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本取扱説明書に掲載されている画面の画像は、ユーザーが装置の設定中に選択した設定
可能なパラメーターによっては、お使いの装置の画面のレイアウトと一致しない場合が
あります。
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このページは意図的に空白にしてあります。
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HVT 2.0 

セクション 1:ﾠ適応症、警告および注意事項
HVT 2.0 High Velocity Therapy システムは、HVT 2.0 本体とディスポーザブル患者回路 
(DPC) で構成されています。 

HVT 2.0 システムには、内蔵ブロワーが搭載されています。 外部の酸素の供給源 (壁、ボンベ、
または酸素濃縮器) を追加すると、その酸素の供給源に応じて FiO2 供給が 21% ～ 100% にな
ります。 

HVT 2.0 システムは、医師、看護師、呼吸療法士などの資格のある医療従事者が使用することを
意図しています。

付属品は、国によっては入手できない場合があります。 詳細については、お近くの Vapotherm 
の代理店にお問い合わせください。 

装置に重大なインシデントが発生した場合は、本取扱説明書の最終ページに記載されている 
Vapotherm テクニカルサポートまたは Vapotherm 認定代理店に報告してください。 現地の
規則に従い、インシデントを所轄官庁または規制当局に報告してください。

適応症/使用目的
HVT 2.0 システムは、自発呼吸をしている成人、小児、および幼児 (5 kg 以上) の患者に、加温お
よび加湿された高流量呼吸ガスを供給することを意図しています。 この装置は、病院、高度看
護施設、および亜急性期施設での使用を意図しています。 この装置は、混合された医療用空
気/酸素の混合物に熱と湿気を加え、一体型酸素分析計によって正確な空気/酸素混合物の完
全性を確保します。 流量は、カニューラを介して 5 ～ 45 L/min (BTPS) にすることができます。 

HVT 2.0 システムは、病院環境で、高流量の High Velocity Nasal Insufflation (HVNI) と加温
および加湿された酸素の供給を同時に行って、低酸素血症の有無にかかわらず呼吸窮迫状態
にある自発呼吸の成人および小児 (5 kg 以上) 患者に換気サポートを提供します。 HVT 2.0 
は、患者の総合的な換気要件を満たすことは意図しておらず、現場搬送中に使用することを意
図していません。

禁忌
•. 自発呼吸をしていない患者、気道を保護できない患者、または鼻咽頭腔への鼻経路が解
剖学的または損傷により閉塞している患者には適していません。

•. 閉塞性睡眠時無呼吸 (OSA) やいびきの治療には適していません。
• HVT 2.0 は現場搬送には適していません。
• HVT 2.0 は、磁気共鳴画像装置 (MRI) 環境下で既知の危険性があります。 磁気共鳴画
像装置 (MRI) 環境下では使用しないでください。
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警告と注意事項
この取扱説明書に記載されている警告、注意事項、および注記事項をよく読み、よく理解してく
ださい。 これらは、安全上の考慮事項、特別な要件、および規制について説明するものです。 
電磁波障害による患者または操作者への有害事象を防ぐために、使用者は警告と注意事項を
理解する必要があります。

本製品の使用者は、許可されていない/訓練を受けていない人員による操作やメンテナンスの
ミスによる不具合について、単独で責任を負うものとします。 米国連邦法により、この装置の販
売は医師に対する販売、または医師の指示による販売に制限されています。 この装置は、訓練
を受けた者のみが使用する必要があります。

  警告   注意事項   注

警告は、患者または使用者
に潜在的に有害な状況が発
生する可能性があることを
示しています。

注意事項は、機器の損傷、誤動
作、または不正確な動作につな
がる可能性のある状態を示して
います。

注は、操作をより効率的また
は便利なものにするための
重要なポイントを示してい.
ます。

全般的な警告
•  HVT 2.0 は、持続的気道陽圧 (CPAP) 機器で
はありません。 気道内圧を正常にしたり、監
視したりするためのコントロール機能はありま
せん。 HVT 2.0 は、閉鎖式システムでの圧力
供給には使用しないでください。

•. 酸素補給を受けている患者は急性疾患である
ことが多いため、看護チームで適切な臨床的
監視を行う必要があります。 HVT 2.0 を使用
して酸素を補給する場合は、パルスオキシメー.
ターを含む追加の患者モニタリングが必要.
です。 

•. この機器の製造業者が指定または提供した付.
属品、トランスデューサ、およびケーブルのみを.
使用してください。 この機器の製造業者が指.
定または提供していない付属品、トランスデュー.
サ、およびケーブルを使用すると、この機器.
の電磁放射が増加したり、電磁耐性が低下す
ることで、不適切な動作につながる可能性が
あります。

•. この取扱説明書に記載されていないアタッチ
メントや付属品を HVT 2.0 システムに取り付
けないでください。 HVT 2.0 装置が正しく機
能しない可能性があり、治療の質に影響を与
えたり、患者に害を及ぼす可能性があります。 

•  酸素は燃焼を促します。 この装置は、直火、
可燃物、油、またはグリースの近くで使用しな
いでください。 この装置は、酸素が豊富な環
境での使用を意図していません。

•  この装置は、水中や水のかかる場所で使用し
ないでください (システムに供給する滅菌水パ
ウチを除く)。

•. .酸素は、患者への危害と装置への損傷を防ぐ
ために、清潔で乾燥した医療用ガスでなけれ
ばなりません。

•. カニューラのサイズが適切でない場合 (特にカ
ニューラが鼻孔を完全に塞いでしまう場合)、
気胸のリスクが生じる可能性があります。

•. カニューラのプロングは、患者の鼻孔の 50% 
以上を塞がないようにする必要があります。

•. カニューラが汚れたら、交換してください。  
カニューラの交換は、臨床判断および病院の
方針に従って行いますが、30 日を超えて連続
続使用しないでください。

•. 酸素濃縮器と併用する場合、最大酸素割合
は、使用する濃縮器の種類と総設定流量に応
じて制限されます。
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全般的な警告 (続き)

•. 必ず滅菌水または蒸留水を使用してくださ
い。 滅菌水/蒸留水サプライや清潔な酸素の
供給源を利用できないと、細菌汚染のリスク
が高まる可能性があります。

•. 特定の国では、この装置を使用して、霧状にし
た薬剤をカニューラと患者回路を通じて投与
できます。 

• HVT 2.0 装置をセットアップするときは、必ず
無菌操作 (適切な手洗い、接続ポイントに直
接手を触れないなど) を行い、患者に装着す
るときは標準予防策を実践してください。 

•. 磁気共鳴画像 (MRI) および高周波 (RF) 装置
と併用すると、患者が負傷する可能性があり
ます。 

•. 医用電気機器には、高周波 (RF) 電磁放射に
関して特別な注意が必要です。 コードレス
電話や陸上移動無線の基地局、アマチュア無
線、AM および FM ラジオなどの携帯および
移動 RF 通信機器は、医療機器に影響を与え
る可能性があるため、装置の近くで使用しな
いでください。

• HVT 2.0 システムが RF エミッターのすぐ近く
に配置されている場合、HVT 2.0 のパフォー
マンスがエミッターの影響を受けている兆候
として、誤警報やフロントパネルに仕様を外れ
た値が表示されることがあります。 特定の
状況下では、HVT 2.0 は電磁干渉により、
近くの機器に影響を与えたり、逆に影響を受
けたりすることがあります。 このような場合
は、HVT 2.0 装置を移動するか、干渉の原因
となっている装置を移動するか、製造業者に
相談してください。

•. ポータブル RF 通信機器 (アンテナケーブルや
外部アンテナなどの周辺機器を含む) は、指
定されたケーブルを含め、HVT 2.0 システム
の任意の部分から 30 cm (12 インチ) 以上離.
してください。 そうしないと、本機器のパフォー.
マンスが低下する可能性があります。 

•. 本機器を他の機器と隣接させたり、積み重ね
たりして使用すると、不適切な動作を引き起
こす可能性があるため、そのような使い方は
しないでください。 やむを得ずそのような使
い方をする場合は、本機器と他の機器を観察
し、それらが正しく動作していることを確認す
る必要があります。  

•. 必ず、本装置に付属している電源コードを使
用してください。  それ以外のコードは使用
しないでください。 延長コードは使用しない
でください。 

•  電源コードが破損している場合は、装置を使
用しないでください。

•. 電源コードを抜くことにより、製品を主電源か
ら絶縁することができます。 無人の状態での
危険を防ぐため、使用しないときは装置のプ
ラグを抜くことをお勧めします。

•. 製造業者の許可なく、この装置を改造しない
でください。

• HVT 2.0 は、磁気共鳴装置環境下で既知の危
険性があり、磁気共鳴環境での使用を意図し
ていません。  磁気共鳴画像 (MRI) 装置に近
づけないでください。

• Vapotherm が承認していない装置、システ
ム、または付属品を接続しないでください。 

•  HVT 2.0 装置は、標高が 3,000 m を超える場
所または気温が 18 〜 30 °C の範囲から外れ
る場所では使用しないでください。この温度
範囲から外れる場所またはこの標高を超え
る場所でこの装置を使用すると、治療の質に
影響を与えたり、患者に害を及ぼす可能性が
あります。

•. 使用中、特に歩行中に使用する場合にチュー.
ブやチューブ システムが外れるのを防ぐ.
ため、ISO 5367 または ISO 80601-2-74 に
準拠したチューブのみを使用する必要があり
ます。

•. 患者に接続していない状態で、装置の電源を
入れたり、放置したりしないでください。

•. 清掃と消毒を行う前に、装置の電源コードを
抜いてください。

•. 一般的な障害アラームは、制御システムまた
は測定システムの不具合です。 故障の原因
によって、ガス供給が中断される場合と中断
されない場合があります。 一般的な障害ア
ラームが発生した場合は、患者から接続機器
を取り外し、装置の電源を切ってください。 
装置は、訓練を受けたサービス担当者が修理
する必要があります。 

•. 患者用チューブによる窒息のリスクを減らす
ために、付属チューブクリップを使用して患者
チューブを固定してください。
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..全般的な警告 (続き)

•. 内蔵セーフティバッテリーは、本体への AC ま
たは外部 DC 電源が遮断され、移動用バッテ
リーが存在しない場合にのみ一時的に使用
されるように設計されています。 HVT 2.0 装
置が、内蔵セーフティバッテリーで動作してい
る場合、設定された流量と FiO2 で提供され
る熱と湿度はなく、湿度レベルは、安全限界
を下回る可能性があります。 内蔵セーフティ
バッテリーが完全に放電されると、装置は動
作しなくなり、患者へのガスの流れも停止し
ます。 完全に充電されると、内蔵セーフティ
バッテリーは少なくとも 15 分間電力を供給し
ます。 内蔵セーフティバッテリーは、患者の移
動を意図したものではありません。 

•. すべての消耗品には「1 人の患者にのみ使
用」というラベルが付いており、1 人の患者
に 30 日間使用したら交換する必要がありま
す。 カニューラは、臨床使用に応じて交換す
る必要がありますが、30 日を超えないよう
にしてください。 これらの消耗品を滅菌した
り、再利用したりしないでください。また、廃棄

については、すべての地方自治体および国の
規制に従ってください。 米国以外の国につい
ては、その国の規制または国際規制に従って
ください。

•. 消耗品を複数の患者に使用しないでくださ
い。 複数の患者に使用すると、感染症による
患者の負傷や、公表されている仕様の範囲外
の治療につながる可能性があります。

•. 患者が呼吸回路から結露した水を吸引するリ
スクを減らすために、定期的に患者と患者イ
ンターフェイスから余分な水が出ていないか
を観察し、水が出ている場合は患者インター.
フェイスを患者から取り外してください。  
センタールーメンにたまる水は、結露によるも
の、または呼吸回路を囲むアウタールーメン
からの漏れによるものです。 カニューラ内の
結露は、特定の周囲条件および低流量でも発
生する可能性があります。 漏れがないことを
確認したうえで、結露が最小限に抑えられて
いる場合は、温度設定を低めに設定すること
をお勧めします。

..全般的な注意事項

• HVT 2.0 は、内蔵セーフティバッテリーが装着
されていないと動作しません。 装置を継続
して使用できるように、内蔵セーフティバッテ
リーを用意してください。 安全で信頼性の
高い動作を保証するために、Vapotherm 指
定の交換用バッテリーのみを使用してくださ
い。

•  禁止事項
ɖ  装置を覆うこと (通気孔をブロックする

と装置が損傷する可能性があります)
ɖ  装置を水に浸すこと
ɖ  装置を蒸気またはガス滅菌すること

•. 完全に充電されたバッテリーでも、装置をラ
イン電源に接続しないと、数週間で充電が失
われます。 バッテリーの充電を維持するため
に、少なくとも月に 2 時間以上、装置をライン.
電源に接続することをお勧めします。 内蔵セー.
フティバッテリーは、訓練を受けたサービス.
担当者のみがアクセスまたは交換する必要が
あります。

•. 漂白剤、有機溶剤、研磨洗浄剤は使用しない
でください。 次亜塩素酸塩溶液は、酸性化ま
たは加熱されると塩素などの有毒ガスが発
生します。 アンモニアまたはアンモニアを発
生させる物質との反応により、クロラミンが生
成される可能性があり、これも毒性があり爆
発する危険性があります。

 注: 柔らかい滅菌水または蒸留水サプライを
お勧めします。 硬質または半硬質ボトルを使
用する場合は、Vapotherm 認定の通気ボトル
キャップスパイクを使用する必要があります。

 注: HVT 2.0 は、4 psi (28 kPa) という低い酸
素入口圧力でも、性能は限定的ながら動作しま
す。 ただし、指定された全範囲のガス流量と酸
素割合を達成するには、酸素入口圧力は 40 psi 
(276 kPa) 以上でなければなりません (注意: 
65 psi を超えないこと)。 
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HVT 2.0
セクション 2:ﾠHVT 2.0 システムの概要
HVT 2.0 High Velocity Therapy システムは、HVT 2.0 本体とディスポーザブル患者回路 
(DPC) で構成されています。 

HVT 2.0 装置は別の患者に繰り返し使用で
きますが、患者ごとにディスポーザブル患者
回路 (DPC) とカニューラが必要で、これら
を HVT 2.0 装置に装着して、患者に High 
Velocity Therapy を行います。 PF プロソフト
は、Vapotherm 独自のものであり、PF プロ
ソフトを使用しないと HVT 2.0 装置は正しく動
作しません。

この装置での使用が検証されているその他の
付属品は、ロールスタンド、移動用アップグレー
ドキット、HVT 2.0 ナースコールインターフェイ
スケーブル、および HVT 2.0 EMR リンクケーブ
ルです。 

l

図.1: HVT 2.0 装置 (上図) と装置前面の LED インジケーター
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HVT 2.0 システムの特徴
•. 流量範囲は 5 ～ 45 L/m BTPS です。

• 40 psi (276 kPa) の酸素ガス源 (非酸素濃縮器) に接続すると、酸素割合を完全に調整す
ることができます。

•. 温度は 33 ～ 39°C の範囲で調節することができます。

•. 内蔵酸素/空気ブレンダー。

•. すべての内蔵センサーは、セルフキャリブレーションおよびセルフモニタリングを行います。

•. 流量、酸素、および温度の各設定は、タッチスクリーンのスクロールバーを使って調整しま
す。

•. 内蔵の電子流量計とコントローラー。

•. 患者間のダウンタイムが少ない: 消耗品の交換と消毒の所要時間は 10 分未満。

•. ウォームアップ時間は 5 分未満です。

•. 予熱機能で水を循環させ、回路の水を 33°C に温めます。

•. 病院のナースコールシステムのアラーム状態の表示と、電子カルテ技術との連動が可能
な EMR およびナースコール接続機能。

•. ディスポーザブル患者回路 (DPC) は、着脱可能であり使い捨てです。消毒は必要ありま
せん。

• 1 つの回路で、システムの全流量範囲 (5 ～ 45 L/m) に対応できます。 回路は完全に組み
立てられた状態で提供されるため、パッケージから取り出してすぐに使用できます。

•. ユニバーサル電源要件により、電源コードを変更するだけでどこでも使用できます。

•. 内蔵セーフティバッテリーは、AC または外部 DC 電源が遮断されても、少なくとも 15 分
間は流量と酸素割合を維持します。 セーフティバッテリーは 2 時間で再充電されます。
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動作原理
HVT 2.0 システムは、内蔵ブロワーを利用して、加温および加湿された呼吸ガスを最大 45 L/m 
の流量で自発呼吸している患者に供給します。壁の空気や加圧空気源は不要です。 この装置
には、比例バルブと流量センサーが組み込まれており、酸素割合と総ガス流量を個別に設定で
きます。

HVT 2.0 システムは、HVT 2.0 装置とディスポーザブル患者回路 (DPC) の 2 つの部分から構
成されています。 患者に治療を提供するには、検証済みの患者インターフェイス (Vapotherm 
PF プロソフトなど) が必要です。 さらに、患者のニーズに応じて治療に追加できるオプションの
付属品があります。

HVT 2.0 装置
HVT 2.0 装置には、比例弁と流量コントローラー、ディスポーザブル水路を監視するリモートセ
ンサーなど、すべての電気および電子部品が組み込まれています。 この装置には水の経路が
なく、ガスの経路は室温の乾性ガスのみが通るので、内部の清掃や消毒は必要ありません。

酸素と空気の流れは、マスフローセンサーによって測定されます。 操作者が設定した目標流量
と酸素割合に到達するために必要なそれぞれの流量は、オペレーティング.ソフトウェアで計算
されます。 このシステムは、ガスラインの比例電磁弁を調整することで、ガスの流れを適宜制御
します。 

装置で実行されているファームウェアは、センサーを使用してガス圧と水温を監視します。 いず
れかのパラメーターが通常の範囲外になると、アラームが作動します。 アラームのトラブルシュー.
ティング手順は、すぐに画面に表示されます。 その他のインジケーターは、内蔵セーフティバッ
テリーの充電量が少ないことを示します。 

2 時間の充電後、内蔵セーフティバッテリーは、AC または外部 DC 電源が遮断されても、少な
くとも 15 分は設定された流量と酸素混合比を維持します。

警告: 内蔵セーフティバッテリーは、本体への AC または外部 DC 電源が遮断され、移動
用バッテリーが存在しない場合にのみ一時的に使用されるように設計されています。 
HVT 2.0 装置が、内蔵セーフティバッテリーで動作している場合、設定された流量と FiO2 
で提供される熱と湿度はなく、湿度レベルは、安全限界を下回る可能性があります。  
内蔵セーフティバッテリーが完全に放電されると、装置は動作しなくなり、患者へのガス
の流れも停止します。 完全に充電されると、内蔵セーフティバッテリーは少なくとも 15 
分間電力を供給します。 内蔵セーフティバッテリーは、患者の移動を意図したものでは
ありません。
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消耗品
以下の消耗品は、HVT 2.0 に対応しています。

•  ディスポーザブル患者回路ディスポーザブル患者回路 (DPC) [必須] – 成人、小児、およ
び幼児の患者に対して 5 ～ 45L/m の流量で High Velocity Therapy を提供できる単一
患者用ディスポーザブル患者回路。 回路は完全に組み立てられた状態で提供されるた
め、そのまま使用できます。

•  PF プロソフト [必須] – 患者に快適にフィットするカニューラを選択できるように、さまざ
まなサイズを用意しています。 カニューラを回路に接続します。

•  チューブアダプター - (オプション) カニューラではなく、気管切開マスクまたは T ピース
を使って治療を行う必要がある場合に使用できます。

すべての消耗品には「1 人の患者にのみ使用」というラベルが付いており、1 人の患者に 30 日
間使用したら交換する必要があります。 カニューラは、臨床使用に応じて交換する必要があり
ますが、30 日を超えないようにしてください。 これらの消耗品を滅菌したり、再利用したりし
ないでください。また、廃棄については、すべての地方自治体および国の規制に従ってください。 
米国以外の国については、その国の規制または国際規制に従ってください。  

警告: すべての消耗品には「1 人の患者にのみ使用」というラベルが付いており、1 人の
患者に 30 日間使用したら交換する必要があります。 カニューラは、臨床使用に応じて
交換する必要がありますが、30 日を超えないようにしてください。 これらの消耗品を
滅菌したり、再利用したりしないでください。また、廃棄については、すべての地方自治体
および国の規制に従ってください。 米国以外の国については、その国の規制または国
際規制に従ってください。 

警告: 消耗品を複数の患者に使用しないでください。 複数の患者に使用すると、感染
症による患者の負傷や、公表されている仕様の範囲外の治療につながる可能性があり
ます。
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HVT 2.0 の消耗品

消耗品 患者体重 (kg)/年齢
流量 
範囲

 (L/min)

5 〜 10 kg
 ≥ 1 か月

10 〜 20 kg
≥ 1 か月〜 6 歳

20 〜 40 kg
≥ 6 〜 18 歳

> 40 kg
> 12 歳

> 100 kg
> 12 歳

ディスポーザブル患者回路 (DPC)

Air/O2 (標準) X X X X X 5 ～ 45

カニューラ

ProSoft 成人用.
ロング

X 5 ～ 45

ProSoft 成人用 X 5 ～ 45

ProSoft 成人用.
スモール/小児用

X 5 ～ 45

ProSoft 小児 (小) X 5 ～ 20

ProSoft 幼児用  
(中)

X 5 ～ 8

ProSoft 幼児用 X 5 ～ 8

その他のオプション

チューブアダプター X X X X X 8 ～ 45

警告: カニューラのプロングは、患者の鼻孔の 50% 以上を塞がないようにする必要があ.
ります。

 注: 小児患者に治療を行う場合 (カニューラまたはチューブアダプターを使用)、開始流量を設
定するための推奨ガイダンスは 2 L/min/kg です。 特定流量での加湿出力については、.
C-2のページ.「パフォーマンス」を参照してください。 

 注: チューブアダプターは、気管切開カラーに直接装着するためのものではありません。 排気
を確実に行うために、開放系を維持する必要があります。 バイパスされた上気道から加湿する
場合は、気管切開マスクまたは T ピースに接続してください。 
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付属品
•  ロールスタンド – HVT 2.0 装置を保持するためのローリングスタンド。

•  移動用アップグレードキット – 患者を病院内のある場所から別の場所に移動できるよう
にするためのもので、以下の消耗品が含まれます。

.ɖ 移動用バッテリー - 1 時間リチウムイオンバッテリー (VTBP-2.0、14.4 Vdc、.
2 x 6,900 mAh、2 x 99.4 Wh)

.ɖ 酸素マニホールド

.ɖ 酸素ホース (米国 限定)

.ɖ 調整可能な酸素ボンベホルダー (E シリンダーサイズまでのボンベに適合)

•  HVT 2.0 ナースコールインターフェイスケーブル (2.9 m) – 病院のナースコールシステム
に接続できるようにします。 

• HVT 2.0 EMR リンクケーブル (2.9 m) – 病院の電子カルテシステムと連動できるように
します。

警告: この機器の製造業者が指定または提供した付属品、トランスデューサ、およびケー.
ブルのみを使用してください。 この機器の製造業者が指定または提供していない付.
属品、トランスデューサ、およびケーブルを使用すると、この機器の電磁放射が増加した
り、電磁耐性が低下することで、不適切な動作につながる可能性があります。

警告: この取扱説明書に記載されていないアタッチメントや付属品を HVT 2.0 システム
に取り付けないでください。 HVT 2.0 装置が正しく機能しない可能性があり、治療の質
に影響を与えたり、患者に害を及ぼす可能性があります。
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HVT 2.0

セクション 3:ﾠHVT 2.0 システムのセットアップ
HVT 2.0 システムを使用するための準備として、以下の手順を実行する必要があります。

1. HVT 2.0 装置を組み立てます (該当する場合は、移動用アップグレードキットを含む)。  
(以下のセクションを参照)。

2.. 装置の初期設定を完了します。 (以下のセクション「HVT 2.0 装置の初期設定プロセ
ス」を参照)。

3.. ディスポーザブル患者回路 (DPC) ユニットを挿入します。 注: 回路は完全に組み立て
られた状態で提供されるため、そのまま使用できます。

4.. 患者とインターフェイスタイプを選択します。

5. HVT 2.0 装置を患者に接続します。 

HVT 2.0 装置を組み立てる
1. HVT 2.0 装置を頑丈なロールスタンドにしっかりと取り付けるか、台の上に置
きます。  ロールスタンドの寸法については、「付録 C – 技術仕様」を参照して
ください。

2.. 患者用エアフィルターが取り付けられていることを目視で確認します。 (HVT 
2.0 装置には 1 つが取り付けられており、ユーザーキットに交換用が入ってい
ます)。

3. [オプション] 移動用アップグレードキットをインストールします。 段階的な手
順については、以下の「移動用アップグレードキットをセットアップする」セクシ
ョンを参照してください。 

4.. 施設で承認されている壁コンセントに電源コードを差し込みます。 

警告: 電源コードが破損している場合は、装置を使用しないでください。

警告: 電源コードを抜くことにより、製品を主電源から絶縁することができます。 
無人の状態での危険を防ぐため、使用しないときは装置のプラグを抜くことをお
勧めします。

警告: 必ず、装置に付属の電源コードを使用してください。 それ以外のコードは
使用しないでください。 延長コードは使用しないでください。
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5.. 酸素ホースを装置背面にある酸素注入口に接続します。あるいは、酸素濃縮
器を使用している場合はチューブに接続します。

6.. 該当する場合は、ナースコールケーブルを HVT 2.0 装置の背面にある適切な
ポートに接続します。

接続すると、ナースコールシステムが有効になります。

ナースコールの接続と使用に関する包括的な手順については、.「付録 A – ナ
ースコールシステムのインストール」を参照してください。

使用可能な場合は、EMR システムを接続します。 詳細は、.「付録 B – 電子
カルテ (EMR) の統合」を参照してください。 

移動用アップグレードキットをセットアップする
移動用アップグレードキットのセットアップは、以下の 4 つのステップで行います。

1.. 移動用バッテリーを HVT 2.0 装置に挿入します。
2.. 酸素マニホールドをロールスタンドに取り付けます。 
3.. 各ホースのラベルの指示に従って、酸素ホースを適切な位置に接続します。 
4.. ボンベホルダーをロールスタンドに取り付けます。

患者の転送の詳細については、.43.ページの.「病院内での患者の転送」を参照してください。 

.注: 転送キットを装着した場合のロールスタンドの最大耐荷重は 40 kg です。 バスケットの最
大耐荷重は 5 kg です。 

図.2:ロールスタンド
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HVT 2.0 装置の初期設定プロセス 
HVT 2.0 装置の初期設定は、以下の 5 つのステップで行います。 注：初期設定画面は、初めて
装置の電源をオンにしたとき、または ([管理者設定] メニューから) [工場出荷時設定にリセッ
ト] を選択した後にのみ表示されます。  

「ステップ.1:.言語を設定する」

「ステップ 2: 日付と時刻を設定する」

「ステップ 3: 管理者パスコードを設定する」

「ステップ 4: 治療の既定値を設定する」

「ステップ 5: 装置の環境設定を行う」 

ステップ 1: 言語を設定
する
[装置の言語を設定する] 画
面で、表示されている言語オ
プションから言語ボタンをタ
ップします。

 注:  言語を変更すると、変更
の確定後にシステムが再起
動します。

図.3: 言語の設定 

ステップ 2: 日付と時刻
を設定する
装置の日付/時刻を設定しま
す。 

注: 時刻は 24 時間形式です 
(AM/PM はありません)。

図.4: 日付と時刻の設定 
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ステップ 3: 管理者パス
コードを設定する
4 桁の管理者パスコードを作
成します。 

この設定プロセスを続行す
るには、パスコードを 2 回入
力して確定する必要がありま
す。 パスコードが一致しない
場合は、メッセージが表示さ
れ、パスコードを再入力する
必要があります。 

図.5: 管理者パスコードの設定 

ステップ 4: 治療の既定
値を設定する
治療の既定値を設定します。

図.6: 治療の既定値の設定 

ステップ 5: 装置の環境
設定を行う
装置の環境設定を行います。

図.7: 装置の環境設定 
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HVT 2.0 装置の設定
HVT 2.0 装置には、必要に応じてアクセスし、調整できる多くの設定項目があります。 これらの
設定は、[設定] メニューから調整できます。 

[設定] メニューにアクセスするには: 

1.. メイン画面の左上隅にある  
[ロック解除] ボタンをタップ.
します。 

[ロック解除] ボタンが [ロック]  
ボタンに変わり、その横に [メニ 
ュー] ボタンが表示されます。 

2.. 次に、[メニュー] ボタンをタッ.
プして [設定] メニューを表示し.
ます。

図.8: [ロック解除] ボタンをタップして設定の
 [メニュー] ボタンにアクセスする

[メニュー] ボタンを使用すると、一般設定と管理者設定にアクセスして、待機中モードと実行モ
ードの両方で装置の設定を確立できます。 

[一般設定] メニューから、以下の設定を定義できます。  

•  回路の詳細 – 患者インターフェイス (気管切開アダプターまたはカニューラサイズ) を選
択します。 この機能の詳細については、23.ページの.「回路の詳細」を参照してくださ
い。

•  画面の明るさ – 画面の明るさレベルを設定します。
•  音量 – アラームの音量レベルを設定します。 
•  イベントログ - イベントの詳細、日付と時刻など、装置に取り込まれたすべてのイベント
が表示されます。 この機能の詳細については、23.ページの.「イベントログ」を参照して
ください。

•  酸素の供給源 – 装置に接続する酸素の供給源を選択します (例: 壁/ボンベ、濃縮器)。 
この機能の詳細については、24.ページの.「酸素の供給源」を参照してください。

•  ソフトウェアの詳細 – コントローラーボードと GUI アプリケーションソフトウェアのバー
ジョンが表示されます。

•  管理者設定アクセス – [管理者設定] メニューを表示できるようにします。

[管理者設定] メニューから、以下の設定を定義できます。  

•  環境設定 (患者タイプの選択と予熱を含む) 

•  水の予熱 - 予熱モード (水を循環させ、回路の水を 33°C に温める) を有効にします。 
この機能の詳細については、25.ページの.「水を予熱する」を参照してください。 
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•  治療の既定値 – 流量、酸素、および温度に関する治療の既定値設定を追加または修正し
ます。 この機能の詳細については、26.ページの.「治療の既定値」を参照してください。

•  日付/時刻 – 装置の日付と時刻の形式を設定します。
•  言語 - 画面の言語を選択します。
•  水位を校正する - Vapotherm から指示された場合にのみ、水位の校正を有効にします。
•  管理者パスコード - ユーザーは管理者パスコードを変更できます。
•  ソフトウェアの更新 – Vapotherm 担当者から指示があった場合に、コントローラーボー
ドと GUI アプリケーションソフトウェアを更新します。 装置のソフトウェアを更新する方
法の詳細については、D-1.ページの.「付録.D:.ソフトウェアの更新プロセス」を参照してく
ださい。

•  工場出荷時設定にリセット - ユーザーは、治療中でないときに、 [管理者設定] メニュー
から装置を工場出荷時の設定に戻すことができます。 装置をリセットするには、治療を中
止する必要があります。 [管理者設定] メニューから [工場出荷時設定にリセット] を選択
します。 工場出荷時設定にリセットすると、装置が再起動し、「HVT 2.0 装置の初期設定
プロセス」が表示されます。

スクリーンロック機能に
関する注記: 3 分間操作し
ないと、画面が自動的にロ
ックされます。 画面のロ
ックを解除するには、画面
左上の [ロック解除] ボタ
ンをタップしてください。

図.9: 画面のロック/ロック解除 
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回路の詳細

患者インターフェイスの
選択
[一般設定] メニューから [回
路の詳細] 選択すると、[患者
インターフェイスの選択] 画面
が表示されます。

この画面で、正しいカニュー
ラサイズを選択したり、患者
に適した気管切開アダプター
を選択したりします。

図.10: 患者インターフェイスの設定 

イベントログ

1.. .イベントログにアクセ
スするには、[一般設
定] メニューから [イ
ベントログ] を選択し
ます。 

イベントログには、最大 
2,000 のイベントを保持でき
ます。

図.11: イベントログ - すべてのイベント 

2.. .リストをフィルタリン
グするには、イベント
一覧の上にある [ボタ
ンの表示] をタップし
ます。

表示するイベントは、以下の
ような特定のカテゴリに限定
することができます。
•. すべてのイベント
•. すべてのアラーム 
•. 治療の変更
•. システムの変更 図.12: イベントログのフィルターの選択  
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酸素の供給源

酸素の供給源は、 
[一般設定] メニューから選択
できます。
1.. 患者の酸素の供給源と
して [壁/ボンベ] オプシ
ョンまたは [濃縮器] オプ
ションのいずれかをタッ
プして選択します。

図.13: 治療の既定値の設定 

.注: 酸素濃縮器を使用する場合は、付録 C 「酸素濃縮器
と併用する」の濃縮器の流量表を参照して、酸素濃度の目
安を確認してください。

2. [濃縮器] を選択した場
合、現在の O 2 濃度と最
大流量が表示されます。 
変更するには、[O2 濃度] 
をタップして、新しい酸素
濃度 (%) を選択します。 
最大流量を設定するに
は、[5 L/Min] または 
[10 L/Min] のいずれかを
タップします。 選択した
流量の横にチェックマー
クが表示されます。

図.14: 酸素の供給源: [濃縮器] を選択した場合

3.. 酸素濃度は、デフォルトで 
92% に設定されます。 
酸素濃度を変更する必要
がある場合は、92 をタ
ップして、スクロールバー
から新しい濃度を選択し
ます。 

4.. スクロールバーの下の  
[確定] ボタンをタップし
て変更を保存します。

図.15: 濃縮器 - O2 濃度を変更するスクロールバー
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水を予熱する
水の予熱モードを有効にすると、水が循環し、回路の水が 33°C に温められます。システムが AC 
電源で動作している場合、回路のプライミングが完了するか、治療が停止すると、自動的に予熱
が開始されます。 

水の予熱は、[管理者設定] メニューの [環境設定] のオプションです。

水の予熱モードは、初期設定
時に有効にするか、[管理者設
定] メニューから選択して有効
にすることができます。

有効にすると、システムが AC 
電源で動作している間は、水の
予熱機能が自動的に開始され
ます。 予熱のステータスバー
が画面に表示されます。

図.16: 予熱のステータスバー

システムの動作電源が AC 電
源から移動用バッテリー電源
に移行した場合は、画面に表
示される [ウォームアップ] ボ
タンを使用して水の予熱を行
うことができます。 このボタ
ンを押すと、予熱プロセスが開
始します。

図.17: 予熱ウォームアップボタン
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治療の既定値

1. [管理者設定] メニュー
で、[治療の既定値] ボ
タンをタップして画面を
表示します。

2.. 治療の既定値の画面で
は、すぐに治療を開始で
きるように 2 種類の治
療設定を行うことがで
きます。 既定値を作成
するには、既定値の右側
にある [修正] ボタンを
タップします。

図.18: 治療の既定値

3.. 既定値を選択するに
は、[流量]、[FiO2]、ま
たは [温度] をタップし
て選択します。

図.19: 治療の既定値の修正

4.. パラメーターをタップす
ると、その下にスクロー.
ルバーが表示されま
す。 スクロールバーを
使用して、[流量]、.
[FiO2]、[温度] パラメー
ターの目標値を選択し
ます。 

[確定] をタップして、そ
の値を既定値の一部と
して保存します。

図.20: 設定の調整 - 治療の既定値の流量目標
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ソフトウェアの更新

[管理者設定] メニューで [ソフ
トウェアの更新] ボタンをタッ
プして画面を表示します。  

この画面には、コントローラー
ボードとグラフィックユーザー
インターフェイス (GUI) アプリ
ケーションの最新のソフトウェ
アバージョンと日付が表示さ
れます。

 注: このボタンは、USB が装
置の背面に配置されている場
合にのみ有効になります。  
ソフトウェアの更新手順につ
いては、「付録 D: ソフトウェア
の更新プロセス」を参照してく
ださい。

図.21: ソフトウェアの更新画面
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このページは意図的に空白にしてあります。
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HVT 2.0
セクション 4:ﾠHVT 2.0 システムの使用
動作モードの概要
HVT 2.0 には、スリープ、待機中、実行の 3 つの動作モードがあります。 モードは画面の上部に
表示されます。

図.22: 動作モード

スリープ: 装置は接続されているが、電源は入っていない状態。 治療は行われていません。 

待機中: 装置の電源が入っており、画面が点灯している状態。 治療は行われていません。 この
モードでは、回路がありません (DPC が取り付けられていない状態) または待機中 (DPC は取
り付けられているが、治療は開始されていない状態) のいずれかが表示されます。 治療を開始
するには、画面下部の [治療を開始する] ボタンをタップします。

実行: 装置の電源がオンになっており、パラメーターの設定に従って治療を行っている。 このモー
ドでは、画面上部に [実行中] と表示され、画面下部に [治療を中止する] ボタンが表示されます。  

スタートアップの開始
使用する装置を組み立てる前に、以下のアイテムが揃っていることを確認してください。

.ɖ ディスポーザブル患者回路 (DPC) 

.ɖ 滅菌水または蒸留水サプライ

.ɖ 検証済みの患者インターフェイス (PF プロソフトまたは気管切開アダプター)

.ɖ 適切な酸素の供給源とコネクタ

1.. 電源コードを目視検査して、損傷やねじれがないことを確認します。 次に、施設で承認されてい
る壁コンセントに電源コードを差し込みます。

2.. 酸素ホースを、施設で承認されている酸素壁出口、酸素ボンベ、または酸素濃縮器に接続します。 

注: 酸素濃縮器を使用する場合は、6.35 mm バーブニップルが必要です。

3.. 装置の  [電源] ボタンを押します。 画面が点灯し、ソフトウェアのリビジョン番号が表示さ
れ、アラーム音テストが自動的に実行されます。
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治療の開始

警告: 患者に接続していない状態で、装置の電源を入れたり、放置したりしないでくださ
い。

装置が非常に高い/低い温度にさらされた場合は、使用前に装置が動作温度に達するまで待っ
てください。 極端な温度にさらされた後、装置が室温に達するまでに最大 12 時間かかること
があります。

治療を開始する手順は、以下のセクションに分かれています。

1.. 「ディスポーザブル患者回路.(DPC).を挿入する」

2.. 「患者インターフェイスタイプを選択する」

3.. 「治療パラメーターの選択」

4.. 「治療を開始する」

 注: 治療パラメーターを選択するには、オプションの治療の既定値またはを使用できます。

治療を開始する

ディスポーザブル患者回路 (DPC) を挿入する

1.. 下図に従って、ディスポーザブル患者回路 (DPC) を挿入します。

 注: 回路は完全に組み立てられた状態で提供されるため、そのまま使用できます。

 注: 装置の電源がオンになっていない状態で回路を挿入すると、 電源が自動的にオンにな
ります (ユニットが壁コンセントまたは移動用バッテリーに接続されている場合)。

図.23: ディスポーザブル患者回路 (DPC) を装置に挿入する。
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2.. ロールスタンドから滅菌水または蒸留水サプライを吊るし、給水チューブを回路に接続しま
す。 給水をスパイクし、必要に応じてチューブのクリップを外して、装置に水を注入します。

注: ウォーターボトルによっては、スパイク付きチューブとの接続を容易にするために、ウォー
ターボトル (ユーザーキットに同梱) を下げて吊るすフックを使用する必要があります。

柔らかい滅菌水または蒸留水サプライを使用することをお勧めします。 硬質または半硬質ボ
トルを使用する場合は、Vapotherm 認定の通気性ボトルキャップを使用する必要がありま
す。

警告: 必ず滅菌水または蒸留水を使用してください。 滅菌水/蒸留水サプライや清潔な酸素
の供給源を利用できないと、細菌汚染のリスクが高まる可能性があります。

3.. 次に、画面で患者インターフ
ェイスタイプを選択します。

カニューラを選択すると、そ
のカニューラのラベルに記
載されている流量範囲にロ
ックされます。

図.24: 新しい回路が検出されました



32 ページ HVT 2.0 取扱説明書 43000656 Rev A

患者インターフェイスタイプを選択する

1.. 画面で患者インターフェイスタイプを選択します。 カニューラを選択した場合は、カニューラ
を患者に装着して、カニューラが患者の皮膚温まで温まるようにします。 これによって治療中
の結露を最小限に抑えることができます。  

注: 幼児用カニューラは、幼児用と幼児用 (中) から選択できます。 小児 (小) は、小児用の小
サイズのカニューラ専用です。 また、小児用/成人用カニューラは、小児用/成人用スモール、
成人用、および成人用ロングから選択できます。 カニューラのサイズの詳細については、.
15.ページの.「HVT.2.0.の消耗品」を参照してください。

警告: カニューラのプロングは、患者の鼻孔の 50% 以上を塞がないようにする必要
があります。

 注: カニューラを選択する前に流量が設定されている場合、装置は、その流量の範囲が、選択された
カニューラの許容範囲内であるかどうかを検証します。 流量が許容範囲内にない場合は、流量を下
げるか、別の患者インターフェイスタイプを選択する必要があることを示すメッセージが表示されま
す。

画面メッセージの例: 現在の流量 (35 L/m) は、選択したカニューラの制限 (20 L/m) を上回っていま
す。 このカニューラを選択すると、流量が 20 L/mに減少します。

2.. オプションの治療の既定値を選択するか、[小児用流量の計算] をタップして小児用開始流量
計算機を使用します。 小児用流量計算機の詳しい使用方法については、38.ページの.「小児
用流量計算機」を参照してください。

 注: 小児用流量計算機は、13 歳以下の小児患者に推奨される開始流量を提示することを意
図しており、その後、臨床効果に応じて流量を調節することができます。

 注: 治療パラメーターを手動で調整する場合は [なし] を選択します。

3.. タップして、カニューラまたは気
管切開アダプターと既定値の
設定を確定します。

図.25: 患者と患者インターフェイスタイプを選択して確定する
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4.. ホーム画面に 3 種類の治療.
パラメーターが表示され、メッ
セージバーに [プライミング] 
と表示されます。

図.26: プライミングが進行中であることを示すメッセージ

5.. プライミング時に水が回路内を
循環していない場合は、画面上
部のバナーに、送水管のクラン
プを開放するよう促すメッセー
ジが表示されます。  続行する
には、送水管のクランプを開放
します。

図.27: プライミングが進行中であることを示すメッセージ

6.. 治療を開始する前に、回路を水でプライミングします。 プライミングが完了すると、装置に表
示されます。 柔らかい滅菌水または蒸留水サプライを使用して回路をプライミングするに
は、60 秒かかります。硬質または半硬質のウォーターボトルを使用する場合は、180 秒かか
ります。

7.. 治療の既定値を選択した場合、治療設定が自動的に読み込まれ、37.ページの.「治療を開始
する」に進むことができます。
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治療パラメーターの選択
治療の既定値を選択しなかった場合、または小児用流量計算機を使用しなかった場合は、以下
の手順に従って治療設定を手動で調整してください。

1.. 治療パラメーターを変更する
には、最初に画面左上の  
[ロック解除] ボタンをタップし
ます。

図.28:.画面のロックを解除して設定を変更する

2.. 治療パラメーターを設定するには、画面のパラメーター (流量、 FiO2、または温度) をタップし
ます。 スクロールバーが表示され、新しい目標パラメーターを設定できます。

3. パラメーターごとに、表示され
る水平スクロールバーから設
定値を選択します。 スクロー
ルバーを左右にスライドして、
適切な設定値を探すことがで
きます。 変更を保存する前
に、1つ以上のパラメーターを
調整することができます。

4. [閉じる] ボタンをタップする
と、新しい治療パラメーターが
保存されます。 

図.29: スクロールバーを使用して FiO2.  パラメーターを設定する

.100% FiO2 ボタンに関する注記: 治
療中は、 [100% FiO2] ボタンが使用
可能です。 このボタンを押して確定
した場合、FiO2 が 100% で 2 分間
投与されます。 

図.30: 100% FiO2 ボタン
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[100% FiO2] ボタンを押して確定する
と、FiO2 が 100% で 2 分間投与さ
れ、画面にタイマーが表示されます。 

2 分経過すると、FiO2 設定は初期設
定に戻ります。 

.注: 2 分が経過する前に FiO2  の  
100% 投与を中止するには、ステータス.
バーの X を 2 秒間長押ししてください。

図.31: 100%のFiO2のタイマー表示

.注: 酸素濃縮器を使用する場合、流
量が漸増されるのに応じて供給され
る FiO2 が変化することが通知され
ます。 詳細については、.「酸素濃縮
器で治療パラメーターを調整する」を
参照してください。

図.32: 流量の変化に応じた FiO2 の変化の通知

5.. 治療パラメーターを設定した
後、画面上の温度が 33°C 以
上に達したら、患者のカニュー
ラインターフェイスをデリバ.
リーチューブに接続します。

 注: 水位、温度表示、ガス流
量、酸素割合を確認してくだ
さい。

図.33: カニューラをデリバリーチューブに接続する

警告: HVT 2.0 装置をセットアップするときは、必ず無菌操作 (適切な手洗い、接続ポイン
トに直接手を触れないなど) を行い、患者に装着するときは標準予防策を実践してくだ
さい。 
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警告: カニューラのプロングは、患者の鼻孔の 50% 以上を塞がないようにする必要があり
ます。

警告: カニューラが汚れたら、交換してください。 カニューラの交換は、臨床判断および病
院の方針に従って行いますが、30 日を超えて連続続使用しないでください。 

警告: カニューラのサイズが適切でない場合 (特にカニューラが鼻孔を完全に塞いでしま
う場合)、気胸のリスクが生じる可能性があります。  

警告: 患者が呼吸回路から結露した水を吸引するリスクを減らすために、定期的に患者と
患者インターフェイスから余分な水が出ていないかを観察し、水が出ている場合は患者イ
ンターフェイスを患者から取り外してください。 センタールーメンにたまる水は、結露によ
るもの、または呼吸回路を囲むアウタールーメンからの漏れによるものです。 カニューラ
内の結露は、特定の周囲条件および低流量でも発生する可能性があります。 漏れがない
ことを確認したうえで、結露が最小限に抑えられている場合は、温度設定を低めに設定す
ることをお勧めします。

 注: ユニットの準備中に、患者のデリバリーチューブの先端に結露が発生することがあります。 これ
は正常な現象で、設定温度に達し、カニューラが患者に装着されると、数分以内に止まります。

 注: 鼻の周りに多少の結露が生じることがあります。 また、水分レベルが高いと、鼻や副鼻腔から
粘液が分泌される可能性があります。 患者がティッシュペーパーを用意していることを確認してくだ
さい。

 注: 加熱されていないカニューラが冷えるのを最小限に抑えるために、カニューラを患者の皮膚に
接触させたり、カニューラの露出部分を寝具で保温するなどの予防措置を講じてください。 
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治療を開始する

1.. 画面下部の [治療を開始す
る] ボタンをタップしてデリ
バリー流量を開始すること
により、治療を開始します。 

図.34: [治療を開始する] ボタン

2. [治療を開始する] ボタンを
タップすると、装置は実行
モードになります。 画面上
部に [実行中] と表示され
ます。 

 注: 目標温度に達していない場
合は、温度の状態を監視しなが
ら、実測値と目標温度を画面に表
示します。

図.35: 実行モードの装置 
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小児用流量計算機

小児用流量計算機では、13 歳以下の小児患者に推奨される開始流量を求めます。 患者体重
と呼吸数に基づいて、推奨される開始流量を計算します。 この機能は、回路を装置に挿入する
と [治療を開始する] からアクセスできるようになります。 

1. [小児用流量の計算] をタップ
すると、小児用流量計算機の
画面が表示されます。

 注: デフォルトの測定単位はキロ
グラム (kg) です。 必要に応じて、.
[ポンド (lb) に切り替える] ボタンを
タップしてポンド (lbs) に切り替える
ことができます。

2.. 患者体重を入力するには、画
面上の [患者体重] タブをタ
ップします。 

図.36: 小児用流量計算機

3.. スクロールバーが表示され
ます。 スクロールバーを使
用して、患者体重を選択しま
す。

4. [確定] をタップして、患者体
重を保存します。

図.37: 患者体重を選択して確定する

5.. 患者の現在の呼吸数を入力
するには、[患者呼吸数] タブ
をタップします。 

6.. スクロールバーが表示され
ます。 スクロールバーで呼
吸数 (呼吸数/分) を選択し
ます。

7. [確定] をタップして、選択した
呼吸数を保存します。

図.38: 患者呼吸数を選択して確定する
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8.. 表示されている値を開始流量
として使用するには、[現在
の流量として設定] をタップし
ます。 ここで [確定] をタップ
すると、画面が終了し、ホーム
画面が表示されます。 

この流量を使用しない場合
は、[<患者インターフェイス
の選択に戻る] ボタンをタッ
プすると、小児用流量計算機
が終了します。

推奨される開始流量が表示されます。

図.39: 患者と患者インターフェイスタイプを確定する

9.. 提示された開始流量が現在
選択されているカニューラの
流量範囲を超える場合は、通
知が表示されます。

10..患者インターフェイスの選択
を変更するには、[<患者イン
ターフェイスの選択に戻る] 
ボタンをタップします。 変更
したら、小児用流量の計算] 
をタップして小児用流量計算
機を再選択し、上記の手順に
従います。 

図.40:カニューラの流量範囲を超えていることを示す通知

.治療パラメーターの調整に関
する注記: 装置が実行モードの
ときに任意のパラメーター (流
量、FiO2、温度) を調整できま
す。 これは、画面上の目的のパラ
メーターをタップし、表示される
スクロールバーから目的の設定
値を選択することで行うことがで
きます。 

図.41: スクロールバーを使用して流量を調整する

変更を保存する前に、3 種類のパラメーター (温度、FiO2、温度) のいずれか、またはすべての調整
を行うことができます。 調整を行ったら、画面下部の [閉じる] ボタンをタップして設定を保存しま
す。 システムは、治療を中断することなく、自動的に新しい設定に調整されます。 
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酸素濃縮器で治療パラメーターを調整する
酸素濃縮器と連動するように設定されているシステムの治療パラメーターを調整するには、以
下の手順を実行します。

1.. 画面左上の [ロック解除] ボ
タンをタップします。 [ロッ
ク] ボタンと [メニュー] ボタ
ンが表示され、画面上部の  
[準備完了] ラベル の下に「目
標値を調整するには値をタッ
プしてください」というメッ.
セージが表示されます。

2.. 治療パラメーターを設定する
には、画面のパラメーター (流
量、 FiO2、および温度) をタ
ップします。 スクロールバー
が表示され、新しい目標パラ
メーターを選択できます。 

図.42: 画面のロックを解除して流量、FiO2、または温度の各設定
を変更する

3. 目標流量を設定するには、
画面の流量パラメーターをタ
ップします。 目標流量がスク
ロールバーで強調表示されま
す。 これが濃縮器の最大流.
量である場合、スクロールバー.
の下に「濃縮器の最大値」.
というメッセージが表示され
ます。最初は、スライダーは最
大値を超えず、システムから
ビープ音が鳴ります。 

より高い流量 (最大値を超え
る値) を選択するには、スク.
ロールバーをもう一度スライド.
するか、制限値を超える値を
直接選択します。 目標値が
選択した値に更新されます。

図.43: 目標流量パラメーターの設定
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4.. 最大目標よりも高い値を選択
すると、酸素割合は自動的に
調整され、その旨のメッセー
ジが画面に表示されます (下
の画面の「高流量のため FiO2 
が 56% に低下しました」とい
うメッセージを参照)。 

図.44: 高流量に基づいて酸素割合がリセットされます

5.. 治療調整のガイドラインを示
すために、スクロールバーの
上下に以下のメッセージが
表示されます (下の画面を参
照)。

•  高流量のため FiO2 が 
XX% に低下しました (選
択した高流量に基づいて
酸素割合が調整されたこ
とを示します)

•  濃縮器の最大値 (酸素濃
縮器の最大流量を示しま
す)。

•  カニューラの制限値 (選択
したカニューラの上限流量
を示します)

図.45: 高流量のガイドラインを示す画面メッセージ

6.. 調整が完了したら、画面下部の [確定] ボタンをタップします。
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治療を中止する
装置が作動モードに入ったら、[治療を中止する] ボタンをタップして、以下のいずれかを実行し
ます。

1.. カニューラを患者から取り外します。 

2.. 治療を中断します。

3.. 装置をシャットダウンします。 

[治療を中止する] ボタンをタップすると、確認ポップアップ画面が表示されます。

図.46: [治療を中止する] 確認ポップアップ画面

治療を中断する
患者が HVT 2.0 装置の使用を中断する準備ができたら、以下の手順に従って治療を中止しま
す。 

1.. カニューラを患者から取り外します。 

2. HVT 2.0 装置から回路ユニットを取り外します。 

3.. カニューラ、回路、および滅菌水サプライは、病院の廃棄物管理ポリシーに従って廃棄し
ます。 

4..  [電源] ボタンを押して、装置をスリープモードにします。 

5.. 「清掃と消毒」の「セクション.7:.メンテナンスと消毒」の手順に従って、装置の清掃と消
毒を行います。 
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シャットダウン
装置の電源を完全に切るには、以下の手順に従います。

1.. まず、患者に治療が行われていないことを確認します。

2.. 電源コードを壁コンセントから外します。

3.. 装置の  [電源] ボタンを押して、電源を切ります。 [電源] ボタンを押さなければな
りません。押さないと、内蔵セーフティバッテリーが作動します。

注意: 完全に充電されたバッテリーでも、装置をライン電源に接続しないと、数週間で充電
が失われます。 バッテリーの充電を維持するために、少なくとも月に 2 時間以上、装置を
ライン電源に接続することをお勧めします。 内蔵セーフティバッテリーは、訓練を受けた
サービス担当者のみがアクセスまたは交換する必要があります。

病院内での患者の転送
 注: このセクションは、HVT 2.0 装置に HVT 2.0 移動用アップグレードキットが装着されてい
る場合にのみ適用されます。 

移動用アップグレードキットを装着した HVT 2.0 システムは、救急科から入院患者治療区域へ
の移動、検査や処置のための移動 (磁気共鳴画像装置以外)、およびリハビリテーション科への
移動など、病院環境内での患者の移動と患者の歩行をサポートします。 移動中は、オプション
の移動用バッテリー パックから HVT 2.0 装置に電力が供給されます。

装置を使用して患者を移動する前に、以下のことを確認してください。 

1.. ボンベに十分な酸素があること。 

2.. 移動用バッテリーが完全に充電され、HVT 2.0 に取り付けられていること。 

3.. マニホールドからの漏れがないこと。  

下の表は、周囲温度 21°C、温度設定値 37°C のときの流量に基づいた移動用バッテリーの推定
駆動時間を示しています。 

流量 (L/m) 駆動時間

25 75 分

45 35 分
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患者の移動方法 
1.. 最大 2 本の酸素ボンベをボンベホルダーに挿入します。 

2.. ボンベに調節器が付いていない場合は、ガス流量調節器を取り付けます。 ホースを使
用してボンベをガスマニホールドに接続します。 

3.. 壁の酸素ホースを外します。 

4. HVT 2.0 装置の電源コードを壁コンセントから抜きます。 (注: 電源コードは装置と一
緒に保管してください。)  これで、装置は、治療を中断することなく、移動用バッテリーで
稼働するようになりました。 画面上部の移動用バッテリーインジケーターに、移動用バ
ッテリーの残量が表示されます。 

5.. 治療が中断されないように、移動中は継続的に酸素ボンベと移動用バッテリーの残量
を監視します。 

 注: 移動用バッテリーの充電状態は、装置画面の右上に以下のように表示されます。

            緑色のバーが 4 つで縁も緑色 (フル充電)

            緑色のバーが 4 つ (ほぼフル充電)

            緑色のバーが 3 つ (～ 75% 充電)

            黄色のバーが 2 つ (～ 50% 充電)

            赤色のバーが 1 つ (～ 25% 充電)

            空のバッテリー アイコン (充電なし)

6.. 目的地に到着したら、装置の電源コードを施設で承認されている壁コンセントに差し込
みます。 

7.. 壁の酸素ホースを壁の酸素の供給源に接続します。 酸素ボンベを閉じます。 マニホー.
ルドが自動的に壁の酸素の供給源に切り替わります。 
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HVT 2.0 

セクション 5:ﾠアラームとアドバイザリ、病院/診療
所での使用

アラームとアドバイザリの概要
この装置の基本的な性能は、高流量での適切な加湿、生理的レベルまでの水の加熱、および適
切な FiO2 の供給です。 ユーザーは、装置の基本的な性能を維持するために、アラームに適切
に対応し、必要なメンテナンスを実行する必要があります。 システム内のすべてのアラームとア
ドバイザリは、発生と同時に画面に表示されます。 アラームまたはアドバイザリに対処するた
めの手順は、[詳細] ボタンを押すと画面に表示されます。 詳細については、47.ページの.「ア
ラームに関する情報を取得するには」を参照してください。

HVT 2.0 は、アラームの緊急性に応じて、2 段階のアラームを採用しています。

中優先度アラーム: アラーム音は 3 回連続のビープ音で、5 秒ごとに繰り返されます。 中優先
度アラームはすべての低優先度アラームよりも優先され、より大きな音量で鳴ります。 アラー
ムのバナーは黄色で表示され、点滅します。 この状態のとき、処方された治療は患者に提供さ
れていません。

低優先度アラーム: アラーム音は 2 回連続のビープ音で、20 秒ごとに繰り返されます。 アラー.
ムのバナーは青色で表示され、点滅しません。 この状態のとき、処方された治療は患者に提.
供されている可能性があります。

アドバイザリ: アドバイザリメッセージは、アラームが発生していない場合にのみ表示されま
す。 表示されるアドバイザリは一度に 1 つだけです。 アドバイザリ音はビープ音 1 回です。

以下の点に留意してください。 

•. 有効になっている場合、すべてのアラームはナースコールシステムに接続されます。  

•. 画面のアラームリストに複数のアラームが同時に表示されます。

.注: 起動時に、自動的にセルフテストが実行され、正常に動作することを確認します。  
何らかの問題が検出されると、アラーム音が鳴り、治療の開始が中断されます。 
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アラームまたはアラートが発生した場合の対処方法
アラームは音と画面のメッセージで確認できます。 優先度のレベル (低または中) に応じた音
が鳴り、警告メッセージが画面に表示されます。 [アラーム消音] ボタンをタップすると、アラー
ムが 2 分間止まります。 [注: アラーム消音をキャンセルするには、[アラーム消音] ボタンをも
う一度タップします]。 特定のアラームとその対処方法については、アラームのリスト (表: 中優
先度アラームと表: 低優先度アラーム) を参照してください。 

図.47: 注意が表示されている画面の例

警告: 一般的な障害アラームは、制御システムまたは測定システムの障害です。 故障の
原因によって、ガス供給が中断される場合と中断されない場合があります。 一般的な障
害アラームが発生した場合は、患者から接続機器を取り外し、装置の電源を切ってくださ
い。 装置は、訓練を受けたサービス担当者が修理する必要があります。

.操作者の位置に関する注記: アラームの優先度は、装置から 3 メートル以内にいる操作者を
対象に設計されています。
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アラームシステムの機能の検証
アラームシステムの機能をテストするには、回路を本体に挿入し、動作モードにします (パラメー
ターの設定は可変にすることができます)。 カニューラをデリバリーチューブの先端に接続しな
いでください。 装置が動作モードのときに、手袋をはめた親指でデリバリーチューブの先端を
塞ぎます (下図を参照)。 チューブの閉塞/詰まりアラームメッセージが画面に表示され、警報
音が鳴ることを確認します。 アラーム機能を検証したら、無菌操作でデリバリーチューブの口
のコネクタをしっかりと拭きます。

図.48: アラームシステムの機能の検証

アラームに関する情報を取得するには

アラームが鳴り、画面のバナー
が点滅すると、アラームの名前
が表示されます。 [詳細] ボタ
ンがバナーのすぐ下に表示さ
れ、アラームに関する詳細を表
示します。 

 注: すべてのアラームは 「イ
ベントログ」 で確認できます。

図.49: アラームが表示されている画面の例

[詳細] ボタンをタップすると、ア
ラームと対処方法の詳細が表
示されます。 確認して [情報を
非表示にする] ボタンをタップ
すると、前の画面に戻ります。

図.50: [詳細] が表示されている画面の例
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複数のアラーム - 中優先度と低優先度 

アラームが鳴り、画面のバナーが
点滅すると、アラームの名前が表
示されます。 [詳細] ボタンがバ
ナーのすぐ下に表示され、アラー
ムに関する詳細を表示します。 

図.51: 2 つのアラームが作動しているときの画面の例

同時に複数のアラームが発生し
た場合、それらのアラームは画面
に表示され、アラームリストをス
クロールしてアラームに対処でき
ます。 

アラームを選択すると、アラーム
と問題の解決方法に関する詳細
を確認できます。 

滅菌水がないなどの深刻な状況
の場合は、[詳細] ボタンをタップ
して、問題を解決するための対処
方法を表示します。

図.52: [詳細] ボタンが表示されている注意の例
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表: 中優先度アラーム 

メッセージ 説明と必要なアクション

低流量 検出された流量がユーザー設定と一致しません。 カニューラの選択を確認
してください。

アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。 

高流量 検出された流量がユーザー設定と一致しません。

アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。 

ガスの温度が 
低くなっています

供給ガス温度が下がっています。

アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。 

ガスの温度が低くな
っています [移動用 

バッテリー]

移動用バッテリーで動作中に、供給ガス温度が下がっています。  移動用バッ
テリー使用時の最高温度は 37°C です。

不具合を解消するには、設定温度を下げてください。 アラームが再発する場
合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡ください。 

ガスの温度が 
高くなっています

供給ガス温度が上がっています。

アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。

ガスの温度が高いた
め、治療が中止され

ました

ガスの温度が制限を超えました。
アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。

低 FiO2 検出された FiO2 がユーザー設定と一致しません。 酸素の供給源を確認して
ください。

アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。 

高 FiO2 検出された FiO2 がユーザー設定と一致しません。 

アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。 

滅菌水がありません 滅菌水が空です。 
サプライを交換してください。 

チューブの閉塞/ 
詰まり

デリバリーチューブ/カニューラが塞がっています。 

デリバリーチューブとカニューラのねじれ、締め付け、または障害物を取り除
いてください。 

電源が接続されてい
ません

装置はセーフティバッテリーで稼働中です。 治療に加温されていないガスが
使用されています。

装置を電源に接続してください。 
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メッセージ 説明と必要なアクション

酸素入力圧力超過 酸素の供給源の入力圧力が高すぎます。 

治療中に回路が 
外されました

治療中に回路が外されました。 治療が中止されました。
治療を続行するには、回路を挿入し直してください。 

FiO2 エラー - 治療
が中止されました

検出された FiO2 がユーザー設定と一致しません。 
アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。 

セーフティバッテ 
リーの障害

セーフティバッテリーに障害があるか、取り付けられていません。 

Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡ください。

システムエラー エラーが続く場合は、装置から酸素の供給源を取り外してください。 
Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡ください。

酸素濃縮器エラー 濃縮器から低酸素濃度が検出されました。

[酸素の供給源] メニューで選択した値が、接続されている酸素濃縮器と一致
することを確認してください。  

過熱警告 - システム
の温度が高くなって

います

装置の背面と下部にある通気口が塞がれていないことを確認してください。

エラーが続く場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡くださ
い。

システムエラー - 治
療が中止されました

装置に不具合が発生しました。 治療が中止され、再開できません。
不具合を解消するには: 装置の電源をオフにしてから、もう一度オンにしてく
ださい。 アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーに
ご連絡ください。 

回路エラー - 治療が
中止されました

回路エラーです。 治療が中止されました。

アラームが再発する場合は、Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡く
ださい。 

過熱システム 
エラー - 治療が中止

されました

装置がオーバーヒートの状態です。 治療が中止され、再開できません。
不具合を解消するには: 装置の電源をオフにしてから、もう一度オンにしてく
ださい。 Vapotherm サービスプロバイダーにご連絡ください。 

表: 中優先度アラーム (続き)
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表: 低優先度アラーム 

メッセージ 説明と必要なアクション

滅菌水が少なくなって
います

滅菌水が少なくなっています。

サプライを交換してください。 

電源が接続されてい
ません

装置はセーフティバッテリーで稼働中です。

装置を電源に接続してください。

表: 情報アドバイザリ 

メッセージ 説明と必要なアクション

滅菌水が少なくなって
います

滅菌水が少なくなっています。

サプライを交換してください。 

滅菌がありません 滅菌水が空です。

サプライを交換してください。 

セーフティバッテリー
残量低下

セーフティバッテリーの残量が低下しています。 

O2 構成の不一致 検出された O2 入力圧力 (壁/ボンベ) が、選択された O2 供給源 (濃縮器) 
と一致しません。

設定メニューで酸素の供給源の選択を確認してください。

O2 構成の不一致 検出された O2 入力圧力 (濃縮器) が、選択された O2 供給源 (壁/ボンベ) 
と一致しません。

設定メニューで酸素の供給源の選択を確認してください。 
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水位の検知
HVT 2.0 装置には、水位検知機能が搭載されており、臨床医に水位を通知し、いつ水を追加する
必要があるかを示します。 以下の間隔で通知を行います。 

アラーム通知 水位

低優先度アラーム – メッセージ:  
滅菌水が少なくなっています。 水サプライを交換
してください。

最初のアラーム: 滅菌水が少なくなってい.
ます。

中優先度アラーム – メッセージ:  
滅菌水サプライが空です。 水サプライを交換して
ください。

2 つ目のアラーム: 滅菌水がありません。

表: 推奨される水の交換間隔 (流量と 37°C での動作に基づく)。 

流量 水の 1 日あたりの平均使用量 推奨される交換間隔

5 ～ 10 L/m 650 ml 500 ml/12 時間

10 ～ 20 L/m 1,300 ml 500 ml/8 時間

20 ～ 30 L/m 2,000 ml 1,000 ml/12 時間

30 ～ 45 L/m 2,600 ml 1,000 ml/8 時間
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HVT 2.0

セクション 6:ﾠトレーニング
製品トレーニングの詳細については、Vapotherm サービスプロバイダーまたは Vapotherm 
にお問い合わせください。

追加のトレーニングは、Vapotherm Academy の Web サイト (Vapotherm Web サイトから
アクセス可能) や以下の Web サイトでご覧いただけます。

ɖ  米国: academy.vapotherm.com
ɖ  英国: uk.Academy.Vapotherm.com
ɖ  ブラジル: https://academia-vapotherm.teachable.com/
ɖ  メキシコ: https://academia-vapotherm-espanol.teachable.com/
ɖ  上記以外: global.academy.vapotherm.com

セクション 7:ﾠメンテナンスと消毒 
HVT 2.0 のすべての消耗品 (患者回路、カニューラ、および付属品) は、1 人の患者に最大 30 日
間使用できることが確認されています。 

予防保全
下の表は、定期メンテナンスの予定スケジュールの概要を示しています。 

部品番号/アイテムの説明 必要なメンテナンス (交換) Vapotherm サービスセンターへ
の返却の必要性

患者用吸気フィルター •. 施設のポリシーで推奨さ
れている頻度で、フィルタ
ーを交換してください。

(以下の「患者用吸気フィル
ターを交換する」を参照)

不要

内蔵セーフティバッテ
リー

• 5 年ごとに交換してくだ
さい 

(以下の「内蔵セーフティバッ
テリーを交換する」を参照)

不要

内蔵ブロワー • 5 年ごとに交換してくだ
さい

必要

https://www.Vapotherm.com
http://academy.vapotherm.com
http://uk.Academy.Vapotherm.com
https://academia-vapotherm.teachable.com/
https://academia-vapotherm-espanol.teachable.com/
http://global.academy.vapotherm.com
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電源コードを点検する
装置をライン電源に接続するときは、必ず電源コードを目視点検して、損傷やねじれがないこと
を確認します。

本体の通気口と冷却ファンを点検する
本体の通気口 (装置の下) と冷却ファン (装置の背面パネル) を目視点検して、障害物がなく、空
気が自由に流れることを確認します。

患者用吸気フィルターを交換する 
患者用吸気フィルターは、粒子状の物質で汚染されていないかを頻繁に点検し、6 か月ごと、ま
たは施設のポリシーで推奨されている頻度で交換する必要があります。

交換するには、患者用吸気フィルターを HVT 2.0 装置の背面に挿入します。 

図.53: 装置の背面に患者用吸気フィルターを挿入する

内蔵セーフティバッテリーを交換する

注意: HVT 2.0 は、内蔵セーフティバッテリーが装着されていないと動作しません。 装置
を継続して使用できるように、内蔵セーフティバッテリーを用意してください。 安全で信頼
性の高い動作を保証するために、Vapotherm 指定の交換用バッテリーのみを使用して
ください。 

5 年間使用したら、内蔵セーフティバッテリーを交換する必要があります。 内蔵セーフティバッ
テリーは、移動用バッテリーと同じコンパートメントにあります。 移動用バッテリーのアクセス
ドアを外し、内蔵セーフティバッテリーカバーを固定している 4 本のネジを外します。 プルタブ
を使用して、内蔵セーフティバッテリーを引き出します。 新しい内蔵セーフティバッテリーがコン
パートメントの底面に収まるようにスライドさせます。 カバーとネジを元に戻して、内蔵セーフ
ティバッテリーが所定の位置に固定されていることを確認します。
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清掃と消毒

警告: 清掃と消毒を行う前に、装置の電源コードを抜いてください。

注意: 漂白剤、有機溶剤、研磨洗浄剤は使用しないでください。 次亜塩素酸塩溶液は、酸
性化または加熱されると塩素などの有毒ガスが発生します。 アンモニアまたはアンモニ
アを発生させる物質との反応により、クロラミンが生成される可能性があり、これも毒性
があり爆発する危険性があります。

ディスポーザブル患者回路 (DPC) はすべて使い捨てであり、消毒は必要ありません。 ディス.
ポーザブル水路のドッキングステーションを含む本体は、Super Sani-Cloth® または別の承認さ.
れた洗浄剤でしっかりと拭く必要があります (以下のリストを参照)。 清掃中および消毒中は 
HVT 2.0 の電源コードを抜いておいてください。 HVT 2.0 装置は、必ず患者ごとに清掃および
消毒する必要があります。 以下の手順に従って、装置を清掃および消毒してください。 

1. Super Sani-Cloth® または別の承認された洗浄剤で、本体をしっかりと拭きます。 
2.. 目に見える汚れがないか目視点検します。 目に見える汚れがある場合は、ステップ 1 
を繰り返します。本体をしっかりと拭くことに加え、ブラシ (Spectrum M16 ブラシなど) 
を使用することもできます。

3.. 本体を別の Super Sani-Cloth® で濡らします。 少なくとも 6 分間は表面を濡らしたま
まにしてください。 必要に応じて、Super Sani-Cloth® を追加します。

装置の汚れは、以下の洗剤ワイプを使って落とすことができます。 

• 70 ～ 90% のイソプロピルアルコール含有ワイプ 
• 2% (最高) の塩素洗浄液
• 6% (最高) 過酸化水素水 
• Metrex CaviWipes®
• PDI Healthcare Sani-Cloth® AF3 Germicidal ワイプ
• EcoLab Incidin® OxyWipe
• BODE Chemie GmbH Bacillol® 30 Tissues
• GAMA Healthcare LTD. Clinell® アルコール ワイプ
• Vernacare Tuffie 消毒ワイプ

警告: すべての消耗品には「1 人の患者にのみ使用」というラベルが付いており、1 人の患
者に 30 日間使用したら交換する必要があります。 カニューラは、臨床使用に応じて交換
する必要がありますが、30 日を超えないようにしてください。 これらの消耗品を滅菌し
たり、再利用したりしないでください。また、廃棄については、すべての地方自治体および国
の規制に従ってください。 米国以外の国については、その国の規制または国際規制に従
ってください。

 注: HVT 2.0 装置は、上記の手順に従って、患者ごとに清掃する必要があります。 
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廃棄の手順

HVT 2.0 装置の廃棄
HVT 2.0 装置には、電子機器が含まれています。 通常の廃棄物と一緒に廃棄しないでくださ
い。 代わりに、装置を Vapotherm に返却するか、電子機器の廃棄に関する地域のガイドライ
ンに従って廃棄してください。 

欧州連合の場合、電気電子機器廃棄物指令 (WEEE) 指令  に従って装置を廃棄してください。 

患者回路と付属品の廃棄
使用終了後、使用したカニューラ、ディスポーザブル患者回路 (DPC)、およびその他の 
Vapotherm の消耗付属品を廃棄物処理容器に入れます。 消耗品は廃棄する前に分解する必
要はありません。 すべての消耗品は、医療用消耗品を安全に廃棄するための病院のガイドラ
インおよび地域の規制に従って廃棄してください。

修理
装置の修理は、認定資格を持つサービス技術者のみが行う必要があります。 怪我を防ぐため
に、装置が患者に接続されている間は、装置の修理を行おうとしないでください。

装置が損傷していたり、正常に機能していない場合は使用しないでください。 装置が損傷して
いたり、正常に機能していない場合は、Vapotherm または Vapotherm 認定代理店にお問い
合わせください。

Vapotherm は 24 時間年中無休*のテクニカルサポートを提供しています: 1 (888) 320–4506。

* 米国でのみご利用いただけます。 米国以外のお客様は、お近くの販売代理店または 
Vapotherm 認定サービスセンターにお問合せください。 お近くのサービスセンターまたは販
売代理店がわからない場合は、Vapotherm にお問い合わせください。 

ソフトウェアの更新
ソフトウェアの更新は、USB ポートからローカルで行うことができます。 ソフトウェアの更新
は、リリースされ次第、お客様に提供される予定です。 
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ナースコールのインストール手順

序章
このセクションでは、HVT 2.0 装置のナースコール通信インターフェイスについて説明します。 
この情報は、病院の IT、生物医学工学、または HVT 2.0 をナースコールシステムに接続するそ
の他の専門家を対象としています。

範囲
この情報は、HVT 2.0 装置の現在の設計および組み込みファームウェア バージョンに適用さ
れます。 

ナースコールハードウェアインターフェイスの説明
ナースコール通信ケーブルには、以下の 4 つの種類があります。

部品番号 ケーブルタイプ

RN コンタクトなし

RN-10 NO + 10k コンタクト

RN-RC NC コンタクト

RN-RC10 NC + 10k コンタクト

ナースコールシステム対応のケーブルタイプをご注文ください。

インストールの検証手順
テスト アラームを作成し、正しい結果を受信したことを確認して、システム全体が正常に機能し
ていることを確認します。 

1. HVT 2.0 装置を接続して電源を入れます 「ナースコールのインストール手順」 (HVT 2.0 
取扱説明書 (部品番号) のセクション「43000656-JA-JP.Rev.A」を参照してください)。

2.. 親指でデリバリーチューブの先端を塞いでアラームを発生させ、デリバリーチューブが詰
まった状況をシミュレーションします。 

3.. 警告灯の点灯や音声信号の受信など、そのアラームに対する病院の基準に従って、シス
テムで期待する結果が得られることを確認します。 

4.. デリバリーチューブの先端から親指を離して、デリバリーチューブの詰まり状態を解消
し、ナースコールアラーム状態が解消されることを確認します。

テストが正常に終了すると、ナースコールを使用できるようになります。
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HVT 2.0 

付録 B – 電子カルテ (EMR) の統合 
HVT 2.0 は、絶縁型 RS-232 シリアルインターフェイスを備え、病院における HVT 2.0 運用デー
タと電子カルテの統合をサポートします。 ハードウェアインターフェイスとデータ形式に関する
情報は、リクエストにより Vapotherm から入手することができます。

HVT 2.0 データストリームは、送信専用の通信プロトコルです。  有効にすると、治療中にデー
タストリームが送信されます。 送信されるデータには、以下が含まれます。

•	 治療パラメーター (流量、温度、FiO2 など)
•	 パルスオキシメトリデータ (ユニットが OAM 対応の場合)
•	 システム状態の情報

データストリームには、患者を特定できる情報は含まれていません。

注: 電気的安全性を維持するために、Vapotherm が提供するインターフェイスケーブルのみ
を使用してください。 

EMR システムとの統合はお客様の責任であり、多くの場合、第三者のインテグレーターによっ
て行われます。 HVT 2.0 の動作は、このポートに接続されている装置の構成に影響されません
が、送信されたデータを安全かつ効果的に使用することは、インテグレーターと責任ある組織の
責任です。Bernoulli Systems (正式には Nuvon) と Capsule は、Vapotherm がサポートす
る第三者のインテグレーターです。

図	B1: EMR データ ポートに接続された HVT 2.0 EMR リンクケーブル 



B-2 ページ HVT 2.0 取扱説明書 43000656 Rev A

このページは意図的に空白にしてあります。
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HVT 2.0 

付録 C – 技術仕様
物理的特徴

寸法: 高さ 9.1 インチ (23.114 cm)、幅 11.1 インチ (28.194 cm)、	
奥行き 12.1 インチ (30.734 cm)

重量: 7.26 kg

取り付け: 卓上またはロールスタンド、直径 1.5 インチ (38 mm) までの IV ポール
に対応

ガス接続: 酸素用の標準 NIST 交換不可フィッティング
ヒューズ: タイプ T4AH250V

患者との接触: デリバリーチューブとカニューラを介して間接的に接触
使用環境: 一般病棟、救急科、集中治療室、長期急性期治療施設、高度看護施設。

システム要件

AC 電源: 110 〜 240 VAC、50 〜 60 Hz
バックアップ電源/セーフテ

ィバッテリー: 予備電源は 45 L/min の流量で最低 15 分間使用可能

酸素の供給: 4 〜 65 psi (450 kPa) の入口圧力での酸素または酸素濃度  

滅菌水サプライ: 滅菌水または蒸留水が充填され密封されたパウチまたはボトル。 

環境

動作環境:

周囲温度: 18 〜 30°C

周囲相対湿度: 15 〜 90% (結露のないこと)

周囲圧力: 標準気圧 (高圧条件下では使用しないこと。)

保管と輸送:
周囲温度: -10 〜 +50°C

周囲相対湿度: 10 〜 90% RH (結露のないこと)

高度: 0 〜 3,000 m (0 〜 9,843 フィート): 全流量の範囲が利用可能です。
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パフォーマンス

温度:
範囲: デリバリーチューブの出口で 33°C 〜 39°C、調整可能
分解能: 1°C
精度: ±2°C

ウォームアップ時間: 33°C 設定値の ±2°C < 5 分 (周囲温度が 23°C の場合 )

酸素割合:

範囲: 21% 〜 100% O2

精度: ±3% 壁またはボンベ

               ± 4% 酸素濃縮器
分解能: 1%

流量: 5 〜 45 L/min BTPS
流量精度 0.5 L/min または設定の 10% のいずれか大きい方

装置の期待耐用年数: 5 年

注: 温度、O2%、および流量の精度は、すべての検査機器の測定の不確かさを含めて確立され
ています。  

注: 流量、温度、および酸素濃度のすべての組み合わせにおいて絶対湿度> 16 mg/L。 

注: 絶対湿度 ≥ 33 mg/L は、≥ 8 L/min の流量、≥37°C の温度で維持され、利用可能なすべ
ての FiO2 設定で維持されます。

注: 酸素濃縮器を使用する場合、45 L/min の流量では、ほとんどの場合、最大 FiO2 範囲が 
36% になります。

耐用年数
部品 耐用年数

HVT 2.0 装置 5 年
ディスポーザブル患者回路 (DPC) 30 日
ProSoft ネーザルカニューラ 30 日
チューブアダプター 30 日
電源コード 5 年

患者用吸気フィルター 6 か月、または施設のポリシー
で推奨されている期間

内蔵セーフティバッテリー 5 年
内蔵ブロワー 5 年
ロールスタンド 5 年
移動用アップグレードキット 5 年
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酸素濃縮器と併用する

警告: 酸素濃縮器と併用する場合、最大酸素割合は、使用する濃縮器の種類と総設定流
量に応じて制限されます。

以下の表は、設定された HVT 2.0 流量と濃縮器の流量制限が 5 L/min と 10L/min のときの最
大 %O2 を示しています。 HVT 2.0 は、Philips EverFlo 濃縮器、Inogen Home 濃縮器、およ
び Respironics Millennium M10 濃縮器 に対応しています。 

   
 H

V
T 

2.
0 

流
量

 

HVT 2.0 FiO2 の値
OC の流量 5 L/min OC の流量 10 L/min

5 90% 90%
10 56% 90%
15 44% 67%
20 38% 56%
25 35% 49%
30 33% 44%
35 31% 41%
40 30% 38%
45 29% 36%

入力
気道ガス: 酸素 NIST コネクタ、または酸素 6.35 mm バーブニップル

外部装置通信: USB とイーサネット 

出力 
(他の IEC60601-1 認証機器とのみ互換性があります)

ナースコール: 6.35 mm モジュラージャック

双方向接続
USB: USB 2.0、Type A コネクタ。 最大 64 MB。 

警告: Vapotherm が承認していない装置、システム、または
付属品を接続しないでください。

イーサネット: RJ45 モジュラージャック
EMR 接続: インターフェイスケーブルによる RS-232 シリアル接続

Wi-Fi: 2.4 GHz、802.11 b/g/n



C-4 ページ HVT 2.0 取扱説明書 43000656 Rev A

最小アラーム音圧範囲

高優先度アラーム > 80 dBA
中優先度アラーム: > 50 dBA
低優先度アラーム: > 45 dBA

アラームの種類と 
テスト条件 算出された平均 A 特性音圧レベル (dBA)

最大 最小
中優先度アラーム 75.65 51.46
低優先度アラーム 72.27 45.00

使用可能なパラメーター設定と工場出荷時設定

パラメーター 使用可能な設定 工場出荷時設定
TEMP SetPoint 33°C 〜 39°C 37°C

ガス流量 5 〜 45 L/min 該当なし
酸素割合: 21% 〜 100% 該当なし

治療区域 (サービス設定) 急性期治療 (病院または	
亜急性期施設)

急性期治療 (病院または	
亜急性期施設)

注: 酸素濃縮器を使用する場合、45 L/min の流量では、ほとんどの場合、最大 FiO2 範囲が 
36% になります。

サイバーセキュリティ

Vapotherm は、装置の整合性と可用性を維持するために、HVT 2.0 システムをサイバー攻
撃に耐えるように設計しています。 これらの機能には、ユーザーによる設定や操作は必要
ありません。
•	 装置で、保護対象医療情報 (PHI) を収集または維持することはありません。
•	 リアルタイムの治療制御は、利用可能なネットワーク ポートのないハードウェアへの
安全な独自のリンクを通じて隔離されています。

•	 装置は、無線または将来の使用を意図した通信ポートからの不正アクセスを防ぐため
に安全に構成されています。

•	 ソフトウェアの更新は、インターネット経由ではなく USB ドライブ経由で実行されます。
•	 ソフトウェアの更新は、デジタル署名によって検証されます。
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規格/参照

参照規格 説明

ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/I2012
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
IEC 60601-1: 2005 + A1: 2012, Third 
Edition– 

医用電気機器 - 第 1 部: 基礎安全及び基本性能に関する一
般的要求事項

IEC 60601-1-2 ed 4.0 (2014-02) 医用電気機器 - 安全に関する一般的要求事項 - 副通則:  
電磁妨害

 IEC 60601-1-6:2010、AMD1:2013 医用電気機器 - 第 1-6 部:  
安全に関する一般的要求事項 – 副通則: ユーザビリティ

IEC 60601-1- 8: 2006 (Second 
Edition) + Am.1: 2012

基礎安全及び基本性能に関する一般的要求事項 - 副通則: 
医用電気機器および医用電気システムの警報システムに関
する一般的要求事項、試験、およびガイダンス

 IEC 60601-1-9:2007、AMD1:2013 基礎安全及び基本性能に関する一般的要求事項 – 副通則: 
環境に配慮した設計に関する要求事項

 IEC 62366-1: 2015 医療機器 - ユーザビリティエンジニアリングの医療機器	
への応用

ISO 80601-2-74:2017 医療用呼吸器加湿器 — 呼吸器加湿システムに関する個別
要求事項

IEC 60601-1-10:2007、AMD1:2013 基礎安全及び基本性能に関する一般的要求事項 – 副通則: 
生理学的閉ループ制御器の開発に関する要求事項

ガイダンスと製造業者の宣言 
 電磁放射
HVT 2.0 は、以下に規定する電磁環境下での使用を意図しています。 装置のユーザーは、その
ような環境下で使用されていることを確認する必要があります。

エミッション試験 コンプライア
ンス 電磁環境 - ガイダンス

RF エミッション CISPR 11 グループ 1 装置は、内蔵機能のためにのみ RF エネルギーを使用しま
す。 したがって、その RF エミッションは非常に低く、近くの
機器に干渉を引き起こす可能性はほとんどありません。

RF エミッション CISPR 11 クラス B この装置は、すべての施設での使用に適しており、国内の
施設、および家庭用の建物に電力を供給する公共の低電
圧電源ネットワークに直接接続されている施設で使用で
きます。 

高調波放射  
IEC 61000-3-2

クラス A

電圧変動/フリッカー	
エミッション
IEC 61000-3-3

準拠
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製造業者の宣言 – 電磁波イミュニティ

IEC 60601-1-2:2014

サブ試験 基準を満たした項目

静電気放電*
IEC 61000-4-2 ed2.0 (2008-12) 

±8kV 接触放電
±15kV 気中放電

放射 RF 感受性
IEC 61000-4-3:2006、+A1:2007、+A2:2010

80 〜 2,700 MHz @ 20 V/m、
80% AM @2Hz

電気的ファストトランジェント
IEC 61000-4-4 ed3.0 (2012-04) ±2kV AC 主電源

サージ
IEC 61000-4-5 ed2.0 (2005)

±0.5、1 kV 線間

ライン伝導 RF 感受性
IEC 61000-4-6 ed4.0 (2013) 

0.15 〜 80 MHz @ 3 Vrms (ISM およびアマチュア無線
帯域では 6 Vrms) 
1 kHz AM 80% 変調

電源周波数磁界
IEC 61000-4-8 ed2.0 (2009-09) 30 A/m @ 50/60 Hz

電圧ディップと瞬時停電
IEC 61000-4-11 ed2.0 (2004-03) 標準による

* ESD 緩和策として、適切な相対湿度を維持すること、装置に触れる前に HVT 2.0 および患者から離れた大きな金
属物体に触れることなどがあります。 装置への静電気放電に反応して「滅菌水 がありません」メッセージが表示さ
れる可能性があることに留意してください。

RF 無線通信機器に対するエンクロージャ・ポート・ 
イミュニティの試験仕様

試験
周波数 (MHz)

イミュニティ
試験レベル (V/m)

385 27
450 28
710

9745
780
810

28

870
930
1720
1845
1970
2450
5240

95500
5785
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HVT 2.0

付録 D: ソフトウェアの更新プロセス 
ソフトウェアの更新プロセスでは、ユーザーは [ソフトウェアの更新] 画面のボタンを 1 つ押すだ
けで、コントローラーソフトウェアと GUI アプリケーションの両方を更新できます。 

ソフトウェアの更新プロセスに関する重要な注意事項: 

•	 ソフトウェアの更新を開始する前に、治療を中止する必要があります。

•	 最初にコントローラーソフトウェアが更新され、次に GUI が更新されます。

•  ソフトウェアアプリケーションが更新されるたびに、装置が再起動されます。 

•	 更新プロセス全体を通してダイアログボックスが表示され、更新の進捗状況をユーザー
に通知します。

•	 治療中にソフトウェアの更新はできません。 ソフトウェアの更新を実行するには治療を中
止する必要があることを通知するダイアログボックスが表示されます。 

• [ソフトウェアの更新] ボタンは、USB (完全な更新パッケージが含まれています) が装置
背面に接続されている場合にのみ有効になります。

•	 更新に失敗するとダイアログボックスが表示されますが、装置は回復可能な状態、つまり
ソフトウェアの更新に失敗する前の状態に自動的に戻ります。

•	 ソフトウェアの更新に成功すると、最後のダイアログボックスが表示されます。

コントローラーと GUI ソフトウェアの更新ステップ:

1.	 更新が含まれている USB ス
ティックを装置の背面に差し
込みます。

USB が接続されると、装置の
画面上で [ソフトウェアの更
新] ボタンが有効になります。

2. [ソフトウェアの更新] ボタン
を押して開始します。

図	D1: USB を装置背面に接続すると有効になる  
[ソフトウェアの更新] ボタン
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3.	 確認ポップアップが表示されます。 

図	D2:  確認ポップアップ画面 

4. [はい、開始します] ボタンを押して、プロセスを開始します。 

ソフトウェアの更新プロセスは、コントローラーソフトウェアの更新から始まり、システムを再起
動します。

5. コントローラーソフトウェアを更新して再起動すると、GUI の更新が行われます。 

GUI ソフトウェアが更新された後、装置が再起動されます。

6.	 プロセスが完了すると、成功したことを示すダイアログボックスが表示されます。 

ソフトウェアの更新に成功しました。

7. [OK] ボタンをタップして、ソフトウェアの更新が成功したことを確認します。 

注: 更新に失敗した場合は、カスタマーサービスに連絡するよう通知するダイアログボックス
が表示されます。
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HVT 2.0

付録 E: 記号とアイコンキー 
装置画面のアイコン

アラーム消音ボタン

内蔵セーフティバッテリーの充電状態

表示を暗くする

設定メニュー

タッチスクリーンのロック/ロック解除の切り替え (システム設定メニュー)

治療開始/治療停止ボタン

電源ボタン

AC電源接続済み

装置の電源投入

内蔵セーフティバッテリーの充電中 (AC 電源接続時)

内蔵セーフティバッテリーがアクティブ

     
移動用バッテリー - 緑色のバーが 4 つで縁も緑色 (フル)

     
移動用バッテリー - 緑色のバーが 4 つ (ほぼフル)

     
移動用バッテリー - 緑色のバーが 3 つ ( 〜 75% 充電)
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移動用バッテリー - 黄色のバーが 2 つ (~50% 充電)

     
移動用バッテリー - 赤色のバーが 1 つ (~ 25% 充電)

     
移動用バッテリー - バッテリー残量なし (空)

温度 温度

流量 流量

FiO2 FiO2 パーセンテージ

ラベル記号

注意: 米国 連邦法により、この装置の販売は医師に対する販売、または医師の指示に
よる販売に制限されています。

医療機器を示す記号。  (注: これは国際的に認められた記号ではありません。)

製品は RoHS 指令 2011/65/EU の要求事項に準拠しており、CE マークが付いてい
る必要があります。

屋内使用に限る。

IP22 IP22 水の侵入と成人の指の侵入に対する保護

交流電流

1 人の患者にのみ使用、再利用しないこと

カバーしないこと
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クラス II 機器

衝撃保護: タイプ BF 

この記号は、電気および電子機器の廃棄物を未分類の一般廃棄物として処分しては
ならず、分別収集する必要があることを示しています。 機器の廃棄については、製造
業者の認定代理店にお問い合わせください。

動作周囲温度範囲

取扱説明書を参照すること

e-IFU: 取扱説明書を参照してください。e-IFU が提供されている Web アドレス  
(例:  https://vapotherm.com/international-documents/) を示します。 

磁気共鳴画像装置環境下で既知の危険性あり – 磁気共鳴画像 (MRI) 装置に近づ
かないこと

欧州市場に投入される機器が、欧州指令に定められた基本的な健康および安全の
要求事項に適合していることを示すために義務付けられているマーク。 認証機関の 
4 桁の ID 番号が付いています。 

製造業者の情報、製造業者の名称と所在地を示します。

製造日、YYYY-MM-DD 形式

ロット番号、製造業者のバッチコードを示します。

https://vapotherm.com/international-documents/
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参照番号

製造業者のシリアル番号

使用期限、YYYY-MM-DD

非滅菌 – 装置は滅菌処理されていません

注意。付属のドキュメントまたは注意事項を参照するか、取扱説明書を参照して	
ください。

欧州共同体での指定代理人、欧州連合の指定代理人の名前と住所を示します。

スイスの指定代理人、スイスの指定代理人の名前と住所を示します。

外部 DC 電源入力

内蔵バッテリー: リチウムイオン 14.4 V、6,900 mAh。 サービス技術者のみが交換
できます。 「メンテナンスと消毒」	の			「修理」セクションを参照してください。

ヒューズ: 指定されたヒューズのみと交換すること

酸素接続ポート。				「付録	C	–	技術仕様」	の 「システム要件」	セクションにある酸素
の供給の仕様を参照してください。
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ナースコール接続。 「付録 A – ナースコールシステムのインストール」を参照してく
ださい。

電子カルテ接続。

補助接続。 工場使用のみ。

Vapotherm Inc. は、この製品が取扱説明書に記載されている指示に従って使用された場合、欧州理事会指令 
93/42/EEC 医療機器指令に適合することを宣言しています。

商標の引用:  
Masimo SET™、X-Cal™、LNCS®、および RD SET™ は、Masimo Corporation の登録商標です。 



E-6 ページ HVT 2.0 取扱説明書 43000656 Rev A

このページは意図的に空白にしてあります。
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HVT 2.0

付録 F: 用語集
用語
• ディスポーザブル患者回路 (DPC) – DPC (または「回路」) は、小児および成人患者に対

し、5 〜 45 L/min の全流量範囲で High Velocity Therapy を提供することができます。 DPC 
は HVT 2.0 システムのコンポーネントで、取り外し可能で使い捨てです。 注: 回路は完全に組
み立てられた状態で提供されるため、そのまま使用できます。

• 電子カルテ (EMR) システム- 電子医療記録システム。HVT 2.0 システムは、病院の電子カルテ 
(EMR) システムと連動させることができます。

• FiO2 – 吸気酸素濃度。 人が吸入する酸素の濃度または割合です。 

• HVT 2.0 装置 – HVT 2.0 システムは、コントローラー 装置とディスポーザブル患者回路 (DPC) で
構成されており、これらを組み合わせることで、患者に High Velocity Therapy を提供できます。 

• 鼻カニューラ – 呼吸補助が必要な患者に酸素補給または空気流の増加を提供するために使
用される装置。 これは一方の端が 2 つのプロングに分かれた軽量チューブで、鼻孔に装着し
て空気と酸素の混合物を送ります。

• ナースコールシステム – 患者が自分の看護師またはナースステーションに電話または連絡で
きるようにするための医療施設のシステム。HVT 2.0 は、装置と病院のナースコールシステム
間の接続を可能にします。

• 移動用アップグレードキット – このキットをロールスタンドと一緒に使用することで、患者を病
院内の別の場所に移動する場合にも、患者に接続したまま治療を続けることができます。 キッ
トには、バッテリー、酸素マニホールド、酸素ホース、および調整可能な酸素ボンベホルダーが含
まれています。

• チューブアダプター – このアダプターを使用すると、DPC をネーザルカニューラの代わりに気
管切開カラーまたは T ピースに接続できます。 
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保証
Vapotherm は、Vapotherm が HVT 2.0 装置の最初の購入者 (「お客様」) に出荷した日から 
1 年間、HVT 2.0 装置が、各 HVT 2.0 装置に付属する正式な取扱説明書 (「説明書」) に記載さ
れた仕様に適合することを明示的に保証します。 この保証の唯一の救済措置は、Vapotherm 
の裁量により、欠陥のある HVT 2.0 装置の一部または全部を無料で返金、修理、または交換する
ことです。 Vapotherm は、保証期間中においては、HVT 2.0 装置の一部または全部を修理ま
たは交換するために必要な送料を負担するものとします。 それ以降の送料はお客様負担とな
ります。 また、修理のための人件費もお客様負担となります。 この保証は、HVT 2.0 装置に付
属のディスポーザブル患者回路およびホースを含むがこれらに限定されない、HVT 2.0 装置の
ディスポーザブル コンポーネントには適用されません。 

ここに記載されている保証は、次の場合に無効となるものとします。(1) HVT 2.0 装置が、付属
の説明書に記載されている指示または関連する予防保守の指示に従って使用または保守され
なかった場合、(2) HVT 2.0 装置が開けられたり改ざんされたりした場合、Vapotherm また
は Vapotherm 認定サービスセンター以外で HVT 2.0 装置が修理またはサービスが実行また
は試行された場合。 

上記に明示的に記載されている場合を除き、VAPOTHERM は、VAPOTHERM が提供する製
品またはその他のアイテムに関して、商品性または特定の目的の適合性の保証を含むが、それ
に限定されない明示的、黙示的、法的またはその他のいかなる保証も行わず、これにより、その
他の形式の保証を明示的に否認するものとします。
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