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視覚誘発反応測定装置



白色LED コンタクト電極

フラッシュ 発 光 装 置

パターン刺激ディスプレイ

多局所網膜電位図刺激装置 LE-4100
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検査項目

刺激装置

パーソナルコンピューターなどの外部装置とのデータ通信用LAN端子や、
バーコードリーダーなどの入力装置を接続可能な、USB端子を標準装備しています。

データ通信用LAN端子を標準装備

別売の各種刺激装置との組合わせで、多彩な視覚誘発反応の測定が行えます。
皮膚電極ERGと多局所網膜電位図（多局所ERG）を加え、さらに充実しました。

多彩な検査が可能

刺激条件と記録条件があらかじめ設定されているため、煩雑な条件設定の必要が無く、
スタート操作一つで容易に検査が行えます。
また、記録波形に影響を与えず、ハムノイズだけを選択的に除去する独自の「位相加算フィルター」や、
ノイズの混入状態を確認できる「ノイズチェック機能」などを標準装備しています。

優れた操作性とノイズ対応機能

LE-4000視覚誘発反応測定装置

皮膚電極ERGと
多局所ERGを加えて、
さらに充実しました。



光源一体型白色LEDコンタクト電極により、
全視野刺激ERGの測定が行えます。

全視野刺激によるERG検査が可能

フラッシュERGに加え、30HzフリッカーERG、Cone ERG、Long Flash ERG、Rod ERGの測定も行え、
より多くの網膜情報を提供します。

錐体ERGと桿体ERGも測定可能

パターン刺激ディスプレイ

■30HzフリッカーERG ■Cone ERG ■Long Flash ERG ■Rod ERG

白色LEDコンタクト電極

フラッシュVEP検査とパターンVEP検査の、2種類のVEP検査が行えます。
また、パターンVEP検査は、Transient VEP検査とSteady-state VEP検査が行えます。

2種類のVEP検査が可能

■フラッシュVEP ■パターンVEP

全ての検査で振幅と潜時を自動計測して、表示、プリントアウトします。
また、自動計測で波形頂点の誤検出による誤計測があった場合、マニュアルで再計測が可能です。

※フリッカーERGとパターンVEP・12rev/sは、再計測は行えません。

振幅と潜時を自動計測

フラッシュ発光装置

■フラッシュERG



下眼瞼に取り付けた皮膚電極により、ERG検査が行えます。
小児や角膜に障害のある患者、感染症の患者など、
角膜電極の装着が困難な被検者や、
術後早期の網膜機能の確認に有用です。

皮膚電極による記録は、
角膜電極による記録に比べ、信号（ERG波形）は小さく、測定中の眼の動きによるノイズの影響を受けやすい。

皮膚電極によるERG検査が可能

フラッシュ発光装置と皿電極

■フラッシュERG
■30HzフリッカーERG
■Cone ERG
■Rod ERG

検査項目

そこで…

フラッシュERGでは、片眼に30秒間隔で8回の加算を行います。この場合、最短4分で検査が行えます。

■1回目の記録 ■2回目の記録 ■8回目の記録 ■加算平均の結果

刺激している方から刺激
していない方の信号を引
いて、ノイズの軽減を図り
ました。

■右眼波形 ■左眼波形 ■右眼ERG波形

左眼は刺激なし右眼にフラッシュ刺激
右眼に刺激を行い、
左眼には刺激を行わず、
皮膚電極で両眼から
同時に記録を行った場合。

加算平均をすればノイズは小さく！

右眼と左眼は同じ様にノイズが載るはず！

1その

工夫
しました

2その

工夫
しました

ERGノイズERG＋ノイズ



皮膚電極による記録では、強制的に開瞼しないため、検査中は自由に瞬目や閉瞼が行えます。
もし、光刺激と同じタイミングで瞬目や閉瞼を行えば、大きな筋電図が混入したり、
刺激が十分に行われず振幅の小さい波形が記録され、測定結果に悪影響を与えます。
波形選択機能は、記録した全ての波形を確認して、不適切な波形を除外する機能です。
※フリッカーERGは、波形選択は行えません。

不適切な波形を除外する波形選択機能

記録後に、さらに追加記録が行えます。
検査前に設定した加算回数では十分なノイズ低減効果が得られなかった場合や、
波形選択機能で波形を除外した後、加算する波形を追加したい場合に有用です。

加算平均の効果を高める追加記録機能

皮膚電極によるERG記録は、片眼ずつ交互に刺激を行い、
刺激をした側から刺激をしていない側の記録を差引きして、
ノイズの軽減を行っています。
そのため、記録は、刺激をした側を関電極、
刺激をしていない側を不関電極とした記録と同等であるため、
従来の不関電極である額電極を省略して、
右眼電極、左眼電極と耳電極（接地電極）の3つの電極だけで記録が行えます。
電極の装着を嫌がる小児の検査で有用です。

3電極での記録が可能

額電極を省略した3電極で記録

例えば、光刺激
の際に閉瞼をし
ていると、図の
ような不適切な
波形が得られ、
加算平均後の
波形は振幅が
小さくなります。

不適切な波形
を除外すると、
振幅は大きく
なります。

除外の選択をした
波形は白色で表示
し、「AVE」に除外
後の加算平均波形
を表示。

不適切な波形が
記録されている。



多局所網膜電位図刺激装置 LE-4100と専用の解析ソフトウェアとの組合わせで、
多局所網膜電位図（多局所ERG）検査が行えます。
黄斑部を中心とした直径約40度の範囲の、複数部位の局所の錐体ERGが一度の測定で記録でき、
全視野刺激ERGや視野検査、眼底検査では診断が困難な視野異常や視力低下の症例で、
特に有用な網膜情報を提供します。

多局所網膜電位図検査も可能

解析ソフトウェアは、国内では多局所ERGの代名詞であるVERISTMと同一理論のため、
VERISTMと等価の応答が得られます。

VERISTMと等価の応答が得られます

データご提供 ： 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院眼科　島田  佳明 先生

臨床向け装置として
操作性と被検者の負担軽減を

追求しました

LE-4100 VERISTM

※オプション品を
　含みます。

500 nV

0 80 msec

500 nV

0 50 msec



パターン形状は六角形で、測定部位数は37ヵ所と61ヵ所の2種類から選べます。

測定部位数は37ヵ所と61ヵ所

測定結果は応答波形のほか、3D
トポグラフィ表示、2Dカラーマップ
表示や、正常眼データとの差分表示
が行え、インフォームドコンセント
にも有効です。
また、応答波形をエリア毎にまとめ
てグループ化し、振幅と潜時を数値
化して表示するグループ表示は、
黄斑部とその周辺部との比較、
正常部位と障害部位との比較など、
詳細で定量的な網膜機能の評価
が行えます。

分かり易い結果表示

検査中の固視不良などによるノイズの混入を自動認識して、ノイズの混入率からデータの安定度を
数値化して表示するため、検査結果の信頼性を客観的に評価することができます。
また、追加検査機能により、データの取り直しの際には、ノイズの混入部分だけを選択的に取り直すため、
測定時間の短縮と被検者の負担の軽減が図れます。
取り直したデータは上書きせず、新たなデータとして保存するため、
取り直しの結果が良くなかった場合でも安心です。

負担の少ない検査

刺激画面（37ヵ所）

37ヵ所／検査時間：2分

61ヵ所／検査時間：4分

応答波形と3Dトポグラフィ表示または
2Dカラーマップ表示、および正常眼データ
との差分を表示します。

グループ表示を使うと、最大12ヵ所まで
の任意の位置の応答波形と、その振幅
と潜時を表示することができます。

サマリー表示

同心円、上下、左右、
4象限など、応答波形
をグループ化し、振幅
と潜時を数値化して
表示します。

グループ表示



ご用命は

160610

※仕様・外観等は、予告なしに変更する場合があります。

刺激光源

全視野刺激ERG
（白色LEDコンタクト電極
 で刺激）

皮膚電極ERG
（フラッシュ発光装置
 で刺激）

フラッシュERG

白色LED（色温度：4,000～9,000K）
200cd・s/m2（20,000cd/m2×10msec）
30cd・s/m2（20,000cd/m2×1.5msec）
3cd・s/m2（6,000cd/m2×0.5msec）
3cd・s/m2（6,000cd/m2×0.5msec）
0.01cd・s/m2（80cd/m2×0.12msec）
3cd・s/m2（6,000cd/m2×0.5msec）
30cd・s/m2（300cd/m2×100msec）
50cd・s/m2（100,000cd/m2×0.5msec）
30cd・s/m2（100,000cd/m2×0.3msec）
3cd・s/m2（6,000cd/m2×0.5msec）
3cd・s/m2（6,000cd/m2×0.5msec）
0.01cd・s/m2（80cd/m2×0.12msec）
3cd・s/m2（6,000cd/m2×0.5msec）
30Hz
25cd/m2／30cd/m2

25cd/m2／30cd/m2

40cd/m2

刺激光源

発光強度

刺激頻度
背景光

白色LED（色温度：4,000～9,000K）
3cd・s/m2（6,000cd/m2×0.5msec）
30cd・s/m2（100,000cd/m2×0.3msec）
2Hz
25cd/m2／30cd/m2

スタンダードフラッシュERG
フリッカーERG
Rod ERG
Cone ERG
Long Flash ERG

フラッシュERG

フリッカーERG
Rod ERG
Cone ERG

ERG
VEP
多局所ERG

本体
アンプボックス

刺激頻度 フリッカーERG
フリッカーERG
Cone ERG
Long Flash ERG

背景光

発光強度

ERG刺激条件

仕　様
オプション品
白色LEDコンタクト電極

フラッシュ発光装置

パターン刺激ディスプレイ

多局所網膜電位図刺激装置 LE-4100

光学台とプリンターは別売です

LE専用架台

フラッシュVEP刺激条件

刺激装置
画面の視角（検査距離：77cm）
チェックサイズ数
格子の視角（検査距離：77cm ）

液晶ディスプレイ
約25×20度（画面サイズ：34×27cm）
4種類
7.5分／15分／30分／60分

パターンVEP刺激条件

刺激モニター
刺激輝度
検査視野角
刺激部位数

モノクロCRT／9インチ
200cd/m2

直径約40度（主な検査範囲）
37ヵ所／61ヵ所

多局所ERG刺激条件

プリンター
電源／消費電力

寸法／重力

内蔵サーマルプリンター
AC 100V／50/60Hz／30VA
186（W）×192（H）×234（D）mm／4.3kg
70（W）×36（H）×140（D）mm／0.2kg

本体（その他）

チャンネル数
入力インピーダンス
雑音
弁別比

周波数特性

ERG：2／VEP：1
5MΩ以上
7μVpp以下
80dB以上
0.3～340Hz（-3dB）
1～100Hz（-3dB）
15～240Hz（-6dB）

本体（増幅器）

医療従事者向け情報サイト
アデプトのご案内
http://opth.tomey.co.jp

製造販売元

〒451－0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号
TEL(052)581－5321  FAX(052)581－5626

URL  http://www.tomey.co.jp
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