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はじめに

1.

最先端の機械設計を誇る Xltek® Trex HD 増幅器は、臨床脳波 (EEG) および睡眠ポリグラフ (PSG) の記
録において最大の信頼性と性能を提供します。診断をサポートする Natus SleepWorks™ または
NeuroWorks® ソフトウェアと併用するように設計されています。
Trex HD には、ビデオカムコーダと通信する Trex HD ビデオインターフェイスとワイヤレスで通信する
Bluetooth モジュールが装備されています。
Trex HD には、次のような機能があります。
•

Natus コンピュータに接続

•

24 の参照 AC 入力

•

4 の差動 AC 入力

•

患者装着トランスデューサ接続のための 4 の非絶縁型 DC 入力

•

最大 96 時間の EEG 記録用の内蔵メモリ

•

単 3 アルカリ電池 2 本で動作

•

オプションの電源パックを 2 本の単 3 アルカリ電池で使用すると、最高 72 時間の連続的な記録
が可能

•

HD ビデオとのワイヤレス同期向け Bluetooth モジュール

•

絶縁シリアルポート

•

患者-イベントスイッチインターフェイス
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
お読みになるよう強くお勧めします。

1.1. 使用目的
Trex HD は、脳波信号を取得、デジタル化、保存、送信する脳波計として使用するよう意図されています。
Trex HD は、訓練を受けた医療専門家または訓練を受けた医療専門家の指示を受けた者のいずれかが使用す
るよう意図されています。 病室、てんかんモニタリングユニット、集中治療室、手術室などの臨床の現場
での使用向けに設計されています。どのような年齢の患者にも使用できますが、胎児には使用できません。
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。
Trex HD には EEG 検査のマークを示す標準的なラベルが貼付されています。便宜上、睡眠検査を行う際、
ユーザーは睡眠検査用のマークが付いた「Trex HD Sleep」ラベルを適用できます。ラベルの画像につい
ては、「セクション 8 - 開梱」を参照してください。
注記：Trex HD の機能はラベルによって影響されることはなく、本書で説明されているすべ
ての警告、注意および注記が適用されます。
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警告：Trex HD を無呼吸モニターとして使用しないでください。

1.2. 基本性能
Trex HD 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、アンプか
ら記録される信号の品質に関連しています。固有の基本性能は以下の通りです。
(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
これらの基本性能の定義は、規格で確認できます。
アンプ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。

1.3. 本書の使用
本マニュアルは、Trex HD 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。機器を最適に使用できるようにするには、 本ユーザーマニュアルに記載されている指示に
従って Trex HD をインストール、操作する必要があります。慎重にすべての指示に従ってください。
注記：本書をお読みになることに加え、Natus が設計した Trex HD 増幅器の機能すべてを活
用するためにオンラインヘルプをご覧になるよう推奨します。システムの操作やカスタマイ
ズに関する詳細は、オンラインヘルプに掲載されています。
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1.4. 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
見落とすことのできない警告または重要な情報を表すシンボル。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を示すシンボル。

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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安全および基準適合

2.1. XLTEK Trex HD の安全と基準適合
2.1.1.

準拠規格および引用規格

脳波計機器システム、モデル Trex HD、 定格 1.5 V 単 3 電池 2 本、0.065 A、0.170 W。
1. 感電に対する保護の種類：内蔵電源装置
2. 感電に対する保護の程度：タイプ BF
3. 水の侵入に対する保護の程度：IPX0
4. 操作モード：連続
5. 環境条件：正常：5 ～ 40℃、15 ～ 93% RH (相対湿度)、700 ～ 1060 hPa
Trex HD ビデオインターフェイス。
1. 感電に対する保護の種類：クラスⅡ
2. 感電に対する保護の程度：適応パーツなし
3. 水の侵入に対する保護の程度：IPX0
4. 操作モード：連続
5. 環境条件：正常：5 ～ 40℃、15 ～ 93% RH (相対湿度)、700 ～ 1060 hPa
Trex HD 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

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

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、エデション 1.0

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、エディション 1
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CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1：08(R2013) +
C2:2011

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

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、エデション 1.0

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、エディション 1

医用電気機器 - 第 2-61 部 ：パルスオキシメータ装置の基
礎安全性および基本性能に関する特定要件

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

2.1.2.

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
Trex HD は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。Trex HD のお客様またはユーザー
は、必ずこのような環境で本装置を使用してください。
出力試験
RF 出力

適合
グループ 1

Trex HD は、内部機能にのみ RF エネルギーを使用しま
す。そのため、RF 出力は非常に低く、近隣の電子機器を
干渉することはほぼありません。

クラス B

Trex HD 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含

CISPR 11

RF 出力
CISPR 11

む、あらゆる施設で使用できます。

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
Trex HD は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。Trex HD のお客様またはユーザー
は、該当する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

準拠
レベル

IEC 60601
試験レベル

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/

±2 kV、100 Khz

バースト

(電源線)

IEC 61000-4-4

±1 kV、100 Khz
(入力/出力線)

サージ

±1 kV (差動モード)

IEC 61000-4-5

±2 kV (共通モード)

準拠

電磁環境 - ガイダンス

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。

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°、

準拠

90°、135°、
180°、225°、
270°、315°

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。メイン電源が遮断されても Trex
HD を継続して運用することが必要な
場合は、該当する無停電電源または電
池から Trex HD に電力を供給するこ
とをお勧めします。

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

準拠

(50/60Hz) 磁界
IEC 61000-4-8

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。

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
Trex HD は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。Trex HD のお客様またはユーザー
は、該当する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

試験レベル
IEC60601-1-2

3 Vrms

準拠 レベル

3 Vrms

150 kHz ～ 80 MHz

電磁環境 - ガイダンス

ポータブルおよびモバイル無線通信機器は、
Trex HD (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式か
ら計算された推奨隔離距離を離して使用して
ください。
推奨隔離距離：

3 V/m
放射無線周波
IEC 61000-4-3

80 MHz ～ 2.7 GHz

3 V/m

d=1.2 ×√P 150 kHz ～ 80 MHz
d=1.2 ×√P 80 MHz ～ 800 MHz
d=2.3 ×√P 800 MHz ～ 2.5 GHz

ここで、 P は、トランスミッタのメーカ
ー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。
現場の電磁波によって決定される固定 RF
トランスミッタからの電界の強度1は、各周
波数範囲で準拠レベル未満である必要があり
ます2。
次の記号が付いている装置の近くでは、妨害
が発生することがあります：

。

注記 1：80 MHz および 800 MHz 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。Trex HD 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、Trex HD 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、Trex HD 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
最大電力
(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

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

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

試験周波数
(MHz)

バンド a)
(MHz)

サービス a)

385

380～390

TETRA 400

450

430 ～ 470

GMRS 460、
FRS 460

704 ～ 787

LTE バンド 13、17

710
745
780

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

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 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) 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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電磁イミュニティ (EMI) 情報 – FCC
注記：この装置は、FCC 規則の Part 15 に従って試験を受け、クラス B デジタルデバイスの
制限に適合していることが確認されました。これらの制限は、住居用設備における有害な干
渉に対し、合理的な保護措置を提供することを目的としています。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。しかしながら、特定の設置にお
いて干渉が起こらないという保証はありません。本装置が無線通信またはテレビの受信に有
害な干渉を引き起こす場合 (装置をオン、オフにすると判断できます)、ユーザーは、以下の
1 つまたは複数の処置によって干渉を抑えるよう試みることを推奨します。
•

受信アンテナの向きや位置を変える。

•

装置と受信器の間の間隔を広げる。

•

装置を受信器が接続されていない別のサーキットのコンセントに接続する。

•

販売店または経験豊富なラジオ/TV 技術者に相談する。

警告： Natus が明示的に承認していない方法で変更や改造を加えた場合、本機器の使用権限
を失う可能性があります。
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警告と注意事項

3.1. 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。
本増幅器は、IEC 529 に準拠した水の浸入に対する保護等級は、無保護 (IP0) として分類さ
れています。本増幅器は、IEC601-1 に準拠したクラス II 機器と分類されています。
Trex HD 増幅器と共に使用されるコンピュータは、Natus による承認を受けて IEC 601 の
承認したシステムの一部として供給されるか、IEC 950 または類似の規格の承認を受け
て、患者環境外に保たれるようにする必要があります (すなわち、患者から横方向に少なく
とも 1.5 メートル離し、患者が使用するエリアの床から高さ 2.5 メートル以内には置かな
いでください)。
Trex HD 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。
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。
静電気放電 (ESD)：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。ESD 保護の記号がついているコネクタには触れないでくださ
い。取扱い手順の詳細については、セクション 3.6 を参照してください。
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。Trex HD ユニットは、非導電性の蒸留水、電気的に非
導電性の不活性界面活性剤、あるいは Natus が承認する低温殺菌剤を使って湿らせた柔ら
かい布で拭き取ります。ユニットを素早く乾かすことが重要です。システム内部の電子装
置に液体が入らないようにしてください。システムに研磨剤入り洗剤は使用しないでくだ
さい。
Trex HD 増幅器が IPX2 (防滴仕様) のポーチに入っている場合、製品は最大 10 分間装置の
上から滴下される水から保護されます。
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Natus システムは、AP 類機器、APG 類機器ではありません。 空気、酸素または亜酸化窒
素と可燃性麻酔薬の混合物が存在する場所で Natus システムを使用しないでください。
デバイスの付属品には、様々な種類の使い捨て滅菌済み針電極が含まれている場合があり
ます。これらの針には、STERILE (滅菌) のラベルが付いており、パッケージに滅菌方法が
記載されています。滅菌パッケージに手が加えられた形跡がある場合、電極を使用しない
でください。
Trex HD をしばらく使用しないときは、Trex HD の操作に使用する 2 本の単 3 電池を抜い
てください。
使用済みの非充電式バッテリーの廃棄については、現地の規制に従ってください。
Trex HD には電磁両立性 (EMC) に関する特別な注意が必要です。 設置と運用は EMC のガ
イドラインに従ってください (セクション 2.1.2 参照)。
Natus が承認していないケーブルや付属品を Trex HD に使用すると、電磁イミュニティを
含み、 EMC の性能に悪影響を与える可能性があります (セクション 2.1.3 参照)。
たとえ CISPR 出力要件に準拠していても、外部機器は Trex HD の性能に干渉する場合が
あります (セクション 2.1.3 参照)。
Trex HD を他の機器に隣接させたり積み上げたりして使用しないでください。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。最小推奨隔離距離については、セクション 2.1.2 を参照してくだ
さい。
Trex HD システムの部品として指定されていないものをシステムに接続しないでください。
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。
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。 第三者ソフトウェアをコンピュータにイ
ンストールする前に、テクニカルサポートまでご相談ください。
警告：本装置を改造することは許可されていません。

Trex HD は、キャリングケース内にある場合、IPX2 というマークが付いています。
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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、
Trex HD 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、30 cm (12 イン
チ) 以上離して使用してください。離して使用しない場合、本機器の性能が低下する可能性
があります。

3.2. 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。

電極の導電部およびそのコネクタが、接地を含む他の導電部に接触しないようにします。

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 Trex HD システムに接続しないでください。

Trex HD システムと共に使用する MPSO は、システムの一部ではない機器の電源供給のた
めに使用しなくでください。
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、Trex HD 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。
システムが MPSO を介して分離変圧器によって電源供給を受ける場合、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。

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。
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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。

3.3. ワイヤレスオプションに関する警告と注意事項
Trex HD のワイヤレス機能は、EEG 信号とビデオの記録の同期を示します。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。デジタルカムコー
ダと Trex HD の間に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。
Trex HD には FCC ID：QOQBT121 (FCC 規則の Part 15 に従う) 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りません。
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。
モバイル無線通信機器は、Trex HD に影響を及ぼし、ワイヤレス操作と干渉する場合があり
ます。ガイドラインについては、セクション 2.1.3 を参照してください。

3.4. 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。

Trex HD 増幅器は、高周波外科機器と使用することを意図していません。
患者用電極はすべて完全に電気を絶縁した生理学的機器のみに接続してください。患者用電
極をその他のデバイスや外部電気出力に接続した場合、ケガにつながる恐れがあります。
本増幅器は、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。
Trex HD 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。
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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。
すべての医療機器同様、ケーブルが患者にからまることや、ケーブルによって頸部が圧迫さ
れる可能性を軽減するため、患者へのケーブル配線は十分に注意して行ってください。
電気刺激器などの他の医療用機器を同時に同じ患者に接続するのは、安全上の危険となる可
能性があります。
Trex HD システムの接触の可能性のある金属部品と患者に同時に触れないでください。
患者環境にコンピュータがある場合、これが 60601-1 認証または 60950-1 認証を受けたもの
であり、かつ 60601-1 認証の絶縁変圧器から電源をとる必要があります。
MRI または CT システムの近くで Trex HD 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。
すべての医療機器同様、ケーブルが患者にからまることや、ケーブルによって頸部が圧迫さ
れる可能性を軽減するため、患者へのケーブル配線は十分に注意して行ってください。
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 ME 装置を置かないでくださ
い。
アレルギー反応が発生する可能性があります。使用前にアレルギー反応について臨床医にご
相談ください。
キャリイングケース外で Trex HD システムを使用しないでください。本機器はケース外での
使用に IPX 認定を受けていません。
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。
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3.5. パルスオキシメータに関する警告
Nonin XPOD 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。
使用前に、本マニュアル、パルスオキシメータセンサーまたは延長ケーブルの使用につ
いての指示、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：パルスオキシメータは、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。
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、早期警戒装置と考慮してください。患者に脱酸素の傾向が見られ
る場合、実験室の CO オキシメータで血液サンプルを分析し、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。
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。
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センサーを水、溶剤、またはクリーニング液に浸さないでください。放射線、蒸気、エチ
レンオキサイドを用いてセンサーを滅菌しないでください。
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。
すべての医療装置と同様に、ケーブル配置と接続は十分に注意して行い、ケーブルがから
まったり、頸部を圧迫する可能性を最小限に抑えてください。
本モジュールの最小振幅 0.3% 変調を下回る変調での操作は、不正確な結果を生じる場合
があります。
オキシメーターの測定結果は、電気外科用ユニット (ESU) の使用による影響を受ける可能
性があります。
毎回の使用前に、モニター、ケーブル、プローブの点検を完了し、 互換性を確保と患者の
安全を維持する必要があります。
Trex HD 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。

3.6. 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、センサーの使用説明書をよくお読みください。

必要に応じて、SpO2 測定にはオキシメータセンサーのみを使用してください。これらの
センサーは、パルスオキシメータの精度仕様に合うように製造されています。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。
パルスオキシメトリ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。
患者の感度は、医学的状態または肌の状態により異なります。患者に粘着性物質に対する
アレルギー反応が現れた場合は、粘着テープの使用を中止してください。
MRI スキャン中は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。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。

損傷しているパルスオキシメトリセンサーは使用しないでください。光学部品が露出して
いるセンサーは使用しないでください。センサーを水、溶剤、またはクリーニング液に浸
さないでください (センサーおよび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。再利用可能なパルスオキシメトリセ
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
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。
オキシメータセンサーは、手足が冷たいと、循環がよくないために動作しない場合があり
ます。循環をよくするために指を温めるかこすり合わせるか、センサーを位置変更してく
ださい。
機能テスターは、パルスオキシメータプローブまたは Quantum システムの精度評価に使
用することはできません。
推奨最高適用時間の使用については、センサーの製造メーカーの指示に従ってください。

3.7. 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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3.8. 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 (例：SpO2) に加え、付随する EEG
(脳波計) アンプの信号も、品質が落ちて臨床上の信号解釈が可能であるポイントを過ぎて
しまう場合があります。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ことができます。
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手順と警告

4.

4.1. 静電気放電 (ESD) の取扱い手順および警告
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。
半導体 (ソリッドステート) 機器は、 静電気によって損傷を受けやすい場合があります。
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。

24

ユーザー＆サービスマニュアル

XLTEK Trex HD 増幅器

4.2. 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アンプ (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。

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。

•
•

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
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

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 限定：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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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

非電離放射線用 RF 機器

ワイヤレス Bluetooth 識別

USB 接続

Nonin パルスオキシメータセンター SpO2 コネクタ - 連続モニタリング向け
ではありません (SpO2 のアラームはありません)

非防水デバイス

製造業者情報

カナダ製

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。

TUV 安全性試験実施済み・生産監視
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XLTEK Trex HD 仕様

仕様

値

患者との電気的接続
24 参照入力 (+ アース、+ 参照)

±10 mV

解像度

16 ビット A/D

4 差動入力

±10 mV

解像度

16 ビット A/D

同相信号除去比

-113 dB @ 60 Hz

DC 除去

±500 mV

同相モード入力インピーダンス

>10 Mohm (メガオーム)

入力雑音 (ピークツーピーク)

6.4 µV

入力雑音 (RMS、Root Mean Square/二乗平均
平方根)

1.08 µV

入力バイアス電流

<10 pA

チャンネルクロストーク

56 dB

電極の接続
(共通入力を含む)

タッチプルーフ

4 非絶縁型 DC 入力

± 5 ボルト

解像度

16 ビット A/D

インピーダンス (kOhm)

<2.5、<5、<10、<25

チャンネルテスト信号

ソフトウェア選択可能

サンプリング周波数

200 Hz、256 Hz、512 Hz

物理的機能
オキシメータ/光刺激接続

あり (いずれか/または)

患者イベントボタン

はい

インターフェイスケーブル

USB 2.0

USB ケーブル標準長

1.8 m (5.9 ft)

メインユニット重量 (g)

300

メインユニットサイズ (cm)

10 x 15.5 x 2.5 (高さ x 幅 x 奥行)

電池

単 3 電池 2 本
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値
取得コンピュータへのインターフェイスおよびオプショ
ンの電源パック (いずれか/または)

安全性
漏れ電流

すべての電極入力に 240 VAC で <10 µA

動作パラメータ
操作環境限度

温度：5℃ ～ 40℃
湿度 ：15% ～ 93%
気圧：700 hPa ～ 1060 hPa

輸送・保管温度範囲

- 40℃ ～ 70℃

輸送・保管湿度範囲

10% ～ 100%、結露を含む

輸送・保管気圧範囲

500 hPa ～ 1060 hPa

ワイヤレストランシーバー - BT121
プロトコル

Bluetooth 4.2 BR/EDR

動作周波数

2.402 ～ 2.480 GHz

送信電力

+12dBm

FCCID

QOQBT121
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製品の画像

7.1. Trex HD (正面図)

Trex HD 増幅器
1

電源 LED

2

ステータス LED

3

オキシメータ/光接続

4

参照入力 (前方)

5

共通入力 (後方)

6

24 参照入力 (2 列)

7

患者イベントスイッチ接続

8

DC 入力 (後列)

9

差動入力 (前列)

10

USB 接続 (下部)
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7.2. Trex HD (背面図)

注記：使用済みの非充電式バッテリーの廃棄については、各地の規制に従ってください。
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開梱

8.

以下は Trex HD 標準増幅器パッケージの両方に適用されますが、Trex HD EEG および Sleep ラベルには
それぞれ｢Trex HD｣および「Trex HD Sleep」と記されています。

8.1. Trex HD パッケージ品目
Trex HD 増幅器のパッケージには以下の品目が含まれています。
•

Trex HD 増幅器

•

Trex HD ユーザー＆サービスマニュアル

•

ミニ USB 2.0 ケーブル (1.8 m/5.9 ft)

•

Trex HD 警告文書

•

Trex HD 増幅器用ポーチ

•

患者への指示冊子＆日記 (英語版)

•

単 3 電池 4 本

•

Trex HD Sleep ラベル

注記：Trex HD には、EEG 検査用のマーキングを表示する標準ラベルが同梱されています。
睡眠検査を実施する際の便宜上、ユーザーは、睡眠検査用に設計されたマーキングを
「Trex HD Sleep」ラベルに適用できます (提供)。

注記：Trex HD の機能はラベルによって影響されることはなく、本書で説明されているすべ
ての警告、注意および注記が適用されます。

臨床 EEG 検査用のマーキングの付いた Trex HD ラベル (標準)

Sleep 検査用のマーキングの付いた Trex HD Sleep ラベル
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8.2. オプションの付属品
Trex HD 移動式ビデオ検査デスクトップシステムには、以下が含まれています (Trex HD のみ、市場限定
発売)。
•

Trex HD パッケージ

•

HD カムコーダキット (カムコーダ、キャリングケース、三脚、クランプ)

•

Trex HD ビデオインターフェイスキット (Trex HD ビデオインターフェイス、LANC ケーブル
(7.0 in/0.18 m))

•

Acquisition デスクトップおよびモニター

•

ソフトウェアライセンス

Trex HD Video Ambulatory ラップトップシステムには以下が含まれています (Trex HD のみ、市場限定販売)。
•

Trex HD パッケージ

•

HD カムコーダキット (カムコーダ、キャリングケース、三脚、クランプ)

•

Trex HD ビデオインターフェイスキット (Trex HD ビデオインターフェイス、LANC ケーブル
(7.0 in/0.18 m))

•

取得用ラップトップ

•

ソフトウェアライセンス

その他の付属品のオプション (Trex HD)：
•

オプションのビデオ付き XLTEK 台車

•

最高 72 時間の連続的な記録を可能にする電源パック

•

睡眠付属品キット

•

EEG 付属品キット

•

患者イベントスイッチ (2.4 m/7.9 ft)

•

カムコーダ向けの SD フラッシュカード

•

Nonin Xpod® オキシメータ

•

Natus 光刺激装置用 Natus 光刺激装置 Trex HD ケーブル (2.4 m/7.9 ft)
注記：Trex HD 増幅器は、Natus 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を使用する必要があります。
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セットアップ

9.

Trex HD は、Natus データベース (XLDB) および NeuroWorks ソフトウェアまたは SleepWorks ソフト
ウェアを実行する Natus コンピュータシステムと併せて使用するよう設計されています。

9.1. 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。

9.1.1.
•

•
•
•

オペレーターおよび患者の位置
臨床環境：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。患者は通常システムのそばにあるベッドに
横になりますが、機器にサポートされることはありません。
自宅環境：システムのオペレータは ベッド脇のテーブルに Trex HD システムと共に、患者の非
装着付属品を置いて睡眠を取るようになっています。患者は機器にはサポートされません。
Trex HD システムユニットは患者装着型です。
使用前にすべてのシステムコンポーネントの使用説明書を参照してください。これにはパルスオ
キシメータ、コンピュータおよびソフトウェアが含まれますが、これらに限定されるものではあ
りません。
注記：Trex HD ユニットが正しく患者に装着されていれば、負傷の危険はありません。
注記：Trex HD システムを患者に持ち帰ってもらう前に、患者に適切な連絡先情報を提供する
よう確認してください。

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。別のカート輸送オプションに
関する配置、詳細、注意事項については、「輸送システム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。
使用前にすべてのシステムコンポーネントの使用説明書を参照してください。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。

9.1.2.

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、患者は Trex HD システムに接続され、新しい
EEG 検査を開始できます。新しい EEG/EEG 検査の開始に関する詳細については、NeuroWorks または
SleepWorks マニュアルを直接参照してください。
ソフトウェアの取得設定
移動式検査の開始方法については、NeuroWorks または SleepWorks マニュアルを参照してください。
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注記：Trex HD で電源パック (p/n 019822) を使用している場合は、移動記録の開始後に
電源パックを増幅器に接続し、Trex HD のポーチに入れてください。詳細については、
セクション 13「外部電源パック」 を参照してください。

9.1.3.

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. NeuroWorks ソフトウェアですべての作業中の検査を閉じます。
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. Trex HD システムから電池を抜いてください。

9.1.4.

Trex HD 増幅器 LED カラー機能

•

点滅するアンバー色は、Trex HD が内部メモリにデータを保存中であることを示します。

•

緑色は、Trex HD が USB を介してメインコンピュータまたはオプションの外部電池パックに接
続されていることを示します。

•

点滅する緑色は、電池の残量が少ないことを示します。

9.2. Trex HD ユニットをベルトまたはネックストラップに入れる
Trex HD ユニットの患者への装着は、 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。
注記： 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。

9.2.1.

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ら、Trex HD をポーチに入れ、電極リード線が、必要に応じて上部または側
面から出るようにします。
3. ファスナーをできる限り閉じて、Trex HD が固定されるようにします。
4. Trex HD 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. ポーチの側面のホルダーに患者イベントボタンを挿入し、電極をポニーテールにまとめます。
注記：電源パックを使用している場合は、ステップ 2 で Trex HD とともに Trex HD の
ポーチに入れてください。
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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ら、Trex HD をポーチに入れ、電極リード線が、必要に応じて上部または側
面から出るようにします。
3. ファスナーをできる限り閉じて、Trex HD がポーチで固定されるようにします。
4. Trex HD がポーチに封入されたら、ネックストラップを患者の首の回り、または肩に掛けるか、ベッ
ド脇の支柱に掛けます。
5. ポーチの側面のホルダーに患者イベントボタンを挿入し、電極をポニーテールにまとめます。
注記：電源パックを使用している場合は、ステップ 2 で Trex HD とともに Trex HD の
ポーチに入れてください。
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9.3. ビデオ以外の検査用 Trex HD 増幅器のセットアップ

図 1：Trex HD のハードウェア接続
Natus コンピュータ (XLTEK DT) に Trex HD を接続するには：
1. 同梱の USB 2.0 ケーブルを使用して、Trex HD をコンピュータに接続します。
2. 患者イベントスイッチが必要な場合、ヘッドボックスの患者イベント接続に患者イベントスイッ
チを挿入します。
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 Trex HD に接続します。

9.4. 移動式ビデオ検査用の Trex HD 増幅器のセットアップ
1. 同梱の (または Natus 認定) ケーブルを使って、Trex HD とカムコーダを取得用コンピュータに
接続します。同梱の USB ミニ USB ケーブルに使用して、カムコーダをコンピュータに接続し
ます (図 2 参照)。
2. ソフトウェアを使って、カムコーダと Trex HD 増幅器のワイヤレス接続準備をします。詳細な
説明については、Trex HD テクニカルガイド (P/N 009318) を参照してください。
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図 2：ビデオ検査用の Trex HD セットアップ
3. ソフトウェアを使ってビデオ検査を無事完了したら、取得用コンピュータからカムコーダの接続
を取り外します。
4. 必要に応じて、追加外部機器 (患者イベントスイッチ、パルスオキシメータ装置) を Trex HD に
接続します (図 3 参照)。
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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 Trex HD に接続します。

図 3：機器操作用の Trex HD とビデオハードウェアの接続

注記：Trex HD カムコーダを使用できるのは、移動式ビデオ記録のみです。ビデオデータ
は、カムコーダの内部メモリまたは SD メモリカードに記録され、検査が終了すると、取得
用ステーションにアップロードされます。ビデオは、アップロード前にはコンピュータでモ
ニターまたはレビューできません。

注記：Trex HD を使用した移動式ビデオ検査の開始、停止、アップロードに関する詳細な説
明については、Trex HD テクニカル クイックガイド (P/N 009318) を参照してください。

9.4.1.

カムコーダと Trex HD ビデオインターフェイス (TVI) のセットアップ

ビデオ機能は Trex HD でのみ利用できます。Trex HD には Bluetooth モジュールが装備されており、カ
ムコーダに取り付けられている Trex HD ビデオインターフェイス (TVI) とワイヤレスで通信します。
注記：同梱されている、あるいは Natus によって承認されたカムコーダモデルと付属品のみ
を使用してください。
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Trex HD ビデオアダプターの LED カラー機能

9.4.1.1.
•

緑色は、TVI の電源が入っていることを示します。

•

定期的に点滅する青色のライトは、TVI が付近の Trex HD 増幅器と「ペアリングした」ことを示
します。

9.4.1.2.

カムコーダの取り付け設定

TVI の付いた Trex HD カムコーダは、三脚またはクランプに取り付けられます。

カムコーダの取り付けオプション
1.1.1.1.1

赤外線 (IR) 取り付け部の付いたカムコーダ

カムコーダに同梱されている赤外線イルミネータは、操作中カムコーダに装着して暗い、または夜間の
状況での記録範囲を延長します。

オプションの赤外線 (IR) 取り付け部
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三脚とクランプによる取り付けの概要

クランプの設定

三脚の設定
カムコーダの取り付け
A

IR イルミネータ

B

カムコーダ

C

Trex HD ビデオインターフェイス

D

カメラボールピボット

E

取り付けクランプスタッド

F

取り付けクランプ

G

取り付けクランプウェッジ

H

三脚
注記：コンポーネント A、B、D、E、F、G H の操作および設置については、製造メーカー
の指示に従ってください。
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Trek HD ビデオインターファイスの取り付け

TVI は、キャリングケースから三脚またはクランプに移動してもカムコーダに固定されたままでかまい
ません。

1. TVI の向きを変えて、LED がカムコーダの後方になるようにします。
2. 硬貨を使って TVI のボルトを回し、機器をカムコーダの下部の溝に合わせて締めます。
9.4.1.4.

LANC ケーブル接続

1. この端部を Trex HD ビデオインターフェイスに接続します。 カムコーダのシンボル

の付い

たポートを使用します。
2. この端部をカムコーダに接続します。 「LANC」とラベルの付いたポートを使用します。

9.5. Trex HD 増幅器のテスト
Trex HD 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、Trex HD 増幅器の性能を確認するために行っていただけるテストにつ
いて説明します。このセクションで説明されているテストは、定期的に実施して機器が意図されたとお
りに機能することを確認します。
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キャリブレーションおよび確認

ソフトウェアまたは Trex HD 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。Trex HD 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. Trex HD を Natus コンピュータに接続し、システムの電源を入れます。
2. Natus データベース (XLDB) を起動します。
3. 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。
4. [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. 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、10 Hz 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な情報に関しては、オンラインヘルプを参照してく
ださい。

9.5.2.

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には：
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。
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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、[Test Signal (テスト信号)] ツールバーが表示されます。[Test Signal (テス
ト信号)] ツールバーはトレース表示の上にあります。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ツールバー

9.5.3.

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するには：
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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10. 輸送システムの仕様およびメンテナンス
使用前にすべてのシステムコンポーネントの使用説明書を参照してください。 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。

10.1.XLTEK トローリーの仕様
取り付け
場所
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

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
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

装置重量
[ポンド]
1
2
10
0
0
3
5

最大負荷 [ポンド]
（装置を含む）
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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10.2. ErgoJust カートの仕様
Natus ErgoJust 設置および機能ガイド (p/n 019667) を参照してください。

10.3. 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。

10.4. 警告と注意事項
警告：トローリー/カートでは、Natus の承認を受けた装置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。

10.5. 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
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11. Nonin Xpod パルスオキシメータ
注記：使用前に、パルスオキシメータ、センサー、またはケーブル延長に関する使用説明書を
参照してください。
以下のトピックは、Trex HD 増幅器に内蔵されている Nonin Xpod ボードの仕様を一覧表示しています。
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。Trex HD 増幅器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。
本医療機器のユーザーは、 適切に正しいセンサーを適用することでパルスオキシメータの操作を確認し、
NeuroWorks ソフトウェアを使って生成済みの SpO2 信号と心拍数ディスプレイを表示できます。
NeuroWorks 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。
注記：SpO2 および脈拍数の波形は正規化されません。

11.1. 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。

11.2. 使用目的
Xpod は、医療機器製造メーカーにホスト機器の外部に装着できる小型で、低電力のオキシメータを提供
するよう意図されています。Xpod は、動脈ヘモグロビンの機能酸素飽和度 (%SpO2) およびパルス頻度
および成人、小児、乳児、新生児患者の脈拍 (BPM) を測定します。医療機器製造メーカーのホストシス
テムと統合すると、Xpod は、パルスオキシメータ測定が行われた環境で使用できます。
追加の安全性情報は、それぞれの Nonin センサーに同梱されているラベルに含まれています。

11.3. パルスオキシメータの仕様
パルスオキシメータの仕様
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）18 ～ 321
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11.4. パルスオキシメータ使用説明
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.

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

5. 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。

11.5. 付属品
以下の Nonin 付属品は、Xpod モジュールで使用できる場合があります。特定のセンサーの使用 (患者
集団、身体/組織、適用) に関する詳細情報については、それぞれのセンサーの仕様説明を参照してくだ
さい。

11.5.1.

ケーブル

モデル番号

説明

UNI-RA-0

7.5” 90 度の患者ケーブル

UNI EXT-X

患者用延長ケーブル (1、3、6、または 9 メートルを選択)

11.5.2.

利用可能な酸素測定センサー

モデル番号

説明

8000AA-1

成人用連結式内部バネ式フィンガークリップ、1 m (3 ft) ケーブル

8000AA-3

成人用連結式内部バネ式フィンガークリップ、3 m (9.8 ft) ケーブル

8000AP-1

小児用外部バネ式フィンガークリップ、1 m (3 ft) ケーブル

8000AP-3

小児用外部バネ式フィンガークリップ、3 m (9.8 ft) ケーブル

8000J-1

成人用、フレックス、1 m (3 ft) ケーブル

8000J-3

成人用、フレックス、3 m (9.8 ft) ケーブル

8001J

Neonatal Flex、1 m (3 ft) ケーブル

8008J

乳児用、フレックス、1 m (3 ft) ケーブル

8000Q2

イヤークリップ、1 m (3 ft) ケーブル
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モデル番号

説明

8000R

反射、1 m (3 ft) ケーブル

8000SS

センサー、再使用可能、ソフト、小、3 フィート（1 m） ケーブル

8000SS-3

センサー、再使用可能、ソフト、小、3 m（9.8 フィート）ケーブル

8000SM

センサー、再使用可能、ソフト、中、1 m（3 フィート）ケーブル

8000SM-3

センサー、再使用可能、ソフト、中、3 m（9.8 フィート）ケーブル

8000SL

センサー、再使用可能、ソフト、大、1m（3 フィート）ケーブル

8000SL-3

センサー、再使用可能、ソフト、大、3m（9.8 フィート）ケーブル

7000A

Flexi-Form® III 成人用、1 m (3 ft) ケーブル、 24 パック 7000P

7000I

Flexi-Form III 乳児用、1 m (3 ft) ケーブル、24 パック

7000N

Flexi-Form III 新生児用、1 m (3 ft) ケーブル、24 パック

6000CA

センサー、使い捨て、成人用、45 cm (17.5 in) ケーブル

6000CP

センサー、使い捨て、小児用、45 cm (17.5 in) ケーブル

6000CI

センサー、使い捨て、乳児用、90 cm (35.5 in) ケーブル

6000CN

センサー、使い捨て、新生児用、90 cm (35.5 in) ケーブル

6500SA

センサー、Durafoam 使い捨て、標準、1 m (3 ft) ケーブル

6500MA

センサー、Durafoam 使い捨て、小型、1 m (3 ft) ケーブル

11.6. 測定
パルスオキシメータは、機能ヘモグロビンの動脈酸素飽和度を測ることを目的としています。
脈拍数と SpO2 値は、1/3 秒ごとに更新され、平均 4 ビート数となっています。
測定波長および出力3

•
•

3

赤：最大平均 660 ナノメートル @ 0.8 mW
赤外線：最大平均 910 ナノメートル @ 1.2 mW (Nonin PureLight® センサー使用)

この情報は、臨床医に特に有用です。
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パルスオキシメータの性能を低下する可能性がある、あるいは測定の精度に影響を与
える可能性のある要因には以下のものが含まれます。
•

過剰な環境光

•

過剰な動作

•

電気外科的干渉

•

血流の制限 (動脈カテーテル、血圧計カフ、輸液ラインなど)

•

センサー内の水分

•

不適切なセンサーの適用

•

誤ったセンサーのタイプ

•

良くない脈拍の質

•

静脈拍動

•

貧血または低いヘモグロビン濃度

•

cardiogreen または他の血管内色素

•

一酸化炭素ヘモグロビン

•

メトヘモグロビン

•

異常ヘモグロビン

•

人工爪またはマニキュア

•

センサーが心臓の高さでない

11.7. 表示範囲
Nonin Xpod の表示範囲は、SpO2 で 0 ～ 100%、脈拍数で 18 ～ 321 BPM。
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12. 十分な電池残量を保証する
12.1.単 3 電池 (のみ) の電池残量
移動式記録の場合、Trex HD は 2 本の単 3 アルカリ電池で動作します。オプションの電源パックを利用
すると、電池を交換しなくても記録時間を延長できます。詳細については、「単 3 電池と電源パックの
電池残量」を参照してください。
以下を保証するには：
•

24 時間連続の移動式記録に十分な電池残量

•

96 時間の記録に十分なオンボードストレージ

以下が必要です：
a. すべての DC チャンネル、差動チャンネル 2 ～ 4、 脈拍 (PR) および酸素飽和度 (OSAT) が取得
ステーションでオフになっていること
b. サンプリング周波数が 200 Hz に設定されていること
c. 2 本の新しい単 3 電池が挿入されていること
これは、移動式増幅器に検査中に記録を行う十分なメモリと電池残量があるようにするためです。電池
は 24 時間ごとに新しい単 3 電池のセットと交換することを推奨します。
注記：大手ブランドの単 3 アルカリ電池 (Duracell® Coppertop®、Duracell Procell®、
または相当品など) をお使いになるよう強く推奨します。 充電式電池は使用しないでく
ださい。
パルスオキシメータセンサーを接続した Trex HD は、新しい単 3 電池のセットを使用す
ると、17 時間駆動し、内部メモリに記録できます。

注記：本セクションで説明されている設定が適用される場合、患者に決まったスケジュ
ールに従って内部電池を交換するよう推奨してください。
•
•

標準移動式 EEG 検査：24 時間ごと (1 日 1 回同じ時間に)
パルスオキシメータセンサーを接続した PSG 検査：12 時間ごと (1 日 2 回 - 朝
1 回と夜 1 回)

12.2.単 3 電池と電源パックの電池残量
Natus は、内部単 3 電池を交換しなくても最高 72 時間、Trex HD の記録時間を延長するために電
源パック (p/n 019822) を提供しています。 電源パックキットには、電源パック (p/n 018795)、電源
(p/n 019755)、Trex HD ケーブル (p/n 018727) が含まれています。
以下を保証するには：:
•

72 時間連続の移動式記録に十分な電池残量

•

96 時間の記録に十分なオンボードストレージ
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以下が必要です：
a. すべての DC チャンネル、差動チャンネル 2 ～ 4、 脈拍 (PR) および酸素飽和度 (OSAT) が取得
ステーションでオフになっていること
b. サンプリング周波数が 200 Hz に設定されていること
c. 2 本の新しい単 3 電池が Trex HD に挿入されていること
d. 移動式記録の開始後に電源パックが接続されていること
注記：本セクションで説明されている設定 (新しい単 3 電池と完全に充電された電源バ
ックの使用) が適用される場合、決まったスケジュールに従って内部電池を交換するよ
う患者に推奨してください。
•

標準移動式 EEG 検査：少なくとも 72 時間不要 (その後は 24 時間おき)

単 3 電池を挿入しており、移動式記録の間に Trex HD で電源パックとともに継続的に使
用する場合は、本セクションのガイドラインが適用されます。検査記録中は内部電池を取
り外さないでください。電池を交換するか、何らかの理由で Trex HD を再起動する必要が
ある場合は、まず、電池パックを切断してから電池を交換してください。
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13. 外部電源パック
13.1.電源パックの記号
記号

説明

電源パックの充電中

電源パックの充電ステータス。このマークは、更新ブッシュボタンの左側
にある 4 つの LED とともに電池の充電状態を示します。
充電の詳細については、「外部電源パック LED インジケータ」を参照して
ください。

13.2.外部電源パック仕様
仕様

値

サイズ (cm)

7.0 x 12.1 x 2.5 (高さ x 幅 x 奥行)

重量：

300 g

LED インジケータ

1 充電インジケータ
4 ステータスインジケータ

コネクタ

5 ピン

Trex HD 充電ケーブル

5 ピン ～ ミニ USB 15 cm (6 in)

容量

公称 6.6 AH、40 WH

自己電力消費

アイドルモード：<100 uA
放電モード：<8 mA
充電モード：<8 mA

充電電圧

12 V

充電時間

330 分 (5½ 時間)

公称出力電圧

7.4 V

動作電圧

110 ～ 240 V
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仕様

値

認定

IEC-62133
UL 2054
UN 38.3

13.3.外部電源パックに関する警告と注意事項
電池は清潔で通気がよく危険ではない場所で充電してください。

それほど頻繁に使用しない電池や、長期間 (3 ヶ月以上) 保管する電池の場合は、電源に接
続したままにして保管するようお勧めします。
電源から切断して保管する場合は、保管前に電池を約 40% 充電し、1 年以上使用しないの
であれば、毎年再充電します。

電池は放電状態のままにしないでください。電池は使用直後に再充電します。

電池ケースを開けたり、水が浸入したりしないようにしてください。

密閉ユニットを分解しないでください。ケース内に現場で修理できる部品は含まれていま
せん。ケースを開けたり、湿気にさらしたりしないでください。電気ショックによる重傷
や死亡の原因になる可能性があります。
プールの約 3 メートル以内で Trex HD システムを設置したり、電気コンセントを使用しな
いでください。
浴室では電気コンセントを使用しないでください。

電池はリサイクルするか、適切に処分する必要があります。焼却しないでください。

室内でのみ使用してください。

承認された電源のみで充電してください。
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13.4.外部電源パックキットの使用
Trex HD 外部電池パックは、ミニ USB 入力を介して Trex HD に接続されます。外部電池パックから
Trex HD に給電している場合は、緑色の外部電源 LED ランプが点灯したままになります。

電源パックキットを使用するには：
1. 2 本の新しい単 3 電池を Trex HD に挿入します。
2. EEG または PSG 検査を開始します。
3. ソフトウェアを使用するか、取得用コンピュータから Trex HD を切断して移動式記録を開始し
ます。
4. 同梱の Trex HD ケーブルを使用して、完全に充電された電源パックを Trex HD に接続します。
5. ヘッドボックスとともに電源パックを Trex HD ポーチに入れます。検査中、電源パックは接続
したままにしてください。
使用前に毎回、電源パックを完全に充電するようお勧めします。充電するには、Trex HD ケーブルを電
源パックから切断し、電源を電源パックに接続してコンセントに入れます。完全に充電するまでの所要
時間は約 5.5 時間です。 詳細については、「外部電源パックの充電」を参照してください。

電源パック
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13.5.外部電源パックと充電の詳細
リチウムイオン電池は予測される 2 年の耐用期間中、約 500 回充電/放電サイクルを実行できます。過剰
な高温や低温に暴露されると、電源パックの寿命が大幅に短くなります。
0ºC 未満の電源パックは充電しないでください。まず、電池パックが室温になるまで待ってください。
•

最適な電源パックの充電温度は 20ºC ～ 25ºC です。充電温度がこの範囲外になると、電源パッ
クのライフサイクルと容量が低減します。

•

新しい電源パック、または長期間保管されていた電源パックは、使用前に充電・放電・充電サイ
クルを経てガスゲージのキャリブレーションを行う必要があります。

•

極端な温度の環境で使用すると、電源パックが自然に経年化するため、作動時間が減ります。

13.5.1.

外部電源パック LED インジケータ

Trex HD に接続されている間、電源パックの残量 (%) はユニットの端に表示されます。点灯している
LED の数は電源パックの残量を示します。
電源パックの充電中、充電状態は同じ 4 つの LED で示されます。
電池の状態

インジケータの状態

75 ～ 100%

ランプ 4 つ点灯

50 ～ 75%

ランプ 3 つ点灯

25 ～ 50%

ランプ 2 つ点灯

1 ～ 25%

ランプ 1 つ点灯

0%

点灯ランプなし

充電中

充電ランプはアンバー色

充電完了

充電ランプは緑色

電源パックが Trex HD ユニットに接続されていない場合、電源パックの充電状態は [Refresh (更新)] プ
ッシュボタンを押すと表示できます。
注記：電池の寿命を保持するため、Trex HD の給電中と保管中、LED ステータスランプはオ
フになるよう設計されています。[Refresh (更新)] プッシュボタンを押すと、インジケータが
再びアクティブになります。
注記：外部電池パックはアイドルまたは保管中、少量の電力を消費します。電池パックは完
全に充電した後、24 時間以内に使用するようお勧めします。保管やアイドル時間が長引く
と、作動中の電池の寿命が短くなる可能性があります。
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13.6.外部電源パックの充電
電源パックを充電するには：
1. 電源パックを点検します。亀裂や損傷がある場合は電源パックを充電しないでください。適切に
処分して交換します。
2. 電池と電源は、粒子や他の空気伝達汚染物質がなく、通気のよい涼しい場所に保管してください。
3. 電源コードを AC 電源 (110 ～ 220 V) に挿入します。
4. 電源から電源パックのコネクターにプラグを挿入します。プラスチックのスリーブを回転させて
所定の位置に固定します。充電が始まります。
5. 充電中は充電アイコンの下にある LED が点灯し、充電状態を示します。充電のさらなる詳細に
ついては、「外部電源パック LED インジケータ」を参照してください。
6. アンバー色の LED が緑色に変わると充電は完了しています。

13.7.外部電源パックの切断
電源パックを切断するには：
1. 電源ケーブルのプラスチック製スリーブを回転させてロック解除します。
2. 電源パックのコネクタから電源プラグを外します。
3. 電源コードを壁のコンセントから外します。

13.8.外部電源パックの保管
電源パックの容量を最大化するには、危険な汚染物質への暴露から保護された涼しい乾燥した場所で、
電源に接続された電源パックを保管してください。ご希望の場合は、電源パックを電源から切断して保
管することもできます。
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13.9.外部電源パックのトラブルシューティング
以下の表を使用すると、発生する可能性のある問題に関して考えられる原因と是正処置を特定する際に
役立ちます。
問題

考えられる原因
AC 電源コードが壁のコンセント
に接続されていない。

インジケータの電源が点
灯しない

是正処置

あらゆる電源の接続をチェック
します。

電源コードが電源パックに接続
されていない。
代替電源に切り替えます。
電源が機能していない

電源パックが充電モードになら
ない

電源パックが完全に充電されて
いる。

処置は必要ありません。

電源パックが電源に適切に接続
されていない。

電源プラグを抜き、電源パック
のコネクタに再接続します。

欠陥のある外部電源パック。

電源パックを交換します。

電源パックが熱すぎる/冷た
すぎる。

電源パックが室温になるまで待
ってください。
すみやかに電源から電源パック
を切断します。

電源パックが熱くなる

エラーメッセージ
(アンバー色のランプが点滅)

電源パックを完全に充電できない
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欠陥のある外部電源パック。

電源パックを交換し、さらに
使用されないように取り外し
ます。

電源パックの放電過剰。

電源パックを電源に接続したま
まにして、回復させます。

充電器エラー状態が特定さ
れます。

電源から電源パックを切断し、
再び接続します。

欠陥のある外部電源パック。

電源パックを交換します。

充電場所または充電パックが極
端に熱い。

室温の場所で電源パックを充電
します。充電前に電源パックが
室温になるまで待ちます。
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14. チャンネルを無効にして周波数を設定する方法
1.
2.
3.

4.

NeuroWorks または SleepWorks で、[Edit (編集)] > [Acquisition (取得)] の順に選択します。
最初のドロップダウンボックスで [Trex Ambulatory (Trex 移動式)] を選択します。
[Channel Status
(チャンネルステー
タス)] セクション
で [Set manually
(手動で設定)] を選
択します。
以下のペインで次
のチャンネルを選
択します。

•

すべての DC チャンネ
ル：DC1、DC2、DC3、
DC4

•

差動チャンネル DIF2、
DIF3 および DIF4*

•

脈拍数 (PR) および酸素飽和度 (OSAT)

5.
6.

ボタンをクリックします。
[Sampling Frequency (サンプリング周波数)] セクションで [200] を選びます。
* DIF1 はオフにしないでください。インピーダンスチェックを行う際に必要です。
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15. メンテナンス、 お手入れ、廃棄
Trex HD 増幅器を良い状態に保つために、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
メンテナンスには、Trex HD 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、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 Natus 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

•

増幅器と USB 2.0 ケーブル

•

電極および付属品

Trex HD 増幅器およびコンポーネントは、水や他の液体に浸してはなりません。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。
Trex HD 増幅器は極めてポータブルに設計されています。そのため、Trex HD は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と、Trex HD の耐用年数を延
ばすことができます。

15.1.推奨事項
拭く前に、Trex HD のケーブルをすべて外します。柔らかい、非導電性の蒸留水、電気的に
非導電性の不活性界面活性剤、または Natus が承認する低温殺菌剤で湿らせた布を使って拭
きますシステムに研磨剤入り洗剤は使用しないでください。
ユニットを素早く乾かすことが重要です。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。

本アンプのオートクレーブ、加圧滅菌、ガスによる滅菌は行わないでください。

アンプ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。
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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。
アンプのお手入れには、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。

15.2.廃棄
Trex HD が寿命を迎えた場合、Trex HD 増幅器およびコンポーネントの廃棄には、連邦法、州法、地域
の法令を遵守し、プリント基板、プラスチックや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。

15.3.予期される耐用年数
Trex HD システムの予期される耐用年数は 7 年です。付属品またはセンサーの耐用年数については、使
用説明書を参照してください。
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16. 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。
Trex HD とコンピュータの間の接触が良好か確認します。
患者用電極が増幅器の適切なチャンネルに接続されているか確認します。

患者用電極が増幅器に正しく接続されているか (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。
インピーダンスを確認します。
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装置の接続を切断します。
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。
取得ケーブルを交換します。必ずバックアップの取得ケーブルを用意しておいてください。
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。
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増幅器をいったん取り外してから再び接続します。これにより、増幅器がリセットされ
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再起動すると、増幅器がリセットさ
れ、問題が解決する場合があります。
新しい電池を入れてみます。電池の残量が少なくなると、Trex HD は作動しません。
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17. ヘルプの利用方法
Natus は、お客様に Trex HD 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/SleepWorks オンラインドキュメントの検索
NeuroWorks/SleepWorks または Natus データベースで以下を選択します。
•

[Help (ヘルプ)] >

または、Windows スタートメニューを使ってヘルプ文書を見つけることができます。
1.
2.

Windows のタスクバー上の [スタート] ボタンをクリックします。
[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。
3.
4.
5.

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。

6.

コンピュータの [Restart (再起動)] を選択し、[Yes (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。
1.
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。
[シャットダウン] を選択し、[はい] をクリックします。
装置の電源を切ります。10 秒間待ちます。再び電源を入れます。

手順 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）、Trex HD 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、Trex HD 増幅器、および当社のシステム、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フィードバックやご意見をお待ちしています。
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18. EEG および睡眠用付属品
互換性のある付属品は、以下の通りです。
パーツ番号

説明

008043

Trex HD ヘッドボックス

021995

Trex HD ポーチ

W8190X

ミニ USB ケーブル 1.8 M

007994

Trex HD キャリングケース

019822

外部電源パックキット

011606

Trex HD 用移動式ビデオアップグレードキット

UNI-RA-0

7.5” 90 度の患者ケーブル

UNI EXT-X

患者用延長ケーブル (1、3、6、または 9 メートルを選択)

8000AA-1

成人用連結式内部バネ式フィンガークリップ、1 m (3 ft) ケーブル

8000AA-3

成人用連結式内部バネ式フィンガークリップ、3 m (9.8 ft) ケーブル

8000AP-1

小児用外部バネ式フィンガークリップ、1 m (3 ft) ケーブル

8000AP-3

小児用外部バネ式フィンガークリップ、3 m (9.8 ft) ケーブル

8000J-1

成人用、フレックス、1 m (3 ft) ケーブル

8000J-3

成人用、フレックス、3 m (9.8 ft) ケーブル

8001J

Neonatal Flex、1 m (3 ft) ケーブル

8008J

乳児用、フレックス、1 m (3 ft) ケーブル

8000Q2

イヤークリップ、1 m (3 ft) ケーブル

8000R

反射、1 m (3 ft) ケーブル

8000SS

センサー、再使用可能、ソフト、小、3 フィート（1 m） ケーブル

8000SS-3

センサー、再使用可能、ソフト、小、3 m（9.8 フィート）ケーブル

8000SM

センサー、再使用可能、ソフト、中、1 m（3 フィート）ケーブル

8000SM-3

センサー、再使用可能、ソフト、中、3 m（9.8 フィート）ケーブル
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パーツ番号

説明

8000SL

センサー、再使用可能、ソフト、大、1 m（3 フィート）ケーブル

8000SL-3

センサー、再使用可能、ソフト、大、3 m（9.8 フィート）ケーブル

7000A

Flexi-Form® III 成人用、1 m (3 ft) ケーブル、 24 パック 7000 P

7000I

Flexi-Form III 乳児用、1 m (3 ft) ケーブル、24 パック

7000N

Flexi-Form III 新生児用、1 m (3 ft) ケーブル、24 パック

6000CA

センサー、使い捨て、成人用、45 cm (17.5 in) ケーブル

6000CP

センサー、使い捨て、小児用、45 cm (17.5 in) ケーブル

6000CI

センサー、使い捨て、乳児用、90 cm (35.5 in) ケーブル

6000CN

センサー、使い捨て、新生児用、90 cm (35.5 in) ケーブル

6500SA

センサー、Durafoam 使い捨て、標準、1 m (3 ft) ケーブル

6500MA

センサー、Durafoam 使い捨て、小型、1 m (3 ft) ケーブル

Trex HD に使用できる EEG および Sleep 付属品は、オンラインの Natus Neurology カタログ
(www.natus.com) でご覧いただけます。または Natus 販売およびサポート (1-800-303-0306) にお電話で
ご連絡いただくことも可能です。
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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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