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権利
無断複写・複製・転載禁止。本書には専有情報が記載されています。この専有情報は著作権に
より保護されており、Natus Medical Incorporated の書面による事前の承認がある場合を除き、
本書の全部または一部を複製することはできません。本書の情報を保存するすべてのメディア
が、著作権および著作権使用に関する上記の制限の対象となります。
Natus Medical Incorporated の販売条件に従う場合のみ、Natus NeuroWorks の使用説明書およ
びオンラインヘルプを使用できます。Natus Medical Incorporated は、本書の所有、販売、使用
に起因する損失や損害に対する全責任から免責されます。いかなる場合であっても、Natus
Medical Incorporated は、ハードウェア、ソフトウェア、モダリティアクセサリ (例えば、リー
ド線や電極等) や文書の欠陥に起因する直接的損害、間接的損害、特別的損害、付随的損害、
または結果的損害に対しては、たとえこれらの損害の可能性について通知されていた場合であ
っても、責任を負いません。
警告：米国連邦法により、本ソフトウェアの販売、流通、使用は医師または医師の指
示を受けた者に限定されています。

使用目的：NeuroWorks ソフトウェア
Natus NeuroWorks は、生理学的信号を表示する EEG ソフトウェアです。本製品は、情報を
使用して専門的判断を下す、脳波検査法に関する訓練を受けた資格を有する医師による使用を
目的とした製品です。
•

NeuroWorks EEG ソフトウェアは、生理学的信号の取得、表示、アーカイブ、レビュー、
解析を可能にします。

•

NeuroWorks の「発作の検出」コンポーネントは、EEG トレースの評価を行う上で資格
を有する臨床医を支援するため、脳波上発作 (electrographic seizure) に該当する可能性
のある成人 (18 歳以上) の EEG 記録の以前に取得したセクションにマークを付けるこ
とを目的としています。EEG 記録は、標準的な 10/20 システムに従い、頭皮全体のモ
ンタージュで取得する必要があります。

•

NeuroWorks の「棘波の検出」コンポーネントは、EEG トレースの評価を行う上で資格
を有する臨床医を支援するため、脳波上棘波 (electrographic spikes) に該当する可能性
のある、成人 (18 歳以上) の EEG 記録の以前に取得したセクションにマークを付ける
ことを目的としています。EEG 記録は、標準的な 10/20 システムに従い、頭皮全体の
モンタージュで取得する必要があります。

•

NeuroWorks に含まれる aEEG、バースト抑制、エンベロープ、アルファ変動性、スペ
クトルエッジ、スペクトルエントロピートレンド機能は、脳の状態をモニタリングしな
がら使用者を支援することを目的としています。NeuroWorks の自動化されたイベント
のマーキング機能は、これらの解析機能には適用されません。

•

NeuroWorks には、EEG 波形のモニタリングと解析を行う上でユーザーを支援することを
目的とする定量 EEG プロット、密度スペクトルアレイ (DSA) の表示も含まれています。
NeuroWorks の自動化されたイベントのマーキング機能は、DSA には適用されません。

本デバイスより、患者の状態に関する診断的結論がユーザーに提供されることはありません。
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使用目的：SleepWorks ソフトウェア
SleepWorks ソフトウェアは、Connex、Trex、または Netlink 増幅器と連動して機能するもの
で、睡眠ポリグラフ検査を対象としています。本ソフトウェアは、様々な睡眠障害および睡眠
関連呼吸障害の診断を支援するために、生理学的信号の記録、表示、解析、印刷、保存を可能
にします。
SleepWorks ソフトウェアでできること：
•

成人のみを対象に使用することを目的とした生理学的信号の自動解析。

•

キャリブレーションされた DC 入力においてユーザーが定義した閾値に対する、音声ア
ラート / 表示アラート (オプション)。これらのアラートは、バイタルサインのモニタリ
ングや集中治療室での継続的な医学的監視など生命維持として使用することを目的とし
たものではありません。

•

単純な計算を使用して記録され、スコア付けされた睡眠に関するデータを要約する睡眠
レポートのテンプレートが提供されます。データには、予測分析された値に対するデー
タ範囲ならびに、カウント値、平均値、最大および最小値などが含まれます。

SleepWorks ソフトウェアにより、患者の状態に関する診断的結論がユーザーに提供されるこ
とはありません。また、SleepWorks ソフトウェアは、研究および臨床環境において資格を有
し、かつ訓練を受けた医師による使用のみを意図しています。

免責条項
本品に関連し深刻なインシデントが発生した場合は、必ず Natus Medical Incorporated DBA
Excel-Tech Ltd. (Xltek) および使用者または患者（もしくはその両方）が居住する加盟国の監督
当局に報告してください。
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Natus システム
Natus は、Windows 7 ワークステーションの高度な機能と組み合わせて使用できる、手頃な価
格でハイエンドな性能を実現する 2 種類のシステムを提供しています。

Acquisition LT (ラップトップシステム)
Acquisition LT は、施設間の移動が簡単な、システ
ム内で総合的なデータモニタリング性能を提供す
る、持ち運び可能な携帯型コンピュータです。
Acquisition LT は EEG32U、EMU40EX、
Trex HD、Natus Brain Monitor、Natus Quantum と
併用できます。

Acquisition DT (デスクトップシステム)
Acquisition DT は、標準的なパソコンのフォーマッ
トを使用するデスクトップコンピュータです。
このデータモニタリング装置は、EEG32U、
EMU40EX、Trex HD、Natus Brain Monitor、
Natus Quantum と併用できます。

本書の使用
本書には、NeuroWorks ソフトウェアおよびアクセサリのテスト、カスタマイズ、操作に関する
説明と段階的な手順が記載されています。本書は、患者の検査内容の取得、レビュー、保存の手
順および検査報告書の作成方法を提供するものです。詳細な手順や情報は、『NeuroWorks 8 ユ
ーザーマニュアル』 (p/n 013017)、『NeuroWorks 9 ユーザーマニュアル』 (p/n 027867)、
『SleepWorks 8 ユーザーマニュアル』 (p/n 013018)、『SleepWorks 9 ユーザーマニュアル』
(p/n 027876) を参照してください。
手順を実行する際は、シーケンスを開始する前にすべてのセクションをお読みになることを推
奨しています。慎重に指示に従ってください。
本書で使用される記号/表記
厳重な注意：ケガや死亡につながる恐れのある深刻な危険性に関する情報を提供し
ます。
警告：見落とすべきではない重要な情報を提供します。

ヒント：時間の短縮や、すぐには気付かない便利な機能の実行に役立つ可能性のあ
る情報を提供します。
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注記：重要な補足情報を提供します。

太字

太字の文字は、コントロールキー、ファンクションキー、オプション、ラベル、キ
ーワードのいずれかを示します。

当社は、本書をお読みになり、Natus が設計した NeuroWorks システムの機能すべてを活用す
ることを推奨しています。
警告：初めてシステムを起動する前に、すべての警告と注意事項を慎重にお読みく
ださい。

カスタマーサービスおよびテクニカルサポート
サポートが必要な時にオンラインヘルプで解決策が見つからない場合は、以下の手順に従って
ください。
手順

説明

手順 1：インシデントの文
書化

インシデントを慎重に文書化します。可能な場合、エラーメッ
セージ、ダイアログボックスの名前、問題が発生する前に行っ
た操作を書き留めてください。

手順 2：コンピュータの再
起動

多くの場合、コンピュータを再起動することで問題が解決します。
1. すべてのアプリケーションを閉じます。
2. Windows のタスクバー上の [スタート] ボタンをクリック
します。
3. [スタート] メニューから [シャットダウン] を選択しま
す。
4. コンピュータの [再起動] を選択し、[はい] をクリックし
ます。
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手順

説明

手順 3：コンピュータのシ
ャットダウン

問題を解決するために、コンピュータを完全にシャットダウン
する必要がある場合があります。
1. Windows のタスクバー上の [スタート] ボタンをクリック
します。
2. [スタート] メニューから [シャットダウン] を選択しま
す。
3. コンピュータの [シャットダウン] を選択し、[はい] をク
リックします。
4. 装置の電源を切ります。10 秒間待ちます。再び電源を入
れます。

手順 4：テクニカルサポー
トへの問い合わせ

まずお使いのコンピュータのシリアル番号をメモします (コンピ
ュータの背部で確認できます)。また、お使いのソフトウェアの
バージョンもメモします。
不明な場合は、
ボタンをクリックし、[About Natus
NeuroWorks (バージョン情報)] を選択します。必要な情報をお
手元に準備したら、Natus テクニカルサポートまでお電話 (1800-303-0306) またはメール (OTS@natus.com) でお問い合わ
せください。

当社の Natus システム、ソフトウェア、マニュアル、オンラインヘルプ、アクセサリのライン
ナップ、サポートサービスのあらゆる側面に関するご意見、ご提案をお聞かせいただければ幸
いです。
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はじめに
ソフトウェアについて
NeuroWorks ソフトウェアは、検査ファイルが保存される Natus データベースと、データを
取得するために使用されるソフトウェア、NeuroWorks で構成されています。プログラムを開
くと、お使いの Windows のタスクバー上に Natus データベースと NeuroWorks のボタンが表
示されます。

タスクバー上のプログラムボタン
Natus ソフトウェアは、Microsoft Windows オペレーティングシステム上で実行できます。本
ソフトウェアは、標準的なネットワークプロトコルを使用して、真のマルチタスクやリアルタ
イムでのネットワーク通信を提供します。Natus は、当社の品質に対する厳重な管理を維持す
るため、機器およびソフトウェアの設計、構築、テスト、販売、サポートを実施しています。
これにより、当社のお客様のニーズを満たすため、継続的に製品を改善する柔軟性が Natus に
提供されます。

操作方法
Natus システムは、Windows 環境で動作します。NeuroWorks システムの使用には、一般的
なコンピュータの基本的な操作方法に慣れていることが求められます。例えば、マウスのボタ
ンをクリックすると画面やオプションを選択できることや、ダイアログボックスに入力すると
情報 (データ) を入力し、記録できることを知っている必要があります。
マウスの使用
標準的な Microsoft Windows の操作方法を使用し、マウスでコマンドを選択すると、システム
のほとんどの操作を実行できます。
マウスの左ボタン
画面上の項目にマウスのカーソルを合わせ、マウスの左ボタンをクリックします。1 回クリッ
クすると、機能が選択されます。ダブルクリック (2 回クリック) すると、その機能が起動しま
す。
マウスの右ボタン
画面上の項目にマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックすると、クリックし
た項目に対するオプションのショートカットメニューが開きます。使用するオプションにカー
ソルを合わせ、左クリックしてそのオプションを開きます。
当社のシステム、ソフトウェア、マニュアル、オンラインヘルプ、アクセサリのラインナップ、
サポートサービスのあらゆる側面に関するご意見、ご提案をお聞かせいただければ幸いです。
注記：誤った順序でボタンをクリックしても、マシンやソフトウェアに害が及ぶこ
とはありません。誤った順序でボタンをクリックした場合、正しい順序を通知する
リダイレクトダイアログボックスが表示され、手順を再開できます。
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NeuroWorks ソフトウェアのアップグレード
Natus より、ソフトウェアのアップグレードに関する情報をお送りする場合があります。ソフ
トウェアのアップグレードは、インストール用 CD または Natus テクニカルサポート経由でご
利用いただけるダウンロードリンクより行っていただけます。

ソフトウェアのアップグレード：
1. インストール用 CD を挿入し、インストールを開始します。ソフトウェアのリンク経由
でインストールする場合は、リンクをクリックし、[Run (実行)] を押します。ダウンロ
ード完了後、もう一度 [Run (実行)] を押します。表示される WinRAR 自己解凍アーカ
イブのウィンドウで、[Browse (参照)] をクリックし、[Install (インストール)] を押して、
保存先のフォルダを選択します。
2. NeuroWorks のフォルダを開き、[Install (インストール)] > [NWorks] > [Setup (設定)]
アプリケーションファイルの順にクリックします。
3. NeuroWorks の [InstallShield Wizard (InstallShield ウィザード)] によって表示される
指示に従います。
4. シリアル番号とオプションパックの番号を入力し、リクエストコードを生成します。
5. Natus テクニカルサポートにリクエストコードをお伝えください。ライセンスとオプシ
ョンパックを再度アクティベートするためのアクティベーションコードが提供されます。
6. [OK] をクリックして、コンピュータを再起動し、インストールを終了します。

Microsoft Windows の更新に関する推奨事項：
•

Natus システムは、Windows の自動更新を無効にした状態で出荷されます。未承認のソ
フトウェアをインストールした場合、お使いのシステムが不安定になる可能性があるた
め、当社は自動更新を無効にしたままにすることを推奨しています。

•

お使いのシステムが何らかの事情でサイバーセキュリティの脅威にさらされる可能性を
懸念されている場合、定期的に Natus にお問い合わせいただき、お客様が使用している
Natus 製品に対して承認されている Windows の更新プログラムを特定し、承認されて
いる更新プログラムのみをダウンロードしインストールすることを推奨しています。

•

Xltek システムにインストールするのに適した Windows Service Pack の更新に関す
る最新のリストは、 Natus ウェブサイト の「Technical Support (テクニカルサポー
ト)」のセクションでご確認ください。Natus ウェブサイト:
http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135
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Acquisition DT システムの起動 / シャットダウン
Acquisition DT システムを起動する場合は、次の手順に従ってください。
1. 現地の規制により絶縁変圧器の使用が義務付けられている場合、絶縁変圧器が医療グレ
ードの電源コンセントに接続されていることを確認してください。
2. 可能な場合は、ネットワークケーブルを接続してください。
3. アメリカ国外でお使いになる場合：絶縁変圧器がお使いのシステムの一部である場合、
絶縁変圧器の電源を入れます。
4. モニターの電源を入れます。
5. デスクトップコンピュータの電源を入れます (装置背面にもう一つの電源スイッチがあ
ります)。
6. 他の機器の電源を入れます (光刺激装置など)。
7. Natus データベースプログラムを起動します。
Acquisition DT システムをシャットダウンする場合は、次の手順に従ってください。
1. Natus データベースを終了します。
2. Windows のタスクバー上の [スタート] ボタンをクリックします。
3. [スタート] メニューから [シャットダウン] を選択します。
4. コンピュータの [シャットダウン] を選択し、[はい] をクリックします。
5. 電源スイッチを使用して、コンピュータの電源を切ります。(その他のコンポーネント
の電源を切る必要はありません。)
6. 絶縁変圧器がお使いのシステムの一部である場合、絶縁変圧器を電源コンセントから取
り外します。
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一般的な警告と注意事項
以下の警告と注意事項は、Natus デスクトップおよびラップトップシステムと、付属のソフト
ウェアに適用されます。Acquisition LT (ラップトップ) には、一般的な警告と注意事項に加え、
システム固有の警告と注意事項があります。操作の安全性や警告と注意事項について不明点や
ご質問がある場合は、Natus テクニカルサポートまでお気軽にお電話 (1-800-303-0306) でお問
い合わせください。
米国連邦法により、本ソフトウェアの販売、流通、使用は医師または医師の指示を
受けた者に限定されています。
Natus のデバイスを適切に使用するため、必ずシステムに同梱されている、あるい
はシステム上に添付されているすべての指示とラベルを注意深くお読みください。
不適切な使用や応用により、不正確な測定結果が生じる場合があります。
Natus ヘッドボックスは、IEC 60529 に基づいて規定された水の浸入に対する保護
等級が無保護である IPX0 に分類されています。
バッテリー式のヘッドボックスの場合、現地の規制に従って使用済みのバッテリー
を廃棄してください。
必ず Natus に承認され IEC 60601-1 の承認を受けたシステムの一部として供給さ
れたコンピュータか、IEC 60950-1 / IEC 62368-1 または同等の規格の承認を受
け、患者環境外 (すなわち、患者から横方向に最低 1.5 m 離れた場所で、かつ患者
が使用するエリアの床から高さ 2.5 m 以内に入らない場所) に設置されたコンピュ
ータのいずれかを Natus ヘッドボックスと併用してください。
信号の有効性を確保するため、電磁干渉源の近くでデバイスを操作しないでくださ
い。
お手入れを行う前に、システムの電源を切ってください。システムの電子装置に洗
剤や低温滅菌剤が入らないようにしてください。コネクタおよびエッジの周りには
注意を払ってください。研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。
Natus システムは、AP 類機器、APG 類機器ではありません。空気、酸素または亜
酸化窒素と可燃性麻酔薬の混合物が存在する場所で Natus システムを使用しない
でください。
デバイスの付属品には、様々な種類の使い捨て滅菌済み針電極が含まれている場合
があります。これらの針には、STERILE (滅菌) のラベルが付いており、パッケー
ジに滅菌方法が記載されています。滅菌パッケージに手が加えられた形跡がある場
合、電極を使用しないでください。
Natus のデバイスの販売、流通、使用は医師または医師の指示を受けたものに限定
されています。
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電気に関する警告と注意事項
Natus システムは、適切に接地されている電気コンセントのみに接続することが意
図されたシステムです。
定期的に、システムの接地完全性、システム漏れ電流および患者接触漏れ電流を確
認してください。確認は、少なくとも 1 年に 1 回実施してください。
すべてのケーブルを接続し、確認を行い、破損がないか目視点検を行うまで、シス
テムの電源を入れないでください。ケーブルの検査を怠ると、感電する可能性があ
ります。
感電の危険性：電極入力をアースに接続しないでください。患者のヘッドボックス
には、接続が絶縁されている患者への接続のみを意図したものであることを示す、
警告記号が付いています。アースに接続すると、感電する可能性があります。
感電の危険性：システムを修理しないでください。整備については、必ず資格を有
するサービス担当者にお任せください。
システムは、病院グレードのプラグが付いた 3 線式の電源コードを使用していま
す。システムはアース接続しています。接地の信頼性を確保するため、必ずホスピ
タルグレードのコンセントまたは病院専用のコンセントのみに本機器を接続してく
ださい。摩耗やその他の破損がないか電源コードを頻繁に点検してください。電源
コードやプラグが破損した状態でシステムを使用しないでください。
現地の規制により絶縁変圧器の使用が義務付けられている場合、絶縁変圧器を床に
置かないでください。
絶縁変圧器には、Natus が推奨するコンポーネントのみを接続してください。
コンピューターシステムの入力ポートや出力ポートに接続できるのは、Natus 認定
機器であり、かつ IEC 60601-1 認定システムまたは機器の一部として供給された機
器、もしくは IEC 60601-1 準拠の機器のみとなります。
医療機器同士を接続する場合は、機器の設置手順を厳守し、すべての機器を接続
後、IEC 60601-1 の箇条 16「ME システム」で規定されている要求事項を満たして
いることを確認してください。

17

電極＆患者接続に関する警告と注意事項
患者用電極はすべて完全に電気を絶縁した生理学的機器のみに接続してください。
患者用電極をその他のデバイスや外部電気出力に接続した場合、ケガにつながる恐
れがあります。
患者のヘッドボックスは、タッチプルーフ機構の電極インプットのみに対応してい
ます。その他の患者用電極入力は使用しないでください。
ケーブルが患者に絡まることや、ケーブルによって患者の頸部が圧迫されることを
防ぐため、患者の手が届く範囲に緩んだケーブルがないことを確認してください。
Natus EEG ヘッドボックスに取り付けられている患者イベントスイッチは、患者
の安全性に関わる重大なインシデント用ではありません。
患者接続は、心臓に直接接触させることを意図した接続ではありません。

XLDetect モンタージュをカスタムチャンネルラベルと併用しないでください。
患者に複数の医療機器が接続されている場合、合計患者漏れ電流が IEC 60601-1 で
規定されている上限を超える可能性があります。 サービス担当者にお問い合わせ
の上、確実に IEC 60601-1 の上限を遵守してください。

患者環境に関する警告と注意事項
アメリカ国外でお使いになる場合：IEC 60601-1 の承認を受けていない (ヨーロッ
パの場合、CE マーキング適合品以外の) デスクトップコンピュータを使用する場
合は、必ずデスクトップコンピュータのすべての部分を、患者環境外 (すなわち、
患者から横方向に最低 1.5 m 離れた場所で、かつ患者が使用するエリアの床から高
さ 2.5 m 以内に入らない場所) に設置してください。ただし、コンピュータに
Natus システムの一部である絶縁変圧器が付いている場合、必要に応じて患者の近
くに設置できます。
すべての医療機器同様、ケーブルが患者にからまることや、ケーブルによって頸部
が圧迫される可能性を軽減するため、患者へのケーブル配線は十分に注意して行っ
てください。
IEC 60601-1 の承認を受けていない (ヨーロッパの場合、CE マーキング適合品以
外の) ビデオモニターを使用する場合は、必ずすべてのビデオモニターを、患者環
境外 (すなわち、患者から横方向に最低 1.5 m 離れた場所で、かつ患者が使用する
エリアの床から高さ 2.5 m 以内に入らない場所) に設置してください。
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Acquisition LT 固有の警告と注意事項
Acquisition LT (ラップトップ) には、一般的な警告と注意事項に加え、以下のシステム固有の
警告と注意事項があります。Acquisition LT を操作する前に、すべての警告と注意事項をお読
みください。操作の安全性や警告と注意事項について不明点やご質問がある場合は、Natus テ
クニカルサポートまでお気軽にお電話 (1-800-303-0306) でお問い合わせください。
必ず IEC 60601-1 規格に準拠したラップトップコンピュータを、Natus EEG ラッ
プトップシステムと併用してください。ヨーロッパで使用する場合は、必ず CE マ
ーキング適合品であるラップトップコンピュータを使用してください。
アメリカ国外でお使いになる場合：IEC 60601-1 の承認を受けていない (ヨーロッ
パの場合、CE マーキング適合品以外の) ラップトップコンピュータを使用する場
合は、必ずラップトップトップコンピュータのすべての部分を、患者環境外 (すな
わち、患者から横方向に最低 1.5 m 離れた場所で、かつ患者が使用するエリアの床
から高さ 2.5 m 以内に入らない場所) に設置してください。ただし、コンピュータ
に Natus システムの一部である絶縁変圧器が付いている場合、必要に応じて患者
の近くに設置できます。
ヘッドボックスのインターフェースカードとラップトップコンピュータには、必ず
Natus が提供する医療グレードの電源を使用してください。本システムは、ラップ
トップコンピュータ用の承認された Natus 電源と、PCMCIA カード用の AULT
SW175 電源を使用した場合のみ、動作するように設計されています。その他の種
類の電源を使ってシステムを操作しないでください。
Natus EEG ヘッドボックスには、Natus PCMCIA、ISA、PCI カード (データ取得
カード) のみを接続してください。
ラップトップシステムのパラレルポートは、Natus によって承認されたプリンター
との併用のみを目的としたものです。他の目的でパラレルポートを使用しないでく
ださい。
ラップトップシステムの PS/2 ポートは、PS/2 対応型マウスとの併用のみを目的
としたものです。その他の種類のデバイスをラップトップシステムの PS/2 ポート
に接続することはできません。
ラップトップシステムの下部にある PCMCIA スロットは、Natus が提供するライ
センスキーおよびドングルとの併用のみを目的としたものです。その他のデバイス
をラップトップシステムの下部にある PCMCIA スロットに接続することはできま
せん。
ラップトップシステムの上部にある PCMCIA スロットは、Natus PCMCIA EEG 取
得カードとの併用のみを目的としたものです。その他のデバイスをラップトップシ
ステムの上部にある PCMCIA スロットに接続することはできません。
ラップトップコンピュータのバッテリーは、適切なリチウムイオン充電式バッテリ
ーと交換できます。
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ラップトップシステムの操作に関連して、処分が必要となる廃棄物や残留物はあり
ません。
ラップトップシステムの使用および輸送に関する適切な環境条件については、ユー
ザーマニュアルを参照してください。

ソフトウェアに関する警告と注意事項
以下のソフトウェアに関する警告と注意事項は、NeuroWorks や SleepWorks 内の特定の機能
に適用されます。

取得プロファイル
取得プロファイルは、保存された取得に関する設定がまとめられたものです。取得に関する設
定のページから表示することや、新しい検査や再検査を開始する際に表示することができます。
プロファイルが作成されると、作成時のソフトウェアのモードに従って、自動的に
NeuroWorks\Settings (EEG) ディレクトリまたは NeuroWorks\SettingsSleep (Sleep) ディレ
クトリのいずれかにあるファイルに保存されます。取得プロファイルは一般設定ファイルに保
存されるため、一般設定キャッシュと同期されます。このため、他のワークステーションでも
利用できます。『NeuroWorks ユーザーマニュアル』または『SleepWorks ユーザーマニュアル』
の「Acquisition Profiles (取得プロファイル)」のセクションを参照してください。
取得プロファイルはワークステーション間で共有できるため、あるマシンでプロフ
ァイルを削除すると、同じ一般設定キャッシュと同期する他のマシンからもプロフ
ァイルが削除されます。取得プロファイルを削除する際は十分注意してください。
「Disabling Acquisition Profiles (取得プロファイルをオフに設定)」のトピックに
は、NeuroWorks ソフトウェアをカスタマイズするために設定できる、レジストリ
キーが記載されています。レジストリキーの予備知識を持つ経験豊富なコンピュー
タユーザーのみ、これらの設定を変更できます。詳細は、Natus テクニカルサポー
トまでお問い合わせください。
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Natus データベース
Natus データベースは、患者データの編集や確認、新しい情報の取得、検査の開始や停止、患
者情報や検査のアーカイブを行うためのメインゲートウェイです。詳細は、『NeuroWorks ユ
ーザーマニュアル』または『SleepWorks ユーザーマニュアル』の「Natus Database (Natus デ
ータベース)」を参照してください。
検査に関連するデータファイルを削除するため、[Purge (完全削除)] ボタンをクリ
ックすると、ファイルがアーカイブに保存されていない限りファイルを復元するこ
とはできなくなります。データベースの患者名と患者情報は維持されます。また、
削除を実行する前にパスワードの入力が求められます。
アーカイブに保存された検査がハードドライブから自動的に削除されることはあり
ません。アーカイブ保存された検査を完全削除する定期プログラムを実装する必要
があります。
アーカイブ保存されていないファイルを削除しないでください。

既存の病院のネットワークに機器を接続する前に、情報システム部門 (もしくは適
切な部門) にお問い合わせください。
検査を取得中に、他のデータ取得をモニタリングしないでください。

3 台を超えるコンピュータから取得ステーションをモニタリングしないでくださ
い。

対応方法
NeuroWorks にはアラーム機能が内蔵されています。NeuroWorks は 2 種類のアラームをサポ
ートしています。1) 技術アラーム：技術的な妨害による障害を最小限に抑え、重要なデータを
取得する上でユーザーを支援するアラームです。妨害が既知の問題である場合、速やかに修正
されます。 2) 患者主体のアラーム：患者の操作によるアラーム。
アラームシステムは病院のスタンドアロンのアラームに代わるものではありませ
ん。
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検査内容のクリッピングと切り出し＆ビデオの削除
検査内容の切り出しや、保存したいビデオデータが含まれている検査内容でクリップのマーキ
ングを行うことができます。また、マーキングされていないクリップの場合、現在の検査内容
からすべてのビデオを削除できます。検査内容を切り出す場合、元の検査ファイルはそのまま
保持されます。

切り出された検査内容を作成する場合のみ、二次検査がデータベースに作成されま
す。ビデオをすべて削除しても、二次検査は作成されません。詳細は、
『NeuroWorks ユーザーマニュアル』の「Clipping and Pruning a Study (クリッピ
ングと検査内容の切り出し)」を参照してください。
ビデオの削除は、永久的な操作です。完了した EEG 検査でのみ、選択されたビデ
オクリップを保持できます。詳細は、『NeuroWorks ユーザーマニュアル』の
「Extracting and Discarding Video (ビデオの抽出と破棄)」を参照してください。
選択したビデオと共に EEG データをアーカイブ保存する場合、記憶媒体の容量に
よる制限を受けます。詳細は、『NeuroWorks ユーザーマニュアル』の「Clipping
and Pruning Video (ビデオのクリッピングと切り出し)」を参照してください。
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NeuroWorks アナライザ
Natus データベース Batch Analyzer は、オフラインで、もしくはアップロード後にファイルを
解析するために使用されます。NeuroWorks には、検査をレビューする上でユーザーの役に立
つ 4 種類のアナライザ、振幅統合型脳波 (aEEG)、圧縮スペクトルアレイ (CSA)、棘波検出器
(XLSpike)、イベント検出器 (XLEvent) が搭載されています。詳細は、『NeuroWorks ユーザー
マニュアル』の「Using Analyzers to Review a Study (検査をレビューするためにアナライザを
使用)」を参照してください。
•

バッチ解析を行うために Natus プログラムで開かれている検査を送信しな
いでください。バッチ解析が開始されず、エラーメッセージが表示されま
す。

•

バッチ解析を行うために検査を送信した後は、解析が完了するまで、レビ
ューのために解析中の検査を Natus プログラムで開かないでください。バ
ッチ解析が失敗となり、エラーメッセージが表示されます。

すべての病態や病状に対して、P3-P4 以外のチャンネルから算出された aEEG に
対する特定の臨床的数値は一切示されません。
検査をレビューする際は、Natus の棘波検出器およびイベント検出器のみに依存し
ないでください。検出器は、解析および患者の診断を行う上で、資格を有する医師
を支援するために使用されるツールです。
XLDetect モンタージュをカスタムチャンネルラベルと併用しないでください。
『NeuroWorks ユーザーマニュアル』に記載されている XLSpike および XLEvent
の性能は、デフォルト設定での棘波検出器およびイベント検出器のアルゴリズムを
使用した場合にのみ発揮されます。デフォルト設定を変更する場合は、慎重に行う
必要があります。
Natus のイベント検出のアルゴリズムは、フルモンタージュの電極アレイ (21 本以
上の記録用電極) と共に使用する必要があります。フルモンタージュ以下での使用
は、アルゴリズムの性能に悪影響を与える可能性があり、検証されていません。
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NeuroWorks の設定
『NeuroWorks ユーザーマニュアル』の「Restoring Automatic Login (自動ログイ
ンの復元)」のトピックには、NeuroWorks ソフトウェアをカスタマイズするため
に設定できる、レジストリキーが記載されています。レジストリキーの予備知識を
持つ経験豊富なコンピュータユーザーのみ、これらの設定を変更できます。Natus
テクニカルサポートまで、電話 (1-800-303-0306) またはメール
(OTS@natus.com) でお問い合わせください。
『NeuroWorks ユーザーマニュアル』の「Settings for Fast EEG Review (EEG
の高速レビューの設定)」には、NeuroWorks ソフトウェアをカスタマイズするた
めに設定できる、レジストリキーが記載されています。レジストリキーの予備知識
を持つ経験豊富なコンピュータユーザーのみ、これらの設定を変更できます。
Natus テクニカルサポートまで、電話 (1-800-303-0306) またはメール
(OTS@natus.com) でお問い合わせください。
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ユーザーによる実施が推奨されているメンテナンス
一般的なメンテナンス計画に従って定期的にメンテナンスを実施すると、お使いの Natus
NeuroWorks システムの寿命を延ばすのに役立ちます。ユーザーが実施するメンテナンスには、
機器内部にアクセスする作業は含まれません。改良メンテナンスや内部コンポーネントの修理が
必要な修理に関する問題については、Natus テクニカルサポートまでお電話 (1-800-303-0306) で
お問い合わせいただくか、最寄りの Natus 代理店までお問い合わせください。
注記：少なくとも、1 年に 1 回、本セクションに記載されているメンテナンス手順
を実施することがユーザーに推奨されています。

ユーザーによる実施が推奨されているメンテナンスには、以下を含む、すべてのシステムコン
ポーネントの定期点検とお手入れが含まれています。
•

モニターおよび CPU (コンピュータコンソール）

•

コネクタ

•

ヘッドボックスおよびヘッドボックスケーブル

•

電極およびアクセサリ
警告：お手入れを行う前に、システムおよび壁のコンセントから電源コードを抜い
てください。糸くずの出ない布を使用してください。システムコンポーネントには
研磨剤入りの洗剤を使用しないでください。
警告：余分な液体が、システム内部の電子部品に浸入しないように注意してくださ
い。グリル周辺の液体には特に注意を払ってください。
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モニターおよび CPU
モニターおよび CPU は水、中性洗剤、または低温滅菌剤で湿らせた布を使って清掃できます。
内部部品に余分な液体が浸入することがないように注意してください。

コネクタ
コネクタは必ず、糸くずの出ない柔らかく乾いた布を使用して清掃してください。

ヘッドボックスおよびケーブル
電極の接続が緩んでいないか、定期的に目視点検してください。緩んでいる場合は、Natus テ
クニカルサポートまでお電話 (1-800-303-0306) でお問い合わせください。ヘッドボックスに極
端な物理的ストレスがかかるようなこと (例えば、落下) は避けるよう、注意してください。ケ
ーブルの完全性を判断するために、定期的に確認してください。ヘッドボックスは必ず、糸く
ずの出ない柔らかく乾いた布を使用して清掃してください。

電極およびアクセサリ
すべての電極とアクセサリの表面を、温かい石鹸水や液体滅菌剤を使用して定期的に清掃して
ください。電極や電極のケーブルからゲルやペーストがすべて取り除かれていることを確認し
てください。電極およびアクセサリのお手入れや滅菌については、電極の製造業者の指示に従
ってください。
Natus NeuroWorks システムは可能な限り信頼性、耐久性の高いシステムとなるよう慎重に設
計・製造されていますが、トラブルなく長期間にわたってシステムを動作させるために、シス
テムコンポーネントの定期的なお手入れと点検が必要となります。他の種類の医療機器同様、
極度の物理的ストレス (乱暴な取り扱いなど) や、極度な温度への持続的な曝露は避けてくださ
い。
お使いの Natus NeuroWorks システムの安全性や有効性に影響を及ぼす可能性がある問題が
疑われる場合、Natus テクニカルサポートまでお電話 (1-800-303-0306) でお問い合わせいただ
くか、最寄りの Natus 代理店までお問い合わせください。
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新規検査の開始
新規の NeuroWorks 検査を開始する方法：
1. 電極を使って、患者をヘッドボックスに接続します。
2. ユーザー名とパスワードを使ってシステムネットワークにログインします。ログインす
ると、Natus データベースが起動します。(Windows のデスクトップ上にある [Natus
Database (Natus データベース)] のアイコンをクリックして Natus データベースを開
くこともできます。)

[Natus Database (Natus データベース)] のアイコン
3. [Study Information (検査情報)] ダイアログボックスを開く場合は、以下のいずれか 1
つの操作を実行します。
•

[New (新規)] ツールバーボタンをクリックします。

•

[Patient (患者)] メニューをクリックし、[New (新規)] を選択します。

•

キーボードショートカット [CTRL] + [N] を使用します。

4. [Patient (患者)] タブの名前 (姓 / 名) のフィールド内に最低 1 文字入力してください。
後でこのタブに再度アクセスし、記録を編集することや、詳細情報を追加することがで
きます。
5. NeuroWorks で [Acquisition (取得)] 画面を開く場合は、[Study Information (検査情
報)] ウィンドウで [OK] ボタンをクリックします。[Acquisition (取得)] タブの設定によ
って、検査は自動で記録を開始する場合があります (以下のヒントを参照してください)。
[NOT RECORDING (記録されていません)] というメッセージが表示されている場合、
[Record (記録)] ボタンをクリックして (または、[CTRL] + スペースキーを押して) 記録
を開始してください。
6. この時点で、[CTRL] + マイナス (テンキー上の「–」) キーを一緒に押す (もしくは
[Controls (コントロール)] > [Impedance Check (インピーダンスチェック)] の順に選択
する) と、インピーダンスチェックを実行できます。
7. 記録を停止するには、[Stop (停止)] ボタンをクリックします (もしくは [CTRL] + スペー
スキーを押します)。
8. 記録セッションを終了するには、NeuroWorks ウィンドウの右上隅にある
ボタンを
クリックします。[Technologist's Report (検査技師のレポート)] ダイアログが表示さ
れます。これは今すぐ記入できるだけでなく、後で記入することもできます。[OK] を
クリックします。
9. [Are you sure you want to end the current study? (現在の検査を終了してもよろしい
ですか？)] というメッセージが含まれたメッセージボックスが表示されたら、[Yes (は
い)] をクリックします。NeuroWorks が終了し、Natus データベースが再度表示されま
す。
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ヒント：[Edit Settings (設定の編集)] ボックスの [Acquisition (取得)] タブのオプ

ションにより、新規の検査を開始した際に自動で記録が開始されるようにシステム
を設定することができます。この機能にアクセスするには、[Edit (編集)] >
[Settings (設定)] > [Acquisition (取得)] の順に選択します。
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検査情報ボックス
注記：
•

患者 / 検査情報ダイアログボックスは、特定の患者のすべての検査で共通し
ているエリアと、各検査固有のエリアに明確に分割されています。

•

ヘッドボックスのオプションは、[Study Information (検査情報)] ボックス
の [Patient (患者)] タブで利用できます。

[Study Information (検査情報)] ボックスは、検査を初めて開始する際に表示され
ます。[Edit (編集)] > [Study Information (検査情報)] の順に選択するか、[CTRL] +
[I] を押すと、検査中に [Study Information (検査情報)] ボックスを呼び出すこともで
きます。検査開始時、[Study Information (検査情報)] ボックスには 2 つのタブが含
まれています。1.[Patient (患者)] タブ / 2.[Medications (薬に関する情報)] タブ。
検査開始後に [Study Information (検査情報)] ボックスを呼び出すと、ボックスには
さらに 2 つタブが追加されます。1.[Technologist's Report (検査技師の報告)] タブ /
2.[Physician's Report (医師の報告)] タブ。これらのタブは、生成されるレポートに
後で表示される、様々な検査の属性に関するメモと情報を入力するために使用でき
ます。

検査開始時の [Study Information (検査情報)] ボックス
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ヘッドボックスのオプション
ヘッドボックスのオプションにより、PCI バス、USB バス、またはイーサネット (TCP/IP) に
接続されたヘッドボックスを切り替えることができます。ヘッドボックスのオプションは、検
査を初めて開始した際にのみ利用できます。常に表示されている PCI と USB の項目に加え、

ヘッドボックスのオプション機能
利用可能なヘッドボックスのリストには TCP/IP 接続を使用するヘッドボックスも含まれてい
ます。このようなヘッドボックスには、設定 ([XLDB] > [Tools (ツール)] > [Options (オプショ
ン)] > [Headboxes (ヘッドボックス)]) で分かりやすい名前が割り当てられています。割り当て
られた名前 (例えば、「EMU40 in Room 416」や「SleepRoom 517」) はリスト内に表示され
るため、検査を開始する前に適切なヘッドボックスに接続することが可能となります。
選択した生体機能モニタリング (PhM) 機器またはバイタルサインの監視から、各種パラメータ
を記録することもできます。ヘッドボックスの選択時、PhM 機器から記録する場合は PhM 機
器も選択する必要があります。PhM 機器は、[Headbox (ヘッドボックス)] ダイアログから選択
できるようになる前に、最初にセットアップする必要があります。この機能の詳細については、
NeuroWorks または SleepWorks のユーザーマニュアルを参照してください。
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[Medications (薬に関する情報)] タブ
[Medications (薬に関する情報)] タブは、[Study Information (検査情報)] ボックス内のタブの 1
つです。
[Medications (薬に関する情報)] タブは、患者の薬および用量に関するメモを入力するために

使用できます。
•

新しい情報を追加する場合は、[Add (追加)] ボタンをクリックします。これまでに入力
したデータのリストが表示されます。

•

ドロップダウンメニューにない新しい項目を追加する場合は、[Add (追加)] リストから
[Other (その他)] を選択します。次に、表示されるテキストボックスに項目名を入力し
ます。ある列から別の列に移動する場合は、[Tab] キーを使用してください。

•

[BackSpace] キーでデータを削除し、正しい情報を再入力し、いつでもデータを修正で
きます。

•

また、編集したいフィールド上にマウスのカーソルを合わせて右クリックすると、デー
タを追加、修正できます。列のヘッダを右クリックすると、これまでに入力された項目
のリストが表示されます。このリストから項目を選択できます。

•

ドロップダウンリストの項目は、[File (ファイル)] > [Customize (カスタマイズ)] のメニ
ューオプションを使用して、カスタマイズできます。例えば、[Dosages (用量)] のドロ
ップダウンリストのコンテンツを変更する場合は、[File (ファイル)] > [Customize (カ
スタマイズ)] > [Dosages (用量)] の順に選択します。

[Technologist's Report (検査技師のレポート)] タブ
[Technologist's Report (検査技師のレポート)] タブは、[Study Information (検査情報)] ボックス
内のタブの 1 つです。[Technologist's Report (検査技師のレポート)] タブは、生成されるレポー
トに後で表示される、様々な検査の属性に関するメモと情報を入力するために使用されます。
注記：[Technologist's Report (検査技師のレポート)] タブは、検査を初めて開始す
る際、[Study Information (検査情報)] ボックスには表示されません。このタブは、
検査を開始した後に [Study Information (検査情報)] ボックスを開いた場合にのみ表

示されます。
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[Physician's Report (医師のレポート)] タブ
資格を有するユーザーは、最大 3 件の診断コードを [Physician's Report (医師のレポート)] タブ
に入力できます。診断コードの入力の選択肢は、(ユーザーによって削除されていない限り) デ
ータベースに保存されており、検査レポートに追加できます。
[Physician's Report (医師のレポート)] タブは、[Study Information (検査情報)] ボックス内の
タブの 1 つです。[Physician's Report (医師のレポート)] タブは、生成されるレポートに後で
表示される、診断コードなど様々な検査の属性に関するメモと情報を入力するために使用され
ます。
注記：[Physician's Report (医師のレポート)] タブは、検査を初めて開始する際、
[Study Information (検査情報)] ボックスには表示されません。このタブは、検査を
開始した後に [Study Information (検査情報)] ボックスを呼び出した場合にのみ表示

されます。
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インピーダンスチェック
インピーダンスチェックは、患者への電極の接触が良好であることを確認するために実施され
ます。インピーダンスチェックは、検査中いつでも実施できます。

インピーダンスチェックを有効にするには、[Controls (コントロール)] > [Impedance Check
(インピーダンスチェック)] の順に選択します。

インピーダンスチェックの実行
インピーダンスチェックが開始されると、ソフトウェアによりすべてのチャンネルがスキャン
されます (自動スキャンモードの場合)。単一のチャンネルをロックし、電極の接触を許容可能
なインピーダンスレベルに調整することにより、単一のチャンネルの接触をモニタリングでき
ます。チャンネルラベルは、ヘッドボックス自体にない、現在のモンタージュのラベルに対応
しています。
目的

操作方法

チャンネルをロックする

ロックする [Channel # (チャンネル番号)] の左
側にある [Lock Channel (チャンネルのロック)]
ボタンをクリックします。この操作により、ロ
ックしたチャンネルへのスキャンが制限されま
す。その後、希望するレベルに達するまで電極
の接続を調整できます。

システムがすべてのチャンネルをスキャン
し、完全なインピーダンスチェックを実行
できるようにする

[Release Lock (ロックの解除)] をクリックしま
す。

インピーダンスチェックを EEG 記録の一環
として保存する

[End and Start Recording (記録の終了と開始)]
をクリックします。

インピーダンスチェックを終了する

[End (終了)] をクリックします。

インピーダンスチェックの解釈
インピーダンスチェックにより、各電極の接続のインピーダンスを示す棒グラフが表示されま
す。緑のバーは、読取値が許容値 (すなわち、閾値を下回る値) であることを示します。赤のバ
ーは、読取値が非許容値 (すなわち、閾値を上回る値) であることを示します。インピーダンス
の閾値を設定するには、[Check Impedance (インピーダンスの確認)] 画面の右側にある
[Threshold Group (閾値グループ)] ボックスの [Threshold (閾値)] ボタンの 1 つをクリックし
ます。
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ビデオ録画

ワークフローツールバー上の録画ボタンとカメラボタン
[Start / Stop Recording (記録の開始 / 停止)] を押して、EEG の記録のオン / オフを切り替えます。
[Start / Stop Recording Video (ビデオ録画の開始 / 停止)] を押して、ビデオ録画のオン /オフ
を切り替えます。

ビデオウィンドウの表示 / 非表示：
•

[View (表示)] > [Video ビデオ)] の順に選択します。

•

[CTRL] + [U] を押します

•

ツールバーの
リックします。

[Toggle Video On/Off (ビデオのオン / オフの切り替え)] ボタンをク

ライブモードのビデオウィンドウ

ビデオウィンドウ
警告：オーディオコンポーネントをキャプチャまたはレビューする場合は、ビデオ
オプションをオンに設定する必要があります。
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レビューのために完了した検査を開く
レビューのために完了した検査を開く方法：
1. Natus データベースを開くには、Windows デスクトップ上の [Natus Database (Natus
データベース)] のアイコンをクリックします。
2. レビューする検査を選択 (ハイライト) します。
3.

[Review (レビュー)] をクリックします。NeuroWorks が開き、選択した検査が表
示されます。
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検査の閲覧
キーボード、レビューツールバー、検査ツールバー、またはトレンドの概要ツールバー上のボ
タンを使って、患者の検査を閲覧できます。

キーボードを使って検査を閲覧する場合
目的

操作方法

検査を通常再生または逆方向に連続再生する

[CTRL] + [F] または [CTRL] + [R] を押します。

再生と停止を切り替える

スペースキーを押します。

検査を 1 ページ先へ進める

右矢印キーを押します。

検査を 1 ページ前に戻す

左矢印キーを押します。

検査を連続するページ分先へ進める、または
前に戻す

左矢印または右矢印キーを長押しします。

レビューツールバーを使って検査を閲覧する場合

レビューツールバー
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検査を閉じる
ファイルを閉じるには、NeuroWorks ウィンドウの右上隅にある
閉じるボタンをクリック
します。([File (ファイル)] > [Close (閉じる)] の順に選択して閉じることもできます。)
警告：検査のレビュー中に行った変更は、ファイルを適切に閉じないと保存されま
せん。変更を保存するには、変更を保存するかを確認するメッセージボックスが表
示された際に [Yes (はい)] をクリックする必要があります (下図参照)。

閉じる手順
検査を閉じる方法：
1.

閉じるボタンをクリックします。[Physician's Report (医師のレポート)] ボックス
が自動的に表示されない場合、[Physician's Report (医師のレポート)] タブをクリック
して表示させてください。

2. [Reviewer (レビュアー)] ボックスにレビュアーの名前を入力します。
3. [Mark as Reviewed (レビュー済にする)] をクリックし、レビュアーの名前とレビュー
の日付を入力します。
4. [Physician's Report (医師のレポート)] ダイアログボックスの下の部分にある各タブに
関連情報を追加します。
5. [OK] をクリックして閉じ、検査を保存します。
6. 現在の検査を終了することを確認するメッセージボックスが表示されます。
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ヒント：検査を閉じた際に [Technologist's Report (検査技師のレポート)] が表示されない場合
は、[File (ファイル)] > [Customize (カスタマイズ)] > [Options (オプション)] の順に選択し、
[Automatically prompt report forms (レポートフォームの自動表示)] を選択してください。ビデ
オのレビュー

ビデオを表示または非表示にする方法：
•

[View (表示)] > [Video ビデオ)] の順に選択します。

•

[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Video (ビデオ)] の順に選択します。

•

[Ctrl] + [U] を押します。

ビデオ画面のボタンの機能
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注釈ビューア
概要
注釈ビューアでは、検査内のすべての注記が順序通りにリスト化されます。これにより、ある
注記から別の注記へ素早く移動することが可能となります。検査技師、レビュアー、
NeuroWorks システムによって追加された注記とコメントは、自動的に記録されます。検査を
レビューする際は、矢印ボタンを使用して注釈間を移動することができます。
注釈ビューアは、取得中 (記録中) は閲覧専用モードで表示されますが、レビューモードでは編
集が可能です。

注釈ビューアを開く方法：
•

[View (表示)] > [Annotation Viewer (注釈ビューア)] の順に選択します。

注釈ビューア
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注記とカスタム注記の追加 (必要に応じてその都度)
クリックして注記を追加する
クリックして注記を追加する方法：
1. 検査トレース上の任意の場所で左クリックします。
2. 取得の [Notes (注記)] メニューが開きます。
3. [Custom (カスタム)] または [pre-defined note (定型注記)] を選択します。
4. [Custom (カスタム)] を選択した場合、[Note (注記)] ボックスに情報を入力します。

入力して注記を追加する
検査の記録中に、必要に応じてその都度カスタム注記を速やかに追加できます。

必要に応じてその都度、注記を追加する方法：
1. キーボードを使って、注記の入力を開始します。
2. [Note (注記)] ボックスが開きます。

[Note (注記)] ボックス
3. 注記の入力が終わったら、[OK] をクリックします。
入力を開始すると、波形ウィンドウと注釈ビューアに注記が表示されます。
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モンタージュの作成と編集
モンタージュエディタを開く
1. [Edit (編集)] > [Settings (設定)] > [Montage (モンタージュ)] の順に選択します。
2. セルを右クリックすると、セルに入力するために使用できる値 / ラベルのリストが表示
されます。

モンタージュの複製
1. [Montage (モンタージュ)] タブの右側にある各種 [Montage (モンタージュ)] ボタンの中
にある [Duplicate (複製)] ボタンをクリックします。これにより、現在リストで選択さ
れているモンタージュと同じ入出力チャンネルを持つ設定が初期設定された新しいモン
タージュが作成されます。このモンタージュは現在のヘッドボックスと互換性がない場
合があります。現在のヘッドボックスと互換性があるモンタージュを作成するには、
[New (新規作成)] ボタンを使用します。
2. [Name (名前)] のテキストボックスに、モンタージュの新しい名前を入力します。
3. 必要に応じて、チャンネル設定を変更します。
4. 新しいモンタージュを保存します。
5. [OK] をクリックしてモンタージュを有効にします。

モンタージュの名前変更
1. [Name (名前)] コンボボックスの右側にある [Rename (名前変更)] ボタンをクリックし
ます。この操作により、[Name (名前)] コンボボックスが編集可能なテキストフィール
ドになります。
2. [Name (名前)] コンボボックスにモンタージュの新しい名前を入力し、キーボードの
[ENTER] キーを押します。この操作により、新しいモンタージュの名前が [Name (名
前)] コンボボックスメニューに表示されます。
3. [Edit (編集)]、[Append (追加)]、[Insert (挿入)]、[Modify (修正)]、[Delete (削除)] ボタ
ンを使用して、新しいモンタージュのチャンネルの設定に必要な変更を行います。新し
いモンタージュを保存すると、保存したモンタージュが [Montage (モンタージュ)] メニ
ューのモンタージュリストに表示されます。
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新しいモンタージュの作成
1. [Edit (編集)] > [Settings (設定)] > [Montage (モンタージュ)] の順に選択します。
2. [New (新規作成)] をクリックします。これにより、検査が開いている場合、現在の検査
を取得するのに使用されたヘッドボックスと同数の入力チャンネルを持つモンタージュ
が作成されます。また、現在検査が開いていない場合は、取得ページのデフォルトのヘ
ッドボックスの設定と同数の入力チャンネルを持つモンタージュが作成されます。最初
の設定では、モンタージュに出力チャンネルはありません (表は空白になっています)。
[Name (名前)] のテキストボックスの名前、[Untitled (無題)] がハイライトされます。
作成する新しいモンタージュの名前を入力します。
3. 必要に応じてチャンネルの追加や修正を行います。
4. モンタージュの最後にチャンネルを追加するには、[Append (追加)] を選択します。
5. チャンネルを選択して、[Edit (編集)] をクリックします。
6. マウスのカーソルが置かれている場所にチャンネルを追加するには、[Insert (挿入)] を
選択します。
7. 選択したチャンネルを削除するには、[Delete (削除)] を選択します。
8. 新しいモンタージュを保存するには、[Save (保存)] をクリックします。新しいモンター
ジュを有効にするには、[OK] をクリックします。これで、Montage (モンタージュ) メ
ニューを開くと、新しいモンタージュがモンタージュリストに表示されるようになりま
す。

モンタージュの保存
モンタージュを保存する場所を選択できる、新しい [Save (Location) (保存 (場所))] ボタンがモ
ンタージュメニューに追加されました。[Save (保存)] ボタンのフェースには、例えば、[Save
(Common) (保存 (共通))] のように、デフォルトで設定された現在のモンタージュを保存する場
所が表示されます。[Save (Location) (保存 (場所))] ボタンの横にある矢印をクリックすると、
例えば、[Save (Common) (保存 (共通))]、[Save (Local) (保存 (ローカル))]、[Save (Patient) (保存
(患者))] のように、モンタージュの保存場所として指定できる場所のメニューが表示されます。
•

モンタージュをローカルディレクトリに保存する場合は、[Save (Local) (保存 (ローカ
ル))] を選択します。

•

ネットワーク上のディレクトリに保存する場合は、[Save (Common) (保存 (共通))] を
選択します。このディレクトリは、NeuroWorks の [File (ファイル)] > [Customize (カ
スタマイズ)] のオプションタブで設定されています。

•

Natus データベースの患者情報と共にモンタージュを保存する場合は、[Save (Patient)
(保存 (患者))] を選択します。
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[Montage (モンタージュ)] タブのスクリーンショット

[Montage (モンタージュ)] タブの設定
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[Visual Montage Editor (ビジュアルモンタージュエディタ)]
[Visual Montage Editor (ビジュアルモンタージュエディタ)] は、モンタージュを作成・編集す
るためのツールです。以前は表形式のツールしかなかった部分に、使いやすいグラフィカルイ
ンターフェースが提供されています。
[Visual Montage Editor (ビジュアルモンタージュエディタ)] にアクセスする方法：
1. [Edit (編集)] > [Settings (設定)] > [Montage (モンタージュ)] の順に選択します。
2.

ボタンをクリックします。

[Visual Montage Editor (ビジュアルモンタージュエディタ)]
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ストップウォッチツールバー
ストップウォッチは経過時間やイベントの持続時間を測定し、表示します。ストップウォッチ
を開く場合は、[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Stopwatch (ストップウォッチ)] の
順に選択します。

ストップウォッチ

モンタージュツールバー
モンタージュツールバーを使用して、チャンネルの設定を変更できます。モンタージュの設定
範囲は、ツールバーで利用可能な値によって示されます。

モンタージュツールバー
[Montage Editor (モンタージュエディタ)] を開く場合は、モンタージュ設定ツールバーの左端
にある

[Montage Settings (モンタージュ設定)] ボタンをクリックします。
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注記ツールバー
リアルタイムの検査を記録しているか (取得モード)、以前記録された検査のレビューを行って
いるか (レビューモード) に応じて、注記ツールバーには異なるボタンが表示されます。注記ツ
ールバーを開く場合は、[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Note (注記)] の順に選択し
ます。
下記の図には、デフォルトの注記ツールバーのボタンが示されています。

取得モードの注記ツールバー
レビューモードの注記ツールバー
[Note (注記)] ボタンをクリックすると、[Sweep Edge (スイープエッジ)] の現在の位置に瞬時
に注記を挿入できます。

プロトコルツールバー
プロトコルは、順次実行されるように設定されているカスタマイズ可能な一連の操作です。こ
のツールバーには、現在実行されているプロトコルの名前とステップが表示されます。プロト
コルを一時停止、再開、中止する場合は、プロトコルツールバーの右端にあるボタンを使用し
ます。
プロトコルツールバーを開く場合は、[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Protocol (プ
ロトコル)] の順に選択します。

プロトコルツールバー

カメラツールバー
カメラツールバーは、リアルタイムで取得中、遠隔カメラをコントロールするため、パンボタ
ン、チルトボタン、ズームボタン、カメラの切り替えボタンを提供します。

カメラツールバーを開く方法：
•

[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Camera (カメラ)] の順に選択します。

PTZ カメラのツールバー
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レビューツールバー
検査を閲覧するためにレビューツールバーを使用します。レビューツールバーは、レビューモ
ードでのみ使用できます。

レビューツールバーを開く方法：
•

[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Review (レビュー)] の順に選択します。

レビューツールバー
ツールバーのボタンの機能
ボタン

機能 / 説明
ビデオ録画のオン / オフを切り替えます。
検査を逆方向に再生します。
前の項目に移動します。
次の項目に移動します。
検査を通常再生します。
EEG の再生速度を変更します。
矢印

をクリックすると、速度を増減できます。

クリックすると、クリップのマーキングを開始できます。

クリックすると、クリップのマーキングを終了できます。

クリックすると、クリップを編集できます。

インスタント切り出し表示ボタン。クリックすると、自動的に切り出さ
れた記録がシステムに表示されます。
現在のページをキャプチャするボタン。

クリックすると、現在のページを印刷できます。
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ボタン

機能 / 説明
拡大ボタン。ボタンをクリックし、トレースウィンドウで四角をクリッ
クしてドラッグします。
縮小ボタン。クリックすると、トレースウィンドウが通常のサイズに戻
ります。
波形カーソルボタン。クリックした波形上の任意の場所に、付随する情
報ボックスを伴うカーソルを挿入できます。
周波数ツールボタン。[Frequency Tool (周波数ツール)] をクリックして
開きます。
ビデオページ再生モードボタン。このボタンが有効に設定されている場
合、EEG 画面のページビューに基づいてビデオ画面が再生されます。検
査に目を通すときにページビューを使用してください。
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概要ツールバー - EEG
概要ツールバーが表示されていない場合、[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] >
[Summary (概要)] の順に選択し、EEG 概要ツールバーを表示させます。

定量 EEG 傾向を表示する EEG 概要ツールバー
概要ツールバーを右クリックすると、表示されている情報の変更を可能にするショートカット
メニューがオプションと共に表示されます。
以下を含む、数種類のトレンドデータを利用できます。
•

密度スペクトルアレイ (DSA)

•

振幅統合型脳波 (aEEG) *

•

定量 EEG トレンド (qEEG) *

•

バースト抑制トレンド (qEEG) *

•

エンベロープトレンド *

•

アルファ変動性トレンド *

•

スペクトルエントロピートレンド *

•

スペクトルエッジトレンド *

•

データおよび振幅トレンド

•

イベントトレンド

* マークが付いているトレンドは、オプションの高度なトレンドソフトウェアを含むシステム
でのみ利用できることに注意してください。
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検査ツールバー
検査ツールバーは、クロスハッチエリアとしてビデオが録画された録画セクションの区切りを
示しており、様々なイベントが異なる色で表示されます。

検査ツールバーを開く方法：
•

[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Study (検査)] の順に選択します。

検査ツールバー
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ワークフローツールバー
ローカルとリモートコンピュータの両方で EEG およびビデオデータの記録を開始 / 停止するた
めにワークフローツールバーを使用できます。

ワークフローツールバーを開く方法：
•

[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Workflow (ワークフロー)] の順に選択します。

ワークフローツールバー
ツールバーのボタンとインジケータ
ボタン

機能
記録を開始 / 停止します。
ビデオのオン / オフを切り替えます。
チャンネルをテストします。

インピーダンスをチェックします。

光刺激装置を起動します。点滅の速度を設定します。

現在の検査をレビューします。

ディスク使用量のインジケータです。
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ワークフローツールバー - 睡眠
ワークフローツールバーは、取得モードでのみ使用できます。ワークフローツールバーが表示
されていない場合は、[File (ファイル)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Workflow (ワークフロー)]
の順に選択します。

ワークフローツールバー
ツールバーのボタンとインジケータ
ボタン

機能
記録を開始 / 停止します。
ビデオのオン / オフを切り替えます。
チャンネルをテストします。

インピーダンスをチェックします。

チャンネルのキャリブレーションを行います。

生物学的キャリブレーションです。

体位を変更します。

CPAP、Bi-Level、O2 の設定を変更します。

消灯します。

点灯します。

現在の検査をレビューします。

ワークスペースを切り替えます。新規作成したものを保存する
か、既存のものを削除します。
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ボタン

機能
ディスク使用量のインジケータです。

概要ツールバー - 睡眠
概要ツールバーが表示されていない場合、[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] >
[Summary (概要)] の順に選択し、概要ツールバーを表示させます。

イベントとパルス / オキシメトリデータが表示された睡眠概要ツールバー
概要ツールバーを右クリックすると、表示されている情報の変更を可能にするショートカット
メニューがオプションと共に表示されます。
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ステージングツールバー - 睡眠
ステージングツールバーは、検査を閲覧する際に睡眠のステージを各エポックに割り当てるた
めに使用されます。また、このツールバーには自動ページングとステージバイプレイ機能をオ
ンに設定するためのボタンがあります。

ステージングツールバー
ステージングのコントロールと機能
キー

ボタン

ステージ

0

目覚め

1

ステージ 1
N1

睡眠移行期 (乳児) (ステージ T)
2

ステージ 2
N2

3

ステージ 3
N3

4

ステージ 4

ノンレム睡眠 (小児 / 乳児)
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キー

ボタン

ステージ

5

レム睡眠

6

運動

7

スコア付け不可 (正しいステージを判断することはできません
が、エポックをスコア付け済としてマークします。)

8

クリア / スコア付けなし (エポックにはスコアが付けられていま
せん。)
自動ページング(自動ページングを押した場合、前のエポックに
スコアが付けられると、自動的にスコアが付けられていない次
のエポックにジャンプします。)
ステージバイプレイ。(通常再生される順番に、検査のスコアを
付けることができます。)
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レビューツールバー - 睡眠
SleepWorks のレビューモードでは、レビューツールバーが画面上部付近に表示されます。表
示されない場合、[View (表示)] > [Toolbars (ツールバー)] > [Review (レビュー)] の順に選択し
ます。
ツールバーのボタンの機能
ボタン

機能 / 説明
検査を逆方向に再生します。
前の項目に移動します。
ナビゲーションモードのドロップダウンリストを表示します。

ドロップダウンリストから選択するのに使用します。
次の項目に移動します。
検査を通常再生します。
EEG の再生速度を変更します。
矢印

をクリックすると、速度を増減できます。

クリックすると、クリップのマーキングを開始できます。

クリックすると、クリップのマーキングを終了できます。

クリックすると、クリップを編集できます。
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ボタン

機能 / 説明
睡眠イベントマーキングモード。このボタンを押しながら四角
を信号トレース上にドラッグすると、設定された睡眠イベント
すべてがメニューのドロップダウンリストに表示されます。

睡眠イベントの作成を完了するには、イベントの種類を 1 つ選
択します。恒久的に睡眠イベントマーキングモードにするに
は、このボタンをダブルクリックします。毎回ボタンを押すこ
となく、複数のイベントをマークできるようになります。
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ボタン

機能 / 説明
高速睡眠イベントマーキングモード。このモードでは、画面上
で四角をいずれか 1 つのトレース上にドラッグすると、システ
ムにより、指定されたチャンネル上にマークされるように設定
されたイベントの種類が検索されます。設定により指定された
チャンネルのイベントが指定されていない場合、すべてのメニ
ューが表示されたままになります。その後、ユーザーによって
選択されたイベントの種類が記憶され、次の注記をマーキング
する際にプロンプトが表示されなくなります。
恒久的に高速睡眠イベントマーキングモードにするには、この
ボタンをダブルクリックします。恒久的に高速睡眠イベントマ
ーキングモードになっていることを示すピンマークが、ボタン
の隅に表示されます。毎回ボタンを押すことなく、複数のイベ
ントをマークできるようになります。設定でこの特定のチャン
ネルに割り当てられたイベントがない場合や、特定のチャンネ
ルで最初のイベントがマークされた場合にのみドロップダウン
メニューが表示されます。
ボタンをもう一度クリックすると、恒久モードが解除されま
す。
注記：毎回モードを切り替える必要や、イベントの
種類を選択する必要がなく、イベントそのものをマ
ークするだけで操作を行うことができるため、これ
は SleepWorks で最も手早く睡眠イベントのスコア
を付けられる方法です。
注記：[Sleep Events Configuration (睡眠イベント設
定)] ページ ([File (ファイル)] > [Customize (カスタ
マイズ)] > [Sleep Events (睡眠イベント)]) で、どの
イベントがどのチャンネルに関連付けられているか
を調整します。特定の睡眠イベントの種類をマーク
するために、複数のイベントを使用できます。
睡眠に関する注記の消去モード。このボタンを押してから画面
上の睡眠イベントの注記をクリックすると、クリックした注記
が消去されます。その後、システムはページスクローリングモ
ードに戻ります。
恒久的に睡眠に関する注記の消去モードにするには、このボタン
をダブルクリックします。恒久的に睡眠に関する注記の消去モー
ドになっていることを示すピンマークが、ボタンの隅に表示され
ます。毎回ボタンを押すことなく、後続のイベントをクリックす
るだけで複数のイベントを消去できるようになります。
ボタンをもう一度クリックすると、恒久モードが解除されます。
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ボタン

機能 / 説明
画面上の注記をすべて消去します。

自動化されたイベントの承認ボタン。

自動化されたイベントの却下ボタン。

ワークスペースボタン。特定のユーザーインターフェース要素
を記憶します。
現在のページをキャプチャするボタン。

クリックすると、現在のページを印刷できます。

拡大ボタン。ボタンをクリックし、トレースウィンドウで四角
をクリックしてドラッグします。
縮小ボタン。クリックすると、トレースウィンドウが通常のサ
イズに戻ります。
波形カーソルボタン。クリックした波形上の任意の場所に、付
随する情報ボックスを伴うカーソルを挿入できます。オフに設
定するには、ボタンを 2 回クリックします。
体位設定ボタン。クリックして、ドロップダウンリストの選択
肢から選択します。
CPAP、Bi-Level、Supplemental 02 の値を変更する場合に使
用します。
消灯ボタン。クリックすると、検査ウィンドウと注釈ビューア
に消灯に関する注記が挿入されます。
点灯ボタン。クリックすると、検査ウィンドウと注釈ビューア
に点灯に関する注記が挿入されます。
ビデオのオン / オフを切り替えます。
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キャリブレーションツール - 睡眠
SleepWorks ソフトウェアでは、モンタージュで適切なチャンネルの信号の種類を割り当てる
必要があります。

チャンネルの信号の種類の割り当て
キャリブレーションツールを開く場合は、必ず最初にモンタージュエディタを使用して適切な
チャンネルの種類を割り当ててください。
1. [Edit (編集)] > [Settings (設定)] > [Montage (モンタージュ)] の順に選択します。
2. モンタージュで 1 つまたは複数のチャンネルを選択します。[Type (種類)] の列でセルを
右クリックします。次に、適切なチャンネルの信号の種類をポップアップメニューから
選択します (例えば、External OSat (外部 OSat) または External Pulse Rate (外部パル
スレート))。選択されたチャンネルに、この設定が適用されます。
3. [Apply (適用)] をクリックします。
4. [OK] をクリックして、モンタージュエディタを閉じ、リアルタイムの検査画面に戻り
ます。

キャリブレーションツールの使用
チャンネルの種類に対して適切な単位に出力を変換する場合、特定の既知の値で外部変換器か
ら出力が行われるタイミングをシステムが把握している必要があります。キャリブレーション
ツールは、この情報をシステムに提供するために使用されます。

チャンネルのキャリブレーションボタンをクリックしてチャンネルを選択するか、波形
ウィンドウでチャンネルを選択し、右クリックして [Calibrate (キャリブレーション)] を選択し
て [Calibrating (キャリブレーティング)] ボックスを開くと、色分けされた [Calibrating (キャ
リブレーティング)] ボックスが表示されます。
•

水色の線は、現在の波形のトレースを示します。

•

色分けされたバー (赤、緑など) は、現在の波形 (青のトレース) が特定の既知の値であ
る場合に、変換値を設定するのに使用されます。

•

左側のテキストボックスは、現在の波形が既知の値である場合に、システムに電圧レベ
ルを通知するために使用されます (赤色の文字 = 赤色のバー、緑色の文字 = 緑色のバー
など)。

注記：以下の例では、システムを External OSat (外部 OSat) の 100% と 0% の
出力信号にキャリブレーションする方法が示されています。ただし、このキャリ
ブレーション手順は、他の外部デバイスや体位のキャリブレーション手順と実質
的には同じです。
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[Ambulatory Headbox Manager (自由行動下ヘッドボックスマネージャ)]
[Ambulatory Headbox Manager (自由行動下ヘッドボックスマネージャ)] は、自由行動下ヘッ
ドボックスを用いた検査を実行するための独立したプログラムです。[Ambulatory Headbox
Manager (自由行動下ヘッドボックスマネージャ)] を使用することで、ヘッドボックスのメモリ
の状態を確認し、Natus データベースに検査をアップロードできます。

[Ambulatory Headbox Manager (自由行動下ヘッドボックスマネージャ)] の起動と使用
[Ambulatory Headbox Manager (自由行動下ヘッドボックスマネージャ)] を開くには、Natus デ
ータベースで、[Tools (ツール)] > [Ambulatory Manager (自由行動下マネージャ)] の順に選択
します。
Trex HD を使用したビデオによる自由行動下検査の実行に関する詳細な手順については、
『Trex HD Technical Quick Guide (Trex HD テクニカルクイックガイド)』 (p/n 009318) を参照
してください。
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自由行動下検査の開始
検査の開始
手順 1：

自由行動下ヘッドボックスに新しいバッテリーを挿入します。

ヘッドボックスの接続
手順 2：

患者の準備を整え、患者のリード線をヘッドボックスに接続します。

電極の接続
手順 3：
新規検査の開始

[New (新規検査)] をクリックしま
Natus データベースで、
す。[Study Information (検査情報)] ウィンドウが開きます。患者
名と検査に関連するその他の情報を入力します。記録を開始するに
は、

手順 4：
ヘッドボックスへのデー
タ取得の開始

(開始) をクリックします。

[Edit (編集)] > [Settings Acquisition (取得の設定)] (タブ) からヘッ
ドボックスと追加設定を選択します。
手動で記録を開始したい場合は、[Start data recording when
study starts (検査開始時にデータの記録を開始する)] にチェック
を入れ、[Start ambulatory study when HB disconnected (ヘッド
ボックスの接続が切断された時に自動行動下検査を開始する)] のチ
ェックを外します。[Controls (コントロール)] > [Start Ambulatory
Study (自由行動下検査の開始)] の順に進み、自動行動下での記録
を開始します。次のメッセージが表示されます：[An ambulatory
study will be started and the current waveform window will be
closed.Continue? YES/NO. (自由行動下検査が開始され、現在の波
形ウィンドウが閉じられます。続けますか？はい / いいえ)]。)[Yes
(はい)] をクリックします。NeuroWorks が閉じ、データがヘッドボ
ックスのフラッシュメモリに保存されるようになります。
代替手段：ヘッドボックスの接続が切断された時に、データの取得
を自動的に開始する場合、[Start ambulatory study when HB
disconnected (ヘッドボックスの接続が切断された時に自動行動下
検査を開始する)] にチェックが入っていることを確認してくださ
い。取得用コンピュータからヘッドボックスの接続が切断される
と、ヘッドボックスはフラッシュメモリへのデータの取得を開始し
ます。

手順 5：
ヘッドボックスの接続切
断

ヘッドボックスからケーブルを取り外し、患者に装置を装着しま
す。Trex ヘッドボックスの側面にある、自由行動下での記録モー
ドを示すアンバー色のライトが点滅していることを確認します。
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ヘッドボックスのフラッシュメモリに現在保存されている検査に関する情報が [Ambulatory
Headbox Manager (自由行動下ヘッドボックスマネージャ)] ウィンドウに表示されます。
また、以下の操作が可能となります。
•

現在取得中である検査を終了すること。

•

1 つまたは複数の検査をヘッドボックスからコンピュータのデータベースにアップロー
ドすること。

•

ヘッドボックスのフラッシュメモリを消去 (または空に) すること。

•

表示されている検査ファイルのステータスを更新すること。

検査の終了
ヘッドボックスへのデータの取得と保存を停止する場合は、[Yes (はい)] とマークされた
[Running (実行)] のステータスの検査を選択し、[End Study (検査の終了)] をクリックします。

検査のアップロード
[Upload Study (検査のアップロード)] をクリックすると、選択された検査がヘッドボックスか
ら Natus データベースにアップロードされます。検査のリストは、フラッシュメモリから検査
を消去するまで [Storage Management (ストレージ管理)] のセクションに保存されます。

フラッシュメモリの消去
すべての検査をアップロードした後、[Clear Memory (メモリの消去)] をクリックします。この
操作により、さらに多くの検査を記録するための空き領域を確保するため、フラッシュメモリ
の内容が消去されます。メモリが消去される際に、[Ambulatory Headbox Manager (自由行動
下ヘッドボックスマネージャ)] ウィンドウの下部に進捗バーが表示されます。
処理が完了すると、[Memory Contents erased (メモリの内容が消去されました)] というメッ
(閉じる) をクリックします。

セージが表示されます。[OK] をクリックし、

警告：[Clear Memory (メモリの消去)] をクリックすると、フラッシュメモリのデ
ータは恒久的に消去されます。
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機器の記号の説明
以下の表は、Natus 機器の様々な部分に表示されている記号のリストです。各記号の説明が記
載されています。
記号

参照する標準

参照する標準に従った記号タイトル

• ISO 15223-1、
記号 5.4.4
• ISO 60601-1、
表 D.1 #1

注意

• ISO 7000-0434A
• ISO 15223-1、
記号 5.4.3
• ISO 60601-1、
表 D.1 #11
• ISO 60601-1、
表 D.1 #11

• IEC 60417-5019
• ISO 60601-1、
表 D.1 #20
• IEC 60417-5333
• ISO 60601-1、
表 D.1 #24

使用説明書を参照してください

保護アース (接地)

タイプ BF 適用モニター

危険電圧

• IEC 60417-5036
• IEC 60601-1、
表 D.1 #1

交流電流

• IEC 60417-5032
• IEC 60601-1、
表 D.1 #4

直流電流

• IEC 60417-5031
• IEC 60601-1、
表 D.1 #12

「オン」(電源)

• IEC 60417-5007
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記号

参照する標準
• IEC 60601-1、
表 D.1 #13

参照する標準に従った記号タイトル

電源オフ

• IEC 60417-5008

EN 50419

廃電気電子機器

CE マーク
93/42/EEC
• IEC 60601-1、
表 D.1 #9
• IEC 60417-5172

I IEC 60417-5134

IEC 60417-5140

ISO-7000/IEC-60417
Symbol 0224
ISO-7000/IEC-60417
Symbol 0632

EC 規制 2017/745 に適合した医療機器として認
証された医療機器指令（MDR）適合製品です。

クラス II 機器

静電気敏感性デバイス

非電離電磁放射線

湿度範囲

温度範囲
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動作寿命末期の製品廃棄
Natus は、2014 年の EU 廃電気電子機器 (WEEE) 指令の要件を満たすことを目標としています。
これらの規制は、適切な処理と回収のために廃電気電子機器を別々に収集し、WEEE が安全に
再利用およびリサイクルされていることを確認しなければならないと定めています。そのコミ
ットメントに従い、Natus は、その他の取り決めがある場合を除き、エンドユーザーに回収し
リサイクルする義務を伝えます。お住まいの地域で利用可能な収集および回収システムの詳細
については、www.natus.com までお問い合わせください。
電気電子機器 (EEE) には、WEEE が適切に処理されなかった場合に人の健康と環境に有害であ
り、リスクを与える恐れのある部品、材料、物質が含有されます。したがって、エンドユーザ
ーは、WEEE が安全に再利用およびリサイクルされていることを保証する役割も担います。電
気電子機器のユーザーは、他の廃棄物と一緒に WEEE を廃棄してはいけません。廃電気電子機
器の処理に関連し、ユーザーは自治体の収集制度を利用し、生産者/輸入業者の回収義務を負い、
認可を受けている廃棄物処理業者は、環境への悪影響を減らし、廃電気電子機器を再利用、リ
サイクル、回収する機会を増やす義務があります。
以下のようなバツ印のついた車輪付きゴミ箱マークが機器に付いている場合、電気電子機器で
あることを示しています。バツ印のついた車輪付きゴミ箱の記号は、廃電気電子機器を分別さ
れていない廃棄物と一緒に廃棄してはならず、別々に収集しなければならないことを示してい
ます。
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空白ページ。
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