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はじめに
XLTEK EEG32U 増幅器には、1kHz のサンプリングレートと 16 ビットのアナログ-デジタルデータ変換
を用いて正確なデータ取得するための高度な信号取得機能が装備されています。EEG32U では、安定し
た基準線を実現する最高の信号対雑音比、および飽和からの高速回復を利用できます。この頑丈な機器
は、基本的な EEG ラボにおけるワークフローと用途の要件を満たすため、幅広い臨床現場の意見を考慮
して設計されています。
EEG32U の機能：
•

XLTEK デスクトップまたはラップトップへの USB 接続

•

32 の参照チャンネル

•

患者-イベントスイッチインターフェース

•

EEG アプリケーション向けの光刺激装置インターフェース
警告：本増幅器を使用される前に、本マニュアルの「警告と注意事項」のセクションをよ
くお読みになることを強く推奨しています。

製品用途
EEG32U 増幅器は、電気生理学的信号を取得、表示、保存、送信する脳波計機器としての使用を意図し
た製品です。頭皮上脳波 (EEG) 信号を取得するには、本増幅器を Natus NeuroWorks™ ソフトウェアと
併用する必要があります。
EEG32U 増幅器は、訓練を受けた医師/医療従事者による使用を意図した製品で、病室、てんかんモニタ
リングユニットなど臨床現場での使用を目的としたものです。あらゆる年齢の患者に対して使用できま
すが、胎児には使用できません。

基本性能
EEG32U 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質に左右されます。固有の基本性能：
(1)

信号複製の精度

(2)
(3)
(4)
(5)

ダイナミックレンジおよび差動オフセット電圧
入力ノイズレベル
周波数応答
共通モード除去

これらの基本性能の定義は、規格で確認できます。
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本書の使用
本書では、EEG32U 増幅器の動作原理、機能、セットアップ、操作、およびメンテナンスについて説明
されています。また、仕様、トラブルシューティング、およびヘルプの利用方法についても説明されて
います。
手順をレビューする際は、シーケンスを開始する前にセクション全体をお読みになるようお勧めします。
慎重に指示に従ってください。

本書で使用される記号/表記
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。
記号/
表記

説明/役割
この記号は、必ず留意すべき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

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

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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仕様：EEG32U 増幅器
仕様

値

アナログ仕様チャンネル
参照チャンネル

32

差動入力インピーダンス

≥ 100 MΩ

同相モード入力インピーダンス

≥ 50 MΩ

同相信号除去比

- 110 dB (60 Hz)

チャンネル帯域幅

0.1 Hz ～ 400 Hz

入力雑音 (ピークツーピーク)

3.0 µV (周波数 0.1 Hz～70 Hz)

入力雑音 (二乗平均平方根：RMS)

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

125

クリッピング前の最大差動 AC 入力 (参照)

± 20 mV

最大動作 DC 入力電圧電極オフセット

± 1000 mV

入力バイアス電流

≤ 20 pA

チャンネルクロストーク

 70 dB

光刺激インターフェース
光刺激出力

1 (TTL レベル、立ち上がり)

光刺激入力

1 (TTL レベル、立ち上がり)

ユーザーインターフェース
プッシュボタン

1 (インピーダンスチェック)

イベントスイッチ接続

1 (搭載)

LED インジケーター

68 (搭載)

デジタル仕様
サンプリング周波数

256、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

600 nV

操作モード
電力消費

<1 W (5 V)

インピーダンスチェック

<2.5、<5、<10、<25 kΩ
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仕様

値

チャンネルテスト信号

プログラミング可能
正弦波：16 ～ 32 Hz、158 ～ 10110 µV ピーク
ツーピーク
方形波：0.25 ～ 0.5 Hz、50 ～ 6400 µV ピーク
ツーピーク

ホストインターフェース
USB 2.0

USB 2.0 フルスピード (12Mbit/秒)。

増幅器 - 機械
インターフェースケーブル

USB 2.0 ケーブル、最大 6 フィート (約 1.8m)

概寸

160mm (長さ) x 97mm (幅) x 29mm (奥行き)

使用時の環境条件
動作環境限度

温度：10ºC ～ 40ºC
相対湿度：30% ～ 75%
気圧：700 hPa ～ 1060 hPa

輸送・保管温度範囲

- 25ºC～ 60ºC

輸送・保管湿度範囲

10 ～ 95% (結露を含む)

輸送・保管気圧範囲

500 hPa ～ 1060 hPa
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EEG32U 安全および基準適合
準拠規格および引用規格
32 チャンネル脳波 (EEG) ヘッドボックス、モデル EEG32U、定格 5V DC、0.2 A
1.
2.
3.

感電に対する保護の種類：クラスⅡ
感電に対する保護等級：タイプ BF
水の侵入に対する保護の程度：IPX0

4.
5.

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

6.

環境条件：正常：10 ～ 40ºC、30 ～ 75% RH (相対湿度)、700 ～ 1060 hPa

EEG32U および付属品は、以下の国内規格および国際規格に準拠するよう設計されています。

表 1 – 準拠安全規格および引用規格
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1: 08(R2013)
+ C2:2011

医用電気機器 - 第 1 部 ：基本的な安全性および基本性能
に関する一般要求事項

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
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
る特定要求事項

CENELEC EN 60601-2-26 L2003 第 2 版
EN ISO 80601-2-61:2011、第 1 版

医用電気機器 - 第 2-61 部：医用パルスオキシメーター
の基本安全及び必須性能に関する特定要求事項

表 2 – 準拠 EMC (Electromagnetic Compatibility/ 電磁両立性) 規格および引用規格

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
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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 - 電磁出力
ガイダンスおよび製造業者による宣言書 - 電磁放射
EEG32U は、以下で指定されている電磁環境で使用することを前提としています。EEG32U は必ず指定の環
境で使用してください。
出力試験
無線周波 (RF) 出力

適合
グループ 1

EEG32U は、内部機能にのみ無線周波 (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、近隣の電子機器を干渉する可能性はほぼありませ
ん。

クラス A

EEG32U は、一般家庭および住居用建造物に電源を供
給する公共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

無線周波 (RF) 出力
CISPR 11
高調波放射 IEC 61000-3-2

クラス A

電圧変動/フリッカ出力

準拠

IEC 61000-3-3
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表 2 - 電磁イミュニティ
ガイダンスおよび製造業者による宣言書 - 電磁環境耐性
EEG32U は、以下で指定されている電磁環境で使用することを前提としています。EEG32U は必ず指定の
環境で使用してください。
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

±2kV (共通モード)

電源入力線での電
圧降下、瞬断、電圧
変動

<100% 降下、0/5 周
期、0°、45°、
90°、135°、
180°、225°、
270°、315°

IEC 61000-4-11

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

メイン電源は、一般的な商業用電力または
医療施設用電力を使用してください。

準拠

メイン電源は、一般的な商業用電力または
医療施設用電力を使用してください。

準拠

メイン電源は、一般的な商業用電力または
医療施設用電力を使用してください。メイ
ン電源中断中に、EEG32U を継続して動作
させる必要がある場合は、無停電電源装置
やバッテリーから EEG32U 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。

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書 - 電磁環境耐性
EEG32U は、以下で指定されている電磁環境で使用することを前提としています。EEG32U は必ず指定の
環境で使用してください。
イミュニティ試験

適合

IEC 60601
試験レベル

レベル

伝導無線周波
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3V

150 kHz ～ 80 MHz

3V/m

放射無線周波
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz ～ 2.7 GHz

電磁環境 - ガイダンス

ポータブル/モバイル無線通信機器は、
EEG32U のすべての部品 (ケーブル含む) か
ら推奨隔離距離分離れた場所で使用してく
ださい。推奨隔離距離は、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。

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環境を推定するには、電磁波の現地調査の検
討が必要です。EEG32U を使用する場所での電界強度の測定値が、対応する RF 準拠レベルを上回る場合、正常に動作することを確認す
るため EEG32U を観察する必要があります。異常な動作が認められる場合は、EEG32U の向きや位置の変更など追加の対応が必要とな
る場合があります。
1

周波数帯域が 150kHz から 80MHz を超える場合、電界強度は 3V/m 未満である必要があります。

2
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表 4 - RF ワイヤレス通信機器に対する筐体ポートイミュニティの試験仕様
試験
周波数
(MHz)

周波数帯 a)

サービス a)

変調 b)

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

最大電力

距離

(W)

(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

パルス変調 b)
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

パルス変調 b)
217 Hz

2

0.3

28

パルス変調 b)
217 Hz

2

0.3

28

パルス変調 b)
217 Hz

0.2

0.3

9

710
745
780
810
870

930
1,720
1,845

1,700 ～ 1,990

1,970

2,450

2,400 ～ 2,570

5,240
5,500

5,100 ～ 5,800

GSM 1800；
CDMA 1900；
GSM 1900；
DECT；
LTE バンド 1、
3、4、25；
UMTS
Bluetooth、
WLAN、802.11
b/g/n、RFID
2450、
LTE バンド 7
WLAN 802.11
a/n

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 ME 装置または ME 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) 50 % パルス変調 (18 Hz) は実際の変調を表していませんが、最悪の状態であるため、FM 変調の代わりに、
50 % パルス変調 (18 Hz) が使用される場合があります。
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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。本機器は、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。本機器を住
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：

14

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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警告と注意事項
一般的な警告
注記：十分なストレージ機能を使用してすべてのデータを保存することが推奨され
ています。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。
本機器を適切に使用するために、システム同梱の、もしくはシステム上に貼付され
ているすべての指示とラベルをしっかりと確認してください。
EEG32U ヘッドボックスは、IEC 529 に基づく水の侵入に対する保護等級が無保護
の「IPX0」に分類されています。EEG32U は防水ではありません。
不適切な用途での使用や不適切な方法での使用は、不正確な測定結果につながる場
合があります。
本機器は資格を有する者のみ操作が許可されています。
EEG32U 増幅器は、認定機器および付属品のみと併用してください。
製造業者指定のケーブル、または製造業者が販売しているケーブル以外のケーブル
を本機器で使用すると、本機器のエミッション (電気的ノイズ/電磁波) の増加、ま
たはイミュニティの低下につながる可能性があり、システムが IEC 60601-1-2:2007
の要件に不適合となる場合があります。
EEG32U ヘッドボックスおよび NeuroWorks EEG システムと併用するコンピュー
タおよび周辺機器は、XLTEK によって承認され IEC 601 認証システムの一部とし
て供給された機器、もしくは IEC 950 または類似の規格による認証を取得した機器
である必要があり、患者環境 (すなわち、患者から横方向に 1.5 m 以内、および患
者が使用するエリアの床から高さ 2.5 m 以内の範囲) 外で管理、使用する必要があ
ります。
信号の有効性を確保するため、電磁干渉源の近くで本機器を操作しないでくだ
さい。
お手入れを行う前に、システムの電源を切ってください。システムの電子装置に洗
剤や低温滅菌剤が入らないようにしてください。コネクタおよびエッジの周りには
注意を払ってください。研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。
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本機器の付属品には、様々な種類の滅菌済み使い捨て針電極が含まれている場合
があります。これらの針電極には、「STERILE (滅菌) 」 と表記されたラベルが貼
付されている場合があります。EEG32U は滅菌製品ではなく、滅菌することもでき
ません。
本機器の販売、流通、使用は、医師または医師の指示を受けた者に限定されてい
ます。
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。
本機器には、有害なコンポーネントは一切含まれていません。したがって、廃棄す
る際に特別な注意を払う必要はありません。
警告：本機器の改造は許可されていません。
EEG32U システムは、他の機器と隣接させて設置することや、他の機器と積み上げ
て設置することはできません。隣接または積み上げて設置する必要がある場合は、
使用する構成で本増幅器が正常に動作することを確認する必要があります。
ポータブル無線通信機器 (アンテナケーブル、外付けアンテナなどの周辺機器を含
む) は、EEG32U システム のすべての部品 (製造業者指定のケーブルを含む) から、
30cm (12 インチ) 以上離して使用してください。これに従わない場合、本機器の性
能が低下する可能性があります。

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のみに接続することを
意図した製品です。
EEG32U は、電気的に絶縁され、電気的に浮動状態にある機器です。システムの一
部であるコンピュータは、適切に接地されている電気コンセントに接続する必要が
あります。
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。

16

ユーザー＆サービスマニュアル

XLTEK EEG32U 増幅器

感電の危険性：電極入力をアースに接続しないでください。患者のヘッドボックス
には、接続が絶縁されている患者への接続のみを意図したものであることを示す警
告記号が付いています。アースに接続すると、感電する可能性があります。
感電の危険性：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：システムを修理しないでください。修理については、必ず資格を有
する修理担当者にお問い合わせください。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。
EEG32U に接続したコンピュータでは、ホスピタルグレードのプラグと 3 線式の
電源コードを使用する必要があります。 接地の信頼性を確保するため、必ずホスピ
タルグレードのコンセントまたは病院専用のコンセントのみに本機器を接続してく
ださい。摩耗やその他の破損がないか電源コードを頻繁に点検してください。電源
コードやプラグが破損した状態でシステムを使用しないでください。
システムに絶縁変圧器がついている場合、絶縁変圧器を床に置かないでください。
XLTEK が推奨するコンポーネントのみを、絶縁変圧器に接続してください。
分離変圧器により MPSO を介してシステムに電源が供給されている場合、システ
ムの一部として提供された非医療機器を壁コンセントに直接接続しないでくださ
い。
システムの一部として供給されていない電気機器は、MPSO に接続しないでくださ
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。
患者用電極はすべて完全に電気を絶縁した生理学的機器のみに接続してください。
患者用電極をその他の機器や外部電気出力に接続した場合、ケガにつながる恐れが
あります。
患者のヘッドボックスは、タッチプルーフの電極入力のみ許可します。その他の患
者用電極入力は使用しないでください。
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ケーブルが患者に絡まることや、ケーブルによって患者の頸部が圧迫されることを
防ぐため、患者の手が届く範囲に緩んだケーブルがないことを確認してください。
患者で使用中は、ME 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、心臓への直接の接触を意図した接続ではありません。

EEG32U 増幅器の接地されているコンポーネントと同時に患者に触れないでくだ
さい。
MRI または CT システムの近くで EEG32U 増幅器を使用しないでください。

EEG32U 増幅器を高周波 (HF) 手術用機器と併用しないでください。

緩んだ電極を金属部分に接触させないでください。
EEG32U または他の XLTEK 機器に取り付けられている、もしくは装備されている
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での使用を意
図したものではありません。
XLDetect モンタージュをカスタムチャンネルラベルと併用しないでください。

すべての医療機器同様、ケーブルが患者に絡まることや、ケーブルによって患者の頸
部が圧迫される可能性を軽減するため、患者に対するケーブル配線は十分に注意して
行ってください。
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輸送に関する警告
本システムおよび本システムのコンポーネントの操作、輸送、または一時的・恒
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、またはその他の面
が頑丈かつ安全であり、十分な表面積があることを確認してください。Natus は、
不適切かつ拙劣な構造もしくは未承認の輸送、カート、または操作面に起因する
けがや損害に対する責任を一切負いません。Natus は、輸送中にケーブルを適切に
収納していなかったことに起因するけがや損害に対する責任を一切負いません。
転倒の危険：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
ないと、段差や敷居を上り下りする際に転倒する危険があります。

伝導イミュニティに関する警告
寄生電気ノイズにより生体電気信号が妨害される環境下では、EEG 波形または補
助データの解釈を誤る危険はありません。異常なパターン、または範囲外の値
は、訓練を受けた医療専門家が実施する試験で確認します。補助データに加え、
付属の EEG (脳波) 増幅器の信号も臨床信号の解釈が可能なポイントを超えると質
が低下します。訓練を受けた脳波計技師や検査技師は、環境ノイズによって不明
瞭になった信号を特定し無視する十分な知識を有しています。
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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てい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、これら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緩和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コネクタピンを合わせて
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できます。
近くの機器に含まれる他の電気機器によって生じる電気エネルギーは通常、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、EEG 波形のノイズやチャンネルの飽和と定義することができます。この場合、補助センサ
ーの測定値の限界を超えます。
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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、近くの機器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、近くの機器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。

•
•

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。

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。
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

保護アース (接地)

BF 形機器

危険電圧

交流電流

直流電流 5VDC 0.2A

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

クラス II 機器 (非接地の筐体)
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説明
ESD 感度
または
静電気感度
製造業者情報

参照番号。本機器の部品番号です。

ETL マークは、本製品が独自に試験され、適用されるアメリカおよびカナ
ダの製品安全規格の認証を取得していることを示す安全記号です。

INMETRO マーク

カナダ製
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製品の画像
EEG32U ヘッドボックス

EEG32U ヘッドボックス
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1

標準 10 ～ 20 チャンネル入力

2

インピーダンス LED

3

患者のアース接続

4

その他の参照入力

5

インピーダンス閾値 LED

6

インピーダンスボタン

7

光刺激接続

8

USB 接続

9

患者イベント接続
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開梱
EEG32U を開梱する際は、以下の部品が入っていることを確認してください。
•

EEG32U ヘッドボックス

•

USB 2.0 ケーブル

•

患者イベントスイッチ

オプションの付属品。
•

EEG 付属品キット

注記：EEG32U 増幅器は、XLTEK が供給または承認したケーブル、トランスデューサ、
電極、センサー、およびスイッチのみと併用できます。
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セットアップ
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。
EEG32U 増幅器は、XLTEK データベース (XLDB) および NeuroWorks ソフトウェアを実行する XLTEK
コンピュータシステムとの併用を目的とした製品です。

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。
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 EEG32U 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
アルを直接参照してください。

システムの電源を切る
次の手順に従って、安全かつ完全にシステムの電源を切ることができます。
1. NeuroWorks ソフトウェアで作業中の検査をすべて閉じます。
2. 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。
3. EEG32U から USB ケーブルを抜きます。
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コンピュータへの接続

EEG32U 増幅器へのハードウェアの接続
XLTEK コンピュータに EEG32U を接続する方法：
1. 同梱の USB 2.0 ケーブルを使用して、EEG32U ヘッドボックスを 4 ポート USB ハブに接続し
ます。
2. もう 1 本の USB 2.0 ケーブルを使用して、USB ハブからデスクトップまたはノートパソコンに
接続します。
3. 患者イベントスイッチをヘッドボックスの患者イベント入力に差し込みます。
4. 光刺激装置が必要な場合、ベースユニットの光刺激装置接続に光刺激装置を差し込みます。
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脳モニターに接続します。

警告：患者イベントスイッチのジャックは、コンピュータから絶縁されていません。
これらの入力に接続できるのは、XLTEK 患者イベントスイッチのみです。

EEG32U 増幅器のテスト
EEG32U 増幅器は、完全に組み立てられた状態で、テストを実施し、キャリブレーションを行ってから
お客様に発送しています。以下のセクションでは、EEG32U 増幅器の性能を確認するために実行できる
テストについて説明されています。
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キャリブレーションおよび確認
NeuroWorks ソフトウェアや EEG32U ヘッドボックス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。EEG32U ヘッドボックスシステムが正
確にキャリブレーションされていることを確認するため、以下の手順に従ってください。
1.
2.
3.
4.

EEG32U ヘッドボックスを XLTEK 取得ステーションに接続し、システムの電源を入れます。
XLTEK データベース (XLDB) を起動します。
[New (新規)] をクリックして新しい検査を開始します。
[Edit (編集)] > [Settings (設定)] > [Acquisition (取得)] の順に選択します。

5. [Acquisition (取得)] タブで、［Reference Electrode (参照電極)］ を ［Common (共通)］ に設
定します。
6. 確認するチャンネルのペアを使って、双極性モンタージュを設計します。例えば、C3、C4、O1
および O2 の確認を行う場合、C3 ～ C4 および O1 ～ O2 のモンタージュを使用します。
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のレベルを出力する設計となってい
る場合、発生器の出力に 50 Ω の負荷があ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、Notch (ノッチ) 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。ゲインの
精度は、±1% です。

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
NeuroWorks のリアルタイム記録画面で作業をしている場合、増幅器入力から画面への信号処理の完全
性を確認するためにチャンネルテストを実施できます。チャンネルテストでは、テスト信号がすべての
チャンネルに適用されます。これにより、画面の波形を分析し、すべてのチャンネルが機能しているか
どうかを確認できます。

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. NeuroWorks EEG で、［Edit (編集)］ > ［Settings (設定)］ の順に選択します。
［Edit Settings (設定の編集)］ ボックスが表示されます。
2. [Acquisition (取得)] タブをクリックし、［Acquisition (取得)］ ダイアログボックスを開きます。
3. [Reference Electrode (参照電極)] リストボックスの ［Common (共通)］ を選択し、［OK］ を
クリックします。
4. [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。チャンネルテストコントロールバーが、波形ウィンドウの上に表示されます。
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5. チャンネルテストツールバーを使って希望の波形、振幅、および周波数を選択します。
6. チャンネルテストを終了するには、［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
NeuroWorks EEG の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され、チャンネルテスト信号ツールバーが表示されます。ツールバーには、波形、
振幅、および周波数のコントロールが含まれています。

チャンネルテスト信号コントロール

利用できるチャンネルテスト信号の設定
波形

Sine (正弦波) または Square (方形波)

振幅

正弦波振幅は、79、158、316、632、1264、2527.5、5055、および 10110 µV
ピークツーピークに設定できます。方形波振幅は、50、100、200、400、800、
1600、3200、および 6400 µV ピークツーピークに設定できます。

周波数

正弦波周波数は、16、32、または 64 Hz に設定できます。方形波周波数は、
0.25、0.5、または 1 Hz に設定できます。

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。共通電極に加え、患者リード線が最低 6 本
接続されている場合のみ、インピーダンスチェックで高い精度が示されます。

インピーダンスチェックを有効にする方法
以下のいずれかの操作を実行します。
•

キーボードのテンキーのマイナス (-) キーを押します。

•

[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。

•

ヘッドボックスのインピーダンスボタンを押し、2 秒以上長押ししてからはなします。

29

XLTEK EEG32U 増幅器

ユーザー＆サービスマニュアル

インピーダンスチェックの実行
インピーダンスチェックが開始されると、ソフトウェアによりすべてのチャンネルがスキャンされます
(自動スキャンモードの場合)。単一のチャンネルをロックし、電極の接触を許容インピーダンスレベルに
調整することにより、単一のチャンネルの接触をモニタリングできます。チャンネルがインピーダンス
チェックで不合格となった場合、EEG32U の LED が赤く点灯し、合格した場合は緑に点灯します。
行う操作

操作手順

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、希望の
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の解釈
インピーダンスチェックにより、各電極の接続のインピーダンスを示す棒グラフが表示されます。緑色
のバーは、読取値が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
の確認)] 画面の右側にある [Threshold Group (閾値グループ)] ボックスの [Threshold (閾値)] ボタンの
1 つをクリックします。インピーダンスの kΩ の数値を読み取るには、インピーダンスチェックを閉じ
た後で画面のヘッドボックスの画像をダブルクリックします。これにより、チェックしたすべての
チャンネルのインピーダンスが記載された表が表示されます。

注記：[Protocol (プロトコル)] でインピーダンスチェックを実行した場合、閾値
は ［Edit (編集)］ > ［Settings (設定)］ ボックスの [Protocol (プロトコル)] タブ
の ［Action (アクション)］ 設定で設定します。それ以外の場合、閾値は [Impedance
Check (インピーダンスチェック)] ダイアログボックスの [Threshold (閾値)] セクションの
オプションボタンをクリックして、手動で設定します。
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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 台車仕様

取り付け
位置
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

デフォルトの機器
ビデオカメラ
IR イルミネータ
モニター取り付け
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
取得 DT 用トレイ
絶縁変圧器

機器
重量 [lbs]
1
2
10
0
0
3
5

最大
積載量 [lbs]
(機器を含む)
3
2
10
10
10
5
5

20
22

50
60

ベースカート重量

100

総重量
* オプション

163

255
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メンテナンス
1. 台車のキャスター、ボルト、機器取り付け部、棚固定具がしっかり固定されていることを定期的に点
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
されていない機器を使用すると、システムの機能や安全性が低下する場合があり
ます。
本システムおよび本システムのコンポーネントの操作、輸送、または一時的・恒
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、またはその他の面
が頑丈かつ安全であり、十分な表面積があることを確認してください。Natus は、
不適切かつ拙劣な構造もしくは未承認の輸送、カート、または操作面に起因する
けがや損害に対する責任を一切負いません。Natus は、輸送中にケーブルを適切に
収納していなかったことに起因するけがや損害に対する責任を一切負いません。
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。
転倒の危険：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
ないと、段差や敷居を上り下りする際に転倒する危険があります。

電気入力および絶縁変圧器の詳細
EU

電気入力

200-240V AC、2.24A、50 Hz

絶縁変圧器

Powervar ABC500-22MED

北米

電気入力

120V AC、3.10A、60 Hz

絶縁変圧器

Powervar ABC300-11MED
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メンテナンス、お手入れ＆廃棄
EEG32U ヘッドボックスシステムを良好な状態に保つため、定期的な予防メンテナンスのスケジュール
に従ってメンテナンスを実施してください。定期的な予防メンテナンスには、EEG32U ヘッドボックス
やコンポーネントの内部にアクセスして実施する作業は含まれません。改良メンテナンスや内部コン
ポーネントの点検・修理を必要とする点検・修理関連の問題については、Natus テクニカルサポートま
でお電話 (1-800-303-0306) でお問い合わせいただくか、当社サイト (OTS@natus.com) からお問い合わ
せください。もしくは、最寄りの XLTEK 代理店までお問い合わせください。
ケーブルの接続部および電極に損傷や摩耗がないか定期的に点検してください。ケーブルのピンが
曲がっていないか点検してください。擦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

•

ヘッドボックスおよびヘッドボックスケーブル

•

電極および付属品

EEG32U 増幅器およびコンポーネントを水や他の液体に浸さないでください。お手入れする際は、湿ら
せた布ですべての表面を拭いてください。
システムに対して基本的な注意を払い、物理的に乱暴な扱いを避けることで、ヘッドボックスの耐用年
数を延ばすことができます。

推奨事項
汚れを拭き取る前に、EEG32U ヘッドボックスをコンピュータから取り外してくだ
さい。ケーブルをすべて抜いてください。糸くずの出ない布を使用してください。
システムコンポーネントには洗剤を使用しないでください。
液体がヘッドボックスまたはブレークアウトボックス内部の電子部品に浸入しない
ように注意してください。
コンピュータをヘッドボックスに接続したまま、本機器本体を輸送しないでくだ
さい。
本増幅器を加圧滅菌、高圧蒸気滅菌、またはガス滅菌しないでください。

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% の洗浄液の使用が推奨されています。
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洗浄液は慎重に使用してください。洗浄液を大量に使用すると、洗浄液が増幅器の
中に流れ込み、内部コンポーネントが破損する場合があります。
増幅器のお手入れには、石油系やアセトン溶液、強い溶剤を使用しないでくださ
い。

廃棄
寿命を迎えた、EEG32U 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、各製品に対して指定されている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
取得した波形が平坦である、表示されない、または正しく (期待通りに) 表示されない場合、コンピュー
タをシャットダウンし、10 秒以上放置してください。その後、最初から検査のセットアップを行ってく
ださい。シャットダウンと再起動により、ヘッドボックスがリセットされ、問題が解決する場合があり
ます。問題が解決しない場合は、以下のチェックリストを確認してください。

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指示します。
ケーブルを点検します。
ヘッドボックスとコンピュータの間の接触が良好であることを確認します。
患者用電極がヘッドボックスの適切なチャンネルに接続されていることを確認します。
患者用電極がヘッドボックスに正しく接続されている (緩んでいない) ことを確認し
ます。
患者用電極ケーブルに視認できる損傷がないことを確認します。
電極が接触していないかを確認します。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。
プリンター、機械式ベッド、掃除機、または妨害の原因となる可能性のある他の機器な
ど、同じ回路にある他の機器の接続を切断します。
病院/医療機関の電気システムが適切に接地されるように医療グレードのアースを取り付
けます。
USB 2.0 ケーブルを交換します。必ず予備の USB 2.0 ケーブルを用意してください。
ゲインとタイムベースの設定を確認し、現行の検査に適していることを確認します。
必要に応じて、LFF、HFF、 Notch (ノッチ) フィルターの設定も確認します。（[Edit
(編集)] > [Settings (設定)] > [Montage (モンタージュ)] の順に選択します。）
•

LFF – 低周波干渉をフィルタリングします。

•

HFF – 高周波干渉をフィルタリングします。

•

Notch (ノッチ) フィルター – 電気的干渉を最小化します。

•

ゲイン– ゲインを増加させると、トレースが大きく表示されます。
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動作原理：
はじめに
このセクションでは、32 チャンネル EEG ヘッドボックスの動作原理を説明します。セクションの前半
では、主に信号フローに関して説明します。詳細なボードレベルの原理は、このセクションの後半で説
明します。

システム概要
EEG32U システムの機能
EEG32U ヘッドボックスが実行するデジタル EEG フロントエンドの基本的機能：
•

患者用電極の接続を可能にします。

•

電極信号を増幅してデジタル化します。

•

デジタル化した波形を NeuroWorks コンピュータに送信します。

•

参照信号の選択を可能にします。

•

機器の性能のユーザー評価向けに、内部で生成されたテスト信号 (正弦波または方形波) を提供し
ます。

通信リンクのコンポーネント
•

USB (ユニバーサルシリアルバス) 接続を使用して、デジタル化した波形をコンピュータに送信し
ます。

•

同じ USB (ユニバーサルシリアルバス) 接続を使用してコマンドおよび応答が通信されます。

ヘッドボックスの電源
•

EEG32U への電源は、USB バスにより供給されます。

ヘッドボックス内の基板アセンブリ
A. アナログボード
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•

32 チャンネルの増幅および DC 除去 (DC 除去は低周波フィルターと同様) を処理します。

•

増幅器は、極めて優れた感度と分解能を実現しつつ、異常に高い EEG をはるかに上回る信号さえ
も処理できる設計となっています。
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B. デジタルボード
•

アナログ-デジタル変換回路により、増幅した EEG 信号をデジタル化します。信号は、周期的に
サンプリングされ、2 進数に変換されます。

•

マイクロコントローラーは、USB 2.0 接続経由でデジタル化した信号をコンピュータに送信し
ます。

•

キャリブレーション値向けの不揮発性ストレージが含まれています。

•

工場でのキャリブレーション中、NeuroWorks コンピュータは各デジタルボードのチャンネルゲ
インを算出し、送信します。検査が始まると必ずコンピュータがこれらの保存された値を使用し
て、デジタル化された信号をチャンネルごとに測定します。

•

イベントスイッチが閉じられたことを検出し、子の情報をコンピュータに送信する患者イベント
コネクタが装備されています。

•

次の操作を可能にする光刺激装置が装備されています。

•

USB 2.0 接続経由でのコンピュータから光刺激装置へのコマンドの送信。

•

USB 2.0 接続経由での光刺激装置からコンピュータへのフィードバック (フラッシュストロボマー
ク) の送信。
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ヘルプの利用方法
Natus は、お客様に EEG32U ヘッドボックスを簡単かつ安心してお使いいただくため、お客様にサポー
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、次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 ヘルプを検索
NeuroWorks オンラインヘルプを開くには、［Help（ヘルプ） ］> ［NeuroWorks Help (NeuroWorks ヘ
ルプ)］ の順に選択します。

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.

すべてのアプリケーションを閉じます。

2.
3.
4.

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しなければならない場合があります。
1.

Windows のタスクバー上の [スタート] ボタンをクリックします。

2.
3.
4.

[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、コンピュータのシリアル番号 (背面に記載) と EEG32U 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、またはテクニカルサポート (1-800-303-0306 または OTS@natus.com) までお
問い合わせください。
当社は、EEG32U 増幅器に加え、当社の SleepWorks や NeuroWorks システム、ソフトウェア、オンライ
ンヘルプ、各種付属品、サポートサービスに関するお客様からのご意見やご提案をお待ちしています。
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EEG 付属品 & 交換部品
互換性のある付属品は、以下の通りです。
部品番号

説明

W8194X

USB 2.0 高速ゴールドケーブル、6 フィート (約 1.8m)

W6232H

患者イベントボタン

105491

ユーザー＆サービスマニュアル

10440

Natus 光刺激装置

026274

4 ポート USB ハブ

026275

12VDC 電源アダプタ

105546

EEG32U 台車取り付け部品

008556

EEG32U 取り付け部品

102181

EEG32U & 脳モニターブレークアウトボックス用ロールスタンド

10351

EEG32U & 脳モニターブレークアウトボックス用ウォール & ロールスタンド取り付
けキット

EEG32U 増幅器と併用できる EEG 付属品は、オンライン (www.natus.com) で公開されている Natus
Neurology 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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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、24 時間サポー
ト、WebEx または VPN 経由でのリモートサポート、神経/睡眠分野で最大の臨床・技術サポートネット
ワーク、お客様に合わせてカスタマイズされたサービス契約 (予防メンテナンスのための訪問対応やコン
ピュータのアップグレードを含む) で支えられています。

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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