Eonis 24インチ（MDRC2224、オプション WH)
24インチクリニカルレビューディスプレイ

b 画像を使⽤するEMRに最適

EMRに最適

b トータルコストを削減

患者の安全性を最優先する必要のあるさまざまな⽤途に使⽤でき、医療⽤カート、病
棟の処置室、病室、看護ステーションに設置できます。

b ディスプレイすべてを⼀括
管理

Eonisは、⼀貫性のある美しい画質を提供する、画像を使⽤した電⼦医療記録の表⽰
に最適なアスペクト⽐16:10のディスプレイです。⾼度なIPSテクノロジーにより、さ
まざまな⾓度から⾒てもゆがみのない画像を表⽰します。

すべてのディスプレイを制御

Eonis
24"には、⾃動でのキャリブレーション、品質保証、資産管理のオンラインサービス
を提供するQAWeb
Enterpriseが付属します。このソフトウェアは、ディスプレイのスイッチを⼊れるた
びに、⼀貫性を保証する独⾃の機能を備えたフロントセンサーと連携して⾃動的に画
質を調整します。また、ディスプレイのパラメーターを⾃動のチェックおよび通知機
能により継続的にモニタリングします。
MediCal
QAWebはリモートでの全ディスプレイの管理（状態の追跡も含む）にも対応してお
り、設置したディスプレイすべてに品質保証ポリシーを⼀元的に適⽤して整合性を維
持できます。

優れた費⽤対効果

Barco
Eonisディスプレイは、ソフトウェアの設定も含め15分以内に設置可能です。⾃動化
された問題対応により、システム停⽌を減らし、時間とリソースの無駄を軽減します
。また、ディスプレイの使⽤状況を追跡できるため、各ディスプレイの耐⽤年数を最
適化できます。これらのメリットにより、ディスプレイへの投資から最⼤限の費⽤対
効果を得ることができます。
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効果を得ることができます。
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技術仕様

EONIS 24インチ（MDRC-2224、オプション WH)

アクティブ・スクリーン・サイズ (対⾓線)

611.3 mm (24.1 インチ)
518.4 mm x 324.0 mm (20.41 インチ x 12.76 インチ) (HxV)

スクリーン・テクノロジー

バックライト
アスペクト⽐
解像度

ピクセルピッチ
カラー画像
グレー画像

カラー・サポート
視野⾓

周辺光補償 (ALC)

フロント・センサー
最⼤輝度

DICOM 校正済み輝度
コントラスト⽐

応答時間 (Tr + Tf)

ハウジング・カラー
ビデオ⼊⼒信号
USB ポート
USB 標準

電源要件 (公称)
消費電⼒ (公称)

低消費電⼒モード
電源管理

ドット・クロック
OSD ⾔語

⼨法、スタンド込み (幅 x ⾼さ x 奥⾏き)

TFT カラー LCD IPS

LED

16:10

2MP (1920 x 1200)

0.270 mm x 0.270 mm
あり
あり

10 ビット; 1,670 万⾊
178° (IPS)

あり、プリセット値をオンスクリーン表⽰（OSD）
あり

300 cd/m² 通常

180 cd/m² (初期設定は箱の外)
1000:1 通常
14 ms 通常

ホワイト ＋ シルバー

VGA、DisplayPort、HDMI

アップストリーム x 1、ダウンストリームx 2
2.0

100-240 V

40 W (1.0 W 以下、スタンバイ時)
あり

DPMS

165 MHz

英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、⽇本語、簡体字＆
繁体字中国語、韓国語
560.4 x 533 x 164.45 mm
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技術仕様

EONIS 24インチ（MDRC-2224、オプション WH)

⼨法、梱包 (幅 x ⾼さ x 奥⾏き)

481 x 273 x 761 mm

⼨法、スタンドなし (幅 x ⾼さ x 奥⾏き)

本体重量、スタンド込み
本体重量、スタンド抜き

重量、スタンド込みで梱包
⾼さ調整範囲
傾斜

スウィベル
ピボット
設置標準

スクリーン保護
証明書

付属品

QA ソフトウェア
保証

560.4 x 366 x 59.82 mm

8.58 kg
5.2 kg

12.58 kg

100 mm +/-5.0 mm
-5° / +20°

-45° / +45°
90°

VESA (100 mm)
無

CE (MDD 93/42/EEC クラス I 製品)、CE-2014/30/EU、IEC 60601-1 (ED.3)、IEC 60601-1
(ED.3);am1、ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 + C1:09 + A2:10 + A1:12)、CAN/CSA-C22.2
No.60601-1 (2014)、EN 60601-1-2:2015、EN 60601-1:2006/A11:2011/A1:2013/A12:2014、KC
、BIS、VCCI、FCC クラス B、ICES-001 レベル B、FDA クラス I デバイス、RoHS、BSMI
ユーザー･ガイド
ケーブル・ルーティング・ストラップ
ビデオ・ケーブル (1 x DP、1 x HDMI)
メイン・ケーブル (運⽤地域に依存)
USB 2.0 ケーブル
このアダプターは、医療装置の成形部品です。(メーカー:BridgePower Corp.;
モデル:BPM060S12F03; ⼊⼒:100-240 V AC、50-60 Hz、1.5 A; 出⼒: +12V DC ( ), 5.0 A)
開業医向け QAWeb & QAWeb
3 年間

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

