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医療向けセンサ・スイッチ
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医療の最前線
ハネウェルのセンサ/スイッチが、
世界中の医療機器メーカーに選ばれる理由
医療の最前線、すなわち命の最前線において、現場の医療機器
が生死の決定に深く関わることもあります。そのため、高品質で
信頼性の高い製品を提供することが極めて重要であり、世界中
の多くの医療機器メーカーがハネウェル製品を選ぶ理由は、そこ
にあります。

ハネウェルの幅広い製品ラインナップ、並びに長年に渡るセンシ
ング技術を基に、経験豊富なアプリケーションエンジニアリング
サポートを提供し、医療機器設計に最適な製品・ソリューション
をご紹介致します。

ハネウェルの製品は、信頼性、製品寿命、および精度の向上のた
めに、信頼できる製品性能目標を満たすように設計されているだ
けでなく、耐久性および堅牢性に優れた製品です。
人工呼吸器、酸素濃縮器、患者監視システム、試験装置など、さ
まざまな医療用途で広く使用されております。
•
•
•
•
•

患者存命措置
患者のバイタル強化
患者の呼吸補助
患者の24時間/365日監視
ラボでの試験・検査

ハネウェルの優秀なエンジニアリングチームと製造チームが、医
療機器のあらゆるニーズを満たし、導入の支援を致します。
•
•

•

アプリケーションエンジニアが、設計条件に応じて、最適な
既存製品をお選び致します。

新しいセンサーのデザインがお客様の仕様に合っていれば、
それに越したことはありません。精度、信頼性、安定性のニ
ーズを満たすことができます。実現しやすいデザインと強化
されたデザインで患者の安全とケアの質が向上します。

コンポーネントサンプルを利用して、
アプリケーションのプロ
トタイプを作成します。

センサー・スイッチ事業において、ハネウェルは75年の長い歴史
を持ち、高い信頼性と品質で世界中のお客様からご愛顧いただ
いております。ハネウェルの強力な製品デザイン、優れた製造環
境、および試験設備は、不具合発生率を最小限に抑え、製品の安
定した供給をお約束致します。
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人工呼吸器：
酸素吸入器

ハネウェルは、人工呼吸器向けセンサのリーディングプロバイダです。
ハネウェルのセン
サは、主要な医療用OEMに使用されており、精度、感度、信頼性、長期安定性を向上させ
ています。
ハネウェルのセンサは、人工呼吸器、CPAP、麻酔送達システム、酸素濃縮器な
ど、
さまざまな製品で使用されています。

人工呼吸器は、患者の肺の中に空気と酸素の混合気を出し入れするように設計されてお
り、呼吸を補助したり、場合によっては、呼吸が不十分な患者や身体的に呼吸ができない
患者のために機械的な呼吸を行います。

酸素吸入器に最適な
製品

• エアフローセンサ

• ベーシック/AML スイッチ
• 温湿度センサ
• 磁気センサ

• 酸素センサ

• 圧力センサ/トランスデューサ

• 温度センサ

人工呼吸器ブロック図
空気

フィルター

4

レギュレーター

近位流量・
圧力測定

弁

1

酸素
センサ

1
酸素

フィルター

4
7

レギュレーター

8
3

弁

1

モーター

エアフローセンサ：
• 患者の呼吸を監視し、空気/酸素の注入
を効率的に調整します。
ベーシック/AMLスイッチ：
• 機器カバー、パネル、ドアの開閉を検知
し、オペレータのオン/オフ管理に使用
されます。
温湿度センサ：
• 患者に注入される空気の温湿度を監視
または調整します。
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*加湿器は他社製の
場合があります。

気圧測定

人工呼吸器に使用されるセンサ

患者へ

加湿器*

弁

4

2

3
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患者から
フィルター

磁気センサ：
• モータースピードを感知し、調整しま
す。

酸素センサ：

• 患者に注入される空気混合気の酸素濃
度を計測し、調整します。
温度センサ：
• 患者に注入される空気の温度を監視・
調整し、快適性が向上します。

6
7
8

エアフローセンサ

ハネウェルZephyrTMHAFシリーズ,AWMシリーズ

温度センサ
192 シリーズ, 194 シリーズ, 500 シリーズ

基板実装型圧力センサ
TruStabilityTM HSC シリーズ, Basic ABP シリーズ
ヘビーデューティ圧力トランスデューサMIP
シリーズ, MLH シリーズ
温湿度センサ
HIH-4000/6000/6100 シリーズ
HIH-7000/8000 シリーズ
酸素センサ
OOM シリーズ

磁気センサ
SS360/SS460 シリーズ

ベーシック、AMLスイッチ
DM, Z, and V15W ベーシック;
AML シリーズ (PB、ロッカースイッチ)

圧力センサ：
• 患者の呼吸を監視し、呼吸停止を検知し
ます。
• 空気および酸素注入フィルタの詰まりを
検知し、交換を促します。
• ヘビーデューティー圧力センサが、患者
に注入される空気や酸素のフローを監
視・調整します。
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人工呼吸器：
酸素濃縮器

酸素濃縮器は、空気中の窒素濃度を下げ、酸素濃度を上げます。
血液中に酸素を吸収す
ることが困難な患者、例えば呼吸器疾患や肺疾患のある患者を支援するために使用さ
れます。

酸素濃縮器は、空気を受け取り、
それを浄化し、新たに形成された空気を注入します。
空
気は、80%の窒素と20%の酸素で構成されています。
酸素濃縮器は、酸素含有量を90
～95％にまで高めます。
粒子を捕捉するろ過フィルターにはゼオライトと呼ばれる材料
が含まれており、空気中の窒素を除去します。
酸素濃縮器は、病院や家庭で使用すること
ができ、ポータブル製品もあります。

消音器

コンプレッサー

空気吸入口

四方電磁弁

酸素出口

酸素濃縮器に使用されるセンサ

流量計調整弁

エアフローセンサ：
• 患者の吸気を検知し、呼吸全体を監視
することによって、必要な時だけ無駄な
く酸素だけを供給します。酸素のみを必
要に応じて供給することによってシステ
ム全体のサイズを縮小します。
ベーシック/AMLスイッチ：
• 機器カバー、パネル、ドアの開閉を検知
し、オペレータのオン/オフ管理に使用
されます。

1

3
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2
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4

製品
タンク
(酸素)

モーター
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• 圧力スイッチ

減圧
オリフィス

モレキュラー
シーブベッド2

電子制御回路

6

• 磁気センサ

• 酸素センサ

1

調圧弁

2

5

• ベーシック/AML スイッチ

モレキュラー
シーブベッド1

1

熱交換器

• エアフローセンサ

• 圧力センサ/トランスジューサ

酸素濃縮器ブロック図

サージ
タンク

酸素濃縮器に最適な
製品

圧力調整器

磁気センサ：
• モータースピードを感知し、調整しま
す。

酸素センサ：
• 患者に注入される空気混合気の酸素濃
度を計測し、調整します。

5
6
7

基板実装型圧力センサ
マイクロプレッシャー MPR シリー
ズ, ベーシック ABP シリーズ

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ
MIP シリーズ, MLH シリーズ
エアフローセンサ
AWM90000 シリーズ
酸素センサ
OOM シリーズ

磁気センサ
SS360/SS460 シリーズ

ベーシック、AML スイッチ
Z, V15W ベーシック; AML シリーズ
(PB、ロッカースイッチ）
圧力スイッチ
LE およびLP シリーズ

圧力センサ：
• シーヴベッドの圧力を監視し、最適な圧
力を維持します。十分な酸素が生成さ
れ、酸素濃度を適切に調節します。

圧力スイッチ：
• エラーまたは過圧時に高圧警告を知ら
せます。
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rs)

患者監視システム

患者監視システムは、臨床環境（例えば、手術室、救急室、集中治療室、
さらには患者の
自宅）で使用され、心電図、SpO2（末梢酸素飽和度）、血圧、呼吸、
および体温を含む患者
のバイタルサインを検知して表示します。
スタンドアローンまたはマルチパラメータにする
ことができます。
ハネウェルのセンサは、血圧やグルコース、呼吸および温度のモニタリン
グのアプリケーションで使用されています。

患者モニタリングシス
テムに最適な製品
• エアフローセンサ
• 温湿度センサ
• 酸素センサ

• 圧力センサ/トランスデューサ
• 温度センサ

患者監視システムで使用されるセンサ

人工呼吸器監視では、呼吸気中のCO2濃
度や分圧を監視するカプノグラフィー、肺
活量を測定するスピロメーターなどの重
要な指標を表示します。
温度監視は、患者の体温を監視します。

血圧監視は、挿入された圧力トランスデュ
ーサ、
または血圧カフ
（NIBP）を介して測定
することができます。
.
グルコース監視は、唾液中のグルコースレ
ベルを測定します。
継続的なモニタリング
により、血糖値がどのようにインスリン、運
動、食事などに反応するかを調べることが
できます。

6

エアフローセンサ：
• 患者の呼吸（吸気/排気量）を計測し、
人工呼吸器内のエアフローを感知する
ことによって、患者の適切な呼吸を維持
します。

温湿度センサ：
• 病室の周辺空気、および患者の呼吸、人
工呼吸器内の空気の温度・湿度を計測
します。
酸素センサ：
• 患者に注入される空気混合気の酸素濃
度を計測し、調整します。
圧力センサ：

• SpO2 センサ
• 空気や酸素注入フィルタの詰まりを検知
し、交換を促します。
温度センサ：
• 患者や人工呼吸器の温度を計測しま
す。
SpO2 センサ：

• 酸化ヘモグロビン（酸素を含むヘモグロ
ビン）の割合を測定し、血液中のヘモグ
ロビンの総量（酸素を含むヘモグロビン
と酸素を含まないヘモグロビン）を比較
します。

• 患者の吸気または排気を検知すること
で呼吸自体を監視し、異常な呼吸を検
知します。
• 患者の血圧を計測し、健康状態を記録を
保持します。
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輸液ポンプ

輸液ポンプは、患者に液体、医薬品、
または栄養素を送るために使用されます。
液体や薬
は静脈内で直接血流に送り込まれ、栄養素は胃に直接送り込まれます。
輸液ポンプは病
院の集中治療室や病棟で一般的に使用されていますが、小型のポータブル輸液ポンプは
現在、在宅治療にも使用されています。

輸液ポンプは、流体の流れを制御し、患者が正しい投与量を得ることを監視します。
使用
される薬品によって洗浄条件など様々な要件が異なるため、
フォースセンサが注入チュ
ーブ内の圧力を測定するために使用されています。

輸液ポンプに最適な
製品
• フォースセンサ

• ベーシック/AML スイッチ
• 磁気ポジションセンサIC
• 圧力センサ

輸液ポンプブロック図

輸液ポンプに使用される
センサ

フォースセンサ：
• 薬液など液体の注入を監視します。
• 破損を検知し、液体バッグの交換時期を
決定します。
ベーシック/AML スイッチ：
• 機器カバー、パネル、ドアの開閉を検知
し、オペレータのオン/オフ管理に使用
されます。

1

4

磁気抵抗ポジションセンサIC：
• ポンプモーターの速度制御とともに適
切な方向性を確保するために、ポンプへ
のチューブの取付けを監視します。

基板実装型圧力センサ：
• 蠕動的ポンプを使用して空圧式ローラ
ーへの圧力を制御する場合は、非侵襲
的な場所で使用されます。
2

3

フォースセンサ

1 マイクロフォース FMA シリーズ; FSA シリーズ,

FSG シリーズ, FSS シリーズ, TBF シリーズ, 1865 シリーズ

2 基板実装型圧力センサ
ベーシック ABP シリーズ; マイクロプレッシャー MPR シリーズ (ペリスタルティックポンプアプリケーション)
磁気センサIC

3 ホールセンサ: SS490 シリーズ; SS360NT, SS360ST, SS460; マイクロパワー SL353 シリーズ また
は 磁気抵抗センサ:ナノパワー シリーズ

4 ベーシック、AML スイッチ

ZD および ZW シリーズ 防水性ベーシック; AML シリーズ (プッシュボタン、ロッカースイッチ)
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試験装置
血液および唾液分析器

ハネウェルのセンサは、検査精度と効率を向上させるために様々な医療機器試験装置
で使用されています。
ラボテストには、血液、唾液、尿検査、ガスクロマトグラフィーが含ま
れます。

【ラボ試験における主な用途】
•
•
•
•

• フォースセンサ

液体レベル - サンプル量を正確に測定 します。
液体の流れ - テスト中の液体の流れを正確に制御します。
ガス分析 - 分析中のガスの流れを正確にコントロールします。
ヒューム抽出 - 有害なガスが除去されていることを確認します。

血液および唾液分析器ブロック図

センサ 1

1

センサ 2

磁石

試料

1

• 磁気センサ

• 圧力センサ

• 温度センサ

センサ1とセンサ2
は抽出針の上下位置
を検出します。
センサ3は試料フォ
ルダの停止位置をコ
ントロールします。

抽出針
ポンプ

試料ホルダ

温度
コントローラ

磁石

2
3

試験装置に最適な
製品

4

血液および唾液分析器に使用さ
れているセンサ

フォースセンサ：
• ポンプ内またはポンプへ送られるフォー
スを測定します。

磁気ポジションセンサIC：
• 磁石の位置を感知し、針やサンプルの抽
出位置を特定します。
基板実装型圧力センサ：
• フィードバックを提供することで試験液
の流れを調整します。

温度センサ：
• サンプルホルダの温度監視を支援します。

センサ 3

1

1
2
3
4

磁気抵抗ポジションセンサ IC
SM シリーズ

基板実装型圧力センサ
ベーシック ABP シリーズ; マイクロプレッシャー MPR シリーズ
温度センサ
192 シリーズ, 194 シリーズ, 500 シリーズ

フォースセンサ
マイクロフォース, FMA シリーズ
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試験装置
フローサイトメトリー

フローサイトメトリーを用いた血液分析装置は、液体の流れの中に細胞を懸濁させ、電
子検出装置を通過させることで微小な細胞や染色体を調べ、その特徴を分析します。フ
ローサイトメトリーは、血液がんなどの健康障害の診断や、研究・臨床の現場でもよく使
われています。
Sheath fluid

フローサイトメトリーで
使用されるセンサ

基板実装型圧力センサ：
• 検体に圧力を加えることで血液細胞をよ
り小さく、少ない細胞にすることで、たっ
た１つの細胞から検知装置を通り抜くこ
とができます。

フローサイトメトリーブロック図
光学システム
検出器

シース液
タンク

流体チャンバー

ポンプ

1

ポンプ

1

シース液

磁気抵抗ポジションセンサIC：
• サンプルチューブの位置を確認します。

試料流体

レーザー

シース液

基板実装型圧力センサ

1 26PC フロースルー, 26SMT, マイ
クロプレッシャー MPR シリーズ;
ベーシック ABP シリーズ
2 磁気抵抗ポジションセンサ IC
SM シリーズ

2
試料（試験
チューブ）

試薬

試料調製
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HAF シリーズ - ローフロー

HAF シリーズ - ハイフロー

AWM90000 シリーズ

エアフローセンサ

HONEYWELL ZEPHYR™ HAF シリーズ; AWM90000 シリーズ
(AWM92100V); AWM40000 シリーズ
人工呼吸器および酸素濃縮器：

Zephyr エアフローセンサは、空気、酸
素、亜酸化窒素の流れを測定するように設
計されています。人工呼吸器や酸素濃縮器
に使用され、患者への空気の流れを測定し
て制御し、患者の呼吸を監視します。
呼吸器監視：

AWM92100V シリーズ エアフローセン
サは、患者の呼吸を監視します。Zephyr
エアフロセンサは、空気、酸素、亜酸化窒
素の流れを測定します。医師によって設定
された混合気が適切に患者に提供されま
す。
ガスクロマトグラフィ：

医療用ガスクロマトグラフィーでは、ガス
フローの正確なモニタリングと調整が必
要です。ハネウェルのAWM40000シリー
ズ エアフローセンサ のセラミックフロー
チューブは、精度と信頼性を高め、アウト
ガスを最小限に抑えるように設計されて
います。

10

導入の利点
• 高い精度：難易度の高いアプリケーショ
ンで正確にエアフローを計測します。
• 高い安定性：システムキャリブレーショ
ンの頻度を低減することによって長期的
なパフォーマンスを強化し、装置の信頼
性を高めます。
• カスタム対応可能: 既製品をそのままお
使いいただくことはもちろん、様々なカ
スタムにも対応します。
• 減圧落下検知：医療現場における患者
の快適性を強化し、モーターやポンプと
いった部品内のノイズやシステム摩耗を
低減します。
• リニア出力：出力シグナルを強化し、製
造および設計コストを削減します。

フォースセンサ

FSA シリーズ, FSG シリーズ,
FSS シリーズ, TBF シリーズ,
1865 シリーズ

フォースセンサは、通常 輸液ポンプ内
で使用され、患者への液体、医薬品、ま
たは栄養素の供給を監視し、制御しま
す。チューブが詰まった場合、フォースセン
サは、治療が停止したことを音声アラーム
で患者、看護師、医師に警告します。
導入の利点

• 高い精度：正確な流体流量の測定によ
り、患者が適切な投与量を受けているこ
とを確認します。
• 高感度：閉塞の早期発見が可能となり、
患者の安全性が向上します。
• 安定性：装置の長期性能と信頼性を向上
させます。
• 操作性：センサーはチューブの外部にあ
り（媒体は分離されている）、洗浄/滅菌
の必要性を最小限に抑えます。
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HumidIcon™
HIH8000シリーズ

HIH-5030/5031
シリーズ

HIH-4000 シリーズ

HIH-4020/4021
シリーズ

温湿度センサ

HONEYWELL HUMIDICON™ HIH8000 シリーズ, HIH-5030/5031
シリーズ, HIH-4000 シリーズ
ハネウェルの温湿度センサは、患者に送ら
れる空気の温度と水分含有量を監視およ
び制御し、患者の快適性を向上させるため
に医療機器において重要な役割を果たし
ています。さらに、病室内の空気、または患
者の呼吸/呼吸経路内の温度と湿度を測
定し、モニターします。
導入の利点

• 高精度：0～100% RHの全体的な湿度
を正確に計測します。
• 安定性：装置の信頼性と長期的なパフォ
ーマンスを強化します。
• 耐久性：多層構造と疎水性フィルターに
より、結露や汚染物質への耐性が向上し
ています。
• 小型形状：小型形状でアプリケーション
の柔軟性を実現
• コストパフォーマンス：ユーザのトータ
ルコストを削減します。

磁気ポジションセンサIC

HALL-EFFECT: SS490 シリーズ;
SS360NT, SS360ST, SS460S;
SM シリーズ; マイクロパワー
SL353 シリーズ

付加価値モデル：103SR および
SR16/SR17
磁気抵抗：ナノパワーシリーズ

これらの磁気式ポジションセンサは、信
頼性の高い高精度な出力を提供し、ポン
プのモータ部品内のノイズや振動を低
減、効率的かつスムーズなモータ制御を実
現します。その高い信頼性で、時には修理
やメンテナンスコストを削減します。小型
形状ですので、導入先の医療機器をコンパ
クトかつ低コスト、自動化されたデザイン
にすることが可能になります。

血液分析機器: 抽出針またはピペットがサ
ンプルを除去する、一連の回転血液プロ
ーブを使用することができます。装置設計
者は、非接触で機械的なシステムで位置を
検出する、信頼性の高いソリューションを
見つけなければなりません。自動化され
たメカニズムを制御するために、一連のIC
を使用して抽出針の動きを検出することが
あります。
導入の利点

• 省エネルギー： ホール効果センサーは
エネルギーをほとんど消費せず、モータ
ーの効率向上に役立ちます。
• 精度：アナログホール効果センサは、正
確でリニアな出力を提供し、検出範囲の
拡大を可能にします。
• コストパフォーマンス： コンパクトな設
計と自動化された低コストな構成を可能
にします。
• 静音：スムーズなモーター制御のための
信頼性の高い正確なセンサ出力を行い
ます。
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酸素センサ

酸素センサ
酸素センサは、呼吸気体（混合気）中の
酸素濃度を測定する酸素分析器に搭載さ
れ、酸素を感知します。ハネウェルの鉛フ
リー酸素センサは、既存の鉛ベースの酸素
センサの代わりに、1対1で投入できる革新
的なセンサです。
このセンサは、鉛フリーであることで
RoHS IIの規制要件を満たしているだけで
なく、温度補正されており、かつ呼吸気体
の成分から高精度なセンサ信号の提供、
低信号ドリフト、相互干渉の低減を実現し
ます。
酸素濃縮器：患者に注入される気体の酸
素濃度を計測し、調整します。
導入の利点

• EU RoHS 指令 2011/65/EUに 準拠
しています。
• 欧州 MDD (CE認証) に準拠していま
す。
• 1対1の交換が可能です。
• 高い精度と信頼性の高いレスポンスを実
現しました。
• 信号の安定性と製品の品質を強化して
います。
• 呼吸気体の要素に対する影響を低減し
ます。
• 低信号ドリフト (<1 % の 酸素量/月)に
対応します。
• 信頼性の高い製品寿命 (アプリケーショ
ン指定で2～3年)を維持します。

• 短納期です。

TruStability RSC シリーズ、
HSC シリーズ、 SSC シリーズ

圧力センサ

マイクロプレッシャー,
MPR シリーズ

基板実装型センサ: TRUSTABILITY™ HSC, SSC, TSC, NSC シリーズ;
ベーシックABP, TBP, NBP シリーズ; MPR シリーズ

酸素濃縮器：

患者の呼吸を監視することで、呼吸が悪化
していないかどうかを検出し、空気/酸素
を効率的かつ効果的に送り出すことがで
きるようにします。基板実装型圧力センサ
を使用して、患者が吸入を開始したことを
検知し、酸素を効率的かつ効果的に供給
できるようにすることができます。これは
システムの応答時間を高めることができる
だけでなく、患者が吸入していないときに
酸素の無駄を最小にすることができ、酸素
濃縮器がより小さく、より効率的に動作す
ることを可能にします。装置のサイズが小
さいということは、電力消費量が少ないだ
けでなく、携帯性にも優れていることを意
味します。

輸液ポンプ：ハネウェルのTruStability基
板実装型圧力センサは、流体の流れを監
視および制御するために使用することがで
きます。

血液圧力およびグルコース圧力監視：
ハネウェルの基板実装型圧力センサは、
血液を吸引して患者に戻すポンプを制御
するために使用され、重症治療室で使用
される連続グルコースモニタで使用され
ています。これらの圧力センサは、グルコ
ースモニタリングの圧力測定を装備したハ
ンドヘルドグルコースメーターのサイズ条
件を満たしています。

ハネウェル基板実装型圧力センサは、高

精度、高感度、および高い信頼性のため、
医療機器内で広く使用されています。基板
実装型圧力センサは、患者の呼吸を監視

し、フィルタが詰まって交換が必要な場合
に検出するために、人工呼吸器や酸素濃

縮器内の超低圧範囲で一般的に使用され
ています。

導入の利点

基板実装型圧力センサ

• 高精度：超低圧を正確に計測します。
• 高感度：圧力の変化を迅速に検知しま
す。
• 高安定性：装置の信頼性と長期的パフォ
ーマンスを強化します。
• 小型形状：装置の極小スペースにも簡単
に内蔵できます。
• 柔軟性：幅広い圧力範囲、ポートタイ
プ、出力タイプなど取り揃えておりま
す。
• 付加価値：時間の経過とともにできる吹
き溜まりを最小限に抑え、精度や感度、
信頼性を強化します。

血液分析器：ハネウェルのTruStabilityお
よび26PCシリーズ 基板実装型圧力セン
サは、血液サンプルを採取して輸送するた
めのポンプシステムの圧力調整に使用さ
れます。
ガスクロマトグラフィ：ハネウェルの
TruStability基板実装型圧力センサは、ガ
スフローの圧力を感知して制御し、一定か
つより正確な流量を維持するために使用さ
れます。
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ベーシック ABP シリーズ
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MLH シリーズ

圧力センサ

13 mm シリーズ、19 mm シリーズ

ヘビーデューティ圧力トランデューサ：MIP, PX, MLH シリーズ,
13mmシリーズ, 19mm シリーズ, SPT シリーズ
ハネウェルのヘビーデューティー圧力セン
サは、最大550 bar (8,000 psi)の圧力範
囲に対応しており、条件の厳しいアプリケ
ーションや環境向けに最適です。ヘビーデ
ューティー圧力センサは、さまざまな媒体
に対応しており、ポートと出力の選択肢が
豊富に用意されています。ヘビーデューテ
ィー圧力センサは、換気装置や酸素濃縮
器に供給される空気と酸素の流れを監視
し、制御するために使用されます。

192 シリーズ, 194 シリーズ

MIP シリーズ

導入の利点

ヘビーデューティー圧力センサ

• 高精度：中～高圧力の計測に最適で
す。
• 高感度：圧力変化を迅速に検知します。
• 高安定性：装置の信頼性と長期的なパ
フォーマンスを強化します。
• 堅牢性：要件の多いアプリケーションや
環境に最適です。
• 柔軟性：幅広い圧力範囲、ポートタイ
プ、出力タイプをご用意しています。

温度センサ

192 シリーズ, 194 シリーズ,
500 シリーズ

人工呼吸器や酸素濃縮器からの暖かく湿
った空気は、患者に快適な呼吸を提供す
るのに役立ち、冷たく乾燥した空気を呼吸
することによって引き起こされる喉の痛み
を軽減します。温度検知エレメントは、空
気の流れの中に直接設置され、空気の温
度をモニターして制御します。パッケージ
化された温度センサは、装置の構成部品
として目立たないようにご利用いただけま
すが、ハネウェルではお客様がシステムに
単にピグテール接続するだけの完全なアセ
ンブリソリューションを提供することもで
きます。

導入の利点

SpO2 センサ

パルスオキシメトリ向け製品

• 高精度：温度計測に最適です。
• 小型設計：狭小スペースにも簡単に内蔵
できます。
• 柔軟性：様々な抵抗、筐体、端末オプシ
ョンをご用意しています。
• カスタム可能：豊富な既製品バリエーシ
ョンから選択いただくか、カスタムいた
だけます。
• コストパフォーマンス：ユーザのトータ
ルコストを削減します。

ハネウェルのセンサは、ハンドヘルドモニタリングシステム（パルスオキシメーター）と同様
に、動脈性酸素飽和度（SpO2）と脈拍数（PR）を測定するためのものです。既存の洗浄、
消毒、滅菌プロセスにシームレスに統合でき、何度も再利用でき、最大の機械的ストレスに
も耐えられるフィンガーセンサです。これは、他のソリューションと比較して、迅速な投資
回収と大幅なコスト削減を意味します。
導入の利点
•
•
•
•
•
•

蒸気滅菌で最大限の安全性を実現します。
機械的および手動による清掃・消毒を行います。
装着感に優れ、高いコストパフォーマンスを備えます。
機械的ストレスに対する最大の抵抗力があります。
DIN EN ISO 17664 に準拠します。
滅菌の有効性は、独立した機関が検証し、認定しています。

• ロバート・コッホ・インスティテュートの推奨事項を満たします。
BROCHURE | Sensor and Switch Solutions for Medical Applications | sensing.honeywell.com
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ZD シリーズ/V15W シリーズ
ベーシックスイッチ

AML シリーズ
(プッシュボタン/ロッカー/パドル）スイッチ

マイクロスイッチ
ベーシックスイッチ

マイクロスイッチ
AML スイッチ

マイクロスイッチ /ベーシックスイッチは、
カバー、パネル、およびドアの存在/検知
に使用でき、ドアやパネルが開いていると
きに機械の切り替えを防ぐためのフェイル
セーフとして機能します。いくつかのシリー
ズは、液体から保護するために密閉されて
います。

マイクロスイッチAMLシリーズは、押しボ
タン、キースイッチ、ロッカ/パドルの3種類
があります。医療機器では、機器の外面の
オフ/オンのオペレータ制御としてよく使用
されます。

DM, ZD, ZW, V15W シリーズ

導入の利点
• マイクロスイッチ技術：高精度、再現性、
耐久性に優れ、長寿命です。
• カスタマイズ可能：ストレート、ローラ
ー、シミュレートローラー、特殊アクチュ
エータなど、様々な種類のアクチュエー
タを用意しています。
• 高い信頼性：さまざまな条件で再現性の
ある一貫した性能を提供します。
• 業界をリードする電流性能：0.1Aから
10Aまでの幅広い定格電流を提供しま
す。
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AML シリーズ
(プッシュボタンおよびロッカー）

導入の利点
• マイクロスイッチ技術：高精度、再現性、
耐久性、長寿命です。
• 電気的能力：パワーデューティおよびロ
ジックレベルの負荷に適しています。
• 設定可能：AMLシリーズ内の押しボタ
ン、パドル、ロッカー、キー操作式、イン
ジケータなど、パネルの外観を統一した
ものにすることができます。
• 接点：電気負荷のスイッチング用に良質
なシルバーコンタクトを採用し、ロジック
レベルのアプリケーション向けにゴール
ドコンタクトのオプションをご用意して
います。

LE, LP シリーズスイッチ

マイクロスイッチ
圧力スイッチ
LE, LP シリーズ

マイクロスイッチ 圧力スイッチは、エラー

発生時に高圧警告として機能します。この

スイッチは、警告灯や警告音を点灯させた
り、危険な過圧状態が発生した場合に単

に電源を切断したりすることができます。
導入の利点

• スマート診断技術：オプションのスマート
診断技術により、ハネウェルの圧力スイ
ッチは、回路の開回路、ワイヤの切断、
絶縁の磨耗などの故障を検出することが
できます。
• 防塵防水性：IP67規格に準拠した防塵
防水シールドを採用することで、過酷な
環境やアプリケーションでの耐久性が向
上しています。
• コストパフォーマンス：標準的な接続、
製品寿命の延長、設計および生産サイク
ルの迅速化により、設備、サービス、およ
び製造人件費を削減できます。
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適応アプリケーション
アプリケーション

製品名

エアフローセンサ
ベーシック/AMLスイッチ
酸素吸入器

温湿度センサ
酸素センサ

基板実装型圧力センサ

ヘビーデューティー圧力
トランスデューサ
温度検知要素

エアフローセンサ
ベーシック/AMLスイッチ

酸素濃縮器

酸素センサ
基板実装型圧力センサ
ヘビーデューティー圧力
トランスデューサ

血圧および
グルコース監視
温度監視

輸液ポンプ

血液および唾液分
析器

患者に供給される空気と酸素の流量を測定します。

カバー、
パネル、
ドアの検出およびオペレータのON/OFF
コントロールとして使用されます。

非常に正確で、
カスタマイズ可能で、安定しており、圧力損
失が少ないため、時間と費用を節約できます。
高度に設定可能で、高精度、再現性、信頼性があります。

患者に供給される気流の温度と湿度（水分量）の組み合
わせを測定します。

非常に正確で柔軟性があり、費用対効果が高く、耐久性
があります。

患者の呼吸（吸入/呼気）を監視し、
フィルターの状態を
検出します。

高精度、高感度、応答性、低ドリフトがあります。

患者に供給される空気の酸素濃度を測定します。

空気および酸素ボンベの圧力を測定して、残りの容量を
決定します。
気温を監視・制御します。

0.1 cm3の超低レベルを検出して、患者がいつ息を吐き
出し、
いつシステムが気流を減らす必要があるかを判断
します。

高精度、柔軟、低ドリフト、耐久性があります。

使いやすく、高精度で、患者の安全性が向上し、設計が容
易です。

フレキシブルで、小型設計、高いコストパフォーマンスが
あります。

患者の快適性を改善し、患者の呼吸を容易にし、静かで、
携帯性があり、信頼性が高いです。

カバー、
パネル、
ドアの検出およびオペレータのON/OFF
コントロールとして使用されます。

多種仕様型番が選定可能で、高精度、再現性、信頼性が
あります。

患者がいつ吸入し始めたかを検出して、酸素を供給できる
ように効率的かつ効果的に計測します。

高精度、高感度、応答性、低ドリフトです。

患者に供給される空気の酸素濃度を測定します。

サージタンクからの圧力を感知し、
コンプレッサーにフィ
ードバックを提供して、
コンプレッサーが望ましい圧力レ
ベルを維持できるようにします。

高精度、低信号ドリフト、
および呼吸ガスの一般的なコン
ポーネントからの低相互干渉を提供します。

高い気密性、精度、信頼性、
そしてコストパフォーマンスを
備え、効率的に計測します。
多種仕様型番が選定可能で、精度および信頼性が高い
です。

エアフローセンサ

患者の呼吸機能を監視します。

基板実装型圧力センサ

患者の血圧を監視し、患者の状態をレポートします。

高精度、
カスタマイズ可能、安定性、
かつ低圧力に対応
します。

温度検知要素

患者の体温を監視します。

フレキシブルで、小型、
かつ費用対効果が高いです。

ベーシック/AMLスイッチ

カバー、
パネル、
ドアの検出およびオペレータのON/OFF
コントロールとして使用します。

高度に設定可能です。
精度が高く、高い再現性と信頼性
を保持します。

ポンプのモータ部品のノイズと振動を低減し、効率を向上
させます。
高精度の出力を行うことでスムーズなモーター
制御を実現します。

高精度かつ静音で、
エネルギー効率が高く、高い費用対
効果があります。

フォースセンサ
磁気ポジションセンサ IC
基板実装型圧力センサ

ガスクロマトグラ
フィー

人工呼吸器

導入利点

エラーまたは過圧時、高圧警告として機能します。

圧力センサ

人工呼吸器監視

製品機能

エアフローセンサ
基板実装型圧力センサ
磁気ポジションセンサIC
基板実装型圧力センサ
温度検知要素

患者モニタリングシステム

輸液ポンプ

患者に薬物を注入するインシュリンポンプや点滴チューブ
の閉塞を検知し、閉塞検知機能を実現します。

液体の流れを監視および制御します。

実験装置

安定性が向上し、
ドリフトが少なく、持ち運びが可能です。
高精度なため、患者の安全が向上します。

高感度で信頼性が高く、操作性が高いので、ポータブル製
品に最適です。

高精度で、設計が容易です。
安定性があります。

流量を調整し、評価する媒体の濃度レベル決定をサポー
トします。

汚染のリスクを軽減します。
信頼性が高く、ガスを放出せ
ず、高い精度を保持します。
実装が容易です。

回転する血液サンプルと抽出針の適切な位置を検知し
ます。

小型で低ガウス稼働、多用途にお使いいただけます。

ガスストリーム圧力を検知/制御し、正確なフローを維持
します。

ポンプシステムの圧力を調整し、
サンプルを吸引および
輸送します。

チャンバー、
ランプ、
モーターの温度を監視し、過熱を防
止します。
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高い精度で安定性があります。

高い精度、信頼性、安定性、再現性、汚染物質と耐食性、
製品の供給性を備えます。

フレキシブルで、小型、高いコストパフォーマンスを備え
ます。
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製品保証・修理

当社は、
保証期間中に本製品に製造上の不具合あるいは誤った

素材の使用が無いことを保証します。
尚、
別途の書面合意がない
限り、
製品保証については当社の標準保証が適用となります。
保

当社並びにお近くの当社代理販売店
証内容の詳細については、

にご相談ください。
保証期間中に本製品が当社に返却されるその

製品に不具合があった場合、
無償で修理または交換いたします、
修理か交換かについては当社が判断いたします。

当社は、
上記以外の補償はお受けいたしません、
又ここで明示す

本製品の特定目的合致性についても保
る以外の保証あるいは、

証いたしません。
当社は事情の如何にかかわらず、
特別損害ある

いは間接損害については責任を負いません。

当社は、
資料および当社ウェブサイトを介して、
個別のアプリケー

ション支援の提供を行うことがありますが、
各個別アプリケーショ

ンへの製品適合性の判断は購入側の責任で行ってください。

仕様は予告なく変更することがあります。
本仕様書を作成した時

点では正確で信頼性がある情報を記載しておりますが、
その使用

結果についての責任は負いません。
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