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iM70 VET

12.1インチ カラー
TFT液晶タッチスクリーン搭載

ファンレス 設計

壁掛けマウント
（別売り）

キャスタースタンド
（別売り）

対電気メス障害対策付き

USB ポート
 *バーコード
リーダー

観血血圧（IBP）
マルチガスユニット （EtO2, FiO2, EtN2O, FiN2O, 

EtHAL, FiHAL, EtISO, FiISO, EtSEV, FiSEV, EtENF, 

FiENF, EtDES, FiDES）

心室性不整脈監視機能を搭載
PVC専用アルゴリズム解析で自動分析表示
*各種条件により解析が困難になる場合があります

心電図、呼吸曲線、脈波、CO2 分圧曲線、
*観血血圧波形、*O2 濃度曲線、*N2 O濃度曲線、
*揮発性麻酔薬濃度（HAL、ENF 、ISO、SEV、DES）

* 印はオプションです

心拍数、脈拍数、呼吸数、非観血血圧値（最高、最低、平均）、
*観血血圧値（最高、最低、平均）、動脈血酸素飽和度、体温値、
CO2 分圧値（呼気／吸気）、*O2 濃度値（呼気／吸気）、
*N2O 濃度値（呼気／吸気）、*揮発性麻酔薬濃度値（呼気／吸気）

* 印はオプションです

EDAN G2 CO2

G2

サイドストリーム方式による EtCO2モニタリング
独自のフィルターをウォータートラップに搭載することにより、
誤検出を抑制し、計測の正確性を向上
スマートな CO2識別技術を備える iCARBTM アルゴリズムを採用
ウォームアップ時間は約４秒で測定可能
自動ゼロ校正機能付き

MASIMO * オプション

プラグアンドプレイ可能な麻酔ガスモニタリングモジュール
Nomoline(TM) サンプリングラインを採用
測定に必要なサンプリング量はわずか50ml/分

PT

可変パルス音（SpO2） *サーマルプリンタ

VGA 出力

ショートカットキー

* 印はオプションです
仕様は予告なしに変更となる場合がございます

対除細動器保護付き

標 準 表 示 ラージフォントモード トレンド 表 示 バイタル 表 示 ベッドビュー
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