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TotalShield®IIサージカルヘルメット 
TotalShield II ヘルメット カタログ番号：00-9920-001-00 

TotalShield II ヘルメットLED付き カタログ番号：00-9920-002-00 

一般情報 
使用目的 

TotalShield II サージカルヘルメット及び TotalShield II サージカルヘルメット LED ライト付きは、

TotalShield IIサージカルトーガ及び／又はTotalShield IIフードとともにTotalShield IIサージカルヘルメ

ットシステムとして使用します。本品は、医療従事者が手術時に着用するもので、手術室環境と医療

従事者を隔てるバリアとして機能し、汚染や感染性の体液及び有害な微生物への曝露から医療従事者

を保護します。 
 
製品概要 

TotalShield II サージカルヘルメットは、TotalShield II サージカルヘルメットシステムの構成品です。

TotalShield II サージカルヘルメットシステムには、TotalShield II サージカルトーガ及び TotalShield II フ
ードが含まれています。TotalShield II サージカルヘルメットは、内蔵された電池式のファンから外部の

空気を吸入してヘルメット内で循環させることで、着用者に快適さを提供します。TotalShield II サージ

カルヘルメット LED ライト付きには、電池式の LED ライトが搭載されています。 
 
仕様 

カタログ番号 00-9920-001-00 00-9920-002-00 
製品名 TotalShield II ヘルメット TotalShield II ヘルメット LED付き 
高さ 25.9cm 25.9cm 
幅 23.1cm 23.1cm 
長さ 32.8cm 32.8cm 
ファン回転速度 Four Speeds 9.5cfm, 13.0cfm, 16.5cfm, 19.5cfm(nominal) 
電源（入力）  14.4 V、3100 mAh、6200 mAh 

認証 

 

ANSI/AAMI規格ES 60601-1適合 
CAN/CSA規格C22.2 No. 60601-1認証 

 
ANSI/AAMI 規格 ES 60601-1 による分類 

 電撃に対する保護手段の種類 内部電源機器 
 電撃に対する保護の等級 該当部品なし 
 作動モード 連続動作 
IPX0 水の侵入に対する保護の等級

に基づく分類 
IPX0（通常の機器） 
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貼付の CE マークは以下の European Directives
（欧州指令）等に適合することを示します 
・ 指令 93/42/EEC―Medical Device（医療機器） 
・ 指令 89/686/EEC―Personal Protective 

Equipment［個人用保護具（PPE）］ 
 
ヘルメットは、BS EN 166:2002、BS EN 166:2001
に従って開発されました 
 
PPE について、以下の Notified Body（通知機関）

による EC-type の審査を受けています 
BSI 
Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill 
Milton Keynes, MK5 8PP 
 

Z1663F という表示の説明 
 

コード 定義 
Z 製造者コード、Zimmer社 

166 European Standard（欧州規格）―眼の防

護に関する仕様 
3 液滴 
F 機械的強度、低エネルギー衝撃 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
警告： 

・ 本品を使用する際は、必ず事前にサージカルキャップを着用してください。 
・ 特に指定のない限り、必ず指定された弊社製 TotalShield II シリーズの構成品及び付属品を使用し

てください。 
・ 本品を呼吸保護システムとして使用することはできません。 
・ TotalShield II サージカルヘルメットシステムは、材料に天然ゴムを用いていません。 
・ 訓練を受けた医療従事者以外の方は本品を使用しないでください。TotalShield II サージカルヘル

メットシステムを使用するかどうかの最終的な判断は、手術を行う医療従事者に委ねられます。 
・ 各施設の通常の手順に従い、常に無菌操作を用いてください。 
・ 本品の電源ケーブルを切断したり、穴を開けたりしないでください。 
・ バッテリーの入ったホルスターに本品の電源ケーブルを接続する際は、必ず端部のコネクタを持

ってください。 
・ 可燃性の麻酔薬又はガスが存在する環境では、本品を使用しないでください。 
・ 本品の着用者は、電磁両立性（EMC）に関する予防装置を講じるべきであることを認識してくだ

さい。本品の設置及び使用に際しては、取扱説明書に記載されている EMC に関する説明に従って

ください。本マニュアルに収載した「EMC ガイダンス表」を参照してください。 
 
禁忌 

本品に関する既知の禁忌はありません。 
 
付属品に関する情報 

必ず TotalShield II サージカルヘルメットシステムの付属品を使用してください。 
カタログ番号 名称 

00-9920-200-02 TotalShield II ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ 2口 

00-9920-102-00 TotalShield II ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ  

00-9920-104-00 TotalShield II ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾙｽﾀｰ 

00-9920-003-06 TotalShield II ﾘｱｺﾝﾌｫｰﾄｻﾎﾟｰﾄ 

00-9920-004-00 TotalShield II ﾌｫｰﾑﾊﾟｯﾄﾞ 

11-9900-200-02 AC電源セット 

詳細に関しては、弊社営業担当にお問い合わせください。 
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各部の名称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 部品 説明 

A 
 LED 点

灯・消灯ボ

タン 

LED モジュールを点灯又は消灯させる際に使用します。バッテリーの入った

ホルスターに電源ケーブルを接続すると、LED が自動的に点灯します。

TotalShield II ヘルメット LED ライト付きのみに搭載。 

B 

 ファン速

度変更ボ

タン 

ファンの回転速度を 4 段階に変更できるボタン。ファンの回転速度は、ボタ

ンを押すごとに速度 1、速度 2、速度 3、速度 4 の順に切り替わり、もう 1 度

押すと速度 1 に戻ります。バッテリーの入ったホルスターに電源ケーブルを

接続すると、ファンが自動的に起動します。 

C LED ライト調整スライ

ド 

LED ライトの角度調節に使用します。TotalShield II ヘルメット LED ライト付

きのみに搭載。 

D LEDライトモジュール TotalShield II ヘルメット LED ライト付きのみに搭載。 

E LED ライトカバー 
フェイスシールドによるグレアを防ぐカバー。TotalShield II ヘルメット LED
ライト付きのみに搭載。 

F 前面排気口 熱を逃がすとともに、使用者の眼に空気が当たらないようにすることで快適

さを提供し、長時間に及ぶ手術でも使用者が集中を維持することを助けます。 
G 背面排気口 使用者の首に風を当てることで快適さを提供し、長時間に及ぶ手術でも使用

者が集中を維持することを助けます。 

H フォームパッド 
クッション性及び快適な密着性を目的として、取り外し可能なパッド 7 個が

搭載されています。 

I 接続部 サージカルトーガ又はサージカルフードを本品に取り付け固定します。 
J ファン吸気口 外部から空気を吸入し、ヘルメット内で循環させます。 

K 背面調整ダイヤル 

BOA®フィットシステムヘッドバンドダイヤルを搭載しており、このダイヤ

ルを時計方向に回して締めたり、反時計方向に回して緩めたりすることで、

それぞれの使用者に合ったサイズへの調整を片手で簡単に行えます。 

L 電源ケーブル バッテリーホルスターから本品に電力を供給します。 

M 電源ケーブルプラグ TotalShield II システムを使用する際に、本品とバッテリーホルスターを接続し

ます。 
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着用手順 
注意：本品を使用する際は、必ず事前にサージカルキャップを着用してください。 
 
1. 必要に応じてフォームパッドを本品の内側に取り付けます。フォームパッドをヘッドバンドに取り付け

る際は、ヘッドバンドの丸型面ファスナーを利用します。 
2. 本品を頭部に装着します。十分な視界が得られるようにしてください。 
3. ヘッドバンドの背面調整ダイヤルを回し、本品をしっかりと、かつ快適な状態で固定します。 
4. 本品の電源ケーブルをバッテリーホルスターに接続します。完全に充電されたバッテリーをバッテリー

ホルスターに入れ、バッテリーホルスターを腰に固定します。ヘルメットのファンが自動的に起動しま
す。 

 
警告：ファンが動作している際は、ファンの吸気口に指を入れないでください。 
 
注：バッテリーの充電状態は、バッテリー充電ステータスウィンドウで確認します。バッテリーの充電量が
不十分な場合、ビープ音が鳴ります。 
 
5. ファン速度変更ボタンを押し、着用者にとって適切な風量となるようファンの回転速度を調節します。

回転速度を示す音声が鳴ります。 
 
注：ここまでの手順を完了し、手術前の手洗い及びサージカルトーガ又はサージカルフードの着用を行いま
す。ジッパー付きサージカルトーガ又はサージカルフードの取扱説明書を参照してください。 
 
サージカルヘルメット LED ライト付きのみに適用される手順 
6. LED ボタンを押して、ライトを点灯又は消灯させます。 
 
注意：LED ライトを使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。使用しないときはライトを消してお
いてください。 
 
7. LED ライト調整スライドを調節し、光を目的とする場所に向けます。 
 
注：バッテリーホルスターから電源ケーブルが抜け、ヘルメットへの電力供給が切断されることがあります。 
 

 
保守・点検 

警告：本品又はその内部部品を分解、改造又は修理しようとしないでください。 
1. 本品を受領した際及び毎回の使用前に、本品に損傷がないか確認してください。損傷が認められる場合

は、本品を使用しないでください。事前点検で問題が認められない場合のみ、本品が使用可能です。 
2. 使用後には、本品の清掃を行ってください（詳細は「清掃」の項を参照）。 
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清掃 

警告 
・ 清掃に先立ち、ホルスター及びバッテリーを本品から取り外してください。 
・ 清掃には、pH 値が中性で低刺激性の液体洗剤又はイソプロピルアルコールを使用することが推奨され

ます。 
・ 液体又は湿気が、本品の電気接続部に入らないようにしてください。 
・ 本品を滅菌したり、液体に浸漬したりしないでください。 
 
1. ホルスター及びバッテリーを本品から取り外します。 
2. フォームパッドを取り外すか、廃棄します。 
3. pH 値が中性で低刺激性の液体洗剤又はイソプロピルアルコールを含浸させた布（液の滴りがないこと）

で、本品の外面を清掃します。レンズを除き、LED ライトモジュールも清掃の対象としてください。 
4. LED ライトのレンズは、レンズクリーニングティッシュを用いて清掃します。 
5. 必要に応じてパッドを交換します。 
6. 清掃後、本品及びホルスターを安全な場所に保管します。 
 
バッテリーの仕様 
注意 
・ 本品には、必ず TotalShield シリーズの充電式リチウムイオンバッテリー（00-9920-102-00,00-9900-102-00）

を使用してください。 
・ TotalShield II 充電式リチウムイオンバッテリーの取扱説明書で、警告及び推奨される取扱い方法を確認

してください。 
カタログ番号 00-9920-102-00, 00-9900-102-00 
製品名 充電式リチウムイオンバッテリー 
電気出力 14.4 V  
放電容量 3100 mAh 
充電時間 2.5時間 
バッテリー寿命  
サージカルヘルメット 600分超 
サージカルヘルメットLEDライト付き 240分 
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トラブルシューティング 

症状 考えられる原因・対処法 

風が弱い、風が出ない ・ ファン速度変更ボタンを押して、ファンの回転速度を上げる。  

・ ヘルメットの電源ケーブルがバッテリーホルスターにしっかりと接

続されていることを確認する。 

・ バッテリーを完全に充電されたものと交換する。 

・ バッテリーホルスターを交換する。 

・ サージカルフード又はサージカルトーガの通気孔と、ファンの吸気

口の位置がしっかりと合っていることを確認する。 

・ ヘルメットの故障。必要に応じてヘルメットを交換する。 

フェイスシールドがくもる ・ ファン速度変更ボタンを押して、ファンの回転速度を上げる。  

・ ヘルメットの電源ケーブルがバッテリーホルスターにしっかりと接

続されていることを確認する。 

・ バッテリーを完全に充電されたものと交換する。 

・ バッテリーホルスターを交換する。 

・ サージカルフード又はサージカルトーガの通気孔と、ファンの吸気

口の位置がしっかりと合っていることを確認する。 

・ ヘルメットの故障。必要に応じてヘルメットを交換する。 

LEDライトの光量が不十分、

LEDライトがつかない 
・ LEDボタン を押してライトをつける。 

・ ヘルメットの電源ケーブルがバッテリーホルスターにしっかりと接

続されていることを確認する。 

・ バッテリーを完全に充電されたものと交換する。 

・ バッテリーホルスターを交換する。 

・ ヘルメットの故障。必要に応じてヘルメットを交換する。 

ヘルメットからビープ音が

鳴る 

・ バッテリーを取り外してから、もう一度挿入する。 

・ バッテリーを交換する。 

・ ホルスターを交換してから、バッテリーをもう一度挿入する。 

 
 

廃棄・リサイクル 

耐用期間の過ぎた電気機器は、病院又は地域の規則に従って廃棄又はリサイクルしてください。 

注：バッテリーパックの廃棄 
本品のバッテリーはリチウムイオン電池です。耐用期間の過ぎた電池は、許可・資格を有する

リサイクル業者又は危険物取扱者に廃棄を依頼してください。本品のバッテリーを、一般ゴミ

として廃棄しないでください。リサイクル又は廃棄については、お近くのリサイクル業者又は

危険物取扱者にお問い合わせください。 
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環境条件 
サージカルヘルメット 

本品の使用、保管及び輸送に際して推奨される環境条件は以下のとおりです。 
 
条件 使用時 輸送時及び保管時 
周囲温度 標準：20℃～23℃ 

最大：10℃～38℃ 
標準：-18℃～45℃ 

相対湿度 30％～60％ 80％以下 

高度 2000 m以下。本品は、高地では使用できません。 
注：輸送及び保管の際は、ほこり、湿気、極端な高温又は低温を避けてください。 
 
バッテリー及び充電器の輸送条件及び保管条件 

推奨される保管条件及び輸送条件：-18℃～45℃、相対湿度 80％以下 
 
注意： バッテリーの寿命を長持ちさせるためには、湿度が低く、腐食性ガスが存在しない環境でバッテリ

ーパックを保管してください。推奨される温度は 21℃未満です。45℃を超える温度に長時間曝露し

た場合、バッテリーの寿命が短くなり、性能が低下するおそれがあります。 
 
注：バッテリー及び充電器の輸送及び保管の際は、ほこり、湿気、極端な高温又は低温を避けてください。 
 
電磁両立性（EMC）ガイダンス表 
警告：TotalShield II サージカルヘルメット（00-9920-001-00）システム及び TotalShield II サージカルヘルメッ

ト LED ライト付き（00-9920-002-00）システムは、専門の医療施設環境での使用に適しています。ただし、

作動している高周波手術器の近くや、MRI 検査用の医用電気システムがある電磁シールドルームは除きます。 
 
警告：TotalShield II サージカルヘルメット（00-9920-001-00）システム及び TotalShield II サージカルヘルメッ

ト LED ライト付き（00-9920-002-00）システムをほかの機器の近傍で使用したり、ほかの機器と積み重ねた

りしないでください。不適切な動作の原因となる可能性があります。 
 
警告：TotalShield II サージカルヘルメット（00-9920-001-00）システム及び TotalShield II サージカルヘルメッ

ト LED ライト付き（00-9920-002-00）システムの周囲 30 cm 以内では、携帯形の RF 通信装置を使用しない

でください（アンテナケーブル及び外部アンテナなどの周辺機器を含む）。本品の性能が低下するおそれが

あります。 
 
 
00-9920-001-00 及び 00-9920-002-00に関する電磁両立性ガイダンスを次の表に示します。 
 
電磁両立性ガイダンス及び電磁両立性に関する宣言：電磁エミッション 

ガイダンス及び製造業者の宣言：電磁エミッション 
TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-000）及びTotalShield IIサージカルヘルメットLEDライト付き

（00-9920-002-00）は、以下の電磁環境で使用することが意図されています。00-9920-001-00及び00-9920-002-00の購入者

又は使用者は、本品がそのような環境で使用されることを確保してください。本品は、そのエミッション特性から、工業

環境や病院での使用に適しています（CISPR 11クラスA）。本品を住宅環境（本来はCISPR 11クラスBが必要な環境）で使

用した場合、本品が無線通信サービスから十分に保護されない可能性があります。本品の配置又は向きを変更するなどの

軽減策を、使用者が講じる必要が生じる場合もあります。 

エミッション試験 適合性 電磁環境のガイダンス 

RFエミッション 
CISPR 11 グループ1 

TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-00）及びTotalShield 
IIサージカルヘルメットLEDライト付き（00-9920-002-00）は、内部

機能にのみ電磁エネルギーを用います。そのため、本品によるRFエ
ミッションは非常に低く、近傍の電子装置に影響が生じる可能性は

低いです。 
RFエミッション 
CISPR 11 クラスA 

TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-00）及びTotalShield 
IIサージカルヘルメットLEDライト付き（00-9920-002-00）は、家庭

用施設及び家庭目的に使用される建物に電力を供給する低電圧配電

系に直接接続している施設を除く、すべての施設での使用に適して

います。 

高調波エミッション 
IEC 61000-3-2 該当せず 

電圧変動・フリッカエミッショ

ン 
IEC 61000-3-3 

該当せず 
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電磁環境のガイダンス及び電磁両立性に関する宣言：電磁イミュニティ／電磁妨害 

ガイダンス及び製造業者の宣言：電磁イミュニティ 
TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-00）及びTotalShield IIサージカルヘルメットLEDライト付き

（00-9920-002-00）は、以下の電磁環境で使用することが意図されています。00-9920-001-00及び00-9920-002-00の購入者

又は使用者は、本品がそのような環境で使用されることを確保してください。 

イミュニティ試験 IEC 60601の試験レベル 適合性レベル 電磁環境のガイダンス 

静電気放電（ESD） 
IEC 61000-4-2 

接触：±2 kV、 
±4 kV、±8 kV 

接触：±2 kV、 
±4 kV、±8 kV 

床は、木材、コンクリート又はセラミックタ

イルとしてください。 
床が合成材料で被覆されている場合、相対湿

度は30％以上としてください。 
気中：±2 kV、 
±4 kV、±15 kV 

気中：±2 kV、 
±4 kV、±15 kV 

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 該当せず 
交流電源の品質は、標準的な商用又は病院環

境と同じものとしてください。 入出力ライン：±1 kV 該当せず 

サージ 
IEC 61000-4-5 

ライン間：±1 kV 該当せず 
交流電源の品質は、標準的な商用又は病院環

境と同じものとしてください。 ライン‐接地間： 
±2 kV 該当せず 

電源入力ラインの電

圧ディップ、瞬停、

電圧変動 
IEC 61000-4-11 

100％ディップ、0.5周期 
0°、45°、90°、135°、

180°、225°、270°、315° 
該当せず 

交流電源の品質は、標準的な商用又は病院環

境と同じものとしてください。交流電源の停

電中も00-9920-001-00及び00-9920-002-00動作

を継続する必要がある場合、無停電電源装置

又は電池から本品に電力を供給することを推

奨します。 

30％ディップ、25/30周期 該当せず 
100％ディップ、1周期 該当せず 

停電（すべての入力電流） 該当せず 
電源周波数（50/60 
Hz）磁界 
IEC61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 
電源周波数磁界は、標準的な商用又は病院環

境における標準的な場所を反映したものとし

てください。 
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電磁両立性ガイダンス及び電磁両立性に関する宣言：電磁エミッション／高周波 

ガイダンス及び製造業者の宣言：電磁イミュニティ 
TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-00）及びTotalShield IIサージカルヘルメットLEDライト付き

（00-9920-002-00）は、以下の電磁環境で使用することが意図されています。00-9920-001-00及び00-9920-002-00の購入者又

は使用者は、本品がそのような環境で使用されることを確保してください。 

イミュニ

ティ試験 
IEC 60601の
試験レベル 適合性レベル 電磁環境のガイダンス 

伝導RF 
IEC 
61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz～
80 MHz 

3 Vrms 
00-9920-001-00及び00-9920-002-00（ケーブルを含む）の近傍で携帯形

及び可搬形のRF通信装置を使用する場合は、送信機の周波数に応じた

方程式に従って算出する推奨分離距離を設けてください。 
 
推奨分離距離 
d = 1.2√P 
d = 1.2√P（80 MHz～800 MHz） 
d = 2.3√P（800 MHz～2.7 GHz） 
ここで、Pは送信機の製造業者が定める最大定格出力［単位はワット

（W）］、dは推奨分離距離［単位はメートル（m）］です。 
電磁界の現地調査で測定する固定RF送信機による電界強度は、各周波

数範囲における適合性レベルよりも低い必要があります。 
下記の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が生じる可能性が

あります。 

 

放射RF 
IEC 
61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz～
2.7 GHz 

3 V/m 

注 
・ 80 Mhz及び800 MHzでは、高い方の周波数帯域を用います。 
・ このガイダンスは常に適用できるわけではありません。電磁波の伝搬には、建築物、物、人による吸収及び反射が影響

します。 
a 無線電話（携帯電話、コードレス電話）及び陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送、TV放送

などの固定送信機による正確な電界強度を理論的に予測することはできません。固定RF送信機による電磁環境を評価

するためには、電磁界の現地調査の実施を検討してください。00-9920-001-00及び00-9920-002-00が使用される場所で測

定した電界強度が、該当する上記のRF適合性レベルを上回る場合、TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-00）
及びTotalShield IIサージカルヘルメットLEDライト付き（00-9920-002-00）が正常に動作するか慎重に観察してください。

異常な動作が認められた場合、00-9920-001-00及び00-9920-002-00の向き又は配置を変更するなど、別途対策が必要とな

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

 
電磁両立性ガイダンス及び電磁両立性に関する宣言：イミュニティ／分離距離 

携帯形及び可搬形のRF通信装置とサージカルヘルメット及びサージカルヘルメットLEDライト付き

の推奨分離距離 
TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-00）及びTotalShield IIサージカルヘルメットLEDライト付き

（00-9920-002-00）は、放射RF妨害が管理された電磁環境内での使用が意図されています。00-9920-001-00及び

00-9920-002-00の購入者又は使用者は、通信装置の最大出力に基づき、携帯形及び可搬形RF通信装置（送信機）と

TotalShield IIサージカルヘルメット（00-9920-001-00）及びTotalShield IIサージカルヘルメットLEDライト付き

（00-9920-002-00）の間に以下の推奨に従って最低限の間隔を設けることで、電磁障害の抑制を図ることができます。 

送信機の最大定格

出力（W） 

送信機の周波数に基づく分離距離（m） 
150 kHz～80 MHz 

d = 1.2√P 
80 MHz～800 MHz 

d = 1.2√P 
800 MHz～2.7 GHz 

d = 2.3√P 
0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 

最大定格出力が上記に該当しない送信機については、送信機の周波数に応じた方程式でメートル（m）単位の推奨

分離距離dを求めます。ここで、Pは送信機の製造業者が定める最大定格出力で、単位はワット（W）です。 
注 
・ 80 Mhz及び800 MHzでは、高い方の周波数帯域を用います。 
・ このガイダンスは常に適用できるわけではありません。電磁波の伝搬には、建築物、物、人による吸収及び反

射が影響します。 
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リチウムイオンバッテリー&ツーベイチャージャー（充電器） 
リチウムイオンバッテリー カタログ番号：00-9900-102-00 

00-9920-102-00 

バッテリーチャージャー 2口 カタログ番号：00-9900-200-02 

00-9920-200-02 

 

使用目的 

トータルシールド用電池及び充電器は、トータルシールドサージカルヘルメットシステムと

ともに使用するものです。トータルシールドサージカルヘルメットシステムは、術者が着用す

るためのもので、汚染や感染性体液及び有害微生物への曝露からの保護を目的として、手術環

境と術者の間にバリアを形成します。 

仕様 
カタログ番号 00-9900-102-00 

00-9920-102-00 

品   名 リチウムイオンバッテリー 

電   圧 14.4 V 

放電容量      3100 mAh 

充電時間 2.5 時間 

バッテリーの寿命 
LED付き ～240分 

LED無し ～600分 

 
カタログ番号 00-9900-200-02 

00-9920-200-02 

品   名 バッテリーチャージャー 2口 

入   力 100-240VAC, 50 - 60 Hz 

出   力 24VDC 

重   さ 0.36kg 

寸法（長さ, 幅, 厚さ） 58mm x 180mm x 122mm 

 

規定概要： 

リチウムイオンバッテリー（以下電池と呼ぶ）00-9900-102-00, 00-9920-102-00 は以下の要件と規定を満た

しています。 
・IEC 62133:2002 ・EMC Directive 2004/108/EC 

・Low Voltage Directive 2006/95/EC as amended ・Battery Recycling Directive 2006/66/EC as 
amended 

・FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ IECS-003, Issue 4 ・UN T-1 – T-8 Transportation test [USDOT-E7052] 

・RoHS Directive 2002/95/EC  
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バッテリーチャージャー（以下充電器と呼ぶ）00-9900-200-02, 00-9920-200-02 は以下の電気的要件を満た

しています。 
・EN60950:2006/A1:2010 ・EN55022:2006 – ITE Class B 

・EN55024:1998/A1:2001 ITE/A2:2003 ・EMC Directive 2004/108/EC 
・EN61000-3-3:2008 
（Limitation of voltage fluctuation & flicker） 

・EN61000-3-2:2006 
（Limits for harmonic current emissions） 

・Low Voltage Directive 2006/95/EC as amended ・FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ IECS-003, Issue 4 

・RoHS Directive 2002/95/EC  

 警告   
・納品時および各使用前に、電池及び充電器に損傷がないか必ず確認してください。損傷がみられる場

合は、電池を使用しないでください。臭気を発する、熱をもっている、変色している、または漏れが認

められる電池は絶対に使用しないでください。 
・充電器のコードやプラグが切断されている、損傷している、ピンや接点が曲がっている、亀裂が生じ

ているなど、損傷がみられる場合は、充電器を絶対に使用しないでください。 
・電池及び充電器を、熱や火に曝露したり、機械的衝撃を与えることはしないでください。特に電池に 

80°C を超える熱を絶対に加えないでください。 
・高温に曝露すると、電池の容量及び性能が低下する可能性があります。電池や充電器を熱源や日光に

曝露しないでください。暖かい環境では、リキャリブレーションが適切に行われないおそれがあります。 
・充電器は、外部熱源から離し、涼しい場所に置いてください。 
・充電器のファンの排気口を覆ったり空気の流れを妨げたりしないでください。過熱の原因となります。 
・可燃性麻酔薬と空気、酸素または亜酸化窒素を含む混合物の存在下では、充電器および電池を使用し

ないでください。 
・充電器のクリーニング目的で電池、充電器、電源コードを絶対に滅菌または浸漬洗浄したり、水、溶

剤、潤滑剤、その他の化学薬品に曝露したりしないでください。充電器上や同モジュール内に絶対に水

が溜まらないようにしてください。また、充電器背部の電源接続部に絶対に水が浸入しないようにして

ください。清潔で乾燥した状態を保ってください。 
・電池、充電器、電源台座をショートさせる、押し潰す、開く、細断する、焼却する、または分解する

ことは絶対にしないでください。電池やセルを、電池同士または他の金属と接触しショートする可能性

のある箱や引出しにむやみにしまったり、接触させたりしないでください。破損が生じると、電解液漏

れ、火災または爆発により化学熱傷を負うリスクが増大します。充電器には保守可能な部品は含まれま

せん。 
・充電器の電源コードを改造したり変更したりしないでください。 
・電池のセルが液漏れした場合は、絶対に使わずに、液が皮膚に付着したり目に入ったりしないように

してください。そのような事態が生じた場合は、患部を多量の水で洗い、医師の診察を受けてください。

電池やセルを誤飲した場合は、直ちに医師の診察を受けてください。 
・トータルシールドサージカルヘルメットシステム用として指定された以外の電池や充電器は絶対に使

用しないでください。取扱説明書に記載された指定品以外の充電器や付属品は使用しないでください。

他の電池、充電器または充電器付属品を使用した場合、火災、爆発、感電または傷害につながるおそれ

があります。 
・電池、充電器及び充電器付属品の使用が意図される用途に対し、当社指定品以外の製品の使用は絶対

にしないでください。 
・充電器などの医療機器を使用する際は、電磁両立性（EMC）に関する院内手順に従ってください。 
・製品及び取扱説明書に記載されている以外の電圧で充電器を使用しないでください。 

 
電池の取扱いに関する推奨事項 

・電池のプラス（＋）及びマイナス（－）記号を確認し、正しい向きになるようにしてください。 
・使用をせずに長期間電池を保管した後は、最大性能を発揮させるために、電池の充放電を数回繰り返

す必要がある場合があります。 
・電池及び充電器は、取扱説明書の「処分／リサイクル」の項の記載に従い、地域および院内の規定に

基づき処分してください。 
・充電式電池は、標準的な室温である 20°C ± 5°C で動作させた場合に、最適性能を発揮します。 
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リキャリブレーションボタン 

 

 

 

 

 
注記：電池上部ラベルはリサイクルを示すためのマークであり、持ち運びのための持

ち手ではありません。ラベルはひっぱるとはずれます。電池を持つ時はしっかり

と本体全体を手で持ってください。 
 

電池の充電に関する説明 

注意：リチウムバッテリー（00-9900-102-00, 00-9920-102-00）の充電には必ず、ツー

ベイチャージャー用充電器（00-9900-200-02, 00-9920-200-02） を使用してくだ

さい。 

注記： 

・最適性能を発揮させるためには、初回使用前及び各回の使用後に電池を完全に充電してください。使

用前には必ずステータスウィンドウをチェックし、充電状態を確認してください（図 1）。電池のステ

ータスウィンドウのバー 1 個が、 2 時間（約 20％）の充電に相当します。 
・LED ステータスウィンドウには、電池の充電状態が表示されます。 
・各充電器のベイ（窪み部）は独立して動作し、同時に 2 個（00-9900-200-02, 00-9920-200-02）電池充

電が可能です。 

図 1：LED ステータスウィンドウ（満充電時の状態） 図 2：AC アダプター 
 
１． 熱や湿気の発生源から離れた、凹凸のない水平な面に充電器を置きます。 

２． AC アダプターは、AC アダプター用の電源コードを接続します。AC アダプターに接続されているコー

ドを充電器台座部の窪部に差し込みます。その後 AC アダプターの電源をコンセントに差し込んでくだ

さい（図 2）。 

３． 充電器のベイ（窪み部）に白い矢印があうように方向を確認したうえで電池を差し込みます。電池と充

電器の矢印を合わせ、電池を充電器と確実に接触させてください（図 3）。 

４． 充電器台座部の LED ステータスウィンドウに電池の充電状態が表示され、充電器の緑のランプが点滅

し自動的に充電が始まります。 

５． 満充電されると電器の LED ステータスウィンドウの表示が緑色の点灯に変わり、電池のステータスウィ

ンドウに５つの■が出ていることを確認したのちに、電池をはずしてください（図 4）。 

 

 
図 3：ツーベイチャージャー 図 4：LED ステータスウィンドウと 
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リキャリブレーションボタン 

 

LED 表示 
注記：電池の充電状態は、充電器台座部のステータスウィンドウの LED で示します（図 4 参照）。 

 緑色が点滅 充電中 

 緑色が点灯 満充電状態 

 青色が点滅 リキャリブレーションモード 

 青色が点灯 電池残量計のリキャリブレーションが完了 

 赤色が点滅 電池残量計のリキャリブレーションが必要 

 赤色が点灯 エラー 

リチウムイオンバッテリー（電池）のリキャリブレーション（再較正）手順 

バッテリーの完全放電により残容量を「0」にしてメモリをリフレッシュする機能 

注記： 

・リキャリブレーション中は充電器が熱くなる場合があります。 
・最初に電池を満充電状態にすると、最適なキャリブレーションサイクルが得られます。 
・キャリブレーションと充電、または充電のみが可能です。キャリブレーションを同時に行うと、充電

のみの場合よりも時間がかかります。 
・キャリブレーション開始後はリキャリブレーションボタンを押さないでください。 

 

１． 電池のキャリブレーションが必要な場合は、充電器台座に設置した際に赤色の LED が点滅しお知らせし

ます。 

２． 注記：電池の実容量と残表示に生じた乖離を調整し、メモリをあわせるために、この作業を実行します。 

３． 充電器前面のリキャリブレーションボタン（図 4 参照）を押し、電池のリキャリブレーションを行いま

す。ボタンを押さなかった場合、自動的に充電が始まります。 

４． 青色の LED 点滅は、リキャリブレーションが実行されていることを示します。 

５． リキャリブレーションが完了すると、青色の LED は点灯に変わります。 

 

クリーニング手順 

電池のクリーニング 

１． 電池をバッテリーホルスターからはずします。 

２． 電池の外面を、少量の中性洗剤で濡らした布（滴が垂れない状態とすること）で拭いてください。クリ

ーニング後は、速やかに乾かしてください。 

 
充電器のクリーニング 

１． 充電器の電源を切ります。 

２． 充電器の外面を、少量の中性洗剤で濡らした布（滴が垂れない状態とすること）で拭いてください。ク

リーニング 後は速やかに乾かしてください。 

 

保管及び輸送条件 

推奨される保管及び輸送条件：-18℃～ 45℃、相対湿度 80％以下 
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注意：電池寿命を最適化するには、電池を 21℃ を超えない推奨温度で、腐食性ガスの存在しない低

湿環境下にて保管することが望まれます。45℃ を超える温度に長時間曝露すると、電池の劣

化が早まり性能が低下するおそれがあります。塵埃、湿気、極端な高温または低温への曝露が

制限された環境下で保管、輸送してください。 

 

処分／リサイクル 

耐用寿命に達したら、院内規定及び地元自治体の規定に従って、電気機器を処分またはリサ

イクルしてください。 
 

電池パックの処分 

本品の電池はリチウムイオン電池です。寿命に達した電池は、免許を有するリサイクル

業者または危険物取扱者による処分を必要とします。電池は、固形廃棄物と一緒にし

ないでください。自治体のリサイクル業者または危険物取扱者に連絡し、リサイク

ルまたは処分についての情報を入手してください。 

 

トラブルシューティングガイド 

 問題 考えられる原因／解決方法 

電池が充電されない 

● 充電器の電源コードがAC 電源（コンセント）に差し込まれて

いるかどうか確認してください。 

● AC アダプターのコネクタが充電器背部に差し込まれているかどう

か確認してください。 

● 電池が充電器のベイに適切に挿入されているかどうか確認して

ください。矢印が合っているかどうか確認してください。 

● 再度充電を試みても充電できない場合は、電池の欠陥の可能性 があ

ります。電池を交換してください。 

● 充電器の電源コードに欠陥がある可能性があります。電源コード

を交換してください。 

充電器の LED インジ 

ケータが動作しない 

● 充電器の電源コードがAC 電源（コンセント）に差し込まれて

いるかどうか確認してください。 

● 電池が充電器のベイに適切に挿入されているかどうか確認して

ください。矢印が合っているかどうか確認してください。 

電池の LED インジ 

ケータが機能しない 

● 充電切れの可能性があります。電池の充電を行ってください。 

● 電池の欠陥の可能性があります。電池を交換してください。 

電池のリキャリブレ

ーションが実行され

ない 

● 電池の欠陥の可能性があります。電池を交換してください。 

● 充電器の LED インジケータに欠陥がある可能性があります。別の

充電器で充電を試行し、作動しない場合は充電器を交換してくだ

さい。 

● 充電器の欠陥の可能性があります。充電器を交換してください。 

いずれの操作をしても改善しない場合は、弊社営業担当にお問い合わせください。 
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TotalShield® II サージカルフード(00-9920-401-12)  
 

使用目的 
TotalShield II サージカルフードは、TotalShield II サージカルヘルメット又は TotalShield II 
アドバンストサージカルヘルメット LED ライト付きとともに TotalShield II サージカルヘ 
ルメットシステムとして使用します。このシステムは、医療従事者が手術時に着用するも 
ので、手術室環境と医療従事者を隔てるバリアとして機能し、汚染や感染性の体液及び有 
害な微生物への曝露から医療従事者を保護します。 

禁忌     なし 

残留リスク 
正しくご使用頂けない場合、機械的故障や感染物質への曝露が生じるおそれがあります。 

詳細 
本品には、通気性のある SMS 不織布が用いられています。 
 
警告 
・ TotalShield II サージカルヘルメット（00-9920-001-00

及び 00-9920-002-00）以外と併用しないでください。 
・ 本品の無菌性は、包装が未開封かつ破損していない

場合のみ担保されます。製品の破損及び無菌性の破

綻が疑われる場合、本品を破棄し、別の TotalShield II
サージカルフードをご用意ください。 

・ 各施設の通常の手順に従い、常に無菌操作を用いて

ください。 
・ 着用時には補助が必要です。 
・ 訓練を受けた医療従事者以外の方は本品を使用しな

いでください。本品を使用するかどうかの最終的な

判断は、手術を行う医療従事者に委ねられます。 
・ 着用後、縫い目や連結部に破損がないか確認し、破

損が見られる場合は使用しないでください。 
・ 本品は、呼吸保護システムとしての使用が意図され

たものではありません。 
・ フェイスシールドは、生物学的デブリ及び有害な液

体飛沫から使用者を防護します。 
・ 再滅菌、清掃及び再加工を行わないでください。本

品は単回使用品です。 
・ 本品は、材料に天然ゴムを用いていません。 
・ フェイスシールドに高速で破片が当たると、使用者

に衝撃が伝わる可能性があります。 

・ 血液、骨、組織又はその他の体液に接触した単回使

用製品を再使用すると、患者又は使用者に傷害が生

じるおそれがあります。単回使用製品を再使用する

ことに伴うリスクとしては、機械的故障又は感染物

質への曝露などが挙げられます。 
・ 感染性廃棄物の可能性があるものの安全な撤去、取

扱及び廃棄については、院内の手順に従ってくださ

い。 
・ 「使用期限」を過ぎた製品は廃棄してください。 
・ 本品を直接火に近づけないでください。また、可燃

性麻酔薬又は可燃性ガスの存在下で使用しないで

ください。 
・ 本品には既知のアレルゲンを含む材料は用いられて

いませんが、アレルギー反応が生じた場合は医師に

相談してください。 
・ TotalShield II システムの構成品及び付属品以外は使

用しないでください。いずれの構成品及び付属品も、

改造しないでください。 
・ 注意：連邦法（米国）により、医師以外による本品

の販売及び注文は禁じられています。 
・ 包装が破損している場合は使用しないでください。 
・ フェイスシールドは、極端な温度の高速の破片から

着用者を防護することはできません。 
 
仕様及び適合性 

 布地 水蒸気透過性 燃焼性 フィルタ シールド 個人用保護具 

00-9920-301-12 SMS 
不織布 

ASTM 
E96適合 

クラス1以上

に 
適合 

ポリプロピレン

スパンボンド 
フィルム 

透明 
コポリエステル

フィルム 
EU 2016/425適合 

 
本品に表示されている CE マークは、次の欧州指令等に適合することを表しています。 
・ 指令 93/42/EEC「医療機器」 
・ 規則 2016/425/EEC「個人用保護具」 
フェイスシールドは、BS EN 166:2002、BS EN 166:2001 に従って開発されました。 
本品は、BS EN 13795:2011 の「標準性能」に関する要求事項を満たしています。 
 
個人保護具について、以下の認証機関による EC 型式審査を受けています。 
BSI Group The Netherlands B.V.  Say Building, John M. Keynesplein 9,  1066 EP Amsterdam, The Netherlands
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TotalShield® II サージカルトーガ  
 

 Zimmer Surgical, Inc. 
 

 
サージカルトーガ 

 00-9920-411-10 AAMI レベル 4 ラージ 
 00-9920-412-10 AAMI レベル 4 X ラージ 
 00-9920-413-10 AAMI レベル 4 2X ラージ 
 00-9920-414-10 AAMI レベル 4 3X ラージ 

 
 

 

Zimmer GmbH 
Sulzerallee 8 
8404 Winterhur 
Switzerland 

使用目的 
TotalShield IIサージカルトーガは、TotalShield IIサージカルヘルメット又はTotalShield IIサージカルヘルメットLED
ライト付きとともに TotalShield II サージカルヘルメットシステムとして使用します。本品は、医療従事者が手術時

に着用するもので、手術室環境と医療従事者を隔てるバリアとして機能し、汚染や感染性の体液及び有害な微生物

への曝露から医療従事者を保護します。 

禁忌 
なし 

残留リスク 
正しくご使用頂けない場合、機械的故障や感染物質への曝露が生じるおそれがあります。 

製品情報 
TotalShield II ジッパー付きサージカルトーガは米国医療機器振興会（AAMI）の「液体防御性能分類」による AAMI
レベル 4 でクリティカルゾーンを防護することができます。上の図 1 に、クリティカルゾーンを灰色で示していま

す。 
 
警告 
・ TotalShield II サージカルヘルメット（00-9920-001-00

及び 00-9920-002-00）以外と併用しないでください。 
・ 本品の無菌性は、包装が未開封かつ破損していない

場合のみ担保されます。製品の破損及び無菌性の破

綻が疑われる場合、本品を破棄し、別の TotalShield II
ジッパー付きサージカルトーガをご用意ください。 

・ 各施設の通常の手順に従い、常に無菌操作を用いて

ください。 
・ 着用時には補助が必要です。 
・ 訓練を受けた医療従事者以外の方は本品を使用しな

いでください。本品を使用するかどうかの最終的な

判断は、手術を行う医療従事者に委ねられます。 
・ 本品は丈が長く、単回使用の無菌手術用防護服です。

開封の際は、未無菌の表面と接触しないよう注意し

てください。 
・ 着用後、縫い目や連結部に破損がないか確認し、破

損が見られる場合は使用しないでください。 
・ 本品は、呼吸保護システムとしての使用が意図され

たものではありません。 
・ フェイスシールドは、生物学的デブリ及び有害な液

体飛沫から使用者を防護します。フェイスシールド

は破損することもあります。 
・ フェイスシールドに高速で破片が当たると、に衝撃

が伝わる可能性があります。 
・ 包装が破損している場合、本品を使用しないでくだ

さい。  

・ 再滅菌、清掃及び再加工を行わないでください。本

品は単回使用品です。 
・ 血液、骨、組織又はその他の体液に接触した単回使

用製品を再使用すると、患者又は使用者に傷害が生

じるおそれがあります。単回使用製品を再使用する

ことに伴うリスクとしては、機械的故障又は感染物

質への曝露などが挙げられます。 
・ 感染性廃棄物の可能性があるものの安全な撤去、取

扱及び廃棄については、院内の手順に従ってくださ

い。 
・ 「使用期限」を過ぎた製品は廃棄してください。 
・ 本品を直接火に近づけないでください。また、可燃

性麻酔薬又は可燃性ガスの存在下で使用しないで

ください。 
・ 本品には既知のアレルゲンを含む材料は用いられて

いませんが、アレルギー反応が生じた場合は医師に

相談してください。 
・ TotalShield II システムの構成品及び付属品以外は使

用しないでください。いずれの構成品及び付属品も、

改造しないでください。 
・ 注意：連邦法（米国）により、医師以外による本品

の販売及び注文は禁じられています。  
・ フェイスシールドは、極端な温度の高速の破片から

着用者を防護することはできません。 
・ 本品は、材料に天然ゴムを用いていません。 
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仕様及び適合性 
 AAMI PB70 

適合性 布地 水蒸気透過性 燃焼性 フィルタ シールド 個人用保護具 

AAMI 
レベル4 
トーガ 

クリティカルゾ

ーン、レベル4 
SMS 
不織布 

ASTM 
E96適合 

クラス以上1
に適合 

ポリプロピレン

スパンボンド 
フィルム 

透明 
コポリエステル

フィルム 
EU 2016/425適合 

 
 
 
本品に表示されている CE マークは、次の欧州指令等に適合することを表しています。 
・ 指令 93/42/EEC「医療機器」 
・ 規則 2016/425/EEC「個人用保護具」 
 
フェイスシールドは、BS EN 166:2002、BS EN 166:2001 に従って開発されました 
 
本品は、BS EN 13795:2011 の「標準性能」に関する要求事項を満たしています 
 
個人保護具について、以下の認証機関による EC 型式審査を受けています。 
BSI Group The Netherlands B.V. 
Say Building, John M. Keynesplein 9, 
1066 EP Amsterdam, The Netherlands 
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TotalShield® II ファンカバーサービスキット (00-9920-004-01) 

 

使用目的: 

このサービスキットは、TotalShield II サージカルヘルメットシステムで使用されることを想定した製品です。

TotalShield II サージカルヘルメットシステムは医療従事者が手術時に着用するもので、手術環境と医療従事者を

隔てるバリアとして機能し、汚染や感染性の体液および有害な微生物への暴露から医療従事者を保護します。 

使用方法: (下図も参照) 

     必ずバッテリーを外した状態で作業を行ってください。(下記図も参照) 
1. ヘルメット後頭部の4本のネジを取り外します(写真1) 
2. カバーを取り外します(写真2) 
3. サービスキットの新しいファンカバーを取り付けます。ファンカバーの下面についている突起部(羽)がヘルメッ

トの前面側に向くように、ワイヤーとファンの間に入れ込む方向に取り付けます(写真3) 
4. 4本のネジを取り付け締め付けます(写真4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ISO 15223-1 - Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, l 

abeling and information to be supplied. 
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TotalShield® II ヘッドバンド サービスキット(00-9920-004-02) 

使用目的: 

このサービスキットは、TotalShield II サージカルヘルメットシステムで使用されることを想定した製品です。

TotalShield II サージカルヘルメットシステムは医療従事者が手術時に着用するもので、手術環境と医療従事者を

隔てるバリアとして機能し、汚染や感染性の体液および有害な微生物への暴露から医療従事者を保護します。 

使用方法: (下図も参照) 

1. 後側のピンをマイナスドライバー等を使い外します(4本)。 
2. 前側のピンをマイナスドライバー等を使い外します(4本)。 
3. 古いヘッドバンドを取り外します。 
4. 新しいヘッドバンドを8箇所の穴位置に合わせて設置します。 
5. 取り外した8本のピンを元の穴に挿入しヘッドバンドを固定します。 

 

  

 
 

TotalShield® II フックループサービスキット(00-9920-004-03) 
使用目的: 

このサービスキットは、TotalShield II サージカルヘルメットシステムで使用されることを想定した製品です。

TotalShield II サージカルヘルメットシステムは医療従事者が手術時に着用するもので、手術環境と医療従事者を

隔てるバリアとして機能し、汚染や感染性の体液および有害な微生物への暴露から医療従事者を保護します。 

使用方法: (下図も参照) 

1. 5箇所の面ファスナーをヘルメット本体から剥がす。 
2. 5箇所に新しい面ファスナーを接着する。 
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記号の説明 

     
カタログ番号* 
（Reg 2493） 

製造番号** 
（Reg 2498） 

注意* 
（Reg 0434A） 

未滅菌* 
（Reg 1641） 

CE マーク 

     

     
取扱い説明書を 

参照*（Reg 1641） 
数量 製造業者* 

（Reg 3082） 
製造日* 

（Reg 2497） 
欧州代理人 

 

 

医療機器－電撃、火災及び機械的ハザードに関し、ANSI/AAMI ES60601-1（2005、
第 3 版）及び CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 の規格に適合する一般医療機器 

 
注意：連邦法（米国）により、医師以外による本品の販売及び注文は禁じられてい

ます。 

 
（Reg 5031） 

直流のみに対応** 

 

フタル酸エステルが用いられています***。 

 
（Reg #M002） 

取扱説明書に従ってください****。 

 
（Reg 5840） 

高周波***** 

IPX0 水の侵入に対する保護等級 

 

ファン速度変更ボタン 

 

LED ライト点灯・消灯ボタン 

 
（Reg 5036） 

危険な電圧によるハザード****** 

 

リサイクルする必要のあるリチウムイオン電池が用いられています。本品を適切に

廃棄しない場合、環境に悪影響が生じるおそれがある材料が使用されています。こ

の表示が施された製品は、家庭ゴミと区別して廃棄しなければなりません。本品の

適切な廃棄方法については、お近くの弊社までお問い合わせください。 
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リサイクルする必要のあるリチウムイオン電池が用いられています。 

 

本製品には、有毒・有害な物質又は元素が 1 種類以上含まれています。ロゴ上の環

境保護使用期限は、正常動作条件下で、本品に含まれる有毒・有害な物質又は元素

の漏出及び変質が生じない年数を表しています。 

 

本品による電磁干渉が、連邦通信委員会の定める制限値を下回ることを保証しま

す。 

 *  ISO 15223-1「医療機器―医療機器のラベル、ラベリング及び提供する情報

に用いる記号」 
**  IEC 60417「機器・装置用図記号」 
***  EN 15986「医療機器のラベリングに用いる記号―フタル酸エステルを用い

た医療機器のラベリングに関する要求事項」 
****  ISO 7010「図記号―安全色及び安全標識」 
*****  IEC 60878「医療に用いる電気機器用図記号」 
******  IEC 60417「機器・装置用図記号」 
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