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ライカ手術用顕微鏡鏡システムをお買い上げいただき、まことにありがとうござい
ます。
弊社は、簡単で分かりやすい製品の開発に努めております。しかしながら、本製品の
機能を充分にお使いいただくためにも、この取扱説明書をよくお読みくださるよう
お願いいたします。
ライカ マイクロシステムズの製品とサービス、および連絡先については、弊社ウェ
ブサイトをご覧ください：

http://www.leica-microsystems.co.jp

弊社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。皆様が、ライカ マイクロシ
ステムズ手術用顕微鏡の品質、性能にご満足いただけることを願っております。

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

免責条項
すべての仕様は予告なく変更することがあります。
本書で説明するのは、機器の操作に直接関係する情報です。医学的判断は、あくま
でも医師の責任においてなされる必要があります。
ライカ マイクロシステムズは、製品の使用にかかわる重要な領域を漏れなく、分か
りやすく説明する取扱説明書の作成に向けて最善の努力を尽くしています。製品の
使用に関して追加情報が必要な場合は、ライカ マイクロシステムズまたはお取引デ
ィーラーにお問い合わせください。
ライカ マイクロシステムズの医療用製品は、製品の使用方法と性能を充分に理解
したうえでご使用いただけますようお願い申し上げます。

製造者責任
弊社が負う責任については、弊社の取引条件をご覧ください。この免責条項のいか
なる文言も、関係法規により課される方法で弊社の責任を制限するものではなく、
また、そうした弊社の責任のいかなる部分も除外しないことを明言します。
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1 はじめに

1.1 この取扱説明書 /組立手順書に
ついて 

この取扱説明書では、手術用顕微鏡 ライカ M220 F12 について説明し
ます。「組立手順書」の部ではライカ M220 F12 の組み立てを説明して
います。

この取扱説明書では、本装置を使用するうえでの注意事項
のほかに、安全上の重要な情報を説明しています（3 章を
参照）。

	X 装置を操作する前に本取扱説明書をよくお読みくだ
さい。

1.2 本書で使用する記号
この取扱説明書で使用する記号の意味は以下の通りです。

表示 警告の言葉 意味

警告 死傷事故につながるおそれのある危険な状
況あるいは不適切な使用方法を示します。

注意 軽度または中程度の負傷事故につながる恐
れのある危険な状況あるいは不適切な使用
方法を示します。

注意事項 正しい取扱いをしなければ、この危険のため
に、少なからぬ物的・金銭的・環境的な損害
を受ける恐れがあります。

本製品を技術的に正しく効率的に使用するた
めに役立つ情報を示します。

	X  行動の必要：ここで指定された行動を実行す
る必要があることを示します。

2 製品識別情報
水平アーム下面の銘板に、製品の型名とシリアル番号が記載されてい
ます。
	X このデータを取扱説明書に記入し、弊社またはサービスへのご連絡
の際に必ずお知らせください。

タイプ シリアル番号

 
...

 
...

2.1 オプション品
本装置には追加の機能およびアクセサリーがオプションで用意されて
います。提供の有無は国ごとに、それぞれの国内法の規定によって異な
ります。詳しくはライカ マイクロシステムズ、またはお取引ディーラー
にお問い合わせください。
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3 安全上の注意事項
ライカ M220 F12 は最新の技術に対応した手術用顕微鏡です。しかし
ながら、使用に伴う危険がまったく存在しないわけではありません。
	X 本書に記載された指示、特に安全上の注意を必ず守ってください。

3.1 用途
• ライカM220 F12手術用顕微鏡は、拡大と照明により対象物の良
好な像を得るための光学機器です。これは、観察とドキュメンテー
ションおよび人体医療に適用できます。

• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は電磁適合性（EMC）に関する特別
予防措置の適用対象です。

• 高周波通信機器は、移動式、携帯式、固定式のいかんを問わず、ラ
イカ M220 F12 手術用顕微鏡システムの信頼性および機能性に悪
影響を及ぼす可能性があります。

• ライカ M220 F12 は専門家による使用を想定して設計されています。

3.2 使用上の注意 
• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は、病院、診療所その他医療施設
における網膜、角膜、白内障手術などの眼科学的使用に適してい
ます。

• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は閉じられた室内専用です。必ず堅
牢な床、もしくは天井に据え付けてください。

• この取扱説明書は、装置の準備、操作、保守に当たる医師、看護師
その他の医療および技術スタッフを対象としています。操作に関わ
る者全員に対する訓練と説明は装置所有者 /管理責任者の義務です。

3.3 禁忌
使用方法に関する既知の禁忌はありません。

3.4 装置の取扱いについて
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は必ず有資格者のみが使用するよ
うにしてください。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は専門従事者のみが使用できます。
	X この取扱説明書は、ライカ M220 F12 手術用顕微鏡を使用する場所
に保管し、いつでも参照できる状態にしておいてください。
	X 権限のあるユーザーが安全要求事項に従って作業していることを確
認するために、定期的に検査を行ってください。
	X 新たに使用するユーザーに対しては徹底した指示を行い、警告記号
とメッセージの意味を説明してください。
	X 運転開始、操作、保守の責任分担を明確にし、これが遵守されてい
るかどうか監視してください。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡に不具合があるときは使用できま
せん。
	X 負傷または物損事故につながる可能性のある故障に気付いたとき
は、直ちにライカ マイクロシステムズまたはお取引ディーラーに連
絡してください。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡システムと一緒に、他社製のアクセ
サリーを使用するのは、組み合わせて使用しても安全である旨の確
認が当該製品の製造元から得られた場合に限ってください。該当す
るアクセサリーの取扱説明書の指示に従ってください。

• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡には以下のアクセサリーのみを使
用することができます。
• この取扱説明書の 9章に記載されているライカ マイクロシステ
ムズのアクセサリー。

• 技術的な安全性がライカによって承認されたその他のアクセサ
リー。

• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡の変更や修理は、ライカ認定技術
者のみが行うものとします。

• 製品のサービスには、ライカ純正部品のみをご使用ください。
• 保守あるいは修理終了後は、弊社の技術仕様に従い、必要に応じ
て装置を再調整してください。

• 装置がライカ認定技術者以外の人物によって変更またはサービス
作業が行われた場合、メンテナンスが不適切に行われた場合（メン
テナンスがライカによって実施されなかった場合）、あるいは不適
切に取り扱われた場合、ライカ マイクロシステムズはいかなる責任
も負いません。

• 本手術用顕微鏡が他の装置に及ぼす影響については、EN 60601-
1-2 の規定に従ってテスト済みです。本システムは、電磁放射に関
する試験および電磁波耐性試験に合格しています。電磁波およびそ
の他の放射に関する通常の予防措置ならびに安全対策を遵守して
ください。

• 建物内の電気工事は、それぞれの国の規格に従う必要があります。
漏電対策として残留電流回路ブレーカーの設置をお勧めします。

• 手術室で使用するあらゆる装置に共通したことですが、本システム
も故障の可能性を完全になくすことはできません。したがって、ラ
イカ マイクロシステムズは、手術中にバックアップシステムを使用
できるようにしておくことを推奨します。

• 同梱の電源ケーブルのみが使用できます。
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• 電源ケーブルは保護導体を備えた、損傷のないものでなければな
りません。

• 電源ケーブルは「電源入力」ソケットに機械的に固定し、不慮の抜
けを防ぐ必要があります。

• ライカ マイクロシステムズ手術用顕微鏡は、適切な資格を有し、取
り扱いの訓練を受けた医師および助手のみが使用できます。専門
的なトレーニングを修了している必要はありません。

• ライカ M220 F12 を患者に対して使用しているときは、いかなる部
品も修理または保守を行ってはなりません。

• 本装置を他の機器に隣接して使用することは避けてください。正し
く動作しなくなる可能性があります。そのように使用せざるを得な
い場合は、本装置および他の機器を観察し、正常に作動することを
確認してください。

• 本装置の製造元が供給または指定した以外のアクセサリー、トラン
スデューサー、ケーブルを使用すると、本装置の電磁放射の増加ま
たはイミュニティの低下を招き、正常に動作しなくなる可能性があ
ります。

• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は必ず閉じられた室内で使用し、安
定した硬い床面上に配置してください。

• 移動式 RF 通信機器（アンテナケーブルや外部アンテナなどの周辺
機器を含む）は、ライカ M220 の一切の部分（製造元指定のケーブ
ルを含む）から 30 cm（12 インチ）以内の距離で使用してはなりま
せん。これを守らないと、この機器の性能が低下する可能性があり
ます。

注意事項：
本装置の放射特性は、産業領域および病院での使用に対応しています
（CISPR  11 クラス  A）。本装置を住宅環境内で使用する場合（そのため
に CISPR 11 クラス  B が通常要求される）、本装置では無線周波数通信
サービスに対する適切な保護が提供されないことがあります。使用者は、
装置の設置場所や向きを変えるなど、軽減対策を講じる必要がある可
能性があります。

3.5 装置オペレーターへの注意事項
	X 本書に記載された指示に従ってください。
	X 作業手順と作業の安全に関しては、管理責任者の指示に従ってくだ
さい。
	X 手術前および手術中に、照明の強度をチェックしてください。
	X ブレーキをかけたままでシステムを動かさないでください。
	X 装備品がすべて正しい位置にあること（すべてのカバーが取り付け
られ、ドアが閉まっていること）を確認してから、システムを操作し
てください。
	X 感電の危険を避けるため、装置は必ず保護接地付きの電源に接続
してください。
	X M220 を患者に対して使用しているときは、いかなる部品も修理ま
たは保守を行ってはなりません。
	X 患者に対して使用しているときは LED モジュールを交換してはなり
ません。

眼科手術中の光毒性網膜損傷

警告

長時間の曝露による目の損傷
装置の照明は有害となる可能性があります。眼の損傷の危険性は曝露
時間とともに増大します。
	X 装置の照明への眼の曝露時間が危険限界値を超えないよう
にしてください。この機器の最大出力で露光時間が 50秒を
超過すると、危険参照値が超過されます。
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下の表は術者への注意喚起のため、危険性の目安を示したものです。
データは次のような最悪のケースを想定して計算されています。
• 無水晶体患者
• 眼球がまったく動かない（同じ部位への連続照射）
• 曝露の中断なし（執刀の中断により、光線を遮る動きがない）
• 瞳孔が 7 mm に拡張
計算は ISO 規格 1）2）および同規格の推奨する曝露限界値に基づいて
います。発行された資料は、眼の動きが露光時間の増加を招く可能性
があることを示しています。

光量設定

推奨最大曝露時間、1) に準拠 [分 ]

フィルターなし
GG435 フィル

ター使用
GG475 フィル

ター使用

25 % 2分 4分 25分

50 % 1分 1分 11分

100 % 50秒 1分 8分

網膜保護フィルター 5× (10448676)*

100% 15分

*フィルターなしの標準構成と比較して操作時間を係数 5 倍だ
け延ばすには、最低でも保護フィルター 5× (10448676)を使用
してください。

出典：
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 眼光学機器 － 基本的要求事項およびそ
の試験方法 － 第 2 部：光ハザードからの保護

2) ISO 10936-2:2010 光学およびフォトニクス – 手術用顕微鏡 /第 2 
部：眼の手術に使用する手術用顕微鏡からの光ハザード

3) David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for exposure 
of the eye to optical radiation from ocular instruments: 
statement from a task group of the International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), APPLIED OPTICS 
Vol. 44, No 11, p2162 (10 April 2005)

患者を保護するため、次の安全措置を講じてください。
• 照明時間を短くする
• 明るさを低く設定する
• 保護フィルターを使用する
• 手術中断時は照明を消灯する

明るさを手術に最小限必要なレベルに調節することをお勧めします。幼
児、無水晶体患者（UV 防護機能を持つ眼内レンズを入れていない場合）、
小児、眼病患者ではリスクが大きくなります。また、治療ないし手術を受
ける患者様が過去 24 時間以内に本顕微鏡、あるいは明るい可視光を用
いる他の眼科機器の照明を受けている場合にもリスクが増大します。こ
れは、眼底写真検査を受けた患者の場合に、特に当てはまります。
明るさはケースバイケースで決定する必要があります。いずれの場合も、
術者は使用する光量のリスクと利益を評価する必要があります。手術用
顕微鏡による網膜の傷害の危険性を最小化するように心がけ対策を講
じても、傷害の可能性をゼロにすることはできません。難度の高い眼
科手術で、眼球の構造を観察するために強い照明を使用する場合には、
副作用として光毒性網膜損傷が生ずる可能性があります。

安定性（フロアスタンドのみ）

手術室内で移動する際にはスイングアームを折りたたんでロックし、ブ
レーキをかけてください。。この操作を省略するとスイングアームが外
側に振れてスタンドが倒れるおそれがあります。

可動部品による危険性

不注意により事故の発生するおそれのある作業を列挙します。
• アクセサリー装着やスタンドのバランス調整は手術前に済ませてく
ださい。術野上でこれらを行うことは厳禁です。

• 顕微鏡とフォーカスドライブの間に指を入れないでください。挟ま
れるおそれがあります。

フロアスタンド

• 装置を移動するときは引かずに、必ず押してください。軽量のシュー
ズを履いた状態でスタンドのベースに足を挟まれると危険です。

• 操作中はフットブレーキをかけたままにしておいてください。

電源の接続

コントロールユニットを開くことは、ライカの認可したサービスエンジ
ニアのみに認められています。

アクセサリー

ライカ M220 F12 手術用顕微鏡には以下のアクセサリーのみを使用す
ることができます。
• 本書に記載されているライカ マイクロシステムズ製アクセサリー
• 技術的な安全性がライカによって承認されたその他のアクセサリー
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3.6 使用時の危険

警告

長時間の曝露による目の損傷
装置の照明は有害となる可能性があります。眼の損傷の危険性は曝露
時間とともに増大します。
	X 装置の照明への眼の曝露時間が危険限界値を超えないよう
にしてください。この機器の最大出力で露光時間が50秒を
超過すると、危険参照値が超過されます。

警告

以下の理由による負傷の危険：
• スイングアームの不意な横方向の動き
• スタンドの不意の傾き
• 移動の際などに、ベースの下に足をはさむ
• 移動中に手術用顕微鏡が乗り越えられない段差にぶつかり、急

停止すると危険です。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡を移動する場合は、必ず「移
動用ポジション」にしてください。
	X アームを伸長した状態では、絶対にスタンドを動かさない
でください。
	X スタンドまたは手術用装置が床に配置されているケーブル
の上を決して乗り越えないでください。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は決して手すりを引かずに、
押して移動させてください。

警告

感電による死亡の危険があります。
	X 手術用顕微鏡は必ずアース付きコンセントに接続してくだ
さい。

警告

部品の落下による負傷の危険！
	X 手術前にオプティクスキャリアのすべての準備と調整を終え
てください。
	X 装置が術野の上にある状態では、バランス調整や光学コン
ポーネントの装着およびアクセサリーの装着は、絶対に行
わないでください。
	X アクセサリーを変更する前に、必ずスイングアームをロック
してください。
	X 手術前に、光学コンポーネントとアクセサリーが正しく取り
付けられ、確実に固定されていることを確認してください。
	X 術中に装置を変更する場合には、変更前に顕微鏡を術野の
外に旋回させてください。

警告

 照明の故障は患者にとって危険となることがあります。
	X 適切な交換 LED モジュールを常備してください。

警告

光が強すぎると網膜を損傷するおそれがあります。
	X「安全上の注意事項」の章の警告メッセージを遵守してくだ
さい。

警告

手術用顕微鏡が下降して怪我をするおそれがあります。
	X 装着するコンポーネント / アクセサリーの総重量が最大耐
荷重を超えないようにしてください。
	X「荷重計算表」を参照して総重量を点検してください。

警告

感電による死亡の危険があります。
	X ヒューズを交換する前に、電源ケーブルを装置の電源ソケッ
トから抜いてください。

警告

手術用顕微鏡が下降して怪我をするおそれがあります。
	X スイングアームをロックします。
	X 顕微鏡が術野の上にある状態で、アクセサリー交換やバラ
ンス調整をしないでください。
	X アクセサリーを交換したときは必ずスイングアームのバラン
スを調整してください。

警告

患者の負傷の危険。
	X 手術中に電源のオン /オフを行わないでください。
	X 手術中に電源プラグを抜かないでください。
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注意

感染の危険があります !
	X 滅菌していないコンポーネントとの接触を防ぐために、スタ
ンド周囲のスペースを十分に取ってください。

注意

軽量のシューズを履いた状態でスタンドのベースに足を挟まれると危険
です。
	X 手術用顕微鏡は決して手すりを引かずに、押して移動させ
てください。

注意

手術用顕微鏡が突然動き出すと危険です。
	X 移動中以外は必ずフットブレーキをロックしておいてくだ
さい。

注意

火傷の危険があります。
LED モジュールは高温になります。
	X LED モジュールを取り外す前に温度が下がっていることを
確認してください。

注意

手術用顕微鏡は不意に傾くことがあります。
	X 手術用顕微鏡を押すときは必ずパーキング位置にして慎重
に行ってください。
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3.7 標識とラベル

1

11

12

10

2

6
3

9

8

4, 5, 6, 7,15

10

13

14

10

10

10

10
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1
max. 5.0 kg (11 lbs)

オプティクスキャリア
の最大耐荷重

2 �������������������������
��������������������

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

アースラベル
（米国・カナダのみ）

�������������������������
����������������������

���������������������
�
������������������

���	������������������������
�����������
��������������������

3 REF
SN

a
b

製造ラベル
a 参照番号
b シリアル番号

4 銘板

5 必須ラベル - 装置を操
作する前に本取扱説
明書をよくお読みくだ
さい。
取扱説明書の電子版
の Web アドレス。

医療機器

6 光放射

7 ヒューズの記号

8 移動用ポジション
（F12 フロアスタンド）

9

120 KG

システム重量表示
ラベル（F12）

10 傾斜の危険

11 Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

トレーニングを受けた
スタッフのみ使用可

12 挟み込みの危険を示
す記号

13

OCP 0004

INMETROラベル
(ブラジル )

14 ANVISA登録番号
(ブラジル )

15 UDI ラベル

������������������
����������
�������������

製品 ID (PI)
シリアル番号
製造日

GS1 データマトリクスコード
装置 ID (DI)
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4 構造
1

2

5
4

6

7

3

814 14

9

12

13

10

11

1 スイングアーム
2 XY ユニット（オプション）
3 フォーカスユニット
4 チルトユニット
5 接眼レンズ
6 双眼鏡筒
7 オプティクスキャリア

8 対物レンズ
9 水平アーム
10 支柱
11 フットスイッチホルダー
12 ベース
13 フットスイッチ
14 ハンドル
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5 機能

5.1 照明
ライカ M220 F12 手術用顕微鏡の照明は LED モジュールで、オプティク
スキャリア内に設置されています。

5.2 バランス調整システム

2

3

1

ライカ M220 F12 手術用顕微鏡のバランス調整を終えた後は、オプティ
クスキャリアを移動させた後に、それが自分から傾いたり、下降したり
することはありません。
バランス調整が正しければ、操作時のあらゆる動作を最小限の力で行
うことができます。
スイングアーム（2）上の設定ノブ（3）でドリフトを調整します。
ブレーキノブ（1）で垂直位置を固定します。

5.3 フットブレーキ 

1 2

3

スタンドの 4 つのホイール各々にフットブレーキが付属しています。フッ
トブレーキ作動 /解除レバー（1）により、ホイールの固定 /解除が行わ
れます。
• フットブレーキ作動 /解除レバーを押し下げ（3）： 
フットブレーキが作動します。

• フットブレーキ作動 /解除レバーを引き上げ（2）： 
フットブレーキが解除されます。
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6 操作部

6.1 水平アーム

1

2

3
4

5

1 フットスイッチ接続部
必ずライカ マイクロシステムズ（Leica Microsystems (Schweiz) 
AG, Medical Division）から提供されるフットスイッチを接続してく
ださい。

2 電源スイッチ
3 電源接続
4 フットスイッチケーブル用ホルダー
5 電源ケーブル引っ張り防止装置

6.2 チルトユニット/フォーカスユニット

1

2

チルトユニット

1 手動傾斜用クランプレバー

フォーカスユニット

2 XY ユニットリセットボタン
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6.3 フットスイッチ（標準設定）

2

1

3

1 フォーカス アップ /ダウン
2 XY 調節
3 倍率変更

 1 と 3（倍率および焦点の調整）の割り当ては入れ替えることが
できます。詳細については、サービスマニュアルを参照するか、
ライカ マイクロシステムズまたはお取引ディーラーへお問い合
わせください。

6.4 スタンド

1

3

2

1

1

4

1 ジョイントブレーキ用回転ノブ
2 バランス調整用回転ノブ
3 スイングアーム垂直ロック
4 フットブレーキ作動 /解放レバー
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6.5 オプティクスキャリア

2

3 4

1

1 倍率表示
2 ハンドル
3 照明スイッチおよび光量調節
4 フィルター用インサート  
（UV 保護フィルター GG475、GG435 および保護フィルター 5×）

5

5 変倍ノブ用非常ドライブ
非常時にはコイン等を用いて非常ドライブによる倍率変更ができ
ます。

6.6 双眼鏡筒、接眼レンズ、アシスタント鏡筒

2

1

3

1 眼幅調整用ドライブノブ（オプション）
2 視度調整
3 ローレットリング
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7 操作の準備

7.1 移動

警告

以下の理由による負傷の危険：
• スイングアームの不意な横方向の動き
• スタンドの不意の傾き
• 移動の際などに、ベースの下に足をはさむ
• 移動中に手術用顕微鏡が乗り越えられない段差にぶつかり、急

停止すると危険です。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡を移動する場合は、必ず「移
動用ポジション」にしてください。
	X アームを伸長した状態では、絶対にスタンドを動かさない
でください。
	X スタンドまたは手術用装置が床に配置されているケーブル
の上を決して乗り越えないでください。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は決して手すりを引かずに、
押して移動させてください。

注意

軽量のシューズを履いた状態でスタンドのベースに足を挟まれると危険
です。
	X 手術用顕微鏡は決して手すりを引かずに、押して移動させ
てください。

注意

手術用顕微鏡が突然動き出すと危険です。
	X 移動中以外は必ずフットブレーキをロックしておいてくだ
さい。

注意

手術用顕微鏡は不意に傾くことがあります。
	X 手術用顕微鏡を押すときは必ずパーキング位置にして慎重
に行ってください。

スイングアームのロック

	X スイングアーム（1）をほぼ水平にします。
	X スイングアーム垂直ロック（2）を締めます。

これでスイングアームがロックされます。
	X 関節ブレーキ（3）を緩め、スイングアームを折りたたみます。 
回転防止機構により、スイングアームは水平アームを用いて一方向
にのみ動かせます。
	X 手術用顕微鏡を「移動ポジション」に戻し、関節ブレーキを締めます。

3

3

5

3

2
1

4

手術用顕微鏡の移動と新しい位置への固定

	X 顕微鏡の電源プラグを抜きます。
	X フットスイッチを装置から外します。
	X フットブレーキ作動 /解除レバー（4）を踏んでブレーキを解除します。
	X 手術用顕微鏡の支柱（5）を押して新しい設置場所まで移動させます。
	X 設置場所でフットブレーキをロックします。
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7.2 手術台上での手術用顕微鏡の
位置決め

	X 手術用顕微鏡を支柱をつかんで慎重に手術台まで動かし、作業に
適した位置に置きます。
	X フットブレーキをかけます。

警告

感電による死亡の危険があります。
	X 手術用顕微鏡は必ずアース付きコンセントに接続してくだ
さい。

	X 電源ケーブル（2）をソケットに挿入します。
	X フットスイッチのケーブルをケーブルガイド（3）に通し、水平アー
ムに沿わせてソケット（1）に接続します。

1

2

3

注意

感染の危険があります !
	X 滅菌していないコンポーネントとの接触を防ぐために、スタ
ンド周囲のスペースを十分に取ってください。

	X すべての端子を点検し、すべてのアクセサリーが確実に固定されて
いることを確認します。
	X 関節ブレーキを緩め、その後軽く締めます。

ジョイントを動きやすくするには：
	X 関節ブレーキ（5）を緩めます。

ジョイントを動きにくくするには：
	X 関節ブレーキ（5）を締めます。
	X スイングアーム垂直ロック（4）を緩めます。
	X スイングアームを伸ばします。
	X 顕微鏡を上下させてスイングアームの重量設定をチェックし、必要
があれば修正します（7.10章 章参照）。

5

4

5

5
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7.3 双眼鏡筒、接眼レンズ、対物レンズの
取り付け

警告

双眼鏡筒が落下して怪我をするおそれがあります。
	X クランプネジを確実に締めます。

この手術用顕微鏡は、様々な作業に適合するよう調整可能です。

双眼鏡筒の取り付け

	X クランプネジ（1）を緩めます。
	X 双眼鏡筒をダボテールリングに押
し込みます。
	X クランプネジを確実に締めます。

双眼斜鏡筒

双眼傾斜鏡筒 45° 

アシスタント用アタッチメントと共
に使用するオプション（別売）

双眼鏡筒 5° ～ 25°

アシスタント用アタッチメントと共
に使用するオプション（別売）

接眼レンズの取り付け

1

	X 接眼レンズを所定の位置にセットします。
	X 回転リング（1）を締めます。

接眼レンズ
• 接眼レンズ 10×、TC
• 接眼レンズ 10× /21B、調整可能
• 接眼レンズ 8.33×、調整可能
• 接眼レンズ 12.5× /17B、調整可能
• ライカ ToricEyePiece

対物レンズの取り付け

対物レンズは右ネジで顕微鏡に取り付けます。

対物レンズ
• 対物レンズ WD = 175 mm APO
• 対物レンズ WD = 200 mm APO
• 対物レンズ f = 175 mm
• 対物レンズ f = 200 mm
• 対物レンズ f = 225 mm
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対物保護グラスの取り付け

2 3

4

5

	X 対物保護グラスホルダー（2）を対物レンズにはめ込み、マーク（3）
が後に向くように位置を決めます。
	X 対物保護グラス（5）を所定の位置に保持し、少し右に回します。

対物保護グラスが噛み合い、マーク（3）と（4）が一致します。

対物保護グラスはオートクレーブ処理できません。

補助フィルターの挿入

ライカ M220 F12 には、補助フィルター挿入用スロットが 2 つあります。

直径 32 mm の耐熱フィルターを使用できます。詳細について
はお取引ディーラーにお問い合わせください。

1

	X 2 つの空のフィルターホルダー（1）を引き出します。
	X フィルターをフィルターホルダーに固定します。
	X フィルターホルダー（1）を再び挿入します。

7.4 アクセサリー用アダプターの取り付け
ビームスプリッター /ステレオアダプターの取り付け

1

	X クランプネジ（1）を緩めます。
	X ビームスプリッター /ステレオア
ダプターをダボテールリングに押
し込みます。
	X クランプネジを締め付けます。

ビームスプリッター、分光比 50/50 % または 分光比 70/30 % も可

アダプターの取り付け

1

	X ビームスプリッターにアダプターを挿入します。
	X 回転リング（1）を締めます。
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7.5 アシスタント鏡筒の調整

1

	X ステレオアタッチメント/アシスタント鏡筒をビームスプリッターに
挿入します。
	X 回転リング（1）を締めます。

アシスタント鏡筒用ステレオアタッチメント

デュアルステレオアタッチメントはビームスプリッターの右にも左にも
取り付けることができ、任意の方向に回転できます。

アシスタント鏡筒の調整

2

	X 単眼アシスタント鏡筒を希望する方向に回します。
	X 接眼レンズの視度を調整します。
	X ローレットリング（2）を用いて像を補正します。

アシスタント鏡筒用ステレオアタッチメントの調整

	X アシスタント鏡筒用アタッチメントを希望する方向に回します。
	X 双眼鏡筒の水平方向の位置を合わせます。
	X 接眼レンズの視度を調整します。
	X ローレットリング（2）を用いて像を補正します。

7.6 撮影記録用アクセサリーの取り付け

警告

部品の落下による負傷の危険！
	X 手術前にオプティクスキャリアのすべての準備と調整を終え
てください。
	X 装置が術野の上にある状態では、バランス調整や光学コン
ポーネントの装着およびアクセサリーの装着は、絶対に行
わないでください。
	X アクセサリーを変更する前に、必ずスイングアームをロック
してください。
	X 手術前に、光学コンポーネントとアクセサリーが正しく取り
付けられ、確実に固定されていることを確認してください。
	X 術中に装置を変更する場合には、変更前に顕微鏡を術野の
外に旋回させてください。

1

2

1 倍率調節
2 フォーカスノブ

Photo 鏡筒の取り付け

	X 0°アシスタント用アタッチメントの撮影記録用ポートまたはビーム
スプリッターに Photo 鏡筒を取り付けます。
	X アダプターを取り付けたカメラを Photo 鏡筒に固定します。
クランプネジを締め付けます。

ビデオアクセサリーのリストについては9.2 章を参照してください。
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7.7 撮影記録用アクセサリーの選択

ズームビデオアダプター（ZVA） TV アタッチメント Photo / TV 
デュアル

アタッチメント

TV アタッチメント Photo / TV 
デュアル

アタッチメント

ズームビデオ
アダプター

（ZVA）

TV アタッチメント

70 mm

1“

2/3 “

1/2 “

1/3 “

1/4 “

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

Photo/TV dual
attachment

TV 
attachment

TV
attachment

TV
attachment 

Photo/TV dual
attachment

Zoom video adapter Zoom video 
adapter

Photo / TV デュアルアタッチメント

35 mm

250 mm 
Photo/TV dual attachment 

35 mm 

Digital 
Photo 
Camera 

350 mm 

デジタルカメラ

 

視野 モニター /画像
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7.8 眼基線および射出瞳の調整（任意）
瞳孔間の距離および接眼レンズとの接触状態は各ユーザーごとに調節
できます。
ユーザー表のデータにより使用前に手術用顕微鏡を調整することも可
能です。

6555
75

1

2

1 眼幅調整の目盛
2 設定ノブ

眼幅調整

	X 接眼レンズを 0 に合わせるか、または必要な視度値を選択します。
	X 変倍ノブをステップ 10 に合わせます。
	X 接眼レンズを覗いて鏡筒を設定ノブ（2）で調節するか、または手
で調節し（設定ノブのない双眼鏡筒の場合）、円形の視野が得られ
るようにします。

7.9 視度の調整

1

視度設定の調整

	X 視度設定を片目ずつ正確に調整します（1）。調整すると、ズーム域
全体にわたって観察画像のフォーカスが一定に維持されます（パー
フォカル）。

顕微鏡の準備

	X コントロールユニットで顕微鏡の電源を入れ、紙片などの平坦な対
象物を対物レンズの下に置きます。
	X 明るさを最大にします。
	X 最小倍率にセットします。
	X 顕微鏡を移動させて、対象物が視野の中央で鮮明に見えるようにし
ます。

対象物への焦点合わせ

	X 最大倍率にセットします。
	X 顕微鏡の焦点を合わせます。
	X 最小倍率にセットします。

視度設定の調整

	X 片目ずつ順に視度を調整し（1）、鮮明に焦点の合った像が見えるよ
うにします。
	X 最大倍率にセットします。
	X 顕微鏡の焦点を再度合わせます。
	X 最小倍率にセットします。
	X 視度調整を確認し、必要があれば両方の像が鮮明になるように再
調整します。

同焦点の点検

	X 対象物を見ながら全範囲にわたってズームします。像のシャープネ
スはすべての倍率を通じて一定でなければなりません。一定でない
ときは上記 2～ 4 の手順を繰り返します。

視度調整用回転リング
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7.10 手術用顕微鏡アクセサリーの交換と 
スイングアームのバランス調整

警告

手術用顕微鏡が下降して怪我をするおそれがあります。
	X スイングアームをロックします。
	X 顕微鏡が術野の上にある状態で、アクセサリー交換やバラ
ンス調整をしないでください。
	X アクセサリーを変更する前に、必ずスイングアームをロック
してください。
	X アクセサリーを交換したときは必ずスイングアームのバラン
スを調整してください。

1

2

3

スイングアームのロック

	X スイングアーム（1）をほぼ水平にします。
	X スイングアーム垂直ロック（2）を締めます。
これでスイングアームがロックされます。

光学アクセサリーの清掃

	X 接眼レンズと対物レンズ、および必要に応じて写真撮影または TV 
用アダプターが清浄であるかどうかを点検します。
	X 塵埃や汚れを取り除きます。

アクセサリーの取り付け

	X 使用するアクセサリーを顕微鏡に取り付けます。

スイングアームのバランス調整

	X 顕微鏡をしっかり支えます。
	X スイングアーム垂直ロック（2）を緩めます。
これでスイングアームが解放されます。
	X スイングアームを手で動かし、上下に動かすのにさらに力が必要か
どうかを確認します。

上に動かすのに力が必要な場合は：
	X バランス調整ノブ（3）を荷重増加方向（反時計方向）に回します。

下に動かすのに力が必要な場合は：
	X バランス調整ノブ（3）を荷重減少方向（時計方向）に回します。
	X ブレーキ力を調整する際、上向きの運動に対する力が下向きの力よ
りやや小さいことに注意してください。

7.11 滅菌コンポーネントの取り付け
標準コンポーネント

• 透明ハンドル × 2
• ドライブノブ（照明スイッチ） × 1

ハンドルおよびドライブノブは蒸気またはガスで滅菌できます。
	X ハンドルと駆動ノブを滅菌します。
	X 滅菌したドライブノブを照明用回転ノブに取り付けます。
	X 滅菌したハンドルをオプティクスキャリアに取り付けます。

7.12 手術用顕微鏡のスタートアップ

1

	X 電源スイッチ（1）を入れます。
	X 照明が点灯し、XY ユニットがリセット位置に移動します。
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7.13 操作前のチェック 
7.13.1 LED 照明の動作確認 

警告

照明の故障は患者にとって危険となることがあります。
	X 適切な交換 LED モジュールを常備してください。

1

	X 電源スイッチで顕微鏡の電源を入れます。
LED が点灯します。
	X ボタン（1）を右に回します。

これで明るさが増加します。
	X 明るさの全範囲にわたって照明をテストします。

7.13.2 フォーカスドライブの調整

8.5章を参照。

7.13.3 電源ケーブルの固定状態を点検します。
	X 電源ケーブルがスイングアームにケーブルタイで固定されているか
どうかを点検します（組立手順書2.4.1章を参照）。
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8 操作

8.1 顕微鏡の位置決め

警告

患者の負傷の危険。
	X 手術中に電源のオン /オフを行わないでください。
	X 手術中にプラグを抜かないでください。

5

2

3

1

4

6

中間位置の設定

	X XY ユニットリセットキー（2）を押します。 
XY ユニットが中間位置に移動します。
中間位置に到達すると LED（1）が点灯します。
	X フットスイッチを用いて焦点をリセット位置に合わせます （マーク
（3）に注意）。

おおまかな位置決め

	X 顕微鏡を 2 つのハンドル（4）で支え、位置を決めます。

精密な位置決め

	X フットスイッチ（7）で XY ユニットを起動します（方向は下図を参照）。

7

+Y

–Y

–X +X

XY 方向の移動速度を調節します。
	X フォーカスカバー（6）を取り外します。
	X 基板の上側ポテンショメーター（8）で速度を希望の値に設定します。

8

あおりの調整

	X クランプレバー（5）を開きます。
	X 顕微鏡の傾きを調整します。
	X クランプレバー（5）を閉じます。
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8.2 焦点合わせ

注意事項
フォーカスモーターが破損する危険があります。
	X フォーカスモーターが故障した場合は、オプティクスキャリアを手動
で上下することでフォーカスを調節してください。

+F

–F

–M

+M

2

1

	X フットスイッチのボタン（2）を押します。

焦点合わせ移動速度の調節

	X フォーカスカバー（6、8.1章）を取り外します。
	X 基板の下側ポテンショメーター（3）で速度を希望の値に設定します。

3

8.3 倍率調節
	X フットスイッチのボタン（1、8.2章）で倍率を調節します。

6.4、10、16、40、25、16 の各値が循環します。

8.4 照明の光量調整

警告

光が強すぎると網膜を損傷するおそれがあります。
	X「安全上の注意事項」（3章）の警告メッセージを遵守してく
ださい。

顕微鏡照明の点灯 / 消灯

	X ボタン（1）を用いて顕微鏡照明の点灯 /消灯および明るさの調節を
行います。
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8.5 作動距離の調整

1

	X ハンドル（1）を用いて顕微鏡を上下させ、おおよその作動距離に
調節します。
	X フットスイッチのフォーカスドライブ用ボタンを用いて正確な作業
距離に調整します。

8.6 使用中止
	X カメラの記録プロセスを終了します（データの消失）。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡を移動ポジションに戻します（7.1章 
参照）。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡を電源スイッチ（2、6.1章 参照）で
オフにします。
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9 コンポーネントとアクセサリー

警告

手術用顕微鏡が下降して怪我をするおそれがあります。
	X 装着するコンポーネント / アクセサリーの総重量が最大耐
荷重を超えないようにしてください。
	X「荷重計算表」（9.3章を参照して総重量を点検してください。

9.1 観察者側

1

2 2

4

主任外科医

助手2 助手1

3

5 5

4

3

4

3

1 ビームスプリッター
2 アシスタント鏡筒用ステレオアタッチメント
3 双眼鏡筒
4 接眼レンズ
5  撮影記録用ポート



コンポーネントとアクセサリー

28 ライカ M220 F12/注文番号 10 716 922/バージョン 04

図版 コンポーネント/アクセサリー 名称

1
ビームスプリッター 50/50
ビームスプリッター 70/30

2 つのポートは、アシスタント用ポートとして、また撮影記
録ポートとして使用できます。

2

アシスタント鏡筒用ステレオ
アタッチメント

双眼鏡筒の取り付け用

3

双眼鏡筒、傾斜式  
5°～ 25°、PD 付き

• 鏡筒角度と高さが調節可能
• 眼幅調整可能

3

双眼鏡筒、傾斜付き、 
T、タイプ II

3

双眼鏡筒、傾斜付き、TC

3

双眼鏡筒、45° アシスタント用アタッチメントで使用するためのオプション

4

接眼レンズ 10×
接眼レンズ 8.33×
接眼レンズ 12.5×

4
接眼レンズ、10×、TC

5

ライカ ToricEyePiece • 内蔵目盛により、トーリック眼内レンズの角度に合わせ
て調整することが容易

• 詳しくは個別の取扱説明書および設置説明書を参照し
てください
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患者側

A

B

A  レンズ
B  保護グラス、ホルダー付き

部品番号 図版 コンポーネント/アクセサリー

A • 対物レンズ APO WD175
• 対物レンズ APO WD200
• 対物レンズ f = 175 mm
• 対物レンズ f = 200 mm
• 対物レンズ f = 225 mm

B 保護グラス用ホルダー

B 保護グラス

9.2 ライカ M220 F12 用
ビデオアクセサリー

1

2

3

1 ビームスプリッター（50/50 %、または 70/30 %）、回転式ビームス
プリッター

2 ビデオアダプター（ライカ ZVA / RVA / MVA）
3 C マウント型カメラ（ライカ HD C100）

ビデオアダプター

• C マウントが付いた市販ビデオカメラ向け。アダプター付き。
• ビデオアダプター（2）はビームスプリッターに取り付けます。
• ライカ ズームビデオアダプター向けのズームおよび微動フォーカス
機能

ライカ ズームビデオアダプターの同焦点を調整してください。

	X 最大倍率にセットします。
	X 輪郭のはっきりした平坦な試験用対象物を対物レンズの下に置き
ます。
	X 接眼レンズを覗き、顕微鏡の焦点を合わせます。
	X 最小倍率にセットします。
	X ライカ ズームビデオアダプターの倍率を最高（f  =  100 mm）にし
ます。
	X ライカ ズームビデオアダプターでモニター画像のフォーカスを合わ
せます。
	X ライカ ズームビデオアダプターを希望する倍率に設定します。
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9.3 荷重計算表

最大耐荷重の数値は「テクニカルデータ」（13.6章）にあります。

ライカ M220 F12 装置、シリアル番号 .......................................

顕微鏡ポートからスタンドにかかる最大荷重 ........... kg

設置

グループ 部品番号 名称 重量 数量 合計

アシスタント 10446482 ビームスプリッター 70/30 0.41 kg                         ,    

10446565 ビームスプリッター 50/50 0.41 kg                         ,    

光学系 10445937 対物レンズ APO WD200
0.41 kg

10445938 対物レンズ APO WD175                         ,    

10431692 対物レンズ f = 175 mm

0.20 kg

                        ,    

103821162 対物レンズ f = 200 mm                         ,    

10457297 対物レンズ f = 225 mm                         ,    

10448217 双眼鏡筒、角度調整 5°～ 25°、PD 付き 0.74 kg                         ,    

10446574 双眼鏡筒、傾斜式、T 字型、タイプ II 0.74 kg                         ,    

10446618 双眼鏡筒、45° 0.56 kg                         ,    

10448404 双眼鏡筒、傾斜可能、TC 0.93 kg                         ,    

10448028 接眼レンズ、10×

0.10 kg10448125 8.33× 接眼レンズ                         ,    

10446739 12.5× 接眼レンズ

13613532 接眼レンズ 10×、TC 0.07 kg                         ,    

眼球前部用のアクセサリー 10448554 ライカ ToricEyePiece 0.10 kg                         ,    

滅菌可能コンポーネント クリップオンハンドル                         ,    

10428238 T 字形双眼鏡筒の回転ノブカバー 0.01 kg                         ,    

10446468 保護グラス用ホルダー 0.10 kg                         ,    

10446467 保護グラス 0.06 kg                         ,    

ダストカバー                         ,    

撮影記録装置 10448215 ライカ ズームビデオアダプター 0.76 kg                         ,    

10448290 ライカ手動ビデオアダプター 0.42 kg                         ,    

10448584 ライカ HD C100 0.64 kg                         ,    

システム全体 荷重
                        ,    
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10 お手入れとメンテナンス
10.1 お手入れに関する注意事項
• 作業中断時には顕微鏡にダストカバーを掛けます。
• 使用していないアクセサリーは、ほこりのない場所に保管してくだ
さい。

• 塵埃はブロアと柔らかいブラシで除去します。
• 対物レンズと接眼レンズの清掃には光学系クリーニングクロスと高
純度アルコールを用います。

• 湿気、蒸気、酸、アルカリ、腐食性物質が手術用顕微鏡に触れない
ようにします。
装置の近くで化学薬品を保管しないでください。

• 手術用顕微鏡の不適切な取扱いを防止する必要があります。 
他のソケットを設置すること、光学系や機械部品のネジを緩めるこ
とは、本説明書に明確な指定がない限り厳禁です。

• 手術用顕微鏡が油脂に触れないようにします。
ガイド面や機械部品に注油したりグリースを塗布したりすることは
厳禁です。

• 汚れは湿らせた使い捨てクロスで取り除きます。
• 手術用顕微鏡の消毒には、下記を主成分とする表面滅菌剤を含む
混合液を使用します。
• アルデヒド
• アルコール
• 第 4 級アンモニウム化合物 

材質が劣化する可能性があるため、以下の製品は決して使用し
ないでください。
• ハロゲン供与性化合物、
• 強有機酸、
• 酸素供与性化合物。
	X 殺菌剤製造元の指示を遵守してください。

ライカ マイクロシステムズのサービス部門と保守契約を結ぶこ
とをお勧めします。

カビ予防対策

ライカ マイクロシステムズは、材質選択および製造工程の段階で、可
能な範囲でカビ予防対策を講じています。
お客様サイドでの予防対策としては、他に次のようなことがあります。
• 光学部品を清浄に保つ。
• 装置の保存・使用とも清浄な環境に限ること。
• 使用しないときは紫外線灯下に置くこと
• 必ず、常時空調された室内で使用する。
• 湿気を避け、シリカゲルを充填したプラスチックカバーで覆うこと。

10.2 メンテナンス
ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は基本的にメンテナンスフリーです。常
に安全で信頼性の高い操作を確保するために、ライカ マイクロシステ
ムズに問い合わせて予防措置を取ることをお勧めします。
定期的な検査を設定したり、あるいは保守契約を結ぶことができます。

• ライカ マイクロシステムズのサービス部門と保守契約を結
ぶことをお勧めします。

• 修理には必ず純正スペアパーツを使用してください。

10.3 ライカ フットスイッチの手入れと保守
使用後は毎回、ライカ フットスイッチを温水（60 °C 以下）で清掃してく
ださい。フットスイッチは基本的にメンテナンスフリーです。不具合が
ある場合は、ライカ マイクロシステムズまでご連絡ください。
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10.4 ヒューズの交換

警告

感電による死亡の危険があります。
	X ヒューズを交換する前に、電源ケーブルを装置の電源ソケッ
トから抜いてください。

1

2

ヒューズは電源ソケットのヒューズホルダー（2）内にあります。
	X ドライバーを用いてヒューズホルダー（2）を起こし、手で引き出し
ます。
	X ヒューズ（1）を交換します。

6.3 AH のタイムラグヒューズのみを使用してください。

	X ヒューズホルダー（2）を元の位置に戻し、手で完全に押し込みます。

10.5 LED モジュールの交換 

注意

火傷の危険があります。
LED モジュールは高温になります。
	X LED モジュールを取り外す前に温度が下がっていることを
確認してください。

ライカ M220 F12 は補助ランプを内蔵していません。
予備の LED モジュールを常備してください。LED が切れたとき
は、新たに予備の LED モジュールを購入して手許に置いてくだ
さい。
必ずライカの純正交換 LED モジュールを使用してください。

照明の LED モジュールの交換方法は LED 交換モジュール（ライ
カ品番 10 448 374）に付属の説明書に詳述されています。

10.6 LED 照明の動作確認 
7.13.1章を参照。
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10.7 故障時の診断

1

2

4

5

3

1 LED フットスイッチボタン
2 フォーカス アップ /ダウン
3 XY 前進 /後退
4 倍率 時計方向 /反時計方向
5 XY 左 /右

	X フォーカスカバー（6、8.1章）を取り外します。

フットスイッチのボタンを点検します。

	X フットスイッチのボタンを押します。
基板の「FOOT SWITCH FUNCTIONS」領域にある LED（1）がボタンに対
応して点灯しなければなりません。
LED が点灯しなければ、フットスイッチに故障があるか、または正しく
接続されていません。

モーターの点検

フットスイッチが正しく働くときは、ドライブのモーターを点検します。
	X フットスイッチのボタンを押します。

対応するモーターの LED が点灯しなければなりません。
LED が点灯してもモーターが動かないときは、モーターの故障の可能
性があります。
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10.8 滅菌後再使用可能な製品の 
再処理についての注意事項

10.8.1 概要

製品

ライカ マイクロシステムズが提供する、回転ノブ、対物レンズ保護グラ
ス、キャップなどの再使用可能な製品

再滅菌処理の限界

クロイツフェルトヤコブ病（CJD）の患者、あるいは CJD または CJD 変
種への感染が疑われる患者に使用した医療機器については、現地の法
規制に従う必要があります。通常、これらの患者の処置に使用した製品
は、再滅菌可能であっても安全のため焼却処理する必要があります。

職場の安全衛生管理

汚染された製品の処理に当たる作業者については特に作業の安全衛生
管理に注意を払う必要があります。製品の準備、クリーニング、滅菌処
理に当たっては、最新の病院衛生感染予防規則を守ってください。

再滅菌処理の限界

これらの製品は、頻繁に再滅菌処理を行っても、製品に影響を及ぼすこ
とはほとんどありません。製品の寿命は通常、摩耗、経年変化、使用中
の損傷などによって決まります。

10.8.2 指示

使用する場所

	X 使い捨ての布またはペーパータオルで表面の汚れを拭き取ります。

保管および輸送

• 特別の条件はありません。
• 製品の再滅菌処理は使用直後に行うことを推奨します。

清掃準備

	X 再滅菌する製品を ライカ M220 F12 手術用顕微鏡から取り外します。

クリーニング：手作業

• 用具：流水、洗剤、アルコール、マイクロファイバークロス

手順

	X  製品表面の汚れを洗浄します（温度 40 °C 未満）。汚れの程度によっ
ては、洗浄剤を使用します。
	X 光学系にしつこい汚れ（指紋、グリースの筋など）がある場合は、ア
ルコールを使ってクリーニングすることも可能です。
	X 製品の光学コンポーネント以外の部分は、使い捨てクロスまたは
ペーパータオルで拭きます。光学部品の表面はマイクロファイバー
クロスで拭きます。

クリーニング：自動

• 用具：洗浄 / 殺菌装置
光学コンポーネントを装備した製品を洗浄 / 殺菌装置で洗浄すること
はお勧めできません。また光学コンポーネントは損傷を避けるため、超
音波洗浄器での洗浄を避けてください。

殺菌処理

アルコール系除菌液（例えば「Mikrozid Liquid」）をラベルの指示に従っ
て使用することができます。
光学部品の表面は殺菌の後、必ず新鮮な飲用水、ついで新鮮な脱塩水
で洗浄してください。製品は滅菌に移る前に完全に乾燥させることが必
要です。

メンテナンス

特別の条件はありません。
点検および機能テスト
回転ノブとハンドルが元の位置にきちんとはまることを確認します。

包装

個別に包装します。標準的な PE バッグを用いて差し支えありません。
製品を保管するバッグは閉止部に余分な力がかからないよう、十分な
大きさのものを使用してください。

滅菌処理

10.8.3章「滅菌処理法の一覧表」を参照してください。

保管

特別の条件はありません。

その他の情報

機能割り当てなし

製造者連絡先

ライカ マイクロシステムズまたはお取引ディーラー

Leica Microsystems (Schweiz) AG は、製品の処理に関する上記の指示
事項が再使用に関して適切であることを確認済みです。再処理設備に
おいて、必要な装置、資材、人員を用いて再処理を行い、望ましい結果
を得ることは再処理実施者の責任です。このためには一般に、再処理プ
ロセスの確認と日常的監視が必要です。実施者はさらに、上記指示事
項からの逸脱があったとき十分に検討し、処理の有効性および好ましく
ない結果を生ずる可能性を判断しなければなりません。
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10.8.3 滅菌処理の一覧表
以下は、Leica Microsystems (Switzerland) AG メディカル部門が提供する、手術用顕微鏡の滅菌可能コンポーネントの一覧表です。

許容される滅菌方法 製品

部品番号 名称 スチーム
オートクレーブ処理 

134°C、 
10 分間以上

酸化エチレン、
最高 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 クリップオンハンドル  –  – –   – – –

10428328 回転ノブ、T 字形双眼鏡筒  – – –  –    

10384656 回転ノブ、透明  –  –   – – – –

10443792 延長レバー  – – – –   – – –

10446058 保護グラス、
マルチフォーカスレンズ用

   – – – –   –

10448439 保護グラス   – – – –  – – 

10448440 カバー、滅菌可能  – –  – – – – – –

10448431 対物保護グラス     – – – – – –

10448296 対物保護グラス、 
交換部品（10 個入りパッケージ）

  – – – –  – – 

10448280 対物保護グラス、一式、
滅菌可能

  – – – –  – – 

10731702 カバー、滅菌可能  –   – –  – – –

1)  この医療機器には、STERRAD®100S / STERRAD® 100NX / STERRAD®50 / STERRAD®200 システムの滅菌に関する要求事項が存在します。
STERRAD® システムで装置を滅菌する前に、ご使用の STERRAD® システムのユーザーガイドに含まれる使用上の注意に目を通してください。
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11 廃棄
本製品を廃棄するときは、各国の適用法令に従い、専門業者に廃棄処分を依頼してください。装置梱包はリサイクル可能です。

12 こんなときは ....
電動部品が正しく動作しないときは、まず次の点を確認してく
ださい。
• 主電源スイッチが入っているか
• 電源ケーブルが正しく接続されているか
• すべての接続ケーブルが正しく取り付けられているか

12.1 一般的な不具合

不具合 考えられる原因 対策

スイングアームが自然に上昇または下降する スイングアームのバランス調整が正しくありません。 	X スイングアームのバランスを調整します（7.10
章参照）。

バランスを最高レベルに設定してもスイングアー
ムが下降する

顕微鏡とアクセサリーの合計重量が重すぎます。 	X 総重量を減らします。

ガススプリングが不良です。 	X ライカ マイクロシステムズにガススプリング
の交換を依頼します。

手術用顕微鏡を移動できない、または大きな力を
掛けないと移動できない

関節ブレーキの設定が堅すぎます。 	X 関節ブレーキを緩めます （7.1章参照）。

フットスイッチで機能が起動できない ケーブル接続が緩んでいます。 	X 電源ケーブルを点検します。
	X フットスイッチの接続を点検します。

フットスイッチが不良です。 	X 10.7章に従って診断を実行します。.
	X 不具合がある場合は、ライカ マイクロシステ
ムズにご連絡ください。

12.2 顕微鏡

不具合 考えられる原因 対策

像の焦点が合わない 接眼レンズが正しく取り付けられていません。 	X 接眼レンズをいっぱいまで締め込みます。

視度の設定が正しくありません。 	X 指示に正確に従って視度調整を行います。

好ましくない反射がある 対物レンズカバーが滅菌ドレープに正しく取り付
けられていません。

	X 滅菌ドレープの対物レンズカバーを対物レン
ズに取り付け、カバーを前方にわずかに傾け
ます。

像の一部が欠ける フィルターホルダーが正しく挿入されていません。 	X フィルターホルダーをオプティクスキャリアに
完全に押し込みます。

焦点合わせの動きが遅い 設定速度が遅すぎます。 	X フットスイッチのポテンショメーターで速度を
調節します（8.1章参照）。

XY 方向の動きが遅い 設定速度が遅すぎます。 	X フットスイッチのポテンショメーターで速度を
調節します（8.1章参照）。
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不具合 考えられる原因 対策

変倍ノブが作動しない 変倍ノブがロックされています。 	X 非常用ドライブを用いて手動で倍率を調節し
ます（6.5章参照）。

モーターまたはフットスイッチが不良です。 	X 10.7章に従って診断を実行します。.
不具合がある場合は、ライカ マイクロシステ
ムズにご連絡ください。

焦点合わせができない モーターまたはフットスイッチが不良です。 	X 10.7章に従って診断を実行します。.
不具合がある場合は、ライカ マイクロシステ
ムズにご連絡ください。

XY 方向に動かない モーターまたはフットスイッチが不良です。 	X 10.7章に従って診断を実行します。不具合が
ある場合は、ライカ マイクロシステムズにご
連絡ください。

12.3 TV、写真

不具合 考えられる原因 対策

モニター画面の像が暗い ビデオカメラまたはモニターの設定が正しくあり
ません。

	X カメラまたはモニターの設定を最適化します
（メーカーの取扱説明書を参照）。

フィルターまたはダイヤフラムの設定が正しくあり
ません。

	X 明るさを調節するか、フィルターまたはダイヤ
フラムを交換します。

写真がぼやける 同焦点の設定が不適切です。 	X 顕微鏡の同焦点設定を確認します（7.9章 
参照）。

試料に焦点が合わない 試料に正確に焦点が合っていません。 	X 焦点を正確に合わせます。必要に応じてレチ
クルを挿入します。

本書に記載のない機能障害が装置に生じた場合は、ライカ マ
イクロシステムズまでご連絡ください。
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13 テクニカルデータ
13.1 電気仕様
電源ソケット

F12 フロアスタンド コントロールユニットに集中的に配置
100～ 240 V AC（± 10 %）、50/60 Hz

ヒューズ 2 × T 6.3 AH 250 V

消費電力 ライカ M220 F12：100 VA
安全クラス クラス I

13.2 手術用顕微鏡
倍率 電動

アポクロマートレンズ、5 段階変倍ノブ 
6.4/10/16/25/40x

ステレオベース 24 mm

対物レンズ（標準） f = 200 mm

対物レンズ（オプション） f=175、225、250 mm 
WD=175 mm アポクロマートレンズ 
WD=200 mm アポクロマートレンズ

接眼レンズ（標準） 10×21B

接眼レンズ（オプション） 12.5×17B、8.33×22B

XY ユニット 40×40 mm、速度調節可能

傾斜角 ±15°

焦点 40 mm、速度調節可能

リセット機能 XY リセット

照明 同軸レッドリフレックス照明

光源 長寿命直射型 LED 照明
平均寿命 60,000 h 
（輝度が新品の 70％まで低下）

UV フィルター UV / IR フリーの LED 照明

眼球保護フィルター GG475 オプション 
保護フィルター 5×

光量調整 オプティクスキャリアの滅菌した
ドライブノブを使用

13.3 スタンド
ライカ M220 F12 フロアスタンド

最大範囲 1068 mm

ストローク範囲（昇降） 540 mm

ベース 底部面積：608 × 608 mm

移動高さ、最小 1680 mm

アシスタント用顕微鏡

標準 半立体（ビームスプリッターによる）

フットスイッチ 8 機能、防水
保護クラス IPX8

アクセサリー

双眼鏡筒、角度固定 選択可能な 5 種類のオプション

双眼鏡筒、可変 選択可能な 3 種類のオプション

ビームスプリッター 50/50 % および 70/30 %

ズームビデオアダプター 35～ 100 mm、
滅菌済みファインフォーカス付き

Oculus SDI/BIOM に適合 なし

Moeller EIBOS に適合 なし
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13.4 光学系のデータ

対物レンズ f = 175 mm

接眼レンズ 総合倍率（mm） 実視野 Ø（mm）

最小 最大 最小 最大

8.33× 22 3.1 19.5 59.6 9.4

10×  21 3.7 23.4 56.9 9.0

12.5× 17 4.6 29.2 46.0 7.3

対物レンズ f = 200 mm

接眼レンズ 総合倍率（mm） 実視野 Ø（mm）

最小 最大 最小 最大

8.33× 22 2.7 17.0 68.1 10.8

10×  21 3.2 20.4 65.0 10.3

12.5× 17 4.0 25.5 52.6 8.3

対物レンズ f = 225 mm

接眼レンズ 総合倍率（mm） 実視野 Ø（mm）

最小 最大 最小 最大

8.33× 22 2.4 15.1 76.6 12.1

10×  21 2.9 18.2 73.1 11.6

12.5× 17 3.6 22.7 59.2 9.4

13.5 コントロールユニット
以下の接続ソケット
• 電源ケーブル
• フットスイッチ
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13.6 構成と重量
顕微鏡のポートから、スタンドの最大荷重は 5.0 kg です。
9.3章の「荷重計算表」を参照して総重量を点検してください。

13.7 周囲条件
使用 +10°C～ +40°C

+50 °F～ +104 °F
相対湿度 30 ～ 75 %（ただし、結露なきこと）
大気圧 780～ 1013 mbar

保管時： 温度 –30 °C ～ +70 °C
（-22°F～ +158°F）
相対湿度 10～ 100 %（ただし、結露なきこと）
大気圧 500～ 1060 mbar

搬送： 温度 –30 °C ～ +70 °C
（-22°F～ +158°F）
相対湿度 10～ 100 %（ただし、結露なきこと）
大気圧 500～ 1060 mbar

13.8 電磁適合性（EMC）
装置が適合する環境

病院、ただし EM 攪乱強度の高い作動中の電気手術器の近傍および 
MRI（磁気共鳴診断装置）用 ME システムの高周波遮蔽室を除く。

IEC 60601-1-2 準拠

放射特性 • CISPR 11、クラス A、グループ 1
• 高調波歪：IEC 61000-3-2 によるクラス A
• 電圧変動およびフリッカー：IEC 61000-3-3 による
クラス A、図 3-7 参照

イミュニティ • 静電放電（IEC 61000-4-2）： 
CD +/- 8 kV、AD +/- 15 kV

• 放射無線周波電磁界（IEC 61000-4-3）： 
80～ 2700 MHz：10 V/m

• 近接無線周波電磁界（IEC 61000-4-3）： 
380～ 5785 MHz：9 V/m、28 V/m

• 電気的高速過渡 /バースト現象（IEC 61000-4-4）： 
± 2 kV：電源コード

• サージ（IEC 61000-4-5）： 
ライン－ライン間 ± 1 kV 
ライン－アース間 ± 2  kV

• 無線周波数によって誘導される伝導妨害 
（IEC 61000-4-6）： 

10 V rms
• 電源周波数磁界（IEC 61000-4-8）： 

30 A/m
• 電圧ディップおよび短時間停電（IEC 61000-4-11）： 

IEC 60601-1-2:2014 による
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13.9 適合規格
•  医用電気機器、第 1 部：安全性に関する一般的要求条件 

IEC  60601-1、 EN 60601-1、 UL 60601-1、 CAN/CSA-C22.2 NO. 
601.1-M90。

•  電磁適合性 EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.
• このほか、以下の整合規格に適合 : IEC 62366、IEC60825-1、

EN60825、IEC 62471、EN62471、EN 980。
• Leica Microsystems (Schweiz) AG の Medical Division は、品質管
理および品質保証に関する国際規格 ISO 13485 による管理システ
ムの認定を受けています。

13.10 使用制限
ライカ M220 F12 手術用顕微鏡は閉じられた室内専用です。必ず堅牢
かつ平坦な床、もしくは天井に据え付けてください。 

ライカ M220 F12 は、傾斜が 0.3°を超える床上では位置がずれ
る可能性を考慮する必要があります。

ライカ M220 F12 は 20 mm より高い段差を乗り越えて移動させること
はできません。
高さ 5 mm 以下の段差であれば、ライカ M220 F12 は補助具を使わず
に乗り越えることができます。
20 mm の段差を乗り越えて手術用顕微鏡 ライカ M220 F12 を移動させ
るには、パッケージに含まれるウェッジ（1）を使用してください。

�

	X  段差の手前にウェッジ（1）を置きます。
	X 手術用顕微鏡を移動用ポジションにし、ハンドレールを握って押し
ます。
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13.11 寸法
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1 準備

• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡の組み立てを始める前に、
下記の用具・資材を用意してください。

• 作業によっては補助員が必要です。

同梱アクセサリー

• すべてのボルトおよびナット

工具

注意事項

ネジが破損するおそれがあります。
	X ネジを締め付けるとき力を加え過ぎないようにします。

• 六角レンチ（2.5 mm、5 mm）
• プラスドライバー（サイズ 0）

組立用資材

ケーブルタイ

1.1 標準付属品
1 2 3

4

5

6

1 ベース
2 オプティクスキャリアおよびフォーカス /傾斜ユニット
3 XY ユニット（オプション）
4 スイングアーム（水平およびスプリングアーム）
5 フットスイッチ
6 スタンド用支柱

その他注文による各種アクセサリー（鏡筒、対物レンズなど）
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2 組立

2.1 F12 フロアスタンドの設置

1

	X 支柱をベースに挿入します。
	X 同梱の 2 本の前処理済み六角ネジ（1）で支柱を固定します。
	X 同梱の樹脂製プラグでネジ穴（1）を塞ぎます。

2

	X スイングアームを支柱に取り付けます。
	X 回転ノブ（2）でブレーキ動作を確認します。

ブレーキが利かないときはライカ マイクロシステムズまでご連絡くだ
さい。
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2.2 オプティクスキャリアの取り付け

1

2

3

オプティクスキャリアの固定には必ず添付のネジを用いてくだ
さい。
このネジはネジ山接着剤で前処理されています。

	X 同梱の 4 本の六角ネジ（1）を用いてオプティクスキャリアをスイン
グアームに取り付けます。 
	X スイングアームとオプティクスキャリアの赤色矢印（2）の位置が一
致しなければなりません。
	X フォーカスカバーの 4 本のプラスネジ（3）を緩めます。
	X フォーカスカバーを取り外します。

4

	X スイングアームからのケーブルを基板の右側プラグに接続します。
	X ケーブルクランプと 2 本の六角ネジ（4）でケーブルを固定します。

ケーブルのワイヤクロスとケーブルクランプとを確実に接触さ
せてください。

	X 4 個のプラスネジを用いてフォーカスカバーを再度取り付けます。

5

	X ケーブルタイ（5）を用いてケーブルをスイングアームに緩く止め
ます。
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2.3 XY ユニット（オプション）と 
オプティクスキャリアの取り付け

2.3.1 XY ユニットをオプティクスキャリアにネジ止め 
します。

1

2

	X XY ユニット（1）のケーブルをオプティクスキャリアの中央部（2）に
通します。

4

5

3

	X 同梱の 4 本の前処理済み六角ネジ（3）でオプティクスキャリアを 
XY ユニットに固定します。 

カバープレート（5）はなお動かせる状態でなければなりません。

スイングアームと XY ユニットの赤色矢印（4）の位置が一致す
る必要があります。

	X 同梱の 4 本の前処理済み六角ネジ（10）で XY ユニットをスイング
アームに固定します。 

XY ユニットとスイングアームの赤色矢印の位置が一致しなければなり
ません。

2.3.2 ケーブルの接続

6

	X フォーカスカバーの 4 本のプラスネジ（6）を緩めます。
	X フォーカスカバーを取り外します。

7 8

9
9

10

	X XY ユニット（7）左側のケーブルとスイングアーム（8）右側のケー
ブルをプリント基板のプラグに導きます。
	X ケーブルクランプと 2 本ずつの六角ネジ（9）で、両ケーブルを基板
ハウジング後部に固定します。
	X 4 本のプラスネジを用いてフォーカスカバーを再度取り付けます。
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1

	X ケーブルタイ（1）を用いてケーブルをスイングアームに緩く止めます。

XY ユニットが自由に回転できなければなりません。

2.4 ケーブルの接続
2.4.1 電源ケーブルの引っ張り防止装置の取り付け

35

4 2

	X ケーブルタイ（5）を用いて電源ケーブル（3）をスイングアームに固
定します。
	X フットスイッチのケーブル（2）を接続し、ケーブルガイド（4）に通
します。

2.4.2 ビデオケーブル（オプション）の取り回し

	X ビデオケーブルをスイングアームのケーブルダクト（6）に通します。

動きが制約されないように、関節部のケーブルの長さに余裕を
持たせます。

	X ビデオケーブルを既存の電子機器のケーブルに沿って取り回し、
ケーブルタイで固定します。
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3 チェックリスト
すべての接続ケーブルが正しく取り回され、挟まれていませんか？

4 分解
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡を、組立と逆の順序で分解します。
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5 装置のセットアップ

5.1 準備作業

1

	X すべての部品が確実に取り付けられていることを確認します。
	X ライカ M220 F12 手術用顕微鏡を電源に接続し、電源スイッチ（1）
を入れます。
	X スイングアームのバランスを調整します（取扱説明書 7.10章参照）。

5.2 機能の確認
取扱説明書に従って下記の機能を確認します。
	X ライカ M220 F12 のすべてのブレーキを解放し、スタンドを移動範
囲全体にわたって動かします。

結果：ブレーキが解除され、顕微鏡を移動範囲全体にわたって自由に、
かつ異音を発することなく動かせること。
	X フットスイッチで X/Y 範囲およびフォーカス範囲を下降させます。

結果：全範囲にわたって円滑に異音なく移動すること。
	X 倍率を全範囲にわたって変化させます。

結果：全範囲にわたって異音なく調節が可能であること。
	X 照明のスイッチを入れ、明るさの全範囲にわたってテストします。

結果：照明が正常に機能し、調節可能であること。

所期の結果が得られないときは、ライカ マイクロシステムズにその旨ご
連絡ください。
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6 確認と納入
組立または保守作業が終了した後、ライカ マイクロシステムズがプログ
ラムの確認検査を行います。
この検査は下記を確認することを目的とします。
• 患者および医療従事者の保護に関わる安全上の要求事項が満たさ
れていること

• ライカ M220 F12 手術用顕微鏡システムの性能特性が満たされて
いること。

システム全体は、ライカ マイクロシステムズによる確認検査が
終了するまでは運転を開始することができません。

この後、担当者のトレーニングが行われます。
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7 納品報告書

ライカ M220 F12 の組み立ておよび機能試験が組立手順書に記載の指示に従って適切に実施されました。

お客様名および住所

部署名

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division 代理店

名前
住所

承認    署名                                                                                                                                                 

場所    日付

この受入証明書は設置に責任を有する技術者が記入し、お客様とお取引ディーラーがコピーを 1 通ずつ保存するものとします。
この証明書は 20 年間保存してください。
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