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Dräger BG ProAir

DE Diese Gebrauchsanweisung kann in weiteren 
Sprachen in der Datenbank für Technische 
Dokumentation (www.draeger.com/ifu) in 
elektronischer Form heruntergeladen werden.
DE = 9300231

EN These instructions for use can be downloaded in 
electronic form in other languages in the Technical 
Documentation database (www.draeger.com/ifu).
EN = 9300708

FR Cette notice d'utilisation peut être téléchargée dans 
d'autres langues à partir de la base de données de 
documentation technique (www.draeger.com/ifu) au 
format électronique.
FR = 9300709

ES Estas instrucciones de uso pueden descargarse en 
otros idiomas de la base de datos de documentación 
técnica (www.draeger.com/ifu) en formato electrónico.
ES = 9300709

PT Estas Instruções de Uso podem ser baixadas em 
formato eletrônico em outros idiomas no banco de 
dados para documentação técnica 
(www.draeger.com/ifu).
PT = 9300709

IT Le presenti istruzioni per l'uso possono essere 
scaricate in altre lingue dalla banca dati per la 
documentazione tecnica (www.draeger.com/ifu) in 
forma elettronica.
IT = 9300709

NL Deze gebruiksaanwijzing kan in elektronische vorm in 
andere talen worden gedownload van de database 
voor technische documentatie (www.draeger.com/ifu).
NL = 9300710

DA Denne brugsanvisning fås også på andre sprog og kan 
hentes i elektronisk form i databasen for teknisk 
dokumentation (www.draeger.com/ifu).
DA = 9300712

FI Tämän käyttöohjeen muunkielisiä versioita voi ladata 
sähköisessä muodossa teknisten asiakirjojen 
tietokannasta (www.draeger.com/ifu).
FI = 9300712

NO Denne bruksanvisningen kan også tilgjengelig på 
andre språk og kan lastes ned i elektronisk format fra 
databasen for teknisk dokumentasjon 
(www.draeger.com/ifu).
NO = 9300712

SV Denna bruksanvisning kan laddas ner som digitalt 
exemplar på andra språk i databasen för teknisk 
dokumentation (www.draeger.com/ifu).
SV = 9300712

ET Selle kasutusjuhendi saab teistes keeltes 
elektroonilisel kujul alla laadida tehnilise 
dokumentatsiooni andmebaasist 
(www.draeger.com/ifu).
ET = 9300715

LV Šo lietošanas instrukciju citās valodās var lejupielādēt 
elektroniskā formātā tehniskās dokumentācijas datu 
bāzē (www.draeger.com/ifu).
LV = 9300715

LT Šią naudojimo instrukciją kitomis kalbomis elektronine 
forma galima atsisiųsti iš techninės dokumentacijos 
duomenų banko (www.draeger.com/ifu).
LT = 9300715

PL Niniejszą instrukcję obsługi można pobrać w innych 
językach w formie elektronicznej w bazie danych 
dokumentacji technicznej (www.draeger.com/ifu).
PL = 9300713

RU Это руководство по эксплуатации можно скачать в 
электронном виде и на других языках, 
воспользовавшись нашей базой технической 
документации (www.draeger.com/ifu).
RU = 9300713

HR Ove upute za uporabu mogu se preuzeti u 
elektroničkom obliku na drugim jezicima iz baze 
podataka za tehničku dokumentaciju 
(www.draeger.com/ifu).
HR = 9300710

SL To navodilo za uporabo se lahko v drugih jezikih 
prenese v elektronski obliki iz podatkovne banke za 
tehnično dokumentacijo (www.draeger.com/ifu).
SL = 9300711

SK Tento návod na použitie v ďalších jazykoch je 
v elektronickej podobe možné stiahnuť z databázy pre 
technickú dokumentáciu (www.draeger.com/ifu).
SK = 9300711

CS Tento návod k použití v dalších jazycích si můžete 
stáhnout z databáze pro technickou dokumentaci 
(www.draeger.com/ifu) v elektronické podobě.
CS = 9300711

BG Това ръководство за работа може да бъде свалено 
в електронен вид на други езици от базата данни за 
техническа документация (www.draeger.com/ifu).
BG = 9300714

RO Aceste instrucţiuni de utilizare pot fi descărcate în alte 
limbi în formă electronică din baza de date pentru 
documentaţie tehnică (www.draeger.com/ifu).
RO = 9300714

HU Ez a használati útmutató elektronikus formában 
további nyelveken is letölthető a műszaki 
dokumentációs adatbázisból (www.draeger.com/ifu).
HU = 9300710

EL Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτών των οδηγιών χρήσης 
σε άλλες γλώσσες από τη βάση δεδομένων για την 
τεχνική τεκμηρίωση (www.draeger.com/ifu) σε 
ηλεκτρονική μορφή.
EL = 9300714

TR Bu kullanım kılavuzu, teknik dokümantasyon veri 
tabanından (www.draeger.com/ifu) diğer dillerde de 
elektronik olarak indirilebilir.
TR = 9300714

JA 本取扱説明書の他の言語バージョンは、 技術文書デー
タベース （www.draeger.com/ifu） からデジタル形式
でダウンロードすることができます。
JA: 9300716
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1 安全関連情報

– 製品をご使用いただく前に、 本取扱説明書ならびに付属製
品の取扱説明書をよくお読みください。

– 本取扱説明書の記載事項を遵守し、 『使用目的』 の項に記
載してある目的以外では使用しないでください。

– この製品は、 この取扱説明書の記載に沿ってお使いになら
なければ、 防護性能が低下するおそれがあります。

– 製品の正しい使用方法がいつでも確認できるよう、 ユーザー
によって、 確実に保管と適切な使用がされるよう計らってくだ
さい。

– 本製品は、 使用方法の練習を行ってから使用してください。

– 本製品は、 それぞれの国や地域が定める規則に従ってお取
扱いください。

– 本製品の点検および修理、 メンテナンスは、 訓練を受けた
専門要員のみが、 本取扱説明書に従って行ってください
（14 ページの 「メンテナンス」 を参照）。 本取扱説明書に記
載のないメンテナンス作業は、 Dräger の従業員、 または
Dräger による訓練を受けた専門要員だけが行うことができま
す。 Dräger とサービス契約を締結することをおすすめしま
す。 

– 本製品の修理およびメンテナンスにあたっては、 Dräger の
純正部品以外は使用しないでください。 これを守らないと、
製品が正しく機能しない可能性があります。

– 本製品に異常が認められた場合は、 弊社サービスセンター
までご連絡ください。

– 本製品に異常が認められた時は、 絶対に使用しないでくださ
い。 また、 本製品は絶対に改造しないでください。

2 表記規則

2.1 警告表示ガイドライン

以下の警告表示はお客様に本製品を安全にお使いいただくため
に、 この文書の中で使われています。 本製品の使用にあたって
特に注意が必要な内容です ：

2.2 商標

次のインターネットサイトには Dräger の商標が登録されている
国々が記載されています ： www.draeger.com/trademarks。

当該商標は一定の国々においてのみ登録されており、 必ずしも
このドキュメントが公開されている国でも登録されているとは限り
ません。

3 記述説明

3.1 製品の概要

取扱説明書の始めにある概要図参照 ：

警告記号 警告表現 警告表示レベル

警告 この表示の注意事項を守らない
と、 死亡や大けがなどの人身事
故につながることがあります。

注意 この表示の注意事項を守らない
と、 けがにつながることがありま
す。 不適切な使用に対する警告
としても使用できます。

注記 この表示の注意事項を守らない
と、 製品または周辺の物品に損
害を与えるおそれがあります。

商標 商標所持者

Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc.

1 呼気ホース

2 保護キャップ付き接続部

3 バヨネットリング

4 吸気ホース

5 バイパスホース （赤）

6 中圧ホース （青） －センサーユニットに接続

7 中圧ホース （青） －酸素供給用

8 背当てボード

9 ステータスインジケータ

10 組込電子回路 （センサーユニット）

11 吸気冷却器

12 デマンド弁

13 自動排気弁 （スプリングホルダーの下側にあります）

14 呼吸袋

15 ハンドル付き減圧器

16 高圧酸素容器の塞止弁のハンドル

17 高圧酸素容器の塞止弁の圧力表示

18 バイパス弁ボタン

19 高圧酸素容器用ベルト

20 排水弁 （背当てボードと高圧酸素容器の間にありま
す）

21 高圧酸素容器

22 スプリングホルダー

23 固定装置レバー

24 CO2 アブゾーバー

25 本体カバー

26 覗き窓 （ステータスインジケータ確認用）

27 Connect ECU ("Electronic Control Unit")

27-1 圧力値表示部

27-2 高圧酸素容器の圧力値
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3.2 機能の説明

3.2.1 循環式呼吸器

この循環式呼吸器は、 呼気を吸気として再生する呼吸器で陽圧
形です。 呼吸循環回路の全体がわずかに陽圧で維持されます
ので、 周囲の空気中の有害物質が侵入するすることはありませ
ん。

呼吸気は、 閉じた呼吸循環回路の内部を循環します。 CO2 ア
ブゾーバーの吸収剤は、 呼気に含まれる二酸化炭素を吸収しま
す。 アブゾーバーには、 以下の種類があります。

– ディスポーザブルアブゾーバー

– 詰替式アブゾーバー

– トレーニング用アブゾーバー

CO2 アブゾーバーは、 それぞれに、 RFID タグが付属していま
す。 組込電子回路には、 RFID リーダーがあり、 この循環式呼
吸器に内蔵されているアブゾーバーの種類、 および、 CO2 アブ
ゾーバーの使用を開始してからの経過時間を読み取ります。 こ
の RFID の機能はオプション仕様であり、 また、 Connect ECU
から起動します。

呼気は、 CO2 アブゾーバーから呼吸袋の内部へ流入します。

この呼気には、 高圧酸素容器から酸素が供給され、 酸素濃度
が上昇します。 循環式呼吸器には、 以下の種類があります。

– 酸素供給が定量方式の循環式呼吸器

– 酸素供給がデマンド方式の循環式呼吸器

酸素供給が定量方式の循環式呼吸器では、 常時、 一定量の酸
素が呼吸循環回路に供給されます。 呼吸密度が高まった場合
には、 さらに必要な酸素をデマンド弁経由で呼吸循環回路に供
給します。

デマンド方式の循環式呼吸器には、 自動式の予備パージ装置
が付属しています。 使用開始時に高圧酸素容器を開くと、 この
予備パージ装置により、 酸素が呼吸循環回路に十分に供給され
ます。 使用中酸素は呼吸密度に相応してデマンド弁経由で呼吸
回路に追加供給されます。

この循環式呼吸器の着用者は、 バイパスのボタンを押せば、
随時、 呼吸循環回路に酸素を追加供給できます。

呼気から再生した吸気は、 再吸入される前に、 吸気冷却器に
流入して通過します。 吸気冷却器には、 以下の種類がありま
す。

– 氷冷却器
氷冷却器は、 使用後に再凍結可能な保冷剤を内蔵していま
す。

– PCM 保冷剤冷却器
PCM 保冷剤冷却器は、 潜熱蓄熱材を内蔵し、 呼気の熱エ
ネルギーから、 その一部を奪います。 その際、 潜熱蓄熱材
は溶解します。 この潜熱蓄熱材は、 使用後に冷所に保管す
ると、 凍結して元の状態に復帰します。 この相変化は、 約
+27 °C で起こりますが、 相変化が完了すれば、 この冷却
器を再び使用できます。 PCM 保冷剤冷却器の冷却能力が
完全に維持されるよう、 大保管温度を超えないようにしてく
ださい。

この循環式呼吸器は、 ホース継手により面体と接続します。

3.2.2 電子監視システム

この電子監視システムは、 組込電子回路、 Connect ECU、 ス
テータスインジケータから構成されています。

搭載電子機器は循環呼吸保護器のさまざまなパラメータを点検し
ます。 結果は Connect ECU で光学的そして / または音でアウト
プットされます。 その他、 Connect ECU は、 自動の緊急信号
送信装置として利用できます。

Connect ECU のディスプレイには、 特に高圧酸素容器の圧力と
残り使用時間を表示します。 この監視システムの状態は、 LED
ランプによりお知らせします。 さらに、 アラームやステータスの
通知には、 いずれもブザーを利用します。

各種機能および時間の構成設定は、 いずれもソフトウェア
「Dräger PC Link」 を利用します。 以下では、 この循環式呼吸
器における、 工場出荷時の初期設定を説明しています。

アラーム

27-3 経過時間、 残り時間

27-4 左ボタン

27-5 LED ランプ

27-6 パニックボタン

27-7 右ボタン

27-8 モード切替キー

27-9 ディスプレイ

28 肩ベルト

29 腰ベルト

30 胸ベルト （オプション）

31 ホースホルダー

アラーム 「酸素供給停止」 このアラームが出力されるの
は、 着用者がこの循環式呼吸
器で呼吸しながら、 高圧酸素
容器の塞止弁が閉じている
か、 高圧酸素容器で酸素残量
がゼロのいずれかの場合で
す。

残圧アラーム 1 このアラームが出力されるの
は、 高圧酸素容器の圧力が

5.5 MPa になった1) ときです。

残余圧力アラーム 2 このアラームが出力されるの
は、 高圧酸素容器の圧力が
1 MPa になったときです。

予備アラーム （動作センサー） このアラームは動作認識が有
効 （機能キーが外されている）
で、 Connect ECU が 30 秒間

十分な動作を認識しない時に
発せられます。

メインアラーム （動作セン
サー）

このアラームは予備アラーム
（動作センサー） が停止せず
15 秒間経過すると発せられま
す
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ステータス通知

Connect ECU の状態

– オンモード
以下の場合は、 Connect ECU がオンモードからスタンバイ
モードに切り替わります。

– この循環式呼吸器が長時間にわたって移動せず、 シス
テムの圧力が 0 bar になるとき

– Connect ECU の両方のボタンを少なくとも 2 秒間押し、
システムの圧力が 6 bar のとき

– スタンバイモード
この循環式呼吸器を移動させなくても、 Connect ECU は、
60 分が経過すれば、 スタンバイモードから節電モードに切り
替わります。
以下の場合は、 Connect ECU がスタンバイモードからオン
モードに切り替わります。

– 高圧酸素容器の塞止弁を開いたとき

– Connect ECU で、 いずれかのボタンを 2 秒以上長押し
したとき

– モード切替キーを引き抜いたとき

– ユーザーが装置から呼吸をしているとき。 装置から呼吸
するのを止めた場合は、 Connect ECU は約 10 秒後に
再びスタンバイモードに戻ります。

Connect ECU がスタンバイのときでも、 ユーザーが
装置から呼吸しているとき。 高圧酸素容器が閉まってい
る、 あるいは、 空のときは、 アラーム 「酸素供給停止」
が発せられます。

– 節電モード
この循環式呼吸器を移動させると、 Connect ECU はスタン
バイモードに再び切り替わります。
以下の場合は、 Connect ECU が節電モードからオンモード
に切り替わります。

– Connect ECU で、 いずれかのボタンを押したとき

– モード切替キーを引き抜いたとき

– オフ
充電池の充電量がゼロになると、 Connect ECU は、 オフに
切り替わります。 あらたに充電池をセットすると、
Connect ECU は、 自動的にオンモードに切り替わります。
ブザーが鳴動します。 ディスプレイには、 各種の情報と問合
せを表示します。

節電モードでは高圧酸素容器が開くことが認識されず、 ア
ラーム 「酸素供給停止」 が無効になります！

Connect ECU のさまざまな状態が、 小電気消費量にもか
かわらず同時に使用の可能性を 大にします。

スイッチオン切替時のディスプレイ表示

以下の内容は、 高圧酸素容器の塞止弁を開いた場合の説明
です。 Connect ECU を別の手順でオンに切り替えた場合は
（いずれかのボタンを押す、 充電池をセットする、 モード切替
キーを引き抜く）、 ディスプレイに別の情報や問合せを表示しま
す。 

Connect ECU がオンモードに切り替わると、 ディスプレイには、
以下の情報や問合せを順次、 表示します。

– 充電池の残量インジケータ

– 高圧リークテストを実行するか否かの問合わせ

– 高圧酸素容器の充填圧と 「残り時間から残圧アラーム 1」 ま
での表示

左または右のボタンを押すと、 「これまでの時間」 または 「温
度」 を交互に表示させることができます。 

緊急信号送信ユニットとしての用途

着用者は、 危険な場所からの退去が不可能になったときに、 手
押しのパニックボタンを押せば、 緊急信号を送信することができ
ます。

着用者の動きが止まると、 Connect ECU から自動的に緊急信
号が送信されます。 緊急信号を送信するには、 Connect ECU
からモード切替キーを引き抜いておく必要があります。 動作が検
知されなくなったら、 設定しておいた時間が経過すると予備警報
が鳴動します （標準設定 ： 30 秒）。 予備警報が鳴動を開始して
から約 15 秒以内に、 あらためて動きが検知されたときは、 予
備警報はキャンセルされます。 15 秒が経過しても、 動きが検知
されなければ、 主警報が鳴動します。

動作検知センサーは動きまたは振動のみを認識します。 動作
検知センサーはユーザーが独自の力で動くかどうかを認識しませ
ん。 着用者自らは動かないが、 自動車など、 倒れて横たわる
床が移動している場合は、 緊急信号送信ユニットから警報信号
が送信されないことがありえます。

メインアラーム （手動） このアラームは手動アラームボ
タンを押すと発せられます。

充電池アラーム このアラームは充電池の充電
状態が運転中に重大レベルに
達している間に発せられます。

1) この圧力の数値は、 設定により変更できます。

残圧アラーム 1 の警報出力ま
での残り時間

電子監視システムは、 高圧酸
素容器の圧力と呼吸量から、
警報ブザーが鳴動するまでの
時間を算出します。 
使用開始時は、 呼吸量を
30 L/min と想定しています。
その後、 残り時間は、 正確な
呼吸量 （ただし 30 L/min を下

限とします） を利用して、 毎
秒、 計算を行い更新します。

経過時間 経過時間は、 Connect ECU
をオンに切り替えてから経過し
た時間をお知らせします。

温度 温度は Connect ECU の環境

温度を表示します。
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ステータスインジケータ

この循環式呼吸器で本体カバーを開けた内部には、 ステータス
インジケータがあり、 視界不良でも、 このステータスインジケー
タにより循環式呼吸器とその着用者を視認できます。 その循環
式呼吸器で警告やアラームが出力されていれば、 同行している
作業者は、 ステータスインジケータでその状況を把握できます。

3.2.3 ステータス表示

循環呼吸保護装置のステータスは LED と音で信号を発します。
Connect ECU とステータスインジケータの青と赤の LED は同じ
事を示します。 循環呼吸保護装置の状態は次のように信号を発
します ：

3.2.4 アクセサリー

循環呼吸保護装置用に Dräger は次のアクセサリーを提供しま
す ：

– 熱保護
高温において、 熱保護は、 冷却剤の効果と呼吸快適性を改
善するために使用することができます。

– グリップクランプ
特に厳しい使用条件または高温においてはハンドブリップを
グリップクランプでさらに安全にすることができます。

– ブレード
蓋にブレードを取り付けることができます。 ブレードは、 循環
呼吸保護装置が面上で押される必要があるときに間隔ホル
ダーとして役に立ち、 蓋の消耗を軽減します。

– 防寒断熱
極度の低温時の使用のために防寒断熱が使用可能です。

3.3 用途

この循環式呼吸器は、 呼吸用の空気を約 4 時間にわたって着
用者に供給するものであり、 周囲環境中の空気が酸欠で有害物
質が含まれていても、 着用者はその影響を受けません。

3.4 使用目的の制限

3.4.1 概要

この循環式呼吸器は、 設計上、 潜水用具として使用することは
できません。 この循環式呼吸器は、 （坑道の水穴に入り渡渉す
る場合など） 完全に水中に浸漬させても短時間であれば、 循環
式呼吸器の機能が低下することはありません。

循環装置が沈めたとき、 または減圧器が非常に汚れたとき、
減圧器内部の汚染を避けるために減圧器はよく洗浄する必要が
あります。

3.4.2 0 °C 以下の温度のときの処置

冷媒の使用は規定されていません。 循環式呼吸器を温度が
0 °C 以下で使用するとき、 冷媒は使用する必要はありません。
しかし、 次の処置をする必要があります ：

– 対策 A
全面形面体のアイピースの内側が曇って凍結し、 視界が制
約されることがあります。 アイピースは、 全面形面体の取扱
説明書で指定されている防曇剤を塗布して、 結露の凍結を
防止してください。 指定以外の防曇剤は使用しないでくださ
い。

– 対策 B
この循環式呼吸器は、 いずれの部品も正常に動作するよう
万全を期する目的で、 保管は +10 °C ～ +25 °C の温度範
囲で行ってください。

– 対策 C
付属の防寒断熱を使用してください。

循環式呼吸器を温度 -6 °C で使用するとき、 利用時間が短縮さ
れることがあります （27 ページの 「技術的に可能な使用耐久時
間」 を参照）。

3.4.3 使用時間の制限

以下のいずれの要件にも該当する場合は、 使用時間を約 4 時
間と想定することができます。

– 着用者が平均的な体格であり、 健康状態が良好である。

– 作業条件はきわめて極端なものではなく、 呼吸量が約
30 L/min 程度です。

– 高圧酸素容器の充填圧力は少なくとも 180 bar です。

– この循環式呼吸器が規定に沿ってメンテナンスおよび試験が
いずれも行われている。

– 全面形面体が顔面に正しく装着され、 密着して気密が確保さ
れている。

LEDs 音 意味

青のパルスを
発する

- 装置は完璧に機能してい
る。

赤のパルスを
発する

断続音 100 bar 以下の高圧酸素容
器の圧力

赤の点滅 断続音 残圧アラーム 1
残圧アラーム 2

赤の点滅 上から下へ 2 つ
の音

充電池残量ほぼゼロ

交互に赤 / 青
の点滅

下から上へ３つ
の音

緊急信号ユニットの予備ア
ラーム

3 回青の点滅
の後、 3 回赤

の点滅

キンキンし、 繰
り返すアラーム
音

緊急信号ユニットのメインア
ラーム

緑の点滅
（Connect ECU
でのみ）

- Connect ECU から、 機能

キーを引き抜きます。

3 回青の点滅

の後、 3 回赤
の点滅

断続音 アラーム 「酸素供給停止」

環境温度 対策

A B C

0 °C ... -6 °C1)

1) EU 型式検査の部

x

-6 °C...-15 °C x x

-15 °C...-40 °C x x x
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使用時間は、 次の要因により大幅に短縮されることがあります。

– 着用者の健康状態

– 作業負荷の程度 （着用者において作業の負荷が増すに従
い、 酸素の消費量は増加します）

– 着用者の精神状態 （着用者において不安や興奮が高ずるに
従い、 酸素の消費量は増加します）

– 循環式呼吸器の状態 （この循環式呼吸器でメンテナンスが
徹底していなかったり、 設定が不適切であったりすると、 呼
気が供給されなくなるおそれがあり、 したがって、 メンテナン
スは必ず取扱説明書に従って実施されるのがよいでしょう）

– 180 bar より少ない使用前の高圧酸素容器の充填圧

– 環境温度 （27 ページの 「周囲の環境条件」 を参照） .

3.5 認証

この循環式呼吸器では、 Dräger FPS 7000 RP シリーズの面体
も認証の範囲に含まれています。

適合宣言書は、 補足説明書 「9300233」 か、 ウェブサイトの
www.draeger.com/product-certificates をご覧ください。

認証に関して詳細なご案内は、 補足資料 「9300233」 を参照し
てください。

3.6 型式識別記号、 記号の説明

3.6.1 型式識別記号

型式識別記号 BG ProAir - Class 4P は認可板に表示されてい
ます。

3.6.2 ラベル上の記号

3.6.3 Connect ECU のディスプレーの記号

装置は爆発危険がある場所での使用に対応仕様に注意し
てください。

廃棄についての注意に注意してください

注意！使用説明書に注意してください。

メニュー

確定、 確認、 「正常に完了しました」、 完了

オフ

キャンセル、 「正常に完了できませんでした」、 「中断して
います」

再試行してください

次のメニュー入力

緊急信号の自動送信機能を使用中

緊急信号の自動送信機能を解除中

アラーム ： 動作検知センサーがトリガーされました

アラーム ： 手動アラームがトリガーされました

警告 ：動作検知センサーが作動しました

アラーム 「酸素供給停止」

メニュー ： メニュー ： CO2 アブゾーバーがありません

メニュー ： メニュー ： CO2 アブゾーバーは使用期限前です

メニュー ： メニュー ： CO2 アブゾーバーは使用期限を経過

しています

メニュー ： メニュー ： CO2 アブゾーバーは詰替済みかの問
い合わせ

メニュー ： バッテリーの充電状態は不明

メニュー ： バッテリーは 100 % 充電されています

メニュー ： バッテリーは 75 % 充電されています

メニュー ： バッテリーは 50 % 充電されています

メニュー ： バッテリーの充電切れ警告。 しかしまだ少なくと
も 4 時間使用可能。

メニュー ： 充電池残量ほぼゼロ使用はもう不可能、
Connect ECU は自動でオフに切り替わります。

バッテリーは使用困難

メニュー ： 誤ったバッテリータイプが入っています

メニュー ： 高圧酸素容器の塞止弁を開けます

メニュー ： 高圧酸素容器の塞止弁を閉じます

メニュー ： 高圧リークテストを実行するか否かの問い合わせ

メニュー ： 高圧リークテストまたは低圧リークテスト中

メニュー ： 高圧リークテストまたは低圧リークテスト成功

メニュー ： 高圧リークテストまたは低圧リークテスト不履行

メニュー ： 高圧リークテスト用高圧低すぎ

酸素の供給量が不足し、 高圧リークテストを正常に完了で
きませんでした

メニュー ： 高圧リークテストまたは低圧リークテスト中断

メニュー ： 高圧リークテストまたは低圧リークテスト時にエ
ラー

メニュー ： 高圧リークテストまたは低圧リークテスト異常、
装置がリークを通知

メニュー ： 低圧リークテストを実行するか否かの問い合わせ

メニュー ： 低圧リークテスト ： 呼吸袋の圧力が不十分

メニュー ： 低圧リークテスト ： 呼吸袋充填

メニュー ： 警告信号のブザーを無音に切り替えるか否かの
問合せ （Quiet Mode）
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4 使用方法

4.1 使用にあたっての要件

4.1.1 概要

– この循環式呼吸器に加えて、 その使用中に着用を要する防
護服と頭部保護具を明確にしてあること。 爆発の危険がある
場所で使用する場合は、 静電気帯電防止の加工が施されて
いる防護服を着用するのがよいでしょう。

– この循環式呼吸器のリークテストと機能テストで、 いずれも
結果に異常がないこと （22 ページの 「循環式呼吸器の試
験」 を参照）。

– 4.1.2 章と 4.1.3 章に記載の条件が満たされました。

4.1.2 高圧酸素容器

警告
火災の危険があります！
高圧酸素は、 オイル、 グリス、 有機物質、 これらに類する異
物と接触すると、 火災の原因になることがあります。 火災は、
重傷や死亡を招くおそれがあります。

► 接続部が汚れないように注意してください。

– 大可能使用時間に達するために、 高圧酸素容器の充填
圧は少なくとも 180 bar である必要があります。

– 高圧酸素容器に充填する酸素は、 以下の品質特性に適合
するものに限定すること。

– 純度 ： 酸素 99.5 Vol％以上

– 水含有量 ：酸素 0.05 mg/L 以下

– 無味無臭

– 異物の許容上限濃度は、 国が定める規定や規則が適用
されます。 たとえば、 ドイツは、 次のとおりです。
高級ガス （Ar 他の高級ガス） 5000 ppm
一酸化炭素 (CO) ： 5 ppm
二酸化炭素 (CO2) ： 300 ppm
オイル ： 22.5 mg/m 以下

4.1.3 CO2 アブゾーバー

詰替式アブゾーバー

– 詰替式アブゾーバーは、 詰替を過去 6 か月以内に行われる
こと。 使用するソーダライムは、 5.2.7.3 節に挙げる基準を
満たしていること。

– CO2 アブゾーバーの使用期限が予定されている使用時に経
過していないこと。

– 詰替式アブゾーバーは、 この循環式呼吸器に取り付けた時
点から起算して、 CO2 アブゾーバーとしての保管期間は 6
か月です。 装置はリークテストに合格し、 保護キャップで閉
まっている必要があります。

– CO2 アブゾーバーをシュリンク包装するか、 この装置に組み
込むかのいずれかで、 車両で輸送したときの距離が 750 km
以下であること。

ディスポーザブルアブゾーバー

– ディスポーザブルアブゾーバーを組み込む時点まで、 多層
フィルム包装のパウチ袋が完全に密封されており、 かつ、
破袋していないこと。

– CO2 アブゾーバーの使用期限が予定されている使用時に経
過していないこと。

– 詰替式アブゾーバーは、 この循環式呼吸器に取り付けた時
点から起算して、 CO2 アブゾーバーとしての保管期間は 6
か月です。 これは、 ソーダライムがこれより長期に使用可能
であって、 呼吸袋、 呼気ホース、 吸気ホース、 中圧ホース
がいずれも接続されており、 ホース継手が保護キャップで閉
止されている場合においても同様です。

– CO2 アブゾーバーをシュリンク包装するか、 この装置に組み
込むかのいずれかで、 車両で輸送したときの距離が
1500 km 以下であること。

4.1.4 複数回の使用

この循環式呼吸器は、 以下の要件を充足していれば、 同一着
用者において 24 時間以内に、 複数回の使用が可能です。

– 引き続き使用する都度、 事前に作業グループの長が、 使用
に耐える程度に酸素残量が十分であるものと判断しているこ
と。

– 使用を完了する都度、 高圧酸素容器の塞止弁を全閉にして
いること。 保護キャップで接続部が閉止されていること。

– 高圧酸素容器および CO2 アブゾーバーを、 いずれも交換し
ていないこと。

– 環境温度は、 循環呼吸保護器が使用されていない時、 少な
くとも +10 °C であること。

– 循環呼吸保護器は縦に立てる （横にしない） こと。

メニュー ： UserID カードを読み取り中です

メニュー ： UserID カードが見つかりませんでした

メニュー ： UserID カードのデータは無効です

メニュー ： 確認 ： Bluetooth® 接続を起動しますか？

メニュー ： Bluetooth® 接続を準備しています

メニュー ： Bluetooth® 接続を検索しています

メニュー ： Bluetooth® 接続が中断しました

メニュー ： Bluetooth® 接続を起動します

メニュー ： Bluetooth® 接続の起動時にタイムアウト
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4.2 初回使用前の手順

1. 目視点検を行います。 循環式呼吸器に損傷箇所がなく、 か
つ、 部品に欠落しているものがなければ、 正常です。

2. 循環式呼吸器に充電池をセットします （26 ページの 「充電
池の交換」 を参照）。

3. 薄いフレキシブルな保護ホイルを LC ディスプレイと
Connect ECU の LED ボーダーから外します。 その他、 液
晶ディスプレイと LED ボーダーは、 透明な保護コーティング
でカバーされていますが、 これは剥がさないでください。

4. リークテストおよび機能テストを実行します （22 ページの
「循環式呼吸器の試験」 を参照）。

4.3 使用前の準備

4.3.1 保冷剤を凍らせてください （冷凍庫付き装置の
場合） 

1. 保冷剤を平置きにして上下に積み重ねます。

2. 保冷剤を温度 -16 °C で 24 時間、 放置して凍結させます。

保冷剤で目で見て大きく膨張している箇所があれば、 解
凍してから、 あらためて凍結させてください。 Dräger から
は、 保冷剤は、 付属の冷凍用ツールを使用して、 膨張を防
止するようお勧めしております。
保冷剤に氷が着かないようにしてください。 必要に応じて保
冷剤を袋に差し込み、 袋の口を閉め、 保冷剤を包装して凍
らせます。
Dräger からは、 保冷剤を袋に入れて密閉したら、 完全に凍
結させて冷凍庫内で保管されるよう、 お勧めしております。

4.3.2 保冷剤を使用してください （冷凍庫付き装置の
場合）

1. 循環式呼吸器を開放します （16 ページの 「循環式呼吸器の
開放」 を参照）。

2. 氷冷却器の容器カバーを開きます。

3. 保冷剤をセットします。

使用する保冷剤は、 変形していないものに限定してくださ
い。 保冷剤が破損して中身が漏れ出しますので、 保冷剤を
氷冷却器の内部へ押し込むことは、 おやめください。

4. 氷冷却器の容器カバーを閉じます。

5. 循環式呼吸器の本体カバーを閉じます （（22 ページの 「循
環式呼吸器の本体カバー閉」 を参照））。

4.3.3 循環式呼吸器の装着

1. 腰ベルトと胸ベルトのそれぞれで、 ワンタッチバックルを解除
して開きます。

2. 両方の肩ベルトを幅広くしてください。 両側の肩ベルトのそれ
ぞれで、 カムバックルを親指で押し上げたら、 カムバックル
を押さえて、 肩ベルトを引きます。

3. 呼気ホース本体カバーの側に掛けるようにします。

4. 肩ベルトに腕を通し、 循環式呼吸器を持ち上げます。

5. 循環式呼吸器を背中に当てて着用します。

6. 肩ベルトを引いて張りを与えて、 腰ベルトのパッドが腰に当
たるようにします。

7. 腰ベルトを閉め、 幅を調整します。 循環式呼吸器が腰に密
着して安定するまで、 腰ベルトをきつく引きます。

8. 呼気ホースと吸気ホースを反転させて、 体の前側に掛けるよ
うにします。

9. 肩ベルトを両側で均等に引いて張りを与えたら、 着用したと
きの違和感がないように調整します。

10.胸ベルトが付いている場合は、 ワンタッチバックルを閉じて、
胸ベルトを引いて張りを与えます。

11. 全面形面体を装着します。

12.高圧酸素容器の塞止弁を徐々に開いて、 2 回転以上させま
す。
Connect ECU が自動的にオンモードに切り替わります。
ブザーが鳴動します。
ディスプレイに充電池状態が表示されます。
また、 Connect ECU には、 高圧リークテストを実行するか
否かの問合せを表示します。 高圧リークテストを実行する場
合は、 記号 「 」 と現在の圧力値が表示されます。 高圧
リークテストを実行できるのは、 高圧酸素容器の圧力が
15 MPa 以上の場合に限ります。

循環式呼吸器を装着して、 その上に化学防護服などを着
用する場合は、 音声警報のブザーを静かにする設定に切り
替えることができます。 無音の設定に切り替えるときは、 問
合せのアイコン 「 」 を押します。

13.高圧酸素容器の塞止弁を閉じます。
テストは、 自動的に実行されます。
高圧リークテストの結果は、 約 15 秒後に表示します。 ま
た、 結果は 「 」 か、 または、 「 」 のいずれかのアイ
コンでお知らせします。 アイコン 「 」 が表示された場合
は、 循環式呼吸器の使用をおやめください。
高圧リークテストが正常に完了すると、 ディスプレイには、
高圧酸素容器の圧力の現在値を表示します。

4
6
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14.高圧酸素容器の塞止弁を全開にします。

15. Connect ECU の表示から、 使用時間に対して、 十分な酸
素が高圧酸素容器内に確保されているか否かを確認します。

16.循環式呼吸器の接続部から、 保護キャップを引いて外しま
す。

17.空気を吸入してから息を止め、 循環式呼吸器のホース継手
を全面形面体のコネクタに差し込みます。 ホース継手が嵌合
してロックされると、 カチリ音が聞こえます。

18.普通にそのまま呼吸を続けます。

19.吸気ホースを固くつぶし、 負圧がマスクに起こるまで息を吸
います。 息を約 10 秒間止めます。 負圧はそのまま在り続
ける必要があります、 そうでない場合は、 マスク全体の紐を
さらに引っ張ります。

20.続いて、 以下のそれぞれの手順で進行します。

循環式呼吸器に異常がないとき ：

● Connect ECU とステータスインジケータの青色 LED が
青のパルスを出します。 Connect ECU に、 高圧酸素容
器の圧力が表示されます。 設定により異なりますが、 圧
力以外の情報が表示されます。 以上で、 循環式呼吸器
の使用を開始できます。

不具合が検出されたとき ：

● Connect ECU で、 ブザーとディスプレイ表示の各警告シ
グナルを出力します。 循環式呼吸器の使用は、 おやめ
ください。

4.3.4 自動緊急信号機能の起動

● Connect ECU から、 モード切替キーを引き抜きます。
この操作で、 動作検知センサーが起動します。
記号 「 」 が表示されます。

4.4 使用時

4.4.1 概要

– CO2 が吸収されるときは、 その化学反応により、 熱と水が
発生します。 これは、 正常なプロセスであり、 これにより循
環式呼吸器の機能が低下することはありません。

– 電子関係が故障したとき、 循環呼吸保護装置は呼吸空気も
送ります。 この場合使用は即終了してください。

4.4.2 緊急時の手順

– 救助を要請するときは、 Connect ECU のパニックボタンを押
します。 主警報が鳴動し、 記号 「 」 が表示され、 赤色と
青色の LED ランプが点滅します。

警告
生命にかかわる危険があります！
循環式呼吸器で異常が発生すると、 状況によっては、 循環
式呼吸器による防護性能が低下することがあります。

► 循環式呼吸器で異常があるときは、 作業場所から直ちに
退去してください！

– 自動酸素供給の機能障害 （ 小弁そして / または定期供給
装置の故障） の場合、 バイパスの赤色のボタンを短く押しま
す。 追加の酸素が呼吸循環回路に供給されます。

4.4.3 アラームをリセットします。

● 主警報をリセットするときは、 モード切替キーを
Connect ECU に差し込むか、 または、 Connect ECU で右
ボタンと左ボタンを約 3 秒間同時に押します。

4.5 使用後の手順

1. 次の手順により、 全面形面体からホース継手を外します。
全面形面体のボタンを押しながら、 同時に全面形面体から
ホース継手を引いて外します。

2. ホース継手を引いて外したら、 直ちに高圧酸素容器の塞止
弁を閉じます。 呼吸循環回路からの排気が自動で行われま
す。

3. 保護キャップを、 循環式呼吸器の接続部に差し込みます。

4. 全面形面体を取り外します。

5. Connect ECU をオフに切り替えます ：循環式呼吸器の内部
が無圧の状態になったら （圧力値の表示が 0 kPa になった
ときです）、 右ボタンと左ボタンを同時に 3 秒間、 長押ししま
す。 ディスプレイには、 初に 「3-2-1」 が、 続いて充電池
残量が順次、 表示されます。 

6. 次の手順により、 循環式呼吸器を外します。

a. 腰ベルトと胸ベルトのそれぞれで、 ワンタッチバックルを
解除して開きます。

b. 肩ベルトを幅広くしてください。

c. 循環式呼吸器を頭の上から上げて外し、 体の前に置き
ます。 循環式呼吸器は縦にして床に置いてください ：循
環式呼吸器を床上に落下させることがないよう、 注意し
てください。

7. 循環式呼吸器のメンテナンスを依頼します。
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5 メンテナンス

5.1 メンテナンスの周期

Dräger からは、 以下のメンテナンス周期をお勧めしております。
下記以外で、 国が規定や規則でメンテナンスの周期を定めてい
る場合は、 そちらをお守りください。

5.2 メインテナンス作業

5.2.1 取扱に関する一般注意事項

呼気ホース、 吸気ホース

呼気ホースと吸気ホースは、 それぞれホース継手、 CO2 アブ
ゾーバー、 吸気冷却器のそれぞれとバヨネットリングにより固定
します。

– 取り外すには、 バヨネットリングを反時計回りの方向に回し、
呼気ホースと吸気ホースのそれぞれでツメの箇所で、 接続さ
れている各部品からバヨネットリングを引いて外します。

– 呼気ホースと吸気ホースには、 それぞれで厚みがあり幅狭
のツメと厚みがなく幅広のツメが各 1 個、 付いています。 ツ
メ、 ホース継手、 CO2 アブゾーバー、 吸気冷却器のそれぞ
れには、 識別表示の目的で三角印か丸印が付してありま
す。 狭いツメの端 （三角印が付いている） は呼気弁 （三角
印が付いている） が付いている側の接続部と吸気冷却器
（三角の印が付いている） に固定します。 広いツメの端 （三
角印が付いている） は吸気弁 （丸印が付いている） が付い
ている側の接続部と CO2 アブゾーバー （丸の印が付いてい
る） に固定します。 取付の際は、 ツメの幅が切欠きの幅と
一致すること、 かつ、 目印が一致することを確認してくださ
い。

● 呼気ホースと吸気ホースの各末端を接合部に押し当てま
す。 バヨネットリングは、 ツメを切欠きに差し込んでか
ら、 回して締め付けてください。

● バヨネットリングを接合部に当てて、 時計回りの方向に回
し、 呼気ホースと吸気ホースをそれぞれ固定します。 バ
ヨネットリングを回して締め付ける際にカチリ音が聞こえ、
バヨネットリングにわずかに 「あそび」 があれば、 呼気
ホースと吸気ホースは、 正常に接続されています。 バヨ
ネットリング (1) と各接合部の端部との間に、 段差が生じ
ないようにしてください。

中圧ホース

中圧ホースは CO2 アブゾーバーと吸気冷却器のクイックカプラに
接続されています （取扱説明書始めにある 5、 6、 7 項の概要
図参照）。 クイックカプラは、 CO2 アブゾーバーと吸気冷却器の
それぞれから、 工具を使用せずに外すことができ、 さらに自動
でロックと気密を確保します。

空圧ホースを何度も差し込みコネクタに差し込むと、 空圧ホース
がまだ使用可能かを点検する必要があります。

使
用
後
の
都
度

6ヶ
月
に

1
回

年
に

1
回

5
年
に

1
回

10
年
に
一
回

全パーツの目視テスト
循環式呼吸器の動作および気密の
各試験

○ ○1)

1) 対象は、 保管中の循環式呼吸器です。

循環式呼吸器の洗浄、 消毒 ○ ○
1)

CO2 アブゾーバーの交換 ○ ○2)

2) 適用する対象は、 CO2 アブゾーバーであって、 この循環式呼吸器に組

み込まれ、 循環式呼吸器と一体で機能と気密の試験が完了しているもの
です。 循環式呼吸器の接続部は、 保護キャップで閉止しておいてくださ
い。

高圧酸素容器の静水圧試験3)

3) 外部の試験機関に依頼してください。

○

オーバーホール4)

4) 教育訓練を完了している専門技能者のみが行ってください。

○

4
4
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4
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7
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1 1
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容器カバー （PCM 保冷剤冷却器、 CO2 アブゾーバー）

PCM 保冷剤冷却器および CO2 アブゾーバーカバーは、 同一の
仕様ですが、 交換はできません。

– 容器カバーのファスナーを外して、 容器カバーを開きます
（図 A を参照）。 ファスナーのフックを両側で同時に容器側の
突起に押し当てて、 容器カバーを容器から外します。

– 閉じる際は、 カバーの切欠きと下部側の突起を合わせます
ので、 注意してください （図 B を参照）。 これにより、 吸気
冷却器の容器カバーと CO2 アブゾーバーの容器カバーとを
取り違えることはありません。 閉じる際は、 容器カバーを容
器側に重ねて押さえます。 ファスナーのフックを突起の下側
にフック掛けします （図 B-1 を参照）。 ファスナーを押して閉
じます （図 B-2 を参照）。

ホース継手

ホース継手には、 呼吸気の流動方向を矢印により表示してあり
ます。 一方向弁とホース継手は、 その設計により、 相互に接
続する際に方向を取り違えることがありませんので、 確実な流動
を期待できます。

背当てボード内側の固定箇所

背当てボードの内側には、 以下の部材をフック掛けする固定箇
所が各種あります。

– CO2 アブゾーバー （1）

– 吸気冷却器 （2）

– スプリングホルダー （3）

– 排水弁 （４）

5.2.2 メンテナンス作業の順序

1. 循環式呼吸器を分解し、 不良の部材を良品と交換します。

2. 循環式呼吸器の清掃、 洗浄、 消毒を行い、 乾燥させます。

3. 循環式呼吸器を組み立てます。

4. 循環式呼吸器の試験を行います。

5.2.3 循環式呼吸器の分解

5.2.3.1 概要

1. 必要に応じて、 腰ベルトと肩ベルトをそれぞれ取り外します
（16 ページの 「腰ベルトおよび肩ベルトの取外し」 を参照）。

2. 循環式呼吸器を開放します （16 ページの 「循環式呼吸器の
開放」 を参照）。

3. 高圧酸素容器を取り外します （16 ページの 「高圧酸素容器
の取外し」 を参照）。

4. 呼吸袋を取り外します （17 ページの 「呼吸袋の取外し、 弁
の分解」 を参照）。

5. 吸気冷却器を取り外します （18 ページの 「吸気冷却器の取
外し」 を参照）。

6. CO2 アブゾーバーを取り外します （18 ページの 「CO2 アブ
ゾーバーの取外し」 を参照）。

7. ホース継手を取り外します （18 ページの 「ホース継手の分
解」 を参照）。

4
5

7
5

2

B

1

2

A

4
5

7
6

7

1

3
1

2

2

4

3



メンテナンス 

16 取扱説明書  |  Dräger BG ProAir  

警告
化学熱傷の危険があります！
呼吸循環回路の内部には、 アルカリの水溶液が存在する可能
性があり、 循環式呼吸器の分解時に、 このアルカリの水溶液が
漏出し、 化学熱傷の原因になることがあります！

► 皮膚に触れることがないよう、 ご注意ください。 保護手袋お
よび保護眼鏡を着用してください。 目に入った場合は、 直ち
に多量の水で洗い流し、 速やかに医師の診療を受けてくださ
い。

5.2.3.2 腰ベルトおよび肩ベルトの取外し

1. ボタン留めストラップを開き、 肩ベルトから Connect ECU、
呼気ホース、 吸気ホースをそれぞれ外します。

2. 腰ベルトを外します。 それにはツメ （１） のピンに触り、 腰
ベルトプレートから引いてください。 腰ベルトを背当てボード
から取ります。

3. 肩ベルトを外します。 それには留め具を押して （2a）、 背当
てボードから結合部品を引きます （2b）。

5.2.3.3 循環式呼吸器の開放

1. 青色の留め具を矢印方向に押し、 カバーを開きます。

2. ヒンジの留め具を本体カバー中央側へ押して、 カバーを装置
から取り外します。

5.2.3.4 高圧酸素容器の取外し

1. 高圧酸素容器の塞止弁が閉じており、 循環式呼吸器で排気
が完了して無圧の状態であることを確認します。

2. 面ファスナーを開いて、 バックルからストラップを引いて外し
ます。

3. 減圧器のハンドダイヤルを緩めます。 それには工具を使って
ください。

警告
火災の危険があります！
高圧酸素は、 オイル、 グリス、 有機物質、 これらに類する異
物と接触すると、 火災の原因になることがあります。 火災は、
重傷や死亡を招くおそれがあります。

► 接続部が汚れないように注意してください。

4. 減圧弁の継手から高圧酸素容器を引いて外したら、 循環式
呼吸器外へ出します

5. 高圧酸素容器を閉止ナットで閉止します。

4
4

9
5

1

1

2a

2b

5
2

0
3

9



メンテナンス

取扱説明書  |  Dräger BG ProAir  17

5.2.3.5 呼吸袋の取外し、 弁の分解

1. 左右両側のロック解除レバー （1） を押します。 スプリングホ
ルダーを角度 90° まで跳ね上げて外し、 循環式呼吸器外へ
出します。

2. CO2 アブゾーバーと呼吸袋の間並びに吸気冷却器と呼吸袋
の間のロックを解除します ：
ロックボタンを押し、 呼吸袋を CO2 アブゾーバーと吸気冷却
器から外します。

3. 背当てボードからドレナージュ弁を外します。

4. 循環式呼吸器から呼吸袋を引いて外し、 循環式呼吸器外へ
出します。 呼吸袋は、 デマンド弁のレバーから自然に移動
して外れます。

5. 自動排気弁を以下の手順で取り外します。

a. ロックボタンを押し、 呼吸袋から自動排気弁を引いて外し
ます。

b. 自動排気弁を持って、 ケース （1 と 5） をお互いに回し
て、 弁を開けます。

c. 弁座 （3） から弁体を外します。

d. 弁体 （３） とプレ弁体 （2） を点検します。 両弁体ともに
清浄で破損がなく、 かつ、 全周にわたり弁座に密着して
いれば、 正常です。 不良の弁体は、 良品と交換しま
す。

e. スプリング （4） を点検します。 スプリングに変形がなく、
カバー （5） の巻き数が一つであれば、 正常です。

6. 排水弁を開きます ：

a. カバー （4） を反時計回りの方向に回して、 排水弁から
外します。

b. 弁座 （1） から弁体 （2） を外して、 点検します。 弁体
が清浄で破損がなく、 全周にわたり弁座に密着していれ
ば、 正常です。 不良の弁体は、 良品と交換します。

c. スプリング （3） を点検します。 スプリングに変形がなく、
カバー （4） の巻き数が一つであれば、 正常です。
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5.2.3.6 吸気冷却器の取外し

1. 吸気冷却器から、 中圧ホースのクイックカプラ （1） を外しま
す。

2. 青色のロックボタン （2） を押し、 吸気ホースが繋がった状
態で吸気冷却器を、 循環式呼吸器外へ取り出します。

3. バヨネットリング （3） を回し、 ツメを押して吸気冷却器から
吸気ホースを引いて外します。

4. 氷冷却器では、 保冷剤を取り出し、 再び凍らせます。
PCM 保冷剤冷却器では洗浄後により速く乾燥するように保
冷エレメントを取り出します。

不良の保冷剤や潜熱蓄熱材は、 良品と交換してください。

5.2.3.7 CO2 アブゾーバーの取外し

1. 2 本ある中圧ホースのそれぞれでクイックカプラを、 CO2 ア
ブゾーバーから外します。

2. 青色のロックボタンを押し、 呼気ホースが繋がった状態で
CO2 アブゾーバーを、 循環式呼吸器外へ取り出します。

3. バヨネットリングを回し、 吸気ホースをツメを使って CO2 アブ
ゾーバーから引いて外します。

4. CO2 アブゾーバー処理します ：

● ディスポーザブルアブゾーバーは、 そのまま廃棄します。

● 詰替式アブゾーバーは、 ソーダライムと不織布フィルター
2 個をいずれも取り外して、 廃棄します。 メッシュは、 消
毒してから再使用します。

5.2.3.8 ホース継手の分解

1. 呼気ホースと吸気ホースのそれぞれで凝縮水が滞留している
場合は、 排出しておきます。

2. 接続部の保護キャップを引いて外します。

3. バヨネットリングを回し、 ツメを押して、 ホース継手から呼気
ホースと吸気ホースを引いて外します。

4. ホース継手から一方向弁を抜き出します。

5. 弁体を点検します。 両弁体ともに清浄で破損がなく、 かつ、
全周にわたり弁座に密着していれば、 正常です。 不良の弁
体は、 良品と交換します。

5.2.4 洗浄および消毒

5.2.4.1 概要

部材のうち、 呼気と接触するものは、 もれなく使用後に洗浄と
消毒を行ってください。 それ以外の部材は、 必要な場合にのみ
洗浄を行ってください。 洗浄および消毒を行う際は、 適切な個
人用保護具を着用してください。 洗浄や消毒で発生した汚水や
布は、 廃棄物処理にかかわる、 現行の規定や規則に沿って廃
棄してください。

注記
材料が破損する危険があります！
クリーニングおよび消毒には、 溶剤 （アセトン、 アルコール等）
または研磨剤入りの洗剤を使用しないでください。 
► 必ず記載された方法で行い、 指定された洗浄剤および消毒

剤を使用してください。 薬剤、 分量、 塗布時間を変更する
と、 製品に損傷を与えるおそれがあります。
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適切な洗浄剤および消毒剤の情報とその仕様は、 

www.draeger.com/IFU で、 ドキュメント 9100081 を参照

してください。

www.draeger.com/IFU
www.draeger.com/IFU
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5.2.4.2 氷冷却器の容器カバー

氷冷却器の容器カバーは、 容器にフック掛けしてあります。 容
器カバーは、 フック掛けを外して、 洗浄および消毒が可能です。
容器カバーを外すときは、 ピンの突起が穴溝を移動できる程度
まで、 容器カバーを開きます。

5.2.4.3 循環式呼吸器の清掃、 洗浄

1. 水に洗浄剤を加えて洗浄液を調製します。

2. 呼吸気が通過する全部材、 腰ベルト、 ストラップのそれぞれ
を、 軟質の布と洗浄液を使用して清掃と洗浄を行います。
背当てボードと本体カバーの清掃が必要な場合は、 軟質の
ブラシと洗浄液を使用して、 ブラシ掛けしてください。
Connect ECU は、 軟質の布で汚れを拭き取ります。 必要
な場合はゴム保護と保護カバーを清掃のために外します。

3. 洗浄した部材は、 もれなく流水の下で入念に、 すすぎます。

4. 消毒用の容器を用意して、 水と消毒剤を入れます。

5. 呼吸気が通過する部材は、 もれなく、 この消毒用容器に入
れます。 腰ベルトとストラップの消毒は、 必要な場合に限定
してください。

6. 洗浄した部材は、 もれなく流水の下で入念に、 すすぎます。

7. 部材をもれなく乾燥させます （温度は 60 °C 以下とします）。
また、 直射日光を当てぬよう、 保護する処置を講じます。
Dräger からは、 乾燥には乾燥機とホース乾燥機を併用され
るよう、 お勧めしております。 
PCM 保冷剤冷却器は、 温風を通すと約 4 時間後に乾燥が
完了し、 続いて保冷剤の再凍結が可能になります。 PCM
保冷剤冷却器は、 循環する気流なしに室内の空気中で乾燥
させると、 乾燥に要する時間が長くなります。 

8. PCM 保冷剤冷却器を 25 °C 以下で保管して、 潜熱蓄熱材
を再び元の状態に戻します。

循環式呼吸器の部材は、 もれなく保管前に完全に乾燥さ
せて、 カビの発生を防止してください。

5.2.5 循環式呼吸器の組立

5.2.5.1 概要

1. CO2 アブゾーバーを取り付けます （19 ページの 「CO2 アブ
ゾーバーの取付」 を参照）。

2. 吸気冷却器を取り付けます （20 ページの 「吸気冷却器の取
付」 を参照）。

3. ホース継手を組み立てます （20 ページの 「ホース継手の組
立」 を参照）。

4. 呼吸袋の弁を取り付けます （21 ページの 「排水弁と自動排
気弁を組み立てます。」 を参照）。

5. 呼吸袋を取り付けます （21 ページの 「排水弁と自動排気弁
を組み立てます。」 を参照）。

6. 高圧酸素容器を取り付けます （22 ページの 「高圧酸素容器
の取付」 を参照）。

7. 循環式呼吸器の本体カバーを閉じます （22 ページの 「循環
式呼吸器の本体カバー閉」 を参照）。

8. 腰ベルトと肩ベルトを取り付けます （22 ページの 「腰ベルト
と肩ベルトの取付」 を参照）。

5.2.5.2 組立にあたっての要件

組立にあたっては、 部材で以下の準備を行ってください。

– PCM 保冷剤冷却器が使われる時は ： 冷却器の保冷剤が凍
結させてあり、 使用できること。

– 高圧酸素容器に酸素が充填されていること。

– 詰替式アブゾーバーが充填されていること。

この循環式呼吸器の組立は、 衛生上の理由から、 清浄な作
業環境中で清潔な手で行ってください。 必要に応じて、 手袋を
着用し、 清掃、 洗浄、 消毒が完了している部材に再度、 汚れ
などを付着させることがないようにしてください。

5.2.5.3 CO2 アブゾーバーの取付

警告
使用時間が短縮されることがあります！
ソーダライムは、 周囲空気に触れるか、 使用を開始して長時間
が経過しているかのいずれかの場合は、 循環式呼吸器の使用
時間が設計値未満になることがあります。

► 取り付ける CO2 アブゾーバーは、 4.1.3 節に列挙する条件
を満たすものに限定してください。

1. 包装材から、 CO2 アブゾーバーを取り出します。 使い捨て
アブゾーバーの場合、 カバーを上につけます。

2. 呼気ホースを CO2 アブゾーバーに取り付けます （14 ページ
の 「呼気ホース、 吸気ホース」 を参照）。

3. CO2 アブゾーバーを、 背当てボードの固定箇所に差し込ん
でセットします。 CO2 アブゾーバーが固定箇所にロックされ
ると、 カチリ音が聞こえます。

4. 青色の中圧ホースを CO2 アブゾーバーに接続します。
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クイックカプラは、 嵌合させてロックしてください。 接続時
は、 カチリ音が聞こえるか否かに注意してください。 必要に
応じて、 ホースを引いて、 確実に接続されているか否かを
確認してください。

5. 必要に応じて、 取付日または使用期限を CO2 アブゾーバー
のケースにに書き留めておきます。

5.2.5.4 吸気冷却器の取付

1. 氷冷却器を使用する場合は、 保冷剤を吸気冷却器にセット
するのは、 使用開始の直前になってからにしてください。
（呼吸循環は保冷剤の使用によって再び開けられることはあ
りません。）
PCM 保冷剤冷却器を使用する場合は、 潜熱蓄熱材 14 個
をスリーブで一体に保持したブロックごと、 吸気冷却器内に
入れてセットします。 潜熱蓄熱材の充填口とスリーブのツマミ
は、 いずれも吸気冷却器の開口側を向くようにしてください。
スリーブは、 簡単にケースにまっすぐ滑り込むように、 場合
によっては水で湿っています。

2. 吸気冷却器を閉じます （15 ページの 「容器カバー （PCM
保冷剤冷却器、 CO2 アブゾーバー）」 を参照）。

3. 吸気ホースを吸気冷却器に固定します （14 ページの 「呼気
ホース、 吸気ホース」 を参照）。

4. 背当てボードの固定箇所に、 吸気冷却器を差し込んで取り
付けます。 吸気冷却器が固定箇所と嵌合すると、 カチリ音
が聞こえます。

5. 赤色の中圧ホースを吸気冷却器に接続します。

クイックカプラは、 嵌合させてロックしてください。 接続時
は、 カチリ音が聞こえるか否かに注意してください。 必要に
応じて、 ホースを引いて、 確実に接続されているか否かを
確認してください。

5.2.5.5 ホース継手の組立

弁体が清浄で破損がなく、 全周にわたり弁座に密着していれ
ば、 正常です。 不良の弁体は、 良品と交換してください！

1. 必要に応じて、 弁座の上に重ねて弁体をセットします。

2. ホース継手に一方向弁を差し込み、 わずかに回して、 ホー
ス継手の側部にある穴に送り入れます。 一方向弁とホース
継手の端部との間には、 段差が生じないようにしてください。

方向弁は同構造です。 組み入れ方向は片側の 3 つの切
欠きと反対側の４つの切欠きによってコード化されています。
切欠きは接続部の相応の輪郭に合います。
ホース継手には、 方向を示す矢印の表示がありますが、 一
方向弁の弁体が開く側と、 この矢印の方向とを一致させてく
ださい。

3. O リング （1） を目視点検します。 O リングが清浄で破損が
なければ、 正常です。 不良の O リングは、 良品と交換しま
す。

4. 必要に応じて、 モリコート 111 （シリコーングリス） を O リン
グに塗布すると、 循環式呼吸器を着用する際に、 全面形面
体にホース継手を差し込みやすくなります。

5. 保護キャップ （2） を接続部に差し込みます。

6. 接続部に吸気ホースを取り付けます （14 ページの 「呼気
ホース、 吸気ホース」 を参照）。

7. 呼気ホースと吸気ホースをそれぞれ、 ホース留めで肩ベルト
に固定します。
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5.2.5.6 排水弁と自動排気弁を組み立てます。

弁体が清浄で破損がなく、 全周にわたり弁座に密着していれ
ば、 正常です。 不良の弁体は、 良品と交換してください！

1. 自動排気弁を以下の手順で組み立てます。

a. プレ弁体 （2） を弁座 （1） に重ねて差し込みます。

b. 弁体 （3） の軸を弁座 （1） の穴に差し込みます。

c. スプリング （4） がカバー （５） のフックの下に一巻きか
かっていることを確認します。 スプリング （4） を弁体
（3） の中心に置きます。

d. キャップ （5） を重ねて回し、 このキャップをロックしま
す。

2. 自動排気弁を呼吸袋に差し込みます。

両方のフックは正しくはまっている必要があります。 接続
時には、 カチリ音が聞こえるか否かに注意してください。

3. 排水弁を組み立てます ：

a. 弁体 （2） の軸を弁座 （1） の穴に差し込みます。

b. スプリング （3） がカバー （4） のフックの下に一巻きか
かっていることを確認します。 スプリング （3） が付いた
キャップ （4） を、 弁体 （2） の中心に重ねます。

c. カバー （４） を上に置き、 それが嵌るまで回してロックし
ます。

5.2.5.7 呼吸袋を取り付けます

1. 呼吸袋のバッグを移動させて、 デマンド弁のレバーに乗せ、
呼吸袋の全体を背当てボードの内面に置きます。

呼吸袋は、 レバーの上に乗せずに、 呼吸袋のバッグ内
でデマンド弁のレバーが適正に差し込まれ、 呼吸袋が背当
てボードの固定棒に乗らないるように注意してください。

2. 留め具付呼吸袋を CO2 アブゾーバーと吸気冷却器に固定し
ます。 各留め具には二つのフック付き留め具ボタンがありま
す。 留め具を CO2 アブゾーバーと吸気冷却器に完全に嵌め
ます ：

a. 底部の留め具を CO2 アブゾーバーまたは吸気冷却器の
接続部に下部のフックが掛かるまで押します。 接続時に
は、 カチリ音が聞こえるか注意してください。

b. 上部の留め具を CO2 アブゾーバーまたは吸気冷却器の
接続部に、 上部のフックが掛かるまで押します。 接続時
には、 カチリ音が聞こえるか注意してください。

留め具は、 嵌合させてロックしてください。 接続時は、
カチリ音が聞こえるか否かに注意してください。

c. 軽く呼吸袋を引いて、 確実に留め具が固定されているか
どうかを確認してください。

3. 循環式呼吸器の内部でスプリングホルダーを固定箇所に当
てたら、 角度 90° だけ旋回させます。 呼吸袋がスプリング
ホルダーと背当てボードの間にはさまらないこと、 そして圧力
プレートの切欠きの自動排気弁が安定して嵌ることに注意し
てください。

4. 背当てボードの両側のスプリングホルダーを嵌めます。 両側
共カチリ音が聞こえるか注意してください。

5. 排水弁を背当てボードの固定箇所に固定します。
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5.2.5.8 高圧酸素容器の取付

1. 減圧弁の継手には、 高圧継手用のパッキンがありますが、
このパッキンで損傷や異物の付着がないかを点検します。 こ
のパッキンが清浄でグリスが付着しておらず、 損傷していな
ければ、 正常です。 必要な場合は、 良品と交換してくださ
い。

2. 高圧酸素容器から、 閉止ナットを外します。

3. 高圧酸素容器用のホルダーに、 高圧酸素容器をセットしま
す。

高圧酸素容器の調整ダイヤルは、 背当てボードの外側に
ある窪みから出るように、 セットにしてください。

4. 高圧酸素容器の減圧器のハンドダイヤルを固く締めてくださ
い。 固く締めるには工具を使ってください。

5. 高圧酸素容器用ベルトをバックルに通し、 面ファスナーを閉
じます。 バックルを呼吸袋の端まで移動させて、 循環式呼
吸器の本体カバーを閉じられるようにします。

5.2.5.9 循環式呼吸器の本体カバー閉

1. 本体カバーと背当てボードの相互でヒンジ部を差し込んで、
嵌合させます。

2. 本体カバーを閉じて、 留め具を嵌合させます。 カチリ音が聞
こえます。

5.2.5.10 腰ベルトと肩ベルトの取付

1. 肩ベルトの上端を組み立てます。 肩ベルトの上端は、 背当
てボードの固定箇所に、 結合部品を差し込んで、 嵌めま
す。 肩ベルトの上端は、 互いに向かい合わせになる向きに
するのがよいでしょう。

2. 肩ベルトの下端を組み立てます。 肩ベルトの上端は、 背当
てボードの固定箇所に、 結合部品を差し込んで、 嵌めま
す。

3. 腰ベルトを組み入れます。 それには、 切欠き付き腰ベルトプ
レートを上方に向けて腰ベルトホルダーにセットし、 ピンで留
めます。

4. Connect ECU を肩ベルトに固定します。

5.2.6 循環式呼吸器の試験

5.2.6.1 試験にあたっての注意事項

以下の試験手順は、 定量方式とデマンド方式の両循環式呼吸
器に適用します。 定量方式の循環式呼吸器付き装置では予備
パージ装置の試験は不要です。 この試験項目は、 相応の識別
表示をしています。

メンテナンス後は、 その都度、 目視点検、 リークテスト、 機能
テストをいずれも実施してください。 リークテストおよび機能テスト
の間に、 不具合を確認した場合は、 この循環式呼吸器を使用
することは、 おやめください。 不具合が確認された循環式呼吸
器は、 教育訓練を完了しているスタッフに修理を依頼するか、
または、 Dräger 宛てにお送りください。

循環式呼吸器で、 CO2 アブゾーバーが組込済みのものでは、
リークテストや機能テストを延べ 6 回まで実施できますが、 その
際、 各テストを 15 分以内に完了させるのがよいでしょう。 リーク
テストや機能テストを延べ 6 回、 実施したら、 CO2 アブゾー
バーは新品と交換して、 使用済みのものを引き続き使用するこ
とはおやめください。

各試験項目は、 試験装置として Dräger RZ 7000 を例に取っ
て説明しています。 この取扱説明書に記載されている、 試験項
目の順序は、 この試験装置の使用時において 適となる順序と
一致させてあります。 この循環式呼吸器の試験は、 Dräger 
RZ 7000RZ 以外の試験装置を使用して、 異なる順序で実施す
ることもできます。
いずれの試験項目も、 直射日光が入射する状態や低温の場所
で実施することは、 避けるのがよいでしょう。 その理由は、 循
環式呼吸器内で空気の圧力が急速に変動し、 試験の結果が不
正確になるおそれがあるためです。
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5.2.6.2 機能試験と気密試験についての概要

1. 試験の準備
（23 ページの 「試験の準備」 を参照）。

2. 呼気弁の試験
（23 ページの 「呼気弁の試験」 を参照）。

3. 吸気弁の試験
（23 ページの 「吸気弁の試験」 を参照）。

4. 水抜き弁の試験
（23 ページの 「排水弁の試験」 を参照）。

5. 陽圧状態での気密試験 
（23 ページの 「陽圧状態での気密試験」 を参照）。

6. 自動排気弁の試験
（23 ページの 「自動排気弁の試験」 を参照）。

7. 「酸素供給停止」 アラームの作動試験
（23 ページの 「「酸素供給停止」 アラームの作動試験」 を参
照）。

8. 予備パージ装置の試験
（24 ページの 「予備パージ装置の試験」 を参照）。

9. 高圧リークテストの実施
（24 ページの 「高圧気密試験を実行します （定量方式を含
む）」 を参照）。

10.バイパスの試験
（24 ページの 「バイパスの試験」 を参照）。

11. デマンド弁の試験
（24 ページの 「デマンド弁の試験」 を参照）。

12.残圧アラーム 1 の試験 
（24 ページの 「残圧アラーム 1 の試験」 を参照）。

13.循環式呼吸器を閉めます。

5.2.6.3 試験の準備

1. 試験装置をオンに切り替えます。 オン切替には、 「 」 ボタ
ンを押します。

2. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

3. 循環式呼吸器と試験装置は、 隣り合わせて配置し、 循環式
呼吸器と試験装置の両方に手が届きやすくして、 かつ、 試
験装置が容易に操作できるようにします。

4. カバーを開くか、 または、 外します （16 ページの 「循環式
呼吸器の開放」 を参照）。

5. 接続部の保護キャップを外し、 接続部を試験装置に差し込
みます。

6. 試験を実施します。

5.2.6.4 呼気弁の試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 吸気ホースを手で挟んで、 閉塞させます。 必要に応じて、
BG ProAir Test Set のフェイスピンスパナを使用します。

3. 手押しポンプを 1 回、 押します。 試験装置の表示が少なくと
も- 10 mbar または 「Sensor out of range」 （センサーの測
定範囲外） であれば、 正常です。

4. 圧力値が -1 kPa 未満の場合は、 呼気弁か、 呼気弁の弁
体を良品と交換してください。

5.2.6.5 吸気弁の試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 呼気ホースを手で挟んで、 閉塞させます。 必要に応じて、
BG ProAir Test Set のフェイスピンスパナを使用します。

3. 手押しポンプを 1 回、 押します。 試験装置の表示が、
+1 kPa 以上の圧力値か、 「Sensor out of range」 （セン
サーの測定範囲外） であれば、 正常です。

4. 圧力値が +1 kPa 未満の場合は、 吸気弁か、 吸気弁の弁
体を良品と交換してください。

5.2.6.6 排水弁の試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. スプリングホルダーの固定装置レバーを反転させ、 押え板の
動きを止める位置に固定装置レバーをセットします。

3. 手押しポンプを押して、 スプリングホルダーの圧力プレートで
固定装置レバーを圧迫します。

4. 引き続き手押しポンプを押して、 排水弁で空気の流動音が
聞こえるようになったら、 ディスプレイに表示される数値を読
み取ります。 排水弁が開く圧力が、 +10 mbar ～ +25 mbar 
の範囲内であれば、 正常です。

5.2.6.7 陽圧状態での気密試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 試験装置の排気ボタンを押して、 表示される圧力値を
7+0.5 mbar 前後まで低下させたら、 圧力値が安定するまで
待機します。

3. 「 」 ボタンを押して、 タイマーの計時を開始します。 
試験時間は 1 分としてください。 試験時間が経過すると、 差
圧の数値が表示されます。 差圧の数値が 0.1 kPa 以下であ
れば、 正常です。

5.2.6.8 自動排気弁の試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットして、 固定装
置レバーが元どおり操作できるようにします。 

2. スプリングホルダーの固定装置レバーを元どおり閉じてロック
します。

3. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

4. 自動排気弁の空気の流動音が聞こえるまでポンプしますその
際、 ディスプレイの値を読み取ります。
自動排気弁が開く圧力が、 +0.4 kPa ～ +0.8 kPa の範囲内
であれば、 正常です。

5.2.6.9 「酸素供給停止」 アラームの作動試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 試験装置で手押しポンプを押して、 「酸素供給停止」 アラー
ムを鳴動させ、 さらに記号 「 」 を表示させます。
アラーム音の鳴動は、 数秒後に停止して復帰しますが、 そ
の理由は、 呼吸を模擬再現したに過ぎず、 実際の呼吸を
行っていないためです。 Connect ECU が自動的にスタンバ
イモードに切り替わります。

循環式呼吸器が横になっている時間が長すぎると、
Connect ECU が節電モードにあり、 アラームは発せられま
せん。 装置は縦に立たせてから再び横にしてください。 そう
すると Connect ECU はスタンバイモードにあり試験は繰り返
すことができます。

OK

OK
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5.2.6.10 予備パージ装置の試験

（デマンド方式の循環式呼吸器付き装置の場合のみ）

予備パージ装置の試験を行う必要があるのは、 デマンド方式
の循環式呼吸器に限ります。 定量方式の循環式呼吸器は、 こ
の節の適用対象外です。

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 高圧酸素容器の塞止弁をゆっくり全開にします。

 酸素が呼吸循環回路に流入しなければなりません。 予
備パージ装置が 10 秒以内に自動的にオフに切り替われ
ば、 正常です。

5.2.6.11 高圧気密試験を実行します （定量方式を含む）

定量方式の循環式呼吸器では、 高圧気密試験中に自動的に
定量供給が行われます。 

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 高圧酸素容器の塞止弁を徐々に開いて、 2 回転以上させま
す。
Connect ECU が自動的にオンモードに切り替わります。
ブザーが鳴動します。
ディスプレイに充電池状態が表示されます。
Connect ECU では、 高圧リークテストを実行するか否かの
問合せが表示されます （ ）。 実行するかどうかの問合せ
を確認すると、 記号 「 」 と現在の圧力値が表示されま
す。

高圧気密試験は高圧酸素容器の圧力値が少なくとも
150 bar で、 Connect ECU がオン ・ モードかスタンバイモー
ドにある時にのみ行うことができます。

3. 高圧酸素容器の塞止弁を閉じます。
Connect ECU のデマンド方式の循環式呼吸器では高圧酸素
容器の塞止弁が閉まっていることを確認します。
定量方式の循環式呼吸器付き装置では試験は自動的に開始
します。

 テストが実行されます。

✓ 高圧リークテストの結果は、 約 15 秒後に表示します。 結果
は、 以下の 2 通りです。

– 循環式呼吸器は正常です。 正常の場合は、 Connect 
ECU のディスプレイに記号 「 」 が表示されます。

– 不具合が発生しています。 Connect ECU のディスプレイ
に記号 「 」、 または、 「 」 が表示されます。
試験を反復して実施するか、 または、 循環式呼吸器の
メンテナンスを依頼します。

国または規定による理由で定量式供給が試験装置で
テストされる必要がある場合は、 5.2.7.1 章を参照してく
ださい。

5.2.6.12 バイパスの試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 高圧酸素容器の塞止弁を徐々に開いて、 2 回転以上させま
す。
Connect ECU が自動的にオンに切り替わり、 自動テストを
実行します。

3. バイパスのボタンを短く押します。
酸素が呼吸循環回路に流入し、 その音 （流動音） が聞こえ
たら正常です。

5.2.6.13 デマンド弁の試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. スプリングホルダーの固定装置レバーを下ろして閉じ、 ロック
されていることを確認します。

3. 圧力がそれ以上落ちないように試験装置のディスプレイを観
察します。

4. ディスプレイの圧力を読み取ります。

✓ 値は +0,5 mbar ～ +3,0 mbar であれば、 正常です。

5.2.6.14 残圧アラーム 1 の試験

1. 試験装置のセレクタスイッチを 「 」 にセットします。

2. 高圧酸素容器の塞止弁を閉じます。

3. デマンド方式の循環式呼吸器では、 バイパスのボタンを軽く
押して、 呼吸循環回路内の圧力を低下させます。
定量方式の循環式呼吸器付き装置では圧力は自動的に低下
します。

4. Connect ECU の表示を監視します。 
圧力値が約 5.5 MPa で、 ディスプレイの色が赤に変わり、 
残圧アラーム 1 が作動します。

5. 試験装置のコネクタから、 ホース継手を引いて外します。

 以上で、 循環式呼吸器の排気は完了です。

6. 保護キャップを接続部に差し込みます。

7. Connect ECU をオフに切り替えます。 Connect ECU で右
ボタンと左ボタンを同時に押して、 ディスプレイに 「3-2-1」
を表示させます。
以上で、 Connect ECU は自動でオフに切り替わります。

8. 試験装置をオフに切り替えます。

5.2.7 コンポーネントのメンテナンス作業

5.2.7.1 定量供給装置を試験する 

（定量方式の循環式呼吸器付き装置の場合のみ）

作業用器具

– RZ 7000 (R62500)

– BG ProAir Test Set (3722266) の次の部品 ：
(1) クイックカップル (3722211)
(2) 試験用ホース (E02120)
(3) アダプター RZ 7000 (R62599)

定量供給装置の試験を行う必要があるのは、 定量方式の循
環式呼吸器に限ります。 デマンド方式の循環式呼吸器は、 この
節の適用対象外です。 
定量供給の試験は、 高圧気密試験中に自動的に行われます。
さらに必要がある場合は、 Dräger RZ 7000 で別途にも試験しま
す。

1. 試験用準備を行う ：

a. 試験装置をオンに切り替えます。

b. 試験用ホース （２） をアダプター RY 7000 (3) で試験装
置に接続します。

c. 試験用ホースをクイックカップル (1) で CO2 アブゾーバー
（説明書はじめ第 7 項の陽圧図参照） の酸素供給用中
圧ホースに接続します。

2. デマンド弁を無効にするために、 スプリングホルダーを上方
向に旋回させます。

3. 高圧酸素容器の塞止弁を徐々に開いて、 2 回転以上させま
す。
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Connect ECU が自動でオンに切り替わり、 自動テストを実
行します。

Connect ECU が節電モードにないようにしてください。 自
己テストが実行されない場合は、 循環式呼吸器は縦に立て
てから再び横にしてください。 そうすると Connect ECU はス
タンバイモードにあり試験は繰り返すことができます。

4. 試験装置のセレクタスイッチを 「L/min」 にセットします。

 短時間で平衡に達しますので、 平衡状態のときの流量
が 1.3 L/min ～ 1.7 L/min の範囲内であれば、 正常で
す。1) .

5. 高圧酸素容器の塞止弁を閉じます。

6. 背当てボードの両側のスプリングホルダーを嵌めます。 両側
共カチリ音が聞こえるか注意してください。

7. 中圧ホースをクイックカップルから引っ張り、 CO2 アアブゾー
バーに接続します。

クイックカプラは、 嵌合させてロックしてください。 接続時
は、 カチリ音が聞こえるか否かに注意してください。 必要に
応じて、 ホースを引いて、 確実に接続されているか否かを
確認してください。

8. 循環呼吸器の気密試験を実施します。

5.2.7.2 詰替式アブゾーバーの中身排出

警告
化学熱傷の危険があります！
CO2 アブゾーバーには、 アルカリの水溶液が含まれていること
があり、 このアブゾーバーの取外し時に漏出し、 化学熱傷の原
因になることがあります！

► 皮膚に触れることがないよう、 ご注意ください。 保護手袋お
よび保護眼鏡を着用してください。 目に入った場合は、 直ち
に多量の水で洗い流し、 速やかに医師の診療を受けてくださ
い。

1. 詰替式アブゾーバーの容器カバーを開きます （15 ページの
「容器カバー （PCM 保冷剤冷却器、 CO2 アブゾーバー）」
を参照）。

2. 容器カバー内のシール材を点検します。 シール材で汚れが
ひどいか、 不良になっている場合は、 シールのフレームを
外し、 フレームからシールを取り出します。

3. 「II」 の表示があるメッシュを外します。

4. ソーダライムとフィルターマットを取り出し、 廃棄します。

5. 「I」 の表示があるメッシュを外します。

6. 詰替式アブゾーバーの部品は、 もれなく洗浄と消毒を行いま
す。

5.2.7.3 詰替式アブゾーバーの吸収剤詰替

この詰替式アブゾーバーで詰替に利用する吸収剤は、
Drägersorb 400 に限定してください。 CO2 アブゾーバーを取り
扱う際は、 Drägersorb 400 の安全データシートの内容に注意し
てください。

警告
使用時間が短縮されることがあります！
ソーダライムの使用期限が経過している場合は、 循環式呼吸器
の使用時間が設計値未満になることがことがあります。

► 保存容器に表示の使用期限に注意してください。 使用する
ソーダライムは、 ソーダライムの使用計画と想定される保管
期間に対して、 余裕のある寿命のものに限定してください。

注意
健康被害の危険があります！
ソーダライムは、 眼、 粘膜、 皮膚のそれぞれに直接、 触れる
と炎症を起こします。

► 皮膚に触れることがないよう、 ご注意ください。 保護手袋お
よび保護眼鏡を着用してください。 ソーダライムから飛散する
粉塵は吸入しないよう、 ご注意ください。 使用する防塵マス
クのフィルターは、 欧州規格 EN 143 の P2 等級相当のもの
か、 または、 米合衆国労働安全衛生研究所 （NIOSH） の
R95 規格に適合するものとしてください。 ソーダライムの粉
塵が皮膚や眼に触れた場合は、 直ちに洗い落としてくださ
い。

警告
吸気に含まれる CO2 濃度が上昇することがあります。
ソーダライムを充填する密度が低いと、 ソーダライムを十分な容
量で確保できず、 計画の使用時間に対応できなくなることがあり
ます。

► 詰替式アブゾーバーには、 振盪したときに内部からカサカサ
音が聞こえない程度まで、 ソーダライムを充填してください。

1. 詰替式アブゾーバーの容器カバー （１） を開きます （15 
ページの 「容器カバー （PCM 保冷剤冷却器、 CO2 アブ
ゾーバー）」 を参照）。

2. 記号 I （４） が付いているメッシュを下記に示すように詰替式
アブゾーバー （５） にセットします。

3. 詰替式アブゾーバーの容器内部にフィルターマット （３） を
セットします。 （フィルターマットは任意の姿勢でセットできま
す。）

4. 詰替式アブゾーバーで容器の半量まで、 Drägersorb 400 を
充填します。 アブゾーバーの容器の側面を手で軽く叩いて、
ソーダライムの充填密度を高めます。 詰替式アブゾーバーを
均一に充填記号 （６、 容器のクリア部分と不透明部分の間
の移行） まで充填し、 ソーダライムを密にします。 手で叩い
てもソーダライムのレベルが低下せず一定になるまで、 補充
と充填密度を高める操作を交互に繰り返します。 ソーダライ
ムの表面は平坦にしてください。

5. 詰替式アブゾーバーの容器内部にフィルターマット （３） を
セットします。 （フィルターマットは任意の姿勢でセットできま
す。）

6. 記号 II （2） が付いているメッシュを下記に示すように詰替式
アブゾーバーにセットします。

7. シールが取り外された時のみ次のようにします ：

a. 容器カバーにシール材を差し込んでセットします。

b. シール材のフレームでシール材を固定します。

1) 高圧酸素容器の圧力が >150 bar の範囲内の場合に限ります。
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8. 容器カバー （１） を閉じます （15 ページの 「容器カバー
（PCM 保冷剤冷却器、 CO2 アブゾーバー）」 を参照）。

9. 詰替式アブゾーバーを振盪して、 カサカサ音が聞こえないか
否かを確認します。 カサカサ音が聞こえたら詰替式アブゾー
バーをもう一度新たに詰めることが必要です。

10.詰替式アブゾーバーは、 8 時間以内に循環式呼吸器に組み
込みます。 保管する場合は、 気密を確保して、 シュリンク
包装して乾燥を防止します。 この対処で、 詰替式アブゾー
バーは 6ヶ月間、 保管できます。

Dräger からは、 詰替式アブゾーバー保管時に、 多層フィ
ルム包装のパウチ袋をお使いになるよう、 お勧めしておりま
す。

5.2.7.4 充電池の交換

5.2.7.4.1 概要

充電池の持続時間は、 以下の要因により変動します。

– 循環式呼吸器の使用時間

– アラームの作動頻度

– 周囲の気温

– ディスプレイのバックライトの使用頻度

Connect ECU がオフに切り替えてある状態でも、 わずかですが
電力を使用しています。 そのため、 Dräger からは、 長期間に
わたり循環式呼吸器を使用しない場合は、 充電池を外しておくよ
う、 お勧めしております。

認可されたバッテリーのみを使用してください （差し込み用紙
9300233 参照）。

5.2.7.4.2 充電池の交換

警告
爆発の危険があります！

► 充電池の交換を行うのは、 爆発の危険がない場所に限定し
てください。

1. バッテリーボックスの蓋の 2 個のネジ （TX10） を回します。

2. 循環式呼吸器から充電池ケースを引き出します。

3. 使用済みの充電池を、 当社が使用を認めた充電池の新品と
交換します。 充電池の正極は正極側の端子に正しくセットす
るよう、 交換時にご注意ください。

4. シール材を点検します。 故障のシールをシールリング取り出
しレバーで外し、 交換します。

5. 充電池ボックス内に充電池ケースを差し込んでセットします。
充電池ケースの動きが重い場合は、 シールを脂
Molykote 111 で薄く塗ってください。

6. トルクスドライバー （TX10） で、 ネジ 2 本を締め付けます
（締付トルク : 1.0±0.2 Nm)。 Connect ECU が自動的にオン
モードに切り替わります。 ブザーが鳴動します。 ディスプレ
イには、 各種の情報と問合せを表示します。

7. 充電池の種類を確認します。

8. Connect ECU をオフに切り替えます。

6 輸送

使用中は、 呼吸循環回路内で凝縮水が発生します。 使用後
は、 循環式呼吸器を直立させた状態で運搬して、 凝縮水が排
水弁と呼吸袋の内部で集積するようにしてください。

7 保管

循環式呼吸器の保管は、 汚れや粉塵がなく、 乾燥した冷暗所
で行ってください。 紫外線やオゾンに暴露することは、 おやめく
ださい。

循環式呼吸器を CO2 アブゾーバーを取り付けた状態で保管する
場合は、 呼吸循環回路を閉じておいてください。 保護キャップで
接続部が閉止してあることを、 確認してください。 高圧酸素容器
は、 取り外しておいてください。 次回の使用時に、 CO2 アブ
ゾーバーの使用期限が経過していることがないようにしてくださ
い。

8 廃棄

8.1 概要

5
2

5
0

5

1

2

3

4
5
6

本製品を家庭ごみとして廃棄することはできません。 これ
は隣のアイコンにより示されています。
Dräger は本製品を無料で回収しています。 詳しくは、 各

国の販売店および Dräger 社にお問い合わせください。

電池およびバッテリは家庭ごみとして廃棄することはできま
せん。 そのため、 次のようなシンボルで表記されていま
す。 バッテリおよび電池は、 適用される規則に従ってバッ
テリーを回収しているところで廃棄してください。
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8.2 ディスポーザブル CO2 アブゾーバーの廃
棄

廃棄する際は、 Drägersorb 400 の安全データシートに記載の
内容に注意してください。

警告
化学熱傷の危険があります！
CO2 アブゾーバーには、 アルカリの水溶液が含まれていること
があり、 このアブゾーバーの取外し時に漏出し、 化学熱傷の原
因になることがあります！

► 皮膚に触れることがないよう、 ご注意ください。 保護手袋お
よび保護眼鏡を着用してください。 目に入った場合は、 直ち
に多量の水で洗い流し、 速やかに医師の診療を受けてくださ
い。

1. CO2 アブゾーバーを袋に入れて、 気密を確保して密閉しま
す。

2. CO2 アブゾーバーを、 現行の規定や規則に従って廃棄しま
す。 

9 テクニカルデータ

循環式呼吸器

周囲の環境条件

使用時

保管時

技術的に可能な使用耐久時間1)

（9 ページの 「0 °C 以下の温度のときの処置」 を参照） も参
照してください

PCM 保冷剤冷却器

ベルト

呼吸袋容量1)

1) EN 145 に準拠

6 L

重量2)

2) 組み合わせのいくつかは EN 145 に準拠うした認可重量を超えることがで

きます。

使用装置は充填された高圧酸素容器およ
び Dräger FPS 7000 RP （冷媒なし） 付
き

15.2 kg

充填された高圧酸素容器および Dräger 
FPS 7000 Rp （保冷剤付き） 付き使用装
置

16.9 kg

寸法、 ベルトおよび吸気ホースなし 
（長さ x 幅 x 高さ）

590 x 400 x 
175 mm

運転時間3)

3) 30 L/min で呼吸する場合

240 分

呼吸抵抗4)

4) 50 L/min で呼吸する場合

吸気 >0 mbar

呼気 <7 mbar

中定量供給 1.5 L/min

バイパス >80 L/min

デマンド弁 >80 L/min

長期間使用の場合の温度1)

1) EU 型式検査に準拠

-6 °C ～ +30 °C

気圧 900 hPa ～ 1200 hPa

相対湿度 0 % ... 100 %

保管温度 -6 °C ～ +25 °C

気圧 900 hPa ～ 1200 hPa

相対湿度 30 % ... 95 %

1) 吸気温度が 45 °C になるまでの時間

EU 型式検査による試験枠ではなく、 Dräger によって試験

～の環境温度の
場合

一分につき
の呼吸容量

冷却器付き PCM 保冷剤
冷却器付き

-6 °C ～ -15 °C 30 L/min 240 min 240 min

-6 °C ～ +40 °C 30 L/min 240 min 240 min

-6 °C ～ +40 °C 50 L/min 120 min 100 min

～ 90 °C 30 L/min 100 min 60 min

-15 °C ～- 40 °C 30 L/min 72 min 72 min

保管温度の上限 25 °C

再凍結に要する時間 ： +21 °C +5 °C の場

合 ： 
-15 °C の

場合 

保冷剤 （連結した状態） 6 h 2 h 1.5 h

保冷剤 （吸気冷却器の
容器内）

- 6 h 5 h

ベルトホースの耐荷性 各 10 kg
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電子回路

Connect ECU の工場出荷時設定を以下に列挙します。

10 品番一覧

残圧アラーム

残圧アラーム 1 5.5 MPa

残余圧力アラーム 2 1 MPa

圧力値の表示精度

20 MPa のとき ±1 MPa

4 MPa のとき + 0 bar/-5 bar

緊急信号ユニット

予備警報の作動遅延時間 30 秒

主警報の作動時間 予備警報作動から 15 秒後

遠隔測定

送信出力 0.5 W

使用周波数 869.5 MHz、 469.9 MHz （英

国に限る）

制限付きの国 アゼルバイジャン、 ベラルー
シ、 ジョージア、 ロシア、 サン
マリノ、 ウクライナ

RFID

送信出力 42 dBµA/m （@10 m）

使用周波数 13.56 MHz

制限付きの国 ジョージア、 ウクライナ

名称 品番

循環式呼吸器

BG ProAir G3/4-C-ICE-CH R360500

BG ProAir G3/4-C-PCM-CH R360501

BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH R360502

BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH R360503

BG ProAir W21.8-C-ICE-CH R360504

BG ProAir W21.8-C-PCM-CH R360505

BG ProAir W21.8-LDV-ICE-CH R360506

BG ProAir W21.8-LDV-PCM-CH R360507

BG ProAir M24x2-C-ICE-CH R360508

BG ProAir M24x2-C-PCM-CH R360509

BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH R360510

BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH R360511

BG ProAir CGA-C-ICE-CH R360530

BG ProAir CGA-C-PCM-CH R360531

高圧酸素容器

BG ProAir　高圧酸素容器　2/200 O2 M24x2 R35207

BG ProAir　高圧酸素容器　2/200 O2 G3/4 R360396

BG ProAir　高圧酸素容器　2/200 O2 
W21.8x1/14"

R360397

BG ProAir　高圧酸素容器　2/200 O2 W21.8
（カナダ仕様）

R360557

BG ProAir　高圧酸素容器　2/200 O2 （米合衆

国圧縮ガス工業協会仕様）

R360395

BG ProAir 2/200 O2 コンフィグレーター R360560

アクセサリー

Dräger FPS 7000 RP R56326

Dräger FPS-COM 5000 R62700

「klar-pilot」 Spray （防曇スプレー） R56542

BG ProAir　ディスポーザブルアブゾーバー 3702050

BG ProAir　詰替式アブゾーバー R360060

冷凍用ツール R360445

BG ProAir 氷冷却器 （カセット一式） 3701814

BG ProAir PCM 冷却器一式 R360280

BG ProAir トレーニングアダプターセット 3722874

BG ProAir　輸送用トランク 3722275

高圧酸素容器輸送用トランク 3718247

グリップクランプ 3724657

熱保護 3702769

防寒断熱 3725347

詰替カートリッジ用消耗品

BG ProAir　不織布フィルター （50 個） R360356

BG ProAir　詰替式アブゾーバーのメッシュ （上） R360067

BG ProAir　詰替式アブゾーバーのメッシュ （下） R360066

Drägersorb 400 （4.5 kg） 6738950

Drägersorb 400、 8.0 kg 6737965

Drägersorb 400、 18 kg 6737985

交換部品1)

弁体 （面体を接続する継手用） R33934

O リング （面体を接続する継手用） R18352

保護キャップ （面体を接続する継手用） 3713554

陽圧弁と排水弁用弁体 R33833

充電池 （5 個 ； Connect ECU 用） R360474

試験用付属品

Dräger RZ 7000 R62500

BG ProAir Test Set 3722266

名称 品番
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Connect ECU 向けアクセサリー

Bluetooth® ドングル 3721359

1) 全部品は部品リスト 1114.800 に記載されています。

名称 品番
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11 付録

11.1 酸素供給が定量方式の循環式呼吸器 ：
適な試験手順のための

Dräger RZ 7000

5
2

3
2

1

圧力プレートを 
レバーでブロックする

装置を充填するためにポンプする

水抜き弁は

10～25 mbarで開く

呼気弁

吸気ホースを閉める

≤ -10 mbar に達する必要がある

吸気弁

呼気ホースを閉める

≥ 10 mbar に達する必要がある

点検経過

陽圧 空気抜き気密試験負圧
L/min
流量

陽圧状態での気密性

圧力7 + 0.5 mbar下げる
OKボタンを押す

圧力差≤ 1 mbar/min

レバーを 
スプリングホルダーに嵌める
有効にするためにポンプする

+4～+8 mbarで開く

自動排気弁

酸素供給が定量方式の装置用 
（EN 145に従って認可）

残圧アラーム 1

高圧酸素容器を閉める
赤いボタンを軽く押す

約55 barでアラーム

アラーム 
「酸素供給無し」

アラームが鳴るまでポンプする

バイパス

高圧酸素容器を開ける
赤いボタンを短く押す

耳に聞こえるフロー騒音

残圧アラーム高圧気密性

高圧酸素容器を開ける
≥ 150 bar 

Connect ECUの
 指示に従う。

定量供給

レバーをスプリングホルダーに嵌める

デマンド弁

圧力 
+0.5～3.0 mbar



付録

取扱説明書  |  Dräger BG ProAir  31

11.2 酸素供給がデマンド方式の装置 適な試
験手順のための Dräger RZ 7000

5
2

3
2

0

圧力プレートを 
レバーでブロックする

装置を充填するためにポンプする

水抜き弁は

10～25 mbarで開く

呼気弁

吸気ホースを閉める

≤ -10 mbar に達する必要がある

吸気弁

呼気ホースを閉める

≥ 10 mbar に達する必要がある

点検経過

陽圧 空気抜き気密試験負圧
L/min
流量

陽圧状態での気密性

圧力7 + 0.5 mbar下げる
OKボタンを押す

圧力差≤ 1 mbar/min

自動排気弁

レバーを 
スプリングホルダーに嵌める
有効にするためにポンプする

+4～+8 mbarで開く

バイパス

高圧酸素容器を開ける
赤いボタンを短く押す

耳に聞こえるフロー騒音

デマンド弁 残圧アラーム 1

レバーをスプリングホルダーに嵌める

圧力 
+0.5～3.0 mbar

高圧酸素容器を閉める
赤いボタンを軽く押す

約55 barでアラーム

高圧酸素容器を開ける

最大10秒間酸素供給

予備パージ 残圧アラーム高圧気密性

高圧酸素容器を開ける
≥ 150 bar 

アラーム 
「酸素供給無し」

アラームが鳴るまでポンプする

Connect ECUの
 指示に従う。

酸素供給がデマンド方式の装置用 
（EN 145に従って認可）
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