動物用心血管
系研究

すべての解析を一か所で

LabChart 解析ソフトウェアであらゆるデータを一か所に
統合。ライフサイエンス分野のデータに特化した設計の
LabChart は、最大32チャネルのデータを表示することが
でき、解析をオプションのカスタマイズや自動化が可能です。

動物用血行動態測定での LabChart の機能
• Blood Pressure モジュール • Kent デバイスイネーブ
ラー
• PV Loop モジュール
• LabChart リモート
• ピーク解析
• LabChart オンライン
• サイクル演算
• 積分チャネル演算
• 解析マネージャ

研究を拡大

LabChart： PVLoop モジュール

PV Loop
左心室圧および左心室容量のベースラインデータと閉塞
データをリアルタイムで、または取得後に解析します。PV
Loop は、大型・小型動物用プリセット機能付きです。較正
から解析まで、効率化を徹底したワークフローで作業手順
を順次スムーズに進められます。

解析結果の質を高め、よりスピーディに目標を達成
ダイナミックかつ専門的なトレーニングコース、ならびに
専門家のチームがお届けする継続的なサポートで、スタッフ
も学生もいち早く成果を出すことができます。
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当社のシステムにより、血流、非観 血 式 血 圧、摘出
心臓、動脈圧、心室圧と心室容量、レーザードップラ
ー血流量、電気生理学などのデータを統合すること
により、いかなる研究分野においても、質の高い研究
結果を確実に手にすることができます。

血行動態測定

基礎的な生物学的研究であるか、疾患研究であるかを問
わず、分野に特化した解析ツールによって、信頼性の高い血行
動態データが得られ、多様で学際的な応用が可能になります。

ADInstruments 社のシステムの柔軟性によって、研究の
新たな境地を拓きます。当社の担当者が、お客様のニー
ズに合わせてシステムを提案いたします。

ヒト

ADInstruments
社は、基礎研究や
橋渡し研究向けの
正確で、高感度な
心血管系測定
ソリューション
として、幅広い
ラインナップを
取り揃えています。

柔軟なデータ収録

動物

当社のシステムは、先端のライフサイエンス研究に統合的なソリューションを提供しています。LabChart 解析
ソフトウェアと PowerLab データ取得ユニットを組み合わせることで、広範囲の信号を収集して同期し、解析できます。
当社はさらに、LabChart で直接データ送信できる LabChart Compatible デバイスも豊富に取り揃えております。

心血管系
テレメトリー
自律神経系
行動、睡眠、
神経科学
組織および血液循環
呼吸系

LabChart データ解析
ソフトウェアは、すべての
記録デバイスを連携して
動作させることで、複数
の生物学的信号を同時に
取得し、実験に合わせて
高度な計算やプロットを
応用することが可能と
なります。

In Vitro

電気生理学
摘出臓器

PowerLab、LabChart、および Lab Tutor は、ADInstruments 社の登録商標です。他のすべての商標の使用権は、それぞれの所有者に帰属します。
PowerLab システムとシグナルコンディショナーは、欧州EMC指令に準拠しています。ADInstruments 社のヒト用シグナルコンディショナーは、
患者に対する安全性基準IEC60601-1に従い認可を取得し、複数の国際的な規格に適合しています。ISO 9001：2008 品質マネジメントシステムの認証取得

スクリーンショット： LabChart におけるラット ECG 解析

GLP

PowerLab は高い精度、安定性、および信頼性を
誇るデータ取得のための装置です。最も厳格な
国際安全性基準を満たしながら、再現性のある
データを取得できます。

21CFR Part11
Compliance

Making the
improbable possible.

ADInstruments 社は、侵襲的血圧と心室圧容量の記録に用いる Millar Mikro-Tip® 血圧
カテーテルおよび関連ハードウェアをグローバルかつ独占的な正規代理店です。
これらの高感度・低侵襲性カテーテルとデータ取得用 PowerLab、ならびにデータ解析用
LabChart を併用することで、明確かつ高精度の結果を取得できます。
詳細は、adinstruments.com/partners/millarをご覧ください。

心室圧容量（PV）

侵襲的血圧測定

正常および疾患状態における心室
機能の変化は、心室圧容量（PV）
ループを用いて解析できます。この
ループは、リアルタイムで心周期
全体の左心室圧を左心室容量に
対してプロットすることで
生成されます。
主な研究対象：
• 収縮期および拡張期の機能不全
• 肺高血圧症
• 心肥大

大型動物
ラット

+ PV Loop モジュール

マウス

Millar ソリッドステート
Mikro-Tip カテーテルは
圧力測定・PV 測定に用いら
れる代表的な製品で、
動物を用いる心血管研究に
広く使われています。

•
•
•

血圧とは、血液が心臓によって心臓血管系にわたり供給されることで、血管壁にかかる圧力のことです。侵襲的血圧記録
によってデータ取得源で直接的に動脈圧と血管圧の信号を連続して測定することで、より高い精度と感度のデータがも
たらされ、これを心血管研究に役立てることができます。

基礎的、短期的、および長期的な心血管測定の心拍単位のモニタリングに最適な侵襲的血圧記録により、データの経時的
な変化の時間変動と動態を評価することも可能です。ADInstruments 社は、小型動物や大型動物の血圧の記録と解析
においても、研究上の必要条件に合わせたソリューションの創出に貢献することができます。

Mikro-Tip 血圧基本 システム

心不全
心血管リモデリングおよび血管閉塞
薬理学/毒物学研究

MPVS Ultra 基本システム

•
•
•
•

Mikro-Tip 血圧基本システムでは、小型動物から大型動物までの血
圧を測定することが可能です。血圧を直接測定するために動脈や心
臓にセンサーを直接的に留置することを可能にする Mikro-Tip の血
圧カテーテルを豊富に取り揃えております。

表現型解析
虚血/再灌流試験
心臓再同期療法
外科的介入

システム構成内容：
PowerLab 8/35 • LabChart Pro ソフトウェア • ブリッジアンプ • インタ
ーフェースケーブル

Millar Pressure Volume（MPVS）Ultra 基本 システムは、左心室圧（LVP）と容量
を高い精度で測定できるように構成されており、Mikro-tip、超小型オプション
など、50種類以上の Millar カテーテルを採用できます。ADInstruments 社製の
数々のアクセサリやトランスデューサから最適な製品を選び、システムを
カスタマイズできます。
システム構成内容：
PowerLab： 16/35 または 8/35 • LabChart および LabChart Pro 解析ソフトウェア
• PV Loop モジュール • MPVS Ultra 圧容積ユニットまたは MPVS Ultra シングル
セグメント圧容積 ユニット（MPVS ハードウェア、電源と USB ケーブル、Ultra control
ソフトウェア、トレーニング用 CD • MPVS ケーブルパック • 応用可能な
キャリブレーションキュベット
Millar Mikro-Tip カテーテル

血圧
カテーテル

非侵襲血流測定

電気生理学
カテーテル

大型動物用
PV カテーテル

小動物用
PV カテーテル

侵襲的血流計は、
マウスから大型動物にまで使用できるように設計されており、
魚など、特殊な動物モデルを用いる場合でも、血管内・血管周辺で高精度で精密
な流量測定を行えます。さまざまなセンサーを用いることで、これらの
デバイスは、生理食塩水や緩衝溶液など、他の非通気液体内の流量測定にも
使用することができます。

Transonic の最先端の超音波通過時間測定技術と LabChart および PowerLab
を組み合わせることで、確かな方法で絶対流量、相対的な流量変化、長期間の
流量を、高分解能、および低オフセットで記録することができます。

主な研究対象：
• 収縮期および拡張期の機能不全
• 肺高血圧症
• 心肥大
• 心不全
• 薬理学/毒物学研究
• トランスジェニック操作

•
•
•
•
•

虚血/再灌流試験
組織灌流試験
心臓再同期療法
外科的介入
心血管リモデリングおよび血
管閉塞

非侵襲
脈波血圧計

ラット用
PV カテーテル

マウス用
PV カテーテル

血流計： 組織と臓器の微小血管系の血球
灌流を測定するためのシングルチャネルレ
ーザードップラー流量計です。

標準ペンシル型血流プローブ 0.5 mm：
侵襲的挿入時の組織損傷を極力抑える
ために開発されました。
先曲ペンシル型血流プローブ 1 mm：

歯肉や鼻粘膜などの専門分野での測定に
適しています。

主な研究対象：
• 肺高血圧症
• 短期的または長期的な
心血管モニタリング
• 腫瘍研究
• 頭蓋内研究

Millar 圧力カテーテル：
Millar Mikro-Tip® 圧力カテーテルは、
極めて高精度の圧力測定を行う際に最適
なソリューションです。動脈圧、心室圧、
脊髄圧、腫瘍圧、または気道圧を測定する
研究作業に最適です。

非侵襲血圧測定

•
•

肥大、梗塞、心筋症、その他の疾患モデル
全身循環、心室研究

BP アンプ：
完全分離型血圧増幅器で、人体接続用
として承認を受けています。この ユニット
は、圧力（mmHg）測定用に予め
設定されています。ヒトおよび動物に付属
のディスポーザブル BP トランスデューサ
（ストップコック）を使用します。

大型動物
ラット

マウス

ディスポーザブル血圧トランスデューサ：
低コスト、軽量、使い捨て型の BP
トランスデューサは、あらゆるサイズの
動物の動脈圧と静脈圧の測定値を安定
的に、かつ高精度で読み取ることが
できるように設計されています。動作
範囲は-50〜+300 mmHgです。

非侵襲的な血圧記録を用いることで、高い水準のケアを行いながらラットやマウスの断続的血圧データを、長い測定
期間にわたり複雑な手間なく容易に取得することができます。LabChart と PowerLab を NIBP システム、専用の尾用
トランスデューサ/カフ、および齧歯類固定装置と組み合わせて、確かな方法で血圧を記録し、モニタリングします。
この設定を用いることで、尾の血流の周期的な閉塞に基づき断続的に血圧を測定できます。PowerLab と LabChart
で他の生理的信号を同時取得し、研究をサポートします。

マウス・ラット用
非観血式血圧 システム
主な研究対象：
• 創薬 • 動物の健康モニタリング
• 表現型解析 • 長期研究

PowerLab と LabChart を組み合わせ、
尾の直径3〜6 mmのマウス、
および尾の直径5〜10 mmのラットから NIBP 測定値を取得します。NIBP
コントローラ/脈波トランスデューサ/圧力カフを含んでいます。

非侵襲型
脈波血圧計

脈波血圧波形の非侵襲記録用に設計
されたこのポータブル棒状プローブ
は、先端に Millar Mikro-Tip
圧力センサーが搭載されています。
高周波数応答ですので、脈動波形が
高精度で再現されます。

