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警告：MetriQポンプの設置又は操作を行う前に、MetriQ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添付文書及び
取扱説明書、Boston Scientific社（BSC）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。

ONLY
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、BSC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 4000カーディアックアブレーションシステム及びBSC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

● M0041170　MetriQイリゲーションチューブセット

● M0044105F0　フットスイッチ

● 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）

● M0046610　（20フィート） ●    M0046630（50フィート）

● M0046620　（25フィート） ●    M0046640（75フィート）

使用目的／適応

MetriQポンプは、BSC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灌流することを目的としている。

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。

警告

● 本品の設置、較正及び修理は、BSCの担当者が行うこと。

● 本品の使用時は、本品が正しく作動しないおそれがあるため、他の装置に近づけたり重ねたりしないこと。他の装置に近づけたり重ね
たりして使用する必要がある場合は、本品と他の装置を観察し、正常に作動することを確認すること。

● 指定以外又はメーカー提供品以外の附属品、トランスデューサ及びケーブルを使用すると、電磁波の放出を増大させたり、本品の電磁
環境耐性を低下させたりすることがあり、正常に作動しなくなるおそれがある。
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有害事象

本品の使用者は、Maestro 4000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。

MetriQ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 ● 損傷（不特定の）
● 不整脈 ● 裂傷
● 熱傷 ● 心筋梗塞
● 心不全 ● 心筋外傷
● 心タンポナーデ ● 壊死
● 脳血管障害（CVA） ● 神経損傷
● 完全心ブロック ● 穿孔
● 伝導系異常 ● 心外膜滲出
● うっ血性心不全 ● 心膜炎
● 死亡 ● 胸水
● 不快感 ● 手技時間の延長
● 浮腫 ● 腎損傷／腎不全
● 電気ショック ● 呼吸困難／呼吸不全
● 塞栓症 ● 嚥下障害
● 食道炎 ● 組織損傷
● 生体有害物質への曝露 ● 一過性脳虚血発作（TIA）
● 瘻孔 ● 血管攣縮
● 血腫 ● 血管閉塞
● 感染症 ● 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：30%～75%
大気圧：70 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

輸送環境

温度：－29℃～60℃
相対湿度：規制なし
大気圧：規制なし
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操作部、表示部及びインジケータ

注：本取扱説明書では、MetriQ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
BSC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BSC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。

電源スイッチ

IVポール
マウント

ブラケット

電源差込口

ポンプハンドル

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）

フットスイッチ差込口
サービスポート

等電位化端子

ヒューズ
パネル

図 1.　MetriQポンプのリアパネル
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Mem

Mem

Mem

2

3

1

mL/min

mL/min

mL/min

2

17

301999 mL remaining

Manual Mode

0 mL/min

入口側の気泡検出器

入口側の固定部（Key Recess）

コンボセンサ
（出口側の気泡検出器

及び閉塞センサ）

ドアのヒンジ
（ドアは図示していない）

出口側の固定部 閉塞ベッド

ポンプロータ

図 2.　MetriQ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。

● 「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。

表示画面メモリ

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

図 3.　MetriQポンプのフロントパネルの操作部
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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。

mL/min

mL/min

mL/min

設定

表示画面

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

マイナス プラス
流量
アイコン

2
17
30

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
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パージ 停止

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。

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。

ENTER

メニュー 下矢印 上矢印 確定

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。

● 「確定」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。

● 「確定」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。
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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、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）］。

Catheter（カテーテル）-使用中のカテーテルが表示される。

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。

Mem

Mem

Mem

2

3

1 LED

ラベル用の空白

図 7.　「メモリ」ボタン
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「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。

アラーム消音 メッセージクリア

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。

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。

現在の流量設定

モードフィールド

有効流量

有効流量

17
30496 mL remaining

Automatic Mode

2 mL/min

2

SALINE VOL. LOW < 500 mL
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

カテーテルフィールド Catheter: OPEN IRRIGATED

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）。

● 「カテーテル」フィールドは使用中のカテーテルが表示される（自動モードの場合のみ）。

● 「有効流量」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」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」フィールドには、注入量、分注量又は残量が表示される。
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ポンプのセットアップ

警告：本品の設置、較正及び修理は、BSCの担当者が行うこと。

警告：電気ショック及び／又はその他の予期せぬ事態を招くおそれがあるため、指定されたヒューズ以外の本品への改造は行わない
こと。

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：製造業者が指定するケーブルも含めて本品の一部と30 cm（12 in.）未満の距離で使用する場合には、携帯用RF通信装置（アン
テナケーブルや外部アンテナなどの周辺機器を含む）を使用しないこと。使用すると、通信装置の性能が低下する可能性がある。

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ポールへ取り付けている場合、本品の上部に物を置かないこと。

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。

● MetriQ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）

● BSC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 4000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。
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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：2.22～3.49 cm (0.875～1.375 in.)

推奨事項

● ベース部の最小径が 63.5 cm (25 in.)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1.5 m (5 フィート)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2.1 m (7 フィート)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。

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ー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、医療機器は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。
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Mem

Mem

Mem

2

3

1

mL/min
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2

17

301999 mL remaining

Manual Mode

0 mL/min

M00440000
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50/60 Hz

100-120 / 220-240V

VA
Hz
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W
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Made In USA:
560 Cottonwood Drive
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USA

Serial NumberSN

Follow Instructions
For Use

Catalog No.REF

Date of
Manufacture

 871-0186-000 REV A                  90818618-01A

Maestro 4000™ Controller
RF Cardiac Ablation Controller

Separate
Collection

C US

cTUVus Mark indicates compliance to 
UL 60601-1 and CAN/CSA 22.2 601.1 M90 
covering electrical safety requirements 
for the US and Canada.

YYYY-MM-DD

12345678

POWER INPUT
FREQUENCY
AC VOLTAGE

25 VA
50/60 Hz

100-120 / 220-240V

VA
Hz

M00440200

4020

Made In USA:
560 Cottonwood Drive
Milpitas, CA 95035
USA

Serial NumberSN

Follow Instructions
For Use

Catalog No.REF

Date of
Manufacture

871-0189-000 REV A   90818619-01A

Maestro 4000™ Remote Control
RF Cardiac Ablation Remote Control

Separate
Collection

C US

cTUVus Mark indicates compliance to 
UL 60601-1 and CAN/CSA 22.2 601.1 M90 
covering electrical safety requirements 
for the US and Canada.

YYYY-MM-DD

12345678

又は

Maestro
フットスイッチ

EP記録
システムケーブル

リアパネルフロントパネル MetriQ
ポンプ

リモートコントロールケーブル

フロントパネル

EGMケーブル

患者
コネクタ

Pod／
ジェネレータ
接続ケーブル

Pod（100W、M00440100）

対極板

カテーテルケーブル オープンイリゲーションカテーテル

リアパネル
Maestro 4000
コントローラ

MetriQ
フットスイッチ

フロントパネル リアパネルMaestro 4000
コントローラ

Rhythmia HDx
接続ボックス

Rhythmia HDx
マッピングシステムに接続

オプションB：
Rhythmia HDx
マッピングシステムに
接続せずに
カテーテルに接続

オプションA：
Rhythmia HDx

マッピングシステムを
途中に接続して

カテーテルに接続

カテーテル
ケーブル

IntellaNav
カテーテル

Peristaltic
Pump

図 10.　Maestro 4000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
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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 4000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。

システムフォルトが検出された場合には、ポンプは作動しない。ポンプの画面には、「SYSTEM FAULT（システム障害）」と「FAILED 0x」が
表示され、続いてエラーコードが表示される。なお、このエラーコードが表示されたら、ポンプの電源をOFFにしてから再起動すること。
誤作動が続く場合には、BSCに連絡すること。

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：MetriQポンプは、MetriQイリゲーションチューブセット、Maestro 4000コントローラ及びBSC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。
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MetriQイリゲーションチューブセットの特徴を図 11に示す。

ドリップチャンバと
IVスパイク

チューブストップ大蠕動部

チューブストップ小

ルアーフィッティング

図 11.　MetriQイリゲーションチューブセット

1. MetriQ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。

A5

A1

A2

A3

A4

A6A7

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。

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BSC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。



15

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 4000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。

● 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）。
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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BSC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にしてから電源プラグを抜く。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）

● 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、MetriQ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

MetriQポンプの組み立て、設置、相互接続を行う前に、本システムを使用するスタッフ（臨床／生物医学技師及びヘルスケア要員）は、
ESDに関する訓練を受けることを推奨する。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。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
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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

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 kg

電源コード 3 m（米国／カナダ以外の地域は2.5 m）
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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、非パージ中の
チューブ内の圧力が 50 psiを上
回った状態を示しており、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。

「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。
Pod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。

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。
「メッセージクリア」ボタンを押す。
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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 4000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Pod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 4000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 
（BSCに連絡：非緊急の保守
点検）

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。

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。

PURGE STOPPED 
PRESSURE LIMITED
（パージフローの停止、圧力
限度）

このメッセージは、チューブ内の詰まりにより、パー
ジフロー中にチューブ内の圧力が 100 psiを超えて
いることを示しています。フローは2秒間停止します。

詰まりが解消されるまで、「パージ」ボタンを押し続
ける。解消できない場合は、カテーテルを交換する
こと。

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 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Pod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。



20

表示 説明 対応

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
Pod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 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）

閉塞センサの測定値が範囲外となったことをポンプが
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。

説明書に従い、ドアを完全に開けてから閉め、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、BSCのサービス担当に連絡
してサポートを受けること。
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電磁両立性に関する情報

MetriQ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。

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。

注：本品の放出特性は、工業地域及び病院での使用に適したもので
ある（CISPR 11クラスA）。本品が居住環境（通常はCISPR 11ク
ラスBの要件）で使用された場合には、高周波通信から十分に保護
されないことがある。このため、放出への対処として、本品の向き
や位置を変える必要が生じることがある。

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ポンプのユーザーは、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。

ガイダンス及び製造業者による宣言-電磁イミュニティ

イミュニティ試験 IEC 60601 試験レベル 適合レベル 電磁環境-ガイダンス

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

床面は木、コンクリート又はセラミック製のタイ
ルであること。床面が合成材で覆われている場
合、相対湿度は少なくとも30％であること。

電気高速過渡／ 
バースト 
IEC61000-4-4

電源ライン± 2 kV
入出力ライン± 1 kV

電源線で± 2 kV
入出力値で± 1 kV

主電源の品質は商用・医療用環境に適合するも
のでなければならない。MetriQポンプを主要電
源の電気妨害時にも継続作動させる必要がある
場合は、サージ／電気高速過渡を抑制するフィ
ルタ／装置を直列に埋め込む、又は接続して、
MetriQポンプを無停電電源装置に接続するこ
とを推奨する。

サージ 
IEC61000-4-5

± 1 kV、差動モード
± 2 kV、コモンモード

± 1 kV、差動モード
± 2 kV、コモンモード

主電源の品質は商用・医療用環境に適合するも
のでなければならない。MetriQポンプを主要電
源の電気妨害時にも継続作動させる必要がある
場合は、サージ／電気高速過渡を抑制するフィ
ルタ／装置を直列に埋め込む、又は接続して、
MetriQポンプを無停電電源装置に接続するこ
とを推奨する。

電源配線での電圧ディッ
プ、瞬断、電圧変動
IEC61000-4-11

0％UT （UT での一時低下、
100％）0.5サイクル間
0％UT （UT での一時低下、
100％）1サイクル間
70％UT （UT での一時低下、
30％）30サイクル間
0％UT （UT での一時低下、
100％）300サイクル間

0％UT （UT での一時低下、
100％）0.5サイクル間
0％UT （UT での一時低下、
100％）1サイクル間
70％UT （UT での一時低下、
30％）30サイクル間
0％UT （UT での一時低下、
100％）300サイクル間

主電源の品質は商用・医療用環境に適合するも
のでなければならない。MetriQポンプを主要電
源の電気妨害時にも継続作動させる必要がある
場合は、サージ／電気高速過渡を抑制するフィ
ルタ／装置を直列に埋め込む、又は接続して、
MetriQポンプを無停電電源装置に接続するこ
とを推奨する。

電源周波数磁界 
（50／60 Hz）
IEC61000-4-8

30 A/m 30 A/m 電源周波磁界は、通常の商用・病院環境におけ
る通常のエリアの典型レベルでなければなら
ない。

注：UT は、テストレベル適用以前の交流主電源電圧である。
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ガイダンス及び製造業者による宣言-電磁イミュニティ

イミュニティ試験 IEC 60601 試験レベル 適合レベル 電磁環境-ガイドライン

伝導RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz～80 MHz

3 Vrms 携帯用、移動型のRF通信機器は、ケーブルを
含むMetriQイリゲーションポンプのいかなる
部品からも離し、30 cm未満の距離で使用して
はならない。

6 Vrms
6.765 MHz～6.795 MHz
13.553 MHz～13.567 MHz
26.957 MHz～27.283 MHz
40.66 MHz～40.70 MHz

6 Vrms

放射RF 
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz～2.7 GHz

3 V/m

9 V/m
710 MHz～780 MHz
5.24 GHz～5.785 GHz

9 V/m

27 V/m
385 MHz

27 V/m

28 V/m
450 MHz
810 MHz～2.450 GHz

28 V/m

イミュニティ／放出の適合に不可欠なケーブル最大長

アイテム 最大長

電源コード 3 m

ジェネレータとポンプ／リモートコントロールユニットとの接続ケーブル 75 m

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。

TÜV Rheinland of North America認証

IEC 60601-1
-1-1, -2-2

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

Mem

1

Mem

2

Mem

3

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

ハイアブレーション
フローボタン

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

ローアブレーション
フローボタン

流量調節ボタン

ENTER
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限定保証及び免責条項

限定保証

BSCは、本システムの設計及び製造に正当な注意を払ったことを保証する。購入者が弊社規定の条件で使用される場合、本システムが出
荷日から12か月間、材質上及び製造上の欠陥がないことを保証する。本保証は、ここで明示されたものを除いては、法律上の明示又は黙
示にかかわらず、商品性又は特定目的に対する適合性の黙示的保証を含む（ただし、必ずしもこれらに限定されない）、いかなる保証も対応
しない。本品の取扱い、保管及び洗浄に加えて、患者に関わるその他の要素、診断、治療、外科処置及びその他弊社の管理が及ばない問
題は、本システム並びにその使用結果に直接影響を与える。本保証において弊社が負う義務は、本品の修理又は交換に限定されるものとし、
本品の使用によって直接的又は間接的に発生する偶発的又は派生的な損失、損害、費用について、弊社 は責任を負わないものとする。弊
社は、本品に関して、その他の又は付加的義務又は責任を負わず、他者にその義務又は責任を負わせないものとする。

サービスの対象は、故障した本システムの構成部品の交換に限定する。現地修理には対応していない。サービスの依頼は、弊社の指定サー
ビス業者に連絡すること。弊社に全部品を返送するものとし、その輸送費はユーザー負担とする。修理品又は交換品をユーザーに返却する
際は、弊社が輸送費を支払うものとする。弊社は、登録ユーザーに対して、本システムが依存するサードパーティのソフトウェア側が提供
するすべての保証についても対象を拡大する。

ソフトウェア、ハードウェア及びサポートサービスの契約は、保証が切れた後でも、いつでも購入可能である。詳しい情報は弊社まで連絡
すること。

本システムと併用するカテーテルはいずれも、単回使用である。再使用、再処理、又は再滅菌は行わないこと。再使用、再処理又は再滅菌
すると、カテーテル及び／又はリードの構造的完全性が損なわれたり、本品の故障を招いたりすることがあり、その結果、患者の負傷、疾
病又は死亡に至ることがある。また、再使用、再処理又は再滅菌によってカテーテルの汚染のリスクが生じ得るとともに、患者から患者へ
の感染に限らず、患者に感染又は交差感染が引き起こされる可能性がある。装置が汚染された場合も、結果的に患者の損傷、疾患又は死
亡につながる可能性がある。弊社は再使用、再処理、再滅菌された単回使用の器具に関する責任は負わず、そのような器具に関する商品
性、特定の目的への適合性に関する保証を含む商品性又は特定目的に対する適合性の黙示的保証を含む（ただし、必ずしもこれらに限定さ
れない）明示的又は黙示的保証も負わない。

その他の保証に関する免責及び排除

上記の保証内容以外のいかなる種類の保証もない。弊社は、明示又は黙示にかかわらず、商品性又は特定目的に対する適合性に関する保
証から免責及び排除される。

損害賠償責任の制限

申し立てのあった保証違反、契約違反、不注意、製造物責任又はその他の法的若しくは正当な理論に基づく損害に対する賠償請求や訴訟
においては常に、利益や収入の損失、製品使用性の損失、設備やサービスの損失、非稼働時間の費用の損害に対して、又はかかる損害に
対する購入者の顧客からの賠償請求に対して、弊社が責を負わないことに購入者は明確に同意するものとする。弊社が負う唯一の損害賠償
責任は、賠償責任の原因となった弊社が販売する特定製品の購入者に対する購入費用に限定される。購入者が本製品を使用することによっ
て、これらの限定保証・排除・免責条項・損害賠償に対する責任制限度に関する諸条件が承諾されたものとみなす。

© 2019 Boston Scientific Corporation又は関係企業。無断転載を禁ず。
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REF カタログ番号 等電位

内容物 蠕動ポンプ

EC REP EU認定代理店 製造日

法定製造元
SN

シリアル番号

リサイクル可能包装
NON

STERILE

未滅菌

包装が破損している場合は使用しないこと。 別途回収

耐除細動CFタイプ装着部 注意. 注意：附属の説明書を参照のこと。

ヒューズ [青の安全標識] 
取扱説明書に従うこと。

フットスイッチ

C US

TÜV Rheinland

cTUVusマークは、米国およびカナダ向け 
電気安全要件を包含するUL 60601-1および 
CAN/CSA 22.2 601.1 M90へ
適合していることを示す。
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リサイクル
包装

製造業者

Boston Scientific Corporation

包装破損時
使用不可


