MDRC-2124

24 インチ医療臨床検査⽤ディスプレイ

Consistent, calibrated images at the point of care

The MDRC-2124's high-quality LCD panel provides high brightness, rich contrast
and accurate display of colors and grayscales. The wide 24-inch screen creates a
flexible workspace and is ideally suited for simultaneous use of multiple
applications and palettes.
Advanced Backlight Output Stabilization (BLOS) technology ensures stabilized
luminance over time.

Thanks to the DICOM Part 14 Look-Up Table, the MDRC-2124 is DICOM-compliant
"out-of-the-box".

User-friendly Quality Assurance

The MDRC-2124 is shipped with Medical QAWeb software for accurate Quality
Assurance and remote display management (hardware calibration can be
performed by means of an external sensor).

技術仕様

MDRC-2124

アクティブ・スクリーン・サイズ (対⾓線)

612 mm (24.1")

スクリーン・テクノロジー

アクティブ・スクリーン・サイズ (縦 x横)
アスペクト⽐ (縦、横)
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 (⽔平、垂直)

均⼀輝度テクノロジー

ピクセル輝度均⼀化 (PPU)
周辺光補償 (ALC)

バックライト出⼒安定化 (BLOS)
I-Guard

最⼤輝度

DICOM 校正済み輝度
コントラスト⽐

応答時間 (Tr + Tf)

スキャン周波数 (⽔平; 垂直)
ハウジング・カラー
ビデオ⼊⼒信号

ビデオ⼊出⼒ターミナル
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)
⼨法、スタンドなし (幅 x ⾼さ x 奥⾏き)

02

TFT カラー LCD IPS
518 x 324 mm (24.1 x 12.8")
16:10

2MP (1920 x 1200)
0.2700 mm
有
無

1,680 万⾊
178°
無
無
無
有
無

400 cd/m²
250 cd/m²
1000:1
24ms

31.5-79.95 kHz / 59-61 Hz
ブラック

DVI-I シングル・リンク
ディスプレイ・ポート
分離 H/V シンク
複合シンク (H)
シンク (グリーン対応)
上流側 x 1、下流側 x 2
2.0

100〜250V
65W
有

DVI-DMPM 状態のサポート
電源オン状態
アクティブ・オフ状態
DPMS 状態のサポート
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、簡体中国語、⽇本語、韓国語
横型: 579 x 515~615 x 231 mm
縦型: 382 x 579 x 106 mm
横型: 579 x 382 x 106 mm

技術仕様

MDRC-2124

本体重量、スタンド込み

15.4 kg

⼨法、梱包 (幅 x ⾼さ x 奥⾏き)
本体重量、スタンド抜き

重量、スタンド込みで梱包
重量、スタンド無しで梱包
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
推奨モダリティ
証明書
付属品

オプション
QA ソフトウェア

パレットごとの台数

パレット⼨法 (幅 x ⾼さ)
保証

872 x 482 x 352 mm
10.0 kg
19.4 kg
14.0 kg

100 mm

-5° / +40°

-45° / +45°
90°

VESA (100 mm)

保護前⾯カバー (オプション)
CT、MR、US、DR、CR、NM

EN 60601-1-2 (2001)、EN 55011 (クラス B)、IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3、IEC 61000-4-2、IEC 61000-43、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-11、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、CE、EN 60601-1
Medical Part 1、FCC B、c-ul、PSE、BSMII、VCCI、CCC、KCC、CSA c22.2No601.1、UL50501-1
ユーザー・マニュアル
ビデオ・ケーブル (DVI シングル・リンク、アナログ)
電源ケーブル (イギリス、ヨーロッパ (CEBEC/KEMA)、アメリカ (UL/CSA; アダプター・プラグ NEMA 515P)、中国 (CCC))
外部電源
Barco 外付け医療⽤ LCD ディスプレイ・センサー
Barco MDRC-2124 クリニカルレビュー LCD ディスプレイ保護前⾯カバー・キット
MediCal QAWeb
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800 x 1200 mm
3年

⽣成⽇:21 Jan 2018

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

