MUIP-2112

12.5インチ医療⽤タッチユーザーインターフェース

b 可動式の医療システムに最
適
b マルチタッチスクリーン
b 医療認定済み

MUIP2112は、スマートなタッチユーザーインターフェースであり、カテ
ーテル検査室での画像誘導治療、ハイブリッド⼿術室、およびロボ
ット外科⼿術に最適です。
指先のタッチですべてをコントロール

MUIP2112は、カートベースのシステム、モバイルX線∕超⾳波装置などの可動式シス
テムで使⽤するために設計されています。標準VESAインターフェースにより、
カート、アーム、ブームに簡単にマウントできます。⾼輝度とノングレア前⾯
ガラスの採⽤により、⼿術室やカテーテル検査室など照明の明るい場所での使
⽤にも適しています。

12.5インチのタッチスクリーン（PCapマルチタッチテクノロジーを採⽤）では、⼿術⽤⼿袋を着けた状態でもユー
ザーインターフェースを直感的に操作できます。優れたコントラスト⽐と広視
野⾓の⾼度な光学設計により、あらゆる⾓度からでもユーザーインターフェー
スが⾒やすく、簡単にコントロールできます。

医療認定済みの⾼速な検証

BarcoのMUIP2112は、極めて厳しい医療要件を満たし、最新の設計仕様に準拠してエンジニ
アリングされています。ファンレス設計により、埃や雑菌の拡散を抑制します
。さらに、ディスプレイの前⾯部分はIP-54に、背⾯部分はIPx3に準拠しており、クリーニングや取り扱いの際の衛⽣および安全⾯の懸念を
解消しています。
最も厳格なプロトコルに従って構築されたMUIP2112は、どのような医療システム内であってもデバイスの検証を迅速に⾏えま

MUIP-2112

Barco

す。イーサネットケーブルまたはWiFiインターフェースを介して医療画像システ
ムに接続できます。

b ノングレアのガラス製前⾯スクリーン
b P-Capマルチタッチテクノロジー
b ファンレス設計

b VESA 75マウント⽤インターフェース
b 超低電⼒CPUボード

b モジュール式多機能CPUプラットフォーム
b 前⾯（IP54）および後⾯（IP21）保護
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技術仕様

MUIP-2112

CPU

Intel Atom N2930 クワッド・コア

RAM サイズ

4 GB

システム仕様
CPU 速度

SSD ドライブ
マザーボード

オペレーティング・システム

ディスプレイ

1.83 GHz
32 GB

フォーム・ファクタ:Q7 カーネル・ボード
Windows 10 IoT

対応スクリーンサイズ

12.5 インチ (対⾓線)

解像度

1920 x 1080

有効領域
最⼤輝度

コントラスト⽐
⾊度 -⽩
視野⾓

⾊の深み

タッチスクリーン

スクリーン表⾯処理

スクリーン組み⽴て構造

接続性およびコントロール
インターフェース

制御

電源

276.5mm x 157.5mm
400cd/m2 (通常)
1000:1 (通常)

x=0.305; y=0.320 (通常)
± 80° (H & V、最⼩)

3 x 6 ビット (256k ⾊)

タイプ:P-Cap マルチタッチ (10 タッチ)
防眩 (グロス 50)

光学結合パネル+タッチスクリーン+ガラス
I/O インターフェース (コネクタ・ベイにある):
2 x Gbps 有線 LAN (RJ-45)
1 x USB 3.0 (USB タイプ-A)
1 x USB 2.0 (USB タイプ-A)
1 x miniDP++ ビデオ出⼒ (最⼤ 2560x1600@60Hz)
1 x マイクロフォン⼊⼒ (3.5mm ジャック)
1 x オーディオ・ライン出⼒ (3.5mm ジャック)
1 x DC 電源⼊⼒ (5mm ジャック)

タッチスクリーン (⼿術⽤⼿袋を着けても使⽤できる)
電源オン/オフ・ボタン
リセット・ボタン (コネクタ後⾯カバーの下)

⼊⼒電圧

12VDC 〜 24VDC

バッテリー容量

1980 mAh (7.2V)

バッテリー
消費電⼒

物理特性
⼨法

リチウムイオン、充電式
< 1W (スタンバイ)
< 10W (ON、通常、バッテリー充電を除く)

幅

312 mm

奥⾏き

37 mm

⾼さ

重量

1.4 kg

ブランド

Barco

防塵防滴
カラー

アクセサリ

パッケージに同梱

オプション

オプション構成*

200 mm

防⽔：IPx3（全体、標準コネクターカバー使⽤時）
プラスチック
ガラス・リム

RAL 9003 (織り⽬加⼯ MT11010 表⾯)
RAL 9004

標準コネクタ・カバー
AC/DC 電源アダプタ (⼊⼒ 100-240VAC; 出⼒ 19 VDC)
EU 電源コード
US 電源コード
ユーザー･ガイド (英語)
デスクトップ・スタンド
国指定電源コード
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技術仕様

MUIP-2112

拡張 SSD サイズ

最⼤ 64 GB

フル IP54 バージョン

密封コネクタ・カバー付き (OEM ケーブルが必要)

拡張 RAM サイズ
バッテリー

代替 Q7 カーネル・ボード

オペレーティング・システム
* 注記

環境条件
温度

湿度

最⼤ 8 GB

バッテリーレス・バージョン:バッテリーは含まれません
プロジェクト・ベースで合意
Windows 7 内蔵 (代替)

これらのオプション構成は、プロジェクト・ベースで提供できます。MOQ を適⽤する場合があります。
動作時（パフォーマンス）：
+ 10°C〜 + 35°C（バッテリー付き）
+ 10°C〜 + 35°C（バッテリーなし）
動作時（セーフティ）：
+ 10°C〜 + 35°C（バッテリー付き）
+ 10°C〜 + 40°C（バッテリーなし）
保管時：-20°C〜 + 60°C
動作

圧⼒

70kPa〜110kPa

製品分類

医療⽤装置、クラス I

EMC

IEC / EN 60601-1-2:2014
FCC 47 CFR パート 15 Sub B FCC

準拠

安全性

適⽤マーク

オプション・マーク

20% 〜 80% (結露なきこと)

保管

20% 〜 95% (結露なきこと)

IEC 60601-1:2012 Edition 3.1
EN 60601-1:2006 +A1:2011 +A12:2014 +A1:2013
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
CAN/CSA-C22.2 No.60601-1
CE、DEMKO、C-UL-US、FCC
CCC

⽣成⽇:11 Mar 2022

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

www.barco.com

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

