
内視鏡ビデオ画像プロセッサ

ヘッドマウントイメージプロセッサユニット
オープン価格

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

sony.jp/medical/
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本システムは、内視鏡ビデオカメラから出力されるビデオ信号（SDI/DVI-D）を入出力するヘッド
マウントイメージプロセッサユニットと頭部装着型のヘッドマウントモニターからなるシステムで
す。ヘッドマウントモニターを頭部に装着することで、従来の外付けディスプレイの様に姿勢を
束縛されることなく、自由な姿勢での作業が可能になります。また外付けディスプレイを見ながら
作業する場合に比べて、ディスプレイと術野間の視線移動を小さく抑えることができます。

■主な特長
2D/3D映像に対応
2D/3Dそれぞれの映像信号に対応し、内視鏡からの出力

にあわせて表示いたします。映像表示はＩＮＰＵＴボタン

の選択することで切り替えが可能です。
※ フットスイッチFS-24を接続することにより、INPUTの切り替えも可能です。

2台のヘッドマウントモニターを接続可能
HMM-3000MTとHMO-CA50Mを追加することで

2台のヘッドマウントモニターで同時に同じ映像を見る

ことが可能です。また、ヘッドマウントモニターは完全に

独立して動作することが可能なため、複数の映像入力が

ある場合、2台のヘッドマウントモニターで別々の映像を

見ることも可能です。

ソニー製のHD有機ELパネルを搭載
ヘッドマウントモニターには有機ELパネルを採用。有機

ELパネルの特性である高コントラスト、広色域、高速

応答性能により、きめ細やかな映像と、より自然な

色再現、階調特性、優れた動画特性を実現しています。

また左目用映像と右目用映像を独立した有機ELパネル

に表示する方式のため、1画面に左右の映像を表示する

方式で起こりがちなクロストーク現象（映像が二重に

見える現象）が発生しません。

医療現場に適した設計
ヘッドマウントモニターを頭部に装着した状態でも手元を

見ることが可能です。

ピクチャーインピクチャー（PinP）機能を搭載
イメージプロセッサユニットのPIPボタンの選択で、2つ

の映像を同時に表示することが可能です。

左右反転・180度回転表示
内視鏡からの出力映像を左右反転・180度回転表示が

可能。映像を回転/反転させることで、内視鏡カメラの

向きに左右されず、見やすい方向に映像を表示できます。

医療安全規格に対応
IEC60601-1の製品安全規格を取得した製品です。

通常モード 左右反転モード 180°回転モード

HMS-3000MT
ヘッドマウントイメージプロセッサユニット

ヘッドマウントモニター HMM-3000MT
ヘッドマウントディスプレイケーブル HMO-CA50M
ACアダプター AC-80MD 各1

定価：オープン

※ヘッドマウントイメージプロセッサユニットの単体販売はしておりません。

■商品構成
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内視鏡用
ビデオカメラ

ヘッドマウントディスプレイケーブル
HMO-CA50M

ディスプレイ

フットスイッチ

ヘッドマウントモニター
HMM-3000MT

FS-24FS-24

ヘッドマウントイメージプロセッサユニット

■接続構成例

■コネクターパネル

■オプション

ヘッドマウントディスプレイケーブル
HMO-CA50M

希望小売価格 38,000円＋税

フットスイッチ
FS-24

希望小売価格 7,500円＋税

ヘッドマウントモニター
HMM-3000MT
オープン価格

ヘッドマウントモニターA
操作部

ヘッドマウントモニターB
操作部

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

❼ ❽ ❼ ❽

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

ヘッドマウントイメージプロセッサユニットとHMM-3000MTを接続する
ケーブルには、専用接続ケーブルのHMO-CA50Mを使用してください。
他のケーブルを使用したり、無理に延長したりすると正常に動作しない場合
があります。

SDI端子のセンターピンと患者を同時に触らないでください。
本機やACアダプターが故障したときに、患者に対して悪影響を与える電圧
が発生する可能性があります。

DCコネクターを機器に接続してから、ACアダプターのAC電源コードを接続
してください。DCコネクターをはずす場合は、ACアダプターのAC電源コー
ドを先にはずしてください。
DCコネクターのピンと患者を同時に触らないください。DCコネクターの
ピンには24Vの電圧がかかっており、患者に対して悪影響を与える可能性が
あります。

注 意

注 意

❶     （オン/スタンバイ）ボタン

❷   　　INPUT（入力切替）ボタン

❸ 入力モード表示

❹ 　　PIP（PinPオン/オフ切替）ボタン

❺ 反転表示インジケーター

❻ FLIP（反転表示切替）ボタン

❼ HMMインジケーター

❽ HMM出力端子

❶  　等電位端子

❷    　　INPUT端子

❸    　　OUTPUT端子

❹    　REMOTE端子

❺    　DC IN端子

※ヘッドマウントモニターを追加する場合は、ヘッドマウントディスプレイケーブルも合わせてご購入ください。
ご注意：FS-24 は防水保護等級IPX3対応のため、液体にさらされる場所（手術室など）ではご使用になれません。安全のため、液体にさらされる場所（手術室など）でご使用の場合は、IPX6以上に対応した
製品をご使用ください。

HeadMountImageProcessor.indd   3 14/02/19   10:44



■ 主な仕様

2014.3
カタログ記載内容2014年3月現在

SM/BXOP-1  Printed in Japan.   （84950398）

本機使用についての安全上のご注意 ●映像の視聴中に目の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。映像を視聴するときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長
さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身でご判断ください。不快な症状が出たときは、回復するまで 映像の視聴をやめ、必要に応じて専門の医師にご相談ください。●不快な症状が出やすくなる可能性があり
ますので、ゆれの激しい環境での使用や、歩いたり運動しながらの使用はしないでください。●また、医療機器に接続してご使用される場合は、「本機とその他の医療機器との接続上のご注意」をご覧ください。
本機とその他の医療機器との接続上のご注意 ●医療行為において本機をご使用する前に、目の疲労、疲れ、気分が悪くなるなど医療行為の妨げとなるような症状が発生しないことの確認を必ず行ってください。
●医療行為の妨げとなるような症状が発生した場合またはそのおそれがある場合は本機のご使用をお控えください。●一般的に、映像のゆれ・早い動き、映像の焦点位置、被写体と撮影部分の距離、画面内において
使用者が注視する箇所、その他本機に入力される映像の状態、または、使用者の健康状態などの要因によって、目の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの症状が出やすくなる可能性があります。
カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。
商標について ● SONYはソニー株式会社の商標です。●記載されている各社名、各商品名およびシステム名などは、一般に各社、各団体の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

医療環境で使用するための重要なお知らせ
●本機に接続する全ての機器は、安全規格のIEC60601-1、IEC60950-1、IEC60065、あるいは機器に適用できる他のIEC/ISO規格等に従って承認または適合しているものをご使用ください。●さらにシステム
全体としてIEC60601-1-1規格に適合していなければなりません。信号入力部分あるいは信号出力部分に接続する全ての周辺機器が医療用のシステムとして構成されるため、システム全体としてIEC60601-1-1の規
格要求に適合する責任があります。疑義がある場合には、ソニーの営業担当にご相談ください。●他の機器と接続すると、漏れ電流を増加させる可能性があります。●この特定の機器のために、すべての周辺機器
は上記のように接続し、IEC60601-1の構造要求と最小基礎絶縁を備えている追加した絶縁トランス経由で商用電源に接続してください。●この機器は無線周波エネルギーを発生、利用しており、周囲に放射する
可能性があります。取扱説明書に従って設置、使用されない場合、他の機器に対して電磁波障害を引き起こすかも知れません。この機器が電磁波障害を起こす場合は（この機器から電源コードのプラグを抜くこと
により確認できます）、以下の方法を試してください。電磁波障害を受けている機器に対して、この機器を移動してください。この機器と電磁波障害を受けている機器を異なる電源系統のコンセントに接続してくだ
さい。ソニーの営業担当にご相談ください。（適合規格：IEC60601-1-2 とCISPR11、Class A、Group1）

ヘッドマウントイメージプロセッサユニット
一般
電源 DC 24V（ACアダプターAC-80MDから供給）
入力電流 1.5A
動作条件 温度：5℃～ 35℃

湿度：25%～ 80%（結露なきこと）
気圧：700 hPa ～ 1060 hPa

保存・輸送条件 温度：－20℃～＋60℃
湿度：20% ～ 90%（結露なきこと）
気圧：700 hPa ～1060 hPa

外形寸法（幅×高さ×奥行き、
最大突起部含まず）

約306mm×56.5mm×358mm

質量 約3.3kg（電源コード等含まず）
入出力系
DVI入力 DVI-D端子×2

TMDSシングルリンク
SDI入力 BNC型×2

SMPTE292M規格準拠
DC IN DIN 3ピン 24V

ACアダプター（AC-80MD）
REMOTE ステレオミニジャック×2
DVI出力 DVI-D端子×2

TMDSシングルリンク
SDI出力 BNC型×2

SMPTE292M 規格準拠
HMM出力 専用20ピン×2 （HMO-CA50Mを接続）
入出力対応信号
映像入力（2D） 720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i、1080/50p、

1080/60p
映像入力（3D） 左右分割方式、デュアルストリーム

720/50p、720/60p、1080/50i、1080/60i
出力信号 入力された信号がそのまま出力されます。ただし、次の信号には

対応していません。
DVI信号：
　• HDCPを含む信号（HMM-3000MTにも出力されません）
　• HDMI機能を含む信号
　• フルHD以上の解像度の信号
SDI信号：
　• 音声信号
　• 3G-SDI以上の信号

付属品
ご使用になる前に×1、CD-ROM（取扱説明書）×1、保証書×1、
国内薬事法要求文書×1、AC アダプター AC-80MD×1、
AC-80MD 取扱説明書×1、セールス会社窓口のしおり×1

ヘッドマウントモニター（HMM-3000MT）
一般
電源 ヘッドマウントイメージプロセッサユニットから供給
動作条件 温度：5℃～ 35℃

湿度：25%～ 80%（結露なきこと）
気圧：700 hPa ～1060 hPa

保存・輸送条件 温度：－20℃～＋60℃
湿度：20%～ 90%（結露なきこと）
気圧：700 hPa ～1060 hPa

外形寸法（幅×高さ×奥行き、
最大突起部含む）

約191mm×173mm×271mm

質量 約490g（接続ケーブル含まず）
表示画素数（水平×垂直） 1280×720
瞳孔間距離（眼幅）適合範囲 55mm～72mm
付属品

取扱説明書×1、保証書×1

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

HMM-3000MT ヘッドマウントイメージプロセッサユニット

■ 外形寸法図
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■一般的名称： 内視鏡ビデオ画像プロセッサ
■クラス分類： 一般医療機器　特定保守管理医療機器
■販売名： ヘッドマウントイメージプロセッサユニット HMI-3000MT
■届出番号： 14B2X10003000010
■JMDNコード： 18034000

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

  ※特定市場向け商品などソニーウェブサイトに掲載していない商品もあります

商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口 
フリーダイヤル        0120-788-333
   ●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550
   ●FAX  0120-884-707
   ●受付時間  9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

URL  http://www.sonybsc.com
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