
　

ωOMEGA FLOW

FLO-C1 EL  取扱説明書

レーザー組織血流計　オメガフロー 080910

　



目　　　　　次

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ページ

使用前のご注意 2

1.　概要 3

2.　各部の名称と機能 4

3.　レコーダーへの接続および操作方法 9

4.　測定原理 13

5.　使用上と取り扱いの注意事項 14

6.　仕様 17

7.　保証 18

1



使用前のご注意

１．レーザー光を直接、または光学部品を通して見ないでくだ

さい。

２．レーザーモジュールの接続ケーブルを本体に接続した後に

100Vの電源ケーブルを差し、背面の電源スイッチをONにして

ください。

3.　レーザーモジュールは本体とセットになって調整さてあり

ます。セットになっていないレーザーモジュールは接続しない

でください。
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1. 概要

　レーザー組織血流計「オメガフローFLO-C1 EL」は、皮膚、胃粘膜、脳表、腸管などのいろ

いろな部位の組織血流量、組織血液量、血流速度を連続的に測定できる装置です。

　水素クリアランス法やXeクリアランス法と異なり、生体に対して無侵襲で組織血流を測定す

ることができるため、基礎から臨床まで幅広く使用することができます。特に高出力レーザー

モジュールを本体外部に設置できるため、測定上プローブが邪魔になるような条件での測定に

適しています。また、顕微鏡下で生体組織を観測しながら血流を測定することが可能です。

　FLO-C1 ELには酸素化型ヘモグロビンと脱酸素化型ヘモグロビンによる吸収の差が少ない波

長の半導体レーザーを用いております。さらに、組織血流量、組織血液量、血流速度の3種類の

血流パラメータが得られるため、微小循環血流動態を詳細に把握することが可能です。
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①表示部

②パラメータ切替スイッチ

③モードスイッチ

④レーザースイッチ

⑥光コネクター
　受光側

⑦受光量表示部

⑧時定数切替スイッチ

⑨レコーダー用出力1

⑩レコーダー用出力2

⑪電源プラグ

⑫電源スイッチ

本体背面部

本体前面部

2. 各部の名称と機能

1) 各部の名称

⑤レーザーコネクター
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レーザーモジュールとプローブ

⑬レーザーモジュール

⑭プローブ

レーザーユニットシリンダー
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レーザーモジュール用スタンド 

(オプション : 当社指定の顕微鏡セットをお使いにならない場合には、本品のようなレー

ザーモジュールを固定して位置決めするスタンドが必要になります。)

X-Y微調整つまみ
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2) 各部の機能

①パラメータ切り替えスイッチ「SELECT」によって選択した組織血流パラメータの表示とその

ときの測定値を表示します。また、モードスイッチ「MODE」によって選択した出力状態

(モード)を表示します。

　組織血流パラメータは、組織血流量に相当するFLOW(0-1000)、組織血液量に相当する

MASS(0-2000)、血流速度に相当するVEL.(0-100.0)の3種類あり、その中から1つ選んで　

表示させることができます。ただし、背面出力には常時3種類のパラメータが出力されており

ます。

　出力状態(モード)には、測定状態の"MEA"モード、背面出力と表示を0にする"0"モード、

背面出力と表示に較正値を出力する"CAL"モードの3種類があります。"CAL"モードでは、

FLOWは100、MASSは200、VEL.は10を表示し、背面出力にはおのおの1Vが出力されま

す。

②表示部に示す組織血流パラメータを、"FLOW"、"MASS"、"VEL."の中から1つ選択するため

のスイッチです。

③出力状態(モード)を、"MEA"、"0"、"CAL"の中から1つ選択するためのスイッでです。

④レーザー光出力のON-OFFを行うスイッチです。測定するときにはONにしてください。

⑤レーザーモジュール接続用コネクタです。⑭のレーザーモジュールを接続します。レーザー

ダイオードは破壊されやすいので、レーザーモジュールの接続は必ず本体の電源をOFFにし

た状態で行ってください。

⑥専用の光ファイバープローブを接続するためのコネクターです。⑮の専用プローブを接続し

てください。
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⑦測定しているときの受光量を表示します。バーグラフで受光量を表わし、緑ランプのときに

測定が可能です。

本体を運ぶとときと、置いた状態の角度を変えるときに用います。90°ステップで固定されま

す。

⑧レコーダー用の時定数を、0.1、1、3secの中から選択するスイッチです。

⑨FLOW、MASS、VEL.の値を0-10Vで出力します。「SELECT」スイッチには影響されず、常

に3種類とも出力されています。

"MEA"モードでは測定値を0-10Vで出力します。

"0"モードでは0Vが各々に出力されます。

"CAL"モードでは1Vが各々に出力されます。

⑩受光量表示部「REFLEX」で表示されている受光量を、0-10Vで出力します。

⑪電源コードを接続します。

⑫電源のON-OFFを行うスイッチです。

⑬レーザーモジュール

　本体にコネクタを接続し、専用のスタンドに載せます。

⑭プローブ

　光コネクタを本体に接続し、先端部を被測定組織に向けます。顕微鏡下での測定の場合に

は、接眼レンズ、またはカメラポートに設置します。
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3. レコーダーへの接続および操作方法

1)接続方法

(1)FLO-C1 ELとレコーダーを専用信号ケーブルを用いて接続します。

BNCコネクタをレコーダーの入力に差し込んでください。

(2)電源コードを電源に差し込んでください。

(3)FLO-C1 ELとレコーダーの電源スイッチをONにします。

2)操作方法　

(1)光プローブ接続方法

　プローブのプラグを本体の光コネクタに挿入し、黒いゴムの所が回らないように片手で押

さえながら、しっかりともう一方の手でネジを廻して固定してください。

必ず正面から入れ、ゆっくり差し込んでください。斜めから入れたり、強引に差し込みます

とプローブコネクターを傷つけますのでご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　上からみた図

　

　　　　　　本体側 光コネクタ　　　　　プローブコネクタプラグ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この黒いゴムの所が回らないように手で

押さえてネジを廻して下さい。
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(2)レーザーモジュール接続方法

①レーザーモジュールのプラグを、下図のように本体のレーザーモジュールコネクターに、

回しながら差し込んでください。必ず正面から入れ、ゆっくり差し込んでください。プラグ

とコネクタピン位置が合ったときにはカチッと音がして接続されます。

　

レーザー集光部プラグ

ここを持つ

レーザー集光部コネクター

本体側

　②レーザーモジュールを専用のスタンドに設置し、照射口を被測定対象に向けます。このと

きスタンドの微調整つまみを廻して照射点を合わせます。

③照射点の大きさを変えるには、レーザーユニットのシリンダーを専用工具で廻して調整し

てください。

　　　　　　 　専用工具
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(3)キャリブレーション

　①レコーダーのレンジ切り替えスイッチでフルスケールを10Vに合わせます。

　②「MODE」スイッチを押して"0"に設定します。

　③"0"が出力されていますので、レコーダーのゼロ調整つまみでゼロに合わせてください。

　④「MODE」スイッチを押して"CAL"にします。

　FLOW : 100 ,  MASS:　200 ,  VEL.  :　10.0

の値が出力されます。出力電圧は各々1Vです。

レコーダーのスケール調整つまみで適当な所に合わせてください。

　⑤チャートを走らせて、上記の操作で較正波を書かせてください。　

　

0

100

t

FLOW

0

200

t

MASS

0

10

t

VEL.

(4)プローブとレーザーモジュールの先端をを被測定部の上に固定し、レーザースイッチをON

にしてください。

(5)「MODE」スイッチを押して"MEA"に合わせてください。測定ができます。

(6)測定波形が小さい場合には、レコーダーの感度を上げてください。

(7)本体背面にある時定数切替スイッチで適当な時定数を選択してください。時定数が長いほど

測定波形は平均化されます。

　一度レコーダーが調整されていれば、次からはすぐ測定することができます。
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3)　停止方法

(1)レコーダーのチャートを止め、「LASER」スイッチをOFFにします。

(2)FLO-C1 ELの電源スイッチをOFFにします。

(3)プローブを本体から外します。プローブのプラグはゆっくり引き抜いてください。斜めから

無理に抜こうとすると曲がってしまい、故障します。

(4)FLO-C1 ELの光コネクターに保護キャップをします。

(5)プローブのプラグに専用のキャップをし、軽く巻いてケースに保管してください。
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4. 測定原理

1)レーザー組織血流測定法の基本原理

　本体内の半導体レーザーから出射されたレーザー光は、プローブの送光フアイバーを通じ

て組織に照射されます。組織は強い散乱体であるため、レーザー光は内部で散乱され、その

一部が流れている赤血球に照射されます。静止組織によって散乱されたレーザー光は組織が

動いていないために周波数変調されませんが、流れている赤血球によって散乱されたレー

ザー光はその赤血球流速と赤血球量に応じて変調されます。流速が速ければ変調周波数が高

くなり、赤血球量が多ければ変調された成分が多くなります。このとき、レーザー光は静止

組織によって色々な方向に散乱されており、流れている赤血球に対して入射レーザー光の方

向はランダムになるため、赤血球の流れの方向は変調信号に無関係になります。これらの散

乱光の一部を受光ファイバーで検出した後に光検出器で光電変換した信号の周波数スペクト

ルを調べると、下図のようにピーク周波数の存在しないスペクトル波形となります。

　この信号を演算処理することで、組織血流量(FLOW)、組織血液量(MASS)、血流速度

(VEL.)を得ることができます。

　FLOW=k1∫ωP(ω)dω/I
2

MASS=-ln[1-k2∫P(ω)dω]/I
2

VEL.=k3[FLOW/MASS]       

ω

MAG.

k1-k3 : 比例定数

ω: 角周波数(2πf)

P(ω) : 信号のパワースペクトル

I : 受光量

信号処理帯域 : 24Hz-120kHz
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5. 使用上と取り扱いの注意事項

1)機器を設置するときには、次の事項に注意してください。

(1)水のかからない場所に設置してください。

(2)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより

　悪影響を生ずる恐れのない場所に設置してください。

(3)傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意してください。

(4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないでください。

(5)電源の周波数と電圧および消費電力に注意してください。

(6)アースを正しく接続してください。

2)機器を使用する前には次の事項に注意してください。　

(1)スイッチの接触状況、メーター類の点検を行い、機器が正確に作動することを確認してく

　ださい。

(2)アースが完全に接続されていることを確認してください。

(3)すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認してください。

(4)機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険を起こすおそれがあるので、十分注意してく

　ださい。

3)機器の使用中は次の事項に注意してください。

(1)診断、治療に必要な時間、量をこえないように注意してください。

(2)機器全般および患者に異常のないことをたえず監視してください。

(3)機器および患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるな

　ど適切な措置を講じてください。　

(4)機器本体に患者が触れることのないように注意してください。

(5)機器から出力されているレーザー光を直接、またはレンズを通して見ないでください。

(6)プローブはガラスファイバー製のため，故障した場合にはほとんど修理不可能です。プ

　ローブの取扱には特に次の点にご注意ください。

　①先端を固いもので擦らないでください。
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　②曲げ半径10mm以下に曲げないでください。

　

　　　　　　　　　

R

R >10mm

プローブケーブル

　③踏んだり、足に引っかけたり、機械の下に挟んだりしないでください。

　④プローブ先端、プラグが汚れないように注意してください。ご使用にならないときには

専用の保護キャップを取り付けてください。

　⑤プローブの差し込み、引き抜きの際には無理な力を加えないでください。

　⑥滅菌は60℃以下で行ってください。

(7)レーザーモジュールの抜き差しは必ず本体電源がOFFになっていることを確認してから

行ってください。電源が入ったままでレーザーモジュールを抜き差しするとレーザーダイ

オードが破壊されます。
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4)機器の使用後は次の事項に注意してください。

(1)定められた手順により操作スイッチを使用前の状態に戻したのち、電源を切ってくださ

　い。

(2)コード類の取り外しに際してはコードを持って引き抜くなど無理な力をかけないでくださ

　い。

(3)保管場所については次の事項に注意してください。

　①水のかからない場所に保管してください。

　②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などによ

　り悪影響を生ずる恐れのない場所に保管してください。

　③傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意してください。

　④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

(4)附属品、コード、プローブは清掃したのち、整理してまとめておいてください。

(5)機器は次回の使用に支障のないよう必ず清掃しておいてください。

5)故障したときには勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に任せてく

ださい。

6)機器は改造しないでください。

7)保守点検

(1)機器および部品は必ず定期点検を行ってください。

(2)しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前にかならず機器が正常かつ安

　全に作動することを確認してください。
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6. 仕様

レーザー : 半導体レーザー、波長780nm

　　　　　レーザーモジュール先端出力30mW以下

測定範囲 : プローブの下約1mm程度、深さは表面から約1mm

信号帯域 : 24Hz - 120kHz

測定パラメータ

　1)組織血流量(FLOW) : 0-1000

　2)組織血液量(MASS) : 0-1999

　3)血流速度(VEL.) : 0-100.0

時定数 : 0.1,1,3 secの3種類

電源 : AC100±10V, 50/60Hz, 20VA

重量 : 4.5kg

寸法 : 幅257、高さ70、奥行き322　(mm)
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7. 保証

1)本体

　ご購入より1年以内に発生した故障につきましては、下記の場合を除き、無償で修理させて

いただきます。1年後、または下記の場合は有償で修理させていただきます。

(1)取扱説明書に対して誤ったご使用、およびご使用上の不注意による事故、損傷。

(2)天災、火災その他の外部要因による故障および損傷。

2)プローブとレーザーモジュール

 消耗品扱とさせていただき、初回の修理規定を以下のとおりとさせていただきます。2回目

以降の修理につきましては本規定外となります。

ご購入後　　　　　　　　　修理代金

6ヶ月以内　 定価の50%以下での修理、または交換

1年以内 定価の70%以下での修理、または交換

1年以上 ご相談ください。

販売、製造元　オメガウェーブ株式会社

東京都府中市片町2-20-3

No.　　　　　　　　　　　　
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