
ご使用の前に、必ず本取扱説明書をよくお読みの上、
記述されている説明に従って使用してください。
また安全に、より長い間お使いいただくために、
保守点検を実施してください。

2014年 2月改訂

APD装置

取扱説明書
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医用電気機器の使用上（安全及び危険防止）の注意事項
昭和47年　薬発第495号　厚生省薬務局長通知による

1.	熟練した者以外は機器を使用しないでください。

2.	機器を設置するときは、次の事項にご注意く
ださい。

（1）	水のかからない場所に設置すること。
（2）	気圧、温度、湿度、風通し、日光、塵埃、

塩分、イオウ分等を含んだ空気等により
悪影響の生じる可能性のない場所に設置
すること。

（3）	傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など
安定状態に注意すること。

（4）	化学薬品の保管場所やガスの発生する場
所に設置しないこと。

（5）	電源の周波数と電圧及び許容電流値（又
は消費電力）に注意すること。

（6）	電池電源の状態（放電状態、極性等）を
確認すること。

（7）	アースを正しく接続すること。

3.	機器を使用する前に、次の事項にご注意くだ
さい。

（1）	スイッチの接触状況、極性、メータ類等
の点検を行い、機器が正確に作動するこ
とを確認すること。

（2）	すべてのコードの接続が正確で、かつ安
全であることを確認すること。

（3）	機器の併用は正確な診断を誤らせたり、
危険を起こす可能性があるので、十分に
注意すること。

（4）	患者に直接接続する外部回路を再点検す
ること。

（5）	電池電源を確認すること。
（6）	アースが完全に接続されていることを確

認すること。

4.	機器の使用中は、次の事項にご注意ください。

（1）	診断、治療に必要な量・時間を超えない
ように注意すること。

（2）	機器全般及び患者に異常のないことを、
絶えず監視すること。

（3）	機器及び患者に異常が発見された場合に
は、患者に安全な状態で機器の作動を止
めるなど、適切な措置を講ずること。

5.	機器の使用後は、次の事項に注意してください。

（1）	定められた手順により操作スイッチ等を使
用前の状態に戻した後電源を切ること。

（2）	コード類の取外しに際しては、コードを
持って引き抜くなどの無理な力をかけな
いこと。

（3）	保管場所については次の事項に注意する
こと。
Ⅰ	水のかからない場所に保管すること。
Ⅱ	気圧、温度、湿度、風通し、日光、塵埃、
塩分、イオウ分等を含んだ空気等によ
り悪影響の生じる可能性のない場所に
保管すること。

Ⅲ	傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）な
ど安定状態に注意すること。

Ⅳ	化学薬品の保管場所やガスの発生する
場所に保管しないこと。

（4）	付属品、コード、導子等は清掃した後、
整理してまとめておくこと。

（5）	機器は次回の使用に支障がないよう、必
ず清浄にしておくこと。

6.	故障したときは状態を詳しく明示して、修理
をお申し付けください。

7.	機器は改造しないでください。

8.	保守点検は、次の事項をお守りください。
（1）	機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
（2）	しばらく使用しなかった機器を再使用す

るときには、使用前に必ず機器が正常に
かつ安全に作動することを確認すること。

医療スタッフの皆様へ
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禁 忌・禁 止

警 告

注意事項

Ni-MH

●	本製品は充電式バッテリ（ニッケル水素電池）を用いております。
●	本製品を廃棄する際には、ニッケル水素電池を取外し、リサイクルにご協力をお願いします。

注意文の表示内容について
本取扱説明書では、表示内容に従わず、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、
説明しています。
表示内容に従わず、本来の目的から逸脱した使い方により、万一、死亡や重傷を負ったり、物的損害が発生して
も、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

当該医療機器の使用にあたっての一般的な注意事項。
（誤って使うと、傷害を負う可能性、又は物的損害※のみの発生が予想される場
合を示します。）
※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

当該医療機器の使用範囲内において、特に危険を伴う注意すべき事項。
（適正に使用しても、死亡又は重症を負う可能性が想定されるため、特に注意し
ていただきたいことを示します。）

当該医療機器の設計限界又は不適正使用等、責任範囲を超える対象及び使用方法。
（本製品の性能を超える、又は不適正な使い方により、死亡又は重症を負う可能
性があるため、絶対に行ってはいけないことを示します。）

＜使用方法＞
医療スタッフの皆様へ
●	使用中は動作状態及び患者に異常がないことを監視し、異常が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。
	［本品は患者の状態を監視する機能を有していない。］
医療スタッフ及びマイホームぴこをご使用の皆様へ
		・	本品の周辺で携帯電話、無線機器、電子レンジ、電磁調理器等、電磁波を発生する機器を使用する場合は、でき

るだけ離れた位置で使用すること。また、これらの機器とは別系統の電源を使用し、確実に接地を行って使用す
ること。

　	［誤作動が生じることがある。］
		・	治療中に液漏れや透析液と接続していないチューブのクランプが開いたままであった場合は、直ちに治療を中
止し、速やかに医療機関に連絡すること。

　　［腹膜炎の併発や腹腔内にエアーが混入する可能性がある。］

＜使用方法＞
医療スタッフの皆様へ
●		本品は気密構造ではないので、活性ガス（消毒用ガスも含む）環境やネブライザー等の噴霧を行っている環境や
多湿環境等での使用、保管はしないこと。
　［装置内部の電子部品に影響を与え、損傷や経時劣化により、本品が故障する原因となる。］
医療スタッフ及びマイホームぴこをご使用の皆様へ
				・本品に床への落下等による衝撃が加えられた場合は、使用しないこと。
　　［本品の外観に異常が認められない場合でも、内部が破損している可能性があるため、点検確認が必要である。］
				・本品に異物や液体が入らないように注意すること。もし入り込んだ場合、そのままの状態で使用しないこと。
　　［故障の原因となる。］
				・引火性のある環境では使用しないこと。
　　［引火又は爆発の誘因となる可能性がある。］

使用上の注意

禁 忌・禁 止

注 意

警 告

お願い
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＜使用方法に関連する使用上の注意＞
医療スタッフの皆様へ
●		腹腔内にエアーが認められる場合には、装置の設定画面にて、初期排液から始まる条件（初期排液量：50mL）に
設定すること。［プライミング時に接続チューブや回路内から抜けきれなかったエアーが患者の腹腔内で処理しき
れず、残存する可能性がある。］

医療スタッフ及びマイホームぴこをご使用の皆様へ
　・お子さまやペットのいない部屋で治療を行うこと。［誤操作の可能性がある。］
　・人の出入りがない、清潔で明るい部屋で治療を行うこと。［落下菌が侵入し、腹膜炎を併発する可能性がある。］
　・	治療中は窓やドアを閉め、冷暖房器具を一時（接続作業が終わるまで）止めること。［落下菌が侵入し、腹膜炎
を併発する可能性がある。］

　・	透析液を寒い場所に保管していた場合は、あらかじめ装置を使用する場所に透析液を置いておくなどして、			
透析液を使用する場所の温度になじませてから開始すること。［装置内で透析液が加温される際の温度差が大
きいと、溶存エアーが発生しやすくなる。］

　・	透析液・装置の保管場所が暑かった場合は、あらかじめ治療環境温度になじませてから開始すること。［透析
液温が上がり過ぎ、温度警報を発報して治療を継続できない可能性がある。］

　・カセットが入れにくい場合は、カセット取り出しボタンを押しながら入れること。
　・	カセットドアを閉めるときに、チューブをかみ込まないこと。また、使用時に、カセットから出ているチュー
ブに折り曲げるような負荷を加えないこと。［閉塞の原因となる。］

　・	治療中は、チューブを引っ張るような力を加えないこと。［気泡センサ部分のチューブが変形し、気泡を誤検
知する可能性がある。］

　・ホルダーに無理な力をかけないこと。［装置が破損する可能性がある。］
　・透析液の接続作業を、装置の上で行わないこと。［透析液が装置内に入ると、故障の原因となる。］
　・	装置内でカセットをリフトアップする前に透析液バッグのクリックチップを折らないこと。	［プライミング中
に腹膜ラインから透析液が吹きこぼれたり、治療中に透析液が不足する可能性がある。］

　・	治療準備（プライミング）及び治療を開始する前に、すべての接続が正しいことを確認すること。［予定どおり
の治療ができない可能性がある。］

　・	治療準備（プライミング）を開始する前に、おなかのチューブ及び腹膜ラインを接続していないことを確認する
こと。［予定どおりの治療ができない可能性がある。］

　・	腹膜ラインをホルダーにかけるときは、腹膜ラインのコネクターのキャップを絶対に外さないこと。［落下菌
が侵入し、腹膜炎を併発する可能性がある。］また、腹膜ラインチューブを装置より上部に置いたり、束ねたま
ま装置に立てかけたりしないこと。［腹膜ラインが透析液で十分満たされない可能性がある。］

　・	透析液と接続しないチューブのクランプが開いたまま、治療準備（プライミング）及び治療を開始しないこと。［腹
膜炎の併発や腹腔内にエアーが混入する可能性がある。］

　・	余った透析液の排出動作時、使っていない注液ラインのクランプを開放したり、空になった透析液バックを先
に外さないこと。［余った透析液の排出動作が終わらない可能性がある。］

　・	ミニバッグ付専用APD回路（マイホームぴこセット（ミニバッグ付））を使用する場合、治療準備（プライミング）
終了後、腹膜ラインに TSCDトランスファーチューブを接続する際は、腹膜ラインのクランプが閉じている
ことを確認すること。［クランプが開いていた場合、腹膜ラインから透析液が吹きこぼれる可能性がある。また、
浮遊菌が侵入し、腹膜炎を併発する可能性がある。］

　・治療中はカセットドアを開けないこと。［予定の治療ができない。］
　・	注液中に一時停止／エラー停止した場合は、できるだけ早く治療を再開すること。また、腹膜ラインの折れ、
詰まり等による過度の注液速度低下が発生した場合は、できるだけ早く腹膜ラインの閉塞要因を取り除くこと。
［腹膜ラインの液温度が低下し、透析液を冷たく感じることがある。］

注.意
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注.意

注意事項

　・	治療終了後、専用APD回路（マイホームぴこセット）ラインのクランプがすべて閉じていることを確認すること。
［透析液、排液の流入、流出が起こる可能性がある。］

　・	治療記録の確認を終了する前に、おなかのチューブのローラークランプを閉じた後、専用APD回路（マイホー
ムぴこセット）から外すこと。［透析液、	排液の流入、流出が起こる可能性がある。］

　・	装置の故障や回復できないライン閉塞等が発生した場合は、本品及び専用APD回路（マイホームぴこセット）、
透析液等の現品を保管の上、弊社担当者まで連絡すること。［原因が特定できず、再発の可能性がある。］

　・本品は据え置き機器である。移動の際には必ず専用の梱包材を使用すること。［故障の原因となる。］

＜重要な基本的注意＞

医療スタッフの皆様へ
●		使用する専用APD回路（マイホームぴこセット）と、本品の設定項目で選択されているぴこセットが合っている
ことを必ず確認すること。［腹腔内にエアーを引き込んだり、注排液精度に影響を及ぼす可能性がある。］

●		使用の前には日常点検を実施し、異常が認められた場合、直ちに使用を中止すること。
●		添付文書及び取扱説明書を確認の上、使用すること。
●		併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
●		他の機器と併用するときは、影響の有無を確かめ、誤作動する場合には併用しないこと。
●		本品には専用APD回路（マイホームぴこセット）を使用すること。

医療スタッフ及びマイホームぴこをご使用の皆様へ
　・習熟した者以外は本品を操作しないこと。
　・目の不自由な方が使用する場合は、指導を受けた介護者が、操作を行うこと。
　・付属のAC電源ケーブル以外は使用しないこと。また、他の機器には使用しないこと。
　・本品はアース付きのコンセントを使用し、必ず接地すること。
　・本品は定格電圧範囲内で使用すること。［電源電圧が定格を下回ると、動作が停止する可能性がある。］
　・本品は屋内専用である。車等での使用は避けること。
　・	本品は精密機械なので、丁寧に取り扱うこと。［衝撃が加わったり、汚れたりすると、故障の原因となったり、
予定どおりの治療ができない可能性がある。］

　・	各パラメータ設定を変更する場合は、開始前に設定値が正しいことを確認すること。［予定どおりの治療がで
きない可能性がある。］

　・電源の入り切りを繰り返さないこと。［故障の原因となる。］
　・	使用条件下であっても、急激な温度変化を生じさせる使用はしないこと。［装置内部での結露発生により、損
傷や経時劣化が生じ、本品が有する機能や性能が得られない可能性がある。］

　・	本品で使用される通信ケーブルやAC電源ケーブルは、鉗子で挟んだり、針で刺したりしないこと。また、床
等に這わせた場合はキャスター等で踏んだりしないこと。［ケーブル等が破損した場合、感電や火災の可能性
がある。また、本品が有する機能や性能が得られない。］

　・	本品は、振動、塵埃、噴霧、腐食性ガス等の発生する場所や液体がかかる場所で使用しないこと。本品に液体（薬
液や血液等）がかかった場合は、乾いた柔らかい布等で水気を拭き取ること。［本品が有する機能や性能が得ら
れず、また故障の原因となる。］

　・	本品にはエアーを検知する機能が付加されているが、状態によってはエアーを検知できない可能性がある。治
療開始前に、むきんエースの接合部等を必ず確認すること。［腹膜炎の併発や腹腔内にエアーが混入する可能
性がある。］

　・	治療時には、腹腔と本品の高低差を30cm以内にして使用すること。［注液、排液速度が遅くなり予定どおり
の治療ができない可能性がある。］
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注.意
　・	ミニバッグ付専用APD回路（マイホームぴこセット（ミニバッグ付））を使用する場合には、下記について注意
すること。［透析液中のエアーがトラップされず、腹腔内に引き込まれる可能性がある。］

　　・本品は、必ずミニバッグ設置台上で使用すること。
　　・	ミニバッグは、必ずミニバッグ設置台の固定ピンに取り付け、確実に取りつけられていることを確認してか

らミニバッグ設置台のカバーを閉じること。
　　・本品と腹腔の高さは、本品底面から0〜30cmであること。
　・	注液ライン、又は追加注液ラインに接続した透析液の入ったバッグは、なるべく装置より上に配置すること。	［注

液速度が遅くなり予定どおりの治療ができない可能性がある。］
　・	治療中は、一時停止をせずに立ち上がったり、歩いたりしないこと。［注液、排液速度が遅くなり予定どおり
の治療ができない可能性がある。］

　・	治療を中断する場合は、治療中止の操作を行ってから、電源スイッチを切ること。また、プリプライミングの
治療待機時には、液晶画面治療待機ボタンを押してから電源スイッチを切ること。［直接電源スイッチを切ると、
装置は停電状態となり、中断・待機することができず、長時間放置すると、充電が不十分になり、停電時にバッ
クアップ機能が働かない可能性がある。］

　・	本品は、停電時に安全に停止するためのバックアップ非常電源として、充電式バッテリー（ニッケル水素電池）
を内蔵している。最初に使用する場合や、長時間使用しなかった場合は、使用前に3時間以上充電すること。［充
電が不十分な場合は、停電時にバックアップ機能が働かない可能性がある。］

　・ぬれた手で、本品に触れないこと。［感電する可能性がある。故障の原因となる。］
　・	操作スイッチ類（操作パネルの画面含む）は必ず指のはらで操作すること。［鋭利なペン先等で操作すると、破
損することがある。］

　・	本品の分解、改造（表示部や可動部へのテープ留め等、機能や性能を阻害する行為含む。）、修理をしないこと。［本
品の故障や破損、装置性能の劣化を引き起こす可能性がある。］

　・	ミニバッグ付のぴこセットを使用した場合に表示される「初期腹腔排液量」や「腹腔注液量」といった「腹腔」の名
称の付いた液量は、「初期排液量」や「注液量」といった仕様の注排液精度で測定した実測値を基にして、ミニバッ
グの容量の影響を考慮に入れた計算値である。

　・	治療結果で表示される数値をノート等に記録する場合は、「総注液量」や「総除水量」といった、装置が実際に測
定した液量を記録するのか、「総腹腔注液量」や「総腹腔除水量」といった、「総注液量」や「総除水量」の実測値か
ら計算された数値を記録するのかを医師に相談すること。［誤診の原因となる可能性がある。］

　・	本品はコントロール注液機能が付加されているが、治療状況によっては排液時、腹腔内に透析液が残り、設定
注液量以上の透析液が腹腔内に溜まる場合がある。多量の腹腔内残液が認められる場合には、医療機関の指示
に従い、再排液機能の設定、設定注液量を減らす、カテーテルの位置確認や調整等の対応を行うこと。［腹部
に膨満感や痛みを生じる可能性がある。］
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注.意

注意事項

医療スタッフ及びマイホームぴこをご使用の皆様へ
　・	本品は日光や紫外線等の強い光があたる場所に保管したり、長時間放置しないこと。［外装の変色や劣化が発
生することがある。］

　・振動、塵埃、噴霧下、腐食性ガス等の多い場所に保管しないこと。
　・	気圧、温度、湿度、風通し、塩分、イオウ分を含んだ空気等により悪影響の生じる可能性のある場所に保管し
ないこと。

　・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

保管上の注意
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注.意

医療スタッフの皆様へ
●		使用前、使用後の清掃を行うこと。
●		しばらく使用しなかった機器を再び使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認
すること。

●		アルコールやシンナー等の有機溶剤やポビドンヨードでは拭かないこと。［有機溶剤や使用可能な消毒液以外を使
用した場合、本品の破損や故障の原因となる。］

●		感染防止のため、定期的に消毒を行うこと。ただし、ガス消毒器等による本品の滅菌、消毒はしないこと。［故障
の原因となる。］

●		消毒する際は、消毒液をガーゼ等に浸し、よくしぼってから本体を軽く拭くこと。その後、水又はぬるま湯を浸
してよくしぼったガーゼ等で、速やかに拭き取ること。なお、希釈率はその製品の添付文書の記載に従うこと。
　使用可能な消毒液の例は以下のとおりである。
　クロルヘキシジングルコン酸塩／ベンザルコニウム塩化物
●		交換部品は指定部品以外は使用しないこと。
●		点検終了後は、治療用の設定値に戻すこと。
●			点検終了後は、点検用APD回路（マイホームぴこセット）内に残った水をできるだけ排出して、保管すること。

医療スタッフ及びマイホームぴこをご使用の皆様へ
　・清掃するときは、必ず電源を切り、AC電源ケーブルを抜いてから行うこと。
　・	本品に透析液がかかったり汚れがひどい場合は、水又はぬるま湯を浸してよくしぼったガーゼ等で速やかに拭
き取ること。

　・ドライヤー等を使用して乾燥させないこと。［故障の原因となる。］

保守・点検上の注意
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製品の概要

製品の目的・概要

本製品は、腹膜透析液の交換を自動的に行うことを目的とした装置で、就寝中等に腹膜透析液の交換を可能とする
ものです。

●.生活様式に適合
エアーの圧力を利用した注・排液方式の採用で、落差圧
を必要としません。ベッドでも、布団でも使用できます。

●.見やすい大型画面の表示ガイドと音声ガイド
. 操作しやすいタッチパネル方式
6.4インチカラー液晶ディスプレイを採用し、治療内容
や操作手順をわかりやすいイラストと音声で説明しま
す。画面に表示されるボタンを軽く押すことで、簡単に
操作できます。

●.ワンタッチで回路を装着
APD回路（マイホームぴこセット）にカセット式を採用
し、本製品へワンタッチで装着できます。

●.軽量、コンパクト設計
ご家庭においても手軽に設置できる軽量、コンパクト設
計です。

●.加温不要
オンライン加温方式を採用していますので、治療を始め
る前に透析液を加温する手間が不要です。

●.安全性を考慮
各種警報機能を搭載し、トラブル時にも画面で対処方法
を説明します。

●.多機能装備
治療設定方式として2つのタイプがあり、貯留時間を
固定するタイプ、又は透析時間を固定するタイプを選択
できます。
また、NPDやCCPDに加え、タイダール療法（TPD）
にも対応でき、導入初期のコンディショニング機能も内
蔵しています。

特.長
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（透析液バッグ、追加透析液バッグは、処方により接続するバッグ数は異なります）

キャプディール 
トランスファーチューブセット
又は
キャプディールTSCD
トランスファーチューブセット

システムの概要
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1.❺排液ライン先端を
　タンクに差し込む。
2.チューブを溝に挟み込む。
3.ピンクのクランプを開ける。

戻　るガイド

完了したら 次　へ

各部の名称

●正面

［停止］スイッチ
治療を一時中断するとき
や、トラブル発生時の警報
音（ブザー）を止めるときに
押します。

次の操作手順を説明
します。

前の操作手順をもう
一度説明します。

詳しい操作手順を説
明します。

◦ ガイド ･･･ 装置設定（ぴこの設定）で表示ガイド
「なし」又は「簡易」（操作を熟知された
方向けの簡略化手順表示）に設定した
場合に表示され、操作手順を説明し
ます。表示ガイドの設定については、
20ページをご覧ください。

画面は必ず指のはらで操作してください。
鋭利なペン先等で操作すると、破損するこ
とがあります。

カセット取り出し
ボタン
マイホームぴこセッ
トのカセットを取り
出すときに押します。

カセットドア
マイホームぴこセットのカ
セットを中に入れます。
安全のため、治療の準備中
や治療中には開かない機構
になっています。

［開始］スイッチ
治療の準備や、治療を始め
るとき、治療を再開すると
きに押します。

［開始］ランプ
治療の準備中や治療中に点
灯します。

ホルダー
治療の準備や、治療を一時中
断するときに、腹膜ライン
のコネクター部をかけます。

操作パネル
操作手順や治療内容等を表
示します。
画面に表示されるボタンを
軽く押して、操作します。

［停止］ランプ
停止時に点灯し、トラブル
発生時に点滅します。

＜表示例＞

注 意

マイホームぴこ外観図

 ＜操作パネルの使い方＞
本製品は、指で画面のボタンを軽く押して操作します。
画面を軽く押すと、画面の表示と音声ガイドで操作手
順をご案内します。画面の案内に従って操作してくだ
さい。

参 考
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●背面

本製品は、停電時に安全に停止するための非常用電源と
して、充電式バッテリ（ニッケル水素電池）を内蔵してい
ます。充電が不十分な場合は、停電時にバックアップ機
能が働かないことがあります。本製品がお手元に届いて
最初に使用されるときや、長時間使用されなかったとき
は、バッテリの充電をしてから使用してください。

1.. 本製品背面のAC電源コネクターと、AC100Vの
アース付き3ピンコンセントに、AC電源ケーブ
ルを接続する。

2..［電源］スイッチを「入」にする。
	 画面が表示されている状態であれば、バッテリが充電さ

れています（治療中も、常に充電しています）。

3.. 3時間以上充電する。

4..［電源］スイッチを「切」にして終了するか、又はその
まま治療（準備）を開始する。

	 治療を開始する場合には、27ページの使用方法に従って
ください。

バッテリの充電

付属品
●AC電源ケーブル

●添付文書

●取扱説明書 ●品質保証書

［装置設定］スイッチ
装置設定（ぴこの設定）を変
更するときに切り替えます。
「入」の位置にして電源を入
れると、装置設定（ぴこの設
定）が可能になります（通常
は「切」の位置にして使用し
ます）。

外部通信

バッテリカバー

外部端子

輝度調節ツマミ
画面の明るさを調節します。
右に回すと明るくなり、左
に回すと暗くなります。

音量調節ツマミ
音声ガイドとスイッチ操作
音の音量を調節します。
右に回すと大きくなり、左
に回すと小さくなります。

セミタイムラグヒューズ
250V・10A× 2

［電源］スイッチ
電源を入 /切します。

AC電源コネクター
AC電源ケーブルを接続します。

ナースコール端子
警報発生時に約1秒間の接
点ON信号を出力します。

保護接地端子
より安全にお使いいただく
ために、アース線を接続す
る端子です（必要なときに
お使いください）。
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各部の名称

カセット
透析液の流れを制御します。
使用するときはマイホームぴこ
のカセット収納部に挿入します。

排液ライン
排液タンクに接続します。
ピンクのクランプが付いています。

留め具
必ずカセットから取り
外してから使用します。

排液サンプリングライン
排液のサンプリングを
行うときに使用します。
水色のクランプが付いています。

コネクター
ラインを接続します。

腹膜ライン
トランスファーチューブセット
（おなかのチューブ）と接続し
ます。
白いクランプが付いています。

クランプ
チューブ内の透析液の流れを
制御します。

追加注液ライン
透析液の追加、あるいは濃度
変更を行うときに、透析液バ
ッグと接続します。
黄色いクランプが付いてい
ます。

注液ライン
透析液バッグと接続します。
青いクランプが付いています。

カ
セ
ッ
ト

●マイホームぴこセット

医療機器承認番号　21300BZZ00195.

付属品

●マスク

適用品（別売品）
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カセット
透析液の流れを制御します。
使用するときはマイホームぴこ
のカセット収納部に挿入します。

排液ライン
排液タンクに接続します。
ピンクのクランプが付いています。

留め具
必ずカセットから取り
外してから使用します。

排液サンプリングライン
排液のサンプリングを
行うときに使用します。
水色のクランプが付いています。 腹膜ライン

トランスファーチューブセット
（おなかのチューブ）と接続し
ます。
白いクランプが付いています。

クランプ
チューブ内の透析液の流れを
制御します。

追加注液ライン
透析液の追加、あるいは濃度
変更を行うときに、透析液バ
ッグと接続します。

注液ライン
透析液バッグと接続します。

カ
セ
ッ
ト

●マイホームぴこセット（TSCD用）
医療機器承認番号　21300BZZ00195
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排液ライン
排液タンクに接続します。
ピンクのクランプが付いています。

留め具
必ずカセットから取り
外してから使用します。

排液サンプリングライン
排液のサンプリングを
行うときに使用します。
水色のクランプが付いています。

コネクター
ラインを接続します。

腹膜ライン
トランスファーチューブセット（お
なかのチューブ）と接続します。
白いクランプが付いています。

クランプ
チューブ内の透析液の流れを
制御します。

ミニバッグ
注液時に透析液で
膨らむことで気泡
を集めます。

追加注液ライン
透析液の追加、ある
いは濃度変更を行う
ときに、透析液バッグ
と接続します。
黄色いクランプが付
いています。

注液ライン
透析液バッグと
接続します。
青いクランプが
付いています。カ

セ
ッ
ト

カセット
透析液の流れを
制御します。
使用するときは
マイホームぴこ
のカセット収納部
に挿入します。

●マイホームぴこセット（ミニバッグ付）
医療機器承認番号　21300BZZ00195

適用品（別売品）

付属品

●マスク

各部の名称
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排液ライン
排液タンクに接続します。
ピンクのクランプが付いています。

留め具
必ずカセットから取り
外してから使用します。

排液サンプリングライン
排液のサンプリングを
行うときに使用します。
水色のクランプが付いています。

腹膜ライン
トランスファーチューブセット（お
なかのチューブ）と接続します。
白いクランプが付いています。

クランプ
チューブ内の透析液の流れを
制御します。

ミニバッグ
注液時に透析液で
膨らむことで気泡
を集めます。

追加注液ライン
透析液の追加、ある
いは濃度変更を行う
ときに、透析液バッグ
と接続します。

注液ライン
透析液バッグと
接続します。

カ
セ
ッ
ト

カセット
透析液の流れを
制御します。
使用するときは
マイホームぴこ
のカセット収納部
に挿入します。

●マイホームぴこセット（ミニバッグ付TSCD用）
医療機器承認番号　21300BZZ00195
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●透析液バッグ

◦ミッドペリック135腹膜透析液
　承認番号　22100AMX00604
◦ミッドペリック250腹膜透析液
　承認番号　22100AMX00605
◦ミッドペリック400腹膜透析液
　承認番号　22100AMX00606
◦ミッドペリック L135腹膜透析液
　承認番号　22100AMX00607
◦ミッドペリック L250腹膜透析液
　承認番号　22100AMX00608
◦ミッドペリック L400腹膜透析液
　承認番号　22100AMX00609

※詳しい取扱いについては、透析液バッグの添付文書をご覧ください。

医療機器承認番号　22400BZX00243

●キャプディール保護キャップセット

各部の名称

●APDきりはなし用キャップセット	 ●キャプディール	トランスファーチューブセット

医療機器承認番号　20700BZZ00273	 医療機器承認番号　16200BZZ00326

※キャプディール	トランスファーチューブセットは、以下おなかの
チューブと記載します。

●ラックセット	　　　　 コード番号　YY-AP102R	 ●排液タンク	

●ミニバッグ設置台
※ミニバッグ設置台をお求めの場合には、弊社担当者までお問い合
わせください。

●マスク（1枚）

●きりはなし用キャップ
　（回路キャップ）

包装袋：PP.PET.アルミ

台座：PP

●マスク（1枚）

●保護キャップ

ローラークランプ

適用品（別売品）
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●テルモ無菌接合装置TSCD.SC-102
　「むきんエース」
医療機器届出番号　13B1X00101000049

※詳しい取扱いについては、「むきんエース」の
取扱説明書をご覧ください。

●キャプディール.TSCD交換キット

医療機器承認番号　20600BZZ00238

●.キャプディール.TSCD
. トランスファーチューブセット
医療機器承認番号　20600BZZ00239

■テルモ無菌接合装置「むきんエース®」を併用する場合

※キャプディール	TSCDトランスファーチューブ
セットは、以下おなかのチューブと記載します。

＜代表図＞
マイホームぴこセット
を使用した場合

ローラークランプ

TSCD専用ウェハー 保護チューブ

延長チューブ

システム全体図
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10時 分48午後

確　定

時　計
ブザー
ガイド

治療に戻るには？

ぴこの設定

設定機能（装置設定 /治療設定）

1.. マイホームぴこの電源が切れている状態で、マイホー
ムぴこ背面の［装置設定］スイッチを「入」にした後、マ
イホームぴこ左側面の［電源］スイッチを「入」にする。

	 装置設定（ぴこの設定）メニュー画面が表示されます。

2.. で設定する項目を選択（白黒反転）
し、 確　定 を押す。

	 選択した項目の設定画面が表示されます。

3.. 各内容について、 で項目を選択、又は
で数値を変更し、 確　定 を押す。

	 各内容ごとに設定できます。

4.. ぴこの設定を終了するときは、［電源］スイッチを
「切」にし、［装置設定］スイッチを「切」にする。

■設定項目と設定内容

■設定操作

装置設定は、時計、
ブザー、ガイドに
ついて設定します。

＜装置設定（ぴこの設定）のメニュー画面＞

腹腔内にエアーを引き込む可能性がありますの
で、使用する専用 APD回路（マイホームぴこ
セット）と、設定項目の“ガイド”で選択した“ぴ
こセットの選択”で設定したぴこセットが一致し
ていることを、必ず確認してください。

参.考

注.意

◦表示ガイドについて
なし：	操作を熟知された方向けに、簡略化された操作手

順を説明します。（ガイドボタンが表示されるので、
手順がわからなくなった場合には確認することが
できます。）

簡易：	ある程度操作に慣れてきた方向けに、操作手順を
説明します。（ガイドボタンが表示されるので、手
順がわからなくなった場合には確認することがで
きます。）

標準：	操作に慣れていない方向けに、丁寧に操作手順を
説明します。

詳細：	表示ガイド「標準」より、さらに丁寧に操作手順
を説明します。

設定項目 設定内容 初期値
時　計 年：2010〜 2099

月：1〜12
日：1〜31
午前 /午後　時：0〜11
分：0〜59

2010
1
1
午前　0
0

ブザー 警報音程：高 /中 /低 /メロディ
警報音量：大 /中 /小
スイッチ操作音：あり /なし
治療終了お知らせ音：治療終了時 /指定時刻 /なし
指定時刻：午前 /午後、時 (0〜 11)、分 (0〜 59)

高
中
あり
治療終了時
午前、7、0

ガイド 音声ガイド　　　：	あり ( 低音 )/ あり（標準）/なし
表示ガイド　　　：	なし /簡易 /標準 /詳細
むきんエース　　：	使用する /使用しない
ぴこセットの選択：	ぴこセット (※ )/ ぴこセット (ミニバッグ付 )( ※ )
　　　　　　　　		/ ぴこセット (TSCD用 )
　　　　　　　　		/ ぴこセット (ミニバッグ付：TSCD用 )
※むきんエースで接続する箇所：
　すべてのコネクター部を接続する /腹膜ラインのみ接続する
　(ぴこセットの選択により、画面の表示は異なる )
追加注液ラインの接続ガイド表示：
ガイド画面を表示する /ガイド画面を表示しない

あり（標準）
標準
使用する
ぴこセット

すべてのコネクター部を接続する

ガイド画面を表示する
治療に
戻るには

間違って「ぴこの設定」に入ってしまった場合に、
治療に戻るためのガイドを表示します。

装置設定（マイホームぴこの設定）

お願い
●	音声ガイド及び表示ガイドは、操作される方の習熟度に
応じて設定してください。
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次　へ変　更 治療記録

治療パターン タイダール
初期排液量 50mL
初期注液量 2000mL
タイダール量 1000mL
タイダール除水量 120mL
貯留時間 0時間30分
サイクル数 10回
最終注液量 0mL
最終濃度変更 なし

終了予定時刻 6月20日
 午前５時５５分
透析時間 ７時間４５分
総除水量 １２００ｍＬ
総透析液量 １１０００ｍＬ

確　定

戻　る

NPD/CCPD
タイダール

治療パターン

1.. 治療設定確認画面が表
示されている状態で、
変　更 を押す（治療設
定確認画面は、29ペー
ジ.「電源を入れる」の
4の手順まで行うと表
示されます）。

	 治療パターンのメニュー
画面が表示されます。

2.. で項目を選択（白黒反転）し、 確　定

を押す。
	 選択した治療パターンの設定画面が表示されます。

3.. で選択、又は で数値
を変更し、 確　定 を押す。

	 各内容ごとに設定できます。

4.. すべての項目で 確　定 を押す。
	 治療設定確認画面に戻ります。

＜治療パターンのメニュー画面＞

治療内容の変更は、装置がスタッフモード（25ページ
参照）にて変更を許可する設定になっている場合に限
り、行うことができます（出荷時は変更を許可する設
定（治療中禁止：治療中以外は変更可能な設定）になっ
ています。禁止する設定の場合には、 変　更 は表示さ
れません）。
変更の許可 /禁止の設定は、スタッフモードで行いま
す。

参.考

◦	項目と内容については、22ページをご覧ください。

＜治療設定方式について＞
本製品は、「Aタイプ」「Bタイプ」の治療設定方式を
選択できます（出荷時はAタイプに設定されています）。
治療設定方式の変更は、スタッフモードで行います。
弊社担当者までご連絡ください。
●「Aタイプ」：貯留時間及びサイクル数を中心とした

治療設定方式です。
●「Bタイプ」：透析時間及びサイクル数を中心とした

治療設定方式です。
＜治療設定確認画面＞

習熟した者以外は本製品を操作しないでくださ
い。熟練した者であっても、治療内容を変更す
る際には、医師の指示に従ってください。

注.意

治療内容の変更について

治療設定の変更画面中の 一覧に戻る と 戻　る について

一覧に戻る を押すと、前の画面まで確定した項目については、

　治療設定に反映されて治療設定確認画面に戻ります。

戻　る を押すと、前の画面まで確定した項目については、

治療設定に反映されます。
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設定機能（装置設定 /治療設定）

治療パターン ●NPD
夜間連続で透析液交換を行い、昼間
は腹腔内を空とする処方。
●CCPD
夜間連続の透析液交換と最終注液を
行い、昼間は透析液交換を行わず腹
腔内に貯留のままとする、又は必要
に応じ昼間透析液交換を行う処方。
●タイダール（TPD）
初期注液量の約半分の量を頻回交換
する処方。
●コンディショニング
Aタイプのみ可能。導入初期のコン
ディショニングのため、透析液の注
液、排液のみを行う処方。

初期排液量
設定範囲：
0～3500mL

治療開始時に、排液から始める場合
の、最初の予測排液量です。

注液量
設定範囲：
0～3000mL

各サイクルで腹腔内に注液される透
析液量です。

貯留時間
設定範囲：
0分～12時間

各サイクルで注液された透析液が、
腹腔内に滞留している時間です（た
だし、注液時間・排液時間は含みま
せん）。

最終注液量
設定範囲：
0～3000mL

治療終了時に注液で終わる場合の、
最後の注液量です。

最終濃度変更 最終注液（最終注液量が0mLの場合
は最終サイクルの注液）において、各
サイクルで使われていた透析液とは
異なる濃度の透析液への変更です。

透析時間
設定範囲：
0分～48時間

1回の治療にかかる時間です（最終
注液・初期排液のある場合は、その
注液・排液時間を含みます）。

総透析液量 1回の治療に使用する透析液の総量
です（最終注液のある場合は、その
量を含みます）。

総除水量 タイダールの場合の、予測される
除水の総量です（ただし、初期排液
量と最終注液量から算出される除
水量は含みません）。

サイクル数
設定範囲：
0～99回

注液・貯留・排液を1回のサイク
ル（周期）として数えます（ただし、
初期排液と最終注液は含みません）。

初期注液量
設定範囲：
0～3000mL

タイダールの場合の初回に注液さ
れる透析液量です。

タイダール量
設定範囲：
50～3000mL

タイダールの場合の、2回目以降
の各サイクルで注液される透析液
量です。

タイダール除水量
設定範囲：
0～1000mL

タイダールの場合の、各サイクルで
の予測除水量です。この予測除水量
とタイダール量の和が、理論的な各
サイクルでのタイダール排液量とな
ります（ただし、最終サイクルでの
排液量は、理論的に予測除水量と初
期注液量の和となります）。

治療開始時刻
設定範囲：
午前 /午後 0:00 ～
11:59

マイホームぴこが治療を始める時
刻です。

中間排液設定 タイダールの場合の、中間排液（全
量排液）を行うサイクルを設定しま
す（5カ所までを任意に設定できま
す）。

コンディショニング間隔
設定範囲：
0分～10時間

コンディショニングの場合の、透
析液を交換（注液、排液）する間隔
です。

終了予定時刻
設定範囲：
午前 /午後 0:00 ～
11:59

治療が終了する予定の時刻です。

※本項は設定できません。

治療設定の項目と内容
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ミニバッグ ミニバッグ

■.注排液時のミニバッグ
　注液中のミニバッグは下図１のように、透析液の圧力によって膨らみ、ミニバッグ上方に気泡を集めます。ミニバッ
グが膨らむために約50mLの透析液が必要となり、この約50mLの透析液は腹腔に達することはありません。ま
た排液時は腹腔の透析液がなくなった際にミニバッグが潰れ、透析液と気泡を一緒に排出します（下図２）。

＜図１　注液時のミニバッグ＞ ＜図２　排液時のミニバッグ＞

※本品は、ミニバッグが空になったことを、排液時の閉塞検出で判断しています。

■「注液量」と「腹腔注液量」について
　上記のように、実際に腹腔に入る注液量は、従来の注液量からミニバッグの容量（50mL）分少ない量となります。
本品はミニバッグの容量を差し引いた注液量を計算値「腹腔注液量」として表示しています。

　（「腹腔注液量」＝「注液量」−「ミニバッグ容量：約50mL」としています）

　その他の設定値、治療結果、印刷表示について「腹腔」の表示のあるものは、ミニバッグの容量を考慮にいれた
計算値となります。

［注排液時のミニバッグイメージ図］
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設定機能（装置設定 /治療設定）

注.意

■ガイドの「マイホームぴこセットの選択」画面でミニバッグ付専用APD回路（マイホームぴこセット
（ミニバッグ付））を選択した場合に表示される計算値

◦	ミニバッグ付専用APD回路（マイホームぴこセット（ミニバッグ付））を使用している場合には、初期排液
量（50mL以上）の設定をお願いします。P23の図１のとおり、ミニバッグには約50mLの透析液が溜
まります。プライミング終了後そのまま放置した場合は、ミニバッグに溜まった透析液が冷めてしまうこ
とがあります。初期排液量（50mL以上）を設定することで冷めてしまった透析液を排出した後に注液を
開始することができます。

◦	総腹腔注液量は予測される各サイクルごとの腹腔注液量を算出して総量を計算します。設定された内容に
よっては、治療設定確認画面での腹腔注液量と最終腹腔注液量の合計が総腹腔注液量と一致しないことが
あります。

　※「腹腔」の表示と従来の表示の関係は下記のようになります。
　　　　腹腔注液量　　　　従来の注液量
　　　　1950ｍＬ	 （2000ｍＬ）

参.考

◦	P23の図1、図２のように治療中は状態によりミニバッグが膨らんだり、縮んだりします。治療中の「初期腹
腔排液量」、「腹腔注液量」、「最終腹腔注液量」、「総腹腔透析液量」、「初期腹腔注液量」表示はミニバッグの状態
により、ミニバッグ容量を差し引くか否かを判断して表示しています。ミニバッグの状態によってはミニバッ
グ容量が差し引かれない場合もあります。その他の設定値、治療結果、印刷表示についても、「腹腔」の表示の
あるものは、ミニバッグの容量を考慮にいれた計算値を表示します。

初期腹腔排液量 「初期排液量」からミニバッグ容量を差し引いた計算値です。

腹 腔 注 液 量 「注液量」からミニバッグ容量を差し引いた計算値です。

最終腹腔注液量 「最終注液量」からミニバッグ容量を差し引いた計算値です。

総腹腔透析液量 「総透析液量」からミニバッグ容量を差し引いた計算値です。

初期腹腔注液量 「初期注液量」からミニバッグ容量を差し引いた計算値です。
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設定名 内容 設定範囲（変更範囲） 初期値

治療内容変更 治療設定確認画面の変更を許可 /禁止します。 常時許可 /治療中禁止 /禁止 治療中禁止

治療タイプ Aタイプ /Bタイプを切り換えます。
◦Aタイプ：貯留時間及びサイクル数を中心とした

治療タイプ
◦Bタイプ：透析時間及びサイクル数を中心とした

治療タイプ

Aタイプ /Bタイプ Aタイプ

コントロール注液 実際に排液した量に応じて、注液量を下記のよう
にコントロールします。
●各サイクルの注液量：
設定注液量 (又は設定タイダール量 )よりも排液
量が少ないとき、排液量を次サイクルの注液量と
します。設定注液量 (又は設定タイダール量 )よ
りも多いときは設定量が注液されます。
●最終注液量：
総排液量が総注液量よりも少ないとき、その差
分を算出し、( 総注液量‐総排液量 ) を最終注
液量から減らします。総排液量が総注液量より
も多いときは設定量が注液されます。

※注排液量のコントロールグラフを次ページに示します。

あり /なし あり

再排液 最終サイクルの排液終了時に、再度排液を行って
腹腔内の残液を回収します。

あり /なし あり

余った透析液の排出選択 治療終了時に、残った透析液を排液タンクに選択
（手動）/自動で排出します。

選択 /自動 選択

プリプライミング 病院での使用時、プライミング後の装置移動を可
能とします。

あり /なし なし

タイダール中間排液 タイダール中の腹腔内の液量増加傾向を防止するた
め、タイダール途中に完全排液を行います。

あり /なし なし

昼間の治療記録入力 昼間のマニュアル交換時の治療記録の入力と
CCPDの除水量を計算します。

あり /なし なし

治療開始時刻 治療の開始時刻の設定を可能とします。 あり /なし なし

コンディショニング Aタイプのコンディショニング治療の設定を可能
とします。

あり /なし なし

注液温度 透析液の注液温度を設定します。 33〜38℃（1℃単位） 37℃

体重・血圧入力 体重・血圧値の入力を行います。 使用 /非使用 非使用

外部通信 外部通信端子に接続する機器を設定します。 プリンタ /非使用 非使用

スタッフモードでは、パラメーター等の設定を行うことができます。設定方法については弊社担当者にお問い合わ
せください。

■パラメーターの設定項目
	 装置の基本機能を選択できます。

スタッフモードの設定
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設定機能（装置設定 /治療設定）

注.意

注排液量 2000mL

0

1000

2000

注液

1600mL

排液

1600mL

注液

2200mL

排液

１サイクル目 2サイクル目

2000mL

注液

2000mL

排液

2サイクル目

総注液量：6000mL　 総排液量：5800mL

総排液量－総注液量＝-200mL

最終注液量を
200mL少なくする

■各サイクルの注液量（設定注液量　2000mL、最終注液設定　なし）
　①設定注液量（又は設定タイダール量）よりも排液量が少ないとき、排液量を次サイクルの注液量とします。

　②設定注液量（又は設定タイダール量）よりも排液量が多いときは設定量が注液されます。

■最終注液量（設定注液量　2000mL、設定最終注液量　2000mL）
　③総排液量が総注液量よりも少ないとき、その差分を算出し、（総注液量－総排液量）を最終注液量から減らします。

　④総排液量が総注液量よりも多いときは設定量が注液されます。

注排液量 2000mL

0

1000

2000

2200mL 2000mL 2000mL 2000mL 1600mL

1800mL

１サイクル目 2サイクル目 3サイクル目 最終注液

注液 排液

注排液量 2000mL

0

1000

2000

2200mL

１サイクル目

注液 排液

注液 排液 注液 最終
注液

排液

総注液量：6000mL　 総排液量：6200mL

総排液量－総注液量＝＋200mL注排液量 2000mL

0

1000

2000

2200mL 2000mL 2200mL 2000mL 1800mL
2000mL

１サイクル目 2サイクル目 3サイクル目 最終注液

注液 排液 注液 排液 注液 最終
注液

排液 設定通りに
最終注液する

◦各パラメータ設定を変更する場合は、開始前に設定値が正しいことをご確認ください。
　予定どおりの治療ができない可能性があります。
◦コントロール注液機能を設定している場合でも、治療状況によっては排液時、腹腔内に透析液が残り、設定
注液量以上の透析液が腹腔内に溜まる場合があります。
　多量の腹腔内残液が認められる場合には、医療機関の指示に従い、再排液機能の設定、設定注液量を減らす、
カテーテルの位置確認や調整等の対応を行ってください。腹部に膨満感や痛みを生じる可能性があります。
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使用方法

注 意

治療は次のような操作を行います。 環境の整備

操作を行う前に次のような環境の整備を行います。

■マニュアル接続で使用するもの
  ● 透析液バッグ............................................................... 必要数
  ● マイホームぴこセット（以下ぴこセット） .........................1
  ● キャプディール保護キャップセット .................................1
  ● APD きりはなし用キャップセット...........（必要に応じて）
  ● 排液タンク ..........................................................................１

■「むきんエース」併用で使用するもの
  ● 透析液バッグ............................................................... 必要数
  ● マイホームぴこセット（以下ぴこセット） .........................1
  ● テルモ無菌接合装置 TSCD SC-102
 「むきんエース」 ....................................................................1
  ● キャプディール TSCD 交換キット
 （TSCD 専用ウェハー、保護チューブ、延長チューブ） .....1
  ● 排液タンク ..........................................................................１

◦人の出入りがなく、幼児、ペットのいない、明
るく清潔な部屋で治療を行ってください。誤操
作や、腹膜炎を併発する可能性があります。

◦室温が 10℃〜 40℃の部屋で、窓やドアを閉
め、冷暖房器具を一時（接続操作が終わるまで）
止めてください。落下菌が侵入し、腹膜炎を併
発する可能性があります。

 1 治療を始める前に 27 ページ

 環境の整備 27 ページ

 必要物品の準備 27 ページ

 電源を入れる 28 ページ

 カセットを入れる 29 ページ

 2 接続する  30 ページ

 注液ラインに透析液を接続する 30 ページ

 追加注液ラインに透析液を接続する 31 ページ

 排液ラインと排液タンクを接続する 32 ページ

 接続を確認する 32 ページ

 治療の準備をする 34 ページ

 おなかのチューブを接続する 35 ページ

 3 治療を始める  36 ページ

 4 治療の終了  37 ページ

 おなかのチューブからぴこセットをはずす 37 ページ

 治療記録を確認する 38 ページ

 カセットを取り出す 38 ページ

 使用済み品の処理 38 ページ

 治療（準備）を一時的に中断する 39 ページ

 一時的に中断した治療（準備）を再開する 40 ページ

 治療を中止する  41 ページ

操作の流れ 1 治療を始める前に

必要物品の準備
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使用方法

注.意

・治療は明るく清潔な場所で。
・必ず手を洗う。
・カセットドアを開けない。

注 意

点検中

注.意

1.. 付属のAC電源ケーブルを、マイホームぴこ背面の
AC電源コネクターと、AC100Vアース付き3ピ
ンコンセントに接続する。

2.. マイホームぴこ左側面の［電源］スイッチを「入」にする。
	 オープニング画面が表示
され、点検中の画面にな
ります。マイホームぴこ
が自己診断をしています
ので、しばらくお待ちく
ださい。自己診断が終わ
ると、ブザーが鳴り、治
療設定を確認する画面を
表示します。

参.考

◦	マイホームぴこの電源を入れるときは、カセットを入れ
ずに（入っていない状態で）電源を「入」にしてください。

◦	カセットが入っていると、マイホームぴこがカセット
を取り出す手順を説明します。説明に従って、マイホー
ムぴこ内のカセットを取り出してください。

3.. 手を洗う。
	 腕時計、指輪等を外し、石けんを用いて流水で十分に手
を洗ってください。洗い終わったら、ペーパータオルや
清潔なタオル等でよく拭きます。

画面のボタンは必ず指のはらで操作してくださ
い。鋭利なペン先等で操作すると破損すること
があります。

※	本取扱説明書は、表示ガイドを「標準」に設定した場合の画
面を元に操作手順を説明しています。「標準」以外の設定では、
画面は一部異なりますが、実際の操作手順は同じです。●	治療時には、腹腔と本製品の高低差を 30cm

以内にして使用してください。注液、排液速度
が遅くなり予定どおりの治療ができない可能性
があります。

●	透析液バッグ、ぴこセット、保護チューブ等の
異常を見つけたり、包装の破損、汚損を見つけ
たときは、新しいものと交換してください。

●	透析液を寒い場所に保管していた場合は、装置
を使用する場所に、あらかじめ透析液を置いて
おくなどして、透析液を使用する場所の温度に
なじませてから開始してください。装置内で透
析液が加温される際の温度差が大きいと、溶存
エアーが発生しやすくなります。

●	透析液・装置の保管場所が暑かった場合は、あ
らかじめ治療環境温度になじませてから開始し
てください。透析液温が上がり過ぎ、温度警報
を発報して治療を継続できない可能性がありま
す。

●	治療中は、チューブを引っ張るような力を加え
ないでください。気泡センサ部分のチューブが
変形し、気泡を誤検知する可能性があります。

●	ご使用前に透析液バッグの種類、容量、使用期
限をご確認ください。液漏れ、内容物の混濁、
浮遊物等の異常を見つけたときは、新しいもの
と交換してください。

●	透析液バッグがミッドペリック又はミッドペ
リックＬの場合は、包装を開封後に仕切部分（隔
壁）が開通していないことをご確認ください。
開通している場合は、新しいものと交換してく
ださい。

＜点検中の画面＞

電源を入れる
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参.考

注.意

次　へ

これから治療の
準備をしましょう

マイホームぴこに
カセットを入れる
手順です。

設定確認

各パラメーター設定を変更する場合は、開始前
に設定値が正しいことを確認してください。前
回と同じ治療内容（設定）で治療を行うときは、
設定を変更しないでください。予定どおりの治
療ができない可能性があります。

1.. ぴこセットの包装を開封して、マスクを付ける。
. . 　　　● 設定確認 …治療内容を確認できます。

2.. ぴこセットのすべてのクランプを閉じる。
3.. 次の手順に従い、マイホームぴこに、ぴこセット
の❶カセットを入れる。
1. 取っ手を持って、❶カセットから留め具を引き
抜く。

2.	マイホームぴこのカセットドアを手前に引いて
開ける。

3.	マイホームぴこに❶カセットをチューブがから
まないようにして、「カチッ」と音がするまで
しっかりと奥まで入れる。カセットが入れにく
い場合は、カセット取り出しボタンを押しなが
ら入れる。

4.	カセットドアをしっかり閉める。

参.考

カセットを入れる

次　へ変　更 治療記録

治療パターン タイダール
初期排液量 50mL
初期注液量 2000mL
タイダール量 1000mL
タイダール除水量 120mL
貯留時間 0時間30分
サイクル数 10回
最終注液量 0mL
最終濃度変更 なし

終了予定時刻 6月20日
 午前５時５５分
透析時間 ７時間４５分
総除水量 １２００ｍＬ
総透析液量 １１０００ｍＬ

4.. 治療設定を確認する。

＜治療設定確認画面＞

５..＜「ぴこセット」又は「ぴこセット（TSCD用）」の場合＞
マイホームぴこ右側面のホルダーをたおし、❷
腹膜ラインの白いクランプのついたチューブを、
キャップを外さない状態でかける。

＜「ぴこセット（ミニバッグ付）」又は「ぴこセット
　（ミニバッグ付TSCD用）」の場合＞
1.	ミニバッグ設置台のフックを押し、カバーを開
ける。

2.	ミニバッグをセットする。
3.	ミニバッグ設置台のカバーを閉める。

参.考

. ＜昼間の治療記録の入力が設定されているときは＞

	 治療記録の確認後、次の4項目を入力してください。
◦	マイホームぴこ最終注液量
◦	昼間の総注液量
◦	昼間の除水量
◦	昼間の最終注液量

	 入力するときは、 で数値を合わせ、
確　定 で数値を確定します。

◦	マイホームぴこ最終注液量
	 マイホームぴこを使用した前回の治療での最終注
液量です。

◦	昼間の総注液量
	 昼間にマニュアルで透析液交換を行った場合の注
液量の総和です。

◦	昼間の除水量
	 昼間にマニュアルで透析液交換を行って計算した
除水量の総和です。

◦	昼間の最終注液量
	 昼間にマニュアルで最後に注液した透析液量を入
力します。

◦ 治療記録 	…	前回の治療記録を確認できます。

◦ 変　更 	…	スタッフモードにて治療内容の変更を許可
する設定になっている場合に限り表示さ
れ、治療内容を変更する画面を表示します。

	 	 21ページをご覧ください。
●　	治療設定確認画面で表示される終了予定時刻は、目安
です。
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ミニバッグを
セットする。

戻　る

次　へ

注.意

ミニバッグ付専用 APD回路（マイホームぴこ
セット（ミニバッグ付））を使用する場合には、下
記内容を確認した上で、十分注意して使用して
ください。確認せずに使用した場合、透析液中
のエアーがミニバッグにトラップされずに、腹
腔内に引き込まれる可能性があります。
●	本品は、ミニバッグ設置台の上で使用してく
ださい。

●	ミニバッグは、必ずミニバッグ設置台の固定ピ
ンに取り付け、確実に付けられていることを
確認してからミニバッグ設置台のカバーを閉
じてください。

●	本品と腹腔の高さは、本品底面から 0 〜
30cmであることを確認してください。

使用方法

注.意

戻　る

ぴこセットに
透析液を接続
する手順です。

次　へ

■マニュアル接続の場合■

1.. 透析液の包装を開封し、バッグの仕切部分（隔壁）
を開通させ、充分に混合する。

	 透析液バッグがミッドペリック又はミッドペリック Lの
場合は、必要数の透析液バッグの仕切部分（隔壁）を開
通させて、よく混ぜ合わせる。

2.. 透析液のコネクターの、キャップを外す。
3.. ぴこセットの❸注液ラインのコネクターの、キャッ
プを外す。

4.. コネクター.どうしを、しっかり接続する。
5.. コネクターを接続した透析液内のオレンジ色のク
リックチップを折る。

6.. コネクターを接続したチューブの青いクランプを
開ける。

. 参.考

●	 ガイド …説明をもう一度見ることができます。

7.. 必要な数の透析液を接続する。

8.. ぴこセットの❸注液ラインに、必要な数の透析液
が接続されていることを確認する。	

●	ホルダーに無理な力をかけないでください。破
損する可能性があります。

●	カセットドアを閉めるときに、チューブをかみ
込まないでください。また、使用時に、カセッ
トから出ているチューブに折り曲げるような
負荷を加えないでください。閉塞の原因となり
ます。

●	腹膜ラインをホルダーにかけるときは、腹膜ラ
インのコネクターのキャップを絶対に外さな
いでください。キャップを外してホルダーにか
けると、落下菌が侵入し、腹膜炎を併発する可
能性があります。また、腹膜ラインチューブを
装置より上部に置いたり、束ねたまま装置に立
てかけたりしないでください。腹膜ラインが透
析液で十分満たされない可能性があります。

注液ラインに透析液を接続する

2 接続する4.	マイホームぴこ右側面のホルダーに❷腹膜ライ
ン（白いクランプのついたチューブ）をかける。

●..「むきんエース」を併用される場合は、（P31■「む
きんエース」併用の場合■）手順をご覧ください。
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注.意

警.告

注.意

備.考

「ぴこの設定」のガイド選択で、❹追加注液ラインの接続ガイ
ド表示の選択を「ガイド画面を表示する」又は最終濃度変更の
選択を「あり」にしている場合表示される手順です。

●	透析液の接続作業を装置の上で行わないでく
ださい。透析液が装置内に入ると、故障の原因
となります。

●	装置内でカセットをリフトアップする前に透
析液バッグのクリックチップを折らないでく
ださい。プライミング中に腹膜ラインから透析
液が吹きこぼれたり、治療中に透析液が不足す
る可能性があります。

●	むきんエースを併用する場合は、接合部から液
漏れがないことを確認してください。腹膜炎の
併発や、腹腔内にエアーが混入する可能性があ
ります。

●	キャップを外したコネクターを、上に向けない
でください。

●	コネクターの内側に触れるなど、接合部を不潔
にした場合は、新しいものと交換してください。

●	排液サンプリングラインのクランプを開けな
いでください。開いたままで使用すると、本体
を汚損する可能性があります。

●	注液ライン、又は追加注液ラインに接続した透
析液の入ったバッグは、なるべく装置より上に
配置してください。注液速度が遅くなり予定ど
おりの治療ができない可能性があります。

●	クリックチップは、V溝部分で折ってください。
チューブ側のできるだけV溝の近くを持って、
折ってください。

●	折れたクリックチップが確実に切断（透析液内
に浮遊）していることをご確認ください。特に
冬場のような低温下では、クリックチップの強
度が低下します。折り方には十分ご注意くださ
い（机等の硬いものに押しつけて折ると、バッ
グを傷付けて漏液を起こすことがあります。）

透析液を接続しない注液ライン、追加注液ライ
ンのクランプは、絶対に開けないでください。
もし、開いたままであった場合は、直ちに治療
を中止し、速やかに医療機関に連絡してくださ
い。腹膜炎の併発や腹腔内にエアーが混入する
可能性があります。

■「むきんエース」併用の場合■

1.. 透析液の包装を開封し、バッグの仕切部分（隔壁）
を開通させ、十分に混合する。

	 透析液バッグがミッドペリック又はミッドペリック Lの
場合は、必要数の透析液バッグの仕切部分（隔壁）を開通
させて、よく混ぜ合わせる。

2.. むきんエースの電源を入れ、カバーを開ける。
3.. オレンジ色の突起に、透析液のチューブと、ぴこ
セットの❸注液ラインのチューブをセットする。

4.. カバーを閉じて、［接合］ボタンを押す。
5.. 接合できたら、カバーを開けてチューブを取出し、
引き離して開通させる。

6.. チューブを接合した透析液内のオレンジ色のク
リックチップを折る。

7.. 接合したチューブの青いクランプを開ける。
. ぴこセット（TSCD用）を使用する場合、この操作は不
要です。

参.考

●	 ガイド …説明をもう一度見ることができます。

8.. 必要な数の透析液を接合する。
9.. ぴこセットの❸注液ラインに、必要な数の透析液
が接続されていることを確認する。

追加注液ラインに透析液を接続する

■マニュアル接続の場合■

1.. 透析液のコネクターの、キャップを外す。
2.. ぴこセットの❹追加注液ラインのコネクターの、
キャップを外す。

3.. コネクターどうしを、しっかり接続する。
4.. コネクターを接続した透析液内のオレンジ色のク
リックチップを折る。

5.. ❹追加注液ラインの黄色いクランプを開ける。
参.考

●	 ガイド …説明をもう一度見ることができます。

●..「むきんエース」を併用される場合は、（P32■「む
きんエース」併用の場合■）手順をご覧ください。
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使用方法

ガイド

1.    排液ライン先端を
タンクに差し込む。

2.チューブを溝に挟み込む。
3.ピンクのクランプを開ける。

戻　る

完了したら 次　へ

戻　る

すべての接続状態
とクランプの開閉
状態を確認する
手順です。

次　へ

1.. 排液タンクを用意する。
2.. チューブの先端を、排液タンクにさし込む。
3.. 排液タンクからチューブが抜けないように、先端
を溝にしっかり挟み込む。

4.. ❺排液ラインのピンクのクランプを開ける。

参.考

●	 ガイド …説明をもう一度見ることができます。

■マニュアル接続の場合■

1.. 接続した透析液の仕切部分（隔壁）が開通している
ことを確認する。

2.. ぴこセットのチューブと接続した、すべての透析
液のクリックチップが確実に折れ、バッグ内に浮
いていることを確認する。

３..コネクターがしっかり接続され、接続したチュー
ブのクランプが開いていることを確認する。

４..透析液と接続していないチューブのクランプが、
すべて閉じていることを確認する。

５..❺排液ラインのピンクのクランプが開いているこ
とを確認する。

６..❺排液ライン（ピンクのクランプの付いたチュー
ブ）が、排液タンクにしっかりさし込まれているこ
とを確認する。

排液ラインと排液タンクを接続する

接続を確認する■「むきんエース」併用の場合■

1.. むきんエースの電源を入れ、カバーを開ける。
2.. オレンジ色の突起に、透析液のチューブと、ぴこセッ
トの❹追加注液ラインのチューブをセットする。

3.. カバーを閉じて、［接合］ボタンを押す。
4.. 接合できたら、カバーを開けてチューブを取り出
し、引き離して開通させる。

5.. チューブを接合した透析液内のオレンジ色のク
リックチップを折る。

6.. ❹追加注液ラインの黄色いクランプを開ける。
	 ぴこセット（TSCD用）を使用する場合、この操作は不
要です。

注.意
●	治療準備 (プライミング )及び治療を開始する
前に､ すべての接続が正しいことをご確認くだ
さい。

●	排液サンプリングラインの水色のクランプが、
閉じていることをご確認ください。

●	透析液と接続していないチューブのクランプ
が、すべて閉じていることをご確認ください。
腹膜炎の併発や腹腔内にエアーが混入する可能
性がありますので、クランプを開けたまま治療
準備（プライミング）及び治療を開始しないでく
ださい。

●..「むきんエース」を併用される場合は、（P33■「む
きんエース」併用の場合■）手順をご覧ください。
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■「むきんエース」併用の場合■

1.. 接合した透析液の仕切部分（隔壁）が開通している
ことを確認する。

2.. ぴこセットのチューブと接続した、すべての透析
液のクリックチップが確実に折れ、バッグ内に浮
いていることを確認する。

３..むきんエースで接合した部分がしっかり接続、開
通され、接続したチューブのクランプが開いてい
ることを確認する。

４..透析液と接続していないチューブのクランプが、
すべて閉じていることを確認する。

５..❺排液ラインのピンクのクランプが開いているこ
とを確認する。

６..❺排液ライン（ピンクのクランプの付いたチュー
ブ）が、排液タンクにしっかりさし込まれているこ
とを確認する。

＜ぴこセット、ぴこセット（TSCD用）の場合＞
７..ぴこセットの腹膜ライン（マイホームぴこ右側面の
ホルダーにかけてあるチューブ）の白いクランプを
開ける。

＜ぴこセット（ミニバッグ付）、
　ぴこセット（ミニバッグ付TSCD用）の場合＞
７..ぴこセットの腹膜ライン（マイホームぴこ右側面の
ホルダーにかけてあるチューブ）の白いクランプが
閉じていることを確認する。

ぴこセットの
白いクランプを
開ける。

次　へ

戻　る

＜ぴこセット、ぴこセット（TSCD用）の場合＞
７..ぴこセットの腹膜ライン（マイホームぴこ右側面の
ホルダーにかけてあるチューブ）の白いクランプを
開ける。

＜ぴこセット（ミニバッグ付）、
　ぴこセット（ミニバッグ付TSCD用）の場合＞
７..ぴこセットの腹膜ライン（マイホームぴこ右側面の
ホルダーにかけてあるチューブ）の白いクランプが
閉じていることを確認する。

ぴこセットの
白いクランプ
が閉じている
ことを確認。

次　へ

戻　る

ぴこセットの
白いクランプを
開ける。

次　へ

戻　る

ぴこセットの
白いクランプ
が閉じている
ことを確認。

次　へ

戻　る
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ガイド

透析液を接続後に開始スイッチを押す。
治療準備

注 意
・ おなかの
  チューブ
  を接続し
  ないこと。

注.意

治療準備 ( プライミング ) を開始する前に、お
なかのチューブと腹膜ラインを接続していない
ことをご確認ください。

＜ぴこセット、ぴこセット（TSCD用）の場合＞
1..［開始］スイッチを押す。
	 ［開始］スイッチを押すと、マイホームぴこはチュー
ブ内の空気を抜くために透析液を満たす作業（プラ
イミング）を始めます。

	 治療の準備は約4分かかります。終わるまでしば
らくお待ちください。

＜ぴこセット（ミニバッグ付）、
　ぴこセット（ミニバッグ付TSCD用）の場合＞
1..［開始］スイッチを押す。
［開始］スイッチを押すと、マイホームぴこはチュー
ブ内の空気を抜くために透析液を満たす作業（プラ
イミング）を始めます。
治療の準備は約4分かかります。終わるまでしば
らくお待ちください。

２..白いクランプをホルダーにかけたまま一度開ける。

３..腹膜ラインのチューブに透析液が満たされたら白
いクランプを閉じる。
「ホルダーにかけたまま❷腹膜ラインの白いクラン
プを開ける。」の画面が出る前に「腹膜ライン閉塞」
が出る場合があります。この場合は、ミニバッグ
を設置台にセットし直してください。また、クラ
ンプを閉じ忘れたり、ふたを閉め忘れた場合は「治
療の準備ができません。新しいぴこセットに交換
してください。」の画面が出ます。この場合は、ぴ
こセットを入れ換えてください。

「準備完了」と表示されたら、ぴこセットの腹膜ライ
ン（マイホームぴこ右側面のホルダーにかけてある
チューブ）の白いコネクター付近まで、透析液で満た
されていることを確認してください。

治療の準備をする

＜治療待機（プリプライミング）が設定されているときは＞
スタッフモードでプリプライミングを｢あり｣に
設定すると、準備完了時に 治療待機 が表示され
ます。
治療待機 を押すと、電源を切った状態で治療を
待機することができます。
再開するときは、おなかのチューブを接続する
手順から始めます。

使用方法
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戻　る

おなかのチューブを
ぴこセットに接続する
ための準備をします。

治療を始めましょう

次　へ

■「むきんエース」併用の場合■

1.. おなかのチューブのローラークランプが閉じてい
ることを確認する。

2.. ぴこセットの腹膜ライン（マイホームぴこのホル
ダーにかけてあるチューブ）に付いている白いクラ
ンプを閉じる。

3.. むきんエースの電源を入れ、カバーを開ける。

4.. オレンジ色の突起に、ぴこセットの腹膜ラインと、
おなかのチューブをセットする。

5.. カバーを閉じて、［接合］ボタンを押す。

6.. 接合できたら、カバーを開けてチューブを取り出
し、引き離して開通させる。

7.. ぴこセットの腹膜ラインに付いている白いクラン
プを開ける。

8.. おなかのチューブのローラークランプを開ける。

■マニュアル接続の場合■

1.. おなかのチューブのローラークランプが閉じてい
ることを確認する。

2.. ぴこセットの腹膜ライン（マイホームぴこのホル
ダーにかけてあるチューブ）の白いクランプを閉じ
る。

3.. おなかのチューブのコネクターの、保護キャップ
を外す。

4.. ぴこセットの腹膜ラインをマイホームぴこ右側面
のホルダーから取り外し、白いコネクターのキャッ
プを外す。

5.. コネクターどうしを、しっかり接続する。
6.. ぴこセットの腹膜ラインについている白いクラン
プを開ける。

7.. おなかのチューブのローラークランプを開ける。

おなかのチューブを接続する
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ガイド

おなかの
チューブを
接続して
開始スイッ
チを押す。

治療開始

現在時刻
午後
  9：30

注.意

初期排液
7時 分 0 mL0015午前

終了予定時刻
現在時刻 午後11：00

消　灯設定確認

 

点　灯

. ＜消灯中の画面表示について＞
●	消灯の画面で 点　灯 を
押すと、治療状況の画面
が表示されます。

●	 消　灯 を押してから5
分経過すると、 点　灯

も表示されなくなりま
す。治療状況を確認する
場合は、画面に触れるか、［開始］スイッチ又は［停
止］スイッチを押してください。治療状況の画面が
表示されます。

. ＜治療開始時刻の設定について＞
	 あらかじめ治療開始時刻を設定しておくと、そのま
まおやすみになられても、設定された開始時刻から
治療を始めることができます。

. ＜再排液を設定しているときは＞
	 スタッフモードにて再排液選択をありにしている場
合は、おなかの中の残液を排出します。座った状態
で［開始］スイッチを押してください。

. ＜.ミニバッグ付の治療状況の画面について＞
	 治療の状況を示す画面では、腹膜ラインの閉塞を検
出してミニバッグが空になったことを検出していま
す。これに基づいた、おなかへの注液、おなかから
の排液した予測量を表示しています。（　）内は、
ぴこが測った実際の液量です。

◦治療を開始する前に、すべての接続が正しい
ことをご確認ください。
◦腹腔内にエアーが認められる場合には、装置
の設定画面にて、初期排液から始まる条件（初
期排液量：50mL）に設定してください。プラ
イミング時に接続チューブや回路内から抜け
きれなかったエアーが、腹腔内で処理しきれ
ず、残存する可能性があります。
◦治療中はカセットドアを開けないでください。
予定の治療ができません。
◦治療中は一時停止をせずに立ち上がったり、
歩いたりしないでください。注液、排液速度
が遅くなり予定どおりの治療ができない可能
性があります。
◦治療を中断する場合は、治療中止の操作を行っ
てから、電源スイッチを切ってください。また、
プリプライミングの治療待機時には、液晶画
面治療待機ボタンを押してから電源スイッチ
を切ってください。直接電源スイッチを切る
と、装置は停電状態となり、中断・待機する
ことができず、長時間放置すると、充電が不
十分になり、停電時にバックアップ機能が働
かない可能性があります。

＜治療状況の画面（初期排液）＞

＜ぴこセット／
　ぴこセット（TSCD用）の場合＞

1.［開始］スイッチを押す。
	 治療を開始します。
	 マイホームぴこは治療中、治療状況を表示します。

消　灯 を押すと、画面表示を消灯することができます。

参.考

◦ミニバッグ付のぴこセットを使用している場合、治療
画面には装置が注排液した透析量を（　）付で表示し、
その値を基に、ミニバッグの膨らみ具合で計算した腹
腔注・排液量を表示します。

◦排液時には、流速がほぼ0になることで、ミニバッ
グが空になったと判断するため、上段の腹腔排液量が
たびたび変化する場合がありますが、装置の故障では
ありません。

3 治療を始める

初期排液
11時 分 2 mL274

（　 274 mL）
午前

終了予定時刻
現在時刻 午後10：59

消　灯設定確認

＜ぴこセット（ミニバッグ付）／
　ぴこセット（ミニバッグ付TSCD用）の場合＞

使用方法
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余った透析液を
排出しますか？

は　いいいえ

治療完了。

おなかのチューブから、
ぴこセットを切り離す
手順です。

片付けをしましょう

次　へ

注 意

■「むきんエース」併用の場合■

1. おなかのチューブのローラークランプを閉じる。

2. ぴこセットのすべてのクランプを閉じる。

3. キャプディール TSCD 交換キットの包装を開封し
て、保護チューブを用意する。

4. むきんエースの電源を入れ、カバーを開ける。

5. オレンジ色の突起に、保護チューブと、おなかの
チューブをセットする。

6. カバーを閉じて、［接合］ボタンを押す。

7. 接合できたら、カバーを開けてチューブを取り出し、
引き離して開通させる。

　 参 考

◦ ガイド …説明をもう一度見ることができます。

 ＜データを入力するときは＞
	 スタッフモードでデータの入力を設定しているとき
は、次の2項目を入力してください。

◦	体重
◦	血圧

入力するときは で数値を合わせ、
確　定 で数値を確定します。

治療が終了すると、「治療完了」と表示されます。

1. 余った透析液の排出を選択する。
	 スタッフモードにて「余った透析液の排出選択」を選択に設
定している場合は、画面の案内に従い選択してください（自
動に設定している場合は、自動的に排出を行います）。

◦ は　い …	余った透析液を排出してから、おなかの
チューブからぴこセットを外す手順を説明し
ます。

◦ いいえ …	おなかのチューブからぴこセットを外す手
順を説明します。

■マニュアル接続の場合■

1. おなかのチューブのローラークランプを閉じる。
2. ぴこセットのすべてのクランプを閉じる。
3. キャプディール保護キャップセットの包装を開封し

て、保護キャップを用意する。
4. おなかのチューブから、ぴこセットの腹膜ラインを

外す。
5. おなかのチューブのコネクターに、保護キャップを

しっかり装着する。
　　 参 考

◦ ガイド …説明をもう一度見ることができます。

おなかのチューブからぴこセットをはずす

◦余った透析液の排出動作時、使っていない注
液ラインのクランプを開放したり、空になっ
た透析液バックを先に外さないでください。
余った透析液の排出動作が終わらない可能性
があります。
◦治療記録の確認を終了する前に、おなかの
チューブのローラークランプを閉じた後、ぴ
こセットから外してください。
◦ぴこセットのクランプがすべて閉じているこ
とをご確認ください。

4 治療の終了
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1.. 治療記録の確認画面で、 次　へ を押して治療記録
を確認し、ノート等へ結果を記録する。

参.考

◦	確認終了 	…	カセットの取出し手順に進みます。
◦	 次　へ 	…	以下の順に治療記録が表示されます。

エラー履歴…過去のエラー記録が500件表示されます。
治療履歴　…過去の治療記録が31日分表示されます。

＜ぴこセット／ぴこセット（TSCD用）の場合＞
①初期排液量
②総注液量（詳細データあり）
③総排液量（詳細データあり）
④総除水量（詳細データあり）
⑤最終注液量
⑥平均貯留時間（詳細データあり）
⑦昼間の総注液量
⑧一日の総注液量
⑨昼間の総除水量（詳細データあり）
⑩一日の総除水量
⑪体重、血圧値

＜ぴこセット（ミニバッグ付）／
　ぴこセット（ミニバッグ付TSCD用）の場合＞
①初期腹腔排液量
（初期排液量）

②総腹腔注液量（詳細データあり）
（総注液量）

③総腹腔排液量（詳細データあり）
（総排液量）

④総腹腔除水量（詳細データあり）
（総除水量）

⑤最終腹腔注液量
（最終注液量）

⑥平均貯留時間（詳細データあり）
⑦昼間の総注液量
⑧一日の総腹腔注液量
（一日の総注液量）

⑨昼間の総除水量（詳細データあり）（昼間の総腹腔徐水量）
⑩一日の総腹腔除水量
（一日の総除水量）

⑪体重、血圧値

カセットを取り
出す手順です。

次　へ

戻　る

次　へ

初期排液量

0051 mL

確認終了

戻　る

次　へ

初期腹腔排液量

（初期排液量）
353mL
403mL

確認終了

確認終了 治療履歴

戻　る

開始  2011/11/20   午後  8:30
終了  2011/11/21   午前  7:00

エラー履歴

治療記録の確認

次　へ

治療完了
注.意

備.考

1..カセットを取り出す手順が表示されたら、カセット
ドアを手前に引いて開ける。

2..カセットドア内部の取出しボタンを押す。
	 カセットが出てきます。
3..カセットを取り出す。
4..カセットドアをしっかり閉める。
5..マイホームぴこ左側面の［電源］スイッチを「切」に
する。

●　治療記録の確認を終了する前に、おなかの
チューブのローラークランプを閉じた後、ぴ
こセットから外してください。

●　「ぴこセット（ミニバッグ付）」又は「ぴこセット
（ミニバッグ付TSCD用）」を使用する場合は、
ノート等への結果の記録にぴこが実際に測定
した液量（総注液量、総除水量等）を使用する
か、ミニバッグの膨らみを予測して計算した
液量（総腹腔注液量、総腹腔除水量等）を使用
するかは医師と相談の上、決めてください。

＜治療記録の確認画面＞

参.考

◦表示される記録は、治療設定により異なります。
◦ 詳　細 …	詳細データを見ることができます（詳細デー

タのある記録のみ）。

＜ぴこの実測定量＞

＜ぴこの計算液量＞ 1.. 使用済みの透析液バッグやぴこセット、排液を処
理する。

2.. 感染防止のため、マイホームぴこの清掃・消毒を
行う。

	 詳しくは、53ページの製品の清掃・消毒をご覧くだ
さい。

●	透析液バッグやぴこセットは、各自治体のルー
ルに従って適正に廃棄してください。

治療記録を確認する

カセットを取り出す

使用済み品の処理

使用方法
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■マニュアル接続の場合■

1.	 マイホームぴこの［停止］スイッチを押す。
	 手を清潔にしてから、［停止］スイッチを押します。
	 一時停止中の画面が表示されます。

2.	 次　へ を押した後、 で「いったん、
はなれる」を選択し 確　定 を押す。

参	考
●	治療を再開する ･･･ 治療を再開します
●	治療をやめる ･･･ 治療を中止します。
		 詳しくは41ページをご覧ください
●	パスして次の動作に移る ･･･ 次の工程を始めます。
		 詳しくは43ページをご覧ください
●	治療設定を確認する ･･･	治療設定と治療記録を確認し

ます。

注	意

確　定

戻　る

▲

▲

一時停止中
治療を再開する
治療をやめる
いったん、はなれる
パスして次の動作に移る
治療設定を確認する

確　定

戻　る

▲

▲

一時停止中
治療を再開する
治療をやめる
いったん、はなれる
パスして次の動作に移る
治療設定を確認する

キャプディール保護キャップセット、キャプ
ディールTSCD交換キットの保護チューブ等の
包装が破損、汚損しているときは、新しいもの
と交換してください。

■マニュアル接続で使用するもの
			●	APDきりはなし用キャップセット...................................1
			●	キャプディール保護キャップセット	.................................1

■「むきんエース」併用で使用するもの
			●	テルモ無菌接合装置TSCD	SC-102
	 「むきんエース」	....................................................................1
			●	キャプディール	TSCD交換キット
	 （TSCD専用ウェハー、保護チューブ、延長チューブ）	.....1

一時的におなかのチューブからぴこセットを外す手順
に進みます。

3.	 おなかのチューブのローラークランプを閉じる。

4.	 ぴこセットの腹膜ラインの白いクランプを閉じる。

治療（準備）を一時的に中断する

参	考
●	治療を再開する ･･･ 治療を再開します
●	治療をやめる ･･･ 治療を中止します。
		 詳しくは41ページをご覧ください
●	パスして次の動作に移る ･･･ 次の工程を始めます。
		 詳しくは43ページをご覧ください
●	治療設定を確認する ･･･	治療設定と治療記録を確認し

ます。

一時的におなかのチューブからぴこセットを外す手順
に進みます。

3.	 おなかのチューブのローラークランプを閉じる。

4.	 ぴこセットの腹膜ラインの白いクランプを閉じる。

5.	 キャプディール保護キャップセットの包装を開封
して、保護キャップを用意し、マスクを付ける。

6.	 APDきりはなし用キャップセットの包装を開封し
て、きりはなし用キャップ（回路キャップ）を用意
する。

7.	 おなかのチューブから、ぴこセットの腹膜ライン
を外す。

8.	 ぴこセットの腹膜ラインの白いコネクターを、下
に向けた状態で、マイホームぴこ右側面のホルダー
にかける。

9.	 おなかのチューブのコネクターに、保護キャップ
をしっかり装着する。

10. マイホームぴこのホルダーにかけていた白いコネ
クターに、きりはなし用キャップ（回路キャップ）
を装着する。

■「むきんエース」併用の場合■

1.	 マイホームぴこの［停止］スイッチを押す。
	 一時停止中の画面が表示されます。

2.	 次　へ を押した後、 で「いったん、
はなれる」を選択し 確　定 を押す。



40

一時切り離し完了

現在時刻　午後
 10：30

貯留  あと 10分

確　定

戻　る

▲

▲

治療を再開する
治療をやめる
治療設定を確認する

6.. ぴこセットの腹膜ラインの白いコネクターを、下
に向けた状態で、マイホームぴこ右側面のホルダー
にかける。

7.. おなかのチューブから、保護キャップを外す。

8.. コネクターどうしを、しっかり接続する。

9.. ぴこセットの腹膜ラインに付いている白いクラン
プを開ける。

10..おなかのチューブのローラークランプを開ける。

11..［開始］スイッチを押す。

■マニュアル接続の場合■

1.. で「治療を再開する」を選択し、　
確　定 を押す。

おなかのチューブとぴこセットを接続する手順に進み
ます。
	 参.考

	 ●	治療をやめる ･･･ 治療を中止します。

	 	 詳しくは41ページをご覧ください

	 ●	治療設定を確認する ･･･	治療設定と治療記録を確認し
ます。

2.. おなかのチューブのローラークランプが閉じてい
ることを確認する。

3.. ぴこセットの腹膜ラインに付いている白いクラン
プが閉じていることを確認する。

4.. 手を洗い、マスクを付ける。
	 腕時計、指輪等を外し、石けんを用いて流水で十分に手
を洗ってください。洗い終わったら、ペーパータオルや
清潔なタオル等でよく拭きます。

5.. ぴこセットの腹膜ラインの白いコネクターから、
きりはなし用キャップ（回路キャップ）を外す。

■「むきんエース」併用の場合■

1.. で「治療を再開する」を選択し、　
確　定 を押す。

おなかのチューブとぴこセットを接続する手順に進み
ます。

	 参.考

	 ●	治療をやめる ･･･ 治療を中止します。

	 	 詳しくは41ページをご覧ください

	 ●	治療設定を確認する ･･･	治療設定と治療記録を確認し
ます。

2. おなかのチューブのローラークランプが閉じている
ことを確認する。

3.ぴこセットの腹膜ラインに付いている白いクランプ
が閉じていることを確認する。

4..手を洗う。
	 腕時計、指輪等を外し、石けんを用いて流水で十分に手を
洗ってください。洗い終わったら、ペーパータオルや清潔
なタオル等でよく拭きます。

5..むきんエースの電源を入れ、カバーを開ける。

6..オレンジ色の突起に、ぴこセットの腹膜ライン（白
いクランプの付いたチューブ）と、おなかのチュー
ブをセットする。

7..カバーを閉じて、［接合］ボタンを押す。

8..接合できたら、カバーを開けてチューブを取り出し、
引き離して開通させる。

9..ぴこセットの腹膜ラインに付いている白いクランプ
を開ける。

10..おなかのチューブのローラークランプを開ける。

11..［開始］スイッチを押す。

一時的に中断した治療（準備）を再開する

5.. キャプディール.TSCD交換キットの包装を開封し
て、保護チューブを用意する。

6.. むきんエースの電源を入れ、カバーを開ける。

7.. オレンジ色の突起に、保護チューブと、おなかの
チューブをセットする。

8.. カバーを閉じて、［接合］ボタンを押す。

9.. 接合できたら、カバーを開けてチューブを取り出
し、引き離して開通させる。

使用方法
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注 意

注 意

キャプディール保護キャップセット、キャプ
ディール TSCD 交換キットの保護チューブ等の
包装が破損、汚損しているときは、使用しない
でください。

■マニュアル接続で使用するもの
   ● キャプディール保護キャップセット .................................1

■「むきんエース」併用で使用するもの
   ● テルモ無菌接合装置 TSCD SC-102
 「むきんエース」 ....................................................................1
   ● キャプディール TSCD 交換キット
 （TSCD 専用ウェハー、保護チューブ、延長チューブ） .....1

■マニュアル接続の場合■

1. で「 治 療 を や め る 」を 選 択 し、　
確　定 を押す。

 治療中止の確認画面が表示されます。

注液ライン閉塞 010
警報原因の確認が
おわりました。

注液
 1 5回

確　定

▲

▲

治療をはじめる
治療をやめる
パスして次の動作に移る
治療設定を確認する

戻　る

中止するときは、
医師の指示を受け
てください。
［次へ］を押すと、
治療を中止します。

次　へ

＜表示例（注液ライン閉塞時）＞

＜治療中止の確認画面＞

治療を中止するときは、必ず医師の指示を受け
てください。予定どおりの治療ができない可能
性があります。

＜治療を一時的に中断した後、再開しないで放置すると＞
 貯留中は排液開始 10 分前（排液開始までの時間が

10 分を切っている場合は、中断してから 10 分後）
に、それ以外の治療中は中断 1 時間後に警報音が鳴
り、「開始忘れ」画面が表示されます。

 ［停止］スイッチを押して警報音を止めると、中断し
た画面に戻ります。

 速やかに再開してください。

治療を中止する

●  「むきんエース」を併用される場合は、（P42 ■「む
きんエース」併用の場合■）手順をご覧ください。
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■「むきんエース」併用の場合■

1.	 で「治療をやめる」を選択し、　
確　定 を押す。

	 治療中止の確認画面が表示されます。

参	考

●	間違った項目を選択して 確　定 を押してしまった
ときは、 戻　る を押すと一つ前の手順に戻ります。

2.	 おなかのチューブのローラークランプを閉じる。

3.	 ぴこセットのすべてのクランプを閉じる。

4.	 キャプディール	TSCD交換キットの包装を開封し
て、保護チューブを用意する。

5.	 むきんエースの電源を入れ、カバーを開ける。

6.	 オレンジ色の突起に、保護チューブと、おなかの
チューブをセットする。

7.	 カバーを閉じて、［接合］ボタンを押す。

8.	 接合できたら、カバーを開けてチューブを取り出
し、引き離して開通させる。

9.	 治療記録の確認画面で、 次　へ を押して治療記録
を確認する。

	 参	考

●	治療を中止したときも、中止するまでの記録を確認で
きます。治療記録の確認についての詳細は、38ペー
ジをご覧ください。

10. 確認終了 を押す。

11. カセットを取り出す手順が表示されたら、カセッ
トドアを手前に引いて開ける。

12. カセットドア内部の取り出しボタンを押す。
	 カセットが出てきます。

13. カセットを取り出し、カセットドアをしっかり閉
める。

14. マイホームぴこ左側面の［電源］スイッチを「切」に
する。

戻　る

中止するときは、
医師の指示を受け
てください。
［次へ］を押すと、
治療を中止します。

次　へ

＜治療中止の確認画面＞

参	考
●	間違った項目を選択して 確　定 を押してしまった
ときは、 戻　る を押すと一つ前の手順に戻ります。

2.	 おなかのチューブのローラークランプを閉じる。

3.	 ぴこセットのすべてのクランプを閉じる。

4.	 キャプディール保護キャップセットの包装を開封
して、保護キャップを用意し、マスクを付ける。

5.	 おなかのチューブから、ぴこセットの腹膜ライン
を外す。

6.	 おなかのチューブのコネクターに、保護キャップ
をしっかり装着する。

7.	 治療記録の確認画面で、 次　へ を押して治療記録
を確認する。

	 参	考

●	治療を中止したときも、中止するまでの記録を確認で
きます。治療記録の確認についての詳細は、38ペー
ジをご覧ください。

8.	 確認終了 を押す。

9.	 カセットを取り出す手順が表示されたら、カセッ
トドアを手前に引いて開ける。

10.	カセットドア内部の取り出しボタンを押す。
	 カセットが出てきます。

11.	カセットを取り出し、カセットドアをしっかり閉
める。

12.	マイホームぴこ左側面の［電源］スイッチを「切」に
する。

使用方法
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トラブルの原因を画面で表示し、警報音（ブザー）が鳴ります
（動作は一時停止します）。

1..［停止］スイッチを押して、警報音（ブザー）を止め
てください。

	 画面に、トラブルの原因と対処方法が順に表示されます。

2.. 画面の説明に従い、対処してください。

3.. 対処が完了したら、［開始］スイッチを押してくだ
さい。

参.考

●	トラブルが解除できない場合は、41ページの「治療
を中止する」に従って操作してください。

●	画面右上に表示される番号は、トラブル番号です。お
問い合わせ時には、トラブル番号をご確認の上、ご相
談ください。

●	トラブル対処手順の途中でも、対処が完了した時点で
［開始］スイッチを押せば、治療（準備）を再開すること
ができます。

トラブル時の対処方法

注液ライン閉塞
停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

010

＜注液ライン閉塞の表示例＞

トラブル番号

注.意

注.意

電源が切れた時刻  　　　　8:20
現在の時刻  　　　8:26

確　定

▲

▲

電源が切れました。

電源を確認する
治療をやめる
治療設定を確認する

午後

午後

トラブルが発生すると、マイホームぴこ	は、次のように作
動します。

トラブルの原因によっては、「パスして次の動作に移る」を選
択することにより、次の治療工程に移ることができます。
パスをすると、トラブル時の動作を終了し、次の工程を始め
ます。
例えば、トラブル時が注液であれば、「パスして次の動作に
移る」を選択した時点で注液を終了し、次の貯留工程に移り
ます。

参.考

●	排液工程で「パスして次の動作に移る」を選択しても、
条件によりパスできないことがあります。

停電等により治療（準備）中に電源が切れると、次のような
画面が表示されます（動作は一時停止します）。
電源まわりを確認してください。

参.考

●	消灯画面のときには、5分経過すると何も表示されな
くなります。画面に触れるか、［開始］スイッチ又は［停
止］スイッチを押すと、画面が表示されます。

●	電源を確認する ･･･ 停電の原因を確認します。
●	治療をやめる ･･･ 治療を中止します。
　　　　　詳しくは41ページをご覧ください。
●	治療設定を確認する ･･･	治療設定と治療記録を確認し

ます。
●	電源が10分以内に復帰すると、自動的に治療（準備）
を再開します。

●	10分経過しても電源が復帰しないと、トラブル発生
（停電）として警報音（ブザー）が鳴ります。警報音（ブ
ザー）を止めると、画面にトラブルの原因と対処方法
が表示されます。

パスをするときは、必ず医師の指示を受けてくださ
い。予定どおりの治療ができない可能性があります。

装置の故障や回復できないライン閉塞等が発生した
場合は、本製品及びぴこセット、透析液等の現品を
保管の上、弊社担当者まで連絡してください。原因
が特定できず、再発の可能性があります。

トラブル時の対処方法 「パスして次の動作に移る」について

電源が切れたときは
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トラブル表示 原　　因 対処方法
カセットドアが開かない。 治療中である。 治療中にカセットドアは開きません。治療を中止す

るか、終了してから開けてください。
カセットが入らない。 留め具を外していない。 必ず留め具を外してから、カセットを入れてくださ

い。
カセットドアが閉まらない。 チューブがはさみこまれている。 チューブをはさみこまないように、カセットドアを

閉め直してください。
カセットを入れた後に、カ
セットを入れる手順の画面
に戻ってしまう。

カセットがきちんと奥まで入っていない。 カセットを「カチッ」と音がするまで、しっかりと奥
まで入れて画面の手順に従い、操作してください。

治療画面にならない。 ［装置設定］スイッチが「入」になっている。 電源が「切」の状態で［装置設定］スイッチを「切」にし
てから、電源を入れ直してください。

治療終了後に透析液がたく
さん残っている。

治療設定を間違えている。 治療前に治療設定を必ず確認してください。
治療内容が前回と同じときは、設定値を変更しない
でください。

画面が暗い。
又は見づらい。

輝度の調節が適切でない マイホームぴこ背面の輝度調節ツマミで調節してく
ださい。

音声ガイドが聞こえない。 音量の調節が適切でない。 マイホームぴこ背面の音量調節ツマミで調節してく
ださい。

ぴこの設定で音声ガイドがなしに設定さ
れている。

ぴこの設定で音声ガイドをありにしてください。

音声ガイドがうるさい。 音量の調節が適切でない。 マイホームぴこ背面の音量調節ツマミで調節してく
ださい。

［電源］スイッチを「切」にし
ても、電源が切れない。

内蔵バッテリのバックアップ機能が作動
した。

画面の指示に従って、治療（準備）を中止した後、［電
源］スイッチを「切」にしてください。

電源を入れても電源が入ら
ない。

ヒューズが切れている。 ヒューズを交換してください。交換しても電源が入
らない場合は、弊社担当者までご連絡ください。

画面の表示が不規則に乱れ
たり、消えたりする。

装置の故障が考えられます。 治療を継続できません。治療を中止し、修理をお申
し付けください。

トラブル時の対処方法一覧

トラブル時の対処方法
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トラブル表示 原　　因 対処方法

注液ライン閉塞
停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

010
透析液と接続した注液ラインに、つぶれ
やねじれがある。

つぶれやねじれを直してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

透析液と接続した注液ラインの接合部が
閉じている（「むきんエース」併用の場合）。

接合部を開通させてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

透析液と接続した注液ラインの青いクラ
ンプが閉じている。

透析液と接続したチューブの青いクランプを開けて
ください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

注液ラインと接続した透析液のクリック
チップが折れていない。

クリックチップを折ってください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

注液ラインと接続した透析液の数と総量
が不足している。

透析液を追加接続してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

追加注液ライン閉塞 020
追加注液ラインに、透析液が接続されて
いない。

透析液を接続してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

追加注液ラインの黄色いクランプが閉じ
ている。

黄色いクランプを開けてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

追加注液ラインと接続した透析液のク
リックチップが折れていない。

クリックチップを折ってください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

追加注液ラインに、つぶれやねじれがあ
る。

つぶれやねじれを直してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

透析液と接続した追加注液ラインの接合
部が閉じている（「むきんエース」併用の場
合）。

接合部を開通させてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

治療中に追加注液ライン閉塞が表示され、
すでに追加注液ラインの透析液がなく
なっている（濃度変更あり設定時）。

透析液が不足しています。医師の指示を受け、パス
又は中止をしてください。
対処できたら「治療をはじめる」を選択して確定を押
し［開始］スイッチを押してください。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

腹膜ライン閉塞 030
腹膜ラインの白いクランプが閉じている。 白いクランプを開けてください。

対処できたら［開始］スイッチを押してください。
腹膜ラインに、つぶれやねじれがある。 つぶれやねじれを直してください。

対処できたら［開始］スイッチを押してください。
治療の準備の段階で、おなかのチューブ
と接続している。

おなかのチューブと接続していると、治療の準備（プ
ライミング）ができません。新しいぴこセットに交
換して、もう一度準備し直してください。

ミニバッグ付専用APD回路（マイホーム
ぴこセット（ミニバッグ付））を使用してい
て、ミニバッグがミニバッグ設置台上で
折れ曲がってセットされている。

ミニバッグの折れ曲がりを直して、確実にふたを閉
じてください。

※画面右上の表示番号（トラブル番号）は一例です。
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トラブル表示 原　　因 対処方法

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

排液不良 041
おなかのチューブに、つぶれやねじれが
ある。

つぶれやねじれを直してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

おなかのチューブと接続した腹膜ライン
の接合部が閉じている（「むきんエース」併
用の場合）。

接合部を開通してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

ぴこセットの白いクランプ、おなかのチ
ューブのローラークランプが閉じている。

ぴこセットの白いクランプと、おなかのチューブの
ローラークランプを開けてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

体位の変更で透析液が流れにくくなって
いる。

体をゆする、座るなどして、体位を変えてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

注液不良 051
おなかのチューブに、つぶれやねじれが
ある。

つぶれやねじれを直してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

おなかのチューブと接続した腹膜ライン
の接合部が閉じている（「むきんエース」併
用の場合）。

接合部を開通してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

ぴこセットの白いクランプ、おなかのチ
ューブのローラークランプが閉じている。

ぴこセットの白いクランプと、おなかのチューブの
ローラークランプを開けてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

排液ライン閉塞060
排液ラインのピンクのクランプが閉じて
いる。

ピンクのクランプを開けてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

排液ラインに、つぶれやねじれがある。 つぶれやねじれを直してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

排液量不足 070
おなかのチューブに、つぶれやねじれが
ある。

つぶれやねじれを直してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

おなかのチューブと接続した腹膜ライン
の接合部が閉じている（「むきんエース」併
用の場合）。

接合部を開通してください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

ぴこセットの白いクランプ、おなかのチ
ューブのローラークランプが閉じている。

ぴこセットの白いクランプと、おなかのチューブの
ローラークランプを開けてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

体位の変更で透析液が流れにくくなって
いる。

体をゆする、座るなどして、体位を変えてください。
対処できたら［開始］スイッチを押してください。

トラブル時の対処方法
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トラブル表示 原　　因 対処方法

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

停　電 080
［電源］スイッチが「入」になっていない。 ［電源］スイッチを「入」にしてください。

対処できたら［開始］スイッチを押してください。
電源プラグがさし込まれていない。 電源プラグをしっかりさし込んでください。

対処できたら［開始］スイッチを押してください。
ブレーカーが「切」になっている。 ブレーカーを「入」にしてください。

対処できたら［開始］スイッチを押してください。
停電している。 この警報は、停電（「電源が切れました」の画面が表

示されてから）10分後に表示されます。まだ停電
状態が続くような状況では、治療を継続できません。
治療を中止し、医師の指示を受けてください。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

気泡検知 091
透析液と接続していないチューブのクラ
ンプが開いている。

クランプが開いていると、治療を継続できません。
治療を中止し、医師の指示を受けてください。

透析液と接続したコネクター（「むきん
エース」併用の場合は接合部）から液漏れ
している。

液漏れしているときは、治療を継続できません。
治療を中止し、医師の指示を受けてください。

腹膜ラインに、空気が入っている。 チューブ内に空気が入っているときは、治療を継続
できません。治療を中止し、医師の指示を受けてく
ださい。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

バッテリ電圧低下 100
内蔵バッテリ（システムバックアップ用）
の電圧が低下した。

治療を継続できません。治療を中止し、医師の指示
を受けてください。
※	内蔵バッテリの充電については、13ページをご
覧ください。

停止スイッチを押して、
警報音を止めて
ください。

装置の異常です

 システム異常

141
エアーリーク異常
　　（トラブル番号131、132）
注液温度異常（トラブル番号110）
液漏れ異常（トラブル番号120）
システム異常
　　（トラブル番号141〜 390、440）

治療を継続できません。治療を中止し、医師の指示
を受けてください。

治療を継続できません。治療を中止し、修理をお申
し付けください。

停止スイッチを押して、
警報音を
止めて
ください。

外気温低下 430
室温が低い。 室温を上げてください（10〜40℃）。

※	適温になったら、［開始］スイッチを押してくださ
い。
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トラブル表示 原　　因 対処方法

電源が切れた時刻  　　　　8:20
現在の時刻  　　　8:26

確　定

▲

▲

電源が切れました。

電源を確認する
治療をやめる
治療設定を確認する

午後

午後

［電源］スイッチが「入」になっていない。 ［電源］スイッチを「入」にしてください。

電源プラグがさし込まれていない。 電源プラグをしっかりさし込んでください。

ブレーカーが「切」になっている。 ブレーカーを「入」にしてください。

停電している。 電源が復帰するまで、しばらくお待ちください（電
源が復帰すると、治療（準備）を再開します）。

透析時間の不足。
予定時刻に治療が
終了しません。
このまま治療を継
続しますか？

は　いいいえ

8時 分45終了予想時刻 午前

長時間にわたる注液不良や排液不良によ
り、透析時間が足りなくなった。

治療を継続する場合は、はいを選択、継続しない場
合は、いいえを選択して、画面に従い対処してくだ
さい。
「はい」を選択した場合、設定した透析時間より長く
なります。

次　へ

治療の準備ができません。
新しいぴこセットに交換して、
もう一度準備し直してください。

（ミニバッグ付のぴこセットを使用して
	いて）
・	プライミング時に白いクランプが開いて
いる。
・	ミニバッグ設置台のカバーが開いてい
る。

プライミング操作を中止し、新しいぴこセットで治
療の準備を始めから行う。

トラブル時の対処方法

備.考
	 ●	トラブル発生時の警報音（ブザー）を消音した後、10分以上治療（準備）の開始操作をしないと、再警報	
　機能により再び警報音（ブザー）が鳴ります。



49

保守点検

注.意

本製品の電源が入らない場合、ヒューズが切れている可能性
があります。手順に従って交換してください。それでも電源
が入らない場合は、弊社担当者までご連絡ください。

製品背面の250V・10Aのセミタイムラグヒューズ2本を
交換します。

1.. ヒューズホルダーにマイナスドライバーを入れ、
強く押しながら左に回す。

. このとき、切り込み部を破損しないように注意し
てください。

2.. ヒューズホルダー部が押し出されるので、セミタ
イムラグヒューズを取り出します。

3.. セミタイムラグヒューズを確認する。もし、ヒュー
ズが切れているようなら、用意した新しいセミタ
イムラグヒューズ（250V・10A）と交換する。

4.. ヒューズホルダーをさし込み、手順1と同程度の
力で右に回して閉める。

安全に、より長い間お使いいただくために、保守点検を行っ
てください。
各点検は、本製品の安全確認を簡易的に行うためのものです。
54ページの保守点検チェックリストをご利用の上、各点検
手順に従い確認を行ってください。
点検に関するお問い合わせ、又は詳細な点検や修理のご依頼
については、弊社担当者へご相談ください。各点検で異常が
認められた場合は、直ちに使用を中止し、弊社担当者までご
連絡ください。

ご使用の前には、日常点検を実施してください。
異常が認められた場合、直ちに使用を中止し、
弊社担当者までご連絡ください。

定期交換部品とは、使用開始より徐々に劣化・摩耗が進み、
機器の精度・能力を保つために定期的な交換が必要な部品の
ことです。
使用開始からの経過年数に合わせ下記部品の交換が必要とな
ります。

参.考

●	各部品は、使用頻度及び使用環境により、交換時期が
前後します。交換の要・不要及び交換時期に関しまし
ては、弊社担当者までご相談ください。

●	本製品の指定の保守点検並びに消耗品の交換をした場
合の耐用期間は6年（自己認証による）です。耐用期
間は、標準的な使用を想定した場合の目安です。使用
頻度によっては前後することがあります。また耐用期
間を超えた場合は、必ず総合的な部品交換を含む点検・
修理をお申し付けください。

●	製造終了後の補修用性能部品（定期交換部品を含む）の
供給期間は、自主基準の8年とさせていただきます。

本製品に床への落下等による衝撃が加えられた
場合は、使用しないでください。本製品の外観
に異常が認められない場合でも、内部が破損し
ている可能性があるため、点検確認が必要です。
弊社担当者までご連絡ください。

部品名 経過年数 交換の理由

内蔵バッテリ 2年 充電してもバックアップ機能が働
かず、画面に「バッテリ電圧低下」
が表示される。

ポンプパッキン 2年 ひび割れ、裂け、変色等がある。
エアー漏れが大きい。

本体パッキン 2年 ひび割れ、裂け、変色等がある。
フィルタ 約2年 フィルタ目詰まりによるシステム

異常440の発生。

保守点検上の注意事項

ヒューズの交換

定期交換部品

部品の交換について

禁.忌・禁.止

お願い
●	本製品を廃棄する際には、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（廃棄物処理法）に従って適切に処理し
てください。
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保守点検

ホルダー部

備.考

備.考

①	製品の外観に、落下等による
著しいキズがないこと。

②	AC電源ケーブルが傷んでい
たり、キズがないこと。

③	製品右側面のホルダーが破損
していないこと。

①	AC電源ケーブルの接続が確実であること。
②	アースが確実に接続されていること。
③	［電源］スイッチが滑らかに動き、電源が入ること。
④	画面に「点検中」と表示される（自己診断が行われる）こと。
⑤	音声ガイドをありに設定している場合は、音声が流
れること。

⑥	［開始］ランプ、［停止］ランプが交互に点滅すること。
⑦	自己診断終了時にブザーが鳴ること。
⑧	治療設定の確認画面が表示されること。

①	ぴこセットのカセット挿入時に、滑らかに挿入できること。
②	カセットドアの開閉が滑らかにできること。

①	画面のボタンを指で押すと、画面が移行する（次の
画面が表示される）こと。

②	画面のボタン以外の部分を指で押しても、画面が移
行しないこと。

③	［開始］スイッチ、［停止］スイッチが操作できること。
④	作動中は［開始］ランプが点灯し、停止中は［停止］ラ
ンプが点灯すること。

⑤	ぴこセットとの接続完了後に［開始］スイッチを押す
と、治療の準備（プライミング）を開始し、完了後は
自動的に終了すること。

⑥	治療の準備（プライミング）完了後は、クランプ機構
が働き、液が流れないこと。

毎回ご使用時には次の内容をご確認ください。 月に1回を目安に周期点検を行ってください。なお、点検
が必要であると感じたら、目安期間に関わらず、点検を実施
するようにしてください。

■.準備
1.	 電源を入れ、自己診断が終了したら、点検用のテ
ストパターンを入力する。また、バケツ及び計量
カップの位置は、製品と同じ高さにしてください。

参.考
●	通常の治療時に設定している治療設定方式（Aタイプ
又はBタイプ）に従って下記の点検用テストパターン
の設定値を入力し、点検を行ってください。

Aタイプ
治療パターン	 NPD/CCPD
初期腹腔排液量	 0mL
（初期排液量	 0mL）
腹腔注液量	 950mL
（注液量	 1000mL）
貯留時間	 0時間1分
サイクル数	 1回
最終腹腔注液量	 	50mL
（最終注液量	 100mL）
最終濃度変更	 あり

Bタイプ
	 治療パターン	 NPD/CCPD
	 透析時間	 1時間0分
	 初期排液量	 0mL
	 注液量	 1000mL
	 サイクル数	 1回
	 最終注液量	 100mL
	 最終濃度変更	 あり

＜テストパターン（Aタイプ /Bタイプ）＞

●	点検中にNGの判定が１つでもあった場合
には、弊社担当者までご連絡ください。

■.点検を行うために準備するもの
	 点検の前に次のものをご用意ください。
	 ●バケツ（水入り）	 ●温度計
	 ●キッチン用漂白剤	 ●点検用ぴこセット
	 ●計量カップ（500mL）	 ●セロハンテープ
	 ●ストップウォッチ	 （●ミニバッグ設置台）

●	点検中にNGの判定が１つでもあった場合に
は、弊社担当者までご連絡ください。

Aタイプ
	 治療パターン	 NPD/CCPD
	 初期排液量	 0mL
	 注液量	 1000mL
	 貯留時間	 0時間1分
	 サイクル数	 1回
	 最終注液量	 100mL
	 最終濃度変更	 あり

Bタイプ
治療パターン	 NPD/CCPD
透析時間	 1時間0分
初期腹腔排液量	 0mL
（初期排液量	 0mL）
腹腔注液量	 950mL
（注液量	 1000mL）
サイクル数	 1回
最終腹腔注液量	 50mL
（最終注液量	 100mL）
最終濃度変更	 あり

＜テストパターン：ミニバッグ使用時（Aタイプ /Ｂタイプ）＞

外観の点検

日常の点検（毎回） 周期点検（月に1.回）

電源投入時の点検

ぴこセット装着時の点検

操作時の点検

プライミング機能及び各種閉塞警報の点検
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＜ぴこセットの場合＞

2.	 カセットドアを開き、点検用ぴこセットを装置に
セットする。

＜ぴこセット（ミニバッグ付）の場合＞
2.	 カセットドアを開き、点検用ぴこセットを装置に
セットするとともに、ミニバッグは透析液ができ
るだけ入らないように２つ折りにした上で設置台
にセットする。ミニバッグ・腹膜ラインの液は抜
いておくこと。

3.	 バケツ（水入り）にキッチン用漂白剤をすこし入れ
る。

参.考
●	点検用ぴこセットに水道水が残ると、カビが発生する
ことがあります。カビの発生を予防するために漂白剤
をご使用ください。

4.	 注液ラインのコネクター（1個）と追加注液ライン
のコネクター、排液ラインの先端を3のバケツの
水の中に入れる。各ラインのチューブをセロハン
テープでバケツに固定する。

■.追加注液ライン閉塞確認
5.	 点検用ぴこセットのすべてのクランプを閉めたま
ま、［開始］スイッチを押す。

確認１
●	しばらくして、画面に「追加注液ライン閉塞」と表示さ
れ、警報音（ブザー）が鳴ること。

■.消音確認
6.	［停止］スイッチを押す。

確認2
●	警報音（ブザー）が止まること。

■排液ライン閉塞確認
7.	 追加注液ラインの黄色いクランプを開けて、［開始］
スイッチを押す。

確認3
●	しばらくして、画面に「排液ライン閉塞」と表示され、
警報音（ブザー）が鳴ること。

8.	［停止］スイッチを押し、警報音（ブザー）を止める。

■注液ライン閉塞確認
9.	 排液ラインのピンクのクランプを開けて、［開始］
スイッチを押す。

確認4
●	しばらくして、画面に「注液ライン閉塞」と表示され、
警報音（ブザー）が鳴ること。

10.	［停止］スイッチを押し、警報音（ブザー）を止める。

■腹膜ライン閉塞確認
11.	バケツに入っている注液ラインの青いクランプを
開けて、［開始］スイッチを押す。

確認5
●	しばらくして、画面に「腹膜ライン閉塞」と表示され、
警報音（ブザー）が鳴ること。

12.	［停止］スイッチを押し、警報音（ブザー）を止める。

＜ぴこセットの場合＞

13.	腹膜ラインの白いクランプを開けて、［開始］スイッ
チを押す。

＜ぴこセット（ミニバッグ付）の場合＞

13.	折ってあったミニバッグをのばして設置台にセッ
トし直す。白いクランプは閉じたまま、［開始］ス
イッチを押す。しばらくすると、「白いクランプを
開けてください。］という画面になるので、クラン
プを開けて「次へ」を押す。更にしばらくすると、「白
いクランプを閉じてください。」という画面になる
ので、クランプを閉じて「次へ」を押す。

■プライミング正常終了確認

確認6
●	プライミングが終了し、画面に「準備完了」と表示され
ること。

　表示ガイド｢なし｣かつ、プリプライミング｢なし｣設定
の場合は表示されない。
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保守点検

注.意
●	点検終了後は、ぴこセット内に残った水をでき
るだけ排出して、保管してください。

●	点検終了後には、治療用の設定値に戻してくだ
さい。

■気泡検出確認
7.	 計量カップに入った水をバケツに戻し、注液ライン
をバケツから外し、計量カップに入れる。

8.	 腹膜ラインの白いクランプを開けて、［開始］スイッチを押す。

確認9
●	しばらくして、画面に「気泡検知」が表示され、警報音（ブ
ザー）が鳴ること。

9.	［停止］スイッチを押し、警報音（ブザー）を止める。

10.	注液ラインを再度バケツに入れ、［開始］スイッチ
を押し、水を吸わせる。

■バッテリ動作確認
11.	注液を再開させた後に、本体背面のAC電源ケー
ブルを抜く。

確認10
●	 画面に、「電源が切れました」と表示されること。

AC電源ケーブルを抜いたと同時に、表示等のすべての
電源が切れる場合は、内蔵バッテリに不具合があります。
直ちに弊社担当者へバッテリ交換をご依頼ください。

■点検の終了

12.	 で「 治 療 を やめる」を選択し、
確　定 を押し画面にしたがって治療を終了させ
る。

13.	点検用テストパターンの設定値を通常の治療時に
使う元の設定値に戻す。

■.流量確認
＜ぴこセットの場合＞
1.	 腹膜ラインの先端をバケツに入れ、［開始］スイッチ
を押す。

＜ぴこセット（ミニバッグ付）の場合＞
1.	 腹膜ラインの先端をバケツに入れ、［開始］スイッチ
を押す。（コネクター先端をミニバッグより高い位
置に保つこと。）

2.	 ストップウォッチをスタートさせて時間を測り、2
分後、腹膜ラインの先端を、水がこぼれないように、
速やかにバケツから計量カップに入れ替える。

3.	 腹膜ラインのチューブをセロハンテープで固定する。

4.	 腹膜ラインの先端を、計量カップに入れてから1分
後、腹膜ラインの白いクランプを閉じ、［停止］スイッ
チを押す。

5.	 腹膜ラインの先端を、計量カップから外し、バケツ
に戻す。

確認7
●	計量カップに入った水の量を確認する。
＜判定＞
175mL〜 250mLであれば合格とします。

■温度確認
6.	 計量カップに温度計を入れる。

確認8
●	計量カップに入っている温度計で、水の温度を確認する。
＜判定＞
温度が、設定温度＋2℃、−5℃であれば合格とします。

流量、温度、気泡検出及びバッテリバックアップの点検
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注 意

注 意

安全に、より長くお使いいただくために、1年に 1度を目
安に定期点検を行ってください。定期点検につきましては弊
社担当者までご相談ください。

●	装置の故障や回復できないライン閉塞等、何
か異常が認められた場合は、本製品及び専用
APD回路（マイホームぴこセット）、透析液等
の現品を保管の上、弊社担当者までご連絡くだ
さい。原因が特定できず、再発する可能性があ
ります。

●	交換部品は、指定部品以外の使用はしないでく
ださい。

●	ご自分で分解、修理、改造をすることは、本製
品の故障や破
損、装置性能
の劣化を引き
起こす可能性
がありますの
で、絶対に行
わないでくだ
さい。
	　なお、本製品を分解や改造したり、他の目的に
使用された場合は、弊社は責任を負いかねます
ので、ご了承ください。

●	しばらく使用しなかった機器を再び使用する
ときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に
作動することをご確認ください。

ご使用後や製品が汚れている場合は、感染防止のため、清掃・
消毒を行ってください。

拭き取り清掃が可能な消毒液（成分名）例を以下に示します。
消毒液を使用した後は、水又はぬるま湯に浸し、よくしぼっ
たガーゼ等で消毒液を拭き取ってください。
なお、消毒液の使用にあたっては、各消毒液の添付文書（希
釈濃度等について）に従ってください。

●	その他、不明な点がございましたら、弊社担当者までお問
い合わせください。

●	清掃するときは、必ず電源を切り、AC電源ケー
ブルを抜いてから行ってください。

●	アルコール・シンナー等の有機溶剤やポビドン
ヨードでは拭かないでください。有機溶剤や使
用可能な消毒液以外を使用した場合、本製品の
破損や故障の原因となります。

●	本製品に透析液等の薬液がかかったり、汚れが
ひどい場合は、水又はぬるま湯に浸し、よくし
ぼったガーゼ等で、速やかに拭き取ってくださ
い。

●	ドライヤー等を使用して、乾燥させないでくだ
さい。故障の原因となります。

●	感染防止のため、定期的に消毒を行ってください。
ただし、ガス消毒器等による本製品の滅菌、消毒
はしないでください。故障の原因となります。

●	消毒する際は、消毒液をガーゼ等に浸し、よく
しぼってから本体を軽く拭いてください。その
後、水又はぬるま湯を浸してよくしぼったガー
ゼ等で、速やかに拭き取ってください。なお、
希釈率はその製品の添付文書の記載に従って
ください。使用可能な消毒液の例は以下のとお
りです。

本製品に床への落下等による衝撃が加えられた
場合は、使用しないでください。本製品の外観
に異常が認められない場合でも、内部が破損し
ている可能性があるため、点検確認が必要です。
弊社担当者までご連絡ください。

成分名 主な製品名と販売会社

クロルヘキシジン
グルコン酸塩

5％ヒビテン液 大日本住友製薬（株）
マスキン液（5w/v％） 丸石製薬（株）

ベンザルコニウム
塩化物 オスバン消毒液10％ 武田薬品工業（株）

定期点検 製品の清掃・消毒

製品の清掃

製品の消毒

禁 忌・禁 止

お願い
●	修理・点検をお申し付けになるとき、感染の可能性
がある場合には、事前に消毒をお願いいたします。
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.シリアル番号. . 患者名

. 点検日. 年　　　月　　　日. 点検者名

■日常の点検（毎回）

■周期点検（月に1回）

総合判定.＜ NGが1つでもあれば修理が必要です＞ OK NG
メモ

チェック項目 判定
外観の点検 ①	製品の外観に、落下等による著しいキズがないこと。

②	AC電源ケーブルが傷んでいたり、キズがないこと。
③	製品右側面のホルダーが破損していないこと。

OK
OK
OK

NG
NG
NG

電源投入時の点検 ①	AC電源ケーブルの接続が確実であること。
②	アースが確実に接続されていること。
③	［電源］スイッチが滑らかに動き、電源が入ること。
④	画面に「点検中」と表示される（自己診断が行われる）こと。
⑤	音声ガイドをありに設定している場合は、音声が流れること。
⑥	［開始］ランプ、［停止］ランプが交互に点滅すること。
⑦	自己診断終了時にブザーが鳴ること。
⑧	治療設定の確認画面が表示されること。

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG

ぴこセット装着時の点検 ①	ぴこセットのカセット挿入時に、滑らかに挿入できること。
②	カセットドアの開閉が滑らかにできること。

OK
OK

NG
NG

操作時の点検 ①	画面のボタンを指で押すと、画面が移行する（次の画面が表示される）こと。
②	画面のボタン以外の部分を指で押しても、画面が移行しないこと。
③	［開始］スイッチ、［停止］スイッチが操作できること。
④	作動中は［開始］ランプが点灯し、停止中は［停止］ランプが点灯すること。
⑤	ぴこセットとの接続完了後に［開始］スイッチを押すと、治療の準備（プライ
ミング）を開始し、完了後は自動的に終了すること。

⑥	治療の準備（プライミング）完了後は、クランプ機構が働き、液が流れない
こと。

OK
OK
OK
OK
OK

OK

NG
NG
NG
NG
NG

NG

点検項目.基準 判定
追加注液ライン閉塞確認 ①	画面に「追加注液ライン閉塞」が表示され、警報音（ブザー）が鳴ること。 OK NG

消音確認 ②	警報音（ブザー）が止まること。 OK NG

排液ライン閉塞確認 ③	画面に「排液ライン閉塞」が表示され、警報音（ブザー）が鳴ること。 OK NG

注液ライン閉塞確認 ④	画面に「注液ライン閉塞」が表示され、警報音（ブザー）が鳴ること。 OK NG

腹膜ライン閉塞確認 ⑤	画面に「腹膜ライン閉塞」が表示され、警報音（ブザー）が鳴ること。 OK NG

プライミング正常終了確認 ⑥	プライミングが終了し、画面に「準備完了」が表示されること。 OK NG

流量確認 ⑦	175mL〜 250mLであること。 OK NG

温度確認 ⑧	設定温度に対して、＋2℃、−5℃であること。 OK NG

気泡検出確認 ⑨	画面に「気泡検知」が表示され、警報音（ブザー）が鳴ること。 OK NG

バッテリ動作確認 ⑩	画面に「電源が切れました」が表示されること。 OK NG

保守点検チェックリスト

保守点検
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仕　様

・製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

本製品はEMC規格（電磁両立性）IEC60601-1-2：2001	に適合しております。
（	CISPRグループ分類及びクラス分類は、グループ１、クラスB）

EMC適合

販売名 マイホームぴこ

医療機器承認番号 21300BZZ00199

コード番号 ME-CD102

注・排液方式 エアー圧力方式

計量方式 チャンバー容積・圧力換算方式

加温方式 オンライン加温方式

加温温度 33〜38℃（1℃単位）

温度精度 ±2℃

注排液精度 ±3％（25℃環境、注排液量2000mL）

圧力精度 ±0.13kPa

回路のセット方式 カセット式

注液容量 0〜3000mL（50mL単位）

貯留時間 0〜720分（1分単位）

サイクル数 0〜99回（1回単位）

表示機能 6.4 インチカラー LCD（TFT）

設定入力方式 タッチパネル方式

警報機能 停電警報（電源が切れました、停電）、電圧低下警報（バッテリ電圧低下）、漏液警報（液漏れ異常）、温度
警報（注液温度異常）、気泡警報（気泡検知）、エアーリーク警報（エアーリーク異常）、閉塞警報（注液ラ
イン閉塞、追加注液ライン閉塞、腹膜ライン閉塞、排液ライン閉塞、排液不良、注液不良）、残液警報（排
液量不足）、外気温警報（外気温低下）、開始忘れ警報、再警報

使用条件 周囲温度　10〜40℃　　相対湿度　30〜85％ RH（ただし結露なきこと）
周囲気圧　700〜 1060hPa

保管条件 周囲温度　−20〜45℃　　相対湿度　10〜95％ RH（ただし結露なきこと）
周囲気圧　500〜 1060hPa

輸送条件 周囲温度　−20〜60℃　　相対湿度　10〜95％ RH（ただし結露なきこと）
周囲気圧　500〜 1060hPa

電源 AC100V　50-60Hz
内蔵バッテリ（システムバックアップ用）

最大消費電力 800VA

分類 クラスⅠ機器　BF形装着部

外形寸法 310（幅）×250（高さ）×290（奥行き）mm

質量 約9kg

付属品 AC電源ケーブル、取扱説明書、品質保証書、添付文書
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医療スタッフの皆さまへ

表201　−	指針及び製造業者による宣言	−	電磁エミッション	−
すべての機器及びシステムに関する（6.8.3.201	a）3）を参照）

指針及び製造業者の宣言	−	電磁エミッション

マイホームぴこは、下記の電磁環境での使用を意図している。顧客又は使用者は、マイホームぴこがこの
ような環境内で使用されることを確認することが望ましい。

エミッション試験 適合性 電磁環境	−	指針

RF エミッション
CISPR11 グループ１

マイホームぴこは、内部機能に対してのみRFエネル
ギーを使用します。従って、そのRFエミッションは
非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を
生じさせる可能性は少ない。

RF エミッション
CISPR11 クラス［B］ マイホームぴこは、下記を除くすべての施設の使用に

適する。
除くのは、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公共の低電圧用の配電網に直接
接続された施設である。

高調波エミッション
IEC61000-3-2 非適用

電圧変動 / フリッカエミッション
IEC61000-3-3 非適用

EMC（電磁両立性）とは

本製品は、医用電気機器の安全使用のために要求されているEMC（電磁両立性）規格、IEC	60601-1-2：2001	
に適合している装置です。

EMC（電磁両立性）とは、次の二つの事項を満たす能力のことです。
・	周辺の他の電子機器に、許容できない障害を与えるようなノイズをださない。（エミッション）
・		周辺の他の電子機器からだされるノイズ等、使用される場所の電磁環境に耐え、機器の機能を正常に発揮できる。
（イミュニティ）

IEC	60601-1-2	に代表されるEMC	規格は、医用電気機器を安全に使用するため、機器から発生するノイズが
他の機器に影響を及ぼしたり、他の機器（携帯電話等）が発する電磁波から受ける影響を、一定のレベル以下に抑え
るよう規程した規格です。
IEC	60601-1-2：2001（6.8.3.201	項）において、機器が安全に機能するためのEMC	環境に関する詳細な
情報を使用者に提供することが求められているため、EMC	にかかわる技術的な説明を以下に記載します。
（詳細は、IEC	60601-1-2：2001	をご参照ください。）

EMC（電磁両立性）にかかわる技術的な説明
医用電気機器は、EMC	に関して特別な注意を必要とし、次に記載するEMC	の情報に従って据え付け及び使用す
る必要があります。

注.意
●	本機器は電磁両立性（EMC）に関して、特別な注意が必要であり、本書に記載されたEMC	情報に基づいて使
用しなければなりません。

●	携帯及び移動無線周波（RF）通信機器により本機器は影響を受けることがあります。
●	本機器は、他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないでください。
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表202　−	指針及び製造業者による宣言	−	電磁イミュニティ	−
すべての機器及びシステムに関する（6.8.3.201	a）6）を参照）

指針及び製造業者の宣言−電磁イミュニティ

マイホームぴこは、下記の電磁環境での使用を意図している。顧客又は使用者は、マイホームぴこがこの
ような環境内で使用されることを確認することが望ましい。

イミュニティ試験 IEC60601試験レベル 適合性レベル 電磁環境	−	指針

静電気放電（ESD）
IEC61000-4-2

±6	kV接触
±8	kV気中

±6	kV接触
±8	kV気中

床は木製、コンクリート、
又はセラミックタイルであ
ることが望ましい。
床が合成材料で覆われてい
る場合、相対湿度は少なく
とも30	％であることが望
ましい。

電気的ファースト
トランジェント / 
バースト
IEC61000-4-4

電源ライン±2	kV
入出力ライン±1	kV

電源ライン±2	kV
入出力ライン±1	kV

電源電力品質は、一般的な
商用又は病院環境の品質で
あることが望ましい。

サージ
IEC61000-4-5

差動モード±1	kV
共通モード±2	kV

差動モード±1	kV
共通モード±2	kV

電源電力品質は、一般的な
商用又は病院環境の品質で
あることが望ましい。

電源入力ラインで
の電圧ディップ、短
時間停電及び電圧
変動
IEC61000-4-11

<5	%UT（>95	%UT の
ディップ）0.5 サイクル

40	%UT（60	%UT の
ディップ）5サイクル

70	%UT（30	%UT の
ディップ）25サイクル

5	%UT（95	%UT の
ディップ）5秒間

<5	%UT（>95	%UT の
ディップ）0.5 サイクル

40	%UT（60	%UT の
ディップ）5サイクル

70	%UT（30	%UT の
ディップ）25サイクル

5	%UT（95	%UT の
ディップ）5秒間

電源電力品質は、一般的な
商用又は病院環境の品質で
あることが望ましい。
マイホームぴこを停電時に
も動作し続ける必要がある
場合には、マイホームぴこ
の電源を無停電電源から取
ることが推奨される。

電源周波数
（50/60 Hz）磁場
IEC61000-4-8

3	A/m 3	A/m

電源周波数磁界は、標準的
な商用や病院環境内の一般
的な場所でのレベルにある
ことが望ましい。

備考　UT は、試験レベルを加える前の、交流電源電圧である。
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表204　−	指針及び製造業者による宣言	−	電磁イミュニティ	−
非生命維持機器及びシステムに関する（6.8.3.201	b）を参照）

指針及び製造業者の宣言−電磁イミュニティ

マイホームぴこは、下記の電磁環境での使用を意図している。顧客又は使用者は、マイホームぴこがこのよ
うな環境内で使用されることを確認することが望ましい。

イミュニティ試験 IEC60601試験レベル 適合性レベル 電磁環境	−	指針

伝導 RF
IEC61000-4-6

放射 RF
IEC61000-4-3

3	Vrms
150	kHz 〜 80	MHz

3	V/m
80	MHz 〜 2.5	GHz

3	Vrms

3	V/m

携帯型及び移動型のRF通信機器は、ケーブ
ルを含むマイホームぴこのいかなる部分に対
しても、送信機の周波数に適用される式から
計算された推奨分離距離より近づけて使用し
ないことが望ましい。

推奨分離距離

d＝ 1.2 √ P

d＝ 1.2 √ P　　80	MHz 〜 800	MHz
d ＝ 2.3 √ P　　800	MHz 〜 2.5	GHz

ここでPは、送信機の最大出力定格で単位は
ワット（W）で送信機製造業者が指定したもの、
dは、推奨分離距離で単位はメートル（m）で
ある。

固定のRF送信機からの電磁界強度は、電磁
気の現地調査* によって決定されるが、これ
は各周波数範囲において適合性レベルよりも
低いことが望ましい**。
次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
がある。

備考１	80	MHz 及び800	MHz においては、高い側の周波数範囲を適用する。
備考２	これらの指針は、すべての状況に適用するとは限らない。電磁気の伝搬は、構造物、物体及び人体

による吸収及び反射によって影響する。

*　	例えば無線（携帯	/	コードレス）電話の基地局及び陸上移動無線、アマチュア無線、AM及び FMラジ
オ放送及びTV放送等の固定送信機からの電磁界強度は、正確に理論的に予想することはできない。固
定のRF送信機に起因する電磁環境を調査するために、電磁気の現地調査を検討することが望ましい。
マイホームぴこを使用する場所で計測した電磁界強度が適用されるRF適合性レベルを超える場合は、
マイホームぴこを観察して、正常に動作することを確認する必要がある。異常動作が確認された場合に
は、マイホームぴこの向きや場所を変えるなどの追加措置が必要となることがある。

**	150	kHz 〜 80	MHz の周波数範囲全体で、電磁場強度は3	V/m未満である必要がある。

医療スタッフの皆さまへ
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表206　−	携帯形及び移動形RF通信機器と、機器又はシステムとの間の推奨分離距離
非生命維持機器及びシステムに関する（6.8.3.201	b）を参照）

携帯形及び移動形RF通信機器と、マイホームぴことの間の推奨分離距離

マイホームぴこは、放射RF妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。顧客又は使用者は、
携帯形及び移動形RF通信機器（送信機）と、マイホームぴことの間の最小距離を、以下の推奨のとおりに
維持することにより、電磁干渉を抑制することに役立つ。

送信機の
定格最大出力電力

W

送信機の周波数による分離距離

150	kMz 〜 80	MHz

d ＝ 1.2 √ P

80	MHz 〜 800	MHz

d ＝ 1.2 √ P

800	MHz 〜 2.5	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

上記にリストされていない定格最大出力電力の送信機については、メートル（m）単位の推奨分離距離 dは、
送信機の周波数に適用される式を使用して決定できる。ここで、Pは、送信機製造業者が指定するワット（W）
単位での送信機の定格最大出力電力とする。
備考１	80	MHz 及び800	MHz においては、分離距離は、高い方の周波数範囲を適用する。
備考２	これらの指針は、すべての状況に適用するとは限らない。電磁気の伝搬は、構造物、物体及び人体

による吸収及び反射によって影響される。
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