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 Neo バキュームモジュール 取扱説明書 

Neo セラピーシステムカートの後にNeoバキュームモジ 
ュールを取り付ける。ヘッドユニットを取付後 Neo ヘッド後の
回路基板にリボンケーブルを差し込む。カートの適正な取付説
明は、Neo セラピーシステムカートマニュアル項目 
# 13-7782を参照。

注： 認定DJOサービス担当者のみが Neo バキュームモジュー
ルを取付ることができる。 

注： Neo バキュームモジュールは、刺激モジュールを取り付け
なければ作動しない。 

このモジュールには以下のものが含まれる：

バキュームモジュール – PN 70006
• バキュームホース1と2
• バキュームホース3と4
• 60mm 電極 
• 60mm スポンジ

必要な工具(含まれない): 

•	 #2プラスドライバー 

本システムプログラムは、新しいモジュールを自動的に認識す
るので、ソフトウェアのインストールや設定は不必要である。

以下のステップに従って、モジュールを取り付ける：
1. 装置の電源を切る。装置の後から電源コードを外す。

2. カートからバックパネルを外す。 
•	 一番上の引き出しを引きだす。スライダー上の表示に従

って、引き出しの、両スライド上のプラスチックタブを、同
時に反対方向に押す。引き出しをいっぱいに引き出す。

•	 カート内に付いた4本のねじを外す。バキュームモジュー
ルを取付る時のために確保する。

•	 カートからバックパネルを外す。

モジュールの取付



3

Neo バキュームモジュール 取扱説明書

モジュールの取付(続き)

3. Neo ヘッドからバックパネルを外す。
•	 カート両サイドのすべての面板を外す。
•	 表示に従ってカートのすべての側面から、バックパネルを

シャーシに固定するねじを外す。

•	 各ハンドルの装置後部近くの 2 本のねじを外し、ハンドル
を取り除く。

•	 Neo ヘッドからバックパネルを外す。

4. 表示に従って、カートにバキュームモジュールを挿入する。 

•	 ステップ2でバックパネルから取り外した4本の#2プラスね
じでヴァキュームモジュールを取り付ける

5. 表示のように回路基板上の差し込み口までリボンケーブル
を通し、差し込みロッククリップで固定する。

•	 必要な場合、バキュームモジュールリボンケーブル固定
前に、電源と基板間のケーブルを取り外す。バキュームモ
ジュールリボンケーブルを固定後、電源と基板ケーブル
を元に戻す。	

6. Neo ヘッドユニットにバックパネル上に戻す。ステップ3で
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•	 注意書きと取扱い説明を読み、理解し演習すること。あ
らゆる電気的刺激の利用に関連した限界と危険を熟知
しなければならない。装置に取り付けられた注意と取扱
いステッカーを確認すること。

•	 意図的に電磁エネルギー放射する別の装置が使用され
ている、遮蔽のない場所で本装置を使用してはならな
い。

•	 すべてのモダリティは、使用前に日常的に毎回チェック
し、特に、超音波出力が安定して強さを適切に調整でき
るなど、すべての制御が正しく機能していることを確認
しなければならない。また、治療時間制御により、タイマ
ーがゼロになると超音波出力が実際に終了することを
確認する。

•	 装置は、電磁安全基準に準拠して設計されている。本装
置は、電波エネルギーを発生、使用および放射し、説明
書通り設置、使用されない場合、周辺のその他の機器に
有害な影響を及ぼす可能性がある。しかし、ある設置方
法であれば、影響が発生しないことを保証するものでは
ない。他の機器への有害な影響のある無しは、本装置の
電源を入り切りすることにより確認することができる。以
下の１つまたは2つ以上を試し、影響を是正すること。

- 受信側装置の向きまたは位置を変える。
- 装置間の距離を大きくする。
- 装置を他の装置が接続された別の回路の出力側

に接続し、工場の現場サービス技術者に支援を要
請する。

- 認定 DJO 代理店に支援を要請する。
•	 ユーザーマニュアルやサービスマニュアルに記載され

た DJO 装置やアクセサリー以外に接続されている時に
本装置を運転してはならない。

注意

警告

取り外した2本のねじでバックパネルをシャーシに固定す
る。 

7. ハンドルを元に戻し、ステップ3で取り外した 4 本のねじで
固定する。

8. 面板をNeoヘッドの両サイドに戻す。面板取付説明
は、Intelect Neoクリニカルセラピーシステムユーザーマニ
ュアル、項目 #13-7651 を参照。

9. 引き出しを元に戻す。

10. 電源コードを装置後に戻す。

モジュールの取付(続き) •	 装置やアクセサリーを分解、変更または改造してはなら
ない。これをすれば、装置が破壊、故障、感電、火災や人
身事故を起こすことがある。

•	 Intelect® Neo システム、モジュールやアクセサリーを本
マニュアルに記述された指示通りの使用、保守を怠れ
ば、保証が無効となる。

•	 装置の破壊、故障、感電、火災や人身事故防止のため
に、不純物、液体や洗剤、不燃物、水や金属片が装置に
入ってはならない。

•	 DJO 製以外の部品や素材を使用することは最低安全基
準が満たされなくなる。

•	 Intelect® Neoクリニカルセラピーシステムは、水や液体
の浸入を防止する設計ではない。水や液体の進入があ
れば、システム内部部品の故障、さらには、患者の負傷リ
スクを発生する。

•	 Intelect® Neo バキューム電極モジュールは Intelect® 
Neoクリニカルセラピーシステムカートに適切に設置さ
れなければ作動しない。

•	 使用前に、毎回バキューム電極カップとリードホース
に、バキュームによる電極の適切な固定を妨げるクラッ
クや損傷がないか検査する。

•	 バキューム電極モジュール水タンクを定期的に排水し、
電極スポンジ水からの溜まりすぎを防止する。

•	 バキューム電極モジュールのファクトリー機能を維持す
るために、システムとタンクを定期的に水洗いする必要
がある。正しい方法については本マニュアルの保守の項
を参照。

•	 患者の治療をする前に、すべての使用説明を読む必要
がある。

•	 当該の国家や地方の電気規則に準拠する、接地付き電
源コンセントに接続し、装置の接地を確保する。

•	 本装置をその他の装置近辺で運転する場合は注意が
必要である。本装置、または、その他の装置に電磁、ある
いは、その他の悪影響が発生する可能性がある。そのよ
うな影響のあるその他の装置を使用せず、その影響を
軽減しなければならない。

•	 本装置は、子供の手の届かない場所に置かなければな
らない。

•	 本ユーザーマニュアルで指定されていないアクセサリ
ーを使用することは、電気放出を増大し、本装置の電気
的耐性を損なう可能性がある。
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•	 意図的に電磁エネルギー放射する別の装置が使用され
ている、遮蔽のない場所で本装置を使用してはならな
い。

•	 汚染されたスポンジ、電極やリードホースは感染を起こ
す可能性がある。

•	 腐食により汚染されたスポンジや電極をバキュームシ
ステムと共に使用すると、感染や皮膚の炎症を起こす可
能性がある。

•	 使用前、毎回、バキュームスポンジ、電極やリードホース
を洗浄しないと、複合汚染や感染を起こすことがある。

•	 患者が不快感、または、痛みを感じた場合は、ただちに
治療を停止する。

•	 解決不能な全 300-レベルや、 200-レベルのエラーメッ
セージが表示された時は、システム使用をただちに停
止し、販売代理店、または、DJOにサービスを依頼する。 
これらのカテゴリーの警告は、その後システムの運転や
使用を再開する前にDJOまたは訓練を受けた技術者に
よる点検が必要な、システム内のトラブルを示す。

- これらのカテゴリーのエラーや警告が表示され
たシステムを使用すると、患者やユーザーへの負
傷、あるいは、システムの大規模な内部損壊の危
険がある。

•	 感電やシステムの損壊を防止するため、保守、設置、撤
去や交換手順を実施する前にシステムの電源を抜く。

•	 薄く、紙のような皮膚の患者に対しては、バキューム電
極を使用してはならない。バキュームにより、接触困難
や打撲あざを引き起こすことがある。

•	 バキューム電極は、打撲あざを引き起こす可能性があ
り、ステロイドを投与されている患者には不適である。

•	 体液に接触した部品やアクセサリーは、国、地
域や施設のルール、規則や手順に従って取扱
い、洗浄、処分する。 

•	 洗浄や消毒に使用した接着剤や可燃性溶液
の溶剤が蒸発してから装置を使用する。

•	 装置は酸素濃度の高い環境での使用には不
適である。可燃性麻酔薬が空気、酸素や窒素
酸化物に混入した雰囲気で装置が使用される
と、爆発の危険性がある。

危険警告


