
取扱説明書 （補足）

SW 2.n警告
本医療機器を正し く使用するため、 取扱
説明書とこの補足文書を読み、 内容に
従って下さい。

Status: 草稿、 １ ０ . 3 ２ ０ １ ５  １ ２ : ３ ７

– Infinity Acute Care System
Workstation Critical Care  and 
Neonatal Care

– Infinity Acute Care System 
Evita Infinity V500

– Infinity Acute Care System
Babylog VN500

– Evita V300
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取扱説明書 （補足）

本補足文書は、 以下に記載されている医療機器に
のみ適用され、 各取扱説明書の情報のアップデー
トになります。 各章に、 情報が適用される医療機
器が示されています。

本補足文書は、 各医療機器の 新の取扱説明書と
ともに保管して下さい。

画面表示の変更がすべての医療機器に該当する場
合、 機能数が 大に示されている画面が表示され
ます。

2014 年 7 月 22 日現在までに納品された装置は、
IEC 60601-1 （第 3 版） の規格の要求事項を満た
しています。

表記規則

次の製品に適用 ：
– Workstation Critical Care  and Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

用語の使用について

Dräger 社では、 用語 「アクセサリー」 について、
IEC 60601-1 で定義された 「アクセサリー」 に該
当するアイテムだけでな く、 消耗パーツや可動
パーツ、 取付けパーツも含みます。

名称 「Infinity Acute Care System」 は、 本文書上
で以後省略されます。

医療機器 取扱説明書のパーツ番号

Infinity Acute Care System
Workstation Critical Care  and Neonatal Care

9052094

Infinity Acute Care System
Evita Infinity V500

9052177

Infinity Acute Care System
Babylog VN500

9039001

Evita V300 9053023
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製品を取り扱う方々ならびに患者様の安全のために

製品を取り扱う方々ならびに患者様の安全のために

安全に関する一般情報

次の製品に適用 ：
– Workstation Critical Care  and Neonatal Care
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

他の装置への接続

本装置は、 他の Dräger 社製装置または他社製装
置と組み合わせて使用することができます。 各装
置の添付文書に従って下さい。

装置の組合せが Dräger によって承認されていな
い場合は、 個々の装置の安全性と機能状態が損な
われる可能性があります。 装置を使用する機関の
責任において、 装置の組合せが医療機器に関する
関連規格の適用する版に準拠していることを確認
して下さい。

Dräger 社が承認している装置の組合わせは、 以下
の基準で示されている条件を満たしています。
– IEC 60601-1、 第 3 版 （安全、 装置の組合せ、

ソフ トウェア制御機能に関する一般要求事項）
– IEC 60601-1-2 （電磁両立性）
– IEC 60601-1-8 （アラームシステム）

または ：
– IEC 60601-1、 第 2 版 （安全に関する一般要求

事項）
– IEC 60601-1-1 （装置の組合せ）
– IEC 60601-1-2 （電磁両立性）
– IEC 60601-1-4 （ソフ トウェア制御機能）
– IEC 60601-1-8 （アラームシステム）

ト レーニング

Dräger 社では、 ユーザーの方々に各種ト レーニン
グを提供しています （www.draeger.com を参照し
て下さい）。
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本製品に関する安全情報

次の製品適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

警告

不具合の危険性があります。

医療機器に許可されていない変更を加えると不
具合を招く恐れがあります。

本医療機器に対し、 いかなる改造も行わないで
下さい。

警告

火災の危険性があります。

承認されていない O2 減圧器を使用すると、 火災
の原因になり得る過剰圧力を招く恐れがありま
す。

圧縮ガスボンベからの O2 を人工呼吸器に供給
する場合、 ISO 10524 に準拠する減圧器のみを
使用して下さい。 ゆっ く り と手動で減圧器を開
いて下さい。 工具を使用しないで下さい。

警告

吸気 O2 濃度の予期せぬ変化による危険性があり
ます。

外付けのフロー供給源から外部フローを供給す
る場合、 実際に供給された O2 濃度が表示された
値から外れる可能性があります。

必要に応じて、 外部 SpO2 モニターなどの別の
モニタ リングを使用して下さい。

警告

患者に危害が及ぶ恐れがあります。

例えばマスク換気でリークがある場合、 実際の
一回換気量が 呼気 VT および 吸気 VT の測定値
から外れる可能性があります。

リーク補正を有効にして、 一回換気量 の測定値
をモニターして下さい。 すべてのリークを 小
限に抑える、 または解消して下さい。

注意

患者に危害が及ぶ恐れがあります。

外付けのフロー供給源から流れる外部フローは、
気道内圧とフローの測定値に影響を及ぼす可能
性があります。

注意

不具合の危険性があります。

タ ッチスクリーンの表面には感知機能がありま
す。 表面を損傷すると、 触れることによって感
知される制御機能が正常に作動しな く なる可能
性があります。

（先が） 尖っている物でタ ッチスクリーンを操作
しないで下さい。
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適用

適用

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

使用環境

装置にヘリウムまたはヘリウム混合ガスを使用し
て操作しないで下さい。
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概要

次の製品適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

機能範囲

アクセサリーの接続

アクセサリーは次のホルダーに取り付けることが
できます ：
– ト ロリー用標準レール (G93140)
– 加湿器ホルダー （回転可能） (G93111)
– 加湿器ホルダー、 サイ ドレール (8416325)

ト ロリー （架台） までの許容される 大距離と
大耐荷重量に従って下さい。 8 ページの 「ホル
ダーの 大荷重」 を参照して下さい。

略語

略語 説明

BTPS Body Temperature Pressure 
Saturated、 体温 37 °C (98.6 °F)、
飽和水蒸気ガス、 大気圧および気
道内圧での患者の肺の状態に基づ
く測定値

死腔量 Serial dead space CO2 キュベッ ト
までの量
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概要

記号

記号 説明

注意 !

警告 ! 取扱説明書を厳密に遵守
して下さい。

注記ラベル ： 「院内の搬送」

公称重量と 大重量 （情報に
ついては、 「技術データ」 の章
を参照して下さい。）

保管時の温度範囲

大気圧

相対湿度

使用期限

水濡厳禁

nom. 58 kg (128 lbs)
max. 133 kg (293 lbs)
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組み立てと準備

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

安全に関する情報

トロリー （架台） 2 – 90 cm の準備

アクセサリーの標準レールへの取付け

ホルダーの 大荷重

次の情報がホルダーに適用されます ：

警告

転倒の危険性があります。

装置を 5° 以上傾けないで下さい。

ホルダー ホルダーの位置 大荷重 取り付け可能なア
クセサリー

サイドレールまでの
大距離

トロリー用標準
レール 
(G93140)

ト ロリー （架台） の正
面上

10 kg 
(22 lbs)

加温加湿器、 薬剤
ネブライザー

–

加湿器ホルダー
（回転可能）
(G93111)

ト ロリー （架台） の側
面上 

5 kg 
(11 lbs)

加温加湿器 –

加湿器ホルダー、
サイ ドレール 
(8416325)

人工呼吸器のサイド
レール上1)

1) 人工呼吸器のサイドレール上の 大荷重 5 kg (11 lbs)、 サイ ドレールにつき

5 kg2) 
(11 lbs)

2) 加湿器ホルダー (8416325) に加え、 人工呼吸器のサイドレールにアームが取り付けられている場合、 サイドレールにつ
き  5 kg (11 lbs) の 大荷重を守らねばなりません。 その際、 加湿器ホルダーが支えることができるのは、 4 kg (8.8 lbs) 
のみになります。

加温加湿器 10 cm （3.9 インチ）

IACS アーム 
(MP00690)

人工呼吸器のサイド
レール上 1)

1 kg 
(2.2 lbs)

呼吸回路 100 cm （39.4 インチ）
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組み立てと準備

Medical Cockpit の準備

MEDIBUS または MEDIBUS.X プロ ト コル
の使用

人工呼吸器の準備

人工鼻 (HME)、 バクテリアフ ィルターおよ
び呼吸回路の安全な使用に関する情報

新生児用フローセンサーの取付け

新生児フローセンサーと人工鼻 (HME) を患者カテ
ゴリー 新生児 または 小児 で使用する場合、 人工
鼻 (HME) を新生児フローセンサーと患者側接続部
の間に取り付ける必要があります。

警告

患者に危害が及ぶ恐れがあります。

MEDIBUS インターフェースを介して転送され
たすべてのデータは、 情報提供のみを目的とし
ています。 診断または換気方法を決定する唯一
の根拠として使用しないで下さい。 MEDIBUS 
インターフェースは、 IEC 60601-1-8:2012 に準
拠する外部アラームシステムと使用することを
目的とするものではありません。

注意

バクテリアフ ィルターや人工鼻 (HME) または 
CO2 キュベッ トなどの追加コンポーネン トに
よって、 死腔、 圧縮量、 および抵抗が増加する
可能性があります。

追加コンポーネン トの使用時には、 特別な注意
とモニタ リングが必要です。

呼吸回路を確認する前に （取扱説明書の 「使用
開始」 の章を参照）、 患者への接続に必要なすべ
ての追加コンポーネン ト を取り付けて下さい。

警告

抵抗の増加。

薬剤ネブライザーと有効な加湿器によって、 追
加コンポーネン トの抵抗が増加する可能性があ
ります。

抵抗増加の兆候がないか呼吸回路を定期的に確
認し、 必要に応じて、 追加コンポーネン ト を交
換して下さい。
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主電源への接続

ナースコールの接続

院内での患者の搬送

院内で患者を搬送する場合は、 ト ロリー （架台）
のハンドルをしっかり と握り、 装置を進行方向に
押して下さい。

警告

感電と装置不具合の危険性があります。

装置が不適切な主電源電圧の電源コンセン トや
保護接地のない電源コンセン トに接続されてい
ると、 ユーザーの障害や装置損傷の恐れがあり
ます。

保護接地付きの電源コンセン トおよび正しい電
圧の主電源にのみ電源ケーブルを接続して下さ
い。 テクニカルデータに従って下さい。

注記

使用する主電源コンセン トは、 操作中も自由に
アクセス可能でなければなりません。

警告

患者に危害が及ぶ恐れがあります。

ナースコールを介して転送されたすべてのデー
タは、 情報提供のみを目的としています。 診断
または換気方法を決定する唯一の根拠として使
用しないで下さい。 ナースコールは、
IEC 60601-1-8:2012 に準拠する外部アラームシ
ステムと使用することを目的とするものではあ
りません。
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組み立てと準備

院内の搬送

搬送とは、 医療機器を適切な位置に移動すること
のみならず、 患者に接続していない医療機器のす
べての移動も含みます。

耐転倒安定性の向上について

コン ト ロールおよびディスプレイユニッ ト  
(Medical Cockpit) が人工呼吸器と中心で整列
するまで回転させます。

アームの拡がりが 小になるように設置しま
す。

加湿器のウォーターコンテナから水抜きをし
ます。

加温加湿器は、 人工呼吸器のサイドレールに
ではな く、 ト ロリー （架台） に固定します。

人工呼吸器のサイドレールには、 いかなる追
加パーツも取り付けたままにしないで下さい。

取り付けられている場合、 ベッ ドのカップリ
ングを後退位置までスライ ド されます。

ト ロリー （架台） のハンドルをしっかり と握
り、 装置を進行方向に押して下さい。

院内で患者を搬送する際の安全に関する情報も適
用します。 取扱説明書を参照して下さい。
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使用開始

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

スタート / スタンバイ  > スタート / スタンバイ  
ページは、 次のように構成されています ：

– 複合ボタン (A) 上のテキストは、使用するモー
ドに応じて変わります ：
– スタンバ ð 
– 換気の開始 

– 前回のシステム点検の結果が表示されます 
(B)。

スタート / スタンバイ  ダイアログウィンドウは、  
X ボタン (C) で閉じることができません。

使用前点検

呼吸回路点検の実施

呼吸回路点検の開始

前提条件：システム チェ ック  (A) > 呼吸回路 点検 
(B) ページが開いていること。 点検が開始されま
した。

4 装置による指示フ ィールド  (E) での要求時： 患
者側接続部を、 例えば 滅菌手袋を装着した指
で塞ぎます。 OK (F) で確認して下さい。

5 要求された場合、 患者側接続部を開放しま
す。 OK (F) で確認して下さい。

12
5

スタート / スタンバイ

A B

C

10
3_

ne
u

スタート / スタンバイ

A

BE
F

C

D
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使用開始

呼吸回路点検の結果表示

前提条件 ： システム チェ ックページ (A) が開いて
いること。

テスト結果 確認 タブ (B) に触れて下さい。

点検結果の詳細が表示されます。

バッテリー操作の点検

主電源プラグを引き抜きます。

装置は、 中断することな く、 バッテリー操作に切
り換わります。 バッテリー作動中 アラームが表示
されます。

電源ケーブルを再び差し込みます。

装置はまた主電源操作に戻ります。 バッテリー作
動中 アラームメ ッセージが消えます。

アラーム機能の点検

システム点検が正常に終了機能、 装置の操作準備
が整いました。 アラーム機能も点検します。 ア
ラームの説明は、 取扱説明書の「 アラーム」 の章
に記載されています。 アラームの基準に関する追
加情報は、 取扱説明書の「 アラーム－原因－対処
方法」 の章に記載されています。

高優先度のアラームメ ッセージ

1 換気を開始します。

2 2 分後に 呼気 MV のアラーム上限値を 呼気 
MV の測定値より下の値に設定します。

分時換気量 上昇 アラームがト リガーされます。

中優先度のアラームメ ッセージ

Evita Infinity V500 および Evita V300 の場合 ：

1 換気を開始します。

2 一回換気量 のアラーム上限値を 一回換気量 の
測定値より下の値に設定します。

一回換気量 上昇 アラームがト リガーされます。

Babylog VN500 の場合 ：

1 換気を開始します。

2 追加設定 VG をオンにします。

3 一回換気量に達しません、 圧制限 作動中 ア
ラームがト リガーされるまで 気道内圧 のア
ラーム上限値を下げます。

低優先度のアラームメ ッセージ

1 換気を開始します。

2 その他機能 > 特殊機能 ダイアログウィンドウ
内で、 吸気ホールド  中断 アラームがト リガー
されるまで 吸気 ホールド  ボタンを押して、 そ
のまま保ちます。

10
3_

2

C コンプライアンス [mL/mbar] 
D フロー [L/min]
E 吸気抵抗 [mbar/L/s] 
F 呼気抵抗 [mbar/L/s] 

スタート / スタンバイ

C
A

B

D E F
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アラームリ ミ ッ トの点検

設定可能なアラームのアラームリ ミ ッ トは、 ア
ラームリ ミ ッ ト を適切に設定することによって点
検することができます。 アラームリ ミ ッ トが超過
した場合、 該当するアラームがト リガーされま
す。 アラームリ ミ ッ トの設定に関する追加情報
は、 取扱説明書の 「アラームリ ミ ッ トの設定」 の
章に記載されています。

アラーム音のテスト

アラーム音は、 ユーザーによってテスト される必
要がありません。 アラーム音は、 装置点検中に自
動的にテスト されます。
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操作

操作

換気設定

次の製品に適用 ： Babylog VN500

換気の追加設定

追加設定の換気パラメーター
(

注意

検出できない患者状態の悪化。

換気量補正を伴う HFV 換気中、 人工呼吸器は自
動的に肺機能の変化に対して補正します。 徐々
に悪化する患者の状態は、 結果的に遅延を伴っ
てのみ検出される可能性があります。

患者の状態を監視して下さい。 換気圧を定期的
に常に監視し、 アラームリ ミ ッ ト を適切に設定
して下さい。



操作
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特殊機能

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

酸素吸入

閉鎖式吸引

警告

閉鎖式呼吸回路での吸引中に患者に障害が及ぶ
危険性があります。

閉鎖式吸引システムの使用によって、 患者の気
道に陰圧が発生します。 これにより、 換気が損
なわれ、 さらにガス交換が正常に行われない恐
れがあります。

患者の状態を常に監視して下さい。
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操作

薬剤ネブライザー

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

薬剤ネブライザーに関する安全情報

薬剤ネブライザーの連続使用

前提条件： その他機能 > ネブライザ ページが開い
ていること。

(A) ボタンを押して下さい。

薬剤ネブライザーの連続使用が開始されます。 ネ
ブライザが継続的に使用中です。 という メ ッセー
ジが表示されます。

薬剤ネブライザー 30 分おきに中断され、 フロー
センサーが較正されます。 フローセンサーが較正
された後、 薬剤ネブライザーが続行されます。

薬剤ネブライザーが患者カテゴリー 新生児 また
は 小児 で使用されていて、 そのため新生児用フ
ローセンサーが取り外されている場合、 薬剤ネブ
ライザーは中断されません。

薬剤ネブライザーの連続使用に関するパラメー
ターフ ィールド  ネブライザ を表示するように設
定すると、 薬剤ネブライザーの継続時間が表示さ
れます。

主電源 / DC 電源

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

バッテリーの充電

バッテリー充電の表示は、 充電と放電の両方を通
知します。

注意

換気障害の可能性。

承認されていない薬剤ネブライザーを使用する
と、 実際に供給された一回換気量と  O2 濃度が表
示された値から外れる可能性があります。

現行のアクセサリーリストに記載されている薬
剤ネブライザーのみを使用して下さい。

注意

換気障害の可能性。

エアロゾルによって、 呼気弁の適正な機能が損
なわれる可能性があります。

ネブライザー使用中は、 呼気弁の再処理時間を
短く して下さい。

08
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モニタ リング

フロー測定

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

Infinity ID フローセンサーの較正

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Evita V300

Infinity ID フローセンサー較正の開始

1 メインメニューバーの センサー / パラメー
ター ボタンに触れます。

センサー / パラメーター ダイアログウィンドウが
開きます。

2 フロー センサ タブ (A) に触れて下さい。

3 スタート  ボタン (B) に触れて下さい。

4 フ ィールド  (D) に較正に関する情報が表示さ
れます。 ボタン (E) があらかじめ選択されてい
ます。 ロータ リーノブで確定します。

次の吸気相が Infinity ID フローセンサーの較正に
使用されます。 吸気時間が短い設定の場合は
約 1 秒に延長されます。

較正に関する情報がメ ッセージフ ィールド  (C) に
表示されます。

較正が完了すると、 スタート  ボタン (B) が薄緑色
に変わります。

警告

火災の危険性

可燃しやすい消毒剤 （例 ： アルコール） の残留
蒸気や再処理の際に取り除かれなかった沈着物
は、 フローセンサーを使用する際に発火を招く
可能性があります。
– 洗浄および消毒の際には、 微細物の残留がな

いことを確認して下さい。

– 消毒後は、 少な く とも  30 分間フローセン
サーを空気にさらして下さい。

– フローセンサーを挿入する前に、 目に見える
破損や汚れ （粘液、 薬剤エアロゾル、 微細物
など） がないか確認して下さい。

– フローセンサーに破損や汚れがあったり、 微
細物が完全に除去されていない場合は、 交換
して下さい。

11
0

A
B

E

Cセンサー / パラメーター

D
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アラーム

アラーム

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

アラームの情報を表示する

アラームメ ッセージの確認

確認することができるアラームメ ッセージは、 取
扱説明書の 「アラーム – 原因 – 対処方法」 の章に
記載されています。 確認できるアラームメ ッセー
ジに関しては、 表の 「対処方法」 の欄に、 このア
ラームメ ッセージは ALARM RESET ボタンを押
して確認し、 ロータ リーノブで確定することがで
きます、 という情報が記されています。

次の確認することができるアラームメ ッセージは
記載されていません ：

– サクシ ョ ン機能 過剰操作 ? 

– PEEP 上昇 (!!)

– フローセンサー？ 換気の性能低下 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

– Low Flow PV ループ機能 過剰操作 ? 
(Evita Infinity V500)

アラーム履歴

ログブックにはアラーム履歴が含まれています。
アラーム履歴の長さは、 ログブックの項目数に
よって異なります。 

ログブックの項目数が 大に達すると、 新しい項
目が記録されると同時に、 ログブック内の も古
い項目が消去されます。

装置の OFF および ON は、ログブックに記録され
ません。

アラーム音のボリューム設定

アラーム音量の下方の値は、 設定したアラーム音
の 小音量によって制限されます。 小音量は シ
ステム セッ トアップ > アラーム 設定 > アラーム 
音量 ページで設定します。 20 ページの 「アラー
ム音の設定」 の章を参照して下さい。

警告

十分に静かでない環境ではアラーム音が聞こえ
ず、 アラームの発生状況に気づかない恐れがあ
りますアラームが聴こえるようにアラーム音を
設定して下さい。
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初期設定

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

環境設定に関する情報

交換の間隔 ページの名称が システム 状態 に変更
されました。 交換の間隔の情報は、 システム セッ
トアップ > システム 状態 > 交換の間隔 で見つけ
ることができます。 システム 状態 ページに関す
る追加情報は、 22 ページに記載されています。

システム 状態 ページは、 パスワードで保護され
ています。

アラーム設定

アラーム音の設定

小アラーム音量の設定

小アラーム音量の設定では、 アラーム音量に関
する工場設定の下限値を設定します (10 % ～ 
100 %) 。 この設定により、 設定範囲を操作場所
の聴覚的状況に応じて調整することができます。

前提条件 ： システム セッ トアップ > アラーム 設
定 > アラーム 音量 ページが開いていること。

1 (A) ボタンに触れて下さい。

2 ロータ リ ノブを回して 小音量の値を設定し、
押して確定して下さい。

警告

十分に静かでない環境ではアラーム音が聞こえ
ず。

アラームの発生状況に気づかない恐れがありま
す。

アラームが聴こえるようにアラーム音を設定し
て下さい。

14
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初期設定

バッテリーアラームの優先度の設定

バッテリーアラームに関して次の優先度がありま
す ：

バッテリー操作への切換えを示す バッテリー作動
中 アラームメ ッセージは、 Dräger 呼吸器 が選択
されている場合、 高優先度または中優先度のア
ラームとして設定できます。

中 (D) または 高 (E) ボタンに触れ、確定して く
ださい。

設定 （IEC/CEI または Dräger 呼吸器） に応じて、
アラームメ ッセージには次の優先度があります ：

B IEC/CEI IEC 60601-2-12 に準拠する
バッテリーアラームの優先度

C Dräger 呼吸器 Dräger 社によるバッテリーア
ラームの優先度

アラームメ ッセージ 優先度 IEC/CEI 優先度 Dräger 呼吸器

バッテリー作動中 低優先度のアラームメ ッセージ 高優先度または中優先度のアラーム
メ ッセージ

バッテリー低下 中優先度のアラームメ ッセージ 高優先度のアラームメ ッセージ

バッテリー放電 高優先度のアラームメ ッセージ 高優先度のアラームメ ッセージ
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システムの状態

システム 状態 ページには、 次の情報が含まれま
す ：

– メンテナンスと作動時間に関する一般的状態
の情報

– 交換の間隔

1 メインメニューバーの システム セッ トアップ 
ボタンに触れます。

2 システム 状態 タブ (A) に触れて下さい。

3 パスワードを入力し、 確 定 で確定して下さ
い。

一般的状態の情報を表示する

作動状態 タブ (B) に触れて下さい。

次の情報が表示されます ：

15
9_
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システム セッ トアップ

A

B
C

D
E
F
G

C 次のサービス日

D コ ックピッ ト 駆動時間 : スタンバイ

駆動時間 : 操作中

E 人工呼吸器 駆動時間 : スタンバイ

駆動時間 : 操作中

バッテリー搭載日

F 圧縮空気供給ユ
ニッ ト  (GS500)

駆動時間 : ブロアー

インストール日

G 電源供給ユニッ ト  
(PS500)

インストール日
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アラーム – 原因 – 対処方法

アラーム – 原因 – 対処方法

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

アラーム
の優先度

アラームメ ッセージ 原因 対処方法

!! 140 HF VT に達しません
（Babylog VN500 のみ）

抵抗が増加したため、 一回
換気量に達しません。

患者の状態を確認して下さ
い。

換気設定を確認して下さ
い。

圧力制限設定のため、 一回
換気量に達しません。

HF 振動数を減らすか、
HF-I ： E 比を増やして、

1 ： 1 になるようにして下
さい。

!! 140 PEEP 上昇 呼気弁または呼吸回路が閉
塞。

呼吸回路 • 呼気弁の接続を
確認して下さい。

水分がないか確認して下さ
い。

呼気抵抗が上昇。 バクテリアフ ィルターを点
検して下さい。

必要に応じて交換して下さ
い。

装置異常。 患者を装置から外し、 他の
人工呼吸器を使用して

直ちに換気を継続して下さ
い。

DrägerService に連絡して
下さい。

!!! 140 PEEP 低下
（Babylog VN500 のみ）

PEEP 測定値が設定 PEEP
より

3 cmH2O 低く なっていま
す。

呼吸回路が正し く接続され
ているか確認して下さい。

呼気弁が適切に差し込まれ
ているかを確認して下さ
い。

チューブ／マスクが正し く
取り付けられているか

確認して下さい。
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! 200 アラームリ ミ ッ ト未確定 変更された 1 つまたは複数
のアラームリ ミ ッ トが未確
定です。

必要であれば、 各アラーム
リ ミ ッ ト を変更し、 ロータ
リーノブで変更を確定して
下さい。

!!! 255 スタンバイ中 装置はスタンバイモードに
切り替えられています。

[ALARM RESET] キーを押
してメ ッセージを確認し、

ロータ リーノブで確定して
下さい。

! 100 ネブライザ 作動中 ユーザーによってネブライ
ザの継続的な作動が選択さ
れて

います。

継続的なネブライザを終了
するためには、 必要に応じ
て [ キャンセル ] キーを押
して下さい。

! 201 バッテリー作動中 コンセン トから電源供給が
ないため、

人工呼吸器は内部バッテリ
で駆動しています。

内部バッテリで駆動できる
時間は 長で 30 分です。

外部バッテリ (PS500) が
接続されている場合は

長で 360 分です。

装置を主電源に接続して下
さい。

! 127 バッテリー充電の遅延 バッテリーの過熱を防ぐた
めに、

バッテリーの充電が遅延さ
れています。

装置は正常に使用すること
ができます。

バッテリーの充電は自動的
に継続します。

バッテリーの充電はバッテ
リー記号が点滅することに
より示されます。

!!! 250 バッテリー低下 バッテリーの残り駆動時間
が 5 分以下になりました。

装置を主電源に接続して下
さい。

!! 251 バッテリー低下 バッテリーの残り駆動時間
が 5 分以下になりました。

装置を主電源に接続して下
さい。

!!! 254 バッテリー放電 バッテリーがほとんど放電
しています。

装置を直ちに主電源に接続
して下さい。

アラーム
の優先度

アラームメ ッセージ 原因 対処方法
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アラーム – 原因 – 対処方法

! 100 圧縮空気供給 低下、
GS500 作動中

必要なフローや圧力を供給
するには圧縮空気の供給が
不十分です。

圧縮空気供給ユニッ ト  
GS500 によって空気が供
給されます。

吸気 酸素濃度 = 100 Vol.% 
の場合には、 空気供給は不
要です。

圧縮空気供給との接続を
チェ ックして下さい。

供給圧が 3 bar 以上である
か確認して下さい。

換気設定の再調整を検討し
て下さい。

アラームが続く場合は :

空気供給設備への逆流を避
けるため §

接続を取り外して下さい。

圧縮空気の供給が不十分で
す。

ガス供給システムには
GS500 からの空気が供給
されます。

配管からの圧縮空気供給お
よび GS500 の接続を確認
して下さい。

供給圧が 3 bar 以上である
か確認して下さい。

必要に応じて換気設定を調
整して下さい。

! 200 換気モード未確定 変更された換気モードが未
確定です。

必要であれば、 換気モード
を変更し、 ロータ リーノブ
で変更を確定して下さい。

!! 140 気道内圧が陰圧
（Babylog VN500 のみ）

平均的に気道内圧が 
–2 cmH2O より低く なりま
した。

サクシ ョ ン機能の為に、

チューブを回路から外して
下さい。

患者の状態を確認して下さ
い。

換気設定を確認して下さ
い。

! 200 設定未確定 変更された 1 つまたは複数
の設定が未確定です。

必要であれば、 各設定を変
更し、 ロータ リーノブで変
更を確定して下さい。

!!! 253 装置異常 システム異常が検出されま
した。

患者を装置から外し、 他の
人工呼吸器を使用して

直ちに換気を継続して下さ
い。

DrägerService に連絡して
下さい。

アラーム
の優先度

アラームメ ッセージ 原因 対処方法
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!! 090 装置異常 (13) フローセンサーの熱線損傷
の検出が不良です。

換気機能は影響を受けませ
ん。

DrägerService に連絡して
下さい。

!!! 253 装置異常 (10) 安全ソフ トウェアシステム
によって異常が検出されま
した。

患者を装置から外し、 他の
人工呼吸器を使用して

直ちに換気を継続して下さ
い。

DrägerService に連絡して
下さい。

!!! 253 装置異常 (11) 起動段階で異常が検出され
ました。

患者を装置から外し、 他の
人工呼吸器を使用して

直ちに換気を継続して下さ
い。

DrägerService に連絡して
下さい。

!!! 253 装置異常 (12) システム異常が検出されま
した。

患者を装置から外し、 他の
人工呼吸器を使用して

直ちに換気を継続して下さ
い。

DrägerService に連絡して
下さい。

!!! 237 装置異常 (2) 内部安全システムの障害。 この装置を患者に使用しな
いで下さい。

DrägerService に連絡して
下さい。

アラーム
の優先度

アラームメ ッセージ 原因 対処方法
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洗浄、 消毒、 および滅菌

洗浄、 消毒、 および滅菌

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

再処理に関する安全情報

通常の操作およびト ラブル発生時に汚染されたガ
スで満たされたコンポーネン トは、 再処理する必
要があります。

通常の操作中、 イジェクターやサイレンサーの他
に、 呼気弁も汚染されたガスで満たされます。

ト ラブル発生時には、 吸気ユニッ トが汚染されて
いる可能性があります。

再処理に関する追加情報は、 取扱説明書に記載さ
れています。

再処理リスト

セミ クリテ ィ カル医療機器

新生児用フローセンサーの再処理に関する安全情
報 ：

再処理可能なパー
ツ

推奨再処理間隔 予備洗浄 機械洗浄およ
び機械消毒

手動 滅菌

洗浄 消毒

呼吸回路 患者ごとに / 毎
週 該当する取扱説明書に従う

注記

– センサ挿入部にはブラシを使用しないで下さ
い。 また、 センサ挿入部には注射器を使用し
ないで下さい。

– ハウジングの再処理には、 ケバの出ないブラ
シのみを使用して下さい。
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メンテナンス

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

概要 

警告

患者に危害が及ぶ恐れがあります。

換気中にメンテナンス作業を行う と患者に危害
が及ぶ恐れがあります。

患者が装置に接続されていない場合にのみ、 メ
ンテナンス作業を実施して下さい。
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技術データ

技術データ

環境条件

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

動作中

高度 大 3000 m （9842 フ ィート）

設定値

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

パラメーターは、 精度を低下させることな く換気
パラメーターで設定できます。 調整されたパラ
メータ （圧、 フロー、 換気量、 O2 濃度） は、 関連
する測定値の精度でのみ適用されます。

示された精度は、 次の条件下においてのみ適用し
ます ：
– 装置の操作準備が整っています。 「使用開始」

の章を参照して下さい。
– 使用されているすべてのアクセサリーが、 そ

の装置との併用に関して承認されています。
アクセサリーリスト を参照して下さい。

– 加湿器の種類が スタート / スタンバイ  > 呼吸
回路 加湿器 ダイアログウィンドウで正し く選
択されています。

許容範囲は、 外部テスト装置の測定の不確実性を
含みません。 ご希望に応じてこの情報をご提供い
たします。

O2 濃度

T0 ... 90 ISO 80601-2-12:2011、201.12.1.104 項に準拠する
試験

成人 
(Evita Infinity V500, Evita V300)

<35 s
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小児 <35 s

新生児 <15 s

性能特性

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

薬剤ネブライザー 5、 10、 15、 30 分間、 連続 (∞)
測定値の精度
患者カテゴリーに応じて、 測定値に関して示され
た精度は、 呼吸回路の次の性能特性に適用しま
す。

追加コンポーネン ト を含む成人用呼吸回路 
(Evita Infinity V500、 Evita V300) 

コンプライアンス ≤3 mL/mbar （または mL/hPa または mL/cmH2O）

吸気抵抗 ≤10 mbar/L/s (30 L/min)
≤10 hPa/L/s (30 L/min)
≤10 cmH2O/L/s (30 L/min)

呼気抵抗 ≤10 mbar/L/s (30 L/min)
≤10 hPa/L/s (30 L/min)
≤10 cmH2O/L/s (30 L/min)

追加コンポーネン ト を含む小児用呼吸回路

コンプライアンス ≤1.5 mL/mbar （または mL/hPa または 
mL/cmH2O）

吸気抵抗 ≤44 mbar/L/s (15 L/min)
≤44 hPa/L/s (15 L/min)
≤44 cmH2O/L/s (15 L/min)

呼気抵抗 ≤44 mbar/L/s (15 L/min)
≤44 hPa/L/s (15 L/min)
≤44 cmH2O/L/s (15 L/min)

設定値 ( 続き )
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追加コンポーネン ト を含む小児用呼吸回路

コンプライアンス ≤1.5 mL/mbar
（または mL/hPa または mL/cmH2O）

吸気抵抗 ≤44 mbar/L/s (15 L/min)
≤44 hPa/L/s (15 L/min)
≤44 cmH2O/L/s (15 L/min)

呼気抵抗 ≤44 mbar/L/s (15 L/min)
≤44 hPa/L/s (15 L/min)
≤44 cmH2O/L/s (15 L/min)

測定値の表示

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

O2 測定 （吸気側）

吸気酸素 O2 濃度 （乾燥した空気中） 酸素濃度

測定精度のド リフ ト 0.2 Vol% （6 時間） （ISO 21647、 ISO 80601-2-55 
準拠） O2 測定の測定値は、 大気圧補正値です。

CO2 メインスト リームにおける測定

呼気終末 CO2 濃度 etCO2

測定条件 呼吸回数 （成人） ： 6 回 /min ～ 40 回 /min
呼吸回数 （小児） ： 40 回 /min ～ 100 回 /min
吸気時間 ： >250 ms
呼気時間 ： >250 ms

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Evita V300

フロー測定値 （呼気）

一回換気量測定

肺にト ラ ップした空気の量 （PEEPi 測
定で判定）

ト ラ ップ量

範囲 0 ～ 1500 mL 
BTPS

性能特性 ( 続き )
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精度 測定値の ±12 % もし くは ±12 mL のいずれか大き
い方、 較正条件下 （1013 mbar (1013 cmH2O)、
乾燥空気、 20 °C (68 °F))、 5 % CO2、 フローセン
サーフラップが閉じた状態で、 リークなし

呼吸あたりの呼気 CO2 VTCO2

範囲 0 ～ 550 mL BTPS
精度 ±12 % 

次の製品に適用 ：
– Babylog VN500

装置フロー （吸気、 HFO のみ） 
精度 ±10 %

計算値の表示

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500

静的コンプライアンス （Low Flow PV ループ手順
で判定） 静 - コンプライアンス

0 ～ 500 mL/mbar （または mL/hPa、 または 
mL/cmH2O）

モニタ リング

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500

IEC 60601-1-8 および A1:2012 （第 3 版） に準拠
する測定されたアラーム信号の音圧レベル LPA

連続アラーム音 IEC/CEI
音量設定に従う高優先度アラームの範囲 約 55 dB(A) ～ 72 dB(A) 
音量設定に従う中優先度アラームの範囲 約 52 dB(A) ～ 69 dB(A) 
音量設定に従う低優先度アラームの範囲 約 49 dB(A) ～ 67 dB(A) 

測定値の表示 ( 続き )
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連続アラーム音 Dräger 呼吸器

音量設定に従う高優先度アラームの範囲 約 55 dB(A) ～ 72 dB(A) 
音量設定に従う中優先度アラームの範囲 約 53 dB(A) ～ 70 dB(A) 
音量設定に従う低優先度アラームの範囲 約 45 dB(A) ～ 62 dB(A) 

電源故障アラームと補助アラームの範囲 約 70 dB(A) ～ 75 dB(A) 
次の製品に適用 ：
– Evita V300

IEC 60601-1-8 および A1:2012 （第 3 版） に準拠
する測定されたアラーム信号の音圧レベル LPA

連続アラーム音 IEC/CEI
音量設定に従う高優先度アラームの範囲 約 56 dB(A) ～ 74 dB(A) 
音量設定に従う中優先度アラームの範囲 約 48 dB(A) ～ 65 dB(A) 
音量設定に従う低優先度アラームの範囲 約 53 dB(A) ～ 71 dB(A) 

連続アラーム音 Dräger 呼吸器

音量設定に従う高優先度アラームの範囲 約 54 dB(A) ～ 72 dB(A) 
音量設定に従う中優先度アラームの範囲 約 51 dB(A) ～ 69 dB(A) 
音量設定に従う低優先度アラームの範囲 約 45 dB(A) ～ 64 dB(A) 

電源故障アラームと補助アラームの範囲 約 70 dB(A) ～ 75 dB(A) 

モニタ リング ( 続き )
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次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

主電源

突入電流 約 8 ～ 24 A ピーク
約 6 ～ 17 A 準 RMS

防水性および防塵性の等級 IP21 
12.5 mm （0.47 インチ） 以上の直径の粒子に対す
る防塵 
垂直に滴る水分に対する防滴

次に準拠する騒音放射 ISO 4871:2009 および 
ISO 3744:2010 に基づく ISO 80601-2-12:2011

2 m （79 インチ） の範囲での A 級平均表面音
圧レベル (LPA)

約 33 dB
約 43.5 dB （GS500 使用時）
約 50 （HFO (Babylog VN500) 使用時）

不確かさ  (k) 3.5 dB

A 級表面音圧レベル (LWA) 約 46 dB
約 57.5 dB （GS500 使用時）
約 63.5 dB （HFO (Babylog VN500) 使用時）

不確かさ  (k) 3.5 dB

重量

人工呼吸器 約 17 kg (37.5 lbs)
Medical Cockpit （ホルダー含む） 約 8 kg (17.6 lbs)
ト ロリー （架台） 約 33 kg (72.8 lbs)
PS500 約 27 kg (59.5 lbs)
GS500 約 10.5 kg (23 lbs)
公称重量 （ト ロリー上の人工呼吸器および 
Medical Cockpit の重量）

公称 58 kg (128 lbs)

大重量 （許容 大総重量） 大 133 kg (293 lbs)
大荷重

トロリー用標準レール (G93140) 10 kg (22 lbs)

加湿器ホルダー （回転可能） (G93111) 5 kg (11 lbs)

加湿器ホルダー、 サイ ドレール (8416325) 5 kg (11 lbs) 
加湿器ホルダー (8416325) に加え、 人工呼吸器の
サイドレールにアームが取り付けられている場
合、 サイドレールにつき 5 kg (11 lbs) の 大荷重
を守らねばなりません。 その際、 加湿器ホルダー
が支えることができるのは、 4 kg (8.8 lbs) のみに
なります。
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基本性能特性

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

以下のモニタ リング機能をユーザーが定義して設
定し、 患者の換気を常にコン ト ロールまたモニタ
リングして下さい。
– 小および 大一回換気量
– 大気道内圧、
– 呼吸ガス中の 小および 大酸素濃度、

また、 設定したアラームリ ミ ッ ト を超えた場合
は、 適切なアラームを設定する必要があります。

さらに、 内蔵モニタ リングによって次の状況が警
報されます ：
– 外部電源供給の障害
– バッテリーの放電
– ガス供給の不具合
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自動アラームリ ミ ッ ト

圧モニタ リング

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

アラームメ ッセージ 説明 / 検知

PEEP 上昇 / 低圧相 上昇 
(!!!)

アラームリ ミ ッ トは、 PEEP または 低圧相 レベルの設定値より  
8 mbar (8 cmH2O) 上になります。 アラームは、 大気圧への圧解放を
ト リガーします。 アラームは、 11 mbar (11 cmH2O) 以下ではト リ
ガーされません。 この状態が 2 呼吸または 大 15 秒にわたり続く
と、 アラームがト リガーされます。

アラームの誤動作を避けるために、 APRV および低圧時間が 1 s 以下
に設定されている場合、 または、 AutoRelease が有効の場合に、 低圧
レベルに達したかモニターされます。

PEEP 上昇 / 低圧相 上昇 
(!!)

アラームリ ミ ッ トは、 PEEP の設定値より  4 mbar (4 cmH2O) 上にな
ります。 この状態が 2 呼吸または 大 15 秒にわたり続く と、 アラー
ムがト リガーされます。

PEEP 低下 / 低圧相 低下

（Evita Infinity V500 および 
Evita V300 の場合のみ）

換気中の PEEP または 低圧相 値の著しい低下をモニタ リングしま
す。アラームリ ミ ッ トは、PEEP または 低圧相 レベルの設定値に依存
します。 アラームリ ミ ッ トは、 設定値より  5 mbar (5 cmH2O) 下にな
ります。 この状態が 10 呼吸にわたり続く と、 アラームがト リガーさ
れます。

PEEP 低下 / 低圧相 低下

（Babylog VN500 の場合のみ）

換気中の PEEP または 低圧相 値の著しい低下をモニタ リングしま
す。アラームリ ミ ッ トは、PEEP または 低圧相 レベルの設定値に依存
します。 アラームリ ミ ッ トは、 設定値より  3 mbar (3 cmH2O) 下にな
ります。 この状態が 10 呼吸にわたり続く と、 アラームがト リガーさ
れます。
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一回換気量モニタ リング

次の製品に適用 ： 
– Evita Infinity V500
– Evita V300

呼気分時換気量 呼気 MV が設定したアラームリ
ミ ッ ト内でモニターされます。

吸気一回換気量 吸気 VT、 または、 リーク補正の
スイッチが ON の場合、 リーク補正後の一回換気
量 一回換気量 が設定したアラームリ ミ ッ ト内で
モニターされます。

換気量補償を併用する従量式換気モードまたは従
圧式換気モードが選択されている場合、 装置に
よって 小吸気一回換気量が確保されるために、
吸気 VT または 一回換気量 のアラーム下限値を手
動で設定することができません。

次の製品に適用 ：
– Babylog VN500

患者カテゴリー 小児 において、 また、 挿管換気
時の患者カテゴリー 新生児 において、 呼気分時
換気量 呼気 MV が設定したアラームリ ミ ッ ト内で
モニターされます。

小一回換気量は、 VG （換気量補償） が有効な
場合にのみモニターされます。 これを行うために
は、 リーク補正をスイッチ OFF にすることに
よって、患者カテゴリー 小児 で 吸気 VT の値がモ
ニターされ、患者カテゴリー 新生児 で 呼気 VT の
値がモニターされます。 リーク補正が有効の場
合、 通常 一回換気量 が使用され、 自動的に設定
されたアラームリ ミ ッ ト  VT 低下 がモニターされ
ます。 その際、 VT 低下 は、 選択した 一回換気量 
の 90 % に一致します。

電磁両立性

次の製品に適用 ：
– Workstation Critical Care and Neonatal Care

表の参照資料がアップデート されました ：

– 電磁環境 ：
電磁放射に関する情報
（IEC 60601-1-2、 表 1）

– 電磁耐性 ：
電磁耐性に関する情報
（IEC 60601-1-2、 表 2、 3、 および 4）

– 小型および携帯型無線周波送信機との推奨分
離距離 ：
分離距離に関する情報
（IEC 60601-1-2、 表 5 および 6）
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IT ネッ トワークとの接続

次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

データは、 有線または無線技術を用いる IT ネッ ト
ワークで交換することができます。 IT ネッ トワー
クは、 規格や規定に記載されているすべてのデー
タインターフェース （例えば、RS232、 LAN、
USB、 プリンターインターフェース） を含みま
す。

本装置は、 操作中に IT ネッ トワークを用いて、 他
の装置や機器と情報を交換することができ、 次の
諸機能をサポート しています ：

– 波形およびパラメーターデータの表示

– アラームの信号伝達

– 装置設定および患者データの転送

– サービスモード、 ログブックへのアクセス

本装置を他の装置や機器が組み込まれているネッ
トワークに接続したり、 また本装置と接続した
ネッ トワークに追加的な変更が行われると、 患者
やユーザー、 その他の方々に新たな危険が及ぶ恐
れがあります。 装置をネッ トワーク接続する前
に、 またそのネッ トワークを変更する前に、 これ
らによる危険性を確認し、 分析し、 評価するとと
もに、 適切な手段を講じる必要があります。

ネッ トワークの追加的な変更の例 ：

– ネッ トワーク設定の変更

– ネッ トワークからの装置や機器の削除 / 非接続

– 新しい装置や機器のネッ トワークへの追加

– ネッ トワークに接続された装置や機器のグ
レードアップやアップデートの実行

ネッ トワーク接続に関する情報

前提条件

本装置は、 必ずサービススタ ッフがネッ トワーク
に接続する必要があります。 必ず事前に病院の IT 
管理者と相談して下さい。

以下の文書に従う必要があります ：

– 本装置の添付文書

– ネッ トワークインターフェースの説明

– ネッ トワークベースのアラームシステムの説
明

Dräger 社では IEC 80001-1 （医療機器を組み込む 
IT ネッ トワークのためのリスクマネージメン ト）
に準拠することを推奨します。

シリアルインターフェース

以下のインターフェースがサポート されていま
す ：

– RS232 インターフェースは以下の適用に関し
て EIA RS-232 (CCITT V.24/V.28) に準拠して
います ：
– MEDIBUS、 MEDIBUS.X
– 他社製医療機器との接続
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不適切なネッ トワークを使用した場合の影響

ネッ トワークが要件を満たしていない場合、 危険
な状況を招く恐れがあります。 以下の状況が本医
療機器に生じる可能性があります ：

– 不確かな分散化したアラームシステムによる
影響 ：
– アラームまたはデータが誤った時間に送信

されます。
– アラームが送信されません。

– ネッ トワーク接続の障害時 ：

– 消音されたアラームまたはアラーム音が再
有効化されず、 消音状態が継続します。

– アラームが送信されません。

– ファイアウォールおよびアンチウイルスソフ
ト を使用しない場合 ：
– データが保護されません。
– 装置の設定が変更されます。
– 装置によって誤ったアラームが発生され

る、 またはアラームが発生されません。

– データが完全に送信されない、 誤った装置に
送信される、 または、 全く送信されません。

– 患者データが傍受される、 改ざんされる、 ま
たは損傷されます。

– データに誤ったタイムスタンプが押されます。

接続機器およびネッ トワークの電気的要件

アナログおよびデジタルポートは、 公称電圧が
ネッ トワーク側で 大 DC 24 V であり、 次の規格
の１つの要件を満たす装置またはネッ トワークと
の接続にのみ適しています ：

– IEC 60950-1 ： 非接地型安全超低電圧 (SELV) 
回路

– IEC 60601-1 （第 2 版現在） ： 第 2 安全回路
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次の製品に適用 ：
– Evita Infinity V500
– Babylog VN500
– Evita V300

空気系統の機能に関する説明

有効な呼吸ガス加湿器と空気式の薬剤ネブライ
ザーを組み込むこともできます。 追加情報は、 取
扱説明書の 「組み立てと準備」 および 「操作」 の
章に記載されています。

アンチエアシャワーアンチエアシャワー

アンチエアシャワー 機能が有効であり、 換気中に
外れが検出されると、 再接続が検出されるまでフ
ローが低減されます。 同時に、 呼吸回路 外れ ? ア
ラームが表示されます。 NIV （マスク） 換気では、
アラームがト リガーされるまでの時間が 圧低下時
間 と ともに遅延する可能性があります。 すでに低
減されたフローによって、 分時換気量が低減され
る可能性があります。
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