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Icare LINK (モデル:TS01) 取扱説明書 TS01-005 JA-1.2 

本取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。矛盾する内容が含まれる場合には

英語版の記述が優先されます。 
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医療機器指令 93/42/EEC 
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1.概要 

重要：アイケア LINK を使用する前に本取扱説明書をよくお読みください。また本取扱説明書は

いつでも参照できるよう保管してください。本取扱説明書には製品を使用する上で重要な情報が

記載されています。  

アイケア LINK (型式 TS01) は人の眼圧測定データを保存し、治療の効果や進行の推移を追跡

するために用いることができます。アイケア LINK では集積された測定履歴を数値チャートやグラフ

表示にて診断に用い、またデータを印刷して活用することもできます。 

 

注意：アイケア LINK は眼圧測定データを表示・保存する目的のみに使用してください。その他の

不適切な使用による損害やそれに伴う結果等について、製造元は一切の責任を負いかねます。  

アイケア LINK は医療従事者向けの製品です。アイケア LINK を使用すると以下のことができま

す： 

 患者ファイルを作成し、データを編集する  

 アイケア PRO やアイケア HOME 眼圧計の測定データを USB 接続により表示し、データの取

り込みや削除をする  

 その他の眼圧計の測定データを手動で入力する 

 それぞれの測定データにコメントを追加する 

 測定データの閲覧および削除をする 

 測定データを印刷する 

 測定データを Excel (CSV)、PDF、XML、アイケア LINK (lm) ファイル形式でエクスポートす

る 

 アイケア LINK (lm) ファイル形式の測定データをインポートする 

 データベース全体のエクスポートおよびインポートをする 

 アイケア HOME 眼圧計の患者への貸し出し状況を管理する 

 

アイケア LINK は測定データのデータベース、およびそれらのデータを管理できるインターフェイスで構

成されています。アイケア PRO やアイケア HOME 眼圧計は、アイケア LINK が起動されているパソ

コンに接続し、測定データをソフトウェア上で管理することができます。 

アイケア HOME 眼圧計には患者による自己測定データを蓄積し、そのデータは患者が医療機関

を訪れた際にまとめてアイケア LINK に取り込まれ、医療従事者により確認されます。患者は眼 
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圧測定の度に医療機関を受診する必要はありません。医師による定期的な診断や、測定データ

の分析の際にのみ必要です。 

アイケア PRO を使用する医療従事者は、終日続けて複数の患者の眼圧測定を行い、一日の

終わりに全ての患者の測定データを一度に取り込むという運用が可能になります。 

2. はじめに 

アイケア LINK を利用するには、事前にアイケア LINK ソフトウェアをインストールし、必要に応じて言

語設定をしておく必要があります。 

 

2.1 システム要件 

アイケア LINK は以下のシステム要件が適用されます： 

 オペレーティングシステム：Microsoft Windows® XP Service Pack 2 以降、 Windows 7、

8 および 10 

 メモリ (RAM)：256 MB 

 ハードディスク容量：64MB 以上の空き容量 

 解像度：1024x768 以上 

 

2.2 アイケア LINKのインストール 

アイケア LINK をパソコンにインストールするには： 

1. http://www.icaretonometer.com/products/icare-link/ にアクセスし、アイケア LINK のダ

ウンロードバナーをクリックしてください。または、アイケア PRO またはアイケア HOME 手持眼圧

計に付属の USB スティックメモリからソフトウェアをインストールすることもできます。 

 

2. ドロップダウンメニューから国を選択してください。チェックボックスにチェックマークを入れて、国名

を確認し、「Download Icare LINK」(Icare リンクをダウンロードする) バナーのクリックしてくだ

さい。 

 

3.  パソコンにインストールファイルを保存してください。 

 
  

http://www.icaretonometer.com/products/icare-link/
http://www.icaretonometer.com/products/icare-link/
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4. 保存したインストールファイルをダブルクリックし、インストールを開始してください。インストールウィ

ザードが開きます。 

5. インストールウィザードの指示に従い、インストールを実行します。インストールの途中で「To 

complete installation please confirm that you are a health care professional...」のポ

ッフア゚ッフウ゚ィンドウが表示され、本ソフトウェアが医療従事者によって使用されることの確認を

行います。インストールを続行するには「I am a health care professional」(私は医療従事

者です) のボタンを押して下さい。    
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6. 「I am a health care professional」(私は医療従事者てず)のボタンを押すとインストールが完了し、

インストールウィザードにアイケア LINK のインストールが完了したことが表示されます。「Close」(閉じる)を

クリックしてウィザードを終了してください。 

 

アイケア LINK のインストールが完了すると、パソコンのデスクトップ上に「Icare LINK」ショートカット

アイコンか表゙示されます。 

 

2.3 サイバーセキュリティ 

LINK ソフトウェアがインストールされているパソコンにアンチウィルスやマルウェアソフトウェアを定期的

に起動させ、ウィルスおよびマルウェア定義を最新版に更新しておく必要があります。 

  

特定のネットワークポートを無効にしてファイアウォールを設定すること、またスクリーンセーバーを使用

することを奨励します。 

 

2.4 アイケア LINK の開始 

アイケア LINK を起動するには、デスクトップ上の「Icare LINK」ショートカットアイコンをダブルクリッ

クしてくたざい。アイケア LINK が開き、眼圧計タブの画面が表示されます。これで、アイケア PRO 

またはアイケア HOME 眼圧計に接続する準備ができました。 
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アイケア LINK のインターフェイスは以下のように構成されています:  

 

1. タブ 

タフを゙クリックし、眼圧計の管理、貸出管理、測定データ、または設定の画面に切り替えます。 

注意: 貸出管理タブは設定タブにて表示・非表示を選ぶことができます。 

2. フィールド 

フィールドはフィールド名と、文字や数値を入力するボックスで構成されています。フィールドには

文字や数値を入力するほか、ドロップダウンリストから選択する場合もあります。 

3. 表 

表には測定データの情報が含まれています:   

 表の測定データを変更する場合、セルをクリックし、新しい数値を入力します。なお、一部

のセルは変更することはできません。 

 表の中で複数の行を選ぶ場合は、一番目の行をクリックし、選択したい範囲をドラッグし

ます。 

4. ボタン 

ボタンをクリックすると、ポップアップウィンドウが開いたり、画面上の表の内容を変更したりでき

ます。使用できないボタンはグレーアウトされています。例えば、測定データタブのテーブルに何も

測定データがない場合、「選択した測定データの削除」のボタンは、何も削除するデータがない

ためグレーアウトされています。 
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注意:データベースや眼圧計からデータ削除のボタンをクリックすると、そのボ タンの隣に削除を

実行する赤いボタンが 5 秒間表示されます。データの削除を 実行するには、赤いボタンが消え

る前にクリックしてください。 

 

5. X ボタン 

アイケア LINK ソフトウェアを終了するには X をクリックしてくたざい。 

 

2.5 アイケア LINK の設定 

アイケア LINK の各種設定は設定タブ上にて行い

ます。以下の設定が可能です:  

 言語  

言語設定のドロップダウンリストから アイケア LINK 

インターフェイスて使゙用 する言語を選択してください。 

デフォ ルトてばインストールウィザードて使゙用 した言語

が選択されています。 

 

 貸出管理タブを表示する  

ここでは貸出管理タブの表示・非表示を設定することができます。アイケア HOME 眼圧計を患者

に貸し出す際、貸出管理タブで貸し出し状況を管理することができます。 

 

2.6 アイケア LINK の使用 

眼圧測定データをアイケア LINK に取り込み、そのテー゙タを使用するには: 

1. アイケア LINK に取り込もうとする測定データの患者ファイルがデータベースに存在していることを

確認してください。当該患者のファイルがない場合は、その患者ファイルをデータベースに作成す

る必要があります。詳しくは「3.1 患者ファイルの作成」を参照してください。 

2. アイケア LINK のデータベースに測定データを入れます。測定データはアイケア PRO およびアイ

ケア HOME 眼圧計から取り込むほか、手動での入力や、データファイルからのインポートが可

能です。詳しくは「5.1 測定データの入力」を参照してくたざい。 

3. 必要に応じて測定データの閲覧やコメントの入力を行います。詳しくは「5.2 測定データの閲覧

および編集」を参照してください。 
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4. 必要に応じて測定データの印刷を行います。また、他の医療従事者に測定データを提供したい

場合は、測定データをエクスポートして保存や送信することもできます。詳しくは「5.3 測定データ

の印刷、エクスポートおよびインポート」を参照してください。 

 

3. 患者の管理  

アイケア LINK では患者ごとにファイルを作成し、データの管理ができます。 

 

3.1 患者ファイルの作成 

患者ファイルを作成するには： 

 

1. 測定データタブを開き、「新規患者」のボタンをクリックします。画面上部にある氏名のフィールド

には「- 新規患者 -」の文字が入り、患者 ID のフィールドは空白になります。  

 
 

2. 氏名および患者 ID フィールドに情報を入力してください。入力した患者は自動的にデータベー

スに追加され、次回から患者検索フィールドのドロップダウンリストより選択することができます。  
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3.2患者情報の編集 

患者情報を編集するには: 

1. 測定データタブを開き、患者検索フィールドのドロッフタ゚゙ウンリストから患者を選んでくたざい。当

該患者のデータが表示されます。 

検索フィールドに患者の氏名や患者 ID の一部を入力すると、ドロップダウンリストには該当す

る患者のみが表示されます。 

 

 

2. 氏名および患者 ID フィールドの情報は上書き修正することができます。変更した内容は自動

的に保存されます。 

 

4. 眼圧計の管理 

アイケア PRO やアイケア HOME 眼圧計をアイケア LINK に接続すると、その眼圧計に保存され

ている測定テー゙タの閲覧やアイケア LINK への取り込み、眼圧計内部の測定データの消去などが

できます。 

測定テー゙タの操作について、詳しくは「5. 測定データの管理」を参照してください。 
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アイケア PRO やアイケア HOME 眼圧計に保存された測定データは、アイケア LINK がインストー

ルされているどのパソコンにも取り込むことができます。 

 

また、アイケア LINK を用いてアイケア HOME の貸出状況を管理することもできます。詳しくは「6.

眼圧計の貸出管理」を参照してください。 

 

 

4.1眼圧計の接続 

アイケア LINK には、アイケア PRO またはアイケア HOME 眼圧計を一度に一台ずつ接続するこ

とができます。眼圧計をアイケア LINK に接続するには USB ケーブルが必要てず。接続の際には

眼圧計の電源をオンにしておく必要はありません。アイ 

 
 

ケア LINK への接続中は、その眼圧計を使用することはできません。アイケア PRO 眼圧計のディ

スプレイの表示は消え、ホダンは無効となります。アイケア HOME 眼圧計は LOAD および

MEASURE のライトが点滅し、ボタンは無効となります。 

 

眼圧計を接続するには： 

1. USB ケーブルをアイケア LINK がインストールされたパソコンの USB ポートに接続します。 

2.   USB ケーブルをアイケア PRO またはアイケア HOME 眼圧計の USB ポートに接続します。

USB ポートの位置は眼圧計の取扱説明書でご確認ください。 

 

注意: 眼圧計を接続すると、眼圧計の内部時刻はパソコンの設定時刻に同期されます。アイケア

LINK によって眼圧計の内部時刻が変更された場合には、眼圧計タブ上に時刻設定変更の通

知が表示されます。 

 

警告: 眼圧計を接続する前に、パソコンの時刻設定が正しいことを必ず確認してください。 

 

アイケア LINK から眼圧計を取り外すには、USB ケーブルを抜いてください。 

 

4.2 眼圧計内部の測定データの消去 

アイケア PRO およひア゙イケア HOME 眼圧計からアイケア LINK への測定テー゙タの取り込みを行っ

ても、眼圧計内部に保存されている測定データは自動的に消去されません。アイケア PRO および
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アイケア HOME 眼圧計には十分なメモリ容量かあ゙りますが、眼圧計内部の測定データは定期的

に消去することをお勧めします。 

警告: アイケア HOME 眼圧計を患者に貸し出す際、貸出管理タブで貸出処理を行うと眼圧計

内部の保存データは自動的に消去されます。詳しくは「6.1 眼圧計の貸出処理」を参照してくださ

い。 

眼圧計内部に保存されている測定データを消去するには: 

 
 

1. 眼圧計をアイケア LINK に接続します。 

2. 眼圧計タブを開き、「眼圧計の測定データを消去」のボタンをクリックしてくたざい。 

3. 「測定データ消去の実行」という赤いボタンが表示されます。データの消去を実行するには、この

ボタンを 5 秒以内にクリックしてください。 

 

 

5. 測定データの管理 

アイケア LINK では測定テー゙タを管理し、以下のような利用が可能です: 

 測定データをデータベースに入力できます。測定データはアイケア PRO およびアイケア HOME 

眼圧計から取り込むほか、手動で入力したり、データファイルからインポートしたりできます。 
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 測定データの閲覧や、必要に応じて編集をすることができます。測定データはリストおよびグラフ

形式で確認できます。測定データの編集や、それそれ゙の測定データに対してコメントを入力する

ことができます。 

 測定データの印刷や、データのエクスポート・インポートができます。たとえば印刷したデータを患者

や保険会社に渡したり、テー゙タをエクスポートして活用したりできます。 

 患者ファイル毎に測定データをアイケア LINK のファイル形式でエクスポート・インポートすることが

できます。 

 アイケア LINK データベース全体をエクスポート・インポートすることができます。 

 不要な測定データを削除することができます。 

 
 

測定テー゙タのエクスポートは、Excel(CSV)、PDF、XML 形式のほか、アイケア LINK 間のデータ

受け渡しに使用できるテキストファイルの形式(.lm)で行うことができます。このテキストファイル形式 

(.lm) のデータはインポートすることも可能です。 またアイケア LINK データベース全体をエクスポートお

よびインポートできる機能もあります。測定データのインポート・エクスポート機能により、例えば複数

の離れた拠点間で同一の患者データを共有するといった運用も可能になります。 

 

5.1 測定データの入力 

測定テー゙タは、アイケア PRO およびアイケア HOME 眼圧計から取り込むほか、手動で 入力した

り、データファイルからインホー゚トしたりできます。 

5.1.1 眼圧計から測定データを取り込む 

測定データを取り込むには、測定した全ての患者ファイルがデータベースに作成されている必要があ

ります。新規患者のファイル作成については、「3.1 患者ファイルの作成」を参照してください。 

眼圧計の測定データを取り込むには:  

1. 眼圧計をアイケア LINK に接続します。 眼圧計タブが開き、接続した眼圧計に保存されてい

る未取り込みデータ全てかデーブルに表示されます。 

 一行につき一つの測定テー゙タが表示されます。 

 測定値の右に表示される I~ IIII の記号は、測定の信頼性レベルを示しています。信頼性

レベルの低い IIII、または III で測定値が 19 以上のデータは「不採用」の列に割り振られま

す。これらのデータはアイケア LINK への取り込みは行われません。信頼性レベルの高い I 

や II、または III で測定値が 19 未満のデータはアイケア LINK への取り込みが行われま
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す。なお、取り込むデータと不採用のデータは、列の左端にある X のアイコンをクリックする

ことで任意に選択することもできます。 

 眼圧計を接続した際、その眼圧計に保存されている測定データとアイケア LINK ソフトウェ

アのデータベースが照合され、アイケア LINK にまた取゙り込まれていないデータのみが表示さ

れます。 

2. 測定データの上にある患者検索フィールドのドロッフタ゚゙ウンリストから、当該測定データが属する

患者を選択してください。  

 2-1. ［アイケアHOME］貸出管理を行っている場合は、貸出先の患者が自動で選択され

ます。 

 

 

 

 2-2. ［アイケア PRO］眼圧計に複数の患者の測定データが含まれている場合は、患者検

索フィールドの右にあるプラスのボタンをクリックしてください。患者の列が追加され、二人目の

患者を選ぶことができます。この作業を繰り返し、取り込む測定データに対応する全ての患者

列を作成してください。次に各測定データを正しい患者列および測定眼に割り振っていきます。

それぞれの行において、その測定データが帰属するべき正しいセル (患者およひ測゙定眼) をクリ

ックし、データを移動させてください。 
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3. 全ての測定データが正しいセルに配置されたことを確認したら、「測定データの取り込み」をクリ

ックし、測定データをアイケア LINK に取り込みます。不採用の列以外の測定データがデータベ

ースに追加されます。 

4. データが取り込まれると自動的に測定データのタブが開きます。アイケア LINK にデータを取り込

んだ後は、眼圧計内部に保存されているデータを消去しておくことをお勧めします。眼圧計内

部のデータ消去については「4.2 眼圧計内部の測定データの消去」を参照してください。 

 

5.1.2 手動で測定データを追加する 

測定テー゙タを手動で入力するには: 

1. 測定データタブを開きます。患者検索フィールドのドロップダウンリストから、対象の患者を選択

してくたざい。当該患者の測定データが表示されます。 

 

 

2. 「測定データの追加」ボタンをクリックしてくたざい。測定データテーブルに空白行が追加されま

す。 

3. 空白行の各項目にデータを手入力してください。眼圧計フィールドはドロップタヴンリストから選

択します。ここでは「NCT」は非接触眼圧計を表し、「GAT」はゴールドマン眼圧計を表します。

入力した測定データはデータベースに追加され、保存されます。 
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5.1.3 データファイルから測定データをインポートする 

LINK ファイル(.lm 形式)のインポート:  

1. 測定データタブを開き、インポートを行いたい患者のファイルを表示します。インポートするデータの

患者ファイルが存在しない場合は、新しく患者ファイルを作成してください。 

2. 「患者データのインポート(LINK ファイル)」のボタンをクリックしてくたざい。ホッ゚フア゚ップウィンドウが

開きます。 

3. インホー゚トを行う LINK ファイルを選択し、「開く」をクリックしてください。 選択した LINK ファイ

ルの測定データは、測定テー゙タタブに表示されている患者ファイルに追加されます。このときイン

ポート先の患者ファイルの中に、インポートする測定データと同一のデータが既に存在する場合、

そのデータが二重に取り込まれることはありません。 

 

注意：インポートする LINK ファイルのデータは、測定データダブに現在表示されている患者ファイル

に追加されます。インポートを行う前には、測定データタブに 

 

表示されている患者と、インポートを行うデータとが正しく合っていることを必ず確認してください。 

 

5.2 測定データの閲覧および編集 

アイケア LINK では測定テー゙タの閲覧や編集が可能です。眼圧計から取り込まれた測定データにつ

いては、測定者情報とメモ欄のみが編集できます。手動で追加した測定データにおいては全ての項

目が編集可能です。 

測定データを閲覧するには： 

1. 測定データタブを開き、患者検索フィールドのドロップダウンリストから任意の患者を選んでくださ

い。患者ファイルが開き、その患者の測定データか全゙て表示されます。 
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2. 「Pro のみ」のチェックを入れると、アイケア PRO 眼圧計から取り込まれた測定データのみが表示されま

す。 

 

測定テー゙タは時系列順に表示されます。画面右側のグラフには、測定値が×（右眼）または●

（左眼）で表示され、同日の測定データは線でつながれています。 

注意: アイケア PRO 眼圧計の測定データは、測定方向 （水平または下向き） が → または ↓ 

のいずれかにて表示されます。その他の眼圧計の場合は、「N/A」と表示されます。 

 

測定テー゙タを編集するには:  

1. 測定データタブを開き、患者検索フィールドのドロップダウンリストから任意の患者を選んでくださ

い。患者ファイルが開き、その患者の測定データか全゙て表示されます。 

2. 編集したい測定データの行をクリックして選択します。 

3. 各フィールドをクリックし、内容を上書き編集してください。編集した内容は自動的に保存されます。 

 

5.3 測定データの印刷、エクスポートおよびインポート 

測定テー゙タは患者毎に印刷したり、各種ファイル形式でエクスポートしたりすることができます。 

測定テー゙タを印刷するには:  
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1. 測定データタブを開き、患者検索フィールドのドロップダウンリストから任意の患者を選んでくださ

い。患者の測定データが表示されます。 

2. 一部の測定データのみを印刷する場合は、必要な測定データをクリックして選択してください。 

 

注意：連続した測定データはマウスをドラッグして複数同時に選択することができます。連続し

ない測定データを複数同時に選ぶことはできません。 

  

3. 「印刷データの選択」のラシオ゙ボタンを選びます: 

すへでの測定データ / 選択した測定データ  

4. 「印刷」のボタンをクリックしてください。 

5. 印刷設定のポップアップウィンドウが開きます。設定を確認し、「印刷」をクリックしてください。 

 

測定データを各種ファイル形式 (Excel、PDF または XML) でエクスポートするには： 

1. 測定データタブを開き、患者検索フィールドのドロップダウンリストから任意の患者を選んでくださ

い。患者の測定データが表示されます。 

2. 一部の測定データのみを印刷する場合は、必要な測定データをクリックして選択してください。 

 

注意：連続した測定データはマウスをドラッグして複数同時に選択することができます。連続しな

い測定データを複数同時に選ぶことはできません。 

 

3. 「印刷データの選択」のラシオ゙ボタンを選びます:  

すへでの測定データ / 選択した測定データ 

4. 「測定データのエクスポート」をクリックしてください。ファイルを保存するポップアップウィンドウが開

きます。 

 

5. 保存するファイルの形式を選択してください(Excel、PDF または XML)。必要に応じてファイル

名を変更することもできます。 

6. 任意の保存先を選択し、「保存」をクリックしてください。デフォルトの保存先はデスクトップで

す。 

患者データを LINK ファイル（.lm 形式）でエクスポートするには： 

1. 測定データタブを開き、患者検索フィールドのドロップダウンリストから任意の患者を選んでくださ

い。患者の測定データが表示されます。 
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2. 「患者データのエクスポート（LINKファイル）」をクリックしてください。ファイルを保存するポップ

アップウィンドウが開きます。 

3. 任意の保存先を選択し、「保存」をクリックしてください。デフォルトの保存先はデスクトップで

す。 

 

LINK ファイル（.lm 形式）のデータをインポートするには： 

LINK ファイルのインポートについては「5.1.3 データファイルから測定データをインポートする」を参照し

てください。 

 

 

 

5.4全データベースのエクスポートとインポート 

アイケア LINK のデータベース全体をファイルにエクスホー゚トしたり、インポートしたりすることができま

す。これは、データを新しいパソコンに移行させる場合などに便利な機能です。 

データベース全体をエクスポートするには： 

1. 設定タブを開き、「全データのエクスポート」をクリックしてください。ポップアップウィンドウが開きま

す。 
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2. 任意の保存先を選択し、「保存」をクリックしてください。デフォルトの保存先はデスクトップで

す。 

データベース全体をインポートするには： 

1. 設定タブを開き、「全データのインポート」をクリックしてください。ポップ アップウィンドウが開きま

す。 

2. インホー゚トするファイルを選択し、「開く」をクリックしてください。データベース全体がインポートした

データベースに置き換えられます。 

 

注意: オリジナルの（古い）データは、新しいデータベースがインポートされると消去されます。古い

データを必要とする場合は、データベース全体をインポートする前にバックアップを取ってください。 
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5.5測定データの削除 

測定テー゙タを削除するには: 

1. 測定データタブを開き、患者検索フィールドのドロップダウンリストから任意の患者を選んでくだ

さい。患者の既存データが表示されます。 

2. 削除したい測定データをクリックして選択します。連続するデータはマウスをドラッグして複数同

時に選択することができます。 

3. 「選択した測定データの削除」のボタンをクリックしてください。 

4. 「測定データ削除の実行」という赤いボタンが表示されます。削除を実行するには、このボタンを 

5 秒以内にクリックしてください。 

 

6.眼圧計の貸出管理 

アイケア HOME 眼圧計は、患者に貸し出すことで自宅での定期的な眼圧モニタリングが簡単に

行うことのできる眼圧計です。眼圧計の貸し出しや返却の処理を行うには、眼圧計をアイケア 

LINK に接続してください。 

貸出管理タブの画面左側の眼圧計リストから、それぞれの眼圧計の貸出状況を確認します。貸

出先および返却日の欄か空゙欄であれば、その眼圧計は貸し出し可能ということになります。 
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6.1 眼圧計の貸出処理 
 

警告: 貸出処理を行うと、その眼圧計の内部に保存されている全ての測定テー゙タが自動的に消

去されます。貸出処理を行う前に、眼圧計内部の必要な測定データがアイケア LINK に取り込ん

であることを必ず確認してください。貸出処理を行うと、その眼圧計の内部に保存されている全て

の測定データが自動的に消去されます。測 

 

 

定データを取り込む方法については「5.1.1 眼圧計から測定データを取り込む」を参照してください。 

 

警告: 眼圧計を接続する前に、パソコンの時刻設定が正しいことを必ず確認してください。 

 

1. 貸し出しを行うアイケア HOME 眼圧計をアイケア LINK に接続してください。貸出管理タブの

画面左側の眼圧計リストには、現在接続されている眼圧計が USB のアイコンにより示されま

す。 

2. 画面左側の眼圧計リストから、貸出を行う眼圧計(現在接続されている眼圧計) をクリックし

て選びます。 

3. 画面右側の貸出先から、貸出を行う患者を選択します。患者検索のフィールドに患者の氏名

の一部を入力すると、入力した文字を含む患者か検゙索フィールドの下に表示されます。患者

名をクリックして選択してください。 

4. 選択した患者の氏名および患者 ID が、貸出先の右側に表示されます。必要に応じて患者

の電話番号をフィールドに入力してくたざい。入力した電話番号は保存 され、次回その患者を

選択した際に表示されます。 

もし選択したい患者かみ゙つからない場合は、その患者ファイルはデータベースにまだ存在しないと

いうことになります。患者ファイルがデータベースにない場合、「新規患者」のボタンをクリックし、

患者の氏名、患者 ID、電話番号のフィールドを入力してください。氏名および患者 ID のフィー

ルトば必須項目です。 

5. 画面右下の貸出管理から、貸出日および返却日(返却予定日)を入力します。それぞれのカ

レンダーアイコンをクリックして任意の日付を選択してください。備考のフィールトに゙は必要に応じ

て追加メモを入力できます。 
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6. 上記 5.で貸出日と返却日を選択すると貸出処理は完了し、画面左側のリストには当該貸

出情報が反映されます。このとき、貸し出しする眼圧計の内部に保存されている測定データは

自動的に消去されます。 

 

 

6.2 眼圧計の返却処理 

注意: 貸出管理タブで返却処理を行うだけでは、眼圧計内部の測定データは患者ファイルに取り

込まれません。測定データの取り込みは別途、眼圧計タブにおいて行う必要かあ゙ります。測定デー

タを取り込む方法については「5.1.1 眼圧計から測定データを取り込む」を参照してください。 

1. 返却された眼圧計をアイケア LINK に接続します。眼圧計内部のデータの取り込みを行った

ら、貸出管理タブを開いてください。画面左側の眼圧計リストには、現在接続されている眼圧

計が USB のアイコンにより示されます。 

2. 画面左側の眼圧計リストから、返却処理を行う眼圧計（現在接続されている眼圧計）をク

リックして選びます。 

3. 画面右下の貸出管理の欄から、「返却」のボタンをクリックして返却処理を完了します。 

4. 返却処理が完了すると、画面左側のリストに表示されていた貸出情報はクリアされます。 

注意: 「返却」のボタンは、貸し出したアイケア HOME が接続されたときにのみ有効になります。 
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「返却」のボタンをクリックしても、眼圧計内部の測定データは消去されません。 

 

 

6.3 貸出状況の確認 

貸出管理タブの画面左側の眼圧計リストより、アイケア HOME 眼圧計の貸出状況を確認する

ことができます： 

 

 眼圧計が貸し出し可能な場合、貸出先の欄は空欄になっています。 

 眼圧計が貸し出し中の場合、貸出先の欄には患者の名前が表示され、返却日の欄には眼

圧計の返却日（返却予定日）が表示されています。 

 返却日までに返却処理がなされていない場合には、返却日の欄には返却延滞日数と、貸出

先患者の電話番号（登録している場合）が表示されます。 

 

6.4 貸出情報の編集 

眼圧計の貸出情報の編集ができます。貸し出しする眼圧計に識別子を付番することもできます。

これらの情報を変更するには、眼圧計をアイケア LINK に接続する必要があります。  

 

貸出情報を編集するには： 

1. 貸出管理タブの画面左側の眼圧計リストより、編集を行う眼圧計をクリックし選択します。  
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2. 画面右側の貸出先およひ貸゙出管理の情報を任意に変更してください。 

変更した内容は自動的に保存されます。 

 
 
 

貸出用の眼圧計に識別子をつけるには： 

1. 貸出管理タブの画面左側の眼圧計リストより、識別子をつける眼圧計をクリックして選択しま

す。  

2. 画面右側上段には、シリアルナンバーの上に、眼圧計の識別子 (管理番号) を任意に入力

することができるフィールドがあります。入力した識別子(管理番号)は画面左側の眼圧計リスト

に反映され、変更した内容は自動的に保存されます。 
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7.ソフトウェアアップデート 

アイケア LINK ソフトウェアの最新バージョンは以下の Icare ウェブサイトから更新できます：

http://www.icaretonometer.com/products/icare-link/。定期的にウェブサイトにアクセスし、ア

イケア LINK ソフトウェアの最新バージョンをチェックしてください。 

注意: 当該インストーラを起動するだけで、最新バージョンの LINK ソフトウェアに更新されます。

LINK データベースのデータはそのまま引き継がれ、変更されることはありません。 

http://www.icaretonometer.com/products/icare-link/

