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ご使用の前に
DreamStar を使用する前に、本取扱説明書をよく読み、本装置の制限事項を十分に理解して
ださい。

く

安全にお使いいただくために
警告:

























患者またはほかの人が怪我をしたり事故を起こす可能性がある事項を示
します。

DreamStar は医師の処方に基づいてのみ使用できます。いかなる状況においても、医師の同意なく、処
方された設定を調整しようとしてはいけません。
本装置は本取扱説明書で推奨されている適用にのみご使用ください。但し本取扱説明書に記載されてい
る注意事項は、担当医師の
指示を優先してください。
本装置は生命維持の目的では使用しないでください。
DreamStar シリーズは、医師により推奨または提供された回路、マスク、取付器具および付属品のみを
使用してください。各付属品の使用説明書があることを確認し、それらを注意してお読みください。
装置または付属品に欠陥または破損があるか、正しく動作しないと思われる場合は、医師に連絡してく
ださい。
感電する危険がありますので、装置の分解、改造等は行わないでください。本装置の保守点検は製造販
売元が認める技術者のみが実施できますので、販売元に連絡してください。
必要がある場合は、装置の電源を抜いてメインユニットから別にすることもできます。この装置は使用
できるような状態にしてください。
カメラが複数のソケットベースに接続されている場合は、追加の電源または延長コードはシステムに接
続しないでください。
治療中には、自宅療養サービスプロバイダによって提供されるデバイス以外のものを USB ポートに接続
しないでください。
装置は清浄な環境で安定した水平面に置いてください。本装置を他の装置の隣または上に置いた状態で
は使用しないでください。
装置の送気口その他のあらゆる開口部および患者回路を、故意または過失により塞がないように注意し
てください。本装置は壁に近すぎない場所に設置してください。装置の上を覆わないでください、また
は壁に近すぎるような配置はしないでください。液体や物を送気口に入れないでください。
感電死のリスクを避けるため、装置と電源コードを水から遠ざけてください。装置と付属品（電源コー
ド）は、乾燥した正常な状態にある場合にのみ使用してください。
電源コードは加熱された表面に近づけないでください。
酸素を添加しなければならない場合は、酸素使用に関する指示および安全上の注意事項によく従ってく
ださい。
本装置は可燃性ガスの近くで使用しないでください。特に専用加温加湿器は、爆発する可能性がありま
すので、他のガスとの混合の
有無に関わらず、可燃性麻酔薬の近くで使用しないでください。
マスクを所定の位置に設置したら、装置により空気が流れることを確認してください。マスクには常に
一定の気流が漏れる呼気ポートが
ついており、装置が作動していると、装置から送られる空気の
流れが患者の吐く呼気をマスクの呼気ポートから外に追い出します。マスクの呼気ポートは絶対に塞が
ないでください。また、マスクを装着したまま装置を作動させていないときは、マスク内を流れる空気
が不足し、 呼気が再呼吸される危険があり、特定の状況下においては数分以内に患者の安全を脅かす
可能性があります。
装置の作動に問題がある場合でも患者が鼻マスクを使用している場合、装置の抵抗は小さいので患者は
装置を経由してそのまま鼻から、もしくは口を開けて呼吸することができます。患者が鼻・口を覆うマ
スクを使用している場合は、必ず窒息防止バルブが装備されたマスクを使用してください。
停電または誤動作が発生した場合は、マスクを取り外してください。
ベッドで長時間ホースを付けたままにしないでください。睡眠中にホースが頭または首に巻きつく恐れ
があります。
本装置はお子様の手の届かない場所または動物、家畜などの触れない場所に設置してください。
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装置に加湿チャンバーが付いている場合：










加湿チャンバーを使用するときは、装置内に水が入らないように注意してください。水が入ると装置に
回復不能な損傷を与えます。装置は安定した水平面に置き、傾けないようにしてください。
加湿チャンバーの底面と加湿器には、通常の動作時に熱くなるプレートが付いています。プレートは触
らないでください。
加湿チャンバーは、24 ページの「クリーニングおよび保守点検」に記載されている指示に従って、最初
に使用する前、メンテナンス後、また使用期間中は定期的に洗浄する必要があります。
装置を移動または輸送する前に、必ず加湿チャンバーを空にしてください。
加湿チャンバーに水を入れるときは装置から離して行い、装置に水かからないようにしてください。
ガスケットが劣化した場合など、チャンバーから空気が漏れることが分かった場合は装置を使用しない
でください。
加温機能は周囲の温度が 35˚C より高い場所では使用しないでください。供給される空気の温度が 43˚C
を超える可能性があり、上気道に火傷を負う恐れがあります。
加湿機能の追加により、デバイスのパフォーマンスに影響がある場合かあります。
加湿チャンバーまたはカバーを正しく組み立てないと空気が漏れる恐れがあります。空気が漏れると、
供給される空気圧が医師にされた 圧に満たなくなる可能性があります。

注意:






本装置や他の装置に損傷を与える可能性のある事項を示します。

加湿チャンバーを装着する箇所にカバーが付いている場合、加温加湿機能は必ずオフになっていること
を確かめてください。オフになって
いない場合、装置が加熱してしまうことがあります。装置は高
温にはならないため危険性はありませんが、加温加湿機能の設定がオンに なっている場合は、加湿レ
ベルを最小値に設定し、販売元に連絡してください。
装置は、必ず電源コードでつまずいたり転んだりすることがないように設置してださい。
装置を地面や床に置く場合は必ず、吸気口を塞ぐ可能性のある埃、寝具類その他の物体がない場所を選
んでください。
他のすべての医用電気機器と同様に、DreamStar シリーズは携帯型および移動式無線通信機器（携帯電
話や Wi-Fi など）からの干渉の影響を受けます。

推奨される用途
DreamStar シリーズは、体重が 30kg 以上の自発呼吸のある閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者を治
療
するために設計されています。家庭または専門の医療機関で使用することができます。

禁忌事項
試験の結果、以下に示す既往症を持つ患者の一部にとっては、陽圧の使用が禁忌であることが判明
しています。


重度の嚢胞性肺気腫又は気胸による合併症で肺気腫の病歴を持つ患者。



気脳症、頭部の外傷、また最近の手術による頭蓋鼻咽頭婁のある患者。



心臓の代謝不全又は低血圧（特に循環血流量の低下や不整脈によるもの）の患者。



脱水した患者。



大量の鼻出血のある患者または大量の鼻出血の病歴を持つ患者。急性副鼻腔炎、中耳炎、また
は鼓膜
穿孔の患者。



気管切開。
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副作用
DreamStar シリーズの使用中に次の症状が現れた場合は、医師に連絡してください。気道または鼻
の乾燥、 皮膚の過敏反応、鼻水、鼻血、耳の痛み、副鼻腔の不快感、昼間の眠気、気分の変化、
見当識障害、イライラ感、または記憶の喪失。

付属品の確認
DreamStar シリーズには以下の部品が同梱されています。


キャリングケース



取り外し可能な電源コード



ホース



メモリーカード



エアインレットフィルター



フィルターフォルダー



加湿チャンバーもしくは専用カバー



患者用取扱説明書

DreamStar シリーズは以下のオプションの付属品を使用することもできます。提供されている付属
品について、 詳しくは医師に連絡してください。使用時は付属品に付いている指示に従ってくだ
さい。


バッテリーケーブル



シガーライターケーブル



高性能フィルター



オプションフィルター（使い捨て）



アウトレットベント回転 70 度直径 22mm
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本装置の説明
DreamStar シリーズは、専用の付属品を装備し、電源を内蔵しています。

装置の説明
図 1 – 正面図

1
2
4

1
2
3
4

画面
左設定ボタン
右設定ボタン
ランプおよび選択ボタン

5

電源オン／オフボタン

3
5

あらゆる情報を表示します。
画面の左下に表示される記号を選択します。
画面の右下に表示される記号を選択します。
ランプ機能を操作するためのボタンです。設定メニューにおいて
は、表示されるメニューの中で次の項目を選択するためにも使用
します。
装置をオンまたはオフにします。設定メニューを終了するために
も使用します。

図 2 – 右側面図

図 3 – 背面図（加湿チャンバーなし）

8
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9

10

7 6
6
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電源ポート
外部バッテリーポート

8
9
10

エアインレットフィルター
加温プレート
シリアルケーブル
/USB コネクタ
メモリーカードコネクタ
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電源コードを接続します。
このポートから、外部バッテリーまたはシガーライターの電源
ケーブルを接続し、装置に電力を供給できます。
空気中の埃が装置に入るのを防ぎます。
加温加湿器の底面を使用して加湿チャンバーを加温します。
このコネクタは医療従事者が使用します。
メモリカードを挿入するコネクタ。
DreamStar Auto

図 4 –装置（カバー付き）の背面図

図 5 – 装置（加湿チャンバー付き）の背面図
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15
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12

送気口のコネクタ

ホースを接続する送気口。

13

（
マークがついています）
加湿チャンバー
（装備されている場合）

加湿する場合の加湿チャンバー。満水レベルを示すマークが付いて

14
15

います。

専用カバー
（装備されている場合）
エアインレット

装置上の記号
記号

内容

記号

内容

電源オン／オフ。

ランプおよび選択ボタン.

左設定ボタン

右設定ボタン。

本機器は 12mm 以上の固形異物の侵
入に対し、また水の垂直落下に対し保護
されています。

使用済み機器は家庭廃棄物とは別に
回収される必要があります。詳しくは、32
ページの「耐用年数を過ぎた装置の廃
棄」の項を参照してください。

クラス II 機器。

BF 型機器。

DC 電源。

記録と再生。

取扱説明書をお読みください。

特別な注意。

本装置は欧州医療機器指令 93/42/EC

包装に記載されているこのマークは
「気圧の限界」を表しています。

の要求事項に適合します。
外装にこの記号がある場合は、温度管理
内で管理してください。

包装に記載されているこのマークは
「相対湿度の限界」を表していま
す。

外装にこの記号がある場合、「ワレモノ注

外装にこの記号がある場合は、外装を

意」を表しており、パケージを慎重に扱う必

湿気および水分から保護し、乾燥させて

要があります。

おいてください。

に注意してください。-20～+60°C の範囲
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装置の組み立て
本装置の標準的な組み立て
装置にはカバー（構成 A）または加湿チャンバー（構成 B）が同梱されています。
1. カバーまたは加湿チャンバーの取り付け
A. 装置へのカバーの取り付け

B. 装置への加湿チャンバーの取り付け

装置後部の底面にカバーを留め、カバーを前方に

加湿チャンバーの底面を加温プレートに取り付け、

傾けて所定位置にロックします。

チャンバーを前方に傾けて所定位置にロックします。

2. ホースの接続
A. 専用カバーを使用する場合

B. 加湿チャンバーを使用する場合

ホースの片方の端を、装置の後部カバーの後ろに付

ホースの片方の端を、加湿チャンバーのカバー上部

いている送気口コネクタに接続します。

に付いている送気口コネクタに接続します。

3. 使用するマスクの取扱説明書に記載された指示に従って、マスクを準備します。マスクを患者回路のもう片方
の端に接続します。
4. 電源コードを装置の電源入力部に差し込み、電源コードのプラグを電源に差し込みます。

8  装置の組み立て
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5. 最初に電源をオンにすると、画面が明るくなり、言語設定画面が表示されます。
右設定ボタン

または左設定ボタン

を必要な回数だけ押して、希望する

言語（ニホンゴ）が表示されるようにします。
言語を選択したら、電源オン／オフボタン

を押して、ページヘッダに戻り、この

ボタンを 2 回押してメニューを終了します。
6. 画面に時間と日付が表示され、装置が使用可能な状態になります。
警告
加湿チャンバーまたはカバーが正しく取り付けられていない場合、空気漏れが生じる危険性があり、医師に処方された圧がかか
らないことがあります。

外部バッテリーまたはシガーライターで使用する場合
の取り付け（オプション）
バッテリーケーブルを装置の外部バッテリー差し込み口に接続して、オプションの再充電可能な
12V 専用バッテリーによって DreamStar シリーズに電力を供給することができます 6 ページの図
２-右側図面の項目 7 参照）。
オプションの専用シガーライターケーブルを使用して、シガーライターソケットから装置に電力を
供給することもできます。この構成では、標準取り付け手順ではなく以下の手順に従ってください。


シガーライターケーブルを装置の外部バッテリー差し込み口に接続し（6 ページの図２-右側図
面の項目 7
参照）、ケーブルのもう片方のプラグをシガーライターソケットに直接接続し
ます。

以後は、標準組み立て手順のステップ 5～6 を実行します。
注意





外部バッテリーを使用する際、専用外部バッテリーケーブル以外のケーブルは使用しないでください。
バッテリーケーブルを 24V のシガーライターケーブルには接続しないでください。
24V のバッテリーは使用しなしでください。
DreamStar シリーズを、主電源に差し込まれた 12V 電源には接続しないでください。

注記：
装置をバッテリーで駆動するときは、加温加湿機能（装備されている場合）は使用できず、設定ボタン
を押すと、以下の画面が表示されます。

バッテリ電源で駆動されているため、加温
加湿器が作動していないことを示しています。

DreamStar Auto
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使用方法
加湿チャンバーへの水の補充（装備されている場合）
「Push（押す）」と書かれたマーク

1. 装置の電源をオフにしてホースを外します。装置
の最上部にある「Push（押す）」と書かれた
マークを指で押して、加湿チャンバーのフックを
装置から外します。

2. 加湿チャンバ―を後ろに傾けて装置から外しま
す。

加湿チャンバー

3. 加湿チャンバー上部の穴から水を注ぎ、満水レベルのマークのところまで水を満たします。
4. 加湿チャンバーを装置の後部に再度取り付けます。

注意





水位が満水レベルを超えないように注意してください。
加湿チャンバー内の水には他の成分を添加しないでください。
アルカリ性溶液は使用しないでください（生理食塩水など）。
室温の水のみを使用してください。お湯または冷水を加湿チャンバーに補充しないでください。

治療の開始
1. 使用するマスクの取扱説明書の記載に従って、マスクを着用します。ホームケアサービス提供者が「Auto ON」
機能を有効にした場合、初めてマスクを使って呼吸する際に装置が作動します。
2. そうでない場合、治療を開始するには、電源オン／オフボタン

を押します。装置の画面に現在供給され

ている圧が表示 されます。
3. 画面にメッセージ「マスクコウカン セツゾクナシ」が表示される場合、マスクが正しく接続されていません。マスクの
位置を正しく調整してマスク周りから空気が漏れないようにし、オン/オフボタンまたはランプボタンを押してください
。装置から供給される圧が回復すると、「マスクコウカン セツゾクナシ」のメッセージが消えます。
4. 横になって、睡眠中に寝返りが打てるようにホースを配置します。
10  使用方法
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5. 画面に表示されることがある記号の概要を、13 ページの「画面に表示される記号の説明」に記載しています。
6. 装置に加湿チャンバ―が付いており、加温加湿機能がオンになっている場合、加温加湿器が自動的に作動し
ます。加温力は下記の通り、調節装置の左右のボタンを使って棒グラフの矢印を動かし、
で調節します。

または

警告
電源が遮断されて再度回復すると、装置は電源が切断されたときと同じオン/オフ状態になります。

治療の終了
1. マスクを外します。
2. 電源オン／オフボタン

を数秒間押して、DreamStar シリーズの電源をオフにします。

「マスクコウカン

セツゾクシテマセン」機能

マスクを取り外すと、装置は自動的にスローモードになります。マスクを再度接続したり、オン/オ
フボタン
またはランプボタン
を押すと、通常モードに戻ります。そうでない場合、装置
は 30 分経つと停止します。この機能は、夜起床する必要がある場合に使用することができます。

設定メニューへのアクセス
装置前面の 4 つのボタンを使用すると、設定メニューに入ったり、ページを移動したり、ページ内で特定の設定項目
の値を変更することができます。
装置がスタンバイ状態でも作動中でも、各種設定ができます。
設定項目は、以下に示すいくつかのページにグループ化されています。


処方された治療に関連する装置設定



日付や時刻などの一般的な装置設定



装置の点検や調整についての情報



お知らせ機能

画面の説明
各ページの画面には、以下のものが含まれています。


第 1 行目またはページヘッダー



関連する値が表示される最大 4 行の欄



値の変更、ページ内の移動またはページ間の移動な
どに使用される各種記号を示す最終行（詳細は、表
「画面に表示される記号の説明」を参照）。

DreamStar Auto
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画面に表示される記号の説明
記号

C

説明

記号

装置情報を見ることができます。

設定を確認することができます。

次のページの画面へ移動します。

前のページの画面へ移動します。

画面に表示されている設定項目の値を増

画面に表示されている設定項目の値を減少

加させることができます。

させることができます。

加温加湿機能はオンになっていても加温は

加温加湿機能がオンになっており、加温され

されていない。もしくは、装置がバッテリーで

ています。加温加湿器に問題がある場合、こ

作動して

の

います。

記号が点滅します。

画面に表示されている設定項目は変更す

画面に表示されている設定項目は変更する

ることができます。

ことができません。

機能が有効になっています。

機能が無効になっています。

はい

いいえ

時間のランプ機能（T.Ramp ）。ラン
プ機能が選択されているにも関わら
ず作動していないときは、この記号
が点滅します。

インデックス化されたランプ機能
（I.Ramp）。ランプ機能が選択されて
いるにも関わらず作動していないとき
は、この記号が点滅します。

CPAP モード

A

す。メモリーカードが機能しない場合、この

示しています。

記号が点滅します。
一件以上のお知らせがあります。

CC+機能がオンになっています。
漏れのレベルに関するインジケータ
ー。表示 OK、+、++、+++、++++。
バッテリーが接続されています。

Auto-CPAP モード
メモリーカードが本体内に差し込まれて いま

コンプライアンスデータを記録中であることを

リーク

説明

DD/MM/YYYY

装置の日付表示形式は、日／月／年 で
す。
リモートコントローラが接続されています。

装置が動作エラーを検出しました。この記
号がエラーコードと交互に表示されます。
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使用可能な機能
DreamStar Auto は、固定圧モード（CPAP）または自動圧モード（Auto-CPAP）のいずれかで動作
します。Auto-CPAP モードのときは、患者の呼吸状態を常にモニタし、医師により予め設定され
た下限圧と上限圧の間で自動的に圧を調整します。
装置には電源が内蔵されており、加温加湿機能を装備することができます（Evolve 構成の場合）。
医師の指示により、加湿機能はオンまたはオフに設定されます。
お知らせ機能によって、フィルターやマスク交換、装置の点検、およびメモリーカードへの治療デ
ータのダウンロードなどの行うべき操作を忘れないようにすることができます。この機能は、本シ
リーズにおけるすべての装置において同一で、21 ページの「お知らせ機能」に説明があります。

ランプ機能
ホームケアサービス提供者がランプ機能を有効にしている場合、ランプ時間(T.Ramp)を設定する
ことで圧が徐々に上昇するようにして入眠しやすくなります。治療を開始するときに開始圧と呼ば
れる低い圧から始まり、治療圧まで徐々に上昇していきます。Auto-CPAP モードでは、ランプ時
間を設定することで、圧を増減させる動作を遅らせることができます。
DreamStar Auto/Auto Evolve のインデックスランプ機能（I.Ramp）では、治療を開始圧で始め、そ
の後 CPAP モードで圧を増加させたり、患者が入眠したことを示す呼吸を装置が検出したらすぐに
Auto-CPAP をオンにすることができます。

Pressure Alter（圧の微調整）
医師がこの機能を有効にしている場合、処方された治療圧を 1 cmH2O だけ微調整することができ
ます。
注記：
この機能は CPAP モードでのみ使用することができます。

CC+（コンフォートキャリブレーションプラス）機能
DreamStar Auto/Auto Evolve のコンフォートキャリブレーションプラス機能（C.C.+）では、患者
の呼吸パターンに合わせて治療圧を呼気時に微妙に低下させて吸気時には微妙に上昇させ、治療し
ながらより快適に呼吸することができます。この機能は医師またはホームケアサービス提供者がラ
ンプ中または常にオンにすることができます。

装置の輸送
装置の電源コードを抜き、装置から付属品を全て取り外します。キャリングケースに装置と付属品
を収納します。

専用カバーを装備した DreamStar Auto または DreamStar Auto Evolve の
場合
装置からカバーを外してください。装置の上部にある「Push（押す）」を押して、装置からカバ
ーのフックを外し、
カバーを後方に持ち上げて装置から外します。カバーと装置をキャリン
グケース内のそれぞれの収納部に入れます。

DreamStar Auto
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加湿チャンバーを装備した DreamStarAuto Evolve の場合
加湿チャンバーを装置から外し、水を空ける必要があります。装置の上部にある「Push（押す）」
を押して、装置 から加湿チャンバーのフックを外し、加湿チャンバーを後方に持ち上げて装置か
ら外します。24 ページにある「クリー ニングおよび保守点検」の指示に従って加湿チャンバー
を取り外し、水を完全に抜きます。加湿チャンバーと装置を キャリングケース内のそれぞれの収
納部に入れます。
注意
水が装置内部に入ることで装置に回復不能な損傷を与えることのないように、装置を移動または輸送する前
に加湿チャンバー内の水を完全に抜いてください。

メモリーカードの使用
メモリーカードを使用して、装置に保存された最新の治療データを保存したり、医師に装置の設定
を変更してもらったりすることができます。このカードは医療従事者の指示に従って使用してくだ
さい。
装置が作動中の場合は電源をオフにしてから、メモリーカードをメモリーカードコネクタに挿入し
てください。画面の
ヘッダー部分右側に記号
が表示されます。この記号が点滅する場
合、カードが正しく挿入されていないか、
裏表が逆に挿入されているか、使用不能なカードで
す。カードを正しく挿入しなおしてください。それでも記号が点滅し続ける場合は、販売元に連絡
してください。

設定の更新
医師の指示によりメモリーカードに装置の設定変更情報が書き込まれた場合、装置はカードが挿入
されると自動的に更新されます。更新が完了すると、カードを取り出すように求めるメッセージが
表示されますので、カードを取り出し ます。この操作は 1 回だけしか行うことができません。

治療データのコピー
メモリーカードを装置に挿入すると、本体に記録された治療データのカードへのコピーが自動的に
開始されます。
画面に、データダウンロードの進捗状況が表示されます。データのコピーが
終了すると、「ダウンロードカンリョウ、
トリハズシメモリーカード」というメッセージが
表示されます。この操作を行ったあと、メモリーカードを受診時に医療
機関に持参してくださ
い。

注記：



メモリーカードへのデータのコピーおよびカードからの設定の更新は、装置がスタンバイ状態にあ
るときのみ行えます。
メモリーカードが装置に差し込まれているままの場合は、装置を起動することができず、どの機能
も使用できません。
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DreamStar Auto / Auto Evolve の設定
方法
設定メニューへの入り方
設定メニューに入るには、装置がオフの時のみ、右設定ボタン
を押して、画面に表示される記
号
を選択します。設定ページでは以下の項目が表示されます。


画面最下部に表示される記号
す。

は、表示されている設定項目は変更できないことを示していま



画面最下部に表示される記号
示しています。

は、表示されている設定項目を以下の手順で変更できることを

o

必要な回数だけランプボタン

を押して変更しようとする設定項目を選択します。

o

左右の設定ボタンを押して、設定の値を増加

ページヘッダーに戻るには、パネル下部のランプボタン
設定ページを移動するには、右設定ボタン
に戻るには、左設定ボタン

または減少

させます。

または電源オン/オフボタン

を押して画面に表示される記号

を押して記号

を押します。
を選択します。前のページ

を選択します。

設定メニューを終了するには、電源オン／オフボタン

を押すか、30 秒間待ちます。

注記：
以下のページ表示されている値は例です。

ステップ 1：加湿レベル（加湿チャンバーが装備されて
いる場合）
このページは医師の指示により加温加湿機能が有効になっている場合にのみ表示されます。









スタンバイ

ページに次の画面が

下のボタンを

ページが次の画面に

状態または

表示されます。

押して

変わります。

作動中に



右または左設定ボタンを使用
して、値を増加

設定を選択

減少

します。

または

させます。

を押します。
パネル下部の

または

を押して、ページヘッダーに戻ります。

を押して次のページに移動します。



注記：
装置がバッテリーで駆動している場合、加温加湿機能は使用できません（10 ページの「外部バッテリー
またはシガーライターで使用する場合の取り付け（オプション）」の項を参照）。
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ステップ 2：設定
CPAP モードにおいて
このページは、ランプ機能および（または）圧の微調整機能および（または）CC+機能が、医師の
指示により有効に設定されている場合にのみ表示されます。








ページに次の画面が表示

設定したい項

ページが次の画面に

CC+機能が無効になっている場合でも、

されます。

目の値が黒く

変わります。

左または右設定ボタンを押して有効にす

反転するまで

ることができます。
を押して、次の 項目 に移 動 しま

を押します。

す。
右または左設定ボタンを使用して、値を
増加

パネル下部の


または

または減少

させます。

を押して、ページヘッダーに戻ります。

を押して次のページに移動します。

C.C. +(Comfort Calibration)：CC＋（コンフォートキャリブレーションプラス）機能。
ランプカイシアツ：ランプ機能を開始するときに装置が最初に供給する圧レベル。
ランプジカン：ランプ時間（T.Ramp）が選択されているとき、選択されていない場合はこの設定は表示されませ
ん。
アツ：ホームケアサービス提供者が Pressure Alter （圧の微調整）機能をオンにした場合、医師によ
り処方された治療圧で、必要に応じて1 cmH2O だけ微調整することができます。

Auto-CPAP モードでは
このページは、ランプ機能および（または）CC＋機能が医師により有効に設定されている場合にのみ表示されます。








ページに次の画面が表示

設定したい項

ページが次の画面に

CC+機能が無効になっている場合でも、

されます。

目の値が黒く

変わります。

左または右設定ボタンを押して有効にす

反転するまで

ることができます。
を押して、次の項目に移動します。

を押します。

右または左設定ボタンを使用して、値を
増加

パネル下部の


または

または減少

させます。

を押して、ページヘッダーに戻ります。

を押して次のページに移動します。

C.C. +(Comfort Calibration)：CC＋（コンフォートキャリブレーションプラス）機能。
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ランプカイシアツ：ランプ機能を開始するときに装置が最初に供給する圧レベル。または、装置が 2 分以上呼吸
を検出しなかったときに、装置が供給する圧レベル。
ランプジカン：T.Ramp（ランプ時間機能）を起動したとき、Auto-CPAP 機能が作動するのに要する時間。ラン
プ時間機能が起動されない場合は、この設定は表示されません。

ステップ 3：医師の指示による設定内容の表示
CPAP モードにおいて

ページに次の画面が表示
されます。

ショホウアツ：医師が処方した治療圧レベル。
ランフ゜タイム : T.Ramp（ランプ時間）または I.Ramp(インデックスランプ)のどちらか
選択したランプの種類。
MAX ランプタイプ：医師の指示により設定される最大ランプ時間。
C.C. +：

と

記号は、ランプ中にホームケアサービス提供者が CC+機能を有

効にしていることを示します。


を押して次のページに移動します。

ページに次の画面が表示
されます。
Pressure Alter：
記号は、ホームケアサービス提供者が機能を有効に
していることを示します。

Auto-CPAP モードにおいて

ページに次の画面が表示
されます。

ランフ゜タイム : T.Ramp（ランプ時間）または I.Ramp(インデックスランプ)のどちらか
選択したランプの種類。
MAX ランプタイム：医師の指示により設定される最大ランプ時間。
カゲンアツ：自動的に圧が調整される際の下限圧設定。
ジョウゲンアツ：自動的に圧が調整される際の上限圧設定。



を押して次のページに移動します。
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ページに次の画面が表示
されます。

C.C. +(Comfort Calibration)：

と

記号は、ホームケアサービス提供者が

CC+機能を有効にしていることを示します。
IFL コマンド：無呼吸や低呼吸が起こる前の気流制限を検知して圧を微増させる
機能です。

は、医師の指示によってその機能が有効にされていることを示します。

APNEA ジョウゲン：無呼吸が起こったときに装置が上昇させる圧の上限。
アツカコウソクド：医師によって設定される、呼吸が正常なときに圧を下降させる速
度。「ハヤク（速く）」または「オソク（遅く）」に設定されています。


を押して次のページに移動します。

ステップ 4：お知らせ機能設定の表示
このページは、医師の指示によって、お知らせ機能（例：フィルターまたはマスクの交換時期を知らせる）を有効に
している場合にのみ表示されます。

ページに次の画面が表示
されます。
各お知らせの期日は、対応するお知らせの反対側に表示されます。



を押して次のページに移動します。

ステップ 5：時計の設定
装置がスタンバイ状態にあるときにのみ時刻を設定することができます。






ページに次の画面が表

設定したい項

ページが次の画面に

示されます。

目の値が黒く

変わります。

反転するまで
を押します。

パネル下部の


または



右または左設定ボタンを使用して、値を
増加

または減少

させます。

を押して、次の項目に移動します。

を押して、ページヘッダーに戻ります。

を押して次のページに移動します。
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ステップ 6：各種の設定








ページに次の画面が表

設定したい項

ページが次の画面に

示されます。

目の値が黒く反

変わります。

ホームケアサービス提供者が を
提供する場合、言語は左または右
設定ボタンを続けて押すことで選
択することができます。

転するまで

次に、

を押します。

を押してコントラストの項目

に移動します。右または左設定ボタンを
使用して、

コ ン トラ ス ト を 増 加

または減少

させます。

記号
は、ホームケアサービス
提供者が自動オン機能をオンにし
なかったことを示します。
Auto ON (自動オン) :オン/オフボタンを押さずに、自動的に治療を開始させる機能。
パネル下部の


または

を押して、ページヘッダーに戻ります。

を押してメニューを終了します。

DreamStar Auto

DreamStar Auto / Auto Evolve の設定方法  19

その他の情報
装置情報メニュー
装置がスタンドバイモードのとき、左
す：装置情報メニューが表示されます。

設定ボタンを押して、画面上の

記号を選択しま


ページに次の画面が表示
ソウチサドウジカン：治療の有無に関わらず、装置が作動した時間の合
計。

されます。

ソウシヨウジカン：患者が実際にマスクで呼吸をしていた時間の合計。
セッションカイスウ：装置メモリ内に記録された、作動開始から終了まで
のセッションの総数。

を押して次のページに移動します。




下図のように最後の
セッションについての情報が
表示されます。

セッション：最後のセッションの日付および開始時刻。
シヨウジカン：患者がマスクを装着し治療を行った時間。
ヘイキンアツ：セッション中に装置から供給された圧の平均。
ヘイキンリーク：マスクの周りなどから漏れる空気のリーク量の程度を、
OK、+、++、+++、または++++で表示します。＋の数が大きくなるほど、
多くの空気漏れがあることを示します。
A.H.I.：一時間あたりの閉塞性無呼吸および低呼吸の回数。
セッションの日付および開始時刻が画面右上に表示されます。

最後に記録された 5 セッションについての上記情報を、最新のものから古いものへ順に表示することができます。
右設定ボタン

を押して次のページに移動します。

電源オン／オフボタン

を押してメニューを終了します。

注記：
少なくとも 1 セッション以上記録されている場合にのみセッションページを閲覧することができます。
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お知らせ機能
この機能は DreamStar シリーズのすべての装置に共通して使用できます。
1 件以上のお知らせの期日が近づくと、画面左下の装置情報
記号がお知らせ記号
に変わ
り点滅します。これは装置がスタンバイ中（時刻を表示）あるいは作動中（圧力を表示）のどちら
の状態でも表示されます。
以下の例に示すとおり、記号の反対側にあるボタンを押すと、関連するお知らせのリストが記載さ
れた画面が表示
されます。




下のボタン



ページに次の画面が 表 確認したい項

を押します

示されます。

目が黒く反転
するまで
を押します。

パネル下部の


または


ページが次の画面に
変わります。


右または左設定ボタンで、は
い

または、いいえ

と 答えます。
を押して、次のお知ら
せ項目にスクロールします。

を押して、ページヘッダーに戻ります。

を押してメニューを終了します。

DreamStar Auto
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酸素を添加するときの使用方法（オ
プション）
警告








酸素を使用するときは、常に医師の指示に従ってください。酸素の装置は装置の 1 メートル以内の場所
に配置してください。
酸素が存在するときは煙草を吸わないでください。
酸素を装置の空気取り込み口に注入しないでください。
治療を開始および停止するときの注意事項をよく読み、必ずお守りください。
酸素濃縮器または液体酸素装置を使用する場合、本装置が作動していないときは酸素を止めてください
。本装置が作動していなにも関わらず酸素供給源から酸素を流していると、患者回路に供給される酸素
が装置内に蓄積する場合があり、火災の危険性があります。
添加する酸素の最大流量が 12 リットル/分を超えないようにしてください。

注意
一定の酸素流量に対する吸入酸素濃度は、圧設定、呼吸状態、使用されるマスクのタイプおよびエアリーク
率によって変化します。この安全上の注意は、ほとんどの CPAP（持続的気道陽圧）装置に共通して該当し
ます。

酸素アダプタとの取り付け（オプション）
酸素を添加するときは、装置内に酸素が蓄積することを防ぐために設計された特殊な機構を備えた
酸素アダプタを 使用してください。
このアダプタは、装置と患者の管路の間に取り付けてください。
酸素アダプタの取扱説明書を参照して、製造元が推奨する方法で洗浄および保守点検をしてくださ
い。

治療の開始および終了
1. 装置内に酸素が蓄積しないように、酸素を流す前に DreamStar を起動させて空気が流れているようにするこ
とが非常に重要です。
2. 同様に、酸素が装置内に蓄積しないように、装置の電源をオフにする前に酸素を止める必要があります。
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回転湾曲チューブの使用（オプショ
ン）
回転湾曲チューブ 70 ° 直径 22 mm は、 DreamStar 製品ラインに必要な付属品です。 これは装置
の接続を容易にするために設計されたものです。固定台に縦方向回転するチューブがついています。
(①)

設置
注意
回転湾曲チューブは使用前に次の手順に従って洗浄してください。

設置するには、台を装置のコネクタに取り付け、回転婉曲チューブを管路に取り付けます。 (②)
①

②

患者の管路
湾曲チュー
ブ

回転湾曲チューブ
排出コネクタ

ベース

月に 1 度の洗浄
注意



研磨剤の入っている洗剤は使用しないでください
滅菌しないでください



回転湾曲チューブと患者の管路を外します。



回転湾曲チューブの外を、湿った布に少しだけ洗剤を含ませなど（布、紙タオルなど）で拭き
取ります。



何回か拭きとりを繰り返し、最後は水だけを含ませた布（布、紙タオルなど）で洗剤をすべて
拭き取ります



乾いた布（布、紙タオルなど）で回転湾曲チューブを水分がなくなるまで拭き取ります

DreamStar Auto
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クリーニングおよび保守点検
マスクおよびホースの保守点検についての詳細は、各部品の取扱説明書を参照してください。
警告
クリーニング前に、装置のプラグを電源から外した上で、必ず呼吸回路および加湿チャンバ―を装置から取
り外してください。

注意



この目的のために作られた洗浄剤を使用してください。
強力な洗剤、研磨スポンジまたは硬いブラシは使用しないでください。

毎日実施すること
加湿チャンバ―（装備されている場合）


加湿チャンバ―を空にし、きれいな水ですすいでください。



直射日光を避け、拭かないで乾燥させてください。

週 1 回実施すること
加湿チャンバ―（装備されている場合）


ウォーターチャンバーを分解します。
o

ウォーターチャンバーを装置から取り外します。

o

センタータブを押し、後方に回転させてカバーのロックを解除します①。

o

チャンバーからカバーを分離します。

o

チャンバーの水を空にします。

o

以下のようにして内部のチューブを外します②。
1. クリップ(A)をそっと押して、ロックシステム(B)からチューブを解放します。
2. クリップを押し下げながら、チューブを自分の方にそっと引っ張ってカバーから引
き 出します。

②

①
グリップ部

内部チュー
ブ

カバー

ガスケット
底面
センタータブ
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③


ウォーターチャンバーの各部分③をお湯と中性洗剤
（例え
ば、3 滴の食器用洗剤を水で希釈したもの）でクリーニングしま
す。



水でよくすすいで洗剤をすべて取り除きます。



自然乾燥させます。



乾燥したら、ウォーターチャンバーを再組立てします。

④

o

内部チューブをガスケットの穴に差し込み、クリップで
かりと留めます。

しっ

o

ウォーターチャンバーの底面にカバーを取り付け④、前方に傾
けてセンタータブでチャンバーをロックします。
グリップ
部を押してウォーターチャンバーをロックし
ます。

o

元のように装置に取り付ける前に、ウォーターチャンバーに水
を満たします。

注記：



ウォーターチャンバーの各部分を皿洗い機で洗浄することもできます（最高温度 60°C で 2 時間）。
微生物の増殖を抑えるために、チャンバー内の水を滞留させないでください。

洗浄可能なフィルター：


フィルターフォルダー①を手前に引っ張って外します②。



フィルターフォルダーからフィルターを外します③。

①

フ ィ ル タ ー
フォルダー

②

フ ィ ル タ ー
フォルダー

③
フィルター

フィルター
フォルダー



エアインレットフィルターとフィルターフォルダーをお湯と中性洗剤で洗浄します（例えば、
食器用洗剤
1 滴をエアインレットフィルターとフィルターフォルダーに垂らして洗います
。）



よくすすいで洗剤をすべて取り除きます。



下記のようにして乾燥させます。
o

きれいな吸水性のあるタオルを使用してエアインレットフィルターを拭いて乾燥させてから、完
全に自然 乾燥させます。

o

フィルターフォルダーを自然乾燥させます。



乾燥したら、エアインレットフィルターをフィルターフォルダーにセットしてから、装置後部
の元の位置に取り付けます。完全に乾燥していないエアインレットフィルターは使用しないで
ください。



カバーまたは加湿チャンバ―を再度取り付けます。

DreamStar Auto
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月 1 回実施すること
装置


少量の水と 1 滴の中性洗剤で湿らしたテッシュ（または布、ペーパータオル）で装置の外側を
クリーニングします。



水のみで湿らした新しいティッシュ（または布、ペーパータオル）を用いて同様の操作を繰り
返し、
洗剤をすべて取り除きます。



装置を乾いたティッシュペーパー（または布、ペーパータオル）で完全に拭いてください。

エアインレットフィルター：


高性能フィルター（オプション）は洗浄できません。1 カ月に 1 回、また、１カ月経過してい
なくても、目に見えるほど汚れている場合は、都度交換してください。



エアインレットフィルターが破損したり汚れたりしていたら直ちに、また装置がフィルター交
換のお知らせを表示したときは定期的に、交換してください。

加湿チャンバ―（装備されている場合）：


加湿チャンバ―を分解してクリーニングした後、酢 1 に対して 9 の水を加えた溶液に 15 分間
浸して おきます。



水でよくすすいで酢をすべて洗い流します。



自然乾燥させます。
警告






スプレー式洗剤は使用しないでください。有害な物質が送気口、エアインレットフィルターまたは装置
内部に入り、気道を刺激する可能性があります。
濃度が 0.1%より高い漂白剤は決して使用しないでください。例えば濃度 2.6 %の漂白剤を使用する場合
は、当該漂白剤 200ml を 5 リットル以上の水に混ぜてお使いください。
装置を使用するときは必ずエアインレットフィルターを装着してください。
装置を電源に接続する前には、特に熱を帯びる部分が完全に乾燥していることを必ず確認してください
。
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トラブルシューティング
問題に対する要因とその対策
問題

考えられる原因

対策

鼻が冷たい。

室温が低すぎる。
装置から供給される
気が冷たすぎる。

室温を上げます。
空 患者回路を寝具の下などに入れ、また体の近くに
置いて熱の喪失を抑えます。

鼻水が出る。

気流や圧に対する
応。

反 医師に連絡してください。

鼻または喉が乾 空気が乾燥しすぎて
い
燥
またはひ る。
りひりする。
加湿チャンバー（装備され
ている場合）に水がない。

装置に加湿チャンバーが装備されている場合は、
加温加湿機能を使用します。装置の設定手順に従
って、加湿レベルを上げます。
加湿チャンバー内の水位を確認します。必要に応
じて、12 ページの「使用方法」に記載されてい
る指示に従って水位を上げます。

鼻、副鼻腔また 副 鼻 腔 感 染 症 ま た は すぐに医師に連絡してください。
は耳が痛い。
鼻詰まりの可能性が
あ
る。
マスクに接して ヘ ッ ド ギ ア を き つ く 締 め
いる
皮膚が す ぎ て い る か 、 サ イ ズ が
赤くなる。
小さすぎるなど、圧が
かかることによる褥瘡。
マスクの原材料に対する
アレルギー反応。
目が乾燥する、 マスクの周囲から空気
または刺激を感 れがある。
じる。

ヘッドギアの調整をしてください。または、医師
に相談して他の大きさのマスクを試してみてくだ
さい。
マスクの使用を中止し、医師に連絡してくださ
い。

漏 マスクの位置を変えてください。または、医師に
相談して他の大きさのマスクを試してみてくださ
い。

装置から提供さ エアインレットフィルター 必要に応じてフィルターをクリーニングまたは交
れる 空気が熱 が 汚 れ て い る 可 能 性 が 換してください（24 ページの「クリーニングおよ
すぎる。
ある。エアインレット部分 び保守点検」を参照）。
すべての寝具および
が塞がっている。室温が高 衣類からエアインレット部分を遠ざけて
くだ
すぎる。
さい。
室温を下げます。DreamStar シリーズがすべての
熱源から十分に離れていることを確認します。患
者回路を寝具の下 などから取り出します。
圧が高すぎて不 装 置 か ら 供 給 さ れ る 圧 。 鼻からかかる圧に慣れるには時間が掛ります。寝
快で ある。
るときに
ランプ機能を使用してみてくださ
い(14 ページの「ランプ機能」を参照）。
リラックスし、鼻でゆっくりと呼吸します。
装置から供給される圧が変化したように思える場
合は、医師に連絡して装置からの供給圧を確認し
てください。
Auto-CPAP モードに 設定 Auto-CPAP モードでは、呼吸状態に応じて使用中
に圧が変化することがあります。供給される圧に
されている。
不満がある場合、医師に連絡して装置を確認して
ください。
DreamStar Auto
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問題

考えられる原因

対策

装 置 が 正 し い 圧 ランプ機能が作動して い
を
表 示 し な る。
い。
CPAP モードにおいて、圧
微調整機能が有効に設定さ
れている。

ランプインジケーターが表示されていることを
確認し、関連する設定手順を参照して、ランプ
機能をオフにしてください。
関連する設定手順を参照して、圧微調整機能を
無効にしてください。

睡 眠 時 無 呼 吸 症 装 置 が 適 正 な 圧 に 設 定 医師に、装置の作動確認を依頼してください。
の 症状が再発 されていないか、正しく
する。
作動していない。
体の状態または圧の
必 医師に連絡してください。
要条件が変化している場合
がある。
DreamStar の 電 電源コードが電源ポートに 装置、電源コードおよび接続をチェックしま
源 が 入 ら な い 正 し く 差 し 込 ま れ て す。
（ 表 示 さ れ な いない。
他の機器を電源に差し込んでみて、電流が流れ
い）。
電気が来ていない。
るかどうか 確認する。
装置内部のヒューズが飛ん 販売元に連絡してください。
でいる。
DreamStar が 外 非常に強い電磁波が
部 か ら の 干 渉 を している。
受け、 正しく
動作しない。

発生 ハロゲンランプ、コードレスホンなどの電磁波
源から装置を
離します。

加湿器が水を加
温していないよ
加湿レベルが 0 に設定 さ
うだ。
れている。
加熱エレメントが壊れてい
る。

装置がバッテリーで駆動しているときは、加温加
湿機能は使用できません。
対応する装置の設定手順にある指示に従って、
加湿レベルを 1～10 の間に設定します。
画面に加温加湿インジケータが表示されており、
点滅して
いないことを確認します。インジ
ケータが点滅しているか、
表示されていない
場合は、 医師に連絡してください。

装置内に水がこ
ぼれている。

装置の電源プラグを抜き、少なくとも 24 時間乾
燥させます。再度電源を入れ、動作が正常であ
ることを確認します。

過剰な水滴が患
者 回路または
マスク内に付着
している。

加湿チャンバー（装備
れている場合）内の
位が高すぎる。

さ 水位が加湿チャンバーの満水レベルを超えてい
水 ないことを
確認してください。超えている
場合は、過剰な水を排出して ください。

少 量 の 水 滴 が 付 く の は 、 対応する装置の設定手順にある指示に従って、
特に冬季の数か月間は 正 加湿設定をより低いレベルに調整します。
常な現象です。
患者回路を寝具の下などに入れます。
水蒸気の結露。
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問題

考えられる原因

加湿チャンバーに白 水道水からの水あか。
い粉状の付着物が付
いている。

対策
水あかをスポンジと中性洗剤で擦り取ってくださ
い。24 ページの「クリーニングおよび保守点検」
に記載されている通り、酢を水で 9 倍に薄めた溶
液に加湿チャンバーを浸します。その後水道水で
十分に洗い流し、きれいな布で外部を乾燥させて
ください。

装置に表示されるメッセージ
メッセージ

考えられる原因

「マスクコウカン セ マスクが外れている。
ツゾクシテマセン」が
画面に表示される。

対処方法
マスク、患者回路、および装置の接続をチェック
します。きちんと接続されたマスクで呼吸する
か、オン/オフボタン

またはランプボタン

を押すとすぐにこのメッセージは消えます。
回復しない場合、装置は 30 分後に自動停止しま
す。
リーク : ++ (または +++ 装置が大量の漏れの発 きちんと調節が行われるまでマスク、ノーズゲー
ジ、ハーネスを調節します。漏れが減少し、リー
または ++++) が画面に 生を検出した。d
ク：OK と表示されます。
表示される。
問題が解消しない場合は、ホームケアサービス提
供者に連絡してください。
画 面 の 中 央 に 装置が動作エラーを検 装置をすべての電源から切断し、再接続して、電
出した。
源を入れ なおしてください。
記号が
エラーコードと交互に
点滅する。

エラー表示が消えない場合は医師に連絡してくだ
さい。

加湿器加熱レベルペー 装置が加湿器の動作エ 装置をすべての電源から切断し、再接続して、電
ラーを検出した。
源を入れ なおしてください。
ジの中央に
記号が
エラーコ
ードと交互に点滅
する。
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エラー表示が消えない場合は医師に連絡してくだ
さい。
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技術仕様
装置の性能
装置の圧設定範囲：

4～20 cmH2O
圧設定は 0.5 cmH2O 刻みで調整可能。

単一故障状況下での患者接続部における、安定し
30 cmH2O
た最大圧 制限
設定できる圧上限：

20 cmH2O

ランプ時間：

0～45 分 1 分
ランプ時間設定は 5 分刻みで調整可能。

NF EN ISO 17510-1:2002 基準に準拠して測定された 26 dBA（加湿器あり）
音圧

30 dBA 未満（加湿器なし）

NF EN ISO 17510-1:2009 基準に準拠して測定された 30 dBA（加湿器あり）
音圧

33 dBA（加湿器なし）

患者側の接続口：

円錐コネクタ 22mm

装置の寿命 :

5 年（1 日 8 時間使用した場合）

エアインレットフィルターの効率：

オプションの高性能フィルター：
使い捨ての繊維性 HEPA フィルターは、< 3 μm
の粒子に 対し 90％の除去効率
高密度スポンジ（リユーザブル）は、> 20 μm
の粒子に対し 90％の除去効率

上記は、ATPD（周囲温度圧乾燥）状態で決定された値。

専用加温加湿器の性能
加湿率：

10 mg H2O/L 以上（最大リーク量 60LPM 以上
に対して加湿レベルを最高値に設定したとき）

加熱に要する時間：

45 分以内

流量による圧力低下：

流量 1 L/sec 下において 0.59 cmH2O
流量 1 L/sec 下において 0.73cm/回転湾曲チュ
ーブを使用した場合

加湿チャンバ―のコンプライアンス：

14.2 mL/kPa（チャンバ―が空の場合）
12.2 mL/kPa（チャンバ―が満水状態の場合）

最大圧：

20 cmH2O

患者回路から放出されるガスの最高温度：

43°C

上記は、ATPD（周囲温度圧乾燥）状態で決定された値。
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装置および加湿器の使用条件
圧力範囲：

730～1060 cmPa

温度：

+5～+ 40 °C（加湿器なし）
+5～+ 35 °C（加湿器あり）

相対湿度：

10～95%（結露なし）

高度：

0～2700 m

輸送および保管条件
圧力範囲：

500～1060 cmPa

温度：

-20～+60°C

相対湿度：

最大 95%（結露なし）

装置の電気的定格
取り外し可能な電源コード付の汎用内部電源（プラグは国によって異なる）。
入力電圧（オートレンジ）：

100 - 240 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz

最大消費電力：

100VA（最大値設定時）。*

消費電流（4mm のリーク孔を使用し、圧設定が
20cmH2O のとき）：

130 mA eff（230 VAC のとき）

DC 電源（13 V）

許容電圧範囲： 13V（-15%～+25%）。

*消費電力は装置のタイプによって変わります。加温加湿機能を有効にした DreamStar Auto Evolve は、最も消
費 電力が大きいタイプです。

物理的特性
寸法（奥行 x 幅 x 高さ）：

約 200 x 230 x 120 mm（加湿チャンバ―付）

キャリングケース寸法（奥行 x 幅 x 高さ）：

約 260 x 350 x 150 mm

重量：

約 1.5 kg（加湿チャンバ―付）

加湿チャンバ―内の最小ガス容量

約 1.4 kg（カバー付）
811 ml

加湿チャンバ―内の使用可能容量：

300 ml

満水レベル：

加湿チャンバ―に記載

CE マーク
DreamStar™ Auto, DreamStar™ Auto Evolve の CE マーク取得年度： 2011 年

DreamStar Auto
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準拠規格
この医療機器に付随するリスクは、ISO 14971:2007 規格（特に一般的な残存リスク）に基づき、分析されて
います。
DreamStar シリーズは、以下の基準の要求事項に適合しています。


IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012 : 電気機器 - 第 1 部：基本的な安全性と
本質的な性能に関する一般要求事項。



CEI 60 601-1-2:2007：医用電気機器。第 1 部：安全に関する一般的要求事項。追加
項：電磁適合性 – 要求事項および試験。



EN ISO 17510-1:2009：睡眠時無呼吸治療装置。



EN ISO 8185:2009：医用気道加湿器--呼吸加湿システムの一般的要求事項。



医療機器に関する諮問委員会の指令 93/42/EC。



電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および理事会指令（
RoHS 指令）2011/65/EU。



電気・電子機器廃棄物（WEEE）に関する欧州議会および理事会の指令 2012/19/EU。

要求事

耐用年数を過ぎた装置の廃棄
欧州指令 2012/19/EU に従って、本装置は家庭廃棄物とは別に収集および処分しなければならない
電気・
電子機器です。×が付いているごみ箱の記号は別途処分しなければならないことを示し
ており、本装置の収集および処理に適用されます。廃棄物の不適切な処分は環境に悪影響を及ぼす
可能性があります。
電気・電子機器を処分する場合は、各地方自治体の指導に従ってください。環境保護のために、本
装置は施行 されている規制および処分方法に従って処分してください。
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医師情報

製造業者：

製造販売業者

フランス SEFAM 社

株式会社スカイネット

SEFAM

〒113-0033

144 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
FRANCE

東京都文京区本郷 3－42－5
ボア本郷ビル８階
TEL: 03-3814-1133

10 ALLEE PELLETIER DOISY

FAX: 03-3814-1513

54600 VILLERS-LES-NANCY
FRANCE

販売元：
株式会社 MAGnet
〒162－0053
東京都新宿区原町 3‐19 ラーズビル
TEL : 03-5921-7188
FAX : 03-3202-5789
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