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1

AccuLinkの紹介
本取扱説明書は、AccuLinkソフトウェアの使用とAccuScreenの設定にあたってのガイドとなります。

注記 • AccuLink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。

1.1

AccuLink
AccuLinkは、PCアプリケーション単体で結果表示やレポート印刷機能等が取り扱えるデータ管理機能を提供するソ
フトウェアツールです。
AccuLinkは、画面表示に加えてテスト場所や各種設定等をPCからダイレクトに設定することで、複数存在する
Otometrics AccuScreenテストデバイスと緊密に統合化されます。AccuScreenテストデバイスは、AccuLinkとは
独立して動作しますが、追加機能は、AccuLinkの設定ツールによって提供されます。

1.2

用途
AccuLink
AccuLink は AccuScreen と共に、言語聴覚士、耳鼻咽喉科、および医療専門家によって使用されることを意図し
て開発されています。

1.3

本取扱説明書について
重要 • 本取扱説明書に記載されているメニュー選択とスクリーンショットは、お客様のソフトウェア構成を反
映していない可能性がありますのでご注意ください。

本取扱説明書には、AccuLink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いたします。

安全
本取扱説明書には、AccuLinkの安全性能を確保するために遵守すべき情報や警告が記載されています。適用される
地域の法規制も常に遵守しなければなりません。

トレーニング
AccuScreenを設定するにあたってソフトウェアに関する知識を吸収する意味で、AccuLinkの操作を始める前に本取
扱説明書をお読みになることをお勧めいたします。
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、Otometrics (www.otometrics.com)までご連絡ください

1.4

特別な表記について
警告、注意および注記の使用について
デバイスまたはソフトウェアの安全と適切な使用についての情報を強調するため、マニュアルには次のような警告
文を使用しています。
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警告 • ユーザーまたはベビーに対して、死亡や重傷を負う危険性があることを示しています。

注意 • ユーザーまたはベビーに対して傷害を招く危険性、あるいはデータや装置に対して損傷を招く危険性が
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。

1.4.1

本取扱説明書のナビゲーション
選択可能なメニュー、アイコンおよび機能は、以下のように太字で表示されます:

•

6

ツールバー上の保存 アイコンをクリックします。
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AccuLinkソフトウェアのインストール

2.1

インストール
注意 • インストールDVDからソフトウェアを完全にインストールするまで、AccuScreenドッキングステーショ
ンをPCに接続しないでください。

AccuLink は、スタンドアローンプログラムとしてインストールされます。

AccuLinkをインストールするための準備
AccuLinkのインストールに対してシステムを準備するには、以下を実施します:

2.2

•

十分なメモリーとディスクスペースがあることを確認してください。（DVDパッケージの裏表紙に記載されてい
るシステム要件を参照）。

•

インストーラーソフトウェアとのコンフリクトを避けるため、全てのウィンドウプログラムを閉じてください。

AccuLink ドキュメンテーション
AccuLinkインストールDVDには関連マニュアルや資料等が全て収録されています。
1. AccuLinkインストールDVDをDVDドライブへ挿入してください。
2. DVDドライブをブラウズして、取扱説明書フォルダーを選択します。
利用可能な取扱説明書がpdfファイルとして表示されます。

注記 • テストを開始する前に、AccuScreen と AccuLinkの機能や設定について学習するようにしてくださ
い。

2.3

インストール手順
AccuLinkインストールDVDから AccuLink をインストールします:
1. AccuLinkインストールDVDをDVDドライブへ挿入してください。
インストールウィザードが自動的に起動します。自動的に起動しない場合、開始 > 実行を選択し、
d:AccuLink.exeと入力します。d:は DVDドライブです。
2. インストールウィザードにより、インストールの指示がなされます。
3. 表示される順番に従って項目を選択して、画面に表示される指示に従ってください。
4. インストールが終了したら、終了をクリックしてインストールウィザードを終了します。
5. この時点で、AccuScreenドッキングステーションを接続する準備が整いました。AccuScreenユーザーマニュア
ルをご覧ください。
6. AccuScreenドッキングステーションを接続したら、AccuLinkを起動します。
7. ユーザー名 と パスワードの入力が求められます:

ユーザー名: Admin
パスワード1234
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2.3.1

AccuLinkのアンインストール
AccuLinkをアンインストールするには、
1. AccuLink が起動している場合、 AccuLinkを終了します。
2. プログラムをアンインストールするにはWindowsの機能を使用します。

8
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AccuLinkの使用
1. AccuLinkを起動します。
2. 通常のユーザー名とパスワードを入力します。
–

名前: Admin
パスワード 1234

3. AccuLink画面設定と一般機能に慣れるようにしましょう。AccuLinkでのナビゲーションについて ► 10をご覧
ください。
4. システム設定 メイン画面上のシステムの基本機能を設定します。システム設定 ► 44をご覧ください。
5. 個人設定 タブをクリックして、希望するパスワードを入力します。

スタンドアローンシステムとしてAccuLinkを使用している場合
1. 地域と施設を選択してから、地域、場所 および 施設を設定します。
2. 必要に応じて、ユーザーとプロファイルを選択します。ユーザーのadmin と Screener はデフォルトとして
インストールされます。
3. デバイス管理を選択します。
–

個人の設定で必要とされるAccuScreenデバイスを登録します。デバイスの追加 ► 40をご覧ください。

–

一度に1個のAccuScreen デバイスを選択し、ユーザー割り当て タブをクリックして、選択したデバイス
で有効にされるユーザーを割り当てます。有効にされているユーザーが存在しない場合、リスト全体がデバ
イスへコピーされます。

4. デフォルトのテストプロトコルを使用したくない場合は、AccuScreenデバイスへコピーされるプロトコルを設
定します:
–

ABRを設定 ► 42

5. デバイスにベビーを登録する時にAccuScreenユーザーがデバイス上で記入しなければならない必須フィールド
を設定します: 。データフィールドの設定 ► 49.
6. AccuScreen デバイスへコピーされるリスク因子とコメントリストを設定します:
リスク因子リストを設定 ► 45
コメントリストを設定 ► 47

設定をAccuScreen デバイスへ送信
1. AccuScreenデバイス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がPCに接続されているこ
とを確認します。 正常に接続されている場合、ドッキングステーションのUSBライトインジケーターが点灯し
ます。
2. AccuScreenデバイスに電源が入っているいることを確認します。ドッキングステーションに電源が入っていれ
ば(ドッキングステーションの電源 ライトインジケーターが点灯)、AccuScreen デバイスはドッキングステー
ションに設置されると自動的にオンになります。
3. AccuLinkで、更新 アイコンをクリックして、 AccuScreenのデータを更新 ► 13の指示に従ってください。
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4

AccuLinkでのナビゲーションについて
このセクションでは以下の内容が記載されています:
• メインウィンドウ ► 10.
•

データの追加、編集および削除 ► 12.

AccuLinkの設定で利用可能なメニュータブは、ユーザープロファイルの設定に依存します。ユーザープロファイル
は、コンポーネントと許可 ► 33で設定されます。
AccuLinkとAccuScreenにおけるベビーの取り扱い方法の説明については、ベビーとテスト管理 ► 14をご覧くだ
さい。
AccuLinkとAccuScreenを設定する方法の説明については、AccuLink と AccuScreenの設定 ► 28をご覧くださ
い。

4.1

メインウィンドウ
AccuLinkを開始すると、ベビーとテストの画面が開きます。このメインウィンドウから、AccuScreenにおけるデー
タの取り扱いおよびAccuScreenの設定に必要な全ての機能を選択できます。
メニューバー
ツールバー
ベビー情報リスト
ベビー情報リストで選択され
ているベビーのテスト結果
E. 現在のユーザーのログイン名
F. 特定のテスト結果
G. ソフトウェアバージョンを示
すステータスバー
A.
B.
C.
D.

4.2

メニューバー
メニューバー は、ウィンドウの上部にあります。メニュー選択はタブとして表示され、これによりAccuLinkで提
供される機能へアクセスできます。
•

ベビーとテスト
ベビー情報とベビーテストデータの追加、編集、削除、および印刷を行います。ここでは、AccuScreenとデー
タのダウンロードとアップロードを実施するための画面も選択できます。ベビーとテスト管理 ► 14をご覧く
ださい。

•

ユーザーとプロファイル
ユーザーの追加、編集、削除、ならびにユーザープロファイルの設定ができます。ユーザー管理 ► 28をご覧
ください。

10

Otometrics - MADSEN AccuLink

4 AccuLinkでのナビゲーションについて

•

地域と施設
テスト地域、施設および場所の追加、編集、および削除ができます。地域、施設および場所の管理 ► 33をご
覧ください。

•

デバイス管理
テストで使用されるデバイスの追加と設定ができます。デバイス管理 ► 38をご覧ください。
ここでは、テストを設定することもできます。ABRを設定 ► 42をご覧ください。

•

システム設定
システム設定 ► 44

•

個人設定
あなた自身のパスワードの入力用です。個人設定 ► 51をご覧ください。

4.3

AccuLink ユーザー
AccuLink へログインしているユーザーは、画面の右上隅に表示されます。
1. ユーザーを切り替えるには、双方向矢印をクリックしてください。

ユーザー認証 画面が表示されます。
2. 名前 と パスワード を入力してから、 ログインをクリックします。

注記 • 予め、システム管理者によってユーザーを作成しておく必要があります。ユーザー管理 ► 28を
ご覧ください。

4.4

ツールバー
ツールバーで利用可能なアイコンは、どの画面に表示されるかによって決まります。

一般的なツールバーオプション
いくつかのアイコンは複数の画面で使用されます:
一般的なツールバーアイコン

戻る
現在のタブのメイン画面に戻ります。未保存のデータがある場合、保存するかキャンセルするか尋ね
られます。

保存 (Ctrl + S)
クリックして、新しいデータを保存します。

戻る
クリックして、最後に保存されたデータへ戻ります。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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一般的なツールバーアイコン

取り消し
取り消しクリックして、変更をやり直します。

ヘルプ (F1)
クリックすると、ヘルプ画面が表示されます。

更新
クリックして、デバイス設定データとAccuScreenファームウエアを必要に応じて更新します。ベビー
テストデータの印刷 ► 25をご覧ください。

4.5

データの追加、編集および削除
AccuLink では、データを広範囲に追加、編集および削除できます。各AccuLink画面の上部には、これらの機能に
対するアイコンが用意されたツールバーがあります。

4.5.1

データの追加
1. データを追加したい画面を選択します。
2. ツールバーの追加アイコンをクリックします。追加アイコンにはこの記号が含まれています。

新しい被検者アイコンをクリックすると、新しい記録を入力するための画面へ進みます。
他のタイプのデータの追加アイコンをクリックすると、登録されているアイテムの一覧が画面に
表示されます。空の行がこのリストへ追加されます。
必須フィールドは薄い黄色になっていて、右の記号が付いています。
必須フィールドは設定可能です。データフィールドの設定 ► 49をご覧ください。
3. 関連フィールドにデータを入力します。
4. ベビーの記録を追加しているとき、ベビー情報編集画面の右側にあるリスクタブとコメントタ
ブをクリックし、リスク要因を関連付けるか、患者の記録に関するコメントを追加します。リス
ク因子画面 ► 21と コメント ► 23をご覧ください。
5. 保存 をクリックして、新しいデータを保存します。
この時点で、データは該当画面の情報リストに表示されます。

4.5.2

データの編集
1. データを編集したい画面を選択します。
2. 編集したいデータの項目を表示している行をクリックします。
検索機能を使用してデータを探すことも可能です。 ベビーの記録の検索 ► 25をご覧ください。
3. ツールバー上の編集アイコンをクリックします。編集アイコンにはこの記号が含まれています。
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4. データの編集または追加
5. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。

4.5.3

データの削除
1. データを削除したい画面を選択します。
2. 削除したい項目を表示している行をクリックします。
検索機能を使用してデータを探すことも可能です。 ベビーの記録の検索 ► 25をご覧くださ
い。
3. ツールバー上の削除アイコンをクリックします。削除アイコンは右の記号がついています。
データの削除について、再確認のウィンドウが表示されます。

4.6

AccuScreenのデータを更新
更新の機能は多くのタブのメイン画面にありますが、現在のユーザーがデータを追加し、編集する権限を持つ場合
のみ利用できます。（ユーザーの権限は割り当てられているプロファイルによります。プロファイル管理 ► 31を
参照してください）

注記 • AccuScreenデバイス間とデータを送受信する際、必要に応じて、デバイス設定データとAccuScreen
ファームウェアは更新されます。

1. 関連画面で、更新をクリックします。

設定同期アシスタント が表示されます。
2. 更新したいAccuScreenを選択します。
3. 次へをクリックします。
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ベビーとテスト管理
AccuLinkを起動すると、ベビーとテスト画面が表示され、AccuLinkまたはAccuScreenで最近作成されたベビーの
記録が表示されます。
ベビーのスクリーニングが実施された後、そのテストデータはAccuLinkへダウンロードできます。AccuScreenで作
成された新しい記録は、AccuLinkにもアップロードされます。

ベビーとテスト 画面から、以下を実施できます:

5.1

•

ベビー情報とベビーテストデータの追加、編集、削除および印刷のために画面を選択します。

•

AccuLinkでベビーの記録を作成し、スクリーニングのために容易にアクセスできるよう、それをAccuScreenへ
アップロードします。

ベビーとテスト画面
A. ベビー管理ツールバー ►
15
B. ベビー情報リスト ► 15
C. テスト結果リスト ► 16
D. 特定のテスト結果 ► 16

以下に記載する内容は、ベビーとテスト 画面上の主な機能です。
• ベビーのデータをAccuLinkからAccuScreenへ送信し、また、AccuScreenからの患者データをAccuLinkで受信
します。
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•

検索機能を使用して、個別に選択したベビーを表示します。

•

ベビーのテストリストからテストを削除します。

•

ベビーからベビーへテストの再割り当てを実施します。これは、AccuScreenで誤ったベビーを選択しながらテ
ストが実施された場合に便利です。
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ベビー管理ツールバー
ベビー
•

追加
データの追加 ► 12 と ベビーの記録の追加 ► 17をご覧ください。

•

詳細
ベビーの記録をクリックしてから編集をクリックして、ベビー情報を編集します。データの編集
► 12と ベビー情報編集画面 ► 18をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

•

印刷
ベビーテストデータの印刷 ► 25をご覧ください。

検索
•

検索
ベビーの記録を検索するには、ベビーの記録の検索 ► 25をご覧ください。

AccuScreen
•

送信
クリックして、AccuLinkからAccuScreenへベビー情報を送信できます。AccuScreenへ
データを送信 ► 27をご覧ください。

•

受信
クリックして、AccuScreenからAccuLinkへベビー情報を受信します。AccuScreenから
データを受信 ► 27をご覧ください。

•

更新
クリックして、AccuLinkからAccuScreenの設定を更新します。AccuScreenのデータを
更新 ► 13をご覧ください。

ベビー情報リスト
これらのフィールドは編集できません。ベビーの記録を選択して、編集または削除をクリックします。

ベビー情報 リストには以下が表示されます:
•

ベビーのID番号

•

病院名

•

名前

•

生年月日

Otometrics - MADSEN AccuLink
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•

選択されたベビーの記録へコメントが割り当てられたことの表示 (ベビー詳細 > コメントタブを選択して、
割り当てられたコメントを表示)

•

選択されたベビーの記録へリスクが割り当てられたことの表示 (ベビー詳細 > リスクタブを選択して、割り
当てられたリスクを表示)

•

スクリーニング結果

テスト結果リスト
テスト結果 リストには、ベビーのテスト記録が表示されます。ここでは、個々のテスト結果を確認できる他、必
要に応じて、テストを削除および再割り当てすることができます。テスト結果リストには以下が表示されます:
•

テストタイプ

•

テストが実施された耳とテストの結果

•

テストが実施された時期

•

テストに用いられたテストプロトコル (ABRを設定 ► 42で定義されたもの)

•

テストの期間

•

検査者
テスト結果記号
•

パス/明確な反応

•

リファー/明確な反応なし

•

テスト未完了

特定のテスト結果
ベビーテストリスト上のテストをクリックすると、ウィンドウが現れて、ベビーテストリストで選択されたテスト
に関する詳細内容が表示されます。
このウィンドウの上部にあるタブをクリックして、以下を表示します:
•

テストコメント
AccuScreenに追加された特定のテストコメントです。このウィンドウで追加のテストコメントを追加できま
す：
–

•

空のフィールドにコメントを入力して、コメントを追加をクリックします。

デバイス情報
テストを実施するために使用されるAccuScreenデバイスに関する情報です。

注記 • テスト結果の説明については、AccuScreenユーザーマニュアルをご覧ください。

5.1.1

テストの削除
テストの削除:
1. ベビーとテスト画面で、テストを削除するベビーを選択します。
2. テスト結果 リストで、削除したいテストをクリックします。

16
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3. PCのキーボードにある Delete キーを押します。(AccuLinkで削除ボタンを押さないでください。押すと、ベ
ビーの記録がすべて削除されてしまいます。)

5.1.2

他のベビーへのテストの再割り当て
誤ったベビーを選択しながら、テスト結果がAccuScreenに記録された場合、AccuLinkにおいてデータを正しいベ
ビーへ割り当てることが可能です。
テストを再割り当てするには:
1. ベビーとテスト画面で、別のベビーに割り当てたいテストをするベビーを選択します。
2. テスト結果リストで、再度割り当てたいテストをクリックします。
3. Ctrl+X を押して、現在のベビーの テスト結果 リストからテストを削除します。
4. テストを割り当てたいベビーを選択します。
5. Ctrl+Vを押して、新しいベビーのテスト結果リストにテストをペーストします。

5.2

ベビーの記録の追加
1. ベビーとテスト画面で、追加をクリックします。
これによって、ベビー情報編集 画面へ進みます。

2. 必要な情報を入力します。各フィールドはベビー情報編集フィールド ► 19に記述されています。
必須フィールドは薄い黄色になっていて、赤い矢印で示されています。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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3. 必要に応じて、画面の右余白内のリスク タブをクリックして、ベビーに関するリスク因子を割り
当てます。リスク因子画面 ► 21をご覧ください。
4. 必要に応じて、画面の右余白内の コメント タブをクリックして、ベビーに関するコメントを入力
します。コメント ► 23をご覧ください。
5. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。
この時点で、ベビーは"ベビーとテスト" 画面上の ベビー情報 リストに表示されます。

5.2.1

ベビー情報編集画面
ベビーの記録を作成するとき、あるいはベビー情報を表示および/または編集したいとき、ベビーとテ
スト画面からベビー情報編集画面へアクセスします。
1. ベビー情報を編集および/または表示するには、表示したいベビーの記録の行をダブルクリックする
か、あるいはベビーの記録を選択してから詳細アイコンをクリックします。
各フィールドはベビー情報編集フィールド ► 19に記述されています。

ベビーへ割り当てられるベビー詳細、リスク因子、およびベビーコメントの表示を切り替えること
ができます。

18
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2. 追加機能については以下を実施します。
–

ベビー情報編集 上の リスク タブをクリックして、ベビーに関するリスク因子を割り当て
る。リスク因子画面 ► 21をご覧ください。

–

ベビーの記録に関するコメントを入力するには、ベビー情報編集画面のコメントタブをク
リックします。コメント ► 23をご覧ください。

3. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。

ベビー情報編集フィールド
ベビー情報

ベビーID

ベビーのID。ベビーの身長。データフィールドの設定 ► 49

病院ID

病院の名前または頭文字

名（ファースト
ネーム）

ベビーの名

苗字

ベビーの苗字

生年月日

直接入力するか、ドロップダウンカレンダーから選択します

出生地

ベビーの出身地

国籍

国のドロップダウンリストから選択します。

退院

該当する場合、ベビーが退院した日付

死亡

該当する場合、ベビーが死亡した日付

妊娠期間

ベビーが在胎した週の数

性別

ドロップダウンリストから選択します。

体重

ベビーの体重

身長

ベビーの身長

同意の状況

ドロップダウンリストから選択します。これは、以下を実施するために、病院が母親または
介護者の同意を得ているかどうか定義します:
• なし（同意は得られていない）

NICU

•

スクリーニング

•

すべてのテスト

ドロップダウンリストで、以下から選択します:
• はい、ベビーは新生児集中治療施設で受療中です。
•

Otometrics - MADSEN AccuLink

いいえ、ベビーは新生児集中治療施設で受療中ではありません。
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ベビー情報

スクリーニング
の同意

ドロップダウンリストで、以下から選択します:
• はい、同意を得ています。
•

トラッキングの
同意

いいえ、同意は得られていません。

ドロップダウンリストで、以下から選択します:
• トラッキングなし、
•

シンプルトラッキング、

•

フルトラッキング

母親/介護者情報
関連タブをクリックして、母親または介護者に関するデータを表示、入力、または編集します。

タイトル

母親/介護者のタイトル

SSN.

母親/介護者の被保険者番号

母親ID

母親の個人ID番号

名（ファースト
ネーム）

母親/介護者の名

苗字

母親/介護者の苗字

生年月日

母親の生年月日。
直接入力するか、ドロップダウンカレンダーから選択します。

言語

言語のドロップダウンリストから選択します。
このセクションは、母親/介護者に対して標準文字に使用する利用可能な言語を定義しま
す。各国または地方の文字がサポートされていない場合は、アスタリスク（*）に置き換え
られます。

20

番地

母親/介護者の住所の番地です。

郵便番号

母親/介護者の住所の郵便番号です。

市区町村

母親/介護者の住所の市区町村です。

国名

母親/介護者の住所の国名です。国のドロップダウンリストから選択します。

固定電話

母親/介護者の固定電話の番号です。

携帯電話

母親/介護者の携帯電話の番号です。

ファクス

母親/介護者のファクスの番号です。
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医療情報

投薬

ベビーが投薬を受けている場合、この情報をここに入力します。

小児科医

ベビーを担当する小児科医です。ドロップダウンリストから選択します。このフィールドに
名前が入力されると、この名前はドロップダウンリストに含められます。
ドロップダウンリストから名前を削除する場合、名前はリストからのみ削除され、名前が使
用されていた特定ベビー詳細からは削除されません。

言語聴覚士

ベビーを担当する言語聴覚士です。ドロップダウンリストから選択します。このフィールド
に名前が入力されると、この名前はドロップダウンリストに含められます。
ドロップダウンリストから名前を削除する場合、名前はリストからのみ削除され、名前が使
用されていた特定ベビー詳細からは削除されません。

5.3

リスク因子画面
1. ベビーとテストの画面で、ひとつまたは複数のリスク因子を割り当てるベビーを選択し、次に詳
細をクリックします。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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2. ベビー情報編集 画面のリスク タブをクリックして、選択されたベビーに関するリスク因子を割
り当てます。
画面左側には、リスク因子のリストが表示されます。画面には、リスク因子のリストが表示されま
す。
リスク因子のリストは設定可能です。リスク因子リストを設定 ► 45をご覧ください。

3. リスク因子 リスト上で希望する行をクリックします。
4. ベビー割り当て ウィンドウの リスク有り フィールドで、ドロップダウンリストからはい を選
択します。

リスク因子 リスト上の記号は、警告記号に変わって表示されます。
5. リスク因子を割り当てたら、保存をクリックして変更を保存します。

リスク因子の詳細
リスク因子記号が表示されます。
•

22

リスク因子リスト中の割り当てフィールド。

•

ベビー情報画面のリスクコラムの中。

•

ベビーエディター画面のリスクタブ。
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リスク因子の詳細

不明
ベビーにこのリスク因子があるかは不明です。
ベビーとテスト画面あるいはベビー情報編集画面にこの記号が表示された時は、ベビーには「はい」に
設定されたリスクがなく、「不明」に設定されたリスクが最低1つ以上あることを意味します。

いいえ
ベビーにこのリスク因子はありません。
この記号がベビーとテスト画面あるいはベビー情報編集画面に表示されると、ベビーには「いいえ」に
設定されたリスクがすべてあることを意味します。

はい
ベビーにこのリスク因子があります。
この記号がベビーとテスト画面またはベビー情報編集画面に表示されると、ベビーには「はい」に設定
されたリスクが少なくとも一つあることを意味します。

不明なリスク因子をいいえに設定
全ての不明なリスク因子をいいえ へ同時に設定できます。
1. ツールバーアイコンリスク - 不明をいいえに設定をクリックします。

2. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。

3. 戻るをクリックしてベビーとテストの画面に戻るか、詳細タブをクリックして、ベビー情報
編集画面に戻ります。

5.4

コメント
プリセットリストからいずれかのコメントを選択して、このベビーにのみ関連する特定コメントを作成できます。
コメントのリストは設定できます。をご覧ください。コメントリストを設定 ► 47をご覧ください。

ベビーへのコメントの割り当て
1. ベビーとテスト画面で、コメントを割り当てたいベビーをダブルクリックします。
2. ベビー情報編集画面上の コメント タブをクリックして、選択されたベビーに関するコメントを割り当てま
す。画面にはコメントのリストが表示されます。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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プリセットコメントの追加
•

ウィンドウの下部にあるコメント フィールドで、ドロップダウンリストからコメントを選択します。コメ
ントの追加をクリックします。
上のウィンドウにあるコメント リストにコメントは表示されます。

新しいコメントの作成
•

コメント フィールドで、あなたが希望するコメントを入力します。

•

コメントの追加 ボタンをクリックします。
上のウィンドウにあるコメント リストにコメントは表示されます。

注記 • コメントはベビーのデータのみに保存され、コメントの一般リストには保存されません。

割り当てられたコメントの保存
1. プリセットコメントを割り当てた後、または新しいコメントを作成した後に、保存をクリック
します。
2. 戻るをクリックしてベビーとテストの画面に戻るか、 詳細タブをクリックして、戻り現在の
ベビー情報の編集を続行します。
ベビーにコメントが割り当てられた場合、コメントのアイコンが表示されます。
•
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ベビー情報リストの中のコメントのコラムの中。
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•

ベビー情報編集画面のコメントタブ上
コメントリスト

5.5

コメント

コメントの文。

日付

コメントがベビーに割り当てられた日付。

検査者

コメントを入力したユーザーの識別

ベビーの記録の検索
1. ベビーとテスト画面で、検索を実施して該当するベビーを探すことができま
す。
検索機能はツールバーにあります。
2. 期間を入力して、検索を制限できます。ドロップダウンリストから選択しま
す。検索は、この期間内に作成された全てのベビーの記録を含みます。
代わりに試験ステータス(試験前、進行中、終了)で、ベビーのリストをフィル
ターすることができます。
3. ベビーIDの全てまた一部、姓、名などの検索条件を入力して、この条件に一致
するベビーを選択できます。エンターを押して検索を行います。
4. 選択したいベビーの記録を表示している行をクリックします。
新しい検索の開始が必要な場合は、クリアボタンをクリックして、検索フィールド
をクリアします。選択したいベビーを表示している行をクリックします。

5.6

ベビーテストデータの印刷
あらかじめ定義したテストレポートの印刷
1. ベビーとテスト画面で、印刷するテストデータのベビーを表示している行をクリックします。.
必要に応じて、ベビーの記録の検索 ► 25をご覧ください。
2. ツールバーで、印刷をクリックします。ドロップダウンリストが表示されます。
リストタイトルをクリックすると、リストに表示されるレポートのタイプを選択できます。全ての
タイプの表示に戻るには、リストタイトルをクリックして、全てのグループを選択します。
3. ドロップダウンリストから希望するレポートタイプを選択します。
レポート印刷のプレビューが表示されます。
4. プレビュー 画面で、印刷用レポートの設定に関する機能範囲を選択できます。

選択したテストの印刷
印刷メニューの最後のオプションである選択したテストの印刷で、印刷するテストを選択できます。
1. ベビーとテスト画面で、印刷するテストデータのベビーを表示している行をクリックします。.
必要に応じて、ベビーの記録の検索 ► 25をご覧ください。
2. Ctrl（コントロール）ボタンを押し、そのまま押さえます。テスト結果ペインで印刷するテストをクリック
し、Ctrlボタンを離します。
選択した行は背景が淡い青になります。
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3. ツールバーで印刷をクリックし、基本的レポートグループまたは詳細レポートグループから選択したテスト
の印刷オプションを選択します。
レポート印刷のプレビューが表示されます。

印刷へのロゴの追加
希望するグラフィックファイル（.bmp）を用いて、レポートのレイアウトにロゴを追加できます。レポート設定 ►
45をご覧ください。

5.7

ベビーテストデータをファイルとして保存
1. ベビーとテスト画面で、ファイルとして保存したいテストデータのベビーを表示している行をク
リックします。
必要に応じて、ベビーの記録の検索 ► 25をご覧ください。
2. 印刷をクリックします。ドロップダウンリストが表示されます。

3. ドロップダウンリストから希望するレポートタイプを選択します。レポート印刷のプレビューが表
示されます。
4. プレビュー 画面で、ファイル > ドキュメントのエクスポート...を選択します。
5. ファイルタイプを選択し、ファイルを保存します。

5.8

AccuLink と AccuScreen間のデータ転送
AccuLinkでは、データを広範囲に操作して、AccuScreenデバイスへデータを送信できます。以下が可能です:
• デバイスへダウンロードするベビーの記録の作成。
•

AccuScreenユーザーとそのパスワードの作成と設定もしくはそのいずれか。

•

AccuScreenデバイスが使用される地域、施設、および場所を作成および / または設定します。

注記 • AccuScreenデバイス間とデータを送受信する際、必要に応じて、デバイス設定データとAccuScreen
ファームウェアは更新されます。

注意 • AccuLinkおよびAccuScreen間でデータの転送をする時は、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。データの転送中にデバイスを取り外すと、データが破損
する可能性があります。

データ転送の準備
1. AccuScreenをドッキングステーションに設置して、電源を確実にオンにします。
2. AccuScreen ドッキングステーションが、AccuLinkソフトウェアがインストールされたPCに接続されているこ
とを確認します(ドッキングステーションの前面にあるUSB ライトインジケータが点灯)。
3. AccuLinkを起動します。
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5.8.1

AccuScreenへデータを送信
1. AccuScreenへ送信するベビー情報を選択します。Ctrl キーを押して、複数のベビーの行を選択で
きます。
2. ベビーとテストの画面で、送信をクリックします。

データアップロード アシスタントが表示されます。
3. データを送信したいデバイスを選択します。
4. 次へをクリックします。

5.8.2

AccuScreenからデータを受信
1. ベビーとテスト画面で、 受信をクリックします。

データダウンロードアシスタントが表示されます。
2. データを受信したいデバイスを選択します。
3. 次へをクリックします。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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6

AccuLink と AccuScreenの設定
AccuLinkで、 AccuLink と AccuScreenの両方の機能を広範囲に設定できます:
• ユーザー管理 ► 28
•

地域、施設および場所の管理 ► 33

•

デバイス管理 ► 38

•

ABRを設定 ► 42

•

システム設定 ► 44

•

個人設定 ► 51

注記 • 設定を変更する場合、またはAccuLinkのベビーの記録またはテスト以外のデータを入力する場合に
は、AccuScreenへデータや設定を送信するために更新機能を使用する必要があります。 AccuScreenのデータ
を更新 ► 13をご覧ください。

6.1

ユーザー管理
AccuLinkでユーザーを設定し、AccuScreenにユーザーを割り当てることができます。

ユーザーとプロファイル タブをクリックすると、ユーザー管理 画面が表示されて、登録済みユーザーとその
ユーザープロファイルデータが記載されているリストを確認できます。

注記 • 設定を変更する場合、またはAccuLinkのベビーの記録またはテスト以外のデータを入力する場合に
は、AccuScreenへデータや設定を送信するために更新機能を使用する必要があります。 AccuScreenのデータ
を更新 ► 13をご覧ください。

A. ユーザー管理ツールバー ►
29
B. ユーザーリスト
C. ユーザー情報 ► 29
D. 個人ユーザー設定 ► 30
E. システム情報 ► 30

この画面で、ユーザーデータを追加、編集および削除できます。
ユーザーリストは左側に表示されます。選択されたユーザーの詳細情報は右側で編集できます。
ここでは、プロファイル設定画面を選択することもできます。
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ユーザー管理ツールバー
ユーザー
•

追加
データの追加 ► 12をご覧ください。

•

編集
データの編集 ► 12をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

•

ロック解除
ロックされたAccuLink ユーザーの解除 ► 31をご覧ください。

•

プロファイル
プロファイル管理 ► 31をご覧ください。

6.1.1

ユーザーの追加
1. ユーザー管理 画面で、追加 をクリックして、新しいユーザーを追加します。(データの追加
► 12を参照してください)
以下に示すようにフィールドに入力します。

ユーザー管理フィールド
ユーザー情報

ユーザー情報 ウィンドウには、ユーザーの主なデータが表示されます。
ログイン名

システムに登録する際のユーザーの名前

名（ファース
トネーム）

ユーザーの名前

苗字

ユーザーの苗字

プロファイル

AccuScreen と AccuLinkへのユーザーアクセス権を定義するユーザーのシステムプロファイ
ル。プロファイルは予め作成しておく必要があります。プロファイル管理 ► 31をご覧くださ
い。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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個人ユーザー設定

個人ユーザー設定ウィンドウには、システム管理者によって定義されるユーザーの個人システムデータが表示
されます。

パスワード

システム管理者/ユーザーによって定義されたパスワードで、AccuScreenとAccuLinkにアクセ
スするためのものです。
ユーザーは、管理者/ユーザーによって設定されたパスワードで、ログオンした後、パスワード
をリセットすることができます。
ユーザーがパスワードを紛失した場合、システム管理者のみがパスワード と 認証 フィール
ドで新しいパスワードを定義できます。

注意 • システム管理者は大文字または数字で始まるパスワードを定義するようお勧めしま
す。なぜなら、ユーザーがパスワードをAccuScreenに入力する際、AccuScreenパスワー
ドフィールドは自動的に大文字を挿入するためです。.

ユーザーパスワード ► 31をご覧ください。

認証

ユーザーを設定する際、システム管理者はパスワードを再入力しなければなりません。

言語

このフィールドは、AccuLinkで設定されている個々のユーザー言語を定義します。ドロップダ
ウン矢印をクリックして、表示言語のリストから選択します。
ユーザーは個人設定で言語の設定を変更することができます。

システム情報

システム情報 ウィンドウには、システムにおけるユーザーのステータスが表示されます:
状況

システムにおけるユーザーのプロファイルをアクティブまたは非アクティブにするか定義し
ます。

ロック済み

ユーザーのログインステータスです。間違ったパスワードを3回入力したことでユーザーの
AccuLinkへのログインを不可とするかを示します。

注記 • admin ユーザーアカウントがロックされた場合、このアカウントはリカバ
リーコンソールによってのみロック解除できます。アカウントのロック解除方法につ
いては、購入元へお問い合わせください。

ユーザーアカウントは、ユーザーとプロファイル設定画面のAccuLink ロック時間
フィールドで指定された期間ロックされます。その後、アカウントは自動的にロック解除さ
れます。
ロック済みAccuScreenユーザーの解除 ► 31もご覧ください。

2. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。この時点で、ユーザーは ユーザー リストに
表示されます。
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6.1.2

ユーザーパスワード
注意 • システム管理者は大文字または数字で始まるパスワードを定義するようお勧めします。なぜなら、ユー
ザーがパスワードをAccuScreenに入力する際、AccuScreenパスワードフィールドは自動的に大文字を挿入す
るためです。
これは、ユーザーが個人パスワードを入力する際にも適用されます。

1. システム管理者として、ユーザー管理 画面を選択してから、 パスワードフィールド内のAccuScreen と
AccuLinkを使用してユーザーのパスワードを入力します。
2. 認証フィールドにユーザーのパスワードを再入力します。
3. ユーザーに新しいパスワードであることが通知されます。
4. 次に、ユーザーは個人設定 タブをクリックして、自分のパスワードを入力する必要があります。

6.1.3

ロック済みAccuScreenユーザーの解除
ユーザーが間違ったパスワードを3回入力してAccuScreenにログインできなくなった場合、機器のユーザーアカウン
トは、機器の構成を更新するかあるいはデータの送受信を行うことにより、機器をAccuLinkに次回接続した時に解
除されます。
この手続きを完了できるのは、機器のアップデートを行う許可を持つユーザー、あるいはユーザーのリセット許可
を持つ人に限られます。(これはコンポーネントと許可 ► 33で構成されています。)
ユーザーのロック解除:
1. AccuScreenデバイス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がPCに接続されているこ
とを確認します。
2. AccuScreenデバイスをオンにします。
3. AccuLinkソフトウェアを起動します。
4.

更新 アイコンをクリックして、AccuScreenのデータを更新 ► 13に記載されている指示に従ってください。
これにより、AccuScreenデバイスの解除ステータスはリセットされます。

6.1.4

ロックされたAccuLink ユーザーの解除
ユーザーが間違ったパスワードを3回入力してAccuLinkへのログインをブロックされた場合、ユーザーアカウント
は、ロック時間のフィールドで 、ユーザー管理構成画面に入力した時間ロックされます。
または、管理者の権利を持つユーザーが、ユーザーアカウントを解除することができます。
ユーザーのロック解除:
1. ユーザーとプロファイルを開き、ロックを解除するユーザーを選択してください。
2. ツールバーのロック解除をクリックします。
ユーザーは現在ログインできます。

6.1.5

プロファイル管理
1. ユーザー管理 画面で、プロファイル をクリックして、プロファイル管理 画面へ進みます。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuLinkを初めて起動した場合、デフォルトで設定されている2つの標準プロファイルが確認できるはずです。これ
らのプロファイルの許可を変更するか、あなたのニーズに適した新しいプロファイルを追加することができます。
この画面で、 AccuLink と AccuScreen ユーザープロファイルに対するアクセス権を変更して、ユーザープロファ
イルを追加、編集および 削除できます。

注意 • あなたがシステム管理者であれば、システム管理者の役割に欠かせないシステム管理許可を削除しない
ように注意してください。
仮にこれを削除すると、システム管理者機能へアクセスできなくなります。システム管理者としての許可を無
効にしてしまった場合、許可の回復方法についての情報は購入元にお問い合わせください。

A. プロファイル管理ツールバー
► 32
B. プロファイルリスト ► 32
C. プロファイル情報 ► 33
D. コンポーネントと許可 ► 33

プロファイル管理ツールバー
プロファイル
•

追加
データの追加 ► 12をご覧ください。

•

編集
データの編集 ► 12をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

プロファイルリスト
プロファイル リストには、登録済みユーザープロファイルに関する以下の項目が表示されます:

32

•

ユーザープロファイル名

•

プロファイルの一般的な説明
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これらのフィールドの内容を編集するには、関連プロファイルを選択してフィールドを編集します。

6.1.5.1

ユーザープロファイルの追加
1. ユーザー管理 画面で、設定 - プロファイルをクリックします。これにより、プロファイ
ル管理 画面へ進みます。
2. 追加をクリックして、新しいユーザープロファイルを追加します。
各フィールドはプロファイル管理フィールド ► 33に記述されています。
3. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。この時点で、ユーザーはプロファイル リス
トに表示されます。

プロファイル管理フィールド
プロファイル情報

プロファイル情報 ウィンドウには、選択されたプロファイルに対する次の内容が表示されます:
名前

ユーザープロファイルの名前

説明

プロファイルの一般的な説明

コンポーネントと許可

コンポーネントと許可 ウィンドウには、特定のユーザープロファイルに割り当てられる責任の範囲に関するリ
ストが表示されます。プロファイルを追加する際、次の主なカテゴリーに分割されるリストは拡張されます。

名前

許可

6.1.6

•

AccuScreen 管理

•

デバイス管理

•

ベビーとテスト

•

地域と施設

•

システム設定

•

ユーザーとプロファイル

選択されたユーザープロファイルのアクセス権利を許可または取り消すた
めの関連チェックボックスを選択します。

ユーザープロファイルの削除
管理者 プロファイル以外のユーザープロファイルを全て削除できます。

6.2

地域、施設および場所の管理
地域と施設 タブをクリックすると、地域管理 画面が表示されて、登録済み地域とその地域情報が記載されたリス
トを確認できます。
AccuLinkは以下の構造をサポートします:
• 地域

Otometrics - MADSEN AccuLink
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6.2.1

•

施設

•

場所

地域管理
A. 地域管理ツールバー ►
34
B. 地域リスト ► 35
C. 地域情報 ► 35

この画面で、地域を追加、編集および削除できます。
ここでは、施設 と 場所を追加および設定するための画面を選択できます。

地域管理ツールバー
地域
•

追加
データの追加 ► 12をご覧ください。

•

編集
データの編集 ► 12をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

•

施設を設定
地域に関連する施設を追加、編集または削除します。施設管理 ► 35をご覧ください。

•

場所を設定
地域に関連する場所を追加、編集または削除します。場所の管理 ► 37をご覧ください。
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地域リスト
地域 リストには、登録済み地域と以下の項目が表示されます。
•

名前

•

説明

•

コード

これらのフィールドの内容を編集するには、関連フィールドを選択して編集をクリックします。

地域情報
地域情報 ウィンドウには、地域に関する以下の主要データが表示されます:

6.2.2

•

名前

•

説明

•

コード

地域の追加
1. 地域管理 画面で、追加 をクリックして、新しい地域を追加します。
各フィールドは地域管理フィールド ► 35に記述されています。
2. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。この時点で、地域は 地域 リストに表示され
ます。

地域管理フィールド
地域リスト
これらのフィールドは編集できません。地域をクリックして、編集または削除します。

名前

地域名

説明

地域の一般的な説明

コード

施設のコード

地域情報

6.2.3

名前

地域名

説明

地域の一般的な説明

コード

施設のコード

施設管理
地域と施設 画面で、施設 を選択して、登録済み施設とそのデータが記載されたリストを表示できます。
1. 地域管理 画面で、 設定- 施設 をクリックして、施設管理 画面へ進みます。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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A. 施設管理ツールバー ►
36
B. 施設リスト ► 36
C. 施設情報 ► 36

施設管理ツールバー
施設
•

追加
データの追加 ► 12をご覧ください。

•

編集
データの編集 ► 12をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

施設リスト
施設 リストには、登録済み施設に関する次の項目が表示されます。
•

名前

•

説明

•

コード

これらのフィールドの内容を編集するには、関連フィールドを選択して編集をクリックします。

施設情報
施設情報 ウィンドウには、選択済みファイルに関する次の項目が表示されます:

36

•

名前

•

説明

•

コードで、施設が割り当てられる地域を認識するためのものです。

•

地域

•

場所の種類
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6.2.3.1

施設の追加
設定に 場所タイプが含まれている場合、施設から場所タイプを選択する前に、それらを作成しておく必要があり
ます。場所の追加 ► 38をご覧ください。
1. 地域管理 画面で、設定 - 施設をクリックします。これによって、施設管理 画面へ進みま
す。
2. 追加 をクリックして、新しい施設を選択します。
各フィールドは施設管理フィールド ► 37に記述されています。
3. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。施設は、この時点で施設 リストに表示されま
す。

施設管理フィールド
施設リスト

名前

施設名

説明

施設の一般的な説明

コード

施設のコード

施設情報

6.2.4

名前

施設名

説明

施設の一般的な説明

コード

施設コードです。例えば、施設が割り当てられる地域を認識するためのものです。

地域

施設が割り当てられる地域

場所の種類

タイプのドロップダウンリスト。これらのタイプは、予め場所管理 画面で定義する必要
があります。

場所の管理
地域と施設 画面で、場所 を選択して、登録済み場所と情報が記載されているリストを表示できます。
1. 地域管理 画面で、 設定-場所をクリックして、場所の管理 画面へ進みます。
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A. 場所の管理ツール
バー
B. 施設リスト
C. 場所リスト

場所のリストは、画面の左側に表示されます。選択した場所の詳細情報は、右側で編集することができます。

6.2.4.1

場所の追加
1. 地域管理 画面で、設定 - 場所をクリックします。これによって場所管理 画面へ進みます。

2. 追加 をクリックして、新しい場所を追加します。(データの追加 ► 12を参照してください)
以下に示すようにフィールドに入力します。
場所リスト

名前

場所の名前

説明

場所の一般的な説明

コード

場所のコードです。例えば、場所が割り当てられる施設を識別するものです。

3. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。この時点で、場所は 場所 リストに表示され
ます。

6.3

デバイス管理
デバイス管理 タブをクリックすると、デバイス管理 画面が現れて、そのリストには、最後にAccuLinkへ接続さ
れたときの登録デバイスやそのシリアルNo.、および個別のデータが表示されます。
画面上で、デバイスを追加、編集および削除できます。
また、ここでは、テスト機能を設定するための画面を選択して、デバイス用の新しいファームウエアを読み込むた
めのウィザードを起動できます。
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デバイスの設定または変更した際、当該のデバイスを更新する必要があります。AccuScreenのデータを更新 ► 13
をご覧ください。

6.3.1

デバイス管理
A. デバイス管理ツールバー ►
39
B. デバイスリスト ► 40
C. 個別設定 ► 40
D. 共通設定 ► 40
E. システム情報 ► 40

デバイス管理ツールバー
デバイス
•

追加
データの追加 ► 12をご覧ください。

•

編集
データの編集 ► 12をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

構成
•

ABR
ABRを設定 ► 42をご覧ください。

•

ファームウエア
ファームウエアを設定 ► 44をご覧ください。
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デバイスリスト
デバイス リストには、デバイスに関する以下の項目が表示されます:
•

名前

•

シリアルNo.

•

最終表示日。AccuLinkに接続された最後の日付

個別設定
個別設定 ウィンドウには、デバイスに対する次の主なデータが表示されます:
•

名前

•

シリアルNo.

•

コード

•

地域

•

言語設定

共通設定
共通設定 ウィンドウには、次の項目に対するデバイスの設定が表示されます。
•

ディスプレイタイムアウト

•

電源タイムアウト

•

校正/一時停止

•

テスト結果表示

•

データ削除

•

ABR自動スタート

システム情報
システム情報 ウィンドウには、次のデータに対するデバイスの設定が表示されます。

6.3.2

•

AccuLinkによる最終表示日

•

最後に更新されたファームウエア

•

ハードウェアバージョン

•

ファームウエアバージョン

デバイスの追加
1. デバイス管理画面で、 追加をクリックして、新しいデバイスを追加します。

2. 新しいデバイスに適用させる設定を入力します。設定 タブはデフォルトで有効になります。各
フィールドは設定タブ ► 41に記述されています。
3. ユーザー割り当て タブをクリックして、新しいデバイスの使用を可能にするユーザーを選択
します。各フィールドはユーザー割り当てタブ ► 42に記述されています。
4. 施設タブをクリックし、新しいデバイスへコピーする必要のある施設を選択します。各フィー
ルドは施設タブ ► 42に記述されています。
5. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。デバイスは、この時点でデバイス リストに表
示されます。
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6.3.2.1

設定タブ
デバイス管理フィールド
個別設定

名前

デバイス名

シリアル

デバイスのシリアルNo.

コード

デバイスのコード

地域

デバイスに関連する地域

言語

デバイスの言語設定

共通設定

ディスプレイ
タイムアウト

パワーセービング設定により、使用を終えてからディスプレイが自動的にスイッチオフする
までの時間を定義できます。

電源タイムア
ウト

パワーセービング設定により、使用を終えてからデバイスが自動的にスイッチオフするまで
の時間を定義できます。

校正/一時停止

この設定は、インピーダンスチェックまたはユーザーが選択したABRテストの一時停止の最大
時間を定義します。この時間内にインピーダンスが許容レベルに達しなかったり、ユーザー
がABRテストをこの時間よりも長く一時停止にすると、テストの結果が不完全となります。

テスト結果表
示

どの条件をテスト結果に使用するかを決定します。パス/リファー または CR/NCR (明確な
反応/明確な反応なし)の中から選択できます。

データ削除

デバイスからデータを削除する方法を以下から設定します。
手動
ダウンロードが成功した後
メモリが満杯になったとき、古いベビーを自動で削除（削除前に警告を表示）

ABR自動スター
ト

インピーダンステストの終了後、またはインピーダンスレベルが許容範囲の場合に、ABRテス
トを自動的に開始するかどうかを決定します。自動スタートなし が選択されている場合、
インピーダンスチェックの後に スタート ボタンを押して、テストを開始する必要がありま
す。緑で自動スタート または 緑または黄色で自動スタートが選択されている場合、そ
れぞれのインピーダンスレベルが測定されるとテストが自動的にスタートします。

システム情報

最終表示日

AccuLinkへ接続された最後の日付を表示します。

最終更新日

選択されたデバイスが最後に更新された日付を表示します。

ハードウェア
バージョン

選択されたデバイスの現在のハードウェアバージョンを表示します。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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システム情報

ファームウエ
アバージョン

6.3.2.2

選択されたデバイスの現在のファームウエアバージョンを表示します。

ユーザー割り当てタブ
ユーザー割り当て

6.3.2.3

ログイン名

AccuLinkで作成されたユーザーのリストを表示します。

デバイスへコ
ピー

選択されたAccuScreenを使用できるようにしたいユーザーの隣のチェックボックスを選択
します。

施設タブ
施設

6.3.3

施設

AccuLinkで作成された施設のリストを表示します。

デバイスへコピー

選択されたAccuScreenをコピーする施設の隣のチェックボックスを選択します。

ABRを設定
デバイス管理 画面で、ABR設定 を選択し、ABRプロトコルを作成および選択して、AccuScreen デバイスにデ
フォルトでインストールされたものを置き換えることができます。
この画面で、ABRプロトコルを追加、編集および削除できます。
1. デバイス管理 画面で、 ABRの設定 をクリックして、ABR設定 画面へ進みます。

A. ABR設定ツールバー ►
43
B. ABRプロトコルリスト ►
43
C. 共通情報 ► 43
D. ABRテスト設定 ► 43
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ABR設定ツールバー
プリセット

追加

•

データの追加 ► 12をご覧ください。

編集

•

データの編集 ► 12をご覧ください。

削除

•

データの削除 ► 13をご覧ください。

ABRプロトコルリスト
ABRプロトコル リストには、利用可能なプロトコルに対する以下の項目が表示されます:
•

名前

•

説明

共通情報
共通情報 ウィンドウには、プロトコルに対する以下の主要データが表示されます:
•

名前

•

説明

•

分類（テストプロトコルがエンハンストスクリーニングまたはベーシックスクリーニングを許すかどうかを示す
もの）

ABRテスト設定
ABR設定 ウィンドウには、プロトコルに対する以下の設定が表示されます:
•

6.3.4

ABR dBレベル

ABRプロトコル設定の追加
1. ABR設定 画面で、追加 をクリックして、新規のABRプロトコル設定を追加します。
各フィールドはABR設定フィールド ► 43に記述されています。
2. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。ABRプロトコルは、この時点で ABRプロトコ
ル リストに表示されます。

ABR設定フィールド
ABRプロトコルリスト

名前

プロトコル設定の名前

説明

ABRプロトコルの一般的な説明

Otometrics - MADSEN AccuLink
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共通情報

名前

プロトコル設定の名前

説明

プロトコルの一般的な説明

分類

ドロップダウンリストから選択して、テストプロトコルがエンハンストまたはベーシックスク
リーニングを可能にするかどうかを定義します。 このフィールドは、特定テストカテゴリーを
使用できるようユーザーへプロファイルパーミッションを付与するのに使用されます。 コン
ポーネントと許可 ► 33をご覧ください。

ABRテスト設定

ABR刺激提示レベル

6.3.5

テストが実施されるdBレベルを選択するためのドロップダウンリスト。

ファームウエアを設定
AccuScreenでファームウエアを設定するには、最初に最新のファームウエアバージョンを読み込む必要がありま
す。
1. デバイス管理 画面でファームウエア アイコンをクリックして、ファームウエアウィザード
を立ち上げます。
2. 最新のファームウエアバージョンを含んでいるフォルダーを確認します。
3. 次へ をクリックして、画面に表示される指示に従ってください。
最新のファームウエアを読み込んだら、AccuScreenデバイスを更新する必要があります。AccuScreenのデータを更
新 ► 13をご覧ください。

6.4

システム設定
デバイスへ送信されるシステム設定を設定または変更した際、該当のデバイスを更新する必要があります。
AccuScreenのデータを更新 ► 13をご覧ください。

システム設定ツールバー
構成
•

リスク因子
クリックして、AccuScreenへダウンロードされるプリセットリスク因子を作成、編集または削除
します。リスク因子リストを設定 ► 45をご覧ください。

•

コメント
クリックして、AccuScreenへダウンロードされるプリセットリスク因子を作成、編集または削除
します。コメントリストを設定 ► 47をご覧ください。

•

フィールド設定
クリックして、AccuLinkで使用するためのベビー情報およびAccuScreenへダウンロードされるベ
ビー情報を入力するための必須フィールドを定義します。データフィールドの設定 ► 49をご覧
ください。
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構成
•

地域と施設の設定
AccuLinkとAccuScreenで地域と施設の設定の管理機能の有効または無効をクリックします。地
域、施設および場所の管理 ► 33をご覧ください。

6.4.1

言語設定
このセクションの主なシステム設定 画面では、AccuLink 基本言語を設定でき、これはリスク因子管理 画面で
最初に表示される言語です。

6.4.2

レポート設定
病院ロゴ
このセクションの主なシステム設定画面では、希望するグラフィックファイル（.bmp）を用いて、レポートのレイ
アウトにロゴを追加できます。
そのためには、
1. 最大647 x 416のピクセルサイズで.bmpファイルを作成します。
2. ブラウズ...をクリックして、ファイルを指定します。
3. オープン をクリックして、ファイルをインポートします。
この時点で、ロゴはレポートに表示されます。

デフォルトロゴの使用
システムによって供給されているOtometricsロゴを使用する場合、デフォルトロゴへ戻す ボタンをクリックしま
す。

6.4.3

リスク因子リストを設定
リスク因子管理画面で、 ベビー詳細リスク因子リストで表示および選択されるリスク因子を作成、編集および
削除できます。 ここでは、AccuScreen デバイスへダウンロードされるリスク因子を有効または無効にすることも
できます。
1. システム設定 画面で、リスク因子 をクリックして、リスク因子管理 画面へ進みます。
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A. リスク因子管理ツールバー ►
46
B. プリセットリスク因子リスト
► 46
C. リスク因子の詳細 ► 46
D. 翻訳 ► 46

リスク因子管理ツールバー
コメント
•

追加
データの追加 ► 12をご覧ください。

•

編集
データの編集 ► 12をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

プリセットリスク因子リスト
プリセットリスク因子 リストには、以前にインポートまたは作成されたリスク因子が表示されます。

リスク因子の詳細
リスク因子詳細 ウィンドウには、選択されたリスク因子が表示されます。

翻訳
翻訳ウィンドウにより、翻訳のターゲット言語を選択して、リスク因子テキストの翻訳をターゲット言語へ入力す
ることが可能になります。
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6.4.3.1

リスク因子の追加
1. システム設定 画面で、リスク因子をクリックします。これによって、リスク因子管理 画面
へ進みます。
2. 追加 をクリックして、新しいリスク因子を追加します。
各フィールドはリスク因子管理フィールド ► 47に記述されています。
3. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。この時点で、リスク因子は リスク因子 リス
トに表示されます。

リスク因子管理フィールド
プリセットリスク因子リスト

リスク因
子

リスク因子詳細 セクションに記載されている 名前 フィールドで定義されているリスク因子の
名前です。

リスク因子の詳細

名前

内容が分かるような簡単な名前を入力します。

説明

リスク因子に関する長めの説明を入力します。

アクティブ

ベビー情報編集 > リスク リストでの選択に対して、および 選択されたAccuScreensデバイ
スに対して、このリスク因子を有効または無効にするかどうか定義します。
• はい: このリスク因子は有効です。
•

いいえ: このリスク因子は無効です。

翻訳

6.4.4

言語

翻訳時のターゲット言語を選択するためのドロップダウンリスト

名前

選択されたリスク因子の翻訳を追加するためのフィールド

コメントリストを設定
プリセットコメント管理画面で、 ベビー情報編集 > コメントリストで表示および選択されるコメントを作
成、 編集および削除できます。 ここでは、AccuScreen デバイスへダウンロードされるリスク因子を有効または
無効にすることもできます。
1. システム設定 画面で、 コメント をクリックして、 プリセットコメント管理 画面へ進み
ます。

Otometrics - MADSEN AccuLink

47

6 AccuLink と AccuScreenの設定

A. プリセットコメント管理ツール
バー ► 48
B. プリセットコメントリスト ►
48
C. プリセットコメント ► 48
D. 翻訳 ► 48

プリセットコメント管理ツールバー
コメント
•

追加
データの追加 ► 12をご覧ください。

•

編集
データの編集 ► 12をご覧ください。

•

削除
データの削除 ► 13をご覧ください。

プリセットコメントリスト
プリセットコメント リストには、前回されたコメントが表示されます。

プリセットコメント
プリセットコメント ウィンドウには、選択されたコメントが表示されます。

翻訳
翻訳 ウィンドウにより、翻訳のターゲット言語を選んで、コメントテキストの翻訳をターゲット言語へ入力できま
す。

6.4.4.1

コメントの追加
1. システム設定 画面で、 コメントをクリックします。これによって、プリセットコメント管理
画面へ進みます。
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2. 追加 をクリックして、新しいコメントを追加します。
各フィールドはプリセットコメント管理フィールド ► 49に記述されています。
3. 保存 をクリックして、変更内容を保存します。コメントは、この時点でプリセットコメント リ
ストに表示されます。

プリセットコメント管理フィールド
プリセットコメントリスト

コメント

コメントの説明

プリセットコメント

コメント

コメントを追加および表示するためのフィールド

アクティブ

ベビー情報編集 > ベビーコメント リストでの選択に対して、および 選択された
AccuScreen デバイスへのダウンロードに対して、このコメントを有効または無効にする
かどうか定義します。
• はい: このコメントは有効になります。
•

いいえ: このコメントは無効になります。

翻訳

言語

翻訳時のターゲット言語を選択するためのドロップダウンリスト

翻訳

選択されたコメントの翻訳を追加するためのフィールド

6.4.5

データフィールドの設定

6.4.5.1

主なベビー設定画面
ベビーID設定
ドロップダウンリストをクリックして、システム要件に準拠するベビーID設定規則を選択します。ベビーIDをベ
ビー情報編集またはAccuScreenに入力する際、この規則に準拠しなければなりません。

6.4.5.2

機器ごとのベビーリスト設定
このセクションでは、ベビーリストの分類方法を定義します。
分類のベースとなる条件を定義するための、1番目および2番目の優先項目を選択します。以下のサンプルをご覧く
ださい。
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6.4.5.3

必須グループレベル
このセクションでは、AccuScreen と AccuLinkにおいてどのフィールドを必須入力に設定するかを定義できます。
必須フィールドとは、必ず入力しなければならないフィールドです。
リストの下部には、グループレベルを増やすのに「使用可能なフィールド」の数があります。フィールドのテキス
トを削除し、希望するタイトルと置き換えます。
使用中にベビー情報を作成した場合、新規ベビーの記録を保存するためには必須フィールドすべてへ入力する必要
があります。

ベビーとテスト > ベビー情報編集 画面における必須フィールドは、薄い黄色で示され、赤い矢
印で指定されています。
必須グループレベル

フィー
ルド名

ベビーとテスト > ベビー情報編集 画面に表示されるフィールド名のリストです。
リスト下部の、使用可能フィールドと指定されたフィールドの数により、カスタムフィールドを追
加できます。
これらのフィールドの名前を変更するには、フィールドにカーソルを移動し、名前を変更します。

アク
ティブ

クリックして、AccuScreenで必須になっているフィールドを設定します。

必須グ
ループ

クリックして、第1優先、第2優先または第3優先の必須入力に定義します。
このことは、例えば、スクリーナーが第1優先フィールドにベビーの値を入力できない場合、フィール
ドは第2優先として入力しなければならないことを意味します。

AccuScreen からのベビー情報が、入力されていない必須フィールドを持っている場合、このデータは、 AccuLink
の ベビーとテスト > ベビー情報編集 画面で確認できます。このデータを編集したい場合、AccuLinkの必須
フィールドに入力する必要があります。

6.4.6

ユーザーとプロファイルを設定
ユーザーとプロファイル設定 画面で、ユーザーセキュリティを設定できます。
•

システム設定 タブをクリックしてから、 ユーザーとプロファイル設定をクリックします。
ユーザー管理設定

50

AccuLinkロック時間

ログイン失敗後にAccuLinkをロック
間違ったパスワードを3回入力した後にAccuLinkを何分ロックするか入力します。

パスワードセキュリティ
規則

パスワード規則の設定
ユーザーパスワードに対して最低レベルの複雑さが必要となるシステムを設定でき
ます。
なし、簡単または複雑を選択します。選択された規則の説明がフィールドの下に
表示されます。
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6.5

個人設定
ユーザー管理 画面上の個人ユーザー設定セクションで、システム管理者がユーザーへパスワードを割り当てた場
合、ユーザーは 個人設定 を選択してから、個別のパスワードを設定する必要があります。
個人設定フィールド

パスワー
ド

ユーザーは、AccuScreen と AccuLinkへアクセスするため、システム管理者/ユーザーによって定
義されたパスワードを変更する必要があります。
ユーザーがパスワードを紛失した場合、ユーザー管理 画面上の個人ユーザー設定 セクションの
パスワードと 認証 フィールドで、システム管理者のみが新しいパスワードを設定できます。

注意 • ユーザーがAccuScreenでパスワードを入力する際、AccuScreenパスワードフィールド
は大文字を自動的に挿入するため、大文字で始まるパスワードを設定することをユーザーにお
勧めします。

ユーザーパスワード ► 31をご覧ください。

認証

AccuScreenとAccuLinkへアクセスするためにユーザーによって定義されるパスワードの認証

AccuLink
言語

このフィールドは、AccuLinkで設定されている個々のユーザー言語を定義します。ドロップダウン
矢印をクリックして、表示言語のリストから選択します。

Otometrics - MADSEN AccuLink

51

付録 1

安全情報

付録 1 安全情報
本取扱説明書には、AccuScreenの安全性能を確保するために遵守すべき情報や警告が記載されています。適用され
る地域の法規制も常に遵守しなければなりません。

付録 1.1

安全記号
医療機器指令 93/42/EECとRoHS Directive (2011/65/EC)に準拠しています。

付録 1.2

警告の注記 - AccuLink
警告 • 次の条件あるいは行為は、ベビーおよびユーザーもしくはそのいずれかに対して怪我や危険を招く恐れ
があります。

•

注記 1:
EN 60601-1-1へ準拠するには、コンピュータとプリンタは、ベビーから届かない場所（例えば、1.5 メートル
/5 ft 以上離れた場所）に設置しなければなりません。

付録 1.3

製造メーカー

Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
デンマーク
+45 45 75 55 55
www.otometrics.com

Distributor, Japan
RION Co., Ltd. Overseas Trade Division
〒185-8533
東京都国分寺市東元町3-20-41
JAPAN
Fax: +81-42-359-7441

付録 1.3.1

製造者責任

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。
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•

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る。

•

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。

Otometrics - MADSEN AccuLink

付録 1

安全情報

製造メーカーは、他の企業や団体によって点検または修理された機器の動作の安全性、信頼性および性能に関する
全ての責任を放棄する権利を保有しています。

Otometrics - MADSEN AccuLink
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付録 1
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安全情報
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