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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、このライカ 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
Fax: +41 71 726 3334

免責条項
すべての仕様は予告なく変更されることがあります。
本書で説明するのは、機器の操作に直接関係する情報です。医学的判断は、あくま
でも医師の責任においてなされる必要があります。
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でお問い合わせくだ
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。

製造者責任
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、関係法規の許容しない形で弊社の責任を制限するものではなく、
また法規の除外しない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
GLOW800はライカ手術用顕微鏡向けのアクセサリーです。
本書ではGLOW800の機能について説明します。
ライカ手術用顕微鏡についての内容と説明については、個別の手術用
顕微鏡の取扱説明書をご覧ください。

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）。

	X 装置を操作する前に、本説明書をよくお読みください。

1.2 本書で使用する記号
本書で使用する記号の意味は、以下のとおりです。

記号 アラート 意味

警告 重大な死傷事故につながるおそれのある危
険な状況あるいは不適切な使用方法を示しま
す。

注意 軽度ないし中程度の負傷事故につながるお
そ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。

本製品を技術的に適切かつ効率的な方法で
使用するのに役立つ情報です。

	X  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。

2 安全上の注意
GLOW800を装備したライカ手術用顕微鏡には、最新の技術が駆使さ
れています。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。
	X 本書およびライカ手術用顕微鏡の取扱説明書に記載されている注
意事項、とくに安全上の注意事項を必ず順守してください。
	X 法令により、本装置の販売は、免許を持つ医師の注文による場合ま
たはその指示による場合のみに制限されます。

2.1 本装置の用途
• GLOW800 は、ライカ手術用顕微鏡向けのアクセサリーで、術中の
脳血管領域の血流、冠動脈バイパス（CABG）手術におけるバイパ
スグラフト内の血流、形成・再建手術における血流を観察するのに
使用します。

禁忌
• 蛍光媒体と組み合わせた GLOW800 の使用にあたって適用される
医学的禁忌は、適切なブランドの物質および最新の検査技術を使
用する際に考慮すべき禁忌です。

警告

眼の負傷の危険。
	X GLOW800は眼科用には使用しないこと。

2.2 使用時の危険

警告

滅菌されていない GLOW800 テストカードによる感染の危険
	X 清潔環境でGLOW800 テストカードを使用しないでくだ
さい。
	X 非清潔環境でのみ使用してください。
	X 顕微鏡照明の点検は、非清潔環境でのみ行ってください。
	X ライカ手術用顕微鏡が正確に同焦点設定されるように留意
してください。同焦点の設定に関する指示に従ってください。

警告

プログラムされた蛍光機能で選択されたユーザーであることを確認して
ください。
	X 正しいユーザーが有効になっていること。
	X 準備チェックが実行されていること。
	X 顕微鏡照明ランプが許容値内にあること（ライカ手術用顕
微鏡の取扱説明書を参照）。
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警告

未承認の蛍光媒体を使うと患者が負傷する危険があります。
	X 目的の用途のために承認された蛍光媒体のみを使用してく
ださい。

警告

GLOW800 の過度の照射により患者が負傷する危険があります。
	X GLOW800を長時間・広範囲に、あるいは過剰な頻度で照
射させないでください。
	X GLOW800モードは自動的に180秒以内に無効になり、患
者がGLOW800の照射に過度に曝されることを防止します。

2.3 装置管理責任者のための情報
	X GLOW800を使用する際、ICG/GLOW800の手順による血流の可視
化が不十分またはできない場合、ドップラー超音波などを用意する
ようにしてください。

2.4 標識とラベル
銘板

UDI ラベル

������������������
����������
�������������

製品 ID (PI)
シリアル番号
製造日

GS1 データマトリクスコード
装置 ID (DI)

必須ラベル
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。取扱説明書
の電子版のWebアドレス。

3 説明 
3.1 機能
GLOW800 の照明の光源は、ライカ手術用顕微鏡に取り付けたキセノ
ンランプです。このランプは可視・近赤外光を供給します。NIR 光は手
術用顕微鏡によって観察できませんが、特殊なカメラを用いて記録し、
ライカ手術用顕微鏡に取り付けられたモニター上に視覚化できます。
ユーザー設定で定義したハンドル /ボタンを使用して、可視光と
GLOW800の照明を切り替えることができます。

対応するライカ手術用顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

3.2 構造
GLOW800はM530オプティクスキャリアのアクセサリーです。

GLOW800は以下のコンポーネントで構成されます。
A GLOW800 ULT、3.2.1 章を参照、位置（1）
B GLOW800 VPU、3.2.3 章を参照、位置（3）
C GLOW800 フィルター、3.2.3 章を参照、位置（4）

3.2.1 GLOW800 ULT を取り付けた M530 オプティク
スキャリア

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 視野内表示モジュール、ライカ CaptiView（オプション）
3 蛍光モジュール、ライカ FL400、FL560、または FL400/560（オプション）
4 M530 オプティクスキャリア
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�

�

�

�

�

�

1 左 /右側の側視アシスタント用ポート
2 対向アシスタント用ポート、360° 回転式
3 対向アシスタント調整フォーカス
4 側視または対向アシスタントの切り替え
5 術者用ポート、360° 回転式
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 は ULT530 のハウジングに組み込まれています。
• 可視光向けの内蔵カメラと NIR 光（蛍光）向けの内蔵カメラ、両カ
メラ用に 1 つの共通遠隔操作調整フォーカス

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 左 SDI ビデオ信号
2 右 SDI ビデオ信号
3 IGS ビデオ信号
4 システムを再起動 /リセットするためのリセットボタン
5 記録システム（オプション）

3.2.3 GLOW800 コンポーネントを装備した 
ライカ OHX 手術用顕微鏡

2

1

3

4

5

1 モニター（オプション）
2 GUI 画面
3 GLOW800 VPU（3.2.2 章 を参照）
4 GLOW800 フィルターを取り付けた照明ユニット
5 術者用パネル
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3.2.4 GLOW800 コンポーネントを装備した 
ライカ OH6 手術用顕微鏡

1
5

2

3

4

1 モニター（オプション）
2 GUI 画面
3 GLOW800 VPU（3.2.2 章 を参照）
4 照明ユニット
5 ステータス LED

3.2.5 GLOW800 コンポーネントを装備した ARveo  
手術用顕微鏡

1
5

2

3

4

1 モニター（オプション）
2 GUI 画面
3 GLOW800 VPU（3.2.2 章 を参照）
4 照明ユニット
5 ステータス LED
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4 GLOW800 システムコンポーネント - 信号の概要

ビデオストリーム2本

2×WLまたはWL/pc-FL+B/W-FL
またはWL+B/W-FL

ビデオストリーム2本

2×WLまたはWL/pc-FL+B/W-FL
またはWL+B/W-FL

ビデオストリーム1本

pc-FLまたはWL/pc-FL

ビデオストリーム2本

2×WLまたは1×WL/FL
または1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

3つの 
HDカメラ

左右WLおよび 
左FL取得用

WL 
左光路

WL 
右光路

FL 
左光路

GLOW800

VPU

GLOW 
オートフォーカ
スソフトウェア

（オプション）

ライカ顕微鏡モニター
1 つの信号を全画面表示、
あるいは 2 つの信号をサイ
ドバイサイド表示またはピク
チャーインピクチャ

2D/3D 記録ユニット 
（オプション） 

2本のビデオストリームを
記録

ライカ CaptiView 
（オプション） 
接眼レンズ内のFL信号を
オーバーレイまたは非オー
バーレイで表示

ライカ HuD（オプション） 
WL2D/3D表示または
FL2D表示GUI

説明：
pc-FL = 疑似色蛍光
B/W-FL = 白黒蛍光
WL/pc-FL = 白色光オブジェクト像と疑似色蛍光

3D可視化はあくまで教育用のものであり、ヘッズアップ手術の
ためのものではありません。
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5 説明

5.1 機能
オプション品のGLOW800を手術用顕微鏡M530OH6、M530 OHXま
たはARveoとともに使用すると、術者が蛍光試薬（ICG）の近赤外線
（NIR）蛍光（FL）を励起させて観察できるようになります。

GLOW800モードを有効にすると、ライカ顕微鏡スタンド（ライカOH6、
ライカOHXまたはARveo）の白色光照明が赤外光（IR）に拡張されて、
蛍光試薬（ICG）が励起されるようになります。

蛍光試薬（ICG）のフィルター処理されたNIR 蛍光信号がGLOW800
ULTのNIR高感度ビデオカメラによってキャプチャーされ、GLOW800
VPUで処理されます。

5.1.1 顕微鏡ビデオモニターでの蛍光観察

GLOW800を用いてオプションの顕微鏡ビデオモニターで蛍光ビデオ
信号を観察する方法として、次の2種類があります。

タイプ A：疑似色モード（疑似色オン） 
白色光によるオブジェクト像に蛍光信号を擬似色で埋め込み、ビデオ
#1A

白黒蛍光像、ビデオ#2A

タイプ B：白黒モード（疑似色オフ）
白色光オブジェクト像、#1B

白黒蛍光像、ビデオ#2B
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5.1.2 蛍光観察と記録システムによる記録

GLOW800VPUが2つのビデオを生成します。手術用顕微鏡にオプションの記録システム（例：HDMD  PRO）が組み込まれていれば、記録システ
ムによってこれらのビデオを記録できます。
以下の記録と可視化の設定をオプションの記録システムで事前に定義できます。記録と表示は次のように行われます。

白色光蛍光タイプ A：疑似色モード（疑似色オン – WL/FL）および白黒蛍光観察（B/W-FL）

GLOW800画像処理

2つのビデオ信号を用いて可視化および記録

メインビデオ#1A 第2ビデオ#2A

表示と記録

設
定
 1 ビデオモニターにメインビデオ、第2ビデオの 

いずれか一方を表示。両ビデオを記録

メインビデオ#1A 第2ビデオ#2A

設
定
 2 メインビデオ、第2ビデオのいずれか一方を全画面表示、 

他方をピクチャーインピクチャー表示。両ビデオを記録

メインビデオ#1A=全画面、 
第2ビデオ#2A=ウィンドウ

メインビデオ#2A=全画面、 
第2ビデオ#1A=ウィンドウ

設
定
 3

ビデオモニターにサイドバイサイド表示。両ビデオを記録

左=ビデオ#2A、
右=ビデオ#1A
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白黒蛍光タイプ B：白黒モード（疑似色オフ）（B/W-FL）、白色光観察（WL）

GLOW800画像処理

2つのビデオ信号を用いて可視化および記録

メインビデオ#2B 第2ビデオ#1B

表示と記録

設
定
 1 ビデオモニターにメインビデオ、第2ビデオの 

いずれか一方を表示。両ビデオを記録

メインビデオ#2B ビデオ#1B

設
定
 2 メインビデオ、第2ビデオのいずれか一方を全画面表示、 

他方をピクチャーインピクチャー表示。両ビデオを記録

メインビデオ#2B=全画面、
第2ビデオ#1B=ウィンドウ

メインビデオ#1B=全画面、
第2ビデオ#2B=ウィンドウ

設
定
 3

ビデオモニターにサイドバイサイド表示。両ビデオを記録

左=ビデオ#2B、
右=ビデオ#1B

オプションのHDMDPro記録システムでGLOW800の有効化・無効化を行うと、予め定めた2本のビデオストリームを自動的に起動・停止するこ
とができます。白色光モードの記録が既に稼働しているときは、記録が予め定められたビデオストリーム（「ループWL」および「ループNIR」）の記
録に切り替わります。「ループ」記録と白色光記録（セグメント）は、ビデオレビューページのインデックスで識別できます。GLOW800モードが終了
すると、両記録とも停止します。

注意事項 GLOWモード後に白色光記録を続けたいときは改めて起動する必要があります。

オプションのHDMDPRO記録システムの再生機能を利用すれば任意の「ループ」記録を画面に再表示させることができ、1回のみの再生も恒常
的な再生も可能です。また通常の再生のほか、スローモーションやフレーム送りも行えます。また、第2の記録ビデオの再生を選ぶこともできます。
メインビデオソースとして再生することも、またピクチャーインピクチャー（PIP）あるいはサイドバイサイド（SBS）表示も可能です。
詳細については、記録装置の取扱説明書を参照してください。
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6 操作部

6.1 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 倍率
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

ハンドルのボタン（1）、（2）、（3）および（5）は、設定メニュー
でユーザーごとに機能を割り当てることができます。
全てのプリセットにおいて、ボタン（4）には常に全ブレーキ解
除が割り当てられます。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、ユーザーの使用目的に
適したプリセットが利用できます。

GLOW800 用ハンドルの一般的な設定

GLOW800
On/O�

Y+

Y–

X– X+

ステップループ

左ハンドル 右ハンドル

再生

4 機能ジョイスティック（2）を使用してGLOW800 を制御すること
（GLOW800の一般的な設定で定義されているように）をお勧めします。
ただし、各ユーザーのニーズに合うように設定メニューでハンドルのボ
タン（1）、（2）、（3）、（5）を個別に割り当てることができます。
全てのプリセットにおいては、ボタン（4）には常に全ブレーキ解除が割
り当てられます。このボタンの割り当ては変更できません。

6.2 ステータス LED とディスプレイ
スタンドのCアームに取り付けられたLEDは術者の視界の近くにあり、
顕微鏡の蛍光と記録の状態に関する情報を知らせます。

6.2.1 ライカ OH6 - ステータス LED

1
2

1 蛍光ステータス LED
2 記録ステータス LED

蛍光ステータスLED（1）は蛍光の活性を示します。
 白： 蛍光なし、

  白色光モード
 青： FL400が有効
 青緑： FL560が有効
 黄： FL800が有効
 赤紫： GLOW800が有効

記録ステータスLED（2）は以下のように点灯します。
 赤： GLOW800ループ記録が進行中

 緑： GLOW800再生モード
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6.2.2 ライカ OHX 術者用パネル
術者用パネルに蛍光の状態が示されます。

4

3

1 2
5

1 蛍光アイコン
2 蛍光ステータスカラーバー
3 ドキュメンテーションアイコン
4 再生アイコン
5 記録アイコン

蛍光ステータスカラーバー（4）は蛍光の活性を示します。
 白色光： 蛍光なし、

   白色光モード
  青： FL400が有効
  青緑： FL560が有効
  黄： FL800が有効
  赤紫： GLOW800が有効

	X 記録システム（オプション）が顕微鏡システムに組み込まれている
場合、GLOW800NIRビデオシーケンス（ループ）が記録されると、
記録アイコン（5）が黒から赤に変わります。
	X 再生アイコン（4）は黒のままです。
	X 再生モードでは、再生アイコン（4）が緑になり、記録アイコン（5）
は黒のままです（下記を参照）。

7 操作の準備

7.1 GLOW800 用の M530 コントロー
ルユニットの調整

GLOW800アクセサリーが有効であることを確認してください。
他にご質問などありましたら、ライカマイクロシステムズにご
連絡ください。

「血管蛍光診断 GLOW800」ユーザープリセットの使用

1

	X「ユーザーリスト」ボタン（1）をタップします。
この顕微鏡で利用可能なユーザーリストが表示されます。
	X ユーザーリスト画面の右下端にある「一般的な設定」ボタンをタッ
プします。
この顕微鏡で利用可能な一般的な設定が表示されます。

2

	X「血管蛍光診断GLOW800」ユーザープリセットボタン（2）を選択し
ます。
	X「選択」ボタンを押します。
選択されたユーザープリセットがステータスバーに表示されます。
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ハンドルの割り当て
	X メインメニューで「設定を見る」ボタン（3）を押します。

3

	X「ハンドル左」または「ハンドル右」タブ（4）を選択します。
4

左ハンドルのどのボタンでGLOW800の機能を操作できるのかについ
て、概要が表示されます。

「血管蛍光診断 GLOW800」ユーザープリセットの変更

アプリケーション中にニーズに合わせて「血管蛍光診断
GLOW800」ユーザープリセットの設定を調整した場合は、それ
らを新規ユーザー名で保存することができます。

	X「ユーザー設定」メニューで、「保存」を押し、ついで「新規ユーザー
で保存」を押します。
	X ユーザーリストで空いている位置を選択します。
	X キーボードを使って、希望するユーザー名を入力します。
	X「保存」ボタンを押すと、希望した場所に、入力したユーザー名で設
定が保存されます。

これらの設定は、後でいつでも「ユーザー設定」メニューから
編集が可能です。

ご自身の GLOW800 ユーザーの作成
	X「メニュー」クイックアクセスボタン（5）を押します。

5

	X「ユーザー設定」を選択します。

	X「新規ユーザー」を選択します。
	X「ハンドル左」または「ハンドル右」タブ（6）を開き、GLOW800の
機能をハンドルに割り当てます。

6

7

8

9

	X 左側の選択フィールドで、「蛍光」機能グループ（7）を押して選択し
ます。
	X 希望する機能を選択し、「GLOW800 モードOn/Off」（8）機能を任
意のボタンに割り当てます。
	X その後、希望するボタンのラベルフィールドを押すと、希望する機
能が割り当てられます。
–または–
割り当てるハンドルの希望するボタンを押します。
	X 追加する機能すべてについてこの操作を繰り返します。
	X「保存」を押します。
	X ユーザーリストで空いている位置を選択します。
	X キーボードを使って、希望するユーザー名を入力します（例：「ICG

GlowUser」）。
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	X「保存」ボタン（9）を押すと、希望した場所に、入力したユーザー名
で設定が保存されます。

サービスメニューでGLOW800モードの最長時間の値を10～
180 秒間に調整することができます（サービスが行います）。

注意事項 ハンドルには熟知しているGLOW機能のみを割り当てること
を推奨します。典型的なコマンドには「On/Off」や「再生」が
あります。

7.2 蛍光視認性
GLOW800 の機能により、顕微鏡のパラメータや ICG 投与量の広い範
囲にわたって、良好な画質の画像が得られるように蛍光視認性が自動
調節されます。
しかし次式で示されるように、最適化のためには、下記のパラメータが
蛍光視認性に影響します。

FL 視認性 =
光量 × 投与量

Mag2 × WD2

FL視認性： 蛍光の明るさ/画面の見やすさ
光量 : 顕微鏡の励起強度
投与量： ICG注入量（mg/kg）
Mag.: 倍率
WD： 作動距離

ICG投与量は麻酔科医または術者が決定します。

• 励起強度「GLOW800 の明るさ」および /または ICG 投与量が小さ
いと、特に高倍率および /または長い作動距離で蛍光視認性が低く
なります。蛍光視認性あるいは蛍光明るさの低下は、低倍率あるい
は短い作動距離でも認められる場合があります。

• 励起強度「GLOW800 の明るさ」および /または ICG 投与量が大き
いと、特に高倍率および /または長い作動距離で蛍光視認性が高く
なり、これら 2 つの光学的パラメータの低下が補完されます。

照明システムの効率が低下したり、キセノンランプの寿命が近
づくと、蛍光視認性は標準的条件下でも低下する可能性があり
ます。

この場合、グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）画面にランプ
の交換を促すメッセージが表示されます。

7.2.1 GLOW800 の明るさ（照明 /励起強度）
	X「FL」タブを開き、バー（1）を使ってGLOW800の明るさを必要なレ
ベルに設定します。

1

明るさの推奨設定
高倍率および長い作動距離で良好な蛍光視認性を得るため、
「GLOW800の明るさ」は100%が既定値かつ推奨値となっています。

7.2.2 作動距離の制限

10

	X 白色光モードにおける作動距離の制限を有効（デフォルト）にする
か無効にするかを決めます（10）。

白色光モードでの作動距離の制限を無効にしており、GLOW800
モードにしたときに作動距離が限度を超えていた場合は、作動
距離が縮小され、画像にピントが合わなくなります。
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7.2.3 GLOW800 リミット
「GLOW800リミット」は、良好な蛍光視認性が得られる倍率および作動
距離の範囲を定めています。

倍率または作動距離の範囲を拡大するときは、蛍光視認性の最適化の
ために ICG投与量を調節しなければならない場合があることを念頭に
置いてください。

7.3 GLOW800 ユーザー設定メニュー
タブを使って各ユーザーに固有のGLOW800設定ができます。

7.3.1 疑似色

疑似色により、2つの蛍光観察タイプのうちの1つが定義されます。
疑似色は、ボタン（1）を使ってOn/Offできます。
デフォルトではオンです。
擬似色オン（観察タイプ A-1 ～ A-4）
• 疑似色の蛍光信号が埋め込まれた白色光オブジェクト表示（白色光
蛍光観察 = WL/FL）

疑似色オフ（観察タイプ B-5）
• 標準白黒蛍光表示 = 顕微鏡モニター上の B/W-FL

5.1.1章も参照してください。
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7.3.2 しきい値
「しきい値」バー（18ページ、2）により、白色光蛍光表示での蛍光強度の範囲を指定することができます。2 つの赤色バーで上下のしきい値を
指定することで、低強度の信号（ノイズなど）または高強度の信号のフィルタリングが可能になります。
デフォルト値および推奨設定は、下側しきい値0 %、上側しきい値100 %で、蛍光信号の全範囲を観察することができます。テストカードを使用し
て、「しきい値」機能が蛍光信号にどのように影響するのかを示します。

下側しきい値 0 %、上側しきい値 100 % － すべての蛍光強度を表示

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

白黒の蛍光観察
（ビデオモニター）

白黒+蛍光観察
（ビデオモニター）

下側しきい値 60 %、上側しきい値 100 % － 中強度から高強度のみを表示

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

白黒の蛍光観察
（ビデオモニター）

白黒+蛍光観察
（ビデオモニター）

下側しきい値 40 %、上側しきい値 70 % － 中強度から高強度のみを表示

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

白黒の蛍光観察
（ビデオモニター）

白色光蛍光観察
（ビデオモニター）
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しきい値の設定

1 2 3 4 3 5 6

78

しきい値は、最低蛍光強度（1=減、2=増）および最高蛍光強度（5=減、6=増）を指定することにより、表示される蛍光の範囲を規定する機
能です。赤色バー（3）は保存されている値、灰色バー（4）は表示される蛍光の範囲を示します。範囲の上限と下限のパーセンテージは（7）と（8）
の値で指定されます。

デフォルト設定は下限=0%、上限=100%による全蛍光範囲の表示です。

ボタン（1）、（2）、（5）、（6）により範囲を調節したときは、範囲がバーによって示されます。「適用」ボタン（18 ページ、7）を押すと新しい範囲が
有効になり、画面および接眼レンズ（オプションのCaptiViewを使用）で結果が観察できます。新しい範囲を保存すると、赤色バーが相当する位置
へ移動します。図では32～ 72 %の範囲を示しています。
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7.3.3 色

「色」ボタン（18ページ、3）で、蛍光信号の疑似色を選ぶことができます。
蛍光像の接眼レンズ視野内表示を行わない場合、選択できる色の値は1=赤紫から7=黄緑までです。選んだ色によって白色光画像上の蛍光の
外観が決まり、これによってオブジェクトの白色光像と蛍光信号の色のコントラストを最適化することができます。

オプションのCaptiViewモジュール（7.7章）を用いてGLOW800像を接眼レンズの視野内に表示させるときは、色の選択は青（#3）と緑
（#6）に限定されます。

視野内表示なし 視野内表示あり

色 色名 RGB 値 色

1 赤紫 255-000-255 3

2 紫 127-000-255 6

3 青 000-000-255

4 空色 000-127-255

5 濃青緑 000-221-221

6 緑 000-255-000

7 黄緑 127-255-000

白色光蛍光観察における色#6（緑）での蛍光の表示。色#6は
GLOW800プリセットでのデフォルトカラーです（ビデオモニター）

白色光蛍光観察における色#1（赤紫）での蛍光の表示 
（ビデオモニター）

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 強度

「強度」バー（18 ページ、4）で、オブジェクトの細部に関して蛍光の
コントラスト、明るさおよび透明度を調整します。
強度の値は0%～ 100%です。デフォルトは50 %です。
蛍光は全パーセンテージ範囲で目に見えます。
例えば、強度0%では蛍光は見えるだけで、オブジェクトが目立ちます。
強度100%では蛍光が集中的に見え、目立ちます。

最小強度設定–0%

中間強度設定–50%

最大強度設定–100%

7.3.5 WL 彩度と WL 輝度
解剖学的ビデオ画像に対する蛍光情報のコントラストを高めるために、
以下の方法により、白色光解剖学的画像の特性を調節することが可能
です。
• WL 彩度バー（18 ページ、5）を使って、白色光解剖学的画像の
彩度を小さくする

• WL 輝度バー（18 ページ、6）を使って、白色光解剖学的画像の
輝度を小さくする

7.3.6 「適用」ボタン
ユーザー設定のGLOW800 ページの「適用」ボタン（18 ページ、7）
を押すと、1つ以上の各種のGLOW800設定の変更がGLOW800シス
テムで有効になります。
変更された設定の結果は数秒後にGLOW800画面で観察することがで
きます。

7.4 ユーザー設定 カメラ

2

1

3

7.4.1 デジタルズーム

「デジタルズーム」で、各GLOW ユーザーのニーズに合わせて表示
フォーマットを調整します。4 つのフォーマットがあり、これは「デジタ
ルズーム」ボタン（3）で変更することができます。
デフォルト設定は「最大高さ、芯出しされた状態」です。

最大高さ
最大検出実視野を記録モニターの画面の中心に合わせます。
• ほぼ円形の画像フォーマット – 最大ビデオ解像度



操作の準備

 GLOW800/注文番号 10 747 241/バージョン 05 23

全幅
最大実視野（横）を記録モニターの画面に合わせます。
	X 縁が丸いフォーマット–最大水平ビデオ解像度

全画面
実視野の対角線を記録モニターの画面の対角線に合わせます。
	X 角形の画像フォーマット–低いビデオ解像度

ナビゲーションシステムと組み合わせた GLOW800 デジタルズーム
手術用顕微鏡をナビゲーションシステムに接続し、ナビゲーションシス
テムを有効 /オンにすると、4つのGLOWデジタルズームオプションの
選択肢が自動的に1つに絞り込まれます。この残った有効な設定は、ナ
ビゲーションシステムの統合および較正プロセスの中で定義されます。

免責条項：
モニター上または接眼レンズ内の観察像は本書に表示されて
いる画像と多少異なることがあります。

7.4.2 露出

「露出」ボタン（22 ページ、1）を使って、白色光カメラのシャッター
速度を定義します。
「自動」に設定すると、画像の明るさとコントラストが最良になるように、
カメラによってシャッター速度が自動的に選ばれます（デフォルト設定）。
特定のシャッター速度を強制するために、設定を「自動」から、手動
で選択できるシャッター速度値に変更することができます。1/60～
1/10000の刻み幅で選択できます。
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7.4.3 均一化（GLOW800）
「均一化」バー（22ページ、2）によって、白色光像（GLOW モードではGLOW 像の白色光成分）における、中央部の強い照明の影響を補うこと
ができます。白黒蛍光像およびGLOW像の蛍光成分は均一化できません。

モノクロ（擬似色オン） GLOW800 白色光蛍光画像の均一化

均一化なし 均一化なし

中程度の均一化–50% 中程度の均一化–50%

最大の均一化–100% 最大の均一化–100%

均一化は白黒モード（疑似色=オフ）でも有効です。
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7.5 ビデオ設定
7.5.1 白色光ビデオの設定

2

1

3
4

5
6
7
8

910

輝度、コントラスト、ガンマ値のデフォルト値は、画像の明るい領域と
暗い領域が十分に区別できるように選ばれています。50  %未満はこれ
より減少、50  %超はこれより増加することを意味します。新しい値は直
ちに適用され、画像が調整されます。
調整が必要な場合には、ユーザー設定のイメージバランスバー（2～ 8）
を用いて各数値を変化させます。
赤、緑、青のデフォルトにより、自然な色彩度で中間色のビデオ画像
が生み出されます。しかし、4つの可能なモード（白色光、GLOW800、
FL400、FL560 モード）の各々につき、ボタン（1）を使ってモードを切
り替え、以下の3通りの方法でビデオ画像のカラーバランスと彩度を調
整することもできます。
	X デフォルト/工場出荷時リセット値を再び有効にするには、デフォル
トボタン（9）を押します。
	X カラーバランスを参照基準に再調整するには、顕微鏡の下に視野
全体を覆うように白い対象物を置き、明るさを必要なレベルに調整
して、オートホワイトバランスボタン（10）を押します。
	X 特定の目的のためにカラーバランスを調整するには、カラーバーで
各色を強める /弱めることができます（5、6、7。50  % 未満の値は
減衰、50 %超の値は増幅を意味します）。新しい値は直ちに適用さ
れ、画像が調整されます。

カラーバランスをチェックするには、GLOW800テストカードの表面と裏
面のカラー部分を使用し、オリジナルの光学画像とビデオ表示画像を
比較します。

GLOW800テストカードの画像–表面

GLOW800テストカードの画像–裏面
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7.6 GLOW800 視野内表示
オプションのCaptiView 視野内表示が手術用顕微鏡M530ARveo、
OH6、OHXに組み込まれていると、GLOW800の蛍光情報を右、左また
は両方の接眼レンズで見ることができます。蛍光観察のタイプの選択お
よびCaptiView の設定によって、蛍光情報はデジタル画像またはオー
バーレイとして表示されます。
観察タイプA、Bの選択については7.3.1章を参照してください。観察タ
イプA-1～ A-4はCaptiViewのユーザー設定です。7.7章を参照して
ください。

観察タイプ A-1/WLFL

右側接眼レンズに擬似色の蛍光ビデオを埋め込んだデジタル白色光画
像、左側接眼レンズに光学的2D画像

観察タイプ A-3/OVL

立体観察用の両接眼レンズの光学画像に左側接眼レンズの擬似色の
デジタル蛍光画像をオーバーレイ

観察タイプ A-2/OVR

立体観察用の両接眼レンズの光学画像に右側接眼レンズの擬似色の
デジタル蛍光画像をオーバーレイ

観察タイプ A-4/OVLR

立体観察用の両接眼レンズの光学画像に両接眼レンズの擬似色のデジ
タル蛍光画像をオーバーレイ

接眼レンズへの蛍光像オーバーレイを正しく行うため、蛍光像の焦点をモニターで確認することを推奨します。

蛍光像の二重記録またはモニターへの二重表示を避けるため、左側接眼レンズのオーバーレイはオフにしておきます。
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7.7 GLOW 画像の接眼レンズ視野内
表示（ユーザー設定）

1

GLOW800 画 像 の 視 野 内 表 示 は、CaptiView タブ で 設 定 項 目
「GLOW800」（1）と下記のオプションを用いて、ユーザーごとに設定で
きます。
• オフ = 視野内表示なし
• 視野内表示右 = 観察タイプ A-1
• オーバーレイ右 = 観察タイプ A-2
• オーバーレイ左 = 観察タイプ A-3
• オーバーレイ左右 = 観察タイプ A-4

• 対応するライカ視野内表示システム（CaptiView）の取扱説
明書を参照してください。

• GLOW800 画像を片方または両方の接眼レンズ視野内に表
示させると、擬似色の選択は青（#1）と緑（#6）のいずれか
に限定されます（ 7.3.3 章参照）。

• 視野内表示において GLOW800 で疑似色がオフになってい
ると、蛍光像は白黒でオーバーレイされます。

• GLOW800 画像を左または両接眼レンズの視野内に表示し
た場合、動きが速いとモニター画像および記録では蛍光信
号の位置が多少ずれることがあります。

• 高倍率（> 5.0×）では、物理的原因によるノイズの多いオー
バーレイを避けるため、視野内表示をオフにすることを推
奨します。

7.8 ビデオフォーカス調整
GLOW800ULTでは、ビデオフォーカスの調整と同焦点リセットが可能
です。

123

ビデオフォーカスは、必要に応じてフォーカスボタンを上（3）/下（1）
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）およびハンドルから与えることもできます（定義されて
いる場合）。

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。

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。このコマンドは、GUIおよび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）。
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8 照明、機能および調整の確認

8.1 使用前のチェックリスト
（GLOW800）

光学アクセサリーの清掃
	X 光学アクセサリーが清潔かどうか点検します。
	X 塵埃や汚れを取り除きます。

GLOW800 の用途
	X GLOW800を使用する際、ICG/GLOW800の手順による血流の可視
化が不十分またはできない場合は、ドップラー超音波などの装置を
用意するようにしてください。

バランス調整
	X 再取付け後、顕微鏡のバランス調整を行ってください（ライカ手術
用顕微鏡の取扱説明書を参照）。

機能点検 
	X 顕微鏡の電源を入れます。
	X 照明を点灯します。
	X 顕微鏡照明を点検します。
	X テストカードでGLOW800のテストを行います。

滅菌
	X 滅菌ドレープを取り付けます。

ライカ手術用顕微鏡の滅菌可能なコンポーネントについては、
対応する取扱説明書をご覧ください。

8.2 テストカード
GLOW800の機能の点検・試験、白色光と蛍光画像の調整が正しいこと
の確認、および照明レベルの確認のために、GLOW800テストカードを
使用する必要があります。

警告

滅菌されていない GLOW800 テストカードによる感染の危険
	X 清潔環境でGLOW800 テストカードを使用しないでくだ
さい。
	X 非清潔環境でのみ使用してください。
	X 顕微鏡照明の点検は、非清潔環境でのみ行ってください。
	X ライカ手術用顕微鏡が正確に同焦点設定されるように留意
してください。同焦点の設定に関する指示に従ってください。

テストを以下のように準備してください。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 段階的に下がる NIR 強度領域（0 = 明～ 9 = 暗）
2 4 つの異なる白色光色領域を含む低強度 NIR 蛍光領域
3 丸い点の高強度 NIR 蛍光信号
4 テストカードを固定するための穴
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8.3 準備

警告

プログラムされた蛍光機能で選択されたユーザーであることを確認して
ください。
	X 正しいユーザーが有効になっていること。
	X 準備チェックが実行されていること。
	X 顕微鏡照明ランプが許容値内にあること（ライカ手術用顕
微鏡の取扱説明書を参照）。

テストを以下のように準備してください。
	X 一般的なテストでは、GLOW800プリセットを使用してください。
	X GLOW800テストカードを顕微鏡の下に置いてください。

警告

滅菌されていない GLOW800 テストカードによる感染の危険
	X 清潔環境でGLOW800 テストカードを使用しないでくだ
さい。
	X 非清潔環境でのみ使用してください。
	X 顕微鏡照明の点検は、非清潔環境でのみ行ってください。
	X ライカ手術用顕微鏡が正確に同焦点設定されるように留意
してください。同焦点の設定に関する指示に従ってください。

	X 作動距離（WD）を350mmに調整します。
	X 反射を避けるために、テストカードの上に少し（ただし十分な）角
度を付けて顕微鏡を配置します。
	X 同焦点の設定に関する指示に従ってください。
	X 最高倍率で顕微鏡を位置決めすることによってピントを合わせます
（焦点合わせの操作を行わないでください）。
	X 位置決めと焦点合わせの後、倍率を3.0×に調整します。
	X テストカードを視野の中央に移動します。
	X ハンドルのGLOW800オン /オフボタンを押してGLOW800モード
に切り替えます。
	X 蛍光照明を50%に調整します。
	X ここでGLOW800テストカードを、接眼レンズでは白色光で、モニ
ター（オプション）では白色光蛍光でそれぞれ観察することができ
ます。

�

�

�
�
��
��
��

��
�

1 顕微鏡オプティクスキャリア
2 テストカード

接眼レンズの像：

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

白色光観察におけるテストカードの見え方：
色付きの四角の穴により、蛍光と白色光画像の調整を点検できます。
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8.4 テストカード機能領域
白色光蛍光観察モードでのテスト
白色光画像を含む蛍光画像の調整が正しいかどうか点検してください。

1. 明るい蛍光点がすべて、色付きの四角の穴（A～ D）に正確に合っ
ている必要があります。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. 蛍光強度を点検してください（A～ D）。
必要なWD=350 mm、
倍率=3.0×、
明るさGLOW800=50 %
GLOW800 蛍光モードでは、少なくとも蛍光バー1～ 6 が
見える必要があります（E）。

3. 蛍光疑似色が希望どおりのものであるかどうか点検してください。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. 白色光モードで白色光画像の色（F–I）をチェックします。4つの色
付きの四角（赤、黄、緑、青）のソフトカラーがビデオモニターに
おいて同じ色で表示される必要があります。

白黒蛍光観察モードでのテスト

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

蛍光強度を点検してください。GLOW800蛍光モードでWD=350 mm、
倍率=3.0×、照明=50 %を要求した場合、少なくとも蛍光バー1～
6が見えなければなりません。

見えるバーがこれより少ないときは下記を確認してください。
• カードの有効期限が切れていないか
• しきい値が 0 %（下限）と 100 %（上限）に設定されているか
• 照明システムが正常に動作しているか

• 照度計の読みが正常か
• ランプの使用時間が許容範囲内か
• ライトガイドの形状が適切か

さらに検討が必要な場合に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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9 操作

警告

未承認の蛍光媒体を使うと患者が負傷する危険があります。
	X 目的の用途のために承認された蛍光媒体のみを使用してく
ださい。

GLOW800を使用する際、ICG/GLOW800 の手順による血流の
可視化が不十分またはできない場合、ドップラー超音波などを
用意するようにしてください。

9.1 GLOW800 の使用
	X ライカ手術用顕微鏡の照明をオンにします。
	X ユーザーの選択：「血管蛍光診断GLOW800」のプリセットされた
ユーザーまたは独自のGLOW800ユーザーを選択します。

9.2 GLOW800 の機能の操作
GLOW800 の機能の操作、例：顕微鏡の左ハンドル 

GLOW800
On/O�

Y+

Y–

X– X+

ステップループ

左ハンドル 右ハンドル

再生

GLOW800 On/Off
ハンドルで白色光モード（GLOW800  On/Off）とGLOW800モードを切
り替えることができます。

	X モードを切り替えるには、ジョイスティックを左に押します。

警告 

GLOW800 の過度の照射により患者が負傷する危険があります。
	X GLOW800を広範囲に、あるいは過剰な頻度で照射させな
いでください。

GLOW800モードは、自動的に180秒以内（既定値、値の変更
可）に無効になり、患者がGLOW800の照射に過度に曝される
ことを防止します。

「GLOW800On/Off」機能はGLOW800照明とGLOW800高感
度カメラを有効にし、GLOW800 ビデオ信号をシステムのビデ
オ出力ポートに接続し、ビデオをモニターに表示できるように
します。
オプションのHDMDPRO記録ユニットが接続されていれば、同
時にGLOW800ビデオ信号の記録が開始されます。
「GLOW800オン /オフ」ボタンをもう一度押すと、システムが白
色光モードに戻り、GLOW800機能が無効になり、GLOW800記
録が終了します。

再生 
	X HDMDPRO 記録ユニット（オプション）が使用可能な場合、ジョイ
スティックを右側に押すと、記録ユニットで前回記録されたループ
の再生が始まります。

ステップループ
	X HDMDPRO 記録ユニット（オプション）が使用可能な場合、ジョイ
スティックを繰り返し下方に押すことで、以前に記録したGLOW800
のループに切り替えることができます。
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10 GLOW オートフォーカス
（オプション）

10.1 説明
10.1.1 機能
GLOW オートフォーカス機能は、ライカOH6、ライカ  OHX または
ARveo コントロールユニットを備えたライカ手術用顕微鏡での自動
フォーカス調整のために使用します。
デフォルト設定では、オートフォーカス機能が有効になり、ブレーキを
作動させるたびにオートフォーカスが起動します。
ハンドルまたはフットスイッチを使ってオートフォーカスを起動させるこ
ともできます。

対応するライカ手術用顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

10.2 構造
GLOWオートフォーカスは、ライカOH6、ライカ OHXまたはARveoコ
ントロールユニットのアクセサリーです。

1

1 GLOW オートフォーカス USB スティック

10.3 インストール
GLOW オートフォーカスをインストールする場合は、ライカの
サービスエンジニアにご依頼ください。

GLOWオートフォーカスのインストール後は、以下のものがメニューで
利用可能になります。

• メインメニューのオートフォーカスボタン

• ユーザー設定のオートフォーカスタブ
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• フット/ハンドスイッチ向けの設定で利用可能な「AF スタート」機能

デフォルト設定では、オートフォーカス機能が有効になり、ブレーキを
作動させるたびにオートフォーカスが起動します（ブレーキによりAF
が起動します）。

10.4 GLOW オートフォーカスシステムを
用いた作業

ライカOH6、ライカOHXまたはARveoコントロールユニット
を操作する場合は、対応する手術用顕微鏡システムの取扱説明
書を読んでください。

GLOWオートフォーカスシステムは、ライカOH6、ライカOHXまたは
ARveoのコントロールユニットを通じて制御されます。コントロールユ
ニットを通じて、下記の設定を行うことができます。
• オートフォーカスの有効化 /無効化
• 視度設定向けの同焦点機能の有効化 /無効化
• オートフォーカスウィンドウのサイズの変更
• オートフォーカスウィンドウの位置の変更
• オートフォーカスの起動用にフットスイッチ /ハンドスイッチのボタ
ンの割り当て

• 術者の個別のオートフォーカス設定の保存

インストール後のデフォルト設定では、ブレーキを作動させる
たびにオートフォーカス機能が起動します。

10.4.1 GLOW オートフォーカスシステムの 
有効化 /無効化

メインメニューから
オートフォーカスシステムが有効になると、「オートフォーカス」ボタン
が緑色になります。

1

GLOW オートフォーカスシステムの無効化
	X 緑色の「オートフォーカス」ボタンをクリックします。
メッセージが表示され、続いて「オートフォーカス」ボタンが灰色に
なります。

GLOW オートフォーカスシステムの有効化
	X 灰色の「オートフォーカス」ボタンをクリックします。
オートフォーカスシステムを有効化するのか尋ねるプロンプトが表
示されます。
	X「確定」を押すと、オートフォーカスシステムが有効になります。
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操作部から
ブレーキを作動させるたびにオートフォーカスさせたくない場合は、
オートフォーカスを解除し、代わりにこの機能をハンドルまたはフットス
イッチのボタンに割り当てることができます。

	X 割り当てたボタンを押します。
オートフォーカスが1回行われます。

10.4.2 視度設定向けの同焦点機能の有効化 /無効化
オートフォーカス機能に加え、同焦点機能を有効にすることができます。

オートフォーカス同焦点機能により、ユーザーの視度設定の調整がサ
ポートされます。
	X GUIメイン画面の「同焦点」ボタン（1）を押し、GLOW800調整フォー
カスを同焦点位置にします。
	X ユーザー設定で「同焦点」（2）が有効になっており、「オートフォー
カス」にボタンが割り当てられているときは、そのボタンを押します。

「オートフォーカス」機能は、あらかじめ選択された対象物範囲を最高
倍率でオートフォーカスし、同焦点位置で中程度の倍率のもとで鮮明な
ビデオ画像を表示します。
これで、観察者全員がそれぞれの接眼レンズ向けに視度を調節し、あら
かじめ選択された対象物範囲にピントを合わせることができます。

10.4.3 オートフォーカス設定 

2

中央の小さな灰色の領域は、オートフォーカスウィンドウを表します。点
線は、利用可能な最大限のオートフォーカスウィンドウを表します。

サイズ
	X オートフォーカスウィンドウのサイズを調整します。
可能な設定範囲 10%～ 100%
デフォルト設定 25%（推奨）

X 位置 /Y 位置
	X オートフォーカスウィンドウのX位置とY位置を調整します。
可能な設定範囲 0%～ 100%
デフォルト設定 各50%、そのためオートフォーカスウィンドウ

はちょうど中央にくる（推奨）
AF モード
	X AFモードを有効化 /無効化します。

ブレーキによる AF の起動
• 有効化すると、ブレーキボタンを放すことで、オートフォーカス機能
が起動します。

• 無効化し、AF モードを有効に設定すると、ユーザー設定で定義さ
れた他のキーを使ってオートフォーカス機能を起動させることがで
きます。

10.4.4 オートフォーカス機能を起動させるための 
ボタンの割り当て

	X ユーザープリセットを選択します。
	X「フット/ハンド1」または「フット/ハンド2」タブを選択します。
利用可能な機能のリストに「AFスタート」が表示されます。
	X「AFスタート」機能を任意のボタンに割り当てます。

フット/ハンドスイッチへの機能の割り当てと、ユーザー設定の
保存については、詳しくは対応する手術用顕微鏡システムの取
扱説明書を参照してください。

10.4.5 オートフォーカススキャン
オートフォーカスサービスメニューで別途指定がない場合は、最良の焦
点面が得られるよう、オートフォーカスは作動距離225～ 600  mmで
現在の位置から上下してスキャンします。
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11 お手入れとメンテナンス

GLOW800 はライカ手術用顕微鏡システム向けのアクセサリー
です。手入れとメンテナンスについては、ライカ手術用顕微鏡
の取扱説明書を参照してください。

12 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。装置梱包はリサイクル可能です。
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13 こんなときは ...

電動部品が正しく動作しないときは、まず次の点を確認してください。
• 電源スイッチが入っているか
• 電源ケーブルが正しく取り付けられているか
• すべての接続ケーブルが正しく取り付けられているか
• すべてのビデオケーブルが正しく取り付けられているか

13.1 全般

ライカ手術用顕微鏡の機能障害については、ライカ手術用顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

13.2 GLOW800
13.2.1 キャリブレーション

所見 原因 対策

GLOW800 の接眼レンズへの視野内表示が光学画
像と合っていない

CaptiView 較正の喪失 	X 再較正が必要です。
	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

GLOW800 蛍光画像と白色光画像が正しく揃ってい
ない

両方の画像を合わせる設定が不適切。 	X 両方の画像が合うように設定を調整する必要があ

ります。
	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

13.2.2 VPU

所見 原因 対策

ユーザーの解釈にとって不正確な情報が表示される 装置アルゴリズム較正の不具合 	X リセットボタンを用いてシステムを再起動 /リセッ
トします。

不適切な操作前点検 	X 操作前の手順を繰り返してください。
	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

システムが起動しない 電子的な不具合 	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

ビデオ信号に赤い「X」が表示される カメラ信号の喪失 	X リセットボタンを用いてシステムを再起動 /リセッ
トします。
	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

システムがフリーズする（反応しない） ソフトウェア初期化の不具合 	X リセットボタンを用いてシステムを再起動 /リセッ
トします。

13.2.3 制限

所見 原因 対策

高倍率で白色光像が鮮明でも GLOW800 の蛍光像
の焦点が合わない

高倍率では近赤外線の焦点と白色光の焦点が一致
しない可能性がある

	X 鮮明なGLOW800 画像が得られるまで倍率を下
げます。
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所見 原因 対策

蛍光像の一部（対象領域）は鮮明だが他の部分の
焦点が合わない

焦点の合わない蛍光像が対象物全体をカバーせず、
対象物上に蛍光がフロートしている

対象領域に焦点が合っていても、他の蛍光領域の焦
点が合わず、余計な蛍光のフロートが生ずることが
あります。蛍光領域全体にわたって焦点を合わせる
ことができなければ、この作用を避けることはでき
ません。

二重蛍光像、一方の蛍光像がモニター上および記
録において遅延を伴ってフロートしている

蛍光像を左側接眼レンズの視野内に表示すると、記
録およびモニター表示では蛍光像が二重になる

	X 二重蛍光像を避けるため、左側接眼レンズへの蛍

光像のオーバーレイを無効にしておく必要があり

ます。

フローシグナルが弱い /暗い、見えない、あるいは
ノイズが乗っている

高倍率および /または長い作動距離では蛍光信号が
非常に弱くなる

	X GLOW800の照明 /励起を100%にし、倍率を下
げるか、および /または可能ならば ICG 投与量を
増やします。

GLOW800 は ICG 投与量 12.5 mg/75 kg のときに、
倍率または作動距離が大きくても良好な蛍光像を
形成します。

照明用ランプの効率が低下しており、交換が必要、
または照明システムが仕様に適合していない（ファ
イバーライトガイドまたは照明光路の光透過率低
下）

	X 照明用ランプの寿命および照明システムを点検し

ます。
	X 必要に応じてライカマイクロシステムズの専門技

術者による調査を依頼します。

13.2.4 ユーザーによる補正

所見 原因 対策

モニターに鮮明な GLOW800 画像も、鮮明な白色
光画像も表示されない

ビデオ調整フォーカスが正しく調整されていない。 	X 同焦点ボタンを押すか、あるいは（+）または（–）
ボタンを押して手動でフォーカスを調整します。

術者の接眼レンズの視度設定が不適切で、同焦点
の外で観察している

	X 同焦点ボタンを押し、作動距離を調整して鮮明な

ビデオ画像が得られるようにし、視度を正しく調整

します。

フローシグナルが露出過度 微小血管や灌流の表示が明るすぎる。ボーラス時の 
ICG 投与量が多すぎる可能性もある

	X ICG投与量を12.5mg/75kgまで減らす、および
/またはGLOW の明るさ（照明 /励起の強度）を
50 %まで下げます。

フローシグナルが過飽和または強すぎる 信号の透過度がなくなり、信号がフラットであるよ
うに見える。GLOW の「強度」が高すぎる可能性も
ある

	X GLOWの「強度」を正常値の50%またはそれ以
下にします。

フローシグナルが弱い 蛍光が微弱、微小血管内の流れが表示されない。
ICG 濃度が低すぎる可能性もある

	X 可能ならばICG投与量を増やします。

フローシグナルが弱すぎる GLOW の「強度」が低すぎる 	X GLOWの「強度」を上げます。標準値は50%です。

モニター上では信号が正常であるにもかかわらず、
接眼レンズ視野内に表示される蛍光像がぼんやりし
ている /薄い

高倍率および長い作動距離で良好なオーバーレイ
を行うには、蛍光が弱すぎる

	X 倍率を下げ、照明 /励起設定が少なくとも100%
であることを確認します。

視野内表示した像が暗すぎる 	X CaptiView視野内表示の明るさを上げます。

GLOW800 画像が十分な明るさでない 作動距離が短く、倍率が低いときは BrightCare 
Plus によって GLOW800 の照明 /励起が低減され
ます。

	X 励起強度を最大にするため、GLOW800 に対して
はBrightCarePlusを無効にします。
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所見 原因 対策

強い蛍光だけが GLOW800 画像に表示される。低
強度の蛍光および微小血管内のフローシグナルが
出ていない

下側しきい値レベルが高く設定されすぎている 	X 下側しきい値レベルを≤8  %にし、あらゆる強度
の蛍光が表示されるようにします。

微小血管内のフローシグナルが見えず、強い蛍光の
みが表示される場合がある

GLOW の「下側しきい値」がハンドルの誤ったコマ
ンドで高すぎる設定になっている可能性がある

	X しきい値の想定外の変化を避けるため、ハンドル

ボタンでGLOWの「下側しきい値」「+」または「-」
が有効になっていないか確認してください。有効

になっているときは、ハンドル設定でこの機能を

削除します。

フローシグナルとオブジェクトのコントラストが低す
ぎる 

GLOW 画像の色の「彩度」が高すぎる 	X GLOWの「彩度」を下げます。

GLOW 画像の白色光部分に色がない GLOW 画像の色の「彩度」が低すぎる 	X GLOWの「彩度」を上げます。
注意事項 「彩度」を上げると、オブジェクトの白色

光像に重ねられる蛍光像のコントラスト
が下がることがあります。

モニター上では信号が正常であるにもかかわらず、
接眼レンズ視野内に表示される蛍光像がぼんやりし
ている /薄い

高倍率および長い作動距離で良好なオーバーレイ
を行うには、蛍光が弱すぎる

	X 倍率を下げ、照明 /励起設定が少なくとも100%
であることを確認します。

視野内表示した像が暗すぎる 	X CaptiView視野内表示の明るさを上げます。

弱い蛍光が画像の大部分を占めている 外部の近赤外放射が検知・表示されている 	X GLOW800が検知するスペクトル範囲の近赤外光
を発する外部光源をオフにする、および /または下
側しきい値を8%に上げます。

蛍光信号が周囲の組織で反射されている 	X 下側しきい値を8～ 12%に上げます。

残留 ICG が弱い蛍光を発している 	X 下側しきい値を8～ 12%に上げます。
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13.2.5 不具合

所見 原因 対策

GLOW 画像が表示されない GLOW800 モードが有効になっていない 	X 蛍 光LED お よ び コントロ ー ル ユ ニットが
GLOW800モードを示していることを確認します。
	X GLOW800オン/オフ機能が意図したとおりのボタ
ンとハンドルに割り当てられているかどうかを確認

します。
	X テストカードを用いて適切なテストを行ってくださ

い。
	X 問題が解決しないときはライカマイクロシステム

ズにご連絡ください。

モニターに鮮明な GLOW800 画像が表示されない、
ただし白色光画像は鮮明（低倍率でも）

蛍光焦点面の調整不良。 	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

余計な蛍光信号が特に視野外側に出る 視野外側では GLOW カメラが周囲の近赤外光
（>800  nm）を検知しているが、焦点はそれより低
い位置にある

	X GLOW800の検知するスペクトル範囲の近赤外光
を発生する外部光源をオフにします。

GLOW の照明がキャビティの境界に当たって蛍光の
アーティファクトを発生させている

	X 対象領域以外が照明されないように留意します。

GLOW 蛍光ビデオイメージが全視野にわたって着色
している

手術用光源または手術室照明からの近赤外光が視
野に入射し、全視野にわたって蛍光カメラに検出さ
れている

	X 外部近赤外光源をオフにします。
	X 手術室の光源を検出するには、顕微鏡の照明をオ

フにし、GLOWモードで顕微鏡の焦点を白紙の上
に合わせます。
	X 不正な信号が存在すれば、外部近赤外光が影響し

ています。問題がなくなるまで手術室の光源を順

次オフにしてゆきます。

3D モニターでフローシグナルが黒く見える 観察位置がモニター軸の下にあるか横にずれてい
ると画像が暗くなる

	X 観察位置とモニター軸を一致させます。

13.2.6 HDMD

所見 原因 対策

GLOW 蛍光画像のモニターへの表示も視野内表示
もできなくなった

HDMD PRO の HDD が満杯。 	X HDDの容量を確認します。
	X HDMDPROのHDDが満杯のときは、使用されて
いないユーザーデータを保存のうえ、消去して空

き容量を確保してください。

13.3 GLOW オートフォーカスシステム

不具合 原因 対策

顕微鏡の焦点が見つからない。 焦点が相対的オートフォーカスモードで設定した範
囲の外にある

	X サービスエンジニアに依頼し、相対的オートフォー

カスモードの値を修正してください。

設定したオートフォーカスウィンドウ内で水平な結
像面が見つからない。

	X オートフォーカスウィンドウの寸法を小さくします。
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14 テクニカルデータ
14.1 GLOW800 テクニカルデータ

蛍光励起 790 nm（GLOW800）
蛍光信号 835 nm（GLOW800）

GLOW800 スペクトル

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

ライカ手術用顕微鏡に関連するテクニカルデータについては、
ライカ手術用顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

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

この図はカメラの画像サイズと、可視光用ビデオカメラおよび
GLOW800NIRカメラの視野との関係を示したものです。視野
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。

14.2 適合モデル

ライカ手術用顕微鏡 ライカ M530 OH6
ライカ M530 OHX
ARveo

14.3 周囲条件

使用時 +10 °C～ +40 °C 
（+50 °F～ +104 °F） 
相対湿度 30％ ～ 95％ 
大気圧 800 mbar～ 1060 mbar

保管 –30 °C～ +70 °C 
（-86°F～ +158°F） 
相対湿度 10 % ～ 100 % 
大気圧 500 mbar～ 1060 mbar

輸送 –30 °C～ +70 °C 
（–86 °F～ +158 °F） 
相対湿度 10%～ 100% 
大気圧 500 mbar～ 1060 mbar

14.4 適合規格
CE 適合性
•  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
• Leica Microsystems (Schweiz) AG の Medical Division は、品質管
理、品質保証および環境管理に関する国際規格 ISO 13485 への適
合の認証を取得しています。

15 電磁適合性（EMC）に関する
製造者の宣言

GLOW800は、ライカ手術用顕微鏡と組み合わせて試験されて
います。EMC宣言については、ライカ手術用顕微鏡の取扱説明
書を参照してください。



セクションB：ARveo8用GLOW800
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16 はじめに
16.1 本説明書について
GLOW800はライカ手術用顕微鏡向けのアクセサリーです。
本書ではGLOW800の機能について説明します。
ライカ手術用顕微鏡についての内容と説明については、個別の手術用
顕微鏡の取扱説明書をご覧ください。

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）。

	X 装置を操作する前に、本説明書をよくお読みください。

16.2 本書で使用する記号
本書で使用する記号の意味は、以下のとおりです。

記号 アラート 意味

警告 重大な死傷事故につながるおそれのある危
険な状況あるいは不適切な使用方法を示しま
す。

注意 軽度ないし中程度の負傷事故につながるお
そ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。

本製品を技術的に適切かつ効率的な方法で
使用するのに役立つ情報です。

	X  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。

17 安全上の注意
GLOW800を装備したライカ手術用顕微鏡には、最新の技術が駆使さ
れています。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。
	X 本書およびライカ手術用顕微鏡の取扱説明書に記載されている注
意事項、とくに安全上の注意事項を必ず順守してください。
	X 法令により、本装置の販売は、免許を持つ医師の注文による場合ま
たはその指示による場合のみに制限されます。

17.1 本装置の用途
• GLOW800 は、ライカ手術用顕微鏡向けのアクセサリーで、術中の
脳血管領域の血流、冠動脈バイパス（CABG）手術におけるバイパ
スグラフト内の血流、形成・再建手術における血流を観察するのに
使用します。

禁忌
• 蛍光媒体と組み合わせた GLOW800 の使用にあたって適用される
医学的禁忌は、適切なブランドの物質および最新の検査技術を使
用する際に考慮すべき禁忌です。

警告

眼の負傷の危険。
	X GLOW800は眼科用には使用しないこと。

17.2 使用時の危険

警告

滅菌されていない GLOW800 テストカードによる感染の危険
	X 清潔環境でGLOW800 テストカードを使用しないでくだ
さい。
	X 非清潔環境でのみ使用してください。
	X 顕微鏡照明の点検は、非清潔環境でのみ行ってください。
	X ライカ手術用顕微鏡が正確に同焦点設定されるように留意
してください。同焦点の設定に関する指示に従ってください。

警告

プログラムされた蛍光機能で選択されたユーザーであることを確認して
ください。
	X 正しいユーザーが有効になっていること。
	X 準備チェックが実行されていること。
	X 顕微鏡照明ランプが許容値内にあること（ライカ手術用顕
微鏡の取扱説明書を参照）。
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警告

未承認の蛍光媒体を使うと患者が負傷する危険があります。
	X 目的の用途のために承認された蛍光媒体のみを使用してく
ださい。

警告

GLOW800 の過度の照射により患者が負傷する危険があります。
	X GLOW800を広範囲に、あるいは過剰な頻度で照射させな
いでください。
	X GLOW800モードは自動的に180秒以内に無効になり、患
者がGLOW800の照射に過度に曝されることを防止します。

17.3 装置管理責任者のための情報
	X GLOW800を使用する際、ICG/GLOW800の手順による血流の可視
化が不十分またはできない場合、ドップラー超音波などを用意する
ようにしてください。

17.4 標識とラベル
銘板

UDI ラベル

������������������
����������
�������������

製品 ID (PI)
シリアル番号
製造日

GS1 データマトリクスコード
装置 ID (DI)

必須ラベル
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。取扱説明書
の電子版のWebアドレス。
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18 説明 
18.1 機能
GLOW800の照明の光源は、ライカ手術用顕微鏡に取り付けたキセノン
ランプです。このランプは可視・近赤外光を供給します。NIR 光は手術
用顕微鏡によって観察できませんが、特殊なカメラを用いて記録し、ラ
イカ手術用顕微鏡に取り付けられたモニター上に視覚化できます。
ユーザー設定で定義したハンドル /ボタンを使用して、可視光と
GLOW800の照明を切り替えることができます。

対応するライカ手術用顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

18.2 構造
GLOW800はM530オプティクスキャリアのアクセサリーです。

18.2.1 GLOW800 ULT を取り付けた M530  
オプティクスキャリア

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 視野内表示モジュール、ライカ CaptiView（オプション）
3 蛍光モジュール、ライカ FL400、FL560、または FL400/560（オプション）
4 M530 オプティクスキャリア

�

�

�

�

�

�

1 左 /右側の側視アシスタント用ポート
2 対向アシスタント用ポート、360° 回転式
3 対向アシスタント調整フォーカス
4 側視または対向アシスタントの切り替え
5 術者用ポート、360° 回転式
6 GLOW800 ULT

18.3 GLOW800 コンポーネントを装備し
た ARveo 8 手術用顕微鏡

1

2

3

4

5

1 M530 オプティクスキャリア
2 ビデオモニター
3 コントロールユニット、タッチパネル付き
4 ハンドレール
5 GLOW800 フィルターを取り付けた照明ユニット
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19 操作部
19.1 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 倍率
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

ハンドルのボタン（1）、（2）、（3）および（5）は、設定メニュー
でユーザーごとに機能を割り当てることができます。
全てのプリセットにおいて、ボタン（4）には常に全ブレーキ解
除が割り当てられます。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、ユーザーの使用目的に
適したプリセットが利用できます。

GLOW800 用ハンドルの一般的な設定

GLOW800
On/O�

Y+

Y–

X– X+

ステップループ

左ハンドル 右ハンドル

再生

4 機能ジョイスティック（2）を使用してGLOW800 を制御すること
（GLOW800の一般的な設定で定義されているように）をお勧めします。
ただし、各ユーザーのニーズに合うように設定メニューでハンドルのボ
タン（1）、（2）、（3）、（5）を個別に割り当てることができます。
全てのプリセットにおいては、ボタン（4）には常に全ブレーキ解除が割
り当てられます。このボタンの割り当ては変更できません。

19.2 ステータス LED とディスプレイ
スタンドのCアームに取り付けられたLEDは術者の視界の近くにあり、
顕微鏡の蛍光と記録の状態に関する情報を知らせます。

19.2.1 ライカ ARveo 8 - ステータス LED

1
2

1 蛍光ステータス LED
2 記録ステータス LED

蛍光ステータスLED（1）は蛍光の活性を示します。
 白： 蛍光なし、

  白色光モード
 青： FL400が有効
 青緑： FL560が有効
 赤紫： GLOW800が有効

記録ステータスLED（2）は以下のように点灯します。
 赤： GLOW800ループ記録が進行中

 緑： GLOW800再生モード
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19.3 GUI の起動
GLOW800 の起動・終了はハンドルのボタンのほか、タッチスクリーン
のパネルからも行うことができます。モードアイコン（1）をタップすると、
利用できる蛍光モードのメニューが表示されます。モードを選んでタッ
プすると、そのモードが直ちに有効になります。「白色光」をタップする
と白色光モードに戻ります。

1
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20 概要
20.1 使用法
オプションのアクセサリーGLOW800をARveo8手術用顕微鏡ととも
に使用すると、術者が蛍光試薬（ICG）の近赤外線（NIR）蛍光（FL）を
励起させて観察できるようになります。

蛍光試薬（ICG）のフィルター処理されたNIR 蛍光信号がGLOW800
ULTのNIR高感度ビデオカメラによってキャプチャーされ、顕微鏡のコ
ンピューティングユニットで処理されます。

20.1.1 蛍光観察モード
GLOW800では、蛍光ビデオ信号を観察するのに次の2種類のモード
が利用できます。

タイプ A：疑似色モード（疑似色オン） 
白色光によるオブジェクト像に蛍光信号を擬似色で埋め込み、ビデオ
#1A

白黒（モノクロ）蛍光像、ビデオ#2A

タイプ B：白黒（モノクロ）モード（疑似色オフ）
白色光オブジェクト像、#1B

白黒（モノクロ）蛍光像、ビデオ#2B
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20.1.2 蛍光表示のレイアウト
以下に述べる録画および可視化設定は、「設定」セクションの「設定を
見る」画面であらかじめ定義できます。表示の各選択肢に対して、白黒
および /または疑似色像をモニター上のどこに表示させるかを決めるこ
とができます。そのためには、表示させたい像をドラッグして、ディスプ
レイ上の希望する場所にドロップします。
	X 21.1.1の説明に従って「設定」画面を開きます。
	X「設定を見る」ボタンをタップします。
「設定を見る」画面が開き、モニター上の像の配置について、3 つ
の選択肢が示されます：単一画像（1）、ピクチャーインピクチャー
（2）、サイドバイサイド（3）

1 2 3

単一画像表示
モニターに単一のビデオを表示します。疑似色・白黒いずれも可能です。
	X 単一画像表示のオプション（1）をタップします。
	X タッチパネルのドラッグ＆ドロップ機能を用いて、疑似色または白
黒ビデオ録画をスタンドモニター上に配置します。

ピクチャーインピクチャー
モニターに疑似色および白黒のビデオをピクチャーインピクチャー形式
で表示します。
	X ピクチャーインピクチャー表示のオプション（2）をタップします。
	X タッチパネルのドラッグ＆ドロップ機能を用いて、疑似色および白
黒ビデオ録画をそれぞれ大小いずれかの画面でスタンドモニター
上に配置します。
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サイドバイサイド
モニターに疑似色および白黒のビデオをサイドバイサイド形式で表示
します。
	X サイドバイサイド表示のオプション（3）をタップします。
	X タッチパネルのドラッグ＆ドロップ機能を用いて、疑似色および白
黒ビデオ録画をそれぞれスタンドモニター上の左右いずれかに配
置します。

注意事項

「設定を見る」画面の疑似色画像は、説明のための便宜的なものです。
疑似色として「緑」「青」のいずれを選んでも、「設定を見る」画面での
表示は「緑」になりますが、モニターにはユーザーが選択した疑似色が
正しく表示されます。

20.1.3 蛍光ビデオの録画
GLOW800でビデオを録画すると2つのビデオが作成されます。

1. 第 1 は常に白黒のビデオストリームです。
2. 第 2 のストリームは「AR 接眼レンズ設定」で定義したものの記録で
す（21.1.7 章を参照）。
• 「疑似色」がオフの場合

• 白色光下のオブジェクトのビデオのみ
• 「疑似色」がオンの場合

• 白色光下のオブジェクト像に疑似色蛍光の情報をオーバー
レイ

すべてのビデオは、顕微鏡のVL（ビデオ左）左カメラおよび FL左カメ
ラで生成されます。
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21 GLOW800 設定の変更
21.1 ユーザーが変更できる設定
21.1.1 ユーザー設定画面へのアクセス

1

	X「術者の選択」画面の左上のメニューアイコン（1）をタップします。
「オプション」画面が表示されます。

2

	X「設定」アイコン（2）をタップします。
「設定」画面が表示されます。

3
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21.1.2 蛍光設定
	X 21.1.1の説明に従って「設定」画面を開きます。
	X「蛍光設定」アイコンをタップします。
「機能を選択」パネルが表示されます。
	X「蛍光」タブをタップします。

4

	X「GLOW800」（4）をタップします。
「蛍光設定」画面が表示されます。

21.1.3 GLOW800 の明るさ（励起強度）
	X 21.1.2章に示されている手順に従って「蛍光設定」画面を開きます。

1

推奨される励起設定
高倍率および長い作動距離で良好な蛍光視認性を得るため、
「励起」の設定（1）は100% が既定値かつ推奨値となってい
ます。

	X スライダーを用いて「励起」設定（1）を調整します。
	X「戻る」を繰り返し押して「オプション」画面に戻ります。
	X 設定を保存するためのプロンプトが表示されることがあります。そ
の場合は、設定をプロファイルに保存するか、1回のみ使用した後
に変更を破棄するかを選択することができます。
	X「X」を押します。
ライブ画面が表示されます。

注意事項

顕微鏡を直接患者に対して使用しているときは、設定の変更やユーザー
リストの編集を行ってはなりません。設定を変更するとGLOW800モー
ドが自動的に停止します。
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21.1.4 しきい値
「下側しきい値」および「上側しきい値」により、白色光蛍光表示での蛍
光強度の範囲を指定することができます。2つのスライダーで上下のし
きい値を指定することで、低強度の信号（ノイズなど）または高強度の
信号のフィルタリングが可能になります。デフォルト値は、下側しきい値
が23%、上側しきい値が80%で、この設定では蛍光信号の全範囲が
観察可能です。

1 2

	X スライダーを用いて「上側しきい値」（1）と「下側しきい値」（2）を
増減させます。
	X「下側しきい値」はライブ画面で回転式メニュー（3）を用いて調整
することもできます。

3

注意事項

上側しきい値と下側しきい値との間は常に10% の差が維持されてい 
ます。



GLOW800設定の変更

 GLOW800/注文番号 10 747 241/バージョン 05 53

テストカードを使用して、「しきい値」機能が蛍光信号にどのように影響するのかを示します。

下側しきい値 0 %、上側しきい値 100 % － すべての蛍光強度を表示

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

白黒の蛍光観察
（ビデオモニター）

白黒+蛍光観察
（ビデオモニター）

下側しきい値 60 %、上側しきい値 100 % － 中強度から高強度のみを表示

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

白黒の蛍光観察
（ビデオモニター）

白黒+蛍光観察
（ビデオモニター）

下側しきい値 40 %、上側しきい値 70 %－中強度から高強度のみを表示

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

白黒の蛍光観察
（ビデオモニター）

白黒+蛍光観察
（ビデオモニター）
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21.1.5 強度
「強度」スライダー（1）で、オブジェクトの細部に関して蛍光のコントラ
スト、明るさおよび透明度を調整します。強度の値は0%～ 100%です。
デフォルトは50  %です。蛍光は全パーセンテージ範囲で目に見えます。
たとえば強度0%では蛍光は辛うじて見える程度で、白色光像が支配
的であるのに対して、強度100%では蛍光像が大きく増強され、支配
的となります。

1

	X「強度」値はライブ画面で回転式メニュー（2）を用いて調整するこ
ともできます。

2

最小強度設定–0%

中間強度設定–50%

最大強度設定–100%

21.1.6 BrightCare 
	X 短い作動距離での強すぎる照明を避けるため、GLOW800 用

BrightCare（1）を有効にしておく必要があります。

1

技術的な理由により、短い作動距離で倍率を大きくすると蛍光強度に影
響が出ますが、GLOW800用BightCareによる励起強度の制限を解除
することで、励起強度および蛍光強度を上げることができます。

警告

「GLOW800用BrightCare」をオフにすると、GLOW800モード
が長時間にわたる場合、組織に当たる光量が過大になり、患者
を傷つけるおそれがあります。
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蛍光視認性
GLOW800 の機能により、顕微鏡のパラメータや ICG 投与量の広い範
囲にわたって、良好な画質の画像が得られるように蛍光視認性が自動
調節されます。
しかし次式で示されるように、最適化のためには、下記のパラメータが
蛍光視認性に影響します。

FL 視認性 =
光量 × 投与量

Mag2 × WD2

FL視認性： 蛍光の明るさ/画面の見やすさ
光量 : 顕微鏡の励起強度
投与量： ICG注入量（mg/kg）
Mag.: 倍率
WD： 作動距離

ICG投与量は麻酔科医または術者が決定します。

• 励起強度「GLOW800 の明るさ」および /または ICG 投与量が小さ
いと、特に高倍率および /または長い作動距離で蛍光視認性が低く
なります。蛍光視認性あるいは蛍光明るさの低下は、低倍率あるい
は短い作動距離でも認められる場合があります。

• 励起強度「GLOW800 の明るさ」および /または ICG 投与量が大き
いと、高倍率および /または長い作動距離で蛍光視認性が高くなり、
これら 2 つの光学的パラメータの低下が補完されます。

照明システムの効率が低下したり、キセノンランプの寿命が近
づくと、蛍光視認性は標準的条件下でも低下する可能性があり
ます。

注意事項

GLOW800 モードを使用するとき、作動距離および倍率には既定の制
限値があります。GLOW800モードへ切り替える前に作動距離と倍率が
この制限値を超えていると、GLOW800モードへ切り替えたときに作動
距離と倍率が引き下げられるため、画像の焦点が合わなくなります。

これらの制限値は、必要があればライカマイクロシステムズのサービ
ス担当者または製品専門技術者により調整することができます。その際
は信号強度に影響が出ることをご了承ください。

注意事項

作動距離の制限を使用中に、焦点を合わせるため顕微鏡の位置の再調
整（作動距離の制限値と同じにするか、制限値より近くに設定）が必要
になることがあります。

作動距離および倍率の制限値は、原則としてすべてのユーザーに対し
ライカマイクロシステムズのサービス担当者により、手術ワークフロー
のニーズに従って増減いずれの方向にも再設定することができます。
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21.1.7 CaptiView による疑似色の選択と接眼レンズ視野内表示 
	X 21.1.1の説明に従って「設定」画面を開きます。
	X「AR接眼レンズ設定」アイコンをタップします。
「AR接眼レンズ設定」画面が開きます。
	X 現在の場所が「GLOW800」タブであることを確認します。
「AR接眼レンズ設定」画面では、モニター画面および接眼レンズ *における疑似色を指定することができます。

*オプションのCaptiView視野内表示がARveo8手術用顕微鏡に組み込まれていると、GLOW800の蛍光情報を右、左または両方の接眼レンズで
見ることができます。蛍光観察のタイプの選択およびCaptiViewの設定によって、蛍光情報は視野内デジタル画像またはオーバーレイとして表示
されます。

疑似色設定「緑」または「青」
視野内表示される疑似色信号および蛍光信号について、モニター上の疑似色「緑」（1）または「青」（2）を選択することができます。色は「AR接眼
レンズ設定」画面に表示されます。

1 2

注意事項

テストカードを使用する場合、モニター画像および接眼レンズ視野内表示の蛍光疑似色は下図のように見えます。

「緑」 「青」

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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GLOW800画像の視野内表示は、「AR接眼レンズ設定」タブの設定項目「GLOW800」と下記のオプションを用いて、ユーザーごとに設定できます。

• 左眼：「オフ」、右眼：「オフ」
接眼レンズ：左右両接眼レンズともオブジェクトへのライブ光路

• 左眼：「オフ」、右眼：「光学式＋デジタル」
接眼レンズ：右側接眼レンズに擬似色の蛍光ビデオを埋め込んだデ
ジタル白色光画像、左側接眼レンズに光学的2D画像

• 左眼：「オフ」、右眼：「デジタルのみ」
接眼レンズ：選択したオーバーレイ色のデジタル画像を右接眼レン
ズに表示

• 左眼：「光学式＋デジタル」、右眼：「オフ」
接眼レンズ：左接眼レンズに光学式のライブ白色光画像とデジタル
疑似色蛍光の重ね合わせ、右接眼レンズにライブ光学画像

• 左眼：「光学式＋デジタル」、右眼：「光学式＋デジタル」
接眼レンズ：両接眼レンズにデジタル疑似色蛍光像のオーバーレイ
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疑似色設定オフの場合

• 左眼：「オフ」、右眼：「オフ」
接眼レンズ：左右両接眼レンズともオブジェクトへのライブ光路

• 右眼：「デジタルのみ」
接眼レンズ： 左眼は自動的に「オフ」に設定され、右接眼レンズに
デジタル白黒画像

注意事項

「疑似色」を無効にするとモニターに下記が表示されます。
• 「単一画像」モードで白黒の蛍光画像、または
• 白黒蛍光画像とデジタル白色光画像を、「設定を見る」画面（20.1.2 
章参照）での設定に従ってピクチャーインピクチャーまたはサイド
バイサイド形式で表示 

• 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。

• 「光学式+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

• 対応するライカ視野内表示システム（CaptiView）の取扱説
明書を参照してください。

• GLOW800 で疑似色がオフになっていると、視野内表示に
おいて蛍光像は白黒でオーバーレイされます。

• GLOW800 画像を左または両接眼レンズの視野内に表示し
た場合、動きが速いとモニター画像および記録では蛍光信
号の位置が多少ずれることがあります。

• 高倍率（> 5.0×）では、技術的原因によるノイズの多いオー
バーレイを避けるため、視野内表示をオフにすることを推
奨します。
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接眼レンズへの蛍光像オーバーレイを正しく行うため、蛍光像
の焦点をモニターで確認することを推奨します。

蛍光像の二重記録またはモニターへの二重表示を避けるため、
左側接眼レンズのオーバーレイはオフにしておきます。

21.1.8 CaptiView を用いない疑似色選択
	X CaptiView が選択または有効化されていない場合でも、「AR 接眼
レンズ設定」画面でモニター画面の疑似色「緑」「青」または「オフ」
を選択することができます。



GLOW800設定の変更

60 GLOW800/注文番号 10 747 241/バージョン 05

21.2 GLOW800 の詳細設定
この設定はGLOW800 の制限設定で、サービスエンジニア /製品専門
技術者のみがアクセスできます。

21.2.1 セールス設定へのアクセス

制限付き画面です。アクセスするには、顕微鏡にセールス用ド
ングルを接続することが必要です。

	X 画面左上のメニューアイコンをタップして「オプション」画面を開き
ます。

1

	X「設定」ボタン（1）をタップします。

2

	X「サポート」ボタン（2）をタップします。

3

	X「セールス」ボタン（3）をタップします。
「セールス設定」画面が表示されます。
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21.2.2 GLOW800 の作動距離と倍率の範囲

制限付き画面です。アクセスするには、顕微鏡にセールス用ド
ングルを接続することが必要です。

	X 21.2.1 章「セールス設定へのアクセス」の説明に従って「セールス
設定」画面へ移動します。

4

	X「FLおよびビデオ設定」ボタン（4）をタップします。
「蛍光およびビデオ設定」画面が開きます。
	X「GLOW800」タブをタップします。

5 6

これらの設定により、良好な蛍光視認性が得られるように「最大WD」（5）
と「最大倍率」（6）の範囲を定義することができます。

顕微鏡の最大作動距離はデフォルトで325mm に設定されて
います。最大作動距離は225～ 600mm の範囲で設定可能 
です。

21.2.3 ビデオおよび画像設定

制限付き画面です。アクセスするには、顕微鏡にセールス用ド
ングルを接続することが必要です。

デジタルズーム
	X 21.2.1 章「セールス設定へのアクセス」の説明に従って「セールス
設定」画面へ移動します。
	X「FLおよびビデオ設定」ボタンをタップします。
	X「一般」タブをタップします。

1 2 3

「デジタルズーム」で、各GLOW ユーザーのニーズに合わせて表示
フォーマットを調整します。3 つのフォーマットがあり、これは「デジタ
ルズーム」オプション（1、2、3）で変更することができます。デフォルト
設定は「最大高さ」（1）です。

	X デジタルズームのオプションを「最大高さ」（1）に設定 - 最大検出
実視野をスタンドモニター画面の中心に合わせる
	X デジタルズームのオプションを「全幅」（2）に設定-最大実視野（横）
をスタンドモニターの画面に合わせる
	X デジタルズームのオプションを「全画面」（3）に設定 -実視野の対
角線を記録モニター画面の対角線に合わせる
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最大高さ
最大検出実視野を記録モニターの画面の中心に合わせます。
• ほぼ円形の画像フォーマット – 最大ビデオ解像度

全幅
最大実視野（横）を記録モニターの画面に合わせます。
	X 縁が丸いフォーマット–最大水平ビデオ解像度

全画面
実視野の対角線を記録モニターの画面の対角線に合わせます。
	X 角形の画像フォーマット–低いビデオ解像度

モニター上または接眼レンズ内の観察像は本書に表示されて
いる画像と多少異なることがあります。

GLOW800 の高度な画像設定

制限付き画面です。アクセスするには、顕微鏡にセールス用ド
ングルを接続することが必要です。

	X 21.2.1 章「セールス設定へのアクセス」の説明に従って「セールス
設定」画面へ移動します。
	X「高度な画像設定」ボタンをタップします。
「高度な画像設定」画面が開きます。

ここでは明るさ、コントラスト、彩度、およびRGBの調整ができます。
デフォルト値は、画像の明暗が十分識別できるように設定されています。
変更が必要な場合、必要に応じてそれぞれの値をスライダーで調整す
ることができます。50%以下の値は減衰、50%以上の値は増幅を意味
します。新しい値は、適用すると直ちに画像に反映されます。

白色光下の解剖学的情報に対する蛍光情報のコントラストを改善する
ため、「高度な画像設定」で下記の操作を行うことで、白色光下の解剖
学的情報の特性を調整することができます。
	X「GLOW800」タブをタップします。
	X「彩度」スライダーで、GLOW800 画像の白色光情報の彩度を下げ
ます。
これにより画像の白色光部分の彩度が低下し、疑似色による蛍光情
報が強調されます。

または
	X「明るさ」スライダーで、GLOW800画像の白色光情報の明るさを下
げます。
画像の白色光部分の明るさを下げると、疑似色蛍光情報のコントラ
ストと視認性が高まります。
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カラーバランスをチェックするには、GLOW800テストカードの表面と裏
面のカラー部分を使用し、接眼レンズ視野内のオリジナルの光学画像と
モニター上のビデオ表示画像を比較します。

GLOW800テストカードの画像–表面

GLOW800テストカードの画像–裏面

GLOW800 モードが有効になっていない場合：
	X 画像パラメータの値を変更することができます。

GLOW800 モードが有効である場合：
	X プレビューモードでライブ画像を見ることができ、画像パラメータ
の値を変更することができます。変更したパラメータはライブ画像
に直ちに反映されます。

ホワイトバランス
「オートホワイトバランス」（1）は「白色光」モードでのみ利用できます。

1

カラーバランスを参照基準に再調整するには、顕微鏡の下に視野全体
を覆うように白い対象物を置き、照明の明るさを必要なレベルに調整し
て、オートホワイトバランスボタン（1）を押します。
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22 記録
22.1 録画の開始 /画像の保存
GLOW800モードのオン /オフ（ハンドルおよび /またはフットスイッチ
の割り当てられたボタンによる）の切り替えにより、録画を自動的に開
始 /終了します。モードに入ってから3分後に録画が自動的に停止され、
白色光モードに戻ります。また、ハンドルまたはフットスイッチの割り当
てられたボタン、あるいはタッチパネル上のカメラアイコン（2）を用い
てGLOW800画像を撮影することができます。

1 2

内蔵録画システムの使い方の詳細については、ARveo8手術用
顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

22.2 再生
22.2.1 ハンドル /フットスイッチ使用 
	X 直近に録画したGLOW800のループは、顕微鏡ハンドルの割り当て
られた再生ボタンを押して再生することができます（割当て可能な
機能の完全な一覧表がARveo8取扱説明書に記載されています）。
再生画像はモニターのみに表示され、表示画像に黄色の枠がつき
ます。
	X 再生を停止するには再生ボタンを再度押します。

22.2.2 タッチパネル使用
	X「データのレビュー」アイコン（1）をタップして、録画の閲覧・コピー
のためのリストを表示させます。

1

次のメニューが表示されます。

2 3

	X「プレビュー＆エクスポート」ボタン（3）をタップします。
録画と保存済み画像のリストが表示されます。

	X サムネイルをタップすると、その動画または静止画を見ることがで
きます。
動画または静止画の詳細表示がタッチパネルに表示されます。

4

ビデオプレーヤーはタイムラインに沿ってスクロールできます。拡大ア
イコン（4）をタップすると、再生画像がモニターとタッチパネルに表示
されます。
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23 操作の準備（ARveo 8）
23.1 GLOW800 設定によるプロファイル

の選択

 
	X「術者の選択」画面でGLOW800プロファイルがすでに定義されて
いる術者プロファイルを選択します。

そのようなプロファイルが存在しないときは、新規術者プロファイルを
作成する必要があります。

23.2 新規術者プロファイルの作成
23.2.1 新規プロファイル詳細の登録
	X「術者の選択」画面で「新規作成」ボタン（1）をタップします。

1

「新規術者プロファイルの作成」画面が開きます。

 
	X 少なくとも術者プロファイルの必須項目、すなわち名と一意的な3
文字略語を入力します。*のついたフィールドが必須項目です。

設定を保護するために姓と「パスコード」を入力することがで
きます。他の術者やスタッフによる不用意な改変を避けるため、
入力が推奨されます。「パスコード」は確認のため2 回入力す
る必要があります。

1 2

「コピー」（1）または「新規作成」（2）を押します。
• 「コピー」機能（23.2.2 章参照）では、プリセットまたは既存の術者
プロファイルをコピーし、これを必要に応じて修正することができ
ます。

• 「新規作成」機能（23.2.3 章参照）では、空のユーザー入力設定リ
ストから設定を行うことができます。
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23.2.2 GLOW800（血管）プリセットまたは既存の術者プロファイルから設定をコピー
この章では、既存の術者プロファイルまたは工場出荷時のGLOW800（血管）プリセットを利用して、新たに作成した術者プロファイルに既存の設
定をコピーする方法を説明します。

	X「新規術者プロファイルの作成」画面で「コピー」ボタン（1）をタップします。

1

既存のプロファイルとプリセットが画面に表示されます。

1 2

工場出荷時にプリセットされたプロファイルが最上位に表示さ
れ、通常は先頭にアンダースコアがあります（例：_血管）。

 下記の 2 つの選択肢があります。

既定の GLOW800（血管）プリセットをコピーする 既存の術者プロファイルから設定をコピーする

	X「_血管」プロファイル（1）をクリックし、「OK」（2）で確定します。
ダイアログボックスが閉じ、血管プロファイルが術者のプロファイ
ルにコピーされます。左ハンドルのジョイスティックを左へ押すと
GLOW800モードが有効になります。
	X「新規作成」ボタンを押して新規術者プロファイルを登録します。

	X コピーしたい術者プロファイルをクリックし、「OK」（2）で確定し
ます。
ダイアログボックスが閉じ、選択した術者プロファイルと機能マッ
ピングが、作成した新規術者プロファイルにコピーされます。
	X「新規作成」ボタンを押して新規術者プロファイルを登録します。
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血管プリセットのコピー、既存の術者プロファイルのコピーのいずれの場合も、「新規作成」を押すとライブ画面が表示されます。画面右上に術者
プロファイルの名称が表示されます（1）。

1

	X 以上で23.2.4章の手順によるユーザー入力設定が可能になります。



操作の準備（ARveo8）

68 GLOW800/注文番号 10 747 241/バージョン 05

23.2.3 新規プロファイルの作成
新しいプロファイルを作成するには、まず23.2.1 章に示した手順を実
行する必要があります。
	X 新しい術者データを入力した後、「コピー」でなく「新規作成」ボタ
ンを押して、新しいプロファイルを登録します。
これによって空の設定リストを持つ新規術者プロファイルが登録さ
れ、設定が可能になります。
ライブ画面が表示され、画面右上に術者プロファイルの名称が表示
されます（1）。

1

	X 以上で23.2.4章の手順によるユーザー入力設定が可能になります。

23.2.4 ハンドルによるユーザー入力の設定
選択または新たに作成した術者プロファイルのライブ画面が表示され
ていることを確認してください。

1

	X 画面左上のメニューボタン（1）を押して選択肢のリストを表示させ
ます。
選択肢画面が表示されます。

2

	X「ユーザー入力」ボタン（2）をタップして「ユーザー入力」メニュー
を開きます。
「ユーザー入力」メニューが表示されます。

3
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	X「ハンドル」ボタン（3）をタップして「ハンドル左」設定を表示させ
ます。
左ハンドル設定画面が表示されます。

ここでは選択した術者プロファイルのハンドル設定の確認や編集がで
きます。

注意事項
	X 右ハンドルを設定したいときは「右」をクリックしてください。

23.2.5 GLOW800 機能の割り当ての例
以下の例では、GLOW800のオン /オフ機能を左ハンドルのボタンに割
り当てる方法を示します。

注意事項
この手順は、他の機能をいずれかのボタンに割り当てる場合にも適用で
きます。

	X ハンドル設定画面でGLOW800モードの有効化を割り当てたいボ
タンをクリックします。
選択したボタンに対する「機能を選択」ポップアップウィンドウが開
きます。

1

	X「蛍光」タブ（1）を選択します。
利用できるFL機能のリストが表示されます。

2 3

	X GLOW800機能（2）を選択し、「確定」（3）をタップして設定を保存
します。

他の機能を選択したいときは「消去」を押して戻り、「キャンセ
ル」を押します。

左ハンドルの機能一覧が表示されます。
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4

	X 設定の編集が終了したら「戻る」ボタン（4）をタップします。
「術者の設定を保存」ウィンドウが表示されます。

5 6

	X「はい、プロファイルを変更します」（6）を押して設定を保存します。
設定を保存したくないときは「いいえ、今回のみ使用します」（5）を
押します。
	X「戻る」を繰り返し押してメニュー階層を戻り、「オプション」画面に
戻ります。

7

	X「X」（7）を押してライブ画面に戻ります。
ライブ画面が表示されます。

23.2.6 GLOW800 プリセットの選択

注意事項
プリセットを利用すると、顕微鏡のGLOW800オン /オフ機能を迅速に
有効化できます。

このプリセットプロファイルは利用も変更も可能ですが、プロファイル
設定に対する変更は保存されません。したがって起動するごとにデフォ
ルトのプロファイル設定が回復されます。

左ハンドルのジョイスティックを左へ動かすことでGLOW800モードが
有効化または無効化されます。

このプリセットは新規術者プロファイルを作成するときの出発点として
利用することもできます（23.2.2章を参照）。

このプリセットへの変更は保存できないので、完全なワークフローのた
めには新規術者プロファイルを作成することを推奨します。

1

	X「術者の選択」メニューで「プリセットプロファイルを見る」ボタン（1）
をタップして、インストールしたライセンスに応じてプリセットプロ
ファイルのリストを表示させることができます。
「プリセットプロファイル」のリストが表示されます。

2
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	X「_血管」プリセット（2）を選択します。
このプリセットプロファイルを選択すると、ポップアップが開いてプロ
ファイルに関する制限が表示されます。

GLOW800 機能を完全なワークフローに組み込むためには、既存の術
者プロファイルを変更するか、または新規術者プロファイルを追加する
ことを推奨します。

GLOW800プリセットを選択すると、下記の機能が割り当てられます。

GLOW800
On/O�

Y+

Y–

X– X+

ステップループ

左ハンドル 右ハンドル

再生

左ハンドルのジョイスティックを再度左へ押すと白色光モード
に戻ります。
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24 照明、機能および調整の確認
24.1 使用前のチェックリスト（GLOW800）
光学アクセサリーの清掃
	X 光学アクセサリーが清潔かどうか点検します。
	X 塵埃や汚れを取り除きます。

GLOW800 の用途
	X GLOW800を使用する際、ICG/GLOW800 の手順による血流の可視
化が不十分またはできない場合は、ドップラー超音波などの装置を
用意するようにしてください。

バランス調整
	X 再取付け後、顕微鏡のバランス調整を行ってください（ライカ手術
用顕微鏡の取扱説明書を参照）。

機能点検 
	X 顕微鏡の電源を入れます。
	X 照明を点灯します。
	X 顕微鏡照明を点検します。
	X テストカードでGLOW800のテストを行います。

滅菌
	X 滅菌ドレープを取り付けます。

ライカ手術用顕微鏡の滅菌可能なコンポーネントについては、
対応する取扱説明書をご覧ください。

24.2 テストカード
GLOW800の機能の点検・試験、白色光と蛍光画像の調整が正しいこと
の確認、および照明レベルの確認のために、GLOW800テストカードを
使用する必要があります。

警告

滅菌されていない GLOW800 テストカードによる感染の危険
	X 清潔環境でGLOW800 テストカードを使用しないでくだ
さい。
	X 非清潔環境でのみ使用してください。
	X 顕微鏡照明の点検は、非清潔環境でのみ行ってください。
	X ライカ手術用顕微鏡が正確に同焦点設定されるように留意
してください。同焦点の設定に関する指示に従ってください。

テストを以下のように準備してください。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 段階的に下がる NIR 強度領域（0 = 明～ 9 = 暗）
2 4 つの異なる白色光色領域を含む低強度 NIR 蛍光領域
3 丸い点の高強度 NIR 蛍光信号
4 テストカードを固定するための穴
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24.3 準備

警告

プログラムされた蛍光機能で選択されたユーザーであることを確認して
ください。
	X 正しいユーザーが有効になっていること。
	X 準備チェックが実行されていること。
	X 顕微鏡照明ランプが許容値内にあること（ライカ手術用顕
微鏡の取扱説明書を参照）。

テストを以下のように準備してください。
	X 一般的なテストでは、GLOW800プリセットを使用してください。
	X GLOW800テストカードを顕微鏡の下に置いてください。

警告

滅菌されていない GLOW800 テストカードによる感染の危険
	X 清潔環境でGLOW800 テストカードを使用しないでくだ
さい。
	X 非清潔環境でのみ使用してください。
	X 顕微鏡照明の点検は、非清潔環境でのみ行ってください。
	X ライカ手術用顕微鏡が正確に同焦点設定されるように留意
してください。同焦点の設定に関する指示に従ってください。

	X 作動距離（WD）を350mmに調整します。
	X 反射を避けるために、テストカードの上に少し（ただし十分な）角
度を付けて顕微鏡を配置します。
	X 同焦点の設定に関する指示に従ってください。
	X 最高倍率で顕微鏡を位置決めすることによってピントを合わせます
（焦点合わせの操作を行わないでください）。
	X 位置決めと焦点合わせの後、倍率を3.0×に調整します。
	X テストカードを視野の中央に移動します。
	X ハンドルのGLOW800オン /オフボタンを押してGLOW800モード
に切り替えます。
	X 蛍光照明を50%に調整します。
	X ここでGLOW800テストカードを、接眼レンズでは白色光で、モニ
ター（オプション）では白色光蛍光でそれぞれ観察することができ
ます。

�

�

�
�
��
��
��

��
�

1 顕微鏡オプティクスキャリア
2 テストカード

接眼レンズの像：

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

白色光観察におけるテストカードの見え方：
色付きの四角の穴により、蛍光と白色光画像の調整を点検できます。
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24.4 テストカード機能領域
白色光蛍光観察モードでのテスト
白色光画像を含む蛍光画像の調整が正しいかどうか点検してください。

1. 明るい蛍光点がすべて、色付きの四角の穴（A～ D）に正確に合っ
ている必要があります。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. 蛍光強度を点検してください（A～ D）。
必要なWD=350 mm、
倍率=3.0×、
明るさGLOW800=50 %
GLOW800 蛍光モードでは、少なくとも蛍光バー1～ 6 が
見える必要があります（E）。

3. 蛍光疑似色が希望どおりのものであるかどうか点検してください。

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. 白色光モードで白色光画像の色（F–I）をチェックします。4つの色
付きの四角（赤、黄、緑、青）のソフトカラーがビデオモニターに
おいて同じ色で表示される必要があります。

白黒蛍光観察モードでのテスト

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

蛍光強度を点検してください。GLOW800蛍光モードでWD=350 mm、
倍率=3.0×、照明=50 %を要求した場合、少なくとも蛍光バー1～
6が見えなければなりません。

見えるバーがこれより少ないときは下記を確認してください。
• カードの有効期限が切れていないか
• しきい値が 0 %（下限）と 100 %（上限）に設定されているか
• 照明システムが正常に動作しているか

• 照度計の読みが正常か
• ランプの使用時間が許容範囲内か
• ライトガイドの形状が適切か

さらに検討が必要な場合に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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25 操作

警告

未承認の蛍光媒体を使うと患者が負傷する危険があります。
	X 目的の用途のために承認された蛍光媒体のみを使用してく
ださい。

GLOW800を使用する際、ICG/GLOW800 の手順による血流の
可視化が不十分またはできない場合、ドップラー超音波などを
用意するようにしてください。

25.1 GLOW800 の使用
	X ライカ手術用顕微鏡の照明をオンにします。
	X ユーザーの選択：「血管蛍光診断GLOW800」のプリセットされた
ユーザーまたは独自のGLOW800ユーザーを選択します。

25.2 GLOW800 の機能の操作
GLOW800 の機能の操作、例：顕微鏡の左ハンドル 

GLOW800
On/O�

Y+

Y–

X– X+

ステップループ

左ハンドル 右ハンドル

再生

GLOW800 On/Off
ハンドルで白色光モード（GLOW800  On/Off）とGLOW800モードを切
り替えることができます。

	X モードを切り替えるには、ジョイスティックを左に押します。

警告 

GLOW800 の過度の照射により患者が負傷する危険があります。
	X GLOW800を広範囲に、あるいは過剰な頻度で照射させな
いでください。

GLOW800モードは、自動的に180秒以内（既定値、値の変更
可）に無効になり、患者がGLOW800の照射に過度に曝される
ことを防止します。

「GLOW800On/Off」機能はGLOW800照明とGLOW800高感
度カメラを有効にし、GLOW800 ビデオ信号をシステムのビデ
オ出力ポートに接続し、ビデオをモニターに表示できるように
します。
同時にGLOW800のビデオ信号の記録が開始されます。
「GLOW800オン /オフ」ボタンをもう一度押すと、システムが白
色光モードに戻り、GLOW800機能が無効になり、GLOW800記
録が終了します。

ループ再生 
	X ジョイスティックを右へ押すと、記録ユニットに直近に録画された
ループの再生が開始されます。

前のループ
	X ジョイスティックを下方へ繰り返し押すことで、以前に録画された

GLOW800ループに戻ることができます。
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26 お手入れとメンテナンス

GLOW800 はライカ手術用顕微鏡システム向けのアクセサリー
です。手入れとメンテナンスについては、ライカ手術用顕微鏡
の取扱説明書を参照してください。

27 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。装置梱包はリサイクル可能です。
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28 こんなときは ...

電動部品が正しく動作しないときは、まず次の点を確認してください。
• 電源スイッチが入っているか
• 電源ケーブルが正しく取り付けられているか
• すべての接続ケーブルが正しく取り付けられているか
• すべてのビデオケーブルが正しく取り付けられているか

28.1 全般

ライカ手術用顕微鏡の機能障害については、ライカ手術用顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

28.2 GLOW800
28.2.1 キャリブレーション

所見 原因 対策

GLOW800 の接眼レンズへの視野内表示が光学画
像と合っていない

CaptiView 較正の喪失 	X 再較正が必要です。
	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

GLOW800 蛍光画像と白色光画像が正しく揃ってい
ない

両方の画像を合わせる設定が不適切。 	X 両方の画像が合うように設定を調整する必要があ

ります。
	X ライカ マ イクロシステムズ にご 連 絡くだ 
さい。

28.2.2 VPU

所見 原因 対策

ユーザーの解釈にとって不正確な情報が表示される 装置アルゴリズム較正の不具合 	X リセットボタンを用いてシステムを再起動 /リセッ
トします。

不適切な操作前点検 	X 操作前の手順を繰り返してください。
	X ライカ マ イクロシステムズ にご 連 絡くだ 
さい。

システムが起動しない 電子的な不具合 	X ライカ マ イクロシステムズ にご 連 絡くだ 
さい。

ビデオ信号に赤い「X」が表示される カメラ信号の喪失 	X リセットボタンを用いてシステムを再起動 /リセッ
トします。
	X ライカ マ イクロシステムズ にご 連 絡くだ 
さい。

システムがフリーズする（反応しない） ソフトウェア初期化の不具合 	X リセットボタンを用いてシステムを再起動 /リセッ
トします。
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28.2.3 制限

所見 原因 対策

高倍率で白色光像が鮮明でも GLOW800 の蛍光像
の焦点が合わない

高倍率では近赤外線の焦点と白色光の焦点が一致
しない可能性がある

	X 鮮明なGLOW800 画像が得られるまで倍率を下
げます。

蛍光像の一部（対象領域）は鮮明だが他の部分の
焦点が合わない

焦点の合わない蛍光像が対象物全体をカバーせず、
対象物上に蛍光がフロートしている

対象領域に焦点が合っていても、他の蛍光領域の焦
点が合わず、余計な蛍光のフロートが生ずることが
あります。蛍光領域全体にわたって焦点を合わせる
ことができなければ、この作用を避けることはでき
ません。

二重蛍光像、一方の蛍光像がモニター上および記
録において遅延を伴ってフロートしている

蛍光像を左側接眼レンズの視野内に表示すると、記
録およびモニター表示では蛍光像が二重になる

	X 二重蛍光像を避けるため、左側接眼レンズへの蛍

光像のオーバーレイを無効にしておく必要があり

ます。

フローシグナルが弱い /暗い、見えない、あるいは
ノイズが乗っている

高倍率および /または長い作動距離では蛍光信号が
非常に弱くなる

	X GLOW800の照明 /励起を100%にし、倍率を下
げるか、および /または可能ならば ICG 投与量を
増やします。

GLOW800 は ICG 投与量 12.5 mg/75 kg のときに、
倍率または作動距離が大きくても良好な蛍光像を
形成します。

照明用ランプの効率が低下しており、交換が必要、
または照明システムが仕様に適合していない（ファ
イバーライトガイドまたは照明光路の光透過率低
下）

	X 照明用ランプの寿命および照明システムを点検し

ます。
	X 必要に応じてライカマイクロシステムズの専門技

術者による調査を依頼します。

28.2.4 ユーザーによる補正

所見 原因 対策

モニターに鮮明な GLOW800 画像も、鮮明な白色
光画像も表示されない

ビデオ調整フォーカスが正しく調整されていない。 	X 同焦点ボタンを押すか、あるいは（+）または（–）
ボタンを押して手動でフォーカスを調整します。

術者の接眼レンズの視度設定が不適切で、同焦点
の外で観察している

	X 同焦点ボタンを押し、作動距離を調整して鮮明な

ビデオ画像が得られるようにし、視度を正しく調整

します。

フローシグナルが露出過度 微小血管や灌流の表示が明るすぎる。ボーラス時の 
ICG 投与量が多すぎる可能性もある

	X ICG 投与量を12.5mg/75kgまで減らす、およ
び /またはGLOWの明るさ（照明 /励起の強度）を
50 %まで下げます。

フローシグナルが過飽和または強すぎる 信号の透過度がなくなり信号がフラットであるよう
に見える。GLOW の「強度」が高すぎる可能性も
ある

	X GLOWの「強度」を正常値の50%またはそれ以
下にします。

フローシグナルが弱い 蛍光が微弱、微小血管内の流れが表示されない。
ICG 濃度が低すぎる可能性もある

	X 可能ならばICG投与量を増やします。

フローシグナルが弱すぎる GLOW の「強度」が低すぎる 	X GLOWの「強度」を上げます。標準値は50%です。

モニター上では信号が正常であるにもかかわらず、
接眼レンズ視野内に表示される蛍光像がぼんやりし
ている /薄い

高倍率および長い作動距離で良好なオーバーレイ
を行うには、蛍光が弱すぎる

	X 倍率を下げ、照明 /励起設定が少なくとも100%
であることを確認します。

視野内表示した像が暗すぎる 	X CaptiView視野内表示の明るさを上げます。
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所見 原因 対策

GLOW800 画像が十分な明るさでない 作動距離が短く、倍率が低いときは BrightCare 
Plus によって GLOW800 の照明 /励起が低減され
ます。

	X 励起強度を最大にするため、GLOW800 に対して
はBrightCarePlusを無効にします。

強い蛍光だけが GLOW800 画像に表示される。低
強度の蛍光および微小血管内のフローシグナルが
出ていない

下側しきい値レベルが高く設定されすぎている 	X 下側しきい値レベルを≤8  %にし、あらゆる強度
の蛍光が表示されるようにします。

微小血管内のフローシグナルが見えず、強い蛍光の
みが表示される場合がある

GLOW の「下側しきい値」がハンドルの誤ったコマ
ンドで高すぎる設定になっている可能性がある

	X しきい値の想定外の変化を避けるため、ハンドル

ボタンでGLOWの「下側しきい値」「+」または「-」
が有効になっていないか確認してください。有効

になっているときは、ハンドル設定でこの機能を

削除します。

フローシグナルとオブジェクトのコントラストが低す
ぎる 

GLOW 画像の色の「彩度」が高すぎる 	X GLOWの「彩度」を下げます。

GLOW 画像の白色光部分に色がない GLOW 画像の色の「彩度」が低すぎる 	X GLOWの「彩度」を上げます。
注意事項 「彩度」を上げると、オブジェクトの白色

光像に重ねられる蛍光像のコントラスト
が下がることがあります。

モニター上では信号が正常であるにもかかわらず、
接眼レンズ視野内に表示される蛍光像がぼんやりし
ている /薄い

高倍率および長い作動距離で良好なオーバーレイ
を行うには、蛍光が弱すぎる

	X 倍率を下げ、照明 /励起設定が少なくとも100%
であることを確認します。

視野内表示した像が暗すぎる 	X CaptiView視野内表示の明るさを上げます。

弱い蛍光が画像の大部分を占めている 外部の近赤外放射が検知・表示されている 	X GLOW800が検知するスペクトル範囲の近赤外光
を発する外部光源をオフにする、および /または下
側しきい値を8%に上げます。

蛍光信号が周囲の組織で反射されている 	X 下側しきい値を8～ 12%に上げます。

残留 ICG が弱い蛍光を発している 	X 下側しきい値を8～ 12%に上げます。
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28.2.5 不具合

所見 原因 対策

GLOW 画像が表示されない GLOW800 モードが有効になっていない 	X 蛍 光LED お よ び コントロ ー ル ユ ニットが
GLOW800モードを示していることを確認します。
	X GLOW800オン/オフ機能が意図したとおりのボタ
ンとハンドルに割り当てられているかどうかを確認

します。
	X テストカードを用いて適切なテストを行ってくだ 
さい。
	X 問題が解決しないときはライカマイクロシステム

ズにご連絡ください。

モニターに鮮明な GLOW800 画像が表示されない、
ただし白色光画像は鮮明（低倍率でも）

蛍光焦点面の調整不良。 	X ライカマイクロシステムズにご連絡ください。

余計な蛍光信号が特に視野外側に出る 視野外側では GLOW カメラが周囲の近赤外光
（>800  nm）を検知しているが、焦点はそれより低
い位置にある

	X GLOW800の検知するスペクトル範囲の近赤外光
を発生する外部光源をオフにします。

GLOW の照明がキャビティの境界に当たって蛍光の
アーティファクトを発生させている

	X 対象領域以外が照明されないように留意します。

GLOW 蛍光ビデオイメージが全視野にわたって着色
している

手術用光源または手術室照明からの近赤外光が視
野に入射し、全視野にわたって蛍光カメラに検出さ
れている

	X 外部近赤外光源をオフにします。
	X 手術室の光源を検出するには、顕微鏡の照明をオ

フにし、GLOWモードで顕微鏡の焦点を白紙の上
に合わせます。
	X 不正な信号が存在すれば、外部近赤外光が影響し

ています。問題がなくなるまで手術室の光源を順

次オフにしてゆきます。

3D モニターでフローシグナルが黒く見える 観察位置がモニター軸の下にあるか横にずれてい
ると画像が暗くなる

	X 観察位置とモニター軸を一致させます。

28.2.6 内蔵録画システム

所見 原因 対策

GLOW 蛍光画像のモニターへの表示も視野内表示
もできなくなった

ARveo 8 の記録ユニットのディスクに空きスペース
がなくなった。

	X ARveo8 の記録ユニットの容量を確認してくだ 
さい。
	X ARveo8 の記録ユニットのディスクが満杯のとき
は、使用されていないユーザーデータを保存のう

え、消去して空き容量を確保してください。
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29 テクニカルデータ
29.1 GLOW800 テクニカルデータ

蛍光励起 790 nm（GLOW800）
蛍光信号 835 nm（GLOW800）

GLOW800 スペクトル

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

ライカ手術用顕微鏡に関連するテクニカルデータについては、
ライカ手術用顕微鏡の取扱説明書を参照してください。

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

この図はカメラの画像サイズと、可視光用ビデオカメラおよび
GLOW800NIRカメラの視野との関係を示したものです。視野
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。
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29.2 適合モデル

ライカ手術用顕微鏡 ARveo 8

29.3 周囲条件

使用時 +10 °C～ +40 °C 
（+50 °F～ +104 °F） 
相対湿度 30％ ～ 95％ 
大気圧 800 mbar～ 1060 mbar

保管 –30 °C～ +70 °C 
（-86°F～ +158°F） 
相対湿度 10 % ～ 100 % 
大気圧 500 mbar～ 1060 mbar

輸送 –30 °C～ +70 °C 
（–86 °F～ +158 °F） 
相対湿度 10%～ 100% 
大気圧 500 mbar～ 1060 mbar

29.4 適合規格
•  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
• Leica Microsystems (Schweiz) AG の Medical Division は、品質管理、品質保証および環境管理に関する国際規格 ISO 13485 への適合の認証
を取得しています。

30 電磁適合性（EMC）に関する製造者の宣言

GLOW800は、ライカ手術用顕微鏡と組み合わせて試験されて
います。EMC宣言については、ライカ手術用顕微鏡の取扱説明
書を参照してください。
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