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登録商標について (Trademark Statement)

LATITUDE、LATITUDE Link、Quick Start は、Boston Scientific またはその関連会社の商標である。

Bluetooth® は、 Bluetooth SIG の登録商標である。

ディスプレイポートは、 Video Electronics Standards Association (VESA) の商標である。

使用説明 (Description and Use)
LATITUDE™プログラミングシステムのネットワークアプリケーションでは、 イーサネットやワイヤレ

ス接続でソフトウェアをダウンロードしたり、 Bluetooth® 接続でデータを転送したり、 Bluetooth® や 

USB 接続で印刷を行うことができる。 Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムは、 植込み型

パルスジェネレータ (PG) およびリードといったボストン・サイエンティフィック社製システムと使用される

可搬型
カーディアックリズムマネジメントシステムである。

注記 : 本マニュアルに記載されている画像イメージは代表的なものであり、 ユーザの画面とは完全

に一致しない場合がある。

使用目的 (Intended Use)

LATITUDE プログラミングシステムは、 病院環境および医療施設環境で、 ボストン・サイエンティフィック

社製植込みシステムと通信を行うために使用することを意図している。 使用ソフトウェアは、 パルスジェ

ネレータにおけるすべての通信機能を制御する。 ソフトウェアアプリケーション使用手順の詳細について

は、 イントロゲートするパルスジェネレータに関連する取扱説明書を参照すること。

対象となるユーザ (Intended Audience)

Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムは、デバイスの植込みやフォローアップ手順の訓練を受

けた、 または経験のある医療従事者による使用を意図している。

必要な専門技能および知識 (Required Expertise and Knowledge)

ユーザは、 心臓の電気療法に精通している必要がある。 デバイスを適切に使用するために必要な専門

知識を持つ有資格の医療専門家のみが使用すること。

医師のモニタリング (Physician Supervision)

LATITUDE プログラミングシステムは、 医師の持続的なモニタリング下でのみ操作できる。 操作中は、

医療従事者が体表面 ECG モニタを用いて患者を継続的にモニタリングする必要がある。
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医療機器オペレータを対象とする規則 
(Medical Product Operator’s Ordinance) 

国内規制により、ユーザ、製造業者または製造業者代理が定期的にプログラマの安全性試験を実施し、

記録することが求められたり、デバイスや附属品の正しい使用方法などについてユーザに対しトレーニン

グを提供することが求められる国もある。

国内規制について不明な場合は、 ボストン・サイエンティフィック社に連絡すること。

禁忌 (Contraindications)
LATITUDE プログラミングシステムは、ボストン・サイエンティフィック社製パルスジェネレータ以外のパル

スジェネレータとは併用できない。

ネットワークと接続アプリケーションは、 ボストン・サイエンティフィック社製 Model 3300 LATITUDE プロ

グラミングシステム以外のプログラミングシステムとは併用できない。

パルスジェネレータの使用に関わる禁忌については、 イントロゲートするパルスジェネレータに関する取

扱説明書を参照すること。

警告 (WARNINGS)
その他の警告については、 『LATITUDE Programming System Operator’s Manual, Model 3300』 を

参照すること。

 指定以外のケーブルと附属品の使用：ボストン・サイエンティフィック社が提供または指定す

る以外のケーブルや附属品を LATITUDE プログラミングシステムと使用した場合、LATITUDE
プログラミングシステムの電磁エミッションの増大、 電磁イミュニティの低下、 または電気ショッ

クを招くおそれがある。 MSO (マルチタップ) の使用を含めて、 このようなケーブルまたは附属

品を LATITUDE プログラミングシステムに接続する者は、医用システムを設定することができ、

医用システムが医用電気システムに関する IEC/EN 60601-1、 Clause 16 の要件に準拠して

いることを確認する責任がある。

 コネクタ接点：患者と LATITUDE プログラミングシステムに接続されているコネクタまたは金

属部分に同時に触れないこと。

 LATITUDE プログラミングシステムの位置：この機器を他の機器と隣接させたり、 積み重

ねたりして使用することは、 不適切な作動につながることがあるため避けること。 このような使

用が必要な場合は、本機器と他の機器を監視し、これらが正常に作動していることを確認する

必要がある。

 機器の改造：ボストン・サイエンティフィック社の許可がない限り、 この機器に変更を加えない

こと。

!

!

!

!
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使用上の注意 (Precautions)
その他の使用上の注意については、 『LATITUDE Programming System Operator’s Manual, Model 
3300』 を参照すること。

• 漏れ電流：Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムに接続される機器は、 市販品に求

められる漏れ電流の要件を満たす必要があるが、 医療機器のより厳しい要件を満たすとは限ら

ない。 したがって、 すべての機器は患者環境外に置くこと。

 ▪ Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムのポートと患者、 テレメトリワンド、 ケーブル

などを同時に触れないこと。

• イーサネット：使用する必要がある場合、 イーサネットケーブルは Model 3300 LATITUDE
プログラミングシステムの RJ45 イーサネットポートコネクタにのみ接続すること。 操作中にイー

サネットケーブルを抜挿すると、 ネットワーク機能に影響を与えるおそれがある。 Model 3300 
LATITUDE プログラミングシステムの RJ45 イーサネット接続は、 ローカルエリアネットワーク

(LAN) のみで使用すること。 電話接続に使用してはならない。

• USB デバイス：マルウェアに感染するリスクを減少させるため、 プログラマに接続する USB デ

バイスを制限する必要がある。

• ソフトウェア：最新バージョンのソフトウェアがインストールされていることを確認すること。 弊

社営業担当者が、 サポートとして USB ペンドライブを使用しソフトウェアアップデートを行うことが

できる。

• システムの起動：ボストン・サイエンティフィック社は、 Model 3300 LATITUDE プログラミング

システムの電源を入れる前にすべての必要なケーブルおよびデバイスを取り付けることを推奨

する。

ソフトウェアのアップデートとダウンロード 
(Software Updates and Download) 
ソフトウェアのアップデートとダウンロードは、インターネット経由または USB ペンドライブを使用して行う

ことができる。

Model 3300 LATITUDE プログラミングシステム画面の Utilities (ユーティリティ) タブに、 Software 
Update (ソフトウェアアップデート)選択ボタンが存在する。ユーザは、すべてのアップデートをダウンロー

ドおよびインストールするか、 利用できるアップデートを閲覧して選択することができる。

ソフトウェアのアップデートとダウンロードの詳細については 『LATITUDE Programming System 
Operator’s Manual, Model 3300』 を参照すること。

ネットワーク接続が失われるとソフトウェアアップデートのインストールが遅れ、 その結果、 Model 3300 
LATITUDE プログラミングシステム、 PSA、 または PG の機能に関し、 アップデートを使用することによ

る恩恵が受けられなくなることがある。 弊社営業担当者が、 サポートとして USB ペンドライブを使用しソ

フトウェアアップデートを行うことができる。
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ネットワークと接続 (Networking and Connectivity)
LATITUDE プログラミングシステムでは、 イーサネットやワイヤレス接続を使用してソフトウェアをダウン

ロードできる。 (ラップトップなどへの) データ転送や印刷には Bluetooth® 接続を使用できる。 使用できる

ネットワーク接続図については図 1 を参照すること。

デ バ イ ス を イ ン ト ロ ゲ ー ト す る 前 に、 7 ペ ー ジ の " ネ ッ ト ワ ー ク と 接 続 機 能 の 使 用 法 
(Using Network and Connectivity Functions)" を参照してネットワークと接続の機能への接続と設定を

行うこと。

1

4 3

2

[1] Bluetooth® を使用したデータ転送、 [2] イーサネットまたは Wi-Fi を介しインターネットを通して Model 3300 
LATITUDE プログラミングシステムによる BSC からのソフトウェアダウンロード、[3] USB を介したデータ転送、Model 
3300 LATITUDE プログラミングシステムのソフトウェアアップデート、 [4] Bluetooth® または USB ケーブルを使用した

レポートの印刷

図 1. ネットワーク概要

ネットワーク接続 (Network Connectivity)

LATITUDE プログラミングシステムでは、 イーサネット、 Wi-Fi、 Bluetooth®、 および USB 接続を使用

できる。
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イーサネットと Wi-Fi (Ethernet and Wi-Fi)

IT ネットワークへ接続すると、 Model 3300 LATITUDE プログラミングシステム、 ネットワーク、 および

ネットワーク上のデバイス間で情報を送受信できる。ネットワーク接続は、ボストン・サイエンティフィック社

製サーバからソフトウェアをダウンロードしたり、 Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムの日付

と時刻の内部時計を同期するのに使用される。 ソフトウェアダウンロードは、ボストン・サイエンティフィッ

ク社製サーバから取得し、 インターネットを介して送信され、 LATITUDE プログラミングシステムのイー

サネットまたは Wi-Fi 接続で受信される。

ネットワークの喪失 (Loss of Network)

ネットワーク (イーサネットまたは Wi-Fi) が喪失し、ネットワークが再度機能してからも再接続ができない

場合のリカバリ手段を下記に示す。

• Wi-Fi ネットワーク機能をリカバリするには、 イーサネットケーブルを外し、 Wi-Fi アクティビティを

再起動する。

• イーサネットネットワーク機能をリカバリするには、 イーサネットケーブルを外し、 イーサネットアク

ティビティを再起動する。

• ネットワーク機能 (ダウンロードまたは転送) がアクティブなときにイーサネットケーブルを取り外

す、 または差し込むと、 ネットワーク機能が中断し、 動作が完了しない。

• ソフトウェアのダウンロードが完了しなかったときにリカバリするには、 ネットワークの状態とネット

ワーク接続を確認し、 ダウンロードを再試行する。 それでもリカバリできない場合は、 ボストン・

サイエンティフィック社のテクニカルサービスに問い合わせるか、 最寄りの弊社営業担当者に連

絡すること。

Bluetooth® 

Bluetooth®接続は、Bluetooth®対応プリンタと通信して患者のデータやレポートを印刷したり、患者デー

タをLATITUDE Linkに転送するために他のコンピュータと通信するのに使用される。

Bluetooth® でのデータ転送が完了しなかったときにリカバリするには、転送を再試行する。 それでもリカ

バリできない場合は、 ボストン・サイエンティフィック社のテクニカルサービスに問い合わせるか、 最寄り

の弊社営業担当者に連絡すること。

USB

患者のデータとレポートは、 USB 接続されたプリンタへ印刷したり、 USB ペンドライブに保存して別のデ

バイスに転送し印刷できる。

USB でのデータ転送が完了しなかったときにリカバリするには、転送を再試行するか、別の USB ペ

ンドライブを使用する。 それでもリカバリできない場合は、 ボストン・サイエンティフィック社のテクニカ

ルサービスに問い合わせるか、 最寄りの弊社営業担当者に連絡すること。

オプションの外部機器 (Optional External Equipment)
オプションの外部機器を LATITUDE プログラミングシステムと使用できる。 使用可能な外部機器につ

いては、 弊社営業担当者に問い合わせること。
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注記 : 外部機器を追加する場合、 医用システムを設定することとなり、 医用システムが医用電気シ

ステムに関する IEC/EN 60601-1、 Clause 16 の要件に準拠していることを確認する責任が

ある。

 警告 : 患者と LATITUDE プログラミングシステムに接続されているコネクタまたは金属部分に

同時に触れないこと。

注意 : LATITUDE プログラミングシステムに接続される機器は、 市販品に求められる漏れ電流の要

件を満たす必要があるが、医療機器のより厳しい要件を満たすとは限らない。 したがって、す

べての機器は患者環境外に置くこと。

外部プリンタ (External Printer)

LATITUDE プログラミングシステムは、 幅広い外部 USB プリンタをサポートしている。 指示 (7 ペー

ジの " 接続 (Connections)") を参照して適切な USB 2.0 または 3.0 プリンタケーブルを接続すること。

注記 : USB 3.0 プリンタは、 USB 2.0 より速く印刷データを処理できる。

一部の Bluetooth® プリンタもサポートされている。 13 ページの "Bluetooth® 接続 (Bluetooth® 
Connectivity)" を参照すること。

外部モニタ用ディスプレイポート (DisplayPort for an External Monitor)

任意の水平走査周波数と同期できる外部ビデオやデジタルモニタ (または同等品) を使用して、

Programmer (プログラマ) 画面を表示できる。

注記 : 外部モニタの使用にあたり、プログラマのディスプレイポートに接続するためアダプタやケーブ

ルが必要となる可能性がある。

注記 : 外部コネクタに接続する機器は、 該当する規格 (例: データ処理装置の場合は IEC/EN 
60950-1、 医療機器の場合は IEC/EN 60601-1) に適合していること。

 警告 : ボストン・サイエンティフィック社が提供または指定する以外のケーブルや附属品を

LATITUDE プログラミングシステムと使用した場合、 LATITUDE プログラミングシステムの電

磁エミッションの増大、電磁イミュニティの低下、または電気ショックを招くおそれがある。 MSO 
(マルチタップ) の使用を含めて、 このようなケーブルまたは附属品を LATITUDE プログラミン

グシステムに接続する者は、 医用システムを設定することができ、 医用システムが医用電気

システムに関する IEC/EN 60601-1、Clause 16 の要件に準拠していることを確認する責任が

ある。

!

!
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接続 (CONNECTIONS)
Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムのネットワークと接続ポートを識別するには図 2 を参照

のこと。

医師側パネル (左側)(Physician side panel (left side))

7

5
4

3
2

1

6

8

[1] 電源スイッチ [2] USB 2.0 ポート [3] USB 2.0 ポート [4] USB 2.0 ポート [5] USB 3.0 ポート [6] イーサネットポート 
[7] ディスプレイポート出力 [8] DC 電源接続部 (モデル 6689 電源アダプタ用)

図 2. LATITUDE プログラミングシステムの左側パネル

ネットワークと接続機能の使用法 
(USING NETWORK AND CONNECTIVITY FUNCTIONS)

ネットワークと接続ケーブルの接続 
(Network and Connectivity Cable Connections)
必要に応じて、 LATITUDE プログラミングシステムの左側に以下の接続を行うこと。

 警告 : ボストン・サイエンティフィック社が提供または指定する以外のケーブルや附属品を

LATITUDE プログラミングシステムと使用した場合、 LATITUDE プログラミングシステムの電

磁エミッションの増大、電磁イミュニティの低下、または電気ショックを招くおそれがある。 MSO 
(マルチタップ) の使用を含めて、 このようなケーブルまたは附属品を LATITUDE プログラミン

グシステムに接続する者は、 医用システムを設定することができ、 医用システムが医用電気

システムに関する IEC/EN 60601-1、Clause 16 の要件に準拠していることを確認する責任が

ある。

1. イーサネット : ローカルエリアネットワーク (LAN) に接続するには、 イーサネットケーブルを

イーサネットポートのみに接続すること。

!
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注記 : Bluetooth® または LAN 通信を使用する際は、 さらなる手順を完了する必要がある。

16 ページの " イーサネット接続 (Ethernet Connectivity)" および 13 ページの

"Bluetooth® 接続 (Bluetooth® Connectivity)" を参照すること。

2. 外部モニタ : 外部モニタを接続するには、 デジタルディスプレイケーブル
a
をディスプレイポー

ト出力コネクタに接続する。 モニタが外部電源に接続されていることを確認する。 一部のモニ

タでは、 適切に表示できるようにするために、 ディスプレイポート接続を抜き差しして、 ビデオ

と同期する必要がある場合がある。

3. USB プリンタ : 外部 USB プリンタに接続するには、 適切な USB ケーブルを Model 3300 
LATITUDE プログラミングシステムの適切な USB ポートに接続する。 次に、 プリンタが外部

電源に接続されていることを確認する。

注記 : LATITUDE プログラミングシステムは Bluetooth® に対応しており、 Bluetooth® 対

応プリンタに接続して使用できる。 13 ページの "Bluetooth® 接続 (Bluetooth® 
Connectivity)" を参照すること。

a. 一部のディスプレイケーブルでは、 ディスプレイポートの接続にディスプレイポートアダプタが必要となる。
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ネットワークと接続のセットアップ 
(Networking and Connectivity Setup)
LATITUDE プログラミングシステムの電源を入れたら、メイン画面が表示されるまで最大 1 分間待つ。 メ

イン画面に図 3 に示すような内容が表示される。

画面下部には Utilities (ユーティリティ) ボタンが表示される。 このボタンから LATITUDE プログラミング

システムの情報や Network Setup (ネットワークセットアップ) などのセットアップ機能にアクセスできる。

1

[1] Utilities (ユーティリティ) ボタン

図 3. メイン画面

Utilities (ユーティリティ) ボタン

デバイスをイントロゲートする前に、 Utilities (ユーティリティ) ボタンを使用してネットワークと接続の機能

を設定する。

Utilities (ユーティリティ) ボタンをクリックすると、 Utilities (ユーティリティ) パネルのタブ選択肢が表示さ

れる。 Network Setup (ネットワークセットアップ) タブには、 図 4 に示すように Wireless (ワイヤレス)、
Bluetooth®、 および Ethernet & Proxy (イーサネットとプロキシ) の各タブが表示される。

Setup (セットアップ)、 Date and Time (日時)、および Software Update (ソフトウェアアップデート) の各

タブの詳細については 『LATITUDE Programming System Operator’s Manual, Model 3300』 を参照

すること。
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図 4. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ)

Network Setup (ネットワークセットアップ) タブ － 概要

Network Setup (ネットワークセットアップ) タブでは、 Wi-Fi、 Bluetooth®、 およびイーサネットの各

ネットワークプロトコルを介したネットワークおよびデバイスへの接続を行うことができる。 Model 3300 
LATITUDE プログラミングシステムのイーサネットネットワーク接続ポートについては、7 ページの図 2 を

参照すること。

• Wireless (ワイヤレス) をセットアップすると、 公共／保護されていないネットワーク、 WPA-PSK
や WPA2-PSK ネットワーク、 および Wi-Fi ネットワークに接続できる (10 ページの " ワイヤレ

ス (Wi-Fi) 接続 (Wireless (Wi-Fi) Connectivity)" を参照)。

• Bluetooth® をセットアップすると、 外部プリンタやコンピュータといった別のデバイスに接続でき

る (13 ページの "Bluetooth® 接続 (Bluetooth® Connectivity)" を参照)。

• Ethernet & Proxy (イーサネットとプロキシ) をセットアップすると、 ローカルエリアネットワー

クに接続できる (16 ページの " イーサネット接続 (Ethernet Connectivity)" を参照)。

注記： 特定の設定要件については、 施設内の専門チームに問い合わせること。 詳細については、

ボストン・サイエンティフィック社のテクニカルサービスに問い合わせること。

ワイヤレス (Wi-Fi) 接続 (Wireless (Wi-Fi) Connectivity)

ワイヤレス接続では次の機能が提供される。

• Wi-Fi は動的 IP アドレス設定のみをサポートしている (Wi-Fi の仕様については 19 ページの表

1 を参照のこと)。

• Wi-Fi ユーザは公共／保護されていないネットワーク、および WPA-PSK や WPA2-PSK ネットワー

クに接続できる。

• Wi-Fi 接続は、 Enable Wi-Fi(Wi-Fi の有効化) ボタンを使用して有効または無効にする (10 ペー

ジの図 4 を参照)。
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• Name (名前)、Signal Strength (信号強度)、Security (セキュリティ)、および Status (ステータス)
で並べ替えが可能である。 この画面では、 ブロードキャスト Wi-Fi ネットワークリストの表示が 30
秒ごとに更新される。

• ユーザは、 Wi-Fi 名の左側にある拡大ボタンを選択して表示される Wi-Fi Details (Wi-Fi 詳細)
画面を使用してネットワークに接続する。

• ユーザは、 Wi-Fi Details (Wi-Fi 詳細) 画面の "Alias Name (別名)" を使用して、 ネットワーク名

をより認識しやすい名前に変更できる (13 ページの図 8 を参照)。

• ユーザは、 圏内に入ったときに自動的に (または手動で) Wi-Fi ネットワークに接続するようシス

テムを設定できる。

• Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムには最大 5 つの Wi-Fi ネットワークを保存でき、

初期接続が行われた後はそれらのネットワークに自動的に接続される。 5 つを超えてネットワー

クを追加すると、 古いものからネットワークが置き換えられる。

注記 : ワイヤレス (Wi-Fi) 接続でダウンロードまたはアップロード中にユーザがイーサネットネット

ワークに接続した場合、 ダウンロードまたはアップロードが停止するため、 そのアクティビティ

を再始動する必要がある。 情報メッセージに、 アプリケーションでエラーが発生したことが表

示される。 イーサネットケーブルを外しワイヤレス転送を再試行する。

ワイヤレス (Wi-Fi) のセットアップ (Wireless (Wi-Fi) Setup)

Wi-Fi 通信をセットアップするには、 以下の手順を行う。

1. Enable Wi-Fi (Wi-Fi の有効化) ボタンをクリックし、 ネットワークを検索する (図5)。

注記 : いったん有効になった Wi-Fi はオンのままとなる。 Wi-Fi 接続を無効にするには、

Enable Wi-Fi (Wi-Fi の有効化) ボタンをクリックしてチェックマークを外す。

2. プログラマにより、 使用可能なすべてのネットワークが検索される (図6)。

3. 使用したいネットワーク名の隣にある拡大ボタン  をクリックして、 そのネットワークを選択す

る (図7)。

4. 必要に応じて、 Wi-Fi の Password (パスワード) および希望があれば Alias Name (別名) を
入力する (図8)。

5. "Automatically join this network (このネットワークに自動的に接続する)" ボタンをクリックし、

圏内に入ったときにはいつでもこの Wi-Fi ネットワークに接続するようにする (図8)。

6. SAVE (保存) ボタンをクリックし、 Wi-Fi Details (Wi-Fi 詳細) ウィンドウを閉じる (図8)。
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図 5. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Wireless 
(ワイヤレス) － Enable (有効)

図 6. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Wireless 
(ワイヤレス) － Network Search (ネットワーク検索)
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図 7. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Wireless 
(ワイヤレス) － Network Display (ネットワーク表示)

注記 : タブレット、 電話機などのモバイルデバイスでは、 LATITUDE プログラミングシステムへの

Bluetooth® 接続はサポートされていない。

一度認証されると、 Bluetooth® ペアリングはオンのままとなる。 プログラマは接続を記憶しているため、

デバイス (Bluetooth® 対応 PC、 ラップトップ、 またはプリンタ) への接続は自動的に行われる。

図 8. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Wireless (ワ
イヤレス) － Details (詳細)

Bluetooth® 接続 (Bluetooth® Connectivity)

Bluetooth®接続は、Bluetooth®対応プリンタと通信して患者のデータやレポートを印刷したり、患者デー

タをLATITUDE Linkに転送するために他のコンピュータと通信するのに使用される。
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Bluetooth® 対応 PC のセットアップ (Bluetooth capable PC setup)

Bluetooth® 接続を有効にし、 Bluetooth® 対応 PC に接続するには ：

1. Bluetooth®
画面にて Enable Bluetooth® (Bluetooth の有効化) ボタンをクリックし (図10 を参

照)、 圏内 (約100 m (328 フィート)) にある Bluetooth®
対応 PC のスキャンを開始する。

2. スキャンが完了したら、 追加ボタン をクリックして、 付近の Bluetooth®
対応コンピュータを

認証し、 "Authorized Computers (認証済みコンピュータ)" リストに移動させる。 認証済みコ

ンピュータは、 データ転送や、 データ転送画面で転送先オプションとして表示するのに使用さ

れることがある。

3. Bluetooth®PC への接続が初めての場合には、 デバイスのペアリングコードを入力するか、

PC から送信されるペアリングコードを確認する。

図 9. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Bluetooth®

ペアリングコードオプション

図 10. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Bluetooth®

コンピュータ

Bluetooth®
プリンタのセットアップ (Bluetooth® printer setup)

Bluetooth® プリンタに接続するには、 図 11 を参照して以下の手順を行う。

1. Bluetooth®
タブの Enable Bluetooth®(Bluetooth®

の有効化) ボタンにチェックが入っているこ

とを確認する (14 ページの図 10 を参照)。
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2. 画面下部の About (バージョン情報) タブをクリックする。

3. System Information (システム情報) タブをクリックする。

4. USB Printer (USB プリンタ) 選択ボタンをクリックし、ポップアップウィンドウの Scan (スキャン)
ボタンをクリックする。  

5. スキャンが完了したら、 Unauthorized Printers Nearby (付近の未認証プリンタ) リスト内の希

望のプリンタの隣にある追加ボタン をクリックし、 Authorized Printers (認証済みプリンタ) リ
ストに追加する。 15 ページの図 12 を参照すること。

1 2 3

[1] System Information (システム情報) タブ、 [2] Scan (スキャン) ボタン、 [3] USB Printer (USB プリンタ) 選択バー

図 11. Bluetooth®
プリンタのセットアップ

図 12. Bluetooth®
プリンタのスキャン結果

注記 : ユーザはPGアプリケーションのプリンタ選択オプションからもプリンタを追加したり設定したり

できる。
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注記 : Authorized Printers (認証済みプリンタ) リストに複数のプリンタが表示されている場合、希望

のプリンタを 1 台選択すると、Bluetooth Printers (Bluetooth プリンタ) 画面の Authorized (認
証済み) リストで別のプリンタが選択されるまで、 そのプリンタが選択されたままとなる。

注記 : プリンタ名は編集や変更できない。

Bluetooth® が有効になっており、 画面に印刷機能が表示されている場合、 選択したプリンタが使用さ

れる。

イーサネット接続 (Ethernet Connectivity)

イーサネットネットワークへの接続に必要な設定については、 ネットワーク管理者に問い合わせるととも

に 19 ページの表 1 を参照すること。 イーサネットケーブルが差し込まれているときは自動的にネット

ワークに接続するようイーサネット接続を設定できる。 一度に設定できるイーサネット接続は 1 つだけで

ある。

Auto Connect (自動接続) 機能を使用するには、Auto Connect (自動接続) にチェックマークを付けて選

択し、Connect (接続) ボタンを押す。 Connect (接続) ボタンを押さないと、自動接続は有効にならない。

注記 : イーサネットケーブルは Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムの RJ45 イーサネッ

トポートコネクタにのみ接続すること。

注記 : Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムのイーサネットポートは RJ-45 接続である。

このポートに電話のジャックを接続しないこと。 Model 3300 LATITUDE プログラミングシステ

ムのイーサネット接続ポートについては、 7 ページの " 図 2. LATITUDE プログラミングシス

テムの左側パネル " を参照すること。

注記 : イーサネットネットワークに接続されているときには、 内部時計はそのネットワークによって設

定される。 イーサネット接続を使用していない場合、 内部時計の時刻が 1 年に最大 12 分進

むことがあるので、手動でリセットする必要がある。 内部時計を修正する必要がある際には、

ボストン・サイエンティフィック社に問い合わせること。

図 13 に、 Auto Connect (自動接続) が確立されている場合の Ethernet & Proxy (イーサネットとプロキ

シ) セットアップ画面を示す。 図 14 には、 プロキシサーバを使用する場合に必要なパラメータを示す。

プロキシ設定を行う場合は、 "Use Proxy Server (プロキシサーバを使用する)" ボタン (図13) をクリック

し、 図 14 に示すとおりにプロキシ情報を入力する。
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図 13. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Ethernet & 
Proxy (イーサネットとプロキシ)

図 14. Utilities (ユーティリティ) － Network Setup (ネットワークセットアップ) － Ethernet & 
Proxy (イーサネットとプロキシ) － Proxy Settings (プロキシ設定)

サービス (SERVICING)
LATITUDE プログラミングシステムの操作または修理に関する質問については、 ボストン・サイエンティ

フィック社に連絡すること。

LATITUDE プログラミングシステムが正しく作動しない場合、 電気コードとケーブルがしっかりと接続さ

れ、良好に使用できる状態であること (目に見える欠陥がないこと) を確認すること。 外部ディスプレイや

プリンタで問題が発生している場合は、 対象デバイスの取扱説明書を参照すること。
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プログラミングシステムのセキュリティ 
(PROGRAMMING SYSTEM SECURITY)
患者データおよびプログラミングシステムの完全性を保護するために、 ネットワークに接続する際はセ

キュリティ対策が必要である。 Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムには、ネットワークセキュ

リティ管理を容易にする機能が搭載されている。 これらの機能を病院および診療所によるセキュリティ対

策と連動して動作させることにより、Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムを安全に作動でき、

接続されたネットワークを保護できる。

注記 : すべての患者データはModel 3300 LATITUDEプログラミングシステムのハードドライブで暗

号化され、 プログラマにはネットワークセキュリティの保護対策が施され、 悪意のある攻撃を

防ぐ。

他の機器が含まれているネットワークに Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムを接続すると、

未知のリスクが発生するおそれがある。病院や診療所のネットワーク管理者は、そうしたリスクを特定し、

分析し、 評価し、 制御する必要がある。

ネットワークセキュリティ (Network Security)
Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムは、 ネットワークでの通信方法を制限するよう設計およ

び確認されている。 ネットワーク上で通信を行う際には、プログラマはサーバを認証し転送データを暗号

化し、 必要なネットワーク接続のみがオープンされ、 ネットワーク通信を開始する。

不正なソフトウェアがプログラマとの通信を始めることはできない。 プログラマは、 管理されている安全

なネットワークにのみ接続すること。プログラマにはネットワークセキュリティの保護対策が施されており、

悪意のある攻撃を防ぐ。

物理的管理 (Physical controls)
Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムの物理的管理を良好に維持すること。 安全な物理的環

境を整備することにより、プログラマ内部へのアクセスを防ぐことができる。 マルウェアによる感染を制限

するため、 プログラマに接続する USB デバイスを管理すること。 患者の機密情報が内蔵ハードドライブ

に保存される場合があるため、プログラマを不正アクセスから守るため適切な予防策を取る必要がある。

不正アクセスされた Model 3300 LATITUDE プログラミングシステム

(Compromised Model 3300 Programmer) 
セキュリティ上の脅威によって Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムが不正アクセスされた可

能性がある場合は、プログラマの電源を切り、プログラマをネットワークから切断してから、プログラマを

再起動する。 Model 3300 LATITUDE プログラミングシステムがスタートアップ時のセルフテストに失敗

した場合、 または予期したとおりに作動しない場合は、 プログラマの使用を中止すること。 さらにサポー

トが必要な場合は、 ボストン・サイエンティフィック社のテクニカルサービスに問い合わせるか、 最寄りの

弊社営業担当者に連絡すること。

注記 : 操作を安全に行うためには、 LATITUDE プログラミングシステムをネットワークに接続する必

要はない。
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仕様 (SPECIFICATIONS)
表 1. ネットワークと接続の特性と設定

特性 仕様

IT ネットワークの要求される特性

イーサネット IEEE 802.3u、100BASE-TX において 100 Mbps 全

二重通信および半二重通信 

IEEE 802.3ab、1000BASE-T において 1 Gbps 全二

重通信および半二重通信

Wi-Fi IEEE 802.11g、 802.11n、 および 802.11ac
ネットワーク障害によって生じる危険な状況 なし

IT ネットワークの要求される構成

イーサネット 動的または静的 IP アドレス設定

Wi-Fi 公共／保護されていないネットワーク、 または WPA-
PSKやWPA2-PSKのネットワークに接続するための

IEEE 802.11g、 802.11n、 または 802.11ac 規格を

使用した動的 IP アドレス設定

イーサネット MAC アドレス ネットワークの MAC アドレスが表示可能で、ホスト名

が編集可能である (17 ページの図 13 を参照)。
インターネットプロトコル IPv4
動的ホスト構成プロトコル (DHCP) モード 手動および自動 DHCP モードの両方に対応

Wi-Fi MAC アドレス 表示可能 (13 ページの図 7 を参照)
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