
PROMPT Flex 分娩トレーナー

胎児(フォースモニタリング用)｜ Bluetooth
シミュレーションソフトウェア



We

Limbs & Things Ltd
of

Sussex Street, St. Philips, Bristol, BS2 0RA

Declare under our sole responsibility that the product described below:

Brand and Model Name Limbs & Things Prompt Flex Birthing simulator,
Part number: 80122  

Has been tested and is in conformity with the following standards:

SUBJECT STANDARD
Electrical Safety IEC 61010-1 Ed.3.0 and EN61010-1: 2010 Safety

requirements for electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use.

Electromagnetic 
Compatibility

EN61326-1:2013 Electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use.

Emissions:
EN55016-2-3:2006
EN61000-3-2:2006 +A1+A2
EN61000-3-3:2013
EN55011:2009+A1 (CISPR 11)

Immunity:
EN61000-4-2: 2009
EN61000-4-3: :2006 +A1 +A2
EN61000-4-4: 2004
EN61000-4-5: 2006
EN61000-4-6: 2009
EN61000-4-11:2004

Radio performance EN 300 328 V1.8.1:2012-06

Thereby meeting the essential requirements of directive 99/05 EC (the R&TTE directive) 

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant 
sections of the above referenced Standards and meets all essential requirements 
of the RTTE Directive.

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
In accordance with ISO IEC 17050-1 : 2010

Signed: Nic Riley

Position: Managing Director

Location: Limbs & Things Ltd, Bristol, England

Signature:

Date: 1st July 2015
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We

Limbs & Things Ltd
of

Sussex Street, St. Philips, Bristol, BS2 0RA

Declare under our sole responsibility that the product described below:

Brand and Model Name Limbs & Things Prompt Flex Birthing simulator,
Part number: 80122

Has been tested and is in conformity with the following standards:

Technical regulations 47CFR: 2008 Part 15, Sub Part C Intentional Radiators; 
Conducted (clause 15.207) and Radiated
(clause 15.209) Emission Limits

Test laboratory York EMC services
46 Waverley Road
Beeches Industrial Estate
Yate
Bristol 
BS37 5QT

Test report number B1726TR1
Test report date 9th June 2015

This product contains a Panasonic radio module PAN1026 which has been tested in accordance with 
the necessary standards. This device holds FCC ID: T7VPAN10 

DECLARATION OF CONFORMITY 

Signed: Nic Riley

Position: Managing Director

Location: Limbs & Things Ltd, Bristol, England

Signature:

Date: 1st July 2015

Doc. 80122 FCC Issue 1



製品の使用目的 
 

Prompt Flex Force Monitoring （Bluetooth）は分娩シミュレータで、母体と胎児は臨月の状態になっています。母体と胎児はさまざま

な体位をとる場合があり、それぞれのタイプの分娩をシミュレートすることができます。本製品はインストラクターの実演や学生の練習に使

用でき、さらにアプリを使って胎児の頭部にかかるフォース（負荷）をモニターすることができます。 

本製品の使用目的は、医療専門スタッフのトレーニングおよび実演です。 

技術的仕様 
 

胎児モデルは電子ひずみゲージとBluetooth通信を内蔵しており、無料の分娩シミュレータアプリをダウンロードして併用すると、胎児

頭部にかかる力を測定することができます。このアプリはWindows、Ｍａｃ、iOS、アンドロイドで使用できます。 

胎児モデルにはバッテリが内蔵されていますが、取り出すことはできません。充電には、同梱の充電器を使用します。 

電源はLIMBS & THINGSが認証した製品のみを使用してください 

一般的な安全警告 
 

胎児や充電器の損傷を避け、火事、電気ショック、爆発などのハザードリスクを削減するため、以下の常識的な注意事項を遵守してください。 

• ケーブル、充電器などのアクセサリはLimbs & Things Ltd.の承認を受けた製品のみを使用してください。 

• プラグは、各地域の法令を遵守した設置および接地を行った適切なコンセントに接続してください。 

• 胎児モデル、充電器、電池の処分は、一般家庭廃棄物とは別に、各地域の法令に従って行ってください。 

! 

! 

! 

胎児モデルや充電器に落下、投打、振動を加えないでください。 

電源コードを曲げる、ねじる、引っ張る、熱する、重いものの下に敷くなどして、損傷しないでください。 

胎児モデルと充電器の修理、改変、再製造を行わないでください。充電可能なバッテリが内蔵されていますが、ユーザーは取

り出すことはできません。 

胎児モデルや充電器の開放、分解、圧迫、屈曲、変形、穿刺、断裁を行わないでください。 

胎児モデルと充電器に異物を挿入しないでください。 

胎児モデルと充電器を火気、爆発物などの危険物にさらさないでください。 

充電器は濡れた手で触れたり、水などの液体に浸したりなどしないでください。 

! 

! 

! 

! 

32 

稼働時間 10時間（概算） 

充電時間（切れた状態から） 4〜5時間（概算） 

待機時間 40日 

自動電源オフ 2分 

最大負荷（フォース） 500ニュートン 

充電器定格 12V DC、500mA 

 



電池に関する安全警告 
•胎児モデルや充電器と同梱したアダプタが電源に合わない地域で充電器を使用する場合は、適切なアダプタを使用してください。 

•充電器とアダプタの使用は室内に限られます。 
 
•電力を無駄にしないように、胎児モデルの充電が終わったらアダプタを電源から抜いてください。 
 
! ユーザー自身で電池の取出や交換を行わないでください。 

! 胎児モデルと充電器を直射日光にさらしたり、風呂場のような高湿度な場所で使用したりしないでください。 

! 雷雨の際は、電気ショックや火事を回避するため、電源コードを抜いてください。 

! 不適切な使用により、火事、爆発などのハザードが生じる場合があります。 

! 大人の監視がない状態で子供に電池を充電させたり、アダプタを使用させたりしないでください。 

通常の手入れ 
 

潤滑剤を拭き取る場合は、湿った柔らかい布と刺激の少ない洗剤のみを使用してください。腕や足の接続部から水が入る可能性があるため、蛇口か

らの流水の使用は推奨しません。 

! 胎児モデルや充電器の清掃に刺激の強い化学物質（アルコール、ベンゼン、シンナーなど）を使用しないでください。 

! －20℃より低い、または50℃より高い気温での使用や保存は行わないでください。 

胎児モデルを充電する 
 

胎児モデルを初めて使う前や、長期間使用せず保存する場合はその前に胎児モデルをフル充電することを推奨します。電池が空の状態

からフルになるまでの充電時間は約4〜5時間です。1時間の充電でほぼ2時間使用できます。 

充電器には温度センサーと安全カットアウトが内蔵されているため、夜間充電も安全です。 

1 2 3 

4 5 

 
 
 
 
 
 
 

台の側面にある電池アイコン  のそば

の青いLEDが点灯していれば、充電中

です。 
 

 

 
 
 
 
 
 

充電台に胎児モデルを置き、胎児モデ

ルが充電台にぴったり納まり、確実に接

触していることを確認します。 

 

 

 
 
 
 
 
 

充電台側面のイナズマアイコン  のそ

ばの赤いLEDランプが点灯することで、

充電台が通電されていることを確認で

きます。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

胎児モデルの右胸の赤い点滅ライ

トでも充電が確認できます。 
 

 
 
 
 
 
 
 

充電台の側面に電源コードを差し込

み、主電源につなぎます。 
 



•充電が終わったら、胎児モデルの胸の赤いライトと充電台の青いライトが消灯します。この後、約10.5時間使用できます。 

•胎児モデルを充電器から降ろします。 

電池についてのその他の情報 
 

胎児モデルの通電後、2分以内のBluetooth機器とペアリングしなければ、電池の寿命を延ばすため、胎児モデルの電源が切れま

す。 

胎児モデルにスイッチを入れたり、充電器から降ろしたりしたときに胸の赤い点滅ライトが点灯すると、電池の残量が少ないことを示し
ます。 

（2時間を切っています）充電台に載せてください。 

胎児モデルをフル充電後スタンバイモードにすると、電池は約40日間持続します。 

胎児モデルを長期間使用しないことが予測される場合、フル充電してから保管し、電池を良い状態に保つよう推奨します。 

 

注：胎児モデルの電池が完全に切れると、充電台の青いライトと胎児モデルの赤いライトが点くまでしばらくかかる場合があります。 

そのため、充電時間が長くかかります。胎児モデルを充電台に夜間置いておくと良いでしょう。 

胎児モデルを充電台に載せた状態で、胸の赤いライトが速く点滅するときは、オーバーヒートが起こっています。 

モデルを台から降ろして、冷ましてください。 

電池の寿命は充電約1,000回分です。 

Prompt Flex分娩トレーナーの最小仕様 

このアプリはWindows、Ｍａｃ OS、アンドロイド、iOSで使用できます。 

最小システム要件： 

Windows Mac OS 

iOs Android 

注：アプリを問題なくインストールしたら、自動的に定期更新チェックを行います。 

更新が出れば、ポップアップにその旨と最新バージョンダウンロードのためのリンクが表示されます。 

Bluetooth要件 

• Windows、Android、Mac：Bluetooth v2.1以上 

• iOS: Bluetooth v4.0上 

iPod Touch 4以上、iPhone 4以上、iPad 3以上 
 

 
iOS6.1以上 
 

 

プロセッサARMv7/x86、Vector FPU装備、最小550MHz、 

OpenGL  ES 2.0、H.264、AAC HWデコーダ 

 

Android™ 2.3以上 

 

RAM 256MB 

 

プロセッサ： Intel® Core™ Duo 1.83GHz以上  

 
 
Mac OS X v10.7以上 
 

 

RAM 512 MB 

 

Windows XP/7/8 

 

2.33GHz以上 x86-互換プロセッサ、またはノートブッククラスの

場合はIntel AtomTM 1.6GHz以上 

 

RAM 512 MB 

 



Prompt Flex分娩トレーナーのアプリのダウンロード 

Prompt Flex分娩シミュレータのアプリは、以下のリンクから無料でダウンロードできます。 
 

http://www.limbsandthings.com/uk/products/prompt-flex-wireless-force-monitoring-bluetooth 

お手持ちの機器（Windows、Mac、Android、iOS）に対応するものを選択し、画面の指示に従って、アプリをインストールします。 

 Android：「Unknown Source（未知のソース）」からインストールすることを許可する必要があります（アプリをGoogle Play Storeからダウ

ンロードできません）。許可するには、Menu/Settings/Applicationsを選択し、[Unknown Source]にチェックを入れます。 

ダウンロードしたファイルをクリックしたとき、「Can’t open file（ファイルが開きません）」というメッセージが表示されたら、ファイルマネジャーア
プリを使用してファイルを開き、インストールを完了する必要があります。ファイルマネジャーアプリは多種あり、Google Play Storeから無料
でダウンロードできます。 

• iOs：iOSのリンクからApple Storeにアクセスでき、無料でアプリをダウンロードできます。 

インストールが終わったら、アプリを起動します。Welcome画面が表示されます。 

Bluetoothを有効化する 
 

使用する機器にBluetooth機能があり、ONになっていることを確認します。機器によって大中が異なります。WindowsとMacのデスクトッ
プコンピュータには通常Bluetooth機能は標準ではありませんので、Bluetoothアダプタを購入し、USBポートにプラグインする必要があり
ます。 

• iOs：Settings/Bluetoothを選択します。スイッチをONに切り替えます。 

• Mac：Appleメニューから[System Preferences]を選択し、Viewメニューで[Bluetooth]をクリックします。Bluetooth初期設定で、必ず
「ON」を選択します（以前のMac OS Xバージョンでは、[Settings]タブをクリックしてから、Bluetooth 

ONボタンを押して、Bluetoothを有効にします）。メニューバーで[Show Bluetooth]にチェックを入れ、Bluetoothのアイコンを画面の上右

に表示します。 

• Windows：ほとんどのラップトップにはBluetoothアダプタが搭載されています。アダプタをONにする必要がある場合があります 

（キーボートにBluetooth切替ボタンがあったり、同梱アプリの中にあったりします）。わからない場合は、コンピュータのマニュアルまたは製

造者のウェブサイトで調べてください。 

ラップトップで胎児モデルのBluetoothを検出するには、[Start]ボタンをクリックして、[Devices and Printers]を選択します。機器リストで
使用中のコンピュータを右クリックし、[Bluetooth settings]を選択します。 

[Ａｌｌｏｗ Bluetooth devices to connect to this computer]チェックボックスにチェックを入れます。 

[Allow Bluetooth devices to find this ocmputer]チェックボックスにチェックを入れ、OKをクリックします。 

• Android：[本体設定]/[無線とネットワーク]に進み、Bluetoothの項目でスイッチをONに切り替えます。 

 



胎児モデルをBluetooth設定で接続すなわち「ペアリング」する 
 

胎児モデルはアプリをダウンロードしたデバイス/コンピュータと接続すなわち「ペアリング」する必要があります。 

まず、胎児モデルの胸のボタンを3秒間長押
しして、スイッチを入れます。 

• Windows 7/8 PC：[Start]/[デバイスとプリンタ]に進み、[Add a Device]を選択します。Prompt Flexの胎児モデルがPROMPTFLEX_
XXXXXXという名称でデバイスリストに表示されます。リストで胎児モデルを選択し、[Next]をクリックして、追加します。胎児モデルが追
加されたという確認メッセージを受け取ります。 

• Windows 10 PC：[スタート]/[設定]に進み、デバイスを選択します。左手のメニューで[Bluetooth]を選択します。[Manage Bluetooth  
Devices]画面で、BluetoothがONになっていることを確認します。胎児モデルのスイッチを入れるとリストに表示され、すぐ下に「ready to 
pair（ペアリング準備完了）」と表示されています。胎児モデルの名称をクリックし、[Pair]を選択します。胎児モデル名称の下に[Paired]と
表示されます。 

• Android：[本体設定]/[無線]と[ネットワーク]/[Bluetooth]に進みます。利用できるデバイスリストの中から「PROMPTFLEX_XXXXXX」
にチェックを入れるか、デバイスの[Scan]をタップして[PROMPTFLEX_XXXXXX]をクリックし、ペアリングします。初回のペアリングに失敗し
たら、Bluetoothを一度OFFにしてからONにして、再度同じ手順を行ってください。 

• Mac OS：Mac OSの場合、アプリを起動する前にBluetoothで胎児モデルとデバイスをペアリングする必要はありません。したがって、こ
の手順は省略します。 

• iOs：iOSの場合、アプリを起動する前にBluetoothで胎児モデルとデバイスをペアリングする必要はありません。したがって、この手順は省
略します。 

これで、胎児モデルにPrompt Flex Birthing Simulatorアプリが使用できるようになりました。 

 



胎児モデルをアプリに接続 
 

胎児モデルの電源を入れてから（モデルの胸のライトが点灯します）、アプリを立ち上げます。 

ウェルカム画面の右上のBluetoothアイコン  のとなりに[Disconnected（切断）]と書かれています。 

1 2 3 

注：動作はデバイスによって異なります。初回に接続できなくても、再度[Connect]をクリックしてください。 

モデルがアプリと接続できたら、画面右上のBluetoothアイコン  のとなりに[Connected」と表示され、モデルの胸のライトがゆっくりと点滅し
ます。 

胎児モデルの登録 
 

初めてアプリにモデルを接続するとき、[Register your baby（モデルを登録）]画面が表示されます。 

登録フォームに詳細を入力します（*マークは必須フィールドです）。 

! 重要：ここにご記入いただき電子メールアドレスは今後のファームウェアアップグレードについてお知らせするために使用しますので、特に
注意してご記入ください。登録の完了後にアカウントに割り当てた電子メールアドレスを変更することはできませんので、できれば多重アク
セスアドレス（例・部署の）を使用されることを推奨します。 

胎児モデルの名称と番号を選択します。施設に Prompt Flex Force Monitoringの胎児モデルが1体以上ある場合は、接続または「ペ
アリング」の際の混同を避けるため、各モデルに固有の名称と番号を割り当て、ラベリングすることを強く推奨します。あるいは、モデル名
を登録用紙記載のシリアル番号と同じにしてもよいでしょう。このシリアル番号はモデル側面にもエンボスされています。 

アプリライセンス契約へのリンクに従ってから、[I agree]をクリックしてください。ライセンス契約は以下のLimbs & Thingsのウェブサイトからダウ
ンロードできます。」  http://assets.limbsandthings.com/documents/PROMPT_Flex_Software_Licence_Agreement.pdf 

 
 
 
 
 

[Select a force-monitoring baby]画面

で、使用する胎児モデルをシリアル番号の

後6桁で特定し、対応する[Connect]ボタ

ンをクリックします。 

 

   
   

 

 
 
 
 
 
 

[Connect your baby（モデルを接続）]を

選択します。 
 

   

   

 
 
 
 
 

使用するモデルがリストにない場合、ま
たは[Connect]ボタンが無効な場合
は、画面の下にある[Rescan]ボタンをク
リックします。モデルの接続に成功するま
で何度か[Rescan]ボタンをクリックしな
ければならない場合があります。 

 



登録は1度しかできない操作です。次回アプリを起動したときは、モデルがすでに登録されていることを認識します。モデルはBluetoothデ
バイスのリストに登録時に付けた名称と番号で表示されます。ただし、名称が反映されるまでにかかる時間は使用するOSによって異なり
ます。 

アプリの更新 
 

アプリの新バージョンに適時リリースされます。アプリはモデルに接続すると、最新バージョンかどうかチェックします。最新でなければ、ポップア

ップに新しいリリースがあることが最新バージョンダウンロードのリンクとともに表示されます。ダウンロードする、あとでリマインダを表示する、更

新をダウンロードせずに[Cancel]をクリックしてポップアップを閉じる、のいずれかを行います。注：新バージョンをダウンロードする場合は、イン

ストーラを起動する前にアプリを終了し、後で再起動します。 

Prompt Flex分娩トレーナーのアプリの使用 
 

胎児モデルを登録したら、[Select Mode]画面が表示されます。モードは2つあります。 

Drill mode（練習モード）：6種類の分娩シナリオ（正常分娩、肩甲難産、骨盤位分娩、鉗子分娩、吸引分娩、分娩第3期 ）があ
らかじめプログラムされています。 

• 

• 

• 

• 

介入のタイミングを記録可能 

フォースをグラフにプロット可能 

ノート（注）を追加可能 

シナリオとその中の介入の編集や追加が可能 

Meter mode（測定モード）： 

• 分娩中モデルの頭部にかかるフォースをニュートン（単位）で記録。読み取りを行い、棒グラフにプロットします。 

 



Drill modeで練習を行う 
 
[Select mode]画面で[Drill mode]を選択します。 

1 2 3 

選択した分娩シナリオに関連する介入のリストが有効化しています。介入をグラフに記録するには、アイコンの当該介入名をクリックしま
す。 

介入アイコンをクリックすると、対応する色のフラッグがグラフに現れます。 

グラフの拡大/縮小機能を使うと、見えやすくなります。接近した範囲で複数の介入を行う際に有用です。 

 

 
 
 
 
 
 

[Select scenario]画面で、練習す

る分娩タイプを選択します。 
 

 

 
 
 
 
 
 

[Enter drill data]画面の必須フィールド

に入力し（入力データはPDFと.csv形式

で出力される完了ドリルの記録に表示

されます）、[Next]をクリックします。 
 

   

   

 
 
 

 
[Start]ボタンをクリックして、選択した
分娩シナリオのドリルを開始します。ア
プリはモデルからフォースデータを収集
し、プロットをグラフに示します。その間
タイマーは作動しています。 

 



下のほうのグラフには、ドリル全体の俯瞰図が示されています。 

ドリル画面ボタン 

このボタンは、最初からドリルをやり直すときに使用します。すべての介入とフォースの記録が消去さ
れ、タイマーは0:00にリセットされます。 
 
 

このボタンをクリックすると、ドリル進行中に実習生の成績に注釈をつけることができます。 

 

このボタンをクリックすると、ドリルの一時停止（pause）/再開（resume）がいつでも可能です。 

このボタンをクリックすると、ドリルの途中でシナリオを変更することができます（例えば、正常分娩から
肩甲難産になるシミュレーションが可能）。新シナリオフラッグがタイムラインに表示され、変更時間を
登録します。 

このボタンを使うと、介入の追加、名称変更、再オーダーや、介入に伴うフラッグの色の変更が行え
ます。 

the colour of the flag associated with them 

ドリルが終わったら、コントロールパネルでこのボタンをクリックします。 

選択したドリルにフォースモニタリングが関わらない場合、この切替ボタンでグラフを無効化できます。 

このボタンをクリックすると、まったく新しいドリルが開始します。[Enter Drill Data（ドリルデータ入力）]
画面が表示され、そこから[Select Scenario]画面に進みます。 

このボタンをクリックすると、ドリルモードが終了し、測定モードが開始します。測定モードでは、モデルの
頭部にフォースを加える練習をし、結果がニュートンで表示されます。 

このボタンをクリックすると、アプリが終了し、モデルの電源を切ります。 

初期画面が表示されます。 

アンドロイドユーザーのみ： 

ツールバーにもう1つボタンがあり、そのボタンで俯瞰図を非表示にして、ドリ

ル画面を全画面表示することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ドリルのPDFを保存 
 

ドリル画面の終了、新規ドリルの開始や測定モードへの切替前に、ドリルをPDFファイルで保存するようプロンプト画面が表示されます。 

• 

• 

[Export PDF]を選択します。 
WindowsおよびMacユーザー：ダウンロード場所選択画面で、保存したドリルのダウンロードに選択した場所まで進み、ドリルに名称

を付け（デフォルトは<シナリオタイプ><実習生名><日付><エキスポ―ト時間>） 

アンドロイドおよびiOSユーザー：ＰＤＦを選択したアドレスにメールできます。 • 

ドリルの最中にシナリオを変更した場合は、PDFのタイトルに反映されます。例えば、ドリルを正常分娩から、肩甲難産に変更した場
合のタイトルは「Normal>Shoulder Dystocia」になります。 

ドリルの.csvファイルを保存 
 

この機能は研究結果の照合に有用で、サンプル率20Hz/秒で表示されます。 

• [Export CSV]を選択します。 

• WindowsおよびMacユーザー：ダウンロード場所選択画面で、保存したドリルのダウンロードに選択した場所まで進み、ドリルに名

称を付けます（デフォルトは<シナリオタイプ><実習生名><日付><エキスポ―ト時間>）。 

• アンドロイドおよびiOSユーザー：.csvファイルを任意のアドレスにメールできます。 

重要：ドリルを.csvファイルで保存したい場合は、必ずドリル画面終了、新規ドリル開始、測定モードに切り替える前に行ってください。
いったんドリルを終了してしまうとデータを回復することはできません。 
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Meter mode（測定モード） 
 

Ｍｅｔｅｒ modeでは、シナリオには含まれないモデルへのフォースをモニターすることができます。 

• [Select mode]画面で[Meter mode]を選択しま

す。 

• 加えられるフォースに応じて棒グラフとニュートンの値

が変動します。 

モデルをテーブルに横にして、フォースを加えなければ、値は０

（±2）です。 この状態で値が±5なら、[Reset to Zero]ボタ

ンを使用して、胎児モデルを再度キャリブレートしたほうがよい

でしょう。 

[Overload」フラッグ： 
 

測定モードの読取値が500ニュートン以上になると、画面にオーバーロードフラッグが表示され、ポップアップウィンドウに「Baby sensor has 

been overloaded - please recalibrate （胎児モデルセンサーに過剰な負荷がかかりました-再キャリブレーションを行ってください」と表示

されます。 

if the reading in Meter Mode goes above 500 Newtons.これは極めてまれです。生じた際には、モデルをテーブルに平らな状態に置

き、以下を行ってください。 
• モデルの安静時読取値が50N未満の場合、[Reset to Zero]ボタンを押して自分で再キャリブレートできます。これにより、モデ

ルのオーバーロードフラッグが消え、その安静時の値を0とするオフセット値が適用されます。通常どおりにモデルの使用を続ける
ことができます。 
 

モデルをテーブルに平らな状態に置いて、安静時読取値が50N以上であれば、モデルはLimbs & Thingsで再キャリブレーショ

ンする必要があります。カスタマーサービスに連絡してください。 
• 

モデルを接続しない状態でアプリのデモンストレーション 
 

デモンストレーションモードでは、胎児モデルを接続しなくてもアプリケーションの機能を見ることができます。 

• 初期画面で、[Connect your baby]を選択します。 

• [Select a force-monitoring baby]画面の[Demo mode]のとなりの[Connect]をクリックします。 
 

[Drill]モードの全機能をデモンストレーションするには、シナリオ[Shoulder Dystocia]を選択します。他のシナリオでは、介入は無効になっ

ており、グラフタイムラインに記録することができません。 

 

 



設定 
 

ほとんどの画面の右上角には[Settings]ボタンがあり、これをクリックすると、アプリケーションの設定にアクセスできます。 

分娩シナリオの編集 

[Edit delivery scenarios]画面で、分娩シナリオの追加、削除、編集が
可能です。編集または削除を行いたいシナリオをリストで選択します。 

[Edit]を選択すると、介入の追加、名称変更、再オーダーや、
各介入に対応するフラッグの色の変更が行えます。 

interventions and to edit the colour of the flag associated 

with them. 
シナリオを削除すると、シナリオおよび関連する介入が削除さ
れます。[Delete（削除）]をクリックしても、アプリケーションに
含まれているデフォルトシナリオは復元できますが、自分で作
成したものは復元できません。 

新規分娩シナリオの作成 

[Settings]で、[Edit delivery scenarios（分娩シナリオの編集）]を
選択し、さらに[Add scenario」ボタンをクリックします。 

新規シナリオに名称をつけ、[Add intervention]ボタンをクリック
し、1つめの介入を追加します。[Intervention label]テキストボック
スに入力し、カラーボックスでその介入に対応するフラッグの色を選
択します。 

必要な介入をすべて追加できるまでこの手順を繰り返します。 

 



Upgrade Baby（製品アップグレード） 
 

この[Upgrade Baby]オプションは、お手持ちのモデルに新しいファームウェアができたという通知があったときにのみ使用します。ファームウェ

アの更新は多くありませんが、通知を受けた際はぜひアップグレードして、製品の最適性能を確保してください。新規ファームウェアのファイ

ルはインストール方法とともに電子メールに添付してお送りします。 

 

注：アンドロイドやiOSのタブレットや電話からファームウェアのアップグレードはできません。最新バージョンのPROMPT Flexアプリをインスト

ールしたWindowsまたはMacコンピュータをご使用ください。 

 

 View Registration Info（登録情報の表示） 
 

ここでは、現在接続されている胎児モデルの名称とシリアル番号、また施設でのモデルの登録担当者詳細を確認することができま

す。この情報は編集できません。 

System Info（システム情報） 
 

ここでは、使用中のアプリとファームウェアのバージョンに記録が確認できます。技術サポートを受けるためカスタマーサービスに連絡するとき

に必要な情報です。 

Reset Scenarios to Defaults（シナリオをデフォルトにリセット） 
 

これは、元のデフォルトシナリオの1つ、または関連する介入を誤って削除した場合に有用です。 
 

重要：リセットするとユーザーがデフォルトシナリオに加えたカスタマイズ部分が上書きされ、作成した新規シナリオは削除されます。

このボタンを慎重にご使用ください。 

保証 
 

製品は受領後すぐ内容を確認し、適切に保管してください。 
 

胎児モデルは受領後すぐ電池をフル充電してください。 また、長期間使用しない場合も、保管前にフル充電し、電池を良い状態に

保つことを推奨します。 
 

また、Limbs & Thingsからご担当者に重要な製品アップデートのお知らせができるように、胎児モデルは受領後すぐに登録してください。 
 

Limbs & Thingsは製品の材料や加工について、請求書日付から12ヵ月間の保証をしており、修理または交換を無料で行います。 
 

ただし、以下の場合は、本保証の対象外です。 
 

1. 以下のような不適切な使用 

（a） 使用目的外の使用、または適切な使用とメンテナンスに対するLimbs & Thingsの指示に従わなかった場合 

 
（b） 使用する国で有効な技術的または安全性の基準に従わずに設置または使用した場合 

 （c） アプリケーションを不適切また不正確にインストールした場合 

2.顧客が自分で修理を行った場合 
 

3.本製品をインストールしたシステムの不具合 
 

4.Limbs & Things承認以外のアクセサリ使用による損傷 
 

5.顧客の通常の使用によるプラスチック面など表面のキズや損傷 

本保証は、国の現行準拠法や販売/購買契約に基づく代理店に対する顧客の権利に影響するものではありません。 

弊社ウェブサイトで、最新のFAQ、ユーザーガイド、製品関連文書を閲覧およびダウンロードが可能です。 

limbsandthings.com 
商品コード：165-001 

2016年4月3日発行 

© 2016 Limbs & Things 

 



安全性、清掃、手入れ 
 
Q：Bluetoothフォースモニタリング胎児モデルと充電台には、水や液体についての注意事項はありますか？ 

A：モデルはシリコン製で密閉式なので、潤滑剤は使用できますが、水に浸したり水道の流水をかけたりすると、腕や脚の関節から浸水する恐れが
あります。 
 

潤滑剤は柔らかい湿った布と刺激の少ない洗剤で拭き取れます。 
 

充電台を濡れた手で触れたり、水などの液体に浸してはいけません。 充電台の清掃は、電源を抜いて、柔らかい布またはベビーワイプで拭いてく

ださい。 

Q：胎児モデル、母体モデル、充電台から潤滑剤を取り除く最適の方法を教えてください。 

A：湿った柔らかい布と刺激の少ない洗剤のみで拭きとってください。刺激の強い化学物質（アルコール、ベンゼン、シンナーなど）で胎児モデルや充

電台を清掃してはいけません。 

Q：胎児モデルを夜間充電台に載せておいて充電しても安全でしょうか？ 

A：はい。充電台には温度センサーと安全カットアウトが内蔵されています。 

分娩トレーナーのアプリの互換性 
 
Q. アプリはどんなプラットフォームで使用できますか？ 

アプリはWindows、MAC OS、アンドロイド、iOSで使用できます。 
 

重要：胎児ファームウェアの将来的アップグレードの際にコンピュータでの作業が必要なため、1台以上のWiindowsまたはＭacのコンピュータにアプ

リをインストールしてください。 

Q. システムの最小要件を教えてください。 

Windows 

Windows XP/7/8/10 

2.33GHz以上 x86-互換プロセッサ、またはノートブッククラスの場合はIntel AtomTM 1.6GHz以上 

RAM 512ＭB  

Mac OS 

Intel® Core™ Duo 1.83GHz以上のプロセッサ  

Mac OS X v10.7. 以上 

RAM 512ＭB 

Android 
ARMv7/x86プロセッサ、Vector FPU装備、最小550MHz、OpenGL  ES 2.0、H.264、AAC HWデコーダ 

AndroidTM 2.3以上 

RAM 256MB 

iOS 

iPod Touch  4以上、iPhone 4以上、iPad 3以上 

iOS 6.1以上 

 

 



Q：胎児モデルとアプリは前記のシステム最小要件を満たしていれば、どんなWindows, Mac OS, Android、iOSでも稼働しますか？ 

A：利用できるデバイスの数が膨大なため、PROMPT Flexアプリが推奨システム最小要件を満たすすべてのデバイスで稼働するかどうか

を保証できません。以下はテストに成功したデバイスのリストです。 
 

Windows： 

Windows 7および10搭載のDellラップトップ 

最新のBluetoothドライバソフト（http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds037200より無料ダウンロード可能）を搭載したレノ

ボラップトップ 

Mac： 

Macbook Air 

Apple iMac 

Androidタブレット： 

Nexus 9, Nexus 7 

Samsung Galaxy Tab3 

Tabtronics 7 インチ A33モデル 8GB 
 

注：上記のデバイスでは、胎児モデルの接続を切る際に[Exit]をクリックすると、クラッシュする場合があります。別のドリルを行いたい場合は、再度ア

プリを立ち上げて、胎児モデルを接続しなおしてください。 

iOS 

iPad 2 Air  

iPad 3  

iPadミニ  

iphone 5 
 

注：フォースモニタリング胎児モデルとアプリケーションはiPad 2sとの互換性がありません。 

Q：アプリはタブレットPCやコンピュータと同様にスマートフォン/iPhoneで稼働しますか？ 

A: はい、ただし画面のサイズが小さいため、以下の制限があります。 

• Meter modeが使用できます。スマートフォン/iPhoneではDrill modeは使用できません。 

• 胎児モデル登録画面はスマートフォン/iPhoneに最適化されていないため、最初に使用するときは、アプリをタブレットまたはコンピュータ

にダウンロードして、胎児モデルの登録を完了してください。 

Q：アプリはWindows SurfaceタブレットとKindle Fire HDタブレットに対応していますか？ 

A: 申し訳ございませんが、対応しておりません。 

Q：アプリはiPad 2に対応していますか? 

A：申し訳ございませんが、対応しておりません。 

分娩トレーナーアプリのダウンロードとインストール 

Q：分娩トレーナーのアプリはどのように入手できますか？ 

A：アプリは弊社ウェブサイト（Win/Mac/Android）またはAppStore (iOS)から無料ダウンロードできます。以下のリンクからアクセス

し、 [Download Software]リンクをクリックしてください。https://www.limbsandthings.com/uk/our-products/details/prompt-

flex-wireless-force-monitoring-bluetooth  

Q：分娩トレーナーのアプリは複数のデバイスにダウンロードできますか？ 

A：はい、回数にもデバイスの数にも制限なくダウンロードできます。 
 

アプリを通常はタブレットやスマートフォン/iPhoneで使用する場合でも、将来的な胎児モデルファームウェアのアップグレードにはWindowsかMacの

コンピュータが必要ですので、コンピュータにもダウンロードしてください。 

 
Q：AndroidアプリがGoogle Playで見つからないのですが・・・ 

A：Androidアプリは弊社ウェブサイトから直接ダウンロードしていただけます。ただし、Google Play以外からのインストールを承認するためデバイスの設

定を変更する必要がある場合があります。設定の変更は、Settings/Security/Device Administrationに進み、「Unknown Sources」にチェックを

入れます。 

Q： アプリをダウンロードするのにプロダクトキーは必要ですか？またプロダクトキーはどこにありますか？ 

A：いいえ、プロダクトキーは必要ありません。 

Q： アプリの動作に必要なデバイスフリースペースはどのくらいですか？ 

A：50 MBです。 

Q： アプリのプログラムファイルの大きさはどのくらいですか？ 

A：ダウンロードリンクをクリックするとサイズが表示されますが、ほぼ以下のとおりです。 

Mac： インストーラ 31MB、インストール後 75MB 

Windows： インストーラ 25 MB、インストール後 48MB 

Android： インストーラ 12MB、インストール後 33MB、 

iOS： インストーラ 15MB、インストール後 24MB 

 



Q. アプリの動作に必要なデバイス空き容量はどのくらいですか？ 

A：Windows：RAM空き容量 512MB  

Mac OS：RAM空き容量512MB  

Android：RAM空き容量256MB  

iOS：RAM空き容量 256MB 

Q. 新バージョンのアプリをダウンロードしましたが、インストールしようとしたらエラーメッセージがでました。 

A：既存の旧バージョンを開けていませんか？閉じてから、再度インストールしてみてください。 

Q. Windowsコンピュータにアプリをダウンロードしようとしたら、「Error creating uninstall log（アンインストールログ生成エラー」が表示されました。 

A：使用デバイスのアドミニストレータ権限が必要です。貴社のIT部門に問い合わせてください。または、弊社ウェブサイトからのダウンロードが終わった

ら、ダウンロードフォルダにアクセスし、リストでPromt Flexアプリを右クリックし、「Run as Administrator(アドミニストレータとして実行）」を選択してくだ

さい。  

Q：Androidでダウンロードファイルをクリックすると、「Can’t open file（ファイルを開けません）」というメッセージが表示されます。 

A：ファイルを開いてインストールを完了するには、ファイルマネジャーアプリを使う必要があります。ファイルマネジャーアプリは多種あり、Google Play 

Storeから無料でダウンロードできます。 

Q.  iOSやAndroidなどのアップデートは、このアプリの性能に影響しますか？ 

A：アップデートはソフトウェアには影響しませんが、アップデートがアプリと互換性がない場合は例外です。できるだけ早く互換バージョンをリリース

するよう努力します。リリースしたらお客様がアプリを開始しようとすると、新バージョンのアプリをダウンロードするようプロンプトが表示されます。 

Q： Apple Store/Play Storeから無料アプリをダウンロードしようとしたら、Apple IDを設定して支払情報を入力するよう求められています。このデバイ
スのユーザーは私だけではないので、入力したくないのですが。 

A：Apple Storeでは、Apple IDを作成するのに、支払情報入力が必須になっています。 

ただし、いったんApple IDを設定してから、アカウントを戻り、[Settings]/[iTunes & AppStore]/[View Apple ID]で、支払情報を「None（なし）」に変

更することができます。この設定では、無料アプリのみをダウンロードできます。 

Q：うっかりアプリを削除した場合や、新しいコンピュータやデバイスを購入した場合、もう一度アプリをダウンロードできますか？ 

A：はい、アプリは何度でも、あなたが管理するデバイスなら数に制限なく無料でダウンロードできます。 

Prompt Flex Bluetoothフォースモニタリング胎児モデルの充電 

Q：胎児モデルの充電にはどのくらいの時間がかかりますか？ 

A：胎児モデルは電池が空の状態からフル充電まで4〜5時間かかります。充電時間1時間に対し、約2時間使用できます。 

Q：Bluetooth胎児モデルの充電電池はどのくらい持ちますか？ 

A：フル充電すると、合計約10.5時間の使用が可能です。フル充電して、スタンバイモードにしておくと、約40日間持ちます。 

Q：胎児モデルはどのように充電するのですか？ 

A：充電台の側面に電源コードを接続し、主電源につなぎます。充電台横のイナズマアイコンのそばの赤いLEDランプが点灯することで、充電台が通電

されていることを確認できます。充電台に胎児モデルを置き、胎児モデルが充電台にぴったり納まり、確実に接触していることを確認します。台の横にあ

る電池アイコンのそばの青いLEDが点灯していれば、充電中です。胎児モデルの右胸の赤い点滅ライトでも充電が確認できます。 

Q. 胎児モデルの胸で点滅する赤いライトは、何を示すのですか？ 

A：胎児モデルが充電台に乗っていないときは、電池があと2時間未満で切れることを示します。充電台に載せて充電してください。充電台に乗ってい

るときの赤点滅ライトは、充電中であることを示します。 

Q：どのようにしたら胎児モデルの電池が少なくなっているかどうかわかりますか？トレーニング中に電池切れにしたくないので。 

A：胎児モデルがアプリにつながっていると、アプリ画面の右上に電池アイコンが表示され、その中に電池の残時間が表示されます。電池の残時間が

1時間を切ったら、赤字で表示されます。 
 

もう１つの指標は胎児モデルを充電台に乗せたり降ろしたりしたときの胸のライトです。点滅するときは、残時間が1時間を切っています。 

Q. 胎児モデルはどのようにオン/オフするのですか？ 

A：胎児モデルの胸のボタンを3秒間長押しするとオンになります。モデルの左胸の白いライトが点滅せずに点灯します。アプリとの接続を切ってか

ら電源をオフにするには、モデルを充電台に戻します。または、そのまま置いておいても自動的に電源が切れます。自動電源オフは接続を切って

から2分後です。 

Q. 胎児モデルの胸のスイッチを押してもライトが点かないのですが、なぜでしょうか？ 

A：点けるには3秒以上の長押しが必要です。そうしてもまだつかない場合は、充電が必要です。同梱の充電台をご使用ください。 

 



Q：胎児モデルの電源が自然に切れました。なぜでしょうか？ 

A：理由がいくつか考えられます： 

• 電池が切れた可能性があります。 

• モデルに電源を入れても2分以内にBluetoothデバイスと接続しなければ、電池節約のためモデルの電源が切れます。 

• アプリとの接続を切ったあと、モデルを充電台に置かなければ、電池を節約するため4分後に電源が切れます。 

Q. 胎児モデルの充電ができません。 

A：以下の事項を確認してください： 

• 充電台が通電しているかどうか（充電台の赤いライトで確認） 

• モデルが正しく充電台にセットされているかどうか（充電台の横の青いライトで確認）青いライトが点いていない場合、モデルを台に

押し付けてみてください。 

•胎児モデルを長期間使用せず、電池が完全に切れると、充電台の青いライトと胎児モデルの赤いライトが点くまでしばらくかかる場合

があります。充電時間が通常の4〜5時間より長くかかる場合があります。夜間に胎児モデルを充電台に置いておくことを推奨しま

す。 

Q：複数の胎児モデルと充電台があります。１つのモデルには必ず同じ台を使わなければなりませんか？ 

A：いいえ、充電台は特定のモデル用に設定されていません。どのモデルにどの台を使っても問題ありません。 

Q：電池そのものの寿命はどのくらいですか？ 

A：ほぼ充電1000回分です。ただし、500回を超えると電池容量が定格容量の60％未満になると思われます。 

Q. 1時間のトレーニングセッションに必要な電池容量はコンピュータ/タブレットと胎児モデルのそれぞれどのくらいでしょうか？ 

A：はっきりとお答えできません。お使いのデバイスと電池の状態によって異なるからです。 

Bluetooth接続/ペアリング 

Q：デバイスのBluetoothをオンにする方法を教えてください。 

A：ご使用のデバイスによって異なります。 

• iOS (iPadまたはiPhone)： 

Settings/Bluetoothに進みます。スイッチをオンに切り替えます（緑＝オン）。 

• Mac: 

Appleメニューから[System Preferences]を選択し、[View]メニューで[Bluetooth]をクリックします。[Bluetooth preferences]で、「On」

が選択されているのを確認します（以前のMac OS Xバージョンでは、[Settings]タブをクリックしてから、[Bluetooth On]ボタンをクリックし

て、Bluetoothをオンにします）。デバイスの電源も入っていることを確認します。 

• Windowsラップトップ： 

Start/Devices and Printers.に進みます。デバイスリストでご使用のコンピュータを右クリックし、[Bluetooth settings]を選択します。

[Allow Bluetooth devices to connect to this computer]チェックボックスにチェックを入れます。 

[Allow Bluetooth devices to find this computer]チェックボックスにチェックを入れ、「OK」をクリックします。これでご使用のコンピュ

ータが胎児モデルのBluetoothで検出できます。 

• Android： 

Settings（本体設定）を開き、 Wireless and Networks（無線とネットワーク）で、「Bluetooth」を選択します。スイッチをオンに切り替

えます。 

Q. フォースモニタリング胎児モデルを使用するには特定のバージョンのBluetoothが必要ですか？ 
A： • Windows、Android、Mac：Bluetooth v2.1以上 

• iOS：Bluetooth v4.0以上 

Q： Bluetooth胎児モデルとラップトップ/タブレット/スマートフォン/iPhoneとの接続方法は? 

A：PROMPT Flexの各プラットフォーム、つまりフォースモニタリング胎児モデル（Bluetooth)と分娩トレーナーアプリのユーザーガイドに十分な説明

が掲載されています。問題がある場合、以下をチェックしてみてください。 

• 接続を試みるとき、胎児モデルの電源が入っていることを確認します。2分以内に接続しなければタイムアウトになります。 

• デバイス側のBluetoothがオンになっていることを確認します。それでも接続できない場合は、Bluetoothを何度か切ったり入れたりしてみ

てください。 

•   胎児モデルをアプリに接続できない場合、再度[Connect]を押します。1回目や2回目で接続できないのはめずらしくありません。 

• アプリで胎児モデルに対する[Connect]ボタンが無効になっている場合、画面の下にある[Rescan(再スキャン）]を押します。ボ

タンが有効になるまで数回ボタンを押す必要がある場合もあります。 

 



Q. コンピュータ/タブレット/phoneが胎児モデルに接続していることはどのようにわかりますか？ 

A：アプリ画面の右上にあるメニューバーのBluetoothアイコン のとなりに「Connected（接続中）」と表記され、胎児モデルの胸の白いライ

トが点滅します。 

Q：デスクトップコンピュータ/WindowsラップトップにBluetoothが見つかりません。 

デスクトップコンピュータや比較的古いラップトップを使用されている場合、標準でBluetooth機能が付属していないかもしれません。このよう

なデバイスでアプリを使用する場合は、Bluetoothアダプタを購入する必要があります（約10ポンドで、USBポートにプラグインして使用しま

す）。 

Q. 胎児モデルをデバイスに接続する際に、パスキーやペアリングコードは必要ですか？ 

（パスキーとペアリングコードはほぼ同意で、正しいBluetoothデバイスを正しいコンピュータにペアリンクしていることを確認するため、両者を関

連づけるための数字のことです。  

A：いいえ、デバイスによってはペアリングコードの入力を求める場合もありますが、無視して、すぐに「Pair」をクリックします。 

Q：胎児モデルの接続/ペアリングがうまくいかないのですが・・・。 

A：以下の事項を確認してください： 

• デバイスのBluetoothのスイッチがオンになっていること 

• 接続を試みるとき、胎児モデルの電源が入っていることを確認します。2分以内に接続しなければタイムアウトになります。 

• 胎児モデルの電池の残量があること。残量が多いほうが、ペアリングしやすくなります。 

• ペアリングしようとしている胎児モデルが、すでにほかのコンピュータ、タブレット、PhoneのPrompt Flexアプリと接続していないこと。 

接続している場合は、そのデバイスでアプリの[Exit]をクリックして、胎児モデルとの接続を切ります。その後、再度ペアリングしてみ

ます。 

• 上記のどれもあてはまらない場合、胎児モデルを充電台に戻してリセットし、デバイスのBluetoothを切ります。その後、Bluetooth

をオンにして、胎児モデルを再度オンにし、ペアリングしてみます。 

他の可能性： 

• Windowsラップトップの中には、Bluetoothドライバアプリをアップデートしたら、ペアリングの問題が解決した場合があります。  

IT部門にアドバイスを求めたり、ドライバのメーカーのウェブサイトで最新ドライバについてチェックしてください。Windowsラップトップ

でBluetoothドライバのアップデートする方法については下記の質問を参照してください。 

• 高周波を使用する機器（電子レンジ、携帯電話、エアコンや照明などのリモコン）の近くに胎児モデルがある場合は、干渉が

発生する場合があります。胎児モデルと他の機器との距離をもっと取ってください。 

• 建物内のデバイスでは、位置や建築材料がBluetoothに影響する場合があります。干渉を起こす可能性が高い材料には金属、

漆喰、コンクリート、防弾ガラスなどがあります。 

• あなた自身がペアリングしようとしている胎児モデルの圏内にいることを確認してください。ほとんどのBluetoothアクセサリの最

大範囲は一般に30フィートです。 

Q： Windowsラップトップで、どのBluetoothドライバを内蔵しているか、またアップデートするかを確認する方法を教えてください。 

A：Control Panel/System/Device Managerに進みます。[Bluetooth Radios]を展開し、リストにあるドライバを右クリックして、[Properties]を選

択します。[Driver]タブに続いて[Driver Details]をクリックし、現在のドライバ、または最新のドライバをインストールするための[Update Driver]を確

認します。 

Q：Windows 7を使用していますが、胎児モデルをBluetooth設定でペアリングできません。 

A：社内テストでLenovo Thinkpadsに問題が発生したことがあります。Windows 7 Lenovo Bluetooth 4.0 アダプタのアプリのバージョンの中に問題

があるものがあるようです。バージョン17.1.1411.506をLenovoのサポートサイト http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds037200でダウ

ンロードすることを推奨します。このドライバはWindows 7とWindows 8.1用です。 
 

他のWindows 7ラップトップでBluetooth接続問題がある場合は、Windows 8にアップグレードするか、クラシックバージョンのBluetoothドライバに戻

るかを推奨します。- ラップトップのメーカーに問い合わせ、アドバイスを求めてください。 

Q. Bluetooth胎児モデルを複数購入しました。すべて同じコンピュータに登録できますか？ 

はい、同じコンピュータを使ってすべての胎児モデルを登録できます。1台目の胎児モデルに電源を入れ、登録手順をたどります。登録が完了したら、

充電台にモデルを戻して、電源を切ります。他のモデルすべてにもこの同じ手順を行います。 
 

モデルをトレーナーで使用しないときは、モデルに名前タグかラベルをつけておくよう推奨します。これで、複数のモデルとデバイスを同じ場所で使用す

るときに、特定しやすくなります。 

Q. Bluetoothデバイスを検索するとペアリングするデバイスが複数あるのはなぜですか？ 

A：お使いのコンピュータ/タブレット/スマートフォン/iphoneの圏内にあるすべてのBluetoothデバイスをリストアップするからです。 Bluethooth対応の

キーボード、マウス、プリンタ、さらに施設にあるほかのフォースモニタリング胎児モデルなどです。全デバイスリストで自分の胎児モデルの名称を検索し

ます（モデルを使用するのがはじめてで、まだ他のユーザーが登録していない場合は、Prompt Flex Babyという名称でリストに上がっています。プロン

プトに、モデルを登録し、固有の名称を付けるよう表示されます） 

Q：すでにあるデバイスで胎児モデルを使用しましたが、別のデバイスで使用したいと思っています。可能でしょうか？ 

A：はい。必ず元のデバイスのPROMPT Flexアプリで[Exit]をクリックしてモデルとの接続を切ってください。その後、使用したい別のデバイスとモデルをペ

アリングします。アプリを立ち上げ、アプリでモデルと接続します。 

Q. 自分のデバイスを偶然他の人がすでに使用している胎児モデルとペアリングしてしまうリスクはありますか？ 

A：いいえ、モデルがすでにほかのデバイスとペアリンクしていて、そのデバイスのPROMPT Flexアプリに接続している場合、接続中デバイスのアプリと

の接続が切れない限り、ペアリングはできません。 

 



Q. デバイスがすでに別のBluetoothデバイス（Bluetoothプリンタやマウスなど）に接続されています。これはフォースモニタリング胎児モデルの性能
に影響するでしょうか？ 

A：Bluetoothの公式仕様では、一度に接続できるBluetoothデバイスの数を７としています。しかし、実際はデバイスのタイプと使用プロファイルに

応じて3〜4が限度です。デバイスによってはBluetoothデータをより多く必要とするものがあり、そうしたデバイスがあると同時に有効化できるデバイ

ス総数は減少すると考えられます。Bluetooth胎児モデルの接続が遅い場合や確実に性能を発揮しない場合は、接続デバイス数を減らしてく

ださい。 

Q. Bluetoothフォースモニタリングが機能しない場合、以前のPROMPTのように接続に使用できるケーブルはありますか？ 

A：申し訳ございませんが、ございません。今回のPromptバージョンはワイヤレスBluetoothのみに対応しています。 

Prompt Flex分娩トレーナーアプリと胎児モデルの接続 

Q：アプリが「Bluetooth is not switched on on this device. Please enable it then select 「Rescan」（このデバイスのBluetoothのスイッチが入
っていません。有効化してから「再スキャン」を選択してください）」と表示します。有効化する方法を教えてください。 

A： • iPadまたはiPhone：[Settings]/[Bluetooth]（メニューリストの3番目）に進みます。[On]か[Off]になっています。スイッチをオン（緑）にします。 
 

• Maｃ：Appleメニューの[System Preferences]を選択し、[View]メニューの[Bluetooth]をクリックします。[Bluetooth preferences]で、「O

n」が選択されていることを確認します（以前のMac OS X バージョンでは、[Settings]タブをクリックしてから[Buetooth On]ボタンをクリック

して、Bluetoothを有効にします）。 
 

• Windows：ラップトップでBluetoothを有効化するには、Startボタンを押し、Startメニューの右側の[Devices and Printers]を選択します。

デバイスリストでご使用のコンピュータを右クリックし、[Bluetooth settings]を選択します。 

[Ａｌｌｏｗ Bluetooth devices to connect to this computer]チェックボックスにチェックを入れます。 

[Allow Bluetooth devices to find this computer]チェックボックスにチェックを入れ、OKをクリックします。 
 

• Android：Settings（本体設定）を開き、 [Wireless and Networks（無線とネットワーク）]で、「Bluetooth」を選択します。スイッチをオンに切

り替えます。 
 

• デスクトップコンピュータ：(WindowsおよびMac OS) デスクトップコンピュータは標準でBluetooth機能を搭載していない可能性があるため、そ

の場合はBluetoothアダプタ（約10ポンド）をご購入いただく必要があります。アダプタをコンピュータのUSBポートに差し込んでご使用くださ

い。 

Q：アプリの[Select an FM baby]画面で、胎児モデルの[Connect]ボタンが無効になっています。 

A：以下の事項を確認してください： 
 

• 胎児モデルの電源が入っている場合 – 胎児モデルが2分以内に接続せずタイムアウトすると電源が切れます。または電池が切れてい

ませんか。 

• 画面下の[Rescen]ボタンをクリックしてください。これにより[Connect]ボタンが有効になる場合があります。 

• WindowsおよびAndroid：最初にBluetooth設定で胎児モデルのペアリングをしましたか？ 

登録に関する質問 

Q. 登録画面がポップアップ表示されます。何でしょうか？ 

A：この画面はソフトウェアではなく胎児モデルを登録するよう求めるもので、初めてモデルをソフトウェアに接続したときのみに表示されます。登録時にいた

だく情報は、お客様から弊社へのサポートの依頼や弊社からのファームウェアのアップグレードのお知らせの際に有用です。 

Q. 登録方法と胎児モデルに名称を付ける方法を教えてください。 

A：胎児モデルに電源を入れ、初めてデバイスとペアリングしてアプリを立ち上げると、登録画面がポップアップ表示されます。この画面でお客様と施設

の詳細を入力し、胎児モデルに名称を付けます。数字を付けても良いですし、モデルの側面に印刷されており、同梱の登録用紙にも表記のあるシリ

アル番号を使ってもよいでしょう。登録が完了したら、情報は弊社の登録サーバーに送信されます。次回アプリを立ち上げたら、モデルの登録が終わっ

ていることが検出されます。モデルは、登録した新しい名称や番号でBluetoothデバイスリストに表示されます。 

ただし、名称が反映されるまでにかかる時間は使用するOSによって異なります。 

Q. アプリの使用前に胎児モデルを登録することは必須ですか？ 

A：はい、そうです。胎児モデルを登録しない場合は、アプリをデモモードでしか使用できません。 

Q：スマートフォン/iPhoneで胎児モデルの登録を行っています。登録画面がデバイス画面に合いません。 

A：申し訳ございませんが、スマートフォン/iPhoneの画面は小さいので、モデルの登録はできません。他のデバイス（タブレットやラップトップ）で登録手順を

行ってください。登録は1回だけです。登録すれば、スマートフォン/iPhoneでアプリをMeter modeで使用できます。 

Q：登録後にモデルの名称を変更できますか？ 

A：申し訳ございませんが、できません。胎児モデルの名称は登録完了時に内蔵チップに保存され、変更できません。 

Q：胎児モデルの名称は固有でなければなりませんか？ 

A：施設に複数のPrompt Flexフォースモニタリング胎児モデルがある場合は、各モデルの名称を変えることを推奨します。これはペアリングの際に混乱を

さけるためです。 同じ名称の複数モデルが同じ部屋で電源が入っていたら、どれとペアリングしているのかわからなくなります。 

 



アプリアップデート 

Q：フォースモニタリングアプリは今後アップデートが必要ですか？アップデートは無料ですか？ 

A：バグへの対処やエラー修正のため、アップデートやマイナーアップグレードが必要です。これらは無料です。毎回、マイナーリリースナンバーが上

がり（例：1.4から1.5)、バージョン1をインストールした全ユーザーは次回アプリを立ち上げたときに新リリースをダウンロードするようにプロンプトが表

示されます。 
 

将来のメジャーリリースは有料となります。メジャーリリースには大きな機能的な改善や拡張が含まれます。メジャーリリースの場合は、バージョンの1桁目が

上がります（例 1.0 > 2.0)。 

Q： 新バージョンが公開されたら連絡されますか？ 

A：はい、アプリはモデルを接続すると、バージョンが最新かどうかチェックします。最新でなければ、メッセージに新しいリリースがあることが最新バージョン

ダウンロードのリンクとともに表示されます。ダウンロードする、あとでリマインダをだす、アップデートをダウンロードせずに[Cancel]をクリックしてポップアップ

を閉じる、のいずれかが選べます。注：新バージョンをダウンロードする場合は、インストーラを起動する前にアプリを終了してください。 

Drill mode（練習モード） 

Q： 施設のコンピュータで行ったセッションのデータに自宅のデバイスからアクセスできますか？ 

A：残念ですが、できません。ログファイルはローカルで保存されるので、あるデバイスで保存したデータに別のデバイスからアクセスするには、デー

タをメールするか、メモリスティックなどで移動するしかありません。 

Q： シナリオの編集は可能ですか？例えば、介入の言葉使いやドリルの手順の順序を変更したり、新しい手順を加えたりできますか？ 

A：はい。Welcome画面で、設定（右上の歯車のボタン）をクリックして、[Edit scenarios]を選択します。介入の名称の文字制限は30文字です。必要

に応じて省略形を使ってください。 

Q： オリジナルのシナリオを追加できますか？ 

A：はい。設定（アプリのほとんどの画面で左上にある歯車のボタン）をクリックして、次に[Edit scenarios]を選択します。画面下の[Add Scenario]を選

択します。作成するシナリオに名称をつけ、[Add intervention]ボタンをクリックします。介入の名称の文字制限は30文字です。必要に応じて省略形を

使用してください。 

Q： 作成したオリジナルのシナリオを他のデバイスで共有できますか？ 

A：残念ですが、できません。そのシナリオを使用したいデバイスで再度作成する必要があります。 

Q. 正常分娩に副作用があり、肩甲難産になったシナリオをシミュレーションしたいのですが・・・。 

A：ドリルの途中で別のドリルに切り替えできます。青い[Change scenario]ボタンをクリックして、[Change scenario]画面で別のドリルを選択します。シナ

リオのタイトルが変わります。例えばNormal>Shoulder Dystociaのようになり、これも最後に保存するPDFに反映されます。 

Q： ドリルの途中で胎児モデルの電池が切れた場合、再度開始しなければなりませんか？切れるまでの介入、成績、フォースモニタリングは記録されて
いるのでしょうか？ 

A：残念ながら、ドリルは再度開始しなければなりません。 

Q： Drill modeではなぜフォースモニタリンググラフは使えないのでしょうか？ 

A：Start/Finish （ドリル）ボタンの下にフォースモニタリングを有効/無効にする切替スイッチ（アンドロイドとiOSではチェックボックス）があります。この切

替スイッチがあるのは、フォースモニタリングが実際関係あるのは肩甲難産のドリルだけだからです。オンになっているか、チェックが付いていることを確認

してください。 

Q： ドリルの介入ボタンがすべて無効になっていて、介入の記録が取れません。 

A：ドリルを停止中または開始前は、ボタンは無効になります。[Start]または[Resume]をクリックすると、有効になります。デモモードでは、介入が

有効なのは肩甲難産のドリルのみです。 

Q： 1つのドリルを終了した後すぐに次のドリルに進みたいときは、どうしたらよいでしょうか？ 

A. [New drill}をクリックすると、[Enter drill data（ドリルデータの入力）]が表示されます。ここで次のドリルを行う人の名前を入力するか、これを省

略しても、直接[Select scenario]画面に進みます。 

Q： アプリの使用が終わりました。終了方法を教えてください。 

A：[Exit]を選択して、胎児モデルの接続を切ると、[Welcome]画面に戻ります。Windowsでは、右上のXをクリックしてアプリを閉じます。Macでは、

左上の赤いボタンをクリックして、アプリを閉じます。 

Q： ドリルが終わりました。胎児モデルはどのようにオフにするのですか？ 

A：モデルにはオフスイッチはありません。[Disconnect]を選択してBluetoothセッションを終了すると、1～2分以内に胎児モデルの電源が自動的にオフ

になります。または、モデルを充電台に戻しても、オフになります。 

Q： [Edit Scenarios:]画面で間違ってシナリオを削除しました。どうしたら復元できますか？ 

A：[Settings]に進み、[Reset scenarios to defaults(シナリオをデフォルトにリセット）]選択すると、アプリに付属しているデフォルトのシナリオを復元

できます。 

注：これを行うとカスタム化した部分がリセットされ、他の作成したシナリオも削除されます－ご理解の上この機能をご使用ください。 

 



Q. シナリオ画面を終了する前にドリルのPDFをエクスポートするのを忘れました。ドリルの記録を回復できますか？ 

A：申し訳ございませんが、できません。この事態を避けるため、「Confirm exit without exporting? （エクスポートせずに終了するのですね？）」と

いうプロンプトを表示しています。ドリル画面で[Export PDF]を選択せずに[Exit]、[Meter]、または[New drill] をクリックしたときに、このプロンプト

が表示されるようになっています。 

Q. わたしのトレーニングデータはどこに行くのですか？ 

A：データは胎児モデル内蔵のSDカードに保存されます。ドリルを１つ完了したら、PDFファイルまたはエクセルで開ける.CSVファイルで結果をエクスポ

ートするオプションがあります。.csvファイルのほうが、結果の関連付けに便利で、20Hz/秒のサンプルレートで表示されます。 
 

[Export PDF]ボタンをクリックせずにドリル画面を終了しようとすると、ドリルのPDFをエクスポートするかどうかの質問がプロンプトで表示されます。

WindowsおよびMacでは、コンピュータの保存場所を指定して、PDF/.csvファイルを保存することができます。 

AndroidとiOSは標準でPDFや.csvファイルを読み込むことはできません。そこで、AndroidとiOSではこうしたファイルに対応するデバイスにドリルをメール

で送信する機能を付けました。メール送信先のデバイスでファイルを開いて確認できます。 
 

注：ドリル画面を閉じてしまうとドリルデータは回復できません。 

Q：ドリルの結果をタブレットからエクスポートする方法を教えてください。 

A：アプリ内のドリルファイルをメール送信し、送信先のPDFや.csvファイルを読めるデバイスで読み込みや印刷を行えます。 

Meter Mode（測定モード） 

Q：胎児モデルにまったくフォースをかけなくても、メーター読取値が0より上です。 

A：フォース読取値は、モデルをテーブルに平らに載せてフォースをかけない場合、0（±2）であるはずです。この状態で値が±5を超えるなら、[Reset 

to Zero]ボタンを使用して、胎児モデルを再度キャリブレートしたほうがよいでしょう。 
 

モデルを机または電源コードを外した充電台に平らに載せてください。モデルの電源を入れ、アプリで[Meter mode]を選択します。[Meter mode]画

面の右下の[Reset to Zero]をクリックします。これで、再キャリブレーションができます。 

Q：[Meter mode]の[Reset to Zero]ボタンはどういう機能なのでしょうか？ 

A：モデルをテーブルに平らに載せてフォースをかけない状態で読取値が+5を超えたり-5より低くなると、アプリに対しモデルを再キャリブレーションす

ることが必要であることを示します。モデルに電源が入っていてアプリとつながっていることを確認して、[Reset to Zero]を押します。フォースをかけな

い状態で、値がゼロに変わるはずです。 

Q：赤い「Overloaded」フラッグが表示され、ポップアップに「Baby sensor has been overloaded – please recalibrate（胎児モデルセンサーに過剰な負
荷がかかりました-再キャリブレーションを行ってください）」と表示されています。どうしたらよいでしょうか？ 

これは非常にまれな状態で、Meter Modeで値が500ニュートンを超えたことを示します。 
 

モデルをテーブルに平らに置いてください。 

• モデルの安静時読取値が50N未満の場合、ユーザー自身で[Reset to Zero]ボタンを押して再キャリブレートできます。これにより、モデルの

オーバーロードフラッグが消え、その安静時の値を0とするオフセット値が適用されます。 

• モデルをテーブルに平らな状態に置いて、安静時読取値が50N以上であれば、アプリを使ってフラッグをリセットできません。モデルはLimbs 

& Thingsで再キャリブレーションする必要があります。カスタマーサービスに連絡してください。 

Bluetooth胎児モデルファームウェアアップグレード 

Q. 胎児モデルのファームウェアはどのようにアップデートするのでしょうか？ 

A：[Upgrade Baby]オプションは、お手持ちのモデルに新しいファームウェアができたという通知があったときにのみ使用します。ファームウェアのアップデート

は多くありませんが、通知を受けた際はぜひアップグレードして、製品の最適性能を確保してください。新規ファームウェアのファイルはインストール方法と

ともにメールに添付してお送りします。 
 

注：アンドロイドやiOSのタブレットや電話からファームウェアのアップグレードはできません。最新バージョンのPROMPT Flexソフトウェアをインストールした

WindowsまたはMacコンピュータをご使用ください。 
 

PROMPT Flexアプリに胎児モデルを接続し、[Settings」画面で「Upgrade Baby」を選択し、弊社からお送りした新ファームウェアファイルを保存した

場所までナビゲートし、画面の指示に従ってください。 

本書で回答していない質問があれば、以下の方法のいずれかでカスタマーサービスに連絡してください。 

ご質問の際、以下の情報をいただけると大変参考になります。 

• お手持ちの胎児モデルのシリアル番号（モデルにエンボスで記載された80122で始まる数字） 

• ご使用のプラットフォームとデバイス（例：Windows 7 HP Laptop) 

• ご使用アプリのバージョン（[Settings/System Information]に表示) 

• モデルのファームウェアバージョン（[Settings/System Information]に表示) 

カスタマーサービス電子メール：gbsales@limbsandthings.com 電話：+44 (0)117 311 0500  (月〜金の9am〜5pm GMT) 
住所：Limbs & Things Ltd, Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK 
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