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1
1.1

はじめに
簡単な説明

AccuScreen耳音響放射・自動ABRハンディスクリーナーをご購入いただき誠にありがとう
ございます。

注記：本取扱説明書には、AccuScreenの使用とメンテナンスに関する説明や注意事項が記
載されています。AccuScreenを初めてご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みくだ
さい。
清掃とメンテナンスの説明については、特に注意してお読みください。 AccuScreenの使
用やメンテナンスが適正になされない場合、保証が無効になることがあります。
AccuScreenは高速で、高い信頼性を持ち、使いやすく、軽量な聴力スクリーナーで、
新生児のスクリーニングに最適です。

AccuScreenは、タッチスクリーン機能を採用することで、優れた操作性を実現しています。

1.2

ドッキングステーション

AccuScreenはドッキングステーションを使用することで、以下の機能を実現します。
•
•

•

1.3

バッテリーの充電

AccuScreenとPC間のデータ転送

ラベル印刷

AccuLinkソフトウェアプログラム

AccuLinkは、単一のPCアプリケーションにおいて結果のレビューと構成機能によるデータ管理を実現するソフト
ウェアプログラムです。
AccuLinkによって、被検者/テスト、ユーザー、サイト、接続場所および施設に関するデータを作成、編集、
表示および印刷できます。

AccuLinkから、目的に合わせてAccuScreenを設定することができます。これには、被検者取り扱いに関する必須フ
ィールドの定義が含まれていますが、同フィールドはAccuScreenに表示する画面、アップロードおよびダウンロー
ドするデータを定義します。

AccuScreenはAccuLinkとは独立して動作しますが、追加機能と設定値は、AccuLinkのユーザーインターフェイスによ
って提供されます。

注記：AccuLinkソフトウェアのインストールとセットアップの手順については、『AccuLink管理ソフトウェアユー
ザーマニュアル』で確認できます。

1.4

注記：データ通信システムとAccuLinkソフトウェア間でデータをインポートまたはエクスポートできるように
するには、AccuLinkのインストール時にデータ通信システムを選択する必要があります。

印刷

印刷の説明については、「印刷」（54ページ）を参照してください。

AccuScreen
AccuScreenにより、データをAccuLinkへアップロードして、PCからテスト結果を印刷することができます。また、
AccuScreenをドッキングステーションに設置して、ドッキングステーションに接続されたラベルプリンタから直接
印刷が可能です。
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1.5

使用目的/臨床的利点

タイプ1077デバイスは、聴覚障害および聴力関連障害の診断に必要とされる人体の生理学的データ（聴性脳幹反
応のスクリーニングおよび耳音響放射のスクリーニングあるいはそのいずれか）の記録および自動解析での使用に
適しています。

歪成分耳音響放射および 過渡誘発耳音響放射：

タイプ1077 DPOAEモジュールとTEOAEモジュールは、乳児や高齢者被検者を含む、子供から成人までのあらゆ
る年齢層の被検者に使用できます。この装置は、乳幼児、小児、認知能力が低下した成人などを被検者とし、
聴性行動反応検査の結果に疑問が残る場合に特に適応します。

聴性脳幹反応：

タイプ1077 ABRモジュールは特に在胎34週から生後6か月までの乳児に向けたモジュールです。
デバイスを乳児のスクリーニングで使用する場合、被検者は熟睡しているか安静な状態にある必要があります。
デバイスは、言語聴覚士、耳鼻咽喉科およびその他の医師によって使用されることを意図して開発されています。

注記：Natus Medical Denmark ApSによって供給されたもの以外のアクセサリ（例：電極、イヤーカプラ、その他）
を本デバイスに使用されている場合、Natus Medical Denmark ApSはテスト結果またはテスト自体の正確性を保証し
ません。

1.6

物理的動作原理

AccuScreenでは、新生児の聴覚スクリーニングに極めて効果的とされている、過渡誘発耳音響放射（TEOAE）と
歪成分耳音響放射（DPOAE）技術が用いられています。耳音響放射は蝸牛のメカニクスを測定し、蝸牛が正常に
機能するかどうかを判定します。乳児の音響放射は一般的に強いので、簡単かつ迅速に検出できます。音響放
射強度は通常、加齢や聴覚障害により弱くなります。
AccuScreenでは、自動ABR（聴性脳幹反応）測定が可能です。この技術は、音に対する反応を聴覚路で測定する
ものです。この測定は、TEOAEおよびDPOAEスクリーニングに対して貴重な補助データを提供し、聴覚損失を持
つ乳児のスクリーニングには欠かせないツールです。
このシンプルながらも信頼性の高い技術により、聴覚障害を確実に検出することが可能となり、早い年齢から
治療を施すことができます。早期の治療により、聴力に障害を持つ子供たちの正常な会話能力と言語能力を発
達させる可能性が広がります。

1.7

表記の規則

警告、注意、および注記の使用について

デバイスおよびソフトウェアの安全で適切な使用に関する情報へ注意を喚起するため、取扱説明書には以下の
注意喚起表示を記載しています。

警告：ユーザーまたは被検者に対して死亡または深刻な傷害を招くリスクがあることを示しています。

注意：ユーザーまたは被検者に対して傷害を招くリスク、あるいはデータや装置に対して損傷を招くリスク

があることを示しています。

注記：ユーザーは特別な注意を払う必要があることを示しています。

本取扱説明書のナビゲーションについて

選択できるメニュー、アイコンおよび機能は、ボールドで示されます。OK（

）を押します。

eIFU

注記：eIFUへのアクセス手順：使用説明書（PDF版）は本ウェブサイトの関連する製品のエリアにあります。
https://newborncare.natus.com/products-services/accuscreen

注記：適用される規則に従い、必要な全ての情報はこのユーザーガイドに記載されています。

1.8

安全に関する一般情報

注記：装置に関連して発生した深刻な事故については、製造業者およびそのユーザーまたは被検者が住んでい
る国の所轄官庁に報告する必要があります。
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1.9

安全情報
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

警告：以下のような環境や操作により、被検者やユーザーがけがをしたり、危険な状況に陥ることがあります。

テスト中、外部デバイス（プリンタなど）をAccuScreenへ接続しないでください。

手術中にAccuScreenを使用する場合、プローブとコネクタはアースも含めて導電性のある物体に接触させない
でください。
以下のアプリケーションを実施中に、AccuScreenを使用してはなりません。
– 高周波（HF）手術装置
– 心臓ペースメーカー
– 除細動器
– 他の電気式刺激装置

生体電位入力部電極の電気式刺激装置における火傷や電気式刺激装置または生体用増幅器への損傷を招く
恐れがあるため、高周波手術装置を使用している間、AccuScreenを使用してはいけません。

ニュートラル電極を含む電極の導電部とそのコネクタは、他の導電部品やアースに接触させないでくだ
さい。

接続されながら未使用の通電部品と、保護アースに接続されているものを含む他の導電部品が誤って接触す
ることのないよう注意してください。
可燃性麻酔薬（ガス）がある環境で機器を使用しないでください。

安全上の理由とEMC（電磁両立性）の確保のため、装置のアウトレットフィッティングに接続される
アクセサリは、システムに付属しているタイプと同一である必要があります。

本機を他の機器と積み重ねること、または、通風の悪い場所に置くことは避けてください。本機の性能に
影響することがあります。他の機器と重ねて設置する場合、または他の機器に隣接して設置する場合、
機器の動作に影響しないことを確認してください。
AccuScreenのRF放射は非常に低く、近くにある電子機器への干渉を引き起こしにくいとされていますが、
AccuScreenの近くにそれらが設置されている場合、近くにある他の装置の機能に対するマイナス効果また
は機能低下が発生する恐れがあります。
PCやドッキングステーションが被検者の近くに置かれていないことを確認してください。

電子医療システムを組み立てる際、アセンブリを運搬する人間は、本製品で規定されているような安全要件に
準拠しない装置が接続されている場合、システム全体の安全レベルを低下させる恐れがあることを考慮に入れ
る必要があります。
AccuScreen OAE & ABRスクリーナーの不具合が疑われる場合は、使用しないでください。

デバイスに接続するPCまたは被検者の近くで使用するPCは、IEC 60950-1:2005およびIEC 62368-1:2020に準
拠しなければなりません。
AccuScreen OAE & ABRスクリーナーおよび独自の電源を持っている接続デバイスは、接続を確立する前に
電源を切っておく必要があります。

注意：以下のような環境や操作により、ユーザーや被検者のけがにつながる可能性があります。または、
データやデバイスの損傷リスクがある可能性もあります。

技術仕様の動作環境に記載されている値を超える温度や湿度でAccuScreenを保管または使用しないでください。

•
•

•
•
•
•

いかなる部品も口に入れさせたり、燃やしたり、あるいは本取扱説明書の使用目的に関する項で定義さ
れている用途以外の目的に使用したりしないでください。
イヤーチップなどの使い捨てアクセサリは再利用せず、交差感染を防ぐために被検者間で交換する必要
があります。
このクラスの装置の使用は、医師の権限の下で使用される場合、国内の建物で許可されています。
窒息注意イヤーチップを子供の手の届くところに置かないでください。
このデバイスは、言語聴覚士、耳鼻咽喉科およびその他の医師によって使用されることを意図して開発
されています。
プローブの挿入時は、外耳道のけがを防ぐため、プローブを軽くひねりながら軽く圧力を加えるように
してください
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1.10

安全情報 - ドッキングステーション
警告：技術仕様の電源アダプタで指定されている電源のみ使用してください。

1.11

本取扱説明書について

本取扱説明書に記載されているメニュー選択項目とスクリーンショットは、お客様のテストデバイスの設定を反映
していない可能性があります。
本取扱説明書には、AccuScreenの主な機能に関する説明が記載されています。以下の項目に関する知識を取
得するようお勧めします。

設置

AccuScreenのセットアップの詳細については、「開梱と設置」（11ページ）および「テストの準備」（27ペ
ージ）を参照してください。

安全

本取扱説明書には、AccuScreenを安全に使用するために守るべき情報や警告が記載されています。

注記：該当する地方自治体の条例や規制も常に守る必要があります。

「AccuScreenの概要」（11 ページ）のデバイスラベルの概要を参照し、「はじめに」（5ページ）の安全情報をお
読みください。

トレーニング

検査を実施するにあたってデバイスの知識を深めることができるように、AccuScreenを操作する前に本取扱説
明書をお読みください。

注記：ユーザードキュメンテーションの無料配布を受けるには、Natus Medical Denmark ApS
（www.natus.com）までご連絡ください。

メンテナンスとクリーニング

AccuScreenとアクセサリのクリーニング方法とその実施時期に関する説明については、「メンテナンスとクリーニ
ング」（69ページ）を参照してください。
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1.12

記号

記号一覧

参照規格

規格の意味

記号の意味

93/42/EEC

EU医療機器規則

医療機器指令

CEマーク

21 CFR 801.109(b)(1)

ラベリング - 処方装置

要処方せん

UL認定

該当なし

該当なし

IEC 60417
表D.1 #20

医用電気機器 - 第1部：基礎安全性およ
び基本性能の一般要求事項

xxxxx

Rx Only

Type BF適用部品

IEC 60601-1、
表 D.2 #10

医用電気機器 - 第1部：基礎安全性およ
び基本性能の一般要求事項

使用説明書に従っ
てください

ISO 15223-1、
記号 5.4.3

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号

使用説明書を参照
してください

2012/19/EU

WEEE（廃電気電子機器）

ISO 15223-1
記号 5.2.8

医療機器 - 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号

梱包が損傷してい
る場合は使用禁止

ISO 15223-1、
第 5.2.7 項

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

非滅菌

動作寿命に達した
製品の廃棄手順

ISO 15223-1
記号 5.4.2

医療機器 - 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号

再使用不可

IEC 60601-1、
表 D.1 #4

医用電気機器 - 第1部：基礎安全性およ
び基本性能の一般要求事項

直流電流

該当なし

該当なし

医療機器の表示

9

説明

欧州の技術適合性を
示します。（記号の
下に認証機関の番号
が表示されていま
す。）
製品が免許を持つ医
療従事者による販
売、または免許を持
つ医療従事者の指示
による販売が認めら
れていることを示し
ます。
Nationally Recognized
Testing Laboratories
（NRTL）認証
IEC 60601-1に準拠し
たType BF用部品を示
します。
取扱説明書/冊子を
参照してください。
医療電子機器の注意
書き
「Follow instructions
for use（取扱説明書
に従ってくださ
い）」。
使用者が使用説明書
を参照する必要があ
ることを示します。
電気電子廃棄物を一
般ごみとともに廃棄
してはならず、分別
収集する必要がある
ことを示していす。
医療機器が梱包が損
傷しているか開封さ
れている場合は使用
してはならないこと
を示します。
医療機器に滅菌処理
が施されていないこ
とを示しています。
医療機器が 1 回限り
の使用または 1 回の
処置で 1 人の患者へ
の使用を意図したも
のであることを示し
ます。
装置が直流電流のみ
に適しているという
定格銘板を示し、適
切な端子を示しす。
本製品は医療機器で
す。

Madsen AccuScreen OAE & ABRスクリーナーユーザーマニュアル
記号

参照規格

規格の意味

記号の意味

ISO 15223-1
記号5.1.6

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

カタログ番号

ISO 15223-1
記号5.1.7

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

シリアル番号

ISO 15223-1
記号5.1.3

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

製造日

ISO 15223-1
記号5.1.1

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

製造業者

ISO 15223-1
記号5.3.8

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

湿度制限

ISO 15223-1
記号5.3.9

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

気圧制限

ISO 15223-1
記号5.3.7

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。

温度制限

IEC 60601-1
表 D.2 #2

医用電気機器 - 第1部：基礎安全性および
基本性能の一般要求事項

一般警告記号

ISO 15223-1
記号5.4.4
IEC 60601-1
表 D.1 #10

医療機器 — 医療機器のラベル、ラべリン
グ、および提供される情報を示す記号。
医用電気機器 - 第1部：基礎安全性およ
び基本性能の一般要求事項

注意
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説明

医療機器を識別する
ための製造業者のカ
タログ番号を示しま
す。
特定の医療機器を識
別するための製造業
者のシリアル番号を
示します。
医療機器が製造され
た日付を示します。
医療機器の製造業者
を示します。

医療機器を安全に曝
露できる（保管）湿
度の範囲を示しま
す。
運搬および保管のた
めの大気圧の許容上
限と許容下限を示し
ています。
医療機器を安全に曝
露できる（保管）温
度の制限を示しま
す。
被検者またはオペレ
ータが負傷する可能
性のある危険性を示
しています。
様々な理由により医
療機器本体に表示で
きない警告や注意な
どの重要な注意事項
については、使用説
明書を参照する必要
があることを示して
います。
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2
2.1

開梱と設置

開梱
1.

2.
3.

デバイスの梱包を慎重に解きます。
デバイスとアクセサリの梱包を解くときは、出荷に使用された梱包材を保管しておいてください。点検のた
めデバイスを返送する場合、配送時の梱包材を使って損傷からデバイスを保護してください。
機器に損傷がないかご確認ください。損傷がある場合、デバイスを動作させないでください。購入元にご相談
ください。
パッキングリストをチェックし、部品やアクセサリがそろった状態で納品されていることを確認します。
欠品がある場合、購入元にお問い合わせください。

2.2

AccuScreenの概要

2.2.1

AccuScreenの正面と背面

A. 電源スイッチ
B. タッチスクリーン
C. 電源と充電ステータスライトインジケータ

D. テストキャビティ
E. バッテリー収納部を開くためのボタン
F. バッテリー収納部のカバー（シリアル番号ラベル付き）
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2.2.2

MADSEN AccuScreenの上面および底面
上部

A. 電極ケーブルソケット
B. プローブソケットおよびイヤーカプラケーブルソケット
底部

C. ドッキングステーションコネクタ

2.2.3

ドッキングステーション

フロントインジケータ

電源
ドッキングステーションに電源が供給されているとき点灯します。
データ転送。以下のようにデータが転送されているとき点灯します。
•
•

AccuScreenとAccuLink間のデータ転送が行われている間
ラベルプリンタからの印刷中

USB
ドッキングステーションがUSBケーブルを介してPCへ接続されているとき点灯します。
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背面ソケット

PC/USB
PCへのUSB接続ソケット

プリンタ/モデム
プリンタ/モデム接続ソケット
電源アダプタソケット

2.2.4

ディスプレイ

タッチスクリーンディスプレイにはアイコンとフィールドがあります。

注記：ディスプレイ上で鋭利な器具などをけっして使用しないでください。このことが守られないと、AccuScreen
において信頼のおける動作は保証できません。
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2.2.5

イヤープローブ

A. プローブチップ
B. プローブ本体
C. プローブケーブル

プローブケーブルプラグ
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2.2.6

電極ケーブル（ABR専用）

A. 電極ケーブルプラグ
B. 電極クリップ
C. 電極ケーブル

2.2.7

イヤーカプラケーブル

A. ケーブルコネクタ
B. イヤーカプラケーブル
C. 青のイヤーカプラアダプタ（左耳用）
D. 赤のイヤーカプラアダプタ（右耳用）

イヤーカプラ
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2.3

保管
AccuScreenとアクセサリは機器の損傷を防ぐために付属しているソフトケースに入れて保管してください。技術仕
様の操作環境も参照してください。

2.4

アセンブリ

プローブを接続する前に、次の手順を実行してください。
1.

2.
3.

バッテリーをバッテリー収納部へ取り付けます。「AccuScreenへのバッテリーの装着」（17ページ）を参照し
てください。

使用する前にAccuScreenをドッキングステーションに設置して、バッテリーを完全に充電してください。
「ドッキングステーションによるバッテリーの充電」（19ページ）を参照してください。
AccuScreenをオンにします。「AccuScreenの電源投入」（20ページ）を参照してください。
デバイスの日付を設定します。「日付/時刻」（65ページ）を参照してください。

必要に応じて、プローブ、イヤーカプラ、および電極ケーブルを取り付けます。「テストの準備」（27ページ）
を参照してください。

2.5

電力供給

AccuScreenは充電可能なバッテリーから電力供給されます。バッテリーは以下の場合に充電されます。
• AccuScreenがドッキングステーションに設置されたとき。「ドッキングステーションによるバッテリーの充
電」（19ページ）を参照してください。
•

2.5.1

AccuScreenバッテリー充電器（オプションアクセサリ）によって。「バッテリー充電器によるバッテリーの」
（19ページ）を参照してください。

バッテリー

AccuScreenに使用されるバッテリーは以下のとおりです。
• 充電可能なリチウムイオン充電池
•

•
•
•
•

高容量
軽量

自己放電の速度が遅い
連続的に充電可能

約8時間の動作時間を保証

納品時、バッテリーは約50%充電されています。テストを開始する前にバッテリーを完全に充電する必要があります。

注記：「3.4 電源とバッテリー」（82ページ）と「3.5
1077ドッキングステーション」（82ページ）
に記載されているバッテリータイプとドッキングステーションのみを使用してください。「バッテリーの
安全とメンテナンス」（73ページ）を参照してください。

バッテリーの保管

バッテリーを長時間保管する場合、バッテリー残量レベルが約50%の状態で冷暗所に保管してください。冷蔵庫
にバッテリーを保管することをお勧めします。
フルのバッテリー容量で室温またはそれ以上の温度環境に保管した場合、バッテリーは1年間に10～20%の割合
で劣化します。
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2.5.2

AccuScreenへのバッテリーの装着
1.

バッテリーの収納ケースのボタンを上へ押します。
バッテリーの収納ケースが飛び出します。

2.

必要に応じて、バッテリーを取り出します。

3.

充電済みの新しいバッテリーを収納ケースに取り付けます。

–

4.

「Insert this direction（この方向へ挿入）」の文字と共に矢印が下方、
すなわちバッテリーの収納ケースの底部を向くように、バッテリーを
固定してください。

バッテリーの収納ケースを閉じます。
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2.5.3

バッテリーのステータス

•
•
•

バッテリーの記号は、ディスプレイの右上に表示され、バッテリーのステータスを常に確認できます。

バッテリーの残量が25%未満になったら、できる限り早く再充電してください。

バッテリーの残量が10%未満まで低下すると、テスト結果は表示できますが、テストをそれ以上実施すること
はできなくなります。
記号

バッテリーの残量
100～75%

バッテリーはフルに充電されています。

75～50%
50～25%
25～10%
10～0%

バッテリーを充電する必要があります。

バッテリーの残量が非常に少ないため、テストは不可能です。

バッテリーの残量が不足した場合、AccuScreenは自動的にオフになります。できる限り早くバッテリーを再
充電するか交換してください。
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2.5.4

ドッキングステーションへの電力供給
AccuScreenドッキングステーションは、電源コンセントからアダプタを介して電力供給されます。
医療機器システムに関する安全要件へ準拠させるため、ドッキングステーションへの接続は常に、被検者のエリ
アの外側で実施しなければなりません（被検者から最低1.5m/5ft離すこと）。
アダプタプラグキットは、AccuScreenに同梱されています。アダプタプラグキットには、ご利用の電源コンセ
ントに適合するアダプタプラグが複数用意されています。

電源への接続

1.

2.

電源コンセントに適合するアダプタプラグを選択して、それをアダプタに接続します。

アダプタをドッキングステーションと主電源に接続します。POWERインジケータが緑に点灯します。

警告：電源ユニットを主電源から遮断する際、簡単にアクセスできるように、電気機器を配置する必要があ
ります。

電源から切り離す

AccuScreenドッキングステーションを電源から切り離すには、アダプタプラグを電源コンセントから抜いてください。

2.5.5

ドッキングステーションによるバッテリーの充電
AccuScreenをドッキングステーションに設置すると、AccuScreen内のバッテリーは自動的に充電されます。
AccuScreenをドッキングステーションに設置します。AccuScreenの前面にあるライトインジケータが点灯します。

注記：データ転送が完了するまではドッキングステーションからデバイスを取り外さないでください。

フロントライトインジケータ
緑色
フル充電
オレンジ - 点灯
充電中
オレンジ - 点滅
起動中

バッテリーエラーがある場合、例えば：
–バッテリーを取り付けていない
–バッテリーを適切に取り付けていない
–故障したバッテリー

完全に消耗したバッテリーをドッキングステーションから充電する場合のおよその所要時間：
½時間 | 80%充電

6時間 | フル充電

2.5.6

バッテリー充電器によるバッテリーの

注意：Natus Medical Denmark ApSによって供給された充電器のみをご使用ください。

AccuScreen用バッテリーは、バッテリー充電器（オプションアクセサリ）によって充電できます。

注記：仕様と使用説明については、充電器メーカーの取扱説明書をご覧ください。

19

Madsen AccuScreen OAE & ABRスクリーナーユーザーマニュアル

3

AccuScreenの使用
以下に、AccuScreenを使用する方法の簡単な手順が記載されています。
• AccuScreenの電源投入
•
•
•

新規被検者の追加
被検者の検索

被検者データの編集

準備とテストに関する詳細説明が以下に記載されています。
•

•

3.1

「テストの準備」（27ページ）

「AccuScreenによるテスト」（35ページ）

AccuScreenの電源投入
1.

AccuScreenの電源投入：[On/Off (電源)]スイッチを押します。

AccuScreenがセルフテストを実行している間、スタートアップ画面が表示されます。

スタートアップ画面にはデバイスの名前が表示されます。

A. 電源スイッチ

AccuScreen名は設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

3.1.1

省電力モードと自動電源オフ

ある一定時間、AccuScreenを使用しないと、最初は電力節約モードへ切り替わり、最後に自動的に電源がオフ
になります。この時間は設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。
•
•

AccuScreenが省電力モードになると、ディスプレイは真っ暗になって、電力インジケータが緑に点灯します。
画面をタッチして、AccuScreenを再び起動させます。
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3.1.2

AccuScreen画面
AccuScreen画面の表示は設定によって異なります。画面のデフォルトの選択とシーケンスを以下に示します。
これらの画面を設定するには、『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照してください。
データ入力画面の説明は、「AccuScreenでのデータ入力」（67ページ）を参照してください。

–

AccuScreenの画面のナビゲート
AccuScreenの画面は、以下のように3つまたは4つのメインエリアに分
かれます。

A. 以下を表示するタイトルバー
–
–
–

時刻

画面タイトル

バッテリーのステータス

B. 表示されるメイン画面
–

–
–

テスト画面

被検者ボタン

データ、その他を入力するためのキーパッド

C. 機能ボタンを装備した機能バー

D. 以下のようなメイン機能ボタンを備えたフッター
–
–
–

3.1.3

前の画面に戻る
ヘルプ

[Home (ホーム)] 画面に戻る

ユーザーの選択
1.[User List (ユーザーリスト)]からユーザーを選択します。

[User List (ユーザーリスト)]は設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。
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3.1.4

パスワードの入力
1.

[Password (パスワード)]画面で、パスワードの入力要求が表示されます。
–

パスワードを入力します。

パスワードとパスワードの使用の有無は変更可能です
（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

2.

3.1.5

OK（

）を押して、パスワードを有効にします。

パスワードを誤入力した場合

間違ったパスワードを3回入力すると、AccuScreenはロックされて、使用できなくなります。別のユーザーは
AccuScreenへログオンできます。このことは、間違ったパスワードを3回入力したユーザーのみが使用できなくな
ることを意味します。
ユーザーリセット権限を有するAccuLinkユーザーが、AccuLinkからデバイスに接続して、AccuScreenをロック解
除し、デバイス設定を更新、あるいはデータを送受信できます。詳細については、『AccuLinkユーザーマニュア
ル』を参照してください。

3.1.6

オプション画面

以下の画面はオプションであるため、デフォルトのAccuScreen設定には含まれません。

[Location (場所)]リストは設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。
[Facility List (施設リスト)]は設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

3.1.7

ホームメニュー
ホームメニュー

[Home (ホーム)]メニューには、AccuScreenの機能が表示されます。

[Find Patient (被検者の検索)]：「被検者の検索」（25ページ）を参照してください。
[New Patient (新しい被検者)]：「新しい被検者の追加」（23ページ）を参照してください。
[Test View (テスト表示)]：「被検者のテスト記録の表示」（51ページ）を参照してください。
[Print (印刷)]：「印刷」（54ページ）を参照してください。
[Delete (削除)]：「データの削除」（68ページ）を参照してください。
[Quick Test (クイックテスト)]：「クイックテスト」（53ページ）を参照してください。
[Quality Tests (機器チェック)]：「機器チェック」（58ページ）を参照してください。
[Settings (設定)]：「AccuScreen設定」（65ページ）を参照してください。

注記：[Quality Tests (機器チェック)]メニューから、プローブ、電極ケーブル、イヤーカプラケーブル、および電極
とイヤーカプラケーブルの組み合わせをテストできます。
注記：地域の規制や日常業務手順に則って実施するようにしてください。
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3.2

AccuScreenでの被検者取り扱い
注記：クイックテストを実行する場合、被検者の追加または被検者の検索は不要です。

AccuLinkから事前に被検者データをダウンロードできます（その説明については『AccuLinkユーザーマニュアル』
を参照）。

3.2.1

新しい被検者の追加
1.

新しい被検者を追加するには、[Home (ホーム)]メニュー上の[New Patient (新しい被検者)]（
ます。

[New Patient (新しい被検者)]画面に被検者のデータオプションが表示されま
す。データ入力用フィールドには、以下のように2つのタイプがあります。
1 必須フィールド

必須フィールドには、テキストとして[Press to edit (押して編集)]
が赤で表示されます。
必須フィールドはAccuLinkで定義されます
（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

注記：必須フィールドには値を入力しなければなりません。

2.

3.

4.

2 オプションフィールド

フィールドを押して、被検者データを入力します。

）を押してからリスト内の

フィールドにデータを入力したら、OK（
次へボタンを押します。

[New Patient (新しい被検者)]画面内でフィールドをさらに確認するには、

矢印ボタンを押します。

必要なフィールドにデータを入力したら、OK（ ）を押します。
データが保存され、[Test Menu (テストメニュー)]画面が表示されます。

一般的なデータ入力画面

ほとんどの画面では、キーパッドを使用してデータを入力します。
• [ID]画面
•

•

[First Name (名)]画面

[Last Name (苗字)]画面

特別データ入力画面

特別データ入力機能を持つ画面の説明は、以下を参照してください。

生年月日画面

生年月日画面で、正しい誕生日を設定します。
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NICU状況画面
NHSP英国のみ

NICU状況画面で、赤ちゃんが新生児集中治療施設（NICU）

にいるかいないかを選択します。
• [Yes (はい)]。赤ちゃんは新生児集中治療施設内にいるか、
または継続して施設内にいます。
•

[No (いいえ)]。赤ちゃんは新生児集中治療施設内にいない、
またはいたことはありません。

NICU状況画面を設定できます（『AccuLinkユーザーマニュアル』
を参照）。

同意の状況画面
NHSP英国のみ

同意の状況画面で、両親の同意が得られたかどうかを示します。
• [Full consent (完全な同意)]。
•

スクリーニングとデータは国内データベースで識別可能です。

[Screen only (スクリーニングのみ)]。スクリーニングとデータは国内

データベースに保存されますが、その赤ちゃんのためのスクリーニング
プログラムを除き、閲覧者には匿名で表示されます。

同意の状況画面は設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

危険因子画面

危険因子画面で、この被検者またはテスト条件に適用できる1つ以上の危険因子
を割り当てることができます。
危険因子はデフォルトでU（不明）に設定されます。

危険因子画面は設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

•

危険因子の割り当て

希望する値が表示されるまでトグルボタンを押します。トグルボタ
ンを使用して以下の値を切り替えます。
不明
はい
いいえ

24

Madsen AccuScreen OAE & ABRスクリーナーユーザーマニュアル
3.2.2

被検者の検索
1.

2.
3.

被検者を検索するには、[Home (ホーム)]画面上の[Find Patient (被検者の検索)]（
[Find Patient (被検者の検索)]画面が表示されます。

）ボタンを押します。

ソート順を変更できます。リストがソートされるまで、[Change sort order (ソート順の変更)]（
ます。

）を押し

リストから被検者を選択します。

被検者情報の詳細検索
1.
2.
3.
4.
5.

被検者を詳細検索するには、[Find Patient (被検者の検索)]画面の[Find Patient (被検者の検索)]（
します。

デフォルトの検索項目は被検者の苗字です。検索条件を変更する場合、[Search Criteria (検索条件)]（
を押します。
選択した検索条件に従って、被検者のデータ（例えば、苗字あるいは記録番号）を入力します。

OK（

）を押して検索を開始します。

検索の結果、検索条件に一致する被検者のリストが作成されます。
被検者を選択します。

[Patient Details (被検者詳細)]画面が表示されます。

6.

[Test View (テスト表示)]（

）を押し、実施された被検者テストを表示します。
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3.2.3

被検者データの編集
1.
2.
3.

4.
5.

「被検者の検索」（25ページ）に記載されているように被検者を検索します。

[Patient Details (被検者詳細)]画面で、編集したいフィールドを押します。
フィールドを編集します。

OK（

）を押して保存します。

必要に応じて、編集したい次のフィールドを選択します。
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4
4.1

テストの準備
AccuScreenの準備
•
•
•

4.2

「AccuScreenの使用」（20ページ）の手順に従います。

AccuLinkデータベースから事前に被検者データをダウンロードできます
（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

具体的なテストの進め方については、「AccuScreenによるテスト」（35ページ）を参照してください。

装置の準備

被検者の検査を開始する前に、電極ケーブルおよびイヤーカプラケーブルが正常に機能することを確認するために
必要と思われる機器チェックは全て実施してください。「機器チェック」（58ページ）を参照してください。

注記：清浄なプローブチップのみをテストキャビティに挿入します。

「11.4.1

4.2.1

内蔵テストキャビティの掃除」（73ページ）を参照してください。

プローブテストの準備

毎日の使用前に、再利用可能なプローブ部品の劣化（色の変化、表面の変化）についてプローブを検査してくださ
い。劣化がある場合、販売店へご連絡ください。

4.2.2

プローブの接続

注記：プローブソケットはイヤープローブまたはイヤーカプラをAccuScreenに接続するために開発されています。
それ以外のデバイスはこのソケットへ接続できません。

1.

表側を下に向けてAccuScreenを置きます。

2.

プラグの平らな面をAccuScreenの上端にある青の縁のソケットの切り欠きに合わせます。

3.

プローブプラグスリーブとプローブソケット周囲の色は青です。

プローブのプラグをプローブのソケットへ慎重に挿入します。プラグを正しく挿入するのに力を入れる必要は
ありません。

プローブの取り外し

注記：プローブを取り外す際、ケーブルを持ってプラグを引っ張らないでください。そのかわりに、灰色のコネ
クタのスリーブを引っ張ってください。

プラグを取り外す際にプラグをねじらないでください。そのかわり、プラグのスリーブを持って、ソケットか
ら真直ぐ引っ張りながら外します。
プラグのスリーブ以外を引っ張っても、プローブは外れません。
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4.2.3

ABRテストのため電極ケーブルを接続

1.

表側を下に向けてAccuScreenを置きます。

2.

電極ケーブルのプラグの平らな面をAccuScreenの上端にある緑の縁のソケットの切り欠きに合わせます。

3.

電極ケーブルのプラグスリーブとAccuScreenの電極プラグ周囲の色は緑です。

電極ケーブルのプラグを電極ケーブルのソケットへ慎重に挿入します。プラグを正しく挿入するのに力を
入れる必要はありません。

電極ケーブルの取り外し

注記：電極ケーブルを取り外す際、ケーブルを持ってプラグを引っ張らないでください。そのかわりに、灰色の
コネクタのスリーブを引っ張ってください。

プラグを取り外す際にプラグをねじらないでください。そのかわり、プラグのスリーブを持って、ソケットか
ら真直ぐ引っ張りながら外します。
プラグのスリーブ以外を引っ張っても、ケーブルは外れません
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4.2.4

ABRテストのためのイヤーカプラケーブルの接続
ABR測定では、イヤープローブまたはイヤーカプラとイヤーカプラケーブルを使用します。イヤーカプラケーブル
の主なメリットは、テストを開始してから両耳を同時または順々にテストできることです。ABR測定にはイヤーカ
プラケーブルを使用します。イヤーカプラケーブルの主なメリットは、テストを開始してから両耳を同時または続
けてテストできることです。

1.

表側を下に向けてAccuScreenを置きます。

2.

プラグの平らな面をAccuScreenの上端にある青の縁のソケットの切り欠きに合わせます。

3.

イヤーカプラケーブルのプラグ上のスリーブとイヤーカプラソケット周囲の色は青です。
プラグをプローブのソケットへ慎重に挿入します。プラグを正しく挿入するのに力を入れる必要はありません。

ケーブルの取り外し

注記：イヤーカプラケーブルを取り外す際、ケーブルでプラグを引っ張らないでください。そのかわりに、灰色
のコネクタのスリーブを引っ張ってください。

プラグを取り外す際にプラグをねじらないでください。そのかわり、プラグのスリーブを持って、ソケットか
ら真直ぐ引っ張りながら外します。
プラグのスリーブ以外を引っ張っても、ケーブルは外れません
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4.3

テスト環境の準備
測定環境
•

•
•

テスト環境は可能な限り静かな場所を選んでください。部屋が静粛であるほど、テスト結果はより正確
かつ迅速に得られます。
エアコンの下またはファンや通気装置の前でテストが実施されていないことを確認します。

近くに携帯電話がないこと、誰も会話していないことなどを確認します。

衛生面の注意事項
•
•
•
•

作業に関わっているセッティングに対して確立された感染管理手順を確実に守ってください。

被検者へ装着する前に、あるいは表面の汚れが確認された場合、プローブ本体、プローブケーブルおよびプロ
ーブプラグをクリーニングしてください。
被検者へ装着する前に、あるいは表面の汚れが確認された場合、ABR電極ケーブルと電極ケーブルプラグをク
リーニングしてください。
消毒用アルコールワイプを使用して表面をクリーニングし、プローブ本体、プローブケーブルおよびプ
ローブプラグが完全に乾燥するまでお待ちください。

注記：*消毒用アルコールワイプには通常70%のイソプロピルアルコールが含まれています。効果を確かなものと
するために消毒剤メーカーが指定する間、消毒剤を表面に付けておくことが大切です。
•
•
•

4.4

常に新しいイヤーチップを使用してください。
常に新しいABR電極を使用してください。

常に新しいイヤーカプラを使用してください。

被検者の準備

新生児の聴覚スクリーニング

OAEおよびABRによる新生児の聴覚スクリーニングは、赤ちゃんが眠っているとき、最良のパフォーマンスが発揮
されます。測定のタイミングは、赤ちゃんにお乳を飲ませて、オムツを交換した後が最適です。

ABRテストをする際、新生児はタオルなどでくるむことをお勧めします。タオルなどでくるむことには赤ちゃんを
良く落ち着かせる効果があります。
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4.4.1

イヤープローブ挿入のための被検者の準備
被検者の一般的な準備
1.
2.
3.

テストする耳へ容易にアクセスできるよう被検者の位置を整えます。

耳たぶをつまんで、後方および被検者の頭からわずかに離れるようにそっと引っ張り
ます。
外耳道を目視で検査してください。

外耳道が明らかに狭くなっているように見える場合、おそらく外耳道は真直ぐではあ
りません。
新生児の外耳道は非常に柔らかいため、押されると簡単に変形します。このような
場合、外耳道が本来の形状に戻るまで待ってください。

4.

4.4.2

耳たぶを放して、再び試してください。この部分を優しくマッサージすると、外耳道
を開くのに有効なことがあります。
テストの結果に影響を与える可能性のある胎脂や異物が外耳道にないことを検査
します。

プローブにイヤーチップを装着

1.
2.

被検者の外耳道にフィットするイヤーチップを選択します。複数の異なるサイズを試してみて、適切なサイ
ズを選択するようにお勧めします。
イヤーチップがプローブのベース部分にしっかりと固定されるまで、イヤーチップをプローブチップへそ
っと押し込みます。イヤーチップは慎重にひねることで、取り付けや取り外しが容易になります。脱着す
るときは、ケーブルでなく、プローブ本体を掴むようにしてください。

注意：イヤーチップがプローブのベース部分にしっかりと固定されるまで、イヤーチップをプローブチップ
へそっと押し込むようにしてください。
注記：供給されているイヤーチップを使用した場合にのみ、正確なテストが保証されます。

注記：イヤーチップは両耳に使用できます。片方の耳で感染の疑いがある場合、もう片方の耳でテストを継続す
る前に、イヤーチップを交換してプローブチップを洗浄するか、スペア部品と交換してください。
注意：不適切なサイズのイヤーチップを付けたプローブを使用した場合、あるいは過度な力を加えた場合、
外耳道の炎症を引き起こすことがあります。
注記：プローブエラーが発生した場合、プローブチップチャンネルが清潔（「メンテナンスとクリーニング」
（69ページ）を参照）で、プローブが接続されていることをご確認ください。

「プローブテスト」（58ページ）も参照してください。
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4.4.3

イヤーチップを取り付けたプローブを被検者の外耳道に装着

1.

イヤーチップをプローブに取り付けたら、耳たぶを後方およびやや下方へ引っ張り、プローブをひねりなが
ら少しずつ外耳道へ挿入します。
目視で適切に取り付けられたことを確認します。

プローブの挿入方向は、プローブケーブルが上向きでも下向きでもよく、最適な状態になるよう装着して
ください。

プローブが外耳道にフィットするようにしてください。漏れがあると、音漏れや過度なノイズのためにテスト
期間が増加することがあります。
クリップでプローブケーブルを被検者の衣服またはベッドに固定します。

注記：テスト中に、プローブのケーブルが振動面に接触していないことを確認してください。
注意：耳または外耳道に外傷がある場合、測定は行わないでください。
2.

ABRテストを選択した場合、電極を正しく取り付けることも重要です。
「ABRテスト用に電極を貼り付け」（33ページ）を参照してください。
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4.4.4

ABRテスト用に電極を貼り付け
皮膚の保護

注記：皮膚が乾燥して皮膚インピーダンスが上昇する恐れがあるため、アルコールパッドやアルコールを含む洗
浄液を使用しないでください。

1.

2.

以下のように電極を被検者に装着します。

赤

首筋

黒

頬骨（共通またはグランド電極）

白

前額部の上部

電極が皮膚にしっかりと装着されていることを確認してください。

警告：電極のハイドロゲルは乾燥します。開封したパッケージは適切に閉じておくようにしてください。
乾燥したハイドロゲルは、予想外の高い電極インピーダンスを引き起こすことがあります。電極のハイドロゲル
の乾燥が疑われる場合は電極を交換してください。
注記：黒の電極（共通またはアース電極）は、赤ちゃんの胸または肩に貼り付けることもできます。一方で赤、
白の電極は、それぞれ首すじと前額上部に指示通りに貼り付ける必要があります。その他の部位への電極の貼り
付けは検証されていません。
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4.4.5

イヤーカプラの取り付け

注意：赤および青のイヤーカプラアダプタは外耳道へ直接装着しないでください。イヤーカプラを取り付け
た状態でのみ使用してください。
注記：イヤーカプラは、イヤーカプラケーブルのみを付けて使用し、イヤープローブは付けないでください。

イヤーカプラ

A.
B.

ケーブルコネクタ
イヤーカプラケーブル
1.

2.
3.
4.

C.
D.

青のイヤーカプラアダプタ（左耳用）
赤のイヤーカプラアダプタ（右耳用）

イヤーカプラを接続する前に、赤ちゃんの額、首および頬骨に電極を装着します。
「ABRテスト用に電極を貼り付け」（33ページ）を参照してください。

各々のイヤーカプラの上部にあるチューブへイヤーカプラアダプタを挿入します。
イヤーカプラの保護フィルムをはがします。

赤ちゃんの右耳に赤のアダプタを装備したイヤーカプラを、左耳に青のアダプタを装備したイヤーカプラ
を装着します。

イヤーカプラは、接続ケーブルを状況に応じて上または下方に向けながら装着できます。

注記：イヤーカプラケーブルを外す際、ケーブルを引っ張らず、イヤーカプラアダプタを持つようにしてください。
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5

AccuScreenによるテスト
テストを始める前に:
1.

2.

テストを実施する耳を決定します。
実施するテストを決定します。

–
–
–
3.

5.1

「TEOAEテスト」（36ページ）

「DPOAEテスト」（40ページ）
「ABRテスト」（46ページ）

「テストの準備」（27ページ）の手順を実行します。

テストの準備

以下の2つのテストをスタートする方法から選択できます。
• クイックテスト
•

通常テスト

クイックテスト
1.

[Quick Test (クイックテスト)]（

2.

以下の説明をご覧ください。

）を押します。

テスト選択は、デバイスタイプ、デバイスの構成、および接続されてい
るケーブルに依存します。
–
–

–

「TEOAEテスト」（36ページ）

「DPOAEテスト」（40ページ）

「ABRテスト」（46ページ）

注記：テスト結果は保存されません。
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通常テスト
1.

2.

被検者を検索するか（「被検者の検索」（25ページ）を参照）、新しい被検者を追加します（「新しい被検者
の追加」（23ページ）を参照）。

[New Patient (新しい被検者)]画面または[Patient Details (被検者詳細)]画面でOK（
被検者の[Test Menu (テストメニュー)]画面が表示されます。

テスト選択は、デバイスタイプ、デバイスの構成、および接続されてい
るケーブルに依存します。

3.

利用できるテストの選択は設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』
を参照）。
以下の説明をご覧ください。
–
–
–

「TEOAEテスト」（36ページ）

「DPOAEテスト」（40ページ）
「ABRテスト」（46ページ）

5.2

TEOAEテスト

5.2.1

テストの開始
1.

テストを開始するには、[TEOAE]の隣にある[Start (スタート)]
）を押します。これはプローブを装着した耳に対応します。

（

実際のテストを開始する前に、校正が行われます。
校正が完了すると、テストは自動的に開始します。
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5.2.2

TEOAEテスト
テストの進行状況が表示されます。

テストを停止するには、[Stop (停止)]（…
テストの詳細

）を押します。テストはテスト未完了として保存されます。
現在、どちらの耳がテストを受けているのかを示します。
A. 有効なピーク
B. 高周波数放射
C. 低周波数放射

グラフィックディスプレイには、テ
スト基準に到達するピークが表示さ
れます。グラフは統計的グラフで
す。

有効なピーク
ピークの強度が有効で、ピークカウンターによって計数されることを示し
ます。

ピークカウンター
テストは、[Pass/Clear Response (パス/明確な反応)]の結果を得るため
には、方向を変更しながら（メディアンラインの上下でカウント）、
合計で最低8つの有効なピークを登録しなければなりません。

プローブ装着

プローブ装着アシスタントが有効な場合、このバーはプローブ装着の質
を表示します。バーが長いほど、プローブ装着の質が良くなります。
プローブ装着が良好であるときは、インジケータバーは緑になります。
バーがグレーのときは、プローブを調整して装着の状態を改善してくだ
さい（プローブ装着アシスタントはデフォルトで無効です。AccuLinkで有
効または無効にできます）。
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テストの詳細

ノイズ

現在のノイズレベルです。[Noise (ノイズ)]レベルを可能な限り低くして
ください。高ノイズレベルは、環境ノイズレベルが高いか、または、被
検者によるノイズの発生が激しいことを示します。

アーチファクト

平均のアーチファクトレベルをパーセントで示します。アーチファクト
率（ノイズから派生）は、可能ならば、20%未満にする必要がありま
す。
アーチファクトが存在することは環境ノイズのレベルが高いか、または
被検者が発生するノイズのレベルが高いことを示します。このような場
合、テスト環境をチェックして、プローブがしっかりと装着されている
ことを確認します。

安定性

平均的なプローブ安定性レベルをパーセントで表示します。刺激安定性
（プローブ安定性から派生）は、可能ならば、80%を超える必要があり
ます。

進行状況

現在のテスト周波数における経過時間が表示されます。現在の周波数に
おいてパス/明確な反応にならない場合、テスト周波数はタイムアウト
します。最大の測定時間は、環境ノイズに依存します。テスト環境は最
適ですが、応答が測定されません。したがって進捗状況バーが最後まで
伸びる前に周波数はタイムアウトします。

赤ちゃんのテスト期間

静かな環境で標準的な聴力を持つ赤ちゃんの場合、10秒未満ですが、通常、テスト環境に大きく依存します。

5.2.3

TEOAEテスト結果
テストが完了すると、テストデータが保存されて、その結果が画面に表示されます。
OK（
）を押して、[Test Menu (テストメニュー)]へ戻ります。

パス/明確な反応

判定結果がパス/明確な反応の場合、グラフのみ表示されます。

•

•

パス/明確な反応の結果は、テスト信号に該当する部位で被検者の外有毛
細胞が正常に機能していることを示します。

パス/明確な反応は、加重平均をベースにした統計アルゴリズムによって
決定され、実証済みの高い特異度と感度を有する検出が実現します。
パス/明確な反応の結果をさらに解釈する必要はありません。
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リファー/明確な反応なし

判定結果がリファー/明確な反応なしの場合、結果の詳細がグラフの下
にすぐに表示されます。

リファー/明確な反応なし：
• リファー/明確な反応なしは、[Artifact (アーチファクト)]と[Stimulus
•

(刺激)]レベルがクリティカルリミットを超えていない場合（下記を参
照）、"良"であり、テスト環境が良好だったことを示しています。

リファー / 明確な反応なし は、 [Artifact (アーチファクト)] と [Stimulus

(刺激)]レベルがクリティカルリミットを超えている場合、"不良"であり、
テスト環境が最適でなかったことを示しています。この場合、被検者を
再テストする必要があります。
プローブ装着インジケータバーによってプローブ装着が不十分であ
ったことが示されている場合、プローブを調整して被検者を再テス
トする必要があります。

リファー/明確な反応なしの結果が生じる場合、多くの理由があり、最も重要なものは、被検者が感覚神経性
の聴覚損失を持っていることがあげられます。

しかし、リファー/明確な反応なしの結果を解釈するとき、下記の因子を常に考慮してください。テストを繰
り返して、テストの品質を改善することが可能であり、反復によりパス/明確な反応を得ることができます。
リファー/明確な反応なしの結果が得られたとき、テストを繰り返すことを常にお勧めします。

リファー/明確な反応なしの結果を解釈するときは、例えば、以下の内容を考慮してください。
•

•

音の伝達に関する障害については、放射が検出されていないという最も重要な原因が考えられます。
この可能性を排除するには、耳垢や胎脂によりプローブチップと外耳道がブロックされていないことを常
に確認してください。プローブの掃除、イヤーチップの交換、次にテストの繰り返しを行ってください。
プローブ装着インジケータを校正中にチェックし、必要に応じてプローブを調整してプローブが確実に装
着されるようにします。
テスト環境が最適でない場合（ノイズが多すぎる、被検者の落ち着きがなさ過ぎる、その他）、テスト
を繰り返し実施することをお勧めします。必要に応じて、周囲雑音をできる限り小さくできる防音キャ
ビンあるいは防音室を利用します。

アーチファクトと刺激値

[Artifact (アーチファクト)]値（アーチファクトリジェクト）が20%を超える場合、雑音の多いテストであること
を示しています。テスト環境を改善して、テストをやり直してください。
[Stimulus (刺激)]値（刺激安定性）が80%未満である場合、プローブがずれているか、反応を記録できる位置に
ない可能性があります。プローブの位置を再調整して、テストをやり直してください。

注記：後蝸牛性聴覚障害は、TEOAEテストでは検出できません。

テスト未完了

テストが中止されると、エラーメッセージと結果の詳細が表示されます。

テストが失敗したり、校正中に中断された場合、結果の画面は異なります。
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5.3

DPOAEテスト
DPOAEはツートーン刺激に対して内耳により生成される反応です。テストの各周波数について、一対のトー
ンが提示されます。一方のトーンの周波数をF1、そのレベルをL1と呼びます。もう一方のトーンはF2で、そ
のレベルはL2です。

5.3.1

DPOAEテストプロトコル
テストは、周波数が減少する順番で進行します。結果は左から右に周波数の多い順に表示されます。テスト
の周波数は設定に依存します。標準周波数は次のとおりです。
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
L1/L2ペアは、59/50 dB SPLです。F2のみ表示されます。

5.3.2

テストの開始

テストを開始するには：
1. テスト、およびプローブを装着した耳（LまたはR）を決定します。
）を押します。
2. [Start (スタート)]（

実際のテストを開始する前に、校正とスピーカーテストを実施します。

校正

プローブが正しく取り付けられない場合、プローブの位置を調整します。

スピーカーテスト

校正後に、2個のスピーカーが正しく機能することを確認するためにスピーカー
テストを実施します。

校正が完了すると、テストは自動的に開始します。

[Incomplete (未完了)]メッセージ
[Incomplete (未完了)]メッセージが表示された場合：
• プローブを再び取り付けて、正常に付いていることを確認します。
•

[Start (スタート)]（

）を押して、テストを再開します。
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5.3.3

DPOAEテスト

進行中のテストはディスプレイに表示されます。
現在テストされている耳と周波数が画面上部に表示されます。

棒グラフとその他の表示データの内容については、下の[Test details

(テスト詳細)]の表を参照してください。

）を押し、周波数をスキップします。

必要に応じて、[Skip (スキップ)]（

•

テストが行われている周波数の多くは設定可能です。『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照してください。

必要に応じて、[Stop (停止)]（
れます。

•

）を押してテストを中止できます。テストはテスト未完了として保存さ

テストの詳細

テストを受けている耳を示します。

棒グラフ

ノイズ
登録済みDPOAE応答：周波数合格
テスト、スキップまたは再検査となったDPOAE周波数

棒の高さは、ノイズ/反応振幅を示します。

テスト周波数は棒グラフの下に表示されます。
テストプロトコルは設定可能です（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

標準的なDPOAEテストでは、4つの周波数が使用でき、5 kHzが最初にテストされます。
• 5 kHz
•

4 kHz

•

3 kHz

•

2 kHz

デフォルトのパス/明確な反応およびリファー/明確な反応なしの基準は3/4です。3つの周波数がパス/明確
な反応の結果に到達した場合、または2つの周波数がリファー/明確な反応なしの結果を受けた場合、テスト
は自動的に停止します。
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テストの詳細

DPOAE

現在のテスト周波数の応答です。

ノイズ

現在のノイズレベルです。ノイズレベルを可能な限り低
くしてください。

進行状況

現在のテスト周波数における経過時間が表示されます。
現在の周波数においてパス/明確な反応にならない場合、
テスト周波数はタイムアウトします。最大の測定時間は、
環境ノイズに依存します。テスト環境は最適ですが、応答
が測定されません。したがって進捗状況バーが最後まで伸
びる前に周波数はタイムアウトします。

テスト期間 - 定期DPOAE

静かな環境で標準的な聴力を持つ赤ちゃんの場合、約10秒かかりますが、通常、テスト環境に大きく依存
します。

5.3.4

DPOAEテスト結果
テストが完了すると、テストデータが保存されて、その結果が画面に表示されます。
利用できるボタンの説明については、「テスト結果画面のオプション」（49ページ）を参照してください。
以下のパス/明確な反応の定義とリファー/明確な反応なしの定義は、AccuScreenにおけるデフォルトの
DPOAEプロトコルにのみ適用します。カスタマイズされたプロトコルについては、『AccuLinkユーザーマニュ
アル』を参照してください。

パス/明確な反応

単一の周波数のパス/明確な反応は、加重平均をベースにした統計アルゴリズ
ムによって決定され、高感度な検出が可能となります。単一の周波数における
パス/明確な反応の結果は、被検者の渦巻管に対応する周波数領域において、
外有毛細胞が正常に近い状態で機能していることを示します。
4つの周波数の中から最低でも3つでDPOAEが記録できれば、テストは完全に
成功し、判定はパス/明確な反応になります。

注記：後蝸牛性聴覚障害は、DPOAEテストによって検出できません。
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リファー/明確な反応なし

リファー/明確な反応なしの結果は、4つの周波数帯域の内最低でも2つにお
いて、有意なDPOAE応答が検出できなかったことを示します。

DPOAEの結果は、テスト済みの各々の周波数を指定します。これにより、これ
から先の手順に関する決定がサポートされます。1つの周波数におけるパス/明
確な反応は、渦巻管に対応する周波数領域において、外有毛細胞が正常に近い
状態で機能していることを示します。
検出できない主な理由として、雑音が多いテスト環境やプローブの装着不良が
あげられます。DPOAEにおいて、このことは特に最低の周波数に対して適用さ
れます。したがって、高い周波数がパス/明確な反応で、低い周波数がリファ
ー/明確な反応なしである場合、テスト環境が適していないことが強く示唆さ
れます。テスト環境を改善して、テストをやり直してください。

テスト未完了

テストが中止されると、エラーメッセージが表示されます。

テストに失敗したり、校正中に中断された場合、テスト結果の画面は表示され
ているものとは異なります。
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5.4

ABRテスト
ABRテストも同様に実施できますが、テストが実行されるdBレベルは例外です。レベルは、次のようにテストの
名前によって示されます。ABR 30、ABR 35、ABR 40、およびABR 45。

携帯電話、電気的に制御されるテーブルやデスクおよび他のそれに類似するデバイスは、ABR測定に影響を及ぼ
すノイズを発生させるため、間違った判定結果を表示する可能性があります。そのようなノイズの発生源から
離れてテストを実施するようにしてください。

5.4.1

テストの開始
1.
2.
3.
4.

例えば、テストプロセスを両親や身内の人に説明する間に、皮膚へしっかりと接続されるよう電極を被検
者へ装着してください（「ABRテスト用に電極を貼り付け」（33ページ）を参照）。
電極ケーブルを接続します。

イヤーカプラケーブルにイヤーカプラを取り付けます、ABR表示は自動的に変化します。
テストを実施する耳を決定して、「被検者の準備」（30ページ）の記載に従って被検者を準備します。

片耳のテスト
1. テスト、およびプローブを装着した耳（LまたはR）を決定します。
）を押します。
2. [Start (スタート)]（

両耳のテスト

イヤーカプラでテストするとき、[Binaural (両耳)]ボタンが表示されます。[Binaural (両耳)]（
耳をテストできます。
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5.4.2

インピーダンステストと校正
校正前の電極インピーダンステストは、
実際のテストを開始する前に実行します。

刺激、額、首すじインピーダンスおよびバランスのインジケー
タは全て緑色になる必要があります（「インピーダンステストと校正」
（45ページ）を参照）。ただし、インジケータが黄色でもテストを開始できます。

[Stimulus (刺激)]および[Impedance (インピーダンス)]値がOKとなるまで、
[Start (スタート)]ボタンはグレーで表示されます。

インピーダンステストインジケータ

刺激

聴覚刺激は校正中です。

[Impedance (インピーダンス)]および[Balance (バランス)]値がOK（緑）である場合、
[Start (スタート)]（
）を押して、テストを開始します（お使いのデバイスの設定内容に
よっては、インジケータが緑または黄色であれば、テストは自動的に開始します）。

赤（首筋）
赤の読み取り値は、赤と黒（共通またはグランド）の電極の皮膚インピーダンスの合計
を示します。

白（額の高さ）
白の読み取り値は、白と黒（共通またはグランド）の電極の皮膚インピーダンスの合計を

示します。
カラーコーディング
緑/4 kΩ未満：良

黄/4～12 kΩ：適正

赤/12 kΩ以上：不可
テストは不可能です。[Start (スタート)]は使用できません。[Stop (停止)]のみ押すことがで
きます。

バランス
白と赤の電極の皮膚インピーダンスの違いを示します。この値も非常に低い値になります（4 kΩ未満）。
緑/0～2 k Ω：良
黄/2～4 kΩ：適正

赤/4 kΩ以上：不可
テストは不可能です。[Start (スタート)]は使用できません。[Stop (停止)]のみ押すことがで
きます。
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インピーダンス値が高い場合
1.

2.
3.
4.

電極ケーブルがAccuScreenに接続されていることを確認してください。
電極が正しく配置されていることを確認してください。

電極を装着する部位の皮膚が清潔であることを確認してください。
水と柔らかい布で、3つの電極を装着する部位の皮膚をきれいにしてください。

インピーダンス値が降下するかどうかを確認するため、必要に応じて、新しい電極を取り付けてください。

）を押してテストをスタートします（お使いのデバイスの設定内容によっては、イン
5. [Start (スタート)]（
ジケータが緑または黄色であれば、テストは自動的に開始します）。

5.4.3

ABRテスト
進行中のテストはディスプレイに表示されます。

テストの一時停止
• 例えば、テストが正常に進行しているにも関わらずノイズや体の動きによる影響を突然受けた場合など、
）を押してテストを一時的に停止できます。
必要に応じて、[Pause (一時停止)]（

[Pause (一時停止)]を押すと、この時点までに登録されているデータが保存されます。 こ

の一時停止により、登録データをノイズや体の動きによる影響から防ぐことができます。

•

デフォルトで、テストは最長5分間一時停止できます（一時停止の最長時間はAccuLinkで
設定できます）。

[Start (スタート)]（

）を押してテストを再開します。

テストの中止
• 必要に応じて、[Stop (停止)]（
れます。

）を押してテストを中止できます。テストはテスト未完了として保存さ
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テストの詳細

現在、どちらの耳がテストを受けているのかを示します。

片耳テスト

両耳テスト

ABR
ABR反応を示します。

EEG

記録された電位の合計の振幅を示します。この値が低いほど、テストは容易
になります。電極信号が極めて高い場合（乱れ、筋アーチファクト）、この
時間に測定されたデータは無視されます。

インピーダンス

これらのインピーダンス値は更新されて、20秒ごとに表示されます。

進行状況

現在のテスト周波数における経過時間が表示されます。現在の周波数にお
いてパス/明確な反応にならない場合、テスト周波数はタイムアウトしま
す。最大の測定時間は、環境ノイズに依存します。テスト環境は最適です
が、応答が測定されません。したがって進捗状況バーが最後まで伸びる前
に周波数はタイムアウトします。

実際のテストは、プログレス（実施中）とABR間での競争のようなものにな
ります。
• [Progress (進行状況)]が勝った場合、結果はリファー/明確な反応なし
になります。
•

[ABR]が勝った場合、結果はパス/明確な反応になります。

一時停止

押すとテストを一時停止できます。

赤ちゃんのテスト期間

片耳テスト：

静かな環境で標準的な聴力を持つ赤ちゃんの場合、約1½分かかりますが、テスト環境に大きく依存します。

両耳テスト：

静かな環境で標準的な聴力を持つ赤ちゃんの場合、約3分かかりますが、テスト環境に大きく依存します。
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5.4.4

ABRテスト結果
テストが完了すると、テストデータが保存されて、その結果が表示されます。

1. 利用できるボタンの説明については、「テスト結果画面のオプション」（49ページ）を参照してください。

2.

OK（

）を押して、[Test Menu (テストメニュー)]へ戻ります。

テスト判定結果 パス/明確な反応

判定結果がパス/明確な反応の場合、グラフのみ表示されます。

•

パス/明確な反応は、30、35、40または45 dB nHLの広帯域刺激に対する聴
覚脳幹反応が検出されたことを示します。

このメソッドは主として、言語発達にとって最も重要な音響情報を伝える
2～4 kHzの周波数をテストします。

•

パス/明確な反応結果により、これらの周波数における有意な聴覚障害
を99.5%の信頼性で除外できます。

テスト判定結果 リファー/明確な反応なし

判定結果がリファー/明確な反応なしの場合、結果の詳細がグラフの下
にすぐに表示されます。
•

•

リファー/明確な反応なしは、相当な聴覚障害を示している可能性があり
ます。

しかし、過度な電気的ノイズが反応を誘導し、このリファー/明確な
反応なしという結果が出ることもあります。

テストの間、乳児が手足を動かしたり、指などをしゃぶったり、あるいは泣いている場合、多量の電気的ノ
イズが発生している可能性があります。近くにある電気機器や蛍光灯も電気的な干渉の原因になります。

これを的確に示す例として、表示されるABRバーがパス/明確な反応の基準に近いものの、パス/明確な反応の
結果にならない場合があります。このようなケースの場合、テスト環境を改善して、テストをやり直すように
してください。

今後のフォローアップに向けて被検者の再検査を実施する前に、以下のように、テスト環境を改善しテストをやり
直すことをお勧めします。
• プローブは外耳道へ適切に取り付けられていますか？
•

•

•

•
•

電極は正しく設置されて、適切に取り付けられていますか？デバイスによってインピーダンス値が許容され
ている場合でも、インピーダンス値、特にインピーダンス値の差の低減を試してみる価値はあります。
電極ケーブルのノイズは、インピーダンス値に大きく依存します。
被検者は十分に安静にしていて、筋肉の緊張はありませんか？電気的筋アーチファクトは、動きのない緊
張した筋肉から生じることにご注意ください（等尺性収縮）。特に首すじがこの状態になっていないかを
チェックしてください。

環境内に電気的ノイズの原因となるものはありませんか？特に、ポンプのようにモーター駆動の装置は、
デバイスによって受容される高いノイズを時々発生させるため、例え応答が低い振幅であっても、極めて
強い影響を測定に与えることがあります。そのような場合は、別の部屋へ移ってテストを実施することを
お勧めします。

環境内に、大きな音響ノイズはありませんか？高レベルのノイズは、刺激音をマスクします。

AccuScreenが強力な電界にさらされている場合、不要なノイズが発生することがあり、そのようなノイズはテ
ストプロセスを干渉する恐れがあります。例えば、携帯電話など電気デバイスの多くは電界を発生することが
あります。AccuScreenの近くで、そのようなデバイスの使用は控えることをお勧めします。
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テスト未完了

テストが中止されると、エラーメッセージが表示されます。

5.5

テスト結果画面のオプション
テスト結果オプション

コメントを追加

テスト結果にコメントを追加する場合、[Comments (コメント)]ボタンを押します。このタスクによ
り、[Comments (コメント)]画面へ進み、プリセットコメントを選択したり、ご自分のコメントを追
加できます。「テストにコメントを追加」（50ページ）を参照してください。

印刷結果

「印刷」（54ページ）を参照してください。

反対側の耳のテスト

反対側の耳で検査を開始します。

スタート

テストを繰り返す場合、[Start (スタート)]ボタンを押してください。

OK

反対側の耳をテストしたり、他のタイプのテストを継続できるように、OKを押して[Test Menu
(テストメニュー)]へ戻ります。
1.
2.

OK（

）を押して、[Test Menu (テストメニュー)]へ戻ります。

特定の耳のテストが完了したら、[Start (スタート)]ボタンを押して、結果の表示へ切り替えます。
このボタンを押して、最良かつ最新のテストを表示できます。特定のボタンを押して、結果を表示します。

パス/明確な反応
–
3.

リファー/明確な反応なし
未完了

ABRテスト用の[Binaural test (両耳テスト)]ボタン（

）がある場合、これは変化しません。

このボタンを押すと、新しい両耳テストが開始されます。
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5.6

テストにコメントを追加

標準コメントのリストから選択したり、希望するコメントを追加できます。

AccuLinkから定義済みコメントを編集して、それをAccuScreenへダウンロードできます。

5.6.1

一般的なコメントの追加
1.

標準コメントを追加するには、[Test Result (テスト結果)]画面内の[Add Comments (コメントの追加)]

（

）を押します。

[Comments (コメント)]画面が表示されます。コメントが既にテストへ追加されている場合、
2.

3.

5.6.2

右の記号が付いています。

[Comments (コメント)]画面では、この被検者またはテスト環境に適用さ
れるプリセットコメントを選択できます。コメントは、AccuLinkで設定で
きます。

OK（

）を押して保存します。

新しいコメントの追加

コメントは、個別のテスト結果画面および被検者の[Test Menu (テストメニュー)]から追加できます。
1.

2.
3.

新しいコメントを追加するには、[Comments (コメント)]画面の[Add comment (コメントの追加)]（

を押します。[Add comment (コメントの追加)]画面が表示されます。

以下に記載されるデータ入力機能を用いて、1個または複数個のコメント
を入力します。
OK（
）を押して保存します。
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5.6.3

コメントの表示

個々のテスト結果画面と被検者の[Test Menu (テストメニュー)]からコメントを確認できます。
1.

）を押します。

コメントを表示するには、[View Comments (コメントの表示)]（

[Comments (コメント)]画面が表示されます。コメントが既に追加されている場合、
ここにリスト表示されます。

5.7

反対側の耳でテストを続行
1.

2.
3.

5.8

反対側の耳で検査を継続する前に、プローブが清潔であることを確認してください。
「メンテナンスとクリーニング」（69ページ）も参照してください。
必要に応じて、反対側の耳の検査ができるように被検者の位置を変更します。
テスト結果画面で[Test Other Ear (反対側の耳のテスト)]（
テストは自動的にス タートします。

）を押します。

被検者のテスト記録の表示

AccuScreenによってスクリーニングされた被検者は、パス/明確な反応またはリファー/明確な反応なしのいずれ
かの判定を受けます。
•

•

判定結果がパス/明確な反応の場合、これ以上操作する必要はありません。

判定結果がリファー/明確な反応なしの場合、被検者を再テストすることをお勧めします。再テストで
もリファー/明確な反応なしの結果が得られた場合、この被検者に対して精密検査ができるようにして
ください。

「TEOAEテスト」（36ページ）、「DPOAEテスト」（40ページ）、「ABRテスト」（44ページ）も参照してください。

5.9

テスト表示

被検者のテストは以下で確認できます。
• [Home (ホーム)]画面から
•

•

[Patient Details (被検者詳細)]画面から

被検者の[Test Menu (テストメニュー)]から

[Home (ホーム)]画面から
1.

[Home (ホーム)]画面で、[Test View (テスト表示)]（

2.

被検者を選択します。[Test View (テスト表示)]画面が表示されます。

トが表示されます。

）を押します。被検者を選択するための被検者リス

[Patient Details (被検者詳細)]画面から
1.
2.
3.

必要に応じて、「被検者の検索」（25ページ）に記載されている機能を使用して、被検者を検索します。
被検者名を選択します。

[Patient Details (被検者詳細)]画面で、[Test View (テスト表示)]（

示)]画面が表示されます。
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5.10

テスト表示画面

[Test View (テスト表示)]画面には、特定の被検者で実行されたテストが表示さ
れます。テストは、日付に従ってリスト表示され、リストの最上部には最近の
テストが表示されます。
1. テストをさらに表示するには、矢印ボタンを押して、リストをスクロー
ルアップ/ダウンします。
[Test View (テスト表示)]画面には以下が表示されます。
–

–
–

実行されたテストのタイプ。
テストが実行された耳。

テストが実行された日付と時刻。

テスト結果

パス/明確な反応

•

リファー/明確な反応なし

•
•
2.

未完了

個々のテスト結果を表示または印刷するには、結果アイコンを押します。
この操作により、テスト結果画面へ進みます。

個々のテスト結果のタイプの説明は、以下をご覧ください。
–
–
–

3.

「TEOAEテスト結果」（38ページ）

「DPOAEテスト結果」（42ページ）
「ABRテスト結果」（48ページ）

特定のテスト結果画面でテスト結果コメントを表示するには、
）を押します。

[Comments (コメント)]（
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6

クイックテスト

クイックテストにより、特定の被検者にテストを割り当てることなく、クイックテストを実施できます。
AccuScreenのデモンストレーションやテストに役立ちます。

注記：これらのテスト結果は保存されません。したがって、これらのテストからのデータは[Test View
(テスト表示)]および[Print (印刷)]画面で利用することはできません。

6.1

クイックテストの実行
1.
2.

3.

「テストの準備」（27ページ）の手順を実行します。ただし、新しい被検者の追加や特定の被検者へ
のテストの割り当ては不要です。

[Home (ホーム)]画面上の[Quick Test (クイックテスト)]（
画面にテストタイプが表示されます。

）を押します。[Quick Test (クイックテスト)]

実行したいテストの隣にあり、テストのために選択した耳に対応する
）を押します。

[Start (スタート)]（

テストの詳細については、「TEOAEテスト」（36ページ）、「DPOAEテスト」（40ページ）、「ABRテスト」
（44ページ）を参照してください。

注記：これらのテスト結果は保存されず、印刷できません。
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7

印刷

AccuScreenからテスト結果をラベルプリンタへ印刷できます（「AccuScreenから印刷」（54ページ）を参照）。
プリンタがPCに接続されている場合、AccuLinkソフトウェアを使用してAccuScreen結果を印刷することもでき
ます（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

7.1

AccuScreenから印刷
警告：印刷を実施する前に、イヤーカプラを被検者の耳から外し、さらに全ての電極を取り外して、被検者
がAccuScreenに接触していないことを確認します。

医療機器システムに関する安全要件へ準拠させるため、プリンタへの接続は常に、被検者のいるエリア外で実施し
なければなりません（被検者から最低1.5 m/5フィート離すこと）。

注記：AccuScreenがドッキングステーションに設置されているとき、あるいはプリンタに接続されているとき、
テストは実施できません。
注記：印字している間、AccuScreenの電源を切らないでください。テストデータが破壊される恐れがあります。

注記：ラベルプリンタが接続されていない場合、あるいは電源がオフになっている場合、エラーメッセージが画
面に表示されます。
注記：推奨するラベルプリンタのみ使用してください。AccuScreenはラベルプリンタを自動認識します。
注記：ラベルプリンタのステータス表示が[Cooling down (クールダウン)]または[Buffer overflow
(バッファオーバーフロー)]を示している場合はAccuScreenから印刷しないでください。

注記：AccuScreenドッキングステーションをPCとラベルプリンタに同時に接続することはできません。
注記：ラベル/用紙を再調整し、用紙詰まりの原因を排除してください。

AccuScreenドッキングステーションをPCに接続する前に、ラベルプリンタをドッキングステーションから切り離
してください。
1.

2.
3.

AccuScreenドッキングステーションがPCに接続されていないことを確認してください。

ラベルプリンタケーブルをAccuScreenドッキングステーションに接続して、AccuScreenをドッキングステーシ
ョンに設置します。
プリンタをオンにします。
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被検者の選択
1.

2.

AccuScreenをオンにして、[Print (印刷)]（
[Print (印刷)]リストが表示されます。

）を押します。

被検者を選択します。[Test View (テスト表示)]画面が表示されます。
必要に応じて、「被検者の検索」（25ページ）を参照してください。
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印刷
1.

[Test View (テスト表示)]画面のリスト全体を印刷するには、
[Print (印刷)]（

）を押します。

被検者コメントが印刷されます。

2.

3.

テスト結果にアクセスするには、印刷したいテストの横にある

[Result (結果)]ボタンを押します。

指定した[Test Result (テスト結果)]画面の[Print (印刷)]（

を押します。テストコメントが印刷されます。
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7.2

ラベルプリンタによる印刷結果
印刷結果には以下が表示されます。
• 被検者名（名、苗字）
被検者ID

•

テスト日付

•

検査担当者名

•

テストタイプ

•

左耳と右耳もしくはそのいずれかの結果、日付と時間

•

被検者に関する一般的なコメント（印刷結果の下部）

•

全ての結果

この被検者の全テストに関する最近の結果と最良の結果は、1回の
印刷結果にまとめて表示されます。（TEOAE/DPOAE/ABR結果）

指定したテストに対する結果がない場合、テストタイプは表示されません。

単一の結果

最近の結果が印刷されます。
パス/明確な反応

リファー/明確な反応なし

凡例
凡例

L
R
C

•
•
•

左耳
右耳

指定テストに関するコメントがあります。このコメントを確認するには、単一結果の印刷
が必要です。
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8

機器チェック

[Quality Tests (機器チェック)]メニューから、AccuScreenに接続されているプローブ
とケーブルをテストできます。各々の検査日で作業を開始する前に、
プローブとケーブルをテストしてください。
注記：地域の規制や日常業務手順に則って実施するようにしてください。

8.1

機器チェックの実行
1.

2.
•
•
•
•

8.2

[Home (ホーム)]画面上の[Quality Tests (機器チェック)]（

）を押します。

[Quality Tests (機器チェック)]メニューから、AccuScreenで利用可能な
機器チェックタイプへアクセスできます。

プローブ：「プローブテスト」（58ページ）

電極ケーブル：「電極ケーブルテスト」（60ページ）

イヤーカプラケーブル：「イヤーカプラケーブルテスト」（61ページ）
連結（電極ケーブル - イヤーカプラケーブル）：
「連結（電極ケーブル - イヤーカプラケーブ
ル）」（63ページ）

プローブテスト

被検者のテストを開始する前に、正常に機能することを確認するためにプローブをテストする必要があります。

注記：テストキャビティへ入れる前に、プローブチップが清潔であることを確認してください。
「11.4.1
内蔵テストキャビティの掃除」（73ページ）を参照してください。

プローブテストは以下のような2つの方法で開始できます。
• 「プローブテストを実行」（59ページ）：プローブをAccuScreenのテストキャビティに挿入します。
•

「[Quality Tests (機器チェック)]メニューから」（60ページ）
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8.2.1

プローブテストを実行
1.

イヤーチップを付けていないプローブチップをテストキャビティへ挿入します。
テストは自動的にスタートします。

注記：例えば、被検者を作成しているときは、プローブテストは自動的に開始しません。

プローブが正常に機能する場合、[Probe OK (プローブOK)]と表示されます。

プローブが正常に機能しない場合、[Probe failed (プローブ不具合)]と
表示されます。さらに、想定されるエラーのリストも表示されます。

2.

OK（

）を押して、テスト結果を確認します。

必要に応じてテストを繰り返します。
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8.2.2

[Quality Tests (機器チェック)]メニューから
1.
2.
3.

8.3

イヤーチップを付けていないプローブチップをデバイス上のテストキャビティまたは外部のテストキャビティ
へ挿入します。

[Quality Tests (機器チェック)]画面で[Probe (プローブ)]（

）を押します。

詳細情報については、「プローブテストを実行」（59ページ）を参照してください。

電極ケーブルテスト

被検者の検査を開始する前に、正常に機能することを確認するために電極ケーブルをテストする必要があります。
1.

電極クリップをABRテスターの金属バーに取り付けます。

2.

[Quality Tests (機器チェック)]画面上の[Electrode cable (電極ケーブル)]（

）を押します。

電極ケーブルが正常に機能する場合、[Electrode cable OK (電極ケーブルOK)]メッセージが表示されます。

電極ケーブルが正常に機能しない場合、[Electrode cable failed (電極ケーブル不良)]メッセージが表示され
ます。

3.

OK（

）を押して、テスト結果を確認します。
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8.4

イヤーカプラケーブルテスト

被検者の検査を開始する前に、正常に機能することを確認するためにイヤーカプラケーブルをテストする必要
があります。イヤーカプラケーブルのテストは2つの部分から構成されます。
1.

2.

ケーブルの断線がないことを確認する自動テスト。

イヤーカプラアダプタが詰まっていないことを確認するための手動の聴取テスト。

自動テスト
1.

2.

イヤーカプラアダプタをABRテスターの各終端にあるソケットに挿入します。

[Quality Tests (機器チェック)]画面上の[Ear coupler cable (イヤーカプラケーブル)]（

を押します。

[Ear Coupler OK (イヤーカプラOK)]メッセージが表示される場合、
イヤーカプラケーブルは正常に機能します。

[Ear Coupler failed (イヤーカプラ失敗)]メッセージが表示される場合、
少なくとも1本のイヤーカプラアダプタまたはイヤーカプラケー
ブルは正常に機能しません。

3.

OK（

）を押して、テストを確認します。
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手動聴取テスト

注記：ケーブルが正常に機能していることを確認するため、聴取テストを毎日実行してください。
1.

2.

ABRテスターからイヤーカプラアダプタを取り外します。
イヤーカプラアダプタを外す際、ケーブルを引っ張らず、イヤーカプラアダプタを持つようにしてください。

右側（赤）のイヤーカプラアダプタを聴きながら、[Quality Tests (機器チェック)]画面の[Ear coupler cable

(イヤーカプラケーブル)]（
3.

）を押します。

ABR刺激が聞こえることを確認してください。

注意：イヤーカプラアダプタを外耳道に挿入しないでください。

注記：AccuScreenはテストが失敗したことを示すかもしれません。テストがABRテスターではなく、
空中で行われたため、この表示は異常ではありません。

）を押して確定します。

4.

OK（

5.

左側（青）のイヤーカプラアダプタを聴きながら、[Quality Tests (機器チェック)]画面の[Ear coupler cable

(イヤーカプラケーブル)]（

）を押します。

6.

ABR刺激が聞こえることを確認してください。

7.

OK（

）を押して確定します。

両方のイヤーカプラアダプタからABR刺激が聞こえれば、正しく作動しています。

イヤーカプラアダプタのいずれか、または両方から音が聞こえない場合は、イヤーカプラアダプタが詰まって
いるか、故障しています。イヤーカプラアダプタをスクリーニングで使用しないでください。
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8.5

連結（電極ケーブル - イヤーカプラケーブル）

被検者の検査を開始する前に、正常に機能することを確認するために電極ケーブルとイヤーカプラケーブルを
チェックします。電極+イヤーカプラテストは次の2つの部分で構成されます。
1.
2.

イヤーカプラのケーブル、電極ケーブルのいずれかにも断線がないことを確認する自動テスト。
イヤーカプラアダプタが詰まっていないことを確認するための手動の聴取テスト。

自動テスト
1.
2.

3.

電極クリップをABRテスターの金属バーに取り付けます。
イヤーカプラアダプタをABRテスターの各終端にあるソ
ケットに挿入します。

[Quality Tests (機器チェック)]画面上の[Combined (電極+イヤーカプラ)]（
[All tests OK (全テストOK)]メッセージが表示される場

合、電極ケーブルとイヤーカプラケーブルは正常に機能
しています。

[Test FAILED (テスト失敗)]が表示される場合、1本または
複数本の電極ケーブルとイヤーカプラケーブルもしくは
そのいずれかが正常に機能しません。

4.

OK（

）を押して、テスト結果を確認します。
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手動聴取テスト
1.

ABRテスターからイヤーカプラアダプタを取り外します。
イヤーカプラアダプタを外す際、ケーブルを引っ張らず、イヤーカプラアダプタを持つようにしてください。

2.

右側（赤）のイヤーカプラアダプタを聴きながら、[Quality Tests (機器チェック)]画面の[Ear coupler cable

(イヤーカプラケーブル)]（
3.

）を押します。

ABR刺激が聞こえることを確認してください。

注意：イヤーカプラアダプタを外耳道に挿入しないでください。

注記：AccuScreenはテストが失敗したことを示すかもしれません。
テストがABRテスターではなく、空中で行われたため、この表示は異常ではありません。

）を押して確定します。

4.

OK（

5.

左側（青）のイヤーカプラアダプタを聴きながら、[Quality Tests (機器チェック)]画面の[Ear coupler cable

(イヤーカプラケーブル)]（

）を押します。

6.

ABR刺激が聞こえることを確認してください。

7.

OK（

）を押して確定します。

両方のイヤーカプラアダプタからABR刺激が聞こえれば、正しく作動しています。

イヤーカプラアダプタのいずれか、または両方から音が聞こえない場合は、イヤーカプラアダプタが詰まって
いるか、故障しています。イヤーカプラアダプタをスクリーニングで使用しないでください。

注記：自動テストは、必ずイヤーカプラアダプタをABRテスターに取り付けた状態で実施してください。
イヤーカプラアダプタをABRテスターに接続しないで自動テストを実施すると、ケーブルが完全に機能する場
合でもテストは失敗する恐れがあります。
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9

AccuScreen設定
AccuLinkからAccuScreenを設定できます（『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照）。

AccuScreen
時刻/日付、言語、サウンド、明るさを設定するには、[Settings (設定)]（

示できます。

）へ移動します。システム情報も表

AccuLink

設定はAccuLinkから行うことができます。『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照してください。

9.1

日付/時刻
日付

[Settings (設定)]（

） > [Time and Date (時間と日付)]へ移動します。

日付形式は複数あります。

注記：OKを押して、[Time and Date (時間と日付)]画面を終了すると、秒設定はゼロにセットされます。
時刻

24時間時計または12時間（午前/午後）を設定できます。

9.2

言語/サウンド
言語

[Settings (設定)]（
サウンド
[Settings (設定)]（

） > [Language (言語)]へ移動して、AccuScreenの言語を選択します。

） > [Sound (サウンド)]へ移動して、AccuScreenのサウンドを選択します。

キークリック、結果音を設定したり、サウンドをオフにしたりすることができます。
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9.3

ディスプレイ輝度
[Settings (設定)]（

（暗い）または

） > [Display Brightness (ディスプレイ輝度)]へ移動します。

（明るい）を押します。

注記：ディスプレイの明るさは消費電力に影響します。

9.4

注記：デフォルトの表示設定を使用する場合は、[Default (デフォルト)]を押します。

システム情報
[Settings (設定)]（

） > [System info (システム情報)]へ移動します。以下のシステム情報を表示できます。

–ファームウェアリリース
–HWバージョンとシリアル番号
–デバイスサービス
–接続プローブ
–プローブサービス
–メモリ使用量
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10

AccuScreenでのデータ取り扱い

10.1

AccuScreenでのデータ入力

10.1.1

キーパッド

説明文に従ってデータを入力するにはキーパッドから文字および数字を選択します。
大文字を入力するには、[Shift]（

[Shift]（

）をタップします。

）を2回押すと、Caps Lockが有効になります。

特殊文字を入力するには、[abc]（
数字を入力するには、[123,?]（

）または[çêü]（
）を押します。

カーソルを移動するには、（

OK（

10.2

）を押します。

）を押します。

）を押して確定します。この操作により、次の必須フィールドへ進みます。

機能ボタン

被検者の検索、並べ替え、スクロール、および被検者テスト履歴を表示するに
は、機能ボタンを使用します。
利用できる機能は、AccuScreen画面の機能バーに表示されます。この
機能は、画面の種類によって異なります。

被検者の検索（

）をタップします。

被検者の名前を入力します。

OK（

）を押して検索します。

ソート順序を変更するには、並べ替え（

）を押します。

リストの被検者を表示するには、上/下（

）を押します。

被検者のテストリストを表示するには、テスト表示（
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10.3

一般的なボタン

前の画面に戻る操作、ヘルプの表示、ホームへの移動、操作の確定、または検索条件の変更を行うには、メイン
の機能ボタンを使用します。

戻る（

ヘルプ（
ホーム（
OK（

します。

）を押すと、前の画面に戻ります。

）を押すと、ヘルプ情報が表示されます。
）を押すと、ホーム画面へ進みます。

）を押すと、確認/保存/次のフィールドへ進む/次の画面へ進む、などの機能を実行

検索を変更（

10.4

）を押すと、検索条件を変更します。

データの削除

必要に応じて、システム管理者は、AccuLinkへのデータ転送の後、データを自動的に削除するようAccuScreen
を設定できます。『AccuLinkユーザーマニュアル』を参照してください。
削除

[Delete (削除)]（

）を押すと、次を削除します。[Single Patient (被検者1人)]、[By Date (日付順)]、および

[All Patients (全ての被検者)]。

次の期間でアクティビティのない被検者を削除できます。14日、1か月、2か月、3か月、6か月、1年。選択し
た被検者グループに関する全てのテスト結果は削除されます。

注記：「被検者の検索」（25ページ）に記載されているように被検者を検索し、その被検者を削除すること
ができます。

10.5

メモリがいっぱい
メモリ残量低下警告

被検者データのストレージスペースが80%まで消費されると、メモリ残量低下警告を受信します。メモリがいっぱ
いになる前に、データを削除するか、AccuLinkにデータを転送する必要があります。

メモリがいっぱい

メモリがいっぱいになると、一番古い10人の被検者がAccuScreenから削除されるという警告メッセージが表示
されます。
1.

2.

[Yes (はい)]を押すと、一番古い10人の被検者の記録が削除されます。

[Cancel (キャンセル)]を押すと、データが保持されます。被検者を手動で削除するか、削除の前にAccuLink

にデータを送信する必要があります。新規の測定を実行する前に、AccuScreenから被検者データを削除する
必要があります。
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11

11.1

メンテナンスとクリーニング

プローブチップとプローブ本体

作業に関わっているセッティングに対して確立された感染管理手順を確実に守ってください。
清潔なイヤーチップを使用せずに、プローブチップを外耳道に装着しないでください。

注記：プローブチップは通常、イヤーチップによってカバーされているため、皮膚または外耳道の分泌物には
接触しませんが、プローブの使用時必ずプローブチップのチャンネルを検査するようにしてください。少量の
耳垢や胎脂でも、プローブチャンネルをブロックしたり、プローブチップ上に堆積することがあります。
注意：必要に応じて、プローブチップをスペア部品と交換してください。

注記：プローブチップとOAE & ABRスクリーナーは、地域の規制に従って廃棄する必要があります。

11.1.1

プローブチップの清掃

被検者の耳からイヤープローブを取り外して、掃除をする前に使い捨てイヤーチップからプローブチップを分離し
てください。

注記：地域の衛生に関する条例や規制を常に守るようにしてください。

「衛生面の注意事項」（30ページ）を参照してください。

プローブチップ
–

–

プローブチップをプローブから外します。

クリーニングワイヤを使用して、プローブチップのサウンドチャン
ネルを後部から掃除します。

注記：プローブチップから突き出ているときに、クリーニングワイヤを忘れずに掃除してください。
クリーニングワイヤによる掃除が終了したら、現場の手順に則って忘れずに
クリーニングワイヤを消毒してください。
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11.1.2

プローブ本体のクリーニング

注記：プローブ本体の定期的な掃除については、正規サービス部門へお問い合わせください。

注記：プローブ本体には壊れやすいコンポーネントが含まれています。プローブ本体のサウンド開口は、
工具あるいは液体などを用いて掃除しないでください。洗浄すると、プローブを損傷させる恐れがあります。
警告：わずかな量の水分でも、耳垢が溶解して、プローブ本体内の壊れやすい部品を
汚染することがあります。

外面に対する定期的な掃除の場合は、アルコールを含ませたウェットティッシュを使用してください。
イヤープローブのいかなる部分も超音波洗浄機で洗浄しないでください。
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11.1.3

プローブの校正

注記：Natus Medical Denmark ApSは、AccuScreenとプローブに対して、1年に1回校正を実施することをお勧めしま
す。さらに、装置が損傷を受けている可能性がある場合も校正を行うことをお勧めします。
AccuScreenプローブは納入前に工場で校正されています。AccuScreenを受け取ったときに、校正証明書に記載され
ているように、次の校正日まで1年に満たない場合があるのはこのためです。
プローブを初めてAccuScreenへ接続して、テストを実施をすると、次の校正まで1年となるように校正日付が
設定されます。

次の校正日付を確認するには、[Settings (設定)] > [System info (システム情報)]を選択します。最初のテスト
を実行するまでは、日付フィールドはブランクになっています。

校正の頻度

プローブは、認可された工場で認可されたサービス担当員によって1年に1回校正する必要があります。

11.2

イヤーチップ

イヤーチップは使い捨てであるため、掃除する必要はありません。

注記：イヤーチップとOAE & ABRスクリーナーは、地域の規制に従って廃棄する必要があります。

11.3

イヤーカプラケーブル

11.3.1

イヤーカプラケーブルの掃除

イヤーカプラが被検者に接触するのを防ぐために必ず使用前にイヤーカプラをイヤーカプラアダプタに取り付
けます。イヤーカプラは使い捨て製品であるため、1人の被検者にのみ使用できます。
2次汚染の危険がある場合、アダプタを掃除します。あるいは、終業時にアダプタを掃除してください。
1.

AccuScreenからイヤーカプラケーブルを外します。

警告：イヤーカプラケーブルを液体に浸漬しないでください。
2.

次の被検者へ移る際、あるいは表面の汚れが確認できる場合、イヤーカプラケーブルとケーブルプラグを掃除
します。
消毒用アルコールワイプを使用して、表面を掃除し、イヤーカプラケーブルとケーブルプラグが完全に乾くま
で待ちます。

注記：*消毒用アルコールワイプには通常70%のイソプロピルアルコールが含まれています。効果を確かなものと
するために消毒剤メーカーが指定する間、消毒剤を表面に付けておくことが大切です。
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11.3.2

イヤーカプラケーブルの校正
MADSEN AccuScreenイヤーカプラケーブルは納入前に工場で校正されています。

校正の頻度

イヤーカプラケーブルは、正規工場で、正規サービス担当員により1年に1回校正する必要があります。

11.4

AccuScreenの掃除
•
•

掃除の前に、AccuScreenをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
AccuScreenからケーブルを抜きます。

•

クリーニング液で湿らせたティッシュでデバイスの表面をクリーニングします。

•

70%イソプロピルアルコール

ハウジングの寿命を最長にするため、次の薬品は使用しないでください。

•
•
•

濃度40%以上のエタノール
ホルムアルデヒド

5～10%のオレイン酸酸

AccuScreenの消毒が必要とされるときは、以下を含む洗剤が使用できます。
•

3%、30%の過酸化水素

•

0.5～5%の過酢酸

•
•

の1～10%次亜塩素酸ソーダ

2～5%のグルタルアルデヒド

•

0.5～2%のオルトフタルアルデヒド（別名OPA）

•

2～4%のグルコン酸クロルヘキシジン

警告：プローブ、ソケット（データインターフェイスコネクタとプローブプラグ類）またはテストキャビテ

ィへ水分が浸入しないようご注意ください。

警告：AccuScreenを水や他の洗浄溶液に浸漬させないでください。

注記：ユーザーマニュアルで推奨されたもの以外の洗浄溶液を使用すると、デバイスが損傷する恐れがあります
（例えば、プラスチックモールドのストレスによるひび割れなど）。
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11.4.1

内蔵テストキャビティの掃除

必要に応じて、セクション11.4で説明している推奨の消毒剤で湿らせたティッシュでテストキャビティの挿入
口表面を掃除します。

警告：液体がテストキャビティへ浸入していないことを確認します。

テストキャビティがプローブチップのゴミで汚れている場合、例えば、挿入口にテープを貼って使用できない
ようにし、掃除とテストキャビティの交換もしくはそのいずれかを実施するために正規のサービス部門にご連
絡ください。

11.5
11.5.1

バッテリーの安全とメンテナンス
安全情報

爆発の危険性

警告：爆発する恐れがあるため、バッテリーは高温や火炎から遠ざけ、火中に投棄することのないようにし

てください。

警告：本機器で使用されるバッテリーは、誤使用された場合、発火または火傷の危険性があります。

分解、60°C（140°F）以上の加熱あるいは焼却は行わないでください。
•
•
•
•

11.5.2

間違った取り扱い、過度な電流による充電や極性間違いは、バッテリーの過充電あるいは破損を招く恐れがあ
ります。
バッテリーのオープン、変更または分解は行わないでください。

バッテリーを金属物体に触れるような場所に置かないでください。
どんな場合でも端子をショートさせないでください。

充電池を長持ちさせるために
•

•
•
•
•

「3.4
電源とバッテリー」（82ページ）および「3.5 1077ドッキングステーション」（82ページ）に記載
されているバッテリータイプ、ドッキングステーションおよび充電器のみを使用してください。
可能な限り室温の環境でバッテリーを充電してください。

バッテリーを落としたり、激しい衝撃を受けるような環境に放置しないでください。
涼しい乾燥した場所に保管してください。

バッテリーの端子を清潔に保ってください。必要に応じて、柔らかい布で掃除してください。

バッテリーの交換

注意：多くの充電/放電サイクルや経時変化により、バッテリー容量は徐々に劣化します。

Natus Medical Denmark ApSは、12～18か月ごとのバッテリーの交換をお勧めしています。
バッテリー交換の頻度は、使用状況と必要とされるバッテリー容量に依存します。

耐用年数

AccuScreen OAE & ABRスクリーナーの寿命は最低5年です。
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11.5.3

古いバッテリーの廃棄

注記：バッテリーはリサイクルできます。

注記：使用済みバッテリーはすぐに廃棄してください。
注記：子供から遠ざけるようにしてください。

環境保護

バッテリーが再充電できなくなったら、地域の法規制に従って確実に廃棄するか、
購入元に返却してください。
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付録1

標準規格と安全について

本取扱説明書には、AccuScreenの安全性能を確保するために守るべき情報や警告が記載されています。

注記：該当する地方自治体の条例や規制を常に守る必要があります。

1.1

保証

1.2

修理、アフターサービスおよび定期検査

製品保証に関する情報は、natus.comを参照してください。

AccuScreenの不具合、あるいは製造メーカーの仕様からの逸脱が発見された場合、AccuScreenが保証期間の範囲
内にあれば、正規販売店が無償で機器を修理、交換あるいは校正致します。

警告：医療用電気機器のサービスと修理は、機器の製造メーカーもしくは正規代理店のみに実施させる

ようにしてください。

上記以外の企業や団体によって点検あるいは修理された機器の操作上の安全性、信頼性および性能に対する全ての
責任を放棄する権利を留保します。
修理の後に、資格を有する電気エンジニアが全ての機器の安全性を検証する必要があります。

校正は、適切な装置を使用して、資格を有する担当者によって年1回実施する必要があります。

宣言

AccuScreenのあらゆるタイプのデバイスは、製造メーカーによって認可されているサービスセンターによって
1年に1回検査および校正する必要があります。

1.3

製造メーカーの責任

注意：全てのアセンブリの動作、拡張、再調整、修正あるいは修理は、製造メーカーによって認可され

ている機器メーカーもしくは担当者によって実施されています。

製造メーカーは、以下の場合にのみ、機器の安全、信頼性、および性能への影響に関して責任を負うものとし
ます。
•

•

機器が接続されている電気設備は、EN/IEC要件に準拠している。
機器は、取り扱い説明に従って使用されている。

上記以外の企業や団体によって点検あるいは修理された機器の操作上の安全性、信頼性および性能に対する全ての
責任を放棄する権利を留保します。
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付録2
2.1

ステータスとエラーメッセージ

デバイス関連メッセージ
エラーメッセージ
または

原因

解決方法

•

•

AccuScreenを再充電するか、
バッテリーを予備のものに交換
する。

•

AccuScreenをドッキングステーシ
ョンに設置して、AccuLinkソフト
ウェアの[Instrument
Management (機器管理)]ツール
を介して同期させます。

バッテリー低電圧

最後のデバイス設
定は未完了です！

リアルタイムク
ロックデータは
無効です。
時刻と日付を設定
してください。
ハードウェアの不
具合

リアルタイムクロ
ックエラー
メモリエラー

フラッシュランタ
イムエラー

コーデック障害

•

•

バッテリーの電圧低下。

AccuScreenに対して実施された最後の設定
は中断されており、例えば、同期中に、
デバイスがドッキングステーションから
外されている可能性があります。
リアルタイムクロック電源バックアッ
プは完全に消耗しました。

•

•

時間と日付の設定：[Settings (設
定)] > [Date and Time (日付と時
間)]を選択するか、あるいは

AccuLinkで機器を同期させてくださ
い。
購入元にご連絡ください。

•

セルフテストエラー

•

購入元にご連絡ください。

•

セルフテストエラー

•

購入元にご連絡ください。

•

•

セルフテストエラー：無効な被検者また
はテストデータがフラッシュメモリ内に
見つかりました。
セルフテストエラー

•

•
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AccuLinkへデータのアップロード
を試すか、全ての被検者データを
削除して、再起動してください。
メッセージが再表示される場合、
購入元にご連絡ください。
デバイスを再起動します。メッセ
ージが再表示される場合、購入元
にご連絡ください。
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2.2

使用とテスト関連メッセージ

エラーメッセージ

ログインに何回も失敗し
たため、このユーザーア
カウントはブロックされ
ました。
被検者の最大数に到達し
ました。新しい被検者は
作成できません。

原因

解決方法

•

•

•

テスト用プローブの不具合

•

プローブ失敗

•

間違ったパスワードが3回入力さ
れました。デバイスはユーザーに
対して24時間ロックされます。
被検者またはテストをさらに追
加するために利用できるメモリ
スペースがありません。

DPOAEテストの場合、TEOAEプ
ローブを接続し、OAEテストの
場合、イヤーカプラケーブルを
接続します。

プローブはテストに合格しません
でした。以下のようにいくつかの
原因があります。

–
–
–
スピーカー不整合

•

ノイズ過多

•

刺激高

•
•

刺激低

•
•

一時停止中にタイムアウト

•

ペーパーフィードエラー

•

プローブチップが詰まってい
ます。

テストキャビティが詰まってい
ます。
プローブが損傷しています。

スピーカーレベル間に大きす
ぎる差が検出されました。

赤ちゃんまたはテスト環境の騒
音が大きすぎます。
外耳道へのプローブの装着が
不十分です。

プローブが外耳道に装着されていま
せん。
外耳道へのプローブの装着が
不十分です。

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

プローブチップが詰まっています。
ABRテストは、AccuLinkで設定さ
れた一時停止の最長時間よりも長
く一時停止しました。

ラベルがラベルプリンタ内で正常
に調整されていないか、紙詰まり
が発生しています。
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•

•

[Reset Users (ユーザーリセッ
ト)] 権限を有するAccuLinkユー

ザーがAccuLinkソフトウェア経
由でデバイスをロック解除で
きます。

被検者とテストを削除します。

適切なプローブを接続します。

プローブチップが洗浄済みでチ
ャンネルがブロックされていな
いことを確認してください。

テストキャビティに、例えば、
塵、糸くずなどが詰まっていな
いことを確認してください。

プローブをスペア部品と交換す
るか、プローブが損傷している
かを確認するためにプローブテ
ストを実施してください。
プローブチップを掃除してテ
ストをやり直してください。

プローブチップをスペア部品
と交換してテストをやり直し
てください。

騒音を減らしてください（両親
の会話、携帯電話、赤ちゃんの
泣き声、その他）。

プローブを装着し直してくださ
い。

プローブを装着し直してくださ
い。問題が直らない場合、プロ
ーブチップを掃除するか、スペ
ア部品と交換してください。

被検者を再テストしてください。
ラベル/用紙を再調整し、用
紙詰まりの原因を排除して
ください。
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付録3
3.1

技術仕様

アクセサリ

標準アクセサリとオプションアクセサリは、国によって異なる場合があります。
地域の販売店へお問い合わせください。

標準アクセサリ

キャリングケース
ドッキングステーションで、電源アダプタとUSBケーブルを含みます。
プローブ（イヤーカプラケーブルを使うABRを除く）（ケーブルの概算の長さ：150 cm/59インチ）*
ABR電極ケーブル（ABRバージョン専用）（概算の長さ：140 cm/55インチ）*
ABRイヤーカプラケーブル（イヤーカプラケーブルを使うABR専用）（概算の長さ：145 cm/57インチ）*
ABRテスター（ABRバージョン専用）
ユーザーマニュアル
バッテリー
クリーニングクロス

オプションアクセサリ

スターターキット（イヤーチップ、プローブチップ、プローブチップクリーニングツールが含まれます）

イヤーチップ
プローブチップ
プローブチップクリーニングツール
プリンタケーブル付きラベルプリンタ
プローブ（概算の長さ：150 cm/59 インチ)*
ABRイヤーカプラケーブル（概算の長さ：145 cm/57インチ）*
バッテリー充電器
EarHugs
EarHugs用イヤーカプラケーブル（概算の長さ：145 cm/57 インチ)*

* アスタリスク（*）でマークを付けたケーブルの想定製品寿命は2年間です。

標準アクセサリとオプションアクセサリは、国によって異なる場合があります。地域の販売店へお問い合わせくだ
さい。

3.2

測定技術

誘発耳音響放射
評価メソッド：

ノイズ加重平均、有意な信号ピーク値の計数

刺激レベル：

75 dB(A) ± 5 dB（2 ccカプラにて）、外耳道の容量に依存した自己校正

刺激：

非線形クリックシーケンス

クリックレート：

毎秒65～80クリック（ランダム）

テスト画面：

平均化波形、TEOAEピークの数、プローブフィットアシスタント、ノイ
ズレベル、アーチファクトレベル、安定レベルおよびテストの進捗度

入力フィルタ：

結果表示：

1～4 kHz

平均化波形、TEOAEピークの数および全体パス/明確な反応またはリファ
ー/明確な反応なし。リファー/明確な反応なしでは、プローブ装着アシ
スタント、ノイズレベル、アーチファクトレベルおよび安定レベルも表示。
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DPOAE
評価メソッド：

ノイズ加重フェーズ統計

利用可能なテスト周波数：

F2 = 1、1.5、2、3、3.5、4、5および6 kHz

刺激：

プライマリトーンペア、F2/F1 = 1.24

デフォルトテスト周波数：
利用可能なテストレベル：
デフォルトのテストレベル：

F2 = 2、3、4および5 kHz（4個中3個でパス/明確な反応）
L1/L2 = 60/50 dB SPLおよびL1/L2 = 65/55 dB SPL
L1/L2 = 60/50 dB SPL

結果表示：

全体パス/明確明な反応またはリファー/明確な反応なし、
DPOAEを使用したDP-Gram、およびノイズレベル。

テスト画面：

DP-Gram、DPOAEレベル、ノイズレベル、テスト進捗度

ABR
評価メソッド：

ノイズ加重平均とテンプレートマッチング

チャープレート：

毎秒78～82チャープ（ランダム）

刺激：

インピーダンステスト範囲：

30、35、40または45 dB nHLチャープ
1～99 kΩ

テストで許容されるインピーダンス： < 12 kΩ
インピーダンスコントロール：
テスト画面：
結果表示：
電極：

3.3

デバイス

テストの前、テストの間定期的に、インピーダンスコントロールの間刺激を
継続

統計グラフ、インピーダンス、ABR検出確率、EEGレベルおよびテス
ト進捗度

統計グラフ、インピーダンス、EEGレベルおよび全体パス/明確な反応ま
たはリファー/明確な反応なし。
使い捨てハイドロゲル電極

MADSEN AccuScreenは、Natus Medical Denmark ApSのタイプ1077です。

寸法
約

重量
約

ディスプレイ
タイプ：

寸法：

解像度：

200 x 73 x 34 mm（7.9 x 2.9 x 1.3インチ）

240 g（8.5 oz）バッテリーを除く
280 g（9.9 oz）バッテリーを含む
カラー、TFT、LEDバックライト付きタッチスクリーン

89.4 mm（3.5インチ）
240 x 320ピクセル

キーパッド

抵抗膜式タッチスクリーン（手袋装着時も使用可能）

サウンド

キークリックとパス/明確な反応およびリファー/明確な反応なしサウンド再生用内蔵スピーカー

言語設定

選択された言語パッケージでは、最大7つのユーザー選択可能言語が用意されています

79

Madsen AccuScreen OAE & ABRスクリーナーユーザーマニュアル
メモリ

被検者メモリ容量：
テストメモリ容量：

コネクタ

OAEプローブコネクタ：
ABR（ABRバージョン専用）：

最大250被検者
最大500テスト
14ピンODUメディスナップ - OAEプローブまたは
ABRイヤーカプラケーブル用
4ピンODUメディスナップ - ABR電極ケーブル用

リアルタイムクロック

測定の時刻をタイムスタンプするため、リアルタイムクロックが内蔵されています。クロックは、
ドッキングされた時にPCクロックへ自動的に同期します。
精度：

バックアップ機能：

データインターフェイス
PC：

ラベルプリンタ：
モデム：

輸送と保管環境
温度範囲：

湿度範囲：

最大誤差12分/年

バッテリーがユニットから外されてから最低7日間
ドッキングステーションへのIRデータ転送 - USBインターフェイスを介
してドッキングステーションからPCへ

ドッキングステーションへのIRデータ転送 - RS232インターフェイスを介
してドッキングステーションからラベルプリンタへ
ドッキングステーションへのIR転送 - RS232インターフェイスを介してド
ッキングステーションからモデムへ
-20～+60°C（-4～140°F）

相対湿度10～90 %、結露なきこと

気圧

500 hPa～1,040 hPa

操作モード：

連続

湿度範囲：

相対湿度30～90 %、結露なきこと

動作環境

温度範囲：

気圧

ウォームアップ時間

10 - 40°C (50 - 104°F)

500 hPa*～1,060 hPa

*通常の気圧が800 hPaを下回るような場所（2,000 m以上の高度）で
は、OAEプローブとABRイヤーカプラケーブル（使用されている場合）
を再校正することをお勧めします。
20秒未満

注記：MADSEN AccuScreenが寒冷環境に保管されている場合、ウォームアップ時間は長くなります。

80

Madsen AccuScreen OAE & ABRスクリーナーユーザーマニュアル
廃棄に関する指示

Natus Medical Incorporatedは、EU廃電気電子機器（WEEE）指令（2012/19/EU）の要件を満たすべく、日々の活動を
行っています。これらの規制では、廃電気電子機器を適切に処理、回収し、WEEEが安全に再利用またはリサイク
ルされることを保証するため、廃電気電子機器を分別収集する必要がある、と定められています。その一環とし
て、Natus Medical Incorporatedは、別途取り決めがある場合を除き、回収とリサイクルの義務に関するお願いをエ
ンドユーザーに伝えています。お住まいの地域で利用可能な収集および回収システムの詳細については、
natus.comまでお問い合わせください。

電気電子機器（EEE）には、WEEEが適切に処理されなかった場合に人の健康と環境に害を及ぼす恐れのある部品、
材料、物質が含まれています。したがって、WEEEの安全な再利用およびリサイクルを確保するため、エンドユー
ザーに協力をお願いしています。電気電子機器のユーザーは、他の廃棄物と一緒にWEEEを廃棄しないでくださ
い。廃電気電子機器による環境への悪影響を軽減し、廃電気電子機器の再利用、リサイクル、および回収に関する
事業を促進するため、ユーザーは自治体の回収スキーム、製造者/輸入業者の回収スキーム、または認可を受けた
ごみ収集業者を使用する必要があります。
下記のようなキャスター付きゴミ箱に「×」が記されたマークのある機器は、分別収集が必要な電気電子機器で
す。キャスター付きゴミ箱の「×」のマークは、電気電子機器を分別されていない一般ごみと一緒に廃棄してはな
らず、分別収集する必要があることを示しています。

基本性能

MADSEN AccuScreenには基本的な性能がありません。

規格

安全性：
EN 60601-1:2006+A1:2013（第3.1版）
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO。60601-1:14
内部電源、Type BF、IPX0
EN 60601-2-40:2019、IEC 60601-2-40:2016
EMC
EN 60601-1-2:2015（第4.0版）
IEC 60601-1-2:2014
短時間のテスト信号：
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
耳音響放射：
IEC 60645-6:2009、タイプ2
EN 60645-6:2010、タイプ2
聴性誘発反応電位：
IEC 60645-7:2009、タイプ2
EN 60645-7:2010、タイプ2

REACH 1907/2006、RoHS 2015/863
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3.4

電源とバッテリー

デバイス

供給電圧：
最大バッテリー消費電力：
予想バッテリー寿命：
バッテリーレベルインジケータ：

AccuScreenの充電時間（ドッキングス
テーション使用時）：

定格3.70 V、
最大4.20 V、
最小3.20 V（デバイス負荷で測定）
1.5 W（測定時）
連続使用で5時間（通常の使用を想定。実際の使用形態によりバッテリー
寿命は変化します）。
5段階バッテリーレベルインジケータ
80%充電：約4時間30分

バッテリー
警告：Natus Medical Denmark ApSによって供給されているバッテリー（部品番号8-73-02400）のみ使用してく

ださい。他のバッテリーを使用すると、火災や爆発が発生する危険性があります。
バッテリータイプ：

3.5

充電式リチウムイオン3.7 V/1,800 mAh（6.7 Wh）、フル充電

1077ドッキングステーション
PCインターフェイス
インターフェイスタイプ：
USB電源：

USB 2.0、フルスピード
USBインターフェイスから100 mA未満の電流を使用

プリンタ/モデムインターフェイス
インターフェイスタイプ：
コネクタタイプ：

RS232
6ピンミニDin

DC電源入力
入力電圧：

AccuScreenがドッキングされ
ているときの最大消費電力：

AccuScreenがドッキングされて
いないときの最大消費電力：

5 V DC ±5%
5 VA（5 V、1.0 A）
0.25 VA（5 V、50 mA）
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電源アダプタ

入力電圧/範囲：

100～240 V AC、50～60 Hz

出力電流：

最小1.0 A

出力電圧：

5.0 V DC

電源プラグタイプ：

3.6

米国、英国、ヨーロッパおよびオーストラリア

OAEプローブ

誘発耳音響放射
タイプ：

PATH Medical GmbH社製EP-TE

DPOAE
タイプ：

EP-DP（PATH Medical GmbH社製）

プローブケーブル

フレキシブルな遮蔽ケーブル。概算の長さ：150 cm/59インチ

寸法

プローブ本体：

プローブチップ：

20 mm x 23 x 11 mm（0.8インチ x 0.9インチ x 0.43インチ）
3.3 mm x 10 mm（0.13インチ x 0.4インチ）

重量

プローブ（プローブチップを含む）： 約4.5 g

イヤーチップ

標準（シリンダー）：

4つのサイズ（3.7～5 mm）

フォームチップ：

1つのサイズ（7～13 mm）

シリコンツリーチップ：

3.7

3.8

1つのサイズ（4～7 mm）

ABR電極ケーブル
タイプ：

AECS-01（PATH Medical Gmbh製）

フレキシブルな遮蔽ケーブル。概算の長さ：140 cm/55インチ

ABRイヤーカプラケーブル（オプション）
タイプ：

BAST-01（PATH Medical Gmbh製）

フレキシブルな遮蔽ケーブル。概算の長さ：145 cm/57インチ
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3.9

EMC（電磁両立性）に関する注意事項

•

•

MADSEN AccuScreenは、医用電気システムの一部であり、安全上の特別な予防措置が課せられます。
このため、ユーザーは本ドキュメントに記載されているインストールおよび操作に関する説明にきちん
と従う必要があります。
携帯電話のように持ち運び可能で小型の高周波数通信デバイスは、MADSEN AccuScreenの機能を妨害す
ることがあります。

警告：ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 – 全ての機器とシステムに関する電磁エミッションに従ってく

ださい。

注意：MADSEN AccuScreenは、下記の電磁環境での使用を意図しています。このような環境でMADSEN

AccuScreenが使用されていることを確認してください。

IEC 60601-1-2:2014およびEN 60601-1-2:2015
ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁エミッションについて
MADSEN AccuScreenは、下記の電磁環境での使用を意図しています。このような環境でMADSEN AccuScreenが使用されていることを確認してくだ
さい。

エミッション試験
RFエミッション
CISPR11

RFエミッション
CISPR11

適合

グループ1

クラスB
該当なし

電圧変動/フリッカエミ

該当なし

ッションIEC 61000-3-3

MADSEN AccuScreenは、内部機能にのみ無線周波（RF）エネルギーを使用します。した

がって、そのRFエミッションは非常に低く、付近の電子機器に対して何らかの干渉を生
じさせる可能性は低くなります。

高調波エミッション
IEC 61000-3-2

電磁環境 - ガイダンス

MADSEN AccuScreenは、国内の目的に使用される建物に電力供給する公的な低電圧

電源網に直接接続されている環境および国内環境を含む、全ての環境での使用に適
しています。
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ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁界イミュニティについて
MADSEN AccuScreenは、下記の電磁環境での使用を意図しています。このような環境でMADSEN AccuScreenが使用されていることを確認してく
ださい。

イミュニティ試験

IEC 60601

適合レベル

電磁環境 - ガイダンス

静電放電（ESD）

+/-8 kV接触

+/-8 kV接触

床材は、木製、コンクリート、またはセラミック

+/-2 kV、+/-4 kV、

+/-2 kV、+/-4 kV、

+/-8 kV、+/-15 kV大気中

+/-8 kV、+/-15 kV大気中

+/-2 kV（電源ライン）

+/-2 kV（電源ライン）

+/-1 kV（入力/出力ライン）

+/-1 kV（入力/出力ライン）

ものであること。

サージ

+/-1 kVライン対ライン

+/-1 kVライン対ライン

電源電力品質は、典型的な商用または病院環境の

IEC 61000-4-5

+/-2 kVライン対アース

IEC 61000-4-2

電気的高速トランジェン

ト/バーストIEC 61000-4-4

テストレベル

該当なし

+/-2 kV DC入力ライン対アース

該当なし

+/-1 kV DC入力ライン対ライン

+/-1 kV DC入力ライン対ライン

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。

電源電力品質は、典型的な商用または病院環境の

ものであること。

+/-2 kV I/Oライン対アース

該当なし

電源入力ラインでの

0 % U 、0.5サイクル

0 % U 、0.5サイクル

電源電力品質は、典型的な商用または病院

短時間停電、

225°、270°および315°

225°、270°および315°

ユーザーが、電源供給の中断時でも継続運用を

電圧降下、
電圧変動

IEC 61000-4-11

電源入力ラインにおける
電圧変動

T

0°、45°、90°、135°、180°、

T

0°、45°、90°、135°、180°、

0 % U 、1サイクル

0 % U 、1サイクル

70 % U 、25/30サイクル

70 % U 、25/30サイクル

T

および

T

単相：位相角0°

T

および

T

単相：位相角0°

0 % U 、250/300サイクル

0 % U 、250/300サイクル

30 A/m

影響をうける関係ポートなし

T

環境のものであること。MADSEN AccuScreenの
必要とする場合、MADSEN AccuScreenが無停電電源
またはバッテリーから電力供給を受け

られるようにすることをお勧めします。

T

IEC 61000-4-11
電源周波数

（50/60 Hz）磁界

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。

IEC 61000-4-8

U は、テストレベルを加える前のAC電源電圧です。

T
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ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 電磁界イミュニティ - 業務用ヘルスケア環境の機器とシステムについて
MADSEN AccuScreenは、下記の電磁環境での使用を意図しています。このような環境でMADSEN AccuScreenが使用されていることを確認してくだ
さい。

イミュニティ試験

IEC 60601

適合レベル

伝導無線周波

3 V rms

3 V rms

150 kHz～80 MHz

150 kHz～80 MHz

6 V rms

6 V rms

IISM周波数帯

IISM周波数帯

IEC 61000-4-6

放射無線周波

テストレベル

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz～2.7 GHz

80 MHz～2.7 GHz

放射無線周波電磁界

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz、

450 MHz、

9 V/m

9 V/m

710 MHz、745 MHz、780 MHz

710 MHz、745 MHz、780 MHz

28 V/m

28 V/m

IEC 61000-4-3

810 MHz、870 MHz、930 MHz、 810 MHz、870 MHz、930 MHz、
28 V/m

28 V/m

1,720 MHz、1,845 MHz、

1,720 MHz、1,845 MHz、

1,970 MHz

1,970 MHz

28 V/m

28 V/m

2,450 MHz、

2,450 MHz、

9 V/m

9 V/m

5,240 MHz、5,500 MHz、

5,240 MHz、5,500 MHz、

5,785 MHz

5,785 MHz
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MADSEN AccuScreenとRF無線通信機器間の分離距離
は、30 cm（11.8インチ）より大きくなくてはなり
ません。

注記：このガイドラインでは対応できない場合も

あります。電磁波の伝播は、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。
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IEC 60601-1-2:2007およびEN 60601-1-2:2007
ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁エミッションについて
MADSEN AccuScreenは、下記の電磁環境での使用を意図しています。このような環境でMADSEN AccuScreenが使用されていることを確認してく
ださい。

エミッション試験

適合

電磁環境 - ガイダンス

RFエミッション

グループ1

MADSEN AccuScreenは、内部機能にのみ無線周波（RF）エネルギーを使用します。

CISPR11

RFエミッション
CISPR11

クラスB

高調波エミッション

該当なし

電圧変動/フリッカエミ

該当なし

IEC 61000-3-2

ッションIEC 61000-3-3

したがって、そのRFエミッションは非常に低く、付近の電子機器に対して何らかの
干渉を生じさせる可能性は低くなります。

MADSEN AccuScreenは、国内の目的に使用される建物に電力供給する公的な低電圧

電源網に直接接続されている環境および国内環境を含む、全ての環境での使用に適
しています。

ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 全ての機器とシステムに関する電磁界イミュニティについて
MADSEN AccuScreenは、下記の電磁環境での使用を意図しています。このような環境でMADSEN AccuScreenが使用されていることを確認してく
ださい。

イミュニティ試験

IEC 60601

適合レベル

電磁環境 - ガイダンス

静電放電（ESD）

床材は、木製、コンクリート、またはセラミック

テストレベル
+/-6 kV接触

+/-6 kV接触

IEC 61000-4-2

+/-8 kV大気中

+/-8 kV大気中

タイル。床面が合成材料で覆われている場合は、

電気的高速トランジェン

+/-2 kV（電源ライン）

+/-2 kV（電源ライン）

電源電力品質は、典型的な商用または病院環境の

+/-1 kV（入力/出力ライン）

+/-1 kV（入力/出力ライン）

ものであること。

サージ

+/-1 kVライン対ライン

+/-1 kVライン対ライ

電源電力品質は、典型的な商用または病院環境の

IEC 61000-4-5

+/-2 kVライン対アース

ト/バーストIEC 61000-4-4

ン 該当なし

相対湿度が30 %以上であること。

ものであること。

電源入力ラインでの電圧降 <5 % U （U で>95 %降下）、 <5 % U （U で>95 %降下）、 電源電力品質は、典型的な商用または病院環境の

T T

T T

下、短時間停電、電圧変動 0.5 サイクルで

0.5 サイクルで

T T

T T

IEC 61000-4-11

40 % U （U で60 %降

下）、5サイクルで

下）、5サイクルで

70 % U （U で30 %降下）、

70 % U （U で30 %降下）、

T T

25サイクルで

<5 % U （U で>95 %降下）

5sで
電源周波数

（50/60 Hz）磁界

40 % U （U で60 %降

T T

3 A/m

T T

ものであること。メイン電源が中断中、MADSEN

AccuScreenを継続して動作させる必要がある場合
は、無停電電源装置やバッテリーからMADSEN

AccuScreenに電力を供給することが推奨されてい
ます。

25サイクルで

<5 % U （U で>95 %降下）

5sで

3 A/m

T T

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。

IEC 61000-4-8

注記：U は、テストレベルを加える前のAC電源電圧です。

T
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ガイダンスおよび製造メーカーの宣言書 - 電磁界イミュニティ - 非生命維持機器とシステムについて
MADSEN AccuScreenは、下記の電磁環境での使用を意図しています。このような環境でMADSEN AccuScreenが使用されていることを確認してくだ
さい。

イミュニティ試験

IEC 60601

適合レベル

電磁環境 - ガイダンス

伝導無線周波

3 V rms

3 V rms

ポータブル/モバイル無線通信機器は、MADSEN

150 kHz～80 MHz

150 kHz～80 MHz

IEC 61000-4-6

テストレベル

AccuScreenの全ての部品（ケーブル含む）から
推奨分離距離分離れた場所で使用してくださ

い。推奨分離距離は、トランスミッターの周波
数に対応した方程式から算出されています。
推奨分離距離：
d = 1.2

放射無線周波
IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz～2.5 GHz

80 MHz～2.5 GHz

d = 1.2

80 MHz～800 MHzの場合

d = 2.3

80 MHz～2.5 GHzの場合、

ここで、Pは、トランスミッターの製造業者によ

る無線送信機の最大定格出力（単位：ワット）、
dは、推奨分離距離（単位：メートル）です。

電磁気の実地調査により特定される固定RFトラ

ンスミッターからの電界強度はa、それぞれの周

波数範囲で適合レベルを下回る必要がありますb。

この記号が付いている機器の近くでは電波干渉
が発生することがあります。

注記1：80 MHzおよび800 MHzにおいては、より高い周波数範囲が分離距離に適用されます。
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。電磁波伝播は、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。
a. 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ー

からの電界強度は、理論上正確に予測することはできません。固定RFトランスミッターによる電磁気環境を評価するには、電磁気の実地調

査の実施を検討してください。MADSEN AccuScreenを使用する場所での電界強度の測定値が、対応するRF準拠レベルを上回る場合、正常に

動作することを確認するためにMADSEN AccuScreenを観察する必要があります。仮に、異常な性能が認められた場合、MADSEN AccuScreenの
方向や位置の再調整などの追加措置が必要になることがあります。

b. 周波数帯が150 kHz～80 MHzを超える場合、電界強度は3 V/m未満である必要があります。
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ポータブルおよび携帯RF通信機器とMADSEN AccuScreen間の推奨分離距離
MADSEN AccuScreenは、放射RF妨害が制御される電磁環境内での使用を意図しています。MADSEN AccuScreenのお客様またはユーザーは、ポータ
ブルおよびモバイル無線通信機器（トランスミッター）とMADSEN AccuScreenとの間に距離を置くことで、電磁妨害を防ぐことができます。推
奨最小距離は、通信機器の最大出力によって、下記のとおりです。
送信機の定格最大出力電力
W

送信機の周波数による分離距離
（m）

150 kHz～80 MHz

80 MHz～800 MHz

800 MHz～2.5 GHz

d = 1.2

d = 1.2

d = 2.3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

上述に表記されていない最大出力電力を持つ送信機の場合、推奨分離距離d（単位：メートル）は送信機の周波数に適用される等式を用いて
算出できます。ここで、Pは、送信機メーカーが規定する送信機の最大出力電力定格（単位：ワット）です。

注記1：80 MHzおよび800 MHzにおいては、より高い周波数範囲が分離距離に適用されます。

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。電磁波伝播は、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。
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