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はじめに
Xltek® EMU40EX™ 増幅器はパワフルかつ柔軟性のある EEG 記録システムです。この頑丈なデバイスは、
診断 EEG および長期モニタリング（LTM）のワークフローの利用の要求に応えるように、幅広い臨床現
場の意見を考慮して設計されています。
EMU40EX は以下のとおり合計で 46 チャンネルを記録します。40 参照 EEG チャンネル、 補完信号ト
ランデューサ用 4DC 入力チャンネル内部パルスオキシメータからの 2 SpO2 および脈拍数チャンネル。
EMU40EX 増幅器システムによって取得される EMU40EX データストリームは、Natus NeuroWorks® ワ
ークステーションを使用してレビュー、解析、アーカイブされます。標準 TCP/IP または USB 接続に対
応しているため、迅速かつ容易な取り付けが可能です。Natus ベースユニットには TCP/IP と USB 接続
も備わっているため、迅速かつ容易な取り付けが可能です。この丈夫なデバイスは、EEG、LTM、PSG
ラボのワークフローおよび用途における必要を満たす、広範囲な臨床的入力機能を備えています。
EMU40EX には以下の機能が含まれます。
•

40 の参照チャンネル、4 DC チャンネル、2 パルスオキシメータチャンネル（Sp02 および脈拍数）

•

インピーダンステストの開始、閾値の変更、病室での結果の表示を行う機能

•

移動モードは患者のデータケーブルが切断された場合もデータ取得を維持

•

最大 2 時間までフル解像度のデータの内部ストレージへの自動フォールオーバー

•

セキュアな Bluetooth 接続で移動モード中も EEG 波形をリアルタイムで表示

•

移動モード中にブレークアウト ボックスで取得されたデータは、ワイヤードモード運転の再開後
に透過的かつシームレスにベースユニットに転送

•

®
Natus NeuroWorks ワークステーションへの標準 TCP/IP および USB 接続

•

ベースユニットの DC 入力は幅広い補助信号トランデューサをインターフェースで接続

•

2 つの患者イベントボタンスイッチ インターフェース： 1 つは患者が使用するブレークアウト ボ
ックス、もう 1 つは家族またはスタッフが使用するベースユニットにあります

•

診断 EEG 向けの光刺激装置インターフェース

•

小型かつ軽量な患者に接続されているブレークアウト ボックス – 3.9 x 6.2 x 0.9 インチ（10.0 x
15.8 x 2.3cm）、0.73 ポンド（333g）

•

頑丈で耐久性の高い設計により、臨床および研究環境で信頼性の高い動作を実現
警告：この増幅器を操作する前に、本書の「禁忌、警告と注意事項」のセクションをよくお
読みになるようお勧めします。

製品用途
XLTEK EMU40EX EEG ヘッドボックスは、XLTEK NeuroWorks ソフトウェアと連動して機能する脳波
計です。
XLTEKEMU40EX EEG ヘッドボックスは、研究や臨床の現場での EEG 検査向けに、生理学的信号
(EEG、パルス信号、オキシメトリ信号など) を取得、デジタル化、保存、送信するために使用されます。
XLTEKEMU40EX EEG ヘッドボックスには、しかるべき (能力のある) ユーザーによる入力が必要となり
ます。また、出力は、この情報を使用して、専門家としての判断を下す、トレーニングを受けた医療専
門家によって確認、解釈される必要があります。
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システムのコンポーネント
EMU40EX 増幅器システムは、オプションのシステムコンポーネントとして提供されています。コンピ
ュータは、NeuroWorks ソフトウェアのみを実行するように意図されています。カメラは、長時間のモ
ニタリング中に患者の同期化された映像を取得することを目的としています。絶縁変圧器は、すべての
システムコンポーネントに電源を供給する一方、オペレータと患者の安全を確保するようになっていま
す。カートは、システムの携帯性を保ちながら、EMU40EX 増幅器の使用をサポートし、容易にします。
患者イベントスイッチはコンパクトな押しボタンスイッチです。患者（または近くにいる付添人）が重
大な臨床事象（例： 発作の前兆または開始）を知らせるために使用します。

基本性能
EMU40EX 増幅器の基本性能は、IEC 60601-2-26:2012 規格で認定されています。基本性能は、増幅器か
ら記録される信号の品質に関連しています。指定される基本性能には、 (1) 信号複製の精度、(2) ダイナ
ミックレンジおよび差動オフセット電圧、(3) 入力ノイズレベル、(4) 周波数応答、(5) 共通モード除去が
あります。これらの基本性能の定義は、規格に指定されています。
増幅器はアラームシステムを持たないパルスオキシメータ装置と考えられるため、ISO 80601-2-61 規格
も適用されます。この規格で説明されるアンプのその他の基本性能には、電子患者シミュレータによっ
て確認される SpO2 および脈拍数の精度、信号不具合やプローブ不良の通知などの異常の表示がありま
す。制御された脱飽和検査による SpO2 精度の根拠は、使用するパルスオキシメータプローブまたはセ
ンサーの製造業者によって提供されます。

基本性能の低下
訓練を受けた医療専門家は、基本性能の低下を観察します。基本性能の低下には以下が含まれますが、
それらに限定されません。
•
•
•
•
•
•
•

EEG 信号/データの喪失
コンピュータモニター上のアンプ飽和表示
ランダム EEG リード線でのノイズの断続的なバースト
コンピュータから Natus ベースへの通信の喪失
ピンボックスの接続切断イベント（Quantum）
外部電磁イベントにより生じる信号伝送の中断（例：電気焼灼、アンプ周辺のワイヤレス装置の
操作など）
いかなる形態でのランダムな、または断続的なシステム動作

上記のうちいずれかの症状が認められた場合、または異常なシステム動作が認められた場合、Natus テ
クニカルサポートにご連絡ください。

本書の使用
本書は、EMU40EX 増幅器のセットアップおよび操作に関する基本的な情報と説明が記されています。
手順を確認する際は、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。
本書をお読みになることに加え、XLTEK が設計した EMU40EX 増幅器の機能すべてをご活用いただくこ
とを可能にするオンライン Help (ヘルプ) を確認することが推奨されています。システムの操作やカスタ
マイズに関する詳細は、オンライン Help (ヘルプ) で提供されています。
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本書で使用される記号/表記
本書では、様々な記号や表記が使用されています。以下の表は、それらの記号/表記、それぞれの意味や
機能を示しています。
シンボル/
表記

説明/役割

この記号は、必ず注意する必要がある警告または重要な情報を示しています。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。

重要な補足情報を含む注記です。

太字
イタリック体

コントロールキーの名前、ファンクションキー、オプション、ラベルは太字で表
記されます。重要な名前や考えを強調する場合にも太字が使われています。
イタリック体は、キャプションに使用されています。
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EMU40EX 安全および基準適合
準拠規格および引用規格
マルチチャンネル睡眠/EEG 増幅器ボックスシステム、モデル EMU40EX、取り外し可能なコードが接続
済み、ポータブル、115/230Vac、50/60Hz、30W。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

感電に対する保護の種類：クラス I
感電に対する保護の程度：タイプ BF
水の侵入に対する保護の程度：IPX0
可燃性麻酔薬を空気、または酸素や亜酸化窒素と混合した中での使用安全性の程度：可燃性麻
酔薬を空気、または酸素や亜酸化窒素と混合した中での使用に適していない機器。
操作モード：連続
環境条件：正常：10 ～ 40℃、30 ～ 75% RH (相対湿度)、700 ～ 1060hPa

EMU40EX およびその付属品は、以下の国内基準および国際基準に準拠するよう設計されています。

表 1 – 安全標準準拠および引用規格
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1：
08(R2013) + C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 および
A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 および
C2:2007、 第 3 版

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

CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010 第 3.0 版

医用電気機器 - 第 1-6 部 ：基礎安全性および基本性能の
一般要求事項 - 副通則：可用性

IEC 62366:2007、第 1.0 版

医用機器 – 医用機器へのユーザビリティ工学の適用

IEC 60601-2-26:2012 第 3 版

医用電気機器 - 第 2-26 部 ：脳波計機器の安全性に関する
特定要件

CENELEC EN 60601-2-26
L2003 第 2 版
EN ISO 80601-2-61:2011、第 1.0 版
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表 2 – EMC (Electromagnetic Compatibility/電磁両立性) 標準準拠および引用規格
IEC 60601-1-2 第 4.0 版
2014 年 2 月 1 日

医用電気機器 - 第 1-2 部 ：基本的な安全に関する一般的要求
事項と基本性能 – 副通則：電磁適合性 – 要求事項および試験

IEC 61000-4-2:2008 第 2.0 版

電磁両立性（EMC） - 第 4-2 部：試験および測定技術 - 静電
気放電イミュニティ試験

IEC 61000-4-3 第 3.0 版
A1:2007+A2:2010

電磁両立性（EMC） - 第 4-3 部：試験および測定技術 - 放
射、無線周波数、電磁界イミュニティ試験

IEC 61000-4-4:2012 第 3.0 版

電磁両立性（EMC） - 第 4-4 部：試験および測定技術 - 電気
的ファーストトランジェント/バーストイミュニティ試験

IEC 61000-4-5:2014 第 3.0 版

電磁両立性（EMC） - 第 4-5 部：試験および測定技術 - サー
ジイミュニティ試験

IEC 61000-4-6 第 2.0 版 A1:2004 +
A2:2006

電磁両立性（EMC） - 第 4-6 部：試験および測定技術 - 無線
周波数界で誘導された伝導妨害に対するイミュニティ

IEC 61000-4-8:2009 第 2.0 版

電磁両立性（EMC） - 第 4-8 部：試験および測定技術 - 電源
周波数磁界イミュニティ試験

IEC 61000-4-11:2004 第 2.0 版

電磁両立性（EMC） - 第 4-11 部：試験および測定技術 - 電
圧ディップ、瞬停および電圧変動のイミュニティ試験

IEC 61000-3-2:2014 第 4.0 版

電磁両立性（EMC） - 第 3-2 部：限度値 − 高調波電流発生限
度値

IEC 61000-3-3:2013 第 3.0 版

電磁両立性（EMC） - 第 3-3 部：限度値 - 公共低電圧電源系
統における電圧変化、電圧変動およびフリッカの限度

CISPR 11 第 5.0 版 A1:2010

産業、科学、医療（ISM）無線周波数装置 - 電磁妨害性 - 限
度と測定方法
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IEC 60601-1-2 準拠証明書
表 1 - 電磁放射
ガイダンスおよび製造業者による宣言書 - 電磁放射
EMU40EX は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。EMU40EX のお客様またはユーザーは、
このような環境で使用することを確認してください。
出力試験
RF 出力

適合
グループ 1

EMU40EX は、内部機能にのみ RF エネルギーを使用
します。そのため、無線周波 (RF) 出力は非常に低
く、近隣の電子機器と干渉する可能性はほぼありませ
ん。

クラス A

EMU40EX は、一般家庭および住居用建造物に電源を
供給する一般の低電圧ネットワークに直接接続してい
る施設を除き、あらゆる施設で使用できます。

CISPR 11

RF 出力
CISPR 11
高調波放射 IEC 61000-32

クラス A

電圧変動/フリッカ出力

準拠

IEC 61000-3-3

10
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表 2 - 電磁環境耐性
ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁環境耐性

EMU40EX は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。EMU40EX のお客様またはユーザーは、
このような環境で使用することを確認してください。
イミュニティ試験

IEC 60601

適合

試験レベル

レベル

静電気放電 (ESD)

±8 kV （接触）

IEC 61000-4-2

±15 kV (空気中)

電気的高速過渡現象/
バースト

±2 kV、100Khz
(電源線)

IEC 61000-4-4

±1 kV、100Khz
(入力/出力線)

サージ

±1kV
(差動モード)

IEC 61000-4-5

電磁環境 - ガイダンス

準拠

床材は、木材、コンクリート、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。

準拠

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。

準拠

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。

準拠

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。メイン電源が遮断され
ても EMU40EX を継続して動作させることが
必要な場合は、無停電電源または電池から
EMU40EX に電力を供給することが推奨され
ています。

準拠

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。

±2kV
(共通モード)
電源入力線での
電圧降下、瞬断、
電圧変動
IEC 61000-4-11

<100% 降下、0/5
周期、0°、
45°、90°、
135°、180°、
225°、270°、
315°
100%降下、1 周期
30%降下、
25/30 周期
40%降下
（5 周期）

電源周波数

30 A/m

(50/60Hz) 磁界
IEC 61000-4-8

注記：UT は、試験レベルの電圧印加前の AC 電源電圧です。
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表 3 - 電磁イミュニティ – 生命維持目的以外の装置およびシステム
ガイダンスおよび製造業者による宣言 - 電磁環境耐性
EMU40EX は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。EMU40EX のお客様またはユーザーは、
このような環境で使用することを確認してください
イミュニティ試験

伝導無線周波
IEC 61000-4-6
放射無線周波
IEC 61000-4-3

IEC 60601
試験レベル
3 Vrms
150 kHz ～
80 MHz
3V/m
80 MHz ～
2.7 GHz

適合

電磁環境 - ガイダンス

レベル
3V
3V/m

ポータブル/モバイル無線通信機器は、
EMU40EX（ケーブルを含む）のどの部分か
らも、トランスミッタの周波数に対応した方
程式から計算された推奨隔離距離だけ離して
使用してください。
推奨隔離距離
d=1.2 ×√P 150kHz ～ 80MHz
d=1.2 ×√P 80MHz ～ 800MHz
d=2.3 ×√P 800MHz ～ 2.5GHz
ここで、P 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。
現場での電磁波 1によって決定する固定 RF
トランスミッタからの電界の強度は、各周波
数の準拠レベル 2未満である必要がありま
す。
以下の記号が付いている機器の近くでは、妨

害が発生することがあります。

注記 1：80MHz および 800MHz の場合は、高い方の周波数域を適用します。
注記 2：このガイドラインでは対応できない場合もあります。電磁伝搬は、建造物、物体および人体による吸
収と反射による影響を受けます。

1

無線 (携帯/コードレス) 電話の基地局、地上モバイルラジオ、アマチュア無線、AM/FM ラジオ放送、TV 放送などの固定トランス

ミッタからの電界の強度は、理論から正確に予測することはできません。固定 RF トランスミッタによる電磁気環境を評価するに
は、電磁気の実地調査の実施を考慮してください。EMU40EX を使用する場所での電界強度の測定値が対応する RF 準拠レベルを
超過する場合、EMU40EX が正常に動作することを確認するため、監視が必要です。異常な動作が見られる場合は、EMU40EX の
向きや位置を変えるといった処置が必要となることがあります。
2

周波数帯が 150kHz から 80MHz を超える場合、電界強度は 3 V/m 未満である必要があります。
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表 4 - RF ワイヤレス通信装置への筐体ポートイミュニティの試験仕様
検査
周波数
(MHz)

バンド

a)

サービス

a)

変調 b)

(MHz)
パルス
b)
変調
18 Hz
FM c)
± 5 kHz 偏移
1 kHz 正弦

最大
出力
(W)

距離
(m)

イミュニティ
試験レベル
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

385

380～390

TETRA 400

450

430 ～ 470

GMRS 460、
FRS 460

704 ～ 787

LTE バンド
13、17

パルス
b)
変調
217 Hz

0,2

0,3

9

800 ～ 960

GSM
800/900、
TETRA 800、
iDEN 820、
CDMA 850、
LTE バンド 5

パルス
変調 b)
18 Hz

2

0,3

28

1,700 ～
1,990

GSM 1800；
CDMA 1900；
GSM 1900；
DECT；LTE
バンド 1、3、
4、25；UMTS

パルス
変調 b)
217 Hz

2

0,3

28

2,400 ～
2,570

Bluetooth、
WLAN、
802.11 b/g/n、
RFID 2450、
LTE バンド 7

パルス
変調 b) 217 Hz

2

0,3

28

5,100 ～
5,800

WLAN 802.11
a/n

パルス
変調 b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810
870
930
1,720
1,845
1,970

2,450

5,240
5,500
5,785

注記：イミュニティ試験レベルに達する必要がある場合、送信アンテナと医用電気機器または医用電気システムの間
の距離は、1m にする必要がある場合があります。試験距離 1m は、IEC 61000-4-3 によって許容されています。
A)
サービスの中には、アップリンク周波数のみが含まれるものもあります。
B)
通信事業者は、50 % デューティサイクル矩形波信号を使って変調するものとします。
C)
FM 変調の代わりとして、50 % パルス変調（18 Hz）が使用される場合があります。これは実際の変調を表すわけ
ではありませんが、それが最悪の場合であるからです。
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FCC 準拠証明書
注記：

本機器に対して試験が実施され、FCC 規則パート 15 に従って、クラス A デジタル機器に対
する制限に準拠していることが証明されています。この制限は、本機器を商業環境で動作さ
せた際に有害な妨害から適切な保護を提供するためのものです。本装置は、無線周波エネル
ギーを生成、使用し、放射する可能性があります。取扱説明書に従って設置・使用しない場
合、無線通信に有害な妨害が発生する可能性があります。本装置を住宅地で操作する場合、
有害な妨害が発生し、ユーザーが自費で妨害を是正する必要が生じる場合があります。

警告：

製造業者によって明示的に承認されていない変更、または改造を行った場合、ユーザーの本
機器を操作する権利が無効になる場合があります。
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禁忌、警告と注意事項
禁忌
Natus Base を搭載した Xltek EMU40EX は、以下の条件では使用することはできません。
可燃性の麻酔薬が存在する場所では、システムを使用しないでください。

使用する場所を確認し、可燃性ガスのある場所でシステムを使用することは避けてください。

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。
Natus システムは、AP 類機器、APG 類機器ではありません。Natus システムを、可燃性
麻酔薬と空気、酸素または亜酸化窒素との混合物の存在下で使用しないでください。
Natus Base を搭載した Xltek EMU40EX は、除細動器と併用するよう設計されていませ
ん。このような機器と併用した場合、 システムが損傷する恐れがあります。

15

®

Xltek EMU40EX™

ユーザー＆サービスマニュアル

警告と注意事項
一般的な警告
注記：データはすべて十分なストレージ機能を使って保存することをお勧めします。
これにより、メインドライブのエラーが生じた場合にデータ喪失を最小限に抑えるこ
とができます。
本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。
本装置/システムは、訓練を受けたユーザーが使用することを前提としています。ハードウェ
アを設置する前に本書を読み、システムを操作、保管、再設置する際は適切なセクションを
参照してください。
EMU40EX システムには、認定デバイスおよび付属品以外はお使いにならないでください。
指定のケーブル、または装置の製造業者が販売するケーブル以外のケーブルを使用すると、
放射の増加、または装置のイミュニティの減少が生じる可能性があり、システムが IEC
60601-1-2:2007 の要件に準拠しなくなる恐れがあります。
本増幅器のベースユニットは、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。
本増幅器ののブレークアウトは、装着式に分類されており、等級は IPx1（ポーチ内部は-61）
で、ポーチなしで IEC 60601-2-26 の液漏れに関する要件に準拠しています。
EMU40EX システムは、IEC 60601-1 準拠のクラス I 機器に分類されています。
EMU40EX システムと併用するコンピュータは、XLTEK による承認を受けて IEC 60601 の承
認を受けたシステムの一部として供給されるか、IEC 60950 または類似の規格の承認を受け
て、患者環境 (すなわち、患者から横方向に 1.5 メートル以内、および患者が使用するエリア
の床から高さ 2.5 メートル以内のエリア) 外に保たれるようにする必要があります。
警告：取得に使用するコンピュータにインストールされた第三者ソフトウェアが、Natus ソフ
トウェアの動作を妨害する場合があります。コンピュータに第三者ソフトウェアをインスト
ールする前に、Natus テクニカルサポートにお問い合わせください。
装置の部品が欠損している場合、または装置の中 (装置の密閉された部分の中) の部品が弛緩
している可能性がある場合は決して使用しないでください。装置の部品の欠損または弛緩が
疑われる場合は、Natus にご連絡ください。システムのケーブルおよびコンポーネントの摩耗
や破損を定期的に点検してください。
推奨のメンテナンスを実施してください。詳細に関しては、「メンテナンス 、 お手入れ、廃
棄」セクションを参照してください。
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ユニットのお手入れをする前に、システム電源をすべて切り、システムおよびコンセントか
ら電源コードを外してください。お手入れは慎重に行う必要があります。いかなる液体も、
すべてのコネクタまたはシステム内部の電子装置に浸入しないようにしてください。
詳細に関しては、「メンテナンス 、 お手入れ、廃棄」セクションを参照してください。
EMU40EX は、生物汚染を除染できません。生物汚染の除染を試みた場合、本体の破損につな
がります。
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）のラベル表記がされ、滅菌方法がパッケージに記載さ
れます。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。
本デバイスの販売、頒布、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。
XLTEK デバイスに用いるプリンタや周辺機器は、これらを使用する国の規制のもと、適切な医
療環境で用いることが承認されており、その旨のマークが付けられている必要があります。
XLTEK が承認していないいかなる第三者のデバイスも、患者のブレークアウト ボックスに接
続しないでください。
医療機器を一般廃棄物として廃棄しないでください。EMU40EX が寿命を迎えた場合、
XLTEK までお電話 (1-800-303-0306) でお問い合わせの上、EMU40EX 増幅器の返品配送手配
を行ってください。
警告：本装置を改造することは許可されていません。

本装置を +/-10mV の範囲を超える入力信号で操作すると、誤った結果となる場合があります。
反復運動過多損傷の危険：本製品を人間工学的配慮を行わずに長時間使用すると、反復運動
過多損傷が生じる場合があります。

デバイスの接続切断を操作するのが難しくなるような場所に医用電気機器を置かないでくだ
さい。

電気に関する警告と注意事項
XLTEK システムは、適切に接地されている電気コンセントにのみ接続されることを意図して
います。EMU40EX 増幅器システムは、接地された病院用 3 線のコンセントにのみ接続され
ていることを確認してください。
EMU40EX 増幅器システムは、接地された病院用 3 線のコンセントにのみ接続されているこ
とを確認してください。
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電極およびそのコネクタの導電部が、接地や他の導電部に接触しないようにしてください。

複数コンセントを持つ携帯用電源タップ (MPSO) は、床に置かないでください。

追加の MPSO や延長コードを EMU40EX 増幅器システムに接続しないでください。
感電の危険性：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。電気的安全性の確認は定期的に実施してください。
感電の危険性：システムの整備を行わないでください。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。適切な試験を行っていない修理済みのコンポーネントは
使用しないでください。
EMU40EX 増幅器システムと共に使用する MPSO を、システムの一部ではない機器の電源供
給のために使用しないでください。
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。患者のブレークアウト ボックス
には、接続が絶縁されている患者接続のみに意図されていることを示す、警告記号が表示さ
れています。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：システムの整備を行わないでください。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。適切な試験を行っていない修理済みのコンポーネントは
使用しないでください。
患者の火傷を防ぐための保護手段のない脳波計を使用する場合に備え、電極の位置に関する
情報が提供されています。
MPSO を使って別の変圧器からシステムの電源をとっている場合、システムの一部として供
給されている非医療機器は、壁コンセントに直接接続しないでください。
システムのすべての部品が相互接続されている場合に、漏れ電流が加重するという潜在的な
危険を避けるために、EMU40EX 増幅器システムに接続されているデバイス以外は、絶縁変圧
器で電源供給を受けるようにします。
絶縁変圧器の定格電流は、電源を供給するデバイスをすべて動作させるために十分な電流で
ある必要があります。絶縁変圧器の定格電流、および接続されている各デバイスの定格電流
を確認してください。
EMU40EX のヒューズを交換する場合は、同タイプおよび同定格のヒューズと交換してくださ
い。交換用ヒューズは、Natus から直接購入していただく必要があります。
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EMU40EX 増幅器システムは、IEC 60601-1 準拠のクラス I 機器に分類されています。
警告：感電の危険性：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。電気的安全性の確認は定期的に実施してください。

患者環境に関する警告と注意事項
注記：患者環境は、患者から横方向に 1.5 m 以内、患者が使用するエリアの床から 2.5 m 以
内と定義されています。
患者用電極は、必ず、完全に電気を絶縁したデバイスのみに接続します。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、人身傷害につながる恐れがあります。
患者のブレークアウト ボックスは、タッチプルーフスタイルの電極インプットのみを許容し
ます。その他の患者用電極入力は使用しないでください。
ベースユニットまたはブレークアウト 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向けに意図されていません。
コンピュータが患者環境内にあり、ネットワークに接続されている場合、ネットワークアイ
ソレータを必ず使用してください。
接触の可能性のある EMU40EX システムの金属部分と患者には、同時に触れないでください。

EMU40EX システムの接地されているコンポーネントと患者を同時に触れないでください。
高周波外科機器と脳波装置に患者を同時に接続すると、生体電位入力電極の部位に火傷が生
じたり、生体電位増幅器に損傷が生じたりする場合があります。外科機器の取扱説明書を見
て、適切な使用法に関する指示を確認してください。
すべての医療装置と同様に、ネックストラップ/ベルトおよびポーチが患者に適切にしっかり
と装着されていることを確認せずに使用すると、負傷の危険があります。詳細については、
ネックストラップまたはベルトに EMU40EX ブレークアウト ボックスを装着する セクション
を参照してください。
EMU40EX 増幅器システムには、SpO2 または脈拍数アラームは含まれていません。
患者環境にビデオカメラがある場合、ネットワークではなく Ethernet を使って直接コンピュ
ータに接続する必要があります。
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デバイスの接続切断を操作するのが難しくなるような場所に医用電気機器を置かないでくだ
さい。
患者で使用中は、医用電気機器のいかなる部分に対しても絶対に点検、修理、メンテナンス
を実施しないでください。
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。

患者用ケーブルは、患者に絡まって窒息する危険性を抑えるため、慎重に配置します。

MRI または CT システムの近くで EMU40EX を使用しないでください。

緩んだ電極を金属部分に接触させてはなりません。

パルスオキシメータに関する警告
®

Masimo SET パルスオキシメータは、必ず資格を持ったスタッフが操作してください。使用
する前に、本マニュアル、付属品の使用説明書、すべての安全注意事項、仕様を読んでくだ
さい。
爆発の危険。MS ボードパルスオキシメータを、空気、酸素富化環境、もしくは亜酸化窒素と
共に可燃性の麻酔薬やその他の引火性の物質が存在する場所で使用しないでください。
EMU40EX 増幅器システムには、SpO2 または脈拍数アラームは含まれていません。

パルスオキシメータを無呼吸モニターとして使用しないでください。
パルスオキシメータは、早期警戒装置と考えてください。患者に脱酸素の傾向が見られる場
合、実験室の CO オキシメータで CO サンプルを分析し、患者の状態について完全に把握し
てください。
異常ヘモグロビン (HbCO または MetHb) の濃度が有意な水準に達した場合、不正確な測定結
果が生じる可能性があります。
インドシアニングリーンやメチレンブルーといった血管内色素が存在する場合、不正確な測
定結果が生じる可能性があります。
照明が過度に明るい場合、不正確な測定結果が生じたり、パルス信号が消失したりする可能
性があります。
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患者の動きが過度に多いと、不正確な測定結果が生じる可能性があります。

静脈拍動により、不正確な測定結果が生じる可能性があります。
一酸化炭素ヘモグロビンが存在する場合、測定値が誤って上昇する可能性があります。上昇
の度合いは、存在する一酸化炭素ヘモグロビンの量とほぼ同じです。通常の動脈の色を変化
させる染料、またはこのような染料を含んでいる物質が存在する場合、不正確な測定結果が
生じる可能性があります。
低血圧症、重度の血管収縮、重度の貧血症、または低体温症の患者においては、パルス信号
が消失する可能性があります。
センサーの近位で動脈閉塞が生じている場合、パルス信号が消失する可能性があります。

患者が心停止またはショック状態にある場合、パルス信号が消失する可能性があります。

センサーを誤って設置すると、組織が損傷を受ける可能性があります。
患患者用ケーブルを水、溶剤、またはクリーニング液に浸さないでください (患者用ケーブル
のコネクタは防水加工されていません)。放射線、蒸気、エチレンオキサイドを用いて患者用
ケーブルを滅菌しないでください。

パルスオキシメータセンサーに関する警告
使用する前に、LNOP

®

センサーの使用説明書をよくお読みください。

必ず SpO2 測定用の Masimo オキシメトリセンサーを使用してください。.他の酸素トランス
デューサ (センサー) を使用すると、パルスオキシメータの性能を発揮できない可能性があり
ます。
®

LNOP センサーを誤った方法で適用または使用した場合 (センサーをきつく巻きすぎるな
ど)、組織が損傷する可能性があります。センサーの使用説明書に従ってセンサーの設置部位
を観察し、皮膚の完全性を確認してください。必要に応じてセンサーの配置および接着を調
整します。
MRI スキャン中は Masimo パルスオキシメトリセンサーを使用しないでください。火傷の原
因となります。Masimo パルスオキシメータは、MRI 画像に影響する可能性があり、MRI 装
置はオキシメトリの測定結果の精度に影響する可能性があります。
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センサーを血圧計カフの先端、または動脈カテーテルや血管内ラインに配置すると、不正確
な測定結果が生じる可能性があります。
センサーがきつすぎると、パルス信号が消失する可能性があります。
®

再利用可能な Masimo LNOP センサーのクリーニングについては、使用説明書の該当する項
を参照してください。
損傷している患者用ケーブルは使用しないでください。患者用ケーブルを水、溶剤、または
クリーニング液に浸さないでください (患者用ケーブルのコネクタは防水加工されていませ
ん)。放射線、蒸気、エチレンオキサイドを用いて滅菌しないでください。再利用可能な
Masimo 患者用ケーブルのクリーニングに関する指示は、使用説明書の該当する項を参照して
ください。

ワイヤレスオプションに関する警告と注意事項
本増幅器/ヘッドボックスのワイヤレス機能は、EEG 信号の受動的視覚化を実現します。本機
能は、患者のモニタリングおよび監督に用いる他の方法には適していません。
他のワイヤレス装置と同様に、本機能には、動作範囲に制限があります。ベースユニットと
ブレークアウト ボックス間の物理的干渉がある場合、動作範囲は実質的に狭くなります。い
ずれの場合においても、取得用コンピュータはワイヤレスのデータを受信しません。
EMU40EX には FCC ID：R47F2M03GX（FCC 規則の Part 15 に準拠）が含まれています。
動作は以下の 2 つの条件の対象となります。
(1) 本装置は有害な干渉を生じてはなりません。
(2) 本装置は、好ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、
受信した干渉をすべて受け入れなければならない。
適合性に対する責任を有する者により明確に承認されていない方法で変更や改造を加えた場
合、ユーザーは本装置の使用権限を失う可能性があります。
EMU40EX には、Bluetooth の仕様で規定され、PRD 2.0 で義務付けられている Bluetooth
Qualification/Certification (認証/証明) プロセスに合格した F2M03GXA が含まれています。
QDID：B012540。
本装置の無線通信の性能低下を引き起こすことで知られている装置はありません。ただし、
他の無線製品から EEG 装置の安全な距離を保つように注意してください。IEC 60601-1-2 セ
クションへのコンプライアンス宣言にある表 4 を参照してください。
本装置の無線通信との干渉が発生した場合は、問題の原因である装置の位置を変えるか、
Natus Technical Support（1-800-303-0306）または OTS@Natus.com までお問い合わせく
ださい。
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電磁妨害 (EMI) に関する警告
医用電気機器には、EMC に関する特別な注意が必要です。本書および添付文書で提供されて
いる EMC 情報に従って設置し、利用してください。
指定の付属品、トランデューサまたはケーブルの製造業者が販売する内部コンポーネント用
の交換用部品として使用する場合を除き、放射の増加、または装置またはシステムのイミュ
ニティの減少が生じる可能性があり、システムが IEC 60601-1-2:2007 の要件に準拠しなくな
る恐れがあります。
機器またはシステムを他の機器に隣接させたり積み上げたりした状態で使用しないでくださ
い。隣接させたり積み上げて使用する必要がある場合は、機器またはシステムを監視して、
使用環境で正常に動作することを確認する必要があります。
持ち運び可能なモバイル RF 通信機器は、医用電気機器に影響を及ぼします。

伝導イミュニティに関する警告
システムおよびそのコンポーネントの操作・輸送、一時的・永久的保管に使用されるプラット
フォーム、テーブル、カート、その他用品の表面積が十分であり、頑丈で安全であることを確
認してください。Natus は、不十分な構造の、承認されていない輸送、カート、操作面により
生じた負傷や損害に対して一切責任を負いません。Natus は、輸送中の不適切なケーブル保管
により生じた負傷や損害に対して一切責任を負いません。

輸送に関する警告
システムおよびそのコンポーネントの操作・輸送、一時的・永久的保管に使用されるプラット
フォーム、テーブル、カート、その他用品の表面積が十分であり、頑丈で安全であることを確
認してください。Natus は、不十分な構造の、承認されていない輸送、カート、操作面により
生じた負傷や損害に対して一切責任を負いません。Natus は、輸送中の不適切なケーブル保管
により生じた負傷や損害に対して一切責任を負いません。
倒れる危険：輸送する際は、両手でカートを押し、1 つのキャスターで進行方向に進めるよう
ホイールベースを並べてください。カートを 1 つのキャスターで進めない場合、段差や敷居
を上り下りする際に倒れる危険性があります。
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手順と警告
静電気放電 (ESD) の取扱い
手順を設定または実施する前に、本セクションに記載される注意事項をよくお読みください。
警告：静電気放電 (ESD) に関する注意事項を必ず守ってください。移動、ケーブル接続、設
定手順を実施する前に、ケーブルの接続を切断してください。
一部の半導体 (固体) デバイスは、静電気により簡単に破損する可能性があります。
そのようなコンポーネントは、一般に静電気敏感性デバイス (ESD) と呼ばれています。
ESD の記号のついた、接触の可能性のあるコネクタの導電部に触らないでください。
静電気によるコンポーネント損傷のインシデントを減らすため、以下の指示に従ってく
ださい。
•

製品のコンポーネントアセンブリを取り扱う直前に、アースに触って体から静電気を放出させてく
ださい。

•

未開封の交換用 ESD を取り扱う際は、体の動きを最小限に抑えてください。服をこすったり、カ
ーペットが敷かれた床から足を上げたりする動作により、静電気が発生して製品のコンポーネント
に損傷を与える場合があります。

•

湿気のない涼しい場所では、カーペットを使用しないでください。可能であれば、設置の準備が整
うまで、製品のコンポーネントを静電気防止パッケージに入れたままにしておいてください。

•

ケーブルの接続、接続切断を行う際には注意してください。ケーブルの接続を切断する際は、必ず
ケーブル自体ではなくケーブルコネクタか張力のがしループを持って引き抜いてください。
警告：損傷したケーブルを使用すると、電気回路に短絡が生じる場合があります。コネクタ
への損傷を避けるため、ケーブルを接続する前ににコネクタピンを整列させてください。
警告：コネクタピンがきちんと整列していない場合、電源を入れたときにシステムのコンポー
ネントに損傷が生じる場合があります。

伝導イミュニティに関する手順と警告
伝導イミュニティは、他の電気製品または電磁現象により生じる電気エネルギーの影響に対する、電気
製品の耐用性と定義することができます。
近くの装置に含まれる他の電気デバイスにより生じる電気エネルギーは、通常は接続ケーブルを通じて
伝わります。半導体デバイスおよび高感度増幅器 (EEG、EMG、ECG) の機能の中には、誘導寄生信号に
よって影響を受けるものがあります。
この影響は、ノイズ、および/または EEG 波形のチャンネルサチュレーションと定義することができま
す。この場合、補助センサーの値が限界を超えます。
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ソースを特定し、寄生ノイズに対するイミュニティを増加させるには、以下の指示に
従ってください。
電源および複数コンセントを持つ携帯用電源タップすべてが床についておらず、湿気
の多い場所にないことを確認してください。
•
•
•
•
•

EEG 波形に寄生ノイズがある場合、近くの装置の電源を一般電源から外し、考え得る原因を特
定してください。
接続ケーブルを、近くの装置で使用されているケーブルから可能な限り離してください。
電源コードの完全性を確認してください。適切に接地されていない複数コンセントを持つ携帯用
電源タップは使用しないでください。
保護接地のない電源コンセントは使用しないでください。
絶縁変圧器を使用する場合、医療システムの接地が適切に行われていることを確認してください。
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記号の説明
記号

説明
注意：
添付文書を参照してください
添付文書を参照してください
操作マニュアルを参照してください

押し出し禁止

保護アース (接地)

BF 形機器

危険電圧

交流電流

直流電流

電源オン

電源オフ

EU のみ：一般廃棄物として廃棄せず、必ず分別してください

CE マーク
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記号

説明
クラス II 機器 (非接地の筐体)
放電 (ESD) 敏感性
または
静電気敏感性

DC 入力 13～16 ブレークアウトケーブルコネクタ

患者イベントボタンコネクタ

等電位スタッド

非防水デバイス

LAN 接続

USB 接続
製造業者情報

割れ物

IPX0

IEC 60529 に基づいて、水の浸入に対して無保護。

IPX1

IEC 60529 に基づいて、デバイスの真上から落下する水滴から最低
10 分間の保護。
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仕様：EMU40EX 増幅器
仕様

値

アナログ仕様チャンネル
参照チャンネル

40

差動入力インピーダンス

>50 Mohm (メガオーム)

同相モード入力インピーダンス

>25 Mohm (メガオーム)

同相信号除去比

116 dB @ 60 Hz

入力雑音 (ピークツーピーク)

3.9 µV @ 周波数 0.1~70 Hz

入力雑音 (RMS、Root Mean Square/二乗平均平
方根)

0.65 µV @ 周波数 0.1 Hz ~ 70 Hz

EEG チャンネルハードウェアゲイン

250

クリッピング前の最大差動 AC 入力 (参照)

± 10 mV ピークツーピーク

最大動作 DC 入力電圧電極オフセット

±200 mV

入力バイアス電流

<20 pA

チャンネルクロストーク

-87 dB

アナログ仕様 – DC チャンネル
DC チャンネル（ベースユニット、DC1 – DC4）

絶縁型 4 チャンネル

DC 入力範囲

±5 V

ホストインターフェース
ネットワークインターフェース

TCP/IP（固定 IP アドレスまたは DHCP）

有線

Gigabit Ethernet （1000BASE-T、IEEE 802.3ab）

直接接続インターフェース

USB 2.0

ユーザーインターフェース
前面パネルコントロール

ベースユニット LCD タッチスクリーン

患者イベント押しボタン接続

ベースユニットに 1 つ、ブレークアウト ボックスに
1つ
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仕様

値

光刺激装置インターフェース

1 Natus 光刺激装置

デジタル仕様
サンプリング周波数

256 Hz、512、1024 Hz

サンプリング解像度 - EEG チャンネル

16 ビット

サンプリング量子化 - EEG チャンネル

300 nV

サンプリング解像度 - DC チャンネル

16 ビット

サンプリング量子化 - DC チャンネル

150 μV

操作モード
ベースユニットのフューズの種類および定格

T 1.5 A / 250 V

ベースユニット電源装置

100～230 V、50/60 Hz

ストレージ容量

4 GB 内蔵小型フラッシュカード

主電源要件（ベースユニット)

100-230 VAC、50-60 Hz 70 VA

電力消費（EMU40EX ブレークアウト ボックス） 1 W @ 12 V
バッテリー

充電式ニッケル・水素充電池 単 4 × 2 本

バッテリー寿命

1 ～ 1.5 時間 (使用する機能によって異なります:
ワイヤレス、オキシメータ)

インピーダンスチェック

< 2.5、< 5、< 10、< 25 kΩ

チャンネルテスト信号

プログラム可能
正弦波：5 ～ 20 Hz、50 ～ 200 μV
ピークツーピーク
方形波：0.25 ～ 1 Hz、50 ～ 200 μV
ピークツーピーク
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値

ワイヤレスの仕様
動作周波数

2.400 ～ 2.4835 GHz

RF 出力電力

6 mW (+8dBm)
64 mW (+18dBm) 3

トランスミッタとレシーバー間の最大到達距離
(EMC の環境条件による)

最大 30 m

使用時の環境条件
操作環境限度

温度：10 ～ 30°C
相対湿度：30% ～ 75%
気圧：700 hPa ～ 1060 hPa

輸送・保管温度範囲

-25°C ～ 60°C

輸送・保管湿度範囲

10% ～ 95%

輸送・保管気圧範囲

500 hPa ～ 1060 hPa

寸法
サイズ (長さ x 幅 x 高さ)

重量

3

Natus ベースユニ
ット

292.5mm x 266.6mm x 51.5mm
(11.52” x 10.5” x 2.03”)

EMU40EX ブレ
ークアウト

100mm x 158mm x 23mm

Natus ベースユニ
ット

2.14 kg (4.72 lb)

EMU40EX ブレ
ークアウト

333 g (0.73 lb)

(3.94” x 6.22” x 0.91”)

最大無線電力は、提供されるソフトウェアユーティリティを使用して各 EMU40EX に対して調整できます。
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製品の画像
EMU40EX システム

図 1: EMU40EX システム：ベースユニット、ブレークアウト ボックス、バッテリーパック
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ベースユニット

1

電源ボタン。 のマーク。

2

将来的に使用。

3

ベースユニットと PC および/またはノートパソコンを直接接続する際に使用可能。
マーク。

4

ベースユニットと TCP/IP ネットワークを接続する際に使用可能。

5

接地用等電位端子。

6

ベースユニットとメイン電源を接続します。

7

フューズ格納。次のラベル付き：

8

将来的に使用。

9

のマーク。
の

のマーク。

ヒューズ：T 0.5A/250V、100-230VAC、50-60Hz 70VA

のマーク。

外付けデバイスから DC 信号を接続するのに使用可能。DC1-DC12 のマーク。EMU40EX ブ

レークアウト ボックスが接続されている場合、DC1-DC4 のみ利用可能。

10

Natus 光刺激装置コネクタ。 のマーク。

11

患者イベントボタンコネクタ。 のマーク。

12

ベースユニットを Quantum 患者ブレークアウト ボックスに接続するために使われます。
EMU40EX ブレークアウト ボックスが接続されている場合は使用できません。

13

EMU40EX の患者ブレークアウト ボックスを接続するために使われます。

のマーク。

注記：一度に使用できるのは 1 種類のブレークアウトボックスのみです。EMU40EX ブレーク
アウトを別のブレークアウトボックスと併用することはできません。
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EMU40EX ブレークアウト ボックス

図 5: EMU40EX ブレークアウト ボックス
1

標準 10 ～ 20 チャンネル入力

2

患者イベントスイッチの接続口 (側面)

3

ベースユニットまたは外付けバッテリーパックの接続口 (側面)

4

ステータス LED

5

追加チャンネル× 8

6

パルスオキシメータ接続部
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開梱
EMU40EX を開梱する際は、以下の品目が入っていることを確認してください。
•

Natus ベースユニット

•

EMU40EX ブレークアウト ボックス

•

EMU40EX ブレークアウトケーブル

•

Ethernet ケーブル

•

電源コード

•

患者イベントスイッチ

オプションの付属品：
•

EMU40EX バッテリーパック

•

EEG 付属品キット
注記：EMU40EX システムでは、必ず Natus によって提供または承認されたケーブル、トラ
ンスデューサ、電極、センサー、およびスイッチのみを使用してください。
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セットアップ
EMU40EX 増幅器は、Natus データベースおよび NeuroWorks EEG ソフトウェアを実行する XLTEK コ
ンピュータシステムと併用して機能するように設計されています。

コンピュータへの接続
USB 経由接続
XLTEK コンピュータに EMU40EX を接続する方法：

1. 同梱の USB 2.0 ケーブルを使用して、Natus ベースユニットをコンピュータに接続します。
2. 患者イベントスイッチをベースユニットまたはブレークアウトの患者イベントスイッチの接続口
に挿入します。
3. 光刺激装置が必要である場合、ベースユニットの光刺激装置接続口に光刺激装置を挿入します。
4. 検査を実行する準備が整ったら、患者リード線とトランスデューサを EMU40EX のブレークア
ウトボックスに接続します。

図 6: EMU40EX システムの USB 経由ハードウェア接続

Ethernet 経由接続
1. コンピュータを LAN（ローカル エリア ネットワーク）に接続します。
2. Natus ベースユニットを LAN に接続します。
3. 患者イベントスイッチをベースユニットまたはブレークアウトの患者イベントスイッチの接続口
に挿入します。
4. 光刺激装置が必要である場合、ベースユニットの光刺激装置接続口に光刺激装置ケーブルを挿入
します。
5. 検査を実行する準備が整ったら、患者リード線とトランスデューサを EMU40EX に接続します。

図 7: EMU40EX システムの Ethernet 経由ハードウェア接続
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注記：XLTEK は、EEG/LTM 検査用に EMU40EX 増幅器を設計しています。検査の実施につ
いての詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

ベースユニットの接続セットアップ
1. クイック接続切断ブラケットを使って、ベースユニットがシステムカートか壁取付けトラックに
取り付けられていることを確認してください。
2. 増幅器のベースユニットを、ネットワークまたは USB を介して取得コンピュータに接続します。
ベースユニットは、標準切り替え型ギガビットネットワークジャック（推奨）、または取得コン
ピュータの二次ギガビットネットワークインターフェースカードに接続することができます。
3. 電源ケーブル、ベースユニットを EMU40EX ブレークアウト ケーブル、患者イベントスイッチ、
他の付属品に必要に応じて接続します。

注記： EMU40EX 増幅器システムをセットアップおよび設置できるのは、Natus の資格ある
担当者だけです。
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IP アドレスの設定
1. ベースユニットを起動するには、電源ボタン
ーフェースが表示されます。

2. タッチスクリーンの [Settings（設定）]

を 3 秒押したままにします。以下のユーザーインタ

ボタンを押し、IP 設定にアクセスします。

注記：アンプは、DHCP および静的 TCP/IP アドレス構成の両方をサポートしていま
す。DHCP を選択すると、アンプは DHCP サーバーから自動的に TCP/IP アドレスを
取得します。
NeuroWorks ソフトウェアは、スキャンを実行して取得可能なアンプを検出すること
ができます。
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3. [Audio Alerts（オーディオアラート）] のオン/オフを選択します。
4. [Network Settings (ネットワーク設定）] の [DHCP] を選択します。これが選択されない場合、
DNS サーバーは、ベースユニットの IP アドレスおよび DNS サーバーの手動入力を有効にします。

5. [Save (保存)] を押して、IP 構成への変更を最終決定します。
6. [Close (閉じる)] を押して、メイン画面に戻ります。
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7. メイン画面で [Info (情報)] ボタン
ます。

を押して情報画面を表示し、システム設定を確認し

8. 情報画面で、IP アドレスが希望通りに設定され、ブレークアウトに関連する接続情報に、すべての
コンポーネントがシステムに認識されていると示されていることを確認します。

注記：DHCP が使用されなかった場合、DHCP/静的項目は、静的を示します。
9. [Close（閉じる）] を押して、情報画面を閉じます。
これでアンプを使用する準備が整いました。
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タッチスクリーンアイコン
Natus Base が 正しく設置され、PC に適切に接続されると、タッチスクリーンの下部にいくつかのアイ
コンが表示されます。これらは、ブレークアウト ボックス、ヘッドボックス、ベースユニットの接続状
態を示しています。以下の表は、インジケーターが表す様々な接続ステータスを示しています。
アイコン

説明
ベースユニットに接続されているブレークアウトボックスの数（1）を表します。
ヘッドボックスが USB で PC に接続されており、ソフトウェアを使って接続が確立さ
れていることを示しています。
イーサネットケーブルを使ってヘッドボックスが PC に接続されていることを示して
います。色が青の場合、PC ソフトウェアはヘッドボックスに接続されており、通常は
検査を実行しています。
色が黒の場合、イーサネットケーブルが接続されていますが、ソフトウェアとヘッド
ボックスの接続は確立されていません。
透明の場合、ネットワークケーブルが接続されていません。
注記：USB 接続が使用されている場合、ソフトウェアがヘッドボックスへの直接の接
続を確立するまで、上記の接続が表示されます。接続が確立されると、
に変化し
ます。USB ケーブルへの物理的接続は、ハードウェアで検出することはできません。
Natus Base の設定を表示します
接続されたブレークアウトに関する情報を表示します。
LCD 画面をオフにします。
Natus Base をオフにします。
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増幅器の使用および機能
はじめに
注記：停電が発生した場合、電力の復旧後に、最後にプログラムされた設定で現在の
記録が再開されます。

オペレーターおよび患者の位置
システムのオペレーターは、コンピュータの前に立つか、座って操作することが予測されますが、絶えず
そうしている訳ではありません。通常患者は、システムカートまたは増幅器の脇のベッドに横たわります。
患者はいかなる方法でも本機器によって支えられることはありません。

増幅器ユニットは患者装着用です。患者用のブレークアウト ボックスの交換に関する詳細については、
「ハーネスまたはベルトに EMU40EX ブレークアウトボックスを装着する」のセクションを参照してくだ
さい。
システムに寄りかかったり、システムの上に座ったりしないでください。カート輸送の各オプションの位
置、詳細、注意事項に関しては、輸送システムの仕様およびメンテナンスのセクションを参照してくださ
い。
使用する前に、すべてのシステムコンポーネントの使用説明書をよくお読みください。コンポーネントには、
カメラ、コンピュータ、刺激装置、およびソフトウェアが含まれますが、これらに限定されません。

検査の開始
Natus の資格のある担当者によって機器が設置されると、患者を EMU40EX システムに接続し、新しい
EEG 検査を開始することができます。新しい EEG 検査の開始に関する詳細は、NeuroWorks のマニュア
ルを参照してください。
注記：検査を記録するには、「EMU40EX ブレークアウト ボックスからベースユニッ
トへのデータリンク」の説明に従ってベースユニットを PC に接続し、ベースユニッ
トをブレークアウト ボックスに接続する必要があります。

システムの電源を切る
以下のステップにより、システムの電源を安全かつ完全に切ることができます。
1.
2.
3.
4.

NeuroWorks ソフトウェアですべての作業中の検査を閉じます。
コンピュータをシャットダウンします。必ず適切なシャットダウン手順に従ってください。
ベース LCD で、[Shutdown（シャットダウン）] ボタンを 3 秒間押し続けます。
電源コードを壁のコンセントから外します。ベルトまたはネックストラップに EMU40EX ブレークア
ウト ボックスを装着します。

EMU40EX ブレークアウト ボックスの患者への装着は、 ベルトまたはネックストラップ セットアップの
いずれかで可能です。
ポーチとベルト、またはネックストラップシステムは、患者の衣服またはガーメントの上に装
着しなければなりません。
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ネックストラップまたはベルトに EMU40EX ブレークアウトボックスを装着する
ベルトのセットアップ
ベルトセットアップの使用法
1. ポーチの裏にベルトを通してベルトにポーチを取り付けます。
2. 患者に電極を取り付けた後、ブレークアウトボックスをポーチに入れます。電極のワイヤーは、必要
に応じて上部、または脇にくるようにします。外付けバッテリーパックを使用する場合は、ポーチの
中のブレークアウトボックスの脇に入れます。
3. ファスナーをできる限り閉じて、ブレークアウトボックスが固定されるようにします。
4. ブレークアウトボックスがポーチに封入されたら、ベルトを患者の胴体中央部にぴったりとフィット
させます。ベルトがきつすぎたり、緩すぎたりしないようにして、患者が快適であるよう確認してく
ださい。
5. 患者イベントスイッチをポーチの前面にあるホルダーにいれ、電極をポニーテールのようにまとめます。
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ネックストラップのセットアップ
ネックストラップのセットアップの使用法
1. ポーチの裏側にある 2 つのリングに、ネックストラップを取り付けます。
2. 患者に電極を取り付けた後、ブレークアウトボックスをポーチに入れます。電極のワイヤーは、必要
に応じて上部、または脇にくるようにします。外付けバッテリーパックを使用する場合は、ポーチの
中のブレークアウトボックスの脇に入れます。
3. ブレークアウトボックスがポーチの中で固定されるように、できるだけファスナーを閉めます。
4. ブレークアウトボックスをポーチに入れたら、患者の首か肩からランヤードをさげるか、またはベッ
ドサイドのポストにかけます。
5. 患者イベントスイッチをポーチの前面にあるホルダーにいれ、電極をポニーテールのようにまとめます。

等電位化導線
ベースユニットでは、オプションで等電位化導線をご利用いただけます。設置するには、等電位化導線の
バスケーブルを、EMU40EX システムを使用する部屋の電気絶縁の等電位化バスバーに接続します。
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EMU40EX 増幅器システムの概要
本セクションでは、EMU40EX 増幅器システムおよび動作モードに関する概要を示します。
EMU40EX EEG 増幅器システムは、患者用電極セット、ブレークアウト ボックス、ベースユニットで構
成されています。EMU40EX 増幅器システムは、Natus データベースおよび NeuroWorks データレビュ
ーおよび解析ソフトウェアを実行する XLTEK ホスト コンピュータシステムと併用して機能するように
設計されています。
EMU40EX ブレークアウト ボックスは、EEG 電極リード線用タッチプルーフ ジャックを搭載した 40 チ
ャンネル EEG 増幅器です。患者の脳の電気的活動をデジタルデータ システムに変換します。また、ビ
ルトイン Masimo SET® パルスオキシメータからの SpO2 および脈拍数チャンネル、ベッドサイドのペ
ンダント式の押しボタンスイッチからの患者イベント マーカーも統合します。
デジタル EEG 波形データは、さらなる信号処理と保管のためにベースユニットに転送されます。ベース
ユニットはこのデータを Ethernet または USB で利用できるようにし、XLTEK NeuroWorks ワークステ
ーションで波形をリアルタイムで表示したり、後でレビューしたり、波形を臨床解釈することができま
す。ベースユニットは 4 DC 入力、光刺激制御、別のイベント マーカー入力および病室での EEG 電極イ
ンピーダンス テストの制御も提供しています。
EMU40EX ブレークアウト ボックスは、ケーブルで、またはセキュアな BlueTooth リンクでワイヤレス
にベースユニットに接続できます。様々な動作モードでの EMU40EX 増幅器システムの使用については、
以下で詳細に説明されています。

EMU40EX ブレークアウト ボックスからベースユニットへのデータリンク
EMU40EX のブレークアウトボックスは、双方向 4 Mbit/s 有線接続でベースユニットと通信します。こ
の接続はリアルタイムでフル解像度のデジタル化された EEG 波形と関連する信号をベースユニットに送
信するために使用されます。
また、ブレークアウト ボックスおよびベースユニットは、オプションの一方向 230.4 Kbit/s ワイヤレス
接続を使用してワイヤレスで接続することもできます。このオプションにより、ブレークアウト ボック
スはデータをフラッシュメモリに保存して低解像度版の EEG 波形データをベースユニットに送信します。
次にデータを NeuroWork コンピュータに転送して EEG 波形をリアルタイムで表示します。
ベースユニットはケーブル接続経由でのみデータ/コマンドを送信して EMU40EX ブレークアウト ボック
スを構成および制御できることに注意してください。
オプションのワイヤレス機能は、お客様のご要望に応じて利用できます。このオプションを使用するた
めには、2 つのステップが必要になります。まず、お客様のご要望を受けて、工場で機能が有効に設定
されます。次に、BlueTooth ワイアレスモードを使用する前に、お客様ご自身で NeuroWorks ソフトウ
ェアでこの機能を有効にする必要があります。
以下の 2 つのセクションでは、ワイヤレスオプションが無効に設定されている場合と有効に設定にされ
ている場合の EMU40EX の使用方法が説明されています。

44

ユーザー＆サービスマニュアル

®

Xltek EMU40EX™

ワイヤレスオプションが無効に設定されている場合の EMU40EX の機能の
説明
ベースユニットが、ブレークアウトボックス データケーブルでブレークアウト ボックスに物理的に接続
されている場合、EMU40EX は物理接続モードと見なされます。このモードでは、有線接続でデータが
ベースユニットに送信され、その後データがコンピュータに送信されます。
コンピュータのソフトウェアによって、このデータが表示、保存されます (図 8 を参照）。

図 8：ワイヤレスオプションを使用しない物理接続モード
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ベースユニットが物理的にブレークアウトボックスに接続されていない場合、EMU40EX は物理切断モ
ードと見なされます。このモードでは、ブレークアウト ボックスが検査データを保存するために小型フ
ラッシュメモリを使用します（図 9 を参照）。

図 9 - P ワイヤレスオプションを使用しない物理切断モード
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ベースユニットがブレークアウトボックスに再接続された場合、EMU40EX は物理再接続モードと見な
されます。このモードでは、ブレークアウト ボックスに保存されたデータがベースユニット経由でコン
ピュータに送信され、記録された検査にマージされます（図 10 を参照）。

図 10 - ワイヤレスオプションを使用しない物理再接続モード
最終的にブレークアウトボックスのフラッシュメモリに保存されたデータは、コンピュータに送信され、
ブレークアウトは物理接続モードに戻ります。
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ワイヤレスオプションを使用する場合の EMU40EX の機能の説明
ワイヤレスオプションは、有線の動作に影響しません。
物理接続モードでは、データが有線接続経由でベースユニットに送信されます。ベースユニットは受信
したデータをコンピュータに送信します。コンピュータのソフトウェアによって、このデータが表示、
保存されます（図 11 を参照）。

図 11 - ワイヤレスオプションを使用する物理接続モード

48

ユーザー＆サービスマニュアル

®

Xltek EMU40EX™

ベースユニットが物理的にブレークアウトボックスに接続されていない場合、ブレークアウトボックス
は、検査データを保存するために小型フラッシュメモリを使用し、同時にこのデータの低解像度版のデ
ータをワイヤレス接続経由で送信します（図 12 を参照）。

図 12 - ワイヤレスオプションを使用する物理切断モード
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ワイヤレス接続で送信されたデータは、EEG 信号の受動的視覚化を提供するため、NeuroWorks ソフト
ウェアによって使用されます。ソフトウェアによって提供された信号 (受動信号表現) に操作を実施する
ことは不可能です。ワイヤレス接続経由で送信されたデータは保存されません。
再度接続すると、ブレークアウトボックスに保存されたデータすべてがベースユニット経由でコンピュ
ータに送信され、記録された検査にマージされます（図 13 を参照）。

図 13 - ワイヤレスオプションを使用する物理再接続モード
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ワイヤレス電力の制限の設定
EMU40EX の Bluetooth 無線モジュールは電力レベルを調整できる機能を備えています。 [Standard（標
準）] または [Extended（拡張）] ワイヤレス範囲を許可するように設定したり、完全に無効にすること
ができます。各 EMU40EX ヘッドボックスは、NeuroWorks CD のユーティリティを使用して個別に設
定することができます。選択した設定は明示的に変更されるまで不揮発性メモリに保持されます。
ワイヤレス電力を調整するため、NeuroWorks の CD から EMU40Ex.exe アプリケーションを実行しま
す。以下のウィンドウが表示されます。

図 14: ワイヤレス電力を調整するため EMU40Ex.exe ユーティリティを使用
[Open (開く)] をクリックして、増幅器への接続を開きます。EMU40EX 増幅器が Ethernet (IP) 経由で接
続されている場合、増幅器の正確な IP アドレス (NeuroWorks の増幅器のセットアップに表示されるア
ドレスと同じ) を入力してください。EMU40EX が接続されている場合、ログに正常に接続されているこ
とが示され、ユーザー [Extended (拡張)] または [Standard (標準)] をクリックしてワイヤレス電力を調
整できます。

EMU40EX 増幅器のテスト
EMU40EX 増幅器は、完全に組み立て、テスト、およびキャリブレーションを行ってからお客様に発送
されます。以下のセクションでは、EMU40EX 増幅器の性能を確認するために行っていただくことがで
きるテストについて説明します。

キャリブレーションおよび確認
ソフトウェアまたは EMU40EX 増幅器のキャリブレーションは不要です。必要なキャリブレーションは
すべて、製品発送前に工場で実施されています。EMU40EX 増幅器のキャリブレーションが適切に行わ
れたことを確認するために、以下の手順を実行してください。

1.
2.
3.
4.
5.

ベースユニットを XLTEK コンピュータに接続し、システムの電源を入れます。
Natus データベースを起動します。
新しい検査を開始するには、[New EEG (新規 EEG)] または [Sleep (睡眠)] をクリックします。
[Edit (編集)] > [Settings (設定)] > [Acquisition (取得)] の順に選択します。
[Acquisition (取得)] タブで、[Reference Electrode (参照電極)] を [Common (共通)] に設定
します。
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6. さまざまな隣接チャンネルの差異を検出できるよう、双極性モンタージュを 4 つ設定します (C3

CZ、C4 T4、T5 P3 など)。
7. 信号発生器を使い、50 マイクロボルト、ピークツーピーク振幅、10Hz の正弦波をグループ内の
すべてのチャンネルに適用します。発生器がこの負荷に特定レベルを出力するよう設計されてい
る場合、出力を負荷 50 Ωに設定していることを確認します。
8. LFF フィルターを 0.1 に、HFF フィルターを [OFF (オフ)] に、および Notch フィルターを [OFF
(オフ)] に設定します。
9. 正弦波が 50 マイクロボルト (ピークツーピーク) を上回っていないことを確認します。50 マイ
クロボルトは 1% のゲインマッチに相当します。

注記：モンタージュの設定に関する詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

チャンネルテスト
[Acquisition (取得)] モードでは、チャンネルテストを実施して、増幅器からディスプレイに向けて信号
が適切に処理されているかを確認できます。チャンネルテストでは、テスト信号をすべてのチャンネル
に適用します。これにより、画面の波形を調べ、チャンネルすべてが機能しているかどうかを確認する
ことができます。
注記：チャンネルテストでは、患者用電極から増幅器入力への接続を確認することはできませ
ん。

チャンネルテストを実行する方法

1. [Controls (コントロール)] >[Channel Test Signal (チャンネルテスト信号)] の順に選択します。
[Channel Test (チャンネルテスト)] ツールバーが、波形ウィンドウの上部に表示されます。

2. [Channel Test (チャンネルテスト)] ツールバーを使って、希望する [wave shape (波形)]、

[amplitude (振幅)] および [frequency (周波数)] を選択します。
3. チャンネルテストを停止して現在の設定を保存するには、[Done (完了)] をクリックします。

チャンネルテスト信号コントロール
Channel Test Signal (チャンネルテスト信号) コントロールにより、前回保存した設定に従ってチャンネ
ルテスト信号がオンになり、[Channel Test Signal (チャンネルテスト信号)] ツールバーが表示されます。
[Channel Test Signal (チャンネルテスト信号)] ツールバーは、トレース表示の上に配置されています。こ
のツールバーには、テスト信号の形状、振幅、および周波数のコントロールがあります。

図 5- チャンネルテストツールバー
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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、検査中いつでも実行できます。

ソフトウェアからインピーダンスチェックを実行
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)。
以下を行うには...

以下を実行してください...

インピーダンスチェックを開始する

[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

チャンネルをロックする

[Lock Channel (チャンネルのロック)] をクリックしま
す。その後、希望するレベルに達するまで電極の接続を調
整します

フルインピーダンスチェックに進む

[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を検査の一部とし
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。緑色
のバーは、読取値が設定された閾値を下回っていることを示しています。赤色のバーは、読取値が閾値
を上回っていることを示しています。インピーダンスの閾値を設定するには、[Check Impedance (イン
ピーダンスチェック)] ボックスの右側にある [Threshold Group (閾値グループ)] ボックスの [Threshold
(閾値)] ボタンのいずれか 1 つをクリックします。
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パルスオキシメータ
以下の内容では、EMU40EX に内蔵されている、FDA によって承認 (K990966) された、Masimo SET®
ボードの仕様が記されています。ボードがセンサーに接続されると、酸素飽和度、脈拍数、パルス波形、
および他の情報が NeuroWorks ソフトウェア経由で提供されます。EMU40EX は電源を供給するほか、
ボードを主電源およびアースから分離する役割も果たしています。NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェ
アは、現時点で以下の 2 種類の SpO2 データを表示します。許容可能な前 4 つの連続脈拍数に基づく
4 拍動平均脈拍数、および前の拍動に基づいて計算された心拍間の脈拍数です。

Masimo 特許
本装置は、以下のひとつまたは複数の米国特許の対象となっています。5,758,644、5,823,950、
6,011,986、6,157,850、6,263,222、6,501,975。海外の同等の特許やその他の特許については、
www.masimo.com/patents を参照してください。その他の米国および海外の特許は出願中です。

黙示のライセンスの否定
本装置を所有または購入しても、本装置を交換部品 (単独で、または本装置と併用することで、本装置に
関連したひとつまたは複数の特許の適用範囲となるような交換部品) と併せて使用するための明示的また
は黙示的ライセンスが供与されることはありません。

使用目的
パルスオキシメータおよび付属品は、動脈ヘモグロビンの機能酸素飽和度（SpO2）および脈拍数（SpO2
センサーを用いて測定）の継続的かつ非侵襲的なモニタリングに適応されています。Masimo SET® パル
スオキシメータおよび付属品は、病院、医療施設、搬送中、ならびに自宅環境において、寝たきり/体を
動かすことができる、成人、小児、新生児患者、ならびに環流状況が良い患者、または優れない患者を
対象として使用することが意図されています。

使用説明書
SP02 センサーの信号不具合および/またはプローブエラーが発生すると、Neuroworks 9.0 ソフトウェア
でアラームが出され、コンピュータモニター上に表示されます。モニタリング中に異常、信号の低下プ
ローブエラーが検出されると、ソフトウェアには以下のメッセージが表示されます。
1.
2.
3.
4.
5.

オキシメータイベント、イベントの時間が表示されて記録されます。
脈拍数イベント、イベントの時間が表示されて記録されます。
「Channel Off（チャンネルオフ）」の表示
低品質
プローブの配置が間違っている、または信号を受信していない場合には、「-----」が表示さ
れます。

パルスオキシメータの動作原理
®

Masimo SET パルスオキシメータは以下の 3 つの原理にもとづいています。

1. 酸素化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの赤色光/赤外線の吸収率（分光測光）はそれぞれ
異なります。

2. 組織内の動脈血の量（すなわち血液による光吸収）は、脈動時に変化します
（プレチスモグラフィ）。
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3. 動静脈シャントには大きなばらつきがあるため、静脈血による吸収の変動は、脈動中の主なノイ
ズの要素となります。
従来のパルスオキシメトリと同様に、Masimo SET® パルスオキシメータも、赤色光/赤外線を毛細血管
床に通し、脈動サイクル時の光吸収の変化を測定することで SpO2 を導き出します。オキシメトリセン
サーに搭載されている赤色光/赤外線発光ダイオード (LED) は光源として機能する一方、光ダイオードは
光検知器として機能します。
従来のパルスオキシメトリは、光吸収における脈動はすべて、動脈血液量の振動によって引き起こされ
ているものと想定しています。ここでは、センサー領域の血流が、動静脈シャントではなく、すべて毛
細血管床を通ることが前提となります。従来のパルスオキシメータでは、脈動吸収 (AC) の平均吸収
(DC) に対する割合が、660 nm と 905 nm という 2 つの波長にて算出されます。
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
続いて、動脈パルスを加えたこれら 2 種類の吸収信号が算出されます。
R = S(660)/S(905)
R の値は、オキシメータのソフトウェアに組み込まれた参照テーブルで SpO2 飽和度を割り出すために
用いられます。参照テーブルの値は、低酸素状態を誘発させた健康な成人ボランティアを対象に CO オ
キシメータを用いて行われた研究と照らし合わせたヒトの血液検査にもとづいています。
®

Masimo SET パルスオキシメータでは、動静脈シャントには大きなばらつきがあり、静脈血による吸収
の変動は、脈動中の主なノイズの要素となると想定されています。Masimo SET® パルスオキシメータは、
S(660) と S(905) を、動脈信号とノイズ要素へと分解し、ノイズを伴わない動脈信号の比率を算出します。
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
ここでも R は、動脈パルスが加えられた 2 種類の吸収信号の比率を表しています。この値は、SpO2 飽
和度を導き出すため、パルスオキシメータ用ソフトウェアで経験的に導き出された数式で使用されます。
経験的に導き出された数式での値は、低酸素状態を誘発させた健康な成人ボランティアを対象に CO オ
キシメータを用いて行われた研究と照らし合わせたヒトの血液検査にもとづいています。
上記の数式を組み合わせることで、ノイズ参照（N’）が特定されます。
N’ = S(660) - S(905) x R
ノイズが存在しな場合（N’ = 0）、S(660) = S(905) x R となり、従来のパルスオキシメータと同一の関
係が再現されます。.
ノイズ参照用の数式は、R の値、すなわち SpO2 を割り出すために用いられた値にもとづいています。
パルスオキシメータ用ソフトウェアは、SpO2 値に相当する R 値を 1% ～ 100% の範囲内で一斉に探し
出し、これらの R 値にそれぞれ対応した N’ 値を生成します。S(660) 信号と S(905) 信号は適応相関キ
ャンセラ (adaptive correlation canceler：ACC) を介して、潜在的な N’ ノイズ参照ごとに処理されます。
これにより、潜在的な R 値 (すなわち、1% ～ 100% で考えられる SpO2) の出力が算出されます。その
結果が、以下の図に示されている「相対出力と SpO2 潜在値の離散飽和度変換 (Discrete Saturation
Transform：DST™) グラフ」となります。ここで、R は SpO2 = 97% に相当しています。
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離散飽和度変換 (DST™) グラフ
DST グラフには 2 種類のピークがあります。より高い方の飽和度に相当するピークが、SpO2 値として
選択されています。この全シーケンスは、生データの最後の 4 秒間において、2 秒に 1 回の頻度で繰り
返されます。そのため、Masimo SET® パルスオキシメータの SpO2 は、2 秒ごとに更新される動脈ヘモ
グロビン飽和度の移動平均に相当します。

パルスオキシメータの付属品
PC シリーズ ケーブル: パルスオキシメータモジュールをオキシメトリセンサーに接続します。また、
LED 駆動電力をパルスオキシメータからオキシメトリセンサーへと伝達します。パルスオキシメータは
PC シリーズ ケーブルを介して、オキシメトリセンサーから検出器信号を受け取ります。
LNCS® シリーズオキシメトリセンサー低ノイズケーブルセンサー（LNCS）と一体化されたケーブルは、
最適なパルスオキシメータの性能を発揮するように設計されています。液体からの追加的保護と耐湿性
向上により、これらのセンサーは動作、低血流、強烈な環境光の状態でも正確に機能します。LNCS® セ
ンサーはすべての Masimo SET® パルスオキシメータと併用できます。
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利用可能なオキシメトリセンサー
モデル番号

説明

008775

EMU40EX Masimo LNCS オキシメトリキット

1006 (PC-12)

MASIMO 患者ケーブル 12' - すべての MASIMO パルスオキシメータセンサーに接続

2013

Masimo LNCS 再使用可能 14ft 患者ケーブル

2653

Masimo LNCS DBI 再使用可能成人軟部用 3ft ケーブル付属

1859

Masimo LNCS 使い捨て成人用センサー 18" ケーブル付属

1863

Masimo LNCS DCI 再使用可能成人用フィンガークリップセンサー 3ft ケーブル付き

1864

Masimo LNCS DCIP 再使用可能小児用フィンガークリップセンサー 3ft ケーブル付き

2258

Masimo LNCS Y1 再使用可能マルチサイトセンサー
使い捨てラップが必要、標準および小さいサイズが利用可能

オキシメータの仕様
光出力
50 mA パルスでの放射束

≤ 15mW

光波長範囲
LED

波長

赤

660 nm

赤外線

905 nm

表示される仕様
表示される酸素飽和度範囲 (SpO2)

0～100%

表示される脈拍数範囲

心拍数（BPM）25 ～ 240

最大光出力は波長範囲 660nm と 905nm で 15mW/11.7dBm 以下であることを保証します。
注記：パルスオキシメータモニターまたはパルスオキシメータプローブの精度は、機能テスタ
ーを使用して判定することはできません。
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計測対象
測定精度が疑わしい場合は、バイタルサインを別の方法で確認してください。その後、パルスオキシメ
ータが正常に機能しているかどうか確認します。

測定が不正確になる原因
•

センサーを誤って適用または使用している場合

•

異常ヘモグロビン (一酸化炭素ヘモグロビンまたはメトヘモグロビンなど) の量が有意水準に達し
ている場合。

•

インドシアニングリーンやメチレンブルーといった血管内色素が存在する場合

•

外科用ランプ （特にキセノン光源を用いているもの）、ビリルビンランプ、蛍光灯、赤外線加熱
ランプ、または直射日光など、過剰な光源にさらされている場合。過剰な光源への暴露は、センサ
ーを黒い素材または不透明の素材で覆うことで修正できます。

•

患者の動きが過度に多い場合。

•

静脈拍動。

•

センサーが血圧計カフの先端、動脈カテーテル、または血管内ラインに留置されている場合。

パルス信号が消失する原因
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•

センサーがきつすぎる場合。

•

外科用ランプ、ビリルビンランプ、直射日光など、過剰な光源にさらされている場合。

•

血圧計カフが、SpO2 センサーが設置されている方の先端で膨らんでいる場合。

•

患者が低血圧症、重度の血管収縮、重度の貧血、または低体温症をわずらっている場合。

•

動脈閉塞がセンサーの近くで生じている場合

•

患者が心停止またはショック状態にある場合。
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輸送システムの仕様およびメンテナンス
使用する前に、すべてのシステムコンポーネントの使用説明書をよくお読みください。コンポーネントに
は、カメラ、コンピュータ、刺激装置、およびソフトウェアが含まれますが、これらに限定されません。
注記：輸送システムの設定および設置を行うことができるのは、Natus の資格ある担当者のみ
です。

XLTEK トローリーの仕様

機器
重量 [lbs]
1
2
10

最大
積載量 [lbs]
(機器を含む)
3
2
10

0

10

D
E
F

作業面
保管容器
キーボードトレイ
Natus 光刺激装置取り付け

0
3
5

10
5
5

G
H

取得 DT 用トレイ
絶縁変圧器

20
22

50
60

取り付け
場所
A1*
A2*
B
C

デフォルトの装置
ビデオカメラ
IR イルミネータ
モニター取り付け

ベースカート重量

100

総重量

163

255

* オプション
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Neurowand カート（PC なし）の仕様

取り付け
場所
A1*
A2*
B
C
D

60

機器
重量 [lbs]
4

最大
積載量 [lbs]
(機器を含む)
4

IR イルミネータ
アンプ取り付け

2
5

2
5

保管容器
絶縁変圧器

0
23

10
40

デフォルトの装置
ビデオカメラ

ベースカート重量

48

総重量
* オプション

82
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Natus ErgoJust カートの仕様
ErgoJust カートの仕様および詳細に関しては、Natus ErgoJust の設置および機能ガイド（p/n: 019667）
を参照してください。

年 1 回のメンテナンス
1. トローリーのキャスター、ボルト、装置取り付け、棚固定具がしっかり固定されているかを定期的に
点検してください。
2. ワイヤーやケーブルに切断や損傷がないかを定期的に点検してください。
3. 電気プラグがそれぞれのコンセントにしっかり挿入されているかを定期的に点検してください。

警告と注意事項
警告：台車/カートでは、XLTEK 承認済みの機器のみを使用してください。承認を受けて
いない装置を使用すると、システムの機能や安全性が低下する場合があります。
システムおよびそのコンポーネントの操作・輸送、一時的・永久的保管に使用されるプラ
ットフォーム、テーブル、カート、その他用品の表面積が十分であり、頑丈で安全である
ことを確認してください。Natus は、不十分な構造の、承認されていない輸送、カート、
操作面により生じた負傷や損害に対して一切責任を負いません。Natus は、輸送中の不適
切なケーブル保管により生じた負傷や損害に対して一切責任を負いません。
警告：台車/カートを 10 度以上傾けないでください。傾けると、台車/カートの安定性が低
下します。
倒れる危険：輸送する際は、両手でカートを押し、1 つのキャスターで進行方向に進める
ようホイールベースを並べてください。カートを 1 つのキャスターで進めない場合、段差
や敷居を上り下りする際に倒れる危険性があります。
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電気入力および絶縁変圧器の詳細
EU
電気入力

200-240 V AC、2.24 A、50 Hz

絶縁変圧器

Powervar ABC500-22MED

北米
電気入力

120 V AC、3.10 A、60 Hz

絶縁変圧器

Powervar ABC300-11MED

日本
電気入力

100 V-120 V AC、8.0 A、50/60 Hz

絶縁変圧器

Powertronix D1CSWFCNOE2
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メンテナンス、 お手入れ、廃棄
EMU40EX 増幅器を良い状態に保つために、予防メンテナンスの定期スケジュールに従ってください。
定期的な予防メンテナンスには、EMU40EX 増幅器およびコンポーネント内部を開く作業は含まれませ
ん。改良メンテナンスや内部コンポーネントの処理を必要とするサービスに関する問題については、
Natus テクニカルサポート（1-800-303-0306）までお電話でお問い合わせいただくか、最寄りの XLTEK
代理店までご連絡ください。
ケーブル接続および電極に損傷や摩耗がないか定期的に確認してください。ケーブルのピンが曲がって
いないか点検してください。すり切れて摩耗したケーブルは交換してください。また、以下を含むすべ
てのシステムコンポーネントの点検・お手入れを定期的に行ってください。
•

コネクタおよびジャックポート

•

ベースユニット、ブレークアウトボックス、USB 2.0 ケーブル

•

電極および付属品

他の機器同様、EMU40EX も日常的な摩耗にさらされます。システムに基本的な注意を払い、物理的に
乱用しないようにすることにより、EMU40EX の耐用年数を延ばすことができます。

推奨事項
拭く前に、EMU40EX のケーブルをすべて外します。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洗剤を使用しないでください。
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。

ユニットを輸送する際は、増幅器をコンピュータに接続したままにしないでください。
この増幅器を加圧滅菌、高圧蒸気滅菌、またはガス滅菌しないでください。本増幅器から生
物汚染を除染することは不可能です。

増幅器を液体に沈めたり浸したりしないでください。

イソプロピルアルコール 70%の洗浄液の使用をお勧めします。
洗浄液の使用は慎重に行ってください。洗浄液を使いすぎると、アンプの中に流れ込み、内
部コンポーネントに損傷を与える場合があります。
研磨洗浄剤、清掃器具、ブラシ、粗面の器具で LCD に触れること、LCD を押すこと、磨く
ことはしないでください。また、パネルに傷をつける可能性のあるものと LCD を接触させ
ないでください。
増幅器のお手入れには、石油系、アセトン液、または強い溶剤は使用しないでください。こ
れらの物質は、装置の材質を損ね、装置の故障につながる恐れがあります。
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廃棄
寿命を迎えた、EMU40EX 増幅器およびコンポーネントを廃棄する際は、連邦法、州法、および地域の
法令に従い、プリント基板、プラスチック部品、金属部品を適切に廃棄してください。Natus 以外の付
属品の廃棄に関しては、それらの製品の指示に従ってください。
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トラブルシューティング
問題が発生した場合は、以下の解決策を試してみてください。

トラブルシューティングチェックリスト
患者にリラックスするように言います。
ケーブルを点検します。
すべてのケーブルが、EMU40EX とコンピュータの間で適切に接続されているか確認します。
LAN を使用している場合、ハードウェアとソフトウェアが適切に構成されているか確認します。
患者用電極がブレークアウトボックスの適切なチャンネルに接続されているか確認します。
患者用電極がブレークアウトボックスにしっかり接続されているか (緩んでいないか) 確認します。
患者用電極ケーブルに確認できる損傷がないか確認します。
電極が接触していますか？接触している場合、短絡が生じ、アーチファクトが発生する可能性が
あります。
医療用接地を設置し、病院の電気システムの接地が適切に行われるようにします。
インピーダンスを確認します。
プリンター、メカニカルベッド、掃除機、または干渉の原因となっている可能性のある装置な
ど、同じ回路内の他の装置のコンセントを抜きます。
ゲインおよびタイムベース設定を確認し、現在の試験に適していることを確認します。LFF、
HFF、および Notch フィルター設定も確認することができます。[Edit (編集)] > [Settings (設定)]
> [Montage (モンタージュ)] の順に選択します。該当する列のセルを右クリックして、値を選択
します。
ベースユニットをオフにしてから、再度オンにします。これにより、システムがリセットされます。
少なくとも 10 秒間はシャットダウンしたままにします。その後、最初から検査をセットアップし
ます。コンピュータをシャットダウンしてから再起動すれば、問題が解決することもあります。
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ヘルプの利用方法
Natus は、お客様に EMU40EXa 増幅器を確信を持って簡単に使用していただけるようサポートを提供す
ることに尽力しています。サポートが必要な場合は、以下の手順に従ってください。

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：NeuroWorks オンライン文書の検索
ヘルプファイルにアクセスするには、[Help（ヘルプ）] > [NeuroWorks Database Help] または［Help（ヘル
プ）］ > [NeuroWorks EEG Help] のいずれかを選択します（アプリケーションによって異なります）。
または、以下のように Windows スタートメニューを使ってヘルプドキュメントを検索できます。

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. [Excel Tech | Documentation (エクセルテック｜文書)] フォルダーまでナビゲートします。

手順 3：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.
2.
3.
4.

すべてのアプリケーションを閉じます。
Windows のタスクバー上の [スタート] ボタンをクリックします。
[スタート] メニューから [シャットダウン] を選択します。
コンピュータの [再起動] を選択し、[はい] をクリックします。

手順 4：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。

3.
4.
5.
6.

Windows のタスクバー上の [スタート] ボタンをクリックします。
[スタート] メニューから [シャットダウン] を選択します。
[シャットダウン] を選択し、[はい] をクリックします。
本体の電源を切ります。10 秒間待ちます。再び電源を入れます。

手順 5：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 (背面に記載)、お使いの EMU40EX 増幅器のシリアル番号
を書き留めます。最寄りの XLTEK 代理店、または Natus のテクニカルサポートまでお電話 (1-800-3030306) またはメール (OTS@natus.com) でお問い合わせください。
当社は、EMU40EX 増幅器、および当社の SleepWorks または NeuroWorks システム、ソフトウェア、
オンラインヘルプ、付属品のラインナップ、サポートサービスのあらゆる側面に関するご意見やご提案
をお待ちしています。
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付属品＆交換用部品のリスト
互換性のある付属品は、以下の通りです。
部品番号

説明

016862

Natus ベースユニット（フェーズ II）

006562

EMU40EX ブレークアウト ボックス

Natus Neurology
Accessories Catalog
(付属品カタログ)
を参照

EEG 付属品キット

W6438H

ブレークアウト ボックスからベースユニットへの EMU40EX 患者ケーブル、
10m

002874

EMU40EX 電池パック

W6232H

EMU40EX 患者イベントスイッチ、8'

10440

Natus 光刺激装置

008775

EMU40EX Masimo LNCS オキシメトリキット – 追加のオキシメトリ付属品に
ついては、本書の利用可能なオキシメトリセンサーセクションを参照してく
ださい。

105295

EMU40EX Cyclops 取付けキット

10368

EMU40EX 壁取付けキット

A1011X

電源コード、6’

W8194X

USB 2.0 6 フィートケーブル（高速ゴールド）

W8128F

ネットワークケーブル、15 フィート

004893

EMU40EX モジュールポーチ

103664

ブレークアウト ボックス ネックストラップ、36”

010863

ネットワーク用医療用アイソレータ

015162

絶縁変圧器（EU）

015163

絶縁変圧器（北米）

PSM-22318

絶縁変圧器 （日本）

015170

交換用フューズ、Natus ベースユニット

015170

ヒューズ、ガラス 1.5 A 250 VAC 5X20 MM 遅い

EMU40EX 増幅器システムと併用できる EEG 付属品は、オンライン (www.natus.com) で公開されてい
る Natus Neuro Accessories Catalog (付属品カタログ) でご覧いただけます。もしくは Natus 販売および
サポートまでお電話 (1-800-303-0306) でお問い合わせください。
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電気
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トータルサービスソリューション
XLTEK 製品はすべて、国際的な信頼を得ている医療製品・医療サービスのイノベーターである Natus
Medical Incorporated がサポートを行っています。
当社の神経システムは、技術専門家および臨床専門家で構成される社内サポートチームが、24 時間年中
無休でサポートを提供します。神経/睡眠分野で最大の臨床・技術サポートネットワークである WebEx
または VPN を介してリモートサポートを受けることもでき、予防保守およびコンピュータのアップグレ
ードを行う訪問を含むカスタマイズ可能なサービス契約もご利用いただくことができます。

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canada
電話：+1 905.829.5300
ファックス：+1 905.829.5304
www.natus.com
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