筋電図・誘発電位測定装置

アルパイン・バイオメッド社の神経系診断装置 キーポイントⓇワークステーションには、波形
や測定値分析の最高水準のソフトウェアが組み込まれ、診断・効果的な治療選択のお役に立っ
ております。
EP ヘッドボックス

機器構成



２１チャンネルで最大６メートルのケーブル



アーム、移動スタンド、ベッドに取付可能

Ⓡ

キーポイント には多くのオプションがあり、
個々の状況や患者様に応じて適切に組み合わ

刺激装置

せることができます。



フルプログラムの聴覚・視覚刺激装置

標準装備には、フラットスクリーン、内蔵型



アクティブ・ハンドグリップ刺激装置

CD-ROM ライター、人間工学に基づくハンド
レストが含まれています。

コンパクトなトローリー


軽量アルミニウム構造



省スペースデザイン



右手用・左手用の切り替えが簡単・迅速



左右どちらにも置ける便利な収納ボック
ス

高性能アンプ


記録チャンネルオプション（４チャンネル、
８チャンネル）



高品質の記録結果



確実なデータ収集

アプリケーション
Ⓡ

キーポイント モジュー

優れた実績に基づいてデザインされ、専門家に
ルの使

よる神経生理学的障害の診断・管理をサポート

用により、他の関連機器を追加する必要はあり

します。

ません。豊富な検査モジュールの中から必要な

キーポイントⓇワークステーションは、専門技術

ものを選ぶだけで、臨床の場でのご要望にお応

の統合により、筋電図・神経伝導・誘発電位測

えできます。

定などの臨床検査や手術室でのモニタリングに
理想的な装置です。
キーポイントⓇワークステーションに加え、ポータブル型
のキーポイントⓇポータブルシステムもあります。

主な特徴
キーポイントⓇソフトウェアモジュール


コンパクトで軽量、しかもパワフル



ユーザー満足度を高める人間工学的デザイ

ナーブ・コンダンクション：F 波とインチン
グを含む





ン


CV ジェネラル（MCV と SCV を同時に測定
可）

簡便な使用法で、迅速・確実な検査法を提
供



モジュラーデザインにより、様々な作業環



ディクリメント（反復刺激法）



H-リフレックス（H 反射）



ブリンク・リフレックス（瞬目反射）

の使用により、他のシステムからキーポイ



エリア・インクリメント

ントⓇへのスムーズな切り替えが可能

境・作業状況に対応




EMG

カスタマイズ可能なＷｉｎＲｅｐｏｒｔ

信頼性の確立したキーポイント Ⓡ ソフトウ
ェア



ＱＥＭＧ（ＥＭＧを含む）



マルチチャンネル・オシロスコープ



ＳＦＥＭＧ （単線維筋電図）



Ｍａｃｒｏ ＥＭＧ （マクロ筋電図）



インターバル測定（Ｒ－Ｒ間隔）

豊富なアクセサリー



ＳＳＲ （交感神経皮膚反応）





ローカルエリア・ネットワークによりデー
タ共有が可能
ＷｉｎＲｅｐｏｒｔには、Ｗｉｎｄｏｗｓ ⓇＲｅｐｏｒｔおよ
びＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ⓡ Ａｃｃｅｓｓ Ｄａｔａｂａｓｅが
搭載されています。

種類が豊富で、臨床上の用途に応じ選択可
能



ＳＥＰ （体性感覚誘発電位）



ＢＡＥＲ (脳幹聴覚誘発電位)



ＡＥＰ （聴覚誘発電位）



ＶＥＰ （視覚誘発電位）

神経診断用アクセサリー



Ｐ３００ （事象関連電位）



ディスポーザブル/リユーザブル針電極



ディスポーザブル/リユーザブル表面電極



刺激電極

ユーザーを強力にサポート



接続プラグ、ケーブル

Ⓡ



ジェル、ペースト、粘着剤



ＡＩＯＭ （術中モニタリング）

キーポイント ワークステーションは、



操作性が高く、患者様の安全と快適さを十
分考慮して検査を進められる

仕様
チ ェックボード 、ホリゾンタル

パターンタイプ：

アンプ

バー、バーティカルカバー

チャ ンネル数：

４チ ャンネル、８チ ャンネル

サイズ：

絶縁：

BF形装着部、ＩＥ Ｃ６０ １- １- ２

ゴーグル：

入力インピーダンス：

２００MΩ （ バランス ）

３Ｘ４、６Ｘ８、１２Ｘ１６、２４Ｘ３２、
４８Ｘ６４、９６Ｘ１２８
オプション

プリ ンタ

平均ノ イズレベル(RMS)：

＞１０００MΩ / ２５ｐＦ（ コモンモード ）
０．６μ V

分離モード排除：

＞１６０ｄB

レポ ー ト

コモンモード排除比：

＞１００ｄB

画面印刷：

可能

感度：

０．５μ Ｖ/ Ｄ－２０mＶ/ Ｄ( １５ス テップ)

レポ ート出力：

可能

デ ィスプレイ感度：
スイープ速度

０．０５μ Ｖ/ Ｄ－２０mＶ/ Ｄ( １８ス テップ)
０．１ｍｓ/ ｄ－１６ｓ/ ｄ( ２９ス テップ)

(プログラム依存)
フィルタ（ プログラム依存） ：

ユ ー ザ ー イ ン ター フ ェ イ ス
専用キーボ ード：

あり

ローパス ・ フィルタ ０－３ＫＨｚ

マウス：

あり

ハイパス ・ フィルタ ０．０２－オープン

ＰＣ用キーボ ード

あり

電極インピーダンス・ テスト：
校正信号：

あり（ ５００Ω －２００ｋΩ ）
あり

フットスイッチ：

あり

体温計入力：

あり、１５℃－４５℃

オ ー ディ オ 出力

データ統合部
サンプリングレート：

４８．０ｋＨｚ （ １アンプにつき）

解像度：

１６ビット

内蔵スピーカー：

あり

外付けＰＣスピーカー：

あり

デ ィ ス プ レイ

トリ ガー入出力

モニタ・ サイズ

１９インチ
６４０Ｘ４８０、８００Ｘ６００、

外付けトリガー出力：
外付けトリガー入力：

解像度：

１０２４Ｘ７６８ または１２８０Ｘ１０２４
（ モニ タの性能による）

外部通信

聴覚刺激装置
クリック、トーン、バース ト、ピップ、

刺激形態：

あり
あり

ネットワーク：

オプション

モデ ム：

あり

ハーフサイン、フルサイン
クリック：

寸法：重量

５０－１００μ Ｓ
０－１３２ｄＢ（ １．０ｄＢス テップ、ソフトウェ

強度：

アに依存する）

外形寸法：

６３０（ 幅： 本体のみ） Ｘ５５０（ 奥
行） Ｘ１２４０－１２７０（ 高さ： ディス
プレイ上部にて ） ｍｍ

視覚刺激装置
モニタ・ サイズ

１７インチ （ オプション）

刺激タイプ

オンセ ット、リバーサル、ゴーグル

質量：

５２ｋｇ
（ 入力ボックス 等の付属品含む）

*オプションのＥＰヘッドボ ックスがある場合

販売名

キーポイントⓇ

医療用具輸入承認番号

〒206-0041
東京都多摩市愛宕４丁目２５番地２号
本社
：Tel. 042(303)0888（代）
ダイアグノスティク事業部：Tel. 042(303)0900

２１４００BZY００４６７０００

