
使いやすさと高品質データを提供し、 
研究をスピーディに進めます 
高度なワイヤレス技術と直感的に操作できるソフトウェア設計が 
上手く組み合わさることで、データの品質と使いやすさの最適な 
バランスを保っています。Metabolic、ワイヤレス EMG、生理学 
モニタリング製品などのすべてのデータを統合し、リアルタイムでよ
り詳細な生体信号を簡単に表示・解析できます。

運動生理学
製品カタログ

肺機能検査に LabChart Spirometry 
エクステンションを活用

統合的なデータ収録
PowerLab システムを使用すれば複数の信号を一度に記録できます。 
ADInstruments の研究システムを選択することも可能ですし、研究の内容 
に合わせて他の製品を組み合わせて PowerLab で統合させることも可能 
です。また、任意の測定機器からアナログ出力（+/-10V）でデータを PowerLab  
データ収集装置に送って LabChart のイベントと同期させることで、柔軟性 
がさらに高まります。

PowerLab は、論文審査が行われている専門誌における引用数が20,000を超える、
独自開発の高機能なデジタルデータ収集機器です。 

主な信号
• 代謝（VO2、VCO2、RER など）
• 呼吸
• 血圧 
• ECG
• EMG
• SpO2

• 関節可動域測定
• 加速度（3軸）
• 体温
• GSR
• 心拍数

主な研究対象
無酸素性作業閾値  •  圧反射反応、歩行運動と四肢運動  •  人間工学 

運動試験  •  運動生理学  •  呼気分析  •  筋生理学 
パフォーマンス検査  •  肺機能解析



NIBP（非観血圧式血圧）

ヒト NIBP システム（ML282B1-X）

指の動脈圧を記録して継続的かつ非侵襲的に血圧の動向
をモニターするために必要なすべての機能が備わってい 
ます。これにより得られたデータは、後で心拍数、心拍間の
間隔、心臓の収縮・拡張、平均動脈圧を調べるのに利用 
できます。このデータはシームレスに直接 LabChart へ 
送信されます。 

弊社のヒト NIBP 製品と LabChart で、被験者
の血圧を持続的、断続的、心拍ごとに記録・ 
解析できます。

• ヒト用 NIBP コントローラ • NIBP リストユニット 
• 2 x フィンガーカフ • LabChart Pro
• ヒト用 NIBP 高さ補正ユニット
• ヒト NIBP デバイスイネイブラー

代謝研究
弊社の代謝測定システムを使用すれば、呼吸ガス
の濃度と流速を同時に測定しつつ代謝の主要な
パラメータを算出できます。

運動生理学システム（PL3508B80）

エクササイズ中の心肺機能と代謝機能をモニターするため
の機能を網羅した生理機能記録システムです。 

システムには以下のものが含まれています

• PowerLab 8/35
• LabChart Pro
• バイオアンプ
• ガスアナライザー 
• ガスミキシングチャンバー

• スパイロメータ
• サーミスタポッド
• メタボリック  
 アクセサリーキット

有線式生理機能 
モニタリング
ADInstruments が提供している有線タイプ
の各種製品を使用すれば正確な動きのデータ

（EMG のみならず、ストレスや刺激に対する反
応などの筋肉の機構や性質、パフォーマンス） 
を研究できます。

バイオアンプ（シングル、デュアル、8連）
他の生体信号と併せて ECG 及び EMG を測定する 
用途に最適化されており、ヒトへの接続が許可された
ADInstruments のアイソレートされた高性能な差動 
アンプです。

反射キット（PTK17）

腱反射、反射、神経刺激の実験に最適なキットです。 
PowerLab データ収集装置を通じて LabChart 解析 
ソフトウェアに接続できるように設計されています。 

Metabolicと併せてヒトNIBPを使用した例

キットには以下が含まれています 
テンドンハンマー、ゴニオメータ、導出用バー電極、 
ケーブル付きスティムレータロッド 。

システムには、以下のものが含まれています



システムには、以下のものが含まれています 
• Trigno ベースステーション
• USB ケーブルおよび電源
• LabChart Pro ソフトウェア
• Trigno Wireless デバイスイネーブラー
• 2 x Trigno センサーシール（4スロット、80pk）

ワイヤレス生理機能
モニタリング
ワイヤレスで生理機能を記録することで被験者が
自由に運動できるようになり、リアルな行動や動作
を観測できます。 
データの整合性の高さと使いやすさのバランスが見事に保
った弊社のワイヤレス生理機能記録製品を使用することで、
多岐にわたる信号をシームレスに直接 LabChart へ送信 
できるため、複数の信号をリアルタイムで同時に表示・解析
できます。 

Trigno ワイヤレス基本システム（RSB001DSY04）

Delsys 社の Trigno Digital ベースステーションをデバイスイネイブラーと組み合わせることで、ワンクリックでシームレスに 
EMG データを直接 LabChart へ送信することができます。その後、Trigno ワイヤレスセンサーシリーズの中からセンサー 

（別売り）を選択してシステムを完成させることができます。 

ワイヤレス EMG
ADInstruments ワイヤレス EMG 製品は、検出可能な範囲の運動（例：陸上競技）から「現場で即興的
に行う試験、自由に動作できる状態が望ましいあらゆる場面で活用できます。また、分離が難しい微細
な筋肉を評価する用途にもこのワイヤレス製品が最適です。

2012年に開催された世界記録樹立のRed Bull Stratosでのス
カイダイビングでライフモニターを装着するFelix Baumgartner

Trigno
Wireless
System
Device Enabler

センサーには以下のようなオプションがあります
• EMG と XYZ • ECG 
• Snap Lead EMG と XYZ • Mini EMG と XYZ 
• 4 Contact FSR

皮膚温パッチ
Bluetooth  

SpO2 センサー
GSR 

センサー センサー ベルト

Equivital スターターパックシステムの追加オプションの例

Bluetooth  
ドングル

センサーモジュール  
(SEM)

Equivital スターターパック（6パック）（RSB-EQ001）

被験者の ECG、心拍数、胸郭拡張による呼吸数、皮膚の
温度、XYZ 加速度測定データをワイヤレスで一度に直接
LabChart（別売り）に記録するのに必要なハードウェアを
すべて網羅したセットです。用意されている有線および 
ワイヤレスの各種オプション製品を追加すれば、さらに 
多くのパラメーターを記録したり、別の機能を追加したりで
きます。 

システムには、以下のものが含まれています 
• Equivital SEM および USB ケーブル
• 6 x Equivital センサーベルト（各サイズ）
• LabChart 用 Equivital デバイスイネーブラー
• Equivital Bluetooth ドングル



すべての解析を一か所で 
LabChart 解析ソフトウェアを使用すれば、あらゆるデータの
解析を一か所にまとめられます。 
ライフサイエンス分野のデータに特化している LabChart な
ら最大32チャンネルのデータを表示でき、便利かつ使いやす
い自動解析、カスタマイズ解析のオプションを利用できます。 

PowerLab、LabChart、Lab Tutor は ADInstruments 社の登録商標です。その他全ての商標の使用権は、各所有者に属します。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、患者への安全性基準IEC60601-1の認可を取得し、
国際基準を満たしています。ISO 9001：2008 品質マネジメントシステムの認証取得 GLP

21CFR Part11
Compliance

結果の質を高め、スピーディに目標を達成
ADInstruments はトレーニングやサポートを提供してい
ます。時間・労力・出費を抑えて効率化をはかれます。 
専門的なトレーニングコースや専門チームからのサポート
を受けることで、スタッフや学生は迅速に習得できます。 

Metabolic モジュール
ガスミキシングチャンバーのCO2およびO2濃度を記録し、
自動的にVE、VO2、VCO2および RER を計算し、リアルタイ
ムで代謝の計算結果を表やグラフで表示できます。

領域を広げる
お客様の研究領域を広げられる柔軟性を持っ
ているのが ADInstruments のシステムです。 
弊社の担当者にお問い合わせいただき、お客様
のニーズを満たせる構成をご相談ください。

心血管系
エクササイズとスポーツ
呼吸
自律神経系
睡眠

人間

心血管系
テレメトリー
自律神経系

動物

電気生理学

In Vitro

言語病理学
精神生理学
神経生理学
細胞と血液循環

行動、睡眠、および 
神経科学
細胞と血液循環

摘出臓器

運動研究に使用する LabChart の 
その他の機能
• Event Manager
• RMS 機能
• パワースペクラム密度
• ECG 解析
• Spirometry エクステンション

• Metabolic モジュール
• サイクル演算
• Video Capture モジュール
• LabChart Remote App
• HRV モジュール

日本   電話：  052 932 6462

adinstruments.com

デモまたは詳しい情報については、sales.jp@adinstruments.com までお問い合わせください。

オーストラリア  l ブラジル  l 欧州  l インド  l 日本  l 中国  l 中東  l ニュージーランド  l 北米  l パキスタン  l 南米  l 東南アジ ア  l 英国
ADInstruments


