
硬膜外麻酔分娩　和痛分娩



硬膜外麻酔による分娩には以下の様な場合に適応が
あります


①耐えられないほどひどい痛みがきたときは、筋肉
が硬直して子宮口が広がらず分娩がスムーズに進ま
ないことがあります。麻酔によりリラックスできて
分娩がスムーズになることが期待できます。初産婦
で痛みに弱く出産に対する恐怖心が非常に強いとい
う方や経産婦で１回目につらい出産をしてトラウマ
になってしまった方などが対象になります。 



②陣痛や「いきみ」で血圧が異常に上昇
し、脳内出血などの重大な障害を招き生
命にかかわる可能性があります。循環器
系・血管系疾患や妊娠高血圧症など母体
に重大な合併症がある方が対象となりま
す。硬膜外麻酔分娩や帝王切開によりリ
スクを軽減します。



　硬膜外麻酔は、硬膜外腔に留置したカテーテル（糸
のような細い管）から麻酔薬を注入して、硬膜外か
ら間接的に子宮や産道を支配している脊髄神経を麻
酔する方法です。



　当院では計画的和痛分娩となります。
夜間休日など時間帯によっては硬膜外麻
酔分娩を希望されも行うことができませ
ん。

硬膜外麻酔による分娩（和痛分娩）の実際



硬膜外麻酔による分娩（和痛分娩）の実際

前日（入院日）　


①病室で点滴用のカテーテルを腕の血管
に留置します。


②手術室で麻酔科医が、硬膜外麻酔のた
めのカテーテルを背中から挿入します。　

挿入部の皮膚炎や脊椎疾患、血液系に影響する合併症がある場合、技術的に
カテーテル挿入が困難な場合など硬膜外麻酔を断念することもあります。 

③診察所見により産道を開くための処置（子宮頚管熟化法）を行います。



硬膜外麻酔による分娩（和痛分娩）の実際

前日（入院日）　


④病棟に帰室後、アイフューザーの設定を
チェックします。

　十分に充電できているか？

　PCAモードになっているか？


　プリセットは１が選択されているか？

　流量速度は10ml/hとなっているか？


　ボーラス量は5mlとなっているか？


　ボーラススイッチはセットされているか？

以上を確認できたらスイッチをOFFにしてお
きます。



⑤硬膜外カテーテルに薬液をセットします

　0.083%ポプスカイン＋0.0002%フェンタネスト (2μg/ml)


　　0.25%ポプスカイン100ml


　　フェンタネスト600μg（2ｍｌx6A=12ml）


　　生理食塩水188ml


　　　　　　を混合して合計300mlとする




　当日  

①	頚管の熟化、陣痛の誘発を行います（方法については別紙・同意書にて説明）


②	嚥下性誤飲を防ぐため、分娩の開始とともに絶食となります。

　食事から3時間以内のときは、エリーテンを麻酔開始時に１A静注します。


③	麻酔は、以下の1)または2)の段階になると開始します。

   1)陣痛5分間隔で、子宮口が3から5cmに開大したとき

   2)痛みが強まり耐えられなくなったとき




④硬膜外麻酔を開始します

　(1)スイッチＯＮ後、初回のみ自動でローディング8mLを行います


　　　「ただちにローディングしますか？　YES/NOを選択」


　　　　ローディング後、25分間はボーラスが作動しません。


　　　　     履歴をクリアし、再開するときはローディングがあります。


　　　　     手動でローディングしたいときは、


　　　　　          投与開始してからＦボタンを押すとパスワード(10)の確認があります。　 

             パスワード入力後、セレクトを押すとクリニシャン投与の画面になります。


                            セレクトを押すと投与量を入力します。


　　　　　  　    セレクトを押すと投与開始・スタートの画面がでてきますので


　　　　　　　   入力した投与量だけ投与されます。


　(2)麻酔液の維持流量は10ml/hから開始します。


　    麻酔効果の範囲をお臍の高さを超えるときは流量を下げます


　   麻酔効果の範囲をお臍の高さより低いときは流量を上げます


           アップダウンは2ml/h　30分後に評価します



　(3)麻酔効果の範囲は得られているが、


　　除痛効果が不十分であるとき

      妊婦がボーラスボタン（ボーラス量は5ml）を押します。


     １回押すと25分後にもう一度押すことが出来ます。


   

　(4)下向きに硬膜外麻酔チューブが留置されているとき


　　全開大したとき、

　　または、仙骨から尾骨に痛みを訴えたときに

　　1%キシロカインを10mlショットします。


　　または0.1%アナペイン10mlをショットします。



　当日 


⑤血圧を定期的に測定します。導入時、流量を変更した時、
ボーラス時は15分ごととします。ただし、流量が安定した
のちは、1時間ごととします。


⑥怒責を開始するまでは、横向きで過ごします。片効きを防
止するため、30分ごとに右下、左下を交互に変更します。


⑦麻酔中は安全の為、単独で歩行はできません。看護師が付
き添います。


⑧自分で排尿することが困難になります。導尿をするか、尿
道バルーンを留置します



硬膜外麻酔分娩（和痛分娩）には以下の様な問題点があります 

①	 完全に痛みがなくなるわけではありません。国立成育医療センターのアンケートにお
いて、多くの方が２０％程度に痛みが軽減し満足であったと回答しています。


②	 硬膜外麻酔のためのカテーテルを背中から挿入するときに、血腫を形成することで神
経を圧迫する事があります。血腫は自然に吸収され治癒することもありますが、麻痺など
の神経症状が続くときは血腫を取り除く手術が必要な場合もあります。


③	 お産終了後にカテーテルを抜去しますが、通常、病室でカテーテルを引っ張ることで
簡単に抜去できます。稀にカテーテルを簡単に抜去できないため、手術室で麻酔をして抜
去しなければならないことがあります。




硬膜外麻酔分娩（和痛分娩）には以下の様な問題点があります 

④	 麻酔薬が直接に脊髄腔に入り、脊髄麻酔になることがあります。硬膜外麻酔と
違って直接に脊髄神経を麻酔するため、完全に下半身が麻痺します。麻酔薬を中止
するとおおよそ２時間で麻酔効果はなくなり麻痺は解消します。


⑤	 陣痛が弱くなる。そのため分娩時間が長くなること多くなります。陣痛促進剤
（オキシトシンなど）を使用するケースが多くなります。また、『いきむ』方向性
が自分でつかみにくく、いきみ出す力も弱いので、吸引分娩になる可能性も出てき
ます。


⑥	 急に血圧が下がる場合があります。極端に血圧が下がった場合、母体から胎児
への血流が悪くなり、胎児の血圧、心拍数に影響が出ます。麻酔中は頻回に血圧を
測ることになります。また、麻酔中は単独で歩行することは出来ません。



硬膜外麻酔分娩（和痛分娩）には以下の様な問題点があります 

⑦	 尿意がわからない、うまく排尿できないなどの症状が多くの場合あらわれます。
麻酔が終了すると元に戻りますが、麻酔中は尿道カテーテルを留置するか、助産師
が導尿します。


⑧	 嘔吐により誤嚥性肺炎を起こすことがあります（メンデルソン症候群）。麻酔
中は、絶食が望ましいです。


⑨	 薬物ショックやアレルギーショックが起きる可能性もあります。


⑩	 産後１週間程度、ひどい 頭痛がでることがあります。


尚、硬膜外麻酔をすることで帝王切開になる確率はあがることはありません。また、
麻酔薬は胎児に悪影響を与えることはありません。




大きな液晶画面に日本語表示、そしてシンプルな操作パネルで使いやすく。
連続投与・PCA投与の２つのモードから投与方法を選択でき、患者様にあわせた投与が
可能です。
安全性を重視した設計と機能で、誰にでも安心して使えるように。

―   より安全に、使いやすく進化した電動式PCAポンプ　アイフューザー  プラス

PlusPlus

大きな液晶と
シンプルな操作パネル

液晶画面は大きく、操作パネルはシンプルに
漢字およびひらがな表記にも対応

※PCA投与モード  投与中の画面

●画面上部のアイコン表示
①パネルロック
　　表示中=ON／表示なし=OFF

②圧力モニタ

③バッテリ残量表示

P P P P
圧力小 大

残量小 大

履歴確認機能を搭載
投与履歴を本体の画面上で確認可能

ボーラス投与履歴表示機能

PCA投与モード時に、現時点から設定時間内におこなったボーラス
投与の要求回数と実際の投与回数を表示します。

投与履歴表示機能

直前の99履歴までの投与履歴（日時）を確認することができます。

※1時間毎履歴確認画面

２つの投与モード
から選択可能

①連続投与モード　②PCA投与モード
治療に応じて投与モードを選択

PCAボーラスボタン （オプション） 操作性と安全性を考慮した形状のPCAボタン
PCAボーラスボタンを押すとあらかじめ設定した薬液量が
ボーラス投与されます。

押しやすいよう、本体先端部に窪みをつけ、
また押ボタンを内側に配置することで、落
下や接触等により、意図しない投与が行な
われないよう設計しています。

プリセット設定は、あらかじめ設定内容を本体に登録（＝プリセッ
ト登録）することで、投与時には登録した設定内容を呼び出して
投与することができる機能です。
プリセット登録は３つまで登録可能です。
登録後は登録内容を呼び出せば、細かい設定を行なう必要なく、
投与を開始できます。
また、登録内容を変更する際には、パスワード入力等の制限があ
るため、安易な設定変更を防止します。

ロックレベル設定は、投与中に許可なく設定の変更が行われな
いよう設定する機能です。
ロックレベルは０～３までの４段階に分かれています。
ロックレベルを適切に設定することで、患者様に安全な輸液投与
を実施します。

連続投与モード

PCA投与モード

プリセット
設 定

ロックレベル
設 定

品番：JM-IFPBB（ボタン色：ブルー）/JM-IFPBP（ボタン色：ピンク）

連続投与モードは、一定の投与速度
で持続的に薬液を投与します。
投与が終了すると、ポンプは自動的に
KOR速度に切替わります。

※投与中画面

PCA投与モードは、医師が適切と判
断した投与量を、患者様の痛みに応じ
てボーラス投与することができます。
設定はプリセット設定・ロックレベル
設定から選択します。

※投与中画面

安全性を重視した
設計と機能

ハード面・ソフト面に多彩な安全機能を搭載

セーフロック機能

２箇所の圧力センサ わかりやすい警報表示

カセット着脱時のフリーフ
ローを防止するため、輸液
セットにはセーフロックク
ランプを装備しています。

画面に警報内容を表示し、本体
上部の警報表示灯が赤く点滅
します。

① 吸入側圧力センサ
② 吐出側圧力センサ
2箇所の圧力センサで閉塞を感知します。

クランプ　閉 クランプ　開

クランプ

①

②

ロック設定 お知らせ機能

設定値の流量が予定量より大きい場合、設定内容の確認画面が表
示され、再確認を促します。

パネルロック機能
操作パネルのキー操作を無効
にするように、ロック設定をす
ることができます。

プログラムロック機能
不用意にプログラムを変更で
きないように、プログラムをロ
ックすることができます。

設定内容の変更や、投与履歴の消去等をおこなう際には、
パスワード入力画面が表示され、医師や管理者以外の方に
よる安易な設定変更を防止します。

パスワードによる設定管理

ブルーとピンクの２色展開

本体はブルーとピンクの２
色があり、用途に応じて使
い分けることができます。
本体色の使い分けによる医
療事故防止対策としても有
効です。

選べる２色の筐体

投与速度

時　間

KOR速度

速
　
度

時　間

ベース速度

ローティング投与速度＝120mL/h
ボーラス投与速度＝120mL/h

速
　
度

ボーラス投与ボーラス投与

ロックアウト時間 ロックアウト時間

ローティング
投与
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投与の要求回数と実際の投与回数を表示します。

投与履歴表示機能

直前の99履歴までの投与履歴（日時）を確認することができます。

※1時間毎履歴確認画面

２つの投与モード
から選択可能

①連続投与モード　②PCA投与モード
治療に応じて投与モードを選択

PCAボーラスボタン （オプション） 操作性と安全性を考慮した形状のPCAボタン
PCAボーラスボタンを押すとあらかじめ設定した薬液量が
ボーラス投与されます。

押しやすいよう、本体先端部に窪みをつけ、
また押ボタンを内側に配置することで、落
下や接触等により、意図しない投与が行な
われないよう設計しています。

プリセット設定は、あらかじめ設定内容を本体に登録（＝プリセッ
ト登録）することで、投与時には登録した設定内容を呼び出して
投与することができる機能です。
プリセット登録は３つまで登録可能です。
登録後は登録内容を呼び出せば、細かい設定を行なう必要なく、
投与を開始できます。
また、登録内容を変更する際には、パスワード入力等の制限があ
るため、安易な設定変更を防止します。

ロックレベル設定は、投与中に許可なく設定の変更が行われな
いよう設定する機能です。
ロックレベルは０～３までの４段階に分かれています。
ロックレベルを適切に設定することで、患者様に安全な輸液投与
を実施します。

連続投与モード

PCA投与モード

プリセット
設 定

ロックレベル
設 定

品番：JM-IFPBB（ボタン色：ブルー）/JM-IFPBP（ボタン色：ピンク）

連続投与モードは、一定の投与速度
で持続的に薬液を投与します。
投与が終了すると、ポンプは自動的に
KOR速度に切替わります。

※投与中画面

PCA投与モードは、医師が適切と判
断した投与量を、患者様の痛みに応じ
てボーラス投与することができます。
設定はプリセット設定・ロックレベル
設定から選択します。

※投与中画面

安全性を重視した
設計と機能

ハード面・ソフト面に多彩な安全機能を搭載

セーフロック機能

２箇所の圧力センサ わかりやすい警報表示

カセット着脱時のフリーフ
ローを防止するため、輸液
セットにはセーフロックク
ランプを装備しています。

画面に警報内容を表示し、本体
上部の警報表示灯が赤く点滅
します。

① 吸入側圧力センサ
② 吐出側圧力センサ
2箇所の圧力センサで閉塞を感知します。

クランプ　閉 クランプ　開

クランプ

①

②

ロック設定 お知らせ機能

設定値の流量が予定量より大きい場合、設定内容の確認画面が表
示され、再確認を促します。

パネルロック機能
操作パネルのキー操作を無効
にするように、ロック設定をす
ることができます。

プログラムロック機能
不用意にプログラムを変更で
きないように、プログラムをロ
ックすることができます。

設定内容の変更や、投与履歴の消去等をおこなう際には、
パスワード入力画面が表示され、医師や管理者以外の方に
よる安易な設定変更を防止します。

パスワードによる設定管理

ブルーとピンクの２色展開

本体はブルーとピンクの２
色があり、用途に応じて使
い分けることができます。
本体色の使い分けによる医
療事故防止対策としても有
効です。

選べる２色の筐体

投与速度

時　間

KOR速度

速
　
度

時　間

ベース速度

ローティング投与速度＝120mL/h
ボーラス投与速度＝120mL/h

速
　
度

ボーラス投与ボーラス投与

ロックアウト時間 ロックアウト時間

ローティング
投与

薬液量　300mL 
ベース速度　10mL/h　　上限14mL/h　下限4mL/h 
ボーラス量　5mL　上限6mL　下限0.1mL 
ロックアウト時間25分　最大投与回数　２回/h 
ローディング　8mL
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１）下記のいずれかに該当する場合、輸液 ットを交換します。 

  ・輸液 ットの包装に表示された交換間隔 

  ・96 時間ごと 

  ・トー ル投与量が 9L を超えた時 

２）輸液 ットに付属する添付文書に従って新しい輸液 ットを準備します。 

 

１） ーフロッククランプを引き上げ、クランプを確実に閉じた状態にします。 

 「「「「 ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプのののの使用使用使用使用」」」」 

   

 

       
 

２）カ ット台受け口に輸液 ットのカ ットを挿入します。カチッと音がして、 

  固定されるまで、カ ットを押さえます。 

「「「「カ ットカ ットカ ットカ ットのののの挿入挿入挿入挿入」」」」 

  

3333----1111----4444    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの準備準備準備準備    

3333----1111----5555    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの装着装着装着装着    

●●●●指定指定指定指定のののの輸液輸液輸液輸液 ットットットットにににに添付添付添付添付されたされたされたされた添付文書添付文書添付文書添付文書をををを必必必必ずずずず読読読読みみみみ、、、、これこれこれこれにににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、装着装着装着装着、、、、取取取取りりりり外外外外しししし、、、、再装着再装着再装着再装着はははは使用方法使用方法使用方法使用方法のののの説明説明説明説明にににに注意注意注意注意してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの使用使用使用使用はははは、、、、包装包装包装包装にににに記載記載記載記載してあるしてあるしてあるしてある交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、96969696 時間時間時間時間あるいはあるいはあるいはあるいは 9999ＬＬＬＬ投与投与投与投与のののの    

いずれもいずれもいずれもいずれも超超超超えないでくださいえないでくださいえないでくださいえないでください。。。。    

●●●●使用済使用済使用済使用済みのみのみのみの輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの処分処分処分処分はははは適切適切適切適切なななな法規法規法規法規にににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

●●●●輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの改造改造改造改造はははは行行行行わないでわないでわないでわないで下下下下さいさいさいさい。。。。    

当社当社当社当社はははは、、、、製品製品製品製品のののの取扱説明取扱説明取扱説明取扱説明にににに従従従従わずにわずにわずにわずに使用使用使用使用しししし発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故にににに対対対対するするするする責任責任責任責任はははは一切負一切負一切負一切負いまいまいまいま    

せんせんせんせん。。。。    

●●●●プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中はははは輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを患者患者患者患者にににに接続接続接続接続しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中、、、、    

本装本装本装本装置置置置はははは気泡及気泡及気泡及気泡及びびびび閉塞閉塞閉塞閉塞をををを検出検出検出検出しませんしませんしませんしません。。。。    

●●●●本装置本装置本装置本装置からからからから輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを取取取取りりりり外外外外すすすす前前前前にににに、、、、必必必必ずずずず ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプをををを閉閉閉閉じてくだじてくだじてくだじてくだ    

さいさいさいさい。。。。    

注意注意注意注意 

ーフロック 

クランプ 

カ ット 

リリース ブ 

ーフロッククランプを閉じる 

引き上げる 

輸液セットの装着
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１）下記のいずれかに該当する場合、輸液 ットを交換します。 

  ・輸液 ットの包装に表示された交換間隔 

  ・96 時間ごと 

  ・トー ル投与量が 9L を超えた時 

２）輸液 ットに付属する添付文書に従って新しい輸液 ットを準備します。 

 

１） ーフロッククランプを引き上げ、クランプを確実に閉じた状態にします。 

 「「「「 ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプのののの使用使用使用使用」」」」 

   

 

       
 

２）カ ット台受け口に輸液 ットのカ ットを挿入します。カチッと音がして、 

  固定されるまで、カ ットを押さえます。 

「「「「カ ットカ ットカ ットカ ットのののの挿入挿入挿入挿入」」」」 

  

3333----1111----4444    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの準備準備準備準備    

3333----1111----5555    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの装着装着装着装着    

●●●●指定指定指定指定のののの輸液輸液輸液輸液 ットットットットにににに添付添付添付添付されたされたされたされた添付文書添付文書添付文書添付文書をををを必必必必ずずずず読読読読みみみみ、、、、これこれこれこれにににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、装着装着装着装着、、、、取取取取りりりり外外外外しししし、、、、再装着再装着再装着再装着はははは使用方法使用方法使用方法使用方法のののの説明説明説明説明にににに注意注意注意注意してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの使用使用使用使用はははは、、、、包装包装包装包装にににに記載記載記載記載してあるしてあるしてあるしてある交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、96969696 時間時間時間時間あるいはあるいはあるいはあるいは 9999ＬＬＬＬ投与投与投与投与のののの    

いずれもいずれもいずれもいずれも超超超超えないでくださいえないでくださいえないでくださいえないでください。。。。    

●●●●使用済使用済使用済使用済みのみのみのみの輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの処分処分処分処分はははは適切適切適切適切なななな法規法規法規法規にににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

●●●●輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの改造改造改造改造はははは行行行行わないでわないでわないでわないで下下下下さいさいさいさい。。。。    

当社当社当社当社はははは、、、、製品製品製品製品のののの取扱説明取扱説明取扱説明取扱説明にににに従従従従わずにわずにわずにわずに使用使用使用使用しししし発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故にににに対対対対するするするする責任責任責任責任はははは一切負一切負一切負一切負いまいまいまいま    

せんせんせんせん。。。。    

●●●●プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中はははは輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを患者患者患者患者にににに接続接続接続接続しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中、、、、    

本装本装本装本装置置置置はははは気泡及気泡及気泡及気泡及びびびび閉塞閉塞閉塞閉塞をををを検出検出検出検出しませんしませんしませんしません。。。。    

●●●●本装置本装置本装置本装置からからからから輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを取取取取りりりり外外外外すすすす前前前前にににに、、、、必必必必ずずずず ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプをををを閉閉閉閉じてくだじてくだじてくだじてくだ    

さいさいさいさい。。。。    

注意注意注意注意 

ーフロック 

クランプ 

カ ット 

リリース ブ 

ーフロッククランプを閉じる 

引き上げる 

輸液セットの装着
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３） ーフロッククランプのガイドピンが ンサブロックストッパの曲線状の溝に正常 

に噛み合っていることを確認します。 

 

４） ブを押しながら ーフロッククランプを押し下げ、カ ットのクランプを開きま

す。また、輸液 ットのクランプも開きます。 

 

      

 

       

 

 
 

 

 

 

５）輸液 ットのプライミングをします。 3-1-7 輸液セットのプライミング P.45参照 

 

電源が ON になると ルフチェック（自己診断）が行われます。 

電源を ON した後、 ルフチェックが完了したことを必ず確認します。 

１）電源を ON にします。 

： を押す。 

ブザー音が 1 度鳴り、シリアルナンバー、患者 ID、 

現在の設定されているモード、ロック状態を表示し 

ます。 

                 （基本設定を確認する場合は、2-1-1 投与モード、

基本設定へのアクセス P.26参照） 

    確認確認確認確認        在宅用在宅用在宅用在宅用のののの場合場合場合場合はははは、、、、患者患者患者患者 IDIDIDID がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。    

 

２）約 1 秒間ブザー音が再び鳴り、数秒間、画面が一時的に黒、そして白に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

3333----1111----6666    電源電源電源電源ONONONON、、、、 ルフチェックルフチェックルフチェックルフチェック    

ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプをををを押押押押しししし下下下下げたげたげたげた時時時時にににに、、、、ガイドピンガイドピンガイドピンガイドピンがががが ンサブロックストッパンサブロックストッパンサブロックストッパンサブロックストッパのののの曲線曲線曲線曲線

状状状状のののの溝溝溝溝にににに正常正常正常正常にににに噛噛噛噛みみみみ合合合合っていることをっていることをっていることをっていることを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

注意注意注意注意 

ｼﾘｱﾙNo.:XXXXXXXX 

連続ﾓｰﾄﾞ  

 

             

v.XXXX 

 
 
 
   

 
 
 
   

軸軸軸軸にににに対対対対してしてしてしてカ ットカ ットカ ットカ ットをををを斜斜斜斜めにめにめにめに押押押押さえてさえてさえてさえて装着装着装着装着するとするとするとすると、、、、軸軸軸軸がががが曲曲曲曲がりがりがりがり正常正常正常正常にににに投与投与投与投与できなくできなくできなくできなく    

なるなるなるなる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。 

注意注意注意注意 

②押し下げる 

① ブを押す 

ーフロッククランプを開く 

ガイドピン 

ンサブロックストッパ 

輸液セットの装着
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１）下記のいずれかに該当する場合、輸液 ットを交換します。 

  ・輸液 ットの包装に表示された交換間隔 

  ・96 時間ごと 

  ・トー ル投与量が 9L を超えた時 

２）輸液 ットに付属する添付文書に従って新しい輸液 ットを準備します。 

 

１） ーフロッククランプを引き上げ、クランプを確実に閉じた状態にします。 

 「「「「 ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプのののの使用使用使用使用」」」」 

   

 

       
 

２）カ ット台受け口に輸液 ットのカ ットを挿入します。カチッと音がして、 

  固定されるまで、カ ットを押さえます。 

「「「「カ ットカ ットカ ットカ ットのののの挿入挿入挿入挿入」」」」 

  

3333----1111----4444    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの準備準備準備準備    

3333----1111----5555    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの装着装着装着装着    

●●●●指定指定指定指定のののの輸液輸液輸液輸液 ットットットットにににに添付添付添付添付されたされたされたされた添付文書添付文書添付文書添付文書をををを必必必必ずずずず読読読読みみみみ、、、、これこれこれこれにににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、装着装着装着装着、、、、取取取取りりりり外外外外しししし、、、、再装着再装着再装着再装着はははは使用方法使用方法使用方法使用方法のののの説明説明説明説明にににに注意注意注意注意してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの使用使用使用使用はははは、、、、包装包装包装包装にににに記載記載記載記載してあるしてあるしてあるしてある交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、96969696 時間時間時間時間あるいはあるいはあるいはあるいは 9999ＬＬＬＬ投与投与投与投与のののの    

いずれもいずれもいずれもいずれも超超超超えないでくださいえないでくださいえないでくださいえないでください。。。。    

●●●●使用済使用済使用済使用済みのみのみのみの輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの処分処分処分処分はははは適切適切適切適切なななな法規法規法規法規にににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

●●●●輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの改造改造改造改造はははは行行行行わないでわないでわないでわないで下下下下さいさいさいさい。。。。    

当社当社当社当社はははは、、、、製品製品製品製品のののの取扱説明取扱説明取扱説明取扱説明にににに従従従従わずにわずにわずにわずに使用使用使用使用しししし発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故にににに対対対対するするするする責任責任責任責任はははは一切負一切負一切負一切負いまいまいまいま    

せんせんせんせん。。。。    

●●●●プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中はははは輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを患者患者患者患者にににに接続接続接続接続しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中、、、、    

本装本装本装本装置置置置はははは気泡及気泡及気泡及気泡及びびびび閉塞閉塞閉塞閉塞をををを検出検出検出検出しませんしませんしませんしません。。。。    

●●●●本装置本装置本装置本装置からからからから輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを取取取取りりりり外外外外すすすす前前前前にににに、、、、必必必必ずずずず ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプをををを閉閉閉閉じてくだじてくだじてくだじてくだ    

さいさいさいさい。。。。    

注意注意注意注意 

ーフロック 

クランプ 

カ ット 

リリース ブ 

ーフロッククランプを閉じる 

引き上げる 

ラッチを右にスライド

輸液セットの装着

ラッチ



大きな液晶画面に日本語表示、そしてシンプルな操作パネルで使いやすく。
連続投与・PCA投与の２つのモードから投与方法を選択でき、患者様にあわせた投与が
可能です。
安全性を重視した設計と機能で、誰にでも安心して使えるように。

―   より安全に、使いやすく進化した電動式PCAポンプ　アイフューザー  プラス

PlusPlus

大きな液晶と
シンプルな操作パネル

液晶画面は大きく、操作パネルはシンプルに
漢字およびひらがな表記にも対応

※PCA投与モード  投与中の画面

●画面上部のアイコン表示
①パネルロック
　　表示中=ON／表示なし=OFF

②圧力モニタ

③バッテリ残量表示

P P P P
圧力小 大

残量小 大

履歴確認機能を搭載
投与履歴を本体の画面上で確認可能

ボーラス投与履歴表示機能

PCA投与モード時に、現時点から設定時間内におこなったボーラス
投与の要求回数と実際の投与回数を表示します。

投与履歴表示機能

直前の99履歴までの投与履歴（日時）を確認することができます。

※1時間毎履歴確認画面

２つの投与モード
から選択可能

①連続投与モード　②PCA投与モード
治療に応じて投与モードを選択

PCAボーラスボタン （オプション） 操作性と安全性を考慮した形状のPCAボタン
PCAボーラスボタンを押すとあらかじめ設定した薬液量が
ボーラス投与されます。

押しやすいよう、本体先端部に窪みをつけ、
また押ボタンを内側に配置することで、落
下や接触等により、意図しない投与が行な
われないよう設計しています。

プリセット設定は、あらかじめ設定内容を本体に登録（＝プリセッ
ト登録）することで、投与時には登録した設定内容を呼び出して
投与することができる機能です。
プリセット登録は３つまで登録可能です。
登録後は登録内容を呼び出せば、細かい設定を行なう必要なく、
投与を開始できます。
また、登録内容を変更する際には、パスワード入力等の制限があ
るため、安易な設定変更を防止します。

ロックレベル設定は、投与中に許可なく設定の変更が行われな
いよう設定する機能です。
ロックレベルは０～３までの４段階に分かれています。
ロックレベルを適切に設定することで、患者様に安全な輸液投与
を実施します。

連続投与モード

PCA投与モード

プリセット
設 定

ロックレベル
設 定

品番：JM-IFPBB（ボタン色：ブルー）/JM-IFPBP（ボタン色：ピンク）

連続投与モードは、一定の投与速度
で持続的に薬液を投与します。
投与が終了すると、ポンプは自動的に
KOR速度に切替わります。

※投与中画面

PCA投与モードは、医師が適切と判
断した投与量を、患者様の痛みに応じ
てボーラス投与することができます。
設定はプリセット設定・ロックレベル
設定から選択します。

※投与中画面

安全性を重視した
設計と機能

ハード面・ソフト面に多彩な安全機能を搭載

セーフロック機能

２箇所の圧力センサ わかりやすい警報表示

カセット着脱時のフリーフ
ローを防止するため、輸液
セットにはセーフロックク
ランプを装備しています。

画面に警報内容を表示し、本体
上部の警報表示灯が赤く点滅
します。

① 吸入側圧力センサ
② 吐出側圧力センサ
2箇所の圧力センサで閉塞を感知します。

クランプ　閉 クランプ　開

クランプ

①

②

ロック設定 お知らせ機能

設定値の流量が予定量より大きい場合、設定内容の確認画面が表
示され、再確認を促します。

パネルロック機能
操作パネルのキー操作を無効
にするように、ロック設定をす
ることができます。

プログラムロック機能
不用意にプログラムを変更で
きないように、プログラムをロ
ックすることができます。

設定内容の変更や、投与履歴の消去等をおこなう際には、
パスワード入力画面が表示され、医師や管理者以外の方に
よる安易な設定変更を防止します。

パスワードによる設定管理

ブルーとピンクの２色展開

本体はブルーとピンクの２
色があり、用途に応じて使
い分けることができます。
本体色の使い分けによる医
療事故防止対策としても有
効です。

選べる２色の筐体

投与速度

時　間

KOR速度

速
　
度

時　間

ベース速度

ローティング投与速度＝120mL/h
ボーラス投与速度＝120mL/h

速
　
度

ボーラス投与ボーラス投与

ロックアウト時間 ロックアウト時間

ローティング
投与

輸液セットの装着
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１）下記のいずれかに該当する場合、輸液 ットを交換します。 

  ・輸液 ットの包装に表示された交換間隔 

  ・96 時間ごと 

  ・トー ル投与量が 9L を超えた時 

２）輸液 ットに付属する添付文書に従って新しい輸液 ットを準備します。 

 

１） ーフロッククランプを引き上げ、クランプを確実に閉じた状態にします。 

 「「「「 ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプのののの使用使用使用使用」」」」 

   

 

       
 

２）カ ット台受け口に輸液 ットのカ ットを挿入します。カチッと音がして、 

  固定されるまで、カ ットを押さえます。 

「「「「カ ットカ ットカ ットカ ットのののの挿入挿入挿入挿入」」」」 

  

3333----1111----4444    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの準備準備準備準備    

3333----1111----5555    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの装着装着装着装着    

●●●●指定指定指定指定のののの輸液輸液輸液輸液 ットットットットにににに添付添付添付添付されたされたされたされた添付文書添付文書添付文書添付文書をををを必必必必ずずずず読読読読みみみみ、、、、これこれこれこれにににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、装着装着装着装着、、、、取取取取りりりり外外外外しししし、、、、再装着再装着再装着再装着はははは使用方法使用方法使用方法使用方法のののの説明説明説明説明にににに注意注意注意注意してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。    

輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの使用使用使用使用はははは、、、、包装包装包装包装にににに記載記載記載記載してあるしてあるしてあるしてある交換間隔交換間隔交換間隔交換間隔、、、、96969696 時間時間時間時間あるいはあるいはあるいはあるいは 9999ＬＬＬＬ投与投与投与投与のののの    

いずれもいずれもいずれもいずれも超超超超えないでくださいえないでくださいえないでくださいえないでください。。。。    

●●●●使用済使用済使用済使用済みのみのみのみの輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの処分処分処分処分はははは適切適切適切適切なななな法規法規法規法規にににに従従従従ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

●●●●輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの改造改造改造改造はははは行行行行わないでわないでわないでわないで下下下下さいさいさいさい。。。。    

当社当社当社当社はははは、、、、製品製品製品製品のののの取扱説明取扱説明取扱説明取扱説明にににに従従従従わずにわずにわずにわずに使用使用使用使用しししし発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故にににに対対対対するするするする責任責任責任責任はははは一切負一切負一切負一切負いまいまいまいま    

せんせんせんせん。。。。    

●●●●プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中はははは輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを患者患者患者患者にににに接続接続接続接続しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。プライミングプライミングプライミングプライミング中中中中、、、、    

本装本装本装本装置置置置はははは気泡及気泡及気泡及気泡及びびびび閉塞閉塞閉塞閉塞をををを検出検出検出検出しませんしませんしませんしません。。。。    

●●●●本装置本装置本装置本装置からからからから輸液輸液輸液輸液 ットットットットをををを取取取取りりりり外外外外すすすす前前前前にににに、、、、必必必必ずずずず ーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプーフロッククランプをををを閉閉閉閉じてくだじてくだじてくだじてくだ    

さいさいさいさい。。。。    

注意注意注意注意 

ーフロック 

クランプ 

カ ット 

リリース ブ 

ーフロッククランプを閉じる 

引き上げる 

ラッチを左にスライド

輸液セットの取り外し

ラッチ



輸液セットの取り外し
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６） 設定したモードのプログラム設定を開始します。 

 

 

電源を OFF にするには、「XXXXXXXXXXXXXXXX ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙////ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚電源電源電源電源 OFF OFF OFF OFF」    

（（（（XXXXXXXXXXXXXXXX：：：：投与モード）の表示が消えるまで、 を数秒

間押し続けます。 

ブザー音と共に 3、2、1 とカウントダウン表示をした

後に、電源が OFF され、すべての表示が消えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    確認確認確認確認        連続連続連続連続モードモードモードモードのののの場合場合場合場合、、、、電源電源電源電源をををを OFFOFFOFFOFF にするとにするとにするとにすると投与量投与量投与量投与量ががががクリアクリアクリアクリアされますされますされますされます。。。。    

 

１）ラッチを左にスライドさせます。  

 
２） ーフロッククランプを引き上げます。 

 

 

3333----1111----8888    電源電源電源電源OFFOFFOFFOFF    

3333----1111----9999    輸液輸液輸液輸液 ットットットットのののの取取取取りりりり外外外外しししし    

「「「「ﾗｯﾁﾗｯﾁﾗｯﾁﾗｯﾁ閉閉閉閉じましたじましたじましたじました」」」」表示中表示中表示中表示中はははは、、、、操作操作操作操作パネルパネルパネルパネルのすべてののすべてののすべてののすべてのキーキーキーキー操作操作操作操作ができませんができませんができませんができません。。。。    

注意注意注意注意 

XXXXﾓｰﾄﾞ 

 

   ﾎﾟﾝﾌﾟ電源OFF 1    
 
 
  

XXXXﾓｰﾄﾞ 

 

   ﾎﾟﾝﾌﾟ電源OFF 2   
 
 
  

XXXXﾓｰﾄﾞ 

 

   ﾎﾟﾝﾌﾟ電源OFF 3  
 
 
  

ーフロッククランプを閉じる 

引き上げる 



輸液セットの取り外し
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３）カ ットの上部に軽く手を添えて、イジェクトボ ンを押します。 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

カ ットカ ットカ ットカ ットをををを無理無理無理無理にににに引引引引きききき上上上上げたりげたりげたりげたり、、、、上記上記上記上記のののの手順通手順通手順通手順通りにりにりにりにカ ットカ ットカ ットカ ットをををを取取取取りりりり外外外外さないさないさないさない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

内部内部内部内部のののの部品部品部品部品がががが破損破損破損破損するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。    

注意注意注意注意 

カ ットカ ットカ ットカ ットがががが飛飛飛飛びびびび上上上上がるがるがるがる可能性可能性可能性可能性があるためがあるためがあるためがあるため、、、、カ ッカ ッカ ッカ ットトトト上部上部上部上部にににに軽軽軽軽くくくく手手手手をををを添添添添えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    
注意注意注意注意 

大きな液晶画面に日本語表示、そしてシンプルな操作パネルで使いやすく。
連続投与・PCA投与の２つのモードから投与方法を選択でき、患者様にあわせた投与が
可能です。
安全性を重視した設計と機能で、誰にでも安心して使えるように。

―   より安全に、使いやすく進化した電動式PCAポンプ　アイフューザー  プラス

PlusPlus

大きな液晶と
シンプルな操作パネル

液晶画面は大きく、操作パネルはシンプルに
漢字およびひらがな表記にも対応

※PCA投与モード  投与中の画面

●画面上部のアイコン表示
①パネルロック
　　表示中=ON／表示なし=OFF

②圧力モニタ

③バッテリ残量表示

P P P P
圧力小 大

残量小 大

履歴確認機能を搭載
投与履歴を本体の画面上で確認可能

ボーラス投与履歴表示機能

PCA投与モード時に、現時点から設定時間内におこなったボーラス
投与の要求回数と実際の投与回数を表示します。

投与履歴表示機能

直前の99履歴までの投与履歴（日時）を確認することができます。

※1時間毎履歴確認画面

２つの投与モード
から選択可能

①連続投与モード　②PCA投与モード
治療に応じて投与モードを選択

PCAボーラスボタン （オプション） 操作性と安全性を考慮した形状のPCAボタン
PCAボーラスボタンを押すとあらかじめ設定した薬液量が
ボーラス投与されます。

押しやすいよう、本体先端部に窪みをつけ、
また押ボタンを内側に配置することで、落
下や接触等により、意図しない投与が行な
われないよう設計しています。

プリセット設定は、あらかじめ設定内容を本体に登録（＝プリセッ
ト登録）することで、投与時には登録した設定内容を呼び出して
投与することができる機能です。
プリセット登録は３つまで登録可能です。
登録後は登録内容を呼び出せば、細かい設定を行なう必要なく、
投与を開始できます。
また、登録内容を変更する際には、パスワード入力等の制限があ
るため、安易な設定変更を防止します。

ロックレベル設定は、投与中に許可なく設定の変更が行われな
いよう設定する機能です。
ロックレベルは０～３までの４段階に分かれています。
ロックレベルを適切に設定することで、患者様に安全な輸液投与
を実施します。

連続投与モード

PCA投与モード

プリセット
設 定

ロックレベル
設 定

品番：JM-IFPBB（ボタン色：ブルー）/JM-IFPBP（ボタン色：ピンク）

連続投与モードは、一定の投与速度
で持続的に薬液を投与します。
投与が終了すると、ポンプは自動的に
KOR速度に切替わります。

※投与中画面

PCA投与モードは、医師が適切と判
断した投与量を、患者様の痛みに応じ
てボーラス投与することができます。
設定はプリセット設定・ロックレベル
設定から選択します。

※投与中画面

安全性を重視した
設計と機能

ハード面・ソフト面に多彩な安全機能を搭載

セーフロック機能

２箇所の圧力センサ わかりやすい警報表示

カセット着脱時のフリーフ
ローを防止するため、輸液
セットにはセーフロックク
ランプを装備しています。

画面に警報内容を表示し、本体
上部の警報表示灯が赤く点滅
します。

① 吸入側圧力センサ
② 吐出側圧力センサ
2箇所の圧力センサで閉塞を感知します。

クランプ　閉 クランプ　開

クランプ

①

②

ロック設定 お知らせ機能

設定値の流量が予定量より大きい場合、設定内容の確認画面が表
示され、再確認を促します。

パネルロック機能
操作パネルのキー操作を無効
にするように、ロック設定をす
ることができます。

プログラムロック機能
不用意にプログラムを変更で
きないように、プログラムをロ
ックすることができます。

設定内容の変更や、投与履歴の消去等をおこなう際には、
パスワード入力画面が表示され、医師や管理者以外の方に
よる安易な設定変更を防止します。

パスワードによる設定管理

ブルーとピンクの２色展開

本体はブルーとピンクの２
色があり、用途に応じて使
い分けることができます。
本体色の使い分けによる医
療事故防止対策としても有
効です。

選べる２色の筐体

投与速度

時　間

KOR速度

速
　
度

時　間

ベース速度

ローティング投与速度＝120mL/h
ボーラス投与速度＝120mL/h

速
　
度

ボーラス投与ボーラス投与

ロックアウト時間 ロックアウト時間

ローティング
投与

インジェクトボタン



気泡発生時の解除方法





大きな液晶画面に日本語表示、そしてシンプルな操作パネルで使いやすく。
連続投与・PCA投与の２つのモードから投与方法を選択でき、患者様にあわせた投与が
可能です。
安全性を重視した設計と機能で、誰にでも安心して使えるように。

―   より安全に、使いやすく進化した電動式PCAポンプ　アイフューザー  プラス

PlusPlus

大きな液晶と
シンプルな操作パネル

液晶画面は大きく、操作パネルはシンプルに
漢字およびひらがな表記にも対応

※PCA投与モード  投与中の画面

●画面上部のアイコン表示
①パネルロック
　　表示中=ON／表示なし=OFF

②圧力モニタ

③バッテリ残量表示

P P P P
圧力小 大

残量小 大

履歴確認機能を搭載
投与履歴を本体の画面上で確認可能

ボーラス投与履歴表示機能

PCA投与モード時に、現時点から設定時間内におこなったボーラス
投与の要求回数と実際の投与回数を表示します。

投与履歴表示機能

直前の99履歴までの投与履歴（日時）を確認することができます。

※1時間毎履歴確認画面

２つの投与モード
から選択可能

①連続投与モード　②PCA投与モード
治療に応じて投与モードを選択

PCAボーラスボタン （オプション） 操作性と安全性を考慮した形状のPCAボタン
PCAボーラスボタンを押すとあらかじめ設定した薬液量が
ボーラス投与されます。

押しやすいよう、本体先端部に窪みをつけ、
また押ボタンを内側に配置することで、落
下や接触等により、意図しない投与が行な
われないよう設計しています。

プリセット設定は、あらかじめ設定内容を本体に登録（＝プリセッ
ト登録）することで、投与時には登録した設定内容を呼び出して
投与することができる機能です。
プリセット登録は３つまで登録可能です。
登録後は登録内容を呼び出せば、細かい設定を行なう必要なく、
投与を開始できます。
また、登録内容を変更する際には、パスワード入力等の制限があ
るため、安易な設定変更を防止します。

ロックレベル設定は、投与中に許可なく設定の変更が行われな
いよう設定する機能です。
ロックレベルは０～３までの４段階に分かれています。
ロックレベルを適切に設定することで、患者様に安全な輸液投与
を実施します。

連続投与モード

PCA投与モード

プリセット
設 定

ロックレベル
設 定

品番：JM-IFPBB（ボタン色：ブルー）/JM-IFPBP（ボタン色：ピンク）

連続投与モードは、一定の投与速度
で持続的に薬液を投与します。
投与が終了すると、ポンプは自動的に
KOR速度に切替わります。

※投与中画面

PCA投与モードは、医師が適切と判
断した投与量を、患者様の痛みに応じ
てボーラス投与することができます。
設定はプリセット設定・ロックレベル
設定から選択します。

※投与中画面

安全性を重視した
設計と機能

ハード面・ソフト面に多彩な安全機能を搭載

セーフロック機能

２箇所の圧力センサ わかりやすい警報表示

カセット着脱時のフリーフ
ローを防止するため、輸液
セットにはセーフロックク
ランプを装備しています。

画面に警報内容を表示し、本体
上部の警報表示灯が赤く点滅
します。

① 吸入側圧力センサ
② 吐出側圧力センサ
2箇所の圧力センサで閉塞を感知します。

クランプ　閉 クランプ　開

クランプ

①

②

ロック設定 お知らせ機能

設定値の流量が予定量より大きい場合、設定内容の確認画面が表
示され、再確認を促します。

パネルロック機能
操作パネルのキー操作を無効
にするように、ロック設定をす
ることができます。

プログラムロック機能
不用意にプログラムを変更で
きないように、プログラムをロ
ックすることができます。

設定内容の変更や、投与履歴の消去等をおこなう際には、
パスワード入力画面が表示され、医師や管理者以外の方に
よる安易な設定変更を防止します。

パスワードによる設定管理

ブルーとピンクの２色展開

本体はブルーとピンクの２
色があり、用途に応じて使
い分けることができます。
本体色の使い分けによる医
療事故防止対策としても有
効です。

選べる２色の筐体

投与速度

時　間

KOR速度

速
　
度

時　間

ベース速度

ローティング投与速度＝120mL/h
ボーラス投与速度＝120mL/h

速
　
度

ボーラス投与ボーラス投与

ロックアウト時間 ロックアウト時間

ローティング
投与



設定の変更



設定の変更

投与中の場合 →1回押すとポンプが停止　→セレクトを押す

電源入れたの場合



設定の変更

履歴をクリアすると 
初回のローディングが行われる


