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ライカ手術用顕微鏡鏡システムをお買い上げいただき、ありがとうございます。
弊社は、簡単で分かりやすい製品の開発に努めております。しかしながら、本製品
の機能を充分にお使いいただくためにも、この取扱説明書をよくお読みくださるよ
うお願いいたします。
ライカ マイクロシステムズの製品とサービス、および連絡先については、弊社ウェ
ブサイトをご覧ください：

www.leica-microsystems.com

皆様が、ライカ マイクロシステムズ手術用顕微鏡の品質、性能にご満足いただけ
ることを願っております。

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333

免責条項
すべての仕様は予告なく変更することがあります。
この取扱説明書で提供するのは、装置の操作に直接関係する情報です。医学上の
判断は、術者の責任において行っていただくことが必要です。
ライカ マイクロシステムズは、製品の使用にかかわる重要な領域を漏れなく、分か
りやすく説明する取扱説明書の作成に向けて最善の努力を尽くしています。製品の
使用に関して追加情報が必要な場合は、お取引ディーラーまたはライカ マイクロ
システムズにお問い合わせください。
ライカ マイクロシステムズの医療用製品は、製品の使用方法と性能を充分に理解
したうえでご使用いただけますようお願い申し上げます。

メーカーの責任
弊社が負う責任については、弊社の標準取引条件をご覧ください。この免責条項
のいかなる文言も、関係法規により課される方法で弊社の責任を制限するもので
はなく、また、そうした弊社の責任のいかなる部分も除外しないことを明言します。
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1 はじめに
1.1 本説明書について
本書ではARveo 8手術用顕微鏡について説明します。

本書では、本装置を使用するうえでの注意事項のほかに、
安全上の重要な情報を説明しています（「安全上の注意事
項」の章を参照）。

XX 装置を操作する前に本取扱説明書をよくお読みくだ
さい。

1.2 本書で使用する記号
この取扱説明書に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号 アラート 意味

警告 死傷事故につながる恐れのある危険な状況ある
いは不適切な使用方法を示します。

注意 軽度または中程度の負傷事故につながる恐れの
ある危険な状況あるいは不適切な使用方法を示
します。

注意事項 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、
少なからぬ物的・金銭的・環境的な損害を受け
る恐れがあります。

技術的に適切かつ効率的な方法で製品を使用す
るのに役立つ情報です。

XX  行動の必要：ここで指定された行動を取る必要
があることを示します。

� メニューをこの順序で開くこと

医療機器

1.3 オプション品
本装置には追加の機能およびアクセサリーがオプションで用意されてい
ます。提供の有無は国ごとに、それぞれの国内法の規定によって異なり
ます。詳しくはライカマイクロシステムズ、またはお取引ディーラーに
お問い合わせください。

2 製品識別情報
照明ユニットの銘板に、製品の型名とシリアル番号が記載されています。
XX このデータを取扱説明書に記入し、弊社またはサービスへのご連絡
の際に必ずお知らせください。

型式 シリアル番号

 
...

 
...
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3 安全上の注意事項
ARveo 8手術用顕微鏡は、最新の技術を使用したシステムです。しかし
ながら、使用に伴う危険がまったく存在しないわけではありません。
XX この取扱説明書に記載されている指示、とくに安全に関する注意事
項を必ず順守してください。

3.1 使用目的 
• ARveo 8 手術用顕微鏡は、拡大と照明により対象物の良好な像を
得るための光学機器です。本システムはヒトに対する医学的処置の
観察と記録に利用できます。

• ARveo 8 手術用顕微鏡は必ず閉じられた室内で使用し、安定した
硬い床面上に配置してください。

• ARveo 8 手術用顕微鏡には電磁適合性に関する特殊予防措置が適
用されます。所定のガイドライン、製造者による宣言、および推奨
される安全距離に従って設置し、運転開始してください（EN60601-
1-2: 2015 に基づく EMC 表を参照）。

• 高周波通信機器は、固定・携帯・移動のいずれを問わず、ARveo 8 
手術用顕微鏡の機能性と信頼性に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。

• ARveo 8 は専門家による使用を想定して設計されています。
• ARveo 8 の必須性能は、いかなる位置でも照明、および機械的に
安定したオプティクスキャリアを提供できることです。

3.2 禁忌

警告

眼の負傷の危険。
XX ARveo 8を眼科用には使用しないでください。

3.3 装置管理責任者への指示事項
XX ARveo 8 手術用顕微鏡は有資格者のみが使用するようにしてくだ
さい。
XX この取扱説明書は、ARveo 8手術用顕微鏡を操作する際、常にお手
元に保管し、いつでも参照できる状態にしてください。
XX 適切なユーザーが安全要求事項に従って作業していることを確認す
るために、定期的に検査を行ってください。
XX 新たに使用するユーザーに対しては徹底した指示を行い、警告記号
とメッセージの意味を説明してください。
XX スタートアップ、操作、メンテナンスの責任分担を明確にし、これが
遵守されているかどうか監視してください。
XX ARveo 8手術用顕微鏡に不具合があるときは使用できません。
XX 人身の安全に関わる不具合は、ライカマイクロシステムズまたはお
取引ディーラーまで直ちにご連絡ください。
XX ARveo 8手術用顕微鏡と一緒に、他社製のアクセサリー等を使用す
る場合は、組み合わせて使用しても安全であることをご確認くださ
い。該当するアクセサリーの取扱説明書の指示に従ってください。

• ARveo 8 手術用顕微鏡の変更や修理は、ライカ認定技術者のみが
行うものとします。

• ライカ純正部品のみをご使用ください。
• メンテナンスあるいは修理終了後は、弊社の技術仕様に従い、必要
に応じて装置を再調整してください。

• 装置がライカ認定技術者以外の人物によって変更またはサービス
作業が行われた場合、メンテナンスが不適切に行われた場合（メン
テナンスがライカによって実施されなかった場合）、あるいは不適
切に取り扱われた場合、ライカ マイクロシステムズはいかなる責任
も負いません。

• 本手術用顕微鏡が他の装置に及ぼす影響については、EN 60601-
1-2 の規定に従ってテスト済みです。本システムは、電磁放射に関
する試験および電磁波耐性試験に合格しています。電磁波およびそ
の他の放射に関する通常の予防措置ならびに安全対策を遵守して
ください。

• 建物内の電気工事は、それぞれの国の規格に従う必要があります。
漏電対策として残留電流回路ブレーカーの設置をお勧めします。

• 手術室で使用される他の装置と同様、本装置も故障することがあり
ます。したがって、ライカ マイクロシステムズは、手術中にバックアッ
プシステムを使用できるようにしておくことを推奨します。
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3.4 顕微鏡ユーザーへの注意事項
XX 本書に記載の指示に従ってください。
XX 作業手順と作業の安全に関しては、管理責任者の指示に従ってくだ
さい。

3.5 他装置との接続によるリスク
他の装置と接続した場合、患者、オペレーター、あるいは第三者に対す
る予想外のリスクが発生することがあります。所管の組織はこのような
リスクを特定、解析、評価および管理しなければなりません。ネットワー
クに変更（ネットワーク構成の変更、装置のネットワークへの接続また
はネットワークからの遮断、ネットワークに接続されている機器の更新
/アップグレードなど）を加えた場合には、新たなリスクが加わり、追加
の解析が必要になることがあります。
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3.6 使用時の危険

警告

眼の負傷の危険。
XX ARveo 8を眼科用には使用しないでください。

警告

以下によるケガに注意してください。
• スイングアームの不意な横方向の動き

• スタンドの不意な傾き

• 移動の際などに、ベースの下に足を挟む
XX ARveo 8手術用顕微鏡を移動する場合は、必ず「移動用ポ
ジション」にセットしてください。
XX アームを伸ばした状態のままでスタンドを動かさないでく
ださい。
XX スタンドまたは手術用装置が床に配置されているケーブル
の上を決して乗り越えないでください。
XX ARveo 8 手術用顕微鏡は決して手すりを引かずに、押して
移動させてください。

警告

手術用顕微鏡が不意に下降して負傷する危険があります。
XX スタンドの準備と調整をすべて終えてから、操作してくだ
さい。
XX 顕微鏡が術野の上にある状態で、アクセサリー交換やバラ
ンス調整をしないでください。
XX アクセサリーを変更した後は、ARveo 8 のバランス調整を
行ってください。
XX 装置のバランス調整が済むまでは、ブレーキを解除しない
でください。
XX 手術中にアクセサリーを変更する場合は、その前にまず顕
微鏡を術野の外に移動してください。
XX 術中に患者の上でAC/BC 軸のバランス調整を行わないで
ください。

警告

非常ボタンを押すと、スイングアームの予期しない動きによる負傷の危
険があります。
XX オプティクスキャリアが患者の上に落下するおそれがあり
ます。
XX ブレーキを解除したとき、オプティクスキャリアが予想外の
動きをする可能性があります。

警告

バランスの調整中に顕微鏡が不意に動いてケガをする恐れがあります。
XX バランスの調整中は顕微鏡の近くに座ったり立ったりしない
でください。

警告

有害な赤外光や紫外線放射により眼を負傷する危険があります。
XX 点灯中のランプを直視しないでください。
XX 眼または皮膚の露出を最小限にしてください。
XX 適切な遮光シールドを使用してください。

警告

「スキップ」または「非常ボタン」でオートバランス調整をスキップすると、
スイングアームの予期しない動きによる負傷の危険があります。
XX オプティクスキャリアが患者の上に落下するおそれがあり
ます。
XX ブレーキを解除したとき、オプティクスキャリアが予想外の
動きをする可能性があります。

警告

オートバランス調整をスキップすると、スイングアームの予期しない動き
による負傷の危険があります。
XX オプティクスキャリアが患者の上に落下するおそれがあり
ます。
XX ブレーキを解除したとき、オプティクスキャリアが予想外の
動きをする可能性があります。

警告

耳鼻科手術において火傷する恐れがあります。
XX 差し支えのない範囲で最小光量を使用します。
XX 術野に合わせて視野を調整します。
XX 傷口が乾燥しないようにしてください。
XX 耳介の露出部分を湿らせた手術用綿で覆います。

警告

即時操作ボタンを押すと、スイングアームの予期しない動きによる負傷
の危険があります。
XX オプティクスキャリアが患者の上に落下するおそれがあり
ます。
XX ブレーキを解除したとき、オプティクスキャリアが予想外の
動きをする可能性があります。
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警告

感染の危険。
XX ARveo 8を使って顕微鏡下手術を行うときは、必ず操作部
滅菌カバーと滅菌ドレープを使用してください。

警告

致命的な感電の危険。
XX ARveo 8手術用顕微鏡は必ずアース付きコンセントに接続
してください。
XX すべての装置が正しい位置にあること（すべてのカバーが
取り付けられ、ドアが閉まっていること）を確認してから、シ
ステムを操作してください。

警告

眼の負傷の危険。
高輝度の照明ユニットの光源を間近から直視するのは、術者にとっても
患者にとっても危険です。
XX 最初は光源の光を弱めにしておき、その後、術者にとって
最適な照明の画像が得られる光量まで上げていくことを推
奨します。

警告

作動距離を誤ると、組織に重大な損傷をもたらす危険があります。
XX レーザーを使用するときは、必ず顕微鏡の作動距離をレー
ザー距離に合わせて設定し、顕微鏡の位置を固定してくだ
さい。
XX レーザーの使用中に作動距離の手動設定のための回転ノ
ブを操作しないでください。

警告

術者が FL 蛍光モードを選択するときなどに方向感覚を失うおそれがあ
ります。
XX 術者からの明確な要求がない限り、手術中にGUIのタッチ
パネルでモードを変更しないでください。

警告

レーザー光により眼を負傷する危険があります。
XX レーザー光を、直接、または間接的に反射させて眼に向け
ることはしないでください。
XX レーザー光を患者の眼に向けることは絶対にしないでくだ
さい。
XX レーザー光を直視しないでください。

警告

作動距離調節モーターの故障は、患者にとって危険です！
XX 作動距離調節モーターが故障した場合は、手動で作動距離
を調節してください。

注意

手術用顕微鏡は不意に動くことがあります。
XX  移動中以外は必ずフットブレーキをロックしておいてくだ
さい。

注意

ウェイトディスクまたはカバーが落下して負傷する危険があります。
XX ウェイトディスクを交換する場合は、落として足などにケガ
をしないようディスクやカバーの取り扱いには十分注意して
ください。

注意

カウンターウェイトの落下により負傷する危険があります。
XX 滅菌ドレープを取り付ける前に、カウンターウェイトがしっ
かり固定されていることを確認してください。

注意

ランプは熱くなっていますので、熱傷に注意してください。
XX 高温のランプには手を触れないよう十分注意してください。

注意

熱傷の危険。ランプは極めて高温になることがあります。
XX ランプ交換は、消灯後十分に時間を置いてランプが冷めて
から行ってください。

注意

照野径が視野径より大きく、光量が高すぎると、顕微鏡視野外の組織が
熱により損傷を被るおそれがあります。
XX 光量の設定が高すぎないよう注意してください。

注意

感染の危険。
XX 滅菌ドレープが滅菌していない物に接触しないよう、スタン
ドの周囲には十分なスペースを確保してください。
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注意

ARveo 8 手術用顕微鏡は、不意に傾くことにより損傷する恐れがあり
ます。
XX ブレーキの解除はCANハンドルを持った状態で行ってくだ
さい。

注意

患者の個人情報の侵害の危険。
患者の個人情報の侵害は、HIPAA法違反に当たります。完全性
を確保するために、所定の手順を踏む必要があります。
XX 患者データと患者の個人情報を不正アクセス /不正使用か
ら守るための対策を講じます。
XX 患者の識別情報が表示されている間は、システムから離れ
ないようにします。
XX 患者データを外部記憶装置にエクスポートするときは、装
置のセキュリティを確保するための措置を講じます。
XX 患者データは、安全な長期的保管場所に定期的にアーカイ
ブする必要があります。

注意

顕微鏡のネットワークへの接続
顕微鏡を院内ネットワークに接続すると、ネットワークに起因す
るリスクが顕微鏡に影響し、患者、オペレーター、または第三
者に予想外のリスクが及ぶ可能性があります。
病院の担当部署は顕微鏡ユーザーと協力して、このようなリス
クを特定、解析、評価および管理しなければなりません。

注意

顕微鏡の構成変更によるリスク
サイバーセキュリティ上のリスクを低減するための構成を確立
した後は、リスクの影響を評価せずに構成を変更することのな
いよう注意してください。そのような変更としては、ネットワー
クの構成の変更、顕微鏡への他装置の接続、顕微鏡と装置の接
続解除、装置のアップデートその他があります。
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3.7 記号および標識

1

7
11

18

17

11

A

B

 A B

10

10

13

 

8
9
12

14
5

615 16432
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1
設置の場合のみ

2
等電位ボンディング

3 ブラジル認証

4  

接地ラベル

 

5

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

製造データラベル

a プレフィックス番号
b ライカシステム品目番号
c シリアル番号
d  バッチごとに 1 から始まる 

通し番号
e JJ = 年（2 桁）
f MM = 月（2 桁）
g TT = 日（2 桁）
h 製造開始年月日

6
システム重量表示ラベル

7
米国向け情報ラベル

8
銘板

9
取扱説明書をお読み
ください

10
高温表面の警告

11 RISK GROUP 3

WARNING IR emitting from this product. Do not 
look at operating lamp.

WARNING  Possibly hazardous optical radiation 
emitted from this product. Do not look at 
operating lamp. Eye injury may result.

NOTICE  UV emitted from this product. 
Minimise exposure to eyes or skin. Use 

appropriate shielding.

キセノン照明放射の警告

12
禁忌

13  
 

 
警告ランプ

 
 

14

METラベル

15
トレーニングを受けた 
スタッフのみ使用可

16 ANVISA登録ラベル

17
 

重量表示ラベルを確認

18 手または指の挟み込みの
警告標識
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2
3

1

1

1

1 手または指の挟み 
込みの警告標識

2 設置の場合のみ

3
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4 構造
4.1 ARveo 8 スタンド

1
2

3

45

7

8
9

10

11

12
6

1 スイングアーム
2 テンションロッド
3 ビデオモニター
4 モニターアーム
5 タッチパネル付きコントロールユニット
6 ハンドレール
7 インターフェースパネル
8 フットスイッチつり下げ部
9 照明ユニット
10 ベース
11 移動用ロック（設置の場合のみ）
12 M530 オプティクスキャリア
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15

14

13

13 垂直アーム
14 移動用ロック（設置の場合のみ） 
15 ストッパーペダル
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4.2 ライカ M530 オプティクスキャリア

4.2.1 M530 オプティクスキャリア、GLOW800 ULT 付き 

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 視野内表示モジュール、ライカ CaptiView
3 蛍光モジュール、ライカ FL400、FL560 または FL400/560 
4 M530 オプティクスキャリア
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5 機能
5.1 バランス調整システム
バランス調整を終えたARveo 8手術用顕微鏡では、傾斜や転倒を気遣
うことなく、オプティクスキャリアを任意の位置に移動することができます。
バランス調整を終えると、術中、すべての移動をわずかな力で行うこと
ができます。

5.1.1 オプティクスキャリアのバランス調整
M530オプティクスキャリアで、A (1)/B (2)の2方向の動きのバランス
を調整します。

1

2

ARveo 8の基本性能：
必要な部位に十分な照明を提供し、オプティクスキャリアをいかなる位
置でも機械的に固定できることです。

5.1.2 スイングアームのバランス調整
スイングアームでC(1)方向の動きのバランスを調整します。

1

5.1.3 パラレログラムのバランス調整
パラレログラムは上下方向（D方向）の動きのバランスを調整します。

D

D

1

D方向のバランスを確保できない場合は、ウェイトディスク (1)を増減
する必要があります。8.7.5「D軸ウェイトディスクの交換」を参照してく
ださい。
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5.2 ブレーキ

ARveo 8はブレーキを解除した状態でのみ移動できます。
XX ブレーキがロックされている場合に移動しないでください。
XX 移動用ロック(7)が解除されていることを確認してください。

ARveo 8手術用顕微鏡システムは6個の電磁ブレーキを備えており、こ
れによりスタンドと手術用顕微鏡の動きを制御します。

1

2

3

4

6

5

7

7

• 上下および前後方向（1 と 2）
• ベース（3）
• アーム内システム（4）
• 手術用顕微鏡の A/B スライド（5）
• 回転ジョイント（6）

ブレーキはCANハンドル（使用する場合）で操作します。

「選択したブレーキのみ」機能（45ページ「術者設定とシステム設定」
を参照）を割り付けたCAN ハンドルのボタンで、「頭蓋」と「脊椎」の
2種のブレーキコンビネーションを有効にすることができます。

5.2.1 選択したブレーキのみ – 脊椎 
ブレーキコンビネーションとして「脊椎」を選択すると、手術用顕微鏡
の以下の動きが可能になります。

5.2.2 選択したブレーキのみ – 頭蓋 
ブレーキコンビネーションとして「頭蓋」を選択すると、手術用顕微鏡
の以下の動きが可能になります。
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5.3 照明
ARveo 8 手術用顕微鏡の照明の光源は、スタンドに取り付けたキセノ
ンランプです。光は光ファイバーケーブルでオプティクスキャリアに導
かれます。
同一仕様のランプが2 個あり、使用中のランプが故障した場合は、他
方のランプを、タッチパネル上で、または手動で選択することができます。

5.3.1 AutoIris
AutoIrisは、倍率に応じて照野を自動的に同期調整します。
手動調節優先機能を使い、照野を手動調節することもできます。

5.3.2 ブライトケアプラス（BrightCare Plus）
ブライトケアプラスは、作動距離に応じて照明の最大輝度を自動的に制
限する安全機能です。過度に明るい光は、作動距離が短い場合に患者
の熱傷の原因となります。

• 工場出荷段階では、ブライトケアプラスの安全機能はすべ
てのユーザーに対して有効に設定されています。

• ブライトケアプラス安全機能のステータスをセッション中に
オフにすることは可能ですが、この変更をユーザープロファ
イルの一部として保存することは、安全上の理由から不可
能となっています。

放射照度
ARveo 8手術用顕微鏡の光学系の作動距離は、225mm～ 600 mm
の範囲で可変です。光学系は、600mmという長い作動距離において
も明るい画像を得るのに十分な光量を確保できるように設計されてい
ます。

言い換えれば、顕微鏡の作動距離が短いほど必要な光量は少なくなり
ます。

最初は光量を低くし、最適な照明レベルに達するまで徐々に光
量を上げていくことを推奨します。

発熱
使用するキセノンランプ光源の光に含まれる不可視放射による熱はフィ
ルターで遮断されます。しかし可視光も常に熱を発生します。過大な光
量の白色光は、人体組織や金属を過熱させる可能性があります。

最初は光量を低くし、最適な照明レベルに達するまで徐々に光
量を上げていくことを推奨します。システムの起動時には光量
が既定で20%に設定されます。

ブライトケアプラスの表示

21

ブライトケアプラスが有効になっている場合、クイックアクセスメニュー
（1）の網掛けのないフィールド（2）には、現在の作動距離における輝
度の最大の調整範囲が示されます。
輝度をグレーの領域に設定することは、ブライトケアプラス機能を意図
的に無効化しない限りできません。
輝度設定後に作動距離を短くすると、輝度が自動的に低減されます。
ブライトケアプラスを無効にする方法は51 ページ「ブライトケアプ
ラスの無効化」に記載されています。

5.4 ライカ FusionOptics
この技術は、解像度と焦点深度を増強し、理想の立体光学像を得るた
めに開発されました。
ライカFusionOpticsはそのために、異なる情報を伝える2つの光路を
使用します。左側の光路は高解像度のために最適化され、右側の光路
は最適な焦点深度のためのものです。
互いに異なる2つの像が観察者の頭の中で統合され、単一の、統合さ
れた立体的イメージが得られます。
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5.5 ライカ スピードスポット（SpeedSpot）

ライカスピードスポットはFL400では使用できません。

ARveo 8は、レーザー式フォーカスアシストのライカスピードスポット
を備えています。
現在のユーザーについてライカスピードスポットが有効な場合（49
ページを参照）、ブレーキが解除されたとき、または焦点合わせ時にこ
のフォーカスアシストが作動します。
2本の収束光ビームは、顕微鏡の焦点位置で重なります。

レーザービームの出口

1

1 レーザー 

レーザービームの光路

1

1 レーザー 
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6 操作部
6.1 ARveo 8 顕微鏡、スイングアーム付き

1

2

3

4

5

78910

6

11
12 13

14

6

1 蛍光用ステータス LED 
- LED が青色で点灯 = FL400 モード 
- LED が緑色で点灯 = 再生モード 
- LED が赤紫色で点灯 = GLOW800 モード 
- LED が青緑色で点灯 = FL560 モード

2 記録用ステータス LED 
LED が赤色で点灯 = 記録中

3 AC/BC 軸の術中バランス調節用押しボタン
4 C スライドの手動バランス調整用スイッチ
5 C スライド
6 CAN ハンドル
7 作動距離と倍率設定値の表示部
8 M530 オプティクスキャリア
9 A スライドの手動バランス調整用スイッチ
10 A スライド
11 ハンドルクランプレバー
12 B スライドの手動バランス調整用スイッチ
13 B スライド
14 顕微鏡キャリア

6.1.1 オプティクスキャリア – 背面
ライカ M530、GLOW800 付き

1

1 光ファイバーコネクター

6.1.2 オプティクスキャリア – 操作部
ライカ M530、GLOW800 付き

6

4 3 2 1

8

9
5

7

 
1 「作動距離ロック」ボタン
2 「頭蓋 有効」LED（LED がオレンジ色）
3 割当てない
4 「作動距離」回転ノブ（緊急操作専用）
5 「AutoIris 手動調節優先」回転ノブ
6 「倍率」回転ノブ（緊急操作専用）
7 対向 / 側方のアシスタント切り換えスイッチ
8 調整フォーカス、対向アシスタント用
9 「AutoIris リセット」ボタン

ライカ製アクセサリーの操作については、該当する取扱説明書
に記載されています。
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6.2 コントロールユニット

1

2

3

1  タッチパネル
2 照明 ON/OFF 用ボタン、LED 付き（オン= 緑、オフ = 消灯）
3 オートバランス用 LED 付きボタン（LED が緑色で点滅）

6.3 インターフェースパネル

ソケット 接続先 IN/OUT

SDILEFT 3Dモニター（左チャンネル） OUT

SDIRIGHT 3Dモニター（右チャンネル） OUT

SDIIGS IGSシステム（ビデオ入力） OUT

SDIOUT 外部モニター OUT

ETHERNET ネットワーク OUT/IN

USB（2×） USB3.0記憶メディア OUT/IN

ENDOSCOPEIN 内視鏡（ビデオ出力） IN

IGSIN IGSシステム（HUD出力） IN

DVIOUT 外部モニター OUT

IGSCAN* IGSシステム（通信） OUT/IN

CANBUS* 互換性あるライカアクセサリー OUT/IN

FOOT** フットスイッチ OUT/IN

* ここに接続できるのは、Leica Microsystems (Schweiz) AG によ
る検証を受けたシステムのみです。

** フットスイッチ端子に接続できるのは Leica Microsystems 
(Schweiz) AG の提供するフットスイッチのみです。

注意

顕微鏡のネットワークへの接続
顕微鏡を院内ネットワークに接続すると、ネットワークに起因す
るリスクが顕微鏡に影響し、患者、オペレーター、または第三
者に予想外のリスクが及ぶ可能性があります。
病院の担当部署は顕微鏡ユーザーと協力して、このようなリス
クを特定、解析、評価および管理しなければなりません。

注意

顕微鏡の構成変更によるリスク
サイバーセキュリティ上のリスクを低減するための構成を確立
した後は、リスクの影響を評価せずに構成を変更することのな
いよう注意してください。そのような変更としては、ネットワー
クの構成の変更、顕微鏡への他装置の接続、顕微鏡と装置の接
続解除、装置のアップデートその他があります。

ネットワークとサイバーセキュリティに関するさらに詳細な情報
が、別途配布のサイバーセキュリティ説明書10747996に掲載
されています。
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接続図

内視鏡システム

ライカフットスイッチ

外部 CAN バス機器IGS（イメージ 
ガイダンス手術） 
システム

ライカ 55 インチ 3D 
4K カートシステム

外部モニターまたは
ビデオストリーミング
装置、フル HD

外部モニターまたはビ
デオストリーミング装
置、フル HD または 4K

画像 /動画エクスポート用病院
ネットワーク接続
• 共有ネットワークドライブ
• 患者情報取得およびエクス
ポート用DICOMノード

USB ドライブ：
• 動画と画像のエクスポート
• ライセンスファイルのインポート
• 検査 /サービスログのエクスポート

• ソフトウェアのアップグレード



操作部

 ARveo 8 / 注文番号 10 747 991 / バージョン 01 23

6.4 スタンド
1 2

3

456

1 照明ユニット
2 アクセスドア
3 ねじつまみ
4 ARveo 8 手術用顕微鏡のメインスイッチ
5 電源
6 等電位ボンディングソケット
 ARveo 8 を等電位化ボンディング装置に接続するためのソケットで
す。等電位化ボンディング装置はお客様側にて手配していただく必
要があります。EN 60601-1（§ 8.6.7）の要件を遵守してください。

9
10

7 メイン照明またはバックアップ照明用ランプ
8 バックアップ照明用スイッチレバー（緊急操作専用）

ARveo 8手術用顕微鏡は、メイン照明光源のほかに、同一仕様
のバックアップ照明光源を備えています。

6.5 CAN ハンドル

1

2

4

3

5

4

1

2

工場出荷時設定の機能割当て
1 ズーム
2 4 機能ジョイスティック
3 作動距離
4 全ブレーキ解除
5 選択したブレーキのみ解除

CAN ハンドルのスイッチ2 および5 は、設定メニューでユー
ザーごとに割り当てることができます。
CAN ハンドルで可能なすべての構成において、ボタン（4）は
すべてのブレーキを解除します。このボタンは設定できません。
ジョイスティックとその他のボタンについては、ユーザーの作業
課題に適した一般的な設定を選択できます。
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工場出荷時の CAN ハンドルの既定設定

CAN ハンドル – ジョイスティック

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

CAN ハンドル – ボタン

3

1 2 1

1 ズーム
2 作動距離
3 選択したブレーキのみ

6.6 フットスイッチ
このフットスイッチはARveo 8手術用顕微鏡の制御に使用できます。
フットスイッチ、12機能（個別に割当て可能）

1 1

6

7

8

9

2

3

4

5

Y+

Y–

X– X+

1 割当てない
2 ランプ +
3 作動距離 –
4 倍率 +

5 割当てない
6 ランプ –
7 作動距離 +
8 倍率 –
9 割当てない

• フットスイッチには、設定メニューで個々のユーザーごとに
機能を割り当てることができます。

6.7 マウススイッチ

1

1 「脊椎」ブレーキの解除
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7 顕微鏡のセットアップ
7.1 光学アクセサリーの取り付け

警告

手術用顕微鏡が不意に下降して負傷する危険があります。
XX スタンドの準備と調整をすべて終えてから、操作してくだ
さい。
XX 顕微鏡が術野の上にある状態で、アクセサリー交換やバラ
ンス調整をしないでください。
XX アクセサリーを変更した後は、ARveo 8 のバランス調整を
行ってください。
XX 装置のバランス調整が済むまでは、ブレーキを解除しない
でください。
XX 手術中にアクセサリーを変更する場合は、その前にまず顕
微鏡を術野の外に移動してください。
XX 術中に患者の上でAC/BC 軸のバランス調整を行わないで
ください。

XX 光学アクセサリーが清潔で、ほこりや汚れが付着していないことを
確認します。

7.1.1 双眼鏡筒の設定

瞳孔間距離の設定

XX 瞳孔間距離を55 mm～ 75 mmの範囲で調節します。
XX 調節ホイール（1）を使用して、両眼で正しく立体視ができるように
瞳孔間距離を設定してください。

12

この手順は、各ユーザーにつき1回だけ、行う必要があります。
測定値（2）は「ユーザー設定」メニューの「鏡筒の設定」でユー
ザーごとに保存することができます。
保存した値は、「設定を見る」で読み出すことができます。

傾きの調節

XX 両手で双眼鏡筒を握ります。
XX 双眼鏡筒を上または下に傾け、快適な観察位置を探します。

7.1.2 接眼レンズの設定

視度設定の決定 / 調整

各接眼レンズの視度は、+5～ –5の範囲で連続的に調整することがで
きます。視度は左右の眼について別々に正確に設定する必要がありま
す。この方法によってのみ、全ズーム範囲において確実に像にピントが
合うようになります=同焦点。両眼について視度設定が正確に行われ
ていれば、手術用顕微鏡使用時の疲労が著しく低減されます。

顕微鏡の同焦点が調整されていれば、選択される倍率にかかわ
らず、アシスタントの観察像とモニターの画像は常に鮮明です。

XX 最小倍率を選択します。
XX 対物レンズの下に輪郭のはっきりした平坦なテストサンプルを置き
ます。
XX 顕微鏡の焦点を合わせます。
XX 最大倍率にセットします。
XX 顕微鏡の焦点を合わせます。
XX 最小倍率にセットします。
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XX 接眼レンズを覗かずに、両方の接眼レンズの調節リングを＋ 5ま
で回します。
XX テストサンプルの像が鮮明に見えるまで、接眼レンズを片方ずつ視
度-5に向かってゆっくりと回します。
XX 最高倍率にして、鮮明に見えるかチェックしてください。

瞳孔間距離の調節

XX アイカップを上方または下方に回し、希望する距離に設定します。

同焦点の点検

XX 輪郭のはっきりした平坦なテストサンプルを対物レンズの下、作動
距離位置に置きます。
XX テストサンプルを見ながら全範囲にわたってズームします。

像のシャープネスはすべての倍率を通じて一定でなければなり
ません。そうでない場合は、接眼レンズの視度設定を点検して
ください。

7.2 アシスタントの選択

7.2.1 ライカ M530、GLOW800 付き

1

XX ノブ（1）で、光路の向かう先を対向から、側方のアシスタントへと
切り換えることができます。

7.3 接続された画面の操作 
ARveo 8システムには、ビデオストリームの表示先として、最大4つの
モニターまたは他の装置を接続することができます。スタンドモニター
は常時接続されており、構成に従って2Dモニターも3Dモニターも可
能です。その他の外部モニターは「DVIOUT」および「SDIOUT」コネク
ター経由で接続できます。「SDIOUT」にはフルHDまたは4Kモニター
を接続できます。ビデオの再生（8.10.2「フットスイッチの構成」を参照）
が見られるのは、接続されたスタンドモニター上のみであることに注意
してください。

7.3.1 ビデオフォーカスの調節（オプション）
XX ビデオフォーカスを調節するには、下記の手順で基本設定メニュー
を開きます。
メインメニュー �オプション�設定�基本設定

1 2 3

ビデオフォーカスは、必要に応じてビデオフォーカスボタンを上（1）ま
たは下（3）に押して調整できます。このコマンドは、グラフィカルユー
ザーインターフェース（GUI）およびCAN ハンドルから与えることがで
きます（定義されている場合）。

1 3

フォーカス調整は両方向に、エンドレスの円運動で作動します。
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同焦点ボタン（2）を押すと、ビデオ調整フォーカスを同焦点位置に再
調整できます。これにより、各個人向けに適正な視度設定を行った上で、
観察者全員に対してビデオ焦点面を視度ゼロで合わせることができま
す。このコマンドも、グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）およ
びCANハンドルから与えることができます（定義されている場合）。

7.3.2 オートホワイトバランス

オートホワイトバランスは白色光モードでのみ有効化できます。

XX オートホワイトバランスを有効化するには、下記の手順で基本設定
メニューを開きます。
メインメニュー �オプション�設定�基本設定
XX 基本設定メニューで「オートホワイトバランス」（1）を押します。

1

さらに、各蛍光モードに対するカメラの色設定の調整を、お取
引ディーラーの手で実施することができます。ライカマイクロシ
ステムズ、またはお取引ディーラーに相談してください（8.12.3
「セールス」を参照）。

オートホワイトバランスの警告ダイアログ：

7.3.3 3D 4K スタンドモニター 
システムの構成に3D4Kスタンドモニターを含めることができます。下
記を遵守してください。
• この機能を利用するには「3D」ライセンスをインストールする必要
があります。ライセンスの確認およびインストールに関しては 14.2 
「ライセンス」を参照してください。

• このモニターを 3D モードで使用するには、スタンドモニターの 3D 
表示切替えを有効にする必要があります（50ページ「基本設定」
を参照）。もちろん、切替えを 2D 位置のままにして 2D モードのみ
で使用することもできます。

7.3.4 3D ヘッズアップサージャリー
ARveo 8 顕微鏡では、SDI 左および SDI 右コネクター（22ページ「接
続図」を参照）を用いて、さらに55インチ3D4Kカートシステムを接
続することができます。
必要な情報については、「ヘッズアップマイクロサージャリー」製品の
ユーザーマニュアルを参照してください。

7.3.5 3D ファイルのエクスポート 
• 動画ファイルを 3D データとしてエクスポートすることも可能です。
• この機能を利用するには「3D」ライセンスをインストールする必要
があります。ライセンスの確認およびインストールに関しては 14.2 
「ライセンス」を参照してください。

• この機能を有効にするには、お取引ディーラーが行う必要があります
（8.12.3 「セールス」の章を参照）。「3D」に切替えると、すべての動
画が 2 つのファイル（左と右）に分かれてエクスポートされます。こ
の場合、必要なディスクの空きスペースが 2 倍になることに注意し
てください（10.7 「データ管理」を参照）。
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7.4 動画と画像のエクスポートの
カスタマイズ /準備 

手術の終了後に動画と画像をエクスポートすることができます。ただし、
エクスポートのためには手術前にシステムをセットアップしておく必要
があります。

7.4.1 USB ドライブへのエクスポート

USB 記憶媒体を準備します。迅速なファイル転送は、USB3.2
Gen1（USB3.0）規格に対してのみ保証されることに注意してく
ださい。エクスポートのワークフローに従って作業してください
（10.5.5「匿名データのエクスポート（USB または共有ドライ
ブ）」を参照）。

7.4.2 Windows 共有ドライブへのエクスポート 
記録データを院内ネットワークの共有フォルダーにエクスポートするこ
とができます。

そのための設定は、ライカマイクロシステムズおよび病院 IT
担当部署に依頼してください。エクスポート中は、顕微鏡と共有
ドライブがイーサネットケーブル経由で物理的に接続されてい
る必要があります。70ページ「エクスポートの選択」を参照し
てください。

7.4.3 DICOM エクスポート
この機能を利用するにはDICOMライセンスをインストールする必要が
あります。ライセンスの確認およびインストールに関しては14.2「ライ
センス」を参照してください。

この機能が病院で使用可能であるかどうかが未確認の場合は、
DICOMライセンスを請求する前に、お取引ディーラーに確認を
依頼してください。
セットアップはライカマイクロシステムズおよび病院 IT担当部
署に依頼してください。セットアップによって病院のデータ保存
ソリューションおよび情報ワークフローが変更されます。デー
タのエクスポート中は、顕微鏡と病院のデータ保存システムが
イーサネットケーブル経由で物理的に接続されている必要があ
ります。
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8 操作の準備
8.1 移動

警告

以下によるケガに注意してください。
• スイングアームの不意な横方向の動き

• スタンドの不意な傾き

• 移動の際などに、ベースの下に足を挟む
XX ARveo 8手術用顕微鏡を移動する場合は、必ず「移動用ポ
ジション」にセットしてください。
XX アームを伸ばした状態のままでスタンドを動かさないでく
ださい。
XX スタンドまたは手術用装置が床に配置されているケーブル
の上を決して乗り越えないでください。
XX ARveo 8 手術用顕微鏡は決して手すりを引かずに、押して
移動させてください。

注意

手術用顕微鏡は不意に動くことがあります。
XX  移動させるとき以外は、必ずフットブレーキをロックしてく
ださい。

注意事項
ARveo 8 手術用顕微鏡は、移動中に損傷する恐れがあります。
XX アームを伸ばした状態のままでスタンドを動かさないでください。
XX スタンドまたは手術用装置が床に配置されているケーブルの上を決
して乗り越えないでください。

注意事項
ARveo 8 手術用顕微鏡は、不意に傾くことにより損傷する恐れがあります。
XX ブレーキの解除はCANハンドルを持った状態で行ってください。

XX ARveo 8が移動用ポジションにあることを確認します。

ARveo 8が移動用ポジションにない場合は、11.1「移動用ポジ
ション」の説明を参照してください。

XX フットブレーキの前端（FREE）を押し下げます。
フットブレーキが解除されます。

XX ハンドルを持ってARveo 8を移動します。
XX フットブレーキの後端（LOCK）を踏んで、ストッパーをかけます。
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8.2 手術台上の位置決め

警告

手術用顕微鏡が不意に下降して負傷する危険があります。
XX スタンドの準備と調整をすべて終えてから、操作してくだ
さい。
XX 顕微鏡が術野の上にある状態で、アクセサリー交換やバラ
ンス調整をしないでください。
XX アクセサリーを変更した後は、ARveo 8 のバランス調整を
行ってください。
XX 装置のバランス調整が済むまでは、ブレーキを解除しない
でください。
XX 手術中にアクセサリーを変更する場合は、その前にまず顕
微鏡を術野の外に移動してください。
XX 術中に患者の上でAC/BC 軸のバランス調整を行わないで
ください。

ARveo 8は手術台上で極めて容易に位置決めができ、頭部や脊柱の手
術に幅広い可能性を提供します。
ARveo 8 の位置決めの柔軟性が高いのは、スイングアームの長さと高
さが極めて大きいためです。
XX フットブレーキを解除します（29ページを参照）。
XX CANハンドルを持ってARveo 8手術用顕微鏡を手術台に向かって
慎重に動かし、手術に必要な位置にセットします。

位置決めのオプション

XX フットブレーキをセットします。
XX フットスイッチをスタンドに接続し、位置決めします。
XX 電源ケーブルをスタンドに接続します。
XX 等電位ボンディングをスタンドに接続します。
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8.3 システムの電源をONにする

警告

致命的な感電の危険。
XX ARveo 8手術用顕微鏡は必ずアース付きコンセントに接続
してください。
XX すべての装置が正しい位置にあること（すべてのカバーが
取り付けられ、ドアが閉まっていること）を確認してから、シ
ステムを操作してください。

警告

有害な赤外光や紫外線放射により眼を負傷する危険があります。
XX 点灯中のランプを直視しないでください。
XX 眼または皮膚の露出を最小限にしてください。
XX 適切な遮光シールドを使用してください。

警告

耳鼻科手術において火傷する恐れがあります。
XX 差し支えのない範囲で最小光量を使用します。
XX 術野に合わせて視野を調整します。
XX 傷口が乾燥しないようにしてください。
XX 耳介の露出部分を湿らせた手術用綿で覆います。

警告

手術用顕微鏡が不意に下降して負傷する危険があります。
XX スタンドの準備と調整をすべて終えてから、操作してくだ
さい。
XX 顕微鏡が術野の上にある状態で、アクセサリー交換やバラ
ンス調整をしないでください。
XX アクセサリーを変更した後は、ARveo 8 のバランス調整を
行ってください。
XX 装置のバランス調整が済むまでは、ブレーキを解除しない
でください。
XX 手術中にアクセサリーを変更する場合は、その前にまず顕
微鏡を術野の外に移動してください。
XX 術中に患者の上でAC/BC 軸のバランス調整を行わないで
ください。

XX 顕微鏡をアース付きコンセントに接続します。
XX 電源プラグ（切断装置）を操作しにくい位置に顕微鏡を設置しない
でください。
XX スタンド下部のメインスイッチ（2）を入れます。
システムが起動します。
ここでスイングアームが動かせるようになり、ハンドルのブレーキが
解除されます。
XX 起動中にフラグで示されたエラーがないかを確認します。エラーは
ポップアップまたは黄色の三角警告マークで示されます。

XX オプティクスキャリアへと延びる光ファイバーケーブルの接続を点検
します。
XX 必要ならば、コントロールユニットのボタン（1）を押して照明を点
灯します。

ランプは実際に必要になるまで点灯しないでください。
オートバランス調整やドレープ設置にはランプは不要です。

1

2
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8.4 タッチパネルのタイトルバー 
タイトルバーには下記の機能があります。

1 2 3

メインメニュー（1）

顕微鏡の設定、ハンドルの構成、問題リスト、手術データの記録へのア
クセス

タイトル（2）

手術前のワークフローのステップ、オートバランス調整、術者プロファ
イルの選択など

非常ボタン（3）

警告

非常ボタンを押したときは、システムのバランスの保証がなく
なります。このためスイングアームの予期しない動きによる負
傷の危険があります。
XX オプティクスキャリアが患者の上に落下するおそれがあり
ます。
XX ブレーキを解除したとき、オプティクスキャリアが予想外の
動きをする可能性があります。

非常ボタン（3）により、後続の「オートバランス調整」および「術者プ
ロファイルの選択」の段階をスキップして、直ちに手術を始めることが
可能になります。その場合は既定の術者プロファイルが選択されます。
これを修正することはできますが、改変はできません。
オートバランス調整をスキップすると既存のバランスが継承され、その
ため顕微鏡のバランスが崩れる可能性があります。

8.5 エラーチェック（問題リスト） 
XX パネル上で警告、故障、エラーメッセージを確認します。エラーの
概念については17.3「コントロールユニットのエラーメッセージ」
を参照してください。

アラートの優先順位

• 直ちに対処を必要とするエラー /警告はポップアップで示されます。
• 対処を必要とするエラー /警告はメインメニューでオレンジ色の三
角形（1）で示され、問題リスト（2）が示されます。

• 問題リストを開くとオレンジ色の三角形は消えます。
• すべてのエラー /警告は「問題リスト」で見ることができます（17.4 
「問題リスト」を参照）。

• 問題リストには常に先行するエラーすべてが表示されます。
例 :
1

2



操作の準備

 ARveo 8 / 注文番号 10 747 991 / バージョン 01 33

8.6 ランプのチェック 
XX ランプをチェックするには、下記の手順で基本設定メニューを開き
ます。
メインメニュー �オプション�設定�基本設定
XX 両方のランプアワーメーター（1）を点検します。
良好な照明性能を確保するために、使用期間は500時間を超えな
いこと。

11 2

メインのキセノンランプが切れたときは、「基本設定」画面の「ランプ2」
ボタン（2）が利用できます。

XX 切れたランプは、すみやかに新しいものと交換してください。
XX 正常なランプが1つだけの状態では、決して手術を開始し
ないでください。

キセノンランプの照度が低下して不十分になると（他のアプリ
ケーションすべて）、タッチパネルに注意のダイアログウィンド
ウが表示されます。予備のランプを常に手元に用意しておくこ
とを推奨します。

注意事項
古いランプが新しいランプとして表示される危険があります。
ランプアワーメーターが誤ってリセットされると、不正確な時間が表示されます。
XX ランプを交換するときはリセットアイコン  (3)ではなく、必ずボタ
ン（2）全体を押してください。

誤ってリセットアイコン （3）を押してしまったときは、
XX カウンターをリセットするかどうかの質問に対して「いいえ」を押し
てください。

2 3
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バックアップ照明への手動切り替え（緊急時のみ）
XX ねじつまみ（3）をゆるめて、照明ユニットのランプへのアクセスドア
（2）を開けます。
ボタン（1）が緑色に点滅します。

1

2

3

注意

ランプは熱くなっていますので、熱傷に注意してください。
XX 高温のランプには手を触れないよう十分注意してください。

XX クイックランプチェンジャー（4）を押し上げ、または押し下げます。

4

8.7 システムのバランス調整 
8.7.1 ARveo 8 の再起動後のオートバランス調整

警告

バランスの調整中に顕微鏡が不意に動いてケガをする恐れがあります。
XX バランスの調整中は顕微鏡の近くに座ったり立ったりしない
でください。

警告

手術用顕微鏡が不意に下降して負傷する危険があります。
XX スタンドの準備と調整をすべて終えてから、操作してくだ
さい。
XX 顕微鏡が術野の上にある状態で、アクセサリー交換やバラ
ンス調整をしないでください。
XX アクセサリーを変更した後は、ARveo 8 のバランス調整を
行ってください。
XX 装置のバランス調整が済むまでは、ブレーキを解除しない
でください。
XX 手術中にアクセサリーを変更する場合は、その前にまず顕
微鏡を術野の外に移動してください。
XX 術中に患者の上でAC/BC 軸のバランス調整を行わないで
ください。

警告

有害な赤外光や紫外線放射により眼を負傷する危険があります。
XX 点灯中のランプを直視しないでください。
XX 眼または皮膚の露出を最小限にしてください。
XX 適切な遮光シールドを使用してください。

注意事項

XX 移動用ロック（13 ページの11）が解除されていることを確認して
ください。

XX 顕微鏡の電源を入れます（8.3「システムの電源をONにする」を参照）。
XX 必要なアクセサリーがすべて取り付けられていること、かつ許容重
量範囲にあることを確認します（95ページ「仕様」を参照）。
XX アクセサリーを使用位置にセットします。
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タッチパネルモニターには次のようなダイアログウィンドウが表示され
ます。

1

XX 画面上の手順に従ってください。
垂直アームは垂直位置になければなりません。
XX 各ステップを実行した後、タッチパネルの「確認」ボタン（1）また
はコントロールユニットの「オートバランス」ボタンを押します。
XX CAN ハンドルの「全ブレーキ」ボタンを押し、顕微鏡キャリアをA
ポジションまで動かします。
マーク（1）がAを指すようにしてください。

1

XX 対向アシスタント鏡筒および側方アシスタント鏡筒が手術
中に使用する位置にあることを確認してください。
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XX CANハンドルの「全ブレーキ」ボタンを押し、オプティクスキャリア
を前方に90°傾けて、Bポジションまで動かします。
マーク（1）がBを指すようにしてください。B ポジションへ移動し
たオプティクスキャリアは、オートバランス調整が終了するまでブ
ロックされます。

1

XX 対向アシスタント鏡筒がB ポジションへの移動を妨げると
きは、下へ傾けます。

XX B バランス調整の後、アシスタント鏡筒を元の位置に戻し
ます。

オートバランス実行中は、ボタンが緑色に点滅し、信号音が鳴ります。
信号音が消え、オートバランスボタンが点滅しなくなると、バランス調
整は完了です。
画面にオートバランス完了が表示されます。
XX「閉じる」ボタンを押すか、5 秒後にダイアログウィンドウが自動的
に閉じるまで待ちます。
XX バランスをチェックします。
XX CANハンドルの「全ブレーキ」ボタンを押して顕微鏡の位置決めを
行います。

オートバランスが成功しなかったときは、次のようなエラーメッセージ
が表示されます（一例）。

XX 必要に応じて、オートバランスボタンを用いてオートバランスの手
順を繰り返します（8.7.2「術中のARveo 8のオートバランス調整」
を参照）。
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オートバランス調整のスキップ

警告

「スキップ」または「非常ボタン」でオートバランス調整をス
キップすると、スイングアームの予期しない動きによる負傷の
危険があります。
XX オプティクスキャリアが患者の上に落下するおそれがあり
ます。
XX ブレーキを解除したとき、オプティクスキャリアが予想外の
動きをする可能性があります。

顕微鏡のバランス調整が終了しており、その後オプティクスキャリアに
変更が加えられていない場合のみ、オートバランス調整をスキップする
ことができます。
XX「スキップ」（1）を押します。

1

メインメニューまたは非常ボタンに触れたことでオートバランス調整が
中断されると、警告メッセージが表示されます。

8.7.2 術中の ARveo 8 のオートバランス調整

オートバランス調整の手順は、コントロールユニットのボタンを
押すことでいつでも開始できます。表示されるメッセージは別
ウィンドウで開きます。

XX コントロールユニットのオートバランスボタン（1）を押します。
バランス調整中はボタンが緑色に点滅し、信号音が鳴ります（信号
音は「サービス」メニューでOFFにすることができます）。

1

35ページの画面がポップアップメニューとして表示されます。
このポップアップメニューは右上の 印をクリックすることでいつでも
閉じることができます。
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8.7.3 ARveo 8 の手動バランス調整
バランスを手動調整する場合は、スイッチ（1）、（2）、（3）を使用して軸
を手で動かします。

3

1

2

1 C 方向
2 B 方向
3 A 方向

バランスを手動調整する場合は、アクセサリーが顕微鏡に接触
しないよう十分に注意してください。

XX バランスをチェックします。
XX CANハンドルの「全ブレーキ」ボタンを押します。

オプティクスキャリアの左右の傾きの調整

1

XX オプティクスキャリアがバランスするまでC 軸をスイッチ（1）で動
かします。

オプティクスキャリアを右に傾ける スイッチを左に動かします
オプティクスキャリアを左に傾ける スイッチを右に動かします

オプティクスキャリアの前後の傾きの調整

2

XX オプティクスキャリアがバランスするまでA軸をスイッチ（2）で動
かします。

オプティクスキャリアを後方へ傾ける A軸を前方に動かします
オプティクスキャリアを前方へ傾ける A軸を後方に動かします
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B ポジションでのオプティクスキャリアの前後の傾きの調整

3

XX オプティクスキャリアがバランスするまでB 軸をスイッチ（3）で動
かします。

オプティクスキャリアを後方へ傾ける B軸を前方に動かします
オプティクスキャリアを前方へ傾ける B軸を後方に動かします

手動バランス調整ができない場合は、アクセサリーの重量およ
び /または位置が許容範囲から外れている可能性があります。
XX アクセサリーの重量を許容範囲内まで増減する、および /ま
たは側方のアシスタントの位置を最適化してください。

8.7.4 D 軸のバランスの手動調整
手術用顕微鏡および装着したアクセサリーの重量は、カウンターウェイト
（1）でバランスされています。

顕微鏡に滅菌ドレープを取り付けた後、D軸のバランスの修正
が必要になることがあります。

D

D

1

XX ライブ画面上のクイックアクセスの「上h」と「下i」を用いてD軸
のバランスを修正します。

顕微鏡が重すぎる hを押します。
顕微鏡が軽すぎる iを押します。

アクセサリーの変更により重量が変わる場合は、D軸のウェイト
ディスクの数を変更してバランス調整を図ることができます（下
記参照）。
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あるいは、メインメニュー �オプション�設定�基本
設定の「上」および「下」を用いてこの構成を行うこともできます。

8.7.5 D 軸ウェイトディスクの交換

使用するアクセサリーによっては、ARveo 8のバランス調整がう
まく行えないことがあります。この場合は、D軸のウェイトディス
クを増減する必要があります。

注意

ウェイトディスクまたはカバーが落下して負傷する危険があります。
XX ウェイトディスクを交換する場合は、落として足などにケガ
をしないようディスクやカバーの取り扱いには十分注意して
ください。

XX 軸からカバー（3）を取り外します。

3

XX 六角ナット（4）を外します。

5

4

XX ディスク（5）を追加または取り外します。

D 軸カウンターウェイトディスクの個数 オプティクスキャリアの荷重

重 軽 最小 最大

2 0 6.7kg 10.0kg

2* 1* 7.3kg 10.8kg

2 3 8.6kg 12.2 kg

*標準構成

XX 六角ナット（4）をしっかり締め付けます。
XX カバー（3）を再度取り付けます。
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8.8 システムへのドレープ設置 
警告

感染の危険。
XX ARveo 8を使って顕微鏡下手術を行うときは、必ず操作部
滅菌カバーと滅菌ドレープを使用してください。

8.8.1 回転ノブ用カバー

使い捨ての滅菌ドレープを使用している場合でも、滅菌カバー
を取り付けてください。回転ノブがつかみやすくなります。

XX オートクレーブ滅菌したカバーを、倍率調節、作動距離調節、
AutoIris手動調節優先の各回転ノブに被せます。

XX アクセサリーにもオートクレーブ滅菌カバーを取り付けてください
（アクセサリーを使用する場合）。

8.8.2 フットスイッチ用カバー 

フットスイッチはビニール袋で包むと汚れません。

8.8.3 スタンド用滅菌ドレープ

使用できるのは、アクセサリーの章で説明した、検証済みの滅
菌ドレープだけです。

注意

感染の危険。
XX 滅菌ドレープが滅菌していない物に接触しないよう、スタン
ドの周囲には十分なスペースを確保してください。

注意

カウンターウェイトの落下により負傷する危険があります。
XX 滅菌ドレープを取り付ける前に、カウンターウェイトがしっ
かり固定されていることを確認してください。

XX CAN ハンドルの「全ブレーキ」機能を有効にして、スイングアーム
を伸長します。
XX 滅菌した手袋を着用します。
XX  すべての操作部滅菌カバーを取り付けます。
XX 滅菌ドレープを慎重にパッケージから取り出し、ARveo 8 手術用顕
微鏡およびスイングアームに被せます。
XX 保護グラス（オプション）を対物レンズに取り付けます。
XX 滅菌ドレープは付属のバンドで留めますが、きつく留めすぎないよ
うにしてください。ドレープをかけた状態でも装置が容易に動かせ
ることが必要です。
XX 装置がスムーズに動くかチェックしてください。

滅菌ドレープの製造元の指示に従ってください。

ドレープは、必ず保護グラス付きのものを使用します。

8.8.4 保護グラスの対物レンズへの取り付け
XX ARveo 8 のマーク（1）と保護グラス上のマーク（2）が一直線上に
並ぶように、滅菌した保護グラスを顕微鏡キャリアに装着します。

a

b

1

2

XX 保護グラスを（a）方向に上方のバヨネットマウントに差し込みます。
XX 保護グラスを（b）方向に回してはめ込みます。
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8.9 術者プロファイル 
8.9.1 術者プロファイルの選択 
「術者の選択」メニューは下記のように開くことができます。

• システムのスタートアップに続き、オートバランス調整の直後に
–または–
• 「手術終了」画面で「新規の手術」をタップした後
「車輪」状の図形から術者プロファイルを選択します。

1

23

5 件以上のプロファイルがあるときは、指でドラッグしてすべての有効
なプロファイルを見ることができます。プロファイルは術者の「名」の順
に配列されています。このリストは「エンドレス」で、最後の項目の次に
は最初の項目が続きます。プロファイルが4件以下であればドラッグの
必要はありません。
いずれかの項目をタップすると、その項目が中央に移動し、次の画面（ラ
イブ手術画面）が表示されます。
「デフォルト」（3）または「ライブ画面へスキップ」（1）をタップすると、
デフォルトの術者プロファイルが選択されます。デフォルト設定への変
更は直ちに適用されますが、保存はされません。すなわち、次回の手術
でこのデフォルトプロファイルを選択すると、再び工場出荷時の設定か
ら始めることになります。

プリセットプロファイル

「プリセットプロファイルを表示」（2）を押すと、インストールされてい
るライセンスに従ってプリセットプロファイルのリストが表示されます。

プリセット名 プリセット
の略語

プリセットに対する 
ハンドルの設定

インストールが 
必要なライセンス

_Vascular 
（血管）

VAS 左ジョイスティック：
• 左：GLOW800
• 右：ループ再生
• 下：直前のループ
• 上：空き
右ジョイスティック：

• デフォルト

「GLOW800」

_Vascular+IGS
（血管+IGS）

VA+ 左ジョイスティック：
• 左：GLOW800
• 右：ループ再生
• 下：直前のループ
• 上：空き
右ジョイスティック：
• 左：IGS1
• 右：IGS2
• 上：IGS3
• 下：IGS4

「GLOW800」

_Tumor 
（腫瘍）

FL4 左ジョイスティック：
• 左：FL400
• 上、下、右：空き

「FL400」

_Tumor+IGS 
（腫瘍+IGS）

FL4+ 左ジョイスティック：
• 左：FL400
• 上、下、右：空き
右ジョイスティック：
• IGS（上記参照）

「FL400」

_FL560 FL5 左ジョイスティック：
• 左：FL560
• 上、下、右：空き

「FL560」
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この利用法には2種類あります。

直接利用

この場合は、プロファイルを利用し修正することはできますが、ユーザー
設定を変更しても保存されることはありません。すなわち、次に同じプロ
ファイルを用いるときは、同じデフォルト設定が適用されます。これらの
プロファイルを選択すると、この旨を示すポップアップが表示されます。

コピーして利用

「プロファイルのコピー」機能を利用すれば、これらのプリセットのコ
ピーとして新しいプロファイルを作成することができます。次節を参照し
てください。

新規術者の作成

XX「新規術者プロファイルの作成」ダイアログで、少なくとも術者プロ
ファイルの必須項目、すなわち名（1）と一意的な3 文字略語（2）
を入力します。

1

2

5

4

3

XX 他の項目、すなわち姓（5）と、必要な場合プロファイルの不正な改
変を防ぐためのパスコード（4）を入力するかどうかは任意です。
XX「新規作成」（3）を押すと新しい術者プロファイルが作成され、「ラ
イブ手術」画面のタイトルバーに有効なプロファイルとして表示さ
れます。

既存の術者プロファイルのコピー

既存プロファイルのコピーとして新規のプロファイルを作成するには、
下記の手順を行います。
XX「術者の選択」ダイアログで「新規作成」（1）を押します。

1

XX「新規術者プロファイルの作成」ダイアログで、少なくとも術者プロ
ファイルの必須項目、すなわち名（1）と一意的な3 文字略語（2）
を入力します。

1

2

6

5

3 4

XX 他の項目、すなわち姓（6）と、必要な場合プロファイルの不正な改
変を防ぐためのパスコード（5）を入力するかどうかは任意です。
XX「コピー」（3）を押します。

既存のプロファイルのリストが表示されます。その先頭はデフォルトの
プリセットプロファイルとなっています。
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7

プリセットと既存の術者プロファイルの両方から選択できること
に注意してください。

XX コピー元を選択して「OK」（7）を押すか、またはアイコン でキャ
ンセルします。
XX「新規作成」（4）を押して新しいプロファイルを作成します。「ライブ
手術」画面ではこの新しい術者プロファイルが有効なものとしてタ
イトルバーに表示されます。

既存の術者プロファイルを変更したいとき（名称の変更やパス
コードの削除など）、新しいプロファイルをコピーとして作成し、
既存プロファイルを非表示にすることができます。

術者プロファイルへの変更の適用

選択した術者プロファイルを用いて「ライブ画面」での作業を続行でき
ます。プリセットまたはデフォルトのプロファイルが選択されていないと
きは、ユーザー設定に加えた変更をプロファイルに保存するかどうかを
尋ねられます。

1 2

保存しない、現在の使用
のみ（1）

設定は現在の手術には適用されますが、
次回にこのプロファイルを選択すると元の
設定に戻ります。

変更を保存する（2） 設定はシステムに保存され、このプロファ
イルを次に使用するときは、変更した設
定が適用されます。

術者プロファイルの無効化または再有効化

どのユーザーも、術者プロファイルを無効化または再有効化することが
できます。これを行うには「術者の選択」画面で「術者プロファイルの
管理」（1）を押します。

1

表示されるダイアログでプロファイルを選択し、切替えボタン（2）で無
効化または再有効化します。
無効化も再有効化も確認ダイアログ（3）で「OK」を押すことで確認する
必要があります。
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2

3

• 無効化されたプロファイルは、「術者の選択」画面の術者プ
ロファイルリストにも、コピー元としてのプロファイルリスト
にも表示されません。

• どのユーザーでも術者プロファイルを無効化または再有効
化できることに注意してください。

術者設定とシステム設定

設定のうち、術者設定として記憶され、術者プロファイルに保存
されるのは一部だけであることに注意してください。システム設
定は術者プロファイルには保存されません。システム設定は誰
でもいつでも変更でき、変更はどの術者プロファイルを選ぶか
に関係なく、すべてのユーザーに影響します。

術者プロファイルに保存されるのは下記の設定です。
• ハンドルの構成
• フットスイッチの構成
• 基本設定：

• 選択したブレーキのみ：頭蓋または脊椎
• 顕微鏡データ：オンまたはオフ（白色光および FL560 の場合
のみ）

• オートフォーカス：オンまたはオフ（白色光およびGLOWの場
合のみ）

• スピードスポット：オンまたはオフ（白色光、GLOW800および
FL560の場合のみ）

• 3Dディスプレイ：3Dまたは2D（3Dスタンドモニター構成時
のみ）

白色光のBrightCare は無効化できますが、次回のシステム起
動時にはデフォルトでオンになります。

• AR 接眼レンズ設定：
• 各GLOW800に対して：

 – 色（青、緑、疑似色）
 – 左眼（オフ、光学式＋デジタル）
 – 右眼（オフ、光学式＋デジタル、デジタルのみ）
 – 「光学式＋デジタル」の明るさ
 – 「デジタルのみ」の明るさ

• サードパーティ
 – 内視鏡（右眼のみ、両眼）
 – 明るさ-IGSをオーバーレイとして
 – 明るさ-IGS、デジタル内視鏡のみ

• 蛍光設定：
• 各GLOW800に対して：

 – 下側 /上側しきい値
 – 強度
 – 励起（このモードでは照明の開始値）
 – GLOWに対するBrightCare（GLOW800に対する設定と同じ）

• 各FL400/FL560に対して：
 – 励起（このモードでは照明の開始値）

• 表示画面の構成：
• 各GLOW800に対して：

 – 全画面、ピクチャーインピクチャー、サイドバイサイド
 – 疑似色画像に適用
 – モノクロ画像に適用

上記以外の設定はすべてシステム設定です。
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8.10 CAN ハンドルとフットスイッチの設定
ここでは、CANハンドルおよびオプションのフットスイッチについて、各
ユーザーごとの個別設定を行うことができます。
XX メインメニュー で�オプション�「ユーザー入力」（1）を選
択します。

1

XX「ユーザー入力」メニューで�「ハンドル」（2）または「フットスイッ
チ」（3）を選択します。

2 3

8.10.1 CAN ハンドルの構成 
XX 画面下部のメニューで左（1）または右（2）をタップします。

選択された「左ハンドル」または「右ハンドル」が緑色背景で示されます。
XX CAN ハンドル上の希望するボタンの選択フィールドをクリックし
ます。

1 2

CANハンドルでは下記の選択ができます。

基本

1

2
3
4

5

6
7

1 X/Y +/- 方向の移動 オプティクスキャリアの微調整 – 水平移動を有
効化

2 ランプ +/- ランプを明るくする（+）GLOW モードでは「励
起強度」に相当します。
ランプを暗くする（-）

3 倍率 +/- 倍率を増減します。

4 WD +/- 作動距離を増減します。接眼レンズでの焦点
を合わせます。

5 ビデオフォーカス +/- モニター像の焦点を合わせます。

6 同焦点ビデオ モニター像の焦点を合わせます（タップ 1 回）。

7 選択したブレーキのみ 選択したブレーキを解除します。
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8 10

10

9

8

「全ブレーキ」機能は常に左右のCANハンドルの後側スイッチ
（8）に割り当てられており、上書きや削除はできません。「選択
したブレーキのみ」機能はスイッチ（9）のみに割当て可能です。
作動距離および倍率ボタン（10）も上書きや削除ができません。

蛍光

3

21

FL560（3）、FL400（2）またはGLOW800（1）を有効 /無効にします。

記録

4 3

21

1 ビデオ録画 ビデオ開始 /停止

2 写真撮影 ライブカメラ画像を作成します。

3 直前のループ GLOW800 の場合のみ：
現在の手術での直前（時間的に）の GLOW ビデオルー
プを再生します。
最初の GLOW ビデオループまで繰り返し指定できます
（説明は 55ページ「ループ再生および直前のルー
プ機能」にあります）。

4 ループ再生 GLOW800 の場合のみ：
最後の GLOW ビデオループを再生します（説明は 
55ページ「ループ再生および直前のループ機能」に
あります）。

視野内表示

4 3

21

1 観察像表示 各 GLOW モードで接眼レンズ像のオン /オフを切り
替えます。

2 シャッター 各 GLOW モードでビデオ像表示とオーバーレイを
切り替えます。
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3 輝度 +/- ビデオ像表示ディスプレイの輝度を制御します。

4 顕微鏡データ 接眼レンズ視野内および画面上に顕微鏡データを
テキストとしてオーバーレイします。

サードパーティ

31 2

IGS1～ 4（1） ナビゲーションシステムで機能の割当てを定めます。各
機能はナビゲーションシステムに対する「リモートコン
トロール」です。

デフォルトの設定は下記のとおりです（42ページ「プリセットプロファ
イル」を参照）。
右ジョイスティック：
• IGS1 = 左
• IGS2 = 右
• IGS3 = 上
• IGS4 = 下
「内視鏡」機能（2）は、接眼レンズとスタンドモニターにおける内視鏡
の表示を有効化します（8.13.2「内視鏡」を参照）。

XX 希望する機能を選択して「確定」（3）で適用します。
選択した機能は選択フィールドに表示されます。

8.10.2 フットスイッチの構成 
XX フットスイッチ上の希望するボタンの選択フィールドをタップします。

次の選択メニューが開きます。

1

XX 希望する機能を選択して「確定」（1）で適用します。
選択した機能は選択フィールドに表示されます。
選択肢は、ブレーキを除いてCANハンドルの場合（8.10.1「CANハン
ドルの構成」を参照）と同一です。
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8.11 個人用設定 
「設定」メニューでARveo 8を用いる作業に必要なすべての設定を行う
ことができます。
XX メインメニュー で�「オプション」を選択します。

1

XX「オプション」メニューで�「設定」（1）を選択します。
次のメニューが表示されます。

2

「基本設定」ボタン（2）を押すと「基本設定」メニューが開きます。
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基本設定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 ランプ使用時間 ランプ1とランプ2を切替え
ランプ使用時間を表示
ランプ使用時間をリセットするにはリセットアイコン 使用
8.6「ランプのチェック」を参照

2 オートホワイトバランス ここではユーザーを問わずカメラ設定をリセットし、白色を白色として表示することができます。ライカアプリケー
ションの専門技術者がさらに微調整を行うことは可能ですが、追加的な承認が必要です。7.3.2「オートホワイト
バランス」を参照してください。
このボタンを押すと警告ダイアログが表示されます。表示される指示に従ってください。

3 選択したブレーキのみ 頭蓋と脊椎の手術種類に対応するブレーキを切り替えます（5.2.1「選択したブレーキのみ–脊椎」および5.2.2
「選択したブレーキのみ–頭蓋」を参照）。

4 顕微鏡データ* 顕微鏡データを画面に表示します（47ページ「視野内表示」の章を参照）。

5 アームのバランス アームのバランスを変化（上 /下）させます。8.7.4「D軸のバランスの手動調整」を参照。

6 オートフォーカス* オートフォーカスのオン /オフ

7 スピードスポット* ライカスピードスポットのオン /オフ（5.5「ライカスピードスポット（SpeedSpot）」を参照）

8 3D表示 3D画像と2D画像を切替え（7.3.3「3D4Kスタンドモニター」を参照）

9 ビデオフォーカス 上 /下によりモニター上の画像の焦点を合わせます（7.3.1「ビデオフォーカスの調節（オプション）」を参照）。「同
焦点」ボタンでビデオのファインフォーカスをリセットし、同焦点位置に戻します。

10 BrightCare ブライトケアプラスのオン /オフ（8.12.1「ブライトケアプラス（BrightCarePlus）」を参照）

* 蛍光モードによる制約については下表を参照してください。

スピードスポット
（SpeedSpot）

オートフォーカス 既定の限界値 作動距離と倍率の制限
（アクセス）

顕微鏡データ

白色光 ユーザー切替え ユーザー切替え – – ユーザー切替え

GLOW800 ユーザー切替え ユーザー切替え 6x
（作動距離 325mm にて）

「セールス」ユーザー（ア
プリケーションの専門技術
者）のみ設定可能。別途ロ
グインが必要

オフ

FL400 オフ オフ 7x
（作動距離 350mm にて）

オフ

FL560 ユーザー切替え オフ 8x
（作動距離 400mm にて）

ユーザー切替え
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8.12 その他の顕微鏡設定 
これらの設定は顕微鏡に関係づけられており、術者設定のカスタマイズ
ではありません。説明は45ページ「術者設定とシステム設定」に掲
載されています。

8.12.1 ブライトケアプラス（BrightCare Plus）

ブライトケアプラスはGLOWモードでも使用できます。
詳細は5.3.2「ブライトケアプラス（BrightCarePlus）」に記載
されています。

1

ブライトケアプラス機能で定義される最大輝度は、作動距離に依存しま
す。このため、作動距離を短縮すると、輝度は自動的に低下します。
ブライトケアプラスで設定できる最大輝度は網掛けで示した範囲（1）です。

ブライトケアプラスの有効化

XX ブライトケアプラスを有効化するには、下記の手順で基本設定メ
ニューを開きます。
メインメニュー �オプション�設定�基本設定
XX「基本設定」メニューで「BrightCare」（2）を選択します。

2

ブライトケアプラスの無効化

警告

眼の負傷の危険。
高輝度の照明ユニットの光源を間近から直視するのは、術者にとっても
患者にとっても危険です。
XX 最初は光源の光を弱めにしておき、その後、術者にとって
最適な照明の画像が得られる光量まで上げていくことを推
奨します。

XX「基本設定」メニューで�「BrightCare」（2）を無効化します。
その際、安全機能を無効にしてよいことの確認を求めるダイアログウィ
ンドウが開きます。
ブライトケアプラスをオフにしても、次のセッションでは有効となります。

「ブライトケアプラス」安全機能を再度有効にする
XX スイッチを元に戻します。
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8.12.2 ライカの承認を受けた要員による設定 
設定の中には、承認を受けた特定のユーザーグループ（パスワードは
各個人保有）以外は実行できないものがあります。
これに相当するのは下記のユーザーです。
• 病院 IT：病院内で 1 人。ユーザー全員を管理でき、患者情報へのア
クセスが可能、データの自動削除の設定および患者情報へのアクセ
スのパスワード保護の有効化 /無効化の権限を持つ

• ライカの承認を受けた要員（セールス担当者、アプリケーションス
ペシャリスト、サービス担当者など）

この取扱説明書には「病院 IT」の役割のみ詳細を記載しています（12
「病院ITユーザー」を参照）。

XX メインメニュー で�「オプション」を選択します。
XX「オプション」メニューで�「設定」（1）を選択します。

1

XX「設定」メニューで「サポート」ボタン（2）を押します。

2

次のメニューが表示されます。

3

病院内の 1 人が病院 IT へのアクセス権を持つ必要があります。この機
能はパスワードによって保護されています。

XX「担当を変更」ボタン（3）を押します。
ログインメニュー（ユーザー名とパスワード）が表示されます。
病院ITのパスワードは12.2「ユーザーの種類」に示されています。ユー
ザーが最初にログインしたとき、このパスワードを個人かつ装置専用の
ものに変更し、安全のために控えておく必要があります。
パスワードを入力すると、セールス、サービス、病院 IT の機能が有効
になり、ユーザーによるアクセスが可能となります。
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8.12.3 セールス
下記の機能には、ライカの専門技術者が別途アクセスしてログインしな
ければなりません。
• 正しい鏡筒と接眼レンズの設定
鏡筒や接眼レンズを交換したときは、システムが正しい倍率ファクター
を計算するために、この設定が必要です。
• ユーザーインターフェースでの言語の設定
• 日付と時刻の表示の設定
• フォーカス、倍率調節、XY 移動のためのモーター速度の調整
• ナビゲーションシステムの設定
• ズームレンジリミッター - 倍率の限界値の設定
• デジタルズーム：長方形の画面上に円形の接眼レンズ像の全体を
表示するか一部を表示するかの切替え

• HD と 4K の切替え
• 3D ビデオを左右別々のファイルとして 3D エクスポートする機能の
有効化

• 特別な蛍光設定（倍率やフォーカスの限界など）
• ビデオディスプレイの微調整
• 接眼レンズおよび画面上での GLOW 表示の 2D 較正GLOW の表示
が顕微鏡画像と一致しない、あるいは歪んでいるとき、較正が必要
です。

• DICOM エクスポートのセットアップ

8.12.4 病院 IT 

1

XX「病院IT」メニューで�「設定」メニュー（1）を選択します。
「設定」メニューで「自動削除」、「患者データ保護解除」、およびユーザー
管理機能を設定することができます（12.3.5「自動削除と患者情報の保
護」を参照）。
病院 ITに関するその他の情報が12「病院 ITユーザー」に掲載されて
います。

8.13 外部機器の接続 
8.13.1 ナビゲーションシステム（IGS） 

お使いのシステムとナビゲーションシステムとの適合性のチェッ
クをお取引ディーラーに依頼してください。

XX IGS 用のハンドルのプリセットを使用します（42ページ「プリセッ
トプロファイル」および48ページ「サードパーティ」を参照）。
XX 視野内表示の明るさを設定します（AR接眼レンズ設定�サード
パーティ）。

1 2

「サードパーティ」タブを用いて、接眼レンズ視野内に表示されるIGS（1）
および内視鏡（2）の明るさを確認することができます。

8.13.2 内視鏡

21

XX ハンドルをセットアップして内視鏡表示を有効にします（8.10「CAN
ハンドルとフットスイッチの設定」、機能�サードパーティを選択）。

視野内表示の設定

切替えスイッチ（1）で下記を切り替えます。
• 内視鏡像を右眼のみに表示
• 内視鏡像を両眼に表示
スライダー（2）を用いて内視鏡像の明るさを調整できます。
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8.14 蛍光製品のセットアップ 
この機能を利用するにはライセンスをインストールすることが必要です。
ライセンスの確認およびインストールに関しては14「ライセンス」を参
照してしてください。

8.14.1 GLOW800

お取引ディーラーが特別な承認を得て、さらに調整することが
可能です（8.12.3「セールス」を参照）。

表示画面の構成

このメニューはGLOWモードでの画面表示を構成するために使用します。

1

2
3
4
5

6

下記の表示を選択することができます。
• 全画面表示（1）：
 アイコン（2）を選択し、2 つのアイコン（6）の一方を全画面へドラッ
グ&ドロップします。

• ピクチャーインピクチャー表示：
 アイコン（4）を選択し、2 つのアイコン（6）の一方を全画面へドラッ
グ&ドロップします。

• サイドバイサイド表示：
 アイコン（3）を選択し、2 つのアイコン（6）の一方を全画面へドラッ
グ&ドロップします。 「入替え」ボタン（5）で両画像を入れ替えるこ
とができます。

ここに示した画像は例示のためのもので、実際の手術中の画像
とは無関係です。

AR 接眼レンズの設定

このGLOWタブは、それぞれのGLOWライセンスが有効な場
合のみ表示されます。

このメニューを用いて左接眼レンズ（1）と右接眼レンズ（2）の像を確
認することができます。

1 2

さらに接眼レンズでの表示を下記のように選択することができます。
• オフ：オーバーレイなし
• 光学+デジタル：顕微鏡像と AR 情報のオーバーレイ
• デジタルのみ：ビデオ画面表示 - 顕微鏡像は直接見ることができま
せん。

• CaptiView モジュールの設計の関係上、「デジタルのみ」は
右側のみ可能です。

• 「光学+デジタル」および「デジタルのみ」モードでは、ス
ライダーを用いて明るさを個別に調整することができます。

• 疑似色：GLOW モードでのカラー表示。
GLOW800タブのさらに詳しい説明が対応する取扱説明書に記載され
ています。
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蛍光設定

お取引ディーラーが特別な承認を得て、さらに調整することが
可能です（8.12.3「セールス」を参照）。

1 2 3 54

ここではGLOW800について下記の値を設定することができます。
• ランプ輝度の開始値（5）
• GLOW 表示の光量（4）
• GLOW 表示の上側（1）および下側（2）しきい値
• GLOW に対するブライトケアプラスのオン /オフ（3）
 GLOW でのブライトケアプラスを、白色光に対するブライトケアプラ
スの設定とは独立してオン /オフにすることが可能です（8.12.1 「ブ
ライトケアプラス（BrightCare Plus）」を参照）。この設定は術者プ
ロファイルに保存できます。

ループ再生および直前のループ機能

ハンドルまたはフットスイッチでに「ループ再生」および「直前のルー
プ」機能を割り当てることができます。この機能はGLOW800のみに関
連します。
「ループ再生」では、直近に記録されたGLOW800ビデオシーケンスが
スタンドモニター上で黄色枠内に表示されます。
ここでは疑似色シーケンスとモノクロシーケンスが並べて表示されます。
「直前のループ」では、先行するGLOW800ビデオシーケンスが逆の時
系列順で表示されます。最初に記録されたシーケンスに達した後は、ボ
タンを再度押しても変化がありません。

これに関する詳細についてはGLOW800 の取扱説明書を参照してくだ
さい。

8.14.2 FL400/FL560

蛍光設定

お取引ディーラーが特別な承認を得て、さらに調整することが
可能です（8.12.3「セールス」を参照）。

FL400/FL560については、ランプ輝度の開始値をここで設定できます。
これに関する詳細については FL400/FL560の取扱説明書を参照してく
ださい。
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9 手術中
手術中には下記の情報が画面に表示されます。
• メインメニューの呼出し（1）
• 患者名の表示（2）*
• ビデオ録画の開始（3）
• ライブカメラ画像の作成（4）
• 現在のモードの表示および切替え（モード切替えボタン）（5）
• 術者プロファイル名の表示（6）*
• データレビューアイコン：手術の終了とデータのエクスポート（7）
• クイックアクセスメニュー（8）

* 表示のみ

1 2 3 4 5 6 7

8

9.1 輝度の調整
照明の輝度は、タッチパネルモニター、フットスイッチ、CAN ハンドル
のいずれを用いても増減することができます。

9.1.1 CAN ハンドル /フットスイッチでの操作
ハンドルの構成（46 ページ参照）に応じて、CAN ハンドル /フットス
イッチの2つのボタンを使用してメイン照明の輝度を調節することがで
きます。

9.1.2 タッチパネルモニターの 
「メイン」メニュー画面での操作

21

ブライトケアプラスが有効になっている場合、クイックアクセス
メニュー（1）の網掛けのないフィールド（2）には、現在の作動
距離における輝度の最大の調整範囲が示されます。
輝度をグレーの領域の外に設定することは、ブライトケアプラ
ス機能を意図的に無効化しない限りできません。ブライトケア
プラスを無効化する方法については51 ページ「ブライトケ
アプラスの無効化」を参照してください。

輝度設定後に作動距離を短くすると、輝度が自動的に低減されます。
XX 半月形バー両端の+または–ボタンを押すか、ポジションを指で
ドラッグします。

–または–
XX 輝度調節バーの希望位置を直接押します。
作動中のメイン照明の輝度が変化します。

–または–
XX 値を直接押します。

• + または - ボタンをタップすると、輝度の値が 1 ずつ変化
します。指でボタンを押し続けると、値が 1 ずつ変化します。

• メイン照明は、スタンドの照明 ON/OFF ボタンで点灯 /消灯
できます。

• 照明が消えている時も輝度設定の表示は見ることができ
ます。

警告

眼の負傷の危険。
高輝度の照明ユニットの光源を間近から直視するのは、術者にとっても
患者にとっても危険です。
XX 最初は光源の光を弱めにしておき、その後、術者にとって
最適な照明の画像が得られる光量まで上げていくことを推
奨します。
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9.2 オプティクスキャリアの移動 
9.2.1 おおまかな位置決め
XX 両方のCANハンドルを握り、顕微鏡を保持してください。
XX 全ブレーキ解除ボタンを押し、顕微鏡の位置決めを行います。
XX ブレーキボタンを放します。

「全ブレーキ」および「選択したブレーキのみ」については5.2
「ブレーキ」を参照してください。

注意

ARveo 8 手術用顕微鏡は、不意に傾くことにより損傷する恐れがあり
ます。
XX ブレーキの解除はCANハンドルを持った状態で行ってくだ
さい。

9.2.2 精密な位置決め
XX CANハンドルのジョイスティック、またはフットスイッチのジョイス
ティックを使用してXYドライブを操作し、顕微鏡の位置決めを行い
ます。

9.3 作動距離（WD、フォーカス）の設定
作動距離はCANハンドルでもフットスイッチでも調整できます。

警告

レーザー光により眼を負傷する危険があります。
XX レーザー光を、直接、または間接的に反射させて眼に向け
ることはしないでください。
XX レーザー光を患者の眼に向けることは絶対にしないでくだ
さい。
XX レーザー光を直視しないでください。

現在設定されている作動距離はM530オプティクスキャリアの
表示部（1）で読み取れます。

1

警告

作動距離調節モーターの故障は、患者にとって危険です！
XX 作動距離調節モーターが故障した場合は、手動で作動距離
を調節してください。

作動距離の手動設定

警告

作動距離を誤ると、組織に重大な損傷をもたらす危険があります。
XX レーザーを使用するときは、必ず顕微鏡の作動距離をレー
ザー距離に合わせて設定し、顕微鏡の位置を固定してくだ
さい。
XX レーザーの使用中に作動距離の手動設定のための回転ノ
ブを操作しないでください。

注意事項
倍率調節モーターが破損する危険があります。
XX 作動距離調節モーターが故障したとき以外、作動距離を手動調節し
ないでください。

作動距離調節モーターが故障した場合は、回転ノブ（4）を使用して作
動距離を手動で調節できます。

4 3 2

XX 回転ノブ（4）を回して必要に応じて作動距離を調節します。

作動距離のロック / ロック解除

固定距離で手術を行う場合、あるいはレーザーを使用する場合
は、作動距離をロックすることが必要です。

XX ボタン（2）を押します。
黄色のLED（3）が点灯し、作動距離がロックされます。さらに、作動
距離がロックされている旨の警告がポップアップ表示されます。
XX ボタン（2）をもう一度押します。
黄色のLED（3）が消え、作動距離のロックが解除されます。
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9.4 倍率調節（ズーム）
倍率はCANハンドルでもフットスイッチでも調整できます。

警告

倍率調節モーターの故障は、患者にとって危険です！
XX 倍率調節モーターが故障した場合は、手動で倍率を調節し
てください。

現在の倍率設定は、M530 オプティクスキャリアの表示部（1）
で確認できます。

1

手動による倍率調節（ズーム）

注意事項
倍率調節モーターが破損する危険があります。
XX 倍率調節モーターが故障したとき以外、倍率を手動調節しないでく
ださい。

倍率調節モーターが故障した場合は、回転ノブ（2）を使用して倍率を
手動で調節できます。
XX 回転ノブ（2）を押し込みます。
XX 回転ノブを回して、希望する倍率に設定します。

2

9.5 蛍光モードの切替え 

警告

術者が FL 蛍光モードを選択するときなどに方向感覚を失うおそれがあ
ります。
XX 術者からの明確な要求がない限り、手術中にGUIのタッチ
パネルでモードを変更しないでください。

9.5.1 ハンドル /フットスイッチでの操作 
47ページ「蛍光」を参照してください。

9.5.2 タッチパネルでの操作
8.14.1「GLOW800」を参照してください。
ライセンスを受けた蛍光モードはタッチパネルで自由に選択できます
（14「ライセンス」を参照）。

1

2

XX モード切替えボタン（1）を押します。
メニュー（2）が表示されます。
XX 希望するモード（白色光モードを含む）をタップして選択します。

モードが完全に有効になるまでに数分の1秒かかることがあり
ます。
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10 内蔵録画システム 
10.1 画像のトリガー 
10.1.1 ハンドル /フットスイッチでの操作 
47ページ「記録」を参照してください。

10.1.2 タッチパネルでの操作
1 2

XX アイコン（1）を押します。
画面が白色に点滅します。

ライブ画像の写真が撮影され、保存されます。

10.1.3 画像数の表示
10.5.2「術中または術後のデータのエクスポート」の章を参照してくだ
さい。
XX 現在取得されている画像の数を見るには「データレビュー」アイコ
ン （2）を押します。

この画面から「ライブ手術」画面へはいつでも戻ることができます。

10.2 ビデオの開始 /停止 
10.2.1 ハンドル /フットスイッチでの操作 
47ページ「記録」の章を参照してください。

10.2.2 タッチパネルでの操作

ハードディスクが満杯に近づくと（空き容量20%）、データを削
除して空きスペースを増やすよう警告メッセージが表示されま
す。ハードディスクが満杯になると、これ以上ビデオ録画ができ
ない旨の警告メッセージが表示されます（10.6.2「エクスポート
の選択」を参照）。

XX アイコン（1）を押します。
録画が開始されます。録画時間が表示されます。

1 2

XX 録画を停止するには アイコン（1）を再度押します。

GLOWモードでは動画の取得が自動的に有効になります。これ
を手動でオフにすることはできません。

10.2.3 録画済みビデオ数の表示 
10.5.2「術中または術後のデータのエクスポート」を参照してください。
XX 現在録画されているビデオ数を見るには「データレビュー」アイコ
ン （2）を押します。

この画面から「ライブ手術」画面へはいつでも戻ることができます。
ハードディスクが満杯に近づくと（空き容量20%）、データを削除して
空きスペースを増やすよう警告メッセージが表示されます。ハードディ
スクが満杯になると、これ以上ビデオ録画ができない旨の警告メッセー
ジが表示されます（10.6.2「エクスポートの選択」を参照）。



内蔵録画システム

60 ARveo 8 / 注文番号 10 747 991 / バージョン 01

10.3 術中の画像およびビデオのレビュー 
XX「データのエクスポート」ボタン（1）を押します。

1

次のメニューが表示されます。

2 3

XX「匿名」チェックボックス（2）をタップします。
現在の患者の氏名を明示したいときは10.4「エクスポート時の患者名
の明示」を参照してください。
XX「プレビュー＆エクスポート」ボタン（3）を押します。

XX プレビューしたい画像またはビデオを選択します。

次のメニューが表示されます。

4

XX 現在のビデオ /画像をスタンドモニターに表示させるには、ボタン
（4）を押します。

この場合、ビデオ /画像はタッチパネルに全画面表示されると共に、ス
タンドモニターに黄色枠付きで表示されます。

「戻る」ボタンを用いて「手術の終了」画面に戻り、さらに アイコン
を用いて「ライブ手術」画面に戻ることはいつでも可能です。
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10.4 エクスポート時の患者名の明示 

注意

患者の個人情報の侵害の危険。
患者の個人情報の侵害は、HIPAA法違反に当たります。完全性
を確保するために、所定の手順を踏む必要があります。
XX 患者データと患者の個人情報を不正アクセス /不正使用か
ら守るための対策を講じます。
XX 患者の識別情報が表示されている間は、システムから離れ
ないようにします。
XX 患者データを外部記憶装置にエクスポートするときは、装
置のセキュリティを確保するための措置を講じます。
XX 患者データは、安全な長期的保管場所に定期的にアーカイ
ブする必要があります。

コンピュータウイルスによる ARveo 8 システムの損傷の危険
XX システムをネットワーク、サムドライブ、その他の装置に接
続するときはコンピュータウイルスがシステムに入り込む危
険があるため、注意してください。

手術の後、データをエクスポートするときに患者情報を入力することが
できます。そのためにはビデオまたは画像が少なくとも1 つ記録され
ていることが必要です。
XX「データのレビュー」アイコン （1）を押します。

1

次のメニューが表示されます。

2 3

XX「プレビュー＆エクスポート」ボタン（3）を押します。
この場合「匿名」チェックボックス（2）にはチェックを入れません。
これで患者情報の入力が可能になります（10.5.6「患者名を明示したエ
クスポート（DICOM非装備）」を参照）。あるいはDCOMへのエクスポー
トが有効であれば、モダリティワークリストから患者を選択することもで
きます（10.5.7「DICOMエクスポート」を参照）。
ログインが必要な場合があることに注意してください（12.3「ユーザー
管理の有効化」を参照）。
その後「ライブ手術」画面に戻ることができます。

患者データを入力するときはログインが必要です。ただしユー
ザー管理においてこの機能がシステム全体に対してオフにされ
ている場合を除きます。通常は患者データへのアクセスはプラ
イバシー保護のためプロテクトされています。
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10.5 データのエクスポート 

患者情報を不正アクセスから保護するため、個人としてのログ
インを利用してください。
2つのワークフローが影響を受けます。
• 「手術終了」画面からの患者情報を伴うエクスポート（10.5.6 
「患者名を明示したエクスポート（DICOM 非装備）」および 

10.5.7 「DICOM エクスポート」を参照）
• 「すべての手術」からの患者情報のエクスポート（10.6 「以
前の手術データのレビュー /エクスポート」を参照）

10.5.1 「術中のエクスポート」と 
「以前の手術データのエクスポート」

XX 現在の手術のデータをエクスポートするには、「データのレビュー」
アイコン をタップし、ついで「プレビュー＆エクスポート」を選
択します。
XX 既に記録された手術データのエクスポートは下記の手順で行い
ます。
メインメニュー  �オプション�記録済み手術

患者データを入力するときはログインが必要です。ただしユー
ザー管理においてこの機能がシステム全体に対してオフにされ
ている場合を除きます。通常は患者データへのアクセスはプラ
イバシー保護のためプロテクトされています。

10.5.2 術中または術後のデータのエクスポート 
下記3つのワークフローのいずれかを選択します。
• USB または Windows 共有ドライブへの匿名エクスポート（10.5.5 
「匿名データのエクスポート（USB または共有ドライブ）」を参照）

• USB または Windows 共有ドライブへの患者名を明示したエクス
ポート（10.5.6 「患者名を明示したエクスポート（DICOM 非装備）」
を参照）

• DICOM エクスポート（10.5.7 「DICOM エクスポート」を参照）

患者情報へのアクセスを保護するログイン手順は無効化できま
す。この無効化は病院ITユーザーが実行できます。12「病院IT
ユーザー」を参照してください。この場合、病院は、顕微鏡にア
クセスできるのは患者情報へのアクセスを許可されている人に
限ることを保証する責任を負います。

「ライブ手術」画面右上の「データのレビュー」アイコン をタップす
ると、作成されているビデオと画像の最新のリストが表示されます。

画面右上のアイコン をタップするとこの画面が終了します。
現在録画中のビデオはリストに表示されないことに注意してく
ださい。それ以外のデータは直ちにエクスポートすることがで
きます。

10.5.3 データのエクスポート先 
エクスポート先は下記のグループのいずれかに属するものとなります。
• USB ドライブ
• 病院内の共有ネットワークドライブ
• DICOM のノード

USB ドライブは、データが保存可能であれば形態を問いません（ソ
リッドステートまたはハードディスク）。高速の転送にはUSB3.2Gen1
（USB3.0）準拠のものが必要であることに注意してください。このことは
ビデオデータファイルのエクスポートで特に重要です。
病 院 内 共 有 ネットワークドライブとしては、院内ネットワーク内の
Windows共有フォルダーがあります。このセットアップについてはサー
ビスプロバイダーに相談してください。この場合、データにアクセスす
るにはイーサネットケーブルによる接続が必要になります。
DICOM のノードを利用すると、画像および動画をDICOM 形式で
DICOMストレージ装置にエクスポートできます。このセットアップは病
院 ITとライカマイクロシステムズの担当者が行います。患者データを
DICOMストレージPACSに保存することが可能になります。ただし、事
前にモダリティワークリストから患者を選択しておくことが必要であり、
またそのための設定も必要です。DCOM へのエクスポートを利用する
には、DICOMライセンスを購入し、インストールし、設定を済ませてお
く必要があります。DICOM エクスポートの項（28 ページ）も参照して
ください。

10.5.4 録画データのレビュー、削除、選択および
エクスポート 

この中間段階にアクセスするにはいくつかの方法があります。匿名、氏
名明示、DICOMエクスポートから-下記参照。
開くメニューには、左側タブにすべてのビデオデータ（1）、右側タブに
すべての画像（3）が示されています。

1 2 4 53
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• ビデオを「ビデオ」タブから、画像を「画像」タブからそれ
ぞれ選択します。選択した項目の番号がタブ最上部に、利
用可能な全項目数と並んで表示されます。

• 表示される日付は手術開始日です。開始日の定義は、顕微
鏡の起動後、または「手術終了」画面の「新規手術」のタッ
プ後に、「術者プロファイルの選択」画面を最初にタップし
た日です。

• 手術がその日の午後 12 時前に始まり、12 時過ぎに動画 /
画像が作成された場合でも、日付は手術開始日となります。

サムネイルの並べ替え

サムネイルは下記のように並べ替えることができます（5）。
• モードによる - GLOW ビデオがリストの最初に来ます。
• 時間によって

-または
• 「2D/3D」によって

選択した項目の削除 

XX「削除」（2）を押します。
選択した項目が削除されます。
このとき確認ダイアログが表示され、確認を求められます。
削除した項目は復元できないことに注意してください。

エクスポートの選択 

XX「エクスポートの選択」（4）を押します。
「ターゲットを選択」画面が表示されるので、エクスポート先を選択します。
エクスポート先として選択できる3 種については62ページ「データ
のエクスポート先」を参照してください。
XX リストからエクスポート先ドライブを選択し、確認します。

USBおよびネットワークドライブの場合には次の画面が表示されます。
エクスポートの進捗状況が示され、エクスポートが完了するとその旨が
表示されます。

エクスポートの中止

画面右上のアイコン  、「戻る」ボタン、または画面左上の「メインメ
ニュー」ボタン のいずれかを押すことで、エクスポートをいつでも中
止することができます。
このとき、エクスポートを本当に中止するか、中止せず続行するかの確
認を求められます。
XX 必要に応じて「ライブ手術」画面に戻るか、エクスポートを続行し
ます。
XX エクスポートが終了すると「新規手術」画面が開き、新規の患者に
対する新規の手術を開始することができます。10.5.8「新規手術の
開始」を参照してください。

XX 希望するエクスポート先を選択して「確認」（1）を押します。
たとえばUSBドライブの場合：

1

次の画面が現れ、緑色のバーでエクスポートの進捗状況が示されます。

データが保存中です。患者名の明示を選択しているとき（「匿名」チェッ
クボックスがチェックされていない）、患者名が表示されます。そうでな
いときは「匿名」が患者名として表示されます。
エクスポートが終了すると次の概要画面が表示されます。

2

XX「戻る」ボタン（2）または   アイコンを押すと「ライブ手術」画面
に戻ります。
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10.5.5 匿名データのエクスポート（USB または
共有ドライブ）

USBドライブまたはWindows共有ドライブへの匿名エクスポートに関
する情報は7.4「動画と画像のエクスポートのカスタマイズ /準備」に掲
載されています。

1 2

XX「匿名」チェックボックス（1）にチェックが入っていることを確認して
ください。
XX「プレビュー＆エクスポート」（2）を押します。
XX エクスポート先としてUSBまたはWindows共有ドライブをを選択
します（63ページ「エクスポートの選択」を参照）。

10.5.6 患者名を明示したエクスポート（DICOM 非装備） 
XX「匿名」（1）にチェックを入れずに「プレビュー＆エクスポート」（2）
を押します。

1 2

• 場合によってはログインが必要です（12.3 「ユーザー管理
の有効化」を参照）。

3

DICOMエクスポートが有効化されていなければ（下記参照）、患者の氏
名、患者 ID、性別、生年月日を含む新しい患者記録を作成することがで
きます。
患者の姓名は必須フィールド、生年月日、患者 ID、性別は任意フィール
ドです。
XX 患者情報を入力します。
XX「OK」ボタン（3）で確認します。

サムネイルによる一覧が表示されます（10.5.4「録画データのレビュー、
削除、選択およびエクスポート」を参照）。
続くエクスポート手順の中でUSBドライブまたはWindows共有ドライ
ブを選択します。
Windows 共有ドライブを用いたときは、エクスポートされたデータの
フォルダー名に患者名と手術日が含まれます。
「ライブ手術」画面に戻ると、この時点で既知となっている患者名がタイ
トルバーに表示されます。
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USB へのエクスポート時の考えられるエラー

理由 メッセージ

USB ドライブの空き容量不足 ターゲットドライブに十分な空き容量がありません。
XX ターゲットドライブの空き容量を増やし、再試行してください。

書き込みアクセスの拒否 ターゲットドライブにエクスポートできませんでした。
XX 書込み権限を確認の上、再試行してください。

エクスポート中のドライブの遮断 ターゲットドライブにエクスポートできませんでした。
XX ドライブ接続をチェックし、再試行してください。

破損ファイル 破損ファイルにより、データをエクスポートできませんでした。
XX 病院ITまたはライカマイクロシステムズに相談してください。

上記以外のエラー データをエクスポートできませんでした。
XX 病院ITまたはライカマイクロシステムズに相談してください。

Windows 共有ドライブへのエクスポート時の考えられるエラー

エラーコード 理由 メッセージ

750c 権限なし、または設定の誤り ターゲットドライブにエクスポートできませんでした。
XX 病院ITサポートに連絡してください。

750d ディスクが満杯、または割当て設定の誤り ターゲットドライブにエクスポートできませんでした。
XX 病院ITサポートに連絡してください。

破損ファイル 破損ファイルにより、データをエクスポートできませ
んでした。
XX 病院 ITまたはライカマイクロシステムズに相談
してください。
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10.5.7 DICOM エクスポート

• この機能を利用するには DICOM ライセンスをインストール
する必要があります。 

 ライセンスの確認およびインストールに関しては 14.2 「ラ
イセンス」を参照してください。

• 場合によってはログインが必要です（8.12.3 「セールス」を
参照）。

• 「匿名」チェックボックスにチェックが入っているときは 
DICOM エクスポートはできません。

XX「匿名」（1）にチェックを入れずに「プレビュー＆エクスポート」（2）
を押します。

1 2

• 場合によってはログインが必要です（12.3 「ユーザー管理
の有効化」を参照）。

DICOMライセンスを購入・インストールし、有効化し、かつモダリティ
ワークリストのノードが定義されていれば、定義された「モダリティワー
クリスト」からデータを引き出すダイアログが表示されます。

この点について支援が必要なときは病院 IT またはお取引
ディーラーに相談してください。

1

希望する患者がリストに含まれていれば、項目をタップして選択します。
画面左上のバーの患者名が選択した患者名に変わります。
リストにエラーメッセージが表示されたときは、まず顕微鏡が病院ネッ
トワークに、イーサネットケーブルで物理的に接続されているかどうか
を確認してください。
接続が正常でもメッセージが表示される場合は、病院ITとお取引ディー
ラーに相談してください。
希望する患者名がリストに示されないときは、病院 ITとお取引ディー
ラーに相談してください。患者名がリストに表示されるためには、その
旨を登録しておく必要があることに注意してください。
XX 10.5.5「匿名データのエクスポート（USBまたは共有ドライブ）」に
記載されているワークフローに従ってください。
XX エクスポート先として、設定されているDICOMノードを選択します。
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「患者の作成」ボタン（1）を押して、患者の氏名、患者 ID、性別
および生年月日を入力して患者記録を作成することも可能です。
XX 10.5.6「患者名を明示したエクスポート（DICOM 非装備）」
に記載されているワークフローに従ってください。

ただしこの場合はDICOMストレージへはデータをエクスポート
できないことに注意してください。

• エクスポートのダイアログには、エクスポートされるデータ
の全サイズと、顕微鏡に保存できるビデオ録画の推定残り
時間が表示されます。

• エクスポート先ドライブの空き容量は表示されないことに注
意してください。

• DICOM エクスポートの場合は、エクスポートされるデータの
容量は DICOM の変換プロセスにより変化するため表示され
ません。

同じダイアログで下記の選択ができます。
• 「新規の手術」をタップして手術を再開
• 「エクスポート」を用いて再度エクスポート（匿名も氏名明示も可能、
必要ならば「匿名」を使用）

前の段階で患者名を定義していると、この段階で同じ患者の氏名を変
更することはできません。
氏名を明示している患者をこの段階で匿名としてエクスポートすること
は可能です。
XX エクスポートしようとするビデオ、画像を選択します。

GLOWビデオはペアとして（GLOWとモノクロ）選択されます。
そのためタイムスタンプが同一となります。

XX 選択の後、「エクスポートの選択」ボタンを押します。
サムネイルによる一覧が表示されます（10.5.4「録画データのレビュー、
削除、選択およびエクスポート」を参照）。
エクスポート手順の中で、設定されたDICOMのエクスポート先を選択
し、10.5.5「匿名データのエクスポート（USBまたは共有ドライブ）」の
ワークフローに従って進みます。
DICOMのエクスポート先が見当たらないときは、病院 ITおよびお取引
ディーラーに相談してください。
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DICOM エクスポート時の考えられるエラー

エラーコード 理由 メッセージ

7601 DICOM ストレージノードのリソース（ディスク空き容量など）
不足のため、データがエクスポートできないと通知されました。

DICOM ストレージノードに問題があるため、ファイルを DICOM ノー
ドにエクスポートできませんでした。
XX 別のDICOM保存場所を使用するか、病院ITサポートに連絡して
ください。

7602 DICOM ストレージノードに自動修復できない問題があるため、
データがエクスポートできませんでした。

DICOM エクスポートの実行中にエラーが発生しました。
XX 病院ITサポートに連絡してください。

7603 サービスネットワークの品質または接続に問題があるため、エ
クスポートが停止されました。ネットワーク経路上に問題があ
るかもしれません。

ネットワークの中断により、ファイルを DICOM ノードにエクスポート
できませんでした。
XX 顕微鏡へのネットワーク接続をチェックしてください。 
ネットワークが回復すればDICOMエクスポートが自動的に再開
されます。

7605 ストレージノードが、選択したファイル形式または顕微鏡に対
応する転送構文に適合しません

選択したファイルタイプを DICOM ノードにエクスポートできませんで
した。
XX 病院ITサポートに連絡してください。

7604 * リクエストの適合性（ポート変更、AE タイトル変更など）の問
題のため、患者情報のクエリが完了できないことが MWL ノー
ドから通知されました。

MWL から患者情報を取得できませんでした。
XX 顕微鏡へのネットワーク接続をチェックし、クエリを再試行してく
ださい。
XX 問題が解決しないときは、病院ITサポートに連絡してください。
XX MWLクエリが正しく実行されない問題。
XX 詳細についてはDICOMログを参照し、問題を解消してから再試
行してください。

7600 * 電源またはネットワークの復旧後、DICOM エクスポートが再開
されました。

データをエクスポートできませんでした。
XX 病院ITまたはライカマイクロシステムズに相談してください。

DICOM エクスポートは自動的に再開され、操作は不要です。

利用できる DICOM のスペースが減っています DICOM ストレージノードに問題があるため、ファイルを DICOM ノー
ドにエクスポートできませんでした。
XX 別のDICOM保存場所を使用するか、病院ITサポートに連絡して
ください。

DICOM ファイル形式のエラー DICOM エクスポートの実行中にエラーが発生しました。
XX 病院ITサポートに連絡してください。

DataContext がサポートされていません。 選択したファイルタイプを DICOM ノードにエクスポートできませんで
した。
XX 病院ITサポートに連絡してください。

DICOM ネットワークの品質 ネットワークの中断により、ファイルを DICOM ノードにエクスポート
できませんでした。
XX 顕微鏡へのネットワーク接続をチェックしてください。

ネットワークが回復すれば DICOM エクスポートが自動的に再開され
ます。

* 問題リストのみ
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10.5.8 新規手術の開始 

1

手術エクスポート画面で、いつでも「新規手術」（1）をタップすることが
できます。
「新規手術」（1）をタップしたときに録画が継続中、または蛍光モード
がなお有効であると、続行する前に録画や蛍光モードを停止することを
確認するように求められます。続いて「術者の選択」画面が表示されます。
新たに作成されるビデオ /画像データは、すべてこの時点のタイムスタ
ンプを手術開始時刻とする新規の手術記録としてまとめられます。
このデータは匿名でも患者名を明示してもエクスポート可能です。

10.6 以前の手術データのレビュー /
エクスポート 

XX 既に記録された手術データをエクスポートするには、下記にアクセ
スします。
メインメニュー  �オプション�記録済み手術（1）

1

前回のログインから20分以上が経過している場合のみログイ
ンが必要です。

XX 必要ならばログインします（12.3「ユーザー管理の有効化」を参照）。
過去に記録された手術のリストが表示されます。

2 3

4

リストには記録（ビデオ /画像）の保存されている手術すべてが含まれ
ます。リストには手術開始の日付と時刻、患者名、術者プロファイル名、
患者 ID、記録されたデータのサイズ（GB 単位）が示されます（4）。す
べてのフィールドで並べ替えが可能です。項目をタップすることで複数
項目の選択あるいは選択解除が可能です。これは左側のチェックボック
スで示されます。最後にタップした項目のみハイライトされます。

10.6.1 選択した項目の削除 
XX「削除」（2）を押します。

選択した項目が削除されます。
このとき確認ダイアログが表示され、確認を求められます。
削除した項目は復元できないことに注意してください。この患者に関す
るビデオ、画像、個人情報を含むすべてのデータが削除されます。
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10.6.2 エクスポートの選択 
XX「エクスポート」（3）を押します。

1 件の手術のみを選択したときはサムネイル一覧が表示され、1 人の
患者のデータの選択とプレビューができます。
複数件の手術を選択したときは、これらの手術データがすべてエクス
ポートされ、特定のビデオ /画像を選択することはできません。この場
合、「エクスポート」を押して次に表示される画面は「ターゲットを選択」
画面となります。
複数を選択すれば、すべてをエクスポートすることができます。10.5.5
「匿名データのエクスポート（USB または共有ドライブ）」および

10.5.6「患者名を明示したエクスポート（DICOM非装備）」の章の説明
に従って進めてください。

10.7 データ管理
ハードディスク上のデータの管理は病院の責任です。システムのハード
ディスクの容量は2 TBです。ハードディスクからのデータの削除は手動
でも自動でも可能です。
XX 既に記録された手術データをエクスポートするには、下記にアクセ
スします。
メインメニュー  �オプション�記録済み手術
XX 必要に応じてログインします。

利用できるデータ量が画面に表示されます（1）。

1

バーの色がステータスによって変化することに注意してください。赤色
ならば、これ以上のデータの追加はできません（10.6.2「エクスポート
の選択」を参照）。GLOW800モードでも、この場合はGLOWループの
自動記録は行われません。
ディスクの空きスペースの管理には2つの方法があります。

手動削除

（10.6.1「選択した項目の削除」を参照）
削除する手術を選択します。手術データはディスクスペースで並べ替え
できることに注意してください。削除は恒久的であることに注意してくだ
さい。削除されたデータは復元できません。削除後のディスクの空き容
量はインジケーターバーで知ることができます。

自動削除

（8.12.4「病院IT」を参照）
自動削除の機能を設定しておくこともできます。これはシステム上の
古いデータから順に削除することで、ハードディスク容量の少なくとも
20%を空けておくようにする機能です。この機能の設定には「病院 IT」
担当の特別な承認が必要です。

画面下部のディスク状態インジケーターにより、顕微鏡のハードディス
クの使用状況が示されます。インジケーターはディスクの使用領域が
80% に達するまでは灰色です。これを超えてからデータの追加記録が
不可能になるまでは、インジケーターはオレンジ色になります。追加不
可能になるとさらに赤色になります（下図参照）。

この状態でも進行中の手術は継続できますが、ビデオ録画また
は画像の記録は、手動でもハンドル /フットスイッチを用いても
開始できません。

GLOW手術では記録機能が自動的に有効になります。ディスクの空き容
量が10%以下になると、この機能は無効になります。
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11 手術後
11.1 移動用ポジション
XX「全ブレーキ」ボタンを押して、ARveo 8を移動用ポジションにセッ
トします。

注意事項

XX ビデオモニターがスタンドのアームに接触しないように注意してく
ださい。

XX 11.2「手術用顕微鏡のシャットダウン」の説明に従ってシステムを
シャットダウンします。
XX 電源ケーブルを抜きます。
XX フットスイッチを使用したときは、スタンドに格納します。

11.2 手術用顕微鏡のシャットダウン
XX 照明スイッチで照明を消灯します。
XX 手術用顕微鏡を移動用ポジションにセットします。
XX 手術用顕微鏡のメインスイッチをオフにします。

注意事項

コンピュータは電源を切った後も、システムを正しくシャットダウンする
ために短時間稼働しています。

12 病院 IT ユーザー 
12.1 基本的事項
ARveo8顕微鏡はプライバシーとセキュリティに関する最新の規格に適
合しています。
このため、装置のある種の機能にアクセスするためには、個人および機
器に固有のパスワードが必要となります。

システムのセットアップと使用のための基本的なワークフロー
はパスワードがなくても利用できます。

これによって同時に、すべての医療提供者に対するデータ保護の要件
にも適合することとなり、患者の個人情報へのアクセスはすべて追跡可
能となります。
したがって、システム所有者である病院は、特定のアクセス権を持つ人
員すべてに対する唯一の監督権を持ちます。システムの引渡しおよび
セットアップの際に、機器固有のシステムパスワードを設定し、控えを
安全に保管します。

注意事項
データ保護要件への違反の危険
XX 安全上の理由により、このパスワードは病院スタッフのうち特に訓
練と承認を受けた1人または2人のみ利用可能としてください。

パスワードのリセットは、病院ITユーザーまたはライカマイクロシステ
ムズのみが行えます。
パスワードが既知であれば、病院IT担当がリセットできます。
パスワードを忘れたときは、ライカマイクロシステムズがリセットする
ことができます。この操作は作業中には行えません。この操作を行うた
めには、進行中の作業をすべて中断する必要があります。

システムパスワードを持つ「病院 IT」ユーザーは、顕微鏡の保護領域に
アクセスし得るユーザーを監督する特別な役割を担います。病院 ITは
新規ユーザーを作成し、ユーザーを無効化し、パスワードをリセットす
る権限を持ちます。また、「自動削除」および「ログインのリセット」機
能の有効化 /無効化にもシステムパスワードが必要です。
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12.2 ユーザーの種類 
システムで定義されている担当は下記のとおりです。

担当 デフォルトパスワード *） 機能

すべてのユーザー
（パスワードなし）

– • システムの起動
• オートバランス調整
• 術者プロファイルの選択、作成、コピー、無効化、再有効化
• ハンドルおよびフットスイッチの機能の変更
• 基本機能の変更
• 手術中のビデオおよびカメラ画像の作成および保存（匿名のみ）

臨床 Leica_EasySurgery 患者個人情報（氏名、患者 ID、生年月日）および対応する画像情報へのアクセス
これは下記の作業に関連します。

• システムへのデータ入力
• 画像情報（ビデオ録画およびカメラ画像）および患者氏名の外部記憶装置へのエクスポート
• このデータの削除（ビデオ /カメラ画像を個別に、またはグループとして）
ここで保護されている患者情報にはライカの担当者も、「病院 IT」ユーザーの許可なくアクセスすることはできま
せん。

病院 IT Leica_WhoHasAccess • 新規ユーザーの作成
• パスワードのリセット
• 作成済みユーザーの無効化 /再有効化

* このパスワードは最初のログインの際にのみ有効です。その後は個
別に変更する必要があります。
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12.3 ユーザー管理の有効化 
12.3.1 新規ユーザーの作成 
XX 病院 ITメニューを呼び出します（8.12.2「ライカの承認を受けた要
員による設定」を参照）。
XX 病院ITメニューで「ユーザー管理」メニュー（1）を呼び出します。

1

2

XX「新規ユーザー作成」ボタン（2）を押します。
次のメニュー画面が開きます。

3 4 75 6

XX 新規ユーザーの担当を、臨床（3）、セールス（5）、サービス（7）か
ら選びます。

「病院IT」担当はシステム上に1人しか存在できません。

XX システムで使用されていないユーザー名（4）を入力します。
XX「Enter」（6）で確定します。

新たに作成したユーザーがリストに表示されるようになります。

12.3.2 デフォルトパスワードによる初回使用 
新規ユーザーが初めてシステムを使用するときは、表に示したデフォル
トパスワードを使用しなければなりません（12.2「ユーザーの種類」を
参照）。続いて表示されるプロンプトに従い、新しい個人パスワードを
入力し、さらに同じパスワードを繰り返し入力します。

パスワードとしては、大文字、小文字、数字、特殊文字をそれぞ
れ1文字以上含み、かつ全体が8文字以上の安全なものを使
用してください。
これらのパスワードをデフォルトパスワードにリセットすること
は、病院ITだけができます。

画面右上のアイコン   をクリックすることで、この入力を延期するこ
とができ、次回のログインでプロンプトが出ます。
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12.3.3 パスワードのリセット 
ユーザーがパスワードを忘れた場合、または不正なパスワードを繰り返
し入力したためにシステムが無効となった場合は、「病院 IT」ユーザー
がパスワードをリセットすることができます。
例外：無効化されたユーザーのパスワードはリセットできません。
XX 病院 ITメニューを呼び出します（8.12.2「ライカの承認を受けた要
員による設定」を参照）。
XX 病院ITメニューで「ユーザー管理」メニュー（1）を呼び出します。

1

XX 次のメニューが表示されます。

2

XX 該当するユーザーの「パスワードのリセット」アイコン （2）を押
します。

3

XX リセットアイコン （3）を押します。
パスワードのリセットが確認されます。

XX 12.3.2「デフォルトパスワードによる初回使用」に記載の方法で新し
いパスワードを作成してください。

新規パスワード作成のプロンプトは、ユーザー名とデフォルトパスワー
ドを入力した後、新規パスワードが初めて必要になるまで表示されませ
ん。このような場合として次の2つがあります。
• 臨床ユーザー：「すべての手術」を有効化したとき、または患者名
を明示したエクスポートを行うとき

• 病院 IT（セールス /サービスも同様）：「サポート」画面の「担当を変
更」ボタンを押したとき

12.3.4 ユーザーの有効化と再有効化
病院 ITユーザーは、作成したユーザーを無効化すること、および後で
再有効化することができます。
例外：「病院IT」ユーザーを無効化することはできません。
XX「ユーザー管理」メニューで、該当するユーザーについて「無効にす
る /有効にする」をタップします（1）。
XX 続くメニューウィンドウのいずれかで有効にする（2）/無効にする（3）
を確認します。

1
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2

3

12.3.5 自動削除と患者情報の保護 
XX 病院 ITメニューを呼び出します（8.12.2「ライカの承認を受けた要
員による設定」を参照）。
XX「病院IT」メニューで「設定」メニュー（1）を呼び出します。

1

次のメニューが表示されます。

2

3

自動削除（2）

「自動削除」機能は、利用できる空き容量が記憶容量の20%（下限値）
となったときにデータを自動的かつ不可逆的に削除します。

したがってこの施設のこの装置のデータ管理の責任は病院 IT
担当が負うことになります。

患者情報の保護（3）

無効にする（スライダーを左にする）と、患者の保護された医療情報に
すべてのユーザーがアクセスできるようになります。



病院ITユーザー

76 ARveo 8 / 注文番号 10 747 991 / バージョン 01

12.4 術者プロファイル 

術者プロファイルはユーザー管理の一部としては扱われません。
どのユーザーも、パスワードを入力することなく新しい術者プロ
ファイルを作成すること、その過程で既存プロファイルをコピー
すること、プロファイルを無効化および再有効化することができ
ます。そのために「病院IT」がアクセスする必要はありません。

術者プロファイルのパスコードを忘れたときは、既存のプロファイルを
コピーして新しいパスコードを設定することで、新しいプロファイルが
作成できます。
用語説明：

パスコード 術者プロファイルには何らの制約も加えられないた
め、これに対しては「パスコード」の語を用います。
パスコードは1文字であっても差し支えありません。
術者プロファイルには特段の保護はなされていませ
ん。術者固有の設定を他者が変更することはできま
せん。

パスワード セキュリティの観点から、パスワードは安全に秘匿す
ることが求められます。パスワードは8文字以上から
成り、かつ大文字、小文字、数字、特殊文字をそれぞ
れ1文字以上含むことが必要です。
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13 アクセサリー
幅広いアクセサリー群により、ARveo 8手術用顕微鏡をさまざまな作業
要件にマッチさせることができます。アクセサリーの選択でお困りでし
たら、お気軽にライカマイクロシステムズまたはお取引ディーラーにお
問い合わせください。

13.1 ライカ製装置およびアクセサリー

図 装置およびアクセサリー

   保護グラス

双眼鏡筒、可変 0° - 180°、T 字型、タイプ II

双眼鏡筒、可変 30° - 150°、T 字型、タイプ II L

双眼傾斜鏡筒、T 字型、タイプ II

双眼直視鏡筒、T 字型、タイプ II

双眼傾斜鏡筒 45°、タイプ II

   

接眼レンズ 10×

接眼レンズ 12.5×

接眼レンズ 8.3×

高倍アダプター

アシスタント用ステレオアタッチメント

  

汎用レーザーアダプター

図 装置およびアクセサリー

   

マウススイッチ

CaptiView

ライカ FL400、ライカ FL560

観察フィルターユニット、ULT 付きライカ M530 用
• M530 用ライカ FL560
• M530 用ライカ FL400
• FL400 / FL560（M530 用ライカ）
• GLOW800

SMARS
= Surgical Microscope Air Removal System（手術用
顕微鏡エア抜きシステム）

該当する取扱説明書も参照してください。



アクセサリー

78 ARveo 8 / 注文番号 10 747 991 / バージョン 01

13.2 ライカおよびサードパーティ製装置と
アクセサリー 

カメラシステム

• GLOW800

モニター

• Sony 31 インチ LMD-X310MT (4K)
• Sony 55 インチ LMD-X550MT (4K)
• FSN 製 27 インチ モニター : FS-L27XXXX

フットスイッチ

• ワイヤレスフットスイッチ、12 機能

カート

• 55 インチモニター用 ITD

該当する取扱説明書を参照してください。

ライカの許可のないサードパーティ製製品を使用しないでくだ
さい。

13.3 ドレープ

サプライヤー 品番 術者用、
正面

対向 
アシス 

タント用

左側の 
アシス 

タント用

右側の 
アシス 

タント用

Microtek 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

ライカ製保護グラス10446058の使用を推奨します。

13.3.1 照野径の設定

注意

照野径が視野径より大きく、光量が高すぎると、顕微鏡視野外の組織が
熱により損傷を被るおそれがあります。
XX 光量の設定が高すぎないよう注意してください。

M530オプティクスキャリアでは、AutoIrisの働きにより、照野径は視野
に合わせて自動的に調節されます。

XX 照野径を手動調整するには、回転ノブ（2）を使います。
AutoIrisの自動調節機能が無効になります。
XX AutoIrisを再度有効にするには、リセットボタン（1）を押します。

2

1

高倍率設定で、照野径が高照度にロックされていて、自動でも
手動でも調節できないときは、組織の損傷を防ぐために光量を
下げる必要があります。

照野径が低倍率にロックされていて、自動でも手動でも調節で
きないときは、手術室の照明を使用することにより、視野が広い
（低倍率）場合でも良好な照明を得ることができます。
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14 ライセンス 
14.1 システムのバージョン 
このメニューは、アクセサリーのソフトウェアとハードウェアのバージョ
ン、および顕微鏡に使用されるソフトウェアのライセンスを示します。
XX 下記の手順でシステム情報メニューを開きます。

• メインメニュー �オプション� 設定�システムバー
ジョン

XX「バージョン」（2）を押します。
1 3 42

1 装置名
2 「バージョン」タブ
3 ソフトウェアバージョン
4 ハードウェアバージョン

14.2 ライセンス 
ARveo8システムの機能には、下記のライセンスをインストールしない
と有効化できないものがあります。

FL400： グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）、ハンド
ルまたはフットスイッチからの FL400モード使用の有
効化、FL400設定ページへのアクセス

FL560： グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）、ハンド
ルまたはフットスイッチからの FL560モード使用の有
効化、FL560設定ページへのアクセス

GLOW800： グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）、ハンド
ルまたはフットスイッチからのGLOW800 モード使用
の有効化、複数のGLOW800設定ページへのアクセス

3D： 基本設定ページでの3D 切替えスイッチの使用、3D
ファイルのエクスポートの切替え

DICOM： 外部DICOMストレージに患者データをエクスポートす
る機能のセットアップと使用

購入時の顕微鏡にライセンスがプリインストールされていないときは、
後日ライセンスを購入し、有効化することができます。
そのためには：
XX ライセンスファイルリクエストを作成し、ライカ宛てに送信してくだ
さい。

この作業のためにはサービスエンジニアによるアクセスが必要です。ま
たお取引ディーラーによるライセンス購入確認も必要とされます。
ライセンスはライカから暗号化ファイルとしてeメールなどにより送信
されます。
XX USBドライブのトップフォルダーに保存してください。

ファイルはこの顕微鏡のみに受け入れ可能であるため、この作
業はどのユーザーも安全に実行することができます。

ライセンスのインストール

XX 下記の手順でシステム情報メニューを開きます。
• メインメニュー �オプション� 設定�システムバー
ジョン

XX「ライセンス」（3）をタップします。
XX「インポート」アイコン（4）をタップして、USBドライブからライセン
スをインストールします。

ついでライセンスの有効化が自動的に行われ、画面が更新されます。
1 2

4

3

1 ライセンス
2 有効期限
3 「ライセンス」タブ
4 インポート



お手入れとメンテナンス

80 ARveo 8 / 注文番号 10 747 991 / バージョン 01

15 お手入れとメンテナンス
15.1 メンテナンス作業に関する指示事項
• 使用しないときには顕微鏡にダストカバーを掛けます。
• 使用していないアクセサリーは、ほこりのない場所に保管してくだ
さい。

• ほこりがついた場合、ラバー製ブロワと毛先の柔らかなブラシで除
去します。

• 対物レンズと接眼レンズの清掃には光学用クリーニングクロスと高
純度アルコールを用います。

• 湿気、蒸気、酸、アルカリ、腐食性物質が手術用顕微鏡に触れない
ようにします。

 装置の近くで化学薬品を保管しないでください。
• 手術用顕微鏡の不適切な取扱いを防止する必要があります。 本書
に明示的な指示がある場合を除き、別の装置ソケットを取り付けた
り、光学システムや機械部品のネジをゆるめたりしないでください。

• 手術用顕微鏡に油脂が付着しないようにしてください。
 ガイド面や機械部品に注油したりグリースを塗布したりすることは
厳禁です。

• 粗い堆積物は、湿らせた使い捨てクロスで取り除きます。
• 手術用顕微鏡の消毒には、以下の活性成分を含む表面除菌剤の混
合液を使用してください。
• アルデヒド
• アルコール
• 第4級アンモニウム化合物

材質が劣化する可能性があるため、以下の製品は決して使用し
ないでください。
• ハロゲン供与性化合物
• 強有機酸
• 酸素供与性化合物
XX 殺菌剤製造元の指示を遵守してください。

ライカマイクロシステムズのサービス部門と保守契約を結ぶこ
とをお勧めします。

15.2 タッチパネルのクリーニング
XX タッチパネルのクリーニングを行う前に、ARveo 8の電源を切り、電
源から遮断してください。
XX タッチパネルを糸くずの出ない柔らかい布で清掃します。
XX 洗浄剤はタッチパネルに直接塗布せず、クリーニングクロスに塗布
します。
XX タッチパネルを清掃するときは、市販のガラス /メガネクリーナー
またはプラスチッククリーナーを使用します。
XX 清掃時に、タッチパネルに力を加えないでください。

ライカマイクロシステムズのサービス部門と保守契約を結ぶこ
とをお勧めします。

注意事項
タッチパネルの損傷を防ぐために：
XX タッチパネルは必ず指で操作してください。
木製や金属製、樹脂製の固くて先のとがった物を、決して使用しな
いでください。
XX タッチパネルを清掃する際に決して研磨剤を含む洗剤は使用しな
いでください。表面が傷つき、画面が見えにくくなる可能性があり
ます。

15.3 保守
ARveo 8手術用顕微鏡は、通常、メンテナンスを必要としません。常に
安全で信頼性の高い操作を確保するために、ライカマイクロシステム
ズに問い合わせて予防措置を取ることをお勧めします。
定期的な検査を設定したり、あるいは保守契約を結ぶことができます。

• ライカ マイクロシステムズのサービス部門と保守契約を結
ぶことをお勧めします。

• 修理には必ず純正の交換部品を使用してください。
• 使用開始後 18 ヶ月経過すると、装置始動時にチェック点検
を促す以下のメッセージが表示されます。
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15.4 ランプの交換 

ランプの使用時間が限界に達するとダイアログウィンドウが開
きます。

1

XX「OK」ボタン（1）を押します。
ダイアログウィンドウが閉じます。
XX 切れたランプを交換してください。

ランプを交換する前に、手術用顕微鏡を電源から取り外してく
ださい。

5 4

2 3

XX ランプへのアクセスドア（3）を開けます。
照明ON/OFFボタン（6.2「コントロールユニット」の番号2）がオ
レンジ色に点滅します。

注意

熱傷の危険。ランプは極めて高温になることがあります。
XX ランプ交換は、消灯後十分に時間を置いてランプが冷めて
から行ってください。

XX 不具合のあるランプ（2または4）を取り出して、新しいランプを装
着します（ライカマイクロシステムズから入手可能）。

ランプ装着の際には、注意書きのシール（5）の下の矢印が左
向きになるように取り付けます。

XX アクセスドアを再度閉じます。
照明ON/OFFボタン（6.2「コントロールユニット」の番号2）が緑
色に点灯します。

ランプを交換したときは、リセットアイコン （6）をタップし
てランプのアワーメーターを0にリセットしてください。

6

次の警告メッセージが表示されます。

7

XX「確認」ボタン（7）を押します。
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15.5 再滅菌可能な製品の再処理について
の注意事項

15.5.1 一般

製品

LeicaMicrosystems (Schweiz)AG が提供する、回転ノブ、対物レンズ
保護グラス、キャップなどの再使用可能な製品

再使用の限度

クロイツフェルトヤコブ病（CJD）の患者、あるいはCJDまたはCJD変
種への感染が疑われる患者に使用した医療機器については、現地の法
規制に従う必要があります。通常、これらの患者の処置に使用した製品
は、滅菌後再使用可能であっても安全のため焼却処理する必要があり
ます。

作業の安全衛生管理

汚染された製品を取り扱う要員の安全、感染対策には十分留意してくだ
さい。製品の準備、クリーニング、殺菌処理に当たっては、最新の病院
衛生感染予防規則を守ってください。

再使用の限度

再滅菌可能な製品を繰り返して使用していくと、製品はわずかずつです
が劣化していきます。劣化や損傷具合をチェックしながら、割れたり、ひ
びが発生する前に適宜新しいものと交換してください。

15.5.2 指示
使用場所で

XX 表面が汚れた場合は、使い捨てクロスやペーパータオルなどで拭き
取ってください。

保管および輸送

• 特別の条件はありません。
• 使用後はただちに下記の手順で手入れすることをお勧めします。

アクセサリーのクリーニング準備

XX 製品をARveo 8手術用顕微鏡から取り外します。

クリーニング：手作業

• 用具：流水、洗剤、アルコール、マイクロファイバークロス

手順

XX  製品表面の汚れを洗浄します（温度40 °C未満）。汚れの程度によっ
ては、洗浄剤を使用します。
XX 光学系にしつこい汚れ（指紋、グリースの筋など）がある場合は、ア
ルコールを使ってクリーニングすることも可能です。
XX 製品の光学部品以外の部分は、使い捨てクロスまたはペーパータオ
ルで拭きます。光学部品の表面はマイクロファイバークロスで拭き
ます。

クリーニング：自動

• 用具：洗浄 / 殺菌装置
光学部品を装備した製品を洗浄 /滅菌装置で洗浄することはお薦めでき
ません。また光学部品は損傷を避けるため、超音波洗浄器での洗浄を
避けてください。

滅菌処理

アルコール系除菌液（例えば「MikrozidLiquid」）をラベルの指示に従っ
て使用することができます。
光学部品の表面は滅菌の後、必ず新鮮な飲料水、ついで新鮮な脱塩水
で洗浄してください。製品は滅菌に移る前に完全に乾燥させることが必
要です。

保守

特別の条件はありません。

点検および機能テスト

回転ノブとCANハンドルが元の位置にきちんとはまることを確認します。

梱包

個別に包装します。標準的なポリエチレン（PE）バッグをを用いて差し
支えありません。製品を保管するバッグは閉止部に余分な力がかからな
いよう、余裕のある大きさのものを選択してください。

滅菌処理

83ページの「滅菌処理可能なパーツの表」を参照。

保管時

特別の条件はありません。

その他の情報

なし

製造者連絡先

ライカマイクロシステムズまたはお取引ディーラー

LeicaMicrosystems(Switzerland)AGは製品の処理に関する上記の指
示事項が再使用に関して適切であることを確認しています。再処理設備
において、必要な装置、資材、人員を用いて再処理を行い、望ましい結
果を得ることは再処理実施者の責任です。このためには一般に、再処理
プロセスの検証と日常的監視が必要です。実施者はさらに、上記指示事
項からの逸脱があったとき十分に検討し、処理の有効性および好ましく
ない結果を生ずる可能性を判断しなければなりません。
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15.5.3 滅菌処理可能なパーツの表
以下は、LeicaMicrosystems(Switzerland)AGメディカル部門が提供する、手術用顕微鏡向け滅菌可能コンポーネントの一覧リストです。

可能な滅菌方法 製品

品番 名称 スチーム 
オートクレーブ処理 

134°C、 
10 分間以上

酸化エチレン、
最高 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo 8 

M720

10180591 クリップオンハンドル  –  – –   – – –

10428328 回転ノブ、T字形双眼鏡筒  – – –  –    

10384656 回転ノブ、透明  –  –   – – – –

10443792 レバーエクステンション  – – – –   – – –

10446058 保護グラス、
マルチフォーカスレンズ

   – – – –   –

10448439 保護グラス   – – – –  – – 

10448440 カバー、滅菌可能  – –  – – – – – –

10448431 対物保護グラス     – – – – – –

10448296 対物レンズ保護グラス、
交換部品（10個入りの
パッケージ）

  – – – –  – – 

10448280 対物保護グラス、一式、
滅菌可能

  – – – –  – – 

10731702 カバー、滅菌可能  –   – –  – – –

1) この医療機器には、STERRAD®100S / STERRAD®100NX / STERRAD®50 / STERRAD®200 システムの滅菌に関する要求事項が存在します。
STERRAD®システムで装置を滅菌する前に、ご使用のSTERRAD®システムのユーザーガイドに含まれる使用上の注意に目を通してください。

16 廃棄
本製品を廃棄するときは、各国の適用法令に従い、専門業者に廃棄処分を依頼してください。装置の包装はリサイクルする必要があります。
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17 こんなときは ...
上記にない機能障害が装置に生じている場合には、お取引ディーラーにご連絡ください。

17.1 機能障害

不具合 原因 対策

「全ブレーキ」ボタンを押すと顕微鏡が傾く。 スイングアームのバランス調整が正しく
ない

XX 顕微鏡キャリアのバランスを調整します（30ページを参照）。

顕微鏡が動かせない、または動かすのに力
が要る

ケーブルが引っ掛かっている XX 該当するケーブルの取り回しを変更します。

フットスイッチまたは CAN ハンドルの操作
部で機能を有効にできない

ケーブル接続が緩んでいる XX フットスイッチの接続を点検します。

コントロールユニットで正しくない割り当て
が入力された。

XX コントロールユニットで割り当てを変更します。

顕微鏡の照明が点灯しない 光ファイバーケーブルの接続が外れている。 XX 光ファイバーケーブルの接続を点検します。

メイン照明装置および /またはバックアップ
照明装置が故障した。

XX 別の照明装置に切り替えます（33ページを参照）。

光量が希望レベルに達しない 光ファイバーケーブルの接続が不適切。 XX 光ファイバーケーブルの接続を点検します。

対向 / 側方のアシスタントに光が届かない アシスタントの選択が不適切。 XX アシスタントの選択をチェックします（26ページを参照）。

左または右側のアシスタントに光が届か
ない

アシスタントの選択が不適切。 XX アシスタントの選択をチェックします（26ページを参照）。

画像のフォーカスが合わない。 接眼レンズの取り付けが正しくない。 XX 接眼レンズをいっぱいまで締め込みます。

視度の設定が正しくない。 XX 視度調整を指示に従い正しく行います（25ページを参照）。

顕微鏡またはスイングアームが勝手に上下
動または回転する

スイングアームのバランス調整が正しく
ない。

XX ARveo 8のバランス調整を行います（30ページを参照）。

ケーブル類が正しく配置されていない。あるい
は、配置がずれてアームにテンションがかかっ
ている（追加のビデオケーブルなど）。

XX 設置ガイドに従ってケーブルを敷設し、ケーブルの取り回し
に余裕を持たせます。

ロックした状態でARveo 8 のバランスを調
整した。

XX ロックを解除した後に（29 ページを参照）、ARveo 8 のバ
ランス調整を行います（30ページを参照）。

顕微鏡や顕微鏡キャリアが動かせない、また
は動かすのに力が要る

オートバランスが完了していない。 XX B ポジションになっていることを確認します（36 ページを
参照）。
XX オートバランスボタンを再度押します。

オートバランスができない 顕微鏡の傾斜角が大きすぎる。 XX 顕微鏡をA/B軸と平行にして、A/B軸のアライメントを調整
します（37ページを参照）。
XX オートバランスを再実行します。

倍率を電動調節できない 倍率調節モーターの故障。 XX 倍率調節回転ノブを回して希望倍率に設定します（58
ページを参照）。

片方または両方の CAN ハンドルで XY 方向
の動きができない

コントロールユニットで CAN ハンドルの 
XY 方向の動きを設定していない。

XX ジョイスティックにXY 方向の動きを設定します（46 ペー
ジを参照）。
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不具合 原因 対策

顕微鏡が B 軸上で正確にバランスしてい
ない

B 軸のバランス調整の後、アクセサリーが
使用位置に戻されていない。

XX B軸のバランスを再調整します。
XX B軸のバランス調整時に、アクセサリーを使用位置に戻すの
を忘れないようにします（37ページを参照）。
XX B/C軸の術中バランス調整を行います（37ページを参照）。

オートバランスボタンは点滅するが、信号音
が鳴らない（何も起こらない）

バランス調整が終了していない。 XX 顕微鏡をBポジションまで回転させて、オートバランスボタ
ンを押します。

ARveo 8 のスタンドが動く フットブレーキがかかっていない。 XX フットブレーキを所定位置に固定します（29ページを参照）。

ARveo 8 の動きが制限される（上下、傾き、
回転、XY 方向の動き）。

アーム内のケーブルに余裕がない。 XX ケーブルを配線し直します（ARveo 8の組立手順書を参照）。

ARveo 8 のバランス調整が正しくない バランス調整後に、アクセサリーの位置を
変えた。

XX ARveo 8のバランス調整を行います（30ページを参照）。

XX AC/BC軸の術中バランス調整を行います（37ページを参照）。

ARveo 8 のバランスが取れない D 軸のウェイトディスクで、取り付けたアク
セサリーのバランスを調整できない。

XX D 軸のカウンターウェイトを交換または追加します（40
ページを参照）。

バランス調整を行ったときにARveo 8 が移
動用ポジションにあった。

XX ARveo 8を移動用ポジションから解放してバランス調節を再
実行します。

絞りが倍率に連動しない AutoIris が手動調節優先モード XX AutoIrisリセットボタンを押します。

作動距離を変更できない ドレープが作動距離調節の「作動距離」設
定ノブの動きを妨げている。

XX 作動距離調節の「作動距離」設定ノブを解放します。

顕微鏡の作動距離を調節できない ライカ スピードスポット® が有効になって
いる。

XX ライカ スピードスポット® の設定をチェックします（49
ページを参照）。

例外：レーザー マイクロマニピュレータを使用している場合。安
全のため、この機能がプログラムされています。

顕微鏡像の周縁に影ができ、照野が視野を
外れている

アクセサリーが正確に取り付けられてい
ない。

XX アクセサリーをホルダーに正確に取り付けます（25 ペー
ジを参照）。

17.2 記録用アクセサリーの機能障害

不具合 原因 対策

ビデオ画像のピントがぼけている 顕微鏡の焦点が正確に合っていない。 XX 焦点を正確に合わせます。必要に応じてレチク
ルを利用します。
XX 本書の説明に従って視度調整を正確に行います。
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17.3 コントロールユニットのエラーメッセージ

17.3.1 エラーの概念の一般的説明 
• 直ちに対処を必要とするエラー /警告はポップアップで示されます。
• 対処を必要とするエラー /警告はメインメニューでオレンジ色の三角形で示され、問題リストが示されます。
• 問題リストを開くとオレンジ色の三角形は消えます。
• ユーザーに関係するエラー /警告はすべて「問題リスト」で見ることができます。
• 問題リストには常に過去のエラーすべてが表示されます（「リストから削除」機能は廃止されました）。

XX 問題リストを見るには、メインメニュー  �オプション�問題リスト（1）と進みます（8.5「エラーチェック（問題リスト）」を参照）。

1

作業中に発生したエラーメッセージが表示されます。
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17.4 問題リスト 
考えられるエラーメッセージの一覧を以下に示します。

エラー
コード

エラー名 原因 対策

7101*** ソフトウェア 警告 この動作の実行中に予期せぬ挙動。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7102* ソフトウェアエラー この動作の実行中に予期せぬエラー。 XX 直前の動作を再度行ってください。顕微鏡を再起動します。
問題が解決しないときは、ライカマイクロシステムズに連絡
してください。

7107* ディスク空き容量が不足して
います

システムのディスク空き容量がまもなく不足します。 XX「オプション」メニュー ->「記録済み手術」で以前の記録を
消去してください。

7108* ディスク空き容量が危機的
に不足しています

システムのディスク空き容量が不足しています。
GLOW モードでは、システムはビデオを録画しませ
ん。以前の録画を消去しないと、新しい録画を開
始することはできません。

XX「オプション」メニュー ->「記録済み手術」で以前の記録を
消去してください。

7103* ソフトウェア 例外 この動作の実行中に予期せぬ例外。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7104** ネットワーク ストレージ 
エラー

LAN 接続はリモートストレージ用に有効でありま
せん。外部記憶装置へのエクスポートは機能しま
せん。

XX 病院ITサポートに連絡してください。
XX イーサネットケーブル接続を点検し、ケーブルを交換し、ネッ
トワーク設定をチェックしてください。

7105** ネットワーク ストレージ 
エラー

ネットワークストレージドライブは、リモートディス
クの不正な、または期限切れの認証情報により使
用できません。

XX ディスク設定の認証情報について病院 IT サポートと一緒に
確認してください。

7106* 録画消去エラー 録画の消去に失敗しました。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7201*** ソフトウェア 警告 この動作の実行中に予期せぬ挙動。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7202* ソフトウェアエラー この動作の実行中に予期せぬエラーが発生しま
した。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7203* ソフトウェア 例外 この動作の実行中に予期せぬ例外。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7204* カメラが接続されていま
せん

左蛍光カメラが接続されていません。GLOW 機能
を使用できません。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7205* カメラが接続されていま
せん

左白色光カメラが接続されていません。すべての
カメラ機能を使用できません。

7206* カメラが接続されていま
せん

右白色光カメラが接続されていません。すべての
カメラ機能を使用できません。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7209** カメラの温度が高すぎます 蛍光カメラの温度が高すぎます。 XX 問題が解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連
絡ください。

720A** カメラの温度が高すぎます 左白色光カメラの温度が高すぎます。 XX 問題が解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連
絡ください。



こんなときは...

88 ARveo 8 / 注文番号 10 747 991 / バージョン 01

エラー
コード

エラー名 原因 対策

720B** カメラの温度が高すぎます 右白色光カメラの温度が高すぎます。 XX 問題が解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連
絡ください。

7207** ビデオキャプチャデバイスの
不具合

ビデオキャプチャデバイスの初期化に失敗しまし
た。IGS または内視鏡の機能を使用できません

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7208** ビデオキャプチャデバイスの
不具合

ビデオキャプチャデバイスのエラー。IGS または内
視鏡の機能を使用できません

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7301*** ソフトウェア 警告 この動作の実行中に予期せぬ挙動。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7302* ソフトウェアエラー この動作の実行中に予期せぬエラーが発生しま
した。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7303* ソフトウェア 例外 この動作の実行中に予期せぬ例外。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7304** ハードウェアのエラー メイン電源のステータスの呼び出しに失敗しま
した。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7305** UPS 通信エラー UPS モジュールとの通信エラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7501* ソフトウェア 例外 この動作の実行中に予期せぬ例外。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7502* ソフトウェアエラー ユーザーインターフェースがシステムの状態を表示
しない可能性があります。
受信メッセージが空です。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7503* ソフトウェアエラー ユーザーインターフェースがシステムの状態を表示
しない可能性があります。
メッセージを解釈できません。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7504* タイムアウトエラー オートホワイトバランスが完了できませんでした。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7505* タイムアウトエラー 画像を取得できませんでした。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7506* タイムアウトエラー モードスイッチを完了できませんでした。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7507* タイムアウトエラー 録画動作を完了できませんでした。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7508* タイムアウトエラー オートバランシング時のエラー。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 手動でバランスを調整します。問題が解決しないときはライ
カマイクロシステムズまでご連絡ください。
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エラー
コード

エラー名 原因 対策

7509* タイムアウトエラー システム起動が想定時間内に完了できませんでし
た。顕微鏡が完全には使用できない可能性があり
ます。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 手動バランス調整を行います。問題が解決しないときはライ
カマイクロシステムズまでご連絡ください。

750a* 起動エラー システムの起動に失敗しました。顕微鏡が完全に
は使用できない可能性があります。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

750b* タイムアウトエラー 照度計の次のキャリブレーションステップが想定時
間内に開始できませんでした。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 手動バランス調整を行います。

750c* エクスポートエラー ターゲットドライブにエクスポートできませんで
した。

XX 病院ITサポートに連絡してください。
XX 書込み権限を確認してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

750d* エクスポートエラー ターゲットドライブにエクスポートできませんで
した。

XX 病院ITサポートに連絡してください。
XX ターゲットドライブの空き容量を増やし、再試行してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

750e* ソフトウェアエラー ユーザーインターフェースがシステムの状態を表示
しない可能性があります。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

750f* ソフトウェアエラー ユーザーインターフェースがシステムの状態を表示
しない可能性があります。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7401** ソフトウェア警告 この動作の実行中に予期せぬ挙動。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7402* ソフトウェアエラー この動作の実行中に予期せぬエラーが発生しま
した。

XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7403* ソフトウェア 例外 この動作の実行中に予期せぬ例外。 XX 直前の動作を再度行ってください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7404** システムの通信エラー システムコンポーネント間の通信エラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7405** MDC 通信エラー 顕微鏡デバイスコントローラーとの通信エラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7406** 表示を見つけられません 表示を見つけられません。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7407** ウィンドウを見つけられま
せん

ウィンドウを見つけられません。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7408** ランプ 1 寿命に達してい
ます

ランプ 1 寿命に達しています。 XX ランプを交換し、カウンターをリセットしてください。
XX ライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

7409** ランプ 2 寿命に達してい
ます

ランプ 2 寿命に達しています。 XX ランプを交換し、カウンターをリセットしてください。
XX ライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

101** ハードウェアのエラー ズームドライブの初期化時のエラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。
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エラー
コード

エラー名 原因 対策

102** ハードウェアのエラー フォーカスドライブの初期化時のエラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

103** ハードウェアのエラー 絞りドライブの初期化時のエラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

104** ハードウェアのエラー ズーム位置が無効です。  
理由：ズームドライブのサーボ調整のタイムアウト。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

105** ハードウェアのエラー フォーカス位置が無効です。
理由：フォーカスドライブのサーボ調整の
タイムアウト

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

106** ハードウェアのエラー 絞り位置が無効です。
理由：絞りドライブのサーボ調整のタイムアウト

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

107** ハードウェアのエラー ズームドライブでの予期せぬモーター停止。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

108** ハードウェアのエラー フォーカスドライブでの予期せぬモーター停止。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

109** ハードウェアのエラー 絞りドライブでの予期せぬモーター停止。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

10A** ハードウェアのエラー CAN バスバッファーのオーバーフロー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

10B** ハードウェアのエラー CAN バス警告レベルに達しています。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

10c** ハードウェアのエラー CAN バスオフエラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

10d** システムの通信エラー システムコンポーネント間の通信エラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

10e** 照度計のキャリブレーション
エラー

照度計がキャリブレーションされていません。キャ
リブレーションデータが利用できません。

XX ライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

10f** 照度計のキャリブレーション
エラー

照度計のキャリブレーション フォーカスが所定位
置にありません。フォーカスが所定位置にありま
せん。

XX フォーカスを必要な位置に動かしてください。

111** EEPROM エラー EEPROM アクセスエラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

112** EEPROM エラー EEPROM チェックサムエラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

113** ハードウェアのエラー ズーム範囲が小さすぎます。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

114** ハードウェアのエラー フォーカス範囲が小さすぎます。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

115** ハードウェアのエラー 絞り範囲が小さすぎます。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。
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エラー
コード

エラー名 原因 対策

201* ハードウェアのエラー A ドライブのバックリミットに達しました。オプティ
クスキャリアに取り付けられているウェイトが多す
ぎます、または少なすぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正してください。それで
も解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連絡く
ださい。

202* ハードウェアのエラー A ドライブのフォワードリミットに達しました。オプ
ティクスキャリアに取り付けられているウェイトが
多すぎます、または少なすぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正してください。それで
も解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連絡く
ださい。

203* ハードウェアのエラー B ドライブのバックリミットに達しました。オプティ
クスキャリアに取り付けられているウェイトが多す
ぎます、または少なすぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正してください。それで
も解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連絡く
ださい。

204* ハードウェアのエラー B ドライブのフォワードリミットに達しました。オプ
ティクスキャリアに取り付けられているウェイトが
多すぎます、または少なすぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正してください。それで
も解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連絡く
ださい。

205* ハードウェアのエラー C ドライブのバックリミットに達しました。オプティ
クスキャリアに取り付けられているウェイトが多す
ぎます、または少なすぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正してください。それで
も解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連絡く
ださい。

206* ハードウェアのエラー C ドライブのフォワードリミットに達しました。オプ
ティクスキャリアに取り付けられているウェイトが
多すぎます、または少なすぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正してください。それで
も解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連絡く
ださい。

207* ハードウェアのエラー D ドライブのバックリミットに達しました。オプティ
クスキャリアに取り付けられているウェイトが多す
ぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正し、カウンターウェイト
の構成を修正します。それでも解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

208* ハードウェアのエラー D ドライブのフォワードリミットに達しました。オプ
ティクスキャリアに取り付けられているウェイトが
少なすぎます。

XX 手動でのバランス調整を試みてください。
XX 問題が解決しないときは、構成を修正し、カウンターウェイト
の構成を修正します。それでも解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

209* システムの通信エラー 術中 AC/BC バランスの問題。 XX 再試行してください。問題が解決しないときはライカマイク
ロシステムズまでご連絡ください。

20b* システムの通信エラー ランプが位置 1 に取り付けられていません。 XX ランプをチャンバー1 に挿入してください。問題が解決しな
いときはライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

20c** ハードウェアのエラー ランプ 1 のファンがブロックされています。 XX ライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

20e* ハードウェアのエラー ランプが位置 2 に取り付けられていません。 XX ランプをチャンバー2 に挿入してください。問題が解決しな
いときはライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

20f** ハードウェアのエラー ランプ 2 のファンがブロックされています。 XX ライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

210* ハードウェアのエラー ランプドアが閉じない、またはスイッチが故障して
います。

XX ランプドアを正しく閉じてください。問題が解決しないときは
ライカマイクロシステムズまでご連絡ください。

213** ハードウェアのエラー 白色光フィルターが正しい位置にありません。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。
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214** ハードウェアのエラー GLOW フィルターが正しい位置にありません。 XX 顕微鏡を再起動します。
XX 問題が解決しないときはライカマイクロシステムズまでご連
絡ください。

215** ハードウェアのエラー 輝度ホイールがブロックされています。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

216** ハードウェアのエラー キセノンランプ 1 の不良。 XX ライトバルブを交換してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

217** ハードウェアのエラー キセノンランプ 2 の不良。 XX ライトバルブを交換してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

218* AutoBalance のエラー オートバランシング A 時のエラー。
取り付けられているウェイトが多すぎる、または
少なすぎます。

XX 再試行してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

219* AutoBalance のエラー オートバランシング B 時のエラー。
取り付けられているウェイトが多すぎる、または
少なすぎます。

XX 再試行してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

21a* AutoBalance のエラー オートバランシング C 時のエラー。
取り付けられているウェイトが多すぎる、または
少なすぎます。

XX 再試行してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

21b* AutoBalance のエラー オートバランシング D 時のエラー。
取り付けられているウェイトが多すぎる、または
少なすぎます。

XX 再試行してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

21c** ハードウェアのエラー Mitaka マスターコントロールに接続していません。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

301** ハードウェアのエラー シャッター操作時にエラーが発生しました。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

302** ハードウェアのエラー ディスプレイ操作時にエラーが発生しました。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

303** ハードウェアのエラー リクエスト操作時にエラーが発生しました。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

304** 非常エラー 非常エラーの発生。 XX ボタンを再度押します。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

305** ハードウェアのエラー ディスプレイモジュールの過熱。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7001** システムの通信エラー MDC が過負荷状態。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7002** システムの通信エラー コンピューティングユニットと MDC 間の通信時の
エラー。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7003** システムの通信エラー コンピューティングユニットと MDC 間の通信時の
エラー。

XX ソフトウェアバージョンを確認します。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。
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7004** システムの通信エラー コンピューティングユニットと MDC 間の通信時の
エラー。

XX ソフトウェアバージョンを確認してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7005** ハードウェアのエラー 内部 CAN オーバーフロー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7006** ハードウェアのエラー 内部 CAN 警告レベルに達しています。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7007** ハードウェアのエラー 内部 CAN バスオフ。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7008** ハードウェアのエラー 外部 CAN オーバーフロー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7009** ハードウェアのエラー 外部 CAN 警告レベルに達しています。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

700a** ハードウェアのエラー 外部 CAN バスオフ。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

700b** システムの通信エラー I2C2 インターフェース (EEPROM) での通信エラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

700c** EEPROM エラー EEPROM チェックサムエラー。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

700d* ハードウェアのエラー 照度計が故障しています。 XX ライトガイドが接続されていないか確認します。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

700e* ハードウェアのエラー FL400 用観察フィルターの不具合。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

700f* ハードウェアのエラー FL560 用観察フィルターの不具合。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7010** ハードウェアのエラー CAN バスエラー、左 CAN ハンドルが見つかりま
せん。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7011** ハードウェアのエラー CAN バスエラー、右 CAN ハンドルが見つかりま
せん。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7012* ハードウェアのエラー CAN バスエラー、CaptiView が見つかりません。 XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7013* ハードウェアのエラー CAN バスエラー、OH6 アダプターが見つかりま
せん。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7014* ハードウェアのエラー CAN バスエラー、オプティクスキャリアが見つかり
ません。

XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7015* 低輝度 ランプ輝度の下限に達しました。 XX ランプを交換してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。

7016* 低輝度 FL400 のランプ輝度の下限に達しました。 XX ランプを交換してください。
XX 顕微鏡を再起動します。問題が解決しないときはライカマイ
クロシステムズまでご連絡ください。
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7600** DICOM エクスポートの中断 電源またはネットワークの復旧後、DICOM エクス
ポートが再開されました。

DICOM エクスポートは自動的に再開され、操作は不要です。

7601* DICOM エクスポートの失敗 DICOM ストレージノードに問題があるため、ファ
イルを DICOM ノードにエクスポートできませんで
した。
DICOM ストレージノードは、リソースが不足してい
ると通知しました。

XX 別のDICOM保存場所を使用するか、病院ITサポートに連絡
してください。
XX ストレージノードの問題を解消してください。

7602* DICOM エクスポートの失敗 DICOM エクスポートの実行中にエラーが発生しま
した。
問題により、ファイルを DICOM ノードにエクスポー
トできませんでした。

XX 病院ITサポートに連絡してください。
XX 詳細についてはDICOMログを参照し、問題を解消してから
再試行してください。

7603* DICOM エクスポートの失敗 ネットワークの中断により、ファイルを DICOM ノー
ドにエクスポートできませんでした。
ネットワークが回復すれば DICOM エクスポートが
自動的に再開されます。ネットワークの品質により、
ファイルのエクスポートが妨げられています。

XX 顕微鏡へのネットワーク接続をチェックしてください。
XX 詳細についてはDICOMログを参照し、問題を解消してから
再試行してください。

7604** DICOM MWL クエリの失敗 MWL から患者情報を取得できませんでした。
MWL クエリが正しく実行されない問題。

XX 顕微鏡へのネットワーク接続をチェックし、クエリを再試行し
てください。
XX 問題が解決しないときは、病院 ITサポートに連絡してくださ
い。
XX 詳細についてはDICOMログを参照し、問題を解消してから
再試行してください。

7605* DICOM エクスポートの失敗 選択したファイルタイプを DICOM ノードにエクス
ポートできませんでした。
SOP クラスまたは転送構文が、選択した DICOM ス
トレージノードでサポートされていません。

XX 病院ITサポートに連絡してください。
XX 適合するようにDICOMノード構成を変更するか、ライカサ
ポートに連絡して解決してください。

* エラー /警告はポップアップ表示されます。
** エラー /警告はメインメニューで黄色の三角形付きで表示され、問題リストが示されます。
*** エラー /警告は問題リストにのみ表示されます。
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18 仕様
18.1 電気仕様

ARveo 8 の
電源接続部

1300 VA
100–240 V/50–60 Hz

保護クラス Class 1

18.2 ARveo 8
18.2.1 顕微鏡の機能

ズーム 6:1 ズーム、電動、オプションにより手動調節、オプティ
クスキャリアのディスプレイにステータス表示

対物レンズ / 
作動距離

225～ 600  mm、電動マルチフォーカスレンズ、無段
階調節可能、オプションにより手動調節、オプティクス
キャリアのディスプレイにステータス表示

接眼レンズ メガネ着用者も可能な広視野接眼レンズ
8.3×、10×、12.5× 光屈折調節機能付き
視度調整 ±5
調節式アイキャップ

照明 顕微鏡下手術用に開発された照明システム、ガウス分
布に準じた光量パターン、照野径は無段階調節可能 
一定の色温度を保ちつつ、輝度を無段階調整可能

AutoIris AutoIris ズームに同期して自動的に変化する照野径を
内蔵、手動調節優先 / リセット機能付き

メイン照明 400 W の大光量キセノンランプ、光ファイバーケーブ
ル使用

バックアップ
照明装置

400 W のキセノンアークランプ、冗長高電圧回路付き

ブライトケアプラス
（BrightCare Plus）

作動距離に応じて輝度を制限する安全機能、
内蔵の照度計で制御

スピードスポット
（SpeedSpot）

レーザー式フォーカスアシスト、顕微鏡の高速で正確
な位置決め用
レーザー Class 2 
波長 635 nm
屈折度 <1 mW

ファインフォーカス 対向アシスタント用

高倍アダプター 1.4× （オプション）

18.2.2 光学系のデータ

ズーム倍率

双眼鏡筒、タイプ A
（焦点距離 f162.66）

作動距離

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

接眼レンズ 8.3×
最小 1.60 114.5 0.80 230.4

最大 9.6 19.1 4.8 38.4

接眼レンズ 10×
最小 1.92 109.3 0.96 219.9

最大 11.5 18.2 5.7 36.7

接眼レンズ 12.5×
最小 2.40 88.5 1.19 178.0

最大 14.4 14.7 7.2 29.7

双眼鏡筒、タイプ B
（焦点距離 f170.0）

作動距離

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

接眼レンズ 8.3×
最小 1.68 109.4 0.83 220.2

最大 10.1 18.2 5.0 36.7

接眼レンズ 10×
最小 2.01 104.4 1.0 210.2

最大 12.1 17.4 6.0 35.0

接眼レンズ 12.5×
最小 2.51 84.5 1.25 170.1

最大 15.1 14.1 7.5 28.35

Mtot 総合倍率
FoV 実視野

上記の数値は±5%の誤差を含みます。
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ズーム倍率、高倍アダプター 1.4× 含む

双眼鏡筒、タイプ A
（焦点距離 f162.66）

作動距離

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

接眼レンズ 8.3×
最小 2.24 81.8 1.12 164.5

最大 13.4 13.6 6.7 27.4

接眼レンズ 10×
最小 2.7 78.1 1.34 157.1

最大 16.1 13.0 8.0 26.2

接眼レンズ 12.5×
最小 3.36 63.2 1.67 127.2

最大 20.2 10.5 10.0 21.2

双眼鏡筒、タイプ B
（焦点距離 f170.0）

作動距離

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

接眼レンズ 8.3×
最小 2.35 78.1 1.16 157.3

最大 14.1 13.0 7.0 26.2

接眼レンズ 10×
最小 2.8 74.6 1.4 150.1

最大 16.9 12.4 8.4 25.0

接眼レンズ 12.5×
最小 3.5 60.4 1.75 121.5

最大 21.1 10.1 10.5 20.3

Mtot 総合倍率
FoV 実視野

上記の数値は±5%の誤差を含みます。

双眼鏡筒

双眼鏡筒 焦点距離 品番

タイプ A f162.66 10447701*, 10446575*, 10448088, 
10446574, 10446587, 10446618

タイプ B f170.0 10446797, 10448159*, 10448217*

*非推奨

18.2.3 顕微鏡キャリア

光学系の回転 540°

横方向傾斜角 左 50° / 右 50°

あおり –30° / +120°

XY スピード XY スピードはズームに連動

バランス調整 A、B、C および D 軸は全自動、いずれも手動修正可能

ブレーキ A/B 軸用に 1 個
C 軸用に 1 個

インジケーター 蛍光モードステータス表示用 LED
ビデオ録画ステータス表示用 LED

ライカ M530、GLOW800 付き

可視光用内蔵カメラ 1/2.8 インチ CMOS（オプション）

FusionOptics 焦点深度向上用
術者と対向アシスタント用

手動微動フォーカス 対向アシスタント用、視度調節 ±5

360° 回転式アダプ
ターを内蔵

術者と対向アシスタントの双眼鏡筒用

光量配分 術者に 37%、アシスタントへの配分は切り換え可能 ;
左右のアシスタントに各 23%、
または対向アシスタントに 10%

用途 CaptiView をライカ M530 と GLOW800 ULT の間に取
り付け
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カメラ画像サイズと実視野（FOV）の関係

 

 

 

1 2 3

1 カメラ画像サイズ
2 視野
3 画面サイズ

この図は、可視光用ビデオカメラの実視野（FOV）とARveo 8の
NIRカメラ画像サイズとの関係を示したものです。実視野（FoV）
の全体が記録システムでカバーされるわけではないことに注意
してください。

18.2.4 IGS/内視鏡 

インターフェース / 
互換性

IGS および内視鏡システムに対応するオープンアーキ
テクチャ

入力インターフェース タイプ：DVI-I

対応機種 • DVI1.0
• HDMI1.4a（HDMI アダプター（同梱せず）との

DVI付き）
• VGA（VGAコネクター（同梱）とのDVI付き）

解像度 最大 2048×2160

フレームレート 最大 144 fps

色深度 8/10/12 ビット

色フォーマット（VGA）RGB および YCbCr

色サンプリング
（HDMI）

RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2

18.2.5 カメラ 

画像センサー 3× 1/1.2 インチ

NIR カメラ 高感度 HD カラーカメラ

18.2.6 フロアスタンド

型式 6 軸電磁ブレーキ付きフロアスタンド

ベース 720 × 720 mm、直径 130 mm の 360°回転可能な
キャスターを 4 個装備、フットブレーキを 1 個装備

バランス調整 ブレーキを解除せずにオートバランス：
ボタンを 2 回押すことでスタンドと光学系のバランス
を自動調節

手術中のバランス
調整

AC/BC 軸は、術中オートバランス調整に対応

顕微鏡キャリア 「先進の動作」システムにより 6 軸の完全バランス調
整を実現。振動減衰技術を採用

フロアスタンド コント
ロールユニット

最新の電子制御装置により、すべてのモーター機能と
光量を連続制御。
内蔵のブライトケアプラス安全機能により作動距離に
従って輝度を制限。
独自のソフトウェアにより、ユーザーごとに個別構成さ
れたメニュー選択。エレクトロニック自動診断ユーザー
サポートを内蔵。

コントロールユニット
スタンド

ソフトウェアに依存しないハードキーで照明の操作お
よびオートバランス調整を実行。メイン / バックアップ
照明装置、および蛍光モード用インジケーター。
将来のソフトウェア開発を考慮したオープンアーキテ
クチャ。

光源 デュアルキセノンアークランプ照明システム、自動ク
イックランプチェンジャーを内蔵。

コントロール装置 10 機能のピストル型 CAN ハンドル：倍率、作動距離、
6 個のブレーキを解除する「全ブレーキ」ボタン、選択
した組み合わせのブレーキを解除するサイドノブ、電
動式の横方向あおり（XY）。「全ブレーキ」「WD」「倍率」
以外のすべてのボタンは任意に割当て可能。
マウススイッチにより選択した組み合わせのブレーキ
を解除。
12 機能フットスイッチ。

記録装置 ビデオカメラシステム、デジタル録画システムの組み
込みが可能。 

コネクター ビデオ、IGS、操作データ転送用に各種コネクターを装
備。内部電源 12 V DC および AC 電源端子

モニターキャリア 長さ 700 mm、4 軸回転 / 傾斜可能なフレキシブル
アームでオプションのビデオモニターを支持

素材 堅牢な金属製

表面加工 抗菌塗装仕上げ

最小高さ 停止ポジション時：1,945 mm

水平方向アーム伸長
長さ

最大 1,925 mm
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荷重 モニターアーム：最大 16 kg
スイングアーム：最小 6.7 kg、最大 12.2 kg（顕微鏡の
ダボテールリングインターフェースから）

重量 350 kg スタンド総重量、最大荷重含む

DICOM 仕様表

 SOP クラス サービスの
ユーザー

（SCU）

サービスの
プロバイダー

（SCP）

転送

二次的キャプチャ画像ストレージ あり なし

VL 顕微鏡像ストレージ あり なし

顕微鏡ビデオストレージ あり なし

ワークフロー管理

モダリティワークリスト情報モデル - FIND あり なし

ネットワーク仕様

ネットワーク接続 RJ45 10GBASE-T イーサネット（1000BASE-T 互換）

18.3 周囲条件

使用時 +10°C～ +30°C
（+50°F～ +86°F）
相対湿度 30～ 95 %
大気圧 800 mbar～ 1060 mbar

保管時 –40°C～ +70°C
（–40°F～ +158°F）
相対湿度 10～ 100 %
大気圧 500 mbar～ 1060 mbar

搬送時 –40°C～ +70°C
（–40°F～ +158°F） 
相対湿度 10～ 100% 
気圧 500 mbar～ 1060 mbar

18.4 適合規格
CE 適合性
• 医療機器規制 2017/745（修正を含む）。
•  分類：クラス I、付属文書 VIII、ルール 1 およびルール 10 に準拠。
•  医用電気機器、第 1 部：安全性に関する一般的要求条件 IEC 

60601-1、EN 60601-1、UL 60601-1、CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1 
•  電磁適合性 

IEC 60601-1-2、EN 60601-1-2、EN 61000-3-2、IEC 61000-3-2
• このほか、以下の整合規格に適合：IEC 62366、IEC60825-1、

EN60825、IEC 62471、EN62471。
• Leica Microsystems (Schweiz) AG の Medical Division は、品質管
理および品質保証に関する国際規格 ISO 13485 による管理システ
ムの認証を受けています。

18.5 使用上の制限
ARveo 8 は必ず閉じられた室内で使用し、安定した硬い床面上に配置
してください。
ARveo 8は、10mmより高い段差をまたいで移動させることはできま
せん。
手術用顕微鏡を10mmの段差をまたいで移動させるには、パッケージ
に含まれるウェッジ（1）を使用してください。
XX ウェッジ（1）を取り外すには、ヒンジの片側のネジ（2）をゆるめます。

�
�

�

XX 段差の手前にウェッジ（1）を置きます。
XX 手術用顕微鏡を段差を越えて移動させるには、「移動ポジション」に
し、ハンドグリップを押します。

補助装置（ウェッジ）を使わずにARveo 8が乗り越えられる段差は最大
5 mmまでです。
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18.6 バランス調整可能なアクセサリーとその重量

18.6.1 ライカ M530 オプティクスキャリア

GLOW800（CaptiViewおよびFL400/560観察フィルターモジュール装着）

オプション：側方アシスタント

高倍
アダプター

鏡筒 30°-150°
CaptiView

FL400/FL560

鏡筒 30°-150°

鏡筒 30°-150°

鏡筒 0°-180°

鏡筒 0°-180°

ステレオアタッチメント

傾斜鏡筒

直鏡筒

45° 鏡筒

構成した装置のバランス可能性を確保するため、推奨される鏡
筒 /接眼レンズを使用してください。
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ARveo 8 シリアル番号 ..................................の装備
顕微鏡のダボテールリングインターフェースから先の最大荷重：12.2 kg

ULT530 付きライカ M530 の装備 設置

品番 説明 摘要 / 制限事項 重量 数 合計

10448704 M ライカ M530 オプティクスキャリア 3.5 kg                         .    

10748182 M ライカ FL400/FL560 モジュール 0.50  kg

10449053 M CaptiView 1.20  kg                         .    

M ULT530 へのインターフェース                         .    

10449051 M GLOW800 1.9  kg                         .    

M 術者用双眼鏡筒 場合によっては、システムのバランス調整
のため、鏡筒の向きを調節する必要があ
ります。                         .    

10446797 S 双眼鏡筒、可変 30°-150°、T 字型、
タイプ II L

推奨 0.81  kg
                        .    

10448088 S 双眼鏡筒、可変 0°-180°、T 字型、タイプ II 非推奨（視野欠け（ケラレ）が発生） 1.42  kg                         .    

M 対向アシスタント用双眼鏡筒                         .    

10446797 S 双眼鏡筒、可変 30°-150°、T 字型、
タイプ II L

推奨 0.81  kg
                        .    

10448088 S 双眼鏡筒、可変 0°-180°、T 字型、タイプ II 1.42  kg                         .    

O 側方の観察者用 0～ 2 人の側方アシスタント                         .    

10448597 S ステレオアタッチメント 1.01  kg                         .    

M ステレオアタッチメントに取り付ける双眼鏡筒 ステレオアタッチメント選択時                         .    

10446797 S 双眼鏡筒、可変 30°-150°、T 字型、
タイプ II L

推奨 0.81  kg
                        .    

10446587 S 双眼直視鏡筒、T 字型、タイプ II                         .    

10446618 S 双眼傾斜鏡筒 45°、タイプ II 0.56 kg                         .    

10446574 S 双眼傾斜鏡筒、T 字型、タイプ II 0.74  kg                         .    

10448668 O 高倍アダプター 術者専用、30°- 150°の双眼鏡筒使用時
に限り 1 個だけ装着可能（視野欠け）

0.28 kg
                        .    

M = 必須、O = オプション、S = 選択可能 次のページに続く 荷重                         .    
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ULT530 付きライカ M530 の装備 設置

品番 説明 摘要 / 制限事項 重量 数 合計

10448079 O 汎用レーザーアダプター                         .    

O レーザーマイクロマニピュレータ                         .    

O レーザーフィルター 0～ 4 個（術者、対向、側方の観察者）                         .    

10448028 O 接眼レンズ 10× 双眼鏡筒ごとに 2 個 0.10  kg                         .    

10448125 O 接眼レンズ 8.3× 0.10  kg                         .    

10443739 O 接眼レンズ 12.5× 0.10  kg                         .    

10448245 O マウススイッチ 0.22  kg                         .    

10446058 O 保護グラス 0.02 kg                         .    

O IGS フレーム                         .    

前ページの荷重の小計                         .    

M=必須、O=オプション、S=選択可能 合計荷重                         .    

注意事項

GLOW800 の光学系が破損します。
XX GLOW800を装備したライカ M530では、ビデオアダプターは使用
できません。
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18.7 寸法図
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1200

≤ 1925

720 x 720

2685

19
45

（寸法はmm）
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19 電磁適合性（EMC）に関する製造者の宣言

本装置の放射特性は、産業領域および病院での使用に対応しています（CISPR 11クラス A）。本装置を住宅環境内で使用する場合（そのた
めにCISPR 11クラス   Bが通常要求される）、本装置では無線周波数通信サービスに対する適切な保護が提供されないことがあります。使
用者は、装置の設置場所や向きを変えるなど、軽減対策を講じる必要がある可能性があります。

以下の「指針および製造者による宣言」の文書はEN60601-1-2に準拠しています。

19.1 EN 60601-1-2 の表 1

指針および製造者による宣言 － 電磁放射

ARveo 8 手術用顕微鏡は下記環境における手術での使用を想定しています。 
ARveo 8 手術用顕微鏡の購入者または使用者は、下記の使用環境条件を守る必要があります。

放射試験 適合 電磁環境 – 指針

RF 放射（CISPR 11 準拠） グループ 1 ARveo 8 手術用顕微鏡は内部機能に限り、RF エネルギーを使
用しています。したがって、RF 放射は非常に低く、近くにある電
子機器に妨害を与えることはないと考えられます。 

伝導放射（CISPR 11 準拠） クラス ARveo 8 手術用顕微鏡システムは、住宅および居住目的に使用
される建物に電力を供給する公共の低電圧ネットワークに直接
接続された施設以外の施設での使用に適しています。高調波放射（IEC 61000-3-2 準拠） クラス A

電圧変動 / フリッカーに由来する電磁波の放出（IEC 61000-3-3 準拠） 適合
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19.2 EN 60601-1-2 の表 2
指針および製造者による宣言 – 電磁耐性

ARveo 8 手術用顕微鏡は下記環境における手術での使用を想定しています。 
ARveo 8 手術用顕微鏡の購入者または使用者は、下記の使用環境条件を守る必要があります。

ARveo 8 手術用顕微鏡が下表の妨害のいずれかにさらされている場合、次の作用のいずれかが確認される場合があります。
- HD モニターのちらつき /ノイズ
- HD モニターの中断
これらの影響はいずれも、ARveo 8 手術用顕微鏡の基本的な性能、安全性、機能を損なうものではありません。ユーザー、患者、環境に対して予想される許容
できないリスクはありません。

イミュニティ試験 IEC 60601 テストレベル 適合レベル 電磁環境 – 指針

静電放電 IEC 61000-4-2 規格
に適合

接触放電 ± 8 kV  

空中放電 ±2 kV、±4 kV、±8 kV、
±15 kV

接触放電 ± 8 kV  

空中放電 ±2 kV、±4 kV、±8 kV、
±15 kV

床は木、コンクリートまたはセラミックタイル張り
であることが必要です。床面を合成素材で覆う場合、
少なくとも 30%以上の相対湿度を確保する必要が
あります。

電磁的高速過渡 / バースト 
現象 IEC 61000-4-4 規格に
適合

電源ライン ± 2 kV、 
 
入出力ライン ± 1 kV

電源ライン ± 2 kV、 
 
入出力ライン ± 1 kV

電源品質は、一般的な商業 / 医療施設環境のそれに
準じていることが必要です。

サージ電圧 IEC 61000-4-5  
規格に適合

ライン ‐ ライン間 ±0.5 kV、±1 kV  
ライン ‐ アース間 ±0.5 kV、±1 kV、
±2 kV

ライン ‐ ライン間 ±0.5 kV、±1 kV  
ライン ‐ アース間 ±0.5 kV、±1 kV、
±2 kV

電源品質は、一般的な商業 / 医療施設環境のそれ
に準じていることが必要です。

電源電圧の低下、瞬停、
電圧変動、IEC 61000-4-11

0 % UT（UT の 100% ディップ）、
0.5 サイクルに対して（0°、45°、
90°、135°、180°、225°、270°、
315° にて）

0 % UT（UT の 100% ディップ）、
1 サイクルに対して（0° にて）

70 % UT（UT の 30% ディップ）、
25/30 サイクルに対して（0.5 秒、
0° にて）

0 % UT（UT の 100% ディップ）、
250/300 サイクルに対して（5 秒）

0 % UT、0.5 サイクルに対して（0°、
45°、90°、135°、180°、225°、270°、
315° にて）

0 % UT、1 サイクルに対して
（0° にて）

70 % UT、25/30 サイクルに対して
（0.5 秒、0° にて）

0 % UT、250/300 サイクルに対して
（5 秒）

電源品質は、一般的な商業 / 医療施設環境のそれ
に準じていることが必要です。
5 秒間の 0% UT の瞬停が生じると、ARveo 8 手術
用顕微鏡は稼働を停止し、自動的に再起動します。
ユーザーが介入することで、以前の状態に戻すこと
ができます。
ARveo 8 手術用顕微鏡を停電時にも継続使用する
必要がある場合は、ARveo 8 手術用顕微鏡に無停
電電源（UPS）またはバックアップバッテリーなどの
補助電源を取り付けることを推奨します。

電源周波数（50/60 Hz）の 
磁場 IEC 61000-4-8 準拠

30 A/m >100 A/m

注 UT は、テストレベルの適用前の AC 主電源電圧。
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19.3 EN 60601-1-2 の表 4
指針および製造者による宣言 – 電磁耐性

ARveo 8 手術用顕微鏡は下記環境における手術での使用を想定しています。 
ARveo 8 手術用顕微鏡の購入者または使用者は、下記の使用環境条件を守る必要があります。

イミュニティ試験 IEC 60601  
テストレベル

適合レベル 電磁環境 – 指針

移動式および携帯式の RF 通信機器は、ARveo 8 手術用顕微鏡のケーブ
ルを含む一切の部分から、発信機周波数に適用される計算式で計算した
推奨分離距離以内の領域で使用してはなりません。

伝導 RF 干渉
（IEC 61000-4-6 準拠）

3/6 Veff  
150 kHz～ 80 MHz 

10 Veff 推奨分離距離

d = 0.6 √P （150 kHz～ 80 MHz に対して） 
d = 0.6 √P （80 MHz～ 800 MHzに対して） 
d = 0.6 √P （800 MHz～ 6 GHz に対して）

ただし P は送信機製造者による送信機の最大出力定格（W）、d は推奨
分離距離（m）です。現場電磁気測定による定置式 RF 送信機による電磁
界の強さは各周波数範囲における適合レベル以下でなければなりません。
下記の標識の付された機器の近傍では干渉が生ずる可能性があります。

放射 RF 干渉
（IEC 61000-4-3 準拠）

3 V/m  
80 MHz～ 2.7 GHz

10 V/m
80 MHz～ 6 GHz

近距離フィールド 27 V/m 
380～ 390 MHz

28 V/m 
430～ 470 MHz
800～ 960 MHz
1700～ 1990 MHz
2400～ 2570 MHz

9 V/m 
704～ 787 MHz
5100～ 5800 MHz

27 V/m 
380～ 390 MHz

28 V/m 
430～ 470 MHz
800～ 960 MHz
1700～ 1990 MHz
2400～ 2570 MHz

9 V/m 
704～ 787 MHz
5100～ 5800 MHz

注 1： 80 MHz では高い方の周波数範囲が適用されます。

注 2： これらのガイドラインは、すべての状況に適用されるわけではありません。電磁波の伝播は、構造物、物体および人体による吸収と反射の影響を受
けます。

注 3： 携帯電話基地局、地上移動通信、アマチュア無線、AM および FM 放送局などの定置式送信機による電磁界の強さは理論的に正確に予測すること
ができません。

 定置式 RF 送信機まわりの電磁環境を評価するには、現場電磁調査の実施を考える必要があります。ARveo 8 手術用顕微鏡の使用場所で実測した
電界の強さが上記の適合レベルを超える場合、ARveo 8 手術用顕微鏡が正常に動作することを観察を通じて検証する必要があります。動作に異常
が見られる場合、ARveo 8 の向きまたは設置場所を変更するなど、追加対策が必要になる可能性があります。
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携帯式 / 移動式 RF 通信機器とARveo 8 手術用顕微鏡との推奨分離距離

ARveo 8 手術用顕微鏡は、放射 RF 干渉が管理されている電磁環境内での使用を想定しています。ARveo 8 手術用顕微鏡の顧客またはユーザーは、携帯式 / 
移動式 RF 通信機器（送信機）とARveo 8 手術用顕微鏡間に、通信機器の最大送信出力に応じた下記の最小距離を確保することで、電磁妨害を防止することが
できます。

送信機の周波数に応じた分離距離（m）

送信機の定格最大出力（W） 150 kHz ～ 80 MHz
d = 0.6 √P （単位 m）

80 MHz ～ 800 MHz
d = 0.6 √P （単位 m）

800 MHz ～ 6 GHz
d = 0.6 √P （単位 m）

0.01 0.06 0.06 0.06

0.1 0.19 0.19 0.19

1 0.6 0.6 0.6

10 1.9 1.9 1.9

100 6.0 6.0 6.0

送信機の定格出力が上表にない場合、推奨分離距離（m）はその送信機の周波数に適用される式を用いて推定できます。ただし P は送信機製造者による送信
機の最大定格出力（W）です。

注 1： これらのガイドラインは、すべての状況に適用されるわけではありません。電磁波の伝播は、構造物、物体および人体による吸収と反射の影響を受
けます。

本書に明記されていない、またはARveo 8手術用顕微鏡の製造者の承認していないアクセサリーやケーブルを使用すると、電磁放射が増
加したり、電磁適合性（EMC）が低下する可能性があります。

ARveo 8手術用顕微鏡を、別の装置のすぐ近くで使用しないでください。他の装置の近くで本システムを使用する必要がある場合は、本シ
ステムの動作を監視し、その状況で正常に機能することを確認する必要があります。
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20 付録

20.1 操作開始前のチェック項目リスト

患者名  .......................................................................................................................................................................................

術者名  .......................................................................................................................................................................................

日付  .......................................................................................................................................................................................

ステップ 手順 説明 チェック終了確認印 / 署名

1 光学アクセサリーの清掃 XX 鏡筒、接眼レンズ、記録用アクセサリー（使用する場合）に汚
れがないかチェックします。
XX 塵埃や汚れを取り除きます。

2 アクセサリーの取付け XX CANハンドルを位置決めします。
XX マウススイッチ /フットスイッチ（使用する場合）を接続します。
XX モニター上でカメラの観察画像をチェックし、必要に応じて調
整します。

3 鏡筒の設定の点検 XX 鏡筒および接眼レンズの設定が、選択したユーザーに適合し
ているか確認します。

4 バランス調整 XX ARveo 8のバランス調整を行います（30ページを参照）。
XX CAN ハンドルの「全ブレーキ」ボタンを押して、バランスを
チェックしてください。

5 機能チェック XX オプティクスキャリアへと延びる光ファイバーケーブルの接続
を点検します。
XX 電源ケーブルを接続します。
XX 顕微鏡をオンにします。
XX コントロールユニットでランプのスイッチを入れます。
XX 照明装置を少なくとも5分間にわたり点灯します。
XX ランプ履歴をチェックし、ランプの寿命が予定する手術にとっ
て十分なことを確認します。
XX ランプに不具合が見つかった場合は、手術前に交換します。
XX CANハンドルとフットスイッチのすべての機能をテストしてく
ださい。
XX 選択したユーザーについて、コントロールユニットの設定が正
しいかチェックします。

6 安全性点検 XX カウンターウェイトとアクセサリーがしっかり固定されているこ
とを確認します。

7 手術台への設置 XX ARveo 8手術用顕微鏡を手術台の要求される位置に位置決め
し、フットブレーキをロックします（30ページを参照）。

8 滅菌 XX 滅菌コンポーネントと必要に応じて滅菌ドレープを取り付けま
す（31ページを参照）。

9 最終確認 XX すべての装備が正しい位置にあることを確認します（すべての
カバーが取り付けられ、ドアが閉じられている）。
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21 用語解説
用語 説明

オートホワイトバランス 白色光モードで白色を白色として表示させるための、内蔵カメラの再較正手順。この機能は「基本設定」画面から起動
できます。ライカの専門技術者は、カメラの色設定を蛍光モードに従って個別に再調整することも可能です。

オートバランス調整 ブレーキを解除したときオプティクスキャリアのバランスが取れている、すなわち見かけ上自由に運動できるようにする
ための半自動的なプロセスをサポートするユーザーワークフロー。

オートフォーカス 作動距離または倍率の変更、またはブレーキの解除の後、現在の画像の中央部のフォーカスを自動的に回復する顕微
鏡機能。

BrightCare Plus（ブライトケアプラス）
（ソフトウェアでは単に「BrightCare」）

作動距離に従って最大光量を低下させることにより、ヒトの組織の損傷の危険を低減する、ライカ顕微鏡の機能。この機
能はオン /オフ可能ですが、次回起動したときはオンになります。
これとは別に、「GLOW 用 BrightCare」は GLOW800 モードでの同様な機能で、オフにすることができ、そのステータス
を術者プロファイル設定の一部として保存することができます。

CAN ハンドル オプティクスキャリアの横にあるハンドル（システムとの通信に CAN（Controller Area Network）プロトコルを使用します）。

DICOM エクスポート 静止画および動画を DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）規格に従って病院の PACS（Picture 
Archiving and Communication System）アーカイブに保存する専用の方法。

励起 蛍光について言うときは、蛍光物質の蛍光活性を発現させるための光子放射。このシステムでは、励起は蛍光モードに
おけるランプの輝度に対応します。

病院 IT ユーザーチームの一員で、管理権限と特別のパスワードを持ち、他のユーザーに対してアクセスの許可、パスワードのリ
セット、臨床データのパスワード保護の無効化を行うことのできる人。この特別のパスワードは、システムのサイバーセ
キュリティに関する責任を伴うものであるため、すべてのユーザーに付与することはできません。

IGS システム Image Guided Surgery（画像ガイダンスによる手術）の略。ナビゲーションシステム。手術中に物理的基準マーカーとの
関連で手術前の 3D 画像情報を表示する装置。基準マーカーをライカ手術用顕微鏡に取り付けると、顕微鏡像と手術前
の 3D 画像データを結びつけることができます。

問題リスト 顕微鏡が示したすべての警告およびエラーのリスト。病院スタッフやサービスエンジニアも閲覧できます。すべての問題
点にタイムスタンプが明示されています。

ライブ画面 タッチパネルに表示される主要な手術画面で、現在のライブカメラ画面が示されます。メインメニューも含まれ、設定
や記録機能へのアクセスが可能です。

ライブ手術画面 手術中にタッチパネルに表示される、手術のライブ画像を示すとともに、照明の変更や記録開始へのクイックアクセス、
設定へのアクセスが可能な画面。

モダリティワークリスト デジタル病院情報システムから提供される、特定日に特定医療行為（この場合は DICOM エクスポートのために接続され
ている顕微鏡の使用）が予定されている患者のリスト。

モード 本システムでは蛍光モードは白色光、GLOW800、FL560、FL400 のいずれかです。

メインメニュー 「ライブ手術」画面左上のアイコンにより「オプション」、すなわち顕微鏡の各種設定、過去の記録データ、顕微鏡のエラー
などにアクセスすることができます。

パスワード /パスコード 本システムにおいては、「パスコード」は術者プロファイルが他人に書き換えられないための単純な保護手段を意味し、
1 文字の単純なものでもよく、必要に応じて複雑なものを用いることもできます。「パスワード」は取扱いに注意を要す
る患者情報を保護するためのサイバーセキュリティの手段としてのパスワードを指します。パスワードの複雑さは「病院 
IT」が決定します。

プリセットプロファイル カスタマイズ可能な顕微鏡の設定の、予め定義された集合。プリセットを直接利用することも、既存のプリセットをコピー
して新しい術者プロファイルを作成することも可能です。プリセットを直接利用する場合は、適用できるだけで変更はで
きません。

クイックアクセスメニュー 照明および 3 種の顕微鏡スタンドの設定（使用中の蛍光モードに応じて）に用いる、GUI のタッチパネルの「ライブ手術」
画面に表示される半月形の GUI 制御フィールド。
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用語 説明

画像 スタンドモニターに表示される、使用中のカメラストリームの静止画像。

術者プロファイル カスタマイズ可能な顕微鏡の設定の個人用の集合。顕微鏡のハンドルの設定を含みます。術者は新規のプロファイルを
作成・命名し、設定の変更をこのプロファイルに保存することができます。詳細については 8.9 「術者プロファイル」を参
照してください。

ビデオ スタンドモニターに表示される、使用中の顕微鏡カメラ映像のスニペット録画ファイル（最大 5 分、3D も可）。
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