
安全に関するご注意 ■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
このカタログは2013年3月現在のものです。製品の仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。
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寸法図 設定により可能
・－5Dptr調節刺激
・AMF精密モード　181sec
・閾値の変更

主な仕様

プリントアウト例

(1303-02)TI

アコモレフシリーズ

AMF（Accommodative Micro Fluctuations）機能

SCRモードで発見した患者をさらに精密に調べたいときや、調節を詳しく調べたいときに適したモードです。

SCRモードとの違い

・調節検査時間は片眼101秒。

・1回の調節刺激量は0.5Dptr、これを8回続けます。

・グラフはモニター上で6色、プリントアウトでは3階調で表示されます
（オプションの“i”-Fileにグラフデータを蓄積・検索可能です）。

（赤：69.01db以上、ダークオレンジ：65.01～69db、
オレンジ：63.01～65db、黄：57.01～63db、
黄緑：53.01～57db、緑：0～53db）

ADD機能

1. 調節刺激を与えることで、患者のADD度数を他覚的に測定します。さらに、自動的に
AMFチェックを行い、その加入度数が眼に負担をかけていないかをチェックします。

2. 他覚式なので、特に初めて眼鏡処方する聴覚障害者の検眼を、よりスムーズにします。

・ADD＝1/近用距離(m)－2/3調節力（Dptr）

・1ステップ0.5Dptrで11ステップを測定し、さらにAMFチェックを行います。

・グラフは折れ線グラフとHFCのFKマップで表示されます。

・近用測定に63秒／片眼、AMF測定に10秒／片眼かかります。

・両眼測定すると、インセット量を表示します。

簡易ファイルソフト “i”-File（オプション）

・インターネットエクスプローラー（IE）を利用した簡易ファイルに
データを保存できます。

・特に、AMFモード6色で過去データを検索したいときに便利です。

アコモレフ アコモレフケラト

眼負荷調節・屈折測定一体型 眼負荷調節・屈折／角膜曲率測定一体型

Speedy-"i" K-Model Speedy-"i"

測定範囲
S -20.00～+23.00D 検影法
C 0～±12.00D
Axis 0～180°

S -20.00～+23.00D 検影法
C 0～±12.00D
Axis 0～180°

最低必要瞳孔径 φ2.3mm φ2.3mm
角膜サイズ測定 0～16.0mm（手動計測） ー
角膜曲率 5.00～11.00mm ー
角膜乱視 0-12.00D ー
軸 0～180° ー
残余乱視（Residual Astigmatism） 0-12.00D ー
残余乱視軸 0～180° ー
角膜中心部測定 φ3.2mm(R8.0mm） ー
角膜周辺部測定 φ6.8mm(R8.0mm） ー
PD範囲 1～83mm 1～83mm
固視 花火 花火
顎受け作動 可動幅65mm（基準線より顎台迄　Min 61mm Max 131mm）
瞳孔径測定 2.0mm-12mm 2.0mm-12mm
本体寸法 W254×Ｌ474.5×H478mm W254×Ｌ474.5×H478mm
重量 14kg 14kg
入力電圧、消費電力 AC100～230V 50/60Hz 50W AC100～230V 50/60Hz 50W
記億容量 50人（100眼） 50人（100眼）

アウトプット アナログ RGB
RS232C、USB、赤外通信

アナログ RGB
RS232C、USB、赤外通信

グラフ（FKマップ）用 ソフトウエア 内蔵 内蔵
モニター 6.5インチ　カラーVGA 6.5インチ　カラーVGA

AMFキー

・アコモレフ、アコモレフケラトはライト製作所の登録商標です。

NEW!

NEW!

NEW!

模擬眼、輸送ビス、予備ヒューズをプリンタ内に
収納できます。

製造販売元

株式会社ライト製作所
〒981-3521　宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前45番地の1
TEL（022）359-2711　FAX（022）359-3413
本社・営業　〒174-8633　東京都板橋区前野町1丁目47番3号
TEL（03）3960-2275　FAX（03）3960-2285
ホームページ：http://www.righton-oph.com
Eメール：eigyousitsu@rightmfg.co.jp

サービス

株式会社東北ライト製作所
〒981-3521　宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前45番地の1
TEL（022）359-3113　FAX（022）359-3213

医療機器届出番号：Speedy-“i” 04B3X10001000019
Speedy-“i”K-model 04B3X10001000018

本　　　　社 〒113-0033　東京都文京区本郷4-3-4　
明治安田生命本郷ビル
TEL（03）5684-8531　FAX（03）5684-8533

大 阪 支 店 TEL（06）6271-3341　FAX（06）6271-3345
名古屋営業所 TEL（052）261-1931　FAX（052）261-1933
福 岡 営 業 所 TEL（092）414-7360　FAX（092）414-3463

国内総代理店（眼科市場）

ISO13485 本製品はULのクラシフィケーション（認証）を受けています。
製品上の完全なマーキングを参照してください。



SCRモードは
1.  調節検査の前に必ず両眼屈折検査を行います。
2.  片眼のみの検査も、片眼キー（M-SCR）で行えます。
3.  データは等価球面（S+C/2）で表示します。
4.  1回の調節刺激量は1Dptrずつ視標を動かして、4回行います。
5.  調節刺激の開始Dptrはマニュアルで変更可能です。
6.  瞳孔径を自動測定。プリントアウトグラフに点で変化を表示します。
7.  調節検査中にメロディが流れます（25曲から選択）。
8.  グラフは分かりやすい3色で表示します。
赤→高周波成分の出現が65.01db以上
黄→高周波成分の出現が57.01～65db
緑→高周波成分の出現が0～57db

9. 患者には花火チャートに焦点を合わせるように追従してもらいます。

乱視対応チャート
固視標に花火チャートを採用しているので、乱視の患者も全径線のどこかで焦点を
合わせることが可能です。

正常眼

6.5型の大型LCDモニターは
意味あるカラー情報を提供します。
屈折、調節、中間透光体混濁発見を1台で。

充実したオートレフラクトメータ機能

片眼49秒！
調節検査時間を劇的に縮めたSCR（スクリーニング）モード。

調節チェック機能をスピードアップ。
屈折／角膜曲率測定値とともに中間透光体混濁情報を
提供する、最新の複合型他覚検眼機。

老視眼 調節緊張症を伴う老視 調節緊張症IT眼症（CVS） 調節緊張とIT眼症の合併症 調節痙攣
けいれん 調節パニック

監修：梶田雅義／梶田眼科

SCRモードによる症例

高速測定を可能にする検影法他覚レフの伝統を継承しながら、より安定した高精度な屈折測定を
実現するとともに、調節微動の高周波成分から眼精疲労、調節異常を視覚的にとらえる、調節・
屈折測定一体型の「アコモレフシリーズ」。さらに、角膜中心φ3mm以内の中間透光体混濁を
自動的にキャッチします。
LCD機器や3D機器の急速な発達で眼精疲労を起こしやすい環境や、老齢化が進む時代に即応した、
まったく新しい他覚検眼機の誕生です。

個人差のある高周波成分(1-2.3HZ)を抽出します。調節反応結果を3次スプライン補間し、さらに高速フーリエ変換
して高周波成分を得ます。測定値、指標位置、調節反応量、瞳孔径をFKマップ（Frequency of Kinetic reaction）
に表示し、調節障害を視覚的に表示します。

片眼検査を49秒（従来機は101秒）に、大幅にスピードアップ。
屈折検査と調節検査はキースイッチを押すだけで、簡単に切替え可能。

アコモレフシリーズは、
レフ検査をしながら中間透光体混濁をキャッチします。

オートファインド機能

新レトロ機能

測定中に角膜中心3mmφ以内に混濁があると、屈折測定の可否にかかわらず赤い丸が出現して角膜中心3mmφ内の
混濁度（opacity）を％で表わします。混濁度はプリントアウト時に必ず表示されます。（＊WHO準準拠）
透光体の混濁は影として認識しますが、中間透光体の混濁は二値化像で再現されるように自動で閾値を決めます。
さらに、個人差による明暗も自動補正します。
＊：WHOでは瞳孔3mmφの混濁を規定していますが、レフに用いると瞳孔の動きによって像が偏心するため、角膜中心3mmφで表示します。

赤丸が出て屈折測定が行われた場合でも、さらに混濁の状態を知りたいときや閾値を変えて見たいときは、RETRO
キーを押すと混濁観察範囲を○で範囲を特定したり、＝で高さを測定したり、閾値を変えたり、像を二値化してプリン
トアウトすることができます。何らかの要因でオート屈折測定が行われないと、自動的にクイックモードに変わり、それ
でも測定できない場合は新しいレトロ機能に変わります。手動で閾値を変えることも可能です。

HFCの出現頻度が高い→グラフが赤くなる→過矯正、眼位異常、ドライアイ、調節障害の可能性

アコモレフシリーズは、距離別に毛様体筋の調節微動を捉え、個人差のある眼精疲労を視覚的にグラフに表示する機器
です。調節範囲を測定するものではありません。

アコモレフ

アコモレフケラト

NEW!

NEW!

改良！

NEW!

NEW!

改良！

改良！

測定しにくい眼は、4秒以内に測定完了しないとオートクイックモードで測定。

瞳孔径を屈折検査と並行して自動測定。

電動式あご乗せ台は、作動範囲65mmに拡大し小児にも対応。

測定値を安定させるユニークな花火チャート。

CYLコンタクトレンズ、CYL IOLの処方に欠かせない残余乱視
（Residual Astigmatism）を自動計算してプリントアウト。（K-model）

角膜サイズ測定が可能。（K-model）

測定スピードもさらに20％アップ！（弊社従来機比）

レフ測定 弊社従来機：220ms、本機：194ms
レフケラト測定 弊社従来機：591ms、本機：449ms

測定中画面

SCRキー

測定終了FKマップ 測定結果画面

注 意
まつげ、まぶたがかかると混濁との
判別がつかないため、検者が観察す
る必要があります。

NEW! NEW!

患者にやさしい
ヒューマノイドデザイン

通常のレフケラト測定画面

通常のレフ測定画面

早期発見で、
治療チャンスを逃しません！

NEW!
花火チャート


