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iLab 超音波イメージング・システム 

iLab システム 3.0 ユーザーズガイド補足 

 

注意: 米国連邦法により、本機器の販売は、医療行為を行う管轄地域の法律によるとされており本

機器の使用またはその使用の指図を認可された医師によるか、またはその医師の指示の下による

行為に限定されています。 

警告 

 

使用前に本取扱説明書のすべてを熟読してください。本書に記載されている適応、禁忌、警告、注

意、使用上の注意のすべてを遵守してください。これを怠ると患者の疾病、負傷、または死亡につ

ながる可能性があります。 
 

参考 

本書は iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドを補足することを目的としています。iLab システムの使用

に関する詳しい情報については、iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイド、および該当するユーザーズ・ガ

イド補足を参照してください。 

以下のソフトウェアバージョンの iLab システムのユーザーズ・ガイド補足が入手可能です。 

米国: 1.2、1.3.1、2.2.1、2.6.1、2.7.1 

日本および米国以外: 1.2、1.3.1、2.2、2.5、2.6、2.7 

プライバシーとセキュリティ機能 

iLab 3.0 ソフトウェアによる変更はありません。iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・

ガイド補足を参照してください。 
 
プライバシー表示 

iLab システムでは、患者症例ファイルの表示やエクスポートの際、保護されている健康情報を非表示にする識別解除機能

を備えています。ただしこれは手動で有効にしなければならないため、ユーザーはこの操作を実行する必要があります。 
 
データセキュリティ 

データのセキュリティを確実にするため、インターベンションの手技完了時に、iLab システムのデータベースからデータを

削除することを推奨します。保護の必要な健康情報を含む症例研究がハードドライブ、CD/DVD、あるいはリムーバブル・メ

ディアに保存されている場合には特に、その使用、取扱い、保存には注意が必要です。ユーザーは、患者のプライバシー

に関する所属組織の方針と手順を守り、患者のデータを保存、使用、開示する場合に適用されるすべての法律を遵守する

必要があります。 
 
ネットワークセキュリティ 

本製品は安全な環境で使用することを前提としています。安全な環境は、少なくとも以下の要件を満たしてください。 

 ファイヤーウォールまたはルーターの保護により、承認された外部ホストのみが本製品にネットワークを通じてアク

セスできる。 
 ファイヤーウォールまたはルーターの保護により、本製品のみ承認された外部ホストおよびサービスにネットワーク

を通じてアクセスできる。 
 安全なローカル環境の外にある外部ホストおよびサービスと通信する場合は、仮想プライベート・ネットワーク

（VPN）など、適切で安全なネットワークチャンネルが使用されている。 
 

免責事項 

本書は iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドを補足することを目的としています。文書の免責事項およ

び適正な使用（補償情報）については、iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・ガイド

補足を参照してください。 
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装置の説明 

本システムおよび本書は、侵襲的な超音波手技を行うための十分な資格を持つ医療専門家による生体内での使用を目的

としています。ただし、患者との接触が含まれない場合には、本システムの使用について適切な訓練を受けた者が本システ

ムおよび本書を使用することができます。すべてのユーザーは適切な検査法および手順を行うことができる十分な資格を持

つことを前提とします。 
 

コンポーネント 

以下に基本コンポーネントを示します。MDU5 PLUS および MDU5Plus FPB（別注品）は iLab システムの操作に必要な

附属品です。 
 
i-Lab カートシステム 

 パーソナルコンピュータ 2 台 

 LCD ディスプレイ 1 台 

 タッチパネル・ディスプレイ 1 台 

 ＡＣ電源絶縁変圧器 1 台 

 ローリングカート組立部品（カート内部の必要な配線を含む）1 セット 

 プリンタ 1 台 

システムの構成によって付属品が含まれることがあります。 
 
i-Lab インストールシステム 

i-Lab インストールシステムのコンポーネントはローリングカート組立部品を除き i-Lab カートシステムと同様です。その他の

コンポーネントはインストール構成によって異なります。 
 

適応 

iLab 超音波イメージング・システムは、血管内病変を超音波にて検査する機能を備えています。血管内超音波診断は、血

管形成術やアテローム切除術のような経皮的インターベンション手技に適応する患者に対して行います。 
 
システム使用から起こり得る合併症 

iLab 3.0 ソフトウェアによる変更はありません。iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・

ガイド補足を参照してください。 

禁忌 

iLab 3.0 ソフトウェアによる変更はありません。iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・

ガイド補足を参照してください。 
 
オートプルバック使用の禁忌 

iLab 3.0 ソフトウェアによる変更はありません。iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・

ガイド補足を参照してください。 
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警告および使用上の注意 

iLab システムに適用されるすべての警告、注意、使用上の注意の完全な一覧については、iLab 超音波イメージング・シス
テムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・ガイド補足を参照してください。 
 

注意事項に関する表記 

 
「警告」、「注意」、「使用上の注意」のアイコン 

 

警告: 「警告」は、記載されている情報に従わない場合には患者やユーザーの疾病、負傷、または死

亡につながる可能性があることを示しています。 

 

注意: 「注意」は、記載されている情報に従わない場合には機器が破損する可能性があることを示し

ています。 

 

使用上の注意: 「使用上の注意」は、記載されている情報に従わない場合には入力したテキストや保

存した設定が失われるような不都合が生じる可能性があることを示しています。 

 

警告 

 

本品を処置室に設置した場合、滅菌野で使用しないでください。 

 

iLab システムと併用される多くのコンポーネント機器（例、イメージングカテーテル、ディスポーザブル

スレッド、モータ・ドライブ用カバー（滅菌バッグ・滅菌カバー））は、患者一人に対してのみの使用と

なっています。再利用、再処理、または再滅菌は、当該機器の構造健全性を損なう恐れ、および／ま

たは機器の故障につながる恐れがあり、システムの誤動作、不正確な測定、患者の負傷、疾病または

死につながる可能性があります。また再利用、再処理、または再滅菌は、機器の汚染の危険、および

／または患者の感染または交差感染（患者から患者への感染病の伝播などを含みますがこれに限定

されるものではありません）を引き起こす恐れもあります。機器の汚染は患者の負傷、病気または死亡

につながる可能性があります。Boston Scientific Corporation は、再利用、再処理、または再滅菌され

た使い捨ての機器に関して一切の責任を負わず、また明示あるいは黙示を問わず（特定の目的への

商品性または適合性の保証を含み）、当該機器に関して一切の保証はしません。使用後の製品およ

び容器の処理は、医療機関、行政および／または地方自治体の定める規則に従うものとします。 

 

以下の消耗品の適切な処理法に関する説明は製品に梱包された iLab 超音波イメージング・システム

のユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・ガイド補足を参照してください。 

 ディスポーザブルスレッド 

 モータドライブ無菌バッグ 

 イメージングカテーテル（および梱包附属品） 

これらの製品はバイオハザードで汚染されている可能性があるので、それに応じて適切に取り扱う必

要があります。 

 

この表記のある装置が、除細動器保護付きの直接的な心臓への適用（CF 形）を目的とし、患者漏れ

電流を EN 60601-1 および JIS-T-0601-1 に規定されたレベルに制限する電気回路を有することを示

しています。 
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使用上の注意 

 

録画可能な DVD メディアは DVD ケースに保管してください。通常の CD ケースは DVD メディ

アの保管には小さすぎる可能性があります。このような場合、DVD メディアを取り出す際に、過度に

曲がったりたわんだりして破損し、データが損失する恐れがあります。 

 

iLab システムは以下に特定する電磁環境での使用を想定しています。 
ユーザーはシステムを必ず当該環境でのみ使用してください。 

 iLab システムは遮蔽された場所でのみ使用してください。そこでは、EN60601-1 の

Group1、Class A および EN60601-1-2 に従って、各ケーブルの RF フィルタ 小減衰が

20dB です。iLab システムは、適切に遮蔽された場所に設置されている場合、直接的に低

電圧の公共電力供給システムに接続されている施設を除き、あらゆる設定環境での使用に

適しています。 
 iLab システムは ESD （静電放電）および EFT （電気的高速過渡現象）の影響を受けやす

い場合があります。ESD マークのあるコネクタに接触しないようにしてください。 

注記：医用電気機器には EMC に関して特別な使用上の注意があります。この装置は添付書類に

記載された EMC 情報に準じて設置および使用してください。携帯用および可動式の RF 通信機

器は医用電気機器に影響を与える可能性があります。 

 iLab システムは他の機器の近くで使用しないでください。隣接して使用する必要がある場

合は、使用が予定される構成において通常の操作を行い、それを検証し観察するものとし

ます。 

 

DICOM ファイルをリムーバブルメディアに書き込む前に、CD、DVD または取り外し可能なハードド

ライブカートリッジがシステムに挿入されていることを確認してください。 

 

タッチスクリーン・コントロールパネルのボタンを過度に速く強く押したり、先の尖ったもので押したりす

るとシステムを損傷する恐れがあり、システムの意図しない動作を引き起こす可能性があります。 

 

症例データの保存と iLab システムの点検: iLab 3.0 のアップグレード作業では、症例データを含め

て iLab システムに保存されたすべてのファイルが削除されます。アップグレードを開始する前に、必

ずすべての症例データを保存することが重要です。症例データは CD、DVD、リムーバブルメディア

または PACS サーバーに保存してください。 

 

削除したいブックマークを選択しているか必ず再確認してください。システムからの警告は一切ありま

せん。この操作は元に戻せません。 

 

ハンドルはカートを移動する場合のみに使用してください。 

 

iLab システムのアプリケーションソフトウェアは、 初にコントロールパネルを使用してから、主電源ス

イッチをオフにしてください。主電源スイッチをオフにした場合は、少なくとも 10 秒経ってからシステム

に再度電源を入れてください。 
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使用前の注意 

 包装が開いているまたは損傷している場合は、使用しないこと。 
 ラベル表示が不完全または判読できない場合は、使用しないこと。 

 

取扱いおよび保管 

iLab 3.0 ソフトウェアによる変更はありません。iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・

ガイド補足を参照してください。 
 

医療用超音波の安全に関する説明 

本書は iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドを補足することを目的としています。本事項については、

iLab 超音波イメージング・システムのユーザーズ・ガイドをご参照ください。 

損害賠償に対する責任範囲 

法律によって禁止されている場合を除き、Boston Scientific Corporation（BSC）ならびに BSC ソフトウェア・サプライヤーは、

本ソフトウェアの使用に起因するか本ソフトウェアの使用もしくは性能に関連する間接的、特別、必然的、または偶発的な損

害に対しては責任を負わないものとします。この制限は、救済方法により基本とする目的を達成できない場合においても適

用されるものとします。BSC または BSC ソフトウェア・サプライヤーは、いかなる場合においても、250 米ドル（U.S. 
$250.00）を超える金額に対する責任は負わないものとします。 

ソフトウェア・ライセンス 

お客様は、BSC により開発され所有されているソフトウェア、ならびに様々なソフトウェア・ライセンサー（各々が BSC ソフト

ウェア・サプライヤーである）からの使用許諾を受けたソフトウェアを含む品目（「機器」）を取得されました。ソフトウェア使用

許諾契約の全容および EULA（エンドユーザー向け使用許諾契約）の実施権許諾の一覧については、iLab 超音波イメー
ジング・システムのユーザーズ・ガイドおよびユーザーズ・ガイド補足を参照してください。 
 
追加ソフトウェア／サービス 

この EULA は、本ソフトウェアを 初に取得した日以降に BSC または BSC ソフトウェア・サプライヤーから取得するソフ

トウェアについてのアップデート、補足、アドオン・コンポーネント、製品サポート・サービス、またはインターネット・ベースの

サービス・コンポーネント（補足コンポーネント）に適用されます。ただし、お客様が 新の契約条件を受諾した場合や別の

契約が適用される場合はこの限りではありません。この EULA に含まれる条項の均衡を図る目的から、補足コンポーネント

は「ソフトウェア」の用語に含まれるものとします。 

規格への適合性 

iLab システムは国際的に認められた以下の基準に適合するよう設計、製造および試験されています。 

EN 60601-1: 
2006+A11:2011 
 

医用電気機器－第 1 部：安全性の一般要求事項 

EN 
60601-1-2:2007/AC:2010 

医用電気機器－第 1-2 部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項－副通則：電

磁両立性－要求事項及び試験 

EN 60601-2-37:2008 医用電気機器－第 2-37 部：超音波医用診断及び監視機器の基礎安全及び基本性能の

特定要求事項 

EN 60601-1-6:2010 医用電気機器－第 1-6 部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項－副通則：

ユーザビリティ 

EN 60529:1991/A1:2000 
 

エンクロージャによる保護等級に関する規格 

EN 62304:2006/AC:2008 医療機器ソフトウェア－ソフトウェアライフサイクルプロセス 
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iLab システム機能の変更事項 

iLab システムソフトウェアの本リリースにおいて、以下の機能が強化されました。 

 ユーザーインターフェースおよびワークフローのデザインが変更されより使いやすくなりました。 

 Trace Assist が強化され、デフォルトの境界線の編集がより少ない手順でできるようになりました。 

 Smart TGC が更新され、低信号エリアでの自動ノイズ低減機能が加わりました。 

 アーカイブが簡略化されました。 

 

iLab システムソフトウェアの本リリースにおいて、以下の機能が除外されました。 

 17－ポイント TGC カーブ 
（ドロップダウンメニューのオプションに変更） 

 Auto LongView 境界線 

 生体信号 

 クリップの作成 

 手書きによる面積描画 

 iMap 

 iSize 

 モダリティワークリスト 

 無菌野コントロール（TSC） 

 ビデオ、画像、ネイティブデータのエクスポート 

 オーディオレコーディング 

 CD/DVD のバッチアーカイブ 

 シネループ 

 拡張アーカイブ／ 匿名アーカイブ 

 iColor 

 iReview 

 iTint 

 スクリーンショット作成用の特定コントロール 

 ユーザープロフィール 

 容積測定 
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操作説明 

iLab 超音波イメージング・システムの操作説明を以下に示します。 
 
標記規則 

[ボタン名] ユーザーインターフェースのコマンドボタンを示しています。 
 
用語 

「コントロールパネル」は、タッチスクリーン・コントロールパネル、そのタッチスクリーン、タッチパッド・カーソルコントローラお

よび選択ボタンを指します。 
 
「モータドライブ」、「モータドライブ・ユニット」および「MDU」は同義の用語であり、ほぼ同じ意味で使用されます。 

 

i-Lab カートシステム構成 

i-Lab カートシステム構成は、図 1 に示すとおりです。 

 

カートを動かすときには必ずハンドルを使用してくださ

い。 

 

 

 

 

 

画像ディスプレイ 

モータドライブ・ユニット（MDU） 

コントロールパネル 

マウスおよびマウスパッド 

ハンドル 

画像プロセッサ 

プリンタ 

 

 

 

 

 

図 1：i-Lab カートシステム 
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インストールシステムの構成 

 
。本品を処置室に設置した場合、滅菌野で使用しないでください。 

 

i-Lab インストールシステムの一部は、操作室にあります。これには、画像ディスプレイ、収集プロセッサ付きのディスプレイ

およびモータドライブ・ユニット（MDU）、または連接取付アームが含まれます。操作室の収集プロセッサと画像ディスプレイ

の位置はインストールシステムの設定によって異なります。図 2 を参照してください。 

 

図 2：i-Lab インストールシステムの構成 

 

 

連接取付アーム 

画像ディスプレイおよび収集プロセッサ（画像ディスプレイの背面） 

モータドライブ・ユニット 
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画像ディスプレイ、プリンタ、画像プロセッサ、タッチスクリーン・コントロールパネル、マウス、AC 電源絶縁変圧器など、イン

ストールシステムのその他の装置は操作室にあります。図 3 を参照してください。 

 

図 3：操作室における代表的な i-Lab インストールシステム構成 

 

 

画像ディスプレイ 

マウス 

プリンタ 

画像プロセッサ 

コントロールパネル 

AC 電源絶縁変圧器 
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コントロールパネルの使用 

コントロールパネルにはタッチスクリーン、タッチパッド・カーソルコントローラおよび選択ボタンがあります。図 4 を参照してく

ださい。 

図 4：コントロールパネル 

 

タッチスクリーン 

タッチパッド・カーソルコントローラ 

選択ボタン 
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iLab システムの電源 ON と OFF 

i-Lab カートシステムの電源 ON と OFF 

 

iLab システムのアプリケーションソフトウェアは、必ず 初にアプリケーションソフトウェアのコント

ロールを使用して機能を終了してから、主電源スイッチをオフにしてください。再起動をする場

合、主電源スイッチを切って 10 秒以上経過してから主電源を入れてください。 

 

カートシステムの電源を入れるには下図の電源スイッチを使用してください。図 5 を参照してください。 

 

図 5：iLab カートシステムの主電源スイッチ 

 

主電源スイッチ 
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i-Lab インストールシステムの電源 

インストールシステムの電源を入れるには下図の電源スイッチを使用してください。図 6 を参照してください。 

図 6：i-Lab インストールシステムの主電源スイッチ 

 

主電源スイッチ 
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システムの操作 

iLab システムの機能は、メインディスプレイから簡単にアクセスできます。メインディスプレイ内での操作には、マウスまたはコ

ントロールパネルのタッチパッド・カーソルコントローラを使用します。図 7 を参照してください。 

 

図 7：メインディスプレイ 

 

タッチスクリーンは主にキーボードとして使用し、よく使用するコマンドボタンが表示されます。表示されるコマンドボタンは

ワークフローの段階によって変わります。ボタンが淡色表示されている場合、その機能は使用できません。図 8 を参照してく

ださい。 

 

 

 

 

コマンドボタン 

 

 

 

 

図 8：タッチスクリーン 
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ログイン 

ユーザー名とパスワードを入力して [Log in] をクリックします。図 9 を参照してください。 

システムで、自動ログインが有効になっている場合は、ログインする必要はありません。 

 

 

図 9：ログイン画面 

 

症例情報の入力 

症例情報ウィンドウで症例情報を入力します。この情報は、症例をアーカイブするまで、いつでも入力できます。 

症例情報ウィンドウを展開するには、展開／折りたたみボタンをクリックします。フィールド間はタブで移動できます。図 10 を

参照してください。 

 

図 10：症例情報ウィンドウ 

 

展開／折りたたみボタン 

  



 

18 iLab システム 3.0 ユーザーズ・ガイド補足 
  92513739-01 

症例情報ウィンドウのテキストフィールドのいずれかをクリックすると、タッチスクリーンのメニューバーがテキストフィールドに

なります。タッチスクリーンのキーボードを使用して情報を入力します。図 11 を参照してください。 

 

 

 

 

テキストフィールド名 

タッチスクリーンのテキストフィールド 

 

 

 

図 11：タッチスクリーンのコマンドラインテキストフィールド 

 

画質およびプルバック速度の設定 

イメージングを開始する前またはイメージング中に、Case Settings ウィンドウで、画像調整設定および記録設定を変更でき

ます。ツールウィンドウの下部にある [CASE SETTINGS] の展開／折りたたみボタンをクリックします。 
 
画質調整ではスペックル軽減、深度（ズームイン／アウト）、輝度の調整およびグリッド表示のオン・オフができます。 
イメージング中、または記録を開始する前に、深度およびプルバック速度を変更できます。図 12 を参照してください。 
 

図 12：CASE SETTINGS ウィンドウ 

 

 

 

 

イメージング 

ライブ画像を見るには、メインディスプレイの [Imaging] をクリックします。図 13 を参照してください。モータドライブ・ユニット
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の [Imaging] ボタンを使用して、ライブイメージングを開始することもできます。 

 

 

図 13：イメージングおよび記録 

 

イメージングボタン 

プルバック切替ボタン 

記録開始／停止ボタン 

ブックマークボタン 
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RUN の記録 

オートプルバック 
 
オートプルバックを行うには、モータドライブをスレッドに接続します。プルバック切替ボタンが Auto になります。新しい

RUN を作成するには、メインディスプレイまたはタッチスクリーンの [REC] をクリックします。[REC] ボタンが [STOP] に

変わります。モータドライブの [Pullback] ボタンを使用して、オートプルバック記録を開始することもできます。 
 
記録が開始されたら、メイン画面またはタッチスクリーン上の[Bookmark] をクリックして、フレームをブックマークすることが

できます。 
 
記録を停止するには、メインディスプレイまたはタッチスクリーンの [STOP] をクリックするか、モータドライブ・ユニットの 
[Pullback] ボタンを押します。また [Imaging] ボタンをクリックして記録およびイメージングを同時に停止することもできま

す。なおモータドライブがスレッドの 後に達すると記録は終了します。 
 
マニュアル記録 
 
プルバックボタンを Manual に切り替えるとモータドライブがスレッドに接続されている間、マニュアルで記録することができ

ます。モータドライブがスレッドに接続されていない場合、プルバック切替ボタンのデフォルトは Manual で Auto には変更

できません。 
 
マニュアル記録を停止するには [STOP] を押すか、フレームが 大許容範囲に達するまで記録されるのを待ちます。 
 
ICE または Ultra ICE カテーテルを使用している場合、記録を停止すると、iLab システムはライブビューモードでイメージン

グを継続します。マニュアル記録の終了までの 後の 30 秒間には次のメッセージが表示されます：「マニュアル記録は [数
字] 後に終了します。ライブイメージングは継続します。」 
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RUN のレビュー 

冠動脈または末梢カテーテルを使用している場合、RUN の記録を停止すると、iLab システムは自動的にレビューモードに

切り替わります。レビューモードでは、追加のブックマークの設定、測定、注釈の追加、および RUN の表示形式の変更を行

うことができます。 [Review]ボタンを使用して、操作用スクロールバー、LongView またはデュアル表示により断面画像のみ

を表示することができます。RUN にはデフォルト名が付けられますが、このデフォルト名は変更可能です。フレーム番号およ

びプルバック位置はメインディスプレイの断面画像ウィンドウの右下隅に表示されます。図 14 を参照してください。 

 

図 14：レビューモード 

 

症例情報 

ブックマークボタン 

測定ツール 

再生コントロール 

フレーム番号およびプルバック位置 

ビューおよびブックマークボタンの表示／非表示 
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レビューモードでの操作 

図 15 および 16 に示すサムネイルのブックマーク、スライダー、再生コントロールなどのツールを使用して、RUN 内で迅速に

操作できます。 

オートプルバックを使用して記録した場合、 LongView が自動的に画面下部に表示されます。マニュアルプルバックを使用

して記録した場合、スクロールバーが画面下部に表示されます。オートプルバックを使用した場合は、切断面ビューボタンを

選択すると断面画像のみを見ることもできます。LongView 表示は図 15 を、スクロールバー表示は図 16 を参照してください。 

 

 

サムネイル 

スライダーおよび LongView 

ダイナミックレビュー 

再生コントロール 

 

 

 

図 15： LongView 表示 

 
スライダーは、RUN 内のフレームの位置を示します。スライダーをクリックおよびドラッグしてフレーム間を移動するか、再生コ

ントロールを使用して RUN 内を移動します。オートプルバックを使用して記録した場合、スライダーは LongView に表示され

ます。一方、マニュアルプルバックを使用して記録した場合、スライダーはスクロールバーに表示されます。 
 
サムネイルをクリックすると、ブックマークしたフレーム間をジャンプできます。 
 
再生、コマ送り、または早送り／巻き戻しするには、メインディスプレイの下部にある再生コントロールをクリックします。タッチ

スクリーンの再生コマンドボタンを使用して、RUN を再生することもできます。 
 
ダイナミックレビュー 
関心のあるフレームの前後の血流を確認するには、[Dynamic Review] をクリックします。関心のあるフレームの前後のフ

レームがループ再生されます。 
 

サムネイル 

スライダーおよびスクロールバー 

ダイナミックレビュー 

再生コントロール 

図 16：スクロールバー表示 
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表示オプション 

RUN の表示形式を変更するには、表示オプションを使用します。スクロールバーとシングル表示、 LongView とシングル表

示（オートプルバックを使用して記録した場合）、またはデュアル表示を選択できます。 
 
シングル表示またはデュアル表示 

シングル表示では、単一のフレームが表示されます。デュアル表示では、同一 RUN 内の 2 つのフレーム、つまり、選択さ

れたフレームと 2 つ目のスライダーを配置したフレームが並んで表示されます。各フレームは、フレーム周囲の枠と同じ色の

スライダーで制御して操作します。周囲の輪郭線が黄色のフレームがアクティブなウィンドウです。図 17 を参照してくださ

い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17：デュアル表示 

 

 

表示オプション 
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断面図 

断面表示上の断面を回転させて、 LongView の向きを変更できます。断面線をクリックしたまま、マウスを移動します。

LongView 表示が新しい断面の向きになります。図 18 を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

断面線 

断面に対応した LongView の変更 

画像回転用のコンパスポイント 

 

 

 

図 18：切断面および画像の回転 

 

画像の回転 

フレームの断面画像を回転させるには、コンパスポイントをクリックしたまま、画像を回転させます。トレースおよび注釈は、断

面画像とともに回転しますが、LongView 表示は変更されません。図 18 を参照してください。 
 
サムネイル 

サムネイルには、ブックマークしたフレームの小さい参考画像が表示されます。[Show/Hide Thumbnails] のオン・オフを切

り替えて、サムネイルを表示または非表示にします。サムネイルを非表示にした場合、ブックマークおよびブックマークの名

前のみが表示されます。図 19 を参照してください。 
 
 

 
 
 
 
 

サムネイルの表示/非表示ボタン 
 
ブックマーク名のみのブックマーク 

 
 
 
 
 

図 19：表示オプションおよび非表示のサムネイル 
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フレームのブックマーク 

RUN 内のフレームにブックマークを付けるには、メインディスプレイまたはタッチスクリーンの [Bookmark] をクリックします。

記録モードおよびレビューモードで、ブックマークを追加できます。 
 
ブックマーク名の変更 

ブックマークには自動で名前が付けられ、デフォルトでは、フレームのサムネイルがメインディスプレイの下部に表示されま

す。サムネイル名をクリックし、上書きすることで、デフォルトのブックマーク名を変更できます。 
 

一括表示機能の使用 

前後に重なった複数のブックマーク上にマウスポインタを移動させると、ブックマークを一括表示できます。図 20 を参照して

ください。 

 

図 20：ブックマークの一括表示 

 

ブックマークの削除 

ブックマークをクリックし、右上隅にある[x]をクリックすると、ブックマークを削除できます。ブックマークを削除すると、フレー

ム上のすべての測定および注釈も削除されます。図 21 を参照してください。 

 

削除したいブックマークを選択しているか再確認してください。システムからは一切の警告はありません。こ

の操作は元に戻せません。 

 

 
図 21：ブックマークの削除 
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測定 

iLab システムの測定ツールを使用して、内腔面積、血管面積、プラーク断面積、および狭窄率を測定します。面積、直径、

プラーク断面積、および狭窄率は、メインディスプレイの右上隅に表示されます。ブックマークの追加、測定値の作成と表示、

およびマーク・リファレンスの追加にはツールウィンドウのコマンドボタンを使用します。図 22 を参照してください。 

注記: 測定を行ったフレームまたは注釈が作成されたフレームは、システムによって自動的にブックマークされます。 

インターベンションに向けてのこれらの結果の使用はいかなるものも、ユーザーに 終的な責任があります。 

 

図 22：測定ツールウィンドウ 

 

 

ブックマークボタン 

Trace Assist ボタン 

手動測定ツール 

測定値削除ボタン 

ブックマーク間距離の表示／非表示ボタン 

マーク・リファレンスの追加／削除ボタン 
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Trace Assis 機能 

面積および直径を求めるための境界線を作成し、測定するには、[Trace Assist] をクリックします。Trace Assist 機能では、

デフォルトで、内腔および血管の両方の境界線が作成されます。内腔の境界線は橙色で、血管の境界線は青色で示されま

す。内腔および血管の両方の測定により、プラーク断面積が算出されます。図 23 を参照してください。 

Trace Assist で作成した境界線の編集を選択すると、メインディスプレイの測定値がアップデートされます。 

System Utilities → Global Profile → Trace Assist のプルダウンメニューで、内腔のみまたは血管のみの境界線が作成され

るように、システムを設定できます。内腔および血管の両方、内腔または血管のいずれかを選択してください。 

 

図 23：Trace Assist ボタンおよび測定表示 
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面積 

内腔または血管の境界線上に手動でポイントを設定するには、[Area] をクリックします。境界線の周囲をクリックしてポイント

を設置したら、[Done] をクリックします。システムによって面積の境界線が作成され、算出された面積および直径が表示さ

れます。図 24 を参照してください。 

境界線は作成後に調整可能です。 

 

図 24：Area ボタン、ポイントおよび境界線 

 

 

Done ボタン 
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注釈 

測定値にラベルを追加するには、[Annotation] をクリックして、タッチスクリーンのキーボードで入力し、注釈テキストフィー

ルド以外の場所をクリックします。注釈は断面画像上および LongView 画像上のどこにでも追加できます。図 25 を参照し

てください。 

注釈を移動するには、テキストボックスをクリックしてドラッグします。注釈を削除するには、注釈テキストフィールドを右クリッ

クし[Delete]を選択するか、または注釈をダブルクリックしてテキストを削除します。 

 

 

 

 

 

 

注釈テキストフィールド 

 

 

 

 

図 25：Annotation ボタンおよび注釈テキストフィールド 

 

 

線 

断面表示または LongView 上の距離を測定するには、[Line] をクリックし、線の始点とする場所にカーソルを置いてから、

終点とする場所をもう一度クリックします。この操作を行うと、距離の測定値が線の隣に表示されます。図 26 を参照してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

距離の測定値 

 

 

 

 

図 26：Line ボタンおよび距離の測定値 
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LongView 表示でブックマーク間の距離が自動的に測定されるようにするには、[Bookmark Lengths] の [On] をクリックし

ます。すべてのブックマーク間の距離が表示されます。図 27 を参照してください。 

 

図 27：Bookmark Lengths ボタンおよびブックマーク間距離 

 

 

測定値の削除 

測定値を削除するには、測定値の 1 点をクリックしてから、[Delete Measurement] をクリックするか、または測定値上で右

クリックし[Delete]を選択します。図 28 を参照してください。 

 

 

図 28：Delete Measurement ボタン 
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マーク・リファレンスの追加 

リファレンスフレームを指定すると、内腔境界線を作成したすべてのフレームの狭窄率がシステムによって算出されます。 

リファレンスフレームとするブックマークを選択し、[Mark Reference] をクリックします。リファレンスフレームのサムネイルに

は「REF」と表示されます。また、リファレンスフレームには、ブックマークして内腔面積が算出されているすべてのフレームに

ついて、算出された狭窄率が表示されます。これらの狭窄率は、対応するブックマークにも表示されます。 [Mark 
Reference] は [Remove Reference] に変わります。図 29 を参照してください。 

 

図 29：Mark Reference ボタンおよび狭窄率の表示 

 

注記: 狭窄率を算出したいフレームがある場合は、その内腔面積を算出してください。 

  



 

32 iLab システム 3.0 ユーザーズ・ガイド補足 
  92513739-01 

症例への RUN の追加 

アクティブな症例に新しい RUN を追加するには、[Live View] をクリックし、イメージングおよび記録を開始します。 

注記: アーカイブ済みの症例には RUN を追加できません。 

 

症例の終了 

[Close Case] をクリックし、症例を終了する際、すぐにアーカイブするよう求められます。患者 ID を入力していない場合、

この時点で入力を求められます。デフォルトのアーカイブ先が表示されますが、ドロップダウンリストの矢印をクリックして

Network、Removable、CD/DVD のいずれかを選択することができます。RUN のドロップダウンリストのチェックボックスをク

リックして RUN の選択を解除しない限り、当該症例のすべての RUN がアーカイブされます。アーカイブ先および任意の 
RUN を選択した後、[Close and Archive] をクリックします。図 30 を参照してください。 
 
症例を終了し、後でアーカイブすることもできます。 

 

 

図 30：Close Case ボタンおよびアーカイブオプション 
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Polaris システムのドロップダウンメニューの使用 

Polaris ドロップダウンメニューを以下に示します。図 31 を参照してください。 

図 31：Polaris ドロップダウンメニュー 

 
Previous Cases －過去の症例、デモ症例および破損している症例を閲覧および管理する 

Anonymize －現在または過去の症例の患者情報を非表示にする 

System Utilities －Global Profile、 Event Viewer および 管理者用の Diagnostics メニューにアクセスする 

Log Out －Polaris システムからログアウトする 

Shut Down －Polaris システムを終了する 

About －Polaris システムに関する情報を閲覧する 
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過去の症例の表示 

iLab システムに過去に保存された症例を閲覧できます。Polaris ドロップダウンメニューから [Previous Cases] を選択しま

す。症例リストが表示されます。このメニューから、さまざま種類の症例の閲覧、特定症例の検索、症例のアーカイブおよび

削除などができます。図 32 を参照してください。 

 

図 32：以前の症例のオプションおよびメニュー 

 

症例の種類 

システムディスクの空き容量 

症例コマンドボタン 

症例の並べ替えオプションフィールド 

アーカイブ日および削除予定日 

Clear Filters ボタン 

選択されたチェックボックス 
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レビューする症例の選択 

レビューのために症例を読み込むには、症例をダブルクリックします。選択した症例がまだアーカイブされていない場合、情

報を変更して保存できます。患者の氏名および患者 ID 以外の情報は、アーカイブ済みの症例でも変更できますが、変更

内容は保存されません。図 33 を参照してください。 

 

 

図 33：選択された症例のチェックボックス 

 

フィルタの使用 

左側のウィンドウに表示されたフィルタを使用して、患者の氏名、患者 ID、手技日または担当医を入力し症例を絞り込むこ

とができます。該当するフィルタのテキストフィールドをクリックして検索対象とする情報を入力します。検索条件を削除する

には、[Clear Filters] をクリックします。図 34 を参照してください。 

 

図 34：Clear Filters ボタン 
 

表示する症例の種類の選択 

症例の種類のメニューバーから、表示する症例の種類を選択します。表示する症例として、全症例、アーカイブしていない

症例、デモ症例、破損している症例のいずれかを選択できます。デモ症例および破損している症例は全症例リストには表

示されません。図 35 を参照してください。 

図 35：表示する症例の種類のメニューバー 

 

並べ替えオプションの使用 

各列の一番上にあるカテゴリーを使用して表示された症例を並べ替えます。並べ替えの基準とするカテゴリーをクリックする

と、アルファベット順または日付順で、症例リストが表示されます。日付、患者の氏名、患者 ID、担当医名、RUN 番号、

アーカイブ日、削除予定日で並べ替えできます。図 36 を参照してください。 

図 36：Previous Cases メニューの並べ替えオプション 
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症例の管理 

症例をアーカイブ、削除、デモへ変換するには、症例コマンドボタンをクリックします。 
図 37 を参照してください。 

 

図 37: 症例コマンドボタン 
 
アーカイブ 

1 件の症例をアーカイブするには、該当する症例のチェックボックスをクリックして選択します。次に CD/DVD、Removable、

Network のいずれかをアーカイブ先として選択し [Archive] をクリックします。 

複数の症例を一括でアーカイブする場合には、アーカイブする 1 件以上の症例の各チェックボックスをクリックして選択しま

す。次に Removable、Network のいずれかをアーカイブ先として選択し [Archive] をクリックします。CD/DVD への一括

アーカイブはできません。 

Previous Cases メニューからアーカイブする場合、症例のすべての RUN が自動的にアーカイブされます。図 38 を参照し

てください。 

注記：ネットワークまたはその他のリムーバブル・メディアにアーカイブした症例については、症例の並び替えオプションに表
示される削除予定日に iLab システムから削除されます。 

 

図 38：Previous Cases メニューからのアーカイブ 

 
削除 

1 件または複数の症例を一括で削除できます。削除する 1 件または複数の症例のチェックボックスをクリックして選択し、

[Delete] をクリックします。 
 
デモへの変換 

デモ症例に変更する症例のチェックボックスをクリックして選択し、[Convert to Demo] をクリックします。デモ症例は、全症

例リストには表示されません。 
 
破損した症例データ 

起動時に、破損している症例がある旨のメッセージが表示された場合、現在処理中の症例についてはシステムを継続して

使用できます。破損している症例については即座に対応する必要はなく、あとで確認できます。 

破損している症例は Corrupt Cases リストに保存されます。Previous Cases → Corrupt Cases を選択して破損している症例を

エクスポートするか、または削除します。[Export] コマンドボタンが表示され有効になります。破損している症例データを修

復したい場合は、[Export] をクリックして該当の症例を CD/DVD にエクスポートし、弊社担当者に連絡してください。破損

している症例を削除するには、 [Delete] をクリックします。 
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システムユーティリティの設定 

Polaris のドロップダウンメニューの [System Utilities] を選択します。Global Profile メニューが表示されます。このメニュー

から Event Viewer メニューにアクセスできます。詳細は Event Viewer の使用を参照してください。管理者はこのメニュー

から Diagnostics メニューにもアクセスできます。詳細は Diagnostics メニューの使用を参照してください。図 39 を参照して

ください。 

 
ユーザーの Global Profile メニュー 

ユーザーの場合、Global Profile メニューで、病院情報、パスワード、担当医、症例設定、血管、デフォルトのアーカイブ設

定を管理できます。 

 

図 39：ユーザーの Global Profile メニュー 

 

病院情報 

パスワードの変更 

担当医 

デフォルトの症例設定 

血管 

アーカイブ設定 
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病院情報の追加 

画面左側の 3 つのテキストフィールドに病院名、住所および病室を入力できます。 
 
パスワードの変更 

Change Password ウィンドウに古いパスワードと新しいパスワードを入力し、照合して [Save] をクリックします。 
 
担当医名の管理 

Doctor Management ウィンドウのテキストフィールドに担当医を入力し、 をクリックします。担当医をリストから削除するに

は、リストをスクロールして をクリックします。 
 
デフォルトの症例設定の変更 

Default Case Settings ウィンドウで、プルバック速度、Dynamic Review のクリップサイズ、 Trace Assist のオプション、 
LongView の方向、グリッド線の表示、スペックル軽減、輝度の設定、およびフィールドの強化または制御が指定できます。 
 
血管の管理 

Vessel management ウィンドウで、血管リストのカスタマイズができます。テキストフィールドを使用して血管を追加または削除

し、 または をクリックします。 
 
アーカイブ設定の変更 

Archive Settings ウィンドウで、症例のアーカイブのデフォルト（アーカイブ先、圧縮、モダリティ、ピクセルサイズおよび画像

上のグリッドマーク）を設定します。 
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管理者の Global Profile メニュー 

管理者の場合、Global Profile メニューでさらに詳細な設定が行え、閲覧および修正ができます。管理者は新規ユーザー

の作成、パスワードのリセット、表示日時の変更、自動ログインの設定を行います。また Archive Settings ウィンドウでは、

ネットワーク IP アドレスを指定できます。図 40 を参照してください。 

図 40：管理者の Global Profile メニュー 

 

病院情報 

パスワードの変更 

ユーザー 

デフォルトの症例設定 

担当医 

血管 

アーカイブ設定 

ネットワーク設定（SCP および PACS） 

システム設定 
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ユーザーおよび管理者のパスワードのリセット 

User Management ウィンドウで、リストからユーザー名を選択し、 をクリックします。Change Password ダイアログボックス

に新しいパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。パスワードの変更をキャンセルするには、 [Cancel] をクリックしま

す。 
 
自動ログインの設定 

Auto Login のチェックボックスをクリックして、ログインを省略します。 
 
ユーザーの追加および削除 

User Management ウィンドウで、新しいユーザー名およびパスワードをテキストフィールドに入力します。権限（管理者また

は臨床医）を選択し、 をクリックします。ユーザーを削除するには、リストからユーザー名を選択し、 をクリックします。

削除する場合は、Remove User Account ダイアログボックスの [Yes] をクリックします。削除をキャンセルする場合は、 
[No] をクリックします。 
 
ネットワーク IP アドレスの設定 

Archive Settings ウィンドウで、SCP AE 名および IP アドレスを Store SCP AE のテキストフィールドに入力します。[Verify 
SCP] をクリックして SCP を検証します。SCU Title テキストフィールドに SCU タイトルを入力します。また PACS のタイム

アウト時間を設定します。 
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Diagnostics メニューの使用 

管理者の場合、 Diagnostics メニューにアクセスできますが、ユーザーはアクセスできません。Diagnostics メニューでは、

システム接続の確認、リブート、バックアップ、プロフィールの復元など複数の診断タスクを行うことができます。図 41 を参照

してください。 

図 41：Diagnostics メニュー 

 

システム接続 

Polaris ソフトウェアについて 

ソフトウェア管理 

システム情報 

 

システム接続 

System Connections ウィンドウでシステム接続状況、リブートプロセッサおよびモードを確認します。 
 
接続状況 

接続状況はこのフィールドに Good または Bad のいずれかで表示されます。 

[Re-boot Acquisition] －収集プロセッサをリブートします。 
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[Verify PDAQ] －PDAQ セルフテストを実行し、テスト終了時に結果を表示する。 

[Reboot Service Mode] －システムをリブートしてサービスモードにする（管理者およびサービススタッフのみ使用可）。 

[Reboot Hospital Mode] －システムをリブートして病院モードにする。（通常の使用） 
 
Polaris ソフトウェアについて 

Polaris ソフトウェアの各サブシステムのソフトウェアバージョンを確認します。 
 
ソフトウェアの管理 

Software Management ウィンドウで、プロフィールをバックアップまたは修復し、ソフトウェアのアップグレードを確認します。  
 
[Backup Profile] －Global Profile 設定を CD/DVD にバックアップします。 

[Restore Profile] －（上記 Backup Profile の手順でバックアップした） CD/DVD の Global Profile をシステムに復元しま

す。この操作は管理者が CD/DVD にバックアップしたユーザーアカウントも復元します。 

[Upgrade/Downgrade] －CD/DVD からソフトウェアのアップグレードを開始します。 

[View Upgrade History] －システムで行われたソフトウェアのアップグレードがある場合、その履歴および詳細をリストアッ

プします。 

[Revert Profile To Factory Defaults] －管理者が作成したすべてのアカウントを削除し、ユーザーおよび管理者のアカウ

ント設定を工場出荷時の設定に復元します。 

[Install Catheter Profile] －更新されたカテーテル設定を CD/DVD からインストールします。ボストン・サイエンティフィッ

ク社が新しいカテーテルを発売した場合、この操作でカテーテルのプロフィールを更新します。 
 
システム情報 

このウィンドウでシステム情報を確認します。ドロップダウンメニューを使用して プレゼンテーション、収集、または PDAQ 
のいずれかを選択します。 
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Event Viewer の使用 

Event Viewer でシステムの動作を確認します。このメニューではさまざまな種類のシステムイベントを検索することができま

す。水平スクロールバーを使用して、開始プログラムおよびクラスなど追加の並び替えフィールドを閲覧します。図 42 を参

照してください。 

図 42：Event Viewer 

 

 

メッセージ種類フィルタ 

日付フィルタ 

検索 

エクスポート 

再読込み 

イベント並べ替えフィールド 

スクロールバー 

メッセージの詳細 
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表 1 の イベント種類フィルタのフィルタを使用して、4 種類のシステムイベントを表示します。表 2 のソフトウェアサービスの
種類はイベントに関連するソフトウェアサービスの文字コードを示します。 

 

表 1：イベント種類フィルタ 

このアイコンを選択すると... システムは以下を表示します。 

 エラー：エラーイベントのみを表示します。 

 警告：エラー及び警告イベントを表示します。 

 
情報：エラー、警告および情報イベントを表示します。 

 デバッグ：エラー、警告、情報およびデバッグイベントを表示します。 

 

表 2：ソフトウェアサービスの種類 

文字 定義 

A 収集 

E エクスポート 

P プレゼンテーション 

T 伝送 

W ワークフロー 

 

種類フィルタのドロップダウンリストからイベントの種類を選択します。表 1 を参照してください。 

カレンダーの From および To にそれぞれ開始日および終了日を指定して検索します。  

テキストフィールドにキーワードを入力し、 [Find] を押してキーワードを含んでいる次のイベントを見つけます。 

[Export] を押してイベントリストを CD にエクスポートします。 

[Refresh] を押して画面を再読込します。 

各列の 上部にあるカテゴリーを使用して、表示されている症例を並べ替えます。Date/Time 列を使用して時間順に並べ

替えます。 

画面下部のスクロールバーを使用して、イベントリストの詳細列までスクロールします。 

選択されたイベントのテキスト一式が画面下部のメッセージ詳細エリアに表示されます。 
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システム日時の変更 

管理者は、 iLab システムの日付および時間を変更できます。以下の説明を参照してください。 

1. キーボードおよびマウスを画像プロセッサの使用可能な USB に接続します。追加ポートに接続するには、USB 
のカバープレートを画像プロセッサから取り除く必要がある場合があります。 

2. のアイコンをクリックして iLab がサービスモードであること確認してください。収集およびイメージング PC が

サービスモードであることを示すメッセージが表示されます。 が表示されない場合は、Polaris ドロップダウンメ

ニューをクリックして、System Utilities → Diagnostics を選択し、 [Reboot Service Mode] をクリックします。シス

テムがリブートするのを待ってから、次のステップに進みます。 

3. キーボードで Alt+F4 を押し Polaris アプリケーションを終了し、Windows のデスクトップ画面に戻ります。 

4. Windows のスタートボタンをクリックし、コントロールパネルを選択します。 

5. Date and Time を選択します。図 43 を参照してください。 

図 43：日付および時間 

6. タイムゾーンを変更するためには、[Change time zone...] をクリックします。 

7. Time Zone Settings ダイアログボックスで、ドロップダウンリスト内の現在のタイムゾーンをクリックし、次に [OK] 
をクリックします。図 44 を参照してください。 

図 44：タイムゾーン設定 
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8. 日付および時間を変更するためには、 [Change date and time...] をクリックします。 

9. Date and Time Settings ダイアログボックスで以下の操作を行います。 

○ 日付を変更するには、カレンダーから日付を選択する。 

○ 時間を変更するには、時間をダブルクリックしてから、矢印をクリックし数値を増減させます。 

○ 分を変更するには、分をダブルクリックしてから、矢印をクリックし数値を増減させます。 

○ 秒を変更するには、秒をダブルクリックしてから、矢印をクリックし数値を増減させます。 

図 45 を参照してください。 

図 45：日付および時間ダイアログボックス 
 

10. 日付および時間の設定の完了後、[OK] をクリックします。 

Polaris のソフトウェアを再起動するには、Windows のスタートボタンをクリックし、Start iLab 3.0 を選択します。

画面上に、以下と類似した警告メッセージが表示されます。 

「Polaris は前回のシャットダウンの際、適切に終了しませんでした。データの損失を防止

するため、必ず画面上にある Power Down ボタンを使用して Polaris を終了してください。

[1601]」 

11. [OK] をクリックします。 

12. 管理者の場合、 Polaris のドロップダウンメニューに進み、System Utilities → Diagnostics を選択し、[Reboot 
Hospital Mode] をクリックします。システムがリブートするまで待ちます。 

 

病院ネットワークアーカイブ用のシステム構成 

 

iLab システムの TCP/IP のデフォルト設定は、「IP アドレスを自動的に取得する」または DHCP になっています。ご使用の

iLab システムが IP アドレスを自動的に取得するように設定され、病院のネットワークにネットワークセキュリティ機器

（Network Security Device: NSD） が設置されていない場合は、以下の手順は省略してください。 

注釈：ご使用のシステムに NSD が必要な場合は、ボストン・サイエンティフィック社にご連絡ください。 
 
1. キーボードおよびマウスを画像プロセッサの使用可能な USB ポートに接続します。追加ポートに接続するには、

USB のカバープレートを画像プロセッサから取り除く必要がある場合があります。 

2. のアイコンをクリックして iLab がサービスモードであること確認してください。収集およびイメージング PC が

サービスモードであること示すメッセージが表示されます。 が表示されない場合は、Polaris ドロップダウンメ

ニューをクリックして、System Utilities → Diagnostics を選択し、 [Reboot Service Mode] をクリックします。シス

テムがリブートするのを待ってから、次のステップに進みます。 
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3. キーボードで Alt+F4 を押し Polaris アプリケーションを終了し、Windows のデスクトップ画面に戻ります。 

4. Windows のスタートボタンをクリックし、コントロールパネルを選択します。 

5. Network and Sharing Center を選択します。 

6. Change adapter settings を選択します。図 46 を参照してください。 

図 46：アダプター設定の変更 

7. Local Area Connection 2 を右クリックし、次に Properties をクリックします。図 47 を参照してください。 

図 47：Local Area Connection 2 

8. 「Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[Properties] をクリックします。図 48 を参照してください。 

図 48：Local Area Connection 2 Properties 
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9. Use the following IP address のラジオボタンを選択し、以下のパラメーターを入力します。図 49 を参照してくだ

さい。 

 IP address （必須） 

 Subnet mask （必須） 

 Default gateway （オプション） 

 Preferred DNS server （オプション） 

 Alternate DNS server （オプション） 

注記：以下は、IP、Subnet および Gateway の入力値の一例です。 

図 49：Internet Protocol Version Properties 

10. [OK] をクリックし、次に [Close] をクリックします。 

11. iLab ソフトウェアを再起動するには、Windows のスタートボタンをクリックし、Start iLab 3.0 を選択します。画面

上に以下と類似した警告メッセージが表示されます。 

「Polaris は前回のシャットダウンの際、適切に終了しませんでした。データの損失を防止

するため、必ず画面上にある Power Down ボタンを使用して Polaris を終了してくださ

い。[1601]」 

12. [OK] をクリックします。 

13. 管理者の場合、System Utilities → Global Profile と進み、デフォルトのアーカイブ先を Network に設定してい

ない場合は、Archive Settings ウィンドウで設定します。 

14. Diagnostics メニューへ進み、[Reboot Hospital Mode] をクリックします。システムがリブートするまで待ちます。 
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トラブルシューティング 

 

イメージング・ディスプレイメッセージ 

以下のメッセージがイメージング・ディスプレイに表示されます。このメッセージは数秒間表示されます。 

メッセージ Recording will end in [N] seconds. Live Imaging will continue. 

(記録は [] 秒後に終了します。ライブイメージングは継続します。) 

原因 ICE カテーテル（9F、9 MHz）の手動記録が終了に近づいています。 

修正措置 記録は終了しますが、ライブイメージングは継続できます。 
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