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1.はじめに

　本書は、BCチェッカーver10.00取扱説明書リファレンス編です。初めての方は必要に応じて
チュートリアル編と併せてお使いください。なお、本体に「登録」、「選択」、「測定」と印字された
すぐ左隣のボタンがそれぞれ「登録」ボタン、「選択」ボタン、「測定」ボタンです。

① プリンタ用接続口
　ケーブルコネクタをここに差し込み、本体とプリンタを接続します。
②ACアダプタ用(本体用電源)接続口
　専用ACアダプタのコードをここに差し込みます。
③電源スイッチ
　シーソースイッチです。電源のON、OFFはここで行います。
④外部センサ用挿入口
　外部センサを使う場合、外部センサのコードをここに挿入します。
⑤センサ部
　標準のセンサ部です。指先をここに軽く触れて測定します。
⑥表示画面（LCD）
　測定結果等がここに表示されます。

      
　
　　

　

BC CHECKER
登録

選択

測定

図 1-1
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⑤

⑥
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寸法

重量

電気的定格

248(W)×55(H)×187(D)

860ｇ

DC 12V

2. 本体定量仕様

3.付属品（入っているもの）

① BCチェッカーver10.00(本体のみ)
　本体(図1), 本体用電源, CD-R, マウスパッド, 添付文書, 取扱説明書チュートリアル編(保証書付)
②  BCチェッカーver10.00(プリンタ付)
　上記①に加え、プリンタ,プリンタ用電源,ケーブルコネクタ
③ BCチェッカーver10.00M
　上記①②に加え、外部センサ

　なお、CD-RはWindows PCの光学ドライバに挿入して閲覧できます。オーディオプレイヤーは
使えませんのでご注意ください。またデータはすべてPDFファイルです。

　
4.修理および技術サポートについて

　修理および技術的サポートは弊社で受け付けます。できるだけ弊社サイトからメールでお問合
わせください。
　修理の場合はメモ書きで故障内容を書いていただき、弊社まで郵送してください。納期希望など
ございましたらメモ書きに併せてお書きください。保証期間中は、保証書(コピー可)を同封してくだ
さい。修理が有償の場合、修理代金は修理品がこちらに到着してから故障状況を確認の上、お見積
りいたします。

株式会社フューチャー・ウエイブ
〒176-0013　東京都練馬区豊玉中3-2-17
TEL 03-5946-5922  FAX 03-5946-5923
URL http://www.bcchecker.com

【営業時間】
月～金　9：00～12：00　13：00～17：00
（土日、祭日は営業しておりません）
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5.操作方法（ガイダンスモード）

5-1．通常測定
① ACアダプタ(本体用電源)のプラグをBCチェッカーに接続し、電源スイッチを入れます。画面は最初、スプ
　ラッシュ画面（図5-1）が表示され、次に初期画面（図5-2）が表示されます。
②ここで「測定」ボタンを押すとすぐ測定が開始されますが、被測定者の年齢に応じた三段階評価や血管年齢
　は出力されません。
③「登録」ボタンを押すと、登録画面(図5-3)が表示されます。ここで被測定者の性別や年齢を入力してから測定
　すると、年齢に応じた三段階評価や血管年齢が出力されます。

BC チェッカー

この装置は末梢血液循環

(Blood Circulation)

の機能をチェックするものです。

Ｖ20.00

図 5-1

1) 測定結果へのコメントが必要であれば、

　登録キーにより年齢、性別を入力して

　下さい。

2）測定部 ( 中央の黒い部分 ) に

　  指先 ( 右手の人差指 ) を軽く置き、

　  測定器キーを押せば測定が行われます。

　　　　  　　　　

　　　　　　 

図 5-2
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年齢・性別を入力して下さい。

選択ボタンで、入力する数字、性別を

選択し、登録ボタンで入力出来ます。

年齢が指定出来たら登録ボタンで入力し、

性別に移って下さい。

　　　　  　　　　　    年齢　＿ ＿

　　　　　　 性別　＿ ＿

図 5-3

④登録画面(図5-3)では、 「登録」ボタンと「選択」ボタンを使い、被測定者の年齢と性別を登録します。「登録」
　ボタンは画面に表示された内容を確定し、「選択」ボタンは画面に表示される内容を変更します。
　年齢の10の位、1の位、性別の順に登録します。最初に10の位にカーソルが点滅し、「選択」ボタンを押す
　ごとに数字が上がるので該当する年齢になったところで「登録」ボタンを押します。10の位の数字が確定
　し、カーソルは1の位に点滅します。同様に1の位の数字を確定するとカーソルは性別に点滅します。
　「選択」ボタンを押すごとに「男性」、「女性」が切り替わるので該当する性別になったら「登録」ボタンを押
　します。登録がすべて終わると表示画面が切り替わります。
⑤本体のセンサ部に被測定者の指先（左右いずれかの人差し指）を当て、「測定」ボタンを押し、測定を開始
　します。人差し指が怪我をしている場合などは中指を当てます。
⑥測定中、被測定者はリラックスし、おしゃべりせず、体を動かさないようにします。測定が終了すると、画面
　に測定結果が表示されます。
⑦印刷するときは、①のとき、あらかじめプリンタをケーブルコネクタを仲介してBCチェッカーに接続して
　おきます。またプリンタはプリンタ用電源を接続するか電池を入れ、電源スイッチを入れておきます。
　測定が終了すると自動的に印刷が始まりますが、さらに印刷が必要な場合は「選択」ボタンを長押しする
　と印刷が開始します。
⑧外部センサで測定するときは、①のとき、あらかじめ外部センサ用挿入口に外部センサを接続しておき、
　④で指先をセンサ部でなく、外部センサに挿入します。その他の工程はすべてセンサ部の測定と同様です。
⑨測定終了後、「登録」ボタンを押すと登録画面に戻り、②以降の要領で別の被測定者を測定できます。
⑩測定終了後、「測定」ボタンを押すと再び測定が開始されます。同一の被測定者をもう一度測定するとき
　はこの方法で測定します。脈が乱れ過ぎ、「測定できません」というエラーメッセージが出力された場合、
　この方法で再測定すると便利です。
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ただいま、末梢血液循環の測定のための

調整を行っております。

測定部 ( 中央の黒い部分 ) に

指先 ( 右手の人差指 ) を軽く置き、

リラックスしてお待ち下さい。

調整はじめ　　　　　　　　　　　　　　　　　調整おわり

図5-4

ただいま、末梢血液循環の測定を

行っております。

測定はじめ　　　　　　　　　　　　　　　　　測定おわり

図5-5

5-2.測定画面について
　「測定」ボタンを押すと、当初、測定調整画面(図5-4）が表示されます。このとき入力情報をBCチェッカ
ー内のマイコンが計算しやすいよう、増幅するなど調整しています。
　しばらくすると、今度は測定画面（図5-5）に切り替わり、実質的な測定が始まります。これは測定調整よ
り、一般に短い時間で完了します。
　どちらの場合も画面下のインジケータがそれぞれの工程の進捗具合を表しています。すなわちインジ
ケータが黒く塗りつぶされれば工程が完了したことを意味します。
　被測定者はいずれの工程もリラックスし、おしゃべりをせず、体を動かさないでいる必要があります。
またセンサ部は指先を軽く触れるだけで、強く押さないようにします。
　測定調整画面や測定画面を何度もやり直す場合は、被測定者がおしゃべりしているなど、上記の注意
事項に反しているか、被測定者の脈波が何らかの理由で極端に乱れていることが考えられます。
　なかなか測定できない場合、被測定者が目をつぶると測定しやすくなることがあります。
　長時間測定できない場合、エラーメッセージが出力されます。
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5-3.測定結果について
　測定結果例を図5-6に示します。左側の波形が今回の測定での代表的な加速度脈波を示したもので
す。その右隣の「Ａ+」が代表波形です。白抜きの「20才」が血管年齢、「良好な機能」が年齢に応じた三段
階評価です。
　また上側に表示された「スコア：+127」は、加速度脈波係数と呼ばれる値で、より大きい値の方が末梢
血液循環は良好な状態と考えられます（通常－120~+120くらいの値を取ります）。
　1回の測定で5回分測定し、総合評価をします。代表波形は5回測定中、最も多く観測された波形です。
下側に「脈波・波形偏差：4/5（測定良好）」とありますが、これは5回測定中、4回が「Ａ+」という意味です。
またスコア、すなわち加速度脈波係数は5回分の平均値です。

5-4.測定結果の見方
　本製品が測定する加速度脈波は末梢血液循環の状態を評価するものです。加速度脈波の波形は、本
製品では良好な順にA+～G-までの22波形に分類されます。
　被測定者の年齢によって、標準となる加速度脈波の波形が変わります。図5-7を参照して下さい。たと
えばC波形は25歳ですと要注意ですが、40歳では標準、72歳では良好になります。標準よりも左側の波
形になれば良好、右側の波形になれば要注意です。
　加速度脈波は食生活や運動習慣など日頃の生活習慣の影響を受けます。

  
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70以上

  A+   A   A-   B+   B+X      B   BX    C+       C       B-     B-X   C-   E+     E     D+  D  D-   E-  F/F-  G/G-

：良好 ：標準 ：要注意

図 5-7

図 5-6

　　　　　　　　　 ミャクハク：61

35 サイ　オトコ　　スコア：+127

A+

脈波・波形偏差：4/5（測定良好）

あなたの末梢血液循環機能はＡパターンに分類され、

血管年齢は 20 才です。

あなたの年代では良好な機能と言えます。
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5-5. インデックスモードについて
　さて、BCチェッカーでは通常測定 ( ガイダンスモード ) の他にインデックスモードで測定する方法が

あります。

　BCチェッカーは 1回の測定で 5回分の波形を測定し、その結果を総合評価しますが、インデックスモー

ドでは、5回分の測定結果を詳細に表示します。

　測定する度に大きく結果が変る場合、被測定者の脈波があまり安定していないことが考えられますが、

インデックモードにすれば脈波の乱れが容易に観測できます。以下、インデックスモードの測定方法に

ついて解説します。

①電源を入れる前に「登録」ボタンを押し続けたまま電源を入れます。または電源を一度切り、「登録」

　ボタンを押し続けたまま再び電源を入れても同じです。

②設定画面（図 5-8）が表示されます。「選択」ボタンを押すごとにカーソルが左側の列を一つずつ移動

　しますが、「表示モード」にカーソルが来たとき、「登録」ボタンを押します。

③カーソルは「選択」ボタンを押すごとに、カーソルが「ガイダンス」と「インデックス」の間を移動

　しますが、「インデックス」にカーソルが来たとき「登録」ボタンを押します。

④再び②のように「選択」ボタンを押すごとにカーソルが左側の列を移動しますが、今度は「設定終了」

　にカーソルが来たとき「登録」ボタンを押します。

⑤図 5-3 の登録画面が表示されます。後は通常測定と同様の手順で測定します。

⑥測定が終了すると図 5-6 と同様の画面が出力されます。「選択」ボタンを長押しすると通常測定と同様、

　印刷が開始されますが、「選択」ボタンを軽く押すと、インデックス画面 ( 図 5-9）が表示されます。

　インデックス画面を印刷するときは、画面にインデックス画面を表示させてから「選択」ボタンを長

　押しします。

図 5-8

設定する項目を選択して下さい。

「選択」ボタンで、設定する項目を選択し、

「登録」ボタンで決定します。

時間設定：　　90 ／ 01 ／ 01 ／　00：00

表示モード：　ガイダンス　インデックス

ゲイン値：　　非表示　表示

設定終了
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図 5-9

　　　　　　　　　 ミャクハク：98　σＴ：0.63 ←① 

　55 サイ　オトコ　スコア：       +26　σＸ：19.70 ←②

     1  :BX       2:B+X      3:BX      4:BX      5:B-

         +88       +90          +76       +78       -39   

          -38         -26           -50         -42       -38　　　　←③

          -20          -1            -28         -21        -37

5-6. インデックス画面について
　図 5-9 にインデックス画面の表示例を示します。

①σＴ：シグマＴと呼びます。脈拍の標準偏差です。98±0.63 の範囲に 68.3%入っていることを意味

　します。σＴが少ないほどばらつきが少ないことを意味します。

②σＸ：シグマＸと呼びます。スコア、つまり加速度脈波係数の標準偏差です。+26±19.70 の範囲に

　68.3%入っていることを意味　します。σXが少ないほどばらつきが少ないことを意味します。

③5回測定した細かい測定結果を表示したものです。1行目の 「1  :BX　2:B+X　3:BX　4:BX　5:B-」は

　それぞれ測定結果が 1回目 BX、2回目 B+X、3回目 BX、4回目 BX、5回目 B- という意味です。1　

　回目の 1が白抜き文字になっていますが、これは 1回目の BXという結果が代表波形であることを示

　しています。できるだけ5回とも同じ測定結果である方が、正しく測定できたということになります。

　また 2行目は 1回目から 5回目までの b/a×100、同様に 3行目は c/a×100、4行目 d/a×100 の値

　をそれぞれ表示しています。

　ところで b/a×100、c/a×100、d/a×100 についての詳細は後述の「6. 加速度脈波について」をお

　読みください。
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a

c

d

b

6.加速度脈波について

6-1.脈波計の原理
　本製品は加速度脈波を測定する装置です。
　光電脈波計ではまず被測定者の指先に赤外線を照射します。すると指先の血液中のヘモグロビンがそ
の一部を吸収した後、残った反射光を受光素子などが電気的信号として捉えます。ところで指先の末梢血管
血流は循環しているため、反射光量は時間とともに変化しており、グラフ化すると波形が得られます。この波
形が指尖容積脈波です。
　指尖容積脈波を時間軸で1回微分したものを速度脈波、2回微分したものを加速度脈波と呼びます。
　日本の医学界を中心に加速度脈波に関する研究実績は多数あり、年齢と加速度脈波の相関関係、病気と
加速脈波の相関関係など、様々な臨床データが測定されています。加速度脈波を測定することで血圧や体
脂肪のように生活習慣病予防の指標に使えないかというのが、これらの研究の趣旨の一つです。
　加速度脈波の評価方法は大きく分類して波形分類と加速度脈波係数に分かれます。波形分類は「5-4.測
定結果の見方」で説明したので、ここでは加速度脈波係数について説明します。

6-2.加速度脈波のa,b,c,dについて
　加速度脈波を拡大すると図6-1のようになります。変曲点に名前がついており、最初の山をa、次の谷をb、
次の山をc、次の谷をdと呼びます。グラフにしたとき、それぞれのY座標から、加速度脈波系数Yは以下のよ
うに算出されます。
 Y = ((－ｂ+ｃ+ｄ)／a)×100
　加速度脈波係数は加速度脈波を定量評価するための数値です。この値が高い方ほど末梢血管の血流状
態が良好ということになります。本製品では加速度脈波係数をスコアと呼んでいます。通常、加速度脈波係
数は+120～－120の範囲とされていますが、機械処理上の事情で本製品のスコアは+120以上の値をとる
こともあります。
　なお、本製品では内部的に以下のように計算しています。
　　Y＝((－ｂ／a)　+　c／a　+　d／a)×100

6-3.測定結果の数値の見方について
　本製品は1回の測定間に内部的には5回以上測定し、その平均を最終的な測定結果としています。つまり
1～5回分の加速度脈波係数を測定し、その平均を最終的なスコアとしているのです。波形分類の場合は5
回測定中、同一波形が3回以上観測されたら、それを最終的な波形と判定します。ただし、1～5回分の各波
形が一定以上のばらつきがある場合は測定自体を無効と判断し、もう一度測定を繰り返します。

図 6-1
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7.安全上および測定上の注意事項

7-1.禁忌・禁止
①電源投入時はセンサ部から常時赤外線が発光していますので、センサ部に眼を近づけないで下さい。
②電源投入時は怪我や炎症のある体の部位をセンサ部に接触させないで下さい。
③測定中、センサ部に当てた指先に強い痛みを感じたり、火傷したりしたときは、ただちに測定を中止し、必
　要に応じて医師の診断を受けて下さい。
④測定結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従って下さい。

7-2.測定上の注意
①脈拍の測定に使用しないで下さい。脈拍は100を超えていないかどうかを確認するために表示されます。
　100を超えている場合、加速度脈波の測定精度は低いと考えられ、再測定が必要になります。
②被測定者は椅子に座った姿勢で測定を行います(図7-1)。本体機器を椅子の側の机に置き、被測定者は机
　に肘をつけ、センサ部に指先を軽く触れて下さい（センサ部を強く押すと測定できないことがあります。）
③騒音のない静かな場所で測定して下さい。
④測定時はできるだけ体を動かさず、またおしゃべりはしないで下さい。

7-3.貯蔵・保管方法
　次のようなところに保管して下さい。
①水等の液体のかからない場所
②直射日光が当たらない場所
③高温(40℃以上)でない場所
④高湿(95％)でない場所

7-4.保守・点検に係る事項
①故障した場合は自分で修理、分解せず、弊社までご連絡下さい。
②許可なく改造しないで下さい。
③筐体内部にゴミが入らないよう注意して下さい。
④本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
⑤汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をよく絞ってから、汚れを拭き取った後、乾い
　た布でから拭きして下さい。
⑥本製品に水または化学薬品をかけると故障の原因になる場合があります。

図 7-1
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8.診療報酬について

　本製品は以下のように分類される医療機器です。

　製造販売届出番号　13B3X00116000003
　脈波計（70060000）　一般医療機器　特定保守管理医療機器　クラスⅠ
　
　また本製品を診断に使用した場合、以下の診療報酬の取得が推定されます。ただし、診療報酬は各支払
基金団体がレセプトを査定して決定するものであり、弊社が以下の点数を保証するものではありません。
　
　区分：　D214　脈波図検査（脈波図、心機図、ポリグラフ検査）
　点数：　1検査/60点　2検査/80点　3又は4検査/130点　5又は6検査/180点　7検査以上/220点

　運動や薬剤の負荷による検査を行った場合、負荷前後の検査を1回の検査として算定してください。
　なお、脈波図検査は、以下の2種類の波形を記録する必要があります。

　ア　心及び肝拍動図
　イ　動脈波
　ウ　静脈波
　エ　容積脈波
　オ　指尖脈波
　カ　心尖(窩)拍動図

　
　なお、本製品の電気安全性試験は以下のように実施しました。
　実施者　(財)日本電気協会電気用品試験所
　実施日　平成9年2月18日
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