
電子カルテ・医療事務用モニターソリューション

 安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、ご使用の前に
必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような
設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScan、RadiForce、RadiCS、RadiNETは、EIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。 ■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface及びHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における
登録商標または商標です。 ■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。 ■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医用情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。 ■その他の会社名および
商品名は各社の登録商標または商標です。 ■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 ■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なり
ますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。 ■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。 ■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ■製品
の保証書はセットアップガイドまたは、ユーティリティディスク内に付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。 ■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が
見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994％以上です。 ■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、
定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。 ■画面はハメコミ合成です。 ■カタログ内の画像はイメージです。 ■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

〒924-8566  石川県白山市下柏野町153番地

製品に関するお問合せ      受付時間  月〜金 9：30〜17：00（祝日、当社休業日を除く）

ヘルスケア営業部　03-5764-3403
札幌営業所 011-737-6601　　　 仙台営業所 022-212-8751　　　 名古屋営業所 052-232-7701　　 　北陸営業所 076-277-6790
大阪営業所 06-4807-7707　　　 広島営業所 082-535-7701　　　 高松営業所 087-869-0877　　　 福岡営業所 092-715-7706

Copyright © 2022 EIZO Corporation. All rights reserved. (200501C)

https://www.eizo.co.jp

ホワイトモニターが、
清潔感あふれる優しい院内環境を実現。

「白」によるトータルコーディネート
スタンドや付属ケーブル、オプションの小型端末取付用VESAアダプタまで、
ホワイトに統一。ホワイトは、机上の圧迫感を和らげ、院内が明るくなる効果
があります。

小型端末取付用VESAアダプタ
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デスク周りがすっきり
省スペースデザインのため、クリニックの受付や診察室など設置
スペースが限られた場所でも手元の作業空間を確保できます。
さらに、画面の枠を感じさせないフレームレスデザインにより、
マルチモニター環境でも視線がフレームに邪魔されることなく、複数
の画面を快適に参照できます。

周辺機器の接続がスムーズ
モニターの側面や背面にUSBハブを搭載。デスク下など離れた場所に
PCが設置されていても、カードリーダーやバーコードスキャナー、マ
ウス、キーボードなど、多様なUSB機器を楽々接続できます。

目への刺激を抑える
輝度調整にEyeCare調光方式を採用。LED光源の低輝度調整時に発生
しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できない
ちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた
目への刺激を緩和します。

くるっと縦回転、リスト表示もらくらく
画面を縦回転できるので、縦方向に長い検査リストなどの一覧性が
上がり、作業効率が向上します。また、より省スペースにモニターを
設置できます。
・表示方向を変更するにはPCの設定が必要です。 

 

医用画像を素早く参照
モニターの工場出荷時に「DICOM®平均値」をモニターにプリセット

（保存）し、階調特性をDICOM Part 14に近似させた表示モードを
搭載しています。電子カルテ操作中に医用画像を素早く参照する
必要がある場合「簡易DICOMモード」で表示できます。
・キャリブレーションには非対応です。

離席時は、自動でエコ
医用画像表示モニターRadiForceに同梱のモニター品質管理ソフト
ウェア簡易版「RadiCS LE」の多彩な機能を用いれば、院内のモニター
を便利かつエコに使用できます。
例えば「Backlight Saver」機能は、PCを使用していない時に、自動的
にRadiForceモニターの電源をオフに、FlexScanモニターの画面の
明るさを下げることが可能です。離席時に手間なく省エネできます。

必要な時だけ、必要な明るさに
「RadiCS LE」の「Auto Brightness Switch」機能では、マウスカーソル
の画面内外への移動に合わせて、操作していないモニターの明るさ
を自動的に下げることができます。視野内への輝度の影響を減らす
ことで作業に集中しやすくなるうえ、消費電力の削減につながります。

まとめて設定で、施設全体をエコに
ネットワーク品質管理ソフトウェア「RadiNET Pro」（有償）を使用
すれば、「Backlight Saver」機能などの省エネ設定を、施設全体
または診療部門ごとに、一律に適用することもできます。モニター
1台1台の設定を個別に変更する手間なく、施設全体のモニター
の消費電力を削減できます。

ネットワークで、手間なくIT資産管理
「RadiNET Pro」により、ネットワーク経由で病院内の各所に配置
されたモニターのモデル名や使用時間などの資産情報を一覧表示
できます。各モニターで異なる使用時間を平準化し安定運用を
促すなど、管理作業やコストの大幅な軽減に貢献します。
 

安心の7年間保守（オプション）
FlexScanモニターは、全機種で5年間かつ使用時間30,000時間
以内の保証を採用。さらに、最大7年間の長期保証もオプションで
選択可能です。万一の 不具 合 が 発 生しても修 理に関する費用が
無償となるので、都度の予算申請をする必要がなく、安定的な運用
が可能となります。

一人ひとりに優しい。
使いやすく、つかれない。

管理者の手間も、
トータルコストも大幅削減。

各特長の対応機種や環境 条件 な どは、機 種ご とに異なります。詳しくはお問合せください。　

明るさダウン

・保証期間内の修理費用が無償
・修理期間中の貸出機が無償

管理者PCのWebブラウザから確認できる情報

メーカー名
モデル名
製造番号（S/N）
使用時間

医療機関名
設置場所
コンピュータ名
接続状態（コンピュータ）

モニター その他

1日の使用時間 1日の使用時間スクリーンセーバー起動

Backlight Saver機能なし Backlight Saver機能あり

2時間

16時間18時間

バックライト
ONのまま

消費電力
約11%SAVE!!
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