
INNOVACELLGUIDE
REFERENCEGUIDE

For use with
BK 8848 transducers,

NIPRO 1ml needleless syringe and
Misawa 21G x 52mm needle

ニードルガイド

組み合わせて使用する医療機器

直腸用トランスデューサ8848型：BKメディカル
ニプロシリンジ( 針なし) 1 mL： ニプロ株式会社
注射針 21G x 52 mm：ミサワ医科工業株式会社
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Guide Plate
ガイドプレート
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Probe Adaptor
プローブアダプター

Stop Plate
ストッププレート
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Thumb Tab
親指タブ

Carriage Tabs
キャリッジタブ

Syringe Holder Assembly
シリンジホルダーアセンブリ

Parallel Adjustment Lever
並行調整レバー

Carriage Lever
キャリッジレバー
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Symbol Title of Symbol Description of Symbol

Manufacturer
(ISO 15223-1, 5.1.1)

Indicates the medical device manufacturer.

Authorized Representative in
the European Community (ISO

15223-1, 5.1.2)

Indicates the Authorized Representative in the European
Community.

Date of manufacture
(ISO 15223-1, 5.1.3)

Indicates the date when the medical device was manufactured.

Use-by date
(ISO 15223-1, 5.1.4)

Indicates the date after which the medical device is not to be used.

Batch code
(ISO 15223-1, 5.1.5)

Indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot
can be identified.

Catalog number
(ISO 15223-1, 5.1.6)

Indicates the manufacturer’s catalogue number so that the
medical device can be identified.

Sterilized using ethylene oxide
(ISO 15223-1, 5.2.3)

Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene
oxide.

Do not use if package is
damaged

(ISO 15223-1, 5.2.8)

Indicates a medical device that should not be used if the package
has been damaged or opened.

Keep away from sunlight
(ISO 15223-1, 5.3.2)

Indicates a medical device that needs protection from light
sources.

Do not reuse
(ISO 15223-1, 5.4.2)

Indicates a medical device that is intended for one use, or for use
on a single patient during a single procedure.

Consult instructions for use
(ISO 15223-1, 5.4.3)

Indicates the need for the user to consult the instructions for use.

Not made with natural rubber
latex

(ISO 15223-1, 5.4.5 and
Annex B)

Indicates that natural rubber latex was not used in the
manufacturing of the product, its container, or its packaging.

European Conformity
(EU MDR 2017/745, Article

20)

Indicates manufacturer declaration that the product complies with
the essential requirements of the relevant European health, safety

and environment protection legislation.

Medical Device
(MedTech Europe Guidance:
Use of Symbols to Indicate
Compliance with the MDR)

Indicates the product is a medical device.

Quantity
(IEC 60878, 2794)

To indicate the number of pieces in the package.
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NEEDLE GUIDE
INTENDED USE
A device that attaches to an endocavity ultrasound transducer and performs controlled intramuscular needle injection
and retraction. It is a sterile, single-patient use and disposable device intended for use in the administration of sterile
materials.

COVER
INTENDED USE
Protective cover or sheath placed over diagnostic ultrasound transducer / probe / scanhead instruments. The cover
allows use of the transducer in scanning and needle guided procedures for body surface, endocavity, and intra-
operative diagnostic ultrasound, while helping to prevent transfer of microorganisms, body fluids, and particulate
material to the patient and healthcare worker during reuse of the transducer (both sterile and non-sterile covers). The
cover also provides a means for maintenance of a sterile field (sterile covers only). CIVCO Poly Ultrasound
Transducer Covers are furnished sterile & non-sterile; single use patient / procedure, disposable.

NOTE: For a summary of clinical benefits for this product, visit www.innovacell.at/.

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

WARNING
n Before use, you should be trained in ultrasonography. For instructions on the use of your transducer, see
your system's user guide.

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 Prior to use, inspect device for signs of damage, if damage is evident do not use.
n Product is intended for single-use only.
n Review product labeling for sterile symbol. If sterile symbol appears on label, product is sterilized using
ethylene oxide.

n Do not use if integrity of packaging is violated.
n Do not use if expiration date has passed.
n Do not reuse, reprocess or resterilize single-use device. Reuse, reprocessing or resterilization may create a
risk of contamination of the device, cause patient infection or cross-infection.

n Dispose of single-use components as infectious waste.
n If the product malfunctions during use or is no longer able to achieve its intended use, stop using the
product and call CIVCO.

n Report serious incidents related to the product to CIVCO and the competent authority in your Member State
or appropriate regulatory authorities.

n Always place a cover over transducer to protect patients and user from cross-contamination.
n Use only water-soluble agents or gels. Petroleum or mineral oil based materials may harm cover.
n See your system's user guide for reprocessing transducer between use.
n Ensure no air bubbles are present prior to use. Air left between cover and transducer lens may cause poor
image quality.

NOTE: Product is not made with natural rubber latex.

NEEDLE PATH VERIFICATION
n Before performing needle path verification, clinician medically trained in the use of ultrasound should
determine blue parallel adjustment lever height.

n Before use, perform needle path verification to verify ultrasound system and needle guide relationships.
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PREPARING GUIDE PLATE AND SYRINGE
n Before using guidance system, insert syringe needle into guide plate hole corresponding with blue parallel
adjustment lever height.

COVERING THE TRANSDUCER
1. Place an appropriate amount of gel inside cover and/or on transducer face. Poor imaging may result if no
gel is used.

2. Insert transducer into cover making sure to use proper sterile technique. Pull cover tightly over transducer
face to remove wrinkles and air bubbles, taking care to avoid puncturing cover.

3. Secure cover with enclosed bands.
4. Inspect cover to ensure there are no holes or tears.

ATTACHING PROBE ADAPTOR
n Using sterile technique, slide probe adaptor onto transducer and align with locating features.

USING GUIDANCE SYSTEM
1. Align syringe holder assembly with probe adaptor and snap into place.

WARNING
n Ensure device is securely attached, failure to do so could result in inaccuracy.
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2. Using thumb tab, pull syringe holder assembly into distal position.

3. Use blue parallel adjustment lever to set syringe holder assembly at specified height.

WARNING
n Ensure measurements of guide plate hole and blue parallel adjustment lever height match. Failure to do so
could result in inaccuracy.

4. With carriage in proximal position, align syringe and guide plate with features on carriage. Gently snap into
place.

WARNING
n Ensure guide plate is aligned as shown.

5. Slide guide plate proximally until it snaps into stop plate of probe adaptor.
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WARNING
n Ensure guide plate is securely attached to probe adaptor.
n Ensure needle remains in correct guide plate hole.

6. To begin treatment, place fingers on blue carriage tabs, and move syringe holder assembly proximally,
advancing needle into patient.

7. Place fingers on blue carriage tabs and thumb on thumb tab. Pull carriage distally towards thumb to deliver
syringe contents.

8. With fingers on blue carriage tabs, pull entire syringe holder assembly to full distal position, retracting
needle from patient.

REMOVING SYRINGE AND GUIDE PLATE
9. Lift carriage lever and rotate syringe and guide plate upward away from syringe holder assembly.

10. Press syringe out of carriage to remove.
11. Close carriage and return to proximal starting position.

NOTE: Repeat steps 4 through 11 as necessary.

STORAGE CONDITIONS
n Avoid storing product in areas of temperature extremes or in direct sunlight.
n Store in a cool, dry place.

DISPOSAL

WARNING
n Dispose of single-use components as infectious waste.
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記号 記号の名前 記号の説明

製造元
(ISO 15223-1, 5.1.1) 医療機器製造元を示します。

欧州共同体における指定代理
人 (ISO 15223-1, 5.1.2) 欧州共同体での指定代理人を示します。

製造日
(ISO 15223-1, 5.1.3) 医療機器が製造された日付を示します。

使用期限
(ISO 15223-1, 5.1.4)

その日以降は医療機器を使用してはならない日付を
示します。

バッチコード
(ISO 15223-1, 5.1.5)

バッチまたはロットを識別できるように、製造業者
のバッチコードを示します。

カタログ番号
(ISO 15223-1, 5.1.6)

医療機器を識別できるように、製造元のカタログ番
号を示します。

エチレンオキシドで滅菌
(ISO 15223-1, 5.2.3)

エチレンオキシドを使用して滅菌された医療機器を
示します。

梱包に損傷がある場合は使用
禁止

(ISO 15223-1, 5.2.8)

梱包が損傷しているか開いている場合は使用しては
ならない医療機器を示します。

直射日光回避
(ISO 15223-1, 5.3.2) 直射日光からの保護が必要な医療機器を示します。

再使用禁止
(ISO 15223-1, 5.4.2)

医療機器は単回使用のみ、または単一の患者に対す
る一回の処置での使用のみを意図していることを示

します。
使用説明書を参照

(ISO 15223-1, 5.4.3)
利用者は使用説明書を参照する必要があるというこ

とを示します。
天然ゴムラテックス不使用

(ISO 15223-1、 5.4.5 および
付属文書B)

本製品、その箱、または包装には、天然ゴムラテッ
クスは使用されていないことを示します。

ECマーク
(EU MDR 2017/745, 第20条)

製品が関連する欧州の健康、安全および環境保護法
の必須要件に準拠しているという製造業者の宣言を

示します。
医療機器

(MedTechヨーロッパ・ガイ
ダンス：MDR遵守を示す記号

の使用)

本製品が医療機器であることを示します。

数量
(IEC 60878, 2794) 梱包内の部品数を示します。
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注射針ガイド
使用目的
腔内超音波トランスデューサーに接続し、制御された筋肉内注射と抜き取りを実行するデバイ
ス。これは、無菌製剤の投与を目的とした、滅菌済みの単一患者用の使い捨てデバイスです。

カバー
使用目的
保護カバーまたはシースを超音波診断トランスデューサ／プローブ／スキャンヘッド機器の上に
かぶせます。カバーは体表、体腔内および術中の超音波診断を目的としたスキャンおよび注射針
誘導手技においてトランスデューサの使用を可能にし、かつトランスデューサを再使用するとき
に、微生物、体液、微粒子物質が患者や術者に移動するのを防ぎます（滅菌カおよび非滅菌の両
方のカバー）。カバーは、滅菌野も維持します（滅菌カバーのみ）。CIVCOポリ超音波トランス
デューサカバー（ポリエチレン製）は、滅菌および非滅菌で提供されます。患者／処置に対し単
回使用、使い捨てです。

備考: 本製品の臨床的利点の要約はwww.innovacell.at/をご覧ください。

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 本製品は、超音波検査法の訓練を受けた人が使用してください。トランスデューサの使

用法については、システムのユーザーガイドをご覧ください。
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 使用前に、装置に損傷の徴候がないか検査します。損傷が明らかな場合は使用しないで
ください。

n 製品は1回のみ使用できます。
n 製品ラベルで、滅菌記号をご確認ください。滅菌記号がラベルにあれば、カバーはエチ

レンオキシドで滅菌されています。
n 包装の完全性が侵害されている場合は使用しないでください。
n 使用期限が切れている場合は、使用しないでください。
n 再使用、最処理、再滅菌はデバイスを汚染する危険があり、患者の感染または二次感染

の原因になります。
n 使い捨て部品は感染性廃棄物として廃棄してください。
n 使用中に製品が故障したり、本来の用途に使用できなくなったりした場合には、使用を

中止し、CIVCOにご連絡ください。
n 本製品に関連して重大な事故が発生した場合には、CIVCOおよびお住まいの加盟国の所

轄官庁あるいは規制当局に連絡してください。
n 実際に使用する際は、患者、または使用者を二次感染から守るために常時カバーを取り

付けて使用してください。
n 水溶性物質またはジェル以外は使用しないでください。石油または鉱物油ベースの物質

はカバーを痛めるおそれがあります。
n 使用毎にトランスデューサを再処理する場合については、ご利用のシステムのユーザー

ガイドをご覧ください。
n 使用に先立ち、気泡がないことを確認してください。 カバーとトランスデューサレンズ

の間に空気が残っていると、画質が劣化することがあります。

備考: 本製品は天然ゴムラテックス製ではありません。
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ニードルパスの確認
n 針の経路の検証を実施する前に、超音波の使用について医学的に訓練を受けた臨床医は、青

色の並行調整レバーの高さを決定する必要があります。
n 使用する前に、ニードルパスを確認して、超音波システムと針ガイドの位置関係を確認しま

す。
ガイドプレートとシリンジの準備

n ガイダンスシステムを使用する前に、青い並行調整レバーの高さに対応するガイドプレート
の穴に注射針を挿入します。

トランスデューサへのカバーの取り付け
1. カバーの内側やトランスデューサ表面に十分にジェルを塗布してください。ジェルを使用し

ないと造影効果が悪化します。
2. 適切な無菌操作で、トランスデューサをカバーに挿入してください。トランスデューサ表面

にカバーをかぶせて、強く引っ張り、しわや気泡がないようにしてください。この際、カ
バーを穿孔しないよう注意してください。

3. 同梱のバンドを使ってカバーを固定します。
4. カバーを点検して穴や破れがないか確認してください。

プローブアダプターの取り付け
n 無菌操作で、プローブアダプターをトランスデューサの上にスライドさせ、位置決め機能に

合わせます。
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ガイド システムの使用
1. シリンジホルダーアセンブリをプローブアダプターに合わせて、所定の位置に固定しま

す。

警告
n 装置がきちんと装着されていることを確認してください。確認を怠ると、結果が

不正確になる可能性があります。

2. 親指タブを使用して、シリンジホルダーアセンブリを遠位側（矢印の方向）に引きます。

3. 青い並行調整レバーを使用して、シリンジホルダーアセンブリを指定の高さに設定しま
す。

警告
n ガイドプレートの穴と青い並行調整レバーの高さが対応していることを確認して

ください。
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4. キャリッジが近位の位置にある状態で、シリンジとガイドプレートをキャリッジの機能に合
わせます。慎重にはめ込みます。

警告
n ガイドプレートが図のような位置になっていることを確認してください。

5. プローブアダプターのストッププレートにカチッとはまるまで、ガイドプレートを近位側に
スライドさせます。

警告
n ガイドプレートがプローブアダプターにしっかりと取り付けられていることを確認

してください。
n 針が正しいガイドプレートの穴に納まっていることを確認してください。

6. 処置を開始するには、青色のキャリッジタブに指を置き、シリンジホルダーアッセンブリを
近位側に移動して患者に針を挿入します。

7. 指を青いキャリッジタブに置き、親指を親指タブに置きます。キャリッジを親指に向かって
遠位側に引いて、シリンジの内容物を注入します。

8. 青色のキャリッジタブに指を置いて、シリンジホルダーアッセンブリ全体を完全に遠位側に
引き、針を患者から外します。
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シリンジとガイドプレートの取り外し
9. キャリッジレバーを持ち上げ、シリンジとガイドプレートをシリンジホルダーアッセンブ

リから離れる方向、即ち上方に回転させます。

10. シリンジをキャリッジから押し出して取り外します。
11. キャリッジを閉じて、近位の開始位置に戻します。

備考: 必要に応じて4から11の操作を繰り返します。

保存状態
n 本製品は、高温の場所や直射日光は避けて保管してください。
n 涼しく乾燥した場所に保管してください。

廃棄
警告
n 使い捨て部品は感染性廃棄物として廃棄してください。
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