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注意、警告、危険、適応および禁忌
を含む詳細なユーザー操作説明につ
いては、下記の各ユーザー・マニュ
アルを参照してください。 

• 米国内専用、Vectra Neo Clinical 
Therapy システム・ユーザー・マ
ニュアル、項目番号13-7646 (CD 
版、項目番号13-7647) を参照し
てください。 

• 米国以外の場合、Intelect Neo 
Clinical Therapyシステム・ユーザ
ー・マニュアル、項目番号 
13-7651 (CD 版、項目番号 
13-7652) を参照してください。

• マニュアルをご希望の場合は、
お近くの代理店またはDJOカス
タマーケアにご連絡ください。

0086



2

Neo Stimulationチャンネル3&4モジュール・マニュアル 

モジュールを（画面に向かって）機器の左側から取り付け
ます。

Neo Stimulationチャンネル3&4モジュールは、Vectra Neoまたは
Intelect Neo Therapyシステムのみと併用するように設計されて
います。

当モジュールに含まれるもの：

電気療法モジュール・チャンネル3/4 - PN 70003 

•	 刺激モジュール
•	 リード線
•	 Dura-Stick®2インチ(5cm)円形使い捨て電極(1パック4個入
り)

•	 フェイスプレート（本体に挿入後、モジュールを覆う）
必要な工具（別売）：	

•	 #2プラスドライバー	

•	 標準マイナスドライバー	

システムは自動的に新しいモジュールを認識するようにプ
ログラムされていますので、ソフトウェアのインストール
は必要ありません。

刺激チャンネル3&4のモジュールを取り付けるには、次の手順
に従ってください。

1.	 デバイスの電源をオフにします。デバイスの背面から電源
コードを外します。

2.	 機器の左右から、前から3番目のスロットのブランクのフェ
イスプレートを取り外します。スロットの上部に標準マイナ
スドライバーを挿入して、少しの力を加えて押し下げます。
フェイスプレートを引き出します。	

3.	 3番目のスロットの例を以下に示していますが、すべてのモ
ジュールで手順は同じです。

4.	 図のように、モジュールを3番目のスロットの左側に挿入し
ます。32ピン(2×16)を先にして、慎重にモジュールをスロッ
トに挿入します。	

5.	 動きが止まるのを感じるまで、そっと押し続けてモジュール
を正しい位置に取り付けます。

モジュールの取り付け
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Neo Stimulationチャンネル3&4モジュール・マニュアル

モジュールの取り付け（続き）

ケーブルの挿入

以下に示すのは、ケーブルの挿入場所です。

注意、警告、危険、適応および禁忌を含む詳細なユー
ザー操作説明については、下記の各ユーザー・マニュ
アルを参照してください。	

•	 米国内専用、Vectra Neo Clinical Therapy	システム・ユ
ーザー・マニュアル、項目番号13-7646 (CD	版、項目番
号13-7647)	を参照してください。	

•	 米国以外の場合、Intelect Neo Clinical Therapyシステ
ム・ユーザー・マニュアル、項目番号13-7651 (CD	版、
項目番号13-7652)	を参照してください。

•	 マニュアルをご希望の場合は、お近くの代理店また
はDJOカスタマーケアにご連絡ください。

6.	 図のように、#2プラスドライバーを使用して、モジュールを
下部タブに付属の8-32×5/16インチのネジで固定します。

7.	 図のように接続口があるフェイスプレート（モジュールに付
属）を右側に差し込み、所定の位置に固定します。左側にブ
ランクのフェイスプレートを差し込みます。

8.	 機器を接続し、電源ボタンを押して、機器が初期化するのを
待ち、新らしく取り付けられたモジュールがホーム画面で利
用可能と表示されていることを確認します。
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Neo Stimulationチャンネル3&4モジュール・マニュアル 

• この機器は10°C～45°C、0%～90%（相対湿度）で使用してくだ
さい。この機器は10°C～60°C、0%～95%（相対湿度）で搬送お
よび保管してください。

• 当デバイスは電磁安全規格に準拠するように設計されていま
す。この機器は無線周波数エネルギーを生成し、使用し、さら
に放射する可能性があり、指示に従って設置し使用されない
場合、他の近くのデバイスに有害な干渉を起こす可能性があ
ります。しかしながら、特定の設置条件において干渉が起きな
いという保証はありません。他のデバイスへの有害な干渉は、
この装置のオンとオフを繰り返すことによって特定できます。
次の方法の1つ以上用いて干渉を是正してください。

- 受信デバイスの向きや位置を変えます。
- 機器間の距離を大きくします。
- 他のデバイスが接続されているものとは別の回路のコ

ンセントに機器を接続して、現場サービス技術者に相
談してください。

- 認定DJO代理店にご相談ください。
• ユーザーまたはサービス・マニュアルに記載されているDJO

機器やアクセサリー以外の機器に接続された状態で本機を
操作しないでください。

• 機器や付属品を分解したり改造しないでください。機器の損
傷、故障、感電、火災、あるいは怪我の原因となります。

• 機器の破損、故障、感電、火災、怪我を防ぐために、可燃物、
水、金属物（これらに限らず）などの異物、液体や洗浄剤が機
器に入らないようにしてください。

• このマニュアルを慎重に確認した後も機器の操作が困難な
場合は、支援を要請するためにDJOの代理店にお問い合わせ
ください。

注意

• 特定の設定によっては、このデバイスのTENS波形
が出す刺激は、パルス当たり25マイクロクーロン

（μC）以上となり、感電を引き起こす可能性があ
ります。心臓不整脈を引き起こす可能性があるた
め、この大きさの電流を胸部に流さないでくださ
い。

• 患者を治療する前に、すべての操作の指示をお読みくださ
い。

• 国および地方の電気基準に準拠したアース付きコンセン
トのみに接続することで、機器が電気的に接地処理されて
いることを確認してください。

• この機器を他の機器の周辺で操作する際には注意が必要
です。当機器または他の機器に電磁気または他の干渉が
発生する可能性があります。他の機器を連動して使用しな
いことで、この干渉を最小限に抑えるようにしてください。

• 妊娠中または出産時にTENS波形を使用することの安全性
は確立されていません。

• TENS（経皮電気的神経刺激）は中枢神経に起因する痛み
に効果的ではありません。（これには頭痛が含まれます。）

• TENS波形には治癒的価値はありません。
• 電気刺激を使用中のときに（心電図モニターや心電図ア

ラームなど）の電子監視装置が正常に動作しない場合が
あります。

• TENSは対症療法であり、従って本来は保護メカニズムとし
て役立つ痛みの感覚を抑制します。

• 汚れた電極やリード線は、感染症につながることがあり 
ます。

• 電極のハイドロゲルが劣化した状態で使用することは、
皮膚のやけどに感染症を起こす可能性があります。

• 複数の患者に電極を使用することは、感染につながる可能
性があります。

• 患者が不快感や痛みを経験した場合、すぐに治療を中止し
てください。

• 筋肉刺激装置には、メーカーが推奨するリード線および電
極のみを使用する必要があります。

• 解決できないすべての300レベルまたは200レベルのエラ
ーメッセージが発生した場合、すぐにシステムの使用をす
べて停止し、サービスのために代理店またはDJOにお問い
合わせください。これらのカテゴリのエラーや警告は、それ
以降のシステム操作や使用の前にDJOまたは訓練された
技術者によってテストされなければならない、システム内
部の問題を示しています。
- これらのカテゴリのエラーや警告を示しているシステ

ムを使用することは、患者やユーザーへの傷害、または
システム内部に大規模な損傷をもたらす可能性があり
ます。

• 電源が正しい電圧であることを確認せずに、機器を電源に
接続しないください。正しくない電圧は機器の損傷、故障、
感電、火災、または怪我の原因となります。当機器は定格電
圧およびシリアル番号プレートに指定された電圧のみで
動作するよう設計されています。
- 機器の定格電圧が適切ではない場合、DJOの代理店に

お問い合わせください。
• 治療中は電極を離した状態に保ってください。互いに接触

している電極は、不適切な刺激や皮膚のやけどの原因に
なります。

• 慢性的な電気刺激の長期的影響は不明です。
• 刺激は前頸部や口に適用すべきではありません。喉頭と咽

頭筋の激しい痙攣が発生し、収縮が強いため、気道が閉じ
たり、呼吸困難を引き起こす可能性があります。

• 心臓への電流を流すことは心臓不整脈を引き起こす可能
性がありますので、刺激は胸部に適用されるべきではあり
ません。

• 刺激は腫れ、感染、炎症を起こしている部位または皮膚発疹
（例えば、静脈炎、血栓性静脈炎、静脈瘤）などに適用すべ
きではありません

• 刺激は癌病変部の上やその近くに与えてはなりません。
• 電気療法の出力電流密度は、電極の大きさに関係します。

不適切な用法は患者の怪我の原因になります。適切な電
極サイズに関して疑問がある場合、治療セッションを始め
る前に認可された開業医に相談してください。

• 出力電流密度は、電極の大きさに関係します。不適切な用
法は患者の怪我の原因になります。適切な電極サイズに関
して疑問がある場合、治療セッションを始める前に認可さ
れた開業医に相談してください。

危険

警告


