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Protektor32 – 術中神経生理モニタリング
使用目的
Protektor32 システムはハードウェアとソフトウェアで構成されており、術中神経生理モニタリングのための使用を
目的としています。この機器では EEG、EP、EMG、経頭蓋刺激技法（TcMEP）を使用し、手術中の患者の神経
状態の評価に役立つ情報を医療専門家に提供します。
TcMEP モードは、機械的外傷（牽引、せん断、裂傷、または圧縮）あるいは血行障害によって引き起こされる皮
質脊髄軸索伝導の急性機能障害の術中診断向けです。
このシステムに統合されている EPWorks ソフトウェアは、医療専門家が手動で刺激・取得パラメータを構成し、
EEG、EP、EMG、TcMEP プロトコルを各要件に従って手動で作成できるようにするためのものです。各ソフトウ
ェアの出力の使用目的は以下の通りです。
•

EEG、EP、EMG 波形は、ユーザーが手術中の患者の神経状態を評価できるようにするためのものです。

•

シンプルな波形パラメータ（例：振幅、レイテンシー）とユーザーの定義した高速フーリエ変換（FFT）表示
（CSA、DSA）は、ユーザーによる EEG と EP 波形の解析に役立つよう意図されています。

このデバイスは、脳波記録、誘発電位、筋電図検査の訓練を受け、情報の使用時にプロフェッショナルな判断を
行う資格のある医療従事者が使用することを前提としています。

プロトコル
米国神経学会（American Academy of Neurology）（2008 年）によって表明されている通り、「...モニタリングの
質、範囲、種類は、...モニタリングの手順やプロトコルの厳密性およびモニタリングを実施する医師の臨床的専門
知識に大きく依存します」。 あらゆる要素を考慮すると術中神経生理モニタリングは、訓練を受けた専門家が手
術操作による神経学的な変化を識別するために思慮深く解釈する、データのコレクションに左右されます。
Protektor32 には、ユーザーの術中モニタリングのニーズに対応できる柔軟性があります。容易にアクセスできる
インターフェイスなので、以下の術中モニタリング手順を行う際にすばやくプロトコルを設定できます。
•

中心溝マッピング：SSEP や運動誘発電位を使用した中心溝の術中判断方法。

•

椎弓根スクリュー刺激：椎弓根スクリューの位置をモニタリングするための方法または技法。「椎弓根スクリュ
ー」に刺激を与え、リスクにある脊髄神経根によって神経支配されている筋肉から誘発された EMG 活動を
記録します。

•

直接神経刺激：損傷した神経を評価するために用いられる方法。神経活動電位（NAP）と呼ばれる誘発電位
（EP）の種類を記録して解析できるかどうかに基づいています。NAP は、構成神経線維が閾値を上回るレベ
ルまで生理的または物理的な刺激を受けた後、神経内で発生・移動する電位の合計です。

これは、Protektor32 の使用目的に関連する場合にのみ TcMEP プロトコルを反映します。
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安全情報
Protektor32 システムは、このデバイスに関するトレーニングを受けた資格のある個人のみが使用することを前
提としています。Protektor32 システムの操作を開始する前に本書をよく読み、すべての警告と注意事項、従うべ
き手順をよく理解してください。
TcMEP 固有の警告と注意事項については、「Protektor32 で TcMEP モジュールを使用する」セクションを参照
してください。

重要な警告と注意事項
Protektor32 は、このデバイスに関するトレーニングを受けた資格のある個人のみが使用することを
前提としています。製品の使用を始める前に、この使用/サービスマニュアルをよく読んで理解してく
ださい。

経頭蓋刺激で Protektor32 高電流刺激器を使用すると、かみ傷に関連した傷害が発生する可能性
があります。この目的でデバイスを使用する前に、必ず効果的な予防策を講じる必要があります。

一般的な警告
Protektor32 が設置された施設は、「IEC60601.1.1-M92 - Collateral Standard: Safety
Requirements for Medical Electrical Systems」の要件が特定の設置で満たされていることを確認
する責任を負っています。
適切な IEC または ISO 安全基準を順守している非医療電気機器（プリンタとコンピュータ）は、
Protektor32 と機器が患者環境外にあり、患者に適用される部品が患者に接続されていない場合に
限り、データ転送機能を使用するために、Protektor32 シリアルポートとネットワークポートに直接接
続できます。
Xltek 以外が提供したプリンタまたは VGA モニターに関するこの基準の順守方法の詳細について
は、当該基準を参照するか、Xltek 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。

警告：感電のリスクを避けるため、この機器は必ず保護アースのある配電幹線に接続してください。

電気機器を複数のソケットがある電源タップ（MSO）に接続すると、事実上、医療電気（ME）システ
ムが作られ、安全性が下がる可能性があります。ME SYSTEM に該当する要件については、
IEC60601-1 Ed.3.1.
高周波外科機器（電気焼灼）と筋電計または誘発反応機器に患者を同時に接続すると、電気刺激
装置または生体電位入力電極の部位に火傷が生じたり、電気刺激装置または生体アンプに損傷が
生じたりする場合があります。
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短波またはマイクロ波治療器の近く（例えば 1 メートル）で操作すると、電気刺激装置の出力が不安
定になる可能性があります。

このデバイスは、MRI や CT 等、強い電磁干渉が発生する可能性のある源の周辺で操作することを
前提としていません。
静電気放電 (ESD) に関する注意事項：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。
患者との配線はすべて、アースを含むデバイスの導電部に接触してはなりません。

予防保全は 6 ヶ月ごとに行う必要があります。この予防保全では、最低でも筐体と患者の漏れ電流
の測定を行ってください。
このデバイスは、除細動に対して保護されていません。デバイスとの配線はすべて、除細動の前に
取り外してください。
専門家の医療指示を受けていない限り、インプラント電子機器が存在する場合はこのデバイスを使
用しないでください。

刺激電流が経胸的になる（胸部と胸郭の部分をまたがる）ように刺激電極を配置しないでください。

液体の侵入に対する保護レベルについて、Protektor32 ヘッドボックスは、通常の分類を受けていま
す（IPX0）。滴下やはねかけへの耐性はありません。
Protektor32 ヘッドボックスには適切に接地された電気コンセントが必要です。内部絶縁変圧器は一
切バイパスできません。
刺激電極は、電流密度が常に 2 mA r.m.s./cm2 未満になるように十分な大きさでなくてはなりませ
ん。電流密度が 2 mA r.m.s./cm2 を超える場合、オペレータは特に注意を払う必要があります。例
えば、100 mA、10 Hz で 1 ms 刺激するのであれば、刺激電極は 0.5 cm2 以上でなくてはなりませ
ん。
2 mA rms/cm2 未満にするために必要な刺激パラメータの詳細な説明と計算については
「Protektor32 で TcMEP モジュールを使用する」を参照してください。
表面積の小さい電極（針電極等）を使用すると、電流密度が上昇します。
TcMEP モードの電流密度は、刺激の強さ（電圧）とパルス数によって異なります。刺激パラメータが
テーブルで詳述されているものとは異なり、電圧が閾値を上回っている場合、ヤケドする可能性があ
ります。
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刺激の間に患者が動くと、意図せずして神経傷害が生じることがあります。患者の動きが傷害の原
因になる可能性がある場合は、刺激を避けるため、十分な手順を踏んでください。
Protektor32 は、使用される国で合法的に販売される電極のみで使用するものとします。たとえば、
米国では FDA に認定され、合法的に販売される電極のみを使用してください。カナダでは、カナダ
保健省に認定され、合法的に販売される電極のみを使用してください。
Protektor32 ヘッドボックスのふたを取り外すと、危険な電圧に曝露されます。

このシステムは AP 類機器または APG 類機器ではありません。危険：爆発の危険性。可燃性の麻
酔薬が存在する場所で使用しないでください。

すべてのケーブルを接続し、その完全性を確認するまでシステムの電源を入れないでください。
意図された目的でこのデバイスを適切に使用するには、すべての説明を読んで理解する必要があり
ます。このデバイスの操作についてご質問がある場合は、すみやかに Xltek 担当者にお問い合わ
せください。
このデバイスの販売、流通、使用は、免許を持っている医療従事者に、または同従事者の指示によ
るものに限定されています。
Protektor32 ヘッドボックスは BF 形デバイスです。IEC 60601-1 標準によると、BF デバイスは、患
者に意図しない電圧を接続した場合に、設定レベルを上回る電流が流れない程度に、機器の他の
部品から絶縁された適用部品です。この電流の設定レベルは、単一の障害状態で許される患者の
最大漏れ電流です。Protektor32 ヘッドボックスの患者接続はすべて電気的に絶縁されます。ただ
し、このような接続は心臓に直接接触させることを意図していません。
感電の危険性. 電極インプット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接続のみを意図したものであることを示す警告シンボルが付いています。

使用されていないすべての電源ケーブルを Protektor32 システムの周囲から取り除いてください。

患者用電極はすべて完全に電気を絶縁した生理学デバイスのみに接続してください。その他のデバ
イスや外部出力に接続すると、負傷の原因になることがあります。
Protektor32 ヘッドボックスは、タッチプルーフ機構の電極インプットのみに対応しています。その他
の患者用電極インプットは使用しないでください。
Protektor32 に接続されているデバイス以外の機器は、絶縁変圧器から給電される可能性がありま
す。変圧器の定格電流は、給電するデバイスをすべて動作させるのに十分な電流でなくてはなりま
せん。各デバイスの定格電流を参照してください。
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特定の状況で信号の干渉が発生する可能性があります（例えば、電気回路構成でのアースが不
良、MRI のような他の機器に近いなど）。
このデバイスの付属品には、複数の種類の使い捨て滅菌済み電極針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。
Protektor32 ヘッドボックスに接続されているコンピュータ（デスクトップ PC またはラップトップ）には
冷却ファンが付いています。過熱を避けるため、このエリアは塞がないようにしてください。

Protektor32 の動作寿命が終了した場合には、地域の廃棄物処理規則に従って廃棄してください。

Protektor32 のカートの付属品容器には 4.5 キログラム以上のものを入れないでください。

複数のコンセントがある携帯用電源タップ（MPSO）は床に置かないでください。

追加 MPSO または延長コードをこのシステムに接続しないでください。

システムの部品として指定されていないものは接続しないでください。

Protektor32 のアクセス可能な金属部分と患者には同時に触れないでください。

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。
高周波外科機器（電気手術器）と筋電計または誘発反応機器に患者を同時に接続すると、電気刺
激装置または生体電位入力電極の部位にヤケドが生じたり、電気刺激装置または生体アンプに損
傷が生じたりする場合があります。 このような問題の可能性を最低限に抑えるため、本書の
「Protektor32 と電気手術器の併用に関するガイドライン」セクションを読み指示に従ってください。
ネットワーク ケーブルが抜かれたり、データ転送/ハードウェア故障/不正ソフトウェアでのデータ障害
による、ネットワーク上のデータの破損/紛失.
EPWorks ソフトウェア以外のソフトウェアをインストールしないでください。機器が本書の説明に従っ
て使用されていない場合、Natus は一切の責任を負いません。
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コネクタの接続中や取り外し中は、絶対に患者に触れてはなりません。
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、
Protektor32 System (メーカーの指定したケーブルを含む)のどの部分からも、30cm(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。

一般的な注意事項
刺激プローブは、ひとりの患者で使用した後に 70%イソプロピルアルコールで滅菌することをお勧め
します。刺激器を侵襲的に使う場合は、この滅菌方法を使用できません。
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。Protektor32 ヘッドボックスは、非導電蒸留水、非導電の不活性界面活性剤また
は Xltek 承認の冷滅菌剤で湿らせた柔らかい布で拭くことができます。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。
すべてのケーブルと接続（特に電源コード）は頻繁に点検し、ほつれなどの損傷がないか確認してく
ださい。ケーブルや電源コードの損傷が疑われる場合は、Protektor32 ヘッドボックスを操作しないで
ください。
Protektor32 ヘッドボックスを輸送する場合は、取り付けられているケーブルをすべて取り外してくだ
さい。接続がゆるんだり、操作中に機能不全になったりする可能性があります。
寒い環境から室温に移した直後に Protektor32 ヘッドボックスの電源を入れないでください。周囲の
環境温度になじむまで待ってください（1 時間のウォームアップ）。

絶縁スイッチモードの電源は 110V、120V、220V、240V の外部（壁）コンセントにのみ接続できます。

聴覚/視覚の刺激に関する警告
Protektor32 での使用が承認されているのは、同梱の Telephonics Model TDH-39P ヘッドホンとイヤ
ーインサートのみです。IEC60601-1 に基づく患者の絶縁は承認されている部品によって異なります。
IEC950、IEC60601-1 または類似した安全基準で承認された機器のみを Protektor32 の VGA ポー
トに接続できます。最終的なシステムは、IEC60601-1-1 で規定される医療システムの安全要件を満
たすよう構成しなくてはなりません。
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過剰な音に曝露されると、一時的、または恒久的な聴力損失の原因になることがあります。

過剰な光に長期的に曝露されると、一時的または恒久的な視力の変化の原因になることがあります。

患者の電気絶縁は、Protektor32 に取り付けられた周辺機器（ヘッドホン、プリンタ、ゴーグル、モニタ
ー）がすべて Xltek により承認されている場合に確保されます。最終的なシステム構成は、医療シス
テムの安全性に関する IEC60601-1 の要件を満たしていなくてはなりません。
Xltek が供給したモデル以外の VGA ディスプレイを取り付ける場合は、IEC60601-1、またはお住ま
いの地域の漏れ電流要件のいずれかを満たしていなくてはなりません。

Protektor32 と電気手術器（ESU） – ガイドライン
電気手術器とProtektor 32を適切に併用するには、以下の安全性ガイドラインに従ってください。このガイドライン
に従わない場合、患者が火傷を負ったり、Protektor 32が損傷したりする可能性があります。
1. ESU がアクティブな場合は、ESU ペンシルを取得ボックスと刺激電極から離れた場所に維持してください。
2. Protektor32 アース入力に接続された患者用アース電極はなるべく大きなものを使用してください。
3. Protektor32 アース電極は、ESU のアースリターン電極の近くに置かないでください。 ESU アース電極
は Protektor32 のアースに接続しないでください。
4. ESU の分散パッドと患者がしっかりと電気的に接触していることを確認してください。 特定の ESU に
は接触の質を確認する仕組みがありますが、必ず分散パッドを目視点検し、適切に適用されていること
を確認してください。
ESU 電極が患者に直接接触しているのでない限り、長期間、電気手術器を作動させたままにしない
でください。

出力波形
Protektor32 からの出力波形は、電気的に患者を刺激し、反応を引き起こすために必要です。このような波形に
は DC コンポーネントがなく、標準的な電気刺激器では±400 V および 100 mA、TCeMEP 刺激器では±500 V
および 1500 mA、手術プローブ刺激器では±10 V および 40 mA に限定されています。出力への DC コンポー
ネントがないため、DC コンポーネントに関して考慮すべき特定の注意事項はありません。
負荷インピーダンスが特定の電流の電圧限度を超えている場合、刺激出力は抵抗に比例して減衰します。典型
的な負荷は 500 Ohms～10 kOhms の範囲になります。刺激パルス持続時間は、0.05 ms～1.0 ms になります。
パルスは 500 Hz の最大周波数まで反復します。
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静電気放電（ESD）の取り扱いに関する手順と警告
設定や配置手順を行う前に、臨床スタッフ全員がこのセクションで概説されている注意事項を読んだり、トレーニ
ングを受けたりするよう推奨します。
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（固体）デバイスの中には、静電気によって簡単に損傷を受けてしまうものがあります。
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。
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Protektor32 の安全性および準拠規格
基本性能
EMG 診断装置の基本性能の特徴を示すために、特定された容認できないリスクの潜在的な発生源：
•
•

生理作用によるものではなく、診断を変更する可能性がある波形またはアーチファクトの最小ノイズまた
は画像の歪および表示された数値のエラー
誤った安全関連インジケータの表示がない

•
•

意図しない、または過度の刺激出力の生成がない
意図しない、または過度の患者に適用される部品の表面温度の生成がない

準拠規格および引用規格情報
術中神経モニタリング機器、モデル Protektor32、可搬式/可動式（カートに取り付けられた場合）、定格：24 Vdc、
2 A。外部電源で使用する場合（Jerome Industries、モデル WSL524MC、定格 100～240 Vac、50/60 Hz、
140 VA、Xltek P/N 005307）
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装置。
5. 操作モード：連続
6. 環境条件：正常：10～40℃、30～75% rH、700～1060 hPa
1.
2.
3.
4.

Protektor32 および付属品は、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 – 安全性準拠規格および引用規格
IEC 60601-1:2012 (Ed.3.1)

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
件には、以下の国内偏差が含まれます。

ANSI / AAMI ES 60601-1:2005
+ A1:2012

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

CSA C22.2 No. 60601-1:2014-03

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

EN 60601-1:2006 + A1:2013

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

IEC 60601-2-40:1998 (第 1.0
版)

医用電気機器 - 第 2-40 部 ：筋電計および誘発反応機器の安全性に関す
る特定要件

IEC 60601-1-6: 2010 (Ed.3.0) +
A1: 2013

医用電気機器 - 第 1-6 部 ：基本的な安全性および基本性能に関する一般
要件 - 付随規格可用性

IEC 62366:2007 (第 1.0 版) +
A1: 2014

医用機器 – 医用機器へのユーザビリティ工学の適用
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表 2 – EMC 準拠規格および引用規格
IEC 60601-1-2:2014 (第 4.0 版)

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 60601-2-40:2016 (第 2.0 版) –
第 201.17 条と 202 条

医用電気機器 - 第 2-40 部 ：筋電計および誘発反応機器の安全性に
関する特定要件

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 61000-4-3:2010 (第 3.2 版)

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 61000-4-5:2005（第 2.0 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 61000-4-6:2013 (第 4.0 版)

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 61000-4-11:2017 (第 2.1 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 61000-3-2:2018 (第 5.0 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 11:2010 (第 5.0 版) + A1

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 3 - 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
Protektor32 は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。Protektor32 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

適合

電磁環境 - ガイダンス

RF 出力 CISPR 11

グループ 1

Protektor32 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。

RF 出力 CISPR 11

クラス A

高調波放射 IEC
61000-3-2

クラス A

Protektor32 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いて、あらゆる施
設で使用できます。

電圧変動/フリッカ出力 準拠
IEC 61000-3-3

警告：本装置/システムは、医療専門家のみが使用することを前提とし
ています。本装置/システムは、無線妨害の原因になったり、近隣の機
器の動作に障害を与える場合があります。Protektor32 の向きの変更
または移動、あるいは使用場所のシールドなどの軽減措置が必要にな
る場合があります。

表 4 - イミュニティ試験レベル - 筐体ポート
現象
静電気放電

基本 EMC 規格またはテスト方法
IEC 61000-4-2

イミュニティ試験レベル - 医療専門施設環境
±8 kV （接触）
± 2 kV、± 4 kV、± 8 kV、± 15 kV（空気中）

放射 RF 電磁界

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80 % AM（1 kHz）

RF 無線通信装置から
の近接界

IEC 61000-4-3

以下の「RF 無線通信装置への筐体ポートイミ
ュニティ」表を参照

定格電源周波磁界

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz または 60 Hz
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表 5 - イミュニティ試験レベル - 入力 AC 電源ポート
現象

基本 EMC 規格

電気的高速過渡現象/バースト

IEC 61000-4-4

イミュニティ試験レベル - 医療専門施設環境
± 2 kV
100 kHz 繰り返し周波数

サージ

IEC 61000-4-5

± 0.5 kV、± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0.5 kV、± 1 kV、± 2 kV

IEC 61000-4-6

3V

ライン間（差動モード）
サージ
ライン-アース間（共通モード）
RF 界によって誘発される伝導妨害

0.15 MHz – 80 MHz
ISM バンドで 6V
（0.15 MHz – 80 MHz）
80 % AM（1 kHz）
電圧ディップ

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
および
30%降下；25 周期（50Hz）
単相： 0°

停電

IEC 61000-4-11

100%降下；250 周期（50Hz）/300 周期（60 Hz）

表 7 – 患者カップリングポート
現象
静電気放電

基本 EMC 規格またはテスト方法
IEC 61000-4-2

イミュニティ試験レベル - 医療専門施設環境
±8 kV （接触）
± 2 kV、± 4 kV、± 8 kV、± 15 kV（空気中）
3V
0.15 MHz – 80 MHz

RF 界によって誘発され
る伝導妨害

IEC 61000-4-6

ISM バンドで 6 V
（0.15 MHz – 80 MHz）
80 % AM（1 kHz）
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表 8 - イミュニティ試験レベル - 信号入力 / 出力パーツポート
現象

基本 EMC 規格

静電気放電

IEC 61000-4-2

電気的高速過渡現象/バースト

IEC 61000-4-4

イミュニティ試験レベル - 医療専門施設環境
±8 kV （接触）
± 2 kV、± 4 kV、± 8 kV、± 15 kV（空気中）
± 1 kV
100 kHz 繰り返し周波数
3V
0.15 MHz – 80 MHz

RF 界によって誘発される伝導妨害

IEC 61000-4-6

ISM バンドで 6 V
（0.15 MHz – 80 MHz）
80 % AM（1 kHz）
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表 9 - 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
テスト周波数
(MHz)

385

バンド
(MHz)

サービス

変調

最大電力
（W）

距離
（m）

イミュニティ試
験レベル
（V/m）

380～390

TETRA 400

パルス変調

1.8

0.3

27

2

0.3

28

0.2

0.3

9

2

0.3

28

2

0.3

28

2

0.3

28

0.2

0.3

9

18 Hz
450

430 ～ 470

GMRS 460、
FRS 460

FM
± 5 kHz 偏移
1 kHz 正弦

710

704 ～ 787

LTE バンド 13、17

745

パルス変調
217 Hz

780
810

800 ～ 960

870

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

パルス変調

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

パルス変調

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

パルス変調

WLAN 802.11 a/n

パルス変調

18 Hz

930

1,720

1,700 ～ 1,990

1.845

217 Hz

1,970
2,450

5,240

2,400 ～ 2,570

5,100 ～ 5,800

5,500

217 Hz

217 Hz

5,785

FCC 準拠証明書
注記：

本装置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 デジタル装置に対す
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、装置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、ユーザーは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、または改造により、装置を操作するユーザ
ーの権利が無効になる場合があります。
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規制シンボル
Protektor32 システムの様々な構成部品には多数のシンボルが表示されています。シンボルの意味と重要性に
ついては以下の表を参照してください。
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

保護アース (接地)

BF 形機器

危険電圧

交流電流

直流電流

静電気敏感性デバイス (ESD)

電源オン
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説明

電源オフ

CE マーク

カナダ規格協会
(安全性認可を示す)

TUV 安全性試験実施済み・生産監視

カナダ製

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
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Protektor32 システム構成

デバイスのスタイル/モデルは上記のものと異なる場合があります。
凡例

説明

凡例

説明

A
B

刺激器ポッド
低電流刺激器ポッド

M
N

病院用電源装置
絶縁ボックス

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

TCeMEP ポッド
取得ポッド
オキシメータ
ゴーグル
焼灼検出器
ヘッドホンまたはイヤーインサート
VGA モニター**
電源ケーブル (メイン)
絶縁変圧器
プリンタ**

O
P
Q
R

PC/ラップトップ
外部トリガ
取得ヘッドボックス
刺激器ヘッドボックス

1
2
3
4
5

通信ケーブル
VGA ケーブル
DC 電源ケーブル
電源ケーブル
USB データケーブル

**VGA モニターとプリンタはオプションです。
適用部品には、EEG および EMG データ取得用の電極、視覚刺激用ゴーグル、聴覚刺激用ヘッドホン、電気刺
激器、パルスオキシメータが含まれます。

注記：このデバイスでは、Xltek の承認したケーブルと付属品のみを使用してください。
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Protektor ヘッドボックス
Protektor32 には、内蔵アンプ、A/D 変換器、デジタル信号プロセッサ、CPU、ストレージデバイスを備えた完全
なデータ取得システムが含まれています。

Protektor32 ヘッドボックスの特徴
•

最高 32 のアナログ入力チャネル（差動または参照）

•

独立電気刺激器 x 2 -- それぞれ 8 個の切り替え可能出力ポートと 2 個の低電流プローブポート付き

•

聴覚刺激器 x 1

•

視覚刺激器 x 1

•

双方向外部トリガ x 2

•

全帯域取得 (60 kHz サンプリング)

•

同時マルチチャネル EP、EMG、EEG

•

超低雑音アンプ

•

ラップトップまたはデスクトップに接続

•

小型で軽量なので OR に入れることも可能

•

スイッチマトリクス

•

刺激器ポッド

•

ブレークアウトボックス

Protektor32 ヘッドボックスは、通信ポート、2 個の外部トリガ入力/出力、焼灼検出ポートを介して他の装置に接
続できます。
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Protektor ヘッドボックスの接続
以下の説明は、Protektor32 ヘッドボックスをラップトップまたはデスクトップコンピュータに接続する方法を示して
います。
接続を切断する場合に取り外し可能なメイン電源コードに容易にアクセスできるよう装置を配置して
ください。
1. 電源コードのプラグを絶縁ボックスに差し込みます。

図 1：ヘッドボックスに電源を接続
2. 絶縁–取得ケーブルを絶縁ボックス、そして取得ボックスに接続します。

図 2：絶縁-取得ケーブルを絶縁ボックスに接続
3. 取得–刺激器ケーブルを使用して取得ボックスを刺激器ボックスに接続します。

図 3：取得ボックスを刺激器ボックスに接続
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4. 絶縁ボックスとラップトップ/デスクトップ PC の間に USB ケーブルをつなぎます。

図 4：絶縁ボックスをラップトップに接続
5. 取得/刺激器ポッドを取得ボックスと刺激器ボックスに接続します。

図 5：刺激器ポッドを刺激器ボックスに接続
取り外し可能なポッドの例

取り外し可能な刺激ポッド
ケーブルクリップの付いたポッドホルダーの例
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TcMEP 刺激器と Protektor32 の併用
TcMEP 刺激器と Protektor 32 を併用すると、毎秒最高数回のパルスでシングルまたはトレイン刺激を行う操作
モードを利用できます。

安全情報
禁忌と除外基準
Protektor32 経頭蓋刺激モードの禁忌と除外基準：
•

頭部外傷、卒中、癲癇、発作、または他の神経障害の既往歴がある被験者

•

脳動脈瘤の既往歴がある被験者

•

あらゆるタイプの医用デバイスが移植されている被験者（ペースメーカーなど）

•

頭部に金属プレートや金属片がある被験者

TcMEP 誘発プロトコル
所属先施設の刺激電極の位置に関するプロトコルに従い、刺激電極を患者の頭皮に配置してください。刺激電
極については、EEG 電極配置に関する国際的な 10～20 の規格を使用した C3 および C4 間の刺激など、複数
の異なる構成が報告されています [Calancie et al.1998, 2001; Jones et al.1996]。次に、記録したい場所に応
じて、記録用の電極を配置します。
TcMEP モードの使用方法に関する最終的な決定（刺激電極の配置、記録電極の配置、電極のタイプを含む）は、
ユーザーの手に委ねられています。TcMEP を実施するための様々なプロトコルが詳述されている発表済みの査
読論文を参照してください。
注記：外科チームに無病誤診警告が出ることを避けるため、麻酔実施の大幅な変更または平均動脈
圧が TcMEP 術中ベースラインからの偏移の原因になる可能性があるとよく理解しておくことが重要
です。
参照：
1) Calancie B., Harris W, Brindle GF, et al: Threshold-level repetitive transcranial electrical
stimulation for intra-operative monitoring of central motor conduction. J. Neurosurg Spine 95:
161-168, 2001.
2) Calancie B., Harris W, Broton JG, Alexeeva N, Green BA: “Threshold-level” multipulse
transcranial electrical stimulation of motor cortex for intra-operative monitoring of spinal motor
tracts: description of method and comparison to somatosensory evoked potential monitoring.
J. Neurosurg 88: 457-470, 1998.
3) Jones SJ, Harrison R, Koh KF, Mendoza N, Crockard HA: Motor evoked potential monitoring
during spinal surgery: responses of distal limb muscles to transcranial cortical stimulation with
pulse trains.Electroencephalogr Clin Neurophysiol 100: 375-383, 1996.
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TcMEP に関する警告と注意事項
刺激電極は、電流密度が常に 2 mA r.m.s./cm2 未満になるように十分な大きさでなくてはなりませ
ん。電流密度が 2 mA r.m.s./cm2 を超える場合、オペレータは特に注意を払う必要があります。例え
ば、100 mA、10 Hz で 1 ms 刺激するのであれば、刺激電極は 0.5 cm2 以上でなくてはなりません。
表面積の小さい電極（針電極等）を使用すると、電流密度が上昇します。
TcMEP モードの電流密度は、刺激の強さ（電圧）とパルス数によって異なります。刺激パラメータ
がテーブルで詳述されているものとは異なり、電圧が閾値を上回っている場合、ヤケドする可能性
があります。
2 mA rms/cm2 未満にするために必要な刺激パラメータの詳細な説明と計算については以下の
表 4 セクションと表 7 を参照してください。
刺激の間に患者が動くと、意図せずして神経傷害が生じることがあります。患者の動きが傷害の原
因になる可能性がある場合は、刺激を避けるため、十分な手順を踏んでください。
電流密度が高く、患者が火傷を負うリスクがあるため、表面積の小さいコークスクリュー電極と針電極
（長さ 13 mm、直径 0.4 mm の電極など）は、TcMEP 刺激器での刺激には使用しないでください。
頭蓋骨折または頭部神経外科手術の既往歴がある患者では、皮質刺激の使用が適さない場合が
あります。頭蓋変形は高い局部電流密度の原因になる可能性があります。
癲癇、その他、発作の傾向がある疾患（アルコール中毒症など）の既往歴がある患者では、皮質刺
激により発作や記憶の問題が生じることがあります。このような場合は、医療上、必要な注意を払
ってください。
また、術中に説明できない発作が起きたり、不整脈の可能性がある場合は、TcMEP 刺激器の使
用を中止してください。
TcMEP 刺激器の出力は、刺激電極にのみ接続してください。誤って出力をアース電極に接続する
と、大脳皮質以外の臓器に電流がかかり危険になる可能性があります。
Calancie et al.の研究では、適用されるエネルギーを最低限に抑えることによって患者の安全性を
高めるため、デバイスで採用された閾値レベル監視の安全性と効果を実証しようとしました。
電気刺激器を長期間にわたって何度も使用する場合は、定期的に刺激器電極の湿度とペーストを
確認してください。電気刺激を長期間行うと、刺激電極の湿度とペーストが渇きます。そのまま電気
刺激を続けると、刺激箇所の電流密度が高くなり、熱くなって火傷の原因になります。
高周波数手術器具と電気刺激器の双方を同時に患者で使用すると、電極が適用されている箇所
で火傷が生じたり、使用されている電極が損傷したりする可能性があります。高周波数手術器具の
使用時は電極を取り外してください。
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短波またはマイクロ波治療機器が電極の近くにあると、電気刺激部分の出力は不安定になりま
す。マイクロ波治療機器を使用する際は、電気刺激器の電源を切ってください。

TcMEP モダリティの刺激限度
1. パルス 1 回当たりのエネルギー限度
1000 Ohm の負荷ではパルス 1 回当たり 50mJ（IEC60601-2-40 – 付随規格に基づく安全性要件）
2. 時間当たりのエネルギー限度
最大＝毎秒 100mJ、1000 Ohm の負荷で最大 9 回のパルスで供給

パルストレインの安全性限度
患者への過剰な刺激を防ぐため、Protektor32 は出力電圧と刺激のパルス回数の関係について特別な条件を使
用して設定されています。Protektor32 TcMEP 刺激器によって患者に届けられる合計エネルギーは、トレイン当
たりのパルス回数および選択した刺激電圧によって異なります。
デバイスから患者にもたらされるエネルギーの計算値を以下の図に示します。

エネルギー限度 vs. 可能な設定
このデバイスでは、図に示されている範囲以外の設定は許可されていません。設定値を超過すると、出力を限定
する Protektor32 の機能が働きます。
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電流密度
TcMEP モードを使用する際は、電流密度に気を付けてください。電流密度は、刺激の強さ（電圧）とパルス数に
よって異なります。 電流密度を 2 mA rms / cm2 未満にするには、表 4 のパラメータ設定のセットアップを使用で
きます。
表 4：最大電圧 - 2 mA rms/cm2 にするためのパルス数の組み合わせ
2mARMS/cm2 を超える電流密度を避けるための電極 1 本、パルス 1 回当たりの最大電圧設定
パルス/秒

1

2

3

4

5

6

7

8

9

180

147

127

114

104

96

90

85

EEG ディスク電極 x 1 (0.9cm2)
電圧設定 [V]

255

使い捨てシルバーEEG ディスク電極 - カップの直径：10 mm、カップの高さ：3 mm、表面積＝90 mm2 (Natus 神
経診断付属品カタログの部品番号 105191)
上記の表 4 の値とは異なる設定セットアップの組み合わせを使用すると、刺激によって火傷を負う可
能性があるため、オペレータは特に注意する必要があります。

始動パルス

1

2

テストパルス

始動パルス回数

1

2

...

t

...

始動ギャップ
i

i

t＝パルス持続時間 – 50us で固定
i＝パルス間隔（パルス頻度）

注記：始動パルス回数＋テストパルス回数は合計 9 回を超えてはなりません。
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パルスのトレイン

1

2

次のパルスのトレイン

合計パルス回数

1

...

2

合計パルス回数

...

最低反復時間

(1 秒)
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ユーザーによる実施が推奨されているメンテナンス
システムの定期的なメンテナンス
可動部品のないソリッドステートシステムでは、定期メンテナンスは不要です。ただし、システムをテストしたい場合は、校
正済みの信号発生器を使用して 1 mV、1 Hz 方形波を入力してください。画面に表示される波形は、適切な振幅と周波
数の方形波として表示されるはずです。現在のフィルタ設定によって波形がゆがむ可能性がある点に留意してください。

ユーザーが実施する一般的なメンテナンス
Protektor32 システムを良好な機能状態に維持するため、定期的な予防保全スケジュールに従ってください。ユ
ーザーが実施する定期メンテナンスには、Protektor32 ヘッドボックスおよびコンポーネント内部にアクセスする作
業は含まれません。改良メンテナンスや内部コンポーネントの修理が必要な問題については、Xltek テクニカル
サポートまでお電話（1-800-303-0306）いただくか、最寄りの Xltek 代理店までお問い合わせください。
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

•

電極および付属品

•

刺激器 / 取得 / 絶縁ボックスとケーブル
注記：システムの基本的な手入れを行い、極端な物理的乱用を避けると、システムコンポーネント
の耐用期間が伸びます。

メンテナンスに関する警告
患者で使用している間は修理やメンテナンスを行わないでください。

拭く前にコンピュータから Protektor32 ヘッドボックスとブレークアウトボックスの接続を切断してく
ださい。ケーブルはすべて接続を切断してください。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。
輸送する際はヘッドボックスまたはブレークアウトボックスをコンピュータに取り付けたままにしない
でください。
デバイスのお手入れには、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。
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環境条件
操作環境限度

温度：10 ～ 40℃
相対湿度：30% ～ 75%
標高：海抜最高 4600 メートル
気圧：500 hPa ～ 1060 hPa

輸送・保管限度

温度範囲：-40 ～ 70℃
湿度範囲：10% ～ 100%、結露を含む
気圧範囲：500 hPa ～ 1,060 hPa

Protektor32 カートのある絶縁ボ 24Vdc/ 2A
ックス、取得ボックス、刺激器ボッ
クスと電気定格
絶縁変圧器最大出力

P/N 006979: 100 VAC-50/60 Hz, 8.7/4.35 A (850 VA),
115(120)/230(240) VAC-50/60 Hz, 8.7/4.35 A (1000 VA)
P/N 010758: 120 VAC-60 Hz, 7.50 A (900 VA)

廃棄物管理
電気・電子機器廃棄物規制を順守してください。
この製品は未分類の地方廃水流に廃棄しないでください。各地の規制に従って製品を処分してく
ださい。
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Protektor32 ソフトウェア / EPWorks
テストの設定
A) 始める前に
1. ヘッドボックスがコンピュータに接続され、電源が入っていることを確認してください。
2. Windows®デスクトップで EPWorks アイコンをダブルクリックして EPWorks を開きます。
3. [File（ファイル）] > [New（新規）] をクリックしてください。[Study Information（検査情報）] ウィンドウが
開きます。
4. 所定のテキストボックスに患者の姓名を入力します。（ここで詳細な情報を入力するか、後ほど
EPWorks ツールバーで
をクリックし、[Study Information（検査情報）] を再び開いて詳細な情報
を入力することができます。）
5. [OK] をクリックします。[Test Directory（テストディレクトリ）] ウィンドウが開きます。（下図参照）

[テストディレクトリ] ウィンドウこの画像のテストは表示目的のみで含まれています。
EPWorks ツールバーの [Study Information（検査情報）] ボタンを押すと [Study Information
（検査情報）] ウィンドウが開き、情報を追加したり編集したりできます。
EPWorks ツールバーで [Settings（設定）] ボタンを押すと、[Edit Test（テスト編集）] ウィンドウが
開き、テストの設定を入力または変更したり、新しいテストに切り替えたりできます。

基本的なテストの作成
1. [Test Directory（テストディレクトリ）] から [Create…（作成…）] ボタンをクリックして [Edit Test（テスト
編集）] ウィンドウを開きます。
2. [New…（新規…）] ボタンをクリックし、テストで必要なチャネル数を選択します。
•
•
•

EP-8：EP-8 および EP-16 ヘッドボックスで実行します。
EP-16：EP-16 ヘッドボックスのみで実行します。
Protektor：Protektor ヘッドボックスのみで実行します。

3. 電極の場所を設定するには、電極の [Location（場所）] セルをクリックしてください。場所にラベルを付
けるための名前を入力し（例えば、E3 の電極の場所セルには「C-3」、E4 の電極の場所セルに「C-4」）、
Enter キーを押します。場所ラベルは自動的にヘッドボックス入力マップに配置されます。
4. [Test Definition（テスト定義）] テキストボックスにテストの名前を入力します（例：「マスター電極」）。
テストはアルファベット順にまとめられます。
5. [Save（保存）] をクリックして、新しい名前のテストを保存します。
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B) テスト編集ウィンドウのタブ – 基本的なテストの構成
以下のテストは [Edit Test（テスト編集）] ウィンドウのタブから構成できます。
•

電極

•

グループ

•

EEG モンタージュ

•

トレース

•

チャネル (アンプ入力)

•

マーカー

•

電気刺激器

•

レイアウト

•

AV/外部刺激器

•

レポート

•

タイムライン

テストディレクトリ – 新規テスト
新規テスト...
内耳神経 (Acoustic Nerve)
両側 SSEP 下側インターリーブ
(Bilateral SSEP Lower Interleaved)
両側 SSEP 上側インターリーブ
(Bilateral SSEP Upper Interleaved)
臨床聴覚 EP (Clinical Auditory EP)
臨床視覚 EP (Clinical Visual EP)
4 チャネルマッピング (Four Channel Mapping)
4 四肢インターリーブ SSEP
(Four Extremity Interleaved SSEP)
ハードウェアチャネルテスト
(Hardware Channel Test)
ハードウェア電気刺激
(Hardware Electrical Stim)
L3-4 L5-S1 フリーラン(L3-4 L5-S1 Free Run)
L3-4 フリーラン(L3-4 Free Run)
--テストディレクトリ – 新規テスト

L3-4 トリガ(L3-4 Triggered)
L5-S1 フリーラン(L5-S1 Free Run)
L5-S1 トリガ (L5-S1 Triggered)
後頭蓋窩プロトコル(Posterior Fossa Protocol)

33

使用説明書

C) 電極タブ
電極の場所に必要な変更を行う方法：
1. [Electrodes（電極）] タブをクリックします。
2. 変更を入力します（例：筋肉や特別な電極の追加）。
3. [Save (保存)] をクリックします。
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D) EEG タブ
[EEG] タブを使用すると、EEG モンタージュのチャネルとフィルタを設定できます。電極の設定で定義された標準
的な 10～20 箇所の場所が自動的に [EEG] タブの頭皮マップに配置されます。

頭皮マップを使用して差動チャネルを設定する方法：
[EEG] タブの頭皮マップで、希望する [Input 1（入力 1）] の場所の上でポインタを見つけます。左マウ
スボタンを押し、希望する [Input 2（入力 2）] までポインタを動かし
てから放します。場所の間に赤い矢印が引かれます。EEG テーブ
ルに新しいチャネルが追加され、入力 1、入力 2、新しいチャネル
のデフォルトの設定が列記されます。
2. 必要なチャネルがテストに追加されるまでステップ 1 を繰り返します。
3. 新しいチャネルで残りの設定を選択するには、列見出しまたは各
セルを右クリックし、ポップアップメニューから [LFF]、[HFF]、
[Notch（ノッチ）]、[Color（カラー）]、[Gain（ゲイン）]、[Quadrant
（1/4 画面）] の値を選択してください。
4. [OK] をクリックして保存します。
1.

EEG テーブルを使用して差動チャネルを設定する方法：
1. [Add（追加）] ボタンをクリックします。赤い背景の空のチャネルがテーブルに表示されます。
2. 新しいチャネルの [Input 1（入力 1）] セルを右クリックし、ポップアップメニューから EEG 電極の場所を
選択します。
3. 新しいチャネルの [Input 2（入力 2）] セルを右クリックし、ポップアップメニューから EEG 電極の場所を
選択します。
4. 必要なチャネルがテストに追加されるまでステップ 1～3 を繰り返します。
5. 新しいチャネルで残りの設定を選択するには、列見出しまたは各セルを右クリックし、ポップアップメニュ
ーから [LFF]、[HFF]、[Notch（ノッチ）]、[Color（カラー）]、[Gain（ゲイン）]、[Quadrant（1/4 画面）] の値
を選択します。
6. 頭皮マップの [Name（名前）] テキストボックスにモンタージュの名前を入力します。
7. [OK] をクリックして保存します。
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頭皮マップを使用して参照チャネルを設定する方法：
1. 頭皮マップで場所をクリックし、[Input 1（入力 1）] を選択します。新しいチャネルが EEG テーブルに表
示され、[Input 1（入力）] が設定されています。
2. 必要なチャネルがテストに追加されるまでステップ 1 を繰り返します。
3. 新しいチャネルで残りの設定を選択するには、列見出しまたは各セルを右クリックし、ポップアップメニュ
ーから [LFF]、[HFF]、[Notch（ノッチ）]、[Color（カラー）]、[Gain（ゲイン）]、[Quadrant（1/4 画面）] の値
を選択してください。詳細な情報については「EEG Channel Settings（EEG チャネル設定）」のトピック
を参照してください。
4. [OK] をクリックして保存します。
参照チャンネルがすでに存在する場合、 ヘッドマップで位置をクリックしても表に追加されません
ので注意してください。
EEG テーブルを使用して参照チャネルを設定する方法：
1. EEG テーブルの右側にある [Add（追加）] ボタンをクリックします。赤い背景の空のチャネルがテーブル
に表示されます。
2. 新しいチャネルの [Input 1（入力 1）] セルを右クリックし、ポップアップメニューから EEG 電極の場所を
選択します。
3. 必要なチャネルがテストに追加されるまでステップ 1 を繰り返します。
4. 新しいチャネルで残りの設定を選択するには、列見出しまたは各セルを右クリックし、ポップアップメニュ
ーから [LFF]、[HFF]、[Notch（ノッチ）]、[Color（カラー）]、[Gain（ゲイン）]、[Quadrant（1/4 画面）] の値
を選択してください。詳細な情報については「EEG Channel Settings（EEG チャネル設定）」のトピック
を参照してください。
5. [OK] をクリックして保存します。

カスタム EEG の場所向けチャネルの設定
カスタムEEG電極の場所向けにチャネルを設定する前に、[Electrodes（電極）] タブでカスタムEEGの場所を割
り当てる必要があります。この後、[EEG] タブで [Input 1（入力1）] を右クリックすると、ポップアップメニューにカ
スタムの場所が表示されます。
カスタム EEG の電極の場所向けにチャネルを設定する方法：
1. ボタンをクリックして、新しいチャネルをモンタージュに追加します。
2. [Input 1（入力 1）] 列のセルを右クリックし、ポップアップメニューからご希望のカスタム EEG の場所を
選択します。
3. 必要なカスタムチャネルをテストに追加するには、ステップ 1 を繰り返してください。
4. 新しいチャネルで残りの設定を選択するには、列見出しまたは各セルを右クリックし、ポップアップメニュ
ーから [LFF]、[HFF]、[Notch（ノッチ）]、[Color（カラー）]、[Gain（ゲイン）]、[Quadrant（1/4 画面）] の値
を選択してください。詳細な情報については「EEG Channel Settings（EEG チャネル設定）」のトピック
を参照してください。
5. 頭皮マップの [Name（名前）] テキストボックスにモンタージュの名前を入力します。
6. [OK] をクリックして保存します。
カスタム EEG 位置は、EEG モンタージュの設定にも使用されますが、[EEG]タブのヘッドマップ
には表示されませんのでご注意ください。
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E) チャネルタブ

電極を指定するため、各チャネルで使用してください。
1. [Channels（チャネル）] タブをクリックします。-- ここで追加された電極の各ペアは、ヘッドボックスで利用
できるチャネルのいずれかを使用します。-- [Append（追加）] をクリックして新しいチャネルを [Inputs
（入力）] テーブルに追加します。
2. チャネルのアクティブな電極を選択するには、[Active（アクティブ）] 列でセルを右クリックし、表示された
メニューからアクティブな電極を選択します。
3. チャネルの参照電極を選択するには、[Reference（参照）] 列でセルを右クリックし、メニューから電極の
場所を選択します。モンタージュに必要な入力がすべて追加されるまで、ステップ 3～4 を繰り返します。
波形を反転させ（例：左エルブ点と右エルブ点にしてから右エルブ点を左エルブ点にする）、アクティ
ブなウィンドウで上向きになるようにするには、別の入力チャネルを追加する必要があります。
4. アンプゲインは、[Inputs（入力）] タブの [Input Range（入力範囲）] 列で設定されます。すべての入力
チャネルで同じ入力範囲を設定するには、[Input Range（入力範囲）] 列の見出しを右クリックして、値を
選択してください。異なるチャネルタイプで異なるゲインを設定するには、[Input Range（入力範囲）] 列
でセルを右クリックし、値を選択します。
ほとんどの EP 記録では通常、±50～±100 µV のアンプゲインが容認されます。
ただし、騒音が大きすぎる場合は、EMG 記録で±500 µV のアンプ入力範囲を使用することが推
奨されます。
5. [Reject Threshold（拒否閾値）] は、入力（アンプ）が望ましくない信号（例：Bovie ナイフと両極性焼灼
器からの信号）を拒否するレベルです。[Reject Threshold（拒否閾値）] を設定するには、列見出しまた
は各セルを右クリックし、メニューから値を選択してください。[Input Range（入力範囲）] を下回るレベル
は選択できますが、これを上回るレベルは選択できない点に留意してください。[Reject Threshold（拒
否閾値）] を上向きに調整するには、[Input Range（入力範囲）] を増やす必要があります。
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6. EMG サウンドのスピーカーを有効にするには、[Sound (サウンド)] 列でセルを右クリックし、
25%、50%、75%、100% のいずれかを選択します。
7. 特定のレベル以下に反応しないように自動スケルチまたはスピーカーを設定し、60 Hz のハムを防ぐに
は、[Squelch（スケルチ）] 列でセルを右クリックし、スケルチ閾値を設定してください。
8. [Save (保存)] をクリックします。

F) 電気刺激器タブ

電気刺激器を設定する方法：
1. [Electric Stimulators（電気刺激器）] タブをクリックします。
2. ご希望の刺激器を追加するには、[Add（追加）] ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから刺激器を
選択します。テストに必要な刺激器をすべて追加するまで繰り返してください。
3. [Name（名前）] 列で各セルをクリックし、各刺激器の名前を入力します（例：「左 PTN」または「右 PTN」）。
4. 刺激モードを選択するには、[Mode（モード）] 列でセルを右クリックし、シングルパルス、反復パルス、ト
リガ、フリーラン、平均のいずれかを選択します。選択したモードによって残りの列で利用できるオプショ
ンが決まる点に留意してください。
5. 刺激器出力の最大強度を設定するには、[Maximum Intensity（最大強度）] 列でセルを右クリックし、
利用可能な強度のいずれかを選択します（利用できる最大強度 100 mA（ミリアンペア））。
6. 刺激持続時間を設定するには、[Pulse Duration (パルス持続時間)] 列でセルを右クリックし、
0.05 ミリ秒、0.1 ミリ秒、0.2 ミリ秒、0.3 ミリ秒、0.5 ミリ秒、1 ミリ秒のいずれかを選択しま
す。
7. 刺激レートを設定するには、[Pulse Rate（パルス頻度）] 列でセルを右クリックし、ご希望の頻度を選択
してください。
8. 残りの列では、[Pulse/Train（パルス/トレイン）] と [Train Rate（トレインレート）] を設定できます。
9. [Save (保存)] をクリックします。
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G) AV/Ext 刺激器タブ
[AV/Ext Stimulators（AV/Ext 刺激器）] タブは、内部聴覚/視覚刺激器や外部トリガ入出力ポート向
けの刺激パラメータを設定するために使用されます。

1. [Stimulator（刺激器）] プルダウンメニューを使い、テストで使われる刺激器ハードウェアのタイプを選択
します。ヘッドホンまたは TIP（イヤーインサート）のいずれかを選択できます。
記録用チップを選択すると、0.9ms の刺激遅延が波形レイテンシーから取り除かれます。

2. [Auditory（聴覚）] セクションで、テストで使用される [Ipsilateral Sound（同側サウンド）] のタイプを選
択してください。[Click（クリック）]、[Pip（ピップ）]、または [Tone（トーン）] のいずれかになります。選択し
たオプションによって、さらに選択肢を調整する必要があります。以下のオプションがあります。
クリック

•
•
•

Alternating（交互）：レアーファクションとコンデンセーションの波形タイプの間
で交互にクリック音をさせる際に選択します。このデフォルトの設定は、聴覚刺
激の際に最もよく使用されます。
Rarefaction（レアーファクション）：コンデンセーション波形タイプの反転になっ
ている波形を使用する際に選択します。
Condensation（コンデンセーション）：レアーファクション波形タイプの反転に
なっている波形を使用する際に選択します。

ピップ

[Pip（ピップ）] を選択した場合は、[Rise/Fall Time [ms]（立ち上がり/立下り時間
[ms]] テキストボックスに値を入力する必要があります。

トーン

[Tone（トーン）] を選択した場合は、[Duration [ms]（継続時間 [ms]] テキストボ
ックスに値を入力する必要があります。
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3. [Contralateral Sound（対側サウンド）] を選択してください。この設定では、監視されている耳とは反対
の耳で使用される刺激のタイプを選択できます。

•
•
•

Masking Tone（マスキングトーン）：聴覚刺激で使用される対側サウンドは、別の（マスキング）音を
使用して同側サウンドの可聴度の閾値を引き上げます。
Noise（騒音）：テストで使用される対側サウンドは、別のランダムな不協和音を使用して同側サウン
ドの可聴度の閾値を引き下げます。
Silence（無音）：[Silence（無音）] を選択すると、対側サウンドは使用されません。

4. [Visual（視覚）] セクションで、[Pattern Reversal（反転パターン）] または [Goggles（ゴーグル）] の刺
激器を設定します。
•

•

•

•

•
•

Stimulator（刺激器）：[Stimulator（刺激器）] プルダウンメニューを使い、テストで使われる刺激器
ハードウェアのタイプを選択します。[Goggles（ゴーグル）] または [Monitor（モニター）] のいずれか
を選択できます。以下の設定はすべて、モニター向けです。
Modality（モダリティ）：[Modality（モダリティ）] プルダウンメニューでは、視覚刺激で使用される視
覚パターンを選択できます。[Stripes（ストライプ）] または [Quadrants（1/4 画面）]（碁盤模様）のい
ずれかを選択できます。
Color（カラー）：刺激パターンの色を指定できます。[Black（黒）]、[Red（赤）]、[Blue（青）]、または
[Green（緑）] から選択してください。この機能は、視覚刺激器として [Monitor（モニター）] が選択さ
れている場合にのみ利用できます。
Acquire On（取得日）：[Acquire On（取得日）] プルダウンメニューを使用すると、EP データの取
得をトリガーする色を指定できます。[Both（両方）]、[White（白）]、または [Color（カラー）] のいず
れかになります。この機能は、視覚刺激器として [Monitor（モニター）] が選択されている場合にの
み利用できます。
Rate [Hz]（レート [Hz]）：[Rate [Hz]（レート [Hz]）] テキストボックスに値を入力し、視覚刺激のレー
トをヘルツで設定します。
[Flash (フラッシュ)]: モニター上で 1/4 画面 2 画面の間/ストライプパターンの間にグレーパ
ターンを表示するには、このボックスを選択します。

5. [Save (保存)] をクリックします。
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H) タイムラインタブ
タイムラインは、新しい波形の収集を開始する時期を EPWorks に知らせるために使用されます。タイムラインは
[Interleaved（インターリーブ）] または [Consecutive（連続）] に設定できます。さらに、連続的に実行する、一
度実行して二度と再開しない、または間隔をおいて実行するのいずれかにタイムラインを変更できます。タイムラ
インは主に、二肢または四肢の刺激を使用する場合に刺激をインターリーブするために使われます。

ひとつまたは複数のタイムラインを設定する方法：
1. [Timelines（タイムライン）] タブをクリックします。
2. タイムラインテーブルに新しいタイムライン行を追加するには、[Append（追加）] をクリックしてください。
3. タイムラインの種類を選択するには、[Type（タイプ）] 列でセルを右クリックし、[Interleaved（インターリ
ーブ）] または [Consecutive（連続）] を選択します。インターリーブを行うと、刺激が前後し、片側からも
う一方に交互に移ります。
4. [Restart（再開）] 列で、各セルの再開プロパティを [Never（再開しない）]、[Continuous（連続）]、また
は [On Interval…（間隔をあける…）] のいずれかに設定します。
5. [Save (保存)] をクリックします。
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I) グループタブ
[Groups（グループ）] タブは、トレースのコレクションを設定する際に使用されます。各グループは、特定の刺激
に関連のあるトレースで構成できます（例：L（左）下 SSEP、R（右）下 SSEP）。 各グループは、取得またはレビ
ュー中、別個のウィンドウで表示できます。

テスト向けにグループを設定する方法：
1. [Append（追加）] をクリックし、新しいグループの行を追加します。
2. [Name（名前）] 列でグループの名前を入力します。
3. グループの信号タイプを選択するには、[Signal Type（信号タイプ）] 列でセルを右クリックし、[Free
Run（フリーラン）]、[Triggered（トリガ）]、または [Averaged（平均）] のいずれかを選択してください。
4. [Triggered（トリガ）] または [Averaged（平均）] の信号タイプを選択した場合は、[Trigger (Stim)（トリ
ガー（刺激)）] 列でセルを右クリックし、以前に設定した刺激器のメニューから選択します。
5. [Stim Delay（刺激遅延）] 列を使用し、[Interleaved（インターリーブ）] タイムラインでグループの刺激遅
延を設定してください。
6. [Groups（グループ）] タブの右下コーナーにある [Stim Delay（刺激遅延）] ボタンを使用すると、刺激遅
延の設定が自動的に計算されます。[Stim Delay（刺激遅延）] ボタンは、[Traces（トレース）] タブを設定
するまでは機能しません。
7. [Sweeps/Averages（掃引/平均）] は、平均全体に含まれている掃引数です。[Sweeps/Averages（掃
引/平均）] 列でセルを右クリックし、ご希望の設定を入力します。
8. グループのタイムラインを設定するには、[Timeline（タイムライン）] 列でセルを右クリックし、[Timelines
（タイムライン）] タブで設定していたタイムラインのメニューからタイムラインを選択します。
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9. [Capture（キャプチャ）] 列は、フリーランデータのエポックをキャプチャする閾値を設定する際に使用し
ます。[Capture（キャプチャ）] 列でセルを右クリックし、以下のオプションから選択してください。
•

•

•

Start Capturing/Recording（キャプチャ/記録の開始）：この設定はキャプチャをオンまたはオフに
する際に使用します。また、波形ウィンドウで特定の波形を右クリックしてキャプチャをオン/オフにす
ることもできます。キャプチャをオンにすると、キャプチャ値の隣にチェックマークが表示されます。
Threshold（閾値）：ユーザーの定義する電圧値で、データポイントがこれを超過すると（「拒否閾値」
は超過しません）、データが「キャプチャ」されて表示されます。これを選択すると、キャプチャ閾値を
µV で入力できます。
Chime（チャイム）：ユーザーの定義するサウンドで、波形が「キャプチャ」されるたびに鳴ります。
[Chime（チャイム）] メニューからサウンドを選択し、波形データが閾値に達するたびにサウンドが鳴
るよう設定します。

10. [Trig.Delay（トリガ遅延）] 列（トリガされた刺激向け）では、刺激の開始から取得開始までの遅延をミリ
秒で設定できます。トリガ遅延は正の値と負の値の双方に設定できます。
11. 表示モードを設定するには、[Disp.Mode（表示モード）] 列でセルを右クリックし、以下のオプションのい
ずれかを選択します。
•
•
•

Replace（置換）：[Replace Mode（置換モード）] オプションで設定されたトレースのセット数が表示
されます。
Vertical Curve Stack（垂直曲線スタック）：最大 50 のトレースが、垂直に間隔をあけ、連続して表
示されます。
Overlay（オーバーレイ）：波形ウィンドウでトレースのセットが重ね合わされます（同時オリジンで表
示されます）。[Overlay Mode（オーバーレイモード）] オプションで、オーバーレイされるトレースの
数を設定します。

12. [Replace Mode（置換モード）] または [Overlay Mode（オーバーレイモード）] で表示されるトレース数
を設定する方法：
•
•

各波形ウィンドウで、波形ウィンドウの背景を右クリックし、[Layout（レイアウト）] タブをクリックします。
あらゆる波形ウィンドウで [Tools（ツール）] メニューから [Customize（カスタマイズ）] を選択し、
[Traces（トレース）] タブをクリックします。

13. 表示スタックタイプを設定するには、[Disp.Stack（表示スタック）] 列でセルを右クリックし、以下のオプシ
ョンのいずれかを選択します。
•
•

Trace Stack（トレーススタック）：各グループに含まれているチャネルに従い、グループ内のトレース
を整理します。
Set Stack（設定スタック）：同時に取得されたトレースを一緒に配置します。

14. [Nb.Div.（区分数）] 列で波形ウィンドウグリッドの最大区分数を 10、20、または 30 に設定します。
15. [Save (保存)] をクリックします。
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J) トレースタブ
トレースは、同じ入力チャネルで取得された波形のコレクションです。1 回のテストで最高 32 のトレースを定義で
きます。[Traces（トレース）] タブでは、各トレースの属性を定義できます。

グループで表示するトレースを設定する方法：
1. [Append（追加）] をクリックし、グループのメニューからグループを選択して、テストにトレースを追加しま
す。新しい行が [Traces（トレース）] テーブルに追加されます。
2. トレースのカスタム名を付けるには、[Name（名前）] 列のセル内をクリックし、名前を入力します。カスタ
ム名を入力しなければ、入力を選択した際、入力後に EPWorks が自動的にトレースに名前を付けます。
3. トレースを作成する入力を定義するには、[Input（入力）] 列でセルを右クリックし、メニューから入力を選
択します。（入力は [Inputs（入力）] タブであらかじめ定義されます。）
4. [Append（追加）] ボタンメニューからグループを選択した場合は、[Group（グループ）] 列でセルが設定
されています。（ご希望の場合は、[Group（グループ）] 列のセルを右クリックするとグループを変更でき
ます。）
5. 特定の値を下回る干渉を排除するために低周波数フィルタを設定するには、[LFF] 列でセルを右クリック
し、メニューから設定を選択します。LFF の値の範囲は 0.1 Hz～200 kHz です。
6. 高周波数フィルタは、指定されたカットオフ周波数を上回るすべての周波数をパスするよう回路を設定し
ます。カットオフ周波数を下回る周波数は拒否されるか減衰されます。[HFF] 列でセルを右クリックし、メ
ニューから設定を選択します。HFF の値の範囲は 15 Hz～15 kHz です。
7. ノッチフィルタは、最寄りの電気機器からの干渉を最低限に抑え、ほとんど排除します。[Notch（ノッチ）]
列でセルを右クリックし、ノッチフィルタを [Off（オフ）]、[60 Hz]、または [50 Hz] に設定します。
8. 感度設定は、チャネルの感度またはゲインを調整します。[Sensitivity（感度）] 列でセルを右クリックし、
メニューから設定を選択します。
9. タイムベース設定は、画面上の記録の表示と速度を調整します。[Timebase（タイムベース）] 列でセル
を右クリックし、メニューから設定を選択します。
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10. [Color（カラー）] 列でセルを右クリックし、アクティブでない場合（データの取得中）のトレースの色を設定
します。赤はデフォルトの色で、アクティブなトレースを示します。
11. デフォルトで [Chime (チャイム)] は <none (なし)> に設定されています。特定のトレースのサウ
ンドを設定するには、[Chime (チャイム)] 列でセルを右クリックし、[Chime (チャイム)] メニュ
ーでサウンドを選択します。
12. [Traces（トレース）] タブでトレースの設定を完了したら、[Save（保存）] をクリックしてください。
13. [Groups（グループ）] タブでインターリーブのタイムラインを設定した場合は、シミュレーション遅延を設
定する必要があります。これを行うには、[Groups（グループ）] タブをクリックしてから [Calculate Stim
Delay（刺激遅延の計算）] ボタンをクリックしてください。
14. [Save (保存)] をクリックします。

K) マーカータブ
マーカーとマーカーの定義および計算は、[Edit Test（テスト編集）] ウィンドウの [Markers（マーカー）] タブで設
定します。定義後は該当するマーカーのボタンが [Group（グループ）] メニューの隣にあるツールバーウィンドウ
に表示されます。
注記：
•

特定のタイプのマーカーをひとつだけ特定のセットに配置できます。

•

マーカーは、波形にマークを付け、レイテンシーと振幅の値を計算するよう設定できます。

•

マーカーは、定義されたグループごとに設定できます。

マーカー定義テーブルを設定する方法：
1. [Append（追加）] ボタンをクリックし、マーカー定義テーブルに行を追加します。
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2. [Style（スタイル）] 列でセルを右クリックし、以下から選択します。
•
•

Amplitude（振幅）
Cursor（カーソル）

•
•
•
•
•

Latency Cursor（レイテンシーカーソル）
Tick with Latency Value（レイテンシーの値でチェック）
Tick with Amplitude Value（振幅の値でチェック）
Tick with Latency and Amplitude Values（レイテンシーと振幅の値でチェック）
Labeled Tick with Latency Value（レイテンシーの値でチェックのラベル）

3. その後、[Placement（配置）] 列でセルを右クリックし、以下から選択します。
•
•
•

手動
Peak（ピーク）
Trough（谷）

[Peak（ピーク）] と [Trough（谷）] を選択した場合は、[From (ms)（開始 (ms)）] と [To (ms)（終了 (ms)）]
列に適切な値を入力してください。
通常は波形で予測されるレイテンシーの各側で 5 ミリ秒が許容される点に留意してください。

4. [From (ms)（開始 (ms)）] および [To (ms)（終了 (ms)）] 列のセルに値を入力し、マーカーの開始時間
と終了時間を示します。デフォルトの値はそれぞれ、0 ms と 15 ms です。
5. 特定のトレースにマーカーを加えるには、[Trace（トレース）] 列でセルを右クリックし、表示されたメニュ
ーからトレースを選択します。
マーカーはテストで必要な数を設定できる点に留意してください。

計算テーブルを設定する方法：
1. [Append（追加）] ボタンをクリックし、マーカー計算テーブルに行を追加します。
2. [Name（名前）] 列に計算済みの結果の名前を入力できます。名前が入力されなければ、[From（開始）]
および [To（終了）] 列で選択されたマーカーに基づいて、EPWorks が自動的に名前を割り当てます。
3. [From（開始）] セルを右クリックし、2 番目のマーカーを選択します。結果は、(To - From) として計算さ
れます。
4. ステップ 3 で [Type（タイプ）] 列で [Amplitude（振幅）] を選択する予定の場合は、[To（終了）] セルを右
クリックし、最初のマーカーを選択します。- ステップ 3 で [Type（タイプ）] 列の [Latency（レイテンシー）]
計算を選択した場合、[To（終了）] 列で値を設定する必要はない点に留意してください。
5. [Type（タイプ）] セルを右クリックし、[Amplitude（振幅）] または [Latency（レイテンシー）] 計算タイプを
選択します。
6. [Save (保存)] をクリックします。

46

XLTEK Protektor32

使用説明書

L) レポートタブ

1. [Template（テンプレート）] ウィンドウに表示されるテスト固有のテンプレートは、このテストに対応します。
2. [Add（追加）] ボタンをクリックし、カスタマイズされたテスト固有のテンプレートの作成を開始してください。
3. このボックスには、名前の付いたテストのデフォルトのテンプレートが表示されます。この例では、ドロッ
プダウンリストからデフォルトが選択されていません。
4. [Global Templates（グローバルテンプレート）] ボタンをクリックし、利用可能なグローバルスタディとテス
トテンプレート（あらゆるテストで使用できるテンプレート）がすべて列記されているリストを表示します。
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データ取得
記録のタイプ
Protektor 32 では以下のタイプの記録を実行できます。
•

体性感覚誘発電位（SSEP：Somatosenory Evoked Potentials）

•

経頭蓋運動誘発電位（TcMEP：Transcranial Motor Evoked Potentials）

•

視覚誘発電位（VEP：Visual Evoked Potentials）

•

脳幹聴覚誘発電位（BAEP：Brainstem Auditory Evoked Potentials）

•

筋電図検査（EMG：Electromyography）

•

脳波検査（EEG：Electroencephalography）

ライブデータ記録ウィンドウの概要

1. ライブデータ記録表示/ウィンドウ

2. 波形ツールバー

3. タイトルバー

4. ツールバー

5. 刺激器ウィンドウ

6. グループウィンドウ

7. テストディレクトリウィンドウ

8. 注記の編集

9. タイムバーの概要

10. 履歴ウィンドウ

[Acquisition（取得）] では、ライブデータの記録中に [History（履歴）] ウィンドウを表示できるため、
現在の波形を以前のテストで収集された波形に比較できます。
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取得ツールバー
ボタンの定義については「ツールバーのボタン」をご覧ください。

刺激器ウィンドウ
[Stimulators（刺激器）] ウィンドウでは、検査が継続している間の各刺激器の継続時間、レート、強度を設定でき
ます。

グループウィンドウ
[Groups（グループ）] ウィンドウでは、データの記録やデータの取得を開始・停止できます。 テストの各グルー
プで [Groups（グループ）] ウィンドウは、取得/記録され
ている現在のセットの承認済みの掃引数（[NA] 列）と拒
否された掃引数（[NR] 列）を報告します。 特定のグルー
プの取得を開始または停止するには、[Type（タイプ）] 列
でチェックボックスをクリックしてください。トリガ済みグル
ープまたは平均グループでは、波形を取得するために
[Stimulators（刺激器）] ウィンドウで適切な刺激器を起動する必要もあります。
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波形ウィンドウ
[Waveform（波形）] ウィンドウには、グループに割り当てられているトレースと波形のセットでテスト結果が表示さ
れます。
記録モードでは、タイトルバーに波形ウィンドウのデータが [Live（ライブ）]（現在取得中）か、[Historical（履歴）]
（検査で以前に取得されたデータのスナップショット）かが示されます。タイムバーには、波形ウィンドウの履歴デ
ータが表示されます。

1. タイトルバーは、このデータがライブであることを
示しています

2. 複数のグループがこのウィンドウに割り当てられて
いる場合は、[Group（グループ）] メニューが表示されま
す。ひとつのグループしか割り当てられていなければ、
[Group（グループ）] メニューは非表示になります。

3. マーカーボタン

4. 設定済みの計算

5. サイズ変更ハンドル（設定済みの計算を表示また
は非表示にするために使用）

6. 波形ラベル

7. スクロールバー（ウィンドウの内容を上下に移動さ
せるために使用）

8. サイズ変更ハンドル（ウィンドウを拡大/縮小するため
に使用）

9. デフォルトで赤いトレースがアクティブになります

10. デフォルトで緑のトレースはベースラインです

11. デフォルトで青いトレースが選択されます

12. トレースラベル

13. マーカー

14. ベースラインの計算

15. ズームアウト/イン
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波形表示モード – メニューオプション
波形ウィンドウでグループの表示モードを表示または変更するには、トレースラベルを右クリックして、ポップアッ
プメニューから [Display Mode（表示モード）] を選択します。

2 つの主要な表示モードのカテゴリは [Traces Stack（トレーススタック）] と [Sets Stack（セットスタック）] です。
[Display Mode（表示モード）] ポップアップメニューで最初の項目をクリックすると、波形の表示は [Traces
Stack（トレーススタック）] と [Sets Stack（セットスタック）] モードの間で切り替えられます。

1. トレースラベル

2. 表示モードメニュー

3. [Display Mode（表示モード）] を [Traces Stack
（トレーススタック）] から [Sets Stack（セットスタッ
ク）] に変更します

表示モード

Sets Stack（セットスタック）

Show All Waveforms
（すべての波形を表示）

Vertical（垂直）

Distribute Waveforms
（波形の分配）

CurveStack（曲線スタック）

Delete Waveforms
（波形の削除）

Overlay（オーバーレイ）

Trace Enabled（トレース有効）

Replace（置換）

Properties…（プロパティ…）
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トレース表示モード
波形はグループの表示モードに従い、順次表示されます。最大 50 のトレースが連続して表示されます。 –以下
のトレーススタックの例を確認してください。トレースはセットスタックとして表示できる点にも留意してください。
表示モード

図解

説明

Vertical Curve Stack
（垂直曲線スタック）

単一のトレース

Overlay
（オーバーレイ）

重複したトレースのセット

Replace
（置換）

新しく取得された各波形が以前の波
形に置き換わります。
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マーカーの使用
波形にマーカーを配置する方法：
1. マーカーボタンを選択します。
2. 希望する位置にポインタを動かしてクリックします。マーカーが波形に配置されます。マーカーの計算が
波形ウィンドウのマーカー計算結果セクションに表示されます。
3. テストで必要な数のマーカーが配置されるまで、上記の手順を繰り返してください。
•

マーカーの場所を変更するには、波形ウィンドウでマーカーをクリックし、左マウスボタンを押したまま、マーカ
ーを波形上の新しい場所までドラッグしてください。マーカーを動かすと、計算結果は自動的に更新される点
に留意してください。

•

マーカーを削除するには、マーカーをクリックして選択し、キーボードの Delete キーを押します。

マーカー計算テーブル
マーカー計算の表を確認するには、グレーのバー（サイズハンドル）をクリックし、マウスの左ボタンを押したまま
グレーのバーを下にドラッグします。

1. ズームイン/アウトボタン

2. マーカーボタン

3. マーカー計算結果

4. サイズ変更ハンドル（設定済みの計算を表示また
は非表示にするために使用）

5. マーカー

6. アクティブな波形（デフォルトで赤）

7. 設定 1：ベースラインとして設定し、緑色の波形とし
て表示されます（デフォルト）

8. 選択した波形（デフォルトで青）

9. 設定 B はベースライン設定

10. グループメニュー
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マーカー計算オプションのポップアップメニューにアクセスするには、マーカー計算表でセルを右クリックしてください。

--マーカー計算表 – オプションメニュー

•

Show Absolute Marker Value
（絶対マーカー値を表示）

•

Show Difference To Baseline
（ベースラインとの差を表示）

•

Show Percent Difference To Baseline
（ベースラインとの差をパーセントで表示）

•

Print Table of Values
（値表を印刷）

カーソルで波形を測定
[Cursors（カーソル）] ツールバーでは、波形上のポイントをすばやく測定して比較できます。 [View（表示）] メニ
ューを開き、[Toolbars（ツールバー）] > [Cursors（カーソル）] を選択します。

カーソルツールバー
メニュー項目

ツールバーボタン

説明

Latency Difference
（レイテンシーの差）

アクティブな波形ウィンドウで波形上の 1 つのポイントから別のポ
イントまでに時間的な差をミリ秒で測定します（ピーク間間隔）。

Amplitude Difference
（振幅の差）

アクティブな波形ウィンドウで波形上の 2 つのポイント間で振幅の
電圧の差を測定します。

Absolute Latency
（絶対レイテンシー）

アクティブな波形ウィンドウまたは履歴ウィンドウで波形上の特定
のポイントの時間をミリ秒で測定します。

Absolute Amplitude
（絶対振幅）

アクティブな波形ウィンドウで波形上の特定のポイントの振幅電圧
をベースラインに比較して測定します。

•

– 波形ウインドウのプロパティの詳細な説明については、Protektor 32 リファレンスマニュアルをご覧ください。
一般タブ、レイアウトタブ、その他タブ、オプションメニュー
各トレースにはベースライン波形がひとつだけあります。ベースライン波形は複数のセットに属
している可能性があります。
[Customize: Stimulators（カスタマイズ：刺激器）] タブでは複数の刺激器を実行するオプション
を有効にできます。複数の刺激器を実行する場合は電気・外部刺激器を同時に実行できませ
ん。さらに、一度に複数の外部刺激器を実行することもできません。
他の刺激パラメータはすべて（聴覚：刺激タイプ、騒音タイプ。視覚：ゴーグルとモニターの比
較、色など）、[Edit Test（編集テスト）] ウィンドウを開き、[AV/Trigger In/Out ports（AV/トリガイ
ン/アウトポート）] タブを開いて設定する必要があります。
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複数のタイムラインを同時に実行する方法：
1. [Stimulators Properties（刺激器のプロパティ）] ウィンドウを開き、[Customize...（カスタマイズ…）] を
[Tools（ツール）] メニューから選び、[Stimulators（刺激器）] タブをクリックします。
2. [Enable running multiple timelines and stims（複数のタイムラインと刺激器の実行を有効にする）]
オプションを選択し、[OK] をクリックします。
テストを実行すると、タイムラインを独立して開始/停止/一時停止/続行できるようになります。
設定された間隔で刺激を一時停止すると、刺激が開始される時間を示すため、タイムラインの時計が表示され
ます。

[Timebar（タイムバー）]、[Log Book（ログブック）]、[History（履歴）] ウィンドウの機能に関する
情報については、「検査のレビュー」セクションを参照してください。

インピーダンスチェック
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。インピーダンスをチェックすると、新しいインピーダンス
チェックの注記がログブックとタイムバーに挿入される点に留意してください。
インピーダンスチェックを行うには以下の手順に従ってください。
1. [Settings（設定）] ツールバーでインピーダンスチェックボタン
をクリックします。
2. インピーダンスの閾値を選択します。
3. 単一のチャンネルをチェックするには、ご希望のチャネルの隣にあるオプションを選択してください。
チャネルをすべてチェックするには、[Scan All（すべてスキャン）] ボタンをクリックします。
4. インピーダンスチェックを停止してテストに戻るには、[Exit（終了）] ボタンをクリックしてください。
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EEG/スペクトルウィンドウ
EEG ライブウィンドウ
[EEG Live（EEG ライブ）] ウィンドウには、現在アクティブなモンタージュ設定に従い、EEG データが表示されま
す。-- モンタージュは [Edit Test（テスト編集）] ウィンドウの [Montage（モンタージュ）] タブで設定されます。
EEG 波形ウィンドウの設定オプションメニューで一時的にチャネル設定を編集できます。波形設定オプションメニ
ューで行ったチャネル設定はテストの設定に影響しない点に留意してください。

1.スイープエッジの現在の時間と場所

2.モンタージュメニュー

3.編集可能なモンタージュ設定

4.サイズ変更可能な境界

5.トレース表示

6.スイープエッジ

7.モンタージュチャネル

8.移動ハンドル

9.モンタージュハンドルの設定

EEG レビューウィンドウ
[EEG Review（EEG レビュー）] ウィンドウでは、検査中に収集されたあらゆる EEG データをレビューできます。

EEG データのレビュー
•

ツールバー：ツールバーを使用すると、記録された EEG データをナビゲートできます。

•

Notes（注記）：検査中に追加された注記は EEG レビュートレース表示に示されます。

•

Time Mark（タイムマーク）：マウスを使うと、タイムマークラインを特定のポイントまでドラッグできます。
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•

Time Stamp（タイムスタンプ）：タイトルバーの [Time Stamp] は自動的に更新され、タイムマークラインの現
在地を反映します。

•

右向き・左向き矢印キー：キーボードの右向き・左向き矢印キーを使うと、トレース表示を前後に移動できます。

•

Timebar（タイムバー）：デフォルトで [EEG Review（EEG レビュー）] ウィンドウは [Timebar（タイムバー）]
にリンクされています。

•

タイムバーのスライダーの位置が変わると、[EEG Review（EEG レビュー）] ウィンドウはリフレッシュされ、検
査のその時点からのデータが表示されます。

•

[Lock（ロック）] ボタン：[Lock（ロック）] ボタンをクリックすると、タイムバーと [EEG Review（EEG レビュー）]
ウィンドウの間のリンクをオンとオフに切り替えられます。[Lock（ロック）] ボタンをオフにすると、タイムバー
の注記をダブルクリックして、[EEG Review（EEG レビュー）] ウィンドウの表示を注記が適用された検査の
時点にジャンプできます。

EEG レビューウィンドウの概要

1. タイムマークラインの現在の時間と場所

2. タイムマークラインはマウスでドラッグできます

3. トレース表示

4. サイズ変更可能な境界

5. モンタージュチャネル

6. 移動ハンドル

7. 順方向

8. 次ページに進む

9. 停止

10. 前のページに戻る

11. 逆方向

12. [Lock（ロック）] を選択すると、このウィンドウがタ
イムバースライダーの位置にリンクされるのを防ぐこと
ができます。
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スペクトルウィンドウ：CSA および DSA EEG
生の EEG は FFT（高速フーリエ変換)技法を使用し、EEG スペクトルを表示して処理されます。EEG 周波数ス
ペクトルは、周波数の関数として [Power (μV2)（電力 (μV2)）] または [Amplitude (μV)（振幅 (μV)）] で表示
されます。
[Spectral（スペクトル）] ウィンドウには、圧縮スペクトル解析または密度スペクトル解析形式で以前に定義された
EEG トレースの周波数の特徴が表示されます。
[Spectra Settings of the CSA and DSA（CSA/DSA のスペクトル設定）] ウィンドウでは、表示、処理、一般的な
プロパティを定義できます。 -- [CSA/DSA Properties（CSA/DSA プロパティ）] を開くには、[CSA/DSA] ウィ
ンドウの背景を右クリックし、[Properties...（プロパティ…）] を選択してください。

圧縮スペクトル解析（CSA）ウィンドウ

1. モンタージュチャネルラベル
3. 時間軸
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密度スペクトル解析（DSA）ウィンドウ

1. モンタージュチャネルラベル

2. スペクトルエッジ

3. 周波数軸

4. 電力軸がカラー表示に示されます

5. 時間軸
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1/4 画面-DSA ウィンドウ
[Quadrant Density Spectral Analysis（1/4 画面密度スペクトル解析）] ウィンドウには、密度スペクトル解析グル
ープが 1/4 画面で表示されます。-- [Quadrant-DSA（1/4 画面-DSA）] ウィンドウで結果を表示するには、1/4 画
面を [Edit Test -- Montage（テスト編集--モンタージュ）] タブウィンドウで設定する必要があります。[QuadrantDSA Properties（1/4 画面-DSA プロパティ）] を開くには、[Quadrant DSA（1/4 画面 DSA）] ウィンドウの背景
を右クリックし、[Properties...（プロパティ…）] を選択します。
1. 1/4 画面

2. 時間軸

3. 電力軸カラーパレット

4. 電力軸がカラー表示に示
されます

5. 周波数軸
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スペクトルレビューウィンドウ
あらゆるスペクトルウィンドウ –CSA、DSA、Q-DSA– は [Review（レビュー）] モードで表示できます。

[Timebar（タイムバー）] を使用すると、スペクトルウィンドウのレビュー中、前後に移動できます。
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検査のレビュー
検査をレビューする方法：
1. [File（ファイル）] メニューで [Close Study（検査を閉じる）] を選
択してアクティブなウィンドウをすべて閉じます。
2. [File（ファイル）] メニューから [Review（レビュー）] を選択します。
3. [Open（開く）] ダイアログボックスでレビューしたいファイルを選
択します。
•

•

[Customize（カスタマイズ）] > [Options（オプション）] の
[Review/Resume（レビュー/再会）] セクションで [Last study directory（前回の検査ディレクトリ）]
が選択されている場合は、最も直近に取得された検査が [Open（開く）] ダイアログボックスの [File
Name（ファイル名）] フィールドに表示されます。
[Customize（カスタマイズ）] > [Options（オプション）] で [Patients main directory（患者メインデ
ィレクトリ）] が選択されている場合は、レビューしたい患者ファイルを参照する必要があります。その
後、ファイルフォルダをダブルクリックし、患者の*.iom ファイルを選択します（例：John,Smith.iom）。

4. レビューしたいファイルが見つかったら、[Open（開く）] をクリックしてください。検査ファイルがレビューモ
ードで表示されます。
•

異なるファイルを参照するには、[Look in:（検索場所:）] リストボックスで矢印ボタンをクリックし、
[Patients（患者）] ディレクトリを選択します。表示された患者ディレクトリからレビューしたいファイル
を選択し、[Open（開く）] をクリックしてください。

5. [Review（レビュー）] モードでは以下を実行できます。
•
•
•
•
•
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ログブックで注記をレビューします。
[Trending（トレンド）] ウィンドウで計算をレビューします。
[History（履歴）] ウィンドウでトレースのセットをレビューします。
取得した EEG データを [EEG Review（EEG レビュー）] ウィンドウでレビューします。
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タイムバー
[Timebar（タイムバー）] には検査全体の概要が表示されるため、レビューしたり情報にアクセスしたりできます。
タイムバーの機能は記録およびレビューモードで利用できる点に留意してください。

タイムバーの概要

1. 注記のチェック

2. インピーダンスチェック

3. 検査間の移行

4. ベースラインチェック

5. スライダーは波形ウィンドウに表示されている検査
のポイントにあります

6. 前のセット

7. 履歴テストセクション（グレー）

8. 現在のテストセクション（黄色）

9. ライブ検査セクション（アクア）

10. 次のセット

11. [Recording（記録）] モードではスライダーはライブ
検査セクションに戻ります。[Review（レビュー）] モード
ではスライダーは検査の終わりにジャンプします。
タイムバーは以下のウィンドウにリンクできます。
•

Waveform（波形）

•

ログブック

•

History（履歴）

•

Trending（トレンド）

•

EEG Review（EEG レビュー）

デフォルトで上記のウィンドウはすべて（履歴以外）、タイムバーにリンクされています。
このリンクを有効/無効にするには、オプションメニューまたはタイムバーのツールバーボタンを使用してください。
タイムバーには以下が表示されます。
•

検査中に使用されたテストすべて（アクティブ（現在ライブ）および非アクティブ(履歴）テストを含む）

•

検査の注記すべて
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•

ベースライン

•

インピーダンスチェック
タイムバーを左クリックすると、ポインタの隣に時計のシンボルが表示されます。左マウスボタンを長押
しすると、このボタンから手を離すまでタイムバーが更新されない点に留
意してください。

タイムラインの任意のポイントに関する情報ボックスを表示するには、ポインタをそ
のエリアの上に動かすか、当該ポイントをクリックしてください。
タイムバーのナビゲーションボタン、タイムバーのオプションメニュー、タイムバーチェックの詳
細については、Protektor 32 リファレンスマニュアルを参照してください。

ログブック
[Log Book（ログブック）] はテストに追加されたすべての注記の記録のほか、各注記が関連付けられている特定
の波形（該当する場合）を維持します。
ログブックの機能は [Recording（記録）] モードでも利用できる点に留意してください。

1. テスト全体に関わる注記

2. 波形に貼付されている注記

3. 注記が適用された時間

4. 波形にリンクされている注記の場合は、トレースラベル、セット番号、
取得時間が表示されます

5. 見出しの間のラインを左右にドラ
ッグし、列の幅を変更できます

6. [Notes（注記）] メニューから選択するか、カスタム注記を作成し、
一般的な注記をテストに追加します

7. 注記を削除

8. [Edit Notes（注記の編集）] ダイアログボックスを開き、タイトルを変
更するか、コメントを追加するか、注記を波形にリンクします
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トレンドウィンドウの概要
[Trending（トレンド）] ウィンドウは、各テストのマーカーの計算を指定されたシーケンスで表示するために使われ
ます。

1. [Trending Display Configuration（トレンド表示構
成）] ボタン：現在、すべての計算を表示するよう設定
されています。クリックすると、特定のグループまたは
マーカーに表示を絞り込むことができます

2. グラフに表示されるデータの分数を設定します

3. グラフィックはポイント表示タイプに設定されていま
す

4. グラフィックは垂直バー表示タイプに設定されていま
す

5. 読み取りギャップが圧縮され、青い点線に囲まれ
ています

6. スクロールボックスを左右に動かすと、データをさら
に表示できます

7. ステータスバーのメッセージはマウスポインタの位
置に応じて変わります

8. 区切り記号バー

9. [Graph Titles（グラフのタイトル）] には [Marker
Label <Group Title>（マーカーラベル <グループタイ
トル>）]が表示されます。

10. 赤いグラフの見出しは、グラフのポイントがユーザ
ーの許可したレベルを超過していることを示します

11. グラフのポイントは各セットのマーカー計算を示し
ます

12. 時間スケール

13. 赤い三角はユーザーの定義してレベルを超過し
ています（「Out of Range Level（範囲外のレベル）」）

14. [Previous Note（前の注記）] へ移動します
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履歴ウィンドウの概要
[History（履歴）] ウィンドウでは、検査中に取得されたあらゆる波形/トレースをレビューできます。この中には、
波形ウィンドウの最大セット数に達したために削除されたものも含まれます。
波形ベースラインが表示されます。最も直近に取得された波形もその右上に表示されます。
レビューでは [History（履歴）] ウィンドウを有効にして、現在のデータを以前に記録されたテス
トに比較できる点に留意してください。

履歴ウィンドウ – すべてのトレース

1

更新/停止ボタン

9

カーソル (マーカー) の計算は緑です (デフォルト)

2

ステータスボックスには現在、時間スケ
ール開始時間が表示されています

10

読み取りギャップ

3

履歴表示構成選択ボタン

11

スクロールボックスを左右に動かすと、データをさ
らに表示できます

4

時間スケールのサイズ

12

ステータスバーのメッセージはマウスポインタの位
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置に応じて変わります
5

時間スケールの単位を分または秒に切り
替えられます

13

時間スケールの最後に表示を動かします

6

すべてのゲインを調整

14

時間スケールの開始を進めます

7

フロートメモ

15

時間スケールの開始を戻します

8

波形は黄色です (デフォルト)

16

時間スケールの最初に表示を動かします
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レポート
一般的なレポートの作成
各 EPWorks レポートは、2 つの異なるタイプの報告テンプレートを使用して生成されます。
•

検査テンプレート： 患者検査から挿入された情報が含まれます
− 例：患者情報とケース概要

•

テストテンプレート：患者検査から収集されたデータが含まれます
− 例：各グループの波形・計算テーブル

患者検査を完了した後、ツールバーで [Reporting（方向）] ボタン
をクリックしてください。[Select Report
Templates（レポートテンプレートの選択）] リストで、レポートに含めたいテストを選択し、[OK] をクリックします。
その後、レポートが生成されます。
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リモート監視
始める前に
XLTEK Portals ソフトウェア（LocalPortal および RemotePortal）の使用を開始する前に、所属先の病院または
機関の IT 部門に連絡し、適切な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトのゲートウェイを構成してください。
お使いになっているコンピュータがすべて接続されており、XLTEK Portals ソフトウェアを実行できることを確認す
るため、最初に Microsoft Netmeeting を実行することをお勧めします。
Microsoft Netmeeting を開くには以下を選択してください：
[Start（スタート）] > [Programs（プログラム）] > [Accessories（アクセサリ）] > [Communications（通信）]
音声およびビデオのパラメータを調整するには、以下を選択してください：
1) [Adjusting Audio Parameters for Remote Monitoring（リモート監視の音声パラメータ調整）]
2) 「Adjusting Video Parameters for Remote Monitoring（リモート監視のビデオパラメータ調整）]
NetMeeting を実行して音声・ビデオパラメータを調整した後、XLTEK LocalPortals（取得システム）と
RemotePortals ソフトウェア（リモートシステム）の使用を開始し、リモート監視を始めます。

XLTEK ポータル
LocalPortal
LocalPortal は、ローカルまたは取得ステーション（患者データを取得しているコンピュータ）で実行される XLTEK
Remote Monitoring ソフトウェアです。このソフトウェアを使うと、データをひとつまたは複数のリモート監視ステー
ション（取得ステーションを観察しているコンピュータ）に送信できます。
LocalPortal ソフトウェアを開くには、[Start（スタート）] > [Programs（プログラム）] > [XLTEK] と進み、[Local
Portal（ローカルポータル）] を選択します。
リモート監視の実施を最適化できるよう LocalPortal ソフトウェアを適切に構成することが重要です。

RemotePortal
RemotePortal は、Remote Station リモートステーション（遠隔的に取得ステーションを観察するコンピュータ）で
実行される XLTEK のリモート監視ソフトウェアです。RemotePortal ソフトウェアを使うと、リモートステーションで
ライブ波形（EP、フリーラン EMG、トリガ EMG、EEG）と履歴波形を受信できます。 このソフトウェアは、テキスト
メッセージの送信もサポートしています。
RemotePortal ソフトウェアを開くには、 [Start（スタート）] > [Programs（プログラム）] > [XLTEK] と進み、
[Remote Portal（リモートポータル）]を選択します。
[Options（オプション）] の [Nickname（ニックネーム）] で取得ステーションで表示される名前を指定します。
リストで取得ステーションの名前を右クリックすると、現在取得中のケースに関する詳細を含む情報ボックスが
[Remote Portal（リモートポータル）] ウィンドウに表示されます。 画面から情報ボックスを削除するには、マウス
でボックスをクリックしてください。
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複数の接続
複数のリモートステーションで複数の取得ステーションを監視することができます。以下の構成を利用できます。
ローカルポータル（LP）とリモートポータル（RP）の両方を同じステーションで同時に実行できます。
•

RP は複数の取得ステーション（nLP）に接続して同時に関しできます（1 対多監視）。

•

LP は複数のオブザーバー（nRP）を同時に受け入れることができます（多対 1 監視）。

•

3 ポイントを上回ると多対多監視になり、あらゆるトポロジー（ループを含む）が可能です。

•

LP-nRP テキストチャット。

補足情報および用語
帯域幅 – オブザーバーに送られる EPWorks データの合計量（単位はバイト/秒）
•

メッセージ – オブザーバーに送られる 1 秒当たりのメッセージ数（データはメッセージで送付）

•

キュー – 現在、オブザーバーに送られるためのプロセス中のメッセージ数

•

リモート監視最適化 – 取得システムとリモートシステムの双方でシステム負荷とネットワーク負荷を減らるこ
とができるあらゆる最適化
•

デフォルトの SSEP では帯域幅を節約するため、あらゆる単一の「中間」掃引が平均波形で送られ
るわけではありません。ユーザーは、中間掃引を送付する頻度を指定できます（最後に完了した掃
引が常に送られます）。

•

フリーラン EMG を n 秒ごとに更新 – 数秒ごとに掃引を送ると、ネットワークの帯域幅を節約できま
す。 ユーザーは「0」を指定できます。これにより、データは入手直後に送信されます。
累積 EEG – リモートシステムの EEG がどれくらい「スムーズ」に表示されるのかを指定します。
頻度が高いほど、使用されるネットワーク帯域幅が増えます。

•
•

リモート監視 – リモート接続中、医師は患者記録「ログブック」に直接、注記を書き込めます。

•

接続性 – ネットワーク接続が失われると取得システムとリモート監視システムの双方でメッセージが表示され、
接続が再開された際にも通知が行われます。
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ビデオ顕微鏡
顕微鏡フィードのビデオは、Protektor32 顕微鏡統合キットを接続すると取得できます。
顕微鏡表示を開くには、[View（表示）] タブをクリックしてから [Microscope（顕微鏡）] をクリックします。 ビデオが
表示された後、一度に最高 10 分間、ビデオのセグメントを録画するオプションを利用できます。録画するには、
画面の左下にある赤い録画ボタンをクリックしてください。 ビデオクリップの開始時間と停止時間が両方とも [Log
Book（ログブック）] に表示されます。
録画を再生するには、[Log Book（ログブック）] で該当するビデオクリップをダブルクリックし、ビデオの最下部に
あるタイムバーで再生/停止ボタンをクリックしてください。
スクリーンショットを撮ると、ビデオの画像が表示されます。

71

使用説明書

XLTEK Protektor32

ツールバーボタン
ツールバー

ボタン

説明
平均化オン/オフ

コントロール

フリーラン取得オン/オフ
トリガー取得オン/オフ
すべての刺激器を停止

セット

セットを削除して平均化を再開
現在のセットを維持
レイテンシーの差カーソル
振幅の差カーソル

カーソル
絶対レイテンシーカーソル
絶対振幅カーソル
検査情報
カスタマイズ

レポートの作成
カスタマイズ
インピーダンステスト

設定
テスト編集
レイアウトの記録
レイアウト

レイアウトの選択
サウンドオン/オフミュート

ボリューム
サウンドの増加/減少
現在の画面のスナップショット
カメラ
スナップショットを選択
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付属品
Protektor32 システムでは以下のタイプの電極を使用できます。
•

ディスク電極

•

針電極

•

棒電極

•

椎弓根スクリュープローブ

•

らせん電極

Protektor32 増幅器で使用できる EEG 付属品は、オンラインの Natus Neuro 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。 互換性のある付属品は、以下の通りです。
パーツ番号

説明

002514

P32 - TCMEP ポッド (Cr)

002978

Protektor 32 - 絶縁ボックス

002979

Protektor 32 - 刺激ボックス

002980

Protektor 32 - 取得ボックス

003708

プローブポッド - P32 (Cr)

005030

P32 焼灼検出器 (Cr)

005031

Protektor 32 視覚刺激 LED ゴーグル

010384

P32 パルス Oxi LP ケーブル (Cr)

006640

P32 電源装置

005562

P32 イヤーインサート (Cr)

W8194X

USB 2.0 6FT 高速 ゴールド

A1011X

電源コード、シールドなし、10 フィート

005032

P32 聴覚刺激ヘッドホン

005029

PROTEKTOR 32 トリガ I/O ケーブル (Cr)

004878

PROTEKTOR 32 フック付きストラップ
警告：Xltek に指定されていない、または供給されていないアクセサリ、トランスデューサ、ケーブ
ルを使用すると、この装置の電磁放射の増加やイミュニティの低下を招き、不適切な操作の原因
となることがあります。
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Protektor32 ヘッドボックスは、タッチプルーフ機構の電極インプットのみに対応しています。その
他の患者用電極インプットは使用しないでください。
Protektor32 は、使用される国で合法的に販売された電極のみで使用してください。例えば、米
国では FDA に認定され、合法的に販売された電極のみを使用してください。カナダでは、カナダ
保健省の承認した合法的に市販されている電極のみを使用してください。EU 諸国では、CE 認
定の合法的に市販されている電極のみを使用してください。
単一の患者セットアップでの電極はすべて、同じ金属製でなくてはなりません。単一ののセットア
ップで 2 つの異なるタイプ、または類似していないタイプの金属を使用しないでください。
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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 Neurology システムは、技術・臨床の専門家で構成される社内サポートチーム、24 時間年中無休のサポ
ート、神経/睡眠分野における最大の臨床および技術サポートネットワークである WebEx または VPN 経由での
リモートサポートに支えられています。また、予防メンテナンスの訪問サービスやコンピューターのアップグレード
などカスタマイズ可能なサービス契約もご用意し、システムをサポートしています。

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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