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**2017年 11月 （第4版） （新記載要領に基づく改訂） 
*2015年 6月 （第3版） 

医療機器認証番号：223AGBZX00043000 

 

機械器具29 電気手術器 

管理医療機器 バイポーラ電極 70655000 

 

ボビーバイポーラ電極 

  
**【警告】 

〈使用方法〉 

1. 以下の物質は、手術室での火災や爆発の危険性を助長する要

因となる可能性がある。 

1) 酸素や亜酸化窒素などの支燃性ガス 

(1) 酸素や亜酸化窒素等の支燃性ガスの濃度が高くなっている所

では、使用しないこと。[酸素及び亜酸化窒素は火勢を強め、

激しい燃焼を引き起こすため。] 

(2) 可能であれば、電気外科手術前もしくは手術中は、酸素の供

給を少なくとも 1分間は止めること。 

2) 可燃性の液体や物質（アルコール性皮膚消毒剤及びチンキ類、

液体包帯、骨セメント及び乾燥したガーゼ） 

電気手術器本体は、皮膚消毒液が蒸発し、チンキ類が消散す

るまで作動させないこと。特にドレープ等の使用時や、臍のよ

うな人体の陥凹部や、体の下などに可燃性溶液が溜まらない

ように注意すること。［電気手術器は、正常な使用であってもア

クティブ電極の先端から火花が発生し、着火源となって患者及

び使用者に熱傷など重大な健康被害を与える可能性があるた

め。］（文献 1）参照） 
3) 可燃性麻酔剤、腸管など体腔内に蓄積した可燃性ガス (メタン

等)  

気化したガス等が充満しないように排除すること。[アクティブ電

極からの火花により爆発・引火を引き起こす可能性があるた

め。] 

2. アクティブ電極を一時的に使用しない時は、清潔で乾燥している

ホルスターに収納するか、絶縁された器具台に置くこと。特に使

用直後のアクティブ電極は患者体表面や外科用ドレープの上に

は置かないこと。［使用直後のアクティブ電極先端は、高周波電

流により発熱している。乾燥しているガーゼや外科用ドレープ等

の発火や患者や術者の熱傷の原因となるため。］ （文献 2）参

照） 

 
**【禁忌･禁止】 

〈使用方法〉 

1. アクティブ電極を不用意に患者に接触させないこと。[患者が熱

傷するおそれがある。] 

2. フライングリード（二股4 mm径プラグ）は使用しないこと。[誤って

本ケーブルをモノポーラ出力端子に接続すると、予期せぬ出力

電力が発生し、重篤な有害事象を引き起こす可能性がある。] 

3. 血液や生理食塩液などの導電性液体とアクティブ電極との接触

による熱傷を防ぐために、次のことに注意すること。 

1) 電気手術器作動中は、アクティブ電極の表面を周囲組織に接触

させないこと。 

2) アクティブ電極に導電性液体が残ったまま使用しないこと。 

 

【形状・構造及び原理等】 

〈形状〉 

1. バイポーラ電極 

1) コーティング付バイポーラ電極 

   

2) コーティング無バイポーラ電極 

 

2. バイポーラ電極用ケーブル 

固定プラグ型ケーブル 

   

〈組織・体液等に接触する部分の原材料〉 

ステンレス鋼 

 

〈原理〉 

本品はバイポーラ電極用ケーブルを介してバイポーラ電極と電気手

術器を接続すると、本品先端部分の二つの電極間に高周波電流が

流れ、目的の組織の切開・凝固を行う。 

 

【使用目的又は効果】 

高周波電流を用いた生体組織の切開又は凝固を行うために外科手

術に使用する。 

 

【使用方法等】 

1. 使用前の準備 

1) 本品は未滅菌品のため、使用前にその都度滅菌を行う。 

2) 本品に欠陥がないか確認する。 

3) 電気手術器の電源プラグをコンセントに接続する。 

4) 電気手術器のメインスイッチを「オン」にして、異常がないこと、

エラー表示がないことを確認する。 

5) フットスイッチを使用する場合は、フットスイッチのプラグを電気

手術器のフットスイッチ接続ジャックに接続する。 

6) 適切なバイポーラ電極をバイポーラ電極用ケーブルに接続し、

確実に接続していることを確認する。 

7) バイポーラ電極用ケーブルにおける端末のプラグを、電気手術

器のバイポーラ接続ジャックに接続する。 

 

2. 使用中 

フットスイッチを踏んでバイポーラ電極を操作し、目的の組織を切

開・凝固させる。 

 

3. 使用後の処置 

1) できるだけ早く汚染物を除去・洗浄する。 

2) 適切な方法で滅菌後、乾燥させて保管する。 

3) 廃棄処理は法令･基準に従って適切に行う。 

 

4. 推奨滅菌方法･条件 

バイポーラ電極：高圧蒸気滅菌132 ℃～135 ℃で 12分 

バイポーラ電極用ケーブル：高圧蒸気滅菌121 ℃で 30分 

 

[使用方法等に関連する使用上の注意] 

使用可能な電気手術器本体は次のとおりである。 

販売名 承認番号 

Bovie IDS(ボビーアイディーエス)－200 21600BZY00377000 

Bovie IDS(ボビーアイディーエス)－300 21600BZY00340000 
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**【使用上の注意】 

〈重要な基本的注意〉 

1. 酸素投与下での気管切開時には、原則、外科用メスを使用するこ

と。やむを得ずバイポーラ電極を使用する場合でも、気管開窓時

の使用は控えること。気管内チューブ挿管下で使用する際には、

バイポーラ電極により気管内チューブを損傷しないように注意す

ること。酸素が漏れチューブに引火し、咽頭部・気管支・肺まで延

焼する可能性がある。また、バイポーラ電極がインフレーションル

ーメンに接触して損傷し、酸素が漏れ発火するおそれがある。イ

ンフレーションルーメンを損傷しないよう注意すること。（文献 3）

参照） 

2. バイポーラ電極及びケーブルが患者又は他の電気機器やその

ケーブル等の導体に接触しないよう注意すること。［誘導による高

周波分流が発生する恐れがあるため。］ 

3. 止血鉗子などの金属製のハンドルの周囲に、ケーブルを巻きつ

けたり、ケーブルをドレープにクランプしないこと。［高周波電流

が多くなり熱傷が発生するおそれがある。また、ケーブルが断線

するおそれがあるため。］ 

4. バイポーラ電極使用中は、非通電時でも、電極先端部に触れたり、

患者の上に置いたりしないこと。［使用直後の先端部は高温にな

っており、患者及び術者が熱傷を負うおそれがあるため。］ 

5. 皮膚と皮膚との接触（たとえば、患者の腕と身体の間）は、乾いた

ガーゼを挿入するなどして避けること。 

6. 生体信号監視装置を同時に使用する場合は、モニタ電極はでき

るだけバイポーラ電極から離して装着すること。針状のモニタ電

極は推奨できない。いかなる場合でも、高周波電流を制限する装

置を備えた生体信号監視装置の使用を推奨する。[モニタ電極面

積が小さい場合、高周波分流による熱傷が発生するおそれがあ

るため。] 

7. 高周波電流が比較的小さな断面図で身体の部分を流れる外科的

処置の場合は、不要な凝固を避けるため、バイポーラの手技が

望ましい。 

8. 出力電力の設定は、意図した目的を達成するために最小必要限

度とすること。[熱傷が発生するおそれがあるため。] 

9. 通常の出力設定であるにもかかわらず、望ましい手術効果が得

られない場合は、電気手術器本体の出力を上げる前に、電極部

の炭化物付着及びケーブルの接触不良が考えられるため、再確

認を行い、異常が無いことを確認してから使用すること。 

10. 電極の先端に炭化した組織が付着した場合は、チップクリーナ

ー等を使用して、炭化組織を除去すること。 

11. 神経や筋刺激を避けるため、強制凝固やスプレー凝固のような

放電凝固モードでは出力を最小限とし、又金属性鉗子を経由し

た凝固の場合にはバイポーラ電極を鉗子に接触させてから出力

すること。［電気手術器の高周波電流では、神経や筋の刺激は起

こさないが、切開や凝固時に発生する放電（スパーク）により高周

波電流の一部が整流され、低周波成分を生じて神経や筋を刺激

し痙攣や筋収縮を起こすため。］ 

12. 併用する電気手術器本体の出力モードの選択、及び出力設定に

あたっては、1200 Vppを超えない高周波電圧を使用すること。出

力モードごとの最大高周波電圧は、電気手術器本体の添付文書

又は取扱説明書などを参考にすること。 

13. バイポーラ凝固モードのオートスタート機能を設定している場合

には、バイポーラ電極を患者の上に置かないこと。［電極が患者

の皮膚に接触し、オートスタート機能が動作して出力が発生する

可能性があるため。］ 

14. 顔やその他の体毛は可燃性である。手術用の水溶性潤滑ゼリー

を使用し、手術部位に近い部分にあるこれらの毛を覆ってからバ

イポーラ電極を使用すること。 

15. 電気手術器の電流を流す準備が整い、バイポーラ電極が視野内

にあり、目的の組織の近傍にある状態でのみ、電気手術器を作

動させること。バイポーラ電極が目的の組織から離れる前に、電

気手術器の作動を停止させること。 

16. 先端電極部の空打ち（空中で凝固出力をバイポーラ電極先端か

ら発する行為）及び空打ちによるテストを意図的に行わないこと

［併用する電気手術器本体及び先端電極部のダメージの原因と

なるため。］ 

17. バイポーラ電極及びケーブルは、使用前に破損や亀裂及び劣

化がないことを点検すること。特に絶縁状態の確認を行い、劣化

したものは使用しないこと。［絶縁破損した箇所からの放電により

熱傷を負うおそれがあるため。］ 

18. ケーブルを過剰に折り曲げたり、ねじったりした状態で使用しな

いこと。 

19. 本品の取り扱いには十分注意し、落としたり、ぶつけたり、重いも

のをのせたり、過度な力を加えたりしないこと。［凝固面や絶縁被

覆が傷つくと、安全性および性能が著しく損なわれ、本品の劣化

が早まるため。］ 

20. 電極が折れ曲がった場合は、曲げ戻して使用しないこと。[破断

するおそれがあるため。] 

21. 電気手術器がバイポーラ電極及びケーブルの不具合等により、

正常に作動しない可能性があることを予め理解し、予備の付属品

類を準備しておくこと。 

22. 本品使用後は、破損・損傷・脱落・変形等異常がないか確認する

こと。 

23. 使用後に、本品のいかなる部分も患者体内に遺残していないこと

を確認すること。 

 

〈相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）〉 

医療機器の 

名称等 
臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

植込み型心臓

ペースメーカ

※ 

自動植込み型

除細動器※ 

機能停止 ケーブルを流れ

る高周波電流に

より高周波干渉が

発生する可能性

がある。 

固定レート化 

不整レート発生 

心室細動の発生 

生体モニタ 

装置 

モニタ電極は本製品で

使用する電極類からでき

るだけ離し、センサーケ

ーブル等はバイポーラ

電極コードから可能な限

り離して設置すること。又

高周波電流保護機能付

きの装置を使用するこ

と。 

ケーブルを流れ

る高周波電流に

より正常なモニタ

ができないおそ

れがあるため。 

※これらの機器を植込んだ患者に電気手術器を使用する際は、該

当する機器の添付文書等を参照すること。 

 

〈不具合・有害事象〉 

1. 不具合 

1) 可燃性物質・可燃性ガスへの引火・爆発 

2) 意図しない出力 

3) 損傷・破損 

 

2. 有害事象 

1) 熱傷 

2) 痙攣や筋収縮 

3) 体内生成ガスの爆発による臓器損傷  

 
**【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 

1. 清潔で涼しく乾燥した場所に保管すること。 

2. 酸やその他腐食性溶液と接触させないこと。 

 

〈有効期間〉 

本品の高圧蒸気滅菌での使用回数は下記の通りである。下記を超え

て使用しないこと。また、使用回数内であっても、異常があった場合

は、使用しないこと。 

品名 
滅菌 

使用回数 

バイポーラ電極 20回 

バイポーラ電極用ケーブル 25回 

（自己認証による） 

 
**【保守・点検に係る事項】 

〈洗浄・消毒・滅菌〉 

1. バイポーラ電極使用後の処理 

1) 使用後、できるだけ早くお湯で湿らせたガーゼや柔らかい布を

使って血液や組織などの汚れを取り除くこと。 
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2) 希釈した酵素洗浄剤に本品を浸ける。洗浄剤の使用方法はメー

カーの指示に従うこと。必要に応じて柔らかい毛のブラシで、汚

れを除去すること。 

3) 水道水で湿らせた布で本品を拭き、温水で数分洗い流し、電極

から洗浄剤を除去する。 

4) 電極を完全に乾かすこと。 

5) 高圧蒸気滅菌を用いて 132 ℃～135 ℃で 12分滅菌すること。 

6) 滅菌後は本品を乾燥させて、十分冷ますこと。 

 

2. バイポーラ電極用ケーブルの使用後の処理 

1) 使用後、できるだけ早くお湯で湿らせたガーゼや柔らかい布を

使って血液や組織などの汚れを取り除くこと。 

2) 希釈した酵素洗浄剤にケーブルを浸ける。洗浄剤の使用方法

はメーカーの指示に従うこと。必要に応じて柔らかい毛のブラシ

で汚れを除去すること。 

3) 水道水で湿らせた布を使ってケーブルを拭き、付着した洗浄剤

を取り除くこと。 

4) ケーブルを完全に乾かすこと。 

5) 高圧蒸気滅菌法を用いて 121 ℃で 30分滅菌すること。 

6) 使用前にケーブルを室温に置いて十分冷ますこと。 

7) フラッシュ滅菌は使用しないこと。 

 
**【主要文献及び文献請求先】 

〈主要文献〉 

1. PMDA 医療安全情報 No.15 「電気メス取扱い時の注意につい

て（その 2）」 

2. PMDA 医療安全情報 No.33 「手術時の熱傷事故について」及

び PMDA 医療安全情報 No.33（改訂版）「光源装置、電気メス、

レーザメスを用いた手術時の熱傷事故について」 

3. PMDA 医療安全情報 No.14 「電気メス取扱い時の注意につい

て（その 1）」 

 

〈文献請求先〉 

株式会社メディカルリーダース 

TEL 03-5803-9271 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

株式会社メディカルリーダース 

TEL 03-5803-9271 

 

外国製造業者： 

ボビー メディカル コーポレイション 

Bovie Medical Corporation （米国） 


