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1 はじめに

1

はじめに
本製品をお求めいただき誠にありがとうございます。本製品は、シドニー大学の教授ならびに医師であるIan
Curthoys、Michael Halmagyi、その他諸氏と協働し開発に至った、洗練された新型ICS Impulse システムです。
お客様にICS Impulseシステムを最大限ご利用いただけるよう、ユーザーガイド、該当するクイックガイド、および
トレーニングビデオをご用意しております。電子版のユーザーガイドがアプリケーション内にあります。このガイ
ドは新規バージョンのOTOsuite Vestibularをインストールするたびに更新されます。お客様に本製品の使用が容
易であると感じていただけるよう、また情報やヒントを取り入れた使用により、お客様の前庭覚関連障害、テスト
結果、レポート、および被検者情報取得におけるデータ採取精確性が向上するよう願っております。

1.1

デバイスの説明
ICS Impulseはハードウェアとソフトウェアを組み合わせたものです。被検者は軽量のでしっかりフィットするゴー
グルを装着します。ゴーグルには非常に小型で軽量、超高速のUSBビデオカメラと半透鏡が取付けられていまs。こ
の半透明の鏡は被検者の眼球の画像をカメラに反射します。眼球は、被検者には見えない低レベルの赤外線発効ダ
イオードで照射されます。ゴーグル上の小型センサーが頭部運動を測定します。ゴーグルシステム全体は強力です
が、ゴーグルがずれる危険を最小限にするため、頭部にしっかり固定する必要があります。ソフトウェアはいわゆ
る「ヘッドインパルステスト」で取得される情報を記録して表示します。基本的なヘッドインパルステストは、試
験者がゴーグルを着用した被検者の背後に立つ形で開始します。被検者には正面の投影面にある静止した点（注視
目標）を注視するよう求め、テスターが被検者の頭部を水平に動かします。この時、角度は小さく（約10～20
度）、瞬時に突発的な動きで行い、方向や速度をランダムに変化させるようにします。ゴーグルは頭部および眼球
の両方のデータを採取します。ジャイロスコープは頭部運動（刺激）の速度を計測します。高速カメラは眼球の画
像を捉えます。OTOsuite Vestibularが頭部速度データと眼球運動の速度データ（応答）を処理します。頭部運動
と眼球運動を同時に表示することで、臨床医は応答が正常な範囲内かどうかを識別することができます。
OTOsuite Vestibularソフトウェアは位置 および眼振運動テストで取得される情報を記録して表示します。位置
テストは被検者をある位置からべつの位置に動かして実施します。ディックス・ホールパイクの例では、座位を
とる被検者の頭部を片側に45度回転させ、次に被検者を座位から仰向けの姿勢に異動します。眼振運動テストは被
検者にさまざまな方向またはさまざまな環境下で注視を行ってもらうことで実施します。注視の例では、座位を取
る被検者に左、右、上、下、中心を注視するよう指示します。注視 テストは目隠しありなしのどちらでもテストで
きます 位置と眼振運動の両方で、ゴーグルは頭部と眼球のデータを採取します。小型センサー内の加速度計が、
空間内の頭部の位置を測定します。その情報が採取され、テスト中の被検者の頭位またはその他の運動がソフト
ウェア内に表示されます。高速カメラは眼球の画像を捉えます。OTOsuite Vestibularソフトウェアは眼球と頭部
運動速度データ（応答）を処理します。緩徐相速度を判定するために眼球運動が解析されます（SPV）。頭部データ
は、被検者の頭部が移動しているかどうかを表示するため、およびテスターが被検者の頭部をテストに適切な位置
に配置できるようガイドするためのみに採取中に使用されます。これは「頭位フィードバック」と呼ばれます。緩
徐相速度を測定するテストでは、眼位の軌跡と緩徐相ポイントがグラフに表示されます。眼振運動にはVORと斜偏
視の2つのテストがありますが、これらはSPVテストではありません。VOR（前庭眼反射）では視覚VVOR（視覚の前
庭動眼反射）およびVOR抑制（VORS（前庭性動眼反射抑制））の両方が可能です。このテストはヘッドインパル
ステストと非常に似ていますが、頭部の運動はゆっくり（0.5 Hz）で小さい（10度）です。VVOR（視覚の前庭動
眼反射）では被検者は座位で、被検者が固定ターゲットを注視する間にテスターは被検者の頭部を左右に（正弦曲
線のように）動かします。VORS（前庭性動眼反射抑制）では被検者は座位で被検者がレーザーを用いてゴーグル
から投影されるいどうする点を注視する間にテスターは被検者の頭部を左右に（正弦曲線のように）動かします。
この解析は、頭部運動と眼球運動を同時に表示することで、臨床医は応答が正常な範囲内かどうかを識別すること
ができるヘッドインパルスと同様です。斜偏視（カバーテストまたは交代カバーテスト）では、被検者は座位でテ
スターは目を覆ったり覆いを取ったりします。OTOsuite Vestibularソフトウェアは、眼が覆われている状態と覆
われていない状態の眼位の軌跡を測定し、平均の眼位シフトを表示します。

8

Otometrics - ICS Impulse USB

1 はじめに

1.2

用途
ICS Impulseシステムは、眼球および頭部運動を計測、記録、表示、解析することにより、前庭眼反射（VOR）およ
び眼振を検査することを目的として使用されます。

1.3

対象ユーザー
注記 • ICS Impulseシステムは資格のある医療関係者のみが使用できます。

本取扱説明書は、小児および成人の前庭器官のテストにおいてデバイスをソフトウェアと共に使用する方法につい
て説明しています。読者は、手順の基礎となる医療および科学的事実に対する事前知識を備えているものとしま
す。このため、検査方法は、ICS Impulseシステムを正しく安全に適用するために必要な範囲のみ言及します。
詳細な情報は、vHITトレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。 ICSインパルスの背景
となる研究の詳細は、www.headimpulse.comを参照してください。

1.4

本取扱説明書について
本書では、OTOsuite VestibularおよびさまざまなOTOsuite Vestibularモジュールをナビゲートするために必要
な基本的な機能について説明しています。これには、テスト結果の印刷、被検者の取扱いとユーザー管理、データ
およびテストデバイスの管理など、重要な機能が含まれます。

トレーニング
被検者をテストする前に、OTOsuite Vestibularで提供される機能およびテストデバイスに関する知識を修得する
ことをお勧めします。被検者に対してテストを実行する前に、► 81ページのヘッドインパルスを適切な手順で実施
する方法を学習するための訓練モードに関する情報を参照してください。

1.4.1

ICS Impulseの安全
本取扱説明書には、ICS Impulseシステムを安全に使用するために守るべき情報や注意が記載されています。

注意 • 該当する地方自治体の条例や規制を常に守る必要があります。

安全情報は関係するところに記載されており、全般的な安全に関する情報は► 11ページに記載されています。

1.5

書体による表記について
警告、注意および注記の使用について
デバイスまたはソフトウェアの安全と適切な使用についての情報を強調するため、マニュアルには次のような警告
文を使用しています。

警告 • ユーザーまたはベビーに対して、死亡や重傷を負う危険性があることを示しています。

Otometrics - ICS Impulse USB
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注意 • ユーザーまたはベビーに対して傷害を招く危険性、あるいはデータや装置に対して損傷を招く危険性が
あることを示しています。

注記 • ユーザーは特別な注意を払う必要があることを示しています。

1.5.1

本取扱説明書のナビゲーションについて
選択できるタブ、アイコンおよび機能は、次のようにボールドで示されます。

•

10

保存をクリックします。
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安全に関する注記と警告
本取扱説明書には、本取扱説明書に記載されている機器と送信機の安全性能を確保するために守るべき情報や警告
が記載されています。該当する地方自治体の条例や規制を常に守る必要があります。
Otometrics ICS製品は Otometricsが承認していないデバイスと組み合わせて使用するようには設計されていませ
ん。未承認部品の組み合わせが積み重なると、漏電の原因となります。ICS Impulseシステムのすべての部品は、被
験者環境内での使用に適しています。
ICS Impulseシステムをテスト機器と併用する場合、テストデバイスの取扱説明書に記載される全ての情報、注意、
警告に従っていることを確認してください。
テストモジュールおよびテストデバイスの安全性に関わる詳細は、それぞれのマニュアルを参照してください。
1. ICS Impulseシステムゴーグルには、ユーザーが修理できる部品は含まれていません。 安全性と保証の有効性
を維持するために、電子医療機器の点検と修理は、機器の製造メーカーもしくは正規修理業者のサービス担当員
によってのみ実施する必要があります。不良がある場合、不良の内容を詳細に記録して、販売店にご連絡くださ
い。不良のある機器を使用しないでください。
2. 機器を液体から遠ざけてください。機器の内側に水分を侵入させないでください。機器内部の水分は装置を損傷
させ、ユーザーやベビーに感電の危険性が生じることがあります。
3. 可燃性薬剤(ガス)の存在下または酸素濃度の高い環境で機器を使用しないでください。
4. 較正にはクラス2 レーザー製品が使用されます。レーザー光線は、ゴーグル前面から固い表面に向けて投射され
ます。

注意 • レーザー光線を直視しないようにしてください。本書に指定する以外のコントロールや調整
の使用、あるいは手順の実行は、有害な放射線曝露に繋がる危険があります。

5. 静電気の量が最小限となる環境で機器をインストールすることをお勧めします。例えば、静電気防止カーペット
がお勧めです。
6. いかなる部品も口に入れさせたり、燃やしたり、あるいは本取扱説明書の使用目的に関する項で定義されている
用途以外の目的に使用したりしないでください。
7. 本機器は、地域の条例に従って、通常の電子廃棄物として廃棄できます。
8. 安全上の理由とEMCへの影響を抑えるため、装置のアウトレットフィッティングに接続されるアクセサリは、シ
ステムに付属しているタイプと同一である必要があります。
9. USBケーブルを抜いてデバイスを主電源から切り離します。
10. ラップトップ/コンピュータまたはプリンタのような非医療部品とベビーを同時に触らないでください。
11. 電磁場への曝露は、正しい計測の記録手順を妨害する恐れがあります。ICS Impulseシステムカメラおよびジャ
イロスコープは電気的妨害に敏感です。静電放電を避け、電磁場に近づけないようにしてください。

Otometrics - ICS Impulse USB
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12. 肌荒れや不快感が発生した場合は直ちに機器の使用をやめてください。
13. Natus Medical Denmark ApSが指定する以外のサードパーティソフトウェア（アプリケーション、プログラ
ム、ユーティリティ）のインストールは、システムの安全性または効果性を損なう恐れがあります。
14. ICS Impulseシステムは、本取扱説明書に記載されるEMC情報に基づいて設置し、点検修理を行う必要がありま
す。ポータブルおよび携帯RF通信機器は医療電子機器に干渉する場合があります。ICS Impulseシステムは、
CISPRエミッション規格を備える他の機器によって干渉される場合があります。
15. 本デバイスに指定されている以外のアクセサリおよびケーブルの使用は、ICS Impulseシステムの放射の増加あ
るいはイミュニティの低下に繋がる場合があります。詳細は► 230ページを参照してください。
16. ICS Impulseシステムは、他の機器の隣あるいはこれに重ねて使用しないでください。このような使用が必要な
場合、機器またはシステムが通常操作を行えるかどうかを確認してください。
17. ゴーグルのケース内には小型の冷却ファンが備えられています。冷却ファンの通気口がふさがれるという稀な状
態が発生した場合、被検者の肌に接するゴーグル表面の温度は42.2℃まで上がる可能性があります。
18. 頸部を負傷している被検者、あるいは担当医師から頸部運動を制限するよう指示されている被検者には、ヘッド
インパルステストは実施しないでください。
19. 警告の注記

USBコネクタに機器を接続する際は、次の点に注意してください。
•

機器は、EN/IEC 60950など関連するEN/IEC安全規格の認証を受けていること。

•

被検者環境において接続された機器を使用すること。注記１を参照してください。電子医療シ
ステムがEN 60601-1 または IEC 60601-1 (2005), 3. ed.の要件に準拠していること。

注記1: ICS Impulseシステムは電子医療システムの一部です。電子医療システムを組み立てる
際、アセンブリを運搬する担当者は、ICS Impulseシステムで規定されている安全要件に準拠しな
い装置が接続されている場合、システム全体の安全レベルを低下させる恐れがあることを考慮に入
れる必要があります。ICS Impulseシステムは、PC、プリンタなどが被検者の手の届かない範囲
（約1.5メートル以内）に配置されている場合に、EN 60601-1 あるいは IEC 60601-1 (2005),
3. ed. に準拠するよう設計されています。
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システムの起動
1. コンピュータの電源をオンにします。
2. OTOsuite Vestibular アイコンをダブルクリックします。

注記 • ゴーグルのコンポーネントの寿命を延伸するため、未使用の間はソフトウェアを閉じてください。ソフ
トウェアが開いたままになっている場合、ファンがゴーグルを冷却するために動作し続けます。

ログインしています

注記 • 管理者ユーザー名およびパスワードは、OTOsuite Vestibularの新規インストールに伴って提供され
ます。新規ユーザー名とパスワードが少なくとも1組追加されるまで、ログイン画面のユーザー名またはパス
ワードを消去しないでください。少なくとも1人のユーザーに管理者権限があることを確認してください。新規
ユーザーの追加については、► 201ページを参照してください。

ログイン画面では

注記 • パスワードには大文字小文字の区別があります。

1. ユーザー名を入力します。
2. パスワードを入力してOKをクリックします。

Otometrics - ICS Impulse USB
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4

OTOsuite Vestibular画面の理解

ナビゲーション
パネル

A - 新規被検者のセットアップやデータを採取したすべての被検者のリストへのアクセスな
ど、一般的な被検者機能。自動プロトコルリストから、被検者情報の変更やテストの実行な
どの被検者機能を開きます。収集済みのテストは、テスト日で整理された以前に採取したす
べてのテストのリストを開きます。► 28ページを参照してください。
B - メニューのセットにグループ化されたアイテム。ゴーグル内のライセンスは、
OTOsuite Vestibularが初めて開始された際にどのテストグループメニュー（眼振運動、

ヘッドインパルスなど）が開かれるかを決定します。 をクリックするとグループメニュー
内に一覧表示された項目が表示され、

で非表示になります。ソフトウェアが再起動する

と、前回のセッションで設定したグループがそのまま維持されます。

注記 • 被検者からすでに採取したデータは、各テストタイプ名の横のチェックマークで
示されます。

C - ユーザーガイドにアクセスするためのボタン。

14

ステータスバー

ナビゲーションパネル（D）、ログアウトボタン（E）、現在のオペレーター（F）、システム
状況（G）、今日の日付（H）、および現在時刻（I）を表示/非表示するためのボタン。

タブ付きウィン
ドウ

トップレベルのタブは、グループ内の項目を開いたメニューグループに対応します。この例
では、トップレベルのタブは眼振運動（K）です。対応するタブ（J）のサブセットが利用で
きます。アクティブウィンドウはデータ採取用のものです。その他のウィンドウのタブで
は、データの結果の確認および比較ができます。
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スタートアップモジュール
OTOsuite Vestibularを開始したときに開くテストは、テストのオプションでの設定によって異なります。ナビ
ゲーションパネルのオプションメニューから、テストのオプションをクリックします。これにより、自動プロト
コル設定を含む一般ウィンドウが開きます:
•

自動プロトコルがオフに設定 - アプリケーションの開始時に開くテストは、選択されたスタートアップモ
ジュールです。別のテストに変更するには、テストをスタートアップモジュールリストから選択します。

•

自動プロトコルがオンに設定 - アプリケーションの開始時に開くテストは自動プロトコル内の最初のテスト
です。

データ採取の開始
データ採取を開始するには、自動プロトコルリストのテストタイプ名をクリックするか、ナビゲーションパネルの
該当するテストグループからテスト名をクリックします。
•

自動プロトコル - テストリストグループから、自動プロトコルをクリックします。

リストでテストタイプ名をクリック
します。

リスト内のグレーの名前は、ゴーグルにそのテストグループのライセン
スが含まれないことを示します。

自動プロトコルリストの変更についての情報は、► 180ページを参照
してください。

テストセットアップウィンドウは初期ウィンドウです。このウィンドウでの選択は選択されているテストタ
イプに一致します。回旋の設定はテストのオプションの設定と一致します。
自動プロトコルがオンに設定 - 各採取の終了時、新しいテストタイプの初期ウィンドウは次の条件を除いて
収集ウィンドウです。
•

ROIサイズが前のテストタイプと異なる（ディックス・ホールパイクからヘッドインパルスなど）

•

または、リストで前のテストタイプに対して回旋が選択されていなかったため、回旋基準フレームが
必要

これらの例外では、各新規テストタイプの初期ウィンドウはテストセットアップウィンドウです。

自動プロトコルがオフに設定 - テストタイプ名をクリックするのは、ナビゲーションパネルでテストタイプ
名をクリックするのと同様です。単独のテストが採取され、採取の終了時に解析ウィンドウが表示されます。
目隠しでは、（テストのオプションで選択された設定の代わりに）テストタイプ名で示された設定が使用さ
れます。この設定は採取を開始する前にテストセットアップウィンドウで変更できます。
•

ナビゲーションパネル内のテスト名 －テスト名をクリックします。

Otometrics - ICS Impulse USB
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テストセットアップウィンドウで、最初のラジオボタンが選択されています
（1番左側のラジオボタン）。目隠しおよび回旋は、テストのオプション設
定に従って設定されます。新規におテスト手順が選択されると、目隠しおよび
回旋への変更は維持されます。各テストが完了すると、解析ウィンドウが表示
されます。

プレゼンテーションリモート
プレゼンテーションリモートは、一部のテスト機能に対し代替手法を提供します：

使用する場合

データ採取を開始する前に、センターをクリックする代わりに左ボタンを2秒
以上押し下げます。（ボタンを放すと画面が更新されます。）

•

テストを開始するには

左ボタンを押す

•

テスト期間を延長する
には

データ採取の開始後、テストが延長されたことを確認するトーンが鳴るまで左
ボタンを押します。（ボタンを放すと画面が更新されます。）

•

テストを停止するには

右ボタンを押す

•

SPVテストで軌跡にイベ
ントマーカーを設定す
るには

データ採取の開始後、左ボタンを押します。

•

斜偏視テストのトレー

左ボタンを押して眼がカバーされていることを示す

スをマークするには

左ボタンを押して眼がカバーされていないことを示す

•

頭位フィードバックを

プレゼンテーションリモートの詳細については、► 210ページを参照してください。

画面エリアのサイズ変更

注記 • 濃い青のバーが画面のエリアを分割している場合は、エリアのサイズを変更できます。例えば、ナビ
ゲーションパネルの幅を大きくするには、両矢印が表示されるまでカーソルを青いバーに置きます（A）。マウ
スの左ボタンをクリックしてバーを新しい場所にドラッグします。ここで示すように、これらのバーはウィン
ドウを縦に分割していますが、ウィンドウを横に分割することもできます。

16
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表示モード間の切り替え
デフォルトでは、すべてのテストのテスト結果（眼振運動、ヘッドインパルス、および位置）は同じサイズの
ウィンドウに表示されます（通常表示モード）。
グループ内の１つのウィンドウを拡大するには、ウィンドウの右上角にある小さなボックスをクリックします。

小さいボックスを表示している通常の表示モードの例（A）（ ヘッドインパルスの2D解析ウィンドウ）

Otometrics - ICS Impulse USB
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通常の表示モードに戻るには、拡大ウィンドウで2つの重なったボックスをクリックします。

2つの重複するボックスを表示している通常の表示モード（B）(2D解析)

眼位の軌跡の表示
眼位の軌跡を含むテストでは、表示をカスタマイズできます。

テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。 収集と解析には独立した設定があります。この設定はすべての被検者に影響します。

解析で被検者データを表示中、開いている被検者のみに適用される変更を行えます。
どの軌跡を表示するかを変更するには、軌跡の文字記号の該当するチェックボックスを選択または選択解除しま
す。 テストの再解析中、新規の設定が維持されます。被検者ファイルを閉じた場合やその被検者のテストリストか
ら別のテストを選択した場合、テストのオプションでの選択内容によって表示が変更されます。

注記 • 被検者を開いているときにテストのオプションの設定に変更を加えると、その開いている被検者に適
用されます。

18
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テストデータの管理
テストデータを表示するには被検者を開きます。開いている被検者に関して採取したすべてのテストリストは、テ
ストリストグループから収集済みのテストをクリックします。。はテスト日付で分類されています► 28ページを
参照してください。

5.1

テストリスト - 単独のテスト解析
テスト ウィンドウでは、被検者のテストのリストを表示できます。カラムヘッドをクリックして順番を並び替える
と、特定のテストの検索が容易になります。特定のテストに注記を追加することができます。

テストの選択
特定のテストを表示するには、テス
トウィンドウタブをクリックし、希
望するテストをクリックして強調表
示します。
特定のテストを容易に検索するに
は、カラムヘッドの１つをクリック
します。たとえば、日時列見出しを
クリックして昇順（最新の記録から
表示）から降順（最も古い記録から
表示）へと並び替えます。

選択したテストに注記を追加
テストの注記についての詳細は、テストの注記を入力する ► 22ページを参照してください。
テストを選択し、次のように注記を追加します。
•

注記ウィンドウ、または

•

注記ウィンドウでクリックすると編集ツールが含まれます。

注記は、テストおよび注記ウィンドウの双方で表示されます。

特定の目的（例：異常のある結果を示す）でテストをマークしたい場合は、この一意の識別子

Otometrics - ICS Impulse USB
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選択したテストを削除する
テストを削除するには、テストを選択してテストを削除をクリックします。テストを選択する方法の詳細について
は、テストの選択 ► 19ページを参照してください。

注意 • 選択したテストを削除することを選択し、プロンプトではいをクリックすると、そのテストデータは
完全に消去されます。このテストを復元することはできません。

録画を削除する
ディスクドライブの容量を節約するため、必要のない録画は削除することが推奨されます。録画を削除した後は、
復元できません。

動画を自動保存の一般 オプションの設定がオフにセットされている場合、新規ビデオが作成されるたびに、ビ
デオを保存するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。このオプションにより、必要なビデオのみを保存で
きます。
テストに眼球運動録画と室内録画の両方がある場合は、どちらか一方のみを削除することはできません。
選択したテストの録画を削除するには、録画を削除をクリックします。テストを選択する方法の詳細については、
► 19ページを参照してください。

テストのリネーム
間違った名前を使用してテストを実施した場合（たとえば、選択したカロリックテストは左低温だったが実施した
カロリックテストは右低温だった）、テストをリネームできます。テストの名前変更をクリックします。テスト
リストドロップダウンからテスト名を選択します。目隠し状況が正しくない場合は、目隠しチェックボックスを選
択または選択解除します。保存をクリックします。

20
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ヘッドインパルス 動画
ヘッドインパルス 再生ウィンドウからの録画の削除についての詳細は、► 108ページを参照してください。

ビデオ記録/再生 動画
録画を削除するには、 録画メニューからビデオ記録/再生をクリックします。再生をクリックします。テストが
強調表示されていない場合は、希望するテストをクリックして選択します。録画を削除をクリックします。

注意 • 選択したテストの録画を削除することを選択し、プロンプトではいをクリックすると、その録画デー
タは完全に消去されます。この録画データを復元することはできません。

Otometrics - ICS Impulse USB
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テストの注記を入力する
テスト注記は、編集ツールを含む注記 ウィンドウで追加できます。

注記 ウィンドウ
(ヘッドインパルス )

選択したテキストをカットする
選択したテキストをコピーする

カットまたはコピーしたテキストをペー
ストする
太字表記を適用する

斜体表記を適用する

下線を適用する

アクション（テキストのエントリ、テキ
ストの形式など）を、最も最近のアク
ションから順番を遡って元に戻します。
元に戻したアクションを、最も最近元に
戻したアクションから順番を遡ってやり
直します。
テスト中に追加された注記はテストタイプおよびセッションに基づいて保存され、選択されたテストの注記ウィン
ドウで表示および編集することができます。

注記を編集する
注記は、テストおよび注記ウィンドウの双方で表示されます。

注記は、選択したテストの注記ウィンドウで編集できます。テストウィンドウの注記列で、テキストを追加または
削除できます。

レポートオプションの確認ウィンドウ内の注記
解析中に追加されたテスト注記は、レポートオプションのレポートオプションの確認 ウィンドウで表示すること
ができます 注記はレポートに含めることができます。
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5.2

テストリスト - 電極+イヤーカプラテストの解析
このテストリストウィンドウでは、電極+イヤーカプラテストにどのテストを含めるかを選択できます。この電極+
イヤーカプラテスト解析は、解析ウィンドウ（たとえばヘッドインパルスのヘックスプロット解析）およびレ
ポートに表示されます。
含めるテストを選択する
テストを追加するには、表示列でテスト名の隣にあるボタンをクリックします。 テストを除外するには、表示カ
ラムでテスト名の隣にあるボタンをクリックします。

Otometrics - ICS Impulse USB
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6

被検者データエントリ／リスト
現在の被検者 グループ
現在の被検者グループは現在開いている被検者の情報を表示します。

•

編集をクリックして被検者情報を変更します。

•

閉じるをクリックして現在の被検者の画面を終了し、新規の一時被検者の画面を開始します。

注記 • 被検者ファイルが開いていない場合は、一時被検者ファイルを開くことができます。一時被検者ファイ
ルにより、被検者データを入力することなくテストを開始することが可能です。

一時被検者には、記録を作成した日時に基づいた一意の番号（yyyymmddhhmmss＝年月日時分秒）が与えられます。
データを保存すると、一時被検者の情報を編集するよう求められます。既存被検者情報の編集についての詳細は、
► 25ページを参照してください。

被検者グループ
このグループでは、新規被検者の作成。既存の被検者リストの表示、および被検者に使用できるすべてのテストの
レビューを実行できます。

新しい被検者
新規被検者の情報を入力するには新しい被検者をクリックし、被検者情報をフォームに記入します。

24
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•

必須項目には星印（*）がついています。

•

入力最大文字数は、全てのエントリにおいてそれぞれ45文字です。

•

被検者IDは英数字または文字と数字の組み合わせを使用できます。

•

性別を設定するには、ドロップダウン矢印をクリックして適切なエントリを選択します。

•

生年月日の形式はコンピューターのセットアップによって異なり、月/日/年（mm/dd/yyyy）または日/月/年
（dd/mm/yyyy）の順に表示されます。ここでは数字のみ入力できます（英字は入力できません）。

注記 • 被検者の生年月日は、被検者のヘッドインパルスゲインに対し年齢に基づいた基準データを使用するか
どうかを決定するために必要です。

変更を保存せずにフォームを閉じるにはキャンセルをクリックします。データを保存するには保存をクリックしま
す。

注記 • 必須項目を空白で残した初回は、システムが警告メッセージを発します。

既存の被検者
注記 • 被検者リスト操作の詳細な説明は► 174ページを参照してください。

被検者グループから、被検者リストを選択します。表示されたウィンドウから、既存の被検者にアクセスすること
ができます。被検者情報は、被検者名、ID番号など、情報のタイプによって列に分けられています。

Otometrics - ICS Impulse USB
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これらの列では、特定するための情報を数文字入力することで、特定の被検者を検索できます。
苗字（ラストネーム）.

検索機能が利用できる列では、列タイトルの下をクリックします。縦のカーソル（A）と検
索を消去するためのボタン（B）が表示されます。
•

1文字以上を入力して検索します。

•

入力したテキストを消去するには、

をクリックします。

既存の被検者がすでに受けたテストは、該当テスト列にチェックマークで示されています：

眼振運動
ヘッドインパルス
位置
カロリック
録画 (ビデオフレンツェル)

注記 • 一意の識別子（

）は、ユーザーが1つ以上のテストあるいは録画を特定の理由のために選択したこ

とを示しています（異常な結果、研究に使用される結果など）。

被検者を選択するには、被検者名をクリックします。被検者リストの下部のボタンにより、被検者ファイルを開き
編集することができます：

26
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•

開くをクリック（またはダブルクリック）して被検者ファイルを開きテスト結果を表示します。
被検者からすでに採取したデータは、各テストタイプ名の横のチェックマーク
で示されます。

注記 • 開いている被検者に関して採取したすべてのテストリストは、テ
ストリストグループから収集済みのテストをクリックします。。はテ
スト日付で分類されています► 28ページを参照してください。

•

編集をクリックして既存の被検者情報を変更します。
このフォームを使用して被検者情報を変更します：

必須項目には星印（*）がついています。

Otometrics - ICS Impulse USB
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2人の被検者の統合
統合ウィンドウでは、2人の被検者からのデータを1人の被検者に統合できます。
1. 被検者グループから、被検者リストを選択します。
2. 統合ウィンドウタブをクリックします。

注記 • 現在開いている被検者は統合できません。最初に選択した被検者は被検者1と特定されます。2番
目に選択した被検者は被検者2と特定されます。

3. 統合する2人の被検者を選択します。

注記 • 3人以上の被検者が選択されている場合は統合できません。

4. 統合をクリックします。（ボタンはウィンドウの右下にあります。）
5. 被検者1リストまたは被検者2リストから、統合ファイルから作成される新規ファイルに含まれる、統合に必要
な苗字（ラストネーム）、名前、被検者ID、性別、および生年月日を選択します。

注記 • いずれの被検者リストにもエントリがない場合も、各フィールドを選択する必要があります。デー
タは最初に作成された被検者に統合されます。

6.

OKをクリックします。選択した被検者ファイルが正常に統合されたことを確認するメッセージが表示されま
す。

収集済みのテスト リスト
開いている被検者に関して採取したすべての
テストリストは、テストリストグループか
ら収集済みのテストをクリックします。。
はテスト日付で分類されています

28

Otometrics - ICS Impulse USB

6 被検者データエントリ／リスト

ウィンドウには、その被検者から採取された
すべてのデータが表示されます。テスト日付
とテストグループで分類されています （最
近のものが最後に表示されます）。
各テストグループには、そのグループ内で実
施されるすべてのテストタイプが含まれま
す。
▶をクリックすると、特定の日付または特定
にテストグループのテストリストを非表示に
できます。
テスト名をクリックするとテストデータが表
示されます。テストリストの詳細は、► 19
ページを参照してください。

ログアウトしています
ログアウトするには、画面左下角にあるログアウト（A）をクリックします。

Otometrics - ICS Impulse USB
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7

セットアップをプリテストする

7.1

被検者の準備
警告 • 頸部を負傷している被検者、あるいは担当医師から頸部運動を制限するよう指示されている被検者に
は、ヘッドインパルスは実施しないでください。

テスト前に、次の一般推奨要項を被検者に伝えてください：
•

テスト前48時間以降は飲酒しないでください。

•

目元に化粧を施さないでください。

•

快適な服装を選んでください。

7.2

ゴーグルの準備

7.2.1

清掃およびメンテナンス
ICSインパルスゴーグルには、予防メンテナンスの必要はありません。清掃とメンテナンスについては、次の推奨ガ
イドラインを参照してください。
•

ゴーグルを使用していない間は、カメラのレンズにカバーを着けておいてください。

•

器具は清潔に保ち、できる限り埃がつかないようにしてください。埃は柔らかい布で除去してください。

•

必要に応じて、薄めた洗剤に浸した布でゴーグルのケースを拭いてください。ゴーグルの内側に水分が入らない
ようにしてください。冷却ファンは水気のないところで使用してください。

注意 • ゴーグルのコンポーネントを洗剤に浸したり、洗剤のスプレーで清掃したりしないでください。電子部
品また/あるいは光学部品を破損する恐れがあります。

•

必要に応じて、付属のクリーニングクロスでミラーまた/あるいはカメラレンズを清掃してください。ミラー表
面に指紋が残っていると、瞳孔検出が不正確になります。カメラあるいはミラーに汚れがある場合は、データ採
取の際にアーチファクトが現われます。

注意 • ミラーあるいはカメラレンズの清掃を不適切に行うと、表面に傷をつける恐れがあります。

注意 • ゴーグルのケース内には小型の冷却ファンが備えられています。 ファンのブレードに障害物が当たら
ないように注意してください。
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7.2.2

ストラップを交換する
1. フェイスクッションを取外します。
2. ペンを使用してプラスティッククリップを押し込み、ゴー
グルに付属しているストラップクリップを引きます。
3. 反対側でこれを繰り返します。
4. ケーブルをストラップの両方のクリップから取外します。

5. 新しいストラップアセンブリを用意します。
6. ストラップクリップをゴーグルの両側にクリップします。
7. ケーブルをストラップの両方のクリップに取り付けます。

7.2.3

フェイスクッションを交換する
注記 • 使い捨て消耗品のフェイスクッションは、被検者が変わるごとに取り替えてください。

1. フェイスクッションを取外すには、ゴーグルの側面をカメラと反対側に向けて僅かに曲げ、フェイスクッション
を飛び出させるようにします。フェイスクッションをもう一方の側面から外します。
2. 使用済みフェイスクッションを適切に廃棄します。
3. 新しいフェイスクッションを用意します。
4. フェイスクッションのタブをゴーグルのカメラ側にある穴の位置と揃えます。
5. フェイスクッションがノーズピースの内側に入るよう確認してください。
6. ゴーグルを反対側に向けて僅かに曲げ、フェイスクッションのタブをゴーグル側面の穴の位置と揃えます。
7. どちらの面でも完全に内側に入るよう、クッションの両側面を押し込み確認します。

Otometrics - ICS Impulse USB
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7.3

ゴーグルの配置
ゴーグルが正しく着用されている場合は、被検者の鼻のブリッジの上に無理なく配置され、テスト中に動くことは
ありません。

注意 • ゴーグルを正しく着用することは重要です。不適切なゴーグルの着用は、不正確なデータ採取に繋がり
ます。ゴーグルが動くと、不正確なゲイン値（高すぎる）が発生しやすくなります。

注記 • 詳細な情報は、vHITトレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

1. 被検者がゴーグルを着用する前に、次の点を確認してください。
–

ゴーグルのフェイスクッションが新品であること。► 31ページを参照してください。

–

ミラーに汚れがないこと。► 30ページを参照してください。

注記 • 使い捨て消耗品のフェイスクッションは、被検者が変わるたびに取り替えてください。

注意 • 不適格な清掃は、ミラーの表面に傷をつける恐れがあります。

2. 必要に応じて、ストラップを交換してください。► 31ページを参照してください。
3. 被検者の鼻のブリッジの上に、ゴーグルを配置します。
4. ストラップを被検者の耳にかけ、頭部の後ろに回します。
5. テスト中にゴーグルが動かないよう、ストラップをしっかりと締めます。
6. テスト中の頭部を動かせるようケーブルの長さに余裕を持たせ、被検者の右肩の上で洋服にクリップ止めしま
す。
7. 瞳孔検知の妨げにならないよう、被検者が瞼を大きく開けて眼を見開けるように確認します。必要に応じて、眼
の周りの皮膚を調整します：
ゴーグルの底部を傾けて顔面から離し、目の下の皮膚を引っ張るようにしてゴーグルを再配置し、皮膚の位置を
維持します。ゴーグルの上部を傾けて顔面から離し、眼の上の皮膚を引っ張るようにしてゴーグルを再配置し、
皮膚の位置を維持します。
8. ゴーグルのフィット感を目視確認します。
9. 被検者にゴーグルを着け、ストラップを締めたあと、被検者の顔面にゴーグルがどのようにフィットしているか
を確認してください。ゴーグルと被検者の顔面に隙間がある場合、ゴーグルが動く原因となります。この場合
は、フェイスクッション#2を使用することを検討してください。
アジア系の人に良く見られる特長ですが、鼻梁の低い被検者にフェイスクッション#1を使用すると、隙間ができ
ることがよくあります。

32

Otometrics - ICS Impulse USB

7 セットアップをプリテストする

フェイスクッションタイプ

フェイスクッション#1

フェイスクッション#2

ゴーグルの着用

ゴーグルの不適格な着用

ゴーグルの適格な着用

Otometrics - ICS Impulse USB
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正しくないフェイスクッションを使用すると、データ品質の劣化につながります。
例1 - アジア系韓国人から収集したデータ
フェイスクッション#1使用

利得値は分散し、眼球運動の軌跡が頭位の軌跡より大きくなっています。このデータはゴーグルがずれた結果で
す。
フェイスクッション2#使用

利得値は集中し、眼球運動の軌跡の振幅が減少しています。このデータはゴーグルが適切に着用されていること
を示しています。

34
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例2 - アジア系フィリピン人から収集したデータ
フェイスクッション#1使用

利得値は分散し、眼球運動の軌跡が頭位の軌跡を下回っています。このデータはゴーグルが適切に着用されてい
ることを示しています。
フェイスクッション2#使用

利得値は分散し、眼球運動の軌跡のノイズが大きくなっています。フェイスクッション#2は不快で、被検者の瞬
きが過度になり、ヘッドインパルス手順の際に被検者が注視目標を注視できませんでした。

Otometrics - ICS Impulse USB
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7.4

暗視野ソリューションとゴーグルの配置

7.4.1

の準備
1. 完全に光の入らない部屋ではテストを行わないでください。直感的でないと考えられがちですが、完璧な社交環
境におかれた被検者から最適な結果を得るには僅かな室内光がある方が良策です。
2. 被検者のまつげが長い場合は、マスカラを落としてください。右眼のカップの黒いウィンドウ（瞳孔のトラック
および眼球運動の録画を行う側）にマスカラが残ると、瞳孔のトラックおよび眼球運動の録画に支障をきたしま
す。

重要 • 黒いウィンドウには触らないでください。
右眼のカップを取り扱う間、黒いウィンドウに触らないように注意してください。ウィンドウの曇り止め
効果が皮脂により低減されます。指紋がつくと、瞳孔のトラックが困難になります。

3. 暗視野ソリューション（右眼用のカップおよび左目用の眼帯を含む）を使用します。

注意 • 使い捨て消耗品の目隠しソリューションは、被検者が変わるごとに取り替えてください。清掃して
再利用することはできません。

右目用カップ

左目用パッチ

4. 被検者に、短時間まわりが暗闇となることを伝えてください。被検者から外が見えなくても、ゴーグルについて
いるカメラが被検者の眼球運動を録画していることを説明します。

7.4.2

右眼にカップを着用する
1. カップの裏面のプラスチックシートを剥がします。
2. 被検者に眼を大きく開くよう指示します。

注記 • 被検者の前に立ちはだかるのではなく、被検者と同じ高さに座ると、カップの配置が容易になります。

3. 被検者に正面を注視するよう指示します。瞳孔が黒いウィンドウの中心に位置するようにします。
4. 被検者の瞼が降りてくるようであれば、カップを着用する際に瞼を上げておきます。これにより、テスト中に被
検者が眼を見開く助けになります。
5. カップの内側の端を折り、鼻の右側の鼻梁にフィットするようにします。
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A. 鼻梁

B. 内側の端を後に折る

6. カップの中心に眼が位置するように注意してください（上下に偏らないように）。

重要 • 黒いウィンドウには触らないでください。
右眼のカップを取り扱う間、黒いウィンドウに触らないように注意してください。ウィンドウの曇り止め効果
が皮脂により低減されます。指紋がつくと、瞳孔のトラックが困難になります。

7. 端の周りをゆっくりと押して、全部分がシールされていることを確認します。 カップがしっかりと遮光してい
ることを確認してください。

7.4.3

左眼に眼帯を着用する
1. 眼帯の裏側のプラスチックシートを剥がします。
2. 被検者に眼を閉じるよう指示します。
3. 眼帯の幅の広い側を鼻側に向けて配置します。パッチの中心に眼が位置するように注意してください（上下に偏
らないように）。
4. 端の周りをゆっくりと押して、全部分がシールされていることを確認します。 眼帯がしっかりと遮光している
ことを確認してください。

7.4.4

遮光性の確認
1. 被検者の目が慣れるまで、数分待ちます。
2. 被検者に、僅かでも光が入ってくるか尋ねます。被検者が電球（スポットライト、ハロゲン、白熱灯）を直視し
ないように注意してください。
3. 暗視野カップと眼帯がしっかり着用され、被検者の目に光が入らないことが確認でき次第、被検者にゴーグルを
配置します。

7.4.5

暗視野ソリューションにおけるゴーグルの配置
注記 • ゴーグルを暗視野ソリューションの上に配置する前に、ゴーグルのフェイスクッションが新品であるこ
とを確認してください。

1. OTOsuite Vestibularソフトウェアで、眼振運動または位置テストグループからテストを開くか、または録画
テストグループからビデオ記録/再生を開きます。
2. カップがゴーグルの中で中央に位置するように、被検者にゴーグルを配置します。
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3. テスト中にゴーグルが動かないようストラップを締めます。ただし、ヘッドインパルステストの場合ほどスト
ラップを締める必要はありません。

注記 • テスト中（自発眼振、注視、頭位）にゴーグルが動かない程度にストラップを締めます。ヘッドインパ
ルステストの場合ほどストラップを締める必要はありません。ストラップを締めすぎると暗視野ソリューショ
ンが顔に押し付けられ被検者が不快感を感じるため、眼球運動の録画がより困難になります。

4. カップのウィンドウの中心に眼が位置するように確認してください。
良いポジション

悪いポジション

A. 直立的に中心ではない場合： 眼よりも上瞼が見えます。
B. 直立的に中心ではない場合： 下瞼はあまり見えません。
C. 水平的に中心ではない場合： カップの内側の端が、鼻から遠すぎま
す。眼の際が、カップの端に位置していることに留意してください。
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7.4.6

目隠しカップおよび眼帯の取り外し
注記 • 暗視野カップと眼帯をゆっくりと取外してください。いきなり取外すと不快感があります。必要に応じ
て、少量の水を被検者の皮膚とカップまたは眼帯の間に付けると取外しやすくなります。

1. 被検者に眼を閉じるよう指示します。
2. カップと眼帯を ゆっくりと 被検者の顔から取外します。
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8

眼振運動

8.1

テスト環境
環境は変化し得ますが、少なくとも被検者の位置は壁（あるいはその他の投影面として使用できる固い表面）から1
メートル以上離すようにしてください。この姿勢は、較正およびSaccadeテスト、VORテストに使用されます。注視
(注視、自発)、斜偏視テストでは、被検者は被検者は快適な座位あるいは仰向けの姿勢で、頭部を30度傾けます。

較正およびテストのために：

注記 • 被検者は静止した椅子に座り、椅子を回転させないようにしてください。

1. 被検者の正面で被検者から1m以上離れた壁を、注視目標に使用します。
2. システムに付属の注視目標を1つ壁につけます。注視目標が被検者の正面にくるよう注意してください。

8.2

テスト中の眼球運動を録画する
注記 • 記録 採取したデータを再生するためにチェックされている必要があります。

ビデオウィンドウが眼球の画像を表示します。
デフォルトでは記録（A）がチェックされています。眼球運動の録画とデータ採取は同時に開始されます。

8.3

瞳孔検知
ゴーグルの適切な配置方法は、► 32ページを参照してください。
目隠しソリューションの適切な配置方法は、► 36ページを参照してください。
1. 次からテストを選択します。注視、VOR、斜偏視、またはSaccade。
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2. テストタイプを選択してください. たとえば注視テストには2つのテストタイプがあります。注視と自発の2つ
のタブがあります。

注記 • 目隠し は較正時にはチェックしないでください。

3. 目隠しソリューションを使用する場合は、目隠しのチェックボックスを選択します。

注記 • ライセンスがない場合は、テスト中に回旋眼振が存在するかどうかを判断できません。購入すると、
ライセンスにより眼位の軌跡とSPVグラフが提示されます。

4. 回旋データを採取するには、チェックボックス回旋を選択します。（デフォルトで回旋が選択されるようにす
るには、テストのオプションで、このテストグループの該当するウィンドウでこのテストタイプのオプション
を選択します。） 回旋を選択した際のビデオファイルサイズの増加を理解するには、► 256ページを参照して
ください。
5. テスト方法を選択します（A）。たとえば、注視テストには7つのテスト方法があります。センター、左耳、左
注視、右耳、右注視、上、および下へ。

注記 • 目隠しまたは回旋を選択すると、採取されるフレームレートが60 fps（秒毎のフレーム数）に変更さ
れます。このレートでは、カメラのシャッターをより長く開いたままにでき（露出が増加）、画質が改善され
ます。
目隠しを選択すると、テストリストの目隠し欄にチェックマークが付きます。

6. 回旋データを採取する場合
A. 被検者に真直ぐ前を注視して目を大きく開けるように指示します。
B. キャプチャーをクリックします。回旋基準フレームがテストセットアップウィンドウの右下に表示され
ます。
基準フレームは採取したデータと比較され、回旋性の眼球運動が存在するかどうかが判断されます。基準フレー
ムは後続のすべてのSPVテストに使用できます。画質が悪い場合は、被検者に再度指示してキャプチャーをも
う一度クリックします。
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良い画質

悪い画質

7. 被検者の位置を決めます。► 40ページを参照してください。
8. ROI（関心領域）を瞳孔の周りに配置する：
–

緑色のボックスをクリックして、瞳孔を中心とした位置にドラッグするか、または

–

瞳孔をクリックして緑色のボックスの中心に瞳孔を配置します。

9. ビデオウィンドウで、表示する画像のタイプを選択します。グレイスケール画像 (A) または 瞳孔位置
(B)。

注記 • グレイスケール画像あるいは瞳孔位置の選択は、瞳孔検知の設定にのみ使用されます。眼球運動は
常にグレースケールで録画されます。

10. 瞳孔が自動的に検知されなかった場合は、自動閾値設定を選択します。システムが瞳孔の中心に十字線をつけ
ます。
11. 注視目標を注視するよう被検者に求めます。十字線を観察して瞳孔トラッキングを査定します。 十字線が瞳孔
をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋または-ボタン
を動かして調整してください。
較正およびデータ採取の間、瞳孔検知によりシステムが瞳孔を適切にトラックします。
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注記 • 瞳孔の白い円形の画像の外側に白い範囲が表示されないよう、追加調整を行ってください。

12. OKを選択してROI位置を承認します。
13. 較正がまだ実施されていない場合は、► 43ページに進みます。

8.4

校正
注意 •

手順の最中は両方のレーザーがオンになります。レーザー光線を直視しないようにしてくださ

い。本書に指定する以外のコントロールや調整の使用、あるいは手順の実行は、有害な放射線曝露に繋がる危
険があります。

1. レーザーONをクリックして両方のレーザーをオンにします。

2. 被検者に、注視目標の左右それぞれの均等な位置に、点を配置するように指示します。

3. 被検者に、左の点を見るよう指示し、続いて右の点を見るよう指示します。ビデオウィンドウで、十字線が動
向を引き続き追跡しているかを確認します。
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注記 • リアルタイムトレース（X軸単位:秒）ウィンドウを使用して頭部および眼球運動データをモニター
します。オレンジ色の頭部運動トレースと緑色の眼球運動トレースを観察することにより、被検者が頭部ある
いは眼球を動かしているか（注視目標を注視する代わりに）、過度に瞬きをしているか、あるいは与えられた
指示に従っていないか（非協力的）がわかります。

4. 十字線が瞳孔をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋ま
たは-ボタンを動かして調整してください。
較正手順では、レーザーがオンの際に現れる2点の間で注視を切り替えるよう求めます。被検者が注視を切り替
える間、システムが瞳孔の動きを追跡します。

注記 • 被検者の較正が実行できない場合（視力がきわめて弱く、注視目標あるいはレーザー光線の点が見えな
いなど）、デフォルトをクリックして較正デフォルト値（∆ = 21）を使用します デフォルトをクリックす
る前に、被検者が注視目標に向かって真っすぐ前を向いていることを確認してください。

2つのレーザー光線点の間での眼球運動は、ゴーグルから投射されたレーザー光線点の既知の値に対してキャリ
ブレートされます。較正値は、中央から7.5度の角度に相当するピクセル位置に関連しています。左右の違い
は、眼球運動15度に対するピクセル数に相応しています。これらの値は、ヘッドインパルステスト中の眼球運動
を分析するために使用されます。
5. 実行をクリックします。

6. 被検者に、注視目標に向き合い、頭部を静止したまま維持するよう支持します。
7. 被検者に、レーザー光線点を追いかけるよう指示します。

注記 • 較正値は自動的に保存されます。保管した較正値は、全てのテストに使用することができます。ゴーグ
ルを移動しない限り、テストの間に再較正を行う必要はありません。被検者のファイルを終了してから再度開
いた場合は、較正をもう一度実行する必要があります。

較正確認
1. 被検者に、注視目標を注視しながら、小さな角度（約10度）ずつ頭部を横に向けるよう指示します。
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2. 眼球と頭部の速度が適合するかを確認します。

良好な較正―眼球および頭部の速度が適合

（不良な較正の例は、ヘッドインパルスで実行された較正を表示します）。

不良な較正―眼球速度が低すぎる

不良な較正―眼球速度が高すぎる

3. 眼球と頭部の速度が適合しない場合は、再較正を実行するか被検者の履歴を確認してください。
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注記 • 被検者が低周波数の頭部回転中にキャッチアップサッケードを示す場合は、前庭機能喪失あ
るいは小脳障害、またはその両方の可能性があります。テスト結果が低周波数の頭部回転時の
キャッチアップサッケードを含む場合は、ヘッドインパルステスト結果の解釈を注意深く行ってく
ださい。通常範囲内ではないデータは、末梢性また/あるいは中枢系障害の可能性を示していま
す。VORテストを使用して、較正確認の間にキャッチアップサッケードを示した被検者を査定して
ください。

4. 較正が確認され、結果が適切に得られた場合は、承諾をクリックします。

収集ウィンドウが開き、ソフトウェアがヘッドインパルスデータの採取を開始する準備が整います。

注意 • 較正を一度実行した後は、被検者の頭部のゴーグルの位置を変えないことが推奨されます。
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8.5

採取を最適化する
本アプリケーションは、次の機能により良質なデータ採取を実現します：
•

External Monitor （外部モニター）
眼球の画像を外部モニターに拡大して表示することができます。コンピュータに外部モニターが接続している場
合は、眼球運動の録画を容易に閲覧できる場所にモニターを配置してください。眼球ビデオをコンピュータのモ
ニターおよび外部モニターにも表示する場合は、

をクリックします。外部モニターは、SPVテストおよ

び経過時間においてリアルタイムのSPV値を表示します。注視テストでは、テスト中の眼球の中心からの移動
に応じて注視位置が変化します。Saccadeテストでは、テスト中の採用および収集のSaccade数です。再生
中、外部モニターには眼球の画像が表示されます。テストのオプションで設定されている場合は、頭位
フィードバックまたは室内同時録画も表示されます。

注記 • 外部モニターはヘッドインパルステストには対応していません。

•

頭位フィードバック
SPVテストでは、頭位フィードバックオプションはデフォルト設定です。このオプションに設定すると、被検
者の頭位の参照図がリアルタイムでコンピュータモニターに表示されます。このオプションの設定についての詳
細は、► 186ページを参照してください。

8.6

注視テスト
これらのテストでは、ゴーグルが水平および直立の眼位データを採取します。OTOsuite Vestibularソフトウェア
は、眼位データを処理し、緩徐相速度（SPV）を計算します。高速カメラは眼球の画像を捉えます。

注視 テストでは、注視および自発眼振を評価できます。これら2つのテストタイプの目的は、被検者に特定の位置
で注視を行ってもらうことで、発生した眼振を識別することにあります。被検者は通常、座位またはカロリーの姿
勢（頭部を30°傾ける）をとります。眼位が計算され、注視位置として表示されます。

注視
このテストタイプでは、異なる方向（左耳、右耳、上、下へ、センター）で注視している被検者の眼球運動を評
価します。追加のテスト条件が2つ（左注視および右注視）あります。これらの条件では反動眼振を評価します。
テストはまず被検者に左方向または右方向を見てもらいます。次に、被検者が視線をセンターに戻す間データを採
取します。
試験者は被検者が注視する刺激（目標）を提供します。この刺激とは、試験者の指、器具（ペン先やピンなど）、
またはプレゼンテーションリモートから壁に投射したレーザー光線などです。あるいは、暗視野テストのように、
被検者は特定の方向を見るように口頭で指示されます。ANSI基準によると、中心から左右に30° 離れた場所を注視
する眼球、そして中心から上下に25°離れた場所を注視する眼球をそれぞれ最短10秒間録画します。注視位置は、
被検者が注視している位置のセンターからの角度を示します。交代性あるいは方向交代性眼振を査定するために
は、眼球を2分以上録画します。上記に示した角度以上に離れた場所を被検者に注視させると、診断的には関連性の
ない終末位眼振を起こさせる可能性があることに注意してください。注視テストは明視野あるいは目隠しのどちら
でもテストできます。

自発
このテストタイプでは、眼球が正面を見る第一眼位にあり、視覚的強化のない場合での眼球運動を査定します。
ANSI基準によると、眼球の最短録画時間は20秒間です。被検者あるいは被検者の頭部は多様な条件、例えば座位、
横臥、頬杖、後方に反らすなどとなります。自発テストは明視野あるいは目隠しのどちらでもテストできます。

その他
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このテストタイプでは、データを採取するテストを決定して被検者の眼球運動を評価できます。

8.7

注視データの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。

注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください

データ採取の際は、頭部の動きを頭位フィードバック表示または室内同時録画を使用してモニターすることがで
きます。また、いずれも使用しないよう選択することもできます。（デフォルトのディスプレイは テストのオプ
ションで設定されています）

注記 • 室内同時録画を使用する場合は、データ採取中に被検者の頭部全体が録画されるようにカメラ位置を
調節してください。音声を記録する場合は、周囲雑音のレベルが最小になるような位置にカメラを置くことが
重要です。

1. 被検者頭位の位置決め
2. 中心参照点の設定：
A. 被検者に指示します。
B. レーザーON（A）をクリックします。
C. 被検者には、壁に表示されるレーザーの点を注視するよう指示します。被検者の頭部が中心を向いてい
ることを確認し、センターをクリックするか、プレゼンテーションリモートで2秒以上左ボタンを押し
下げます。（ボタンを放すと画面が更新されます。）

3. 被検者に正面のテスターの指を注視するよう指示します。表示されている注視位置が0°であることを確認しま
す。
4. 選択に従って進みます。
•
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テスト条件 - 左注視以外すべて
望ましい注視位置の刺激を追うように被検者に指示します。データ採取を開始するには、スタートをク
リックするか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。
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•

テスト条件 - 左注視のみ
被検者に、左または右の刺激を追うよう指示します。データ採取を開始するには、スタートをクリックす
るか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。 採取の開始後、被検者に注視をセン
ターの注視位置に戻すよう指示します。

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。

眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。採取中にイベントマーカー(

)を軌跡上に挿入するには、次のいずれかの方法を使用します。

•

プレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。

•

イベントをクリックします。

軌跡の下にイベントマーカーが挿入されます。

SPV 値
リアルタイムSPV （緩徐相速度）値（A）は、SPV 予測における変動性の量に基づいて算出された予測値です。値は
緑あるいはオレンジ色でウィンドウの右上部に表示されます。
•

緑色: 変動性が低い場合、値の信頼性は高くなります。

•

オレンジ色: 変動性が高い場合、値の信頼性は低くなります。

注記 • SPV 値は、信頼性は低いものの不正確ではありません。

注視位置 値
注視位置位置の値（B）は眼球の中心からの動きです。位置はデータ採取の開始前とデータ採取中に表示されます。
左方向の眼球運動は負の値です。右方向の眼球運動は正の値です。

注記 • 詳細な情報は、眼振運動トレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
（名称にはテストの方向とテストの条件が含まれます）
B. 経過時間 – テストの期間
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C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

テストが最長期間に達すると、システムは自動的に停止します。（テストの最長期間はテストのオプションで設定
されています）
•

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。

•

テストを途中で停止するには、停止をクリックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。データは保存されます。

•

データを保存せずにテストを中途で停止するには、キャンセルをクリックします。

データは解析され、解析ウィンドウに表示されます。

8.8

注視データ解析
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。

8.8.1

解析ウィンドウ
テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。

眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。
どの軌跡を表示するかを変更するには、軌跡の文字記号の該当するチェックボックスを選択または選択解除しま
す。 テストの再解析中、新規の設定が維持されます。被検者ファイルを閉じた場合やその被検者のテストリストか
ら別のテストを選択した場合、テストのオプションでの選択内容によって表示が変更されます。

注記 • 被検者を開いているときにテストのオプションの設定に変更を加えると、その開いている被検者に適
用されます。
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軌跡はカーソルの周囲にセンタリングされます。 レポートは、カーソルを中心とした軌跡 ウィンドウに表示され
る部分の軌跡を印刷します。

緩徐相速度 グラフ
このグラフは、眼振の強度を記録することを目的としています。このグラフは水平右（HR）および直立右（VR）ト
レースにおいてSPVアルゴリズムにより識別された個々の眼振の方向を表示します。
SPVピーク(°/s)ピークはグラフ内で四角形で表示されます。
特定のポイントを選択するには、それをクリックするかあるいは左右の矢印キーを使用してポイントの間（方向の
間）で移動します。SPVウィンドウ（B）。

注記 • TRを選択すると眼位の軌跡が、SPVグラフを選択すると回旋が表示されます。

アルゴリズムがピークを選択しない場合は、そのトレースのピークを手動で設定してください。解析の開始時間の
選択については、► 52ページの再解析ウィンドウの説明を参照してください。

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

解析の詳細 - 情報

テストパラメータが一覧されます：
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•

テストタイプ – データを採取したテストの名前

•

オペレーター – データが採取された際にOTOSuite Vestibularソフトウェアにログインしていた人物

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

•

テスト時間 – データ採取が開始された日時

•

経過時間 – テストの期間

•

解析開始時間 – 解析を開始した時間

SPV 値
•

ポイント(°/s) – 選択したポイントの緩徐相速度（選択した拍動）

•

ピーク (°/s) – 緩徐相速度のピークが設定された場所
ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

•

平均(°/s) – 解析された全データの平均速度

•

最小(°/s) – 解析された全データの最低速度

•

最大(°/s) – 解析された全データの最高速度

解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。

解析の詳細 - 再解析

解析開始時刻―全てのトレース
トレース内のデータを解析から除外するには：
1. 眼位の軌跡ウィンドウで黒いカーソルを新規開始時刻に移動します。
2. 解析の詳細ウィンドウで、再解析ウィンドウタブをクリックします。
3. 再解析するには、次をクリックします。
•
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カーソルから再解析 - 開始時間がカーソル位置の次の1秒間に設定されているすべての軌跡を解析します
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•

フルトレースを再解析 - 全てのトレースを開始時点から解析します

注記 • 開始時刻は情報ウィンドウに表示されています。

SPV（緩徐相速度）グラフ

注記 • ライセンスがない場合は、テスト中に回旋眼振が存在するかどうかを判断できません。購入すると、
ライセンスにより眼位の軌跡とSPVグラフが提示されます。

変更する軌跡をHR、VR、またはTRを選んで選択します。
•

•

ポイント(°/s)
–

削除 - 選択したポイントを解析およびレポートから除外します

–

復元 - 手動で削除した全てのポイントを復元します

ピーク (°/s)
–

選択 - カーソル位置に基づいて新規ピークを設定します

–

復元 - アルゴリズムにより決定された場所にピークを復元します

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

8.8.2

データ採取の再生
眼位の軌跡および眼球運動の録画は、頭位フィードバックあるいはテスト中の室内録画と併せて再生できます。
録画再生ボタンおよびセレクション

再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。

カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない
場合は、トレースの最初から再生が開始されます。

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生で
きます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度で
のみ再生できます。

•

より遅く - 60fps以上で録画された眼球運動録画は、通常、低速あ
るいはより低速度でのみ再生できます。
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8.8.3

Gaze図
バージョン4.0より前に採取されたデータの場合、解析タブをクリックします。解析の詳細ウィンドウで、再解析
をクリックします。。カーソルから再解析またはフルトレースを再解析をクリックしてデータを再解析します。
Gaze図タブをクリックし、テストリストからテストを選択してこのウィンドウにデータを表示します。注視グラ
フ解析ウィンドウにデータを入力するには、5つの注視テストをすべて独立して再解析する必要があります。
注視テスト条件センター、左耳、右耳、上、および下へ は、注視グラフ解析ウィドウでレビューできます。テ
ストを削除または追加するには、テストリストの 列をクリックします。それぞれのテスト条件についてテストを
1種類のみ選択して表示することができます。

眼位の軌跡
選択したテストの水平（HR）および垂直（VR）眼位の軌跡眼位の軌跡ウィンドウに表示されます。
軌跡はカーソルの周囲にセンタリングされます。 軌跡全体を表示するには、解析タブをクリックします。

注視グラフ解析
このグラフは自動解析の結果を表示します。

54

Otometrics - ICS Impulse USB

8 眼振運動

各テスト条件に対して相対的な眼位が決定されます。各テスト条件はグラフ内のボックス、 左のボックスの右方向
注視（テスターを見ている被検者に基づいて）、右のボックスの左方向注視、上のボックスの上方向注視、中心の
ボックスの中心方向注視、下のボックスの下方向注視で表されます。各テスト条件での眼振は、方向、速度、およ
び振幅が評価されます。図の矢印は眼振に関して次のことを示します。
•

方向（テスターを見ている被検者にもとづく方向のポイント）

•

振幅強度（矢印の太さに基づく）、および

•

速度強度（矢印の尾の太さに基づく）

矢印の強度カットオフはテストのオプションで設定します。丸は眼振が検出されなかったことを示します。
選択した各注視テスト条件に対して、次の値が提供されます。

8.9

•

方向 : 眼振の方向

•

SPV x̄ (°/s) : 眼振の緩徐相速度の平均の角速度

•

振幅 (°) : 眼振の振幅の平均の角速度

VORテスト
これらのテストでは、ゴーグルは頭部と眼球の両方のデータを採取します。ジャイロスコープは頭部運動（刺激）
の速度を計測します。高速カメラは眼球の画像を捉えます。OTOsuite Vestibular ソフトウェアは眼球と頭部運動
速度データ（応答）を処理します。頭部運動と眼球運動を同時に表示することで、臨床医は応答が正常な範囲内か
どうかを識別することができます。

VORテストは、視覚的強化条件の有無で比較して前庭眼反射（VOR）を査定することができます。この2つのテスト
タイプの目的は、どちらかの条件でキャッチアップサッケードが見られるかを識別することにあります。被検者は
注視目標が固定され、抑制目標が投射される壁から1m以上離れた場所に座ります。
VVOR（視覚の前庭動眼反射） (視覚 VOR)
このテストタイプでは、被検者の前庭眼反射を視覚的強化と合わせて査定します。被検者には壁の注視目標を注視
するよう指示します。試験者は被検者の頭部をゆっくりと約0.5Hz、10° の振幅で水平面または直立面で動かしま
す。被検者はテストの間は目標への注視を保ちます。

VORS（前庭性動眼反射抑制） (VOR 抑制)
このテストタイプでは、被検者の前庭眼反射を視覚的強化なしに査定します。被検者には、壁のレーザーの点を注
視するよう指示します。このレーザーの点は、頭部と共に動きます。試験者は被検者の頭部をゆっくりと約0.5Hz、
10° の振幅で水平面または直立面で動かします。被検者はテストの間はレーザーの点への注視を保ちます。このテ
ストは、暗くした部屋でも実行できます。

8.10

VORデータの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。

注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください

データの採取中、室内同時録画が利用できます。(カメラのフレームレート取得がより高速であるため、頭位
フィードバックはVORテストでは表示できません。）

室内同時録画を使用する場合は、データ採取中に被検者の頭部全体が録画されるようにカメラ位置を調節してくだ
さい。音声を記録する場合は、周囲雑音のレベルが最小になるような位置にカメラを置くことが重要です。
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1. 被検者に指示します。（被検者に眼を開けて注視目標を注視するよう指示するなど）
2. データ採取を開始するには、スタートをクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押
します。 テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックする
か、プレゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴りま
す。データ採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。
記録はリアルタイムトレース（X軸単位:秒）ウィンドウに表示されます。この表示には、眼球および頭部の
速度が含まれます。採取中にイベントマーカー（ ）を軌跡上に挿入するには、次のいずれかの方法を使用し
ます。
•

プレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。

•

イベントをクリックします。

軌跡の下にイベントマーカーが挿入されます。

注記 • 詳細な情報は、眼振運動トレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。
収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
（名称にはテストの方向とテストの条件が含まれます）
B. 経過時間 – テストの期間
C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）
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テストが最長期間に達すると、システムは自動的に停止します。（テストの最長期間はテストのオプションで設定
されています）
•

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。

•

テストを途中で停止するには、停止をクリックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。データは保存されます。

•

データを保存せずにテストを中途で停止するには、キャンセルをクリックします。

データは解析され、解析ウィンドウに表示されます。

8.11

VORデータ解析
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。

8.11.1

解析 ウィンドウ
テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。

リアルタイムトレース（X軸単位:秒）
グラフ内のトレースは、データ採取中の眼球および頭部運動速度を表示します。 どの軌跡を表示するかを変更する
には、軌跡の文字記号の該当するチェックボックスを選択または選択解除します。テストの再解析中、新規の設定
が維持されます。被検者ファイルを閉じた場合やその被検者のテストリストから別のテストを選択した場合、テス
トのオプションでの選択内容によって表示が変更されます。
トレース全体を表示するには、トレースの下のスクロールバーを使用してください。レポートは、カーソルを中心
とした軌跡 ウィンドウに表示される部分の軌跡を印刷します。
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解析の詳細

テストパラメータが一覧されます：
•

テストタイプ – データを採取したテストの名前

•

オペレーター – データが採取された際にOTOSuite Vestibularソフトウェアにログインしていた人物

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

•

テスト時間 – データ採取が開始された日時

•

経過時間 – テストの期間

解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。

8.11.2

データ採取の再生
眼球および頭部速度トレースおよび眼球運動録画は、室内録画と併せて再生することができます。
録画再生ボタンおよびセレクション

58

再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。

カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない
場合は、トレースの最初から再生が開始されます。
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録画再生ボタンおよびセレクション

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生で
きます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度で
のみ再生できます。

•

より遅く - 60fps以上で録画された眼球運動録画は、通常、低速あ
るいはより低速度でのみ再生できます。

8.12

斜偏視テスト
このテストでは、ゴーグルが眼球移動データを採取します。高速カメラは眼球の画像を捉えます。
OTOsuite Vestibular ソフトウェアが眼位データを処理し、眼位偏差の程度を算出します。
このテストタイプでは、被検者が異なる位置（座位または背臥位）の場合の眼部アラインメントを交代カバーテス
トを使用して評価できます。このテストの目的は、いずれかの眼のカバーの有無により眼部の不整が発生するかを
識別することにあります。被検者は座位または仰臥位です。眼球を第一眼位に保ち、まず右目をカバーしてからカ
バーを一方の目から他方の目に移動して被検者の眼球運動を録画します。

8.13

斜偏視データの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。

注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください

データの採取中、室内同時録画が利用できます。 （このテストでは頭部は静止したままであるため、頭位フィー
ドバックは利用できません。）

室内同時録画を使用する場合は、データ採取中に被検者の頭部全体が録画されるようにカメラ位置を調節してくだ
さい。音声を記録する場合は、周囲雑音のレベルが最小になるような位置にカメラを置くことが重要です。
1. 被検者に指示します。 （被検者に眼を開けて正面を注視するように指示するなど）。
2. データ採取を開始するには、スタートをクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押
します。 テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックする
か、プレゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴りま
す。データ採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。

テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに
表示されます。
3. データ採取中は、平均的な眼位シフトが精確に算出できるよう、右目がカバーされている（
い（ ）かを手動で表示してください。次のいずれかの方法を使用します。
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•

プレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。このボタンにより、

•

カバー/覆いを取るをクリックします。

と

を切り替えます。

軌跡の下にアイコンが挿入されます。

注記 • 詳細な情報は、眼振運動トレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。
収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
（名称にはテストの方向とテストの条件が含まれます）
B. 経過時間 – テストの期間
C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

テストが最長期間に達すると、システムは自動的に停止します。（テストの最長期間はテストのオプションで設定
されています）
•

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。

•

テストを途中で停止するには、停止をクリックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。データは保存されます。

•

データを保存せずにテストを中途で停止するには、キャンセルをクリックします。

データは解析され、解析ウィンドウに表示されます。
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8.14

斜偏視データ解析
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。

8.14.1

解析ウィンドウ
テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。

眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。
どの軌跡を表示するかを変更するには、軌跡の文字記号の該当するチェックボックスを選択または選択解除しま
す。テストの再解析中、新規の設定が維持されます。被検者ファイルを閉じた場合やその被検者のテストリストか
ら別のテストを選択した場合、テストのオプションでの選択内容によって表示が変更されます。

注記 • 被検者を開いているときにテストのオプションの設定に変更を加えると、その開いている被検者に適
用されます。

軌跡はカーソルの周囲にセンタリングされます。 レポートは、カーソルを中心とした軌跡 ウィンドウに表示され
る部分の軌跡を印刷します。
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解析の詳細 -情報

テストパラメータが一覧されます：
•

テストタイプ – データを採取したテストの名前

•

オペレーター – データが採取された際にOTOSuite Vestibularソフトウェアにログインしていた人物

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

•

テスト時間 – データ採取が開始された日時

•

経過時間 – テストの期間

•

平均眼位シフト (°) – 目隠しと裸眼の間で変化した際の平均眼位偏差（水平および直立トレース用）です。

解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。

8.14.2

データ採取の再生
眼位トレースおよび眼球運動録画は、室内録画と併せて再生することができます。
録画再生ボタンおよびセレクション
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再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。
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録画再生ボタンおよびセレクション

カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない
場合は、トレースの最初から再生が開始されます。

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生で
きます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度で
のみ再生できます。

•

より遅く - 60fps以上で録画された眼球運動録画は、通常、低速あ
るいはより低速度でのみ再生できます。

8.15

Saccadeテスト
Saccadeテストでは、ゴーグルが水平Saccade刺激（前後に移動するレーザー光）を表面に当社し、水平眼位データ
を採取します。高速カメラは眼球の画像を捉えます。OTOsuite Vestibularソフトウェアは、眼位データを処理し
て刺激と比較します。

Saccadeテストでは、高速のゴールに向けたターゲットが提示された際の視覚と眼振運動系を評価できます。テスト
の目的は、被検者が水平Saccade刺激を追跡するときに異常な眼球運動があるかどうかを特定することです。被検者
は刺激から少なくとも1m離れた位置に座ります。眼球運動が刺激と比較されます。振幅、速度、正確性、およびレ
イテンシーが測定されます。
•

振幅 (°) は、初期位置と最初の75 msを超える眼球運動が停止した位置との間の差を測定します。右方向の
眼球移動では正の値、左方向の眼球運動では負の値です。

•

最高速度(°/s) () は眼球運動のスピードを測定し、18.75 msにわたるSaccade的な眼球運動の最高速度で
す。右方向の眼球移動では正の値、左方向の眼球運動では負の値です。

•

精度 (%) は、眼球運動の変位をターゲット変位で割ったサイズを測定します。

•

レーテンシー(ms)は、反応時間、つまりターゲットの移動と最初の108°/sを超える眼球運動との間の時間を
測定します。アルゴリズムでは、発生が早すぎる（ターゲット移動の150 ms前から75 ms後まで）、遅すぎる
（ターゲット移動後500 ms）、または方向が異なる眼球運動はアーチファクトとして却下されます。

Saccade
このテストタイプでは、眼球がSaccade刺激を追跡しているときの被検者の眼球運動を評価します。刺激はゴーグル
から表面に投影されます。各眼位は1秒間維持されます。3-レーザーサッケードテストでは、振幅と方向が左右に水
平方向に7.5°～15°にランダム化された3つの刺激を提示します。

Saccadeテストは目隠しなして実施されます。

8.16

Saccadeデータの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。
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注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください

データ採取の際は、頭部の動きを頭位フィードバック表示または室内同時録画を使用してモニターすることがで
きます。また、いずれも使用しないよう選択することもできます。（デフォルトのディスプレイは テストのオプ
ションで設定されています）
1. このステップは、採取中の頭部の動きをモニターする場合にのみ適用できます：
•

室内同時録画を使用する場合は、データ採取中に被検者の頭部全体が録画されるようにカメラ位置を調節
してください。音声を記録する場合は、周囲雑音のレベルが最小になるような位置にカメラを置くことが重
要です。

•

頭位フィードバックを使用する場合は、被検者の頭部をデータ採取前に正しく配置してください。 被検
者の頭部が動かず、完全に中央にあることを確認してください。 センター参照ポイントを設定します。
A. 被検者に指示します。（被検者に眼を開けたままでいるよう指示するなど）
B. センターON（A）をクリックします。

C. 被検者には、壁に表示されるレーザーの点を注視するよう指示します。被検者の頭部が中心を向いてい
ることを確認し、センターをクリックするか、プレゼンテーションリモートで2秒以上左ボタンを押し
下げます。（ボタンを放すと画面が更新されます。）

注記 • 必要ではありませんが、タスクを被検者に説明する最善の方法は、Saccade刺激をオンにして被検者に
刺激を追う練習をしてもらうことです。

2. 刺激On（B）をクリックするとSaccade刺激が表示されます。
3. 被検者に指示します。（たとえば、眼を開いて頭を動かさないようにし、ターゲットがどこに移動するか予測せ
ず、壁のターゲットを追い続けるように指示します。）
4. データ採取を開始するには、スタートをクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押
します。 テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックする
か、プレゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴りま
す。データ採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。
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刺激と水平(HRウィンドウ。

採用（A）および収集（B）のSaccade数はウィンドウの右上部に表示されます。

注記 • Saccadeが承認されてない場合は、再較正してテストを再開します。頭を静止状態に保てない幼児や高
齢者では、較正およびデータ採取中に頭が動かないように保持することが必要な場合があります。

注記 • 詳細な情報は、眼振運動トレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
（名称にはテストの方向とテストの条件が含まれます）
B. 経過時間 – テストの期間
C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

テストが最長期間に達すると、システムは自動的に停止します。（テストの最長期間はテストのオプションで設定
されています）
•

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。
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•

テストを途中で停止するには、停止をクリックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。データは保存されます。

•

データを保存せずにテストを中途で停止するには、キャンセルをクリックします。

データは解析され、解析ウィンドウに表示されます。

8.17

Saccadeデータ解析
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。

8.17.1

解析ウィンドウ
テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。

眼位の軌跡
刺激と水平（HR）眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示されます。軌跡はウィンドウの中央にセンタリングし
て表示されます。トレース全体を表示するには、トレースの下のスクロールバーを使用してください。レポート
は、カーソルを中心とした軌跡 ウィンドウに表示される部分の軌跡を印刷します。

Saccade図
これらの図の目的は、眼球がどの程度Saccade刺激を追跡できたかの記録を提供することです。Saccade的な各眼球
運動が解析され、それぞれの解析図について1つのSaccade値が生成されます。最高速度、精度、およびレーテン
シー。カーソルをデータポイントの上に重ねると、値（A）が表示されます。

各図で、丸は生データを示します。四角は平均データを示します。平均は、すべての承認されたSaccade眼球運動を
刺激の振幅によってグループ化することで決定されます。（グループは-20～-10、-10～0、0～10、10～20です)。
Saccadeデータポイントをクリックして選択します。データポイントは、右/左矢印キーを使用してあるポイントか
ら別のポイントに移動することによっても選択できます。データポイントを選択すると、軌跡カーソル（A）がその
特定のSaccadeが発生した時間を示します。選択したデータポイントの周囲の四角い枠（B）と、他の図の対応する
データポイントは、そのSaccadeの解析から得られたデータを示します。情報ウィンドウには、個々のSaccadeデー
タポイントの値（C）と、平均左方向Saccade眼球運動と平均右方向Saccade眼球運動が表示されます。
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Saccadeの承認の決定方法については、► 248ページを参照してください。

解析の詳細 - 情報

テストパラメータが一覧されます：
•

テストタイプ – データを採取したテストの名前

•

オペレーター – データが採取された際にOTOSuite Vestibularソフトウェアにログインしていた人物

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

•

テスト時間 – データ採取が開始された日時

•

経過時間 – テストの期間

•

採用 – 存在するSaccadeに対する承認されたSaccadeの数

•

Saccade
個別水平右 – 選択したSaccadeデータポイントの振幅、速度、正確性、およびレイテンシー
左方向 – すべての左方向Saccade的眼球移動の平均速度、正確性、およびレイテンシー
右方向 – すべての右方向Saccade的眼球移動の平均速度、正確性、およびレイテンシー
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解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。
解析の詳細 - 再解析

将来機能拡張があった場合、再解析によりデータを再解析できます。Saccadeグラフ表示を変更するには、未加工
および/または平均チェックボックスをクリックして、 生データと平均データの両方、生データのみ、平均データ
のみ、のうちのいずれを表示するかを選択します。
再解析するには、次をクリックします。

8.17.2

•

Saccadeを削除 - Saccadeを解析およびレポートから除外します

•

Saccadeを復元 - 手動で削除したすべてのSaccadeを復元します

データ採取の再生
刺激および眼位の軌跡および眼球運動の録画は、頭位フィードバックあるいはテスト中の室内録画と併せて再生で
きます。

録画再生ボタンおよびセレクション
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再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。

カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない
場合は、トレースの最初から再生が開始されます。
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録画再生ボタンおよびセレクション

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生で
きます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度で
のみ再生できます。

•

より遅く - 60fps以上で録画された眼球運動録画は、通常、低速あ
るいはより低速度でのみ再生できます。
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9

ヘッドインパルス
ヘッドインパルステストには2つのテストタイプがあります。被検者が壁の固定された点を注視するヘッドインパ
ルステストと、Suppression Head Impulse Paradigm、つまりSHIMPテストです。SHIMPテストでは、壁の点は
ゴーグルから投影されるセンターレーザーです。データの採取と解析はどちらのテストタイプでも同じです。

9.1

テスト環境
環境は変化し得ますが、少なくとも被検者の位置は壁（あるいはその他の投影面として使用できる固い表面）から1
メートル以上離すようにしてください。

較正およびテストのために：

注記 • 被検者は静止した椅子に座り、椅子を回転させないようにしてください。

1. 被検者の正面で被検者から1m以上離れた壁を、注視目標に使用します。
2. システムに付属の注視目標を1つ壁につけます。注視目標が被検者の正面にくるよう注意してください。

9.2

瞳孔検知
ゴーグルの適切な配置方法は、► 32ページを参照してください。

9.2.1

水平テスト
注記 • 水平面テストをLARPテストまたはRALPテストの前に実施することを推奨します。較正は、水平面テス
トタイプを選択した場合のみ実行できます。

1. テストタイプを選択します。水平面.
2. 自発眼振または注視誘発眼振（ヘッドインパルスの最中の注視位置による誘発）のある被検者については、自
発眼振のチェックボックスを選択します。 自発眼振あるいは注視誘発眼振のある被検者についてこのチェック
ボックスを選択すると、良好なインパルスが不要に却下されることを防ぎます。
3. 被検者の位置は壁から1m以上離してください。► 70ページを参照してください。

注記 • 水平面がテストタイプで選択されている場合、センターボタンは無効になります。
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4. ROI（関心領域）を瞳孔の周りに配置する：
–

緑色のボックスをクリックして、瞳孔を中心とした位置にドラッグするか、または

–

瞳孔をクリックして緑色のボックスの中心に瞳孔を配置します。

注記 • ヘッドインパルステストおよびVORテストでは、ROIボックスは100 x 100ピクセルで最大サンプル
レートは250fpsです。回旋以外のすべてのテストでは、ROIボックスは160 x 120ピクセルで最大サンプル
レートは173fpsです。回旋では、ROI ボックスは320 x 240ピクセルで最大サンプルレートは60fpsです。

5. ビデオウィンドウで、表示する画像のタイプを選択します。グレイスケール画像 (A) または 瞳孔位置
(B)。

注記 • グレイスケール画像あるいは瞳孔位置の選択は、瞳孔検知の設定にのみ使用されます。眼球運動は
常にグレースケールで録画されます。

6. 瞳孔が自動的に検知されなかった場合は、自動閾値設定を選択します。システムが瞳孔の中心に十字線をつけ
ます。
7. 注視目標を注視するよう被検者に求めます。十字線を観察して瞳孔トラッキングを査定します。 十字線が瞳孔
をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋または-ボタン
を動かして調整してください。
較正およびデータ採取の間、瞳孔検知によりシステムが瞳孔を適切にトラックします。
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注記 • 瞳孔の白い円形の画像の外側に白い範囲が表示されないよう、追加調整を行ってください。

8. OKを選択してROI位置を承認します。
9. ► 74ページに進みます。

9.2.2

LARPまたはRALPテスト：
注記 • 水平面テストをLARPテストまたはRALPテストの前に実施することを推奨します。較正は、水平面テス
トタイプを選択した場合のみ実行できます。

この手順は、テストが水平面テストの後に実施されることを前提としています。
1. テストタイプを選択します。LARPまたはRALP。 テストタイプを選択することにより、ジャイロスコープのど
の面（すなわち頭位の軌跡）がリアルタイムトレースで明白であるはずかが決定されます。また、トレーニン
グカーブの形も決定されます。
2. 自発眼振または注視誘発眼振（ヘッドインパルスの最中の注視位置による誘発）のある被検者については、自
発眼振のチェックボックスを選択します。 自発眼振あるいは注視誘発眼振のある被検者についてこのチェック
ボックスを選択すると、良好なインパルスが不要に却下されることを防ぎます。
3. センターのレーザー光はオンのままです。被検者の頭部が体に対して中心になり、センターレーザー光が注視
ターゲット上にあるように被検者の位置決めを澄ます。

注記 • センター をクリックすると、テストのセットアップ中に頭位および眼位のフィードバックを提供する
参照ポイントを設定します。設定中に頭と目の位置をフィードバックがテストのオプションで選択されて
いない場合、ボタンは無効になります。設定の変更の詳細については、► 188ページを参照してください。

4. 被検者の頭部が動いておらず完全に静止していることを確認し、センターをクリックするか、プレゼンテー
ションリモートで2秒異常左ボタンを押し下げます。（ボタンを放すと画面が更新されます。）眼位のインジ
ケーター（A）がフィードバックグラフィックに追加されます。

5. フィードバックグラフィックで、眼位インジケーターが頭部前方で真直ぐなことを確認します。
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重要 • 眼位インジケーターが正しい位置にあることにより、次のステップで頭位を正確に位置決めできます。
次に進む前に、フィードバックグラフィックで、眼位インジケーターが頭部前方で真直ぐなことを確認しま
す。

6. フィードバックグラフィック上で頭位を確認しながら頭部を右（LARPテスト）または左（RALPテスト）に動か
し頭部が緑色または黄色の範囲になったら停止します。
7. ROI（関心領域）を瞳孔の周りに配置する：
–

緑色のボックスをクリックして、瞳孔を中心とした位置にドラッグするか、または

–

瞳孔をクリックして緑色のボックスの中心に瞳孔を配置します。

必要に応じて、閾値調整の+または-ボタンを使用して調整します。
8. 注視目標を注視するよう被検者に求めます。十字線を観察して瞳孔トラッキングを査定します。 十字線が瞳孔
をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋または-ボタン
を動かして調整してください。
9. 頭位と、フィードバックグラフィックの眼位インジケーターの位置を観察します。頭部と眼球は同じカラーでな
くてもかまいません。
–

眼位インジケーターは緑でなくてはなりません。

–

頭位は緑または黄色でかまいません。緑の方が望ましいです。

注記 • 眼位は常に緑の範囲にあるようにすることが最適です。被検者によっては、顔の形状や首の動きに
くさが原因で、頭部が緑色になるような位置に被検者を置くと注視目標を見ることが難しい場合がありま
す。

•

緑色は頭部回転が40°～46.9°で眼位が33°～47°という最適な頭部回転を示します。

•

黄色は頭部回転が35°～39.9°で眼位が27°～32.9°という許容できる頭部回転を示します。

注記 • 頭位フィードバックおよび眼位フィードバックは、適切なデータ採取を補佐するガイドです。試験
者は被検者の頭位について常に臨床的判断を行ってください。頭位は被検者の頚部の可動性により異なる
場合があります。
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10. OKを選択してROI位置を承認します。

注記 • 較正値は自動的に保存されます。保管した較正値は、全てのテストに使用することができます。ゴーグ
ルを移動しない限り、テストの間に再較正を行う必要はありません。被検者のファイルを終了してから再度開
いた場合は、較正をもう一度実行する必要があります。

11. このテストの開始前にLateralテストを実施した場合は、► 79ページに進んでください。

9.3

校正
注意 •

手順の最中は両方のレーザーがオンになります。レーザー光線を直視しないようにしてくださ

い。本書に指定する以外のコントロールや調整の使用、あるいは手順の実行は、有害な放射線曝露に繋がる危
険があります。

1. レーザーONをクリックして両方のレーザーをオンにします。

2. 被検者に、注視目標の左右それぞれの均等な位置に、点を配置するように指示します。
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3. 被検者に、左の点を見るよう指示し、続いて右の点を見るよう指示します。ビデオウィンドウで、十字線が動
向を引き続き追跡しているかを確認します。

注記 • リアルタイムトレースウィンドウを使用して採取されているデータをモニターします。頭部運動ト
レース（オレンジ/青/ピンク色）および眼球運動トレース（緑色）を観察することにより、被検者が頭部ある
いは眼球を動かしているか（注視目標を注視する代わりに）、過度に瞬きをしているか、あるいは与えられた
指示に従っていないか（非協力的）がわかります。

4. 十字線が瞳孔をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋ま
たは-ボタンを動かして調整してください。
較正手順では、レーザーがオンの際に現れる2点の間で注視を切り替えるよう求めます。被検者が注視を切り替
える間、システムが瞳孔の動きを追跡します。

注記 • 被検者の較正が実行できない場合（視力がきわめて弱く、注視目標あるいはレーザー光線の点が見えな
いなど）、デフォルトをクリックして較正デフォルト値（∆ = 21）を使用します デフォルトをクリックす
る前に、被検者が注視目標に向かって真っすぐ前を向いていることを確認してください。

2つのレーザー光線点の間での眼球運動は、ゴーグルから投射されたレーザー光線点の既知の値に対してキャリ
ブレートされます。較正値は、中央から7.5度の角度に相当するピクセル位置に関連しています。左右の違い
は、眼球運動15度に対するピクセル数に相応しています。これらの値は、ヘッドインパルステスト中の眼球運動
を分析するために使用されます。
5. 実行をクリックします。
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6. 被検者に、注視目標に向き合い、頭部を静止したまま維持するよう支持します。
7. 被検者に、レーザー光線点を追いかけるよう指示します。

注記 • 較正値は自動的に保存されます。保管した較正値は、全てのテストに使用することができます。ゴーグ
ルを移動しない限り、テストの間に再較正を行う必要はありません。被検者のファイルを終了してから再度開
いた場合は、較正をもう一度実行する必要があります。

較正確認
1. 被検者に、注視目標を注視しながら、小さな角度（約10度）ずつ頭部を横に向けるよう指示します。
2. 眼球と頭部の速度が適合するかを確認します。

良好な較正―眼球および頭部の速度が適合
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不良な較正―眼球速度が低すぎる

不良な較正―眼球速度が高すぎる

3. 眼球と頭部の速度が適合しない場合は、再較正を実行するか被検者の履歴を確認してください。
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注記 • 被検者が低周波数の頭部回転中にキャッチアップサッケードを示す場合は、前庭機能喪失あ
るいは小脳障害、またはその両方の可能性があります。テスト結果が低周波数の頭部回転時の
キャッチアップサッケードを含む場合は、ヘッドインパルステスト結果の解釈を注意深く行ってく
ださい。通常範囲内ではないデータは、末梢性また/あるいは中枢系障害の可能性を示していま
す。VORテストを使用して、較正確認の間にキャッチアップサッケードを示した被検者を査定して
ください。

4. 較正が確認され、結果が適切に得られた場合は、承諾をクリックします。

収集ウィンドウが開き、ソフトウェアがヘッドインパルスデータの採取を開始する準備が整います。

注意 • 較正を一度実行した後は、被検者の頭部のゴーグルの位置を変えないことが推奨されます。
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9.4

テスト中の眼球運動を録画する
注記 • 記録 採取したデータを再生するためにチェックされている必要があります。

ビデオウィンドウが眼球の画像を表示します。
データ採取と同時にビデオ録画を開始するには、記録のチェックボックスを選択します（A）。

注記 • 録画の再生の詳細については、► 108ページを参照してください。

9.5

採取を最適化する
LARP/RALPデータを採取する前に、水平面 を完了しておくことが最も望ましい方法です。 LARP/RALPテストは実
施がさらに困難なため、水平面テストに親しんでおくことが LARP/RALPテストでのデータ採取成功に繋がります。
水平面テストはヘッドインパルステストまたはSHIMP（Suppression Head Impulse Paradigm）テストです。い
ずれのテストでも、被検者の前の壁などにドットが必要です。ヘッドインパルステストでは、被検者は壁などに固
定されたドットを固視します。SHIMPテストでは、被検者はゴーグルから放射されるレーザーの点を注視します。
テストは、テスターがゴーグルを着用した被検者の背後に立つ形で開始します。ヘッドインパルスでは注視目標
を、SHIMPではレーザーの点を注視するよう指示します。被検者がドットを注視している間に、テスターが被検者の
頭部を水平に動かして水平面テストを行います。この時、角度は小さく（約10～20度）、瞬時に突発的な動きで行
い、方向や速度をランダムに変化させるようにします。

LARPでは、被検者の頭部を右側に35～45度の角度まで動かします。被検者には注視目標を固視するよう求めます。
右側の瞳孔は鼻の近くまで動きます。試験者は被検者のあごの下に片手を沿え、もう片方の手は被検者の頭部にお
いて、被検者の頭部を垂直に動かしてテストを行います。この時、角度は小さく（約10～20度）、瞬時に突発的な
動きで行い、方向や速度をランダムに変化させるようにします。下向きのヘッドインパルスは左前半規管を刺激し
ます。上向きのヘッドインパルスは右後半規管を刺激します。
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RALPでは、被検者の頭部を右側に35～45度の角度まで動かします。被検者には注視目標を固視するよう求めます。
右眼の瞳孔は、頭部右側に近くなります。試験者は被検者のあごの下に片手を沿え、もう片方の手は被検者の頭部
において、被検者の頭部を垂直に動かしてテストを行います。この時、角度は小さく（約10～20度）、瞬時に突発
的な動きで行い、方向や速度をランダムに変化させるようにします。下向きのヘッドインパルスは右前半規管を刺
激します。上向きのヘッドインパルスは左後半規管を刺激します

水平面 ヘッドインパルス

刺激
移動： 10-20°
容認される頭部最小ピーク速度： 120°/s – 250°/s
頭部ピーク加速度： 1200°/s2 – 2500°/s2

LARP ヘッドインパルス

刺激
移動： 10-20°
容認される頭部最小ピーク速度： 100°/s – 250°/s
頭部ピーク加速度： 1000°/s2 – 2500°/s2

RALP ヘッドインパルス

注記 • 詳細な情報は、vHITトレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

ゴーグルは頭部および眼球の両方のデータを採取します。ジャイロスコープは頭部運動（刺激）の速度を計測しま
す。高速カメラは眼球の画像を捉えます。OTOsuite Vestibularソフトウェアが頭部速度データと眼球運動の速度
データ（応答）を処理します。
頭部運動と眼球運動を同時に表示することで、臨床医は応答が正常な範囲内かどうかを識別することができます。
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訓練モード
訓練モードは、被検者に対してテストを実行する前に、ヘッドインパルスを適切な手順で実施する方法を学習する
のに役立ちます。訓練モードでは、センターのレーザー光はオンのままです。ヘッドインパルス操作の終了時に、
オーバーシュートなしで適切な位置に頭部の移動を停止したかどうかがドットの位置で示されます。
訓練モードのセットアップ
1. 壁に、3個の注視目標を貼ります。1つは中央の位置に、もう1つは10°左側、最後は10°右側に貼ります。

2. トレーニング用被検者をデモデータからインポートします。
3. トレーニング用被検者（Training Modeという名前）を開きます。
左方向インパルスを適切に実施すると、終了時にはレーザーの点は左側の注視目標にあります。右方向インパルス
を適切に実施すると、終了時にはレーザーの点は右側の注視目標にあります。ヘッドインパルス操作を適切に行う
と、頭位の軌跡は訓練曲線に一致します。
メロンにゴーグルを取り付けて、適切なヘッドインパルス操作を実施するよう練習できます。

開始前に、ビデオウィンドウで閾
値調整を移動してすべてのホワイ
トノイズを排除します。
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以下の点に注意しながらヘッドインパルスを練習します。
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•

この例のように、頭位の軌跡
が訓練曲線に一致すること。

•

採取ウィンドウでオーバー
シュートが報告されないこと

•

オペレーターフィードバック
が緑色の円（ヘッドインパル
スが適切に実施された）であ
ること
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9.5.1

リアルタイムトレース ウィンドウ
このウィンドウでは、ヘッドインパルステストを実行中に頭部および眼球運動をモニターすることができます。選
択したテストのタイプ（水平面、LARP、またはRALP）により、どの頭位の軌跡が明白であるかが決定されます。明
白な頭部運動トレースは、ヘッドインパルスの実施中に動いているトレースです。他の2つの頭部運動のトレースは
比較的フラットです。これにより、刺激された半規管が、試験者がテスト対象として意図した半規管であることを
確認できます。

デフォルトでは、オペレーターへのフィードバックおよび音声フィードバックにより各ヘッドインパルスの評
価が提供されます。
•

緑色の円と高いピッチのトーンはヘッドインパルスが適切に実施されたことを示しています。

•

オレンジ色の円と低いピッチのトーンは、ヘッドインパルスが適切に実施されなかったことを示しています。次
のいずれかのエラーが原因である場合、採取ウィンドウにメッセージが表示されます：
–

遅すぎる - 頭部速度が低すぎる

–

過度のオーバーシュート - ヘッドインパルスの終わりに、頭部がテスト方向と逆方向に動かされた、

–

非半規管平面刺激 - LARPあるいはRALPテストを実施した際、テストの対象ではない半規管に刺激を与え
る面にヘッドインパルスが与えられた。

注記 • オペレーターへのフィードバックの詳細は、ヘッドインパルス テストのオプション （► 188
ページ）を参照してください。音声フィードバックの詳細は、一般設定のテストのオプション（► 180
ページ）を参照してください。
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9.5.2

訓練曲線 ウィンドウ
このウィンドウでは、多様な速度における良好なヘッドインパルスの形をグレーのトレーニングカーブで示してい
ます： 100、150、200と250。訓練曲線の形は、選択したテストのタイプ（水平面、LARP、RALP）に応じて変化し
ます。オレンジ色で示された、負方向の速度を伴う頭部運動トレースは、右方向への動きを表しています。青色で
示された、正方向の速度を伴う頭部運動トレースは、左方向への動きを表しています。
実際の頭部および眼球運動トレースは、グレーのトレーニングカーブに重ねて表示されています。眼球運動のト
レースは、緑色で示されています。Y軸に沿って示されている白い点は、採取したヘッドインパルスの速度を表して
います。

採取中は、採取アルゴリズムがデータをリアルタイム解析します。ヘッドインパルスがアルゴリズム要件に適合す
ると、承認ヘッドインパルスが採取ウィンドウでカウントされます。トレーニングカーブに一致するヘッドインパ
ルスは通常、承認（有効）ヘッドインパルスとしてカウントされます。
実際の頭部運動トレース（この例では青色）とトレーニングカーブを比較することで、試験者は信頼性のあるヘッ
ドインパルスを実行し、良好なデータのみが解析に含まれるよう確認することができます。

注記 • 詳細な情報は、vHITトレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

9.6

ヘッドインパルスデータの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。

注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください
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1. 必要に応じて、現在のテストセッションに必要な有効なヘッドインパルス（A）を変更します。変更するには、
上/下矢印をクリックするか、数字を直接入力します。

注記 • 左右両方向のインパルスのヘッドインパルス最小数の推奨値は20です。採取設定は、最大999まで
に設定できます。► 188ページを参照してください。

2. スタートボタンが無効（グレーアウト）の場合は、システムがヘッドインパルスデータ採取の準備ができてい
ることを示しています。そうでない場合は、スタートをクリックするか、またはプレゼンテーションリモート
の左ボタンをクリックしてヘッドインパルスデータ採取を開始します。

注意 • 被検者の頭部を動かしている間にゴーグルやゴーグルのストラップに触れると、カメラが動いて採
取データにアーチファクトが含まれる恐れがあります。

3. 被検者の背後に立ち、被検者の頭部のゴーグルやゴーグルストラップから離れた位置に手を置くようにしてくだ
さい。

注記 • 詳細な情報は、vHITトレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

4. 被検者に注視目標を注視するよう指示してから、► 79ページの説明に従って被検者の頭を動かします。
LARPおよびRALPテストオプションで、テストのオプションの採取中のフィードバックがチェックされてい
る場合、眼球のカラーはテストセットアップの眼球位置インジケーターのカラーに一致します。頭位が適切で中
心方向に引き戻されていない限り、眼球はテスト中緑色のままです。

ヘッドインパルステストの実行中は、リアルタイムトレースウィンドウと訓練曲線ウィンドウの両方が頭部
および眼球運動の軌跡を表示するため、採取しているデータの質が確認できます。これらのウィンドウの説明
は、► 83ページおよび► 84ページを参照してください。
テスト中は、左右のインパルスにおける有効なインパルスが表示されます（B）。適切に実行されなかった左右
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のインパルスは、却下されたカウントとして総計されます（C）。

最小要件よりも低い頭部ピーク速度を示した頭部運動は、ヘッドインパルスとはみなされません。
–

水平面 テストの最小値は120°/s – 250°/sです

–

LARP および RALPテストの最小値は100°/s – 250°/sです

注記 • フレームレートが219フレーム/秒を下回ると、ヘッドインパルスは却下されます。

収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
（名称にはテストの方向とテストの条件が含まれます）
B. 経過時間 – テストの期間
C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

左右のインパルスの数が最小数に達すると、採取は自動的に停止します。テストを途中で停止するには、停止をク
リックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。データは保存されます。（良好なイ
ンパルスが1つ以上採取されていれば、データは保存されます）。データを保存せずにテストを中途で停止するに
は、キャンセルをクリックします。
データは自動的に解析され、2D解析ウィンドウに表示されます。
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9.7

解析 詳細
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。
テスト結果の解析は、2D解析、ヘックスプロット、または3D解析ウィンドウグループで表示できます。2Dビュー
および3Dビューでは、結果は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。 テスト結果の解析は通常の表示
モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。

9.7.1

利得
眼球および頭部のトレースを確認することから、データの解釈は始まります。(► 94ページを参照してください。)
ゲインデータの確認は、その後に行ってください。
ゲインとは、頭部運動速度に対する眼球運動速度の割合です。それぞれのゲインおよび平均ゲインが表示されま
す。利得ウィンドウでは、利得値をY軸に、相当する最高速度をX軸に示しています （最高速度とは、そのテストを
表す175のサンプルそれぞれの最大速度です）。ゲイングラフは、それぞれのゲインが1.2～3である場合、1.2以上
に自動スケールします。

利得図では、右および左の平均値がXで示されています。グラフの上部には、左と右の値に使用されている色の凡例
が表記されています。
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グラフの上には次のものが表示されます。
A. 左右それぞれの平均値
B. 左右それぞれの標準偏差
C. 左右前庭眼反射非対称（この例ではデフォルトの利得非対称性の計算方法相対(Newman-Toker/Mantokoudis)
が使用されました。）

非対象値は、テストされた面（ 水平面（右水平面から左水平面）あるいはLARP（左前方から右後方）、または
RALP（右前方から左後方）があります。

テストのオプションで、利得非対称性のデフォルトの計算方法を選択できます。相対(NewmanToker/Mantokoudis)(1)または正規化相対(Jongkees)(2):

標準的データ
標準的カットオフ値は、データ研究に基づいて定義されています。(3)
網掛けは、データが標準的カットオフ値外であることを示しています：
•

白い範囲のデータは通常範囲内です。

•

ライトグレーの範囲のデータは、片側の（眼球運動の）損失を表しています。

•

ダークグレーの範囲のデータは、両側の（眼球運動の）損失を表しています。

標準的カットオフ値は変更できます。

テストのオプション に、標準的カットオフ値の設定があります。► 188ページを参照してください。

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying
SH, Hsieh YH, Rothman RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help
diagnose stroke in acute vertigo and dizziness: toward an ECG for the eyes .
Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica
Supplement 189, 1-111.000033.
(3)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse

test: Diagnostic accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. 注記: すべ

ての標準的データは、手を頭の上に置き外向きのヘッドインパルスで採取されました。
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年齢に基づく標準データ
年齢に基づいた標準カットオフ値は、年齢10歳～99歳に対し、平均値 ± 2 の標準偏差と定義されています。(1)

利得グラフでは、標準範囲内とみなされるデータのエリアをアウトラインが定義しています。

ゲイン値1.2以上
1.2以上のゲイン値は、次の問題のうちいずれか（または複数）の結果の場合があります：
1. ゴーグルがずれています。ストラップがしっかりと締められ、ゴーグルのケーブルが被検者の右肩あるいは襟元
にいくらかの余裕を持たせてクリップされ、フォームクッションと顔面との間にギャップがないことを確認して
ください。ゴーグルの着用例の画像は、► 32ページを参照してください。
2. 被検者が注視目標に近すぎます。被検者と注視目標との距離が1メートル以内の場合、眼の収斂のためVOR利得
が増加することになります。ICS Impulseを使用する際は、被検者の前に立って自分の鼻に固視させることのな
いようにしてください。このテスト方法はVOR利得の増加に繋がります。
3. テスト中にリアルタイムトレースにより眼球が頭部を導いていることが示されたものの、テストが続行された場
合です。このような状態が発生した場合、テストを続行する前にゴーグルと被検者のセットアップを確認してく
ださい。
4. 1、2、および3 の可能性が除外された場合、被検者はメニエール病である可能性があります。 (2)

データおよび値を表示する
左あるいは右の利得のみを表示する場合は画面ウィンドウタブをクリックし、左耳または右耳のチェックボックス
をクリックします。左右両方のゲインを表示するには、両方のチェックボックスを選択します。

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The
video head impulse test (vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values

of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in Neurology June 22: ISSN: 1664-2295. 注記: すべての

標準的データは、手を頭の上に置き外向きのヘッドインパルスで採取されました。
(2)Manzari et al. Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s
disease. Eur Arch Otorhinolaryngol 14 Dec 2010.

Otometrics - ICS Impulse USB

89

9 ヘッドインパルス

利得ポイントあるいはトレースを選択すると、個々のヘッドインパルスの利得と最高速度がステータスバー（A）に
表示されます。
•

利得ポイントを選択する： 利得ウィンドウをクリックして、利得ポイントの上にカーソルを移動して選択しま
す。選択したポイント（円）の隣に利得値が表示されます。トレースウィンドウでは、相応するトレースが強調
表示されます。

•

トレースを選択する： トレースウィンドウをクリックして、矢印キーを使用するかマウスのホイールをスク
ロールしてトレースごとに移動します。選択したトレースが強調表示されます。相応する利得ポイントが選択さ
れます（利得値は表示されません）。

A.
B.
C.
D.
E.

ステータスバー
利得 ウィンドウ
ゲイン値
トレースウィンドウ
選択されたトレース

選択したヘッドインパルスを削除するには：
•

カーソルをゲインポイントに移動します。マウスをダブルクリックします。

•

トレースウィンドウ内をクリックします。矢印キーを使用するか、またはマウスのホイールをスクロールしてそ
れぞれのトレースを選択します。Delete キーを押します。

削除されたヘッドインパルスを全て復元するには、再解析ウィンドウタブをクリックします。削除済みデータを
復元をクリックします。
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サッケードについて
ピークがサッケードとみなされるには、次の要件を満たす必要があります：

9.7.2

–

当社専用アルゴリズムによりサッケードと認識される（デフォルトでは、サッケードと認識されたピークは
赤色で表示されます）

–

頭部運動（ヘッドインパルス）の開始後70ms以降に発生している

情報

ヘッドインパルス解析 データは、左方向および右方向のヘッドインパルスと、却下されたヘッドインパルスにつ
いて報告されます。OTOsuite Vestibularは異なるアルゴリズムを使用してヘッドインパルスを解析します。
•

収集 – 採取ウインドウに示されるように、vHITのアルゴリズムにパスしたヘッドインパルス

•

解析 – 解析アルゴリズムをパスしたヘッドインパルス

詳細は► 240ページを参照してください。

トレース解析 選択した軌跡（強調表示）の データには次のものが含まれます
•

利得 – 利得計算は、（Saccadeでない）眼球速度の下の面積を頭部速度の下の面積で除算して得られます。

•

レーテンシー – 頭部運動と最初の3Saccadeの最高速度が発生した時間（ms）

•

振幅 (°/s) – 頭部と最初の3Saccadeが到達した最大（状況バーでは最高速度として示されます）

注記 • ソフトウェアバージョン4.0より前のもので採取されたデータは、値が正しく入力されるように再解析
が必要です。

オペレータ名とテストパラメータが一覧表示されます。
•

フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

キャッチアップサッケードパラメータが変更されると必ず注記が表示されます。
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9.7.3

注記
解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。

9.7.4

画面
利得図表示を変更するには、左耳および/または右耳のチェックボックスをクリックして、 両方のゲイン、左のゲ
インのみ、右のゲインのみ 2Dグラフ表示を変更するには、ヘッド速度および/または眼球速度 のチェックボック
スをクリックして、 両方の速度、頭部速度のみ、眼球速度のみ

9.7.5

再解析

再解析 - データの再解析前に、すべての元の利得データポイントを復元します。（再解析では、基線からの振幅
およびスタート位置の直近の設定を使用します。)

注記 • 新機能がリリースされた場合は、この機能を既存の被検者に使用する必要がある場合があります。（再
解析には、生データが使用可能であることが必要です。）

削除済みデータを復元 - すべての元の利得データポイントを復元します。
自発眼振 - 自発眼振チェックボックスは、テスターが収集ウィンドウで自発眼振チェックボックスを選択した場
合にチェックされます。

自発眼振ボックスを選択するとデータの再解析が行われます。データに加えられた以前の変更(キャッチアップサッ
ケードパラメーター、利得ポイントの削除など）は維持されません。

キャッチアップサッケードパラメーター 左/右 -左または右のヘッドインパルスのキャッチアップサッケード
パラメーターを修正することを選択します。
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デフォルトを復元 - 選択した側（左/右）のキャッチアップサッケードパラメーターを製造メーカーのデフォルト
に復元します。

基線からの振幅 - この設定は、Saccadeの後ろ側のスロープがどの程度急激かに基づいてSaccadeを特定します。
眼球運動がSaccadeと誤認識されている、または眼球運動がSaccadeと認識されるべきであると思う場合は、このス
ライダーを調節します。

スタート位置 - この設定は、ソフトウェアがSaccadeの存在の検出を開始する点を決定します。眼球運動が
Saccadeと誤認識されている、または眼球運動がSaccadeと認識されるべきであると思う場合は、このスライダーを
調節します。
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9.8

2D解析 ウィンドウ
グラフで使用されるデフォルトの色は、色盲の方でも区別しやすい色を使用しています。テストのオプションに
は、各データタイプで使用されるデフォルトの色を変更する設定があります。変更するには、オプションウィンド
ウのグラフの色ウィンドウタブをクリックして新規のカラーを選択します。► 185ページを参照してください。
デフォルトのレイアウトでは、右のグラフ（右の頭部および眼球速度データ）を右に、左のグラフ（左の頭部およ
び眼球速度データ）を左に表示します。レイアウトを切り替えるには、オプションウィンドウでヘッドインパル
ス ウィンドウタブをクリックし、左のグラフを右側に表示を選択します。► 188ページを参照してください。
頭部あるいは眼球の速度のみを表示する場合は、画面ウィンドウタブをクリックし、ヘッド速度あるいは眼球速
度のチェックボックスをクリックします。頭部と眼球の速度の両方を表示する場合は、両方のチェックボックスを
選択します。
頭部データは、青色が左を、オレンジ色が右を表しています。緑色の眼球データは、ヘッドインパルスの最中の眼
球運動（VOR）を示しています。赤い眼球データは、断続的な眼球運動（つまり、キャッチアップサッケード）を示
しています。データのY軸は速度を、X軸はヘッドインパルスミリ秒またはサンプルを示しています。データが以前
のバージョンのソフトウェアから変換されたデータで、平均フレームレートが219未満の場合、X軸はサンプルを示
します。
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通常範囲内
このヘッドインパルスおよびSHIMPデータの例では、両側度も通常範囲内です。

ヘッドインパルス
利得グラフを見ると、データポイントはすべて正常範囲に入っています（白いエリア）。頭部のデータは良好な
ヘッドインパルスを示しており、眼球のデータは頭部の速度を反映した前庭動眼反射（A)を示しています。いくら
かのキャッチアップサッケードの可能性があります。
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SHIMP
利得グラフを見ると、データポイントはすべて正常範囲に入っています（白いエリア）。頭部のデータは良好な
ヘッドインパルスを示しており、眼球のデータは頭部の速度を反映した前庭眼反射A）とovertキャッチアップサッ
ケードを示しています。SHIMPテストではCovert Saccadeが抑制され、利得の計算前にSaccadeの排除を行う必要
がないことに注意してください。
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明らかなサッケード
ヘッドインパルス
このヘッドインパルスデータの例は利得応答とキャッチアップサッケードを示しており、左 側の前庭眼反射の異常
を表しています。利得グラフを見ると、データポイントはすべてグレーの範囲に入っており、片側の（眼球運動
の）損失を示しています。頭部のデータは良好なヘッドインパルスを示していますが、眼球のデータは頭部の速度
を反映せず、不適格な前庭動眼反射（A)を示しています。明らかなキャッチアップサッケードが存在しています
（B）。 キャッチアップサッケードは3D解析で目視で確認できます。
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SHIMP
このSHIMPの例は利得応答を示しており、両側の前庭眼反射の異常を表しています。利得グラフを見ると、データポ
イントはすべてグレーの範囲に入っており、両側の（眼球運動の）損失を示しています。頭部のデータは良好な
ヘッドインパルスを示していますが、眼球のデータは頭部の速度とキャッチアップサッケードを反映する前庭眼反
射を示しています。キャッチアップサッケードを考慮すると、SHIMPについては、キャッチアップサッケードが存在
する場合は残存機能があることを示しています。右側は、overtキャッチアップサッケードが存在するため、明らか
に前庭機能を示しています。
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Covert saccade
このヘッドインパルスデータの例は利得応答とキャッチアップサッケードを示しており、右側の前庭眼反射異常を
表しています。利得グラフを見ると、データポイントはすべてグレーの範囲に入っており、片側の（眼球運動の）
損失を示しています。56％の不均整性に留意してください。右側（異常）は左側（正常）にも影響を及ぼしていま
す。頭部のデータは良好なヘッドインパルスを示していますが、眼球のデータは頭部の速度を反映せず、不適格な
前庭眼反射（A)を示しています。隠れたキャッチアップサッケードの存在も示されています（B）。 キャッチアッ
プサッケードは3D解析で目視で確認できます。

Otometrics - ICS Impulse USB

99

9 ヘッドインパルス

9.9

ヘックスプロット ウィンドウ
表示列で選択されたテストでは、ヘックスプロットウィンドウに利得平均値の概要、 PRスコア、および2D解析
グラフとともにキャッチアップSaccade解析が表示されます。

A. 表示 列
B. キャッチアップSaccade解析
C. 利得平均値 と 2D解析 グラフ

はじめに選択されているテストは、2D解析および3D解析ウィンドウで選択したテストと同一です。テストを追加す
るには、表示列でテスト名の隣にあるボタンをクリックします。テストを除外するには、表示カラムでテスト名の
隣にあるボタンをクリックします。 それぞれのテストタイプからテストを1種類のみ選択して表示することができ
ます。

注記 • ヘックスプロットの表示を終了すると、テストのセレクションは2D解析および3D解析ウィンドウ選
択したテストのセレクションに戻ります。

デフォルトのレイアウトでは、右のグラフ（右の頭部および眼球速度データ）を右に、左のグラフ（左の頭部およ
び眼球速度データ）を左に表示します。レイアウトを切り替えるには、オプションウィンドウでヘッドインパル
スウィンドウタブをクリックし、左のグラフを右側に表示を選択します。► 188ページを参照してください。

9.9.1

ヘックスプロット
ヘックスプロットで、平均利得はバーで示され、利得平均値をそれぞれの長さで示します。棒グラフは六角形の
中に表示されます。六角形のそれぞれの辺には、６つの半規管の名称を２文字に省略したラベル名がそれぞれつけ
られています。
•
•
•

LA（左前方）
LL（左水平面）
LP（左後方）

•
•
•

RA（右前方）
RL（右水平面）
RP（右後方）

外側の六角形は平均ゲイン値1.0を表しています。内側の六角形は、平均ゲイン値0.5を表しています。
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利得のバーは、標準的カットオフ値に基づいて色分けされています。テストのオプションにはデフォルト値を変更
する設定があります。変更するには、オプション ウィンドウのヘッドインパルスウィンドウタブをクリックして
新規の値を選択します。► 188ページを参照してください。
各管のセットに固有の計算の結果の非対象（A）値: 前方と前方、水平面と水平面、後方と後方）ごとに使用しま
す。値が表示されるカラーはどの計算が使用されたかを示します。相対または正規化相対。
各ウィンドウに、利得平均値とPRスコア（全体的なPRスコア）が一覧表示されます（B）。これらが表示される場
所のカラーは、キャッチアップサッケードのクラスターのパターンを示しています。正常、集中型、または分散
型。

テストのオプションで、利得非対称性のデフォルトの計算方法を選択できます。相対(NewmanToker/Mantokoudis)(1)または正規化相対(Jongkees)(2):

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying
SH, Hsieh YH, Rothman RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help
diagnose stroke in acute vertigo and dizziness: toward an ECG for the eyes .
Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica
Supplement 189, 1-111.000033.
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9.9.2

キャッチアップSaccade解析
重要 • ソフトウェアバージョン4.0より前のもので採取されたデータは、値が正しく入力されるように再解析
します。
- 生データが保存されている場合は、2D解析のテストを選択し、再解析ウィンドウタブをクリックしてから
再解析をクリックします。
- 生データが保存されていない場合は、データを再解析するため、2D解析の左側のテストを選択します。再解
析ウィンドウタブをクリックします。基線からの振幅スライダーまたはスタート位置スライダーを移動しま
す。デフォルトを復元をクリックします。右側も繰り返します。

キャッチアップSaccade解析には、ヘックスプロットに表示される各半規管データが含まれます。(1)テストの
オプションで、この概要解析またはフル解析のどちらを表示するかを選択できます。► 188ページを参照してくだ
さい。

トータル（%） – 全ヘッドインパルスの軌跡に対する、overtおよびcovert Saccadeのパーセンテージ
全体PRスコア(%) – 0～100の度数。0はそのヘッドインパルステストの最小の分散方型キャッチアップサッケー
ド、100はそのヘッドインパルステストの最大の分散型キャッチアップサッケードです。PR スコアを取得するに
は、まず各Saccadeグループの各Saccade提示時間の変動係数を計算します（covertとovertの合計）。

分類
•

緑色は正常範囲内であることを示します。

•

青色は集中型Saccadeを示します。

• オレンジ色は分散型Saccadeを示します。
これらのカラーコードはヘックスプロットパネルのカラーバーでも使用されます。

(1)Jorge Rey-Martinez, Angel Batuecas-Caletrio, Eusebi Matino & Nicolas Perez Fernandez HITCal:
a software tool for analysis of video head impulse test responses. Acta Oto-Laryngologica. 2015;
Early Online, 1–9
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フル解析

covertまたはovertキャッチアップサッケードが特定の半規管に存在
しない場合、 NA（未解析）がそのデータ値に表示されます。

頭部
レーテンシー(ms) – すべてのヘッドインパルスの平均レーテンシー
振幅 (°/s) – すべてのヘッドインパルスの平均振幅
Covert
% – 全ヘッドインパルスの軌跡に対する、70 ms後か頭部速度がゼロポイントを通過する前に発生するSaccade
のパーセンテージ

レーテンシー(ms) – すべてのCovert Saccadeの平均レーテンシー ツールチップに標準偏差および変動係数
が表示されます。

振幅 (°/s) – すべてのCovert Saccadeの平均振幅。ツールチップに標準偏差および変動係数が表示されま
す。

PRスコア(%) – 0～100の度数。0はそのヘッドインパルステストの最小の分散方型キャッチアップサッケー
ド、100はそのヘッドインパルステストの最大の分散型キャッチアップサッケードです。PR スコアを取得する
には、まず各Covert Saccadeグループの各Saccade提示時間の変動係数を計算します。

Overt
% – 全ヘッドインパルスの軌跡に対する、頭部速度がゼロポイントを通過した後に発生するSaccadeのパーセン
テージ

レーテンシー(ms) – すべてのCovert Saccadeの平均レーテンシー。ツールチップに標準偏差および変動係数
が表示されます。

振幅 (°/s) – すべてのCovert Saccadeの平均振幅。ツールチップに標準偏差および変動係数が表示されま
す。

PRスコア(%) – 0～100の度数。0はそのヘッドインパルステストの最小の分散方型キャッチアップサッケー
ド、100はそのヘッドインパルステストの最大の分散型キャッチアップサッケードです。PR スコアを取得する
には、まず各covertおよびovert Saccadeグループの各Saccade提示時間の変動係数を計算します。
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9.10

3D解析 ウィンドウ
グラフで使用されるデフォルトの色は、色盲の方でも区別しやすい色を使用しています。テストのオプションに
は、各データタイプで使用されるデフォルトの色を変更する設定があります。変更するには、オプションウィンド
ウのグラフの色ウィンドウタブをクリックして新規のカラーを選択します。► 185ページを参照してください。
デフォルトのレイアウトでは、右のグラフ（右の頭部および眼球速度データ）を右に、左のグラフ（左の頭部およ
び眼球速度データ）を左に表示します。レイアウトを切り替えるには、オプションウィンドウでヘッドインパル
ス ウィンドウタブをクリックし、左のグラフを右側に表示を選択します。► 188ページを参照してください。
データは360度から表示することができます。異なる表示角度でデータを表示するには、マウスの左ボタンを押しな
がら画像を回転します。データを元の表示に戻すには、リセット（A）をクリックします。
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正常
このヘッドインパルスデータの例では、両側度も通常範囲内です。利得グラフを見ると、データポイントはすべて
正常範囲に入っています（白いエリア）。頭部のデータは良好なヘッドインパルスを示しており、眼球のデータは
頭部の速度を反映した前庭動眼反射（A)を示しています。いくらかのキャッチアップサッケードの可能性がありま
す。
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明らかなサッケード
このヘッドインパルスデータの例は利得応答とキャッチアップサッケードを示しており、左 側の前庭眼反射の異常
を表しています。利得グラフを見ると、データポイントはすべてグレーの範囲に入っており、片側の（眼球運動
の）損失を示しています。頭部のデータは良好なヘッドインパルスを示していますが、眼球のデータは頭部の速度
を反映せず、不適格な前庭動眼反射（A)を示しています。明らかなキャッチアップサッケードが存在しています
（B）。 右側の下向きの突出は、自発眼振によるものです。
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潜在的なサッケード
このヘッドインパルスデータの例は利得応答とキャッチアップサッケードを示しており、右側の前庭眼反射異常を
表しています。ゲイングラフを見ると、データポイントはすべてグレーの範囲に入っており、片側の（眼球運動
の）損失を示しています。56％の不均整性に留意してください。右側（異常）は左側（正常）にも影響を及ぼして
います。頭部のデータは良好なヘッドインパルスを示していますが、眼球のデータは頭部の速度を反映せず、不適
格な前庭眼反射（A)を示しています。隠れたキャッチアップサッケードの存在も示されています（B）。潜在的な
キャッチアップサッケードは頭部データにきわめて類似しており、また明らかなキャッチアップサッケードは頭部
データの右側に寄っていることに留意してください。
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9.11

再生 ウィンドウ
再生ウィンドウでは、採取データ、データ解析、録画の同期再生ができます。このウィンドウには常に
次が表示されます。
•

リアルタイムトレース

•

訓練曲線

•

利得 グラフ

•

2D眼位および頭位の軌跡

•

眼球運動録画

このテストタイプについてテストのオプションで選択すると、室内同時録画が含まれます。

再生 ボタンと選択
再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。

録画を削除

選択したテストの録画を削除します。

注記 • ディスクドライブの容量を節約するため、必要のない録画は削除
することが推奨されます。録画を削除した後は、復元できません。
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再生 ボタンと選択
カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない場合
は、トレースの最初から再生が開始されます。

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示されている
録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生できま
す。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度でのみ
再生できます。

•

より遅く - 120fpsで録画された眼球運動録画は、通常、低速あるいはよ
り低速度でのみ再生できます。

室内録画は、眼球運動録画と全ての速度において同期されます。

ソフトウェアバージョン4.0より前のもので採取されたデータの再生
被検者データ
•

古いデータは再生できません

•

生データが保存されている場合は、表示する前に再解析する必要があります。2D解析でテストを選択し、再解
析タブをクリックして再解析をクリックします。

•

データが再解析されたら、リアルタイムトレースをスクロールできます。リアルタイムトレースで個々のヘッド
インパルスをクリックすると、次のようになります。
–

承認したヘッドインパルスが訓練曲線に表示されます（却下されたヘッドインパルスは表示されません）。

–

頭部運動と眼球運動の軌跡は強調表示されます。

–

利得値に丸が付きます。

録画
•

以前ビデオ記録/再生で表示されたヘッドインパルス眼球動画は、OTOsuite Vestibularでは再生ウィンドウ
のみで表示できるようになりました。

•

テストリストのビデオタブをクリックし、再生する動画を選択します。
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9.12

データー推移グラフ
複数のテストセッションの解析は、データー推移グラフまたはデーター推移 ウィンドウグループで表示できま
す。これにより、ユーザーは被検者の結果を様々なテストデータによって比較することができます。テストセッ
ションを比較することで、ユーザーは改善あるいは補正が発生したかを確認することができます。
３種類以上のテストを実施した場合は、最初に表示される3つのテストは、最初に実施したテスト、最後に実施した
テスト、そして現在2Dおよび3Dウィンドウに表示されているテストになります。テストを除外するには、表示カラ
ムでテスト名の隣にあるボタンをクリックします。 テストを追加するには、表示列でテスト名の隣にあるボタンを
クリックします。

注記 • テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してくだ
さい。
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データー推移グラフ
このウィンドウでは、4つのテストセッションを同時に表示することができます。► 104ページから説明されている
ように、3Dグラフが表示されます。
グラフで使用されるデフォルトの色は、色盲の方でも区別しやすい色を使用しています。テストのオプションに
は、各データタイプで使用されるデフォルトの色を変更する設定があります。変更するには、オプションウィンド
ウのグラフの色ウィンドウタブをクリックして新規のカラーを選択します。► 185ページを参照してください。
デフォルトのレイアウトでは、右のグラフ（右の頭部および眼球速度データ）を右に、左のグラフ（左の頭部およ
び眼球速度データ）を左に表示します。レイアウトを切り替えるには、オプションウィンドウでヘッドインパル
ス ウィンドウタブをクリックし、左のグラフを右側に表示を選択します。► 188ページを参照してください。
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データー推移
利得図は► 87ページで説明した内容を表示しますが、各テストで使用されるカラーを識別する凡例はテスト選択
ウィンドウに表示されます。また、平均標準偏差は、平均利得記号の上下の水平バーで示されます（赤と青のX）。
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10

位置

10.1

テスト環境
環境は変化し得ますが、少なくとも被検者の位置は壁（あるいはその他の投影面として使用できる固い表面）から1
メートル以上離すようにしてください。 この姿勢は較正に使用されます。ダイナミック位置的テストおよび位置
変更治療では、被検者は試験台の上に快適に横たわった状態になります。また、座位と仰向けの状態を切り替える
ことになります。

較正のために：

注記 • 被検者は静止した椅子に座り、椅子を回転させないようにしてください。

1. 被検者の正面で被検者から1m以上離れた壁を、注視目標に使用します。
2. システムに付属の注視目標を1つ壁につけます。注視目標が被検者の正面にくるよう注意してください。

10.2

テスト中の眼球運動を録画する
注記 • 記録 採取したデータを再生するためにチェックされている必要があります。

ビデオウィンドウが眼球の画像を表示します。
デフォルトでは記録（A）がチェックされています。眼球運動の録画とデータ採取は同時に開始されます。

10.3

瞳孔検知
ゴーグルの適切な配置方法は、► 32ページを参照してください。
目隠しソリューションの適切な配置方法は、► 36ページを参照してください。
1. 次からテストを選択します。ダイナミック、または位置変更。
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2. テストタイプを選択してください. たとえば、 ダイナミックテストにはこれらのテストタイプがあります。
ディックス・ホールパイク、ホールパイク・ステンガー、側臥位、およびロール。

注記 • 目隠し は較正時にはチェックしないでください。

3. 目隠しソリューションを使用する場合は、目隠しのチェックボックスを選択します。

注記 • ライセンスがない場合は、テスト中に回旋眼振が存在するかどうかを判断できません。購入すると、
ライセンスにより眼位の軌跡とSPVグラフが提示されます。

4. 回旋データを採取するには、チェックボックス回旋を選択します。（デフォルトで回旋が選択されるようにす
るには、テストのオプションで、このテストグループの該当するウィンドウでこのテストタイプのオプション
を選択します。） 回旋を選択した際のビデオファイルサイズの増加を理解するには、► 256ページを参照して
ください。
5. テスト方法を選択します（A）。たとえば、ディックス・ホールパイクテストには4つの方法があります。
ヘッド 左、ヘッド 右、ヘッド 左 繰り返し、およびヘッド 右 繰り返し。

注記 • 目隠しまたは回旋を選択すると、採取されるフレームレートが60 fps（秒毎のフレーム数）に変更さ
れます。このレートでは、カメラのシャッターをより長く開いたままにでき（露出が増加）、画質が改善され
ます。
目隠しを選択すると、テストリストの目隠し欄にチェックマークが付きます。

6. 回旋データを採取する場合
A. 被検者に真直ぐ前を注視して目を大きく開けるように指示します。
B. キャプチャーをクリックします。回旋基準フレームがテストセットアップウィンドウの右下に表示され
ます。
基準フレームは採取したデータと比較され、回旋性の眼球運動が存在するかどうかが判断されます。基準フレー
ムは後続のすべてのSPVテストに使用できます。画質が悪い場合は、被検者に再度指示してキャプチャーをも
う一度クリックします。
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良い画質

悪い画質

7. 被検者の位置を決めます。► 113ページを参照してください。
8. ROI（関心領域）を瞳孔の周りに配置する：
–

緑色のボックスをクリックして、瞳孔を中心とした位置にドラッグするか、または

–

瞳孔をクリックして緑色のボックスの中心に瞳孔を配置します。

注記 • ヘッドインパルステストおよびVORテストでは、ROIボックスは100 x 100ピクセルで最大サンプル
レートは250fpsです。回旋以外のすべてのテストでは、ROIボックスは160 x 120ピクセルで最大サンプル
レートは173fpsです。回旋では、ROI ボックスは320 x 240ピクセルで最大サンプルレートは60fpsです。

9. ビデオウィンドウで、表示する画像のタイプを選択します。グレイスケール画像 (A) または 瞳孔位置
(B)。

注記 • グレイスケール画像あるいは瞳孔位置の選択は、瞳孔検知の設定にのみ使用されます。眼球運動は
常にグレースケールで録画されます。
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10. 瞳孔が自動的に検知されなかった場合は、自動閾値設定を選択します。システムが瞳孔の中心に十字線をつけ
ます。
11. 注視目標を注視するよう被検者に求めます。十字線を観察して瞳孔トラッキングを査定します。 十字線が瞳孔
をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋または-ボタン
を動かして調整してください。
較正およびデータ採取の間、瞳孔検知によりシステムが瞳孔を適切にトラックします。

注記 • 瞳孔の白い円形の画像の外側に白い範囲が表示されないよう、追加調整を行ってください。

12. OKを選択してROI位置を承認します。
13. 較正がまだ実施されていない場合は、► 116ページに進みます。

10.4

校正
注意 •

手順の最中は両方のレーザーがオンになります。レーザー光線を直視しないようにしてください。

本書に指定する以外のコントロールや調整の使用、あるいは手順の実行は、有害な放射線曝露に繋がる危険が
あります。

1. レーザーONをクリックして両方のレーザーをオンにします。

2. 被検者に、注視目標の左右それぞれの均等な位置に、点を配置するように指示します。
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3. 被検者に、左の点を見るよう指示し、続いて右の点を見るよう指示します。ビデオウィンドウで、十字線が動
向を引き続き追跡しているかを確認します。

注記 • リアルタイムトレース（X軸単位:秒）ウィンドウを使用して頭部および眼球運動データをモニター
します。オレンジ色の頭部運動トレースと緑色の眼球運動トレースを観察することにより、被検者が頭部ある
いは眼球を動かしているか（注視目標を注視する代わりに）、過度に瞬きをしているか、あるいは与えられた
指示に従っていないか（非協力的）がわかります。

4. 十字線が瞳孔をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋ま
たは-ボタンを動かして調整してください。
較正手順では、レーザーがオンの際に現れる2点の間で注視を切り替えるよう求めます。被検者が注視を切り替
える間、システムが瞳孔の動きを追跡します。

注記 • 被検者の較正が実行できない場合（視力がきわめて弱く、注視目標あるいはレーザー光線の点が見えな
いなど）、デフォルトをクリックして較正デフォルト値（∆ = 21）を使用します デフォルトをクリックす
る前に、被検者が注視目標に向かって真っすぐ前を向いていることを確認してください。

2つのレーザー光線点の間での眼球運動は、ゴーグルから投射されたレーザー光線点の既知の値に対してキャリ
ブレートされます。較正値は、中央から7.5度の角度に相当するピクセル位置に関連しています。左右の違い
は、眼球運動15度に対するピクセル数に相応しています。これらの値は、ヘッドインパルステスト中の眼球運動
を分析するために使用されます。
5. 実行をクリックします。
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6. 被検者に、注視目標に向き合い、頭部を静止したまま維持するよう支持します。
7. 被検者に、レーザー光線点を追いかけるよう指示します。

注記 • 較正値は自動的に保存されます。保管した較正値は、全てのテストに使用することができます。ゴーグ
ルを移動しない限り、テストの間に再較正を行う必要はありません。被検者のファイルを終了してから再度開
いた場合は、較正をもう一度実行する必要があります。

較正確認
1. 被検者に、注視目標を注視しながら、小さな角度（約10度）ずつ頭部を横に向けるよう指示します。
2. 眼球と頭部の速度が適合するかを確認します。

良好な較正―眼球および頭部の速度が適合
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（不良な較正の例は、ヘッドインパルスで実行された較正を表示します）。

不良な較正―眼球速度が低すぎる

不良な較正―眼球速度が高すぎる

3. 眼球と頭部の速度が適合しない場合は、再較正を実行するか被検者の履歴を確認してください。
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注記 • 被検者が低周波数の頭部回転中にキャッチアップサッケードを示す場合は、前庭機能喪失あ
るいは小脳障害、またはその両方の可能性があります。テスト結果が低周波数の頭部回転時の
キャッチアップサッケードを含む場合は、ヘッドインパルステスト結果の解釈を注意深く行ってく
ださい。通常範囲内ではないデータは、末梢性また/あるいは中枢系障害の可能性を示していま
す。VORテストを使用して、較正確認の間にキャッチアップサッケードを示した被検者を査定して
ください。

4. 較正が確認され、結果が適切に得られた場合は、承諾をクリックします。

収集ウィンドウが開き、ソフトウェアがヘッドインパルスデータの採取を開始する準備が整います。

注意 • 較正を一度実行した後は、被検者の頭部のゴーグルの位置を変えないことが推奨されます。
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10.5

採取および治療を最適化する
本アプリケーションは、次の機能により良質なデータ採取と良好な治療措置を実現します：
•

External Monitor （外部モニター）
眼球の画像を外部モニターに拡大して表示することができます。コンピュータに外部モニターが接続している場
合は、眼球運動の録画を容易に閲覧できる場所にモニターを配置してください。眼球ビデオをコンピュータのモ
ニターおよび外部モニターにも表示する場合は、

をクリックします。外部モニターは、リアルタイム

SPV値、ヘッド速度、および経過時間を表示します。ヘッド速度値（B）は位置的テスト中の頭部の動きに応
じて変化します。再生中、外部モニターには眼球の画像が表示されます。頭位フィードバックテストオプショ
ンで設定されている場合は、 室内同時録画またはテストのオプションも表示されます。

注記 • 外部モニターはヘッドインパルステストには対応していません。

•

頭位フィードバック
SPVテストでは頭位フィードバックオプションはデフォルト設定です。このオプションに設定すると、被検者
の頭位の参照図がリアルタイムでコンピュータモニターに表示されます。このオプションの設定についての詳細
は、► 191ページを参照してください。
臨床的には、ダイナミック位置的テストおよび位置変更テストでは、適切な診断と治療の成功のために、頭部を
適切な位置にすることが非常に重要です。ゴーグル内のヘッドセンサーからのデータが頭部の運動をトレースし
ます。ソフトウェアに表示される頭部の運動は、被検者の頭部運動に直接対応します。このため、テスターは各
ダイナミック位置的テストまたは位置変更の操作で、さまざまな固有の位置に頭部を位置付けやすくなります。
–

テストあるいは治療を行った半規管は緑色で強調表示されています。

–

テストまたは操作を実施すると、頭部と共に青い点が移動します。

–

実施されたテストあるいは治療処理に基づいて、各位置に数字がつけられ青い線で示されます。被検者
の頭部を青い線の連続した数字のついた青い点に沿って動かします。

ディックス・ホールパイク – ヘッド 左
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10.6

ダイナミック
これらのテストでは、ゴーグルが眼球運動のデータを採取します。高速カメラは眼球の画像を捉えます。
OTOsuite Vestibularソフトウェアは、眼位データを処理し、緩徐相速度（SPV）を計算します。

10.6.1

ダイナミック テスト
ダイナミック テストは、引力に対する被検者の体の向きから発生するダイナミックな変化による眼振を評価でき
ます。被検者は通常は座位から開始し、続いて前方/後方あるいは床に対して外側半規管を垂直に揃え、引力による
影響を受けるよう体位へと移ります。これらのテストは、被検者の症状が良性発作性頭位眩暈によって引き起こさ
れているかどうかを決定するために用いられます。

ディックス・ホールパイク または ホールパイク・ステンガー
このテストは、実施中の被検者の眼球運動を録画することで前方または後方半規管を査定します。ANSI基準は、こ
のテストを暗視野で行うよう推奨しています。被検者は座っています。両方の試験では、評価する側に応じて、頭
を左または右に45°回します。

ホールパイク・ステンガー
このテストでは、頭部を中心に置き正面を向くという追加の位置が含まれます。被検者は素早く仰向けになり、試
験台の端からわずかに頭位を懸垂し、リラックスします。テスト中は、被検者の頭は試験者が快適に支えます。
ANSI基準によると、この姿勢で眼球の動きを最短20秒間録画します。 眼球の運動は、眼振が治まるまで記録を続行
するようにしてください。被検者を座位に戻し、眼振が治まるまで再度眼球運動を録画します。

側臥位
被検者は座っています。頭部は、症状のある耳と反対側に45度傾けます。 被検者は症状のある耳を下にして、鼻を
反対方向に向かって30°回します。

ロール
このテストは、実施中の被検者の眼球運動を録画することで外側半規管を査定します。被検者は仰向けに横たわ
り、頭部を30度上向きに傾けて、症状のある耳を床に向けています。素早く 55°、または査定する側に基づいてで
きるだけ早く左右のいずれかに、頭部を回転します。テスト中は、被検者の頭は試験者が快適に支えます。この姿
勢で眼球の動きを最短20秒間録画します。 眼球の運動は、眼振が治まるまで記録を続行するようにしてください。
被検者を座位に戻し、眼振が治まるまで再度眼球運動を録画します。
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10.7

ダイナミックの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。

注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください

データ採取の際は、頭部の動きを頭位フィードバック 表示（テスト中に頭部が正しく配置されていることを確
認）または室内同時録画を使用してモニターすることができます。また、いずれも使用しないよう選択することも
できます。（デフォルトのディスプレイは テストのオプションで設定されています）
1. このステップは、採取中の頭部の動きをモニターする場合にのみ適用できます：
•

室内同時録画を使用する場合は、データ採取中に被検者の頭部全体が録画されるようにカメラ位置を調節
してください。音声を記録する場合は、周囲雑音のレベルが最小になるような位置にカメラを置くことが重
要です。

•

頭位フィードバックを使用する場合は、被検者の頭部をデータ採取前に正しく配置してください。 被検
者の頭部が動かず、完全に中央にあることを確認してください。 センター参照ポイントを設定します。
A. 被検者に指示します。 （被検者に眼を開けたままでいるよう指示するなど）
B. レーザーON（A）をクリックします。
C. 被検者には、壁に表示されるレーザーの点を注視するよう指示します。被検者の頭部が中心を向いてい
ることを確認し、センターをクリックするか、プレゼンテーションリモートで2秒以上左ボタンを押し
下げます。（ボタンを放すと画面が更新されます。）

2. データ採取を開始するには、スタートをクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押
します。 テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックする
か、プレゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴りま
す。データ採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。

眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。採取中にイベントマーカー(
•

)を軌跡上に挿入するには、次のいずれかの方法を使用します。

プレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。
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•

イベントをクリックします。

軌跡の下にイベントマーカーが挿入されます。

SPV 値
SPVのリアルタイム予測値 値は緑あるいはオレンジ色でウィンドウの右上部に表示されます。
•

緑色: 変動性が低い場合、値の信頼性は高くなります。

•

オレンジ色: 変動性が高い場合、値の信頼性は低くなります。

注記 • SPV 値は、信頼性は低いものの不正確ではありません。

ヘッド速度値（B）は位置的テスト中の頭部の動きに応じて変化します。

リアルタイムSPVにより、テスターは眼振の有無を容易にモニターすることができます。試験者には眼振がいつ治
まったかがわかるため、被検者を次の位置に移動することができます。

注記 • 詳細な情報は、位置トレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
（名称にはテストの方向とテストの条件が含まれます）
B. 経過時間 – テストの期間
C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）
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テストが最長期間に達すると、システムは自動的に停止します。（テストの最長期間はテストのオプションで設定
されています）
•

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。

•

テストを途中で停止するには、停止をクリックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。データは保存されます。

•

データを保存せずにテストを中途で停止するには、キャンセルをクリックします。

データは解析され、解析ウィンドウに表示されます。

10.8

ダイナミック データ解析
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。

10.8.1

解析 ウィンドウ
テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。

眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。
どの軌跡を表示するかを変更するには、軌跡の文字記号の該当するチェックボックスを選択または選択解除しま
す。 テストの再解析中、新規の設定が維持されます。被検者ファイルを閉じた場合やその被検者のテストリストか
ら別のテストを選択した場合、テストのオプションでの選択内容によって表示が変更されます。

注記 • 被検者を開いているときにテストのオプションの設定に変更を加えると、その開いている被検者に適
用されます。

軌跡はカーソルの周囲にセンタリングされます。 レポートは、カーソルを中心とした軌跡 ウィンドウに表示され
る部分の軌跡を印刷します。

緩徐相速度 グラフ
このグラフは、眼振の強度を記録することを目的としています。このグラフは水平右（HR）および直立右（VR）ト
レースにおいてSPVアルゴリズムにより識別された個々の眼振の方向を表示します。
SPVピーク(°/s)ピークはグラフ内で四角形で表示されます。
特定のポイントを選択するには、それをクリックするかあるいは左右の矢印キーを使用してポイントの間（方向の
間）で移動します。SPVウィンドウ（B）。
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アルゴリズムがピークを選択しない場合は、そのトレースのピークを手動で設定してください。解析の開始時間の
選択については、► 128ページの再解析ウィンドウの説明を参照してください。

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

注記 • TRを選択すると眼位の軌跡が、SPVグラフを選択すると回旋が表示されます。
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解析の詳細 - 情報

テストパラメータが一覧されます：
•

テストタイプ – データを採取したテストの名前

•

オペレーター – データが採取された際にOTOSuite Vestibularソフトウェアにログインしていた人物

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

•

テスト時間 – データ採取が開始された日時

•

経過時間 – テストの期間

•

解析開始時間 – 解析を開始した時間

SPV 値
•

ポイント(°/s) – 選択したポイントの緩徐相速度（選択した拍動）

•

ピーク (°/s) – 緩徐相速度のピークが設定された場所
SPV（緩徐相速度）ピークの識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。
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解析の詳細 - 再解析

解析開始時刻―全てのトレース
トレース内のデータを解析から除外するには：
1. 眼位の軌跡ウィンドウで黒いカーソルを新規開始時刻に移動します。
2. 解析の詳細ウィンドウで、再解析ウィンドウタブをクリックします。
3. 再解析するには、次をクリックします。
•

カーソルから再解析 - 開始時間がカーソル位置の次の1秒間に設定されているすべての軌跡を解析します

•

フルトレースを再解析 - 全てのトレースを開始時点から解析します

注記 • 開始時刻は情報ウィンドウに表示されています。

SPV（緩徐相速度）グラフ

注記 • ライセンスがない場合は、テスト中に回旋眼振が存在するかどうかを判断できません。購入すると、
ライセンスにより眼位の軌跡とSPVグラフが提示されます。

変更する軌跡をHR、VR、またはTRを選んで選択します。
•

•

ポイント(°/s)
–

削除 - 選択したポイントを解析およびレポートから除外します

–

復元 - 手動で削除した全てのポイントを復元します

ピーク (°/s)
–

選択 - カーソル位置に基づいて新規ピークを設定します

–

復元 - アルゴリズムにより決定された場所にピークを復元します

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

10.8.2

データ採取の再生
眼位の軌跡および眼球運動の録画は、頭位フィードバックあるいはテスト中の室内録画と併せて再生できます。
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録画再生ボタンおよびセレクション

再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。

カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない
場合は、トレースの最初から再生が開始されます。

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生で
きます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度で
のみ再生できます。

•

より遅く - 60fps以上で録画された眼球運動録画は、通常、低速あ
るいはより低速度でのみ再生できます。

Otometrics - ICS Impulse USB

129

10 位置

10.9

位置変更 テスト
位置変更法では、ゴーグルが眼球運動データを採取します。OTOsuite Vestibularソフトウェアは、眼位データを
処理し、緩徐相速度（SPV）を計算します。高速カメラは眼球の画像を捉えます。
再置換法は、良性発作性頭位めまい症の診断を受けた被検者の治療に使用されます。治療では被検者の体の方向を
重力に対して、急激に変化させます。

CRT検査（浮遊耳石置換法） および リブレトリー操作では、被検者は座位から開始します。バーベキュー
ロール操作は、被検者は頭部を30°持ち上げた仰臥位から開始します。次に、影響を受ける半規管から耳石が移動
するように被検者は回転します。

注記 • 頭位フィードバックにより、治療法の各ステップにおいて頭部が正しく位置していることを確認しま
す。

すべての位置変更治療に関して
•

治療は、明視あるいは暗視のどちらでも実施できます。

•

眼振が治まるまで眼球運動を各頭位で録画します。

•

テスト中は、被検者の頭は試験者が快適に支えます。

前半規管と後半規管治療
•

CRT検査（浮遊耳石置換法） - Canalith repositioning treatment、CRT検査

•

リブレトリー

CRT検査（浮遊耳石置換法）
被検者は座っています。 頭部は、治療している側に基づいて、左右いずれかに45度傾けます。 被検者は試験
台から頭部が少し出る状態で仰臥します。反対方向に頭位を90°回します。同じ方向を続け、頭位をさらに
90°回します。

リブレトリー
被検者は影響を受けた耳を下にして、鼻を反対方向に45°上向きに回転します。首の向きをそのままで、被検者
を反対側に移動します。被検者は鼻を45°下に回しながら、影響されていない耳を下にします。

外側半規管治療 - バーベキューロール
被検者は仰向けに横たわり、頭部を30度上向きに傾けて、症状のある耳を床に向けています。 治療する側とは反対
方向に90° またはできる限り回転します。被検者は横たわっている方向を継続し、首は90°（または曲がるだけ）
維持します。顔は床を下に向いたまま、被検者の腹部を頭に対して30°傾けます。被検者は下になった側へ同じ方
向で回転を続け、頭は90°（またはできるだけ曲げたまま）開始位置に戻るまで続けます。
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10.10

位置変更データの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。

注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください

データ採取の際は、頭部の動きを頭位フィードバック 表示（テスト中に頭部が正しく配置されていることを確
認）または室内同時録画を使用してモニターすることができます。また、いずれも使用しないよう選択することも
できます。（デフォルトのディスプレイは テストのオプションで設定されています）
1. このステップは、採取中の頭部の動きをモニターする場合にのみ適用できます：
•

室内同時録画を使用する場合は、データ採取中に被検者の頭部全体が録画されるようにカメラ位置を調節
してください。音声を記録する場合は、周囲雑音のレベルが最小になるような位置にカメラを置くことが重
要です。

•

頭位フィードバックを使用する場合は、被検者の頭部をデータ採取前に正しく配置してください。 被検
者の頭部が動かず、完全に中央にあることを確認してください。 センター参照ポイントを設定します。
A. 被検者に指示します。 （被検者に眼を開けたままでいるよう指示するなど）
B. レーザーON（A）をクリックします。
C. 被検者には、壁に表示されるレーザーの点を注視するよう指示します。被検者の頭部が中心を向いてい
ることを確認し、センターをクリックするか、プレゼンテーションリモートで2秒以上左ボタンを押し
下げます。（ボタンを放すと画面が更新されます。）

2. データ採取を開始するには、スタートをクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押
します。 テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックする
か、プレゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴りま
す。データ採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。
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眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに
表示されます。採取中にイベントマーカー(

)を軌跡上に挿入するには、次のいずれかの方法を使用します。

•

プレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。

•

イベントをクリックします。

軌跡の下にイベントマーカーが挿入されます。

SPV 値
SPVのリアルタイム予測値 値は緑あるいはオレンジ色でウィンドウの右上部に表示されます。
•

緑色: 変動性が低い場合、値の信頼性は高くなります。

•

オレンジ色: 変動性が高い場合、値の信頼性は低くなります。

注記 • SPV 値は、信頼性は低いものの不正確ではありません。

ヘッド速度値（B）は位置的テスト中の頭部の動きに応じて変化します。

リアルタイムSPVにより、テスターは眼振の有無を容易にモニターすることができます。試験者には眼振がいつ
治まったかがわかるため、被検者を次の位置に移動することができます。

注記 • 詳細な情報は、位置トレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。
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収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
（名称にはテストの方向とテストの条件が含まれます）
B. 経過時間 – テストの期間
C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

テストが最長期間に達すると、システムは自動的に停止します。（テストの最長期間はテストのオプションで設定
されています）
•

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。

•

テストを途中で停止するには、停止をクリックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。データは保存されます。

•

データを保存せずにテストを中途で停止するには、キャンセルをクリックします。

データは解析され、解析ウィンドウに表示されます。

10.11

位置変更 データ解析
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。
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10.11.1

解析 ウィンドウ
テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。

眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。
どの軌跡を表示するかを変更するには、軌跡の文字記号の該当するチェックボックスを選択または選択解除しま
す。 テストの再解析中、新規の設定が維持されます。被検者ファイルを閉じた場合やその被検者のテストリストか
ら別のテストを選択した場合、テストのオプションでの選択内容によって表示が変更されます。

注記 • 被検者を開いているときにテストのオプションの設定に変更を加えると、その開いている被検者に適
用されます。

軌跡はカーソルの周囲にセンタリングされます。 レポートは、カーソルを中心とした軌跡 ウィンドウに表示され
る部分の軌跡を印刷します。

緩徐相速度 グラフ
このグラフは、眼振の強度を記録することを目的としています。このグラフは水平右（HR）および直立右（VR）ト
レースにおいてSPVアルゴリズムにより識別された個々の眼振の方向を表示します。
SPVピーク(°/s)ピークはグラフ内で四角形で表示されます。
特定のポイントを選択するには、それをクリックするかあるいは左右の矢印キーを使用してポイントの間（方向の
間）で移動します。SPVウィンドウ（B）。

アルゴリズムがピークを選択しない場合は、そのトレースのピークを手動で設定してください。解析の開始時間の
選択については、► 136ページの再解析ウィンドウの説明を参照してください。

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

注記 • TRを選択すると眼位の軌跡が、SPVグラフを選択すると回旋が表示されます。
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解析の詳細 - 情報

テストパラメータが一覧されます：
•

テストタイプ – データを採取したテストの名前

•

オペレーター – データが採取された際にOTOSuite Vestibularソフトウェアにログインしていた人物

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

•

テスト時間 – データ採取が開始された日時

•

経過時間 – テストの期間

•

解析開始時間 – 解析を開始した時間

SPV 値
•

ポイント(°/s) – 選択したポイントの緩徐相速度（選択した拍動）

•

ピーク (°/s) – 緩徐相速度のピークが設定された場所
ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。
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解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。

解析の詳細 - 再解析

解析開始時刻―全てのトレース
トレース内のデータを解析から除外するには：
1. 眼位の軌跡ウィンドウで黒いカーソルを新規開始時刻に移動します。
2. 解析の詳細ウィンドウで、再解析ウィンドウタブをクリックします。
3. 再解析するには、次をクリックします。
•

カーソルから再解析 - 開始時間がカーソル位置の次の1秒間に設定されているすべての軌跡を解析します

•

フルトレースを再解析 - 全てのトレースを開始時点から解析します

注記 • 開始時刻は情報ウィンドウに表示されています。

SPV（緩徐相速度）グラフ

注記 • ライセンスがない場合は、テスト中に回旋眼振が存在するかどうかを判断できません。購入すると、
ライセンスにより眼位の軌跡とSPVグラフが提示されます。

変更する軌跡をHR、VR、またはTRを選んで選択します。
•

136

ポイント(°/s)
–

削除 - 選択したポイントを解析およびレポートから除外します

–

復元 - 手動で削除した全てのポイントを復元します
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•

ピーク (°/s)
–

選択 - カーソル位置に基づいて新規ピークを設定します

–

復元 - アルゴリズムにより決定された場所にピークを復元します

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

10.11.2

データ採取の再生
眼位の軌跡および眼球運動の録画は、頭位フィードバックあるいはテスト中の室内録画と併せて再生できます。
録画再生ボタンおよびセレクション

再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。

カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない
場合は、トレースの最初から再生が開始されます。

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生で
きます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度で
のみ再生できます。

•

より遅く - 60fps以上で録画された眼球運動録画は、通常、低速あ
るいはより低速度でのみ再生できます。
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11

カロリック

11.1

テスト環境
少なくとも被検者の位置を壁（あるいはその他の投影面として使用できる固い表面）から1メートル以上離すことが
できるような環境でなければなりません。 この姿勢は較正および自発に使用されます。自発では、被検者はカロ
リックの姿勢でも構いません。カロリックテストでは、被検者は試験台の上に快適に仰向け横たわり、頭を30°傾
けます。これにより、外側半規管がカロリック洗浄に適した位置になります。被検者は目隠し状態でなければなり
ません。

較正の場合

注記 • 被検者は静止した椅子に座り、椅子を回転させないようにしてください。

1. 被検者の正面で被検者から1m以上離れた壁を、注視目標に使用します。
2. システムに付属の注視目標を1つ壁につけます。注視目標が被検者の正面にくるよう注意してください。

カロリックAirCal イリガートルを使用する採取:
AirCal イリガートルを使用する場合は、カロリックプロトコルの最初のテスト温度と一致するようにデフォルト
温度を設定します。

11.2

テスト中の眼球運動を録画する
注記 • 記録 採取したデータを再生するためにチェックされている必要があります。

ビデオウィンドウが眼球の画像を表示します。
デフォルトでは記録（A）がチェックされています。眼球運動の録画とデータ採取は同時に開始されます。

11.3

瞳孔検知
目隠しソリューションの適切な配置方法は、► 36ページを参照してください。
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1. 次からテストを選択します。カロリック.
2. テストタイプを選択してください. たとえば、カロリックテストには3つのテストタイプがあります。自発、
単独温度または2温度、および氷水。

注記 • 目隠し は較正時にはチェックしないでください。

3. チェックボックス目隠しを選択します。

注記 • ライセンスがない場合は、テスト中に回旋眼振が存在するかどうかを判断できません。購入すると、
ライセンスにより眼位の軌跡とSPVグラフが提示されます。

4. 回旋データを採取するには、チェックボックス回旋を選択します。（デフォルトで回旋が選択されるようにす
るには、テストのオプションで、このテストグループの該当するウィンドウでこのテストタイプのオプション
を選択します。） 回旋を選択した際のビデオファイルサイズの増加を理解するには、► 256ページを参照して
ください。
5. AirCalイリガートルを使用する場合は、続行するまえにイリガートルをオンにします。イリガートルが最大時
間（デフォルトは60秒）に達すると、空気の流れはオフになります。次のテストを開始する前に、空気の流れを
オンに戻します。
6. テスト方法を選択します。たとえば、単独温度または2温度テストには4つの方法があります。右低温、左低
温、右高温、および左高温 (A)。

注記 • AirCal イリガートルの場合のみ、
- 左低温または右低温を選択すると、AirCal温度が低温に設定されます。
- 左高温または右高温 選択すると、AirCal温度が高温に設定されます。

7. 実施するカロリック洗浄のタイプを 気導または水から選択します。
8. ROI（関心領域）を瞳孔の周りに配置する：
–

緑色のボックスをクリックして、瞳孔を中心とした位置にドラッグするか、または

–

瞳孔をクリックして緑色のボックスの中心に瞳孔を配置します。
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注記 • ヘッドインパルステストおよびVORテストでは、ROIボックスは100 x 100ピクセルで最大サンプ
ルレートは250fpsです。回旋以外のすべてのテストでは、ROIボックスは160 x 120ピクセルで最大サン
プルレートは173fpsです。回旋では、ROI ボックスは320 x 240ピクセルで最大サンプルレートは60fps
です。

注記 • 目隠しまたは回旋を選択すると、採取されるフレームレートが60 fps（秒毎のフレーム数）に変更さ
れます。このレートでは、カメラのシャッターをより長く開いたままにでき（露出が増加）、画質が改善され
ます。
目隠しを選択すると、テストリストの目隠し欄にチェックマークが付きます。

9. 回旋データを採取する場合
A. 被検者に真直ぐ前を注視して目を大きく開けるように指示します。
B. キャプチャーをクリックします。回旋基準フレームがテストセットアップウィンドウの右下に表示され
ます。
基準フレームは採取したデータと比較され、回旋性の眼球運動が存在するかどうかが判断されます。基準フレー
ムは後続のすべてのSPVテストに使用できます。画質が悪い場合は、被検者に再度指示してキャプチャーをも
う一度クリックします。
良い画質

悪い画質

10. 較正が既に実施済みであるとして、被検者を仰向けの姿勢で頭部を30度傾けた状態にします。► 138ページを
参照してください。
11. ビデオウィンドウで、表示する画像のタイプを選択します。グレイスケール画像(A)または 瞳孔位置 (B)。

注記 • グレイスケール画像あるいは瞳孔位置の選択は、瞳孔検知の設定にのみ使用されます。眼球運動は
常にグレースケールで録画されます。
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12. 瞳孔が自動的に検知されなかった場合は、自動閾値設定を選択します。システムが瞳孔の中心に十字線をつけ
ます。
13. 注視目標を注視するよう被検者に求めます。十字線を観察して瞳孔トラッキングを査定します。 十字線が瞳孔
をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋または-ボタン
を動かして調整してください。
較正およびデータ採取の間、瞳孔検知によりシステムが瞳孔を適切にトラックします。

注記 • 瞳孔の白い円形の画像の外側に白い範囲が表示されないよう、追加調整を行ってください。

14. OKを選択してROI位置を承認します。
15. 較正がまだ実施されていない場合は、► 141ページに進みます。

11.4

校正
注意 •

手順の最中は両方のレーザーがオンになります。レーザー光線を直視しないようにしてください。

本書に指定する以外のコントロールや調整の使用、あるいは手順の実行は、有害な放射線曝露に繋がる危険が
あります。

1. レーザーONをクリックして両方のレーザーをオンにします。
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2. 被検者に、注視目標の左右それぞれの均等な位置に、点を配置するように指示します。

3. 被検者に、左の点を見るよう指示し、続いて右の点を見るよう指示します。ビデオウィンドウで、十字線が動
向を引き続き追跡しているかを確認します。

注記 • リアルタイムトレース（X軸単位:秒）ウィンドウを使用して頭部および眼球運動データをモニター
します。オレンジ色の頭部運動トレースと緑色の眼球運動トレースを観察することにより、被検者が頭部ある
いは眼球を動かしているか（注視目標を注視する代わりに）、過度に瞬きをしているか、あるいは与えられた
指示に従っていないか（非協力的）がわかります。

4. 十字線が瞳孔をトラックできない場合（不規則に動いて瞳孔の中心を維持しない場合）、閾値スライダーの＋ま
たは-ボタンを動かして調整してください。
較正手順では、レーザーがオンの際に現れる2点の間で注視を切り替えるよう求めます。被検者が注視を切り替
える間、システムが瞳孔の動きを追跡します。

注記 • 被検者の較正が実行できない場合（視力がきわめて弱く、注視目標あるいはレーザー光線の点が見えな
いなど）、デフォルトをクリックして較正デフォルト値（∆ = 21）を使用します デフォルトをクリックす
る前に、被検者が注視目標に向かって真っすぐ前を向いていることを確認してください。
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2つのレーザー光線点の間での眼球運動は、ゴーグルから投射されたレーザー光線点の既知の値に対してキャリ
ブレートされます。較正値は、中央から7.5度の角度に相当するピクセル位置に関連しています。左右の違い
は、眼球運動15度に対するピクセル数に相応しています。これらの値は、ヘッドインパルステスト中の眼球運動
を分析するために使用されます。
5. 実行をクリックします。

6. 被検者に、注視目標に向き合い、頭部を静止したまま維持するよう支持します。
7. 被検者に、レーザー光線点を追いかけるよう指示します。

注記 • 較正値は自動的に保存されます。保管した較正値は、全てのテストに使用することができます。ゴーグ
ルを移動しない限り、テストの間に再較正を行う必要はありません。被検者のファイルを終了してから再度開
いた場合は、較正をもう一度実行する必要があります。

較正確認
1. 被検者に、注視目標を注視しながら、小さな角度（約10度）ずつ頭部を横に向けるよう指示します。
2. 眼球と頭部の速度が適合するかを確認します。

良好な較正―眼球および頭部の速度が適合
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（不良な較正の例は、ヘッドインパルスで実行された較正を表示します）。

不良な較正―眼球速度が低すぎる

不良な較正―眼球速度が高すぎる

3. 眼球と頭部の速度が適合しない場合は、再較正を実行するか被検者の履歴を確認してください。
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注記 • 被検者が低周波数の頭部回転中にキャッチアップサッケードを示す場合は、前庭機能喪失あ
るいは小脳障害、またはその両方の可能性があります。テスト結果が低周波数の頭部回転時の
キャッチアップサッケードを含む場合は、ヘッドインパルステスト結果の解釈を注意深く行ってく
ださい。通常範囲内ではないデータは、末梢性また/あるいは中枢系障害の可能性を示していま
す。VORテストを使用して、較正確認の間にキャッチアップサッケードを示した被検者を査定して
ください。

4. 較正が確認され、結果が適切に得られた場合は、承諾をクリックします。

収集ウィンドウが開き、ソフトウェアがヘッドインパルスデータの採取を開始する準備が整います。

注意 • 較正を一度実行した後は、被検者の頭部のゴーグルの位置を変えないことが推奨されます。
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11.5

採取を最適化する
本アプリケーションは、次の機能により良質なデータ採取を実現します：
•

外部モニター
眼球の画像を外部モニターに拡大して表示することができます。コンピュータに外部モニターが接続している場
合は、眼球運動の録画を容易に閲覧できる場所にモニターを配置してください。
眼球ビデオをコンピュータのモニターおよび外部モニターにも表示する場合は、

をクリックします。外

部モニターは、リアルタイムSPV値および経過時間を表示します。再生中、外部モニターには眼球の画像が表示
されます。頭位フィードバックテストオプションで設定されている場合は、 室内同時録画またはテストの
オプションも表示されます。

注記 • 外部モニターはヘッドインパルステストには対応していません。

自発
カロリック解析を正確に行うには、自発眼振の存在を考慮する必要があります。自発テストの実施またはカロリッ
ク応答の最初の5秒間を使用することによって、自発眼振を考慮できます。これはテストオプションで決定されま
す。自発テストを実施する場合は、カロリックテストを実施する前に採取してください。自発眼振は注視テストま
たはカロリックテストで採取できます。
このテストタイプでは、眼球が正面を見る第一眼位にあり、視覚的刺激のない場合での眼球運動を査定します。
ANSI基準によると、眼球の最短録画時間は20秒間です。
被検者は座位または仰臥位で、頭部を30°傾けたカロリックの姿勢を取ります。
自発テストをカロリックと共に使用する場合は、目隠しでテストしてください。

11.6

カロリック
これらのテストでは、空気または水を使用して左または右の外耳道を個別に洗浄している間に、ゴーグルが水平お
よび垂直の眼球運動データを採取します。高速カメラは眼球の画像を捉えます。OTOsuite Vestibularソフトウェ
アは眼位データを処理します。

カロリックテストでは、外側半規管を評価できます。外耳道を高温または低温の刺激で洗浄することにより、外側
半規管の温度が体温と相関して変化し、外側半規管内の液体の到達先が変化します。この到達先の変化により興奮
反応（高温）または抑制反応（低温）が得られます。このテストの目的は、左右の耳からの反応を比較して、反応
が同じであるかどうかを判断することです。このテストが正確に解釈できるのは、両耳が同等の場合のみです。片
方の耳に手術歴や中耳機能不全がある場合は、結果を解釈する際に考慮する必要があります。テストは単独の温度
（ 左右の耳を高温、または左右の耳を低温）2つの温度（ 左耳高温、右耳高温、左耳低温、右耳低温）で実行でき
ます。氷水のカロリックは、氷を溶かして注射器を使用して耳を洗浄することによって実施します。これは通常、2
温度洗浄に対する反応がない場合にのみ実施します。被検者は仰臥位で頭部を30°持ち上げ、目隠しします。実施
する各テスト（ 左低温など）に対してピーク (°/s)を判断します。各テスト（右合計応答および左合計応答、
片側性の衰え、利得非対称性、および方向優位性）からのピーク (°/s)が計算されます。片側性の衰え (%)
は一方の耳からの反応が他方の耳の反応より弱いかどうかを測定します。利得非対称性 (%)は、反応がある方向よ
りも他の方向に多く拍動し、それが自発眼振で説明できないかどうかを測定します。方向優位性 (%)は、反応があ
る方向よりも他の方向に多く拍動し、それが既存の自発眼振によって通常発生するより多いかどうかを測定しま
す。

カロリックテストは目隠しありで実施されます。
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11.7

カロリックデータの採取
データ採取の際に使用できるテストのオプションの設定についての詳細は、► 179ページを参照してください。

注記 • 一時被検者として、被検者データの入力なしにテスト開始が可能です。新規被検者ファイルの作成もし
くは既存の被検者ファイルを開く方法は► 24ページを参照してください

データ採取の際は、頭部の動きを頭位フィードバック表示または室内同時録画を使用してモニターできます。ま
た、いずれも使用しないよう選択することもできます。（デフォルトのディスプレイは テストのオプションで設
定されています）
1. このステップは、採取中の頭部の動きをモニターする場合にのみ適用できます：
•

室内同時録画を使用する場合は、データ採取中に被検者の頭部全体が録画されるようにカメラ位置を調節
してください。音声を記録する場合は、周囲雑音のレベルが最小になるような位置にカメラを置くことが重
要です。

•

頭位フィードバックを使用する場合は、被検者の頭部をデータ採取前に正しく配置してください。 被検
者の頭部が動かず、完全に中央にあることを確認してください。 センター参照ポイントを設定します。
A. 被検者に指示します。 （被検者に眼を開けたままでいるよう指示するなど）
B. レーザーON（A）をクリックします。
C. 被検者には、壁に表示されるレーザーの点を注視するよう指示します。被検者の頭部が中心を向いてい
ることを確認し、センターをクリックするか、プレゼンテーションリモートで2秒以上左ボタンを押し
下げます。（ボタンを放すと画面が更新されます。）

2. 被検者に指示します。 （たとえば、テスト中は目を閉じないで真直ぐ前を見るように指示します。被検者は簡
単な質問（たとえばAで始まる女の子の名前を言う）に答えるように指示されます。洗浄すると被検者は眩暈を
感じますが、これは正常です。）
3. データ採取を開始するには、スタートをクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの左ボタンを押
します。 テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックする
か、プレゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴りま
す。データ採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。
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眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。採取中にイベントマーカー(

)を軌跡上に挿入するには、次のいずれかの方法を使用します。

•

プレゼンテーションリモートの左ボタンを押します。

•

イベントをクリックします。

軌跡の下にイベントマーカーが挿入されます。

SPV 値
リアルタイムSPV (緩徐相速度)値は、SPV予測における変動性の量に基づいて算出された予測値です。値は緑ある
いはオレンジ色でウィンドウの右上部に表示されます。
•

緑色: 変動性が低い場合、値の信頼性は高くなります。

•

オレンジ色: 変動性が高い場合、値の信頼性は低くなります。

注記 • SPV 値は、信頼性は低いものの不正確ではありません。

注記 • 詳細な情報は、カロリックトレーニングビデオまたはwww.icsimpulse.comを参照してください。

収集ウィンドウには次のものが表示されます。
A. テストタイプ – データを採取したテストの名前
B. 経過時間 – テストの期間
（また、テストの日時が表示されます）
C. フレームレート – データ採取の周波数（単位：フレーム/秒（fps））
D. 較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）
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テストが最長期間に達すると、システムは自動的に停止します。（テストの最長期間はテストのオプションで設定
されています）
•

テストオプションで設定された最大時間を超えてデータ採取を継続する場合は、拡張をクリックするか、プレ
ゼンテーションリモートで左ボタンを長押しします。テストが延長されたことを示すトーンが鳴ります。データ
採取を停止するには、停止をクリックするか、またはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押します。

•

テストを途中で停止するには、停止をクリックするか、あるいはプレゼンテーションリモートの右ボタンを押
します。データは保存されます。

•

データを保存せずにテストを中途で停止するには、キャンセルをクリックします。

データが解析されます。テストのオプションでの設定に基づいて、結果はポッドとバタフライウィンドウまたは
解析ウィンドウに表示されます。
カウントダウンタイマーは、コンピュータ画面および外部モニターに表示されます。
•

必要に応じて、タイマーをクリックして別の場所にドラッグします。

•

表示中はソフトウェアのすべてのすべての機能にフルアクセスできます。

•

タイマーが00:00になると、トーンが鳴ります。

•

タイマーを任意の時点で閉じるには、 をクリックします。これにより、外部モニ
ター上のタイマーも閉じます。

タイマーのオフなどのタイマー設定は、カロリックのテストのオプション（► 193ページ）で行えます。音声
フィードバックをオフにする詳細については、一般設定のテストのオプションを参照してください。（► 180
ページ）。

11.8

カロリック データ解析
特定のテストを表示するには、テストウィンドウタブをクリックし、希望するテストをクリックして強調表示しま
す。 テストを選択する方法の詳細については、► 19ページを参照してください。

11.8.1

解析 ウィンドウ
テスト結果の解析は通常の表示モードまたは拡大モードで表示できます。► 17ページを参照してください。
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眼位の軌跡
テストのオプションでの設定により、水平（HR）および垂直（VR）の眼位の軌跡が眼位の軌跡ウィンドウに表示
されます。
どの軌跡を表示するかを変更するには、軌跡の文字記号の該当するチェックボックスを選択または選択解除しま
す。 テストの再解析中、新規の設定が維持されます。被検者ファイルを閉じた場合やその被検者のテストリストか
ら別のテストを選択した場合、テストのオプションでの選択内容によって表示が変更されます。

注記 • 被検者を開いているときにテストのオプションの設定に変更を加えると、その開いている被検者に適
用されます。

軌跡は最高段階の周囲にセンタリングされます。（最高段階はカーソルで示されます。）レポートは、カーソルを
中心とした軌跡 ウィンドウに表示される部分の軌跡を印刷します。

緩徐相速度 グラフ
このグラフは、眼振の強度を記録することを目的としています。このグラフは水平右（HR）および直立右（VR）ト
レースにおいてSPVアルゴリズムにより識別された個々の眼振の方向を表示します。
SPVピーク(°/s)ピークはグラフ内で四角形で表示されます。
特定のポイントを選択するには、それをクリックするかあるいは左右の矢印キーを使用してポイントの間（方向の
間）で移動します。SPVウィンドウ（B）。

注記 • TRを選択すると眼位の軌跡が、SPVグラフを選択すると回旋が表示されます。

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。
アルゴリズムがピークを選択しない場合は、その軌跡のピークを手動で設定してください。解析の開始時間の選択
については、再解析 ウィンドウ ► 152.の説明を参照してください。
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解析の詳細 - 情報

テストパラメータが一覧されます：
•

テストタイプ – データを採取したテストの名前

•

オペレーター – データが採取された際にOTOSuite Vestibularソフトウェアにログインしていた人物

•

較正∆ – 較正中に計測された左右の眼位の間の距離（単位：ピクセル）

•

テスト時間 – データ採取が開始された日時

•

経過時間 – テストの期間

•

解析開始時間 – 解析を開始した時間

SPV 値
•

ポイント(°/s) – 選択したポイントの緩徐相速度（選択した拍動）

•

ピーク (°/s) – 緩徐相速度のピークが設定された場所
ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

解析の詳細 - 注記
テストに関する注記は、テスト開始前、実施中、および実施後に入力することができます。注記を追加または変更
するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してくださ
い。

注記 • テスト ウィンドウで前に追加されたテキストは、注記ウィンドウに表示されます。
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解析の詳細 - 再解析

解析開始時刻―全てのトレース
トレース内のデータを解析から除外するには：
1. 眼位の軌跡ウィンドウで黒いカーソルを新規開始時刻に移動します。
2. 解析の詳細ウィンドウで、再解析ウィンドウタブをクリックします。
3. 再解析するには、次をクリックします。
•

カーソルから再解析 - 開始時間がカーソル位置の次の1秒間に設定されているすべての軌跡を解析します

•

フルトレースを再解析 - 全てのトレースを開始時点から解析します

注記 • 開始時刻は情報ウィンドウに表示されています。

SPV（緩徐相速度）グラフ

注記 • ライセンスがない場合は、テスト中に回旋眼振が存在するかどうかを判断できません。購入すると、
ライセンスにより眼位の軌跡とSPVグラフが提示されます。

変更する軌跡をHR、VR、またはTRを選んで選択します。
•

•

ポイント(°/s)
–

削除 - 選択したポイントを解析およびレポートから除外します

–

復元 - 手動で削除した全てのポイントを復元します

ピーク (°/s)
–

選択 - カーソル位置に基づいて新規ピークを設定します

–

復元 - アルゴリズムにより決定された場所にピークを復元します

ピーク (°/s)の識別方法の詳細は、► 247ページを参照してください。

11.8.2

データ採取の再生
眼位の軌跡および眼球運動の録画は、頭位フィードバックあるいはテスト中の室内録画と併せて再生できます。
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録画再生ボタンおよびセレクション

再生

同期再生を開始します。

一時停止

同期再生を一時停止します。

停止

同期再生を停止します。

カーソル位置から再生

選択すると、カーソルの位置から再生が開始されます。選択していない
場合は、トレースの最初から再生が開始されます。

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生で
きます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度で
のみ再生できます。

•

より遅く - 60fps以上で録画された眼球運動録画は、通常、低速あ
るいはより低速度でのみ再生できます。

Otometrics - ICS Impulse USB

153

11 カロリック

11.9

ポッドとバタフライウィンドウ
このウィンドウには、カロリックデータの追加のビューが表示されます。

A.
B.
C.
D.

水平（HR）ウィンドウ
2つの独立したポッドビューとバタフライチャートに表示されるデータ。
解析データ、Pods Analysisウィンドウ。
テストリスト ウィンドウ

テストリストウィンドウから、ポッドとバタフライ画面に含めるカロリックテストを4つ選択します。 列で次
のテストタイプのいずれかを選択します。2温度テストの場合はテストを4つ（左低温、右低温、左高温、右高
温）選択し、単独温度の場合は（左低温と右低温または 左高温と右高温）を選択します。
イリガートル時間(

)、温度(

)、および流量(

)が一覧表示されます。

再解析をクリックしてテスト結果を更新します。
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注記 • テストオプションに変更が加えられた場合は、再解析が必要になることがあります。たとえばテスト
のオプション設定、Account for Spontaneous Nystagmus in Caloric Resultsが変更された場合、 Pods
Analysisの結果が変更されます。再解析するには、再解析をクリックします。

11.9.1

ポッド表示 と解析
ポッド表示
カロリックポッドには、両耳と両温度（低温と高温）を表す4つすべてのカロリックテストからの自発性眼位の軌
跡が表示されます。

注記 • ポッドは、赤が右耳を示すように、または赤が高温を示すように表示できます。（デフォルトのディス
プレイは テストのオプションで設定されています）

水平面トレースのピーク (°/s)が保存され、カロリック一側衰弱、利得非対称性、および方向優位性の計算に使
用されます。

注記 • これらの値の計算の式では、一側衰弱および利得非対称性に関して自発眼振が考慮されます。Account
for Spontaneous Nystagmus in Caloric Results、正または負の値がSPVの方向を示します。

形状

単独温度 テ
スト
片側性の衰え

値の表示

耳:

耳と温度:

R=右耳

RC=右低温、LC=左低温、
RW=右高温、LW=左高温

L=左耳
SN=自発眼振

両耳（左右）で同じ温度の2
つのカロリックテストが採
取され、両方の水平軌跡の
ピーク (°/s)が計算され
たとき。
正しく計算するためには、

Account for Spontaneous
Nystagmus in Caloric
Results。
方向優位性

単独温度 .
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形状

2温度 テスト

値の表示

片側性の衰え

2温度 水平軌跡の が計

耳:

耳と温度:

R= 右耳

RC=右低温、LC=左低温
RW=右高温、LW=左高温

L=左耳

算されたとき。

利得非対称性

2温度 テストが採取され
たとき。

方向優位性

2温度 .

Pods Analysis

次のテストデータが一覧表示されます。
•

右合計 – 右耳に対して実施されたすべての温度の反応の合計

•

左合計 – 左耳に対して実施されたすべての温度の反応の合計

•

自発眼振 – 自発眼振 - 片側性の衰えおよび利得非対称性を計算する際に考慮された自発眼振の平均。

•

片側性の衰え – 衰えが認められる耳において、他方の耳と比較して弱い応答のパーセンテージ

•

利得非対称性 – 別の耳と比較して表示の方向により多く拍動する反応のパーセンテージ（差が自発眼振で説
明できない場合のみ該当）

•

方向優位性 – 別の方向と比較してある方向により多く拍動する反応のパーセンテージ

SPVピークテーブルで、各カロリックテストについて、最高速度と出現したピークが表示されます。
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11.9.2

バタフライグラフ
テストオプションでは、どのバタフライグラフタイプを表示するか選択できます。選択できるのはFreyss SPV
（緩徐相速度）グラフまたは振幅合計グラフです。いずれのグラフもカロリック結果のノモグラフです。

Freyss SPV（緩徐相速度）

図には2つの興味ラインがあります。1つは低温刺激、他方は高温刺激を表します。図の垂直軸は緩徐相速度を表し
ます。水平軸はカロリック減衰のパーセントです。図のセンターのボックスは正常値を示します。デフォルトで
は、これらの値はカロリック減衰では± 25%、暗黙の非対称性では± 6 °/sです。
図の線は、左端にプロットされた右耳のカロリック刺激からのピーク反応の値と、図の右端にプロットされた左耳
の反応との間の関係です。正常な反応は「正常」ボックス内の交点を示します。カロリック衰弱が25%を超える場合
は、正常ボックスの左または右に交点があり、それぞれ右耳または左耳のカロリック衰弱を示します。異常な平均
の暗黙の非対称性（非正規化利得非対称または自発眼振）は、正常ボックスの上または下に交点があります。右側
非対称の交点はボックスの上になります。左側非対称の交点はボックスの下になります。
この部の値と SPVピーク(°/s) テーブルの対応する値は絶対値で、自発眼振に関して補正されていません。

振幅合計

この図は4つのカロリック刺激すべての振幅曲線を4本の線で表示しています。グラフの上部には、右拍動眼振の結
果の洗浄を示します。グラフの下部には、左拍動眼振の結果の洗浄を示します。右耳のピーク振幅は図の左側に、
左耳のピーク振幅は図の右側にあります。図の垂直軸は振幅（°/s）を示します。水平軸は時間（秒）です。
テストオプションで同側および対側(合計振幅図)を選択すると、この図には4つのすべてのカロリック刺激の振
幅曲線が4本の線で表示されます。図の上部には高温刺激が表示され、テストする耳に向かう眼振を表します。図の
下部には低温刺激が表示され、テストする耳と反対に向かう眼振を表します。右耳のピーク振幅は図の左側に、左
耳のピーク振幅は図の右側にあります。図の垂直軸は振幅（°/s）を示します。水平軸は時間（秒）です。
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12

録画 (ビデオ記録/再生)
記録
眼球運動録画の際、画像サイズにはフル画像、眼球画像、瞳孔画像のオプションがあります。

フル画像

眼球画像
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瞳孔画像

注記 • 注記ウィンドウタブをクリックして注記を入力します。注記を追加または変更するには、注記 ウィン
ドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してください。

録画ボタンとセレクション

スタート

録画開始

停止

録画停止

注記 • 録画時間に制限はありません。ただし、録画時間が経過す
るにつれ、ハードドライブ上のファイルサイズが大きくなりま
す。
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録画ボタンとセレクション

テストセットアップ

フル画像 - 全体画像を録画する際に選択します
眼球画像 - ROIボックスの範囲内のみを録画する際に選択します
瞳孔画像 - ROIボックスの範囲内のみを録画する際に選択します
目隠し - 録画が目隠しで行われたことを示す際に選択します

注記 • 120 fpsかつ目隠しを選択すると、フレームレートが60
fpsに変更されます。このレートでは、カメラのシャッターをより
長く開いたままにでき（露出が増加）、画質が改善されます。目
隠しを選択すると、テストリストの目隠し欄にチェックマークが
付きます。

眼球動画の録画スピード

フル画像録画のオプション

•

•

•

•

–

30 fps

–

60 fps

眼球画像録画のオプション
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

瞳孔画像録画のオプション
–

30 fps

–

60 fps

–

120 fps

眼球動画を圧縮 - 録画ファイルサイズを縮小する際に選択します

注記 • 録画を60または120fpsで行うと、スローモーションまた
は通常速度で再生することができます。通常速度では、一部のフ
レームがスキップされます。眼球運動録画は圧縮することも可能
です。

室内同時録画

室内同時録画をオンまたはオフにします。室内録画は常に圧縮されま
す。

室内録画速度

録画のオプション
•

15 fps

•

30 fps

フレームレートが高いほどファイルサイズは大きくなります。

モード（室内同時録画のみ）
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録画をカラーあるいはグレースケールで行うよう選択します。カラー録
画の方がファイルサイズが大きくなります。
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録画ボタンとセレクション

External Monitor （外部モニター）

眼球ビデオをコンピュータのモニターおよび外部モニターにも表示する
場合は、

をクリックします。 記録中は、モニターに経過時間

が表示されます。

眼球運動のみの録画、あるいは眼球運動を室内録画することも可能です。眼球運動と室内録画を組み合わせる場
合、2分間の録画のファイルサイズをの増加を理解するために► 256ページを参照してください。
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再生
選択された被検者の録画のリストは、次の各ビデオファイルの情報と合わせて表示されます。
•

日時 - 録画された日時

•

- 録画に目隠しが選択されたことを示します

•

fps - 録画のフレームレート（秒毎のフレーム）

•

- 特定の目的（例：異常のある結果を示す）でファイルをマークしたい場合は、この一意の識別子がつい
たカラムヘッドの下にあるチェックボックスを選択します。

•

ファイルサイズ（MB） - 眼球運動録画のファイルサイズです。室内同時録画が行われていた場合、ファイル
サイズは眼球運動と室内録画を結合した録画になります。

録画情報は録画と合わせて一覧されます：
•

録画された日時

•

現在のフレームとフレームの合計数

•

録画スピード

•

現在のフレームが録画された時刻

録画の再生中に、
•

スライドバー（A）のいずれかの端の矢印をクリックすると、録画を一度に10フレーム前または後ろに進
めます。

•

スライダー（B）の前または後ろのスライダーバーーをクリックすると、録画を一度に5フレーム前または
後ろに進めます。

•

スライダー（B）をドラッグすると、ビデオを特定のフレームに移動します。

注記 • ディスク容量を節約するため、重要ではない録画は全て削除するようにしてください。
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注記 • 注記を追加または変更するには、注記 ウィンドウタブをクリックします。編集ツールについての詳細
は、► 22ページを参照してください。

再生 ボタンと選択
再生

録画の再生

一時停止

録画の一時停止

停止

録画の停止

録画を削除

選択したテストの録画を削除します。

注記 • ディスクドライブの容量を節約するため、必要のない録画
は削除することが推奨されます。録画を削除した後は、復元でき
ません。

スピード

注記 • 再生速度を設定する前に、眼球運動録画の下部に表示され
ている録画フレームレート（fps）を確認してください。

•

正常 - 30fpsで録画された眼球運動録画は、通常速度でのみ再生
できます。

•

遅い - 60fpsで録画された眼球運動録画は、通常あるいは低速度
でのみ再生できます。

•

より遅く - 120fpsで録画された眼球運動録画は、通常、低速ある
いはより低速度でのみ再生できます。

室内同時録画

Otometrics - ICS Impulse USB

選択すると、眼球運動の録画を室内同時録画と併せて再生します。室内
録画は、眼球運動録画と全ての速度において同期されます。
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レポート
レポートをクリックします。レポートウィンドウ(A)が開き、デフォルトのレポートが表示されます。レポートに
は、その被検者から採取された最新のデータセットが含まれます。採取されたデータに基づいて、それぞれのテス
トセクションの順番は次のようになります。眼振運動、ヘッドインパルス、位置、およびカロリック。

注記 • レポートはベクトルベースグラフィックスを使用して生成されます。ベクトルベースグラフィックスは
印刷画質に優れ、刊行物への提出に適した品質を備えています。

デフォルトレポートは自動的に保存されます。現在のレポートのみに変更を加える方法については、► 164ページ
を参照してください。

注記 • （どのサイトデータと被検者データが含まれているかなど）今後のすべてのレポートのデフォルト設定
を変更するには、► 197ページと► 198ページを参照してください。

13.1

Edit Report（レポートを編集）
アプリケーションに付属するレポートリストから選択してレポートに情報を追加することができます：

注記 • いずれのレポートリストも表示されない場合、欠落しているリストを再インポートしてください。►
216ページを参照してください。
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•

症状: 症歴の間に被検者が報告した症状をこのリストから選択します。選択された項目は、症状というタイト
ルのレポートセクションに追加されます。

•

印象: テスト結果に基づく全体的な医療的所見をこのリストから選択します。選択された項目は、印象という
タイトルのレポートセクションに追加されます。

•

マクロ: 実行する各テストにおいて、全体的な検査結果をこのリストから選択してテキストフィールドに挿入
します（A)。テキストフィールドのテキストは、 検索というタイトルのレポートセクションに追加されます。

注記 • マクロの挿入を希望しない場合は、テキストフィールドにテキストを入力して検査結果を追加します。
編集ツールについての詳細は、► 22ページを参照してください。

Otometrics - ICS Impulse USB

165

13 レポート

レポートリストからアイテムを選択
症状リストおよび印象リストから、当てはまるチェックボックスをそれぞれクリックします。
マクロリストから、マクロの名称をクリックしてインサートをクリックします。

注記 • 一部のマクロはリストウィンドウで表示できる文字数を超過したテキストを備えている場合がありま
す。すべてのテキストを表示するには、カーソルをマクロ名の上に移動してください。
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レポートリストのカスタマイズ

注記 • レポートリストをあるシステムにインポートしてカスタマイズし、別のスタンドアローンワークステー
ションシステムにエクスポートできます。これはサイトに複数のスタンドアローンワークステーションがある
場合に便利です。

レポートリストをカスタマイズするには、症状、印象、またはマクロをクリックします。

•

グループをリネームしたり項目テキストを変更したりするには、項目をクリックして必要な変更を加えます。

•

グループを追加するには、グループを追加をクリックして新規グループの名前を入力します。

•

項目を追加するにはグループ名をクリックします。追加する項目に応じて、症状を追加、またはインプレッ
ションを追加、またはマクロを追加をクリックして新規項目のテキストを入力します。

注記 • テキストフィールドにテキストが含まれない場合は新規項目を保存できません。新規項目を追加するに
はテキストを入力しなければなりません。

•

グループ内の項目の順序またはリスト内でのグループの順序を変更するには、項目またはグループの名前をク
リックします。上または下へをクリックして項目またはグループを移動します。

•

現在のレポートリストをエクスポートするには、エクスポートをクリックします。必要に応じてファイル名お
よび場所を変更します。保存をクリックします。

•

項目またはグループを削除するには、項目またはグループをクリックしてから削除をクリックします。はOKを
クリックすると項目またはグループが完全に削除されます。

•

リストをインポートする場合は、既存のリストを削除を選択して既存のリストをインポートするリストで置換
します。既存のリストを保持を選択して、既存のリストにインポートするリストを追加します。

注記 • 間違えた場合は、製造メーカー提供のリストを再インポートできます。
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変更を加えてから、保存をクリックして変更を保存します。変更を取り消すには、キャンセルをクリックします。

13.2

レポートオプションの確認
これが新規被検者の場合は、このウィンドウのレポートは自動作成されたデフォルトレポートです。被検者に対し1
つ以上のレポートがある場合、選択されたレポートリストはレポートの日時も含め全てのレポートを表示します。

テストグループカラム（テストグループはアイコンで表示されています）のチェックマークは、そのテストグルー
プ（眼振運動、ヘッドインパルス、位置、およびカロリック）のデータがレポートに含まれていることを表しま
す。この被検者の全てのレポートをプレビューすることができます。
複数のテストセッションまた/あるいは複数のテストタイプを1つにまとめて、新規レポートとして作成できます。
新規レポートを作成するには、新規をクリックします。既存のレポートを削除するには、レポート名をクリックし
て削除をクリックします。削除されたレポートを元に戻すことはできません。
テストをレポートに追加するには、テストグループタブをクリックし、次からの結果を含むリスト内でテスト名の
左側にあるチェックボックスを選択します。チェックボックスを再度選択すると、レポートからテストが除外され
ます。

次からの結果を含むリストは、3つのテストグループに分かれています。眼振運動、ヘッドインパルスおよび位
置、およびカロリック。テストはテスト日時およびテスト名と併せて一覧されています （テスト名はテストタイ
プとテスト方向です）。テストおよびその設定、また注記が追加されたかどうかにより、次の情報も表示されま
す：
•

この列（目隠し）にチェックマークがある場合、テストが目隠しで実行されたことを示しています。

•

この列（一意の識別子）にチェックマークがある場合、これがテストに選択されていることを示してい
ます。

•

チェックされたテストは、ヘックスプロットに含まれるヘッドインパルスを示します。

•

チェックされたテストは、Gaze図に含まれる注視を示します。

•
•
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チェックされたテストは、ポッドとバタフライウィンドウに示される解析に含まれるカロリックを示
します。
テストの注記
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各テストグループで、レポートに含まれるデータ要素を選択します。レポートオプションを選択リストから、含
めるレポートオプションのチェックボックスを選択します。すべて選択をクリックするとすべてのオプションが含
まれ、全ての選択を解除をクリックするとどのオプションも含まれません。

眼振運動 テストの
オプション

含まれる内容

較正グラフ

較正確認中のリアルタイムの眼球および頭部運動トレースのスナップショット

水平トレース

最高段階またはカーソル（解析ウィンドウでカーソルの位置が移動された場合）を
中心とした水平眼位の軌跡の録画注視, 斜偏視テストおよびVORテストは10秒間の
記録です。Saccadeテストは30秒間の記録です。

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

直立トレース

最高段階またはカーソル（解析ウィンドウでカーソルの位置が移動された場合）を
中心とした水平眼位トレースの録画注視, 斜偏視テストおよびVORテストは10秒間
の記録です。Saccadeテストは30秒間の記録です。

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

回旋トレース

カーソルを中心とした回旋性眼位の軌跡の10秒間録画

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

Saccade図

Saccade解析グラフ（最高速度、精度、およびレーテンシー)

Saccade生データ

Saccadeグラフに表示されるSaccadeの生データポイント

Saccade平均データ

Saccadeグラフに表示されるSaccadeの平均データポイント

SPVピーク

このトレース用に解析ウィンドウで設定された緩徐相速度（SPV）ピークの角速度
（SPVテストにのみ適用）

Gaze図

Gaze図およびGaze図が1ページに詳細を示す、5つの眼位の軌跡（中央、左、右、
上、下）を表示します

テストの注記
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ヘッドインパルス
テストのオプション

含まれる内容

較正グラフ

較正確認中のリアルタイムの眼球および頭部運動トレースのスナップショット

利得図

２D/3Dウィンドウに表示されたゲイングラフ

利得平均値

２D/3Dウィンドウに表示されたゲイングラフ上の平均ゲイン記号（デフォルトの
値表示）
データ推移ウィンドウに表示されたゲイングラフ上の平均ゲイン記号と値

年齢別標準データ

平均値 ± 2 の標準偏差と定義された年齢別標準カットオフ値

2Dグラフ

2D解析ウィンドウに表示された、眼球（SaccadeおよびVOR）および頭位の軌跡

2Dグラフ（大）

2D解析ウィンドウに表示された眼球（SaccadeおよびVOR）および頭位の軌跡を、
2Dグラフの選択より拡大して印刷

Saccade情報

個々のヘッドインパルステスト（例：水平面）におけるovert、covert、および
総計のSaccade数

ヘックスプロット

眼球（Saccadeおよび VOR）および頭位の軌跡、またヘックスプロットウィンド
ウおよびキャッチアップSaccade解析に表示されたHex Plotを含む

注記 • テストオプションでキャッチアップサッケードの概要のみが選択
されている場合、これがレポートに印刷されます。

データー推移

データー推移ウィンドウに表示された利得図

テスト情報

2D/3Dウィンドウ内の情報ウィンドウに表示される採取および解析アルゴリズム
から承認および却下されたヘッドインパルスの数、平均フレームレート、および
ここに挙げるテスト解析に得供する要因についての情報
- 被検者に自発眼振が見られる（テストセットアップウィンドウで自発
眼振がチェックされている場合）
- キャッチアップサッケードパラメータが変更された（再解析ウィンド
ウで値が変更された場合）

テストの注記

170

被検者ファイル内のあらゆるテスト注記

Otometrics - ICS Impulse USB

13 レポート

位置 テストのオプ
ション

含まれる内容

較正グラフ

較正確認中のリアルタイムの眼球および頭部運動トレースのスナップショット

水平トレース

最高段階またはカーソル（解析ウィンドウでカーソルの位置が移動された場合）
を中心とした水平眼位の軌跡の録画

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

直立トレース

最高段階またはカーソル（解析ウィンドウでカーソルの位置が移動された場合）
を中心とした水平眼位の軌跡の録画

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

回旋トレース

カーソルを中心とした回旋性眼位の軌跡の30秒間録画

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

SPVピーク

このトレース用に解析ウィンドウで設定された緩徐相速度（SPV）ピークの角速度

位置変更のフルト
レース

位置変更テストの完全なトレース

テストの注記

被検者ファイル内のあらゆるテスト注記

カロリック テスト
のオプション

含まれる内容

較正グラフ

較正確認中のリアルタイムの眼球および頭部運動トレースのスナップショット

水平トレース

最高段階またはカーソル（解析ウィンドウでカーソルの位置が移動された場合）
を中心とした水平眼位の軌跡の録画

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。
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カロリック テスト
のオプション

含まれる内容

直立トレース

最高段階またはカーソル（解析ウィンドウでカーソルの位置が移動された場合）
を中心とした水平眼位の軌跡の録画

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

回旋トレース

カーソルを中心とした回旋性眼位の軌跡の30秒間録画

注記 • SPVテストでは、解析ウィンドウで異なる位置に移動されていない限
り、カーソルは最高段階の中心に配置されます。

テスト情報

カロリックデータ（右合計,左合計、自発眼振、片側性の衰え、および利得非
対称性または方向優位性）

ポッドとバタフライ

自発性軌跡ポッド表示、バタフライグラフ、およびPods Analysisを1ページに
表示します

洗浄情報

カロリックテストで使用される洗浄方法および設定（時間、フロー、および温
度）

テストの注記
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13.3

レポートツールバー ボタン
ツールバーには標準ボタンとして、レポートの印刷、変更したレポートの保存、レポートのPDFファイルの作成、レ
ポートのEメール送信が含まれています、

ページの拡大レベルを変更するには
•

スライダーを縮小（-）または拡大（＋）虫眼鏡アイコンに向かって動かす
か、あるいは

•

縮小（-）または拡大（＋）虫眼鏡アイコンをクリックします。

注記 • マウスホイールを動かしてもズームイン、ズームアウトできます。レポートをウィンドウの周囲で移動
するには、左マウスボタンを押しながら新しい場所にドラッグします。

これらのボタンを使用してレポートページを表示するよう選択することができます。
•

ドキュメントを幅に合わせる

•

ドキュメントを高さに合わせる

•

ドキュメントを100%に合わせる

変更後、リフレッシュをクリックすると変更が表示されます。
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14

被検者リスト
被検者ウィンドウには、OTOsuite VestibularウィンドウのICS Impulse被検者データが一覧表示されます。被
検者ウィンドウには、統合ウィンドウ、被検者のエクスポートウィンドウおよび被検者のインポートウィンド
ウの被検者情報も含まれます。
•

統合ウィンドウで、被検者データを統合できます。► 27ページを参照してください。

•

被検者のエクスポートウィンドウおよび被検者のインポートウィンドウから、OTOsuite Vestibular
データベースにデータをエクスポートしたり、そこからデータをインポートしたりできます。

ICS Chartrデータがある場合は、被検者ウィンドウには ICS Chartrウィンドウが含まれます。

リストの操作
被検者情報は、被検者名、ID番号など、情報のタイプによって列に分けられています。 最終テスト日というタイ
トルの列には、最新のテストデータがいつ採取されたが一覧表示されます。最終修正日というタイトルの列には、
被検者ファイル内の情報が最後に変更された日付が一覧表示されます。
一部のリストでは、列についたチェックマークはその被検者に関して採取されたデータのタイプを示します。

眼振運動
ヘッドインパルス
位置
カロリック
録画 (ビデオフレンツェル)

注記 •

一意の識別子は、ユーザーが1つ以上のテストあるいは録画を特定の理由のために選択したことを

示しています（異常な結果、研究に使用される結果など）。

174

Otometrics - ICS Impulse USB

14 被検者リスト

特定の被検者の検索中

一部の列では、特定するための情報を数文字入力することで、
特定の被検者を検索できます。検索機能が利用できる列では、
列タイトルの下をクリックします。縦のカーソル（A）と検索
を消去するためのボタン（B）が表示されます。

1文字以上を入力して検索します。入力したテキストを消去す
るには、

をクリックします。

検索機能は次の列のすべての被検者リストで使用できます。

複数の被検者の選択

•

苗字（ラストネーム）

•

名前

•

被検者ID

•

性別

•

生年月日

•

医師

すべての被検者を選択： すべて選択をクリックします。選択
済みの被検者をすべて選択解除するには、全ての選択を解除
をクリックします。
被検者グループを選択： セットの最初の名前をクリックし、
シフトキーを押さえながらセットの最後の名前をクリックしま
す。
個々の被検者を選択： Ctrlキーを押しながら各被検者をク
リックします。

被検者の追加

新規をクリックします。詳細は► 24ページを参照してくださ
い。

被検者の削除

削除をクリックして被検者を削除します。

注記 • この被検者を削除することを確認する入力要求が
表示されます。「Yes」を選択するとデータは完全に削除
されます。この被検者を復元することはできません。
リストの順序変更

列見出しをクリックすると順序が逆になります。たとえば次の
とおりです。
•

被検者名をクリックすると順序がA-ZからZ-Aに変更され
ます。

•

生年月日をクリックすると順序が老いた順から若い順に
変更されます。

列幅の変更

Otometrics - ICS Impulse USB

2つの隣あう列の列見出しで、2つの列の区切りの線上でカー
ソルをクリックします。カーソルが両矢印に変化します。カー
ソルをドラッグして列幅を広げたり狭めたりします。
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14.1

ICS Chartr
被検者グループから、ICS Chartr被検者を選択します。表示されたウィンドウからはICS Chartr データベース内
の被検者リストのみにアクセスできます。Chartr VNG/ENG または EP で収集されたテストデータは、
OTOsuite Vestibularアプリケーションでは表示できません。
データ入力時間を削減するため、ICS Chartrデータベース内の被検者情報をOTOsuite Vestibularデータベースに
インポートできます。
1. インポートされる被検者を選択します。
2. インポートをクリックします。
3. OKをクリックします。
プロセスが完了したことを示すため、 状況 列にインポート済みと表示されます。アプリケーションを閉じると、
インポートされた被検者の記録は消去されます。
データベースにアクセスするためには、ICS ChartrソフトウェアがOTOsuite Vestibularソフトウェアと同じコン
ピュータにインストールされていなければなりません。データベースにアクセスできる場合、被検者グループのナ
ビゲーションパネルにICS Chartr被検者項目が表示されます。

14.2

被検者のエクスポート
被検者グループから、被検者リストを選択します。エクスポートをクリックします。表示されたウィンドウか
ら、すべてのOTOsuite Vestibular被検者にアクセスすることができます。
被検者をエクスポートするには
1. 被検者を選択します。
2. データのエクスポート方法を選択します。
•

XMLファイル&ASCII生データ - エクスポートした被検者データを、他のICS Impulseシステムと共有した
り、電子医療記録に使用する場合に選択します。エクスポートには、各被検者に対してXMLファイルと
ASCII .txtファイルの両方が含まれます。*.txtファイル内の生データは、OTOsuite Vestibularアプリ
ケーションで被検者データを再生するために必要です。

•

–

XMLファイルには、データベース内に保存されている完全な被検者データが含まれます。► 253ページ
を参照してください。

–

ASCII生データファイル。ExcelやMatLabなどのプログラムを使用して、*.txtファイルを研究用に表示
できます。OTOsuite Vestibularアプリケーション以外でファイルを使用する場合は、► 241ページ
の、データを表形式に変換する方法についての説明と、テストグループによって異なる結果の列の説明
を参照してください。

PDFレポート - エクスポートした被検者のすべてのレポートを、電子医療記録に使用する場合に選択しま
す。

•

ASCIIテスト結果 - エクスポートしたCSV（カンマ区切りの値）ファイル形式のテスト結果を、研究目的
でExcelやMatLabなどのプログラムで使用する場合に選択します。

•

眼球/室内動画を組み合わせ - 眼球運動の録画と室内録画を1つのaviファイルにエクスポートする場合
に選択します。ファイルサイズのため、1度に選択できる被検者は1人のみです。OTOsuite Vestibularを
サポートするオペレーティングシステムでは、デフォルトでMJPEGコーデックがインストールされていま
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す。このファイルを別のコンピュータで表示するには、WindowsメディアプレーヤーとMJPEGコーデックが
インストールされている必要があります。

注記 • エクスポートする前に、重要ではない録画はすべて被検者ファイルから削除することが推奨されま
す。室内録画を眼球運動と結合した場合のファイルサイズの増加を理解するには、次を参照してくださ
い。► 256ページ。

•

匿名の被検者 - エクスポートしたデータを、個人情報のプライバシーを守ったまま共有する場合に選択し
ます。たとえば、匿名の被検者が選択されている場合、苗字（ラストネーム）、名前、被検者ID、およ
びファイル名はNoneという言葉に置き換えられます。1度に選択できる被検者は1人のみです。

注記 • 匿名の被検者が選択されたファイルをインポートする： これらのファイルには、既存の被検者
データをシステムの上書きから防止する情報が含まれています。オリジナルのエクスポートがインポート
された後から、データが追加されます。既存の被検者データが存在しない場合には、被検者を識別するす
べての情報を置換しません。

•

aVOR - 眼球と頭位のデータをaVORアプリケーションにエクスポートする場合に選択します。

3. エクスポートまたはエクスポート先をクリックします。
•

エクスポートをクリックすると、管理者ウィンドウでセットアップした場所にファイルが送信されます。場所
を表示するには、システムグループからシステム設定をクリックします。

•

エクスポート先 をクリックすると、ブラウズ機能で選択した場所にファイルが送信されます。

プロセスが完了したことを示すため、状況列にエクスポート済みと表示されます。アプリケーションを閉じると、
エクスポートされた被検者の記録は消去されます。

14.3

被検者のインポート
以前にOTOsuite Vestibularアプリケーションからアーカイブ、インポート、またはエクスポートされたファイル
から、ファイルをインポートできます。
1. 被検者グループから、被検者リストを選択します。インポートをクリックします。
2. フォルダーを開くをクリックしてインポートするファイルの場所に移動します。
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注記 • 被検者データを再生するには、*.xmlファイルと*.txtファイルを両方インポートする必要がありま
す。ヘッドインパルスデータのみは例外で、データは*.xmlファイルのみで表示できます。

3. OKをクリックします。
4. 被検者リストのファイルで、被検者名（姓名）、ID、性別、生年月日が提示されます。インポートするファイル
を選択します。
5. インポートをクリックします。
プロセスが完了したことを示すため、状況列にインポート済みと表示されます。アプリケーションを閉じると、イ
ンポートされたファイルの記録は消去されます。
をクリックすると、インポートフォルダー内の被検者ファイルのリストが更新されます。

注記 • 匿名の被検者が選択されたファイルをインポートする： これらのファイルには、既存の被検者デー
タをシステムの上書きから防止する情報が含まれています。オリジナルのエクスポートがインポートされた後
から、データが追加されます。既存の被検者データが存在しない場合には、被検者を識別するすべての情報を
置換しません。

インポートやインポートされたファイルの表示に関する問題は、► 223ページを参照してください。
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15

オプション
オプショングループでは次の設定が使用できます。

•

一般 (► 180ページ参照。)

•

グラフの色 (► 185ページ参照。)

•

眼振運動 (► 186ページ参照。)

•

ヘッドインパルス (► 188ページ参照。)

•

位置 (► 191ページ参照。)

•

カロリック（► 193ページ参照。）

•

サイト情報 (► 197ページ参照。)

•

レポートオプション (► 198ページ参照。)

ナビゲーションパネルで、 オプションメニューには2つの項目があります。テストのオプションとレポートオプ
ションの2つのタブがあります。
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15.1

一般
オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
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アイテム

選択

自動プロトコル

オンまたはオフを選択します。（デフォルト設定はオフです。）

自動プロトコルの定義
•

用意されているテストのリストから、選択されたテストに追加するテ
ストをクリックして選択し、

をクリックします。（または、選択した

テストをリストにドラッグします。）
•

選択されたテストのリストから、削除するテストを選択して

をク

リックします。

複数のテストの選択
テストグループ内のすべてのテストを選択するには、グループ名をクリックし
ます。
連続していないテストを選択するには、Ctrlキーを押えながら個々のテストを
クリックして選択します。

テスト順序の変更
•

選択されたテストリストで、リスト内で上下に移動するテストを選択し
ます。テストが新規の位置になるまで繰り返し

または

をクリック

します。（または、選択したテストを新規の位置にドラッグします。）

スタートアップモジュール

アプリケーションの起動時にどのテストデータ採取ウィンドウが開くかを設定
するには、次のオプションのいずれかを選択します。
•

注視

•

VOR

•

斜偏視

•

Saccade

•

ヘッドインパルス

•

SHIMP

•

ダイナミック

•

位置変更

•

カロリック

•

ビデオ記録/再生

注記 • 一般テストオプションで自動プロトコルがオンに設定されてい
る場合、OTOsuite Vestibularアプリケーションの起動時には自動プロ
トコルリストの最初のテストが開きます。
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アイテム

選択

眼球動画の録画スピード

ヘッドインパルス
ヘッドインパルステスト中に眼球運動録画を採取する際に、記録速度を設定す
るには次のオプションのいずれかを選択します。
•

30 fps

•

60 fps

•

120 fps

注記 • 選択したフレームレートが高いほど、データファイルは大きくな
ります。

眼振運動、位置的、カロリック
テスト中に眼球運動録画を採取する際に、記録速度を設定するには次のオプ
ションのいずれかを選択します。この設定は眼振運動、位置的、およびカロ
リックテストで使用されます。
•

30 fps

•

60 fps

•

Max

注記 • Max は採取できる最高速度で、使用するコンピュータによって異
なります。選択したフレームレートが高いほど、データファイルは大き
くなります。

室内同時録画

室内の録画を採取する際に、記録速度を設定するには次のオプションのいずれ
かを選択します。
•

15 fps

•

30 fps

注記 • 選択したフレームレートが高いほど、データファイルは大きくな
ります。
室内録画の形式を設定するには、次のオプションのいずれかを選択します。
•

カラー

•

グレースケール

注記 • カラーで録画すると、保存するデータファイルが大きくなりま
す。
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アイテム

選択

再接続

ゴーグルの再接続
次のエラーメッセージの指示に従ってゴーグルを再接続（ソフトウェアから
ハードウェアへの接続）してください。

同期された室内ビデオを再接続
次のエラーメッセージの指示に従って室内録画カメラを再接続（ソフトウェア
からハードウェアへの接続）してください。

眼球動画の圧縮

オンまたはオフを選択します。（デフォルト設定はオンです。）

注記 • 回旋データを採取するときのビデオファイルサイズの増加を理解
するには、► 256ページを参照してください。
動画を自動保存

オンまたはオフを選択します。（デフォルト設定はオフです。）

注記 • ビデオデータのみを採取する場合は、これらの設定は適用されま
せん。データは常に保存されます。

音声記録

Otometrics - ICS Impulse USB

•

オフ 新規ビデオが作成されるたびに表示される自動メッセージに対して

•

オン - すべてのビデオは自動的に保存されます。

オンまたはオフを選択します。（デフォルト設定はオンです。）
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アイテム

選択

音声フィードバック

次の場合にはオーディオキューが提示されます。
•

採取中に、テスト期間が延長された場合（拡張をクリックした結果、また
はプレゼンテーションリモートの左マウスボタンを長押した場合）

•

ヘッドインパルス操作が却下または承認された場合

•
•

テストおよびレポートのオプ
ションをインポート/エクス
ポート

SHIMP 操作が却下または承認された場合
カロリック タイマーが停止した場合。

インポートをクリックして、どのテストおよびレポートオプションをイン
ポートするかを選択します。

エクスポートをクリックして、選択したテストおよびレポートのオプション
を、指定した場所にエクスポートします。
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15.2

カラー
1. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
2. カラーウィンドウタブをクリックします。

アイテム

選択

眼球

VOR - ヘッドインパルスおよびSHIMPにおける眼球運動の軌跡のVORコンポー
ネントのデフォルトカラーを変更します。このカラーはVORテスト（VVOR（視
覚の前庭動眼反射）およびVORS（前庭性動眼反射抑制））の眼球運動の軌
跡にも適用されます。
Saccade - 2D解析における眼球運動の軌跡のSaccadeコンポーネントのデ
フォルトカラーを変更します。

ヘッドインパルス解析

対応する解析ウィンドウにおける頭位の軌跡のデフォルトカラーを変更しま
す。

ヘックスプロット

平均利得バーのデフォルトカラーを変更します。各バーのカラーは一側のカッ
トオフ値と上限1.25によって決定されます。

頭部

採取ウィンドウ: リアルタイムトレース (ヘッドインパルス) おおびリア
ルタイムトレース（X軸単位:秒） (VOR）。

SPV

眼位の軌跡のデフォルトカラーを変更します。

デフォルトを復元

Otometricsが推奨するデフォルトカラーに復元するには、復元をクリックし
ます。この色は色覚異常の人に最適化されています。
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15.3

眼振運動
1. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
2. 眼振運動ウィンドウタブをクリックします。

アイテム

選択

ピークの計算用に平均する
SPVポイント

SPV解析で速度の計算のために平均を使用するSPVポイント数を選択します。使
用できる選択肢、 3～10から選択します。

Saccade表示

未加工データのみ、平均データのみ、または未加工データと平均データの両
方、のいずれを表示するかを設定します。

Gaze図

データ収集後に注視グラフを表示
代わりに解析ウィンドウを表示する場合は、オフに設定します。

振幅 (°)
矢印の先端の線の数（1、2、または3）を決定する値を設定します。

SPV x̄ (°/s)
矢印の後端の線の数（1、2、または3）を決定する値を設定します。

186

Otometrics - ICS Impulse USB

15 オプション

アイテム

選択

テスト設定

名前の変更
テスト名をデフォルトの名前から新規の名前に変更します。

目隠し
目隠しを該当するテストのデフォルトに設定する場合に選択します。
回旋
回旋を該当するテストのデフォルトに設定する場合に選択します。
最長持続時間
ドロップダウンリストから希望する分を選択します。

採取記録を表示
水平右（HR）、垂直右（VR）の軌跡またはすべての軌跡から、表示するものを
選択します。

解析追跡
水平右（HR）、垂直右（VR）の軌跡またはすべての軌跡から、表示するものを
選択します。

頭位フィードバック又は室内同時録画
頭位フィードバック - 頭部の画像を表示し、空間内の被検者の頭部位置を
記録します。データ収集トレースと眼球運動録画と併せて再生できます。

注記 • 頭位フィードバックはVVOR（視覚の前庭動眼反射）および
VORS（前庭性動眼反射抑制）では利用できません。これは、眼球運動
動画では高速が必要なためであり、斜偏視ではテスト中に頭位が静止し
ているためです。

室内同時録画 - 室内録画と音声を記録します。データ収集トレースと眼球運
動録画と併せて再生できます。

なし - 頭部と室内の画像が録画されません。
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15.4

ヘッドインパルス
1. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
2. ヘッドインパルスウィンドウタブをクリックします。

収集設定
アイテム

選択

自動で収集スタート

デフォルトでは、このオプションが選択されています。
採取ウィンドウが開いてからx秒後に採取が自動的に開始します。
時間はスタートの遅れ（秒）フィールドで設定します。

必要なヘッドインパルス

採取は、左と右水平面およびLARPとRALPテストに入力された、必要なヘッ
ドインパルスの値に従って、自動的に停止します。

オペレーターへのフィード
バック

設定中に頭と目の位置をフィードバック - LARP/RALPのテストセットアッ
プ中に頭位をモニターするために、頭位と眼位のフィードバックをオンにしま
す。

収集中のオペレーターフィードバック - リアルタイム追跡でオペレー
ターフィードバックをオンにします。

収集中の同期室内動画 - 室内のビデオ記録をオンにします。テストが開始
すると記録も開始します。室内録画の再生は、眼球運動録画と同期されます。

採取中のフィードバック - LARP/RALPのデータ採取中に、眼位と頭位を
（間接的に）モニターするための、眼位のフィードバックをオンにします。
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解析グラフ
アイテム

選択

X軸表示 - 2D解析グラフ

2Dグラフのx軸を、ミリ秒またはサンプルのどちらで表示するかを選択できる
ようになります。

グラフ位置

2Dグラフおよび3Dグラフで、左のデータのグラフが右側になるように、左右の
グラフの位置を変更できるようになります。

利得図
アイテム

選択

水平面モード施行時のカッ
トオフ値

カットオフラインの設定

一側 - 正常と一側損失の間のカットオフライン
両側 - 一側損失と両側損失の間のカットオフライン

LARP/RALPモード施行時の
カットオフ値

カットオフラインの設定

一側 - 正常と一側損失の間のカットオフライン
両側 - 一側損失と両側損失の間のカットオフライン

デフォルトのカットオフを
復元

標準的データカットオフ値を、公開データで文書化されOtometricsで推奨され
る値に復元します。(1)

年齢別標準データ

オンまたはオフ - オン が選択されている場合、年齢関係の標準的データが利
得図に表示されます。(2)

注記 • 被検者の生年月日を表示するには、被検者情報に入力する必要が
あります。年齢の標準には、10歳以上のデータが含まれます。

利得ポイント：

利得図の個々の利得ドットのサイズを変更します。ビデオプロジェクターに
データを提示する場合に、利得ポイントサイズを増加させます。

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse

test: Diagnostic accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141. 注記: すべ

ての標準的データは、手を頭の上に置き外向きのヘッドインパルスで採取されました。
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The
video head impulse test (vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values
of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in Neurology June 22: ISSN: 1664-2295. 注記: すべての

標準的データは、手を頭の上に置き外向きのヘッドインパルスで採取されました。

Otometrics - ICS Impulse USB

189

15 オプション

解析計算
アイテム

選択

利得非対称性

以下からの選択を可能にします。

相対(Newman-Toker/Mantokoudis) 処方

または

正規化相対(Jongkees) 処方

キャッチアップSaccade解析

190

アイテム

選択

概要のみを表示

キャッチアップキャッチアップSaccade解析データの概要のみを ヘックス
プロットに表示します。
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15.5

位置
1. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
2. 位置ウィンドウタブをクリックします。
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アイテム

選択

ピークの計算用に平均する
SPVポイント

SPV解析で速度の計算のために平均を使用するSPVポイント数を選択します。使
用できる選択肢、 3～10から選択します。

テスト設定

名前の変更
テスト名をデフォルトの名前から新規の名前に変更します。

目隠し
目隠しを該当するテストのデフォルトに設定する場合に選択します。
回旋
回旋を該当するテストのデフォルトに設定する場合に選択します。
最長持続時間
ドロップダウンリストから希望する分を選択します。

採取記録を表示
水平右（HR）、垂直右（VR）の軌跡またはすべての軌跡から、表示するものを
選択します。

解析追跡
水平右（HR）、垂直右（VR）の軌跡またはすべての軌跡から、表示するものを
選択します。

頭位フィードバック又は室内同時録画
頭位フィードバック - 頭部の画像を表示し、空間内の被検者の頭部位置を
記録します。データ収集トレースと眼球運動録画と併せて再生できます。

室内同時録画 - 室内録画と音声を記録します。データ収集トレースと眼球運
動録画と併せて再生できます。

なし - 頭部と室内の画像が録画されません。
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15.6

カロリー
1. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
2. カロリックウィンドウタブをクリックします。
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アイテム

選択

ピークの計算用に平均する
SPVポイント

SPV解析で速度の計算のために平均を使用するSPVポイント数を選択します。使
用できる選択肢、 3～10から選択します。

ポッドとバタフライ

データ収集後にポッドとバタフライを表示
採取後にポッドとバタフライウィンドウを表示する場合に選択します。
バタフライグラフ:
次のいずれかを選択します。
•

Freyss SPV（緩徐相速度） 、または

•

振幅合計 .

選択肢の説明は► 157ページを参照してください。

ポッド表示:
4つのカロリック テストから望ましい結果表示を選択します。R=右、L=左、
W=高温、C=低温です。
•

右の上に左の拍動 (RC/LW:RW/LC)

•

低温の上の高温 (RW/LW:RC/LC)

•

左の上に右の拍動 (RW/LC:RC/LW)

Account for Spontaneous Nystagmus in Caloric Results
カロリック結果から自発眼振を減算する場合は選択します。選択する場合は
次のいずれかを選択します。
•

平均SPV (自発性テスト) 、または

•

平均最初の5秒間(カロリーテスト)

注記 • 平均SPV (自発性テスト)を選択すると、テストタイプ自発-座
位および自発-背臥位の結果のみに適用されます。
表示
追加の画面設定を選択します。

右耳が赤 ,
方向優位性 、または
同側および対側(合計振幅図)
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アイテム

選択

洗浄器設定

AirCal画面
テストリストウィンドウに表示するには、採取した各テストについて実際の
値または設定値に設定します。これらの値はレポートに含めることもできま
す。

他のイリガートル(デフォルト)
データ採取中に最もよく使用するイリガートルのタイプに基づいて、気導また
は水に設定します。

高温
イリガートルで使用される高温の温度を増加または減少させるには、希望する
温度を入力します。（あるいは、値を増加または減少させるには、上矢印また
は下矢印をクリックします。）

低温
イリガートルで使用される低温の温度を増加または減少させるには、希望する
温度を入力します。（あるいは、値を増加または減少させるには、上矢印また
は下矢印をクリックします。）

期間
洗浄の最大時間を増加または減少させるには、希望する時間を入力します。
（あるいは、値を増加または減少させるには、上矢印または下矢印をクリック
します。）

流量
洗浄で使用される流量を増加または減少させるには、希望するL/minを入力し
ます。（あるいは、値を増加または減少させるには、上矢印または下矢印をク
リックします。）
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アイテム

選択

タイマー

タイマー
オンに設定します。
スタートオプション
テスト開始またはテスト終了に設定します。
自動プロトコルあり(分)
耳の間
時間を増加または減少させるには、上矢印または下矢印をクリックします。範
囲は3～10で、デフォルトは3に設定されています。

温度範囲
時間を増加または減少させるには、上矢印または下矢印をクリックします。範
囲は3～10で、デフォルトは5に設定されています。

自動プロトコルなし(分)
耳と温度の間
時間を増加または減少させるには、上矢印または下矢印をクリックします。範
囲は3～10で、デフォルトは5に設定されています。

テスト設定

名前の変更
テスト名をデフォルトの名前から新規の名前に変更します。

目隠し
目隠しを該当するテストのデフォルトに設定する場合に選択します。
回旋
回旋を該当するテストのデフォルトに設定する場合に選択します。
最長持続時間
ドロップダウンリストから希望する分を選択します。

採取記録を表示
水平右（HR）、垂直右（VR）の軌跡またはすべての軌跡から、表示するものを
選択します。

解析追跡
水平右（HR）、垂直右（VR）の軌跡またはすべての軌跡から、表示するものを
選択します。

頭位フィードバック又は室内同時録画
頭位フィードバック - 頭部の画像を表示し、空間内の被検者の頭部位置を
記録します。データ収集トレースと眼球運動録画と併せて再生できます。

室内同時録画 - 室内録画と音声を記録します。データ収集トレースと眼球運
動録画と併せて再生できます。

なし - 頭部と室内の画像が録画されません。
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15.7

サイト情報
1. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
2. サイト情報ウィンドウタブをクリックします。

このウィンドウの一部のフィールドは、プロファイルでユーザーにシステム設定の変更を許可するが選択されて
いるユーザーのみがアクセスできます。
ここに入力された情報は、レポート設定ウィンドウでの指定に従ってレポートで使用されます。(► 198ページを
参照してください。)
サイト情報のフィールドにテキストを入力してロゴを追加します。

注記 • 最大文字数は、サイト名とウェブサイトで45文字が許可されるのを除き、すべてのフィールドで32文
字です。ロゴはサイズ変更されます。

1. ブラウズ...をクリックします。
2. ロゴに使用するファイルの場所に移動します。
3. ファイルを選択して開くをクリックします。
ロゴを削除するには、消去をクリックします。
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15.8

レポートオプション
1. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
2. レポートオプションウィンドウタブをクリックします。

このウィンドウの一部の設定は、プロファイルでユーザーにシステム設定の変更を許可するが選択されている
ユーザーのみがアクセスできます。
デフォルトのレポート設定に対する変更は、変更後に作成されたレポートのみに影響します。

注記 • 現在のレポートのみに変更を加える方法については、► 168ページを参照してください。

設定

オプション

レポートに印刷する被検者情報

含める項目を選択します。

レポートにオペレーター名を印刷
被検者レポートを最後に更新したオペレーターまたは両方
のいずれを含めるかを選択します。

レポートに印刷されたアドレス形式

市町村名の前に郵便番号を挿入する場合は、市の前に郵便番
号を印刷を選択します。

白黒プリンター設定

白黒プリンターを使用する場合に、右耳の利得値と区別できる
ように左耳の利得値の記号を変更するには、一意の利得図記
号を選択します。

レポートに印刷されるサイト情報

含める項目を選択します。

注記 • サイト情報を変更するには、► 197ページを参照
してください。

レポートの用紙サイズを選択
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レターまたはA4を選択します。
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設定

オプション

レポートのタイトルを設定

メインレポートタイトルとセクションタイトルのデフォルトの
名前を変更します。
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16

システム設定
一部のシステム設定ウィンドウは、ユーザープロファイルで次がうちいずれかまたは両方が選択されているユー
ザーのみがアクセスできます。ユーザーを管理者として追加またはユーザーにシステム設定の変更を許可す
る。► 201ページを参照してください。

16.1

管理者 ウィンドウ
管理者
プロファイルでユーザーを管理者として追加が選択されているユーザーのみがこのウィンドウにアクセスできま
す。このウィンドウではユーザーデータの作成、編集、削除が実行できます。
ユーザーデータは、情報のタイプに基づいて列ごとに分かれています： 姓、名、ユーザー名など
共有ファイル（録画、レポート（PDF)、エクスポート、インポート）にはネットワークの場所が設定されていま
す。詳細は► 218ページを参照してください。
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新規ユーザーをセットアップ

重要 • 管理者権限を持つユーザーを最低限1人セットアップしてください

1. 新規をクリックします。
2. データを入力します。必須項目には星印（*）がついています。

注記 • パスワードには大文字小文字の区別があります。

3. アクセス権を許可するには、ユーザーを管理者として追加（A）またはユーザーにシステム設定の変更を
許可する（B）をクリックします。
•

ユーザーを管理者として追加 - すべての権限

•

ユーザーにシステム設定の変更を許可する - 以下を除くすべての権限
–

ユーザーの追加、編集、削除、

–

共有ファイル(録画、レポート（PDF)、インポート、エクスポート）のネットワークの場所の指定、

–

アプリケーションライセンスおよびファームウェアの更新

4. 変更を取り消すには、保存をクリックします。
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201

16 システム設定

ユーザーデータを編集
1. リストからユーザーを選択します。
2. 編集をクリックします。
3. 星印（*）のついている必須項目は全て入力してあることを確認しながら変更を行います。
4. 変更を保存するには保存 をクリックします。変更を取り消すには、キャンセルをクリックします。

ユーザーを削除
1. リストからユーザーを選択します。
2. 削除をクリックします。
3. OKをクリックします。

16.2

ワークステーション設定
システムグループから、システム設定を選択します。このウィンドウの一部のフィールドは、プロファイルで
ユーザーにシステム設定の変更を許可するが選択されているユーザーのみがアクセスできます。
システム管理者から提供された情報をフィールドに入力します。
アイテム

設定

ワークステーションコンピュータ名

この読み取り専用のフィールドには、Windowsコントロー
ルパネルで割り当てられたコンピュータ名が表示されま
す。

ワークステーション場所

この PC の場所を説明するためのユーザー定義名

インスト ールプロファイル

ソフトウェアのインストールプロセス中に選択されたイン
ストールタイプ - スタンドアローン、サーバー、クライ
アント、または両方（サーバー/クライアント）

クライアント /サーバーデータベースポート

ネットワーク上のデータベースにアクセスするためにクラ
イアントが使用するポート番号

メール構成

メールサーバー - メールメッセージの受信、ルーティ
ング、および配信を行うネットワーク内のコンピュータ

送信元メール - メールの送信元のメールアドレス
送信先メール - メールが送信されるデフォルトのメー
ルアドレス（このメールアドレスはユーザーが変更・追加
できます）
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SMTPポート (デフォルト = 25)

これにより、SMTPポートが定義されます（最も一般的に
使用されるのは25）

サーバーにはセキュアな接続( SSL) が必
要です

選択すると、メールの送信時にセキュリティプロトコル
SSL（Secure Sockets Layer）が使用されます。
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アイテム

設定

送信メールアカウント

デフォルトのネットワーク資格情報 - メールサー
バーへのログインに、デフォルトのネットワーク認証情報
を使用します

ユーザー名とパスワードでログイン - メールサー
バーへのログインに、この下のフィールドに指定された
ユーザー名とパスワードを使用します

プログラム言語を選択

Otometrics - ICS Impulse USB

使いたい言語をクリックします。アプリケーションの再起
動後、ハイライトされた言語が使用されます。
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16.3

OTOsuite Vestibular データベース
注記 • データベースがサーバーにある場合は、データのアーカイブまたはバックアップを実施する前に、すべ
てのユーザーがクライアントワークステーションからログオフする必要があります。データベース管理はクラ
イアントワークステーションからは実行できません。

システムグループから、システム設定を選択します。データベース機能には、プロファイルでユーザーにシステ
ム設定の変更を許可する が選択されているユーザーのみがアクセスできます。
このウィンドウで、アーカイブ（A）とバックアップ（B）の両機能を使用できます。さらに、このウィンドウに
は次のものが一覧表示されます。
•

データベースのバージョン、OTOsuite Vestibularデータベースファイルのサイズと場所（C）

•

生データの保存に関する情報（ファイルのサイズと場所）（D）

注記 • データベースの実際のサイズは、ここに表示されるより小さい場合があります。
表示されるMB数は、以下の合計です。
1) 既存の被検者データが使用するスペース
2) 被検者データがアーカイブされるたびに利用可能になるスペース
アーカイブから利用可能になったスペースがすべて使用されるまで、この数字は変化しないことがあります。
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被検者データを保存しています
被検者データをOTOsuite Vestibularデータベースで利用する必要がなくなった場合は、データをアーカイブでき
ます。パフォーマンスを最適化するため、データベースに保持する被検者は最大500人にすることを推奨します。
アーカイブされた被検者ファイルは、必要に応じてメインのデータベースにインポートできます。

重要 • アーカイブにより、被検者情報、テストデータ、録画関連データ、およびAVIビデオクリップが
OTOsuite Vestibularデータベースから削除されます。

選択

アーカイブ内容

被検者全員

データベース内のすべての被検者

～の間に最後にテストした被
験者

最後のテスト日が選択した日付範囲内の被検者のみ

今すぐアーカイブをクリックすることにより、
•

フルデータベースのバックアップが作成され、

•

選択したファイルがアーカイブディレクトリ（c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives）にエク
スポートされ、最後に

•

アーカイブされたファイルがすべてデータベースから削除されます。

アーカイブプロセスを取り消すには、キャンセルをクリックします。

注記 • アーカイブされた被検者ファイルは、インポート操作を使用して再インポートできます。► 177ペー
ジを参照してください。
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自動バックアップ
自動バックアップを有効にするを選択すると、時間間隔に基づいて自動バックアップが行われます。（デフォル
トでは、フルデータベースの自動バックアップは7日ごとに行われます。）
バックアップファイルは
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backupに保存されます。

注記 • AVIビデオクリップを含む被検者データをコピーするには、被検者データを別の場所にエクスポートし
ます。► 176ページを参照してください。

自動バックアップは少なくとも7日ごとに行うことを推奨します。必要に応じて、_日に1度自動バックアップに日
数を入力してバックアップの間隔を変更します。（自動バックアップを有効にするが選択されていることを確認
します。）
バックアップはアプリケーションを閉じると開始します。次のメッセージが表示されます。

次のように、前のバックアップはリネームされ、新規バックアップと共に保存されます。
•

以前のバックアップファイルはold_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bakとリネームされます。

•

AutoBackup_OTOsuiteVDB.bakという名前の新規バックアップファイルが作成されます。
注記 • バックアップの実行後、被検者情報、テストデータ、録画関連データ、はOTOsuite Vestibularデー
タベースに残ります。データベースのサイズを削減し、メインデータベース外の被検者データを保護するた
め、アーカイブを推奨します。► 205ページを参照してください。

データ損失を防ぐ（スタンドアローンインストール）
スタンドアローンインストールでは、少なくとも月に1度、直近のバックアップをコピーしてすべての被検者ファイ
ルをメインデータベースとは別の場所にエクスポートします。
1. OTOsuite Vestibularを開きます。
2. バックアップを取ります。► 206ページを参照してください。
3. すべての被検者ファイルをエクスポートします。► 176ページを参照してください。
4. デスクトップのショートカットOTOsuiteVファイルをダブルクリックします。
5. バックアップフォルダーに移動して、直近のバックアップを別の場所にコピーします。
6. エクスポートフォルダーに移動して、すべてのファイルを別の場所にコピーします。
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16.4

GDTインターフェース
システムグループから、システム設定を選択します。このウィンドウのフィールドは、プロファイルでユーザー
にシステム設定の変更を許可するが選択されているユーザーのみがアクセスできます。
GDTインターフェースはドイツ国内のみで使用される文書化されたGDT標準に基づいています。有効になっている場
合、インターフェースを使用してドイツ被検者管理システム（PMS）とOTOsuite Vestibularシステムの間でのファ
イル転送が可能です。外部の被検者管理システムを使用してOTOsuite Vestibularシステムを起動し、特定の被検
者を開く（または作成する）ことができます。テストが完了すると、レポートが被検者管理システムに返されま
す。
被検者管理システムへのGDTインターフェースを有効にするには、実践管理システムにGDTインターフェースを
有効にするチェックボックスを選択します。

アイテム

設定

OTOsuite Vestibularシステ
ム名

ユーザー定義の名前。4文字までに制限されています。
OTOsuite Vestibularシステムを特定するためのファイル
名の一部として使用されます。

PMSシステム名

ユーザー定義の名前。4文字までに制限されています。被検
者管理システムを特定するためのファイル名の一部として
使用されます。

テスト タイプ

被検者管理システムへのファイル転送に使用される、GDT
定義されたコード。6文字までに制限されています。

ファイル転送タイムアウト ( 秒)

OTOsuite Vestibularが被検者管理システムによって作成
されたファイルを取得するときの秒数の制限。

文字セット

ASCII - 標準文字セット
ANSI - 文字セットには、アクセント付きの文字やその他
の英語以外の言語の文字が含まれます。

GDTローカルファイル転送ディ
レクト リ

受信メッセージ - 受信GDTメッセージのフォルダーの場
所を指定します。OTOsuite Vestibularシステムはこの
フォルダーからメッセージを取得します。指定されたフォ
ルダーが存在していなければなりません。フォルダーを選
択するにはブラウズ...をクリックします。

送信メッセージ - 送信GDTメッセージのフォルダーの場
所を指定します。OTOsuite Vestibularは、被検者管理シ
ステムが取得するメッセージをここに置きます。
指定されたフォルダーが存在していなければなりません。
フォルダーを選択するにはブラウズ...をクリックしま
す。
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16.5

このプログラムについて
システムグループから、システム設定を選択します。OTOsuite Vestibularおよびコンポーネントソフトウェア
の使用を確認するには、このウィンドウを参照してください。

ソフトウェアライセンス
この手順は、ソフトウェアライセンスを更新します。
1. システムグループから、システム設定を選択します。
2. このプログラムについてをクリックします。

注記 • ライセンスを更新 管理者権限を持つユーザーを除き、すべてののユーザーで無効です。

3. ライセンスを更新をクリックします。
4. 新しいライセンスファイルを指定して、開くをクリックします。

ゴーグルファームウエア
ゴーグルがコンピュータに接続されている場合、ファームウエアバージョンに現在のファームウエアのバージョ
ンが表示されます。
この手順では*.otofwファイルを使用してゴーグルのファームウエアを更新します。

注記 • 手順を開始する前に、ファームウェアファイルの場所を確認してください。管理者権限を持つ人だけ
が、この手順を使用できます。

1. システムグループから、システム設定を選択します。
2. このプログラムについてをクリックします。
3. ファームウエアを更新をクリックします。
4. ファームウエアファイルの場所にブラウズし、ファイルを選択して、開くをクリックします。
5. 一連のメッセージがアップグレードプロセスの状態をレポートします。次のシステムメッセージが表示された
ら、OKをクリックします。

6. 指示通り、ゴーグルを切断し、再接続して、アプリケーションを再起動してください。
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16.6

エラーログ
システムグループから、システム設定を選択します。

アイテム

システムロギング

ワークステーションコン
ピュータ名

この読み取り専用のフィールドには、Windowsコン
トロールパネルで割り当てられたコンピュータ名が
表示されます。

ワークステーション場所

この PC の場所を説明するためのユーザー定義名

システムエラーログファイルが保存される場所。
匿名使用統計を許可

クリックして Eqatec を有効化または無効化しま
す。 Egatecはコンピュータ情報および対処されて
いない例外を収集します。この情報は問題を理解
し、将来の改訂においてこれを解決するために役立
てられます。詳細は ► 211 ページを参照してくだ
さい。

デバッグ追跡

ログをコピー

クリックしてすべてのログファイルをコピーし、指
定の場所に置きます。

デバッグ追跡を有効化

チェックするとデバッグレベルデバッグ追跡がオン
になります。

既存のデバッグファイルを
上書き

チェックすると、アプリケーションを開始するたび
追跡ファイルが上書きされます。チェックを外す
と、追跡データは現在のファイルに追加されます。

追跡カテゴリ（コンマ切
り）：

Otometricsサポートにより提供される情報が入力さ
れるフィールド

その他のオプション：

Otometricsが使用するため予約済み

デバッグファイルが保存される場所。

注意 • デバッグとエラーの追跡は、Otometricsの担当者またはサポートスタッフからの指示がない限り使用
しないでください。
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17

インストールおよびセットアップ
重要 • 以前のバージョンのゴーグル（ファイヤーワイヤーおよびUSBコネクタ付属）は、
OTOsuite Vestibularバージョン2.0以降と互換性がありません。

このセクションでは、ICS Impulseシステムセットアップを完了するために必要な全てのステップについて説明して
います。

17.1

•

OTOsuite Vestibularソフトウェアのインストール

•

ゴーグルを接続する

•

室内同時録画をインストールする

•

サンプルレポートリストをインポートする（サーバーのみのインストールでは不要）

•

デモデータをインポートする

•

ご利用の施設をカスタマイズする

•

Adobe Readerをインストールする

•

ネットワークデータベースおよびワークステーションをセットアップする（スタンドアローンインストールでは
不要）

コンピュータの最小要件
PCの要件
オペレーティングシステム

64ビット Windows 10 Pro、Windows 8 Pro、Windows 7 Professional
& Enterprise

CPU

Intel i5 プロセッサ

メモリ

64ビット (Windows 10、8、7): 8 GB

ディスク容量

300 GB

コネクタ

USB 2.0 または USB 3.0 4つまで、ゴーグル、室内同時録画、プレゼン
テーション用リモート、外部モニター
外部モニター接続用のVGAポート（オプション）

17.2

DVDドライブ

DVD R/W

モニター

画面解像度1600 x 900

コンポーネント

マウス、キーボード

プレゼンテーションリモート - 対応モデル
別売りのプレゼンテーションリモートは、OTOsuite Vestibularアプリケーションにより様々な用途に活用できま
す。► 16ページを参照してください。
次のプレゼンテーションリモートは、アプリケーションに対する互換性を確認済みです：
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•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote
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次のプレゼンテーションリモートは、テスト結果に基づき推奨されません： ジャイレーション エア・マウスおよ
びリモートポインタ
特に一般的なプレゼンテーションリモートのみテストを行っています。上記以外にも、OTOsuite Vestibular アプ
リケーションと互換するリモートが存在する可能性もあります。

17.3

ソフトウェアのインストール

17.3.1

インストールの開始
注記 • 可能性のあるエラーメッセージと、その対処方法：
- ファイアーウォール メッセージ： アクセスを承認してください。
- - ユーザーアカウント管理（UAC）メッセージ： Windows 7およびWindows 8システムの場合は、ユー
ザーアカウント管理（UAC）に関連するメッセージが表示されます。これは問題を示すものではありません。
メッセージを承認してください。
- MicrosoftウェブカメラまたはSQLサーバーのエラーメッセージ： Microsoft により Windows の更新が
インストールされた後にコンピュータが再起動されていない場合、エラーメッセージが表示されることがあり
ます。PCを再起動してソフトウェアインストールを再起動してください。

1. 現在開いているファイルを全て保存してプログラムを終了します。
2. OTOsuite Vestibular DVDを挿入します。

注記 • コンピューターが AutoRun（自動実行）に設定されている場合は、インストールが開始されます。
AutoRun が開始されない場合は、DVDをブラウズして

のアイコンを検索してください。

3. セットアップをクリックします。（場合によってはDVDコンテンツフォルダを閉じる必要があります）。
4. Windows 7 あるいは Windows 8 を使用している場合は、セキュリティダイアログが表示されます。はいをク
リックします。
5. OTOsuite Vestibularのコンピュータへのインストールには、特定のアプリケーション（Windows インストー
ラーなど）が必要となります。アプリケーションが既存していない場合、ダイアログボックスが必要なアプリ
ケーションを一覧します。
- インストールをクリックします。アプリケーションがインストールされると、コンピューターは再起動しま
す。
- コンピューターにログインします。インストールは自動的に続行します。
6. 「ようこそ」画面が表示されます。次へをクリックします。
7. 規約内容に同意します を選択して次へをクリックします。
8. 匿名使用統計画面が表示されます。次へをクリックします。

注記 • Egatec アプリケーションはデフォルトとしてインストールされます。システム設定のエラーログ
ウィンドウでこれをオフにすることができます。インターネットに接続されている場合、 Egatecはコン
ピュータ情報および対処されていない例外を収集します。この情報は問題を理解し、将来の改訂においてこれ
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を解決するために役立てられます。 被検者情報あるいはサイトや実在のコンピュータを特定するようないかな
る情報も収集されません。この情報は、コンピューターがインターネットに接続されている場合にのみ収集さ
れます。

注記 • OTOsuite Vestibular のインストール中は、様々な関連プログラムがインストールされ、これらに対
する参照が表示されます。このような他のプログラムの例は次のとおりです： SQL サーバー
（OTOsuite Vestibularデータベース）、Accessデータベースエンジン（Chartrデータベースをサポー
ト）、Infragistics（レポート機能）

17.3.2

インストールタイプの選択
OTOsuite Vestibular はクライアント/サーバーあるいはスタンドアローン構成としてインストールすることがで
きます。クライアント/サーバーの場合、OTOsuite Vestibularアプリケーションがインストールされた1箇所以上
のクライアントワークステーションに対し、1つのサーバーがデータベースをホストします。クライアント/サー
バーがネットワークドメインを使用する設定でインストールすることを推奨します。各コンピューターで同一の
ユーザー名およびパスワードの使用が必要になるため、ワークグループの使用は推奨されません。スタンドアロー
ンでは、1台のコンピュータがデータベースとOTOsuite Vestibularアプリケーションの両方をホストします。
OTOsuite Vestibularのインストール方法を選択します。
•

スタンドアローンインストール
SQLデータベースおよびOTOsuite Vestibularアプリケーションをホスト（追加クライアントなし）
スタンドアローンを選択し、次へをクリックして、► 213ページのインストールを完了する手順に従って続
行してください。

•

ネットワークインストール―サーバー
SQLデータベースと限定版のOTOsuite Vestibularアプリケーション（被検者管理（被検者ファイルの作成、イ
ンポート、エクスポート）、システム設定変更、データベース管理をサポート。テストの表示およびテストデー
タの採取は対応なし）をホスト。サーバーインストールする手順に従ってください。

•

ネットワークインストール―クライアントOTOsuite Vestibularアプリケーションをホスト
1. 被検者 を選択して次へをクリックします。
2. サーバーインストール時に取得したポート番号とサーバーコンピューター名を入力します。
3. ► 213ページのインストールを完了する手順に従って続行してください。

•

ネットワークインストール―両方（クライアント／サーバー）
SQLデータベースおよびOTOsuite Vestibularアプリケーションをホスト 追加クライアントもサポート可能。
クライアントとサーバーの両方をインストールする手順に従って続行してください。

17.3.3

サーバー/両方のインストール
インストールを開始する前に、必要なインストールのタイプを決定してください：
•

サーバーのみ ― OTOsuite VestibularデータベースおよびOTOsuite Vestibularソフトウェアの限定版。
データのアーカイブ/バックアップ用。

重要 • サーバー/クライアントインストールをインストールする場合、サーバーを先にインストールして
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ください。

1. サーバーまたは両側を選択して次へをクリックします。

注記 • ポート番号（SQLサーバーで使用）を変更することは可能ですが、画面上で指定された番号を使用する
ことを推奨します。

2. ポート番号およびサーバーコンピュータ名へのエントリは保管しておいてください。この情報は全てのクラ
イアントコンピュータに必要となります （プリンタに接続しているコンピュータの場合、クリックすると情報
をプリントアウトできます）。
3. 両側を選択した場合、次へをクリックして、インストールを完了する手順に従って続行してください。
4. サーバーを選択した場合、次へをクリックして、インストールを完了する手順に従って続行してください。

17.3.4

インストールの完了
1. インストールをクリックします。ステータスウィンドウが表示され、インストールの進捗を示します。
2. 終了をクリックします。
3. コントロールパネルを開きます。

Windows 7

Windows 8

A. Windows keyを押します。

A. Windows key + Xを押します。

B. Control Panelのオプションが表示されるまで、
「コントロールパネル」と入力を進めます。

B. オプションのリストからControl Panelを選択し
Enterを押します。

C. Control Panelを選択した状態で、Enterを押しま
す。

注記 • Windows keyはAlt keyの隣にあります。キーにはWindowsのロゴがついています。キーボードにこ
のキーがない場合は、Ctrl+Escを押すと同じ機能を使用することができます。

4. DPIを100％に設定します。

Windows 7
A. Displayをクリックします。

B. 100％を選択します。
C. Applyをクリックします。

Windows 8
Displayをクリックします。

D. 100％を選択します。
E. Applyをクリックします。

5. サーバーのみのインストールについては、► 216ページのデモデータのインポートの手順に従ってください。
6. その他すべてのインストールは、ゴーグル接続の手順に従ってください。
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17.4

ゴーグルを接続する
注記 • 現バージョンのソフトウェアは、以前のバージョンのゴーグル（インターフェースボックスを通してコ
ンピューターに接続）に対応していません。現バージョンのゴーグルには、コンピューターに直接接続できる
シングルUSBケーブルが付属しています。

1. ゴーグルのレンズからカバーを取外します。

注記 • カバーは保管しておいてください。ゴーグルが未使用の際は、カバーをつけてレンズに埃が溜まらない
ように保護します。

2. USBケーブルをコンピューターの2.0USBコネクターに接続します。

注記 • ゴーグルのドライバーのインストールには数分かかります。ドライバが完全にインストールされるまで
は、「ハードウェアは見つかりませんでした 」のメッセージがステータスバーに表示されます。新しい
ゴーグルがUSBポートに接続されたり、またはゴーグルが新規USBポートに移動するたびに、新規ドライバがイ
ンストールされます。

3. 室内同時録画をインストールする手順に従ってください。

17.5

室内同時録画をインストールする
室内同時録画はビデオと音声を記録します。
1. USBケーブルをコンピュータのUSBコネクタに接続します。

注記 • インストールが自動的に開始します。ドライバーに関するメッセージが表示された場合は、手順に従っ
てください。

2. 室内同時録画のインストールの終了後、外部モニターのセットアップの手順に従って続行します。セットアップ
する外部モニターがない場合は、

（デスクトップ上の(OTOsuiteVアイコン）をクリックしてアプリケーショ

ンを起動し、► 216ページのサンプルレポートのインポートの手順に従って続行してください。

17.6

外部モニターのセットアップ
1. コンピュータに外部モニターが接続している状態で、コントロール パネルを開きます。
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Windows 7

Windows 8

A. Windows keyを押します。

A. Windows key + Xを押します。

B. Control Panelのオプションが表示されるまで、
「コントロールパネル」と入力を進めます。

B. オプションのリストからControl Panelを選択し
Enterを押します。

C. Control Panelを選択した状態で、Enterを押しま
す。

注記 • Windows keyはAlt keyの隣にあります。キーにはWindowsのロゴがついています。キーボードにこ
のキーがない場合は、Ctrl+Escを押すと同じ機能を使用することができます。

2.

ディスプレイを開いて解像度の調整をクリックします。コンピュータのモニターがメインモニター（1）と
して認識されているのを確認し、表示画面を拡張するを選択します。
Windows 7およびWindows 8

A. Displayをクリックします。

B. Adjust Resolutionをクリックします。
C. モニター1とモニター2が次のように認識されることを確認します。認識されていない場合はDetectをクリッ
クします。

D. Extend these displaysを選択します

E. OKをクリックします。

3.

4.

（デスクトップにある OTOsuiteV アイコン）をクリックしてアプリケーションを開きます。

をクリックします。
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5. 新しいウィンドウタイトルのタイトルバーをクリックして、ウィンドウを外部モニターにドラッグします。
6. ウィンドウを最大化するには、ウィンドウの右上角にある小さなボックスをクリックします。
7. OTOsuite Vestibularを閉じてアプリケーションを再起動しても設定は維持されます。
8. サンプルレポートリストのインポートの手順を続行します。

17.7

サンプルレポートリストのインポート
次のサンプルレポートリストをインポートできます。
症状、印象、およびマクロ。
1. ナビゲーションパネルで、レポートメニューからレポートをクリックします。
2. Edit Report（レポートを編集） ウィンドウが開いていない場合は、Edit Report（レポートを編集） をク
リックします。
3. 症状... 、印象...、またはマクロ...をクリックします。
4. インポートをクリックします。
5. 正しい言語の適切なファイルをクリックしてインポートします。症状、印象、またはマクロ。
6. 開くをクリックします。
7. 保存をクリックします。

注記 • モジュール（LARPなど）をアップグレードおよび追加している場合は、所見およびマクロをインポー
トすることを推奨します。以前インポートされた所見およびマクロへのカスタマイズは全て維持されます。

17.8

デモデータをインポートする
注記 • インポートされるデモデータにより、ユーザーは様々な診断のために被検者データを表示し解析を行う
ことができます。

1. 被検者ウィンドウが開いていない場合は、被検者リストをクリックします。
2. インポートをクリックします。
3. フォルダーを開くをクリックします。インポート フォルダーが強調表示されます。
4. インポートフォルダーで、デモデータフォルダー、OKの順にクリックします。
5. 被検者のインポートウィンドウ内で全ての被検者ファイルを選択します。
6. インポートをクリックします。
7. OKをクリックします。

注記 • モジュール（ LARPなど）をアップグレードおよび追加している場合は、全ての新規デモデータファイ
ルをインポートすることを推奨します。これは、新規モジュールを学習する助けとなります。
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17.9

ご利用の施設をカスタマイズする
スタンドアローンインストールの場合は、ソフトウェアをインストールする各ワークステーションで施設特定の情
報を入力します。ネットワークインストールの場合は、1つの暗い暗ステーションで入力した施設特定の情報が全て
のクライアントステーションの情報を変更します。

注記 • 初回ログインの際は、OTOsuite Vestibular がデフォルトユーザー名とパスワードを提供します。管
理者権限を持つユーザーが追加された後は、このデフォルトユーザー名とパスワードは提供されません
（フィールドは空白となります）。以降は新規ユーザー名およびパスワードを使用してください。

1. システムメニューからシステム設定をクリックします。
2. 管理者 ウィンドウタブをクリックしてユーザーをセットアップし、このユーザーに管理者権限を与えます。
► 200ページを参照してください。
3. ワークステーション設定 ウィンドウタブをクリックして、希望するプログラム言語をリストから選択しま
す。
4. はいをクリックしてアプリケーションを再起動し、言語の変更を完了します。
5. オプション メニューからテストのオプションをクリックします。
6. サイト情報ウィンドウタブをクリックして、サイト情報を追加します。► 197ページを参照してください。
7. レポートオプション ウィンドウタブをクリックして、郵便番号の位置や用紙のサイズなどの設定を変更しま
す。► 198ページを参照してください。

17.10

Adobe Readerをインストールする
ユーザーガイドのデジタル版にアクセスするには、コンピュータにAdobe Readerがインストールされている必要が
あります。必要に応じて、OTOsuite VestibularDVDに含まれているコピーをインストールしてください。
1. DVDを閲覧して Adobe Reader ファイルを指定します。
2. Adobe Reader をダブルクリックしてインストールを開始し、画面上の指示に従います。
3. スタンドアローンインストールとしてインストールが完了します。
その他すべてのインストールは、特定のファイルタイプに関するデフォルトの保存場所の変更方法の手順に従っ
てください。
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17.11

録画、エクスポート、インポート、レポートPDF書類の保管場所を
変更する
注記 • この手順は、Client または Both (Client/Server) インストールタイプのものです。続行する前
に、フォルダーの許可レベルが共有に設定されていることを確認してください。(許可レベルを設定するには、
► 219 を参照してください。)

ユーザーを管理者として追加がプロファイルで選択されているユーザーは、この手順を使用してファイルの保管
場所を変更することができます。

注記 • OTOsuite Vestibularをネットワークインストールとしてインストールした場合、録画およびレポー
トファイルを全てのクライアントステーションで共有できるよう、デフォルトの保管場所はサーバーコン
ピュータにセットアップされています。エクスポートおよびインポートファイルのデフォルトの保管場所は、
それぞれのクライアントステーションにセットアップされています。

1. システム設定、管理者の順にクリックします。
2. ブラウズ...をクリックして希望するフォルダーをブラウズします。

注記 • ネットワーク上のフォルダを選択する場合は、そのフォルダが共有設定されていることを確認してくだ
さい。

3. フォルダーを選択してOKをクリックします。
フォルダーの新しい場所がOTOsuite Vestibular ストレージ場所ウィンドウに表示されます。
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注記 • 変更された各場所では、新規ファイルは新しく変更された先の場所に保管されるようになります。例え
ば、録画ファイルの場所が変更された場合、新規録画ファイルは変更先の保管場所に保管されます。
既存のファイルは以前の保管場所から新しい保管場所へ移動されます。

新規保存場所の共有プロパティを設定
新規保存場所に設定されたフォルダーに共有設定がされていない場合は、次の手順に従ってください。
1. 必要なディレクトリにナビゲートします。
2. 新規保存場所に選択したフォルダーを右クリックします。
3. 共有をクリックします。特定の人...を選択します。
4. 名前を選択します。
5. 追加ボタンの隣のフィールドをクリックします。
6. 名前を入力して追加をクリックします。
7. 権限を変更するには、ユーザー名をクリックして強調表示します。
8. 右側のドロップダウン矢印をクリックして、読み取り/書き込みをクリックします。
9. リストに追加されるすべてのユーザーに対して読み取り/書き込みが設定されるまで、ステップ7と8を繰り返
します。
10. 共有をクリックします。
11. 完了をクリックします。
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18

ソフトウェア - その他の手順

18.1

をアンインストール
1. コントロールパネル を開きます。

Windows 7

Windows 8

A. Windows keyを押します。

A. Windows key + Xを押します。

B. Control Panelのオプションが表示されるまで、
「コントロールパネル」と入力を進めます。

B. オプションのリストからControl Panelを選択し
Enterを押します。

C. Control Panelを選択した状態で、Enterを押しま
す。

注記 • Windows keyはAlt keyの隣にあります。キーにはWindowsのロゴがついています。キーボードにこ
のキーがない場合は、Ctrl+Escを押すと同じ機能を使用することができます。

2. OTOsuite Vestibularをアンインストールします。

Windows 7
Programs and Featuresをクリックします。

Windows 8
A. Uninstall a programをダブルクリックします。

B. アンインストールするプログラムを選択します。
C. アンインストールするプログラムを選択します。
D. Uninstallをクリックします。

C. Uninstallをクリックします。
D. 残りのすべての質問はYesをクリックします。

E. 残りのすべての質問はYesをクリックします。

注記 • ソフトウェアをアンインストールするとOTOsuite Vestibularプログラムを削除します。しかし、以
前のOTOsuite Vestibularインストールの一部であった他のプログラムは削除されません（例えばSQLサー
バー、National Instrumentsなど）。

18.2

アップグレードを実行する
OTOsuite Vestibular アプリケーションをアップグレードする際は、以前に選択したインストールのタイプから変
更することはできません。インストールのタイプを変更したい場合は、最寄の担当者までご連絡ください。

重要 • サーバー/クライアントインストールを更新する際は、サーバーの更新を先に行ってください。
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注記 • ソフトウェアを更新する前に、アーカイブされた被検者データを全てエクスポートすることを推奨しま
す。

注記 • ファイアーウォールメッセージが表示された場合は、アクセスを承認してください。

1. 現在開いているファイルを全て保存してプログラムを終了します。
2. OTOsuite Vestibular アプリケーションのアップグレードと共に受け取ったDVDを挿入してください。

注記 • コンピューターが AutoRun（自動実行）に設定されている場合は、インストールが開始されます。
AutoRun が開始されない場合は、DVDをブラウズして

のアイコンを検索してください。

3. セットアップをクリックします。（場合によってはDVDコンテンツフォルダを閉じる必要があります）。
4. セキュリティダイアログの質問ではいをクリックします。
5. 「ようこそ」画面が表示されます。次へをクリックします。
6. 規約内容に同意しますを選択します。
7. 匿名使用統計画面が表示されます。次へをクリックします。
8. インストールの準備が整ったことを示す画面が表示されるまで、次へをクリックし続けます。
9. インストールをクリックします。
10. 終了をクリックします。

18.3

再インストール
OTOsuite Vestibularアプリケーションを再インストールする際は、以前に選択したインストールのタイプから変
更することはできません。インストールのタイプを変更したい場合は、最寄の担当者までご連絡ください。

注記 • ファイアーウォールメッセージが表示された場合は、アクセスを承認してください。

1. 現在開いているファイルを全て保存してプログラムを終了します。
2. 以前にOTOsuite Vestibularのインストールに使用したDVDを挿入します。

注記 • コンピューターが AutoRun（自動実行）に設定されている場合は、インストールが開始されます。
AutoRun が開始されない場合は、DVDをブラウズして

のアイコンを検索してください。

3. セットアップをクリックします。（場合によってはDVDコンテンツフォルダを閉じる必要があります）。
4. Windows 7 あるいは Windows 8 を使用している場合は、セキュリティダイアログが表示されます。はいをク
リックします。
5. 「ようこそ」画面が表示されます。次へをクリックします。
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6. プログラムのメンテナンス画面が表示されます。次へをクリックします。
7. プログラムの削除画面が表示されます。削除をクリックします。
8. 終了をクリックします。
9. セットアップをクリックします。
10. Windows 7あるいはWindows 8を使用している場合は、セキュリティダイアログが表示されます。はいをクリッ
クします。
11. 「ようこそ」画面が表示されます。次へをクリックします。
12. 規約内容に同意しますを選択します。
13. 匿名使用統計画面が表示されます。次へをクリックします。
14. インストールの準備が整ったことを示す画面が表示されるまで、次へをクリックし続けます。
15. インストールをクリックします。
16. 終了をクリックします。
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19

トラブルシューティング
校正

問題

解決方法

レーザー光のドットは、壁やその他の投影面上では
見られません。

光が髪の毛に邪魔されたり、投影ラ
インの別の物体に反射することがな
いようにしてください。障害物が排
除されている場合には、技術サポー
トに電話してください。

注意 • レーザー光
線を直視しないよう
にしてください。本
書に指定する以外の
コントロールや調整
の使用、あるいは手
順の実行は、有害な
放射線曝露に繋がる
危険があります。

実行 ボタンは使用できません。

テストセットアップウィンドウで
•

すべてのヘッドインパルステ
ストに対して: 水平面、LARPま
たはRALP、較正前に
LARPLateral （水平面）テスト
が選択されていることを確認し
てください。

•

眼振運動テスト、すべての注視
テスト、すべてのダイナミック
すべての位置変更操作、および
カロリックテストでは、較正前
に目隠しが選択解除されている
ことを確認してください。
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テストセット
アップ ウィンド

問題

解決方法

眼球の画像が表示されない

ゴーグルが最初に検出された場合に
はコンピュータにUSBケーブルを再
接続して、 オプションウィンドウ
の一般ウィンドウタブをクリック
し、 ゴーグルの再接続をクリック
します。
ゴーグルが見つからなかった場合に
は、ソフトウェアを閉じ、USBケー
ブルを再接続して、ソフトウェアを
再起動します。

画像は見られますが、テストの選択肢が無効（グ
レー表示）です。ステータスバーのメッセージによ
ると、ゴーグルライセンスがインストールされてい
ません。

Otometricsカスタマーサポートに連
絡するか、電話でゴーグルライセン
スを取得してください。

Windows 7オペレーティングシステムを使用時は、
Windows Mediaプレイヤーから直接保存された動画
ファイルを再生すると、以下のエラーダイアログが
表示されることがあります。これはWindows Media
プレイヤーから動画ファイルを選択した場合、また
はWindowsエクスプローラーから動画ファイルをダ
ブルクリックした場合に発生します。

この問題を解決するため、
OTOsuite Vestibular インストー
ルDVDのToolsフォルダー内の
Win7codecs v281.exeファイルを指
定します。ファイルをダブルクリッ
クして、インストールプログラムを
開始し、プロンプトに従います。

室内同時録画がストリーミングビデオを開始する
と、画像の一番上にダイアログが表示されます。

インストールされたアプリケーショ
ンは、ビデオストリーミングのコン
トロールを試みています。アプリ
ケーションを無効にします。（無効
化の方法は、特定のアプリケーショ
ンごとに異なります）。

再生中の動画の一時停止

クライアント/サーバーインストー
ルでは、クライアントとサーバーが
無線で接続されている場合には、動
画は正しく再生されません。

ウ

動画ファイルを再
生しています。
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収集

Otometrics - ICS Impulse USB

問題

解決方法

正確なデータを収集するにはフレームレートが遅す
ぎます（収集中にエラーメッセージが表示されま
す）。

ヘッドインパルステストに必要な最
小のフレームレートを取得するに
は、コンピュータープロセッサーが
遅すぎます。
•

コンピューターが最小仕様を満
たしていることを確認します。

•

他のソフトウェアプログラムを
閉じます。

•

ワイヤレスインターネットを無
効にします。

•

コンピューターが（バッテリー
電源ではなく）壁コンセントか
ら給電されていることを確認し
ます。

•

電源オプションが正しく設定さ
れていることを確認します（►
245ページを参照）。
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収集 ヘッドインパル
ス

問題

解決方法

ヘッドインパルス - 起動時に、頭部の画像が時計

アプリケーションの起動後（または
ゴーグルの再接続を押したと
き）、ゴーグルを被検者に装着させ
る前に2～3分待ちます。これによ
り、頭位データを提供するセンサー
が安定します。

周り方向にゆっくりずれる。

採取カウント（左耳）

2つの別のアルゴリズムの回数が組
み合わされて、質の高いデータのみ
が分析されるようになっています。

収集ウィンドウで、 カウントは、
頭部速度データを評価して無効な
ヘッドインパルスを却下するvHITの
アルゴリズムの結果です。► 240
ページを参照してください。

2D解析および3D解析の情報ウィン
ドウで、: 解析回数は、すべての
データを2回評価する解析アルゴリ
ズムの結果です。このアルゴリズム
は対応する眼の速度データが無効の
場合に、vHITのアルゴリズム（収
集列に表示）で許可されたデータを
拒否することもあります。（例え
ば、テスターは許容できるヘッドイ
ンパルスを実施したが、被検者が固
定ドットから離れた場合）。
解析データの表示

データが表示されないパラメーターがある、あるい
はデータが不正確のようである。
データが想定される場所でNA（未解析）が表示され
る

解析 ヘッドインパル
ス
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トレースはサッケードのレーテンシーがレポートさ
れていないサッケードを示します。

データが古い場合や古いデータが新
しいソフトウェアバージョンで表示
される場合に生じる場合がありま
す。データを再解析してください。

サッケードは70ms前に発生し、ほと
んどがゴーグルのスリップに起因し
ます。
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被検者データをイ
ンポートしていま
す。

Otometrics - ICS Impulse USB

問題

解決方法

情報が失われています 列

このメッセージは、被検者データが
不完全な場合に表示されます。
情報が不足している場合は、該当す
る列で次のようなメッセージが表示
されます。情報が失われています.
このメッセージが状況列にのみ表示
されていれば、不足情報はASCII生
データ*.txtファイルです。

被検者ファイルはリストに表示されません

インポートされた被検者IDがイン
ポートされた被検者ファイルにあり
ません。
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技術仕様
ICS ImpulseはNatus Medical Denmark ApSの1085タイプです。

インターフェイス
PC接続用USB 2.0または3.0

電源
デバイスの電源にはUSBを使用（5V DC、500mA）

性能特性
入力

単眼（右眼）

サンプリングレート

250 fps - ヘッドインパルス、VOR、ビデオ記録/再生
173 fps - 注視, 斜偏視, Saccade, ダイナミック, 位置変更, カ

ロリック
60 fps - 回旋または目隠しが選択されている場合
録画

30、60 または 120 Hz

眼球トラッキング

100 x 100 ピクセル（瞳孔画像） - ヘッドインパルス、VOR、単眼

ビデオフレンツェル
160 x 120 ピクセル (眼球画像) - 注視, 斜偏視, Saccade, ダイナ
ミック, 位置変更, カロリック, 単眼ビデオフレンツェル
376 x 240 ピクセル（フル画像）- 単眼ビデオフレンツェル
320 x 240 ピクセル (回旋が選択されている場合)
範囲(R): 水平 ±30°、垂直 ± 25°
3-レーザーサッケード刺激

範囲 ± 7.5°（最大 15°）

OTOsuite Vestibularソフトウェア

Windowsグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）、 高性能解析
ソフトウェア テストデータのデータベース保管、 高度なベビーおよび
テストデータ管理 完全な暗所でのテスト用暗視野

レーザー仕様
波長

最大660nm

出力電力

最大0.9 mW

ウォームアップ時間
1分未満

操作モード
連続使用
可燃性麻酔薬（ガス）がある環境で機器を使用しないでください。
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寸法
ゴーグル

長さ

18.4cm

幅

1.3～4.4cm

高さ

4.4cm

体重

2.1 オンス（60 g)

校正
システムの校正の必要はありません。

分類
クラス2
タイプB

動作環境
温度

+15° C ～ +29° C（59° F ～ +84.2° F)

相対 湿度

30～90%、結論なきこと

気圧

700 hPa～1060 hPa

-20°C 未満あるいは+60° C以上の温度下での使用は、デバイスを永久的に破損する恐れがあります。

保管および取扱い
温度

-20°C～+60°C（-4°F～+140°F）

相対 湿度

90％未満、結露なきこと

気圧

500 hPa ～ 1060 hPa

卓越した性能
ICS Impulse USBには基本的な性能はありません。

規格
の安全

UL 60601-1、第1版、IEC 60601-1、第2版に準拠： + A1 + A2、第3版 +
A1、CAN/CSA-22.2 No. 60601-1 (2008)、IEC 62471、第1版、IEC
60825-1、第2版

EMC

IEC 60601-1-2:2007およびEN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014およびEN 60601-1-2:2015

プレゼンテーションリモート
推奨

Otometrics - ICS Impulse USB
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Presenter、またはTargus Laser Presentation Remote
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20.1

アクセサリ
アクセサリ
マニュアル／ビデオ

20.2
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Vision Denied Solution Quick Guide – 英語

7-50-11301-xx

Monocular Video Frenzel Quick Guide – 英語

7-50-11302-xx

vHIT Quick Guide – 英語

7-50-11300-xx

Oculomotor Quick Guide – 英語

7-50-11304-xx

Positional Quick Guide – 英語

7-50-11303-xx

単眼ビデオフレンツェルトレーニングビデオDVD

8-49-82700

眼振運動トレーニングビデオDVD
vHITトレーニングビデオDVD

8-49-82703
8-49-82701

位置的トレーニングビデオDVD

8-49-82702

ソフトウェア

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

ゴーグル

フェイスクッション1、120/pkg

8-62-50200

フェイスクッション2、100/pkg

8-62-62300

ストラップアセンブリ

8-35-34200

光学クリーニングクロス
***最少数 3***

7590527

注視目標
（2シート/pkg）

1-26-44000

暗視野ソリューション（200セット/pkg）

8-62-50700

リモートコントロールクリップ

8-36-00600

室内同時録画

Microsoft Life Cam USBカメラ

2-25-08805

ケーブル

ケーブルクリップ

8-35-36900

ケース/マウント

キャリングケース

8-35-36700

壁取り付け型

8-62-45600

EMC(電磁両立性)に関する注意事項
•

ICS Impulse USB は、医用電気システムの一部であり、安全上の特別な事前注意が課せられます。このため、
ユーザーは本書に記載されている設置および操作に関する説明にきちんと従う必要があります。

•

携帯電話のように持ち運び可能で小型の高周波数通信デバイスは、ICS Impulse USBの機能を妨害することがあ
ります。
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IEC 60601-1-2:2014およびEN 60601-1-2:2015
ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁界エミッションについて
ICS Impulse USBは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でICS Impulse USBが使用されていることを確認し
てください。
エミッション試験

コンプライアンス

電磁環境 - ガイダンス

RFエミッション

グループ 1

ICS Impulse USB は、その内部機能のためだけにRFエネルギーを使用します。従って、

CISPR 11

そのRFエミッションは非常に低レベルであるため、近くの電子機器に対する電波干渉
を引き起こしにくいとされています。

RFエミッション

クラス A

CISPR 11

ICS Impulse USBは、国内の目的に使用される建物に電力供給する公的な低電圧電源網
に直接接続されている環境および国内環境を除く、すべての施設での使用に適して
います。

高調波エミッション IEC

非該当

61000-3-2

注記: この装置の放射特性は、工業地域や病院での仕様に適しています（CISPR 11ク
ラスA）。これが住宅環境で使用される場合には（通常はCISPR 11クラスBが要求され
る）、この装置は無線周波数通信サービスに対して十分な保護を提供しません。

電圧変動 / フリッカーエ

非該当

ミッション IEC 61000-3-3

ユーザーは装置の位置や方向を変えるなど、軽減措置を取る必要が求められること
があります。

ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁界イミュニティについて
ICS Impulse USBは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でICS Impulse USBが使用されていることを確認し
てください。
イミュニティ試験

IEC 60601

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル
静電放電（ESD）

+/- 8 kV 接触

+/- 8 kV 接触

フロアは木材、コンクリートまたはセラミックタ

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

イルにする必要があります。フロアが合成材料で

+/- 8 kV、+/- 15 kV大気中

+/- 8 kV、+/- 15 kV大気中

覆われている場合、相対湿度は最低30 %を確保し
てください。 警告: ICS Impulse USB ESD間接（空
中）放電レベルを満たすため、指定の動作範囲内
でご使用ください。

電気的高速トランジェン

+/- 2 kV(電源ライン)

ト／バースト IEC 61000-4- +/- 1 kV (入力/出力ライン)

関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用

+/- 1 kV (入力/出力ライン)

されているレベルにする必要があります。

関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用

4
サージ IEC 61000-4-5

+/- 1 kV ライン対ライン
+/- 2 kV ライン対アース

されているレベルにする必要があります。

+/- 2 kV DC入力ライン対アー
ス
+/- 1 kV DC入力ライン対ライ
ン
+/- 2 kV I/Oライン対アース

Otometrics - ICS Impulse USB

231

20 技術仕様

電源入力ラインにおける

0 % UT; 0.5 サイクル

電圧降下、短時間停電お

0°, 45°, 90°, 135°,

関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用
されているレベルにする必要があります。ICS

よび電圧変動 IEC 61000-4- 180°, 225°, 270° おうよび

Impulse USBのユーザーが、電源供給の中断時でも

11

315°

継続運用を必要とする場合、ICS Impulse USBが無

0 % UT; 1 サイクル

停電電源またはリチウムイオン充電池から電力供

および

給を受けられるようにすることをお勧めします。

70 % UT; 25/30 サイクル
シングルフェーズ: 0°
電源入力ラインにおける

0 % UT; 250/300 サイクル

0 % UT; 250/300 サイクル

30 A/m

影響をうける関係ポートなし

電圧変動 IEC 61000-4-11
電力周波数

電力周波数磁界は、一般的な商用または病院環境

(50/60 Hz) 磁界

内の一般的な場所の特性レベルとする必要があり

IEC 61000-4-8

ます。
測定に悪影響が見られる場合は、ICS Impulse USB
の場所を変えてください。

UTは、テストレベルを加える前のAC電源電圧です。

ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 電磁界イミュニティ - 業務用ヘルスケア環境の機器とシステムについて
ICS Impulse USBは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でICS Impulse USBが使用されていることを確認し
てください。
エミッション試験

IEC 60601

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル

232

伝導RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz～80 MHz

150 kHz～80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISMバンド

ISMバンド

放射RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz～2.7 GHz

80 MHz～2.7 GHz

放射無線周波電磁界

27 V/m

27 V/m

ICS Impulse USBとRF無線通信機器間の分離距離

IEC 61000-4-3

386 MHz

386 MHz

は、30 cm（11.8インチ）より大きくなくてはなり

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz、745 MHz、780 MHz

710 MHz、745 MHz、780 MHz

28 V/m

28 V/m

数通信サービスに対して十分な保護を提供しませ

810 MHz、870 MHz、930 MHz

810 MHz、870 MHz、930 MHz

ん。ユーザーは装置の位置や方向を変えるなど、

28 V/m

28 V/m

軽減措置を取る必要が求められることがありま

1720 MHz、1845 MHz、1970 MHz

1720 MHz、1845 MHz、1970 MHz

す。

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz、5500 MHz、5785 MHz

5240 MHz、5500 MHz、5785 MHz

ません。
注記: この装置の放射特性は、工業地域や病院で
の仕様に適しています（CISPR 11クラスA）。これ
が住宅環境で使用される場合には（通常はCISPR
11クラスBが要求される）、この装置は無線周波
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IEC 60601-1-2:2007およびEN 60601-1-2:2007
ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁界エミッションについて
ICS Impulse USBは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でICS Impulse USBが使用されていることを確認し
てください。
エミッション試験

コンプライアンス

電磁環境 - ガイダンス

RFエミッション

グループ 1

ICS Impulse USB は、その内部機能のためだけにRFエネルギーを使用します。従って、

CISPR 11

そのRFエミッションは非常に低レベルであるため、近くの電子機器に対する電波干渉
を引き起こしにくいとされています。

RFエミッション

クラス A

CISPR 11

ICS Impulse USBは、国内の目的に使用される建物に電力供給する公的な低電圧電源網
に直接接続されている環境および国内環境を除く、すべての施設での使用に適して
います。

高調波エミッション IEC

非該当

61000-3-2
電圧変動 / フリッカーエ

非該当

ミッション IEC 61000-3-3

ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁界イミュニティについて
ICS Impulse USBは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でICS Impulse USBが使用されていることを確認し
てください。
イミュニティ試験

IEC 60601

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル
静電放電（ESD）

+/- 6 kV 接触

+/- 6 kV 接触

フロアは木材、コンクリートまたはセラミックタ

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV 大気中

+/- 8 kV 大気中

イルにする必要があります。フロアが合成材料で

USBプラグおよびレンズモ

覆われている場合、相対湿度は最低30 %を確保し

ジュールを除く

てください。

USBプラグおよびレンズモ
ジュール:
+/- 2 kV 大気中
電気的高速トランジェン

+/- 2 kV(電源ライン)

+/- 2 kV(電源ライン)

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用

+/- 1 kV (入力/出力ライン)

されているレベルにする必要があります。

+/- 1 kV ライン対ライン

+/- 1 kV ライン対ライン

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用

+/- 2 kV ライン対アース

+/- 2 kV ライン対アース

されているレベルにする必要があります。

ト／バースト IEC 61000-4- +/- 1 kV (入力/出力ライン)
4
サージ IEC 61000-4-5
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電源入力ラインにおける

<5 % UT (UTで>95 % 降下)0.5サ

<5 % UT (UTで>95 % 降下)0.5サ

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用

電圧降下、短時間停電お

イクル

イクル

されているレベルにする必要があります。ICS

よび電圧変動 IEC 61000-4- 40 % UT (UTで60 % 降下)、5サ

40 % UT (UTで60 % 降下)、5サ

Impulse USBのユーザーが、電源供給の中断時でも

11

イクルで

イクルで

継続運用を必要とする場合、ICS Impulse USBが無

70 % UT (UTで30 % 降下)、25サ

70 % UT (UTで30 % 降下)、25サ

停電電源またはリチウムイオン充電池から電力供

イクルで

イクルで

給を受けられるようにすることをお勧めします。

<5 % UT (UTで>95 % 降下)、5

<5 % UT (UTで>95 % 降下)、5

秒間

秒間

3 A/m

3 A/m

電力周波数

電力周波数磁界は、一般的な商用または病院環境

(50/60 Hz) 磁界

内の一般的な場所の特性レベルとする必要があり

IEC 61000-4-8

ます。

UTは、テストレベルを加える前のAC電源電圧です。

ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 電磁界イミュニティ - 非生命維持機器とシステムについて
ICS Impulse USBは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でICS Impulse USBが使用されていることを確認し
てください。
エミッション試験

IEC 60601

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル
伝導RF

3 V rms

3 V rms

ポータブルおよび携帯RF通信機器は、ケーブルを

IEC 61000-4-6

150 kHz～80 MHz

150 kHz～80 MHz

含むICS Impulse USBのあらゆる部品までの距離が
送信機の周波数に適用される等式から算出される
推奨分離距離よりも近くならないようにして使用
する必要があります。
推奨分離距離:
d = 1.2
d = 1.2

（80 MHz～800 MHz）

d = 2.3

（80 MHz～2.5 GHz）

放射RF

3 V/m

3 V/m

ここで Pは送信機製造メーカーが規定する送信機

IEC 61000-4-3

80 MHz～2.5 GHz

80 MHz～2.5 GHz

の定格最大出力電力で(単位:W)、dは推奨分離距
離(単位:m)です。
固定RF送信機の電界強度は、電磁波施設サーベ
イで測定した時に、a 各周波数範囲での準拠レベ
ルより少ない必要があります。b
電波干渉は、この記号でマーキングされた機器の
近くで発生することがあります。

注記1: 80 MHz および 800 MHzの場合、高周波向けの分離距離が適用されます。
注記 2: これらのガイドラインがすべての状況に適用されるわけではありません。電磁波の伝播は、構造物、物体および人間による吸収と
反射によって影響を受けます。

234

Otometrics - ICS Impulse USB

20 技術仕様

a. 固定送信機の電界強度は、無線(セルラー/コードレス)電話や陸上移動無線、アマチュア無線、AM/FMラジオ放送およびテレビ放送の基地
局などの場合、理論上、正確に予測することは不可能です。固定RF送信機による電磁環境を評価するには、電磁施設サーベイを考慮する
必要があります。ICS Impulse USBが使用される場所で測定済みの電界強度が、該当するRF準拠レベルを上回る場合、ICS Impulse USBが正常
に動作するかチェックする必要があります。仮に、異常な性能が認められた場合、ICS Impulse USBの方向や位置の再調整などの追加措置
が必要になることがあります。
b. 150 kHz から 80 MHzまでの周波数範囲に対して、電界強度は3 V/m未満である必要があります。

ポータブルおよび携帯RF通信機器とICS Impulse USB間の推奨分離距離
ICS Impulse USBは、放射RF妨害が制御される電磁環境内での使用を意図しています。ICS Impulse USBのカスタマーまたはユーザーは、通信機
器の最大出力電力に従って、以下に推奨する通り、ポータブルおよび携帯RF通信機器(送信機)とICS Impulse USBとの間の最小分離距離を維持
することで、電磁妨害の防止に努めることができます。
送信機の定格最大出力電力

送信機の周波数に従った分離距離

W

m
150 kHz～80 MHz

80 MHz ~ 800 MHz

800 MHz ～ 2.5 GHz

d = 1.2

d = 1.2

d = 2.3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12
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上述に表記されていない最大出力電力を持つ送信機の場合、推奨分離距離d(単位：m)は送信機の周波数に適用される等式を用いて算出でき
ます。ここで、Pは、送信機製造メーカーが規定する送信機の最大出力電力定格(単位:W)です。

注記1: 80 MHz および 800 MHzの場合、高周波向けの分離距離が適用されます。
注記 2: これらのガイドラインがすべての状況に適用されるわけではありません。電磁波の伝播は、構造物、物体および人間による吸収と
反射によって影響を受けます。
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21

記号の定義
ICS Impulse
システム
注意： レーザー光線が放射されます。光線を見つめないで下さい。本製品
はクラス2レーザー製品です。
警告と注意については、ユーザーマニュアルをご覧ください。

取り扱い説明に従ってください。

EN60601-1のタイプ B要件に準拠しています。

医療 - 感電、火災および機械的危険性に関して、一般的な医療機器は UL
60601-1、第1版、2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90にのみ準拠してい
ます。
電気・電子機器廃棄物(WEEE)に関する指令2002/96/ECの対象となる電子機
器です。
全ての電気および電子製品、バッテリーおよび蓄電池は、製品寿命が終了
した際、分別収集する必要があります。この要件は、欧州連合で規定され
ています。これらの製品は、分別していない一般ゴミとして廃棄しないで
ください。
使用していたデバイスとアクセサリはOtometricsまたはOtometricsの販
売店へ返却できます。また、廃棄に関するアドバイスを得るために、地域
の専門業者に相談することも可能です。
医療機器指令 93/42/EECとRoHS Directive (2011/65/EC)に準拠してい
ます。
直流電流にのみに適用可能です。
（ゴーグルに適用されます）。
安全規格IEC 60601-1のクラス II 要件に準拠しています。

Rxのみ
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注意： 連邦法は、（ライセンスを有する医療関係者）の注文に対してのみ
本デバイスを販売するよう規定しています。
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21 記号の定義

21.1

ラベル位置

A.

B.

C.

D.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

WAVELENGTH
660 nm
OUTPUT POWER
0.9 mW

E.
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22 製造メーカー

22

製造メーカー
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
デンマーク
( +45 45 75 55 55
7 +45 45 75 55 59
www.natus.com

RION OFFICE
RION Co., Ltd. Overseas Trade Division
〒185-8533
東京都国分寺市東元町3-20-41
JAPAN
7 +81-42-359-7441

22.1

製造メーカーの責任
製造メーカーは、以下の場合にのみ、機器の安全、信頼性、および性能への影響に関して責任を負うものとしま
す。
•

全てのアセンブリの動作、拡張、再調整、修正あるいは修理は、製造メーカーによって認可されている機器メー
カーもしくは担当者によって実施されている。

•

機器が接続されている電気設備は、EN/IEC要件に準拠している。

•

機器は、取り扱い説明に従って使用されている。

製造メーカーは、他の企業や団体によって点検または修理された機器の動作の安全性、信頼性および性能に関する
全ての責任を放棄する権利を保有しています。
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付録 1

較正アルゴリズム

付録 1 較正アルゴリズム
較正中に、システムは次のステップを完了します。
1. 左のレーザーをオンにする。
2. 500 msごとにデータを取得する。3つの連続した値で、お互いに2ピクセル以内のものが検出されるまで続行。
（3つの値の平均をL1と呼びます。）
3. 右のレーザーをオンにする。
4. 500 msごとにデータを取得する。3つの連続した値で、お互いに2ピクセル以内のものが検出されるまで続行。
（3つの値の平均をR1と呼びます。）
5. L2およびR2を取得するため、ステップ1～4を繰り返す。
6. L1とL2を比較する。値の差が2ピクセルを超える場合は、ステップ1から再開する。
7. R1とR2を比較する。値の差が2ピクセルを超える場合は、ステップ1から再開する。
8. L1とR1の距離を比較する。15～27ピクセルの間でない場合は、ステップ1から再開する。
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付録 2

ヘッドインパルス 採取および解析アルゴリズム

付録 2

ヘッドインパルス 採取および解析アルゴリズ
ム

採取および解析アルゴリズム
いずれのアルゴリズムも次の項目を調べます。
•

各ヘッドインパルスに対する頭部と眼球の速度。

•

データを正しいヘッドインパルスのデータ（オーストラリアの協力者による研究中に採取された数千のヘッド
インパルスによって定義）と比較することにより、ヘッドインパルスを却下すべきかどうかを判断するための
250個すべてのデータ。

•

頭部または眼球データのいずれかが次の条件から外れる場合には、ヘッドインパルスは却下されます。
–

頭部運動： 頭部運動の追跡が、訓練曲線と同様の形状でなければならない。

–

眼球運動 眼球運動は、正しいヘッドインパルスの間の眼球運動と同様の、特定の境界内になければならな
い。

解析アルゴリズムのみ
•

ヘッドインパルスが受け入れられたら、データを2D/3D解析ウィンドウに表示する前に、頭部の開始および終了
でのサンプルを除外して、サンプル数を175に減らします。

•

頭部データを解析して、ヘッドインパルスの最高速度を検出します。（最高速度は利得の計算に使用されま
す。）

まれですが、vHITのアルゴリズムで受け入れられたヘッドインパルスが解析アルゴリズムで却下されることがあり
ます。たとえば次のとおりです。
–

眼球速度が10サンプル以内に変化しない場合、アルゴリズムは瞳孔がROIボックスの端部にあり、トラック
できないとみなします。

–

利得が平均から+/- 2 SDを超える場合。

解析アルゴリズムによる却下は、テストを適切にセットアップして適切なヘッドインパルスを実施することによっ
て避けられます。
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付録 3

生データファイルを理解する

付録 3 生データファイルを理解する
表形式で編成されたデータを持ったファイルを作成するには、これらの手順に従ってください：
1. エクスポートウィンドウでXMLファイル&ASCII生データを選択して被検者をエクスポートします。
2. テキストファイルの拡張子を.txtから.csvに変更し、エクスポートしたファイルを*.csvファイル（カンマ区切
り値のファイル）に変換します。
3. ファイルを開き、最初の行のヘッダー情報を削除します。
ファイルの形式はテストタイプに固有です。

眼球位置テスト（注視、斜偏視、位置的、ダイナミック、位置変更）
列A – 時間
列B – 眼球位置、水平、右（瞳孔が中心から移動した度数）
列C – 眼球位置、垂直、右（瞳孔が中心から移動した度数）
列D – 頭位W（四元データ）
列E – 頭位X（四元データ）
列F – 頭位Y（四元データ）
列G – 頭位Z（四元データ）
列H – 眼球の絶対位置X（瞳孔中心、単位ピクセル）
列I – 眼球の絶対位置Y（瞳孔中心、単位ピクセル）

VORテスト（VVOR & VORS）
列A – 時間
列B – VOR頭部（速度、単位:度/秒 – 水平面のテストでは水平方向の頭位運動、垂直面のテストでは垂直方向
の頭位運動）
列C – VOR眼位（速度、単位:度/秒 – 水平面のテストでは水平方向の眼位運動、垂直面のテストでは垂直方向
の眼位運動）
列D – 頭位W（四元データ）
列E – 頭位X（四元データ）
列F – 頭位Y（四元データ）
列G – 頭位Z（四元データ）
列H – 眼球の絶対位置X（瞳孔中心、単位ピクセル）
列I – 眼球の絶対位置Y（瞳孔中心、単位ピクセル）

ヘッドインパルス（水平面/LARP/RALP）
列A – 時間
列B - 頭部： RALPジャイロデータ（角速度）
列C - 頭部： LARPジャイロデータ（角速度）
列D - 頭部： 水平面ジャイロデータ（角速度）
列E - 眼球： 水平速度（角速度）
列F - 眼球： 垂直速度（角速度）
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付録 4

レーテンシーの計算に生データを使用する

付録 4 レーテンシーの計算に生データを使用する
表形式で編成されたデータを持ったファイルを作成するには、これらの手順に従ってください：
1. エクスポートウィンドウでXMLファイル&ASCII生データを選択して被検者をエクスポートします。
2. テキストファイルの拡張子を.txtから.csvに変更し、エクスポートしたファイルを*.csvファイル（カンマ区切
り値のファイル）に変換します。
3. ファイルを開き、最初の行のヘッダー情報を削除します。
結果ファイルには6つの列があります。
列A – 時間
列B - 頭部： RALPジャイロデータ（角速度）
列C - 頭部： LARPジャイロデータ（角速度）
列D - 頭部： 水平面ジャイロデータ（角速度）
列E - 眼球： 水平速度（角速度）
列F - 眼球： 垂直速度（角速度）

4. 新規の列を挿入します（この例では新規の列はBです）。
5. 新規の列の最初の行にゼロ0を入力します。
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レーテンシーの計算に生データを使用する

6. 新規の列の2番目の行に次の式を入力します。
=(A2-A1)/10000+B1

7. セルB2を選択して式をコピーし、残りのBセルに貼り付けます。列Bにミリ秒単位の時間が表示されるようにな
ります。
レーテンシーを計算するには、時間の散布図（B列）をx軸に、
•

水平ヘッドインパルスの場合は水平面ジャイロデータまたは眼球水平速度をy軸に取ります。

•

RALPヘッドインパルスの場合はRALPジャイロデータまたは眼球垂直速度をy軸に取ります。

•

LARPヘッドインパルスの場合はLARPジャイロデータまたは眼球垂直速度をy軸に取ります。

Otometrics - ICS Impulse USB
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付録 5

位置データの近似

付録 5 位置データの近似
眼位および頭位のデータは、ヘッドインパルス生データを使用して曲線の下部の面積を計算して近似できます。

注記 • 水平ヘッドインパルスの場合は水平速度データを使用します。LARP/RALPヘッドインパルスの場合は、
垂直速度データを使用します。
ここに示される結果に使用される計算の詳細は、製品マネージャー（ wcrumley@gnotometrics.com）までお
問い合わせください。
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電源オプションの設定

付録 6 電源オプションの設定
重要 • ヘッドインパルスデータを採取するときには、必ずコンピュータを電源に接続してください。コン
ピュータの電源としてバッテリーは使用しないでください。

電源オプションを最適パフォーマンスに設定することで、フレームレートが219フレーム/秒未満に低下する可能性
を削減できます。（フレームレートが219フレーム/秒を下回ると、ヘッドインパルスは却下されます。）
Windows 7およびWindows 8システムを設定するには
1. コントロールパネルを開きます。

Windows 7

Windows 8

A. Windows keyを押します。

A. Windows key + Xを押します。

B. Control Panelのオプションが表示されるまで、
「コントロールパネル」と入力を進めます。

B. オプションのリストからControl Panelを選択し
Enterを押します。

C. Control Panelを選択した状態で、Enterを押しま
す。

注記 • Windows keyはAlt keyの隣にあります。キーにはWindowsのロゴがついています。キーボードにこ
のキーがない場合は、Ctrl+Escを押すと同じ機能を使用することができます。

2. ハードウェアとサウンドをクリックします。
3. 電源オプションをクリックします。
4. 高パフォーマンスオプションを選択します。

注記 • 高パフォーマンスの選択を表示するために、追加の計画を非表示をクリックする必要がある場合が
あります。

5. 計画設定変更をクリックします。
6. すべてのオプションに対して決してないを選択します（ バッテリー駆動オプションおよび接続済みオプショ
ンのいずれの場合も）。
7. 変更を保存をクリックします。
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電源オプションの設定
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付録 7

SPVアルゴリズム

付録 7 SPVアルゴリズム
この解析手順の目的は、眼振の強度を定量的に記録することです。眼振の急速相の検出は多くのSPV解析アルゴリズ
ムで一般的ですが、このアルゴリズムではその代わりに、眼振の統計学的プロファイルを開発して、緩徐相でない
可能性が高いポイントを除外します。このアルゴリズムは当社独自のものです。
ピークの判定は、オプションウィンドウのピークの計算用に平均するSPVポイントの設定（N）に直接影響され
ます。（► 186ページ（眼振運動）および► 191ページ（位置）および► 193ページ（カロリック）を参照して
ください。）
ソフトウェアがピークを特定すると、そのポイントの周囲に10秒の時間帯が設定されます。この時間内で、トップ
のN個のポイントの平均を求めてピークを判断します。方向は、陽性または陰性の緩徐相速度のどちらが多いかの解
析に基づきます。自動ピーク検出が受け入れられない場合は、ピークを手動で選択できます。
OTOSuite Vestibular SPVアルゴリズムは、陽性のポイントの数を陰性のポイントの数と比較することによって
ピークが存在するかどうかを判断します。0度のポイントは比較に含まれません。陰性ポイントに対する陽性ポイン
トの比率が40～60パーセントの場合、ソフトウェアはピークを判定しません。医療者または医師は、ピークが存在
すると確信する場合は、軌跡を手動で調べてピークをマークする必要があります。
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Saccade却下コード

付録 8 Saccade却下コード
3-レーザーサッケードテストでは、次の却下コードが適用されます。

248

却下

説明

1 - 手動で削除済み

Saccadeはテスターにより手動で削除されました。

7 - 開始ポイントが見つかりません

被検者の眼球速度が遅すぎたため、被検者がターゲッ
トを追い始めたポイントが見つかりませんでした。

8 - 開始ポイントが陰性のレーテンシーです

被検者がターゲットを追い始めたポイントが現在オン
Saccade開始の1/2秒と現在のSaccadeの開始との間に
ある場合、これは陰性のレーテンシーです。陰性の
レーテンシーは、被検者がターゲットの位置を推測し
ていたことを示します。

9 - レーテンシーが長すぎます

最大のレーテンシーは600 msです。レーテンシー値が
最大より大きい場合、被検者が刺激を追うのに時間が
かかりすぎました。

10 - レーテンシーが短すぎます

レーテンシー値が100msより少ない場合、レーテンシー
が短すぎます。ほとんどの場合、これは被検者がター
ゲットを予測していたことが原因です。

11 - 眼球運動の遅延

眼球運動が遅れすぎ、眼球運動がターゲットを追って
いないため、眼球運動が見つかりません。

12 - 眼球運動の最終位置がターゲットを追っていませ
ん

眼球運動がターゲットを追っていないため、眼球運動
の最終位置が見つかりません。

13 - 被検者の角度が刺激方向と異なっています

被検者の方向と刺激角度を比較します。同じ方向でな
い場合、Saccadeは却下されます。

15 - 眼球の初期位置が正しくありません

ターゲットが移動するときに、被検者の眼球がター
ゲット上にありません。被検者は予測しているか協力
していないかのどちらかです。

16 - コマ落ちが多すぎます

コンピュータがコマ落ちしているため、正確なSaccade
パラメータが決定できません。
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Linking OTOsuite Vestibular位置のリンク

Linking OTOsuite Vestibular位置のリンク

無料のaVORアプリをダウンロードします。
1. AppStoreを開きます。
2. aVORを検索します。
3. aVORをIPadまたはIPhoneにダウンロードします（バージョン2.0が必要です）。

OTOsuite VestibularデータをaVORにエクスポートします。
1. 被検者リストを選択してエクスポートタブをクリックします。
2. エクスポートする被検者を強調表示します。
3. aVORデータを選択します。
4. エクスポートをクリック（データファイルはc:\programdata\otometrics\OTOsuite\exportsに置かれま
す）するか、Export toをクリックします（データファイルの場所を選択してメモを取ります)。

OTOsuite Vestibular データのaVORへの転送
1. IPadまたはIPhoneをICS Impulseコンピュータ（またはICS Impulseデータをエクスポートしたデバイス）に
USBケーブルで接続します。
2. コンピュータでITunesを開きます。
3. iPadデバイスを選択します。
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Linking OTOsuite Vestibular位置のリンク

4. Appsをクリックします。
5. ファイル共有でaVORをクリックします（下にスクロール）。

6. aVORでファイルを追加をクリックします。
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Linking OTOsuite Vestibular位置のリンク

7. エクスポートしたデータファイルが保存されている場所にブラウズします。
8. データファイルを強調表示します。

9. 開くをクリックするか、ファイルをaVORドキュメントにドラッグ＆ドロップします。
10. 同期をクリックします。（データの同期がウィンドウ上部に表示されます）

ダイナミック位置的眼球運動をaVOR予測眼球運動と比較する
1. aVORアプリを開きます。
2. aVOR設定を開いて設定し、潜在的な診断を行います（例:左後部粒子)。
3. 丸い矢印でアイコンに2秒間タッチします。

4. 表示したい被検者データを強調表示してから、戻る矢印（左上）にタッチします。
5. 左目はaVORから予測される眼球運動を示し、右目はデータファイルからの眼球運動を示します。赤色のボー
ダーのある目は、頭部に表示された眼球運動を示します。はめ込まれた目をタッチして、頭部の眼球運動を選択
します。
6. 表示される頭部運動もデータファイルからのもので、連続的にループします。
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Linking OTOsuite Vestibular位置のリンク

7. iPadに触れないでください。触れると頭部がiPadジャイロに基づいて動き、データファイルからの頭部運動に
影響します。

aVORドキュメントからデータファイルを削除する
1. コンピュータのiTunesで、iPadデバイスを選択します。
2. Appsをクリックします。
3. ファイル共有でaVORをクリックします。
4. aVORドキュメントで、ファイルを強調表示してキーボードの「Delete」をクリックします。
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付録 10 XMLファイルの倍率
テストタイプ

XMLエクスポートの用語

倍率

すべてのテストの較正

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

注視、自発およびその他 テスト

個々のポイント注視または自発 テ
スト

斜偏視 テスト

個々のポイントSaccade テスト
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<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<MinSPVHR>

0.1

<MaxSPVHR>

0.1

<AvgSPVHR>

0.1

<MinSPVVR>

0.1

<MaxSPVVR>

0.1

<AvgSPVVR>

0.1

<MinSPVTR>

0.1

<MaxSPVTR>

0.1

<AvgSPVTR>

0.1

<Amplitude> - 注視グラフに表示

0.1

<SPV> - 注視グラフに表示

0.1

</VW_GazeBeat> -単独テストにはこれが多数あります
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0.01

<AvgVRSkew>

0.01

<Saccade> -単独テストにはこれが多数あります
<StimAmplitudeDeg>

0.1

<AmplitudeDeg>

0.1
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XMLファイルの倍率

テストタイプ

XMLエクスポートの用語

ヘッドインパルス テスト

<VW_HITest>

Individual ヘッドインパルス

254

倍率

<LeftAvgGain>

0.01

<RightAvgGain>

0.01

<LeftStdDeviation>

0.01

<RightStdDeviation>

0.01

<LeftAvgVelocity>

0.01

<RightAvgVelocity>

0.01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0.01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0.01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0.01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0.01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0.01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0.01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0.01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0.01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0.01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0.01

<HIImpulse> - 単独テストにはこれが多数あります
<Gain>

0.0001

<PeakVelocity>

0.0001

Otometrics - ICS Impulse USB

付録 10

テストタイプ

XMLエクスポートの用語

ダイナミック位置 テスト

<VW_DynamicTest>

個々のポイントダイナミック位置
テスト

位置変更 テスト

個々のポイント位置変更 テスト

カロリックテスト(注視 セクション
参照自発 テスト)

カロリック ポッド

XMLファイルの倍率

<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_DynamicBeat> - 単独テストにはこれが多数ありま
す
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<VW_RepositioningBeat> - 単独テストにはこれが多数
あります
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0.001

<PeakSPVTimeVRms>

0.001

<PeakSPVTimeTRms>

0.001

<ActualTemp> 、AirCalのみ

0.1

<SetTemp>

0.1

<Flowrate>、AirCalのみ

0.001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>

個々のポイントカロリック テスト

Otometrics - ICS Impulse USB

倍率

0.1

<VW_CaloricBeat> - 単独テストにはこれが多数ありま
す
<Velocity>

0.1

<TimeMs>

0.001
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ビデオサイズ

付録 11 ビデオサイズ
眼球運動のみの録画、あるいは眼球運動を室内録画することも可能です。眼球運動と室内録画を組み合わせた場
合、この例では2分間の録画のファイルサイズを示しています。
眼球運動録画（60 fps、グレースケール）

眼球運動録画

フル画像 (376

眼球運動録画サイ

室内録画サイ

音声ファイルサイ

結合録画ファイルサ

結合録画のエクスポートにか

ズ（MB）

ズ（MB）

ズ（MB）

イズ（MB）

かる時間（分）

65.4

21.5

5.49

181

2-5

17.5

19.9

5.53

122

2-5

12.6

20.4

5.52

135

2-5

x 240)

眼球画像 (160
x 120)

瞳孔画像 (100
x 100)

テストのオプションでは、眼球動画の圧縮のデフォルト設定はオフです。この例は、60 fps.で回旋眼球運動
録画を1分間録画した場合の、圧縮ファイルと非圧縮ファイルのサイズの差を示しています。
回旋 眼球運動録画（60 fps）
眼球運動録画

圧縮眼球運
動録画サイ
ズ（MB）

非圧縮眼球運動
録画サイズ
（MB）

記録時間（分）

フル画像 (320 x

28

431

1

240)
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索引
アルゴリズム
Saccade却下コード 248
SPV（緩徐相速度） 247, 256

A
Adobe Reader
aVOR

採取 240

217

解析 240

249

較正 239
G
GDT

207

い
インストレーション 210-211

L

インポート 177

LARPヘッドインパルステスト 72
採取を最適化 79

う
ウェブカメラ

O

インストール 214

OTOsuite Vestibular画面 14
え
R

エクスポート

RALPヘッドインパルステスト 72
採取を最適化 79
S

176
PDF 176
XML 176
エラーログ 209
ASCII

Saccadeデータ
情報 67

お

採取 63

オプション

解析 66

カラー 185

Saccadeテスト 63
Saccade却下コード

カロリック 193
サイト情報 197

アルゴリズム 248

ヘッドインパルス 188

SHIMPテスト 70

レポートオプション 198

Side-Lying（側臥位） 122

一般 180
位置的 191

V

眼振運動 186

VOR テスト 55

オペレーター 188

VORS（前庭性動眼反射抑制） 55
VORデータ

か

情報 58
採取 55

カラーオプション 185
カロリック

解析 57

オプション 193

VVOR（視覚の前庭動眼反射） 55

採取を最適化 146
第2モニターに眼球を表示

X

146
較正 141

XML倍率 253
あ
アーカイブ 205
アクセサリ 230
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カロリックデータ
ポッドとバタフライ解析 154
情報 151

257

索引

採取 147

データベース 204

解析 149

ワークステーション設定 202

カロリックテスト 146

管理者 200
シンボル 236

き
キャッチアップサッケード
基準 91
解析 102

す
スタートアップモジュール 15
ストラップ
交換 31

く
グラフ

せ

カラーオプション 185
け

セットアップ 210
そ

ゲイン

ソフトウェア

分析 87, 89

アップグレード 220
アンインストール 220

こ

その他の手順 220

ゴーグル 30
ファームウエア

仕様 228

システム設定
ゴーグルファームウエ
ア 208
清掃

再インストール 221
ソフトウェアのインストール 210
た
ダイナミック位置的データ

ミラー 30

情報 127

表面 30

採取 123

準備 30
配置 32

解析 125
ダイナミック位置的テスト 122

ゴーグル：フィット：不適格 33
ゴーグル：フィット：適格 33

て

ゴーグル：接続 214

ディックス・ホールパイク 122

このプログラムについて 208

データベース 174, 204

コンピュータの最小要件 210

アーカイブ 204

コンピュータの要件 210

自動バックアップ 206
自動バックアップ設定 204

さ
サイト情報
オプション 197
カスタマイズ 217
し
システム設定
GDT 207
OTOsuite Vestibular につい
て 208

テストのリネーム 20
テストリスト
単独のテスト 19
被検者のレビュー 28
電極+イヤーカプラテストの解
析 23
テスト中の眼球運動を録画
位置的録画 113
テスト環境
ヘッドインパルス 70

エラーログ 209

258
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索引

位置的 113

テスト

眼振運動 40

ヘッドインパルスと
SHIMP 70

デモデータ 216

テスト中の眼球運動を録画 79
と

リアルタイムトレース 83

トラブルシューティング 223

情報 91
画面変更 92

な

被検者の準備 30
解析

ナビゲーションパネル
説明 14

シングルテスト 87
訓練曲線ウィンドウ 84

は
バタフライグラフ 154, 157
バックアップ 206

較正 74
較正確認 76
ヘッドインパルス 解析
キャッチアップサッケード

ひ

102

ビデオ再生
Saccadeデータ 68
VORデータ 58
カロリックデータ 152
ダイナミック位置的データ

128
ヘッドインパルスデータ 108
位置変更データ 137
斜偏視データ 62
注視データ 53
録画 162

ヘッドインパルス：採取を最適化

79
ヘッドインパルス：標準的データ
88, 189
ほ
ホールパイク・ステンガー 122
ポッド表示 154-155
ポッド解析 156
め
メール 202

ふ
フェイスクッション
交換 31

ゆ
ユーザーのセットアップ 200

プレゼンテーションリモート 16
記述されるテストコントロール

16

ら
ラベル 237

プレゼンテーションリモート：対応
モデル 210

り

へ

リアルタイムトレース 83
リモート

ヘックスプロット 100

対応モデル 210
記述されるテストコントロール

ヘッドインパルス 70
Hex Plot

100

16

アルゴリズム 240
オプション 188

れ

データ採取 84

レポート 164

データ推移 112

ツールバー ボタン 173

データ推移グラフ 111

編集 164
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索引

レポートオプション 168, 198
レポートオプションを確認 168
レポートリスト
カスタマイズ 167
サンプルリストのインポート

再生
Saccadeデータ 68
VORデータ 58
カロリックデータ 152
ダイナミック位置的データ

216

128
位置変更データ 137

ろ

斜偏視データ 62

ロール 122

注視データ 53
録画 162

わ
ワークステーション設定 202
メール 202
言語 203
漢字
2温度 156
単一温度 155
不均整 88
中心参照点 72
位置データ
近似 244
位置変更データ
情報 135
採取 131
解析 133
位置的
オプション 191
ダイナミック位置的テストタイ
プの説明 122
テスト中の眼球運動を録画

113
位置変更テストタイプの説明

130
採取を最適化 121
第2モニターに眼球を表示

121
解析
ダイナミック位置的 125
位置変更 133
較正 116
較正確認 118
保存場所 218

260

Saccadeデータ 68
カロリックデータ 152
ダイナミック位置的データ

128

一側衰弱

倍率 253

再置換 テスト 130
再解析

ヘッドインパルスデータ 92
位置変更データ 136
注視データ 52
利得非対称性
カロリック
2温度 156
ヘッドインパルス 88, 101
削除
テスト 20
動画 20
録画-記録のみ 21
単眼ビデオフレンツェル 158
外部モニター
セットアップ 214
位置的表示 121
眼振運動表示 47
安全
ガイダンスおよび製造メーカー
の宣言の表 230
注記 11
製造メーカーの責任 238
宣言表 230
室内同時録画
インストール 214
対象ユーザー 9
年齢に基づく標準データ 89
情報
Saccadeデータ 67
VORデータ 58
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索引

カロリックデータ 151
ダイナミック位置的データ

127
ヘッドインパルスデータ 91
位置変更データ 135
斜偏視データ 62
注視データ 51
斜偏視データ
情報 62
採取 59
解析 61
斜偏視テスト 59, 187
方向優位性
2温度 156
単一温度 155

右カップの装着 36
左の眼帯の装着 37
準備 36
遮光性の確認 37
眼位の軌跡 18
採取中 49, 59, 65, 123,
132, 148
解析画面 50, 54, 61, 66,
125, 134, 150, 155
眼振運動
Saccadeテストタイプの説明

63
オプション 186
テスト中の眼球運動を録画 40
前庭眼反射テストタイプの説明

55

明らかなサッケード 97, 106
最高速度 90

採取を最適化 47

標準的データ 88, 189

斜偏視テストの説明 59

水平テスト 70

注視テストタイプの説明 47

採取を最適化 79
注視 47

第2モニターに眼球を表示 47
解析

57

注視 テスト 47

VOR

注視グラフ 54
注視データ

斜偏視 61

採取 48
解析 50
注記

注視 50
較正 43
較正確認 44
眼球運動

レポートオプションを確認
22, 168

ヘッドインパルス録画 79

編集 22

外部モニター 47, 121, 146

編集ツール 22
追加 19
潜在的なサッケード 99, 107
生データ 241
ファイルの説明 241
眼球位置 244
生データ：レーテンシーの計算

242
用途 9
画面エリア
サイズ変更 16
画面エリアのサイズ変更 16
目隠し
ゴーグルの配置 37
取外し 39
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位置的録画 113
眼振運動録画 40
眼球運動の録画
ヘッドインパルス録画 79
眼振運動録画 40
瞳孔検知
カロリック 138
ヘッドインパルス 70
位置的 113
眼振運動 40
第2モニター
カロリック録画を表示 146
位置的録画を表示 121
眼振運動録画を表示 47
緩徐相速度（SPV）
アルゴリズム 247, 256

261

索引

注視データ 53

図
カロリック 150
ダイナミック位置的 125-

126
位置変更 134
注視 51
自動プロトコル 15
自発 47

較正
アルゴリズム 239
カロリック 141
ヘッドインパルス 74
位置的 116
眼振運動 43
較正確認

表示モード

カロリック 143

モード間の切り替え 17
被検者

ヘッドインパルス 76

レビュー 28

位置的 118
眼振運動 44

新規 24

録画 158

既存 25
統合 27

ヘッドインパルステスト 158
眼球運動

被検者の準備 30

ヘッドインパルス 79

被検者の統合 27

位置的 113

被検者リスト 24
Chartr

176

眼振運動 40
録画：室内録画速度 160

リストの操作 174

録画：眼球運動録画速度 160

被検者のインポート 177

録画サイズ 256

被検者のエクスポート 176
解析
Saccadeデータ 66
VORデータ 57
カロリックデータ 149
ダイナミック位置的データ

125
ヘッドインパルスデータ
シングルテスト 87

電源オプション 245
非対称
カロリック
2温度 156
ヘッドインパルス 101
頭位フィードバック 188
デフォルトオン
SPVテスト 47, 121
ヘッドインパルステスト

利得 87

188

位置変更データ 133
斜偏視データ 61

未使用
VORテスト 187

注視データ 50
言語 203
訓練モード 81
訓練曲線ウィンドウ 84
軌跡
再生
Saccadeデータ 68
VORデータ 58
ダイナミック位置的データ

128
位置変更データ 137
斜偏視データ 62

262
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