
Ready ランプ

　　　START/STOP　スイッチ

　　　FEED　PRINT　スイッチ
Complete　ランプ

Power/Alarm　ランプ

ON/OFF　スイッチ

フローセンサーケーブル
接続コネクター AC/DCアダプター接続コネクター

　　　下記の様に各接続コネクターを接続

ウロジェット7000

本体・プリンター部

各部名称等説明

　Ｐａｐｅｒ　カバー



表面 裏面

保護ネジ　左に回すとロック解除
秤接続部 （ロック状態では測定出来ない）

注） 初期出荷時には、ロック状態の為

設置時においてロック解除の事。

表面 裏面

秤

AC/DCアダプター

フローセンサー



①本体・プリンター

②秤

③ＡＣ・ＤＣアダプター

①チェアー

②漏斗

③漏斗支柱

④ジャー

本体・プリンタ/秤/
AC・DCアダプター

ウロジェット7000

全体部品構成

チェアー/漏斗/
漏斗支柱/ジャー

②
①

①

②

③

④

③



・本体横のON/OFF スイッチをONにし電源を入れます。

・ジャーをフローセンサーの上に置いてスタート/スットプスイッチを
　押します。

・すぐに患者ラベルが印刷されます。

・3秒後にレディーランプが点滅します。　
　（排尿を感知する用意が出来たことを示します。）

◎レディーランプ点滅後、測定者はいつでも排尿を開始できます。

・ 初の尿の落下を感知するとすぐにビープ音が鳴り
　レディーランプが点灯します。　（測定開始）

・排尿が終わった後にスタート/ストップスイッチを押せば
　ビープ音が鳴り測定を終了します。

◎スタート/ストップスイッチを押さなくても排尿が終了してから
　15秒後にビープ音が鳴り測定を終了します。

・測定終了のビープ音が鳴り測定グラフの印刷を続け
　VALUEデータの印刷を終えれば終了です。

ウロジェット7000使用方法

Auto-start Mode



・本体横のON/OFF スイッチをONにし電源を入れます。

・ジャーをフローセンサーの上に置いてスタート/スットプスイッチを
　押します。

・すぐに患者ラベルが印刷されます。

・スタート/ストップスイッチを押すとビープ音が鳴り
　レディーランプが点灯して測定を開始します。（測定開始）

◎スタート/ストップスイッチを押した時点から測定が
　開始されますので、測定者はすぐに排尿を始めて下さい。

・排尿が終わった後にスタート/ストップスイッチを押せば
　ビープ音が鳴り測定を終了します。

◎スタート/ストップスイッチを押さなくても排尿が終了してから
　15秒後にビープ音が鳴り測定を終了します。

・測定終了のビープ音が鳴り測定グラフの印刷を続け
　VALUEデータの印刷を終えれば終了です。

スタート/ストップボタン
を押したら

すぐ排尿開始

Manual Mode



・フィード/プリントスイッチを押しながら
　①パワー/アラームランプが1度消えて点灯するのを確認。
　②スタート/ストップスイッチを3回押し、両スイッチから指を離します。

・ボタンを離すとSETUPがプリントされます。

印刷が完全に終了するまでしばらくお待ち下さい。

・SETUPの印刷終了後以下の質問がプリントされます。

　Finish？： Push Start/Stop SW
  Chang？： Push Feed Print SW

そこで表記質問事項の通りに 終了するなら⇒Ｓｔａｒｔ/Stop SWを押す
変更するなら⇒Feed Print SWを押す

なお以降同様の文書が印字された場合にはどちらかを選択しSWを押します。

・Finishを選択すると　SETUP　setting complete!!が印刷され終了。

・Changeを選択すると以下の質問がプリントされます。

　Manual　Trigger？　：Push Start/Stop SW
　Auto-Start？　　　　：Push Feed Print SW

・ManualかAutoどちらかを選択します。

・Auto-Startを選択したのであれば以下の事がプリントされます。

・MODE　STUDY：Auto-Start
 （Manualを選択すればManual　Triggerが印刷されます。）
　Saving　Setup　、、、

　SETUP　Setting　Complete!!

・上記プリントが終われば切り替え終了。

＊現在のMODEを確認する時はSETUPの一番下に
 MODE　STUDYが出るのでここで確認します。

Auto,Manual Mode切り替え方法



この装置には、メモリー機能が付いており、１０症例分のメモリーが
可能です。

・スタート/ストップスイッチを押しながら
　①パワー/アラームランプが1度消えて点灯するのを確認。
　②フィード/プリントスイッチを押す回数によりメモリを呼び出せます。
　　押した後、両スイッチから指を離します。

例:６症例目のデータを呼び出す場合。
・スタート/ストップスイッチを押しながら
　①パワー/アラームランプが1度消えて点灯するのを確認。
　②フィード/プリントスイッチを６回押し、両スイッチから指を離します。

◎何症例目のデータかは、印刷用紙上のＲｅｐｏｒｔ　Ｎｕｍｂｅｒ：を参照

注）.１０症例以上データを取った場合には１症例目のデータから
押し出し方式でデータは削除されます。

・フィード/プリントスイッチを押しながら
　①パワー/アラームランプが1度消えて点灯するのを確認。
　②スタート/ストップスイッチを4回押し、両スイッチから指を離します。

・Are you sure to CLEARMEMORY?

  Yes : Push start/Stop SW
  No  : Push Feed Print SW

・Yesを選択すると以下の事がプリントされます。

　Memory　Cleaning　、、、

　Memory　Clear

・上記がプリントされメモリークリアー終了。

・Noを選択すると
　＊＊＊＊PROCESS　ABORTED!!!＊＊＊＊
　が印刷されメモリークリアーせず終了。

メモリークリアー

メモリーデーター呼び出し



◎月に１度位は装置で測定したデータが、正確な値かどうか500ｍｌの
水を用いて測定し確認して下さい。

測定結果の目安としては、☆500ml±4％以内☆ （480ｍｌ≦500ｍｌ≧520ｍｌ）の範囲が合格。

500ｍｌ±4％以内を超える場合には、下記の手順にてキャリブレーションを行ってください。

＜用意するもの＞
①水500ml。（キャリブレーションは必ず500mlで行う。）

②測定時使用のジャー

③時計：秒が測定可能なもの。

上記の物が用意できたら、下記の手順でキャリブレーションを開始します。

・フィード/プリントスイッチを押しながら
　①パワー/アラームランプが1度消えて点灯するのを確認。
　②スタート/ストップスイッチを2回押し、両スイッチから指を離します。

・以下の質問がプリントされます。
・Are you sure to CALIBRATE?

 Yes：  Push Start/Stop SW
 No ：  Push Feed/Print SW

・Noを選択すると
　＊＊＊＊PROCESS　ABORTED!!!＊＊＊＊
　が印刷され終了。

・Yesを選択すると以下の事がプリントされます。
　Noise Detection, Start trigger
　Don`t Move the flow sensor・・・　
注）この時フローセンサーを動かさない様に！
　（一旦７～８秒間隔を空けて更に印刷します。）
　＊＊＊OK＊＊＊

　Calibrate constants (press start)

精度の確認

キャリブレーション



・プリントが終了後秤にジャーを置きます。

・スタート／ストップスイッチを押します。
　（レディーランプが点滅して測定準備完了）

・500mlの水をジャーの側面に当たるように注ぎます。
 （約40秒かけて水を注ぎます）

・ 初の落下でビープ音が鳴り、水の注ぎが終了後
 再びビープ音が鳴り以下の事がプリントされます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　VOLUME CONSTANT  K = 
　FLOW  CONSTANT     K = 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　Noise Detection, Start trigger
　Don`t Move the flow sensor・・・　
注）この時フローセンサーを動かさない様に！
　（一旦７～８秒間隔を空けて更に印刷します。）

　　UMBRAL：　　 　；
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・上記プリントされれば終了

・その後500ｍｌの水で測定し精度の確認を行う。

＜排出＞
・フィードプリントスイッチを押すと紙が排出されます。

注）ボタンをずっと押したままでは、紙は排出されません。
　　長さは、何回か押して調整して下さい。
　　（1回あたりの紙の排出は約２．５ｃｍです。）

＜補充＞
・紙が少なくなると、ペーパーの横にピンクの表示が出ます。

・ペーパーカバーの窓からも確認できます。

注）1回分の測定結果をプリントするほど紙が残っていない
　　場合は、残りの紙を取り出し、新しい紙と交換を行って
　　下さい。

・残り少なくなった紙をフィードプリントスイッチを押して排出せず、
　そのまま引き抜いて交換した場合の操作手順。

ペーパーの排出・補充



・紙を引き抜くと、レディーランプが点滅し、コンプリートランプが消え
　ビープ音が鳴り続けます。

・新しい専用感熱紙のロールの先端が下になるように持ちます。

・ロール紙挿入用の隙間に紙の先端を挟みます。

・ロール紙はペーパーカバーに仮置きします。

・紙が上手く挟まると、ビープ音は鳴り止み、
　レディーランプも消えます。
　（紙が上手く挟まらないと音は消えません。）

・フィードプリントスイッチを1回押すと、レディーランプが点灯し
　コンプリートランプが点滅します。

・再度フィードプリントスイッチを押し続けると、紙が送り出されます。

・スタート/ストップスイッチを押すと、レディランプとコンプリートランプが消え
　測定可能状態になります。

　後は通常手順通りに測定を行って下さい。

・印刷途中で紙が無くなった場合及び、残りの紙をフィードプリントスイッチを
　押して排出した場合の操作手順。

・印刷用紙が無くなると、レディーランプとコンプリートランプが点滅し、
　連続してビープ音が鳴り続けます。

・ペーパーカバーを開けます。

・印刷途中の紙は、フィードプリントスイッチを押して完全に排出します。

・新しい専用感熱紙のロールの先端が下になるように持ちます。

・ロール紙挿入用の隙間に紙の先端を挟みます。





・ロール紙はペーパーカバーに仮置きします。

・紙が上手く挟まると、ビープ音は鳴り止み、
　レディーランプも消えます。
　（紙が上手く挟まらないと音は消えません。）

・フィードプリントスイッチを押し続けますと、紙が送り出されます。

・紙の送り出しをカッターの上部まで行って下さい。

・紙の送り出しが完了後、ロール紙を中にしまいぺーパーカバーを閉じます。

・スタート/ストップスイッチを1回押すと、前回印刷途中
　であれば印刷をしていない部分から引き続き印刷を
  開始します｡

・後は通常手順通りに測定を行って下さい。

本　　　社 〒134-0081 東京都江戸川区西葛西１－２２－１９
ＴＥＬ　03-5605-1810（代）　ＦＡＸ　03-5605-1812

大阪支店 〒550-0002 大阪市西区江戸堀３－７－１０和栄ビル１Ｆ
TEL 　06-6444-6200(代）　FAX 06-6225-2790

札幌営業所 〒065-0020 札幌市東区北二十条東7－2－37　ﾃﾞﾍﾞｯｸｽ207号
TEL　　011-753-7230　　　FAX　011-753-7261

九州営業所 〒862-8017 熊本市上南部３丁目１８-２０　和公ﾋﾞﾙ
TEL/ FAX 096-388-7773

東北営業所 〒983-0038 仙台市宮城野区新田２－１２－１７
TEL 　022-782-0102 　　　FAX 022-782-0108 

弊社連絡先

すみれ医療株式会社


