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1 安全に関する情報
概要
このセクションには、OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータの使用時に適宜注意を払う
必要がある安全情報が記載されています。

警告は上記の「警告」記号で示します。
「警告」は、死亡、傷害、有害事象など、患者やユーザに危険な状態をもたらす可能性があ
ることを知らせます。

注意は上記の「注意」記号で示します。
「注意」は、
OxiMax N-600x パルスオキシメータを安全かつ効果的に使用するために必要
な注意を促します。

注は上記の「注」記号で示します。
「注」
は、手順の段階や情報の前または後に記載され、
記載の項目に関するガイドラインや追加情報を提供します。

警告
警告
パルスオキシメトリセンサは、
センサのイベントレコードをセンサに記録するとき、
Nellcor
OxiMax N-600x パルスオキシメータが表示する日時を記録します。
日時の精度は、
パルスオ
キシメータの日時の設定によって決まります。
パルスオキシメータの日時を正しく設定し
て、
レコード可能なセンサを接続し、
センサが接続されている限り日時の整合性が維持され
るようにします。センサのイベントレコードデータを持つセンサは、
パルスオキシメータ間
を移動することがあるので、
パルスオキシメータとセンサイベントレコードデータ間で日時
が異なると、
センサのイベントレコードデータの表示順序に影響します。こうした問題を排
除するには、
施設内のすべてのパルスオキシメータを同じ時刻に設定する必要があります。
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警告
爆発の危険性：OxiMax N-600x パルスオキシメータを可燃性麻酔薬のあるところで使用し
ないでください。

警告
パルスオキシメータや、
アクセサリ、コネクタ、スイッチ、
またはシャーシの開口部に、液体
をふきかけたりこぼしたりしないでください。パルスオキシメータが破損するおそれがあ
ります。

警告
酸素投与時は脱飽和パターンを弱めます。パターンが飽和のトレンドに現れる前に、比例的
に患者の呼吸不全はより重度になることがあります。患者への酸素投与のモニタリングを
行う際は常に注意を払ってください。

警告
LCD パネルには有毒な化学物質が含まれています。破損した LCD パネルには触らないでく
ださい。破損した LCD パネルに身体が触れると、毒性物資を伝播したり経口摂取したりす
る可能性があります。

警告
患者の安全が損なわれる可能性がある場合は、OxiMax N-600x パルスオキシメータ可聴ア
ラームを停止したり、ボリュームを小さくしたりしないでください。

警告
周辺光の照度が高い場所で使用するときは、OxiMax パルスオキシメトリセンサの部分を不
透明な素材で遮光しないと測定値が不正確になることがあります。パルス酸素測定値とパ
ルス信号は、
周囲の環境条件、
OxiMax パルスオキシメトリセンサの装着エラー、
および患者
の状況による影響を受けることがあります。特定の安全情報については、このマニュアルの
該当のセクションを参照してください。

警告
指定外のアクセサリ、センサ、およびケーブルを使用すると、OxiMax N-600x パルスオキシ
メータ読み取り値が不正確になったり、パルスオキシメータのエミッションが増大したり
電磁イミュニティが低下したりすることがあります。

警告
パルスオキシメータの AC 電源コードを取り付ける際は、コードにつまずいたりもつれたり
しないように、十分に注意して配線してください。

8

操作マニュアル

注意

注意
注意
OxiMax N-600x パルスオキシメータをいずれの機器に接続する場合も、臨床で使用する前
に正しく作動することを確認してください。機器に接続するパルスオキシメータと機器は、
どちらも必ずアースしたコンセントを使用してください。パルスオキシメータのデータイン
ターフェースに接続するアクセサリ装置は、データ処理装置については IEC 規格 60950 -1:
2005 に従って、電気医療装置については IEC 規格 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 に
従って認証された装置である必要があります。装置のいずれの組み合わせの場合も IEC 規
格 60601-1-1:2000 の医用電気システムの要件を満たさなければなりません。装置を追加し
て信号入力ポートまたは信号出力ポート（データポートコネクタ）への接続を扱う担当者は、
医用システムを構成し、よってシステムが医用電気システムの IEC 規格 60601-1-1:2000 お
よび電磁適合性 IEC 規格 60601-1-2:2001 + A1:2004 の要件に確実に適合するよう責任を負
うことになります。装置がアース基準点に接続していない場合、二次 I/O 機器に接続されて
いるパルスオキシメータの精度が損なわれる可能性があります。

注意
米国連邦法では、本装置は医師または医師の注文によってのみ販売が認められています。

注意
バッテリは各地域の要件や規制に従って処分してください。
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2 はじめに
概要
警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータは、患者を評価する際の補助としてのみ使用すること
を想定しています。臨床的な兆候や症状と合わせて使用する必要があります。

本書には OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータの操作に関する情報が記載されていま
す。パルスオキシメータを操作する前に、
『N-600x 操作マニュアル』をよくお読みくだ
さい。本マニュアルの最新版は、次のアドレスのホームページでもご覧になれます。
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx

パルスオキシメータの説明および用途
説明
OxiMax N-600x パルスオキシメータは、動脈ヘモグロビンの機能性酸素飽和度（SpO2）
および脈拍数の継続的かつ非侵襲的なモニタリングを行います。適切なファームウェア
を使用して、パルスオキシメータの OxiMax SPD ™ Alert (SPD) 機能を有効化できます。

用途
OxiMax N-600x パルスオキシメータは、灌流の良好あるいは低い新生児、小児、
成人の各
患者に対し、病院、病院に準じた施設、院内搬送、在宅環境において、医師の処方でのみ使
用されることを前提としています。OxiMax SPD™ Alert (SPD) 機能は、上気道を通って肺
に入るエアフローが繰り返し減少することを示す脱飽和パターンを検出するために、医
療施設で成人の治療目的にのみ使用することを前提としています。
注：
OxiMax N-600x パルスオキシメータの標準的な用途は以下を含みます。

•

病院での使用は通常、病院および病院に準じた医療施設内の一般看護フロア（GCF）
、手術室、
特別処置領域、
集
中治療および救命救急領域で行います。病院に準じた施設とは、診療所ベースの医療施設、睡眠検査室、高度
看護施設、
外科センター、亜急性センターなどを指します。

•
•

院内搬送には、病院または病院に準じた施設内での患者の搬送が含まれます。
在宅治療で使用する場合、一般の人（患者の親やその他の一般介護者）が在宅環境で操作します。
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患者の状態に応じて、適切な OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサを選択する必要があ
ります。詳細は、97 ページの「OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサとアクセサリの使
用」
を参照してください。
4 つのソフトキーを使用して、トレンド情報の表示、アラーム制限値の変更、内蔵タイム
クロックの調整、通信プロトコルの選択、および医療施設、介護人、操作者に合わせたイ
ンターフェース言語の選択を行うことができます。詳細は、49 ページの「パルスオキシ
メータのソフトキーメニューの使用」
を参照してください。
図 1. フロントパネルメニューのソフトキー

パルスオキシメータは AC 電源または内蔵バッテリで駆動します。パルスオキシメータ
のコントロールおよびインジケータの写真と名称を、13 ページの図 2
「OxiMax N-600x
Pulse Oximeter フロントパネル」と 18 ページの図 3
「OxiMax N-600x Pulse Oximeter リ
アパネル」に示します。

構成品リスト
標準的な OxiMax N-600x パルスオキシメータのカートンは、以下の梱包リストのよう
に輸送されます。
表 1. 標準的な梱包リスト
数量
1

OxiMax N-600x パルスオキシメータ

1

DOC-10 パルスオキシメトリ用ケーブル

1

『N-600x 操作マニュアル』
（販売国用）および／または CD

1

ホスピタルグレード電源コード（販売国用）

2

ヒューズ、0.5A、
250V、スローブロー型、IEC
(5 x 20 mm）

1

12
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『N-600x クイックガイド』
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フロントパネル

フロントパネル
図 2. OxiMax N-600x Pulse Oximeter フロントパネル

表 2. フロントパネルの構成
1

SpO2 センサポート

14

上方および下方調節キー

2

バッテリ低下インジケータ

15

脈拍数
（BPM）上限値

3

AC 電源インジケータ

16

脈拍数
（BPM）下限値

4

オン／スタンバイキー

17

Neonate
（新生児）モードアイコン

5

バッテリ残量ゲージ

18

ヘルプ／コントラストキー

6

SatSeconds ™ アイコンおよび制限値

19

Fast Response
（高速応答）モードアイコン

7

SPD アイコンおよび感度値

20

脈拍数
（BPM）

8

ブリップバー

21

メニュー選択ソフトキー

9

%SpO2 リアルタイム値

22

メニューバー

10

%SpO2 上限値

23

インセンサデータインジケータ

11

%SpO2 下限値

24

干渉インジケータ

12

アラーム消音インジケータ

25

パルスサーチインジケータ

13

アラーム消音キー

26

スピーカ

ユーザインターフェース
注：
オン／スタンバイキー以外のキーを押すと、有効または無効のトーンが鳴ります。キーを押
しても音が鳴らない場合、
弊社認定のサービス技術者にご連絡ください。

オン／スタンバイキー：パルスオキシメータの電源をオンまたはオフにします。
アラーム消音キー：現在のアラームを、アラーム消音時間の間消音します。アラーム消
音後、アラームを再有効化するには再度キーを押します。また、このキーでアラーム消
音時間およびアラーム音量の表示と調整ができます。アラーム消音キーを押すと、ディ
スプレイに表示された「SENSOR OFF（センサオフ）」、
「LOW BATTERY（バッテリ低下）
」、
操作マニュアル
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「SENSOR DISCONNECT
（センサ外れ）」メッセージは消えます。可聴アラームを消音して
も、
アラーム消音キーは継続点灯します。アラーム消音時間が［OFF］に設定されている
と、
アラーム消音キーは点滅します。

警告
アラーム消音キーを押すと、アラーム消音時間中、
すべてのアラームは消音されます。

警告
看護者が SPD アラームを消音すると、脱飽和の反復パターンを追跡する指数がリセットさ
れ、すべてのアラームが消音されます。

注意
看護者が一次可聴アラームを 2 分以内にクリアしなかった場合、独特のピッチ音を持つ二
次可聴アラームが鳴ります。

上方調節キー：パルスオキシメータの変数パラメータを増加させます。
下方調節キー：パルスオキシメータの変数パラメータを減少させます。
ヘルプ／コントラストキー：画面上のヘルプへのアクセスや、画面のコントラスト調整
を行います。

•
•

ヘルプ／コントラストキーを押してから離すと、画面上のヘルプが起動します。
ヘルプ／コントラストキーを押したまま、
上方調節キーや下方調節キーを押すと、
表示画面の
コントラストを増減できます。

ソフトキーメニューバー：ここに現在のソフトキーのメニュー機能が表示されます。

パルスオキシメータの視覚インジケータ
AC 電源インジケータ：AC 電源接続中、
常に点灯します。また、
バッテリ充電中であること
を示します。パルスオキシメータが内蔵バッテリで動作しているときは点灯しません。
バッテリ低下インジケータ：バッテリ残量が 15 分間のモニタリングに必要な量以下に
なると点灯します。バッテリ残量が極端に低下すると点滅します。
パルスサーチインジケータ：パルス信号を最初に捕捉する前、および困難なモニタリン
グ状況が長時間続く場合に継続点灯します。パルス信号消失時、パルスサーチインジ
ケータは点滅します。
干渉インジケータ：パルスオキシメータのアルゴリズムが入力信号の品質劣化を検出す
ると点灯します。患者のモニタリング中、
干渉インジケータが間欠的に点灯することが
よくあります。パルスオキシメータのアルゴリズムが、SpO2 と脈拍数の測定に要する
データ量を動的に調整していることを示しています。継続点灯しているとき、パルスオ
キシメータのアルゴリズムが SpO2 と脈拍数の測定に必要なデータ量を拡張したことを
示します。この場合、
測定値の急速変化を追跡するときの忠実度が低下することがあり
ます。
注：
信号品質劣化の原因には、周辺光、
センサ装着不良、電気ノイズ、
電気メスの干渉、患者の動
きなどがあります。
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インセンサデータインジケータ：接続された OxiMax パルスオキシメトリセンサに患者
センサのイベントレコードがあるときに点灯します。センサのイベントレコード情報
は表示や印刷が可能です。
バッテリ残量ゲージ：パルスオキシメータのバッテリ充電残量を表示します。電池残量
ゲージには 4 本のバーがあり、各バーが約 1.5 時間の動作時間に相当します。電池を完
全充電すると、4 本すべてのバーが点灯します。バッテリ低下時には、バーは 1 本も点灯
しません。バッテリ残量ゲージはすべての表示ビューに表示されます。詳細は、33 ペー
ジの
「バッテリ残量ゲージ」を参照してください。
プレチスモグラフ波形：この正規化されていない波形にはリアルタイムのセンサ信号が
使われているため、相対的な脈動強度と入力信号品質が反映されています。このインジ
ケータは脈派表示ビューにのみ表示されます。
脈幅
（ブリップバー）
：脈拍と、相対的な（正規化されていない）脈幅を示します。検出さ
れたパルスが強いほど、各パルスに合わせて表示されるバーの本数が増えます。このイ
ンジケータは、ブリップ表示とジェネラルケアフォーマット（GCF）表示ビューにのみ表
示されます。
%SpO2 値：ヘモグロビンの酸素飽和度を示します。パルス消失アラームの発生中はゼ
ロが点滅表示され、SpO2 がアラーム制限値の範囲外になると、%SpO2 値が点滅します。
パルスサーチ中も、パルスオキシメータは引き続き表示を更新します。現在のアラーム
上限値と下限値は、
%SpO2 値の右側に小さく表示されます。すべての表示ビューに表
示されます。
脈拍数：1 分間あたりの拍動数を表示します。パルス消失アラーム時、および脈拍数が
アラーム制限値の範囲外になると、この表示は点滅します。パルスサーチ中も、パルス
オキシメータは引き続き表示を更新します。脈拍数範囲（20 〜 250 bpm）を外れる脈拍
数は、
それぞれ 0 または 250 と表示されます。現在のアラーム上限値と下限値は、
脈拍
数表示の右側に小さく表示されます。すべての表示ビューに表示されます。
酸素飽和度パターン検出（SPD）アイコン：OxiMax SPD ™ Alert(SPD) 機能は、成人の SpO2
トレンドの脱飽和パターンを検出します。SPD 機能を有効にすると、パルスオキシメータ
は、
患者の上気道を通って肺に入るエアフローが繰り返し減少することを示す脱飽和パ
ターンを検出します。SPD 機能が、成人の SpO2 トレンドの脱飽和パターンを検出すると、
視覚インジケータ
（オプションで可聴アラーム）
を使用して、
看護者にこのパターンを警告
します。この機能を有効にすると、
SPD の三角形アイコンがモニタ画面に表示されます。
パターンが密になるにつれて、三角形アイコンが底辺から先端方向に点灯していきます。
パターンが目立たなくなってくると、
三角形アイコンは先端から底辺方向に消灯してい
きます。三角形全体が点灯すると、アラームが鳴ります。SPD が有効の場合、デフォルト
設定はオンで、感度は 1 に設定されています。この機能は、
［LIMITS（制限値）
］
メニューで
オフにできます。看護者は、
1
（高感度）
、
（
2 中感度）
、
（
3 低感度）
の 3 段階のアラーム感度か
ら選択できます。
1 を選択するとアラームの発生頻度が高くなり、3 を選択するとアラー
ムの発生頻度が低くなります。SPD アイコンが完全点灯するまでの速度は、
SPD 感度設
定によって異なります。機能の有効化については、最寄の弊社営業所または代理店にお
問い合わせください。この機能の使用方法については、62 ページの
「OxiMax SPD™ Alert
機能の使用」を参照してください。

操作マニュアル
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SatSeconds アイコン：SatSeconds 機能は、
SpO2 制限値の範囲を軽度にまたは短時間の
み外れる場合のアラーム管理を行います。SatSeconds 機能を有効にすると、SatSeconds
ア ラ ーム 管 理 シ ス テム が 制 限 値 の範 囲 を 外 れ る SpO2 測 定 値 を 検出 す る た び に、
SatSeconds 円形アイコンが時計回りに点灯していきます。SpO2 の測定値が制限値の範
囲内になると、SatSeconds アイコンは反時計回りに消灯していきます。SatSeconds アイ
コンが完全点灯すると、中優先度アラームが鳴ります。すべての表示ビューに表示され
ます。この機能についての詳細は、67 ページの「SatSeconds™ アラーム管理機能の使用」
を参照してください。
Fast Response Mode（高速応答）アイコン：モードの有効時、
このアイコンがメニュー
バーの右下に表示されます。パルスオキシメータのアルゴリズムの SpO2 データ変化に
対する応答速度はモードによって異なります。高速モードでは 2 〜 4 秒、通常モードで
は 5 〜 7 秒で %SpO2 を計算します。応答モードの設定は、アルゴリズムの脈拍数計算
や、
1 秒間隔で行われるトレンドデータの記録には影響しません。ただし、応答モードの
設定は SPD アラームの動作に影響を及ぼすことがあります。有効時、このアイコンはす
べての表示ビューに表示されます。この機能についての詳細は、
57 ページの「応答モー
ドの設定」
を参照してください。
Neonate Alarm Limits
（新生児アラーム制限値）
アイコン：有効時、このアイコンはメ
ニュバーの右下端に表示されます。アラームの制限値が新生児用に設定されていると
き、
このアイコンが表示されます。成人用の制限値に設定されているときには表示され
ません。この機能についての詳細は、60 ページの
「成人または新生児モードの設定」
を
参照してください。

モニタリング値
警告
周辺光の照度が高い場所で使用するときは、OxiMax パルスオキシメトリセンサの部分を不
透明な素材で遮光しないと測定値が不正確になることがあります。

OxiMax N-600x パルスオキシメータは、患者の SpO2 値および脈拍数をモニタリングす
る間、
パルスオキシメトリの信号品質を継続的に評価します。パルスオキシメータのフ
ロントパネルに表示される数値には、モニタリングによって取得したデータが反映され
ています。
N-600x パルスオキシメータアルゴリズムは、SpO2 および脈拍数の測定に要するデータ
量を、測定状況に応じて自動的に拡張します。

• 通常状況：通常測定状況では、平均化時間は 5 〜 7 秒です（高速モードでは約 2 〜 4 秒）。
• 短時間の異常状況：灌流不足、干渉（例 周囲光のような外部からの妨害）、またはこれらの
組み合わせがある状況では、
パルスオキシメータは必要なデータ量を自動的に 7 秒以上
に拡張します。その結果、平均化時間が 20 秒を超える場合、パルスサーチインジケータ
が点灯し、%SpO2 および脈拍数が毎秒更新されます。

• より深刻な状況：この状況が継続すると、必要なデータ量は増加し続けます。平均化時間が
40 秒に達すると、パルスサーチインジケータが点滅してパルス消失状況を示し、%SpO2 お
よび脈拍数の値にゼロが点滅表示されます。これにより、
可聴アラーム状態になります。
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可聴インジケータ
可聴インジケータにはピッチ音とビープ音があります。看護者は、アラーム消音キーを
押してアラームを消音することもできます。

警告
アラーム消音キーを押すと、アラーム消音時間中、
すべてのアラームは消音されます。

注意
看護者が一次可聴アラームを 2 分以内にクリアしなかった場合、独特のピッチ音を持つ二
次可聴アラームが鳴ります。
表 3. 可聴インジケータの機能
機能

説明

アラーム消音リマインダ

アラーム消音時間をオフにして、
アラーム消音リマインダを有効に設定した場合、約 3 分
ごとにビープ音が 3 回鳴ります。

ピエゾトーン

可聴アラームへの対応がない場合、あるいはパルスオキシメータが一次スピーカの故障
を検出した場合、高音の圧電音が鳴ります。

パルスビープ音

パルスを検出するたびにビープ音が 1 回鳴ります。酸素飽和レベルの上昇点や下降点ご
とに、パルスビープ信号のピッチが変化します。

高優先度アラーム

高音の速いパルストーンは、パルスの-消失を示します。

注意：高優先度アラームが発生した場合、アラーム消音キーを押して 30 秒以内に消
音しないと、
パルスオキシメータは可聴アラームの緊急度を引き上げてピエゾトー
ンと一次可聴アラームトーンを交互に鳴らします。
中優先度アラーム

中音のパルストーンは、SpO2 または脈拍数が制限値を逸脱していることを示します。

注意：中優先度アラームが発生した場合、
アラーム消音キーを押して 2 分以内に消音
しないと、
パルスオキシメータは可聴アラームの緊急度を引き上げて、
ピエゾトーン
と一次可聴アラームトーンを交互に鳴らします。
低優先度アラーム

低音で、3.5 秒間隔のゆっくりしたパルストーンは、OxiMax パルスオキシメトリセンサが
外れた、バッテリが低下した、またはパルスオキシメータが故障したことを示します。

注意：低優先度アラームが発生した場合、
アラーム消音キーを押して 2 分以内に消音
しないと、
パルスオキシメータは可聴アラームの緊急度を引き上げて、
ピエゾトーン
と一次可聴アラームトーンを交互に鳴らします。
SPD アラーム

高音、中音、高音の速い 3 連音が 2.5 秒間隔で鳴る。

高 SpO2 アラーム

中音の速い 2 連音に続いて高音のパルストーンが 2.5 秒間隔で鳴る。

電源投入時セルフテスト
合格

パルスオキシメータの電源をオンにして、電源投入時セルフテストに合格すると、1 秒の
トーンが鳴ります。

確認トーン

ビープ音が 3 回鳴り、
デフォルト設定の保存、工場出荷時の標準設定値へのリセット、トレ
ンドデータが削除されたことを確認します。

無効なソフトキー押下

低音の速いトーンで、押したソフトキーが現在のパルスオキシメータの状態に適切でな
いことを示します。

有効なソフトキー押下

中音の速いトーンで、適切なソフトキーを押したことを示します。

音量設定トーン

連続トーンでアラームの音量が調整されていることを示します。

操作マニュアル
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リアパネル
図 3. OxiMax N-600x Pulse Oximeter リアパネル

表 4. リアパネルの構成
1

等電位端子（接地）

2

AC 電源コネクタ

3

データポートコネクタ

4

ヒューズホルダ

5

供給電圧セレクタスイッチ

リアパネルのシンボルおよび説明
警告「使用方法」を参照
ヒューズ交換
等電位端子
（接地）
製造日
データインターフェース
適切な WEEE 廃棄物処理
BF タイプ装着部 - 除細動器非対応
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パルスオキシメータの機能
OxiMax SPD ™ Alert の機能
OxiMax SPD ™ Alert(SPD) 機能は、患者の上気道から肺に達するエアフローが繰り返し
減少することを示す、成人の脱飽和パターンを検出します。患者の分時換気が長期間に
わたって相対的に減少すると、肺胞の酸素分圧が段階的に低下し、動脈血の酸素脱飽和
を引き起こす場合があります。換気減少が繰り返し起きる場合、
酸素飽和トレンドに明
らかなパターンが生じます。脱飽和を繰返すパターンは、
多くの場合、次第に発達して
顕著になります。このパターンを検出した場合、患者には進行性の重度のエアフロー低
下が見られる可能性があります。これは、対処せずに放置するとさらに重症化すること
があります。
脱飽和のパターンは複数存在し、脱飽和が連続して起きた後に再飽和が起きます。SPD
機能は、
固有の特性に基いて、繰り返すエアフローの低下によって起きる脱飽和パター
ンを見つけ出します。

• 脱飽和イベントの重症度（イベント中の脱飽和深度）およびその後の再飽和範囲
• 脱飽和イベントの規則性（パターンの繰り返し頻度）
• イベントを形成する脱飽和／再飽和トレンドの傾斜
SPD 機能はこのような脱飽和パターンを 6 分間以上かけて特定します。SPD の感度設
定に応じて、パターンが持続すると SPD アラームが鳴り、看護者に状況を警告すること
があります。
図 4. 臨床的に有意な脱飽和パターン

詳 細 は、23 ペ ー ジ の
「パ ル ス オ キ シ メ ー タ の 表 示 ビ ュ ー オ プ シ ョ ン」
、40 ペ ー ジ の
「ビュー表示の管理」、62 ページの「OxiMax SPD ™ Alert 機能の使用」、および 124 ページ
の「OxiMax SPD ™ Alert 機能」を参照してください。
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SatSeconds ™ アラーム管理機能
パルスオキシメータは、血液中の酸素によって飽和したヘモグロビンの結合部位の割合
をモニタリングします。従来のアラーム管理では、特定の SpO2 レベルでアラームが発
生するようにアラームの上限値と下限値を設定します。このため、SpO2 レベルがア
ラーム制限値の近くで変動すると、
アラーム閾値を外れるたびにアラームが鳴ります。
SatSeconds は、脱飽和度の重大さの指標として脱飽和の程度と期間をモニタリングし
ます。これにより、SatSeconds 機能は、
臨床的に有意なイベントと、不快なアラーム誤
作動を引き起こすことがある軽度または短時間の脱飽和とを区別します。
図 5. 最初の SpO2 イベント：SatSeconds アラームなし
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図 6. 2 番目の SpO2 イベント：SatSeconds アラームなし

操作マニュアル
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図 7. 3 番目の SpO2 イベント：SatSeconds アラーム起動

SatSeconds「セーフティーネット」は、酸素飽和度がしばしば制限値を下回るものの、
SatSeconds 時間設定に達するほど長くは制限値以下に留まらないような患者を想定し
ています。60 秒以内に 3 回以上制限値からの逸脱が発生すると、SatSeconds 時間設定
に達していなくても、アラームが鳴ります。
詳細は、23 ページの「パルスオキシメータの表示ビューオプション」、40 ページの「ビュー
表示の管理」、
67 ページの「SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用」、および 123 ページの
「SatSeconds ™ アラーム管理機能」を参照してください。
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脈拍数遅延アラーム管理機能
パルスオキシメータは、単位時間ごとにプレチスモグラフの数を測定して脈拍数をモニタ
リングします。従来のアラーム管理機能を搭載しており、アラームの上限値および下限
値は、
モニタリングする脈拍数で設定します。この脈拍数がアラームの限界値に近い値
で変動する場合、アラームの限界値を逸脱するたびに警告音を発します。脈拍数遅延機
能を使用すると、
臨床的に有意なイベントと、不快なアラーム誤作動を引き起こす軽度
または短時間の脈拍数制限値からの逸脱とを区別できます。脈拍数遅延機能は、脈拍数
のアラームが聴こえる前に閾値からの逸脱期間を設けることができます。これにより、
脈拍数遅延機能は、臨床的に有意なイベントと、不快なアラーム誤作動を引き起こすこ
とがある軽度または短時間の脈拍数制限値からの逸脱とを区別します。
脈拍数遅延機能を使用するには、従来のアラーム管理で脈拍数のアラームの上限値およ
び下限値を設定してください。その後、
脈拍数遅延を設定してください。脈拍数遅延制
限は、
脈拍数がいずれかの限界値を越えても、アラームが鳴る前の逸脱期間をコント
ロールできます。
詳 細 は、23 ペ ー ジ の
「パ ル ス オ キ シ メ ー タ の 表 示 ビ ュ ー オ プ シ ョ ン」
、40 ペ ー ジ の
「ビ ュ ー 表 示 の 管 理」、
66 ペ ー ジ の「脈 拍 数 遅 延 ア ラ ー ム 管 理 機 能 の 使 用」、お よ び
124 ページの「脈拍数遅延アラーム管理機能」
を参照してください。

パルスオキシメータの表示ビューオプション
表示ビューの選択
状況に合わせて最適な OxiMax N-600x パルスオキシメータ表示ビューを選択してくだ
さい。工場出荷時のデフォルト設定は、ジェネラルケアフォーマット
（GCF）表示ビュー
です。

注意
パルスオキシメータのデータを現在の測定値として採用する前に、
ブリップバー、
プレチス
モグラフ波形、点滅するハート型アイコンの動きを検証してください。

ジェネラルケアフォーマット（GCF）
表示
図 8. ジェネラルケアフォーマット（GCF）表示ビュー

操作マニュアル
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この表示ビューは、
モニタリング情報を大きく読みやすく表示します。ジェネラルケア
フォーマット（GCF）表示には、脈幅（ブリップバー）
、
SpO2 と脈拍数の現在の測定値、およ
び SpO2 と脈拍数の現在の上限値と下限値が表示されます。バッテリ電源で作動中の場
合は、
バッテリ残量ゲージも表示されます。SatSeconds および SPD 有効時は、
それぞれ
のアイコンが表示されます。詳細は、40 ページの
「ビュー表示の管理」を参照してくだ
さい。

プレチスモグラフ（Pleth）
表示
図 9. プレチスモグラフ
（Pleth）表示ビュー

この表示ビューでは、視覚モニタリング情報を波形で表示します。プレチスモグラフ
（Pleth）表示には、
「ワイパーバー」プレチスモグラフ波形、
メニューバー、および SpO2 と
脈拍数の現在の測定値、上限値と下限値の設定が表示されます。バッテリ電源で作動中
の場合は、バッテリ残量ゲージも表示されます。ピーク間振幅が 10 脈幅単位（PAU）
未
満のプレチスモグラフ波形は互いに結合されます。SatSeconds および SPD 有効時は、
それぞれのアイコンが表示されます。詳細は、
40 ページの「ビュー表示の管理」を参照
してください。

ブリップ表示
図 10. ブリップ表示ビュー

この表示ビューでは、視覚モニタリング情報をブリップバー形式で表示します。ブリップ
表示には、脈幅ブリップバー、SpO2 と脈拍数の現在の測定値、および SpO2 と脈拍数の
現在の上限値と下限値が表示されます。バッテリ電源で作動中の場合は、バッテリ残量
ゲージも表示されます。SatSeconds および SPD 有効時は、それぞれのアイコンが表示
されます。詳細は、40 ページの「ビュー表示の管理」を参照してください。
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リアルタイムトレンド表示
図 11. リアルタイムトレンド表示ビュー

この表示ビューでは、リアルタイムトレンドに関連する視覚モニタリング情報を表示し
ます。トレンドデータプロットはパルスオキシメータが新しいトレンドポイントを計
算するたびに自動更新されます。計算間隔は選択した表示時間スケールに基づいていま
す。リアルタイムトレンド表示には、
SpO2 および脈拍数の両方あるいはそのいずれか
のトレンドデータプロット、SpO2 と脈拍数の現在の測定値が表示されます。バッテリ
電源で作動中の場合は、バッテリ残量ゲージも表示されます。パルスオキシメータが脈
拍を検出するごとに、ハート型のアイコンが点滅します。SatSeconds および SPD 有効
時は、それぞれのアイコンが表示されます。詳細は、40 ページの「ビュー表示の管理」
を
参照してください。
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安全に関する注意
警告
患者の安全を確保するため、OxiMax N-600x パルスオキシメータを患者に落下するおそれ
のある位置に置かないでください。

警告
他の医療用機器と同様、患者ケーブルが患者に絡んだり、首に巻き付いたりしないように慎
重に配線してください。

警告
スピーカの近くには物を置かないでください。障害物があると、
アラーム音が聞こえなくな
る可能性があります。

警告
MRI
（核磁気共鳴画像法）でスキャンするときは、
パルスオキシメータおよび Nellcor OxiMax
パルスオキシメトリセンサを患者から外してください。金属を含む物体が MRI 装置の強力
な磁場にさらされると、危険な発射体となるおそれがあります。また、誘導電流により熱傷
を起こす可能性があります。

警告
正確な動作を保証し、装置の故障を防止するため、OxiMax N-600x パルスオキシメータを雨
などの極端な湿気にさらさないでください。測定結果が不正確になったり、装置が故障した
りするおそれがあります。

警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータ、OxiMax パルスオキシメトリセンサ、
ケーブル、コネク
タなどに破損が見られる場合は、
使用しないでください。

警告
パルスオキシメトリのケーブルや電源コードでパルスオキシメータを持ち上げないでくだ
さい。ケーブルやコードが外れて、パルスオキシメータが患者に落下したり、表面を破損し
たりするおそれがあります。

操作マニュアル
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警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータは除細動器に対応していません。除細動器の使用中や、
電気メスの使用中も患者に取り付けたままにできますが、
除細動中およびその直後では測
定値が不正確になることがあります。

警告
米国で使用する場合、パルスオキシメータを壁面スイッチで制御するコンセントに接続しな
いでください。パルスオキシメータへの AC 電源供給が切断される危険性が高くなります。

警告
Nellcor 承認の OxiMax パルスオキシメータおよびパルスオキシメトリケーブル以外を
OxiMax センサコネクタに接続しないでください。他のケーブルやセンサを使用すると、
セン
サデータの精度に影響が生じ、悪影響を及ぼす可能性があります。

警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータには Nellcor DOC-10 パルスオキシメトリケーブルのみ
を使用してください。他のパルスオキシメトリケーブルを使用すると、
性能に悪影響を及ぼ
します。コンピュータ用のケーブルを SpO2 センサポートに接続しないでください。

警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータは、他の装置に隣接または積み重ねた状態で使用しな
いでください。隣接または積み重ねた状態での使用を避けられない場合には、パルスオキシ
メータがその構成で正常に作動するかどうかを検証してください。
注：
OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータには、ソフトウエアエラー時にパルスオキシメータを
リセットするウォッチドックタイマーが内蔵されています。

AC 電源への接続
警告
米国で使用する場合、パルスオキシメータを壁面スイッチで制御するコンセントに接続しな
いでください。パルスオキシメータへの AC 電源供給が切断される危険性が高くなります。

注意
装置故障防止のため、
供給電圧セレクタスイッチを正しい電圧（115V または 230V）に設定
し、バッテリが正しく充電されていることを確認してください。

注意
AC 電源で駆動する場合、パルスオキシメータが正しく接地されていることを確認してくだ
さい。AC コンセントの接地状態が不明な場合は、パルスオキシメータをコンセントから抜
きバッテリ電源を使用してください。資格のある電気技術者に電気コンセントの接地状態
の調査を依頼してください。

注意
Nellcor のホスピタルグレード電源コードのみを使用してください。
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バッテリ電源の使用

AC 電源に接続する方法
1. 供給電圧セレクタスイッチを適切な電圧に設定します。
図 12. リアパネルの供給電圧セレクタおよび電源コネクタ

2. 電源コードのメス型コネクタ側を、パルスオキシメータ背面にある電源コネクタに
接続します。
3. 電源コードのオス型コネクタ側を、
正しく接地された AC コンセントに差し込みます。
4. パルスオキシメータの AC 電源インジケータの点灯を確認してください。
注：
AC 電源インジケータが点灯しない場合は、
電源コード、供給電圧セレクタスイッチ、ユーザ
が交換できるヒューズ、AC 電源コンセントを確認します。

バッテリ電源の使用
OxiMax N-600x パルスオキシメータへの電源供給は、AC 電源（100 〜 120 VAC または
200 〜 240 VAC）または 6 V、
4 AH バッテリから行います。パルスオキシメータの内蔵
バッテリは、搬送時または AC 電源を使用できないときにパルスオキシメータに給電し
ます。AC 電源と内蔵バッテリ間の切り替えは自動的に行われ、ユーザが認識すること
はありません。新品のバッテリを完全充電した場合、以下の状況で約 7 時間のモニタリ
ングが可能です。

• パルスシミュレータ設定 200 bpm、ハイライト、低モジュレーション
• 可聴アラーム音なし
• シリアルデータ出力、アナログ出力、ナースコール出力など、パルスオキシメータへのア
ナログ出力装置やシリアル出力装置の接続なし

• デフォルトの表示画面輝度設定
バッテリを完全に充電する方法
注意
バッテリ低下または完全放電したバッテリを再度完全に充電するには、
パルスオキシメー
タを AC 電源コンセントに接続します。パルスオキシメータの電源をオフにした状態で最
低 8 時間、またはオンにした状態で最低 12 時間、バッテリを充電します。バッテリを完全に
充電しても、バッテリ残量ゲージのバーが 4 本すべて点灯しない場合は、
バッテリを交換し
てください。バッテリは少なくとも 3 か月ごとに再充電してください。数週間後に初めて再
充電する場合は、完全充電してください。
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1. パルスオキシメータを AC 電源に接続します。パルスオキシメータは AC 電源に接続
しないと通電できません。
2. パルスオキシメータの電源がオフになり、
AC 電源／バッテリ充電インジケータが点
灯していることを確認してください。AC 電源を起動すると、バッテリ残量ゲージは
空であることを示します。バッテリ充電中、パルスオキシメータは AC 電源で作動し
ます。パルスオキシメータが完全に充電されると、インジケータのバーが 4 本すべ
て点灯します。
3. バッテリが再充電されるまで、
「UNIT WILL SHUT DOWN IF AC POWER IS LOST
（AC 電
源が切断されると、装置はシャットダウンします）
」というメッセージが表示されま
す。オキシメータを患者のモニタリングに使用する前に、アラーム消音キーを 2 回押
して、画面に表示されたメッセージを消去してください。これでパルスオキシメー
タを操作できます。

注意
バッテリ低下アラームが鳴る場合は、パルスオキシメータを AC 電源に接続してからアラー
ム消音キーを押してアラームを解除してください。バッテリが放電したためにパルスオキ
シメータが AC 電源で駆動し、その後 AC 電源が失われた場合、パルスオキシメータは直ち
にシャットダウンします。

次のすべての状況が 15 分間継続すると、N-600x パルスオキシメータは自動的にシャッ
トダウンします。

• パルスオキシメータがバッテリ電源で作動している。
• どのキーも押されていない。
• パルスが検出されていない。OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサを患者に接続していな
い場合や、
センサをパルスオキシメータに接続していない場合、パルスオキシメータは
データを検出できません。

• アラームが発生していない（バッテリ低下または修正不能なエラー以外）。
注：
パルスオキシメータを AC 電源に接続すると、
バッテリは充電されます。パルスオキシメータ
は、使用していないときも常に AC 電源に接続しておくことをお勧めします。そうすること
で、パルスオキシメータが必要なときに、バッテリはいつも完全充電された状態になります。
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OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの接続
警告
Nellcor 承認の OxiMax パルスオキシメータおよびパルスオキシメトリケーブル以外を
OxiMax センサコネクタに接続しないでください。
他のケーブルやセンサを使用すると、セ
ンサデータの精度に影響が生じ悪影響を及ぼす可能性があります。

OxiMax パルスオキシメトリセンサをパルスオキシメータに接続した場合、または OxiMax
パルスオキシメトリセンサを接続した状態でパルスオキシメータが POST を完了した場
合は、パルスオキシメータの画面下部に OxiMax パルスオキシメトリセンサのタイプが
表示されます。
注：
パルスオキシメータの検出機能や表示機能を妨げるおそれのある生理学的条件、医療処置、
外部物質には、異常ヘモグロビン、
動脈色素、
低灌流、暗色色素、およびマニキュア液、染料、
顔料クリームのような外用着色剤があります。
注：
センサ LED 光放射、クラス 1 レベル範囲内、IEC 60825-1:2001 基準。

1. DOC-10 パルスオキシメトリケーブルをパルスオキシメータの SpO2 センサポート
にしっかりと接続します。
図 13. フロントパネルのセンサポートコネクタ

2. DOC-10 パルスオキシメトリケーブルの反対端にあるプラスチックのラッチを開きます。
図 14. DOC-10 パルスオキシメトリケーブルのプラスチックのラッチへのケーブル挿入

3. ケーブルと Nellcor OxiMax SpO2 センサを接続します。
4. プラスチックのラッチをコネクタの上で閉めます。
5. パルスオキシメータが有効なパルスを検出すると、
モニタリングモードに入り、リア
ルタイムの患者データを表示します。
6. センサを患者に取り付けてください。 センサに付属の使用説明書をよくお読みくだ
さい。
操作マニュアル
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EMI（電磁干渉）の抑制
注意
本装置は試験の結果、以下に定められた医療機器の規制に適合しています。IEC 60601-1:
1988 + A1: 1991 + A2: 1995, EN60601-1:1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996、および
医療機器指令 93/42/EEC。これらの規制は、一般的な医療設備での有害な干渉に対する妥当
な保護を提供することを目的とします。

ただし、医療看護環境には高周波放出装置やその他の電気ノイズ発生源（電気メス、携帯
電話、携帯型無線機、電気器具、ハイビジョンテレビなど）
の急増により、発生源の近さや
強度に起因する高レベルの干渉が、N-600x パルスオキシメータの性能に影響を及ぼす
可能性があります。
OxiMax N-600x パルスオキシメータは、電磁干渉によって脈拍が不明瞭になる可能性の
ある環境での使用を想定して設計されています。そのような干渉の下では、測定値が不
正確に見えたり、
パルスオキシメータが正常に動作していないように見えることがあり
ます。測定値の異常、
動作の中断、その他の誤作動などによって、障害が明らかになるこ
とがあります。このような場合には、使用現場を調査して障害の原因を特定し、以下に
示す対応策を実行して原因を除去する必要があります。
1. 近くにある装置の電源をオフ／オンにして原因となっている装置を特定します。
2. 干渉している装置の向きや位置を変えます。
3. 干渉している装置とパルスオキシメータの間隔を広げて離します。
パルスオキシメータは、
電磁波を生成、使用、および放射します。これらの指示に従って
設置し使用しない場合、
近くにある他の装置に有害な干渉を及ぼすことがあります。
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概要
警告
バッテリは各地域の要件や規制に従って処分してください。

このセクションでは、OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータを使用して患者の酸素飽和
度データを表示および収集する方法について説明します。さらに、メニューナビゲー
ション、電源オン／オフおよび表示オプション、パラメータ範囲、OxiMax ™ パルスオキ
シメトリセンサ接続、および特定の看護環境に適したデフォルト設定の構成方法につい
て説明します。
24 か月ごとに、弊社認定のサービス技術者による定期保守および安全点検を受けてく
ださい。機械や機能の故障時には、最寄の弊社営業所または代理店にご連絡ください。

パルスオキシメータ電源のモニタリング
バッテリ残量ゲージ
パルスオキシメータは AC 電源に接続されていないとき、内蔵バッテリで駆動します。
バッテリ残量ゲージ インジケータには、バッテリの残量が表示されます。詳細は、
28 ページの「AC 電源への接続」および 29 ページの「バッテリ電源の使用」を参照してく
ださい。

注意
バッテリが完全に切れて AC 電源が失われると、
パルスオキシメータはシャットダウンします。
表 5. バッテリ残量ゲージのレベル
レベル

説明
バッテリ残量 89 〜 100%
（約 6 〜 7 時間）。
バッテリ残量 64 〜 88%
（約 4.5 〜 6 時間）
。
バッテリ残量 39 〜 63%
（約 2.5 〜 4.5 時間）
。
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表 5. バッテリ残量ゲージのレベル
レベル

説明
バッテリ残量 14 〜 38%
（約 1 〜 2.5 時間）
。

バッテリ残量 1 〜 13%
（1 時間未満）。

注：
表 5 のレベルは新品のバッテリを基準にしています。バッテリは、使用と再充電を繰り返す
うちに、
容量が新品バッテリの 75% に低下することがあります。たとえば、2 年間使用した
バッテリは、
新品バッテリの 75%
（バー 3 本）しか充電できないことがあります。

バッテリ低下インジケータ
注意
内蔵バッテリは 24 か月ごとに、
弊社認定のサービス技術者に依頼して交換してください。
鉛蓄電池はリサイクル可能です。バッテリは通常のゴミ収集所に廃棄しないでください。
バッテリは各地域の要件や規制に従って処分してください。

注意
バッテリの放電や交換により、パルスオキシメータのデフォルト設定は工場出荷時のデフォ
ルト設定値に戻ります。
『N-600x サービスマニュアル』
に基づいて、パルスオキシメータを
施設のデフォルト設定値に戻すように弊社認定のサービス技術者に依頼してください。
注：
パルスオキシメータのリア パネルにある AC 電圧セレクタスイッチが AC 電圧にマッチし
ないと、パルスオキシメータが AC 電源に接続していてもバッテリ電源で動作することがあ
ります。この場合、最終的に低優先度アラームが鳴り、バッテリ低下インジケータが点灯し
ます。供給電圧セレクタスイッチの設定は AC 電圧に合わせてください。

既存のバッテリ充電の残量が約 15 分間のモニタリングに必要な量まで下がると、バッ
テリ低下インジケータが点灯し、低優先度アラームが鳴ります。
バッテリ低下および警告状況については、表 5 を参照してください。バッテリ残量が極
端に低くなると、バッテリ低下インジケータが点滅し、
高優先度アラームが約 10 秒間
鳴ってから、パルスオキシメータがシャットオフします。
バッテリ低下の可聴アラームは、アラーム消音キーを押してキャンセルします。バッテ
リ低下インジケータおよび表示画面メッセージは継続して表示されます。パルスオキ
シメータを AC 電源に接続して、可聴アラームを消音してください。ただし、バッテリ低
下状況が続く限り、バッテリ低下インジケータは点灯し続けます。
バッテリ低下状況でパルスオキシメータのバックライトをオフにすると、パルスオキシ
メータを AC 電源に接続するまでは、バックライトを再点灯できません。
注：
バッテリの使用と再充電を繰り返すと、バッテリ低下アラームとパルスオキシメータの
シャットオフの発生間隔が短くなることがあります。
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パルスオキシメータの電源操作
電源要件
注意
パルスオキシメータの電源を入れたときに、
インジケータやディスプレイ要素が点灯しない
場合は、パルスオキシメータを使用しないでください。弊社認定のサービス技術者、最寄の
弊社営業所または代理店に連絡してください。

注意
POST 中（通電直後）、すべてのインジケータが点灯し、すべての表示セグメントがオンにな
り、パルスオキシメータスピーカから 3 回連続の上昇音が聞こえます。POST プロセス完了
後、1 秒のトーンが 1 回鳴るのを確認してください。

臨床設定で使用する前に、パルスオキシメータが安全で正しく動作することを確認して
ください。電源投入時に、毎回以下の手順で動作状態を確認してください。

電源投入時のセルフテスト
（POST）
電源投入時、OxiMax N-600x パルスオキシメータは電源投入時のセルフテスト（POST）
を行います。
パルスオキシメータの回路や機能をテストして、その後デフォルト表示に
移行します。センサケーブルと OxiMax パルスオキシメトリセンサを接続すると、患者
のトレンドデータを登録して記録する準備が完了します。
注：
パルスオキシメータの検出機能や表示機能を妨げるおそれがある生理学的条件、医療処置、
外部物質には、異常ヘモグロビン、
動脈色素、
低灌流、暗色色素、およびマニキュア液、染料、
顔料クリームのような外用着色剤があります。

パルスオキシメータの電源投入方法
警告
電源投入時のセルフテスト（POST）で正常終了を示すトーンが鳴らない場合には、パルスオ
キシメータを使用しないでください。最寄の弊社営業所または代理店にご連絡ください。

警告
スピーカの近くには物を置かないでください。障害物があると、
アラーム音が聞こえなくな
ることがあります。
注：
POST 終了音は、
POST の正常終了の確認のみでなく、
スピーカが正常に機能していることを
音で確認するためにも役立ちます。スピーカが機能しないと、
アラーム音が聞こないことが
あります。

1. オン／スタンバイキーを押して、パルスオキシメータの電源を入れます。
2. フロント パネルのすべてのインジケータが、約 2 秒間点灯することを確認してくだ
さい。
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3. LCD 画面に POST スプラッシュ画面が約 5 秒間表示されます。
4. 3 回の上昇音が鳴った後、1 秒間のビープ音が鳴ります。これはスピーカが正しく動
作しており、電源投入時のセルフテストが正常に完了したことを示します。
図 15. ファームウェアバージョン 2.0.1.2 の POST スプラッシュ画面

注：
上記のファームウェアバージョンはサンプルです。技術サポートにお問い合わせいただく
前に、
パルスオキシメータに現在インストールされているファームウェアのバージョン番
号をあらかじめ確認して、
書き留めておいてください。最寄の弊社営業所または代理店に技
術サポートをご連絡の際は、必ずファームウェアのバージョン番号をお手元にご用意くだ
さい。

パルスオキシメータが POST 中に装置内部の問題を検出した場合は、エラートーンが鳴
り、
パルスオキシメータにエラーコード（EEE）と対応する番号が表示されます。詳細は、
105 ページの「トラブルシューティング」を参照してください。
図 16. エラー状況を示す画面、Battery Failure
（バッテリ故障）

注：

モニタの検出機能や表示機能を妨げるおそれがある生理学的条件、医療処置、外部物質
には、異常ヘモグロビン、
動脈色素、
低灌流、
暗色色素、およびマニキュア液、染料、顔料ク
リームのような外用着色剤があります。

自動シャットダウンと電源オフ
自動シャットダウン
次のすべての状況が 15 分間継続すると、OxiMax N-600x パルスオキシメータは自動的
にシャットダウンします。

• パルスオキシメータがバッテリ電源で作動している。
• どのボタンも押されていない。
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• パルスが検出されない（患者に OxiMax パルスオキシメトリセンサが接続されていない、
またはパルスオキシメトリセンサがパルスオキシメータから外れている場合など）
。

• アラームが発生していない（バッテリ低下または修正不能なエラー以外）。
電源オフ
パルスオキシメータの電源をオフにするには、表示画面が暗くなり、電源がオフになる
までオン／スタンバイキーを押し続けます。

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの使用
特定の患者や状態に合った正しいパルスオキシメトリセンサを選択する方法について
は、
97 ページの「OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの選択」を参照してください。考
えられるすべての変数を考慮してください。不明な点がある場合は、最寄の弊社営業所
または代理店にお問い合わせください。

センサ検出
警告
他のケーブルを使用して DOC-10 パルスオキシメトリケーブルを延長しないでください。
DOC-10 ケーブルを延長すると、信号品質が劣化し、測定値が不正確になることがあります。

警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータには Nellcor DOC-10 パルスオキシメトリケーブルのみ
を使用してください。他のパルスオキシメトリケーブルを使用すると、
性能に悪影響を及ぼ
します。コンピュータ用のケーブルを SpO2 センサポートに接続しないでください。

警告
Nellcor 承認の OxiMax パルスオキシメータおよびパルスオキシメトリケーブル以外を
OxiMax センサコネクタに接続しないでください。
他のケーブルやセンサを使用すると、セ
ンサデータの精度に影響が生じ悪影響を及ぼす可能性があります。

OxiMax パルスオキシメトリセンサをパルスオキシメータに接続すると、
パルスオキシ
メータ画面の下に「SENSOR TYPE: xxxx
（センサタイプ：xxxx）」というメッセージが 4 〜
6 秒間表示されます。このメッセージは、
パルスオキシメータに接続されたパルスオキ
シメトリセンサのタイプ（モデル）を示します。このタイプによって、センサメッセージ
機能での対処メッセージが決まります。データが入ったパルスオキシメトリセンサの
場合、
メッセージにセンサのデータタイプが表示されます。データが入っていないパル
スオキシメトリセンサの場合、
メッセージにはセンサへのデータの書き込みに用いる現
在のパルスオキシメータの設定が表示されます。この設定には SpO2 と SpO2+BPM が
あります。
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図 17. センサタイプメッセージの表示

注：
OxiMax パルスオキシメトリセンサにデータがある場合のみ、記録されたデータのタイプを
表示します。

有効な脈拍のサーチ中は、パルスオキシメータでは %SpO2 および脈拍数の表示部にゼ
ロが表示されます。最適な性能を確保するため、パルスオキシメータが脈拍を探知して
ロックするまで、
約 5 〜 10 秒お待ちください。
有効なパルスを検出すると、
パルスオキシメータはモニタリングモードに入り、次のいず
れかの画面で患者パラメータを表示します。表示には、ジェネラルケアフォーマット表示
（工場出荷時の標準ビュー）
、
脈派表示、
ブリップバー表示、リアルタイムトレンド表示
ビューがあります。SatSeconds 有効時、各画面にアイコンが表示されます。SPD 機能を
有効にすると、SatSeconds アイコンと SPD アイコンの両方が各画面に表示されます。詳
細は、23 ページの「パルスオキシメータの表示ビューオプション」を参照してください。
ブリップバー、プレチスモグラフ波形の動き、および心臓型アイコンの点滅は、表示され
ているデータがリアルタイムのデータであることを示します。パルスビープ音は、患者
のリアルタイムデータを可聴音で示します。

注意
パルスごとにパルスビープ音が鳴らない場合は、パルスのビープトーンの音量がゼロに設
定されているか、スピーカが故障しているか、信号が壊れている可能性があります。

OxiMax パルスオキシメトリセンサを患者に装着してしばらくの間は、
パルスオキシメー
タがパルス信号を検出できないことがあります。パルス信号が検出できないと、アラー
ムが鳴り、
パルスオキシメータ画面に信号状況不良を伝えるメッセージが表示されま
す。このとき、パルスオキシメータは［--- / ---］
（ダッシュ 3 本 2 組）
を表示し、5 秒間 パル
スサーチモードを継続して、
［Poor Signal Condition（信号状況不良）］画面を表示します。
［Poor Signal Condition（信号状況不良）］画面はセンサメッセージ機能の一部です。
図 18. ［Poor Signal Condition（信号状況不良）］
メッセージ
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センサ検出の失敗
POST プロセスが終了したら、パルスオキシメータは POST の正常終了を示す音を 1 秒
鳴らします。
パルスオキシメータが OxiMax パルスオキシメトリセンサの検出に失敗した場合、パル
スオキシメータにはダッシュ［- - -］が表示され、パルスサーチインジケータは点灯しま
せん。

パルスオキシメータのバックライトの管理
個々の状況に合わせ、パルスオキシメータ画面の輝度、コントラスト、
バックライトを調
整します。

パルスオキシメータのバックライトの消灯
1. ［LIGHT
（ライト）
］ソフトキーを押します。
2. 次に［OFF（オフ）］
を押します。
注：
次のいずれかの状況では、バックライトが点灯します。

•
•
•
•

いずれかのソフトキーを押した
ヘルプ／コントラストキーを押し続けた
アラーム消音キーを押した
いずれかのアラームが発生している

バックライトの輝度調整
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［LIGHT
（ライト）］
ソフ
トキーを押します。
2. パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方
調節キーを押して、適切なバックライト輝度にします。

パルスオキシメータの画面のコントラスト調整
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのとき、
ヘルプ／コントラストキー
を約 2 秒間押したまま、パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある
上方調節キーまたは下方調節キーを押してコントラストを調節します。
2. ヘルプ／コントラストキーを押すと、通常のモニタリングモードに戻ります。
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ビュー表示の管理
リアルタイムデータの表示方法は選択できます。詳細は、
23 ページの「パルスオキシ
メータの表示ビューオプション」を参照してください。選択した表示方法は、電源をオ
フにするか、別のビューを選択するまで有効です。

ジェネラルケアフォーマット（GCF）
表示の使用
ジェネラルケアフォーマット（GCF）
表示の概要
この表示は工場出荷時の標準表示ビューです。GCF 表示は、
モニタリング情報を大きく
読みやすく表示します。GCF 表示には、脈幅ブリップバー、%SpO2 および脈拍数の現在
の測定値、SpO2 および脈拍数の現在の上限値と下限値が表示されます。バッテリ電源
で作動中の場合は、バッテリ残量ゲージも表示されます。SatSeconds および SPD 有効
時は、それぞれのアイコンが表示されます。

• SatSeconds 機能：SpO2 制限値を軽度にまたは短時間だけ外れる場合、SatSeconds 機能に
よって煩わしいアラームの誤作動回数を減らすことができます。SatSeconds 機能有効時
と、SatSeconds アラーム管理システムが制限値の範囲外の SpO2 測定値を検出するたびに、
SatSeconds 円形アイコンが時計回りに点灯していきます。SpO2 の測定値が制限値の範囲
内になると、
SatSeconds 円形アイコンは反時計回りに消灯していきます。アイコンが完全
に点灯すると、中優先度アラームが鳴ります。この機能についての詳細は、67 ページの
「SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用」を参照してください。

• SPD 機能：OxiMax SPD ™ Alert (SPD) 機能を使用して、成人の SpO2 トレンドの飽和パターン
を検出します。
SPD 機能を有効にすると、
画面に SatSeconds 円形アイコンと SPD 三角形ア
イコン、
および各設定が表示されます。SPD アラームの感度値は SPD アイコンの下に表示さ
れます。SPD 機能を有効にすると、
脱飽和パターンが顕著になるにつれて、三角形アイコン
が底辺から先端方向に点灯していきます。パターンの危険度が低下するにつれて、三角形ア
イコンは先端から底辺方向に消灯していきます。SPD アイコンがすべて点灯すると、
閾値違
反となり、SPD アラームが鳴ります。SPD アラームの感度がデフォルト値の 1 に設定されて
いる場合、オキシメータはより早期に SPD アラームを鳴らします。感度設定を下げると、ア
ラームの発生頻度は減少します。SPD 機能がオンになっており、
SPD 機能が有効になってい
ると、その旨が表示されます。
機能の有効化についての詳細は、
Nellcor の技術サービス部門
（電話 1-800-635-5267）、またはお近くの Nellcor 販売代理店にお問い合わせください。機能
の使用方法についての詳細は、62 ページの「OxiMax SPD ™ Alert 機能の使用」
を参照してくだ
さい。

パルスオキシメータを AC 電源に接続していないときは、内蔵バッテリで駆動します。
内蔵バッテリ使用時は、
画面の上部左端にバッテリ残量ゲージが表示されます。

GCF 表示の選択
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP（セットアップ）
］ソ
フトキーを押します。
2. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
3. ［NEXT
（次へ）］ソフトキーを押します。
4. ［GCF］
ソフトキーを押します。
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図 19. ジェネラルケアフォーマット（GCF）
表示ビュー

プレチスモグラフ表示の使用
プレチスモグラフ表示の概要
この表示ビューでは、視覚モニタリング情報を波形で表示します。プレチスモグラフ
（Pleth）表示には、
「ワイパーバー」
プレチスモグラフ波形、メニューバー、および SpO2 と
脈拍数の現在の測定値、上限値と下限値の設定が表示されます。バッテリ電源で作動中
の場合は、バッテリ残量ゲージも表示されます。ピーク間振幅が 10 脈幅単位（PAU）
未
満のプレチスモグラフ波形は結合します。プレチスモグラフ波形についての詳細は、
121 ページの「作動原理」を参照してください。SatSeconds および SPD 有効時は、それ
ぞれのアイコンが表示されます。

• SatSeconds 機能：SpO2 制限値を軽度にまたは短時間だけ逸脱する場合、SatSeconds 機
能によって煩わしいアラームの誤作動回数を減らすことができます。SatSeconds 機能
を有効時には、SatSeconds アラーム管理システムが制限値の範囲外の SpO2 測定値を検
出するたびに、SatSeconds 円形アイコンが時計回りに点灯していきます。SpO2 の測定
値が制限値の範囲内になると、
SatSeconds 円形アイコンは反時計回りに消灯していきま
す。アイコンが完全に点灯すると、
中優先度アラームが鳴ります。この機能についての詳
細は、
67 ページの
「SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用」を参照してください。

• SPD 機能：OxiMax SPD ™ Alert(SPD) 機能を使用して、成人の SpO2 トレンドの脱飽和パ
ターンを検出します。SPD 機能有効時には、表示画面に SatSeconds 円形アイコンと SPD
三角形アイコン、およびそれぞれの設定値が表示されます。SPD アラームの感度値は
SPD アイコンのすぐ下に表示されます。SPD 機能有効時、
脱飽和パターンが密になるに
つれて、
三角形アイコンが底辺から先端方向に点灯していきます。パターンが疎になる
につれて、三角形アイコンは先端から底辺方向に消灯していきます。SPD アイコンがす
べて点灯すると、閾値からの逸脱となり、SPD アラームが鳴ります。SPD アラームがデ
フォルト値の 1 に設定されている場合、より早期に SPD アラームが鳴ります。感度設定
を下げると、アラームの発生頻度は減少します。このアイコンは、
SPD 機能がオンになっ
ており、SPD 機能有効時に表示されます。機能の有効化についての詳細は、最寄の弊社営
業所または代理店にお問い合わせください。この機能についての詳細は、62 ページの
「OxiMax SPD ™ Alert 機能の使用」を参照してください。

パルスオキシメータを AC 電源に接続していないときは、内蔵バッテリで駆動します。
内蔵バッテリ使用時は、
画面の上部左端にバッテリ残量ゲージが表示されます。
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プレチスモグラフ表示を選択する方法
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP（セットアップ）］
ソ
フトキーを押します。
2. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
3. ［PLETH
（プレチスモグラフ）］ソフトキーを押します。
図 20. プレチスモグラフ（Pleth）表示ビュー

ブリップ表示の使用
ブリップ表示の概要
この表示ビューでは、視覚モニタリング情報をブリップバー形式で表示します。ブリップ
表示には、脈幅ブリップバー、SpO2 と脈拍数の現在の測定値、および SpO2 と脈拍数の
現在の上限値と下限値が表示されます。バッテリ電源で作動中の場合は、バッテリ残量
ゲージも表示されます。SatSeconds および SPD 有効時は、それぞれのアイコンが表示
されます。

• SatSeconds 機能：SpO2 制限値を軽度にまたは短時間だけ逸脱する場合、SatSeconds 機
能によって煩わしいアラームの誤作動回数を減らすことができます。SatSeconds 機能
有効時には、SatSeconds アラーム管理システムが制限値の範囲外の SpO2 測定値を検出
するたびに、
SatSeconds 円形アイコンが時計回りに点灯していきます。SpO2 の測定値
が制限値の範囲内になると、
SatSeconds 円形アイコンは反時計回りに消灯していきま
す。アイコンが完全に点灯すると、
中優先度アラームが鳴ります。この機能についての詳
細は、
67 ページの
「SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用」を参照してください。

• SPD 機能：OxiMax SPD ™ Alert(SPD) 機能を使用して、成人の SpO2 トレンドの脱飽和パ
ターンを検出します。SPD 機能有効時、表示画面に SatSeconds 円形アイコンと SPD 三角
形アイコン、およびそれぞれの設定値が表示されます。SPD アラームの感度値は SPD ア
イコンのすぐ下に表示されます。SPD 機能有効時、
脱飽和パターンが密になるにつれて、
三角形アイコンが底辺から先端方向に点灯していきます。パターンが疎になるにつれて、
三角形アイコンは先端から底辺方向に消灯していきます。SPD アイコンがすべて点灯す
ると、閾値からの逸脱となり、SPD アラームが鳴ります。SPD アラームがデフォルト値の
1 に設定されている場合、より早期に SPD アラームが鳴ります。感度設定を下げると、ア
ラームの発生頻度は減少します。このアイコンは、SPD 機能がオンになっており、SPD 機
能有効時に表示されます。機能の有効化についての詳細は、最寄の弊社営業所または代理
店にお問い合わせください。この機能についての詳細は、
62 ページの「OxiMax SPD ™
Alert 機能の使用」を参照してください。

パルスオキシメータを AC 電源に接続していないときは、内蔵バッテリで駆動します。
内蔵バッテリ使用時は、
画面の上部左端にバッテリ残量ゲージが表示されます。
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ブリップビューを選択する方法
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP（セットアップ）
］
ソ
フトキーを押します。
2. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
3. ［BLIP
（ブリップ）
］ソフトキーを押します。
図 21. ブリップ表示ビュー

リアルタイムトレンド表示の使用
リアルタイムトレンド表示の概要
この表示ビューでは、リアルタイムトレンドに関連する視覚モニタリング情報を表示し
ます。パルスオキシメータが新しいトレンドポイントを計算するたびに、トレンドデー
タのプロットは自動的に更新します。計算間隔は選択した表示時間スケールによって決
まります。リアルタイムトレンド表示には、SpO2 および脈拍数の両方あるいはそのい
ずれかのトレンドデータプロット、SpO2 と脈拍数の現在の測定値が表示されます。
バッテリ電源で作動中の場合は、バッテリ残量ゲージも表示されます。パルスオキシ
メータが脈拍を検出するたびに、ハート型のアイコンが点滅します。SatSeconds およ
び SPD 有効時は、それぞれのアイコンが表示されます。

• SatSeconds 機能：SpO2 制限値を軽度にまたは短時間だけ逸脱する場合、SatSeconds 機
能によって煩わしいアラームの誤作動回数を減らすことができます。SatSeconds 機能
有効時には、SatSeconds アラーム管理システムが制限値の範囲外の SpO2 測定値を検出
するたびに、
SatSeconds 円形アイコンが時計回りに点灯していきます。SpO2 の測定値
が制限値の範囲内になると、
SatSeconds 円形アイコンは反時計回りに消灯していきま
す。アイコンが完全に点灯すると、
中優先度アラームが鳴ります。この機能についての詳
細は、
67 ページの
「SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用」を参照してください。

• SPD 機能：OxiMax SPD ™ Alert(SPD) 機能を使用して、成人の SpO2 トレンドの脱飽和パ
ターンを検出します。SPD 機能有効時には、表示画面に SatSeconds 円形アイコンと SPD
三角形アイコン、およびそれぞれの設定値が表示されます。SPD アラームの感度値は SPD
アイコンのすぐ下に表示されます。SPD 機能有効時には、脱飽和パターンが密になるにつ
れて、三角形アイコンが底辺から先端方向に点灯していきます。パターンが疎になるにつ
れて、三角形アイコンは先端から底辺方向に消灯していきます。SPD アイコンがすべて点
灯すると、閾値からの逸脱となり、SPD アラームが鳴ります。SPD アラームがデフォルト
値の 1 に設定されている場合、より早期に SPD アラームが鳴ります。感度設定を下げる
と、アラームの発生頻度は減少します。このアイコンは、SPD 機能がオンになっており、
SPD 機能有効時に表示されます。機能の有効化についての詳細は、
最寄の弊社営業所また
は代理店にお問い合わせください。この機能についての詳細は、
62 ページの
「OxiMax
SPD ™ Alert 機能の使用」を参照してください。
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パルスオキシメータを AC 電源に接続していないときは、内蔵バッテリで駆動します。
内蔵バッテリ使用時は、
画面の上部左端にバッテリ残量ゲージが表示されます。

リアルタイムトレンドビューの選択
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP（セットアップ）
］
ソ
フトキーを押します。
2. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
3. ［TREND
（トレンド）］ソフトキーを押します。 リアルタイムトレンドビューが表示さ
れます。
図 22. リアルタイムトレンド表示ビュー

トレンドデータ表示の設定
1. ［SETUP
（セットアップ）］ソフトキーを押します。
2. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押して、
［NEXT（次へ）］ソフトキーを押します。
3. ［TREND
（トレンド）］ソフトキーを押します。
4. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
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5. いずれかのトレンドソフトキー
（［DUAL
（デュアル）
］
［
、SpO2］
［
、PULSE（パルス）
］）
を押
します。
a. ［DUAL
（デュアル）］オプション：分割画面で %SpO2 と BPM トレンドの両方を同時に
表示します。
図 23. デュアルトレンドデータ分割画面、2 時間

b. SpO2 オプション：%SpO2 トレンドデータのみを表示します。
図 24. SpO2 トレンドデータ、
30 分

c. ［PULSE
（パルス）］オプション：パルストレンドデータのみを表示します。
図 25. パルストレンドデータ、30 分

トレンド時間スケール表示の設定
1. ［SETUP
（セットアップ）］ソフトキーを押します。
2. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押して、
［NEXT（次へ）］ソフトキーを押します。
3. ［TREND
（トレンド）］ソフトキーを押します。
4. ［ZOOM（ズーム）］ソフトキーを押します。
5. ［TIME（時間）
］
ソフトキーを押すと、表示されるトレンド時間スケールが、48 時間、36
時間、24 時間、12 時間、
8 時間、4 時間、2 時間、1 時間、30 分、15 分の順に切り替わり
ます。
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トレンド脈幅スケール表示の設定
1. ［SETUP
（セットアップ）］ソフトキーを押します。
2. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押して、
［NEXT（次へ）］ソフトキーを押します。
3. ［TREND
（トレンド）］ソフトキーを押します。
4. ［ZOOM（ズーム）］ソフトキーを押します。
5. ［SCALE
（スケール）］ソフトキーを押すと、トレンド脈幅スケール表示が、最新の右端
のトレンドデタポイントの上下 ±5、±10、±15、±20、±25、±30、±35、±40、
±50 ポイント
の順に切り替わります。
注：
トレンド脈幅スケールは、
［AUTO
（自動）
］
ソフトキーを押すと、
「自動」に設定できます。トレ
ンドデータポイントの最大値を切り上げて直近の 10 の倍数にした値がグラフの最上部に表
示されます。トレンドデータポイントの最小値は、端数が切り捨てられて次の 10 の倍数ま
での概数にします。さらに、切り捨てられた数値から 10 が減算されます。この値がトレン
ドグラフの最下部に表示されます。

可聴トーンの音量調整
パルスビープ音量調整
パルスビープ音は、センサから受信するデータに基いて、リアルタイムイベントに合わ
せて音を発します。

パルスビープ音量を調節する方法
1. パルスビープ音量を上げるには、パルスオキシメータが通常のモニタリングモードの
ときに、パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーを押
し続けます。
2. パルスビープ音量を下げるには、パルスオキシメータが通常のモニタリングモードの
ときに、パルスオキシメータパネルの下方調節キーを押し続けます。

パルスオキシメータアラームの管理
パルスオキシメータがユーザの介入または注意を必要とする状況を検出すると、アラー
ムが鳴ります。アラーム音量表示では、アラームトーンの音量を調節できます。
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アラーム音量設定
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、アラーム消音キーを押
し続けると、パルスオキシメータに VOL（アラーム音量レベル）が表示されます。
図 26. アラーム音量コントロール画面

2. アラーム消音キーを押しながら、
上方調節キーまたは下方調節キーを押すと、
音量を
増減できます。
注：
デフォルトのアラーム音量は 7 です。状況に応じて、適切な値を選択してください。アラー
ム音量は、最大 10 から最小 1 までで調節可能です。

可聴アラームの管理
アラーム消音時間の設定
アラーム消音時間表示では、アラーム消音時間を調節できます。
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、アラーム消音キーを押
し続けると、アラーム消音時間設定が表示されます。アラーム消音時間は、30 秒、60
秒、
90 秒、
120 秒から選択できます。
図 27. アラーム消音時間画面

2. アラーム消音キーを押しながらパルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下
にある上方調節キーを押すと、
アラーム消音時間設定を延長します。
3. アラーム消音キーを押しながら下方調節キーを押すと、アラーム消音時間設定を短
縮します。
注：
上方調節キーまたは下方調節キーを離すと、アラーム消音時間が確定します。
注：
デフォルトのアラーム消音時間は 60 秒です。状況に応じて、適切な値を選択してください。
アラーム消音時間は、最大 120 秒、
最低 30 秒です。
操作マニュアル
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可聴アラームの無効化
警告
患者の安全を損なう可能性がある場合は、可聴アラーム機能を無効にしたり、可聴アラーム
の音量を下げたりしないでください。

警告
アラーム消音キーを押すと、アラーム消音時間中、
すべてのアラームは消音されます。
注：
アラーム消音時間をオフにする機能の有効化および無効化は、
『N-600x サービスマニュア
ル』に記載された手順に従って、弊社認定のサービス担当者が行います。

1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、アラーム消音キーを押
し続けると、アラーム消音時間設定が表示されます。
2. アラーム消音キーを押したまま、
［OFF（オフ）
］
と表示されるまで上方調節キーを押し
続けます。両方のキーを離します。
注：

可聴アラームを無効にすると、アラーム消音キーの上にあるオレンジ色の LED が点灯
して、アラーム無効状態を示します。

スタンバイモードの選択
スタンバイモード設定は、通常、患者が一時的にパルスオキシメータを離れる必要が生
じた場合に使用します。
スタンバイモードでは、パルスオキシメータのアラーム制限値設定をそのままにして、
看護者が患者のセンサを一時的に取り外すことができます。
1. パルスオキシメータのアラーム制限値が、モニタ対象の患者に対して設定されてい
ることを確認してください。
2. パルスオキシメータからセンサを取り外します。
3. アラーム消音キーを押して、
可聴アラームを消音します。
4. アラーム消音キーを押して、
アラームメッセージを無効にします。
図 28. スタンバイモード

これでパルスオキシメータがスタンバイモードになります。パルスオキシメータと患
者にセンサを再接続すると、通常のモニタリング状態に戻ります。
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パルスオキシメータのソフトキーメニューの使用
メニューオプションのナビゲーション
階層
パルスオキシメータのソフトキーメニュー階層を使用して、パルスオキシメータの構成
および操作、オプションの選択、トレンドやイベントデータの表示を行えます。
注：
パルスオキシメータは、
［TREND
（トレンド）］メニューにアクセスするたびに、
トレンドデー
タを編集します。最新のトレンドデータを表示するには、メインメニューから［TREND（トレ
ンド）
］メニューに再度アクセスしてください。

センサチップに保存されている患者アラームイベントデータのタイプによって、センサ
のサブメニューの選択肢は異なります。

共通メニューオプション
1. ［BACK（戻る）］ソフトキー：選択したメニュー領域を完全に終了せずに、1 つ前のメニュー
レベルに戻ります。
2. ［NEXT
（次へ）］ソフトキー：現在のメニューセットのメニューオプションの次の画面
に進みます。
3. ［EXIT
（終了）
］
ソフトキー：メインメニューに戻ります。
［BACK（戻る）
］
を押し続ける
と、
［EXIT（終了）
］メニューオプションが表示されます。

メインメニュー
メインメニューソフトキーオプションから、いくつかのサブメニューにアクセスできます。
図 29. メインメニューオプション

1. ［LIMITS（制限値）
］メニュー：標準パルスオキシメータの SpO2 の上限値および下限値
または脈拍数の限界値、
および成人または新生児のアラーム管理設定を選択します。
2. ［TREND
（トレンド）］
メニュー：パルスオキシメータのトレンドデータおよびセンサ
データの表示方法を選択します。
注：
SatSeconds または SPD イベントの場合、パルスオキシメータは直接［MONITR（モニタ）］メ
ニューに進みます。アラーム状況をクリアして、
［Trend
（トレンド）
］
メニューを表示します。
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3. ［SETUP（セットアップ）
］
メニュー：パルスオキシメータの表示オプション、
センサの
セットアップ、クロックのセットアップ、言語表示オプションを管理します。また、
通信ポート、ナースコール機能、アナログ電圧も設定しています。
4. ［LIGHT
（ライト）
］
メニュー：ディスプレイのバックライトの点灯、輝度調整、バックラ
イトの消灯を行います。

［LIMITS
（制限値）］
メニュー
図 30. 新生児の制限値メニューオプション

1. ［SELECT
（選 択）
］ソ フ ト キ ー：該 当 す る ソ フ ト キ ー で［NEO（新 生 児）］画 面 ま た は
［ADULT
（成人）］画面を選択してから、
このソフトキーを使用します。次に、
［SELECT
（選択）］ソフトキーを使用して各制限値設定オプションをスクロールし、変更する制
限値を選択します。
2. ［NEO（新生児）］ソフトキー：新生児の上限値と下限値を設定します。
［SELECT（選択）］
ソフトキーを使用して各制限値設定オプションをスクロールし、変更する制限値を
選択します。パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下の上方調節キーま
たは下方調節キーを押して、目的の値に設定します。この設定は電源を再度オンに
するまで有効です。表示値の右側の小数点は、
この制限値が電源投入時のデフォルト
値から変更されていることを示します。58 ページの「工場出荷時のデフォルト設定
の調整」を参照。
a. SpO2 上限値および下限値：デフォルトでは、
新生児の上限値は 95% で、下限値は 85%
です。患者の酸素飽和度がこのアラーム制限値から逸脱すると、アラームが鳴ります。
b. SatSeconds アラーム管理（SAT-S）
：新生児では、デフォルトの SatSeconds 値はオフで
す。67 ページの
「SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用」を参照してください。
c. OxiMax SPD ™ Alert（SPD）機能：このオプションは新生児には使用できません。
62 ペー
ジの
「OxiMax SPD ™ Alert 機能の使用」
を参照してください。
d. 脈拍数の上限値および下限値：新生児のデフォルトの脈拍数上限値は 190 bpm、下限
値は 90 bpm です。患者の脈拍数がこのアラーム制限値から逸脱すると、アラームが
鳴ります。
e. 脈拍数遅延アラーム管理
（DELAY）
：デフォルト設定では、新生児の脈拍数遅延はオフ
です。ただし、5 秒または 10 秒の脈拍数アラーム遅延を設定できます。詳細は、
66 ページの「脈拍数遅延アラーム管理機能の使用」
を参照してください。
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3. ［ADULT
（成人）］ソフトキー：成人および小児の上限値と下限値を設定します。
［SELECT
（選択）］ソフトキーで各制限値設定オプションをスクロールし、制限値を選択します。
パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方
調節キーを押して値を変更し、目的の値に設定します。この設定は電源を再度オン
にするまで有効です。表示値の右側の小数点は、この制限値が電源投入時のデフォ
ルト値から変更されていることを示します。58 ページの「工場出荷時のデフォルト
設定の調整」を参照。
a. SpO2 の上限値および下限値：デフォルトでは、成人の上限値は 100% で、
下限値は 85%
です。患者の酸素飽和度がこのアラーム制限値から逸脱すると、アラームが鳴ります。
b. SatSeconds アラーム管理（SAT-S）
：成人のデフォルトの SatSeconds 値は 100
SatSeconds です。詳細は、
67 ページの「SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用」
を参
照してください。
c. OxiMax SPD™ Alert（SPD）機能：SPD 機能は成人患者にのみ適用され、小児患者用には
適用されません。成人のデフォルト SPD アラーム感度は 1 です。これは酸素飽和度パ
ターンに対して最も高感度な設定です。詳細は、
62 ページの
「OxiMax SPD™ Alert機能
の使用」
を参照してください。SPD がオンの場合、SatSeconds 機能は自動的に設定
100 でオンになります。
d. 脈拍数の上限値および下限値：成人のデフォルトの脈拍数上限値は 170 bpm、下限値
は 40 bpm です。患者の脈拍数がこのアラーム制限値から逸脱すると、アラームが鳴
ります。
e. 脈拍数遅延アラーム管理
（DELAY）
：デフォルト設定では、成人の脈拍数遅延はオフで
す。ただし、5 秒または 10 秒の脈拍数アラーム遅延を設定できます。詳細は、66 ペー
ジの「脈拍数遅延アラーム管理機能の使用」
を参照してください。

［TREND
（トレンド）］メニュー
パルスオキシメータ（MONITR）からトレンドデータを選択するか、
［TREND
（トレンド）］
メニューでパルスオキシメトリセンサ（SENSOR）
からトレンドデータを選択して、表示
するトレンドデータのタイプを選択します。
1. ［MONITR（モニタ）］メニュー：一定時間、酸素化（SpO2）トレンドデータまたはパルス
（PULSE）トレンドデータを分離するか、2 つのデータを同時に表示（DUAL）するかを
設定します。特定時間セグメントのトレンドデータパラメータを作成し、トレンド
の最低値および最高値を設定します。
a. ［VIEW（ビュー）］メニュー：酸素化（SpO2）トレンドデータまたはパルス
（PULSE）
トレ
ンドデータを分離するか、2 つのデータを同時に表示（DUAL）するかを設定します。
［NEXT
（次へ）］オプションを選択して、
［HIST（ヒストグラム）］
および［Amplitude（振
幅）］サブメニューにアクセスします。
- ［DAUL
（デュアル）］ソフトキー：一定時間、酸素化（SpO2）トレンドデータおよ
びパルス（PULSE）トレンドデータを同時に表示します。
- ［SpO2］ソフトキー：一定時間、酸素化
（SpO2）トレンドデータを分離して表示
します。
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- ［PULSE
（パルス）］
ソフトキー：一定時間、
パルス（PULSE）
トレンドデータを分
離して表示します。
- ［HIST
（ヒストグラム）
］ソフトキー：現在のトレンドデータ履歴を削除するか、
または保持する場合に選択します。削除するには、
［YES］を選択します。保持
するには、
［NO］を選択して
［HIST（ヒストグラム）］メニューに戻るか、
［BACK
（戻る）］を選択するか［EXIT（終了）
］を押してメインメニューに戻ります。
- ［AMP（振幅）］ソフトキー：
［AMP
（振幅）］メニューから、トレンドデータビュー
を「脈幅単位」
（PAU）
に設定します。これはプレチスモグラフ波形のピークか
ら谷までの距離を測定するための任意の単位です。トレンドデータを PAU に
設定すると、
振幅を最大 200 PAU まで記録できます。
b. ［ZOOM（ズーム）］
メニュー：トレンドビューが［DUAL
（デュアル）
］、
［SpO2］、
［PULSE
（パルス）
］モードのときに、
［TIME
（時間）］オプション、
［SCALE
（スケール）］オプショ
ン、
［AUTO（自動）］オプション、
［BACK（戻る）
］オプションにアクセスします。
注：
［AMP（振幅）］モードの場合、
［ZOOM
（ズーム）］メニューから上記のオプションにはアクセ
スできません。レビューするトレンドデータ履歴がない場合、
［SCALE（スケール）］オプショ
ンと［AUTO（自動）］オプションは表示されません。
- ［TIME（時間）］ソフトキー：トレンドデータの特定の時間セグメントを表示す
る場合の、時、分、秒を選択します。
［TIME（時間）］ソフトキーを押して、オプ
ションを切り替えてください。オプションは、
48 時間、
36 時間、
24 時間、
12 時
間、8 時間、4 時間、2 時間、
1 時間、30 分、15 分、40 秒、20 秒の順に切り替わりま
す。
- ［SCALE
（ス ケ ー ル）］ソ フ ト キ ー：SAT
（酸 素 飽 和 度）ト レ ン ド グ ラ フ ま た は
PULSE
（パルス）トレンドグラフの最大値と最小値を選択します。デフォルト
の SAT
（酸素飽和度）トレンド値は 10 〜 100 です。デフォルトの PULSE
（パル
ス）トレンド値は 5 〜 250 です。
［SELECT
（選択）
］ソフトキーを押して、オプ
ションを切り替えてください。オプションは、±5、
±10、±15、
±20、±25、±30、
±35、±40、±50 単位分散の順に切り替わります。
- ［AUTO（自動）］ソフトキー：グラフ化された全トレンドデータに基いて、四捨
五入して最大値および最小値を表示します。
- ［DELETE
（削除）］
ソフトキー：現在のトレンドデータを削除または保持する場
合に選択します。削除するには、
［YES］を選択します。保持するには、
［NO］
を選
択して 1 つ前のメニューに戻ります。

2. ［SENSOR（センサ）
］
サブメニュー：
［SENSOR（センサ）
］
メニューは、単一患者用 OxiMax
粘着パルスオキシメトリセンサを使用する場合にのみ表示されます。OxiMax 粘着パ
ルスオキシメトリセンサを接続すると、左下のインジケータが 60 秒間点滅します。
a. ［GRAPH（グラフ）］ソフトキー：イベントを逆時系列順に画面の上から下に表示しま
す。1 つ前や後のグラフが表示されます。
［BACK（戻る）］ソフトキーを押して［SENSOR
（センサ）
］メニューに戻ります。
b. ［TABLE（表）］
ソフトキー：イベントをグラフ形式で表示します。 1 つ前や後の表が表
示されます（ある場合）。表データを［PRINT
（印刷）］するか、
［BACK（戻る）］
をクリック
して［SENSOR（センサ）］
メニューに戻ります。
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［SETUP（セットアップ）］メニュー
［SETUP（セットアップ）
］メニューより、画面の表示方法の選択、一時制限値および感度
の設定、パルスオキシメータの時間および日付設定、言語設定、通信プロトコルの選択、
ナースコール機能、セットアップメニューからの応答モードの選択を行います。トレン
ドデータを保持したパルスオキシメトリセンサを使用して、センサのトレンド履歴デー
タにアクセスします。
1. ［VIEW（ビュー）
］
メニュー：プレチスモグラフ波形、
ブリップ表示、トレンドデータ表示、
ジェネラルケアフォーマット
（GCF）
表示ビューを選択します。電源オフ／オン後は、
デフォルト表示に戻ります。
a. ［PLETH（プレチスモグラフ）
］ソフトキー：プレチスモグラフ（pleth）波形表示にアク
セスします。
b. ［BLIP
（ブリップ）］ソフトキー：ブリップバー表示にアクセスします。
c. ［TREND（トレンド）
］メニュー：トレンドデータ表示にアクセスします。これは、
［MONITR
（モニタ）
］トレンドビューメニューオプションに似ています。
- ［VIEW（ビュー）］ソフトキー：センサトレンドデータを表示します。 酸素化（SpO2
オプション）トレンドデータまたはパルス（PULSE オプション）トレンドデータを
分離して表示するか、2 つのデータを並べて表示（DUAL オプション）します。
- ［ZOOM（ズ ー ム）］
ソ フ ト キ ー：ト レ ン ド ビ ュ ー の 設 定 が
［DUAL
（デ ュ ア ル）］
、
［SpO2］、
［PULSE（パルス）］
モードのときに、
［TIME
（時間）
］オプション、
［SCALE（ス
ケール）］
オプション、
［AUTO（自動）］
オプション、
［BACK（戻る）］
オプションにア
クセスします。
d. ［GCF］ソフトキー：デフォルトのジェネラルケアフォーマット（GCF）表示にアクセス
します。この画面には、ブリップバー、
SpO2、脈拍数測定値および制限値、SatSeconds
および SPD アイコンが、
大きく読みやすい形式で表示されます。

2. ［SENSOR（センサ）］メニュー：センサのトレンド履歴メニューにアクセスします。 こ
のメニューは、チップにトレンドデータを保持しているタイプのパルスオキシメト
リセンサを使用している場合にのみ使用できます。
a. ［DATA（データ）］ソフトキー：センサのトレンド履歴データにアクセスし、パルスオ
キシメトリセンサのタイプおよび使用できるデータのタイプを識別します。
b. ［MSG（メッセージ）
］ソフトキー：メッセージ機能のオン／オフ状態（［Yes］または
［No］）
を調べて、
センサイベントをレビューします（［Yes］または［No］
）。

3. ［CLOCK（クロック）］メニュー：クロックの日付と時刻の両方を設定します。
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警告
パルスオキシメトリセンサは、
センサのイベントレコードをセンサに記録するとき、
Nellcor
OxiMax N-600x パルスオキシメータが表示する日時を記録します。
日時の精度は、
パルスオ
キシメータの日時の設定によって決まります。
パルスオキシメータの日時を正しく設定し
て、
レコード可能なセンサを接続し、
センサが接続されている限り日時の整合性が維持され
るようにします。センサのイベントレコードデータを持つセンサは、
パルスオキシメータ間
を移動することがあるので、
パルスオキシメータとセンサイベントレコードデータ間で日時
が異なると、
センサのイベントレコードデータの表示順序に影響します。こうした問題を排
除するには、
施設内のすべてのパルスオキシメータを同じ時刻に設定する必要があります。

日時の設定
a. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP
（セットアップ）
］
ソフトキーを押します。
b. ［NEXT
（次へ）
］ソフトキーを押します。
c. ［CLOCK
（クロック）］
ソフトキーを押します。
d. ［SET
（設定）
］ソフトキーを押します。
e. ［SELECT（選択）］
ソフトキーを押して、図のように
［TIME（時間）
］および［DATE（日付）
］
フィールドを選択します。
TIME
（時間）時 : 分 : 秒
DATE（日付）日 - 月 - 年
図 31. 日時画面

f. アラーム消音キーの下にある 上方調節キーまたは下方調節キーを使用して、
選択し
た値を変更します。
g. ［EXIT（終了）］
ソフトキーを押します。
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4.［LANG（言語）］メニュー：用意されている 11 の言語の中から言語を選択して、パル
スオキシメータの画面を読みやすくし、設定した言語でクライアントデータの入手
や印刷を行います。以下に示す言語から選択できます。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENGLISH（英語）
DANSK（デンマーク語）
DEUTSCH
（ドイツ語）
ESPAOL（スペイン語）
FRANCAIS
（フランス語）
ITALIANO
（イタリア語）
NEDERLANDS
（オランダ語）
NORSK（ノルウェー語）
PORTUG
（ポルトガル語）
SUOMI
（フィンランド語）
SVERIGE（スウェーデン語）

表示言語の設定の変更
a. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP
（セットアップ）
］
ソフトキーを押します。
b. ［NEXT
（次へ）
］ソフトキーを押します。
c. ［LANG（言語）］
ソフトキーを押します。
図 32. 表示言語の選択画面

d. パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方
調節キーを使用して、言語を選択します。
e. ［EXIT（終了）］
ソフトキーを押します。
注：
選択した言語は、パルスオキシメータの電源をオフにするまで有効です。言語設定の変更は
電源をオフにした後は無効になり、デフォルトの英語に戻ります。ただし、弊社認定のサー
ビス担当者は、
『N-600x サービスマニュアル』に記載された手順に従って、この言語のデ
フォルト設定を変更できます。

5. ［COMM（通信）］メニュー：
［SETUP（セットアップ）
］
メニューから、
［NEXT
（次へ）
］
ソフト
キーを 2 回押します。
［SELECT（選択）
］
ソフトキーを使用して、BAUD
（ボーレート）
と
PROTOCOL（通信プロトコル）
とを切り替えます。上下矢印キーを使用して、
［BAUD
（ボーレート）
］を選択します。すべてのプロトコルで、19200、9600、2400 ボーを選択で
きます。ただし、SPDout の場合は、115200、57600、19200 ボーを選択できます。上下
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矢印キーを使用して、適切な通信プロトコルを選択してください。OxiMax N-600x パル
スオキシメータには、以下に示すプロトコルに対応するベッドサイドモニタ通信機能が
あります。工場出荷時のデフォルトのプロトコルは ASCII です。
表 6. 通信プロトコルオプション

通信プロトコル

ファームウェア 2.0 以下
を使用する N-600x
デフォルトのボーレート

ファームウェア 2.0 以降
を使用する N-600x
デフォルトのボーレート

9600

9600

19200

19200

ASCII
CLINICAL
GRAPH
（Graphics）

9600

該当なし

OXINET

9600

該当なし

PHILIPS（VueLink）

19200

19200 のみを使用

SPACELBS（Spacelabs）

9600

該当なし

MARQ
（GE Marquette）

9600

該当なし

DATEX（Datex-Ohmeda）

2400

該当なし

SPDout

該当なし

デフォルト

115200

使用可能：
19200、
57600、115200

6. ［NCALL（ナースコール）
］
メニュー：
［SETUP
（セットアップ）
］
メニューの［NEXT（次へ）］
ソ フ トキ ー を 2 回 押 して、
［NCALL
（ナ ース コ ー ル）
］メ ニ ュ ー を呼 び 出 し ま す。
［Norm +］
を使用して電圧を +5 VDC 〜 +12 VDC に設定します。可聴アラームがない
場合は、
［Norm -］を使用して -5 VDC 〜 -12 VDC に設定します。可聴アラームが鳴る
と、
電圧スイッチの極性が切り替わります。
［BACK（戻る）］ソフトキーを使用して、
［COMM/NCALL（通信／ナースコール）
］メニューに戻ります。
［EXIT
（終了）］を押し
て、
メインメニューに戻ります。
7. ［ANALOG（アナログ）］メニュー：
［Setup（セットアップ）］メニューで［NEXT（次へ）］
ソフトキーを 3 回押して、
［Analog（アナログ）］メニューオプションを表示します。
［0 Volt（0 ボルト）
］
［
、1 Volt（1 ボルト）
］
、
または［Step
（ステップ）
］
オプションを選択し
て、
ア ナ ロ グ 信 号 を 較 正 し ま す。
［BACK（戻 る）］オ プ シ ョ ン を 使 用 し て、
［Analog/
MODE（アナログ／モード）
］メニューに戻ります。
［EXIT
（終了）］を押して、メインメ
ニューに戻ります。
8. ［MODE
（モード）］ソフトキー：応答モードでは、パルスオキシメータが SpO2 酸素飽
和度を計算、記録、表示する頻度を規定しますが、
脈拍数計算には作用しません。た
だし、応答モードの設定は SPD アラームの動作に影響を及ぼすことがあります。
セットアップメニューで［NEXT（次へ）］
ソフトキーを 2 回押して、
［MODE
（モード）］
メニューオプションを表示します。
a. Normal Mode（通常モード）
：デフォルトの応答モードです。%SpO2 計算時、血液中
酸素飽和度の変化に 5 〜 7 秒で応答します。通常モードでは、画面に Fast Mode（高速
モード）アイコンは表示されません。

56

操作マニュアル

パルスオキシメータのソフトキーメニューの使用

b. Fast Response Mode
（高速応答モード）
：高速モードでは、%SpO2 の計算時、血液中酸
素飽和度の変化に 2 〜 4 秒で応答します。このモードは、厳密なモニタリングが必要
な状況に役立ちます。高速モード時には、
画面の右下に斜体の高速モードアイコンが
表示されます。
注：
応答モード表示画面には、現在の SpO2 応答モード設定および現在の SpO2 および脈拍数の
測定値が表示されます。SatSeconds 有効時は、SatSeconds インジケータが表示されます。
SPD 有効時は、SatSeconds アイコンと SPD アイコンが両方とも表示されます。

応答モードの設定
a. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP
（セットアップ）
］
ソフトキーを押します。
b. ［NEXT
（次へ）
］ソフトキーを 3 回押します。
c. ［MODE（モード）］ソフトキーを押します。
図 33. %SpO2 応答モード選択画面

注：
パルスオキシメータが FAST
（高速）応答モードのときは、SpO2 および脈拍数アラームが通
常よりも頻繁に発生する場合があります。ただし、
応答モードの設定は SPD アラームの動
作に影響を及ぼすことがあります。
d. パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある下方調節キーまたは下方
調節キーを使用して、応答モードを選択します。
e. ［EXIT（終了）］
ソフトキーを押します。

［LIGHT
（ライト）］メニュー
1. ［OFF］ソフトキー：バックライトを完全に消灯します。このオプションはパルスオキ
シメータをオフにすると無効になり、工場出荷時のデフォルトの輝度に戻ります。
パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方
調節キーを使用して、表示画面のバックライトの輝度を調節します。
2. ［EXIT
（終了）］
ソフトキー：メインメニューに戻ります。
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工場出荷時のデフォルト設定の調整
概要
警告
患者の安全が損なわれる可能性がある場合は、
可聴アラームを消音しないでください。

警告
パルスオキシメータ使用時には、アラーム制限値がモニタする患者に適切であることを常
に確認してください。

警告
SPD 機能は成人患者にのみ使用してください。新生児モードでは、
SPD 機能はオフのままに
なります。

注意
SPD アラーム機能を使用する場合でも、モニタする患者に適切な閾値を設定する必要があ
ります。

OxiMax N-600x パルスオキシメータは、工場出荷時のデフォルト設定で出荷されます。
工場出荷時のデフォルト設定は、成人と新生児の 2 つのモードに分かれています。パル
スオキシメータの通電時には、新生児用の制限値設定ではなく、成人および小児用のア
ラーム制限値設定が表示されます。パルスオキシメータの操作モードを成人および小
児または新生児に設定するには、
［LIMITS（制限値）］ソフトキーを使用します。この設定
は、
パルスオキシメータをオフにするまで有効です。施設のデフォルト設定が通電時の
デフォルト設定と異なる場合は、
『N-600x サービスマニュアル』
に基づいて、設定を変更
するように弊社認定のサービス技術者に依頼してください。
ソフトキーを使用して、アラーム制限値、表示、ボーレート、時刻および日付、トレンド
データビューを変更します。電源投入時のデフォルト値として保存できない値もあり
ます。

• 電源投入時のデフォルト値として、%SpO2 アラーム下限値を「85」未満に設定することは
できません。

• 電源投入時のデフォルト値として、可聴アラームオプションをオフに設定することはで
きません。

この 2 つの値のいずれかを保存しようとすると、無効トーンが鳴ります。これらの値を
現在の患者に対して低く調整することは可能ですが、電源をオフにすると電源投入時デ
フォルト値に戻ります。
注：
SPD 機能は自動的に SatSeconds 値を 100 に設定します。
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成人および新生児のデフォルト設定の変更
表 7. 成人および新生児のデフォルト設定

オプション

成人
デフォルト設定

新生児
デフォルト設定

%SpO2 アラーム下限値
%SpO2 アラーム上限値

85%
100%

95%

アラーム消音時間

60 秒

アラーム消音時間オフ設定

オフ

アラーム消音リマインダ

オン

アラーム音量

7
（最大 10）

表示画面のコントラスト

中音域

表示形式

GCF

バックライト輝度

8
（バッテリ電源）
10（AC 電源）

言語

英語

パルスビープ音量

4
（最大 10）

脈拍数アラーム下限値

40 BPM

90 BPM

脈拍数アラーム上限値

170 BPM

190 BPM

脈拍数遅延

オフ

脈拍数遅延を許容

はい

応答モード

通常

センサ調整オン

はい

SatSeconds

SPD オン

100

SPD オフ

Off

SatSeconds 許容
SPD
SPD を許容
リアルタイムトレンド表示

操作マニュアル

オフ

はい
SPD オン

1

常にオフ
（無効）

はい

なし
%SpO2

リアルタイムトレンドスケール

15 分

トレンドスケール

8 時間

ナースコール極性

通常は低

データポートのボーレート

9600

データポートのプロトコル

ASCII
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成人または新生児モードの設定
警告
酸素投与時は脱飽和パターンを弱めます。パターンが飽和のトレンドに現れる前に、比例的
に患者の呼吸不全はより重度になることがあります。患者への酸素投与のモニタリングを
行う際は常に注意を払ってください。

警告
SPD 機能は成人患者にのみ使用してください。新生児モードでは、
SPD 機能はオフのままに
なります。

1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［LIMITS（制限値）］ソフ
トキーを押します。施設の設定またはデフォルト設定に基づいて、パルスオキシ
メータに
［ADULT LIMITS（成人の制限値）］画面または［NEONATE LIMITS（新生児の制
限値）］画面が表示されます。
a. ［ADULT LIMITS（成人の制限値）］
画面には、成人および小児患者用の施設デフォルト設
定または工場出荷時のデフォルト設定が表示されます。
図 34. 成人および小児の制限値設定画面

b. ［NEONATE LIMITS
（新生児の制限値）］画面には、新生児患者用の施設のデフォルト設
定または工場出荷時のデフォルト設定が表示されます。
図 35. 新生児の制限値設定画面

2. ［NEO（新生児）］または［ADULT
（成人）］ソフトキーを押して、
［ADULT LIMITS（成人の
制限値）］または［NEONATE LIMITS（新生児の制限値）］を設定します。
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一時制限値の設定
［Limits
（制限値）］画面の初期値は、59 ページの「成人および新生児のデフォルト設定」
に
リストされた工場出荷時のデフォルト設定値、または弊社認定のサービス担当者が設定
した施設のデフォルト設定です。特定の患者に対して値を変更した場合、
［Limits（制限
値）
］画面の表示値の右側に小数点が表示されます。これらの値は、パルスオキシメータ
の電源オフ／オン後、工場出荷時または施設のデフォルト値に戻ります。
図 36. 成人の制限値設定画面

制限値の設定
1. 酸素飽和度および脈拍数の上限および下限値を調整するには、
［Adult Limit（成人の
制限値）］表示または［Neonate Limit（新生児の制限値）］表示を選択します。
［Limit（制
限値）
］表示には、アラーム制限値の表および SpO2 と脈拍数の現在の測定値が表示
されます。アラーム制限値の表のタイトルには、
パルスオキシメータが Adult
（成人）
モニタリングモードか、Neonate（新生児）モニタリングモードであるかが表示され
ます。SatSeconds または SPD 有効時は、
［Limit（制限値）］表示に SatSeconds アイコ
ンと SPD アイコンも表示されます。
注：
制限値の変更はパルスオキシメータの電源をオフにするまで有効です。
電源をオフにする
と、施設のデフォルト制限値に戻ります。工場出荷時のデフォルト設定から施設のディフォ
ルト設定への変更は、弊社認定のサービス担当者が『N-600x サービスマニュアル』の手順に
従って行います。
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2. ［LIMITS（制限値）
］ソフトキーを押します。
a. ［Adult Limits（成人の制限値）］を選択すると、以下のような現在の制限値が表示され
ます。
図 37. 成人および小児の制限値画面

b. ［Neonate Limits（新生児の制限値）］
を選択すると、以下のような現在の制限値が表示
されます。
図 38. ［Neonate Limits（新生児の制限値）］
画面

3. ［ADULT
（成人）］または［NEO
（新生児）］ソフトキーを押して、成人 - 小児または新生児
の制限値画面を選択します。
4. ［SELECT（選択）
］ソフトキーを押して、調整するパラメータを選択します。
5. パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方
調節キーを使用して、選択した制限値パラメータを増減します。
6. この手順を繰り返して、アラーム制限値のセットアップを完了します。
7. 表示画面がタイムアウトするまで待つと、変更値が登録されます。あるいは、
［EXIT
（終了）
］
ソフトキーを押して画面を閉じると、通常のモニタリングモードに戻ります。

OxiMax SPD ™ Alert 機能の使用
OxiMax SPD ™ Alert 機能
（SPD）の作動原理
警告
酸素投与時は脱飽和パターンを弱めます。パターンが飽和のトレンドに現れる前に、比例的
に患者の呼吸不全はより重度になることがあります。患者への酸素投与のモニタリングを
行う際は常に注意を払ってください。

警告
SPD 機能は成人患者にのみ使用してください。新生児モードでは、
SPD 機能はオフのままに
なります。
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注意
SPD アラーム機能を使用する場合でも、モニタする患者に適切な閾値を設定する必要があ
ります。

OxiMax SPD ™ Alert(SPD) 機能は、患者の上気道から肺に達するエアフローが繰り返し
減少することを示す、成人の脱飽和パターンを検出します。患者の分時換気が長期間に
わたって相対的に減少すると、肺胞の酸素分圧が段階的に低下し、動脈血の酸素脱飽和
を引き起こす場合があります。換気減少が繰り返し起きる場合、
酸素飽和トレンドに明
らかなパターンが生じます。脱飽和を繰返すパターンは、
多くの場合、次第に発達して
重症度を増します。このパターンを検出した場合、患者には進行性の重度のエアフロー
低下が見られる可能性があります。これは、対処せずに放置するとさらに重症化するこ
とがあります。
脱飽和のパターンは複数存在し、脱飽和が連続して起きた後に再飽和が起きます。SPD
機能は、
固有の特性に基いて、繰り返すエアフローの低下によって起きる脱飽和パター
ンを見つけ出します。

• 脱飽和イベントの重症度（イベント中の脱飽和深度）およびその後の再飽和範囲
• 脱飽和イベントの規則性（パターンの繰り返し頻度）
• イベントを形成する脱飽和／再飽和トレンドの傾斜
SPD 機能はこのような脱飽和パターンを 6 分間以上かけて特定します。SPD の感度設
定に応じて、パターンが持続すると SPD アラームが鳴り、看護者に状況を警告すること
があります。
図 39. 臨床的に有意な脱飽和パターン

SPD 機能は、脱飽和パターンに関する情報を看護者にさまざまな方法で伝えます。
1. SPD アイコン：OxiMax SPD ™ Alert (SPD) 機能は、成人の SpO2 トレンドの脱飽和パ
ターンを検出すると、視覚インジケータ（オプションで可聴アラーム）を使用して看護
者にこのパターンを警告します。この機能の有効時は、SPD の三角形アイコンがモ
ニタ画面に表示されます。パターンが密になるにつれて、三角形アイコンが底辺か
ら先端方向に点灯していきます。パターンが疎になると、三角形アイコンは先端か
らから底辺方向に消灯していきます。三角形全体が点灯すると、アラームが鳴りま
す。SPD が有効時は、デフォルト設定はオンで、感度は 1 に設定されています。この機
能は、
［LIMITS（制限値）
］メニューでオフにできます。看護者は、1
（高感度）、2
（中感
度）
、3
（低感度）の 3 段階のアラーム感度から選択できます。1 を選択するとアラーム
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の発生頻度が高くなり、3 を選択するとアラームの発生頻度が低くなります。SPD ア
イコンが完全点灯するまでの速度は、
SPD 感度設定によります。
図 40. SPD アイコンおよび感度設定

2. SPD アラーム：SPD アラーム設定では可聴アラームと視覚アラームの両方を設定でき
ます。看護者は、
アラームタイプを可聴アラームと視覚アラームの両方、または視覚
アラームのみに設定できます。
a. 可聴アラーム：SPD 可聴アラームが発生すると、パルスオキシメータはアラーム発生
後最長 6 分間アラームを継続します。看護者がアラームを消音することも可能です。
b. 視覚アラーム：SPD 視覚アラームが発生すると、看護者が
［TREND
（トレンド）
］ソフト
キーを押してトレンドデータをレビューするまで、
［TREND
（トレンド）］ソフトキー
は点滅し続けます。

3. SPD トレンドデータ：トレンド履歴は SPD パターンを捕捉して、SatSeconds アラーム
および SPD アラームが起動すると、
発生期間を定義します。パターンが SPD 制限値
を超えると、
［TREND（トレンド）］メニューオプションが点滅します。看護者はデー
タを表示して、トレンドデータ履歴の SatSeconds および SPD を確認します。トレン
ドビューの表示時間量を変更するには、
［TIME（時間）］ソフトキーを押して、時間ス
ケールを変更します。
図 41. SPD トレンドデータ、15 分

インジケータが完全に点灯して SPD 制限値に達したことを示すと、可聴アラームが鳴
り、
［TREND
（トレンド）
］
ソフトキーが点滅します。
［TREND（トレンド）
］
ソフトキーは、看護
者が［TREND
（トレンド）
］
ソフトキーを押してトレンドデータをレビューするまで点滅を
続けます。デフォルト設定の 1 は、脱飽和パターンに対する感度が最も高い設定で、
よ
り頻繁にアラームが発生します。アラームの発生頻度を下げるには、より低感度の設定
の 2 または 3 を選択します。
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OxiMax SPD ™ Alert（SPD）
感度の設定
警告
酸素投与時は脱飽和パターンを弱めます。パターンが飽和のトレンドに現れる前に、比例的
に患者の呼吸不全はより重度になることがあります。患者への酸素投与のモニタリングを
行う際は常に注意を払ってください。

警告
SPD 機能は成人患者にのみ使用してください。新生児モードでは、
SPD 機能はオフのままに
なります。

SPD 感度設定は、パルスオキシメータの脱飽和パターンに対する感度の閾値を設定しま
す。デフォルト設定の 1 は、最も感度の高い設定です。
注：
SPD 有効時、
SatSeconds 機能は自動的に設定 100 でオンになります。
注：
アラーム制限値のデフォルト設定の調整は、弊社認定のサービス担当者が『N-600x サービス
マニュアル』に記載された手順に従って有効または無効にします。
注：
SPD 感度設定を変更する前に、すべてのアラームをクリアしてください。
パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［LIMITS（制限値）］
ソフトキーを
押します。現在のアラーム制限値が表示されます。

1. ［SELECT（選択）
］ソフトキーを押し続けて、SPD 感度設定をハイライトします。デフォ
ルト設定の 1 は、脱飽和パターンに最も感度が高い設定ですが、より頻繁にアラーム
を発生する可能性があります。
図 42. SPD 感度設定

2. 上方調節キーを使用して脱飽和パターンへの感度が低い設定を選択します。これに
よって、アラームの発生頻度が低くなります。脱飽和パターンに対して最も感度が
低いのは 3 の設定です。
3. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押して、選択を保存します。
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脈拍数遅延アラーム管理機能の使用
脈拍数遅延機能の作動原理
パルスオキシメータは、単位時間ごとにプレチスモグラフの数を測定して脈拍数をモニタ
リングします。従来のアラーム管理機能では、脈拍をモニタリングするために、アラー
ムの上限値および下限値を設定します。脈拍数がアラームの限界値に近い値で変動す
る場合、アラームの限界値を逸脱すると警告音を発します。脈拍数遅延機能は、臨床的
に有意なイベントと、不快なアラーム誤作動を引き起こす軽度または短時間の脈拍数制
限値からの逸脱とを区別できます。脈拍数遅延機能は、脈拍数アラームが鳴る前に、
閾
値からの逸脱期間を設けることができます。これにより、
脈拍数遅延機能は、臨床的に
有意なイベントと、不快なアラーム誤作動を引き起こすことがある軽度または短時間の
脈拍数制限値からの逸脱とを区別します。
脈拍数遅延機能を使用するには、従来のアラーム管理で脈拍数のアラームの上限値およ
び下限値を設定してください。その後、
脈拍数遅延を設定してください。脈拍数遅延を
制限することで、
脈拍数がいずれかの限界値を越えてもアラーム音を発しない値にコン
トロールできます。

アラーム遅延を設定する方法
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［LIMITS（制限値）］ソフ
トキーを押します。
2. ［SELECT（選択）
］
ソフトキーを押し続けてアラーム遅延設定をハイライトし、デフォ
ルト設定の
［OFF］をハイライトします。
3. 上方調節キーを使用して、5 秒間のアラーム遅延または 10 秒間のアラーム遅延を選択
します。
4. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押して、選択を保存します。
図 43. 脈拍数遅延設定
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SatSeconds ™ アラーム管理機能の使用
SatSeconds 機能の作動原理
パルスオキシメータは、血液中の酸素によって飽和したヘモグロビンの結合部位の割合
をモニタリングします。従来のアラーム管理では、特定の SpO2 レベルでアラームが発生
するようにアラームの上限値と下限値を設定します。このため、SpO2 レベルがアラー
ム制限値の近くで変動すると、アラーム閾値を外れるたびにアラームが鳴ります。
SatSeconds は、脱飽和度の重大さの指標として脱飽和の程度と期間をモニタリングし
ます。このため、SatSeconds 機能は臨床的重大イベントと、煩わしいアラーム誤作動を
引き起こすことがある軽度のまたは短時間の %SpO2 制限値の脱飽和とを区別します。
詳細は、20 ページの図 5「最初の SpO2 イベント：SatSeconds アラームなし」、21 ページ
の図 6
「2 番目の SpO2 イ ベント：SatSeconds アラームなし」および 22 ページの図 7
「3 番目の SpO2 イベント：SatSeconds アラーム起動」を参照してください。
アラームの上限値および下限値は、従来のアラーム管理方法に従って設定してください。
SpO2 が選択したアラーム下限値を下回る値でも、指定した期間に可聴アラームが鳴るタ
イミングを遅くしたい場合は、SatSeconds アラーム管理機能を利用してください。
酸素飽和度は数秒間、一定に留まらずに変動することがあります。SpO2 レベルはしば
しばアラーム制限値の上下を変動し、
非アラーム範囲との間を数回行き来します。
このような変動期間中、パルスオキシメータは SpO2 ポイント数（正と負）を、SatSeconds
制限値（SatSeconds 時間設定）に達するまで、あるいは SpO2 レベルが正常領域に戻り
そのまま留まるまで積分します。

SatSeconds「セーフティーネット」
SatSeconds「セーフティーネット」は、酸素飽和度がしばしば制限値を下回るものの、
SatSeconds 時間設定に達するほど長くは制限値以下に留まらないような患者を想定し
ています。60 秒以内に 3 回以上制限値からの逸脱が発生すると、SatSeconds 時間設定
に達していなくても、アラームが鳴ります。

SatSeconds アイコン
SatSeconds テクノロジが、SpO2 値がアラーム制限値の範囲を外れたことを検出する
と、
SatSeconds 円形アイコンは時計回りに点灯していきます。SpO2 値が制限値内にな
ると、SatSeconds アイコンは反時計回りに消灯していきます。
図 44. SatSeconds アイコンおよびアラーム制限値
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SatSeconds アイコ ンが完 全に点 灯して、閾値 に到達 すると、可聴 アラー ムが鳴 り、
［TREND（トレンド）
］
ソフトキーが点滅し、表示 SpO2 値が点滅します。
［TREND
（トレン
ド）
］
ソフトキーは、看護者が［TREND（トレンド）
］
ソフトキーを押してトレンドデータを
レビューするまで点滅を続けます。従来のアラーム管理と同じく、可聴アラームはア
ラーム消音キーを押して消音します。
SatSeconds がオフに設定されていると、SatSeconds アイコンは画面に表示されませ
ん。ただし、
%SpO2 制限値からの逸脱があると、看護者が［TREND（トレンド）
］
ソフト
キーを押してトレンドデータをレビューするまで、
［TREND（トレンド）
］
ソフトキーは点
滅を続けます。パルスオキシメータは、SatSeconds または %SpO2 に制限値からの逸脱
があると、トレンドデータの %SpO（SpO
ビューにあるトレンドラインの
2
2 オプション）
上に小さな全円を表示します。

SatSeconds アラーム制限値を設定する方法
SatSeconds 制 限 値 を 調整 す る に は、Adult（成人）ま た は Neonate
（新生 児）の［Alarm
Limit
（アラーム制限値）
］表示を選択します。
注：
SatSeconds アラーム制限値のデフォルト設定の調整は、
弊社認定のサービス担当者が
『N-600x サービスマニュアル』に記載された手順に従って有効または無効にできます。

1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［LIMITS（制限値）］ソフト
キーを押します。現在のアラーム制限値が表示されます。
2. ［SELECT（選択）
］ソフトキーを 2 回押して、
［%SpO2 SAT-S］を選択します。
図 45. SatSeconds アラーム制限値の設定

3. パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方
調節キーを使用して、
制限値を選択します。10、25、50、100 SatSeconds、または OFF
を選択できます。表示値の右下に表示された小数点は、その値がデフォルト設定値で
はないことを示します。
4. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押して、選択を保存します。
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オキシメトリトレンドデータの管理
トレンドデータの基本
OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータは、トレンドデータを記録します。トレンド表示
オプションを使用して、
2 種類のトレンドデータを表示できます。

• パルスオキシメータに保存されたパルスオキシメータトレンドデータ。
• OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサ（単一患者用センサのみ）に保存された患者イベント
データ。これはセンサのイベントレコード機能で使用可能。

パルスオキシメータトレンドデータは、患者トレンドがパルスオキシメータに保存され
ていれば、いつでも表示できます。メインメニューで［TREND
（トレンド）］ソフトキーを
押し、
［MONITR（モニタ）］ソフトキーオプションを選択して、パルスオキシメータトレ
ンドデータを表示します。
［TREND（トレンド）
］サブメニューからは複数のトレンド
データ表示方法を選択できます。

•
•
•
•
•

デュアルトレンドデータ表示（酸素飽和度および脈拍数の両方）
SpO（酸素飽和度）
トレンドデータ表示
2
脈拍数
（BPM）トレンドデータ表示
脈幅トレンドデータ表示
ヒストグラムトレンドデータ表示

パルスオキシメータは、SpO2、脈拍数、
またはその両方のトレンドデータをグラフで表
示します。トレンドデータは 1 秒間隔で保存されます。
［TREND
（トレンド）］
ソフトキー
を押すと、パルスオキシメータの画面の下に「READING TRENDS（トレンド読み取り中）」
と表示されます。
これはパルスオキシメータが表示トレンドデータをフォーマットして
いることを示します。
パルスオキシメータは最大 45 時間のトレンドデータを保存します。画面に表示される
トレンドデータの量は、
［ZOOM（ズーム）］ソフトキーを使用して決定します。表示する
トレンドデータ情報の時間間隔は任意に設定できます。使用可能な設定は 20 秒、40
秒、
15 分、
30 分、1 時間、
2 時間、4 時間、8 時間、12 時間、
24 時間、36 時間、48 時間です。
トレンドデータはすべてグラフで表示されますが、20 秒および 40 秒のトレンドデータ
は表形式で表示されます。
トレンドデータの詳細は、127 ページの「製品仕様」を参照してください。
トレンドデータ情報は、パルスオキシメータのデータポートから取得します。または、適切
な表示メニューオプションを使用してクリアします。
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注：
メインバッテリの不良や交換時、
パルスオキシメータのトレンドデータは消失します。

トレンドデータ表示の読み取り
図 46. トレンドデータ表示

表 8. トレンドデータ表示
1

カーソル位置の最大および最小測定値。

2

または PAU［脈幅単位］）。
表示中のトレンドデータ
（%SpO2、BPM、

3

画面に表示するトレンドデータの量。使用可能な設定は 20 秒、
40 秒、15 分、30 分、
1 時間、2 時間、4 時間、8 時間、12 時間、24 時間、36 時間、48 時間です。

4

この間トレンドデータの記録なし。

5

カーソルの左右移動には、上（右）または下（左）キーを使用。

6

カーソル位置の時刻（項目 5）。

7

カーソル位置の日付（項目 5）。

トレンド表示はいつでも表示できます。1 時間のトレンド表示を選択すると、1 時間分
のトレンド情報が表示されます。スクロール機能を使用すると、トレンドデータを 1 時
間ずつ、最大 45 時間表示できます。アラーム消音キーの下にある下方調節キーは画面
を左にスクロールし、アラーム消音キーの下にある上方調節キーは画面を右にスクロー
ルします。
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データの表示時、最新の測定値はグラフの右側に表示されます。%SpO2 の下の数値は、
カーソル位置（画面に表示された縦の点線）での最大および最小パラメータ値です。詳細
は、
70 ページの「トレンドデータ表示の読み取り」を参照してください。
図 47. %SpO2 トレンドデータ画面、
12 時間トレンド

デュアルトレンドデータ表示
デュアルトレンドデータ表示には、
酸素飽和度（%SpO2）と脈拍数（BPM）
のトレンドデー
タが表示されます。
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND（トレンド）
］
ソフ
トキーを押します。
2. ［MONITR（モニタ）］ソフトキーを押します。
3. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
4. ［DUAL
（デュアル）
］
ソフトキーを押します。 デュアルトレンド
（%SpO2 および脈拍数）
が表示されます。
図 48. デュアルトレンドデータ表示画面、
12 時間トレンド

SpO2 トレンド表示
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND
（トレンド）］ソフ
トキーを押します。
2. ［MONITR（モニタ）］ソフトキーを押します。
3. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
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4. ［SpO2］ソフトキーを押します。%SpO2 トレンドデータが表示されます。
図 49. SpO2 トレンドデータ表示画面、12 時間トレンド

脈拍数トレンド表示
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND（トレンド）
］
ソフ
トキーを押します。
2. ［MONITR（モニタ）］ソフトキーを押します。
3. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
4. ［PULSE
（パルス）］
ソフトキーを押します。脈拍数トレンドデータが表示されます。
図 50. 脈拍数
（BPM）トレンドデータ表示画面、1 時間トレンド

脈幅トレンドデータ表示
脈幅トレンドデータ表示には、
表示画面に示された期間の患者の脈拍数の振幅が表示さ
れます。トレンドデータスケールをセットアップする方法については、74 ページの「ト
レンドデータ表示スケールの選択」を参照してください。
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND（トレンド）］
ソ
フトキーを押します。
2. ［MONITR（モニタ）］ソフトキーを押します。
3. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
4. ［NEXT
（次へ）］ソフトキーを押します。
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5. ［AMP（脈幅）
］
ソフトキーを押します。脈幅単位（PAU）
トレンドデータが表示されます。
図 51. 脈幅トレンドデータ表示画面、
1 時間トレンド

PAU 測定値（16:16）
は、
カーソル位置（破線）の脈幅単位
（最大および最小）を示します。
カーソルの左右移動には、
上（右）
または下（左）
キーを使用します。

ヒストグラムトレンドデータ表示
ヒストグラムは、
血中酸素飽和度
（%SpO2）と脈拍数（BPM）のトレンドデータを表示し
ます。表示されるデータは、表示画面に示されている期間に保存されたトレンドデータ
です。トレンドデータスケールをセットアップする方法については、74 ページの「トレ
ンドデータ表示スケールの選択」を参照してください。脈幅はヒストグラム画面では表
示できません。
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND
（トレンド）］ソフ
トキーを押します。
2. ［MONITR（モニタ）］ソフトキーを押します。
3. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
4. ［NEXT
（次へ）］ソフトキーを押します。
5. ［HIST（ヒストグラム）］ソフトキーを押します。 ヒストグラムトレンドデータが表示
されます。
図 52. ヒストグラムトレンドデータ表示画面、
12 時間履歴

トレンドデータの保存
パルスオキシメータの通電中は、患者のモニタリングに使用されているかどうかに関わ
らず、SpO2 および脈拍数の測定値を 1 秒ごとにメモリに保存します。パルスオキシ
メータには最大 45 時間のトレンドデータを保存できます。保存された 45 時間のトレ
ンドデータは、必要に応じてプリンタやポータブルコンピュータにダウンロードします。
トレンドデータには最大 50 件のアラーム制限値変更を保存できます。45 時間のトレ
ンドデータ収集中に 50 件を超えるアラーム制限値変更があった場合、50 件を超えた分
はトレンドデータ用の領域に保存されます。
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注意
アラーム制限値の設定変更はトレンドのメモリ領域を消費します。そのため、アラーム制限
値の変更は必要な場合のみに留めてください。
注：
トレンドのメモリには常に最新の 45 時間のデータが保存されています。
新たに収集された
データは最も古いデータから順に上書きして保存されます。パルスオキシメータは電源が
入っている限りデータポイントを記録し続けます。OxiMax パルスオキシメトリセンサがパ
ルスオキシメータや患者に接続されていないときは、
「空白」のデータポイントが記録され
ます。メモリに空き領域がない場合、
「空白」
データによって古い患者データが上書きされま
す。古い患者データを失うことがないように、患者をモニタリングしていないときはパルス
オキシメータの電源をオフにし、トレンドメモリの空き領域がなくなり新しい患者データ
（または「空白」データ）
によって古い患者データが上書きされてしまう前に、トレンドメモ
リをダウンロードしてください。

トレンドデータ表示スケールの選択
トレンドスケールとは、
画面に表示されるトレンドデータの量です。
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND（トレンド）］
ソ
フトキーを押します。
2. ［MONITR（モニタ）］ソフトキーを押します。
3. ［VIEW（ビュー）］ソフトキーを押します。
4. いずれかのトレンドソフトキー（［DUAL
（デュアル）］、
［SpO2］、
［PULSE
（パルス）］）
を
押します。HIST
（ヒストグラム）または AMP（脈幅）を選択するには、
［NEXT
（次へ）］
ソ
フトキーを押してから、
［HIST
（ヒストグラム）］または［AMP（脈幅）］ソフトキーを押
します。
5. ［ZOOM（ズーム）］ソフトキーを押します。
［ZOOM（ズーム）］メニューが表示されます。
6. ［TIME（時間）］ソフトキーを押し、表示されたトレンド時間スケールを切り替えて、目
的の時間間隔を選択します。
［TIME（時間）］ソフトキーを押すと、48 時間、36 時間、12
時間、8 時間、4 時間、2 時間、1 時間、30 分、15 分、40 秒、20 秒の順に切り替わります。
図 53. BMP トレンドデータ画面、1 時間トレンド

注：
20 秒および 40 秒のトレンド表示は表形式で表示されます。下図の表示では、通常応答モー
ドで開始した後（表示画面左側）、
高速応答モードに切り替わっています。
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7. ［SCALE
（スケール）
］ソフトキーを押して、目的のトレンド振幅スケールを選択しま
す。
［SCALE
（スケール）］ソフトキーを押すと、表示されたトレンド振幅スケールが
カーソル位置のデータポイントの上下 ±5、±10、±15、±20、±25、±30、±35、±40、
±50 ポ
イントに切り替わります。カーソル位置にデータがない場合、
グラフ形式での酸素
飽和度トレンド表示の縦軸のデフォルト設定は 10 〜 100 です。カーソル位置に
データがない場合、グラフ形式での脈拍数トレンド表示の縦軸のデフォルト設定は
5 〜 250 です。
図 54. トレンドデータ履歴、スケール調整

8. ［AUTO
（自動）
］ソフトキーを押して、
目的のプリセットデータポイント振幅を選択し
ます。
［AUTO（自動）］ソフトキーを押すと、グラフ表示するトレンドデータの振幅を
プリセットできます。トレンドデータポイントの最大値を切り上げて直近の 10 の
倍数にした値が、グラフの最上部に表示されます。トレンドデータポイントの最小
値の端数を切り捨てて次の 10 の倍数までの概数にし、
さらに 10 を減算した値がグ
ラフの最下部に表示されます。
9. ［BACK（戻る）］ソフトキーを押して、
［MONITR（モニタ）］メニューに戻ります。

トレンド情報の消去
トレンドデータを消去する方法
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND（トレンド）］
ソ
フトキーを押します。
2. ［MONITR（モニタ）］ソフトキーを押します。
3. ［DELETE（削除）］ソフトキーを押します。トレンドデータを削除せずにこの機能を閉
じるには、
［NO］を押して、
次に［EXIT
（終了）］を押してください。
注：
［DELETE
（削除）
］ソフトキーを押すと、すべてのトレンドデータが消去され、
パルスオキシ
メータはビープ音を 3 回鳴らします。

4. ［YES］ソフトキーを押します。
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OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサデータの管理
センサメッセージについて
パルスオキシメータが新しいセンサを認識した場合、または酸素飽和度データを表示で
きない場合、OxiMax パルスオキシメトリセンサメッセージが表示されます。

センサタイプメッセージ
OxiMax パルスオキシメトリセンサをパルスオキシメータに接続すると、画面下部に
「SENSOR TYPE:...
（センサタイプ :...）
」というメッセージが 4 〜 6 秒間表示されます。この
メッセージは、パルスオキシメータに接続された OxiMax パルスオキシメトリセンサの
タイプ（モデル）を示します。
図 55. センサタイプメッセージ画面

インセンサデータタイプメッセージ
過去の患者データが入っていない OxiMax パルスオキシメトリセンサをパルスオキシ
メータに接続すると、センサタイプメッセージの後、パルスオキシメータ画面の下に
「DATA TYPE:...
（データタイプ :...）」というメッセージが数秒間表示されます。このメッ
セージは、パルスオキシメータが OxiMax パルスオキシメトリセンサにデータを書き込
むときに使う現在のデータタイプ設定を示します。データタイプ設定オプションには、
EVENT/SpO2 と EVENT/SpO2+BPM があります。
図 56. インセンサデータタイプメッセージ画面

センサイベントの記録タイプは、OxiMax パルスオキシメトリセンサをパルスオキシ
メータに接続する前に設定しておく必要があります。センサデータタイプの設定を変
更する方法については、80 ページの「インセンサデータタイプ機能の管理」
を参照して
ください。
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センサ状況メッセージ
センサ状況メッセージは、センサは正常に機能しているものの、センサの部位や適用方
法が不適切なため %SpO2 を計算できないことを示します。
センサ状況メッセージには、優先度の最も高いものを一番上として、重要度の順番で表
示されます。
「POOR SIGNAL CONDITION（信号状況不良画面）」には最大 3 件の状況メッ
セージが表示されます。
図 57. 「POOR SIGNAL CONDITION（信号状況不良画面）」

「POOR SIGNAL CONDITION（信号状況不良画面）」で
［HELP（ヘルプ）］キーを押して、推奨
される対処法を表示します。センサ調整状況メッセージは以下です。

•
•
•
•
•
•

SENSOR OFF?（センサオフ ?）
SMALL PULSES
（パルスが小さすぎる）
WEAK SIGNAL（信号が弱すぎる）
INTERFERENCE（干渉）
EXCESS INFRARED LIGHT（過度の赤外光）
HIGH PULSE AMPLITUDE
（過大な脈幅）

センサ対処法メッセージ
対処法メッセージは、
パルスオキシメータに接続された OxiMax パルスオキシメトリセ
ンサのタイプに関連しています。最大 5 件の対処法メッセージを表示できます。すべて
の対処法メッセージを表示するには、複数画面が必要になる場合があります。複数画面
が必要な場合、ナビゲーションは、
［NEXT
（次へ）
］
［
、BACK
（戻る）
］
［
、EXIT
（終了）］ソフト
キーを使用して行います。対処法メッセージは以下です。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

操作マニュアル

ALTERNATE SITE?
（装着部位の変更 ?）
COVER SENSOR SITE?
（装着部位を覆う ?）
EAR/FOREHEAD SENSOR?（耳用／前額部用センサに変更 ?）
NASAL/EAR SENSOR?（鼻用／耳用センサに変更 ?）
OXIMAX ADHESIVE SENSOR
（OXIMAX 粘着式センサに変更してください）
SECURE CABLE（ケーブルを固定してください）
HEADBAND（ヘッドバンドを使用してください）
WARM SITE（センサ装着部位を温めてください）
BANDAGE ASSEMBLY（接続部を確認してください）
NAIL POLISH
（マニキュアを落としてください）
SENSOR TOO TIGHT?（センサの締め付けすぎ ?）
REPOSITION SENSOR（センサを貼りなおしてください）
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•
•

ISOLATE INTERFERENCE SOURCE（干渉源を離してください）
CLEAN SENSOR SITE
（センサ装着部位を清潔にしてください）

メッセージを消去するには、対処法を検討して適切な手段で状況を取り除いてから、
［EXIT
（終了）］ソフトキーを押します。センサメッセージ画面は、一度閉じると新たな状
況が発生するまでは再表示されません。
図 58. 対処法画面

センサメッセージ機能の有効化／無効化
OxiMax パルスオキシメトリセンサメッセージ設定表示を使用して、
センサメッセージ機能
を有効化または無効化できます。この機能を無効化すると、
「SENSOR NOT POSTING
（センサ
転記なし）
」
や
「SUGGESTED ACTION
（推奨する対処法）
」
メッセージは表示されません。
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP（セットアップ）］
ソフトキーを押します。
2. ［SENSOR（センサ）］ソフトキーを押します。
3. ［MSG
（メッセージ）］ソフトキーを押します。
図 59. ［Enable Sensor Message（センサメッセージを有効化）］
画面

4. パルスオキシメータパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方
調節キーを使用して、ENABLE
（有効化）メッセージを切り替えます。
5. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押します。
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センサのイベントレコードの使用
センサのイベントレコードの概要
警告
パルスオキシメトリセンサは、センサのイベントレコードをセンサに記録するとき、Nellcor
OxiMax N-600x パルスオキシメータが表示する日時を記録します。日時の精度は、パルスオ
キシメータの日時の設定によって決まります。パルスオキシメータの日時を正しく設定し
て、レコード可能なセンサを接続し、
センサが接続されている限り日時の整合性が維持され
るようにします。センサのイベントレコードデータを持つセンサは、
パルスオキシメータ間
を移動することがあるので、パルスオキシメータとセンサイベントレコードデータ間で日時
が異なると、センサのイベントレコードデータの表示順序に影響します。こうした問題を排
除するには、
施設内のすべてのパルスオキシメータを同じ時刻に設定する必要があります。
インセンサデータ

OxiMax 粘着パルスオキシメトリセンサには、患者アラームイベントデータを保存でき
ます。センサのイベントレコードを使用すると、アラームイベント履歴をセンサのメモリ
チップに保存して患者が持ち運べるため、OxiMax パルスオキシメータを使用する看護
のあらゆる場面で迅速な評価が可能になります。
患者
（アラームイベント）データは、OxiMax 粘着パルスオキシメトリセンサ（単一患者
用センサのみ）のメモリチップに保存されます。アラームイベントデータは、記録する
パルスオキシメータでイベント発生時点に設定されていた制限値／閾値を使用して保存
（記録）されます。これらのイベントは、
患者が移動した場合には移動先の新しい OxiMax
パルスオキシメータで表示できます。
センサのイベントレコード

イベントは、%SpO2 値がアラームの上限値または下限値のいずれかを 15 秒以上超える
と発生します。アラームイベントはグループ化され、5 分ごとにメモリチップに記録さ
れます。OxiMax パルスオキシメトリセンサには、通常、
最大 100 件のイベントを保存で
きます。
イベントレコードは、SENSOR が有効な OxiMax N-600x パルスオキシメータに患者ア
ラームデータ（イベントレコード）
が入った OxiMax パルスオキシメトリセンサを接続し
たときにのみ表示できます。イベントレコードは、前の看護または搬送の領域（履歴）
か
ら患者イベントを表示します。パルスオキシメータトレンドは、現在モニタしている患
者のデータやイベントを見るために用います。
イベントデータが入った OxiMax パルスオキシメータセンサをパルスオキシメータに接続
すると、パルスオキシメータの［SENSOR EVENT RECORD
（センサのイベントレコード）］
インジケータが点灯します。
センサのイベントレコードの記録および表示は、SENSOR が有効な OxiMax 適合のモニタ
でのみ可能です。OxiMax センサは旧式のモニタでも機能する場合がありますが、セン
サのイベントレコード機能は使用できません。
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OxiMax パルスオキシメトリセンサに記録されたセンサイベントの保存を無効にする
方法は、
『N-600x サービスマニュアル』を参照してください。

インセンサデータタイプ機能の管理
［In-Sensor Data Type
（インセンサデータタイプ）］表示では、OxiMax パルスオキシメト
リセンサに記録する患者アラームイベントのトレンドデータのタイプを設定できます。
OxiMax パルスオキシメトリセンサは、
「SpO2」または「SpO2+BPM」を記録するように設
定できます。
注：
OxiMax パルスオキシメトリセンサのデータタイプは、センサをパルスオキシメータに接続
していないときにのみ設定できます。

センサのデータタイプ設定
1. SpO2 OxiMax センサポートにケーブルを接続していない状態でパルスオキシメータ
の電源を入れ、
［SETUP（セットアップ）］ソフトキーを押します。
2. ［SENSOR（センサ）］ソフトキーを押します。
3. ［DATA（データ）］ソフトキーを押します。
注：
パルスオキシメータの画面に OxiMax センサのデータタイプ設定が表示されます。センサ
が接続されていない場合、両方のセンサタイプとそれぞれのオプションの完全なセットが
表示されます。センサが接続されている場合は、そのセンサ用のデータタイプのみが表示さ
れます。
図 60. ［In-Sensor Data Type
（インセンサデータタイプ）］画面の説明

4. ［SELECT（選択）
］ソフトキーで、
SENSOR-R（読み取り専用チップ付きセンサ）
と SENSORRW
（読み取り／書き込み可能チップ付きセンサ）
とを切り替えます。
注：
SENSOR-R 機能は、
現行の OxiMax パルスオキシメトリセンサをすべてサポートしていま
す。SENSOR-RW 機能は、読み取り／書き込みチップがインストールされた OxiMax パルス
オキシメトリセンサにのみ適用できます。
パルスオキシメータのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方調節キーを使用
して、
センサのデータタイプを選択します。
SENSOR-R および SENSOR-RW には次のような選
択肢があります。

•
•
•

SPO2
SPO2+BPM
DEFAULT（デフォルト）

5. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押して、センサのデータタイプを設定します。
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センサのイベントレコードの表示
患者センサをパルスオキシメータに接続した状態で、患者アラームイベントデータにアク
セスします。
1. メインメニューで［TREND（トレンド）］ソフトキーを押します。
2. ［SENSOR（センサ）］ソフトキーオプションを選択します。
3. センサのイベントレコードをグラフ形式（GRAPH）またはサマリ表形式（TABLE）で表
示します。
注：
一度、OxiMax パルスオキシメトリセンサでセンサのイベントレコードタイプを設定して、
イベントデータをセンサに保存すると、センサのイベントレコードタイプはリセットでき
ません。パルスオキシメータのタイプ設定はいつでも変更できます。

非グラフ形式のセンサイベントレコードデータの管理
患者アラームデータが入った OxiMax パルスオキシメトリセンサ（単一患者用センサの
み）
をパルスオキシメータに接続すると、
パルスオキシメータのフロントパネルにある
［Sensor Event Record（センサイベントレコード）］インジケータが中優先度の点滅速度
で点滅して、パルスオキシメータに接続された OxiMax パルスオキシメトリセンサに患
者イベントデータがあることを示します。フロントパネルは、OxiMax パルスオキシメ
トリセンサを外すまで、または［TREND（トレンド）］、
［SENSOR（センサ）］を順に押して
センサトレンドデータを表示するまで、約 60 秒間点滅します。

使用できるセンサイベントレコードデータの表示
1. ［TREND
（トレンド）］ソフトキーを押します。
2. ［SENSOR（センサ）］ソフトキーを押します。 パルスオキシメータの画面の下に、対応
する「DATA IN SENSOR（インセンサデータ）」メッセージが表示されます。4 〜 6 秒
後、
パルスオキシメータがすべてのデータをセンサから読み込むと、メインメニュー
に戻ります。
図 61. ［Data In Sensor
（インセンサデータ）］画面

4 〜 6 秒を経過しても OxiMax パルスオキシメトリセンサからまだデータを読み込ん
」メッセー ジに代わり「READING
でいる場合、
「DATA IN SENSOR（インセンサデータ）
TRENDS（トレン ド読み込み中）」
メッセー ジが表示され、
［ABORT（中止）］オプショ ンが
表示されます。
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図 62. ［Data In Sensor
（インセンサデータ）］画面からのトレンドの読み込み

3. ［ABORT
（中止）］ソフトキーを選択して記録を中止するか、他のデータにアクセスす
るか、または他のデータを表示します。センサのイベントレコードを表示するには、
［TREND/SENSOR（トレンド／センサ）］メニューにアクセスします。
センサのメモリがいっぱいになると、OxiMax パルスオキシメトリセンサを外すまで、
SENSOR EVENT RECORD LED（センサイベントレコード LED）が点灯し続けます。
注：
センサにデータがない場合や、以前のモニタリングでセンサのメモリチップにイベントが
記録されていない場合、
［TREND/SENSOR
（トレンド／センサ）
］オプションは使用できませ
ん。下図は、データがない場合のイベント表示画面の例です。メッセージは、
グラフやサマリ
を閉じると消えます。
図 63. グラフ形式のセンサイベント履歴画面、データなし

グラフ形式のセンサイベントレコードデータの管理
患者のイベント履歴のグラフ表示は、単一患者用 OxiMax パルスオキシメトリセンサで
のみ可能です。グラフのデータポイントは、あるイベント（%SpO2 値が最低 15 秒間継
続してアラーム閾値を下回る）期間中の 30 秒区間ごとの %SpO2 最小値および最大値
で、
実測 %SpO2 値がアラーム閾値以上になるまで 30 秒ごとに継続して記録されます。
イベントの継続時間は、イベント内のデータポイント数によって決まります。各データ
ポイントは 30 秒間隔で保存されます。
イベントは、次のいずれかの原因により終了します。

• %SpO2 がアラーム制限値以上に復帰
• 脈拍消失
• OxiMax パルスオキシメトリセンサが外れた
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• OxiMax パルスオキシメトリセンサを患者から外した
図 64. グラフ形式のセンサイベント履歴画面、
2/2 ページ

グラフのタイトルには、データタイプ（GRAPH）が上部左端に表示されます。表示中のイ
ベント番号と OxiMax パルスオキシメトリセンサに記録されたイベント総数が、タイト
ルの右側に表示されます（例 2/2）
。表示中のイベントの日付と時刻は上部中央と右端に
表示されます。
グラフに表示されたデータのタイプは、縦軸の左側に表示されます（%SpO2）。その下に
はイベント中の値の範囲（最小／最大）が表示されます。イベントの持続時間は範囲値
の下に表示されます。グラフの縦軸ラベルには、グラフのデータの規模尺度が表示され
ます。横軸にはラベルは表示されませんが、イベント中の 30 秒区間数が入るように自
動的に縮尺されます。アラーム閾値（SpO2 アラーム制限値未満）は、グラフ上に水平の
点線で表示されます。最初のデータポイントがアラーム閾値です。
イベントは、一度に 1 つのグラフに 1 つずつ表示されます。グラフは時系列で表示さ
れ、
センサイベントのグラフ表示にアクセスすると、最新のイベントが最初に表示され
ます。イベント間の移動には、左矢印アイコンと右矢印アイコンがついた左端の 2 つの
ソフトキーを使用します。イベントシーケンスの最初のイベント（2 件中 1 件目）では、
左矢印ソフトキーは表示されません。イベントシーケンスの最後のイベント（2 件中 2
件目）では、右矢印ソフトキーは表示されません。
パルスオキシメータパネルの アラーム消音キーの下にある上方調節キーおよび下方調
節キーを使用しても、イベント間を移動できます。
［BACK
（戻る）］
ソフトキーを押すと、前の［TREND/SENSOR（トレンド／センサ）］サブメ
ニューレベルに戻ります。

センサのイベント履歴データの表示
パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、センサのイベント履歴デー
タを表示できます。
1. 患者データが入った OxiMax パルスオキシメトリセンサをパルスオキシメータの SpO2
センサポートとケーブルに接続します。
2. ［TREND
（トレンド）］ソフトキーを押します。
3. ［SENSOR（センサ）］ソフトキーを押します。
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4. ［GRAPH
（グラフ）］
ソフトキーを押します。
図 65. グラフ形式のセンサイベント履歴画面、5 ページ

注：
左右矢印ソフトキーを使用して、
イベントグラフのページ間をスクロールします。

5. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押します。
下図は、一連の %SpO2 + BPM（酸素飽和度プラス脈拍数）のデュアルビューのイベントグ
ラフです。デュアルビューのグラフは単一グラフ表示のイベント履歴グラフと同じです
が、グラフを横に圧縮して、同一イベントの %SpO2 と脈拍数の両方を表示しています。
図 66. グラフ形式のセンサイベント履歴画面、
1/5 ページ

図 67. グラフ形式のセンサイベント履歴画面、
4/5 ページ

図 68. グラフ形式のセンサイベント履歴画面、
5/5 ページ
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表形式のインセンサイベントデータの表示と印刷
表形式のセンサイベントデータは、OxiMax パルスオキシメトリセンサのメモリチップ
に記録されたすべてのイベントのリストです。
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND（トレンド）
］
ソフ
トキーを押します。
2. ［SENSOR（センサ）］ソフトキーを押します。
3. ［TABLE
（表）］
ソフトキーを押して、データを表示します。
図 69. 履歴サマリデータ画面：02 年 1 月

図 70. 履歴サマリデータ画面：06 年 1 月

表のタイトルは上部左端に表示されます。表タイトルの下は 6 列の表で、各列には該当
するヘッダーがついています。イベントデータは時系列で表示され、最新のイベントが
リストの一番上に表示されます。
同時に 4 件のイベントを表示できます。さらに他のイベントを表示するには、上下矢印
アイコンの下にある適切なソフトキーを使用してスクロールを続けます。各画面ビュー
には、
前ページの最後のイベント画面が保持され、次の 3 件のイベントが表示されます。
上下矢印アイコンは、上下にスクロールが可能な場合にのみ表示されます。矢印アイコ
ンが表示されない場合、表の最初または最後であることを示します。

4. パルスオキシメータパネルの アラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下
方調節キーを使用すると、イベントサマリ表の中を一行ずつ移動できます。
5. ［PRINT（印刷）］ソフトキーを使用して、
表示されたイベントデータを印刷します。
6. 前の［TREND/SENSOR（トレンド／センサ）］サブメニューレベルに戻るには、
［BACK
（戻る）］ソフトキーを使用します。

表形式のインセンサイベント履歴データの表示と印刷
1. データポートおよびプリンタの構成方法については、89 ページの「オキシメータの
トレンドデータの印刷」を参照してください。
2. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［TREND（トレンド）］
ソ
フトキーを押します。
操作マニュアル
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3. ［SENSOR（センサ）］ソフトキーを押します。
4. ［TABLE
（表）］
ソフトキーを押して、
データを表示します。
［PRINT
（印刷）］ソフトキー
を押して、
データを印刷します。
5. ［BACK（戻る）］ソフトキーを押します。

データポート接続
概要
OxiMax N-600x パルスオキシメータの背面にあるデータポートに PC やシリアルプリ
ンタに接続して、
患者データを出力できます。
パルスオキシメータをプリンタまたは PC に接続した場合は、臨床で使用する前に正し
く動作することを検証してください。パルスオキシメータ、プリンタ、PC は、いずれも
必ず接地された AC 電源コンセントに接続してください。パルスオキシメータのプロト
コル設定は ASCII にします。
パルスオキシメータのデータポートに接続するプリンタや PC は、IEC 規格 60950-1 第 2
版に適合している必要があります。どの装置の組み合わせも、IEC 規格 60601-1-1:2000
医用電気系統の要件に準拠している必要があります。プリンタまたは PC をデータ出力
ポートに接続するユーザは、医用システムを構成することとなり、システムを医用電気
系統の要件である IEC 規格 60601-1-1:2000 および電磁両立性要件である IEC 規格
60601-1-2:2000 + A1: 2004 に適合させる責任が生じます。

データポートの要件
データポートをシリアルプリンタまたは PC につなぐには、終端に次のものがついてい
るケーブルを使用します。

• AMP コネクタ（AMP パーツ番号 747538-1）
• フェルール（AMP パーツ番号 1-747579-2）
• 適合するピン（AMP パーツ番号 66570-2）
ケーブル長は、RS-232 プロトコルを使用する場合は 7.6 メートル（25 フィート）を超え
ないこと。RS-422 プロトコルを使用する場合は 1219.2 メートル（4,000 フィート）を超
えないこと。外部 ITE
（情報技術装置）には UL 規格 60950-1:2007 または IEC 規格 609501: 第 2 版に適合している必要があります。使用するケーブルは、編組シールドで 100%
被覆した、Belden ケーブル（Belden パーツ番号 9609 または 9616）または同等品である
必要があります。シールドには、DB-15 コネクタの金属シェル、および PC またはシリア
ルプリンタのコネクタへの 360 度接続が必要です。

注意
ケーブルは鋭角に曲げないでください。シールドが裂けたり破損したりするおそれがあり
ます。

ハードウェアフロー制御は使用しません。ただし、ASCII モードでは XON/XOFF フロー
制御をサポートしています。
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データポートのピン配列
警告
シリアルーポート、アナログ出力、ナースコールのラインがショートすると、リモート通信
が失われる可能性があります。

• RS-232 フォーマット：ピン 2、3、5 は、データを RS-232 フォーマットで供給します。RS232 ケーブルを配線するときは、抵抗器を入れずに、ケーブルの長さを最大 7.5 メートル
（25 フィート）とします。

• RS-422 フォーマット：ピン 1、4、9、12 は、データを RS-422 フォーマットで供給します。
RS-422 ケーブルを配線するときは、ピン 1 とピン 9 の間に抵抗器
（120 オーム、1/2 ワッ
ト、5%）
を追加し、ケーブルの長さを最大 1219.2 メートル（4,000 フィート）とします。追
加した抵抗器を使用して、
パルスオキシメータにケーブルの終端をつなぎます。

• ディファレンシャルデータ送信：ピン 3 と 4（TxD+ と TxD-）はディファレンシャル送信
データのペアです。

• ディファレンシャルデータ受信：ピン 1 と 2（RxD+ と RxD-）はディファレンシャル受信
データのペアです。

表 9. データポートの信号ピン配列

ピン番号

操作マニュアル

信号名

1

RxD+（RS-422
［+］入力）

2

RxD̲232
（RS-232 入力）

3

TxD̲
（RS-232 出力）

4

TxD+（RS-422
［+］
出力）

5

信号接地（アース接地と分離）

6

AN̲SpO2
（アナログ酸素飽和度出力）

7

NC̲NO
（リレー開閉ナースコール、ノーマルオープン）

8

NC̲NC
（リレー開閉ナースコール、ノーマルクローズ）

9

RxD-（RS̲422［-］
入力）

10

信号接地（アース接地と分離）

11

ナースコール（RS-232-レベル-出力）

12

TxD-（RS-422
［-］出力）

13

AN̲PULSE（アナログ脈拍数出力）

14

AN̲PLETH
（アナログプレチスモグラフ波形出力）

15

NC̲COM（リレー開閉ナースコール、共通リード）
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図 71 はリアパネルから見たピンの配列図です。カバーは導電性ですので、PC やプリンタ
に接続するときはアース接地に接続します。
図 71. データポートのピン配列

データポート通信
データポート通信の確立
1. ［Serial Port Setup（シリアルポート設定）］
画面で、OxiMax N-600x パルスオキシメー
タのデータポートのボーレートおよびプロトコルを設定します。
2. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP（セットアップ）
］
ソ
フトキーを押します。
3. ［NEXT
（次へ）］ソフトキーを 2 回押し、次に［COMM（通信）］ソフトキーを押します。
4. ［SELECT（選択）
］ソフトキーを押します。
図 72. ［Serial Port Setup（シリアルポート設定）］
画面、ボーレートおよびプロトコルの選択

5. 上方調節キーまたは下方調節キーを押して、設定するプロトコルを選択します。
OxiMax N-600x パルスオキシメータのプロトコルのオプションは、SPD 機能を有効
化したパルスオキシメータとは異なります。工場出荷時のデフォルトのプロトコル
は ASCII です。詳細は、89 ページの「通信プロトコルの互換性および出力」を参照し
てください。
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表 10. 通信プロトコルの互換性および出力
ファームウェア 2.0 以降を使用する N-600x

通信プロトコル

ファームウェア 2.0 以前
を使用する N-600x
デフォルトのボーレート

デフォルトの
ボーレート

出力は SPD データ
フィールドを含む

9600

9600

はい1

19200

19200

はい

GRAPH
（Graphics）

9600

該当なし

なし

OXINET

9600

該当なし

なし

19200

19200 のみを使用

なし

SPACELBS（Spacelabs）

9600

該当なし

なし

MARQ
（GE Marquette）

9600

該当なし

なし

2400

該当なし

なし

115200

はい

ASCII
CLINICAL

PHILIPS（VueLink）

DATEX
（Datex-Ohmeda）
SPDout

該当なし

デフォルト

使用可能：
19200、57600、115200
1. リアルタイム出力では表示されません

6. ［SELECT（選択）
］ソフトキーを押します。
注：
SPD を有効にすると、Clinical および SPDout プロトコルには SPD 情報が含まれます。追加
で SPD 情報をサポートするようにアップグレードしたホストシステム以外では、
結果は予測
できません。
89 ページの表 10「通信プロトコルの互換性および出力」を参照してください。

7. ボーレートが特定のプロトコルのデフォルト値と異なる場合は、パルスオキシメー
タパネルのアラーム消音キーの下にある上方調節キーまたは下方調節キーを押し
て、
適切なボーレートを選択します。
8. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押します。

データ出力情報
オキシメータのトレンドデータの印刷
サービスマニュアルを参照するか、Nellcor の技術サービス部門（電話 1-800-635-5267）、
またはお近くの Nellcor 販売代理店にお問い合わせください。

操作マニュアル

89

オキシメトリデータの管理

リアルタイム出力
リアルタイムデータは、パルスオキシメータの背面にあるデータポートに継続的に送信
されます。
患者データを出力するには、
オキシメータのデータポートと PC またはシリアルプリンタ
を接続します。リアルタイムの印刷や表示がプリンタや PC に送信されると、毎秒新し
いデータが 1 行ずつ表示されます。コラムヘッダーは、25 行おき、またはヘッダーが変
更されたときに、
表示または印刷されます。読み取り値は 1 秒間隔で表示されます。
注：
データ出力の通信が停止した場合、電源を切って入れ直すか、
パルスオキシメータを PC につ
ないでいる場合は XON（Ctrl-q）
コマンドを送信してパルスオキシメータをリセットします。
リアルタイム出力のデータフィールド

これはリアルタイムデータ出力の例です。
図 73. リアルタイムデータ出力の例（SPD 機能無効時）

1. コラムヘッダー：データ出力には 25 行ごとにコラムヘッダーが表示されます。コラム
ヘッダーは、コラムヘッダーの値を変更したときにも表示されます。上の例には、
コ
ラムヘッダーのセットが 3 つあります。1 行目を始点として 25 行目の次に 2 番目の
コラムヘッダーが印刷されます。図 73 の 3 番目のコラムヘッダーは、オペレータが
SpO2 のアラーム下限値を 85% から 80% に変更したときに表示されています。
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図 74. 標準コラムヘッダーの例

2. データソース：ハイライトされたボックス内のデータは、
パルスオキシメータのモデ
ル番号を示します。この例では OxiMax N-600x パルスオキシメータです。
図 75. コラムヘッダー部でのモデル番号の位置

3. ファームウェアのバージョン：その次のデータフィールドには、ファームウェアレベル
（Version 2.0.4.0）およびファームウェア検証番号（CRC: XXXX）が表示されます。いず
れの数字も通常の操作中は変更されません。
図 76. コラムヘッダー部でのファームウェアバージョンの位置

注：
パルスオキシメータの点検時にファームウェアがアップグレードされると、
この番号が変
わる場合があります。

4. アラーム制限値：1行目の最後のデータフィールドには、SpO2 および脈拍数のアラー
ム上限値および下限値（PR limit）が表示されます。この例では、
SpO2 のアラーム下限
値は 85%、上限値は 100% です。
脈拍数のアラーム制限値は 40 BPM および 170 BPM
です。アラーム制限値（0SATS）には アラーム設定が表示されます。
この例では、
SatSeconds は 100 に設定されています。
図 77. コラムヘッダー部でのアラーム限界値の表示位置

5. モニタモード： 2 行目の最初のデータフィールドに、モニタモード（ADULT または
NEONATE）が表示されます。
図 78. コラムヘッダー部でのモニタモードの表示位置
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6. 応答モード： 2 行目の 2 番目のデータフィールドには、SatSeconds アラーム制限値
と SpO2 応答モード（NORMAL または FAST）が表示されます。応答モードは SPD ア
ラームの動作に影響を及ぼす場合があります。
図 79. コラムヘッダー部での SpO2 と応答モードの位置

7. データコラムヘッダー：実際のコラムヘッダーは、コラムヘッダー行の最終行に表示
されます。
図 80. データコラムヘッダーの表示位置

8. 患者データ：チャートの左から右に表示されます。
- 患者データの記録時刻
- 現在の %SpO2 値
- 現在の脈拍数
（BPM）
- 現在の脈幅（PA）
- パルスオキシメータの作動状態
a. 時刻：
［Time（時間）
］列にはリアルタイムクロックの値が表示されます。
図 81. タイムスタンプの位置

b. 患者データ：パラメータ値は各パラメータのヘッダーのすぐ下に表示されます。
この例
では、
%SpO2 は 100、脈拍数は 190 bpm です。190 の後の
「*」は、190 bpm は、1 行目
に示した脈拍数のアラーム限界値の範囲外にあることを示します。パラメータのデー
タがない場合は、3 つのダッシュ［- - -］が表示されます。PA は脈幅値を示しており、値
の範囲は 0 〜 254 です。この値にはアラームパラメータはありません。この値は、脈拍
量、相対脈拍強度、血液循環の変化の指標として、トレンド情報で使用されます。
図 82. 患者データの位置

92

操作マニュアル

データポート接続

注：
センサが外れると、
表示または印刷の患者データ部分に 3 つのダッシュ
［- - -］が表示されます。
c. 作動状態：
［Status（状態）
］列には、
アラーム状況とパルスオキシメータの作動状態が表
示されます。この例で、
「PH」
（Pulse High：パルス高）は脈拍数アラーム上限値を超過し
たことを示しています。
［Status（状態）］列には 4 件ものコードを表示できます。
図 83. 作動状態データの位置

表 11. 状態コードの定義
コード

定義

AO

アラームオフ

AS

アラーム消音

BU

バッテリ使用中

LB

バッテリ低下

LM

パルス消失と信号アーチファクト

LP

パルス消失

ID

信号アーチファクト検出

MO

信号アーチファクト

PH

脈拍数のアラーム上限値

PL

脈拍数のアラーム下限値

PS

パルスサーチ

SH

酸素飽和度のアラーム上限値

SL

酸素飽和度のアラーム下限値

SD

センサ外れ

SO

センサオフ

注意
さまざまな外因によって生じる信号アーチファクトは、
パルスオキシメータの表示値の消失
や精度低下を引き起こすことがあります。
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ナースコールインタフェースの使用
ナースコール機能
警告
ナースコールをアラーム通知の主要な手段として使用しないでください。臨床的徴候や症
状と共に、
パルスオキシメータ可聴アラームと視覚アラームが、医療担当者にアラーム状態
の発生を通知する第一の手段となります。

警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータのナースコール機能は、
パルスオキシメータを AC 電源
またはバッテリ電源で使用しているときに動作します。ただし、パルスオキシメータのア
ラーム消音中は、ナースコール機能は動作しません。

OxiMax N-600x パルスオキシメータのナースコール機能は、看護者が患者アラームを遠
隔モニタできるようにし、
施設のナースコールシステムと連動して機能します。この機
能には、88 ページの図 71 に記載された手順でデータポートピン 7、8、
10、
11、
15 からア
クセスします。
パルスオキシメータには、RS-232 レベルとリレー開閉の 2 種類のナースコールインタ
フェースがあります。RS-232 レベルのナースコール機能は、パルスオキシメータの AC
電源接続時またはバッテリ装着時に動作します。リレーに基づくナースコール機能は、
パルスオキシメータが AC 電源またはバッテリ電源駆動中に使用できます。
機能を有効にすると、可聴アラームの信号がリモート位置に送られます。可聴アラーム
をオフまたは消音にすると、ナースコール機能も無効になります。
データポートのピン 11 は RS-232 レベルのナースコール信号、ピン 5 または 10 は接地
です（88 ページの図 71 を参照）。アラーム状況がないときは、ピン 10 と 11 の間の電圧
は -5 〜 -12 VDC ま た は +5 〜 +12 VDC で、ど ち ら が 選択 さ れ る か は、ソ フ ト キー
（［NORM+］または［NORM-］）で選択したオプションによって決まります。可聴アラーム
があると、
ピン 5 と 11 の間の出力は極性が逆転します。
ピン 7 と 15 にあるリレーは、パルスオキシメータでアラームが鳴ると閉じます。ピン 8
と 15 にあるリレーは、アラームが鳴ると開きます。ピン 15 は共通、ピン 7 は通常開い
ており、ピン 8 は通常閉じています。定格の詳細は、
128 ページの「ナースコールリレー
の定格」を参照してください。
表 12. ナースコールリレーピンの状態
ピン

アラーム無し、
またはアラーム消音中

可聴アラーム

パルスオキシメータオフ

7 NO

開放

閉鎖

閉鎖

8 NC

閉鎖

開放

開放

ナースコールを、
施設で使用する前、また OxiMax N-600x パルスオキシメータをセット
アップするたびに、ナースコールの使用場所でテストしてください。接続した OxiMax
パルスオキシメトリセンサを患者に装着していないときは、パルスオキシメータの読み
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取り値にゼロが表示され、パルスサーチモードを 5 秒間継続し、その後 %SpO2 と脈拍数
の表示部に 3 つのダッシュ［- - -］が表示されます。ナースコール機能をテストする方法
として、アラーム状況を作り（例えばセンサ外れ）、施設のナースコールシステムが動作
するかどうかを確認するというやり方があります。

ナースコール RS-232 極性の設定
ナースコール極性は、パルスオキシメータがアラーム状況のときに正信号（NORM +）、
またはパルスオキシメータがアラーム状況のときに負信号（NORM -）となるように設定
できます。

ナースコール極性の設定
1. パルスオキシメータが通常のモニタリングモードのときに、
［SETUP（セットアップ）
］
ソ
フトキーを押します。
2. ［NEXT
（次へ）］ソフトキーを 2 回押し、次に［NCALL
（ナースコール）］
ソフトキーを押
します。
図 84. ナースコール極性画面

3. ［NORM +］ソフトキーを押すか、
［NORM -］ソフトキーを押します。
4. ［EXIT
（終了）］
ソフトキーを押します。

アナログ電圧出力の計算
OxiMax N-600x パルスオキシメータデータポートが提供するピン 6、13、14、および接地
（ピン 10）の間でのアナログ電圧出力用いて、チャートレコーダなどのパルスオキシ
メータをキャリブレーションできます。電圧は、特定の測定パラメータの現在値を示し
ます。電圧は、ピンのパラメータが値の全範囲を変動すると、比例的に 0.0 〜 +1.0 VDC
まで変動します。たとえば、SpO2 の現在値が 0 〜 100% で変動すると、ピン 6 から接地
（ピン 10）の電圧は 0.0 〜 1.0 VDC に変動します。電圧が 0.94 ボルトであれば、SpO2 の
現在値は 94 です。
表 13. アナログピン配列
ピン

操作マニュアル

パラメータ

パラメータ範囲

6

飽和度

0 〜 100%

13

脈拍数

0 〜 250 bpm

14

波形

0 〜 254 PAU
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アナログ電圧出力の設定
1. ［SETUP
（セットアップ）］ソフトキーを押します。
2. ［NEXT
（次へ）］ソフトキーを 3 回押します。
3. ［ANALOG（アナログ）］ソフトキーを押します。
図 85. アナログ電圧画面

a. VOLT
（ボルト）オプション：
［0 VOLT］または［1 VOLT］ソフトキーを選択すると、該当
電圧がピン 6、13、14 に、接地ピン 5 および 10 を基準に発生します。
b. STEP
（ステップ）オプション：
［STEP
（ステップ）
］
ソフトキーを押すと、電圧は 0.0 〜 1.0
ボルトまで 1/10 ボルトずつ増加し、各ステップは最低 1 秒継続します。

4. ［BACK（戻る）］ソフトキーを押します。
弊社認定のサービス技術者が、
『N-600x サービスマニュアル』
に記載された手順で接続
機器のキャリブレーションを行うよう推奨します。

96

操作マニュアル

6 OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサと
アクセサリの使用

概要
警告
パルスオキシメトリセンサは、センサのイベントレコードをセンサに記録するとき、Nellcor
OxiMax N-600x パルスオキシメータが表示する日時を記録します。日時の精度は、パルスオ
キシメータの日時の設定によって決まります。パルスオキシメータの日時を正しく設定し
て、レコード可能なセンサを接続し、
センサが接続されている限り日時の整合性が維持され
るようにします。センサのイベントレコードデータを持つセンサは、
パルスオキシメータ間
を移動することがあるので、パルスオキシメータとセンサイベントレコードデータ間で日
時が異なると、センサのイベントレコードデータの表示順序に影響します。こうした問題を
排除するには、
施設内のすべてのパルスオキシメータを同じ時刻に設定する必要がありま
す。

OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータは患者のセンサ SpO2 イベント歴をセンサのメモ
リチップから記録するので、院内を患者が移動しても患者のイベント履歴を一緒に持ち
運べます。これにより、看護人は搬送中または前の看護場所でのイベントを追跡できま
す。この機能は、粘着式の単一患者用の OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサでのみ利
用できます。

注意
単一患者用のセンサは単一の患者にのみ使用することを目的としています。ある患者に使
用した後、
センサのトレンドデータを含めたままで別の患者に粘着式のパルスオキシメト
リセンサを移して使用しないでください。2 人目の患者を評価する際に、最初の患者から得
たデータが結果に反映されてしまう可能性があるからです。
これは、SpO2 イベント履歴
データは複数の患者から収集されたイベントを識別できないためです。

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサ
OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの選択
警告
ご使用になる前に、OxiMax パルスオキシメトリセンサの警告、
注意、および操作説明などが
記載された使用説明書をよくお読みください。

操作マニュアル
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警告
Nellcor 承認の OxiMax パルスオキシメータおよびパルスオキシメトリケーブル以外を
OxiMax センサコネクタに接続しないでください。
他のケーブルやセンサを使用すると、セ
ンサデータの精度に影響が生じ悪影響を及ぼす可能性があります。

警告
OxiMax パルスオキシメトリセンサまたはパルスオキシメトリケーブルに損傷がある場合
は使用しないでください。光学系の構成部品がむき出しになったセンサは使用しないでく
ださい。

警告
コンピュータ用のケーブルをパルスオキシメータセンサポートのコネクタに接続しないで
ください。

警告
SpO2 OxiMax パルスオキシメトリセンサを正しく装着していなかったり、長く装着したま
までいると、組織が損傷されることがあります。使用説明書の指示に従ってセンサ装着部位
の状態を定期的に確認してください。

警告
パルスオキシメトリケーブルまたは電源コードを持ってパルスオキシメータを持ちあげな
いでください。ケーブルやコードがパルスオキシメータから外れ、患者に落下するおそれが
あります。

警告
パルスオキシメトリの読み取り値とパルス信号は、周囲の環境条件、センサの誤装着、およ
び患者の状態の影響を受けることがあります。

警告
OxiMax パルスオキシメトリセンサを液体に浸したり濡らしたりしないでください。

注意
センサ外れを示すエラーメッセージや関連のアラームは、
センサが外れているか接続不良
になっていることを示します。センサの接続を確認し、
必要に応じて OxiMax パルスオキシ
メトリセンサ、パルスオキシメトリケーブル、またはその両方を交換してください。

注意
OxiMax 粘着式パルスオキシメトリセンサは単一患者のみに使用することを目的としてい
ます。ある患者に使用した後、
センサのトレンドデータを含めたままで別の患者にセンサを
移して使用しないでください。2 人目の患者を評価する際に、最初の患者から得たデータが
結果に反映されてしまう可能性があるからです。これは、SpO2 イベント履歴データは複数
の患者から収集されたイベントを識別できないためです。
注：
パルスオキシメータの計測機能および表示機能を妨げるおそれのある生理学的な条件、医
学的な手順、または外部物質には、異常ヘモグロビン、動脈色素、低灌流、暗色色素、および
マニキュア液、染料、顔料クリームのような外用着色剤などがあります。
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OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサ

OxiMax N-600x パルスオキシメータで使用する OxiMax パルスオキシメトリセンサを
一覧にした Sensor Accuracy Grid（センサ精度グリッド）については、最寄の弊社営業所
または代理店にお問い合わせください。
OxiMax パルスオキシメトリセンサを選択する際には、患者の体重や活動レベル、灌流
の妥当性、およびセンサの装着可能部位、殺菌の必要性、およびモニタの予測継続期間を
考慮してください。詳細については、
「OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサのモデルお
よび患者のサイズ」を参照するか、または最寄の Nellcor 販売代理店にご連絡ください。
センサの動作に関する詳細は、102 ページの「OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの動
作に関する考察」
を参照してください。
表 14. OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサのモデルおよび患者のサイズ

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサ

患者
サイズ

モデル

Max-Fast ™ 前額部用センサ

MAX-FAST®

>10 kg

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサ
（消毒、単一患者への
使用に限る）

OXIMAX N-25

<3 または >40 kg

OXIMAX I-20

3 〜 20 kg

OXIMAX D-20

10 〜 50 kg

OXIMAX D-25

>30 kg

OXIMAX D-25L

>30 kg

OXIMAX R-15

>50 kg

Durasensor ™ 指クリップセンサ（再利用可能、非消毒）

DS-100A

>40 kg

Dura-Y ™ マルチサイトセンサ（再利用可能、
非消毒）

D-YS

>1 kg

Dura-Y ™ センサと同時使用可能なセンサ

D-YSE

>30 kg

Softcare ™ 非粘着センサ
（単一患者用、早産）

SC-PR

<1.5 kg

パルスオキシメトリケーブル DOC-10 で、OxiMax N-600x パルスオキシメータを患者の
OxiMax パルスオキシメトリセンサに接続します。

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの機能
OxiMax パルスオキシメトリセンサの機能は、センサのタイプ（粘着式、再利用可能）
ご
とに異なります。
表 15. OxiMax センサの機能
機能

操作マニュアル

粘着センサ

再利用可能センサ

OxiMax センサのイベントレコード

はい

なし

センサのメッセージ

はい

はい

センサ ID メッセージ

はい

はい
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生体適合性試験
OxiMax パルスオキシメトリセンサの生体適合性試験は、ISO 10993-1
「医療用具の生物
学的評価 − 第 1 部：評価及び試験」に準拠して実施されています。OxiMax パルスオキ
シメトリセンサは、推奨される生物学的適合性テストに合格し、ISO 10993-1 に適合し
ています。
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7 動作に関する考察
概要
警告
パルスオキシメトリの測定値とパルス信号は、周囲の環境条件、OxiMax パルスオキシメト
リセンサの装着エラー、
および患者の状況による影響を受けることがあります。具体的な安
全情報については、
マニュアルの該当セクションを参照してください。

•
•
•

7 ページの「安全に関する情報」
97 ページの「OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサとアクセサリの使用」
101 ページの「動作に関する考察」

OxiMax N-600x ™ パ ル スオ キ シ メ ー タの 動 作 は、
『N-600x サ ー ビ ス マニ ュ ア ル』
の
「Modifying and Testing the Oximeter（パルスオキシメータの変更とチェック）」セク
ションに記載されている手順に従って確認してください。これらの手順は、最初に設置
する前に臨床設定で実施するよう弊社認定のサービス技術者に依頼してください。

動作に関する考察
主な考察
装着の問題や、特定の患者状況が OxiMax N-600x パルスオキシメータの測定に影響を
及ぼし、その結果パルス信号を検出できないことがあります。

オキシメトリの装着の問題
• センサが正しく装着されていない
• 周辺光の照度が高い場合、センサの装着部位を光を通さない素材で覆っていない
患者の状況
• 異常ヘモグロビン
• 末梢灌流が不足している
• 過度の患者活動度
• 静脈拍動
• インドシアニングリーンやメチレンブルーなどの血管内色素
• 暗色色素または外用着色剤（マニキュア液、染料、顔料クリームなど）
• 除細動

操作マニュアル
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オキシメトリに関する考察
脈拍数
パルスオキシメータは、20 〜 250 回の範囲のみの脈拍数を表示します。検出した脈拍
数が 250 bpm を超えると、250 と表示されます。検出された脈拍数が 20 を下回る場合
は、
0 と表示されます。

飽和度
パルスオキシメータは、
1 〜 100% の範囲で飽和レベルを表示します。

患者の状況
異常ヘモグロビン
一酸化炭素ヘモグロビン、メトヘモグロビン、スルフヘモグロビンなどの異常ヘモグロ
ビンは酸素を運ぶことができません。SpO2 の測定値が正常に見えても、酸素を運搬で
きるヘモグロビンが少ないために患者が低酸素になっている場合があります。パルス
オキシメトリよりも詳細な評価を行うことをお勧めします。
貧血

貧血により動脈血酸素含有量が減少します。SpO2 測定値が正常に見えても、貧血症の
患者は低酸素状態になっていることがあります。貧血を治すことにより動脈血酸素含
有量が改善されます。ヘモグロビンのレベルが 5gm/dl 以下になると、モニタは SpO2
の測定値を提供できなくなることがあります。

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの動作に関する考察
安全に関する情報
警告
パルスオキシメトリの読み取り値とパルス信号は、周囲の環境条件、センサの誤装着、およ
び患者の状況の影響を受けることがあります。

警告
OxiMax パルスオキシメトリセンサを正しく装着していなかったり、
長時間装着したままで
いると、組織が損傷されることがあります。使用説明書の指示に従ってセンサ装着部位の状
態を確認してください。

警告
Nellcor 承認の OxiMax パルスオキシメータおよびパルスオキシメトリケーブル以外を
OxiMax センサコネクタに接続しないでください。
他のケーブルやセンサを使用すると、セ
ンサデータの精度に影響が生じ悪影響を及ぼす可能性があります。
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警告
周辺光の照度が高い場所で使用するときは、OxiMax パルスオキシメトリセンサの部分を不
透明な素材で遮光しないと測定値が不正確になることがあります。

センサの測定値が不正確になる状況
測定の状況によっては、
センサの測定が不正確になることがあります。

• OxiMax パルスオキシメトリセンサが正しく装着されていない
• OxiMax パルスオキシメトリセンサが血圧計のカフ、動脈カテーテル、血管内ラインとと
もに手足に装着されている

•
•
•
•
•

周辺光
過度の患者活動度
暗色色素
血管内染料またはマニキュア液や顔料クリームのような外用着色剤
周辺光の照度が高い場合、OxiMax パルスオキシメトリセンサの装着部位を光を通さない
素材で覆っていない

信号が検出されない場合
以下の理由により、パルス信号が検出されないことがあります。

• OxiMax パルスオキシメトリセンサをきつく締め付けて装着している
• OxiMax パルスオキシメトリセンサが取り付けられているのと同じ手足に血圧計のカフ
が取り付けられている

• OxiMax パルスオキシメトリセンサの近くに動脈閉塞がある
• 末梢灌流が不足している

推奨される使用方法
適切な OxiMax パルスオキシメトリセンサを選択し、指示に従って装着し、センサに付
属している使用説明書に記載されているすべての警告や注意事項を守ってください。
装着する部分をきれいにして、マニキュア液などの物質を除去してください。センサが
患者の適切な位置に保持されるように、定期的にチェックしてください。
手術灯
（特にキセノン光源）、
ビリルビンランプ、蛍光灯、赤外線灯などの強い周辺光や直
射日光により、OxiMax パルスオキシメトリセンサの動作が干渉されることがありま
す。周辺光による干渉を防止するには、センサを適切に装着し、センサの部分を不透明
な素材で覆ってください。
患者の体動による問題が発生する場合は、次の対策を 1 つ以上試して問題を解決してく
ださい。

•
•
•
•
•

OxiMax パルスオキシメトリセンサが正しく安全に装着されていることを確認する
動きの少ない部位にセンサを移動する
患者の皮膚との接着度を高めるため粘着式のセンサを使用する
粘着面の付きのよい新品のセンサを使用する
可能であれば患者を動かさない

操作マニュアル
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灌流不足が動作に影響する場合は、血管収縮の有無の検出力の高い Max-Fast ™ 前額部
用粘着センサの利用も考慮してください。Max-Fast パルスオキシメトリセンサは、特に
仰臥位の患者と機械的に肺換気が行われている患者で適切に機能します。灌流が低下
した状況では、Max-Fast パルスオキシメトリセンサは、指のセンサよりも最大で 60 秒
早く、SpO2 に変化を反映します。Max-Fast パルスオキシメトリセンサを利用できない
場合は、OxiMax ™ Max-R ™ 粘着式鼻センサの利用を検討してください。このセンサは末
梢血管よりも血管狭窄の少ない内頚動脈から測定するタイプで、鼻中を介した動脈への
測定値がきわめて正確に得られます。このセンサは、末梢の灌流が比較的低い場合で
も、
測定できることがあります。
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8 トラブルシューティング
概要
このセクションでは、OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータの使用中に発生する一般的
な問題の解決法を説明します。本章には、オンスクリーンヘルプ機能やエラーコード
メッセージ、また技術面でのヘルプおよびサポートを利用する方法に関する情報が記載
されています。

警告
測定値の精度に確信がない場合は、別の方法で患者のバイタルサインをチェックした上で、
パルスオキシメータが正しく機能していることを確認してください。

警告
正規の資格を持った方以外は、パルスオキシメータのカバーを外さないでください。内部に
はユーザが整備できる部分は含まれていません。

警告
N-600x パルスオキシメータ、アクセサリ、コネクタ、スイッチ、
またはシャーシの開口部に
液体をふきかけたりこぼしたりしないでください。

ヘルプおよびサポート
技術サービス
OxiMax N-600x パルスオキシメータの使用中に問題が発生し、その問題に対処できない
場合、
最寄の弊社営業所または代理店にご連絡ください。弊社認定サービス担当者が参
照する『N-600x サービスマニュアル』には、トラブルシューティングに関する追加情報
が記載されています。
『N-600x サービスマニュアル』は、以下のアドレスのホームページでもご覧いただけます。
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx/

オンスクリーンヘルプ
OxiMax N-600x パルスオキシメータにはオンスクリーンヘルプシステムが搭載されて
おり、
ヘルプの複数の項目を参照してナビゲーションできます。オンスクリーンヘルプ
にアクセスして利用する場合は、以下の手順に従ってください。
操作マニュアル
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オンスクリーンヘルプ項目にアクセスする方法
複数のオンスクリーンヘルプ項目にアクセスして、参照したい特定の項目を選択しま
す。下記の例を参考にして SatSeconds ヘルプ項目にアクセスしてください。
1. メインメニューのヘルプ／コントラストキーを押します。
［HELP MAIN
（メインのヘル
プ）
］ウィンドウが表示されます。
図 86. 最初に表示されるメインメニューのヘルプ画面

2. 上方調節キーまたは下方調節キーを押して使用できるヘルプ項目をスクロールする
か、
［NEXT
（次へ）
］を押してページ（2/2）にアクセスします。
［HELP MAIN（メインのヘ
ルプ）］ウィンドウのページ（2/2）が表示されます。
図 87. 次に表示されるメインメニューのヘルプ画面

3. ［HELP MAIN
（メインのヘルプ）］ウィンドウのページ（2/2）で下方調節キーを押して
SPD を選択してから［SHOW（表示）
］を押します。
［HELP SPD（SPD のヘルプ）］
ウィン
ドウが表示されます。SPD のヘルプ項目には、合計 10 の連続するヘルプウィンドウ
があります。
［NEXT
（次へ）］ソフトキーを押し、選択したヘルプ項目の各ウィンドウ
をスクロールして、以下の情報を表示します。
「飽和度パターン検出は、成人の SpO2 トレンドの脱飽和の反復パターンを検出します。
これらのパターンは、視覚インジケータを通して、またオプションで可聴アラームを通
して看護人に警告します。機能を有効にしている場合は、モニタ画面に飽和度パターン
検出の三角形のアイコンが表示されます。この三角形は、危険度が高まるにつれて底辺
から頂点に向かって塗られていき、パターンの危険度が低下すると頂点から底辺に向
かって空白になっていきます。三角形全体が点灯すると、アラームが鳴ります。飽和度パ
ターン検出を有効にすると、デフォルト設定は On、感度は 1 に設定されます。この機能
は、
［LIMITS（制限値）
］メニューでオフにできます。看護者は、
1（高感度）、2
（中感度）、3（低
感度）の 3 段階のアラーム感度から選択できます。1 を選択するとアラームの発生頻度が
高くなり、3 を選択するとアラームの発生頻度が低くなります。
飽和度パターン検出を有効にすると、SatSeconds の機能が自動的に起動します。
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飽和度パターン検出アラームが起動すると、トレンドキーが点滅します。アラームが停
止されるとトレンドキーは点滅を停止しますが、
看護人がトレンドキーを押してイベン
トを表示したり、アラームがクリアされるまで、トレンドキーはハイライトされた状態
になっています。」

4. ［HELP MAIN
（メインのヘルプ）］ウィンドウのページ（2/2）の下方調節キーを押して、
［PRDELAY（脈拍数遅延）］を選択してから［SHOW（表示）］を押します。
［HELP PRDELAY
（脈拍数遅延のヘルプ）］ウィンドウが表示されます。SatSeconds のヘルプ項目には、
合計 2 つの連続するヘルプウィンドウがあります。
［NEXT
（次へ）
］ソフトキーを押し、
選択したヘルプ項目の各ウィンドウをスクロールして、以下の情報を表示します。
「脈拍数遅延アラームは、脈拍数の限界値からわずかに逸脱した場合に報告するアラー
ムの回数を減らすことができます。脈拍数遅延アラームを 5 秒または 10 秒、
もしくは
OFF に設定できます。
」

5. ［HELP MAIN（メインのヘルプ）］ウィンドウのページ（2/2）の下方調節キーを押して、
［SATSECONDS］
を選 択 し て か ら［SHOW（表 示）
］を 押 し ま す。
［HELP SATSECONDS
（SATSECONDS のヘルプ）
］
ウィンドウが表示されます。SatSeconds のヘルプ項目に
は、
合計 6 つの連続するヘルプウィンドウがあります。
［NEXT
（次へ）］ソフトキーを押
し、
選択したヘルプ項目の各ウィンドウをスクロールして、以下の情報を表示します。
「SatSeconds は SpO2 の限界値からわずかに逸脱した場合に報告するアラームの回数を
減らすことができます。SpO2 は逸脱の都度、規模（SpO2 の値が限界値から外れたパーセ
ントポイントの数）と時間（SpO2 の値が限界値から外れていた秒数）を表示できます。
SatSeconds の限界値は、アラームが警告を発する前に到達しているべき SatSeconds の
最小値を設定します。たとえば、SpO2 のアラームの下限値が 90 で、測定された SpO2 値
が 88 の場合、1 秒後には 2、2 秒後は 4 などと続きます。SatSeconds の限界値が 10 に設
定されている場合、
アラームは 5 秒後に報告されます。SatSeconds の限界値を調整する
には、
［LIMITS（限界値）］を押します。」

6. どの状態でも、
［BACK
（戻る）］ソフトキーを押すと前のウィンドウを参照できます。
［BACK（戻る）］を押し続けると、
［HELP MAIN（メインのヘルプ）］ウィンドウに戻り
ます。
7. ［EXIT
（終了）］
を押すと、パルスオキシメータのメインメニューに戻ります。

単一のヘルプ項目にアクセスする方法
サブメニューのヘルプ／コントラストキーを押して、単一のオンスクリーンヘルプ項目
にアクセスします。例として、
ここでは SatSeconds の機能に関するヘルプ情報にアク
セスする方法を説明します。
1. パルスオキシメータのメインメニューの［LIMITS（限界値）］を押してから
［SELECT
（選択）］を押して、SAT-S（SatSeconds）をハイライトします。
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2. ヘルプ／コントラストキーを押します。
［HELP LIMITS（限界値のヘルプ）］ウィンドウ
が表示されます。
図 88. メインメニューの限界値のヘルプ画面

3. 上 方 調 節 キ ー ま た は 下 方 調 節 キ ー を 押 し て、使 用 で き る ヘ ル プ 項 目（
［SELECT
（選択）
］
［
、NEO（新生児）
］
［
、ADULT（成人）
］
）
をハイライトします。たとえば
［SELECT
（選択）］をハイライトします。
4. ［SHOW（表示）］を押します。
［HELP LIMITS SELECT（限界値選択のヘルプ）］ウィンドウ
が表示されます。
図 89. 限界値選択のヘルプ画面

5. ［BACK（戻る）］を押します。
6. 下方調節キーを押して
［NEO（新生児）
］
をハイライトしてから、
［SHOW（表示）
］を押し
ます。
［HELP LIMITS NEO
（新生児の限界値のヘルプ）］ウィンドウが表示されます。
図 90. 新生児の限界値のヘルプ画面

7. ［BACK（戻る）］を押します。
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8. 下方調節キーを押して［ADULT
（成人）
］をハイライトしてから、
［SHOW（表示）］を押し
ます。
［HELP LIMITS ADULT
（成人の限界値のヘルプ）］ウィンドウが表示されます。
図 91. 成人の限界値のヘルプ画面

9. ［EXIT
（終了）］
を押すと、
［LIMITS（限界値）］表示に戻ります。

エラーコード
パルスオキシメータがエラー状況を検出すると、
「EEE」の後に最大 3 桁のエラーコード
が表示されます。
図 92. エラー状況を示す画面、Battery Failure
（バッテリ故障）

113 ページの表 17 に記載されていないエラーコードが表示される場合は、パルスオキ
シメータの電源を切って再度入れてください。エラーコードが再度表示される場合、
コードを記録してサービス担当者に連絡してください。このような状況が発生すると、
装置はモニタを停止し、画面からすべての情報を削除して「EEE XXX」のメッセージを表
示し、低優先度のアラームを鳴らします。電源を再度入れると、これらのエラーはクリ
アされます。

プロンプトメッセージおよびエラーメッセージ
プロンプトメッセージまたはエラーメッセージがメニューエリアに表示されることが
あります。多くの場合、設定時間内はメッセージが表示されたままになります。これは
メッセージの重要度によります。高優先度のメッセージは低優先度のメッセージを上
書きします。優先度が同等のメッセージは、
発生順に表示されます。メッセージが複数
ある場合、高優先度の状況が解消されると低優先度のメッセージが表示されます。最高
優先度は「1」、
最低優先度は「3」です。タイムアウトが NONE
（なし）に設定されている場
合は、
当該の状況が解消されるまで画面上にメッセージが残ります。画面上に残る最長
時間が決まっているメッセージの場合は、タイムアウトの設定があります。
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注：
アラームキーやアラーム消音キーを押すと、メッセージの一部がクリアされます。アラーム
消音キーを押すとアラーム音が消え、2 回押すとメッセージがクリアされます。

1. プロンプト：プロンプトには応答が必要です。たとえば、
「SAVE DEFAULTS?（デフォ
ルトを保存しますか？）」というプロンプトには、
［YES（はい）］または
［NO（いいえ）］
で応答する必要があります。
図 93. デフォルトを保存するプロンプト画面

2. エラーメッセージ：エラーメッセージは情報を提示します。
「Sensor Disconnected
（センサ外れ）
」というエラーメッセージの場合、対応がユーザの裁量に任せられてい
ます。画面の中央下に、対処法をアドバイスするメッセージが表示されます。
図 94. センサ外れのメッセージ画面

表 16. 一般的なプロンプトおよびエラーメッセージ

メッセージ

110

タイム
アウト
（秒）

アラーム
で終了

アラーム
消音で
終了

表示

回復

ADJUST CONTRAST
UP/DOWN
（コントラストを
上／下に調整）

10

はい

はい

ヘルプ／コントラスト
キーを長押ししたとき。

コントラストを調整する
には、上方調節キーを使用
して表示を濃くするか、下
方調節キーで薄くします。

CLOCK SETTING
LOST
（クロックの
設定消失）

なし

なし

なし

N-600x が、リアルタイム
クロックの動作停止や、
バッテリおよび AC 電源
のどちらからも電力が供
給されないことを検出し
た場合。

パルスオキシメータの電
源を再度入れます。
それでもエラーが表示さ
れる場合は、バッテリを再
充電または交換してくだ
さい。
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表 16. 一般的なプロンプトおよびエラーメッセージ

メッセージ

タイム
アウト
（秒）

アラーム
で終了

アラーム
消音で
終了

表示

回復

DATA IN SENSOR
（インセンサデータ）

5

なし

はい

データを有するセンサが
パルスオキシメータに接
続されているとき。

タ イ ム ア ウ ト、セ ン サ 外
れ、ま た は ア ラ ー ム 消 音
キーを押した場合の、いず
れか最初に行う操作で回
復します。

DATA TYPE
SpO2+BPM
（データタイプ
SpO2+BPM）

5

なし

はい

イベントのないセンサが
パルスオキシメータに接
続され、イベントデータ
の タ イプ が SpO2+BPM
に設定されているとき。

タイムアウト、
センサ外れ、
またはアラーム消音キー
を押した場合の、いずれか
最初に行う操作で回復し
ます。

DATA TYPE: SpO2
（データタイプ：
SpO2）

5

なし

はい

イベントのないセンサが
パルスオキシメータに接
続され、イベントデータ
のタイプが SpO2 に設定
されているとき。

タ イ ム ア ウ ト、セ ン サ 外
れ、ま た は ア ラ ー ム 消 音
キーを押した場合の、いず
れか最初に行う操作で回
復します。

DEFAULTS LOST
（デフォルト値の
消失）

なし

なし

なし

パルスオキシメータが電
源の設定消失を検出した
場合。

工場設定値のままにし、弊
社認定のサービス技術者
に施設向けのデフォルト
に変更させるか、限界値を
一時的に変更します。

DELETE TRENDS?
（トレンドを削除し
ますか？）

10

はい

はい

［DELETE（削 除）
］
ソ フ ト プ ロ ン プ ト に 応 答 し、
（は い）］を 選 択 し て
キ ー を 押 し て ト レ ン ド ［YES
データをメモリから削除 ト レ ン ド を 削 除 す る か、
［NO（いいえ）］を選択して
しようとしたとき。
残します。

HELP SPEAKER
FAILURE
（スピーカ故障の
ヘルプ）

なし

なし

なし

「Primary Speaker Failure
（一次スピーカの故障）」の
後に表示される［HELP（ヘ
ルプ）
］
ソフトキーを押し
たとき。

弊社認定のサービス技術
者 に 連 絡 し て く だ さ い。
パルスオキシメータの電
源 を 切 る と、
故障中のス
ピーカを技術者が交換す
るまで電源を再度入れる
ことができません。

INVALID SILENCE
DURATION
（アラーム消音時間
が無効）

3

なし

なし

アラーム消音時間が OFF
の場合に、現在の設定を
電源を入れたときのデ
フォルト値として保存し
ようとしたとき。

デフォルトを保存する場
合は、
アラーム消音時間を
OFF にしないで、値を入力
します。

INVALID %SpO2
LIMIT
（%SpO2 限界値が
無効）

3

なし

はい

デ フ ォル ト の %SpO2 ア
ラームの下限値を 85 以
下の値に設定しようとし
たとき。

電 源 投 入 時 の %SpO2 ア
ラームの下限値をデフォ
ル ト で 85 以 上 に 設 定 し
ます。
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表 16. 一般的なプロンプトおよびエラーメッセージ

メッセージ

112

タイム
アウト
（秒）

アラーム
で終了

アラーム
消音で
終了

表示

回復

パルスオキシメータが
バッテリ駆動の場合に、
バッテリ充電が低下した
とき。

装 置 を AC 電 源 に接 続 し
てフル充電するか、アラー
ム消音キーを押してバッ
テリ低下を一時的に了承
します。

LOW BATTERY
（バッテリ低下）

なし

なし

はい

Primary Speaker
Failure
（一次スピーカの
故障）

なし

なし

なし

（ヘ ル プ）］ソ フ ト
ハ ー ド ウ ェ ア の 故 障 に ［HELP
「HELP
よる致命的エラー。この キ ー を 押 し て、
エ ラ ー が 一 度 表 示 さ れ SPEAKER FAILURE（スピー
る と、
［HELP（ヘ ル プ）］ソ カ 故 障 の ヘ ル プ）」メ ッ
フ ト キ ー を 押 す 以 外 に セージを確認します。弊
選 択 肢 が な く、
押 す と 社認定のサービス技術者
「HELP SPEAKER FAILURE に連絡してください。パ
（ス ピ ー カ 故 障 の ヘ ル ルスオキシメータの電源
プ）
」メ ッ セ ー ジ が 表 示 を切ると、故障中のスピー
カを技術者が交換するま
されます。
で電源を再度入れること
ができません。

READING TRENDS...
（トレンド読み取り
中 •••）

なし

はい

はい

パルスオキシメータがメ センサのデータを完全に
読み取るか、
［ABORT
モリからのトレンドデ ー
］
を選択して中止し
タ の 読 み 取 り に 4 〜 6 （中止）
ます。
秒以上かかる場合。

REPLACE SENSOR
（センサの交換）

なし

なし

はい

センサまたはケーブル配
線に不備がある場合。

RESET DEFAULTS?
（デフォルト値をリ
セットしますか？）

10

なし

はい

［PARAMS］メ ニ ュ ー で ［NO（いいえ）］を選択して
［RESET
（リ セ ッ ト）］ソ フ デフォルト設定のままに
［YES
（は い）］を 選
トキーを押して、パルス す る か、
オキシメータを工場出荷 択して工場出荷時の標準
時設定値にリセットしよ 設定値に戻します。
うとするとき。

SAVE DEFAULTS?
（デフォルト値を
保存しますか？）

10

なし

はい

［PARAMS］メ ニ ュ ー で
［SAVE（保 存）］を 押 し て、
電源を入れたときのデ
フォルト値として現在の
設定値を保存しようとし
たとき。

［YES
（は い）］を 選 択 し て
施設向けの新しいデフォ
ル ト 設 定 を 確 認 す る か、
［NO（いいえ）］を選択して
デフォルト設定のままに
します。

SENSOR
DISCONNECTED
（センサ外れ）

なし

なし

はい

センサがパルスオキシメ
トリケーブルから外れて
いる、ケーブルがパルス
オキシメータに接続され
ていない、ケーブルの配
線が間違っている。

アラーム消音キーを押し
て 一 時 的 に 了 承 し ま す。
ケーブルをセンサまたは
パルスオキシメータに接
続してセンサをつなぎ直
すか、すべての接続状態を
チェックします。上記を
行っても状況が解消され
ない場合は、ケーブルやセ
ンサを交換します。

アラーム消音キーを押し
て 一 時 的 に 了 承 し ま す。
センサを取り替えます。
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表 16. 一般的なプロンプトおよびエラーメッセージ

メッセージ
SENSOR TYPE
（センサタイプ）

タイム
アウト
（秒）

アラーム
で終了

5

なし

アラーム
消音で
終了
なし

表示

回復

センサをパルスオキシ
メータに接続したときに
最初に表示されるメッ
セージ。

自動的にタイムアウトに
なってクリアされます。

表 17. EEE エラーコード
エラー
コード

エラーメッセージ

対処法

80

DEFAULTS LOST
（デフォルト値の
消失）

現在の電源投入時のデフォルト設定が消失し、工場出荷時設定値に戻さ
れます。弊社認定のサービス技術者が
『N-600x サービスマニュアル』
に
従って目的の電源投入時のデフォルト設定を回復できます。

81

SETTINGS LOST
（設定消失）

現在の設定（アラーム限界値、アラームやパルスビープ音量、アラーム消
音時間など）が消失し、電源投入時のデフォルト設定に戻っています。パ
ルスオキシメータの電源を切り、再び入れます。電源投入時のデフォル
ト設定と異なる設定が必要であれば、
パルスオキシメータの電源を切り、
再度入れて、
希望の設定を再入力します。

82

CLOCK SETTING
LOST
（クロックの
設定消失）

日時の設定が消失しました。日時を再入力します。
バッテリを再充電または交換します。

515、518、 N-600x Boot
534、535、 Version x.x.x.x
（N-600x ブート
569
バージョン x.x.x.x）

アプリケーションのソフトウェアが欠落または破損しています。弊社認
定のサービス技術者に連絡してください。

529、729

バッテリが放電してきわめて低レベルになっています。パルスオキシ
メータは 10 秒後にシャットダウンします。

LOW BATTERY
（バッテリ低下）

リアパネルの電圧切り換えスイッチが正しい電圧で設定されているか確
認します。
パルスオキシメータを AC 電源に接続し、電源を再度入れます。警告メッ
セージが表示され、低優先度の可聴アラームが鳴ります。アラーム消音
キーを 2 回押して了承すると、パルスオキシメータを患者モニタリング
に使用できます。
575

TRENDS LOST
（トレンドの消失）

パルスオキシメータのトレンド情報が破損しているためクリアされま
す。パルスオキシメータの電源を切り、再び入れます。

701-716、 POWER SUPPLY
720-724、 FAILURE
732-740、 （電源装置の故障）
576-582

パルスオキシメータの電力供給がエラーを検出しました。パルスオキシ
メータは 10 秒後にシャットダウンします。パルスオキシメータが仕様
の環境条件で動作しているか検証します。弊社認定のサービス技術者に
連絡してください。

717、718

パルスオキシメータがバッテリの開路またはショート状況を検出しまし
た。パルスオキシメータは 10 秒後にシャットダウンします。バッテリの
交換が必要です。弊社認定のサービス技術者に連絡してください。
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表 17. EEE エラーコード
エラー
コード

エラーメッセージ

725-728、 REPLACE BATTERY
730
（バッテリの交換）

対処法
バッテリが正しく充電されていません。パルスオキシメータは 10 秒後
にシャットダウンします。バッテリの交換が必要です。弊社認定のサー
ビス技術者に連絡してください。

一次スピーカの故障
警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータが一次スピーカの故障をレポートした場合は、患者の
安全を確保するため、
必要以上にパルスオキシメータを使用しないでください。最寄の弊社
営業所または代理店に連絡してください。
注：
パルスオキシメータを消音すると、ピエゾトーンを 3 分おきに発して一次スピーカの故障
状況を再通知します。また、
ピエゾトーンを発して、消音時間中の低、中、高優先度アラーム
を通知します。パルスオキシメータが一次スピーカの故障をレポートしているときに電源
を切ると、修理されるまで電源を入れることはできません。

一次スピーカ故障のメッセージにアクセスする方法
パルスオキシメータは一次スピーカの故障を検出し、スローペースで高音のピエゾトー
ンを発します。一次スピーカの故障メッセージが表示されます。
図 95. 一次スピーカの故障画面

1. 続行するには［HELP
（ヘルプ）］を押します。以下のメッセージが表示されます。
図 96. スピーカ故障のヘルプ画面

2. ［BACK（戻る）］
を押すと、スピーカ故障メッセージが再度表示されます。このメッセー
ジはクリアできません。
3. アラーム消音キーを押し、スローパルスのピエゾトーンを消音します。
114

操作マニュアル

バッテリの低下と残量なし状態

バッテリの低下と残量なし状態
表 18. バッテリの低下と残量なし状態

状態
1

バッテリ
残量なし
なし

バッテリ
低下
なし

AC 電源
はい

動作
SpO2：通常
AC ／バッテリ充電 LED：オン
バッテリ低下 LED：オフ
「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセージ：オフ
可聴アラーム：オフ
エラーコード：なし
アラーム消音キーの効果：通常
シャットダウン：該当なし

2

なし

なし

なし

SpO2：通常
AC ／バッテリ充電 LED：オフ
バッテリ低下 LED：オフ
「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセージ：オフ
可聴アラーム：オフ
エラーコード：なし
アラーム消音キーの効果：通常
シャットダウン：該当なし

3

なし

はい

なし

SpO2：通常
AC ／バッテリ充電 LED：オフ
バッテリ低下 LED：オン
「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセージ：オン
可聴アラーム：低優先度
エラーコード：ログに記録
アラーム消音キーの効果：1 回押すと可聴アラームを消音。2 回
目を押すと「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセージをオフ。
LED はバッテリ低下状況が修正されるまで表示。
シャットダウン：切迫

4

なし

はい

はい

SpO2：通常
AC ／バッテリ充電 LED：オン
バッテリ低下 LED：オン
「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセージ：オフ
可聴アラーム：オフ
エラーコード：ログに記録
アラーム消音キーの効果：該当なし（LED 点灯持続）
シャットダウン：該当なし

5

使用されていません
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表 18. バッテリの低下と残量なし状態

状態
6

バッテリ
残量なし
はい

バッテリ
低下
はい

AC 電源
なし

動作
SpO2：表示なし
AC ／バッテリ充電 LED：オフ
バッテリ低下 LED：オン（点滅）
「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセージ：オン
可聴アラーム：高優先度
エラーコード：表示してログに記録
アラーム消音キーの効果：なし
シャットダウン：10 秒後

7

はい

はい

はい

SpO2：表示あり
AC ／バッテリ充電 LED：オン
バッテリ低下 LED：オン（点滅）
「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセージ：オン
バッテリ残量ゲージがバッテリ完全放電を示す（バー点灯なし）
。
プレ チス モ グラ フウィンドウ に警 告メッセージ：
「UNIT WILL
SHUT DOWN IF AC POWER LOST
（装 置 は AC 電 源 を 失 うと
シャットダウンします）」
可聴アラーム：低優先度
エラーコード：ログに記録
アラーム消音キー：1 回押すと可聴アラームを消音。アラーム消
音キーを 2 回押すと
「LOW BATTERY（バッテリ低下）」メッセー
ジをキャンセルして警告メッセージが消え、
デフォルトの表示
に復帰（LED はバッテリ低下状況がなくなるまで点滅持続、
バッ
テリ残量ゲージには充電中の表示）
シャットダウン：該当なし

表 19. 一般的な問題と解決法
問題
オン／スタンバイキーに応答しない。

回復
電圧切り換えスイッチが適切な電圧に設定されているか確認します。
ヒューズに不具合がある可能性があります。弊社認定のサービス技術者に連絡
し、必要に応じてヒューズを交換してください。
バッテリ電源で動作している場合は、バッテリがなくなっているか放電された可
能性があります。バッテリが放電していたら、33 ページの
「パルスオキシメータ
電源のモニタリング」を参照して充電してください。バッテリが充電しない場合
は、サービス担当者にバッテリの交換を依頼してください。

電源投入時セルフテスト（POST）の実
行中に、点灯しない表示要素やインジ
ケータがある。

N-600x パルスオキシメータの使用を中止し、弊社認定サービス担当者または最
寄の Nellcor 販売代理店に連絡してください。

パルスオキシメータを AC 電源に接続
しているが、バッテリ電源で動作して
いる。

電圧切り換えスイッチが適切な電圧に設定されているか確認します。
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電源コードがパルスオキシメータに適切に接続されているか確認します。
同じ AC 回路上の他の機器に電力が供給されているかをチェックします。
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表 19. 一般的な問題と解決法
問題

回復

パルスサーチインジケータが 10 秒以
上点灯する
（測定値を得る前）。

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの使用説明書を確認し、正しい使い方で適
切なアプリケーションを使用しているか確認します。センサとパルスオキシメ
トリケーブルの接続状態をチェックします。OxiMax パルスオキシメトリセンサ
を別の患者で試したり、他の OxiMax パルスオキシメトリセンサまたはパルスオ
キシメトリケーブルを試します。
パルスオキシメータの灌流が少なすぎてパルスを追跡できないことがあります。
患者の状態を確認してください。パルスオキシメータを他の人に装着して試し
てみます。OxiMax パルスオキシメトリセンサの装着部位を変更します。別のタ
イプの OxiMax パルスオキシメトリセンサを試します。
干渉が原因でパルスオキシメータがパルスを追跡できないことがあります。可
能であれば患者を安静にさせてください。センサが確実に装着されていること
を確認し、必要に応じてセンサを交換します。センサの装着部位を変更します。
電磁干渉が原因でパルスオキシメータがパルスを追跡できないことがあります。
その場合は干渉源を取り除くか、周囲環境を安定させます。
OxiMax の粘着式のセンサなど、患者が比較的体を動かせるタイプの OxiMax パ
ルスオキシメトリセンサを使用します。
OxiMax パルスオキシメトリセンサの装着状態がきつすぎたり、周辺光が強すぎ
たり、あるいはセンサが血圧計のカフ、
動脈カテーテル、血管内ラインとともに手
足に装着されていることがあります。必要に応じてセンサの装着部位を変更し
てください。

正常に測定された後もパルスサーチ
インジケータが点灯する。

患者の状態をチェックしてください。
パルスオキシメータの灌流が少なすぎてパルスを追跡できないことがあります。
パルスオキシメータを他の人に装着して試してみます。OxiMax パルスオキシメ
トリセンサの装着部位を変更したり、他のタイプの OxiMax パルスオキシメトリ
センサを試してみたりします。
干渉が原因でパルスオキシメータがパルスを追跡できないことがあります。
OxiMax パルスオキシメトリセンサが確実に装着されていることを確認し、必要
に応じてセンサを交換します。センサの装着部位を変更します。OxiMax の粘着
式のセンサなど、患者が比較的体を動かせるタイプの OxiMax パルスオキシメト
リセンサを使用します。電磁干渉が原因でパルスオキシメータがパルスを追跡
できないことがあります。その場合は干渉源を取り除くか、周囲環境を安定させ
ます。
OxiMax パルスオキシメトリセンサの装着状態がきつすぎたり、周辺光が強すぎ
たり、あるいはセンサが血圧計のカフ、
動脈カテーテル、血管内ラインとともに手
足に装着されていることがあります。必要に応じてセンサの装着部位を変更し
てください。
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表 19. 一般的な問題と解決法
問題

回復

エラーコード：
「EEE XXX」の後に番号
が表示される。

オン／スタンバイキーを押すと、パルスオキシメータを完全にシャットオフでき
ます。再度キーを押して、パルスオキシメータの電源を再び入れます。
それでもエラーコードが表示される場合は、エラー番号を記録し、弊社認定の
サービス技術者、最寄の弊社営業所または代理店に連絡してください。
バッテリが放電してきわめて低レベルになっていると、エラーコード「EEE 529
または 729」が表示されます。
リアパネルの電圧切り換えスイッチが現地の基準に沿った正しい電圧で設定さ
れているか確かめます。
オン／スタンバイキーを押すと、パルスオキシメータを完全にシャットオフでき
ます。約 10 分間かけてバッテリを充電した上で、
装置の電源を再度入れてくだ
さい。
それでもエラーコードが表示される場合は、装置の電源を切り、充電を続けてく
ださい。パルスオキシメータを 30 分間充電してもエラーコードが表示される場
合は、最寄の弊社営業所または代理店にお問い合わせください。

技術サポートを受ける
技術情報やサポートが必要な場合や、
部品や『N-600x サービスマニュアル』のご注文に
ついては、最寄の弊社営業所または代理店にお問い合わせください。
『N-600x サービス
マニュアル』
には、
弊社認定サービス担当者がパルスオキシメータを整備する際に必要
となるブロックダイアグラムや回路図、部品リストが含まれています。
Nellcor の技術サービス部門に電話する際は、パルスオキシメータのシリアル番号や
ファームウェアのバージョン番号をお知らせください。
ソフトウェアのバージョンは、
パルスオキシメータの電源投入時セルフテストが正常に
完了するたびにパルスオキシメータに表示されます。番号を書き留めて、技術サポート
から要求されたときにわかるようにしてください。

パルスオキシメータの返却
最寄の弊社営業所または代理店に、返却製品許可番号を含む輸送情報を問い合わせてく
ださい。Nellcor の技術サービス部門の指示がないかぎり、センサやその他のパルスオ
キシメータに付属しているアクセサリアイテムは、返却の必要がありません。パルスオ
キシメータを、出荷時の輸送用段ボール箱に入れて梱包します。出荷時の段ボール箱を
利用できない場合は、適切な段ボール箱に十分なパッキング材を詰めて輸送中に本器が
壊れないようにしてください。
パルスオキシメータをご返送いただく場合、
配送されたことが確実に確認できる方法で
あれば、どのような輸送手段をお使いいただいても結構です。
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9 パルスオキシメータのメンテナンス
概要
このセクションでは、OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータのメンテナンス、サービス、
適切なクリーニングに必要な手順を説明します。パルスオキシメータとそのアクセサ
リの廃棄またはリサイクルについては、各地域の規則やリサイクルの指示に従ってくだ
さい。

クリーニング
警告
OxiMax N-600x パルスオキシメータ、アクセサリ、コネクタ、スイッチ、またはシャーシの開
口部に液体をふきかけたりこぼしたりしないでください。

パルスオキシメータ表面のクリーニングや消毒については、施設の指示または以下で推
奨されている作業に従ってください。

• 表面のクリーニング：市販の非研磨性のクリーナまたはアルコール 70% 水溶液を含ませ
た柔らかいクロスで、パルスオキシメータの表面を軽く拭き取ってください。

• 消毒：水道水で 10% の濃度にした塩素系漂白剤を染みこませた柔らかいクロスで、パル
スオキシメータの表面を軽く拭き取ってください。

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサのクリーニングをする前に、センサに付属してい
る使用説明書を読んでください。当該のセンサに特有のクリーニングの説明が、センサ
のモデル別に記載されています。OxiMax パルスオキシメトリセンサのクリーニングと
消毒の方法については、
特定のセンサの使用説明書に従ってください。

安全に関する定期点検
24 か月ごとに以下の点検を実施してください。

• 物理的および機能的損傷または性能低下がないか装置を点検する。
• 安全性に関連するラベルが見やすい状態になっているか点検する。ラベルが破損してい
たり読みにくい場合は、最寄の弊社営業所または代理店にご連絡ください。

• 内部ヒューズ（F3）が適切な値と定格であるか点検する。
• すべてのユーザインターフェースキー、ケーブル、アクセサリが正常に機能するか確認
する。

操作マニュアル
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サービス
警告
正規の資格を持った方以外は、パルスオキシメータのカバーを外さないでください。内部に
はユーザが整備できる部分は含まれていません。

• OxiMax N-600x パルスオキシメータはキャリブレーションの必要はありません。
• 少なくとも 24 か月ごとに、弊社認定のサービス技術者にバッテリ交換を行うように依
頼してください。

サービスが必要な場合は、弊社認定のサービス技術者、最寄の弊社営業所または代理店に
連絡してください。詳細は、118 ページの「技術サポートを受ける」を参照してください。
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10 作動原理
概要
このセクションでは、OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータの作動原理を説明します。

パルスオキシメトリの解釈
原理
OxiMax N-600x パルスオキシメータ は、パルスオキシメトリを使用して血中の機能的
酸素飽和度を測定します。パルスオキシメトリは、OxiMax™ パルスオキシメトリセンサ
を指や爪先のような拍動する細動脈血管床に装着することにより動作します。このセ
ンサには、
2 つの光源と 1 つの光センサが装備されています。
骨、
組織、色素沈着部、および静脈血管は通常、どの時点でも一定量の光を吸収します。
細動脈床は通常、拍動するので、吸収する光の量が拍動する間に変動します。吸収され
た光の量は、機能性酸素飽和度（SpO2）の測定値に変換されます。
周囲の環境条件、センサの装着状態、患者の状況が、パルスオキシメータが SpO2 を正確
に測定する機能に影響を与えることがあります。101 ページの「動作に関する考察」
を
参照してください。
パルスオキシメトリは、オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの赤色光線と赤外
線の吸収率が異なること（分光光度計を使用して測定）、また組織内の動脈血量（つまり、
血液による光の吸収量も）がパルスに伴って変動すること（プレスチモグラフィを使用
して記録）という 2 つの原理に基づいています。パルスオキシメータは、赤色光線と赤
外線を細動脈の部位に照射して SpO2 を決定し、拍動のサイクル間に光の吸収の変化を
測定します。センサの赤色光線と赤外線を発生する低電圧発光ダイオード（LED）は光源
としての、
フォトダイオードは光センサとしての役割を果たしています。
オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンは光の吸収が異なるため、
血液による赤色
光線と赤外線の吸収量はヘモグロビンの酸素飽和度に関連します。
パルスオキシメータは、動脈ヘモグロビンの酸素飽和度を識別するため、動脈流が拍動す
るという性質を使用しています。心収縮期の間、動脈血の新しいパルスが血管床に流れ
込み、血流量と光の吸収が増加します。心拡張期には、血流量と光の吸収が最小値にな
ります。パルスオキシメータは、吸収量の最大値と最小値（心収縮期および心拡張期にお
ける測定値）の差に基づいて SpO2 を測定します。これにより、拍動する動脈血による光
の吸収に焦点を当て、組織、骨、
静脈血など拍動しない吸収体の影響を排除しています。
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自動キャリブレーション
ヘモグロビンによる光の吸収は波長によって異なり、LED の平均波長も異なるため、
SpO2 を正確に測定するにはパルスオキシメータに OxiMax パルスオキシメトリセンサ
の赤色 LED の平均波長を入力する必要があります。
モニタリング中、パルスオキシメータのソフトウェアは個々のセンサの赤色 LED の平
均波長に適した係数を選択します。これらの係数は、SpO2 の測定に使用されます。
また、組織の厚さによる違いを補正するため、センサの LED の光度が自動的に調整され
ます。
注：
一部の自動キャリブレーション機能で、OxiMax N-600x パルスオキシメータがプレチスモ
グラフ波形に短時間、平坦な線を表示することがあります。これは正常な動作であり、
特に
操作は必要ありません。

機能的飽和度と分画的飽和度
本パルスオキシメータは機能的飽和度、
つまり酸素を運搬できるヘモグロビン量に対す
るオキシヘモグロビン量を測定します。有意な量の一酸化炭素ヘモグロビンやメトヘ
モグロビンのような異常ヘモグロビンは検出しません。一方、IL482 のようなヘモキシ
メータは分画的飽和度、つまり異常ヘモグロビンを含む計測されたすべてのヘモグロビ
ンに対するオキシヘモグロビンをレポートします。機能的飽和度測定値と分画的飽和
度を測定するパルスオキシメータの測定値とを比較するには、以下の式を用いて分画的
な測定値を変換する必要があります。
図 97. 分画的飽和度変換の方程式
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酸素飽和度の測定値と計算値
酸素飽和度を酸素の血液ガス分圧
（PO2）
から計算する場合、計算値がパルスオキシメー
タの SpO2 測定値と異なることがあります。これは通常、算出された酸素飽和度が、
pH、
温度、
二酸化炭素分圧
（PCO2）
、
2,3-DPG など、PO2 と SpO2 の関係を変動させる変数の影
響を正しく補正しないことによって生じます。
図 98. オキシヘモグロビンの解離曲線

POX_10125_B

パルスオキシメータの機能
SatSeconds ™ アラーム管理機能
パルスオキシメータは、血中でヘモグロビンが酸素を飽和する度合いをモニタリングし
ます。従来のアラーム管理機能では、アラームの上限値および下限値は、モニタリング
する SpO2 の値で設定します。SpO2 がアラームの限界値に近い値で変動する場合、
ア
ラームの限界値を逸脱するたびに警告音を発します。SatSeconds は、脱飽和度の重大
さ の指 標 とし て 脱 飽和 の 程度 と 期間 の 両 方を モ ニタ リ ン グし ま す。この よ う に、
SatSeconds には、
軽度のイベントや SpO2 の限界値からのわずかな逸脱を臨床的に重
大なイベントと識別する機能があるため、不要なときにアラームが音を発することがあ
りません。
アラームの上限値および下限値は、従来のアラーム管理方法に従って設定してくださ
い。SpO2 が選択したアラーム下限値を下回る値でも、可聴アラームが鳴るタイミング
を指定時間だけ遅くしたい場合は、SatSeconds アラーム管理機能を利用してください。
SatSeconds アラームの管理の詳細は、67 ページの「SatSeconds ™ アラーム管理機能の
使用」を参照してください。
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脈拍数遅延アラーム管理機能
またパルスオキシメータは、単位時間を越えてプレチスモグラフ数を測定することによ
り、
脈拍数をモニタリングします。従来のアラーム管理機能では、アラームの上限値お
よび下限値は、モニタリングする脈拍数で設定します。この脈拍数がアラームの限界値
に近い値で変動する場合、
アラームの限界値を逸脱するたびに警告音を発します。脈拍
数遅延機能は、脈拍数のアラームが聴こえるまでの閾値からの逸脱期間を設けることが
できます。このように、脈拍数遅延機能には、軽度のイベントや脈拍数の限界値からの
わずかな逸脱を臨床的に重大なイベントと識別する機能があるため、
不要なときにア
ラームが音を発することがありません。
脈拍数遅延機能を使用するには、従来のアラーム管理で脈拍数のアラームの上限値およ
び下限値を設定してください。その後、
脈拍数遅延を設定してください。脈拍数遅延制
限は、脈拍数がいずれかの限界値を越えてもアラーム音を発しない時間をコントロール
します。脈拍数アラームの管理の詳細は、66 ページの
「脈拍数遅延アラーム管理機能の
使用」を参照してください。

OxiMax SPD ™ Alert 機能
OxiMax SPD™ Alert(SPD) による成人での脱飽和のパターンの検出は、
OxiMax N-600x パ
ルスオキシメータに搭載されているソフトウェアの機能で、繰り返し生じる脱飽和状態
の後に生じる再度飽和状態を検出します。このパターンは、上気道を経由しての肺への
エアフローの反復的な減少を示します。SPD が作動中は、SatSeconds のデフォルトの値
は 100 に設定されています。SpO2 アラームの上限値および下限値は、従来のアラーム
管理方法に従って設定してください。視覚的のみのアラーム、または聴覚および視覚の
両方のアラームから、アラームの種類を設定します。デフォルトの設定は 1 で、脱飽和
のパターンの感度が最も高い設定です。アラーム感度の設定は、
アラームの鳴る確率が
高い 1
（最高感度）
、2（中程度の感度）、またはアラームの鳴る確率が比較的少ない 3（最
低感度）から選択するか、またはオフにします。アラーム感度の値は、SPD の三角形のア
イコンのすぐ下に表示されます。脱飽和のパターンの検出の詳細は、62 ページの
「OxiMax SPD ™ Alert 機能の使用」を参照してください。

OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサのテクノロジ
OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサを使用してください。これはパルスオキシメータ
の利用のために特別に設計されています。OxiMax パルスオキシメトリセンサは、濃い
青か白のプラグ色で識別できます。すべての OxiMax パルスオキシメトリセンサは、
セ
ンサに関する情報を格納するメモリチップを搭載しています。その情報は、パルスオキ
シメータの正しい動作に必要なセンサのキャリブレーションデータ、モデルタイプ、
ト
ラブルシューティングコード、
エラー検出データなどです。
この独自の酸素測定構造により、いくつかの新しい機能が実現しました。OxiMax パル
スオキシメトリセンサを OxiMax N-600x パルスオキシメータに接続すると、
パルスオ
キシメータはまず OxiMax パルスオキシメトリセンサのメモリチップから情報を読み
取り、エラーがないことを確認した上で、データをロードして新しい情報のモニタリン
グを開始します。パルスオキシメータはセンサの情報を読み取ると、センサのモデル番
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号を画面に点滅表示します。この処理には数秒かかる場合があります。読み取り処理が
完了すると、センサのモデル番号は点滅を停止し、モニタリングが開始されます。パル
スオキシメータが患者の SpO2 および脈拍数の追跡を開始した後は、センサのモデル番
号が消えます。
パルスオキシメータには、OxiMax N-600x パルスオキシメータなどの OxiMax テクノロ
ジが搭載されており、
OxiMax パルスオキシメトリセンサに含まれるキャリブレーショ
ンデータで患者の SpO2 を算出します。センサのキャリブレーションについては、キャ
リブレーション係数が各 OxiMax パルスオキシメトリセンサに対応しているため、多く
のセンサの精度が向上しています。Nellcor 認定の各種 OxiMax パルスオキシメトリセ
ンサでのパルスオキシメータの具体的な精度の情報については、精度カードを参照して
ください。
OxiMax N-600x パルスオキシメータは、OxiMax パルスオキシメトリセンサ内の情報を
利用し、
臨床医がクライアントまたはデータの問題を処理する際に役立つようにメッ
セージを適切な形で示します。センサは装着時に、パルスオキシメータに対してセンサ
タイプを自動的に通知します。パルスオキシメータは、センサタイプと、各モデルで推
奨されている患者装着部位を判定します。

機能テスタと患者シミュレータ
一部のモデルの市販されているベンチトップの機能テスタや患者シミュレータでは、
OxiMax パルスオキシメトリセンサ、ケーブル、パルスオキシメータが正しく機能でき
るか検証できます。それぞれのテスト機器の操作マニュアルで、
使用するテスタのモデ
ルでの手順を参照してください。
上記の機器は、パルスオキシメータセンサ、
ケーブル、パルスオキシメータの機能の検証
には利用できますが、
システムの SpO2 の測定精度を正しく評価するために必要なデー
タは提示できません。SpO2 測定精度の十分な評価には、少なくとも、センサの波長特性
への順応と、複雑なセンサと患者組織間の光学相互作用の再現が必要です。これらの機
能は、既存のベンチトップ型テスタの範疇を超えるものです。SpO2 測定精度を in vivo
で評価するには、
パルスオキシメータの読み取り値を、ラボの CO- オキシメータを使用
して同時にサンプリングした動脈血からの SaO2 と比較する必要があります。
多くの機能テスタや患者シミュレータの設計はパルスオキシメータの予測キャリブ
レーション曲線と調和するもので、Nellcor のパルスオキシメータやセンサでの使用に
適する場合もあります。ただし、そのような機器すべてが、Nellcor OxiMax デジタル
キャリブレーションシステムでの使用に適応するわけではありません。シミュレータ
でのシステム機能検証には影響しませんが、表示する SpO2 測定値がテスト機器の設定
と異なることがあります。正しく機能するパルスオキシメータで、この差異は、テスト
機器の性能仕様内で何度でも、
また別のパルスオキシメータでも再現できます。
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11 製品仕様
概要
このセクションには、OxiMax N-600x ™ パルスオキシメータの物理仕様および操作仕様
が記載されています。パルスオキシメータの設置前に、製品の使用要件がすべて満たさ
れていることを確認してください。

概観仕様
重量

2.6 kg (5.8 lbs.)

寸法

8.4 cm x 26.4 cm x 17.3 cm (3.3 in. x 10.4 in. x 6.8 in.)

電気的要件
電源
電源要件

定格 100 〜 120 VAC（公称 120 VAC）または
220 〜 240 VAC
（公称 230 VAC）、
30 VA

入力周波数

50/60 Hz

ヒューズ

スローブロー 0.5 amp、
250 ボルト、IEC (5 x 20 mm)
数量：外部に 2 個

バッテリ
注：
バッテリで約 7 時間動作可能（新品のフル充電の状態で、アラームなし、シリアルデータな
し、アナログ出力なし、
ナースコール出力なし、バックライトをオンにし、
かつパルスシミュ
レータを 200 bpm、ハイライト、
低モジュレーションに設定した場合）
。
タイプ

鉛蓄電池

電圧

6 VDC

再充電

8 時間
（パルスオキシメータの電源オフ）
12 時間（パルスオキシメータの電源オン）

有効期間

パルスオキシメータが新品・フル充電バッテリで作動の場合
に 4 カ月
4 カ月の保管後、本装置は上記バッテリ駆動時間の 33% 動作

適合規格

91/157/EEC
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ナースコールリレーの定格
最大入力電圧

30 VAC または VDC（極性は問わず）

負荷電流

120 mA（連続）
（100 ms 時に最高 300 mA）

最小抵抗

アラーム時 26.5 オーム 〜 50.5 オーム（通常 40.5 オーム）

接地基準

絶縁接地

電気的絶縁

1500 ボルト

周囲環境条件
操作時
温度

5 ºC 〜 40 ºC (41 ºF 〜 104 ºF)

高度

-390 m 〜 3,012 m
(-1,254 ft. 〜 9,882 ft.)

大気圧

70 kPa 〜 106 kPa
(20.6 in. Hg 〜 31.3 in. Hg)

相対湿度

15% 〜 95%、ただし結露しないこと

輸送と保管
輸送用段ボール箱から出した状態

輸送用段ボール箱内

温度

-20 ºC 〜 60 ºC
(-4 ºF 〜 140 ºF)

-20 ºC 〜 70 ºC
(-4 ºF 〜 158 ºF)

高度

-390 m 〜 5,574 m
(-1,254 ft. 〜 18,288 ft.)

-390 m 〜 5,574 m
(-1,254 ft. 〜 18,288 ft.)

大気圧

50 kPa 〜 106 kPa
(14.7 in. Hg 〜 31.3 in. Hg)

50 kPa 〜 106 kPa
(14.7 in. Hg 〜 31.3 in. Hg)

相対湿度

15% 〜 95%、結露なきこと

15% 〜 95%、
結露なきこと

性能仕様
測定範囲
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SpO2 飽和範囲

1% 〜 100%

脈拍数範囲

20 〜 250 bpm（1 分間あたりの脈拍数）

灌流範囲

0.03% 〜 20%
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OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサ
パルスオキシメトリセンサの精度
表 20. 酸素飽和度の精度 1
センサモデルタイプ

LoSAT ™ の範囲
60% 〜 80%

標準飽和範囲
70% 〜 100%

± 3.0 digits

± 2.0 digits

± 3.0 digits

± 2.0 digits

OXIMAX D-20、OXIMAX I-20、
MAX-FAST

± 3.0 digits

± 2.0 digits

Softcare ™ SC-PR3

該当なし

± 2.0 digits

OXIMAX R-15

該当なし

± 3.5 digits

灌流の低下 4

該当なし

± 2.0 digits

OXIMAX D-25、OXIMAX D-25L
OXIMAX N-252
（成人および新生児）

脈拍数
正常範囲

20 〜 250 bpm

± 3.0 digits

灌流の低下 4

20 〜 250 bpm

± 3.0 digits

1 SpO2 の測定精度の確認に用いた被験者には、健康な現地の住民が採用された。被験者は、皮膚の色が多様になるようにし、18 〜 50 歳
までの男女で構成した。精度仕様は、指定した飽和度 SpO2 の範囲を超える非喫煙の成人健常ボランティアを対象に実施した低酸素
対照試験に基づくものである。パルスオキシメータの SpO2 の読み取り値は、ヘモキシメトリで測定された血液サンプルの SaO2 値と
比較した。すべての精度は ±1 SD と表記した。パルスオキシメータ装置による測定値は統計学的に分布し、測定値の約 3 分の 2 は、こ
の精度
（ARMS）の範囲内に入ると見込まれている。飽和度の低下につれ、
パルスオキシメータ SpO2 と血液 SaO2 の比較の散布とバイ
アスは一般に増加するため、精度の仕様は定めた範囲にわたるデータから算出され、
部分的に重なり合う範囲を記載する際には、
異な
る精度の値が生じる可能性がある。
2 OXIMAX N-25 の臨床機能は、
入院中の新生児患者を母集団として示した。SpO2 の精度は、
生後 1 〜 23 日で体重 750 〜 4,100 グラムの
患者 42 例の 2.5% に認められ、63 例は SaO2 が 85% 〜 99% の範囲で観察された。
3 臨床機能は、入院中の新生児患者を母集団として示した。観察された SpO2 精度は、生後 24 〜 40 週で体重 710 〜 5,000 グラムの患者
57 例の 3.0% に認められ、63% 〜 99% の SaO2 の範囲が観察されたのは 185 例であった。
4 N-600x パルスオキシメータの性能に適用される規格 灌流の低下の有無の読み取り精度（検出される IR パルスアンプリチュードの変
動 0.03% 〜 1.5%）は、患者シミュレータにより供給される信号を使用して確認した。SpO2 と脈拍数の値は、
一定範囲の弱信号条件で
モニタ範囲全体にわたって変動させ、入力した信号の既知の真の飽和度や脈拍数と比較した。

注：
利用できる OxiMax ™ パルスオキシメトリセンサの SpO2 の精度をすべて記載したものが必
要な場合は、
最寄の弊社営業所または代理店にお問い合わせください。
センサの電力消費
パルスオキシメトリセンサ

電力消費

OxiMax MAX-A、-AL、-I、
-N、-P、-R

52.5 mW

OxiMax Durasensor ™ DS-100A

52.5 mW

OxiMax Dura-Y ™ D-YS

52.5 mW

OxiMax Max-Fast ™

52.5 mW

OxiMax Softcare ™ -PR

52.5 mW
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OxiMax パルスオキシメトリセンサの動作範囲
赤色光線の波長

約 660 nm

赤外線の波長

約 900 nm

光学出力電力

15 mW 未満

製品の準拠
製品の準拠規格
ISO 9919:2005
EN ISO 9919: 2005

製品の安全規格
IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995
EN 60601-1: 1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996
UL 60601-1 第 1 版
CSA C22.2 No. 601.1 M90
保護のタイプ

クラス（内部電源）
I

動作モード

連続

液体侵入

IPX1

安全の程度

可燃性麻酔ガス存在下での使用は不適切

電磁両立性（EMC）規格
IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004
EN 60601-1-2: 2001 + A1: 2006

製造者の宣言
基本事項
警告
指定外のアクセサリ、OxiMax センサ、およびケーブルを使用すると、OxiMax N-600x パルス
オキシメータ読み取り値が不正確になったり、パルスオキシメータのエミッションが増大
したりすることがあります。

OxiMax N-600x パルスオキシメータは、規定の電磁環境での使用に適合しています。
本装置は、
このセクションに記載されている電磁環境下で使用してください。
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電磁両立性（EMC）
電磁エミッション
表 21. 電磁エミッション
エミッション試験
RF エミッション

準拠

電磁環境ガイダンス

CISPR 11: 2004

グループ 1
クラス Ｂ

パルスオキシメータはあらゆる施設での使用
に適します。

高調波エミッション

クラス A

パルスオキシメータはあらゆる施設での使用
に適します。

準拠

パルスオキシメータはあらゆる施設での使用
に適します。

IEC 61000-3-2: 2005
電圧変動／フリッカ
エミッション
IEC 61000-3-3: 2005

電磁イミュニティ
注：
これらのガイドラインは、すべての施設に適用されるわけではありません。電磁波の伝搬
は、建築物、物体、および人間による吸収や反射によって影響されます。
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表 22. 電磁イミュニティ試験
イミュニティ
試験

IEC 60601-1-2
試験レベル

準拠レベル

静電気放電
（ESD）

± 6 kV 接触

± 6 kV 接触

IEC 61000-4-2:
2001

± 8 kV 気中

± 8 kV 気中

電気的高速
トランジェント／
バースト

±2 kV 電源供給ライン用

±2 kV 電源供給ライン用

±1 kV 入力／
出力ライン用

±1 kV 入力／
出力ライン用

±1 kV ディファレンシャ
ルモード

±1 kV ディファレンシャ
ルモード

±2 kV コモンモード

±2 kV コモンモード

<5% UT

<5% UT

電磁環境ガイダンス
床は、木材、コンクリート、ま
たはセラミックタイルでなけ
ればなりません。もし床に合
成材が使用されている場合
は、相 対 湿 度 が 少 な く と も
30% でなければなりません。
主電源品質は一般的な商業ま
たは病院環境用でなければな
りません。

IEC 61000-4-4:
1995 + A1: 2000
+ A2: 2001
サージ
IEC 61000-4-5:
2005
電源の電圧
ディップ、
瞬停、
および電圧変動
IEC 61000-4-11:
2004

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

電源周波数
（50/60 Hz）磁界
IEC 61000-4-8:
2001
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3 A/m

40% UT
（UT 中 60% ディップ）
5 サイクル
70% UT
（UT 中 30% ディップ）
25 サイクル

主電源品質は一般的な商業ま
たは病院環境用でなければな
りません。
主電源品質は一般的な商業ま
たは病院環境用でなければな
りません。
主電源中断時に連続操作が必
要な場合は、
無停電電源装置
またはバッテリ電源による使
用をお勧めします。
注：UT はテストレベルの印加
の前の AC 主電圧です。

<5% UT
（UT 中 95% ディップ）
5 秒間
3 A/m

画像にゆがみがあるときは、
パルスオキシメータを電源周
波数磁界源から離すか、磁気
を遮蔽してください。電源周
波数磁界を設置場所で測定
し、十分低いことを確認して
ください。
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表 23. 推奨される分離間隔
イミュニティ試験

IEC 60601-1-2
試験レベル

準拠レベル

送信機の周波数

電磁環境ガイダンス
分離間隔の方程式

伝導 RF
IEC
（集積電子通信）
61000-4-6: 2006

3 Vrms
150 kHz
80 MHz

3 Vrms

距離 = 1.2

放射 RF
IEC 61000-4-3: 2006

3 V/m
80 MHz
800 MHz

3 V/m

距離 = 1.2

3 V/m
800 MHz
2.5 GHz

3 V/m

距離 = 2.3

送信機の最大出力
（ワット）

分離間隔（メータ）

分離間隔（メータ）

分離間隔（メータ）

0.01

0.12

0.12

0.23

0.10

0.38

0.38

0.73

1.00

1.20

1.20

2.30

10.00

3.80

3.80

7.30

100.00

12.00

12.00

23.00

最大出力時の送信機については上図に記載していません。
分離間隔は対応する列の等価
方程式で算出され、
算式の P は送信機の製造者が提示した最大出力「送信機の出力定格
（ワット）」
です。
注：
ポータブルおよびモバイル RF 通信機器は、OxiMax N-600x パルスオキシメータのどの部分
（ケーブルを含む）に対しても、送信機の周波数に該当する算式から計算された推奨離隔距
離よりも近くで使用することはできません。

センサおよびケーブルの準拠
警告
指定外のアクセサリ、OxiMax センサ、およびケーブルを使用すると、OxiMax N-600x パルス
オキシメータ読み取り値が不正確になったり、パルスオキシメータのエミッションが増大
したりすることがあります。
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表 24. ケーブルおよびセンサ
品目

最大長
ケーブル

電源コード

3 m (10.0 ft.)

DOC-10 パルスオキシメトリケーブル

3 m (10.0 ft.)

ソフトウェアダウンロードケーブル、
RS-232 シリアル、
15 〜 9 ピン「D」

3 m (10.0 ft.)

非終端化ケーブル、
RS-232 アナログ、
15 ピン「D」

1 m (3.3 ft.)

プリンタケーブル、
RS-232、15 〜 9 ピン「D」

3 m (10.0 ft.)

Philips インターフェースケーブル

1 m (3.3 ft.)

Oxinet ™ III ハードワイヤケーブル

3 m (10.0 ft.)

Oxinet ™ III データケーブル

3 m (10.0 ft.)
センサ

OxiMax センサ：

0.5 m (1.5 ft.)

OXIMAX D-25、OXIMAX I-20、OXIMAX N-25、
OXIMAX D-20、OXIMAX R-15、OXIMAX D-25L

0.9 m (3.0 ft.)

OxiMax Durasensor ™ DS-100A

0.9 m (3.0 ft.)

OxiMax Dura-Y ™ センサ：

1.2 m (4.0 ft.)

D-YS、D-YSE

安全性試験
保護接地
100 ミリオーム以下
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安全性試験

漏れ電流
以下の表は、接地および筺体の漏れ電流ならびに患者漏れ電流の最大許容値を示したも
のです。
表 25. 接地および筺体の漏れ電流に関する仕様
接地漏れ電流

状況
正常

AC 極性
通常

単一故障状態

正常

逆転

単一故障状態

ラインコード

ニュートラル
ラインコード

閉鎖

閉鎖

開放

閉鎖

閉鎖

開放

閉鎖

閉鎖

開放

閉鎖

閉鎖

開放

IEC 60601-1

UL 60601-1

500 μA

300 μA
1000 μA

500μ A

300 μA
1000 μA

筺体漏れ電流

状況
正常

AC ライン極性
通常

単一故障状態

正常
単一故障状態

操作マニュアル

逆転

ニュートラル
ラインコード

電源ラインの
接地

IEC 60601-1
UL 60601-1

閉鎖

閉鎖

100 μA

開放

閉鎖

500 μA

閉鎖

開放

閉鎖

閉鎖

100 μA

開放

閉鎖

500 μA

閉鎖

開放
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表 26. 装着患者および絶縁患者のリスク電流
装着患者のリスク電流

状況
正常

AC ライン極性
通常

単一故障状態

正常

逆転

単一故障状態

ニュートラルライン

電源ラインの
接地ケーブル

IEC 60601-1
UL 60601-1

閉鎖

閉鎖

100 μA

開放

閉鎖

500 μA

閉鎖

開放

閉鎖

閉鎖

100 μA

開放

閉鎖

500 μA

閉鎖

開放

絶縁患者のリスク電流

状況
単一故障状態
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AC ライン極性

ニュートラルライン

電源ラインの
接地ケーブル

通常

閉鎖

閉鎖

逆転

閉鎖

閉鎖

IEC 60601-1
UL 60601-1
5000 μA
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