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1 年間限定保証 
 
限定保証の適用範囲 
ZimmerBiomet 社は、ご購入日から 1 年間の製品（A.T.S. 4000TS タニケットシステム）の保証を行

います。保証期間中、ZimmerBiomet 社は材料又は製造技術に欠陥がある製品若しくは該当モデル

の公表仕様を満たしていない製品を任意で修理又は交換します。この限定保証は製品のご購入者

ご自身に提供され、譲渡はできません。この限定保証に記載されている救済策は、保証条項の違

反があった場合は提供されません。この保証は、いかなる形でも改変又は修正された製品には適

用されません。誤使用又は乱用が行われた製品にもこの保証は適用されません。 
 
黙示的保証の免責事項 
上述の明示的限定保証は、他のすべての明示的保証又は黙示的保証に代わるものです。

ZimmerBiomet 社は、商品性又は特定の目的への適合性の黙示的保証を含む他のいかなる保証も

行いません。 
 
救済策の制限 
ZimmerBiomet 社は、保証条項の違反に基づくものであれ他の法律要件に基づくものであれ、損害

が予測可能であるかどうかにかかわらず、いかなる特別損害、付随的損害又は間接的損害に対し

ても責任を負いません。一部の州では保証の制限又はある種の取引における違反に対する救済策

を認めていません。これらの州では、この項と前項の制限は適用されません。 
 
保証請求 

保証期間内に保証請求を行う場合は次の手順を取ってください。 

本機器を適切に使用するために、定期的、かつ適切なメンテナンスが必要です。それらの性能と

信頼性を最適に保つために機器の定期調整を計画に入れることは不可欠であり、長きにわたり問

題を最小限にとどめることができます。 

正式に認可されていない修理施設によって行われたサービスや修理は、機器の性能を低下させた

り機器の故障を招いたりする恐れがあります。本機器について技術サポートが必要なときまたは

修理等が必要な場合は、弊社営業社員またはメンテナンスセンターに必ずご連絡ください。 

 

ジンマー・バイオメット合同会社 メンテナンスセンター 

〒412-0006 静岡県御殿場市中畑 1656 番地の１ 

電話：0550-89-8507 FAX：0550-89-8516 

 

追記保証（日本国内） 

ジンマー バイオメットは本製品において、保証書を発行し購入の日から 1 年間を保証します。保

証は製品の最初の購入者にのみ適用し、譲渡することはできません。本保証に記載する共済は保

証外無違反に対する排他的救済です。必ず本製品に付属しています保証書をお控えいただきます

ようお願いいたします。 

カタログ番号：60-4000-301-09 

製造番号シリアル：               
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一般情報 
アプリケーション仕様 

本マニュアルには、A.T.S. 4000TS のアプリケーション仕様（デバイスの使用に関連する特性、使

用目的、対象患者集団、対象身体部位、対象使用者特性、意図する使用条件、動作原理など）が

記載されています。 
 
使用目的 

A.T.S. 4000TS タニケットシステムは、資格のある医師が、患者の四肢の手術手技中に四肢の血流

を一時的に閉塞するために使用します。タニケットは、以下に示す四肢の手術手技において無血

手術野を得るのに有用であることがわかっています。 
 
• 一部の骨折の整復 
• 経皮的筋膜切開 
• 骨移植 
• 膝関節置換 
• 腫瘍及び嚢胞切除 
• 指関節置換 

• キルシュナー鋼線抜去 
• 神経損傷 
• 手関節全体置換 
• 切断 
• 腱修復 
• 再移植 

 
警告：タニケットカフは、膨張媒体として用いる二酸化炭素などのガスが遠位側に流れるのを制

御することを目的として使用しないでください。ガス注入を伴う関節鏡手術で、手術部位遠位へ

のガスの流れを制御することに関して、タニケットカフの安全性及び有効性の評価は行われてい

ません。タニケットカフをこのように使用した場合、カフ近位側の重篤な皮下気腫などが生じる

可能性があります。 
 
禁忌 

医学文献では、禁忌になり得るものとして以下が挙げられています。 
 
• 下肢の開放骨折 
• 長期にわたる外傷後の手再建 
• 重度の圧挫損傷 
• 肘部手術（強度の腫脹がある場合） 
• 重度の高血圧 
• 糖尿病 

• すべての出血点を明確に識別する必要のある

皮膚移植 
• 末梢動脈疾患などの血液循環障害 
• 鎌状赤血球症は相対的禁忌（「使用上の注意」

を参照） 

 
注意 
• タニケットを使用するかどうかの最終的な判断は、常に医師に委ねられます。 
• 固定術後に二次的な手術や二期的手術を受ける患者に対するタニケットの使用も避けてくだ

さい。 
• 乳幼児の細い指のように、生理的条件や解剖学的条件によっては A.T.S 4000TS で四肢閉塞圧

（LOP）を測定できないことがあります。このとき、A.T.S 4000TS にはその旨を示すメッセー
ジが表示され、LOP の測定は中止されます。こうした場合には、LOP 機能を用いずに、医師の
判断に基づいて駆血圧を設定してください。 
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使用上の注意 

• 酸素が豊富な環境で使用しないでください（周囲気圧が 110 kPa までの場合には酸素濃度が 25％超、

周囲気圧が 110 kPa を超える場合には酸素分圧が 27.5 kPa 超）。 
• A.T.S. 4000TS の通常動作には、電源コードを介して AC 電源が用いられます。バックアップバッテ

リーは、緊急時又は輸送時の電源として使用されます。 
• 本タニケットシステムは、適切に較正された操作可能な状態で維持しておく必要があります。附属

品については、漏れなどの欠陥の有無を定期的に点検してください。 
• タニケットカフに決して穴を開けないでください。システムの近くで使用するタオル鉗子の取扱い

には特に注意してください。カフの内部にゴム製の空気袋がある場合、膨張及び万一の破裂を防ぐ

ために、空気袋が外側カバーで完全に密閉されている必要があります。洗浄及び組立てに関して、

カフ製造業者の説明書にしっかりと従ってください。 
• 細菌、外毒素若しくは悪性細胞が全身循環に入ると考えられる場合又は血管中に形成されているお

それのある血栓塞栓が剥離する可能性がある場合は、脱血に伸縮包帯を使用しないでください。 
• タニケットカフは四肢の適切な位置で、「安全な」期間にわたり、適切な圧力範囲内で使用する必

要があります。腓骨神経が通っている部位又は膝若しくは足首には絶対にタニケットを装着しない

でください。すでに膨張させたカフを回転させて位置を調整しないでください。深部組織に損傷を

与える可能性のあるせん断応力が発生します。 
• 虚血が長時間に及ぶと、組織、血管及び神経に一時的又は永久的な損傷が生じる場合があります。

過剰な圧力を用いると、タニケットによる麻痺が生じる場合があります。圧力が不十分であると、

不可逆性の機能低下を伴うこともある四肢の受動性うっ血が引き起こされる場合があります。タニ

ケットを長時間使用すると、凝固時間の延長を伴う血液の凝固性の変化が生じる場合があります。 
• 動脈及び静脈を可能な限り同時に近いタイミングで閉塞できるよう、膨張は迅速に行ってください。 
• 脱血を注意深く完全に行うことで、痛みを伴わずにタニケットを装着できる時間が延長し、Bier 

Block 麻酔とも呼ばれる静脈内局所麻酔（IVRA）の質が向上すると報告されています。ギプス装着

後に感染症及び痛みを伴う骨折が認められた場合及び悪性腫瘍のため四肢を切断する場合は、タニ

ケット装着前の脱血は伸縮包帯を使用せずに、四肢を 3～5 分間持ち上げて行う場合があります。 
• 駆血に失敗した場合、タニケットカフを完全に収縮させ、患肢の脱血を再度行ってから膨張をやり

直す必要があります。血液の充満した血管で再膨張を行うと、血管内で血栓が形成される場合があ

ります。 
• IVRA（Bier Block 麻酔）にダブルカフタニケット又は 2 個のタニケットカフを用いる場合、タニケッ

トに不具合があり誤って外れることがないよう、タニケット操作者は膨張と収縮の手順に精通して

いる必要があります。 
• 鎌状赤血球貧血患者にタニケットを使用する際は、ヘモグロビンの型及び値を事前に検査してくだ

さい。タニケットをこのような患者に使用する場合、四肢の脱血を慎重に行い、PO2 及び pH を注

意深く監視してください。 
• カバーが約 3～6 インチ（7.6～15 cm）重なるような適切なカフサイズを選択してください。重なる

部分が大きすぎると、カフの回転や巻きずれが生じ、四肢への圧力分布が不適切なものとなる可能

性があります。滑らかでしわができないようにカフを装着することで、タニケットカフの下にある

皮膚を機械的損傷から保護する必要があります。目の粗い繊維が剥離するような素材（例：Webril）
の上にタニケットカフを装着すると、繊維が面ファスナーに入り込み、吸着力が低下する可能性が

あります。メリヤス地を裁断したものをカフの下にあてることもできます。収縮したカフ及びその

下の包帯又は保護スリーブは、タニケットの圧力解放後すぐにすべて取り外す必要があります。カ

フを完全に収縮させ患者から取り外すと、装置をスタンバイに設定できます。静脈還流にわずかで

も障害があると、うっ血及び手術野での血液貯留が生じる場合があります。 
• 手術前に皮膚の前処置を行う場合、薬剤がカフ下部に流出及び蓄積しないようしてください。化学

熱傷が発生する恐れがあります。 
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• タニケットカフの圧力を解放する際は、血液の急激な逆流を防ぐために必ず創傷に圧迫包帯を巻き、

必要に応じて四肢を持ち上げてください。タニケットの圧力解放による一過性疼痛は四肢を持ち上

げることで軽減されます。解放後 3～4 分以内に皮膚の色が完全に回復しない場合、四肢を身体の

高さよりもわずかに下になる位置に置いてください。 
• IVRA（Bier Block 麻酔）を使用する場合は、注射後少なくとも 20 分間は必ずタニケットの膨張を

維持することが推奨されます。 
 
警告：カフはスタンバイモードでは収縮しません。装置をスタンバイに設定する前に、カフを完

全に収縮させてください。 
 
有害作用 

タニケット使用後に、鈍くうずくような疼痛（タニケット疼痛）が四肢全体に発生する場合があ

ります。 
圧力による病態生理学的変化、低酸素症、高炭酸ガス血症及び組織のアシドーシスが発生し、タ

ニケット使用から約 1 時間半後に顕著になります。タニケットによる麻痺症状には運動麻痺、並

びに触覚、圧力及び固有受容性反応の損失があります。また、以下の原因により術中出血が発生

する場合があります。 
 
• 加圧されていないカフ（及び使用している場合はあて布）によるわずかな妨害作用。これにより手

術開始時の静脈還流が抑えられます。 
• 不十分な脱血により四肢に残った血液。 
• タニケットの圧力が不適切（患者の収縮期血圧と拡張期血圧の間）又は膨張及び収縮が緩徐。いず

れも静脈還流が抑えられている間に動脈血が流入します。 
• 上腕骨などの長骨の栄養血管を介した血液の流入。 
 
仕様及び性能特性 

AC 電源ライン電圧範囲 100～240 V（AC）、50/60 Hz 自動切替。 

ライン電流 120 V（AC）で 1000 mA RMS（最大値）。 

入力電力 120 VA 

バッテリータイプ 充電式、リチウムイオン、14.4 VDC、4300 mAh。 

バッテリー放電時間 360 分間 
 
AC 電源が検出されない場合、装置は自動的に切り替えを行い、完

全に充電したバッテリーによって最低 360 分間バッテリー電力で

作動します。カフやホースの保守点検が不十分な場合又は極端な

圧力過渡変動によって、バッテリー性能が影響を受けます。バッ

クアップバッテリーモードでは、バックライトが自動的にノミナ

ル値に設定されます。 

バッテリー充電時間 10 時間 
初回使用前に装置を 10 時間電源につないでおいてください。最初

の 10 時間に回復不可能なバッテリーの過放電が生じた場合、2 回

目の 10 時間充電が必要となることがあります。 
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電源コード タイプ SJT 又は HO5VV-F と同等の海外品、AWG16（1.31 mm2）、

14 フィート（4.27 m）。 

電源プラグ 病院用、3 極ストレートブレード、15 A 又は同等の適切な電源プラ

グ。 

ライン保護 遅動形 1.0 A 250 V ヒューズ 2 個。 

カフ圧力範囲 50～400 mmHg（1 mmHg 刻み）。 

カフ拡大圧力範囲 401～600 mmHg（1 mmHg 刻み）。400 mmHg を超えると確認を要

求する黄色のウインドウが表示されます。 

圧力精度 ±3 mmHg（50～600 mmHg）。 

圧力制御 設定値±4 mmHg（外部への漏れのない非過渡条件下での 10 秒間

平均）。 

最大圧力 カフ当たり 400 mmHg。 
拡大圧力範囲でカフ当たり 600 mmHg。 

タイムアラーム設定範囲 1～240 分（1 分刻み）。 

タイマー精度 経過時間から 0.25％以内。 

内部診断 プログラム、メモリ、ウォッチドッグタイマー、トランスデュー

サ較正、不適切なバルブ作動、タッチスクリーン、バックライト、

LCD。 

サイズ 高さ：13.1 インチ（33.3 cm）。 
幅：9.3 インチ（23.6 cm）。 
奥行き：10.5 インチ（26.7 cm）（クランプを含む）。 
重量：13.2 ポンド（6.0 kg）（電源コードを含む）。 

ディスプレイ A.T.S. 4000TS は、8.4 インチ SVGA LED バックライト LCD パネル

を採用しています。 
圧力ディスプレイ：圧力設定値、検知されたカフ圧力及び他のメッ

セージを表示します。 
時間ディスプレイ：タイムアラーム設定値及び経過時間を表示し

ます。 

IV ポール 高さ：床から ATS 装置の底部まで 50 インチ（127 cm）以下で装置

を設置するために十分な高さ。 
ポール直径：0.872～1.125 インチ。 
底部直径：27.56 インチ（70 cm）以上。 
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ES 60601-1 分類 

注意：本品は可燃性麻酔薬又は可燃性ガスの存在する場所での使用には適していません。 
 
 電気ショックに対する保護のタイプ クラス I 又は電源内蔵式装置* 

 

電気ショックに対する保護の程度 BF 型デバイス。 

 水の侵入に対する保護の程度に基づく分類 IPX0（標準的な装置）。 
 動作モード 連続動作。 

* 装置がバックアップバッテリーで動作している時は、電気ショックに対する保護が電源内蔵式装置に

変更されます。 
 
エミッション／イミュニティ 

A.T.S. 4000TS タニケットシステムは、IEC 60601-1-2 で規定されている EMC 基準に適合していま

す。使用者は、EMC に関する注意事項に熟知している必要があります。取扱説明書に記載されて

いる EMC に関する情報に基づいてデバイスの設置及び使用を行ってください。本マニュアルの

「EMC ガイダンス」の表を参照してください。 
 
警告：他の装置の近く又は他の装置と積み重ねた状態で A.T.S. 4000TS タニケットシステムを使用

しないでください。他の装置の近く又は他の装置と積み重ねた状態で使用する必要がある場合に

は、A.T.S. 4000TS タニケットシステムを監視し、正常に機能していることを確認してください。 
 
 
ケーブル 最大長 
ZimmerBiomet 四肢閉塞圧（LOP）センサーケーブル 168 インチ（427 cm） 

AC 電源コード 170 インチ（432 cm） 
 
警告：指定された長さ以外の LOP センサーケーブル又は AC 電源コードを使用すると、エミッ

ションの増加及びイミュニティの低下が生じる可能性があります。 
 

ページ 8/71                                   M421-1 



設置及び操作 

 

設置及び操作 
初期の目視検査 

A.T.S. 4000TS タニケットシステムを受領後、開梱し、装置に配送中に生じたと考えられる明らかな損

傷（附属品の損傷を含む）がないかどうか点検してください。この検査は資格のあるバイオメディカ

ルエンジニア又は電子医療機器に精通した他の担当者が実施することを推奨します。装置に損傷があ

る場合は、配送業者及び最寄りの ZimmerBiomet 社の代理店に速やかにお知らせください。初期の検

査結果に問題のない場合は、10 時間充電後に機能チェック及び較正チェックを実施してください。 
 
注意：A.T.S. 4000TS タニケットシステムは清潔野の外側での使用が意図されています。 
 
特徴及び動作原理 

A.T.S. 4000TS は、以下に述べるように様々な機能及び物理的特性を備えています。 
 
ボタン及びアイコン 

A.T.S. 4000TS には様々な色のボタン及びアイコンが使用されており、それらを下に示します。色が何

を意味するかについて、詳しくは「タッチスクリーン GUI」を参照してください。 
 

ボタン／ 
アイコン 

名称 役割 

 
電源 ON/ 
STANDBY ボタン 

装置の電源をオン又はスタンバイにするボタンです。 
緑色の AC インジケーターの点灯は、装置が電源につながれ

ていて AC 電源から電力が供給されていることを表します。

これが通常の動作方式です（バッテリー電源は緊急の停電時

又は患者の搬送時にのみ使用します）。 

注意：装置をスタンバイに設定する前に、両方のカフが完

全に収縮し、患者から取り外されていること及びその下の

包帯又は保護スリーブがすべて取り外されていることを

確認してください。 
 
注意 
• カフ圧力値がゼロ以外であれば、このボタンを押して

も装置はスタンバイに設定されません。 
• スタンバイ中は、A.T.S. 4000TS の装置及び装置のすべ

ての機能（例：膨張、収縮）への電力供給は「オフ」

になっていますが、AC 電源に接続されている間は常に

バッテリー充電回路に電力が供給され続けます。 
 

 
アラーム消音ボタン 操作者が手動で大半のアラームを 30秒間停止させるボタンで

す。 

 
アラーム消音済み 
アイコン 

アラームが停止していることを示すインジケーターです。 

 
警告アイコン 警告状態又はシステム故障を表します。 

 
設定ボタン システム設定を行うボタンです。 
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ボタン／ 
アイコン 

名称 役割 

 
輝度アイコン バックライト輝度を調整する際にシステム設定に表示されま

す。 

 
LOP ボタン 四肢閉塞圧（LOP）機能を制御します。脈拍センサーを取り

付けてカフを使用する際は、このボタンを押すと患者の LOP
を測定して推奨タニケット圧力（RTP）を使用者に通知するプ

ロセスが開始されます。 

 
カフプログレス 
アイコン 

タニケットシステムがメインカフポートに取り付けたタニ

ケットカフの検査を実施中であることを表します。 

 
カフ合格アイコン タニケットシステムがメインカフポートに取り付けたタニ

ケットカフの検査を完了してカフがカフの空気のリークテス

トに合格であったことを表します。 

 
カフ不合格アイコン タニケットシステムがメインカフポートに取り付けたタニ

ケットカフの検査を完了してカフがカフの空気のリークテス

トに不合格であったことを表します。 

 
カフチェックアイコン カフのリークテストの際にタニケットシステムがメインカフ

ポートに取り付けたタニケットカフの接続又は膨張に関する

問題を検出したことを表します。 

 
INFLATE（INFL） 
（膨張）ボタン 

個々のカフの膨張を制御します。メインカフとセカンドカフ

に個別の膨張ボタンがあります。 

 
DEFLATE（DEFL） 
（収縮）ボタン 

個々のカフの収縮を制御します。メインカフとセカンドカフ

に個別の収縮ボタンがあります。 

 
OK／合格ボタン 使用者が特定の機能の承認、保存及び終了を行うためのボ

タンです。 

 
キャンセル／不合格 
ボタン 

使用者が保存を行わずに特定の機能を終了させるためのボ

タンです。 

 
再試行／リロード／ 
リセットボタン 

使用者が特定の機能の再開、リセット又は再試行を行うため

のボタンです。 

 進むボタン 使用者が特定の機能の次のステップに進むためのボタンで

す。 

 
プログレスアイコン 特定の機能がローディング又は実行中であることを表すアニ

メーションが表示されます。 

 
A.T.S.プログレス 
アイコン 

タニケット装置レベル機能がローディング又は実行中である

ことを表します。 

 
A.T.S.不合格アイコン タニケット装置検査結果が要求基準を満たしていなかったこ

とを表します。 

 
A.T.S.合格アイコン タニケット装置検査結果が要求基準を満たしていたことを表

します。 

 
カフ付き A.T.S.アイコン カフ膨張中に高度な漏れ検出機能によってカフ、ホース又は

カフとデバイスとの空気接続部に漏れが検出されたことを表

すアニメーションが表示されます。 

 
圧力アイコン 圧力機能を表すアイコンです。 

 
時間アイコン 時間機能を表すアイコンです。 
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ボタン／ 
アイコン 

名称 役割 

 マニュアル参照 
アイコン 

使用者が取扱説明書に記載されている詳細な手順を参照する

必要があることを表します。 

 較正アイコン 較正機能を表すアイコンです。 

 言語アイコン 「システムの第 1 言語」を変更する際に「システム設定」に

表示されます。 

 ロックアイコン サービス機能がロックされていることを表します。 

 ロック解除アイコン サービス機能のロックが解除されていることを表します。 

 
ドキュメンテーション 
ボタン 

クイックリファレンスドキュメンテーションにアクセスする

ためのボタンです。 

 
状況ボタン 手技終了時の情報の閲覧及びリセットのためのボタンです。 

 
音量アイコン アラーム音量の調整時に「システム設定」に表示されます。 

 
バッテリー状態アイ

コン（残量わずか） 
システムがバックアップバッテリーで動作中であり、かつ残

量がわずかであることを表します。システムを直ちに AC 電

源に接続してください。重要度「中」のアラームが作動しま

す。 

 

バッテリー状態アイ

コン（残量 25％） 
AC 電源アイコン 
（充電量 25％） 

システムがバックアップバッテリーで動作中であり、かつ全

容量の 25％まで充電されていることを表します。重要度「低」

のアラームが作動します。 
システムが AC 電源で動作中であり、かつバッテリーの充電

中で全容量の 25％まで充電されていることを表します。 

 

バッテリー状態アイ

コン（残量 50％） 
AC 電源アイコン 
（充電量 50％） 

システムがバックアップバッテリーで動作中であり、かつ全

容量の 50％まで充電されていることを表します。 
システムが AC 電源で動作中であり、かつバッテリーの充電

中で全容量の 50％まで充電されていることを表します。 

 

バッテリー状態アイ

コン（残量 75％） 
AC 電源アイコン 
（充電量 75％） 

システムがバックアップバッテリーで動作中であり、かつ全

容量の 75％まで充電されていることを表します。 
システムが AC 電源で動作中であり、かつバッテリーの充電

中で全容量の 75％まで充電されていることを表します。 

 

バッテリー状態アイ

コン（残量 100％） 
AC 電源アイコン 
（充電量 100％） 

システムがバックアップバッテリーで動作中であり、かつ全

容量の 100％まで充電されていることを表します。 
システムが AC 電源で動作中であり、かつバッテリーの充電

中で全容量の 100％まで充電されていることを表します。 
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 機能 役割 
1 キャリングハンド

ル 
タニケットシステムの持ち運び又は保持のためのハンドルです。 

2 タッチスクリーン
GUI 

タニケットシステムの大半の機能の接続又は制御のためのタッチスク

リーンベースのグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）です。 
3 電源ON/STANDBY

ボタン 
装置の電源をオン又はスタンバイにするボタンです。 
緑色の AC インジケーターの点灯は、装置が電源につながれていて AC 電源

から電力が供給されていることを表します。これが通常の動作方式です

（バッテリー電源は緊急の停電時又は患者の搬送時にのみ使用します）。 

注意：装置をスタンバイに設定する前に、両方のカフが完全に収縮し、

患者から取り外されていること及びその下の包帯又は保護スリーブのす

べてが取り外されていることを確認してください。 
 

注意 
• カフ圧力がゼロ以外の値である場合、このボタンを押しても装置はス

タンバイに設定されません。 
• スタンバイ中は、A.T.S. 4000TS の装置及び装置のすべての機能（例：

膨張、収縮）への電力供給はオフになっていますが、AC 電源に接続

されている間は常にバッテリー充電回路に電力が供給され続けます。 
 

4 アラーム消音ボ

タン 
このボタンを押すと、聞こえているアラームが 30 秒間停止します。 
アラームが停止していることを表すアラーム消音済みアイコンがカフ状態

ディスプレイに表示されます。最重要度を示す音が鳴った後にアラームが

停止します。 

注意 
• 内部ハードウェアの不良によりアラームが鳴った場合、アラームを停

止することはできません。 
• アラーム状態が解消されるまで、ディスプレイ上には警告メッセージ

が点滅して表示されます。 
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 機能 役割 

5 メインカフポート タニケットシステムをメインカフホースに接続するために使用するコネク

タポートです。メインカフポートは、左側の赤の GUI コントロールによっ

て制御されます。 

注意：A.T.S. 4000TS は ZimmerBiomet 社製ダブルカフ及びホースと併

用するように設計及び試験されています。ZimmerBiomet 社は

ZimmerBiomet 社製ダブルカフ及びホース以外のいかなるカフについ

ても使用を推奨していません。A.T.S. 4000TS とシングルポートカフを

併用しないでください。 
 

6 セカンドカフポー

ト 
タニケットシステムをセカンドカフホースに接続するために使用するコネ

クタポートです。セカンドカフポートは、右側の青の GUI コントロールに

よって制御されます。 

注意：A.T.S. 4000TS は ZimmerBiomet 社製ダブルカフ及びホースと併

用するように設計及び試験されています。ZimmerBiomet 社は

ZimmerBiomet 社製ダブルカフ及びホース以外のいかなるカフについ

ても使用を推奨していません。A.T.S. 4000TS とシングルポートカフを

併用しないでください。 
 

7 ポールクランプ ポールクランプは、装置をタニケットスタンドや IV ポール上に設置するた

めに使用します。詳細については「仕様」の項を参照してください。 

注意：タニケットの使用に関係のない物品をタニケットのポールに吊り

下げないでください。底部の直径が 27.56 インチ（70 cm）未満の静脈

内投与（I.V.）ポールは、安定性の観点から使用しないようにしてくだ

さい。 
 

8 ホースハンガー A.T.S. 4000TS は、ケースの背面にホースハンガーを備えています。カフホー

スは、移動時又はカフから取り外した際に一時的にハンガーに取り付ける

ことができます。 

注意 
• ホースハンガーには、カフホース又は LOP センサーのみを吊り下げ

てください。 
• タニケットの安定性を損なう物品をホースハンガーに吊り下げない

でください。 
 

9 電源コード（非表

示） 
タニケットシステムの IEC320 電源ソケットに接続するコードです。詳細に

ついては「仕様」の項を参照してください。 
10 AC電源ヒューズブ

ロック 
AC 電源ヒューズが入っています。ヒューズドロワーは、5×20 mm ヒュー

ズ用の 2 極ホルダーです。 
11 等電位化導体ス

タッド 
A.T.S. 4000TS を電子機器の等電位化バスバーに接続するために使用できる

導体スタッドです。 
12 USB ポート A A.T.S. 4000TS に対する ZimmerBiomet 社認定の技術者用のホストポートで

す。メンテナンス資格を持った者以外は使用しないでください。 

注意：ポート又は USB ケーブルの導線と患者を同時に触らないでくだ

さい。 
 

13 USB ポート B A.T.S. 4000TS に対する ZimmerBiomet 社認定の技術者用のホストポートで

す。メンテナンス資格を持った者以外は使用しないでください。 

注意：ポート又は USB ケーブルの導線と患者を同時に触らないでくだ

さい。 
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 機能 役割 

14 LOP センサーポー

ト 
ZimmerBiomet LOP センサーの接続に使用するポートです。 

15 LOP センサー保管

部 
使用していない LOP センサーの保管に用いる凹部です。 

16 バッテリーコン

パートメント 
A.T.S. 4000TSのバックアップバッテリーを収容するコンパートメントです。 
メンテナンス技術者以外は開けないでください。 

17 アラーム／警告ラ

イト 
アラームの重要度のインジケーターです。このライトは、アラームの重要

度に応じて黄色又は赤色に変わって点滅します（詳細については「アラー

ム状態」の項を参照してください）。 
 
タッチスクリーン GUI 

A.T.S. 4000TS グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）は、左側の赤のメインカフディスプレ

イ及びコントロールと、同様の右側の青のセカンドカフディスプレイ及びコントロールで構成されて

います。また、灰色のシステムの一般的機能が画面の下中央部に示されています。GUI 機能の詳細を

以下に記載します。 
 
 

 
 
 
GUI コンポーネント 役割 
カフ状態ディスプレ

イ 
対応するカフの状態を表す文字（「DEFLATED（収縮）」、「INFLATED（膨張）」、

「DEFLATING（収縮中）」、「INFLATING（膨張中）」又は「WARNING（警告）」

を表示します。「警告」状態では、カフ状態バーも黄色に変わります。 

カフコントロール カフの INFLATE 、DEFLATE 、LOP 及び状況 機能を制御します。 
どのカフを膨張させるかに応じて赤のメインカフ INFLATE（INFL）ボタン 又

は青のセカンドカフ INFLATE（INFL）ボタン にタッチすることによって、メ

インカフ又はセカンドカフの膨張を開始します。 
DEFLATE（DEFL）ボタン にタッチする、スライドする及び長押しによって、

どちらかのカフの収縮を開始します。安全性を向上させるために、各 DEFLATE
（DEFL）ボタン の操作にはスライド終了時に遅滞時間を設定してあるため、

装置がカフの収縮を開始するまで約 2 秒間長押ししなければなりません。 
カフコントロール機能が利用できない場合（カフがすでに膨張している場合の

「INFLATE」機能など）には、変化のない淡色表示になります。 

メインカフ状態 
ディスプレイ 

メインカフ圧力

ディスプレイ 
ウインドウ 

メインカフ 
コントロール 

メインカフ時間 
ディスプレイ 
ウインドウ 

セカンドカフ 
状態 
ディスプレイ 

セカンドカフ 
圧力ディスプレイ 
ウインドウ 

セカンドカフ 
コントロール 

セカンドカフ時間 
ディスプレイ 
ウインドウ 

システム機能 
メニュー 
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GUI コンポーネント 役割 
システム機能メ

ニュー 
設定ボタン 、ドキュメンテーションボタン 及び電源状態（バックアップバッ

テリー又は AC 電源‐「ボタン及びアイコン」の項を参照）。 

カフ PRESSURE ディ

スプレイウインドウ 
タッチすると、圧力設定値を変更できます。 
ボタンにタッチせずに正常に動作している間は、個々の圧力ディスプレイ領域に

実際のカフ圧力が表示され、ウインドウの右下には設定値が小さく表示されま

す。その他の場合は、アラーム状態及びタッチしたボタンに応じてディスプレイ

にアラームメッセージ、圧力設定値、手技終了時の状況などの他の情報が表示さ

れます。 

カフ TIME ディスプ

レイ 
ウインドウ 

タッチすると、時間設定値を変更できます。 
ボタンにタッチせずに正常に動作している間は、個々の時間ディスプレイ領域に

各カフの膨張経過時間が表示され、ウインドウの右下には設定値が小さく表示さ

れます。その他の場合は、時間アラームメッセージが表示されます。 

注意 
• 誤ってタイマーがリセットされるのを防ぐため、膨張経過時間を「ゼ

ロ」にするにはカフを完全に収縮させるか状況機能でリセットする必

要があります。 
• 時間に関するアラームは、設定時間を延長することで解除できます。 

 

 
初期セットアップ 

警告：電撃のリスクを防ぐため、この装置は必ず保護接地付きの AC 電源に接続しなければなり

ません。 
 
バックアップバッテリーを完全に充電するために、初期セットアップ前に A.T.S. 4000TS を 10 時間電

源につないでおいてください。輸送中及び保管中に装置のバッテリー容量が低下する可能性がありま

す。初期セットアップ（較正チェック、初期チェック、検査及び医療機関で実施するバイオメディカ

ル評価を含む）の前に必ずシステムを 10 時間充電してください。 
 
検査及びチェック 

装置は、以下のステップで説明する結果を正確に指定どおりに出さなければなりません。意図した結

果が得られない場合は問題が存在する可能性があるので、必要な修理又は較正を行われるまで装置を

使用しないでください。「アラーム状態」又は「保守点検」の項を適宜参照してください。 
 
自動診断及び較正チェック 

これらの自動チェックでは、システム規格に基づく診断及び較正によって特定のシステム機能の検証

を行います。 
 
1 装置の電源プラグを正しい極性で接地された電源（「仕様」の項の記載に適合した電圧及び周波

数特性を有する電源）に接続します。緑色の AC 電源インジケーターが点灯して電源ボタン が

スタンバイモードで点灯していることを確認します。  
 
2 電源ボタン を押して装置の電源をオンにして以下の事項を確認します。  

• ZimmerBiomet（Z）の丸囲みのアイコン 及びアニメーションのプログレスアイコン が

LCD ディスプレイ上に表示されます。 
• 装置に「A.T.S. 4000TS」と表示されます。装置が特定のシステムハードウェア及びソフトウェ

アのセルフテストを実行中です。 
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• アニメーションのプログレスアイコン に替わって「DISGNOSTIC OKAY（診断 OK）」とい

う文字が表示されます。 
• 較正チェック中は「CALIBRATION（較正）」及びアニメーションのプログレスアイコン が

表示されます。較正が終了すると、これらの文字及びアイコンに替わって「CALIBRATION 
OKAY（較正 OK）」と表示されます。 

 
注意：電源をオンにすると、A.T.S. 4000TS が自動的に内部診断及び較正チェックを実施します。

ケース間にシステムをスタンバイに設定してから再び電源をオンにすると、システムは自動診断

及び較正チェックを再度実施します。 
 

• スタートアップルーチンの終了後、デフォルトのグラフィカルユーザーインターフェース

（GUI）が表示されます。 
 

 
 

• メインディスプレイとセカンドディスプレイの両方の圧力ウインドウ及び時間ウインドウに

「0」と表示されます。 
• デフォルトの圧力値が両方の圧力ウインドウに表示されます。デフォルトの圧力値は

250 mmHg にプリセットされています。この設定は必要に応じて変更できます。 
• デフォルトの時間値が両方の時間ウインドウに表示されます。デフォルトの時間値は 60 分に

プリセットされています。この設定は必要に応じて変更できます。 
 
注意： 
• 「CALIBRATION ERROR（較正エラー）」と表示されたら、「電源オン」及び「保守点検」の

項内の「較正エラー」の項を参照してください。 
• 圧力ディスプレイに 0 以外の数値が表示されている場合は、「保守点検」の項内の「較正」項に

従って資格のあるバイオメディカルエンジニア又は電子医療機器に精通した他の担当者が装置

の較正を行う必要があります。 
 
手動の検査及びチェック 

これらの手動の検査及びチェックでは特定のシステム機能の検証を行い、圧力設定値の検査、時間設

定値の検査、較正チェック及び低圧アラームチェックが含まれます。 
 
1 圧力設定値システムテスト 
 

• 赤のメインカフ PRESSURE ウインドウにタッチします。圧力ディスプレイに新しいウインド

ウが開き、設定変更用の矢印が表示されます。 
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• 圧力ディスプレイには「250」と表示されます（工場出荷時のデフォルト設定値）。ウインド

ウは約 5 秒間で自動的に閉じます。 

• 5 秒の時間枠内に左のマイナス矢印ボタン にタッチすると圧力設定値が低下し、右のプラ

ス矢印ボタン にタッチすると圧力設定値が上昇します。 
 圧力設定値は、50～400 mmHg の範囲内で 1 mmHg 刻みで設定できます。 
 矢印ボタンを長押しすると、5 mmHg 刻みで設定値が変化します。 

• OK ボタン にタッチして表示されているウインドウをすぐに消すか、又は約 5 秒間待つと

ウインドウが自動的に閉じます。 
• 青のセカンドカフ圧力設定値について、圧力設定値システムテストを繰り返します。 

 
警告： 
• 拡大圧力モードでの A.T.S. 4000TS の使用が医学的に必要な場合は、拡大圧力に耐えうるタニ

ケットカフ及びホースを必ず取り付けてください。カフの説明書のカフ圧力限度値を参照して

ください。高いタニケット圧力には、圧力限度値に関する仕様のないカフを使用しないでくだ

さい。 
• 圧力が公称最大圧力（400 mmHg）を超えると、黄色の確認ウインドウが表示されます。OK ボ

タンにタッチして拡大圧力範囲の入力が必要であることを確認して最高 600 mmHg まで圧力を

上昇させ続けるか、又はキャンセルボタンにタッチして 400 mmHg にとどめます。警告状態が

続いていると、カフ状態バーが黄色になります。また、圧力ウインドウに圧力設定値が黄色で

表示され、圧力が推奨範囲を超えていることを表す「extended（拡大）」という語が表示されま

す。 
• 圧力ウインドウ内の圧力値の下にアスタリスク（*）が表示されている場合は、表示されている

データが設定値です。装置をスタンバイに設定すると、圧力設定値はデフォルトの圧力設定値

に戻ります。 
 
2 時間設定値システムテスト 
 

• 赤のメインカフ TIME ウインドウにタッチします。時間ディスプレイに新しいウインドウが

開き、設定変更用の矢印が表示されます。 
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• 時間ディスプレイには「60」と表示されます（工場出荷時のデフォルト設定値）。ウインドウ

は約 5 秒間で自動的に閉じます。 
 
• 5 秒の時間枠内に左のマイナス矢印ボタン にタッチすると時間設定値が低下し、右のプラ

ス矢印ボタン にタッチすると時間設定値が上昇します。 
 時間設定値は、5～240 分の範囲内で 1 分刻みで設定できます。 
 矢印ボタンを長押しすると、5 分刻みで設定値が変化します。 

 
• OK ボタン にタッチして表示されているウインドウをすぐに消すか、又は約 5 秒間待つと

ウインドウが自動的に閉じます。 
 
• 青のセカンドカフ時間設定値について、時間設定値システムテストを繰り返します。 

 
注意：TIME ウインドウ内の時間値の下にアスタリスク（*）が表示されている場合は、表示され

ているデータが設定値です。装置をスタンバイに設定すると、時間設定値はデフォルトの時間設

定値に戻ります。 
 
3 低圧アラームチェック 

 
• カフと標準長のホースのセットをメインカフポートに接続します。 
 INFLATE（INFL）ボタン にタッチして、カフを設定値（250 mmHg）まで膨張させます。 
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• カフの膨張中に装置からホース（いずれかのポート）を少し外すことによって、カフに漏れ

を生じさせます。 
 
• 圧力が設定値より 15 mmHg 以上低下するために十分な量の漏れを生じさせます。以下の事項

を確認します。 
 煩わしいアラームが鳴らないように短い遅滞時間が設定されています。 
 可聴音が鳴り、赤のアラームインジケーターが点滅してアラーム状態が通知されます。 
 黄色の警告ウインドウが圧力ディスプレイ上に表示され、「LOW PRESSURE（低圧）」と

いう文字とともに圧力値が表示されます。 
 

 
 

 延長時間を超えて大量の漏れが観察された場合は、文字が「低圧力」から「カフ漏れ」に

変わります。 
 漏れを停止させた後、圧力値が制御された状態に戻り、可聴音が停止し、赤のアラームイン

ジケーターが消え、アラームメッセージが表示されていないことを確認します。 
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• DEFLATE（DEFL）ボタン のタッチ、スライド及び長押しによって、カフの収縮を開始し

ます。 
 

 
 

• カフが完全に収縮すると、メインカフコントロールに状況ボタン が表示されます。 
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• 状況ボタン にタッチすると、前回の圧力サイクルのデータが表示されて閲覧できます。 

 

 
 

 垂直バーから離れる方向の赤の矢印がある圧力アイコン は、開始圧力を表します。 
 垂直バーに向かう方向の赤の矢印がある圧力アイコン は、手技中に圧力を調整した場

合の最終圧力を表します。 
 LOP アイコン及び「LOP/RTP」という文字 は、LOP 機能を使用した場合に決定

された四肢閉塞圧（LOP）及び推奨タニケット圧力（RTP）を表します。LOP 文字の横の

数値がすべて 0 であれば、LOP 機能を使用していないという意味です。 
 時間アイコン はカフの合計膨張時間を表します。 

 
• OK ボタン にタッチすると、変更なしに前の画面に戻ります。リセットボタン にタッチ

すると、状況がデフォルトにリセットされます。確認メニューが表示されます。 
 

 
 

• キャンセルボタン にタッチすると、変更なしに状況メニューに戻ります。OK ボタン に

タッチすると、リセットを確認してデフォルトの GUI に戻ります。  
 
• セカンドカフポートについてこの手順を繰り返します。 
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注意： 
• 膨張期間中に高度漏れ検出機能によって過剰なカフ漏れが検出されると、システムが「LEAK 

DETECTED（漏れ検出）」と表示します。 
• 状況をリセットすると、カフタイマーもリセットされます。 
• システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作モー

ドに戻ります。 

 
システム機能 

設定 

設定オプションには、デフォルト、優先、カフ検査及びサービスがあります。サービスオプションは

デフォルトでは灰色表示ですが、「保守点検」の項に記載した手順でロックを解除することによって、

アクセスできます。 
システム設定を変更するには、以下のステップを実行します。 
 
1 設定ボタン にタッチすると、設定ツールトレイがスライドアップされて設定オプションが表

示されます。 
 

2 キャンセルボタン にタッチすると、変更なしにデフォルトの GUI 画面に戻ります。 
 
注意：システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作

モードに戻ります。 
 
デフォルト 

デフォルトオプションでは、圧力設定値及び時間設定値を変更できます。デフォルト設定値を変更す

るには、以下のステップを実行します。 
いずれかのカフのデフォルトの圧力設定値又は時間設定値を変更するには、以下のステップに従いま

す。 
 
1 デフォルトメニューボタンにタッチします。圧力及び時間の設定値が表示されます。 

 
2 カフトグルボタン にタッチすると、メインカフとセカンドカフが切り替わります。 
3 左のマイナス矢印ボタン にタッチするとデフォルトの圧力値又は時間値が低下し、右のプラ

ス矢印ボタン にタッチするとデフォルトの圧力値又は時間値が上昇します。  
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• デフォルトの圧力値は、50～400 mmHg の範囲内で 1 mmHg 刻みで設定できます。 
• デフォルトの時間値は、1～240 分の範囲内で 1 分刻みで設定できます。 
• 矢印ボタンを長押しすると、5 mmHg 又は 5 分刻みで設定値が変化します。 

 
4 OK ボタン にタッチすると、表示されている圧力値又は時間値あるいはその両方が新しいデ

フォルト設定値として保存されます。新しい設定値は、装置の電源を入れるたびにデフォルト値

となります。キャンセルボタン にタッチすると、変更は無視されて設定メニューに戻ります。 
 
注意： 

• OK ボタン にタッチして承認しない限り、デフォルトの変更は保存されません。 
• システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作モー

ドに戻ります。 
 
優先 

優先オプションでは、アラーム音量、ディスプレイ輝度及び第 1 言語を変更できます。優先を変更す

るには、以下のステップを実行します。 
 
1 優先メニューボタンにタッチします。優先メニューが表示されます。 
 

 
 
2 キャンセルボタン にタッチすると、変更なしにデフォルトの GUI 画面に戻ります。 
3 以下に述べるように変更する優先オプションを選択します。 
 
注意：システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作

モードに戻ります。 
 
音量設定 

大半の状況でオーディオアラームの音量が大きすぎずに確実に聞こえるように、様々な環境条件に合

わせて音量を変更できます。A.T.S. 4000TS には、約 50～70 dB（タッチスクリーンの中央から 1 メー

トルの位置で測定）の範囲の 9 つの音量レベルがあります。スピーカー音量を変更するには、優先メ

ニューで以下のステップを実行します。 
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1 音量ボタンにタッチします。音量メニューが表示されます。 
 

 
 
2 左のマイナス矢印ボタン にタッチするとアラーム音量が低下し、右のプラス矢印ボタン

にタッチするとアラーム音量が上昇します。 
• 音量の増減はすぐに適用され、自動的に認識されて保存されます。 
• 音量を増減するたびに、設定した音量レベルに対する使用者の承認を求めるためにスピー

カーが音を発します。 
 
3 OK ボタン を押すと、メニューが閉じて設定メニューに戻ります。 
 
注意： 
• 音量の変更は自動的に認識されます。 
• システムが約 5 秒間休止状態であると、音量の変更が自動的に認識され、開いているメニュー

が自動的に閉じて通常の動作モードに戻ります。 
 
輝度設定 

ディスプレイ輝度を変更するには、優先メニューで以下のステップを実行します。 
 
• 輝度ボタンにタッチします。輝度メニューが表示されます。 
 

 
 
• 左のマイナス矢印ボタン にタッチすると輝度が低下し、右のプラス矢印ボタン にタッチす

ると輝度が上昇します。 
 輝度の増減はすぐに適用され、自動的に認識されて保存されます。 

 
• OK ボタン にタッチすると、メニューが閉じて設定メニューに戻ります。 
 
注意： 
• 輝度の変更は自動的に認識されます。 
• システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作モー

ドに戻ります。輝度の変更は自動的に認識されます。 
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言語設定 

表示言語を変更するには、優先メニューで以下のステップを実行します。 
 
1 言語ボタンにタッチします。言語メニューが表示されます。 
 

 
 
2 上／下矢印にタッチして優先言語をスクロールします。 
 
3 適切な言語を選択して OK ボタン にタッチすると、新しい言語設定が認識されて保存されま

す。キャンセルボタン にタッチすると、変更は無視されます。 
 
注意： 

• OK ボタン にタッチして承認しない限り、言語の変更は保存されません。 
• システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作モー

ドに戻ります。 
 
カフ検査 

カフの漏れの検査を行うには、以下のステップを実行します。 
 
1 検査対象のカフと標準長のホースのセットをメインカフポートに接続します。 
2 カフを開いて平らに広げます。 
3 カフ検査メニューボタンにタッチします。カフ検査メニューが表示されます。 
 

 
 
4 キャンセルボタン にタッチすると、カフ検査がキャンセルされて設定メニューに戻ります。 
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5 進むボタン を押すと、カフ検査が開始されます。検査画面が開いてアニメーションのプログ

レスバー及びボタンが表示されます。 

 
 
6 キャンセルボタン にタッチすれば、いつでもカフ検査をキャンセルできます。 
 
7 試験結果が合格であれば、以下の画面が表示されます。 

 

 
8 キャンセルボタン にタッチすると、設定メニューに戻ります。 
 
9 検査中に漏れが検出されると、以下の画面が表示されます。 

 
 
10 キャンセルボタン にタッチすると、検査がキャンセルされて設定メニューに戻ります。 
 
11 検査中にエラーが発生すると、以下の画面が表示されます。 

 
 

• 検査エラーが発生すると、一時的に黄色の「低圧力」警告ウインドウも表示され、カフ状態

バーが黄色に変わります。これらの警告は、エラー画面が表示された後に消えます。 
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12 エラーを修正した後に再試行ボタン にタッチして検査を再試行するか、又はキャンセルボ

タン にタッチして設定メニューに戻ります。 
13 検査が終了すると、カフが自動的に収縮します。 
 
注意：システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作モード

に戻ります。 
 
使用方法内部情報 

システム機能：ドキュメンテーションオプションには、シングルカフ、ダブルカフ、LOP 及びアラー

ム／エラーがあります。システムドキュメンテーションを閲覧するには、以下のステップを実行しま

す。 
1 システム機能のドキュメンテーションボタン にタッチします。ドキュメンテーションメニュー

ウインドウがスライドアップされてドキュメンテーションオプションが表示されます。 

 
2 キャンセルボタン にタッチすると、デフォルトの GUI に戻ります。 
3 特定のドキュメンテーションを表示するには、以下のステップを実行します。 

• シングルカフ、ダブルカフ、LOP 又はアラーム／エラーメニューボタンにタッチします。新

しいメニューウインドウが開き、ドキュメンテーション文字が表示されるとともにスクロー

ル用の上／下矢印及びキャンセルボタンが表示されます。 
• このメニューウインドウの上矢印又は下矢印にタッチすると、表示される文字がスクロール

されます。 
• このメニューウインドウのキャンセルボタン にタッチすると、ドキュメンテーションウ

インドウに戻ります。 
4 ドキュメンテーションメニューウインドウのキャンセルボタン にタッチすると、デフォルトの

GUI 画面に戻ります。 
 
注意：システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作モード

に戻ります。 
 
操作 

警告：緊急時にデバイスを AC 電源から切り離すためには、電源コードを壁コンセント又はデバイスの

背面の電源ソケットから抜きます。壁コンセント又は電源ソケットへの接続が妨げられない場所にデバ

イスを置いてください。 
 
A.T.S. 4000TS には、四肢閉塞圧（LOP）と呼ばれる最低有効圧力を決定する機能があります。A.T.S. 
4000TS によって LOP が決定されると、手技中に予想される血圧変化に対応した推奨タニケット圧力

（RTP）が表示されます。 
• LOP 及び RTP に関する詳細は、「四肢閉塞圧（LOP）」の項を参照してください。 
• LOP とそれに由来する RTP を決定するための LOP 測定機能の使用方法については、「LOP 測定」

を参照してください。 
• A.T.S. 4000TS へのシングル、デュアル又は IVRA（Bier Block 麻酔）カフの取り付け方法とその使

用方法については、「カフ操作」の項を参照してください。 
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使用者医師の判断 

以下の事項は医師の判断により決定してください。 
 
• 適用する圧力 
 圧力目標値の設定法に関しては、「手動の検査及びチェック」の項目「圧力設定値システムテスト」

を参照してください。手術部位への血流を閉塞するのに必要なタニケットによる圧力を、四肢閉

塞圧（LOP）に基づき求めた推奨タニケット圧力（RTP）に設定するべきかを患者ごとに判断しま

す。 
 
• タニケットを膨張させるタイミング 
 
• タニケットを装着する時間 
 カフ膨張時間目標値の設定法に関しては、「手動の検査及びチェック」の項目「時間設定値システ

ムテスト」を参照してください。タニケット装着時間には、患者の解剖学的形態、年齢、血管疾

患の有無が大きく影響します。膨張時間を目立つように示し、一定時間が経過した場合には術者

に警告することが、多くの手術室で習慣的に行われています。これにより、術者はタニケット装

着時間の延長の必要性を検討することができます。 
 
• カフを 10～15 分間収縮させて組織への間欠的な送気を実施するかしないか及びそのタイミング。 
 比較的健康な成人の場合、タニケットの下の組織が呼吸できるよう、2 時間以上にわたってタニ

ケットを装着したままにしないという医療習慣が広く浸透しています。この期間中は、四肢を約

60 度まで持ち上げて、滅菌包帯を巻いた切開部に一定した圧力がかかるようにしてください。 
 
• 手術手技でタニケットを取り外すタイミング。 
 
患者の準備 

患者の準備は、確立された手順及びカフの説明書に従って行います。「一般情報」に示した「使用上

の注意」及び以下の項目が準備の参考となります。 
 
• 基本的には、タニケットカフは四肢の最も太い部分に装着して、損傷を受けやすい神経又は血管

構造とカフの間にできるだけ多くの組織が存在するようにしてください。 
• 最適な位置は上腕及び大腿上部です。 
• 一部の前足部の手術では、タニケットカフをふくらはぎ又は踝の近位領域に装着することがあり

ます。 
• 手の緊急手術では、十分に小さいタニケットを手首に装着することもできます。 
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• カフを患者に装着する際は、バルブポートとホースの接続部は、患肢を手術を行う向きにした

ときにホースにねじれが生じないように配置してください。 
 

 
 
四肢閉塞圧（LOP） 

四肢閉塞圧（LOP）とは、患肢の血流を遮断するのに要する最小の圧力です。A.T.S 4000TS は、患

者の生理的特性に基づき LOP を測定することができます。 
LOP に影響を及ぼす要素として以下のものがあります。 
 
• カフを装着するのが上肢か下肢か 
• 患肢が正常か、肥大しているか、肥満か 
• 手術前の収縮期血圧 
• 手術中に生じることが予測される収縮期血圧の最大の上昇 
 
公表されている手法に従ってドップラー聴診器などの別の手段を用いることで、手動で慎重に

LOP を測定したり、A.T.S 4000TS で自動的に測定された LOP を確認したりすることもできます。 
 
LOP 時カフ圧（RTP） 

A.T.S 4000TS では、手術中に生じることが予測される血圧の変化を考慮して、測定した LOP に余

裕が設定されます。この修正を加えた圧力を推奨駆血圧（RTP)と呼び、次のように計算します。 
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RTP 計算 
LOP（mmHg） ＋マージン（mmHg） ＝RTP（mmHg） 
90～130 ＋50 ＝150～180 

131～190 ＋75 ＝206～265 

191～300 ＋100 ＝291～400 
 
RTP は、医師の判断で承認、上書き、拒否又は変更することができます。 
 
• RTP の値を承認するかどうかの判断材料としては、患者の血圧、用いる予定の麻酔法、予想さ

れる手術時間、カフの配置、カフの種類、カフの幅、カフの密着度、行う手術の内容などが挙

げられます。 
• 術野の視認性を改善したい場合は、圧力の設定値を変更することでいつでも RTP を上書きでき

ます。 
 A.T.S 4000TSは、血圧が変化しても術野が鮮明であるような値を患肢のRTPとして推奨します。

ただし、患者の血圧が手術中に大きく変化した場合、術野の視認性が低下する可能性がありま

す。 
 
LOP 脈拍センサー 

ZimmerBiomet 社製 A.T.S 4000TS は、患者の脈拍を検知するための特別な LOP センサーを備えて

います。このセンサーは、患肢の人差し指（第二趾）に取り付けて使用します。ZimmerBiomet LOP
脈拍センサーは、外観こそ脈拍測定に使用する他のセンサーとよく似ていますが、LOP 技術を搭

載した ZimmerBiomet 社製 A.T.S 4000TS タニケットとのみ併用するよう設計されています。LOP
センサーは酸素飽和度の測定は行えず、そのように改造することもできません。 
 
注意：指定の ZimmerBiomet 社製 LOP 脈拍センサー以外のセンサーを A.T.S 4000TS と併用しな

いでください。ZimmerBiomet 社製でないセンサーは A.T.S 4000TS と併用しても機能せず、併用

を試みた場合A.T.S 4000TSが損傷したり予測できない動作の原因になったりする可能性がありま

す。 
 
注意 
• 患者及び手術に応じた駆血圧を決定する際、LOP の測定は補足的な追加情報にすぎません。

駆血圧の決定に際しては、必ず医師の判断を優先してください。 
• 乳幼児の細い指のように、生理的条件や解剖学的条件によっては A.T.S 4000TS で LOP を測定

できないことがあります。このとき、A.T.S 4000TS にはその旨を示すメッセージが表示され、

LOP の測定は中止されます。こうした場合には、LOP 機能を用いずに、医師の判断に基づい

て駆血圧を設定してください。 
• LOP 機能は、小児を対象とした手術での使用を意図したものではありません。 
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LOP 測定 

この項では、四肢閉塞圧（LOP）測定のための A.T.S. 4000TS の操作方法を説明します。シングル

カフ LOP 測定及びダブルカフ LOP 測定について述べます。 
 
シングルカフ LOP 測定 

シングルカフの LOP を測定するには、以下のステップを実行します。 
 
1 電源ボタン を押して装置の電源をオンにします。「機能及び較正チェック」の項で述べるよ

うに装置が診断及び較正セルフチェックテストを実行し、デフォルトのGUIが表示されます。

セルフチェックテストが問題なく終了すると、A.T.S. 4000TS の使用準備が完了です。 
 
2 ダブルカフを装置のメインカフポート又はセカンドカフポートのコネクタに接続します。メ

インカフとセカンドカフのどちらでも LOP 機能を実行できます。 
 
3 LOP 脈拍センサーを A.T.S. 4000TS の背面の LOP ソケットに接続します。 
 
4 「患者の準備」の項のガイドラインに従って患者の準備を行います。 
 
5 タニケットカフを取り付けた患者の第二指又は第二趾に LOP 脈拍センサーを取り付けます。 
 

 
 
6 最大限に正確な測定が実施できるように、センサーを確実に取り付けてください。 
 
注意： 
• LOP 脈拍センサーは、患肢の指に装着します。 
• LOP 測定では、カフを一時的に膨張させた後に収縮させることで患者の LOP を求めます。 
• LOP 測定をメインカフで行った場合、すべての読取値及び推奨値はメインカフにのみ適用さ

れます。LOP 測定をセカンドカフで行った場合、すべての読取値及び推奨値はセカンドカフ

にのみ適用されます。 
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7 該当する LOP ボタン にタッチして LOP 測定を開始します。 
 

 
 
8 LOP 機能の始動時に A.T.S. 4000TS が脈拍信号品質を評価します。 
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• センサー又はカフが正しく取り付けられていない場合又はエラーが発生した場合は、装置

が警告ウインドウと下の例のようなアラームメッセージを表示します。 
 

 
 

 脈拍センサーを調整した後に進むボタン にタッチして再試行するか、又はキャン

セルボタン にタッチして終了し、デフォルトの GUI 画面に戻ります。 
 アラームメッセージの意味は「アラーム状態」の表に記載されています。 
 

• キャンセルボタン にタッチすれば、いつでも LOP 測定をキャンセルできます。システ

ムが「LOP STOPPED（LOP 中止）」というアラームを表示します。 
• キャンセルボタン に再度タッチすると、LOP 機能が終了します。 

 
9 A.T.S. 4000TS が患者の脈拍を継続的に評価しながらカフの段階的な膨張を開始します。 
 

 
 

• LOP 測定は、脈拍信号の品質及び患者の生理的特性に応じて約 30 秒間で終了します。 
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10 キャンセルボタン にタッチすれば、いつでも LOP 測定をキャンセルできます。システムが

「LOP STOPPED（LOP 中止）」という警告ウインドウを表示します。キャンセルボタン に

再度タッチすると、LOP 機能が終了します。 
 

 
 
11 LOP 測定が終了すると、A.T.S. 4000TS がカフを収縮させて LOP 及び RTP を表示します。 
 

 
 
12 RTP を許可するには、進むボタン にタッチします。RTP を設定値とした圧力調整ウイン

ドウが開きます。RTP 値を拒否するには、キャンセルボタン にタッチします。 
 
13 LOP 測定を再試行するには、上記のステップを繰り返します。 
 
注意：LOP 測定の終了後、A.T.S 4000TS が自動的にカフを膨張させることはありません。操作者

が、RTP を承認又は拒否してください。 

14 RTP が許容可能で調整する必要がない場合、INFLATE（INFL）ボタン を押してカフを加圧

してください。 
15 患者の血圧が上昇したことで術野の視認性が低下した場合、手動で駆血圧を上昇させる

ことができます。手動で駆血圧を上昇させるには、該当する圧力ウインドウにタッチし、必要な

分だけ設定値を上昇させてください。 
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注意 
• LOP測定は、タニケットを使用する前に患者のLOPを求めることのみを目的としたものです。A.T.S 

4000TS を使用する前に必ず行う必要はありません。 
• LOP 測定が完了したら、LOP センサーを患者から外して保管してください。 
 
ダブルカフ LOP 測定 

ダブルカフの LOP の測定は、以下の点を除けばシングルカフの場合と同じです。 
 
1 デュアルブラダーポートカフを装置に接続します（注：メインカフは赤のポート、セカンドカフ

は青のポートです）。 
2 最初のブラダーカフによる LOP 測定の終了後、RTP を設定値として許可するとともに追加調整を

適用するには、進むボタン にタッチします。RTP を拒否するにはキャンセルボタン にタッ

チします。 
3 該当する LOP ボタン を押すことによって第 2 のブラダーカフによる LOP 測定を開始します。 
4 第 2 のブラダーカフによる LOP 測定の終了後、RTP を設定値として許可するとともに追加調整を

適用するには、進むボタン にタッチします。RTP を拒否するにはキャンセルボタン にタッ

チします。 
5 現在表示されている RTP を上記のステップ 2 で許可した RTP と比較します。 
 
注意 
• 上記の手順 2 で承認した RTP が、そのカフの圧力設定値となります。RTP を確認するには、対応

する圧力ボタンを短く押してください。この操作を行うと、上記の手順 4 の RTP が一時的にディ

スプレイから「消去」されますが、3 秒後に再度表示されます。 
• 最初の LOP 測定での RTP が 2 回目の RTP よりも大きい場合、圧力設定は大きい方の RTP に合わ

せて変更してください。圧力の変更方法は「手動検査及びチェック」を参照してください。 
• 最初の LOP 測定での RTP が 2 回目の RTP よりも小さい場合、最初の RTP の圧力を、より大きい

2 回目の測定における RTP に合わせて変更してください。圧力の変更方法は「手動検査及びチェッ

ク」を参照してください。 
 
カフ操作 

この項では、A.T.S. 4000TS タニケットカフ機能の操作方法を説明します。詳細を以下に述べます。 
 
• シングルカフ操作 
• ダブルカフ操作 
• Bier Block 麻酔（IVRA）カフ操作 
 
シングルカフ操作 

1 ボタンを押して装置の電源をオンにします。 
 装置が診断及び較正セルフチェックテストを実行します。セルフチェックテストが問題なく終了

すると、A.T.S. 4000TS の使用準備が完了です。起動中にカフ圧力及び時間の限度値のデフォルト

設定が適用されます。 

注意：接続したカフが起動中に 50 mmHg 以上に加圧されると、A.T.S. 4000TS タニケットが異常なス

タートアップ手順であることを通知します。装置は手術手技が進行中であると判断し、カフに感知さ

れた圧力を新しい設定値として採択します。それによって、自動的にカフの制御モードになります。

操作者にこの状態を警告するために、装置が音を発して「CUFF INFLAED（カフ膨張）」アラームを

表示します。操作者は、直ちに該当する圧力ウインドウにタッチして圧力設定値をチェックし、必要

な場合は適切な設定値に再調整しなければなりません。カフの設定値の確認が終了するとすぐにア

ラームは消えます。 
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2 「患者の準備」の項にあるガイドラインに従って患者の準備を行います。 
 
3 四肢の脱血及びタニケット膨張の前に皮膚及び深部組織の生存性を確認します。 
 
4 術者は「術者の判断」の項で述べるようにタニケット使用パラメータを決定します。 
 
5 四肢の脱血を行います。 

• 四肢を最低 2 秒間挙上します。 
• 四肢の遠位部から近位部に Esmarch、Martin 又は脱血用弾性包帯を巻きます。 

 
6 漏れのないタニケットダブルカフを、しわができないように滑らかに装着します。 

• ZimmerBiomet 保護スリーブ又はその他のパッドを四肢に取り付けます。 
• タニケットカフの遠位端が脱血用包帯の近位端から約 1 インチ（2.5cm）になるように位

置を調整します。 
• 手術のための肢位をとった際にホースがねじれないようにバルブポートとホースを接続

します。 
 
7 デュアルコートカフホースを装置のメインカフコネクタ（赤のポート）に接続します。 
 
8 圧力及び時間の目標値を設定します。 
 圧力及び時間の目標値の設定方法については、「手動の検査及びチェック」の項内の「圧力設

定値システムテスト」及び「時間設定値システムテスト」の項を参照してください。 
 
9 INFLATE（INFL）ボタン にタッチしてカフを圧力設定値まで膨張させます。 
 

 
 
 圧力ディスプレイにメインカフ膨張に関する情報が表示され、時間ディスプレイに膨張経過

時間が表示されます。 
 
注意： 
• カフ膨張時間設定値を超えるとアラーム状態になります。 
• 装置が 30 秒以内にカフを設定値から 15 mmHg 以内に加圧できないと、漏れアラームが鳴りま

す。 
• アラーム状態に関する情報は、「アラーム状態」の項を参照してください。 
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10 脱血用包帯を外します。 
 
11 局所麻酔を用いる場合は、麻酔薬投与又は神経ブロックを行います。 
 
12 手術手技を施行します。 
 
13 手技の終了後、DEFLATE（DEFL）ボタン のタッチ、スライド及び長押しによってカフの

収縮を開始します。 
 

 
 
 メインカフ PRESSURE ディスプレイにカフの収縮が表示され、時間ディスプレイの膨張経過

時間のアラーム時計が停止します。 
 カフが完全に膨張すると、メインカフコントロールに状況ボタン が表示されます。 
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• 状況ボタン にタッチすると、前回の圧力サイクルのデータが表示されます。 

 

 
 

 垂直バーから離れる方向の赤の矢印がある圧力アイコン は、開始圧力を表します。 
 垂直バーに向かう方向の赤の矢印がある圧力アイコン は、手技中に圧力を調整した

場合の最終圧力を表します。 
 LOP アイコン及び「LOP/RTP」という文字 は、LOP 機能を使用した場合に

決定された四肢閉塞圧（LOP）及び推奨タニケット圧力（RTP）を表します。LOP 文字

の横の数値がすべて 0 であれば、LOP 機能を使用していないという意味です。 
 時間アイコン はカフの合計膨張時間を表します。 

 
• OK ボタン にタッチすると、変更なしに前の画面に戻ります。リセットボタン にタッ

チすると、状況がデフォルトにリセットされます。確認メニューが表示されます。 
 

 
 

• キャンセルボタン にタッチすると、変更なしに状況メニューに戻ります。OK ボタン

にタッチすると、リセットを確認してデフォルトの GUI に戻ります。 
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注意： 
• 膨張期間中に高度漏れ検出機能によってカフ漏れが検出されると、システムが「LEAK DETECTED

（漏れ検出）」と表示します。 
• 状況をリセットすると、カフタイマーもリセットされます。 
• システムが約 5 秒間休止状態であると、開いているメニューが自動的に閉じて通常の動作モードに

戻ります。 
 
14 最後の収縮後、直ちにタニケットカフを取り外し、包帯又は保護スリーブがあればそれも外しま

す。 
15 必要であれば、タニケットカフを取り外した時刻を記録します。 
16 患肢の血流をチェックします。 
17 カフを A.T.S. 4000TS 装置から取り外します。 
18 必要であれば、電源ボタン にタッチして A.T.S. 4000TS 装置をスタンバイに設定します。 
 
注意： 
• 時間ウインドウ内でカフが収縮した後に、又は状況をリセットすると、膨張経過時間が「0」にな

ります。 
• 通常の使用時にどちらかのカフに圧力が加わっている場合は、A.T.S. 4000TS をスタンバイにセット

しないでください。カフが正常に収縮し、患者から取り外し、A.T.S. 4000TS から取り外したら、装

置をスタンバイに設定できます。 
 
ダブルカフ操作 

装置の操作は、以下の点を除けば上記の「シングルカフ操作」と同じです。 
• 2 つのダブルカフを装置に接続します（注：メインカフは赤のポート、セカンドカフは青のポート

です）。 
• メインカフ及びセカンドカフの圧力ウインドウ及び時間ウインドウには、膨張に関する情報及びカ

フ膨張の開始時刻が表示されます。 
• 他方のカフが膨張している間は、カフの収縮は許可されません。 
• 他方のカフがすでに膨張した状態でセカンドカフを膨張させる場合は、装置が最初のカフの圧力が

許容限度内であることを継続的にチェックします。装置は最初のカフの膨張を停止させてその圧力

を設定値から 10 mmHg 以内に維持した後に膨張中のカフに戻ります。これにより、少なくとも 1
つのカフが常に閉鎖していることが保証されます。最初のカフに著しい漏れが検出された場合は、

この機能によって第 2 のカフの膨張時間が延長する可能性があり、30 秒間膨張のアラームを発生さ

せる可能性もあります。 
 
両方のカフを膨張させる場合は、圧力ウインドウ及び時間ウインドウに各カフに関する独立した情報

が表示されます。すなわち、圧力ウインドウ及び時間ウインドウは各カフを独立に動作させて制御し

ます。 
 
注意： 
最後のカフを収縮させる際は、偶発的な収縮を防ぐために必ず以下の手順に従ってください。 
• 最後のカフの DEFLATE（DEFL）ボタン のタッチ、スライド及び長押しを行います。 
• 最初のカフが収縮していることを示すために、もう一方のカフに「CUFF DEFLATED（カフ収縮）」

というアラームが表示されます。 
• 最後のカフのディスプレイ領域に、収縮の確認を要求するポップアップウィンドウが表示されま

す。キャンセルボタン にタッチして収縮をキャンセルするか、又は OK ボタン にタッチして収

縮を確認します。 
• カフが収縮します。 
• この安全機能は、Bier Block 麻酔カフ操作（IVRA）用に装置を使用する際、特に有用です。 
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Bier Block 麻酔カフ操作 

「シングルカフ操作」及び「ダブルカフ操作」を参照してください。 
推奨されるカフ接続を以下に示します。 
 
• カフ近位側を白／赤のカフチューブによって赤のメインカフポートに接続 
• カフ遠位側を白／青のカフチューブによって青のセカンドカフポートに接続 
 
医療機関で採用しているカフ膨張手順又は術者が希望するカフ膨張手順に従ってください。 
必要が生じた場合は、DEFLATE（DEFL）ボタン のタッチ、スライド及び長押しによって最初のカ

フの収縮を開始します。 
 
注意： 
最後のカフを収縮させる際は、偶発的な収縮を防ぐために必ず以下の手順に従ってください。 
• 最後のカフの DEFLATE（DEFL）ボタン のタッチ、スライド及び長押しを行います。 
• 最初のカフが収縮していることを示すために、もう一方のカフに「CUFF DEFLATED（カフ収縮）」

というアラームが表示されます。 
• 最後のカフのディスプレイ領域に、収縮の確認を要求するポップアップウィンドウが表示されま

す。キャンセルボタン にタッチして収縮をキャンセルするか、又は OK ボタン にタッチして収

縮を確認します。 
• カフが収縮します。 
 
注意： 
• 他方のカフが膨張している間は、カフの収縮はできません。 
• Bier Block 麻酔手技では、医療機関で採用しているカフ膨張／収縮手順又は術者が希望するカフ膨

張／収縮手順に従ってください。 
 

アラーム状態 

A.T.S 4000TS タニケットは、様々な状況下で視覚的な手段若しくは聴覚的な手段又はその両方を用いて

アラームを発します。本マニュアルに示す適切な対応は、最も可能性の高い原因を想定したものであ

るため、あくまで参考とみなしてください。アラーム状態の原因が異なる場合、異なる対応が必要と

なる可能性があります。 
 
大半のアラーム音（技術的な故障以外）は、アラーム消音ボタンを押すことで 30 秒間停止させること

ができます。停止期間が終了すると、アラーム音が再び鳴り始めます。アラーム消音ボタンを押すと、

アラーム音が再度停止します。 
 
患者が四肢を関節可動域で動かしたことを原因とするアラームが頻繁に発生することを防ぐため、ア

ラームの起動までには 1.5 秒間の遅延時間が設けられています。 
 
アラーム状態、表示及び適切な対応を「アラーム状態」の表に示します。この表に示したアラーム状

態以外にも、意味不明かつ予測不能な表示を伴う技術的故障が発生する可能性があります。そのよう

な故障が発生した場合、A.T.S 4000TS はバルブを閉じてカフ圧力を保持し、連続音によるアラームを発

します。また、技術的故障に関するアラームを発する際、本製品は「エラーコード」の表に示すエラー

コードも情報として表示します。 
 
「SYSTEM FAILURE DETECTED」のメッセージが表示されたり、意味不明な情報が画面に表示された

りした場合、操作者は技術的故障が発生して装置が使用不能になったものと判断してください。適切

な対応は、電源 ON/STANDBY ボタンを押して装置をスタンバイ状態にすることです。この操作を行

うと、装置内部の回路から電力が失われ、本装置によるすべての機能並びにバルブ及びポンプへの命

令が停止します。この場合、カフは圧力を保持します（漏れがない場合）。止血鉗子でカフラインを止

めてから、タニケットを交換してください。 
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注意：技術的故障以外に関するアラーム状態は、アラーム信号の原因となったアラーム状態が解

消されると自動的に解除されます。 
 
圧力アラーム 

カフの圧力が圧力設定値から 15 mmHg 以上逸脱すると圧力アラームが発せられます。また、重大

ではあるものの装置が持続的な送気により補うことができる漏れがカフに生じることもあり得ま

す。このような漏れは、以下の原因により発生する可能性があります。 
 
• カフの空気袋のピンホール 
• O リングの欠陥 
• エアーフィッティングの緩み 
 
こうした漏れの結果として、カフが圧力を保持できなくなる場合もあります。このような漏れが

検出された場合、重大な漏れが発生していることを操作者に知らせるために圧力アラームが発せ

られます。圧力アラームが発せられたものの、表示されている圧力が設定値から 15 mmHg 以上逸

脱していない場合、上記のような重大な漏れが検出されたことを意味しているため、すべてのカ

フ及びエアーフィッティングに漏れがないか確認してください。 
 
高度漏れ検出機能 

A.T.S 4000TS には、膨張しているカフをリアルタイムで観察し、カフやホースに漏れがないか監

視する高度漏れ検出機能が搭載されています。高度漏れ検出機能は漏れの程度も判断します。カ

フ圧力が変更される際、圧力は設定値の範囲内に維持され、システムの漏れ検出機能がカフへの

送気速度を監視します。送気速度の監視は一定時間行われますが、その際関節可動域の確認など

によって通常生じる一時的な圧力の途絶が考慮されます。そのため、高度漏れ検出機能では、一

時的な圧力の途絶を除いて漏れの程度を求めることができます。 
 
カフから又はカフと装置本体の接続部から空気が漏れると、カフ圧力が低下します。この場合、

システムは自動的に設定値通りのカフ圧力を維持します。カフ圧力を設定値通りに維持するため

に漏れにより失われた空気をシステムが補充する速度は、漏れの程度に比例します。 
 
高度漏れ検出機能は、カフ膨張中の圧力上昇信号のレベルを監視し、カフ膨張期間全体の圧力上

昇制御信号のレベルに基づき漏れの程度を推定して求めます。 
 
高度漏れ検出機能で求められた漏れの程度は、ステータスディスプレイに「LEAK DETECTED」

として表示されます。 
 
高度漏れ検出機能は、関節可動域の確認などによる一時的なバルブの作動と、漏れによる持続的

なバルブの作動を識別することができます。 
 
高度漏れ検出機能は軽微な漏れも検出します。軽微な

漏れがアラームの原因となることはほとんどありま

せんが、こうした漏れはカフ、ホース又はカフと装置

本体の空気接続部に問題が生じている可能性を示唆し

ています。高度漏れ検出機能は、軽微な漏れに対して

アラームを発することはなくステータスディスプレイ

に問題が疑われる旨を表示します。 
 
高度漏れ検出機能が漏れを検出した場合、カフ及び

ホースの漏れ検査を行って対応を取ってください。漏

れが生じているカフ及びホースは交換してください。 
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アラーム／警告の色及び可聴音 

動作中に A.T.S. 4000TS は赤又は黄色のライト並びにアラーム状態メッセージを示す黄色の警告ウ

インドウを表示することがあります。技術的故障の場合は、エラーコード及び黄色の感嘆符を伴

う警告メッセージも表示されます。 
 

 
 
視覚的／聴覚的アラームの重要度 

ビジュアル 
インジケーターライト 

重要度表示音 可聴音のパルスパターン 備考 

赤の連続点灯 技術的故障 連続音。 連続音は技術的故障を意味します。 

赤の点滅 高 1 バースト当たり 10 回のパルス

音。群間にポーズを挟んだ 2 つの

同一パルス群（各群 5 パルス）の

繰り返し。 

操作者の即時対応が必要であることを意味し

ます。最も早い（重要度「中」の場合の 2 分の

1 未満）オーディオインジケーターパルス音で

す。 

黄色の点滅 中 1 バースト当たり 3 回のパルス音。 操作者の速やかな対応が必要であることを意

味します。ベースラインのオーディオインジ

ケーターパルス速度です。 

黄色の連続点灯 低 1 バースト当たり 1 回のパルス音。 操作者の認識が必要であることを意味します。

重要度「中」又は「高」より遅いオーディオイン

ジケーターパルス音です。 

 
アラーム状態及びエラーコードの表 

「アラーム状態」の表に示すように、アラーム状態が発生するとインジケーターライト及び重要

度表示音とともに警告メッセージが表示され、該当する場合はエラーコードも表示されます。操

作中の警告メッセージの大半は黄色のウインドウで表示されます。LOP 関連のアラームは表の最

後に群分けされています。エラーコードの詳細は「エラーコード」の表に記載されています。 
 
アラーム状態 

警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度表示

音 
状態、備考及び適切な対応 

高圧 赤の点滅 高 状態：高圧。 
カフ圧力が設定値より 15 mmHg 以上高い状態です。患者の動き、コントローラの

オーバーシュート、ホース閉塞などの一過性の状態によって発生します。すべて

のライン及び接続をチェックしてください。明らかな原因なしにこの状態が解消

されない場合は、A.T.S. 4000TS 装置の修理点検が必要となります。 

低圧 赤の点滅 高 状態：低圧。 
カフ圧力が設定値より 15 mmHg 以上低い状態です。システム内の漏れ又はホース

閉塞によって発生します。すべてのライン及び接続をチェックしてください。 

リザーバ漏れ 黄色の点滅 中 状態：リザーバ漏れ。 
加圧ポンプとカフバルブの間に漏れが生じています。装置を使用しないでくださ

い。装置の修理点検が必要です。 

タイマー 黄色の点滅 中 状態：タイマーアラーム。 
カフ膨張時間設定値に達しています。タイマーが終了したことを術者に警告しま

す。新しい値に時間を設定する場合は必ず医師の判断で行ってください。 
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警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度表示

音 
状態、備考及び適切な対応 

BATTERY IS 
LOW 
（バッテリー残量

低下） 

黄色の連続点灯 低 状態：バッテリー残量低下（低）。 
バッテリー充電量が容量の 30％未満です。装置を AC 電源に接続してください。

装置を電源に接続しないと、バッテリー切れ状態になり、すべてのカフバルブを

閉じたフェイルセーフモードで装置がシャットダウンします。バッテリー残量低

下アラーム状態で動作している間は他のアラーム状態は保証されません。 

BATTERY IS 
LOW 
（バッテリー残量

低下） 

黄色の点滅 中 状態：バッテリー残量低下（中）。 
バッテリー充電量が容量の 20％未満です。装置を AC 電源に接続してください。

装置を電源に接続しないと、バッテリー切れ状態になり、すべてのカフバルブを

閉じたフェイルセーフモードで装置がシャットダウンします。バッテリー残量低

下アラーム状態で動作している間は他のアラーム状態は保証されません。 

CUFF NOT 
DEFLATED 
（カフ未収縮） 

黄色の点滅 中 状態：カフ圧力によって電源スイッチが入らない状態。 
電源 ON/STANDBY ボタンを押した際にカフ圧力が 0 を超えています。システムは

手技が進行中であると判断し、スタンバイモードでの動作はできません。 

CUFF INFLATED 
（カフ膨張） 

黄色の点滅 中 状態：起動中にカフに圧が加わっていました。 
システム起動時のカフ圧力が 50 mmHg 以上です。装置は手技が進行中であると判

断し、感知された圧力を新しい設定値として採択します。操作者は、直ちに設定

値をチェックしてリセットが必要かどうかを明らかにしなければなりません。 

CUFF INFLATED 
（カフ膨張） 

黄色の連続点灯 低 状態：カフの加圧の問題。 
圧力が 0 でないカフがカフポートに接続されています。カフを収縮させた後に再

試行してください。 

CUFF NOT 
DEFLATED（カフ

未収縮） 

赤の点滅 高 状態：カフが完全に収縮していません。 
収縮後のカフ圧力が 15 mmHg より高い状態です。ホースのねじれの有無をチェッ

クしてください。アラームが停止しない場合は、ホースをカフから取り外します。

装置をスタンバイに設定する場合は、カフが完全に収縮していることを確認して

ください。 

CUFF LEAK 
（カフ漏れ） 

赤の点滅 高 状態：カフ又はホースに漏れがあります。 
収縮後のカフが少なくとも 30 秒間で設定値まで膨張しないこと、又は膨張後のカ

フに少なくとも 9 秒間で 15 mmHg を超える漏れが生じていること。すべてのラ

イン及び接続をチェックしてください。 

CUFF 
DEFLATED 
（カフ収縮） 

黄色の点滅 中 状態：カフが収縮したことの通知。 
他方のカフが収縮していることを使用者に通知します。Bier Block 麻酔（IVRA）

のために両方のカフを膨張させる場合、システムに記憶され、一方のカフが収縮

しているときに偶発的なボーラス放出が起こることを避けるために他方のカフの

収縮（DEFL）ボタンにタッチするとシステムが使用者に警告を発します。最後の

カフ収縮の確認を要求する「CONFIRM DEFLATE?（収縮を確認）」というメッセー

ジも表示されます。 

CHECK CUFF 
（カフチェック） 

黄色の点滅 中 状態：カフのチェック。 
カフ膨張（INFL）ボタンにタッチしてから 1 秒以内にカフが膨張を開始していま

せん。すべてのライン及び接続をチェックしてください。 

LINE 
OCCLUSION 
（ライン閉塞） 

赤の点滅 高 状態：ラインが閉塞しています。 
カフチューブに閉塞が生じています。ホースのねじれ又はその他の欠陥の有無を

チェックしてください。 

CONNECT LOP 
SENSOR 
（LOP センサー

接続） 

黄色の連続点灯 低 状態：LOP センサーの欠損又は外れが検出されました。 
LOP 中に LOP 脈拍センサーが検出されません。LOP 脈拍センサーを再度取り付け

て再試行してください。LOP 脈拍センサーを正常に動作することがわかっている

センサーに交換して再試行します。問題が解消されない場合は、装置の修理点検

が必要です。 

CHECK LOP 
SENSOR 
（LOP センサー

チェック） 

黄色の連続点灯 低 状態：LOP センサーが正しく取り付けられていないか、又は LOP センサーに欠

陥があります。 
LOP 脈拍センサーが患者に正しく取り付けられていません。LOP 脈拍センサーを

チェックした後に再試行してください。LOP 脈拍センサーを正常に動作すること

がわかっているセンサーに交換して再試行します。問題が解消されない場合は、

装置の修理点検が必要です。 

LOW SIGNAL 
ADJUST SENSOR 
（低信号／セン

サー調整） 

黄色の連続点灯 低 状態：LOP センサーで低信号が測定されました。 
LOP 信号が弱すぎます。LOP 脈拍センサーをチェックした後に再試行してくださ

い。LOP 脈拍センサーを正常に動作することがわかっているセンサーに交換して

再試行します。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 
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設置及び操作 

 
警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度表示

音 
状態、備考及び適切な対応 

TIME OUT 
（タイムアウト） 

黄色の連続点灯 低 状態：LOP 測定の時間切れ。 
LOP 測定に時間がかかりすぎています。LOP 脈拍センサーをチェックした後

に再試行してください。LOP 脈拍センサーを正常に動作することがわかって

いるセンサーに交換して再試行します。問題が解消されない場合は、装置の

修理点検が必要です。 

LOP STOPPED
（LOP 中止） 

黄色の連続点灯 低 状態：LOP 測定が途中で停止しました。 
LOP キャンセルボタンにタッチしたことから LOP 測定が中止されました。キャン

セルボタンを押して元に戻るか、又は再試行ボタンを押して LOP を再開します。

問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 

HIGH LOP 
（高 LOP） 

黄色の連続点灯 低 状態：LOP 測定値が高い状態。 
LOP 測定中にカフ圧力が 300 mmHg を超えました。患者の LOP は LOP 測定

には高すぎます。LOP 脈拍センサーをチェックした後に再試行してください。

LOP 脈拍センサーを正常に動作することがわかっているセンサーに交換して

再試行します。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 

 
注意：大きな表面積にタッチすると、システムによって検出されますが無視されます。 
 
エラーコード 

 

SYSTEM FAILURE DETECTED （システム故障検出）、 CALIBRATION ERROR 
DETECTED（較正エラー検出）及び BATTERY ERROR DETECTED（バッテリーエラー

検出）という警告メッセージは 1 つ以上のエラーコードとともに表示されます。警告メッ

セージの意味については、「アラーム状態」の表を参照してください。 
 
エラー 
コード 

警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度を 
表す音 

説明／適切な対応 

E0001 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：EEPROM/ROM 故障が検出されました。 
詳細：EEPROM/ROM アクセスが試行されたか、又は R/W エラーが発

生しました。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：マイクロプロセッサによる ROM メモリチェックが失敗

しました。ROM（不揮発性メモリ）へのアクセス又は R/W が試行さ

れ、データが消失しました。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押

してください。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留め

て製造業者に連絡してください。問題が解消されない場合は、装置の

修理点検が必要です。 

E0002 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：バルブ故障が検出されました。 
詳細：装置が不適切なバルブの組み合わせ又はバルブの欠損／開放を

検出しました。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：操作中にバルブが故障しました。セーフティモニターで

信号エラーが検出されました。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し

押してください。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留

めて製造業者に連絡してください。問題が解消されない場合は、装置

の修理点検が必要です。 

E0003 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路のタイミング異常が検出さ

れました。 
詳細：内部システムタイミング診断機能によってエラーが検出されま

した。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：内部ウォッチドッグシステムによってタイミング異常が

検出されました。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してくださ

い。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者

に連絡してください。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が

必要です。 

E0004 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路の故障が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によってハードウェアエラーが検出され

ました。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：セーフティモニターでハードウェアエラーが検出されま

した。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が

解消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡して

ください。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 
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設置及び操作 

 
エラー 
コード 

警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度を 
表す音 

説明／適切な対応 

E0006 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路の空気の異常が検出されま

した。 
詳細：内部システム診断機能によって空気エラーが検出されました。

装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：セーフティモニターで空気エラーが検出されました。電

源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消され

ない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してくださ

い。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 

E0007 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：バルブ故障が検出されました。 
詳細：装置が不適切なバルブの組み合わせを検出したか、又は予想さ

れるバルブの組み合わせを検出していません。装置はセーフモードで

シャットダウンしました。 
説明／対応：セーフティモニターでバルブ故障が検出されました。電

源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消され

ない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してくださ

い。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 

E0008 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路の空気有効化の異常が検出

されました。 
詳細：内部システム診断機能によって空気有効化の異常が検出されま

した。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：セーフティモニターで空気有効化の異常が検出されまし

た。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解

消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してく

ださい。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 

E0009 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：演算故障が検出されました。 
詳細：装置が ALU 内の演算エラーを検出しました。装置はセーフモー

ドでシャットダウンしました。 
説明／対応：ゼロ除算エラー。演算処理の結果が規格範囲外でした。

電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消さ

れない場合は、装置の修理点検が必要です。 

E0010 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路故障が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によってエラーが検出されました。装置

はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：予期しないソフトウェア割り込みが検出されました。電

源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消され

ない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してくださ

い。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 

E0012 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：EEPROM/ROM 故障が検出されました。 
詳細：EEPROM/ROM アクセスが試行されたか、又は書き込みエラー

が検出されました。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：ROM チェックエラーがセルフテストで検出されました。

電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消さ

れない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してくださ

い。問題が解消されない場合は、装置の修理点検が必要です。 

E0014 BATTERY 
ERROR 
DETECTED 
（バッテリー 
エラー検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：バッテリー故障／エラー。 
詳細：装置がバッテリーの欠損、外れ又は故障を検出しました。装置

はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：バッテリーが接続されていることを確認し、電源

ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消されな

い場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0015 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：バッテリー故障／エラー。 
詳細：装置が ZimmerBiomet 社製ではないバッテリーが装着されてい

ること又はバッテリーがコマンドに応答しなくなっていることを検

出しました。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：バッテリーが接続されていることと ZimmerBiomet 社製

バッテリーであることを確認してください。電源 ON/STANDBY ボ

タンを繰り返し押してください。問題が解消されない場合は、エラー

コードを書き留めて製造業者に連絡してください。 
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設置及び操作 

 
エラー 
コード 

警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度を 
表す音 

説明／適切な対応 

E0016 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：バッテリー故障／エラー。 
詳細：装置がバッテリーパックからバッテリーの状態が不良であるこ

とを表す信号を受信しました。装置はセーフモードでシャットダウン

しました。 
説明／対応：電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押した後、サービ

ス情報機能でバッテリーが健全な状態であるか確認してください。不

良な状態のバッテリーがあれば交換してください。問題が解消されな

い場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0017 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：バッテリー故障／エラー。 
詳細：装置がバッテリーパックからバッテリーが故障していることを

表す信号を受信しました。装置はセーフモードでシャットダウンしま

した。 
説明／対応：バッテリーを新しい ZimmerBiomet 社製バッテリーパッ

クに交換してください。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押して

ください。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留めて製

造業者に連絡してください。 

E0024 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ソフトウェアが不安定と疑われる状態を検出しました。 
詳細：内部システム診断機能によってエラーが検出されました。装置

はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。

問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連

絡してください。 

E0025 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：増幅器の電圧の異常が検出されました。 
詳細：装置が増幅回路の基準電圧の異常を検出しました。装置はセー

フモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：トランスデューサの基準電圧が規格範囲外です。電源

ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消されな

い場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0026 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：リザーバ内で増幅器の電圧のエラーが検出されました。 
詳細：装置が増幅回路のリザーバ電圧の異常を検出しました。装置は

セーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：リザーバのトランスデューサの信号電圧が規格範囲外で

す。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解

消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してく

ださい。 

E0027 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：メインカフ内で増幅電圧エラーが検出されました。 
詳細：装置が増幅回路のメインカフ電圧の異常を検出しました。装置

はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：メインカフのトランスデューサの信号電圧が規格範囲外

です。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が

解消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡して

ください。 

E0028 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：セカンドカフ内で増幅電圧エラーが検出されました。 
詳細：装置が増幅回路のセカンドカフ電圧の異常を検出しました。装

置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：セカンドカフのトランスデューサの信号電圧が規格範囲

外です。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題

が解消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡し

てください。 

E0029 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：増幅器のバルク電圧の異常が検出されました。 
詳細：装置がバルク電圧電源の電圧異常を検出しました。 
説明／対応：バルク電圧が規格範囲外です。電源 ON/STANDBYボタン

を繰り返し押してください。問題が解消されない場合は、エラーコー

ドを書き留めて製造業者に連絡してください。 
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設置及び操作 

 
エラー 
コード 

警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度を 
表す音 

説明／適切な対応 

E0030 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：増幅器の空気電圧の異常が検出されました。 
詳細：装置が空気電圧電源の低電圧異常を検出しました。装置はセー

フモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：空気電圧が規格範囲外です。電源 ON/STANDBY ボタン

を繰り返し押してください。問題が解消されない場合は、エラーコー

ドを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0031 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路の故障が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によってスピーカーエラーが検出されま

した。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：スピーカーが検出されていません。電源 ON/STANDBY
ボタンを繰り返し押してください。問題が解消されない場合は、エ

ラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0032 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：LOP 信号に故障が生じました。 
詳細：システムが LOP回路からのデータストリームを検出しなくなっ

ています。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：LOP 回路からデータが検出されなくなっています。電源

ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消されな

い場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0033 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路の故障（オーディオ回路の

故障）が検出されました。装置はセーフモードでシャットダウンしま

した。 
詳細：内部システム診断機能によってエラーが検出されました。 
説明／対応：オーディオ音の生成が検出されません。電源

ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消されな

い場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0034 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：一次電源レールが規格範囲外です。 
詳細：1 本の DC 電源レールの電圧の損失によって故障が引き起こさ

れます。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：1 本以上の DC 電源レールの電圧を損失しました。電源

（6 V）に故障が生じました。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し

押してください。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留

めて製造業者に連絡してください。 

E0035 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：一次電源レールが規格範囲外です。 
詳細：1 本の DC 電源レールの電圧の損失によって故障が引き起こさ

れます。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：1 本以上の DC 電源レールの電圧を損失しました。電源

（3.3 V）に故障が生じました。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し

押してください。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留

めて製造業者に連絡してください。 

E0036 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：一次電源レールが規格範囲外です。 
詳細：1 本の DC 電源レールの電圧の損失によって故障が引き起こさ

れます。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：1 本以上の DC 電源レールの電圧を損失しました。電源

（1.8V）に故障が生じました。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し

押してください。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き留

めて製造業者に連絡してください。 

E0037 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ウォッチドッグタイマーの安全回路の故障が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によって時計のエラーが検出されまし

た。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：内部ウォッチドッグシステムによって動作不良が検出さ

れました。安全回路の時計が正しく動作していません。電源

ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消されな

い場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 
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エラー 
コード 

警告 
メッセージ 

インジケーター 
ライト 

重要度を 
表す音 

説明／適切な対応 

E0038 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ユーザーインターフェース故障が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によってバックライトのエラーが検出さ

れました。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応：LCD バックライトが仕様に適合した動作をしていま

せん。電源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が

解消されない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡して

ください。 

E0039 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ユーザーインターフェース故障が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によって LCD のエラーが検出されまし

た。装置はセーフモードでシャットダウンしました。 
説明／対応： LCD コントローラが応答していません。電源

ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消されな

い場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してください。 

E0040 
XXXX1 

SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：ユーザーインターフェース故障が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によってタッチスクリーンコントローラ

のエラーが検出されました。装置はセーフモードでシャットダウンし

ました。 
説明／対応：タッチスクリーンコントローラが応答していません。電

源 ON/STANDBY ボタンを繰り返し押してください。問題が解消され

ない場合は、エラーコードを書き留めて製造業者に連絡してくださ

い。 

E0041 SYSTEM 
FAILURE 
DETECTED 
（システム 
故障検出） 

赤の連続点灯 技術的 
故障を表す 
連続音 

状態：不正なプログラム実行又はデータ値が検出されました。 
詳細：内部システム診断機能によって不正なプログラム実行又は不正

なデータが検出されました。装置はセーフモードでシャットダウンし

ました。 
説明／対応：システムが不正なプログラム実行又は不正なデータの発

生を検出しました。問題が解消されない場合は、エラーコードを書き

留めて製造業者に連絡してください。 

1 一部のエラーコードの後ろには 4 桁の数値コードがついています。このコードは、故障に関連する詳細な情報を表していま

す。これらの固有のコードに関する情報は、製造業者にお問い合わせください。 

 
電磁環境両立性（EMC）ガイダンスの表 

以下の表は、電磁環境両立性に関連する A.T.S. 4000TS のニーズ及び設置のガイダンスを示してい

ます。 
 
EMC ガイダンス及び宣言‐EM エミッション 

ガイダンス及び製造業者の宣言‐電磁界エミッション 
A.T.S. 4000TS は、以下に規定する電磁環境で使用することを意図しています。A.T.S. 4000TS の購入者又は使用者は、必ずこのよ

うな環境でシステムを使用する必要があります。 

エミッション試験 適合性 電磁環境‐ガイダンス 

RF エミッション 
CISPR 11 

グループ 1 A.T.S. 4000TS は内部機能としてのみ RF エネルギーを使用しています。したがっ

て、RF エミッションは非常に低レベルであり、近傍の電子機器への干渉を引き

起こす可能性は低いです。 

RF エミッション 
CISPR 11 

クラス A 

A.T.S. 4000TSは家庭及び家庭用の建物に供給される公共の低電圧電源ネットワー

クに直接接続された設備を除くすべての設備内での使用に適しています。 

高調波エミッション 
IEC 61000-3-2 

クラス A 

電圧変動／ 
フリッカエミッション 
IEC 61000-3-3 

適合 
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EMC ガイダンス及び宣言‐EM イミュニティ／妨害 

ガイダンス及び製造業者の宣言‐電磁界イミュニティ 
A.T.S. 4000TS は、以下に規定する電磁環境で使用することを意図しています。A.T.S. 4000TS の購入者又は使用者は、必ずこのよ

うな環境でシステムを使用する必要があります。 

イミュニティ試験 IEC 60601 試験レベル 適合レベル 電磁環境‐ガイダンス 

静電気放電（ESD） 
IEC 61000-4-2 

接触放電：±6 kV 接触放電：±6 kV
（230 Vac 50 Hz/バッテ

リー） 

木、コンクリート又はセラミックウインドウの床で実

施します。床に合成塗床材が塗られている場合は、相

対湿度を 30％以上にする必要があります。 

気中放電：±8 kV 気中放電：±8 kV
（230 Vac/バッテリー） 

電気的ファストトラン

ジェント／バースト 
IEC 61000-4-4 

電源ライン：±2 kV 電源ライン：±2 kV
（120 Vac 
60 Hz/230 Vac 50 Hz） 

- AC 電源品質は、標準的な商環境又は院内環境に

適している必要があります。 

入力／出力ライン：±
1 kV 

入力／出力ライン：±
1 kV 

サージ 
IEC 61000-4-5 

線間電圧：±1 kV 線間電圧：±1 kV
（120 Vac 
60 Hz/230 Vac 50 Hz） 

- AC 電源品質は、標準的な商環境又は院内環境に

適している必要があります。 
 
電力サージが発生すると、A.T.S. 4000TS の LCD スク

リーンの動作不良が生じる場合がありますが、他のす

べての機能は動作を継続します。装置の電源を切って

リセットしてください。詳細については、「オペレー

タ／サービスマニュアル」を参照してください。 

一線大地間電圧：2 kV 一線大地間電圧：2 kV
（120 Vac 
60 Hz/230 Vac 50 Hz） 

電源入力ラインの電圧

ディップ、短時間停電

及び電圧変動 
IEC 61000-4-11 

0.5 サイクル：UT＜5％
（UTディップ＞95％） 

0.5 サイクル：UT＜5％
（UTディップ＞95％）

（120 Vac 
60 Hz/230 Vac 50 Hz） 

- AC 電源品質は、標準的な商環境又は院内環境に

適している必要があります。A.T.S. 4000TS の使用

者が AC 電源停電中に操作の継続を必要とする場

合は、無停電電源又はバッテリーから A.T.S. 
4000TS の電源を供給することを推奨します。 

 
A.T.S. 4000TS は、AC 電源停電発生時のためにバック

アップバッテリーを装備しています。詳細について

は、「オペレータ／サービスマニュアル」（「仕様及び

性能特性」の項）を参照してください。 

UT＝40％（UTディップ

＝60％） 
UT＝40％（UTディップ

＝60％）（120 Vac 
60 Hz/230 Vac 50 Hz） 

UT＝70％（UTディップ

＝30％） 
UT＝70％（UTディップ

＝30％）（120 Vac 
60 Hz/230 Vac 50 Hz） 

5 秒間：UT＜5％（UT

ディップ＞95％）） 
5 秒間：UT＜5％（UT

ディップ＞95％））

（120 Vac 
60 Hz/230 Vac 50 Hz） 

電源周波数（50/60 Hz）
磁界 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 電源周波数磁界は、標準的な商環境又は院内環境の標

準的な位置に固有のレベルになっている必要があり

ます。 

注：UTは試験レベルの適用前の AC 電源電圧です。 
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EMC ガイダンス及び宣言‐EM エミッション／RF 

ガイダンス及び製造業者の宣言‐電磁界イミュニティ 
A.T.S. 4000TS は、以下に規定する電磁環境で使用することを意図しています。A.T.S. 4000TS の購入者又は使用者は、必ずこのよ

うな環境でシステムを使用する必要があります。 

イミュニティ試験 IEC 60601 試験レベル 適合レベル 電磁環境‐ガイダンス 
   A.T.S. 4000TS の部品（ケーブルを含む）からの距離がトランス

ミッタの周波数に適用される計算式から求めた推奨分離距離

より近い場所でポータブル／モバイル RF 通信機器を使用しな

いでください。 
 

伝導性 RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vms 
150 kHz～80 MHz 

3V 推奨分離距離 
 
d＝1.2√P 
 
d＝1.2√P 150 kHz～80 MHz 
 
d＝2.3√P 80 Mhz～2.5 GHz 
 
上の式中の P はトランスミッタの製造業者によるトランスミッ

タの最大定格出力電力（W）であり、d は推奨分離距離（m）で

す。 
 

放射性 RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 Mhz～2.5 GHz 

3V/m 電磁環境実地調査 aによって決定された固定式RFトランスミッ

タからの磁界強度は、各周波数範囲 b での適合レベル未満であ

る必要があります。 
 
以下の記号が表示されているデバイスの近傍では干渉が生じ

る場合があります。 
 

 
注： 
• 80 MHz 及び 800 MHz では、高周波数範囲が適用されます。 
• これらのガイドラインはすべての状況に適用されるわけではありません。電磁波伝搬は、建造物、物体及び担当者からの吸

収及び反射による影響を受けます。 
a 無線（携帯／コードレス）電話、地上移動無線、アマチュア無線、AM ラジオ放送、FM ラジオ放送及び TV 放送の基地局な

どの固定式トランスミッタからの磁界強度は、理論的に正確に予想することはできません。固定式 RF トランスミッタによ

る電磁環境を評価するには、電磁環境実地調査を検討する必要があります。A.T.S. 4000TS を使用する場所での磁界強度の測

定値が適用される RF 適合レベルを超えている場合は、A.T.S. 4000TS が正常に動作していることを確認する必要があります。

異常な動作が観察された場合は、A.T.S. 4000TS の方向又は位置の変更などの追加対応が必要となります。 
b 150 kHz～80 MHz の周波数範囲では、磁界強度は 3 V/m 未満である必要があります。 
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EMC ガイダンス及び宣言‐イミュニティ／分離距離 

ポータブル／モバイル RF 通信機器と A.T.S. 4000TS の間の推奨分離距離 
A.T.S. 4000TS は、放射性 RF 妨害が制御されている電磁環境で使用することを意図しています。A.T.S. 4000TS の購入者又は使用

者は、通信機器の最大出力電力に基づいて以下の指針に従ってポータブル／モバイル RF 通信機器（トランスミッタ）と A.T.S. 
4000TS の間の最低限の距離を保つことによって電磁干渉を防ぐことができます。 

トランスミッタの 
最大定格出力電力 

（W） 

トランスミッタの周波数に基づく分離距離（m） 

150kHz～80 MHz 
d＝1.2√p 

80 MHz～800 MHz 
d＝1.2√p 

800 MHz～2.5 GHz 
d＝1.2√p 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 

上に記載されていない最大定格出力電力のトランスミッタについては、トランスミッタの周波数に適用される計算式によって推

奨分離距離 d（m）を求めることができます（式中の P はトランスミッタの製造業者によるトランスミッタの最大定格出力電力

[W]です）。 

注： 
• 80 MHz 及び 800 MHz では、高周波数範囲での分離距離が適用されます。 
• これらのガイドラインはすべての状況に適用されるわけではありません。電磁波伝搬は、建造物、物体及び担当者による吸

収及び反射による影響を受けます。 
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保守点検 
保守点検に関する一般情報 

A.T.S 4000TS タニケットは高度な業界標準に従って設計され製造されていますが、安全かつ有効

な動作を継続的に確保するために、定期的な検査と較正を行うことが推奨されます。この項目で

は、そうした定期作業の助けとなるとともに、緊急で保守点検を行う際の参考にもなる情報を示

します。 
 
警告：本装置は絶対に改造しないでください。 
 
注意：A.T.S 4000TS タニケットには、使用者が修理可能な内部部品はありません。装置内部のす

べての部品及び構成品の修理は、資格を有し認定された臨床検査技師など、電気医療機器に精通

した担当者のみが行ってください。内部構成品を分解、改造又は修理しようとしないでください。

検査を行う際は、目的に合致した適切な計測装置を使用してください。目的に合致しない装置や

整備不良な装置を使用すると、不正確な結果や誤った結果が出る恐れがあります。 
 
LOP センサーの清掃及び消毒 

四肢閉塞圧（LOP）センサーを新たな患者に取り付ける際は、事前にセンサーの清掃又は消毒を

行ってください。 
 
清掃 
清掃を行う前に、LOP センサーを A.T.S 4000TS タニケットから取り外します。水又は中性洗剤を

含ませてしぼった布で、センサー及び患者接触面を清掃します。 
 
消毒 
消毒を行う前に、LOP センサーを A.T.S 4000TS タニケットから取り外します。消毒液でセンサー

及び患者接触面を拭き、センサーを消毒します。推奨される消毒液はイソプロピルアルコールで

す。 
 
定期保守点検 

本マニュアルには、未記入の「検査及び分析」用紙が収載されています。この用紙はマニュアル

の裏面にあります。用紙をコピーして、外観検査、電気的安全性検査、機能検査の記録に使用し

てください。 
 
清掃 
中性洗剤又はイソプロピルアルコールを含ませてしぼった布で、タッチスクリーンを含む装置の

外側を清掃します。カフホースの外側も、中性洗剤又はイソプロピルアルコールを含ませてしぼっ

た布で清掃します。再使用可能なタニケットカフは、カフの添付文書に従って清掃してください。 
 
外面の外観検査 
本装置の検査を定期的に行ってください。資格を有する臨床検査技師など、医療機関に所属する

電気医療機器に精通した担当者が、少なくとも半年に 1 回の頻度で外観検査を行うことが推奨さ

れます。検査で特に注意すべき箇所は、外装、タッチスクリーン、ボタン、ポールクランプ、ハー

ドウェアの欠損／緩み、カフポート、ヒューズ（表示に従った適切なヒューズか）、表示（判読可

能かつ必要な情報が記載されているか）です。LOP センサー及び電源コードの状態も十分に確認

してください。損傷が認められた場合、システム及びすべての附属品の使用を直ちに中止し、医

療機関における装置の保守点検責任者にその旨を報告してください。 
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機能チェック及び較正チェック 
「設置及び操作」の「検査及びチェック」に記載されている機能チェック及び較正チェックを、

少なくとも 3 ヵ月に 1 回の頻度で行うことが推奨されます。本マニュアルの裏面に、「検査及び分

析」用紙が収載されています。 
 
修理点検 

A.T.S. 4000TS システムは、「サービス」メニューで利用できるいくつかの保守点検／サービス機能

（較正、リークテスト、装置情報、Burn モード、タッチテストなど）を内蔵しています。 
 
サービスメニューへのアクセス 

サービスメニューへのアクセス方法： 
 
• システム機能メニューで「設定」ボタン にタッチします。設定メニューウインドウが表示さ

れます。 

 
 
• まず大きな歯車形の設定記号の中央をタッチ及び長押しし、歯車の中央を長押ししたままで南

京錠アイコン をタッチ及び長押しします。システムによって南京錠が解除されるまで長押し

を続けると、サービスメニューが表示され、較正、リークテスト、装置情報、Burn モード及

びタッチテストの各機能のボタンが表示されます。 

 
 
注意： 
• サービス機能には、資格のあるバイオメディカルエンジニア又は電子医療機器に精通した他の

担当者のみが医療機関内でアクセスできます。デフォルトではサービスボタンが灰色表示に

なっており、南京錠アイコンで示されるようにロックされています。 
• ボタンの組み合わせが正しくタッチ及び長押しされていないと、サービス機能メニューにアク

セスできず、休止状態によって自動的にメニューが閉じます。サービスモードでは、システム

は自動的に終了することなく動作を継続します。サービスモードはサービス目的でのみ利用

し、使用中又は手技中は利用できません。 
 
較正 

A.T.S. 4000TS タニケットの較正では、圧力トランスデューサからの出力信号を較正済みの圧力源

と比較します。カフの 5 つの設定値（0 mmHg、50 mmHg、250 mmHg、475 mmHg、600 mmHg）
及びリザーバの 5 つの設定値（0 mmHg、50 mmHg、250 mmHg、475 mmHg、700 mmHg）それぞ

れについて、既知の圧力とトランスデューサによって測定した圧力との差を記録します。これら

の較正ポイントを用いて正常な動作中の圧力トランスデューサからの信号の補正を行います。較

正ポイント及びチェックサムは不揮発性メモリに保存されます。6 ヵ月ごと、若しくは既定の又

は計画外の保守点検後に A.T.S. 4000TS タニケットの較正を行うことを推奨します。 
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必要な装置 

 

 
 

 装置名 機能及び能力 
1 圧力計（使用者提供） 較正の手順中にシステムの圧力を監視します。 

 
圧力計は、較正済みで圧力範囲が 0～700 mmHg 以上である必要

があります。 
2 圧力源（使用者提供） 較正の手順中に空気圧を供給します。 

 
圧力供給源が供給する圧力は、範囲が 0～700 mmHg 以上、圧力

計が監視できる最大圧力以下で、調節可能な制御がある必要が

あります。 
3 較正ホースキット（附属品） 制御された圧力供給源、圧力計及び A.T.S. 4000TS 装置のカフ

ポートの間の空気圧経路を提供します。 
 
較正ホースキットは ZimmerBiomet 社が提供するもので、装置

に附属しています。 

注意：較正中、較正ホースのクランプは開いたまま（クラン

プしていない状態）にしておきます。 
 

 
注意：装置を較正するときは、必ずすべての較正手順を正しい順序で行ってください。正しい順

序で行わないと、装置の動作中に圧力の読取値が不正確になることがあります。 
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カフ及びリザーバの較正 

以下に、カフトランスデューサ及びリザーバトランスデューサの両方を較正するための段階的な

手順を示します。カフトランスデューサ及びリザーバトランスデューサの両方が以下に示す正し

い順序で較正されるまで、較正の手順は終了しません。 
 
• 上記の「サービスメニューへのアクセス」の項に従って、サービスメニューにアクセスします。 
 

 
• 較正ボタンにタッチして、較正機能のインターフェースにアクセスします。 

• システムは較正機能に進み、直ちに既定の圧力入力値の検索を開

始します。最初の入力値はカフトランスデューサのゼロ（‐0‐）

ポイント（気圧）です。この手順で、両方のカフを同時に較正し

ます。 
• ゼロ（‐0‐）ポイントを較正するときは、システムにホースを接

続しないでください。 
 
注意：システムが圧力入力値を検索しているときは、希望する入力数値の横で風車アイコンが回

転します。システムが有効な圧力入力値を承認すると、その入力数値の横にチェックマークが表

示されます。誤った入力値が適用され、誤った入力値でシステムの較正を試みると、その数値が

赤字になります。システムは誤った値は承認しません。風車アイコンはその値の横で回転し続け

ます。正しい入力値が適用され、正しい入力値でシステムの較正を試みると、システムはその値

を承認し、その数値の横にチェックマークが表示されて、新しい入力圧力値が承認されたことを

示します。 
 
• ‐0‐ボタンにタッチして、0 mmHgの圧力ポイントを較正します。

入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横

にチェックマークが表示されます。進むボタン にタッチして、

次の較正ポイントに進みます。 
 
• システムは、カフ圧力トランスデューサに適用される 50 mmHg を検索します。附属の較正ホー

スを使用して、ホースをカフトランスデューサの検知ポートに接続します。

カフトランスデューサのポートは各カフの右側のポートです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意：カフトランスデューサの較正中は、カフディスプレイに圧力値が表示されます。これは、

検知されている最新の圧力較正値です。各ポイントが較正されるたびに、表示されている値が新

しい較正値によって上書きされます。正しい較正値を得るために、必ず外部の較正済み圧力計の

表示値を使用してください。 
 
• 較正済みの圧力計及び外部圧力源を使用して、カフトランスデューサの検知ポートに 50 mmHg

の圧力を加えます。圧力が加えられるのを待っている間、風車アイコンが 50 の数値の横で回

転します。圧力が加えられて安定したら‐50‐のボタンにタッチして、50 mmHg のポイントで

カフトランスデューサを較正します。入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入

力数値の横にチェックマークが表示されます。進むボタン にタッチして、次の較正ポイン

トに進みます。 
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• システムは、カフ圧力トランスデューサに適用される 250 mmHg を検索します。圧力が加えら

れるのを待っている間、風車アイコンが 250 の数値の横で回転します。圧力が加えられて安定

したら‐250‐のボタンにタッチして、250 mmHg のポイントでカフトランスデューサを較正し

ます。入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横にチェックマークが

表示されます。進むボタン にタッチして、次の較正ポイントに進みます。 
 
• システムは、カフ圧力トランスデューサに適用される 475 mmHg を検索します。圧力が加えら

れるのを待っている間、風車アイコンが 475 の数値の横で回転します。圧力が加えられて安定

したら‐475‐のボタンにタッチして、475 mmHg のポイントでカフトランスデューサを較正し

ます。入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横にチェックマークが

表示されます。進むボタン にタッチして、次の較正ポイントに進みます。 
 
• システムは、カフ圧力トランスデューサに適用される 600 mmHg を検索します。圧力が加えら

れるのを待っている間、風車アイコンが 600 の数値の横で回転します。圧力が加えられて安定

したら‐600‐のボタンにタッチして、600 mmHg のポイントでカフトランスデューサを較正し

ます。入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横にチェックマークが

表示されます。 
 
• カフトランスデューサのすべての値が較正されると、数値のリス

トが表示され、各数値の横にチェックマークが表示されます。 
 これで、システムのリザーバの較正に進む準備ができました。 
 
• 進むボタン にタッチして、リザーバの較正に進みます。 
 進むボタン を押すと、システムは直ちにリザーバの圧力をダン

プします。これは、リザーバがいっぱいのときに予想される正常な動作です。 
 
• カフトランスデューサのポートから較正ホースを取り外します。 
 
• 外部圧力源の圧力を 0 に低下させます。 
 
• ‐0‐のボタンにタッチして、0 mmHg の圧力ポイントを較正しま

す。 
 入力値が正しければ、システムは確認音を発し、入力数値の横に

チェックマークが表示されます。 
 
注意： 
• リザーバトランスデューサの最初の入力値はゼロ（‐0‐）ポイント（気圧）です。 
• ゼロ（‐0‐）ポイントを較正するときは、システムにホースを接続しないでください。 
 
• 進むボタン にタッチして、次の較正ポイントに進みます。 
• 較正ホースをリザーバトランスデューサのポートに接続します。これらの

ポートは各カフの左側のポートです。 
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注意：リザーバトランスデューサの較正の手順は内部のリザーバトランスデューサを較正するた

めであるため、この間はカフディスプレイの圧力値は機能しません（0 mmHg）。正しい較正値を

得るために、必ず外部の較正済み圧力計の表示値を使用してください。 
 
• 較正済みの圧力計及び外部圧力源を使用して、リザーバトランスデューサのポートに 50 mmHg の

圧力を加えます。圧力が加えられるのを待っている間、風車アイコンが 50 の数値の横で回転しま

す。圧力が加えられて安定したら‐50‐のボタンにタッチして、50 mmHg のポイントでリザーバト

ランスデューサを較正します。入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横

にチェックマークが表示されます。進むボタン にタッチして、次の較正ポイントに進みます。 
 
• システムは、リザーバ圧力トランスデューサに適用される 250 mmHg を検索します。圧力が加えら

れるのを待っている間、風車アイコンが 250 の数値の横で回転します。圧力が加えられて安定した

ら‐250‐のボタンにタッチして、250 mmHg のポイントでリザーバトランスデューサを較正します。

入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横にチェックマークが表示されま

す。 
 
• 進むボタン にタッチして、次の較正ポイントに進みます。 
 
• システムは、リザーバ圧力トランスデューサに適用される 475 mmHg を検索します。圧力が加えら

れるのを待っている間、風車アイコンが 475 の数値の横で回転します。圧力が加えられて安定した

ら‐475‐のボタンにタッチして、475 mmHg のポイントでリザーバトランスデューサを較正します。

入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横にチェックマークが表示されま

す。 
 
• 進むボタン にタッチして、次の較正ポイントに進みます。 
 システムは、リザーバ圧力トランスデューサに適用される 700 mmHg を検索します。圧力が加えら

れるのを待っている間、風車アイコンが 700 の数値の横で回転します。圧力が加えられて安定した

ら‐700‐のボタンにタッチして、700 mmHg のポイントでリザーバトランスデューサを較正します。

入力値が正しければ、システムは確認音を発し、その入力数値の横にチェックマークが表示されま

す。 
 リザーバトランスデューサのすべての値が較正されると、数値のリス

トが表示され、各数値の横にチェックマークが表示されます。これで、

システムに較正を保存する準備ができました。システムが較正の確認

を要求します。 
 
• OKボタン にタッチすると、すべての較正ポイントが保存されます。

キャンセルボタン を押すと、システムは保存せずに終了します。 
 
• 「較正が保存されました（Calibration saved）」というメッセージが表

示された場合のみ、較正ポイントは保存されています。  
 
電源オンでの較正エラー 

システムの初期化中に、較正チェックが実施されます。較正においてエ

ラーが検出されると CALIBRATION ERROR（較正エラー）のアラームが

動作し、重要度「高」のアラーム音が鳴ります。較正が実施されるまで、

システムを使用することができません。較正を実施するには、一連のボ

タンを押してエラー画面から較正に進みます。 
 
1 「CALIBRATION ERROR（較正エラー）」のメッセージが表示され

ているときに、アラーム消音ボタンを長押しします。 
2 アラーム消音ボタンを押したまま、画面上の黄色い三角形の注意記号にタッチします。システム

はロードを続けた後、自動的に較正画面に進みます。 
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3 「カフ及びリザーバの較正」の項に従って較正を終了します。 
 

注意：このモードで較正が完全に終了しなかった場合又はキャンセルされた場合、システムは

SYSTEM FAILURE DETECTED（システム故障検出）アラームを作動させ、較正が完全に終了す

るまで装置を使用することができません。 
 
較正チェック 

以下に、カフトランスデューサの較正チェックの段階的な手順を示します。較正が仕様外であること

が疑われる場合は、「カフ及びリザーバの較正」の項に従って較正を終了してください。この項では、

保存した較正を変更又は修正することなくカフトランスデューサの検査を行うことができます。 
 
1 システムの電源がオンになっていない場合は、電源 ON/STANDBY ボタン を押して、システム

を完全に起動させます。 
 
2 附属の較正ホースを接続します。ホースをカフトランスデューサの検知ポートに接続します。カ

フトランスデューサのポートは各カフの右側のポートです。 
 
3 較正済みの圧力計及び外部圧力源を使用して、カフトランスデューサの検知

ポートに 50 mmHg の圧力を加えます。 
 
 
 
 
 
 
 

注意：較正チェック中、システムは収縮モードで圧力を検出します。これによって、システムは

アラームを作動させます。これは予想される正常な動作です。アラーム消音ボタンを押すと、較

正チェック中のアラーム音を消すことができます。 
 
4 安定したら較正済みの圧力計と比較し、メインカフ及びセカンドカフの圧力ディスプレイの読取

値がどちらも 50±5 mmHg であることを確認します。 
 
5 外部圧力源の圧力を 250 mmHg に上昇させます。 
 
6 安定したら較正済みの圧力計と比較し、メインカフ及びセカンドカフの圧力ディスプレイの読取

値がどちらも 250±5 mmHg であることを確認します。 
 
7 外部圧力源の圧力を 475 mmHg に上昇させます。 
 
8 安定したら較正済みの圧力計と比較し、メインカフ及びセカンドカフの圧力ディスプレイの読取

値がどちらも 475±5 mmHg であることを確認します。 
 
9 外部圧力源の圧力を 600 mmHg に上昇させます。 
 
10 安定したら較正済みの圧力計と比較し、メインカフ及びセカンドカフの圧力ディスプレイの読取

値がどちらも 600±5 mmHg であることを確認します。 
 
11 読取値が±5 mmHg を超えて異なる場合は、「カフ及びリザーバの較正」の項に従って装置全体を

再度較正してください。 
 
12 カフトランスデューサの較正チェックが終了したら、較正ホースを取り外してもかまいません。

カフポートから圧力が除去されると、アラームが自動的に停止します。 
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A.T.S.リークテスト 

A.T.S. 4000TS タニケットは、内部又は外部への漏れがある状態でもカフ圧力の設定値を維持する

ことができます。しかし、装置における漏れは最小限に抑えることが望まれます。そのため、6 ヵ

月ごとの定期保守点検中及び何らかの修理点検後には、大きな漏れの検査を実施することが推奨

されます。「操作」の項で A.T.S. 4000TS タニケットの機能を確認した後、以下の手順に従ってく

ださい。 
 
1 上記の「サービスメニューへのアクセス」の項に従って、サービスメニューにアクセスしま

す。 
 
2 リークテストボタンにタッチして、リークテスト機能のインターフェースにアクセスします。 
 
3 附属の較正ホースを両方使用し、1 本をメインカフポートに、もう 1 本をセ

カンドカフポートに接続します。較正ホースの端部は必ずクランプしてくだ

さい。 
 
4 すべての外部接続に漏れがないことを確認します。較正ホースの漏れが疑わ

れる場合は、リークテストを実施する前にホースを交換してください。 
 
5 進むボタン を押して、リークテストを開始します。 
 
6 安定した圧力が検出されると、リークテストは自動的にカウント

ダウンタイマーを開始します。 
 
7 リークテストに合格すると、システムは合格の結果を表示します。

左下及び右下の数字は、リークテスト期間における開始圧力（約

475 mmHg）からの全圧力の損失又は利得を示します。 
 
8 リークテストが成功しなかった場合は、全圧力の差が許容差を上

回った時点でリークテストが自動的に停止します。30 mmHg を超

える圧力の損失又は 10 mmHg を超える圧力の利得が生じると、

リークテストに不合格になります。 
 
9 システムがリークテストに不合格であった場合は、外部接続を点検して、リークテストを再

度実施してください。 
 
10 システムがその後もリークテストに不合格で、すべての外部接続に漏れがないことが確認さ

れた場合は、システム及びすべての附属品の使用を直ちに中止し、医療機関における装置の

保守点検責任者にその旨を報告してください。修理を行うために、システムを ZimmerBiomet
社に返却してください。 

 
注意：このテストは A.T.S.装置内の内部の空気圧接続を検査するためのものであり、カフ又は外

部の接続を検査するためのものではありません。外部の接続に A.T.S.装置とは無関係の漏れがあ

ると、このテストで誤って漏れが検出されることがあります。 
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装置情報の入手方法 

医療機関内の資格のあるバイオメディカルエンジニア又は電子医療機器に精通した他の担当者が、

システムに含まれている情報ブロックを使用してシステムの主要要素を確認し、使用状況の追跡

に役立てることができます。この機能はサービスメニューから使用できます。情報にアクセスす

るには、以下の手順に従ってください。 
 
1 上記の「サービスメニューへのアクセス」の項に従って、サービスメニューにアクセスしま

す。 
 
2 装置情報ボタンにタッチして、装置情報機能のインターフェースにアクセスします。 
 アクセスすると、定期保守点検に役立つ可能性があるシステム情報が表示されます。 
 

 
 

 装置情報 意味 
1 ソフトウェアバージョン インストールされているソフトウェアの最新バージョン。 
2 カフ実行時間合計 カフが膨張した時間の合計（分）。このタイマーは、いずれかの

カフが膨張したときにカウントされます。 
3 較正成功回数合計 システムがその寿命中に較正に成功した回数の合計。 
4 バックアップバッテリー使用

時間合計 
カフがバックアップバッテリーモードで使用された時間の合計

（分）。 
5 バッテリー健康状態 バッテリーの健康状態のパーセント表示（％）。 
6 直近の 3 つのエラーコード 直近に発生したエラーコード。これには、最初は工場出荷時の

検査中に意図的に発生させたエラーコードが含まれることがあ

ります。 
 
注意：タッチ及び長押ししたボタンの組み合わせが間違っていると、システム機能メニューにア

クセスすることができず、無反応によりメニューが自動的に閉じてしまいます。サービスモード

では、システムは機能の動作を維持し、自動的に閉じることはありません。 
 
BURN モード 

医療機関内の資格のあるバイオメディカルエンジニア又は電子医療機器に精通した他の担当者が、

システムに含まれている機能を使用して、システムを BURN モードで動作させることができます。

Burnモードは、その機能を使用して空気圧回路に圧力を加える手段として圧力を自動的に変化（膨

張及び収縮）させることによって、空気圧システムを継続的に循環させます。この機能は、制御

回路、空気圧回路又は電力システムの部品の修理又は交換を伴う重大な修理後にのみ使用します。

この機能はサービスメニューから使用できます。情報にアクセスするには、以下の手順に従って

ください。 
 
 
 
 

ページ 60/71                                     M421-1 



 保守点検 

 
1 前述の「サービスメニューへのアクセス」の項に従って、サービスメニューにアクセスしま

す。 
2 Burn モードボタンにタッチして、Burn モード機能のインターフェースにアクセスします。 
 
3 メインカフポート及びセカンドカフポートの両方に、漏れのないカフ及びホースを取り付けます。

Burn モードでは空気圧回路を使用するため、これらのカフを膨張及び収縮させるためのカフとし

て使用します。 
 
4 カフ及びホースを取り付けたら、進むボタン を押して Burn モードを開始します。 

• カフ及びホースが正しく取り付けられていない場合又はカフ及びホースに大きな漏れがある

場合には、システムはアラームを作動させます。アラームの作動中も、Burn モードは開始を試

みます。カフ及びホースが正しく取り付けられると、Burn モードが開始します。 
• Burn モードが開始すると、直ちにカウントダウンタイマーが開始されます。Burn モードに合

格又は不合格の基準はありません。Burn モードは、指定の時間動作後に終了します。 
• Burn モードのどの時点でも、キャンセルボタン にタッチしてその機能を停止し、サービスメ

インメニューに戻ることができます。 
 

注意：Burn モードは、部品の交換を伴う重大な修理後に空気圧システムを使用する方法としての

み使用します。この機能は、医療機関内の資格のあるバイオメディカルエンジニア又は電子医療

機器に精通した他の担当者に主に役立ちます。 
 
タッチテスト 

医療機関内の資格のあるバイオメディカルエンジニア又は電子医療機器に精通した他の担当者が、シ

ステムに含まれている機能を使用して、タッチスクリーンテストを実施することができます。システ

ムのタッチスクリーンはあらかじめ調整されているため、較正は不要です。タッチテストを使用する

と、タッチスクリーン上を X 方向及び Y 方向に動かして、正しく機能することを確認することができ

ます。この機能はサービスメニューから使用できます。情報にアクセスするには、以下の手順に従っ

てください。 
 
1 上記の「サービスメニューへのアクセス」の項に従って、サービスメニューにアクセスします。 
2 タッチテストボタンにタッチして、タッチテスト機能のインターフェースにアクセスします。 
3 進むボタン を押してタッチテストを開始します。 
 アニメーションのアイコンが画面に表示され、タッチスクリーンテスト

のプロセスを示します。 
4 アニメーションが終了したらタッチテストを開始し、赤いボールにタッ

チして、線に沿って静かにドラッグします。線は赤いボールによって消

去されます。消去されなかった部分があれば、赤いボールをドラッグし

てその部分に戻して消去します。 
5 テストが成功して線が完全に消去されると、システムは自動的にタッチ

テスト合格と表示します。 
6 何回か消去を試みても線の一部が消去されない場合は、タッチスクリーンのハードウェアに欠陥

がある可能性があります。タッチが検出されない場合又は線を消去できない場合は、タッチスク

リーンへのタッチを中止してください。システムは無反応を検出し、タッチテスト不合格と表示

します。 
7 再試行ボタン にタッチすると、このテストを再度開始することができます。キャンセルボタン

を押すと、サービスメインメニューに戻ります。 
8 システムがその後もタッチテストに不合格である場合は、システム及びすべての附属品の使用を

直ちに中止し、医療機関における装置の保守点検責任者にその旨を報告してください。修理を行

うために、システムを ZimmerBiomet 社に返却してください。 
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保護接地抵抗測定 

注意：追加の電気的安全性試験を行う前に、A.T.S. 4000TS システムは保護接地抵抗に関する要求

事項を満たしていなければなりません。 
 
保護接地抵抗測定は、電源コードを電源ソケットに取り付けた状態で行ってください。使用する

試験装置は、500 mΩの抵抗に 200 mA 以上の電流を供給できる必要があります。開回路の電圧は

24 V 以下である必要があります。試験装置の製造業者に、これらの仕様を満たしていることを確

認してください。電源コードの保護接地ピン（アースピン）と装置の背面のアルミニウムシャー

シの露出部との間の保護接地抵抗を測定してください。抵抗の読取値は 300 mΩ以下である必要

があります。 
 
通常の保守点検中に、電源コードの接地導体の完全性を確認してください。保護接地抵抗の測定

中は、電源コードの全長を屈曲させてください。屈曲させている間に抵抗が変化した場合は電源

コードの保護接地導体が損傷していると考えられるため、電源コードを直ちに交換してください。 
 
接地（装置）漏れ電流測定 

接地（装置）漏れ電流測定は、推奨される漏れ電流試験です。A.T.S. 4000TS の装着部は使用者／

患者から電気的に絶縁されており、非導電体で構成されています。漏れ電流の最大許容値は単一

故障状態で 500 μAです。 
 
絶縁抵抗測定 

注意：絶縁抵抗を測定するときは、必ず A.T.S. 4000TS システムを電源から取り外してください。 
 
絶縁抵抗の測定は、メイン部分から保護接地までを測定することによって行います。使用する試

験装置は、500 VDC で測定を実施できるものである必要があります。絶縁は導電手段を断つため

にあるため、絶縁抵抗は非常に高い値になります。そのため、50 MΩを上回る値を許容基準値と

します。測定値が過去の測定値を大きく下回る場合は、問題があると考えられます。 
 
バックアップバッテリーサービス 

A.T.S. 4000TS システムにはリチウムイオンバックアップバッテリーが装備されています。この

バッテリーは、正しく維持した場合は、数年間使用できるように設計されています。このシステ

ムにはバッテリー充電器が内蔵されているため、AC 電源に接続されている限りバッテリーの電力

が維持されます。重放電若しくは高温環境での保管、又はその両方を継続的に繰り返すと、バッ

テリーの寿命が短くなります。バッテリーを低頻度で短時間使用し、室温環境で保管すると、最

大限の寿命が得られます。サービスメニューの装置情報機能に表示されるバッテリー健康状態が

50％に到達したときはいつでも、A.T.S. 4000TS タニケットシステムのバッテリーを交換すること

が推奨されます。 
 
注意：A.T.S. 4000TS システムを長期間（90 日超）使用しないことが予想される場合は、バッテリー

を取り外して保管してください。 
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バッテリーコンパートメントカバーを取り外すと、バッテリーを交換すること又は取り外して保管す

ることができます。バッテリーを交換するには、以下の手順に従ってください。 
 
1 装置の背面にあるバッテリーコンパートメントカバーの 2 つのネジを取り外します。 
 
2 ネジを取り外すと、バッテリーに手が届きます。バッテリーをスライドさせて取り外すことがで

きますが、落下しないように引き続き手で支えてください。 
 
3 ニードルノーズプライヤーを使用してバッテリークリップのタブを持ち上げて引き抜き、システ

ムからバッテリークリップを慎重に取り外します。 
 
4 新しい ZimmerBiomet 社製バッテリーと交換し、バッテリーコンパートメントカバーを元に戻しま

す。 
 A.T.S. 4000TS システムは直ちに新しいバッテリーを評価し、充電を開始します。 
 
注意：A.T.S. 4000TS システムは ZimmerBiomet 社製バッテリーのみを使用するように設計されていま

す。ZimmerBiomet 社製以外のバッテリーは使用しないでください。許可されていないバッテリーは

本システムに使用できません。バッテリーの開封、改造又は修理は行わないでください。バッテリー

が消耗したときは、新しい ZimmerBiomet 社製バッテリーと交換してください。 
 
注意：緊急の停電が起こった場合は、A.T.S. 4000TS システムを 10 時間以上電源に接続し、バッテリー

を十分に充電してから再度使用してください。 
 
バッテリーの取り扱い 

• バッテリーを分解、開封又は切断しないでください。 
• バッテリーを熱又は火にさらさないでください。直射日光の下で保管しないでください。 
• バッテリーを短絡しないでください。セル又はバッテリーを箱又は引き出しの中に無造作に保管し

ないでください。互いに又は他の金属体によって短絡する恐れがあります。 
• バッテリーは使用時まで最初の包装から取り出さないでください。 
• バッテリーに機械的衝撃を与えないでください。 
• セルに漏れが発生した場合は、液体が皮膚又は目に触れないようにしてください。もし接触した場

合は大量の水で該当部位を洗浄し、医師の診察を受けてください。 
• 充電器は装置に附属のもののみを使用してください。 
• バッテリーのプラス（＋）及びマイナス（－）の記号に注意し、正しく使用してください。 
• 本装置と併用するように設計されたバッテリーのみを使用してください。 
• セル及びバッテリーは小児の手の届かないところに保管してください。 
• セル又はバッテリーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。 
• 必ず本装置に適したバッテリーを購入してください。 
• バッテリーは清潔な乾燥した場所で保管してください。 
• 二次バッテリーは使用前に充電してください。正しい充電方法については、A.T.S. 4000TS オペレー

タ／サービスマニュアルを参照してください。 

注意：バッテリーを長期間保管した後は、最大限の性能を得るために充電及び放電を数回繰り返さな

ければならないことがあります。 
• 二次バッテリーは、通常の室温（20±5℃）で動作させたときに最大の性能を示します。 
• 製品の附属文書は参考のために保管しておいてください。 
• バッテリーは意図されている適用にのみ使用してください。 
• 適切に廃棄してください。 

 

バッテリーパックの廃棄：バッテリーはリチウムイオン型です。寿命に到達したバッテリー

は、資格のあるリサイクル業者又は危険物取扱業者が廃棄してください。このバッテリー

を一般廃棄物と一緒にしないてください。リサイクル又は廃棄に関する情報については、

最寄りのリサイクル業者又は危険物取扱業者にお問い合わせください。 
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ヒューズ及びヒューズドロワーの交換 

A.T.S. 4000TS には、工場で以下のヒューズを装備しています。 

• 数量 2‐1A、250 V タイムディレイヒューズ 5×20 mm 
 
ヒューズドロワー（装置から取り外した状態） 
 

 
 
ヒューズドロワーの取り外し及び取り付けを行うには、以下の手順に従ってください。 

• 装置の背面の電源コードを接続する場所に電源入力モジュールを配置します。 
• 電源コードが接続されている場合はそれを取り外し、装置に電源が供給されないようにします。 
• スロット付きスモールスクリュードライバー等の器具を使用して、ヒューズの保持クリップを

静かにこじ開けてラッチを解放します。ヒューズドロワー及びヒューズが解放され、これらを

取り外すことができます。 
• ヒューズドロワーが定位置に固定されるまで（カチッという音が聞こえます）、ヒューズドロ

ワーを電源入力モジュールに差し込みます。 
• 電源コードを電源入力モジュールに再度接続してから AC に接続し、装置に AC 電源が供給さ

れていることを確認します。 
 
計画外の保守点検 

A.T.S. 4000TS タニケットは、故障分離を助ける特殊なセルフテスト機能を複数備えています。こ

れらの機能は、ディスプレイにメッセージを表示するように設計されています。これらのメッセー

ジの意味はエラーコードの表に記載されています。万一システムに不具合が発生した場合、空気

圧システムがセーフモードで閉じ、それによってバルブ及びポンプが無効になるように設計され

ています。このセーフモードによってカフは密封されて圧力損失を防ぎます。ディスプレイにラン

ダムな文字が表示されることがあります。これは、安全プロセッサのウォッチドッグタイマー回

路がシステムの故障を検出したときに起こります。マイクロプロセッサが信頼できる指示を実行

しなくなる可能性があり、正しい故障メッセージを表示することができません。システム及びす

べての附属品の使用を直ちに中止し、医療機関における装置の保守点検責任者にその旨を報告し

てください。修理を行うために、システムを ZimmerBiomet 社に返却してください。 
 

ヒューズドロワー保持クリップ 
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トラブルシューティング 

計画外の保守点検を補助するために、装置に発生する可能性のある多数の不具合をトラブル

シューティングの表に示します。症状ごとに最も可能性の高い原因を記載しています。考えられ

るすべての不具合及び考えられるすべての原因を実際に列挙することはできませんが、この表は

よく起こる問題を特定するのに役立ちます。 
 
トラブルシューティング 

症状 考えられる原因 
メインカフ又はセカンドカフが膨張しない。 • タッチスクリーンが損傷し、入力値を承認しない。 

• 予想外の複数回又は強い力のタッチが検出されてい

る。 
• 装置内部のチューブがつぶれている又は誤って接続

されている。 
• 収縮バルブが開いたままになっている。 
• ポンプが正しく接続されていない。 
• ポンプの電気ハーネスが損傷している。 
• バルブの電気ハーネスが損傷している。 
• バルブドライバーの回路に欠陥がある。 

メインカフ又はセカンドカフが収縮しない。 • タッチスクリーンが損傷し、入力値を承認しない。 
• 複数回又は強い力の予想外のタッチが検出されてい

る。 
• 収縮機能が正しく使用されていない。ボタンは収縮が

開始されるまでタッチ、スライド及び長押しする。 
• 収縮バルブが閉じたままになっている。 
• バルブの電気ハーネスが損傷している。 
• バルブドライバーの回路に欠陥がある。 

緑色の AC インジケーターライトが点灯しな

い。 
• 装置が壁コンセント（AC 電源）に接続されていない。 
• 壁コンセントに電気が供給されていない。 
• AC 電源のハーネスが正しく接続されていない。 
• ヒューズが飛んだ。 
• メンブレンパネルが正しく接続されていない。 
• AC インジケーターに欠陥がある。 
• AC インジケーターの回路に欠陥がある。 

アラーム消音ボタンが作動しない。 • 重要度のアラーム音が鳴り終わっていない。 
• メンブレンパネルが正しく接続されていない。 
• 消音できないアラーム（システム故障）である。 
• アラーム消音ボタンに欠陥がある。 
• アラーム消音の回路に欠陥がある。 

アラームインジケーターライトが作動しな

い。 
• アラームインジケーターの LED に欠陥がある。 
• アラームインジケーターの回路に欠陥がある。 
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 保守点検 

 
症状 考えられる原因 
カフ圧力の読取値が表示されない。 • トランスデューサ増幅器が作動していない。 

• 内部のチューブがねじれている。 
• トランスデューサチューブが誤ったトランスデュー

サに接続されている。 

ポンプが作動を停止しない。 • 内部のホース又はコネクタに漏れがある。 
• 内部のチューブがねじれている。 
• トランスデューサが作動していない。 
• トランスデューサチューブが誤ったトランスデュー

サに接続されている。 

バッテリー故障のアラーム／メッセージ。 • バッテリーに欠陥がある。 
• バッテリーワイヤのハーネスが破損している。 
• バッテリーが枯渇又は消耗している。 
• 許可されていないバッテリーを使用しようとしてい

る。 

バックアップバッテリーが充電できない。 • 内部バッテリーのヒューズが飛んだ。 
• バッテリーが正しく取り付けられていない。 
• 装置が壁コンセントに接続されていない（緑色の AC

インジケーターが点灯しているか確認する）。 
• AC 電源のハーネスが正しく接続されていない（緑色

の AC インジケーターが点灯しているか確認する）。 
• 装置を 10 時間以上充電することができなかった。 
• バッテリーに欠陥がある。 
• バッテリーの充電回路に欠陥がある。 
• バッテリーの健康状態が悪い。 

SYSTEM FAILURE DETECTED（システム故

障検出）アラーム。 
• 複数の原因が考えられる。解決方法については「ア

ラーム状態」の項を参照のこと。 

装置をスタンバイに設定できない。 • ON/STANDBY メンブレンが正しく接続されていな

い。 
• メインカフ又はセカンドカフにおいて圧力が検知さ

れた（装置は CUFF NOT DEFLATED（カフ未収縮）

アラームを作動させる）。 
• ON/STANDBY ボタンが十分に押されていない。 
• ON/STANDBY ボタンに欠陥がある。 

装置がオンにならない（画面に何も表示され

ない）。 
• メンブレンパネルが正しく接続されていない。 
• ON/STANDBY ボタンに欠陥がある。 
• ヒューズが飛んだ。 
• 装置が接続されておらず、バッテリーが完全に消耗し

ている。 
• 装置が接続されておらず、バッテリーに欠陥がある又

はバッテリーのヒューズが飛んだ。 
 

 

注意‐高電圧電気的危険：電源入力モジュール及び制御盤には高電圧が存在します。修理点

検はすべて、必ず ZimmerBiomet 社の担当者又は医療機関内の資格のあるバイオメディカル

エンジニア若しくは電子医療機器に精通した他の担当者が行ってください。 
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 保守点検 

 
環境条件 

A.T.S. 4000TS 装置の動作に必要な環境条件を以下に示します。 
 
条件 動作 
周囲温度 通常 68～73°F（20～23℃） 

最大 50～100°F（10～38℃） 

相対湿度 30～60％ 

高度 2,000 m 以下‐高度環境での使用は意図されていません 

汚染度 汚染度 2 
 
輸送又は保管に関する特別な要求事項はありません。輸送又は保管は、埃、湿気及び極端な温度

がない環境で行ってください。バッテリーの長期保管については、「バックアップバッテリーサー

ビス」の項を参照してください。 
 
警告、注意及び記号の説明 

A.T.S. 4000TS システム及び本マニュアルに記載されている警告、注意及び記号の図を以下に示し

ます。 
 

図 意味 

 

タニケットシステムは、IV ポール及び安定性を維持するために直径 70 cm
以上のポール底部に取り付け、床からの高さが 127 cm（50 インチ）以下に

なるように設置してください。 

 

取扱説明書（IFU）に従ってください。 

 

ヒューズを交換してください。 

 

フタル酸が含まれています又は存在しています。 
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 保守点検 

 
図 意味 

 

医療用‐感電、火災及び機械的危険のみに関して ANSI/AAMI ES60601-1
（2005, 3rd Ed.）及び CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 に準拠した一般医療機器

です。 

 

本製品には、毒性又は危険性をもつ物質又は要素が 1 つ又は複数含まれて

います。ロゴに示されている環境保護使用期限は、本製品に含まれている

毒性又は危険性をもつ物質又は要素が、通常の動作条件下で漏出又は変化

しない期間（年数）を示しています。 

 

本製品には電気材料又は電子材料が含まれています。これらの材料は、適

切に廃棄しないと環境に有害な影響を及ぼす可能性があります。製品上の

このラベルは、本製品を通常の家庭廃棄物として廃棄してはならないこと

及び別途廃棄しなければならないことを示しています。本製品の適切な廃

棄方法については、最寄りの ZimmerBiomet 社代理店にお問い合わせくださ

い。 

 

本製品には、リサイクルしなければならないリチウムイオンバッテリーが

含まれています。 

 

注意：米国連邦法により、本品の販売は、医師または医師の指示によって

行われる場合に制限されています。 

 

製品が欧州連合の顧客の安全、健康又は環境に関する要求事項を満たして

いることを証明します。 

 

BF 型装着部です。 

 

故障した場合、感電に対する保護のために外部導体と接続することが意図

されている端子、又は保護接地（アース）電極の端子を示します。 

 

等電位接続です。接続したときに、装置又はシステムの様々な部分を等電

位（局所的な接合等では、必ずしも接地（アース）電位であるとは限りま

せん）にする端子を示します。 
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 保守点検 

 
図 意味 

 

危険な電圧から発生する危険を示します。 

 
or 

 

一般的な警告を示します。 

 

滅菌済み及び非滅菌の両方の状態で販売されている同一又は類似の装置を

区別するために使用します。 

 

欧州共同体（EC）における正式な代理人（REP）を示します。 

 

カタログ番号、再発注番号又は参照番号を示します。 

 

装置のシリアル番号を示します。 

 

製造業者を示し、その製造業者の名称及び所在地が併記されます。 

 

製造日を示し、日付が併記されます。 

 
交流のみに適することを示します。 

 
直流のみに適することを示します。 

 

RF トランスミッタを含む、又は診断若しくは治療のために RF
電磁エネルギーを意図的に使用する医療用電気領域内の装置又

はシステムを示します。 
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 保守点検 

 
試験及び評価報告書 

試験機関：  

試験担当者の氏名：  

使用前の試験（基準値）  
再試験  

修理後の試験  

担当機関：  

装置：  ID 番号：  

型式：  シリアル番号：  

製造業者：ZimmerBiomet 保護クラス：クラス I   クラス II   バッテリー  

装着部の形別： 
0  B  BF  CF  

主電源接続： 常設  
 非着脱式電源コード   着脱式電源コード  

附属品：  

測定装置：  

 試験  結果 
外観検査   合格  不合格  

測定： 仕様 測定値  

保護接地抵抗： <300 mΩ  mΩ 合格  不合格  

設置（装置）漏れ： <500 µA  µA 合格  不合格  

絶縁抵抗： >50 MΩ  MΩ 合格  不合格  

バッテリー健康状態 >50%  % 合格  不合格  

機能試験： 仕様 機能  

DISGNOSTIC OKAY 
（診断 OK） 
（スタートアップ中） 

合格／不合格 該当なし 合格  不合格  

CALIBRATION OKAY 
（較正 OK） 
（スタートアップ中） 

合格／不合格 該当なし 合格  不合格  

圧力設定値システムテスト 記載の通りに実施 メイン  セカンド  合格  不合格  

時間設定値システムテスト 記載の通りに実施 メイン  セカンド  合格  不合格  

低圧アラームチェック 記載の通りに実施 メイン  セカンド  合格  不合格  

較正（必要な場合） 記載の通りに実施 該当なし 合格  不合格  
該当なし  

A.T.S.リークテスト 
（損失／利得） 

<-30 mmHg/<+10 mmHg メイン      
セカンド       

合格  不合格  

タッチテスト 記載の通りに実施 該当なし 合格  不合格  

欠陥／注記： 
全体評価： 安全性又は機能に関する欠陥の検出なし  

直接的なリスクはなく、検出された欠陥は短期間で修正可能  
欠陥が修正されるまで装置の使用不可  

次回再試験の必要時期： 3 ヵ月後   6 ヵ月後   12 ヵ月後  

氏名：  署名：  日付：  
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