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< 安全にご使用いただくために >

ご使用の際は、必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
本取扱説明書は、常にすぐに取り出して見られる場所に保管して下さい。

・本取扱説明書の内容の一部または全部を、無断で転載することは固くお断りいたします。
・本取扱説明書の内容および記載されている本体、付属品等の仕様に関しては、予告なしに変更すること　
　があります。

< 取扱説明書について >

・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意又は過失、誤用、その他の異常な条件下で
　の使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断等）に関して、当社
　は一切責任を負いません。
・取扱説明書で説明された以外の使用方法によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・接続する機器または器具との組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、当社は一切責任を負い
　ません。

< 免責事項について >
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はじめに

この度は、コンメドハイフリケーター 2000 をご購入頂きまして誠にありがとうございます。ハイフリケー
ターは 1937 年に初めて導入され、以来診療室を中心とした電気手術において、世界のリーダー的存在とな
りました。最新のモデルであるハイフリケーター 2000 において、コンメドはこれを最良の装置とするため
に最新の技術を用い、より高いパフォーマンスを実現しました。

安全で使用方法がシンプルなハイフリケーター 2000 は、幅広い分野で使用可能です（皮膚科、婦人科、眼
科や泌尿器科）。ハイフリケーター 2000 は、電気回路に 2 個のマイクロプロセッサーを取り入れ、過度の
出力を正確に防止し、患者に対する安全性を提供します。最大出力で広範囲に凝固を行うときでも、また低
出力で 0.1W 単位で出力の設定を行うデリケートな顔面への手術を行うときでも、ハイフリケーター 2000
は正確な出力を行います。
電源を投入するとハイフリケーター 2000 は自己診断を行い、操作中は出力が常にモニターされます。この
ことにより、ハイフリケーター 2000 は高い安全性を有します。既にご使用のハイフリケーターのアクセサ
リー（バイポーラ鑷子やリユーザブル電極等）と互換性があり、また現代的な人間工学に基づくデザインを
採用し、診療室や手術室に調和する設計となっています。
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第１節　検査

コンメドハイフリケーター 2000 は工場から出荷される前に、十分試験及び検査されています。使用される
前に輸送中の損傷がないか確認して下さい。もし損傷が発見された場合は、すぐに販売代理店に連絡して下
さい。また、下記の標準構成品に欠品がありましたら、販売店にご連絡下さい。

標準構成品 [ カタログ番号：7-900-100、7-900-7]

オプション品

1

製品名 入数 カタログ番号
( 1 )   本体 1 台

  7-900-100

( 2 )   フィンガースイッチ付ハンドピース 1 本
( 3 )   メス先電極（鋭チップ）　［エレクトロレーゼ］ 5 本
( 4 )   メス先電極（鈍チップ）　［エレクトロレーゼ］ 5 本
( 5 )   ハンドピース用シース（カバー）／未減菌 2 本
( 6 )   ハンドピース用シース（カバー）／減菌済 2 本
( 7 )   壁掛けマウントキット 1 個
( 8 )   皮膚科用適用症例解説ビデオ 1 個
( 9 )   リューザブル対極板 1 枚   7-900-7

製品名 入数 カタログ番号
( 1 )   フットスイッチ対応ハンドピース 1 本   7-900-6
( 2 )   ニードル電極（汎用 / 絶縁保護カバー付） 1 本   711B
( 3 )   ニードル電極（脱毛 / 高精度処置用） 6 本   714
( 4 )   ニードル電極（高精度処置用 / コーティング付） 6 本   714S
( 5 )   ニードル電極（歯科用 / 先鋭ワイヤー状） 1 本   705A
( 6 )   ニードル電極（脱水乾燥用） 1 本   716
( 7 )   ニードル電極（ピンポイント処置用） 1 本   7-221-A
( 8 )   ニードル電極（脱水乾燥用ショートタイプ） 1 本   7-221-S
( 9 )   ボール電極（限定範囲凝固用）  1 本   7-222-A
(10)   メス先電極（鋭チップ）　［エレクトロレーゼ］　 100 本   7-100-12BX
(11)   メス先電極（鈍チップ）　［エレクトロレーゼ］ 100 本   7-101-12BX
(12)   フットスイッチ 1 個   7-900-4
(13)   ハンドピース用シース - 20cm（ディスポーザブル）　未滅菌品 100 本   7-796-18
(14)   ハンドピース用シース - 91.44cm（ディスポーザブル）　滅菌品 25 本   7-796-19
(15)   バイポーラ鑷子マイクロ　ジュウェラー 1 本   7-809-1
(16)   バイポーラ鑷子マイクロ　ジェラルド 1 本   7-809-2
(17)   バイポーラ鑷子マイクロ　ハーディーバヨネット 1 本   7-809-3
(18)   バイポーラ鑷子スムース　アドソン 1 本   7-809-4
(19)   バイポーラ鑷子スムース　クッシング 1 本   7-809-5
(20)   バイポーラ鑷子スムース　クッシングバヨネット 1 本   7-809-6
(21)   バイポーラ鑷子鋸歯　アドソン 1 本   7-809-7
(22)   バイポーラ鑷子鋸歯　クッシング 1 本   7-809-8
(23)   バイポーラ鑷子鋸歯　クッシングバヨネット 1 本   7-809-9
(24)   バイポーラ鑷子用コード 1 本   60-5132-001
(25)   スタンド（キャスター付） 1 台   7-900-1
(26)   バイポーラコードアダプター 1 個   HY-BIADP
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第２節　安全のための注意と警告

！ 警告

金属製ピンや金属製人工関節などのインプラントを埋入している患者に対して、ハイフリケーター 2000 を
用いる場合は、装置を使用する前に、その担当の医師に患者の手術措置に関する経歴を確認し、使用上安全
であることを確認してから使用して下さい。

心臓ペースメーカーを装着した患者への使用は避けて下さい。ハイフリケーター 2000 の高周波出力により、
ペースメーカーの作動に干渉を起こす可能性があります。もしこのような患者に使用する場合は、患者の状
態を常に監視し、干渉が起こらないように注意して下さい。ペースメーカーを装着した患者に用いる場合は、
ペースメーカーの製造者にハイフリケーター 2000 を使用する前に相談されることをお薦めします。このこ
とは患者のみならずペースメーカーを埋め込んだスタッフにもあてはまります。

電気手術は、可燃性の麻酔薬、可燃性の消毒薬やドレープ、亜酸化窒素（N2O）、または酸素濃度の高い環
境では決して使用しないで下さい。電気手術ではこのような可燃性のガスや物質を発火させる危険性があり、
また装置の性質上、この可能性を完全に排除することは出来ません。電気手術を行う場所または近辺におい
て、麻酔薬や人工臓器、消毒液や人体の空洞から自然に発生するガス、手術用のドレープや気管チューブ他
の物体から発生するガス等の可燃性ガスが存在する場合は、これらの可燃性の物質を排除することに留意し
て下さい。身体の臍や膣等のへこんだ場所には、可燃性の液体が溜まる可能性があります。これらの場所に
溜まった可燃性の液体は、装置を使用する前に除去されなければなりません。

術部以外の場所での熱傷や電撃を避けるために、ハイフリケーター 2000 を使用する前に術野近辺の金属物
を全て取り除いておいて下さい。また本装置をデジタル時計、ラジオ、電卓、補聴器の近辺で用いないで下
さい。

モノポーラ方式による術式を、指など小さな末梢部で用いたり、環状切除術（包茎手術）を行うと、手
術部位の近辺で、目的としない障害が生じることがあるので、これを行わないで下さい。AAMI の基準
HF18-1993 では、モノポーラとバイポーラの両方の術式を環状切除術に使用することを禁じています。

出力を行って間もない電極は、熱傷を起こしたり、可燃性の物質を発火させるのに十分な熱を持っています。
一時的に使用を休止した電極は、熱を持った電極による、または不慮のフットスイッチの作動による障害を
避けるために、ケースかまたは電気的に絶縁されたコンテナに保持して下さい。使用していない電極は絶対
に患者の上に置かないで下さい。
設定出力は出来る限り低い値で、また出力時間は出来る限りに短い時間で、目的とする効果を得るための作
動を行って下さい。

電気手術用のコード（アクティブ電極、バイポーラまたはリターン）は、患者、スタッフ、または患者に接
続された他のコードと接触させないで下さい。

適切な出力設定値が分からない時は、低い出力設定値から始めて、徐々に出力を上げて行って下さい。

装置の上に液体の容器を置かないで下さい。もし液体がこぼれた場合は、すぐに拭き取って下さい。

2
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感染を防ぐため、また製品の破損・性能の低下による患者・スタッフへの障害を防ぐため、ディスポーザブ
ルの付属品は再使用しないで下さい。

注：ハイフリケーター 2000 は専用のマウントキット（カタログ番号 7-796-20）を用いて壁に設置して用
いるか、またはハイフリケーター 2000 用の可動スタンド（カタログ番号 7-900-1）を用いるように設計さ
れています。

麻酔

患者の許容能力や、手術によっては、さまざまなタイプの量の麻酔薬を用いる場合があります。部位の神経
感受性が低い場合で、小さな範囲の切除を行う際に、麻酔無しで手術を行うこともあります。ハイフリケー
ター 2000 はスパークを発生するので、爆発性や可燃性の麻酔薬は用いないで下さい。手術の前に、消毒用
のアルコールは完全に乾燥させてから、手術を行って下さい。

モノポーラモードによる電撃

装置から電流を発生する全ての電気手術器においては、その電流の帰路を必ず有します。モノポーラのリター
ンパスは患者の身体から大地を通り、装置へと戻ります。この場合、患者の身体のある部位が接地された金
属に触れると電流は抵抗の少ない方へと流れ、軽い電撃が発生します。モノポーラモードで使用する際に、
この電撃を最小とするために以下の事項に注意して下さい。

・患者の身体を接地された金属物質に触れさせない。
・出力スイッチを押す前に、アクティブ電極は患者に接触または近接させておく。
・医師またはスタッフが患者に触れる必要がある場合は、ハイフリケーターの出力を ON にする前に患者に
触れておくこと。この場合、出力中は触れた手を患者から離さないで下さい。電撃の危険性を少なくするた
めに、常に手袋を装着し、接地された金属物質にふれさせないようにする。

その他

巻末に電気手術器を使用される時の使用上の注意事項を記載しておりますので、本装置を使用する前にそち
らも必ずお読み下さい。

3
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第 3 節　操作制御部と表示部

HI LO BI P/P
HI LO BI

⑲

⑬

⑯

⑰

HI LO BI P/P
HI LO BI

[ フィンガースイッチ付ハンドピースのセットアップ ]

[ フットスイッチ対応ハンドピースのセットアップ ] [ バイポーラ鑷子のセットアップ ]

HI LO BI P/P
HI LO BI

図 1：装置前面、側面、下面パネル
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①電源 ON/OFF　スイッチ
　電源の ON ／ OFF 切り替えを行います。ハイフリケーター 2000 の電源が投入されると、最後に使用　
　した際の装置の設定状態で立ち上がります。

②出力ボタン
　押すと高周波エネルギーが電極から出力されます。さらに出力指示音と、出力の ”ON" 表示がなされます。

③フィンガースイッチ付ハンドピース（出力設定スイッチ付）
　プラグは正しい方向に差し込んで下さい。

④出力インジケーター
　実際の出力を表示します。High モード (HI) 及びバイポーラモード (BI) で、0 ～ 35W、Low モード (LO)
　で 0 ～ 20W の設定幅があります。また Low モードでは 10W より小さいとき、0.1W 単位で表示されます。

⑤アクティブ ”ON" インジケーター
　出力ボタンが押されたときに点灯します。

⑥出力ノブ
　時計方向に回すと出力増加、逆方向に回すと出力減少します。High モード (HI)、バイポーラモード（BI）
　及び Low モード (LO) の 10W 以上では 1W ずつ増減します。Low モード (LO) の 10W 以下の場合、0.1W
　ずつ増減します。

⑦ High 出力端子
　強いデシケーション及びファルギュレーションを行う際に、フィンガースイッチ付きハンドピースの出力
　プラグをこの端子に接続します。0 ～ 35W の高電圧が出力されます。

⑧ Low 出力端子
　軽いデシケーション及びファルギュレーションを行う際に、フィンガースイッチ付きハンドポースの出力
　プラグをこの端子に接続します。0 ～ 20W の低い電圧が出力されます。　

⑨バイポーラ出力端子
　バイポーラ鑷子を用いて凝固を行う際に用います。専用コードのプラグを両方のバイポーラ出力端子に
　接続します ( バイポーラ鑷子を使用する場合は、フットスイッチを使用します )。バイポーラ出力は、
　High モード (HI) 及び Low モード (LO) よりも低い電圧で、0 ～ 35W の出力を行います。

⑩スイッチ用端子
　フィンガースイッチ付きハンドピースのソケットプラグをこの端子に接続します。プラグは正しい方向 
　に接続して下さい。注意：オプションのフットスイッチのプラグもこの端子に接続します。

⑪端子 ( モード ) 選択スイッチ
　使用する出力端子を選択します。出力表示は選択したモードで最後に用いた値が表示されます。
　(Low モード (LO) で 0 ～ 20W、High モード (HI) 及びバイポーラモード (BI) で 0 ～ 35W)

⑫対極板用端子
　対極板のプラグを接続します。期待される効果に応じて必要な場合は対極板を接続し、使用して下さい。

装置の前面、側面及び底面

5
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⑬高周波出力用プラグ（シングルピン）
　ハンドピースを High モード (HI) もしくは Low モード (LO) 出力端子に接続するプラグです。
　高周波電流をハンドピースに流すために接続します。接続の仕方はフィンガースイッチ付ハンドピースも
　同様です。

⑭出力 UP ボタン
　押すと現在の選択モードにおける出力設定値が増加します。

⑮出力 DOWN ボタン
　押すと現在の選択モードにおける出力設定値が減少します。

⑯リリースボタン
　コネクタを外す時には、リリースボタンを押して固定を解除してから引き抜きます。

⑰フットスイッチ
　フットスイッチ対応ハンドピースまたはバイポーラ鑷子による出力を行う際に使用します。

⑱バイポーラ鑷子
　使用する際には、フットスイッチが必要です。

⑲フットスイッチ対応ハンドピース
　フットスイッチによる出力が好まれる際に使用します。

6



Hyfrecator2000

①音量調節
　出力ボタンが押されて出力されたときに発生する、可聴の出力指示音の音量調節を行います。調節には
　ドライバーを用いて行い、抵抗が感じられる位置まで回すことが出来ます。抵抗が感じられる位置以上に
　回さないで下さい。安全上の理由により、指示音は消すことは出来ません。

②壁取り付け用穴
　標準の壁掛けマウントキット（カタログ番号：7-796-20）を用いて、壁に取り付ける際に用います。
　装置はまたキャスター付きのスタンド（カタログ番号：7-900-1）に取り付けることも出来ます。
　　注意：7-796-20 のマウントキットが必要です。

図 2：装置底面パネル
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第 4 節　操作方法

①標準の壁掛けマウントキットまたはオプション品のキャスター付きスタンド（カタログ番号：7-900-1）
　 のユニット取付説明書を参照して下さい。

②ユニットの裏側にある製造番号プレートをチェックして、ハイフリケーター 2000 が正しい電源電圧
　及び周波数のものであることを確認して下さい。

③ハイフリケーター 2000 の下部にあるコネクタに電源コードを接続してください。

④電源プラグを 3P の医用電源コンセントに差し込んで下さい。ハイフリケーター 2000 を安全且つ効率的
　に動作させるには確実に接地されていることが必要です。

⑤フィンガースイッチ付きハンドピースまたはフットスイッチから出ている 4 ピンのコネクタをユニット
　下部のコネクタに向きを合わせて差し込んで下さい。このコネクタを外す時は、リリースボタンを押して
　から引き抜きます。

⑥端子（モード）選択スイッチを動かして、手順について表示されている通りに HI、LO、または BI に合わ
　せます。
　注：この選択によって、そのモードで前回使用された出力設定内容がプリセットされます。ユニットの
　　　 電源が OFF にされたときも、これらの設定内容は保持されます。

⑦ 1 本ピンの高周波出力側コネクタを、端子（モード）選択スイッチで使用状態になっている出力端子に
　差し込んで下さい。

⑧メス先電極またはその他のハイフリケーターの電極をハンドピースのアクティブ側に差し込みます。

⑨電源 ON/OFF スイッチを「ON」（または「I」）側にして下さい。ハイフリケーター 2000 の自己診断テス
　トシーケンスが開始され、その間に、ハイフリケーター 2000 のさまざまな機能と安全性がチェックされ
　ます。これらのテスト中は、出力インジケータに回転パターンが表示され、ビープ音が 4 回短く鳴って
　から最後に使用した出力設定内容が表示されます。
　注：これらのテストの際に不具合が検出された場合は連続音が鳴り、出力インジケータにエラーコードが
　　　表示されます。不具合が発生した場合は、このマニュアルの第 11 節を参照して下さい。

⑩フロントパネルの出力ノブか出力スイッチ付きハンドピースの UP/DOWN ボタンのどちらかを用いて、　
　選択したモードに対する出力を所定の出力になるよう調整します。この調整結果は、選択されているモー
　ドに対してだけ有効です。出力設定内容は、出力スイッチを押したときまたは動作しない状態が 3 秒間
　続いた後に、恒久的に保持されます。
　注：出力の制御は、急速調整により出力を大幅に変更することが出来ます。急速調整は、UP または　　
　　　DOWN のいずれかのボタンを押したままにするか、出力ノブを高速回転することで行います。それ
　　　とは逆に、微調整は、ボタンを短時間押すか出力ノブをゆっくり回転させることで行います。

⑪選択した出力は、ハンドピースの出力ボタンまたはフットスイッチのいずれか一方を押すことによって、
　アクセサリの電極に送られます。作動状態は、青ランプまたは連続可聴音を用いて示されます。
　注：音量はユニットの後ろ側の調整ネジをドライバーで回すことによって、希望するレベルに設定するこ
　　　とが出来ますが、完全に聞こえなくすることはできません。

⑫手術が完了したら、ON/OFF スイッチを「OFF」（または「○」）の位置に合わせます。
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第 5 節　初めて使用される方へ

ハイフリケーター 2000 を実際に臨床使用する前に、以下に記すようなテストを実行していただくことをお
奨めします。

室温で放置しておいた 100g 程度の牛肉または鶏肉の塊を、しっかり手に握るか、テーブルの上に置き、電
流の流路が増えるように手を肉に添えておきます。
出力を低レベルに設定した状態から開始し、次のようにテストを行います。
デシケーション（乾燥 /Desiccation）、ファルギュレーション（火花凝固 /Fulguration）、またはコアギュレー
ション（凝固、Coagulation）についての情報に関しては、第 7 節の「術式に関する用語」を参照して下さい。

　　・デシケーション（乾燥、Desiccation）：
　　　対極板無しのモノポーラで、エレクトロレーゼティップを使用し、肉塊に触れ、電流を ON にして
　　　1 ～ 5 秒流します。低出力端子（Low モード（LO））の出力設定値を変化させてみます。外科用の
　　　メスで肉塊を切り開いてどの程度の深さまで出力による作用が浸透しているかを調べます。組織が
　　　中程度に白変していれば殆どの場合十分です。

　　・ファルギュレーション（火花凝固、Fulguration）：
　　　低出力または高出力端子のいずれか一方の端子を用いて、電極を肉塊に接触させずに近付けます
　　　（1 ～ 3mm の距離）。設定をさまざまに変化させて、ファルギュレーションの程度について調べます。
　　　短い冷却時間を挟みながら短時間のスパークを繰り返す方法が、患者に対して適切な方法です。
　　　スパークを連続的に加えると、時には耐えられないような熱を発生することになります。
　　　肉塊スパークによってファルギュレーションされた部分を切り開き、影響が比較的浅い部分にしか
　　　及んでいないことを目で確かめます。

　　・コアギュレーション（凝固、Coagulation）：
　　　フィンガースイッチ付ハンドピースまたはフットスイッチ対応ハンドピース（オプション品）とリユー 
　　　ザブル対極板との併用、あるいはバイポーラ鑷子（オプション品）とフットスイッチ（オプション品） 
　　　の併用で行います。テストをして頂きますと、モノポーラ凝固方式は非常に深いところまで有効 
　　　であるのに対して、バイポーラ凝固方式は比較的表面に近い浅い部位で効果があることが分かります。

ユニットには、ハイフリケーター 2000 を用いた基本的な皮膚科的処置を対象にしたトレーニング用ビデオ
（カタログ番号：7-900-21）が添付されています。追加テープが必要な場合は、コンメドの正式な販売代理
店でお求め戴けます。
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第 6 節　システム構成に関する用語

ハイフリケーター 2000 を用いた手術のほとんどは、対極板を使用しないモノポーラ方式が用いられます。
このモードは、セットアップが簡単で、優れた結果が得られるばかりでなく、付属機器が一切不要です。電
流は、低出力端子から電極に流れ、そこから患者に流れます。電流は、患者の身体を通り抜け、テーブルに
達し、床を横切り、電源コンセントの接地回路を経由してユニットに戻ることにより「完全な回路」を形成
します（図 3 参照）。対極板を使用しないモノポーラは、ファルギュレーション（火花凝固、Fulguration）
とデシケーション（乾燥、Desiccation）が行われます。

対極板を用いないモノポーラ方式

HI LO BI P/P
HI LO BI

図 3：対極板を用いないモノポーラ方式
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対極板を用いるモノポーラ方式

HI LO BI P/P
HI LO BI

出力を High モード（HI）で用いる際は、術部以外の部位で
の熱傷や感電を防止するために、必ず対極板を使用して下さ
い。

対極板を使用する際は、対極板を清浄にして、十分に乾燥
した血液循環のよい身体の筋肉部位に対極板を直接装着しま
す。導電性を良くするために、必要なら除毛し、皮膚を清潔
にします。傷のある組織、骨が突き出ている部分、また、装
着面積が小さくなる部位には、対極板を装着しないで下さい。

図 4：対極板を用いるモノポーラ方式

バイポーラ方式の場合、電流の流れはバイポーラ鑷子の電極
先端部、すなわち鑷子を構成している 2 つの極の一方の側か
ら他方の側へ流れるので、電流は組織の表面部分に限定され
ます（図 5 参照）。電流が身体の内部を通らないので、心臓
の細動の危険や、神経・筋刺激また分流による熱傷を最小限
に抑えます。また電流が電極先端部に限定されるので、身体
の末梢部位（指の先端等）にも適しています。
　注 1：バイポーラのピンセットで行う手術の場合には、
　　       フットスイッチの使用が必要になります。
　注 2：バイポーラ使用時は、対極板を使用しないで下さい。

バイポーラ方式

HI LO BI P/P
HI LO BI

図 5：バイポーラ方式
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第 7 節　術式に関する用語

デシケーション（Desiccation、乾燥）

デシケーション（Desiccation）は、「乾燥させる」を意味するラテン語の desiccate から派生したものです。
それは、対極板を使用しない、モノポーラのことです。
電極は、組織に接触するか、あるいは組織の中に差し込みます。電流が細胞液を蒸発させ、組織は白くなり
ます（図 6 参照）。一般的には白化する深さはファルギュレーションよりデシケーションの方が大きくなり
ます。

注：大きな出力で連続的にデシケーションを行うと、組織の破壊と
　　炭化の度合いは大きくなります。

・適用：
治療のための出力の大きさや出力時間は、その増加につれて、乾燥量も増加します。特に電極の針を差し込
むような時には、電極の大きさが及ぼす影響について考える必要があります。例えば、直径の大きな針に、
小さな針と同じ効果を生み出させるためには、より大きな出力と長い時間が必要になります。

・治癒：
小さな手術であれば、その創は普通 1 ～ 3 週間すると完全に治癒します。まず、基底部に肉芽が形成され、
ついで上皮化します。痂皮が形成されますが、それは 7 ～ 10 日で脱落します。大きな損傷の場合は、治癒
過程で 2 ～ 3 回痂皮が形成されることがあります。
注：血液循環が良好で皮下組織が豊富にある部分では、急速に治癒します。

・術後ケア：
小さな術創の場合はドレッシングを必要としない場合もあります。一方、術創が大きい場合は、傷が上皮化
するまでは、滅菌ガーゼや内服薬が必要になります。あらゆる外科手術の場合と同様、大きく開いた傷の場
合には二次感染から保護する必要があります。

注：加熱分解による脱毛（エピレーション）は乾燥の特殊な一形態
　　であり、極細線の電極（カタログ番号：714）を用いて毛包を
　　破壊する方法です。本法は、非常に低い出力設定で Low 端子を
　　使用します。（図 7 参照）

図 6：デシケーション

図 7：エピレーション
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ファルギュレーション（Fulguration、火花凝固）

ファルギュレーション（Fulguration、火花凝固）は、「稲妻の働き」を意味するラテン語の fulgur から派生
した用語です。
それは、対極板を使用しないモノポーラで、電極を術部の表面から僅かに離した位置で保持することで、
表面との間にスパークを生じさせるものです（図 8）。デリケートなファルギュレーションを行う場合は、
アクティブ電極の先端の位置を術部に正確に接近させなければなりません。そうしなければ、電気アークは
目標を外れて、近接する皮膚組織に放電する恐れがあります。電極を皮膚から遠目の距離に保持することで、
広い範囲にファルギュレーションの手術を行うことができます。ファルギュレーションでは、組織の破壊が
スパークの下の浅い部分に限定され、焼痂を残します。

・適用：出力、治療時間、電極の大きさ、および組織の水分含有量
　　　　などに依存して、1 回の適用による破壊の範囲と深さが決
　　　　まります。その他にも、電極と皮膚組織の間の距離にも重
　　　　要な要素になります。

・治癒：「デシケーション」の場合と同じ
・術後ケア：「デシケーション」の場合と同じ図 8：ファルギュレーション
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コアギュレーション（Coagulation、凝固）

コアギュレーション（Coagulation）とは、「固める」を意味するラテン語の coagulate から派生した言葉です。
図 9 および図 10 に示したように、本装置による凝固の方法には 2 種類あります。：

A)　モノポーラコアギュレーション　：　
　　図 9 に示すように、患者用の対極板を使用します。

B)　バイポーラコアギュレーション　：
　　図 10 に示すような鑷子タイプの電極を使い、近接した 2 つの電極間に電流を流す方法。患者用の
　　対極板は、使用する必要はありません。

図 9：モノポーラコアギュレーション 図 10：バイポーラコアギュレーション

・適用：
これら A）、B）のような 2 つのタイプの凝固法が組織に与える影響は、それぞれ異なります。
モノポーラ式凝固法の場合は、患者用の対極板によって深い所まで電流が流れ込みます。電流は患者の体内
を通って効率的に流れてハイフリケーター 2000 に戻り、アクティブ電極部位を脱水させます。
対照的に、バイポーラ式凝固法の際にバイポーラ鑷子を用いた場合は、電流が鑷子先端の一方の電極から他
方に流れ、電流は表面に制限されるため、組織の損傷は最小限度で済みます。

・治癒：「デシケーション」の場合と同じ
・術後ケア：「デシケーション」の場合と同じ
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第 8 節　適用

◎皮膚科

良性の病変
ハイフリケーター 2000 を用いて、さまざまな良性の皮膚の病変部位を破壊することができます。ハイフリ
ケーター 2000 は、出力を広い範囲で設定することができますので、大部分のデリケートな顔面の手術ばか
りでなく、体幹の深い損傷にも用いることができます。臨床的応用例の一部を下記に示します：

糸状線維腫（アクロコルドン）：電気乾固（デシケーション）または電流による組織破壊によってこれらの
病変部分を素早く破壊し、炭化した部分をガーゼかキューレットで除去します。

日光角化症：悪性化前の病変（前癌状態）は、弱い電流による組織破壊（ファルギュレーション）で十分で
す。これらの病変は、露光部に発生しますから、仕上がりの良し悪しは美容上問題になります。出力を低く
設定して行えば、美容的にも満足のいく結果を得ることができます。（本症は前癌症ですから、早期治療を行っ
てください。）

脂腺腺腫：本症も低出力の設定で治療します。

被角血管腫：通常、浅い表面的デシケーションで十分に治療できます。

毛細血管腫：通常の場合、これらの病変部の治療には、ごく浅い表面的なデシケーションが効果的です。残
留した炭化部分は、ガーゼで拭き取ります。

海綿状血管腫：小さな病変であれば、アークを用いないデシケーションで十分に治療することができます。
通常、針を数回挿入することが必要です。

クモ状血管腫：放射線状に拡張した毛細血管の中心部をデシケーションして、病変部を除去します。

尖圭コンジローム：コンジロームは、アークによるファルギュレーションに素早く反応します。一般的には
麻酔が必要です。外陰部の場合は、術後感染が起きないよう十分注意してください。

線維腫：小さく有茎状のものは、軽いデシケーションまたはファルギュレーションで十分です。

ケラトアカントーマ：腫瘍本体を SCOOP で深く抉り取り、その病変基底部をファルギュレーションにより
止血、残余を破壊します。

リンパ管腫：これらの比較的稀な腫瘍も、デシケーションまたはファルギュレーションに反応します。

伝染性軟属腫：これらのウイルス性疾患も、デシケーションに素早く反応します。
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化膿性肉芽腫（毛細血管拡張性肉芽腫）：ファルギュレーションによく反応します。

脂漏性角化症：成人ではもっとも一般的でありながら、美容的には最もやっかいな皮膚腫瘍です。この発生
は老化に関連しています。最初のファルギュレーション後に、焦げた残留物はガーゼまたはキューレットで
簡単に除去できます。美容的にも優れた結果が得られます。若いアフリカ系の人々の顔に見られる多数の小
さな本症（黒色丘疹性皮膚症）は、麻酔を用いることなく出力を低く設定することで治療できます。優れた
美容的結果を得ることができますが、まず初めに治療的美容テストとして１つか２つの丘疹を治療してみる
のが、賢明です。

脂腺性丘疹（sebaceous papules）：年配の脂性、酒サ様の患者に見られるこれらの病変部は、軽度のファルギュ
レーションを行うことで除去できます。

汗管腫：非常に軽いファルギュレーションを行い、優しくキューレットで掻き取ることで治すことができま
す。まず最初に１、２ヶ所美容的なテストをしてみて下さい。

毛細血管拡張症：顔面の本症は、軽いデシケーションによく反応します。毛細血管の走行に沿って、一ヶ所
または数ヶ所に、出力を低く設定した LOW 端子を使用して下さい。この方法は費用が高価であるレーザー
治療や、制御の困難な軟化剤の注入よりも、優れた点がいくつもあります。但し、下肢の病変の場合は、電
気外科手術には不適で再発することがあります。

通常のいぼ（尋常性疣贅）：ほとんどのいぼは、ファルギュレーションと該部の掻爬によって治療できます。
特に神経（指神経）の上に発生したいぼに対しては、特別の注意を払わなければなりません。また体重がか
かる足の裏のような部位に発生したもの（足蹠疣贅）などもあります。有痛性の瘢痕を残すこともあるので、
組織を深く破壊しすぎないように注意してください。

糸状いぼ：その付け根近くの茎部を電気的に破壊すれば、優れた効果、治癒率が得られます。

平らないぼ（扁平疣贅）：このいぼも軽いファルギュレーションがよく効きます。
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悪性の腫瘍
悪性新生物が疑われた場合は、電気手術に先立って試験切除を行い、その病理組織学的検査を行って下さい。
最も一般的な皮膚癌は、基底細胞癌と有棘細胞癌です。適切に選択されたものならば、掻爬とファルギュレー
ションの併用によって簡単、迅速、また効率的に治療することができます。通常の場合、高い治癒率を達成
するためには、更に同じ条件で１～２回この手順を繰り返す必要があります。治療の対象になる腫瘍は、普
通２cm 未満で、露光部分（顔、腕、上背部、下腿）に生じたものですが、腋窩溝または内眥などのような
身体の皺襞部以外の部位でなければなりません。上記のように病変部が適切に選択されていれば、電気外科
手術としては十分満足のいく治癒率を達成することができます。このほかにも、電気外科手術は、容易に技
術が習得できて、簡単に実施できる、費用の上でも優っているなどの長所があります。多くの例では、その
美容的効果は切除手術や放射線治療のそれに比べてより好ましいといえましょう。

基底細胞癌：電気手術を行う前に、組織を削り取って生検を行います。キューレットで施術限界を決めた後、
ファルギュレーションを行い、次いで壊死組織を取り除きます。掻爬とファルギュレーションは普通１～２
回くり返します。

ボーエン病（表皮内有棘細胞癌）：方法は、基底細胞癌の場合と同じです。これらの病変部は臨床的に見え
る範囲よりも更に水平方向に広がっていることがあるため、目に見える病変部よりも予め１～２cm 広く麻
酔をしておく必要があります。

ボーエン（病）様丘疹症：外陰部に生じた本症はファルギュレーションが有効です。

有棘細胞癌（扁平上皮癌）：これについても、基底細胞癌の場合と同様の手法が用いられます。露光で損傷
を受けた病変部だけを治療するようにします。非露光部皮膚や粘膜部に生じた有棘細胞癌は、侵襲がより強
いからです。

◎形成外科

既に多くの外科医がハイフリケーター 2000 を使用して、形成外科手術や再建外科手術の際の止血を行って
います。他の方法と比べて、時間が節約できる上に、組織の反応を最小限度に抑えることができます。デシ
ケーションの出力電流で出血ポイントに触れることで血液が凝固します。血液がエネルギーを消散させるた
め、出力を行う前にスポンジを使用しておくことが必要です。
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◎婦人科

膣嚢胞：これらの嚢胞は、まず oval strip を摘出して中身を空にしてから、強力なデシケーションの高周波
出力電流を用い内部を焼灼して治療します。膣円蓋付近と子宮頚に沿ってひろがるガルドナー管嚢胞は、こ
の方法に対して好反応を示します。

外陰部のコンジローマ：これらの疣贅は、身体の表面のさまざまな疣を破壊する場合と同じように効果的に
破壊することができます。（泌尿器科のところで説明している性病いぼの項を参照して下さい。）

子宮頚ポリープ：直径が２cm までの子宮頚管ポリープは、局所麻酔が不要な基底部のデシケーションに好
反応を示します。浅ければ、ファルギュレーションのスパークによってポリープは十分に白化できます。子
宮頚管まで広がっているポリープの場合には、複数回の治療が必要になることもあります。子宮頚内および
子宮内で発生するポリープが存在していることもあるので注意して下さい。全身麻酔下で子宮腔を拡張し掻
爬する必要があることもあります。このような病変部の全てについて、予備的にバイオプシーによって生検
を行うことをお奨めします。

外陰そう痒症：高電流を用いて表面全体をファルギュレーションすることで、優れた結果が得られます。尿
道狭窄症を起こさないように注意して下さい。

尿道腫瘍：大部分の尿道腫瘍は良性のもので、デシケーションに対して直ぐに高反応を示しますが、再発を
防止するために徹底した治療が必要です。

子宮膣部びらん：多くの子宮膣部びらんは、無症候性で治療を要しませんが、びらんによって分泌物の量が
増えたり傷みを感じたりするような症状がある場合は、デシケーション、ファルギュレーション、または血
液凝固法を用いて効果的にその治療を行って下さい。通常、局所麻酔の必要はありません。

子宮頚管炎：強力なデシケーションによる電流で、感染している粘膜部分を有効に破壊します。通常、数回
の治療を行うことが必要になります。

バルトリン嚢腫または膿瘍：吸引だけでこの状態を治癒させることが可能です。それが不可能なときは、嚢
胞または膿瘍を切開して中を空にし、ファルギュレーションによるスパークを用いて嚢胞の壁の凝固を行い
ます。再発性の嚢胞は、造袋術に反応します。

ナボット嚢胞：尖った針の先でこれらの感染した腺と嚢胞に穴を開けてからデシケーションを行います。

スキーン腺：膿瘍または嚢胞に鋭い針を突き刺し、高電流を用いてデシケーションを行います。傷は肉芽が
形成されて閉じます。
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◎歯科および口腔外科

歯根端切除：歯根端切除を行う際に、デシケーション用の細いニードル電極（カタログ番号：705A）を歯
根尖を僅かに超えたところに挿入し、感染部にデシケーションの電流を加えます。その結果、細織が凝固す
ることによって毛細血管が減少し、歯根端切除を行う際の感染の広がりを最小限度に抑えます。

頬側歯肉カリエス（むしば）：感染したら、柔らかい歯肉組織は、デシケーション電流に反応します。

粘液嚢胞：口の部分の小さな嚢胞は、エピレーションに反応します。デシケーションの電流を２、３秒間加
えると、粘液が沸騰して嚢胞の内壁が破壊されます。最小の損傷で優れた効果が得られます。

象牙質知覚過敏：ファルギュレーションによって露出した過敏な象牙質の処置が行われます。局所用の麻酔
剤をスプレーしてから、弱い電流でファギュレーションを行います。通常２回処理する必要があります。

小帯切除：局所麻酔下で不必要な小帯組織に、強くファギュレーションを行うことにより、異常な唇小帯を
切除させます。

止血：抜歯後の出血を抑えるためには、小さな球状の電極（Cat. No. 7-222-A）を用いてデシケーションま
たはファルギュレーションを行うことが効果的です。

歯肉切除：歯頸部が露出している場合などでの歯肉切除や、ハイドロコロイド印象を取る場合、歯間乳頭切
除の場合または歯肉弁切除の際には、デシケーションおよびファルギュレーションの両方を使用します。

根管内殺菌：まず根管内デブリスを取り除いた後、歯科用電極（カタログ番号：705A）で髄腔の殺菌を行
うことができます。１秒間のファルギュレーション後、徐々に電極を髄腔と歯根管の中に挿入していきます。

◎眼科

霰粒腫（マイボーム嚢腫）：これらの嚢腫を治療するには、まずその部分を麻酔します。次に切開して嚢腫
の中を空にします。

眼瞼内反：非常に細い針先電極（カタログ番号：714）を挿入して、小結節を１つづつ治療していきます。
低出力のデシケーション電流を使用してください。治療は１回づつ小さな部分に限定して行うようにして下
さい。

眼瞼黄色腫：これらのコレステロールの堆積物は、軽度のデシケーションまたは軽度のファルギュレーショ
ンに効果的に反応します。傷を付けないように数回にわたって治療を行うことをお奨めします。

瘢痕性眼瞼内反：軽度のファルギュレーションをお奨めします。

痙攣性眼瞼内反：輪筋からその部分を分離させるために外科的切除とデシケーションを行った後、薄い茶緑
色になるまで筋肉を軽度にデシケーションします。傷口を縫合し抗生物質軟膏を用いて包帯で処置して下さ
い。
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◎耳鼻咽喉科
肥大化したアデノイドの残存物：局所麻酔の下で小さな範囲の凝固を行い、肥大化した部分が完全に破壊さ
れるまでそれを繰り返します。

鼻出血：止血には、デシケーションが非常に効果的です。その部分を麻酔し、注意深く血管を確認します。
電極を破裂した小動脈に直接接触させ低電流を流します。鼻中隔が損傷する恐れがあるため、過度に組織を
損傷させないように注意を払って下さい。そのことからも、両側を同時に治療することはお奨めできません。

粒状性咽頭炎：デシケーションの低電流でポイントを１つずつデシケーションして下さい。

鼻ポリープ：ポリープはふくらんだ基底部からデシケーションして下さい。鼻ポリープの有茎部をデシケー
ションすることが有効的です。

扁桃切除時の止血：モノポーラ端子を用いたモノポーラ式の凝固法を用いて下さい。このとき Hi モード（HI）
を用います。出力を行う前に、1：1000 に希釈したエピネフリン（アドレナリン）を含ませたスポンジで
出血を抑えます。

鼻甲介収縮：モノポーラ端子を用いたモノポーラ式凝固法を用いてください。長い絶縁シース付きの細い針
状電極（カタログ番号：716）を用います。この場合は、患者用の対極板（カタログ番号：7-900-7）を使
用してください。

◎肛門科

肛門裂傷：関連する組織全体に、かなり強めのファルギュレーションによるアークでスプレー凝固を行いま
す。治癒は早いですが、最初の３日間はある程度の不快感が残ります。組織を余り深く破壊することはお止
め下さい。患者に対してその部分を清潔にし化膿防止の軟膏を塗布するように指示して下さい。

痔：権威者の中には、診療所で痔を取り扱う場合にはバイポーラ式凝固法を奨める権威者もいます。本装置
を用いる場合は、液剤で痔核を膨張させてから血液を凝固させるとよいでしょう。

坐骨直腸：これらの病変部を切開して内容物を除去してから強力な電流で壁にデシケーションを行います。

乳頭腫：小さな乳頭腫は、細い針電極を差し込むことで簡単に反応しますが、かなり強めの電流を必要とし
ます。腸内部の大きめのポリープの場合は、スネアと電気外科手術用のカッティング電流を用いると更にう
まく治療できます。
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◎泌尿器科

膀胱：膀胱内のさまざまな腫瘍をデシケーションまたはファルギュレーションで治療する方法は、泌尿器科
の手法として既に確立されています。膀胱鏡と灌流水を使用します（お使いの膀胱鏡のメーカーに連絡して
ハイフリケーター 2000 と共に問題なく使用できるか否かについて御確認下さい）。

精管切除：患者に対して麻酔を行ったあと、精管の管腔は簡単にデシケーションでき、周囲を取り巻いてい
る筋肉層に対する周辺損傷を最少限度に抑えることができます。

性病いぼ：性病いぼおよびその他小さなポリープ状の腫瘍は、デシケーションに反応します。鋭くて細い針
状電極を腫瘍の基底部に挿入し、組織が中程度に白変するまで電流を断続的に流します。その下で上皮化が
生じているため、乾燥させた組織を除去する必要はありません。
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このセクションで説明されている以外の保守は行わないで下さい。
お客様で実施可能な修理部分はございません。使用者が独自で行った修理に関しては弊社としては
責任を負いかねます。記載以外の保守に関しては弊社 ME サービスに申し付け下さい。

< 使用者による保守作業 >
以下の記載内容に基づいて、定期的に保守点検を実施して下さい。保守作業を行う場合は、必ず電
源コードを抜いてから行って下さい。

1. 保守点検
　(1) 機器及び部品は必ず点検を実施して下さい。
　(2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動する
         ことを確認して下さい。
　(3) 本品の使用、保守点検の責任は使用者側にあります。
　(4) 保守点検を行うにあたり、点検責任者、点検場所、点検記録、保管場所を決めて正しい運用を心がけ
　　  て下さい。
　(5) 電気手術器は他の ME 機器に比べて高電圧を使用しているため、点検方法に制限があります。
　　  そのため、本品のカバー等を外しての点検修理は感電の危険性があり、カバー等を外しての修理は
　　  製造販売元修理点検担当部門又は適切に修理を実施できる医療機器修理業者に依頼して下さい。
　(6) 保守点検を怠ると重大な事故に繋がる可能性もあります。本品を常に正しく作動させるために、院内
         プロトコルとして定期的に保守点検を実施して下さい。

 2. 日常点検
　(1) 日常点検・保守を必ず毎日実施して下さい。
　(2) 始業点検は以下の項目に基づき、本品を使用する前日、または直前に必ず実施して下さい。
　(3) 主として外観上不具合や本品の作動チェックを中心に、取扱説明書を参照して点検を行って下さい。
　(4) 使用中の点検は、使用中の異常な動作音や表示等のチェックを行って下さい。
　(5) 使用中に異常が無かった場合、終業点検は主として清掃等を中心に行って下さい。
　(6) 長時間使用しなかった場合、使用前に必ず製造販売元の修理点検担当部門又は製造販売元が認定する
         資格を有する者の点検を受けて下さい。

 3. 定期点検
　(1) 点検頻度：   少なくとも年 1 回の点検を実施して下さい。
　(2) 点検項目：　
          1. 出力測定
         2. 高周波漏れ電流測定
         3. 低周波漏れ電流測定
         4. 電極接続端子の点検
         5. 操作盤の表示と動作確認
         6. 安全装置の動作確認

　(3) 点検の実施
        製造販売元の修理点検担当部門又は製造販売元が認定する資格を有する者に点検を依頼して下さい。

第９節　保守
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 4. 修理・故障
　(1) 故障した時は本品に「点検必要」・「修理必要」などの適切な表示を行うこと。修理は製造販売元の
　　  修理点検担当部門又は適切に修理を実施できる医療機器修理業者に依頼して下さい。
　(2) 本品の構成品に故障や不具合が見られた場合、また何らかの問題が生じた場合は、製造販売元の修理
　　  点検担当部門又は営業担当者までお問い合わせ下さい。

5. 修理点検担当部門
  (1) 連絡先
  日本メディカルネクスト株式会社
  ME サービスグループ
  電話番号：06-6867-3020
  フリーダイヤル：0120-21-9095

【外装のお手入れ】
機器を常に最良の状態で動作させるために、定期的に装置の外装のクリーニングを行うようにして下さい。

ハイフリケーター 2000 の外装およびコードのクリーニングは次のように行います：
　　①糸屑の出ない布を中性石鹸と水を混ぜ合わせたもので湿らせます。
　　②そして、この溶液で外部表面をきれいに拭きます。
　　③糸屑のでない清潔な乾いた布で全ての表面を乾拭きして乾燥させます。

ハイフリケーター 2000 のクリーニング剤としては、中性石鹸系の溶液を用い、強力な化学薬品は使用しな
いで下さい。内部の電気部品を保護するため、蒸発製の溶液の使用を奨めます。

23



Hyfrecator2000

【付属品の滅菌】

フィンガースイッチ付ハンドピース（カタログ番号：7-900-5）
フットスイッチ対応ハンドピース（カタログ番号：7-900-6）　※オプション

１．清浄：
　　(1) 使用済みの電極を取り出したあと、使用中にハンドピースやケーブルに付着した組織等がある
 場合は、中性洗剤と滅菌精製水の溶液を用い、非金属製の機器洗浄用ブラシでそれらを除去します。 
　　(2) 滅菌精製水で濯いだ後、無菌のワイプで水分を拭き取り完全に乾燥させます。
　　(3) 決して液体の中に浸漬しないで下さい。

2． 滅菌：ハンドピースは以下の条件でオートクレーブ滅菌を行って下さい。

　　　　　①プレバキューム方式オートクレーブ
　　　　　　滅菌パックを 2 重にし、重ならないように無蓋トレーに入れて滅菌を行って下さい。
　　　　　　　　処理温度 ：132 ～ 135℃
　　　　　　　　処理時間 ：3 分以上 4 分以下
　　　　　　　　推奨乾燥条件 ：132 ～ 135℃
  　推奨乾燥時間 ：5 分間

　　　　　②重力置換式オートクレーブ
　　　　　　ハンドピースを二重にした滅菌パックに入れ、無蓋トレーに重ならないようにのせて以下の
　　　　　　条件で滅菌して下さい。
　　　　　　　　処理温度 ：132 ～ 135℃
　　　　　　　　処理時間 ：10 分以上 15 分以下
　　　　　　　　推奨乾燥条件 ：132 ～ 135℃
  　推奨乾燥時間 ：5 分間
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１．メス先電極（ディスポーザブル）　* 未滅菌品
　　　シャープ（鋭）チップ（カタログ番号：7-100-12BX）
　　　ブラント（鈍）チップ（カタログ番号：7-101-12BX）

　　　　メス先電極は、ハイフリケーター 2000 での使用を目的とした、使用回数を１回に限定したディスポーザ
　　　　ブル型の電極です。それは、潜在的可能性のある相互感染あるいはウイルスが医師や医療スタッフへ偶発
　　　　的に転移するという脅威に対する安全で経済的な解決手段を提供します。
　　　　
　　　　ハイフリケーター 2000 は、未滅菌パッケージのシャープ（鋭）チップのものが１箱（5 本）と、未滅菌 
　　　　パッケージのブラント（鈍）チップのものが１箱（5 本）でスターターキットとなっています。

２．ハンドピース用シース（カタログ番号：7-796-18）　* 未滅菌品
　　ディスポーザブル品で未滅菌の透明なプラスチック製のこのシースによって、ペンシルの本体が手術中
　　に外部の汚染から保護されます。

３．ハンドピース用シース（カタログ番号：7-796-19）　* 滅菌品
　　ディスポーザブル品で滅菌済みの透明なプラスチック製のこのシースによって、ペンシルの本体が
　　手術中に外部の汚染から保護されます。

４．スタンド（カタログ番号：7-900-1）
　　ハイフリケーター 2000 を或る場所から別の場所へ移動させることができるキャスターつきのスタンド
　　です。5 本脚のスタンドは転倒することがなく、耐久性に優れた保護コーティングが施されています。
　　この付属品には壁掛けマウントキット（カタログ番号：7-796-20）を使用することが必要です。

５．フットスイッチ（カタログ番号：7-900-4）
　　このスイッチによりハイフリケーター 2000 を出力することができます。このスイッチは、ユニットの
　　スイッチ用端子に差し込みます。ハイフリケーターの多くのユーザーはフィンガースイッチ付ハンド
　　ピースの利便性と迅速性を好まれますので、このフットスイッチが必要とされるのは、何らかの特殊な
　　電極やバイポーラ鑷子を使用する場合や、極めて高精度の動作を必要とする場合に限られます。

第 10 節　その他の付属品
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６．フットスイッチ対応ハンドピース（カタログ番号：7-900-6）
　　ハンドピースにはスイッチ類が付いておらず、出力等の操作時にはフットスイッチを使用することが
　　必要です。

７．フィンガースイッチ付ハンドピース（カタログ番号：7-900-5）
　　標準セットに付属している、手元で操作が可能なハンドピースです。

８．リユーザブル対極板（カタログ番号：7-900-7）
　　モノポーラ凝固方式に必要です。このステンレス鋼製の対極板には、ジェルや接着剤は不要です。

９．バイポーラ鑷子（カタログ番号：各種）
　　バイポーラに使用できる再使用可能な鑷子は、多くの種類が用意されています。詳細は販売代理店に
　　お尋ね下さい。
　　鑷子を使用するときは、専用のバイポーラ鑷子用コード（カタログ番号：60-5132-001）及びバイポー
　　ラコードアダプター（HY-BIADP）を使用して下さい。

10．ニードル電極 / ボール電極（カタログ番号：各種）
　　特定の手術に適する種々の再使用可能な電極が用意されています。詳細は販売代理店にお尋ね下さい。

11．皮膚科用適用症例解説ビデオ
　　医師を対象にした 15 分間のトレーニング用の映像で、ほくろ、いぼ、脂漏性角化症、毛細管拡張症、
　　皮膚癌の治療などの基本的な皮膚科手術を取り扱ったものです。
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ハイフリケーター 2000 には、制御機能と安全機能のための２つのマイクロプロセッサが組み込まれていま
す。いずれか一方のマイクロプロセッサが、電源投入時の自己診断チェックの際に問題を発見した場合、ユ
ニットは動作を停止し、出力表示ウインドウにエラーコードを表示します。

出力表示ウインドにエラーコード（E0 ～ E9 または - ０～ -9 のどちらか）が表示されたら、ユニットの電
源を OFF にし、２、３秒待ってからもう一度電源を ON にします。この操作で問題が解決されることもあ
ります。

表示されたエラーコードが E7 の場合は、ハイフリケーター 2000 の電源を ON にした時にハンドピースの
出力切換用の UP または DOWN のどちらかのボタンが押されていたか、フットスイッチが動作状態になっ
ていたか、或いは付属品に欠陥があるかを示していますので、電源スイッチを OFF にして、付属品の接続
を外して下さい。付属品を接続しない状態で、ハイフリケケーター 2000 が正常に作動した時は、付属品に
欠陥があることになりますので、欠陥のある出力 UP/DOWN 切換ハンドルまたはフットスイッチを交換し
て下さい。

表示されたエラーコードが -7 の場合は、出力が切り替えられている時に、ハンドピースの出力ボタンまた
は出力 UP/DOWN 切換ボタンのどちらかが押されことを検出していますので、出力を切り替えている時に
はユニットを出力させないで下さい。
エラーコードを消すことができない場合は、点検修理のためにユニットを返送して下さい。

第 11 節　エラーコード
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第 12 節　使用上の注意

【警告】

1. 　爆発の危険性
電気手術に伴う火花の発生や温度上昇により、可燃性物質（例えば皮膚消毒用のアルコールやチンキ剤、
乾燥したガーゼ）、ちつ（膣）のような身体の空洞、へそ（臍）等の身体の窪みに蓄積する可能性のあ
る天然の可燃性ガス、高酸素濃度状態、および酸化ガス（酸素および亜酸化窒素 [N2O]）等は、火災お
よび爆発の危険があるため、常時、火災の発生に注意すること。洗浄や消毒には、不燃性の薬剤を使
用すること。溶媒および接着剤は、電気手術を行う前に十分揮発させること。[ 正常な使用であっても
メス先電極から火花放電が避けられず、引火・爆発による火災の発生や患者および手術スタッフに重
大な損傷を与える可能性があるため。] 

2. 　患者の身体同士（腕と胴体との接触等）が小面積で接触しないように注意すること。接触する場合は
乾いた布を挿入するなどして避けること。[ 熱傷を予防するため。]

3. 　患者が金属部（手術台や指示器等）に接触しないように注意すること。また患者の身体の下に汗や分
泌物等が溜まる場合は、非導電・防水性のシートを敷く等して、患者を大地から絶縁すること。[ 本
品のモノポーラは高周波接地形の出力回路であるため、患者が接地された状態で出力を行うと、高周
波分流により熱傷を生じるおそれがある。] 

〈適用対象（患者）〉 
1. 　気管チューブを挿管している患者に気管切開術を施行するときは電気手術器の使用は避けること。[ 高

濃度酸素や亜酸化窒素（N2O）の存在下では、電気手術器の放電によって急激な燃焼による熱傷や塩化
水素ガスなどをはじめとする腐食性および毒性のある燃焼ガスが発生するおそれがある。]

〈併用医療機器〉 
1. 　電気手術器は高周波電流を流しているため、併用する医用電気機器へ影響を与えて誤作動の原因とな

る。予め干渉による誤作動がないことを確認の上使用すること。[ 特に生命維持装置については、誤作
動により患者等に重大な障害を与える可能性があるため。]

2. 　心電図モニタ用電極を使用する場合には、術野および対極板からできるだけ離して装着し、電気手術
器対策のとられた心電計を用いること。

〈使用方法〉 
1. 　対極板を使用する場合は、次の点に注意すること。[ 熱傷を防止するため。]

(1) 患者の健常な皮膚の平らな部分に直接装着すること。その際、できるだけ大きな面積を確実に密着させること。
(2) 高出力（HI）で手術を行う際は、必ず対極板を使用すること。[ 対極板を使用せずに高出力（HI）で

手術を行った場合、高周波分流により患者に熱傷を生じるおそれがあるため。]
(3) 手術中は対極板の装着が常に確実であるか確認し、体位変換を行った場合は、装着状態を再度確認すること。

2.  術者が患者に触れるときは必ず手袋を着用し、出力する前に患者に触れること。また患者に触れた手は、
出力中に離さないこと。[ 感電の可能性があるため。]

3.  メス先電極を使用しないときは絶縁ケースの中に入れる等、患者や術者に接触しないようにすること。
絶縁ケースに入れる場合は、他の器具と一緒に入れることは避けて必ず単品で入れること。特に金属
製の器具を同一のケースに入れることは絶対に避けること。[ 偶発的な通電等により患者が負傷したり、
可燃物に引火するおそれがある。]

4.  鋼製器具にメス先電極を接触させて使用する場合は、次の点に注意して使用すること。[ メス先電極と
鋼製器具との間で放電が発生すると術者や介助者、手術スタッフが感電または熱傷を負ったり、メス
先電極が破損・溶解する可能性がある。]

(1) メス先電極を鋼製器具に確実に接触させてから出力すること。
(2) 鋼製器具はしっかりと握り、手と鋼製器具の接触面を十分に確保すること。
(3) ブレードタイプのメス先電極は平らな面を鋼製器具に接触させること。

5.  電気手術器のデューティーサイクルを超える連続出力は避けること。[ 機器の故障およびアクセサリの
破損のおそれがある。また対極板貼付部位が高温となり、熱傷の可能性が高まるため。]
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【禁忌・禁止】

〈適用対象（患者）〉
1. 　心臓ペースメーカー・植込み型除細動器等の医用電気機器を体内に埋め込んでいる患者に対して、ま

たは同様の処置をしている手術スタッフの近くでは、本品を原則使用しないこと。やむを得ず使用す
る場合は、当該医用電気機器の製造販売元への問い合わせや、権威者の助言を得るなど十分に安全を
確認した上で使用すること。[ 電気手術器からの出力電流の干渉によりペースメーカーの停止、固定レー
ト化、不整レート等の動作不良および心室細動等の危険性があるため。]

2. 　モノポーラを使用する場合には、次のような症例には使用しないこと。[ 術部またはその近傍において、
血栓またはその他の弊害が発生する可能性がある。]

  (1) 指のような末梢部
  (2) 環状切除術（包茎手術）
  (3) 心臓近傍での使用

3. 　バイポーラを使用する場合には、次のような症例には使用しないこと。[ 術部またはその近傍において
予期せぬ弊害が発生する可能性がある。]

  (1) 環状切除術（包茎手術）
  (2) 心臓近傍での使用

4. 　ステンレス鋼に対して感作やアレルギーを示す可能性のある患者には使用しないこと。[ メス先電極、
バイポーラ鑷子およびリユーザブル対極板はニッケル・クロムを含有するため。]

〈併用医療機器〉 
1. 　他の電気手術器との同時使用は絶対に行わないこと。[ 高周波漏洩や相互干渉を発生させる可能性があ

るため。]
2. 　専用の付属品、もしくは〈組み合わせて使用する医療機器〉に記載されている医療機器以外は使用し

ないこと。

〈使用方法〉
1. 　ディスポーザブル製品は再使用禁止。
2. 　本品の分解・加工等をしないこと。
3. 　バイポーラ鑷子およびコードはバイポーラ出力端子専用であり、モノポーラ出力端子には接続しない

こと。[ 誤ってモノポーラ出力端子に接続すると、予期せぬ出力が発生し、重篤な有害事象を引き起こ
す可能性がある。]
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【使用目的、効能又は効果】

〈使用目的〉
高周波を発生させ、ジュール熱を利用して生体組織の切開及び凝固を行う。

 
〈使用目的に関連する使用上の注意〉

この電気手術器本体のバイポーラ出力端子に接続可能な固定型プラグの形状は、以下のとおりである。
《接続可能な固定型プラグの形状》

《適合製品例》
バイポーラ専用コード / 型番 :60-5132-001

（医療機器承認番号 :15900BZY00287000）
なお、この電気手術器本体のバイポーラ出力端子にバイポーラ鑷子用コードを接続するには、別売のアダ
プター（型番 :HY-BIADP）が必要である。
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【操作方法又は使用方法等】

〈使用方法〉
1.　使用の準備     
　(1)　ハイフリケーター 2000 本体の下部にあるコネクタに電源コードを接続し、医用 3P コンセントに差

し込む。ハイフリケーター 2000 を安全かつ効率的に動作させるために、必ず接地すること。
　(2)　フィンガースイッチ付ハンドピースのスイッチ端子側コネクタを本体下部のスイッチ用端子に向き

を合わせて差し込む。ハンドピースを本体から外すときは、コネクタのリリースボタンを押してか
ら引き抜くこと。

　(3)　モード選択スイッチを動かして、HI（高）、LO（低）、または BI（バイポーラ）の何れかを選択す
る。この選択によって、そのモードで前回使用された出力設定が自動的に設定される。本体の電源
を OFF にしても、これらの設定内容は保存される。

　(4)　ハンドピースの高周波出力側コネクタ（金属の 1 本ピン）を、モード選択スイッチで使用可能状態
になっている出力端子に差し込む。

　(5)　メス先電極をハンドピースの電極接続部に差し込む。メス先電極は確実に奥まで差し込むこと。本
品に付属のメス先電極は未滅菌品であるため、滅菌済みのメス先電極が必要な場合は、< 組み合わせ
て使用する医療機器 > を参照し、使用すること。

　(6)　バイポーラ鑷子を使用する場合は、バイポーラコードアダプター（型番：HY-BIADP）を本体のバイ
ポーラ接続端子に奥までしっかりと差し込む。バイポーラ鑷子の接続端子にバイポーラ鑷子用コー
ドを接続し、他方をバイポーラアダプターに差し込む。接続に際しては確実に行い、金属の露出が
ないことを確認すること。出力はフットスイッチを操作して行う。

　(7)　本品は対極板を使用しない手技と対極板を使用する手技の二通りがあるが、高出力 (HI) で手術を行
う際は、必ず対極板を使用すること。

　(8)　対極板を使用する場合は、患者の健常な皮膚の平らな部分に直接装着し、できるだけ大きな面積を
確実に密着させること。必要なら除毛して皮膚を清潔にし、患者への装着はベルト状の布やテープ
等を用いて確実に固定すること。また、対極板コードは、対極板の接続端子に奥まで確実に接続し、
表裏を確認して対極板のコード接続端子が平らな面を装着すること。

　(9)　フットスイッチ対応ハンドピースおよびバイポーラ鑷子を使用するときは、フットスイッチを本体
のスイッチ用端子に接続すること。

　(10) 電源スイッチを ON にすると、機器内部の自己診断を行い、機能と安全性がチェックされる。自己診
断中はディスプレイに回転パターンが表示され、ビープ音が 4 回短く鳴ってから前回使用した出力
設定が表示される。自己診断で不具合が検出された場合は連続音が鳴り、ディスプレイにエラーコー
ドが表示される。エラーコードが表示された場合は、〈使用方法に関連する使用上の注意〉7. 本体の
警報発生時の注意事項を参照すること。

　(11) フロントパネルの出力調節ノブかフィンガースイッチ付ハンドピースの出力設定ボタン（UP または
DOWN）のどちらかを用いて、選択したモードに対する出力を調節する。出力設定内容は、出力スイッ
チを押したとき、または動作しない状態が 3 秒間続いた後に、恒久的に記憶される。出力の調節は、
急速調節により出力を大幅に変更することが可能である。急速調節は、出力設定ボタン（UP または
DOWN）を押したままにするか、出力調節ノブを早く回転させることで行う。微調節は、出力設定
ボタンを短時間押すか出力調節ノブをゆっくり回転させることで行う。
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2.　操作方法     
　(1)　フィンガースイッチ付ハンドピースの出力ボタンを押すか、あるいはフットスイッチのペダルを踏

むことによって、選択されたモードの出力が発生する。出力時には青色のランプが点灯し、出力音
が鳴る。

　(2)　期待する臨床効果が得られる最小限の値まで、出力値を調節すること。
　(3)　出力値は、1W 単位で調節可能である。但し、低出力（LO）では 10W 以下の場合は 0.1W 単位での

調節となる。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉
1.　設置に係る注意事項     
　(1)　水のかからない場所に設置すること。
　(2)　気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生

ずるおそれのない場所に設置すること。
　(3)　傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等、安定状態に注意すること。
　(4)　化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
　(5)　電源の周波数と電圧および許容電流値（または消費電力）に注意すること。
　(6)　アースを正しく接続すること。
　(7)　移動時は、装置に損傷を与えないように注意すること。
　(8)　液体の入った容器を本品の上に置かないこと。本品に液体がこぼれた場合は、すみやかに拭き取る

こと。
　(9)　本品の上に器具や機器類を置かないこと。[ それらの器具類は固定されていないため、落下による破

損の可能性がある。]
　(10) 本品は垂直に設置することが望ましく、付属の壁掛けマウントキット（型番：7-796-20）を使用するか、

専用のスタンド（型番：7-900-1）の使用が推奨される。

2.　使用前の注意事項     
　(1)　使用前に始業点検を必ず行い、スイッチの接触状況、表示ランプ、アラーム音、出力等の点検を行い、

正常に動作することを確認してから使用すること。
　(2)　本品の動作音・警告音が他の医用電気機器の動作音や警告音と混同しないよう十分に認識して使用

すること。
　(3)　アースが完全に接続されていることを確認すること。3P-2P 変換プラグおよび医用延長コード以外

の延長コードを使用しないこと。[本品は正しく接地されていないと十分に機能を発揮できないため。]
　(4)　すべてのコードの接続が正確かつ確実になされ、安全であることを確認すること。
　(5)　対極板コードおよび出力コード類が患者の下敷きにならないように注意すること。
　(6)　使用するアクセサリの滅菌処理が適切に行われていることを確認し、モノポーラアクセサリとバイ

ポーラアクセサリを認識して所定の出力端子に正しく接続すること。
　(7)　使用するアクセサリのプラスチック部品のひび割れ、破損、変形、コード類の断線、亀裂等異常が

ないことを確認すること。
　(8)　手術手技に適した出力特性が得られるように、使用前に適切なモノポーラモード、バイポーラモー

ドが選択され、適切な出力値が設定されていることを確認すること。希望するモードや出力値と異
なっている場合には、設定し直すこと。
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3.　使用中の注意事項     
　(1)　必ず目標部位にメス先電極（バイポーラ鑷子を含む）を接触させたのちに出力を開始すること。出

力させながらメス先電極を組織に接触させないこと。[ メス先電極を組織に接触させない状態で出力
した場合、メス先電極の絶縁部分が組織や鋼製器具に接触すると容量結合により絶縁部の破損・溶解、
意図しない出力による熱傷の危険性が高まるため。]

　(2)　出力値は可能な限り低い設定とし、出力時間は最小限とすること。[ 組織等に過度な熱影響を与える
可能性があるため。]

　(3)　バイポーラを使用する場合は、同時に対極板を接続しないこと。
　(4)　使用しないアクセサリは常に安全で絶縁された場所に置き、患者の上に置かないこと。

4.　使用後の注意事項    
　(1)　使用を終えるときは電源スイッチを OFF にすること。
　(2)　ハンドピース、フットスイッチ、バイポーラアクセサリ（バイポーラ鑷子とコード）および対極板

を外すこと。
　(3)　コード類を取り外すときはコードを持って引き抜くなど無理な力をかけないこと。
　(4)　使用後のアクセサリ（消耗品等を含む）は安全な方法で処理および処分すること。

5.　メス先電極に関する注意事項    
　(1)　組み合わせて使用するメス先電極の添付文書に従って使用すること。
　(2)　意図しない誤った出力スイッチの ON を防ぐため、一時的に使用しないメス先電極（バイポーラ鑷

子を含む）は患者から絶縁された状態にすること。
　(3)　使用直後のメス先電極（バイポーラ鑷子を含む）は、何処にも触れないように注意すること。[ メス

先電極先端部は通常使用においても高温を発熱し、使用直後はかなり蓄熱している。皮膚に接触す
れば熱傷し、手術用ドレープやガーゼ、気化ガスなどの可燃性物質に引火する可能性があるため。]

　(4)　メス先電極はハンドピースへ確実に差し込むこと。[ 差し込みが不十分だとハンドピース内部で放電
が起こり高熱を発生する可能性があるため。]

　(5)　メス先電極を自燃性のある物質（合成ゴムチューブ等）でカバーしないこと。[ メス先電極の火花で
引火する可能性があるため。]

　(6)　絶縁コーティング不良のメス先電極およびバイポーラ鑷子を使用しないこと。また絶縁コーティン
グが施されていないメス先電極を使用する場合は分流による熱傷に特に注意すること。[ 先端電極以
外の露出した金属が組織に触れると、分流が発生し先端電極への出力供給が減少し、意図しない接
触部の生体組織を熱傷させるため。]

　(7)　鋼製器具を使用してハンドピースのケーブルを手術用ドレープに固定しないこと。[ 鋼製器具が患者
に接触した状態で出力すると熱傷が発生するおそれがある。]

　(8)　ハンドピースを液体に浸したり、液体を上からかけたりしないこと。[ ハンドスイッチが短絡した場
合、意図しない出力によって、患者および手術スタッフが負傷するおそれがある。]

　(9)　本品に付属しているメス先電極（型番：7-100-12BX、7-101-12BX）は、未滅菌の製品であるが、
一切の滅菌処理をしないこと。
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6.　対極板に関する注意事項    
　(1)　リユーザブル対極板の添付文書に従って使用すること。
　(2)　リユーザブル対極板は、患者の皮膚に直接かつ確実に、できるだけ大きな面積で装着すること。また、

できるだけ術部に近い血流の良い部位に装着すること。
　(3)　リユーザブル対極板にゲルや接着剤を塗布しないこと。
　(4)　ガーゼ等でリユーザブル対極板を巻いたり、皮膚と対極板の間に挟んだりしないこと。
　(5)　リユーザブル対極板は患者加温装置などの熱源から離れた部位に装着すること。[ 他の熱源によって

生じた熱は、高周波電流を回収する際に生じる対極板の熱で更に高温になり、熱傷の危険性が高ま
るため。]

　(6)　患者の体位を変えたときは、リユーザブル対極板の装着状態および対極板と対極板コードの接続状
態を確認すること。[ 体位を変えたことにより対極板の装着状態が不十分となり、熱傷するおそれが
あるため。]

7.　本体の警報発生時の注意事項    
　(1)　警報が鳴りディスプレイにエラーコード（E1 ～ E9 または− 0 ～− 09 または− A ～− F）が表示さ

れた場合は、本体の電源を OFF にし、2 ～ 3 秒後に再起動する。この操作で問題が解決する場合が
あるが、解決しないときはエラーコードを書き留めて、電源を切って使用を中止し、製造販売元の
修理点検担当部門に連絡すること。また、次のエラーコードは手術室で対応可能な場合がある。

1.　E7: フットスイッチおよびフィンガースイッチ付ハンドピースの故障、またはフットスイッチやハ
ンドスイッチを押した状態で電源を投入した場合に表示される。接続しているフットスイッチお
よびハンドピースを外した状態で再起動し、E7 が表示されなければ本体の故障ではない。

2.　−07: 出力値を調節しているときに、ハンドピースの出力ボタンを押したかフットスイッチを踏ん
だ場合に表示される。出力値を変更しているときに、フットスイッチおよびハンドピースのボタ
ンを押さないこと。

8.　故障時の注意事項    
電気手術器が故障したときは、製造販売元の修理点検部門または適切に修理を実施できる医療機器修理
業者に修理を依頼すること。自己判断で、電気手術器を分解または修理しないこと。
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【使用上の注意】

1.　重要な基本的注意
　(1)　全般的事項

1.　電気手術器を安全かつ効果的に使用できるかどうかは、術者の使用方法に依存するため、術者は
電気手術器を使用する手術に対する経験を有しているか、使用する前に訓練を受けること。

2.　熟練した医師以外は本品を使用しないこと。
3.　使用する前に取扱説明書を必ず参照すること。
4.　劣化や損傷のあるアクセサリ類はすみやかに交換すること。
5.　本品を使用中は、患者の状態や本品の動作状態に異常がないことを常に確認すること。
6.　機器および患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切

な措置を講ずること。[ 電気手術器の故障により、意図しない出力の増加が発生するおそれがある。]
7.　機器に患者が触れることのないよう注意すること。
8.　患者が身に付けている金属製品は手術前に取り外すこと。[ 接地された金属等に触れると熱傷のお

それがある。]
9.　術者や手術スタッフの皮膚と患者の皮膚を小面積で接触させないこと。[ 熱傷のおそれがある。]
10. 手術中、術者や手術スタッフは接地された金属への接触を避けること。
11. 本品に接続したハンドピースやバイポーラ鑷子のコードあるいは対極板のコードはループ状にし

たり、他の電気機器本体およびコードに重ねたり、平行かつ近接した状態にしないこと。
12. 本品の作動中は、ハンドピースのケーブルやバイポーラ鑷子用コード、対極板コードを患者や手

術スタッフに接触させないこと。
13. 本品がオーバーヒートしたりダメージを受けないように、左右、上部にそれぞれ 5cm 以上の空間

を設けること。下部は付属品の接続部があるため、13cm 以上の空間を設けること。
14. 電気外科手術中に発生する煙（サージカルスモーク）は、有害な成分を含んでいる可能性がある

ため、吸い込まないように注意すること。
15. 本品を廃棄する場合は、医療廃棄物として各施設で定められた手順にしたがって適切に処分する

こと。
　(2) 　併用使用に係る注意

1.　併用使用する医療機器の添付文書を必ず参照すること。
2.　電気手術器の作動による他の医用電気機器への妨害の可能性があるので、あらかじめ妨害の有無

を調査してから使用すること。誤作動により正確な診断を誤ったり、危険な事態に繋がるおそれ
があるので、十分注意すること。

3.　手術室にある携帯型または可動式通信装置の作動によって電気手術器の機能に影響を与える場合があ
るため、他の装置による干渉が疑われる場合は、問題が解決するまで本品の使用を中断すること。

4.　電気手術器と心電図モニタ用電極を同時に同じ患者に使用する場合には、電気手術器対策のとら
れた心電計など（電極コードに保護抵抗または高周波チョークを組み込んで、電極での熱傷を防
止したもの）を用いること。心電図モニタ用電極などは、術野および対極板からできるだけ離し
て装着すること。定格内の高周波漏れ電流であっても、患者に直接接続するモニタ用電極の面積
が小さい場合、発熱・熱傷の可能性があるため、針状の電極は使用しないこと。

5.　金属製インプラントを埋入している患者に使用する際は、インプラントの埋込位置と状態を確認
し、高周波電流がインプラントを通過しないようにすること。また、安全性が不確かなときは、
使用上安全であることを権威者に確認してから使用すること。
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　(3) 　出力設定に係る注意
1.　本品の出力値は期待する臨床効果が得られる必要最低限の範囲で使用すること。[ 本品は高周波出

力を発生させる装置であり、患者や手術スタッフに予期せぬ危険を及ぼす可能性があるため。]
2.　適切な出力値が分からない場合は、低い出力値から開始して、徐々に出力値を上げていくこと。
3.　期待する臨床効果が得られない場合、対極板と患者の装着状態不良、メス先電極の炭化物付着、

アクセサリの接触不良または本品の接地不良等が考えられるため、むやみに出力値を上げずに、
アクセサリの外観確認、各部の接続状態の確認などの原因調査を行った上で異常がないことを確
認してから出力値を上げること。

2.　不具合・有害事象
　(1)　重大な不具合

・機器の損傷
・アクセサリの破損

　(2)　重大な有害事象
・熱傷
・感電
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【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉
1.　水のかからない場所に保管すること。
2.　気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生

じるおそれのない場所に保管すること。
3.　本品は精密医用電気機器である。院内での移動や保管に際しては傾斜、振動、衝撃等の安定状態

に注意すること。
4.　化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5.　機器は次回の使用に支障のないよう必ず清潔にし、付属品やコードなどは整理してまとめておく

こと。
6.　操作条件

温度  10 ～ 30℃
湿度    0 ～ 95%（但し、結露しないこと。）

7.　保管条件
温度  10 ～ 32℃
湿度     0 ～ 70%（但し、結露しないこと。）

〈有効期間・使用の期限（耐用期間）〉
製品 耐用使用回数または耐用期間

ハイフリケーター 2000 本体 8 年間（自己認証）

ハンドピース 100 回
なお、ハンドピースは耐用使用回数を超えて使用した場合、断線またはスイッチの故障等により使用できな
くなる場合がある。また、使用状況や取り扱い方法によっては耐用使用回数未満で使用できなくなる場合が
ある。
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【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉
1.　本体
　(1)　保守点検

1.　本品の使用、保守点検の責任は使用者に帰属する。
2.　保守点検を怠ると重大な事故に繋がる可能性がある。本品を常に正しく作動させるために、院内

プロトコルとして定期的に保守点検を実施すること。
3.　保守点検を行うにあたり、点検責任者、点検場所、点検記録、保管場所を決めて正しい運用を心

がけること。
4.　長期間使用しなかった場合、使用前に必ず製造販売元の修理点検担当部門または製造販売元が認

定する資格を有する者の点検を受けること。
5.　電気手術器は他の医用電気機器に比べて高電圧を使用しているため、点検方法に制限がある。そ

のため、本品のカバー等を外しての点検修理は感電の危険性があり、カバー等を外しての修理は
製造販売元の修理点検担当部門または適切に修理を実施できる医療機器修理業者に依頼すること。

　(2)　日常点検
 日常点検は以下の項目について、使用前に行うこと。

1.　外観チェック
 傷や破損がないことを目視で確認すること。

1) 本体の操作パネル
2) 出力端子および端子（モード）選択スイッチ
3) 対極板接続用端子
4) スイッチ用端子
5) 電源コード（コード、プラグ）および本体側接続部

2.　外観チェック
 電源を投入し、正常に動作するか確認すること。出力を ON にして確認する際は、必ず出力設定

を 0（ゼロ）W にして行うこと。
1) 本体起動時の動作
2) 端子（モード）選択スイッチ / 出力調節ノブの動作
3) 出力表示
4) ハンドピースおよびフットスイッチの動作
5) 電源コードのアース線導通
6) アクティブ ON インジケーター点灯 / 出力音

3.　使用中は、異常な動作音や表示等の有無をチェックすること。
4.　使用中に異常がなかった場合、終業点検は主として清掃等を中心に行うこと。
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(3)　定期点検
1.　点検頻度

年 1 回を目安とする。
2.　点検項目

1) 出力測定
2) 高周波漏れ電流測定
3) 連続漏れ電流測定
4) 電極接続端子の点検
5) 操作盤の表示と動作確認
6) 安全装置の動作確認

3.　点検の実施
製造販売元の修理点検担当部門または製造販売元が認定する資格を有する者に点検を依頼すること。

　(4)　修理・故障
1.　故障した時は本品に「点検必要」・「修理必要」などの適切な表示を行うこと。修理は製造販売元

の修理点検担当部門または適切に修理を実施できる医療機器修理業者に依頼すること。
2.　本品の構成品に故障や不具合が見られた場合、また何らかの問題が生じた場合は、製造販売元の

修理点検担当部門または営業担当者まで問い合わせること。
　(5)　修理点検担当部門

1.　連絡先
日本メディカルネクスト株式会社
管理部　ME サービス G
フリーダイヤル ： 0120-21-9095
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2.　フィンガースイッチ付ハンドピース
　(1)　使用前点検

1.　ハンドピース本体のひび割れ、破損、その他の変形がないことを確認すること。
2.　コネクタの端子に破損や著しい湾曲がないことを確認すること。
3.　ハンドピースのケーブルの断線、亀裂、その他の損傷がないことを確認すること。
4.　ハンドピースは修理することはできない。異常が発見された場合は、廃棄すること。

　(2)　洗浄方法
1.　使用中に付着した組織片等、目に見える汚れは柔らかい非金属製の機器洗浄用ブラシを用い、低

刺激性の洗剤と清浄な水を用いて除去すること。ステンレス鋼を腐食するおそれがあるため、塩
素系の洗剤は使用しないこと。

2.　残留洗剤や組織片等がなくなるまで清浄な水で完全にすすぎ、清潔な布で拭いて完全に乾燥させ
ること。

3.　故障の原因となるので本品は液体に浸さないこと。また、機械洗浄は行わないこと。
　(3)　滅菌方法

二重の滅菌パウチに入れて、蓋のないトレーに重ならないように並べてオートクレーブ滅菌器に入
れること。

1.　プレバキューム式オートクレーブ滅菌
処理温度 132 ～ 135℃

処理時間 3 分以上 4 分以下

推奨乾燥温度 132 ～ 135℃

推奨乾燥時間 5 分
2.　重力置換式オートクレーブ滅菌

処理温度 132 ～ 135℃

処理時間 10 分以上 15 分以下

推奨乾燥温度 132 ～ 135℃

推奨乾燥時間 5 分
　(4)　滅菌に関する注意事項

1.　オートクレーブ滅菌を行う際は、プラスチック製の部品がオートクレーブ滅菌器内側の金属部分
に触れないようにすること。[ 滅菌器内側の金属部は更に高温となり、プラスチック部品に損傷を
与えるため。]

2.　フィンガースイッチ付ハンドピースは、高周波出力側コネクタの金属ピンがコードに直接接触し
ないように注意すること。またコードを鋭角に折り曲げたり、小さく巻いたりしないこと。
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[ 電源定格 ]
　100V ± 10% 　50/60Hz 1.2A

[ 寸法と重量 ]
　奥行き   ：  102mm
　幅    ：  222mm
　高さ    ：  190mm
　重量    ：  2.7kg

[ 出力特性 ]
　最大出力
　　バイポーラ   ：  35W ± 10%（負荷 500 Ω）
　　モノポーラ
　　　HIGH（HI）  ：  35W ± 10%（負荷 1000 Ω）
　　　LOW（LO)  ：  20W ± 10%（負荷 500 Ω）　

　開回路電圧（無付加状態）
　　バイポーラ   ：  3000 Vp-p Max.
　　モノポーラ
　　　HIGH(HI)   ：  8000 Vp-p Max.
　　　LOW(LO)   ：  3000 Vp-p Max.

　搬送周波数   ：  450kHz ± 50kHz（開回路時）

　出力波形   ：  Clipped,  damped,  sinusoidal

　出力安定性   ：  電源電圧の± 10% 変動に対して、35W（500 Ω負荷）時の出力変動は
    　　± 5%

　デューティーサイクル ：  30 秒 ON、30 秒 OFF

　出力指示音   ：  1kHz の音で音量は 40db 以上

　ディスプレイの表示値
　　LOW 出力端子
　　　0-10 レンジ  ：  0.1W 刻み
　　　10-20 レンジ  ：  1W 刻み
　　バイポーラおよび高出力端子
　　　0-35 レンジ  ：  1W 刻み

　60Hz 時の漏れ電流  ：  単一故障状態（保護接地線断線時）で 50 μ A 以下

　電源コード   ：  18 AWG/3  105℃  300V/IEC-320-C13 コネクタ ,  3m

　機器の分類   ：  クラスⅠ ,  BF 型装着部 ,  除細動保護

第 13 節　仕様
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■製造元 ■製造販売元 ■代理店

●改良のため予告なく仕様を変更することもあります。
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