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はじめに 

 

本ユーザマニュアルは、LithoVue システム（図 1.1 を参照）の使用、保守およびトラブルシューティン

グについて記載されている。 

LithoVue システム（以下、本品という）は、ソフトウェアで制御されるデジタル軟性尿管鏡システム

で、LithoVue システムワークステーション（以下、システムワークステーション）および LithoVue 単

回使用デジタルフレキシブルウレテロレノスコープ（以下、LithoVue フレックススコープ）で構成さ

れている。 

LithoVue フレックススコープは、システムワークステーションの前面にある LithoVue フレックススコ

ープのコネクタケーブルプラグのソケット（以下、内視鏡接続コネクタ）によってシステムワークステ

ーションに接続される。. 

LithoVue システムは、医師が尿路内にアクセスし、尿路内画像を観察し、適切な治療デバイス（バスケ

ット、レーザファイバ、鉗子など）を使用して尿路内で処置を行うことができるように設計されてい

る。 

LithoVue システムには、表 1.1 に示す構成品がある。 

表 1.1 入手可能な LithoVue システムの構成 

UPN 内容 

M0067911000 LithoVue システムワークステーション 

M0067913500 LithoVue 単回使用デジタルフレキシブルウレテロレ
ノスコープ（標準タイプ） 

M0067913600 LithoVue 単回使用デジタルフレキシブルウレテロレ
ノスコープ（リバースタイプ） 
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図 1.1 LithoVue システム 

 

システムワークステーションには、以下の機能がある。 

(a) LithoVue フレックススコープに電源を供給する。 

(b) LithoVueフレックススコープからのビデオ信号を受信し、システムワークステーションの画面、

または接続されている場合にはユーザが用意したモニタに表示できるように画像を処理する。 

(c) LithoVue フレックススコープからの光源はシステムによって自動調整され、治療部位への適切

な光量が確保される。また、ユーザが、システムワークステーションの操作部を使用して光源

のオン／オフおよび光源のレベル調整を行うことができる。 

(d) ビデオ画像を表示する。また、ユーザが用意したモニタで表示するためのビデオ信号をシステ

ムワークステーションから DVI 出力ケーブルを介して送ることもできる。ユーザが用意したモ

ニタを使用するとビデオ画像が重複するが、システム操作は本体でのみ可能である。 

(e) ユーザインターフェースがある。 

操作スクリーン 

DC 電源コード 

AC 電源コード 

ユーザが用意するモニタ 

DVI 出力ケーブル 

内視鏡接続 
コネクタ 

接続ケーブル 

LithoVue フレックススコープ 

システムワークステーション 
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 安全に使用するために 

LithoVue システムを使用する前に本ユーザマニュアルおよび LithoVue フレックススコープの添付文書

を熟読しておくこと。LithoVue システムの機能と操作、システムの点検、準備および操作するために

必要な情報が記載されている。 

本ユーザマニュアルおよび LithoVue フレックススコープの添付文書に記載されているすべての指示事

項、注意事項および警告を完全に理解し、従うこと。そうしない場合には、患者やユーザの傷害または

本品の損傷や不具合を引き起こすことがある。さらに、他の機器の損傷や物的損害を招くことがある。 

機器の非適合性によって起こりうるあらゆる危険を回避するために、LithoVue システムと連携して使

用するすべての製品と機器に適用されるすべての指示事項、注意事項および警告に従うこと。 

指示内容に不明瞭な点がある場合には、ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社の担当営

業に連絡し、サポートを受けること。 

本ユーザマニュアルは、すぐに取り出せる場所に保管すること。 

 臨床情報 

 適応と用途 

LithoVue システムは、尿路を観察するために経尿道的または経皮的に尿路内で使用するための機器で

ある。また、追加のデバイスを使用することにより、さまざまな診断処置および治療処置の実施を補助

できる。 

 禁忌 

LithoVue システムには、尿路内視鏡検査に対して固有の禁忌が適用される。 

尿路感染症が未治療の患者には、診断用および治療用尿管鏡の使用は禁忌である。 

また、尿路内視鏡検査・治療（砕石術、内視鏡下腎盂切開術、腫瘍治療など）の禁忌は、該当する外科

的治療に関連する禁忌をそのまま適用する。 

抗凝固薬を使用中の患者や凝血異常の患者への適用は、慎重に判断し適切に管理すること。 

 ユーザのトレーニング、知識およびスキル 

LithoVue システムを使用する前に、本ユーザマニュアルおよび LithoVue フレックススコープの添付文

書にて安全な取扱いと保管に関するすべての注意を確認し、使用目的の通りに使用すること。 

LithoVue システムは、尿管鏡による診断および治療のトレーニングを受けた医師のみが使用すること。

また、本品を使用する前に、内視鏡による尿路処置に関する手技、原理、臨床応用およびリスクについ

て十分に理解している必要がある。たとえば、レーザ砕石術に使用する機器、灌流液／造影剤の管理、

並びにバスケット／鉗子、アクセスシース、ガイドワイヤ、プッシュアップ防止デバイスなどの外科用

デバイスの使用などに関する知識が含まれるが、これに限らない。 

看護補助スタッフは、一般的な医療機器および泌尿器科処置に関する経験が必要である。 
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 警告 

● 洗浄剤、麻酔薬、酸素などの可燃性の液体およびガスが存在する場所では、LithoVue システムを

使用しないこと。使用すると、火災またはユーザや患者の傷害を引き起こすことがある。 

● 鮮明な内視鏡画像が得られるまで（または他の画像診断法で映像が確認されるまで）、LithoVue フ

レックススコープを挿入したり、進めたりしない。穿孔、剥離、出血、尿路損傷などが生じて患者

の傷害を引き起こすことがある。 

● 内視鏡画像が表示されなくなった場合は、LithoVue フレックススコープを挿入したり、前進させ

たりしないこと。また、治療デバイスを挿入させたり、前進させたり、または作動させたりしない

こと。穿孔、剥離、出血、尿路損傷などが生じて患者の傷害を引き起こすことがある。 

● LithoVue フレックススコープを前進させたり、抜去させたりしているときは、過度な力を加えな

いこと。穿孔、出血、尿路損傷などが生じて患者の傷害を引き起こす、または LithoVue フレック

ススコープの損傷を招くことがある。前進させたり、抜去させたりしている間に抵抗を感じたら、

抵抗の原因を調べて対策を講じること（エックス線透視法、造影剤の注入などによる）。 

● 尿管または腎盂の側壁に、LithoVue フレックススコープの遠位先端部を強く押し付けないこと。

穿孔、剥離、出血、尿路損傷などが生じて患者の傷害を引き起こすことがある。 

● LithoVue フレックススコープ内で治療デバイスを前進させたり、抜去させたりしているときに過

度な力を加えないこと。穿孔、剥離、出血、尿路損傷などが生じて患者の傷害を引き起こす、また

は LithoVue フレックススコープの損傷を招くことがある。 

● 治療デバイスを前進させたり、抜去させたりしているときは、遠位先端部の画像を監視し続ける

こと。また、LithoVue フレックススコープの先端部から表示対象物までの距離を、LithoVue フレ

ックススコープの 小可視化距離よりも長くとること。治療デバイスによって穿孔、出血、尿路

損傷などが生じて患者の傷害を引き起こすことがある。 

● レーザの照射中は、レーザファイバを LithoVue フレックススコープ内に引き戻さないこと。患者

の傷害や尿管鏡の損傷を引き起こすことがある。 

● LithoVue フレックススコープから照射されている光を直視しないこと。目の傷害を引き起こすこ

とがある。 

● 他社製の治療デバイスをセットアップまたは使用する際は、接地と絶縁を確認すること。感電や

治療デバイスの不具合を招き、患者の傷害を引き起こすことがある。 

● LithoVue フレックススコープのハンドルを分解しないこと。防水シールが損傷して感電すること

がある。 

● LithoVue フレックススコープは単回使用機器であり、修理が可能な部品はない。損傷した、また

は動作しない LithoVue フレックススコープを修理しないこと。損傷が認められるまたは疑われる

場合は使用しないこと。 

● LithoVue フレックススコープのフレキシブルシャフトまたは湾曲部を過度に曲げないこと。シャ

フトの破損またはねじれが生じることがある。 

● 処置中に LithoVue フレックススコープが損傷したり、誤作動したりする場合は、速やかに使用を

中止すること。詳しくは、セクション 7 の「トラブルシューティング」を参照すること。必要に



 

92335060-01  8 

応じて、新しい製品を使用して手技を継続すること。 

● システムワークステーション、そのコンポーネントや部品を修理または改造しないこと。システ

ムワークステーションにはユーザが修理できる部品はない。 

● 感電を防ぐため、電源に接続する前に電源コードがタッチパネル PC に接続されていることを確

認すること。保護接地付の電源にのみ本品を接続すること。設置を行う前に病院の電源コンセン

トが適切に接地接続されており、タッチパネル PC の背面ラベルの記載に適合していることを確

認すること。 

● LithoVue フレックススコープが患者の体内に留置された状態で除細動器を使用すると本品を損傷

する恐れがある。本品を抜去してから除細動を行うこと。 

● ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社が供給する電源またはケーブル等の部品以外

を使用すると LithoVue システムの電磁放射が増加したりノイズ耐性が低下したりする場合がある。 

● システムワークステーションに接続する他の医療電気機器の装着部は BF 形または CF 形の医療機

器であること。 

● システムワークステーションに接続して使用する機器は、IEC 60601-1 医用電気機器の安全規格、 

IEC 60950 情報技術機器の安全性および IEC 60065 オーディオ，ビデオおよび類似の電子機器-安

全性要求事項に適合していること。さらに他の機器が IEC 60601-1 新版への適合性が確保され

ていることを確認すること。 

● 処置中に本品が作動しなくなった場合は、セクション 7「トラブルシューティング」に従うこと。 

● システムワークステーションを清掃しないで使用すると術者が生物学的有害物質に曝されること

がある。セクション「6.1 システムワークステーションのクリーニング」に記載されているクリー

ニングの項目に従って洗浄・消毒すること。 

 使用前の注意 

● LithoVue フレックススコープは、システムワークステーションとのみ組み合わせて使用する。他

の機器に接続すると、機器の損傷や物的損害またはユーザの傷害を引き起こすことがある。 

● 適切な内視鏡のトレーニングを受けた医師のみが LithoVue フレックススコープによる手技を実施

すること。手技前に、手技、合併症および危険要因に関する医学文献を参照すること。 

● 尿路再建手術を受けている患者または既知の狭窄がある患者に LithoVue フレックススコープを使

用する場合は注意すること。これらの状況によりフレキシブルシャフトが通過できない可能性が

ある。 

● 本ユーザマニュアルおよび LithoVue フレックススコープの添付文書に記載されているすべての指

示事項、注意事項および警告を完全に理解してこれに従わないと患者やユーザの傷害、本品の損

傷や不具合を引き起こすことがある。さらに、他の機器の損傷や物的損害が生じることがある。

機器の非適合性によって起こりうるあらゆる危険を回避するために LithoVue システムと連携して

使用されるすべての製品と機器に付随するすべての指示事項、注意事項および警告に従うこと。 

● LithoVue システムは、レーザ砕石器との使用の適合性が確認されている。その他のエネルギー処

置機器を使用すると画像の喪失、機器の損傷または患者の傷害を引き起こすことがある。 
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● LithoVue フレックススコープをレーザ砕石器とともに使用する場合は、手術室内の全員が、レー

ザ機器メーカの取扱説明書に準拠したレーザ保護ゴーグルを着用すること。 

● LithoVue フレックススコープの適合性要件に適合しない治療デバイスは使用しないこと。LithoVue

フレックススコープ、システムワークステーションまたは治療デバイスの損傷を招くことがある。 

● LithoVue システムの十分な性能が得られるように、使用前に LithoVue フレックススコープの規定

の点検と動作確認を実施すること。また、システムワークステーションが正しく設置されている

ことを確認すること。詳しくは、セクション 3.2 の「設置の確認」を参照すること。 

● 治療デバイスを挿入させたり、抜去させたりするときは、LithoVue フレックススコープの遠位先

端部を直線にすること。治療デバイスの取扱説明書に記載されている挿入に関する指示事項に従

うこと。患者の傷害、もしくは治療デバイスおよび LithoVue フレックススコープの損傷や不具合

を引き起こすことがある。 

● LithoVue フレックススコープは、ハンドルからシャフトへの移行部にストレインレリーフを備え

ている。ストレインレリーフは、使用中に本品を保護するものである。シャフトや光ファイバの

損傷を防ぐため、急な角度で曲げないこと。 

● セクション 3.4 の「LithoVue フレックススコープの液体適合性」で推奨されている液体や潤滑剤

のみを使用すること。 

● LithoVue フレックススコープに適合した機器のみを使用すること。LithoVue フレックススコープ

や治療デバイスの損傷を引き起こすことがある。 

● LithoVue フレックススコープの接続ケーブル（以下、フレックススコープケーブル）は、内視鏡

接続コネクタに簡単に接続できる。フレックススコープケーブルを接続できない場合は、フレッ

クススコープケーブルと内視鏡接続コネクタの矢印の位置が揃っていることおよび内視鏡接続コ

ネクタに損傷がないことを確認すること。フレックススコープケーブルを内視鏡接続コネクタの

中へ無理に押し込むと LithoVue フレックススコープやシステムワークステーションが損傷するこ

とがある。 

● ビデオの性能劣化やシステムの損傷を引き起こすことがあるため、濡れている、汚れているまた

は損傷しているコネクタケーブルプラグをシステムワークステーションに接続しないこと。 

● ビデオの性能劣化やシステムの損傷を引き起こすことがあるため、システムワークステーション

から接続ケーブルを引き抜かないこと。コネクタケーブルのプラグの止め輪をケーブルの方向に

スライドさせ、プラグを持ってケーブルを抜くこと。 

● システムワークステーションを他の医用電気機器の近くに配置すると電磁妨害（EMI）が生じてビ

デオ画像の劣化を招くことがある。また、システムワークステーションからの EMI が手術室内の

他の機器に影響を与えることもある。手技を開始する前にすべての電気機器が正常に動作してい

ることを確認すること。機器が正常に動作しなくなり、処置の遅延または有害事象を引き起こす

ことがある。 

● システムワークステーションの上に液体をこぼすと損傷やシャットダウンを引き起こすことがあ

る。システムワークステーションの上または近くに液体を置かないこと。 

● 組立て中および各使用の前にすべてのコンポーネントを点検して損傷の有無を確認すること。損

傷が認められるコンポーネントは使用しないこと。また、ボストン・サイエンティフィック ジャ

パン株式会社の担当営業に連絡し、修理を依頼すること。 
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 有害事象 

想定される合併症を以下に示す。 

● 出血 ● 疼痛 ● 敗血症 ● 尿管逆流 

● 剥離 ● 不快感 ● 腎不全 ● 血腫 

● 狭窄／絞窄 ● 尿嚢腫 ● 穿孔（尿管、腎盂 

または膀胱） 

● 尿路損傷 

● 炎症 ● 感染症  

● 破裂 ● 発熱 ● 血尿  

 梱包 

注意：システムワークステーションの梱包を点検し、梱包が開いているまたはコンポーネントに

損傷が認められる場合は使用しないこと。ラベル表示が不完全な場合や判読できない場合

は使用しないこと。 

注意：各コンポーネントを点検して損傷の有無を確認すること。損傷が認められる場合はコンポ

ーネントを使用せずに、ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社に連絡する

こと。 
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 システムワークステーションのコンポーネント 

システムワークステーションは、段ボール製の箱で出荷される。出荷箱の中には、システムワークステ

ーションの各コンポーネントが梱包されている。図 3.1 に各コンポーネント箱に入っている内容物の

詳細を示す。 

 

 

 

図 3.1 システムワークステーションの梱包 

 

 

 

 

タッチパネル PC 

ワーク 
ステーションカート 

梱包充てん材 

出荷用外箱 

ラベル 

出荷用パレット 

終的な梱包状態 
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タッチパネル PC の梱包 

● タッチパネル PC 

● 電源アダプタ 

● プラスネジ（M4×10 mm パンヘッド）8 個（タッチパネル PC をタッチパネル PC 取付け板に取り

付けるために 4 個必要、残りの 4 個は予備） 

● DVI ケーブル 

カートの梱包 

● キャスタ付きカートベース 

● カートポスト 

● 平ワッシャー（5/16 インチ）1 個、スプリングワッシャー（5/16 インチ）1 個および六角ボルト（5/16

インチ－18×1 インチ）1 個 

● タッチパネル PC 取付け板 

● カートハンドル（プラスネジ（10－32×9/16 インチ）2 個を取り付け済み） 

● 以下で構成される電源アダプタブラケットキット 

- 電源ホルダ（マジックテープおよびクランプブロック付き） 

- コード巻付け用フック（クランプブロック付き） 

- プラスネジ（10-32×9/16 インチ）2 個 

- ナイロン製ケーブルクランプ 1 個、平ワッシャー（#8）：1 個およびプラスネジ（8－32×1/4 イ

ンチ）1 個で構成される電源コードストレインレリーフキット 

● 以下で構成される金属部品袋 

- プラス平ネジ（10－32×9/16 インチ）タッチパネル PC 取付け板用 3 個 

- プラスドライバ（#2） 

- 六角レンチ（9/64 インチ）（傾斜調整ネジの調整に使用）  

- ソケットレンチ（1/2 インチ（13 mm）） 

- 手動チルトレキサン樹脂カバー1 個（オプション、タッチパネル PC 取付け板のネジカバー） 

 システムワークステーションの組立て 

注意：システムワークステーションのコンポーネントや部品を修理または改造しないこと。

LithoVue タッチパネル PC にはユーザが修理できるコンポーネントはない。 

カートの組立て 

次の手順に従ってカートを組み立てる。 

カートベースとカートポストの組立て 

1. カートの各コンポーネントを取り出す。カートポスト、カートベース、タッチパネル PC 取付け

板、カートハンドル、電力変圧器フックおよび金属部品は個別に包装され、カートの外箱に入っ

ている。 

2. セクション 3.1 の「システムワークステーションのコンポーネント」に記載されているすべてのコ

ンポーネントがあること、各コンポーネントに損傷のないことを確認する。 

3. カートポストをカートベースに差し込み、カートベースの底面が見えるようにアセンブリを横に

倒す。 
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4. 六角ボルト（5/16 インチ）1 個、5 平ワッシャー（5/16 インチ）1 個およびスプリングワッシャ（5/16

インチ）1 個を、図 3.2 に示すように取り付ける。まずボルトを手で回してから、1/2 インチ（13 

mm）ソケットレンチでボルト（1/2 インチ（13 mm））を完全に締め付けること。完全に固定され

て、ポストが回転しなくなるまでボルトを締め付ける必要がある。 

 

図 3.2 カートベースへのカートポストの取付け 

 

5. カートを垂直位置に戻して、3 個のキャスタのロックが押し下げられ、カートの位置が固定されて

いることを確認する。 

カートポストへのタッチパネル PC 取付け板の取付け 

カートポストの上部には、タッチパネル PC 取付け板が一方向にのみ取り付けられるようなパターンで

3 つの穴が開いている。また、タッチパネル PC 取付け板は、タッチパネル PC が常にカートの高さ調

整ノブの反対側に位置するように設計されている。次の手順に従いタッチパネル PC 取付け板をカート

ポストに固定する。 

1. 3 つの穴に合わせてタッチパネル PC 取付け板をカートポストに配置する。 

2. プラス平ネジ 3 個をタッチパネル PC 取付け板とカートポストに通す。ネジを手で回してからプ

ラスドライバでネジを締める。ネジが納まって完全に固定されるまで締め付けること。図 3.3 を参

照すること。 

3. 必要に応じて粘着性のあるレキサン樹脂カバーで取付け部の上面を覆うこと。 

カートポスト 

キャスタ付きカートベース 

平ワッシャー（5/16 インチ） 
スプリングワッシャ（5/16 インチ） 
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図 3.3 タッチパネル PC 取付け板の取付け 

カートハンドルの取付け 

1. 事前にカートハンドルに取り付けられている 2 個のネジをプラスドライバで外し、カートハンド

ルを 2 つの部品に分解する。 

2. カートラベルの下の位置でカートポストの周囲を挟むようにしてカートハンドルの 2 つの部品を

取り付ける。色の濃い方のハンドルの部品が、カートの高さ調整ノブと同じ方向を向くようにす

ること。図 3.4 および 3.5 を参照すること。 

3. 2 個のネジを差し込み、プラスドライバを使用してハンドルの 2 つの部品をカートポストの周囲

で緩みなくと固定する。ネジを締め過ぎないように注意すること。 

 

 

図 3.4 カートハンドルの取付け 

 

ネジ 3 個  
(No. 10-32×9/16 インチ） 

タッチパネル PC 
取付け板 

カートポストの上部 

カートポスト 
カートハンドル 

プラスネジ 
(10-32×9/16 インチ） 
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図 3.5 カートハンドルの正しい位置 

電源アダプタブラケットの取付け 

1. キャスタ付きカートベースから約 40 cm の位置でカートポストの周囲を挟むようにしてコード巻

付け用フックと電源アダプタブラケットのクランプブロックを取り付ける。図 3.10 を参照するこ

と。電源アダプタ用のマジックテープが、前方（パッチパネル PC の取付け方向と同方向）を向く

ようにする。電源アダプタの正しい取付けについては、図 3.9 を参照すること。 

2. 2 個のネジを差し込み、プラスドライバを使用してコード巻付け用フックと電源アダプタブラケ

ットをカートポストに緩みなく固定する。ネジを締め過ぎないように注意すること。 

カートへのタッチパネル PC の取付け 

次の手順に従いタッチパネル PC をカートに取り付ける。 

1. タッチパネル PC と他のコンポーネントを箱から取り出す。 

2. セクション 3.1 の「システムワークステーションのコンポーネント」に記載されているすべてのコ

ンポーネントが梱包に含まれ、各コンポーネントに損傷のないことを確認する。 

3. 傾斜調整レバーを緩めて取付け板がほぼ垂直になるように調整する。図 3.6 を参照すること。 

備考：タッチパネル PC 取付け板の調整が困難な場合は、傾斜調整ネジを緩める必要がある。傾

斜調整ネジの調整方法については、セクション 3.2 の「タッチパネル PC の傾斜調整」を参

照する。 

 

図 3.6 タッチパネル PC の傾斜調整レバー 

 

傾斜調整レバー 

高さ調整ノブ 
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4. 組立て中に取付け板が動かないように、傾斜調整レバーを締める。 

タッチパネル PC の裏側の取付け穴のうち、上側の 2 箇所の穴にネジ（M4×10 mm）の 2 個をプ

ラスドライバで取り付ける（図 3.7 を参照）。ネジの頭とタッチパネル PC の間の空間を約 6mm 残

しておく。 

 

図 3.7 タッチパネル PC 取付け穴 

5. タッチパネル PC を持上げて、取付け板上部の 2 箇所のスロットの中にタッチパネル PC の 2 個の

ネジ（M4×10 mm）をスライドさせる。その位置でタッチパネル PC を保持する。 

6. ネジ（M4×10mm）をタッチパネル PC 取付け板の下側の 2 箇所の穴に差し込み、プラスドライバ

を使用して締める。図 3.8 を参照すること。 

 

 

図 3.8 タッチパネル PC 取付け板の取付け 

7. タッチパネル PC を取付け板に合わせて保持しながら上側の 2 箇所のネジ（M4×10 mm）を締め

る。 

8. 電源アダプタの LED が見えるように、かつ、電源スイッチを下方に向けるようにして、電力変圧

器フックの中に取り付け、マジックテープで所定の位置に固定する。図 3.10 を参照すること。 

裏側の取付け穴 

スロット 
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9. AC 電源コードを電源アダプタに取り付ける。ナイロン製ケーブルクランプ（電源コードストレイ

ンレリーフキットに入っている）で AC 電源コードを保持すること。 

10. 平ワッシャー（#8）とプラスネジ（8-32×1/4 インチ）（電源コードストレインレリーフキットに入

っている）を使用してナイロン製ケーブルクランプをブラケットの底面に取り付ける。 

備考：ナイロン製ケーブルクランプのループが、電源アダプタブラケットの外側に向くようにす

る。図 3.9 を参照すること。 

 

図 3.9 電源コードストレインレリーフキットの取付け 

11. コード巻付け用フックに電源コードをまとめる。 

DC プラグをカートポストに沿わせて上方に引き上げ、タッチパネル PC の底面にある DC 電源ソ

ケットに接続する。 

 

 

図 3.10 電力変圧器フックの取付け 

 

プラスネジを取り付けたナイロン製 

ケーブルクランプ 

ストレインレリーフキット 

電源コードストレインレリーフキット 

フックの底面の拡大図 
正面図 

電源コード用フック 電源アダプタ 

マジックテープ付き 

電力変圧器フック 

クランプブロック 
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カートの調整 

カートには 2 つの調整機構がある。タッチパネル PC の高さは「高さ調整ノブ」で、タッチパネル PC

の傾斜は「傾斜調整レバー」で調整できる。図 3.11 を参照すること。 

 

図 3.11 カートの調整 

タッチパネル PC の高さ調整 

注意：タッチパネル PC のカートポストは空気圧駆動式であり、ロックが解除されると上方に動

く。高さ調整ノブを回す前に上方に障害物がないことを確認すること。高さ調整ノブを緩

めたら両側のホールドを使用してタッチパネル PC を保持し、タッチパネル PC のカートポ

ストの上方への動きをコントロールする。 

1. タッチパネル PC の高さを調整するには、タッチパネル PC を保持しながら高さ調整ノブを緩め

る。タッチパネル PC を希望の位置まで移動する。 

2. カートの高さ調整ノブを締める。 

タッチパネル PC の傾斜調整 

1. タッチパネル PC の傾斜を調整するには、カートの傾斜調整レバーを緩める。 

2. 希望の角度まで傾ける。 

3. 傾斜調整レバーを締め直す。 

4. タッチパネル PC が傾斜位置で維持できない場合は、カートに附属する六角レンチ（9/64 インチ

（3.5mm））を使用して傾斜調整ネジを左右均等に締め付ける。図 3.12 を参照すること。 

5. タッチパネル PC の傾斜調整が困難な場合は、カートに附属する六角レンチ（9/64 インチ（3.5 mm））

を使用して、調整ネジを左右均等に緩める。図 3.12 を参照すること。 

傾斜調整レバー 

高さ調整ノブ 
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図 3.12 カートの傾斜調整 

設置の確認 

組立てが完了したら、次の手順に従ってシステムワークステーションが正しく設置されていることを

確認する。 

1. カートおよびタッチパネル PC の取付けに使用されているすべての留め具が固定されていること

を確認する。 

2. システムワークステーションを病院の電源コンセントに接続する。電源アダプタがオンになると

電源アダプタの緑色の LED が点灯する。 

注意：感電を防ぐため、システムワークステーションを病院の電源コンセントに接続する前に DC

電源コードがタッチパネル PC に接続されていることを確認すること。 

3. 前面パネルの電源ボタンを押してシステムワークステーションの電源をオンにする（図 3.13 を参

照）。  

  

図 3.13 前面パネルの電源ボタン 

システムワークステーションに起動画面が表示される（図 3.14 を参照）。 

 

図 3.14 起動画面 

傾斜調整ネジ 

調整レバー 

電源ボタン 
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4. システムワークステーションの画像表示領域に LithoVue フレックススコープ未接続メッセージ画

面（図 3.15 を参照）が表示される。この画像が表示されればシステムワークステーションは正し

く機能しており、すぐに使用できる状態にある。 

 

図 3.15 フレックススコープ未接続メッセージ画面 

 

外部モニタまたは DVI 切替器を DVI ケーブルで接続する 

次の手順に従い、必要に応じて外部の DVI 適合モニタにライブビデオ画像を表示するか DVI 切替器を

使用して画像信号を分割することができる。 

1. 外部モニタまたは DVI 切替器が、セクション 3.4 の「システムワークステーション機器と治療デ

バイスの適合性」に記載されている仕様に適合していることを確認する。 

2. システムワークステーションの背面にある DVI 出力コネクタと外部モニタまたは DVI 切替器の

DVI 入力コネクタの間を附属の DVI ケーブルで接続する。図 4.3 を参照すること。 

3. 外部モニタの電源をオンにすると外部モニタにビデオ画像が表示されない（タッチ画面のボタン

は表示されない）。 

 輸送、使用および保管 

以下、システムワークステーションを正しく移動および保管するための情報が記載されている。 

1. 輸送中に電源コードが損傷しないように、カートのコード巻付け用フックに電源コードが巻かれ

ていることを確認する。 

2. ロック機構付きキャスタのペダルを引き上げてシステムワークステーションのロックを解除して

から移動する。システムの安全な移動を確保するため、車輪に障害物がないことを確認する。 

3. システムワークステーションは、衝撃やその他の不慮の被害から保護された安全な領域で保管す

ること。 

4. 保管領域の環境が表 3.1 に記載されている限界値の範囲内であることを確認すること。 

5. 保管領域で水漏れが起こる危険のないことを確認すること。 

6. ロック機構付きキャスタのペダルを押し下げてシステムの位置を固定する。これにより、意図せ

ずに車輪が転がったり、衝撃による損傷が生じる危険がなくなる。 
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表 3.1 輸送、使用および保管の環境限界値 

使用中の環境限界値 

周囲温度（°C） 10～35 

相対湿度（%） 30～75 RH（結露なきこと） 

大気圧（hPa） 700～1060 

輸送中および保管中の環境限界値 

周囲温度（°C） -20～60 

相対湿度（%） 10～90 RH（結露なきこと） 

大気圧（hPa） 500～1060 

 仕様および機器の適合性 

電気的仕様 

表 3.2 電源アダプタおよび電源コードの仕様 

注意：電源コードと電源アダプタは LithoVue システムと適合していなければならない。適合

性のある電源コードと電源アダプタがシステムワークステーションに附属されている。 

電源アダプタおよび電源コードの仕様 

電源アダプタのメーカ：Sinpro Electronics 社 
モデル：HPU101-105 

外部、100 ワット、100～240 V の 47～63 Hz AC 入
力、11～13 V DC 出力、医療グレード 

日本向け電源コード 
長  さ：2.5 メートル 
定格電圧：125 VAC 
定格電流：12 アンペア 

物理的仕様（公称値） 

表 3.3 タッチパネル PC の仕様 

タッチパネル PC の物理的仕様 

高さ 40.9 cm (16.1 インチ) 

幅 41.9 cm (16.5 インチ) 

奥行き 8.2 cm (3.2 インチ) 

重量 6.4 kg (14.1 ポンド) 

LCD パネルのサイズ 17" 5:4 

解像度 1280×1024 
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表 3.4 カートの仕様 

カートの物理的仕様 

高さ 
約 124 cm～157 cm（49～62 インチ） 
（カートポストの上面まで） 

ベースの直径 63.5 cm（25 インチ） 

重量（開梱後） 約 18 kg（40 ポンド） 

光源の出力（公称値） 

表 3.5 光源の出力 

光源の出力 

タイプ LED 

波長 375-800 nm 

『ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性』規格 IEC 62471 に従って試験済みである。 

医用電気機器のクラス分類 

表 3.6 医用電気機器のクラス分類 

LithoVue システムは、IEC 60601-1 および CAN/ CSA-C22.2 No. 60601-1 の各規格に適合している。 

医用電気機器のクラス分類 

電撃に対する保護の形式による分類 クラス I 機器 

電撃に対する保護の程度による装着部の分類 BF 形装着部（LithoVue フレックススコープ） 

システムワークステーションの液体の浸入に
対する保護の程度 IPX0 

LithoVue フレックススコープの液体の浸入に
対する保護の程度 IPX2 

動作モード 連続作動 

酸素を豊富に含む環境での使用への適合性 機器は可燃性ガスの存在下での使用に適さない 

設置および使用 モード 

LithoVue フレックススコープの液体適合性 

LithoVue フレックススコープは、血液、尿、生理食塩水、造影剤、石油系および水性の潤滑剤などの処

置関連の液体への曝露に耐性を示すことが確認されている。 

システムワークステーション機器と治療デバイスの適合性 

備考：接続されたすべての機器（DVI 切替器、外部モニタなど）は、適用される電気的安全性規

格に適合している必要がある。使用する前にシステムが正しく機能することを確認するこ

と。 
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● LithoVue フレックススコープと適合性があるのはシステムワークステーションのみである。 

● DVI ケーブル － 本システムには 15 フィート（約 4.57m）までの DVI デュアルリンクケーブルが

使用できる。 

● DVI 切替器 － 本システムには DVI デュアルリンクで電源駆動される切替器を使用できる。 

● モニタの適合性要件 － DVI 入力を備え、5:4 および 16:9 のいずれの縦横比においても 低解像

度 1280×1024 が必要である。 

ソフトウェア情報 

ソフトウェアのバージョンは、ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社が管理している。

現在のバージョンは、システムワークステーションの画面の BSC ロゴの下に表示される。 

 LithoVue システム 

 システムワークステーションの機能部とユーザインターフェース 

システムワークステーションの前面パネルの機能部とユーザインターフェース 

システムワークステーションの前面パネル（図 4.2 を参照）には、次の機能部がある。 

● メイン操作画面 － カラー液晶タッチスクリーンディスプレイ（LCD）がライブビデオ画像を

表示してグラフィカルユーザインターフェース（GUI）を提供する。ユーザは、画面の操作部をタ

ッチしてシステムを操作することができる。 

備考：システムワークステーションは、手袋をしてもタッチ操作できる。 

● 電源ボタン － システムワークステーションが電源に接続されていれば、前面パネルの電源ボ

タンを押すことにより電源が入る。システムワークステーションの電源がオンのときに再度電源

ボタンを押すとシステムの電源が切れる。システムワークステーションの電源がオンのとき電源

ボタンは青色になる。 

備考：タッチパネル PC の前面には 2 つのボリューム調整ボタンがあるが、これらのボリューム

調整ボタン（図 4.1 を参照）は機能しない。システムワークステーションの前面には、2 つ

の画面輝度ボタンがある。これらを調整することにより画面の輝度を変更できる。 

 

図 4.1 前面パネルの電源ボタン 

● フレックススコープのコネクタケーブルプラグのソケット（内視鏡接続コネクタ）– LithoVue フ

レックススコープのコネクタケーブルのプラグは、システムワークステーションの前面のソケッ

トに接続される。 

画面輝度調整ボタン 
ボリューム調整ボタン

（非機能） 
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図 4.2 システムワークステーションの前面パネルの機能部 

システムワークステーションの背面パネルの機能部 

背面パネルには以下の機能部がある。 

● DVI 出力コネクタ －（図 4.3 を参照）適合性のある DVI 対応モニタまたは DVI 切替器に用い

る。適合性のあるモニタおよび DVI 切替器について詳しくは、セクション 3.4 の「システムワー

クステーション機器と治療デバイスの適合性」を参照すること。 

● DC 電源コード接続コネクタ －（図 4.3 を参照）タッチパネル PC の電源コードを接続する。  

● ラベル － 規制およびメーカに関する情報が記載されている。 

 

図 4.3 システムワークステーションの背面パネルの機能部 

 システムワークステーションカートの機能部 

カートには、以下の機能部がある（図 4.4 を参照）。 

● ロック付きキャスタ － キャスタは 3 つあり、使用中および保管中の安定性を保つ。 

● ハンドル － システムワークステーションの移動を容易にする。 

● コード巻付け用フック － 使用中および保管中の電源コードの収納に使用する。 

● 電源アダプタブラケット － 電源アダプタをカートに固定する。 

● 高さ調整 － タッチパネル PC の高さは、124cm～157cm の範囲で調整できる。タッチパネル PC

の高さを調整する方法について詳しくは、セクション 3.2 の「カートの調整」を参照すること。 

● 傾斜調整 － カートの傾き傾斜調整レバーを使用して、タッチパネル PC の表示角度を調整で

きる。タッチパネル PC の傾斜を調整する方法について詳しくは、セクション 3.2 の「カートの調

整」を参照すること。 

操作スクリーン 

電源ボタン 

内視鏡接続コネクタ  
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図 4.4 カートの機能部 

調整レバー 

高さ調整ノブ 

ハンドル 

電源コード用フック 電力変圧器フック 

キャスタ（3 つはロック付き） 
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 メイン操作画面 

メイン操作画面の機能部 

本セクションでは、メイン操作画面（図 4.5 を参照）の機能部について説明する。 

備考：画面上のボタンは、指で押すと反応する。 

 

図 4.5 メイン操作画面 

ライトオン／オフボタン 

システムワークステーションの電源をオンにして新しい LithoVue フレックススコープを接続すると、

既定値ではライトオンになる。その後、システムワークステーションの電源がオンの間にスコープを

接続すると既定値はライトオン／オフボタンの状態に応じてオンまたはオフになる。 

ライトオン／オフボタンを押すたびに、スコープの光源のオンとオフが切り替わる。 

 

ライトオンインジケータ 

ライトオンボタンを押すと、アイコンが切り替わってすぐに点灯し、ボタンが押されたことが分かる。 

 

押された後のライトオフボタン 

しばらくすると、ライトオン／オフボタンはライトオフインジケータの表示に変わる。 

 

ライトオフインジケータ 

ライトオフボタンを押すと、アイコンが切り替わってすぐに点灯し、ボタンが押されたことが分かる。 

 

押された後のライトオンボタン 

しばらくするとライトオン／オフボタンはすでに示したライトオンインジケータの表示に変わる。 

ライトオン／オフ 

画像輝度 

画像輝度インジケータ 残り時間インジケータ 

ライブビデオ画像／メ

ッセージ表示領域 

操作部切替え 
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画像輝度調整ボタン 

ライトがオンのときに△ボタンを押すと画像輝度が上がり、▽ボタンを押すと画像輝度が下がる。ボ

タンを押すたびにボタンはすぐに点灯し、ボタンが押されたことが分かる。その後、ボタンは既定値の

状態になる。 

 既定値の画像輝度調整ボタン 

  

 押された後の画像輝度調整ボタン 

  

画像輝度インジケータ 

インジケータのバーが点灯することにより、画像輝度が示される。ユーザが画像輝度調整ボタンを使

用して調整できる輝度レベルは 5 段階である。 

 

 

残り時間インジケータ 

LithoVue フレックススコープは、単回使用機器である。システムワークステーションは LithoVue フレ

ックススコープが接続されている時間をモニタしてユーザにタッチパネル上でアイコンを用いて表示

される。 

このインジケータのバーと色が表 4.1 に示すように変化して、LithoVue フレックススコープの状態が

示される。 

残り時間インジケータがオレンジ色に点滅すると、ユーザは 30 分で処置を完了する必要があり、その

後は LithoVue フレックススコープが機能しなくなる。 

残り時間がなくなると残り時間インジケータの表示が消えて、「使用時間超過」メッセージ画面がモニ

タに表示される。使用時間超過メッセージ画面について詳しくは、セクション 4.3 の「メッセージ画面」

を参照する。 

処置に追加時間が必要な場合は、「使用時間超過」メッセージが表示された後で新しい LithoVue フレッ

も低い設定 も高い設定 

（ライト出力なし） （ 大のライト出力） 

(レベル)  1    2    3    4    5    6 
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クススコープを使用する必要がある。 

表 4.1 LithoVue フレックススコープの残りの動作時間を示す記号 

アイコンの色／ 
状態 緑色のアイコン 黄色のアイコン 

オレンジ色の 
アイコン 

オレンジ色の 
アイコンの点滅 

アイコン     

ユーザの対応 
処置を進める。 

対応は不要。 

処置を進める。 

対応は不要。 

処置を進める。 

残り時間に注意する。 

スコープの残り使用時間
は 30 分である。 
追加時間が必要な場合は
新しいスコープが必要。 

操作部切替えボタン 

操作部切替えボタンを押すと、ユーザが使いやすいように操作ボタンとインジケータを画面の反対側

に移動できる（図 4.6a および 4.6b を参照）。次回のシステム起動時には、システムはユーザが 後に

選択したいずれかの側に操作ボタンとインジケータが初期設定表示される。 

 操作部切替えボタン 

操作部切替えボタンを押すとボタンがすぐに点灯して、ボタンが押されたことが分かる。 

 押された後の操作部切替えボタン 

 

図 4.6a メイン操作画面－操作部は左側 

 

図 4.6b メイン操作画面－操作部は右側 
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ビデオ画像表示領域 

この領域にはビデオ画像が表示される。また、ビデオ画像の代わりにシステムメッセージ画面を表示

するためにも使用される。メッセージ画面について詳しくはセクション 4.3 の「メッセージ画面」を参

照すること。 

メッセージ画面 

システムの状態または問題は 5 種類のメッセージアイコンでメイン画像領域に表示される（図 4.7 を

参照）。エラーメッセージが表示された場合のシステムワークステーションのトラブルシューティング

について、詳しくはセクション 7 の「トラブルシューティング」を参照すること。 

 

アイコン 意味 

 
 
 
 

 

LithoVue フレックススコープに問題がある 

 
 
 
 

 

LithoVue フレックススコープが接続されていない 

 
 
 
 

 

LithoVue フレックススコープを初期化している 

 
 
 
 
 

システムワークステーションにハードウェア異常がある 

 
 
 
 

 

LithoVue フレックススコープの使用時間が超過している 

図 4.7 システムワークステーションのメッセージ画面 

 システム操作 

 システムワークステーションの起動 

次の手順に従い、システムワークステーションを起動する。 

1. システムワークステーションを病院の電源コンセントに接続する。電源アダプタがオンになると

電源アダプタの緑色の LED が点灯する。 

注意：感電を防ぐため、システムワークステーションを病院の電源コンセントに接続する前に、

DC 電源コードがタッチパネル PC に接続されていることを確認する。また、システムワー

クステーションを起動する前に、病院の電源コンセントに電源コードが完全に差し込まれ

ていることを確認する。 
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注意：システムワークステーションの電源コードは、切断しないように配線する。 

2. 前面パネルの電源ボタンを押してシステムワークステーションの電源をオンにする。 

3. システムワークステーションに起動画面が表示される（図 5.1 を参照）。 

 

図 5.1 起動画面 

4. LithoVue フレックススコープが未だ接続されていない場合には、システムワークステーションの

モニタにフレックススコープ未接続メッセージ画面（図 5.2 を参照）が表示される。 

 

図 5.2 LithoVue フレックススコープ未接続メッセージ画面 

5. LithoVue フレックススコープケーブルをシステムワークステーションの前面パネルにある内視鏡

接続コネクタに接続する。その際は、コネクタケーブルのプラグに付いている三角形とシステム

ワークステーションの前面パネルの三角形の位置を揃える。 

備考：LithoVue フレックススコープは、システムワークステーションの電源をオンにする前に接

続できる。この場合、システムはすぐにスコープの初期化を実施してからライブ画像を表

示する。 

注意：LithoVue フレックススコープケーブルは、内視鏡接続コネクタに簡単に接続できる。コネ

クタケーブルのプラグを接続できない場合は、プラグと内視鏡接続コネクタの矢印の位置

が揃っていることを確認する。コネクタケーブルのプラグをケーブルソケットの中へ無理

に押し込むとシステムワークステーションが損傷することがある。 

6. LithoVue フレックススコープが接続されるとシステムワークステーションに初期化画面が表示さ

れる（図 5.3 を参照）。初期化処理が完了するとシステムワークステーションに画像が表示される。

また、表示画面の下部にプログレスバーが現れて、システムワークステーションが LithoVue フレ
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ックススコープから較正情報をダウンロードしていることが示される（図 5.4 を参照）。LithoVue

フレックススコープが較正を完了するまで、画像は 終的なものにはならない。 

 

図 5.3 LithoVue フレックススコープ初期化画面 

 

図 5.4 較正中画像の表示および較正読込みのプログレスバー 

7. LithoVue フレックススコープの較正情報のダウンロードが完了すると、システムワークステーシ

ョンのモニタにイブビデオ画像が表示される（図 5.5 を参照）。 

 

図 5.5 ビデオ画像を表示する LithoVue システム 

 ビデオ画像の画質の確認 

処置を開始する前に、LithoVue フレックススコープの遠位先端部を目標物に近い位置（シャフト径と

同程度の距離）で保持し、ビデオモニタの表示が鮮明でフォーカスされていることを確認すること。ま

た、モニタの画像がリアルタイムに表示されていること、画像の方向が正しいことを確認する。 

画像がリアルタイムに表示されていない場合、画像の方向が正しくない場合、および画像が鮮明でな

基本画像 
LithoVue フレックススコープの

較正情報のダウンロードが完了

するまで表示される  

較正中の白いプログレスバー  
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いまたはフォーカスされていない場合は、セクション 7 の「トラブルシューティング」を参照して、処

置を開始する前に問題を解決する。 

DVI 切替器や外部モニタを使用している場合は、処置を開始する前に画像が正しく表示されているこ

とを確認する。 

 ビデオ画像の輝度調整 

LithoVue システムは、治療部位の適切な画像表示が得られるように自動的に光源を調整する。ただし、

ビデオ画像の輝度はユーザがさらに変更することができる。 

ビデオ画像の画面に表示される輝度を上げるには△ボタンを押し、下げるには▽ボタンを押す。画像

輝度のスケールが、光源の相対的な輝度を画像に反映させる。 

 処置の実施 

以下の手順に従い、システムワークステーションによる処置を実施する。ただし、セクション 3 の「梱

包」に記載されている手順に従って、システムワークステーションの受取り、点検、組立ておよび設置

確認が完了していることが前提である。 

内視鏡治療への LithoVue システムの使用 

LithoVue システムを内視鏡処置に使用する手順を以下に示す。 

1. システムワークステーションを病院の電源コンセントに接続する。 

2. 処置中にユーザが使いやすい位置にシステムワークステーションを配置する（セクション 3.2 の

「カートの調整」で説明されている、タッチパネル PC の高さと傾斜調整も実施すること）。 

3. システムワークステーションを配置したら、使用中に誤って動かさないようにカートのキャスタ

をロックする。配置し直す場合はキャスタのロックを解除してから移動し、システムを使用する

前に再度ロックする。システムワークステーションの換気口付近には物を置かないこと。 

注意：タッチパネル PC のカートポストは空気圧駆動式で、ロックが解除されると上方に動く。

高さ調整ノブを回す前に上方に障害物がないことを確認する。高さ調整ノブを緩めたら、

タッチパネル PC を保持し、タッチパネル PC のカートポストの上方への動きをコントロー

ルする。 

4. 前面パネルの電源ボタンを押してシステムワークステーションの電源をオンにする。処置に進む

前にシステムワークステーションの電源がオンになっていることを確認する。 

5. ユーザが使用しやすいように、必要に応じて「操作部切替え」ボタンを押して、画面上の操作部の

位置を変更する。 

6. LithoVue フレックススコープを梱包から取り出し準備および点検すること。 

7. システムワークステーションの前面パネルにある内視鏡接続コネクタにコネクタケーブルのプラ

グを差し込む。その際は、コネクタケーブルのプラグに付いている三角形とシステムワークステ

ーションの前面パネルの三角形の位置を揃える。 

8. 点検および動作確認の手順に従い、正常に機能していることを確認する。 
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9. ビデオ画像の画質とリアルタイム表示を確認する。必要に応じて、「ライトオン／オフ」ボタンを

押して LithoVue フレックススコープのライトをオンまたはオフにする。すぐに処置を行わない場

合は、必要になるまでライトをオフにすることを推奨する。 

10. 必要に応じて灌流液／造影剤を LithoVue フレックススコープに接続する。 

11. 画像にて随時位置を確認しながら LithoVue フレックススコープを目標部位に挿入する。 

12. 処置中は必要に応じて、「ライトオン／オフ」ボタンを押してライトをオンまたはオフにする、あ

るいは「画像輝度」操作ボタンを使用して輝度を調整する。 

13. 診断および治療しやすいようにコントロールレバーを随時使用して遠位先端部を湾曲させる。 

警告：ビデオ画像が映らなくなった場合、または使用に耐えなくなった場合は、手技を中止し、

LithoVue フレックススコープを先へ進めないこと。ワーキングチャンネル内に処置具を挿

入したり、先へ進めたり、作動させたりしないこと。 

14. 治療デバイスを挿入して診断および治療を行う場合は、LithoVue フレックススコープのワーキン

グチャンネルを使用する。 

15. LithoVue フレックススコープを患者から抜去する。 

16. LithoVue フレックススコープのプラグをシステムワークステーションから抜く。その際は、コネ

クタケーブルのプラグの止め輪をケーブルの方にスライドさせ、プラグを引いてケーブルを外す。 

注意：システムワークステーションからフレックススコープケーブルを抜く際は、ケーブルを引

っぱらないこと。フレックススコープケーブルの不適切な引抜きにより、システムワーク

ステーションが損傷することがある。 

 システムワークステーションの安全なシャットダウン 

処置の終了時または処置中にシステムワークステーションをシャットダウンする場合は、次の手順に

従うこと。 

1. 処置中に再起動する必要がある場合は、システムワークステーションの前面にある「電源」ボタ

ンを押して電源を切る。再度「電源」ボタンを押すとシステムは再起動する。 

2. 処置の終了時にシステムをシャットダウンするには、次の手順に従う。 

a) LithoVue フレックススコープを患者から抜去する。 

備考：LithoVue フレックススコープのプラグをシステムワークステーションから外すことは、シ

ステムワークステーションの電源を切る前でも後でも行うことができる。 

b) システムワークステーションの前面にある「電源」ボタンを押して電源を切る。 

c) 使用後は、セクション 6 の「クリーニングと保守」に従いシステムワークステーションのク

リーニングを行う。 

 製品、治療デバイスおよび梱包材の廃棄 

病院、行政、または地方自治体の方針に従い、すべての製品、治療デバイスおよび梱包材を廃棄する。 
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 クリーニングと保守 

 システムワークステーションのクリーニング 

注意：感電を防ぐため、システムワークステーションのクリーニングを行う前に電源コンセント

から電源コードを外す。 

病院環境で一般に使用されている研磨剤を含まない中性洗剤を使用することができる。システムワー

クステーションは、以下の洗浄剤との適合性が確認されている。 

● 70%イソプロピルアルコール 

● 10%塩化アンモニウム 

● 6%次亜塩素酸ナトリウム 

タッチパネル PC にクリーニング溶液を直接スプレーしないこと。クリーニング溶液をクロスに湿らせ

て、外側表面を拭く。 

注意：システムワークステーションの損傷を防ぐためにタッチパネル PC のケース、電源コード

の接続部、接続ケーブルのプラグ等接続部の中に液体を浸入させないこと。 

注意：界面活性剤を含んだ洗浄剤や消毒剤を使用しないこと。内視鏡ケーブル接続口に界面活性

剤の残留物が付着し、システムワークステーションの不具合を起こすことがある。 

 保守、修理および部品交換 

● タッチパネル PC 

タッチパネル PC のケースを分解しないこと。タッチパネル PC には修理できるコンポーネントは

ない。また、定期保守や較正は不要である。修理が必要な場合は、ボストン・サイエンティフィッ

ク ジャパン株式会社の担当営業に連絡すること。 

● カート 

タッチパネル PC の取付けに使用しているすべての留め具を定期点検し、必要に応じて締め直す

必要がある。 

使用毎に、カートの傾斜と高さの調整機構が機能していることを確認する。カートの傾斜と高さ

を調整する方法については、セクション 3.2 の「カートの調整」を参照すること。 

● 電源アダプタおよび電源コード 

電源アダプタまたは電源コードの不具合が生じた場合は、交換用コンポーネントをボストン・サ

イエンティフィック ジャパン株式会社から取り寄せることができる。 

警告：本品との適合性が確認できている電源アダプタや電源コード以外のものを使用すると、シ

ステムワークステーションの損傷を引き起こす場合がある。 

新しい電源アダプタおよび電源コードへの交換は、セクション 3.2 の「システムワークステーシ

ョンの組立て」に記載されている取付け手順に従うこと。 
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 トラブルシューティング 

ほとんどの動作上の問題は容易に解決できる。LithoVue システムが動作しない場合は、本セクション

に記載されている手順を用いて問題の解決を図ること。 

本セクションには、システムワークステーションを主電源から切断する方法に加えて、以下の状況に

対するトラブルシューティングの手順が記載されている。 

1. ビデオ画像が映らない（画像が消える、画像がフリーズする、画像が遅延する、またはその他の画

像関連の不具合を含む）。 

2. LithoVue フレックススコープの湾曲部を操作できない。 

3. システムワークステーションの電源が切れる。 

4. ハードウェア障害またはソフトウェア障害によりシステムワークステーションが動作しなくなる。 

 システムワークステーションを主電源から分離する方法 

システムワークステーションを電源コンセントから分離するには、システムワークステーションから

電源コードを外す。 

注意：主電源からの切断が困難な場所にシステムワークステーションを配置しないこと。 

 ビデオ画像が映らない 

注意：ビデオ画像が映らなくなった場合は手技を中止し、LithoVue フレックススコープを先へ進

めないこと。ワーキングチャンネル内に処置具を挿入したり、先へ進めたり、操作したり

しないこと。LithoVue フレックススコープが見えない状態で操作すると有害事象や内視鏡

の損傷を引き起こす場合がある。 

システムワークステーションにユーザメッセージが表示されたら、表 7.1 を参照して考えられる原因

とトラブルシューティングの手順を確認する。ユーザメッセージが表示されない場合は、次の手順に

従って問題を解決すること。 

1. システムワークステーションから LithoVue フレックススコープを外す。 

2. 接続ケーブル、プラグおよび内視鏡接続コネクタに損傷がないことを確認する。 

3. 接続ケーブルのプラグと内視鏡接続コネクタに汚れがなく、濡れていないことを確認する。 

4. LithoVue フレックススコープをシステムワークステーションに接続し直す。完全に挿入されるま

でコネクタに押し込む。 

5. ビデオ画像を確認する。ビデオ画像が使用できない場合は、手順 6 に進む。 

6. システムワークステーションの電源をオフにする。 

7. システムワークステーションの電源をオンにする。 

8. ライブ画像を復旧できない場合は LithoVue フレックススコープの使用を中止し、次の手順を実施

して取り外す。 

a. コントロールレバーをニュートラルの位置に戻す。これで先端部は湾曲のない位置に戻る。
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LithoVue フレックススコープの湾曲部の状態は画像診断法で確認できる。 

b. LithoVue フレックススコープを患者からゆっくり抜去する。抵抗を感じたら、画像診断法に

よって抵抗の原因を調査してから、手技を継続する。 

c. LithoVue フレックススコープを病院、行政、または地方自治体の方針に従って廃棄し、別の

スコープを用いて処置を完了する。 

新しい LithoVue フレックススコープの接続後も画像の問題が解決されない場合は、ボストン・サイエ

ンティフィック ジャパン株式会社の担当営業に連絡する。 

 LithoVue フレックススコープの湾曲部を操作できない 

注意：LithoVue フレックススコープの湾曲部が操作できなくなった場合は手技を中止する。

LithoVue フレックススコープを先へ進めない。また、ワーキングチャンネル内に処置具を

挿入したり、先へ進めたり、作動させたりしないこと。 

湾曲操作に対する応答がなくなった場合は、次の手順を実施して LithoVue フレックススコープの使用

を中止すること。 

1. コントロールレバーをニュートラルの位置（湾曲のない状態）に戻す。 

2. 先端部が湾曲のない状態にあることを画像診断法によって確認する。 

3. 先端部が湾曲したままの状態にある場合は、コントロールレバーと画像診断法を使用して先端部

を直線にする。 

4. コントロールレバーを使用して先端部を直線にできない場合は、次の手順に従って 0.035 インチ

（0.89 mm）以上の超硬質ガイドワイヤを柔らかい方の先端からワーキングチャンネルに通すこと

で、先端部を直線にするための補助にできる。 

a. LithoVue フレックススコープのハンドルを安定した状態にして、アクセスポートからガイド

ワイヤを挿入する（図 7.1 を参照）。 

 

図 7.1 LithoVue フレックススコープ 

コントロールレバー 

接続ケーブル 
およびプラグ 

ストレインレリーフ 
（張力緩和部） 

ハンドル 

アクセスポート 

フレキシブル

シャフト 

潅流ポート 

連結可動域 

先端部 
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b. ガイドワイヤが視野に入る 初の入口部のライブビデオ画像を観察しながらガイドワイヤを

ゆっくり進める。 

c. ガイドワイヤの硬質部が遠位先端部から現れてライブビデオ画像で見えるようになったらガ

イドワイヤの前進を停止する。 

d. エックス線透視法または他の画像診断法を使用してシャフトが直線になったことを確認する。 

e. LithoVue フレックススコープを患者からゆっくり抜去する。エックス線スポット透視画像法

または他の画像診断法を使用して監視すること。抵抗を感じたら、抵抗の原因を調査して対

策を講じてから手技を継続すること。 

f. 病院、行政、または地方自治体の方針に従って LithoVue フレックススコープを廃棄する。 

 システムワークステーションの電源が切れる 

注意：システムワークステーションの電源が切れた場合、ライブ画像を確認できない状態では尿

管鏡および処置具をワーキングチャンネル内で進めないこと。 

次の手順に従って電源が切れた状態から復旧する。 

1. 電源ボタンを押して再起動する。 

2. 電源ボタンを押してもシステムワークステーションの電源が入らない場合は、本品が病院の電源

コンセントに接続されていること、電源コードがシステムワークステーションに接続されている

ことおよび電源アダプタの緑色の LED が点灯していることを確認する。 

3. それでも起動しない場合は、病院の電源コンセントが正常に機能していることを確認してからシ

ステムワークステーションを再起動する。 

4. 病院の電源コンセントの確認後もシステムワークステーションが起動しない場合は、ボストン・

サイエンティフィック ジャパン株式会社の担当営業に連絡し、修理を依頼する。 

 システムワークステーションが動作を停止する 

注意：システムが異常停止した場合、ライブ画像を確認できない状態では内視鏡および処置具を

進めない。 

システムワークステーションが動作を停止した場合は、次の手順に従って復旧する。 

1. シャットダウンするまで電源ボタンを押す。 

2. 電源ボタンを押して再起動する。 

それでもシステムワークステーションが起動しない場合は、ボストン・サイエンティフィック ジャパ

ン株式会社の担当営業に連絡し、修理を依頼すること。 
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表 7.1 システムワークステーションのトラブルシューティング一覧 

ユーザメッセージ 考えられる原因 対策 

モニタに LithoVue フレックスス

コープ未接続アイコンが表示さ

れる 

 

フレックススコープケーブル

が、システムワークステーショ

ンのケーブルソケットに正しく

または完全に挿入されていな

い。 

LithoVue フレックススコープを取り外

す。接続端子に汚れがなく、濡れていな

いことを確認する。フレックススコープ

ケーブルのプラグと内視鏡接続コネク

タの位置合せが正しいことを確認する。

ソケットにプラグが完全に差し込まれ

ていることを確認する。 
接続を繰り返してもユーザメッセージ

が消えない場合は、LithoVue フレックス

スコープを交換する。 

LithoVue フレックススコープに

破損または欠陥がある。 

非適合機器を接続している。 
不適合機器を LithoVue フレックススコ

ープに交換する。 

モニタに LithoVue フレックスス

コープエラーアイコンが表示さ

れる 

 

LithoVue フレックススコープに

不具合がある、較正データがな

い、または較正データが破損し

ている。 

LithoVue フレックススコープを取り外

す。接続端子に汚れがなく、濡れていな

いことを確認する。フレックススコープ

ケーブルのプラグと内視鏡接続コネク

タの位置合せが正しいことを確認する。

ソケットにプラグが完全に差し込まれ

ていることを確認する。 
接続を繰り返してもユーザメッセージ

が消えない場合は、LithoVue フレックス

スコープを交換する。 

モニタにハードウェアエラーア

イコンが表示される 

 

LithoVue フレックススコープに

不具合がある。 

LithoVue フレックススコープを取り外

す。接続端子に汚れがなく、濡れていな

いことを確認する。フレックススコープ

ケーブルのプラグと内視鏡接続コネク

タの位置合せが正しいことを確認する。

ソケットにプラグが完全に差し込まれ

ていることを確認する。 
接続を繰り返してもユーザメッセージ

が消えない場合は、下の手順に進む。 

システムワークステーション内

部のハードウェアの伝達系が故

障している。 

システムワークステーションを再起動

する。それでも解決しない場合は、ボス

トン・サイエンティフィック ジャパン

株式会社に連絡して修理を依頼する。 

モニタに LithoVue フレックスス

コープの使用時間超過アイコン

が表示される 

 

LithoVue フレックススコープの

使用時間が超過している。 
LithoVue フレックススコープを廃棄し、

新品と交換する。 
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ユーザメッセージ 考えられる原因 対策 

電源ボタンを押してもシステム

ワークステーションが起動しな

い 

AC 電源コードが電源アダプタに

正しく接続されていない、また

はAC電源コードが病院の電源コ

ンセントに緩みなく接続されて

いない。 

AC 電源コードの両端が電源アダプタと

電源コンセントに緩みなく接続されて

いることおよび電源アダプタの緑色の

LED が点灯していることを確認する。 

DC 電源コードが、タッチパネル

PC の背面に奥まで接続されてい

ない。 

DC 電源コードが、タッチパネル PC のソ

ケットに奥まで接続されていることを

確認する。 

AC 電源ソケットに電源が供給さ

れていない。 
病院の電源ソケットを点検する。 

電源アダプタに欠陥がある。 
ボストン・サイエンティフィック ジャ

パン株式会社に連絡する。 

システムワークステーションの

前面パネルの電源ボタンは点灯

するが、起動画面が表示されな

い 

起動に問題がある。 

電源ボタンを押し続けてシステムワー

クステーションをシャットダウンして

から、システムワークステーションを再

起動する。問題が再発する場合は、ボス

トン・サイエンティフィック ジャパン

株式会社に連絡する。 

ビデオ画像が暗すぎる 

光源用ライトがオフになってい

る。 
ライトオン／オフボタンを押して、光源

をオンにすること。 

照度設定が低すぎる。 

輝度調整ボタンを使用して、輝度を調整

する。輝度設定を変更しても問題が解決

しない場合は、LithoVue フレックススコ

ープを交換する。 

LithoVue フレックススコープの

遠位先端部が組織片で覆われて

いる。 

15～70 パーセントのアルコールを含む

純水を含ませた綿棒で遠位先端部を拭

く。 

ビデオ画像が明るすぎる 照度設定が高すぎる。 
輝度調整ボタンを使用して、輝度を調整

する。 

ビデオ画質が低い 

システムワークステーションと

他の医用電気機器との距離が近

すぎる。 

システムワークステーションの設置場

所が、セクション 9の「電磁両立性（EMC）

の要求事項」に記載されている電磁両立

性の要求事項に適合していることを確

認する。 

他の医用電気機器をシャットダウンし

て、どの機器に原因があるかを特定す

る。他の医用電気機器の取扱説明書に従

って、機器を正しく配置する。 

画像処理に問題がある。 

電源ボタンを押し続けてシステムワー

クステーションをシャットダウンして

から、システムワークステーションを再

起動する。問題が再発する場合は、ボス

トン・サイエンティフィック ジャパン

株式会社に連絡する。 

フレックススコープの遠位先端

部が組織片で覆われている。 

遠位先端部を 15～70 パーセントのアル

コールを含む純水と綿棒を使用して拭

き、クリーニングする。 
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ユーザメッセージ 考えられる原因 対策 

補助の表示に問題がある（ビデ

オ画質が低い、または表示され

ない）。 

外部ビデオモニタまたは DVI 切

替器が、LithoVue DVI 出力信号

と適合性がない、または正しく

設定されていない。 

すべてのケーブル配線を点検し、緩み

なく接続されていることを確認する。 

セクション 3.4 の「システムワークス

テーション機器と治療デバイスの適合

性」に記載されている適合性要件を確

認する。 

外部モニタのユーザガイドを確認し、

モニタを DVI ビデオ規格に設定する。 

上記のトラブルシューティングの手順に従っても問題を解決できない場合は、ボストン・サイエンテ

ィフィック ジャパン株式会社の担当営業に連絡し、修理を依頼すること。 

 修理と保証 

 保証とサービス 

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社の担当営業まで問い合わせること。 

 電磁両立性（EMC）の要求事項 

 ガイダンスと製造元の宣言－電磁放射 

LithoVue システムは、下記（表 9.1）のように規定される電磁環境下での使用が意図されている。シス

テムワークステーションを使用する前に稼働環境がこれらの要件に適合していることを確認すること。 

安全テストが完了しても LithVue システムが引き続き本書に規定されている性能を維持していること

を確認すること。 

表 9.1 エミッションへの適合 

放射試験 適合 電磁環境－ガイダンス 

RF エミッション 
CISPR 11 

グループ 1 

LithoVue システムでは、内部機能にのみ高周波（RF）
のエネルギーを使用する。そのため、RF 放射量は極め

て少なく、周辺の電子装置に対する干渉の原因となる

ことはないと考えられる。 

RF エミッション 
CISPR 11 

クラス A 
LithoVue システムは一般家庭を除くあらゆる施設での

使用に適しており、一般住宅用として使用される建物

に電力を供給する公共の低電圧電源ネットワークに

直接接続して使用することができる。 

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発生 
IEC 61000-3-3 

適合 
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 ガイダンスと製造元の宣言 － すべての機器とシステムに対するイミュニティ 

LithoVue システムは、下記（表 9.2）のように規定される電磁環境下での使用が意図されている。シス

テムワークステーションを使用する前に稼働環境がこれらの要件に適合していることを確認すること。 

表 9.2 イミュニティへの適合 

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 

床は木材、コンクリートまたはセ
ラミックタイル製であることが望
ましい。床が合成材料で覆われて
いる場合は、相対湿度が 30％以下
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 電源ライン 

± 1 kV 入出力ライン 

± 2 kV 電源ライン 

± 1 kV 入出力ライン 

主電源の品質が通常の商業または
病院環境で使用されているものと
同等であることが望ましい。 

サージ 

IEC 61000-4-5 

± 1 kVライン－ライン間 

± 2 kV ライン－接地間 

± 1 kVライン－ライン間 

± 2 kV ライン－接地間 

主電源の品質が通常の商業または
病院環境で使用されているものと
同等であることが望ましい。 

電力供給入力ライン
における電圧ディッ
プ、短時間停電およ
び電圧変動 

IEC 61000-4-11 

0% Ut 0.5 周期  

位相角 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°及び 
315° 

 

0 % Ut  1 周期  

位相角 0° 

 

70% Ut 25/30 周期 

0%Ut 250/300 周期 

0% Ut 0.5 周期 

位相角 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°及び 
315° 

 

0 % Ut  1 周期 

位相角 0° 

 

70% Ut 25/30 周期 

0%Ut 250/300 周期 

主電源の品質が通常の商業または
病院環境で使用されているものと
同等であることが望ましい。
LithoVue システムのユーザが、主
電源の停電中にも操作を継続する
ことを求める場合は、システムワ
ークステーションへの電力供給に
無停電電源装置またはバッテリを
使用することを推奨する。 

電源周波数 
（50/60 Hz）磁界 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

電源周波数磁界は、通常の商業ま
たは病院環境における通常の場所
の典型的レベルであることを推奨
する。 

注：UT は、試験レベル適用前の AC 主電源の電圧。 
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 ガイダンスと製造元の宣言 － 生命維持装置以外の機器およびシステムへの放射 

LithoVue システムは、下記（表 9.3）のように規定される電磁環境下での使用が意図されている。使用

する前に、稼働環境がこれらの要件に適合していることを確認すること。 

表 9.3 ガイダンスと製造元の宣言－生命維持装置以外の機器およびシステムへの放射 

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） 

伝導 RF 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz～80 MHz 

 

ISM バンドで 6Vrms 

150 kHz～80 MHz 

3 Vrms 

 

適合レベルはテストレ
ベルと同一であること 

0.15MHz~80MHz の ISM バンド
は、 

6.765MHz~6.795MHz 

13.553MHz~13.567MHz 

26.957MHz~27.283MHz 

40.66MHz~40.70MHz 

0.158MHz~80MHz のアマチュアラ
ジオバンドにおいては、 

1.8MHz~2.0MHz 

3.5MHz~4.0MHz 

5.3MHz~5.4MHz 

7.0MHz~7.3MHz 

10.1MHz~10.15MHz 

14.0MHz~14.2MHz 

18.07MHz~18.17MHz 

21.0MHz~21.4MHz 

24.89MHz~24.99MHz 

28.0MHz~29.7MHz 

50.0MHz~54.0MHz 

放射 RF 

IEC 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz～2.7 GHz 
3 V/m 

RF 無線通信機器から
の近接領域 

レベル： 

380-390 MHz: 27 V/m,  

430-470 MHz: 28 V/m, 704-787 MHz: 9 V/m,  

800-960 MHz: 28 V/m, 1700-1900 MHz: 28V/m, 

2400-2570 MHz: 28 V/m, 5100-5800 MHz: 9 V/m 

 

注 1：これらのガイドラインは、すべての状況に適用されるわけではない。電磁伝搬は、建築物、物、人による
吸収および反射の影響を受ける。 

a）無線（携帯／コードレス）電話および陸上移動形無線基地局、アマチュア無線、AM・FM ラジオ放送および
TV 放送のような固定送信機からの電界強度を、正確かつ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考慮することが望まれる。LithoVue システムを使用す
る場所で測定した電解強度が、適用される上記の RF 適合性レベルを超える場合は、LithoVue システムが正常
動作するかを検証するために監視することが望まれる。異常動作を確認した場合には、LithoVue システムの再
配置または再設置のような追加対策が必要となる場合がある。 
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 EMC に関する警告 

LithoVue システムの劣化を防ぐため、アンテケーブルや外付けアンテナ等の周辺機器を含む全ての RF

通信機器は、LithoVue システムやボストン・サイエンティフィック社が指定するケーブルから 30cm（12

インチ）以上離すこと。 

LithoVue システムを他の装置に近接して使用したり、他の装置と重ねたりしないこと。LithoVue シス

テムの故障につながるおそれがある。他の装置に近接させたり、他の装置を重ねたりして使用する必

要がある場合は、システムが正常に動作することを確認すること。 

ボストン・サイエンティフィック社が指定する以外のケーブルやアクセサリを使用するとエミッショ

ンの増加、イミュニティの減少、電気的ショックにつながることがある。LithoVue システムに指定以

外のケーブルやアクセサリ（マルチタップを含む）を接続する場合は、それらが IEC/EN 60601-1 の 16

章に適合していることを確認すること。 

LithoVue システムのエミッションは、その特性により工業地域および病院での使用に適している

(CISPR 11 クラス A)。LithoVue システムを住宅環境（通常は CISPR 11 クラス B が要求される）で使

用する場合、無線通信に対し適切な防護手段とならない可能性がある。ユーザは、設置場所を変更する

かまたは遮蔽等の緩和措置を講じる必要があることがある。 

LithoVue システムは、IEC/EN 60601-1 の 4.3 に関する基本性能を有していない。 

LithoVue システムを磁場やこのセクションに記載されている ESD を超える環境に過剰に曝さないこ

と。画像消失を引き起こし、結果的にモニタやイルミネーションをコントロールすることができなく

なるおそれがある。 

注意：内視鏡画像が消失した状態で LithoVue フレックススコープや他の機器を体内で前進させないこ

と。画像が出ない場合は、システムを再起動するか新しい LithoVue フレックススコープを使用

すること。本書の「７.トラブルシューティング」を参照すること。 
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記号の説明 

 

LithoVue フレックススコープの

先端部の上への移動 
 

直流 

IEC 60878-5031 

 

LithoVue フレックススコープの

先端部の下への移動 

 

システム電源オン／オフ 
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