
Magic TowerTM

マジックタワー　取扱説明書



はじめに

マジックタワーは、手術時に手術台のレールに装着し、
医療用鈎などを意図する位置に押さえる、または保持す
るための用具です。

この取扱説明書には、安全についての注意事項を記載し
ています。正しくお使いいただくために、添付文書も併
せてご使用前に必ずお読みください。

本製品の操作は手動で行います。

ご使用の前に
本製品は主に手術において術野の開創保持を目的として
いるため、故障、破損が術中に起こった場合は、患者ま
たは術者に対し重篤な事故を招く可能性があります。こ
れらの事故を未然に防ぐため、製品に対する正しい理解
とともに、術前術後の点検、保管（管理）、洗浄・滅菌、保守・
点検などが重要となります。

本製品の取扱は、使用目的、手術手技、装置の構造につ
いて熟知され、操作についての十分な訓練、または講習
を受けた医師のみが行ってください。

Magic TowerTM

使用上の注意

運搬時、使用しない時の注意

　　　ダミーマストが付いていない状態でアームレバー
　　　を倒す等の空締めをしないでください。

　　　カラーの変形を防ぐため、強い空締めをしないでく
　　　ださい。

　　　クリンチングブロックの変形を防ぐため、運搬時は
　　　ダミーマストを挿入してください。

使用前の確認・点検
使用の前に以下の内容を確認してください。
・変形、損傷、ひび割れ、錆、汚れ、劣化等がないこと
・ボルトもしくはピンに緩み等がないこと
・固定力に問題がないこと
・レバーの動きがスムーズであること
・装着側となる手術台のサイドレールは直接本体に固定さ
    れたものであり、その材質はステンレス製であること
・手術台本体やレールにがたつき、ネジの緩み、変形、損
    傷がないこと

　　　手術台に構造上の問題がある場合は使用しないでく
　　　ださい。

洗浄・滅菌
本製品は未滅菌のため、使用前にマスト、カラー、アーム
とも洗浄・滅菌（高圧蒸気滅菌等）を行ってくだい。
※滅菌後の組立・操作は清潔下で行ってください。
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マジックタワーアームの固定力

マジックタワーアームの固定力は以下の数値で管理されています。

① フックの横方向：最大 500g で、持続的に動かなければ可

② アーム下方向：ロック状態で、自重＋200g で下に動かなければ可

③ アーム上、横方向：ロック状態で、1.2kg で動かなければ可

製品概要

製品の構成　※鈎は付属しておりません。

カラーレバー

製造販売届出番号　　　　  　  販売名

17B3X10006000001　　              マジックタワー



　　　・手術台の高さ変更・縦転・横転等行う際には、本
　　　　品に予想以上の負荷がかかることがあるので注意
　　　　してください。

　　　・使用中、本製品を移動する際にはバランスや覆布
　　　　の破れ等に注意してください。

　　　鈎との接続、保持に問題が認められる場合は、ただ
　　　ちに本製品の使用を中止し必要な措置をとってくだ
　　　さい。

取り外し
1. 最初にアームと鈎の分離（リリース）を行い、本品に荷
　重がかからない状態にします。ハンドルを立ててロック
　を解除し、鈎からフック先端を外します。

2. アームを両手で支え、カラー、マストから抜き取ります。
　抜き取り時は急がずに、静かにアームを持ち上げてくだ
　さい。

3. カラーレバーを緩めてマストからカラーを抜き取ります。

4. マストを手で支え、マストレバーを緩めて手術台から取
　り外します。

　　　アーム取り外しの際に抵抗を感じた状態で無理矢理
　　　の旋回動作で引抜く、ハンマーなどで叩く等の行為
　　　は厳禁です。

　　　アームの取り付けおよび抜き取り時には、マストに
　　　対するアームジョイント部の傾き加減によって接触
　　　抵抗が増え、スムーズに上下できないことがありま
　　　す。このような現象が発生した場合は、無理に動か
　　　すことを避け、一旦クリンチングブロックの角度を
　　　調整してください。両手でアームを保持しジョイン
　　　ト部（クリンチングブロック）の傾きがフリーの状
　　　態で、接触抵抗が軽減したポイントで抜き差しを続
　　　行してください。

製品を長くご使用いただくための重要なお願い
アームとマストの結合部は、接続するまたは外す際に、設
計上クリンチングブロックが傾く構造になっています。

　　　クリンチングブロックが傾いた状態で、無理な力で
　　　外すことはしないでください。

使用方法

組み立て
1. マストを手術台のサイドレールに取付けます。

2. 位置が決定したらマストレバーを締めて固定します。
　（注：過度に締めすぎないようにします）

3. マストを前後・左右に軽く動かし、マストが手術台のレー
　ルへ完全に固定されていることを確認します。ぐらつく
　場合は、十分な固定力が得られるまでさらにマストレバ

　ーを締めつけます。

4. マストの固定が確認できたら、カラーを差し込みます。
　その際に上下の方向を間違えないようにしてください。

5. 適切な位置が決定したら、カラーレバーを締めてカラー
　を固定します。（注：過度に締めすぎないようにします）

6. マストに沿わせてカラーの上へアームを取りつけます。

　　　組立前に本製品が十分に乾燥していることを確認し
　　　てください。水滴が残っていると早期腐食の原因と
　　　なります。

　　　本製品を覆布の上から固定手術台のレールに固定す
　　　る際に覆布が厚すぎて十分な固定が得られない恐れ
　　　がある場合は、使用を中止し必要な措置をとってく
　　　ださい。

操作
1. アームレバーを立ててロックを解除し、術野にて開創状
　態を保持した鈎までアーム先端を移動し、鈎の持ち手部

　と位置を合わせます。

2. アーム先端のフックと鈎の持ち手部を接続し、レバーを
　倒して固定します。フックが鈎を十分に保持しているこ
　とを確認してください。

　　　アームレバーを倒したロック状態で無理にアームを
　　　動かさないでください。クリンチングブロック内を
　　　損傷する恐れがあります。

　　　使用中は、常に固定力が維持されているかを確かめ
　　　てください。
　　　・使用中は、患者または手術台を介して伝わる振動
　　　　により、ボルトもしくはピンにゆるみ・脱落等が
　　　　発生する恐れがあるので注意してください。

アームを接続する際、クリンチングブロックを少し押して、
傾きを補正すると接続しやすくなります。



 ・  研磨剤入り洗剤、ワイヤーブラシ、金属ウールの使用は、
　本製品の表面に傷を生じ腐食の原因となりますので決し 
　て使用しないでください。

 ・  洗浄後のすすぎは、腐食・変色を避けるため洗剤の残留
　がないよう蒸留水で念入りに行ってください。

4. すすぎを十分に行った後、ただちに乾燥を行ってください。

5. 洗浄・乾燥後の本品から汚れが完全に除去されているこ
　とを確認してください。

6. 洗浄・乾燥後に、作動性・ネジ、ボルト等のゆるみ、締
　め具合を確認してください。

アームを外す際は、クリンチングブロックが平行になるように、
手を添えてください。

クリンチングブロックを手動で水平になるよう補助する、
あるいはマストに沿って自然と水平になるようにゆっくり
旋回しながら、持ち上げるように外してください。

推奨される滅菌方法
 ・高圧蒸気滅菌（プレバキューム方式）
　滅菌条件：115 ～ 118℃　30 分間
　　　　　　121 ～ 124℃　15 分間
　　　　　　126 ～ 129℃　10 分間
 ・プラズマガス滅菌
 ・感染症患者へ使用した場合
     クロイツフェルトヤコブ病（プリオン病）及び類縁疾患    
     と診断された患者、あるいはその疑いのある患者に使用
     した場合は、国内規制及びガイドライン等を遵守してく
     ださい。
 

　　　分解した本品は、感染防止に配慮してすみやかに洗
　　　浄・滅菌・乾燥等の処理を行ってください。変色、錆、
　　　汚れの固着、性能劣化の原因になりますので、処理
　　　を行わないままで長時間放置しないでください。

洗浄・滅菌・保管

洗浄に関する要件
洗浄・滅菌に使用する水：無鉱物水または蒸留水に限る

洗浄剤：中性の医療用洗剤に限る

消毒剤：強アルカリまたは強酸性の消毒剤の使用は厳禁

機械による洗浄（自動洗浄機）
1. 使用可

・ウォッシャーディスインフェクター、乾燥機等
    ウォッシャーディスインフェクターによる熱水洗浄を推
    奨します。ただし、　材質に影響を与える酸性、アルカリ   
    性の洗浄剤は避けてください。

2. 使用不可・禁止・注意

・超音波洗浄機
    超音波によるキャビテーション効果によってネジのゆるみ
    止めが弱体化するおそれがありますので避けてください。

・消毒剤、洗浄剤等の液体への浸け置きはしないでください。
・ 手による洗浄の場合は、なるべくソフトなブラシを使用            
   し、強い力を加えないでください。

保管（長時間使用しない場合）
 ・  本製品を保管する場合、マストレバー、カラーレバーを
　適度に締めて脱落を防止し、不用意に動かないようにし
　てください。
 ・  完全に乾燥させてから保管してください。

 ・  高温、多湿、水濡れ、直射日光、火気の近くは避けてください。

 ・  温度や湿度の極端に変化する場所は避けてください。

 ・  塵やほこりのない清潔な場所に保管してください。

 ・  他の金属製器具との接触は避けてください。

 ・  変形や損傷の原因となるような場所へは保管しないでく
　ださい。

 ・  滅菌状態で保管する場合、施設の保管ルールに従ってく
　ださい。

日常の点検とお手入れ
本品は日常点検を行い、正常に作動することを確認してく
ださい。使用前後及び必要に応じて以下の項目に関して点
検を行ってください。

 ・  本製品に変形、損傷、ひび割れ、錆、汚れ、劣化等がな
　いか、その他外観に異常がないか

 ・  ネジ、ピン、ボルト、カムの外れ、緩み、破損等がないか、
　保持力に問題が無いか

 ・レバーの動きはスムーズか

 ・  操作部、可動部がスムーズに動くか

洗浄方法
使用後、本製品に付着した血液、ヨード系消毒剤、生理食
塩水は錆・変色の原因となるため、局方滅菌精製水を含ま
せたガーゼで清拭します。
すぐに機械洗浄できない場合は、手洗いによる予備洗浄を
行ってください。
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