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特定保守管理医療機器
設置管理医療機器

医用半導体レーザー装置システム UDL-60
（医用半導体レーザー装置 UDL-60）
(3)構造

【禁忌・禁止】

ブロック図

適用対象
【使用目的、効能又は効果】に示した目的以外には使用しないこ
と。それ以外への適用は患者を傷付けたり、機器の破損につなが
るおそれがあり、また機能の確保ができない。

併用医療機器
本製品は『取扱説明書』に記載されている関連機器との組み合わ
せで使用すること。記載されていない機器との組み合わせで使用
した場合、人体への障害、機器の破損につながるおそれがあり、
また機能や耐久性の確保ができない。

使用方法
・使用に先立ち、必ず本添付文書、本製品の『取扱説明書』およ
び同時に使用する機器の『添付文書』や『取扱説明書』を熟読
し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用するこ
と。
・プローブは、1 回限りの使い捨てタイプであるため、使用後は適
切な方法で廃棄する。
・本製品は、医師または医師の監督下の医療従事者が使用するも
のであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研
修を受けて使用することを前提としている。本条件に該当しな
い者は、使用しないこと。
・内視鏡手術の手術形式では対応できない事態の発生に備えて、
開腹手術への移行態勢および入院計画を整えたうえで使用する
こと。
・可燃性雰囲気中または酸素濃度の高いところや可燃性麻酔薬、
亜酸化窒素（N2O）を使用している所あるいは体内にこれらのガ
スがあるときは本製品を使用しないこと。火災や人体への傷害
を起こすおそれがある。
・本製品は医師の監督下に医療施設内で使用するものである。危
険を避けるために、それ以外の施設で使用しないこと。
・本製品は、当社が認めた者以外、修理できない。絶対に分解や
改造はしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

2.作動・動作原理

1.構造・構成ユニット

レーザーダイオードは、活性層を p 型、n 型の GaAlAs のクラッ
ド層ではさみ込んだ構造であり、電流を流すことで励起され、レ
ーザー光が発生する。複数のレーザーダイオードから発生したレ
ーザー光は光学系により集光され、光ファイバーの近位端から光
ファイバー内に導光される。光ファイバー内を伝達したレーザー
光は遠位端より放出され、患部に照射される。

(1)構成
本製品は以下のものから構成される。
1)本体
医用半導体レーザー装置 UDL-60
2)付属品
・フットスイッチ
・電源コード
・キー
・リモートインターロックコネクタ
(2)各部の名称

【使用目的、効能又は効果】
使用目的
本製品は、半導体レーザーを使用したレーザー手術装置であり、
生体組織の切開、止血、凝固および蒸散を行うことを目的とする。

取扱説明書を必ずご参照ください。
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・水などの液体を掛けたり、こぼしたりしないこと。また万一本
製品の内部に水などの液体が入ったら直ちに使用を中止するこ
と。
・本製品の電源プラグを、接地のできる医用コンセントに直接接
続すること。本製品が正しく接続されていないと、感電事故や
火災を起こすおそれがある。
・接続する医用コンセントは容量が十分なものを使用すること。
容量が満たない場合、火災を起こしたり、医用施設のブレーカ
ーが作動することにより、本製品のみならず、同一電源に接続
されている他製品の電源が切れるおそれがある。
・本製品の『取扱説明書』に記載された「レーザー手術装置に関
する特別な使用上の注意事項」に従って、必要な安全対策を行
うこと。
・術者、助手および見学者全員は必ず専用の保護眼鏡を装着する
こと（対応波長 790～830nm、光学密度（O.D.）4.5 以上）。
・保護眼鏡を装着していても、レーザー光を直視しないこと。
・レーザー処置が以前に困難であった患者に対しては慎重に使用
すること。
・全体が観察できる状態で、レーザー照射を行うこと。必要な部
位が見えない場合は、レーザー照射を行わないこと。
・太い血管の周辺や血管が多く走っている部位にはレーザー照射
を行わないこと。
・本製品は、出荷前に洗浄、消毒、滅菌されていない。洗浄、消
毒、滅菌せずに使用すると患者や医療従事者が感染するおそれ
がある。
・手術光はクラス IV のレーザー光である。レーザーの直接光ま
たは散乱光を目や皮膚に照射しないこと。
・レーザーを使用する場所では本製品の『取扱説明書』に記載さ
れたすべての安全対策を取ること。
・ガイド光はクラス IIIa のレーザー光である。ガイド光を見つめ
たり、光学機器で直接見ないこと。
・レーザー光により発火することがある燃えやすい気体や爆発し
やすい麻酔ガス N2O などを使用しないこと。そのほか燃えや
すい物質や煙の出る物質（エーテル、よう素液、コロジオン、
アルコールなど）を使用しないこと。
・可燃性麻酔剤、高濃度酸素などの可燃性雰囲気環境の部位には
レーザーを照射しないこと。可燃性雰囲気環境の部位でのレー
ザー照射は、発火、爆発を引き起こすおそれがあり、熱傷およ
び機器に損傷を与えるおそれがある。
・対象とする組織以外の組織やものに誤って照射すると、レーザ
ー光により熱傷することがある。対象とする組織の周囲を、湿
った布や、生理食塩水に浸したガーゼで覆っておくことは火傷
の防止に有効である。布は不燃性の布を使用すること。
・ガラス、金属および光沢のあるプラスチックなどの反射する物
体にレーザー光を照射しないこと。
・レーザー光の生体組織への照射により発生する煙には有害な物
質が含まれる可能性がある。発生した煙を術者、助手、患者お
よび見学者全員が吸わないよう排煙装置などにより煙を除去す
ること。
・子宮内レーザー手術中に、光ファイバー先端の冷却や通気（ガ
ス注入）のためにガスや空気を使用しないこと。致命的なガス
または空気の塞栓症を引き起こすおそれがある。
・レーザー装置と気腹装置との併用時には両方がガス供給源とな
り、短時間で腹腔設定圧に達する。腹腔過圧によるガス塞栓症
の事故を防止するため、腹腔内が過圧状態にならないよう十分
注意すること。気腹装置側で腹腔過圧の警告（表示灯、警告
音）がされた場合、直ちにトラカールからの自然排気をするこ
と（レーザー装置側には腹腔内圧を監視する機能（自動送気停
止、警告表示灯、警告音）はない）。
(2)併用医療機器
電気安全上、本製品と以下の医用電気機器を併用しないこと。
- 組み合わせ使用についての安全性が確認されていない医用電
気機器
- 漏れ電流などの安全性が確認されていない医用電気機器

【品目仕様等】
仕様
・レーザー種類
・レーザー波長
・レーザー本体出力
・出射端最大出力
・治療モード
連続モード
パルスモード

GaAlAs 半導体レーザー
810±20nm
0.5～60W
48W 以上

レーザー出力が時間的に連続するモード
レーザー出力が一定間隔の単一
パルス発振をするモード
リピートパルスモード
レーザー出力が一定間隔で繰り返し
パルス発振をするモード
・パルス幅
連続モード、パルスモード：0.1～9.9 秒（0.1 秒毎）
リピートパルスモード
：0.1～1.0 秒（0.1 秒毎）
・パルス間隔
リピートパルスモード
：0.1～1.0 秒（0.1 秒毎）
・カウントダウン
10～3200 秒
・ガイド光
波長 650nm、最大出力 5mW 以下
可視半導体レーザー
・冷却装置
ファンによる強制冷却

【操作方法又は使用方法等】
使用方法
(1)電源コードを接続する。
(2)フットスイッチを接続する。
(3)専用の保護眼鏡を掛ける。
(4)メインスイッチを入れる。
(5)レーザープローブを接続する。
(6)送気、送水が可能なレーザープローブを使用する際には送気、
送水の準備を行い、レーザープローブのルアーロックコネクタ
ーに接続する。
(7)キースイッチを回して装置を作動する。自己テスト後、異常が
なければ自動的にスタンバイモードになる。
(8)キャリブレーション可能なレーザープローブを使用する際には
必要に応じてキャリブレーションを行う（詳細は本製品の『取
扱説明書』を参照すること）。
(9)モード（連続、パルス、リピート）を設定する。
(10)出力、パルス幅、パルス間隔などを設定する。
(11)レディーモードにする。
(12)フットスイッチを押してレーザーを照射する。
使用方法に関する詳細については、本製品の『取扱説明書』の
「6 準備点検」および「7 使用法」を参照すること。

【使用上の注意】
禁忌・禁止
(1)一般的事項
・本添付文書と本製品の『取扱説明書』には、本製品を安全かつ
効果的に使用するうえで必要不可欠な情報が盛り込まれている。
使用に先立ち、必ず本添付文書と本製品の『取扱説明書』およ
び同時に使用する機器の『添付文書』と『取扱説明書』を熟読
し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。
本添付文書、本製品の『取扱説明書』および同時に使用する機
器の『添付文書』と『取扱説明書』は、すぐに読める場所に保
管すること。
・内視鏡の臨床手技に関する事項は本添付文書と本製品の『取扱
説明書』には記載していない。使用者の専門的な立場から判断
すること。
・本製品の『取扱説明書』に記載された「医用電気機器に関する
使用上の一般的注意事項」および「レーザー手術装置に関する
特別な使用上の注意事項」に従って使用すること。
・レーザープローブとの組み合わせに関する注意については本製
品およびレーザープローブの『取扱説明書』を参照すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。
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(3)準備と点検
・術中の機器の故障などによる手技の中断を避けるために、必ず
予備の機器または対応手段を用意すること。
・本製品を使用する前には必ず本添付文書と本製品の『取扱説明
書』に従って準備と点検をすること。また本製品と組み合わせ
て使用する関連機器についても、それらの『取扱説明書』に従
って点検をすること。なんらかの異常が疑われる場合は使用し
ないこと。異常が疑われる本製品を使用すると、正常に機能し
ないだけでなく、患者や術者を傷付けるおそれがある。
・閉鎖神経ブロックを行わずに膀胱や子宮で高周波処置を行うと、
閉鎖神経反射によって、体腔内を傷付けたり、穿孔を起こすお
それがあり、閉鎖神経反射を防止するために閉鎖神経ブロック
を使用する必要があると報告されている。閉鎖神経ブロックを
行う場合の方法や適用可否などは、専門的な立場から判断する
こと。
・ぬれた手で、準備、点検および使用しないこと。
(4)使用方法
・本製品の取り扱いと保管は慎重に行うこと。衝突や落下などの
機械的衝撃にさらさないこと。機器が損傷するおそれがある。
・本製品を使用する際は、皮膚消毒液などの可燃性液体は乾燥、
除去させておくこと。患者のやけどや、火災のおそれがある。
・術中にプローブにキズ、破れ、はがれなどが発見された場合に
は、直ちに予備の機器と交換すること。
・本製品が破損し部品が体腔内に脱落した場合は、使用を中止し
て適切な方法で回収すること。
・本製品使用時には、適切な保護具を着用すること。保護具の着
用を怠ると本製品に付着した患者の血液や粘液などにより感染
のおそれがある。
(5)手入れと保管
・液体で浸したガーゼでふいた後は、十分に乾燥させてから使用
すること。ぬれたまま使用すると感電事故を起こすおそれがあ
る。
・手入れ、または接着用溶剤として用いる可燃性物質は、使用す
る前に蒸発させること。また、可能な限り不燃性物質を使用す
ること。
・本製品および付属品類を梱包用の箱に保管しないこと。感染源
となるおそれがある。
・本製品を水に浸したり、オートクレーブやガスによる滅菌をし
ないこと。本製品および付属品が故障するおそれがある。
・硬い布やもので本製品をふかないこと。表面にキズが付くこと
がある。
・高温、高湿、水の掛かる所を避け、直射日光、X 線、放射線、
強力な電磁波（マイクロ波治療器、短波治療器、MRI、無線機、
携帯電話などの付近）を浴びない場所に保管すること。本製品
および付属品が故障するおそれがある。
・本製品をほかのものに当てたり、乱暴に取り扱うと故障の原因
になる。ていねいに扱うこと。
・修理を依頼する前に、必ず本製品の『取扱説明書』に従って本
製品を消毒すること。消毒を怠ると、周辺環境で交差感染を起
こすおそれがある。
・当社が認めた者以外による修理で発生した人身事故または機器
の破損については責任を負わない。

【臨床成績】
本製品の承認にあたっては、GCP のガイドラインに従って、平
成 8 年 3 月 2 日～平成 8 年 10 月 1 日の期間にて計 60 例の臨床
試験が実施された。その結果、本製品は有効かつ安全な医療用具
であるとの評価を得た。
＜有効性についての評価＞
有効
やや有効
同等である
無効

：
：
：
：

46 例
10 例
4例
なし

：
：
：
：

60 例
なし
なし
なし

＜安全性についての評価＞
安全
やや安全
どちらともいえない
安全でない

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1.貯蔵・保管方法
・液体の掛からない場所に保管すること。
・常温、清潔で、乾燥した換気の良い状態で保管すること（温度
10～40℃、相対湿度 30～85%）。
・X 線、紫外線、直射日光などの当たらない場所で保管すること。

2.耐用期間
・本製品の耐用期間は製造出荷後（納品後）5 年である（自己認証
（当社データ）による）。
・耐用期間は『添付文書』および『取扱説明書』の指示に従って
使用した場合の標準的な使用期限である。
・条件：耐用期間の間に本添付文書と本製品の『取扱説明書』に
示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果により修理
またはオーバーホールが必要であれば実施すること。

【保守・点検に係る事項】
1.保守
・保守部品の製造元保有期間は製造終了後 8 年とする。これが終
了した場合は修理できないか、修理できた場合も修理費用や修
理期間などは「保守部品の製造元保有期間」内とは異なる場合
がある。
・長期の使用により、機器の劣化は避けられない。特に樹脂など
の部分は、使用する薬剤の影響や経時変化によっても劣化する。
本添付文書や本製品の『取扱説明書』に示す使用前点検および
定期点検（6 か月または 100 症例に一度）を実施し、点検結果
により必要であれば修理またはオーバーホールを実施する。
2.点検
・本製品に異常を感じた時は使用しないこと。その場合は、本製
品の『取扱説明書』に示す「9.異常と修理」に従って対処するこ
と。
・使用前には、以下の点検を実施し、異常が確認された場合は使
用しないこと。
- 製品に腐食、へこみ、亀裂、スリキズがないこと。
- 絶縁部にキズ、はがれなどがないこと。
- 各機器の接続部が正しく機能すること。
- 不足の部品や緩んでいる部品がないこと。
- 本製品の『取扱説明書』に記載されている関連機器と組み合わ
せたときに正しく機能すること。

詳しくは本製品の『取扱説明書』の「1.8 一般的な注意事項」お
よび「7 使用法」を参照すること。

【承認条件】
承認のあった日後、3 年経過した日から起算して 3 ヶ月以内に再
審査を受ける。

取扱説明書を必ずご参照ください。
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【包装】
医用半導体レーザー装置 UDL-60
.............................................1 セット／単位

【主要文献及び文献請求先】
1.主要文献
内視鏡下治療の適応と安全性
－高出力レーザー治療を安全に施行するために－
気管支学 第 24 巻 第 2 号 2002 年 3 月 2002; 119-127

2.文献請求先
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
TEL 0120-41-7149

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住
所等】
製造販売元：
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）
外国製造元：
アンジオダイナミックス ユーケー リミテッド
AngioDynamics UK Ltd.
国名：イギリス
販売元（問い合わせ先）：
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

取扱説明書を必ずご参照ください。
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