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* 2017年11月（第2版 新記載要領に基づく改訂） 

2015年7月（第1版） 届出番号: 13B1X10058000003 

機械器具56 採血又は輸血用器具 

一般医療機器 採血・輸血チューブ用加熱溶融接合装置 70366000 

コンポドック 
 
【形状・構造及び原理等】 

〈各部の名称〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ディスプレイ 8 チューブ 

クランプ（右） 
15 電源入力 

モジュール 
2 スタートキー 9 ポジショニング 

カバー 
16 メインヒューズ

（蓋の内側） 
3 ストップキー 10 セントラル 

ブロック 
17 電源入／切ボタン 

4 ヒーターカバー 11 チューブ 
クランプ（左） 

18 電源コード接続部 

5 ポジションマー

ク 
12 クランプ 

レバー（左） 
19 ベンチレーション

スロット 
6 バッグトレイ 13 パワーLED 20 スキャナー接続部 
7 クランプ 

レバー（右） 
14 コンポドック 

カウンタ接続部 
21 ネットワーク 

接続部 
 
〈電気的定格〉 

定格電圧 AC100～120V、200～240V 
直流・交流の別 交流 
周波数 50／60Hz 
ヒューズ T6.3A250V×2 
消費電力 300W（最大） 
RF 周波数 40.68MHz±10kHz 
RF 出力 90W（公称） 
 
〈機器の分類〉 

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ 水の有害な浸入

に対する保護の程度の分類：IPX0 
本品はEMC規格EN 61000-6-1:2007、EN 61000-6-2:2005に適

合している。 
 
〈作動・動作原理〉 

コンポドックは、採血又は輸血チューブセット等と、これに接

合するチューブを、それぞれ電極板付ブロックと接続したチュ

ーブクランプブロックが動くことで切断する。切断面をチュー

ブクランプブロックを構成するチューブクランプガイドの 先端

に接触させた状態で、2本のチューブの位置を移動させる。接続

する2本のチューブ間に位置する、460度に熱せられた加熱エレ

メント（加熱板）が移動し、チューブクランプブロックが2本の

チューブを接続させ、チューブが接合する。 
 
【使用目的又は効果】 

本品は、採血又は輸血チューブセット等と、これに接合するチ

ューブとを共に加熱刃で切断し、切断面を刃に接触させた状態

でチューブの位置を移動させ、加熱刃を取り外すことにより細

菌侵入の恐れなく接合する装置をいう。 
 
【使用方法等】 

1. 使用前の準備 

1) コンポドックカウンタを装置に接続する。 
2) 電源コードを、装置と外部電源に接続する。 
3) 電源入／切ボタンを押して、装置の電源を入れる。 
4) パワーLED が点灯していることを確認する。 

2. 操作方法 

1) クランプレバーを開ける。 
2) （バッグトレイを使用する場合は）血液バッグ等、採血

又は輸血チューブセットのバッグをバッグトレイに載せ

る。 
3) バッグのチューブをチューブクランプに挿入する。 
4) どのチューブが挿入されているのか、またチューブの挿

入位置を確認する。 
5) ポジショニングカバーを一旦閉じてから開き、再び閉じ

る。可聴シグナルが鳴るのを確認する。 
6) 可聴シグナルの発報から 10 秒以内にクランプレバーを閉

じる。 
7) チューブがクランプされる。 
8) チューブクランプが閉じられると、シーリング工程が自

動的に開始され、ポジショニングカバーが開く。 
※ サービスメニューで自動開始機能をオフとしている場

合は、スタートキーを押すとシーリング工程が開始さ

れる。 
9) シーリング工程が完了すると、可聴シグナルが鳴る。 
10) クランプレバーを開く。 
11) チューブの両側を持ってチューブを取り出す。 
12) チューブの接合部分の両側を持ち、接合部分を押し合う

ようにして、通液するのを確認する。 
3. 使用後の作業 

1) 残ったチューブをセントラルボックスから除去する。 
2) スタートキーを押し、チューブクランプをスタンバイ位

置に戻す。 
3) 電源入／切ボタンを押して、装置の電源を切る。 
4) 電源コードを、外部電源と装置から外す。 

詳細については、取扱説明書を参照のこと。 

 
〈使用方法等に関連する使用上の注意〉 

・  クランプ、チューブ表面に液体や異物を付着させないこと。

［接合不良を起こし、微生物汚染の可能性や、接合不良部

又は切片の簡易シール部からの血液が飛散し、人が感染す

る可能性がある。］ 
・ ブロックの移動中は、各ブロックやクランプカバー、クラ

ンプレバーには手を触れないこと。［指をはさまれ、けが

をする可能性がある。］ 
・ 加熱エレメントは高温になるので、手を触れないこと。 
・ チューブは、クランプ溝へしっかりと押し込むようにセッ

トすること。［接合不良を起こし、微生物汚染の可能性や、

接合不良部又は切片の簡易シール部からの血液が飛散し、

人が感染する可能性がある。］ 
・ 前回接合したチューブの切片が残っている場合、これを取

り除くこと。［チューブをクランプ溝にセットできない可

正面（バッグトレイを装着した状態） 
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能性がある。］ 
・ チューブの先端がクランプ溝の外に出ない場合や、バッグ

の位置によりクランプの動作が妨げられる場合は、本品を

使用しないこと。［接合不良を起こし、微生物汚染の可能

性や、接合不良部又は切片の簡易シール部からの血液が飛

散し、人が感染する可能性がある。］ 
・ クランプカバーは確実に閉じること。［閉じ方が十分でな

いと、接合不良の原因となる。］ 
・ 接合中は、クランプカバーを開けないこと。［クランプカ

バーを開けると、接合不良を起こし、微生物汚染の可能性

や、接合不良部又は切片の簡易シール部からの血液が飛散

し、人が感染する可能性がある。］ 
・ 接合中は、チューブを引っ張ったり、チューブに負荷をか

けないこと。［接合不良を起こし、微生物汚染の可能性や、

接合不良部又は切片の簡易シール部からの血液が飛散し、

人が感染する可能性がある。］ 
・ 接合後、開通前に接合部に液漏れやズレ等の異常がないこ

とを確認すること。［接合不良の状態のまま通液したり、

再接合すると、チューブ内の血液が微生物汚染されたり、

血液が飛散し、人が感染する可能性がある。］ 
・ 接合後、すぐに開通させ接合部に穴あき、液漏れ等の接合

不良が発生していない事を必ず確認すること。［接合不良

の状態のまま通液したり、再接合すると、チューブ内の血

液が微生物汚染されたり、血液が飛散し、人が感染する可

能性がある。］ 
・ 接合後、残ったチューブの切片の端部は、簡易的にシール

されている。完全にシールしたい場合は、チューブシーラ

ーを用いてシールすること。 
・ 接合後、残ったチューブの切片を強くつままないこと。

［切片の簡易シール部からの血液が飛散し、人が感染する

可能性がある。］ 
・ クランプにチューブがセットされた状態で、クランプ位置

を開始位置に戻さないこと。[クランプやチューブを破損す

ることがある。] 
 

* 【使用上の注意】 

〈重要な基本的注意〉 

・ 人体に装着されているチューブの接合には、使用しないこ

と。［チューブ内溶液を通じて、人体側に感電する可能性

がある。］* 

・ 接合部に穴あき又は液漏れ等、接合不良が発生した場合は、

通液したり、再接合をしないこと。［接合不良の状態のま

ま通液したり、再接合すると、チューブ内の血液が微生物

汚染されたり、血液が飛散し、人が感染する可能性があ

る。］* 

・ 本品に異物や液体が入らないように注意すること。もし入

り込んだ場合、そのままの状態で使用しないこと。［故障

の原因となる。］* 

・ 本品は気密構造ではないので、活性ガス（消毒用ガスも含

む）環境やネブライザー等の噴霧を行っている環境や多湿

環境等で使用、保管はしないこと。［装置内部の電子部品

に影響を与え、損傷や経時劣化により、本品が故障する原

因となる。］* 

・ 引火性のある環境では使用しないこと。［引火又は爆発の

誘因となる可能性がある。］* 

・ 本品の使用前には、必ず使用前点検を実施すること。異常

が認められた場合、ただちに使用を中止し弊社担当者に連

絡すること。 
・ 使用条件下であっても、急激な温度変化を生じさせる使用

はしないこと。［本品内部での結露発生により、損傷や劣

化を生じ、本品が有する機能や性能が得られない可能性が

ある。］ 
・ 薬液等の滴下又は濡れには十分注意すること。［本品は防

水構造ではなく、薬液等の滴下が電源コードに付着すると

ショートする危険がある。また、電源コードを接続する際

は電源接続部が濡れていないことを確認すること。］ 
・ 本品に液体（薬液や血液等）が付着あるいは固着した場合

は、すみやかにガーゼ等で汚れを拭き取ること。［本品が

有する機能や性能が得られず、また、故障の原因となる。］ 
  

【保管方法及び有効期間等】 

〈保管方法〉 

・ 水濡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。 
使用条件：温度 15～35℃、湿度35～85％ 
保管条件：温度 －20～45℃、湿度20～85％ 

（適切に換気される室内に保管すること） 
 
〈耐用期間〉 

指定の保守・点検並びに消耗品の交換を実施した場合の耐用期

間：6年［自己認証による］。 
 
【保守・点検に係わる事項】 

安全に使用するために、定期的に保守点検を実施し、各点検で

異常が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。 
 
〈保守・点検上の注意〉 

・ 本品の清掃や点検を行う際は、感染防止のため、必ず使い

捨て手袋を着用すること。 
・ 清掃又は消毒をする時は、必ず本品の電源を切り、電源コ

ードを抜いてから行うこと。［本品の故障や、感電等を起

こす可能性がある。］ 
・ 薬液等が付着した場合は、速やかに水又はぬるま湯を浸し

たガーゼ等をよくしぼってから汚れをよく拭き取ること。 
・ 消毒を行う際は、滅菌器等は使用せず、製造業者指定のア

ルコール系消毒液に浸したガーゼ等をよくしぼってから本

体を軽く拭き、その後、水又はぬるま湯を浸してよくしぼ

ったガーゼ等で、消毒液を拭き取り、更に乾いた柔らかい

布等で水気をよく拭き取ること。[有機溶剤や使用可能な消

毒液以外を使用した場合、本品の破損や故障の原因とな

る。] 
・ 交換部品は指定部品以外使用しないこと。［本品が有する

機能や性能が得られない可能性がある。］ 
 
〈使用者による保守点検項目〉 

保守点検項目 点検頻度 点検内容（概略） 
使用前点検 使用前 ・ 本体及び付属品の破損の有無 

・ 動作確認 使用後点検 使用後 
※ 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。 

 
〈業者による保守点検項目〉 

保守点検項目 点検頻度 点検内容（概略） 

定期点検 1年に1回

を目安 

・ 専用治工具、測定器を使用し

た性能、安全性検査、分解、

調整 
・ 劣化部品の交換 

※ 本品の「保守部品のメーカー保有期間」は、製造中止後耐

用期間内の6年とします。 
 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】 

〈製造販売業者〉 

 

 
フレゼニウス カービ ジャパン株式会社 
電話番号：03-3280-3211 

 
〈製造業者〉 

サンミナ－エスシーアイ  エービー 
Sanmina－SCI AB 

 
〈国名〉 

スウェーデン 
 


