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EN   Change-A-Tip™ Handle Battery Replacement  
and Changing Tip and/or Sheath
 low-temp handles & high-temp handles

  Change-A-Tip™ Reemplazo de las Pilas y la Punta 
Cauterizadora Punta y el Manto Stéril
 maneja a alta temperatura y baja temperatura se encarga

  Change-A-Tip™ Cautério com Ponta & Pilhas  
Substituíveis / Estéril Bainha
 lida com temperatura alta e baixa temperatura lida

FI   Change-A-Tip™ Vaihdettava Paristo- ja  
Kärkikauteri / Steriiliä Kuoren
 korkean lämpötilan kahvat ja matalan lämpötilan kahvat

  Change-A-Tip™ Auswechselbare Batterie und 
Kauterisationsspitze und Scheide
 hochtemperatur-griffen und niedriger temperatur verarbeitet

  Change-A-Tip™ Udskifteligt Batteri og Udskiftelig 
Cauteriumsspids / Sterilt Skede
 høj temperatur håndtag og lav temperatur håndtag

  Change-A-Tip™ Utbytbart Batteri och Kauterspets / 
Sterila Slida
 hög temperatur handtag och låg temperatur handtag1

  Change-A-Tip™ Batteria e Punta di Cauterizzazione 
Sostituibili / Guaina
 maniglie ad alta temperatura e bassa temperatura maniglie

FR   Change-A-Tip™ Cautère à Piles et Embout Remplaçables 
et / ou Gaine Stérile
 poignées à haute température et à basse température des poignées

  Change-A-Tip™ Vervangbare Batterij & Cauterisatiepunt 
en/of Schacht
 hoge temperatuur verwerkt en lage temperatuur verwerkt

EL    Αλλαγή μπαταρίας λαβής και  
αλλαγή άκρου ή/ και θηκαριού
 Λαβές χαμηλής θερμοκρασίας & λαβές υψηλής θερμοκρασίας 

CN   手柄电池更换及更换烧灼头和/或护套
 低温手柄和 高温手柄

   ハンドルのバッテリー交換および 
チップおよび／またはシースの交換
 低温ハンドル ＆  高温ハンドル
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  Rękojeść Change-A-Tip™ – Wymiana baterii oraz 
wymienna końcówka i/lub osłona
Rękojeści o niskich temperaturach i rękojeści o wysokich temperaturach

  Înlocuirea bateriei din mânerul Change-A-Tip™ şi 
înlocuirea vârfului şi/sau tecii
 mânere pentru temperaturi scăzute şi mânere pentru temperaturi ridicate

  Výmena batérie rukoväte Change-A-Tip™ a výmena 
hrotu a/alebo puzdra
 rukoväte pre nízke teploty a rukoväte pre vysoké teploty

  Change-A-Tip™ Kol Pili Değiştirme ve Ucu ve/veya 
Kılıfı Değiştirme
 düşük sıcaklıktaki kollar ve yüksek sıcaklıktaki kollar



HANDLES

STERILE TIPS AND SHEATHS 
(OPTIONAL AND SOLD SEPARATELY)

NON-STERILE / SINGLE USE TIPS

- 40° C

+70° C  TRANSPORT
  10° C

  40° C  OPERATE
  10° C

  30° C  STORAGE

CAUTERY
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EN - Not Made With Natural Rubber Latex
ES - No está fabricado con látex de caucho natural
PT - Não fabricado com látex de borracha natural
FI - Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia
DE - Ohne Naturkautschuklatex hergestellt
DA - Ikke fremstillet med naturlig gummilatex
SV - Ej tillverkad med naturgummi
IT - Non realizzato con lattice di gomma naturale
FR - Exempt de latex de caoutchouc naturel
NL - Niet vervaardigd uit latex van natuurlijk rubber
EL - Δεν είναι κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ λάτεξ
CN - 非天然橡膠乳膠製成
JA - 天然ゴムラテックスで作られていません
PL - Nie zawiera naturalnej gumy lateksowej
RO - Nu se face cu latex din cauciuc natural
SK - Nie je vyrobený z prírodného latexu
TR - Doğal kauçuk lateksten yapılmamıştır
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び チップおよび／またはシースの
交換
低温ハンドル ＆  高温ハンドル
注：�滅菌済みのチップおよびシースはオプション品である

可能性があり、個別に販売されます。

警告：（使用１回限りのチップおよび滅菌済みシースにつ
いて） 
この医療用器具は効果的に洗浄することができず、また使
用者にて滅菌することができませんので安全に再利用する
ことはできません。一回の使用のみに限定することを意図
しています。使用者の方でこの器具を洗浄したり滅菌した
りすると、生体非適合性や、感染、または器具の不良によ
りその他の危険性を患者に与えることがあります。可燃性
ガス／可燃物のあるところでは使用しないでください。火
災が発生するおそれがあります。

DELO, DEL1 - デバイスを保管する時または使用しないときは、
必ずチップを取り外しておくこと。これらの取扱説明に従
わない場合は、火災につながることがあります。

可燃性ガス／可燃物のあるところや酸素の多い環境では使
用しないでください。火災が発生するおそれがあります。

焼灼器は537.7℃ (1000°F) を超える熱を発生し、使用を誤
ると火傷や火災を引き起こす可能性があります。

焼灼器のチップに誤って曝すと、患者や使用者に思わぬ火
傷を招く場合があります。

組織を長く焼灼器に曝すと、近接の組織の損傷を招く場合
があります。

スイッチを切った直後は焼灼器の先端部チップが熱くなっ
ていますので、使用者や患者が思わぬ火傷をすることがあ
ります。
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HITO, HIT1 - つねにカバーキャップをかけておき、ご使用にな
らない場合は焼灼器の上に置いてください。

警告：(ハンドルに適用) 
バイオハザードまたは「先鋭」廃棄物容器に装置を破棄する
前に焼灼器を停止します。最初に、焼灼器のチップを取り外
します。次に、リアキャップを回してバッテリーを外しま
す。この取扱説明に従わない場合は、焼灼器が意図せずに起
動して廃棄物容器内での火災につながることがあります。

注意：（ハンドルおよびシースについて） 
ハンドルをオートクレーブしないこと。破損することがあ
ります。

シースは熱に敏感です。オートクレーブしないでく
ださい。滅菌済みのシースをこれらの取扱説明に従
って使用してください。

包装が損傷していたり開封されていた場合は、この
器具はご使用にならないでください。

長時間連続作動させますと、ハンドル部が過度に熱
くなることがあります。

使用中、焼灼器に過剰な力を与えると、チップが曲
がったり壊れたりする場合があります。

有害作用を避けるため、適切なモデルの焼灼器を選
択してください。

連続15分以内であれば、推奨デューティーサイクル
は、2秒オン、6秒オフです。

ハンドルのバッテリー交換の取扱説明：
1. バッテリー交換手順を始める前に、焼灼器チップ  を取り

外します。
2. 消耗したバッテリーを取り外すため、リアキャップ  を押

し入れ左に（反時計回りに）回します。
3. バッテリーが滑り出てくるように、ハンドルを傾けます。

場合によってはゆっくり下へ向けて少し振る必要があるか
もしれません。

4. 新しい単二アルカリバッテリーのプラスの端を最初に挿入
します（このデバイスには、亜鉛バッテリーを使用しては
いけません。）。

5. リアキャップを元に戻し、右（時計回り）に回してキャッ
プを閉めます。

6. 焼灼器チップ  を元に戻します。
7. 緑色の電源ボタン  を押して、ユニットを稼働させてくだ

さい。
滅菌済みシースの交換取扱説明
注意：チップおよび／またはシースを交換する際に
は滅菌手技を使用すること。
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1. チップ焼灼器 をハンドルから取り除くこと。
2. 滅菌済みのシース をピールポーチから取り出します。 

注：滅菌済みチップは滅菌済みシースとともに梱包されて
います。

3. シースは青い縞模様 が上になるようにして持ち、ハンド
ルを、白いプラスチック と白い紙のタブの間に挿入しま
す。

4. ハンドルを前方にスライドさせて、ハンドルのノーズ が
滅菌済みシース の端にくるようにします。

重要 - ハンドピースに使用した後や滅菌場所に置く前にシー
スに損傷がないか目視確認してください。

5. 青の縞模様 の部分および白い裏紙をはがします。ポーチ
は廃棄します。

滅菌済み／未滅菌のチップの交換取扱説明
1. チップ は注意して取り扱い、ワイヤーを破損しないよう

にします。チップは常にプラスチック製のグリップで持
ち、破損しないようにします。

2. 滅菌済み焼灼器付きチップ  を滅菌済みシース  を通し
て挿入します。力づくで入れてはいけません。容易にスラ
イドして収まるはずです。

これで、焼灼器ユニットは、使用の準備ができました。

3. 緑色の電源ボタン  を押して、ユニットを稼働させてくだ
さい。

使用後は、シースとチップを取り外して適切に廃棄してくだ
さい。
医療用/適用
Bovie® 焼灼器は鬱血のわずかな止血や同様の使用に用いま
す。
動作原理
本品は、作動スイッチの使用により、熱エネルギーを発熱体
から患者に伝えるハンドヘルドのバッテリー作動式装置で
す。
対象患者

• 制限なし
使用部位と部位の条件

• 使用部位 – 制限なし
• 部位の条件 – 無菌

意図する使用者
• 教育

 - 訓練を受けた医療専門家
• 知識

 - 同封の使用説明書の読解
 - 衛生学を理解していること

• 経験
 - 技術訓練または監視/監督下での訓練

• 許容できる障害
 - 軽度の読書視覚障害または矯正視力 20/20 (1.0)。
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