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iLAB™ポラリスマルチモダリティガイダンスシステム、ユーザーズ・ガイド 

はじめに：法律および規制情報 

 
警告: 使用前に本ユーザーズ・ガイドを注意深く読んでください。これらの指示に記載された適応、禁忌、

警告、注意はすべて遵守してください。これを怠ると、患者の疾病、傷害または死亡につながる可能性が

あります。 

iLab™ポラリスマルチモダリティガイダンスシステム（以降、「ポラリスシステム」という）は、医師また

は医師の指示の下で使用する医療機器です。このシステムに含まれているハードウェアとソフトウェアのコ

ンポーネントの詳細については、以下の機器の説明をご参照ください。 

本システムは、血管内超音波（IVUS）機能、冠血流予備量比（FFR）機能およびDiastolic hyperemia-Free 
Ratio（DFR）機能をサポートします。 

本システムのIVUS機能と本ユーザーズ・ガイドのIVUS部分は、心血管治療に係わる超音波手技の実施に必

要十分な有資格者である医療専門家によってのみin-vivoで使用されることを意図しています。しかし、本シ

ステムの使用方法に関して適切な訓練を受けているそれ以外の者は、患者と接触を伴う環境にない場合にか

ぎり、システムおよび本ユーザーズ・ガイドを使用することができます。すべてのユーザーが適切な検査手

順およびプロトコールの実施に関して必要十分に適格であることを想定しています。 

本システムのFFR機能とDFR機能およびそれらの本ユーザーズ・ガイドにおける該当部分は、ヒトに対する

観血的血圧測定の手技の実施に必要十分な有資格者である医療専門家のみに使用されることを意図してい

ます。しかし、本システムの使用方法に関して適切な訓練を受けているそれ以外の者は、患者と接触を伴う

環境にない場合にかぎり、システムおよび本ユーザーズ・ガイドを使用することができます。すべてのユー

ザーが適切な検査手順およびプロトコールの実施に関して必要十分に適格であることを想定しています。 

用途、適応、禁忌、警告、注意に関する情報については、適合するイメージングカテーテル、プレッシャー

ガイドワイヤおよびシステムアクセサリの添付文書をご参照ください。 

医療用超音波の安全性 

iLabシステムを使用する者はすべての用途による影響を完全に理解している必要があります。AIUM（米国

超音波医学会議）は、「医療用超音波の安全性」（AIUM1994）という標題の文書を発表しています。ALARA
（As Low As Reasonably Achievable）は、合理的に達成可能な 低限の線量で診断情報を得ることによる

診断用超音波の慎重な使用法の原則を表すものです。この文書のコピーを入手する場合は、AIUM にお問い

合わせください。 

ソフトウェア・ライセンス 

ユーザーに供給された製品（「機器」）には、Boston Scientific Corporation（以下ボストン・サイエンティ

フィック社という）によって開発され、所有されているソフトウェアおよび様々なソフトウェア・ライセン

ス許諾者（ボストン・サイエンティフィック社のソフトウェア供給者）からボストン・サイエンティフィッ

ク社にライセンスされたソフトウェアが含まれています。これらのボストン・サイエンティフィック社及び

ボストン・サイエンティフィック社のソフトウェア供給者のインストール済みソフトウェア製品は、関連す

るすべてのメディア、印刷文書および「オンライン」もしくは電子文書（「ソフトウェア」）と同様に、著

作権法、国際著作権条約、その他の知的所有権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフ

トウェアはライセンスされるもので、販売されるものではありません。ポラリスシステムで使用される他の

ソフトウェアについては、以下を適用します： 

ユーザーがこのエンドユーザー・ライセンス契約（「EULA」）に同意しない場合は、本機器の使用およびソ

フトウェアの複製を行わないでください。その場合は、速やかにボストン・サイエンティフィック社に連絡

し、未使用機器の返却、返金に関する指示を受けてください。本ソフトウェアについては、機器上での使用

に限定せず、いかなる使用も、この EULA への同意（または過去の同意の追認）を意味することになります。 

ライセンスの付与：本ソフトウェアはライセンスされるもので、販売されるものではありません。この EULA 
及び表 1（以下）に挙げた EULA は、ソフトウェアに関する以下の権利をユーザーに付与します。 
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 ユーザーは、本ソフトウェアを本機器上でのみ使用することができます。ユーザーは、以下の行為を行

わないでください。（1）本ソフトウェアの全体もしくは一部の複製（バックアップ目的の場合を除く）、

配布、貸与、リースまたは二次ライセンス。（2）本ソフトウェアの派生品の改造または作成。（3）本

ソフトウェアの視覚的出力の公開。（4）ネットワーク、電話またはその他の何らかの電子的な方法に

よる本ソフトウェアの伝送。ユーザーは、機密を保持し、本ソフトウェアの内容を無断で公開または使

用することを防止するために 大限の努力を払うことに同意してください。 

 本ソフトウェアはフォールト・トレラント（耐故障性）ではありません。ボストン・サイエンティフィ

ック社は、本機器内での本ソフトウェアの使用方法を独自に決定しており、ボストン・サイエンティフ

ィック社のソフトウェア・ライセンス許諾者は、本ソフトウェアのこの種の用途への適合性を判定する

ための十分な検査の実施をボストン・サイエンティフィック社に依拠しています。 

 本ソフトウェアに関する保証はありません。本ソフトウェアは「現状のまま」、保証がない状態で供給

されます。ユーザーは、品質、性能、精度および作業（過失が存在しない場合を含む）に関する全リス

クを有します。また、ソフトウェアの享受の妨害または侵害行為に対する保証もありません。本機器ま

たは本ソフトウェアに関する何らかの保証がユーザーに与えられた場合は、ボストン・サイエンティフ

ィック社またはボストン・サイエンティフィック社のソフトウェア・ライセンス許諾者によって与えら

れたものではなく、またそれらを拘束するものではありません。 

 一定の損害に関する免責。法律によって禁止されている場合を除いては、ボストン・サイエンティフィ

ック社およびボストン・サイエンティフィック社のソフトウェア・ライセンス許諾者は、本ソフトウェ

アの使用もしくは動作によって生じる、またはそれらに関連するいかなる間接的、必然的または偶発的

な損害に対する責任を負わないものとします。この制限は、何らかの救済措置が、その本質的な目的を

達成できない場合にも適用されるものとします。ボストン・サイエンティフィック社またはボストン・

サイエンティフィック社のソフトウェア・ライセンス許諾者は、いかなる場合にも、250 米ドル（U.S. 
$250.00）を超過する金額に関して責任を負わないものとします。 

 リバース・エンジニアリング、デコンパイルおよびディスアッセンブルに関する制限事項；本ソフトウ

ェアのリバース・エンジニアリング、デコンパイルまたはディスアッセンブルは、この制限事項に関ら

ず該当法律によって明示的に許可されている場合及び範囲を除いて、行わないでください。 

 ユーザーは、本機器の永久的な販売または譲渡の一部としてのみ、かつ受取人が本 EULAに同意した場

合に、EULAのもとで権利を永久的に譲渡することができます。ソフトウェアをアップグレードする場

合には、いずれの譲渡についても、本ソフトウェアの過去のバージョンすべてが含まれている必要があ

ります。 

 ユーザーは、本ソフトウェアが米国のものであることに留意してください。ユーザーは、米国輸出管理

規則ならびに米国およびその他の政府によって公布されたエンドユーザー、エンドユーズおよび輸出相

手国の制限を含め、本ソフトウェアに適用される該当の国際法および国内法をすべて遵守することに同

意してください。本ソフトウェアの輸出に関する追加情報については、www.microsoft.comを参照して

ください。 

追加ソフトウェア/サービス 

EULAは、ユーザーが本ソフトウェアを 初に取得した日以降にボストン・サイエンティフィック社および

ボストン・サイエンティフィック社のソフトウェア・ライセンス許諾者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、ユーザーが 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」の語に含まれるものとします。 

必要なハードウェア、ソフトウェアとドライバ 

適宜、エンドユーザー・ライセンス契約（EULA）で検索できるURLが提供されます。 

ドライバー・アイテムをインストールするには、表 1 に挙げた各 EULA に同意する必要があります。一覧に

挙げた EULA に同意しない場合は、機器もソフトウェアのコピーも使用しないでください。同意しない場合

には、速やかにボストン・サイエンティフィック社に連絡して未使用機器の返却、返金に関する指示を受け

てください。 
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表 1 ポラリスシステムに必要なハードウェア、ソフトウェアとドライバ 

製造業者 ハードウェア/ 
ソフトウェアパッケージ バージョン番号 EULA 

Elo Touch システム™ Elo Touch スクリーンユニ

バーサルドライバ™

（sw500930.exe） 

5.4.7 C:¥Program Files¥ELO 
TouchSystems¥License.txt 
 
http://support.elotouch.com/download/ 
Drivers/DriverDownload/ 
termandcondition.aspx?str=33 

インテル™ インテル82566DMギガビッ

トネットワーク接続 
9.16.10.0 該当なし 

インテル インテル PRO/1000 MT ネ

ットワーク接続 
8.4.1.0 該当なし 

Realtek™ Realtek RTL8168B/8111B
ファミリーPCI-E ギガビッ

トイーサネット NIC（NDIS 
6.20） 

7.002.1125.2008 該当なし 

NVIDIA™ NVIDIA Quadro™ FX570 デ

ィスプレイドライバ 
9.18.13.3182 http://www.nvidia.com/content/  

DriverDownload-March2009/ 
licence.php?lang=us 

Merge HealthCare Merge DICOMツールキット
™ 

4.6.0.0 www.merge.com 

マイクロソフト ウインドウズ™7 エンベデッ

ド 
Windows 7 www.microsoft.com 

マイクロソフト NET Framework 
Runtime 

4.5 msdn.microsoft.com 

ソニー サーマルプリンタドライバ 
提供者：マイクロソフト 

UP-D897 http://www.sony.net/Products/DP 
-driver/license.html 

Faronics Deep Freeze™ 7.61 http://www.faronics.com/eula/ 
on-premise.htm 

FTDI（Bluetooth コン

トロールモジュール

バス用Bluetoothドラ

イバ） 

CDM ドライバパッケー ジ 
- Bus/D2xx Driver 

2014 年 1 月 27 日、
2.10.00 

http://www.ftdichip.com/Drivers/ 
FTDriverLicenceTermsSummary.htm 

FTDI（Bluetooth コン

トロールモジュール

仮想 COM ポート用

Bluetooth ドライバ） 

CDM ドライバパッケージ- 
VCP ドライバ 

2014 年 1 月 27 日、
2.10.00 

http://www.ftdichip.com/Drivers/ 
FTDriverLicenceTermsSummary.htm 

機器の説明 

ポラリスカートシステム 

ポラリスカートシステムを構成するコンポーネントを以下に示します。 

 PC×2（データ収集用PCおよび画像処理用PC） 
 FFR Link×1（個別包装） 
 BCM×1（Bluetoothコミュニケーションモジュール） 
 画像表示モニタ×1 
 タッチスクリーン・コントロールパネル×1 
 AC電源絶縁変圧器×1 
 移動式カートアセンブリ×1（カート内部につながるケーブル類含む） 
 プリンタ×1 

システムの構成に応じてアクセサリ類が含まれる場合があります。 

ポラリスインストールシステム 

ポラリスインストールシステムには移動式カートアセンブリを除いてポラリスカートシステムと同じ構成

要素が含まれます。インストールシステムには二次的なカテーテルラボの画像処理も含まれる場合がありま

す。その他の構成要素は構成に応じて変更する場合があります。 
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用途/適応 

システムの適応 

iLabポラリスマルチモダリティガイダンスシステムのIVUSモダリティは、血管内病変の超音波検査に使用

される機器です。血管内超音波診断は、血管形成術やアテローム切除術等の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。 

FFRとDFRは、カテーテル検査室および関連心血管専門処置室において、1つ以上の電極、トランスデュ

ーサまたは測定機器からの出力に基づいて各種の生理学的パラメータをコンピュータ処理し、表示するため

に使用される機器です。 

FFRとDFRは、生理学的パラメータを測定した患者の診断および治療に用いるための血行動態情報を提供し

ます。 

ポラリスシステムとの適合性を判断する際には、すべてのボストン・サイエンティフィック社製超音波イメ

ージングカテーテルに付属しているカテーテル添付文書をご参照ください。以後、本ユーザーズ・ガイドに

おいて、超音波イメージングカテーテルはすべてイメージングカテーテルと記載しています。 

イメージングカテーテルは超音波画像を生成し、血管と心臓の病変の超音波診断を目的としています。ボス

トン・サイエンティフィック社は、様々な用途のカテーテルを各種製造しています。これらのカテーテルで

それぞれ推奨されている使用方法は、カテーテルのサイズと種類によって異なることがあります。各カテー

テルに同梱されているイメージングカテーテル添付文書をご参照ください。 

オートプルバック使用の適応（IVUSのみ） 

オートプルバック使用は以下の場合に適応となります。 

 医師または術者が血管内超音波画像について手技間、術者間の収集または記録方法を標準化したい場合 

 医師または術者がカテーテルのイメージング・コアが既知の一定速度で引き戻されることを要求し、直

線距離測定を手技後に行いたい場合 

 解剖学的構造を2次元で縦方向に再構成したい場合 

システム使用による潜在的合併症 

血管内または心臓内イメージングの結果として以下の合併症が生じる可能性があります。 

 急性閉塞 
 狭心症 
 心室頻拍、心室細動又は完全心ブロックを含む不整脈 
 カテーテル、ガイドワイヤ、プレッシャーワイヤのエントラップメント 
 塞栓症 
 緊急冠動脈バイパス（CABG）術 
 感染症 
 心筋梗塞 
 心筋虚血 
 心穿孔 
 ステントストラットの損傷 
 脳梗塞（脳血管および一過性脳虚血の発作を含む） 
 血栓形成 
 完全閉塞 
 弁損傷 
 血管の解離、損傷または穿孔 
 血管攣縮 

詳細については、各イメージングカテーテルの添付文書をご参照ください。 
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禁忌 

システムの使用禁忌 

イメージングカテーテルの使用は、それを挿入することで患者の安全が脅かされる可能性がある場合には禁

忌です。このシステムは胎児のイメージングに対して禁忌です。また、禁忌には以下の患者特性が含まれま

す。 

 菌血症または敗血症 
 重大な凝血系の異常 
 冠動脈バイパス術に対する不適合性 
 バルーン血管形成術（PTCA）に対する不適合性 
 完全閉塞部の貫通の目的での使用 
 重度の血行動態不安定またはショック 
 冠動脈攣縮 
 心筋梗塞 
 動脈内または心室内血栓症 
 生命を脅かす律動疾患 
 イメージングカテーテルが通過し得る人工心臓弁 

iLabポラリスマルチモダリティガイダンスシステムのFFRモダリティは患者アラーム機能を備えていない

ため、心臓のモニタリングとしての使用は禁忌です。 

オートプルバック使用に対する禁忌（IVUSのみ） 

オートプルバックの使用は、カテーテルを挿入することで患者の安全が脅かされる可能性がある場合に禁忌

です。詳細情報については、各イメージングカテーテルに同梱されているイメージングカテーテル添付文書

をご参照ください。 

専門用語 

ポラリスシステムは、ポラリスソフトウェア、FFR Linkハードウェアコンポーネントを含むシステムです。

本システムは、FFR、DFRおよびIVUSをサポートします。 

ポラリスシステムはカートまたはインストールシステムとして設置が可能です。これら2つの構造はポラリ

スカートシステムおよびポラリスインストールシステムとそれぞれ呼びます。 

ポラリスシステムはカテーテル検査室および関連心血管専門処置室内で使用するためのものです。以後、こ

れらの部屋はカテーテル室と記載しています。 

コントロールパネルという用語が使用された場合、タッチスクリーン・コントロールパネル、タッチスクリ

ーン、タッチパッドおよび選択ボタンのことを意味します。 

ポラリスソフトウェアは、タッチスクリーン・コントロールパネルに加えてオプションのUSBマウスをサポ

ートします。全てのプルダウンメニューオプションとテキストフィールドは、マウスでクリックする、また

はコントロールパネルタッチパッド上で選択が可能です。テキストフィールド情報はタッチスクリーン画面

上のキーボードで入力します。 

警告：警告を遵守しない場合、患者やユーザーに疾病または傷害が起こる可能性があること、あるいは死

亡する可能性があることを示しています。 

注意：注意を遵守しない場合、システムに損傷が生じる可能性があることを示しています。 

使用上の注意：使用上の注意を遵守しない場合、テキスト入力や保存した設定が失われるなどの原因とな

る可能性があることを示しています。 

警告、注意および使用上の注意 

ボストン・サイエンティフィック社がポラリスシステム使用時のすべての条件と状況を予想することは不可

能です。以下の警告、注意および使用上の注意は、特別な注意が必要とされる代表的な状況を示しています。

特定の用途と環境について、ユーザー独自の知識と経験も考慮に入れる必要があります。 
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警告 

警告：ポラリスシステムは滅菌野において使用するための機器ではありません。 

警告：ポラリスシステムおよび適合する単回使用の機器は医療専門家による使用を目的としています。本

機器は電磁波障害を引き起こす、または付近の機器の動作を妨害する可能性があります。ポラリスシステ

ムの向きもしくは場所の変更、または遮蔽のような措置を講じる必要がある場合があります。 

警告：ポラリス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。再使用、再処理または再滅菌すると、そのような機器の構造的完全性が損なわれて機

器が故障し、システムの誤動作、不正確な測定、患者の傷害、疾病または死亡につながる可能性があります。

また、再使用、再処理または再滅菌は、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

含むがこれに限定されない）を引き起こし、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。ボ

ストン・サイエンティフィック社は、再使用、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。使用後は、病院、行政および/または地方自治体の方針に従って

製品および包装を廃棄してください。 

 

警告：以下の品目の適切な廃棄方法については、取扱説明書をご参照ください。 

・ディスポーザブルスレッド 

・滅菌バッグ 

・（カテーテルやガイドワイヤ等の）消耗品 

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。 

 

警告：本システムは、iLabシステムのモータドライブ・ユニット内にフローティング型二

重絶縁式患者分離接続を採用しています。 

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。 

警告：ポラリスシステムを不適切に使用すると、患者に疾病、傷害または死亡が生じる可能性があります。

本システムを使用する前に、このユーザーズ・ガイドとイメージングカテーテルおよびプレッシャーガイド

ワイヤの添付文書を慎重に読んでください。 

 

警告：適切な接地の信頼性を得るために、電源プラグは「病院グレード」と表示されたコ

ンセントに完全に差し込んでください。電源コンセントまたは電源コードの整合性に疑問

がある場合には、作業を進めないでください。有資格者による技術的なサポートを受けて

ください。感電の危険を避けるため、この機器は接地保護を行った主電源に接続してくだ

さい。 

 

警告：ポラリスシステムには、AC電源絶縁変圧器のヒューズ以外にオペレータが点検修理

できるコンポーネントは含まれていません。感電を避けるため、カバーを取り外さないで

ください。他の電気装置の場合と同様、本装置を作動させる場合は常に注意してください。

点検修理はテクニカルサポートにご連絡ください。 

警告：火災の危険に対して継続的に防御を行うために、ヒューズは本ユーザーズ・ガイドおよびAC 電源絶

縁変圧器に貼られた製造業者の交換ヒューズのラベルに記載されているものと交換してください。本ユーザ

ーズ・ガイドに一覧されているものよりも電流定格の高いヒューズを使用しないでください。 

警告：可燃性麻酔薬がある場所で使用すると、爆発するおそれがあります。 

警告：ポラリスシステムに適合するイメージングカテーテルとプレッシャーガイドワイヤのみを使用して

ください。個別のイメージングカテーテルまたはプレッシャーガイドワイヤに付属する添付文書を参照し

て、ポラリスシステムとの使用が保証されているか判断してください。接続したイメージンカテーテルまた

はプレッシャーガイドワイヤの識別が画像表示モニタに表示されない場合は、使用しないでください。 

警告：オートプルバックの開始前と実施中に、電動/スレッドの組合せが安定した水平の位置にあり、転倒

しないことを確認してください。患者が危険に曝される可能性があります。 
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警告： JPEG 圧縮法は、たとえ 大（100%）設定においても、保存された画像の空間およびグレースケ

ールの品質が低下します。このことは画像の診断、使用上の質に影響を与える可能性があるため、所属の医

療機関の承認なしで、この設定を使用しないでください。 

 

警告：等電位化接続は、AC電源絶縁変圧器を（適宜）病院の等電位化システムに常時接続

してください。 

 

警告： AC電源絶縁変圧器のヒューズをチェックまたは交換しなければならない場合には、

感電の可能性を避けるため、開始する前に施設のAC 主電源から変圧器（またはポラリス

システムからの電源コード）の接続を外してください。 

警告： DDPの選択を不適切に設定すると、画面上で診断的に貴重な情報が鮮明に見えないおそれがありま

す。 

警告：デフォルト設定されたタイム・ゲイン補正（TGC）は、特定の種類のカテーテルについて、ほとん

どの画像環境に適するように予め設定されています。この選択を不適切に設定すると、画面上で診断的に貴

重な情報が鮮明に見えないおそれがあります。 

警告：施設がAC電力の変動（電圧ディップまたは電圧サージ）の影響下にある場合、ポラリスシステムが

予測できない動作を起こす可能性があり、診断画像の信頼性に影響が出ます。 

警告：信号レベルが適切でない場合は、ポラリスシステムや外部の装置が破損されることがあります。ボ

ストン・サイエンティフィック社によって認可されていない専用の装置に接続する場合は、ポラリスシステ

ムの安全上の統合性を維持するためにポラリスシステムに該当するすべての電気安全基準に適合している

必要があります。 

警告：ディスポーザブルスレッドの内部パッケージの内容物は滅菌された状態で供給されます。滅菌バリ

ヤーが破損している場合は、使用しないでください。破損が見つかった場合は、ボストン・サイエンティフ

ィック社の担当にお電話ください。 

警告：ディスポーザブルスレッドを別の患者に再使用しないでください。内部動作メカニズムは、長期間

使用するために設計されていません。繰り返し使用すると摩損が生じ、測定精度とシステム全体の性能が低

下することになります。 

警告： Trace Assist機能のトレーシングを編集する場合、DONEを押すと、このシステムによって行われた

トレースと測定に同意したことを認めることになります。診療に向けてこれらの測定を使用する場合の 終

的な責任は、ユーザーにあります。 

警告：面積測定において、各面積は交差して描かないでください。システムから報告される形状の面積は、

この場合、正確でない可能性があります。 

警告： Ultra ICE Plusカテーテルを使用する場合は、手動記録の 後の30秒間に以下のメッセージが表示さ

れます：「記録が終了すると、N秒後にライブビューが停止します。」 
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注意 

注意：ポラリスシステムはESD（静電気放電）とEFT（ファストトランジェット）の影響を受けやすいため、

ESD の記号が表示されているコネクタに接触しないようにしてください 

注意：ポラリスシステムにはボストン・サイエンティフィック社が指定する機器およびアクセサリ類だけ

を使用してください。ボストン・サイエンティフィック社製以外のアクセサリ類を使用すると、ポラリス

システムのエミッションの増加または電磁イミュニティの低下につながる可能性があります。この件に関

して不明な点がある場合は、テクニカルサポートにご連絡ください。 

注意：止血弁を強く締めすぎると、イメージングカテーテル内の回転イメージング・コアが挟まれ、コア

が損傷したり、画像アーチファクトが生じたりすることになります。 

注意：イメージングカテーテルがモータドライブの滅菌バッグの開口に慎重に差し込まれ、イメージング

カテーテルとモータドライブ・ユニットの間にバッグの一部が挟まれていないことを確認してください。 

注意：モータドライブが稼動している間は、絶対にイメージングカテーテルをモータドライブに接続した

り、接続を外したりしないでください。そうした場合、イメージングカテーテルやモータドライブに破損が

生じるおそれがあります。 

注意：ポラリスシステム用に承認されていないイメージングカテーテルを接続した場合、またはイメージ

ングカテーテルが適切に接続されていない場合には、対応するイメージングカテーテルの同定データと表示

深度は表示されずイメージングは不可能になります。使用前にこの問題を解決してください。 

注意：AC電源絶縁変圧器はポラリスシステムでのみに使用します。AC電源絶縁変圧器の使っていないコン

セントをポラリスシステム以外の装置に使用しないでください。 

注意：カートは引っ張るのではなく押すことを推奨します。カートを動かすときに、前方が良く見えるよ

うに、カートの画面をその延長上で回転させることができます。ポラリスシステムが傾いて破損するのを避

けるため、カートで物を踏まないようにしてください 

注意：どんなサイズや重量の装置のキャスターでも、モータドライブのケーブルを踏まないようにしてく

ださい。 

注意：システムの電源が入っているときに、ディスプレイの配線の接続を外さないでください。ディスプ

レイの解像度が壊れてしまい、直すためにサービスを呼ばなければならないことがあります。 

注意： モータドライブ・ユニットにおいて、カテーテルのハブの差し込みを滅菌バッグでふさがないでく

ださい。 

使用上の注意 

使用上の注意：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またはリムーバブルハ

ードドライブカートリッジがシステムに差し込まれていることを確認してください。 

使用上の注意：症例保存とポラリスシステムのレビュー：ポラリスシステムのアップグレードプロセスで

は症例を含むポラリスシステムに含まれる全てのファイルを消去します。アップグレードを開始する前に

全ての症例を保存することが重要です。症例は CD、DVD、リムーバブル HD または PACS サーバーに保

存可能です。 

使用上の注意：タッチスクリーン・コントロールパネルを操作するときは、押すのが速すぎたり、強く押

しすぎたり、先の尖ったものを使ってタッチスクリーン・コントロールパネルを操作したりしないでくださ

い。恒久的な破損が生じる可能性があります。 

使用上の注意：ポラリスカートシステムを動かす場合は必ずハンドルを使用してください。 

使用上の注意：ポラリスシステムのアプリケーション・ソフトウェアは、まずコントロールパネルを使っ

てシャットダウンしてからAC電源スイッチを切ってください。AC電源スイッチをオフにした後に、10秒以

上経ってからシステムの電源を入れ直してください。 
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使用上の注意：ポラリスシステムは下記に規定する電磁環境において使用することを目的としています。

ユーザーは、本システムがそうした環境においてのみ使用される状況を確保する必要があります。 

 ポラリスシステムは、遮蔽された場所でのみ使用してください。そこでは、EN60601-1:2001、グル

ープ1、クラスAおよびEN60601-1-2:2001 に従って、遮蔽された場所にある各ケーブルの 小RF フ
ィルター減衰が20 dB です。 

 ポラリスシステムは、適切に遮蔽された場所に据え付けた場合、公共の低電圧電源へ直接接続する以

外に、あらゆる設定環境における使用に適しています。 

 ポラリスシステムはESD（静電気放電）およびEFT（ファストトランジェント）の影響を受けやすい

ことがあります。ESD記号が表示されたコネクタに接触しないでください。 

 注：医用電気機器は、EMCに関して特別な使用上の注意が要求されます。この装置は本ユーザーズ・

ガイドに記載されたEMCの情報に従って据え付ける必要があります。携帯用および可動式のRF通信

装置は、医用電気機器に影響を与えることがあります。 

 ポラリスシステムは、他の装置の近くで使用しないでください。隣接した状態で使用しなければなら

ない場合には、使用する設定で正常に作動することを確認するため、システムを監視してください。 

使用上の注意：消去したいブックマークを確実に選択するときは再確認してください。システムからの警

告はありません。この作業は復元できません。 

使用上の注意：両ラッチがモータドライブ・ユニットに完全にかかっていることを確認してください。か

かっていない場合、モータドライブ・ユニットの再接続を行い、再度、手でラッチをかけてください。モー

タドライブ・ユニットが正しくラッチされていない場合はスレッドを使用しないでください。適切に接続す

ると、モータドライブ・ユニットのディスプレイが点灯します。 

使用上の注意：イメージングカテーテルがモータドライブ・ユニットからスレッドのノーズに向けて真っ

直ぐに置かれていることを確認してください。カテーテルシャフトの手前側半分が著しく曲がっているとプ

ルバックの測定精度に影響し、画質に有害な影響がでます。 

使用上の注意：イメージングカテーテルのハブがモータドライブの中に入りにくい場合には、カテーテル

のハブを外してIMAGING ボタンを押してください。1 秒後にモータドライブのシャフトの回転が止まった

ら、カテーテルのハブを再度差し込んでください。 

使用上の注意： DVDまたはCD のラベルが貼られていない面に触れたり、この面を破損しないでください。

取り扱い、ラベルの貼付、及び保存については、メディアの製造業者が示している使用上の注意を遵守して

ください。 

使用上の注意：カテーテルシミュレータに接続したときにポラリスシステムから有効な画像が得られない

場合には、テクニカルサポートにご連絡ください。 

使用上の注意： AC 主電源は一般的な病院環境のクオリティが必要です。ポラリスステムが異常に作動す

る場合には、システムをシャットダウンしてから再起動し正常な作動にしてください。正常にシャットダウ

ンした後、本ユーザーズ・ガイドに記載されている初期化の手順を開始してください。 

免責事項 

文書 

ボストン・サイエンティフィック社は、本ユーザーズ・ガイドの内容に関して、いかなる種類の保証も行

いません。ボストン・サイエンティフィック社は、いかなる状況下においても、本ユーザーズ・ガイドの

使用に関する損失またはその他の損害について、一切法的責任を負いません。 
本ユーザーズ・ガイドは、総括的なものです。本ユーザーズ・ガイドに含まれる情報は、通知なく変更す

ることがあります。ボストン・サイエンティフィック社は、事前の通知なく、いつでも変更を行い、製品

を改良する権利を保有しています。使用しているシステムに該当する 新版のユーザーズ・ガイドに関す

る情報については、ボストン・サイエンティフィック社の担当者に問い合わせてください。 

正しい使用方法：免責 
ボストン・サイエンティフィック社の製品は同社の管理が及ばない環境で使用されます。購入者とユーザー

は、不適切な検査、患者の選択、適用、操作または使い捨て部品を繰り返し使用することを含めたボストン・

サイエンティフィック社製品の使用に基づいて、あらゆる法的責任を負い、保証、契約またはその他の事項

（過失、厳格責任および警告の不履行を含む）から生じたかどうかを問わず、いかなる請求または損害につ

いても単独で責任を負い、ボストン・サイエンティフィック社が損害を受けないことを擁護し、補償し、保

持することに同意します。 
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基準の遵守 

関連基準 

ポラリスシステムは、国際的に認知されている以下の基準を遵守するよう設計、製造、検査が行われていま

す。 

基準の番号 システムが遵守する基準の詳細 

EN 60601-1 医用電気機器－第1部：安全に関する一般的要求事項 

EN 60601-1-2 医用電気機器－第1部-2：基礎安全及び基本性能に関する一般的要求事項 
副通則:電磁両立性－要求事項および試験 

EN 60601-2-37 医用電気機器－第2部-37：医用超音波診断装置及びモニタ機器の基礎安全及

び基本性能に関する個別要求事項 

EN 60601-1-6 医用電気機器－第1部-6：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 エンクロージャによる保護等級に関する規定 

EN 62304 医用機器ソフトウェア -ソフトウェアライフサイクルプロセス 

RoHS指令 
2011/65/EU 

電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付欧

州議会・理事会指令2011/65/EU 
 

また、FFR Linkは国際的に認知されている下記の基準を遵守するよう設計、製造、検査が行われています。 
 

基準の番号 FFR Linkが遵守する基準の詳細 

ICRSS-210 ICRSS-210 規則 

IEC 60601-2-34 観血的血圧モニタリング機器の安全性と性能を説明する国際電気標準会議

（IEC）基準 

ANSI/AAMI BP22 血圧測定用に設計されている、ケーブル類を含むトランスデューサの性能と

安全性の要求事項を提供する血圧トランスデューサ基準 

注：FFR Link出力は、下記に示す信号に関して、基準ANSI/AAMI BP22-1994 
に適合するよう設計されている。 
 励起電圧4～8 V DC 
 入力インピーダンス > 200 Ω 
 出力インピーダンス < 3000 Ω 
 対称性 < ± 5 % 
 感度 5.00 uV/mmHg/Vexc 

アンバランス < ± 25mmHg 

RoHS指令2011/65/EU 電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付欧

州議会・理事会指令2011/65/EU 
 

装置の格納機構 

ポラリスシステムは、クラスⅠの保護接地式システムです。AC主電源絶縁変圧器はEN 60601-1を遵守して

いることが証明されており、正常状態および単一故障状態の両方で、患者を接続していない状態のレベルに

外装漏れ電流を制限しています。 

提供方法 

ポラリスシステムの機器本体は木箱またはパレットにて提供されます。ポラリスシステムはポラリスカー

トシステムまたはポラリスインストールシステムとして提供されます。 

包装が開封されていたり、損傷がある場合は使用しないでください。また、ラベルが不完全な場合や判読

不可の場合は使用しないでください。 
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出荷、保管および廃棄 

出荷と保管 

出荷および保管に要求される環境条件は、通常に操作する場合と異なります。出荷および保管の要件につい

ては、下記の注意事項を参照してください。通常の操作の要件を満たした環境条件については、付録Aを参

照してください。 

警告: 火災または感電の危険を避けるため、ポラリスシステムを湿気に曝さないでください。悪天候の中、

ポラリスシステムを輸送する必要がある場合には、保護カバーを使用してください。水分が機器内部に入っ

た場合は、完全に乾かしてからコンセントに電源コードを差し込んでください。 

使用上の注意: ポラリスシステムの内部の部品上で結露が生じる可能性があるため、急激な温度変化は避け

てください。ポラリスシステムを長期間低温に曝した後に暖かい場所に移動させたときは、2～3時間、環

境に順応させてからコンセントに差し込んでください。 

使用上の注意:  破損する可能性があるため、ポラリスシステムを極度の高温に曝さないでください。ポラ

リスシステムを高温の環境で保管することは避けてください。 

使用上の注意: ポラリスシステムは慎重に取り扱い、輸送してください。破損する可能性があるので、乱雑

に移動したり、振動させないでください。 

廃棄 

ポラリスシステムは、回路と磁気ディスクドライブに鉛・はんだが含まれています。それらは、該当する病

院および／または各地の規則に従って、正しく廃棄してください。注意事項については、電気・電子装置の

廃棄に関する一般的な注意以外、特別なものはありません。 

警告: 廃棄されたプリンタペーパーを焼却しないでください。 

警告: ポラリスシステムと使用したボストン・サイエンティフィック社製プレッシャーガイドワイヤの適切

な廃棄方法の説明については、病院、行政および/または地方自治体の方針に従って製品および包装を廃棄

してください。 

 

プライバシーおよびセキュリティ機能 

ポラリスシステムソフトウェアを用いることにより、ユーザーは FFR または DFRの測定中の患者の血管

内血圧を視認できるようになります。 

また、ユーザーは血管内超音波（IVUS）診断中に画像を閲覧することができます。 

守秘義務 

ポラリスシステムのソフトウェアは、患者症例ファイルの表示および／またはエクスポートの際、保護され

ている情報を非表示にする識別解除機能を備えています。これを有効にする場合、ユーザーは手動でこの操

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手技が完了したら、直ちにポラリスシステム

のデータベースからデータを削除することが推奨されます。保護の必要な情報を含む症例研究がハードドラ

イブ、CD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使用、取扱いおよび保存に注意が

必要です。ユーザーは、患者のプライバシーに関する組織の方針と手順を守り、患者のデータを保存、使用

または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、少なくとも以下の要件を満たす安全な環境で使用することを前提としています。 

 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、本製品が承認された外部ホストおよびサービスにア

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。 
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商標 

Intel™はIntel Corporationの登録商標です。 
Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 
Elo TouchSystems™はElo Touch Solutions, Inc.の登録商標です。 
Realtek™はRealtek Semiconductor Corporationの登録商標です。 
NVIDIA™はNVIDIA Corporationの登録商標です。 
Quadro™はNVIDIA Corporationの登録商標です。 
Merge DICOM Toolkit™はMerge Health Careの登録商標です。 
Deep Freeze™はFaronics Corporationの登録商標です。 
Windows™はMicrosoft Corporationの登録商標です。 

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、ボストン・サイエンティフィック社およびボストン・サイエンテ

ィフィック社のソフトウェア・ライセンス許諾者は、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。

ボストン・サイエンティフィック社およびボストン・サイエンティフィック社のソフトウェア・ライセンス

許諾者は、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。 

FCCの遵守 

FCCの遵守の詳細については附属書 B：電磁エミッションおよび電磁イミュニティをご参照ください。ポラ

リスシステムが準拠している国際規格の詳細については、規格への適合性をご参照ください。ポラリスシス

テムの BCM は、検査が実施され、FCC第15部の規則を遵守することが必要のある無線送信器を含んでい

ます。 

ボストン・サイエンティフィック社から提供される情報 

ボストン・サイエンティフィック社 から以下の情報を入手することができます。 
 DICOM Conformance Statement（英語のみ） 
 FFR Link、iLabユーザーマニュアル、イメージングカテーテル、プレッシャーガイドワイヤおよびシス

テムアクセサリ類の取扱説明書及び添付文書 

 

第1章：操作説明 
システムの起動 

ポラリスシステムの電源を入れユーザー名とパスワードを入力してください。 

 
タッチスクリーン メイン画面 

 

使用上の注意：起動または初期化の過程ではタッチスクリーン、タッチパッドまたは選択ボタンに触れな

いでください。 
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症例情報の追加 

手順実施中のどの段階にあっても症例および患者情報を入力することができます。症例情報ウインドウでは、

症例をクローズする前であればどの段階でも症例および患者情報を入力することができます。 

ポラリスシステムをモダリティワークリストサーバーに接続した場合は、症例情報をインポートすることが

できます。Worklistをクリックし、ワークリスト検索ウィンドウを表示させてください。モダリティまたは

データ範囲を選択し、Refreshをクリックしてください。検索結果から患者記録を選択し、Acceptをクリッ

クしてください。入手可能な症例情報がインポートされます。 

 

 
拡大ウィンドウ 

 

匿名の症例 

患者識別情報を匿名化するには、メイン画面の左上のドロップダウンメニューからAnonymizeを選択して

ください。患者名とIDは表示されません。症例を匿名にしない場合には、ドロップダウンメニューから

De-Anonymizeを選択してください。元の患者名とIDが表示されます。 

IVUS、FFRまたはDFRの選択 

血管内超音波、冠血流予備量比またはDiastolic hyperemia-Free RatioTMを選択するには、それぞれIVUS、FFR
またはDFRをクリックしてください。 
 

注記：Modeウィンドウが表示されない場合は、画面の上部にあるLive/Recordをクリックします。 
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IVUSモード 

IVUSモードにおける画像処理と記録 

画像処理を開始するには、Imagingをクリックしてください。停止するには、Imagingを再度クリックして

ください。記録の開始前にイメージング深さ、プルバックスピード、グリッド表示、輝度またはスペックル

除去設定を調整するには、画面の左下にある症例設定ウィンドウを拡大してください。 

記録を開始するには、メイン画面のRECをクリックするか、タッチスクリーンのRECを押してください。

RECボタンがSTOP（停止）ボタンに変わります。記録を停止するには、STOPをクリックしてください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大ウィンドウ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用上の注意：指先の操作でタッチスクリーンまたはタッチパッドを使用してください。タッチスクリー

ンまたはタッチパッドの操作に先の尖ったものを使用しないでください。恒久的な破損が生じる場合があり

ます。 

モータドライブ・ユニットをスレッドに装着すると、Auto Pullbackを選択することができるようになり、

モータドライブ・ユニットがスレッドの端に到達すると記録が停止します。記録を直ちに停止するには、

STOPをクリックしてください。モータドライブ・ユニットの詳細については、モータドライブ・ユニット

の添付文書を参照してください。オートプルバックの代わりにマニュアルプルバックを選択するには、メイ

ン画面のManual/Autoをクリックしてください。スレッドを装着していない場合は、マニュアルプルバック

のみ利用できます。 

注記：オートプルバックを使用し、表示閲覧オプションを変更してcross-section画像のみを表示することが

注記：高速プルバックを可能にする MDU5 ＋

（H749MDU5PLUSF0、H749MDU5PLUSFR0 および

H749MDU5PLUSFH0）を使用している場合に限り、

1mm/秒より高速のプルバックスピードを設定するこ

とができます。 
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できます。 

記録中にブックマークを設定するには、メイン画面のBookmarkをクリックするか、タッチスクリーンの

Bookmarkを押してください。 

IVUSモードで記録されたRunの検討 

LiveモードからReviewモードに切り替えるには、画面の上部にあるRunリストにあるRun名称をクリックし

てください。ReviewモードからLiveモードに切り替えるには、画面の上部にあるLive/Recordをクリックし

てください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録されたRunのナビゲーション 

 スクラバーをドラッグし、ブックマークサムネイルをクリックし、再生コントロールまたはマウスホイ

ールを使用してナビゲートしてください。 

表示オプションの変更 

LongView 表示 

ライブ/記録 Run リスト 

Dynamic レビュー 

ビュー 
オプション 

サムネイルオプション 

再生コントロ
ール 

スクラバー 

ブックマーク 
サムネイル 

症例設定 

ブックマーク 

測定ツール 

症例情報 

注記：高速プルバックが可能な

MDU5＋に接続されている場合

は再生スピードメニューが表示

されます。 
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 右下のView Optionsボタン をクリックして、LongView（オートプルバックを用いてRun
を記録した場合）またはDual Viewを用いてcross-section画像を選択してください。Dual Viewは、

（オートプルバックを用いてRunを記録した場合はLongViewで）同じRunから2つのフレームを並

べて表示します。画面の下部のLongView表示にある2つのスクラバーを移動して、操作、計測し

たいフレームを選択してください。 

 右下のサムネイルオプションボタン をクリックして、ブックマークサムネイル画像を表示するまたは

隠してください。 
 Dynamic Reviewをクリックすると、表示フレームの前後にある記録の短いループを再生します。これ

は内腔領域をマニュアルでトレースする際に役立ちます。 
 cross-section画像を回転するには、画像の4つのコンパスポイントの1つをクリック&ドラッグしてくだ

さい。 
 LongView切断面を回転するには、切断線上のポイントをクリック&ドラッグしてください。LongView

表示が新しい切断面方向に対応します。 
 LongView表示を拡大するには、画面の左側への二重矢印をクリックしてください。 
 再生スピードを変更するには、矢印をクリックして症例設定タブを拡大してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画像設定の変更 

 症例設定ウィンドウを拡大して、グリッド表示をオンまたはオフ、輝度またはスペックル除去設定等を

変更してください。 

cross-section画像における面積および径の測定 

注記： cross-section画像に何らかの種類の測定または注釈を挿入すると、フレームが自動的にブックマー

クされます。 

切断線 

二重矢印 
症例設定を拡大する矢印 

3、4、6、8mm/秒で記録された Run に限り、再生スピ

ードのドロップダウンメニューが表示されます。 
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 径を測定するには、Lineをクリックし、画像をクリックして線を引いてください。画像上の線の隣に測

定値が表示されます。 
 面積を測定するには、以下のツールの1つを使用してください。メイン画面の右上に面積測定値が表示さ

れます。 

 メイン画面のTrace Assistをクリックするか、タッチスクリーンのTrace Assistボタンを押してく

ださい。ポラリスシステムは、選択した設定に応じて、内腔面積または血管面積（もしくはその両

方）の周囲に境界を自動的に作成します（設定を変更するには、ドロップダウンメニューからSystem 
Utilitiesをクリックし、Global Profileページに進んでください）。 

 Areaをクリックし、画像をクリックして希望するようにポイントを配置し、Doneをクリックしてく

ださい。 
 Draw Areaをクリックし、マウスまたはタッチパッドを使用して画像上の場所をクリックし、境界

を描き、画像を再度クリックしてください。 

 境界を編集するには、境界をクリックし、タッチパッドまたはマウスにて境界を再配置し、画像を再度

クリックしてください。 

注記：Draw Areaツールを用いて描画する場合は境界を編集することができません。 

 面積狭窄度を得るには、健常な血管フレームにブックマークを加えて、そのフレームの測定を行い、Mark 
Referenceをクリックしてください。ポラリスシステムは参照表示を基準として使用し、面積が測定さ

れているすべてのブックマーク付きフレームの狭窄率を算出します。 

注記：狭窄度は内腔間（現在のフレームと参照フレームとの間）の差です。プラークは（同じフレーム

内における）内腔から血管までの差です。 

LongViewにおける長さの測定（オートプルバックを用いて記録する場合） 

 2つのポイントの間の距離（mm）を表示するには、Lineをクリックし、LongView表示上のポイントを

クリックし、LongView表示上に線を引いて、再度クリックしてください。 
 ブックマーク間の距離（mm）を表示するには、Bookmark Lengthsの下のドロップダウンリストから

To Bookmarkを選択してください。ブックマークと現在のフレームとの間の距離を表示するには、ドロ

ップダウンリストからTo Current Frameを選択してください。 
 

測定値の削除 

 測定値をクリックし、Delete Measurementをクリックするか、マウスを使用して領域の境界または線

の上に乗せ、ドロップダウンメニューからDeleteをクリックして選択してください。 

ブックマークの追加、編集または削除 

 ブックマークを追加するには、計測したい部位までナビゲートし、メイン画面のBookmarkをクリック

するか、タッチスクリーンのBookmarkを押してください。 
 ブックマークの名称を変えるには、画面のサムネイルラベルをクリックし、既存のテキストに上書きし

てください。 
 ブックマークを削除するには、画面のサムネイルをクリックし、サムネイルの角の×をクリックしてくだ

さい。 

注記：これはフレーム上のすべての測定値と注釈を削除します。 

 サムネイルが重複している場合は、カーソルをもっていくことで、そのすべてのサムネイルが展開し

ます。 

注釈の追加、編集または削除 

 ラベルを測定値に追加するには、画面のAnnotationをクリックするか、マウスを使用してドロップダ

ウンメニューからAnnotationを選択し、cross-section画像またはLongView画像の希望する部位をク

リックして、テキストを入力してください。 
 注釈を移動するには、テキストボックスをクリック&ドラッグしてください。 
 注釈の内容を編集するには、テキストを選択し上書きしてください。 
 注釈を削除するには、注釈を右クリックし、Deleteを選択するか、テキストフィールドをクリックし、

タッチスクリーンを用いてテキストを削除してください。 
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FFRおよびDFR 

冠血流予備量比（FFR）は冠動脈病変における血圧較差を測定し、医師が病変の重症度と治療戦略を決定す

る際に使用します。FFRは、 大血流時における病変の遠位の血圧と病変の近位の血圧との比として定義さ

れます。Diastolic hyperemia-Free Ratio（DFR）は、心周期中の拡張期における複数の部分を測定する安

静時の指標です。DFRは次の測定ウィンドウ用の2つの基準を使用して、5回の心拍動を平均した心周期の拡

張期の部分を算出します：1）平均Pa未満のPaおよび2）下降傾斜型Pa値 

注記：DFRは、充血剤を投与することなく測定されることを意図しています。 

FFR Link、ボストン・サイエンティフィック社のプレッシャーガイドワイヤおよび観血的血圧（IBP）トラ

ンスデューサと連動すると、ポラリスソフトウェアは血管内血圧を表示します。 

重要な注記：FFRまたはDFRを使用する方法は、このソフトウェアを使用する同じカテーテル検査室にボ

ストン・サイエンティフィック社のFFR Linkが適切に設置されていることを前提としています。詳細につ

いてはFFR Linkの添付文書または取扱説明書を参照してください。 

FFRモードでの血圧の測定 

FFR Linkおよびプレッシャーガイドワイヤの準備 

FFR Linkとプレッシャーガイドワイヤの取扱説明書及び添付文書に記載されている通り、適切なFFR Link
の電源を入れ、FFR Linkとプレッシャーガイドワイヤを準備してください。 

FFR Linkへの接続 

FFRまたはDFRを選択すると、システム設定でAuto Connectが選択されていない限りConnect to FFR Link
ウィンドウが開きます。 

FFR Linkに接続する場合 

1. Connect to FFR Linkウィンドウで、検査室に現在あるFFR Linkの名称をクリックしてください。 

注記： FFR Linkの名称がMy FFR Linksに表示されていない場合は、Find FFR Linksをクリック

してください。ポラリスソフトウェアが、ポラリスプロセッサのBluetoothの範囲内にあるすべて

のFFR Linkを検索します。FFR Linkの名称がDiscovered FFR Linksのリストに表示されたら、そ

れをクリックしてください。 
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2. Connect to FFR Linkウィンドウが閉じ、FFR LinkチェックボックスにBluetoothTM記号が表示され、

接続したFFR Linkの名称がCase Informationウィンドウに表示されます。 

 

3. IBPトランスデューサケーブルが接続され、大動脈圧波形がメイン画面と血行動態モニタに表示され

ていることを確認してください。 

注記：Change FFR Linkウィンドウを常に開く場合、Case InformationウィンドウのBluetooth記号をクリッ

クしてください。 

 

自動接続 

専用FFR Linkがあるインストールシステムでは、自動接続を設定することができます。システム設定で自動

接続が選択されている場合は、FFRまたはDFRTMを選択すると、ポラリスシステムがデフォルトのFFR Link
に自動的に接続します（システム設定を変更するには、ドロップダウンメニューからSystem Utilitiesをク

リックし、Global Profileページに進んでください）。 

正しいFFR Linkへの接続の確認 

正しいFFR Linkの名称がCase Informationウィンドウに表示されていることを確認してください。 

 

注記：FFR Link名称のデフォルトはシリアル番号でFFR Linkの背面のラベルに印字されています。システ

ム設定でFFR Linkの名称を変更することができます。（ドロップダウンメニューからSystem Utilitiesをク

リックし、Global Profileページに進んでください。） 

重要：ポラリスソフトウェアがFFR Linkへの接続を完了すると、選択したFFR Link上のポラリスに接続し

たライトが5秒間点滅して、ポラリスソフトウェアへの接続が確認されたことがメイン画面に示されます。 

警告：これらのステップにしっかりと従って、FFRまたはDFRの手順を実行してください。接続したいカ

テーテル検査室のFFR Linkへの無線接続をポラリスソフトウェアが確立していることを確認することが重

要です。 

 

接続したFFR Linkの変更 

接続したFFR Linkが使用したかったものではない場合は、接続を切り、正しいFFR Linkに接続してください。 

接続したFFR Linkを変更するには、 

1. Case InformationウィンドウのBluetooth記号をクリックして、Connect to FFR Linkウィンドウを開

いてください。Connect to FFR Linkウィンドウが表示され、現在接続されているFFR Linkの名称を

示します。 
2. Connect to FFR Linkウィンドウで、Current FFR Linkフィールドの赤いXをクリックして、現在の

FFR Linkを外してください。 

 
3. 上記のFFR Linkへの接続に記載されているように別のFFR Linkに接続してください。 

接続したFFR Linkの識別 

接続したFFR LinkはFFR手技中いつでも識別することができます。 
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接続したFFR Linkを識別するには、 
1.  症例情報ウィンドウのBluetooth記号をクリックすると、Connect to FFR Linkウィンドウが表示さ

れ、現在接続されているFFR Linkの名称が示されます。 
2. 右上のIDボタンをクリックしてください。 

接続したFFR Linkの横にあるライトが5秒間点滅します。 

AOのゼロ較正 

正しいFFR Linkに接続した後に、観血式血圧（IBP）トランスデューサのゼロ較正を行う必要があります。 

AOをゼロ較正するには、 
1. FFR LinkがIBPトランスデューサに適切に接続されていることを確認してください。詳細については

FFR Linkの取扱説明書をご参照ください。 
2. IBP ストップコックを開放します（大気解放させる）。 
3. AOのゼロ較正をクリックするか、タッチスクリーンのAOのゼロ較正を押してください。 
4. 作業が終了すると、画面の下部にあるAOゼロ較正にチェックマークが表示されます。 

 
5. IBPストップコックを閉めてください。 

PaとPd測定の同調を行う 
プレッシャーガイドワイヤによって測定される平均圧力がIBPトランスデューサによって測定される平均圧

力と一致するようにプレッシャーガイドワイヤ測定の調整を行う必要があります。 

PaおよびPd測定の同調を行うには 
1. プレッシャーガイドワイヤの添付文書に記載されている手順に従い、以下のことを行ってください。 

a. プレッシャーガイドワイヤのセンサをガイディングカテーテルの先端部のすぐ遠位側に配置し

ます。 
b. ガイディングカテーテルをヘパリン加生理食塩液でフラッシュし、造影剤を完全に除去します。 
c. 大動脈血圧トランスデューサが患者の心臓と同じ高さにあることを確認してください。 

2. イントロデューサーニードルが除去されていることを確認してください。 
3. PaとPd波形およびトレンドラインを安定させてください。 

 
Equalize前のFFR 

 
  

Equalize 

波形

トレンド 
ライン 
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Equalize前のDFR 

 
 

警告：PaとPd波形およびトレンドラインが安定するまではEqualizeをクリックしないでください。 

注記：トレンドラインはFFRのみに適用されます。 

 

4. Equalizeをクリックするか、タッチスクリーンのEqualizeを押して、プレッシャーガイドワイヤと

大動脈圧力トランスデューサを同調させてください。 
 
Equalize後のFFR 

 
  

Equalize 

波形
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Equalize後のDFR 

 
 
Equalizeが完了すると、画面の下部にあるPd/Pa Equalizedにチェックマークが表示され、Pd/Pa比が1.00
になるはずです。 

 

波形を評価してください。波形が満足のいくものでない場合は、症例設定ウィンドウを拡大し、Equalize
をクリックして、Equalizeを繰り返してください。 

注記： 2つの波形が重ならない、あるいはDFRが1.00にならない場合は再度Equalizeを行ってくだ

さい。 

Pdのゼロ較正、AOのゼロ較正または同調の繰返し 

必要があれば、症例設定ウィンドウを拡大して以下のことを行うことができます。 

 遠位圧力（Pd）信号をゼロ較正する。 
 大動脈（AO）圧力信号をゼロ較正する。 
 同調を繰り返す。 

注記：PdまたはAOをゼロ較正した場合は、その後、再度同調してください。 

プレッシャーガイドワイヤの配置 

同調を実施し、波形が満足のいくものである場合は、測定部位にプレッシャーガイドワイヤを挿入してくだ

さい。 
注記：DFRは、血管拡張剤を投与することなく測定されることを意図しています。 

表示設定の調整 

表示設定を調整する場合、症例設定ウィンドウを拡大してください。 

 Pd/Paトレンドライン（メイン画面の 上部にある黄色い水平線）を表示、または非表示にしてくだ

さい。この設定は、FFRの手順にのみに適用されます。 
 スウィープスピードまたは血圧表示スケールを調整してください。この設定は、FFR、DFRの両方

の手順に適用されます。 
 計算に用いる心拍の平均期間を変更してください。これにより、FFRのPd値とPa値を計算する平均

心拍期間が決定されます。この設定は、FFRの手順にのみに適用されます。 
  

DFR 値 

DFR ウィンドウ 
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記録 

記録を開始するには、メイン画面のRECをクリックするか、タッチスクリーンのRECを押してください。

RECボタンがSTOPボタンに変わります。記録を停止するには、STOPをクリックしてください。 

DFR™では、記録を停止するためのSTOPボタンがありません。5回の心拍動後に記録が自動的に停止されま

す。DFRの算出中に異常なデータが検出された場合は、DFRの算出は終了されます。もう一度算出したい場

合は、記録を再度クリックしてください。 

ブックマークの設定 

記録中にブックマークを設定するには、メイン画面のBookmarkをクリックしてください。ブックマークは、

FFRの使用時のみ適用されます。 

FFRでのスマートミニマム 

スマートミニマムはソフトウェアの機能で、FFRの演算から技術的なアーチファクトを自動的に除外します。

技術的なアーチファクトとは、外力（患者の生理的状態ではない）による圧力波形の信号の中断を指します。

技術的なアーチファクトの例として、次のようなものあります：圧力ワイヤーの抜去およびガイドカテーテ

ルのフラッシュ 

「注記：測定されたPd/Pa比は、引き続きリアルタイム表示され、レビュー用に記録されますます。スマー

トミニマムによって、表示されている波形が変更されることはありません。医師／術者の判断で、ユーザー

はスマートミニマムに関係なく、FFRの測定値を手動でリセットすることができます。」 

RunにおけるFFR値の再設定 

FFR値（Runの も低いPd/Pa比）が自動的に算出され、メイン画面の右上に表示されます。RESETをクリ

ックして、記録中にFFR値をリセットすることができます。以後、FFR値はRunの残りの部分のみで評価さ

れます。これは複数回行うことができます。 

 

Runにおける も低いPd/Pa比に戻るには、 をクリックしてください。 

RESETボタンは、FFRの使用時のみ適用されます。 

Equalizeの確認 

記録後にEqualizeを確認することが推奨されます。 

Equalizeを確認するには 

1. （ガイドカテーテルのすぐ外にセンサーを置いて）プレッシャーガイドワイヤをEqualize位置に引き

戻してください。 
2. Pd/Pa比を再設定したい場合は、Equalizeを繰り返して新しいRunを記録することができます。

Equalizeを繰り返すには、Case Settingsウィンドウを拡大し、Equalizeをクリックしてください。 

FFRまたはDFRで記録されたRunのレビュー 

ライブモードからレビューモードに切り替えるには、メイン画面の上部にあるRunリストから任意で選択し

クリックしてください。 

記録したRunのナビゲーション 

 スクラバーまたは現在のカーソルをドラッグし、ブックマークの1つをクリックし、または表示された波

形の任意のポイントをクリックしてナビゲートしてください。ブックマークと関連機能は、IVUSとFFR
のみに適用されます。 

 Runのポイントで記録された圧力を表示するフラグで、スクラバーと現在のカーソル（青い垂直線）に

より、選択した部位に印をつけます。経過時間はスクラバーの上の秒数で示されます。 
 FFR値は黄色い垂直線によって表示されます。この値はFFRのみに適用されます。 
 拡大するには、メイン画面の下部にあるハンドルをドラッグしてください。 
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次の画像がDFRのレビュー画面に表示されます： 
 
  

ライブビュー 

症例情報 

フラグ 

Run リスト FFR 値 

Pd/Pa 
トレンドラ
イン 

FFR 値の 
マーカー 

スクラバー ハンドル ハンドル 

カーソル 

症例設定 

DFR 値 

DFR ウィンドウ 
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ブックマークの追加、編集または削除 

 ブックマークを追加する場合、希望する場所にナビゲートし、Bookmarkをクリックしてください。 
 ブックマークの名称を変更する場合、サムネイルの既存テキストに上書きしてください。 
 ブックマークを削除する場合、サムネイルの×をクリックしてください。 

注記：記録画面での も低いFFR値を示すブックマークを削除することはできません。 

 サムネイルが重複している場合は、カーソルをもっていくことで、そのすべてのサムネイルが展

開します。 

 ブックマークと関連機能は、IVUSとFFRのみに適用されます。 

注釈の追加、編集または削除 

 注釈を追加するには、メイン画面のAnnotationをクリックするか、マウスを使用して画面のどこかを右

クリックし、ドロップダウンメニューからAnnotationを選択し、希望する場所をクリックして、テキス

トを入力してください。 
 注釈を移動するには、テキストボックスをクリック&ドラッグしてください。 
 注釈の内容を編集するには、テキストをクリックし、それに上書きしてください。 
 注釈を削除するには、テキストフィールドをクリックし、テキストを削除するか、注釈を右クリックし

て、Deleteを選択してください。 

FFRの設定 

 FFR値を移動するには、希望する場所にカーソルを配置し、右上のSet FFRをクリックしてください。 

 この機能はFFRのみに適用されます。 

 

Runの管理 

Runの追加 

 メインディスプレイ上またはタッチスクリーン上でREC をクリックして、RUN の記録を開始し

ます。RECボタンが停止ボタンに変わります。 

注記：アーカイブ済の症例にRunを追加することはできません。 

Runの表示または名称変更 

 別のRunを表示する場合、Runリストで希望するRunをクリックしてください。 
 Runの名称を変える場合、希望するRunをクリックし、症例情報ウィンドウの既存の名称に上書きして

ください。重複した名称は使用できません。 
 Runを削除する場合、RunリストにあるRun名称をクリックし、ごみ箱アイコンをクリックしてください。 

注記：一度削除すると、そのRunは完全に消え、取り消すことはできません。 

 

印刷 

印刷アイコンをクリックしてください。 

印刷 

 

 

症例のクローズ 

症例をクローズする場合 

1. メイン画面の左上にあるClose Caseをクリックするか、タッチスクリーンのClose Caseを押してく

ださい。 

2. 患者IDを入力していなかった場合は、患者IDを入力するか症例を削除するよう表示されます。 
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注記：一度削除すると、その症例は完全に消えてしまいます。 

3. 症例のクローズウィンドウによって、保存場所を変更し、希望する場合は除外するRunを選択するこ

とができます。 

注記：一度削除すると、そのRunは完全に消えてしまいます。 

4. ArchiveまたはClose and archive laterを選択してください。 

 

過去の症例 

以前に記録した症例をレビューするには、ドロップダウンメニューからPrevious Casesをクリックしてく

ださい。症例のリストが表示されます。 
 

 
 
症例をダブルクリックして表示します。リストをソートする場合、Case Details Sort Fields（日付、患者名、

医師等）の1つをクリックしてください。リストをフィルタする場合、ウィンドウのフィルタフィールドに

テキストを入力してください。完全なリストに戻すには、Clear Filtersをクリックしてください。 
まだ保存していない場合は、選択した症例に変更を行い保存することができます。アーカイブされた症例へ

の変更は保存されません。 

クリップの作成 

チェックボックスの症例を選択し、Create Clipをクリックしてください。 

症例の削除 

チェックボックスの症例を選択し、Deleteをクリックしてください。Delete Selected Cases Confirmation
ウィンドウが表示されます。 

使用上の注意：自分が削除したい症例だけを選択し、Delete Selected Cases Confirmationウィンドウの

警告を確認してください。このウィンドウでYesを選択すると、削除を取り消すことができません。 

症例のアーカイブ保存 

チェックボックスの症例を選択し、Archiveの表示されたリストから保存先を選択してください。 

選択した症例のすべてのRunは自動的に保存されます。選択したRunのみを保存するには、レビュー画面か

ら保存を実施してください。ダブルクリックして症例を開き、Close Caseのダイアログボックスから希望

するRunを選択してください。 

注記：症例がアーカイブに保存されると、過去の症例のリストに表示されているDelete Onの日付で、症例

はポラリスシステムから削除されます。 

デモ症例への変換 

チェックボックスの症例を選択し、Convert To Demoをクリックしてください。しばらくして、Case 
Converted to Demoウィンドウが表示されます。新しいデモ症例を見るには、Demo Casesをクリックして

症例の詳細ソートフィールド 

選択した症例のチェックボックス 

症例の種類 

フィルタフィールド 
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ください。元の症例は以前の症例のリストに残ります。 

注記：デモ症例は自動的には検出されません。 

症例の匿名での保存 

症例を匿名で保存するには、その隣にあるチェックボックスをクリックして症例を選択し、Anonymous 
Archiveをクリックしてください。匿名で保存した症例はアーカイブ保存または削除としては表示されませ

ん。 
 
System Utility 
PolarisドロップダウンメニューからSystem Utilityを選択します。Global profileウィンドウが現れます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Global Profile画面で、病院情報の入力、パスワードの変更、医師リストの編集および血管リストの編集等

を行うことができます。システム設定（日付、時間およびマウススピード等）、デフォルトの保存設定（保

Global Profile タブ 

FFR 症例設定 
タブ 

IVUS症例設定
タブ 
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存場所およびサイズ等）とデフォルトの作業リスト設定も変更することができます。 
IVUSモードの症例設定を表示するには、IVUS CASE SETTINGSタブをクリックしてください。IVUS CASE 
SETTINGSウィンドウで、プルバックスピード（高速プルバックを可能にするMDU5＋（H749MDU5PLUSF0、
H749MDU5PLUSFR0およびH749MDU5PLUSFH0を使用している場合限り、1mm/秒より高速の再生スピー

ドを設定することができます）、輝度およびTrace Assistオプション等のデフォルトの症例設定を変更する

ことができます。 
FFR / DFRの症例設定を表示するには、FFR / DFR CASE SETTINGSタブをクリックしてください。FFR
とDFRのいずれの場合も、FFR / DFR CASE SETTINGSウィンドウで、スウィープスピードと血圧表示スケ

ールのデフォルト値を選択することができます。また、記録後にデフォルト画面を選択し、FFR Linkを管理

し、デフォルトのFFR Linkのを選択し、そのFFR Linkに自動接続するかどうかも選択することができます。 
FFR限定：計算に用いる心拍の平均期間、Pd/Paトレンドラインの表示、記録中のFFR、Paノイズフィルタ

ーおよびスマートミニマムのデフォルト設定を選択することができます。Change to FFR Linkウィンドウ

を開くには、Find FFR Linkをクリックしてください。 
 

FFR Linkの名称を変更する場合 
1. Global Profile画面から、FFR/DFR CASE SETTINGSタブをクリックしてください。 
2. FFR LinkのリストがFFR Link Managementウィンドウに表示されます。 
3. 名称を変更したいFFR Linkにポラリスシステムが現在接続されていることを確認してください。 
4. 必要があれば、名称を変更したいFFR Linkに接続してください。 

a. Global Profileから、Change FFR Linkウィンドウを開いてください。 
b. FFR Linkの名称をクリックしてください。希望するFFR Linkが表示されていない場合は、Find 

FFR Linksをクリックし、希望するFFR Linkの名称をクリックしてください。Connect to FFR 
Linkウィンドウが自動的に閉じます。 

5. FFR Link Managementウィンドウで、名称を変えたいFFR Linkの名称をクリックしてください。 
6. テキストフィールドをクリックし、タッチスクリーンを使用して現在のFFR Link名を削除し、 新し

い名称を入力してください。 
 
リストからFFR Linkを削除するには、 
1. Global Profile画面から、FFR/DFR CASE SETTINGSタブをクリックしてください。 
2. FFR LinkのリストがFFR Link Managementウィンドウに表示されます。 
3. ポラリスシステムが削除したいFFR Linkに接続していないことを確認してください。 
4. 必要があれば、削除したいFFR Linkから外してください。 

a. Global Profile画面から、Find FFR LinkをクリックしてConnect to FFR Linkウィンドウを開い

てください。現在のFFR Linkの名称がウィンドウの上部に表示されます。 
b. Current FFR Linkの×をクリックしてください。 
c. Connect to FFR Linkウィンドウを閉じてください。 

5. FFR Link Managementで、削除したいFFR Linkをクリックしてください。 
6. 削除したい FFR Link の右側にある×をクリックしてください。 

ログアウト 

ドロップダウンメニューからLog Outを選択してください。 後の症例が保存されていない場合は、患者ID
を入力するように促されます。患者IDを入力するかDelete Caseをクリックしてください。ログアウトする

とWelcome画面が表示されます。Welcome画面からシステムをログインまたはシャットダウンすることが

できます。 

システムのシャットダウン 

使用上の注意：ポラリスシステムは、アプリケーション・ソフトウェアのコントロールを用いて、まずシ

ャットダウンしてからAC主電源スイッチをオフにしなければなりません。Run記録中にAC主電源スイッチ

を押すと、記録したデータが破損する可能性があります。スイッチをオフにしたら、 低10秒待ってから

システムをオンに戻してください。 

 

システムをシャットダウンするには、 
1. ドロップダウンメニューからShut Downを選択してください。 
2. 後の症例を保存していない場合は、患者IDを入力するよう促されます。患者IDを入力するかDelete 

Caseをクリックしてください。 
3. ソフトウェアがシャットダウンしたら、AC電源スイッチをオフにして、残りのシステムの電源を切
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ってください。 
 
プリンタ 

プリンタの情報については、プリンタの取扱説明書をご参照ください。 

第2章：トラブルシューティングとシステムのメッセージ 
トラブルシューティング 

DICOMネットワーク保存に関する院内LAN問題については、院内のIT部門と一緒にトラブルシューティング

を開始してください。解決できない場合は、ボストン・サイエンティフィック社のテクニカルサポートにご

連絡ください。 

トラブルシューティングの方法 
 電源供給とイメージングコントロールを常にチェックしてください。 
 エラーメッセージがある場合は、同時に表示される詳細な是正措置に従ってください。 
 問題を特定し、その問題が操作にあるのか、ソフトウェアなのか、それともハードウェアなのか

を明確化します。 

一般的な問題の解決法 
 電源が落ちる場合は、移動式カート、絶縁変圧器またはFFR Link用のAC 電源コードが電源にし

っかりと差し込まれていること、および各機器のAC 電源スイッチが ON になっていることを確

認してください。 
 エラーメッセージが表示されている場合は、その是正措置に従ってください。さらに詳しい情報

は、「システムメッセージ」をご参照ください。 
 ボタンを押してもタッチスクリーンが正常に反応しない場合はコントロールパネルの較正を行っ

てください。下記の「タッチスクリーンを較正」をご参照ください。 

タッチスクリーンの較正 

ボタンを押してもタッチスクリーンが反応しない場合には、タッチスクリーンの較正が必要となることがあ

ります。 

タッチスクリーンを較正するには、 

1. ポラリスシステムを再起動してください。 
2. システムが起動したら、メイン画面の右下にあるCalibrate Touchscreenをクリックしてください。 

注記：起動時セルフテストが完了して、セルフテスト進捗バーが消える前にタッチスクリーンの較

正ボタンをクリックします。 

3. 較正ターゲット画面が画像ディスプレイに現れ、30 秒後にコントロールパネルが表示されます。 
4. コントロールパネルに較正・ターゲット画面が表示されたら、指で対象箇所にタッチします。

 

5. カーソルが表示されたら、タッチスクリーンでこれをドラッグしてください。 
 カーソルが指に反応したら、緑色のチェックマークでボタンをタップし較正を終了してください。

システムは、システムの設定に応じて、ログイン画面またはメイン画面に自動的に進みます。 
 カーソルが指にうまく反応しない場合は、青い矢印でボタンをタップして戻り、このステップを

繰り返してください。 
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6. この手順を繰り返してもカーソルが指の動きにうまく反応しない場合は、ボストン・サイエンティ

フィック社までご連絡ください。 

システムのメッセージ 
ポラリスシステムは、ユーザーが注意する必要のあるときは、ユーザーに対してメッセージを表示します。

これらは、画像ディスプレイの上部、緑色のバーの中に表示されます。メッセージにはエラーメッセージ、

原因、推奨される是正措置、数字によるエラーコードが含まれ、情報、ユーザーによる是正のアクションの

ないこと、警告等が表示されます。 
 

破損した症例データについて 
起動時にメッセージを確認した場合でも、現在の症例に関してシステムを使用し、破損した症例データを後

でチェックすることができます。直ちに対処する必要はありません。 
破損した症例のデータはCorrupt case一覧の中にあります。「Previous症例→Corrupt症例」を選択して破損

した症例データのエクスポートまたは消去を行います。「Export」が表示され、有効化されています。症例

データを回復したい場合は、「Export」をクリックし症例をCD/DVD にエクスポートします。破損した症例

データを消去するには、消去をクリックします。うまく作動しない場合は、ボストン・サイエンティフィッ

ク社までご連絡ください。 
 

既知のソフトウェアの不具合、問題および回避方法 
以下のソフトウェアの問題がボストン・サイエンティフィック社での検証中に確認されています。この問題

は、システム使用にあたり起こらない場合もあり、患者に対しての安全上のリスクとはなりません。他の既

知の不具合、問題および回避方法については、Release noteをご参照ください。 

問題 FFR Link の名前を変更後、波形が表示されない。 
問題の記述 FFR Link の名前を数回変更後、ライブビューに下記エラーメッセージ 3054 が表示さ

れる。 
「FFR Link からの波形を取得できなかった。FFR Link の電源をリセットし、ポラリス

へ再接続を試みること。」 
回避方法 FFR Link を再起動させる。 

 

エラーメッセージ 
以下のリストに、画面に表示されるメッセージを示します。これらのメッセージは数秒間表示されます。 

メッセージ Disk is full. Recording, imaging and creating new cases are disabled. Delete archived 
data torecord new runs. [6001] （ディスク容量が一杯であるため、新しい症例の記録、

イメージングは無効です。保存したデータを削除して新しい run を記録してください。

[6001]） 
原因 システムのハードドライブにはこれ以上の記憶領域がない。 
回避方法 保存したデータを削除する。 
 
メッセージ Available disk space is low. Please archive and delete older cases to ensure Polaris 

remains available for use. [6010]（ディスクの使用可能な領域が少なくなっています。

古い症例を保存・削除してください。[6010]） 
原因 システムのハードドライブに残っている記憶領域が少ない。 
回避方法 過去の症例を保存、削除する。 
 
メッセージ Acquisition PC not available. Attempting to restore. [5008]（データ収集用 PC が使用で

きません。再度保存してください。[5008]） 
原因 データ収集用 PC が使用できない。 
回避方法 システムが接続を再保存しない場合は Reboot Acquisition をクリックする。問題が続く

場合は、テクニカルサポートに連絡する。 
 
メッセージ An error has occurred with the Motor Drive Unit. If not at end of travel, confirm that there 

is nothing preventing movement of the MDU. If problem persists, replace the Sled. 
[7003].（モータドライブ・ユニットでエラーが生じました。モータドライブ・ユニット

の動きを妨げる障害物がないことを確認してください。問題が続く場合は、スレッドを
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交換してください。[7003]） 
原因 モータドライブ・ユニットの機能エラーが生じ、オートプルバック機能に異常が発生し

た。 
回避方法 エラーメッセージの指示に従う。 

情報メッセージ 
以下のリストに、画面に表示されるメッセージを示します。これら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. [6003]（記録が[N]秒後に

終了します。ライブ画像は続行します。[6003]） 
原因 ICE カテーテル（9F、9 MHz）が手動記録の終点に達しつつある。 
回避方法 記録は停止するが、ライブ画像は続けることができる。 
 
メッセージ [Name of Catheter] has been connected. [5001] （[カテーテル名称]が接続されていま

す。[5001]） 
原因 カテーテルが接続されており、カテーテルの名称が表示されている。 
回避方法 正しいカテーテル名が表示されていることを確認する。 
 
メッセージ Invalid username or password. [1501]（ユーザー名またはパスワードが無効です。

[1501]） 
原因 システムが認識しないユーザー名またはパスワードが入力された。 
回避方法 正しい情報でログインする。 
 
メッセージ Invalid date. Please enter as [date format]. [4002]（日付が無効です。[日付の書式]とし

て入力してください。[4002]） 
原因 日付が間違った書式で入力された。 
回避方法 メッセージに表示されている書式で日付を入力する。 
 
メッセージ Date provided is in the future. Please enter as [date format]. [4004]（未来の日付です。[日

付の書式]として入力してください。[4004]） 
原因 未来の日付を入力した。 
回避方法 正しい日付を入力する。 
 
メッセージ Date provided is too far in the past. Please enter as [date format]. [4005]（過去の日付で

す。[日付の書式]として入力してください。[4005]） 
原因 過去の日付を入力した。 
回避方法 正しい日付を入力する。 
 
メッセージ Catheter has been disconnected. [5002]（カテーテルが外れています。[5002]） 
原因 イメージングカテーテルがモータドライブ・ユニットに接続されていない。 
回避方法 措置は不要。 
 
メッセージ Sled disconnected. [5004]（スレッドが外れています。[5004]） 
原因 スレッドがモータドライブ・ユニットに接続されていない。 
回避方法 措置は不要。 
 
メッセージ Polaris failed to close properly during the last shutdown. Always shutdown Polaris using 

the onscreen Power Down button to avoid data loss. [1601]ポラリスが 後のシャット

ダウン中に適切に終了することができませんでした。データが消えてしまうことをを避

けるため、必ず画面上の電力切断ボタンを使用してポラリスをシャットダウンしてくだ

さい。[1601]) 
原因 
 

（左上のドロップダウンメニューから）前回、シャットダウンを選択せず、AC 主電源

スイッチを押すことによってポラリスシステムをオフにした。 
回避方法 措置は不要。 
 
メッセージ Auto Pullback recording has stopped. [6012](オートプルバックの記録が停止していま

す。[6012]) 
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原因 モータドライブ・ユニットがスレッドの終点まで動いた、または障害物に遭遇した。 
回避方法 措置は不要。 

第3章：テクニカルサポート 

テクニカルサポートセンターの問い合わせ先情報 

ボストン・サイエンティフィック社のテクニカルサポート問い合わせ先一覧は以下のとおりです。ボスト

ン・サイエンティフィック社ではポラリスシステムの操作に関する技術的な問題のサポートを行います。患

者またはユーザーへのリスク回避のために必要なシステムトラブルの際には、この連絡先にお問い合わせく

ださい。 

連絡前に以下の情報をご用意ください。 

 システムのシリアル番号（カートシステムの場合は、システム背面のラベルを参照してください。

インストールシステムの場合は、絶縁変圧器の上部にあるラベルを参照してください。） 
 電話番号 
 代表者名 
 事象または問題の詳細 
 Diagnostics（診断）画面からの事象ログ情報（Diagnostics（診断）画面から表示するには：メイン

画面の左上にあるPOLARISドロップダウンメニューから、System Utilitiesをクリックし、Diagnostics
（診断）タブをクリックしてください。） 

 
国または地域 連絡先電話番号 E メールアドレス ファックス番号 

APAC +65-64188878 CETechSupportAPAC@bsci.com +65-6418-8899 

オーストラリア +43-1608-1037 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

デンマーク +45-80253429 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

欧州 +31-45-5467707 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

フィンランド +358-800770055 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

フランス +33-139-304-971 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

ドイツ +49-815-126-86118 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

イタリア +39-022-698-3218 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

日本 +81-44-287-7660 JapanCESTAC@bsci.com +81-44-287-7666 

オランダ +31-45-5467707 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

ノルウェー +47-80014236 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

スペイン +34-917-619-999 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

スウェーデン +46-20790077 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

イギリス +44-1442-411-686 CETechSupportEMEA@bsci.com 31-45-546-7805 

アメリカ合衆国 1-800-949-6708 CETechSupportUSA@bsci.com 1-510-624-1492 
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附属書 A：仕様書 

この付録には、電気的規格、接続規格、物理的規格および環境規格を示します。 

表 A-1：システム仕様 

種類 パラメータ 値 
電気 電源条件 100 VAC、50/60 Hz 

120 VAC、60 Hz 
220 VAC、50/60 Hz 
240 VAC、50/60 Hz 
（本システム構成は230 VAC用途にも使用

される） 

 ポラリスカートシステム消費電力 

（定常状態） 

すべての電圧における公称消費電力340 VA 

 ポラリスインストールシステム消費

電力（定常状態） 

すべての電圧における公称消費電力480 VA 

 サポートするカテーテルの周波数 9-60 MHz 

 安全性 EN 60601-1、UL2601-1、JIS-T-0601-1によ

るクラスI 機器 

装着部（モータドライブ・ユニット） 
耐除細動CF形 

 LAN入力/出力 DICOM用10/100/1000 BaseTイーサネット
LAN 

 ビデオ出力 DVI 互換コネクタ 

1280x1024（SXVGA） 

 Bluetooth通信モジュール  Bluetooth通信モジュールの動作周波数は

2.4 GHz～2.4835 GHzです。 
 Bluetooth通信モジュールの範囲は60メー

トルまで（見通し線）です。 
 Bluetooth通信モジュールの 大出力電力

は+10 dBm（50オームの負荷時）です。 

寸法／重量 ポラリスカートシステム重量 

（開梱して設定した状態） 

108 kg（240 lbs） 

 ポラリスインストールシステム重量 

（木枠を外して設定した状態） 

63 kg（140 lbs） 

 ポラリスカートシステム寸法 

（設定した状態） 

高さ157.5 cm（62インチ）x 幅53 cm（21
インチ）x 奥行74 cm（29インチ） 

 ポラリスインストールシステム寸法 高さ152 cm（60インチ）x 幅71 cm（28イ
ンチ）x 奥行102 cm（40インチ） 

環境（作動中） 温度 +10°C～+40°C（+50°F～+104°F） 

 相対湿度 30% RH～75 % RH 
 大気圧（P） 70kPa～106kPa 

環境（保管／輸送時） 温度 -10°C～+50°C（+14°F～+122°F） 

 相対湿度 30% RH～85 % RH 

 大気圧（P） 70kPa～106kPa 
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附属書 B：電磁エミッションおよびイミュニティ仕様 

使用上の注意：ポラリスシステムは、ボストン・サイエンティフィック社製のアクセサリ類、カテーテル、

およびケーブル類とのみ使用します。ボストン・サイエンティフィック社製以外のアクセサリ類およびケー

ブル類を使用した場合、ポラリスシステムの放射の増加または電磁耐性の低下につながる可能性があります。不

明な点に関してはボストン・サイエンティフィック社までご連絡ください。 

EN 60601-1-2 第 4 版の電磁エミッションおよび電磁イミュニティに関するポラリスシステムの遵守情報を

下表に記載しています。 

電磁エミッション 

表 B-1：ポラリスシステム-電磁放射 

ポラリスシステムは、以下に規定する電磁環境において使用するための機器である。ポラリスシステムは以

下の環境で使用すること。 

エミッション試験 遵守 電磁環境 

RFエミッション 

EN 55011/CISPR11 

グループ11
 ポラリスシステムは内部機能にのみRFエネルギ

ーを使用する。周辺の電子機器が影響を受ける可

能性がある。 

RFエミッション 
EN 55011 /CISPR11 

クラス A2 ポラリスシステムは以下の警告を遵守した場合、

家庭用の施設以外の全ての施設での使用に適し

ており、住居用に使用する目的の建物に給電する

公共の低電圧電力系統に接続することによる使

用が可能である。 

高調波エミッション 
EN 61000-3-2 

電圧変動/フリッカエミッション 
EN 61000-3-3 

遵守 警告：ポラリスシステムの使用は医療従事者に限

定している。このシステムは無線妨害を引き起こ

したり、または付近にある機器の動作を妨害する

可能性がある。ポラリスシステムの向きの変更も

しくは場所の変更または遮蔽などの緩和措置を

講じる必要がある場合がある。 

携帯型 RF 通信機器（アンテナのケーブルや外

部アンテナなどの周辺機器を含む）は、製造元が

指定するケーブルを含め FFR Link または iLab™
ポラリスシステムに 30cm（12 インチ）より近づ

けて使用してはいけない。使用した場合、本機器

の性能が低下する可能性がある。 
1 グループ 1 ISM 機器は、機器自体の内部機能に必要な意図的に生成されるおよび/または使用される伝導性

結合無線周波数を含む機器である。 
2 クラス A 機器は、家庭用の施設および住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接

続する施設以外のすべての施設での使用に適した機器である。 
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 電磁イミュニティ 

表 B-2：ポラリスシステムの電磁イミュニティ 

ポラリスシステムは以下に規定する電磁環境において使用するための機器である。ポラリスシステムは以下

の環境で使用すること。 

電磁イミュニティ

試験 
EN 60601 試験レベル 遵守レベル 電磁環境 

静電気放電 

EN 61000-4-2 

±6kV、±8kV（接触放電） 

±2kV、±4kV、±8kV、

±15kV（気中放電） 

±2kV、±4kV、±6kV、

±8kV（接触放電） 

±2kV、±4kV、±8kV、

±15kV（気中放電） 

床材は木材、コンクリート、セラ

ミックタイルとする。合成材料が

敷設されている場合には、相対湿

度を少なくとも 30％以上にする。 

電気的ファストト

ランジェント /バ
ー ス ト EN 
61000-4-4 

± 2 kV（電源ライン） 

± 1 kV（入力/出力ライ

ン） 

5KHz、100KHz 繰り返

し周波数 

± 2 kV（電源ライン） 

± 1 kV（入力/出力ライ

ン） 

5KHz、100KHz 繰り返

し周波数 

電源の品質は、一般的な商用また

は病院環境のものとする。電源ラ

インを大型モーターおよび/また

はノイズ発生機器と共有しないこ

と。 

サージ（AC 電源） 

EN 61000-4-5 

±0.5 kV、±1 kV（ライン

間） 

±0.5kV、±1kV、±2kV（ラ

イン-アース間） 

±0.5kV、±1 kV（ライン

間） 

±0.5kV、±1kV、±2kV（ラ

イン-アース間 1） 

電源の品質は、一般的な商用また

は病院環境のものとする。 

電圧ディップおよ

び停電 
EN 61000-4-11 

0%UT、0.5 サイクル 
0°、45°、90°、135°、
180°、225°、270°およ

び 315° 
> 95 % UTのディップ 
0.5 サイクル間 
60 % UTのディップ 
5 サイクル間 
30 % UTのディップ 
25 サイクル間 
> 95 % UTのディップ 
5 秒間 

0%UT、0.5 サイクル 
0°、45°、90°、135°、
180°、225°、270°およ

び 315° 
> 95 % UTのディップ 
0.5 サイクル間 
60 % UTのディップ 
5 サイクル間 
30 % UTのディップ 
25 サイクル間 
> 95 % UTのディップ 
5 秒間 1 

電源の品質は、一般的な商用また

は病院環境のものとする。停電中

にポラリスシステムを継続的に動

作させる必要がある場合は、無停

電電源装置を使用すること。 

電力周波数 

（50/60 Hz）の磁

場 

EN 61000-4-8 

3A/m および 30A/m 
50Hz または 60Hz 

3A/m および 30A/m 
50Hz または 60Hz 

電源周波数磁界は、一般的な商用

または病院（医療機関）環境内の

一般的な場所での特性レベルのも

のとする。 

電磁耐性の表は次項に続く 
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表 B-2：ポラリスシステムの電磁イミュニティ（続き） 

ポラリスシステムは下記に規定する電磁環境において使用するための機器である。ポラリスシステムは下記

環境で使用すること。 

電磁イミュニティ

試験 
EN 60601 試験レベル 遵守レベル 電磁環境 

伝導 RF 
EN 61000-4-6 

3 V 
0.15MHz～80MHz 
0.15MHz から 80MHz ま

での ISM 周波数帯域で

は 6V 
1KHz で 80%AM 
 
 

3V 
0.15MHz～80MHz 
0.15MHz か ら

80MHzまでの ISM周

波数帯域では 6V 
1KHz で 80%AM 

携帯形および移動形の無線通信機器

は、ケーブルを含むポラリスシステム

のいかなる部分に対しても、送信機の

周波数に対応した方程式から計算され

る推奨分離距離より近づけて使用しな

いこと。 

 
推奨分離距離 
 
 
 
 
 
ここでPは送信機器メーカーによる送

信機の 大出力電力定格（単位ワット

（W））であり、dは 小分離距離（単

位メートル（m））、Eはイミュニティ試

験レベル（単位ボルト毎メートル

（V/m））である。 
 
電磁界の現地調査によって決定する固

定無線送信機からの電界強度は、各周

波数範囲における適合レベルよりも低

いこと。以下の記号が表示されている

機器の近くでは、干渉が生じることが

ある: 

放射 RF 
EN 61000-4-3 
 
 
RF 無線通信機器か

ら の 近 接 電 磁 界 
EN 61000-4-3 

3 V/m 
80MHz～2.7GHz 
80% AM ay 1kHz 
 
380MHz-390MHz:27V/m 
430MHz-470MHz:28V/m 
704MHz-787MHz:9V/m 
800MHz-960MHz:28V/m 
1700MHz-1990MHz:28V/m 
2400MHz-2570MHz:28V/m 
5100MHz-5800MHz:9V/m 

3 V/m 
80MHz～2.7GHz 
80% AM ay 1kHz 
 
380MHz-390MHz:27V/m 
430MHz-470MHz:28V/m 
704MHz-787MHz:9V/m 
800MHz-960MHz:28V/m 
1700MHz-1990MHz:28V/m 
2400MHz-2570MHz:28V/m 
5100MHz-5800MHz:9V/m 

   
 

   この記号は無線送信機を含む医療機 
器、または診断もしくは治療を目的と 
して意図的に無線周波数電磁エネル 
ギーを適用する医療機器に表示され 
ている。 

1 iLab™ポラリスシステムはこの特定の試験要求事項に適合している。しかし、停電によってシステムの電

源が落ちた場合は、電源スイッチを OFF にしてから再度 ON に戻す必要がある。FFR モダリティの機能

はリアルタイムの血管内圧と、その 2 つの測定値の比を測定することができる。前述の電磁イミュニティ

表に定義されているレベル以下で使用した場合は、本システムに過電流および電圧ディップ／停電が生じ、

Bluetooth™のワイヤレス接続を確立されないことがある。Bluetooth のワイヤレス接続を確立できないと

FFR モダリティの機能を使用することができない。この場合、表示モニタの指示に従って本機能を再度確

立すること。 
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附属書 C：音響出力 

音響出力について 

医療診断のためのヒトを対象とした超音波スキャンは、資格のある職員のみ行ってください。診断レベルの

超音波によって引き起こされることが立証された有害事象はこれまでありませんが、不必要な曝露は避けて

ください。ヒトに関してシステムを使用する者は、いずれもそうした使用から引き起こされると予測される

影響を十分に理解してください。この重要なトピックの詳細については、「医用超音波の安全性（AIUM 1994
年）」の AIUM（米国超音波医学会議）を参照してください。この文書のコピーの入手については、AIUM
に問い合わせてください。 

ALARA の予防策 

ALARA は「As Low As Reasonably Achievable（合理的に達成できるかぎり低く）」の頭字語であり、 低

可能出力で有用な診断情報を得るという原則を反映しています。 
音響出力はポラリスシステムと選択したイメージングカテーテルの両方に影響されます。イメージングカテ

ーテルの選択は、ユーザーが唯一、音響出力の影響を制御できる手段です。 
ポラリスシステムは、米国食品医薬品局（FDA）によって確立された音響出力放出ガイドラインに適合 
しています。該当するイメージングカテーテルから放出される総超音波出力は、カテーテルを水に浸したと

きのカテーテルの先端周囲の音場をスキャンするために、キャリブレーションされた水中聴音器と自動化し

た駆動システムを使って測定されています。測定値を 大にするために、較正された水中聴音器を使って、

できるだけカテーテルの表面近くで超音波ビームの強度を測定しています（ポラリスシステムは B モードで

のみイメージングカテーテルを駆動する）。 
測定と用語の定義に関する米国のガイドラインは、米国保健福祉省、米国食品医薬品局、医療機器・放射線

保健センターが2008年9月9日に発行した「Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of 
Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers」に記載されています。さらに、欧州連合の測定、用語の

定義および音響出力の報告要件は、「医用電気機器—第2部37：医用超音波診断装置及びモニタ機器の安全

性に関する個別要求事項」のEN 60601-2-37:2001に記載されています。 
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各イメージングカテーテルから得られる情報の例 
トラック1の音響出力報告表 
自動スキャニングモード 
モデル： イメージングカテーテルの例 
動作モード： B 
システムのモデル： イメージングシステムの例 
応用例： 胎児へのイメージングその他 

注記：米国 FDA の 2008 年 9 月 9 日付け指針文書、「Information for Manufacturers Seeking Marketing 
Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers」は、「胎児へのイメージングその他」内で

血管内超音波を分類し、 大許容音響出力エネルギーを規定しています。このカテーテルは胎児のイメージ

ングに使用するものではありません。 
音響出力 MI ISPTA.3 

(mW/cm2) 
ISPPA.3 

(W/cm2) 
オペレーターの制御は音響出力に影響しない。 0.390 3.426 160.251 

関連音響パラメータ 

Pr.3 (MPa) 1.697 N/A N/A 

Wo (mW) N/A 0.021 0.021 
fc (MHz) 54.29 54.29 54.29 
Zsp (cm) 0.086 N/A 0.086 

ビーム寸法 
x-6 (cm) N/A N/A 0.0392 
y-6 (cm) N/A N/A 0.0371 

PD (µs) 0.029 N/A 0.029 
PRF (Hz) 7680 N/A 7680 
EDS Az. (cm) N/A 0.267/0.303 N/A 

Elev. (cm) N/A 0.053 N/A 
オペレーターの制御 オペレーターの制御は 

音響出力に影響しない。 
   

 すべての強度とトータルパワーには+35.6%～-27.3%の不確定性がある。 
 すべての圧力値には+17.8%～-13.7%の不確定性がある。 
 すべての中心周波数には+7.78%～-7.78%の不確定性がある。 
 
 
 

専門用語 
用語 定義 単位 
MI メカニカルインデックス、MI = pr.3/(fc½)と定義 n/a 
ISPTA.3 出力低下強度、空間ピーク時間平均 mW/cm2 
ISPPA.3 出力低下強度、空間ピークパルス平均 W/cm2 
Pr.3 大パルス強度積分の位置出力低下ピーク陰圧 MPa 
Wo 総出力 mW 
fc 中心周波数 MHz 
zsp 測定を行った z 軸方向の距離 cm 

x-6、y-6 
Zspを得た x-y 平面での平面内（アジマス）と平面外（挙上）に対する–6dB
の寸法 

cm 

PD パルス持続時間 s 
PRF パルス繰り返し周波数 Hz 
EDS 平面に対する方位角と斜角のスキャニング入射口ディメンション cm 

特定のイメージングカテーテルの添付文書を参照して、ポラリスシステムを使用した場合の音響出力特性を

規定した。 
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附属書 D：カテーテルおよびアクセサリの適合性 
対応するイメージングカテーテル（IVUS） 
ポラリスソフトウェアに対応するカテーテル： 
 

カテーテル iLab システムに表示される名称 

 OptiCross  OptiCross/OptiCross X 
 OptiCross X  OptiCross/OptiCross X 
 OptiCross 6  OptiCross 6 
 OptiCross 18  OptiCross 18 
 OptiCross HD  OptiCross HD 
 OptiCross6 HD  OptiCross 6 HS 
 Ultra ICE Plus *  Ultra ICE Plus 
*オートプルバックでの記録には対応していません。 

注：カテーテルの 新の情報については、併用するカテーテルの添付文書を確認してください。 

 
ポラリスソフトウェアに対応するガイドワイヤ： 
コメットプレッシャーガイドワイヤ 
 
 
 
下記アクセサリ： 
アクセサリについてはボストン・サイエンティフィック社にお問い合わせください： 
 

パーツ 

MDU5Plus Motordrive Unit (MDU5PlusF) 
Sterile Motordrive Bag 
MDU5 PLUS Motordrive Unit (MDU5 PLUS) 
MDU5 PLUS Sterile Bag 
MDU5 PLUS Catheter Simulator 
Permanent Pullback Sled 
Sterile Bag for Permanent Pullback Sled 
Sterile Pullback Sled 
External Hard Drive 
Printer Paper 
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附属書 E：DFR™のバリデーション研究の概要 
Diastolic hyperemia-Free Ratio™（DFR）と瞬時血流予備量比（iFR）の比較およびこれら 2 つの指標の FFR
との比較に関する概要を以下に示す。本バリデーション研究は過去に行われた臨床試験である VERIFY2
（NCT02377310）および CONTRAST（NCT02184117）の患者レベルのデータを用いて実施した。 
 
データソースおよび被験者数 
VERIFY2 は被験者 197 例および 257 の冠動脈を対象とした前向き単施設試験であった。安静時の冠動脈圧

シグナルは Philips Volcano 社の Prestige または Verrata のいずれかのガイドワイヤー使用し、標準的な方法

に従って計測し、同時に Philips Volcano 社の s5 コンソールを使用して動脈圧と体表心電図（ECG）も記録

した。充血刺激剤を投与する前に、iFR を高速、back-to-back シーケンスで 2 回測定した。コンソールから

の出力データと出力に関連するリアルタイムの iFR 値は安全に保存した。このデータは匿名化し、本試験の

DFR 分析に使用できるようにした。 

CONTRASTは12施設の被験者763例および被験者当たり血管1本を対象とした前向き国際試験であった。

市販の冠動脈プレッシャーワイヤーと収集装置（St. Jude Medical 社の PressureWire Certus または Aeris 
Wire および QUANTIEN システム）により動脈圧シグナルと冠動脈圧シグナルと同時に ECG も記録した。

CONTRAST 臨床試験からは iFR の測定値が得られなかったため、専用の設定の有効性を確認し、同一の臨

床試験で事前に記録された波形より iFR を測定した。これにより 2 件の異なる臨床試験（VERIFY2 および

CONTRAST）のデータセットを用いて、Volcano 社の iFR と BSC 社の DFR の両方の測定値を比較するこ

とができた。 

VERIFY2 試験の検体 2 個（被験者 2 例の病変部 2 個）は、保存していた出力データを技術的に復元するこ

とができなかったため除外され、CONTRAST 試験の検体 125 個（被験者 125 例の病変部 125 個）は、ECG
のシグナルが不十分であったため Philips Volcano 社の検査設定コンソールによって除外された。これらの

除外された被験者の iFR 値は測定することができなかった。 
 
結果： 
A. FFR の VERIFY2 データとの比較結果 
iFR と FFR および DFR と FFR の平均差はそれぞれ 0.086±0.066 および 0.091±0.065 であった。この 2 種

類の平均値に統計学的な有意差は認められなかった（P＝0.329）。 
 
診断項目と 95％信頼区間（CI） 
評価項目 感度 

(95% Cl) 
特異度 
(95% Cl) 

PPV 
(95% Cl) 

NPV 
(95% Cl) 

確度 
(95% Cl) 

iFR  0.89 
vs 
FFR  0.80 

69.2% 
(59.5%-77.7%) 

87.2% 
(80.7%-92.1%) 

79.6% 
(71.5%-85.8%) 

79.6% 
(74.5%-83.9%) 

79.6% 
(74.1%-84.4%) 

DFR  0.89 
vs 
FFR  0.80 

65.4% 
(55.6%-74.4%) 

89.2% 
(83.0%-93.7%) 

81.4% 
(73.0%-87.6%) 

78.1% 
(73.2%-82.3%) 

79.2% 
(73.7%-84.0%) 

 
B. FFR の CONTRAST データとの比較結果 
iFR と FFR および DFR と FFR の平均差はそれぞれ 0.078±0.076 および 0.084±0.073 であった。この 2 種

類の平均値に統計学的な有意差は認められなかった（P＝0.169）。 
 
診断項目と 95％信頼区間（CI） 
評価項目 感度 

(95% Cl) 
特異度 
(95% Cl) 

PPV 
(95% Cl) 

NPV 
(95% Cl) 

確度 
(95% Cl) 

iFR  0.89 
vs 
FFR  0.80 

78.2% 
(73.3%-82.6%) 

81.1% 
(76.3%-85.2%) 

80.7% 
(76.8%-84.1%) 

78.6% 
(74.8%-82.0%) 

79.6% 
(76.3%-82.7%) 

DFR  0.89 
vs 
FFR  0.80 

78.8% 
(73.9%-83.2%) 

80.5% 
(75.6%-84.7%) 

80.3% 
(76.4%-83.7%) 

79.0% 
(75.1%-82.3%) 

79.6% 
(76.3%-82.7%) 

 
結論：VERIFY2 および CONTRAST 臨床試験の患者の波形データを使用した本研究の結果により、DFR と

iFR は参照基準として FFR と比較した場合、実質的に同等と判断できることが裏付けられる。 
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附属書 F：ポラリスシステムの記号 

ポラリスシステムのラベルや包装に通常表示されている記号の一覧を以下に示します。これらの記号がすべ

て記載されていない場合や、一部の記号がご購入したシステムに表示されている記号と異なる場合がありま

す。 
 

 
非 AP 類機器 

 
等電位化 

 
内容物 

 
未滅菌 

 
EU 認定代理店 

 
リサイクル包装 

 

cTUVus マークは、米

国およびカナダの電気

安全性要件を記載して

いる UL60601-1 およ

び CAN/CSA 22.2 
601.1 M90 に適合して

いること示します。 

 
法定製造業者 

 
オーストラリアのスポン

サー所在地 

 
注意：同梱されている

文書を参照してくだ

さい。 
 

 
アルゼンチンの現地連絡

先 

 
［青色の安全表示］取

扱説明書を順守して

ください。 
 

包装に損傷がある場合は

使用しないでください。 

 
入力／出力 

 
 

分別収集 
 

非電離電磁放射 

 交流電流 
  

カタログ番号 
 

  

 
耐除細動 CF 形装着部 

 
製造日 
 

  

 
電圧危険 

 
ロット 
 

  

 
静電気に弱い機器 

 
製造番号   
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