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取扱説明書 

手術台拡張ボード（小型）   
800-0081長さ28 cm x 幅20 cm (11" x 8") 
800-0081-EU長さ28 cm x 幅20 cm (11" x 8") 

手術台拡張ボード（中型） 
800-0079長さ38 cm x 幅20 cm (15" x 8") 
800-0079-EU長さ38 cm x 幅20 cm (15" x 8") 

手術台拡張ボード（大型） 
800-0077長さ51 cm x 幅10 cm (20" x 4") 
800-0077-EU長さ51 cm x 幅10 cm (20" x 4") 

著作権について  
All rights 
reserved.著作権法で認められている 
場合を除き、事前の書面による同意な 
しに本書内容を無断で複製、翻案また 
は翻訳することは禁止されています。 

 
初版：2007年12月27日  

 
製造業者 

SchureMed (081001460) 
452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA  
フリーダイヤル (888) 724-8763  |  電話 (781) 982-7000  |  Fax (781) 982-7001  |  orders@schuremed.com 

 
正規代理店 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands  

使用方法 
患者に使用する前に、患者用ポジショニング器具の特徴をよく理解しておきます。臨床で使用
する前に、必ず、医師、看護師または医療スタッフで使用方法を練習してください。 

手術台への取り付け 
1. サイドレールに簡易クランプP/N 800-0228（別売）を取り付けます 
2. マウントポストをクランプに挿入します 
3. ハンドルを時計回りに回転して、クランプを締めます。 

手術台からの取り外し  
1. クランプのハンドルを反時計回りに回転し、クランプを緩めます 
2. クランプからの取り外します。 
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使用目的  
手術台の幅を拡張するために使用することができます。 

一般仕様 
製品寸法（最大値）  

小型 

800-0081 & 800-0081-EU 
• 長さ：11” ±0.5” 

(28 cm±1 cm) 
• 幅：8” ±0.5” 

(20 cm±1 cm) 
• 奥行き：8” ±0.5”（バッド付き） 

(20 cm±1 cm) 
• 製品重量：   

4 lbs.  ±0.5 lbs. 
(1.8 kg±0.22 kg) 

• 1人で設置可能 

中型 

800-0079 & 800-0079-EU 
• 長さ：15” ±0.5” 

(38 cm±1 cm) 
• 幅：8” ±0.5” 

(20 cm±1 cm) 
• 奥行き：8” ± 0.5”（バッド付き） 

(20 cm±1 cm) 
• 製品重量：   

4 lbs.  ±0.5 lbs. 
(1.8 kg±0.22 kg) 

• 1人で設置可能 

大型 

800-0077 & 800-0077-EU 
• 長さ：20”±0.5” 

(51 cm±1 cm) 
• 幅：4”±0.5” 

(10 cm±1 cm) 
• 奥行き：8”± 0.5”（バッド付き） 

(20 cm±1 cm) 
• 製品重量：  

4.5 lbs. ±0.5 lbs. 
(2 kg±0.22 kg) 

• 1人で設置可能 

器具の概要  
手術台拡張ボードは、手術台のサイドレールへの取り付けにより、手術台の幅を拡張します。 

使用時に必要となるその他製品：  
800-0228シンプルクランプ（別売）  

米国：9.5 mm x 28.5 mm (0.374” x 1.122”) PN# 800-0228    
Denyer：6 mm x 38 mm (0.236” x 1.496”) PN# 800-0228-DEN  
欧州：10 mm x 25 mm (0.394” x 0.984”) PN# 800-0228-EU 
Eschmann（英国）：6 mm x 32 mm (0.236” x 1.260”) PN# 800-0228-UK 
日本：9 mm x 32 mm (0.354” x 1.260”) PN# 800-0228-JPN 
スイス：10 mm x 30 mm (0.394” x 1.181”) PN# 800-0228-SWISS 
 
一般情報 
• 本品には、天然ゴムラテックス素材は使用されていません 
• 本品は、227 kg（500ポンド）を限度とする患者体重（99％人体モデルに準じる身長193 cm 

(6'4") の患者）の荷重を支持することができます 
• 本品の製造上の欠陥に対する保証期間は、2年間となります 
• 配送中に破損が生じている場合は、カスタマーサービス（888）724-8763または（781）982-7000 
までご連絡のうえ、返品承認番号を取得してください。本品の保証に問題が生じた場合は、 
カスタマーサービスまでお問い合わせください 

• 本品はメンテナンスフリーですが、使用ごとに製品状態を確認してください 
• 本品の製品寿命は、通常の使用条件下で5年です 
• 本品は、–4°F～+86°F (-20°C～30°C) の温度範囲で保管してください。 

廃棄について 
• 一般事項 - 廃棄する前に、製品を洗浄消毒し、感染を防止してください 
• 包装材 - 包装材は、国内の規則に準じて一般ごみとして処理してください 
• SchureMedは、使用済み製品または廃棄製品の回収を受け入れます。または、国内の規則に準
じて製品を廃棄してください。 
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製品使用上の注意 
警告！最大荷重量は、患者体重として227 kg（500ポンド）を 
超えないようにしてください。最大荷重量が少ない手術台では、アクセサリーレールに過剰
な負荷をかけないでください。  

 
警告！  
誤った使用方法によって、危険が生じるおそれがあります。併用する手術台システムの取扱説
明書の記載事項を必ず守ってください。 

クリーニングに関する推奨事項 
適切なクリーニング・消毒方法については、米国周手術期看護師協会（Association of periOperative 
Registered Nurses Journal Guidelines）の最新ガイドラインに従ってください。 
 

 
警告！ 
米国労働安全衛生局（Occupational Safety and Health Administration）の血液媒介性病原体に関す 
る基準を遵守してください。アクセサリーのクリーニングには、推奨される防護服、手袋、 
マスク、眼の保護具を使用してください。 

注意 
洗浄液については、メーカーの取扱説明書をよく読み、それに準じて使用してください。フェ
ノール類を含む洗浄剤は使用しないでください。 

1. ディスポーザブル資材を用いることにより、アクセサリーから汚染物を取り除いてください。
該当するバイオハザード廃棄物処理手順に準じてください 

2. アクセサリー全体に洗浄液を十分に塗布した後、清潔なリントフリーの布を用いて水分と洗
浄液を拭き取ります 

3. アクセサリーを乾燥させます。 

ユーザーへの通知 
デバイスに関連して発生した重大なインシデントは、ユーザーおよび/または患者が設立されて
いる加盟国の製造業者および所管官庁に報告する必要があります。 
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