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1.0 はじめに 

Hall®パワープロ®バッテリーチャージャー

(PR-3600-000-00)、バッテリー、付属品の操作、

清掃、滅菌をする前に、本取扱説明書を熟読し

てください。また、本システムを、安全かつ効

果的に使用するために、取扱説明書に記載され

ている警告、注意事項、指示などを十分に理解

し、遵守してください。 

1.1 使用目的 

パワープロバッテリーチャージャーは、以下の

全てのパワープロバッテリーに使用できます。 
・トランスファーバッテリー 

(PR-3115/3520-000-00) 
・ラージバッテリー(PR-3010-000-00) 
・スモールバッテリー(PR-3020-000-00) 
・トラウマバッテリー(PR-3030-000-00) 
滅菌前に、いずれのバッテリーパックも直接

バッテリーチャージャーに取り付けて、充電し

てください。 
 
トランスファーシステムには、バッテリーだけ

ではなく、トランスファーバッテリーケース

(PR-3110/3521-000-00)及びトランスファース

リーブ(PR-3130/3531-000-00)が必要です。バッ

テリーは清掃のみ実施し、プラットフォーム

(PR-3135/3535-000-00)を介して充電してくだ

さい。これは滅菌での熱によるバッテリーの放

電をなくすものです。 
一度充電したなら、手術エリアで滅菌バッテ

リーケースに移します。 

 

ラージバッテリー(PR-3010-000-00)及びスモー

ルバッテリー(PR-3020-000-00)はシュアチャー

ジャーに入れて充電した後に滅菌することが

できます。 
滅菌後に充電したバッテリーは、滅菌での熱に

よるバッテリーの放電を防ぎ、手術中、より長

い時間使用できるようにします。滅菌後に充電

するとき、シュアチャージャーを用いて滅菌場

所に移す、または使用のために保管することも

できます。 
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1.2 警告及び注意 

 
本器を使用する前に熟知しなくてはならない

警告及び諸注意が記載されていますので、本セ

クションを必ず読んでください。これらの警告

及び諸注意について熟知せず使用すると、怪我

や機器の破損を引き起こす可能性があります。 

 
警告、注意、及び注記という語は特別な意味で

用いられており、それらは注意して読まなけれ

ばなりません。 

 
警告:機器の適切な使用あるいは誤

用により生じる可能性のある深刻な

危険及び潜在的な安全性危機に関す

る重要な情報が記載されています。患者及び／

または術者の怪我、死亡及び危険を避けるため

この警告に従ってください。 

 
注意: 器械を安全かつ効果的に使用するため

の、医師による特別な注意について記載されて

います。ここに記載されている情報

または手順に従われない場合は、器

械等に損傷をもたらすことがありま

す。 

 
注記: 補足的情報が記載されています。この情

報は患者や機器に重大な影響はありません。 

 

1.2.1 警告 

1. 本システムは、使用するために

必要な知識や技術を完全に熟知

している医学専門家だけが使用

するために設計されています。

機器を使用する前に、製品及び本マニュア

ルに含まれるすべての警告や注意書きを

熟読し、遵守してください。 
 

2. 本製品の保証が無効となります

ので、バッテリーチャージャー

の分解や修理を行わないでくだ

さい。バッテリーチャージャー

内部にユーザーが修理できる部

品はありません。カバーの取り外しは、高

電圧にさらし、感電やその他の危険を引き

起こすおそれがあります。器械が不調の場

合は弊社メンテナンスセンターへ連絡し

てください。 
 
3.  バッテリーパックの接続部の金属を

ショートさせたり、それらを金属に接触さ

せないでください。ショックや火傷、また

バッテリーの破損の原因となります。 
 
4. バッテリーを火または火気のそばに置か

ないでください。火気にさらすと怪我をす

るおそれがあります。 
 
5. 手順に従い、バッテリーケースに対しバッ

テリー及びスリーブの使用は１台のみに

してください。滅菌せずにスリーブを再利

用してはなりません。バッテリーケースを

滅菌せずにケースに次のバッテリーを入

れてはなりません。滅菌性が侵され患者の

感染を引き起こす可能性があります。 
 
6. 使用または充電前に、バッテリー

に損傷（バッテリーカバーのひび

割れなど）がないか確認してくだ

さい。損傷や液漏れ、残留物があった場合

は使用をやめ、決して皮膚や、目や衣服に

接触させないでください。これらの物質は

アルカリ性で、火傷のおそれのある水酸化

カリウム(KOH)を含んでいます。漏洩物質

が皮膚や目に接触した場合、大量の水で洗

い流し、ただちに医師の指示を受けてくだ

さい。 
 
7. 破損(ケースのひび割れや傷、破損、あるい

はガスケット、ラッチ、及び／またはヒン
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ジ部分の摩耗など )が無いかトランス

ファーバッテリーケースを確認してくだ

さい。もし破損がある場合は使用しないで

ください。滅菌性が侵され患者の感染を引

き起こす可能性があります。 
 
8. 全ての器具、特にバッテリー

チャージャーを発火の可能性の

ある、いかなる物質、麻酔剤やガ

ス、消毒剤、洗剤のそばで使用しないでく

ださい。スパークするおそれがあります。 
 
9. 安全に使用するために接地検査を必ず

行ってください。電源コードは必ず、しっ

かりと接地させ、器具またはこの取扱説明

書に記載してある電圧・周波数にあったメ

インコンセントに差し込んでください。プ

ラグアダプターや、延長コードは使用しな

いでください。これらは接地の安全性を妨

げ、けがの原因となります。 
 

1.2.2 注意 

1. 米国連邦法により、本製品の販売

は医師又は医師の指示の下に限定

しています。 
 
2. バッテリーチャージャーを湿気にさらし

たり、濡れた場所で使用したり、チャー

ジャーの上に液体を置いたりしないでく

ださい。 
 
3. 使用前に、正常に作動するかどうか、装置

すべてを点検してください。 
 
4. コードでバッテリーチャージャーを扱う

ようなことはしないでください。バッテ

リーチャージャーやコンセントからコー

ドを抜くとき、引っ張らないでください。 
 
5. バッテリーチャージャーのコードや付属

コードを無理に曲げたり、ねじったりしな

いでください。コードに摩耗、損傷がない

か常に確認してください。もし摩耗や損傷

が見つかったら、ただちに使用を中止し、

交換してください。 
 
6. バッテリーチャージャーの下及び背面の

通気をよくしてください。チャージャーの

背面の通気口を塞がないでください。適切

に通気ができるよう、チャージャーの背面

は少なくとも 8 インチ(20.3cm)以上空けて

ください。バッテリーの下にタオルなどを

置いてバッテリー下部の通気を塞がない

でください。チャージャーに布やカバーを

掛けないでください。エアーが噴出し

チャージャーがオーバーヒートしたり停

止したりするおそれがあります。 
 
7. バッテリーパックをいかなる液

体や溶剤にも浸けないでくださ

い。腐食しバッテリー及び／ま

たはハンドピースの性能を損なうおそれ

があります。 
 
8. バッテリーパックには適切にリサイクル

又は処分すべきニッケルカドミウム、ニッ

ケル水酸化物が含まれています。バッテ

リーパックを処分又はリサイクルする場

合は適切に行ってください。 
 
9. バッテリーパックを返却する場合は、返却

前にバッテリーを完全に放電してくださ

い。 
 
10. バッテリーパックを洗浄器／消毒機にか

けないでください。腐食しバッテリー及び

／またはハンドピースの性能を損なうお

それがあります。 
 
11. 必要に応じバッテリーチャージャーを十

分に清掃してください。（「3.1 清掃及び滅

菌」（20 ページ）を参照） 
 
12. パワープロバッテリーチャージャーの性

能を 善に保つためには定期的な保守が

必要となります。（「3.0 メンテナンス」（20
ページ）を参照） 
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1.3 記号の説明 

 
電源オン・メイン装置に接続。 

 
電源オン・メイン装置に未接続。 

 
電源オン・待機中。 

 
取扱説明書の指示に従うこと。 

 
注意または警告。 

 

警告：火災の危険から守るために、必ず

同じ種類及び同じ定格のヒューズと交

換すること。 

 主電源ヒューズ。 

 

BF 形機器である。バッテリーパックに

ふさわしいものである。 

 交流。 

 
保安用アース。 

 

電気的障害。危険電圧あり。絶対に機器

を修理しようとしないこと。訓練を受け

た保守担当者でなければカバーを開け

たりシステム部品に触れてはならない。

 

ユーザーによる整備不可。 
弊社に修理を依頼。 

 
滅菌をしないこと。 

 
部品をいかなる液体にも浸さないこと。

 
警告：火傷の可能性。腐食性物質。 

 
単回使用のみ。 

 
発火性のある麻酔剤のあるところで使

用すると爆発するおそれがある。 

点灯時充電中。 

点灯時充電完了。 

点灯時、充電不可。要交換。 

「3.2 トラブルシューティング」(27
ページ)をご覧ください。 

点滅時、バッテリーはクイックディス

チャージ中。完了時は常時点灯。 

注意：米国連邦法により、本製品の販売

は医師又は医師の指示の下に限定して

いる。 

保管及び輸送時の温度制限。 

保管及び輸送時の湿度制限。 

保管及び輸送時の圧力制限。 

廃電気電子機器指令(WEEE)記号。 
欧州連合製品寿命関連。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

バッテリーパックには適切にリサイクル又は処分さ

れなければならないニッケルカドミウム、ニッケル水

酸化物が含まれています。バッテリーパックを処分又

はリサイクルする場合は、適切に行ってください。

バッテリーを一般ごみとして処分することは禁止さ

れています。あなたの地域や政府の規制に従ってバッ

テリーを処分してください。 
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1.4 環境への指示事項 

 
電気及び電気機器の廃棄に関する

WEEE 指針 [2002/96/EC]。欧州連合の

製品の廃棄[WEEE]に関するものです。 
 
WEEE マークは製品または包装に表示され、他

の廃棄物と処理されるべきではありません。 
代わりに、電気及び電気機器の廃棄物のリサイ

クルのために指定された収集ポイントに引き

渡す責任があります。処分時の分別収集と廃棄

物のリサイクルは、天然資源を大切にするのを

助け、人の健康と環境を保護する方法でリサイ

クルされるのを確実にするでしょう。医療機器

がリサイクルの為に役に立つことに関する詳

しい情報に関しては、弊社に連絡してください。 

 

 

1.5 製品写真について 

 
本取扱説明書に掲載している製品の図及び写

真は実際の製品と異なる場合があります。操作

方法を表す為の参考用ですので、実際に使用の

際はお手持ちの製品を参照してください。 
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1. 6 バッテリーチャージャー 

1.6.1 フロントパネル 

❶バッテリー取り付け位置（4 箇所） 
トランスファーバッテリープラットフォー

ム(PR-3135/3535)を介して、トランスファー

バッテリー(PR-3115/3520)の充電、ラージ

バッテリー(PR-3010)、スモールバッテリー

(PR-3020)、トラウマバッテリー(PR-3030)の
充電、また、シュアチャージャー(PR-3200)
を介して、滅菌後に充電することもできます。 
 

❷チャージングインジケーターライト 

常時点灯はバッテリーパックの接続、

充電中を示します。 

 

注記：バッテリーパックは充電の前に室温まで

冷ましてください。これを怠ると、充電完了ま

で、より長い時間かかることがあります。 

 
❸チャージドインジケーターライト 

常時点灯は充電、チャージングサイク

ルが完了したことを示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

❹バッテリーエラーインジケーターライト 
常時点灯はバッテリーパックの不

良もしくはバッテリーパックが

チャージャーにしっかり固定され

ていないことを示します。 
詳しくは、 「3.2 トラブルシューティング」

(27 ページ)をご覧ください。 
 
注記： 初の起動中に、セルフテストのために、

全てのインジケーターが一瞬光ります。 

 

❺ディスチャージボタンとインジケーター 
シュアチャージャー(PR-3200)を使用の

際、滅菌前にバッテリーパックを完全放

電するために使用します。放電には、

バッテリーチャージャーにシュア

チャージャーを取り付けた後 1 分以内

にディスチャージボタンを押さなくてはな

りません。放電している 中はこのインジ

ケーターが点滅し、放電が完了すると点滅が

止みます（工場設定値では、ディスチャージ

ボタンは誤操作防止のため非作動になって

います）。ディスチャージボタンを使用した

い場合は、弊社メンテナンスセンターへお問

い合わせください。 

 

❻パワーインジケーターライト 
電源待機モード時点灯します。 
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1.6.2 リアパネル 

❶クーリングファン 
器械にたまった熱を逃がします。 
 

注意：背面の通気を妨げないように

すること。カバーや布を掛けないで

ください。機器の背面は少なくとも 8
インチ(20.3cm)以上開けてください。クーリン

グファンを表面が固いものに直接当てないで

ください。 

 

❷アクセサリーアウトレット 
必要であればアクセサリーコー

ド (PR-2601-000-00)を利用して、

2 台目のバッテリーを 1 台目に接続するため

に使用します。2 台以上接続しないでくださ

い。 

 
❸主電源取り付け位置 

医療機器グレードの AC コードで AC 電源が

供給されます。 
 
❹ヒューズホルダー 

ヒューズを 2 本内蔵。ヒューズの交換には

「3.3 ヒューズの交換」(29 ページ)をご覧く

ださい。 

 
 
❺メインパワースイッチ 
チャージャーを作動させるには、このス

イッチを ON の位置にしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 バッテリーチャージャー操作方法 

注記： 
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1. バッテリーは出荷時、充電も滅菌もしてい

ません。 
 
2. 充電前には、バッテリーを必ず清掃・滅菌

しておいてください。｢3.1 清掃及び滅菌｣

(20 ページ)または、バッテリーパックの添

付文書の滅菌ガイドラインとパラメー

ターをご参照ください。 
 
3. 充電にはバッテリーチャージャー(PR- 

3600-000-00)のみを使用してください。 
 

4. バッテリーの温度が室温まで冷めるまで

はバッテリーを充電しないでください。こ

れを行わないと、充電により長い時間を要

することになります。 
 
警告： 
1. 使用前には必ずバッテ

リーパックに損傷がない

か点検し、損傷があった場

合、そのバッテリーパック

は使用しないでください。適切に廃棄、ま

たはリサイクル処分してください。 
 
2. オートクレーブの滅菌温度も滅

菌時間もガイドラインで推奨さ

れているものを超えないでくだ

さい。｢3.1.7 滅菌について」(24 ページ)、
またはバッテリーパックの滅菌ガイドラ

インとパラメーターをご覧ください。バッ

テリーに損傷を与え、怪我をするおそれが

あります。 

 
3. 前記の警告に従わない場合、バッテ

リーの寿命を縮め、液漏れを起こす

可能性があります。これらの物質は、

アルカリ性で火傷をする可能性のある水

酸化カリウム(KOH)を含んでいますので、

決して皮膚、目、衣類等に接触させないで

ください。 
 
4. バッテリーの残留物や漏洩物質を皮

膚、目、衣服に触れさせないでくだ

さい。万が一、接触してしまった場合、大

量の水で洗い流し、直ちに医師の指示を仰

いでください。もし、ケースにひびがあり、

白い残余物や流体が見つかったら、以下の

ガイドラインに従ってください。 
 

(a) 防護用手袋を着用して製品を扱ってく

ださい。 
 
(b) ひび割れたバッテリーをペーパータオ

ルのような吸収性のあるものと一緒に

二重のバッグに入れてください。そして

しっかりと封を閉めてください。もし、

バッテリーが損傷していた場合、他の部

品との短絡を防ぐため、別のバッグに入

れてください。 
 

5. 指定サイズ以外のヒューズの使用

は火災を招くおそれがあります。

チャージャーに記載された、または

仕様セクションの「3.6.1 バッテリーチャー

ジャー(PR-3600-000-00) 」(31 ページ)のリ

ストを参照し、交換してください。 
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1. チャージャーの電源が OFF になっている

ことを確認してください。電源コードを

チャージャーの後ろの差込口と適切に接

続された主電源接続口に差し込んでくだ

さい。 
   

 
 
2. 2 台目のチャージャーは、1 台目のチャー

ジャーより電源を供給するこ

とができます。アクセサリー

コード(PR-2601-000-00) を使

用して 2 台目のチャージャーを 1 台目のア

クセサリーアウトプットに接続してくだ

さい。 
 
注記：2 台以上接続しないでください。 

 
 
注意： 
バッテリーチャージャーの下及び背

面の通気をよくしてください。チャー

ジャーの背面の通気口を塞がないでください。

適切に通気ができるよう、チャージャーの背面

は少なくとも 8インチ(20.3cm)以上空けてくだ

さい。バッテリーの下にタオルなどを置いて

バッテリー下部の通気を塞がないでください。

チャージャーに布やカバーを掛けないでくだ

さい。エアーが噴出しチャージャーがオーバー

ヒートしたり停止したりするおそれがありま

す。 
 

3. チャージャーの背後についているスイッ

チで電源を入れてください。使用可能にな

ると、フロントパネル上の緑のインジケー

ターが点灯します。 
 
4. 起動時、チャージャーはセルフテストをし、

その際LEDが点滅し、チャージャーのファ

ンが回り、オンオフを数回繰り返します。

問題なくセルフテストが完了すると、全て

の LED が消え、使用できるようになりま

す。LED が点いたままであるなら、「3.2
トラブルシューティング」(27 ページ)をご

覧ください。 
 
5. チャージャーのアイコンとインジケー

ターライトの色の示すものは下記の通り

です。 
 
 
 
黄色：バッテリー充電中 
 
 
 
 
緑色：バッテリー充電完了 
 
 
 
 
赤色：バッテリーの交換が必要 
（もし、赤色の LED が点灯して

いる場合は、「3.2 トラブルシュー

ティング」(27 ページ)をご覧ください。） 
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2.1 バッテリーパックの充電（シュアチャー

ジャー未使用） 

 
注記： 
・ こ の 記 載 内 容 は ラ ー ジ バ ッ テ リ ー

(PR-3010-000-00)、スモールバッテリー

(PR-3020-000-00)、トラウマバッテリー

(PR-3030-000-00)に適用されます。 
 
・ バッテリーパックは常に、充電

の前に清掃してください。清掃

方法については、「3.1.5 バッテ

リーパックの清掃手順」(23 ページ)、また

はバッテリーパックの添付文書を参照し

てください。 
 
・ バッテリーパックは充電前に室温に冷ま

してください。これを怠ると、充電時間が

増加します。 
 
1. バッテリーパックを充電するにあたり、次

の操作をしてください。 
 

(a) バッテリーパックをバッテリー取り付

け位置にスライドさせて取り付けてく

ださい。完全に取り付けられたことを

確認してください。完全に取り付けら

れていないと、バッテリー異常(赤色

LED 点灯)となります(「3.2 トラブル

シューティング」(27 ページ)をご覧く

ださい)。バッテリーは 4 個まで取り付

け可能です。 

 
 
 
2. バッテリーパックの充電は自動

的に開始します。充電中は黄色の

LED が点滅します。 
 
3. 充電が完了すると、黄色の“充電

中”LED が消え、緑色の“充電完

了”LED が点灯します。充電が完

了するまでに、約 55 分かかりま

す。 
 
4. 赤色 LED が点灯した場合、また

はどの LED も点灯しない場合、

「3.2 トラブルシューティング」

(27 ページ)をご覧ください。 
 
5. 充電後、バッテリーパックを滅

菌してください。「3.1.7 滅菌に

ついて」(24 ページ)、またはバッ

テリーパックの添付文書の滅菌ガイドラ

インとパラメーターを参照してください。 
 
6. バッテリーは、チャージャーからスライド

させて取り外します。 
  



 

11 

 

2.2 ラージバッテリー(PR-3010-000-00)及びス

モ ー ル バ ッ テ リ ー

(PR-3020-000-00)の充電(シュ

アチャージャー使用) 

 
注意：トラウマバッテリー(PR-3030-000-00)を
使用する場合は、シュアチャージャーを使用し

ないでください。 
 
シュアチャージャーを使う場合、充電前に清掃

と滅菌を行ってください。｢3.1 清掃及び滅菌｣

(20 ページ)を参照してください。 
（工場設定値では、ディスチャージボタンは非

作動になっています。（誤操作防止のため）。

ディスチャージボタンを使用したい場合は、弊

社メンテナンスセンターへお問い合わせくだ

さい。） 
 
 
警告： 
 
1. シュアチャージャー接続部を

ショートさせたり、金属に接触さ

せたりしないでください。ショッ

クや火傷、バッテリーパックやチャー

ジャーの故障する原因となります。 

 

 
2. 滅菌前に、ケースのふたを点検してくださ

い。シール部に損傷があったり、なくなっ

ていたりしていないかを確認してくださ

い。フィルターが、ふたの指定エリア内

に正確に取り付けられ、フィルター受け

が掛け金で正確に固定されていることを

確認してください。また、バッテリーの

無菌性の確保と、患者の感染防止のため、

フィルターに破れや穴がないことを確認

します。破れや穴があるなら、フィルター

を交換してください。 
 

 



 

12 

3. フィルターは再使用しないでくだ

さい。フィルターは一度しか使用

できません。滅菌後ケースを開け

たなら、必ずフィルターを取り外し、適切

に処分してください。 
 
4. シュアチャージャーに損傷がないかを点

検します(接続部や底面やケース内の損傷

や摩耗、バッテリークリップの異常、欠損、

曲がり、または掛けがねの損壊など)。損

傷があれば、使用しないでください。無菌

が保たれず、患者の感染を引き起こすおそ

れがあります。 
 
注意： 
 

1. シュアチャージャー内に取

り付ける前は、常にバッテ

リーパックを清掃してくだ

さい。 
 

2. シュアチャージャーのどの部分も、液

体に浸さないでください。 
 

3. バッテリーの充電は、パワープロバッ

テリーチャージャー(PR-3600-000-00)
でのみ行ってください。 

 

1. バッテリーパックの滅菌前に、ハンドピー

スから取り外し、｢3.1 清掃及び滅菌｣(20
ページ)に従って清掃してください。 

 
2. ふたの底面に、新しい使い捨てフィルター

を取り付けます： 
 

(a) リリースノブを内側へ押して、フィル

タープレートを取り外します。 

 
(b) フィルタープレートを取り外したら、ふ

たの底面、フィルター受けにあるフィル

ターの切り抜きに合わせて、フィルター

を取り付けてください。 
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(c) フィルタープレートの縁を、ふたの底面

の金属バーの後ろに差し込みます。 
 

 
(d) サイドのタブを、両方の掛け金が定位置

にロックするまでしっかりと押します。

各掛け金から、カチッという音がします。 
 
3. 外ケースに内かごを入れます。 
 

 
 

4. バッテリーパックの金属接続部を、内かご 
のコンセント受け口にスライドさせます。 

 
 

 
 
5. ケースのふたの両側の掛け金をかみ合わ

せて、ふたを確実に取り付けます。 
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重要：バッテリーパックをバッテリーチャー

ジャーでディスチャージする前に、室温に冷ま

してください。これを怠ると、ディスチャージ

時間が増加します。 
 
6. シュアチャージャーをオートクレーブに

入れる前、また、バッテリーパックを室温

に冷ました後、滅菌ケースをパワープロ

バッテリーチャージャーにスライドさせ

て取り付けます。 
 
7. バッテリーパックに残っている充電を

ディスチャージするために、ディスチャー

ジボタンを押します。 
 

 
 
注記：バッテリーパックのディスチャージは、

ケースをチャージャーに取り付けてから 1 分

以内に行ってください。一度チャージ過程を開

始したら、ディスチャージボタンは作動しなく

なります。 

(a) ディスチャージサイクル中  
は、黄色の LED が点滅しま 
す。バッテリーパックのディ 
スチャージが完了すると、黄 
色の LED はしっかりと点灯 
します。 

 
8. バッテリーチャージャーから、シュア

チャージャーを取り外し、オートクレーブ

に入れます。｢3.1.7 滅菌について｣(24 ペー

ジ)をご覧ください。 
 
9. 滅菌が完了したら、バッテリーパックを室

温まで冷まし、充電可能になります。バッ

テリーパックを充電するために： 
 
重要：バッテリーチャージャーで充電する前に、

バッテリーパックを室温まで冷まさなければ

なりません。これを怠ると、充電に長い時間が

かかることがあります。 
 

(a) シュアチャージャーをパワープロ

バッテリーチャージャーにスライド

させて取り付けます。 
 
(b) 自動的に充電が開始されます。

充電サイクル中は、黄色“充電

中”LED が点灯します。 
 
(c) バッテリーパックの充電が完

了すると、黄色“充電中”LED
は消え、緑色“充電完了”LED
が点滅します。充電完了まで約

55 分かかります。 
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(d) LED が点灯しない、または、

赤色 LED が点灯していたら、

｢3.2 トラブルシューティン

グ｣(27 ページ)をご覧くださ

い。 
 

(e) もし 3 つの LED 全てが点灯したら、

システム異常です。｢3.2 トラブル

シューティング｣(27 ページ)を参照し

てください。 
 

(f) バッテリーパック充電後、ケースは

チャージャーから取り外し、使用で

きるようしまっておきます。 
 

(g) ニッケルカドミウムバッテリーは、

室温で、月に約 15～20％蓄電力を失

います。フル充電のバッテリー使用

を確実にするために、定期的に再充

電してください。 
 
10. 不潔域担当者がケースをチャージャーか

ら取り外したら、ケースからふたを外し、

ケースを清潔域の方に渡してください。 
 
11. 清潔域担当者は、ハンドルをしっかり

握ってこすり洗いし、ケースから外し、そ

れを無菌場所に置きます。 
 
12. 清潔域担当者はバッテリーパックを外し、

ハンドピースに取り付けます。 

2.3 トランスファーバッテリーの充電 

この手順は、以下に記載の製品からなるトラン

スファーシステムに適用されます： 
・ トランスファーバッテリーケース 

(PR-3110-000-00) 

・ トランスファーバッテリー(PR-3115-000-00) 

・ トランスファースリーブ 

(PR-3130-000-00) 

・ トランスファープラットフォーム 

(PR-3135-000-00) 

・ トランスファーバッテリーケーススモール 

(PR-3521-000-00) 

・ トランスファーバッテリースモール 

(PR-3520-000-00) 

・ トランスファースリーブスモール 

(PR-3531-000-00) 

・ トランスファープラットフォームスモール 

(PR-3535-000-00) 

 
 
注記： 
1. トランスファーバッテリーケース

(PR-3110/3521)と、トランスファー

スリーブ(PR-3130/3531)だけを滅

菌してください。｢3.1.7 滅菌について｣(24
ページ)またはバッテリーケースの滅菌情

報に関する添付文書を参照してください。 
 
2. トランスファーバッテリー(PR-3115/3520)

を滅菌しないでください。 
 
3. ト ラ ン ス フ ァ ー バ ッ テ リ ー ケ ー ス

(PR-3110/3521)に入れたままバッテリー

(PR-3115/3520)を充電しないでください。 
 
4. このバッテリーは、トランスファーバッテ

リープラットフォーム(PR-3135/3535)を使

用してのみ、充電できます。 
 
5. 使用後、またバッテリー充電前は、常に

バッテリーとバッテリーケースを清掃し

てください。 
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警告： 
1 回の使用につき、1 つのバッテ

リーと 1 つのスリーブを使用して

ください。スリーブを滅菌せずに再利用す

ることはしないでください。ケースを滅菌

せずに、2 つ目のバッテリーをバッテリー

ケースに入れたりしないでください。 

1. バッテリーを充電するには、以下の手順に

従ってください： 
 

(a) トランスファープラットフォーム

(PR-3135/3535)をバッテリーチャー

ジャーにパチッという音がする位置

までスライドさせます。 
トランスファープラットフォームが

チャージャーに完全に固定されない

と(LED ランプが赤色に点灯します)、
バッテリー異常が起こることがあり

ます(｢3.2 トラブルシューティング｣

(27 ページ)をご覧ください)。 
 

 
 

(b) バッテリーをトランスファープラッ

トフォームの差込口に差し込みます。

バッテリーが完全にトランスファー

プラットフォームに固定されるまで

押し込みます。 
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2. バッテリーの充電は自動的に開始され、

バッテリー残量によりますが、各バッテ

リーの充電が完了するまでに、約 5～70 分

かかります。 
 
3. 充電サイクル中は、黄色“充電中”

LED が点灯します。 
 
4. 充電が完了すると、黄色“充電中”

LED が消え、緑色“充電完了”LED
が点灯します。チャージャーの電源

が入っている限り、チャージャーの上にあ

るバッテリーはフル充電になっています。 
 
5. LED が点灯しなかったり、赤色 LED

が点灯した場合、｢ 3.2 トラブル

シューティング｣(27 ページ)をご覧

ください。 
 
6. 充電後、不潔域担当者はチャージャー上の

トランスファープラットフォームから

バッテリーを取り外します。 
 
注記：全てのニッケル水素バッテリーは、常温

保管で月に約 15～20％の蓄電力を失います。

もし一定期間保管するのであれば、フル充電さ

れていることを確実にするために、定期的に再

充電してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 清潔域担当者は無菌のトランスファース

リーブ(PR-3130/3530)を無菌のバッテリー

ケースの上に置きます。バッテリースリー

ブ下側のピンが、ケースの外側からケース

上のスリーブ中央に来るようにします。 
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8. 不潔域担当者はバッテリーを無菌のトラ

ンスファースリーブを通してバッテリー

ケースに入れます。 

 
9. 不潔域担当者はバッテリーケースからス

リーブを別の指で引きながら取り外しま

す。 
 
 
 
 

トランスファーバッテリーケース(PR-3110)の
ふたの閉め方 

 
1.  清潔域担当者は、バッテリーケースのふた

を閉じ、掛け金装置をふたの上方に軽くは

じきあげます。 

 
 
2.  清潔域担当者は、まず掛け金の底、次に掛

け金の正面を押してふたをしっかり閉め、

無菌のトランスファーバッテリーケースの

タブと、掛け金がしっかり固定されている

ことを確実にします。 

 
 
3.  清潔域担当者は、バッテリーケースをハン

ドピースに取り付けます。 
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トランスファーバッテリーケーススモール

(PR-3521)のふたの閉め方 
 

1. 清潔域担当者は、バッテリーケースのふたを

閉めます。 

 
 

2. 清潔域担当者は、まずラッチの下部をふたに

引掛け、ふたをしっかり閉めます。 

 
 

3. ラッチの前面部を押して、ラッチをケースの

上部にしっかりとはめます。 

 
 

4. 清潔域担当者は、バッテリーケースをハンド

ピースに取り付けます。 
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3.0 メンテナンス 

パワープロバッテリーチャージャーを適切

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

適に保つために動力付き手術器具のメンテナ

ンス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 小限にとどめることができ

ます。 
ConMed Linvatec は Hall®パワープロバッテ

リーチャージャーを、定期メンテナンスのため

に、24 ヶ月ごとに工場に返却することをお勧

めしております。 
 
バッテリーチャージャーの適切なケアと取

り扱いには、安全で効率的な操作を確実にする

ために非常に重要で適切な日ごとの操作、掃除、

及び滅菌が含まれます。 
 
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、機器の性能の低下

や患者・使用者の安全を侵す可能性のある故障

を招くおそれがあります。本システムについて

技術サポートが必要な場合や、修理等が必要な

場合は、弊社営業社員又はメンテナンスセン

ターにご連絡ください。 
 

ジンマー・バイオメット合同会社 メンテナンスセンター 

〒254-0076 神奈川県平塚市新町 6-15 

TEL：0463-30-4805 

FAX：0463-30-4825 
 
注意： 
この定期的メンテナンスを行わない

場合、バッテリーチャージャーの故障

を招いたり、製品の保証が無効になることがあ

ります。 

 

3.1 清掃及び滅菌 

注意：清掃及び／または滅菌の前に、

常にバッテリーの損傷や漏れがない

か調べます。もし、それらが見つかったら、バッ

テリーを廃棄すべきです。修理しようとしない

でください。バッテリーにはニッケルカドミウ

ムまたはニッケル水素が含まれており、それら

は適切にリサイクル、または処分する必要があ

ります。バッテリーを一般ごみとして処分する

ことは禁止されています。あなたの地域や政府

の規制に従ってバッテリーを処分してくださ

い。 
 
3.1.1 清掃上の注意 

1. 汚染された器具の取り扱い及び清

掃の際には、一般的に示された適切

な方法に従ってください。 
 
2. 使用後 30 分以内に機器を清掃し、清掃前に

乾燥による血液や破片の製品付着を 小限

にしてください。 
 
3. バッテリーチャージャー、シュアチャー

ジャー、バッテリー、電源コード

を決して浸漬しないでください。 
 
4. 機器を超音波洗浄器、またはジェット式洗

浄器などで洗浄しないでください。 
 
5. 有機物の固着を防ぐ為の予備洗浄スプレー

は、プラスチック及び／または金属に悪影

響を及ぼすことで知られています。よって、

こ れ ら の製 品 の いず れ か を ConMed 
Linvatec 社製のバッテリーパック、スリー

ブ又はトランスファーケースに使用する場

合は、滅菌前に流水で 低 10 秒以上すすぎ、

これら製品の残留物を全て取り除くことを

お勧めします。 
 
6. シュアチャージャー、バッテリーケース、

バッテリーパックの清掃には、絶対に漂白

剤、塩素系の洗浄剤、フェノールを含有す

る苛性の液体製品を使用しないでください。

漂白剤や塩素により金属部分が腐食します。 
 
7. 清掃／滅菌前に、必ずバッテリーパックを

ハンドピースから取り外してください。 
8. シュアチャージャーに入れる前にバッテ

リーパックを必ず清掃してください。 
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3.1.2 バッテリーチャージャーの清掃手順 

1. バッテリーチャージャーの電源を切りま

す。コンセントと、チャージャーの後方か

ら電源コードを抜きます。 
 
2. バッテリーチャージャーに取り付けられ

た付属品を、取り外します。 
 

3. 中性洗剤で湿らせた清潔で柔らかい布で

拭きます。洗浄剤は、製造元説明書に従い

プラスチックに使用可能なものを選択す

るようにしてください。この説明書に従わ

ない場合、バッテリーチャージャーが破損

する可能性があります。きれいになるまで

清掃を繰り返します。 
 
4. バッテリーチャージャーを消毒後、殺菌し

た蒸留水に浸した柔らかい布で再度拭い

てください。 
 
5. 清潔で柔らかい布で乾拭きしてください。 
 
6. 少なくとも週に 1 回、バッテリーチャー

ジャープラットフォームの接続部を徹底

的に清掃してください。金属部分には綿棒

と非研磨洗剤を使用してください。漂白剤

または他の腐食性化学薬品を使用しない

でください。 

3.1.3 トランスファーバッテリープラットフォームの

清掃手順 

1.  トランスファーバッテリープラット

フォームからバッテリーを取り外します。 
 
2. バッテリーチャージャーからトランス

ファーバッテリープラットフォームを取

り外します。 
 
3.  トランスファーバッテリープラット

フォームを中性洗剤で湿らせた清潔で柔

らかい布で拭きます。洗浄は、製造元説明

書に従いプラスチックに使用可能なもの

を選択するようにしてください。この説明

書に従わない場合、トランスファーバッテ

リープラットフォームが破損する可能性

があります。きれいになるまで清掃を繰り

返します。 
 
4.  バッテリーチャージャーを殺菌した蒸留

水に浸した清潔で無起毛の布で再度拭い

てください。 
 
5.  清潔で柔らかい布で乾拭きしてください。 
 
6.  少なくとも週に 1回、無菌トランスファー

バッテリープラットフォームの下側の接

続部、また各バッテリー差込口の接続ピン

を徹底的に清掃します。金属部分には綿棒

と非研磨剤を使用してください。漂白剤や

他の腐食性化学薬品を使用しないでくだ

さい。きれいになるまで繰り返してくださ

い。 
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3.1.4  トランスファースリーブ、トランス

ファーバッテリーケース、トランス

ファーバッテリーの清掃手順 

注記： 
この手順は、以下に記載の製品に適用されま

す： 
・ トランスファーバッテリーケース 

(PR-3110-000-00) 

・ トランスファーバッテリー(PR-3115-000-00) 

・ トランスファースリーブ(PR-3130-000-00) 

・ トランスファーバッテリーケーススモール 

(PR-3521-000-00) 

・ トランスファーバッテリースモール 

(PR-3520-000-00) 

・ トランスファースリーブスモール 

(PR-3531-000-00) 
 
各使用後、バッテリーケースとバッテリーパッ

クを清掃してください。スリーブも清掃して

ください。 
 
1. 清掃前にハンドピースからバッテリー

パックを取り外します。 
 
2. 清掃前にトランスファーバッテリーケー

スからバッテリーを取り外します。 
 
3. トランスファーバッテリーとスリーブを、

中性洗剤で湿らした清潔で無起毛の布で

拭きます。洗浄剤は、製造元説明書に従い

プラスチックに使用可能なものを選択す

るようにしてください。この説明書に従わ

ない場合、製品が破損する可能性がありま

す。全ての血痕や凝固物等を除去します。

きれいになるまで繰り返します。 
 
4. バッテリーケース、スリーブを消毒した後、

殺菌した蒸留水できれいにすすいでくだ

さい。注記：水道水を使用すると、ミネラ

ル分が接触部に沈着し、ハンドピースの作

動に影響を及ぼす可能性があります。 
 

5. 清潔で無起毛の布で乾拭きしてください。 
 
6. バッテリーパックを消毒した後、殺菌した

蒸留水に浸した清潔で無起毛の布で再度

拭いてください。注記：水道水を使用する

と、ミネラル分が接触部に沈着し、ハンド

ピースの作動に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
 
注意：バッテリーは液体には一切浸さ

ないでください。 
 
7. 清潔で無起毛の布で乾拭きしてください。 
 
8. 少なくとも週に 1 回、無菌トランスファー

バッテリープラットフォームの下側の接

続部、また各バッテリー差込口の接続ピン

を徹底的に清掃します。金属部分には綿棒

と非研磨剤を使用してください。漂白剤や

他の腐食性化学薬品を使用しないでくだ

さい。きれいになるまで繰り返してくださ

い。 
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3.1.5 バッテリーパックの清掃手順 

注記：この手順は、以下に記載の製品に適用さ

れます： 
・ ラージバッテリー(PR-3010-000-00) 
・ スモールバッテリー(PR-3020-000-00) 
・ トラウマバッテリー(PR-3030-000-00) 

 

1. 清掃前にハンドピースからバッテリー

パックを取り外します。 

 
2. 使用後バッテリーパックを、中性洗剤で湿

らした清潔で無起毛の布で拭きます。洗剤

は、製造元説明書に従いプラスチックに使

用可能なものを選択するようにしてくだ

さい。この説明書に従わない場合、バッテ

リーパックが破損する可能性があります。

全ての血痕や凝固物等を除去します。きれ

いになるまで繰り返します。 
 
3. バッテリーパックを消毒した後、流水です

すいでください。殺菌した蒸留水に浸した

清潔で無起毛の布でバッテリーパック全

体を拭いてください。注記：水道水を使用

すると、ミネラル分が接触部に沈着し、ハ

ンドピースの作動に影響を及ぼす可能性

があります。 
 
4. 清潔で無起毛の布で乾拭きしてください。 

 
5. 週に 1 回はバッテリーの接続部を徹底的

に清掃します。金属部分には、綿棒と非研

磨洗剤を使用してください。製品に漂白剤

や、その他腐食性の化学薬品を使用しない

でください。きれいになるまで繰り返して

ください。 

3.1.6 シュアチャージャーの清掃手順 

1. 中性洗剤で湿らせた清潔で柔らかい無起

毛の布かブラシでシュアチャージャーの

表面を拭いて清掃します。洗剤は、製造元

説明書に従いプラスチックに使用可能な

ものを選択するようにしてください。この

説明書に従わない場合、破損する可能性が

あります。全ての血痕や凝固物等を除去し

ます。きれいになるまで繰り返します。 
 
2. ケースは流水ですすぐことが出来ますが、

殺菌した蒸留水で湿らせた清潔で無起毛

の布で再度拭く必要があります。 
 
3. 清潔で無起毛の布で乾拭きしてください。 
 
4. 週に 1 回はケース底面の端子部と、ケース

内側の充電端子部を徹底的に清掃します。

金属部分には、綿棒と非研磨洗剤を使用し

てください。製品に漂白剤や、その他腐食

性の化学薬品を使用しないでください。き

れいになるまで繰り返してください。 
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3.1.7 滅菌について 

蒸気滅菌は、安全かつ効果的であり、バッテ

リーパック、トランスファーバッテリーケース、

トランスファースリーブの滅菌において、禁忌

とはなりません。 
 

3.1.7.1 滅菌に関する警告、注意及び注記 

 
警告：消毒液を用いて器具表面の拭き

掃除を行っても、器具を滅菌したこと

にはなりませんので、お勧めしません。 
 
1. バッテリーチャージャーを滅菌しないで

ください。 
 
2. 滅菌前に、バッテリーパックに損傷や漏れ

がないか調べてください。もし損傷が見つ

かった場合は、バッテリーを廃棄してくだ

さい(｢3.1.1 清掃上の注意｣(20 ページ)をご

覧ください)。修理しようとしないでくだ

さい。バッテリーパック内側の電池は電気

的また化学的に危険です。 
 
3. CIDEX のような冷却滅菌剤で、アタッチメ

ントを滅菌しないでください。 
 
4. ハンドピースにつないだまま、バッテリー

パックやトランスファーバッテリーケー

スを滅菌しないでください。 
 
5. 滅菌中は、トランスファーバッテリーケー

スのふたを完全に開き下向きにしてくだ

さい。 
 
6. トランスファーバッテリーを滅菌しない

でください。滅菌できるのはケースのみで

す。熱にさらすことはバッテリーに損傷を

与えるおそれがあります。 

7. オートクレーブにバッテリーパックや

シュアチャージャーを推奨滅菌時間以上

入れておかないでください。熱及び曝露時

間はバッテリー寿命に大きな影響を及ぼ

します。推奨滅菌手順の厳守が必要です。

推奨手順からのどんな逸脱であっても、

バッテリー寿命を縮めることになります。 
 
8. バッテリーパックや、トランスファーバッ

テリーケースが熱を持っている間は使用

しないでください。使用前に十分に冷ます

時間をとってください。冷ますために、液

体に浸したり、湿った布で覆ったりしない

でください。室温で冷ましてください。完

全に冷却・乾燥させていないバッテリーで

のハンドピースの操作は、性能及び／また

は信頼性を低下させるおそれがあります。 
 
注記： 
1. シュアチャージャー(PR-3200)使用の有無

に関わらず、トランスファーバッテリー

ケース(PR-3110/3520)、トランスファース

リーブ(PR-3130/3531)は熱及び湿気が無

くなるまで更に乾燥時間が必要となりま

す。完全に冷却・乾燥させていないバッ

テリーでのハンドピースの操作は、性能

及び／または信頼性を低下させるおそれ

があります。  
 
2.  滅菌バリデーションは、AAMI TIR12(医

療器具推進協会)の要求事項に従って実施

されています。 
 
すべてのバッテリーパックはプレバキューム

蒸気滅菌器または重力置換滅菌器の中で処置

を行います。 
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推奨される 低滅菌時間は以下の通りです。 

表 1：滅菌パラメーター 

 

滅菌方法 
サイクル 

低温度 低滅菌時間 低乾燥時間 

 
パワープロラージバッテリー(PR-3010-000-00)、スモールバッテリー(PR-3020-000-00)、トラウマバッ

テリー(PR-3030-000-00) 
蒸気 プレバキューム 

(wrapped/unwrapped) 
132ºC～137ºC 3 分 なし 

蒸気 重力置換 
(wrapped/unwrapped) 

132ºC～137ºC 3 分 なし 

 
 

シュアチャージャー (PR-3200-000-00)内のバッテリー 
追加情報は使用説明書の関連項目を参照してください。 

蒸気 プレバキューム 132ºC～137ºC 3 分 低 8 分** 
 

トランスファーバッテリーケース(PR-3110/3521-000-00)及びトランスファースリーブ(PR-3130/3531-000-00) 

注記：滅菌中は、トランスファーバッテリーケースのふたを完全に開き下向きにしてください。

蒸気 プレバキューム 
(wrapped/unwrapped) 

132ºC～137ºC 3 分 低 8 分* 

蒸気 重力置換 
(wrapped/unwrapped) 

132ºC～137ºC 10 分 低 8 分* 

 
注意*：製品を滅菌する都度、全てのアタッチメントに対して 低 8 分の乾燥サイクルを

実施する必要があります。製品に対して乾燥サイクルを行わない場合、製品の性能が低

下し、早期の製品の故障につながるおそれがあります。完全に冷却・乾燥させていない

バッテリーでのハンドピースの操作は、性能及び／または信頼性を低下させるおそれがありま

す。 
 
注意**：シュアチャージャーの記載された乾燥サイクルに必ず従ってください。これを

怠ると、ケース内に溜まった水分が、バッテリーをショートさせ、バッテリーの信頼を

下げるおそれがあります。 
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3.1.7.2 バッテリーパックのエチレンオキサイド滅菌ガイドライン(シュアチャージャー未使用) 

この項目は、パワープロバッテリーパック(PR-3010／3020／3030-000-00)について記載されていま

す。 

 

条件（ 低 1 時間） 

温度：        54℃±3ºC 

湿度：        50%±10% 

 

庫内 

温度：        54℃±3ºC 

湿度：        60%±10% 

時間：        30 分 

圧力：        1.92psia(3.9inHg) 

EtO ガス濃度：    650mg/L±50mg/L 

作用時間：      2 時間 

エアレーション時間： 24 時間以上 

 
 

バッテリーパックの Sterrad®1 滅菌システムガイドライン(シュアチャージャー未使用) 

パワープロバッテリーパック(PR-3010／3020／3030-000-00)は Sterrad 滅菌システムの使用が認め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sterrad1 は Johnson & Johnson 社の登録商標です。 

  



 

27 

3.2 トラブルシューティング 

表 2：トラブルシューティング 

症状 考えられる原因 対処 
バッテリーチャージャーの動作不

良。 
◆電源コードが差し込まれていな

い、または欠陥がある。 
◆バッテリーチャージャーのス

イッチが入っていない。 
◆ヒューズが切れている。 
あ 
あ 
◆2 台目のチャージャーの付属コー

ドが差し込まれていない、または

欠陥がある。 
◆バッテリーチャージャーに欠陥

がある。 

◆電源コードを差し込む。 
◆電源コードを取り替える。 
◆バッテリーチャージャーのス

イッチを入れる。 
◆ヒューズを取り替える。29 ページ

の“3.3 ヒューズの交換”をご覧

ください。 
◆付属コードを差し込む。 
◆付属コードを取り替える。 
 
◆弊社メンテナンスセンターに連 
絡する。 

トランスファーバッテリーが 
充電サイクルを開始しない。 
または、赤の LED が点灯しない。 

◆機器が汚れている、または電気接

続がされていない。 
あ 
あ 
あ 
◆トランスファーバッテリープ

ラットフォーム、バッテリー、及

び／またはチャージャーに欠陥

がある。 

◆接続部に溜まった破片がないか、

トランスファーバッテリープ

ラットフォーム、バッテリー、

チャージャーを調べる。もしあれ

ば、清掃し再度充電する。 
◆トランスファーバッテリープ

ラットフォーム、バッテリー、

チャージャーの装置接続部が摩

耗していたり、電気接続部がさび

ていないか確認する。そのような

状態を見つけたら使用しない。も

し全て正常であれば、バッテリー

を適切に処分してください。もし

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム や チ ャ ー

ジャーで異常に気づいたら、弊社

メンテナンスセンターに連絡す

る。 
赤色ＬＥＤが点灯している。 ◆バッテリーパックがチャー

ジャーにしっかりとセットされ

ていない。 
◆トランスファーバッテリーがプ

ラットフォームに完全にセット

されているが、プラットフォーム

がチャージャーにしっかりと

セットされていない。 
◆トランスファーバッテリーが、ト

ランスファーバッテリープラッ

トフォーム受け口にしっかりと

セットされていない。 
 
◆バッテリーケースに入れたまま

充電しようとしている。 
あ 
あ 
◆器具が汚れている、または電気接

続部が摩耗している。 
 
 

◆バッテリーパックがチャー

ジャーの取り付け口にしっかり

とセットされているか確認する。

◆トランスファーバッテリープ

ラットフォームがチャージャー

に完全にセットされているか確

認する。 
 
◆トランスファーバッテリーが、ト

ランスファーバッテリープラッ

トフォーム取り付け口にしっか

りとセットされているか確認す

る。 
◆トランスファーバッテリーを

ケースから取り外す必要がある。

トランスファープラットフォー

ムのみで充電可能。 
◆すべての機器の電気接続部に汚

れがないか調べる。もし見つけた

ら清掃して再度充電する。 
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表 2：トラブルシューティング 

症状 考えられる原因 対処 
赤色 LED が点灯している。(続き) ◆トランスファーバッテリープ

ラットフォーム、シュアチャー

ジャー、及び／またはチャー

ジャーに欠陥がある。 
あ 
あ 
あ 
あ 
あ 
◆シュアチャージャーがバッテ

リーチャージャーに完全にセッ

トされていない。 
◆バッテリーに欠陥がある。 
 
 
 
 

◆全ての機器を、装置接続部に破片

がたまっていないか、電気接続部

がさびていないか調べる。もしあ

れば使用しない。もし全て正常で

あれば、バッテリーを適切に処分

する。プラットフォームや、シュ

アチャージャー、チャージャーで

異常に気づいたら、修理に出す。

◆シュアチャージャーがバッテ

リーチャージャーに完全にセッ

トされているか確認する。 
◆バッテリーを受け口から外し、他

の受け口にセットする。もし充電

中 LED が点灯しなかったり、赤色

LED が点灯したら、バッテリー異

常である。適切に処分してくださ

い。 
LED が何も点灯しないが、緑の電源

LED は点灯している。 
◆機器(チャージャー、バッテリー、

トランスファーバッテリープ

ラットフォーム、シュアチャー

ジャー)の装置接続部が断線／摩

耗している、または電気接続部が

さびているか、破片が溜まってい

る、または高(低)インピーダンス

接続か断線がある。 

◆機器(チャージャー、バッテリー、

トランスファーバッテリープ

ラットフォーム、シュアチャー

ジャー)にこれらの原因が見られ

るかどうか調べる。もし見つかれ

ば使用しない。機器の部品を交換

する。 
 

1 つまたはそれ以上のプラット

フォームの黄色、緑色、赤色 LED が

点滅している。 

◆バッテリー異常 
あ 
あ 
あ 
あ 
あ 
◆システム異常 
 
 
 

◆バッテリーを取り外し、チャー

ジャーの電源を入れてください。

もしシステムの異常がなくなれ

ば、バッテリーに原因がありま

す。バッテリーを交換し、適切に

処分してください。 
◆バッテリーを取り外し、チャー

ジャーの電源を入れてください。

状態が変わらなければ、チャー

ジャーを修理に出してください。
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3.3 ヒューズの交換 

 
1. バッテリーチャージャーの電源を切り、主

電源コードを抜きます。 
2. ヒューズホルダーの掛け金を回して、制御

装置から取り外します。 

 
3. 両方のヒューズを取り外します。両方の

ヒューズを同じ時に交換してください。古

いものと新しいものを混ぜないでくださ

い。バッテリーチャージャー、または 31

ページ“3.6 仕様”に記述された、地域の

電圧に一致した正しい数値のものと交換

してください。 

 
4. 再度ヒューズホルダーを取り付け、ヒュー

ズアクセスドアを閉めてください。 

 

3.4 接地試験 

この試験の目的は、いかなるメンテナンスが行

われている時でも、出力端子からバッテリー

チャージャー本体脚部への接地の導通状態を

検査するものです。 
 
必要な試験器具： 
 
シンプソン型 265 マルチメーターまたは同等

のもの 
 
手順： 
 
1. マルチメーターを低抵抗レベルに設定し

ます。テストリード線を結び、ゼロ合わせ

を行います。 
 
2. AC 電源からバッテリーチャージャーを離

しながら、一つのリード線を接地している

本体へ、もう一つは電源コードのアース端

子へ接続します。抵抗値を測定します。測

定値が 0.1 オーム以下でなければなりませ

ん。 
 
3. 測定値が、0.1 オーム以上である場合、接

続線または本体の配線に不備がある場合

があります。この原因が判明、解決するま

では、バッテリーチャージャーを使用しな

いでください。 



 

30 

3.5 漏れ電流試験 

 
この試験の目的は、変圧器とバッテリーの間の

50/60 サイクルの漏れ電流を測定することです。

保護接地した接続可能金属部と外装と接触可

能金属部との間は 300µA 以下でなければなり

ません。 
 
必要な試験器具： 
 
ED&D 漏れ電流試験器 モデル LT-601 ある

いは同等のもの 
 
手順： 
 
1. バッテリーチャージャー背面にバッテ

リーコードを接続する。電源ソケットを試

験器に接続してください。 
 
2. バッテリーチャージャーを 低 2 分間

ウォームアップさせてください。 
 
3. 漏れ電流を測定します。 
 
4. バッテリーチャージャーと試験器をオフ

にしてください。全ての試験器をバッテ

リーチャージャーから外してください。 
 
5. 漏れ電流が限界値を超えている場合、接続

線及び変圧器に問題がある場合があるの

で、この原因が判明、解決するまでは使用

しないでください。 
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3.6 仕様 

 

3.6.1 バッテリーチャージャー(PR-3600-000-00) 

 
I.E.C 機器仕様：クラス I、非適合部品、IPX0 (通常) 断続的負荷での連続的操作。 
 
酸素または窒素酸化物などの気体と可燃性の麻酔剤とが混合して存在するところでの 
使用には適していません。 
 
このシステムは、UL2601-1、CAN/CSA C22.2 NO.601.1、IEC 601-1、第 1・第 2 追補含む第 2 版に

従って試験され、適合しています。 
 
このシステムはまた、次の IEC 601-1-2 に従って試験され、適合しています。：1）問題になるよう

な干渉障害を起こしません。2）他から干渉を受けても誤作動が発生しません。ただし、干渉問題

が発生した場合は、装置間の距離を遠ざけて設置し、電源コードを別々のコンセントに接続して

ください。より詳しい情報をお求めの場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。 
 
Linvatec 社は外部認証機関である TÜV Product Service より、EN ISO9001、EN46001 の品質システ

ムの認証を受けています。また同機関より、MDD(Medical Device Derective)の 93/42/EEC の Annex
Ⅱクラス 3、AnnexⅡクラス 4、AnnexV の認証も受けています。 
 
 
通常の操作要件： 
電源入力：            交流 100-240VAC 
周波数：             50/60Hz 
定格：              600VA 
アクセサリー定格出力：       大 300VA 

バッテリー出力電圧：        直流 大 24V 
漏れ電流：             300µA 以下 
ヒューズ：             T5.0A、250V、遅動ヒューズ 
寸法(バッテリーパックを外した状態)： 31.7cm(W)×22.8cm(H)×35.6cm(D) 
重量：               12.4 ポンド(5.6kg) 
 
注記：本機は電子部品を含んでおり、廃棄時に特別な取り扱いを必要とします。電子部品

の廃棄に関わる欧州廃電気電子機器指令(WEEE ガイドライン)または各地域のガイドライ

ンを参照してください。 
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3.6.2 システム環境条件 

 

作動： 

周囲作動温度：+10ºC~40ºC 

相対湿度：  30%～75% 

大気圧：   700hpa～1060hpa 

 

輸送保管時： 

周囲温度：  －40ºC～+70ºC 

相対湿度：  10%～100%（結露含む） 

大気圧：   500hpa～1060hpa 
 

3.6.3 バッテリーチャージャーに必要な電源コード 

115VAC： 

下記仕様の UL、CSA 系の製品のみを使用すること。 

・プラグエンド－NEMA5-15P 医療用、15A、125V 

・レセプタクルエンド－IEC320／CEE-22、6A、250V／15A、125V 

・コード－UL 型、SJT、18AWG、3 導線 
 

3.6.4 バッテリー 

表 3：バッテリーパック仕様 

 PR-3010-000-00 PR-3020-000-00 PR-3030-000-00 PR-3115-000-00 PR-3520-000-00

タイプ 
ニッケルカド

ミウム(8 セル)

ニッケルカド

ミウム(10セル)

ニッケルカド

ミウム(10セル)

ニッケル水素 

(8 セル) 

ニッケル水素 

(10 セル) 

電圧 9.6V 12V 12V 9.6V 12V 

容量 1.25amp hr. 0.5amp hr. 0.25amp hr. 2.1amp hr. 0.99amp hr. 

重量 457g 269g 160g 
396g 

(ケースなし) 

267g 

(ケースなし) 

色 黒 灰色 黒色 赤 赤 

注記：バッテリーには適切にリサイクルまたは処分すべきニッケルカドミウムまた

はニッケルメタルハイブリッジが含まれています。バッテリーを家庭ごみとして処

分することは禁止されています。処分やリサイクルに関してはあなたの地域、及び政府の規制に

従ってください。 
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表 4：ガイダンス及び製造者による申告－電磁気放射 
ConMed Linvatec パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)は以下で指定される電磁環境における

使用を意図されています。 パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)の顧客またはユーザーは、そ

のような環境で用いられるようにしなければなりません。 
放射試験 コンプライアンス 電磁気環境－ガイダンス 

RF エミッション 

CISPR 11 

グループ 1 パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)は内部機能

にのみ、RF エネルギーを使用します。 したがって、RF
放射は非常に低く、付近の電子装置への干渉を引き起すこ

とはほとんどありません。 

RF エミッション 

CISPR 11 

クラス B パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)はすべての

施設での使用に適しており、直接国内の目的に使用される

公立の低圧電源供給ネットワークで接続された国内の施

設を含んでいます。 
高調波エミッション 

IEC 61000-3-2 

クラス A 

電 圧 変 動 ／ フ リ ッ

カーエミッション 

IEC 61000-3-3 

適合 

表 5：ガイダンス及び製造者の申告－電磁耐性（耐ノイズ性） 

ConMed Linvatec パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)は以下で指定される電磁環境における

使用を意図されています。 パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)の顧客またはユーザーは、そ

のような環境での使用を確実にすべきです。 

イミュニティ試験 
IEC 60601 
試験レベル 

コンプライアンス 
レベル 

電磁気環境 
ガイダンス 

静電放電（ESD）
IEC 61000-4-2 

±6kV 接触 
±8kV 空中 

± 6kV 接触 
± 8kV 空中 

床は、木、コンクリートまたはセラ

ミックタイルであるべきです。 床が

合成繊維で覆われている場合、相対

湿度は少なくとも 30%であるべきで

す。 

電気的高速過渡

／バースト 
IEC 61000-4-4 

電源ライン用 
±2kV 
±1kV for input/ 
output lines 

± 2kV 電源ライン用

± 1kV 入力／出力

ライン用 

主電源の品質は通常の商用または病

院環境のものであるべきです。 

サージ 
IEC 61000-4-5 

ライン間±1kV 
ライン‐接地間 
±2kV 

± 1kV ライン間 
± 2kV ライン‐接

地間 

主電源の品質は通常の商用または病

院環境のものであるべきです。 

周 波 数 （ 50/60 
Hz）電磁場 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 電力周波磁場は通常の位置特性のレ

ベルで、典型的な業務または病院環

境であるべきです。 

電源入力ライン

の電圧ディップ、

短時間の遮断及

び電圧変動 
IEC 61000-4-11 

<5%Ut(>95%dipinUt)
for 0.5 cycle 
40%Ut(60%dipinUt) 
for 5 cycles 
70%Ut(30%dipinUt) 
for 25 cycles 
<5%Ut(>95%dipinUt)
for 5 seconds 

<5%Ut(>95%dipinUt)
for 0.5 cycle 
40%Ut(60%dipinUt) 
for 5 cycles 
70%Ut(30%dipinUt) 
for 25 cycles 
<5%Ut(>95%dipinUt)
for 5 seconds 

主電源の品質は通常の商用または病

院環境のものであるべきです。 パ
ワープロバッテリーチャージャー

(PR-3600)のユーザーが、主電源中断

した際、継続運転を必要とする場合、

パワープロバッテリーチャージャー

(PR-3600)を非中断可能電源または

バッテリーによって稼動させること

が推奨されます。 

注記： Ut は試験レベル適用前の交流電源電圧です。 
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表 6：ガイダンス及び製造者の申告－電磁耐性（耐ノイズ性） 
ConMed Linvatec パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)は以下で指定される電磁環境における

使用を意図されています。 パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)の顧客またはユーザーは、そ

のような環境での使用を確実にすべきです。 

イミュニティ試験 
IEC 60601 
試験レベル 

コンプライアンス

レベル 
電磁気環境 
ガイダンス 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

携帯用、及び可動式 RF 通信装置は、

送信機周波数に適切な方程式で計

算された推奨する分離距離内に

ケーブルを含むパワープロバッテ

リーチャージャー(PR-3600)のいか

なる部分も近付けないでください。

   推奨分離距離 

伝導 RF 3 Vrms 3 Vrms d = 1.2 √ P 

IEC 61000-4-6 150 kHz to 80 MHz 150 kHz to 80 MHz  

放射 RF 3 V/m 3 V/m d = 1.2 √ P 80 MHz to 800 MHz 

IEC 61000-4-3 80 MHz to 2.5 GHz  d = 2.3 √ P 800 MHz to 2.5 GHz 

   
送信機製造者に従い、P が送信機の

大出力率をワット(W)で示してお

り、d は推奨する分離距離をメー

ター(m)で示しています。 
送信機の、そして、電磁場付近調査

（a）による測定で、固定 RF からの

磁場強度が、各周波域（b）でのコ

ンプライアンスレベル以下である

べきです。 
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表 6：ガイダンス及び製造者の申告－電磁耐性（耐ノイズ性） 
ConMed Linvatec パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)は以下で指定される電磁環境における

使用を意図されています。 パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)の顧客またはユーザーは、そ

のような環境での使用を確実にすべきです。 

イミュニティ試験 
IEC 60601 
試験レベル 

コンプライアンスレ

ベル 
電磁気環境 
ガイダンス 

 以下のシンボルで示された設備付

近では、電磁波干渉が起こるおそ

れがあります。 

 
注記 1: 80 MHz と 800 MHz では、さらに高周波化する範囲が適用されます。 
注記 2:これらのガイドラインはすべての状況に当てはまるわけではありません。電磁の伝播状態は構

造、物、及び／または、人々からの吸収や反射によって影響を受けます。 

a. 理論的に、固定送信機からのラジオ（携帯、または、コードレス）電話のための基地局や移動無線、

アマチュア無線、AM、及び FM ラジオやテレビを放送する地域の磁場強度の正確な予測をすること

ができません。 固定 RF 送信機のため電磁環境を評価するために、電磁実地調査を検討するべきで

す。 
 パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)を使用している位置の測定磁場強度が、適切な RF コ

ンプライアンスを超えている場合、パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)を通常操作が可能

であるかの確認を観測するべきです。 異常性能が観測される場合、パワープロバッテリーチャー

ジャー(PR-3600)の向きを変えるか、移動させるなどの追加措置が必要かもしれません。 
 
b. 周波数 150 kHz～ 80 MHz 以上では、 磁場強度は 3 V/m 以下であるべきです。 
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表 7: 携帯用、及びモバイルの RF 通信装置とパワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)間の推奨 
分離距離 

パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)は RF 妨害の広がりが制御できる電磁環境における使

用に意図されています。パワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)の顧客またはユーザーが、以

下で推薦されるように、通信装置の 大出力に従って、携帯用、及び可動式 RF 間の 短距離を通信

装置(送信機)とパワープロバッテリーチャージャー(PR-3600)間に保持することにより、電磁波障害

を防ぐことができます。 

送信機の 
大出力率 

送信機周波数による分離距離 
m 

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz 

W d = 1.2 √ P d = 1.2 √ P d = 2.3 √ P 

0.01 0.012 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 

上に記載されなかった 大出力で評価された送信機に関しては、送信機製造者によれば、送信機の

大出力率である P ワット(W)で、送信機の周波数に適切な方程式を用いることにより、推奨される

分離距離 d メーター（m）を概算することができます。 
注記 1: 80 MHz と 800 MHz では、高周波化する範囲が適用されます。 
注記 2:これらのガイドラインはすべての状況で適用できるものではありません。電磁の伝播状態は構

造、物、及び／または、人々からの吸収や反射によって影響を受けます。 
 
 

3.7 付属品 

品番        品名 
PR-3600-000-00   パワープロバッテリーチャージャー 
PR-2601-000-00   バッテリーチャージャーアクセサリーコード 
LC-7104-000-00   パワーコード(115VAC 10 フィート) 
PR-3010-000-00   ラージバッテリー 
PR-3020-000-00   スモールバッテリー 
PR-3030-000-00   トラウマバッテリー 
PR-3110-000-00   トランスファーバッテリーケース 
PR-3115-000-00   トランスファーバッテリー 
PR-3130-000-00   トランスファースリーブ 
PR-3135-000-00   トランスファーバッテリープラットフォーム 
 
PR-3520-000-00   トランスファーバッテリー  スモール 
PR-3521-000-00   トランスファーバッテリーケース  スモール 
PR-3531-000-00   トランスファースリーブ  スモール 
PR-3535-000-00   トランスファーバッテリープラットフォーム  スモール 
 
PR-3200-000-00   シュアチャージャー 
PR-3205-000-00   シュアチャージャー用フィルター(50 枚入) 
PR-5090-000-00   システム滅菌ケース 
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