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本文書は Boston Scientific 社の所有物であり、Boston Scientific 社の書面による明示的な同意のない

複製、配布、公開又は装置の製造若しくは販売を目的とした使用を禁じる。 
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警告：MetriQTMポンプの設置又は操作を行う前に、MetriQ ポンプと Maestro 4000TMカーディア

ックアブレーションシステムの添付文書及び取扱説明書、Boston Scientific 社製オープンイリゲ

ーションカテーテルの添付文書を熟読すること。すべての操作指示をよく読んで理解した上で、

その内容に十分に従うこと。本取扱説明書は、使用時にも参照できるよう取り出しやすい場所

に保管すること。 

 

医家向け医療機器 

 

 

 

装置の説明 

MetriQ ポンプ（本品）は、高周波（RF）心臓カテーテルアブレーション手技の施行時に使用され

るポンプである。本品の目的は、Boston Scientific 社製オープンイリゲーションカテーテルのチッ

プ電極に生理食塩液を灌流させることである。MetriQ ポンプは MetriQ イリゲーションチューブセ

ット、Maestro 4000TMカーディアックアブレーションシステム及び Boston Scientific 社製オープン

イリゲーションカテーテルと併用される。 

自動モードで使用する場合、Maestro 4000 カーディアックアブレーションシステムと MetriQ ポン

プが通信することで、RF エネルギーの送出及びカテーテルチップへの送液を連動して行う。 

注：本取扱説明書では、「システム」は Maestro 4000 カーディアックアブレーションシステムを指

し、「RF ジェネレータ」又は「ジェネレータ」は Maestro 4000 本体を指す。 

 

ユーザプロファイル 

MetriQ ポンプは、心臓電気生理学（EP）分野に関して十分な訓練を受けた医師のみが使用す

ること。EP ラボのスタッフは、ポンプの使用準備のほか、ポンプ操作の補助を担当する。 

 

内容物 

 MetriQ ポンプ 1 個 

 点滴（IV）ポールマウント 1 個 

 MetriQ ポンプの取扱説明書 1 冊 

 

附属品 

 MetriQ イリゲーションチューブセット（モデル M0041170） 

 フットスイッチ（モデル 4105F） 

 ケーブル（ジェネレータとポンプ又はリモートコントロールを接続） 

 モデル 661（20 フィート） 

 モデル 662（25 フィート） 

 モデル 663（50 フィート） 

 モデル 664（75 フィート） 

 

使用目的／適応 

MetriQ ポンプは、Boston Scientific 社製オープンイリゲーションカテーテル、MetriQ イリゲーショ

ンチューブセット及び Maestro 4000 カーディアックアブレーションシステムと併用し、心臓カテ

ーテルアブレーション処置の施行時に患者に対して生理食塩液を潅流することを目的としている。 
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禁忌 

MetriQ ポンプ自体の使用に関する特定の禁忌は定められていない。また、本品の使用者は、ポン

プと併用するオープンイリゲーションカテーテルの添付文書に記載されている禁忌・禁止、警告、

使用上の注意、その他注意を読んで理解しておくこと。 

 

有害事象 

本品の使用者は、Maestro 4000TM カーディアックアブレーションシステムと併用するカテーテル

の添付文書に記載されている禁忌・禁止、警告、使用上の注意、その他注意を読んで理解してお

くこと。 

MetriQTMポンプと Maestro 4000 カーディアックアブレーションシステムの併用時に発生する可能

性のある有害事象の例を以下に示す（ただしこれらに限定されるものではない）。 

 

 追加的インターベンション 

 不整脈 

 熱傷 

 心不全 

 心タンポナーデ 

 脳血管障害（CVA） 

 完全心ブロック 

 伝導系異常 

 うっ血性心不全 

 死亡 

 不快感 

 浮腫 

 塞栓症 

 食道炎 

 瘻孔 

 感染症 

 損傷（不特定の） 

 心筋梗塞 

 心筋外傷 

 壊死 

 神経損傷 

 穿孔 

 心外膜滲出 

 心膜炎 

 胸水 

 手技時間の延長 

 腎損傷／腎不全 

 嚥下障害 

 組織損傷 

 一過性脳虚血発作（TIA） 

 血管攣縮 

 血管閉塞 

 血管外傷 

 

供給形態 

MetriQ ポンプ、MetriQ ポンプの取扱説明書及び IV ポールクランプは未滅菌の状態で段ボール箱

に収められて供給される。 

包装が開封されている場合又は損傷している場合は、本品を使用しないこと。 

ラベル表示が不完全である場合又は判読不能である場合は、本品を使用しないこと。 

 

取扱い及び保管 

使用環境 

周囲温度：10℃～40℃ 

相対湿度：規制なし 

大気圧：40 kPa～106 kPa 

保管環境 

温度：15℃～30℃ 

相対湿度：規制なし 

大気圧：規制なし 



 

4 MetriQTMポンプの取扱説明書 

 

輸送環境 

温度：-29℃～60℃ 

相対湿度：規制なし 

大気圧：規制なし 

 

操作部、表示部及びインジケータ 

注：本取扱説明書では、MetriQTMポンプ及び MetriQ イリゲーションチューブセットに係る構成品

及び附属品の使用方法について述べる。Maestro 4000 カーディアックアブレーションシステムの

使用上の注意については、システムに附属の取扱説明書に記載している。また Boston Scientific 社

製オープンイリゲーションカテーテルの使用上の注意については、各カテーテルに附属の添付文

書に記載されている。本取扱説明書では、ポンプ本体、ポンプの操作部及び表示部、並びにポン

プの動作に関して説明する。使用者の利便性及び安全性を考慮しその他の重要な情報も提供する。 

 

リアパネルの機能／接続部 

以下の機能及びコネクタを図 1 に示す。 

 電源スイッチ‐装置の ON と OFF の切換えを行う。 

 IV ポールマウントブラケット‐ポンプを IV ポールに取り付けることができる。 

 ヒューズパネル‐ポンプの電気ヒューズが内蔵されている。 

 電源差込口‐AC 電源コードをこの差込口に接続する。 

 等電位化端子‐この端子は IEC 60601-1 への適合性確認に使用することができる。この端子

は専用の接地リードへの接続に使用する。 

 サービスポート‐サービスポートはBoston Scientific社のサービス要員がポンプの保守点検に

使用する。使用者はこのポートに触れないこと。 

 フットスイッチ差込口‐フットスイッチケーブルをこの差込口に接続する。 

 接続端子‐リモートコントロールケーブルを接続する。 

 ポンプの出荷時にはこの端子に取外し可能なカバーが取り付けられている。リモートコント

ロールケーブルを接続するにはカバーを取り外すこと。 
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図 1. MetriQ ポンプのリアパネル 

 

 

図 2. MetriQTMポンプのフロントパネル 

 

フロントパネルの機能及び操作部 

ポンプの表示画面及び操作ボタンのグループを図 3 に示す。 

 「流量調節」グループのボタンは、流量の設定及びイリゲーションの手動開始に使用する。 

 「パージ／停止」グループのボタンは、チューブセットのパージ及びイリゲーションの手動

停止に使用する。 

 「メニューナビゲーション」グループのボタンは、他の動作パラメータを調節するメニュー

画面への移動に使用する。 

電源スイッチ

IV ポールマウ

ントブラケット

電源差込口 ヒューズパネル サービスポート

等電位化端子 

フットスイッチ差込口 

リモートコントロール

ケーブル用の接続端子

（取外し可能なカバーが

付属） 

ポンプハンドル 

コンボセンサ（出口側

の気泡検出器及び閉

塞センサ）

出口側の固定部

ドアのヒンジ（ドアは図

示していない） 

ポンプロータ 

入口側の気泡検出器 

入口側の固定部（Key 
Recess） 
閉塞ベッド 
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 「メモリ」グループのボタンは、流量の設定及びメニュー画面で変更可能なパラメータの保

存に使用する。 

 「アラーム」グループのボタンは、アラーム音の消音又はアラームに関連した診断メッセー

ジのクリアに使用する。 

上記の操作ボタンの各グループについては、以下のページで詳細に説明する。 

 

 
図 3. MetriQ ポンプのフロントパネルの操作部 

 

流量調節ボタン 

使用者による設定が可能なポンプの流量には、「スタンバイフロー」のほか、「ローアブレーショ

ンフロー」及び「ハイアブレーションフロー」がある。各流量の最小設定及び最大設定と、流量

に対応するアイコンを表 1 に示す。 

 

表 1. ポンプ流量のアイコンとその対応範囲 

ポンプの流量 アイコン 最小設定 最大設定 

スタンバイフロー 
 

1 分間当たり 2 mL 1 分間当たり 5 mL 

ローアブレーションフロー 
 

1 分間当たり 6 mL 1 分間当たり 29 mL 

ハイアブレーションフロー 
 

1 分間当たり 7 mL 1 分間当たり 30 mL 

 

図 4 に示すように、流量ごとに 3 つの調節ボタンが 1 列に並んでいる。各列の中央のボタンには、

その列によって調節される流量の種類を表すアイコンが表示されている。また中央のボタンには

小さな LED も備わっており、ポンプがその流量で作動している場合に点灯する。流量設定は、表

示画面で流量調節ボタンの左側に表示される。各流量の設定は、目的の流量の「マイナス（－）」

ボタン又は「プラス（＋）」ボタンを押すことで、1 mL 刻みで変更可能である。 

 

メモリ

アラーム メニューナビゲーション パージ／停止

電源 ON を示す

インジケータ
LED 

流量調節 表示画面 
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図 4. 流量調節ボタン 

 

注：「ハイアブレーションフロー」の流量は「ローアブレーションフロー」の流量を 1 mL 以上

上回っている必要がある。「ハイアブレーションフロー」の流量と「ローアブレーションフロー」

の流量との差が 1 mL のみである場合、以下のように作動する。 

 「ローアブレーションフロー」の「プラス（＋）」ボタンを押すと「ローアブレーションフ

ロー」の流量と「ハイアブレーションフロー」の流量の両方が増加する。 

 「ハイアブレーションフロー」の「マイナス（－）」ボタンを押すと「ローアブレーション

フロー」の流量と「ハイアブレーションフロー」の流量の両方が減少する。 

 

「パージ」ボタンは、カテーテルが患者体外にあるときに、チューブセット及びカテーテルから

空気を除去するために使用する。「パージ」ボタンを長押しすると、気泡検出を行わずにポンプが

流量 60 mL/min で作動する。「パージ」ボタンを離すとパージが停止する。 

以下の場合、パージ機能が無効になり、ポンプに「PURGE NOT ALLOWED...」と表示される。 

 「スタンバイフロー」又は「アブレーションフロー」が有効な場合 

 メニューが開いている場合 

 カテーテルが患者の体内に挿入されていると Maestro が検出した場合 

 

 
図 5. パージフロー及びフロー停止の制御ボタン 

 

「停止」ボタンを押すと、ポンプロータが停止し、すべてのフローが直ちに停止される。ポンプ

が停止するとビープ音が 1 回鳴る。 

 

スタンバイフロー 

ローアブレーションフロー

ハイアブレーションフロー

表示画面

設定 マイナス

流量アイ

コン プラス

パージ 停止 
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メニューナビゲーションボタン 

図 6 に示すメニューナビゲーションボタンは、メニュー画面にアクセスして移動するために使用

する。メニュー画面では、以下の項に記載する動作パラメータを設定することができる。 

 

 
図 6. メニューナビゲーションボタン 

 

以下の手順でメニューにアクセスし、パラメータに新規の値を設定する。 

 「メニュー」ボタンを押して表示画面にメニューを表示する。 

 「矢印」ボタンを押して目的のパラメータを反転表示させる。 

 「選択」ボタンを押して反転表示させたパラメータを選択する。 

注：選択したパラメータの現在の値が点滅する。 

 「矢印」ボタンを押して新規の値を設定する。 

 「選択」ボタンを押して新規の値を保存する。 

「メニュー」ボタンは、パラメータの選択を解除する場合やメニューを終了する場合にも使用で

きる。 

 

動作パラメータ 

メニューの最初に、「Volume Remaining（残量）」、「Volume Infused（注入量）」、「Volume Dispensed

（分注量）」のパラメータが表示される。 

 「Volume Remaining」は、「Saline Bag Size（生理食塩液バッグのサイズ）」から「分注量」

を差し引くことで算出される。 

 「Volume Infused」（自動モードでのみ集計）には、カテーテルが患者の体内に挿入され

ている間のみに送出された液量が表示される（これにはパージの液量は含まれない）。 

 「Volume Dispensed」には、カテーテルが患者の体内に挿入されているかどうか、また

IV バッグが変更されたかどうかを問わず、送出された液量の合計が示される（これには

パージの液量が含まれる）。 

「注入量」及び「分注量」の測定値の記録は、新規の患者又は手技を開始するとリセットされる。 

 

手動モードと自動モードの両方で適用されるパラメータ 

New Saline Bag? NO/YES（新規の生理食塩液バッグですか、いいえ／はい）‐「YES（はい）」を

選択すると、「Volume Remaining」がリセットされ、「Saline Bag Size」に現在入力されている値に

なる。 

New Procedure? NO/YES（新規の手技ですか、いいえ／はい）‐「YES」を選択すると、生理食

塩液の分注量及び注入量がリセットされて 0 になる。 

Saline Bag Size?（生理食塩液バッグのサイズ）‐生理食塩液バッグのサイズを選択する（500 mL、

メニュー 下矢印上矢印 確定
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1000 mL、1500 mL 又は 2000 mL）。 

Low Fluid Warning（残量減少の警告）‐「残量減少の警告」のトリガとなる液量レベル（Volume 

Remaining）を選択する。 

Fluid Vol. Display（液量表示）‐ポンプの作動中に表示される液量パラメータを選択する（Volume 

Remaining、Volume Infused 又は Volume Dispensed）。 

注：「注入量」は自動モードでのみ表示される。ポンプが手動モードの状態で「注入量」を選

択した場合、代わりに「分注量」が表示される。 

Loudness（音量）‐アラーム音などの音量を選択する［1（低）～5（高）］。 

 

自動モードでのみ適用されるパラメータ 

Pre-RF Delay（RF エネルギー送出前ディレイ）‐RF ジェネレータが RF エネルギーを送出する前

にポンプが「アブレーションフロー」の流量で作動する時間（1～15 秒）を選択する。 

Post-RF Delay（RF エネルギー送出後ディレイ）‐RF ジェネレータが RF エネルギーの送出を停

止した後にポンプが「アブレーションフロー」の流量で作動する時間（0～15 秒）を選択する。 

Min. Temperature Drop（最小温度低下）‐RF エネルギーを送出するには、「RF エネルギー送出

前ディレイ」の間に RF ジェネレータによってカテーテルチップの温度の低下を測定する必要が

あり、その温度を選択する（0℃～5℃）。 

注：これはポンプによってカテーテルチップが適切に冷却されていることを確認するための

安全機能である。「Pre-RF Delay」の間の温度低下が設定値未満の場合、RF エネルギーの送出

は中止され、RF ジェネレータには「NO TEMP DROP（温度低下なし）」のメッセージが表示

される。 

To Trigger Hi Flow（ハイアブレーションフローのトリガ）‐ポンプが「ローアブレーションフロ

ー」の流量から「ハイアブレーションフロー」の流量に切り換わる RF ジェネレータの出力設定

を選択する。 

 

注：「RF エネルギー送出前ディレイ」、「アブレーション」又は「RF エネルギー送出後ディレイ」

の間、ポンプは以下のように作動する。 

 RF ジェネレータの出力がトリガ値未満の場合、事前に設定した「ローアブレーションフ

ロー」の流量で作動する。 

 RF ジェネレータの出力がトリガ値以上の場合、事前に設定した「ハイアブレーションフ

ロー」の流量で作動する。 

 

メモリボタン 

図 7 に示す「メモリ」ボタンによって、一連のポンプ設定を保存することが可能である。これに

は流量（スタンバイフロー、ローアブレーションフロー及びハイアブレーションフロー）のほか、

メニューで使用者による変更が可能な設定も含まれる。「メモリ」ボタンは、通常使用するポンプ

設定又は特定の手技に関連したポンプ設定の保存を指定することが可能である。「メモリ」ボタン

にはラベル用に空白部分が設けられている。 
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図 7. 「メモリ」ボタン 

 

「メモリ」ボタンを長押しすると、現在のポンプ設定がその「メモリ」ボタンに保存される。そ

の際に「メモリ」ボタンの LED が一瞬消え、短いビープ音が鳴り、設定が保存されたことを示さ

れる。保存後、LED は点灯状態となり、「メモリ」ボタンで保存された設定が現在有効であるこ

とを表す。 

「メモリ」ボタンを押してすぐに離すと、現在のポンプ設定がその「メモリ」ボタンに保存され

ている設定に切り換わる。「メモリ」ボタンの LED は点灯状態となり、その「メモリ」ボタンに

保存されている設定が現在ポンプによって使用されていることを示す。 

「メモリ」ボタンはポンプの状態が「スタンバイフロー」又は「停止」の場合にのみ使用できる。

「ローアブレーションフロー」又は「ハイアブレーションフロー」の状態で「メモリ」ボタンを

押すと、「MEMORY BUTTON NOT ALLOWED（メモリボタン使用不可）」のメッセージが表示さ

れる。 

 

アラームボタン 

「アラーム消音」ボタン及び「メッセージクリア」ボタンを図 8 に示す。 

 

 
図 8. 「アラーム消音」ボタン及び「メッセージクリア」ボタン 

 

動作中に異常が発生すると、アラーム音が鳴り、表示画面に診断メッセージが表示される。 

「アラーム消音」ボタン及び「メッセージクリア」ボタンにはそれぞれ LED があり、アラーム音

と同時に点滅する。 

「アラーム消音」ボタンを押すと手動モードでは 2 分間、自動モードでは 5 分間、アラーム音が

鳴らなくなる。アラーム音を消音状態にしてから、異常の原因を修正するために適切な措置を講

じること（是正措置については診断メッセージを参照）。 

異常の原因を修正した後、「メッセージクリア」ボタンを押して診断メッセージをクリアする。 

LED 

ラベル用の空白 

メッセージ

クリア 
アラーム消音
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注：異常の原因を修正せず、かつ診断メッセージをクリアしていない場合、アラームの消音時間

が終了するとアラーム音が再度鳴る。 

 

表示画面のフィールド 

表示画面の各フィールドを図 9 に示す。 

 

 
図 9. 表示画面の各フィールド 

 

 「モード」フィールドには現在の動作モードが表示される（手動又は自動）。 

 「有効流量」のフィールドには現在の流量が表示される。 

 「固定メッセージ」のフィールドには使用者に対して生理食塩液バッグを変更するよう指示

が表示される。 

 「液量表示」のフィールドには、注入量、分注量又は残量が表示される。 

 

ポンプのセットアップ 

 警告：本品の変更は認められない。電気ショックやそのほかの予期しない結果を招くおそれ

がある。 

 警告：爆発のリスクを避けるため、可燃性麻酔薬の存在下又は高酸素濃度の環境下で本品を

使用しないこと。 

 警告：取扱説明書に従わずに本品を設置及び使用した場合、周囲の他の機器に対して有害な

干渉を引き起こすことがある。本品は医療機器に関する限度値に基づいて試験済みであり、

その限度値に適合することが確認されているものの、特定の設置状況において干渉が発生し

ないという保証はない。本品によって機器に対する有害な干渉が生じ、装置の OFF と ON を

切り換えることで干渉の確認が可能な場合は、以下の項目の 1 つ以上を行い、干渉の修正を

試みることが推奨される。 

 受信機器の方向又は位置を変える。 

 装置間の間隔を空ける。 

 他の機器が接続されているものとは別の回路のコンセントに装置を接続する。 

 製造業者に問い合わせる。 

 警告：本品は電磁両立性（EMC）に関して特別な予防措置を要するため、設置及び使用につ

いては本取扱説明書の「電磁両立性に関する情報」の項に従う必要がある。 

 警告：本品の使用時は、水分の影響を受けやすい他の装置に近づけたり重ねたりしないこと。 

 警告：本品を IV ポールへ取付けている場合、本品の上部に物を置かないこと。 

有効流量 
モードフィールド

現在の流量設定 
有効流量

固定メッセージ

フィールド

使用者による選択が

可能な液量表示

Manual Mode

SALINE VOL. LOW < 500 mL

mL remaining 
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 警告：ドア、ポールクランプ及び回転ポンプヘッドなどの可動部は安全に操作できるよう設

計されているが、操作者の負傷を防ぐため、十分に注意して操作すること。 

 

点検 

輸送箱の外部を入念に点検し、損傷がないか確認する。輸送中の損傷については、必要に応じて

運送業者に連絡する。 

輸送箱及び包装材から構成品を慎重に取り出し、すべての構成品を点検して、輸送中の損傷がな

いことを確認する。質問や問題がある場合には、弊社営業担当に連絡すること。 

本品の使用時には以下の構成品が必要であり、これらは輸送箱に収められている。 

 MetriQTMポンプ 

 MetriQ ポンプの取扱説明書 

 IV ポールマウントクランプ 

本品の使用時にはさらに以下の製品も必要であるが、これらは別途提供される。 

 MetriQ イリゲーションチューブセット（単回使用） 

 Boston Scientific 社製オープンイリゲーションカテーテル（単回使用） 

 電源コード（国／地域別） 

 リモートコントロールケーブル 

Maestro 4000TMカーディアックアブレーションシステムと連動して MetriQ ポンプを自動モードで

使用する場合は、リモートコントロールケーブルが必要である。 

 

IV ポールマウント 

IV ポールマウントクランプを使用することで、本品を標準の IV ポール又は水平な点滴レールに

取り付けることが可能である。本品は卓上などの水平面に配置し操作することも可能である。 

 マウントクランプは、患者の近くで IV ポール又は点滴レールにしっかりと固定する。 

 ポンプのマウントブラケットピンを、マウントクランプの穴に差し込む。 

 IV ポールの適合幅：0.875～1.375 インチ（2.22～3.49 cm） 

推奨事項 

 ベース部の最小径が 25 インチ（63.5 cm）以上の、5 脚又は 6 脚の医用 IV ポールを使用する。 

 マウントクランプを地面から 5 フィート（1.5 m）以内の高さで IV ポールに取り付ける。 

 IV バッグをポンプと反対側の IV ポールに取り付ける。 

 IV バッグ用のフックは地面から 7 フィート（2.1 m）以内に取り付ける。 

 

フットスイッチ 

フットスイッチはオプションの附属品であり、現在の流量と「ハイアブレーションフロー」の流

量を切り換えるために手動モードでのみ使用する。本品が自動モードの場合は、フットスイッチ

は作動しない。フットスイッチのケーブルは、本品のリアパネルにあるフットスイッチ差込口に

接続する。ケーブルを接続すると、フットスイッチは直ちに使用可能な状態となる。イリゲーシ

ョンを手動で開始するには、フロントパネルの「スタンバイフロー」ボタン又は「ローアブレー

ションフロー」ボタンのいずれかを押す。「ハイアブレーションフロー」の流量に切り換えるには、

フットスイッチのペダルを踏み続ける。ペダルを離すとポンプは前回の流量に戻る。 

接続 

 警告：MetriQ ポンプには専用の電源コードを使用すること。 
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 警告：電気ショックのリスクを避けるため、本品は保護接地を有する電源以外に接続しては

ならない。 

 警告：システムのアナログ又はデジタルインタフェースに接続する装置は、該当する IEC 規

格に適合している必要がある（データ処理装置は IEC 950、医用装置は IEC 60601-1）。さらに、

すべての構成は医用電気システムの規格である IEC 60601-1-1（又は IEC 60601-1 第 3 版）に

適合していること。信号入力ポート又は信号出力ポートに他の装置を接続することは、医用

電気システムを構築することとみなされ、接続を行う者は当該システムが医用電気システム

の規格 IEC 60601-1-1（又は IEC 60601-1 第 3 版）の要求事項に適合することに対して責任を

有する。 

注：自動モードで使用する場合は、RF ジェネレータと MetriQ ポンプをリモートコントロールケ

ーブルで接続すること。それ以外の場合、ポンプは手動モードで作動する。 

 

 
図 10. Maestro 4000TMカーディアックアブレーションシステムとオプションの MetriQ ポン

プの模式図 

 

患者コネクタ

ポッド／ジェ

ネレータ接続

ケーブル

フロント

パネル

Maestro 
4000TMコン

トローラ

リアパネル 

EGM ケーブル

モデル4010の100 Wポッド

又はモデル EPT4010 の 
150 W ポッド 

分散パッド 

リモートコントロールケーブル 

EP 記録システム

ケーブル 

Maestro フットスイッチ 

フロントパネル リアパネル 
MetriQTM 
ポンプ 

MetriQ フット

スイッチ 
オープンイリゲーション

カテーテル
カテーテルケーブル
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操作方法 

 警告：本品を意図的に誤用した場合、操作者及や患者が重傷を負うおそれがある。 

 警告：気泡や閉塞が検出されたり、ポンプのモータ速度が誤っていたり、フロー時に使用者

がドアを開けようとしたり、システムの異常が検出されたりすることによってアラームが発

生すると、生理食塩液のフローは停止する。十分なイリゲーションを行えないおそれがある

ため、イリゲーションを継続するにはすべてのアラームを直ちに確認する必要がある。 

 警告：Maestro 4000TM コントローラと通信不能となった場合、生理食塩液のフローは停止し

ないが、「ローアブレーションフロー」又は「ハイアブレーションフロー」から「スタンバイ

フロー」に自動的に切り換わる。本品が「停止」の状態である場合は、変更は発生しない。

また、本品が「スタンバイフロー」の状態である場合も流量は変更されない。これらの状況

により、手技に遅れが生じたり、追加の治療介入が必要となったりする場合がある。 

 警告：病院の職員は、生理食塩液の不適切な注入を防ぐため、送出流量を定期的に確認して

監視する責任を有する。流量はドリップチャンバの滴下速度を確かめることで目視にて確認

すること。 

 警告：使用中はチューブセットに目に見える気泡がないかを監視し、気泡が観察された場合

は塞栓症の発生を防ぐため、ポンプを停止すること。 

 警告：カテーテルが患者の体内に挿入されている状態で「パージ」ボタンを押さないこと。

塞栓症が発生するおそれがある。パージを行うには気泡検出器が無効である必要がある。 

 警告：停電した場合、塞栓症のリスクを軽減するため、カテーテルを抜去した上で手技のす

べての手順を再開する必要がある。 

 

起動 

電源スイッチは、本品のリアパネルの電源差込口の近くにある（図 1 参照）。電源に接続されると、

フロントパネルの電源 ON のインジケータ LED が点灯する（図 3 参照）。 

電源を ON にすると、本品はセルフテストを実行して機能の検証を行う。テスト結果が合格であ

れば、画面上に「Ready（準備完了）」のメッセージが一瞬表示されて、本品が使用可能な状態で

あることが示される。 

セルフテストの終了後、以下の 2 つのオプションのいずれかを選択して、生理食塩液量の測定値

を維持するかリセットするよう指示が表示される。「矢印」キーを使用して目的のオプションを反

転表示にしてから、「選択」ボタンを押す。 

 「Continue Previous Case（前回の患者を継続する）」のオプションでは、生理食塩液の分注

量及び注入量に関して現在記録されている値が保持される。 

 「Start New Case（新規の患者を開始する）」のオプションでは、生理食塩液の分注量及び注

入量がリセットされて 0 になる。 

 

チューブセットの取付け 

 警告：MetriQTMポンプは、MetriQ イリゲーションチューブセット、Maestro 4000TMコントロ

ーラ及びBoston Scientific社製オープンイリゲーションカテーテルと併用するよう設計されて

いる。他の種類の RF コントローラ、チューブ及びカテーテルを使用すると、本品が正しく

作動しないおそれがあるほか、不適切なイリゲーションが行われ、患者に重篤な結果をもた

らす可能性がある。 

 警告：本品、カテーテル及びチューブセットは生理食塩液（0.9％）などの標準的な生理食塩
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液と併用するよう設計されている。適合性のない液体又は送出装置とともに使用した場合、

指定された流量の精度を維持できないおそれがある。 

 警告：病院の職員は、適切な生理食塩液が使用されていることを確認し、塞栓症が発生する

可能性を防止するためチューブのプライミングが適切に行われるようにする責任を有する。 

 警告：カテーテルを患者に挿入する前に、チューブセットが本品に正しく取り付けられてい

る必要がある。 

MetriQ イリゲーションチューブセットの特徴を図 11 に示す。 

 

 
図 11. MetriQ イリゲーションチューブセット 

 

1. MetriQTM イリゲーションチューブセットの包装を開封する。無菌法を用いて内容物を慎重に

滅菌野へ移す。 

2. 滅菌野で 2 個のタイクリップの頭部をゆっくりと回してチューブから取り外す。チューブセ

ットの外面が乾燥していることを確認する。 

3. 四方活栓をチューブセットのルアーロックに接続して、活栓が閉じていることを確認する。 

4. チューブセットをイリゲーションソースに接続する。イリゲーションソースをポンプの近く

に吊るし、ドリップチャンバを約 3 分の 2 まで満たす。 

 

 
図 12. MetriQ イリゲーションチューブセットを MetriQ ポンプに取り付けた状態 

 

5. 黒色のハンドルを反時計方向に回して MetriQ ポンプのドアを開ける。 

6. チューブセットのチューブストップ大（A1）を右側のリテーナ（A2）に取り付ける。 

チューブストップ小

ルアーフィッ

ティング 
蠕動部 チューブストップ大

ドリップチャンバと 
IV スパイク 
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7. 蠕動部を MetriQ ポンプの中央部にあるローラ（A3）の下に配置する。 

8. チューブをゆっくりと伸ばし、チューブストップ小（A4）をロータの左側にあるリテーナ（A5）

に取り付ける。チューブがねじれていないことを確認する。 

9. MetriQ イリゲーションチューブセットに弛みがなく、各気泡検出器（A6、A7）を通っている

ことを確認する。気泡検出器が正しく動作するには、チューブの外面が乾燥している必要が

ある。 

10. MetriQ ポンプのドアを閉め、黒色のハンドルを時計方向に回す。圧力プレートは自動的に閉

まる。 

11. イリゲーションの準備のため、MetriQ イリゲーションチューブセットの端にある四方活栓を

開く。 

12. 目に見える気泡がすべて排出されるまで、MetriQ ポンプの「パージ」ボタンを長押しする。 

13. 四方活栓をBoston Scientific社製オープンイリゲーションカテーテルのルアーロックにしっか

りと接続し、気泡がすべて排出されて生理食塩液がカテーテル内を流れるようになるまで、

MetriQ ポンプの「パージ」ボタンを長押しする。 

 

ポンプのセルフキャリブレーション 

本品の電源スイッチを切ってから入れなおした場合、必ずフローの開始前に本品のセルフキャリ

ブレーションが行われなければならない。このセルフキャリブレーションは、チューブセットの

取付け後に本品のドアを閉めると定期的に行われる。キャリブレーション中は「PLEASE WAIT 

CALIBRATION IN PROGRESS（キャリブレーション実行中につきお待ちください）」のメッセー

ジが表示される。本品の電源スイッチを切ってから入れなおした際に、チューブセットを交換す

るためにドアの開け閉めを行わなかった場合、キャリブレーションを行うため、「OPEN DOOR 

FULLY AND RE-CLOSE BEFORE CONTINUING（操作を続けるにはドアを完全に開けてから再度

閉めてください）」のメッセージが表示される。 

 

流量及び動作パラメータの設定 

手技に使用する流量及び動作パラメータを設定するには、以下の方法のいずれかを使用する。 

 流量及び動作パラメータを手動で選択する場合は、「流量調節ボタン」の項及び「動作パラメ

ータ」の項を参照すること。 

 「メモリ」ボタンを使用して流量及び動作パラメータを呼び出す場合は、「メモリボタン」の

項を参照すること。 

 

「スタンバイフロー」の動作 

 本品の停止時に「スタンバイフロー」を開始するには、「スタンバイフロー」ボタンを押す。 

 本品のフローを完全に停止するには「停止」ボタンを押す。 

 

「アブレーションフロー」の動作 

自動モード 

Maestro 4000TMコントローラ（RF ジェネレータ）の「RF 出力制御」ボタンを押すと、以下の

動作が実行される。 

 ポンプは「ハイアブレーションフローのトリガ」の設定に基づいて「ローアブレーショ

ンフロー」又は「ハイアブレーションフロー」を開始する。 
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 カテーテルチップで最小温度低下が測定されると、「RF エネルギー送出前ディレイ」の

完了後に、RF ジェネレータは RF エネルギーの送出を開始する。 

 RF エネルギーの送出中及び「RF エネルギー送出後ディレイ」の間、本品はアブレーシ

ョンフローの流量を継続する。 

 「RF エネルギー送出後ディレイ」が完了すると、ポンプは「スタンバイフロー」に戻る。 

 「診断メッセージ」の項に示されているように、何らかの診断状態が検出されると、RF

エネルギーの送出は自動的に停止する。 

 

手動モード 

手動モードでは、本品のフロントパネルにある「ローアブレーションフロー」ボタン、「ハイ

アブレーションフロー」ボタン及び「スタンバイフロー」ボタンを押すことで、ポンプの流

量を手動で調節することができる。 

 カテーテルの取扱説明書に示されているように、RF の出力設定に基づき「ローアブレー

ションフロー」ボタン又は「ハイアブレーションフロー」ボタンを押す。 

 本品をアブレーションフローの流量で 1～15 秒間作動させながら、RF ジェネレータの温

度表示を観察して、最小温度低下を確認する。 

 RF ジェネレータにある RF 制御ボタンを押して、RF エネルギーの送出を開始する。 

 RF エネルギーの送出中及び RF エネルギー送出の停止後 0～15 秒間、本品をアブレーシ

ョンフローの流量で作動させる。 

 「スタンバイフロー」ボタンを押して、「スタンバイフロー」の流量に戻す。 

注：手動モードでは、オプションのフットスイッチを使用して、現在の流量と「ハイアブレ

ーションフロー」の流量を切り換えることもできる（図 10 のフットスイッチを参照）。 

 

サービス及び保守 

予防点検 

警告：コード又はケーブルの擦り切れや、装置の亀裂又はへこみなどの損傷は電気ショックの原

因となるおそれがある。 

装置の耐用期間中は、コード又はケーブルの擦り切れや、装置の亀裂又はへこみなどの損傷がな

いか入念な点検を継続すること。損傷が認められた場合には、本品の使用を中止し、サービス要

件について Boston Scientific 社に確認すること。 

 

キャリブレーション及び調節 

本品の構成品又はサブシステムは、使用者による保守点検を必要としない。本品のキャリブレー

ションは製造業者が行う。許可のない者が本品に変更を加えた場合、不適切な動作や損傷が生じ

る可能性がある。流量の精度に問題がある場合の調節又は保守は、弊社サービス担当が行う。 

 

清掃／消毒 

本品を清掃する前に、電源を OFF にしてからプラグを抜く。ポンプヘッドは、毎回使用後に湿ら

せたリントフリークロスできれいに拭き取ること。清掃が必要な場合は、湿らせた布と中性洗剤

でポンプの外面を拭き取ること。また、以下の薬品（又は同等品）も使用可能である。 

 食器用中性洗剤 

 イソプロピルアルコール（70％溶液） 
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 漂白剤（10％溶液） 

 窓用洗剤（イソプロピルアルコール及びアンモニア含有） 

 過酸化水素（3％溶液） 

 警告：本品又はその附属品は決して液体に浸さないこと。苛性又は研磨性の洗浄剤の使用は

避けること。可燃性の洗浄剤又は消毒剤は使用しないこと。本品の蒸気オートクレーブ滅菌

又はエチレンオキサイド（EtO）滅菌は行わないこと。 

 注意：ポンプ、フットスイッチ、電源コード及び通信ケーブルは滅菌することを想定してい

ないため、滅菌野には入れないようにすること。 

 

耐用期間の終了 

本品の耐用期間が終了した場合、MetriQTM ポンプ及びすべての附属品は医療機関、行政及び地方

自治体の方針に従って廃棄すること。廃棄前に、弊社営業担当に連絡すること。 

本品の非滅菌構成品の耐用期間は 5 年である。 

 

静電気放電に関する研修及び予防手段 

静電気放電（ESD）の警告記号が表示されたコネクタに触れる可能性のある職員（臨床エンジニ

ア、生物医学エンジニア、医療スタッフ）は、MetriQTM ポンプの組立、取付け又は接続を行う前

に、ESD に関する研修を受けることが推奨される。ESD に関する研修では、少なくとも、静電気

帯電の物理的原理に関する概論、通常使用時に発生する可能性のある電圧レベル及び静電気を帯

電した操作者が触れた場合に電子部品に生じる損傷について取り上げること。さらに、静電気帯

電を防止するための方法について説明するほか、操作者の身体に帯電した静電気を接地や本品並

びにシステムのフレームに逃す方法と理由について、又は接続前に操作者自身をリストストラッ

プで本品、システム並びに接地に繋ぐ方法と理由について説明すること。最後に職員に対し、適

切な予防手段に従う場合を除き、ESD の警告記号が表示されたコネクタの露出したピンに指又は

手持ち工具で触れないように説明する必要がある。ESD に関する予防手段については以下の項目

を含めること。 

 静電気帯電を予防するための方法（例：空調、加湿、電導床、合成繊維以外の衣類） 

 操作者の身体に帯電した静電気を、本品並びにシステムのフレーム、又は接地に逃す 

 操作者自身をリストストラップで装置、システム又は接地に繋ぐ 

 

製品仕様 

電気的仕様 

電源電圧／交流電力の要件 100-120 VAC/220-240 VAC、50/60 Hz、65 VA 

定格電流 5 A@120 VAC 

ヒューズ F5AL250V 

 

電気的絶縁 

漏れ電流：IEC 60601-1 に適合 

絶縁耐力：IEC 60601-1 に適合 

 

技術的仕様 
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最大動作背圧 35 psi（スタンバイ及びアブレーション） 

60 psi（パージ） 

最大発生圧力 150 psi 

流量の精度 -5％＋15％（6～30 mL/分） 

-10％＋20％（2～5 mL/分） 

±20 mL/分（60 mL/分) 

検出可能な最小気泡サイズ 2 μL 

 

物理的寸法 

高さ 25.5 cm（ハンドルを除く） 

幅 24.5 cm（ポールクランプを取り付けない状態） 

奥行き 20.5 cm（ポンプヘッドを含む） 

重量 4.50 lbs. 

電源コード 3 m 

 

診断メッセージ 

診断メッセージとそれに対応する状態及び是正措置 
診断メッセージ 状態 是正措置 
P01 - BUBBLE 
DETECTED（気泡検出）

このメッセージは、チ

ューブ内で 2 μL以上の

気泡が検出されたこと

を示している。フロー

は停止する。 

患者にカテーテルが挿入されている場合はカ

テーテルを抜去する。 
生理食塩液バッグの液量を確認し、必要であれ

ば交換する。 
ドリップチャンバの液量を確認し、必要であれ

ば調節する。 
使用済みの生理食塩液が分注される場所にカ

テーテルを配置する。 
システムから気泡が排出されるまで「パージ」

ボタンを長押しする。 
「メッセージクリア」ボタンを押す。 
「スタンバイフロー」ボタンを押してポンプの

動作を再開する。 
カテーテルを患者の体内に戻して手技を再開

する。 
P02 - OCCLUSION 
DETECTED（閉塞検出）

このメッセージは、イ

リゲーションフロー中

のチューブ内の圧力が

50 psi を上回ったか、パ

ージ中のチューブ内の

圧力が 70 psi を上回っ

た状態を示しており、

いずれの状態もチュー

ブ内の閉塞が考えられ

る。フローは停止する。

カテーテルが患者の体内に挿入されており、閉

塞を体外で解消できない場合は、患者からカテ

ーテルを抜去する。 
カテーテルを交換する。 
新規のカテーテルから気泡が排出されるまで

「パージ」ボタンを長押しする。 
「メッセージクリア」ボタンを押す。 
「スタンバイフロー」ボタンを押してポンプの

動作を再開する。 
（適切であれば）カテーテルを患者の体内に戻

して手技を再開する。 
P03 - NO TEMP DROP
（温度低下なし） 

この診断エラーは、「RF
エネルギー送出後ディ

レイ」の間にカテーテ

「RF エネルギー送出前ディレイ」の間の最小

温度低下及び流量設定を確認した上で、必要で

あれば調節する。流量が一定時間で一定レベル



 

20 MetriQTMポンプの取扱説明書 

診断メッセージとそれに対応する状態及び是正措置 
診断メッセージ 状態 是正措置 

ルチップで「Minimum 
Temp Drop（最小温度低

下）」設定による温度低

下が検出されなかった

（又は温度の低下量が

極めて小さかった）こ

とを示している。流量

は「スタンバイフロー」

に戻る。 

変化しない場合、最小温度低下の設定には達し

ない可能性がある。 
チューブセット、エクステンションチューブ及

びカテーテルの接続部を点検して、不適切な接

続部や漏出がないかを確かめ、必要であれば接

続部を修正する。漏出が改善されないようであ

れば、カテーテル又はチューブセットを交換す

る。 
ドリップチャンバを点検してフロー状態を確

認する。 
フローが行われていないものの漏出もなく、か

つポンプが回転している場合は、カテーテルを

交換した上で、ポンプ閉塞検出器の保守点検を

受けること。 
問題が特定され、修復されたら、「メッセージ

クリア」ボタンを押す。その後、「スタンバイ

フロー」ボタンを押してポンプの動作を再開す

る。 
（適切であれば）カテーテルを患者の体内に戻

して手技を再開する。 
P04 - COVER OPEN（カ

バー開放） 
この診断エラーは、フ

ロー中にポンプのドア

のラッチが外れたか、

フロー中に強い力がか

かってドアが開きそう

になっていることを示

している。フローは停

止する。 

フロー中はドアを開けないこと。 
ポンプヘッド、チューブ及びセンサを保護する

カバーを閉め、ラッチをかける。 
「メッセージクリア」ボタンを押す。 
「スタンバイフロー」ボタンを押してポンプの

動作を再開する。 
（適切であれば）カテーテルを患者の体内に戻

して手技を再開する。 
P05 - CHECK STANDBY 
FLOW（スタンバイフロ

ーを確認してください）

カテーテルが患者の体

内に挿入されているこ

とが RF ジェネレータ

によって検出され、ポ

ンプが少なくとも「ス

タンバイフロー」では

作動していない場合、

「 CHECK STANDBY 
FLOW」のエラーが発

生する。 

「スタンバイフロー」ボタンを押してポンプの

動作を再開する。 
「メッセージクリア」ボタンを押す。 
手技を再開する。 

P06 - COMM ERROR（通

信エラー） 
この診断エラーは、ア

ブレーションフロー中

にポンプと RF ジェネ

レータ又はカテーテル

との通信が失われたこ

とを示している。 

リモートコントロールケーブルを点検する。 
ポッドのカテーテル接続部を繋ぎ直す。 
「メッセージクリア」ボタンを押す。 

P07 - PUMP SPEED 
ERROR（ポンプ速度エラ

ー） 

この診断エラーは、「ス

タンバイフロー」又は

「アブレーションフロ

ー」中のポンプの測定

速度が、流量設定から

算出されたノミナル速

ドアを開けてチューブセットを点検する。特に

チューブがロータの片側にある固定部から脱

落していないかを確かめること。 
チューブセットをポンプに再度取り付ける。 
チューブセットに損傷又は異常がみられる場

合には、新品を取り付ける。 
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診断メッセージとそれに対応する状態及び是正措置 
診断メッセージ 状態 是正措置 

度 の 85 ％ 以 下 又は

120％以上であること

を表している。 
フローは停止する。 

「メッセージクリア」ボタンを押す。 

 

動作メッセージ 

表示 説明 対応 
PURGE NOT 
ALLOWED（パー

ジ使用不可） 

カテーテルが患者の体内に挿入され

ているため、又は「スタンバイフロ

ー」、「ローアブレーションフロー」

若しくは「ハイアブレーションフロ

ー」が有効なため、パージを行えな

い。 

カテーテルが患者の体内に挿入されてい

る状態でパージを行わないこと。 
カテーテルが患者の体内に挿入されてい

ない場合は、「ポンプ停止」ボタンをクリ

ックして現在の状態を終了し、「パージ」

ボタンを再度クリックする。 
GENERATOR 
DISCONNECTED
（ジェネレータ

接続なし） 

ポンプと RF ジェネレータの通信が

失われたことを示している。この状

態は、通信ケーブルが両方の装置に

しっかりと接続されていない場合に

発生すると考えられる。また、RF ジ

ェネレータで「Safe state error（安全

状態エラー）」が発生している場合も

この状態となる。 

RF ジェネレータにエラーが発生していな

いか確認する。RF ジェネレータのエラー

解消については、Maestro 4000TMカーディ

アックアブレーションシステムの取扱説

明書を参照すること。RF ジェネレータに

エラーがみられない場合には、ケーブル

の接続部を確認する。 

OI CATHETER 
DISCONNECTED
（オープンイリ

ゲーションカテ

ーテル接続なし） 

オープンイリゲーションカテーテル

がポッドから切断されているという

情報をポンプが RF ジェネレータか

ら受信した。 

これは情報メッセージであり、オープン

イリゲーションカテーテルがRFジェネレ

ータから切断されている場合にのみ発生

する。この状態が発生した場合、RF ジェ

ネレータはポンプとの通信を停止し、ポ

ンプは自動モードを終了して手動モード

に移行する。 
PUMP NOT 
READY（ポンプ

準備未完了） 

RFジェネレータからポンプにアブレ

ーションシーケンスを開始するため

の命令が送信されると、ポンプのメ

ニューが開く。メニューが開いてい

る状態ではポンプはアブレーション

を開始しない。 

ポンプのメニューを閉じてからRFジェネ

レータでアブレーションを再開する。 

CHECK 
GENERATOR（ジ

ェネレータを確

認してください） 

このメッセージには 2 つの原因が考

えられる。 
1. RF ジェネレータで診断エラーが

発生したというメッセージをポ

ンプが RF ジェネレータから受信

した。 
2. RF エネルギーの送出中にポンプ

と RF ジェネレータの通信が失わ

れた。 

RF ジェネレータに診断エラーが発生して

いないか確認し、Maestro 4000TMカーディ

アックアブレーションシステムの取扱説

明書に従ってエラーを解消する。このメ

ッセージが表示された際に、RF ジェネレ

ータにエラーがみられず、RF エネルギー

の送出が行われている場合は、両方の装

置の通信ケーブルの接続部を確認する。 

CONTACT BSC 
FOR 
NONCRITICAL 
SERVICING
（Boston 
Scientific 社に連

このメッセージは、内部のコードロ

ギングのタイムスタンプを適切に設

定するために内部チップの交換が必

要であることを示している。 

サービス担当に連絡してチップを交換す

る。 
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表示 説明 対応 
絡：非緊急の保守

点検） 
COVER OPEN
（カバー開放） 

ポンプのドアが開いている状態で、

「スタンバイフロー」ボタン、「ロー

アブレーションフロー」ボタン、「ハ

イアブレーションフロー」ボタン又

は「パージ」ボタンが押された。 

ドアを閉めてから目的のフローボタンを

押す。 

SALINE VOL. 
LOW < xxx mL
（生理食塩液減

少、xxx mL 未満） 

生理食塩液が、使用者が設定した

「Low Fluid Warning」の値未満であ

る。 

生理食塩液バッグの液量が減少している

ことを確認する。使用時のミスによって

実際の量と測定量に差が生じる場合があ

る。液量が減少している場合は、「ポンプ

停止」ボタンを押してフローを停止する。

生理食塩液バッグを交換してからメニュ

ーに移動し、「New Saline Bag」のパラメ

ータを「Yes」に設定する。 
Automatic Mode
（自動モード） 

ポンプが RF ジェネレータの制御下

にある。RF ジェネレータとポンプの

電源が ON で接続されており、オー

プンイリゲーションカテーテルが

Maestro 4000TM カーディアックアブ

レーションシステムに接続されてい

る場合に、自動モードに移行する。

「診断メッセージ」の項に示されて

いるように、何らかの診断状態が検

出されると、RF エネルギーの送出は

自動的に停止する。 

ポンプを自動モードで操作しようとした

際に、ポンプに「Manual Mode（手動モー

ド）」と表示される場合は、オープンイリ

ゲーションカテーテルとポッドがしっか

りと接続されていること、また RF ジェネ

レータと MetriQTMポンプ間の通信ケーブ

ルが両端とも固定されていることを確認

する。 

Manual Mode（手

動モード） 
ポンプが RF ジェネレータの制御下

にない場合に、このメッセージが表

示される。またこのメッセージは、

ポンプと RF ジェネレータが接続さ

れているものの、オープンイリゲー

ションカテーテルが Maestro 4000 カ

ーディアックアブレーションシステ

ムに接続されていない場合にも表示

される。 
手動モードの場合、MetriQ ポンプは

フローボタン又はフットスイッチを

使用して手動で操作することが可能

である。ポンプが手動モードの状態

でアブレーションを試みると、RF ジ

ェネレータはポンプが作動するのを

待ってから RF エネルギーの送出を

行う。 

ポンプを自動モードで操作しようとした

際、ポンプに「Manual Mode」と表示され

る場合は、RF ジェネレータの電源が ON
になっていること、ポンプとポッドがし

っかりと接続されていること、また RF ジ

ェネレータと MetriQ ポンプ間の通信ケー

ブルが両端とも固定されていることを確

認する。 

TUBING NOT 
LOADED（チュー

ブ未接続） 

MetriQ イリゲーションチューブセッ

トが正しく取り付けられていない。

ポンプのドアを開けて、チューブセット

が正しく取り付けられているか確認して

からドアを閉める。 
FOOTSWITCH 
NOT ALLOWED
（フットスイッ

チ使用不可） 

フットスイッチは手動モードでのみ

使用可能である。自動モードではフ

ットスイッチを使用できない。 

自動モードではフットスイッチを使用し

ないこと。 

OPEN DOOR 閉塞センサの測定値が範囲外となっ 説明書に従い、ドアを完全に開けてから
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表示 説明 対応 
FULLY AND 
RE-CLOSE 
BEFORE 
CONTINUING
（操作を続ける

にはドアを完全

に開けてから再

度閉めてくださ

い） 

たことをポンプが検出した。ドアを

開けて閉塞センサのキャリブレーシ

ョンを行う必要がある。 

閉め、ドアのラッチをかける。 

PLEASE WAIT 
CALIBRATION 
IN PROGRESS
（キャリブレー

ション実行中に

つきお待ちくだ

さい） 

ポンプが閉塞センサのキャリブレー

ションを行っている。キャリブレー

ションの実行中はドアがロックされ

る。 

キャリブレーションが完了するまで待

つ。数秒でメッセージが消えてドアのロ

ックが解除される。 

Start New Case
（新規の患者を

開始する）、
Continue Previous 
Case（前回の患者

を継続する） 

パワーオンセルフテストが終了する

と、ポンプに「Start New Case」又は

「Continue Previous Case」を選択する

よう指示が表示される。 

前回の分注レベル及び注入レベルを継続

するには、「Continue Previous Case」を選

択する。 
前回の分注レベル及び注入レベルをリセ

ットして 0 にするには、「Start New Case」
を選択する。 

SELF TEST（セル

フテスト） 
ポンプの電源が ON になると、ポン

プは直ちにパワーオンセルフテスト

を 実 行 す る 。 液 晶 画 面 に

「SELF-TEST」と表示される。 

セルフテストの結果が合格の場合、液晶

画面から「SELF-TEST」の表示が消え、

「READY（準備完了）」と表示される。 

READY（準備完

了） 
セルフテストの完了後にシステムエ

ラーがなければ、ポンプの液晶画面

に「READY」とポンプのファームウ

ェア番号が表示される。 

これは情報メッセージであり、ポンプは

正常に動作している。 

SYSTEM FAULT
（システム障害） 

ポンプに復旧不能なエラーが発生し

た。ポンプはセーフモードに移行し、

操作が行えなくなる。 

ポンプの電源を OFF にしてから再起動す

る。エラーが再度発生した場合は、Boston 
Scientific 社のサービス担当に連絡してサ

ポートを受けること。 

 

電磁両立性に関する情報 

MetriQTMポンプは、IEC 60601-1-2 に定められている医療機器の EMC の要求事項に適合している。使

用者が本品の最適な操作を行えるようにするため、本品の操作時における許容可能な電磁環境を下表

に示す。 

指定外の附属品を使用すると、エミッションの増加又はイミュニティの減少を招くおそれがある。本

品との併用が認められた附属品以外は使用しないこと。 

 

電磁エミッション 

電磁エミッション 

エミッション試験 適合レベル 電磁環境‐指針 

RF エミッション CISPR 11 グループ 1 RF エミッションは極めて弱く、周囲の電子装

置に干渉を引き起こす可能性は低い。 
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電磁エミッション 

エミッション試験 適合レベル 電磁環境‐指針 

RF エミッション CISPR 11 クラス A MetriQ ポンプは、家庭用施設及び家庭目的に使

用される建物に電力を供給する公共の低電圧

配電網に直接接続された施設を除く、すべての

施設での使用に適している。 

高調波エミッション 

IEC 61000-3-2 

クラス A 

電圧変動／フリッカエミッション 

IEC 61000-3-3 

適合 

 

電磁イミュニティ 

MetriQ ポンプは以下に示す電磁環境での使用を目的としている。MetriQ ポンプの顧客又は使用者

は、本品がこのような環境で使用されることを確認すること。 
電磁イミュニティ 
イミュニティ試

験 
IEC 60601 
試験レベル 

適合性レベル 電磁環境の指針 

静電気放電

（ESD） 
IEC 61000-4-2 

±8 kV 接触 
±15 kV 気中 

±8 kV 接触 
±15 kV 気中 

床は木材、コンクリート又はセラミックタイ

ルであること。床が合成材料で覆われている

場合、相対湿度は 30％以上であること。 
電気的ファスト

トランジェント

／バースト 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 電源供給

ライン 
±2 kV 電源ラ

イン 
電源の品質は標準的な商用環境又は病院環

境の品質のものであること。 
MetriQTMポンプの使用者が、電源に電気的妨

害が発生している際に連続動作を必要とす

る場合は、MetriQTMポンプを、無停電電源装

置（サージ及び電気的ファストトランジェン

トを抑制するフィルタ／機器を内蔵してい

るか直列接続されているもの）に接続するこ

とが推奨される。 
サージ 
IEC 61000-4-5 

±1 kV 
ディファレンシ

ャルモード 
±2 kV 
コモンモード 

±1 kV 
ディファレン

シャルモード 
±2 kV 
コモンモード 

電源の品質は標準的な商用環境又は病院環

境の品質のものであること。 
MetriQTMポンプの使用者が、電源に電気的妨

害が発生している際に連続動作を必要とす

る場合は、MetriQTMポンプを、無停電電源装

置（サージ及び電気的ファストトランジェン

トを抑制するフィルタ／機器を内蔵してい

るか直列接続されているもの）に接続するこ

とが推奨される。 
電源供給入力ラ

インでの電圧デ

ィップ、短時間

停電及び電圧変

動 
IEC 61000-4-11 

0.5 サイクルで

UT の 5％未満

（UT の 95％を

超 え る デ ィ ッ

プ） 
5 サイクルで UT

の 40％（UT の

60 ％ の デ ィ ッ

プ） 
25 サイクルで

UT の 70％（UT

の 30％のディッ

プ） 
5 秒間で UT の

0.5 サイクルで

UT の 5％未満

（UT の 95％を

超えるディッ

プ） 
5 サイクルで

UT の 40％（UT

の 60％のディ

ップ） 
25 サイクルで

UT の 70％（UT

の 30％のディ

ップ） 
5 秒間で UT の

電源の品質は標準的な商用環境又は病院環

境の品質のものであること。 
MetriQTMポンプの使用者が、電源に電気的妨

害が発生している際に連続動作を必要とす

る場合は、MetriQTMポンプを、無停電電源装

置（サージ及び電気的ファストトランジェン

トを抑制するフィルタ／機器を内蔵してい

るか直列接続されているもの）に接続するこ

とが推奨される。 
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電磁イミュニティ 
イミュニティ試

験 
IEC 60601 
試験レベル 

適合性レベル 電磁環境の指針 

5％未満（UT の

95％を超えるデ

ィップ） 

5％未満（UT の

95％を超える

ディップ） 
電源周波数

（50/60 Hz）磁界 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 電源周波数磁界は、典型的な商用環境又は病

院環境における典型的な場所と同レベルの

特性とすること。 
注：UT は試験レベルを適用する前の交流電源電圧を表す。MetriQ ポンプは 100 VAC 及び 230 VAC にて試験した。

伝導 RF 
IEC 61000-4-6 
放射 RF 
IEC 61000-4-3 

10 Vrms 
150 kHz ～ 80 
MHz 
10 V/m 
80 MHz ～ 2.5 
GHz 

10 V 
3 V/m 

携帯形及び移動形の RF 通信機器は、

MetriQTMポンプ（ケーブルを含む）のいかな

る部分に対しても、送信機の周波数に該当す

る方程式から算出した推奨分離距離より近

づけて使用しないこと。 
推奨分離距離 
d = 1.17√  150 kHz～80 MHz  
d = 1.17√  80 MHz～800 MHz  
d = 2.33√  800 MHz～2.5 GHz 
ここで P は送信機の製造業者による送信機

の最大定格出力電力（単位ワット、W）、d
は推奨分離距離（単位メートル、m）を表す。

電磁界の現地調査 a によって決定する固定

RF 送信器からの電界強度は、各周波数範囲

における適合性レベル未満であること b。以

下の記号が表示された装置の付近では干渉

が生じるおそれがある。 

 
注 1：80 MHz 及び 800 MHz においては、高い周波数を適用する。 
注 2：これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物、物及び人による吸収及び反射は、

電磁波の伝播に影響する。 
a 例えば、無線（携帯／コードレス）電話及び陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM/FM ラジオ放送及

び TV 放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に理論的に予測することはできない。固定 RF 送信機に

よる電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を検討すること。MetriQ ポンプを使用する場所において

測定した電界強度が、該当する上記の RF 適合性レベルを超える場合は、本品が正常に動作するかを各印するた

めに監視すること。異常動作が認められた場合は、MetriQ ポンプの再配置又は再設置のような追加の措置を要

することがある。 
b 150 kHz～80 MHz の周波数範囲では、電界強度は 3 V/m 未満であること。 

 

推奨分離距離 
携帯形及び移動形の RF 通信機器と MetriQTMポンプとの推奨分離距離 
MetriQ ポンプは放射 RF 妨害を管理している電磁環境内での使用を意図している。本品の顧客又は

使用者は、通信機器の最大出力に基づく次に推奨している携帯形及び移動形の RF 通信機器（送信

機）と本品との間の最小距離を維持することで、電磁干渉の抑制に役立つ。 
送信機の最大定格出力

電力（W） 
送信機の周波数に基づく分離距離（m） 
150 kHz～80 MHz  
d = 1.17√  

80 MHz～800 MHz  
d = 1.17√  

800 MHz～2.5 GHz  
d = 2.33√  

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.37 0.37 0.74 
1 1.17 1.17 2.33 
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10 3.69 3.69 7.38 
100 11.67 11.67 23.33 
上記以外の最大定格出力電力の送信機については、推奨分離距離 d（単位メートル、m）は、送信機の周波数に

該当する式を用いて推定可能であり、ここで P は送信機の製造業者による送信機の最大定格出力電力（単位ワ

ット、W）を表す。 
注 1：80 MHz 及び 800 MHz においては、高い周波数を適用する。 
注 2：これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物、物及び人による吸収及び反射は、

電磁波の伝播に影響する。 

 

MetriQ ポンプの安全仕様 
装置の説明 
クラス I、耐除細動形／CF 形装置、IPX0、非 AP 類/APG 類機器 
動作形態：連続 
EMC のエミッション及び感受性：MetriQ ポンプについては IEC 60601-1-2:2001 に準拠した試験

が実施済みであり、医療機器に関する限度値に適合することが確認されている。これらの限度

値は、一般的な医療設備における有害な干渉に対して適切な保護手段を講じることを目的とし

たものである。ただし特定の設備において干渉が発生しないという保証はない。 
TUV Rheinland of North America 認証 

 
 
電気的絶縁 
漏れ電流は IEC 60601-1 に適合 
絶縁耐力は IEC 60601-1 に適合 
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記号 

 

 

 

 

メモリ 1 ボタン 

 

 

 

 

メモリ 2 ボタン 

 

 

 

 

メモリ 3 ボタン 

 

 

 

 

アラーム消音ボ

タン 

 

メッセージクリ

アボタン 

 

 

 

 

パージボタン 

 

 

ポンプ停止ボタ

ン 

 

 

メニューナビゲーシ

ョンボタン 

 

 

 

 

メニューボタン 

 

 

選択ボタン 

 

 

 

スタンバイフローボ

タン 

 

 

 

ハイアブレーション

フローボタン 

 

ローアブレーション

フローボタン 

 

 

 

 

 

流量調節ボタン 



 

  



 

  



 

 


