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LAPAROSTAT™ KIT

Rail Adapter

Positioning Arm

Laparostat™

RAIL ADAPTER
INTENDED USE
Rail adapter is intended to attach to common rails and provide an interface to accept CIVCO
positioning arm.

LAPAROSTAT™ / POSITIONING ARM
INTENDED USE
The Laparostat holds a laparoscope and attaches into positioning arm.

CAUTION
Federal (United States) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

WARNING

n For illustration purposes only, positioning arm and laparostat may be shown without a cover.
Always place a cover over device to protect patients and users from cross-contamination.

n Do not use if device appears damaged.
n Positioning Arm Only: Forces exceeding 20lbs. (9.07kg) may move positioning arm when fully
locked.

n Do not lubricate device.
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USING RAIL ADAPTER

I. Knob
II. Attachment Points
III. Rail

WARNING

n Ensure device is stable before use.

1. Attach rail adapter by tightening knob in a clockwise motion.
2. Ensure rail adapter and any device installed into attachment point is secure.

ATTACHING POSITIONING ARM AND LAPAROSTAT

5mm-10mm laparoscopes

I. Base Lever
II. Positioning Arm
III. Quick-Mount™ Lock
IV. Laparostat™

V. Clamp

VI. Pin
VII. Locating Feature
VIII. Quick-Mount™

IX. Exacting Lever
X. Rail Adapter

1. Attach positioning arm by turning base handle fully into attachment point.
2. Rotate lever to a desired position. Push base handle lever down to secure positioning arm.
3. Loosen Quick-Mount lock on positioning arm.
4. Insert Laparostat into Quick-Mount, ensuring pin is engaged into locating feature.
5. Tighten Quick-Mount lock on positioning arm to secure.
6. Place cover over positioning arm and Laparostat, using proper sterile technique (See

positioning arm cover instruction).
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7. Orient positioning arm to desired position. Use exacting lever to tighten arm.
8. For initial starting position, center telescoping section of Laparostat and position clamp.

Optional Starting Positions:

NOTE: Reposition laparoscope by grasping the Laparostat at the clamp.

9. Attach clamp to laparoscope as close to camera body as possible, taking care to avoid
puncturing cover. Ensure laparoscope is secure.

CLEANING AND DISINFECTING

WARNING

n Users of this product have an obligation and responsibility to provide the highest degree of
infection control to patients, co-workers and themselves. To avoid cross-contamination, follow
infection control policies established by your facility.

n Do not place in mechanical washer.
n Do not autoclave or immerse.
n Sterility of positioning arm and Laparostat can only be achieved by using sterile positioning
arm cover.

1. After each use, discard single-use, disposable components.
2. Wipe all surfaces with common germicidal or antiseptic wipe, such as alcohol.
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LAPAROSTAT™ キット

レールアダプタ

位置決めアーム

ラパロスタット™

レールアダプター
使用目的
レールアダプタは、通常のレールに取り付けて、CIVCO 位置決めアームを接続
するのに使用します。

ラパロスタット™ / 位置決めアーム
使用目的
ラパロスタットは、腹腔鏡を固定して、位置決めアームに取り付けら れます。

注意
(米国）連邦法により、本装置の販売は、医師または医師の指示による場合に制
限されています。

警告
n 図示するだけの目的で、位置づけアームやァパロスタットをカバーなしで

示す場合がありますが、実際の場合は常に患者や使用者を二次感染から守
るため、機器にカバーをつけてください。

n 装置に損傷が見られる場合は使用しないでください。
n 位置決めアームのみ:20lbs を超える力 (9.07kg) 以上の力をかけると、完全

にロックした状態の位置決めアームを移動させることがあります。
n 機器に潤滑剤を使用しないでください。
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レールアダプタの使用

I. ノブ
II. アタッチメント位置
III. レール

警告
n 使用する前に、装置が固定されていることを確認してください。

1. つまみを時計回りに回して、レールアダプタを取り付けます。
2. アタッチメント点に設置したレールアダプタおよび器具がしっかりと固定

されていることを確認します。

位置決めアームおよびラパロスタット™ の取り付け

5mm-10mm 腹腔鏡

I. ベースレバー
II. 位置決めアーム
III. クイックマウント™ロック
IV. ラパロスタット™

V. クランプ

VI. ピン
VII. 位置確定機能
VIII. クイックマウント™

IX. 微調整レバー
X. レールアダプタ
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1. ベースハンドルをアタッチメント点までまわして、位置決めアームを取り
付けます。

2. レバーを希望する位置まで回します。ベースハンドルレバーを押し下げ
て、位置決めアームを固定します。

3. 位置決めアーム上で、クイックマウントロックを緩めます。
4. ラパロスタットをクイックマウントに挿入して、ピンが位置確定機能とか

みあっていることを確認します。
5. 位置決めアームのクイックマウントをしっかり締めます。
6. 正しい殺菌テクニックを使って、位置決めアームとラパロスタットにカ

バーをかけます(位置決めアームカバーの使用説明書を参照してくださ
い)。

7. 位置決めアームを希望する方向に向けます。微調整レバーを使ってアーム
を締めます。

8. 最初の開始位置に戻すには、ラパロスタットの望遠鏡部を中央に戻し、ク
ランプを位置づけます。

任意のスタート位置

備考: クランプでラパロスタットをしっかりつかんで、腹腔鏡の位置
を調整します。

9. カバーに穴を開けないように気をつけながら、カメラ本体にできるだけ近
づけてクランプを腹腔鏡に取り付けます。腹腔鏡がしっかりと固定されて
いることを確認します。
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洗浄・消毒

警告
n この製品のユーザーは、患者、同僚と自身に対する最高レベルの感染管理

を行う義務と責任があります。二次感染を防ぐために、各施設が定める感
染コントロールの規定に従がいます。

n 電気洗濯機に入れて使用しないでください。
n オートクレーブを使用したり、液体に浸さないでください。
n 位置決めアームとラパロスタットは、殺菌済みの位置決めアームカバーを

使用した場合のみ清潔に保つことができます。

1. 単回使用のディスポーザブルコンポーネントは、毎回使用後に廃棄してく
ださい。

2. アルコールなどの一般的な殺菌剤や消毒剤を使用して、全表面を拭いてく
ださい。
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LAPAROSTAT™키트

레일어댑터

배치용암

Laparostat™

레일어댑터
사용 용도
레일어댑터는커먼레일부착용으로고안된것으로, CIVCO 배치암장착을위한
인터페이스를제공합니다.

LAPAROSTAT™ / 배치용암

사용 용도
Laparostat는복강경을쥐어배치용암에부착합니다.

주의
미국연방법에따라이장치의판매는의사에한해서만또는의사의지시에한해서
만이루어지도록제한합니다.

경고
n 단지예시목적으로, 배치용암과Laparostat는커버없이표시되었을수있

습니다. 환자와사용자간의교차오염을방지하기위해항상장치커버를덮
어두십시오.

n 장치가손상된것같으면사용하지마십시오.
n 배치용암만해당:완전히잠겨있을때20파운드 (9.07kg) 넘게힘을가하면

배치용암을움직일수있습니다.
n 장치에윤활제를바르지마십시오.
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Laparostat™키트 한국어

레일어댑터사용

I. 노브
II. 부착지점
III. 레일

경고
n 사용전에장치가안정적인지확인하십시오.

1. 노브를시계방향으로조여레일어댑터를부착합니다.
2. 부착지점에설치된레일어댑터와장치가제대로고정되어있는지확인합니

다.

배치용암과 LAPAROSTAT 부착

5mm-10mm복강경을

I. 받침대레버

II. 배치용암

III. Quick-Mount™잠금장치

IV. Laparostat™

V. 클램프

VI. 핀

VII. 위치결정기능

VIII. Quick-Mount™

IX. 이그잭팅레버

X. 레일어댑터
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한국어 Laparostat™키트

1. 받침대핸들을부착지점까지완전히돌려배치용암을부착합니다.
2. 레버를원하는위치까지돌립니다. 받침대핸들레버를아래로밀어배치용

암을고정시킵니다.
3. 배치용암의Quick-Mount 잠금장치를풉니다.
4. 핀이위치결정기능에맞물리게하면서Laparostat를 Quick-Mount 에삽

입합니다.
5. 배치용암의Quick-Mount 잠금장치를조여고정시킵니다.
6. 적절한무균기법을사용하여배치용암과Laparostat 위에커버를놓습니

다 (배치용암커버지침참조).
7. 배치용암을원하는위치로돌립니다. 이그잭팅레버를사용하여암을조입

니다.
8. 초기시작위치로가려면, Laparostat 의망원부분을가운데두고클램프를

배치합니다.

선택적인시작위치

주석: 클램프위치에서Laparostat를잡아복강경을다시배치합니다.

9. 커버에구멍이뚫리지않도록주의하면서클램프를카메라본체와최대한가
까운위치에서복강경에부착합니다. 복강경이고정되었는지확인하십시오.
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세척및살균

경고
n 본제품의사용자들은환자, 동료및자신을위해최고수준의감염통제를수

행할의무와책임이있습니다. 교차감염을방지하기위해, 해당병원에서규
정한감염통제방침을따르십시오.

n 기계적세척기를사용하지마십시오.
n 고압멸균하거나액체에담그지마십시오.
n 배치용암과Laparostat 의멸균에는무균배치용암커버를사용해야합니

다.

1. 사용한일회용부품은폐기합니다.
2. 모든표면은알코올과같은일반적인살균또는소독약품으로닦으십시오.
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