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これらの操作説明は、次のAPA™製品を対象としています：

製品コード 説明 数量／箱

701000 APA™ ビデオビューア 1

701006 APA™ ハンドル 1

700930 APA™ MAC カメラモジュール 1

702910 APA™ MIL カメラモジュール (S) 1

702930 APA™ MIL カメラモジュール (L) 1

702110 APA™ MIL 1 ブレード（クリーンパック、未滅菌） 10

702120 APA™ MIL 2 ブレード（クリーンパック、未滅菌） 10

700130 APA™ MAC 3 ブレード（クリーンパック、未滅菌） 10

700140 APA™ MAC 4 ブレード（クリーンパック、未滅菌） 10

700170 APA™ DAB（クリーンパック、未滅菌） 10

700180 APA™ U-DAB（クリーンパック、未滅菌） 10

700330 APA™ O2 MAC 3 ブレード（クリーンパック、未滅菌） 5

700340 APA™ O2 MAC 4 ブレード（クリーンパック、非未滅菌） 5

APA™ ビデオ喉頭鏡に使用出来るのは、純正のAPA™ のブレードのみです。 
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1. 装置の説明

図1：APA™ ビデオ喉頭鏡とその使い捨てブレードタイプ

APA™ ビデオ喉頭鏡（図1）は、直視下、非直視下における通常気道および困難
気道の挿管を補助するために設計された多機能な喉頭鏡です。全身麻酔または
CPR（心肺蘇生）時の気管内挿管を容易にする目的で使用することもできます。本
ビデオ喉頭鏡は、再使用可能でDEHPとラテックスを含有していません。本製品
は、APA™ ビデオビューア、APA™ ハンドル、APA™ MACまたはMILカメラモジュー
ルの3つの取り外し可能なコンポーネントで構成されています。標準的な喉頭鏡と
して使用する場合、適切なカメラモジュールを、気管内挿管時に喉頭開口部を撮
影するためにハンドルに取り付けます。ビデオ喉頭鏡として使用する場合、喉頭鏡
や気管内挿管時の可視性を高めるため、ビデオビューアをハンドルとカメラモジュー
ルに取り付けます。いずれの場合も、使い捨てブレードは、気管や喉頭入口の視 
界を広げるために舌を抑えたり、舌の位置を動かしたりする為に、カメラモジュー
ルに取り付け、必要に応じて連続酸素供給も行います。ビデオ喉頭鏡では、8種類
の使い捨てのブレードが使用できます。防曇処理がされており、DEHPやラテック
スは含まれていません。

注意：装置を使用した挿管は、訓練を受けた医療従事者が行ってください。



(+) ボタン
(-) ボタン

LED ライトインジケータ

1.1

TEST ボタン

ビデオ出力
コネクタ蝶番
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1.1 APA™ ビデオビューア

図1.1：APA™ ビデオビューア

APA™ ビデオビューア（図1.1）は、軽量･高解像度の86ミリメートル（3.5”）液晶カラー
ディスプレイです。コネクタ蝶番を使って、でハンドルとカメラモジュールへ取付 
けが可能で、接続すると処理中のリアルタイム画像を映し出すために自動的にス
イッチが入ります。ディスプレイは、必要に応じて90度まで回転させることができま
す。ディスプレイのバックライトは、最適な表示と省電力を自動で調整する環境光
センサーを備えています。

ビデオビューアには、充電式バッテリーが内蔵されており、APA™ ビデオビューア
充電器を使用して充電できます。ビデオビューアのLEDライトインジケータに、バッ
テリーおよび／または充電状態を表示します。ビデオ喉頭鏡として使用する場合、
ビデオビューアが装置全体に電力を供給します。ビデオビューアを完全に充電する
と断続的に2時間30分までの使用が可能です。 

ビデオビューア機能ボタン： 

 TESTボタンは、他の装置に接続しなくても、バッテリーが正常に動作している
かを確認出来ます。

 (+) と (-) ボタンは、正規サービスセンターで必要に応じて保守・点検に使用し

ます。

 
また、ビデオビューアには、APA™ ビデオケーブルを介して適切なモニターや画面
に接続したときに画像をリアルタイムで表示するNTSCビデオ出力MMCXジャックが
付いています。適切な録画装置に接続すれば、ビデオを録画できます。

ビデオビューアは、オートクレーブ滅菌できないため、初回使用時とご使用毎に、
洗浄、消毒する必要があります。第4章を参照してください。



1.2

交換可能な
単三1.5V乾電池

APATM ハンドル

APATM MAC カメラモジュール

高輝度光源
小型カメラ
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1.2 APA™ ハンドル、APA™ MACまたはMILカメラモジュール

図1.2：APA™ ハンドルとAPA™ MAC カメラモジュール

ハンドルが搭載されており、一個の交換可能なアルカリまたはリチウム単三1.5V 
電池によって電力が供給されます。カメラモジュールは、高輝度光源と小型カメラを
搭載しています。標準的な喉頭鏡として使用する場合、気管内挿管時の喉頭を明
確かつ直視できるように、光源として高輝度白色LED照明が使われます。喉頭鏡
は、アルカリ単三1.5V電池で、最低 48 時間の連続使用が可能です。（注：正確な
使用時間は、使用する電池の性能に依存します）。

ビデオ喉頭鏡として使用する場合、カメラモジュール内の小型カメラが、気管内挿
管時の間接的な喉頭のビューを、ビデオビューアの高解像度ディスプレイを通し
て、高品質の画像で映し出します。ビデオ喉頭鏡として使用する場合、電源はビ
デオビューア内の充電式バッテリーから供給されます。

ハンドルに取り付けたカメラモジュールは、「OFF」、「BLADE取り外し」、「ON」の
3ヶ所に回転し、ロックできます。光源／ビデオビューアのスイッチをオンにするに
は、カメラモジュールを「ON」の位置に回転させます。装置の電源をオフにするに
は、カメラモジュールを「OFF」の位置に回転させます。

ハンドルとカメラモジュールは、オートクレーブ滅菌できないため、初回使用時とご
使用毎に、洗浄、消毒する必要があります。第4章を参照してください。 
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1.3 技術仕様

ビデオビューア

ディスプレイ 3.5” LCD（320 x 240ピクセル）

重量 135g

電力消費量 8W

バッテリータイプ 3.7Vリチウムポリマー

バッテリー出力 5V DC

充電器への 電源供給 100V～240V

防水 IP33

ハンドル

寸法 35mm x 130mm

重量 200g（バッテリー込み）

電源 1×アルカリまたはリチウム単三1.5V電池

材質 医療グレードの熱可塑性プラスチック

防水 IP52

カメラモジュール MAC MIL (S) MIL (L)

寸法 35mm x 110mm 35mm x 83mm 35mm x 136mm

重量 98g 70g 90g

電源 ハンドルから供給

カメラ 1/18” CMOSセンサー、レンズ搭載

光源 高輝度LED

材質 ステンレス鋼

防水 IP52

ブレード

材質 ポリカーボネート

コーティング 防曇コーティング

タイプ クリーンパック、未滅菌、単回使用



9

ja

2. 操作方法

2.1 検査

 
2.2 洗浄

2.3 バッテリー

初回使用時と使用後の度に、ビデオ喉頭鏡のすべての箇所を確認してください。
損傷や欠陥の兆候が見られた場合は、セクション5.1を参照し、使用せずに販売店
に通知してください。

ビデオ喉頭鏡は、未滅菌、再使用可能な状態で供給されます。ご使用前に洗浄する
必要があります。セクション4を参照してください。 

喉頭鏡の電池を確認してください： 標準的な喉頭鏡として装置を使用する前に、
装置を「ON」にロックすると、カメラモジュールの照明が点灯するかを確認してく
ださい。

注意：単三1.5V電池は必ず定期的に交換してください。電池残量が十分出ない 
状態で使用すると、警告なしに突然、喉頭鏡が使えなくなる場合があります。

ビデオビューアのバッテリーを確認してください：ビデオ喉頭鏡として装置を使用
する場合、ご使用前に、ビデオビューアが十分に充電されていることを確認してく
ださい。喉頭鏡に接続せずに、ディスプレイを照明させるTESTボタンを、少なくと 
も５秒間押し続けて、LEDライトインジケータが「緑色」で点灯し続けることを確 
認してください。この操作で、ビデオビューアが十分に充電されており、正常に動
作していることが分かります。LEDライトインジケータが点滅している場合は、セク 
ション3.1の「ビデオビューアの充電」に記載されている、装置を充電する手順を
行ってください。 

注意：ビデオビューアのLEDライトインジケータが点滅している場合は、装置を 
安全に使用するための十分な充電がされていない状態です。



クリ
ック
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2.4 装置の組立て

喉頭鏡として装置を使用するには、ハンドルのスチールピンとカメラモジュー
ルのノッチを合わせ、それらを接続します（図2）。カメラモジュールが正しく装着
されると、「クリック」音がします。カメラモジュールが、「OFF」、「BLADE取り外
し」、「ON」にスムーズに回転して、ロックされることを確認してください（図2.1）。
「ON」の位置で喉頭鏡の電源が入ることを確認してください。カメラモジュール
の先端が明るく点灯します。バッテリーの消耗を避けるには、「OFF」の位置にし
て保管します。

注意：カメラモジュールの光源を直接見ないでください。

図2：喉頭鏡の組立て 図2.1：ロック位置

ビデオ喉頭鏡として装置を使用するには、まずビデオビューアのコネクタ蝶番を外
側に回転させます（図3）。片手でハンドルを持ち、ハンドルの上から、コネクタ 
キャップの非固定側を後ろに倒します（図3.1）。もう一方の手で、しっかりとビデオ
ビューアを持ち、ビデオビューアの凸点が、ハンドルの凹点と一致することを確認し 
（図3.2）、折り返しコネクタキャップを、ビデオビューアの裏側に位置合わせします。 
ハンドルコネクタ凹部にビデオビューアのコネクタを差し込み、しっかりと差し込ま
れるまで下向きに押し続けます（図3.3）。正しく接続されていれば、カメラモジュー
ルを「ON」の位置に回すと、ビデオビューア画面がオンになります。ビデオ喉頭鏡
として使用する場合、患者に使用する前に、ビデオビューアを喉頭鏡に接続する
必要があります。

注意：画像がビデオビューアに表示されない場合、ハンドルに正しく接続されてい
るか確認してください。

装置を接続する際に、ビデオビューア画面に圧力をかけないようにしてください。
常に、装置間の接続が外れないように注意してください。



3
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図3：外側にコネクタ蝶番を回転

図3.1：コネクタキャップを後ろに倒す
図3.2：凹凸点を合わせて正しい方向である事を確認してください
図3.3：装置を接続

2.5 新しいブレードの取付け

カメラモジュールに新しいブレードを取り付けるには、「ON」にロックする必要があ
ります。ブレードの包装袋を開き、袋からブレードを完全に取り出さずに、カメラモ
ジュール上にスライドさせます（図3.4）。ブレードが正しく取り付けられると、「クリッ 
ク」音がします。（ミラーの場合は、ブレードとカメラモジュールのカラーコードが 
同じであれば、正しく取り付けられたことが分かります）。ブレードに触らないように
して、ブレードの袋を取り除いてください。 

注意：包装が開いている場合や破損している場合は、ブレードを使用しないでく
ださい。 

同一スタイルのブレードとカメラモジュールを組み合わせていることを確認してく
ださい。患者に使用する前に、ブレードが正しくカメラモジュールに取り付けられて
いることを確認してください。



3.4 MAC 3ブレードを取
り付けたMACカメラ
モジュール

MIL 2ブレードを取り
付けたMACカメラ
モジュール (L)
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図3.4：適切なカメラモジュールに正しいブレードスタイルを取り付けます

2.6 装置の使用

2.6.1 MAC（Macintosh）ブレード

装置は、+4°C～+40°Cでの輸送、保管、使用についてテスト済みです。

通常の動作モードでは、ビデオ喉頭鏡を使用後に長時間にわたり電源を入れたま
ま放置しないことをお勧めします。バッテリー寿命を延ばし、蓄熱の可能性を避け
るために、可能な場合は装置の電源を切ってください。

注意：ビデオ喉頭鏡として使用する場合、ビデオビューアの接続部付近でハンド
ルを持たないようにしてください。必要以上に力がかかると、突然、装置が外れる
可能性があります。

MACブレードが取り付けられた喉頭鏡は、標準のMacintosh喉頭鏡と同様に気管内
挿管を補助するために使用できます。必要に応じて、声門を間接的に可視化する
ために、ビデオビューアを取り付けます。  

口の右側に装置を挿入します（図3.5a）。ブレードを奥に進める際、舌を左側に移動
させるようにして正中線に進めます（図3.5b）。ブレード先端を、喉頭蓋谷（図3.5c）
に配置し、喉頭鏡のハンドルを持ち上げて、喉頭蓋を上にあげ、喉頭入口を露出さ



3.5a 3.5b 3.5c
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せます。喉頭を直接に可視化することで、正しいサイズのETT（気管内チューブ）を
気管内に挿入することができます。使用する前に、ETTが適切に潤滑されているこ 
とを確認してください。容易に挿入するために、イントロデューサ／スタイレットを使 
用することができます。ETTが正しく配置されていることを、目視およびカプノグラ 
フィーの両方で確認してください。

注意：喉頭展開を行う際に患者の歯に圧力をかけないでください。

図3.5：MACブレードを取り付けた装置の挿入

DABとU-DABブレードは共に、困難気道に対して、気管内挿管を補助するために 
ビデオ喉頭鏡と併用します。

口の中に正中線アプローチを使用して装置を挿入（図3.6aおよびb）。ブレード先端
を、Millerブレード（直線）と同様に、喉頭蓋の後方に配置したり、MACブレード（湾
曲）と同様に、喉頭蓋谷の上方に配置したりすることができます（図3.6c）。

喉頭入口のビューが画面を介して表示された後、気管に正しいサイズのETTを
挿入します。使用する前に、ETTが適切に潤滑されていることを確認してくださ
い。DABブレードを使用している場合は、ブレード上のチャネルを介してETTを挿入
します。チャネルは、サイズ9.0ミリメートル（内径）または12.8ミリメートル（外径）の

2.6.2  DAB（困難気道用ブレード）またはU-DAB 
（チャネルなし困難気道用挿管ブレード）



3.6a 3.6b 3.6c
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図3.6：DABまたはU-DABブレードを取り付けた装置の挿入

ETTまで収容することができます。DABブレードではイントロデューサやスタイレッ
トは使用しないでください。ただし、U-DABブレードの場合はイントロデューサやス
タイレットを使用できます。ETTが声門を通過する時の間接的ビューは、画面上で
観察することができます。ETTの挿入位置が適切であることを目視およびカプノグ
ラフィーの両方で確認してください。DABブレードを使用している場合、ビデオ喉
頭鏡は、口からETTを抜き取る際に、横方向にDABブレードをスライドさせることに
よって取り外すことができます。

2.6.3 MIL（ミラー）ブレード 

MLブレードが取り付けられた喉頭鏡は、標準的なMiller喉頭鏡と同様に日常的な
気管内挿管を補助するために使用できます。必要に応じて、声門を間接的に可視
化するために、ビデオビューアを取り付けます。

口の右側に装置を挿入します（図3.7a）。ブレードを奥に進める際、舌を左側に移動
させるようにして正中線に進めます（図3.7b）。ブレード先端を、喉頭蓋谷（図3.7c）
に配置し、喉頭鏡のハンドルを持ち上げて、喉頭蓋を上にあげ、喉頭入口を露出さ
せます。喉頭を直接に可視化することで、正しいサイズのETT（気管内チューブ）を
気管内に挿入することができます。使用する前に、ETTが適切に潤滑されているこ
とを確認してください。容易に挿入するために、イントロデューサ／スタイレットを
使用することができます。ETTが正しく配置されていることを、目視およびカプノグ
ラフィーの両方で確認してください。
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図3.7：MILブレードを取り付けた装置の挿入

図3.8：OXYブレードの接続

2.6.4 OXY（酸素供給）ブレード 

APA Oxy Blade™ラインは、長さ4メートルの酸素チューブで構成され、無呼吸酸素
化が臨床的に好ましい場合に、標準のMACまたはMIL喉頭鏡と同様の方法で日常
的な気管内挿管を支援するために使用されます。

使用するには、ブレードの酸素チューブを適切な流量に設定された酸素供給装置
に接続します（図3.8）。最適な酸素供給としては、15L/分の流量が推奨されていま
す。挿入方法については、使用するブレードのスタイルについてのセクションを参照
してください。



ブレードを取り外す際の
カメラモジュール位置
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図3.9：ブレードの取り外し手順

2.7 使用後のブレードの取り外し

装置をさかさまに回すと、ブレードが外れます（図3.9a）。ブレード取り外し中の 
偶発的な脱落を避けるために、カメラモジュールの露出ヒールを親指でしっか 
り押さえてください（図3.9b）。カメラモジュールを「BLADE REMOVAL（ブレード 
取り外し）」位置に回転させ、ロックします（図3.9c）。もう片方の親指と人差し指 
を使って、ブレードの開放端にある隆起したグリップゾーンをしっかりつまんで、 
絞り（図3.9d）、そのままの状態で、ハンドルから離す方向に引いてカメラモジュー
ルのロックキャッチから引き出すと（図3.9e）、ブレードがカメラモジュールから
外れます（図3.9f）。使用済みのブレードは、部科の標準手順に従って処分して
ください。



電源供給
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3. 電池と充電について

ビデオビューアは、LEDライトインジケータが点滅し始めたら充電してください。LED
ライトインジケータの点滅は、装置を正しく安全に使用するためには充電が不十分
になっていることを示しています。ビデオビューアには充電器と4個の国際プラグア
ダプタが付属しています（図4a）。完全に消耗したバッテリーを充電するには約2時
間かかります。必要に応じて、ビデオビューアを充電器に装着した状態で放置して
も安全です。

充電を開始するには、充電器（図4b）に適切なプラグアダプタを接続して主電源に
接続します。接続したらビデオビューアコネクタ蝶番の凸点と、ビデオビューア充電
コネクタ凹点が、正しい方向になっているかを確認してください（図4c）。ビデオ 
ビューアのコネクタ蝶番と、ビデオビューア充電器は、磁気ピンになっており、簡単に
接続できます（図4d）。

注意：充電中には注意し、できるだけ電源に触れないようにしてください。

3.1 ビデオビューアの充電方法

図4a：ビデオビューア充電器と国際プラグアダプタ
図4b：充電器に適切なプラグの取付け
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3.2 ビデオビューアのLEDライトインジケータ

図4c：凹凸点を合わせて、充電方向が正しいかを確認してください 

図4d：充電器へのビデオビューアの取付け

充電中、ビデオビューアのLEDライトインジケータが点灯し、次のように充電状況
が表示されます。

赤 バッテリー充電中。

最高2時間後まで赤色
の状態が続きます。

赤色LEDオフになり、バッテリーが完全に充電され、使用する
ためにビデオビューアを外してもよいことを示します。

通常の使用時には、ビデオビューアのLEDライトインジケータは、バッテリーの状態
を表示するために次のように点灯します：

緑 ONになっており、ビデオビューアが正常に動作しています。

緑に一定間 
隔で点滅

ONになっているが、バッテリーが少ないことを示します。 
使用前にビデオビューアを充電してください。

点灯なし OFFになっているか、バッテリーが完全に消耗しています。 
使用前にビデオビューアを充電してください。

緑のライトインジケータは、ビデオ喉頭鏡がオンになっていたり、ビデオビューアの
TESTボタンが押された場合のみ点灯します。この動作は、ビデオビューアの充電
器によって制御することができません。

ビデオビューアが充電器に接続されている間は、TESTボタンを使用しないでくだ
さい。この状態では、緑点灯インジケータは誤った充電状態を表示します。 



4.1a

4.1d 4.1e 4.1f

4.1b 4.1c
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注意：全ての処置の前に、ビデオビューアが正常に動作すること、バッテリー残量
が十分であることを確認してください。LEDライトインジケータが処置中に点滅し始
めた場合は、バッテリーが消耗してきていることを示します。臨床医の判断で処置
を継続してください。

3.3 ハンドルの電池交換

カメラモジュールには、単三1.5Vアルカリ電池が1本付属しています。標準的な喉
頭鏡として使用する場合、装置ロックを「ON」にすると、カメラモジュールは点灯し
ます。警告なしに突然、喉頭鏡が使えなくなる事を避けるために、定期的にアルカ
リ性またはリチウム単三1.5V電池を交換してください。

ハンドル内の単三1.5V電池を交換するには、最初にフロントカバーを取り外します。 
フロントカバーは、ノッチから最もはなれたハンドルの側面にあります（図4.1a）。コネク
タキャップとは逆の方向にカバーをスライドさせます（図4.1b）。カバーがロックされた
位置から外れると、「クリック」音があります（図4.1c）。ハンドルからカバーを外すと、 
内部の電池カバーが見えます（図4.1d）。内側電池カバーを取り外すと、バッテリーリ 
ボンによって、電池（入っていれば）が外れますので、交換してください（図4.1e）。 
新しい電池がリボンの下に置かれ、電池の極性がハンドルに記されたマークどおり 
に正しく配置されていることを確認します（図4.1f）。この作業が終了したら、電池 
カバーを取り付け、ハンドルのカバーを取り付けます。喉頭鏡をしばらく使用せずに保管 
する場合は、電池を取り外してください。

図4.1：ハンドルの電池交換
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4. 洗浄と消毒

ビデオ喉頭鏡は、非オートクレーブ、非金属製装置に関する地域の洗浄レジーム
に従い、初回使用時と患者への使用の度に、洗浄、消毒されなければなりません。
ビデオビューアの保護等級マーキングはIP33、喉頭鏡はIP52です。 

すべてのブレードは使い捨てです。使用後に部科の標準手的手順に従って処分
してください。 

4.1 準備

4.2 洗浄

ビデオ喉頭鏡のすべての部品（ビデオビューア、ハンドル、カメラモジュール）を取
り外します。洗浄前に、ハンドルから単三電池を必ず取り外してください。

水に浸けないでください。ビデオ喉頭鏡は防水ではありません。
オートクレーブしないで ください。オートクレーブ環境では、電子部品が損傷します。
粗い布で拭かないでください。ビデオビューアの画面では特に注意してください。
ビデオビューア画面と機能ボタン周りの接続ピンまたはプール内に余分な水分が
入らないようにしてください。 

目視で分かる残留物、微生物、発熱物質を装置から除去するために、徹底的に洗
浄･すすぎを行うことが重要です。 

各コンポーネントは、2分間以上、またはオートクレープ不可・非金属装置に対する
病院の標準的洗浄レジュームに準ずる時間、拭う必要があります。滅菌済みのパッ
ドを適切な溶液に軽く浸し、コンポーネントのすべての露出表面を拭き、コンポー
ネントを乾燥させます。 

再滅菌のために部品を送る場合は、密封した袋に入れて滅菌処理ユニットに送
り、滅菌処理をしてください。

注意：再滅菌の際には、ハンドルとカメラモジュールのみ送付してください。
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4.3 消毒

4.4 滅菌（低温）

メーカーの指示に従って適切な消毒剤を準備または希釈します。登録消毒剤のリ
ストは、米国環境保護庁（EPA）のウェブサイトをご覧ください。 

適切な消毒剤（70％イソプロピル・アルコール）でコンポーネントを拭き取るか噴霧を
して、柔らかい非研磨布で拭いて乾燥してください。

ビデオ喉頭鏡の推奨洗浄剤または消毒剤のリストは、www.AAMHealthcare.com/IFU
をご覧ください。

注意：装置を正しく洗浄、乾燥することを怠ると、潜在的に危険な残留物が残り、
重篤な感染症のリスクをもたらします。

コンポーネントは、滅菌前にセクション4.2の手順に従って洗浄してください。

ビデオビューア以外のハンドルとカメラモジュールは、以下のSTERIS®低温滅菌器
で100回まで滅菌することが承認されています。

V-PRO® 1 
V-PRO® 1 Plus
V-PRO® maX 
V-PRO® 60

コンポーネントの滅菌ガイドラインについては、www.AAMHealthcare.com/IFU をご
参照ください。

注意：ビデオビューアは滅菌しないでください。

承認済みのガイドラインの順守を怠ると、製品の保証が無効になる場合があります。
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5. サービスおよび保守

5.1 通常のメンテナンス

5.2 予防保守

ビデオ喉頭鏡は、以下の項目について、定期的に検査する必要があります。

 外部損傷の兆候
 カメラモジュールのレンズの傷や欠陥
 ハンドルやカメラモジュールのコネクタピン部分の堆積物

他の欠損は、認定サービスセンターによる診断を必要とします。技術的なサポートに
ついては、お近くの販売店またはwww.AAMHealthcare.comまで、ご連絡ください。

ビデオビューアは、2年ごとにバッテリー交換のために整備を受けることが推奨さ
れています。

ビデオビューアをサービスに送る場合、保護のために、ビデオビューアを元の製品
ボックスに入れるか、慎重に梱包してください。装置は、最寄りの販売店の指示に
従って、認定サービスセンターに送る必要があります。

6. トラブルシューティング

6.1 ビデオ喉頭鏡として

以下は、起こりうる問題および推奨する解決方法のリストです。問題が解決しない
場合は、最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
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問題 考えられる原因 必要なアクション

画質が悪い 
（画像が鮮明でない 
か暗い）

コネクタの中にホコリや 
液体が入っている

コネクタ部が汚れていない
かチェックしてください

ビデオビューアが喉頭 
鏡に正しく接続されて
いない

装置間の接続がしっかり
されているかを確認して
ください

点灯不良 セクション3を参照してく
ださい

レンズが液体または潤 
滑剤で汚染されている

セクション4の手順に従って
レンズを洗浄してください

画像が表示されない  
(i) 接続後間もなく画面が 
オフになる 
(ii) 装置が接続されてい
る場合

(i) ビデオビューアのバッテ
リーの充電切れ

セクション3.1の手順に従っ
てビデオビューアを充電し
てください

(ii) ビデオビューアが喉 
頭鏡に正しく接続されて
いません

セクション2.4を参照して、
ビデオビューアが正しい
方向に挿入されており、
ハンドルにしっかりと接続
されているかを確認して
ください

電子回路の故障 セクション5を参照して、整
備のためにビデオビューア
を送付してください

長時間、充電した後でも、
装置の電源がオン 
にならない

ビデオビューアのバッテ 
リーの寿命

セクション5を参照して、整
備のためにビデオビューア
を送付してください

電子回路の故障 セクション5を参照して、整
備のためにビデオビューア
を送付してください

ビデオビューアのバッテリー 
が2時間経っても充電 
されない

ビデオビューアが充電 
器や電源に接続されて 
いません

充電器および／または電
源装置との接続を確認し
てください

ビデオビューアが正しく 
挿入されていません

装置間がしっかり接続さ
れているかを確認してく
ださい

6.2 喉頭鏡として使用

カメラモジュールが点灯しない場合は、電池が正しい方向に挿入されていることを
確認するか、新しい単三1.5Vアルカリまたはリチウム電池に交換します。

それでも照明が点灯しない場合は、第5章を参照して整備のためにビデオビュー
アを送付してください。
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7. 警告および使用上の注意

8. 保証

7.1 咽頭後壁に圧力外傷を起こす理論上のリスク回避のため、ビデオ喉頭鏡の
合計重量をハンドルで支えるようにしてください。ビデオビューアの重みで他
のコンポーネントがずれないように注意してください。

7.2 ビデオ喉頭鏡は、強い磁場での使用、例えば磁気共鳴イメージング（MRI）な
どでの使用には適していません。影響を受けやすい電子医療機器の近くで、
保管したり使用したりしないでください。

7.3 すべてのブレードは使い捨てです。再使用すると、交差感染を引き起こし、製品
の信頼性と機能性を低下させることになります。

AAMヘルスケアは、通常の使用および整備の状況で材質および製造上の不具合
がないことを保証します。この保証に基づいたAAMヘルスケアの義務により、保
証期間内であれば、製品の欠陥や、材質および製造上の欠陥のある箇所を修理
します。

交換については、提供品が適用規格を満たしていないか、AAMヘルスケア、また
はAPA™ 製品を取り扱うAAMヘルスケアの正規販売代理店から直接購入された
か、AAMヘルスケアが指定した取扱い、保管、在庫期間の要件を購入者またはお
客様人が遵守しているかを考慮してAAMヘルスケアが決定します。装置の改造や
分解を試みた場合、保証は自動的に無効になります。AAMヘルスケアは、他の供給
元から購入した消耗品には一切の責任を負いません。

上記の保証は、唯一のものであり、書面または口頭を問わず、明示的であろうと黙
示的であろうと、法令、その他の全ての保証に代わるものです。特定の目的に対す
る商品性または適合性に対する暗黙的な法的保証は適用されないものとします。 
AAMヘルスケアは、上記の保証の下で、製品の交換または修理の遅れから発生す
る購入者のいかなる損害についても一切責任を負いません。

ご利用条件は予告なく変更することがあります。特に指定がない限り、1年間の保
証期間後に、APA™ 製品に別の料金が課金されます。
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9. ラベルに使用されている記号

装置および包装材料に、以下の記号が表示されています。 

操作マニュアル（IFU）をご参照ください： 
www.AAMHealthcare.com/IFU

IEC60601-1に規定される電気ショックの防止策についてのタイ
プB装着部。

ラテックス含有なし

DEHP含有なし

DC電源

ビデオビューアは、水と特定物質の有害な浸入保護度に 対する
IEC60529の要件に従ってテストされています。

喉頭鏡は、水と特定物質の有害な浸入保護度に 対する
IEC60529の要件に従ってテストされています。

4ºCから40ºCの気温で装置を使用、保管する必要があります。

使用済みの電気･電子機器は、地域または国の規制に準拠して、
環境に配慮した機関のリサイクルまたは廃棄の手順に従って処
分しなければなりません。

装置ロット番号
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装置シリアル番号

単回使用（ブレードのみ）

未滅菌

製造年

製造者

濡らさないこと

直射日光を避けること

欧州で、医療装置指示（Medical Device Directive）93/42/EECと
指定されるクラス1医療装置（Class 1 Medical Device）

欧州医療機器指令93/42 / EECで要求される、EU正規販売代 
理店の名称および住所
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