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事業部長 安部 美佐子

スリープ &レスピラトリーケア事業部製品の安全性にかかわるご報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社スリープ&レスピラトリーケア事業部製品 (以下、本事業部製品)の品質問題

に関わる出荷停止につきまして、患者様並びに医療機関の皆様に多大なるご迷惑をお

かけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。

5月 の出荷停止についてのご報告以降、本事業部製品に関する検証を重ね、下記の

通り進展がございましたのでご報告申し上げます。

弊社は本件を重く受け止め、弊社製品をご利用いただいています患者さまの安全を

第一に考え、今後対応して参ります。

添付の市場安全通知のお知らせをご一読いただきますよう何卒お願い申し上げま

す。

敬 具

言己

本事業部製品につきまして、5月 時点においては、お客様からの軽度の健康被害に

関するご指摘をもとに、新規出荷停止のご報告、および既存患者さまの適正使用範囲

における継続ご使用のお願いをさせていただきました。

その後、検証を重ねその結果、これらの問題により、生命にかかわる重篤な障害や

恒久的障害の発生、または恒久的障害を除くための医学的介入が必要になる可能性が

あります。つきましては、この度の市場安全通知のお知らせとなりました事をご報告

申し上げます。

なお、米国にて本事業部製品の市場安全通知に関する専用ホームページを開設いたしま

した。英語での表示となりますが、下記のリンクよリアクセス頂き、ご参照頂きますよう

お 願 い 申 し 上 げ ま す 。 [httpS://WWW.uSa.ph‖ ipS.COm/healthCare/e/Sleep/COmmuniCatiOnS/S rc―

updatel

以 上
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緊急 :市場安全通知のお知 らせ
Philips Respironics

CPAP、 バイレベル PAP、 および ASV装置

防音用発泡体

劣化に対する感受性および揮発性有機化合物の排出

お客様各位

Phlllps Respironicsは 、持続的ベンチ レータおよび非持続的ベンチレータの市場安全通知を配

布 します。この市場安全通知は、当該機器の設計において使用 されているポ リエステル系ポ リ

ウレタン (PE‐ PUR)製防音用発泡体に関連する 2件の問題に起因するものです。 1)PE‐PUR
発泡体が劣化 して細かな粒子になって機器の大気経路に侵入 し、ユーザーが摂取 した り、吸い

込んだ りするおそれがあります。2)PE‐ PUR発泡体が特定の化学物質を排出するおそれがあ

ります。

認定されていないクリーニング方法 (オゾンなど)を使用することで発泡体の劣化状態がさら

に悪化する場合があ ります (オ ゾンクリーナーの使用については FDA医薬品安全性情報をご

参照ください)。 また、機器の開始時の動作中にガスが排出され、機器の耐用寿命をとおして

排出が続 くおそれがあります。

これらの問題により、生命にかかわる重篤な障害や恒久的障害の発生、または恒久的障害を除

くための医学的介入が必要になる可能性があります。弊社では、現在までに、呼吸回路内 (機

器の排気口からの接続部、加湿器、チューブ、マスク)に黒色のほこり /粒子がみられるとい

う苦情が寄せられています。また、頭痛、上気道炎、咳、胸部の圧迫感、鼻炎の報告も受けて

います。粒子への曝露によるものと考えられるリスクには、刺激 (皮膚、目、気道)、 炎症反

応、頭痛、喘息、その他の器官 (腎臓、肝臓など)に対する有害作用、毒性および発がん性の

影響などがあります。ガスの排出に起因する化学物質への曝露によるものと考えられるリスク

には、頭痛 /めまい、刺激 (日 、鼻、気道、皮膚)、 過敏症、悪心 /嘔吐、中毒作用および

発がん作用などがあります。これらの問題の結果として、死亡の事例は報告されていません。

2021年 4月 26日 以前に製造された以下の該当機器の全シリアル

CPAP装置 (持続陽圧呼吸療法装

置)

ドリームステーション Auto

ドリームステーション Go
REMstar Auto System One 607 t -A
レムスター Auto PRIシ ステム

ドリームステーション PrO

REMstar Pro System One 60:,' t) * A
レムスター PRIシステム

バイ レベル PAP装置 (二相式気道陽

圧呼吸療法装置 )

ドリームステーション BiPAP Auto

BiPAP AutO System One 60シ リーーズ
｀

BiPAP AutO System Oneシ リーーズ

OmniLabシ ステム



ASV装置 (適応補助換気療法装置)

※ASVを心不全の治療 として利用 さ

れている場合は、期待 され る効用 と

本品の リスクを評価 し、使用継続ま

たは中断をご検討下さい。

ドリームステーション BiPAP autoSV

BiPAP autoSV Advanced System One 7 t) -A
BiPAP autOSV Advanced System(Dne 60シ リー‐ズ

｀

BiPAP zr-t=*(BiPAP autoSV. BiPAP autoSV
Advanced)

早急に対応していただきたいこと :

お使いの機器の使用を中止し、継続的な代替治療について最適なオプションをご検討下さい。代替

品がないために機器を引き続き使用するには、お使いの機器を使用して治療を継続することのメリ

ットが本書に記載するリスクを上回るかどうか、ご判断ください。

Philips Resplro� csが実施する是正措置 :

この「安全に関するお知らせ」に記載された二つの問題に対応するため、Ph�ps Respiromcsで は恒

久的な是正措置を行います。 具体的措置内容については、改めてご連絡いたします。

その他の情報 :

この問題に関するお問い合わせは、まずはお近くの営業所にご連絡ください。繋がりにくい場合、本

社コールセンターもご用意しております。 (0120‐ 001‐ 567)※営業時間 : 平日 9:00‐ 17:30

この文書の内容は該当する監督省庁に報告済みです。

この度の問題につきま しては、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解を賜 りますようよろしく

お願い申し上げますc

敬 具

Rodney �lell

品質規制部門長

Ph�ps Respiromcs‐ Sleep&Resplratory Care



緊急 :市場安全通知のお知 らせ
Philips R′ espironics

成人用人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニット

防音用発泡体

劣化に対する感受性および揮発性有機化合物の排出

お客様各位

Phllps Resplronicsは 、持続的ベンチレータおよび非持続的ベンチレータの市場安全通知を配

布します。この市場安全通知は、当該機器の設計において使用されているポリエステル系ポリ

ウレタン (PE‐ PUR)製防音用発泡体に関連する 2件の問題に起因するものです。1)PE‐PUR
発泡体が劣化して細かな粒子になって機器の大気経路に侵入し、ユーザーが摂取したり、吸い

込んだりするおそれがあります。2)PE‐PUR発泡体が特定の化学物質を排出するおそれがあ

ります。

認定されていないクリーニング方法 (オ ゾンなど)を使用することで発泡体の劣化状態がさら

に悪化する場合があります (オ ゾンクリーナーの使用についてはFDA医薬品安全性情報をご

参照ください)cま た、機器の動作中にガスが排出されるおそれがあります。

これらの問題により、生命にかかわる重篤な障害や恒久的障害の発生、または恒久的障害を除

くための医学的介入が必要になる可能性があります。弊社では、現在までに、呼吸回路内 (機

器の排気口からの接続部、加湿器、チューブ、マスク)に黒色のほこり /粒子がみられるとい

う苦情が寄せられています。また、頭痛、上気道炎、咳、胸部の圧迫感、鼻炎の報告も受けて

います。粒子への曝露によるものと考えられるリスクには、刺激 (皮膚、日、気道)、 炎症反

応、頭痛、喘息、その他の器官 (腎臓、肝臓など)に対する有害作用、毒性および発がん性の

影響などがあります。ガスの排出に起因する化学物質への曝露によるものと考えられるリスク

には、頭痛 /めまい、刺激 (日 、鼻、気道、皮膚)、 過敏症、悪心 /嘔吐、中毒作用および

発がん作用などがあります。 これらの問題の結果として、死亡の事例は報告されていませ

ん。

2021年 4月 26日 以前に製造された以下の該当機器の全シリアル

成人用人工呼吸器 BiPAP A40シ ステム

BiPA:P A40シ ステム シルバーシ リーズ

BiPAPハイブ リッドA30

BPAPエ ーバ ップス

BiPAPシンクロニー 2

トリロジー (100,200)

トリロジー 100 plus

トリロジーー200 plus

二相式気道陽圧ユニッ ト E30システム



早急に対応 していただきたいこと :

1.本治療は、他の代替治療が存在 しない、または非常に限られている患者様、あるいはその中断

が生命にかかわる患者様に使用されていると認識 してお ります。使用の継続については、ベン

チ レータ機器を持続的に使用することのメリッ トが リスクを上回るか否かに基づき、臨床チー

ムによりご判断をお願いいた します。

2.本機器を持続的に使用する必要があると判断される場合、インラインバクテ リアフィルタを

使用 してください。取 り付けの際は、ユーザーズガイ ドを参照 してください。

Phips Respiro� csが 実施する是正措置 :

この「安全に関するお知らせ」に記載された二つの問題に対応するため、Ph�ps Respironicsでは恒

久的な是正措置を行います。具体的措置内容については、改めてご連絡いたします。

その他の情報 :

この問題に関するお問い合わせは、まずはお近くの営業所にご連絡ください。繋がりにくい場合、本

社コールセンターもご用意しております。 (0120‐ 001‐ 567)※ 営業時間 : 平日 9:00‐ 17:30

この文書の内容は該当する監督省庁に報告済みです。

この度の問題につきましては、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

敬 具

R′odney lИ :ell

品質規制部門長

Phihps R,espironlcs― Sleep&,Resplratory Care


