超音波装置 消毒ガイド
「取扱説明書 (2B771-141JA*W) 」より、20.3.2 を抜粋。
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置の消毒
装置 を消毒す るときの方法 と、注意事項 につ いて 説明 します。
プ ロー ブの消毒 に ついて は、プ ロー プに付 属の取扱説 明書 を参照 して くだ さい。

巳険
△ ″

装置の消毒後は、室内を十分 に換気 してか ら装置 の電源 を入れて ください。
装置の近 くや内部に可燃性および爆発性の気体 が残 留 した場合、火災や爆発 を起
こすおそれがあ ります。

速二警 告

(1)

装置 を消毒する前に、装置の電源 を OFFに し、必ず電源ケーブルのプラグを
コンセン トか ら抜いて ください。
装置 が故障 していた場合、感電するおそれがあります。

(2) 装置 や周辺機器に、水などの液体がかか らないように して ください。
また、使用する薬品を装置や周辺機器に噴霧 しないで ください。感電するお
それ が あ ります。

△ 注意

(1)

感染防止のため、以下の内容 をお守 りくだ さ い。
・ 減菌済みの保護手袋 を着用 して くだ さい。
・ 保護手袋は、消毒のたびに交換 して くだ さい。

(2) 指定 した薬品・ 方法以外では消毒 しないで ください。
正 しく消毒 されないおそれや、装置の表面が劣化または変色するおそれがあ
ります。

(3) 薬液 による消毒 を行 つた後は、装置の表面 を十分 に乾燥 させて くだ さい。
(4) 消毒の効果につ きま しては保証できません。薬品メーカにお問い合わせ くだ
さい。

(5) 薬 品の有効性 については 、それ ぞれの薬 品の説 明書 に記載 されて い る基準
(有 効期 限、使用 回数、変色 、有効性テ ス トキ ッ トを使用 した結果な ど)に

基 づ いて判 断 して くだ さい。

注意

(1)薬

品による消毒 を繰 り返す と、徐々に装置 の表面が 変化 していきます。

(2)消 毒 によ り製品の機能 に変化 が表われ た場合 は、製 品の使用 を中止 し、最寄 りの
サー ビスセ ンタに修理 を依頼 して くだ さい。
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使用可能な薬品
以下の薬 品を使用できます。詳 しい取 り扱 いについては 、薬 品の説明書 を参照 して く
だ さい。
《装置本体》
・ 第 4ア ンモ ニ ウム化 合物 (0.75%)
: CteaniseptO wipes
・ 第 4ア ンモ ニ ウム化 合物 (0.50%)
: SUPER SANI― CLOTH ①

・ 第 4ア ンモ ニ ウム化合物 (0.25%)
i SANI― CLOTH ① PLUS
・ 次亜塩素酸ナ トリウム (0.65%)
: DispatchO Hospital Cteaner
または CIorox HealthcareTM Bleach Germicidal Cteaner
・ 塩素系錠剤 ジク ロロイ ッシアヌル酸ナ トリウム (NaDCC)
: B10SPOTO (5,000ppm)
・ イ ツプ ロピル アル コー ル 70 YOI%
・ 消毒用 エ タ ノール (15℃ で 76.9〜 81.4 voI%)

《参考信号用ケーブル・ECG四 肢肝l電 極》
H塩 酸アルキルジア ミノエチルグ リシン

(0.50/0)

:テ ゴー51⑬ など

H塩 化 ベ ンザルコニ ウム

(02w/v%)

:オ スバ ン液 ⑮ など

・塩化ベ ンゼ トニ ウム (0.2w/v%)
:ハ イア ミン① など
Hグ ル コン酸ク ロルヘキシジン (0.5w/v%)
:ヒ ビテン① など
《心音センサー 日脈波センサー》
・消毒用 エタノール (15℃ で 76.9〜 81.4 vol%)

注意

参考信号用ケー ブルは次亜塩 素酸による消毒 を しないで くだ さ い 。
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φギ 消毒可能範囲
装置 全 体 を消毒で きます。
ただ し、以下の 部分 は消毒 で きません。必要 に応 じて、中性洗剤 を使用 して清掃 して
くだ さい。
ロモ ニ タの液晶面
ロキ ャスタ
・ フッ トスイ ッチ
・ 周辺機器 (プ リンタな ど)
周辺機器 に付 属 の取 扱説明書 を参照 して くだ さい。

Hケ ー プル 類

￨1

消毒方法
消毒の専門知識 を有す る方の指示に従 つて 、消毒作業 を行 つて くだ さい 。

(a)装 置 の電源 を OFFに して、電源ケー ブルの プラグ をコンセ ン トか ら抜 きます。
(b)感 染防止 のため 、滅菌済みの保護手袋 を着用 します。保 護手袋 は消毒のたびに
交換 して くだ さ い。

(c)消 毒の前 に、清掃 を実施 しておいて くだ さい。
(d)柔 らか い布に薬品 を含 ませ、軽 く絞 つてか ら製品の表面 を拭 いて くだ さい。 こ
の とき、製品内部 に薬液が入 らないよ うに十分注意 して くだ さ い。

(e)薬 品による消毒 を行 つた後 は、装置 の表面 を十分 に 自然乾燥 させて くだ さい。
乾燥 させ るために装置 を加熱 した りしないで くだ さい。

(f)消 毒 した部分 に破損 や変形がない ことを確認 します。
(g)消 毒 を行 つた後 は、室 内を十分 に換 気 してか ら装置の電源 を入れ て くだ さい。
注意

(1)参

考信号用ケー ブル および ECG四 肢用電極 を水や薬 品で濡れ たままに し

ないよ うに して くだ さい。ECG波 形が正 しく表示 され な くな ります。

(2)参 考信号用ケー ブルの コネクタ部 を水や薬品に浸 さないで くだ さい。 コ
ネクタ内部 に水や薬品が入 る と、故障 の原 因 とな ります。 コネクタ部は
乾 いた布 で拭 くだけに して くだ さ い。

(3)心 音セ ンサー および脈波セ ンサー は防水仕様 ではあ りません。水や薬 品
に浸 さな いで くだ さい。

(4)ECG四 肢用電極 を煮沸消毒 しないで くだ さい。破損の原 因にな ります。
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