造影剤自動注入装置

専用消耗品
・ゾーンマスターキット
（販売名：ゾーンマスターキット 承認番号：21800BZY10176000

Zone Master Neo

製造販売業者：スーガン株式会社）

［ゾーンマスター ネオ］

Z model
WカセットキットDPT付

SカセットキットDPT付

三活付チューブキット

・バリアブルハンドスイッチ

・150mL アンギオシリンジ

販売名：滅菌済み注射筒
届出番号：27B2X00093000302
製造販売元：吉川化成株式会社

オプション

サブ操作パネル

床置き支柱

＊製品の色はカタログと多少異なる場合があります。 ＊本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。 ＊本カタログ掲載製品及び内容に関するお問合せは、シーマン（株）
までお問合せください。

発売元

製造販売元
信頼をかたちに

http://www.sheen-man.co.jp

大阪市北区東天満1-12-10 〒530-0044
第一種医療機器製造販売業

社 大阪市北区東天満 1 丁目12番10号 〒530-0044
TEL（06）6354-7702 FAX（06）6354-7114
東 京 支 店 TEL（03）5207-3521 FAX（03）5207-3522
九 州 支 店 TEL（092）283-7400 FAX（092）283-7401
名古屋営業所 TEL（052）218-7337 FAX（052）218-7338
本

U.20.08.2000.47.ZM-F

®

造影剤自動注入装置
ゾーンマスター ネオ Zモデル
ゾーンマスターヘッドに
4.2型LCDディスプレイを搭載！
4.2型LCDディスプレイを
インジェクタヘッドの
両側面に配置
メイン表示
シリンジ内造影剤残量、設定注入速度、
設定注入量、患者累積注入量を表示

サブ表示
エアセンサの状態、ヘッドチルト表示、
外筒ホルダ未セット表示

バリアブルハンドスイッチ
1

マニホールドアーム
2

マニホールドアーム

操作パネル

従来の活栓型マニホールドは必要ありません。

7.4型TFTカラー液晶タッチパネルにより、

クランプシステムによりコロナリーアンギオに

視認性･操作性が向上しました。

必要な造影剤注入、生理食塩水のフラッシュ、

使用言語は日本語です。

血圧測定が自動で切り替えられます。

造影剤の累積量や残量表示、注入毎の注入結果

(エアセンサ内蔵)

（実注入速度、実注入量、実注入圧）
を表示します。

バリアブルハンドスイッチ

エアセンサ

造影剤の速度可変注入と生理食塩水の

流路内のエア確認を行う為の補助的機能として、

フラッシュ操作ができます。

2か所にエアセンサを内蔵しています。

光ファイバーケーブルを採用しました。

エアセンサ：①Wカセットキットの患者ライン側と

①

②三活付チューブキットのインジェクター側
注意：流路内のエアは必ず目視による確認を行ってください。

ゾーンマスターキット
専用のWカセットキット
（別売）
は

大きくて押しやすい
緊急停止スイッチ

装脱着が容易なカセット式です。

分かりやすい位置に大きな緊急停止スイッチを

※

※販売名：ゾーンマスターキット
承認番号：21800BZY10176000

ツインチャンバーセンサ

設けました。

ACサーボモータ

・造 影剤のチャンバーセンサが空を感知した場合、操作パネルのボ

造影剤オート吸引機能

トル表示が赤く点灯し、造影剤の追加吸引が停止します。
・生 理食塩水のチャンバーセンサが空を感知した場合、生理食塩
水の注入が停止します。
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ACサーボモータとボールスクリュー機構の組合せにより
駆動します。ロボットアームの制御にも使用されている
ACサーボモータの採用により､精度の高い注入が可能です。

・造 影剤側と生理食塩水側にセンサが内蔵されており、チャンバー
内に造影剤あるいは生理食塩水がなくなったことを感知します。

②

シリンジ内の造影剤の残量がなくなったら、
自動的に造影剤ボトルより吸引します。
※造影剤ボトルが空になったら、吸引を停止します。

オートプライミング機能

150mLアンギオシリンジ内への造影剤の吸引と、
Wカセットキット内のエア抜きがボタン1つで行えます。
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ゾーンマスター ネオ （Zモデル）

一般的名称：多相電動式造影剤注入装置
認証番号：229ADBZX00122000
管理医療機器（クラスⅡ）、設置管理医療機器、特定保守管理医療機器

〈主たる仕様〉

【操作パネル】

【Zモデルインジェクタヘッド】

分

類

電気的定格
EMC
（電磁両立性）
試験規格

単位 : mm

重

量

3.0kg

法
量

セルフチェック

注入量（設定単位）

注入速度

圧力リミット

重

量

11.0kg （外筒除く）

単位 : mm

【床置き支柱】

19.0kg

【Z用ベッドスライド支柱】

日本工業規格 「JIS T0601-1：2017」に適合
医療電気機器-第1部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項
寸法 ： H297㎜×W597㎜×D297㎜
重量 ： 11.0kg（外筒除く）
寸法 ： H256㎜×W433㎜×D274㎜
重量 ： 19.0㎏
寸法 ： H209㎜×W262㎜×D92㎜
重量 ： 3.0㎏

コンソール
操作パネル
電源投入後、約10秒間

ゾーン モード時
： 1.0mL ～ 20.0mL（0.5mL単位設定）
（バリアブルハンドスイッチ使用）
		 1.0mL ～ 50.0mL（0.5mL単位設定）｢ゾーン高注入量設定時｣
ゾーンアンギオ モード時 ： 1.0mL ～150.0mL（0.1mL単位設定）
アンギオ モード時
： 1.0mL ～150.0mL（0.1mL単位設定）
インフュージョン モード時 ： 1.0mL ～150.0mL（0.1mL単位設定）
ゾーン モード時
： 0.5mL/s ～12.0mL/s（0.5mL/s単位設定）
（バリアブルハンドスイッチ使用）
		 0.5mL/s ～20.0mL/s（0.5mL単位設定）｢ゾーン高注入量設定時｣
ゾーンアンギオ モード時 ： 0.1mL/s ～25.0mL/s（0.1mL/s単位設定）
アンギオ モード時
： 0.1mL/s ～25.0mL/s（0.1mL/s単位設定）
インフュージョン モード時 ： 0.1mL/min～59.0mL/min（0.1mL/min単位設定）
50 ～ 1200psi（344 ～ 8274kPa）
インフュージョン モード時のみ50〜300psi（344〜2068kPa）
X-Ray 0 ～ 99.9s
INJ
0 ～ 99.9s
ゾーンアンギオモード時及びアンギオモード時

生理食塩水注入速度

100mL/min

単位 : mm

量

日本工業規格 「JIS T0601-1-2：2012」に適合
医用電気機器－第1－2部：安全に関する一般的要求事項－電磁両立性－要求事項及び試験

注入撮影遅延時間
(Ｘ線装置との連動)

プログラムメモリ数

重

定格電圧 ：AC 100V
周波数 ：50 ㎐ - 60 ㎐ 共用
定格電流 ：3A

インジェクタヘッド
寸
重

【コンソール】

電撃に対する保護の形式：クラスⅠ
電撃に対する保護の程度：CF形装着部

ゾーン モード
20プログラム
アンギオ モード
60プログラム
インフュージョン モード 20プログラム

注入結果表示

注入量、注入時間、注入速度、注入圧、注入日時などを、過去30回分の表示が可能

トラブル履歴

エラーメッセージを最大60件まで記録

オートプライミング

自動でシリンジ内への造影剤吸引及びエア抜きを行う機能あり

シリンジ内造影剤
残量不足表示

設定された残量になると、画面で残量表示が点滅

ツインチャンバ－センサ

センサケーブルに負荷がかかりにくいコネクタを採用
生食バッグは3種類（100mL、500mL、1000mL）に対応
ゾーンマスターキット を使用しない場合、造影剤注入のみを行うスタンダードインジェクタとしても使用可能
（緊急時や心臓以外の検査に有効）
※

スタンダード注入機能
二次安全停止機構
ヘッド部LCD表示
（ヘッド部側面2か所）
ヘッド部操作

注入毎、位置センサにより注入量が設定量を超えた場合に注入をストップする
メイン機能 ：シリンジ内造影剤残量/設定注入速度/設定注入量/患者累積注入量を表示
サブ機能 ：エアセンサの状態、ヘッドチルト表示、外筒ホルダ表示
ピストンの前進・後退・自動後退機能、生食注入、オートプライミングスイッチなどがあり各種操作可能

マニュアルノブ

あり(手動にてプランジャを前進・後退させることが可能)

シリンジヒータ

あり(約36℃で保温)
ゾーンマスターキット の患者ライン側と三活付チューブキット のインジェクタ側の2か所に
流路内のエア確認を行う為の補助機能として設置
注意：流路内のエアは必ず目視による確認を行ってください
※

エアセンサ

重

量

約43kg

追加操作パネル(オプション)

※

検査室以外に、操作室にも操作パネルが設置可能

※販売名：ゾーンマスターキット
（承認番号：21800BZY10176000）
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重

量

3.1kg
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