届出番号 13B2X00086000038
平成 27 年 6 月 1 日初版(案)
機械器具（22）検眼用器具

一般医療機器 レフラクトメータ

JMDN 36387010

ウェルチ・アレン ビジョンスクリーナー
【警告】
警告 感電するおそれがあります。信号入力・出力ポー ト (SIP/SOP)に接
続できるのは、IEC 60601-1 または (機器に応じて)他の IEC 規格に
準拠する医療機器、医療システム、または非医療機器のみです。た
とえば、USB ポー トに接続したプリンタは IEC 60950 に準拠するもの
とします。
警告 感電するおそれがあります。本機の分解、改造は絶対に行わないで
く ださい。
警告 感電するおそれがあります。本機を開けたり、修理を試みたりしないで
ください。本機にはユーザーが交換できる部品はありません。本取扱
説明書に記載されている清掃と お手入れのみを定期的に行ってく
ださい。部品の点検と修理は必ず正規の修理スタッフが行うようにし
てください。本機の分解、改造を試みると怪我をするおそれがあり、ま
た、本製品の保証が無効になります。
警告 感電するおそれがあります。患者が露出導電部 (DC アダプター出力
コネクター、電源入力コネクター、USB ポー ト)に接触しないよう にし
てください。同時にまた、医師自身が患者と露出導電部に接触しな
いように注意してください。
警告 本機を可燃性麻酔薬 (空気、酸素、または亜酸化窒素を含む混合
ガス)が存在する場所で使用しないでください。爆発するおそれがあり
ます。
警告 データを損失する恐れがあります。システムがフリーズした場合に再
起動が必要になると、プリンタの設定内容、患者データ等のデータ
を損失することがあります。
警告 リチウムイオン電池は火災、爆発、やけどの原因となることがあります。
電池パッ クを分解、改造しないでください。
警 告 ウェルチ・アレン社 が承認 した付属 品のみ を使用 して くだ さい 。
www.welchallyn.jp をご覧ください。これ以外の付属品を使用すると、
患者データに誤りが生じたり、本機が破損したり、本製品の保証が無
効になる場合があります。
警告 怪我をするおそれ、機器が破損するおそれがあります。本機の充電
中は、トリップ発生の危険性を最小限に抑えるため、DC 変圧器のコ
ー ド/ケーブル類が適切に取り付けられていることを確認し ます。
警告 患者が怪我をするおそれがあります。本機に患者 ID を手動またはバ
ーコード リーダーで入力した後、患者記録を印刷または転送する前
に、必ずもう 一度患者 ID を確認します。

【形状・構造】
外観写真

【禁忌・禁止】
・既知の禁忌はありません。
【使用注意】
注意 本製品は精密機器です。物理的な衝撃を与えないでください。
注意 リストストラップを本機の持ち運びに使用しないでください。リストストラ
ップは本機の重みに耐えられるよう設計されていません。
注意 本機は防水仕様ではありません。万一水に落とした場合や水をかけ
てしまった場合は、速やかにウェルチ・アレン社テクニカルサポートま
でご連絡ください。本機に細かい水滴が付着した場合は、乾いた柔ら
かい布で拭き取ってください。
注意 本機に DC 電源アダプターを取り付けたまま緩衝材で包んだり、ケー
スに収納したりしないでください。電源コードや本体の破損の原因と
なることがあります。
注意 本機を過度の熱や直射日光にさらさないでください。高温になると、
本機が誤作動を起こす場合があります。
注意 本機に DC 電源コードを差し込むときには無理な力を加えないように
してください。本機の破損の原因になることがあり、この場合は保証の
対象外となります。
注意 タッチスクリーンを硬いものを押し当てたり、ひっかいたりしないでくだ
さい。本機の破損の原因になることがあります。本機にはスタイラス
ペンを使用できます。

【使用目的、効能又は効果】
本品のビジョンスクリーナーは、網膜に光を当て、反射してくる光を測定する
ことで眼の屈折力を測定します。また、瞳孔の大きさ、瞳孔間距離、眼位
異常 (眼位ずれ)も測定します。
ビジョンスクリーナーは、視力が低下し、屈折異常が疑われる患者の視力
検査(視力スクリーニング検査)に使用できます。適用対象は生後 6 カ月の
患者から成人患者です。

使用前に取扱説明書を参照下さい
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【品目仕様等】
【原理】
本品は、携帯型の機器であり、機器背面の動画ディスプレイに患者を映し、
位置を調整します。また、動画ディスプレイにはユーザーインターフェースも
備わっており、データを入力および表示できます.ビジョンスクリーナーから視
覚的・聴覚的な合図が出るため、患者が注意や視線を向けやすくなります。
また、迅速なデータ収集により、医師の指示に従うことが困難な、非常に手
のかかる小児患者でも簡単に検査できます。1 回の検査で患者の両眼の
屈折力、瞳孔の大きさ、および眼位を測定できます
ビジョンスクリーナーの特徴は以下のとおりです。
• ビジョンスリーナーは製造工程で既に校正(キャリブレーション)が済んでい
るため、以後、校正を行う必要はありません。
• 外付けの充電器はクラス II 機器であり、ビジョンスクリーナーも充電器に接
続した状態ではクラス II 機器です。
• ビジョンスクリーナーを外付けの充電器に接続していないときには、内蔵
電池が電源として使用されます。
• 感電に対する保護はありません (基礎絶縁のみ)。
• ビジョンスクリーナーの防水保護等級はゼロ (IPX0)であり、防水性能はあ
りません。
• 可燃性の麻酔薬が空気、酸素または亜酸化窒素と一緒に存在する場
所では、ビジョンスクリーナーを使用しないでください。
• ビジョンスクリーナーは継続的な使用に適しています。
• ビジョンスクリーナーは、6 カ月以上の患者の視力の問題を迅速かつ簡
単に検出できます。
• 電池交換は 2.5 年毎にウェルチ・アレン社が指定する修理工場で行うこと
をお勧めします(費用はユーザーの自己負担となります)。ビジョンスクリーナ
ーの日常的なお手入れとして、必要に応じて正面カバーガラスと液晶ディ
スプレイ画面の埃や汚れを拭き取ってください。
製品仕様
入力電圧 ： 90～ 64 VAC (公称 100～240 VAC)
入力周波数 ： 47～63 Hz
入力電流 ： 100 VAC、1.1A
平均効率 ： 0～50 W で 81～87%、51～ 250 W で 87% 以上
寸法 ( イ ンチ ) ： 8½ x 6¾ x 4¾ ( 奥行 x 幅 x 高さ )
重量 ( ポン ド ) ： ~2.55
ワイヤレスネ ッ ト ワーク ： 802.11 b/g/n
動作温度 ： +10～+40°C
動作湿度 ： 30～95%相対湿度 (結露なきこと)
保管時/輸送時の温度 ： 0～+50°C
保管時/輸送時の湿度 ： 0～95% 相対湿度 (結露なき こ と)
保管時/輸送時の気圧 ： 800～1060 hPA
電池の推定寿命 ： 2.5 年 (正常な使用状況で)
測定値
屈折力
等値球面度数 ：
• 範囲 ： -7.50D～+7.50D (0.25D 刻み )
• 精度 ： -3.50D～3.50D、 ± 0.50D
-7.50D ～ < -3.50D、 ± 1.00D
> 3.50D ～ 6.00D、 ± 1.00D
円柱度数 ：
• 範囲 ： 0.00D ～ +3.00D (0.25D 刻み )
• 精度 ： 0.00D ～ 1.50D、 ± 0.50D
> 1.50D ～ 3.00D、 ± 1.00D
円柱軸角度 ：
• 範囲 ： 1°～180°(1°刻み )
• 精度 ： ± 5°(円柱度数 > 0.5D につき )
瞳孔の大き さ ：
• 範囲 ： 4.0 mm～9.0 mm (0.1 mm 刻み )
• 精度 ： ± 0.1mm
瞳孔間距離 ：
• 範囲 ： 35 mm～80 mm (0.1 mm 刻み )
• 精度 ： ± 1 mm
1 回の測定に要する時間 ：1 秒
• 測定距離 ：1 m ± 5 cm
• 固視目標 ：ランダムな視覚的パターンと可聴音
測定原理 ：対光反射

【環境保護】
本機にはリチウムイオン電池、およびその他の電子材料を使用しています。
寿命に達した場合は、国・地域の当局にお問い合わせの上、適切に再利
用または廃棄してください。
【電磁両立性 (EMC)について】
本機は、FCC 規則のパー ト 15 に基づいてテストされ、クラス B デジタル機
器に関する制限に準拠することが認められています。詳細は取扱説明書に
記載されています。
電磁両立性
本製品は電磁両立性(EMC)に関する国際規格(IEC60601-1)に準拠して
います。
• 本機は医用電子機器であり、 EMC に関する特別な注意が必要です。
取扱説明書に記載された EMC に関する情報に従って設置および使用して
ください。
• 接続部には触れないようにし、接続する前に必ず静電気放電(ESD)によ
る破損を防止するために必要な措置を講じてください。
• 携帯型/移動式の無線通信機器は、医用電気機器の動作に影響を及
ぼすことがあります。
• 純正品以外の付属品やケーブル類(製造元が販売する交換部品を除
く )を使用すると、放射妨害波(エミッション)が増加し、本機またはシステム
の妨害波に対する耐性(イミュニティ)が低下する可能性があります。
• 本機またはシステムは、他の機器の近くに、または他の機器と重ねて設
置しないでください。他の機器の近くに、または他の機器と重ねて設置する
必要がある場合は、設置後に本機またはシステムが正常に動作することを
確認してください。
【操作方法又は使用方法】
ビジョンスクリーナーの設置・設定
充電
1. 付属の DC コード/ケーブル類と充電器を接続します。
2. ビジョンスクリーナーの接続部が見えるように、背面をそっと持ち上げま
す。
3. ビジョンスクリーナーの DC 電源コード差込口の位置を確認し、充電器に
接続します。充電器の DC 電源コードをビジョンスクリーナーの DC 電源コー
ド差込口に差し込みます。充電器に接続するときには無理な力を加えない
ようにしてください。本機の破損の原因になることがあり、保証が無効になり
ます。
4. DC 電源プラグを壁のコンセントに差し込み、本機に充電します。
ビジョンスクリーナーの電源を入れる/切る
1. 電源ボタンを押して放し、ビジョンスクリーナーの電源を入れます (起動
には約 30 秒かかります)。電源を入れると、メインメニューが表示されます。
2. 電源を切るときには、電源ボタンを 2 秒間押し続けます。シャットダウンの
確認画面が表示されます。
3. 充電中は緑色のランプが点滅します。満充電になると緑色のランプが連
続点灯になります。
三脚取り付け部
ビジョンスクリーナーは標準的な (カメラ用の)三脚に取り付けることができま
す。本機底部の三脚取り付け部には ¼-20 UNC のねじ穴が付いています。
使用上のポイント
• ビジョンスクリーナーの待機時 — 省電力機能により、60 秒後に画面全
体がやや暗くなり、5 分後には画面が真っ暗になります。スリープを解除する
ときには画面をタップするか、または電源ボタンを押します。画面が明るくな
らない場合は、電源プラグを差し込み、もう一度試みます。
• エクスポート/すべて削除 —[すべて削除]を選択する前に、必要なデー
タが USB メモリーに正常にエクスポートされたことを確認します。
•ビジョンスクリーナーからすべての記録を削除する —[履歴]画面に進み、
[すべて削除]のアイコンを選択します。 [レコードをすべて削除]を選択しま
す。キューに入っているレコードをすべて削除することもできます。
• スクリーニング検査中に電源を切らない—スクリーニングが済んだら、 [終
了] ボタンを選択し、その後、通常どおり機器の電源を切り ます。
• 入力画面 — 入力画面 (画面キーボード)で [戻る]ボタンを押すと、 入
力フィールドからデー タがすべて削除されます。
• バッテリー残量—バッテリー残量が少なくなると、電源ケーブルを接続す
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る必要があり、接続しないと機器を自動的にシャッ トダウンするというメッセ
ージが表示されます。その後、電源ケーブルを差し込まなければ、電圧が
下がり、自動的にシャットダウンします。
ワイヤレスネッ トワークの設定
[ツール] メニューから [ネットワーク]のアイコンを選択します。画面に現在
のネッ トワーク設定が表示されます。フィールドを追加または編集する場合
は、以下の指示に従います。変更する必要がない場合は、[OK]を選択し
て [ツール] メニューに戻ります。
ネッ トワーク名 (SSID)の追加 変更：
1. [SSID (ネットワーク名)] のフィールドをタッチするとキーボードが表示され
ます。
2. SSID (大文字と小文字を区別)を入力します。 [OK]を選択すると変更が
保存され、前の画面に戻ります。変更後、保存できる状態になると[OK]ボ
タ ンが濃い色になります。
セキュリティの種類の追加/変更：
適切なセキュリティの種類を選択します。 なし、WEP、WPA のいずれかで
す。
注記 WPA を選択すると、WPA パーソナル/WPA2 パーソナルがサポー ト
されます。
パスフレーズ(パスワード)の追加/変更
1. [パスフレーズ] ボタンをタッチすると、キーボードが表示されます (セキ
ュリティの種類で WEP または WPA を選択した場合のみ )。
2. パスフレーズ (大文字と小文字を区別)を入力し、[OK]を選択し ます。
3. [ネットワーク]画面で[OK]を選択して、変更を保存します。保存しないと、
変更が適用されません。
ビジョンスクリーナーのワイヤレス機能の有効化/無効化
[ネットワーク] メニューで [On/Off] ボタンを選択します。
注記 印刷を有効にする場合は、ワイヤレスを On にします。

2. プリンタを削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
プリンタのリセット
以下の手順でプリンタをすべて削除します。
1. [ごみ箱] のアイコンをタッチします。
2. メッセージが表示されます。[削除]を選択します。これでプリンタの現在
の設定がすべて削除されます。
ネットワークプリンタの追加
1. プリンタを追加する場合は、[使用可能なプリンタ]画面でプラスサインを
選択します。
2. ネットワーク上にプリンタが見つかると、プリンタ一覧に表示されます。 プ
リンタが表示されない場合は、画面上部の[+新しいプリンタの追加]を選択
するか、または追加するプリンタを選択して、[次へ]のアイコンを押します。
注記： 使用可能なプリンタを表示するためには、ビジョンスクリーナーで使
用できるプリンタが存在するワイヤレスネットワークに接続していることを確認
してください。
3. プリンタ情報(プリンタ名、ドライバー、場所)を確認します。設定を変更ま
たは追加する場合は、該当欄をタッチします。ドライバーを追加する必要が
ある場合は、検索機能を使用し、[検索]フィールドにドライバー名の一部を
入力します。
注記： HP プリンタ以外のプリンタについては、PCL プリンタ ドラバーを使用し
ます。ビジョンスクリーナーでは、すべてのプリンタの動作を保証するわけで
はありません。
4. 変更後に[保存]を選択します。
5. 保存すると [テストページの印刷]が濃い色になります。
6. メニューバーにプリンタのアイコンが表示され、進行中のジョブを確認で
きます。[プリンタ情報 ] 画面上部の[ジョブ]ボックスに、キューに入ってい
る印刷ジョブの数、および現在のプリンタステータスが表示されます。

ネットワーク詳細設定の表示
1. [TCP/IP]を選択します。 ここで現在ネットワークに割り当てられている
TCP/IP ア ドレスを確認することもできます。
2. ネットワークア ド レス等のさらに詳細な設定を手動で行う場合は、 [静
的]を選択します(ビジョンスクリーナーの MAC アドレスも確認できます)。

注記 プリンタに問題がある場合、キューに印刷ジョブが残っている場合は、
[リセット]ボタンを選択して印刷ジョブを削除し、プリンタをリセットします。

プリンタの設定
ビョンスクリーナーはネットワーク接続可能なほとんどのヒューレッ ト・パッカ
ード(HP)プリンタに接続し、印刷できます。また、ビジョンスクリーナーは汎用
の PCL プリンタドライバーを搭載しているため、HP プリンタ以外のプリンタに
も対応し、さらに、カスタムドライバーでブラザー QL-720NW ラベルプリン
タもサポートします。

USB ケーブルで直接接続したプリンタの追加
1. ビジ ョンスクリーナーをワイヤレスネットワークに接続します。
2. USB ケーブルを VS100 の USB ポートに差し込み、プリンタに接続します。
3. メインメニューで VS100 の IP アドレスを確認します。
4. 同じネットワーク上のコンピュターで
http://<ip_address_of_VS100>:631/にアクセスします。
5. [プリンタ]の下にある [管理]タブをクリックし、[新しいプリンタの検索]ボタ
ンをクリックします。
6. プリンタ名に USB があるプリンタの[このプリンタを追加]をクリックします。
たとえば、HP ENVY 5530 シリーズの場合、HPENVY 5530 series USB
CN3C91S1N205XTHPLIP を選択します。

注記 ビジョンスクリーナーに QL-720NW をインストールするためには、ネット
ワーク上に QL-720 という名前があることを確認し、ドライバー一覧で
QL-720NW とい う名 前の ド ライバーを 選択 します 。 Brother DK2205
Continuous Length Paper Tape、またはこれに相当するものをお使いくださ
い。
1. [ツール] メニューからプリンタのアイコンを選択します。
2. 次の画面にビジョンスクリーナーで使用できるプリンタの一覧が表示され
ます。
これは既にビジョンスクーナーに追加されているすべてのプリンタの一覧で
す。
通常使うプリンタの選択または変更：
プリンタ一覧から通常使うプリンタを検索および選択します(自動的に青色で
強調表示されます)。一覧に複数のプリンタがある場合は、強調表示された
プリンタ[通常使うプリンタに設定] ボタンをタッチします。
プリンタの設定
プリンタを選択した後、[編集]ボタンを押してプリンタステータスを表示する
か、またはテストページを印刷します。
プリンタの削除
1. 使用可能なプリンタの一覧から削除するプリンタを選択します。[マイナ
ス] ボタンをタッチして削除します。

7. [使用可能なプリンタの画面に戻り、必ずインストールされたプリンタで通
常使うものを強調表示し、[通常使うプリンタに設定]ボタンを選択します。

注記 プリンタ名は VS100 で入力しやすい簡単な名前にしてください。たと
えば、HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP をそのまま
使わず、ENVY5530 とします。
7. [次へ]をクリックします。
8. [メーカー] (例： HP)を選択し、[次へ]をクリックします。
9. Choose [機種] (例 ： HP Envy 5530 Series hpijs, 3.13.9 (en, en)) を
選択し、[プリンタの追加]をクリックします。
10. [デフォルト オプションの設定 をクリックします。
11. VS100 の [ツール]を押し、[プリンタ]を選択します。
12. 矢印の + を押して新しいプリンタを追加します。次に右矢印を押して
[新しいプリンタの追加]を選択します。
13. プリンタ名(例： HP Envy 5530)を入力します。
14. [ ドライバー]の下にある [編集]を押し、プリンタに合ったドライバーを選
択します。
15. [場所]の下にある [編集]を押し、
ipp://127.0.0.1/printers/<printer_name> に入力します (例 ：
ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530)。
16. [保存] ボタンを押します。
17. 最後に [テストページの印刷]ボタンを押して印刷し、プリンタが正常に
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動作することを確認します。
注記 USB メモリーを差し込んでから 5 秒以内にボタンが使用可能にならな
い場合は、いったん USB メモリーを取り外し PC に差し込み、USB メモリーか
らファイルをすべて削除した後に、もう一度試みます。
エクスポート
1. [エクスポート]ボタンを選択します。患者固有のデータを含まないファイ
ルをエクスポートする場合は、[個人データを除外]を選択します。このオプ
ションを選択しない場合は、すべてのデータがエクスポートされます。もう一
度[エクスポート]ボタンを選択して、エクスポートを開始します。
2. 「エクスポー トが正常に終了しました」というメッセージが表示されるまで
待ち、表示されたら [OK] を選択します。これでビジョンスクリーナーから
USB メモリーを安全に取り外すことができます。
3. USB メモリーにクスポートしたフォルダは
「Spot_SerialNumber_YYYYMMDD_HHMMSS」という名前になります(患者の
スクリーニング中に USB メモリーを差し込んだ場合は、
「Spot_SerialNumber」というフォルダにスクリーニングに関するデータのみが
含まれます)。フォルダ内のファイルは次のとおりです。
• スポット「基準」ファイル( 「インポート」フォルダ内)
• スポット「患者テンプレー ト 」ファイル(「データ ベース」フォルダ内)
• スポット「結果」ファイル ( 「データベース」フォルダ内 )
• スポット「バナー」 ファイル ( 「インポート」フォルダ内、 カスタムバナー
を追加した場合のみ )
• 患者 PDF ファイル (「pdf」フォルダ内)
注記 エクスポート終了前に USB メモリーを取り外すと、データ転送が終了し
ていない可能性があり、この結果、データが破損するおそれがあります。
インポート
インポートできるファイルは次のとおりです。
• 更新した「基準」ファイル(SpotCriteria.csv)
• 「将来」に関するファイル、キューに入っているファイル、スクリーニングに
関するファイル (SpotSubjects.csv または Location.csv。場所をファイル
名にすると、ファイル内のすべての患者がこのファイル名により 1 つのデフォ
ルトの場所に格納されます。たとえば、ファイル名を LakeMary.csv とする
と、このファイル内のすべての患者が 「LakeMary」と いう場所に格納され
ます)。
• スクリーニングレポートのカスタムバナー (banner.png)。正常にインポート
するために、ファイルに正確に名前を付けます (banner.png、
SpotCriteria.csv、SpotSubjects.csv 等。上述のとおり、SpotSubjects につ
いては場所をファイル名にすることができます)。
• 更新した「基準」ファイル (SpotCriteria.csv)
カスタムバナー
ウェルチ・アレン社は印刷可能なレポートの下部にカスタムバナーを追加で
きる機能を提供しています。ただし、カスタムバナー自体は提供していませ
ん。以下の指示に従い、バナーを作成してください。
• バナーのファイル名は 「banner.png」とします。
• ファイルサイズは 1MB 未満とします。
• 画像サイズは 1376 x 240 ピクセルとします。

ユーザー名 ：spot
パスワー ド ：0000
注記 お使いの機器でセキュリティを有効にしている場合、 パスワードは 4
桁の PIN コードになります。
3. デフォルトでは 「レポート」フォルダに進みます。ここに「pdf」フォルダがあ
り、フォルダ内に患者の PDF ファイルがあります。
4. SpotResults.csv ファイルを表示するには、「データベース」ディレクトリに
変更します。
ライセンス契約
ビジョンスクリーナーのスクリーニング機能を利用するためには、 本機のラ
イセンス契約が必要になります。本機を (本取扱説明書付きで)新規に購
入された場合は、既にライセンスがインストールされ、有効になっています。
お使いの機器で ソフトウェアを更新した場合は、以下の手順に従い、ライセ
ンス契約を更新する必要があります。
1. ビジョンスクリーナーの USB ポー トに空の USB メモリーを接続します。
2. [ツール] に進み、 [ライセンス ]ボタンを押します。
3. 間もなくダイアログボックスが表示され、登録ファイルが USB メモリーに
エクスポートされます。
4. spot-[シリアル番号].reg という名前のファイルをウェルチ・アレン社のサ
ポート(customerservice@welchallyn.com)に送信します。
ウェルチ・アレン社のサポートが登録ファイルを確認し、有効なライセンスキ
ーを電子メールで送ります。ライセンスキーを受け取ったら、次の手順に従
って ライセンスを更新します。
1. USB メモリーのルー トディレトリ (最上階層)にファイルを保存します。
2. USB メモリーをビジョンスクリーナーの USB ポートに差し込みます。
3. [ツール] メニューから [ライセンス]を選択します。間もなくダイアログボッ
クスが表示され、 ライセンスファイルが機器にインポートされます。
１．検査前準備手順
スクリーニング検査の環境条件
最適なスクリーニング検査結果を得るためには、照明を落とした環境で検
査を実施します。光が患者の眼に反射しないように、日光を遮断し、白熱
電球も使用しないでください。蛍光灯は使用できますが、瞳孔の大きさに影
響し、スクリーニングの成功率が下がるおそれがあります。
注記 スクリーニング検査を行うのに必要な瞳孔の大きさは 4mm 以上で、
照明のある部屋では 4mm 未満になる可能性があります。瞳孔が小さすぎ
る場合は、ビジョンスクリーナーの画面に部屋の明るさを調節する必要があ
るというメッセージが表示されます。最適な結果を得るためには、瞳孔の大
きさが 5mm 以上になるようにします。
ディスプレイ画面
ビジョンスクリーナーの電源を入れると、メインメニューまたは [ホーム画面
が表示されます。ビジョンスクリーナーをネットワークに接続している場合は、
上部の黒いバーの左端にネットワーク名と IP アドレスが表示されます。

カスタムバナーの追加
1. バナーのファイル (banner.png) を USB メモリーのルー トディレクトリ (最
上階層)に置きます。
2. USB メモリーをビジョンスクリーナーに差し込みます。 [ツール] に進み、
[インポート/エクスポート] を選択し ます。
3. インポートするファイルが強調表示されます。 [インポート] を選択し ま
す。
4. ファイルが正常にインポートされたことを確認するためには、新しい患者
のスクリーニングを行うか、または既存の記録を選択してレポート印刷します。
レポートの下部に新しいバナーが印刷されます。
Web アクセス
ビジョンスクリーナーをワイヤレスネットワークに接続していると、 同じ ネット
ワーク上の PC の Web ブラウザで ファイルを表示することができます。
次の手順に従い、ビジョンスクリーナーの Web サーバーにアクセスします。
1. コンピューターで Web ブ ラウザを開き、アドレスバー (ホーム画面上部
の黒いバー) に機器の IP ア ド レスを入力します。
2. ユーザー名とパスワードを入力するように促されます。

1. 年齢範囲
患者データを入力しないで スクリーニングを即座に開始する場合は、[ホー
ム] 画面で患者の年齢範囲を選択します。必要に応じて、スクリーニング
後に患者データ を入力できます。
2. 開始ボタン
管理番号 13B2X00086000038
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次の作業を行うときに [開始] ボタンを押します。
• 患者の ID、氏名、性別、生年月日/年齢 (必 ) 等の患者に関する情報
を入力します。
• キューに入っている患者を検索します (ID 画面で完全一致 )。
• スクリーニング検査を開始します (両眼または片眼の検査 )。
• スクリーニング検査の結果を確認し、印刷します。
3. 画面下部のアイコン
• [キュー]–一覧からキューに入っている患者を表示、選択または検索し
て、 スクリーニング検査を開始します。
• [履歴]–スクリーニング検査が済んだ患者を表示します ( 終了記録 )。
• [ツール]–ビジョンスクリーナーには豊富なカスタマイズオプションがあり
ます。
患者情報画面
患者情報画面で患者データがすべて正しいことを確認します。データを変
更する場合は、該当欄をタッチします。変更後に [OK] を選択すると、患
者情報画面に戻ります。 [生年月日/年齢]は必須です。年齢が入力され
ていない場合や生年月日や年齢が無効な場合(6 カ月未満の場合) は、
赤い文字で表示されます [進む] を選択して、 スクリーニング検査を開始
します。

ビジョンスクリーナーのピントの合わせ方

A ビジョンスクリーナーを患者から約 36 インチの位置に設置し ます。
B ビジョンスクリーナーを身体に近づけて持ち、 画面が灰色になるまで前
後に傾けて調節し ます。
C 灰色の画面にスピナーが表示されるまで微調整を行います。

注記： 最適な結果を得るためには、両眼を大きく見開き、 両眼がフレーム
の中央に来るようにします。
片眼モー ド
片眼モードでは、右眼または左眼のスクリーニングを行うことができます。
片眼モー ドは、両眼のスクリーニングで瞳孔にピントを合わせることがで
きなかった場合に使用します。
1. 右眼のスクリーニングを行う場合は画面の右側、左眼の場合は画面の
左側をタッチ します。 (OD = 右眼、 OS = 左眼 )。
2. 一方の眼のスクリーニングが終了したら、 [結果] メニューから [片眼 ]
を選択し、 もう一方の眼のスクリーニングを行います。

2. 患者のスクリーニング
1. 患者から約 1 メートルの距離を取ります。 三脚を使う場合は、患者から
距離を約 1 メートルの位置に三脚を置きます。
2. スクリーニングを開始します。機器をゆっくりと上方に回転させ、患者の
両眼に合わせます患者との距離を調節し、画面に患者の両眼がはっ き
りと映るようにします。三脚を使う場合は、三脚を上下左右に調節し、
画面上で患者の両眼にピントを合わせます。

検査結果の表示
スクリーニング終了時に検査結果を示す画面が表示されます。
範囲外の値は赤で表示されます。
[結果]の下にある [ツール には結果表示オプションがあり、表示方法を
変更できます。たとえば、概要画面または結果詳細画面の表示、推奨事項
または測定値の非表示、円柱度数変換のオプション、生データと丸めたデ
ータのオプション等です。

患者に近すぎるか、または患者から遠すぎると、画面が青くなります。
注記 結果を迅速に得るため、および他の物体が映り込まないようにするた
めには、ビジョンスクリーナーを患者の眼と同じ位置に (軸上に)合わせま
す。
一方の足を他方の足より前に出して立ち、機器を前後に傾けて調整します。
撮影範囲内に納まると、画面が灰色に変わります。三脚を使う場合は、必
要に応じて三脚を移動し、画面上で患者の瞳孔にピントを合わせ、画面が
灰色に変わったことを確認します。
3 ビジョンスクリーナーを安定させると、撮影中であることを示すスクリーニ
ングホイールが表示されます。
4. 患者の瞳孔にピントが合わず、うまく撮影できない場合は、自動的に測
定が停止しますので、再試行できます。記録にフラグを付け、片眼モード
で再試行するか、 または[ホーム]画面に戻ります。
5. 瞳孔が小さすぎる場合は、機器の画面に瞳孔を大きくするために部屋の
明るさを調節する必要があるという メッセージが表示されます。

検査結果の解釈
下図は検査結果を示す画面です。
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します。
2. ファイル名が「SpotSubjects.csv」または「DesiredLocation.csv」となって
いることを確認します。

瞳孔間距離
瞳孔の大きさ
右眼 (OD)、 左眼 (OS)
全屈折力
SE - 等値球面度数
DS - 球面度数
DC – 円柱度数
Axis – 軸角度
ホーム
円柱度数変換
眼位
度数 ( 水平、 垂直 )

注記 場所を患者のファイル名にした場合は、USB メモリー内に見つかった
すべてのファイルが同時にインポートされます。
3. 手順に従ってインポートし、 ファイルを ビジョンスクリーナーに取り込み
ます。ファイルが正常にインポートされたことを確認します。[ホーム]画面に
戻り、[キュー]アイコンを選択すると、新しい記録が表示されます。

ビジョンスクリーナーの基準
現在のスクリーニングの基準を変更する場合は、以下の手順に従います。
1. エクスポー ト後に、PC に USB メモリーを差し込みます。
2. USB メモリー内のフォルダから エクスポートした「スポッ ト」フォルダを開
き、「インポート」フォルダを選択します。
3. 「SpotCriteria.csv」 ファイルを USB メモリーのルートディレクトリ (最上階
層にあるフォルダ)にコピーします(このファイルはフォルダに入れません)。コ
ピーしたファイルを開きます。
4. Microsoft Excel または互換性のあるプログラムを使って必要な変更を
加えます。
5. ファイルをカンマ区切り形式(CSV 形式)で保存します。ファイル名が
「SpotCriteria.csv」となっていることを確認します。PC から USB メモリーを取
り出し、ビジョンスクリーナーに差し込みます。
6. [ツール]メニューに進み、[インポー ト/エクスポート] を選択します。 [イ
ンポート]ボタンを選択し、更新した「基準」ファイルをインポートします。
7. ファイルが正常にインポートされたことを確認するためには、 [ツール]
メニューに進み、[基準]を選択し、新しい設定を確認します。
注記 カスタム設定の基準をインポートし、使用しているときには 画面下部
に [元に戻す]ボタンが表示されます。このボタンにより、工場出荷時のデフ
ォルトの基準に戻すかどうかを確認するよう促されます。 このボタンを押す
と、 ビジョンスクリーナーからカスタム設定の基準が削除され、代わり にデ
フォルトの基準が適用されます。
患者情報の追加
ビジョンスクリーナーではキューに入っている患者の一覧にデータを追加す
ることができます。
1. エクスポートが終了し たら、 ビジョンスクリーナーから USB メモリーを取
り外し、PC に差し込みます。
2. 作成したばかりの「スポッ ト」フォルダを選択します。
3. 「データベース」フォルダを選択し、次に 「SpotSubjects.csv」 ファイル
を選択 ます。
4. 「SpotSubjects.csv」 ファイルには 6 つの列があります。列見出しは変更
しないでください。以下に示す列 (列見出し ) に情報のみを追加します。
• 患者 ID— 半角英数字と記号を組み合わせて入力します。このフィール
ドは患者のクイック検索に使用します。
• 氏名(名のみ)— 氏 (上の名) と名(下の名前)のうち名(下の名前)だけを
半角英字(ローマ字表記)で入力し ます。
• 氏名(氏のみ)—氏(上の名前)と名(下の名前)のうち氏(上の名前)だけを
半角英字 (ローマ字表記)で入力します。
注記 カスタム設定の基準をインポートし、使用しているときには、画面下部
に[元に戻す]ボタンが表示されます。このボタンにより、工場出荷時のデフ
ォル トの基準に戻すかどうかを確認するよう促されます。このボタンを押す
と、 ビジョスクリーナーから カスタム設定の基準が削除され、代わり にデ
フォルトの基準が適用されます。
注記 各患者に固有の場所を作成する必要がある場合は、「患者 ID」の列
の前に列を 1 つ作成し、列見出しを「場所」とします。
• 生年月日—生年月日を月/日/年の形式で入力し ます。年齢(歳)、月齢
(カ月)、または何歳何カ月で入力します。これは必須フィール ドであり、
ンポー トに必要です。
例 ： 2 歳 10 カ月は「2Y10M と入力します。半角英数字のみを使用してく
ださい。
• 性別—英字のみを使用し、男性は「M」、女性は「F」を入力します。性別が
不明な場合は、このフィールドを空白のままにします。
• 眼鏡等の処方—な し、眼鏡コンタクトのいずれかを選択します。このフィ
ールドを空白のままにすると、デフォルトの「な し」が適用されます。
「インポート」ファイルの更新後は次の手順に従います。
1. ファイルがカ ンマ区切り形式 (CSV 形式)で保存されていることを確認

トラブルシューティング
システムの再起動
1. ビジョンスクリーナーを再起動する場合は、[On/Off]ボタンを押し、確認
画面が表示されるまで待ちます。[確認]を選択すると電源が切れます。
2. 画面が暗くなったら、30 秒ほど待ってからもう一度電源ボタンを押し、
ビジョンスクリーナーの電源を入れます。電源プラグを差し込んで、機器
の電源が入っていることを確認します。
システムがフ リーズした場合
ビジョンスクリーナーが動かなくなり、ッ チスクリーンが反応しない場合は、
システムをリセットする必要があります。
1. [On/Off] ボタンを押します。
2. [電源 Off]ウィンドウが表示されたら、[確認]を選択して機器をシャットダ
ウンします。
3. ウィンドウが表示されない場合は、[On/Off]ボタンを長押しし、画面が暗
くなったら放し ます。
4. 1 分ほど待ってから通常どおりに起動します。
プリンタの問題
プリンタの電源が入っていること、およびインクや トナーの量が十分である
ことを確認します。
1. プリンタから直接、 テストページを印刷します。
2. プリンタが正常に動作することを確認した後、同じネットワーク上の PC
からプリンタに印刷して、プリンタがローカルネットワーク上にあることを確
認します。
3. 以上の動作をすべて確認した後、システムを再起動します (上記参
照 )。
ワイヤレスネットワーク接続の問題
ワイヤレスネッ トワーク接続の問題については、以下の手順で対応します。
1. 右上隅にある [ワイヤレス]アイコンを確認します。アイコンが赤くなってい
る場合は、ビジョンスクリーナーの再起動を試みます。
2. ネットワーク設定がすべて正しく行われていることを確認します。
注記 フリーズ発生後に再起動する と、プリンタの設定内容、患者デー タ
等、一部のデータを損失することがあります。
3. 設定した内容に間違いがある場合は、 いっ たんビジョンスクリーナーの
電源を切り、もう一度電源を入れます。
4. [ホーム]画面に戻り、上部の黒いバーの左端にネットワーク名と IP ア ド
レスが正しいことを確認します。
5. 自動的に再接続しない場合は、[ツール]、[ネットワーク]と進み、 [セキ
ュリティの種類]を選択します。ここで適切な種類 (なし、WEP、または
WPA)を選択し、強調表示された [OK] を選択します。これでネット ワ
ーク接続が回復します。
システムメッセージ
ビジョンスクリーナーの操作中にシステムメッセージが表示されることがあり
ます。以下の表では、このようなメッセージの内容について説明しています。
トラブルシューティングまたはエラーメッセージの詳細については、ウェルチ・
アレ ン社のサポー トチームまでお問い合わせください ( 連絡先の詳細に
ついては、本取扱説明書の最後のページをご覧ください)。
注記 再起動すると、ネットワークへの接続が回復することがあります。
メ ッ セージ
( テキス ト )
Sorry for the
inconvenience.
We need to
reboot the
device.

メ ッ セージに対
するア ク シ ョ
ン
OK または
取り消し

意味

ア ク シ ョ ン

スクリーニングモ
ードで問題が
発生しました。
本機を再起動す
る必要がありま
す。

[次へ] を選択し
て本機を再起動
するか、または
[取り消し] を選
択して [読み取り
専用]モードで本
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Problem
Encountered.
Spot needs to
reboot.

再起動

The screening
system is not
available.

なし

本検査システム
が起動しなかっ
たか、または反
応していません。

The screening
system is not
initialized.

なし

本検査システム
が起動し なかっ
たか、または反
応していません。

Spot has not
finished saving
the previous
screening.

なし

Un-calibrated
device

なし

解決しようと試み
ました。

前回のスクリーニ
ング検査のファイ
ルをディスクに保
存しています。ま
だ保存されてい
ないファイルがあ
ります。
本機の構成フ ァ
イルを読み取るこ
ができません。

機を使い続けま
す。問題が継続
する場合は、ウ
ェルチ・アレン社
のサポートまでお
問い合わせくださ
い。
[再起動] を選択
して、もう一度試
みます。問題が
継続する場合
は、ウェルチ・ ア
レン社のサポート
までお問い合わ
せください。
本機を再起動し
てから、もう一度
試みます。問題
が継続する場合
は、 ウェルチ・ア
レン社のサポート
までお問い合わ
せください。
本機を再起動し
てから、もう一度
試みます。問題
が継続する場合
は、ウェルチ・ ア
レン社のサポー
トまでお問い合わ
せください。
本機を再起動し
てから、もう一度
試みます、問題
が継続する場合
は、ウェルチ・アレ
ン社のサポー ト
までお問い合わ
せください。
本機を再起動し
ます。問題が継
続する場合は、
ウェルチ・アレ ン
社のサポートまで
お問い合わせくだ
さい。

トラブルシューティングまたはエラーメッセージの詳細については、ウェルチ・
アレン社のサポートセンターまでお問い合わせください (連絡先の詳細につ
いては、本取扱説明書の最後のページをご覧ください)。
【使用上の注意】
・機器が運転温度内で保管されていなかった場合、使用前に少なくとも 24
時間、機器を運転温度(15-35℃)に戻してください。
・短絡(ショート)を避けるためにバッテリー端子を金属から離してください。
・プローブハンドル、プリンタ／チャージャーユニットともに、-20℃未満、
49℃を超える環境下で保管しないでください。極端で継続的な低温又は
高温環境下に置くことにより、機器が恒久的な故障を起こすことがありま
す。
・本装置には静電気に敏感な部品があります。プローブハンドルの内部に触
れる前に、接地されている金属に触れて、静電気の放電を確認してくだ
さい。
・機器の損傷を防ぐために、プローブハンドルの充電はプリンタ／チャージャ
ーユニットでのみ行ってください。
・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を
行うかあるいは弊社修理サービスセンターへ連絡して下さい。

【保守・点検に係わる事項】
ビジョンスクリーナーの清掃
本機のお手入れ方法
警告：感電するおそれがあります。モニターのお手入れをする前に、電源
コードをコンセントおよびビジョンスクリーナー本体から取り外してください。
警告：ビジョンスクリーナー内部に液体が入ると、電子部品の損傷等の原
因になることがあります。ビジョンスクリーナーに液体がかからないよ う に
注意してください。
ビジョンスクリーナーに液体がかかった場合は、次の手順に従います。
1. ビョンスクリーナーの電源を切ります。
2. 電源ラグを抜きます。
3. ビジョンスクリーナーから液体を拭き取ります。
ビジョンスクリーナー内部に液体が入ったと思われる場合は、適度に乾
く まで使用しないでください。液体が乾いた後に、正規の修理スタッフが
点検とテストを行います。
本機は定期的に清掃してください。清掃方法については各施設の手順や
基準、または各国・各地域の法令や規制に従います。 ビジョンスクリーナ
ーの電源が入っている場合は、
画面を ロックしてから DC 電源コードを抜きます。
ビジョンスクリーナーに使用できる洗浄剤は以下のとおりです。
• 70% イソプロピルアルコール
• 塩素系漂白剤を 10 倍に希釈した消毒液
消毒方法については各施設の手順や基準、または各国・各地域の法令
や規制に従います。
70% イソプロピアルコール
70% イソプロ ピルアルコールで湿らせた清潔な布でビジョンスクリーナー
本体を軽く拭きます。
塩素系漂白剤を 10 倍に希釈した消毒液
1. 清潔な布を塩素系漂白剤を 10 倍に希釈した消毒液で湿らせ、ビジ
ョンスクリーナー本体を軽く拭きます。 洗剤については、メーカーの取扱
説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
2. 清潔な布を欧州薬局方(EP および米国薬局方(USP)の水質基準を
満たす水で湿らせ、洗浄液を拭き取り ます。
3. モニターを使用する前に、ビジョンスクリーナーの表面を 10 分間以上
乾かします。
【包装】
1 台単位で梱包。
大きな梱包箱にビジョンスクリーナー、添付文書、取扱説明書、および小
さな梱包箱が入っています。小さな梱包箱には次の付属品が入っていま
す。
AC 電源コード、充電器、
クリーニングクロス、リストストラップ
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者
ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル
電話番号:03-3219-0071
外国製造所
ウエルチ アレン、インク （アメリカ合衆国）Welch Allyn Inc.

【貯蔵・保管方法】
次の条件を満たしている環境下で保管してください。
動作温度 ： +10 ～ +40°C
動作湿度 ： 30 ～ 95% 相対湿度 ( 結露なき こ と )
保管時/輸送時の温度 ： 0 ～ +50°C
保管時/輸送時の湿度 ： 0 ～ 95% 相対湿度 ( 結露なき こ と )
電池の推定寿命 ： 2.5 年 ( 正常な使用状況で )
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