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BoviLab 血液分析装置 

BA-100A 

取扱説明書 

 
  

 本書をお読みのうえ、正しくご使用ください。 

 本書は、いつでも確認できるように大切に保管してください。 

 最新の取扱説明書は、以下のページで確認できます。 

サポートページ：https://ib-holdings.com/bovilab-support/ 

一般医療機器 臨床化学分析装置 

動物用医療機器届出番号：4 動薬第 568 号 

https://ib-holdings.com/bovilab-support/
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はじめに 

ご使用になる前に 

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。 

この取扱説明書は、本製品を安全にお使いいただくために、基本的な操作方法と注意事項について記載しています。

製品のご使用前に、必ず本書をお読みいただき、いつでも確認できるように大切に保管してください。 

最新の取扱説明書は、以下のページで確認できます。 

サポートページ：https://ib-holdings.com/bovilab-support/ 

 

ご使用前に、以下のページでユーザー登録をしてください。ユーザー登録後、製品の保証について確認できます。 

ユーザー登録：https://bovilab.ib-holdings.com/register-device 

 

本書のイラストや画面は例であり、実際の表示とは異なる場合があります。 

デザインや製品仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

製品の特徴／使用の目的 

本装置は、タッチパネルによる簡単な操作で検体測定ができます。 

軽量小型設計で持ち運びができます。 

 

本装置は、獣医療関係者による動物の血液成分の測定を目的として設計されています。 

本装置を使用する場合は、関連する取扱説明書を読み、内容の理解と確認をしてください。 

 

なお、メンテナンスやトラブルの対処には、製品についての基本的な技術知識が必要な場合があります。 

メンテナンスやトラブルの対処は、取扱説明書で説明している範囲内で行ってください。 

お困りの際には、販売店にお問い合わせください。お問い合わせ先は、裏表紙をごらんください。 

  

https://bovilab.ib-holdings.com/register-device


2 

 

同梱物について 

本装置を箱から慎重に取り出し、輸送中に発生した可能性のある損傷がないか確認してください。 

箱の中身が以下に記載されている内容と一致していることを確認してください。 

同梱物に不足や破損がある場合は、販売店にお問い合わせください。お問い合わせ先は、裏表紙をごらんください。 

 

◼ BoviLab 血液分析装置（本体） ×1 

◼ AC アダプタ ×1 

◼ プランジャー（予備） ×1 

◼ 専用ケース ×1 

◼ 簡易取扱説明書 ×1 

別売品について 

以下は別売品です。測定に必要なものを確認し、準備してください。 

◼ 試薬スライド 

◼ プランジャー * 

◼ 拡散板 * 

◼ 拡散板ホルダー * 

*：同梱物として本装置に装備しておりますが、破損時の交換や予備として追加で購入できます。 
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安全上のご注意 

はじめに 

本章は、本装置を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載しています。 

本装置を使用する前に、以下の注意事項を読み、理解してください。 

 

本装置の使用目的 

本装置は、動物の血液を分析することを意図しています。 

本装置での分析は、専用の試薬スライドを使用して実施します。その他のスライドは使用できません。 

試薬スライドは別売品です。 購入のお問い合わせ先については、裏表紙をごらんください。 

使用対象者 

本装置は、獣医および獣医の指導を受けた作業者が使用することができます。 

使用上の制限事項 

本装置は、動物用の測定装置です。人の測定・各種診断・治療用としては使用できません。 

本装置は、屋内で使用してください。雨天時や直射日光下などでの使用はしないでください。 

下記の使用環境および保管環境の条件を守って使用してください。 

  

使用環境 温度：－10℃ ～ 40℃（5℃ ～ 32℃：測定精度が保証される温度範囲） 

湿度：20％RH ～ 80%RH（結露なきこと） 

高度：2000 m 以下 

保存環境 温度：－20℃ ～ 40℃ 

湿度： 5％RH ～ 90%RH（結露なきこと） 



4 

 

安全に関わる絵表示 

回避しないと、生じる危害の程度を以下の絵表示で示しています。 

 

回避しないと、死亡または重傷を負うおそれがある内容です。 

 

回避しないと、軽傷または中程度のけがを負うおそれがある内容です。 

安全に関わる図記号 

 

検体による感染のおそれがあることを示します。感染を回避するため、必ず使い捨ての手袋を

着用してください。 

 

警告・注意 

装置・測定について 

 

絵表示 説明 

図記号 説明 

 

測定を実施するときは、必ず使い捨ての手袋を着用する。 

検体による感染のおそれがあります。 

本装置の分解・改造・修理を行わない。 

感電・発煙・発火の原因になります。 

濡れた手で AC アダプタを触らない。 

感電の原因になります。 

同梱されている AC アダプタ以外は使用しない。 

本装置の発煙・発火の原因になります。 

本装置の USB ポートで充電しない。 

故障・発煙・発火の原因になります。 
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指定された使用環境以外では使用しない。 

誤動作による誤測定の原因になります。 

製品に異常（変形や腐食）がある場合は使用しない。 

誤動作による誤測定の原因になります。 

直接水がかかる場所や、水気のある場所で使用しない。 

故障・誤動作の原因になります。 

製品が破損した場合は使用しない。 

手を切り、ケガをする原因になります。 

プランジャーの動作中に、本装置のドアを開けて手を入れない。 

指をはさみ、ケガをする原因になります。 

本装置のドアを開けて、LED の光を直視しない。 

視力へ影響を生じる原因になります。 

測定前、測定後は定期清掃を行う。 

誤測定の原因になります。 

本装置を清掃するときは、ベンゼンやアセトンなどの腐食性の高い薬剤は使用しない。 

故障の原因になります。 

 

  

以下の場合は、本装置の電源を OFF にし、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜く。 

 本装置が異常に発熱している 

 本装置が正常に動作しない 

発煙・発火の原因になります。 

ほこりが多い場所では使用しない。 

発煙・発火の原因となります。 

使用するときは、水平な場所に設置する。 

落下の衝撃により、装置の故障・発煙・発火の原因になります。 

持ち運ぶときは、必ず専用のケースに梱包する。 

落下の衝撃により、装置の故障・発煙・発火の原因になります。 
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検体・試薬スライドについて 

 

※より詳細な試薬スライドの仕様や取扱いについては、以下の URL をごらんください。 

https://ib-holdings.com/bovilab-support/ 

  

 

検体を取り扱うときは、汚染や感染を防ぐため、必ず使い捨ての手袋を着用すること。 

口によるピペッティングは行わないこと。 

検体に接触した部品等は、検体と同様に感染の危険性のあるものとして注意して取扱うこと。 

汚染や感染を防ぐため、試薬スライドの検体滴下部および反応部は直接手でふれないこと。 

必ず使い捨ての手袋を着用すること。 

試薬スライドを廃棄する場合は、感染の危険性等を考慮し、地域の規則に従うこと。 

各施設の責任のもと、焼却、溶融、滅菌、消毒等の処理をすること。 

https://ib-holdings.com/bovilab-support/
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製品の警告ラベル・図記号について 

本装置には、注意が必要な事項について警告ラベルや図記号が表示されています。意味は以下の通りです。 

 

 

この警告ラベルは、検体による感染のおそれがあることを示します。 

感染を回避するため、測定時は必ず使い捨ての手袋を着用してください。 

 

この図記号は、本装置の操作において、注意が必要であることを示しています。 

操作の前に、必ず取扱説明書を読んでください。 

 

 

 

警告ラベルははがさないでください。 

警告ラベルがはがれていると、注意を必要とする部分の確認ができず、思わぬ事故やけがをするおそれがあります。 

ラベルの剥がれや汚れで警告ラベルの内容が見えにくい場合は、販売店にお問い合わせください。お問い合わせ先につ

いては、裏表紙をごらんください。 
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各部のなまえと機能 

本体 

前面 

 

 

前面（ドアが開いた状態） 

 

 

番号 名称 説明 

1 タッチパネル LCD 操作画面および測定結果が表示されます。 

システムの起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。詳しくは、タッチパネル

LCD 画面（基本）をごらんください。 

2 ドア 試薬スライドを挿入するときに開閉します。 

3 ハンドル 本装置を持ち運ぶ場合に使用します。 
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背面／側面 

 

  

4 プランジャーアーム プランジャーを上下に動かします。 

5 プランジャー 試薬スライドの検体を加圧することで反応部に移送します。 

6 スライド挿入口 測定時、使用する試薬スライドを挿入します。 

※試薬スライドは別売品です。 

7 拡散板 検体を測定するために、光を試薬スライドに当てます。 

8 拡散板ホルダー 拡散板を固定します。 

9 QR カメラ 試薬スライドの裏にある QR 情報を読取ります。 

番号 名称 説明 

10 

 

USB ポート 

（2.0 Type A ×3） 

USB 接続を行う機器などを接続するときに使用します。 

11 主電源スイッチ 本装置の電源を ON / OFF します。 

12 DC ジャック ACアダプタを接続して本装置に電源を供給します。 

13 換気口 本装置の排気を排出します。 

14 起動ボタン 本装置のシステムを ON / OFF します。 
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タッチパネル LCD 画面（基本） 

ホーム画面 

システム起動後、ホーム画面が表示されます。 

 

重要 

◼ タッチパネル LCD 画面は、指で操作してください。先の尖ったものや硬いものものをあてると画面が破損する場合が

あります。 

 

 

 

  

名称 説明 

[Log In] 事前に登録した User ID または Farm ID を設定します。 

ID の登録方法については、ID の管理をごらんください。 

[Result] 測定結果を一覧で表示します。 

詳しくは、測定結果の確認と保存をごらんください。 

[Analysis] 測定します。 

詳しくは、測定の手順（基本）をごらんください。 

[Setting] 本装置の各種設定をします。 

詳しくは、各種設定をごらんください。 
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操作ボタン 

タッチパネル LCD 画面の基本的な操作ボタンについて説明します。 

ボタンアイコン ボタン名 説明 

 戻る 1 つ前の画面、または該当の画面に移動します。 

 キャンセル 設定を確定せずに 1 つ前の画面、または該当の画面に移動します。 

 OK 設定を確定し、1 つ前の画面、または該当の画面に移動します。 

 

上下ページ △押すと上のページに移動します。 

▽押すと下のページに移動します。 

 
左右ページ ◁押すと左のページに移動します。 

▷押すと右のページに移動します。 

／  
チェックボックス 

（未選択／選択） 

チェックボックスを押すと点灯状態になり、項目が選択されます。 
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基本の準備と設定 

本装置を設置するときの条件 

正確な測定を行うために、本装置や消耗品の使用環境を守ってください。 

下記の条件外では、測定や本装置に不具合が発生する場合があります。 

■設置時 

 本装置は、常に換気の良い、清潔で乾燥した場所に設置してください。 

 本装置は、振動や衝撃のない平らな面に設置してください。 

 本装置は、熱を放出する製品（ヒーターなど）から遠ざけて設置してください。 

 測定の精度が保証される使用環境は、5℃ ～ 32℃、湿度：20%RH ～ 80%RH です。 

 本装置の上に物を置かないでください。 

 本装置背面に物を置いて換気口をふさがないようにしてください。 

 本装置の背面から 5 cm 以上のスペースを確保し、本装置内部の温度の上昇を抑えてください。 

■移動時 

 本装置を移動する場合は、必ずハンドルと本装置を持ち、落下や衝撃を避けてください。 

 起動ボタンを押して OFF にし、タッチパネル LCD 画面が消えたあと主電源スイッチを OFF にします。 

AC アダプタを本装置から外して移動してください。 

■使用前 

 ほこりやその他の不純物がないことを定期的にチェックしてください。メンテナンスについて詳しくは、お手入れと保管をご

らんください。 

AC アダプタの接続 

AC アダプタは、必ず付属のものを使用し、適切な電圧で使用してください。 

1 AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。 

2 本装置の DC ジャックに AC アダプタのプラグを接続します。 

→ プラグは、奥までまっすぐに差込んでください。 
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測定の手順（基本） 

基本的な測定の手順は以下の通りです。 

操作について詳しくは、各ステップをごらんください。 
 

 

 

測定するときは、必ず使い捨ての手袋を着用してください。 

検体による感染のおそれがあります。 

 

   STEP1 起動する 

         （ ログイン  する／しない ） 

   STEP2 Cow ID を入力する 

 

   STEP3 スライドを準備する 

 

   STEP4 測定を開始する 

 

   STEP5 測定が完了する 
 

STEP1 起動する 

1 本装置背面の主電源スイッチ（a）を ON にしたあと、本装置側面の起動ボタン（ｂ）を押します。 

 
2 タッチパネル LCD に初期画面が表示され、約 1 分後起動画面に切替わります。 
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3 システムの起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。 

 

 

 

STEP2 Cow ID を入力する 

1 ホーム画面の[Analysis]を押します。 

→ 本装置内の温度に問題がある場合は、エラーメッセージが表示されます。 

メッセージにしたがって操作してください。 

 

参考 

◼ [Log In]を押すと、ID を設定して測定することもできます。ID を設定することで測定後のデータ管理や検索がし

やすくなります。詳しくは、ログインして測定するをごらんください。 
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2 Cow ID 入力欄で Cow ID を入力します。 

→ Cow ID を入力せずに測定する場合は、Cow ID 入力欄は空欄のまま STEP3 に進んでください。 

→ Cow ID は、半⾓16⽂字まで入力できます。 

→ 入力画面は、テンキーと英記号で切替えができます。 

 

*：メッセージが表示されます。画面の表示にしたがって操作してください。 

STEP3 スライドを準備する 

 

 

測定するときは、必ず使い捨ての手袋を着用してください。 

検体による感染のおそれがあります。 

 

重要 

◼ 正確な測定結果を得るために、試薬スライドは正しく取扱ってください。 

 

1 測定に使用する試薬スライドを準備します。 

→ 試薬スライドの準備について詳しくは、試薬スライドの準備をごらんください。 
 

2 本装置のドアを開けて、検体を滴下した試薬スライドをスライド挿入口にセットします。 

試薬スライド挿入後は、必ずドアを閉じてください。ドアを閉じると、試薬スライドの QR 情報の読取りを開始し

ます。 
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3 試薬スライド裏の QR 情報の読取りが完了すると、[Start]が灰色から緑色に切替わります。 

→ [Start]が灰色から緑色に切替わらない場合は、以下の原因が考えられます。 

対処方法について詳しくは、エラーメッセージ一覧の「[Analysis]画面」をごらんください。 

 測定済みの試薬スライドが挿入されている 

 試薬スライドの位置が正しくない 

 試薬スライドの QR 情報が読取れない 

 

*：メッセージが表示されます。画面の表示にしたがって操作してください。 
 

STEP4 測定を開始する 

1 [Start]を押して、測定を開始します。 

→ 測定中に不具合が発生すると、エラーメッセージが表示されます。詳しくは、エラーメッセージ一覧をごらんくだ

さい。 

→ 測定中に過去の測定結果を確認する場合は、[Result]を押します。 

→ 測定中に Cow ID を変更する場合は、[Cow ID]を押します。 
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STEP5 測定が完了する 

1 検体の測定が完了すると、[Result]画面が表示されます。 

→ [Result]列の表記の意味は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

◼ r-GT、 ug、 umol、 uEq は、それぞれ γ-GT、μg、μmol、μEq を表します。 

 

 

*： ／ を押して、表示する画面を切替えます。測定結果の内容によって、表示が異なります。 

 

 

 

 

 

 

  

表示 説明 

＜ 測定の上限値より高値です。 

（） 参考値です。測定の下限値より低値です。 

＊ 参考値です。検体内に気泡またはゴミを検知しました。 

Err 検体が導入できていません。 

N/A 測定値を算出できませんでした。 

1 ページ目：  測定結果が 7 項目以上ある場合 

1 ページ目：  2 ページ目に測定異常に関する表示がある場合 

2 ページ目： 1 ページ目に戻る 



21 

 

2 測定結果に注意事項がある場合は、[Result]画面 2 ページ目の notes 欄に以下のように表示されます。 
 

◼ 溶血 

Hb 濃度の測定値によって、以下のように表示されます。 

 

 

 

 

 

 

◼ 推奨外の温度での測定 

推奨外の温度で測定された場合、以下のように表示されます。 

※測定精度が保証される推奨環境：5℃ ～ 32℃ 

 

 

 

 

◼ 測定中にドアが開かれた 

 

 

 

 

3 続けて測定を行う場合は[Next]、測定を終了する場合は[Finish]を押します。 

→ 測定後は、必ず試薬スライドを取除いてください。 

→ 測定済みの試薬スライドは再利用できません。 

→ 使用済みの試薬スライドは、正しく廃棄してください。試薬スライドを廃棄する場合は、感染の危険性等を

考慮し、地域の規則に従って各施設の責任のもと焼却、溶融、滅菌、消毒等の処理をしてください。 

  

Hb 濃度(mg/dL) notes 

0 - 100 表示なし 

100 - 300 Hemolysis AN1 

300 - 500 Hemolysis AN2 

500 < Hemolysis AN3 

温度 notes 

－10℃ ～ 5℃ Temperature lower 

32℃ ～ 40℃ Temperature higher 

notes 

Door opened 
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STEP6 ホーム画面から測定結果を確認する 

1 ホーム画面の[Result]を押します。 

 

 

2 測定結果が一覧で表示されます。詳しくは、測定結果の確認と保存をごらんください。 

 

  



23 

 

ログインして測定する 

ID を設定して測定する手順を説明します。 

User ID や Farm ID を設定することで、測定後のデータ管理や検索がしやすくなります。 

参考 

◼ この操作は、事前に ID の登録が必要です。ID の登録方法について詳しくは、ID の管理をごらんください。 

 

User ID を設定する 

登録済みの User ID を設定して測定します。 

 

1 ホーム画面の[Log In]を押します。 
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2 [User ID]欄を押します。 

登録済みの User ID が一覧で表示されるので、使用する User ID を選択します。 

→ User ID の登録について詳しくは、User ID を管理するをごらんください。 

 

 

3 選択した User ID が⻘くマークされたら、再度 User ID を押して決定します。 

→ [admin]：管理者としてログインします。 

→ 「 」のマークを押すと、使用する ID を入力して検索できます。 

大⽂字と小⽂字を区別して検索するため、ID は正しく入力してください。 
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4 [admin]または選択した User ID にパスワードが設定されている場合は、[Enter Password]画面にパス

ワードを入力し、[OK]を押します。 

→ 誤ったパスワードを入力すると、エラーメッセージが表示されます。 

→ パスワードを設定して測定すると、測定データの閲覧者を制限することができます。 

 

Farm ID を設定する 

Farm ID を設定して測定します。Farm ID の設定方法は以下の 2 通りです。 

◼ 任意の Farm ID を入力する 

◼ 登録済みの Farm ID を選択する 
 

1 [Farm ID]欄の[1]または[2]を押します。 

[1]：任意の Farm ID を入力します。半⾓で 16 ⽂字まで入力できます。手順 3 に進みます。 

[2]：登録済みの Farm ID が一覧で表示されるので、使用する Farm ID を選択します。手順 2 に進みます。 

→ Farm ID の登録方法について詳しくは、Farm ID を管理するをごらんください。 
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2 選択した Farm ID が⻘くマークされたら、再度 Farm ID を押して決定します。 

→ 「 」のマークを押すと、使用する ID を入力して検索できます。 

大⽂字と小⽂字を区別して検索するため、ID は正しく入力してください。 

 

 

3 [OK]を押して、ログインします。 
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ログアウトする 

1 ホーム画面の[Log Out]を押します。 

→ 画面右上のボタンが[Log Out]から[Log In]に切替わると、ログアウトは完了しています。 
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試薬スライドの準備 

測定に使用する試薬スライドを準備します。 
 

 

 

測定するときは、必ず使い捨ての手袋を着用してください。 

検体による感染のおそれがあります。 

 

重要 

◼ 正しい測定結果を得るために、試薬スライドの取扱いは正しく行ってください。試薬スライドについて詳しくは、以下

の URL をごらんください。 

https://ib-holdings.com/bovilab-support/ 

参考 

◼ 試薬スライドは別売品です。購入のお問い合わせ先については、裏表紙をごらんください。 

 

 

 

  

 
a）反応部：試薬と検体を反応させる部分 

b）ガイドライン：検体量の目安になるライン 

c）ガラスろ紙 

d）QR コードのラベル 

https://ib-holdings.com/bovilab-support/
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1 試薬スライドの入ったアルミ袋を室温に戻します。 

→ アルミ袋に破損がある場合は、使用しないでください。 

→ アルミ袋は、必ず室温に戻してから開封してください。冷えたままアルミ袋から試薬スライドを取出すと、結露

が発生し、正しい測定結果が得られない場合があります。 

 

 

2 アルミ袋から試薬スライドを取出します。 

→ アルミ袋から取出した試薬スライドは、紫外線等によって劣化します。速やかに測定に使用してください。 

→ 一度アルミ袋から取り出した試薬スライドは、保管して利用することはできません。 

→ 測定ごとに新しい試薬スライドを使用してください。一度検体を滴下したものは再利用できません。 

→ 試薬スライドの検体滴下部分を直接手で触れたり、汚損しないようにしてください。 

→ 試薬スライドの裏にある QR コードのラベルを汚損しないようにしてください。 
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3 試薬スライドに検体を滴下します。検体を滴下して 5 秒ほど待ち、検体が適量かどうかを確認してください。 

→ 検体の適量は 120 µL ～ 150 µL です。ガイドライン内に滴下してください。 

→ 血清や血漿検体も使用できます。冷蔵または冷凍保存されていた検体を使用する場合は、室温に戻した

あと必ず転倒混和してください。 

 

 

   

 

  

適量（OK） 検体不足（NG） 検体過剰（NG） 
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4 本装置のドアを開けて、試薬スライドをスライド挿入口に挿入します。 

試薬スライド挿入後は、必ずドアを閉じてください。 

 

 

5 測定後、本装置から試薬スライドを取除きます。 

→ 試薬スライドを廃棄する場合は、感染の危険性等を考慮し、地域の規則に従って各施設の責任のもと焼

却、溶融、滅菌、消毒等の処理をしてください。 
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操作方法（応用） 

応用的な操作について 

応用操作については以下の表を参照し、使用したい機能に対応する機器や設定を確認してください。 

 

その他 

項目 必要な各種オプション 必要な設定 インターネット環境 

User ID や Farm 

ID を管理したい

（各 ID の追加や削

除など） 

不要 ・[User]設定 

・[Farm]設定 

不要 

参考 

測定結果のデータの管理は、BoviMemo（ボビメモ。以下、BoviMemo）で行うことをおすすめします。

BoviMemo について詳しくは、裏表紙をごらんください。 

 USB メモリーには csv ファイルが保存されます。 

参考 

Bluetooth 機器とのペアリングについて 

 本機は Bluetooth4.0 対応のプリンタとペアリングができます。 

 Bluetooth 対応のプリンタはモバイルプリンタを想定しています。 

 対応プリンタとペアリングについて詳しくは、プリンタの取扱説明書をごらんください。  

項目 必要な各種オプション 必要な設定など インターネット環境 

測定結果を印刷する ・USB 対応プリンタ 

（USB typeA との接続対応） 

－ 不要 

・USB Bluetooth アダプタ 

（4.0 対応） 

・Bluetooth 対応プリンタ 

（4.0 対応） 

・Bluetooth 対応プリンタとの

ペアリング 

不要 

測定結果を

BoviMemo に送

信する 

・USB ワイヤレスアダプタ ・[Network]設定 必要 

・USB イーサネットアダプタ 

・LAN ケーブル（CAT.5 以上） 

・[Network]設定 必要 

測定結果を USB メ

モリーに保存する 

・USB メモリー（パスワードロック

機能付きの USB メモリーは使用

できません） 

・USB 2.0 以上 

－ 不要 
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測定結果の確認と保存 

測定結果について以下の内容ができます。 

 印刷 

 USB メモリーにデータを保存する 

 BoviMemo にデータを送信する 

測定結果の確認と保存は BoviMemo ですることをおすすめします。 

画面と説明 

 

*右は測定結果の詳細画面 

 

項目 説明 関連項目 

[Home] [Home]画面に戻ります。 － 

[Delete] 測定結果を削除します。 測定結果を削除する場合 

[Search] 測定結果は条件を指定して検索できます。 測定結果を検索する場合 

[Display Item] 画面に表示されるヘッダー項目をお好みに合わせて設

定できます。 

測定結果の画面を編集する場

合 

[Send Data] 測定結果を BoviMemo に送信することができます。 測定結果を保存する 

[Modify] 測定結果の内容を編集することができます。 測定結果を編集する場合 

[Print] 測定結果を印刷することができます。 測定結果を印刷する 
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外部機器を接続する 

① の本機背面の USB 端子には、以下の機器が接続できます。使用用途に合わせて機器を接続します。 

 

 

参考 

 上記は既存のインターネット環境に本機を接続できることを想定しています。 

 この取扱説明書で図示していない機器が接続されている場合は、正常に通信できないことがあります。 

 モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。 

 ルーターなどが正しく設定されていない回線に接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。 

 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な

場合があります。 

 本機はダイヤルアップ通信や ISDN 回線などでインターネットを利用することはできません。 

 モバイル機器などとテザリング接続もできます。テザリングの方法についてはモバイル機器の取扱説明書をごらんくださ

い。 

  

番号 名称 番号 名称 

① ⑧ 本機背面の USB 端子（2.0 対応） ⑦ ルーターの WAN 端子 

② USB イーサネットアダプタ ⑧ ルーターの LAN 端子 

③ USB ワイヤレスアダプタ ⑨ インターネットモデム 

④ USB Bluetooth アダプタ（4.0 対応） ⑩ 以下に該当するプリンタ 

 USB ケーブル接続対応（USB typeA） 

 Bluetooth 接続対応（4.0 対応） 

⑤ LAN ケーブル（CAT3・カテゴリ 5 以上） ⑪ 各対応パソコン（有線 LAN 対応/無線 LAN

（Wi-Fi）対応/ Bluetooth 対応） 

⑥ ルーター ⑫ USB メモリー 
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測定結果を印刷する 

測定結果を印刷することができます。 

参考 

プリンタにあらかじめ用紙がセットされているか確認してください。 

 

参照 

 必要な機器について詳しくは、応用的な操作についてをごらんください。 

 必要な機器との接続について詳しくは、外部機器を接続するをごらんください。 

Bluetooth 対応プリンタと接続した場合 

1 印刷したい測定結果を選択します。 

選択した測定結果の詳細画面が表示されます。 

 

  



36 

 

2 [Print]を押します。 

デバイスを選択する画面が表示されます。 

→ [Bluetooth]を選択します。 

 

 

3 Bluetooth 対応プリンタとの接続状態が表示されます。 

*1：Bluetooth のペアリング済みプリンタの名称などの情報が表示されます。 

*2：関連するメッセージが表示されます。 

メッセージの表示例：Setting Printer ボタンを押して、Bluetooth プリンタデバイスを正しく設定してください。 

→ [Setting Printer]：印刷可能なプリンターの一覧を表示します。 

 

 

4 [Print]を押します。 

ペアリング済みのプリンタに測定結果が送信され、印刷されます。 
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Bluetooth 対応プリンタとの接続設定を変更する場合 

1 手順 3 で[Setting Printer]を押します。 

 

 

2 [Device lists]に表示されているプリンタを選択します。 

→ [Search again]を押すと、プリンタを再検索します。 

 

3 [ ]を押して[Printer]に追加します。 

 

4 プリンタを選択して[OK]を押します。 

プリンタが選択されます。 

→ プリンタを選択して[Delete]を押すと、プリンタと接続が解除されます。 

参考 

[Setting Printer]でプリンタが表示されない場合 

プリンタが表示されない場合は、以下を確認してください。 

 プリンタの電源が入っているか 

 エラー表示などがなく、印刷可能な状態か 

 Bluetooth アダプタが正しく本機に接続されているか 

→ Bluetooth 対応プリンタのペアリング設定で接続済みになっているか確認します。 
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USB プリンタに接続した場合 

1 印刷したい測定結果を選択します。 

選択した測定結果の詳細画面が表示されます。 

 

 

2 [Print]を押します。 

デバイスを選択する画面が表示されます。 

→ [USB]を選択します。 
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3 プリンタを選択します。 

→ 印刷可能なプリンタの一覧から選択します。 

→ [Search again]：印刷可能なプリンタを再検索します。 

 

 

4 [Print]を押します。 

選択したプリンタに測定結果が送信され、印刷されます。 

参考 

[Setting Printer]でプリンタが表示されない場合 

プリンタが表示されない場合は、以下を確認してください。 

 プリンタの電源が入っているか 

 プリンタ側のエラー表示などがなく、印刷可能な状態か 

 USB 対応のプリンタと接続した場合は、USB ケーブルと本機が正しく接続されているか 

→ ケーブルが破損してるなども確認します。 
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測定結果を保存する 

測定結果の保存には以下の方法があります。 

参考 

BoviMemo について 

BoviMemo への送信やデータの管理には専用のアプリが必要です。 

専用のアプリの入手方法や BoviMemo について詳しくは、裏表紙をごらんください。 

参考 

BoviMemo に送信されるのは、BoviMemo に未送信の測定結果です。 

 

 

ログインの種類や状態によって、送信（保存）される測定結果は異なります。 

ログアウト ー ユーザーID のパスワードが未設定の測定結果 

※該当する測定結果は全て対象です。 

ログイン 

パスワードが未設定のユーザーID 

パスワードの設定をしたユーザーID 

 ユーザーID のパスワードが未設定の測定結果 

 ログインしたユーザーID の測定結果 

※該当する測定結果は全て対象です。 

admin 全ての測定結果 

  

送信／保存先 送信／保存方法 関連項目 

BoviMemo 

本機から直接 BoviMemo に送信  外部機器を接続する 

 [Network]設定 

USB メモリー経由で BoviMemo に送信 

1. 本機から USB メモリーに保存 

2. USB メモリーをインターネット環境にあるパソコンに接

続する 

3. パソコンから BoviMemo に送信 

外部機器を接続する 

パソコン 

USB メモリー経由でパソコンに保存 

1. 本機から USB メモリーに保存 

2. USB メモリーをパソコンに接続する 

3. USB メモリーからパソコンにデータをコピーする 

外部機器を接続する 

状態 ログインの種類 送信（保存）される測定結果 



41 

 

BoviMemo へ保存する場合-直接データを送信する 

1 本機をインターネット環境に接続します。 

2 本機の[Network]設定します。 

3 測定結果の画面で[Send Data]を選んだあと[Cloud]を押します。 

BoviMemo へ保存する場合-USB メモリー経由でデータを送信する 

1 本機に USB メモリーを接続します。 

2 測定結果の画面で [Send Data]を選んだあと [USB]を押します。 

3 専用アプリをインストールしたパソコンにデータを保存した USB メモリーを接続する。 

4 専用アプリで USB メモリー内にある測定結果のデータを送信する。 

USB メモリーへ保存する場合 

1 測定結果の画面で[Send Data]を選んだあと[USB]を押します。 

参考 

保存したいデータの選択はできません。 

参考 

不要な測定結果について 

 保存するの前に不要な測定結果は削除しておきます。ただし削除した測定結果は復旧できません。 

参考 

USB メモリーには csv ファイルが保存されます。 

参考 

専用のアプリの入手方法について詳しくは、裏表紙をごらんください。 
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その他（測定結果の表示/検索/編集/削除） 

測定結果の画面を編集する場合 

画面に表示されるヘッダー項目をお好みに合わせて設定できます。 

1 [Display Item]を押します。 

選択画面が表示されます。 

→ 項目を二つ選択します。 

 

 

2 [OK]を押します。 

測定結果の画面に表示されるヘッダー項目が切替わります。 

測定結果を編集する場合 

測定結果の内容を編集します。 

参考 

編集できる内容は以下になります。 

 [User ID]：User ID の登録情報から選択します。 

 [Farm ID]：Farm ID の登録情報から選択するか、キーボードで ID を入力します。 

 [Cow ID]：Cow ID をキーボードで入力します。 
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1 編集したい測定結果を押します。 

測定結果の詳細画面が表示されます。 

 

2 [Modify]を押します。 

項目を選択して編集します。 
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測定結果を検索する場合 

測定結果は条件を指定して検索できます。 

ログインの種類や状態によって、検索する測定結果は異なります。 

参考 

検索条件は以下のいずれかの設定が必要です。 

 [Slide]：過去に測定したスライド情報から選択します。 

 [Cow ID]：ID をキーボードで入力します。 

 [Farm ID]：Farm ID の登録情報から選択します。 

 [User ID]：User ID の登録情報から選択します。 

 [Date]：測定した日付をテンキーで入力します。 

参考 

キーワード入力時の「大⽂字」と「小⽂字」について 

大⽂字と小⽂字を区別して検索します。 

例）「F」と「f」は別と区別します。 

キーワードを入力する際は、大⽂字と小⽂字に注意してください。 
 

1 [Search]を押します。 

検索画面が表示されます。 

→ 検索したい検査結果のキーワードを指定します。 

  

状態 ログインの種類 検索する測定結果 

ログアウト ー ユーザーID のパスワードが未設定の測定結果 

※該当する測定結果は全て対象です。 

ログイン 

パスワードが未設定のユーザーID 

パスワードの設定をしたユーザーID 

 ユーザーID のパスワードが未設定の測定結果 

 ログインしたユーザーID の測定結果 

※該当する測定結果は全て対象です。 

admin 全ての測定結果 
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2 [OK]を押します。 

検索結果が表示されます。 

 

測定結果を削除する場合 

測定結果を削除します。 

1 [Delete]を押します。 

削除に関するメッセージが表示されます。 

→ 画面の指示に従って操作します。 

 

2 削除したい測定結果を選択する。 

→  を押して  状態にします。 

 

3 [Delete]を押します。 

削除に関するメッセージが表示されます。 

→ 画面の指示に従って操作します。 

→ 削除が実行されます。 
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ID の管理 

本機に登録されている User ID と Farm ID の管理をします。 

[Home]画面で[Setting]を押したあと、[User/Farm]を選択します。 

画面と説明 

 

  

項目 内容 

[User] 本機に登録された User ID の一覧画面が表示されます。 

[Farm] 本機に登録された Farm ID の一覧画面が表示されます。 
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測定と測定結果について 

ログインの種類や状態によって、確認できる測定結果は異なります。 

参考 

ログアウト状態で測定された測定結果も、User ID を後から付与することができます。詳しくは、測定結果を編集する

場合をごらんください。 

参考 

[admin] ID について 

 adminは全ての測定結果を確認できます。 

 adminはデフォルトで登録されています。 

 adminは削除はできません。 

 パスワードのデフォルトは「admin」です。 

参考 

本機を複数人で共用する場合 

複数の人がログアウト状態で使用すると、測定結果が混在するため、User ID を使用してログインすることをおすすめし

ます。 

参考 

User ID にパスワードを付与した場合 

パスワード付き User ID の場合、測定結果は他のユーザーは見ることができません。 

  

状態 ログインの種類 確認できる測定結果 

ログアウト ー ユーザーID のパスワードが未設定の測定結果 

※該当する測定結果は全て対象です。 

ログイン 

パスワードが未設定のユーザーID 

パスワードの設定をしたユーザーID 

 ユーザーID のパスワードが未設定の測定結果 

 ログインしたユーザーID の測定結果 

※該当する測定結果は全て対象です。 

admin 全ての測定結果 
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User ID を管理する 

User ID を管理します。 

画面と説明 

 

 

  

項目 説明 

[User] 登録した User ID が表示されます。 

[Resist Data] User ID を登録した日付が表示されます。 

[Register] User ID を新規に登録します。 

[Delete] 登録済の User ID を削除します。 

[Change PW] User ID について以下の設定ができます。 

 パスワードの新規付与 

 パスワードの変更 

 パスワードの削除 
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User ID を新規に登録する場合 

1 [User]を押す 

2 [Register]を押す 

User ID を入力する画面が表示されます。 

→ 入力欄を押すとキーボードが表示されます。User ID を入力します。 

→ 本機に登録できる User ID 数は最大 1000 件です。 

→ User ID にパスワードを付与する場合は、User ID を入力後に[Password]を押します。画面の指示に

従ってパスワードを入力します。 

 

3 [OK]を押します。 

User ID を削除する場合 

1 [User]を押します。 

2 削除したいを User ID 選択したあと [Delete]を押します。 

削除に関するメッセージが表示されます。 

→ 画面の指示に従って操作します。 

→ パスワードが付与された User ID を削除する場合は、パスワードの入力が必要です。 

参考 

・User ID を削除しても、測定結果は削除されません。 

・パスワードが付与された User ID を削除した場合は、測定結果が他のユーザーも確認できるようになります。 
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User ID にパスワードを付与する場合 

1 [User]を押します。 

2 パスワードを付与する User ID を選択したあと[Change PW]を押します。 

パスワードに関するメッセージが表示されます。 

→ 画面の指示に従って操作します。 

→ パスワードが付与された User ID の場合、現在設定されているパスワードの入力が必要です。 

User ID のパスワードを変更する場合 

1 [User]を押します。 

パスワードを変更したい User ID を選択したあと[Change PW]を押します。 

→ 変更には現在設定されているパスワードの入力が必要です。 

 

2 メッセージを確認したあと[OK]を押します。  
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3 新しいパスワードを入力します。 

 

4 [OK]を押します。 

 

参考 

パスワード入力欄を空欄にして[OK]を押すと、パスワードの設定が解除されます。 
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Farm ID を管理する 

Farm ID を管理します。 

画面と説明 

 

 

  

項目 説明 

[Farm] 登録した Farm ID が表示されます。 

[Resist Data] Farm ID を登録した日付が表示されます。 

[Register] Farm ID を新規に登録します。 

[Delete] 登録済の Farm ID を削除します。 
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Farm ID を新規に登録する場合 

1 [Farm]を押します。 

2 [Register]を押します。 

Farm ID を入力する画面が表示されます。 

→ 入力欄を押すとキーボードが表示されます。Farm ID を入力します。 

→ 本機に登録できる Farm ID 数は最大 1000 件です。 

 

3 [OK]を押します。 

Farm ID を削除する場合 

1 [Farm]を押します。 

2 削除したいを Farm ID 選択したあと [Delete]を押します。 

削除に関するメッセージが表示されます。 

→ 画面の指示に従って操作します。 

参考 

Farm ID を削除しても、測定結果は削除されません。 
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各種設定 

各種設定について 

本機を使用する際の基本および応用的な設定を行います。 

[Home]画面で[Setting]を押します。 

画面と説明 
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 [Analyte] 

以下を設定することができます。 

 [Analyte]：[Analyte]で選択した測定項目が表示されます。 

 [Unit]：測定結果などで表示する単位を設定します。 

 [Ref. Interval]：測定する際の適正範囲（0.001 ～ 9999 の 4 桁）を設定します。 

  

設定項目 説明 関連項目 

[User/Farm] 各 ID の追加や削除などの管理をします。 

設定について詳しくは、ID の管理をごらんください。 

ログインして測定する 

[Analyte] 表示する単位や測定結果の参照範囲を設定します。 測定結果の確認と保存 

[Network] 本機の IP アドレスやネットワーク関連の設定をします。 

接続について詳しくは、応用的な操作についてをごらん

ください。 

BoviMemo へ保存する場合-直

接データを送信する 

[Language] 本機のタッチパネル LCD に表示する言語を設定しま

す。 

使用環境に適した言語に設定できます。 

操作全般 

[System] 以下の項目について確認および設定できます。  

・本機のシステム情報  

・本機の初期化 本機を廃棄または他の人に譲渡す

るとき 

・本機のソフトウェアのバージョンアップ 応用的な操作について 

[Machine] 以下の項目について確認および設定できます。 操作全般 

・タッチパネル LCD の輝度設定 

・操作音および報知音のボリューム設定 

・本機のパワーオフ設定 

[Time] 本機の日時を設定します。 

設定した日時は、測定結果に記録されます。 

測定結果の正確性を高めるため、正確な日時を設定

してください。 

操作全般 

[Plunger] プランジャーを取外す際に使用します。 測定 
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1 [Analyte]を押します。 

設定の一覧画面が表示されます。 

→ 以下画面の[Ref. Interval]の値は一例です。 

→ [Ref. Interval]は参考値を入力してください。 

 

 

2 設定内容を変更したい項目を選択します。 

設定画面が表示されます。 

→ [Analyte]：測定項目を選択します。 

→ [Unit]：測定項目の単位を選択します。 

→ [Reference Interval]：範囲の設定欄を押して、テンキーで入力します。 

 

 

3 [OK]を押します。 
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 [Network] 

本機をネットワークに接続する場合に必要な設定をします。 

 [Wi-Fi]：本機を Wi-Fi 環境でネットワークに接続します。 

 [Ethernet]：本機を有線 LAN 環境でネットワークに接続します。 

参考 

 ネットワーク機器との接続について詳しくは、外部機器を接続するをごらんください。 

Wi-Fi で接続する場合 

1 [Network]を押します。 

接続の種類を選択する画面が表示されます。 

→ [Enabled]：押すと橙色に点灯します。点灯状態で設定が変更できます。 

 

 

2 [Wi-Fi]を押します。 

[Wi-Fi]の選択画面が表示されます。 

→ [Access Point]：Wi-Fi のアクセスポイントを選択する画面に移動します。 

→ [Property]：TCP/IP を直接入力します。入力について詳しくは、Ethernet で接続する場合の手順 2

をごらんください。 
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3 [Access Point]を押します。 

アクセスポイントの選択画面が表示されます。 

 

 

4 アクセスポイントを選択したあと[Connect]を押します。 

[Wi-Fi]の選択画面に戻ります。 

→ 選択したアクセスポイントがネットワークセキュリティーの入力が必要な場合は、キーボードが表示されます。セ

キュリティーキーを入力してください。 

参考 

手順 4 でアクセスポイントに接続したあと[Property]を押すと、アクセスポイントのネットワーク設定を手動で変更する

ことができます。 
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Ethernet で接続する場合 

1 [Network]を押します。 

接続の種類を選択する画面が表示されます。 

→ [Enabled]：押すと橙色に点灯します。点灯状態で設定が変更できます。 

 

2 [Ethernet]を押します。 

TCP/IP の入力画面が表示されます。 

→ [auto]：ネットワーク情報を自動で取得します。 

→ [manual]：ネットワーク情報を手動で入力します。直接入力する場合は、[manual]に切替えます。 

→ [ip address]：IP アドレスをテンキーで直接入力します。 

→ [net mask]：ネットマスクをテンキーで直接入力します。 

→ [gateway]：ゲートウェイをテンキーで直接入力します。 

→ [DNS]：DNS をテンキーで直接入力します。 

 

3 [OK]を押します。 
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 [Language] 

本機のタッチパネル LCD に表示する言語を設定します。 

使用環境に適した言語に設定できます。 

→ [English]：表示されるメッセージが英語に設定されます。 

→ [Japanese]：表示されるメッセージが日本語に設定されます。 

1 [Language]を押します。 

設定画面が表示されます。 

→ 使用する環境に合わせて設定します。 

 

2  を押します。 

選択した言語に設定されて[Setting]画面に戻ります。 
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 [System] 

本機について以下の確認および操作をします。 

[Initialize]と[Update]は[admin]でログインしているときにだけ、操作できます。 

 [Information]：ソフトウェアのバージョンなど、本機の情報を表示します。 

 [Initialize]：本機の設定などを初期化します。 

 [Update]：本機のソフトウェアをバージョンアップします。 

参考 

[Update]は以下のいずれかの条件が必要です。 

 本機がインターネット環境に接続されている 

 アップデート用のソフトウェアが記録されている USB メモリーが本機に接続されている 

Wi-Fi で接続する場合 

1 [System]を押します。 

項目の選択画面が表示されます。 

→ 項目を選択します。 
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[Initialize]を選択した場合 

画面の指示に従って操作します。 

以下の項目が初期化されます。 

 測定結果 

 User/Farm の登録情報 

 スライドの使用履歴* 

 [Reference Interval]で設定した値 

 Wi-Fi の登録情報 

 Bluetooth の登録情報 

 admin ID のパスワード （デフォルトのパスワードに戻ります) 

 [Machine]で設定した [LCD brightness]、[Volume]、[Power off time]、 

[Device preheating]の各値 

*重複測定の検知に使用しています。 

[Update]を選択した場合 

ソフトウェアのバージョンアップの条件に合わせてお知らせが表示されます。 

→ 本機がインターネット環境に接続されている場合 

→ アップデート用のソフトウェアが記録されている USB メモリーが本機に接続されている場合 

参考 

バージョンアップが正常に終了したあと [OK]を押すと、本機が再起動します。 
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[Machine] 

以下を設定することができます。 

 [LCD Brightness]：LCD タッチパネルの輝度設定をします。 

 [Volume]：操作音および報知音のボリューム設定をします。 

 [Power off Time]：本機のパワーオフ設定をします。何も操作しなかった場合、設定した時間が経過すると自

動的に本機の電源はオフになります。 

 [Device preheating]：主電源スイッチが[ON]状態とき、温調が機能します。[ON]に設定すると、起動ボタ

ンを押したとき本機の起動が早くなります。 

 

1 [Machine]を押します。 

設定画面が表示されます。 

→ それぞれ使用する環境に合わせて設定します。 

→ [Power off time]：[Never]（デフォルト）、[1ｈ]、[3ｈ]、[5ｈ]から設定できます。 

→ [Device preheating]：[OFF]（デフォルト）または[ON]に設定できます。 

 

2 [OK]を押します。 
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[Time] 

本機の日時を設定します。 

設定した日時は、測定結果に記録されます。 

測定結果の正確性を高めるため、正確な日時を設定してください。 

 [Date]：現在の日付を設定します。 

 [Time]：現在の時刻を設定します。 

参考 

[Date]の下項目について 

日付の表示順を以下の様に変更できます。 

 [Y-M-D]：年、月、日の順（デフォルト） 

 [M-D-Y]：月、日、年の順 

 [D-Y-M]：日、年、月の順 

 

1 [Time]を押します。 

設定画面が表示されます。 

→ それぞれ使用する環境に合わせて設定します。 

 

 

2 [OK]を押します。 
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[Plunger] 

プランジャーを取外す際に使用します。 

 プランジャーの清掃 

 摩耗や劣化したプランジャーの取換え時 

 

1 [Plunger]を押します。 

確認画面が表示されます。 

→ 画面の指示に従って操作します。 

 

重要 

プランジャーを取外す際は必ず[Plunger]の操作を行ってください。 
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お手入れと保管 

 

プランジャーに残った検体からの血液残留物により感染症を引起こす恐れがあり

ます。プランジャーを取扱うときは手袋を着用してください。 

 

 

ベンゼンやアセトンなどの腐⾷性の高い薬剤を使用すると、本機を損傷する恐れがあるため、お

手入れの際には使用しないでください。 

お手入れの際に、液体を本機に入れないでください。内部部品が破損する恐れがあります。 

 

日常のお手入れ 

プランジャーのお手入れ 

 

プランジャーは毎日お手入れしてください。 

1 [System]の操作をします。 

→ [System]の操作について詳しくは、[Plunger]をごらんください。 

2 本機の前面にあるドアを開けます。 

3 プランジャーをプランジャーアームから取外します。 

4 70％エタノールで湿らせた柔らかい布で、プランジャーの表面を軽く拭きます。 

→ 残留物はすべて拭き取ってください。 

参考 

プランジャーに埃などの異物が付着していると、圧縮性能が低下し、正確な結果が得られない恐れがあるため、すべて

の異物をプランジャーから取除いてください。 

 

5 プランジャーを乾いた布で拭きます。 

6 完全に乾いていることを確認し、プランジャーアームに取付けます。 

 

重要 

プランジャーを正しく取り付けていないと、正しく測定できない場合があります。正しい測定結果を得るために、プランジ

ャーは正しくプランジャーアームに取り付けてください。 

参考 

プランジャーは使用頻度に関係なく、一年ごとの交換をおすすめします。  
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QRカメラとLEDウィンドウのお手入れ 

試薬スライドのQRコードをQRカメラで読取って、スライド情報を取得します。QRカメラやLEDウィンドウが汚れている

と、QRコードがうまく読取れず、エラーの原因となるため、常に汚れのない状態にしてください。 

1 本機の前面にあるドアを開けます。 

2 拡散板ホルダーを取外します。 

3 QRカメラとLEDウィンドウを、柔らかい布または綿棒で軽く拭きます。 

本体のお手入れ 

本機の表面が汚れている場合は、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。 

水または洗浄剤を使ってお手入れする場合は、余分な液体が残らないように布をしっかりと絞ってお使いください。 

タッチパネルLCDが汚れている場合は、レンズクリーナーの使用をおすすめします。 

 

参考 

 必要に応じて 70％エタノールを使用してください。  

 70％エタノールを使用する場合は、本機に直接塗布せず、柔らかい布などに染み込ませて拭いてください。 

スライド挿入口のメンテナンス 

スライド挿入口に検体からの血液残留物または汚染物質がある場合は、柔らかい布を使用して汚染物質を除去しま

す。 

 

参考 

 必要に応じて 70％エタノールを使用してください。 

 70％エタノールを使用する場合は、本機に直接塗布せず、ティッシュに染み込ませて拭いてください。 

 

本機を保管するとき 

保管する際は、本機を清掃してください。 

また、埃、湿気、化学物質、可燃性ガス、直射日光を避けた、平らな場所に保管してください。 

本機を廃棄または他の人に譲渡するとき 

本機を廃棄または他の人に譲渡する場合は、データの漏洩を防止するために、必ず本機を初期化してください。初期

化について詳しくは、[Initialize]を選択した場合をごらんください。 

 

また廃棄する際は、医療機器の廃棄の規則にしたがって廃棄してください。 
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トラブルシューティング 

修理を依頼する前に 

本機には、背面の主電源スイッチと側面の起動ボタンがあります。 

起動ボタンは、主電源スイッチがオンになっていないと応答しません。 

 

起動ボタンを押しても電源が入らない場合は、主電源スイッチがオンになっていることを確認してください。 

 

上記を確認後、起動ボタンを押しても電源が入らない場合は、販売元にご連絡ください。 

お問合せ先は裏表紙をごらんください。 
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エラーメッセージ一覧 

 

表示 対処 表示される箇所 

ドアが開いています。 ドアを閉めてください。 

起動画面 

試薬スライドが入っています。 ドアを開けて試薬スライドを取り出し、ドアを閉めてくださ

い。 

拡散板が入っていない可能性があり

ます。 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにしてか

ら拡散板が正常に入っていることを確認してください。 

再起動しても変わらない場合は、販売元に連絡してくださ

い。 

スライド挿入部や拡散板が汚れてい

る可能性があります。 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにしてか

ら、拡散板ホルダーを取り出し、拡散板を清掃してくださ

い。 

再起動しても変わらない場合は、販売元に連絡してくださ

い。 

[Home]画面 

ネットワークに接続できていません。 ネットワーク接続の設定をしてください。 

設定について詳しくは、[Network]をごらんください。 

[Result]画面 

A 件中 B 件のデータを送信できませ

んでした。 

エラーコード:E401 

ソフトウェア情報が変更されています。装置のソフトウェアを

最新版へアップデートしてください。 

A 件中 B 件のデータを送信できませ

んでした。 

エラーコード:E412 

装置管理サイトで、お客様のアカウントに装置シリアル No

を登録してください。 

A 件中 B 件のデータを送信できませ

んでした。 

エラーコード:E429   

サーバーへのアクセスが集中しています。時間を置いて再送

信してください。 

A 件中 B 件のデータを送信できませ

んでした。 

エラーコード:E500   

サーバーダウンやサーバー内の不具合が考えられます。販売

元へご連絡ください。 

A 件中 B 件のデータを送信できませ

んでした。 

エラーコード:E503 

ネットワークの接続状態が不安定なようです。ネットワーク環

境を確認後、再度送信してください。 

データを保存できませんでした。 

エラーコード:E601 

USB メモリーの空き容量は十分にあるか、破損はしていな

いか、セキュリティ機能等がついた不適切な USB メモリーを

使用していないかなど、USB メモリーが正常に動作するかを

確認してください。 

セキュリティーキーが間違っています。 正しいセキュリティーキーを入力してください。 [Network]画面 
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ドアが開いています。 ドアを閉めてください。 

[Analysis]画面 

測定済みのスライドが挿入されまし

た。 

新しい試薬スライドを準備し、挿入してください。 

スライドの挿入位置がずれています。 試薬スライドの位置がずれないように、再度挿入してくださ

い。 

QR 画像が読み取れませんでした。 QRカメラとLEDウィンドウを清掃して、試薬スライドを再

度挿入してください。 

お手入れについて詳しくは、QR カメラと LED ウィンドウのお

手入れをごらんください。 

QR コードを解読できませんでした。 QRコードのバージョンと本機のバージョンが異なります。 

本機が最新バージョンであることを確認してください。 

検体が導入できませんでした。 プランジャーの清掃をして、試薬スライドを再度挿入してく

ださい。 

お手入れについて詳しくは、プランジャーのお手入れをごらん

ください。 

初期化に失敗しました。 

エラーコード:E602 

再度、初めから初期化を行ってください。 

[System]画面 

この USB メモリ内のソフトウェアのバ

ージョンは古いため更新できません。 

USB メモリーに保存されているソフトウェアのバージョンが最

新であることを確認してください。 

ソフトウェアのダウンロードができません

でした。 

エラーコード:E603 

再度、初めからソフトウェアのダウンロードを行ってください。 

アップデートに失敗しました。 

エラーコード:E604 

再度、初めからアップデートを行ってください。 

USB に過電流が流れています。 

エラーコード:E101 

USB デバイスを USB ポートから外してください。 

全画面 

ハードウェア不良です。 

エラーコード:E102 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして電

源を入れ直してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

基板温度が上がっています。 

エラーコード E:201 

(基板温度が下がっています。 

エラーコード E:211) 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして仕

様内温度で 30 分程放置してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

ヒーター温度が上がっています。 

エラーコード E:202 

(ヒーター温度が下がっています。 

エラーコード E:212) 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして仕

様内温度で 30 分程放置してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

測定部温調に異常があります。 

エラーコード:E203 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにしてく

ださい。仕様内温度で再度起動してください。 
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ハードウェア不良です。 

エラーコード:E301 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして電

源を入れ直してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

全画面 

ハードウェア不良です。 

エラーコード:E302 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして電

源を入れ直してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

ハードウェア不良です。 

エラーコード:E303 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして電

源を入れ直してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

ハードウェア不良です。 

エラーコード:E304 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして電

源を入れ直してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

ハードウェア不良です。 

エラーコード:E305 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして電

源を入れ直してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 

ハードウェア不良です。 

エラーコード:E306 

OK を押してシャットダウンし、主電源スイッチをオフにして電

源を入れ直してください。 

再起動しても変わらない場合は、OK を押してシャットダウ

ンし、AC アダプタを抜いて、販売元に連絡してください。 
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その他のお知らせ 

仕様 

本体仕様 

 

  

項目 仕様 

販売名 BoviLab 血液分析装置 

OS Linux 18.04 

外形寸法 幅 150mm 

奥行 168.7mm 

高さ 168.8mm 

重量 2.2kg 

電源（AC アダプタ定格） DC12V/24V（36W） 

DC ジャック入力 

インターフェース USB2.0×3 

表示部 タッチパネルLCD（5インチカラー液晶） 

操作部 タッチパネルLCD／主電源スイッチ／起動ボタン 

表示言語 英語／日本語 
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システム仕様 

 

商標 

 Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。 

 Ethernet は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の商標または登録商標です。 

 Linux は、米国およびその他の国における Linus Torvalds の商標または登録商標です。 

 QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。 

 Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 

ライセンス通知 

ライセンスの全⽂は、販売元の Web ページで確認できます。 

保証規定について 

ご使用前に、以下のページでユーザー登録をしてください。ユーザー登録後、製品の保証について確認できます。 

ユーザー登録：https://bovilab.ib-holdings.com/register-device 

 

項目 仕様 

測定用受光素子 モノクロ CMOS センサーカメラ 

測定用光源素子 6 波長 LED 

測定用光源波長 405／450／530／560／630／810nm 

測定部温調 37℃固定 ±0.1℃ 

※環境温度が 5℃～32℃で温度変化±2℃一定を保ち、かつ無風

環境であること 

同時測定項目数 最大 6 項目 

測定時間 構成項目の測定時間＋1 分前後 

表示項目 各血中成分濃度 

格納データ数 1 ユーザー当たり最大 1000 件 

ユーザーID なしのデータ 1000 件 

※ユーザー登録数 1000 件 

起動時間 起動ボタンを押した後、2 分程度 

条件：環境温度 5℃ ~ 32℃ 

https://bovilab.ib-holdings.com/register-device
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製品についてのお問合せ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 アイビー 

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-14-10 

製造販売元 

NS マテリアルズ株式会社 

住所：福岡県筑紫野市立明寺 511-1 

動物用医療機器製造販売業  

3 製販療Ⅲ第 80010 号 

 

販売元 

株式会社アイビー 

住所：東京都中央区銀座 1-14-10 

電話：03-6635-6037  

URL：https://ib-holdings.com/bovilab-support/ 

 

BoviMemo 

https://bovimemo.ib-holdings.com

 

 

 

 

 

 

 

https://ib-holdings.com/bovilab-support/

