SunTech® 247
自動・手動測定用血圧計

ユーザー用マニュアル

このマニュアルについて
このマニュアルでは、血圧、心拍数、平均動脈圧を測定するための非観血的臨床
グレード自動装置、SunTech Medical®, Inc.製 SunTech 247の機能および使用法
を説明しています。体温や機能的酸素飽和度を測定するためのモジュールもオプ
ションで利用可能で、その使用方法もこのマニュアルに記載しています。


このマニュアルは、以下の SunTech 247 のいずれのバージョンにも付属されて
います。

SunTech 247 のバージョン
品名

説明

SunTech 247 BP

血圧計

SunTech 247: BP &

血圧および体温測定機能付
き生命徴候装置

Temperature

SunTech 247: BP & SpO2

血圧および SpO2 測定機能
付き生命徴候装置

SunTech 247: BP,
Temperature & SpO2

血圧、SpO2 および体温測定
機能付き生命徴候装置

SunTech 247: Battery BP

充電式電池型の血圧計

SunTech 247 Battery: BP &

充電式電池型の血圧および
体温測定機能付き生命徴候
装置

Temperature

充電式電池型の血圧および
SpO2 測定機能付き生命徴候
装置

SunTech 247 Battery: BP &
SpO2

充電式電池型の血圧、SpO2
および体温測定機能付き生
命徴候装置

SunTech 247 Battery: BP,
Temperature & SpO2

この文書は、短期間で SunTech 247 を習得し、その後の使用においてその機能を
最大限に活用していただけるように設計されています。SunTech 247 を簡単、安
全、かつ効果的に使用できるように、マニュアル本文の全体にわたり、ヒント、
注記および警告が記載されています。
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変更および再発行
このマニュアルの部品番号は、80-0040-07 です。この文書の発行間の変更内容は、
変更情報シート、補遺、またはページ差し替えにより対処します。このマニュア
ルにこれらのいずれも付属されていない場合は、マニュアルの内容は印刷時にお
いて正確なものとなります。
このマニュアルに誤りがある、または脱落にお気づきの際は、下記の連絡先まで
お知らせください。
SunTech Medical
507 Airport Boulevard, # 117
Morrisville, North Carolina 27560-8200
USA
電話：919.654.2300 ファクス：919.654.2301
電子メール：CustomerService@SunTechMed.com
著作権情報
このマニュアルに記載されたすべての内容は、SunTech Medical の占有情報であ
り、SunTech 247 の操作、メンテナンスまたはサービスの目的に限ってのみ提供
されています。このマニュアルおよびこれに記載された SunTech 247 は、著作権
法により保護されており、SunTech Medical の書面による同意なく、同法のもと
で、その全部または一部を問わず複製はできません。

SunTech は SunTech Medical, Inc.の登録商標です。その他の商標名は、各所有者
の商標です。
このマニュアルに記載された情報は、手引きのみの目的で提供されたものであり、
予告なく変更されることがあり、SunTech Medical による言質として解釈される
べきではありません。SunTech Medical は、このマニュアルの記載内容の誤りや
不正確さについては何の責任も負わないものとします。
© 2007 SunTech Medical. 無断複写・転載を禁じます。
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キーおよび頭字語
頭字語
このマニュアルで共通して使用する頭字語は、以下のとおりです。
APC

SunTech 独自の「汎用カフ（All Purpose Cuff）」の頭字語

BP

血圧

HR

心拍数

K音

コロトコフ音

MAP

平均動脈圧

NIBP

非観血的血圧

文書で使用されている記号
このマニュアルでは、特定の指示事項や手引きへの注目を促すために、以下のア
イコンを使用しています。

ヒント：SunTech 247 装置の使用を簡単にするか、または充実
させるためのステップやプロセス。

注記： 装置を正しくかつ効果的に使用するために「行うべき」
内容を示します。

注意： この指示事項に従わないと、負傷、損害、重度の損傷な
どが発生する可能性があることを警告するものです。
用途

SunTech Medical SunTech 247 NIBP、体温、およびパルス酸素濃度計は、病院、
医療施設、診療所、医院、その他の亜急性の状況における、成人および小児科患
者の収縮期・拡張期の血圧、心拍数、体温、および機能的酸素飽和度（SpO2）
の測定・表示用に使用されます。
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ユーザーの責任

SunTech 247 製品は、提供した指示事項に従って組立・操作・修理したときに、
この取扱説明書、付属のラベル、挿入物に記載された内容と一致して機能するよ
う設計されています。ユーザーには以下の責任があります。


SunTech 247 の較正チェックは、尐なくとも年 2 回実施してください。



不良の装置と知りつつ使用しないこと。



破損、摩耗、欠落、不備、損傷、汚染のある部品は直ちに交換すること。



修理や交換が必要となった場合には、最寄りの工場認定の保守・修理センター
に問い合わせること。認定保守・修理センターの一覧は、50 ページまたはウェ
ブサイト www.SunTechMed.com にあります。

さらに、不適切な使用、誤った保守、不適切な修理、損傷、SunTech Medical ま
たは認定サービス担当者以外の者による改造に起因する誤作動については、装置
のユーザーが唯一その責任を負うことになります。
警告および禁忌

SunTech 247 の使用を始める前に、このマニュアルをよくお読みください。生命
徴候の測定・記録・解釈の訓練を受けた臨床医のみがこの装置を使用すべきです。

この装置は、3 歳未満の小児科患者、乳児、新生児には使用しな
いでください。

正確な血圧測定をするためには、アームの外周がカフにある範囲
マーク内に収まっていることを確認してください。

SunTech 247 は連続監視用ではありません。血圧計カフおよびケ
ーブルは、除細動器と併用できることが確認されていますが、温
度プローブおよび SpO2 センサーについては確認されていませ
ん。患者の測定時には、装置のそばを離れないでください。
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この装置との併用が推奨されているアクセサリーのみを使用して
ください。推奨アクセサリーの一覧は 63 ページにあります。

SunTech 247 は、可燃性麻薬薬や揮発性の蒸気のそばで使用しな
いでください。爆発の可能性があります。

空気チューブを圧迫すると、システムエラーの原因となることが
あります。

診断自己テストが失敗した場合や、カフを取り付けていない状態
でゼロを超える圧力を表示したり、センサーを取り付けていない
状態で機能的酸素飽和度または温度がある値を表示した場合に
は、装置を使用しないでください。
水、その他の流体が装置のコネクターや通気口に入り込まないよ
うにしてください。入り込んだ場合には、暖かい空気を用いてす
べてのコネクターを乾燥させる必要があります。その後、再び使
用する前に、装置の較正および操作機能をチェックしてくださ
い。

自己修理は行わないでください。機器は、必ず SunTech または認
定サービス担当者まで返品し、修理を依頼してください。供給さ
れているものと異なるコンポーネントと交換すると、測定エラー
が発生する原因となる場合があります。

vi

SunTech 247 が落下した場合や、取り扱いを誤った場合には、再
び使用する前に、認定サービスセンターによるチェックを依頼し
てください。

SunTech 247 は、心肺バイパス装置に繋がれた患者用には意図さ
れていません。

尐なくとも 3 カ月に 1 回は、プローブ、コード、アクセサリーに
摩損やその他の機械的損傷がないか点検を行ってください。必要
に応じて交換してください。

SunTech 247 の較正チェックは、尐なくとも年 2 回実施してください。

チューブの接続にルアーロックコネクタが使われている場合は、
誤って血液回路に接続してしまい血管に空気が送られる可能性が
あります。
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SUNTECH 247 について
SunTech 247 は、強力な機能性を備え、一貫した血圧測定と信頼性のある体温や
機能的酸素飽和度の測定ができます。

パッケージの内容物
SunTech 247 は 2 つのバージョン（充電式電池付きとそうでないもの）で利用で
きます。各バージョンの内容物は下記のとおりです。

キットの開封時には、リストされたすべての内容物が含まれてい
ることを確認してください。内容物に不足または破損がある場合
には、SunTech までお問い合わせください。

SunTech 247キット

SunTech 247 キットには、AC 電源式 SunTech 247 装置が含まれています。この
ほか、キットには以下が含まれています。


243 cm（8 フィート）の血圧用ホース



成人用および成人用（大）の汎用カフ



壁取り付けキット



電源



地域に適した電源コード



このマニュアルが収録された CD



クイック・スタート・ガイド



保証書

保証書は、ご記入のうえ郵送してください。

SunTech 247電池キット

SunTech 247 電池キットは、SunTech 247 装置に電源を供給する充電式電池で構
成されています。残りの内容物は、SunTech 247 キットと同じです。
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アクセサリーモジュール
販売店または SunTech からご購入いただけるアクセサリーモジュールには、
SunTech 247 の有用性を向上させる以下のモジュールがあります。


温度モジュール。これには口腔／腋窩用プローブと、使い捨てプローブカバー
（1 箱）が含まれています。



Nellcor® 製と互換性のあるパルス酸素濃度測定モジュール。成人用の再使用可
能手指センサー（90 cm/3 フィート）とセンサー延長ケーブル（182 cm/6 フィー
ト）を含む。



vSat パルス酸素濃度測定モジュール。成人用の再使用可能手指センサー（300
cm/10 フィート）を含む。

その他のアクセサリー
ご購入いただけるその他多くのアクセサリーなどについては、63 ページの「付
録」に一覧があります。以下はアクセサリーの一例です。


APC 成人用パッケージ（成人用小（Small Adult）、成人用（Adult）、成人用長
（Adult Long）、成人用大（Large Adult）の各サイズのカフ各 1 個入り）



小児用カフパッケージ（小児用（Child）、小児用長（Child Long）、成人用小
（Small Adult）、成人用小・長（Small Adult Long）の各サイズのカフ各 1 個入
り）
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見取り図
BPモジュール

自動ボタン

電源ボタン

手動ボタン
電源
コネクター
connector

血圧ホース
コネクター

メイン BP モジュールのコネクター


電源コネクター：電源へ接続



血圧計ホースコネクター：8 フィート圧力ホースに接続

ボタン
ボタンは、インタフェースのすべての操作用に使用され、押したときに手ごたえ
があります。
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メイン BP モジュールのボタン
BP モジュール用のボタン機能
ボタン

装置の状態

操作
2 秒未満押す

自動 BP 測定が開始されま
す。

2～5 秒間押す

すべてのモジュールについて
最後の測定値が表示されま
す。

5 秒より長く押す

すべてのモジュールについて
最後の測定値がクリアされま
す。

自動または
手動 BP の測
定中

押す

進行中の BP 測定が中止され
ます。

較正チェッ
クモード

押す

装置は、較正チェックモード
を終了し、測定の準備が整い
ます。

休止

押す

ボタンを押している間、カフ
を膨張させます。

手動 BP の測
定中

押す

ボタンを押している間、カフ
を再び膨張させます。

自動 BP の測
定中

押す

進行中の BP 測定が中止され
ます。

構成チェッ
クモード

押す

装置は、較正チェックモード
を終了し、測定の準備が整い
ます。

電源オフ

押す

装置の電源がオンになりま
す。

電源オン

押す

装置の電源がオフになりま
す。

電源オフ

自動ボタンを押し
たまま、電源ボタ
ンを押す

装置は、較正チェックモード
になります。

休止

自動

手動

電源
自動 + 電
源

結果

4

手動 + 電
源

電源オフ

手動ボタンを押し
たまま、電源ボタ
ンを押す

装置は、MAP モードを有効
化／無効化します。

BPディスプレー

収縮期血圧
圧力
コラム

拡張期血圧

平均動脈圧
アイコン

心拍数アイコン
心拍数／平均動脈圧
警告アイコン

カフ／ホース
エラーアイコン

電源レベル
インジケータ

BP モジュールディスプレーに関する情報


収縮期血圧：測定終了時、または最後の測定を呼び出した時に、患者の収
縮期血圧（最高血圧）が表示されます。測定中は、カフ圧力が表示されま
す。



拡張期血圧：測定終了時、または最後の測定を呼び出した時に、患者の拡
張期血圧（最低血圧）が表示されます。



脈拍数／平均動脈圧（MAP）：測定終了時、または最後の測定を呼び出
した時に、患者の脈拍数が表示されます。MAP 機能を有効化すると、
MAP と脈拍数が切り替わります。



脈拍数アイコン：このアイコンが表示されている場合、その下の値は患者
の脈拍数です。
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平均動脈圧アイコン：このアイコンが表示されている場合、その下の値は
患者の MAP です。



電力レベルインジケーター：AC 電源への接続が表示され、または電池式
の場合は電池の充電レベルが表示されます。



カフ／ホース・アイコン：このアイコンが表示されている場合、測定する
ためには、カフおよび空気ホース、あるいはそのいずれかの点検や調整が
必要であることを示します。詳しくは、43 ページを参照してください。



警告アイコン：このアイコンが表示されている場合、システムの点検が必
要であることを示します。詳しくは、43 ページを参照してください。



圧力コラム：カフの圧力を表示します。各セグメントは約 10mmHg を表
します。

オプションの温度モジュールおよびパルス酸素濃度測定モジュール

温度単位選択(窪み）
温度モード選択

SpO2 センサー
コネクター
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オプションの BP モジュールのボタン


温度単位選択：°F と°C の表示を切り替える窪みのある一時的スイッチです。



温度モード選択（ボタンのシンボル： ）口腔温度プローブについては、口腔と
腋窩のどちらで測定するかの選択をし、すべてのプローブについては、予測式
と実測式のどちらの方法で測定するかを選択するための一時的スイッチです。

オプションの温度モジュールのボタン


温度プローブコネクター：温度モジュールに位置し、温度プローブウェル
内に収納される温度プローブに接続されます。

温度プローブ コネクター

オプションのパルス酸素濃度測定モジュールのボタン：なし
オプションのパルス酸素濃度測定モジュールのコネクター


SpO2 センサー コネクター：SpO2 延長ケーブルまたはセンサーに接続され
ます。互換性のあるアクセサリーについては、63 ページを参照してくだ
さい。
すべての vSat™ SpO2 モジュールは、SpO2 センサーコネクター
のまわりに貼ってある青いラベルで判別できます。vSat™ モジ
ュールには、vSat™ SpO2 センサー（青いセンサーケーブルとコ
ネクター）のみを組み合わせて使用すべきです。
すべての Nellcor® 製と互換性のある SpO2 モジュールには、
SpO2 センサーコネクターのまわりにラベルが貼ってありませ
ん。Nellcor® 製と互換性のある SpO2 モジュールには、Nellcor®
製と互換性のあるセンサーのみを組み合わせて使用すべきです。
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オプションの温度ディスプレーおよびパルス酸素濃度測定ディスプレー

摂氏アイコン
華氏アイコン
温度
警告アイコン

信号品質

SpO2

警告アイコン
オプションの温度モジュールディスプレーに関する情報


温度：測定終了時、患者の体温が表示されます。測定中は、プローブの種類と
関連情報が表示されます。



摂氏アイコン：このアイコンが点灯している場合、その下の値は摂氏で表示さ
れます。



華氏アイコン：このアイコンが点灯している場合、その値は華氏で表示されま
す。



警告アイコン：このアイコンが表示されている場合、システムの点検が必要で
あることを示します。詳しくは、44 ページを参照してください。
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オプションのパルス酸素濃度測定モジュールディスプレーに関する情報


SpO2：測定終了時、患者の機能的酸素飽和度が表示されます。



信号の品質：測定中は、パルス酸素濃度計センサーからの信号の品質が示され
ます。



警告アイコン：このアイコンが表示されている場合、システムの点検が必要で
あることを示します。詳しくは、45 ページを参照してください。
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アイコンと合図
SunTech 247 は、測定前・測定中・測定後に、表示と音により明瞭な合図を出す
ように設計されています。簡単に参照できるように、すべての合図をこの章で表
にしています。


音による合図、すなわちビープ音は、測定サイクルの段階を特定します。



モジュールのディスプレー内に点灯するアイコンは、測定モード、プロセスま
たは警告を示します。

音による合図

SunTech 247 の温度モジュールおよび BP モジュールは、音による合図を用いて
プログラムされています。これらの合図のリストは、以下に挙げたとおりです。
ビープ音の数…

意味…

電源をオンにした後に
短いビープ音が 1 回

装置に電源が入り、測定の
準備が整ったことを示しま
す。

測定後に
短いビープ音が 1 回

測定に成功したことを示
します。

短いビープ音が 3 回

BP 測定エラーです。チェ
ックするか、もう一度測
定をしてください。

長いビープ音が 3 回

BP 測定でエラーが発生し
ました。ステータスコー
ドのリストまたは 43 ペー
ジのトラブルシューティ
ングのセクションを参照
してください。

短いビープ音 1 回の後に、
長いビープ音が 1 回

この BP 測定が中止され
ました。

表示による合図 - 電池アイコン

SunTech 247 に電池がない場合には、電池アイコンのすべてのセグメントは、電
源接続時に点灯します。電池がある場合には、アイコンは以下のとおり電源のス
テータスを表します。
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アイコン／表示

意味…
電池が完全に充電されている。

電池の充電中（セグメントはアニメー
ション表示される）
電源オフの状態

充電レベルが下がるにつれて、右から
左の順にセグメントがオフになりま
す。
電池の残量が残り尐ない状態です。使
用前に充電してください。（セグメン
トが点滅する）
表示による合図 - 血圧モジュール
装置に表示されるアイコンと数値は、迅速で正確な読み取りに役立ちます。
アイコン／表示

意味…
収縮期血圧（最高血圧）が、この記号
のすぐ下に mmHg 単位で表示されま
す。
拡張期血圧（最低血圧）が、この記号
のすぐ下に mmHg 単位で表示されま
す。
SYS、DIA、および MAP 用の測定単位
です。
心拍数が、この記号のすぐ下に毎分の
拍動数で表示されます。
電源投入時にこのアイコンが点灯した
場合、MAP モードが有効になります。
測定の後は、MAP が下のスペースに表
11

アイコン／表示

意味…
示されているとき、このアイコンが点
灯します。
これらの文字は、装置の較正のチェッ
ク時に心拍数表示領域に表示されま
す。
カフ、その位置、または接続に関連し
た問題を示します。カフとホースをチ
ェックして、もう一度お試しくださ
い。そのほか、トラブルシューティン
グの詳細については、43 ページを確認
してください。
警告!装置で有効な読み取りができませ
ん。トラブルシューティングの詳細に
ついては、43 ページを参照してくださ
い。
測定の進行中です。コラム（柱）が長
くなっている場合には、カフの膨張中
で、コラム（柱）が短くなっている場
合には、カフは収縮中です。各セグメ
ントの点灯は、約 10 mmHg に相当し
ます。

表示による合図 - 温度モジュール
アイコン／表示

意味…
温度が華氏で表示されます。
温度が摂氏で表示されます。
装置は予測モードで測定中です。

温度ディスプレーの「動くダッシュ記
号」
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アイコン／表示

意味…
警告!測定またはモジュールにエラーが
あります。詳細および解決策について
は、44 ページのトラブルシューティン
グにあるステータスコードを確認して
ください。
装置は口腔温の測定に設定されていま
す。
装置は腋窩温の測定に設定されていま
す。
装置は直腸温の測定に設定されています。

装置は実測モードで測定中です。

温度の値が上方向に点滅

読み取り値が 109.4F/43.0C を超えて
います。

温度の値が下方向に点滅

読み取り値が 86F/30.0C を下回ってい
ます。

温度の値が安定して表示（点滅なし）

これが最終的な温度の値です。

表示による合図 - パルス酸素濃度測定モジュール
アイコン／表示

意味…
装置は測定中です。

SpO2 ディスプレーの「動くダッシュ記
号」
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アイコン／表示

意味…
警告!オプションのパルス酸素濃度測定モ
ジュールにエラーがあることを示していま
す。45 ページのトラブルシューティング
のセクションを参照してください。

パルス酸素濃度計センサーからの信号
の強度と品質を示します。測定がな
く、信号品質が低い場合には、別の場
所またはセンサーをお試しください。

SpO2 値

機能的酸素飽和度を示します。この領
域には、警告シンボルが点灯したとき
にステータスコードも表示されます。
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クイック・スタート・ガイド
始める前に、右側の電源ボタンを押して、装置の電源がオンであることを確認し
てください。

血圧および心拍数の測定

1.

患者を座位
、立位 、仰向け
のいずれかの姿勢に準備します。患
者の BP は姿勢によって異なることがあることを忘れないでください。

2.

適切なカフを選択します。カフのサイズは 25 ページの表にあります。

3.

カフを肘と肩の間の中ほどに当てます。ARTERY 矢印が、腕内側の二頭筋と三
頭筋の間の上腕動脈の上にくるようにします。カフを患者の上腕にぴったりと
巻き付けます。

4.

装置の自動ボタン
を押します。ボタンにカフを付けた腕のアイコンが表示
されます。カフが膨張を開始し、カフ圧力が収縮期のディスプレーに表示され
ます。

カフのサイズにより異なりますが、約 35 秒すると、サイクルの完了を示すビー
プ音がします。収縮期と拡張期の値が、それぞれの場所に表示されます。MAP
モードが有効な場合には、心拍数と MAP の値が交互に表示されます。

カフ・アイコン
および警告アイコン
、またはそのい
ずれかが表示された場合には、もう一度測定しなおす必要があり
ます。43 ページのトラブルシューティングのセクションを参照
してください。

体温の測定
1.

口腔内の温度を測定するには、青色の温度プローブをホルダーから持ち上げ、
新品の使い捨てプローブカバーをかぶせます。
プローブの予熱プロセスを示す 5 秒間のカウントダウンが開始されます。カウ
ントダウンが終了すると、短いビープ音が鳴り、
が 2 秒間表示されます。
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熱ポケット

2.

プローブを患者の舌の下側にあてます。最適な場所は、舌
下後部中央部にある窪みです。温度は予測法を用いて測定
されます。
「動くダッシュ記号」 が表示されます。約 5～20 秒すると、長いビープ音が
鳴り、温度の読み取り値が表示されます。

3.

プローブを患者の口から取り外し、プローブハンドルの端にあるボタンを押し
てプローブカバーを廃棄し、ホルダーの元の位置にプローブを置き、次回の測
定の準備を整えます。

酸素飽和度の測定
1.

再使用可能な手指センサーでは、患者の指（人差し指が最適）をセンサーに差
し込みます。指の先端がセンサーの後部ガイドポストに当たるようにし、セン
サーケーブルが患者の手の甲側を通るようにします。読み取り値が出るまで
（通常 10～20 秒間）、「動くダッシュ記号」が表示されます。この読み取り値
が信号強度とともに表示されます。

センサーの部位の選択時には、動脈カテーテル、血圧計カフまた
は血管内注入ラインを使用していない手を優先します。

2.

センサーを注意深く取り外し、バスケット内の元の位置に
置きます。測定終了時、最後の有効な読み取り値が 8 秒間
点滅した後、2 分間または次の測定までの間表示されます。
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SUNTECH 247 のセットアップ
安全上の注意事項
臨床的な訓練を受けた専門士として SunTech 247 を使用するにあたり、患者、自
分自身、設備の安全を確保する責任があります。数多くのセットアップ機能は、
1 度のみまたは非常に低い頻度で実施されるもので、細心の注意を払うことが重
要です。SunTech 247 をセットアップする前に、これらの安全性ガイドラインを
確認してください。
患者の保護


SunTech 247 は、成人および小児のための正確で信頼性の高い生命徴候測定用に
設計されていますが、心肺バイパス装置に接続された患者、連続的監視を必要
とする患者、または年齢 3 歳以下の患者には使用しないでください。



特定の血圧読み取り値に疑問を感じる場合には、SunTech 247 と聴診器を使用し
て手動による第二の読み取りを行ってください。SpO2 または温度の読み取り値
についての確認をとりたい場合には、別の装置を使用してください。確認のた
めの読み取りを行った後、装置の機能が適切であることをチェックしてくださ
い。



患者、同僚、自分自身にとって危険なものとならないように電源およびケーブ
ルを準備します。

自分自身の保護


装置のカバーや裏蓋をはずすと、感電の原因となることがあります。認定者で
ない限り、SunTech 247 の修理は試みないでください。

SunTech 247の保護


可燃性物質の周辺では SunTech 247 を使用しないでください。



SunTech 247 の電源には SunTech 認可済みのアクセサリーのみを使用してくだ
さい。これらのアクセサリーの一覧は、63 ページの付録にあります。



SunTech または認定サービス担当者が供給した電池のみを使用してください。



SunTech 247 は必ず安定した滑り止めのある表面に置くようにしてください。壁、
ポール、または卓上に取り付ける場合には、推奨されたハードウエアのみを使
用すべきです。



保管用バスケットの内容物の重さは、常に 2.2 kg （5 ポンド）を超えないよう
にしてください。



装置を水に浸したり、ガス滅菌器やオートクレーブで処理しないでください。



SunTech 247 の信頼性は、本マニュアルに詳細されている操作や修理の手順を順
守するかどうかに依存します。
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装置の取り付け
便宜上、装置を壁に取り付けたり、可動スタンドや卓上スタンドに取り付けるこ
ともできます。保管用バスケットが付属されており、カフ、オプションの温度モ
ジュール用プローブカバーの箱、オプションのパルス酸素濃度測定モジュール用
SpO2 センサーを収納するために使用できます。SunTech 247 取り付け用に互換性
のあるすべてのアクセサリーは、63 ページ以降のリストにあります。
壁への装置取り付け
アネロイド圧力計の代わりに、SunTech 247 を壁に取り付
けます。SunTech 247 を壁に固定する方法は次のとおりで
す。
1.

壁取り付け用のブラケットを組み立てて、計器パネルに固定します。説明書は
このキットに含まれています。

2.

組み立て手順に図示されているとおり、装置と保管用バスケットをブラケット
に固定します。

壁取り付け式保管用バスケットの内容物の重さは、絶対に 2.2 Kg
（5 ポンド）を超えないようにしてください。保管用バスケット
に重いものを保管しないでください。

移動式スタンドへの装置の固定

SunTech 247 を移動式スタンドに取り付けることにより、持
ち運びが楽に行えます。SunTech 247 を移動式スタンドに取
り付ける方法は次のとおりです。
1. 移動式スタンドキットの説明書に従いスタンドを組み立て
ます。
2. 組み立て説明書にあるとおり、装置をブラケットに固定します。
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卓上での装置取り付け
SunTech 247 を卓上スタンドと併用すると、持ち運びがしや
すくなります。SunTech 247 を卓上スタンドに取り付ける方
法は次のとおりです。
1. 組み立て手順に図示されているとおり、装置をスタン
ドに固定します。

初回のセットアップ
装置の接続

SunTech 247 の読み取りの簡単さと外観の簡素さを維持するためには、すべての
接続は筺体の裏側または側面をとおるようにします。
メインの筺体のコネクターの用途は次のとおりです。


血圧用ホース



電源

オプションの筺体のコネクターの用途は次のとおりです。


パルス酸素濃度測定モジュールのパルス酸素濃度測定センサー



温度モジュールの温度プローブ

SunTech 247 への接続方法は次のとおりです。
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1

血圧測定用には、血圧ホースの開放端（プラスチックコネクターのない方）をモジ
ュールの血圧計ホースコネクターにかぶせて押し込みます。2 つの接合するコネク
ターを一緒にひねり、端部を適切なサイズのカフにプラスチックコネクターで固定
します。

2

温度測定用には、温度プローブを温度プローブウェルに取り付けます。次に、ウェ
ルを温度モジュールに取り付けます。

2.1

2.2

2.3
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3

SpO2 の測定用には、パルス酸素濃度計センサーまたは延長ケーブルをパルス酸素濃
度測定モジュールのコネクターに取り付けます。このとき、必ず、保持クリップが
ユニット前面に向かって押し出されているようにします。センサーまたはケーブル
のコネクターを差し込んだら、クリップを押し戻してコネクターにかぶせ、コネク
ターをモジュールにしっかりと固定します。

すべての vSat™ SpO2 モジュールは、SpO2 センサーコネクター
のまわりに貼ってある青いラベルで判別できます。vSat™ モジ
ュールには、vSat™ SpO2 センサー（青いセンサーケーブルとコ
ネクター）のみを組み合わせて使用すべきです。
すべての Nellcor® 製と互換性のある SpO2 モジュールには、
SpO2 センサーコネクターのまわりにラベルが貼ってありませ
ん。Nellcor® 製と互換性のある SpO2 モジュールには、Nellcor®
製と互換性のあるセンサーのみを組み合わせて使用すべきです。

4

オプションのモジュールとメインのモジュールの組み合わせが終わったら、電源を
メインの BP モジュールに接続します。次に、電源を AC 本線電源に接続します。

電池の充電
SunTech 247 電池は、充電式の 6V 鉛酸電池または AC 電源によって電源供給さ
れます。本装置を初めて使用する際は、装置を電源アダプタに接続してから、電
源アダプタを電源コンセントに差し込みます。電池がフルに充電するまで、8～
12 時間は電源コンセントに接続したままにします。充電中は、電池アイコンの
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セグメントが、
のように順次点灯します。電池の充電が完了すると、
のようにすべてのセグメントが点灯します。フルに充電された電池で、8
時間以内に尐なくとも 200 回の測定を行えます。
測定温度単位の選択
装置の電源が入った状態で、温度モジュールの側面にある窪んだボタンを押し
て°C と°F のアイコンを切り替えることにより、温度測定の単位を選択します。
選択したアイコンがディスプレーに表示され、デフォルト選択となります。

Bluetooth®ワイヤレス通信
ご利用の SunTech 247 にオプションの Bluetooth®ワイヤレス通信機能が搭載さ
れ、既存の EMR/EHR システムまたは通信ネットワークとの使用に設定を行う
必要がある場合は、IT 管理者に連絡してください。
既存のSunTech 247へのアクセサリーモジュールの追加
アクセサリーモジュールの追加により、いつでも SunTech 247 の能力を拡張で
きます。モジュールを追加する方法は次のとおりです。
1. SunTech 247 から電源の接続を（電池がある場合には電池も）外します。
2. アクセサリーモジュールに付属の説明書に従い、メインの BP モジュールに
しっかり取り付けます。温度モジュールはメインの BP モジュールの上部に、
パルス酸素濃度測定モジュールは下部に取り付けます。モジュールを固定す
るすべてのねじが十分に締め付けられていることを確認します。
3. 温度モジュールでは、温度プローブを温度プローブウェルに取り付けます。
次に、ウェルを温度モジュールに取り付けます。
4. SpO2 モジュールでは、SpO2 センサーをパルス酸素濃度測定モジュールのコ
ネクターに接続します。希望に応じて、モジュールやセンサーに延長ケーブ
ルを取り付けて、センサーの届く範囲を広げることもできます。
5. オプションのモジュールとメインのモジュールの取り付けが終わったら、電
源をメインの BP モジュールに接続します。最後に、電源を AC 本線電源に
接続します。
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電源投入
1.

メインの筺体の右側にある電源ボタンを押します。電源投入の手順が開始され
ます。すべてのディスプレーセグメントが 3 秒間点灯します。短いビープ音が
SunTech 247 の準備完了を示します。

2.

電力レベルインジケーターの状態をチェックします。電力レベルインジケータ
ーで 1 つのセグメントが点滅している場合には、使用の前に装置を電源に接続
します。これで、SunTech 247 を使用する準備が整いました。
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SUNTECH 247 による血圧の測定
SunTech 247 装置は、振動測定法により正確な血圧を測定できるように設計され
ています。収縮期血圧（最高血圧）60～270 mmHg および拡張期血圧 30～170
mm Hg が、装置の測定可能範囲です。ほとんどの場合、40 秒以内で正確な血圧
（BP）および心拍数（HR）が測定できます。
BP 測定の手順は次のとおりです。


患者の準備をし、カフを取り付ける



測定をする

患者の準備
患者について以下の事項を確認します。


選んだ腕を締め付けるような服装をしていないこと。



選んだ腕に負傷や組織損傷がないこと。



カフを装着した腕が心臓の高さに保たれていること。



測定中に二頭筋や三頭筋での筋肉の緊張がなく、カフを装着した腕が自由に動
き、くつろいだ状態であること。



測定時に患者の脚が組まれていないこと。

米国心臓病協会（American Heart Association）、英国高血圧協会（British Hypertension
Society）、およびその他の医療協会の推奨する現行の方式を常に把握しておくようにし
てください。

臨床的な状況にいるというストレスから、患者が「白衣高血圧
症」を経験し、正常よりも高い読み取り値となることが頻繁にあ
ります。測定の準備の際に患者を楽にさせるようにしてくださ
い。
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適切なカフの選択
装置には、SunTech Medical, Inc.製の耐久性のある汎用カフ（APC）2 個が付属
されています。カフは、「Child」（小児用）から「Thigh」（大腿部用）まで各
種サイズが利用できます。SunTech 247 は APC カフと併用したときに、最適に
機能することにご注意ください。
次の表を利用して、適切な周長であると予想されるカフを選択してください。
小児用
小児用（長）
成人用（小）
成人用（小・長）
成人用
成人用（長）
成人用（大）
成人用（大・長）
大腿部用

1.

カフを患者の上腕部の肘と肩の間中ほどに巻き付けます。

2.

ARTERY 矢印が、腕内側の二頭筋と三頭筋の間の上腕動脈の上にくるようにし
ます。

3.

カフの内側にある範囲インジケーター
と INDEX ラインを利用して、
腕の周長がカフの指定された範囲に収まることをチェックします。腕が範囲内
の場合には、このカフのサイズはその患者にとって適切です。測定が RANGE
インジケーターの範囲外の場合には、大きめまたは小さ目の適切なカフを使用
し、再チェックします。

使用するカフが小さすぎると（一般に「アンダーカフ」と呼ばれ
る）、患者の BP を実際より高く評価することになります。使用
するカフが大きすぎると（「オーバーカフ」）、患者の BP を実
際より低く評価することになります。最も正確な結果を得るため
に、患者にとって最も適切なサイズのカフを使用するよう配慮し
てください。

4.

BP 圧力ホースがカフに接続されていることを確認します。ホースに圧迫やよじ
れがないことを確認します。

静脈注入や酸素測定など他の処置に使用中の腕には、カフを取り
付けないようにしてください。

25

測定する
SunTech 247 では、モニターのように自動的に、または血圧計のように手動で
BP の測定をすることができます。

自動モードでは、カフは自動的に膨張・収縮します。初期的な膨張ではカフ圧力
160 mmHg まで達し、その後はカフは読み取り値を得るために必要に応じて再膨
張します。収縮は、測定時間が短くなり正確な結果が得られるように最適化され
ます。
手動モードでは、血圧計の膨張バルブの代わりに MAN ボタンを使用してカフを
手動で膨張させます。MAN ボタンを放すと、カフは AHA 推奨の 3mmHg/秒の
レートで自動的に収縮します。聴診器を使用して患者の血圧を判断します。
自動測定をする
1.

前述のとおりに患者を準備し、装置の電源を入れ、BP モジュールの前面にあり、

カフを装着した腕のアイコン
で示される自動ボタンを押します。カフはデ
ィスプレーの収縮期の領域に表示された値が 160 mmHg になるまで膨張します。
2.

カフ圧力が目標値に達すると、装置の制御により収縮しますが、一部の例では、
BP を正確に測定するためにカフは再膨張します。カフ圧力が収縮期領域に表示
されるとともに、左側の縦の LED バーにも示されます。測定サイクルの終了を
示す 1 回の短いビープ音が鳴ったら、SYS および DIA の記号の下に表示される
収縮期と拡張期の圧力と、
の記号の下に表示される心拍数を読み取り
ます。
デフォルトでは、SunTech 247 は収縮期血圧（最高血圧）と拡張期血圧
（最低血圧）、および HR を測定します。平均動脈圧（MAP）読み取

り値を得るには、電源を「オン」にする際に手動ボタン
を押した
ままにします。電源が入ると、MAP アイコンが LED ディスプレー上に
MAP 読み取り 点灯します。これで、測定が完了すると、ディスプレーには HR と
値を希望する MAP が交互に表示されます。MAP モードを終了するには、装置の電源
場合。
をオフにして、電源を「オン」にする際に再び手動ボタン
を押し
注記：米国内
たままにします。電源が入ると、MAP アイコンは点滅して消えます。
では利用不可
MAP は表示されなくなります。
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3.

測定値を得る際に 3 回のビープ音で示されるエラーがあった場合には、43 ペー
ジのトラブルシューティングのヒントを参照し、適切な改善措置をとってくだ
さい。
両方の腕を測定することで、解離性動脈瘤、大動脈の縮窄、血管閉塞
のほか、潜在的測定エラーなどの可能性の除外に役立ちます。1
こうしたヒントは、米国心臓病協会（American Heart Association）の血
圧測定の推奨に関する現行の学術的報告書にも見出すことができま
す。

手動測定をする
1.

前述のとおりに患者を準備し、装置の電源を入れ、上腕動脈を前肘部の窪みで
触診します。このスペースに聴診器をあてます。

2.

患者の収縮期血圧（最高血圧）よりも尐なくとも 30 mmHg 高いレベルまで膨張
するまで手動ボタン

を押したままにします。

3.

カフが希望のレベルまで膨張したら、手動ボタンを放します。カフは 3mmHg/
秒のレートで収縮を始め、装置にはカフ圧力が表示されます。

4.

聴診器で聞きながら、聞こえる最初と最後のコロトコフ音（K 音）に対応する
収縮期と拡張期の圧力を記録します。
手動ボタン

を押して、再びカフを膨張させます。

カフから空気を全部急いで放出する必要がある場合には、自動ボタン

を押します。

Circulation. AHA Scientific Statement: Recommendations for Blood Pressure Measurement in
Humans and Experimental Animals, Part 1: Blood Pressure Measurement in Humans: A Statement for
Professionals From the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart
Associations Council on High Blood Pressure Research. Thomas G. Pickering, MD, DPhil; John E. Hall,
PhD; Lawrence J. Appel, MD; Bonita E. Falkner, MD; John Graves, MD; Martha N. Hill, RN, PhD;
Daniel W. Jones, MD; Theodore Kurtz, MD; Sheldon G. Sheps, MD; Edward J. Roccella, PhD, MPH,
2005;111:697-716,
1
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K 音：解説
コロトコフ音は、一般には K 音と呼ばれ、血圧計やアネロイド圧力計で血圧を測定する
際に、聴診器を通して検出できる音です。これを特定したロシア人医師にちなんで命名
された K 音には 5 相があり、各相は明確な音量と音質で特徴付けられます。
K 音は、血圧計カフが収縮するとき、聴診器を通して聞き取れます。最初の音 K-1 は、
カフ圧力が収縮期血圧（最高血圧）と等しくなったときに聞こえます。K-1 は、鋭い叩
くような音です。
K-2 相は、ヒユーッという音で特徴付けら、動脈が大きくなる部分を通過する際の血流
の渦巻きによって生じます。
K-3 相では、第 1 相で聞き取ったものと類似した歯切れのよい叩く音が再開します。
音が突然こもって小さくなることで第 4 相が識別されます。
最後の第 5 相では、音が全く聞こえなくなります。
収縮期血圧は K-1 で、拡張期血圧は K-5 で記録されます。

K-4 それとも K-5? K-4 と K-5 のどちらが拡張期血圧（最低血
圧）として記録されるべきかについては、いくつかの議論があり
ます。ほとんどの場合、K-5 が優先されます。ところが、カフが
完全に収縮した後でも音が持続する場合には、K-4 を拡張期血圧
（最低血圧）として記録することが推奨されます。2
このようなヒントは、英国高血圧協会（British Hypertension
Society）の高血圧管理についての現行ガイドラインにもあり、参
考にすることができます。

2

B Williams, NR Poulter, MJ Brown, M Davis, GT McInnes, JF Potter, PS Sever, S McG Thom, British
Hypertension Society Guidelines, Guidelines for management of hypertension: report of the fourth
working party of the British Hypertension Society 2004 – BHS IV, Journal of Human Hypertension,
2004 18, 139-185.
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SUNTECH 247 による体温の測定
SunTech 247 装置では、オプションの温度モジュールによって温度を測定できま
す。このモジュールにより、30.0°C～43.0°C（86°F～109.4°F）の範囲での迅速で
正確な温度測定が可能となります。一般に、予測値は 10 秒以内に、実測値は 2
分以内に得られます。このモジュールには、口腔／腋窩測定用の青色カラーコー
ド付きの温度プローブが付属されています。赤色カラーコード付きの直腸用プロ
ーブはオプションとして入手可能です。
測定温度単位
装置には、次の単位で温度測定値が表示されます。


摂氏



華氏

測定単位を選択するには、温度モジュールの左側にある窪んだボタンを押します。
選択した単位のアイコンが点灯します。これがデフォルト選択となります。
温度測定のモード
装置では、次の 3 つのモードで温度が測定できます。


口腔温モード（ディスプレーでは
測定）

で表示され、青色のプローブを使用して



腋窩温モード（ディスプレーでは
測定）

で表示され、青色のプローブを使用して



直腸温モード（ディスプレーでは
測定）

で表示され、赤色のプローブを使用して

3 つのモードではどれも、予測法と実測法の両方が使用できます。デフォルトの
予測モードでは、SunTech 247 は温度を 10-15 秒以内に ±0.1 °C (±0.2 °F)の精度で
予測します。発熱が検出されると、測定時間が長くなることがあります。実測モ
ードでは、ディスプレーは、安定した読み取り値になるまで連続的に更新されま
す。このモードは、予測法による読み取り値が好ましくない場合や不可能な場合
といった一定の困難な状況下で使用されます。
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腋窩温モードと直腸温モードは小児および易感染性の患者で好ま
しいといえます。

温度プローブとプローブカバーの使用

SunTech 247 についての安全性の指示事項に加え、オプションの温度モジュール
用のプローブとプローブカバーの使用に関する追加ヒントは以下のとおりです。


この装置には FILAC™ FASTEMP™プローブカバーのみを使用してください。



装置およびプローブカバーは滅菌できません。擦過組織には使用しないでくださ
い。



相互汚染を制限するために、青色のプローブは口腔温と腋窩温の測定のみに使用
してください。赤色のプローブは直腸温のみに使用してください。



使用済みのプローブカバーは、現行の医療慣習または感染性の生物学的な医療廃
棄物の廃棄に関する現地規制に従い処分してください。

口腔温の測定
1.

青色のプローブをホルダーから取り出し、使い捨てカバーを被せます。プロー
ブの予熱プロセスが始まり、5 秒間のカウントダウンが表示されます。短いビ
ープ音がカウントダウンの終了を知らせます。
が 2 秒間表示されます。

2.

デフォルトでは、予測法が選択されます。これは、
「動くダッシュ記号」で示されます。実測法を選択
するには、温度モジュールの左側にある温度モード
選択ボタンを 3 秒間または間隔のせまい短いビープ
音が 2 回鳴るまで押したままにします。実測法の使
用中は、温度の値がゆっくりとオン／オフに点滅表
示されます。
熱ポケット

3.

右図に熱ポケットで示したとおり、プローブを患者の舌の下部に注意深くあて
ます。正確な測定には、後部中央部の舌下の窪みが好ましいといえます。プロ
ーブを所定の位置に保持し、先端が組織に接触した状態が維持されるようにし
ます。患者の口を閉じます。温度測定サイクルが始まります。実測法では、温
度の値が 1 秒ごとに更新されます。

4.

長いビープ音が測定サイクルの終了を知らせます。温度は、2 分間または新し
い測定を開始するまで表示されます。
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5.

プローブを患者から外し、プローブハンドルの端部を押してプローブカバーを
破棄し、プローブをプローブホルダーに戻します。温度の読み取り値を記録し
ます。

腋窩温の測定
1.

青色のプローブをホルダーから取り出し、使い捨てカバーを被せます。5 秒間
のカウントダウンは、プローブの予熱プロセスを示します。カウントダウンが
終了すると、短いビープ音が鳴り、
が 2 秒間表示されます。

2.

温度モード選択ボタンを腋窩を表す
ードを選択します。
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が表示されるまで切り替えて、腋窩モ

3.

デフォルトでは、予測法が選択されます。これは、
「動くダッシュ記号」で示されます。実測法を選択
するには、温度モジュールの左側にある温度モード
選択ボタンを 3 秒間押したままにします。温度の値
がゆっくりとオン／オフに点滅表示されます。実測
法では、温度の値が 1 秒ごとに更新されます。

4.

患者の上腕部を持ち上げ、患者の腋窩の高い位置にあてます。徐々に圧力をか
け、プローブと腋窩の間の良好な接触が確保されるようにし、衣類などによる
妨害がないようにします。プローブを所定の位置に保持し、先端が組織に接触
した状態が維持されるようにします。

5.

腕を患者の脇腹にあてます。温度測定サイクルが始まります。

6.

長いビープ音が測定サイクルの終了を知らせます。温度は、2 分間または新し
い測定を開始するまで表示されます。

7.

プローブを外し、プローブカバーを破棄し、プローブホルダーに戻します。温
度の読み取り値を記録します。

直腸温の測定
1.

青色のプローブとウェルを、モジュールから離れるまで上方向にスライドさせ
て外します。

2.

右図に示すとおり、赤色のプローブを赤色のウェ
ルのホルダー内に置き、プローブコネクターを切
り欠きのあるスペース内に置きます。赤色のウェ
ルをモジュールの裏側で縦方向にスライドさせ、
青色のウェルと置き換えます。

切欠きのあるスペース／
プローブコネクター

3.

患者をうつ伏せの姿勢にして、楽な状態にさせます。

4.

赤色のプローブをホルダーから取り出し、使い捨てカバーを被せます。5 秒間
のカウントダウンは、プローブの予熱プロセスを示すものです。カウントダウ
ンが終了すると、短いビープ音が鳴り、
が 2 秒間表示されます。

5.

デフォルトでは、予測法が選択されます。これは、「動くダッシュ記号」で示
されます。

6.

実測法を選択するには、温度モジュールの左側にある温度モード選択ボタンを
3 秒間押したままにします。温度の値がゆっくりとオン／オフに点滅表示され
ます。
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7.

患者の臀部を開き、プローブが入りやすくするために、水性の潤滑剤を薄く塗
ります。プローブを括約筋の内側 1 cm まで徐々に挿入します。プローブを傾け
て適切な位置に保ち、組織との接触が確保されるように所定の位置に保持しま
す。

8.

測定の終了時に長いビープ音が鳴ります。結果は、2 分間または新しい測定を
開始するまで表示されます。

9.

プローブを外し、プローブカバーを破棄し、プローブホルダーに戻します。読
み取り値を記録します。

温度の読み取り値が範囲外の場合には、装置はビープ音が鳴り範
囲を超えた限界値が点滅表示されます。従って、読み取り値が
109.4°F（43.0°C）を超えた場合には、「109.4」または「43.0」が
点滅したあと、LED の柱がだんだんと長くなる様子が表示されま
す。読み取り値が 86.0°F（30.0°C）を下回った場合には、
「86.0」または「30.0」が点滅したあと、LED の柱がだんだんと
短くなる様子が表示されます。
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SUNTECH 247 による酸素飽和度の測定
SunTech 247 のオプションのパルス酸素濃度計モジュールは、40%～100%の範囲
で機能的酸素飽和度を測定します。信号強度の表示は、臨床医にとって測定精度
の確認に役立ちます。

SunTech 247 は、スポットチェック（抜き取り検査）式の装置
で、患者のモニタリングには使用されません。従って、SpO2 アラ
ームはありません。

機能的酸素飽和度の測定の手順は次のとおりです。


患者の準備をし、センサーを取り付ける



測定をする

患者の準備
適切なセンサーの選択
センサーの選択には、次を含めた数多く要因が影響します。


患者の体重



患者の活動度



感染制御の問題

体重 30 kg を超えるほとんどの患者には成人用センサーを使用し
ます。患者 10～50 kg の患者には小児用センサーが適切な場合が
あります。
使い捨てのセンサーは、より確かな患者への接続が提供できま
す。
パルス酸素濃度測定センサーの保護

SunTech 247 についての安全性の指示事項に加え、オプションのパルス酸素濃度
測定モジュール用のセンサーの手入れに関する追加ヒントは以下のとおりです。


損傷を防止するために、オートクレーブを使用したり、センサーを液体に
浸したりしないでください。
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最高の性能と正確な測定を得るためには、過度の周辺光、電磁干渉、機能
不全のヘモグロビン、低灌流、血管内色素、マニキュア液、および長い爪
や人工の爪にセンサーがさらされないようにします。



患者の負傷や設備故障の原因となることがあるため、損傷したセンサーは
使用しないでください。



粘着テープへのアレルギーのある患者でのこのセ
ンサーの使用は禁忌です。

用途ガイドライン


センサーの部位の選択時には、動脈カテーテル、血
圧計カフまたは血管内注入ラインを使用していない
手を優先します。



使用後は、再使用可能センサーを清掃してください。



センサー の光学コンポーネントが、患者に適切に取り付けられ位置合わせされ
ていることを確認します。



人工の爪や色の濃いマニキュア液は、光透過率を低下させ、パルス酸素濃度測
定の精度に影響を及ぼすことがあります。センサーを取り付ける前に、マニキ
ュア液は拭き取り、人工の爪は外すようにします。



手指の腹側にセンサーケーブルをしっかりと、ただし軽く、固定します。



センサーの適用部位を尐なくとも 6～8 時間ごとに点検し、正しいセンサーの位
置と皮膚の完全性を確保します。患者の感度は、医学的状態や皮膚の状態によ
り異なることがあります。患者が粘着材料へのアレルギー反応を示す場合には、
粘着テープ片の使用を中止してください。

手指のセンサーによる酸素飽和度の測定

最高の結果を得るためには、センサーは人差し指、中指、薬指の
いずれかにクリップで留め、小指や親指は避けるようにします。
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1. 再使用可能な手指センサーでは、患者の指（人差し指が最適）をセンサーに
差し込みます。耳クリップセンサーを耳たぶに付けます。このとき、検出器
側（パドル裏側、もしくは一体型耳クリップの場合ケーブル反対側の盛り上
がった点で判別）が耳たぶの裏にくるようにします。センサーをラップ、テ
ープまたは包帯で固定します。
SpO2 の測定が自動的に始まります。SpO2 の決定が開始されると、測定が決定
されるまで「動くダッシュ記号」（通常は 10 秒）が表示されます。この読
み取り値は、1 秒ごとに更新されます。SpO2 は最長 10 分間継続的に測定でき
ます。機能的酸素飽和度の値とともに、信号強度も表示されます。
2. センサーを患者の手指から外すと、最後の測定値が 8 秒間点滅表示されます。
その後、測定値は 2 分間または次の測定をするまで表示されます。患者の読
み取り値を記録し、正常な静脈還流を確認します。

耳たぶセンサーによる酸素飽和度の測定
1.

耳たぶを 5 秒間勢いよくこすり、血流を刺激します。耳クリップにパドルを入
れて、センサーパドルの裏側のペグが各クリップ アームの上部に完全に滑り込
むようにします。センサーを付けた耳クリップを耳たぶに付けて、検出器側
（パドル裏側の盛り上がった点で判別）が耳たぶの前にくるようにします。セ
ンサーパドルを測定部位に 1 回押しつけ、センサーの配置がしっかりとしてい
ることを確認します。
SpO2 の決定が始まります。SpO2 の決定が開始されると、測定が決定されるまで
「動くダッシュ記号」（通常は 10 秒）が表示されます。この読み取り値は、1
秒ごとに更新されます。SpO2 は最長 10 分間継続的に測定できます。機能的酸
素飽和度の値とともに、信号強度も表示されます。

2.

患者の読み取り値を記録し、クリップを静かに外します。センサーを患者の耳
から外すと、最後の測定値が 8 秒間点滅表示されます。その後、測定値は 2 分
間または次の測定をするまで表示されます。患者の読み取り値を記録し、正常
な静脈還流を確認します。

連続測定が 10 分間続くと、測定は自動的に終了しステータスコ
ード「1」が表示されます。自動的な終了前に最後の測定値を表
示するには、再表示機能（「生命徴候読み取り値の管理– 最後の
読み取り値の再表示」を参照）を選択します。
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Bluetooth®による測定値のワイヤレス送信
ご利用の SunTech 247 にオプションの Bluetooth®ワイヤレス通信機能が搭載さ
れている場合は、既存の EMR/EHR システムまたは通信ネットワークに測定値
を送信できる場合もあります。SunTech 247 の Bluetooth®ワイヤレス通信を設
定するには、IT 管理者または EMR/EHR ベンダーに連絡してください。

37

生命徴候読み取り値の管理
最後の読み取り値の再表示

最後の読み取り値を再表示するには、メインモジュールの自動ボタン
を2秒
以上、最後の読み取り値が表示されるまで押したままにします。SunTech 247 に
温度モジュールおよびパルス酸素濃度測定モジュール（またはそのいずれか）が
ある場合には、前回の最終読み取り値には、温度および／または前回同時に表示
された SpO2 の読み取り値が表示されます。最後に試行した読み取りに誤差や警
告があった場合には、それらが表示されます。メモリーに読み取り値がない場合、
読み取りが中止された場合、または前回の BP が手動測定であった場合には、装
置にはダッシュ記号が表示されます。
パルス酸素濃度測定モジュールの場合：10 分間の測定タイムアウトになった場
合には、モジュールの測定は中止され、メインモジュールにはステータスコード
「01」が表示されます。10 分の期間の終了時に記録された最後の有効な読み取
り値が、再表示される読み取り値となります。

最後の読み取り値のクリア

最後の自動 BP 測定およびアクセサリーの値をクリアするには、自動ボタン
を 5 秒以上押したままにします。前回の値が瞬間的に表示されます。その後、な
にも表示されなくなります。再表示すると、クリアしたすべての値についてダッ
シュが表示されます。

SunTech 247 では、最新の読み取り値が 2 分間表示されます。患
者のプライバシーが問題となる場合には、別の患者から生命徴候
を収集する前に読み取り値の表示をクリアすることができます。
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SUNTECH 247 のメンテナンス
日常的なメンテナンス
簡単なケアガイドラインを確立することで、SunTech 247 の性能を保ちおよび寿
命を長くすることができます。日常的には、装置、ケーブルおよび空気ホースに
割れ、摩損、よじれがないかを点検し、損傷した部品があれば直ちに交換すべき
です。
SunTech 247 の較正チェックは、尐なくとも年 2 回実施してください。可能な
場合には、生物医学技師（biomedical technician）に設備のメンテナンスを援助
してもらうこともできます。
清掃
装置の清掃
1.

軟らかい湿らせた布で装置を拭き、表面の埃やごみを除去します。

SunTech 247 装置は滅菌できません。

種類を問わず液体に装置を浸すことや、洗浄液や溶剤の使用は
絶対にしないでください。
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カフの清掃
1.

使用と使用の間に、医用洗浄剤でカフスリーブとカフの内側を拭きます。

2.

定期的に、袋部分を取り外し、冷水でカフを洗濯します。

3.

吊り干しします。

SpO2 センサーの清掃
1.

センサーおよびクリップを、水、刺激の尐ない石鹸液、またはイソプロピル ア
ルコールを浸した軟らかい布で掃除します。

2.

テープの残留物をこすってすべて除去します。

3.

再使用の前に、センサーとクリップを完全に乾燥させます。

センサーおよびクリップは流体には絶対に浸さないでください。
また、液体をかけたりスプレーしたりしないでください。腐食性
または研磨性のクリーナーは永久的な損傷の原因となります。

手指クリップ センサーを 90°を超える角度に動かすと、そのケー
シングに永久的な損傷を招くことがあります。

装置の較正のチェック
SunTech 247 の較正チェックは、尐なくとも年 2 回実施してください。較正の
チェック方法は次のとおりです。

1.

まず、装置の電源をオフにします。BP モジュールの前面にある自動ボタン
を押したまま、メイン筺体の右側にある電源ボタンを切り替えます。「CAL」
メッセージが脈拍数ディスプレーに表示され、システムがキャリブレーション
モードになっていることを示します。このモードの間、収縮期血圧（最高血
圧）ディスプレー領域にシステム圧力が表示されます。
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2.

T-コネクターを使用して、較正済みの圧力基準およびコントロール（圧力計や
膨張バルブなど）を SunTech 247 の圧力ホースコネクターに接続します。T-コ
ネクターが含まれている較正キットの注文について詳しくは、63 ページを参照
してください。

3.

圧力範囲 0～270mmHg の全体について、圧力基準と SunTech 247 を比較します。
圧力基準と SunTech 247 との間の差異が 2mmHg 以下の場合には、SunTech 247
は操作用に正しく較正されています。SunTech 247 の較正が必要な場合には、50
ページの認定サービスセンターまでお問い合わせください。

4.

もう一度
を押して、較正チェックを終了します。ディスプレーに収縮期血
圧（最高血圧）としてダッシュが表示されると、測定の準備が整ったことにな
ります。

充電式電池の交換
次のとおり電池を交換します。


定期メンテナンス計画に従い交換する



電池が充電しなくなったら交換する



頻繁に使用した後、必要に応じて交換する

電池の交換方法は次のとおりです。
1. 電池室フタを固定しているネジを外します。
2. 電池端子に取り付けられているワイヤーを引っ張らないように注意しながら、
電池室から電池を注意深く取り出します。
3. 電池端子からワイヤーの接続を外します。
4. 充電式電池には、鉛が含まれています。古い電池は適切に廃棄してください。
5. 赤いワイヤーが赤い端子に黒いワイヤーが黒の端子に必ず取り付けられてい
るように、ワイヤーを交換用の電池の端子に接続します。ワイヤーを逆に接
続しても損傷は起こりませんが、SunTech 247 は作動しません。最適な性能
を維持するためには、交換用電池には SunTech 部品番号 17-0014-00 を必ず使
用してください。
6. 電池室フタを手順 1 で外した 4 本のネジで元のとおり固定します。
7. 電源を接続し、使用の前に交換用電池をフルに充電させます。

廃棄
この記号は、装置に危険な材料（電気的なコンポーネントなど）が含まれてい
ることを示します。廃棄のためSunTech Medicalまで返品してください。
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保管、シャットダウン、輸送
保管

SunTech 247 は、必ず-20C（-4F）～55C（131F）の場所で保管してください。
相対湿度は必ず 90%未満にしてください。

SunTech 247 の電池を 30 日以上保管する場合には、装置から電池を外すことを
お勧めします。
装置の移動
修理や輸送のために装置を包装する方法は、次のとおりです。
1. 装置から、患者用ケーブルをカフ、温度プローブ、SpO2 センサー、電源、その他の
補助的製品と一緒に外します。
2. 電池の接続を外し、装置から取り出します。
3. 装置を元の出荷用カートンに入れ、できれば元の梱包材料で梱包します。
4. 輸送中に装置の温度が-20C（-4F）～55C（131F）の間に保たれ、相対湿度が
90%未満であることを確認してください。
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トラブルシューティング
トラブルシューティング・チャートは、エラーやステータスコードに関連した問
題の診断について助言を提供するものです。
問題：SunTech 247 の電源がオンになりません。
解決策：
1. SunTech 247 を初めてご利用になる際は、装置を電源に接続し
て充電する必要があります。
問題：SunTech 247 が EMR/EHR システムまたはネットワークと通信で
きません。
解決策：
1. ご利用の SunTech 247 に、Bluetooth®オプションが搭載されて
いることを確認します。
2. SunTech 247 とワイヤレスシステムが通信できるように設定さ
れている必要があります。EMR/EHR 操作マニュアルを参照す
るか、IT 管理者または EMR/EHR プロバイダに連絡してくださ
い。
3. SunTech 247 をワイヤレスシステムに近づけます。SunTech
247 の Bluetooth®機能の通信距離は最長 10 m ですが、ワイヤ
レス接続を妨げる壁、建物の構造、およびその他の障害物を取
り除いてください。
トラブルシューティング - 血圧モジュール

問題：カフのサイズの間違い、カフ取り付けの間違い、上腕動脈の遮断
解決策：
1. カフの位置が正しいことをチェックします。
2. カフが適切に締め付けられているかチェックします。
3. 腕とカフの間に余計な衣類などがないかどうかチェックします。
4. 取り付けたカフのサイズが正しいことをチェックします。
5. 患者が動きすぎた可能性があります。
6. もう一度 BP を測定します。
問題：患者や周囲の動きが多すぎるか、振動の原因となる条件がある
解決策：
1. カフの位置が正しいことをチェックします。
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2. 患者が動きすぎた可能性があります。
3. もう一度 BP を測定します。
問題：空気の漏れ、カフのゆるみ、またはホースの遮断やくびれ
解決策：
1. ホースに急な曲がりやくびれがないことをチェックします。
2. 患者がカフの上に横たわっていないことをチェックします。
3. カフの位置が正しいことをチェックします。
4. ホースがシステムとカフに接続されていることをチェックします。
5. カフが適切に締め付けられているかチェックします。
6. 正しいサイズのカフが使用されていることをチェックします。
7. カフから空気が漏れていないことをチェックします。
8. ホースの接続に損傷やゆるみがないことをチェックします。
9. もう一度 BP を測定します。
ステータスコード：800、900、910、970、980、または 990
問題：システムエラー

解決策：
1. もう一度測定します。
2. これがうまくいかなかった場合には、電源を切ってから、装置の右
側にある電源ボタンを使用して装置の電源を入れます。エラーがす
ぐに再発しない場合には、もう一度測定をします。
3. エラーが再発する場合には、電源を装置から外し（電源プラグを外
し、電池がある場合は外す）、電源を接続し直します。エラーがす
ぐに再発しない場合には、もう一度測定をします。
4. エラーが再発する場合には、SunTech Medical Inc.または認定サー
ビスセンターまでお問い合わせください。
トラブルシューティング - 温度モジュール

ステータスコード：5
問題:プローブが欠如しているか、ウェルの外にある
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解決策：プローブをウェル内に置きます。エラーは表示されなくなるは
ずです。新たに測定を行います。

ステータスコード：10
問題：プローブの不良
解決策：プローブを交換します。電源を入れ直します。エラーは表示さ
れなくなるはずです。新たに測定を行います。

ステータスコード：15
問題：ボタンが押された状態で動かなくなる
解決策：温度ユニット選択ボタンと温度モード選択ボタン、またはその
いずれかを、ボタンが元に戻るまで押し続けます。ボタンが解除された
ら、エラーは表示されなくなるはずです。ボタンが解除できない場合に
は、SunTech または認定サービスセンターまでお問い合わせください。
ステータスコード：20
問題：ハードウエアのエラー
解決策：
1. もう一度測定します。
2. これがうまくいかなかった場合には、電源を切ってから、装置の右
側にある電源ボタンを使用して装置の電源を入れます。エラーがす
ぐに再発しない場合には、もう一度測定します。
3. エラーが再発する場合には、電源を装置から外し（電源プラグを外
し、電池がある場合は外す）、電源を接続し直します。エラーがす
ぐに再発しない場合には、もう一度測定します。
4. エラーが再発する場合には、SunTech または認定サービスセンター
までお問い合わせください。

トラブルシューティング - パルス酸素濃度測定モジュール

ステータスコード：01
問題：測定のタイムアウト。測定時間が 10 分の時間制限を越える。
解決策：センサーを患者から取り外します。タイムアウト前の最後の測
定値を再表示するか、センサーを患者に当てて新たに測定します。
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ステータスコード：02
問題：センサーの位置がよくない（信頼できる測定のための信号が不十
分である）
解決策：センサーを逆の手や耳または別の部位にあてて、患者でのセン
サー位置を調節します。

ステータスコード：05
問題：センサーが装置から外れた
解決策：センサーを接続し直します。このコードはセンサーを外した時
点で 1 回しか表示されないため、希望に応じて、センサーは外したまま
にしてもかまいません。

ステータスコード：10
問題：センサーの不良
解決策：センサーを交換し、新たに測定します。

ステータスコード：20
問題：ハードウエアのエラー
解決策：
1. もう一度測定します。
2. これがうまくいかなかった場合には、電源を切ってから、装置の右
側にある電源ボタンを使用して装置の電源を入れます。エラーがす
ぐに再発しない場合には、もう一度測定します。
3. エラーが再発する場合には、電源を装置から外し（電源プラグを外
し、電池がある場合は外す）、電源を接続し直します。エラーがす
ぐに再発しない場合には、もう一度測定します。
4. エラーが再発する場合には、SunTech Medical Inc.または認定サー
ビスセンターまでお問い合わせください。

問題：信号強度が不十分
解決策：測定がなく、信号品質が低い場合には、別の場所または別のセン
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サーを試してみてださい。信号の品質が改善されない場合には、使用を中
止してください。
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FAQ
SunTech 247 の CD やマニュアルの代替品は入手できますか?
SunTech 247 マニュアルは、当社ウェブサイトの顧客サービスのページから入手できま
す。マニュアルをダウンロードするには、http://www.SunTechMed.com から Customer
Service に移動してください。代替用の CD については、顧客サービス
（CustomerService@SunTechMed.com）まで電子メールでお問い合わせください。

SunTech 247 装置はどのように掃除しますか?
SunTech 247 は最小限の掃除をするだけで十分です。時々軟らかい湿らせた布で拭いて
ください。装置を水に浸したり、洗浄液や溶剤の使用はしないでください。

充電式電池を SunTech 247 に取り付けるにはどうしますか?
電池室のフタを外し、極性を確認しながら、充電式電池を入れます。フタを元の位置に
しっかりと取り付け、装置を 6V 電源に接続し、使用前にフルに充電するようにしま
す。

SunTech 247 の較正はどれくらいの頻度で行うべきですか?
SunTech 247 の較正チェックは、尐なくとも年 2 回実施してください。圧力基準に対し
て 2 mmHg を超える差異がある場合には、50 ページの認定サービスセンターまでお問
い合わせください。

SunTech 247 ではどんな血圧測定方法が使用されていますか?
SunTech 247 では、振動測定法を利用した自動 BP 測定を行います。これは、機械的な
血圧計を使用する場合に、測定能力を補うものです。

SunTech 247 の現行バージョンを後日アップグレードすることはできますか?
SunTech 247 装置のアップグレード方法については、63 ページのアクセサリー一覧また
は当社ウェブサイトを参照してください。詳しくは、現地販売店までお問い合わせくだ
さい。
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ストレス試験中に SunTech 247 を使用して血圧の測定はできますか?

SunTech 247 は動作に対する耐性を考慮して製造された堅牢な装置ですが、ストレスの
テスト中に使用するよう意図されているものではありません。トレッドミル ストレスに
は Tango+、エルゴメータ ストレスには Cycle など、別の装置を使用してください。ど
ちらも SunTech Medical, Inc.製のモニターです。

温度測定の間は待機が必要ですか?
はい。正確な温度測定には、プローブが通常の室温になっている必要があります。測定
後は、プローブが室温に戻るまで待つか、次の測定の前にプローブをアルコールワイプ
で拭きます。

温度モジュールやパルス酸素濃度測定モジュールの較正は必要ですか?

SunTech 247 の温度モジュールとパルス酸素濃度計モジュールの較正や修理について
は、50 ページの認定サービスセンターまでお問い合わせください。

SunTech 247 温度モジュールは、どれくらいの精度で体温を測定しますか?
SunTech 247 温度モジュールの精度は、±0.2 F（±0.1C）です。

SunTech 247 パルス酸素濃度測定モジュールの精度はどれくらいですか?
SunTech 247 パルス酸素濃度測定モジュールの精度は、動作なし、正常な灌流で 70～
100％の範囲で±2%です。動作のある場合や低灌流では、精度は±3%です。

保証期間はいつから始まりますか?

SunTech 247 の保証は、装置の発送日から始まります。

SunTech 247 の保証の請求はどのように行いますか?
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50 ページの認定サービスセンターまでお問い合わせください。

ウェブリソース
www.SunTechMed.com

サービスセンター
米国
SunTech Medical, Inc.
Service Department
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560 USA
電話：+1. 919.654.2300
ファクス：+1. 919.654.2301
米国外
SunTech Medical, Ltd.
Service Department
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS, UK
電話：+44. 1865.884.234
ファクス：+ 44. 1865.884.235

SunTech Medical, Ltd.
Service Department
L/25, Bank of China Tower
1 Garden Road, Central Hong Kong
電話：+852. 2251.1949
ファクス：+852. 2251.1950
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特殊な状況
特殊な状況
患者の年齢や生理学的な障害などのユニークな状況では、血圧や生命徴候の測定
時に特別な配慮をする必要があります。ここで、そうした状況下で SunTech 247
を最適に使用できるようにするために、こうした状況の一般性の高い例について
説明します。これらの特殊な状況のそれぞれへの対処についての推奨事項は、血
圧測定については米国心臓病協会（American Heart Association）の現行の学術報
告書に、高血圧の管理については英国高血圧協会（British Hypertension
Society）の現行ガイドラインに記載されています。
小児の血圧測定
一般に、小児は、成人よりも血圧に大きな可変性が見られます。小児の場合、臨
床の 状況において、泣く、食べる、落ち着かないなどの状況になる場合が多く
なり、潜在的な可変性がさらに増えることになります。
肥満患者の血圧測定
肥満と高血圧には正の相関関係があるようです。肥満患者の腕の周長は大きいた
め、「標準」カフを使用すると、血圧が誤って高く測定される状況（「cuff
hypertension（カフ高血圧）」として知られる状況）を招くことがあります。
肥満患者用の適切なカフの選択方法：


上腕部が通常よりも大きい場合には、上腕部が普通の場合に使用するものより
も幅広で長いカフを使用します。



筋肉質の上腕部で二頭筋が目立つ場合は、長いカフが必要です。

不整脈がある場合の血圧測定
不規則な心臓律動によって、拍動ごとに血圧に大きな変動が発生する可能性があ
ります。既知の不整脈のある患者に SunTech 247 を使用する場合には、確認手段
として続けて手動 BP 測定を行うことが推奨されます。
重篤で規則的な徐脈がある患者では、自動ではなく手動で測定します。
妊娠中の血圧測定
高血圧は妊娠の一般的な内科的疾患で、妊娠の約 10 パーセントで発生します。
最適な出生前ケアには、血圧上昇の検出が不可欠です。
臨床的に関連のある妊娠時の高血圧については、SunTech 247 を使用して手動測
定してください。
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高齢者の血圧測定
高齢者では、高血圧と加齢の組み合わせによって動脈コンプライアンスの低下が
明るみにでることがあります。血圧の可変性によって、数多くの概日性の血圧パ
ターンが生じることがあり、これは携帯型血圧測定を用いることで最もよく特定
されます。この血圧の可変性による臨床的な結果が、不正確な読み取り値の原因
となります。
救急処置室での血圧測定
救急処置室での血圧測定は、自動血圧測定により実施できます。重症の患者や負
傷した患者については、血圧は観血的な動脈圧による方法で測定すべきです。
起立性低血圧がある場合の血圧測定
起立性低血圧は、仰向けの姿勢から立ち上がって 3 分後に測定した収縮期血圧
（最高血圧）が 20 mmHg 以上、または拡張期血圧（最低血圧）が 10 mmHg 以
上減尐するものとして定義されます。食物の摂取、一日の時間帯、年齢、水分補
給などが、パーキンソン病、糖尿病、または多発性骨髄腫の一過程であると考え
られることから、この形態の低血圧に影響することが考えられます。
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付録
仕様
患者母集団：成人および小児科患者（年齢 3 歳以上）
測定方法：振動測定法
初期的な膨張圧力：160mmHg ±20mmHg
血圧範囲（mmHg）：60＜収縮期血圧（最高血圧）＜270、30＜拡張期血圧（最
低血圧）＜170
血圧の精度：この装置で決定される測定値は、訓練を受けた立会人がカフ／聴診
器聴診法を用いて得られる値と、米国標準規格（American National Standard）の
『Electronic or automated sphygmomanometers（電子・自動血圧計）』に規定さ
れた限度内で等価です。
血圧の決定時間：成人用カフで一般に 35～40 秒
心拍数の範囲：30～200 bpm ±2%または±3 bpm、どちらか大きい方
温度範囲：86F（30.0C）～109.4F（43.0C）
温度の精度：±0.2F（±0.1C）
機能的酸素飽和度の範囲：40～100%
機能的酸素飽和度の精度：70～100% ±2桁
（注記：パルス酸素濃度計設備の測定値は統計的に分散しているため、CO-酸素
濃度計により測定された値の±2桁の範囲に収まるのは、パルス酸素濃度計設備測
定値の約3分の2のみであると予測できます。）

操作条件：10C（50F）から40C（104F）、相対湿度90%未満

保管条件：-20C（-4F）から55C（131F）、相対湿度90%未満

電源：非電池式バージョンの外部電源：Globtekモデル：GTM21089-1506-T3
（SunTech 部品番号：19-0013-00）
電池バージョンの外部電源、Globtekモデルで充電可能：GTM21089-1509T3 (SunTech 部品番号19-0014-00)
較正：SunTech 247 の較正チェックは、尐なくとも年2回実施してください。
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安全システム：独立したハードウエア過圧力回路と、冗長なソフトウエア過圧力
アルゴリズムで、カフ圧力を 330 mmHg 未満に制限。独立したハードウエア・
タイミング回路と冗長なソフトウエア・タイマー・アルゴリズムで、血圧サイク
ルの持続時間を 180 秒未満に制限。
寸法：長さ= 5.5 インチ、高さ= 11.5 インチ、幅= 3.8 インチ
長さ=14.0 cm、高さ= 29.2 cm、幅= 9.7 cm
規格：UL60601-1、CAN/CSA C22.2 601-1
IEC 60601-1、IEC 60601-1-2 (EMC)、IEC 60601-1-4、ISO 9919、AAMI
SP10：2002、ASTM E 1112、EN 12470-3
『Non-invasive Sphygmomanometers – General Requirements &
Supplementary Requirements For Electro-Mechanical BP Measuring Systems
（非観血性血圧計―電気・機械血圧測定システムの一般的要件および補足
的要件）』EN 1060-1、EN 1060-3 に適合。
分類：感電防止：クラス II（非電池バージョン）、内部電源機器（電池バージョ
ン）。装着部：タイプ BF。操作モード：連続

コンプライアンス

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
UK
電話：+44. 1865.884.234
ファクス：+ 44. 1865.884.235
Nellcor® は、Nellcor Puritan Bennett LLC の登録商標です。
FILAC™ および FASTEMP™ は、Tyco Healthcare Group LP の登録商標です。
Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商
標であり、SunTech Medical, Inc.はライセンスに基づいて使用しています。
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安全性の要件
臨床グレードの BP 測定精度があり、以下の要件を全面的に満たします。


AAMI SP-10 2002



EN 1060-4

EMCコンプライアンス
この機器は、IEC60601-1-2: 2001 に対する医療装置の 制限について試験をし、そ
れに準拠することが判明しています。これらの制限は、一般的な医用設備におけ
る有害な干渉に対して適切な保護が得られるように設計されたものです。この機
器は、高周波エネルギーを発生し、使用しているだけでなく、同エネルギーを放
出する可能性もあり、指示事項に従い設置・使用しない場合には、付近にあるそ
の他の装置に有害な干渉を及ぼす原因となることがあります。この機器は、他の
機器と隣接してもしくは積み重ねて使用すべきではありません。そうすることが
必要な場合には、実際に使用する構成において、機器が正常な動作をすることが
確認されるべきです。ただし、適切に使用した場合でも、特定の設置において干
渉が発生しないという保証はありません。万一この機器が他の装置への有害な干
渉の原因となった場合（これは、この機器の電源をオン・オフすることで判断す
ることができる）には、ユーザーがこの干渉を以下に挙げたうちの 1 つまたは複
数の方法で修正してみてください。


受信側の装置の向きや場所を変える



機器との隔たりを増やす



他の装置が接続されているものとは異なる回路にあるコンセントに接続する



製造元やフィールドサービス技術者に相談する

この装置には SunTech 認定のケーブルやアクセサリーのみを使用してください。
認定していないケーブルやアクセサリーを使用すると、放出が増大したり、イミ
ュニティ（免疫性）が低下する原因となる場合があります。携帯型や移動式の
RF 通信機器は、医用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。

55

ガイダンスおよび製造会社の宣言– 電磁波放出

SunTech 247 は、以下に指定した電磁環境内での使用が意図されています。
SunTech 247 の顧客またはユーザーは、使用の際にこうした環境を確保すべきで
す。
放出試験

コンプラ
イアンス

電磁環境 – ガイダンス

RF 放出

グループ
1

SunTech 247 は、その内部機能にのみ RF エネ

クラス B

SunTech 247 は、国内の施設、および国内の目

クラス A

的のために使用される建物へ供給をする公共の
低電圧電源供給網に直接接続されている施設を
含め、あらゆる施設での使用に適しています。

CISPR 11

RF 放出
CISPR 11
高周波放出

ルギーを使用しています。従って、その RF 放
出は、非常に低く、付近の電子機器の干渉の原
因となる可能性はあまりありません。

IEC 61000-3-2
電圧の変動／フリ
ッカー放出
IEC 61000-3-3

適合
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ガイダンスおよび製造会社の宣言– 電磁波イミュニティ（免疫性）

SunTech 247 は、以下に指定した電磁的環境内での使用が意図されています。
SunTech 247 の顧客またはユーザーは、こうした環境内での使用を確保すべきで
す。
イミュニテ
ィ試験

コンプライアン
ス・レベル

電磁環境 – ガイダンス

静電放電
±6 kV 接触
(ESD)
±8 kV 空気
IEC 61000-42

±6 kV 接触

床は木材、コンクリート、
セラミック タイルのいずれ
かであるべきです。床が合
成材料で覆われている場合
には、相対湿度は尐なくと
も 30%はあるべきです。

電気的高速
過渡現象／
バースト
IEC 61000-44

±2 kV（電源の
場合）

±2 kV（電源の
場合）

±1 kV（入力／
出力ラインの場
合）

±1 kV（入力／
出力ラインの場
合）

IEC 60601 試験
レベル

サージ
±1 kV（差分モ
IEC 61000-4- ード）
5
±2 kV（コモン
モード）

±8 kV 空気

±1 kV（差分モ
ード）
±2 kV（コモン
モード）
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本線電源の品質は、一般的
な商用または病院環境用で
あるべきです。

本線電源の品質は、一般的
な商用または病院環境用で
あるべきです。

供給電源入
力ラインの
電圧の下
落、短い妨
害、電圧の
変動
IEC 61000-411

0、5 サイクルで 0、5 サイクルで
<5% UT（UT が
<5% UT（UT が
>95%落下）
>95%落下）
5 サイクルで
40% UT（UT が
60%落下）

5 サイクルで
40% UT（UT が
60%落下）

25 サイクルで
70% UT（UT が
30%落下）

25 サイクルで
70% UT（UT が
30%落下）

5 秒で <5% UT
（UT が>95%落
下）

電力周波数
（50/60
Hz）磁場
IEC 61000-48

3 A/m

本線電源の品質は、一般的
な商用または病院環境用で
あるべきです。SunTech 247
のユーザーが電源本線の妨
害時にも連続運転を必要と
する場合には、無停電電源
装置または電池により
SunTech 247 の電源供給をす
ることが推奨されます。

5 秒で <5% UT
（UT が>95%落
下）

3 A/m

電力周波数磁場は、一般的
な商用または病院環境用の
レベルであるべきです。

注記：UT は、テストレベルを適用する前の AC 本線の電圧です。
装置の停電が発生した場合、すべてのユーザー設定は保存されます。装置は、停
電の前と同じ設定を用いて電源投入されます。装置には患者データは保存されま
せん。
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ガイダンスおよび製造会社の宣言– 電磁波イミュニティ（免疫性）

SunTech 247 装置は、以下に指定した電磁的環境内での使用が意図されています。
SunTech 247 装置の顧客またはユーザーは、こうした環境内での使用を確保すべき
です。
イミュニテ
ィ試験

IEC 60601
試験レベル

コンプラ
イアン
ス・レベ
ル

電磁環境 – ガイダンス

携帯型および移動式 RF 通信機器
は、SunTech 247（ケーブルを含
む）から、送信機の周波数に適用
される等式で計算される推奨分離
距離よりも近い距離で使用すべき
ではありません。
推奨分離距離

d = [3.5/V1] √P
伝導性 RF
IEC 61000-46
放尃性 RF
IEC 61000-43

3 Vrms
150 kHz～80
MHz

3V

3 V/m
3V/m
80 MHz～2.5
GHz

d = [3.5/E1] √P 80MHz～800MHz
d = [7/E1] √P

800MHz～2.5GHz

この式で、P は送信機の製造元によ
る送信機の最大出力電力定格（単
位 W）で、d は推奨分離距離（単
位メートル(m)）。
電磁サイト調査 a により決定される
固定 RF 送信機からの磁場の強さ
は、それぞれの周波数範囲 b でコン
プライアンス・レベル未満である
べきです。
次のシンボルのついた機器の付近
では妨害が発生することがありま
す。
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注記 1—80 MHz～800 MHz では、高い周波数範囲が適用されます。
注記 2—これらのガイドラインが、すべての状況で適用されるとは限りません。電磁界の伝播は、構造物、物体、人による
吸収や反尃の影響を受けます。
無線（携帯／コードレス）電話、地上移動無線、アマチュア無線、AM・FM ラジオ放送、TV 放送などの基地局など、固定
送信器からの場の強度は、理論的に正確には予測できません。固定 RF 送信機による電磁環境を評価するには、電磁サイト
調査を考慮すべきです。SunTech 247 装置を使用する場所で測定した場の強度が、上記の該当する RF コンプライアンス・レ
ベルを超えた場合には、SunTech 247 装置が正常な動作をするか確認するために観察すべきです。異常な動作が観察された
場合には、SunTech 247 装置の向きや場所の調節など、追加的な措置が必要となることがあります。
a

b

周波数範囲 150 kHz～80 MHz を超えると、場の強度は 3 V/m 未満になります。
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携帯型および移動式 RF 通信機器と SunTech 247 装置の間の推奨分離距離

SunTech 247 装置は、放尃される RF 妨害が制御された電磁環境内で使用するよ
う作られています。SunTech 247 装置の顧客またはユーザーは、携帯型・移動式
RF 通信機器（送信機）と SunTech 247 装置との最小距離を、通信機器の最大出
力電力に応じて下記に推奨したとおり維持することで、電磁干渉を阻止すること
ができます。
送信機の周波数に応じた分離距離
送信機の定格最大
出力電力

m
150 kHz～80 MHz

80 MHz～800 MHz

800MHz～2.5GHz

d = [3.5/V1] √P

d = [3.5/V1] √P

d = [7/E1] √P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.10

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

W

上記にない最大出力電力の定格の送信機については、推奨分離距離 d（単位 m）
は送信機の周波数に適用される等式を用いて推定できますが、この式で、P は送
信機の製造元による送信機の最大出力電力定格（単位 W）です。
注記 1—80 MHz～800 MHz では、高い周波数範囲用の分離距離が適用されま
す。
注記 2—これらのガイドラインが、すべての状況で適用されるとは限りません。
電磁的な伝播は、構造物、物体、人による吸収や反尃の影響を受けます。
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限定付き保証
SunTech 247 装置
SunTech Medical, Inc.では、当初の購入者にインボイスの日付から下記の限定付
き保証を提供します。
連番の付いたすべての装置

24 カ月

汎用カフ（APC）

24 カ月

ロールスタンド

24 カ月

アクセサリー（患者用ケーブル、使い捨て用
品など）

90 日

SunTech Medical, Inc.は、各計器に材料および出来映えにおいて欠陥がないこと
を保証します。この保証のもとでの責任には、米国内の顧客施設から送料先払い
で工場へ返品された際の計器の修理などが含まれます。SunTech Medical, Inc.は、
この限定保証期間中に欠陥があると判明したコンポーネントや部品の修理をしま
す。欠陥であることが明白な場合、当初の購入者は SunTech Medical, Inc.に欠陥
の疑いについて通知してください。計器は注意深く梱包し、送料先払いで下記ま
でお送りください。
SunTech Medical, Inc.
Service Department
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560
USA
電話：+1. 919.654.2300
ファクス：+1. 919.654.2301
または
SunTech Medical, Ltd.
Service Department
Oakfield Industrial Estate
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
UK
電話：+44. 1865.884.234
ファクス：+ 44. 1865.884.235
計器の修理はできるだけ短期間に行い、工場で受領した方法と同じ方法で送料先
払いで返送します。計器が事故・誤用・過失・天災により損傷を受けた場合や、
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SunTech Medical, Inc の認定していない人物による修理がなされた場合には、こ
の限定付き保証は無効となります。
この限定付き保証には、SunTech Medical, Inc.の義務がすべて含まれており、そ
れ以外には、明示的・黙示的の別なく、また法令によっても保証はありません。
SunTech Medical, Inc.のいかなる代表者または従業員にも、本書にある以外の以
上の責任を負う権限や、本書にある以外の保証を与える権限は与えられていませ
ん。
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部品およびアクセサリーの購入
SunTech 247 用の部品やアクセサリーは、認定 SunTech 247 販売店からご購入い
ただくことをお勧めします。部品およびアクセサリーの一覧は以下のとおりです。

汎用 - 一般臨床用カフ

品番

品名

品目の説明

98-0223-00

All Purpose Cuff package,
Adult（汎用カフパッケー
ジ、成人用）

Small Adult〔成人
（小）〕、Adult〔成
人〕、Adult Long〔成
人（長）〕、Large
Adult〔成人（大）〕
の各サイズのカフ入り

98-0224-00

All Purpose Cuff package,
Pediatric（汎用カフパッケ
ージ、小児用）

Child〔小児〕、Child
Long〔小児
（長）〕、Small Adult
〔成人（小）〕、
Small Adult Long〔成
人（小・長）〕の各サ
イズのカフ入り

98-0080-02

All Purpose Cuff, Child（汎
用カフ、小児用）

血圧用カフ

98-0080-03

All Purpose Cuff, Child
LONG（汎用カフ、小児用
（長）

血圧用カフ

98-0080-04

All Purpose Cuff, Small Adult
（汎用カフパッケージ、成
人用（小））

血圧用カフ

98-0080-05

All Purpose Cuff, Small Adult
LONG（汎用カフパッケー
ジ、成人用（小・長））

血圧用カフ

98-0080-06

All Purpose Cuff, Adult（汎

血圧用カフ
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用カフ、成人用）
98-0080-07

All Purpose Cuff, Adult
LONG（汎用カフ、成人用
（長））

血圧用カフ

98-0080-08

All Purpose Cuff, Large Adult
（汎用カフ、成人用
（大））

血圧用カフ

98-0080-09

All Purpose Cuff, Large Adult
LONG（汎用カフ、成人用
（大・長））

血圧用カフ

98-0080-10

All Purpose Cuff, Thigh（汎
用カフ、大腿部用）

血圧用カフ

パルス酸素濃度測定用
アクセサリー
品番

品名

品目の説明

52-0005-00

Adult digit reusable oximetry
sensor (2010) （成人指用再使
用可能酸素濃度測定センサー
（2010））

91.4 cm（36 インチ）
ケーブル; ~Nellcor
DS-100A

52-0005-01

Y multi-site reusable oximetry
sensor (2210) （Y マルチサイ
ト再使用可能酸素濃度センサ
ー（2210））

耳クリップ、91.4 cm
（36 インチ） ケーブ
ル付属; ~Nellcor D-YS,
D-YSE

52-0005-02

Adult digit disposable oximetry
sensor (3311) （成人指用使い
捨て酸素濃度測定センサー
（3311））

24 個／箱、45.7 cm
（18 インチ） ケーブ
ル、フォーム;
~Nellcor D-25
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24 個／箱、45.7 cm
（18 インチ）ケーブ
ル、フォーム;
~Nellcor D-20

52-0005-03

Pediatric digit disposable
oximetry sensor (3312) （小児
指用使い捨て酸素濃度測定セ
ンサー（3312））

52-0005-04

6-foot Extension Cable (2411)
（6 フィート（1.8 メートル）
延長ケーブル（2411））

52-0005-05

10-foot Extension Cable (2421)
（10 フィート（3 メートル）
延長ケーブル（2421））

52-0007-00

Adult digit reusable oximetry
sensor (vSat) （成人指用再使
用可能酸素濃度測定センサー
（vSat））

3 m（10 フィート）
ケーブル

品名

品目の説明

体温測定用アクセサリー
（Kendall FASTEMP™）
品番
52-0005-00

Blue Oral/Axillary Probe
（青色の口腔／腋窩用プロ
ーブ）

52-0005-01

Blue Oral/Axillary Well（青
色の口腔／腋窩用ウェル）

52-0005-02

Red Rectal Probe （赤色の
直腸用プローブ）

52-0005-03

Red Rectal Well（赤色の直
腸用ウェル）

52-0005-04

Disposable Probe Covers
（使い捨てプローブカバ
ー） 500
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25 箱（プローブカバー
20 個／箱）

52-0005-05

Calibration plug（較正用プ
ラグ）

Kendall 部品番号
202099

その他のアクセサリー

品番

品名

品目の説明

98-0154-00

ベース、ポール、保管
Mobile stand kit（移動式スタ
用バスケット、および
ンドキット）
ハンドル入り

98-0149-00

Tabletop stand kit（卓上スタ
ンドキット）

壁取り付け可能バスケ
ット入り

98-0150-00

Basket（バスケット）

壁取り付け可能

19-0013-00

Power supply for the SunTech
247（SunTech 247 用電源）

6V

19-0014-00

Power supply for the SunTech
247 Battery（SunTech 247 電
池用電源）

9V

91-0003-05

EU power cord（SunTech 247
電池用電源）

91-0003-06

UK power cord（UK 用電源
コード）

91-0003-00

US power cord（US 用電源コ
ード）

98-0030-02

Calibration kit（較正キッ
ト）

91-0097-00

BP pneumatic hose（BP 空気
ホース）

17-0014-00

Rechargeable battery（充電式 6V、密封型鉛蓄電池
電池）
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T チューブ

80-0041-00

User’s Manual CD（ユーザー
ズ マニュアル CD）

部品番号 80-0040-07 改訂 D
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