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Plessart ZENO 

ZEROか5始まる、デジタルワークフロー。

いま、臨床現場に必要な×線テレビ、は、何か。

この考えに基づき、私たち東芝は

デジタルX線TVシスデムの原点=ZEROに立ち返りました。

そして完成したPlessartZEROTMO

高精細画像、高度な画像処理、 快適な検査ワークフローなど、

上位機種にひけをとうない先進の機能を備えながら、

設置性に優れた省スペース設計を実現。

ZEROからのスタートが、新たなる可能性へと導きます。

c=司F
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ヲ包

PlessartZEROが導く、デジタルの可能性。

Time-短時間で検査が終了

デジタルシステムなので・..

-フィルム着脱の手間がありません。

・フィルムを現像する作業がいりません。

・織影後、すぐに検査結果が見うれます。

Image-高画質を低被ぱくで

デジタル画像処理によって・..

・ ~断しやすい画像が自動的に得られます。

・紫早い動きも逃さない撮影が可能です。

・フィルムlこ比べ高画質かつ低彼ばくです。

Spaceーすべてに省スペース

画像はすべてデジタルデータ芯ので...

・暗室やフィルム保管スペースは不要です。

装置がコンパクトサイズになりました。

・~!Iスペースもランニングコストも短小限を実現します。

デジ91レ量雇用

前2う分
'棲置作ーゲノ)



Plessart ZENO 

言・早・

γ-A附
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フルデジタルのZEROによって、

患者登録か5読影までの時聞が大幅に短縮します。

フルデジタルのPlessartZEROlel:、現像-運搬・保管スペースが不要です。

患者登録も簡単で、揖影もスピーディに行えます。

さらに、 ネットワークを介して瞬時に画像が転送できるなど、

登録から読影まで、スムーズな流れを実現します。

-ネームプリンタ忽どでアナログ貸主主

-シャーカステンにフィルムをセット

・フィルム議影

・フィルムを袋詰め

・フィルムを倉庫に保管

フィルム運用

TOTAL 

約60分

1検査(マーゲツ)

-銀~j済みのフィルムを自動現@装置へ運搬

・現像

・過去フィルムの用窓

フィルムは[現像・搬送]の手聞がかかるだけでなく、

撮影後には保管スペースも必要でした。

-マガジンを寝台へ装翁

.1最影条件を滋択

-透視で位置決め後に海野

・レシーブマガジンを脱漕



デジタル運用

TOTAL 

約2う分
1検査(マーゲン)

-35~~ 

マー

Plessart ZENO 

-キーボードで簡単霊童書

-カードリーダ、 電子力ルテからも霊録可能・

-ォプシコン

-透貌で位包決め後、 すぐに掻影

・マガジン作自陣が不婆で、タイミングを逃さない

-撮影画像をモヱタよですぐに銭影

・薗像鶴察袋績へ腕時にネットワーク転送*

・フィルムの運燃が不饗

・透視.11li影中でも問時並行処理で画像転送が可能

*モニタ鯵断のための商倣観察線:':I~~IJ途ご用意煩います"

デジタルX線TVシステムPlessartZERO忽5、

検査時聞が約35分間も削減できます。
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柔軟な寝台動作、やさしい操作性で

快適な検査スループットを実現します。

スムーズな寝台動作で、日常的な検査を余裕でカバー。

しかも、使用頻度の高い媛影条件をワンタッチで設定できるなど、

日常的な検査かう健診まで、快適な操作環境を提供します。

柔軟な*Jft移動

寝台の起倒角度+890

(立位)--30.(逆傾斜)

消化総官のルーチン検査に必要な起倒角度を十分確保しています。

バリウムを用いた上部消化管検査や下部消化管検査に対応します。

~ 

キ竺~

ワイド芯観察視野を実現

X線ビームの中心が、受診者の体紬方向に治って約90cm移動(映

像系長手動ストローク)します。これにより、天板の頭側45cmか5

定側90cmまで121cmのワイドな映像範囲を提供。受診者に動い

てもらわなくても、透視/撮影がスムーズに行えます。

円もじ 当えた込 レJ
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天板の左右移動を実現

天板を左右に約25cm動かすことができます。受

診者に移動してもらわなくても、観察したい部位を

容易に捉えることができます。

インバータ制御による、主主めらかな寝台動作

寝台の起倒動作や映像系長手動に、インバータ制

御によるモータ駆動方式を採用。コンピュータ制御

による加速・減速と相まって、受~者への不快感の

少ないスムーズな動作を実現しています。

検査室の騒音を大幅に削減

寝台のインバータ駆動により、装置の線香化を実

現しています。さ5に、これまで検査室内にあった

X線高電圧装箇を遠隔操作卓下に収納しているの

で、検査室内の静粛性が一段と高まっています。

/. 

s-



やさしい操作性
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シンプルで分かりゃすい操作パネル

表示パネルやスイッチ類を極力少なくし、操作の簡素化を遣求しまし

た。また、分害リサイズごとの緩影枚数や、分割j最影時の撮影コマ位

置は、操作パネル上に分かりゃすくLEO表示。どなたにも分かりゃ

すい検査を可能にしています。

撮影条件を、ワンタッチで設定可能

使用頻度の高い線影条件をあらかじめ設定できる、ユーザプログラ

ムスイッチを箔載。録影ごとの条件設定が不要となり、ワンタッチで

撮影できるのでスループットが向上します。

X線条件と画像を、同じ視線上で確認

透視や僚影の条件lま、視認性に優れたLEO表示を採用。しかも、透

視撮影画像表示モニタと同じ視線上に配置しているので、受診者の

状態や緩影画像とともに、 j最影条件が的確に確認できます。

見やすいモニタレイアウトを採用

受診者情報ヱリアと、透視/撮影画像エリアが完全に分割され、モニ

タ上に晃やすく表示されます。従来のように文字情報が画像と璽怠っ

て見えなくなることがなく、検査に集中できます。

9 

抗争 J 
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10カード

多様な方式で患者登録が可能 属鹿鴎

キーボードによる登録(標

準)に加え、オプションによ

りサーバ登録されている

ワークリスト、 10カードから

の登録が可能です。

ワーヲリストザーパ

ライ7モード
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消化管の検査かう一般撮影、

さ51こ非血管系IVRなどまで幅広く対応します。

PlessartZEROの応用範囲は、消化管に止まりません。

胸部や腹部の単純撮影や泌尿器検査、さらに、

非血管系の造影検査やIVR1d.どの検査ニーズにも的確に応えます。

アプローチが容易なアイランドタイプの寝台

コンパクトなアイランドタイプの寝台を実現しました。床面からの天

板宿さは約86cmと低く、受診者へのアプローチも容易に行えます。

自由度の高いフルフラット天板

バリウム流れ込みの少ないフルフラット天板を採用。 ストレッチャ

などかうの患者さんの移動もスムーズに行えます。また、 天板は

223X76.5cmと安心感のある広さです。天板上で受診者が自由な

体位を取れるので、外科、笠形外科領域などにおける様々な部位の

検査で、撮影位置決めが容易に行えます。

タイミングを逃さない、高速シーケンス撮影

食道忽ど動きの速い部位の1章第に、シーケンス撮影が可能です。検

査部位の動きに応じて媛影レート(鐙大3コマ/秒)が選択でき、低残

像でブレの少ない漫影が行えます。

食道連絡機影

最大15コマ/秒の透視収集

透視像を最大15コマ/秒で収集することができます。連続収集した

透視像lまシネ再生し、観察することができます。

ラストイメージホールド機能

モニタ表示されている透視/焔影の還後の画像を、次の透視/録影

までライブモードで表示しておくことができます。確認のための透視

が不要となり、被ばく低減につはがります。

、、、

量留
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胸部損影にも対応可能な、 X線管展開機構

寝台を立位にしてX線管を角度付けする、 X線管展開機構を装備。

胸部リーダ媛影台(オプション)との組み合わせで、胸部撮影などの

一般績影が1管球で行えます。 X線管の位置決めや照射野の謁主主1;J_

どは、 X線管球柱部のスイッチで行えます。

、~---- -z ~ 

多ijう もおド
J 
3ず

管II支錆ハンドル 普琢上下勤スイッチ

前振り角度30'~90・で展開が可能

半切サイズのカセッテ撮影市自翠!'.I

腹部臥位単純線影埼玉どが行えます。

*透視;(i1=i'う線影犠~B(:I晶リ宮せん

様々な検査に幅広く対応

-消化管遺Z語検2ま ・内線鏡検査支援 ・単純~影

・白書S単純織~・2 ・腹穆単純織影 .{:}単純銭影

・泌尿器検査時 ・非血管遺影検査

・脊縫造家、縫舶復運!i~、関節鐙霊童影、 ERCP. 担道造影、

湾孟造影、子~~i!造影、神経ブロック

・非血管系IVR(ERCP.PTC、Biopsy、lIeustubeTJ:ど)

*19町eßリ-111量~台{オプシコン)が必要です.本2 洛尿器7'?セサリ{オプション}があ妻です。

X線管前後動ユニットによるカセッテ撮影$自摺謂

， 
ミ J

X線管前後動ユニットを使用し、 寝台を立位にした状態でFFD(焦点

~フィルム間距滋)105cm、または、 150cm(手動延長)でカセッテ

撮影が行えます。

本半切プヲiz'，テ*)~11、宮止U、カセツテ*)~ダが君III圭必萎です.
また、 Xl車問認がで曹ないので、 X線リーず縄;j台によるカセッテ撮影は行えません。

11 
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最新のデジタル技術が、

フィルムを超える鮮明画像を提供します。

東芝独自の画像処理技術として定評あるオートウインドウ、および

Advanced DCFテクノロジーを提言語戒しました。

黒つぶれや白飛びのない、安定した高函貨を提供します。

通l



-. 鮮 明IfG阿賀

下sRii1化管1..彩会話室漣綻t~~J上告E消化管撮影

Advanced DCFが有効な部位

j主腸検査:腸管の重なり部分や、ガスの溜まった部分

マーゲン検査:バリウムの濃度差が大きい部分や、二重造影時の湾陸部

骨単純撮影体厚が薄く、黒つぶれした部分やスキンライン

オートウインドウ処理

デジタル画像|ま、ウインドウ値を変化させることで輝度やコントラスト

が調節できます。 PlessartZEROはこのウインドウ処理を、オート

ウインド、ウ機能によって実現します。従来のオートウインドウ処理で

培ったノウハウに加え、内視鏡やシャッターの情報に影響されない優

れた画像処理妓術により、従来システムを凌ぐ高画貨を提供します。
新型CMOSカメラが、鮮明高画質を実現

;最像素子に最新の100万画素CMOSカメラを採用。ブルーミンク，.

が少なく、高コントラストでダイナミックレンジの広い画像が得られま

す。また、動き検出型リカーシブフィルタがリアルタイムに画像処理

を行うので、ボケの少ない高画質芯透視画像を実現します。

*直面の一郎に強い光が入射した際、信号電荷が問固にd;ふれ出して冨函が自〈抜ける現象。

CMOSカメラが、足元スペースの確保に貢献

:fR 
新型CMOSカメラの採用により、 i霞{象

gsの大幅なコンパクトサイズ化を達成。

デジタル高画質の実現とともに、術者の

足元スペースの確保にも大きく貢献して

います。

例:Ii，位二愛造影{鞍

開制度
/
潔
度

画像レベル

黒つぶれやハレーションを解消する、 AdvancedDCF* 

消化管検査で受診者が体位変換を行うと、腸管ガスの重なりゃ体腔

厚の違いが生じ、透視画像に輝度の明るい部分と騒い部分が混在

するようになります。そして、銀影画像では黒つぶれとハレーション

となって現れます。これは、気管支内視鏡検査や穿刺などの場合も

同様です。この、 1枚の画像に混在する濃度差を補正するのが、従来

のDCFを進化させた東芝のAdvancedDCFテクノロジーです。

Advanced DCFテクノロジーはあらゆる部位に有効で、一段と完

やすい画像を実現します。

HDDに保存した薗像データlま、必要に

応じてUSBメモリに様々な形式$で保存

できます(標準機能)。また、オプション

のユニットを使用すればCD-R、または、

DVD-RにDICOMDIR形式でパックアッ

プも可能です。なお、個人情報保護の観

点かう、患者名を匿名化して出力するこ

ともできます。

多様なメディアに画像保存が可能 路盤摺

ホBMP、OICOM、JPEG

傘新デジタル補償フィル空(Advanc剖 DigitalCo叩 ensationFilter) ..窯くつぶれた領域や白書苦びした

鎖tまを補正して昆やすい函像を提供する機能。完全な窯つぶれやハレーション銭詰Eは補正できません。

静

13 

DCFオンDCFオフ
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必要な機能をスリムポデ‘ィに凝縮。

ワークスペースも広々の、省スペース設計です。

臨床現場で求められる緩能をコンパクトに凝縮しました。

足元のクリアランス、寝台前函のワークスペースも大きく確保するなど、

アブローチ性にも十分に配慮しています。

4ごh
~田

c' 

-J 

‘ 



デジタルだからコンパクト

デジタルシステムには、

踏~もフィルム保管スペースも必要ありません。

また、 排水設備や自動現像機の管理も不要です。

場所をと59'、

ランニングコストを抑えることができるのも、

デジタルの大きな特震です。

広々とした足下クリアランスを確保

アイランド寝台の保持支柱に、足下クリアランスが十分確保できる片

持ちタイプを採用しました。術者は足元を気にすることなく患者さん

にアプローチできます。東芝は使い勝手を霊視し、×線TVのライン

ナップすべてに高級クラスと同等の片持ちタイプを導入。アプローチ

性、設置性、清掃性へのニーズに応えます。

寝台前面に広いワークスペースを実現

寝台育面に工夫を凝らすことで、壁際10cm設置を実現しました。

従来の×線TVと比べて広いワークスペースが確保できるので、スト

レッチャの出し入れなども容易に行えます。患者さんや介護者にもう

れしい配慮です。

寝台背面かうのアプローチも可能

銅j在日キャビネット

省スペース設計の遠隔操作卓

遠隔操作卓の本体幅lま、わすか75cm。高さも83cmと省スペース

設計を実現。キーボードとマウスは引き出し式で、操作卓に収納する

ことが可能です。

すべての作業者r1モニタで集中コントロール

検査前の患者登録、検査中の透視画像の観察、検査後の撮影像の確

認など、 一連の作業を1台のモニタでカバー。 同時に、装置のコンパ

クト化にも貢献します。

...~ 

ライブモω ド(透視・?量影時} システムモード(函倫鴻察時)

DICOM Part 14準拠の医療用モニタを採用

視認性の高い高輝度液晶モニタを採用しました。透視画像はもちろ

ん、録影画像も大画面で高精細に確認できます。画面の高さや角度

は自由に変えられるので、術者の見やすい位置に調整することがで

きます。

X線高電圧装置を、操作卓の下に収納

制御ユニットの高密度設計と新開発の小型トランスにより、 X線高電

圧装置の大幅な小型化に成功しました。

15 
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安心、安全を見守る保守契約が、

装置の信頼性と病院経営を力強く支えます。

装置の性能を長期にわたって維持し、安心してお使いいただくために保守契約がお役に立ちます。

装置の安全稼働とアップタイムの向よ、突発的な出費を抑止などの{也、

病院経醤の面からも、収益性、 信頼性の向ょに貢献します。

24時間受付のサービスネットワークを全国に配備

万一トラブルが発生しても巌寄りの鎚点力、う経験室富なエンジニア

が駆けつけ、迅速に処置。ダウンタイムを量小限に抑え、アップタイ

ム向上を図ります。

田パーツセンター

・廿ーピスセンター

.・

東芝メデイカルシステムズホ栓ー『 ' ・
カスヲマーサポートSトレーニングセン~--礼 ・・

'・，¥・・

.・・... .・.・
・.-.. .・ :1

~ ._ .. . _.. .，_・・
. ~ぜ・ .-. 〆一一一一一

，・ ~ .~ ・/. ..τィ ・ / .. 
f fR / ./'" .・
伊 ---..，..，.-- " 
二 i l'中拘束芝メデイカル(総)

•• I 

メンテナンスによる長寿命化を実現

定期点検や部品交換1;5.ど、機々なメンテナンスを用意。定期点検で

は装置可動部への注油、消耗品の交換、装置内部の清掃などを実施。

務局の摩耗や振動、熱td.どによる装置の劣化を防ぎ、装雀をペスト1;5.

状態に維持します。

保全による変動費の安定化に貢献

突然の故障によって発生する、計画外の支出の心配がなくなります。

装置の維持管理費を予算化できるので、安定した経営計画が縫進で

きます。

病医院からの信頼度が向上

つねに装置をベスト怠状態に維持できるので、検査が確実に実行で

きます。他の医療機関に安定した精度の検査結果が提示できるので、

患者さんはもちろん、 連機医療機関かうの信頼度アップにつ広がり

ます。



Accessories 

し

妹、

Ootions 

使いやすさ、安全性を追求した寝台アクセザリ

I フィット~を高めた新童話ショルダレスト

受診者の肩サイズにフィットする形状を追求。 ホール

ド性、 硬さなどを犠討し、改良を加えましたω

2.使いやすいバリウム力ッブホルダ

5是診者がカップを手に取りやすく、戻しやすい位置に

カップホルダを設けました。

3.指詰めを防ぐ安心のサイドブロテクタ

受診者の左手の指詰めを防止する、安心のザイドブ

ロテクタを採用しました。

4.1蔓台か5離れて操作可能な圧迫筒

圧迫筒アームの移動範囲内で任銭の部分にスライド

さt芝、停止さぜることができます。

う.滑りにくいロングハンドグリップ

滑りにくい表面加工がB草されていますω どの位置でも

しっかり握れて、安心のハンドグリップです。

6.ゆとりサイズのフットレスト

サイズに余総のある、広々としたフットレストを採用。

受診者の足元の不安を怒力なくします。

多彩なオプションを用意

1.テーブルマット

2.患者庄迫帯

3.X線管前後勤ユニット

4.フットスイッチ

5段{寸ハンドグリップ

6半切カセツテホルダ(引き抜きタイプ)

7カセッテホルタ'(X線検出器内iit引き出しタイプ)

8浴尿器アクセサリ

9近援操作阜キット
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線準ユ=ット

ω透視1撮影台

@司自j在日キャビネット

。)遠隔主要作皐

〈の画像処理装置

⑤サブデスク

口ヨ

日1

830kg 

60kg 

180kg 

23kg 

30kg 

単位 :mm 総尺 :1/50 



Specifications 

主主~f土機

透視録膨台

~台起働l軍E図 : 立位(豹89・)~水平包 (0・) -逆傾斜 (-30つ

映像系よ下 :約90αn

XaJ管前後動 : FFOを105αnから150αnlこ延長{才プション)

画像処理怒沼

機影 。1024X1024マトリヲス、10bil，M猷 .3fps

透視 ;表示:1024xl024マトリウス、30fps

。収集 1024X1024マトリクス、 8bit，Max.15fps 

窃像記録枚数 ・15，000画像

外量ß~2録メディア : USBメモリ(BMP、OICOM、JPEG形式)

iOVO-R'CO・R(OICOMDIR形式/才ブ.ション)

画像処理徳商~ :オートウインドウ処理、

:ヂジ空ル補償フィJゆ (Adva問。dOCF)、

i空間フィル歩(エッジ強調 ・スムージング)、

: .ネガポジ反転、鉱犬、図録、上下左右反転、

:マルチ表示、分割安示‘表示シャ.:;?

強化機能(オプション) : 10カードリーダー対応" MWMサービス機能、

: OICOMメディアストレージサービス機能

X線高電庄E宮路

短時間定絡

長時間定絡

公称怠大電力

4OOmA/80kV、320mA/l00kV、却OmA/150kV

: 4mAl120kV 

: 32kW 

X線管量u:;
3E効熊点サイズ ; 0.3/1.0mm 

陽締熱努霊 : 140kHU 

1.1. 

入力被野

角草像力

コントラスト比

必褒スペース

12/9/6インチ

: 50/56/68Lp/cm 

: 30: 1 (10%) 

縫彰lIt(X-TV雲) ;幅(W)3.6mx奥行(O)2.4mx高さ(H)2.4rr.

操作霊 : 1福(Wヲ2.1mx奥行 (D)I.8mx高さ(H)2.2m

もず〉
a !ぞ~~~、

ふ〆>'

-. 

/ ..~ / I~ν 

/ .~/ / .<$' 
IYJ/ ~ / ~ 

IJ.'V/ i* j 凶~
I'I ~ /ぷ

透視j量影禽 : DBX-2000A/OV • • 
X~iliíilI~華鐙 (32kW) ;KXO・32XP/LN • • 
医用X銀管装鐙 : DRX-1735B • • 
高圧ケーブル :HC・lSODC/20 • • 
診断用X線可動絞り BLF・15B/J4 • • 
イメージインァンシフ?イア (12インチ): RTP1230S • • 
画像処理滋霞 ;HOR・08A/BR • • 
カラー液晶モニタ CDL2013A・lA • • 一
サブデスク :DSK・030BR • • 
半切カセッテホルダ :CトIX・2000A ム • 
X線管前後動ユニyト : DBXK-TBFB10 ム ム

近接援作車 : LCX-22BR A A . 
返織金量作卓キット ， DBXK・LCX/B1 ム ム

傍受け台 : XBUB-KNEE .d. 正h

カーテンホルダ ， XBUA.CURT ム ι 

X線紡2重量れ : XBUB-XPROT ム 正h

アクセサリ取付金具 : XBUB-MTG 〈 6 

ドレンバッグ取付金具 XBUA・DRBAG ム ム

排水ロート :XBUA・DRPAN ム ム

肘受け台 XBUA・ELBOW D. ^ 
勝目先鋭ホルダ :XBUA・HOLDER ム ム

フラットマット : XBUA.FLMA T 必、 /ち

三角マット XBUA-TRMAT .d与 .d. 

ポストプロセス獲高E : HDRK-PPTOOL t込 「三一
患者情報登録軽量能 ， HDRK-PAT ム

MWMサービス機能 ，HDRK-MWM ム

メディアストレージサービス機能 : HORK・OCMOIR ^ 
カセッテホルダ(X線検出器内蔵) CHX・2000AlBl ム

忠告回定バンド :CD・10W 6 

テーブルマット XBTA・001A ム

一段付ハンドグリ、.:;プ : DBXK-HGDAN ム

フットスイッチ :FSW・20日R ム

1台置きモ二台台車 : XAMC-l OOL/BR ム

カラー滋=.モ=? : COL2013A・1A 4与

.OICOM S耐agc.pr前1包容智対応穫隻です.

Plessart ZENO 
.aIl良のため怯蟻・外線町一部を変更することがおりますので、OIIーかじめごTiII.<だ害も、
・シAテム定定禄重量のため.年間の定期点線、保守契約後ご般討くだ曹、、
・カタログ上回写."イメージであり、実際的レイアウトと巽(tるζとがめり止す"
.rM杭均的川i1.J、IPle詰 anZEROJI!東芝〆デイカルシステムス可儀式脅祉の椅慢ですの
.相カタロヅに掲粧の市iaの名称1:、それぞれ告祖師偲としτ使mしτいるIIICがおります。

デジ9ルX線TVシステム PlessartZERO DREX・PZ10

[認湿器ち1221ACB2加∞730∞

A 

ム

ノ三

ム

ム

ム

心、

ム

ム

[鈍逼Ji~元1東芝メディカルシステムX株式会社栃木県大図厳前下石上 1385吾首主
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東定)/..7':.(力JIJシステムズ株式会社
本社干324-8550栃木県大田原市下右上1385番地

h悦p:l/www-toshiba-medlcal.co.jp
。To由 e回 Medi叩 15開1相、.Corpotatlon 201。

-東芝メディカルタステムス:l1式会UCl. 品質システム的自際線憾IS09∞1 l>lぴ15013485の認認ま窓拐しτぃ~す.

Plessart ZENO 

・東芝メディカルシステムズ紘式書1.1榔祭捕監扇11.型車協マ本ジメントシステムの国際線絡IS014∞tの認涯を取得しています.

" 

XB・o・IM-A6 2406-① 


