
ナイオックス VERO 日本語ユーザーマニュアル
000912-10 (EPM-000184) 2019 年 9 月

 VERO 
―



ナイオックス VERO 装置の近くでアルコールを含む物質を使用
すると、誤った測定結果が生じる可能性があります。
アルコールまたはアルコールを含むスプレーやウェットシート
で本装置やハンドルを拭かないでください。
ナイオックス VERO 装置またはその近くでアルコールを含む物
質を使用しないでください。これには、設備や周囲にある他の
機器を清掃するのに使用する洗浄剤や、患者に使用するアル
コール綿やスプレーなど全てが含まれます。

注意 !：有機性液体や消毒液などの揮発性物質を使用している場所の近くで
ナイオックス VERO を使用しないで下さい。エアゾールや消毒浴（開放容  
器または超音波浴）には、特に注意を払って下さい。

重要事項
• 以下に示す動作条件を必ず守ってください。
周囲温度：+10 ℃ ～ +35 ℃  
湿度：相対湿度 20% ～ 80% （結露のない状態）

• 本マニュアルに記載されている動作条件を確認して、その使用環境の
範囲内で測定を行ってください。

• 動作条件の範囲外の環境で測定を行うと、ナイオックス VERO 本体お 
よび NIOX VERO センサーの故障の原因となります。

• 使用環境が動作条件の範囲外にある場合には、次の措置が必要となり
ます。
• 使用環境が動作条件の範囲内になるように、エアコンや加湿機／
除湿機を使用するなど、必要な措置を取ってください。

• 夜間や週末など、長時間使用されない場合は電源コードをコンセ
ントから抜いて、NIOX VERO バッグ（オプション）など、口を閉
じられるケースに入れて保管してください。

• ご使用になる前に、温度／湿度が動作条件の範囲内になるまで電
源をONにしないでください。

• NIOX VERO センサーを使用環境に適応させるために、毎日の最初
の測定は電源をONにしてから、30 分以上待って行ってくださ
い。

• 水や液体がナイオックス VERO 本体およびセンサー部分に、かからな 
いように注意してください。

• 携帯電話、コードレス電話、またはガス放射器具はナイオックス VERO 
本体に干渉する可能性がありますので、近づけないようにしてくださ
い。干渉によって測定ができなくなる場合があります。

• 新しいセンサーの挿入後は、電源をONにした状態で 3時間待機させ
てから、測定を開始することを推奨します。

• ナイオックス VERO の移動および保管の際は、NIOX VERO バッグ（オ  
プション）など、口を閉じられるケースを必ず使用してください。

呼気には、装置内で結露する可能性のある水蒸気が含まれています。
短時間に過度に使用されますと、ナイオックス VERO 内部で結露が発 
生する危険があります。  
通常、ナイオックス VERO での測定は連続で 1 時間に最大 10 回まで 
行えます。ただし、その後に次の測定まで 30 分以上休止させれば、1
時間に 20 回程度の測定を行うことが可能です。測定回数には、成功
と失敗の両方が含まれます。

• ナイオックス VERO 本体の耐用期間：最大 5 年間の使用、または測定 
回数 15,000 回、または装置に明記されている使用期限のいずれか早い
方。5 年間の使用とは、装置を使用して行った最初の NO 測定から開
始することと定義されます。

• NIOX VERO センサーの耐用期間：パッケージを開封しナイオックス 
VERO に挿入後最大 12 か月、またはセンサーに記載された使用期限の
いずれか早い方、もしくは予め設定された測定回数。

• 使用開始される前に、3 ページの「1.4 警告」と 31 ページの「9 安全  
情報」を必ず読んで、よく理解してください。
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1

1.1  VERO
ナイオックス VERO は、このマニュアルに従い、トレーニングを受けた  
医療従事者のみ使用することができます。「トレーニング済み」のステー
タスは、本マニュアルを熟読した場合のみ達成されます。マニュアルの
使用方法を熟読し、安全情報を確実に理解して下さい。

1.2
ナイオックス VERO ユーザーマニュアル－日本語 000912 (EPM-000184)  
バージョン 10、2019 年 9 月、ソフトウェアバージョン 1D2x-xxxx と  
1E2x-xxxx を搭載した装置用。装置にインストールされているソフト 
ウェア バージョンを確認する方法は、  17 ページをご覧下さい。 

本書に記載されている情報は、変更される場合があります。情報の訂正
は、訂正が生じたときに Circassia により行われます。

ユーザーマニュアルには、ナイオックス VERO の使用方法が記載されて 
おり、画面と図を用いながら、手順ごとに番号で示して説明しています。
各手順での選択肢は、箇条書きで示されています。

1.3  

1.4
• ナイオックス VERO 装置またはその近くでアルコールを含む物質を
使用しないでください。これには、設備や周囲にある他の機器を清
掃するのに使用する洗浄剤や、患者に使用するアルコール綿やスプ
レーなど全てが含まれます。

• ナイオックス VERO は、医療従事者のみが使用して下さい。 
• ナイオックス VERO は、マニュアルに従って使用して下さい。装置
を本マニュアルに従って取り扱わない場合に生じた装置の故障、あ
るいは不完全な結果に対し、Circassia は一切責任を負いません。

• ナイオックス VERO 製品に Circassia が推奨しないアクセサリーを使
用すると、性能の損失、ナイオックス VERO の損傷、火災、感電、
外傷またはその他器物の破損につながる場合があります。製品保証

記号 記述

警告 もし回避しなければ、身体的危害または損傷を負う
ことがありうる潜在的に危険な状態を示します。

注意 もし回避しなければ、製品や装置を損傷し、データ
の損失やビジネスに損害を生じうる潜在的に危険な
状態を示します。

注記 正しい製品の使用方法、ユーザー期待、エラー状況
およびそれらの対策に関する重要な情報における注
意を喚起します。

製造：
Circassia AB
Hansellisgatan 13
SE-754 50 Uppsala

製造販売：
チェスト株式会社
東京都文京区本郷 3-25-11 

+46 18 32 88 37 電話：03-3813-7200
www.circassia.com 
www.niox.com

www.chest-mi.co.jp
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は、不適格なアクセサリーを使用した結果生じる製品故障や損傷に
は適用されません。Circassia は、Circassia が承認していないアクセ
サリーを使用して生じた健康、安全上の問題、またはその他の問題
に対して責任を負いません。

• ナイオックス VERO を他の電子装置の近く、またはその上に重ねて
使用しないで下さい。

• 付属の電源ユニットのみを使用して下さい。ナイオックス VERO を
電源出力から切り離す場合は、プラグを抜いて下さい。

• Circassia が提供するハンドルのみを使用して下さい。
• ナイオックス VERO 本体、ハンドル、センサーの改造は認められま
せん。

• 装置を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
• 損傷した ナイオックス VERO 本体または構成部品を使用しないで下
さい。

• 装置およびセンサーは、水気のない場所で保管して下さい。装置お
よびセンサーの上に液体をこぼさない、または垂らさないように気
をつけて下さい。

• 装置またはセンサーを火の中で加熱したり、処分しないで下さい。
31 ページの 「装置およびアクセサリーの廃棄」を参照して下さい。

• ナイオックス VERO およびハンドルのNO スクラバーには、過マン
ガン酸カリウムが含まれています。使用済み、または期限切れの装
置、ハンドルは、廃棄物処理に関する地域条例に従って、有害廃棄
物として処分して下さい。

• 使用期限が過ぎたハンドルは、絶対に使用しないで下さい。
• フィルターは、開封後すぐに使用して下さい。
• NIOX VERO センサーには、飲み込むと害を及ぼす可能性がある化
学物質が含まれています。

• センサーの缶を開ける時は、開口部の内側が、鋭くなっている場合

がありますので注意して下さい。
• 白いセンサー膜に触ったり、クリーニングしたりしないで下さい。
• 新しいセンサーの挿入後は、装置の電源を ON にしたまま 3 時間待
機させてから、測定を開始することを推奨いたします。

• 適切な測定モードを使用しないと、FeNO の結果が正しく得られな
いことがありますので、必ず確認して下さい。

• フィルターは再利用しないで下さい。
• 有機性液体や消毒液などの揮発性物質を使用している場所の近くで 
ナイオックス VERO を使用しないで下さい。エアゾールや消毒浴
（開放容器または超音波浴）には、特に注意を払って下さい。 
引火性の麻酔薬、気体、液体がある所で、装置を使用しないで下 
さい。

1.5  
本装置は、好酸球性炎症のバイオマーカとして呼気に含まれる炎症由来
の一酸化窒素（NO）濃度を測定することで、好酸球性炎症に関する情
報を提供する。

ナイオックス VERO は、7歳以上の子供および成人に適しています。ナ  
イオックス VERO は、4 歳児から適する場合がありますが、測定には患   
者の協力が必要であるため、乳児や非常に幼い子供には使用することが
出来ません。ナイオックス VERO は、ナイオックス VERO ユーザーマ    
ニュアルの指示に従って使用して下さい。

注意： 4 歳児でも、特別な指導や励ましによって、有効な測定が行え
る場合があります。初回の測定が失敗しても、その後の測定
で、その子供が上手に出来るようになる可能性もあります。
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2

2.1  VERO 

(A) NIOX VERO ハンドルおよびハンドル キャップ、(B) NO センサー ( 別      
途提供 )、(C) 装置本体 ( スタンドを含む )、 (D) 充電式バッテリー、  
(E) NIOX Panel USB メモリ、 (F) USB ケーブル、 (G) AC アダプタおよび電         
源コード、(H) NIOX VERO フィルター ( 別途提供 )

注意： Circassia が提供するアクセサリーおよび部品のみ使用して下 
さい。

2.2

H) オン・オフボタン、(I) AC アダプタ接続口、(J) USB 接続口

(K) バッテリー LED - バッテリー充電時点灯、(L) スタンバイ LED - スタン        
バイ / スリープモード時点滅、 (M) ディスプレイ
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(N) NIOX VERO ハンドルホルダ、 (O) NIOX VERO ハンドル接続口

3  
パッケージは、慎重に開封して下さい。取り付け前に、パッケージに全
ての部品が揃っていることを確認して下さい（  5 ページを参照）。収納   
部のフタを開けて、センサーおよびバッテリーを取り付けるには、ドラ
イバーが必要です。ディスプレイのプラスチック フィルムを取り除い 
て下さい。

1. ディスプレイ部分を下にして、装置本体を平らで清潔な場所に置
き、ネジを外して底蓋を取り外して下さい。取り外しやすいよう
に、フタの端がつかみやすくなっています。

2. センサーの缶を開けて下さい。
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警告！センサーの缶は慎重に開けて下さい。開口部の内側が、鋭くなっ
ている場合があります。
3. センサーのパッケージを開封して下さい。

警告！白いセンサー膜に触ったり、クリーニングしたりしないで下さ
い。 
注意！ナイオックス VERO 本体に取り付ける前のセンサーは、未開封の
原包装のまま保管して下さい。

4. センサーを挿入し、スイベルを動かなくなるまで回します。

5. バッテリーのパッケージを開封して下さい。
注意： Circassia から提供される充電式バッテリーのみ使用して下さ

い。( 型番 LDEN000100-0、品番 12-1350)

6. 充電式バッテリーを挿入して、フタを元に戻して下さい。 
ドライバーを使ってネジを締めて下さい。
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7. ハンドルのチューブの端をハンドル接続口に、三角が見えなくな
るまで押し込みます。 
ハンドルとフィルターは、B形装着部です。

注意： Circassia が提供するハンドルのみを取り付けて下さい。 
品番 12-1010

注意： ハンドルチューブを曲げないように気を付けて下さい。

注意： 組み立てが適切であれば、三角は見えません。

8. AC アダプターを装置に取り付け、コンセントに差し込みます。装
置を設置する際は、容易に操作ができる電源スイッチ付きのコン
セントを使用するか、または電源コードを装置本体の近くで、容
易に抜き差しができるコンセントに接続して下さい。不具合が生
じた際は、電源スイッチを使って電源供給を切るか、電源コード
を抜いて下さい。

注意： 装置には、Circassia が提供する ACアダプタのみを使用して下
さい。品番 12-1320。 

9. スタンドを広げて、装置を置いて下さい。

10. 装置のオン・オフボタンを ONにスライドさせると、装置が起動
し、内部チェックと測定手順を開始します。
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注意 ! 新しいセンサーの挿入後は、装置の電源を ON にしたまま 3 時間
待機させてから、測定を開始することを推奨します。
11. 内部チェックが完了すると、メインメニューが表示されます。 

12. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 
13.  日付と時刻 を選択して下さい。  
 

日付と時刻の設定画面が開きます。

14. 日付と時刻の表示方式を、12 時間、または 24
時間から選択して下さい。 

15. 時間のボタンを押して時刻を設定します。色が
青色に変わります。増減ボタンを押して値を変
え、現在時刻の時間に合わせます。同じ手順で、
分、年、月、日を合わせて下さい。

16. 変更したら OK  を選択し、メインメニューへ戻って下さい。 
 
元に戻す ボタン は、変更を保存せずに画面を閉じます。 

17. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 
18. ハンドル ボタンを選択して下さい。ハンドルの設定画面が
開きます。

19. ハンドルのリセット ボタンを選択して下さい。ハンドル
の詳細画面が開き、ハンドルの挿入を確認します。 

20. ハンドルの挿入を確認し、 OK ボタンを選択して下さい。
これで残り測定回数が 1000 回、使用期限が現在の日付より 
1 年後に設定されます。  
戻る ボタンは、変更を登録せずに設定画面に戻ります。　 
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4  

4.1
このセクションでは、メイン画面、設定画面、メニュー、記号について
説明します。ボタンと記号についての詳しい説明は、  35 ページを参照   
して下さい。 

4.2

(A) ステータス バー、 (B) デモ動画、(C) 患者 ID、 (D) メインメニュー  
(E) 測定開始ボタン

4.2.1

(a) 10 秒 /6 秒 測定モード (6 秒モードの選択肢がある場合のみ表示され
ます )、詳細は、18 ページの 「特別 6 秒モードを使用可能または使用
不可にする」を参照して下さい。 (b) アニメーション、 (c) 患者 ID 入力 
(d) 設定

4.2.2  

(e) バッテリーの状態、 (f) Bluetooth 使用可能 ( この位置は、USB 接続
が代わりに表示される場合があります )、 (g) ハンドルが期限切れ、
または期限切れ間近 - 点滅記号、 (h) 装置が期限切れ、または期限切れ
間近 - 点滅記号、 (i) 動作音オフ、 (j) センサーの状態および残り測定回
数、(k) 温度仕様範囲外、 (l) 湿度仕様範囲外、 (m) 時刻
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4.3

(A) モード設定 -  14 ページを参照、 (B) 音量設定 -  16 ページを参照、  
(C) アラート ログ -  17 ページを参照、 (D) 装置とセンサー情報 -  17 ペー
ジを参照、 (E) 日付と時刻設定 -  16 ページを参照、 (F) 測定ログ -  16 ペー
ジを参照、 (G) 大気測定 -  15 ページを参照、 (H) ハンドルの状態と設定  
-  29 ページを参照、 (I) メイン画面へ戻る

5  VERO

5.1
ナイオックス VERO がスタンバイ または スリープモード の時は、画面    
に触れると起動します。 

5.2  ID 
注意： 患者 ID を使用する場合、測定前にその都度入力して下さい。同

じ患者を複数回測定する場合もその都度入力します。固有の患
者識別コードを使用する場合は、患者個人情報に関する地域法
令を考慮する必要があります。

1. メインメニューの 患者 ID 入力ボタンを選択して下さい。  
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2. 12 文字以内の英数字で入力して下さい。
3. [ABC] ボタンを選択すると、アルファベットのキーボードが起動し
ます。 [123] ボタンは、数字のキーボード画面に戻ります。

4. 登録内容を確認し、 OK ボタンを選択して下さい。  
 
内容の消去は 消去 ボタンを使用します。   
登録をやり直す時は 元に戻す ボタンを使用します。 

5.3 FeNO
ナイオックス VERO で測定を行う前に、正しく準備が出来ているかを確 
認して下さい。使用する前に、基本的な予防点検を行うことを推奨しま
す (  29 ページを参照 )。 

警告！フィルターは使い捨てです。

5.3.1
1. ハンドルをホルダーから持ち上げて、ハンドルキャップを外しま
す。

2. 新しいフィルターを取り、ハンドルに取り付けます。フィルター
をカチッと音がするまで回して取り付け下さい。

注意： フィルターは、使用前に
は専用箱で保管して下さ
い。

注意： 鋭利なものを使ってフィ
ルターのパッケージを開
封しないで下さい。フィ
ルター膜に触れないよう
にして下さい。

注意： フィルターは、開封後すぐに使用して下さい。

注意： フィルターが正しくハンドルに取り付けられていない場合、漏
れの危険性があり、不正確な測定値の原因になります。

注意： 測定中は、装置の電源を切らないで下さい。

3. 患者にハンドルを渡し、次のセクションに記載されているとおり
に呼気サンプルを採取できるよう、患者を指導して下さい。

5.3.2
1. 息を吐き出して、肺を空にします。
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2. 空気が漏れないように、フィルターのマウスピースの周りを唇で塞
ぎます。

3. フィルターを通して、全肺気量まで息を深く吸い込みます。息を吸
い込んでいる間、画面の雲が上に動きます。

注意： ハンドルから空気を吸い込むか、または測定開始ボタンを押す
ことで、測定手順が起動します。

4. フィルタを通してゆっくりと息を吐き、雲を画面に表示されている
制限範囲内 ( 白い線 ) に留めます。

5. 装置の画面と音声信号が、適切な呼気圧力に誘導します。

連続的な音は、適切な呼気圧力であることを示しており、周波数は、圧
力に比例します。
断続的な高周波音 - 呼気が強すぎる
断続的な低周波音 - 呼気が弱すぎる
呼気の：
圧力が適切 圧力が強すぎる 圧力が弱すぎる  
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6. 雲が旗を通り過ぎるまで、息を吐き続けます。

7. 約 1 分で、装置がサンプルを分析し、結果を出します。 
注意： 分析中は、フィルターを通して、息を吸ったり吐いたりしない

で下さい。

8. 結果が表示されます。(A) 患者 ID - 該当する場合、 (B) FeNO 値 ppb 
(10 億分の 1)、 (C) 測定モード 10 秒 /6 秒、 (D) 測定番号、 (E) OK - メ
イン画面に戻る。

5.4  
医療従事者が患者を指導しやすいように、この装置には、測定手順の段
階別に、音声と映像による 3 種類のアニメーションデモが含まれていま  
す。

1. メインメニューの アニメーション ボタンを選択して下さい。 
2. 使用するアニメーションを選択します ( 雲、女の子、メーター )。

3. デモ ボタンを選択します。
4. 進む ボタンを押して、次の画面に進みます。 
5. 元に戻す ボタンは、デモを終了し、アニメーションの選択に戻り 
ます。 

6. 変更内容を確定するには、[OK] ボタン を選択して下さい。

7. 元に戻す ボタンは、変更を保存せずにメインメニューに戻ります。

a. ハンドルを通
して、 
息を吸い込み
ます。
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5.5 NO
注意： 大気測定は、トラブルシューティングの際に、カスタマー サ

ポートより要請されることがあります。

注意： 大気測定は、 ナイオックス VERO の装置本体およびセンサーにお
いて 1 回の測定としてカウントされます。

1. フィルターをハンドルへカチッと音がするまで取り付け下さい。

2. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 

3. 大気測定 ボタンを選択します。 

4. 測定開始 ボタンを選択します。

5. 測定が完了するまではプログレスバーが表示され、その後結果が次
のように表示されます：大気測定値 (ppb) 、測定モード、測定番号

b. ハンドルを通
した呼気圧力
が適切。

c. ハンドルを通
した呼気圧力
が弱す 
ぎる。

d. ハンドルを通
した呼気圧力
が強す 
ぎる。
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5.6  

5.6.1
1. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 
2. 日付と時刻 ボタンを選択します。  
詳細は、  9 ページを参照して下さい。

5.6.2
1. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 
2. 音量設定ボタンを選択します。 
3. 音量の設定画面が開きます。

4. 小 / 大 を選択して、音量調整して下さい。  
5. 音量バーが設定した音量を表示します。
6. 設定を保存するには、 OK ボタンを選択し、設定画面に戻って下さ
い。 

 
 
元に戻す ボタン は、変更を保存せずに設定画面を閉じます。 

7. 音量をゼロに設定すると、ステータスバーに消音状態が示
されます。 

5.6.3
すべての測定結果は装置に保存されており、いつでも表示することが可
能です。

1. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 

2. 測定ログボタンを選択します。 
3. 選択されたログが、次のように表示されます。 

(A) 患者 ID - 定義されている場合、 (B) FeNO 値 (C) 測定日および時刻  
(D) 測定モード 10 秒 /6 秒、 (E) 測定番号、 (F) 設定画面に戻る (G) 前へ 
(H) 次へ

4. 測定ログは、 次へ と 前へ ボタンを使って閲覧します。  

5. 設定画面へ戻るには、 戻る ボタンを選択します。 
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5.6.4  
アラートは装置に保存されており、いつでも表示することが可能です。
アラート コードは、Circassia カスタマーサポートが使用するためのもの  
です。 

1. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 
2.  アラート ログ ボタンを選択します。 

(A) アラート コード (カスタマー サポート目的のみ）、 (B) アラートの日付      
と時刻 (C) リストをスクロール ( 青 ) (D) 戻る - 前の画面に戻る  
(E) 前へ (F) 次へ

3. 設定画面へ戻るには、 戻る ボタンを選択します。 

5.6.5
装置とセンサーの詳しい情報を表示することが出来ます。

1. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 

2. 装置とセンサー情報ボタンを選択します。  

3. 装置情報画面が開き、次のように表示されます。

(A) 装置の残り測定回数、 (B) 装置のシリアル番号、 (C) ソフトウェアの
バージョン、 (D) 装置の使用期限、 (E) 設定画面に戻る (F) センサーの残り
測定回数 (G) センサーのシリアル番号、 (H) センサーの使用期限、 (I) コン
フィギュレーション コードの入力 (Circassia からの要請時のみ使用 )

5.6.6
特別アプリケーションの臨床使用の妥当性は実証されていません。

5.6.7 6 
1. メインメニューの 設定 を選択して下さい。

2. モードの設定を選択して下さい。

3. 10 秒 /6 秒 のアイコンにチェックを入れると、特別 6 秒モー
ドが使用可能になります。使用不可にする時は、チェック
を外します。
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4. OK を押します。
特別 6 秒モードでの測定

1. 特別 6 秒モード への切り替えは、メインメニューで 10 秒
ボタン ( 緑色の人のアイコン ) を押します。

2. ボタンが 特別 6 秒測定モードへ切り替わります ( オレンジ
色の子供のアイコン )。

3. 特別 6 秒測定モードの場合は、スタートボタンがオレンジ
色で表示されます。

4. 「5.3.2 測定」のセクションに記載されているとおりに、測
定を行って下さい。

5. 結果を待ちます。 
6. 結果画面に、特別 6 秒測定のアイコンが表示されます。
注意： 装置は、特別 6 秒測定の後にデフォルトの 10 秒測定

モードへ戻ります。

5.7
1. 装置の電源を切るには、 オン・オフボタンを OFFにスライドさせま
す。

注意： 装置を移動する前に、使用済のフィルターを取り外し ( まだ取
り外されてない場合 )、ハンドルキャップを取り付けて下さ
い。

注意： 移動および保管の際は、閉じられるバッグやケース  
(NIOX VERO バック推奨 ) を必ず使用して下さい。 
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6  VERO  NIOX Panel 

ナイオックス VERO は、NIOX Panel と一緒に使用することが出来ます。   
NIOX Panel は、PC アプリケーションで、PC から装置の操作を可能にす   
る視覚的補助です。 

6.1
• NIOX Panel は、トレーニングを受けた医療従事者のみが使用して下
さい。 

• NIOX Panel は、マニュアルに従って使用して下さい。装置を本マ
ニュアルに従って取り扱わない場合に生じた装置の故障、あるいは
不完全な結果に対し、Circassia は一切責任を負いません。

• NIOX Panel 製品に Circassia が推奨しないアクセサリーを使用する
と、性能の損失、NIOX Panel の損傷、火災、感電、外傷またはその
他器物の破損につながる場合があります。製品保証は、不適格なア
クセサリーを使用した結果生じる製品故障や損傷には適用されませ
ん。Circassia は、Circassia が承認していないアクセサリーを使用し
て生じた健康、安全上の問題、またはその他の問題に対して責任を
負いません。

• Circassia が指定する以外の方法で装置が使用される場合、装置が提
供する保護が正常に機能しない可能性があります。

• NIOX Panel アプリケーションの改造は認められません。
• 損傷した構成部品を使用しないで下さい。

6.2

NIOX Panel のシステム要件
• Windows® 7、 Windows® 8./8.1 (RT 版は除く ) または 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5
• 1 GHz 以上のプロセッサ
• 256 MB の RAM (512 MB RAM 推奨 )
• 250 MB のビデオメモリ容量
• 空き容量が 250 MB あるハードディスク領域
• 1024x768 の画面解像度
• 汎用 Microsoft Bluetooth ドライバ *
 
* Bluetooth 通信に必要

NIOX Panel 

NIOX Panel ソフトウェアは、USB メモリで提供されます。

1. USB メモリをコンピュータの USB ポートに差し込みます。 
2. setup.exe というファイルを選択します。 
3. .NET Framework 4.5、 Visual C++ 2013 または SQL Server Compact が
インストールされていない場合は、各プログラムのインストール 
ウィザードが一つずつ開きます。

4. プログラムの使用許諾契約を受け入れるを選択して下さい。
5. 指示に従い、プログラムがインストールされるのを待ちます。
6. NIOX Panel のインストール ウィザードが開きます。
7. 指示に従い、プログラムをインストールして下さい。
注意： "Removing backup files" 作業には数分かかります。
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8. インストールが終了したら、 閉じるをクリックします。 
9. アプリケーションがスタートメニューより使用可能になります。 

6.3 PC  USB 
USB ケーブルを使用して、ナイオックス VERO と PC の通信を可能にす     
ることが出来ます。

代替オプションとして、Bluetooth 通信があります (Bluetooth を使用可  
能にする方法については、次のセクションを参照して下さい )。

注意： Circassia が提供する USB ケーブルのみ使用して下さい。  
品番 12-1002

1. USB ケーブルを装置に差し込み、PC に接続して下さい。

2. USB 接続が使用可能になると、ナイオックス VERO のステータス
バーに記号が示されます。 

注意： 装置が節電モードの時は、接続は確立されません。

6.4 PC  Bluetooth 

6.4.1 Bluetooth 
1. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 
2. モード設定ボタンを選択します。 
モードの構成の画面が開きます。 

3. Bluetooth を使用可能にするには、チェックボックスにチェックを
入れます。  
 
( チェックを外すと Bluetooth 通信は、使用不可になります。)

変更内容を確定するには、[OK] を選択して下さい。   
設定画面に戻ります。 
Bluetooth 機能が使用可能になると、ステータスバーに記号が示されま 
す ( 装置がケーブル経由で PC と接続していない場合 )。

PC の Bluetooth を有効にする方法については、PCの取扱説明書をご参
照ください。

6.4.2 NIOX Panel  Bluetooth 
1. NIOX Panel のウィンドウで を選択します。
2. 検索画面が開いたら、デバイスの検索を選択して下さい。
3. 装置を選択して、[OK] をクリックして下さい。
注意： 装置が節電モードの時は、接続は確立されません。

6.5
1. PC とモニターの電源を入れて下さい。
2. 装置の電源を入れます。
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3. 通常、PC モニターの左下の隅にある スタートまたは、Windows の
ボタンを選択して下さい。

4. プログラムリストより NIOX Panel を選択します。 
5. ナイオックス VERO の USB ポートに USB ケーブルを差し
込み、PC の USB ポートへ接続するか、もしくは 
Bluetooth 経由で接続して下さい。接続が確立され、こ
の アイコンが画面に表示されたら、ナイオックス VERO
は遠隔操作で稼働していることを示しています。 

6. NIOX Panel アプリケーションが開き、PC 経由で ナイオックス VERO 
を操作できるようになります。

注意： 初めてNIOX Panel を起動させたときには、接続モジュール登録
用のダイアログボックスが表示されます。

6.5.1 NIOX Panel 
NIOX Panel の接続モジュールは、Microsoft の安全なクラウドサービス 
であるMicrosoft Azure を使って、装置から技術データをインターネット 
によって自動的に Circassia に転送します。時間、アラートコード、本体
とセンサーの残り測定回数などの技術データを受信します。これらの情
報により、より良いサービスとサポートをお約束します。

Circassia は、連絡先情報ダイアログボックスを入力して、技術データの 
受信と、より良いサービスとサポートの提供を許可していただくことを
推奨します。
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必須項目には * 印が付いています。入力し、チェックマークを入れて
OKをクリックしてください。

Microsoft Azure と接続した場合、ステータスバーにクラウドの 
アイコンが表示されます。

Microsoft Azure との接続が切断した、または技術情報を送信し 
ないことを選択した場合、斜線付きのクラウドのアイコンが表
示されます。

後で判断する場合は、Cancel をクリックしてください。この場合、次
回 NIOX Panel を起動させたときに再びダイアログボックスが表示され 
ます。または、ステータスバーのクラウドのアイコンをクリックしてく
ださい。

Circassia に技術データの収集を許可しない場合は（推奨しません）、
チェックマークをはずしてOKをクリックしてください。

注意： Circassia は技術データのみを収集し、患者データは収集しませ
ん。

連絡先情報を変更するには、ステータスバーのクラウドのアイコンをク
リックして、詳細ダイアログボックスを開きます。

6.6
注意： ナイオックス VERO のファームウェアが最新ではない場合、

NIOX Panel は FWを更新するように指示します。

注意： ファームウェアの更新中に、USB ケーブルや電源コードを抜か
ないでください。

1. 装置を USB ケーブルを使って接続します。電源コードがつながっ
ていることを確認してください。
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2. FW更新ボタンを押して、更新が終了するまで待ちます。

3. 更新が終了すると、装置は自動的に再起動してNIOX Panel と接続
します。

注意： FWの更新が完了すると、NIOX Panel は再起動します。

6.7 NIOX Panel 
注意： NIOX Panel と ナイオックス VERO のボタン、記号、画面は同様

です。

6.7.1 FeNO
12 ページの 「呼気一酸化窒素濃度（FeNO）の測定」を参照して下さい。

注意 ! 測定中および分析中は、PC と装置の接続を切らないで下さい。

6.7.2  
14 ページの 「デモ モード」を参照して下さい。

6.7.3
16 ページの 「設定の変更」を参照して下さい。

6.7.4
16 ページの 「測定ログの表示」を参照して下さい。

6.7.5  
アラートは装置に保存されており、いつでも表示することが可能です。
アラート コードは、Circassia テクニカルサポートが使用するためのもの  
です。 

1. メインメニューの 設定 ボタンを選択して下さい。 
2. 装置とセンサー情報ボタンを選択します。 
3.  アラート ログ ボタンを選択します。 

(A) アラート コード、 (B) [ 戻る ] ボタン - 設定画面に戻ります、 (C) ア
ラート日時、 (D) スクロールバー、 (E) サービスデータのダウンロード 
(Circassia より要請時のみ使用 )
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7

7.1  
アラート メッセージおよびその他の情報は、装置の画面にコードとし 
て表示されます。下表には、アラート コードと、コードが表示された 
場合に推奨する対策を記載しています。アラートが持続する場合は、販
売店の担当者に連絡して下さい。

ユーザー  
アラート

画面 対策

A10 呼気が強すぎます
［戻る］を押してから、息を吐く力を
弱めて測定を繰り返して下さい。

A11 呼気が弱すぎます
［戻る］を押してから、息を吐く力を
強めて測定を繰り返して下さい。

A12 測定失敗
呼気が検出できない、もしくは吸気開
始から 15 秒間以内に息を吐かなかっ
た。 
[ 戻る ] ボタンを押して下さい。手順を
繰り返し、息を吸った直後に、息を吐
いて下さい。

A13 分析の中断
測定を繰り返し、分析中は、ハンドル
を通して呼吸しないで下さい。

A21 測定失敗 
障害の原因（コードレス電話、携帯電
話、ガス放射器具など）を取り除いて
下さい。[ 戻る ] を押します。装置の使
用準備が整ってから、測定を繰り返し
て下さい。 
アラートが持続する場合は、装置を再
起動して下さい。

装置 
アラート

画面 対策

A01 温度不安定
周囲温度が +10 ～ +35 ℃であること
を確認して、センサーが安定するのを
待って下さい。必要であれば、装置を
別の場所に移動させ、再起動します。

ユーザー  
アラート

画面 対策
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A02 センサー安定化 
障害の原因（コードレス電話、携帯電
話、ガス放射器具など）を取り除いて
下さい。センサーが安定するのを待っ
て下さい。

A03 システム不安定
障害の原因（コードレス電話、携帯電
話、ガス放射器具など）を取り除いて
下さい。システムが安定するのを待っ
て下さい。

A04 時間のカウントダウン
装置の使用準備ができるまでの残り 
時間。

A05 MMI ロック
装置が PC に接続されている時は、メ
イン画面のボタンはロックされます。

装置 
アラート

画面 対策

A06 コンフィグレーションコード エラー
要請に応じて、Circassia からのみ提供 
されます。 
入力したコンフィギュレーションコー
ドが正しくありません。正しいコード
を入力して下さい。 
エラーが継続して表示される場合は、 
販売店の担当者に連絡して下さい。 

A07 警告、フタが開いています
バッテリーまたはセンサーのフタが開
いていないかどうか確認し、必要であ
れば閉めて下さい。終わったら、[OK]
ボタンを押して下さい。

A08 バッテリー異常
バッテリーの残量が低くなっている、
またはその他の故障。
バッテリーの交換が終わったら、[OK]
ボタンを押して下さい。

A09 除湿のカウントダウン
装置の使用頻度が高すぎです。装置が
乾燥するまでの残り時間です。

装置 
アラート

画面 対策
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A15 結露アラート
測定頻度を減らして下さい。この頻度
で測定を続けると、装置内部に結露が
生じ、装置が 30 分間使用不可になり
ます。

A22 メモリのアクセス障害
販売店の担当者に連絡して下さい。 

A25 温度または基線が 30 分以内に安定し
ませんでした
周囲温度および相対湿度が 仕様の範囲
以内であることを確認して下さい。必
要であれば、装置を別の場所に移動さ
せ、再起動します。

A26 セルフテスト失敗
装置のセルフテストに失敗しました。
装置を再起動して下さい。
アラートコードが持続する場合は、販 
売店の担当者に連絡して下さい。 

装置 
アラート

画面 対策

A27 内部ハードウェアエラー回復不能
アラートコードが持続する場合は、販
売店の担当者に連絡して下さい。 

A28 内部ハードウェアエラー回復可能
センサー、バッテリー、フタが正しい
位置にあるかを確認し、チューブが折
れていないかも確認して下さい。終
わったら、装置を再起動して下さい。

A29 分析失敗
大気測定失敗。
[OK] ボタンを押して、新たに測定を
行って下さい。

A30 Bluetooth 接続エラー
Bluetooth と PC の接続を確認して下
さい。
終わったら、[OK] ボタンを押して下さ
い。

A31 USB 接続エラー
USB と PC の接続を確認して下さい。
終わったら、[OK] ボタンを押して下さ
い。

装置 
アラート

画面 対策
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A40 センサーが挿入されていません
 30 ページ ( センサーの取り替え ) また
は  6 ページ ( センサーの初期取付け ) 
を参照して下さい。

A41 センサー エラー
障害の原因（コードレス電話、携帯電
話、ガス放射器具など）を取り除いて
下さい。装置の測定準備が整ってか
ら、測定を繰り返して下さい。アラー
トが持続する場合は、装置の電源を切
り、センサーを取り外して、また挿入
し、装置を再起動して下さい。

A42 センサー警告
販売店の担当者に連絡してください。 
この警告は、電池不具合のためセン
サーが間もなく動作停止することを示
唆しています。

A80 装置の使用期限が間近です
新しい装置を注文して下さい。このア
ラートは、残り測定回数が 500 回未
満、または使用期限まで 120 日未満に
なった時に表示されます。 
[OK] を押して、了解して下さい。 

装置 
アラート

画面 対策

A81 センサーの使用期限が間近です
新しいセンサーを注文して下さい。こ
のアラートは、測定の残りが 10% 未
満、または使用期限まで 2 週間未満に
なった時に表示されます。 
[OK] を押して、了解して下さい。 

A82 ハンドルの使用期限が間近です
このアラートは、残り測定回数が 100 
回未満、または使用期限まで 2 週間未
満になった時に表示されます。
OKを押します。ハンドルを取り替え
る準備をして下さい。

A90 装置の全ての測定回数を使い切りまし
た
装置のメモリに保存されている測定値
を表示することは可能です。

A91 センサーの全ての測定回数を使い切り
ました
センサーを取り替えて下さい。  30 ペー
ジを参照。

装置 
アラート

画面 対策
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8

8.1
このセクションでは、予防ケアおよび保守に関する対策を解説していま
す。装置の修理をしようとしないで下さい。修理を試みると、製品保証
は無効となり、仕様書に記載されている性能を保証できなくなります。

警告！アルコールまたはアルコールを含むスプレーや
ウェットシートで本装置やハンドルを拭かないでくださ
い。 

警告！アルコールを含む製品でナイオックス VERO に隣接している
場所を清掃しないでください。これには、アルコールを含むスプ
レーやウェットシートが含まれます。

1. 本装置は、水や刺激の少ない石鹸水で湿らせた布を使って清掃し
てください。 

注意 ! 溶剤の使用は最小限にして下さい。

2. ハンドルは、水や刺激の少ない石鹸水で湿らせた布を使って清掃
してください。

注意： ハンドルとフィルターを、殺菌消毒することは出来ません。 

警告！

• 装置とハンドルの清掃に、エアロゾルは使用出来ません。
• アルコールを含んでいる消毒剤やウェットシートは使用しないでく
ださい。これらは、センサーや装置に回復不能は損傷を与える可能
性があります。

• スプレー洗剤は使用しないで下さい。

A92 装置の使用期限が過ぎました
装置のメモリに保存されている測定値
を表示することは可能です。

A93 センサーの使用期限が過ぎました
センサーを取り替えて下さい。  30 ペー
ジを参照。

A94 ハンドルの期限が切れました
OKを押します。ハンドルを取り替え
て下さい。 29 ページを参照。
注意 ! ハンドルのNO スクラバーには、
過マンガン酸カリウムが含まれていま
すので、処分する場合は、廃棄物処理
に関する地域条例に従って、有害廃棄
物として処分して下さい。

A95 ハンドルの使用期限が過ぎました
ハンドルを取り替えて下さい。
 29 ページを参照。
装置のメモリに保存されている測定値
を表示することは可能です。

装置 
アラート

画面 対策
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• 患者ごとに、新しいフィルターを使用して下さい。
• 本装置をユーザーが修理することはできません。本マニュアルで概
説されている、センサーやバッテリーの交換以外で装置を開けない
でください。

• 装置の作動中にセンサーやバッテリーの交換を行わないでください。
• ハンドルチューブを改造しないで下さい。

8.1.1
測定の前に、ナイオックス VERO が正しく稼働していること、損傷がな  
いこと、通常の動作条件が満たされていることを、その都度確認して下
さい (  34 ページを参照 )。
構成品のいずれかが欠けていたり、損傷している場合は、販売店の担当
者 に連絡して下さい。 

8.2

8.2.1 NIOX VERO 
ハンドルに含まれる NO スクラバーは、1000 回の測定、または 1 年間の     
いずれか早い方が使用期限になります。ハンドル画面は、ハンドルの状
態を表示したり、ハンドルの使用パラメータをリセットしたりするため
に使用します。

(A) ハンドル記号、 (B) 残り測定回数、(C) 使用期限、 (D) ハンドルリセッ
トボタン、 (E) [ 戻る ] ボタン
注意： 使用期限の 2 週間前、または残容量が 100 回になった時、ス

テータスバーのハンドルの状態を示すアイコンが点滅して表示
されます。

次の手順で、ハンドルを取り替えて下さい：

1. 水平で安定した所に、装置を横にして置いて下さい。
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2. ハンドル接続口のソケットを押
してチューブをそっと引き出
し、使用済みのハンドルを装置
から取り外して下さい。

3. 使用済みのハンドルを廃棄して
下さい。 

注意 ! ハンドルには、過マンガン酸
カリウムが含まれていますので、処
分する場合は、廃棄物処理に関する
地域条例に従って、有害廃棄物とし
て処分して下さい。 

期限の切れたハンドルは再使用しないで下さい。

4. 三角が見えなくなるまでチューブを
ハンドル接続口に差し込んで、新し
いハンドルを装置に取り付けて下さ
い。

5. メインメニューの 設定 ボタンを
選択して下さい。  

6. ハンドルの状態と設定 ボタンを選
択して下さい。

7. ハンドルリセットボタンを選択して下さい。 
8. ハンドルの取り替えを確定させるために、ハンドルの詳細画面が
開きます。新しいハンドルを取り付けたことと、残り測定回数を
1000 回とし、使用期限を現在から 1年後に設定することを確定さ
せるために、OKボタンを選択して下さい。 

注意： 戻る ボタンは、変更を登録せずに設定画面に戻ります。 

8.2.2 NIOX VERO 
1. 装置の電源を切って下さい。
2. ドライバーを使用して、装置の裏側にある収納部のフタを開けて下さ
い。スイベルを回して、センサーを着脱できるようにします。 

3. 古いセンサーを取り外します。 
4. 新しいセンサーと交換します。 
警告！白いセンサー膜に触っ
たり、クリーニングしないで
下さい。
警告！センサーの缶を開ける
時は、開口部の内側が、鋭く
なっている場合がありますの
で注意して下さい。

5. スイベルを回して固定します。 
6. 収納部のフタを戻します。 
注意 ! センサー収納部を閉じる前に、異物やホコリが入っていないこ
とを確認して下さい。
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8.2.3
充電式バッテリーが正しく充電しなくなった、誤作動を起こす、または
正常時と比べて、充電がより頻繁に必要となった時は、バッテリーの交
換が必要です。 

注意： Circassia が提供する充電式バッテリーのみ使用して下さい。 
( 型番 LDEN000100-0、品番 12-1350)

バッテリーは、装置の裏側にある収
納部に配置されています。 

1. 装置の電源を切って下さい。
2. 収納部のフタを開けて下さい (  
30 ページを参照 )。

3. 古いバッテリーを外し、新しい
バッテリーを挿入して下さい。

4. 収納部のフタを閉めます。
注意 ! 使用済みのバッテリーは、 
地域の充電式バッテリーに関するリサイクル計画に従って 
処分して下さい。

8.3

8.3.1  VERO
使用開始日から最大5年間、または測定回数15,000回のいずれか早い方。

画面に、使用期限パラメータが表示されます。使用期限が過ぎると、測
定を行うことはできませんが、保存されている測定データを読み出すこ
とは可能です。

8.3.2 NIOX VERO
センサーの耐用期間は、パッケージを開封しナイオックス VERO に挿入し 
てから最大 12 ヶ月、またはセンサーに記載された使用期限のいずれか早い  
方。

センサーの使用期限は、予め設定された測定回数を使い果たした時、ま
たは 1 年後のいずれか早い方となります。残り測定回数が 10% 未満に    
なった時、または使用期限の 2 週間前になった時、画面にメッセージが  
表示されます。 

8.3.3 NIOX VERO
原包装で未開封のNIOX VERO フィルターの有効期限は、製造日から 3年 
です。

NIOX VERO フィルターは使い捨てで、患者が変わるごと、および測定ご 
とに取り替えて下さい。

8.4
警告！ナイオックス VERO およびハンドルには、過マンガン酸カリウム  
が含まれています。使用済み、または使用期限切れの装置とハンドルは、
廃棄物処理に関する地域条例に従って、有害廃棄物として処分して下さ
い。

使用済み、または期限切れのセンサーは、地域の電子機器に関するリサ
イクル計画に従って処分して下さい。

使用済みのバッテリーは、地域の充電式バッテリーに関するリサイクル
計画に従って処分して下さい。

使用済みのフィルターは、地域の医療廃棄物に関するリサイクル計画に
従って処分して下さい。
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注意： 交換・充電可能なバッテリーに加え、バックアップとして、二
酸化マンガンリチウム (LiMnO2) 電池が、装置の内部に実装さ
れています。

注意： センサーには、酸化銀電池と二酸化マンガンリチウム 
(LiMnO2) 電池が実装されています。

ナイオックス VERO は、RoHS 指令適合製品です。

8.5
返品に関しては、販売店の担当者にご相談下さい。

9

9.1
3 ページの 「警告」を参照して下さい。

9.2
• 携帯電話、コードレス電話、または、ガス放射器具は装置に干渉
し、測定ができなくなる可能性があります。

• この装置は、通常の操作中に若干熱を発することがあり、温度が周
囲温度より最高 5 ℃上昇することがあります。換気口が塞がってい
ないことを確認して下さい。装置をベッド、ソファ、カーペット、
その他の柔らかい物質の表面に置かないで下さい。

• 呼気には、装置内で結露する可能性のある水蒸気が含まれていま
す。短時間に過度に使用されますと、ナイオックス VERO 内部で結
露が発生する危険があります。  
通常、ナイオックス VERO での測定は連続で 1時間に最大 10 回ま
で行えます。ただし、その後に次の測定まで 30 分以上休止させれ
ば、1時間に 20 回程度の測定を行うことが可能です。測定回数に
は、成功と失敗の両方が含まれます。

• 挿入前のセンサーは、未開封の原包装のまま保管して下さい。移動
と保管条件については、  39 ページを参照して下さい。

• センサーは、周囲温度と湿度の変化に対して敏感です。周囲条件が
安定していることにより、最高の性能を発揮します。推奨される環
境条件に関しては、  34 ページを参照して下さい。装置が不安定な
状態になるのを避けるために、窓、直射日光、放熱器具、コンロ、
火には近づけないで下さい。 

• 装置を他の場所へ移動した際、測定前に、装置の安定化のために時
間がかかる場合があります。推奨される移動の条件は、 38 ページ
「移動と保管」のセクションを参照して下さい。装置を移動する際
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は、必ずバッグを使用して下さい。
• 装置の裏側にあるガス出口 ( フタの左側に並列している 4 つの穴 ) を
塞がないようにして下さい。

• 本装置の『バッテリー』は『リチウムイオン電池』を使用しており、
誤って扱うことにより発熱・発火・破裂の恐れがあります。火中投
下、加熱、高温での充電・使用・放置をしないで下さい。変形や
ショートさせたり分解・改造をしないで下さい。

• センサーの缶を開ける時は、開口部の内側が、鋭くなっていますの
で注意して下さい。

• センサーは、子供の手の届かない場所に保管して下さい。
• この装置の信号入力および信号出力ポートに外部機器をつないだ場
合、医用電気システムを形成したことになるため、形成したそのシ
ステムを IEC 60601-1 の要件に適合させる責任が課せられます。

• USB コネクタに接続する PC は、IEC 60601-1、IEC 60950 のいずれか
の規格の認証を受けていること、または、USB ポートで安全特別低
電圧に対応していることが必要です。

• 接続する PC は、患者の手の届かない所に配置して下さい。接続し
た PC と患者を同時に触らないで下さい。

9.3 FeNO
FeNO 測定に干渉する可能性がある患者因子については、ATS/ERS
Recommendations for Standardized Procedures for the Online and       
Offline Measurement of Exhaled Lower Respiratory Nitric Oxide and        
Nasal Nitric Oxide, 2005 (Am j Respir Crit Care Med 2005; 171:912-930) に            
て、説明されています。

9.4
ナイオックス VERO は、IEC 61326 シリーズ「測定用、制御用および試験  
室用電気機器」の各部に規定されている、エミッションおよびイミュニ
ティ基準に適合する試験が実施され、IEC60601-1-2:2007 「基礎安全及 
び基本性能に関する一般要求事項－副通則：電磁両立性－要求事項及び
試験」への適合が確認されています。

注意 ! これらの試験制限は、一般的な医療設備において、発生する有害
な電波障害から保護できるようにするためのものです。しかしながら、
無線周波数伝送装置の使用が増加したこと、さらにラジオ、携帯電話、
コードレス電話、陸上移動無線、アマチュア無線、AM/FM ラジオ放送、
TV 放送の基地局などのような、住居や医療環境における電気ノイズを
放射するものが増加したことにより、電気ノイズ放射源に近接してい
る、あるいは放射源が強力なことが原因で、装置の性能に妨害を生じさ
せる可能性があります。異常な性能が観察されたら、必要に応じて、ナ
イオックス VERO の向きを変えるか、設置場所を変えて下さい。

警告！ナイオックス VERO を他の電子装置の近く、またはその上に重ね 
て使用しないで下さい。

9.5
注意 ! 本装置は、CISPR 11 クラス A において設計され試験されていま
す。住宅環境での使用では、電波障害が生じる場合があります。その場
合は、障害を軽減する対策を講じなければならない可能性があります。

電磁放射に関するガイダンスおよび製造メーカーの告知は、
www.niox.com をご覧下さい。
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9.6
直射日光の中、放熱や換気されている場所の近くに装置を設置すること
は避け、安定した動作条件を確保して下さい。ナイオックス VERO は、  
次のような条件において仕様の範囲内で稼働します。 

• 大気中のNO：300ppb まで
大気中のNOを確認するには、大気測定を行って下さい。  15 ページ参照。

• 温度範囲：+10 ℃ ～ +35 ℃ 
• 相対湿度範囲： 20% ～ 80%、結露のない状態
• 気圧範囲：700 ～ 1060 hPa
1 時間に連続で最大 10 回までのペースで測定を行った時、性能は維持
されます。 
呼気には、装置内で結露する可能性のある水蒸気が含まれています。短 
時間に過度に使用されますと、ナイオックス VERO 内部で結露が発生す 
る危険があります。  
通常、ナイオックス VERO での測定は連続で 1時間に最大 10 回まで行 
えます。ただし、その後に次の測定まで 30 分以上休止させれば、1 時
間に 20 回程度の測定を行うことが可能です。測定回数には、成功と失
敗の両方が含まれます。32 ページもご参照ください。 

9.6.1
Circassia は、本装置及び本装置と共に提供する純正アクセサリーに対し 
て限定保証を行います。保証条件は、商品の購入時に定義されています

装置の修理をしようとしないで下さい。修理を試みると、製品保証は無
効となり、仕様書に記載されている性能を保証できなくなります。

9.6.2
トラブルが発生し、本マニュアルに記載されている情報で解決出来ない
場合は、販売店の担当者に連絡して下さい。 

ご連絡の際には、以下の情報をお知らせ下さい：

• お客様の氏名、住所、電話番号。
• 装置、ハンドル、センサーの各シリアル番号。
• 問題の説明（できるだけ詳しく）
• アラート コードまたはリスト
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10

10.1

10.1.1
OK - 変更を承認する / 
結果を確認する

削除

元に戻す - 変更を保存せず
に設定画面を閉じる

編集

戻る コンフィギュレーションの設定

消去ボタン デモ

進む ハンドルのリセット

減少／下へ移動 時刻 /日付 ( リセット可能 ) 

増加／上へ移動 大気測定開始

チェックボックス ( 無効 ) 10 秒測定開始

チェックボックス ( 有効 ) 6 秒測定開始

10.1.2   
測定モード 10 秒 アニメーション

測定モード 6 秒 患者 ID

設定

10.1.3
モード設定 測定ログ

音量設定 大気測定

アラート ログ ハンドルの状態と設定

装置とセンサー情報 Bluetooth を使用可能にする

日付と時刻

 

10.2

10.2.1  

バッテリー - フル充電 ハンドル - 使用期限切れ間近、
または使用期限切れ ( 点滅 )

バッテリー充電 87% 以下 装置 - 使用期限切れ間近、また
は使用期限切れ ( 点滅 )

バッテリー 充電 62% 以下 センサーの状態 - 残り測定回数
の表示

バッテリー 充電 37% 以下 センサーの状態 - センサーがあ
りません

バッテリー 充電 12% 以下 警告 - 温度が動作条件の範囲内
ではありません

Bluetooth 使用可能 警告 - 湿度が動作条件の範囲内
ではありません

装置が USB 経由で接続中 時刻
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10.2.2
分析プログレスバー

音量バー

一般的な警告

画面コード - 正しい

画面コード - 間違っている

結果画面 - 大気測定 

雲 - 圧力範囲内 

雲 - 目標到達

雲 - 警告、圧力強すぎ、または弱すぎ

10.3  

製造メーカー 

この製品は、適用される欧州指針要件を満たしています

B形装着部：
ハンドルおよびフィルター

この製品は、地域の電子機器に関するリサイクル計画に従って処
分する必要があります。

ユーザーマニュアルを参照して下さい。

使用期限

移動と保管の温度制限

単回使用

体外診断用機器

移動と保管の相対湿度制限

移動と保管の気圧制限

クラスⅡ機器：
機器は二重絶縁または強化絶縁によって終始保護されています。

非電離放射線：
機器には、無線周波 (RF) 送信機 (Bluetooth) が実装されています。

製造年月日

音声 - 消音

Microsoft Azure に接続中 
（NIOX Panel のステータス
バーにだけ表示されます）

Microsoft Azure と未接続 
（NIOX Panel のステータスバーに
だけ表示されます）



第 11 章 技術データ 

000912-10 ナイオックス VERO 日本語ユーザーマニュアル 37

11

11.1  
高さ：145mm 
幅：185mm 
奥行：41mm 
センサーを含んだ装置の質量：1 kg

11.2  
電子機器安全規格 本装置は、 IEC 60601-1 および IEC 

61010-1 の要件に適合しています。外
部電源での駆動時はクラス II 機器で、
バッテリーでの駆動時は内部電源機器
です。

電源電圧 100-240 V、47-63 Hz
二次電圧  
( 外部電源アダプター )

5 V 

消費電力： 15 VA 未満

11.3
65 dBA 未満 (1 m の 距離 )

11.4   - 
本装置は、温度範囲 +10 ～ +35 ℃、相対湿度範囲 20 ～ 80%、圧力範囲       
700-1060 hPa の条件下にて、規定の性能を満たすことが確認されていま  
す。

測定範囲： 
FeNO：5 ～ 300 ppb 
検出下限：5 ppb 
検出限界付近のガス濃度を分析して判断。検出できた下限は 5ppb でし
た。

11.5  
二乗相関係数 r2 ≥ 0.998、傾き 0.95 -1.05、切片 ±3 ppb。 

11.6
値が 30 ppb 未満の場合に測定値の 3ppb 未満、値が 30ppb 以上の場合       
に測定値の 10% 未満。一酸化窒素参考基準の認証ガス濃度を使用して、  
同一機器で反復測定を行った場合の標準偏差として表しています。 

11.7
測定値が 50 ppb 未満の場合に±5 ppb、または 50 ppb 以上の場合に測   
定値の 10% 。一酸化窒素の認証ガス濃度からの差異の絶対平均値に基づ 
いて、上位 95％の信頼限界として表しています。

11.8  
値が 50 ppb 以下の場合に 10ppb 未満、値が 50 ppb を超えている場合  
に 20%。ナイオックス マイノの FeNO値と、それに相当するナイオック 
ス VERO で測定した FeNOの違いを表しています。 

11.9  
呼気を開始する前に、全肺気量まで息を吸い込みます。装置での吸気は、
-3cmH20 の圧力により始動します。 
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11.10
呼気時間：推奨モード：10 秒  
小児用モード： 6 秒 
呼気は、固定流量 50 ±5 ml/ 秒を維持するために、10 ～ 20 cm H2O の        
呼気圧力にて行って下さい。装置は、圧力が範囲外の場合には測定を停
止します。警告アラートは、10 ～ 12 および 18 ～ 20 cm H2O で鳴りま         
す。

11.11
ナイオックス VERO の基本性能

1. ヒト呼気中のNO濃度の測定 
2. ATS/ERS による呼気調節
ナイオックス VERO には、安全性と基本性能パラメータの内部モニタリ 
ング機能が装備されています。基本性能や基本的安全性を維持するため
の反復試験は必要ありません。

11.12
測定ファイルの大きさに応じて、最大 15,000 回分の測定値。 

11.13
測定ごと、および患者が変わるごとに取り替える、使い捨てフィルター
です。

11.14 Bluetooth
ナイオックス VERO には、Bluetooth クラス 2 受信機 / 送信機が実装さ     
れています。詳細は次のとおりです。

• 周波数帯域： 2402MHz ～ 2480 MHz

• 変調方式
• 0,5BT ガウスフィルタ 2 FSK 変調指数： 0.28 ～ 0.35 
( 基本レート 1Mbps) 

• π/4-DQPSK (EDR 2Mbps)
• 8DPSK (EDR 3Mbps)

• ERP
• パワークラス 2

11.14.1  
ナイオックス VERO は、技術基準適合証明を受けた特定無線装置を内蔵 
しています。

11.15
バッテリーの充電には、Circassia が提供する ACアダプターまたは USB  
ケーブルのみ使用して下さい。  
容量：25 ℃の環境条件下において、測定 1 日約 30 回、またはスタンバ     
イ 36 時間。 
耐用期間：通常に使用した場合、最低 1 年間。 
充電時間：通常の条件下で、8 時間未満。 
容量の低下、または 8 時間の充電時間でもバッテリーがフル充電になら  
ない場合は、バッテリーの交換が必要です。  
バッテリー ( 型番 LDEN000100-0、品番 12-1350)

注意： USB ケーブル経由でバッテリーを充電する場合は、装置の 
電源を OFF にして下さい。

11.16  
注意 ! ナイオックス VERO の移動および保管の際は、閉じられるバッグ  
や箱を必ず使用して下さい。
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1. 装置が OFF になっていること、電源ユニットから切断されているこ
とを確認します。

2. フィルターを外し、ハンドルに保護用のキャップを取り付けます。 
3. 装置とアクセサリーをバッグに入れ、バッグを閉めます。
4. 保管の環境条件が適切であるかどうかを確認して下さい。センサー
を挿入したナイオックス VERO の推奨条件を参照して下さい。

11.16.1  VERO ( )
• 相対湿度範囲：20％ ～ 80％、結露のない状態。 
• 温度範囲：+10 ～ +35 ℃ 
• 気圧範囲：700 ～ 1060 hPa 
装置を周囲条件が異なる場所へ移動した時は、測定が可能になるまで、
装置の安定化のために時間がかかる場合があります。

11.16.2  VERO  (
)

• 相対湿度範囲：10% ～ 90%, 結露のない状態 ( 相対湿度が 20% ～ 
80% の範囲外の場合、最大 1 週間 )。 

• 温度範囲：-20 ℃ ～ +60 ℃ ( 温度が +10 ℃ ～ +35 ℃の範囲外の場
合、最大 1 週間 )。

• 気圧範囲：500 ～ 1070 hPa 

11.16.3 NIOX VERO  ( )
• 相対湿度範囲：10% ～ 99%、結露のない状態。
• 推奨温度範囲：+5 ℃ ～ +35 ℃ ( 範囲が -20 ℃ ～ +5 ℃ および  
+ 35 ℃ ～ +60 ℃の場合、最大 1 週間 ) 

• 気圧範囲：700 ～ 1070 hPa 

12  VERO 

注意 ! ナイオックス VERO 製品に Circassia が推奨しないアクセサリーを     
使用すると、性能の損失、ナイオックス VERO の損傷、火災、感電、外  
傷またはその他器物の破損につながる場合があります。製品保証は、不
適格なアクセサリーを使用した結果生じる製品故障や損傷には適用され
ません。Circassia は、Circassia が承認していないアクセサリーを使用し  
て生じた健康、安全上の問題、またはその他の問題に対して責任を負い
ません。

12.1  VERO   
(  12-1300)

NIOX VERO 装置本体 (12-1000)

NIOX VERO ハンドル (12-1010)

NIOX VERO ハンドルキャップ (12-1009)

NIOX VERO AC アダプター (12-1320)

NIOX VERO 電源コード (12-1330)

NIOX VERO USB ケーブル (12-1002)

NIOX VERO バッテリー ( 型番 LDEN000100-0、品番 12-1350)

NIOX VERO スタンド (12-1001)

NIOX VERO ユーザーマニュアル (EPM-000184)

NIOX Panel USB メモリ (12-1003)
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12.2
NIOX VERO テスト キット 100 (12-1810) 
構成：100 回測定用 センサー 1 個 *、NIOX VERO ハンドル 1 個、      
NIOX VERO フィルタ **100 個

NIOX VERO テスト キット 300 (12-1830)  
構成：300 回測定用 センサー 1 個 *、NIOX VERO ハンドル 1 個、      
NIOX VERO フィルタ **300 個

NIOX VERO テスト キット 500 (12-1850)  
構成：500 回測定用 センサー 1 個 *、NIOX VERO ハンドル 1 個、      
NIOX VERO フィルタ **500 個

NIOX VERO テスト キット 1000 (12-1900)  
構成：1000 回測定用 センサー 1 個 *、NIOX VEROハンドル1個、NIOX VERO       
フィルタ **1000 個

* NIOX VERO センサー  
100 回、300 回、500 回、1000 回測定用の、事前校正済み使い捨てセン    
サー。耐用期間：ナイオックス VERO に挿入後最大 12ヶ月、またはセン 
サーに記載された使用期限のどちらか早い方。

** NIOX VERO フィルタは使い捨てです。患者が変わるごと、および測   
定ごとに取り替えて下さい。

NIOX Apps (12-1004)

13
製造販売業者は、ビジランス システム ( 安全性管理システム ) を導入し、   
製品により発生したいかなる有害事象も、医療当局に報告しなければな
りません。

このビジランス システムの目的は、同様の有害事象が繰り返される可 
能性を減らすことにより、患者、ユーザーおよび医療品を使用する全て
の者の健康と安全を確保することにあります。この目的は、こうした事
例を即座に通知し、是正措置と予防措置を講じることで達成されます。 

有害事象とは、装置の特性および性能における誤動作や劣化、または患
者やユーザーの死を招く、または患者やユーザーの健康状態の重大な劣
化を招く可能性がある、あるいは招いたかもしれない使用ラベルまたは
使用上の説明の不適切性と定義されています。 

製造販売業者は医療当局に、事象の重大度に応じて、有害事象を報告す
る義務があります。

製品のユーザーが製品に関連した有害事象を経験した場合は、その旨を
販売店の担当者に、即座に報告して下さい。

報告は、電子メール、ファックス、または電話で行えます。報告には、
次の情報を含めて下さい。

• 事象が生じた時期と場所
• 関与した製品およびアクセサリー
• 事象が製品の使用説明に関したものかどうか
• その危険性は予測できたかどうか、また可能性のある患者の利益を
考慮した時、それが臨床的に容認できるかどうか

• 患者の持病が転帰に悪影響を与えたかどうか
報告は、販売店の担当者に連絡して下さい。





本書に記載されている情報は、変更される場合があります。 

情報の訂正は、訂正が生じたときに Circassia により行われます。 

Circassia は、気道に炎症疾患を持つ患者の管理とケアを改善するために、 
当社の知的財産に基づいて 

一酸化窒素 (NO) のモニター製品を炎症マーカーとして開発、商品化しています。

特許： 

Circassia の NIOX 製品は、米国、欧州等、多くの国において複数の特許で保護されています。

Circassia AB, ISO 13485 認証企業

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Sweden
Phone: +46 18 32 88 37 Fax: +46 18 32 88 38 E-mail: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com
Copyright 2019 Circassia AB, Uppsala, Sweden. 
Circassia は、Circassia 社の登録商標です。

NIOX®、 NIOX MINO® および NIOX VERO® は、Circassia AB の登録商標です。
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