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1

はじめに
Otoscanは、耳型やカスタマイズされた耳内デバイス用にデジタル画像を作成するための新しく安全かつ容易な方法
を提供する、包括的な耳スキャンソリューションです。
被検者へのリスク、被検者の不快感、矛盾する結果など、従来のシリコン印象に関する臨床的懸念を排除します。
Otoscanの主な用途は、カスタマイズされた耳内デバイスの製造に使用される、被検者の外耳道と耳たぶのデジタル
3Dスキャンを作成することです。スキャンソフトウエアは、スキャンを3Dモデリングで使用できる画像ファイルに
変形します。用途 ► 5をご覧ください。

スキャナとソフトウエア
スキャナは専用PCにインストールされたOtoscan Session Managerとともに使用します。
Session ManagerはオンラインアプリケーションOtocloudのデータと同期し、そこから被検者のスキャンにアクセ
スしたり注釈をつけたりでき、その後カスタム注文として製造メーカーまたは耳型ラボに電子的に送信できます。

1.1

Otoscanシステム
Otoscanシステムの構成は次のとおりです。
•

Otoscanソフトウエアが事前にインストールされた専用のラップトップ

•

ハンドヘルドスキャナ

•

スキャナを安全に保管するためのクレードル

•

スキャン中に耳と外耳道を正確にターゲットするためのヘッドセット

•

スキャンテクニックを練習するためのトレーニングキット （オプション）

システムの個々のパーツについては、この後のセクションで詳細に説明します。

図 1

Otoscanセット

A. デスクトップのクレードルに置かれたスキャナ
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B. ヘッドセット
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1.2

本取扱説明書について
ユーザーガイドをお読みください。
被検者に関するスキャンにスキャナを使用する前に、このユーザーガイドをお読みください。
関係する場合は、セクションの最初に従うべき手順が記載されています。個々のステップの詳細な説明はその手順
に続くセクションにあります。
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、Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com)までご
連絡ください

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。

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。

このユーザーガイドの画面アイテムの参照
選択できるメニュー、アイコンおよび機能は、次のようにボールドで示されます。
「この例では、実行中のスキャンを示していますが、トリガーにより一時停止 (Pause)ボタンが有効に
なります。」
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用途
Otoscanは、カスタマイズされた耳内デバイス製造に使用される、被検者の外耳道および耳たぶの3Dデジタルスキャ
ンを作成します。スキャンソフトウエアは、スキャンを3Dモデリングで使用できる画像ファイルに変換します。

2.1

使用目的
スキャナとSession Managerの主な用途は、耳型の作成およびカスタマイズされた補聴器用に、被検者の耳のデジ
タル3D画像（スキャン）を作成することです。
3D画像はカスタマイズされたノイズ保護ヘッドセット、耳栓、または水泳用耳栓の作成にも使用できます。

Otometrics - Otoscan

5

ユーザーガイド

2.2

物理的な動作原理
Otoscanスキャナーはプローブから外耳道または外耳の表面に、青色のリング状または直線の光を投射します。この
投射は複雑なカメラシステムを通して3D座標に変換されます。
プローブで耳の表面上をスキャンすることにより、3Dモデルが作成されます。また、カメラシステムによりオペ
レーターは、プローブを白色光源で照射された外耳道内にナビゲートすることができます。
ユーザーはスキャナーをハンドヘルドスキャナー画面から直接操作できます。
スキャナーは短期使用を想定しています。

2.3

対象ユーザープロファイル
オージオロジスト、補聴器ディスペンサー、耳鼻咽喉科医、その他訓練を受けたスタッフ。

2.4

対象被検者
Otoscanは、18歳以上の被検者向けに設計されています。

2.5

適用または操作の対象となる身体部分または組織の種類
スキャンの対象身体部分は被検者の外耳飲みです。

2.6

禁忌
警告 • 被検者がスキャン手順実施中に重度の不快感を感じた場合は、プロセスを停止してください。

注意 • スキャンを実施する前に、従来式または専用のビデオ耳鏡で耳鏡検査を行い、外耳の状態を調べること
を強くお勧めします。
- 耳垢はないかあっても少量で、スキャンプロセスを妨げないようにしてください。
- 過度の耳垢がある場合は、耳をスキャンしないか、スキャンの前に耳を清掃してください。
- 清掃または耳垢除去後に、被検者の耳に液体が残っていないことを確認してください。

警告 • スキャンは次の禁忌を示している被検者には実施しないでください。
- 耳に分泌物または感染の兆候がある場合
- 被検者が最近耳の手術を受けた場合
- 外耳道が歪んでいる場合または中程度の量の耳垢があり、スキャンプロセスを妨げる場合
- 被検者が非協力的な場合
- 頭部または身体の制御できないまたは付随な運動により、被検者がスキャンプロセス中にじっとしているこ
とが
できない場合
- 被検者にてんかん、偏頭痛、その他のストロボ光過敏がある場合
- 被検者が手順実施中に重度の不快感を感じた場合
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開梱
パッケージ1: ラップトップ

図 2

パッケージ2: スキャナとヘッド
セット

オプション: トレーニングキット

Otoscanセットおよびオプションのトレーニングキット

PCの開梱
•

すべての梱包材料を取り除き、ドキュメントを含むすべてのケーブルおよび部品を保存します。

•

同梱のインサートメモは参照出来るよう手元に置きます。後のユーザーが、PCの起動方法の説明が必要になり、
現在のユーザーガイドを発見する場合があります。

スキャナ、クレードル、ヘッドセットの開梱

注記 • すべての梱包材料を慎重に取り除きます。スキャナのプローブチップは損傷しやすいため注意してくだ
さい。
スキャナをクレードルに固定しているテープを取外す際と、スキャナを取出してから扱うときは、特に注意し
てください。

•

スキャナを使用しないときは、プローブチップを保護するため必ずクレードルに置いてください。

機器に損傷がないかを確認

注意 • 機器に損傷がないかご確認ください。
損傷がある場合、機器を動作させないでください。購入元にご相談ください。

Otometrics - Otoscan
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図 3

損傷を防ぐため、スキャナを使用しないときはかならずクレードルに置いてください。

パッキングリストの確認
•

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するために、パッキングリストをチェックしま
す。欠品がある場合、購入元にお問い合わせください。

後で使用するための梱包材料の保存
•

3.1

年次較正やサービスのためにスキャナを送付する場合など、出荷中に元の梱包材料で損傷から保護するため、す
べての梱包材料を保管します。

Otoscanユニットの保管
Otoscanデバイスを保管する必要がある場合は、次のガイドラインに従ってください。

4

•

機器の損傷を防ぐため、Otoscanとアクセサリは付属のボックスに入れて保管してください。

•

Otoscan とアクセサリは乾燥した環境で保管してください。技術仕様 ► 53もご覧ください。

Otoscanに慣れる

4.1

Otoscan PC
PCはOtoscanプロセスでの使用専用です。スキャナの使用中に電源を供給し、インストールされているSession
Managerはスキャナをコントロールしてスキャンプロセスで取得したデータをローカルデータベースに保存します。
オンラインの場合、ローカル被検者データベースはオンラインアプリケーションOtocloudの一部である2つ目のデー
タベースと同期されます。

インストール手順
1. PCを適した場所でセットアップします。（以下をご覧ください）。
2. PCの電源を入れます。電源に接続します。（以下をご覧ください）。

PCのセットアップ
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•

PCを適切なデスクトップに置き、そばにスキャナ用の場所を開けます。PCの換気を妨げるものがないことを確
認してください。

•

被検者がスキャンプロセスを追えるよう、PCの画面を被検者のフルビューに置くことを検討してください。
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OtoscanSession Managerとすべての必要なアクセサリーは出荷時にPCにインストールされています。
PCは使用前に有線または無線のネットワークに接続してください。インターネットへの接続 ► 9をご覧ください。
開始するには、ローカルのOtoscan管理者から提供されるログインとパスワードが必要です。
Otoscanソフトウエアユニットの使用法の説明は、次のセクションをご覧ください。
•

システムへのログイン ► 15.

•

被検者記録の管理 ► 17.

•

スキャンセッション ► 24.

•

Otocloudでの被検者とスキャンの管理 ► 37.

PCの電源投入
1. 外部電源ケーブルをPCの電源ソケットに差し込みます。
2. 外部電源を3線の保護アース線付きAC電源コンセントに直接接続します。

バッテリ動作
必要に応じて、PCを電源に接続して再充電する前に、短期間内蔵バッテリで実行できます。バッテリ寿命を延長す
るため、再充電する前に完全にPCを放電させないでください。

その他の説明
PCをコンセントに接続する方法や、PCの一般的な機能の使用方法に関して追加の説明が必要な場合は、PCに同梱の
PC製造メーカーのユーザードキュメントをご覧ください。

4.2

インターネットへの接続
PCは有線Ethernetケーブルまたは無線（Wi-Fi）接続でネットワークに接続できます。

無線（Wi-Fi）ネットワークへの接続
1. 利用可能な無線ネットワークのリストにアクセスするには、PC画面の右下のシステムトレイにあるネットワー
クアイコンをクリックします。
2. 接続するネットワークを探して名前をクリックします。既知のネットワークで定期的に接続する場合は、自動
的に接続のオプションもチェックしてください。次に、接続をクリックします。
3. 接続をクリックすると、Windowsが無線ネットワークのセキュリティ設定をスキャンします。完了するとセキュ
リティキーを尋ねられます。
4. 無線ネットワークで必要なセキュリティキー（パスワード）を入力したら、次へをクリックします。

有線ネットワークへの接続
1. EthernetケーブルをPCのネットワークアダプターに差し込みます。
2. ネットワーク接続が自動的に確立されます。

注記 • ネットワーク接続の確立または維持に関するサポートは、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ
い。
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4.3

Otoscanクレードル

図 4

損傷を防ぐため、スキャナを使用しないときはかならずクレードルに置いてください。

クレードルはスキャナを使用しない時に安全に保管するように設計されています。また、クレードルの内側後壁
は、ドットパターンでおおわれています。各スキャンの前に、スキャナはこのパターンをスキャナ機能のセルフテ
ストに使用します。

4.4

スキャナ
スキャナはレーザーとカメラを内蔵した高度なユニットです。物理的な動作原理 ► 6をご覧ください。
被検者のヘッドセットは全スキャンプロセスの基準ポイントの役割を果たします。ヘッドセット ► 14をご覧くだ
さい。
スキャン中、プローブの両側にある2台のカメラが、スキャナが収集している3Dデータに対するヘッドセットの位置
を継続的にトラックしています。これにより、システムは外耳道および耳たぶ必要な部分の正確な3Dモデルを構築
できます。スキャナコンポーネント ► 11、図 5、および図 6をご覧ください。

注意 • スキャナのプローブチップは損傷しやすいです。損傷を防ぐため、スキャナを使用しないときはかなら
ずクレードルに置いてください。

4.4.1

スキャナの接続
警告 • Otoscanシステムは、必ずOtoscanユーザーガイドの指示に従ってインストールしなければなりませ
ん。

スキャナは完成品で納入され、ケーブルを接続するだけで使用準備が整います。

注意 • スキャナをPCへ接続するには、必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。

10
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•

スキャナに取付けられたUSBケーブルを、PC側面のUSBポートに接続します。

警告 • スキャナはOtometricsが提供するロックダウンされたPC以外には接続してはなりません。
OtoscanSession Manager、Otocloud、およびトレージングソフトウエア以外のソフトウエアで使用してはな
りません。

クレードルとスキャナをPCの隣に置きます。
•

4.4.2

スキャナをクレードルに入れたまま、PCの隣の安定したデスクトップに置きます。
スキャナがクレードルに収まっている際に、アクセスしやすい場所を選びます。
また、スキャンセッション中に、PCの画面がよく見えるようにしてください。一時停止してスキャンした画像を
評価するのに大きい画面で確認したい場合や、スキャンセッションを終了する際に便利です。

スキャナコンポーネント
3Dスキャンを形成するため連携して機能するスキャナの個々のコンポーネントを、スキャナのプローブ側とタッチ
スクリーン側から見た様子をそれぞれ次に説明します。

スキャナコンポーネント — プローブ側から
A. トラッキングカメラ
プローブの両側にあるカメラが、被検者が着用して
いるヘッドセットのトラッキングリングを検出しま
す。このカメラは被検者の耳に対するスキャナの位
置をトラックします。正しく機能するためには、カ
メラからトラッキングリングが障害物なく見えてい
る必要があります。
B. リングレーザー
プローブの先端からスキャン（図 6 ► 12のE）。
外耳道を（耳管リング (Canal Ring)モードで）ス
キャンし、耳輪、甲介の側壁、珠間切痕など、耳た

ぶの曲線部分を（甲介リング (Concha Ring)モー
ドで）スキャンします。
C. ラインレーザー
バーコードスキャナと同様に、（耳介ライン
(Pinna Line)モードで）プローブチップの前を水平
線に沿ってスキャンします。これは甲介内の中心部
や、甲介辺縁の突起部など、耳たぶのより平坦な部
分のスキャンに使用されます。

図 5

ハンドヘルドスキャナ、プローブ側から。
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D. トリガーボタン
最も一般的な次の動作を、現在のデバイスの状態に
基づいて選択します。複数の動作が利用可能な場
合、最も一般的な次の動作が画面にハイライト表示
されます。たとえば、トリガーを使用して深さゲー
ジを設定してスキャンを開始します。スキャン中、
トリガーボタンを押すとスキャンを一時停止できま
す。
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スキャナコンポーネント（注ぐ気） — タッチスクリーン側から
E. プローブ
プローブは、スキャナの外耳道に挿入できる部分で
す。照明、カメラ、リングレーザースキャナが含まれ
ます。壊れやすく、使用しないときにクレードルに置
かないと破損することがあります。
F. 状況インジケーター
Otometricsロゴの色は、スキャナの状況を示します。
ライトが緑色の場合、デバイスはオンで準備OKです。
下の文字記号: 状況インジケーターの色をご覧くださ
い。

画面はタッチスクリーンです。スキャンプロセスを通
して使用される主なインターフェースとして機能し、
トリガーと組み合わせて使用できます。3Dスキャン画
像、カメラビュー、深さの測定値、メッセージをはじ
めとする、手順のあらゆる側面が画面に表示されま
す。

図 6

ハンドヘルドスキャナ、タッチスクリーン側
から。

文字記号: 状況インジケーターの色

4.4.3

緑色:

準備OK/スタンバイ

青色:

スキャナがアクティブであるか、スキャンモードで、ヘッドセットはトラッキングしています。

黄色:

スキャナがスキャンモードですが、トラッキングが失われました。
措置が必要です。トラッキングリングに対するスキャナの位置を修正してください。

オレン
ジ色:

深さのい警告およびエラー状態。
措置が必要です。エラーを修正してください。

スキャナの電源オン/オフ
スキャナのスイッチオン
PCはスキャナへの電源を制御します。つまり、Session Managerの被検者記録からスキャンを開始すると、スキャ
ナは自動的にオンになります。3Dスキャンの開始 ► 24をご覧ください。
Session Managerを開くには、登録されたユーザー名とパスワードが必要です。システムへのログイン ► 15をご
覧ください。

警告 • レーザーを見ないでください。レーザーを他人の目の方向に向けないでください。目を損傷する恐れが
あります。
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スキャナのスイッチオフ
スキャンセッションを終了すると、短時間のうちにスキャナは自動的にオフになります。

注記 • 使用中に誤ってスキャナをPCから切断すると、スキャナはオフになりますがスキャンアプリケーショ
ンはとじません。同じスキャナを接続しなおしてスキャンセッションを続行します。

4.4.4

Otoscanトリガーとタッチスクリーンの使用
操作方法
スキャナを制御する推奨方法は、タッチスクリーンとトリガーによるものです。

タッチスクリーンの使用
スキャン中、スキャナのタッチスクリーンに、PC画面の複製が表示されます。これにより、タッチスクリーンに
よってスキャナを操作できます。またPC画面を使用して、部分的または完了したスキャンを大きいビューで表示で
きます。必要に応じて、PCのマウスまたはタッチパッドを使用して、PC画面上でスキャナ選択を行えます。

注意 • Otoscanタッチスクリーン画面は多用すると高温になることがあります。画面表面には1分以上触れな
いでください。

トリガーの使用
Otoscanトリガーはデバイスのハンドル上にあります。スキャナコンポーネント ► 11のポイントDをご覧くださ
い。ユーザーはこれを使用して、スキャンの開始や一時停止を行ったり、スキャンプロセスの次のステップに進ん
だりできます。トリガーを押すと必ず、タッチスクリーンに表示されたボタンを選択します。複数のボタンが利用
可能な場合、次に選択されるボタンが画面にハイライト表示されます。一般に、通常のスキャン手順では、画面で
ハイライト表示されたボタンがガイドを行います。
図 7の例では、実行中のスキャンを示していますが、トリガーにより一時停止(Pause)ボタンが有効にな
ります。

図 7

Otometrics - Otoscan

実行中のスキャン この時点で利用可能な選択肢は一時停止 (Pause)ボタンのみです。
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4.5

アクセサリ
アクセサリーの開梱
ヘッドセットおよび（該当する場合）オプションのトレーニングキットを開梱し、スキャナの隣に置きます。

4.5.1

ヘッドセット
ヘッドセットはスキャンの前に被検者の頭部にフィットさせ
ます。これは非常に重要です。ヘッドセットのトラッキング
リングは、スキャン中に耳の中での正確な位置を追跡する、
スキャナの2台のカメラの基準点の役割を果たすからです。
そのため、スキャンが成功するためにはヘッドセットが正し
い位置にあり、スキャン中を通して正しい位置にあることが
非常に重要です。 ヘッドセットの配置 ► 22を参照してく
ださい。
ヘッドセットは、正しい位置に置きやすいように片方の耳の
スキャン用に設計されています。反対側の耳をスキャンする
場合（必要に応じて）、その耳に合わせてヘッドセットの位
置を変更してください。この手順により効率が最大化され、
両方のスキャンの高い正確さが維持されることがわかってい
ます。

図 8

4.5.2

トラッキングリングが正しく耳の上にセンタリングされたヘッドセット

トレーニングキット
トレーニングの目的で、トレーニング耳スタンド（ヘッドセットのリングに永久的にフィット）と、2つの交換可能
な耳モデルがオプションのとして利用可能です。
トレーニングキットが注文に含まれている場合は、スキャナの隣など、トレーニングに便利な場所に置きます。
OtoscanPCのデスクトップからアクセスできる、同梱のトレーニングソフトウエアとともに、この耳のセットを
使用して、実際の人にスキャナを使用するのに十分な習熟度に達したと感じるまで、スキャナを試すことがで
きます。

4.5.3

Otoscanトレーニング
Otoscanのトレーニングセッションは、ユーザーが機器を安全かつ効率的に使用することに短期間で確実に慣れるよ
うにするため準備されています。
お近くで利用可能なトレーニングについては、サプライヤーにお問い合わせください。
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5

システムへのログイン
ユーザーIDとパスワード
すべてのOtoscanユーザーは、Otoscan Session ManagerおよびオンラインアプリケーションOtocloud. Otocloud
にアクセスするには2つの方法があります。OtoscanPCのSession Managerから、またはインターネット接続のある
任意のPCへのOtocloudログインです。詳細は、Otocloudユーザーガイドをご覧ください。にアクセスするために、
ユーザーID（ユーザーのメールアドレス）とパスワードが必要です。
最初は、クリニックのプライマリ管理者が、Session ManagerおよびOtocloudにログインする方法の説明のメール
を受信します。プライマリ管理者は次に、アプリケーションへのアクセスを必要とする他のユーザーを追加できま
す。

5.1

ログインしています
最初のログイン
Otoscan管理者は、オンラインアプリケーションOtocloudでユーザーをセットアップできます。
管理者がセットアップした各新規ユーザーは、OtoscanSession ManagerおよびOtocloud用のユーザー名とパス
ワードのメールを受信します。
ログインするには、次の手順に従います。

PCを起動してOtoscanソフトウエアアプリケーションを開きます。
1. PCのオン/オフボタンを押してオンにします。
2. PCのデスクトップのOtoscanアイコンをクリックします。

システムが新規ソフトウエアをチェックする間お待ちください。
Session Managerは、起動時にソフトウエアの更新をチェックします。更新が利用可能な場合は、インストールす
ることを推奨します。都合の悪い時に更新通知が表示された場合は、更新を省略できますが、その回数は限定され
ています。ただし、システムはソフトウエアが更新されるまでオフラインモードのままになります。
実行を続行するために更新が非常に重要な場合は、更新を省略できません。
•

更新をスタートするには、更新 (Update)ボタンをクリックします。

Otoscan Session Manager
の更新があります
•

更新を省略するには、システムにログインします。

Otometrics - Otoscan
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システムへのログイン
システムから、ユーザー名とパスワードを入力するよう要求されます。
•

Otoscan管理者から受信したユーザー名とパスワードをクリニックに入力しま
す。

•

ログイン (Login)ボタンをクリックします。

注記 • 20分間PCを操作しないと、システムにより自動的にログアウトします。

使用後に、ログアウトして閉じる方法の説明は、ログアウトしています ► 39をご覧ください。

パスワード忘れ
パスワードを忘れた場合は、次のようにします。
•

ログイン (Login)ボタンの下の パスワード忘れリンクをクリックします。
別のウィンドウにリダイレクトされ、そこでメールアドレスを入力できます。
すると、パスワードをリセットして新しいものを作成する方法の説明のメールを受信します。

5.2

Otoscanソフトウエアアプリケーションの概要
Session Managerには被検者データベースが含まれ、Session Managerを起動すると自動的に開きます。被検者
データはここで作成され更新されます。被検者記録の管理 ► 17をご覧ください。
スキャナは被検者記録からのみ起動できます。スキャンの実施中、スキャナを内蔵タッチスクリーンから直接操作
できます。スキャンセッション ► 24をご覧ください。

5.3

Otocloudの概要
Otocloudは、Otoscanのオンラインアプリケーションです。これはスキャンや画像を補聴器製造メーカーおよび耳
型研究所に、補聴器の注文とともに送信するために使用されます。
Otocloudにアクセスするには2つの方法があります。OtoscanPCのSession Managerから、またはインターネット接
続のある任意のPCへのOtocloudログインです。詳細は、Otocloudユーザーガイドをご覧ください。
OtoscanPCがオンラインでユーザーがログインしている場合、アプリケーションはPCのローカルデータベース内の被
検者記録を、Otocloud内の対応するデータ記録と同期します。
OtoscanPCからOtocloudを操作する間、PCのSession Managerはバックグラウンドで開いたままになっています。
•

OtocloudとSession Managerとの間の切り替え: キーボードのキーAlt + Tabを押します。

•

あるいは、該当するアイコン、つまりPC画面の下部のタスクバーにある、
Otoscanアイコンまたはブラウザアイコンをクリックします。

または

20分間Session Managerを操作しないと、システムにより自動的にログアウトします。これはデータへの不正なア
クセスのリスクを最小化するために行われます。
詳細は、Otocloudでの被検者とスキャンの管理 ► 37およびOtocloudユーザーガイドをご覧ください。
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6

被検者記録の管理
Otoscan Session ManagerとOtocloudは、すべての被検者データおよび保存されたスキャンを、相互に同期される
被検者記録に保存します。
新規被検者記録を作成する前に、被検者がすでにデータベースにあるかどうかを確認することを推奨します。
この説明はSession Managerに関するものです。Otocloud内の被検者記録の処理方法の説明は、Otocloudユーザー
ガイドをご覧ください。

Session Managerで被検者記録を開く、または追加する
•

被検者記録を開く ► 17をご覧ください。

•

現在の被検者の記録が存在しない場合は、作成します。新規被検者記録の作成 ► 19をご覧ください。

Otocloud内の被検者記録の処理方法については、Otocloudユーザーガイドをご覧ください。

その他のオプション

6.1

•

被検者記録の編集 ► 18をご覧ください。

•

被検者記録の削除 ► 19をご覧ください。

被検者記録を開く
Session Managerを起動すると、被検者リスト (Patient list)が表示されます。

被検者リスト (Patient list)で現被検者の検索を実行するには、検索フィルタを使用するか、列見出しでリスト
をソートします。

フィルタを使用して被検者をを検索
1. 被検者リストが長い場合は、左側のパネルのフィルタ選択を使用して被検者を検索します。
A. 被検者名、ID、生年月日、または最後の活動
を、対応するフィールドに入力します。 入力
するとリストが絞り込まれます。
B. 新規検索を行うためにフィルタをリセットす
る必要がある場合は、フィルタを消去
(Clear Filter)ボタンをクリックします。

図 9
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C. 被検者が検索出来たら被検者名 (Patient
Name) 列の被検者名をクリックして記録を開き
ます。

図 10

例: 被検者名 (Patient Name)フィールド
（図 9 ► 17のA）に被検者の姓を入力し始めるとリストがソートされます。

列見出しを使用して被検者記録のリストをソートすると
•
•

いずれかの列見出しをクリックすると、選択した列でリストが次のようにソートされます。
列見出しを1回クリックすると、リストが昇順にソートされます。
列見出しをもう一度クリックするとソート順が逆になります。

列見出しの隣の緑色の 矢印は、その列をソートに使用できることを示しています。矢印が上を指している場合、
ソートは昇順です。下を指している場合、ソートは降順です。

被検者記録の編集
被検者記録に変更を加える必要がある場合
1. 被検者リスト (Patient list)から関連する被検者記録を開きます。
2. 左上の鉛筆アイコンをクリックします。

A. 鉛筆 アイコン
図 11

鉛筆 アイコン、左上の被検者名の上にあります。

3. 必要な変更を行います。
4. 保存をクリックして変更を保存するか、キャンセルクリックして変更を行わずに終了します。
被検者記録ウィンドウに戻ります。

18
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片方の耳に対して複数のスキャンがある場合は、
他のスキャンは各フレームの上部のドロップダウ
ンリストから検索できます。
A. 左耳のスキャンのリスト。
B. 右耳のスキャンのリスト。
C.

図 12

被検者リスト (Patient list)に戻るに
は、< 被検者リスト (< Patient List)を
クリックします。

被検者記録ウインドウ。この例では、各耳のスキャンが以前に行われています。新しいスキャンで
前のスキャンが上書きされることはありません。

被検者記録を閉じる
•

被検者記録を閉じて被検者リストに戻るには、被検者記録の左上の< 被検者リスト (< Patient List)ボタン
をクリックします。

被検者記録の削除
被検者記録が作成されると、削除できません。
被検者記録に編集が必要なデータが含まれる場合は、上のオプション被検者記録の編集 ► 18を使用します。

6.2

新規被検者記録の作成
被検者記録がシステム内にまだない場合は、被検者をスキャンする前にSession Manager（またはOtocloud）で新
規記録を作成しなければなりません。
Session Managerへの新規被検者の追加
1. 被検者リスト (Patient list)を開き、新しい被検者 (Add Patient)ボタンをクリックします。このボタン
はワークスペースの上部のアクションバーにあります。

図 13
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2. すべての関係する被検者情報を入力します。
必須フィールドはアスタリスク（*）でマークされています。必須フィールドは次の通りです。
•

被検者姓 (Patient Last Name). 被検者ID (Patient ID)が指定されていない場合は必須です。

•

被検者名 (Patient First Name). 被検者ID (Patient ID)が指定されていない場合は必須です。

•

生年月日 (Date of Birth): 被検者の生年月日。必須。

•

被検者ID (Patient ID): 被検者ID 名前が指定されていない場合は必須です。

•

性別 被検者の (Gender)。

3. 被検者に関する少なくとも必要なデータを入力後、保存 (Save)をクリックします。
新しい被検者記録がSession Managerに作成されます。新規被検者の被検者データとスキャンは、表示や編集の
ためにここに保存されます。
•

新規被検者を追加せずにダイアログボックスを閉じるには、キャンセル (Cancel)をクリックします。

被検者記録をOtocloudデータベースに追加する方法の説明はOtocloudユーザーガイドをご覧ください。

7

スキャンのための被検者の準備
手順
1. 耳鏡検査法の実施と外耳道の清掃 ► 20.
2. 被検者への指示 ► 22.
3. ヘッドセットの配置 ► 22.
4. 被検者の位置決め ► 23.

7.1

耳鏡検査法の実施と外耳道の清掃
このユーザーガイドでは、耳たぶの個々の部分は図 14 ► 21に示すように呼びます。
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図 14

耳たぶ

被検者をスキャンする前に、従来型または専用のビデオ耳鏡を使用して耳鏡検査を実行し、禁忌が存在するかどう
か判断してください。
1. スキャンが安全で妥当であるかどうかを判断するため、被検者の外耳道を検査します。
少量の耳垢があっても、外耳道をふさいだり表面の形状を変化させたりすることがなければ、スキャン手順の妨
げにはなりません。プローブについた油分や耳垢によって3D画像がゆがむことがあり、スキャナで外耳道内を明
確に見るのが困難になる場合があります。
2. 必要に応じて、スキャンの前に被検者の耳を70％イソプロピルアルコールに浸した綿棒で清掃し、ゆるんだ油布
や耳垢を外耳道から取り除いてください。

警告 • 被検者がスキャン手順実施中に重度の不快感を感じた場合は、プロセスを停止してください。

注意 • スキャンを実施する前に、従来式または専用のビデオ耳鏡で耳鏡検査を行い、外耳の状態を調べること
を強くお勧めします。
- 耳垢はないかあっても少量で、スキャンプロセスを妨げないようにしてください。
- 過度の耳垢がある場合は、耳をスキャンしないか、スキャンの前に耳を清掃してください。
- 清掃または耳垢除去後に、被検者の耳に液体が残っていないことを確認してください。

警告 • スキャンは次の禁忌を示している被検者には実施しないでください。
-

耳に分泌物または感染の兆候がある場合
被検者が最近耳の手術を受けた場合
外耳道が歪んでいる場合または中程度の量の耳垢があり、スキャンプロセスを妨げる場合
被検者が非協力的な場合
頭部または身体の制御できないまたは付随な運動により、被検者がスキャンプロセス中にじっとしているこ

Otometrics - Otoscan
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とが
できない場合
- 被検者にてんかん、偏頭痛、その他のストロボ光過敏がある場合
- 被検者が手順実施中に重度の不快感を感じた場合

7.2

被検者への指示
スキャン中に被検者が動かないことは非常に重要です。被検者に過剰な動きがあると、スキャンがエラーになるこ
とがあります。わずかな動きはスキャンに影響しません。
被検者の協力が得られるよう、被検者の準備ができていることを確認してください。
•

•

7.3

時間をとって被検者に指示します。含めるべき重要な事項は次のとおりです。
–

プロセスの簡単な説明

–

片耳あたりにスキャンにかかる推定時間

–

ヘッドセットが元に位置からずれないことが重要な理由の説明

–

被検者がスキャン中に動きを最低限にすべきであること

–

スキャン中に被検者が話したりあくびをしたりしないことが重要であること

くしゃみがでそうない場合など、避けられない動きは知らせるように被検者に依頼します。

ヘッドセットの配置
ヘッドセットはスキャンの前に被検者の頭部にフィットさせます。これは非常に重要です。ヘッドセットのトラッ
キングリングは、スキャン中に耳の中での正確な位置を追跡する、スキャナの2台のカメラの基準点の役割を果たす
からです。
ヘッドセットは被検者の頭に正しく装着する必要があります（図 15）。
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•

耳がトラッキングリングのほぼ中央にあり、耳たぶがリングに接する部分がなく、髪その他の障害物がリング状
のドットパターンを覆っていないことを確認してください。
耳たぶが大きすぎてトラッキングリング内に収まらない場合は、耳たぶの自然な形が変わらない限り、リングを
調整して耳たぶの上に配置できます。

•

最適なフィットのため、ヘッドバンドクッションを被検者の頭頂部に置いてください トラッキングリングの上
のヒンジを使用して、リングができるだけ頭に近くなるように（実際に接触しないように）リングを調整しま
す。リングが頭から離れすぎていると、外耳道へのプローブ深度が制限されます。リングが頭に接触している
と、被検者が話したり飲み込んだりしたときに簡単に動いてしまうことがあります。
スキャンを開始したら、ヘッドセットをゆすったり動かしたりしてはなりません。
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図 15

正しくフィットしたヘッドセット

不正: 耳たぶを押しているため、耳が
変形しています。

図 16

7.4

不正: 髪が妨げになっています。スキャン
中、ドットパターンが完全に見えていなければ
なりません。

ヘッドセットの不正な配置の例

被検者の位置決め
安全で便利なスキャン手順のためには、スキャンする耳に自由かつ簡単にアクセスでき、被検者の近くや床の障害
物、あるいは被検者の位置が実用的でないことによって妨げられないことが重要です。
1. 作業場に、スキャン前に取り除くべき障害物がないかチェックしてください。
2. スキャンする耳に自由にアクセスできるよう被検者の位置を整えます。特に、被検者の方がスキャナおよびケー
ブルの邪魔にならないようにしてください。これは、被検者の頭部を反対側の方に向けて回し、頭の上部をわず
かに向こう側に傾けることで達成できることが多いです。

Otometrics - Otoscan

23

ユーザーガイド

8

スキャンセッション
手順はスキャンセッションの通常のステップを示しています。個々のステップの詳細な説明はこの後のセクション
にあります。

手順

注意 • 被検者の耳をスキャンする前に、必ずスキャナのプローブチップを清掃し、ヘッドセットの位置を確認
してください。

1. 現在の被検者の記録がPCの画面に開いていることを確認します。被検者記録の管理 ► 17をご覧ください。
2. スキャン開始 (Begin Scan)を選択します。3Dスキャンの開始 ► 24をご覧ください。
3. スキャナのセルフテストが終了するまで待ちます。3Dスキャンの開始 ► 24をご覧ください。
4. スキャンする耳を選択します。スキャンする耳を選択 ► 25をご覧ください。
5. 深さゲージをセットしてください。深さゲージの設定 ► 26をご覧ください。
6. 外耳道をスキャンします（耳管リング (Canal Ring)モード）。外耳道のスキャン ► 28をご覧ください。
7. スキャンを一時停止して結果を確認します。実施中のスキャンの確認 ► 31をご覧ください。
8. 耳たぶの関連する部分をスキャンします（耳介ライン (Pinna Line)モード）。耳介ライン (Pinna Line)
モードでの平坦な面のスキャン ► 32をご覧ください。
9. スキャンを一時停止して結果を確認します。実施中のスキャンの確認 ► 31をご覧ください。
10. 耳たぶの曲線部分をスキャンします （甲介リング(Concha Ring)モード）。甲介リングモードでの曲線の面の
完了 ► 33をご覧ください。
11. スキャンを確認して保存します。スキャンの保存 ► 33をご覧ください。
12. 必要に応じて水平面を作成します。水平マーク ► 34をご覧ください。
13. 該当する場合は、プローブを清掃してから他方の耳をスキャンします。他方の耳を選択 ► 35をご覧くださ
い。
14. スキャナを清掃し、クレードルに置きます。スキャンセッションの終了 ► 36をご覧ください。

8.1

3Dスキャンの開始
スキャナがラップトップPCに接続されていることを確認してください。スキャナの接続 ► 10をご覧ください。被
検者記録からスキャン手順をスタートすると、スキャナがアクティブになります。

警告 • レーザーを見ないでください。レーザーを他人の目の方向に向けないでください。目を損傷する恐れが
あります。

スキャンを始める前に
この手順は次のことを前提としています。
•
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被検者リストから関連する被検者記録をすでに開いている。被検者記録を開く ► 17をご覧ください。
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•

ヘッドセットを確認して指示し、フィットさせて被検者に装着した。スキャンのための被検者の準備 ► 20を
ご覧ください。

スキャンの開始
A. 被検者記録から、被検者記録画面の上部と中央部のスキャン開始 (Begin Scan)をクリックします。スキャナ
がオンになり、新規ウィンドウが開きます。

図 17

被検者記録。この例では両方の耳の以前のスキャンがすでに含まれています。
スキャン開始ボタン（A）が画面上部のアクションバーに表示されます。

スキャナの起動とセルフテスト
各スキャンの前に、スキャナはクレードルに置かれた状態でセルフテストを実行します。画面のメッセージにより
次のように通知されます。

スキャナのセルフテストが進行中です。
スキャナをクレードルに置いてください。
(Scanner self-test in progress...
Leave scanner in cradle.)
スキャナがセルフテストに合格しないと、エラーメッセージが画面に表示されます。その場合、プローブチップを
アルコール綿棒で清掃します。スキャナをクレードルに入れて再チェックします。再チェックを開始する前に、ス
キャナがクレードル内の正しい位置にあることを確認します。

8.2

スキャンする耳を選択
画面に右耳と左耳用のフレームが表示されています。新規セッションを開始すると、対応する左右の耳の図が表示
されます。耳をスキャンすると、スキャンは対応するフレームに表示され、その後の操作を行えます。

Otometrics - Otoscan
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図 18

開始するには耳を選択してください。.

•

PCで: 左（L）または右（R）耳のフレーム内をクリックしてスキャンを開始します。

•

スキャナのタッチスクリーンで: 左（L）または右（R）耳のフレーム内をタップします。
（間違った耳にを選択してしまった場合は、スキャン後に反対側の耳に切り替えられます。）

画面には、深さゲージをセットしてください。 (Set Depth Gauge)ビューが表示されます。図 21 ► 28をご
覧ください。

8.3

深さゲージの設定
スキャン手順の最初のステップは、深さゲージの設定です。これは、スキャン中に外耳道内のプローブの深さを判
断するための基準ゼロポイントを確定するために行います。このステップを正しく実行することは、正確で安全な
スキャンのために非常に重要です。次の警告および注意に従うことが重要です。

注意 • 使用前に必ずプローブをよく検査して、プローブに損傷の兆候がある場合またはユニットに誤動作があ
る場合は、使用しないでください。販売店に連絡して指示を仰いでください。

注意 • 交差感染や再感染を予防するため、プローブは患者ごと、および患者の耳のスキャンごとにアルコール
ワイプで清掃および消毒してください。

警告 • 被検者の耳にプローブを入れる時は注意してください。外耳道壁や鼓膜を損傷するリスクがあります。
プローブで外耳に過剰な力を加えないでください。

注記 • 深さゲージの設定中を含めたスキャンプロセス中に、耳をまっすぐにしないでください。被検者があ
ごを移動させないことも重要です。これには話したり笑ったり、微笑んだりすることや、外耳道のい形状を変
えるようなその他の動きが含まれます。
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スキャナの固定
スキャナは片手で使用するように設計されていますが、スキャンの精度を高め疲労を最小化し、被検者の安全を確
保するため、適切な固定テクニックを使用してください。
スキャナをきき手で持ちます。図 19 ► 27に示すように、反対の手の指を被検者の首またはあごに置き、次にス
キャナをその手の親指に当てます。指がトラッキングカメラのトラッキングリングをブロックしないように注意し
てください。

図 19

スキャナを使用する際の適切な固定テクニッ
ク

図 20

ゼロポイント設定時のスキャナプローブの位
置

深さゲージのゼロポイント設定
•

図 20および図 21に示すように、外耳道口に近い甲介の平坦な部分にプローブチップでそっと触れ、ハンドヘ
ルドスキャナのトリガーを押します。この動作により、ユーザー指定のゼロ基準ポイントがマークされます。
この動作を完了すると、スキャンプロセスが自動的に開始されます。プローブチップが外耳道に入ると、深さ
ゲージに現在の推定深さの測定値が表示されます。深さ測定値は、ユーザー指定のゼロ基準ポイントから、外耳
道に挿入されたプローブの長さです。深さ測定値がOtometricsの推奨する値を超えたことが検出されると、表
示と音声による警告が行われます。推奨は、性別によって異なる平均的な成人の耳に基づいています。外耳道の
スキャン ► 28をご覧ください。

Otometrics - Otoscan
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ヘッドセットが検出できませんア
イコンが画面の左側に表示されま
す。アイコンは、スキャナがトラッ
キングリングの範囲内に戻ってリン
グを検出するとすぐに消えます。

図 21

深さゲージをセットしてください。

警告 • ユーザーはもっぱら、基準点を正しく作成しプローブを鼓膜から安全な距離に保つ責任を追います。画
面に表示される深さ測定と警告は、ユーザーが指定したゼロ基準点と、Otometricsが推奨する外耳道長さの平
均に基づいており、ガイドラインとしてのみ提供されます。深さ測定と深さの警告は、被検者の外耳道の実際
に安全なスキャン深さを示すものではありません。

8.4

外耳道のスキャン
深さゲージを設定すると、スキャナは耳管リング (Canal Ring)モードで自動的にスキャンを開始します。この
モードでは、外耳道のスキャンを完了するためリングレーザーが使用されます。

手順
•

スキャンプロセスをスキャナの画面でモニタリングしながら、適切な固定テクニックを使用してプ
ローブチップをゆっくりと挿入します。スキャン中に表示される画面アイテムは、下記で 図 22 耳管
リング (Canal Ring)モードのライブスキャンビュー ► 29を参照して詳細に説明します。

•

必要に応じて、スキャナのトリガーを押すか、タッチスクリーンの一時停止 (Pause)ボタンをタップ
すると、スキャンを一時停止して結果を評価できます。実施中のスキャンの確認 ► 31をご覧くださ
い。

ライブスキャンビュー
プロセスを完全にコントロールするため、画面には3つのライブアイテムが同時に表示されます。平行して更新さ
れ、実施中のスキャンの様々な面を表示します。
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A. 深さゲージ
B. カメラビュー
C. 展開中の3Dスキャン

図 22

耳管リング (Canal Ring)モードのライブスキャンビュー

A. 深さゲージ
スキャン画面の左側に、外耳道の深さゲージが表示されます。深さゲージにより、外耳道内でのプローブチップの
推定深さのガイダンスが得られます。このゲージは、プローブチップが鼓膜から安全でない推定距離になると警告
します。
深さゲージでは、現在のプローブチップの位置が白いドットで示され、現在のスキャンパス中の最も深い場所が黒
いドットで示されます。
プローブチップの挿入深さは色分けで示されます。
緑
色:

プローブチップは目標範囲内（男性: 16～18 mm、女性: 14～16 mm）

青
色:

プローブチップの挿入が浅いことを示します（男性: 0～15 mm、女性: 0～13 mm、）

赤
色:

警告 • 赤はプローブが外耳道内の深すぎる位置にあることを示します。
赤いエリアに到達すると、警告標識を非常に明確に示すため、画面のフレーム全体も赤くなります。
同時に警告信号音が鳴ります。聴覚的警告は深さの警告ゾーンに2 mm侵入したところで開始されま
す。
男性では、赤色は19 mmからですが、聴覚的警告は21 mmまで開始しません。
女性では、赤色は17 mmからですが、聴覚的警告は19 mmまで開始しません。
この場合、直ちにプローブの再位置決めを行って、プローブが被検者の外耳道内の適切な深さにある
ようにしてください。

B. カメラ画面アイテム
外耳道のライブ ビューが、深さゲージの右に表示されます。カメラ画像内の色付きの線は、データキャプチャーラ
インと呼ばれ、スキャンでキャプチャーされている表面を示します。ラインの色は、挿入の深さに応じて、また深
さゲージの色表示と同期して、青、緑、赤の間で変化します。そのため、青いラインは浅い深さ、緑色は目標深
さ、赤色は深すぎることを示します。

Otometrics - Otoscan
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図 23

ビューの深さゲージの右側に、現在スキャンされている外耳道のエリアが明るい青色の線で示されます。
さらに右に、展開中の3Dスキャンが表示されます。プローブチップは画像の下の部分に表示され、その後
ろに白と灰色の影があります。これはスキャンされたばかりのエリアを示します。；

C. 展開中の3Dスキャン
画面の右側に、スキャンを続行するのに伴って展開する耳のスキャンの3D画像が表示されます。スムースな青色の
表面は、すでにスキャンされた部分を示します。カメラ画像に表示されるデータキャプチャーラインは、ここでも
白い曲線として示され、スキャナプローブのかすかな灰色の画像とともに表示されます。スキャンするエリアの背
後に影が表示され、スキャンされたばかりのエリアを示します。
スキャン未完了の部分は色付きのエッジで示されます。
•

非常に小さいため追加のスキャンが不要な隙間は、黒いエッジで示されます。

•

スキャンを完了する前に注意が必要な大きい隙間は、黄色のエッジで示されます。

図 24 ► 30と図 25 ► 31は、スキャンを一時停止 (Pause)モードで表示したものです。隙間は黒と黄色のアウ
トラインで示されます。

図 24
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追加のスキャンが不要な小さい隙間は、黒いアウトラインで示されます。
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図 25

追加のスキャンが必要な大きい隙間は、黄色のアウトラインで示されます。

外耳道スキャンの推奨シーケンス
1つのパスでは外耳道の底部のスキャンに、次のパスでは外耳道の上部のスキャンに集中することが推奨されます。
次に3D画像を観察して、追加のパスを使用して埋める必要のある隙間を探します。外耳道の後部の壁はスキャンし
にくいため、特に注意してください。耳たぶのスキャンに移動する前に外耳道のスキャンを完了します。

8.5

実施中のスキャンの確認
スキャンの実施中に選択できるのは、一時停止 (Pause)ボタンのみです。
•

実施中のスキャンを確認するには、（スキャナをうっかり目に突き付けないように）スキャナを耳から外す前に
トリガーを押して一時停止 (Pause)を選択し、スキャナを外耳道から遠ざけます。

画面に現在の3Dスキャンが右側に、オプションの次に実行するステップが左に表示されるようになります。

スキャンの評価
3Dモデルは複数の表示プレーンで回転して、予備スキャンを最適に視覚化できます。
•

スキャナのタッチスクリーンの→を使用して、より良いビューが得られるようにスキャンを回転します。

または、画像をPCの画面に表示することもできます。ここではマウスを2通りの方法で使用できます。
•

画像を特定の方向に段階的に回転するには、その方向を指している矢印 (Arrow)記号の近くを繰り返しクリッ
クします。

•

任意の方向に画像を回転するには、3D画像の中心で左マウスボタンを押したまま、回転させる方向にマウスをド
ラッグします。

正確な3Dデジタル画像を得るには、黄色のアウトラインで示される隙間を埋めるために、その部分を再スキャンし
てください。スキャンを継続するか次のステップに進むかに関しては、臨床的判断を行ってください。黒のアウト
ラインで示される小さい隙間は、追加のスキャンは不要です。図 24 ► 30と 図 25 ► 31をご覧ください。
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左に示す、スキャンモード選択のボタンは、次の
とおりです。
A. 耳管リング (Canal Ring)モード
B. 耳介ライン (Pinna Line)モード
C. 甲介リング (Concha Ring)モード

図 26

一時停止 (Pause)中のスキャナビュー
この時点では、被検者の外耳道のみがスキャンされています。

一時停止のスキャンの再開
スキャンモード選択ボタンは画面の左側に表示されます。
推奨される次のステップがハイライト表示されています（上の例では手順B）。ハンドヘルドスキャナのトリガーを
押すと、ハイライト表示されたステップが選択されます。
プロセスで他のステップを選択する場合は、タッチスクリーンで該当する選択をタップします。
•

スキャンを続行するには
1. 次にスキャンする耳の部分を示すボタンを選択します。
A. 外耳道 - 耳管リング (Canal Ring)モード
B. 耳たぶの平坦な面 - 耳介ライン (Pinna Line)モード
C. 甲介 - 甲介リング (Concha Ring)モード

2. スキャナプローブを外耳道の方向に向け、トリガーを押してスキャンを再開します。

8.6

耳介ライン (Pinna Line) モードでの平坦な面のスキャン
外耳道のスキャンが完了したら、耳たぶの甲介とその他の関係する部分のスキャンを続行します。
ラインレーザーを使用して耳たぶの平坦な部分と見えている面の大半をスキャンします。ラインスキャン中、プ
ローブがスキャンするエリアに向き、皮膚表面に近い（接触はしない）位置にプローブを置きます。
•

耳介ライン (Pinna Line)モードを使用して、耳たぶの平坦な面をスキャンします。
1. 耳介ライン (Pinna Line)モードを選択します。図 26 ► 32をご覧ください。
2. トリガーを押してラインレーザーを起動し、耳たぶを甲介の平坦な面から開始してスキャンします。
3. ラインレーザーでできるだけスキャンした後、一時停止 (Pause)を選択します。
4. スキャンの正確さと、スキャンされていない部分がないかを確認します。実施中のスキャンの確認 ► 31を
ご覧ください。
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図 27

8.7

耳介ライン (Pinna Line)モードでのスキャン後のスキャンの例。画面では、欠けている部分を埋め
るために甲介リング (Concha Ring)モードを続行することが推奨されています。

甲介リングモードでの曲線の面の完了
次のステップはリングレーザーを使用して、甲介内の曲線の面などの耳たぶの見えにくい部分をスキャンすること
です。スキャン中、プローブをスキャンするエリアと平行に位置付けます。
1. 甲介リング (Concha Ring)モードを選択します。（図 26 ► 32をご覧ください。）
2. トリガーを押して、甲介リング (Concha Ring) モードでリングレーザーを起動します。リングレーザーを使
用して耳輪、甲介の低部、その他の耳の側面をスキャンします。
3. スキャンを一時停止してスキャンを確認します。
4. 3D画像にまだ隙間がある場合は、耳介ライン (Pinna Line)モードまたは甲介リング (Concha Ring) モー
ドを必要に応じて使用して、スキャンを完了します。

図 28

一時停止 (Pause)中に表示される完了したスキャンの例
左側のモードセレクターが開始点に戻っています。

8.8

スキャンの保存
•

スキャンが完全であることを確認したら、次へ (Next)アイコンを選択して保存手順を開始します。

ここでは3つのオプションがあります。
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•

戻る。同じ耳のスキャンを続行します。戻る ► 34をご覧ください。

•

水平マーク。水平マーク ► 34をご覧ください。

•

保存。保存 ► 35をご覧ください。

戻る
保存操作をキャンセルして同じ耳のスキャンセッションを続行するには、このオプションを選択します。

水平マーク
3D画像の水平面にマークできます。この機能はカスタマイズされた補聴器付きの指向性マイクを注文する際に便利
です。
1. マイクの水平面にマークするには、スキャナを耳の近くに移動して水平マークを選択します。ラインレーザー
がオンになります。

図 29

メニューの水平マークを選択して水平マーク画面を開きます。

2. ラインが水平面をマークするように、スキャナを耳に向けます。スキャナのトリガーを押すか、タッチスクリー
ンの水平マークを選択して、ラインを設定します。緑色のチェックマークが、水平面がマークされたことを示
します。

図 30
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水平面が設定されたことを示すライン
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保存
保存を選択すると、アプリケーションは残りの隙間を埋める手順を開始し、スキャンを保存します。隙間のサイズ
は、最終的な耳の3Dデジタル画像に影響します。
完了したスキャンは、右耳または左耳の初期選択に対応するフレーム内に表示されます。

耳をスワップ
間違って反対側の耳を選択した場合は、デジタル画像を反対の耳に割り当てられます。
•

耳をスワップするには、画面の下の耳をスワップ (Swap ear)ボタンをクリックします。
少しするとスキャンが反対側の耳のフレーム内に表示されます。

図 31

右耳のスキャン後の画面表示

スキャンの受入れ
保存されたスキャンはフレーム内でゆっくり回転しており、最終確認を行えます。
この時点で、反対側の耳のスキャンを続行するか、スキャナをオフにします。
•

反対側の耳のスキャンを続行するには、スキャナプローブを清掃して画面で耳を選択します。他方の
耳を選択 ► 35をご覧ください。

•

スキャナをオフにして被検者記録に戻るには、画面左上の電源 (Power) ボタンをクリックします。

スキャンの削除
スキャン結果に満足できない場合（被検者があごを動かした、ヘッドセットが移動した、スキャンが未完了または
低品質）、削除してスキャンを繰り返してください。
•

8.9

スキャンを削除してやり直すには、削除する耳のゴミ箱アイコンを選択します。
スキャンの削除について、再確認のウィンドウが表示されます。

他方の耳を選択
準備
1. 両方の耳をスキャンする場合は、反対の耳にフィットするようヘッドセットの位置を変えます。
ここでも、耳の中心にヘッドセットを置き、髪がトラッキングリングのドットパターンを覆っていないことを確
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認します。トラッキングリングは頭部に近いが接触しないようにしてください。
疑いがある場合はヘッドセットの配置 ► 22をご覧ください。
2. 被検者を耳のスキャンがやりやすいような適切な角度にします。被検者の位置決め ► 23をご覧ください。

他方の耳を選択
3. この耳のスキャンを開始するため、画面で他方の耳を選択します。
スキャンする耳を選択 ► 25をご覧ください。

注意 • 被検者の最初の耳をスキャンした後、他方の耳をスキャンする前に、交差感染を予防するため必ずス
キャナのプローブチップを清掃し、ヘッドセットの位置を正しく直してください。

反対側の耳のスキャン
4. 深さゲージをセットして耳をスキャンします。
必要に応じて、深さゲージの設定 ► 26のステップを確認してください。

図 32

8.10

両方の耳のスキャン後の、スキャナのタッチスクリーンに表示される最終結果

スキャンセッションの終了
•

被検者のスキャンが完了し、スキャンを保存する場合は、プローブチップを清掃してスキャナをクレード
ルに置きます。クリーニング ► 39をご覧ください。

•

スキャナをまだオフにしていない場合は、左上の電源 (Power)アイコンをクリックして被検者記録
に戻ります。

スキャンが被検者記録内にリストされ、自動的にOtocloudにアップロードされます。
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図 33

最新のスキャンの被検者記録が表示されます。

耳の以前のスキャンを表示するには、フレームの上部にある、その耳のドロップダウンリストをクリックします。
A. 左耳のリスト
B. 右耳のリスト
C. 被検者リスト (Patient list)に戻るには、< 被検者リスト (< Patient List)をクリックします。

スキャン結果のトラブルシューティング
この時点で、スキャンされていない大きなエリアがあるなど、スキャンに障害が発見された場合は、スキャンを棄
却して代わりに新しいスキャンを行うことを検討します。

9

Otocloudでの被検者とスキャンの管理
オンラインアプリケーションOtocloudを経由して、スキャンを選択した製造メーカーに送信できます。このセク
ションではSession ManagerからOtocloudを開き、使用後に閉じる方法を説明します。
OtocloudをPCのデスクトップから直接開くこともできます。
Otocloudで被検者データを扱う方法の詳細は、Otocloudユーザーガイドをご覧ください。

9.1

Otocloudを開く
現在の被検者の耳のスキャンが完了したら、続いてOtocloudでデータを操作できます。Otocloudは聴覚ヘルスケア
プロバイダーがスキャンにアクセスして、補聴器および耳型の製造メーカーに送信できるウェブアプリケーション
です。
Otocloudでは、前に送信したスキャンの詳細も表示できます。

手順
1. 被検者の記録をSession Managerでまだ開いていない場合は開きます。スキャンした画像が表示されます。被検
者記録を開く ► 17をご覧ください。
2. ボタンOtocloudで開く (Open in Otocloud) (A) をクリックします。ボタンはスクリーンの上部にありま
す。
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図 34

Otocloudで開く (Open in Otocloud) (A)

3. Otocloud が利用可能になったら、必要に応じてスキャンを送信する手順に進むか、または被検者の補聴器また
はモールドのために送信されたスキャンを表示します。

別の手順
Session Managerの被検者リスト (Patient list)から、Otocloudで開くを選択します。
4. Otocloudが開いたら、被検者 (Patients)タブまたはパッケージ (Packages)タブから必要な被検者を選択し
ます。

9.2

使用後OtocloudからSession Managerへ戻る
Otocloudにフォーカスがある間、Session Managerはバックグラウンドで開いたままです。
これは、OtocloudとSession Managerとの間で切り替えられるということを意味します。
•

OtocloudとSession Managerとの間の切り替え: キーボードのキーAlt + Tabを押します。

•

あるいは、該当するアイコン、つまりPC画面の下部のタスクバーにある、
Otoscanアイコンまたはブラウザアイコンをクリックします。

または

使用後Otocloudを閉じる
1. 画面上部のログアウト

(Log Out )をクリックします。これによりログイン (Login)画面に戻ります。

2. ログイン (Login)画面を閉じるには、画面の右上のXアイコンをクリックします。
ローカルPCのSession Managerに戻ります。

注記 • 20分間Session Managerを操作しないと、システムにより自動的にログアウトします。これはデータ
への不正なアクセスのリスクを最小化するために行われます。

Session Managerから20分以上離れた場合は、その時点のSession Managerの操作を再開したい場合は再度ログイ
ンする必要があります。
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10

ログアウトしています
使用後Session Managerを閉じる
A. 使用後にSession Managerを閉じるには、画面上部のログアウト (Logout)をクリックします。これによりロ
グイン画面に戻ります。
B. ログイン画面を閉じるには、画面の右上のXアイコンをクリックします。
C. PCをオフにする場合は、画面下部のWindowsタスクバーの左端にあるWindowsスタートボタンをクリックし、現
在のWindowsの手順に従ってシャットダウンします。

図 35

11

ログアウト (Logout)手順

クリーニング
注意 • 掃除には先端のとがったものは使わないでください。

11.1

推奨される洗剤
この製品に関して推奨される特定の洗浄剤はありません。
プローブチップとヘッドセットは。新しく柔らかい、軽く湿らせた70%イソプロピルアルコール綿棒で清掃します。
その他のすべての部分は、軽く湿らせた新しい柔らかい布に中性洗剤を少量含ませて使用します。
各スキャナコンポーネントおよびアクセサリの詳細な説明は、スキャナの清掃 ► 40、クレードルの清掃 ► 40、
ヘッドセットの清掃 ► 40をご覧ください。
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11.2

スキャナの清掃
警告 • スキャナのどの部分も、超音波槽で掃除しないでください。ガス滅菌やオートクレーブは行わないでく
ださい。

警告 • 機器を液体から遠ざけてください。機器の内側に水分を侵入させないでください。機器内部の水分は装
置を損傷させ、ユーザーやベビーに感電の危険性が生じることがあります。

注意 • 交差感染や再感染を予防するため、プローブは患者ごと、および患者の耳のスキャンごとにアルコール
ワイプで清掃および消毒してください。

1. タッチスクリーン、トラッキングカメラ、ハウジング、トリガーボタン、ケーブルを清掃します。軽く湿らせた
新しく柔らかい布に中性洗剤を含ませて使用します。タッチスクリーンとトラッキングカメラが乾燥したら、乾
いた布（マイクロファイバー製の布など）で拭いて縞を除去します。
2. プローブチップを清掃して消毒します。新しく柔らかい、軽く湿らせた70%イソプロピルアルコール綿棒を使用
します。ベースからチップまで、チップ先端の平坦な面を含めてすべての面を必ず拭いてください。

注意 • プローブチップに圧力を加えないでください。

11.3

クレードルの清掃
•

11.4

スキャナを置く場所とクレードルの外面を清掃します。軽く湿らせた新しく柔らかい布に中性洗剤を含ませて使
用します。

ヘッドセットの清掃
•

ヘッドセットを清掃します。新しく柔らかい、軽く湿らせた70%イソプロピルアルコール綿棒を使用します。

注記 • アルコール綿棒は、地域の規制に従って廃棄する必要があります。

12

サービスおよびメンテナンス
注記 • スキャナのハウジング内には、ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
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警告 • 安全性と保証の有効性を維持するために、電子医療機器の点検と修理は、機器の製造メーカーもしくは
正規修理業者のサービス担当員によってのみ実施する必要があります。不良がある場合、不良の内容を詳細に
記録して、販売店にご連絡ください。不良のある機器を使用しないでください。
使用前に必ずプローブをよく検査して、プローブに損傷の兆候がある場合は使用しないでください。

警告 • いかなる状況でも、スキャナハウジングを分解しないでください。スキャナ内の部品の検査または点検
修理を行えるのは、認可されている担当者のみです。

12.1

メンテナンスと較正チェック
メンテナンス
スキャナに必要な日常のメンテナンスは、各スキャン後に正しく清掃することです。クリーニング ► 39をご覧く
ださい。

セルフテスト
各スキャンの前に、スキャナはクレードルに置かれた状態でセルフテストを実行します。
スキャナがテストに合格しないと、エラーメッセージが画面に表示されます。この場合は次のようにします。
1. プローブチップを清掃します。新しく柔らかい、軽く湿らせた70%イソプロピルアルコール綿棒を使用します。
2. スキャナをクレードルに入れて再チェックします。クレードル内の正しい位置にあることを確認します。
3. 画面の 再試行 (Retry)を選択して再チェックを開始します。
4. エラーが続く場合は起動中および更新中のエラーメッセージ ► 42をご覧ください。

12.2

スキャナの梱包指示
スキャナアセンブリをサービスまたは修理用に送る場合は、輸送中の損傷リスクを最小化するため、次のガイドラ
インに従ってください。

手順:
1. スキャナがクレードル内にしっかり入るように置きます。
2. スキャナをマスキングテープまたは絵画着彩用テープで、クレードルに固定します。l はがしにくいテープやデ
バイスを損傷する可能性のあるテープを使用しないでください。
3. スキャナを元の梱包材料に入れて出荷します。
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13

トラブルシューティング

13.1

起動中および更新中のエラーメッセージ
エラーメッセージ

原因

解決方法

ユーザー名またはパスワード
が無効です (User name

ユーザー名またはパスワードが正しくあ
りません。ユーザー名には大文字小文字
の区別があります。

キーボードのCaps lockが有効に
なっていないことを確認してくだ
さい。 再度お試しください。

このメッセージは、PCがオンラインであ
るときにこのユーザー名がまだ使用され
ていない場合にも表示されます。

このPCに初めてログインする場合
は、PCがオンラインであることを
確認してください。
問題が継続する場合:クリニック
のOtoscan管理者にお問い合わせ
ください。

ネットワークエラーが発生しました.

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

ネットワークエラーが発生しました.

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

ネットワークエラーが発生しました.

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

PCがインターネットに接続されていない
可能性があります。

インターネット接続をチェックし
てやり直してください。 (Check
your internet connection and
try again.)

不正なデータによるログインの回数が多
すぎます。

クリニックのOtoscan管理者にお
問い合わせください。

and/or Password is not
valid).

ログインに失敗しました。
サーバーがみつかりません。
(404) (Login failed,
service not found. (404))

ログインは失敗しました。
サーバーエラー (500) (Login
failed, service error.
(500))

ログインは失敗しました。原
因は不明です。 (Login
failed, unknown).

忘れたパスワードの処理には
オンライン接続が必要です。
(You must be online to use
the Forgot Password
process.)

ログインに失敗しました。
ユーザーアカウントはロック
されました。 (Login failed,
user account locked.)
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エラーメッセージ

原因

解決方法

Otoscan はサーバーに接続で
きません。インターネット接
続とファイアウォールを確認
してください。 (Otoscan

PCがインターネットに接続されていない
可能性があります。

インターネット接続とファイア
ウォールを確認してください。
再度お試しください。
障害が継続する場合は販売店に連
絡して技術サポートを受けてくだ
さい. ( Contact your
supplier for technical
support if the failure
persists.)

Update cannot connect to
the server. Check your
internet connection or
firewall.)

ご使用のアカウントはどのク
リニックにもアクセスできま
せん。 (Your user account

現在のユーザーはどのクリニックにも
セットアップされています。

Otoscan管理者にお問い合わせく
ださい。 (Contact your
Otoscan administrator.)

更新チェック中にエラー発生

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

PCがインターネットに接続されていない
可能性があります。

•

インターネット接続をチェッ
クしてやり直してください。
(Check your internet
connection and try
again.)

•

障害が継続する場合は販売店
に連絡して技術サポートを受
けてください. ( Contact
your supplier for
technical support if the
failure persists.)

has no access to any
clinic.)

更新確認中にエラーが発生し
ました。 (Error while
checking for updates).

Otoscan Updateの初期化に失
敗しました。 (Failed to
initialize Otoscan Update.)

エラー: Otoscan Updateの起
動に失敗しました (Error:

エラーにより～できませんでした。 が
Otoscan の更新開始を

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

更新手順中にエラー発生

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

Failed to launch Otoscan
Update).

更新のインストールで予期し
ないエラーが発生しました。
(Unexpected failure while
installing update.)
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エラーメッセージ

原因

解決方法

ファイル {0} のダウンロー
ドでエラーが発生しました。

ネットワークエラーが発生しました.

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

起動手順中にエラー発生

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

(Error downloading file,
{0}.)

サーバーからマニフェストを
ダウンロードするときにエ
ラーが発生しました。
(Error downloading manifest
from server.)

13.2

Session Managerのエラーメッセージ
エラーメッセージ

原因

解決方法

スキャン用ソフトウエアの起
動に失敗しました。 (Failed

エラーによりスキャナを開始できません
でした。

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

アプリケーションが終了するのに、異常
に長い時間がかかっています。

プロセスが適時に完了しない場合
は、強制的に閉じる (Force
Close)を選択します。

PCがインターネットに接続されていない
可能性があります。

インターネット接続を確認してく
ださい。 (Check your
internet connection.)

to start the scanning
software.)

スキャン用ソフトウエアの
シャットダウンを待っていま
す。 (Waiting for the
scanning software to shut
down.)

Otocloudへの接続でエラーが
発生しました。 (There was
an error connecting to
Otocloud.)

スキャンをロードできませ
ん。 (Could not load scan).
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サプライヤに連絡して技術サポー
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your supplier for technical
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13.3

スキャンソフトウエアのエラーメッセージ
エラーメッセージ

原因

解決方法

スキャナの接続に失敗しまし
た。 (Failed to connect to

スキャンソフトウエアが、スキャナがPC
に接続されていることを検出できません
でした。

•

スキャナケーブルがUSBポー
トにしっかり接続されている
ことを確認し、再試行を選択
します。 (Make sure the
scanner cable is
connected securely in
the USB port and select
Retry.)

•

タスクバーで、トレーニング
ソフトウエアがバックグラウ
ンドで開いているかどうかを
を確認します。開いている場
合は閉じ、再試行 (Retry)
を選択します。

scanner.)

スキャナの接続に失敗しまし
た。 (Failed to connect to
scanner.)（2回目の試行）

重大な失敗が発生しました。
(Critical Failure!)

Otometrics - Otoscan

スキャンソフトウエアが、スキャナがPC
に接続されていることを検出できません
でした。

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

スキャンソフトウエアが、アプリケー
ションが正しく機能することを妨げる障
害を検出します。

サプライヤに連絡して技術サポー
トを受けてください. (Contact
your supplier for technical
support.)

45

ユーザーガイド

エラーメッセージ

原因

解決方法

セルフテストが失敗しまし
た。 (Self-test failed.)

以下のようにいくつかの原因がありま
す。

•

スキャナがクレードルブラ
ケットに平らに置かれ、プ
ローブチップがまっすぐ後壁
に向いていることを確認して
ください。再試行 (Retry)
を選択します。

セルフテストが失敗しまし
た。 (Self-test failed.)（2

•

スキャナがクレードルに正しく置か
れていません。

•

プローブまたはトラッキングカメラ
が清潔でない可能性があります。

•

プローブとトラッキングカメ
ラが清潔で、付着物やオイ
ル、残留物がないことを確認
してください。クリーニング
► 39を参照してください。
再試行 (Retry)を選択しま
す。

•

スキャナが損傷している可能性があ
ります。

•

目に見える損傷がないかご確
認ください。サプライヤに連
絡して技術サポートを受けて
ください. (Contact your
supplier for technical
support.)

回目の試行）
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エラーメッセージ

原因

解決方法

トラッキングが失われました
(Tracking lost)（アイコン）:

以下のようにいくつかの原因がありま
す。

•

スキャナがトラッキングリン
グに近づくように移動するか
傾けてください。

Otometrics - Otoscan

•

スキャナが耳およびトラッキングリ
ングから遠すぎます。

•

被検者がヘッドセットを正しく着用
していない可能性があります。

•

被検者がOtoscanユーザーガ
イドの説明どおりにヘッド
セットを着用していることを
確認してください。

•

トラッキングカメラのビューがオペ
レータの指や被検者の毛髪などでブ
ロックされている可能性がありま
す。

•

スキャナ前面の2台のトラッ
キングカメラに、障害物がな
いことを確認してください。

•

トラッキングカメラのレンズが清潔
でない可能性があります。

•

プローブとトラッキングカメ
ラが清潔で、付着物やオイ
ル、残留物がないことを確認
してください。クリーニング
► 39をご覧ください。

•

スキャナの角度が極端すぎる場合が
あります。

•

極端な角度を避け、トラッキ
ングカメラからトラッキング
リングが常時はっきり見えて
いることを確認してくださ
い。
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14

規格 および警告

14.1

安全
本取扱説明書には、Otoscan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。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。

14.2

記号の説明
製造メーカー

ISO 15223-1
参照番号5.1.1

EU指令90/385/EEC、93/42/EEC、および98/79/ECに定義される医療機器メーカーを示しま
す。
製造日も示されています。
取り扱い説明に従ってください

IEC 60601-1
表D.2 #10

取扱説明書をご覧ください
ユーザーが取扱説明書を参照しなければならないことを示します。
ISO 15223-1
参照番号5.4.3および
IEC 60601-1
表D.1 #11

梱包が破損している場合は使用しないでください
梱包が破損していたり、開梱されている場合はその医療機器は使用すべきでないことを示し
ます。
ISO 15223-1 参照番号
5.2.8

CEマーキング適合宣言
医療機器指令 93/42/EECに準拠しています。
93/42/EEC

機器は、米国市場では処方箋を必要とするものとして許可されています
21 CFR パート801.

米国連邦規制基準 21 CFR パート 801. § 801.109(b)(1)

§801.109(b)(1)

この記号は日本では適用されません。
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シリアルNo
特定の医療機器を識別するための製造元の番号を示します。
ISO 15223-1
参照番号5.1.7

カタログ/製品番号
医療機器を識別するための製造元のカタログ番号を示します。
ISO 15223-1
参照番号5.1.6

適用パートタイプ BF

IEC 60601-1

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012およびEN 60601-1:2006+A1:2013のタイプ BF要件に準拠し
ています。

表D.1 #19

湿度制限
医療機器がさらされても安全である湿度の範囲を示します。

ISO 15223-1
参照番号5.3.8

温度制限
医療機器がさらされても安全である温度の範囲を示します。
ISO 15223-1
記号5.3.7

大気圧制限
医療機器がさらされても安全である大気圧の範囲を示します。
ISO 15223-1
参照番号5.3.9

トラッキングが現在失われていることを示すために、ソフトウエア画面で使用されます。
詳細は取扱説明書をご覧ください。
注意
ISO 15223-1

何らかの理由により医療機器自体に示すことができない警告や安全上の注意などの重要な注
意事項を取扱説明書を参照する必要があることを示します。

参照番号5.4.4と
IEC 60601-1
表D.1 #10

Otometrics - Otoscan
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IEC 60601-1

警告
ソフトウエアプログラムが正常に動作しない場合にエラーメッセージで使用されます。ダイ
アログボックス内の詳細情報をご覧ください。

表D.2 #2

放射線に関する警告

IEC 60825-1

注意： レーザー光線が放射されます。光線を見つめないで下さい。本製品はクラス2レー
ザー製品です。
IEC 60825-1:2014規格のクラス2要件に準拠しています。

Made in USA

Made in USA
機器が米国製であることを示します。

Made in Malaysia

Made in Malaysia
機器がマレーシア製であることを示します。 (アクセサリのみ)

Made in Denmark

Made in Denmark
機器がデンマーク製であることを示します。 (アクセサリのみ)
電気・電子機器廃棄物(WEEE)に関する指令2012/19/EUの対象となる電子機器です。

EN 50419

全ての電気および電子製品、バッテリーおよび蓄電池は、製品寿命が終了した際、分別収集
する必要があります。この要件は、欧州連合で規定されています。これらの製品は、分別し
ていない一般ゴミとして廃棄しないでください。
使用していたデバイスとアクセサリはNatus Medical Denmark ApSまたはNatus
Medical Denmark ApSの販売店へ返却できます。また、廃棄に関するアドバイスを得るため
に、地域の専門業者に相談することも可能です。
Natus Medical Denmark ApS WEEE指令 ► 50の全文を参照してください。

参照規格

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: 医療機器 － 医療機器のラベル、ラべリング及び提供する情報に用いる記号 － 第1部:
一般要求事項

•

BS EN 50419:2006: 2002/96/EC指令(WEEE)の第11条(2)に準拠した電気・電子機器の表示

WEEE指令
Natusは、WEEE (電気・電子機器廃棄物)に関する欧州連合指令2014の必要条件を満たしています。これらの指令
は、電気・電子機器廃棄物が適切な処理および再利用のために分別収集されて、WEEEが安全に再使用またはリサイ
クルされなければならないことを規定しています。この指令を遵守するために、別段の取り決めがない限り、Natus
のエンドユーザーの皆様にも回収・リサイクルが義務付けられています。ご使用の地域で利用可能な回収および再
利用システムの詳細については、当社(www.natus.com)にお問い合わせください。
電気・電子機器(EEE)は危険が生じるおそれがあり、WEEEが適切に取り扱われない場合に人間の健康と環境に危険を
及ぼすおそれがある材料、成分および物質を含んでいます。そのため、エンドユーザーもまた、WEEEの安全な再利
用・リサイクルを確実に履行する役割を担っています。電気・電子機器を他の廃棄物と一緒に廃棄しないでくださ
い。電気・電子機器廃棄物を処分するときは、環境への悪影響を軽減し、電気・電子機器廃棄物の再利用、リサイ
クルおよび回収率を高めるために、地方自治体の回収機関または製造業者／輸入業者の返却システム、あるいは認
可済み廃品回収業者を利用してください。
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電気・電子機器廃棄物には、車輪付き容器に×印の付いたマークが付いています。車輪付き容器に×印が付いてい
るマークは、電気・電子機器廃棄物を他の廃棄物と一緒に廃棄できないため、必ず分別して回収しなければならな
いことを示します。

14.2.2

警告の注記
本取扱説明書には、本取扱説明書に記載されている機器と送信機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。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. 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。
2. データへの不正なアクセスのリスクを最小限に抑えるため、システムから離れるときは必ずシステムをログアウ
トしてください。
3. 対象ユーザー: オージオロジスト、補聴器ディスペンサー、耳鼻咽喉科医、その他訓練を受けたスタッフ。
4. このデバイスを、使用目的のセクションに記載される以外の方法で使用しないでください。 たとえば、デバイ
スを鼻孔、目、咽頭の検査に使わないでください。
5. 光線を見ないでください。光線を他人の目の方向に向けないでください。目を損傷する恐れがあります。
6. 規格のIEC TR 62471-2:2009に従って、ランプシステムは光生物学的危険性のリスク区分において免除グルー
プの次に危険度の低いリスクグループ1に分類されています。利用者のリスクを最小限に抑えるため、システム
はユーザーガイドの指示に従ってインストールし、使用しなければなりません。
7. 交差感染や再感染を予防するため、プローブは患者ごと、および患者の耳のスキャンごとにアルコールワイプで
清掃および消毒してください。
8. 被検者の耳にプローブを入れる時は注意してください。外耳道壁や鼓膜を損傷するリスクがあります。プローブ
で外耳に過剰な力を加えないでください。
9. 多用するとデバイス画面が高温になることがあります。そのため、画面表面には1分以上触れないでください。
10. 事故による損傷や不適正な取り扱いは、機器の機能に悪影響を及ぼすことがあります。購入元に連絡して指示を
仰いでください。
11. プローブに損傷の兆候がある場合は、デバイスを使用しないでください。購入元にご連絡ください。
12. デバイスを落とした場合は、サプライヤーに返却して安全点検を受けてください。
13. 安全性と保証の有効性を維持するために、電子医療機器の点検と修理は、機器の製造メーカーもしくは正規修理
業者のサービス担当員によってのみ実施する必要があります。不良がある場合、不良の内容を詳細に記録して、
販売店にご連絡ください。不良のある機器を使用しないでください。
14. Otoscanを絶対に分解しないでください。購入元にご連絡ください。Otoscan内の部品は、認可されている担当
者によってのみ検査または点検修理しなければなりません。
15. 静電気の量が最小限となる環境で機器をインストールすることをお勧めします。例えば、静電気防止カーペット
がお勧めです。
16. 技術仕様の保管と取扱いに記載されている値を超える温度や湿度でデバイスを保管または使用しないでくださ
い。
17. 機器を液体から遠ざけてください。機器の内側に水分を侵入させないでください。機器内部の水分は装置を損傷
させ、ユーザーやベビーに感電の危険性が生じることがあります。
18. 可燃性薬剤(ガス)の存在下または酸素濃度の高い環境で機器を使用しないでください。
19. 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。
20. 安全上の理由とEMCへの影響を抑えるため、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。
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21. デバイスを他の機器と積み重ねたり、換気の悪い場所に置いたりすることは、デバイスの性能に影響する場合が
あるため推奨されません。ほかの機器と積み重ねたり隣接して設置したりする場合は、デバイスの動作に影響が
ないことを確認してください。
22. 強力な電界に晒されると、望ましくないノイズが発生することがあります。そのようなノイズは、デバイスの性
能に影響することがあります。例えば、携帯電話など、電気機器の多くは電界を発生します。Otoscan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。
同様に、電磁場の影響を受けやすいデバイスの近くでは、本デバイスをできるだけ使用しないことをお勧めし
ます。
23. 製造メーカーによって明示的に承認されていない変更や改造を実施した場合、保証は無効となります。
24. OtoscanからのRF放射は非常に低レベルであるため、近くの電子機器に対する電波干渉は起こりにくくなってい
ます。しかし、Otoscanのすぐそばに配置されたローカルデバイスは、悪影響を受けたり、機能の喪失が発生す
ることがあります。
25.

電子医療システムを組み立てる際、アセンブリを実施する人間は、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(例えば、PCおよび/またはプリンタ)が接続されている場合、システム全体
の安全レベルが低下する恐れがあることを考慮に入れる必要があります。機器はUL/IEC 60950に準拠
しなければなりません。

26.

デバイスに接続されるアクセサリを選択する際、以下の点を考慮しなければなりません。
•

ベビー環境においていて接続された機器を使用すること

•

接続された機器がIEC60601-1 および/または IEC60601-1-1 および UL60601-1 および
CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90に従って試験されたことを証明する。

27. 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フィート以上離れること)に設置しなければなりません。
28. 機器に関連して深刻な事故が発生した場合はすべて、製造業者、ユーザーおよび／または患者が所在する国ある
いはEU加盟国の合法的管轄者に報告しなければなりません。
29. 本機器は、地域の条例に従って、通常の電子廃棄物として廃棄できます。
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15

技術仕様
システム要件
•

インターネットアクセス。推奨されるダウンロード速度： 2 Mbit

•

最低限以下の仕様を備えた専用ノートPC：

オペレーティングシステム

Windows 10 Professional

グラフィックプロセッサー

最低2GBのメモリ搭載単体グラフィックカード

プロセッサー

Quad Core, 8 Logicコア （ハードウェアスレッド）以上

最大メモリ

8 GB以上

画面

フルHD (1920x1080) Non-Touch（一元管理）最少13" 最大 15"

Wi-Fiアダプター

デュアルバンドワイヤレス- b/g/n/ac

ハードドライブ

最小156 GB SSD

タイプID
OtoscanスキャナはNatus Medical Denmark ApS製のタイプ1093です。

スキャンシステム
スキャンモード

- 外耳道リング、360°青色LEDライト使用
- 耳たぶライン、青色ラインレーザー使用
- 甲介リング、360°青色LEDライト使用

プローブ遠位直径

3.20 mm（0.13インチ）

プローブ長

30 mm（1.18インチ)

精度

極率が耳に類似しているCMM承認済みの機械的アーチファクトの表面をス
キャンした場合、表面の少なくとも80%が3次元レンダリング許容値の
±200 μm以内。

デバイス画面
サイズ

4インチ

タイプ

カラーTFT、LEDバックライト付き

解像度

480 x 800ドット

ユーザー入力

静電容量式

スキャナ電源
入力電力

5 V USB 3.0

USBプラグ

USB 3.0、タイプA
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保管と取り扱い
保管温度

-20°C～+60°C（-4°F～+140°F）

相対湿度

90％未満、結露なきこと

気圧

500 hPa ～ 1060 hPa

動作環境
温度

+10°C ～ +30°C（+50°F ～ +86°F）

相対湿度

30～75%、結露なきこと

気圧

600 hPa～1060 hPa

卓越した性能
Otoscanには基本的な性能はありません。

規格
ベビーの安全

IEC 60601-1:2005+A1:2012、タイプBF。
適用パートはスキャナプローブおよびハウジング。

15.1

レーザーの安全性

IEC 60825-1:2014規格のクラス2要件に準拠しています。

ランプの安全性

IEC 62471:2006
ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性

EMC

IEC 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014

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。

アクセサリ名

部品番号

1093、トレーニングキット、フル

8-61-20000

1093、デスクトップクレードルアクセ 8-61-20100
サリ

15.2

1093、HS3 ヘッドセットアクセサリ

8-61-22000

1093、ソフトウエアが事前にインス
トールされた専用のラップトップ

8-35-49800-XX

1093、アルコール消毒綿、70%イソプ
ロピル

8-62-48100

ユーザーガイド

7-50-14200-XX

EMC(電磁両立性)に関する注意事項
•
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Otoscan は、医用電気システムの一部であり、安全上の特別な事前注意が課せられます。このため、ユーザー
は本書に記載されている設置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。
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•

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、Otoscanの機能を妨害することがあります。

IEC 60601-1-2:2014と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界エミッションについて
Otoscanは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でOtoscan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

コンプライアンス

電磁環境 - ガイダンス

RFエミッション

グループ 1

Otoscan は、その内部機能のためだけにRFエネルギーを使用します。従って、そのRF

CISPR11

エミッションは非常に低レベルであるため、近くの電子機器に対する電波干渉を引
き起こしにくいとされています。

RFエミッション

クラス B

CISPR11

Otoscan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、すべての環境での使用に適していま
す。

高調波エミッション IEC

非該当

61000-3-2
電圧変動 / フリッカーエ

非該当

ミッションIEC 61000-3-3

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
Otoscanは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でOtoscan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

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル
静電放電（ESD）

+/- 8 kV 接触

+/- 8 kV 接触

フロアは木材、コンクリートまたはセラミックタ

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

イルにする必要があります。フロアが合成材料で

+/- 8 kV、+/- 15 kV大気中

+/- 8 kV、+/- 15 kV大気中

覆われている場合、相対湿度は最低30 %を確保し
てください。

電気的高速トランジェン

+/- 2 kV(電源ライン)

ト／バースト

+/- 1 kV (入力/出力ライン)

関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用
されているレベルにする必要があります。

IEC 61000-4-4
サージ

+/- 1 kV ライン対ライン

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ライン対アース

関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用
されているレベルにする必要があります。

+/- 2 kV DC入力ライン対アー
ス
+/- 1 kV DC入力ライン対ライ
ン
+/- 2 kV I/Oライン対アース

Otometrics - Otoscan
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電源入力ラインにおける

0 % UT; 0.5 サイクル

電圧降下、短時間停電お

0°、45°、90°、135°、

関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用
されているレベルにする必要があります。Otoscan

よび電圧変動

180°、225°、270°および

のユーザーが、電源供給の中断時でも継続運用を

IEC 61000-4-11

315°

必要とする場合、Otoscanが無停電電源またはリチ

0 % UT; 1 サイクル

ウムイオン充電池から電力供給を受けられるよう

および

にすることをお勧めします。

70 % UT; 25/30 サイクル
シングルフェーズ: 0°
電源入力ラインにおける

0 % UT; 250/300 サイクル

関係するポートなし

30 A/m

影響をうける関係ポートなし

電圧変動
IEC 61000-4-11
電力周波数

電力周波数磁界は、一般的な商用または病院環境

(50/60 Hz) 磁界

内の一般的な場所の特性レベルとする必要があり

IEC 61000-4-8

ます。
測定に悪影響が見られる場合は、Otoscanの場所を
変えてください。

UTは、テストレベルを加える前のAC電源電圧です。

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
Otoscanは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でOtoscan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

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル
伝導RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz～80 MHz

150 kHz～80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISMバンド

ISMバンド

放射RF

3 V/m（専門家によるヘルスケ 10 V/m

IEC 61000-4-3

ア）
10 V/m（ご自宅でのヘルスケ
ア）

80 MHz～2.7 GHz

80 MHz～2.7 GHz
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放射無線周波電磁界

27 V/m

27 V/m

OtoscanとRF無線通信機器間の分離距離は、30 cm

IEC 61000-4-3

386 MHz

386 MHz

（11.8インチ）より大きくなくてはなりません。

28 V/m

28 V/m

注記: これらのガイドラインがすべての状況に適

450 MHz

450 MHz

用されるわけではありません。電磁波の伝播は、

9 V/m

9 V/m

710 MHz、745 MHz、780 MHz

710 MHz、745 MHz、780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz、870 MHz、930 MHz

810 MHz、870 MHz、930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz、1845 MHz、1970 MHz

1720 MHz、1845 MHz、1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz、5500 MHz、5785 MHz

5240 MHz、5500 MHz、5785 MHz

構造物、物体および人間による吸収と反射によっ
て影響を受けます。

IEC 60601-1-2:2007と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界エミッションについて
Otoscanは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でOtoscan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

コンプライアンス

電磁環境 - ガイダンス

RFエミッション

グループ 1

Otoscan は、その内部機能のためだけにRFエネルギーを使用します。従って、そのRF

CISPR11

エミッションは非常に低レベルであるため、近くの電子機器に対する電波干渉を引
き起こしにくいとされています。

RFエミッション

クラス B

CISPR11

Otoscan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、すべての環境での使用に適していま
す。

高調波エミッション IEC

準拠する

61000-3-2
電圧変動 / フリッカーエ

準拠する

ミッションIEC 61000-3-3

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
Otoscanは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でOtoscan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

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル

Otometrics - Otoscan
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静電放電（ESD）

+/- 2 kV、+/- 4 kV、+/- 6 kV

IEC 61000-4-2

接触

+/- 2 kV、+/- 4 kV、+/- 6 kV接 フロアは木材、コンクリートまたはセラミックタ
触
イルにする必要があります。フロアが合成材料で

+/- 2 kV、+/- 4 kV、+/- 8 kV

+/- 2 kV、+/- 4 kV、+/- 8 kV大

大気中

気中

電気的高速トランジェン

+/- 2 kV(電源ライン)

関係するポートなし

ト／バースト

+/- 1 kV (入力/出力ライン)

覆われている場合、相対湿度は最低30 %を確保し
てください。

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用
されているレベルにする必要があります。

IEC 61000-4-4
サージ

+/- 1 kV ライン対ライン

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ライン対アース

関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用

電源入力ラインにおける

<5 % UT (UTで>95 % 降下)0.5サ

電圧降下、短時間停電お

イクル

されているレベルにする必要があります。Otoscan

よび電圧変動

40 % UT (UTで60 % 降下)、5サ

のユーザーが、電源供給の中断時でも継続運用を

IEC 61000-4-11

イクルで

必要とする場合、Otoscanが無停電電源またはリチ

70 % UT (UTで30 % 降下)、25サ

ウムイオン充電池から電力供給を受けられるよう

イクルで

にすることをお勧めします。

されているレベルにする必要があります。
関係するポートなし

電源品質は、一般的な商用または病院環境で使用

<5 % UT (UTで>95 % 降下)、5
秒間
電力周波数

3 A/m

3 A/m

電力周波数磁界は、一般的な商用または病院環境

(50/60 Hz) 磁界

内の一般的な場所の特性レベルとする必要があり

IEC 61000-4-8

ます。
測定に悪影響が見られる場合は、Otoscanの場所を
変えてください。

UTは、テストレベルを加える前のAC電源電圧です。

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
Otoscanは、以下に示される電磁環境内での使用を意図しています。そのような環境でOtoscan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

準拠レベル

電磁環境 - ガイダンス

テストレベル
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伝導RF

3 V rms (非生命維持機器)

3 V rms

ポータブルおよび携帯RF通信機器は、ケーブルを

IEC 61000-4-6

150 kHz～80 MHz

150 kHz～80 MHz

含むOtoscanのあらゆる部品までの距離が送信機の
周波数に適用される等式から算出される推奨分離
距離よりも近くならないようにして使用する必要
があります。
推奨分離距離:
d = 1.2
d = 1.2

（80 MHz～800 MHz）

d = 2.3

（80 MHz～2.5 GHz）

放射RF

3 V/m (非生命維持機器)

3 V/m

ここで Pは送信機製造メーカーが規定する送信機

IEC 61000-4-3

80 MHz～2.5 GHz

80 MHz～2.5 GHz

の定格最大出力電力で(単位:W)、dは推奨分離距
離(単位:m)です。
固定RF送信機の電界強度は、電磁波施設サーベ
イで測定した時に、a 各周波数範囲での準拠レベ
ルより少ない必要があります。b
電波干渉は、この記号でマーキングされた機器の
近くで発生することがあります。

注記1: 80 MHz および 800 MHzの場合、高周波向けの分離距離が適用されます。
注記 2: これらのガイドラインがすべての状況に適用されるわけではありません。電磁波の伝播は、構造物、物体および人間による吸収と
反射によって影響を受けます。
a. 固定送信機の電界強度は、無線(セルラー/コードレス)電話や陸上移動無線、アマチュア無線、AM/FMラジオ放送およびテレビ放送の基地
局などの場合、理論上、正確に予測することは不可能です。固定RF送信機による電磁環境を評価するには、電磁施設サーベイを考慮する
必要があります。Otoscanが使用される場所で測定済みの電界強度が、該当するRF準拠レベルを上回る場合、Otoscanが正常に動作するか
チェックする必要があります。仮に、異常な性能が認められた場合、Otoscan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. 150 kHz から 80 MHzまでの周波数範囲に対して、電界強度は3 V/m未満である必要があります。

ポータブルおよび携帯RF通信機器とOtoscan間の推奨分離距離
Otoscan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。Otoscanのカスタマーまたはユーザーは、通信機器の最大出力電
力に従って、以下に推奨する通り、ポータブルおよび携帯RF通信機器(送信機)とOtoscanとの間の最小分離距離を維持することで、電磁妨害
の防止に努めることができます。
送信機の定格最大出力電力

送信機の周波数に従った分離距離

W

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

Otometrics - Otoscan
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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：m)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、送信機製造メーカーが規定する送信機の最大出力電力定格(単位:W)です。

注記1: 80 MHz および 800 MHzの場合、高周波向けの分離距離が適用されます。
注記 2: これらのガイドラインがすべての状況に適用されるわけではありません。電磁波の伝播は、構造物、物体および人間による吸収と
反射によって影響を受けます。
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その他の参照情報
現在のユーザーガイドの最新バージョンは、OtoscanPCのデスクトップから利用できます。
オンラインアプリケーションOtocloudの詳細情報は、Otocloudユーザーガイドをご覧ください。
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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.natus.com

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。
•

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。

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。
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