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2016 年07 月13日（第3版）（新記載要領に基づく改訂） 認証番号：220AABZX00151000 

2012 年03 月14日（第2版）  

機械器具（06）呼吸補助器 

管理医療機器  加温加湿器 （70562000） 

特定保守管理医療機器 加温加湿器  
 

 

【警告】 

・ 本装置を使用する前に、取扱説明書を熟読してください。 

・ 本装置及び付属品は、研修を受けた人以外は使用しないでください。 

・ 本装置及び付属品は、医師または医師の指示に基づいて使用してくださ

い。 

・ 本装置の詳しい操作、使用時の注意事項、仕様については本体付属の取

扱説明書をよく読んでください。 

・ セットアップ：本装置及び加温加湿チャンバは、患者より低い位置に据え付

けてください。［結露した水が患者に入る可能性があります。］ 

・ セットアップ：加温加湿チャンバの給水ラインを超えて蒸留水を入れないで

ください。［水を入れすぎると水が患者の呼吸回路に入る可能性がありま

す。］ 

・ セットアップ：加温加湿チャンバに 30℃以上の蒸留水を入れないでくださ

い。 

・ セットアップ：温度プローブを本装置に取り付ける場合は、正しい位置にし

っかりと取り付けてください。 

・ 運転：本装置を使用するにあたり、使用方法、操作方法、安全使用手順に

ついて完全に熟知してください。 

・ 運転：患者へ供給されているガスの温度が医師の処方した温度であること

を確認してください。また、定期的に温度を確認してください。［患者に高温

ガスが供給された場合、火傷や他の危害の原因になります。］ 

・ 運転：本装置を使用する前に、人工呼吸器またはガス供給装置が正しく作

動していることを確認してください。また、呼吸回路を患者に装着する前に、流

量と圧力を検査してください。 

・ 運転：結露により呼吸回路内に溜まる水に注意し、水が溜まった場合は、

取り除いてください。 

・ 運転：呼吸回路内の結露を少なくするためにヒーターワイヤを使用する場

合、人工呼吸器の取扱説明書を参照してください。［人工呼吸器によっては

機器内部の結露を伴い、機器内部の損傷の原因となる可能性がありま

す。］ 

・ 運転：温度プローブの温度センサは、指定された呼吸回路内以外には設置

しないでください。［適正な温度制御ができなくなるため危険です。］ 

・ 爆発の危険：可燃性のガスや麻酔薬があるところでは本装置を使用しない

でください。［爆発する可能性があります。］ 

・ 火災の危険：高濃度酸素環境下では本装置を使用しないでください。[火災

の可能性があります] 

・ 火傷の危険：本装置のヒータープレートに触れないでください。触れたり、

清掃する必要がある場合は、火傷しないように十分に冷めるのを待ってか

ら行ってください。［ヒータープレートは熱い場合（85℃以上）があり、火傷を

するおそれがあります。］ 

・ 火傷の危険：患者や医師（医療従事者）が加熱した状態の呼吸回路に触ら

ないでください。[呼吸回路が変形し、供給ガスの流れが悪くなり、火傷する

おそれがあります。] 

・ アラーム：危険を知らせる警告音が鳴ったら、その原因と影響を把握し、患

者に危害を及ぼさないことを確認するまでは、本装置の電源を切り、加温

加湿チャンバから吸気回路を外してください。 

・ アラーム：本装置が故障している場合や安全装置のサーモスタットが作動

した場合には、警告音もアラーム発生位置のLEDも作動しません。 

・ 感電の危険：本装置は、アース線が別になっている三叉交流電源方式で操

作するように設計されています。アース線は、取り外したり、切ったりしな

いでください。また、「病院仕様」のコンセントに接続した場合にのみ、接地

の信頼性が保証されます。［本装置の接地が適切に行われていないと、感

電する危険があります。］ 

・ クリーニングとお手入れ：本装置のクリーニングを行う時は、必ず本装置

の電源を切り、コンセントのプラグを抜いてから行ってください。 

・ アフターサービスと保守：アフターサービス及び保守は、装置や電気回

路、医療及び電気的必要事項に精通し、十分に研修を受けた指定の技術者

が行ってください。修理はすべて専門の修理業者に依頼してください。［感電す

る危険があります。］ 

＜併用医療機器＞ 

・ 加温加湿チャンバ、呼吸回路、その他の付属品は、発売元が推奨するもの

以外は使用しないでください。［推奨されていない付属品を使用した場合

は、加温加湿器の性能を損ない、患者の安全に影響を与える恐れがあり

ます。］ 

 

【禁忌・禁止】 

・ 人工鼻との併用はしないでください。［人工鼻のフィルタは、加温加湿器と

の併用により閉塞し、換気が困難になる可能性があります。］ 

・ 給水する際には加温加湿チャンバのガスポートを使用しないでください。

［誤接続及び誤接続による熱傷、ガスポートを介した菌による人工呼吸回

路内汚染などの原因になる可能性があります。］ 

 

【形状・構造及び原理等】 

1．構成 

本装置は下記の本体装置及び付属品（オプション品を含む）から構成されて

います。 

①本体装置 

②温度プローブ 

 

２．形状及び寸法 

本体装置PMH7000 

寸法：140(Ｗ)×180(Ｄ)×145(Ｈ)mm 

質量：約1.7kg 
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前面パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前面パネルの操作法概要 

※前面パネルの操作法の詳細については、取扱説明書を参照してください。 

1) 電源ボタン：電源のON/OFFボタンです。 

2) 温度表示画面：加温加湿チャンバ出口温度または患者口元温度を表示し

ます。 

3) モード切替ボタン：MODE ボタンを２秒押し続ける毎にモードが「IPPV」、

「NPPV」、「MANUAL」の順に切り替わります。 

4) モード表示LED：選択したモードを表示します。 

5) 上下ボタン：「MANUAL」モードにおける患者口元温度及び加温加湿チャンバ

出口温度の設定値の上げ”▲”、下げ” ▼”に使用します。 

6) SET ボタン：「MANUAL」モード選択の場合に、患者口元温度が表示されて

いるときに SET ボタンを押し続けると、加温加湿チャンバ出口温度表示に

変わります。 

 SET ボタンを押し続けながら上げ”▲”ボタン、下げ” ▼”ボタンを押すこと

によって加温加湿チャンバ出口温度の設定を変えることが出来ます。 

7) 状態部位表示：加温加湿器アイコンを中心に５ヶ所の状態部位表示LEDが

あります。 

 LEDは３色の発光をします。 

 緑色：温度表示画面に表示している測定温度の箇所や、温度設定・変更箇

所を示します。 

 橙色、赤色：アラーム発生の原因とされる箇所を示します。 

8)ALM消音ボタン： 

① 警告音を２分間消音します。消音後も異常が継続している場合は、２分

後に再度、警告音を継続します。 

 消音後に別のアラームが発生した場合は、消音は無効となり、新たなアラ

ームに対しての警告音が鳴動します。 

② アラームが発生していない場合は、消音ボタンを２秒間以上押すと温

度表示画面が切り替わります。 

 

３．電気的定格 

定格電圧 ：AC100V  

低格周波数：50/60Hz  

消費電力 ：250VA 

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：Ｂ形装着部 

 

４．動作原理 

プレートヒータによってヒータープレートを加熱し、ヒータープレート上に取り付

けた加温加湿チャンバ内の蒸留水を加温することによって、加温加湿チャンバ

内を流れる吸気ガスを加温加湿します。 

また、併用する吸気呼吸回路及び呼気呼吸回路内にはそれぞれ吸気ヒータ

ーワイヤ及び呼気ヒーターワイヤを装着できるようになっており、呼吸回路

内を適宜加温して、患者口元ガス温度の調整及び呼吸回路内の結露防止を

行います。 

加温加湿チャンバ出口及び患者口元のガス温度は、温度プローブのセンサ

により検出されて温度表示画面に表示されるとともに、操作パネルによって

設定した加温加湿チャンバ出口及び患者口元の各設定温度に対応して、ヒ

ータープレート及び各ヒーターワイヤの動作を ON、OFF することによって制

御されます。 

 

【使用目的又は効果】 

本装置は、人工呼吸器等から送られる呼吸回路内のガスを加温加湿します。 

 

【使用方法等】 

詳細は取扱説明書を参照してください。 

１．呼吸回路のセットアップ 

a) 下記の呼吸回路接続図を参照し、呼吸回路を組み立ててください。 

b) エレクトリカルケーブルを本体装置側面のエレクトリカルケーブルコネクタ

並びに呼吸回路と接続してください。 

 ※シングルヒート呼吸回路使用時には、型番：5600000 のエレクトリカルケ

ーブルを使用ください。 

 ※デュアルヒート呼吸回路使用時には、型番：5601000 のエレクトリカルケ

ーブルを使用ください。 

c) 温度プローブを温度プローブコネクタ並びに呼吸回路と接続してください。 

 ※各コネクタ及び温度プローブはしっかりと接続してください。 

 

シングルヒート呼吸回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デュアルヒート呼吸回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．使用前の準備 

1) 加温加湿器の設置 

本装置の固定には適切なブラケットを使

用し、患者より低い位置に設置してくださ

い。 

2) 加温加湿チャンバのセットアップ 

(a) 加温加湿チャンバを装填する前に、

本体外筐、ヒータープレート、加温加

湿チャンバに損傷のないことを確認し

てください。 

(b) 加温加湿チャンバを本体装置のハウジ

ングへ装填してください。 

 加温加湿チャンバの手前側を少し浮

かせるようにやや斜めに傾けて後方

に押し込み、次に手前側を下にしっか

りと押し込んでください。 
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(c) 加温加湿チャンバの給水ポートか

ら蒸留水を最大水量まで入れてくだ

さい。 

(d) 自動給水式の加温加湿チャンバを使

用する場合は、加温加湿チャンバを

セットした後に給水バッグを接続して

ください。 

 

3) 加温加湿チャンバと呼吸回路の接続 

ガス供給装置からの呼吸回路を、加温加湿チャンバのガス流入口に接続

し、吸気側回路を加温加湿チャンバのガス流出口に接続してください。 

 

３．操作方法 

1) 電源コードをAC電源コンセントに接続してください。 

2) ガス供給装置の取扱説明書に従って、加温加湿チャンバを含めた呼吸回

路の圧力テストを行ってください。 

3) 本装置の電源ボタンを”ON”にしてください。 

 ※全てのLEDが２秒間点灯した後、警告音が鳴り、温度表示画面に選択さ

れた患者口元または加温加湿チャンバ出口の温度が表示されます。 

4) モード切り替えボタンにより動作モードを選択してください。 

 ※『前面パネルの操作』の項を参照してください。 

5) MANUAL モードの場合は、上下ボタン等により患者口元温度及び加温加

湿チャンバ出口温度を設定してください。 

6) 表示温度が安定したことを確認し、患者に接続してください。 

 

【使用上の注意】 

1) 付属品のエレクトリカルケーブルおよび温度プローブを、本体装置側面のエ

レクトリカルケーブルコネクタ接続口、温度プローブコネクタ接続口へ接続

するときは、必ず矢印を合わせて、ケーブルをねじらずに接続してください。 

2）エレクトリカルケーブルおよび温度プローブを、本体装置側面のコネクタ接

続口から外すときは、必ずねじらずに外してください。 

3）エレクトリカルケーブル、温度プローブをねじりながらの接続や、ケーブルを

ねじりながら、本体装置側面のコネクタ接続口から外しますと、破損や断線

する場合があります。 

4) 技術的なサポート及びアフターサービスについては、専門の修理業者にご

連絡ください。 

5) 本装置と共に酸素を使用する場合は、常に火災の危険が伴います。以下の

点に注意してください。 

① 本装置及び人工呼吸器が使用される可能性がある場所全てに禁煙の表

示をすること。 

② 麻酔ガスを含めて可燃物を本装置の近くに置かないこと。 

 ろうそく、マッチ、ライタ、火の元になるものの使用を禁止すること。 

③ 全ての引火要素は同じ部屋に置かないこと。 

④ 静電気防止服、放電防止機器、静電気削減のフロアなど、静電気を防止、

削減するような対策を行うこと。 

6) 本装置は出来るだけ垂直に固定した状態で使用してください。 

7) 本装置の底部には内部冷却用の通風口がありますので、塞がないでくださ

い。 

8) 本装置は、ジアテルミー治療器、短波治療機器、除細動器、MRI 装置などの

高周波を発する機器の近辺では使用しないでください。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

＜製品の輸送、保管の環境条件＞ 

温度：－２０～６０℃ 

湿度：１０～９５％  結露なし 

＜耐用期間＞ 

9年（自己認証による） 

 

 

【保守・点検に係る事項】 

＜使用者による保守点検事項＞ 

・ 本装置を常に正しく作動させるために、取扱説明書をよく読んで日常の保

守点検を実施し、必要に応じて適正に修理を依頼してください。 

・ しばらく使用しなかった本装置を再使用するときには、使用前に必ず本装置が

正常かつ安全に動作することを確認してください。 

・ 本装置の筐体を分解しての点検修理は、絶対に行わないでください。 

＜業者による保守点検事項＞ 

・ 本装置の修理は必ず本装置の修理についての正規の資格を持つ者にご

依頼ください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

・製造販売業者 ： パシフィックメディコ株式会社 

・電 話 番 号 ： 03-5844-3507 

・製 造 業 者 ： パシフィック電子株式会社 

 

・販 売 業 者 ： 日本メディカルネクスト株式会社 

・住 所 ： 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋 

・電 話 番 号 ： 06-6222-6606 


