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Get back on track
治療の道筋を分かりやすく

結石の探査、位置決めを超音波のハンドプローブで。
容易な操作性と精度を実現。

“Freeline“ ultrasound localization sy
ste

m

Visio-Track

Scan : 結石のエコー探査
ハンドプローブを使い結石探査を超音波で行い
結石が確認できたところで超音波画像をフリーズ

Track : 破砕をリアルタイムにモニタリング
超音波プローブをサポートにセットし、
リアルタイムに治療をフォローアップ
結石の衝撃波による変化を見逃しません

Fire : 衝撃波の照射
衝撃波パラメータを設定し治療開始
効果的な破砕を目指します

Position : 結石の位置決め
タッチスクリーン、エコー画像上の結石をタッチ
患者テーブルが自動で結石と焦点との
位置合わせを行います

Position

Fire

Track



ビジオトラック、赤外線3次元解析技術を
使った超音波システム
スムーズ、自由な動き、それこそがフリーラインです
・スムーズで自在な使いやすさで位置合わせ
・ハンドプローブの動きはリアルタイムでモニタリング
・結石探査は電動式などで制限された動きとは異

なり、自然に簡単で自由

インラインVSアウトラインの議論は終わり
フリーラインは
・患者の皮膚とダイレクトコンタクトにより優れた

画質
・ベストのアコースティックウインドウからアプローチ
・アングル変更動作はフリー
・治療中のリアルタイムフォローアップ

デュアル同時ディスプレイ
・結石位置と焦点ボリュームの位置ずれが3次元解

析された2画面により同時に表示され、治療は
リアルタイムにフォローアップがされます

The freeline era
フリーライン登場

“Freeline“ ultrasound localization sy
ste

m

Visio-Track



パワーと信頼性
ECLテクノロジーは、高伝導性電解液内で 
精密に制御された放電に基づいています。
・制御された放電の質は安定
・第1焦点F1では一貫して安定した衝撃波
・常に同じポイント（F２）にピンポイントで衝撃波を 

フォーカス

自動圧力制御システム
自動圧力制御システムでリアルタイムに 
焦点の圧力を測定、調整します。
このシステムにより、再現性の高い衝撃波を
発生させることができます。

Electroconductive
technology

The revolution in ESWL
ESWL治療

ESWL開発で豊富な経験を持つEDAP TMS社は、ソノリス i-moveにより
結石破砕をレベルアップいたします。

・タッチスクリーンインターフェイス
・デュアル同時ディスプレイ
・リアルタイム結石モニタ
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DiatronⅤ
ECLジェネレータ

・自動圧力制御装置

Electroconductive Technology

Other Technologies

Mpa

Time

Sonolith® Electroconductive Shockwave source

Electrical discharges

F2

F1

電気伝導方式技術（ECL）



The revolution in ESWL
ESWL治療

ESWL開発で豊富な経験を持つEDAP TMS社は、ソノリス i-moveにより
結石破砕をレベルアップいたします。

ビジオトラック3次元解析カメラ

・超音波画像でリアルタイムに
結石位置と焦点位置を3次元
解析、自動位置決めを可能と
します

3           

3               

4               

2               

・タッチスクリーン型リモコン
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・万能型クランプによるCアー
ム接続
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患者様の快適性を考慮して設計しています
新型DiatronVの衝撃波ジェネレータ：小児から大柄の患者様までスムーズに
焦点深度は160mm（※）であり、さまざまな体型の患者様の治療に対応します。
また、径の大きなジェネレータにより、快適な治療をご提供することができます。

（※）メンブレンの膨らませ方によって、最大180mmも可能です。

治療ヘッドのセッティング位置は0度と50度のデュアルポジションで
多様なタイプの症例に対応します。



The universal lithotripter
汎用型結石破砕装置

〈3つのタイプからニーズに合ったマシーンをチョイス〉

１つのモジュールに機能を搭載

・ビジオトラック：赤外線3次
元解析技術による超音波で
位置決め、そして探査が可能

・結石ロッキングシステム：
治療テーブルが自動で結石
の位置決めを行います

・超音波画像で治療をリアル
タイムに、また３次元解析画
像で結石と焦 点ボリューム
をピンポイントの正確性で
画面に表示

・患者データ、治療データベー
ス

・Dicom3.0との互換性
（オプション）

・リモートコントロールステー
ション（オプション）

ハイテクなタッチスクリーンで
さらに使いやすく

・フルタッチスクリーンで操作
可能

・超音波と透視画像の２つを
同時ディスプレイ可能

・患者データ、治療データベー
ス

・Dicom3.0との互換性
（オプション）

・リモートコントロールステー
ション（オプション）

TouchTouch
タッチタッチ

Visio-TrackVisio-Track
ビジオトラックビジオトラック

StandardStandard
スタンダードスタンダード

デイリーユースに適したシンプ
ルなモジュールタイプの結石破
砕装置はゴールドスタンダード

・使いやすいタッチスクリーン
リモコンで治療テーブル、衝
撃波そして治療パラメータ
の操作が可能

・コンパクト：治療 ヘッドは
ESWLユニットの内部に格納

・高いコストパフォーマンス



Tailored to suit  
your specific needs
ユーザー様のニーズに合わせて仕立てます

Compatible with most X-ray C-arms

使いやすいインターフェイス
・タッチスクリーンリモコン
・タッチスクリーンインターフェイスにデュアル同時表示
・直観的に使える操作ナビゲーション
・治療テーブル動作
・衝撃波パワー
・衝撃波周波数

操作性
・ソノリスi-moveは遠隔操作室からESWL本体の操作が可能

データベースとDICOMの互換性
・フォローアップ用データベースに患者情報、治療データを保存
・DICOM3.0との互換性を有し病院側サーバーへデータを保存

可動性
・コンパクト設計
・治療ヘッドを装置本体に格納
・タッチスクリーンモニターも装置本体に収納され保管がより簡単に
（タッチおよびビジオトラックバージョン）

高い互換性で支出を抑えられます
・ソノリスi-moveは多彩な組み合わせが可能で、施設でお使いの機器（X線透視

装置、超音波スキャナー等）と多くの互換性を提供
・Cアーム（X線透視装置）のクランプは汎用型で様々なタイプと組ませることが

可能なシステムを採用
・標準のESWL専用テーブルが利用可能
・モバイル型で、院内での移動型として、また使用都度移動させて使用可能

Adaptable to ESWL and endo-urological tables

Compact and Mobile

DICOM 3.0 compatibility

Touch screen remote control
and user interface



We Master 
Therapeutic Ultrasound

We Master 
Therapeutic Ultrasound

You Master  You Master  Urology 

EDAP TMS - 4, rue du Dauphiné - PA La Poudrette Lamartine - 69120 Vaulx-en-Velin - FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 15 31 50 - Fax : +33 (0)4 72 15 31 51 - www.edap-tms.com - contact@edap-tms.com

ISO 9001: 2000    •   ISO 13485: 2003

本カタログに掲載した製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。 TMS 510 333D

製造販売元：エダップテクノメド株式会社
東 京 本 社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17 Tel. 03-5540-6767 Fax. 03-5540-6785
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10 Tel. 06-6304-0960 Fax. 06-6304-0876
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-3-4 Tel. 092-600-7155 Fax. 092-600-7166


