Coronis Uniti (MDMC-12133)
PACSと乳房画像⽤12MPメディカルディスプレイシステム

b 1つのディスプレイでPACS
画像と乳房画像を表⽰可能
b グレイスケールおよびカラ
ー表⽰（独⾃の⾊校正機能
搭載）
b タッチパッドですばやく操
作

Coronis
Unitiディスプレイは、世界中の数多くの放射線科医の机上に⽋かせな
い存在となっています。2014年の初登場時には、PACSと様々なモダリ
ティからの乳房画像を組み合わせた世界唯⼀のディスプレイでした。今
⽇、Unitiの⼀体化したシンプルさは、かつてないほど不可⽋であるこ
とが⽰されています。
より作業しやすい読影室を

Coronis
Unitiは、⼀般的な放射線および乳房の画像のための最⼤かつ最も機能の充実したデ
ィスプレイシステムです。⾼速かつダイナミックな3Dメディカルイメージングを可
能にしながら、機能豊富なデザインの⼒と、豊かなコンテンツを提供する強⼒なエン
ジンを体験してください。

診断のサポート

極めてシャープなディテール、正確な輝度、優れたカラー表⽰およびグレイスケール
を保証する幅広いテクノロジーが作業者を⽀援します。

b 1,200万画素のベゼルレス⼤画⾯で柔軟性が⾼く、快適な作業を実現

b キャリブレーションされた⾼い輝度により、⾼精度で症例への対処が可能
b ディスプレイの全寿命を通して安定した画質を確保

効率的なワークフロー

ワークステーション、ツール、テクノロジーにわたって作業が分散された状態から、
オールインワンシステムに切り替えることができます。

b 1つのディスプレイで幅広いPACSと乳房画像診断モダリティの表⽰を実現
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b 特に3Dモダリティの場合に、集中⼒とスピード感を持って作業が可能

b MXRTディスプレイコントローラーで、各種の直感的なワークフローツールを
強化

快適な映像

快適な作業環境の影響は過⼩評価されがちです。職場でも⾃宅でも、使⽤する機器が
環境をサポートし補完することは重要です。

b 周囲光センサーと反射低減で快適な読影

b ⽬の疲労と動きを最⼩限に抑えることにより、ワークスペースにおける⼈間
⼯学を最⼤化

b Barcoタッチパッドの調整可能なホットキーで、さらにパーソナライズが可能

常にクリアな画像を提供

ディスプレイに付属するQAWeb
Enterpriseは、⾃動のキャリブレーションおよびQA機能によって安定した画質を維持
するとともに、画像品質に関する最新の各地域および国際的な規制にも対応していま
す。

b どこからでもコンプライアンスを管理し、品質を保証
b ディスプレイネットワークの管理を簡素化

b ディスプレイの使⽤効率を⾼め、コストを削減できる部分を確認することが
可能

画質を向上させるテクノロジー

b グレイスケールのDICOM標準に適合し、⼀貫した知覚的に線形の⾊を保証す
るSteadyColorキャリブレーションテクノロジー。
b Color
PPUテクノロジーにより、全ピクセルで⼀貫した⾊とグレイスケールを実現
し、常にDICOM準拠⽔準を維持。
b SmoothGrayによりDICOMの要件を満たす卓越した⾼精度を実現。

b クラウドベースのQAWeb Enterpriseにより校正と品質保証を⾃動で実⾏。

b IGuardフロントセンサーにより医療標準への適合を24時間365⽇、常に維持。
b DuraLight Brillianceにより卓越した輝度を実現。

b エネルギー効率に優れ耐⽤年数の⻑いLEDバックライトを採⽤。
b I-Luminateにより輝度を向上し、2,000nit超を達成。

⽣産性を向上させるテクノロジー

b RapidFrameにより、鮮明で常に焦点の合った動画映像を表⽰。

b タッチパッドにより画⾯や各画像をスピーディかつスムーズに操作。

b カンファレンスCloneViewソフトウェアにより、⼤型スクリーンに容易に画像
を表⽰。
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b ⽤途に最適化された、卓越した処理⼒を誇るディスプレイコントローラーに
より、現在と過去の検査画像を迅速にロード。
b 周囲光補完により、あらゆる光条件下で安定した視認性を実現。

b フィルムクリップを使⽤することで、ディスプレイをシャウカステンとして
使⽤して過去のフィルムを読影可能。

エルゴノミクスを活⽤して使⽤体験を改善するテクノロジー：

b トップクラスの解像度（12MP）による画像を⼤型のベゼルレスディスプレイ
に表⽰
b SpotViewの使⽤により、詳細に確認したい部分をより明るく表⽰。

b OpticalGlassにより、反射を低減し画像の鮮明度を向上させてより快適な読影
を実現、耐久性および耐傷性も向上。
b SoftGlow作業⽤ライトおよび壁⽤ライトにより⽬の疲れを軽減。

b クリアベース/ブルーベースの表⽰モードを読影中いつでも変更可能。
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技術仕様

CORONIS UNITI (MDMC-12133)

アクティブ・スクリーン・サイズ (対⾓線)

853.44 mm (33.6 インチ)

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
ビット深度

視野⾓ (⽔平、垂直)
光学ガラス
均⼀性補正
安定した⾊

I-Luminate

周辺光補償 (ALC)

周囲明度センサー

バックライト出⼒安定化 (BLOS)
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 (パネル通常)
応答時間 ((Tr + Tf)/2) (通常)
ハウジング・カラー
ビデオ⼊⼒信号
USB ポート
パワー定格
電源要件

消費電⼒
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)
⼨法、梱包 (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
パッケージ正味重量
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IPS

708.1 x 472.1 mm (27.8 x 18.6 インチ)
3:2

12MP (4200 x 2800 ピクセル)
0.1686 mm
あり
あり

30 ビット
178°

あり
PPU

あり
あり

あり、読影室選択
あり
あり

あり、I-Guard

2100 cd/m² (PPU オン)
1,000 cd/m²

1200:1 (PPU オン)
16.5 ms

RAL 9004 / RAL 9003
DisplayPort 1.2

1x USB 2.0 アップストリーム (エンドポイント)
3x USB 2.0 ダウンストリーム
24 VDC、16.25 A; 5 VDC、0.1 A

このデバイスは、医療承認済み電源 Efore (Roal Electronics)、タイプ RHPS390 でのみ給電する必要があ
ります。 医療承認済み電源にマークされた定格:
d ⼊⼒定格:100-240 VAC、5.5 A、50/60 Hz
d 出⼒定格:24 VDC、16.25 A; 5 VDC、0.1 A
190 W (nominal)
< 0.5 W (hibernate)

795 x 610 x 300 mm (最低ポジション)
795 x 572 x 131 mm
960 x 715 x 395 mm
33 kg
23kg

42 kg

技術仕様

CORONIS UNITI (MDMC-12133)

スウィベル

-23° / +23°

傾斜

ピボット

⾼さ調整範囲
設置標準

スクリーン保護
推奨モダリティ
証明書

-5° / +30°

該当なし
95 mm

VESA (200 x 100 mm & 100 x 100 mm)
保護⽤反射防⽌光学ガラス

デジタルマンモグラフィーと乳房トモシンセスを含むすべてのデジタル画像

⼀般放射線、デジタルマンモグラフィーおよび乳房トモシンセシス、乳房MRI、乳房US、CT、超⾳波（
⾎管および婦⼈科USを含む）⽤FDA 510(K) K151505
CE1639（医療機器）
CCC（中国）、KC（韓国）、Inmetro（ブラジル）、BIS（インド）、NOM（メキシコ）、EAC（ロシア
、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギスタン）
安全性関連：
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14
EMI関連：
IEC 60601-1-2:2014 (ed4)
EN 60601-1-2:2015 (ed4)
FCCパート15クラスB
ICES-001レベルB
VCCI（⽇本）

付属品

オプション

QA ソフトウェア
保証

動作温度
保管温度
動作湿度
保管湿度
動作気圧
保管気圧

環境関連：
中国エネルギーラベル、EU RoHS、中国RoHS、REACH、Canada Health、WEEE、包装指令
ユーザーガイド
クイックインストールシート
システムシート
ビデオケーブル
メインケーブル
USB 2.0ケーブル
外部電源
フィルムクリップ
Barcoタッチパッド
なし

QAWeb

5 年 (40,000 時間のバックライト保証を含む)
0°C 〜 +35°C (+20°C 〜 +30°C 仕様内)
-20°C 〜 +60°C

20% 〜 85% (結露なし)

20%〜85%（結露しないこと）
70 kPa 最⼩

50 〜 106 kPa

⽣成⽇:16 Dec 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

