
コンメド システム 2450

医療機器認証番号：222AABZX00041000

取扱説明書





は じ め に

　System2450（販売名「コンメド システム2450」）は、最新の半導体技術によって設

計された高周波非接地形（フローティングタイプ）の電気メスです。世界における同型電

気メスのパイオニアとして、コンメド社は安全に関する各種システムの開発を続けてま

いりました。当機にもアラームと出力の自動停止によって安全性を向上させる対極板接

触不良モニター（オートマチックリターンモニター）をはじめ、電源投入時にアクセサリ

も含めて故障の有無を確認する自己診断機能も付加されています。

しかし、電気メスを安全にご使用いただくためには、機器の安全機構が優れているほか

に、手術室スタッフの皆様の安全に関する知識や配慮が不可欠です。この取扱説明書の

内容をよく御理解いただきました上で、当機を安全かつ効果的に御使用いただきますよ

う、お願いいたします。
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前書き
この取扱説明書では、System2450の正しいセットアップ、操作、
使用者による保守等に関して段階的に説明します。システム構成、
各表示等に関しても説明します。
なお、予告なく製品の仕様等の変更が行われる場合があります。
ご了承下さい。

警告
System2450と高周波接地形の電気メスは同時に使用しないで
下さい。高周波分流による熱傷の発生が考えられます。

注意
System2450と他の高周波非接地形（フローティングタイプ） 
電気メスを同時に使用しないで下さい。高周波信号同士の相互
作用の可能性があります。

重要
この装置は資格ある医療従事者以外は使用しないで下さい。
System2450をご使用になる前に、この取扱説明書を必ずご一
読下さい。安全のために、この取扱説明書中の「留意」、「注意」、
「警告」の項目には特にご注意下さい。製造元及び製造販売元と
しましては、誤った使用による故障や傷害などに関して一切保
証いたしかねますのでご留意下さい。

A．紹介
System2450（販売名「コンメド システム2450」）は、最新の半導
体技術によって設計された高周波非接地形（フローティングタイプ）
の電気メスです。各種外科手術において、組織の切開・凝固効果を
向上させるよう設計されています。また、対極板接触不良モニター
（オートマチックリターンモニター）等の機能を搭載し、高い安全性
を実現しました。

B．主なシステム構成
System2450の本体内部には電源回路、マイクロプロセッサー制御
回路、出力増幅回路、制御回路等があります。外側には操作パネル
及び、各種アクセサリ接続部があります。

C．基本的なシステムの動作
電気メスのシステムは非常に複雑なため、この取扱説明書の中では
複雑な動作原理に関しての説明は省略します。以下の説明では
System2450の基本的な外観、各セクション、そして構成要素に関
して述べます。

System2450はモノポーラ、バイポーラと独立した２つのセクショ
ンから構成されています。各セクションにはそれぞれに、出力コン
トロールボタン、モードセレクトボタン、出力のデジタル表示部が
あります。この機器は単一出力方式に設計されています。すなわち、
複数のアクセサリが接続されていても同時に出力することなく、最
初に選択されたアクセサリからのみ出力される設計になっています。
但し、モノポーラセクション使用時に凝固を出力させる場合に限り
同時に出力する事ができます。



純粋切開

混合切開

スタンダード凝固

スプレー凝固

バイポーラマイクロ

バイポーラマクロ
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純粋切開

混合切開

スタンダード凝固

スプレー凝固

バイポーラマイクロ

バイポーラマクロ

1．モノポーラ
切開及び、凝固はそれぞれ2つのモードで構成されています。

3．同時出力
この機器はモノポーラセクション使用時に、凝固を出力させる場合
に限り、同時に出力することができます。但し、この条件以外では
各セクションに接続された出力用アクセサリが同時に出力すること
のない単一出力方式になっています。つまり、最初に選択されたも
のが優先され、常にただ一つの出力用アクセサリのみ出力されます。

高周波エネルギーを組織に与えるために、ハンドコントロールもしくは
フットコントロールのアクセサリを使用します。フットコントロールの
アクセサリを使用するときは、専用のフットスイッチが必要です。また、
高周波電流を電気メス本体に戻すために指定の対極板が必要です。

2．バイポーラ
２種類のモードがあります。

純粋切開

混合切開

スタンダード凝固

スプレー凝固

バイポーラマイクロ

バイポーラマクロ

高周波エネルギーを組織に与えるために、バイポーラのフットコントロ
ールアクセサリを使用し、専用のバイポーラフットスイッチが必要です。
専用のハンドコントロール用バイポーラフォーセプス（ピンセット）を
使用した場合、フットスイッチは必要ありません。高周波電流は、フォ
ーセプス（ピンセット）の一つの端子から、組織を介して他方の端子へ
高周波電流が流れ、本体に戻りますので対極板は不要です。

警告
バイポーラモードと共にモノポーラモードを使用する手術の場
合には指定の対極板を使用する必要があります。

警告
同時出力によって、それぞれのアクセサリからの出力が使用中
に変化することがあります。

警告
手術中使用していない出力用アクセサリは安全の為に滅菌済み
のホルダーケースに入れて下さい。
意図しない事故をもたらす可能性があります。

注意
モノポーラフットスイッチの切開用ペダルと凝固用ペダルを誤
って同時に踏まれた場合も、最初に選択されたものが優先され
出力します。

注意
同時出力をするためには、二つのモノポーラ出力用アクセサリ
を機器に接続し、凝固出力します。但し、二つのハンドコント
ロールペンシル出力部位における各々の組織インピーダンスに
応じ、高周波出力は分配されます。例えば、スプレー凝固また
はスタンダード凝固出力が50Wに設定された場合、各々の組織
インピーダンスに応じて出力は、30W/20W、40W/10W、
等となり、合計は常に50Wになります。
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4．オートマチックリターンモニター（A.R.M.）
System2450には、オートマチックリターンモニター（対極板接触不
良モニター）が搭載されています。オートマチックリターンモニター
は、対極板が接続された状態を以下の抵抗値に応じて自動的に感知
します。

シングルパッド：モニタリング抵抗値０〜 10Ω にてシングルパッド
を感知します。

デュアルパッド：モニタリング抵抗値 10 〜 150Ω にてデュアルパッ
ドを感知します。電源投入後に最初の電気メス出
力スイッチが ON されたときの抵抗値を初期設定し
初期の抵抗値から対極板コードの異常もしくは対
極板の接触不良が生じた場合に出力を停止しアラ
ームを鳴らします。

デュアルパッドの対極板を使用している場合、次のような状況をモ
ニタリングします。
　・対極板が患者に装着されていない場合
　・対極板の装着面積が変化したり、不十分になった場合
　・対極板コードが断線した場合
　・対極板コードが電気メス本体に正しく接続されていない場合

オートマチックリターンモニターは、対極板装着部の２極間のイン
ピーダンスを測定し、患者と対極板との間が良好な状態で保たれて
いるかをモニターします。接触抵抗が 30％上昇した時点でアラーム
音と同時に出力を停止します。
また、対極板コード異常アラームとしても機能します。いずれの場
合も、異常を感知した場合には高周波出力を遮断し、音響アラーム
と警告ランプで知らせます。

シングルパッドの対極板を使用した場合には、従来通りの対極板コ
ード異常アラームとしてのみ機能します。

すなわち、以下のような状況をモニタリングします。
　・対極板ケーブルの断線、コネクタの破損
　・対極板ケーブルの電気メス本体への未接続及び接続不良

シングルパッドの対極板では、患者と対極板との接触状態をモニタ
リングすることはできません。

5．自己診断機能
電源投入後より自己診断を行い電気メス本体だけでなく、アクセサ
リ等に至っても異常があればErrコード及びAccコードにて即座に表
示を行います。

＊ Errコードが発生した場合は弊社MEサービス（TEL 0120-21-9095）
までご連絡をお願いします。Accコードの内容については4-3ペー
ジをご参照下さい。

警告
コンメド社が指定する本品と適合したデュアルパッド対極板を
ご使用ください。それ以外の対極板を使用した場合、オートマ
チックリターンモニターのモニタリング精度は保証いたしかね
ます。
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A．構成要素各部の説明
以下で、System2450のコントロール部、表示部、アクセサリ接続部、
そして、その他の操作上の構成部分に関して説明します。

1．電気メスの各部の説明
A．正面

■コントロールパネル

操作部、表示部があります。

ａ．モノポーラセクション
　　 モノポーラにおける切開、凝固のモード・出力設定及び表示を

行います。

ｂ．バイポーラセクション
　　 バイポーラマイクロ、バイポーラマクロのモード・出力設定及

び表示を行います。

ｃ．対極板表示部
　　対極板の自動選択の結果表示を行います。

ｄ．音量調整部
　　出力音の音量の調整を行います。

■出力用アクセサリ接続部

この部分には各種の出力用アクセサリ接続部端子のほかに主電源ス
イッチがあります。

ａ．モノポーラハンドコントロールペンシル接続端子1
　　 モノポーラセクションで使用するハンドコントロールペンシル

を接続します。

ｂ． モノポーラハンドコントロールペンシル接続端子2
　　  ハンドコントロールペンシルとフットコントロールアクセサリ

の兼用端子であるため、モノポーラフットスイッチにてハンド
コントロールペンシルの出力操作が可能となり、意図しない出
力が発生するおそれがあります。ハンドコントロールペンシ
ルを2本同時に接続している場合は、特に注意が必要です。

　　モノポーラフットコントロール接続端子
　　 モノポーラセクションで使用するハンドコントロールペンシル

または、フットコントロールアクセサリを接続します。

ｃ．バイポーラフォーセプスコード接続端子
　　 バイポーラセクションで使用するフォーセプスのコードを接続

します。

ｄ．対極板接続端子
　　対極板を接続します。

ｅ．主電源スイッチ
　　この機器の電源のON・OFFを行います。

System2450のフロントパネル

出力用アクセサリ接続部

警告
もし、機器が故障しても、決して各自で修理しないで下さい。
危険であるばかりでなく、機器にダメージをあたえる可能性も
あります。機器のメンテナンス及び修理は弊社MEサービス

（TEL0120-21-9095）にご依頼ください。

留意
・ 切開モードと凝固モードの出力確認音はすべてのセクション

において音の高さで区別されています。
・ 安全を確保するため音量を完全に消す事はできません。音量

調整部では警報音の音量は調整できません。
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Ｂ．裏面

ａ．通気口
　　電気メス内部で発生した熱を放散します。

ｂ．等電位接地端子
　　等電位化のための導線を接続することができます。

ｃ．登録プレート
　　以下の事項が記載されています。
　　System2450の
　　カタログ番号
　　シリアル番号（S／N）：記載例）99ABC001
　　規格：記載例）8.4AMPS、100V A.C.、50／60Hz
　　特許番号
　　製造業社名及び住所

ｄ．モノポーラフットスイッチ接続端子
　　モノポーラ用フットスイッチを接続します。

ｅ．バイポーラフットスイッチ接続端子
　　バイポーラ用フットスイッチを接続します。

ｆ．主電源コード接続部・主電源コード
　　機器を電源に接続するためのコードです。

System2450のリアパネル

警告
指定の対極板はどのモノポーラセクションの場合にも電流を本
体に戻すために必要です。

警告
電気メスのオーバーヒートダメージ防止のため、通気口を塞が
ないで下さい。

警告
病院グレード（３ピン,100V）の電源に接続し、使用して下さい。

留意
ハンドコントロール用バイポーラフォーセプスを接続していても、
バイポーラフットスイッチを踏めばバイポーラ出力を行います。

警告
同時出力によって、それぞれのアクセサリからの出力が使用中
に変化することがあります。

警告
手術中使用していない出力用アクセサリは安全の為に滅菌済み
のホルダーケースに入れて下さい。
意図しない事故をもたらす可能性があります。

注意
モノポーラフットスイッチの切開用ペダルと凝固用ペダルを誤
って同時に踏まれた場合は、最初に選択されたものが優先され
出力します。

注意
この機器はモノポーラセクション使用時に、凝固を出力させる
場合に限り、同時に出力することができます。但し、この条件
以外では各セクションに接続された出力用アクセサリが同時に
出力することのない単一出力方式になっています。つまり、最
初に選択されたものが優先され、常にただ一つの出力用アクセ
サリのみ出力されます。

注意
同時出力をするためには、二つのモノポーラ出力用アクセサリを
機器に接続し、凝固出力します。但し、二つの出力部位における
各々の組織インピーダンスに応じ、高周波出力は分配されます。
例えば、スプレー凝固またはスタンダード凝固出力が50Wに設定
された場合、各々の組織インピーダンスに応じて出力は、
30W/20W、40W/10W、等となり、合計は常に50Wになります。

a

f
e d

b

c
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2．各フットスイッチ
ａ．モノポーラフットスイッチ
　　 二つのペダル（切開及び凝固）があるフットスイッチで、ケーブ

ルが付属しており、このケーブルは背面部にある４ピンの接続
部に接続します。切開用ペダルを踏むとモノポーラの切開回路
が作動し、モノポーラフットスイッチ用アクセサリを経て組織
へ高周波エネルギーが送られます。凝固用ペダルを踏むとモノ
ポーラの凝固回路が作動します。

ｂ．バイポーラフットスイッチ
　　 シングルペダル（凝固）フットスイッチでケーブルが付属してお

り、このケーブルが背面部にある３ピンの接続部に接続します。
ペダルを踏むとバイポーラの凝固回路が作動し、バイポーラフ
ォーセプス用アクセサリを経て組織へ高周波エネルギーが送ら
れます。

警告
フットスイッチのペダルを誤って踏むことがないよう注意して
下さい。
コンメド社が指定する本品と適合したフットスイッチを使用し、
それ以外のフットスイッチは使用しないで下さい。

コンメド システム 2450
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重要
お手元の機器にはシステム構成や操作説明のセクションに含ま
れていない変更や改良が行なわれていることがあります。機器
に関連した最新の規格変更は、SECTION4に追加事項として記
載されます。

留意
対極板における安全を確保する為に、System2450には対極板
接触不良モニタ（A.R.M）、対極板断線モニタ機能を備えており
ます。しかし安全性は機器に依存するべきではなく、最終的な
対極板の装着の確認は、医療従事者（人間）が責任を持って行う
ことを心がけて下さい。

A．一般的注意
１．この機器の操作は有資格の医療従事者に限定されています。

２．System2450は生理学的な影響を生じ得ます。

３． 従来のフローティングタイプ電気メスとSystem2450を同時に
使用した場合には、各々の高周波出力が相互に影響し合うこと
があります。

　　 この機器を高周波接地形の電気メスと同時に使用しないで下さ
い。高周波分流による熱傷の危険があります。

４． 他の電気メスと同様に、System2450の高周波信号（出力）は 
ペースメーカやECGモニタなどに干渉します。

５． モノポーラセクションでは、指定する対極板を使用して下さい。
System2450に対して安全性をチェックした対極板以外のもの
を使用した場合、患者や術者を傷つける可能性があります。ま
た、対極板が適切な位置に装着されていない場合にも同様の危
険が考えられます。

６． 電気メスは可燃性の麻酔ガスの存在下や可燃性物質の付近では
使用しないで下さい。

７． 電気ショックの危険性があるので、フロントパネルを開けて、
内部の構成部品などに触れないで下さい。

８．劣化や損傷のある対極板ケーブルは速やかに交換して下さい。

９． いつもより高い出力の要求や、いつもより長い時間続けて出力
している場合、どこかに異常が発生している場合があります。
対極板の接続や装着部位、全ての対極板ケーブル、アクティブ
電極（メス先電極）及びその接続状態を確認するまでは、出力を
増加させないで下さい。

10． 手術中使用していないコントロールペンシル等の出力用アクセ
サリは安全の為に滅菌済みのホルダーケースに入れて下さい。

11． ディスポーザブル製品は、手術終了後廃棄し、再使用しないで
下さい。

12． 機器内部に液体の侵入を防止する為、この機器上に薬液等を置
かないで下さい。

13． 電気メスの連続出力時間は、電気メスの負担を軽減する為に、
連続出力で30秒以内とし、出力時間と同じ停止時間を持つ様に
して下さい。

この他にも重要な留意、注意、警告が以下に続く操作手順の中に含
まれています。

B．機器の移動と設置
１．主電源スイッチをオフにします。

２．電源コードを壁の電源から外します。

３．フットスイッチとケーブルを収納します。

４．本体の後方上部にあるハンドルを持って移動します。
　　手術操作に適切な場所に機器を移動して下さい。

C．操作手順

コンメド システム 2450

SECTION 3

操作説明

１．アクティブ附属品を接続します。

　　ａ． 使用するモノポーラ用アクセサリ（ハンドコントロール及び
フットコントロール）を本体接続部に接続します。

　　ｂ． 必要とするバイポーラ用アクセサリ（フォーセプス・コー
ド）を接続します。

2．必要に応じてフットスイッチを接続します。

　　ａ．フットスイッチを適切な接続部に接続します。
　　・ モノポーラフットスイッチは本体背面部の４ピンの接続部に

接続します。
　　・ バイポーラフットスイッチは本体背面部の３ピンの接続部に

接続します。

　　ｂ．フットスイッチを術者が操作しやすい位置に置きます。

警告
アクティブ附属品を使用しない時は、常に安全で絶縁された場
所に置き、患者の上に置かないで下さい。



　　ｂ． モノポーラ凝固にはスタンダード凝固もしくはスプレー凝
固があり、一般的には以下のような用途で選択します。

　　　　スタンダード凝固… 一般的な凝固です。限られた部位の止
血に有効です。

　　　　スプレー凝固……… 放電凝固であり広範囲の組織を素早く
止血するのに有効です。

＊必要に応じてスタンダード凝固　　　スプレー凝固　　　の切替
スイッチにより、凝固モードを選択してください。

凝固出力の調節は凝固出力表示
部右のボタンで行って下さい。
ｂ）

　　　スタンダード凝固… ０から30ワットまでは１ワット単位、30
から120ワットまでは5ワット単位の設定
が出来ます。

　　　スプレー凝固……… ０から30ワットまでは１ワット単位、30
から80ワットまでは5ワット単位の設定
が出来ます。
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b)
c)

3-2

３． 主電源スイッチをONにします。このとき以下のａ〜ｆの動作が
行われます。

　　ａ． ３つのデジタル表示部に合計８つの“８”の数字が表示さ
れます。

　　ｂ． 各モード表示ランプ、対極板選択ランプ、出力ランプが点
灯します。

　　　　＊ 自己診断機能により電気メス本体、及びアクセサリ等に
異常があった場合にはErrコード及びAccコードにて即座
に表示を行います。

　　　　　Accコードの内容については4-3ページをご参照下さい。

　　ｃ．上昇音階で4段階の音が鳴ります。

　　ｄ．接続している対極板の自動判断を行います。

　　ｅ． 凝固出力パネル表示部にソフトウェアバージョンが表示され
ます。

　　ｆ．前回設定した出力状態及びモード状態を表示します。

４．モノポーラモードを使用する場合

　　ａ． 純粋切開、混合切開は一般的に以下のような用途で選択し
ます。

　　　　純粋切開… 切開能力のみを必要とし、止血能力（凝固）を必
要としない場合。

　　　　混合切開… 切開能力に加え、適度の止血能力を必要とする
場合。

＊必要に応じて純粋切開　　　または混合切開（ブレンド）　　　の
切替スイッチにより、切開モードを選択して下さい。

切開出力の調節は切開出力表
示部右のボタンで行って下さ
い。ａ）

　純粋切開… ０から30ワットまでは１ワット単位、30から300ワッ
トまでは５ワット単位の設定が出来ます。

　混合切開… ０から30ワットまでは１ワット単位、30から200ワッ
トまでは５ワット単位の設定が出来ます。

５．バイポーラモードを使用する場合

　　ａ． System2450を最初に立ち上げた時、バイポーラセクショ
ンは自動的に立ち上がります。

　　ｂ． バイポーラ凝固にはバイポーラマイクロ、バイポーラマク
ロがあり、一般的に以下のような用途で選択します。

　　　　バイポーラマイクロ… 定格負荷抵抗が50Ωと低く微細な手
技で使用。

　　　　バイポーラマクロ…… 定格負荷抵抗が300Ωと高く、高出
力用バイポーラアクセサリに適応。

　　ｃ．バイポーラ出力の調節は凝固出力
　　　　 表示部右のボタンで行って下さい。 

ｃ）

　　　マイクロモード… ０から30ワットまでは1ワット単位、30か
ら70ワットまでは５ワット単位の設定が出
来ます。

　　　マクロモード…… ０から30ワットまでは1ワット単位、30か
ら70ワットまでは５ワット単位の設定が出
来ます。

　　ｄ． フットコントロールスイッチにて出力させます。（専用の
ハンドコントロール用バイポーラフォーセプス（ピンセット）
を使用した場合、フットスイッチは必要ありません。）
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a) a)

a)

警告
病院グレードの３Ｐ電源に接続し、使用して下さい。

b)
c)

b)
c)

b)
c)
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警告
高周波電流を安全に本体へ戻すために、モノポーラ用のアクセ
サリを使用する場合は必ず指定の対極板を使用して下さい。

注意
極端に抵抗の低い患者や抵抗の高い患者の場合モニタリングが
出来ない場合があります。

注意
シングルパッド対極板はコネクターのはずれ・コード断線につ
いてのモニタリングを行いますが、対極板貼付け状態のモニタ
リングは行いません。

★デュアルパッド対極板を使用する場合

　１．デュアルパッド対極板を装着します。
　２． 自動的に患者個別の接触抵抗を測定し、電気メスを出力させ

た時に自動的に記憶し、対極板装着部の接触抵抗をモニタリ
ングします。

対極板の接触面積の減少等により、装着部の抵抗が上昇するとアラ
ーム音と表示ランプの点灯により危険を知らせ、同時に出力も停止
します。

★シングルパッド対極板を使用する場合

　１．シングルパッド対極板を装着します。
　２． 自動的に対極板のタイプを判別し自動的にシングルパッドが

選択されます。
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　　　 バイポーラモードのみを使用する場合は、対極板を必要とし
ません。

７．手術中に出力調節が必要な場合

　　各モードの出力表示部右ボタンで行って下さい。
　　＊ Sys tem2450は各モードが出力中であっても設定値から

+10Wまでなら出力を上げることが出来ます。出力を下げる
場合には限界はありません。
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６． 対極板を正しく患者に装着し、対極板コネクタを対極板接続端
子に接続します。

D．操作終了手順
手術終了時に
１． 出力用アクセサリ接続用パネルの右隅にある主電源スイッチを

オフにします。
２．ディスポーザブルの対極板を患者から剥し破棄します。
３． 全ての出力用アクセサリを本体から外し、指示にしたがって処

理します。

E．緊急終了手順
緊急に機器の使用を停止することが適当と判断される状況において
は、以下の2通りの方法で終了することができます。
１．  出力用アクセサリ接続用パネルの右隅にある主電源スイッチを

切ります。
２．主電源プラグを壁の電源から抜きます。



A.一般的注意
このセクションは保守方法とトラブルシューティングチェックリス
トの２部で構成されています。

B.保守
使用者の行うべき保守作業は次の通りです。

１．機器外表面の清掃

　　 研磨材入りのものや強力なクレンザーなどは、外装を傷つけま
すので使用しないで下さい。

　　ａ． 非腐食性の洗剤を含ませた清潔な布で外表面の清掃を行っ
て下さい。

　　ｂ．その後、乾燥した布で拭き取るか自然乾燥させて下さい。

２．保守・点検に係る事項
〈使用者による保守点検事項〉

ａ．保守点検
（1）本品の使用、保守点検の責任は使用者に帰属します。
（2） 保守点検を怠ると重大な事故に繋がる可能性があります。

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。

（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て下さい。

（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
者の点検を受けて下さい。

（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して下
さい。

ｂ．日常点検
（1）日常点検・保守を必ず毎日行って下さい。
（2）始業点検は本品を使用する前日、または直前に行って下さ

い。
（3）主として外観上の不具合チェックや動作チェックを中心に

行って下さい。
（4） 使用中は、異常な動作音や表示等のチェックを行って下さ

い。
（5）使用中に異常がなかった場合、終業点検は主として清掃等

を中心に行って下さい。

ｃ．定期点検
（1）点検頻度

年１回を目安です。
（2）点検項目
　1）出力測定
　　  JIS T 0601-2-2 に基づく検査
　2）高周波漏れ電流測定
　　  JIS T 0601-2-2 に基づく検査
　3）低周波漏れ電流測定
　　  JIS T 0601-1 およびJIS T 0601-2-2 に基づく検査
　4）電極接続端子の点検
　　  目視および専用アクセサリを接続して検査 
　5）操作盤の表示と動作確認
　　  目視および専用アクセサリを接続して検査
　6）安全装置の動作確認
　　  目視および専用アクセサリを接続して検査
（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して下さい。

ｄ．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

表示を行って下さい。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
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ま
たは営業担当者までお問合せ下さい。

ｅ．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
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警告
清掃作業を行う場合は、必ず電源プラグを抜いて行って下さい。

警告
このセクションで説明されている以外の保守、修理等は行わな
いで下さい。このセクションに記載されている以外の保守に関
しては弊社のMEサービス（TEL0120-21-9095）にお申し付け
下さい。使用者が独自に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。
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Ｃ．トラブルシューティングチェックリスト

症　　状

①
電
　
源

②
モ
ー
ド

③
高
周
波
出
力

④
漏
れ
電
流

原　　因 処　　置

■ 主電源スイッチをオンにしても
表示がつかない。

1.電源コードが正しく壁の電源に接続されていない。

2.電気が壁の電源に来ていない。

3.ヒューズが切れている。

1. 主電源スイッチをオフにし、壁のコンセントに
電源コードを確実に接続する。

　再びスイッチをオンにする。

2. 機器の電源スイッチをオフにしてその部屋のブ
レーカーを確認する。ブレーカーをチェックす
る。再度ブレーカーが切れるようならば過負荷
になっている原因を調べる。

3.ヒューズを確認し、ヒューズが切れていれば弊
　社MEサービスまでご連絡下さい。

■フロントパネルの表示がでない。

■混合切開にならない。

■純粋切開にならない。

1.主電源スイッチがオンになっていない。

1.混合切開のボタンを押していない。 1.混合切開ボタンを押す。

1.混合切開になっている。 1.純粋切開ボタンを押す。

■各種モニタとの相互干渉。
※ この現象はどの電気メスにおい

ても予想されるものです。

1.高周波電流。
（全ての電気メスに共通）

1.電源を各種モニタと別系統の電源に変更する。

2.対極板の装着位置を確認する。

■ フローティング電源のアラーム
が作動する。

1. 高周波出力を低周波漏れ電流として認識し、 
アラームが作動する事がある。

2.低周波漏れ電流。

1-1.電源を別系統の電源に変更する。
1-2.同時に２台の電気メスは使用しない。
1-3.  漏れ電流モニタのアラーム設定を上限に設定

する。
1-4. 電源用の延長コードの使用を避ける。どうし

ても必要な場合もできるだけ短くする。
1-5.使用しない出力用アクセサリはすべて外す。

2. 機器の使用を中止し、臨床工学技士または弊社
MEサービス（TEL0120-21-9095）へ連絡して
ください。

■出力が出ない。 1.対極板が正しく患者に装着されていない。

2.出力設定が不適当。

3.主電源スイッチがオンになっていない。

1.対極板を正しく患者に装着し直す。

2. すべてのアクセサリの接続と対極板の装着状態
を確認した後、出力を上げる。

3.主電源スイッチをオンにする。

1.主電源スイッチをオンにする。
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■ 主電源スイッチを入れた時にフ
ロントパネル出力表示部にAcc
が表示され異常アラームが鳴る。

1. ハンドコントロール・フットコントロールアク
セサリの故障。またはフットスイッチの故障。

2. コントロールパネルの故障。

1. Accが表示されているセクションを確認し、接
続されているアクセサリ及びフットスイッチを
点検する。
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Ｄ．Accコード一覧表

症　　状

⑤
ア
ク
セ
サ
リ

⑥
異
常
ア
ラ
ー
ム

原　　因 処　　置

■ フットスイッチを踏んでも出力
ランプが点灯せず、出力確認音
も鳴らない。

1. フットスイッチのケーブルが正しく接続されて
いない。

2.フットスイッチが故障している。

1.ケーブルの接続を確認する。

2.フットスイッチを交換する。

■出力が不安定である。 1.出力用アクセサリが消耗している。

2.フットスイッチが故障している。

1.出力用アクセサリを交換する。

2.フットスイッチを交換する。

■対極板異常アラームが鳴る。
　（シングルパッド使用）

1. 対極板コネクターが本体に正しく接続されてい
ない。

2.対極板が不良。

1.対極板コネクターと本体を正しく接続し直す。

2.対極板を交換する。

■対極板異常アラームが鳴る。
　（デュアルパッド使用）

1. 対極板コネクターが本体に正しく接続されてい
ない。

2.対極板が不良。

3.患者の対極板装着面積が十分確保できていない。

4.患者の抵抗が極端に高い（低い）。

1.対極板コネクターと本体を正しく接続し直す。

2.対極板を交換する。

3.患者に対極板の装着を確実に行う。

4.シングルパッド対極板を使用する。

Acc表示コード 原　　因 処　　置
Acc FS モノポーラフットスイッチの短絡 モノポーラフットスイッチのペダルを踏んでいないことを確認する。

Acc bPF バイポーラフットスイッチの短絡 バイポーラフットスイッチのペダルを踏んでいないことを確認する。

Acc LH 左側のハンドコントロールペンシルの短絡 ハンドコントロールペンシルを交換する。

Acc RH 右側のハンドコントロールペンシルの短絡 ハンドコントロールペンシルを交換する。

Acc bP バイポーラアクセサリの短絡 バイポーラアクセサリを交換する。

Acc CP コントロールパネルスイッチの動作不良 パワーアップ時にコントロールパネルのキーが押されていないことを確認する。

コンメド システム 2450
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Ａ．System2450の規格

一般入力特性（出力最大設定負荷500Ω）

出力特性（最大出力設定時）

使用電源 100V AC±10% 50/60Hz
電　　流 8.4A（CUT 最大）
消費電力 840VA

電撃に対する保護の形式 クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度 CF形
防滴性 防滴形
内部設計 ソリッドステート
出力方式 フローティング形
冷却法 自然放熱形（ファンなし）

外形
横 37cm
奥行き 48cm *ハンドル含む
高さ 18cm

重量 14.5kg

主電源の過電流保護 ヒューズ10.0A
*ヒューズはタイプT2本使用、高遮断

アラーム音量 65db（最小値）
出力音量 45db（最小値）
動作条件 10℃〜30℃ 相対湿度95％ 結露なし
デューティサイクル 15秒ON／30秒OFF

モード メス先電極─接地
モノポーラ切開・凝固 ＜100mA

モード 最大出力 定格負荷
（Ω）

代表的クレストファクター
（50W時）

最大開放電圧
（ピーク）

搬送波周波数
（KHz）

モノポーラ
純粋切開 300W 500Ω 1.4〜2.0 1100V 390-410
混合切開 200W 500Ω 2.0〜2.6 1200V 390-410
スタンダード凝固 120W 500Ω 5.6〜6.6 3200V 485-505
スプレー凝固 80W 500Ω 7.5〜9.5 4400V 485-505

バイポーラ
マイクロ凝固 70W 50Ω 1.4〜2.0 150V 390-410
マクロ凝固 70W 300Ω 1.4〜2.0 560V 390-410

高周波漏れ電流

低周波漏れ電流
外装漏れ電流

（a）順極性接続状態（グランドオープン）　25μA
（b）逆極性接続状態（グランドオープン）　25μA

患者漏れ電流
（a）順極性接続状態（グランドオープン）　10μA
（b）逆極性接続状態（グランドオープン）　10μA
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図1.1 出力パワー設定値
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Ｂ．出力特性曲線
図1.1は、使用可能な全モードについて、定格負荷へ送達される出力パワーを示します。
図1.2は、与えられたパワー設定および出力モードで使用可能な最大ピーク電圧を示します。前ページで各モードの定格負荷と最大パワーを規定
していますが、図1.3〜1.8は各モードにおいて2種類の出力設定に対して、各々の負荷抵抗に送達される出力パワーを示します。
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図1.3モノポーラ純粋切開
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図1.4モノポーラ混合切開
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図1.5 モノポーラスタンダード凝固
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図1.6 モノポーラスプレー凝固
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図1.7 バイポーラマイクロ凝固
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図1.8 バイポーラマクロ凝固
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ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁エミッション

コンメドシステム2450は、次に指定した電磁環境内での使用を意図しています。要件を満たす環境でご使用ください。

エミッション試験 適合性 電磁環境 - ガイダンス

RF エミッション
CISPR 11 グループ 2 コンメドシステム2450は、意図した機能を実行するために電磁エネルギーを放射し

ます。近傍にある電子機器は、影響を受ける可能性があります。

RF エミッション
CISPR 11 クラス A

コンメドシステム2450は、住宅環境及び住宅環境の建物に供給する商用の低電圧配
電系に直結した施設以外の、全ての施設でご使用いただけます。

高調波エミッション
IEC 61000-3-2 非適用

電圧変動 /
フリッカエミッション
IEC 61000-3-3

非適用

ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ

コンメドシステム2450は、次に指定した電磁環境内での使用を意図しています。要件を満たす環境でご使用ください。

イミュニティ試験 IEC60601 試験レベル 適合性レベル 電磁環境 - ガイダンス

静電気放電（ESD）
IEC 61000-4-2

±6kV接触
±8kV気中

±6kV接触
±8kV気中

床は木材、コンクリートまたは、セラミックタイルで
ある必要があります。床が合成材料で覆われている場
合、相対湿度は30%以上である必要があります。

電気的ファスト
トランジェント /
バースト
IEC 61000-4-4

±2kV
（電源ラインの場合）
±1kV
（入力/出力ラインの場合）

±2kV
（電源ラインの場合）
±1kV
（入力/出力ラインの場合）

電源の品質は、標準的な商用または病院環境と同じで
ある必要があります。

サージ
IEC 61000-4-5

±1kV
（差動モード）
±2kV
（同相モード）

±1kV
（差動モード）
±2kV
（同相モード）

電源の品質は、標準的な商用または病院環境と同じで
ある必要があります。

電源入力ラインの
電圧ディップ、
短時間停電及び
電圧変化
IEC 61000-4-11

<5% UT
（>95% UT のディップ）
0.5サイクル
40% UT
（60% UT のディップ）
5サイクル
70% UT
（30% UT のディップ）
25サイクル
<5% UT
（>95% UT のディップ）
5秒間

<5% UT
（>95% UT のディップ）
0.5サイクル
40% UT
（60% UT のディップ）
5サイクル
70% UT
（30% UT のディップ）
25サイクル
<5% UT
（>95% UT のディップ）
5秒間

電源の品質は、標準的な商用または病院環境と同じで
ある必要があります。電源の停電中にもコンメドシス
テム2450の連続した稼動を必要とされる場合には、無
停電電源または電池から電力供給することを推奨しま
す。

電源周波数
（50/60Hz）磁界
IEC 61000-4-8

3A/m 3A/m 電源周波数磁界は、標準的な事業環境または病院環境に
おける標準的な場所と同レベルである必要があります。

注記　UT は試験レベルを加える前の、交流電源電圧です。

IEC 60601-1-2　表 201

IEC 60601-1-2　表 202
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携帯形及び移動形RF通信機器とコンメドシステム2450との間の推奨分離距離

コンメドシステム2450は、放射RF妨害を管理している電磁環境内での使用を意図しています。ご使用になられる方は、携帯形及び移動形
RF通信機器（送信機）とコンメドシステム2450を、送信機器の最大出力に基づく次に推奨している分離距離以上離してください。
推奨最小距離は、電磁妨害を抑制するのに役立ちます。

送信機の
最大定格出力電力(W)

送信機の周波数に基づく分離距離(m)

150kHz 〜 80MHz
d = 1.2√P

80MHz 〜 800MHz
d = 1.2√P

800MHz 〜 2.5GHz
d = 2.3√P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

上に記載されていない最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（m）で表した推奨分離距離dは、送信機の周波数に対応する方程式を
用いて決定できます。ここで、Pは送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大定格出力電力です。
注記1　80MHz及び800MHzにおいては、分離距離は高い周波数範囲が適用されます。
注記2　これらの指針は、全ての状況に対して適用されるものではありません。電磁波の伝搬は、建築物、物体、人からの吸収及び反射の影響

を受けます。

ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ

コンメドシステム2450は、次に指定した電磁環境内での使用を意図しています。要件を満たす環境でご使用ください。
イミュニティ試験 IEC 60601 試験レベル 適合性レベル 電磁環境 - ガイダンス

伝導RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150kHz〜80MHz 3 Vrms

携帯形及び移動形RF通信機器は、ケーブルを含むコン
メドシステム2450のいかなる部分に対しても、送信機
の周波数に該当する方程式から計算した推奨分離距離
より近づけて使用しないでください。
推奨分離距離
d = 1.2√P　
d = 1.2√P　80MHz〜800MHz
d = 2.3√P　800MHz〜2.5GHz
Pは送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機
の最大定格出力で、dは、メートル（m）で表した推奨
分離距離です。
電磁界の現地調査a)によって決定する固
定RF送信機からの電界強度は、各周波
数範囲b)における適合性レベル未満であ
る必要があります。
右の記号を表示している機器の近傍で
は、干渉が起こる可能性があります。

放射性RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80MHz〜2.5GHz 3 V/m

注記１　80MHz及び800MHzでは、高い周波数範囲が適用されます。
注記２　これらの指針は、全ての状況に対して適用されるものではありません。電磁波の伝搬は、建築物、物体、人からの吸収及び反射の影

響を受けます。

a　例えば、無線（携帯/コードレス）電話及び陸上移動形無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送及びTV放送のような固定送信
機からの電界強度を正確に理論的に予測することはできません。固定RF送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査が
必要です。コンメドシステム2450の使用場所において測定した電界強度が上記の該当するRF適合性レベルを超える場合は、コンメドシス
テム2450が正常に動作するかを検証するために監視する必要があります。異常な動作を確認した場合には、コンメドシステム2450の再
配置または再設置のような追加対策が必要となります。

b　周波数範囲150kHz〜80MHzを通して、電界強度は3 V/m未満である必要があります。

IEC 60601-1-2　表 204
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■メス先電極用ケーブル（Active cable）
電気メス本体とメス先電極の間の導線。

■交流（AC current）
電流や電圧の方向と大きさが規則的に常に変化する。普通は正弦波
状に変化するものをさし、これを正弦波以外の交流をひずみ波とい
う。交流が一秒間にくり返す変化を周波数という。

■アクティブ電極（Active electrode）
電気メス効果を生じる電極。望まれる外科的効果を実現する為に小
さな接触面積で高い電流密度を生じる構造になっている。バイポー
ラ用器具もこれに含まれる。

■アンペア（AMPS）
電流の単位で記号〔A〕、１ボルトの起電力（電圧）に１オームの抵抗
をつないだとき流れる電流の大きさを１アンペアという。

■双極式用器具（Bipolar instrument）
ピンセット型（フォーセップスもしくは他の電気メス用アクセサリで
２つの電極をもつもの）電流はその２つの電極間に流れ電気メスとし
ての効果を生じる。

■双極式技術（Bipolar techniqe）
電気メス効果が２つの電極間（ピンセット型メス先）にはさまれた処
置されるべき組織において生じるもの。電流は電極間を流れる為に
対極板は必要としない。

■混合（Blend）
切断と同時止血も行うように切開用の波形を間欠的にした形の電流
もしくはそのモードをさす。

■破損（Breakdown）
導電性の増大もしくは破壊的な放電で特徴づけられるような過剰な
電圧下の絶縁破壊。

■コンデンサー（Capacitor）
静電容量を得るための部品で２枚の電極（金属板）を近づけて一定の
間隔を保つ、電極間に絶縁物（誘電体）をはさむと静電容量は大きく
なる。高周波はよく通じる。

■CF形（Cardiac floating）
絶縁する事により漏れ電流を高度な防御を行ない電気ショックを防
御するその程度を示す。CF形の機器は直接心臓に適用が許される程
度に漏れ電流が低く押えられている。

■凝塊（Coagulum）
凝固用電流が通過し、生きた組織が破壊された結果できる灰白色の
物質。これは数時間から数日でその下の生きた組織から分離してし
まう。血液やリンパ液が半分固まったもの。

■対流冷却（Convection cooling）
空気の対流のみによって熱を逃がす方式。

■電流（Current）
電気の流れ。キャリア（電子やホール）の移動のこと。電流の方向は
電圧（起電力）の方向と同じで電子の移動方向と逆である。

■電流密度（Current density）
単位面積あたりを流れる電流の大きさ。単位は〔A/ｍ2〕。

■乾燥させる（Desiccate）
組織を高周波が通過した時に生じる組織の壊死や脱水。組織の電気
抵抗によって生じる熱が組織を加熱する。乾燥作用と放電破壊は異
なる。

■乾燥作用（Desiccation）
メス先電極を接触させた組織表面で起こる組織の乾燥。

■ジアテルミー（Diathermy）
高周波電流の通過に対する組織の抵抗により、体組織中に熱が発生
すること。

■単一出力方式（Discrete output）
常に単一の出力のみが出力可能。

■対極板（Dispersive electrode）
電気外科的効果を意図しない電極。対極板で電気外科的効果を生じ
ないように電流密度を小さくすべく大きな表面積となっている。

■ディスポーザブル附属品（Disposable accessory）
電気メスの附属品。メス先電極、ハンドルコントロールペンシル、
対極板など、使い捨てのもの。

■対極板用ケーブル（Dispersive electrode cable）
コネクターを含めた対極板と電気メスの間をつなぐ導体。

■衝撃係数（Duty cycle）
パルスのように正、負半サイクルの波形、時間が異なるとき1サイク
ルの時間Tに対する幅Wの比W/Tを“Duty cycle”という。電流もし
くは機器のオフ状態に対する“オン”状態にある時間の割合。（％で表
示）電気メスは間欠的に使用されるべく設計されている典型的には
25％〜50％の“Duty cycle”である。

■電気焼灼器（Electrocautery）
導体中に流れる電流によって生じる高熱で組織を破壊したり焼いた
りする事。電流は患者の体内を通過しない。

■電気外科的手術（Electrosurgery）
組織を脱水させる目的でメス先電極と対極板の間やバイポーラフォ
ーセプスに高周波電流を発生させ供給する事。切断や蒸発も含む。

■電気メスの附属品（Electrosurgical accessory）
電気メスに接続して電気手術を行う為の器具。

■電気外科的凝固電流（Electrosurgical coagulation current）
電気メスの出力電流の１つで組織表面の血管を壊死、凝固させる目
的に適切な大きさのもの。主に出血をコントロールする目的に使用。

Ｄ．電気メス関連用語集
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■電気外科的電流（Electrosurgical current）
筋神経を刺激しないで電気手術を遂行する為に十分に高い周波数を
もった交流の電流。

■電気外科の切開用電流（Electrosurgical cutting current）
一般の機械的メスで行うのと同程度に組織を切開するためのもので、
適切な電極と大きさで組織に適用される電気外科電流。

■電気手術器（電気メス）（Electrosurgical unit）
電気手術を行うために使用する附属品を含めた電気手術用発振器。

■焼痂（Eschar）
火傷によって生じる壊死塊。

■E.S.U. （Electro Surgical Unit）
電気メスを示す略語。

■選択順優先出力方式（First come, First served）
最初に選択されたモードが優先的に作動する方式。

■周波数（Frequency）
交流が１秒間に何回同じ波形の変化をくり返すかを表わす。単位は
サイクル毎秒〔c/s〕またはヘルツ〔Hz〕を使う。

■フルグレート（Fulgurate）
高周波放電によって組織が血液の凝固を行う事。この場合、組織と
電極を接触させる必要はなく、放電は組織と電極間をジャンプする。

■接地（Ground）
地面に接地された導線や導体。接地された導体はすべて同じ電位を
持ち、その為接地同志では電流は生じない。

■止血（Hemotstast）
切断された血管の出血を止める為に使用される電気メス電流の効果。

■止血鉗子（Hemostat）
血流を止め血管をふさぐためのクランプ状のはさみ。

■インピーダンス（Impedance）
ある与えられた周波数の交流に対し、１つの回路の抵抗性及び容量性
の両方を合わせた抵抗。抵抗RやインダクタンスＬや容量Ｃのある回
路に交流を加えると、R.L.C.のために電流の流れがさまたげられる。

■非接地配線方式（Isolated power system）
よく手術室等で見られるが、大きな電源トランスで接地された
120/220ボルト電源を接地されていない絶縁電源に変換を行っている。

■漏れ電流（Leakage current）
ケーブル、コード、コネクタや他の電気回路部品の絶縁物を通して
漏れる非機能電流（ミリアンペア、マイクロアンペア程度）

■絶縁モニター（Line isolation monitor）
手術室の電源配線の連結部に使用され、電源配線の接地を通して地
面へ流れる漏れ電流をモニターする安全システム。設定を越えると
警告音を発する。

■負荷（Load）
電圧源に接続したインピーダンス及び抵抗等。

■低周波漏れの電流（Low frequency leakage current）
電気メスのアクセサリから接地へ、患者を通して接地へ伝達される
容量結合も含めた供給電流の漏れ。

■内科的透熱療法（Medical diathermy）
高周波電流電磁場、超音波によって体組織に生じる熱を利用する療
法。電気メスでは熱で組織を破壊する。

■マイクロ（Micro）
千分の１のまた千分の１、百万分の１、を示す接頭語、記号は〔μ〕。
１μAは0.000001〔A〕。∴記号〔μ〕は〔u〕と示している場合がある。

■方法（Mode）
モノポーラ切開、モノポーラ凝固など電気メスで動作できる独特の
出力の種類。

■構成部分（Module）
一つの機能を果すべく一つにまとめられた構成部分の組み合せ。

■単一極性式（Monopolar）
手術部位へ電流を導くアクティブ電極（メス先電極）と電流をE.S.U.
に戻す為の対極板からなる。

■単一極性式技術（Monopolar technique）
メス先電極部にだけ発生する電気メスの効果。（モノポーラ切開、 
モノポーラ凝固）

■壊死（Necrosis）
限られた組織における死滅。

■オーム（Ohm）
抵抗の単位。１オームとは抵抗の両端に１ボルトの電位差をかけた
時１アンペアの電流が生じる抵抗の大きさ。

■開放回路（Open circuit）
負荷や抵抗を電圧源に接続してない状態。電気メスについて云うな
らば電気メスを作動させた状態で、しかもメス先電極が組織に接触
していない状態。

■開放時の最大電圧（Open circuit peak voltage）
この基準の目的は、負荷がない時の瞬間的な最大出力電圧を示すた
めのものである。

■操作点検（Operational checkout）
視覚的か聴覚的なテスト。

■出力（Output power）
装置、機器、回路などの負荷側の有効な電圧、電流、電力などのエ
ネルギー。
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■出力端子（Output terminals）
装置や機器や回路に負荷をつなぐ端子。（＋）（−）の極性がある場合
もある。電気メスのケーブルやメス先電極を接続する端子。

■患者回路安全モニター（Patient circuit safety monitor）
出力回路の危険な状態を検知し警報を発しあるいは作動を停止させ
るよう設計された回路。

■ピンポイント凝固（Pin point coagulation）
メス先電極を組織に接触させ、小さな領域の組織の表面を乾燥させ
る事。

■抵抗（Resistance）
回路を流れる電流を妨げるはたらきがある。単位はオーム（Ω）、 
電圧Ｖと電流Ｉと抵抗Rの間には、R=V/Iの関係がある。

■高周波（R.F./Radio Frequeucy）
約20KHzくらいを境にして、これよりも高い周波数を高周波という
が、あまりはっきりとした境はない。電波法では10KHz以上を高周
波という。普通約100KHz以上を高周波という。

■高周波チョーク（R.F.Chock）
コイルの一種で、高周波で高いリアクタンスをもち高周波の流れを
さまたげる。電周波コイルのためハネカム巻バンク巻にして分布容
量を少なくしている。英記の頭文字をとってRFCと表す。

■R.F.絶縁（R.F.Isolated）
患者側端子とアースの間に導通路がない。

■短絡回路（Short circuit）
電圧源を負荷をかけずに連結する事。

■ソリッドステート（Solid state）
真空間等を使用せず、すべてトランジスタ化された電子回路。

■スパーク（Spark）
火花放電。空気を介しての電気的放電。

■スプレー凝固（Spray coagulation）
高周波スパークによって組織を凝固する事。ピンポイント凝固と対
比すると、メス先電極は組織には触れずにしかも組織に向かってス
パークしている。

■滅菌（Sterilization）
熱・薬液やガスを保って微生物を殺滅または除去する。

■トランス（Transformer）
トランスフォーマー、変圧器、変成器ともいう。回路部品の一つ。

■トランジスタバイポーラ型（Transistor bipolar）
電流で制御されるタイプ。

■パワーモストランジスタ（Transistor power mos）
電圧で制御されるタイプ。

■ボルト（Volt）
電位、電位差（電圧）、起電力の単位。
記号を〔V〕で示し、１アンペアの電流が１オームの抵抗の両端に生
じる電圧が１ボルトである。

■電圧（Voltage）
単位はボルト〔V〕で２つの場合がある。
１．２点Ａ.Ｂ間の電位差のこと。
２．大地（アース）に対する点Ａ.点Ｂなどの電位のこと。
　　大地の電位は０と定める。

■ワット（Watt）
電力の単位で１秒間に１ジュールの割で仕事をするのに必要な電力。

■ワットメーター（Wattmeter）
電力計。

■高周波接地形
装着部のうち対極板回路が電源周波数に対して大地から絶縁されて
いるが、主要搬送周波数に対しては接地されているもの。

■高周波非接地形
装着部のうち対極板回路が電源周波数に対しても、主要搬送周波数
に対してもともに大地から絶縁されているもの。
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Ｅ．各種マーク一覧
１．シンボルの説明

最小の温度損傷および止血を伴うピュア切
開波形

デュアルパット対極板のステータス／アラー
ムインジケーター

シングル対極板のステータス／アラームイン
ジケーター

1

2 混合切開波形、止血を伴う

3

4

5

スタンダード凝固

6

スプレー凝固

7

バイポーラマイクロ

8

バイポーラマクロ

No. 説明

Ａ．コントロールパネル Ｂ．内装

保護アース（入口コネクター）1

高電圧回路2

No. 説明シンボル シンボル
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Ｃ．出力／コントロールパネル Ｄ．背面パネル

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

シンボル 説明

シングルパットまたはデュアルパット対極
板の接続

フットコントロールアクセサリ出力：
　フットコントロールアクセサリの接続

ハンドコントロールペンシル出力：
　ハンドコントロールペンシルの接続

バイポーラ出力：
　バイポーラアクセサリの接続

警告：
　高電圧出力

タイプCF：
　 患者接続はアースからは分離されており、 

除細動器の放電の影響から保護されています
RF分離：
　 患者接続は高周波ではアースから分離さ

れます

パワーオン：
　主電源に接続されます

パワーオフ：
　主電源から切断されます

ボリュームコントロール：
　起動トーン

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

シンボル 説明

筐体は垂直に落下する水の侵入を防ぎます

機器を使用する前に付属の文書をお読みく
ださい

この機器は、生理学的影響を考え、非イオ
ン化RFエネルギーを供給します

可燃性麻酔剤が存在する所で使用されると
爆発の危険

酸素の多い環境（25％以上）で操作しては
なりません

バイポーラフットスイッチコネクター

モノポーラフットスイッチコネクター

アクティベーションリレー接続

等電位接地端子

ヒューズは示してあるタイプおよび定格 
だけのものだけを使用してください

操作説明を参照してご使用ください
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【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）など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]）等に引火した場合は、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。これらの可燃物が存在する室内で電気手術器を使用するとき
は、手術用ドレープの下や電気手術を行う部位にこれらの可燃物
が蓄積しないように注意すること。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）を小面積で接触させない
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。
また、患者の皮膚を小面積で金属部分に接触させないこと。
[熱傷を予防するため。]

〈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を避けること。[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使用しているため、併用する他の医

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、誤作動により患者に重大な障害を与える可能性
があるため。]

〈使用方法〉
１．  小児用・乳幼児用対極板を使用するときは出力を上げ過ぎに注

意すること。新生児/低体重児用対極板を使用するときは高周波
電流が300mA を超えないように設定すること。[面積の小さな
対極板に高電流が流入すると熱傷の危険がある。]

２．  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。またその際、メス先電
極はケースに単品で入れ、複数入れることはしないこと。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。]

３．  スタンダード凝固またはスプレー凝固において2本のハンドコン
トロールペンシルで同時に出力が可能である。ただし同時に出力
しているとき、常にそれぞれのペンシルに同等の出力が供給され
る訳ではない。使用状況によっては片方のメス先電極に高周波電
流が集中する場合もあるので注意して使用すること。

４．  鋼製器具にメス先電極を接触させて使用する場合は、放電が発生
しないようにメス先電極を鋼製器具に接触させてから出力するこ
と。また、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。ブレードタイプのメス先電極の平らな面と
の間の放電を抑えるために電気手術器のモードは凝固ではなく、
切開を使用すること。[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。]
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。]

【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への本品の使用は避けること。やむを
得ず使用する場合は、当該医用電気機器の製造元への問い合せ
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． 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）
〈併用医療機器〉
１．  高周波接地形（ノンフローティング形）電気手術器との併用使

用は絶対にしないこと。[高周波漏洩や相互干渉を発生させる可
能性がある。]

２．  高周波非接地形（フローティング形）電気手術器との併用使用
は避けること。やむを得ず複数の高周波非接地形（フローティ
ング形）電気手術器を使用する場合は、出力の変動・モードの
変動により、患者および手術スタッフ、他の医用電気機器に悪
影響が出ないことを確認した上で使用すること。

〈使用方法〉
１．  本品を改造しないこと。
２．  本品の対極板接触不良モニタ回路に適合しない対極板を使用し

ないこと。[適合しない対極板を使用した場合、患者との装着状
態の適正な監視ができず、接触不良による熱傷の可能性がある
ため。]

３．  バイポーラフォーセプス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。]

４．  コンメド社が指定する本品と適合したフットスイッチを使用し、
それ以外のフットスイッチは使用しないこと。[本品と適合しな
いフットスイッチを接続してスイッチ操作をした場合、出力し
なかったり、希望のモードとは異なるモードが出力する等、正
常に動作せずに患者に弊害を与えるおそれがある。]

【使用目的、効能又は効果】
〈使用目的〉
高周波電流を用いた生体組織の切開又は凝固処置を行う外科手術に
使用する。

〈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
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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》

電極端子の間隔
28mm

固定部の幅
55mm以下

《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）

【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． 熟練した者以外は機器を使用しないこと。
３． 使用する前に取扱説明書を必ず参照すること。
４． 本品と接続使用する医療機器との整合性を十分確認し

た上で使用すること。
５． 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。
６． 手術中に体位を変換した場合、対極板のずれや剥がれ

がないか、対極板の引きちぎれがないか確認すること。
７． 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。
８． 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。]

９． 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
10． 患者を金属部（手術台、支持器等）に接触させない

こと。
11． 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。]

12． メス先電極および対極板コードは患者または他の機器
のコードなどの導体に接触しないようにすること。

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、背面にそれぞれ5cm 以上の空間を設
けること。

（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
るまで電気手術器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などを同時に同じ患
者に使う場合には、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、発生・熱傷の可能性があるた
め、針状の電極の使用は使用しないこと。

（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最大
300W 発生させる装置であり患者や手術スタッフに危
険を及ぼす出力を持ち備えているため。]

２． 期待する手術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

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、衝撃など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　　　　  -34〜65℃
　　湿度　　　　　  0〜95%（但し、結露しないこと。）

〈有効期間・使用の期限（耐用期間）〉
耐用期間：8 年間（自己認証）
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