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1. はじめに
1.1. Quantum システムの機能
Natus® Quantum™ 増幅器システムは、頭皮および頭蓋内接触の両方から EEG データを取得するために設
計されています。Quantum システムのモジュラーデザインは、Natus ベースユニットとポータブルブレ
ークアウトボックスで構成されています。
•
•

Quantum ブレークアウトには 128 チャンネルが備えられており、最高 256 AC チャンネルのカ
スケード接続が可能です
Quantum 64 ブレークアウトには最高 64 AC チャンネルが備えられています

さらに、ソフトウェアでコントロールする統合型デジタルスイッチマトリクス（DSM）、Nicolet
Cortical Stimulator のコントロール、統合型 Nonin® パルスオキシメータ、イベントボタン接続、16 DC
入力、メインユニットへの自動バックフィル機能を備え移動時記録が可能な統合型メモリがあります。
Natus ベースユニットには TCP/IP と USB 接続も備わっているため、迅速かつ容易な取り付けが可能で
す。この丈夫なデバイスは、EEG、LTM、PSG ラボのワークフローおよび用途における必要を満たす、
広範囲な臨床的入力機能を備えています。
Quantum のブレークアウト機能：
•

ブレークアウトごとに最大 128 の参照チャンネル (2 つのブレークアウトで最大 256 チャンネル
のカスケード接続が可能)

•

128 チャンネルブレークアウトごとに 8 つの差動チャンネルを設定可能 (チャンネルごとに 2 つ
の入力)

•

Natus ベースユニットからの接続が切断されている際は内部メモリでブレークアウトがデータを
保存し、Natus ベースユニットへの接続が再開するとメインユニットに自動的にアップロード

Quantum 64 のブレークアウト機能：
•

ブレークアウトごとに最大 64 の参照チャンネル。

•

最大 4 つの差動チャンネルを設定可能 (チャンネルごとに 2 つの入力)

Quantum および Quantum 64 ブレークアウトを備えたシステムに共通する機能：
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•

16 の DC チャンネル (12 ベースユニット＋最初の 4 つのブレークアウト)

•

SpO2、脈拍数、プレチスモグラム信号付き内蔵パルスオキシメータ

•

インピーダンステストの開始、閾値の変更、LCD 画面で結果の表示を行う機能

•

デジタルスイッチマトリクス (DSM)

•

Nicolet Cortical Stimulator インターフェースでは、DSM コントロールと組み合わせてソフトウ
ェアで完全に皮質刺激をコントロール可能。

•

デジタルトリガ入力

•

小型かつ軽量な装着可能ブレークアウトボックス

•

TCP/IP および USB 接続

•

ブレークアウトボックスおよびベースユニットでの患者イベントスイッチインターフェース

•

EEG アプリケーション向けの光刺激装置インターフェース

•

Nicolet Cortical Stimulator の入力

•

モジュールポーチ
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警告：この増幅器を操作する前に、本書の「禁忌、警告と注意事項」のセクションをよく
お読みになるようお勧めします。

1.2. 使用目的
Natus Quantum 増幅器は、電子生理的な信号を取得、表示、保存、送信する脳波計機器として使用する
よう意図されています。増幅器は、Natus NeuroWorks®/SleepWorks™ ソフトウェアと連動して使用する
ものとし、頭皮および頭蓋内脳波 (EEG) 信号だけでなく、睡眠ポリグラフ (PSG) 信号も取得します。増
幅器は、デジタルスイッチマトリクスを用いて機能マッピングを行うよう設計されています。ヘッドボ
ックスのデジタルスイッチマトリクス部分は、ハードウェアのリレーとソフトウェアの制御によって、
ユーザー (医師または検査技師) が、EEG 記録増幅器と刺激を供給する外部皮質刺激器の間の電極ペアを
切り替えできます。
Natus Quantum 増幅器は、訓練を受けた医療専門家による使用が意図されており、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使用されるように設計されています。どん
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。

1.3. システムのコンポーネント
Quantum 増幅器システムは、オプションのシステムコンポーネントとして提供されています。コンピュ
ータは、NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアのみを実行するように意図されています。カメラは、長
時間のモニタリング中に患者の同期化された映像を取得することを目的としています。絶縁変圧器は、
すべてのシステムコンポーネントに電源を供給する一方、オペレータと患者の安全を確保するようにな
っています。カートは、システムの携帯性を保ちながら、Quantum 増幅器の使用をサポートし、容易に
します。

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

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

上記のうちいずれかの症状が認められた場合、または異常なシステム動作が認められた場合、Natus テ
クニカルサポートにご連絡ください。
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1.5. Quantum 増幅器の動作原理
Natus Quantum 増幅器システムは、1 つのベースユニットといくつかのブレークアウトボックスで構成
されています。これは、パーソナルコンピュータ、光刺激装置、絶縁変圧器、ビデオ・オーディオ装
置、ネットワーキング装置、および機械的サポートによって構成されるシステムの一部です。この増幅
器は、内蔵スイッチマトリクスも備えているため、外部皮質刺激器との接続が可能です。
頭皮の電極、グリッドまたは針電極、そしてパルスオキシメータなどの他の付属品からの EEG およびそ
の他の生理学的信号は、Natus Quantum 増幅器によって取得できます。これらの信号はデジタル化さ
れ、Natus NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアを実行するパーソナルコンピュータに送信されます。
信号はコンピュータに表示され、コンピュータのローカルストレージかリモートのネットワークストレ
ージに記録して後でレビューすることができます。
下図は典型的な NeuroWorks/SleepWorks メインユニットの設定のコンポーネントとワークフローを示し
ています。
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1

Quantum ブレークアウト (増幅
器)：EEG、EMG、EOG、ECG の
ような神経生理信号は、標準的な
DIN42802 タッチプルーフコネク
タで増幅器に接続する一般的な電
極とセンサーを使用して測定され
ます。低電圧 EEG、EMG、
EOG、ECG 信号は増幅され、ロ
ーパスフィルタを通してアナログ
からデジタルに変換されます。

2

Natus ベースユニットは、標準的
なイーサネットまたは USB ケー
ブルでコンピュータに接続され、
ブレークアウトボックスと光刺激
装置の接続が可能になります。

3

ビデオでキャプチャされ、EEG と
同期されます。

4

光刺激装置は Natus ベースユニッ
トに接続し、NeuroWorks/
SleepWorks 取得ソフトウェアか
らコントロールできます。

5

NeuroWorks/SleepWorks ソフト
ウェアは増幅器をコントロール
し、ハードディスクにデータを記
録します。データは、ユーザーが
設定できる参照または双極性モン
タージュで表示されます。

6

Windows OS および NeuroWorks/
SleepWorks ソフトウェアを実行し
ているコンピュータ。Quantum 増
幅器システムとカメラからのデー
タはローカルに、またはサーバー
上に保存されます。
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1.6. 本書の使用
このマニュアルでは、Quantum 増幅器の動作原理、機能、セットアップ、操作、およびメンテナンスに
ついて説明しています。また、仕様、トラブルシューティング、およびヘルプに関する情報についても
説明しています。
手順をレビューする際は、シーケンスを開始する前にセクション全体をお読みになるようお勧めしま
す。慎重に指示に従ってください。

1.6.1. 本書で使用される記号/表記
本書では、様々な記号や表記が使用されています。以下の表は、それらの記号/表記、それぞれの意味や
機能を示しています。
シンボル/
表記

説明/役割

この記号は、必ず注意する必要がある警告または重要な情報を示しています。初め
てシステムを起動する前に、すべての警告と注意事項を慎重にお読みください。

重要な補足情報を含む注記です。

太字

コントロールキーの名前、ファンクションキー、オプション、ラベルは太字で表
記されます。重要な名前や考えを強調する場合にも太字が使われています。

イタリック体

イタリック体は、キャプションに使用されています。

9

Natus Quantum 増幅器

ユーザー＆サービスマニュアル

2. 安全性＆適合規格
2.1. 準拠規格および引用規格
マルチチャンネル睡眠/EEG ヘッドボックスシステム、モデル Quantum 増幅器、取り外し可能なコード
が接続済み、ポータブル 100～230 Vac、50/60 Hz、80 VA。
1.
2.
3.
4.

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 ～ 30°C、30 ～ 75% rH、700 ～ 1060 hPa
Quantum 増幅器およびその付属品は、以下の国内基準および国際基準に準拠するよう設計されています。

表 1 – 安全標準準拠および引用規格
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 および A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 および C2:2007、
第3版
CENELEC 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 60601-1-6:2010 第 3.0 版

医用電気機器 - 第1-6部 ：基礎安全性および基本性
能の一般要求事項 - 副通則：可用性

IEC 62366:2007、第1.0版

医用機器 – 医用機器へのユーザビリティ工学の
適用

IEC 60601-2-26:2012 第 3 版
CENELEC EN 60601-2-26 L2003 第 2 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

EN ISO 80601-2-61:2011、第1版

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
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表2 – EMC (Electromagnetic Compatibility/ 電磁両立性) 標準準拠および引用規格
IEC 60601-1-2、第4.0版、2014年2月1日

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

IEC 61000-4-2:2008、第 2.0 版

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

IEC 61000-4-3 第 3.0 版 A1:2007+A2:2010

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

IEC 61000-4-4:2012、第 3.0 版

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

IEC 61000-4-5:2014、第 3.0 版

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

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

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

IEC 61000-4-8:2009、第 2.0 版

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

IEC 61000-4-11:2004、第 2.0 版

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

IEC 61000-3-2:2014、第 4.0 版

電磁両立性（EMC） - 第3-2部：限度値 − 高調波電
流発生限度値

IEC 61000-3-3:2013、第 3.0 版

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

CISPR 11 第 5.0 版 A1:2010

産業、科学、医療（ISM）無線周波数装置 - 電磁妨
害性 - 限度と測定方法
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2.2. IEC 60601-1-2 準拠証明書
表 1 - 電磁出力
ガイダンスおよび製造業者による宣言書 - 電磁放射
Quantum は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。Quantum 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

準拠する法規制

電磁環境 - ガイダンス

RF 出力
CISPR 11

グループ 1

Quantum 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

Quantum 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
る施設を除く、あらゆる施設で使用できます。

電圧変動/フリッカ出力
IEC 61000-3-3

準拠
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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

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

IEC 60601
試験レベル

準拠する法規制
レベル

電磁環境 - ガイダンス

静電気放電 (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV （接触）
±15 kV (空気中)

準拠

床材は、木材、コンクリート、セラミックタ
イル。床面が合成材料で覆われている場合
は、相対湿度が30%以上であること。

電気的高速過渡現象/
バースト
IEC 61000-4-4

±2 kV、100 Khz
（電源線）
±1 kV、100 Khz
（入力/出力線）

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。

サージ
IEC 61000-4-5

±1 kV
(差動モード)
±2kV
(共通モード)

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°、90°、
135°、180°、
225°、270°、
315°

準拠

メイン電源は、一般的な商業用電力または医
療施設用電力を使用してください。メイン電
源が中断しても、Quantum を継続して運用
する必要がある場合は、無停電電源装置また
はバッテリーから Quantum に電力供給する
ことをお勧めします。

準拠

電源周波磁界は、一般的な商業用または医療
環境での一般的な位置の特性レベルである必
要があります。

100%降下、1周期
30%降下、
25/30周期
40%降下
（5周期）
電源周波数
(50/60Hz) 磁界
IEC 61000-4-8

30 A/m

注記：UTは、試験レベル印加前の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
Quantum は、下記の電磁環境で使用することを前提としています。Quantum のお客様またはユーザーは、こ
のような環境で使用することを確認してください。
イミュニティ試験
伝導無線周波
IEC 61000-4-6
放射無線周波
IEC 61000-4-3

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

準拠する法規制
レベル
3V
3V/m

電磁環境 - ガイダンス
ポータブル/モバイル無線通信機器は、
Quantum (ケーブル含む) のどの部分から
も、トランスミッタの周波数に対応した方程
式から計算された推奨隔離距離をあけて使用
してください。
推奨隔離距離
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。
現場での電磁波 1によって決定する固定 RF ト
ランスミッタからの電界の強度は、各周波数
の準拠レベル 2未満である必要があります。
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1：80MHz および 800MHz の場合は、高い方の周波数域を適用します。
注記2：このガイドラインでは対応できない場合もあります。電磁伝搬は、建造物、物体および人体による吸
収と反射による影響を受けます。

1
無線 (携帯/コードレス) 電話の基地局、地上モバイルラジオ、アマチュア無線、AM/FM ラジオ放送、TV 放送などの固定トランス
ミッタからの電界の強度は、理論から正確に予測することはできません。固定 RF トランスミッタによる電磁環境を推定するに
は、電磁波の現地調査の検討が必要です。Quantum 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、Quantum 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、Quantum 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。

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

2
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表4 - RF ワイヤレス通信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)

バンド a)

385

380～390

TETRA 400

450

最大
パワー
(W)

距離
(m)

イミュニティ
試験レベル
(V/m)

パルス
変調 b)
18 Hz

1,8

0,3

27

430 ～ 470

GMRS 460、
FRS 460

FM c)
± 5 kHz 偏移
1 kHz 正弦

2

0,3

28

704 ～ 787

LTE バンド 13、
17

パルス
変調 b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 ～ 960

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

パルス
変調 b)
18 Hz

2

0,3

28

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

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

2,450
5,240
5,500
5,785

変調 b)

(MHz)

710
745

サービス a)

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。
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、それが最悪の場合だからです。
B)
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2.3. 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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3. 禁忌と警告
3.1. 禁忌
Natus Quantum システムは以下の状況で使用してはなりません。
可燃性の麻酔薬が存在する場所では、システムを使用しないでください。

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

信号の有効性を確保するため、電磁干渉源の近くでデバイスを操作しないでください。
Natus システムは、AP 類機器、APG 類機器ではありません。Natus システムを、可燃性
麻酔薬と空気、酸素または亜酸化窒素との混合物の存在下で使用しないでください。
Quantum 増幅器は、除細動器と併用するよう設計されていません。このような機器と併
用した場合、 システムが損傷する恐れがあります。

本装置を +/-10mV の範囲を超える入力信号で操作すると、誤った結果となる場合があります。

3.2. 警告と注意事項
3.2.1. 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。
本装置/システムは、訓練を受けたユーザーが使用することを前提としています。ハードウ
ェアを設置する前に本書を読み、システムを操作、保管、再設置する際は適切なセクショ
ンを参照してください。
Quantum 増幅器システムでは、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。
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。
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推奨のメンテナンスを実施してください。詳細に関しては、メンテナンス & お手入れのセ
クションを参照してください。

アンプやコンポーネントを水や他の液体に浸さないでください。
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。ハードウェアを
取り付ける前に、このセクションを読んでください。システムを操作、輸送、保管、再設
置する際は、このセクションを参照してください。
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。不適切なアプリケー
ションや誤使用により、不正確な測定結果が生じる場合があります。
Quantum 増幅器システムのヒューズを交換する場合は、同タイプおよび同定格のヒューズ
と交換してください。交換ヒューズは、直接 Natus から購入してください。
Quantum 増幅器システムは、NeuroWorks/SleepWorks v9.0 以降と互換性があります。
Natus ベースユニットは、IEC 60529 に基づいて規定された水の浸入に対する保護等級が
無保護である IPX0 に分類されています。
Quantum 増幅器のブレークアウトは、装着式に分類されており、等級は IPX1 (ポーチ内部
は-61) で、ポーチなしで IEC 60601-2-26 の液漏れに関する要件に準拠しています。
Quantum 増幅器システムは、IEC 60601-1 準拠のクラス I 機器と分類されています。
警告：取得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により、Natus ソフト
ウェアの動作が妨害される場合があります。コンピュータに第三者ソフトウェアをインス
トールする前に、Natus テクニカルサポートにお問い合わせください。
警告：本装置を改造することは許可されていません。

手術室で焼灼装置とシステムを併用する場合は、継続的に記録できるようイーサネットタ
イプの接続を使用する必要があります。
ソフトウェアでコントロールした Nicolet Cortical Stimulator を使って皮質マッピングする
場合は、必ず Nicolet Cortical Stimulator にアクセスして手動で操作できるようにしてくだ
さい。刺激装置との接続が失われた場合は、装置を手動で操作して刺激を中止する必要が
あります。
本装置を +/-10mV の範囲を超える入力信号で操作すると、誤った結果となる場合があります。

18

ユーザー＆サービスマニュアル

Natus Quantum 増幅器

Quantum ブレークアウトメインには、容量が 2260 mAh (8.4Wh) のリチウムイオン (Li-ion)
電池が内蔵されています。セルは UL1642 および UN 38.3 に基づいて認証されています。
この電池は UL 2054 で認定されており、IEC 62133 第 2 版に従って認証されています。
最初の使用後、再び使用する前に電池を完全に充電する必要があります。充電では、
Quantum ブレークアウトメインのみを使用してください。誤った充電器を使用すると電池
が損傷する可能性があります。
メインブレークアウトを長期間保管すると、内部電池は枯渇します。長期間保管したのち
にブレークアウトを使用する場合は、新しい内蔵電池を挿入するようお勧めします。
ブレークアウトは火や他の高い熱源から離れた場所に保管してください。Quantum を極端
な熱に暴露すると、爆発する可能性があります。

3.2.2. 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：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、静電気放電 (ESD) 取扱い
手順および警告のセクション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。Quantum 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。
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。
Quantum 増幅器システムには電磁両立性 (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。「安全性＆適合規格」セクションのEMC
準拠規格および引用規格の表を参照してください。
Natus が承認していないケーブルや付属品を Quantum 増幅器システムに使用すると、電磁
イミュニティを含む EMC の性能に悪影響を与える可能性があります。「安全性＆適合規
格」セクションの電磁環境耐性を参照してください。
たとえ CISPR 出力要件に準拠していても、外部機器は Quantum 増幅器システムの性能に
干渉する場合があります。「安全性＆適合規格」セクションのEMC 準拠規格および引用規
格の表を参照してください。
Quantum 増幅器システム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。隣接させたり積み上げたりする必要がある場合は、使用する構成においてアンプが正
常に動作することを確認する必要があります。推奨の最小隔離距離に関しては、安全性＆
適合規格セクションの推奨隔離距離の表を参照してください。
Quantum 増幅器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。
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3.2.3. 電気に関する警告と注意事項
Natus 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が意図された
システムです。

電極およびそのコネクタの導電部が、接地や他の導電部に接触しないようにしてください。

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 Quantum 増幅器システムに接続しないでください。
感電の危険性：すべてのケーブルを接続し、確認を行い、破損がないか目視点検を行うま
で、システムの電源を入れないでください。ケーブルの検査を怠ると、感電する可能性があ
ります。電気安全の検証は、定期的に実施してください。
感電の危険性：システムを修理しないでください。修理については、必ず資格を有する修理
担当者にお問い合わせください。適切な試験を行っていない修理済みのコンポーネントは使
用しないでください。
Quantum 増幅器システムと共に使用する MPSO を、システムの一部ではない機器の電源供
給のために使用しないでください。
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、Quantum 増幅器システムに接続されているデバイス以外は、絶縁変圧
器で電源供給を受けるようにします。
絶縁変圧器の定格電流は、電源を供給するデバイスをすべて動作させるのに十分な電流であ
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。

Quantum 増幅器システムのみが、3 線の接地された病院専用コンセントに接続されているこ
とを確認してください。
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3.2.4. 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。
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。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。
コンピュータが患者環境に置かれ、ネットワークに接続されている場合は、コンピュータと
これに接続されている他のハードウェアは絶縁変圧器を使用して電源を入れる必要がありま
す。現場のLANからコンピュータを分離するには、ネットワークアイソレータを使用してく
ださい。
Quantum 増幅器システムに取り付けられている患者イベントボタンは、患者の安全性に関わ
る重大なインシデントは前提としていません。
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。
Quantum システムの接触の可能性のある金属部品と患者を同時に触れないでください。

Quantum システムの接地されているコンポーネントと患者を同時に触れないでください。

緩んだ電極を金属部分に接触させないでください。

MRI または CTシステムの近くで Quantum システムを使用しないでください。
高周波外科機器と脳波装置に患者を同時に接続すると、生体電位入力電極の部位に火傷が生
じたり、生体アンプに損傷が生じたりする場合があります。外科機器の取扱説明書を見て、
適切な使用法に関する指示を確認してください。
すべての医療装置と同様に、ハーネス/ベルトおよびポーチが患者に適切にしっかりと装着さ
れていることを確認せずに使用すると、負傷の危険があります。詳細については、「モジュ
ールポーチを Quantum または Quantum 64 ブレークアウトボックスに装着する」セクショ
ンを参照してください。
反復運動過多損傷の危険： 本製品を人間工学的配慮を行わずに長時間使用すると、反復運
動過多損傷が生じる場合があります。
デバイスの接続切断を操作するのが難しくなるような場所に ME 装置を置かないでください。
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Quantum 増幅器システムには、SpO2 または脈拍数アラームは含まれていません。
患者環境にビデオカメラがある場合は、電源に加えてネットワークも絶縁しなくてはなりま
せん。
ブレークアウトボックスは、それぞれ個別の Quantum モジュールポーチに収納してくださ
い。Quantum ポーチもブレークアウトボックスも、ブランケットや他の素材で覆わないでく
ださい。これらの説明に従わないと、Quantum ブレークアウトの温度が正常動作レベルを超
える可能性があります。
Quantum ブレークアウトボックスは、必ず Quantum モジュールポーチと併用してください。
患者環境にコンピュータがある場合、60601-1 認証または 60950-1 認証で、60601-1 認証の
絶縁変圧器から電源をとる必要があります。
患者で使用している間は、ME 装置のいかなる部分も決して点検・修理または保守しないで
ください。

3.2.5. 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。
Quantum 増幅器システムでの使用を Natus によって検証されているトロリーとカートのみ
を使用できます。

3.2.6. パルスオキシメータセンサーに関する警告
関連する注意事項、警告、使用説明については、パルスオキシメータセンサーのユーザー
マニュアルを参照してください。

3.2.7. ワイヤレスオプションに関する警告と注意事項
関連する注意事項、警告、使用説明については、パルスオキシメータセンサーのユーザー
マニュアルを参照してください。
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3.2.8. 伝導イミュニティに関する警告
寄生的電気的雑音が電気生物学的信号と干渉する環境では、 EEG (Electroencephalogram/
脳波図) 波型または補助データの誤った解釈の危険はありません。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。

3.3. 手順と警告
3.3.1. 静電気放電 (ESD) の取扱い
手順を設定または実施する前に、本セクションに記載される注意事項をよくお読みください。
警告：静電気放電 (ESD) に関する注意事項を必ず守ってください。移動、ケーブル接続、設
定手順を実施する前に、ケーブルの接続を切断してください。
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、接触の可能性のが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。

3.3.2. 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。
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ソースを特定し、寄生ノイズに対するイミュニティを増加させるには、以下の指示に
従ってください。

24

•

電源および複数コンセントを持つ携帯用電源タップすべてが床についておらず、湿気の多い場所
にないことを確認してください。

•

EEG 波形に寄生ノイズがある場合、近くの装置の電源を一般電源から外し、考え得る原因を特
定してください。

•

接続ケーブルを、近くの装置で使用されているケーブルから可能な限り離してください。

•

電源コードの完全性を確認してください。適切に接地されていない複数コンセントを持つ携帯用
電源タップは使用しないでください。

•

保護接地のない電源コンセントは使用しないでください。

•

絶縁変圧器を使用する場合、医療システムの接地が適切に行われていることを確認してください。
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4. 記号の説明
記号

説明
注意：
添付文書を参照してください
添付文書を参照してください

操作マニュアルを参照してください

押し出し禁止

保護アース (接地)

BF 形機器

危険電圧

交流電流

直流電流

電源オン

電源オフ

EU のみ：一般廃棄物として廃棄せず、必ず分別してください

CEマーク
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説明
クラス II 機器 (非接地の筐体)
ESD 感度
または
静電気感度
ベースからブレークアウトへのケーブル
ブレークアウトケーブルコネクタへのブレークアウト (Quantum 64 では利
用できません)
Cortical Stimulator (皮質刺激器) アダプタコネクタ

ブレークアウトボックスステータス LED (light-emitting diode/発光ダイオード)

DC 入力 13～16 ブレークアウトケーブルコネクタ

患者イベントボタンコネクタ

Nonin パルスオキシメータセンサー SpO2 コネクタ
LAN 接続

USB 接続
製造業者情報

非防水デバイス
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説明
等電位スタッド

割れ物

IPX0
IPX1

IEC 60529 に基づいて、水の浸入に対して無保護
IEC 60529 に基づいて、デバイスの真上から落下する水滴から最低10分間
の保護
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5. 仕様
Quantum ブレークアウトに固有の仕様
AC チャンネル

128 チャンネル/ブレークアウト、最大 256 チャンネルの
カスケード接続可能

AC チャンネル、参照

128 チャンネル/ブレークアウト

AC チャンネル、差動

最大 8 チャンネル/バンクをプログラム可能 (112 参照)

Quantum 64 ブレークアウトに固有の仕様
AC チャンネル

64

AC チャンネル、参照

64

AC チャンネル、差動

プログラム可能最大 4

すべての Quantum 構成に共通する仕様
DC チャンネル

16

デジタルトリガチャンネル

8ビット TTL

パルスオキシメータチャンネル

SpO2、脈拍

入力インピーダンス

同相モード/DC 入力インピーダンス： ≥ 1 Gohm
差動モード： 44 Mohm // 280 pF +/- 20%

入力ノイズ 3

≤ 2 uV ピークツーピーク値 (0.1 Hz ～ 100 Hz)

共通モード除去率

≥ 106 dB min

サンプリングレート

256、512、1024、2048、4096、8192、16384 Hz

帯域幅

DC～4288 Hz (デフォルト HFF は 0.08 Hz)

入力信号範囲

20mV pk-to-pk、+/-0.3 VDC

チャンネルクロストーク

< -67dB

ホストインターフェース
ネットワーク接続

ギガビットイーサネット DHCP

直接接続

USB 2.0 高速ギガビットイーサネット

操作モード
記録モード

テザー/移動式

移動モード

64GB 内部メモリ、自律性：2 時間以上 (完全に充電され
た新しい外付け電池パックを使用した場合)

ベースユニットのフューズの種類および定格

T 1.6A / 250V

パワー

80VA

3

1.8uV ピークツーピーク雑音 (標準)、2uV ピークツーピーク (保証)
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ベースユニット電源装置

100～230V、50/60Hz

ブレークアウト電源装置

ベースユニットに接続されたブレークアウト：ベースユ
ニットから給電
ベースユニットから接続を切断されたブレークアウト
(移動モード)外付け電池パックから給電

使用における環境条件
操作環境限度

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

輸送・保管温度範囲

– 25°C ～ 60°C

輸送・保管湿度範囲

10% ～ 95%

輸送・保管気圧範囲

500 hPa ～ 1060 hPa

寸法
サイズ (長さ x 幅 x 高さ)

体重：

Natus ベースユニット 292.5 mm x 266.6 mm x 51.5 mm
(11.52” x 10.5” x 2.03”)
Natus Quantum ブレ
ークアウトメイン

137.0 mm x 133.3 mm x 53.6 mm
(5.39” x 5.25” x 2.11”)

Natus Quantum ブレ
ークアウト B

137.0 mm x 133.3 mm x 53.6 mm
(5.39” x 5.25” x 2.11”)

Natus Quantum 64 ブ
レークアウト

137.0 mm x 133.3 mm x 53.6 mm
(5.39” x 5.25” x 2.11”)

Natus ベースユニット 2.298 kg (5.067 lb)
Natus Quantum ブレ
ークアウトメイン

0.708 kg (1.56 lb)

Natus Quantum ブレ
ークアウト B

0.610 kg (1.35 lb)

Natus Quantum 64 ブ
レークアウト

0.708 kg (1.56 lb)

リチウムポリマー電池の仕様 (Quantum メインブレークアウト内部) - 内部で充電可能
電池タイプ

リチウムポリマー

定格容量

2260 mAh

電圧

3.7 V
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ワット時定格

8.4 Wh

充電方法

定電流 + 定電圧

最大充電電圧

4.2 V (±50 mV)

最大連続充電電流

1080 mA

最大連続放電電流

2000 mA

操作条件

充電温度

0ºC ～ +45ºC

放電温度

-20ºC ～ +60ºC

湿度

65 ± 20% RH

UL 1642

承認

アンプによりサポートされるサンプルレートおよび対応する -3dB (+/-5%) 帯域幅には以下が含まれます：
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Fs（Hz）

BW（Hz）

接続モード

256

109

USB/LAN

512

219

USB/LAN

1024

439

USB/LAN

2048

878

USB/LAN

4096

1757

LAN

8192

3514

LAN

16384

4288

LAN
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6. 製品の画像と説明
6.1. Quantum 増幅器システム (128～256 チャンネル)
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6.2. Quantum 64 増幅器システム
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6.3. Natus ベースユニット

1

電源ボタン。

2

Nicolet Cortical Stimilator に接続

3

のマーク。
のマーク。

Natus Base Unit と PC および/またはノートパソコンを直接接続する際に使用可能。
マーク。

4

Natus Base Unit とシステムネットワークを接続する際に使用可能。

5

接地用等電位端子。

6

Natus Base Unit とメイン電源を接続します。

7

フューズ格納。次のラベル付き：

8

の

のマーク。

ヒューズ：T1.6 A/250 V ～ 80 VA；100 ～ 230 VAC。

のマーク。

9

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

10

光刺激装置コネクタ。

11

患者イベントボタンコネクタ。 のマーク。

のマーク。

12

ブレークアウトメインケーブルコネクタへのベース。ベースユニットを Quantum 患者ブレーク
アウトボックスに接続するために使われます。
のマーク。

13

EMU40EX ブレークアウトボックスに接続するために使われます (p/n 006562)。
ーク。

のマ

注記： 一度に使用できるのは 1 種類のブレークアウトボックスのみです。EMU40EX ブレー
クアウトを Quantum ブレークアウトボックスと併用することはできません。
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6.4. Quantum ブレークアウトボックスメインおよび B

Quantum ブレークアウトメイン、
1～128 チャンネル
1

Natus ベースからブレークアウトメインケーブルの接続。

2

Cortical Stimulator (皮質刺激器) アダプタ接続。

3

34

Quantum ブレークアウト B、
129～256 チャンネル

DC 入力 13～16 ブレークアウトケーブル接続。

のマーク。

のマーク。
のマーク。

4

Nonin オキシメータ接続。

5

患者イベントボタン接続。 のマーク。

6

ブレークアウトメインからブレークアウト B へのケーブル接続。

7

ブレークアウトボックスステータス LED。

8

将来的に使用。

のマーク。

9

将来的に使用。

のマーク。

10

A でラベルが付けられています。 緑色は電源が入っていることを示します。

11

取り付けられたブレークアウトボックスに基づく LED インジケータ。B、C、または D と
ラベルが付けられています。

12

標準 EEG チャンネル入力。数値でラベルが付けられています。

13

ブレークアウト B からブレークアウトメインへのケーブル接続。

14

将来的に使用。

のマーク。

のマーク。

のマーク。

のマーク。

のマーク。

ユーザー＆サービスマニュアル
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6.4.1. Quantum ブレークアウトメイン、下面図

1

電池格納室

6.5. Quantum ピンボックスオプション
6.5.1. 標準数値ピンボックス

1

標準数値チャンネル入力、1～256 チャンネル
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6.5.2. 10-10/10-20 ピンボックス

1

標準 10-10/10-20 チャンネル入力。追加情報については、「10-10/10-20 ピンボックスを
Quantum ブレークアウトに接続する」をご覧ください。
注記： 10-10/10-20 ピンボックスは、Quantum 64 ブレークアウトでは利用できません。

6.5.2.1. 10-10/10-20 ピンボックス (側面図)

1

36

その他のチャンネル入力
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6.5.3. バルクコネクタピンボックス
バルクコネクタピンボックスでは、ピンボックスごとに 64 チャンネルすべてにひとつのマルチピンコネク
タが付いており、最大 256 本の電極でヘッドキャップを容易に接続できるよう設計されています。皮下グ
リッドのような他の電極も接続できます。コネクタピンのレイアウトは付録 B に掲載されています。
個々のタッチプルーフ入力として各 64 チャンネルピンボックスの最後の 16 の入力も利用できます。こ
れは、バルクに接続されているチャンネルが 64 未満のヘッドキャップに追加電極とセンサーを接続する
際に利用できます。

1

バルクコネクタ。配線済みヘッドセットの接続、または患者から EEG を取得するためのアセン
ブリの接続に使用します。配線の詳細については、付録 B を参照してください。
注記： Quantum 64 ブレークアウトではピンボックスをひとつのみ使用できます。
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6.6. Quantum 64 ブレークアウトボックス

Quantum 64 ブレークアウト (最大 64 チャンネル)

38

1

ブレークアウトメインケーブル接続へのベース。

2

Cortical Stimulator (皮質刺激器) アダプタ接続。

3

DC 入力 13～16 ブレークアウトケーブル接続。

4

Nonin オキシメータ接続。

5

患者イベントボタン接続。 のマーク。

6

この機能は利用できません。

7

ブレークアウトボックスステータス LED。

8

将来的に使用。

のマーク。

9

将来的に使用。

のマーク。

10

A でラベルが付けられています。 緑色は電源が入っていることを示します。

11

標準 EEG チャンネル入力。数値でラベルが付けられています。

のマーク。
のマーク。
のマーク。

のマーク。

のマーク。
のマーク。
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6.7. Quantum 64 ピンボックスのオプション
6.7.1. 標準数値ピンボックス

注記： Quantum 64 ブレークアウトではピンボックスをひとつのみ使用できます。

6.7.2. バルクコネクタピンボックス
バルクコネクタピンボックスでは、64 チャンネルすべてにひとつのマルチピンコネクタが付いており、
最大 64 本の電極でヘッドキャップを容易に接続できるよう設計されています。皮下グリッドのような他
の電極も接続できます。コネクタピンのレイアウトは付録 B に掲載されています。
個々のタッチプルーフ入力として各 64 チャンネルピンボックスの最後の 16 の入力も利用できます。こ
れは、バルクに接続されているチャンネルが 64 未満のヘッドキャップに追加電極とセンサーを接続する
際に利用できます。
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7. 設定
7.1. Natus ベースユニットに接続する
Quantum 増幅器システムは、Natus NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアを実行する Natus コンピュ
ータシステムと使用するように設計されています。
1. クイック接続切断ブラケットを使って、ベースユニットがシステムカートか壁取付けトラックに取
り付けられていることを確認してください。
2. 増幅器のベースユニットを、ネットワークケーブルまたは USB を介して取得コンピュータに接続し
ます。ベースユニットは、標準切り替え型ギガビットネットワークジャック、または取得コンピュー
タの二次ギガビットネットワークインターフェースカード (推奨) に接続することができます。
3. 電源ケーブル、ベース - ブレークアウトケーブル、患者イベントボタン、そして他の追加の付属品
(DC 入力ケーブル、刺激装置アダプタケーブルなど) を必要に応じて接続します。

7.2. 等電位化導線
Natus ベースユニットでは、オプションで等電位化導線をご利用いただけます。設置する際は、等電位化導
線から Quantum システムが使用される室内の電気絶縁の等電位化バスバーにバスケーブルを接続します。

7.3. ブレークアウトボックスを Natus ベースユニットに接続する
Natus ベースユニットとブレークアウトボックスは、患者テザーケーブルに素早く簡単に接続すること
ができます。ブレークアウトおよび Natus ベースユニットの接続は、識別しやすいように薄いグレーに
色分けされています。
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Natus ベースユニットを Quantum メインブレークアウトボックスに接続するには：
1. 同梱されている、ブレークアウトからベースへの Quantum 患者ケーブル (p/n 013348) を取り
出し、
のマーク (上記画像の 1 番) が付いた Natus ベースユニットの接続部に接続し
ます。
2. テザーケーブルのもう一方の端を、Quantum メインブレークアウトの
2 番) が付いた接続部に接続します。

のマーク (上記画像の

7.3.1. 2 番目のブレークアウトボックスに接続する
Natus ベースユニットとメインブレークアウトボックス #1 を接続した後、Quantum 増幅器で使用でき
る追加チャンネルを提供する追加ブレークアウトボックスに接続できます。
2 番目のブレークアウトボックスに接続するには：
1. 黒いマークの付いた Quantum ブレークアウト - ブレークアウトケーブル (p/n 013415) のコネク
タを Quantum メインブレークアウトユニットの黒いマークの付いたコネクタに接続します。接
続箇所には
のマーク (上記画像の 3 番) が付いています。
2. ケーブルのもう一方の端をセカンダリブレークアウトボックスに接続します。このコネクタには
両方のユニットで青いマークが付いており、ブレークアウトボックスには
像の 4 番) が付いています。

のマーク (上記画

7.3.2. 接続を切断する
ケーブル接続を切断するには：
•

コネクタをつかみ、外側にスライドさせてラッチを外し、優しく引きながらケーブルを外します。
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7.4. 標準またはバルクコネクタピンボックスをブレークアウトボックスに
接続する
Quantum には、入力接続用に複数のピンボックスのオプションが含まれています。標準ピンボックス、
Quantum 10-10/10-20 ピンボックス、バルクコネクタピンボックスは容易に Quantum ブレークアウトに
接続できます。このセクションの下記のステップに従ってください。

標準またはバルクコネクタピンボックスを接続するには：
1. ピンボックスモジュールを所定の位置にはめ込み、標準 (下の画像の 1 番) またはバルクコネク
タ (表示されていません) ピンボックスをブレークアウトボックスに接続します。
2. ピンボックスモジュールを所定の位置にはめ込んだ後、ロックをブレークアウトボックスの背面
に向けてスライドさせ、モジュールをブレークアウトボックス (下の画像で 2 番) に固定します。
3. 必要に応じて、さらにピンボックスをブレークアウトにはめ込んでロックします。

注記：標準またはバルクコネクタピンボックスをブレークアウトから取り外す前に、ロックをブ
レークアウトボックスの前方に向けてスライドさせ、ユニットのロックを解除してください。

7.5. Quantum 10-10/10-20 ピンボックス
Quantum 10-10/10-20 ピンボックスのオプションは直接、Quantum のメインブレークアウトに接続し、
10-10 および 10-20 電極配置システムの使用中に EEG 記録を容易にすることができます。 以下を提供
すると、Quantum 10-10/10-20 ピンボックスを定期的な EEG 記録、延長 EEG 記録、PSG 記録等で使用
できます。
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•

75 10-10 EEG 入力

•

6 つの追加 EEG 入力 – Sp1、Sp2、T1、T2、Cb1、Cb2

•

2 つの専用 EOG 入力 – LOC および ROC

•

2 つの専用 ECG 入力 – ECG+ および ECG-

•

38 の追加汎用 EEG 入力

•

専用 REF および GND 入力

•

10～20 の入力はそれぞれ色分けされ、定期的な EEG の記録を容易にします

ユーザー＆サービスマニュアル

Natus Quantum 増幅器

セカンダリブレークアウト (129～256) をシステムに追加してチャンネルを増やすことができます。
10-10/10-20 ピンボックスを Quantum メインブレークアウトに接続するには：
1. より大きなピンボックスモジュールを所定の位置にはめ込んでロックし (以下の画像の 3 番) 、
10-10/10-20 ピンボックス (以下の画像の 2 番) を Quantum メインブレークアウト (下の画像の 1
番) に接続します。
2. より大きなピンボックスモジュールが接続されたのち、より小さな入力モジュールを所定の位置
にはめ込み (以下の画像の 4 番)、ロックします (以下の画像の 5 番)。

3. 10-10 または 10-20 ラベルを使用する Quantum モンタージュを作成するか選択します。モンタ
ージュの作成または選択方法に関する追加情報については、NeuroWorks または SleepWorks ユ
ーザーマニュアルを参照してください。
4. [Edit (編集)] | [Settings (設定)] | [Acquisition (取得)] (タブ) を選択し、10-10/10-20 ピンボック
スが NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアで有効になっていることを確認してください。
注記：さらにチャンネルを増やすため、ブレークアウトボックスを追加できます。詳
細な情報については、「Natus ベースユニットをブレークアウトボックスに接続す
る」をご覧ください。
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5. [Pinboard Usage (ピンボード使用)] セクションの [10-10 MODULE (10-10 モジュール)] の隣に
あるチェックボックスを選択し、Quantum の 10-10 モジュールを有効にします。
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7.6. Quantum 増幅器システム接続図

注記：Quantum 増幅器システムをセットアップおよび設置できるのは、Natus の資格ある担
当者だけです。

注記：USB を使用してベースユニットを取得コンピュータに接続する際の最大サンプルレート
は 2048Hz です。ギガビットイーサネットを使用してベースユニットを取得コンピュータに接続
すると、128 および 256 チャンネル設定で最大 16KHz のサンプルレートを使用できます。
手術室で焼灼装置とシステムを併用する場合は、継続的に記録できるようイーサネットタイ
プの接続を使用する必要があります。
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7.7. Quantum 64 増幅器システム接続図

注記：Quantum 64 増幅器システムをセットアップおよび設置できるのは、Natus の資格ある
担当者だけです。
注記： USB を使用して Natus ベースユニットを取得コンピュータに接続する際の最大サンプ
ルレートは 4096Hz です。ギガビットイーサネットを使用してベースユニットを取得コンピュ
ータに接続すると、最大 16KHz のサンプルレートを使用できます。
手術室で焼灼装置とシステムを併用する場合は、継続的に記録できるようイーサネットタイ
プの接続を使用する必要があります。
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8. Natus ベースユニットを構成する
8.1. IP アドレスの設定
1. ベースユニットに電源を入れたら、電源ボタン
ーザーインターフェースが表示されます。

2. タッチスクリーンの [Settings（設定）]

を 3 秒間押したままにしてください。以下のユ

ボタンを押し、IP 設定にアクセスします。

注記：アンプは、DHCP および静的 TCP/IP アドレス構成の両方をサポートしていま
す。DHCP を選択すると、アンプは DHCP サーバーから自動的に TCP/IP アドレスを
取得します。
NeuroWorks ソフトウェアは、スキャンを実行して取得可能なアンプを検出すること
ができます。
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3. [Use the following IP address (次の IP アドレスを使用)] を選択します。これが選択されない場合、
DNS サーバーは、ベースユニットの IP アドレスおよびDNS サーバーの手動入力を有効にします。

4. [Save (保存)] を押して、IP 構成への変更を最終決定します。
5. [Close (閉じる)] を押して、メイン画面に戻ります。
6. メイン画面で [Info (情報)] ボタン
ます。
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を押して情報画面を表示し、システム設定を確認し
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7. 情報画面で、IP アドレスが希望通りに設定され、ブレークアウトとピンボックスに関連する接続情
報に、すべてのコンポーネントがシステムに認識されていると示されていることを確認します。

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

説明
ベースユニットに接続されているブレークアウトボックスの数を表します (1～2)。
ヘッドボックスが USB で PC に接続されており、ソフトウェアを使って接続が確
立されていることを示しています。
イーサネットケーブルを使ってヘッドボックスが PC に接続されていることを示し
ています。
•

色が青の場合、PC ソフトウェアはヘッドボックスに接続され
ており、通常は検査を実行しています。

•

色が黒の場合、イーサネットケーブルが接続されています
が、ソフトウェアとヘッドボックスの接続は確立されていま
せん。

•

透明の場合、ネットワークケーブルが接続されていません。
注記：USB 接続が使用されている場合、ソフトウェアがヘッドボックス
への直接の接続を確立するまで、上記の接続が表示されます。接続が確
立されると、
に変化します。USB ケーブルへの物理的接続は、ハー
ドウェアで検出することはできません。

この記号は SD カードのステータスを示します。ブレークアウトボックスで利用で
きるディスク容量を表します。カードで利用できる残りの容量によって色が変わり
ます。
アイコン

色

おおよその残り容量

グレー

< 5%

赤

< 25%

オレンジ

< 50%

黄

< 75%

緑

<100%

注記：ユニットにカードが入っていない場合は電池記号も無効になります。

この記号は、ブレークアウトボックスに接続されているピンボックスの数を表しま
す (1～4)。
LCD 画面をオフにします。
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説明
接続されたブレークアウトに関する情報を表示します。この画面に関する追加情報
については、「8.1 IP アドレスの設定」をご覧ください。
移動モードでブレークアウトが記録していることを示します。つまり、ブレークア
ウトは内部メモリにデータを記録しています。ブレークアウトをベースから切断し
た場合、ブレークアウトを再び接続すると、このアイコンが短時間表示されます。
ただし、検査がデータを NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアにバックフィルま
たはアップロードする間は、保存されていたアイコンに切り替わります。
内部 SD カードに保存されたデータがあることを示します。このアイコンは、
Natus ベースユニットが内部 SD カードから NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェ
アにデータをバックフィルする際に表示されます。バックフィルが終了するとアイ
コンは消えます。
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9. アンプの使用および機能
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。

9.2. オペレーターおよび患者の位置
システムのオペレーターは、コンピュータの前に立つか、座って操作することが予測されますが、絶え
ずそうしている訳ではありません。患者は、通常、システムカートまたはアンプのわきのベッドに横た
わります。装置によって支えることはできません。
増幅器ユニットは患者装着用です。患者用の Quantum ブレークアウトボックスの交換に関する詳細につ
いては、「ハーネスまたはベルトに Quantum ブレークアウトボックスを装着する」のセクションを参照
してください。
システムに寄りかかったり、システムの上に座ったりしないでください。別のカート輸送オプションの
位置、詳細、注意事項に関しては、輸送システムの仕様およびメンテナンスのセクションを参照してく
ださい。
使用する前に、すべてのシステムコンポーネントの使用説明書をよくお読みください。コンポーネントに
は、カメラ、コンピュータ、刺激装置、およびソフトウェアが含まれますが、これらに限定されません。

9.3. Quantum または Quantum 64 ブレークアウトを使用して検査の取得
プロファイルを作成する
取得プロファイルは、記録されるチャンネ
ルとサンプリング周波数を定義します。取
得からの設定は、取得/レビュープログラ
ムの [Edit (編集)] メニューから構成できま
す (開いている検査がない場合)。
注記：Quantum 64 ブレークア
ウトを使用する際は、ソフトウ
ェアで 2 番目のピンボードを有
効にし ([Edit (編集)] > [Settings
(設定)] > [Acquisition (取得)] タ
ブ)、チャンネル 65 を 128 OFF
に切り替える必要があります。
検査で使用する取得プロファイルは
[Study Information (検査情報)] ウィンドウ
で選択できます。
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9.4. 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 Quantum 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 検査の開始に関する詳細については、NeuroWorks マニュアル
を直接参照してください。
注記：検査を記録するには、ベースユニットは PC に接続され、ベースユニットが患
者ケーブルを通じて Quantum ブレークアウトボックスに接続されていなければなり
ません。
注記：必ず NeuroWorks の [New Study (新規の検査)] ウィンドウで適正な増幅器ハー
ドウェアと取得プロファイルを選択してください。
[Running study (検査の実行)] 画面が表示されます。

アイドル モードと記録モードの双方で利用できるアイコンについては「8.2 タッチスクリーンアイコ
ン」セクションを参照してください。
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継続的な取得に関するアイコン：
ボタン

説明
LCD 画面をオフにします。
信号を飽和状態から回復させます。
注記：皮質刺激後リレーを開くと、自動でデブロックが適用されま
す。
EEG または睡眠取得ノート、生体校正を挿入します。

このボタンを押し続けると、インピーダンステスト画面が表示されます。
•

NeuroWorks/SleepWorks ユーザーインターフェースで [Cycle（サイクル）]
機能をオンに設定すると、システムは自動で測定を開始し、各 64 チャンネ
ルバンクのインピーダンスを表示します。

•

各 64 チャンネルバンクのボタンのいずれかを押すとサイクリングが中断さ
れ、引き続き選択された 64 チャンネルが測定されます。

•

[Unlock (ロック解除)] を押すと、64 チャンネルバンク間でサイクリングが再
開されます。

接続されたブレークアウトに関する情報を表示します。この画面に関する追加情報
については、「8.1 IP アドレスの設定」をご覧ください。
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9.5. 移動モードで記録する
移動機能は Quantum (128/256 チャンネル) と Quantum 64 で利用できます。
Quantum ブレークアウトと NeuroWorks / SleepWorks ソフトウェア間の接続が失われるたびに、
Quantum ブレークアウトは移動モードで記録を開始します。これは以下のような場合です。
•
•
•
•

ブレークアウトユニットの Natus ベースユニットへの接続を切断します。
ベースユニットは電力を失います。
取得コンピュータと Natus ベースの間で LAN または USB の接続が失われます。
取得コンピュータの電源が落ちます。

NeuroWorks/SleepWorks 取得アプリケーションで以下のメッセージが表示されます：

注記：取得プロファイルで破壊されたストリームが有効でない場合でも、移動モード
では、データは最大 512 Hz のサンプリングレートで内部メモリに保存されます。
注記：移動モードでは、ベースユニットへのケーブルの代わりに充電レベルが十分な
外付け電池パックをブレークアウトメインに接続して、移動記録中に電力を供給する
必要があります。
Quantum 外付け電池パックは、データ損失を避けるため、切り替え中ににのみ使用さ
れる内部電池とともに主要な電池とみなされます。
外付け電池はポーチの以下の場所に配置し、ケーブルをブレークアウトメインに接続します。
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外付け電池パックの充電レベルは電池に表示されます。

ブレークアウトの内部温度が高すぎない限り、外付け電池を接続するか、ブレークアウトをベースユニ
ットに再接続した際、内部電池は自動的に再充電されます。
Natus ベースユニットと NeuroWorks には正確な充電レベルがなく、内部電池も自律していないため、
LCD ベースと NeuroWorks で以下の電池ステータスのみが通知されます。
内部電池充電インジケータ

内部電池充電ステータス

[+]

正常

[ CH ]

充電中

[ -- ]

電池の充電は利用できません

•

内部電池充電インジケータの表示方法と、NeuroWorks ステータスバーまたは [Heads-Up (ヘッ
ドアップ)] ウィンドウで利用できるメモリの詳細については、NeuroWorks ユーザーマニュアル
を参照してください。

•

メインサンプリングレートが 256Hz に設定されている場合は、移動データも 256Hz で保存され
ます。

•

完全に充電された新しい外付け電池パックを使うと、256 チャンネル (2 ブレークアウトボック
ス) で約 6 時間の移動記録を行うことができます。

•

外付けおよび内部電池のレベルが少なくなると、Quantum ブレークアウトは自動的に記録を停
止し、電源を切ります。充電済みの電池パックを再接続すると、記録が再開されます。
注記：Narus では、検査中に内部電池を交換することはお勧めしません。何らかの理
由でブレークアウトがベースユニットに接続されている際に内部電池を交換すると、
データが失われることなく記録が続けられます。移動モードで内部電池を交換する
と、ブレークアウトがシャットダウンします。

移動モードでの記録中、両方のブレークアウトの LED が点滅します。詳細については、本書の「9.10 ブ

レークアウトボックス LED インジケータ」のセクションを参照してください。
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ブレークアウトボックスをベースに再接続すると、数秒後にリアルタイム記録が自動的に再開されま
す。リアルタイムデータの記録中、移動データのアップロードが始まります。

•

記録中にアップロードされた移動データは自動的に内部メモリで削除されます。

•

バックフィルの完了中にブレークアウトボックスの接続を切断した場合は、ブレークアウトをベ
ースユニットに再接続するとバックフィルが再開されます。

ブレークアウトが移動モードの場合、またはバックフィルの継続中に NeuroWorks 記録が停止すると、
移動マネージャを使用して残りの移動データをダウンロードする必要があります。
注記：新しい検査を始める前に Quantum 内部メモリをクリアする必要があります。
残りの移動データをアップロードするには、NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアで
移動マネージャを使用してください。移動マネージャがデータをもとの検査に追加し
ます。

検査を選択し、
[End Study (検査を終了)] を押し
ます。

[Upload Study (検査の選択)] を選
択します。

移送データのアップロード中

移動マネージャの使用方法の詳細については、NeuroWorks/SleepWorks ユーザーマニュアルを参照して
ください。
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9.6. Nicolet Cortical Stimulator を接続する
Quantum ブレークアウトボックスは直接、Nicolet Cortical Stimulator に接続できます。
1. USB または LAN ケーブルを使用して Natus ベースユニットをコンピュータに接続します。
2. Quantum メインブレークアウトボックスを Natus ベースユニットに接続します。詳細な情報に
ついては、「Natus ベースユニットをブレークアウトボックスに接続する」をご覧ください。
3. セカンダリブレークアウトボックスをメインブレークアウトボックスに接続します。詳細につい
ては「セカンダリブレークアウトボックスを接続する」を参照してください。
4. Natus ベースユニットと Nicolet Cortical stimulator で
というラベルの付いたコネクタに刺激
装置コントロールケーブル 016728 を接続します。
5. 単一の Quantum ブレークアウトを使用している場合は、013833 刺激装置入力ケーブルを使用
して Nicolet Cortical Stimulator を直接、ブレークアウトメインに接続します。刺激装置入力ケー
ブルは、
というラベルの付いた入力に接続してください。

単一のブレークアウトボックスの使用中、Nicolet Cortical Stimulator に接続されている Natus ベースユニット
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6. Quantum ブレークアウトを 2 つ使用している場合は、まず、013833 刺激装置入力ケーブルを
Nicolet Cortical Stimulator に接続します。次に、013769 刺激装置デイジーチェーンケーブルを
片側の 013833 刺激装置入力ケーブルに、Quantum メインとセカンダリブレークアウトボック
スでは
接続に取り付けます。下図を参照してください。

2 つのブレークアウトボックスの使用中、Nicolet Cortical Stimulator に接続されている Natus ベースユニット

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

NeuroWorks ソフトウェアですべての作業中の検査を閉じます。
コンピュータをシャットダウンします。必ず適切なシャットダウン手順に従ってください。
ベース LCD で、[Shutdown（シャットダウン）] ボタンを3秒間押し続けます。
電源コードを壁のコンセントから外します。
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9.8. モジュールポーチを Quantum または Quantum 64 ブレークアウトボ
ックスに装着する
モジュールポーチに Quantum ブレークアウトボックスを取り付けると、Quantum ブレークアウトボッ
クスを患者に装着できます。
Quantum ブレークアウトボックスは、必ず Quantum モジュールポーチと併用して
ください。他のポーチを使用することはできません。
ブレークアウトボックスは、それぞれ個別の Quantum モジュールポーチに収納して
ください。Quantum ポーチもブレークアウトボックスも、ブランケットや他の素材
で覆わないでください。これらの説明に従わないと、Quantum ブレークアウトの温
度が正常動作レベルを超える可能性があります。
Quantum モジュールポーチを使用するには：
1. Quantum ブレークアウトボックスをポーチに入
れます。
• ピンボックスは両方とも、内部ハーネスの
両側からアクセスできなくてはなりませ
ん。
• Natus のロゴは前面になるようにしてくだ
さい。
• ベースユニットと 2 番目のブレークアウト
へのコネクタ、および LED は上側になるよ
うにしてください。

2. 内側のハーネスをメインポーチにはめ込み、ブ
レークアウトのまわりに固定します。

3. その後、左側と右側から出るように電極ワイヤ
を配線できます。
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4. ブレークアウトからブレークアウト、またはブレー
クアウトからメインケーブルなどのワイヤー接続を
行い、ループを通して固定します。ポーチは、外側
のスナップにはめ込んで閉じ、ブレークアウトボッ
クスを完全に囲むようにしてください。
5. ポーチの最上部は、ポーチの主要な部分にはめ込ん
で固定できます。

6. 複数のブレークアウトボックスを使用している場合は、側面をファスナーで留めて複数のポーチ
を接続します。

7. 接続後、ポーチはベッドの横、または患者の肩の上に吊るす
ことができます。

注記： モジュールポーチシステムは、患者の衣服またはガーメントの上に装着しな
ければなりません。
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9.9. Quantum 増幅器システムの通信モード
以下のセクションでは、Quantum 増幅
器システムを接続するための方法につ
いて説明します。
ベースユニットが、患者テザーケーブ
ル付きのブレークアウトボックスに物
理的に接続されている場合、Quantum
は物理接続モードと見なされます。こ
のモードでは、ワイヤー接続でデータ
がベースユニットに送信され、その
後、データがコンピュータに送信され
ます。
コンピュータのソフトウェアによっ
て、このデータが表示、保存されます
(図 1 を参照)。

図 1： Quantum システムの物理接続

ベースユニットが物理的にブレークア
ウトボックスに接続されていない場
合、Quantum ブレークアウトは物理切
断モードまたは移動モードとみなされ
ます。このモードでは、ブレークアウ
トボックスは内部メモリに検査データ
を保存し、電池から給電されます。

図 2： Quantum システムの物理切断 – 移動モード

移動記録ステータスはブレークアウトボックスの LED に表示されます。詳細については、「9.10 ブレー
クアウトボックス LED インジケータ」を参照してください。
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9.10. ブレークアウトボックス LED インジケータ
9.10.1.

以下はブレークアウトメインインジケータです。

LED
色

ステータス

位置 A

電池

ディスク

ステータス
(チェックマーク)

緑

ソリッド

準備完了

通常レベル

通常の容量

電源オンおよびアイドル

充電していない/放電し
ていない

書き込みなし

通常レベル

通常の容量

充電中/放電中

書き込み中

重要なレベル

重要な容量

充電していない/放電し
ていない

書き込みなし

重要なレベル

重要な容量

充電中/放電中

書き込みまたはエラー

電池がありません

ディスクがありません

緑

フラッシュ

黄

黄

ソリッド

フラッシュ

なし

なし

9.10.2.

移動

DSM 設定済み

DSM 有効

準備ができていません

検査の実行中

予約済み

ブレークアウトのアップ
グレードまたはエラー
電源オフ

以下はブレークアウト B インジケータです。

LED

B

C

D

色

ステータス

位置 B

位置 C

位置 D

ステータス
(チェックマーク)

緑

ソリッド

準備完了

予約済み

予約済み

電源オンおよびアイドル

緑

フラッシュ

移動

予約済み

予約済み

検査の実行中

黄

ソリッド

DSM 設定済み

予約済み

予約済み

予約済み

黄

フラッシュ

DSM 有効

予約済み

予約済み

ブレークアウトのアップ
グレードまたはエラー

なし

なし

準備ができていません

予約済み

予約済み

電源オフ
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10. 動物実験
10.1. 独立参照モードと共通参照モード
デフォルトの臨床操作モードでは、あらゆるチャンネルの増幅器で単一の「共通」参照を使用します。
オプションの「独立参照ライセンス」(PN 019893) を有効にすると、8 つの各入力グループで個々の参照
を利用できます。各被験者の間で干渉が生じるのは、動物で研究を行っている製薬会社と研究センター
では典型的なワークフローですが、このような干渉なく複数の被験者の接続と記録を行うことができま
す。
被験者ひとりにつき一 (1) つの参照チャンネルで最大七 (7) チャンネルを記録できます。被験者は全員、
011224 アースジャンパケーブルを使用してリンクされたアースチャンネルに接続する必要があります。
被験者ごとに個々の参照を使用すると、接続されている他の被験者からの干渉なしにデータを記録でき
ます。被験者ごとに追加参照チャンネルが必要な場合は、参照をリンクできます。この場合、記録され
る被験者の数は減ります。

注記：ピンボードの最後の 8 回の入力は使用できません。

ブレークアウト

一般的な参照モード
(臨床)

独立参照モード
(動物実験)

最大有効入力数

最大被験者数

最大有効入力数

Quantum 64

64

7

49 (7 回の入力の 7 つのバンク)

Quantum メイン

128

14

98 (7 回の入力の 14 のバンク)

Quantum メイン + B

256

28

196 (7 回の入力のバンク 28)

10.2. 複数の被験者を Quantum または Quantum 64 に接続する
1. 必要に応じて被験者のリードを接続します。一度に最大 七 (7) 人の被験者をピンボックスに接続
できることを示している以下の画像では、チャンネルに * が付いています。
2. あらゆる被験者のアース線は、011224 アースジャンパケーブルを使用してリンクし、ピンボッ
クスの GND 入力に挿入する必要があります。
3. 各被験者には、前のステップで取り付けられた参照電極とアース線のほかにも、独立参照電極が
あることを確認してください。以下の画像では、∞ が付いたポートは各チャンネル セットの参
照チャンネルです。
4. すべての線を被験者に接続した後、ピンボックスがブレークアウトボックスに取り付けられてお
り、検査が NeuroWorks ソフトウェアで始まっていることを確認します。詳細な詳細については、
「Quantum ベースユニットとブレークアウトボックスを接続する」セクションをご覧ください。
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ピンボックスに接続されている複数の被験者

10.2.1.

複数の被験者の接続向けに Neuroworks を設定する

複数の被験者を Quantum または Quantum 64 増幅器ブレークアウトに接続する場合は、独立参照ボック
スをチェックして取得プロファイルを設定する必要があります。これは、[Edit Settings (設定を編集)]
ダイアログの [Acquisition (取得)] タブにあります。これを選択すると、ソフトウェアで各被験者が独立
参照で示されます。

複数の被験者を接続するために取得プロファイルを設定するには：
1. NeuroWorks ソフトウェアを開きます。[Edit (編集)] > [Settings (設定)] > [Acquisition (取得)]
(タブ) を選択してください。
2. ドロップダウンメニューから [Quantum headbox (Quantum ヘッドボックス)] を選びます。
3. [Reference Electrode (参照電極)] セクションで [Independent (独立)] チェックボックスが選択
されていることを確認します。
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4. 取得に必要な設定を調整します。
5. [New Profile (新規プロファイル)] ボタン
をクリックします。これで新しいプロファイル名
が自動的に生成されます。現在選択されているプロファイルに数字のシーケンスが付加され、名
前の付いたプロファイルが一意のものになるようにします。ドロップダウンリストが空の場合、
プロファイル名 [Default (デフォルト)] が表示されます。
注記：ベストプラクティスとして、プロファイルの名前は変更し、意味のある名前に

してください。プロファイルリストが読み込まれるたびに自動的に生成される数字
のシーケンスは含めないでください。
•

英数字、下線、ダッシュのみを使用できます。

•

他の文字は使用しないでください (~!@#$%^&*()+{}[]"'<>/,. が含まれますがこれ
らに限られません)。

注記：名前が付いている現在のプロファイルの属性または設定が変更された場合は、

ドロップダウンリストの隣でプロファイル名の左にアステリスクが付けられます。

名前の付いたプロファイル – プロファイルへの変更
プロファイルへの変更を元に戻すには、現在のプロファイル名を再び選択するか、
別の保存されたプロファイルをドロップダウンリストから選択します。変更は、保
存されたコピーに戻ります。また、[Edit Settings (設定を編集)] ダイアログで
[Cancel (キャンセル)] をクリックすると、このような変更の保存を防止できます。
6.

プロファイルの構成後、[Apply (適用)] ボタンまたは [OK] をクリックして変更を保存します。

プロファイル設定と情報のさらなる詳細については、NeuroWorks ユーザーマニュアルの「取得プロフ
ァイル」のセクションを参照してください。

66

Natus Quantum 増幅器

ユーザー＆サービスマニュアル

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

11.1. 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

機器
重量 [lbs]
1
2
10
0
0
3
5

最大
積載量 [lbs]
(機器を含む)
3
2
10
10
10
5
5

20
22

50
60

ベースカート重量

100

総重量
* オプション

163

255
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11.2. Neurowand カート (PC なし) の仕様

取り付け
場所
A1*
A2*
B
C
D

68

デフォルトの装置
ビデオカメラ
IR イルミネータ
アンプ取り付け
保管容器
絶縁変圧器

機器
重量 [lbs]
4
2
5
0
23

ベースカート重量

48

総重量
* オプション

82

最大
積載量 [lbs]
(機器を含む)
4
2
5
10
40
109
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11.3. ロールスタンドの仕様

取り付け
場所
A
B
C
D

デフォルトの装置
Natus 光刺激装置取り
付け
ブレークアウトステー
ション (x4)
保管容器
ケーブルの管理

機器
重量 [lbs]
5

最大
積載量 [lbs]
(機器を含む)
5

2*

2*

0
0

10
0

ベースカート重量

21

総重量
*ブレークアウトステーションごと

34

44

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

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。

•

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。

•

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。

11.6. 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、構造が不十分で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：トローリー/カートを 10 度以上傾けないでください。傾けると、トローリー/カート
の安定性が低下します。
倒れる危険：輸送する際は、両手でカートを押し、1つのキャスターで進行方向に進めるよ
うホイールベースを並べてください。カートを1つのキャスターで進めない場合、段差や敷
居を上り下りする際に倒れる危険性があります。
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12. 電気入力および絶縁変圧器の詳細
EU
電気入力

200-240 VAC、2.20 A、50 Hz

絶縁変圧器

Powervar ABC500-22MED

北米
電気入力

120 VAC、3.0 A @ 60 Hz

絶縁変圧器

Powervar ABC300-11MED

日本
電気入力

100V-120 VAC、8.0 A、50/60 Hz

絶縁変圧器

Powertronix D1CSWFCNOE2
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13. 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。
以下のトピックでは、Quantum または Quantum 64 ブレークアウトに内蔵されている Nonin オキシメー
タセンサーの仕様を一覧表示しています。Quantum 増幅器は電源を供給するほか、オキシメータを主電
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、 正しいセンサーを適切に適用することでパルスオキシメータの操作を確認で
き、NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアを使った SpO2 信号と脈拍数ディスプレイを見ることができ
ます。NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアは、現時点で以下の 2 種類の SpO2 データを表示します。
許容可能な前4つの連続脈拍数に基づく 4 拍動平均脈拍数、および前の拍動に基づいて計算された心拍間
の脈拍数です。
注記：SpO2 および脈拍数の波形は正規化されません。

13.1. 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

13.2. 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.
5.

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

13.3. パルスオキシメータの付属品
オキシメータセンサー：2つの発光ダイオード（LED）から血液による光の吸収量を測定します。酸素が
飽和した血液は、不飽和の血液と比べて光の吸収が異なります。血液が吸収する光の量を使用して、動
脈血中の総ヘモグロビン量に対する酸化ヘモグロビンの割合を計算します。
Nonin Xpod パルスオキシメータは Quantum または Quantum 64 ブレークアウトに接続し、
NeuroWorks/SleepWorks ソフトウェアを介して酸素飽和度 (SpO2) と脈拍数の情報を提供します。再使
用可能および使い捨て Nonin パルスオキシメータセンサーは Nonin Xpod 装置と併用できます。一般的
に使用されているセンサーのリストは以下の通りです。
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利用可能な Nonin オキシメータセンサー

モデル番号

説明

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、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

8000Q2

センサー、再使用可能、イヤークリップ

8000R

センサー、再使用可能、反射

6000C

センサー、使い捨て、Cloth シリーズ

6500

センサー、使い捨て、Durafoam シリーズ

7000

センサー、使い捨て、Flexi-Form III シリーズ

13.4. パルスオキシメータに関する注意事項および警告
デバイスを使用する前に、Nonin オキシメータセンサーに同梱される「使用説明書」をよく読む必要が
あります。
各 Nonin オキシメータセンサーに同梱される使用説明書をよく読み、センサーの表示範囲、仕様、注意
事項および警告を確認してください。
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14. メンテナンス、 クリーニング、および廃棄
Quantum 増幅器システムを良い状態に保つために、ユーザー実施メンテナンスの定期スケジュールに従
ってください。ユーザーによる定期的なメンテナンスには、Quantum 増幅器およびコンポーネント内部
を開け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、Natus テクニカルサポートまでお電話 (1-800-303-0306 ) またはメール OTS@natus.com からお問い
合わせいただくか、最寄りの Natus 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

•

ベースユニット、ブレークアウトボックス、イーサネットケーブル

•

電極および付属品

Quantum 増幅器およびコンポーネントは、水や他の液体に浸さないでください。クリーニングには、湿
らせた布で LCD パネルを含むすべての表面を拭いてください。

14.1. Quantum 増幅器ポーチ
モジュールポーチ、ベルト、およびハーネスは、以下の手順に従ってクリーニングできます。
1. ぬるま湯で手洗いするか、中性洗剤を使って洗濯機の「デリケート」コースで洗ってくださ
い。
2. 漂白しないでください。
3. 低速の乾燥機で乾かすか、または自然乾燥させてください。

14.2. 推奨事項
お手入れを始める前に、アンプからケーブルをすべて外してください。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。

この増幅器は、加圧滅菌、高圧蒸気滅菌、またはガス滅菌を行わないでください。

増幅器を液体に沈めたり浸したりしないでください。

イソプロピルアルコール70%の洗浄液の使用をお勧めします。

洗浄液の使用は慎重に行ってください。洗浄液を使いすぎると、アンプの中に流れ込み、内
部コンポーネントに損傷を与える場合があります。
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増幅器のお手入れには、石油系、アセトン液、または強い溶剤は使用しないでください。

14.3. 廃棄
寿命を迎えた場合、Quantum 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。
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15. トラブルシューティング
取得した波形が平坦である、表示されない、あるいは正しく (または予測通りに) 表示されない場合、コ
ンピュータをシャットダウンして 10 秒以上おき、試験を最初から設定します。シャットダウンおよび再
起動により、ヘッドボックスがリセットされ、問題が解決する場合があります。問題が解決しない場合
は、以下の方法を試してください。

トラブルシューティングチェックリスト
患者にリラックスするように言います。
ケーブルを点検します。
ヘッドボックス、ブレークアウトボックス、およびコンピュータがしっかり接続されていること
を確認します。
患者の電極が、ヘッドボックスの正しいチャンネルに接続されていることを確認します。
患者の電極がヘッドボックスに適切に収まっている（緩んでいない）ことを確認します。
患者の電極ケーブルに明らかな損傷がないことを確認します。
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。
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、およびノッチフィルター設定を確認することもできます。（[Edit (編集)] > [Settings (設
定)] > [Montage (モンタージュ)] の順に選択します。）
LFF – 低周波干渉をフィルタリングします。
HFF – 高周波干渉をフィルタリングします。
ノッチフィルター – 電気的干渉を最小化します。
ゲイン– ゲインを増加させると、トレースが大きく表示されます。
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15.1. 信号品質に関する問題
信号の欠落、または不良な信号がある場合は、ブレークアウトボックスへのケーブルを交換してみま
す。問題が解決しない場合、チャンネルテストを実行してみます。

チャンネルテストの実行
1. モンタージュ設定ツールバーで、[LFF] を 0.1 Hz に設定します。
2. ［Controls (コントロール)］ >［Channel Test (チャンネルテスト)］ の順に選択します。波形表示
の上に、チャンネルテストコントロールバーが表示されます。
3. チャンネルテストコントロールバーの最初のメニューにカーソルを合わせ、[Sine（正弦）] または
[Square（矩形）] をクリックします。正弦波設定は、一般的な使用に適しています。低周波数方形
波設定の場合、アナログボードの DC 除去段階の積分器の問題が発見される可能性があります。
4. 必要に応じて、チャンネルテストコントロールバーの波形周波数および振幅を調整します。
チャンネルテスト信号は、最初のアンプステージに適用されます。よって、アンプと ADC のテストを行
いますが、フロントパネルコネクタの接続を確認することはできません。

77

Natus Quantum 増幅器

ユーザー＆サービスマニュアル

16. 付属品＆交換用部品のリスト
互換性のある付属品は、以下の通りです。
Quantum
ブレー
クアウトを備
えたシステム

Quantum 64
ブレー
クアウトを備
えたシステム


パーツ番号

説明

016862

ベースユニット



016867

Quantum メインブレークアウトボックス
(ピンボックスなし)



016868

Quantum セカンダリ ブレークアウトボックス (「B」) (ピ
ンボックスなし)



024229

Quantum 64 ブレークアウトボックス (ピンボックスなし)

013348

Natus Quantum ブレークアウト-ベースケーブル、33フィ
ート（10 m）





013414

Natus Quantum ブレークアウト-ベースケーブル、16フィ
ート（5 m）





013415

Natus Quantum ブレークアウト-ブレークアウトケーブ
ル、32 インチ (81 cm)



014162

Natus Quantum ピンボックス 1～64



014163

Natus Quantum ピンボックス 64～128



014164

Natus Quantum ピンボックス 129～192



014165

Natus Quantum ピンボックス 193～256



021332

Natus Quantum ピンボックス 0 (Quantum 64 の 2 番目の
64 チャンネルバンクのカバー)

013891

Quantum 患者イベントボタン、30フィート (9.1 m)





013762

Quantum 患者イベントボタン、5フィート (1.5 m)





013931

Quantum Nonin オキシメータアダプターケーブル





105592

Nonin 再使用可能ソフトセンサー、中、モデル 8000SM





013930

Quantum ブレークアウト DC 入力ケーブル



013790

Quantum ベース DC 入力 Y ケーブル





A1011X

電源コード、シールドなし、10フィート（3 m）





W8194X

USB 2.0 高速ゴールドケーブル、6フィート（1.8 m）





W8128F

CAT5e ネットワークケーブル、15フィート（4.6 m）
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Quantum
ブレー
クアウトを備
えたシステム

Quantum 64
ブレー
クアウトを備
えたシステム

パーツ番号

説明

007310

USB-イーサネットアダプター





022588

Natus Quantum モジュールポーチ





014808

Quantum 電極スリーブ、89 cm (35 インチ)





014883

Quantum 参照 (REF) ジャンパケーブル、0.9 m (3 フィート)



010893

10インチ（25cm）パッチケーブル付き医療用ネットワー
クアイソレータ





015162

絶縁変圧器（EU）





015163

絶縁変圧器（北米）





PSM-22318

絶縁変圧器 （日本）





015170

交換用フューズ、Natus ベースユニット





982A0558

Nicolet Cortical Stimulator





016728

Natus ベースユニット - Nicolet Cortical Stim ケーブル





013833

Natus Quantum 刺激入力ケーブル、2.4 m (8 フィート)





013769

Natus Quantum 刺激デイジーチェーンケーブル、1～2、
104 cm (41 インチ)



017048

Natus Quantum 10-10/10-20 ピンボックス



018980

Quantum 10-10/10-20 ピンボックスポーチ



016269

Quantum バルクコネクタピンボックス 1 (1～64)



016270

Quantum バルクコネクタピンボックス 2 (65～128)



016271

Quantum バルクコネクタピンボックス 3 (129～192)



016278

Quantum バルクコネクタピンボックス 4 (193～256)



021255

パッケージ付き外付け電池パック





019756

Quantum 外付け電池ケーブル





019755

外付け電池パック電源装置







Quantum 増幅器に使用できる EEG 付属品は、オンラインの Natus Neurology 付属品カタログ
(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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17. ヘルプの利用方法
Natus は、お客様が Quantum システムを安心して簡単にご使用いただけるよう、サポートを提供する
ことをお約束しております。サポートが必要な場合は、以下の手順に従ってください。

手順 1：インシデントの文書化
インシデントを慎重に文書化します。可能な場合、エラーメッセージ、ダイアログボックスの名前、問
題が発生する前に行った操作を書き留めてください。

手順 2：NeuroWorks オンライン文書の検索
NeuroWorks/SleepWorks EEG または Natus データベースソフトウェアで、以下を選択してください。
•

[Help（ヘルプ）] > [Natus Database Help（Natus データベースヘルプ）]

または、以下のように Windows スタートメニューを使ってヘルプドキュメントを検索できます。
1. Windows のタスクバーで [スタート] ボタンをクリックします。
2. [Excel Tech | Documentation (エクセルテック｜文書)] フォルダーまでナビゲートします。

手順 3：コンピュータの再起動
多くの場合、コンピュータを再起動することで問題が解決します。
1.
2.
3.
4.

すべてのアプリケーションを閉じます。
Windows のタスクバーで [スタート] ボタンをクリックします。
[Start (スタート)] メニューから [Shut Down… (コンピュータのシャットダウン)] を選択します。
[Restart the computer (コンピュータの再起動)] 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 のタスクバーで [スタート] ボタンをクリックします。
[Start (スタート)] メニューから [Shut Down… (コンピュータのシャットダウン)] 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。
ユニットの電源を切ります。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）、Quantum 増幅器のシリアル番号を書き留めます。
最寄りの XLTEK 販売店、または Natus テクニカルサポートまで、電話 (1-800-303-0306) またはメール
(OTS@natus.com) でお問い合わせください。
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18. 付録A
18.1. デジタルトリガ入力ポート配線図
外付け刺激装置とプッシュボタンからの TTL トリガパルスは Natus ベースユニットのトリガ入力に接続
し、検査のイベントを記録できます。
Natus Quantum および Natus Brain Monitor ではトリガ入力を利用できます。トリガ入力は、Natus ベー
スで EMU40EX ブレークアウトを使用する際は利用できません。
8 ビットのトリガ入力ポートで適用されるトリガ信号は、NeuroWorks の TRIG チャンネルで 0～255 の
値を使用してパルスを作成します。

ピン番号

定義

注記

1

TRG1

デジタルトリガ (0～5V)

2

TRG2

‘’

3

TRG3

‘’

4

TRG4

‘’

5

TRG5

‘’

6

TRG6

‘’

7

TRG7

‘’

8

TRG8

‘’

9

LT

10～15

GND

デジタルトリガラッチ (0～5V)
アース

NeuroWorks は各トリガの記録中、注釈を挿入することもできます。
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トリガ入力の構成は、[EDIT (編集)] – [SETTINGS (設定)] – [ACQUISITION (取得)] – [ADVANCED (詳
細)] で利用できます。

フリーランモードでは、8 つの入力を変更するたびに NeuroWorks 検査でイベントが生成されます。こ
のモードは通常、8 つの入力ポートそれぞれでトリガパルスが異なるタイミングで届いた場合に使われ
ます。この結果、トリガの値は以下のようになります。
•
•
•
•
•
•
•
•

TRIG 1 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 1) を生成
TRIG 2 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 2) を生成
TRIG 3 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 4) を生成
TRIG 4 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 8) を生成
TRIG 5 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 16) を生成
TRIG 6 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 32) を生成
TRIG 7 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 64) を生成
TRIG 8 入力のトリガ → 方形波と注釈 (値 128) を生成

ラッチモードでは、8 つの入力すべてのステータスは 8 ビット値として記録されますが、トリガパルス
がラッチ入力に適用される場合に限られます。NeuroWorks 検査にはイベントも挿入されます。例：
•
•
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TRIG 1 および TRIG 2 入力 (および LATCH) の同時トリガにより、値 3 (= 1 + 2) の方形波と
注釈が生成されます
TRIG 2、TRIG 3、TRIG 8 入力 (および LATCH) の同時トリガでは、値 134 (= 2 + 4 + 128)
の方形波と注釈が生成されます
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19. 付録 B
19.1. バルクコネクタピンボックス入力
配線済みヘッドセットまたはアセンブリをバルクコネクタピンボックスに接続するには、ミニ D リボン
68 ピンのメスラッチコネクタが必要です。これは、配線済みヘッドセットまたはアセンブリのメーカ
ー、または第三者のベンダーが販売しているはずです。 以下は、バルクコネクタピンボックス入力のレ
イアウトを示しています。

19.2. バルクコネクタピンボックス入力配線図
2 番目の導体

最初の導体
対数

芯数 ソリッド

バンド

ピン チャンネル 芯数 ソリッド

バンド

ピン チャンネル

1

1

黒

赤

N/C

N/C

2

赤

黒

3

TP5

2

3

黒

白

66

GND

4

白

黒

7

C1

3

5

黒

緑

9

C2

6

緑

黒

28

C3

4

7

黒

青

27

C4

8

青

黒

57

C5

5

9

黒

黄

24

C6

10

黄

黒

22

C7

6

11

黒

ブラウン 20

C8

12

ブラウン 黒

21

C9

7

13

黒

オレンジ 51

C10

14

オレンジ 黒

48

C11

8

15

赤

白

14

C12

16

白

赤

47

C13

9

17

赤

緑

11

C14

18

緑

赤

41

C15

10

19

赤

青

10

C16

20

青

赤

42

C17

11

21

赤

黄

8

C18

22

黄

赤

60

C19

12

23

赤

ブラウン 61

C20

24

ブラウン 赤

59

C21

13

25

赤

オレンジ 56

C22

26

オレンジ 赤

25

C23

14

27

緑

白

55

C24

28

白

緑

53

C25

15

29

緑

青

50

C26

30

青

緑

19

C27

16

31

緑

黄

16

C28

32

黄

緑

15

C29

17

33

緑

ブラウン 45

C30

34

ブラウン 緑

13

C31
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2 番目の導体

最初の導体
対数

芯数 ソリッド

バンド

18

35

緑

オレンジ 43

C32

36

オレンジ 緑

64

C33

19

37

白

青

62

C34

38

青

白

63

C35

20

39

白

黄

30

C36

40

黄

白

58

C37

21

41

白

ブラウン 26

C38

42

ブラウン 白

29

C39

22

43

白

オレンジ 54

C40

44

オレンジ 白

40

REF

23

45

青

黄

23

C41

46

黄

青

52

C42

24

47

青

ブラウン 18

C43

48

ブラウン 青

49

C44

25

49

青

オレンジ 17

C45

50

オレンジ 青

46

C46

26

51

ブラウン

黄

44

C47

52

黄

ブラウン 12

C48

27

53

ブラウン

オレンジ 31

C49

54

オレンジ ブラウン 33

C50

28

55

オレンジ

黄

34

C51

56

黄

オレンジ 32

C52

29

57

紫

オレンジ 68

C53

58

オレンジ 紫

67

C54

30

59

紫

赤

65

C55

60

赤

紫

5

C56

31

61

紫

白

6

C57+

62

白

紫

39

C58-

32

63

紫

緑

38

C59+

64

緑

紫

4

C60-

33

65

紫

青

36

C61+

66

青

紫

37

C62-

34

67

紫

黄

35

C63+

68

黄

紫

2

C64-

1

DGND

SHIELD
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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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