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1. はじめに 
RetCam EnvisionTM眼科撮像システムは、眼の広視野高解像度デジタル画像とビデオをすばやく容易に撮影で

きます。本マニュアルは、このシステムを使用して安全な医療ネットワーク環境で関連のある患者データとともに

このような画像を記録、注釈、保管、確認、転送する方法を説明しています。 

使用目的 
• 一般的な眼科撮像（網膜、角膜、外部画像を含む）。 

• 小児眼疾患の写真記録（未熟児網膜症（ROP）を含む）。 

• 月経後 35～37 週の乳児における II 型限界域前未熟児網膜症（ROP）（plus disease を伴わないゾーン 1
のステージ 1 または 2、あるいは plus disease を伴わないゾーン 2 のステージ 3）、または治療が必要な

ROP（I 型 ROP として定義）（plus disease を伴うゾーン１の任意のステージ、または plus disease を伴わな

いゾーン 1 のステージ 3、または plus disease を伴うゾーン 2 のステージ 2 あるいは 3）、または限界域

ROP（plus disease を伴うゾーン 1 または 2 のステージ 3 で連続 5 時間以上あるいは不連続 8 時間以上）

の検査。 

*参考文献： 
1. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Multicenter trial of cryotherapy for 
retinopathy of prematurity: preliminary results. Archives of Ophthalmology 1988; 106(4):471-479. 
2. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the 
treatment of retinopathy of prematurity: results of the Early Treatment for Retinopathy of Prematurity 
Randomized Trial. Archives of Ophthalmology 2003; 121(12):1684-1694. 

参照臨床論文 
Telemedical Retinopathy of Prematurity Diagnosis, Accuracy, Reliability, and Image Quality. Michael F. 
Chiang, MD; Lu Wang, MD, MS; Mihai Busuioc, OD, MD; et al. Arch Ophthalmol. 2007;125(11):1531-1538: 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992 

禁忌 
眼球に貫通傷のある患者は、傷が癒えるまで、接触法を使用して RetCam Envision システムで撮像しないでく

ださい。眼感染症の場合は、当該感染症の治療が行われるまで RetCam Envision システムの使用を延期してく

ださい。新生児科医によって不安定と判断された乳児は、RetCam Envision システムで撮像できません。 

適格な使用 
連邦法(米国)により、本機器の販売は医師または免許のある医療従事者が行う場合あるいはその指示に基づく

場合に制限されています。RetCam Envision は、眼科機器の使用について知識と技術のある個人（医師、看護

師、眼科写真技師、眼科技師など）が使用するよう意図されています。このような個人は本機器を使用して患者

の眼の画像を撮影する前に、Natus Medical Incorporated によって認可された担当者から適切な臨床技術の訓

練を受けなくてはなりません。 

本システムを使用する主な環境は、クリニック、診察室、新生児集中治療室、手術室、小児集中治療室、研究施

設です。認可されている Natus Medical Incorporated 担当者のみが RetCam Envision システムの設置とサー

ビスを実施できます（お客様が直接行えるサービスは除きます）。 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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基本性能 
• 本システムはライブ動画撮影を行います。 

• 本システムは常にアーチファクトの影響がない画像を表示します。 

• 撮像機能の一時的な中断または画像のアーチファクトの一時的な表示は査定され、患者の安全性には影響

しないと判断されています。 

アクセス管理とユーザー許可 
ユーザーアカウントにはロールが割り当てられており、アクセスの程度とRetCam Envisionシステムで実行できる

タスクが決まります。RetCam管理者のロールは、患者ケアまたは研究施設によってユーザーに割り当てられま

す。RetCam管理者は最高レベルのアクセス権限があり、誰がシステムを使用できるのかを管理します。ユーザ

ー許可の構成の詳細については、「ユーザーのロールと許可」を参照してください。 

警告および注意事項 
このセクションでは、安全性に関する警告と注意事項について説明します。本システムを使用する前に、この安全

性情報を読んで理解しておくことが重要です。 

安全性の表記 

 

警告 
回避しなければ、死亡または重傷にいたる可能性がある危険な状況を示します。「警告」は以下

の情報で構成されます。 
• 危険の性質、危険な状況を回避しなかった場合の結果。 
• 危険な状況を回避するための方法。 

 

注意 
回避しなければ、軽傷または重大な損傷、あるいは使用の遅延にいたる可能性がある危険な状

況を示します。「注意」は以下の情報で構成されます。 
• 危険の性質、危険な状況を回避しなかった場合の結果。 
• 危険な状況を回避するための方法。 

警告事項 

 

警告 
微生物の交差汚染が発生すると、感染症が患者に広がる可能性があります。特に影響を受けや

すいのは新生児集中治療室（NICU)の乳児です。 
• 交差汚染のリスクを低減するには： 

手洗い手順に従い、手袋を着用します。 
少なくとも中間レベルの化学消毒手順に従い、各患者で使用する前にレンズピースを消毒し

ます。 
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警告  
資格のない担当者が使用すると、負傷や患者治療の遅延につながる可能性があります。  
• RetCam 機器は、眼科機器の使用について知識と技術のある個人（医師、看護師、眼科写

真技師、眼科技師など）のみが使用するよう意図されています。 

 

警告 
訓練を受けていない担当者が使用すると、負傷や患者治療の遅延につながる可能性があります。  
• この機器を使用して患者の眼の画像を撮影する前に、Natus Medical Incorporated に認定

された担当者による適切な臨床技術の訓練を受ける必要があります。 

 

警告  
許可のない変更を行うと、負傷、予期しないシステムのパフォーマンス、システムのエラーが生じ

る可能性があります。  
• 製造業者の許可なく、本機器に変更を加えないでください。 

 

警告 
汚染されたり損傷したレンズピースを使用すると、患者が眼を負傷する可能性があります。  
• レンズピースの前面は決して摩擦性の素材や鋭利な物で清掃しないでください。毎回使用す

る前にレンズピースの清掃、消毒、点検を行い、欠けた部分、破損、かき傷、粗い表面がな

いことを確認します。  

 

警告 
患者で使用している間に本システムの修理やメンテナンスを行うと、ユーザーが感電する可能性

があります。 
• 患者で使用している間は本システムで修理やメンテナンスを行わないでください。 

 

警告  
本機器から放出される光は眼に危険な可能性があります。  
暴露時間が長くなるほど、眼の損傷リスクは高くなります。最大強度での処置中に本装置からの

光に曝露された場合は、238 分後（白色光）および 18.5 分後（青色光）に安全ガイドラインを超過

します。 
• 最低レベルの光強度で撮像を始め、必要に応じて最小限の露光量でレベルを引き上げてく

ださい。 

 

警告  
撮像中に過剰な圧力を加えると、眼外傷の原因になります。  
• ハンドピースをサポートし、角膜を直接圧迫することは避け、角膜の上で不要な動作を行わ

ないでください。 

 

警告 
使用するカップリングジェルが不十分だったり、互換性がない場合は、眼外傷の原因になります。  
• 必ずレンズピースが推奨されるカップリングジェルに浸されていることを確認し、レンズピース

が直接、眼に接触しないようにしてください。 
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警告 
患者の眼に対して検鏡、強膜圧子、またはレンズピースを使用して過剰な力を加えると、患者の

眼外傷の原因になります。  
• 患者の眼に対して検鏡、強膜圧子、またはレンズピースを乱暴に扱わないでください。 

 

警告 
保護アースが不十分な場合は感電の原因になります。  
• 必ず保護アースを使用してシステムを主電源に接続してください。 

 

警告 
点灯した光源を見ると、眼外傷の原因になります。  
• 点灯している光源は直接見ないでください。 

 

警告 
未承認の電源コードを使用すると、感電の原因になります。  
• 必ず製造元の提供した電源コード、または指定されたサービス部品番号の電源コードを使

用してください。 

 

警告 
損傷した電気コードやケーブルを使用すると、感電の原因になります。  
• 毎回使用する前にケーブルと電気コードを点検し、損傷がないことを確認してください。 

 

警告 
システムは電磁放射線を発しており、近くにある別のデバイスの機能やパフォーマンスに干渉す

る可能性があります。 
• 干渉を減らすため、以下のコントロール対策を講じることができます。 

受信デバイスの向きや位置を変える。 
機器との間隔を広げる。 
別のデバイスが接続されているものとは異なるサーキットのコンセントに機器を接続する。 
支援が必要な場合は製造元または現場サービス技師にご相談ください。 

 

警告 
ヒューズを規格非対応の部品に交換すると火事の原因になります。 
• 必ず指定されたサービス部品番号のヒューズに交換してください。 

 

警告 
クリーニング液が残っているレンズピースを使用すると、角膜に影響が出る可能性があります。  
• レンズピースは清掃手順に従って拭いてください。 

 

警告 
レンズピースまたはハンドピース全体を液体に浸すと、感電や損傷の原因になります。  
• レンズピースまたはハンドピース全体を液体に浸さないでください。 
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警告 
未承認のケーブル、備品、トランスデューサを使用すると、電磁干渉により、予期しないシステム

のパフォーマンスや近くにある他のデバイスでエラーが発生する可能性があります。  
• システムでは許可のない変更や修理を行わないでください。 

 

警告 
化学消毒の浸漬時間を超過すると、レンズピースが損傷し、患者の眼外傷につながる可能性が

あります。  
• 消毒の間は推奨されている浸漬時間を超えないでください。 

 

警告 
ハンドピースを不適切な方法で保管すると損傷の原因になります。  
• ハンドピースは使用していない間、必ずホルスターに戻してください。 

 

警告 
損傷したレンズピースを使用すると、患者の眼外傷の原因になります。  
• ハンドピースやレンズピースは落としたり、手荒く取り扱ったりしないでください。 

 

警告 
重量超過でカートのサポートが故障すると、ユーザーと患者が負傷する可能性があります。  
• 調節可能なカートには、10 kg（22 lbs）を超える負荷が加わる物を置かないでください。 

注意事項 

 

注意 
不適切な大きさの検鏡を新生児で使用すると、患者が不快に感じる可能性があります。  
• 撮像の際は、まぶたの検鏡が新生児に適した大きさであることを確認してください。 

 

注意 
電磁干渉により予期しないシステムのパフォーマンスまたはエラーが発生する可能性があります。  
• RetCam Envision 電磁環境耐性ガイダンスで指定されている推奨分離距離よりも近くでポ

ータブル RF 通信機器を使用しないでください（ケーブルと外部アンテナが含まれます）。 

 

注意 
システムの換気口をふさぐと、システムのコンポーネントが過熱し、機能の喪失や損傷が生じる

可能性があります。  
• システムの換気口はふさがないでください。 

 

注意 
電池バックアップエラーにより、システムがシャットダウンし、データを失う可能性があります。  
• システムに指示が表示された場合は電池のサービスを行ってください。 

 

注意 
電池残量が少ない状態で操作すると、システムがシャットダウンし、データを失う可能性があります。  
• AC 電源なしで新しい撮像セッションを開始しないでください。AC 電源が故障した場合は、撮

像セッションをすみやかに終了し、メディアを保存してください。 
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注意 
オートクレーブは、修復不可能なシステム損傷の原因になる可能性があります。  
• システムのどの部分もオートクレーブしないでください。 

 

注意  
強制シャットダウンはデータ破損の原因になり、診断や治療の遅延につながる可能性があります。  
• 必要でない限り、システムをシャットダウンする際は強制シャットダウンを使用しないでくださ

い。 

 

注意  
システムの移動中にレンズピースとハンドピースを不適切に取り扱うと、損傷の原因になる可能

性があります。  
• レンズピースはシステムの引き出しに入れて保管し、ハンドピースはホルスターにしっかり入

れてください。 

 

注意 
光ファイバーケーブルを不適切に取り扱うと、損傷の原因になる可能性があります。  
• 光ファイバーケーブルをラップポストに巻く際は 2 回までにしてください。 

 

注意 
システムを急斜面で使用、移動、保管すると、カートが不安定になる可能性があります。  
• 急斜面では使用、移動、または保管しないでください。 

 

注意 
システムを手荒く扱うと、損傷の原因になる可能性があります。  
• システムは屋外で移動しないでください。 

RetCam Envision システムのコンポーネント 
RetCam Envision システムは、安定した可搬式カートに取り付けられたモジュールで構成されています。カートは

容易に設定、移動、保管できます。 
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カートのコンポーネント（前面図） 
図 1 にはカートのコンポーネントが示されています（オプションの FA 機能も含まれます）。各コンポーネントの説

明については、図の下の表を参照してください。 

 
図 1．RetCam Envision システム（前面図） 
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注記：本ユーザーマニュアルの図はすべて代表例であり、実際の設定とは異なる可能性があります。 

1 ディスプレイモニター 
高解像度フラットパネルのディスプレイモニターは標準装備です。両側にある青緑色のグリップは、高さや角度、

垂直または水兵方向を調整する際にモニターをつかむためのものです。ディスプレイはタッチ感応画面です。 
「モニター」を参照してください。 

2 保管用コンパートメント（レンズピースホルダー、レンズピース保管ボックス、マウス、検査用アイテム） 

3 左利きの人向けの左側のマウスパッド 

4 シャシー。シャシーはモジュラーサブシステムと接続をコントロールします。 
• コンピューターにはシステムのプロセッサーが組み込まれており、メディアの取得、エクスポート、インポー

ト、保管を実行します。さらに、ユーザーデータを管理します。 
• 機器コントロールモジュールは、カメラの I/O を管理します（フォーカス、照度など）。また、システム機能のパ

ワーを制御します。 
• サイバーセキュリティモジュールは、侵入、マルウェア、許可のない患者データへのアクセスからシステムを

保護します。 

5 保管用の引き出し（クイックスタートガイド、レンズピース保管ボックス、サービスツールバッグ、その他のアイテム） 

6 ロックの付いた 4 つの車輪があるため、狭いスペースでもカードを操作して配置できます。車輪をロックするに

は、ロックタブを足で押し下げてください。車輪のロックを解除するには、ロックタブを引き上げます。 

7 ハンドピース/カメラ 
ハンドピースには、カメラと FA バリアフィルターが含まれます。長いハーネス（図 2 を参照）は柔軟なので、患者

に容易に届きます。「ハンドピース」を参照してください。患者の撮像では、ハンドピースと交換可能なレンズピー

スを使用します。 

8 ハンドピースホルスター 

9 コントロールパネル（「コントロールパネル」を参照） 

10 右利きのユーザー向けのマウスと右側のマウスパッド 

11 弱光環境で使用できるバックライト付きキーボード 

12 青緑色のグリップエリア（カートの操作用） 

13 ハンドピースハーネスを巻き付けるポスト 

14 ハンドピース接続 
• 白色光と青色光（FA）LED モジュール 
• カメラのコントロール  
「ハンドピース接続」を参照してください。 

15 USB ポート（SuperSpeed USB） 

16 フットスイッチ（「フットスイッチ」を参照） 

17 フットスイッチの保管ポケット 
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カートのコンポーネント（後面図） 
図 2 は、カート背面のコンポーネントを示しています。各コンポーネントの説明については、図の下の表を参照し

てください。 

 
図 2．RetCam Envision システム（後面図） 

1 調節可能なカートトップ。カートトップは必要に応じて使いやすいよう上下に調節できます。 
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2 カートトップの高さ調節レバー。カートトップの高さを調節するには、カートトップの両側をつかみ、レバーを握って

から必要に応じてカートトップを上下にスライドさせます。レバーから手を離し、カートトップを固定します。 

3 カートトップのサポートカラム 

4 ハンドピースハーネス（「ハンドピース」を参照） 

5 ハンドピースハーネスのラップポスト（「ハンドピース」を参照） 

6 デバイスのラベル（「ラベルおよび記号」を参照） 

7 イーサネットポート 

8 電池格納部。AC 電源からの給電が中断された場合に 2 本のリチウムイオン電池が電力を提供します。 
注記：電池の残量が非常に少なくなると（10％±5％）警告メッセージが表示され、システムの電源がオフになりま

す。完全に放電した電池は、5 時間以上充電する必要があります。 

9 移動用ハンドル（「システムの移動」を参照） 

10 電源コードのラップポスト 

11 主電源スイッチと電源コードの接続箇所。電源はシステムへの AC および DC 電力を調整します。 

モニター 
ディスプレイ画面はタッチ感応式です（タッチコントロールが有効になっていなくてはなりません）。UI コントロール

または画面の機能を有効にするには、手袋を着用した指先でタップします。画面を清掃する際はタッチコントロー

ルを無効にできます。 

注記：一部の UI エレメントはタッチコントロールには小さすぎる可能性があります。 

図 3 はモニターのコントロールを示しています。コントロールは、モニターがオンの場合にのみ有効です。 

 

図 3．モニターのコントロール 

1 オンにして音量を上げ下げします。調整中は音量が画面に表示されます。 
注記：可聴トーンはすべてモニターから発されます。何も聞こえない場合は音量がオフになっています。  

2 明るさを増減します。調整中は明るさのレベルが画面に表示されます。 

3 画面に [Settings（設定）] メニューが表示されます。[EXIT（終了）] （音量低下ボタン）を押すと、メニューが消えます。 

4 タッチコントロールを無効にしてから有効にします（トグル）。画面上のメッセージで選択を確定します。 

5 緑色のランプは、モニターがオンであることを示します。システムをオフにすると、ランプも消えます。 

5 3 4 2 1 
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ハンドピース 
ハンドピースには、カメラと FA バリアフィルターが含まれます。患者の撮像では、ハンドピースと交換可能なレン

ズピースを使用します。「レンズピース」を参照してください。 

図 4 は、ハンドピースと保護キャップを示しています。FA バリアフィルタースイッチはハンドピースの最上部にあり

ます。 

 
図 4．ハンドピースと保護キャップ 

注記：ハンドピースは使用していない間、必ずホルスターに戻してください。ハンドピースのハーネスはラップポス

トにゆるく巻き付けます。ホルスターにハンドピースを適切に入れるには、ハンドピースに最も近い部分のハーネ

スがラップポストの後ろ側によりかかるようにします。 

 
図 5．適切に格納されたハンドピースとハーネス 
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ハンドピース接続 

注記：FA オプションのあるシステムには 2 つのランプポートがあります。 

ハンドピースハーネスには、照明用、カメラ用、フォーカスコントロール用の 3 本のケーブルが含まれています。

図 6 はケーブルと接続ポートを示しています。 

 
図 6．ハンドピースのケーブル接続 

1 白色光 LEP ポート（FA 以外の患者撮像用に照明を提供） 

2 FA（青色光）LED ポート（FA オプションのあるシステムのみに含まれています）。これは狭帯域青色光源で、眼

底血管構造に注入されたフルオレセイン色素を刺激します。青色光で刺激されると、フルオレセインは緑色の光

を発します。ハンドピースのバリアフィルターは、眼底で反射した青色光を受け付けないため、緑色の発光を容易

に確認できます。これによりモノクロの画像ができます。 

3 光ファイバーケーブル 

4 カメラ用ケーブル（白）とポート 

5 カメラのフォーカス用ケーブルとポート 

注記：ハンドピースの保管やシステムの移動のためにコネクターを取り外す必要はありません。 

光ファイバーケーブル（図 7）を接続するには、適切なポートになるべく奥までプラグを差し込んでください。ポート

から光ファイバーケーブルを取り外す場合は、わずかに抵抗を感じますが、これは正常です。 

    
図 7．照明ポートと光ファイバープラグ 
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レンズピース 
注記：最大発光出力が低下しているように感じられる場合は、Natus テクニカルサービスまでご連絡ください。「テ

クニカルサポート」を参照してください。 

利用可能なレンズピースは以下のとおりです。 

レンズピースのモデル 適用 共通視野（FOV） 

130 FOV（LP130） 網膜撮像：新生児、未熟児 130 度 

Portrait（LPP01） 眼と顔面の外部撮像 該当なし 

レンズピースをハンドピースに取り付けるには： 

注記：レンズピースを取り付けたり取り外したりする際は、（可能であれば）やわらかい表面で行い、レンズピース

が落ちても損傷しないようにしてください。最低でもハンドピースを自分の体の近くで握り、上向きにしてください。 

1. 片手でハンドピース、もう片方の手にレンズピースを握り、レンズピースのタブ（1）をハンドピースの最上部に

沿って継ぎ目（2）に合わせます（図 8）。 

 
図 8．レンズピースのタブとハンドピースの継ぎ目の位置合わせ 

2. レンズピースをハンドピースに挿入し、戻り止めにはまったと感じるまでレンズピースを時計回りにまわしま

す。これでレンズピースはしっかり固定されます。タブと継ぎ目が図 9 に示されている位置にあることを確認

します。 

 
図 9．固定されたレンズピース 

1 

2 
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レンズピースホルダー 
レンズピースホルダーを使用すると、検査中にレンズピースを交換する際、レンズピースを固定できます。これに

よりレンズピースがカートや他の表面から落ちることを防げます。 

 
図 10．レンズピースホルダー 

コントロールパネル 
コントロールパネル（図 11）はキーボードの上にあります。青緑色の中央部分のコントロールはフットスイッチでも

利用できます。「フットスイッチ」を参照してください。 

 
図 11．コントロールパネル 

1 システム電源ボタンと緑色の LED インジケーター 

2 DC/AC電源、緑色のLEDインジケーター 
• システムにAC電源から給電している場合はランプが点灯します。 
• 電池を使用している場合はランプが点滅します。 

3 フォーカスのコントロール 

4 キャプチャ（またはスナップ）ボタン。ビデオ録画の開始、一時停止、再開や、スチール画像の撮影を行うことがで

きます。 

5 照度コントロールと強度値の表示 

6 照明ボタンと LED インジケーター 
• 白は白色光源（左側のLED）が使用中であることを示します。 
• 青は FA 用の青色光源（右側の LED）が使用中であることを示します。 

1 2 3 4 5 6 
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フットスイッチ 
フットスイッチはカートのベースにあるフロントポケットに格納されています。フットスイッチを握ったり運んだりする

ためのハンドルが付いています。 

フットスイッチを使うと、フォーカス（1）、照度（2）、画像またはビデオの撮影（3）をコントロールできます（図 12）。
これらのコントロールは、コントロールパネルで利用できるコントロール機能と同じです。 

 
図 12．フットスイッチのコントロール 

フットスイッチは以下のように使用します。 

• 照度、右側のペダル：ペダルの左側を押し下げると、照度が減り、右側を押し下げると照度が増します。希望

する値になるまで押し続けるか、押したり離したりしてわずかな調整を行うことができます。 

• キャプチャ（またはスナップ）ボタン：ビデオ録画の開始、一時停止、再開や、スチール画像の撮影を行うこと

ができます。 

• フォーカス、左側のペダル：ペダルの左側を押し下げると、フォーカスが前に移り（網膜から遠ざかります）、

右側を押し下げるとフォーカスが後ろに移ります（網膜の方に近づきます）。希望するフォーカスになるまで押

し続けるか、押したり離したりしてわずかな調整を行うことができます。 

• [Capture（キャプチャ）] ボタンのすぐ下にあるペダル間のプラスチックディバイダーの上に足を乗せられます。 

システムの移動と保管 
RetCam Envision システムは医療施設内で容易に移動できます。 

注記：RetCam Envision システムは、屋外で移動できません。医療施設外の場所に移動する際のシステムの梱

包と移動手順については、Natus テクニカルサービスまでご連絡ください。 

検査の終了後、別の場所にシステムを移動するには： 

1. ソフトウェアが [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウになっていることを確認し、ハンドピースをホル

スターにしっかり格納します。 

2. モニターを調整し、カートの前面がよく見えるようにします。モニターがカートのトップから出ないようにします

（図 13 を参照）。 

3. フットスイッチをカートのベースにある保管ポケットに格納します。 

4. 電源コードのプラグを抜き、カードの背面にあるコードポストに巻きつけます。システムをシャットダウンする

必要はありません。電池が電力を維持します。 

1 

2 

3 
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5. 車輪のロックを解除します。 

6. 振動を最小限に抑えるため、移動中、カートはゆっくり動かしてください。床面が変わる際、およびエレベータ

ーに出入りする際は気を付けてください。 

7. 新しい場所で、電源コードのプラグを入れ、カートを配置し、必要に応じてモニターを調整した後、車輪をロッ

クします。  

保管用にシステムを準備するには： 

1. レンズピースが適切に清掃され、保管されていることを確認します。 

2. システムをシャットダウンします。「ユーザーのログアウトとシステムシャットダウン」の手順に従います。 

3. ハンドピースとキャップをホルスターに格納します。 

4. カートトップの範囲内にモニターを配置します（図 13 を参照）。 

5. フットスイッチを格納します。 

6. 電源をオフにします。電源コードのプラグを抜き、カート背面にあるコードポストに巻きつけます。  

7. システムを保管場所まで慎重に移動して、車輪をロックします。電源スイッチを押し、システムの電源を入れ

ます。 

図 13 は、RetCam Envision システムと保管用に格納されているすべてのアイテムを示しています。 

 
図 13．RetCam Envision システムの保管 

RetCam Envision システムを使用していない場合は、システムコンポーネントのメンテナンスを行って保管します。

システムのメンテナンスの詳細については、「メンテナンス、清掃、テクニカルサポート」を参照してください。  
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付属品 
 付属品 部品番号 

 

レンズピース、130 FOV（LP130） 60-000090 

（レンズピースホルダーを表示） 

 

レンズピース、縦（LPP01） 60-000092 

 

ハンドピース保護キャップ 60-000188 

 

撮像練習キット 99-100048 

推奨されるカップリングジェル 
市販製品の中で推奨されるカップリングジェルは以下のとおりです。 

GenTeal® Tears Gel (Severe Dry Eye Formulation) 

GenTeal® Tears Gel が市販されていない場合は、以下のいずれか（または眼科での使用が適応とされている同

等の製剤）を使用できます。 
• Viscotears® Liquid Gel 
• Vidisic® Eye Gel 
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2. システムの準備と操作 
注記： 

• 新しいシステムは、Natus Medical Incorporated による訓練を受けた担当者が設置します。設置には、

システムのコンポーネントの取り付けと設定、ソフトウェアの初期設定と機能テストが含まれます。 
• ソフトウェアはあらかじめシステムにインストールされています。ソフトウェアを再び読み込むと、データベ

ースがクリアされ、すべてのデータが削除されます。Natus Medical Incorporated では、各撮像日の終

了時に患者データを MLX 形式でバックアップしておくよう強くお勧めしています。 
• 臨床的な訓練を受けたユーザーが患者の撮像を開始する前に、RetCam 管理者がドメインへのアクセ

ス権限を授与する必要があります。 

FA 操作の場合は、「蛍光眼底造影検査（FA）」を参照してください。 

患者検査のためにシステムを準備する 
1. カートを所定の位置に動かし、車輪をロックします。 

2. 電源コードのプラグをコンセントに入れ、主電源スイッチを押して電源を入れます。 

3. 必要に応じてモニターの高さと角度を調整し、視野に遮るものがないことを確認し、グレアを最小限に抑えます。 

注記：撮像は座位または立位で実行できます。 

4. キーボードとマウスを人間工学的に快適に使えるようカートの高さを調節します。  

5. 保管ポケットからフットスイッチを取り出し、床面で撮像時に快適に使いやすい場所に配置します。カートのベ

ースにプラグが差し込まれていることを確認します。 

6. あらゆる検査アイテム、レンズピースホルダー、ハンドピース保護レンズキャップは手の届く場所に配置します。 

7. コントロールパネルでシステム電源ボタンを押します。ボタンの上にある緑色の LED が点灯し、ソフトウェア

が起動して画面に [User Login（ユーザーログイン）] ダイアログが表示されます。「ユーザーログイン」を参照

してください。 

8. レンズピースをハンドピースに接続します。「レンズピース」を参照してください。 

9. ハンドピースがシステムに接続されていることを確認します。詳細については、「ハンドピース接続」を参照し

てください。 

注記：ハンドピースは使用していない間、必ずホルスターに戻してください。ハンドピースのハーネスはラップ

ポストにゆるく巻き付けます。光ファイバーケーブルの損傷を防ぐため、ポストに巻くのは 2 回までにしてくだ

さい。 

10. 必要に応じてコントロールパネルの照明ボタンを押して、光源をオンにします。 
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ユーザーログイン 
1. システムに電源が入り、ソフトウェアが起動されると、[User Login（ユーザーログイン）] ダイアログが表示さ

れます。ログインには、ローカルとネットワーク対応の 2 種類があります。ネットワーク対応ログインについて

ご質問がある場合は、ネットワークまたは IT 管理者にお問い合わせください。 

• ローカル：ローカルログイン向けの [RetCam Envision User（RetCam Envision ユーザー）] ダイアログ

の指示に従います。 

 
初回ログイン：RetCam 管理者の発行したパスワードは一時的なものです。初めてログインした際、操作

を続行する前にパスワードを変更する必要があります。 

注記： 
• 新しいパスワードは 6 字以上で、1 字以上の数字を含める必要があり、古いパスワードとは異

なるものでなくてはなりません。 
• 使用していない時間が続くと、ログインしていたユーザーは自動的にログアウトされます。デフォ

ルトの最小時間は 15 分です。この時間は RetCam 管理者が変更できます。 

• ネットワーク対応：ネットワーク対応（Active Directory）ログインを使用してログインする必要がある場合

は、[Active Directory User Login（Active Directory ユーザーログイン）] ダイアログが表示されます。 

注記：ネットワーク対応ログインを使用する前に、RetCam Envision システムをネットワークに接続する

必要があります。 

 
2. ユーザー名、Windows ドメイン名（該当する場合）、パスワードを入力します。 

3. [Login（ログイン）] をクリックします。[Select Domain（ドメインの選択）] ダイアログが表示されます。 
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4. 適切なドメインを選択します。スプラッシュ画面が表示された後、[Patients and Exams（患者と検査）] ウィン

ドウが表示されます。「[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウ」を参照してください。 

患者の検査を行う基本的なステップは、「患者の検査を実行する」で説明されています。 

ドメインを作成する必要がある場合は、[Create Domain（ドメインの作成）] をクリックします。「ドメインの作

成」を参照してください。ドメインを作成するには、ユーザーアカウントにその許可がなくてはなりません。 

患者の検査を実行する 
以下のステップは、典型的な患者の検査ワークフローを説明しています。特定のウィンドウまたはダイアログにつ

いて詳細な情報が必要が場合は、「ユーザーインターフェイスのウィンドウとダイアログ」を参照してください。 

注記： 
• 推奨されるカップリングジェルの一覧は「推奨されるカップリングジェル」に掲載されています。 
• 患者の健康情報は厳格に秘密を保持し、許可のないアクセスや変更、使用から保護する必要があります。 
• スチール画像の保存、録画の開始や停止、一時停止、ビデオからのスチール画像抽出、フィルターの変

更を行う場合や、警告・エラーメッセージが表示される際には可聴トーンが鳴ります。モニターで音量が

オンになっており、このトーンが聞こえることを確認してください。 
• FA モードで患者を検査する場合は、「蛍光眼底造影検査（FA）」を参照してください。FA は、ＦＡオプショ

ンが装備された RetCam Envision システムでご利用いただけます。 
• システムが故障した場合は、Natus テクニカルサービスまでご連絡ください。詳細については、「テクニカ

ルサポート」を参照してください。 

1. ログインしてドメインを選択した後、[Patients and Exams
（患者と検査）] ウィンドウが表示されます。 

• 選択されたドメイン向けに患者記録を読み込むには、

[Show（表示）] をクリックします。デフォルトですべての

記録が表示されます。 

• 必要に応じて、[Ｓｅａｒｃｈ（検索）] 機能を使い、特定の患

者記録を見つけます。詳細な情報については、「患者記

録の検索」を参照してください。  
「[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンド

ウ」を参照してください。 

2. [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウ： 

• 初診患者の場合は、患者記録を作成します。  
をクリックしてください。[New Patient（新規患者）] ダイ

アログが表示されます。 

• 必要なフィールドに入力し、[OK] をクリックして記録を

保存し、ダイアログを閉じます。  
「[New Patient Record（新規患者記録）] と 
[Edit Patient Record（患者記録の編集）] ダイ

アログ」を参照してください。 
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3. [Patients and Exams（患者と記録）] ウィンドウで希望する

患者を選択し、新しい検査を始めます。 

4.  をクリックしてください。[New Exam Configuration
（新規検査の設定）] ダイアログが表示されます。  

 
「[New Exam Configuration（新規検査の設

定）] ダイアログ」を参照してください。 

5. [New Exam Configuration（新規検査の設定）] ダイアログ

で希望する検査撮像設定の隣にある  をクリックしま

す。[Live Image（ライブ画像）] ウィンドウが表示されます。 

 
「[Live Image（ライブ画像）] ウィンドウ」を参照

してください。 

6. [Live Image（ライブ画像）] ウィンドウで、患者の眼の画像を

撮影します。右眼（ＯＤ）から始めることをお勧めします。ご希

望の場合は、眼の外部画像を撮影してから、5 か所の網膜

視野画像（後部、鼻側、側頭側、下部、上部）を撮影します 

Natus Medical Incorporated では、特に目が覚めている患

者を撮像する際に各眼のビデオを録画しておくよう推奨して

います。検査セッションを終了する前にビデオからスチール

画像をキャプチャするか、ビデオを保存して検査セッションの

終了後にスチール画像をキャプチャできます。このプロセス

の詳細については、「ビデオからの画像抽出」を参照してくだ

さい。 
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注記： 
• それぞれの眼で 5 分以上撮影しないでください。 

最大露光量はそれぞれの眼で累計 5 分間です。 
• 推奨されている眼科用カップリングジェルのみを使

用してください。これはレンズと患者の眼の間の架

け橋となります。 
• 患者の眼に十分な量のジェルを塗布し、検査中、

頻繁に再び塗布してください。 
• 患者の眼にレンズで直接触れたり、圧力を加えた

りしないでください。画像とビデオを撮影するには、

レンズの先端はジェルの中で「浮遊」している状態

でなくてはなりません（これは液浸法と呼ばれま

す）。 
• 撮像中は患者の動きを制限し、患者が動く兆候が

あれば、撮像レンズピースを患者の眼から離しま

す。 
• 必要に応じて、検鏡をゆっくり操作して患者の眼に

アクセスします。 
• RetCam Envision システムでエラーが発生した場

合は、間接的な検眼鏡を使用して患者の眼の検査

を続けます。 

 

7. 撮像セッションを終了します。[Live Image（ライブ画像）] ウィ

ンドウで  をクリックします。  

削除するスチール画像を選択しているか、ビデオが自動的

に削除されるようマークされている場合は、メッセージが表

示され、検査終了後に削除されることを知らせます。削除を

確定するには [Yes（はい）] をクリックしてください。[Exam 
Notes（検査のメモ）] ダイアログが表示されます。 

削除するメディアが選択されていない場合は、[Exam Notes
（検査のメモ）] ダイアログが自動的に表示されます。 

 

 
「[Exam Notes（検査のメモ）] ダイアログ」を参

照してください。 

8. ダイアログで検査のメモを追加します。終了したら [Exit 
Exam and Go to Patient List（検査を終了して患者リスト

に移動）] をクリックします。[Exam Notes（検査のメモ）] ダイ

アログが閉じ、[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンド

ウが再び表示されます。 

「[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンド

ウ」を参照してください。 

9. レンズピースを清掃します。 「レンズピースの清掃と消毒」を参照してください。 
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ユーザーインターフェイスのウィンドウとダイアログ 

[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウ 

ログイン後 ライブ画像から検査のメモ 検査のレビューから 

ドメインを選択           

 
図 14．[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウ（患者記録なし） 

注記：ログインしてドメインを選択すると、上のように [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウは常に空白

になっています（患者記録は表示されません）。患者記録は、[Show（表示）] をクリックすると表示されます。図

16 の例を参照してください。  

1 患者記録（行）がハイライトされると、患者記録の要約がウィンドウの最上部に表示されます。  

2 ボタンバー。「[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウのボタンバー」を参照してください。 

3 検索して患者と検査の記録フィールドを見つけます。「患者記録の検索」と「詳細検索」を参照してください。 

4 ドメイン選択フィールド 

5 行に表示されている患者と検査記録のリスト（1 人の患者につき 1 行） 
• 患者記録が表示されない場合は、[Show（表示）] をクリックしてください。詳細については、「患者記録の検

索」を参照してください。 
• DICOM システムからインポートされた患者記録は最初、違う色で表示されます。検査を作成して保存する

と、色が白に変わります。DICOM システムからの患者記録のインポートに関する詳細は、「指示された検査

のインポート」を参照してください。 
• 患者記録でアクションを行うには、記録をクリックするかタップします。行がハイライトされ、患者記録の要約

がウィンドウの最上部に表示されます。 
注記：一度にハイライトできるのは 1 つの患者記録のみです。 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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6 ステータスバー： 
• 電池残量ステータス（緑色のアイコンは電池の充電中、黄色はシステムが電池を電源として使用中、赤は電

池の残量が 20％未満になっていることを示します） 
• 現在の日時  
• C:ドライブで利用可能な空き領域。ロックのアイコンは BitLocker のステータスを示します（ロックされている

場合は有効、ロック解除の場合は無効）。 
• 記録の検索後、ステータスバーには見つかった患者数、選択された患者数、選択されたメディア数、削除され

たメディア数が示されます。 

7 ユーティリティメニューとシステムシャットダウンのオプション。「ユーティリティ」と「ユーザーのログアウトとシステム

シャットダウン」を参照してください。 

[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウのボタンバー 

注記：グレー表示のボタンは、無効になっています。患者記録が [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウ

で追加されて表示されるまで、ほとんどのボタンは無効です。該当する機能を示すためにボタンの色は変わりま

す。その機能を使用する権限がユーザーアカウントにないため、ボタンが無効になっていることもあります。 

 

患者記録を作成します。「[New Patient Record（新規患者記録）] と [Edit Patient Record（患者記録の編

集）] ダイアログ」を参照してください。 

 

新しい検査を開始します。「[New Exam Configuration（新規検査の設定）] ダイアログ」を参照してください。 

 

選択した患者の検査画像をレビューします。「[Exam Review（検査レビュー）] ウィンドウ」を参照してください。 

 

 

選択した患者記録を編集します。「[New Patient Record（新規患者記録）] と [Edit Patient Record（患者記

録の編集）] ダイアログ」を参照してください。 

 

患者記録にメモを追加します。このボタンは、患者記録を選択した場合にのみ有効になります。「[Exam 
Notes（検査のメモ）] ダイアログ」を参照してください。 

 

患者データをエクスポートします。このボタンは、1 つ以上の検査記録を選択した場合にのみ有効になりま

す。「患者データのエクスポートとインポート」を参照してください。 

 

USB ドライブまたはネットワークから患者データをインポートします。「患者データのエクスポートとインポー

ト」を参照してください。 

 

レポートを印刷します。印刷の詳細については、RetCam 管理者にお問い合わせください。 

 

（DICOM のみ）現在の RetCam Envision システムでその日に指示された検査向けに患者記録をインポー

トします。「指示された検査のインポート」を参照してください。 
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ナビゲーションとデータ入力 
• マウス。クリックすると、ウィンドウやフィールドをナビゲートしたり、アクションを開始したりできます。 
• タッチスクリーン。手袋を着用した手を使い、指先でタッチスクリーンの機能をタップするかダブルタップする

と、ウィンドウやフィールドをナビゲートしたり、アクションを開始したりできます。一部の UI 要素は小さすぎ

て、タッチコントロールでは使えない可能性があります。 
• キーボード： 

o ウィンドウやフィールドをナビゲートします。 
o フィールドにデータを入力します。 
o アクションを開始します。 
o ビデオ撮影後にビデオから画像を抽出するには、ビデオのレビュー中に右向き矢印キーを使って早送り

するか、左向き矢印キーで早戻しします。「ビデオからの画像抽出」を参照してください。 
o キーボードの「S」キーを使い、ビデオから画像を抽出して保存します。 
o キーボードショートカット（「ホットキー」とも呼ばれます）は、さまざまなアクションを行うために使われるキ

ーとキーの組み合わせです。「キーボードショートカット」を参照してください。 

• アイコン。[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウに患者記録が表示されている場合は、以下のよう

に各行の左側にあるアイコンを使用してください。 

 

• 患者記録：患者記録を拡張表示すると、検査とメモが表示されます。 
• 検査記録：検査を拡張表示すると、保存されているスチール画像とビデオのサムネイルが表示され

ます。 
また、行を 1 回クリックするかタップすることもできます。 

 
情報を非表示にします（行が折りたたまれます）。 
また、行を 1 回クリックするかタップすることもできます。 

 

選択した患者の新しい検査を開始します。 
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キーボードショートカット 

ショートカット 説明 ショートカット 説明 

[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウ 

Alt+C 患者の作成 Alt+A 患者のメモ 

Alt+N 新規検査 Alt+X  データのエクスポート 

Alt+R 検査のレビュー Alt+I データのインポート 

Alt+E 患者の編集 Alt+P 印刷 

Alt+M 検査のメモ Alt+O 指示された検査 

 [New Exam Configuration（新規検査の設定）] ダイアログ 

Ctrl+1 設定 1 を選択 Ctrl+3 設定 3 を選択 

Ctrl+2 設定 2 を選択 Ctrl+4 マニュアル設定を選択 

 [Live Image（ライブ画像）] ウィンドウ 

S スチール画像の保存 Ctrl+F7 タイマーのリセット 

スペースバー ビデオ録画を開始または一時停止 Ctrl+F8 タイマーの再開 

Enter 画像のフリーズ解除または記録の停止 F11 全画面表示モードの切り替え 

N レンズタイプの切り替え Ctrl+Insert サムネイルでフラグのアイコンをトグル 

Ctrl+Y 眼の割り当ての切り替え 削除 サムネイルで削除ステータスをトグル 

R 範囲レベルの切り替え Ctrl+F5 タイマーの開始 

C カラーレベルの切り替え Ctrl+F6 タイマーの一時停止 

F FA のトグル（FA ライト＋FA フィルター

が設定されている場合）、または無赤色

モード 

  

 [Exam Review（検査レビュー）] ウィンドウ 

Ctrl+, (コンマ) 前のサムネイルに移動  Ctrl+. (ピリオド) 次へのサムネイルに移動 

F11 全画面表示モードの切り替え   
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患者記録の検索 

注記：基本的な検索では、ひとつのドメインであらゆる患者記録を探します（以下に説明する [Show All（すべて

表示）]）。このアプローチは最も包含的なものですが、患者の記録を見つける際に最も時間がかかる方法であり、

推奨されません。記録の多いサイトでは、記録を読み込むのに数分かかる場合があります。詳細検索フィールド

を使用すると検索を絞ることができます。「詳細検索」を参照してください。 

 
図 15．[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウの検索フィールド 

1 検索フィールド。患者の名前の一部を入力します。システムは患者の姓、名、患者 ID、担当医の氏名を検索して、

一致がないか探します。 
赤い「X」をクリックしてフィールドをクリアにします。 

2 日付フィルター。[Any（任意）] を選択すると、日付の制限はなくなります。 

3 ドメイン。検索は常に表示されているドメインに制限されます。 

4 検索結果の要約。ステータスバーには、見つかった患者数、見つかった検査数、選択されたメディア数、削除され

たメディア数が示されます。 

5 表示オプション。[All（すべて）] を選択した場合、[Show（表示）] をクリックすると、選択されたドメインの記録すべ

てが単一のページに表示されます。表示される記録のページ限度を設定するには（たとえば、1 ページ当り記録

20 件）、[##/page（##/ページ）] ドロップダウンオプションを使用します。 

6 詳細検索オプション。「詳細検索」を参照してください。 

7 検索を実行するには、[Show（表示）] ボタンと [Search（検索）] ボタンをクリックするか、キーボードで Enter を押

します。検索結果は [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウに表示されます（「検索結果」を参照）。検索

の絞り込みについては、「検索結果の拡張」と「詳細検索」を参照してください。 

5 

7 

6 1 

2 
3 

4 



RetCam EnvisionTMユーザーマニュアル 

28  

検索結果 
患者の記録は、[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで行に表示されます。デフォルトで最初の記録が

ハイライトされ、その患者記録の要約がウィンドウの最上部に表示されます。患者のメモ、検査、患者記録に関す

る検査のメモは非表示になっています。その情報を表示するには、行を拡張表示します（「ナビゲーションとデータ

入力」と「検索結果の拡張」を参照）。 

検索結果からは患者記録の表示、患者記録の作成、検査の開始、検査のレビュー、検査のメモ編集、患者デー

タのエクスポートとインポートを行うことができます。 

 
図 16．検索結果 

患者記録の情報は列で整理されています。任意の列の見出しをクリックすると、ソート順序を変更できます。 

一番右側の 2 つの列： 
• チェック済み（選択済み）の記録。エクスポート向けに選択されている記録の隣にあるチェックボックスにチェ

ックマークが表示されます。 
• アーカイブのステータス： 

o 大文字の「I」は、記録がインポートされたことを示します。 
o 大文字の「E」は、記録がエクスポートされたことを示します。 
o ステータスが空白の場合、記録はインポートまたはエクスポートされていません。 

記録のリストが長い場合は、右側のスクロールバーを使うと、必要に応じて上下にスクロールし、より多くの記録

を表示できます。 
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検索結果の拡張 
検索結果を絞り込むには、複数のオプションを利用できます。 
• 選択した行を拡張します（以下に説明）。  
• 患者記録で画像を選択します。これは主に患者データのエクスポートで使用されます。詳細については、「患

者データのエクスポートとインポート」を参照してください。 
• 詳細検索。「詳細検索」を参照してください。  

検索結果を拡張するには、[Expand（拡張）] ドロップダウンメニューから希望するオプションを選択します。このメ

ニューは左側の患者リストの上にあります。 

 

Exams for Checked Patients（チェック済みの患

者の検査） 
チェック済みの患者記録の検査を示します（[Checked（チェック済み）] 
列にチェックマーク）。 

Exams/Images for Current Patient（現在の患者

の検査/画像） 
現在の患者記録の検査および検査画像サムネイルが表示されます

（ハイライトされている行）。 

Images for Displayed Exams（表示されている検

査の画像） 
表示されている検査の検査画像サムネイルが表示されます（患者記

録が開いていなくてはなりません）。 

Exams/Images for Displayed Patients（表示され

ている患者の検査/画像） 
表示されている患者記録すべての検査と検査画像サムネイルが表示

されます。 

Collapse All（すべて折りたたむ） 開いている行をすべて閉じ、すべての検査とメモを非表示にします。

患者記録の行のみが表示されます。 

 
  



RetCam EnvisionTMユーザーマニュアル 

30  

詳細検索 
詳細検索では、要件に合わせて検索を絞り込む基準を入力できます。詳細検索は、選択したドメインのあらゆる

患者記録で実行されます。 

1. [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウでドメインを選択します。 

2. 右上で [Advanced（詳細）] をクリックし、詳細検索フィールドを表示します。 

 

Last Name（姓） Classification（分類） Patient ID（患者 ID） Exam Date（検査日） 

First Name（名） Pathology（病変） Imager（イメージャ） • Date ranges 
（日付範囲） 

Gender（性別） Primary Clinician 
（担当医） 

Eye（眼） • Exam dates 
（検査日） 

3. 任意の組み合わせで希望する情報を入力するか選択し、[Search（検索）] をクリックします。選択した基準が

含まれている記録が表示されます。 

4. 新しい検索を行うには、[Clear Search（検索をクリア）] をクリックして、前述のステップを繰り返します。  

5. [Advanced（詳細）] を再びクリックすると、フィールドが非表示になります。 

6. 検索結果を使用するには、「検索結果」を参照してください。 
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[New Patient Record（新規患者記録）] と [Edit Patient Record（患者記録の編集）] ダイ

アログ 

RetCam Envision システムが DICOM 環境で検査機器として使用されている場合は、ほとんどの患者記録がロ

ーカルで作成されていません。詳細については、「指示された検査のインポート」を参照してください。 

[Patients and Exams（患者と検査）] から 
[Create（作成）] 

[Patients and Exams（患者と検査）] から選択した患者記録を 
[Edit（編集）] 

 または または  

[New（新規）] および [Edit（編集）] ダイアログは同じですが、[New Patient（新規患者）] ダイアログのフィールド

は空白になります。[Edit Patient（患者の編集）] ダイアログも [Patient Notes（患者のメモ）] ダイアログと呼ばれ

る点に留意してください。 

 
図 17．[New Patient Record（新規患者記録）] ダイアログ 

1 [Clinician（医師）]（必須）。新しい医師を作成するか、選択した医師を編集できます。 
注記：医師の情報を変更すると、すべてのユーザーと患者に適用されます。 

2 [Patient Information（患者情報）]（アスタリスクは必須フィールドを示します） 

3 [Birth Information（出生情報）]（必須）。患者の生年月日（DOB）を入力するか、ポップアップカレンダーを使用します。 

4 [Diagnosis（診断）]。実行する検査のタイプ、または撮影が予測される病変を入力します（たとえば、「ROP のスク

リーニング」）。 

5 保存された患者のメモ。保存されたメモは編集できません。メモには作成日時がスタンプされます。 

6 • [Creator（作成者）] は、メモを作成した個人の名前です。新しい作成者を作成するか、選択した作成者を編

集できます。 
• [New Note（新規メモ）] をクリックして作成者を選択し（必須）、[Notes（メモ）] 入力フィールドでメモを入力し

ます。保存するには、[Save Note（メモの保存）] をクリックします。キャンセルすると、これを確定するメッセ

ージが表示されます。この場合、すべての変更が失われます。 
• メモ入力フィールド（最大 2000 字） 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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注記：  
• 患者記録がローカルで作成されていない場合、[Edit Patient（患者の編集）] ダイアログの一部のフィー

ルドは編集できません（フィールドのタイトルはグレー表示されます）。これらのフィールドは、EMR シス

テムでのみ編集できます。 
• 別の記録とまったく同じ患者記録を作成すると（同じ名、姓、患者 ID、DOB）、既存の記録の複製を作成

しているというメッセージが表示されます。その後、記録を保存するかキャンセルできます。  
• 患者記録が複製されていることがわかった場合は、記録をマージして重複を排除できます。「患者記録

のマージ」を参照してください。 
• 患者記録は削除できません。 

患者記録のマージ 
2 つの同一の患者記録が作成されている可能性があります。混乱を避けるため、これらの記録をマージするよう

お勧めします。 

注記：記録をマージする前に、選択した 2 つの記録の [First Name（名）]、[Last Name（姓）]、[Patient ID（患者

ID）]、[DOB] がまったく同じであることを確認してください。名前の大文字と小文字は一致しなくても構いません。 

1. 患者記録をマージするには、[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで両方の記録を選択します。

[Merge Patients（患者のマージ）] ボタンが表示されます。 

2. [Merge Patients（患者のマージ）] ボタンをクリックします。[Patient Reconciliation（患者の調整）] ダイアロ

グが表示されます。 

 
3. 各列で、維持したいデータを選択します。選択したアイテムは緑色になります。 

4. 情報を確認し、[Continue（続行）] をクリックします。 
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[New Exam Configuration（新規検査の設定）] ダイアログ 

[Patients and Exams（患者と検査）] から患者記録を選択 

または  

 
図 18．[Exam Configuration（検査の設定）] ダイアログ 

1 1 歳未満の患者の場合は、[Current Weight（現在の体重）] フィールドが表示されます。  

2 [Imager（イメージャ）] は、撮像技師の名前です。新しいイメージャを作成するか、選択したイメージャ情報を編集

できます。 

3 あらかじめ設定された 3 つの検査撮像設定を利用できます。適切な設定をクリックし、直接、[Live Image（ライブ

画像）] ウィンドウに進みます。「[Live Image（ライブ画像）] ウィンドウ」を参照してください。 

4 あらかじめ設定された検査撮像構成を編集します。「撮像設定ダイアログ」を参照してください。 

5 パラメータを指定し、検査撮像構成を設定します。[Manual Configuration（マニュアル設定）] ダイアログが開きま

す。「撮像設定ダイアログ」を参照してください。 

6 利用可能なシステムストレージドライブ容量。保存できる新規画像の概数は、すでに保存されているビデオとスチ

ール画像の質によって決まります。 

1 

2 

3 

5 
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撮像設定ダイアログ 

[New Exam Configuration（新規検査の設定）] 

（プリセットの編集）または （マニュアル編集） 

 
図 19．[Edit Preset Imaging Configuration（プリセット撮像設定の編集）] ダイアログ 

 
図 20．[Edit Manual Imaging Configuration（マニュアル撮像設定の編集）] ダイアログ 

ドロップダウンメニューから設定オプションを選択します。プリセットの設定を編集する場合は、[Save(保存）] をク

リックして変更を保存します。 
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[Live Image（ライブ画像）] ウィンドウ 

[Image Configuration（画像設定）] から 

 

 
図 21．[Live Image（ライブ画像）] ウィンドウ 

1 ライブビデオ録画と画像撮影コントロール、タイマー、範囲、カラーコントロール、無赤色モードコントロール、FA イ

ンジケーター。「ライブ画像コントロール」を参照してください。 

2 ライブ画像表示エリア。ライブ画像のほかに、左下に [RetCam Image（RetCam 画像）] が表示され、画像の左

上、右上、または右下コーナーにはウォーターマークが表示されます。 

3 サムネイルのプレビューおよび選択バーには、検査中に撮影されたスチール画像とビデオのサムネイルバージョ

ンが表示されます。 
• サムネイルバーの左右にある矢印を使用すると、さらにサムネイルを表示できます。 
• 撮影されたビデオは 4 つのサンプル画像とともに四角に表示されます（ビデオの最初、最後、2 つの中間画

像）。ビデオのサムネイルの最上部にある大きな赤い「X」は、検査の終了時に削除するようビデオがマーク

されていることを示します。デフォルトで、検査を終了するとビデオは削除されます。ビデオを維持するには、

小さい「X」をクリックしてください。詳細については、「ビデオからの画像抽出」を参照してください。 

   
• 画像表示エリアで大きく表示する画像またはビデオのサムネイルを選択します。選択したビデオクリップで、

再生コントロールがウィンドウの左上に表示されます。 
• さらにレビューできるよう画像にフラグを付けます。画像にフラグを付けるには、サムネイルの上にカーソル

を配置し、フラグアイコン  をクリックします。サムネイルが表示されているすべてのウィンドウで、サムネ

イルにフラグが現れます。  

3 
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4 ステータスと利用可能なアクション： 

 

 

新しい検査を開始すると、フットスイッチが自動的に有効になります。これらのコントロー

ルは、画面上のビデオ録画とスチールライブ画像保存コントロールと同じアクションを行

います。 
ビデオ録画とスチール画像保存をトグルします。該当する画面上のコントロールの色が

変わります。「ライブ画像コントロール」を参照してください。 

 
ライブ画像設定オプションを表示します。「ライブ画像設定オプション」を参照してくだ 
さい。 

 

 

ライブ画像の全画面表示と通常の画面表示をトグルします。  

 
ライブ画像検査セッションを終了し、[Exam Notes（検査のメモ）] ダイアログに移動しま

す。「[Exam Notes（検査のメモ）] ダイアログ」を参照してください。 

5 検査画像のラベル。「画像のラベル」を参照してください。 

6 表示専用の検査情報。患者 DOB、検査日スタンプ、患者の年齢と性別、医師名、イメージャ名 

7 その他の検査情報： 
• FA フィルターのステータス（インまたはアウト） 
• 照明レベル 
• 撮影したビデオおよびスチール画像の数 
• エラーメッセージ（赤いテキストで表示）詳細については、「トラブルシューティング」を参照してください。 

ライブ画像コントロール 

     

ライブビデオ録画を開始、一時停止、停止します。  
ライブビデオの録画中は、コントロールの下に進捗状況バーが表示されます。進捗状 
況バーには、ビデオ録画で利用できる合計時間（分）と使用率が表示されます。 
ビデオを録画するためにフットスイッチを有効にすると、このコントロールは緑色になり 
ます。 

   

ライブビデオ録画を一時停止して再開します。 

   

ライブビデオ録画をフリーズして、スチール画像をキャプチャします。フリーズ解除して、

ライブビデオ録画に戻ります。 

   

スチール画像をストレージドライブに保存します。スチール画像を保存するためにフット

スイッチを有効にすると、このコントロールは緑色になります。 

 

患者のライブ検査に戻ります。スチール画像キャプチャのレビュー、またはライブ検査中

のビデオ画像抽出中に [Show Live（ライブ表示）] が表示されます。 
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• 新しいタイマーを開始します。 
• タイマーを一時停止します。 
• 現在のタイマーを 0 にリセットします。 
• タイマーを 0 にリセットして、自動的にタイマーを開始します。 
注記：ウィンドウでのタイマーの表示位置を設定するには、「ライブ画像設定オプション」

を参照してください。 
FA/無赤色モードでは、タイマーはビデオとは別個にコントロールされます。 

   
画像の赤いコンポーネントを削除するか含めます。  
無赤色モードでは、白色光源で撮像した画像はグレー表示になります。 
FA 検査プロセスの無赤色モードでは、青色光源で撮像した画像はモノクロになります。 
ビデオ録画とライブ録画フリーズの双方で、アイコン上にロックシンボルが現れ、ライブビ

デオ録画を停止またはフリーズ解除するまで機能を変更できないことを示します。 

   
FA モードは、青色光が接続され、ハンドピースの FA スイッチが入っている場合に有効

になります。  
ビデオ録画とライブ録画フリーズの双方で、アイコン上にロックシンボルが現れ、ライブビ

デオ録画を停止またはフリーズ解除するまで機能を変更できないことを示します。 

 

5 つの範囲設定はそれぞれ、ガンマ補正を含む独自の調整の組み合わせに対応しま

す。デフォルトの設定は 50％です。この設定はユーザーの活動に基づいて変化します。 
ガンマ補正は業界標準の効果で、画像全体で輝度の正常化に役立ちます。範囲は、高

度に反射する（明るい）エリアが反射の低い（暗い）エリアに近づいており、照度を両方で

最適化できないオブジェクトの撮像で有用です。範囲が適用されているインスタンスで

は、既存の明るいエリアを最低限に変更すれば、より暗いエリアが明るくなり、全体的な

明度が正常化します。 
注記：最後のアクティブな範囲の選択は、ユーザーが変更するまで維持され、デフォルト

の設定にリセットされません。 
注記：FA モードと無赤色モードでは、範囲は自動的に 0％（オフ）に設定されます。 

 

カメラの色温度を暖色から中間色、寒色まで 5 段階で調節します。この機能は、網膜が

暗い患者で機能を区別する上で役立ちます。また、個人の設定に基づいて色を調節する

ことも可能です。 
注記：色の設定は FA モードには適用されません。 
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画像のラベル 
ウィンドウの最上部でドロップダウンメニューを使い、画像とビデオの双方で保存されている情報を選択するか変

更します。  

 
図 22．画像ラベルの選択 

Pathology（病変） 病変のタイプを選択するか変更します（ライブ撮像セッションのみ）。 

Eye（眼） ライブ撮像セッションまたは検査レビュー中に眼の指定を選択あるいは変更します。 

Classification（分類） 分類を選択または変更します（ライブ撮像セッションのみ）。 

Lens（レンズ） ライブ撮像セッションまたは検査レビュー中にレンズのタイプを選択あるいは変更します。 

Exam Location（検査場

所） 
検査の場所を選択または変更します（ライブ撮像セッションのみ）。 

Image Type（画像タイプ） ライブ撮像セッションまたは検査レビュー中に画像のタイプを選択あるいは変更します。 

ライブ画像設定オプション 

 

適切なオプションを選択します。選択した速度が再生コントロールの横に赤

字で表示されます。 

 

カラーモードはすべての画像キャプチャに適用されますが、FA オプション

を備えた RetCam Envision システムによる FA 撮像の場合は除きます。

カラーモードの画像はフルカラーで表示されます。  
適切なオプションを選択します。 
選択した位置でタイマーが黄色のテキストで大きく表示されます。 

 

FA モードは、FA オプションを備えた RetCam Envision システムによる

FA 撮像にのみ適用されます。 
適切なオプションを選択します。 
デフォルトで、画像とビデオはグレースケールでキャプチャされます。 
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ビデオからの画像抽出 

注記：ビデオを保存するとシステムストレージ容量を大量に消費します。最良のパフォーマンスを確保するため、

ビデオから関心のある画像を抽出してください。デフォルトで、削除されるビデオがマークされます。 

1. コントロールパネルで [Capture（キャプチャ）] ボタンを押すか、フットスイッチを押すと、ビデオの録画を開

始、一時停止、再開できます。 

2. ビデオ録画を停止してビデオから各画像を抽出するには、  をクリックしてください。 

3. ビデオのサムネイルをクリックします。ビデオ再生コントロールが左上に表示されます。 

 
4. ビデオを最初から開始します。必要に応じて、ビデオ再生巻き戻しコントロール、またはキーボードの左向き

矢印キーを使用して、最初に戻ります。 

5. キーボードの右向き矢印キーを押すと、ビデオを徐々に早送りできます（または右向き矢印を長押しすると、よ

り早く早送りできます）。関心のある特徴が表示されたら、右向き矢印キーから手を離し、再生を停止します。 

6. 目的の画像を抽出して保存するには、キーボードで「S」キーを押します（または  をクリックします）。 

7. 目的の画像がすべて抽出されるまで繰り返します。抽出された画像のサムネイルがサムネイルバーに表示

されます。 

8. 複数のビデオがキャプチャされている場合は、各ビデオでこのステップを繰り返します。 
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[Exam Notes（検査のメモ）] ダイアログ 

[Patients and Exams（患者と検査）] 
から検査を選択 

[Live Image（ライブ画像）] から [Exam Review（検査のレビュー）] から 

   

 
図 23．[Exam Notes（検査のメモ）] ダイアログ 

1 保存された患者のメモ。保存されたメモは編集できません。メモには作成日時がスタンプされます。 

2 • [Creator（作成者）] は、メモを作成した個人の名前です。新しい作成者を作成するか、選択した作成者を編

集できます。 
• [New Note（新規メモ）] をクリックして作成者を選択し、[Notes（メモ）] 入力フィールドでメモを入力します。保

存するには、[Save Note（メモの保存）] をクリックします。キャンセルすると、これを確定するメッセージが表

示されます。この場合、すべての変更が失われます。 
• 右眼と左眼のメモ入力フィールド（入力フィールドごとに最大 2000 字） 

3 
： 

[Close and Return to Exam（終了して検査に戻る）] 
[Exit Exam & Go to Patient List（検査を終了して患者リストに移動）] 

 と  から： 
[OK] 
[Cancel（キャンセル）] 

1 

2 

3 
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[Exam Review（検査レビュー）] ウィンドウ 

[Patients and Exams（患者と検査）] から検査を選択 

 

 
図 24．[Exam Review（検査レビュー）] ウィンドウ 

1 メディアのレビューでは、画像表示エリアにレビュー中のサムネイルの数が表示されます。 
レビューするビデオクリップを選択すると、再生コントロールが表示されます。ビデオの再生とビデオからのスチー

ル画像のキャプチャに関する情報については、「ビデオからの画像抽出」を参照してください。 

2 画像表示エリア 

3 患者選択バーには、現在のドメインで患者の姓が表示されます。選択した患者に関連のある画像、検査日、サム

ネイルが現れます。 
矢印を使うか、名前をクリックして別の患者を選びます。 

4 検査選択バーには、選択した患者のあらゆる検査日が表示されます。選択した検査に関連のある画像とサムネ

イルが表示されます。 
矢印を使うか、日付をクリックして別の検査日を選びます。 

5 サムネイルのプレビューと選択バーには、選択した検査中にキャプチャされたスチール画像とビデオのサムネイ

ルバージョンが表示されます。 
• 保存されたビデオは 4 つのサンプル画像とともに四角に表示されます（ビデオの最初、最後、2 つの中間画

像）。 
• 画像表示エリアで大きく表示する画像またはビデオのサムネイルを選択します。  
• 矢印を使用すると、さらにサムネイルを表示できます。 
• さらにレビューできるよう画像にフラグを付けます。画像にフラグを付けるには、サムネイルの上にカーソル

を配置し、フラグアイコン  をクリックします。サムネイルが表示されているすべてのウィンドウで、サムネ

イルにフラグが現れます。 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 
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6 患者および検査情報。ドロップダウンメニューを使用すると、眼の指定、レンズの設定、画像タイプを変更できます。 

7 表示フィールド：DOB、検査日スタンプ、患者の年齢と性別、医師名、イメージャ名、範囲、カラー情報 

8 ライブ画像情報： 
• FA フィルターのステータス（インまたはアウト） 
• 照明レベル 
• 撮影したビデオおよびスチール画像の数 
• エラーメッセージ（赤いテキストで表示） 

9 ステータスと利用可能なアクション： 

 
検査のレビュー設定オプションを表示します。「検査のレビュー設定オプション」を参照し

てください。 

 

 

選択した画像またはビデオの全画面表示と通常画面表示をトグルします。  

 
選択した画像を印刷します。 

 
[Image Adjustment（画像調整）] ツールバーを開きます。「画像調整」を参照してください。 

 
比較するために 2 枚の画像を並べて表示します。「画像の比較」を参照してください。 
注記：ビデオは比較できません。 

 
[Exam Notes（検査のメモ）] ダイアログを開きます。「[Exam Notes（検査のメモ）] ダイア

ログ」を参照してください。 

 
検査レビューセッションを終了し、[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウに戻り

ます。 

検査のレビュー設定オプション 

 

ビデオ再生速度を選択します。選択した再生速度が再生コントロールの横

に黒字で表示されます。 

 

画像上で注釈を表示するかどうか選択します。「画像の注釈」を参照してく

ださい。 



RetCam EnvisionTMユーザーマニュアル 

 43 

画像調整 

注記： 
• 調整した画像は RetCam Envision データベース外のみで、PNG または JPG（あるいは JPEG）のよう

な非専有形式で保存できます。保存された画像では、実行済みの調整と変更が反映されていますが、デ

ータベースの元の画像は変更されていません。 
• ビデオは編集できません。 

[Exam Review（検査のレビュー）] 

 

 
図 25．[Image Adjustment（画像調整）] ツールバー 

 
画像の明度とコントラストを調整します。 

 
画像の表示カラーを調整します。 

 
画像に注釈を付けます。「画像の注釈」を参照してください。 

 
画像の倍率を調整します。 

 
画像にテキストのオーバーレイを追加します。 
注記：テキストのオーバーレイは恒久的ではありません。検査レビュー中にオンとオフを切り替えること

はできません。オンの場合は、画像を印刷した場合と、画像を保存（PNGまたはJPG形式）する場合に

表示されます。 

 
• [Load Preset（プリセットの読み込み）]。調整値はプリセットとして保存できます。これはグループと

して読み込み、他の画像に適用できます。 
• [Save Preset（プリセットの保存）] 
• 画像の調整をシステムのデフォルトにリセットします。 
• [Save As（名前を付けて保存）] 
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画像の注釈 
画像上に情報をスーパーインポーズするには、注釈ツールを使用します。画像に注釈が含まれている場合は、サ

ムネイルを示すあらゆるウィンドウで画像サムネイルに注釈アイコン  が表示されます。 

 
図 26．画像注釈ツール 

 
点を挿入し、テキストを追加します。 

 
楕円を挿入し、テキストを追加します。 

 

 

線を挿入し、テキストを追加します。  
線を完了するには、[End Line（線の終了）] をクリックするか、Esc キーを押します。 

 
メモを挿入します。 

 
選択した注釈の測定値を表示（または非表示に）します（線、楕円、点）。画像の元のサイズに

基づき、測定単位はピクセルです。  
点：X、Y の場所 
楕円：CP は中央の点の X、Y の場所、A は楕円に含まれる面積 
線：あらゆる線セグメントの長さ合計 

 
点を挿入した後、これを選択して [Rotate Point（点を回転）] をクリックし、点を時計回りに 90
度回転させます。これを繰り返して 90 度ずつ回転し続けます。 

 選択した注釈を削除します。 

注釈のヒント： 

• 注釈を追加するには、目的のツールをクリックして画像の上にカーソルを動かし、クリックして注釈を所定の

位置に設定します。 

• 複数のセグメントがある線を作成できます。挿入してクリックし、最初のセグメントを設定した後、カーソルを動

かして次のセグメントを作成し、これをクリックして設定します。このアクションを繰り返し、希望する数のセグ

メントを作成します。線を完了するには、  をクリックするか、Esc キーを押します。 

• 注釈を移動するかサイズを変更するには、カーソルを注釈の上に動かすと現れる四角いハンドルをドラッグ

します。 

• 注釈に関連のあるテキストを編集するには、「{Type Here}」というラベルの付いたテキストボックスをダブル

クリックし、希望するテキストを入力します。終了したら、テキストボックスの外側をクリックします。 
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画像の比較 
単一の患者の 1 回または複数回の検査の画像、あるいは 2 人の異なる患者の画像を比較できます。いずれの

タイプの比較でもオプションは同じです。 

[Image Comparison（画像の比較）] で、2 枚の画像が 2 つの [Exam Review（検査のレビュー）] ウィンドウで並

べて表示されます。[Image Comparison（画像の比較）] ウィンドウは、[Exam Review（検査のレビュー）] ウィン

ドウと同じ方法で使用します。詳細については、「[Exam Review（検査レビュー）] ウィンドウ」を参照してください。 

注記：画像の比較では以下の機能を利用できません。 
• 画像のフラグ 
• 全画面表示モード 
• ビデオの比較 
• 変更：眼の指定、レンズの設定、または画像タイプ 
• 検査のメモ 

[Exam Review（検査のレビュー）] から 

 

 
図 27．[Image Comparison（画像の比較）] ウィンドウ 

注記：  をクリックすると、[Image Adjustment（画像調整）] ツールバーが現れ、両方の画像を独立して

調整できるように拡張されます。詳細については、「画像調整」を参照してください。 

 
図 28．[Image Comparison（画像の比較）] の [Image Adjustment（画像調整）] ツールバー 
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メディアの削除 
メディア（スチール画像とビデオ）は、[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで患者記録から削除できま

す。許可のあるユーザーのみがメディアを削除できるようにするため、削除要請は認証が必要です。 

注記：このオプションを利用できるかどうかは、ユーザーアカウントに割り当てられた許可によって異なります。 

1. [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで、目的の患者記録を検索して選択します。 

2. 目的の検査を選択します。各検査を拡張表示すると、保存されているスチール画像とビデオのサムネイルが

表示されます。 

3. 削除したいスチール画像とビデオをチェックします。これを行うには、各サムネイル画像の隣にあるボックスを

チェックします。 

 
ボックスをチェックすると、患者リストの上に [Remove Selected Media（選択したメディアを削除）] ボタンが

現れます。 

注記：患者記録全体を選択すると（[Checked（チェック済み）] 列にチェックマーク）、あらゆる検査のメディア

すべてが自動的に削除されるよう選択されます。 

4. [Remove Selected Media（選択したメディアを削除）] をクリックします。メディアがバックアップされていな

い場合は、このアクションを確定するメッセージが表示されます。 

5. 続行するには、[Yes（はい）] をクリックします。パスワードの確認メッセージが表示されます。 

 
6. パスワードを入力し、[Continue（続行）] をクリックします。メディアの削除後、該当するサムネイルは

「Removed（削除済み）」という言葉が表示されたプレースホルダーになります。サムネイルは削除できません。 
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ユーザーのログアウトとシステムシャットダウン 
RetCam Envision システムでは、自動および手動のログアウトオプションを利用できます。ログアウトすると、使

用中の RetCam Envision システムでアクティブなユーザーアカウントが閉じます。電源を切るシャットダウンとは

別個のステップです。 

注記：  
• 使用していない時間が続くと、ログインしていたユーザーは自動的にログアウトされます。デフォルトの最

小値は 15 分です。この値は、RetCam 管理者によって変更される可能性があります。 
• Natus Medical Incorporated は、RetCam Envision システムの電源を切る前にデータをバックアップし

て保存するようお勧めします。「患者データのエクスポートとインポート」を参照してください。 

システムからログアウトしてシャットダウンするには、ステータスバーで  をクリックし、ポップアップメニューか

ら以下のいずれかを選択します。 
• システムをシャットダウンせずにユーザーアカウントからログアウトするには、[Log out（ログアウト）] を

選択します。 
• ユーザーアカウントからログアウトしてシステムをシャットダウンするには、[Shutdown（シャットダウン）] 

を選択します。 

システムが応答しない場合は少なくとも 1 分間待ってください。 

1 分以上経過してもシステムが応答しなければ、コントロールパネルでシステム電源ボタンシステム電源ボタ

ンを一度押してください。DC/AC インジケーター以外のコントロールパネルのインジケーターがすべてオフに

なります。 

強制シャットダウン 
強制シャットダウンは必要な場合にのみ推奨されます。データ破損が発生する可能性があります。  

強制シャットダウンを行うには、コントロールパネルで [System Power（システム電源）] ボタンを 6秒以上押します。  
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3. 患者データのエクスポートとインポート 
患者記録、検査、メディアをエクスポートまたはインポートすると以下が可能になります。  
• RetCam Envision のデータを他の RetCam Envision システムでも利用できるようになります。このデータに

は、選択した患者の情報、当該患者の検査、検査のあらゆるメディアが含まれます。 
• ストレージドライブで元のメディアのバックアップコピーを作成します（画像とビデオの両方）。 
• 標準画像ソフトウェアで表示します。 
• 第三者撮像システムで RetCam Envision の画像を使用します。 

データのバックアップ 
RetCam Envision システムでは、内部ストレージドライブであらゆる画像とビデオを保管できます。Natus 
Medical Incorporated では、新しい画像を取得した日の終了時にあらゆるデータをバックアップするよう強くお勧

めします。 

長期的にデータを保持するため、Natus Medical Incorporated は、オフィスのネットワークの別のコンピューター

であらゆるデータをバックアップするようお勧めしています。可能であれば、容量が大きく、冗長ストレージ能力

（独立した複数のディスクの冗長配列、または RAID）のあるサーバークラスのコンピューターを使用してください。

この環境での二次的なバックアップについては、リムーバブル USB 大容量記憶装置へのバックアップを検討して

ください。 

 データのエクスポート 
データはアクセス可能な任意の場所にエクスポートできます。データのコピーがエクスポートされ、元のデータは

システムのストレージドライブにそのまま残ります。 

注記：Natus Medical Incorporated では、転送時間が長引くことを避けるため、1 回のバッチでエクスポートする

のは 3000 画像に制限するよう推奨しています。大きなデータのバッチをエクスポートする代わりに、小さいバッチ

をエクスポートしてください。 

データをエクスポートするには： 

1. エクスポート先のデバイス（USB など）の準備ができており、空き領域が十分にあることを確認します。 

2. [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで、目的の記録を検索しします。 
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3. 検索結果で、患者リストの上に表示される [Select Images（画像の選択）] ドロップダウンメニューからオプシ

ョンを選びます。 

 

All（すべて） すべての記録を選択します。 

None（なし） 記録が選択されると、選択肢をクリアします。 

Flagged（フラグ済み） フラグの付けられたメディア（画像とビデオ）をすべて選択します。 

Today’s（今日） 現在の日付にキャプチャされたメディアをすべて選択します。 

This Week’s（今週） 現在の週（日曜から土曜まで）にキャプチャされたメディアすべてを選択します。 

This Month’s（今月） 現在の月にキャプチャされたメディアをすべて選択します。 

Right Eye (OD)（右眼、OD） 右眼のキャプチャされたメディアをすべて選択します。 

Left Eye (OS)（左眼、OS） 左眼のキャプチャされたメディアをすべて選択します。 

Unspecified Eye（未指定の眼） 「Unspecified（未指定）」というラベルの付いたメディアをすべて選択します。 

Not Backed Up（バックアップなし） エクスポートされていないメディアを選択します。これは特に、検索で日付基準

が使用されている場合、特定の日付の後にデータがバックアップされたかどう

かを確認する上で役に立ちます。 

4.  をクリックしてください。記録が選択されるまで、このボタンはグレー表示になります。 

5. [Export（エクスポート）] ダイアログで適切なオプションを選択します（図 29）。 

6. [Export（エクスポート）] をクリックします。エクスポートプロセスが完了すると、コピーされた記録数がレポー

トに表示されます。 
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図 29．[Export（エクスポート）] ダイアログ 

1 [Specify destination location（エクスポート場所を指定）] 
• 以前に使用したパスを [Path（パス）] ドロップダウンメニューから選択し、フィールドに新しいパスを入力

するか、[Browse（参照）] をクリックして別の場所を選択します。デフォルトで、フィールドには前回のエ

クスポートで使用されたオプションが自動入力されます。  をクリックして、エクスポートの場所をデフ

ォルトにリセットします。 
• サブフォルダーを作成します。右側のドロップダウンメニューを使い、既存のデータフィールドでサブフォルダ

ー名を作成します。 
• 既存のデータを上書きする場合は、これを確認するメッセージが表示されます。 

2 [File Format（ファイル形式）]。エクスポート先に十分な空き領域があることを確認します。 
• MLX は、RetCam Envision 専有の暗号化データ形式です。 
• DCM は、眼科で DICOM と互換性のある患者データファイルのファイル名拡張子です。 

注記： 
o [DCM File（DCM ファイル）] オプションは、DICOM オプションが RetCam Envision システム購入

に含まれている場合にのみ表示されます。 
o DCM ファイルでは、画像上の注釈は転送されません。 

• [Split File（分割ファイル）]。この形式を選択すると、ダイアログが拡張され、さらなるオプションが表示されま

す（以下を参照）。  

1 

2 

3 
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3 [Split File Format（分割ファイル形式）] のオプション： 
• [Export Images（画像のエクスポート）]  

o ポータブルネットワークグラフィック（PNG）では、圧縮を利用してファイルのサイズを低減しますが（ビット

マップファイルの約半分のサイズ）、品質や解像度が低下することはありません。標準的なウェブブラウ

ザーでも表示でき、画像処理またはアプリケーションの表示で使用できます。 
o JPG は圧縮を使用してファイルサイズを低減し、圧縮の程度に応じて解像度または品質が下がります。 

• [Add Text Overlays（テキストオーバーレイの追加）]。含めたいテキストオーバーレイを選択し、画像上でオ

ーバーレイの位置を選びます。テキストのオーバーレイは PNG および JPG 画像タイプにのみ適用できる点

に留意してください。 
• [Export Data（データのエクスポート）] 

o 拡張マークアップ言語形式（XML） 
o コンマ区切り値形式（CSV） 
o 一般的テキスト形式（TXT） 

• [Export Video (AVI)（ビデオのエクスポート（AVI））] 

データのインポート 
データをバックアップする場合を除き、ネットワーク上のエクスポート先は中間の場所になります。データ転送を完

了して画像を別の RetCam Envision システムで利用できるようにするには、RetCam ソフトウェアを使用して、転

送された画像をターゲットのシステムデータベースにインポートする必要があります。 

注記： 
• 検査日時が正確に表示されるようにするには、患者データが最初にキャプチャされた時間帯を判別しま

す。その時間帯に設定された場所を使ってドメインを作成し、患者データをそのドメインにインポートします。 
• インポート操作には時間がかかる場合があります。1 回のバッチで推奨される最大インポート量は 3000

画像です。1 度に 1 人の患者の画像をインポートし、すぐに必要な画像のみを選択して、バッチサイズを

制限するよう強くお勧めします。 
• 別の RetCam Envision システムでキャプチャされた画像（またはバージョン 6.3 以降のソフトウェアを使

用した以前の RetCam システムからの画像）をインポートする際は、MLX 形式を使用してください。 

データをインポートするには： 

1. インポート元になるドライブが接続されており準備が整っていることを確認します。 

2. [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで  をクリックします。 

3. 確認ダイアログで [Yes（はい）] をクリックします。[Import Review（インポートのレビュー）] ダイアログで適切

なオプションを選択します（図 30）。  

4. [Import（インポート）] をクリックします。ファイルが選択されるまで、このボタンはグレー表示になります。イン

ポートプロセスが完了すると、レポートにコピーされた記録数が表示されます。 

注記：インポートされていないファイルがある場合は、[Import Report（インポートレポート）] ダイアログで 
[View Log（ログの表示）] をクリックすると詳細を確認できます。[OK] をクリックしてレポートを閉じます。 

5. [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで [Show All（すべて表示）] をクリックし、インポートされた

患者記録があることを確認します。 
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図 30．[Import Review（インポートのレビュー）] ダイアログ 

1 [Source Location（ソースの場所）]。デフォルトで、このフィールドには前回のインポートで使用したソースの場所

が表示されます。 
• フィールドに新しいパスを入力するか、[Browse（参照）] をクリックして別の場所を選択してください。希望す

る場合は、[Include Subfolders（サブフォルダーを含める）] チェックボックスをチェックします。 

•  をクリックして、ソースの場所をデフォルトにリセットします。 
• [Select（選択）] をクリックして、フォルダーとファイルを表示します。 

2 [Folders（フォルダー）]。チェックボックスを使用し、インポートしたいフォルダーを選択したり選択解除したりします。 

3 [Selected Image Details（選択された画像の詳細）]。右側でファイルを選択し、詳細を表示します。ファイルがス

チール画像の場合は、画像のサムネイルが表示されます。ファイルがビデオの場合は、ビデオリールの画像が表

示されます。 

4 選択したフォルダーのファイルのリスト。チェックボックスを使用し、インポートしたいファイルを選択したり選択解除

したりします。選択したファイルの数はダイアログの最下部に表示されます。 

 

1 

2 

3 

4 
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4. 蛍光眼底造影検査（FA） 
注記：FA 光源は、RetCam Envision システムのオプションです。FA 検査をスケジュールする前に、お使いにな

っているシステムに FA 光源が装備されていることを確認してください。 

狭帯域青色照明光源は、網膜血管に注入されて循環しているフルオレセインを刺激します。青色光にさらされる

と、フルオレセインは緑色の光を発します。ハンドピースのバリアフィルターは網膜で反射した青色光を拒否する

ため、緑色の発光が見えます。 

1. [Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで新しい検査を開始します（  をクリック）。 

2. ハンドピースの FA スイッチをハンドピースの後部に向けてスライドさせ、FA バリアフィルターを有効にします。 

3. 光ファイバーケーブルを FA 照明ポートに差し込みます。コントロールパネルの照明ボタンの上にある青い

LED が点灯しない場合は、このボタンを押して FA ランプをオンにします。青色光がハンドピースから発光さ

れます。 

 
4. [Live Image（ライブ画像）] ウィンドウで、無赤色/FA 撮像が有効になっていることを確認します（無赤色イン

ジケーターは緑色で、自動的に「ON」に変わります）。 

5. フルオレセイン色素の注入開始時に、タイマーを開始し（  をクリック）、同時にフットスイッチで 
[Capture（キャプチャ）] ボタンを押してスチール画像を 1 枚撮影します。注入の終了時にもう 1 枚画像を撮

影して注入のタイムスタンプにします。 

6. 患者の眼で色素が循環している間にスチール画像を撮影します。 

注記：  
ビデオキャプチャを使用する場合： 
• FA モードでは、タイマーはビデオとは別個にコントロールされます。たとえば、ビデオを一時停止ま

たは停止すると、ビデオキャプチャは中断されますが、タイマーは続行します。  
• ビデオキャプチャを一時停止しても、ビデオ画像は保存されません。ビデオ録画を停止し、ビデオか

ら保存画像を抽出して保存します。 

7. もう片方の眼を撮像する際は、[Eye（眼）] フィールドで眼の指定を選択し、その眼の画像を撮影します。 

8. 終了したら、タイマーを一時停止し（  をクリック）、検査を終了します。  
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5. DICOM 
RetCam Envision システムの購入に DICOM オプションが含まれている場合、RetCam Envision システム

RetCam Envision システムで DICOM を設定して使用するにはライセンスが必要です。 

DICOM 設定の構成 
注記：ユーザーアカウントには、DICOM 設定を構成する許可が必要です。 

1. RetCam Envision システムがネットワークに接続されており、PACS サーバーにアクセスできることを確認し

ます。 

2. RetCam Envision システムでライセンスキーを適切なフォルダーにコピーします。「RetCam Envision 
DICOM ライセンス設定作業手順」に従ってください。 

3. シャットダウンしてからシステムを再起動します。 

4. ログインします。 

5. ステータスバーで  をクリックし、[User Preferences（ユーザー設定）] を選択します。 

DICOM が有効になっており、ユーザーアカウントに許可がある場合は、[User Preferences（ユーザー設

定）] ダイアログで DICOM 設定を利用できます。 

 
6. 設定の各グループを選択し、適切に設定します。 

7. 終了したら、[OK] をクリックします。 
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指示された検査のインポート 
1. お使いになっている RetCam Envision システムがネットワークに接続されていることを確認します。 

2. 検査が指示された現在の日付の患者記録を現在の RetCam Envision システム向けにインポートするには、

[Patients and Exams（患者と検査）] ウィンドウで  をクリックしてください。 

検査がスケジュールされたら、該当する患者記録が表示されます。 

3. 検査を行う前に、システムをネットワークから切断します。 

4. 患者を選択します。 

5. 新しい検査を開始し、画像をキャプチャします。必要に応じて画像をレビューして保存します。検査実施の詳

細については、「患者の検査を実行する」を参照してください。 

6. 検査を終了します。保存された画像はすべて、自動的に PACS サーバーへの転送用のキューに配置され、

アーカイブされます。 

7. その日の検査を終了した後、システムをシャットダウンする前にシステムをネットワークに接続してください。

画像はすべて自動的に転送されます。 

8. 転送ステータスをチェックするには、[Archive Queue（アーカイブキュー）] を開いてください。ステータスバー

で  をクリックし、[Archive Queue（アーカイブキュー）] を選択します。 このオプションは、許可のあるユ

ーザーアカウントで利用できる点に留意してください。 

注記：  
• 画像の注釈は DICOM PACS に転送されません。 
• DICOM データはインポートできません。 
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6. メンテナンス、清掃、テクニカルサポート 
RetCam Envision システムは、ファイアウォールとアンチウィルスサービスが有効になり設定された状態で届け

られています。最新の RetCam セキュリティ強化ポリシーの改訂については、Natus テクニカルサービスにお問

い合わせください。 

全般的なメンテナンス 
RetCam Envision システムでは、設計されているとおりに操作を続行できるよう定期的に全般的なメンテナンス

を行う必要があります。  

全般的なメンテナンスのスケジュール： 
• 患者間：レンズピースを消毒、清掃、点検します。 
• 毎週：システムを拭きます。 
• 毎月：摩耗がないかケーブルと接続を点検します。  

清掃の目的上、RetCam Envision システムは以下の 2 つのカテゴリーに分けられます。 
• レンズピース（患者に接触） 
• システムの残りの部分 

レンズピースの清掃と消毒 
患者間でレンズピースを消毒、清掃、点検します。  

注記：カップリングジェルがレンズピース上で硬くならないようにするため、患者の接触エリアは使用直後に清掃し

ます。 

手動清掃 
Super-Sani® Cloth ワイプ、CaviWipesTM Towelettes、neodisher® Mediclean Forte、または Prolystica® 2x 
Enzymatic Cleaner を使用した手動での清掃については、以下の手順に従ってください。 

1. 準備済みのワイプまたは製造元の推奨に従って準備した洗剤、準備した洗剤で湿らせた糸くずの出ない布

を使用します。 

2. 拭いて、目に見える汚れを取り除きます。 

3. 水道水に浸した糸くずの出ない布を使って拭き、残っている化学薬品を取り除きます。 

4. 糸くずの出ない布を使って乾かした後、空気乾燥させます。 

中間レベルの化学消毒 
CaviWipesTM Towelettes または Super-Sani® Cloth ワイプを使用した中間レベルの化学消毒については、以下

のステップに従ってください。 

1. 以下のように拭いて、あらゆる表面が明らかに湿っていることを確認してください。Super-Sani® Cloth ワイプ

を使用している場合は 4 分間、CaviWipesTM Towelettes を使用している場合は 3 分間（必要に応じて追加

ワイプを使用します）。 

2. 精製水（PURW）に浸した糸くずの出ない殺菌布を使って拭き、残っている化学薬品を取り除きます。 

3. 糸くずの出ない殺菌布を使って乾かした後、空気乾燥させます。 
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高レベルの化学消毒 
Sporox® II Solution または Cidex® OPA Solution を使用した高レベルの化学消毒については、以下のステップ

に従ってください。 

1. 消毒液を 20℃にします。 

2. 消毒液の製造元が示唆している消毒液の最低有効濃度（MEC）を確認します（複数の方法を利用できます）。 

3. わずかな角度でレンズピースを傾け、徐々に前部を消毒液に浸します（先端が最初に消毒液に入る際は、先

端部分に空気がたまらないようにするため、レンズピースは垂直に下げないでください）。 

4. 光学窓のくぼんだ表面と消毒液の間に空気がたまっていないこと、そして液体の表面が許可されている浸漬

レベルを超えていないことを確認します（消毒液の表面は、ステンレススチールキャップとプラスチック製ハウ

ジングの間にある線を越えてはなりません）。浸漬深さは以下のように 15 mm（0.6 インチ）を超えてはなりま

せん。 

 

5. 前部が浸漬したら、レンズピースを垂直にできます。 

6. Sporox® II Solution の場合は 30 分間、または Cidex® OPA Solution の場合は 12 分間、浸します。 

7. レンズピースの前部を精製水（PURW）に浸して洗い、揺り動かして 1 分間以上そのままにします。 

8. 糸くずの出ない殺菌布を使用して乾かします。 

システムの清掃 
他の医療機器と同様、装置を扱う際は米国疾病管理センター（CDC）のガイドラインに基づき、良好な公衆衛生

手順を使用してください。さらに、中性石鹸と水で湿らせた布でやさしく拭くようお勧めします。点検修理の前にこ

のような清掃を行う必要があります。システムのどの部分にもクリーニング液をスプレーしないでください。 

ケーブルと接続部分の点検 
毎月、各ケーブルと接続が適切に RetCam Envision システムに取り付けられていることを確認します。感電の

可能性を排除するため、損傷しているケーブルまたは接続部分は交換してください。 

廃棄物の処分 
廃棄物は地元および国の要件に従って処分してください。さらなる支援が必要な場合は、Natus テクニカルサー

ビスにお問い合わせください。「テクニカルサポート」を参照してください。 
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WEEE ステートメント 
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

では、廃電気電子機器を適切に処理、回収し、廃電気電子機器が安全に再利用またはリサイクルされることを保

証するため、廃電気電子機器を分別収集する必要がある、と定められています。自社の目標を果たすため、

Natus は、別途取り決めがある場合を除き、回収とリサイクルの義務を最終使用者に伝えます。お住まいの地域

で利用できる収集および回収制度の詳細については、www.natus.com で当社までお問い合わせください。  

電気電子機器（EEE）には、廃電気電子機器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、物質が含まれています。したがって、最終使用者は、廃電気電子機器が安

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。電気電子機器の使用者は、他の廃棄物

と一緒に WEEE を廃棄しないでください。廃電気電子機器の処理に関連する環境への悪影響を軽減し、廃電気

電子機器の再利用、リサイクル、回収の機会を増やすため、使用者は自治体の収集制度を使用する、もしくは回

収義務を負う製造者/輸入業者や認可を受けている廃棄物処理業者を使用する必要があります。 

車輪付きゴミ箱に「×」が記された以下のマークが付いている機器は、電気電子機器となります。車輪付きゴミ箱

に「×」が記された記号は、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、分別収集す

る必要があることを示しています。  

 

テクニカルサポート 
注記：RetCam Envision システムの寿命は最低 7 年です。 

電話で Natus Medical Incorporated に連絡する際は、メッセージを残し、以下の情報をお知らせください。 
• 氏名 
• 組織 
• 連絡先  
• 問題の説明 
• システムのタイプ（たとえば、RetCam Envision）およびシリアル番号 

さらに、Natus テクニカルサービスでは同じ情報を記載したメールも送るようお勧めしています。 

メール：service@retcam.com。Natus テクニカルサービスはすみやかにメールに返答いたします。当社では、受

領後 24 時間以内に返答することをめざしています。 

電話によるサポートは月曜日から金曜日までの 8 a.m.から 5 p.m.（太平洋時間）にご利用いただけます。必要に

応じてメッセージを残してください。Natus テクニカルサービスはすみやかに折り返しお電話いたします。 

電話：+1 650-802-0400 
フリーダイヤル：1-888-496-2887（米国およびカナダのみ） 

郵送先住所： 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
USA 

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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サービス 
点検修理に関する質問については、Natus テクニカルサービスまでお問い合わせください。「テクニカルサポート」

を参照してください。 

現場での交換モジュール 
モジュール交換の詳細については、Natus テクニカルサービスに連絡し、サービス部品番号をお知らせください。

以下のリストを参照してください。 

サービス部品番号 説明 
18-000557-SERVICE USB ハブ 

18-000572-SERVICE イーサネットアイソレーター 

18-000663-SERVICE ヒューズ 

60-000001-SERVICE ハンドピース 

61-000090-SERVICE CPU 
61-000112-SERVICE 機器コントロールモジュール 

61-000156-SERVICE 電源モジュール 

61-000005-SERVICE リチウムイオン電池 

61-000010-SERVICE フットスイッチ 

61-000012-SERVICE 白色 LED モジュール 

61-000033-SERVICE キーボード 

61-000046-SERVICE 青色 LED モジュール 

61-000056-SERVICE マウス 

61-000069-SERVICE メンブレン 

61-000091-SERVICE ディスプレイモニター 

61-000166-SERVICE Fortinet 30E ボックス 

RETCAM-FA-UPGRADE RetCam Envision システム向け FA アップグレードキ

ット（FA なし） 

該当なし 電源コード – 以下の仕様を満たしていなくてはなりま

せん。 
• 病院グレード 
• 305 cm（10 ft）最大長 
• 定格 10A（最低） 
• UL/CSA 認定 
• REACH、 RoHS 準拠 
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7. トラブルシューティング 

システムの起動 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

BitLocker がメインデータドライブで有

効になっていません。セキュリティを向

上させるため、BitLocker を有効にす

るようお勧めします。 

ユーザーがシステムを起動しようとす

る前に、管理者が BitLocker を有効に

していませんでした。 

RetCam 管理者にお問い合わせ 
ください。 

45 秒が経過すると、SQL サーバーに

接続できません。 
ユーザーがシステムを起動しようとし

ました。 
SQL サービスはインストールされてい

ますが、オフになっています。 

RetCam 管理者にお問い合わせ 
ください。 

システムシャットダウン 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

これによりシステムがシャットダウンし

ます。続行しますか？ 
ユーザーがシステムをシャットダウンし

ようとしました。 
• シャットダウンするには、[Yes（は

い）] をクリックしてください。 
• シャットダウンをキャンセルするに

は、[No（いいえ）] をクリックしてく

ださい。 

オペレーティングシステムをシャットダ

ウンできませんでした。 
許可のないユーザーがシステムをシャ

ットダウンしようとしました。 
RetCam 管理者にお問い合わせ 
ください。 

患者と検査 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

警告：メディアを失う可能性がありま

す！チェックされている<#>件のメディ

アアイテムがバックアップされていませ

ん。続行しますか? 

バックアップされていない選択済みの

メディアをユーザーが削除しようとしま

した。 

• キャンセルするには、[No（いい

え）] をクリックします。メディアを

バックアップして再びお試しくだ 
さい。 

• メディアをバックアップしないで続

行するには、[Yes（はい）] をクリ

ックします。削除されたメディアは

復元できない点に留意してくだ 
さい。 
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新規検査とライブ撮像 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

ライブ撮像では以下の問題が生じる可

能性があります。 
• システムは電池で駆動しています

が、電源プラグを入れる必要があ

ります。 
続行しますか？ 

システムが電池電源のみで駆動中 
にユーザーが新しい検査を開始しま 
した。 

推奨されるアクション： 
システムを AC 電源に接続し、 
[Yes（はい）] をクリックします。 

光源エラー（ケース：1） 光ファイバーケーブルが接続されてい

ません。 
光ファイバーケーブルを再接続してく

ださい。 

光源エラー（ケース：2） FA スイッチはオンになっていますが、

光ファイバーケーブルが接続されてい

ません。 

光ファイバーケーブルを FA 光源に接

続するか、FA スイッチをオフにして光

ファイバーケーブルを白色光源に接続

してください。 

光源エラー（ケース：9） 光源がオフになっているか、ユーザー

が光源をオフにしました。 
コントロールパネルの照明ボタンを押

して、光源をオンにします。 

FA カートの接続をチェック 
（ケース：10） 

ハンドピースの FA スイッチはオンで

すが、カメラが FA 光源に接続されて

いません。 

コントロールパネルで照明ボタンを押

し、光源をオフにします。その後、ハ 
ンドピースの FA スイッチをオフにし 
ます。 

HP の FA スイッチをチェック 
（ケース：12） 

FA モードが有効ではありません： 
ハンドピースの FA スイッチがオンに

なっているか、ユーザーが FA スイッ

チをオンにしました。 

ハンドピースの FA スイッチをオフにし

てください。 

HP の FA スイッチをチェックし、コント

ロールパネルのランプインジケーター

をチェック（ケース：17） 

FA モードが有効です： 
ハンドピースの FA スイッチと照明が

両方ともオフです。 

• ハンドピースの FA スイッチをオ

ンにしてください。 
• コントロールパネルの照明ボタン

を押して、光源をオンにします。 

コントロールパネルのランプインジケ

ーターをチェック（ケース：18） 
FA モードが有効です： 
照明がオフになっているか、ユーザー

が照明をオフにしました。 

コントロールパネルの照明ボタンを押

して、光源をオンにします。 

HP の FA スイッチをチェック 
（ケース：21） 

FA モードが有効です： 
FA フィルターがオフになっているか、

ユーザーが FA スイッチをオフにしまし

た。 

ハンドピースの FA スイッチをオンにし

てください。 

メディアのキャプチャ中にエラーが発

生しました。ログで詳細を確認してくだ

さい。 

ユーザーが画像をキャプチャしようとし

ました。 
RetCam 管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

検査は保存されません。画像やビデオ

はキャプチャされませんでした。それ

でもよろしいですか？[Yes（はい）] を
選択して確定するか、[No（いいえ）] で
検査に戻ります。 

ユーザーが画像またはビデオをキャプ

チャしないでライブ撮像を終了しようと

しました。 

• [Yes（はい）] をクリックして終了し

ます。 
• [No（いいえ）] をクリックしてキャ

ンセルし、ライブ撮像に戻ります。 
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メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

検査は保存されません。検査には画

像/ビデオが含まれていますが、どれも

保存するよう設定されていません。そ

れでもよろしいですか？[Yes（はい）] 
を選択して確定するか、[No（いいえ）] 
で検査に戻ります。 

ユーザーがキャプチャしたメディアす

べてを削除するようマークして、ライブ

撮像を終了しようとしました。 

• [Yes（はい）] をクリックして終了し

ます。メディアは保存されません。 
• [No（いいえ）] をクリックしてキャ

ンセルし、ライブ撮像に戻ります。 

データを失う可能性があるため、シス

テムをシャットダウンしないでください。 
ユーザーがコントロールパネルで 
[Shutdown（シャットダウン）] ボタンを

押しました。 

[OK] をクリックしてシャットダウンをキ

ャンセルし、ライブ撮像を続行します。 

検査のレビュー 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

データを失う可能性があるため、シス

テムをシャットダウンしないでください。 
ユーザーがコントロールパネルで 
[Shutdown（シャットダウン）] ボタンを

押しました。 

[OK] をクリックしてシャットダウンをキ

ャンセルし、検査のレビューを続行し 
ます。 

インポート 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

リムーバブルドライブからインポートし

ている場合は、インポートプロセスを開

始する前に接続する必要があります。

必要なドライブはすべて準備が整って

いますか？ 

ユーザーがリムーバブルドライブから

データをインポートしようとしました。 
インポート元のドライブが接続され、 
準備が整っていることを確認してから 
[Yes（はい）] をクリックします。 

印刷 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

システムにはプリンターがインストール

されていません。 
ユーザーが印刷しようとしました。 RetCam 管理者にお問い合わせくだ 

さい。 

プリンターはオフラインになっているか

接続されていないようです。確認して

から再度お試しください。 

ユーザーが印刷しようとしました。 RetCam 管理者にお問い合わせくだ 
さい。 
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ユーザー設定 
メッセージ 状態またはユーザーアクション 是正措置 

カスタムウォーターマークは 640ｘ100
以下でなくてはなりません。もう少し小

さい画像を使用してください。 

ライブ撮像の設定： 
ユーザーがウォーターマークを読み込

もうとしました。 

もう少し小さい画像を読み込んでくだ 
さい。 

カスタムウォーターマークは 160ｘ32
以上でなくてはなりません。もう少し大

きい画像を使用してください。 

ライブ撮像の設定： 
ユーザーがウォーターマークを読み込

もうとしました。 

もう少し大きい画像を読み込んでく 
ださい。 

以下を確認するためのカスタムウォー

ターマークの読み込みでエラーが発生

しました：{例外メッセージ}。 

ライブ撮像の設定： 
ユーザーが、画像ファイルではないウ

ォーターマークを読み込もうとしまし

た。 

画像ファイルを読み込んでください。 

カスタムウォーターマークを読み込ん

で確認することはできません。 
ライブ撮像の設定： 
ユーザーがウォーターマークを読み込

もうとしました。 

ファイル形式が誤っている可能性があ

ります。正しい形式の画像ファイルを

読み込んでください。 

「＋しきい値＋」％以上の断片化レベ

ルのインデックスが見つかりません。 
データベースのメンテナンス設定： 
ユーザーが統計情報をチェックし、断

片化が指定されたレベルを下回ってい

ます（デフォルトは 15）。 

このメッセージは情報提供を目的とし

ています。 

監査ログファイル{0}件を削除できませ

んでした。 
（注記：{0}はファイル数を示します。） 

監査ログ設定： 
ユーザーが監査ログを削除しようとし

ました。 

このメッセージは情報提供を目的とし

ています。 

他のエラー状態 
メッセージ 是正措置 

ユーザーにはログイン許可がありません。 RetCam 管理者にお問い合わせください。ユーザーアカウ

ントが無効になっている可能性があります。 

致命的なエラーです。エラーをファイルに書き込めませんで

した。 
RetCam 管理者にお問い合わせください。 

記録のフリーズ/停止のトグル中にエラーが発生しました。

ログで詳細を確認してください。 
RetCam 管理者にお問い合わせください。 

ビデオを再生できません。試行回数：<#>回。 RetCam 管理者にお問い合わせください。可能な原因： 
• 選択したビデオファイルが削除されています。 
• 古いビデオがインポートされました（たとえば、 

RetCam 4.1 以前）。 

captureGraphBuilder は null です！ RetCam 管理者にお問い合わせください。 
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8. ユーティリティ 
注記：[Utilities（ユーティリティ）] ポップアップメニューで利用できるオプションは、ユーザーアカウントに割り当てら

れたオプションに基づいています。図 31 は例です。オプションの詳細なリストはその下の表で説明されています。 

ステータス バー 

 

 
図 31．ユーティリティのメニュー 

[About（概要）] RetCam Envision システムソフトウェアのバージョンと他のシステム情報を表示

します。RetCam Envision で使用している第三者ソフトウェアのライセンス情報

については、[About（概要）] ダイアログで [Software Licenses（ソフトウェアラ

イセンス）] をクリックしてください。 

[Help（ヘルプ）] RetCam Envision ユーザーマニュアルの PDF コピーを表示します。 

[Image Audit（画像監査）] RetCam 管理者のみが使用できます。 

[System Logs（システムログ）] RetCam 管理者のみが使用できます。 

[User Preferences（ユーザー設定）] [User Preferences（ユーザー設定）] ウィンドウが開きます。「ユーザー設定の構

成」を参照してください。 

[Manage Users（ユーザーの管理）] ユーザーアカウントを作成、変更し、パスワードをリセットします。RetCam 管理

者のみが使用できます。「ユーザーの管理」を参照してください。 

[Unlock Maintenance Mode 
（メンテナンスモードのロック解除）] 

システムのメンテナンスや他のタスクにアクセスできます。RetCam 管理者のみ

が使用できます。メンテナンスモードのパスワードを入力するよう指示されます。

システムがメンテナンスモードの場合、このオプションはグレー表示になります。 
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ユーザー設定の構成 
注記：ユーザーアカウントには、ユーザー設定を構成する許可が必要です。ユーザーアカウントに許可がなけれ

ば、構成オプションは利用できないか、無効になります。 

ユーティリティのメニュー 

[User Preferences（ユーザー設定）] 

 
図 32．[User Preferences（ユーザー設定）] ウィンドウ 

[Audit Logging（監査ログ）] システムの監査ログを設定します。 

[Authentication（認証情報）] ローカルデバイスとネットワークの認証情報を設定します。Active Directory のオプション

は、許可のあるユーザーアカウントの場合にのみ表示されます。  
ネットワーク認証情報では、ユーザーが Active Directory を使用して認証することを許可

するオプションがあります。その場合はオプションで必須にできます。 
Active Directory 認証情報を使ってユーザーを作成するには、「ユーザーアカウントの作

成」を参照してください。 

[Auto Log Off（自動ログオフ）] 自動ログオフを設定します。 
注記：特定のダイアログが開いているか、データ喪失の原因になる他の状況では、検査

中に [Auto Log Off（自動ログオフ）] を適用できません。 

[Database Maintenance 
（データベース管理）] 

データベース機能を維持します。 

[Device（デバイス）] デバイス名とシリアル番号を管理します。 

[DICOM] DICOM を設定します（DICOM がインストールされている場合にのみ利用可能）。詳細に

ついては、「DICOM」を参照してください。 
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[Domain（ドメイン）] ドメインを設定します。「ドメインの設定」を参照してください。 

[Live Imaging（ライブ撮像）] カメラデバイス、ライブ撮像ファイルサイズ、カスタムウォーターマークを設定します。 

[New Exam（新規検査）] 新しい検査の撮像設定を構成します。 

[Notification（通知）] 一般的な使用向けのメッセージ、インポート/エクスポートアクティビティ、撮像ライブラリ、

メディアの削除、ハードウェアを管理します。 

[Permissions（許可）] ユーザーのロールと許可を管理します。「ユーザーのロールと許可」を参照してください。 

[Printers（プリンター）] デフォルトのプリンターを設定します。 

[Windows] Windows の機能へのアクセスを提供します。一部の機能は、許可のあるユーザーアカウ

ントのみで使用できます。また、管理者/サービス/メンテナンスモードでのみ利用できる機

能もあります。 

ドメインの設定 

注記：RetCam Envision システムでは 1 つ以上のドメインが必要です。「RetCam」と呼ばれるデフォルトのドメイ

ンがシステムに含まれています。 

[User Preferences（ユーザー設

定）] から 

[Domain（ドメイン）] 

 
図 33．ドメイン設定オプション 

 

ドメインを作成します。「ドメインの作成」を参照してください。 
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ドメインを編集します。「ドメインの編集」を参照してください。 

 

ドメインを削除します。許可のあるユーザーアカウントのみがドメインを削除できます。 

 

ドメインを患者に割り当てます。 

 

患者をドメインに割り当てます。 

 

患者を別のドメインにコピーします。 

 

単独の患者をドメインに割り当てます。 

ドメインの作成 

[Select Domain（ドメインの選択）] ダイ

アログから 
[User Preferences（ユーザー設定）] から [Domain（ド

メイン）] を選択 

Create Domain（ドメインの作成） 
 

 
図 34．[Create Domain（ドメインの作成）] ダイアログ 

[Name（名前）] （必須）ドメイン名は RetCam Envision システム全体で表示されます。あらゆるユーザーにとって

意味があり認識可能な名前を入力してください。 

[Description（説明）] 説明を入力します。 

[Location（場所）] （必須）RetCam Envision システムの地理的な場所を特定します。さらに、そのシステムの時間帯

を定めます。ドロップダウンメニューから適切な場所を選択します。 
新しい場所を追加するか、必要に応じて時間帯を作成または変更します。時間帯の設定を使用す

ると、地元の時間帯で患者検査の日時を表示できます。 
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[Institution（施設）] ドロップダウンメニューから適切な施設を選択します。必要に応じて施設を追加します。 

[Department（部署）] ドロップダウンメニューから適切な部署を選択します。必要に応じて部署を追加します。 

[Group（グループ）] ドロップダウンメニューから適切なグループを選択します。必要に応じてグループを追加します。 

[Study（研究）] ドロップダウンメニューから適切な研究を選択します。必要に応じて新しい研究を追加します。 

[Users（ユーザー）] （必須）このドメインにアクセスできるユーザーのリストを表示します。必要に応じてユーザーを追

加するか、割当を変更します。 

ドメインの編集 

[User Preferences（ユーザー設定）] から [Domain（ドメイン）] を選択 

 

 
図 35．[Edit Domain（ドメインの編集）] ダイアログ 

[Name（名前）] （必須）ご希望通りにドメイン名を編集します。 

[Description（説明）] 説明を入力します。 

[Location（場所）] （必須）ドロップダウンメニューから適切な場所を選択します。必要に応じて場所の情報を編集し 
ます。 

[Institution（施設）] ドロップダウンメニューから適切な施設を選択します。必要に応じて施設を追加または編集します。 

[Department（部署）] ドロップダウンメニューから適切な部署を選択します。必要に応じて部署を追加または編集します。 

[Group（グループ）] ドロップダウンメニューから適切なグループを選択します。必要に応じてグループを追加または 
編集します。 

[Study（研究）] ドロップダウンメニューから適切な研究を選択します。必要に応じて研究を追加または編集します。 

[Users（ユーザー）] （必須）このドメインにアクセスできるユーザーのリストを表示します。必要に応じてユーザーを 
ドメインに割り当てます。 
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ユーザーの管理 
注記：  

• ユーザーアカウントとパスワードを作成して編集できるのは、RetCam 管理者アカウントだけです。 
• ユーザーアカウントは削除できません。 
• ユーザーアカウントの許可を設定するには、「ロールと許可の設定」を参照してください。 

ユーザーアカウントの作成 

[Utilities（ユーティリティ）] メニューから 

[Manage Users（ユーザーの管理）] > [Create User（ユーザーの作成）] 

 
図 36．[Create User（ユーザーの作成）] ダイアログ 

注記：Active Directory のみを使用してユーザーを認証する場合を除き、すべてのフィールドが必須です。「ネット

ワーク認証情報」を参照してください。 

[Username（ユーザー名）] ユーザーの一意の識別子を提供します。この名前は、RetCam Envision システム全体で

表示されます。医療施設は、定められている割当システムに従い、ユーザーがお互いを

容易に識別できるようにします。ユーザー名は大文字と小文字を区別しません。 
注記：Active Directory 認証情報の場合は、ユーザー名がすでにドメインになくてはなり

ません。 

[Last Name（姓）] ユーザーの姓 

[First Name（名）] ユーザーの名 

[Password（パスワード）] 
[Reenter Password 
（パスワードの再入力）] 

これは一時的なパスワードです。両方のフィールドに入力されたパスワードは一致しなく

てはなりません。 
新しいパスワードは 6 字以上で、少なくとも 1 字の数字を含める必要があります。 
注記：Active Directory 認証情報では、パスワードは使用されません。 

[Email ID（電子メール ID）] あらゆる RetCam システムの作業で使われるユーザーの電子メールアドレス。 
注記：Active Directory 認証情報では、電子メールアドレスは使用されません。 

[Domain（ドメイン）] 必要に応じてドメインをユーザーアカウントに割り当てます。「ユーザーアカウントへのドメ

インの割り当て」を参照してください。 



RetCam EnvisionTMユーザーマニュアル 

70  

ネットワーク認証情報 
Active Directory のログインでは、Active Directory の認証情報を必須にするか、Active Directory で認証するオ

プションをユーザーに与えることができます。利用可能なオプションについては、図 37 を参照してください。 

[User Preferences（ユーザー設定）] から 

[Authentication（認証情報）] 

 
図 37．ネットワーク認証情報オプション 
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ユーザーアカウントの編集 

[Utilities（ユーティリティ）] メニューから 

[Manage Users（ユーザーの管理）] >  
[Modify User（ユーザーの変更）] と進んでユーザーを選択 

 
図 38．[Edit User（ユーザーの編集）] ダイアログ 

注記：すべてのフィールドは必須です。 

[Username（ユーザー名）] ユーザーの一意の識別子を提供します。この名前は、RetCam Envision システム全体で

表示されます。医療施設は、定められている割当システムに従い、ユーザーがお互いを

容易に識別できるようにします。ユーザー名は大文字と小文字を区別しません。 

[Last Name（姓）] ユーザーの姓 

[First Name（名）] ユーザーの名 

[Password（パスワード）] 
[Reenter Password 
（パスワードの再入力）] 

注記：ユーザーのパスワードを変更したいのでない限り、これらのフィールドは選択しない

でください。いずれかのパスワードフィールドを選択すると、パスワードが消去されます。

誤って消去された場合にユーザーのパスワードを維持するには、[Cancel（キャンセル）] 
を押してやり直してください。 
両方のフィールドに入力されたパスワードは一致しなくてはなりません。 
新しいパスワードは 6 字以上で、1 字以上の数字を含める必要があり、古いパスワードと

は異なるものでなくてはなりません。 

[Email ID（電子メール ID）] あらゆる RetCam システムの作業で使われるユーザーの電子メールアドレス 

[Disable User 
（ユーザーの無効化）] 

ユーザーアカウントを無効にする場合にこのチェックボックスを選択します。 

[Domain（ドメイン）] 必要に応じてドメインをユーザーアカウントに割り当てます。「ユーザーアカウントへのドメ

インの割り当て」を参照してください。 
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ユーザーアカウントへのドメインの割り当て 

[Create User（ユーザーの作成）] ダイアログまたは 
[Edit User（ユーザーの編集）] ダイアログから 

[Assign Domains（ドメインの割り当て）] 

 
図 39．[Assign Domains（ドメインの割り当て）] ダイアログ 

1 つ以上のドメインをユーザーアカウントに割り当てる必要があります。 

パスワードのリセット 

注記：  
• ユーザーのパスワードをリセットできるのは、RetCam 管理者アカウントだけです。 
• 新しいパスワードは 6 字以上で、1 字以上の数字を含める必要があり、古いパスワードとは異なるもの

でなくてはなりません。このパスワードルールはすべてのユーザーロールに適用されます。 

[Utilities（ユーティリティ）] メニューから 

[Manage Users（ユーザーの管理）] > 
[Reset Password（パスワードのリセット）] 

 
図 40．[Reset Password（パスワードのリセット）] ダイアログ 

パスワードをリセットした後、最初のログイン後にパスワードを変更する必要があります。 
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ユーザーのロールと許可 
ユーザーアカウントにはロールが割り当てられており、アクセスの程度と RetCam Envision システムで実行でき

るタスクが決まります。RetCam 管理者には最高レベルのアクセス権限があり、ロールの変更、ロールの追加、

許可の割り当てを行うことができます。 

標準的なロールは以下のとおりです。 
• General RetCam（一般的な RetCam） 
• RC Imager（RC イメージャ） 
• RetCam 管理者 

ロールは以下のカテゴリーで許可を与えられます。 
• General（全般） 
• Patient（患者） 
• Exams（検査） 
• Import/Export（インポート/エクスポート） 
• Special（特別） 
• Administrative（管理） 

ロールと許可の設定 

[User Preferences（ユーザー設定）] から 

[Permissions（許可）] 

 
図 41．許可設定オプション 

[User Roles（ユーザーロール）] タブでユーザーを選択し、目的のロールを適用します。許可を表示するには、

[Role Permissions（ロール許可）] と [View User Permissions（ユーザー許可の表示）] タブを選択します。 
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9. 安全性とラベル 

電気的安全性 
本システムは、意図されているとおりに使用した場合にのみ、火災、衝撃、機械的な危険に関して IEC 60601-1
の安全要件に従うよう設計、点検、テストされています。 

クラス I タイプ BF 電気機器 

連続操作向けの定格 

IEC 60601-1: 2005 訂正 1 + 訂正 2 

アナログおよびデジタルインターフェイスに接続されている備品機器は、それぞれの IEC 標準（データ処理

機器では IEC60950、医療機器では IEC 60601-1）の認定を受ける必要があります。さらに、あらゆる設定

はシステム標準 IEC 60601-1 および 60601-1-2 に遵守するものとします。追加機器を信号入力部分または

信号出力部分に接続する人は医療システムを設定するため、システムがシステム標準 IEC 60601-1 および

60601-1-2 の要件を遵守していることを確認する責任を負っています。不明な場合は、Natus テクニカルサ

ービスまでご連絡ください。 

 
RetCam Envision 電磁エミッション 

準拠レベル：グループ 1、クラス A 

テストタイプ 準拠レベル 注記 

放射エミッション 
CISPR 11/ 
EN 55011 

グループ1、クラスA RetCam Envisionシステムは、内部機能のみに関連して

RFエネルギーを生成します。システムRFエミッションは非

常に少なく、近くの電子機器を干渉する可能性はほとんど

ありません。RetCam Envisionシステムは、住宅以外のあ

らゆる施設での使用に適しています。以下に留意する場合

は、住宅施設や、家庭内で使用される建物に給電する公共

低電圧電源ネットワークの直接接続されている施設でも使

用できます。 
注記：本装置は放射特性により産業分野や病院での使用

に適しています（CISPR 11クラスA）。住居環境（通常、

CISPR 11クラスBが必要）で使用する場合、本装置は無線

通信サービスを十分に保護できない可能性があります。使

用者は機器の位置や向きを変えるなどの軽減対策を取る 
ことが必要となる場合があります。 

伝導エミッション 
CISPR 11/ 
EN 55011 

グループ1、クラスA 

高調波エミッション 
EN 61000-3-2 

クラス A  

電圧変動/フリッカエミッション EN 61000-3-3 準拠 

FCCパート 15B 準拠 
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RetCam Envision 電磁環境耐性 

テストタイプ 
IEC 60601-1-2  
試験レベル 準拠レベル 電磁環境ガイダンス 

静電放電（ESD） 
EN 61000-4-2 

±8 kV（接触） 
±15 kV（空気中） 

±8 kV（接触） 
±15 kV（空気中） 

床材は、木製、コンクリート、またはセラミックタ

イル。床面が合成材料で覆われている場合

は、相対湿度が30%以上であること。 

電気的高速トランジェント 
(AC電源) 
(I/Oライン) 
EN 61000-4-4 

±2kV（電源線） ±2kV（電源線） 電源電力品質は、典型的な商用または病院環

境のものであること。AC電源の電子外乱（トラ

ンジェント）により、システムのディスプレイが継

続的にスクロールする可能性があります。これ

が発生した場合は、外乱が止まるまで撮像しな

いでください。  

ライン間サージ、ライン‐アー

ス間サージ 
(AC電源) 
(I/Oライン) 
EN 61000-4-5 

±0.5 kV、±1 kVライン 
±0.5 kV、±1 kV、±2 kVラ
イン‐アース 

±0.5 kV、±1 kVライン 
±0.5 kV、±1 kV、±2 kVラ
イン‐アース 

電源電力品質は、典型的な商用または病院環

境のものであること。 

電圧ディップ、電源入力ライン

の電圧変動、短時間の電圧遮

断 
EN 61000-4-11 

0% UT （0.5サイクル、0°、

45°、90°、135°、

180°、225°、270°、

315°） 

0% UT （0.5サイクル、0°、

45°、90°、135°、

180°、225°、270°、

315°） 

電源電力品質は、典型的な商用または病院環

境のものであること。  

0% UT 、1サイクルおよび  
70% UT （25/30サイクル、単

相、0°） 

0% UT 、1サイクルおよび  
70% UT （25/30サイクル、単

相、0°） 

0% UT （250/300サイクル） 0% UT （250/300サイクル） 

電源周波数（50/60 Hz）磁界 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 電源周波磁界は、一般的な商業用または医療

環境での一般的な位置の特性レベルである必

要があります。  
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RetCam Envision 電磁環境耐性 

テストタイプ 
IEC 60601-1-2  
試験レベル 準拠レベル 電磁環境ガイダンス 

放射性イミュニティ 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2.7 GHz 
3 V/m 80%@1 kHz 
 
近接場： 
385 MHz、18 Hzパルス変

調、27 V/m 
 
450 MHz、FM変調、 
±5 kHz 
偏差、1 kHz正弦波、  
28 V/m 
 
710 MHz、745 MHz、およ

び780 MHz、217 Hzパルス 
変調、 9 V/m 
 
810 MHz、870 MHz、
930 MHz、18 Hzパルス変

調、 28 V/m 
 
1720 MHz、1845 MHz、
1970 MHz、217 Hzパルス

変調、 28 V/m  
 
2450 MHz、217 Hzパルス

変調、 28 V/m 
 
5240 MHz、5500 MHz、お
よび5783 MHz、217 Hzパ
ルス変調、9 V/m 

3V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 

ポータブル/モバイル無線通信機器は、

RetCamシステムのすべての部品（ケーブルを

含む）から推奨分離距離の間隔をあけた場所

で使用してください。推奨分離距離は、トランス

ミッタの周波数に対応した方程式から算出され

ています。  
 
推奨分離距離 

d = 1.2  

d = 1.2  80 MHz～800 MHz 

d = 2.3  800 MHz～2.7 GHz 

ここで、  は、トランスミッタの製造業者によ

るトランスミッタの最大定格出力（単位：ワッ

ト）、d は、推奨隔離距離（単位：メートル）です。 

伝導イミュニティ 
EN 61000-4-6 

0.15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0.15-80 MHz 
6 Vrms、 ISM周波数帯 
 
80%@1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80%@1 kHz 
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ラベルおよび記号 

記号 参照規格 記号の参照規格 参照規格に従った記

号タイトル 説明 

Rx Only 

21 CFR 801.109(b)(1) ラベリング-処方装置。 要処方せん 製品が免許を持つ医

療従事者による販売、

または免許を持つ医

療従事者の指示によ

る販売が認められて

いることを示します 

Medical Device 該当なし 該当なし 医療機器の表示 本製品は医療機器 
です。 

 

該当なし 該当なし 天然ゴム不使用 医療機器に天然ゴム

ラテックスは含まれて

いません 

 

ISO-60601-1  
表 D.2 #10 

医用電気機器 - 第一

部 ：基本的な安全性

および基本性能に関

する一般要件 

使用説明書に従ってく

ださい 
取扱説明書/冊子を参

照してください。 
ME 装置に関する注

記 「使用説明書に従

ってください」 

 

ISO -15223-1、記号
5.4.3 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

使用説明書を参照し

てください 
使用者が使用説明書

を参照する必要があ

ることを示します。 

ISO 60601-1  
表 D.1 #11 

医用電気機器 — 第一

部：基礎安全性および

基本性能の一般要求

事項。 

操作方法 

 

ISO 7000/IEC-60417、
記号 3500 

装置で使用する図示

記号 
電子形式の取扱説明

書 
製品の使用に関する

情報は印刷された書

面ではないこと、また

は印刷された書面に

加えて電子形式で利

用できることを製品あ

るいは製品の梱包に

記載します。 

 

IEC-60417; 2002-5194 装置で使用する図示

記号 
AC/DC 電源インジケ

ーター 
DC または AC でシス

テムを操作しているこ

とを示唆します。 

 

ISO-7000/IEC-60417、
記号 5019 

装置で使用する図示

記号 
保護アース、保護接地 エラー発生時の電気

ショックから保護する

ための外部導線に接

続する端子、または保

護アース（接地）電極

の端子を示します。 
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記号 参照規格 記号の参照規格 参照規格に従った記

号タイトル 説明 

 

IEC-60601-1、  
表 D.1 #1 

医用電気機器 — 第一

部：基礎安全性および

基本性能の一般要求

事項。 

交流電流 装置が交流電流のみ

に適しているという定

格銘板を示し、適切な

端子を識別します。 

 

IEC-60417：2002-5016 装置で使用する図示

記号 
ヒューズを示します システムには 2 種類

のヒューズが含まれて

います。他のタイプは

使用しないでください。 

 

IEC/TR 60878 
記号 5988 

医療現場での電気機

器のグラフィックシステ

ム。  

コンピューターネットワ

ーク 
コンピューターネットワ

ーク自体を示すか、コ

ンピューターネットワー

クの接続端子を示唆し

ます。 

 

ISO-7000/IEC-60417 
記号 5140 

装置で使用する図示

記号  
非電離電磁放射 非電離放射のレベル

が全般的に上がって

おり、危険な可能性が

あることを示します 

 

IEC 62471-2 ランプとランプシステ

ムの光生物学的安全

性 – パート 2：非レー

ザー光放射安全性に

関連する製造要件の

指針。 

警告：光放射。光源を

直接見ないでくださ

い。 

光源を直接見ないよう

に指示します 

 

ISO-7000/IEC-60417 
記号 0621 

装置で使用する図示

記号 
壊れ物、取り扱い注意 輸送パッケージの中

身が壊れやすく、パッ

ケージを注意して取り

扱う必要があることを

示します。 

 

ISO-7000：2014-0623 装置で使用する図示

記号 
上向き 移送パッケージの正し

い直立位置を示しま

す。 

 

ISO 15223-1 
記号5.3.7 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号.。 

保管温度の範囲 医療機器を安全に曝

露できる（保管）温度

の上限を示します。 

 

ISO 15223-1 
記号 5.3.8 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

保管湿度の範囲 医療機器を安全に曝

露できる（保管）湿度

の範囲を示します。 

 

ISO 15223-1 
記号 5.3.9 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング、

及び提供する情報に

用いる記号。 

気圧範囲 医療機器を安全に曝

露できる気圧の範囲

を示します。 
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記号 参照規格 記号の参照規格 参照規格に従った記

号タイトル 説明 

 

ISO-15223-1 
記号 5.3.4 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

水濡厳禁 湿気から保護する必

要のある医療機器を

示します。 

 

ISO-15223-1 
記号 5.1.7 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

シリアル番号 特定の医療機器を識

別するための製造業

者のシリアル番号を示

します。 

 

ISO-15223-1 
記号 5.1.6 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

カタログまたはモデル

番号 
医療機器を識別す 
るための製造業者の

カタログ番号を示し 
ます。 

 

ISO 15223-1 
記号 5.1.1 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

製造業者 医療機器の製造業者

を示します。 

 

ISO-15223-1 
記号 5.1.3 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

製造日 医療機器が製造され

た日付を示します。 

 

ISO-15223-1 
記号 5.1.2 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

欧州共同体での指定

代理人 
欧州共同体での指定

代理人を示します。 

 
MDR 2017/745  EU 医療機器規則 CE マーク 欧州の技術適合性を

示します。 

 
IEC-60529 筐体による保護の度

合い（IP コード） 
筐体による侵入保護

の程度 
継続的な水浸の影響

から保護します。 

 

IEC-60529 筐体による保護の度

合い（IP コード） 
落下する水滴から保

護 
垂直に落下する水滴

の影響からデバイス

が保護されることを示

します。 

 

ISO-60601-1 
表 D.2 #2 

医用電気機器 — 第一

部：基礎安全性および

基本性能の一般要求

事項。 

一般警告標識 患者またはオペレー 
タが傷害を負う可能 
性のある危険性を示 
します。 

 

ISO-15223-1 
記号 5.4.4 

医療機器 — 医療機器

のラベル、ラべリング

及び提供する情報に

用いる記号。 

注意：使用説明書に記

載されているすべての

警告と注意事項をお

読みください 

様々な理由により医

療機器本体に表示で

きない警告や注意な

どの重要な注意事項

については、使用説明

書を参照する必要が

あることを示します。 

ISO 60601-1  
表 D.1 #10 

医用電気機器 — 第一

部：基礎安全性および

基本性能の一般要求

事項。 
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記号 参照規格 記号の参照規格 参照規格に従った記

号タイトル 説明 

 

2012/19/EU 廃電気電子機器 
(WEEE) 

動作寿命に達した製

品の廃棄手順 
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、分別収集する

必要があることを示し

ます。 

 

該当なし テストマーク 北米準拠認証 TUV Rheinland が製

品の試験と認証を行っ

たことを示します。 

 

IEC/TR 60878 
記号 5009 

医療現場での電気機

器のグラフィック記号  
システム電源ボタン スタンバイ － スタンバ

イ状態にするために機

器をオンにするスイッ

チまたはスイッチの位

置を示します。 

 

該当なし 該当なし フォーカスのコントロー

ル 
フォーカスを調整する

ためのコントロールパ

ネルのボタン 

 

該当なし 該当なし ランプ照明ボタン ランプのオンとオフを

切り替えるためのコン

トロールパネルとフット

スイッチのボタン 

 

該当なし 該当なし 照明コントロール 照明を調整するため

のコントロールパネル

とフットスイッチのボ 
タン 

 

該当なし 該当なし キャプチャ（またはス

ナップ） 
スチール画像をキャプ

チャするか、ビデオ録

画を開始・一時停止す

るためのコントロール

パネルとフットスイッチ

のボタン 

 
該当なし 該当なし 照明ケーブルポート 照明ケーブルポートの

位置を示します。 

 
該当なし 該当なし FA 照明ケーブルポー

ト 
FA 照明ケーブルポー

トの位置を示します。 

 

該当なし 該当なし ハンドピースカメラポ

ート 
ハンドピースカメラポ

ートの位置を示しま

す。 

 
該当なし 該当なし カメラコントロールポー

ト 
カメラコントロールポー

トの位置を示します。 

 
該当なし 該当なし 蛍光眼底造影検査

（FA） 
FA を示します。 
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記号 参照規格 記号の参照規格 参照規格に従った記

号タイトル 説明 

 

IEC 62680-2-1 データおよび電力向け

ユニバーサル シリア

ル バス インターフェイ

ス パート 2-1：ユニバ

ーサル シリアル バス

仕様、改訂 2.0 (TA 
14) 

USB コネクター デバイスが USB ポー

トに挿入されている

か、USB ポートと互換

性があることを示しま

す。 

 

IEC-62680-2-1 データおよび電力向け

ユニバーサル シリア

ル バス インターフェイ

ス パート 2-1：ユニバ

ーサル シリアル バス

仕様、改訂 2.0 (TA 
14) 

USB 3.0 コネクター デバイスが USB 3.0
ポートに挿入されてい

るか、USB ポートと互

換性があることを示し

ます。 

 

ISO-60601-1 
表 D.1 #20 

医用電気機器 — 第一

部：基礎安全性および

基本性能の一般要求

事項。 

Type BF 適用部品 IEC 60601-1 に準拠

した Type BF 適用部

品を識別します。 

 

該当なし 該当なし 使用していないハンド

ピースはホルスターに

入れます 

レンズピースの損傷を

避けるため、ハンドピ

ースをホルスターに入

れておくことを示して

います。 

 

該当なし 該当なし 使用後にレンズピース

を清掃 
使用後にレンズピース

の清掃を行うことを示

します。 

    
図 42．デバイスのラベル：FA あり（左）、FA なし（右） 
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10. 技術仕様 
注記：仕様は予告なく変更されることがあります。 

ハードウェアとソフトウェア 
物理的 寸法 ：幅 660 mm（26”） x 奥行 610 mm（24”） x 最低高さ 1372 mm（54”） 

重量：  
• FA あり：完全装備の場合は約 85 kg（188 lbs） 
• FA なし：完全装備の場合は約 82.6 kg（182 lbs） 

電気 定格：100-240 V～、50/60 Hz、400 VA 
ヒューズ： 3AG 6.3A 250V slo-blo 5 x 20 mm 
電力消費：あらゆるオプションで最大 400 W 
取り外し可能な病院グレードの電源コード  

CPU とストレージ Intel® Core i7 
16 Gb ランダム アクセス メモリー 
1 Tb ソリッド ステート ストレージ ドライブ  

オペレーティングシステム Microsoft Windows® 10 オペレーティングシステム（OS） 
注記：セキュリティの目的上、Microsoft Windows OS 向けのタスクマネージャーは

ほとんどのユーザーアカウントでご利用いただけません。RetCam 管理者ユーザー

アカウントのみにアクセス権限が付与されます。 
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環境条件 
システムは屋内で、通常の室温と湿度で、車輪をロックして平らな表面に直立させた状態で使用するよう意図さ

れています。 

温度 

動作 
保管（箱から出した状態） 
移送（元の梱包材を使用） 

50º F～95º F（10º C～35º C） 
14º F～131º F（-10º C～55º C） 
-20º F～122º F（-29º C～50º C） 

相対湿度 

動作 
保管（箱から出した状態） 
移送（元の梱包材を使用） 

30%～90% 結露なし 
30%～90% 結露なし 
10%～85% 結露なし 

気圧 

動作 
保管（箱から出した状態） 
移送（元の梱包材を使用） 

70～106 kPa（20.7～31.3” Hg） 
70～106 kPa（20.7～31.3” Hg） 
50～106 kPa（14.7～31.3” Hg） 

高度 

動作 
保管（箱から出した状態） 
移送（元の梱包材を使用） 

-382～3012 メートル（-1255～9882 フィート） 
-382～3012 メートル（-1255～9882 フィート） 
-382～5574 メートル（-1255～18,288 フィート） 
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補遺 A. RetCam Envision の開梱と設定 

システムの開梱 
1. 箱の前面を取り外して床に置き、斜面として使います。 

2. 車輪のブレーキを解除し、注意深くカートを箱から出します。 

3. システムから梱包材をすべて取り除きます。 

4. モニターの入っている箱を開きます。 

5. 備品の箱を開きます。 

システムの設定 

モニターの設定： 

1. 同梱のつまみねじ 4 本を使ってモニターアームにディスプレイモニターを取り付けます（つまみねじはディス

プレイモニターの背面に挿入します）。 

2. ツールバッグに入っているツールを使い、モニターアームと、モニターアームのポールに取り付けたモニター

を設置します。  

注記：モニターポールのストップリングの位置がカートのトップの上から 20 cm（8 インチ）以下であることを確

認します。 

    
3. ディスプレイの電源スイッチがオンになっていることを確認し、モニターの電源ケーブル、ディスプレイポートケ

ーブル、USB ケーブルをモニターの背面に接続します。  

注記：ケーブルを接続しやすくするためにモニターを 90 度回転させることができます。モニターを通常の位置

に戻します。 

カートのトップから 20 cm 
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ハンドピースの設置: 

1. ハンドピースのコネクターにアクセスできるようにするため、引き出しを取り外す必要があります。システムの

前面から引き出しをスライドさせ、止まるところまで出します。 

2. 両手を使い、引き出しの両側にあるガイド上の黒いプラスチック製タブを持ち上げ、引き出しをサイドレール

から離します。引き出しを取り外します。 

 
3. ハンドピースとハーネスを梱包フォームから慎重に持ち上げ、ハンドピースをホルスターに入れます。ホルス

ターはカートトップの右側にモールド成型されています。 

 
4. ハンドピースのハーネスはラップポストにゆるく巻き付けます。  
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5. カバーの端と引き出しの開口部に沿って指先で圧力をかけて開け、システムからフロントカバーをゆっくり外
します。 

 
6. ハンドピースのハーネスを接続する前に、カート背面にある主電源のスイッチがオフになっていることを確認

します。 

7. フロントカバーの開口部にカメラ（2）とフォーカス（3）のケーブルのコネクターを通します。光ファイバーケーブ

ル（1）は別個に照明ポートに接続します。  

    
8. フロントカバーの裏側で機器のコントロールモジュールの該当するポートにハンドピースカメラとフォーカスの

ケーブルを接続します。 

9. フォーカスケーブルのネジ山のあるコネクターは、最上部のタブにより機器コントロールモジュールの右前で

コンセントに印が付いています。ケーブルコネクターのタブを見つけ、コンセントのスロットに沿っていることを

確認します。ケーブルコネクターのプラグを差し込み、ネジ山のあるカラーが完全にはまるまで回します。 

 

3 
2 

1 
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10. 機器コントロールモジュールでフォーカスケーブルの隣にあるコンセントにカメラケーブルを接続します。カメ

ラケーブルのコネクターは、コネクターの最下部にあるスロットでコンセントに印が付いています。スロットが

適切にコンセントの位置に合っていることを確認し、コネクターをしっかりコンセントにねじ入れます。 

 
11. フロントカバーを再び取り付けます。 

12. 引き出しを再び取り付けます。引き出しガイド上にレールを配置し、プラスチック製タブをはめこみ、引き出し

を閉じます。 

13. 光ファイバーケーブルを左側の照明ポートに差し込みます。右側の照明ポートは、FA オプションのあるシス

テムでのみ使用できます。 

 
注記：ハンドピースの詳細については、「ハンドピース」を参照してください。 

システムの電源 
1. 主電源スイッチをオンにします。 

2. コントロールパネルで [Power（電源）] ボタンを押します。 

3. システムに同梱されている管理者アカウントとパスワードを使用してシステムにログインします。 

4. 画面上の指示に従い、パスワードを変更します。 

5. 「ドメインの作成」で説明されているようにドメインを作成して選択します。 

6. 「ユーザーの管理」で説明されているようにユーザーを追加するか、Active Directory ユーザーを設定します。 

7. 「システムの準備と操作」で説明されている手順に従い、テスト用の患者を作成し、初めて機器を操作します。 
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