
**2017 年 11 ⽉改訂（第 5 版 新記載要領に基づく改訂、他）                               医療機器承認番号  22200BZX00940 
*2013 年 7 ⽉改訂 

機械器具 07 内臓機能代⽤器 
⾼度管理医療機器 植込み型補助⼈⼯⼼臓システム（JMDN コード︓34941000） 

特定保守管理医療機器 DuraHeart 左⼼補助⼈⼯⼼臓システム 
（コントローラ、キャリングバッグ、シャワーバッグ、プロテクトカバー） 

1/8 

 

(13) 予備コントローラを使⽤した場合は、速やかに新しい予備 
コントローラを⼊⼿し、患者に合った回転数に設定すること。
[適切な対処が⾏えない可能性がある。] 

(14) ポンプが停⽌している間、再起動させる前に必要に応じて抗
凝固治療を追加すること。［ポンプが停⽌している時間が⻑
くなると⾎栓が形成される可能性がある。］ 

(15) 意図せずにコントローラから 2 系統の電源が同時に途絶え
ることを防ぐため、⽚電源を外す場合(バッテリ交換、コン
ソール/チャージャの接続交換等)は、もう⽚側からの電源が
接続されているようにすること。交換後は必ずコントロー
ラに 2 系統の電源(バッテリ 2 個若しくはバッテリとコン 
ソール/チャージャ等)が接続されていることを確認するこ
と。[電源を２系統とも取り外すとシステムの機能は停⽌す
るため、1 系統の電源のみではシステムの安全性は⼗分に確
保されない。] 

(16) 院外で⾼レベル警報が発⽣した場合に、病院への連絡、救急
⾞及び病院への搬送の⼿配等を速やかに⾏えるよう、患者に
指導すること。［装置に異常が発⽣した際、適切な対処が⾏え
ない可能性がある。］ 

 

【禁忌・禁⽌】 
＜併⽤医療機器＞「相互作⽤の項参照」 
(1) 患者に磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）検査を⾏わないこと。［ポン

プには磁⽯及び⾦属が使われているのでＭＲＩにより患者に
重⼤な障害及びシステム故障を来す。］ 

(2) 体外構成品を含む本システムを治療⽤電離放射線に曝露させ
ないこと。ただし、設計上、ＣＴ、透視診断やＸ線等の診断
⽤放射線の使⽤は想定されている。［本システムに即座には
検出できないような破損を⽣じる可能性がある。］ 

(3) ジアテルミー等の電気的治療をポンプの植込み部位に対して
⾏わないこと。また、治療⽤電流の経路中にポンプが存在し
ないようにすること。［ポンプが停⽌する原因になる。］ 

＜使⽤⽅法＞ 
(1) コントローラの電源接続ポートやバッテリコネクタに⽔や洗

浄液が⼊らないようにすること。⽔や洗浄液がコントローラ
の電源接続ポートやバッテリコネクタに⼊った場合は、使⽤
しないこと。［故障の原因となる。］ 

(2) 本システムをペースメーカー使⽤患者の⽴ち⼊りが制限され
ている環境で使⽤しないこと。［ポンプ故障及びシステム障
害の原因となる可能性がある。］ 

(3) 可燃性⿇酔剤等による可燃性雰囲気中では、本システムを使
⽤しないこと。［爆発を起こす可能性がある。］ 

(4) 滅菌しないこと。［故障の原因となる。］ 
(5) 本システムは⼊浴や⽔泳を禁⽌している。コントローラや 

バッテリをぬらさないこと。防沫構造となっているが、防⽔
性能は有さない。ぬれた場合は速やかに乾いた布等で拭き取
ること。［ぬれたまま使⽤すると故障する原因となる。］ 

(6) コネクタの内部には触れないこと。［触れると機器を損傷す
る可能性がある。］ 

【警 告】 
＜使⽤⽅法＞ 
(1) 本システムを使⽤する者（医療従事者、患者、介護者)は、あ

らかじめ弊社指定の本システムに関するトレーニングを修了
していることが必要である。このトレーニングを受講し、本
システムの使⽤及び操作について習得した者だけが、このシ
ステムを使うことを許可されている。［本システムの操作、対
処が適切に⾏えない可能性がある。］ 

(2) 本システムを適⽤した患者及び介護者の聴⼒や視⼒が維持さ
れているか定期的に確認すること。また、聴⼒及び視⼒の低
下が確認された場合は、適切な指⽰、対処を⾏うこと。［本シ
ステムの操作、対処が適切に⾏えない可能性がある。］ 

(3) 本システムに落下、挟み込み等の物理的負荷を与えないこと。
また、経⽪ケーブルの近傍で刃物を取り扱う作業をしないこ
と。物理的負荷が与えられた場合は、弊社担当者に連絡する
こと。[本システムの故障や誤作動、ポンプ停⽌の可能性があ
る。］ 

(4) 経⽪ケーブルを⼤きく動かしたり、引っ張ったりしないこと。
また、不⽤意に引っ張られた時に動くことのないように適切
に固定すること。［出⼝部分の傷の治癒を遅らせ、新たに傷つ
け、感染のリスクが増⼤する。］ 

(5) 体外除細動器の使⽤等、蘇⽣処置が必要な場合は、蘇⽣処置
が終わった後でシステムの評価と警報の確認を実施(問題が
ないことを確認)すること。［蘇⽣処置により本システムが影
響を受けている可能性がある。］ 

(6) 緊急時に備えて、患者には予備コントローラと満充電された
交換⽤バッテリを常に携帯させること。［適切な対処が⾏え
ない可能性がある。］ 

(7) 静電気が発⽣しやすい環境を避けて使⽤すること。［強い静
電気は本システムの電気部品に損傷を与え、ポンプが停⽌す
ることがある。］ 

(8) 「表⽰」ボタンを押してビープ⾳が鳴らない場合は、そのコ
ントローラをそのまま使⽤せず、交換すること。［異常発⽣時
に警報⾳が鳴らない可能性がある。］ 

(9) 緊急時以外、経⽪ケーブル中間コネクタを取り外さないこと。
［経⽪ケーブル中間コネクタを取り外すと、ポンプは直ちに
停⽌する。］ 

(10) コントローラを取り外す前に、予備コントローラが使⽤でき
ることを確認すること。［コントローラを取り外すとポンプ
は直ちに停⽌する。］ 

(11) コントローラ交換時は本システムのトレーニングを修了され
た⽅が⼿早く⾏うこと。［コントローラを取り外すとポンプ
は直ちに停⽌する。］ 

(12) 緊急時にコントローラを交換する場合、経⽪ケーブル中間コ
ネクタを外す場合は、ポンプが停⽌するため、患者を椅⼦に
座らせる、ベッドに横臥するなどの安全な体勢を取ってから
⾏うこと。なお、待機的にポンプを停⽌させる場合は、必要
な蘇⽣装置がいつでも使⽤できる状態にしてから⾏うこと。
［ポンプ停⽌の際に患者が失神する可能性がある。］ 

取扱説明書を必ずご参照ください。 



2/8 

【形状・構造及び原理等】 

＜構造図（代表図）＞ 

1.コントローラ 

※プロテクトカバーが装着された状態で使⽤する。 

全体図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正⾯図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロテクトカバー装着図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.キャリングバッグ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 名  称 機   能 

1 キャリングバッグ
本体 

コントローラ 1 個、バッテリ 2
個を収納する。 

2 肩掛けストラップ 肩に掛ける。 

 

 

 

3.シャワーバッグ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 名  称 機   能 
1 表⽰部 情報を表⽰する。 

2 電源接続ポート 電源を接続する。 

3 経⽪ケーブル 
（コントローラ側） 

ポンプ側の経⽪ケーブルを接続す
る。 

4 経⽪ケーブル中間
コネクタ（コント 
ローラ側） 

ポンプ側の経⽪ケーブルを接続す
る。 

5 スピーカー 警報⾳を鳴らす。 

№ 名  称 機   能 

6 
液晶表⽰部 電源状態、ポンプパラメータ、警

報メッセージを表⽰する。 

7 
電源ランプ 電源の状態を表⽰する。 

・起動中︓緑⾊点灯 
・停⽌中︓消灯 

8 警報ランプ（⾚） ⾼レベル警報発報時に点滅する。 
9 警報ランプ（⻩） 中レベル警報発報時に点滅する。 

低レベル警報発報時に点灯する。 

10 消⾳ボタン 警報⾳を停⽌させる。 
11 表⽰ボタン 液晶画⾯の表⽰を切り替える。 

№ 名  称 機   能 

1 シャワーバッグ
本体 

コントローラ 1 個、バッテリ 2 個を
⼊れたキャリングバッグを収納す
る。 

2 肩掛けストラッ
プ 

肩に掛ける。 

1 

2 

⾯ファスナー 

* 

* 

3 

4 

1 
2 

2 
5 

6 7 
10 

8 

9 11 

ストラップ取付⾦具 
１ 

２ 

* 

* 
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4.プロテクトカバー1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜仕様＞ 
1. コントローラ 
⽬標回転数設定範囲︓1200〜2400rpm 
回転制御精度︓±20rpm 
       （3mPa･s、6L/min、80mmHg、37℃において） 
機能︓ 
(1) 磁気浮上制御機能︓ポンプ内のインペラを磁気制御により浮

上させた状態で維持する。 
(2) 流量予測機能︓⼊⼒されている患者のヘマトクリット値及び

モータ電流、ポンプ回転数より、吐出流量を算出し、表⽰す
る。ただし、動圧モード時には表⽰されない。 

(3) ポンプ補正機能︓⼊⼒されているポンプ個体別の補正値をも
とに、磁気浮上制御、流量予測に関する補正を⾏う。 

(4) 表⽰項⽬︓コントローラ表⽰部の表⽰可能項⽬は次のとおり。 
－電源状態 
－警報機能に関する内容 
－流量予測値（動圧モード時には⾮表⽰） 
－ポンプ回転数測定値 
－ポンプのモータ電流 
－⽬標回転数 
－ポンプシリアルナンバー 

(5) マルチ⾔語対応︓表⽰部の使⽤⾔語を、⽇本語、英語より選
択できる。 

 
(6) 電源切り替え機能︓コントローラに接続された 2 系統の電源

状態を監視し、使⽤する電源を⾃動的に選択・切り替える。 
(7) 動作履歴記録機能︓⼊⼒されている患者情報、作動中におけ

る各種パラメータ、異常発⽣状況等の情報・履歴をコント 
ローラ内に記録する。またこれをコンソールに転送する。 

(8) ⾃⼰診断機能︓コントローラ内部回路及びコントローラに接
続された機器を監視し異常の有無を⾃⼰診断する。起動時の
ほか、動作中、定期的に実⾏する。 

(9) お知らせ⾳機能︓起動時、表⽰ボタンを押す都度、電源を取
り外した直後にブザー⾳が鳴る。 

(10) 警報機能 
－⾼レベル警報︓「経⽪ケーブル抜け警報 1」、「コント 

ローラ交換要求警報」、「コントローラエラー警報 1」、
「ポンプ故障警報 1」、「浮上部故障警報 1」、「起動時
故障警報」 

－中レベル警報︓「電源追加要求警報」、「流量低下警報」、
「流量無し警報」、「充電要求警報」、「バッテリ故障警
報 1」、「電源供給エラー警報」、「不正電源警報」、「経
⽪ケーブル抜け警報 2」、「コントローラ⾼温警報」、 
「コントローラエラー警報 2」、「ポンプ故障警報 2」、
「ポンプエラー警報」、「浮上エラー警報」、「浮上部故
障警報 2」、「⾃⼰診断テストエラー警報」、「起動時エ
ラー警報」、「装置内通信エラー警報」、「通信エラー警
報」、「パラメータ初期化警報」、「オートスタート実⾏
警報」 

－低レベル警報︓「バッテリ故障警報 2」、「バッテリ低温
警報」、「バッテリ⾼温警報」、「コントローラ低温警報」、
「エラー記録警報」 

－全電⼒喪失時警報 
－⽚電源喪失時警報 

(11) 安全装置︓動圧モード駆動動作、インペラデカップリングか
らの⾃動復帰動作、浮上／回転⾃動復帰動作、過熱防⽌動作、
オートスタート動作、消⾳禁⽌動作、サイレントモード 

(12) 警報消⾳機能︓警報⾳を⼀定時間消す。全電⼒喪失時警報に
関しては機能しない。 

(13) 警報クリア機能︓警報を解除する。全電⼒喪失時警報に関し
ては機能しない。クリア後も異常状態が継続している場合は、
⼀定時間後に再度警報が発⽣する。 

 
使⽤条件︓周囲温度 0〜40℃  

相対湿度 10〜95％RH（ただし、結露なきこと） 
周囲気圧 700〜1060hPa 

2. シャワーバッグ 
液体侵⼊に対する保護機能︓1 時間の温シャワー使⽤環境下で機器
に異常を起こさない。 
 
＜原理＞ 
1. コントローラ 
ポンプのモータ回転及び磁気浮上を制御する。またポンプ動作をモ
ニタする。 

［電気的定格（機器間）］ 
・⼊⼒電⼒ 

直流電圧︓15V 
電流︓1.6A 

・供給電⼒（対ポンプ）22.5W 

［機器の分類］ 
（システムとして） 
電撃に対する保護の形式︓クラスⅠ機器及び内部電源機器 

装着部の電撃に対する保護の程度︓耐除細動形のＣＦ形装着部 

（コントローラ） 

液体の浸⼊に対する保護の程度による分類︓ＩＰＸ4（防沫形） 

2. キャリングバッグ 
⽇常⽣活において、患者がコントローラ及びバッテリを携帯するた
めのものである。 

3. シャワーバッグ 

シャワー使⽤時に、コントローラ及びバッテリを⼊れたキャリング
バッグを収納し、⽔の浸⼊を防⽌する。 

4. プロテクトカバー 

コントローラに装着し、コントローラに接続された 2 系統の電源
の接続を確保する。 

 

№ 名  称 機   能 

1 プロテクト 
カバー本体 

コントローラに接続された2系統の
電源の接続を確保する。 

2 プロテクト 
カバーロック 

プロテクトカバーをコントローラ
に固定する。 

2 

1 

* 

* 

* 

* 

* 
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【使⽤⽬的⼜は効果】 
＜使⽤⽬的＞ 
本品は、⼼臓移植適応の重症⼼不全患者で、薬物療法や体外式補助
⼈⼯⼼臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥って
おり、かつ、⼼臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対し
て、⼼臓移植までの循環改善に使⽤される。 

 
【使⽤⽅法等】 
1. 電源の接続 
1-1 コントローラにプロテクトカバーが未装着の場合は、プロテ

クトカバーを装着し、プロテクトカバーロックで固定する。 
注意・ コントローラに必ずプロテクトカバーを装着し、電源を接

続する場合は、コネクタロックで確実に固定すること。［コ
ネクタが外れる可能性がある。］ 

1-2 バッテリケーブル⼜はコンソール／チャージャケーブルのコ
ネクタ（グレー）を持ち（コネクタ先端をつかまないこと）、
電源接続ポート及びコネクタ内部に異物及び損傷がないこと
を確認する。 

1-3 コネクタ（グレー）の⽩い⽮印を、コントローラの電源接続
ポートの⽩い点の位置に合わせて差し込む。（下図①参照） 

1-4 コントローラを⼿でしっかりと固定した状態で、コネクタを
ポートにしっかり押し込み、コネクタ先端を時計回りに回転
させ、確実にロックする。⽩い⽮印と⽩い点の位置が合って
いることを確認する。バッテリ⼜はコンソール／チャージャ
ケーブルのコネクタロックを下図②、③の順に操作しプロテ
クトカバーに確実に固定する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

注意・ コントローラには、電⼒が供給されなくなった際に、警報
⾳、警報ランプを作動させる全電⼒喪失時警報機能がある。
この機能が作動するには、あらかじめ充電しておくことが
必要なため、コントローラに初めて電源を供給した後 15
分間は、内部警報システムが⼗分に作動しない可能性があ
る。この間に電源供給が途絶えた場合は、警報⾳が鳴らず、
警報ランプの明滅のみとなるなど、通常どおりの警報とな
らない可能性がある。したがって、最初の電源投⼊後 
15 分間は警報ランプに注意を払うこと。 

2. モニタリング 
2-1 コントローラの液晶表⽰部に電源状態が表⽰される。 

注意・コントローラに×印のついたバッテリアイコンと「交換
が必要」の⽂字が現れたら、このバッテリは使⽤せず、
直ちに充電されたバッテリに交換すること。劣化⼜は使
⽤不能になったバッテリは廃棄せず弊社担当者に連絡
すること。 

2-2 「表⽰」ボタンを 1 回押すと、液晶表⽰部のバックライトが
点灯し、さらに 1 回ずつ「表⽰」ボタンを押すごとに、流量・
実際のポンプ回転数・モータ電流・⽬標回転数・ポンプシリ
アルナンバーが表⽰される。 

2-3 発⽣中の警報があれば、その内容がコントローラ液晶表⽰部
に表⽰されるので、「表⽰」ボタンを押し、すべてのメッ 
セージを確認する。 

注意・警報クリア操作を⾏っても警報が鳴るようであれば、表⽰
された警報に応じた⽅法で対処すること。 

3. 電源の交換（取り外し） 
3-1 2 系統の電源が接続されていることを確認し、新たに取り付

ける電源（バッテリ・コンソール・チャージャのいずれか）
が使⽤できる状態であることを確認する。 

3-2 使⽤済みバッテリ⼜はコンソール／チャージャケーブルのい
ずれか交換したいコネクタロックを下図のようにプロテクト
カバーから取り外す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 コネクタ先端（グレー）をつまんで反時計回りに⽌まるまで
回し、コントローラからまっすぐ引き抜く。 

注意・ コントローラの電源接続ポートからバッテリを取り外した
際には、コントローラから短いビープ⾳と⻑いビープ⾳が
鳴り、その後、中レベル警報⾳が鳴る。また、コントロー
ラの電源接続ポートからコンソール／チャージャケーブル
を取り外した際には、⻑いビープ⾳が 2 回鳴り、その後、
中レベル警報⾳が鳴る。ビープ⾳が 2 回聞こえない場合は、
故障の可能性があるので弊社担当者に連絡すること。 

3-4 コントローラの液晶表⽰部の⽚側が「電源なし」の表⽰に変
わる。この状態でもコントローラはもう 1 個の電源から電⼒
を供給されている。コントローラの液晶表⽰部にはもう 1 個
の電源からの供給状態が表⽰される。 

3-5 電源接続ポートに、新たな電源を上記「1.電源の接続」に 
従って接続する。 

4. 動圧モード駆動での使⽤ 1) 
4-1 磁気浮上制御に異常が発⽣した場合は、動圧モード駆動へ移

⾏する。 
4-2 コントローラの液晶表⽰部にて、回転数及びモータ電流に異

常がないことを確認する。 
注意・ 動圧モードで駆動している間は、流量が正しく予測できず、

流量に関連する警報が発報しない。また、コントローラ上
に表⽰されないため、患者の溶⾎および⾎⾏動態の変化を
慎重に観察すること。 

     ・動圧モード駆動による循環は、磁気浮上制御と⽐較して溶
⾎のリスク等が増加するため、緊急時以外は使⽤しないこ
と。 

     ・動圧モード駆動については以下のリスクが確認されている
ので、発⽣要因となるような⾏為は避けること。 
①リスク 
溶⾎・⾎栓・インペラの接触に伴うデカップリングによる
ポンプ停⽌ 
②リスク発⽣要因 
極端な低回転数・急激な回転数変更・低ヘマトクリット・
激しい動作 

     ・動圧モード駆動時は、再浮上時を含む回転数変更時にかか
る時間が磁気浮上時と⽐較して⻑くなるため、コントロー
ラ交換時等による⾃動起動時には、注意すること。動圧 
モード駆動中に⼤幅に回転数変更を⾏った場合は、デカッ
プリング発⽣のリスク要因となることがある。そのため、
動圧モード駆動時の回転数変更に要する時間は、磁気浮上
駆動時と⽐較して、以下のとおりに⻑く設定されている。 

回転数変化速度 
磁気浮上駆動時 1000rpm/sec 未満 
動圧モード駆動時 200rpm/sec 未満 

① 

② ③ 

① ② 

* 

* 

* 

* 
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     ・継続動圧モード駆動時はポンプの植替えを推奨するが、実
際の植替え要・不要については、専⾨医による総合的な臨
床判断を⾏うこと。 

     ・ポンプ植替えにあたっては、以下に⽰す⽬安となる観察項
⽬、植替え⼿術リスク、合併症、移植までの予測待機期間
等から、専⾨医による総合的な臨床判断を⾏うこと。 
ポンプ植替え検討のための⽬安となる項⽬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. サイレントモードでの使⽤ 
5-1 「浮上部故障警報」が発⽣し、動圧モードで駆動している状

態でコンソールからコントローラ警報クリアの操作をすると、
サイレントモードに⼊り、磁気浮上異常に係る浮上部故障
（120F）の警報⾳が消去される。このとき、警報ランプやそ
の他の警報⾳は通常どおりに作動する。 
※（）内の数字はフォルトコード。 

注意・ サイレントモードは、本システムのポンプが継続的に動圧
モード（磁気浮上が異常な状態）で駆動した際に、ポンプ
交換の実施が困難と判断された患者にのみ使⽤すること。 

6. キャリングバッグの使⽤ 
6-1 キャリングバッグ本体にコントローラ及びバッテリ 2 個を収

納する。 
6-2 バッテリを交換する際は、必ずキャリングバッグに収納した

状態でコントローラへの接続、取り外しを⾏う。 
7. シャワーバッグの使⽤ 
7-1 キャリングバッグを腰の⾼さの台に置き、キャリングバッグ

の肩掛けストラップを取り外す。 
7-2 キャリングバッグのバックルを外し、コントローラの液晶表

⽰部が⾒えるように蓋を開け、そのまま背⾯までめくり、 
バックルを留める。 

7-3 シャワーバッグを完全に裏返し、裏地が外側に出るようにす
る。シャワーバッグの透明窓が上に向くようにし、キャリン
グバッグと同じ台の上に置く。 

7-4 シャワーバッグ内側のフックをキャリングバッグ両側のスト
ラップ取付⾦具に取り付ける。 

7-5 シャワーバッグを、キャリングバッグを覆うように再び裏返
し、表地が外側に出るようにする。コントローラがシャワー
バッグの透明窓から⾒えることを確認する。 

7-6 経⽪ケーブルを左に寄せ、シャワーバッグの底の⾯ファス 
ナーをしっかりと閉じる。 

7-7 シャワーバッグを肩から斜め掛けにする。 
7-8 シャワーの後、シャワーバッグの表⾯と肩掛けストラップを

タオルで拭き、キャリングバッグがぬれないようにシャワー
バッグから取り外す。 

 
【使⽤上の注意】 
＜重要な基本的注意＞ 
(1) システムの機能、安全性を確保するため、本システムを植込

む前に装置のセットアップ及び起動操作を完了すること。 
(2) 経⽪ケーブル中間コネクタをぬらさないよう、特にプライ 

ミング操作時には注意すること。 

(3) ポンプを接続する前にコントローラを起動させ、液晶表⽰部
に「セルフテストＯＫ」というメッセージが表⽰されること
を確認すること。 

(4) コントローラを交換する場合は、予備コントローラに満充電
したバッテリ 2 個を接続すること。［予備コントローラに 
コンソールを接続している場合は、オートスタートが機能せ
ず、コンソールからの操作が必要となる。］ 

(5) 流量予測は回転数、モータ電流に加えヘマトクリット値を⽤
いてポンプ流量を算出している。適切な予測流量値を表⽰さ
せるために、ヘマトクリット値は適切に更新すること。ただ
し、動圧モード時はヘマトクリット値を更新しても流量は正
しく表⽰されない。 

(6) 1 ⽇のうちにくり返し「エラーを記録しました」が表⽰され
る場合は、システム内の時計⼜はシステムのその他のソフト
ウエアにエラーがある可能性があるため、弊社担当者に連絡
すること。 

(7) コントローラに電⼒が供給されず起動していない状態でコン
ソールに接続し、起動させると、画⾯には起動メッセージが
表⽰されビープ⾳が 2 回鳴る。初期起動の間にビープ⾳が 2
回聞こえない場合は故障の可能性があるので使⽤しないこと。 

(8) コントローラの電源接続ポートにコンソール 2 台を接続しな
いこと。［誤作動する可能性がある。］ 

(9) コントローラの電源接続ポートにチャージャ 2 台を接続しな
いこと。［停電時にポンプが停⽌する可能性がある。］ 

(10) コントローラの電源接続ポートにコンソールとチャージャの
組み合わせで接続しないこと。［停電時にポンプが停⽌する
可能性がある。] 

(11) コントローラがコンソールに接続され、ポンプに電源供給をし
ている場合は、別の電源の準備ができるまで、コンソールの電
源を切らないこと。［コンソールの電源を切ると、コントロー
ラに電源が供給されない。］ 

(12) コネクタが破損したバッテリ⼜はコンソール/チャージャ 
ケーブルは、コントローラに接続しないこと。[故障する可能
性がある。] 

(13) キャリングバッグの蓋はシャワーバッグに接続する前にめく
り、コントローラの液晶表⽰部を確認できるようにすること。
［蓋がめくられていないと、シャワー浴中にコントローラの
表⽰を確認することができない。］ 

(14) シャワーを浴びる時間は 30 分間以内とすること。［機器の
故障の原因となる。］ 

(15) 本システムを他の機器と併⽤で使⽤するときは、互いの機器
の距離を離すこと。互いの機器を密着⼜は積み重ねて使⽤し
ないこと。［電磁⼲渉による誤作動を起こす可能性がある。］ 

(16) 経⽪ケーブル中間コネクタにクレンザー、消毒剤を接触させ
ないこと。コネクタに不良を⽣じ、取り外せなくなる可能性
がある。 

(17) 電磁⼲渉(ＥＭＩ)を⽣じる機器に⻑時間曝すことを避けるこ
と。本システムを損傷する可能性がある。また、携帯型ＲＦ
通信機器は医⽤電⼦機器に影響を及ぼす可能性がある。 
以下の点に注意するよう患者に指導を⾏うこと。 
本システムが警報を発したり、⾝体に異常を感じた場合は、
近くにＥＭＩ発⽣源がないかを確認し、その場を速やかに離
れること。⾝体の異常が回復しなければ、直ぐに専⾨医の診
察を受けること。 
1. 携帯電話(ＰＨＳ端末を含む) 

携帯電話端末の使⽤及び携⾏にあたっては、携帯電話端
末から本システムを 15cm 以上離すこと。 

2. ワイヤレスカード（⾮接触ＩＣカード）システム 
ワイヤレスカードシステム（各種交通機関の出改札シス
テムやオフィス等の⼊退出管理等で使⽤されている）の
リーダライタ部（アンテナ部）から本システムを 12cm
以上離すこと。 

 観察項⽬ 異常の⽬安 

機器に関
する項⽬ 

モータ電流 1A 以上継続 
異⾳ 継続的に発⽣ 

臨床検査 

LDH 1000U/L 以上 
LDH/AST 30 以上 
PFHb 40mg/dL 以上 
PT-INR 管理範囲外 

その他 
ヘモグロビン尿 ⽬視で⾚みを確認 
⾃覚症状（めまい等） あり 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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3. 電⼦商品監視（ＥＡＳ）機 
ＥＡＳ機器が設置されている場所及びＥＡＳステッ
カが貼付されている場所では、⽴ち⽌まらず通路の中央
をまっすぐに通過すること。 

4. ⾦属探知機 
⾦属探知機でチェックを受ける必要がある場合は、
警備担当者に対して⾃分が植込み型医療機器を使⽤
していることを告げ、⾦属探知機を本システムのそば
に近づけるのは必要最少時間にするよう依頼するこ
と。 

5. ＲＦＩＤ機器（電⼦タグの読み取り機）※ 
① ゲートタイプＲＦＩＤ機器 

ゲートタイプＲＦＩＤ機器が設置されている場所及
びＲＦＩＤステッカが貼付されている場所では、⽴ち⽌
まらずに通路の中央をまっすぐに通過すること。 

② 据置きタイプＲＦＩＤ機器（⾼出⼒型 950MHz 帯 パッシ
ブタグシステムに限る） 
据置きタイプＲＦＩＤ機器（⾼出⼒型 950MHz 帯パッシ
ブタグシステムに限る）が設置されている場所及びその
ステッカが貼付されている場所の半径 1m 以内には近づ
かないこと。 

③ハンディタイプ、据置きタイプ（⾼出⼒型 950MHz 帯パ
ッシブタグシステムを除く）及びモジュールタイプのＲ
ＦＩＤ機器 
ハンディタイプ、据置きタイプ（⾼出⼒型 950MHz 帯パ
ッシブタグシステムを除く）及びモジュールタイプのＲ
ＦＩＤ機器のアンテナ部から本システムを22cm以上離
すこと。 

※ ここでは、公共施設や商業区域等の⼀般環境下で使⽤さ
れるＲＦＩＤ機器を対象としており、⼯場内等⼀般⼈が
⼊ることができない管理区域でのみ使⽤されるＲＦＩＤ
機器（管理区域専⽤ＲＦＩＤ機器）については対象外と
している。 

6. ⾃動⾞に搭載されているスマートキーシステム（以下｢ス
マートキー｣という） 
キーを差し込む操作なしでドアロックの開閉やエン 
ジン始動・停⽌ができるスマートキーを搭載している⾃
動⾞を使⽤する場合は、以下の点に注意するよう患者に
指導すること。 
スマートキーを搭載した⾞両へ乗⾞する場合は、⾞両に
搭載されたアンテナ部から本システムを22cm以上離す
こと。 
ドアの開閉時には、アンテナ部から電波が⼀時的に発信
されるので、必要以上にドアの開閉を⾏わないようにす
ること。 
運転⼿等が持つ⾞載アンテナとの通信機器（以下「携帯
機」という。）を⾞外に持ち出すなど⾞両と携帯機が離
れた場合は、アンテナ部から定期的に電波が発信される
⾞種があるので、本システムを植込まれた患者が乗⾞中
には、携帯機の⾞外への持ち出しを⾏わないようにする
こと。 
駐⾞中においてもアンテナ部から定期的に電波が発信
される⾞種があるので、⾞外においても⾞に寄り掛かっ
たり、⾞内をのぞき込む⼜は⾞に密着するような動作は
避けること。 
他の者が所有する⾃動⾞に乗⾞する場合は、スマートキ
ーを搭載した⾞種かどうか確認すること。 

7. 電気⾃動⾞の充電器 
急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づか
ないこと。なお、不⽤意に近づいた場合は、⽴ち⽌まら
ず速やかに離れること。 
電気⾃動⾞の普通充電器を使⽤する場合は、充電中は充
電スタンドや充電ケーブルに密着するような姿勢はと
らないこと。 

(18) 本システムを⻑時間直射⽇光に曝さないこと。 ［外装に影響
を及ぼす可能性がある。］ 

 
＜相互作⽤（他の医薬品・医療機器等との併⽤に関すること）＞ 
[併⽤禁忌（併⽤しないこと）] 

医療機器の 
名称等 

臨床症状・ 
措置⽅法 

機序・危険因⼦ 

磁気共鳴画像
法（MRI） 

磁気共鳴画像法
（MRI）検査を⾏
わないこと。 

ポンプには磁⽯及び
⾦属が使⽤されてい
るので MRI により患
者に重⼤な障害及び
システム故障を来す。 

治療⽤電離放
射線 

曝露させないこ
と。 

本システムに即座に
は検出できないよう
な破損を⽣じる可能
性がある。 

ジアテルミー
等の電気治療 

ポンプの植込み部
位に対して⾏わな
いこと。 
治療⽤電流の経路
中にポンプが存在
しないようにする
こと。 

ポンプが停⽌する原
因になる。 

 

【保管⽅法及び有効期間等】 
＜保管⽅法＞ 
コントローラ 
⽔ぬれに注意し、直射⽇光及び⾼温多湿を避けて保管すること。 
保管条件︓周囲温度  -20〜50℃ 

相対湿度  10〜85％RH（ただし、結露なきこと） 

＜耐⽤期間＞ 
コントローラ 1 年（⾃⼰認証による） 

 

【保守・点検に係る事項】 
安全に使⽤するために、保守点検を実施すること。 

［医療機関による保守点検］ 
1 カ⽉に 1 回を⽬安に（患者の来院時に）コントローラを点検す
ること。 

(1) コントローラ︓ 
1. 外観をチェックし、破損等がないことを確認すること。 
2. 「表⽰」ボタンを押し、スピーカーから⾳が鳴ること、表

⽰が切り替わり、適切な情報が表⽰されることを確認する
こと。 

(2) 予備コントローラ︓ 
1. 外観をチェックし、破損等がないことを確認すること。 
2. 「表⽰」ボタンを押し、スピーカーから⾳が鳴ること、表

⽰が切り替わり、適切な情報が表⽰されることを確認する
こと。 

3. コンソールに接続し、⽬標回転数が使⽤しているコントロ
ーラと同じ値に設定されているか確認し、必要に応じて変
更すること。 

※詳細については、取扱説明書の保守点検の項を参照すること。 

* 
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【承認条件】 

1. 再審査期間においては、関連学会と連携の上、継続治験後の症
例も含む全例を対象に使⽤成績調査を⾏うと共に、植え込まれ
た患者の⻑期予後を観察し、その解析結果を報告すること。 

2. 関連学会と連携の上、実施施設基準及び実施医基準を設け、本
品の有効性及び安全性を⼗分に理解し、⼿技等に関する⼗分な
知識・経験を有する医師及び施設で⽤いられるように適切な措
置を講じること。 

3. 在宅治療への移⾏が安全かつ円滑に⾏われるように、医療従事
者、患者及びその介護者に対するトレーニングを徹底し、⼗分
なサポート体制を構築し、安全性の確保に努めること。 

 
【主要⽂献及び⽂献請求先】 
主要⽂献 

1) 中⾕武嗣, 他︓⼈⼯臓器, 42(3)︓262、2013 
⽂献請求先 

テルモ株式会社 
電話番号:0120-810-993 DuraHeart 専⽤ダイヤル 

 

【製造販売業者及び製造業者の⽒名⼜は名称等】 
製造販売業者︓テルモ株式会社 
電 話 番 号      ︓0120-810-993（フリーダイヤル） 

※国際電話、IP 電話からはご利⽤いただけません。 
 

外国製造所︓テルモ・ハート社 
Terumo Heart Incorporated 

国    名︓アメリカ合衆国 
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DH_22200BZX00940_503_05        はテルモ株式会社の商標です。 
DuraHeart はテルモ株式会社の登録商標です。 


