
4.	 データのダウンロード
PULSOX-300i のデータをダウンロードし、パソコンにデータファイ
ルを保存します。

1	 ダウンロードしたいファイルを選択します。
	 複数のファイルを選択した場合、ファイルは結合され1つのファ
イルとして保存されます。

			●	複数の患者に対してご使用の場合、異なる患者のデータを結合
してしまうケースが考えられますので、ファイル選択の際は十分
にご注意ください。

2	 ファイル名を変更する場合は入力します。
	 選択したダウンロードデータの情報により自動でファイル名がつ
けられます。

	 	 a a 	1 1 	0 1 	0 7 	1 5 1 2 	1 	 .dat	
	 	 　　　	日 	 月 	 年 	 時刻	 接続されてい

るボディNo.		拡張子
	 ファイルの保存場所を変更する場合は、【参照】ボタン										を
クリックして保存場所を変更します。

3	 患者情報を入力します。
	 患者の詳細情報を入力する場合は、【詳細】ボタン	 	 	 	 	 	を
クリックして入力します。

	 患者情報では、歩行テスト前と後の問診を記録することが可
能で、レポートに記録することができます。

	

4	 ダウンロードするチャンネルを選択します。

DS-5簡易操作ガイド		Ver.2.0
本書は、PULSOX-300i で測定したデータをパソコンに取り込み、
DS-5でデータ解析を行う際の操作手順を説明した簡易版の取扱説明書
です。従来より、DS-5 をご愛用いただいていたお客様はVer.2.00 の
追加機能の箇所につけた						マークをご覧ください。

1.	 パソコンの接続	
1	 下図のように、UA-300 を介して PULSOX-300i をパソコンに接続
してください。

2	 PULSOX-300i の電源ボタンを長押しして、電源をONにしてください。

2.	 初期設定
2.1	DS-5の起動
1	 デスクトップのDS-5アイコンをダブルクリックします。

	●	〈DS-5の初期表示〉画面が表示されます。

2	〈PULSOX-300iシリーズとの通信〉アイコン をクリックします。

	●	〈PULSOX-300iシリーズとの通信〉ダイアログボックスが表示されます。

2.2 時計設定
2.3 機器番号設定

2.5 設定の終了
2.4 オートパワーオフ時間設定
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	 2.2〜 2.4、	4 の設定は上記ダイアログボックスから設定します。

2.2	時計設定

PULSOX-300i の時計設定をします。

※	パソコンに設定されている日時がそのまま設定されますので、パソコ
ンの日時を正しく設定してください。

1	【設定】ボタン														をクリックします。

	●	 日時が PULSOX-300i にセットされ、〈PULSOX-300iシリーズとの通信〉
ダイアログボックスに戻ります。

2.3	機器番号設定

PULSOX-300i 本体の機器番号を設定します。

1	 機器番号を入力します。

2	【設定】ボタン														をクリックします。
	●	 機器番号がセットされ、〈PULSOX-300i シリーズとの通信〉

ダイアログボックスに戻ります。

2.4	オートパワーオフ時間設定

PULSOX-300iの電源をONにしてから自動的にOFFになる
までの時間を設定します。

1	 自動的にOFFになるまでの時間と分を選択します。

2	【設定】ボタン														をクリックします。
	●	 オートパワーオフ時間がセットされ、〈PULSOX-300i シ

リーズとの通信〉ダイアログボックスに戻ります。

2.5	設定の終了
	1	【終了】ボタン											をクリックします。

●	〈PULSOX-300iシリーズとの通信〉ダイアログボックス
が閉じ通信が終了します。

	●	〈DS-5の初期表示〉画面が表示されます。

3.	 データ測定
UAケーブルを外した後、下図のように手にPULSOX-300i
を装着してプローブを指にはめてください。

1	 測定の開始

	 電源ボタンを長押ししてONにすると、測定を開始します。

2	 測定の終了

	 電源ボタンを長押ししてOFFにすると、測定が終了します。

5	 ダウンロード後のプリントアウトやPDFの作成などを設定します。
	 レポートの詳細情報を入力する場合は、3の【詳細】ボタン									

　　　をクリックして入力します。
●	【レポート設定】ボタンをクリックすると、5.3.1.〈解析パラメー

タの設定〉画面が表示されます。解析パラメータの各タブで設
定する内容や記載しておきたい情報をあらかじめ入力することで、
ダウンロード後に入力した情報がプリントアウトされたり、PDF
が作成されますので、簡潔に作業ができます。

6	 【ダウンロード】ボタン をクリックします。
	●	〈ダウンロード状況〉ダイアログボックスが表示されます。

複数のファイルを選択した場合は「ファイルを結合し
ますか ?」メッセージが表示されますので、　【OK】ボタン

をクリックして複数ファイルを1つのファイル
に結合します。		

	●	〈グラフ〉画面が表示されます。

7	 	【終了】ボタン をクリックします。
	●	〈PULSOX-300iシリーズとの通信〉ダイアログボックスが閉じ、				
〈グラフ〉画面表示がアクティブになります。

5.	 データの解析
5.1	グラフ画面を見る

データをダウンロード(4.参照 )したり、ファイルを開く(5.2参照 )
とグラフ画面が表示されます。
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各タブの説明

【レポートタブ】

【SpO2 タブ】

(*1) 移動平均時間は短いほど追随性に優れています。また、移動平均時間が長い
ほどSpO2 の値のばらつきが抑えられ、値が安定します。測定データのSpO2
のばらつきに応じて移動平均時間を選択してください。

	 ◆睡眠時無呼吸指数の計算には、移動平均は適用されません。

【脈拍数タブ】

5.3.2	マーカの使い方
マーカ機能により測定したデータの一部を削除または選択して解析を
実行することができます。

1	〈グラフ〉画面よりマーカの種類を選択します。
全チャンネルマーカ	 SpO2と脈拍数の両データについて特定の時間範囲

を同時に選択します。
単一チャンネルマーカ	 SpO2 または脈拍数のいずれか選択したほうの

データについて、特定の時間範囲を指定します。
2	 範囲の開始位置でマウスをクリック、そのままドラッグし、時間

範囲の終点でドロップします。
●	 マーカされた範囲が枠で囲まれます。

5.1.1	 表示操作

5.2	データファイルを開く

すでにパソコンに保存されているデータファイルを開きます。
1	〈グラフ〉画面より〈開く〉アイコン をクリックします。
	●	〈開く〉ダイアログボックスが表示されます。
2	 ファイルを選択します。

3	【開く】ボタン をクリックします。

	●	〈グラフ〉画面が表示されます。

5.3	解析

グラフ画面に表示しているデータの解析を行います。

5.3.1	 解析パラメータの設定

解析を行う際のパラメータの設定を行います。

1	〈グラフ〉画面より〈解析設定〉アイコン をクリックします。
	●	〈解析設定〉ダイアログボックスが表示されます。

2	 設定するタブをクリックします。
3	 詳細設定後【保存】ボタン　　　　			をクリックします。
	●	〈解析設定〉ダイアログボックスが閉じます。

3	〈グラフ〉画面より〈解析設定〉	アイコン をクリックします。
●	〈解析設定〉ダイアログボックスが表示されマーカされた範囲の
解析設定をします。解析の際、マーカされた範囲を削除するかマーカ
された範囲のみ解析するかの設定は、解析設定ダイアログの
レポートタブで選択できます。

　〈測定エラーの範囲をマーカして、解析対象から除外する例〉
	 図のように、測定エラーと思われる範囲をマーカし、〈解析設定〉のレポートタブ
で " マーカ外データ解析 "を選択すれば、エラーの範囲を除いて解析できます。

5.3.3	解析レポートの作成
解析パラメータの設定に従い、解析レポートが作成されます。

1	〈グラフ〉画面より〈解析レポート〉アイコン をクリックします。
	●	 解析レポートが表示されます。
解析レポートの一例
下図は、作成される解析レポートの一例です。詳細は、取扱説明書
の「解析」の項を参照してください。

SpO2		解析

脈拍数解析

歩行試験解析

発生頻度

解析結果

累積分布図

5.3.4	 解析レポートの印刷

表示されている解析レポートを印刷します。

1	 解析レポート表示画面の < 表示画面印刷 >アイコン をクリック
します。

	●	 解析レポートが印刷されます。

5.3.5	 Dipと脈拍数上昇回数の解析

5.3.1解析パラメータの設定の [Dip の定義 (1)]と [ 脈拍数上昇の
定義 (1)]の値で定義されたDipと脈拍数上昇箇所が表示されます。

1	〈グラフ〉画面より <SpO2 の Dipと脈拍数上昇箇所の表示 >
アイコン をクリックしてください。

	●	 Dipと脈拍数上昇箇所が表示されます。

5.3.6	 PDFファイルの作成

解析レポートをPDFファイルに変換して保存します。

1	〈グラフ〉画面より < 解析レポートの PDFファイル >アイコン
をクリックします。

	●	〈名前をつけて保存〉ダイアログボックスが表示されます。

2	 ファイル名を入力して【OK】ボタン をクリックします。
	●	 PDFファイルが作成され、指定したディレクトリに保存されます。

6.	 DS-5の終了
1	 ダイアログボックス右上の をクリックします。

	●	 画面が閉じて、DS-5が終了します。
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しきい値以下のSpO2 を解析時に除外します。
Dip 計算時のSpO2 の低下量の設定（5.3.5 参照）複数の定義を用いる

場合はチェック

解析レポートに値を表示する場合はチェック

SpO2 の上昇量
下降時間の下限値
下降時間の上限値
上昇時間の上限値

SpO2 の移動平均時間の選択 (*1)

しきい値以下の脈拍数を解析時に除外します。
脈拍数上昇回数計算時の脈拍数の上昇量	（5.3.5 参照）

複数の定義を用いる
場合はチェック

検出したDip の表示

検出した脈拍数上昇箇所の表示
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情報
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5.3.1	 解析パラメータの設定
5.3.3	解析レポートの作成
5.3.6	PDFファイルの作成
5.3.5	Dipと脈拍数上昇回数の解析
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全チャンネルマーカ
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解析で用いるデータ領域の設定（5.3.2	参照）
【全データ解析】: 全データを用いて解析
【マーカー内データ解析】:マーカー内のデータのみを用いて解析
【マーカー外データ解析】:マーカー外のデータを用いて解析

解析レポートの選択

トレンドグラフ1枚あたりの表示時間

*	ダウンロード画面 (4.) で
レポート設定ボタンをク
リックした際に表示され
る画面では、本項目は表
示されません。

	 < ズームイン/ズームアウト>アイコン
	 グラフ画面上で、右クリックする

と表示範囲を拡大します。グラフ
画面上で、左クリックすると表示
範囲を縮小します。

	 < ズームイン範囲 >アイコン
	 グラフ画面上で左クリックしなが

ら、ドラッグすると反転表示され
た部分を拡大表示します。

	 < 左ページ >アイコン
	 グラフ画面の左ページを表示します。

	 < 右ページ >アイコン
	 グラフ画面の右ページを表示します。

	 < 左自動ページ送り>アイコン
	 自動でグラフ画面の左ページ表示

をします。

	 < 右自動ページ送り>アイコン

	 自動でグラフ画面の右ページ表示
をします。

	 < 全データ表示 >アイコン
	 グラフ画面に全データを表示します。

	 < 表示時間選択 >アイコン
	 グラフ画面の表示時間を選択します。
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