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ご使用の前に 
 

本取扱説明書をよく読み、本装置の性能と機能をよく理解した上で PolyLink システムをご使用になってくだ

さい。  

安全に関する注意事項 

警告： 
この表示は、使用者自身または第三者が怪我や事故に遭う危険性があるこ

とを意味します。 

 Polylink システムは、本取扱説明書に記載に従い、医師の指導管理に従って使用しなければなりません。

担当医師の指示に従ってください。 

 Polylink システムは、CPAP 装置 S.Box の付属品です。取り付ける前に、S.Box の患者用取扱説明書に記

載された安全に関する注意事項をよく読んで理解してください。S.Box を設置するにあたり、清潔で乾燥

した場所を選び、水平で安定した状態に設置してください。 

 Polylink システムは、CPAP 装置 S.Box とのみ使用してください。各部品の取扱説明書を確認し、よく読

んでからお使いください。 

 Polylink は生命維持装置ではありません。 

 Polylink システムにより、医師は臨床検査の補完として、CPAP 装置 S.Box による治療の有効性を評価す

ることができます。 

 S.Box と Polylink システムを水からできる限り離れた場所に置いてください。装置の使用にあたっては、

各装置が乾燥していて、使用できる状態にあることを確かめてください。 

 Polylink システムの部品を交換しようとしないでください。本装置のメンテナンスは、製造元に認定され

た有資格技術者のみ行うことができます。修理や部品の交換が必要な場合は、かかりつけの医療機関に

連絡してください。 

 Polylink システムは、子供やペットから離れた場所に、安全に保管してください。 

 Polylink システムは医療機器の電磁適合性に関する基準に準拠しています。ペースメーカーなどの重要な

医療装置をご使用中の場合は、担当医師に詳しい注意事項をお問い合わせください。 

 可燃性または爆発性物質のある室内で Polylink システムを使用しないでください。 

注意事項： 
この表示は本装置などに損傷が及ぶ可能性があるということを意味しま

す。 

 本装置またはその部品に故障や破損がある、または正常に機能していないと思われる場合は、かかりつ

けの医療機関または医療機関からメンテナンスを委託されている専門業者に連絡してください。 

 本装置に問題が発生し返送する場合は、元の梱包箱をご使用ください。 

 他の電子機器と同様に、Polylink は携帯または移動可能な無線通信機器（携帯電話、無線 LAN など）に

より、正常な動作が妨げられる恐れがあります。 

 高周波の電気手術機器の近くで Polylink を使用しないでください。 

 電磁妨害に対して、Polylink の正常な機能を確保するために、Polylink のケースを開かないでください。

ケースが閉まらない場合は、かかりつけの医療機関または医療機関からメンテナンスを委託されている

専門業者に連絡してください。使用条件を守らなかった場合は、電磁妨害による動作不良を起こす恐れ

があります。 

推奨される使用方法 
Polylink システムは、睡眠呼吸障害の治療に使用される CPAP 装置 S.Box の付属品です。本装置は、

無線通信を介して、呼吸努力や体位の信号を収集し、S.Box に送信します。 

ご自宅や医療機関にて使用することができ、医師が患者の治療効果判定を行いながら指導管理する

ことが可能となります。Polylink システム使用にあたり、禁忌事項および治療上の特別な注意事項

はありません。 

本装置による生体情報データ収集の補完として、パルスオキシメータ WristOx2 を併用することも

可能です。使用する場合は、担当医師の指示に従ってください。 
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本装置の説明 
 

専用付属品リスト  
商品番号 M-116700、Polylink システムに含まれる部品は以下の通りです： 

 商品番号  商品番号 

Polylink 同期モジュール M-216730-00 Polylink 呼吸努力/体位センサーユニ

ット クレードル付き 

M-216730-02 

M-216730-03 

胸部呼吸努力センサー  1369 腹部呼吸努力センサー  1368 

呼吸努力センサーベルト 2 個

入り 

1350 PolyLink 用 SD カード M-315890-01 

呼吸努力/体位センサーユニッ

ト用 USB 充電器 

 
M-416710-00 

USB 充電ケーブル M-216730-01 

Polylink キャリングケース M-816705-00 取扱説明書 M-167DFU00-80 

 

警告： 

 上記リストに記載された付属品、または以下の規格に適合する付属品のみを使用してください： 

EN ISO 17510-2：2007 

 警告：本装置を他の機器と並べて、または他の機器と共に雑然と置いて使用しないでください。誤作動

を起こすことがあります。そのような使用方法が必要な場合は、本装置と他の機器を注意深く監視し、

正常に機能していることを確かめてください。 

 警告：付属品、トランスデューサー、ケーブルなど、製造元指定のもの、または製造元より供給された

もの以外を使用すると、電磁放射線が増加または本装置の電磁耐性が減少し、結果として動作不良を起

こすことがあります。 

 警告：高周波携帯無線機（アンテナケーブルや屋外アンテナなどの周辺機器も含む）を使用する場合は、

Polylink システムの装置全体（製造元が指定するケーブルを含む）の約 30cm 以内では使用しないでくだ

さい。本装置の性能に影響を与える恐れがあります。 

Polylink システム概要 
Polylink 同期モジュール：電源を供給する S.Box 装置内に組み込まれ、無線通信により、体位や呼

吸努力に関するデータ収集を行います。  

 

 
 

 

図 1 – Polylink 同期モジュール概観図 

① S.Box と同期モジュールの電源接続コネクター 

② モジュールのプラスチックケース  

③ S.Box からのモジュール脱着用レバー 

① 

③ 

① 

② 
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Polylink 呼吸努力/体位センサーユニット：体位センサーを内蔵し、呼吸努力と体位に関する信号を

収集し、Polylink 同期モジュールに送信します。内蔵バッテリーから電源を取り、クレードルに取

り付けます。 
 
 

 

 

 

 
 

 

図 2 – Polylink 呼吸努力/体位センサーユニット、およびクレードルに設置された状態 

 

④ Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットを装着する向きの表示 

⑤ 胸部呼吸努力センサーを接続するポートの表示（青色） 

⑥ 腹部呼吸努力センサーを接続するポートの表示（黄色） 

⑦ USB 充電ケーブルを接続する位置の表示 

⑧ 内蔵バッテリー充電レベル 

⑨ Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットのスイッチ：「オン」（右側）と「オフ」（左

側）の位置 

⑩ Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットを取り付けるクレードル。胸部呼吸努力センサー

を胸部ベルトに固定し、余分なケーブルはクレードル内に収納。 

⑪ スライドドア：ドアの位置を動かし、Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットのオンとオ

フを切り替えたり、呼吸努力センサーを接続したりする。 

 

呼吸努力センサー：付属のベルトが同梱されており、胸部と腹部の呼吸努力を測定します。各セン

サーは、Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットの対応するコネクター（青色または黄色）にそれ

ぞれケーブルで接続します。センサー装着前に取扱説明書をお読みください。 
 
 

パルスオキシメータ WristOx2 を Polylink システムのオプションとして使用する場合は、本装置の

説明と装着に関する使用上の注意をお読みください。 

 

 

⑩ 

⑪ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

④ 
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記号の説明 
 

記号 説明 記号 説明 

 

胸部呼吸努力センサーが接続され

る Polylink 呼吸努力/体位センサー

ユニットのポートを示す記号  
 

腹部呼吸努力センサーが接続され

る Polylink 呼吸努力/体位センサー

ユニットのポートを示す記号 

 

12.5 mm 以上の固形異物が Polylink 

呼吸努力/体位センサーユニットに

混入することはありませんが、水の

混入を防ぐことはできず、水が混入

した場合、装置に悪影響を及ぼしま

す。 

 

クレードルに設置された Polylink 

呼吸努力/体位センサーユニットの

場合、12 mm 以上の固形異物が混

入することはありませんが、垂直

方向（前後 15°方向）からの水滴

の混入を防ぐことはできません。 

 

Polylink 呼吸努力/体位センサーユ

ニットのスイッチ「オン」の位置

を示す記号  

Polylink 呼吸努力/体位センサーユ

ニットのスイッチ「オフ」の位置

を示す記号 

 

Polylink 呼吸努力/体位センサーユ

ニットの内蔵バッテリの充電状態

を示す記号 
 

USB 端子 

 
クラス II 機器 

 
非イオン化放射線記号 

 
製造業者 

 
製造年月日 

 
S.Box 用 Polylink モジュールの商

品番号  
シリアル番号 

 

医 療 機 器 に 関 す る EU 指 令

93/42/CE の要件適合機器 
 

耐用年数を過ぎた場合は、家庭ゴ

ミとは別に廃棄する必要がありま

す。 17 頁の「耐用年数を過ぎた装

置の廃棄」を参照してください。 

 

本記号は、梱包を湿度や水分から

保護する必要があり、「乾燥した

場所に保管する必要があること」

を意味します。 
 

梱包上の本記号は、「壊れ物注

意」を意味し、梱包の取り扱いの

注意を意味します。 

 

梱包上の本記号は、「気圧上限」

を示します。  

梱包上の本記号は、「相対湿度上

限」を示します。 

 

梱包上の本記号は、「温度上限」

を示します。 

 

特別な注意事項（4 頁の「安全に関

する注意事項」）。 

 
取扱説明書を参照のこと。 
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設置 
 

Polylink 同期モジュールの挿入 
取扱説明書に記載された S.Box の設置に関する注意事項をよく理解した後、以下の手順に従って

S.Box に Polylink 同期モジュールを挿入してください：  

1. S.Box を電源から切り離します。 

2. S.Box装置のサイドカバーまたは加湿器を取り外します：  

 カバーまたはタンクのロック解除ボタンを押すと同時に、カバーまたはタンク内側のレバー

を引いて取り外します。  

 S.Box に加湿器が装着されている場合は、加熱ユニットのロックを右方向にスライドしてロ

ックを解除し、取り外します。 

3. Polylink 同期モジュールのレバーを上方向に引き、コ

ネクターが上部にくるように注意しながら、S.Box 内

のハウジングの奥までモジュールを滑らせます。正し

い位置へ装着後、レバーを下ろし、ロックします。 

 

図 3 – S.Box への同期モジュール挿入 

4. S.Box装置にサイドカバーまたは加湿器を取り付けます： 

 装置の側部にあるレール上にカバーを差し込み、「カチ」という音がするまでカバーを装置

側に向かって押します。  

 加湿器を使用する場合は、装置の側部にあるレール上に加熱ユニットを差し込み、装置側に

向かって押します。ロックを左方向にスライドして、加熱ユニットをロックします。加熱ユ

ニットの上にチャンバのベース部分を置き、「カチ」という音がするまでチャンバを装置側

に向かって押します。 

5. S.Box をシガーライター電源、または家庭用電源に接続します。  

呼吸努力/体位センサーユニットの装着 
1. 胸部呼吸努力センサーベルト上にクレードルを固定します。 

2. ボールペンなどの先端で、Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットのスイッチをオン（スライ

ドドアを左方向に動かす）にし、内蔵バッテリーの充電状態を示す LED が緑色に点灯している

ことを確認します。  

この LED がオレンジ色または赤色に点灯している場合は、本取扱説明書 9 頁「内蔵バッテリー

の充電」の記載に従い、内蔵バッテリーを充電します。  

3. 記号のある面を外側にして、ケース上の  が示す方向に

押しながら、Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットをク

レードルに正しく差し込みます(A)。 

4. 付属の取扱説明書に従って、胸部と腹部の呼吸努力センサ

ーを装着します。 

5. 胸部センサーケーブル（青色コネクター）および腹部セン

サーケーブル（黄色コネクター）を、ケーブルが下に垂れ

る様にして、Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットの

同じ色のポートに接続します(B)。 

 

 

図 4 – 呼吸努力/体位センサーユニット(A)とセ

ンサー(B)の取り付け 

A A 

B 
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警告： 

 パジャマを着用することをお勧めします。 

 寝具の上にベルトの余剰部分が散在することがないようにして

ください。睡眠中にホースが頭や首に巻き付く恐れがありま

す。 
 

図 5 – ユニットとセンサーの装着図 

内蔵バッテリーの充電 
1. Polylink 呼吸努力/体位センサーユニット用の USB 充電ケーブルを接続します。 

2. USB 充電器を電源に接続します。  

3. 内蔵バッテリーの充電が終了し、LED が緑色に変わるまで接続を外さないでください。 

 

使用方法 
 

機能 
Polylink システムには 2 つの機能があります：  

 Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットは、胸部と腹部の呼吸努力、および患者の姿勢に関す

る信号を Polylink 同期モジュールに送信します。電磁妨害が生じた場合は、データの送信が一

時中断されることがありますが、使用者への危険はありません。 

 Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットの内蔵バッテリーの充電を USB 充電器で行います。こ

の構成により電磁妨害が生じた場合は、データの送信が一時中断されることがありますが、使

用者への危険はありません。 

Polylink システムとの通信 
S.Box と Polylink システムの通信は、S.Box 装置内部で直接実行されます。 

S.Box に Polylink 同期モジュールを装着すると、患者設定メニューに以下の表示がされます（患者

用取扱説明書の「装置の設定手順」を参照してください）。 

 

  ディスプレイ表示  

タッチキーを押す 

 

必要な回数 

 

 

BLE (BLE = Bluetooth Low Energy )接続 

 

 または のキーを押すことにより、通

信を ON または OFF に切り替えることができ

ます。 

 

設定範囲：BLE:ON または BLE:OFF. 
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注意事項： 

PolyLink 呼吸努力/体位センサーユニットからの信号を収集するためには、Bluetooth Low Energy の接続を有

効にする必要があります。 

 

  ディスプレイ表示  

タッチキーを押す 

 

 

 

 

 

Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットとの

通信 

S.Box が呼吸努力/体位センサーユニットを探

知し、ペアリングが完了するまで、BLE の表

示画面に 6 本の破線が順番に点滅します。 

ユ ニ ッ ト が 検 知 さ れ る と 、 例 え ば 、 

 のように、ユニットの背面に記載

されたアルファベットと数字の組合せによる

番号の最後の 6 文字が順番に点滅します。 

表示された 6 つの文字がご使用中の Polylink 呼

吸努力/体位センサーユニットのものと一致し

ない場合、  または のキーを押すこと

により再び検知し直すことができます。 

モニタリングメニュー 
本メニューは、S.Box のバージョン 1.7 から使用できます。S.Box の使用中、Polylink またはパルス

オキシメータ WristOx2 が接続され、ペアリングされてる時に本メニューへのアクセスが可能にな

ります。メニューに表示される情報を順次参照することはできますが、変更することはできません。  

この情報を見るには、S.Box 装置を使用中にタッチキー  を押します。  
 

❶ 

タッチキーを押す 

 
（S.Box を使用中） 

 

 

 

 

 
 

SD カードの状態  
 
表示範囲：SD：OK と SD : _ _ _. 

 
SD に：_ _ _が表示された場合は、SD カードが

カードリーダーに適切に挿入されていることを

確かめてください。  

 

 

❷ 

タッチキーを押す 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
パルスオキシメータの状態 
 
表示範囲：SPO : OK と SPO : _ _ _. 

 
SPO に : _ _ _が表示された場合は、パルスオキ

シメータセンサーが装着され、通信が正しく行

われていることを確かめてください。  
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  ディスプレイ表示  

❸ 

タッチキーを押す 

 

 
 
 

 

 
 

腹部呼吸努力センサーの状態 
 

表示範囲：ABD : XX と ABD : _ _ _. 

(XX = 01～10) 
 

表示される情報は、腹部の動きの大きさに応じ

て変わります。 

ABD に : _ _ _が表示された場合は、Polylink 呼吸

努力/体位センサーユニットがオンの状態で、腹

部呼吸努力センサーが正しく接続され、圧力が

正常であることを確かめてください。 
 

❹ 

タッチキーを押す 

 

 

 

 

 

 

腹部呼吸努力センサーの状態 
 

表示範囲：THO : XX と THO : _ _ _. 

(XX = 01～10) 
 

表示される情報は、胸部の動きの大きさに応じ

て変わります。 

THO に : _ _ _が表示された場合は、Polylink 呼吸

努力/体位センサーユニットがオンの状態で、胸

部呼吸努力センサーが正しく接続され、圧力が

正常であることを確かめてください。 
 

❺ 

タッチキーを押す 

 

 

 

 

 

 

体位センサーの状態 
 

表示範囲：  

POS :   （仰向け） 

POS :  （うつ伏せ） 

POS :   （右向き） 

POS :  （左向き） 

POS :  （起立） 

POS :  （センサーが逆さまの状態） 
POS : _ _ _. 
 

POS に : _ _ _が表示された場合は、Polylink シス

テムが正しく装着されており、Polylink 呼吸努力

/体位センサーユニットがオンの状態になってい

ることを確かめてください。  
 

❻ 

タッチキーを押す 

 

 
 
 

 

 

Polylink 呼吸努力/体位センサーユニット内蔵バ

ッテリの状態 

 
表示範囲：BAT : X  

(XX = 0～100) 
 
表示値が低い場合は、USB 充電器により内蔵バ

ッテリーを充電してください。 
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 を押して、モニタリングメニューを終了します。 

 

胸部と腹部呼吸努力ベルトの調整は、S.Box 専用アプリケーションの SEFAM Access により行うこ

とができます。 

スマートフォンまたはタブレットのアイコン  を選択し、SEFAM Access を起動し、画面上の

案内に従ってください。 

 

 

Polylink システムのオプションとして、パルスオキシメータ WristOx2 を使用する場合は、S.Box 患

者用取扱説明書に記載された設定メニューを参照し、パルスオキシメータと装置のペアリングをし

てください。 

リアルタイムデータ収集 
Polylink システムは、呼吸努力と体位に関する信号をリアルタイムで収集することが可能です。 

電源スイッチ/スクリーンセーバーのボタン  を押し続け、装置の電源をオンにします。モニタ

リングされたデータは装置に記憶され、SD メモリーカードに保存されます。次いで、Polylink シス

テム、および接続されている場合はパルスオキシメータからの信号の収集を開始します。  

 

注意事項： 

 リアルタイムでデータを収集中は、SD カードが S.Box に挿入されていることを確かめてください。 

 S.Box の画面中央に記号  が表示され、BLE による無線通信が有効になっていることを確かめてくださ

い。 

 S.Box の接続を切断しないでください。 

 
S.Box がスタンバイ状態になったら、生体情報データの収集は停止します。その時点で、SD メモリ

ーカードを S.Box から取り出すことができます。 

 

SD カードに保存されたデータは、医療従事者により回収され、後日専用ソフトウェア SEFAM 

Analyze により分析されます。  

使用の終了 
1. ボールペンの先端で、スイッチ（スライドドア左側）をオフにして、Polylink 呼吸努力/体位セ

ンサーユニットの電源を切り、LED が消えていることを確かめてください。  

2. 電源スイッチ/スクリーンセーバーのボタン を押し続け、使用を終了します。 

Polylink システムの持ち運び 
13 頁の「Polylink システムの 取外し」の記載に従い、S.Box の電源を切り、Polylink システムを取

り外します。 

Polylink システムの各部品をキャリングケースに収納します。 
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Polylink システムの 取外し 
 

1. S.Box を電源から切り離してください。 

2. S.Box装置のサイドカバーまたは加湿器を取り外します：  

 カバーまたはタンクのロック解除ボタンを押すと同時に、カバーまたはタンク内側のレバ

ーを引いて取り外します。  

 S.Boxに加湿器が装着されている場合は、加熱ユニットのロックを右方向にスライドしてロ

ックを解除し、取り外します。 

3. Polylink 同期モジュールのレバーを引き、モジュールを引いて S.Boxのハウジングから取り出し

ます。 

4. S.Box装置にサイドカバーまたは加湿器を取り付けます： 

 装置の側部にあるレール上にカバーを差し込み、「カチ」という音がするまでカバーを装

置側に向かって押します。  

 加湿器を使用する場合は、装置の側部にあるレール上に加熱ユニットを差し込み、装置側

に向かって押します。ロックを左方向にスライドして、加熱ユニットをロックします。加

熱ユニットの上にチャンバのベース部分を置き、「カチ」という音がするまでチャンバを

装置側に向かって押します。 

5. Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットを取り外します。 

6. 胸部および腹部呼吸努力センサーとそのベルトの取り外し方については、それぞれの取扱説明

書を参照してください。 

 

清掃とメンテナンス 
 

S.Box 専用 Polylink 同期モジュールには特別な定期保守は必要ありません。必要に応じて、以下の

手順に従い作業を行ってください。 

 

警告： 

S.Box を電源から切り離し、Polylink 同期モジュールを S.Box から取り外してから、清掃を行ってください

（「Polylink システムの 取外し」を参照してください）。  
 

注意事項： 

 同期モジュールの清掃に適した製品を使用してください。強力洗剤、研磨スポンジ、およびハードブラ

シは使用しないでください。 

 同期モジュール内に水を入れないでください。 
 

 水で湿らした布に中性洗剤を数滴垂らし、同期モジュールの外側を拭きます。  

 モジュールを完全に乾燥させた後、S.Box に再度装着してください。 

 

同期モジュールと同じように、呼吸努力センサーを取り外した後に、呼吸努力/体位センサーのケ

ースを清掃してください。  

呼吸努力センサーおよびベルトの清掃と保守については、それぞれの取扱説明書の該当部分を参照

してください。 
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トラブルシューティング 
 

問題 考えられる原因 解決方法 

呼吸努力/体位セン

サーユニットの信

号が得られない。 

S.Box 装置内に

Polylink 同期モジュ

ールが挿入されてい

ない、あるいは正し

く挿入されていな

い。 

同期モジュールが S.Box 内のハウジングに適切に挿

入されていることを確かめてください。正しく挿入

されていない場合は正しく挿入しなおしてください

（8 頁の「Polylink 同期モジュールの挿入」を参照し

てください）。 

Polylink 呼吸努力/体

位センサーユニット

が作動していない。 

ボールペン等の先端で、呼吸努力/体位センサーユニ

ットのスイッチが入っているか確かめてください。 

呼吸努力/体位センサーユニットの電源をオフにし、

LED が緑色に点灯することを確かめてください。 

内蔵バッテリーが充電されているかどうか確かめて

ください。この LED がオレンジ色または赤色に点灯

している場合は、USB 充電器を使って内蔵バッテリ

ーを充電してください（8 頁の「呼吸努力/体位セン

サーユニットの」を参照してください。 

胸部と腹部の呼吸努

力センサーが正しく

接続されていない。 

呼吸努力/体位センサーユニット、胸部と腹部呼吸努

力センサー、およびベルトが正しく接続されている

ことを確かめ、適宜調節してください。 

問題が解決しない場合は、かかりつけの医療機関ま

たは医療機関からメンテナンスを委託されている専

門業者にご連絡ください。 

呼吸努力/体位セン

サーユニットの

LED が消えてい

る。 

 呼吸努力/体位センサーユニットの電源を入れ、1 分

経過すると、LED は自動的に消えます。 

LED が全く点灯しない場合は、かかりつけの医療機

関または医療機関からメンテナンスを委託されてい

る専門業者にご連絡ください。 

S.Box が作動して

いるにも関わら

ず、画面の中央に 

 記号が表示さ

れない。 

BLE (Bluetooth Low 

Energy)の通信が有効

になっていない。 

S.Box の患者設定メニューで BLE 通信が有効化され

ていることを確かめてください。無効化されている

場合は、BLE:ON に設定してください。9 頁の

「Polylink システムとの通信」を参照してくださ

い。  

問題が解決しない場合は、かかりつけの医療機関ま

たは医療機関からメンテナンスを委託されている専

門業者にご連絡ください。 

Polylink システム

との通信ができな

い。 

Polylink 同期モジュ

ールと Polylink 呼吸

努力/体位センサーユ

ニットがペアリング

されていない。 

同期モジュールと S.Box が適切にペアリングされて

いることを確かめてください。9 頁の「Polylink シス

テムとの通信」を参照してください。  

問題が解決しない場合は、かかりつけの医療機関ま

たは医療機関からメンテナンスを委託されている専

門業者にご連絡ください。 

Polylink システム

に異常が生じ、正

常に動作しない。 

過剰な電磁妨害 S.Box と Polylink システムを異常の原因となるよう

な、ハロゲンランプ、携帯電話などから遠ざけてく

ださい。 



PolyLink システム 技術 特性  15 

技術 特性 
 

Polylink システムの性能 

装置の耐用年数： 5 年  

無線特性 

無線通信の種類：  ブルートゥーススマート (BLE 4.1) 

周波数帯  2402～2480 MHz（ISM バンド） 

最大出力： 5.3 dBm 

使用条件  

圧力範囲： 700 hPa～1060 hPa 

温度： +5°C～+40°C  

相対湿度 15 %～93 %（結露なし） 

高度： 0  約 2 500 m 

輸送および保管条件 

圧力範囲： 700 hPa～1060 hPa 

温度： -25°C～+70°C 

相対湿度 5 %～93 %（結露なし）  

電気的特性 
 

Polylin 同期モジュール 

入力電圧： 5 Vdc  5 % （S.Box の電気接続コネクターにより給電） 

最大消費電力： 45 mW / 9 mA 

 

Polylink 呼吸努力/体位センサーユニット 

入力電圧： 5 Vdc  5 % 

最大消費電力： 0.6 W / 120 mA 

 

呼吸努力/体位センサーユニット USB 充電器 

クラス II 機器 
 

付属充電器 SMI 5 – 5 – V - I38 （国により、プラグが異なります） 

入力電圧： 100～240 VAC、 50～60 Hz 

入力電流： 200 mA 

出力電圧： 5 V  5 % 
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物理的特性 

 

同期モジュール寸法（幅 X 奥行き X 高さ） 

呼吸努力/体位センサーユニット寸法（幅 X 奥

行き X 高さ）: 

 
85 x 63 x 22 mm 

37 x 67 x 22 mm（単独） 

41 x 71 x 30 mm （同梱のベルトに取り付け

た状態） 

キャリングケース寸法（幅 X 奥行き X 高さ） 200 x 150 x 60 mm 

同期モジュール重量 

呼吸努力/体位センサーユニット重量 

60 g 

60 g 

無線機器審査証明書 
欧州： 

 EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02) et EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02) 電磁適合性 （第 3 条 1b） 

 EN 300328 V2.1.1 (2016-11) 割り当てられたスペクトルの有効活用 （第 3.2 条) 

日本： 

 技適：209-J00169 

CE マーク 
PolyLink システム 2018 

規制要件 
この医療機器に付随するリスクは、ISO 14971 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。 

S.Box とともに使用される Polylink システムは以下の指令と規格に適合しています： 

 欧州指令 2007/47/CE により修正された医療機器に関する理事会指令 93/42/CEE。 

 欧州で販売される無線機器に関する加盟国の法規制の調和に関する欧州議会と理事会の指令 

2014/53/UE（無線機器指令）。 

 電池と蓄電池に関する欧州議会と理事会の指令 2006/66/CE 

 電気電子機器に使用される特定の危険物質利用制限に関する欧州議会と理事会の指令
2011/65/UE(RoHS) 

 電気電子機器廃棄物に関する欧州議会と理事会の指令 2012/19/UE(DEEE) 

 IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012 : 電子医療機器－第一部：基本的な安全

性と本質的な性能に関する一般要求事項 

 IEC 60601-1-2:2014 : 電気医療機器第一部：安全に関する一般要求事項。付帯基準：電磁適合性

－処方と試験 
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電磁適合性に関する基本性能要件 
基本性能は以下の通り規定されるものとします：Polylink 呼吸努力/体位センサーユニットの位置と

胸部と腹部の呼吸努力センサーの 2 種類の信号を、正確かつ安全に Polylink 同期モジュールに送信

します。 

基本性能の消失、また劣化が生じたとしても、患者に対する危険性はありません。外部からの電磁

妨害の影響を受けた信号を判別できる医師が、専用ソフトウェア SEFAM Analyze により表示され

るこれらの信号を体系的に検証するため問題はありません。 

電磁適合性 

電磁放射 適合性 推奨される電磁環境 

エミッション RF CISPR 11 グループ 1 クラス B 本装置は、その内部動作のためにのみ RF（高

周波）エネルギーを使用します。したがっ

て、その高周波放出は非常に少なく、近辺に

ある電気機器との干渉を発生することはない

と思われます。 

高調波放出 

IEC 61000-3-2 

クラス A  

電圧変動/フリッカ 

IEC 61000-3-3 

適合  

 

装置は、「医療機関」環境よりも厳しい「一般家庭環境」においてテストされます。イミュニティ

試験水準がより高いため、一般の電力ネットワークに接続することが可能です。 

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する必要があります。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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