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1. 安全上の注意

 警告 ! 
眼圧計を眼に接触させたり、眼に押し当てたりしないようにしてください (プローブの
先端を角膜中心部から 4 〜 8 mm の距離に保持します) 。

  警告 ! 
プローブベース、電池カバー、およびプローブはとても小さいため、お子様が飲み込む
おそれがあります。眼圧計は、お子様の手の届かない場所に保管してください。

  警告 !
プローブはエンドトキシン評価を行っておりません。プローブは滅菌済みの単回使用品
です。

  警告 ! 
汚染を防ぐため、プローブには直接触れないでください。また、テーブルや床に接触す
るなどして汚染されてしまったプローブは使用しないでください。

  警告 ! 
アイケア HOME 眼圧計 (TA022) は、医療従事者による監督または指示の下でのみ使用し
てください。

  警告 ! 
医療従事者は患者に対して、医療従事者からの指示なく治療計画を変更または中断しな
いように通知する必要があります。

  警告 !
測定中は、USB ケーブルを接続しないでください。

  警告 !
USB ケーブルを接続したまま、電池またはプローブベースを交換しないでください。

  警告 !
本機器の分解や改造は行わないで下さい。

  警告 !
プローブは必ず純正品を使用してください。プローブは単回使用に限ります。必ず未開
封で新品のプローブを使用してください。製造元は、いったん開封されたプローブの無
菌性を保証することができません。プローブを再滅菌または再利用した場合は、正しい
測定値が得られない可能性や、プローブや本体が破損する危険性があり、また細菌やウ
イルスによる二次汚染や眼の感染症にかかる恐れがあります。プローブを再滅菌または
再利用した場合、製造元はこれにより生じる機器の安全性、有効性や健康被害に対する
一切の責任を負わないものとします。

  警告 !
米国連邦法では、本装置の販売を制限しており、医師または適切な資格を持つ施術者へ
の販売またはそれらの指示に基づく販売のみ許可されます。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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  警告 !
以下の症状を持つ患者に対しては、アイケアHOME眼圧計の安全性と有効性の評価は行
っておりません。20/200 以下の裸眼視力。独眼。弱視または偏心固視。難聴のため支
援器具や手話なしでは聞き取りや会話ができない。3D を超える強度の角膜乱視。機能
障害を引き起こす関節炎、または運動協調障害のため、Icare 眼圧計の自己使用に影響
が及ぶ。眼圧計の使用指示を理解できない、またはそれに従わない。角膜瘢痕。角膜レ
ーザー手術等の緑内障、または角膜の切開手術の経歴。小眼球症。牛眼症。コンタクト
レンズの使用。ドライアイ。眼瞼痙攣。眼振。円錐角膜。角膜の中心部の厚さが 0.60 
mm 以上または 0.50 mm 以下。

  警告 !
警告ケーブルや付属品等は製造元により指定された製品をご使用ください。それ以外
の製品を併用した場合、アイケアHOME眼圧計のエミッション増加やイミュニティ低
下を引き起こす可能性があります。

 注意 !
• 開梱後、外見上の破損または欠損、特に本体に損傷がないかご確認ください。本眼

圧計に関して不審な点がございましたら、製造元または販売店にお問い合わせくだ
さい。

• 眼圧計は眼圧の測定にのみ使用してください。それ以外の使用は不適切です。不適
切な使用による損傷やそれに伴う結果について、 製造元は一切の責任を負わないも
のとします。  

• 電池カバーの取り外し以外は絶対に眼圧計を分解したりしないでください。 
• 眼圧計を絶対に濡らさないでください。 
• 可燃性の麻酔薬など、引火性のある薬物の近くで本装置を使用しないでください。       
• 額あて、頬あてから細菌などの何らかの微生物に感染する可能性があります。これ

を防ぐために、それぞれの患者ごとに額あて、頬あてを清掃消毒してください（14
章「清掃と消毒」の章をご覧ください）。 

• 本眼圧計は、EMC 基準 (IEC 60601-1-2) に適合していますが、強力な電磁放射のある
携帯電話などの機器の近く (1 m 以内) で使用した場合は、干渉が発生する可能性があ
ります。眼圧計自体の電磁放射は当該関連基準の許容レベルを十分に下回っていま
すが、高感度センサーなどが近くにある場合は干渉を引き起こす場合があります。

• 本機器を長い間使用しない場合は、電池を取り外してください。液漏れが発生する
場合があります。 

• 単回使用のプローブは、使い捨て注射針用の廃棄物容器に捨てるなど、必ず適切に
廃棄してください。 

• 電池、パッケージ材料、およびプローブベースは、各地域の規則に従って廃棄して
ください。 

• Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A などの、PTC 保護が組み込まれている電池を
使用してください。 

• 測定時に、指などで測定眼識別トランスミッターや測定眼識別センサーを覆わない
ようにしてください。また、手、髪の毛や枕等が顔の周辺にかからないようにして
ください。測定眼識別エラーの原因となります。

• 眼圧計を使用しないでおくと、3 分後に自動的に電源が切れます。
• 眼圧計の修理や改造は絶対に行わないでください。修理は製造元または認定サービ

ス センターで行う必要があります。
• 使用前にはあらかじめ眼圧計の時刻を合わせておく必要があります。8章「測定デー

タを読み込む」のステップ 1 と 2 を実行すると、自動的に設定されます。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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2. 使用の適応

  警告 !
以下の患者に対しては、アイケア HOME 眼圧計の安全性と有効性の評価は行っておりま
せん。

1. 20/200 以下の裸眼視力

2. 独眼

3. 弱視または偏心固視

4. 難聴のため支援器具や手話なしでは聞き取りや会話ができない

5. 3D を超える強度の角膜乱視

6. 機能障害を引き起こす関節炎、または運動協調障害のため、Icare 眼圧計の自己使
用に影響が及ぶ

7. 眼圧計の使用指示を理解できない、またはそれに従わない

8. 角膜瘢痕

9. 角膜レーザー手術等の緑内障、または角膜の切開手術の経歴

10. 小眼球症 

11. 牛眼症

12. コンタクトレンズの使用

13. ドライアイ

14. 眼瞼痙攣

15. 眼振

16. 円錐角膜

17. 角膜の中央部の厚さが 0.60 mm 以上または 0.50 mm 以下

アイケア HOME 眼圧計は、眼圧測定用の医療機器です。本眼圧計は、医療従事者の管
理監督の下で使用してください。

警告！
眼圧計本体の内部にはアルコール等の溶液を絶対に入れないでください。プローブベー
スの洗浄は必ず本体から取り外してから行ってください。プローブベースは完全に乾燥
してから本体に戻し入れてください。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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3. 製品概要
アイケアHOME眼圧計は自己測定可能な手持式の眼圧計です。その大きな利点の一つ
は、点眼麻酔の必要がないことです。
 
誘導型反発法をベースとしており、小型で軽量の使い捨てプローブが瞬間的にやさしく
眼に接触します。プローブの減速度および反発時間をモニターし、これらのパラメータ
ーを基に眼圧を算出します。
 
一つの測定シークエンスで 6 回の測定を行います。測定ごとに、プローブは前方に移動
し、角膜にやさしく接触して戻ります。6 回の測定後に最終的な測定結果を算出し、測
定日や時刻、測定眼（右眼/左眼）、信頼性等のデータと共に、眼圧計のメモリに保存
します。
 
アイケアHOME眼圧計は、1000件以上の測定結果を保存できます。保存されている測定
データは、USB ケーブルを使ってPC に取り込み、緑内障患者の管理に使用できます。

4. 製品構成

 警告 ! 
プローブベース、電池カバー、およびプローブはとても小さいため、お子様が飲み込む
おそれがあります。眼圧計は、お子様の手の届かない場所に保管してください。

 注意 !
開梱後、外見上の破損または欠損、特に本体に損傷がないかご確認ください。本眼圧計
に関して不審な点がございましたら、製造元または販売店にお問い合わせください。 

本製品には以下の内容物が含まれています。
• アイケア HOME 眼圧計
• 滅菌済み単回使用プローブ 10 本
• 3.0Vリチウム電池CR123A（CR123）2個
• 本取扱説明書およびアイケアLINK ソフトウェア（USB メモリスティックに内蔵）
• USB ケーブル （アイケアHOME 眼圧計とPCとの接続用）
• アイケア LINK ソフトウェアのダウンロード および眼圧計の登録に関する説明書
• 操作ガイド
• 額あてと頬あての位置記録用カード
• 保証書
• 携帯用ケース
• リストストラップ

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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5. ご使用の前に
下記の図にて、眼圧計の各部、ボタン、およびインジケータランプを確認してください。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語

1. プローブベース (インジケータ
ランプ付き) 

2. 測定眼識別トランスミッター 
3. 測定眼識別センサー 
4. 頬あて
5. 額あて

6. 測定ボタン
7. 額あて長さ確認目盛り

10. 電池カバー
11. USB カバー
12. 製品ラベル

8. 額あて調節ダイヤル
9. 頬あて調節ダイヤル

前面 上面

底面側面

6.

7.

8.
LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

13. 測定ボタン（本体上面に配置）
14. （LOAD）プローブ装填ランプ
15. （MEASURE）測定ランプ
16. （REPEAT）再測定ランプ
17. （DONE）測定完了ランプ
18. （SERVICE）修理ランプ
19. （BATTERY）電池交換ランプ
20. 電源ボタン

背面パネル

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

10.

11.

12.

9.

1.

3.

5.

4.

2.
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6. 眼圧計の準備
アイケアHOME 眼圧計の準備は簡単で、わずかなステップで終了します。準備の手順を
以下に説明します。

6.1 電池の準備および交換
 注意 !

Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A など、PTC 保護が組み込まれている電池を使用
してください。

使用前にはあらかじめ眼圧計の時刻を合わせておく必要があります。8章「測定データ
を読み込む」のステップ 1 と 2 を実行すると、自動的に設定されます。

USBカバーを持ち上げ、電池カバーを後方にスライドさ
せるようにして電池カバーを開けます。

1.USBカバー

2.電池カバー

新しい CR123A リチウム電池 2 個 を正しい向きに挿入し
ます。左の図のように、プラス極(+) が手前（電池カバ
ー側）になるように入れてください。電池カバーおよび
USBカバーを元に戻し、しっかりと閉じます。

6.2 眼圧計の電源を入れる 
 

 注意 !
眼圧計を使用しないでおくと、3 分後に自動的に電源が切れます。

電源ボタン (20) を長押し（約2秒）して、電源を入れます。背面のランプ (14-19) が瞬時
に点灯した後、プローブ装填ランプが点滅します。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語

CR123A x 2 個

1.

2.

USBカバーを外し、電池カバーを開きます

電池を挿入します
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6.3 プローブの装填

 警告 !
テーブルや床に接触するなどして汚染されてしまったプローブは使用しないでくださ
い。

 警告 !
プローブは必ず純正品を使用してください。プローブは単回使用に限ります。必ず未開
封で新品のプローブを使用してください。製造元は、いったん開封されたプローブの無
菌性を保証することができません。プローブを再滅菌または再利用した場合は、正しい
測定値が得られない可能性や、プローブや本体が破損する危険性があり、また細菌やウ
イルスによる二次汚染や眼の感染症にかかる恐れがあります。プローブを再滅菌または
再利用した場合、製造元はこれにより生じる機器の安全性、有効性や健康被害等に対す
る一切の責任を負わないものとします。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語

左の絵が示す通り、アイケアHOME眼圧計に使われる単
回使用プローブは、プラスチック製の筒状ケースに入っ
ており、滅菌ブリスタパックで個包装されています。
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LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOA

EASU

LO

EAS

1. 滅菌ブリスタパックを
開封してください。

2. 筒 状 ケ ー ス の ふ た を
開 け ま す 。 眼 圧 計 は
上 に 向 け て 保 持 し て
ください。

3. 筒状のケースを持っ
たまま、プローブを
プローブベース (1) に
落とし込むように装
填します。プローブ
には直接手を触れな
いでください。 

4. 測定ボタン (13) を押
して、プローブをア
クティブにします。

5. このときプローブが
すばやく前後に移動
します

6  測定完了ランプ (15) が
点 滅 し ま す 。 プ ロ ー ブ
が 正 し く 装 填 さ れ 、 測
定 可 能 な 状 態 に な り ま
した。

以下の手順で、プローブを装填します。

1X
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連続モードでは測定ボタンを押し続けてください。

7. 眼圧計を使用する

7.1 測定モードの選択
一回の測定シークエンスには 6回の測定が必要です。本機器は 2通りの測定モードが選
べます。

連続モード
連続モードは自己測定する場合
に便利です。連続モードでは測
定 ボ タ ン を 押 し 続 け て く だ さ
い。6 回の測定が連続で行われ、
最終測定結果が出ます。

シングルモード
シングルモードでは測定ボタン
を押すごとに1回ずつ測定が行わ
れます。これを6回繰り返して、
最 終 測 定 結 果 を 出 し て く だ さ
い。シングルモードはまばたき
の回数が多い患者に有用です。

シングルモードでは測定ボタンを短く押し、1回ずつ測定を行います。
これを6回繰り返して最終測定結果を出します。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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7.2 測定位置の調整

 警告 ! 
眼圧計を眼に接触させたり、眼に押し当てたりしないようにしてください (プローブの
先端を角膜中心部から 4 〜 8 mm の距離に保持します) 。

左の絵が示す通り、本眼圧計に
は長さ調節可能な額あておよび
頬あて (4-5) があります。これら
は正しい測定距離や位置を保つ
ために使用します。

額あて、頬あておよび調節ダイヤル

以下の手順で眼圧計の位置を調節します。
1. 上の絵が示すように、調整ダイヤルを回して額あておよび頬あての長さを調整して

ください。
2. 眼圧計を水平に保ち、プローブが角膜の中心をまっすぐ向くようにします。
3. 額あて、頬あてを顔につけたとき、プローブの先端から角膜表面までの距離を 4 〜 8 

mmになるように合わせます。

4. 額あておよび頬あての長さ確認目盛り (7) が示す値 (額あ
て：A•1, A•2、 頬あて：B•1, B•2 など) を読み取り、患者ごと
に額あてと頬あての位置記録用カードに記入してください。

5. 両眼とも測定する場合は、それぞれの眼について同様に距離
を設定し、カードに記入してください。

6. 額あて、頬あての長さ設定や正しい測定位置については、患
者が来院する度に必ず確認してください。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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7.3 測定眼識別機能

 注意 !
測定時には、指などで眼認識トランスミッターや眼識別センサーを覆わないようにして
ください。また、手、髪の毛や枕等が顔の周辺にかからないようにしてください。測定
眼識別エラーの原因となります。

本眼圧計には右眼・左眼どちらの眼を測定しているかを識別する測定眼識別機能がつい
ています。これは、下の絵に示す通り、プローブベース下方の2つのトランスミッター
と、プローブベース上方のセンサーにより機能します。右側のトランスミッターは赤外
光を右方向へ、左側のトランスミッターは左方向へ発します。左右どちらかの赤外光は
患者の鼻に当たって反射し、センサーに届きます。センサーは受信した赤外光がどちら
のトランスミッターから発せられたかを検知し、どちらの眼を測定しているかを識別し
ます。測定眼の情報は測定データの一部として保存され、アイケアLINKソフトウェアで
管理できます（データの管理は8章を参照してください）。 

測定眼識別システム

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語

1. 測定眼識別トランスミッター（左右 2つ）
2. 測定眼識別センサー

測定眼識別システム
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7.4 測定する

 警告 ! 
眼圧計を眼に接触させたり、眼に押し当てたりしないようにしてください (プローブの
先端を角膜中心部から 4 〜 8 mm の距離に保持します) 。

測定の際、プローブは瞬間的にやさしく眼に触れます。点眼麻酔の必要はありません。

以下の手順で、眼圧を測定します。 
1. 背面パネルの測定ランプ (15) が点滅していることを確認してください。
2. 測定ランプが点滅していない場合は、6章「眼圧計の準備」の手順を確認してください。
3. 患者には眼を大きく開いて前方の一点をまっすぐ見るように指示します。
 

  

4. 眼圧計を水平にし、プローブが角膜の中心をまっすぐ向くように眼圧計を保持して
ください。正しく保持されている場合は、片眼（測定眼）で見たときに、本体が正
面を向き、プローブベースのランプが緑色の正円に見えます。

頭と眼の向きが正しいです。 頭と眼の向きが正しくありません。

眼圧計の向きが正しくありません。

頭と眼の向きが正しくありません。

眼圧計の向きが正しくありません。眼圧計の向きが正しいです。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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5. 測定ボタンを押してください。

シングルモード:
ボタンを押すごとに「ピッ」という音が鳴り、測定
が行われます。これを6回繰り返して結果を出しま
す。長い「ピーッ」という音が鳴り、背面パネルの
測定完了ランプが点灯したら終了です。

連続モード: 
測定ボタンを押し続けると、6 回の測定が連続で行
われます。長い「ピーッ」という音が鳴り、背面パ
ネルの測定完了ランプが点灯したら終了です。

6. 両眼を測定する場合は、額あておよび頬あての距離を確認し、もう片方の眼も同様
に測定してください。

7. 測定エラーが発生した場合は、測定ボタンを1回押してエラーを解除し、測定を再開
してください（詳しくは 9章「トラブルシューティング」を参照してください） 。

8. 測定の終了後は、電源ボタンを長押しすると「ピピピッ」と音が鳴り、電源が切れます。
9. 使用済みのプローブは適切に廃棄してください。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語

眼圧計の向きが正しいです。

眼圧計の保持状態が正しいです。

眼圧計の向きが正しくありません。

眼圧計の保持状態が正しくありませ
ん。眼圧計を水平に保持してくださ
い。

眼圧計の向きが正しくありません。

眼圧計の保持状態が正しくありませ
ん。眼圧計が正面を向くように保持し
てください。
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8. 測定データを読み込む
本眼圧計は 6 回の測定を1セットとして眼圧を算出し、測定データを保存します。その
データには、眼圧の最終結果（mmHg）、測定日および時刻、測定眼 (右眼/左眼) 、な
らびに測定の信頼性レベルが含まれます。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語

アイケア LINK ソフトウェアに関してさらに詳しくお知りになりたい方は、 
下記のリンクをご覧下さい。
http://www.icaretonometer.com/products/icare-link/

測定データをPCに読み込みます :

1. PC にインストール済みの アイケアLINK ソフトウ
ェアを起動してください（PCにはあらかじめアイ
ケアLINKをインストールしておいてください）。

2. 付属のUSB ケーブルで眼圧計と PC を接続してく
ださい。プローブ装填ランプと測定ランプが点滅
します。ランプが点滅しない場合や、修理ランプ
と電池交換ランプが点滅する場合は、USB ケーブ
ルを再接続してください。
眼圧計の内部時計は、アイケアLINK ソフトウェア
によって自動的に PC の時刻に同期されます。

3. 測定データを アイケアLINK ソフトウェアで選択
した患者へコピーしてください。

LINK

Connected
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9. トラブルシューティング
本眼圧計は測定位置やプローブの速度を監視、制御し、音とランプでエラーを知らせ
ます。以下の表にてエラーの内容と、そのときの音とランプの表示を説明します。

ランプ 音 原因 対策

電池交換ランプ点灯DONE

SERVICE

BATTERY
BATTERY

（音は鳴りません） 電池の残量が少なくなっ
ています。

電 池 の 交 換 の 準 備 を し て く だ さ
い。

電池交換ランプ点滅 （音は鳴りません） 電 池 の 残 量 が あ り ま せ
ん。

電池を交換してください

プローブベースのランプが赤く点
灯しています。

（音は鳴りません） 眼圧計が傾いています。 眼圧計を水平に保持してください。
水平に保持されるとプローブベー
スのランプは緑色になります。

プローブベースのランプが赤く点
滅しています。

「ピーピー」と 2 回
音が鳴ります。

a) プローブが眼から遠す
ぎるか、もしくは近すぎ
ます。

b) プローブが角膜の中
心に正しく接触していま
せん。

測定ボタンを1回押し、エラーを解
除してください。

a) プローブの先端から角膜の中心
が 4 〜 8 mm の距離になるように
保持してください。

b) プローブが角膜の中心にまっす
ぐ接触するようにしてください。

再測定ランプが点滅し、またプロ
ーブベースのランプが赤く点滅し
ています。

REPEAT

「ピーピー」と 2 回
音が鳴ります。

a) 測定値間のばらつきが
大きすぎます。

b) 測定眼の識別ができま
せんでした。 

測定ボタンを1回押し、エラーを
解除してください。

a) 測定時に眼圧計を動かさないよ
うにしてください。

b) 測定眼識別トランスミッターや
センサーを手や指で覆ったり、こ
めかみ周辺に髪の毛がかかったり
しないようにしてください。

修理ランプが点滅し、またプロ
ーブベースのランプが赤く点滅
しています。

SERVICE

「ピーピー」と 2 回
音が鳴ります。

プローブまたはプローブ
ベースが汚れているか、
劣化しています。 

プローブベースの洗浄または交換
を行ってみてください（12章、13
章参照）。改善されない場合は、
製品の販売元にお問い合わせくだ
さい。
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アイケア LINK ソフトウェアに関してさらに詳しくお知りになりたい方は、 
下記のリンクをご覧下さい。
http://www.icaretonometer.com/products/icare-link/
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電源オフ 初期化 プローブ装填 測定 再測定

測定完了 修理 電池残量低下 
（点灯）

電池切れ 
（点滅）

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY

LOAD

MEASURE

REPEAT

DONE

SERVICE

BATTERY
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10. 医療従事者および介助者への測定トレーニングの手順

全ての医療従事者および介助者は、アイケアHOME 眼圧計を使用する前、ならびに患者に対
し自己測定の操作を教える前に、必ず認定トレイナーによる研修を受け、試験に合格しなけ
ればなりません。 認定トレイナーとして、医療従事者や介助者へのトレーニングを行う際は、
以下の手順により実施してください。        
   

ステップ 1 – 製品構成

1. 製品のケースを開け、各構成品 (眼圧計本体、単回使用のプローブ、ケース、電池、
アイケアLINK ソフトウェア、操作ガイド) の用途を説明してください。

2. Icare HOME 操作ガイドの指示に従って、眼圧計に電池を入れてください。
3. Icare LINK 取扱説明書の指示に従って、アイケアLINK ソフトウェアをインストール

してください。（医療従事者のみ）

ステップ 2 – 使用方法の説明

1. 眼圧計の各部（ボタン、アイコン、ランプ等）について説明をしてください。
• オフ: 全てのランプ消灯。
• 電源: 電源を入れると全てのランプが一瞬点灯し、長い「ピーッ」という音

が鳴ります。
• プローブの装填: 背面パネルのプローブ装填ランプが点滅したらプローブを

装填します。
• 測定: 背面パネルの測定ランプが点滅したら測定が開始できます。眼圧計が

正しく水平に保持されるとプローブベースのランプは緑に点灯しますが、
傾いている場合は赤く点灯します。測定エラーが発生した場合は、プロー
ブベースのランプが赤く点滅し、「ピーピー」というエラー音が鳴ること
を説明してください。

• 再測定: 背面パネルの再測定ランプが点滅した場合は、再測定が必要です。
このとき、プローブベースのランプが赤く点滅し、「ピーピー」というエ
ラー音が鳴ります。この原因は測定値間のばらつきが大きいため、もしく
は測定眼の識別ができなかったことにあります。

• 測定完了: 背面パネルの測定完了ランプの点灯は、測定が正しく完了できたこ
とを示します。このとき長い「ピーッ」という音が鳴り、またプローブベー
スのランプは消えます。

• 修理: 背面パネルの修理ランプが点滅した場合は、修理が必要です。この
とき、プローブベースのランプが赤く点滅し、「ピーピー」というエラ
ー音が鳴ります。

• 電池残量低下: 背面パネルの電池交換ランプが点灯した場合は、電池の残量
が少なくなっているので、電池を早めに交換する必要があります。

• 電池切れ: 背面パネルの電池交換ランプが点滅した場合は、電池の残量がな
いため、電池の交換をする必要があります。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語
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2. 眼圧計の電源を入れる:
• 電源ボタンを長押ししてください。背面パネルの全てのランプが一瞬点

灯し、長い「ピーッ」という音が鳴ります。
• プローブが装填できる状態になると、背面パネルのプローブ装填ランプ

が点滅します。
• 眼圧計を使用しないでおくと、3 分後に自動的に電源が切れます。

3. プローブの装填:
• プローブの滅菌ブリスタパックを開封してください。
• 筒状ケースのふたを開けます。
• 筒状のケースを持ったまま、プローブをプローブベースに落とし込むよ

うに装填します。プローブには直接手を触れないでください。
• 測定ボタンを押して、プローブをアクティブにします。

4. 測定位置の調整:
• 調整ダイヤルを回して額あておよび頬あての長さを調整し、プローブ先

端から角膜中心部までの距離を 4 〜 8 mm になるように合わせます。この
とき眼圧計が眼に触れないように注意してください。

• 額あておよび頬あての目盛りの値を、位置記録用カードに記入してくだ
さい。

• もう片方の眼にも同様に距離を設定し、目盛りの値をカードに記入して
ください。

5. 眼圧計の正しい測定位置について、図を使って説明してください (説明の際は操作ガ
イドの図などを使用してください)。

• 鏡の前で、眼圧計を横向きに持ち、プローブと眼の高さを合わせてくだ
さい。

• 眼圧計を正面に向け、額あてと頬あてを顔につけます。プローブの先端
が角膜の中心をまっすぐ向くように位置を合わせてください。

• プローブベースのランプが緑色に点灯していることを確認してくださ
い。赤で点灯している場合は、眼圧計や顔が傾いています。正面をまっ
すぐ見て、眼圧計を水平に保持するようにしてください。

• プローブベースのランプは、縦方向の傾き（水平状態）のみを感知する
ため、横方向のずれが生じてもエラー（赤点灯）となりません。このため
ランプが緑のときでも、横方向のずれがないことを確認する必要がありま
す。プローブが角膜の中心を正しく向いていない場合は、測定位置の調整
を再度行ってください。プローブは角膜中心部から 10 度以上ずれてはい
けません。正しく保持されている場合は、片眼（測定眼）で見たときに、
本体が正面を向き、プローブベースのランプが緑色の正円に見えます。

6. 測定方法の説明:
• 背面パネルの測定ランプが点滅しているとき、測定ができる状態である

ことを説明してください。
• 眼圧の最終結果を得るためには6 回の測定が必要であること、また測定デ

ータは本体に保存されることを説明してください。
• 測定ボタンを押し続けると、6 回の測定が連続で行われることを説明して

ください。長い「ピーッ」という音が鳴り、背面パネルの測定完了ラン
プが点灯したら終了です。測定が終了するとプローブベースのランプは
消えます。
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7. 測定結果を収集、表示、保存する方法を説明してください (医療従事者のみ):
• PC にインストール済みの アイケアLINK ソフトウェアを起動してください。

（PCにはあらかじめアイケアLINKをインストールしておいてください）
• 付属のUSB ケーブルで眼圧計と PC を接続してください。プローブ装填ラン

プと測定ランプが点滅します。ランプが点滅しない場合や、修理ランプと
電池交換ランプが点滅する場合は、USB ケーブルを再接続してください。

• 眼圧計の内部時計は、アイケアLINK ソフトウェアによって自動的に PC の
時刻に同期されます。

• アイケアLINK ソフトウェアの眼圧計タブが開き、データが表示されます。
• 測定データを選択した患者へコピーしてください (初期設定で新規患者と

表示されている場合、患者名は後から変更できます)。
• 測定データタブが開き、測定データが表示されます。測定データは PC に

保存されました。

ステップ 3 – 演習
医療従事者への研修:

1. あなた (認定トレイナー) 自身の眼を用い、自己測定における眼圧計の位置調整を行
って見せてください。

2. 受講者（研修を受ける医療従事者）に対し、よく見て覚えるように伝えてくださ
い。

3. 新しいプローブを装填し、受講者に対し、眼圧計の位置調整および自己測定を何回
か実施するように指示してください。

4. 受講者の操作を観察します。必要に応じて位置を正し、正しい位置を教え、再度行
うように指示してください。

5. 受講者が安定して正しい測定位置調整ができるようになるまで、このステップを 10 
回繰り返してください。

介助者への研修:

6. 適切な第三者（患者モデル）の眼に対して、眼圧計の位置調整を行って見せてくだ
さい。

7. 受講者（介助者）に対し、よく見て覚えるように伝えてください。
8. 新しいプローブを装填し、受講者に対し、患者モデルの眼に対して眼圧計の位置調

整を行い、測定を何回か実施するように指示してください。
9. 受講者の操作を観察します。必要に応じて位置を正し、正しい位置を教え、再度行

うように指示してください。
10. 受講者が安定して正しい測定位置調整ができるようになるまで、このステップを 10 

回繰り返してください。

ステップ 4 – 認定トレイナーによる測定（リファレンス測定） 

医療従事者への研修:

1. 新しいプローブを装填し、受講者の眼圧を片眼1 回ずつ測定してください。

介助者への研修:

2. 新しいプローブを装填し、適切な第三者（患者モデル）の眼圧を片眼1回ずつ測定し
てください。
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ステップ 5 – 受講者による測定テスト

医療従事者への研修:

1. 受講者に、自身の眼圧を片眼3回ずつ自己測定するように指示してください。このと
きステップ4のリファレンス測定と同一の眼圧計に新しいプローブを装填して使用し
ます。

2. 受講者の自己測定位置が正しいかを観察してください。ただしここでは指導やアド
バイスをしないようにしてください。

介助者への研修:

1. 受講者に、適切な第三者（患者モデル）の眼圧を片眼3回ずつ測定するように指示し
てください。このときステップ 4のリファレンス測定と同一のモデルに対し、同一の
眼圧計に新しいプローブを装填して使用します。

2. 受講者の測定位置が正しいかを観察してください。ただしここでは指導やアドバイ
スをしないようにしてください。

ステップ 6 - 認定

眼圧計をPCに接続し、アイケアLINK ソフトウェアで測定データを閲覧してください。

医療従事者への研修: 

受講者（医療従事者）は、以下の基準を満たした場合にトレーニングを修了したものと
し、患者に対して眼圧測定を実施すること、および第三者に自己測定を指導することが
認められるものとします。

a. 認定トレイナーによる測定値と、医療従事者による 3 回の測定のうち最初の
測定値との差が、 5 mmHg 以下であること。 

b. 医療従事者による 3 回の測定値の最大値 - 最小値が、7 mmHg 以下であること。
c. 正しい位置で自己測定が行われたと認定トレイナーに判定されていること。

医療従事者の名前:  

日付（年年 月月 日日）:  

認定  0 = 合格; 1 = 不合格

介助者への研修:
介助者は、以下の基準を満たした場合にトレーニングを修了したものとし、患者に対し
て眼圧測定を実施することが認められるものとします。

a. 認定トレイナーによる測定値と、介助者による 3 回の測定のうち最初の測定
値との差が、 5 mmHg 以下であること。 

b. 介助者による 3 回の測定値の最大値 - 最小値が、7 mmHg 以下であること。
c. 正しい位置で測定が行われたと認定トレイナーに判定されていること。

介助者の名前:    日付（年年 月月 日日）: 

認定  0 = 合格; 1 = 不合格
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11. 患者への自己測定トレーニングの手順

全ての患者は、アイケアHOME 眼圧計を使用する前に、必ず認定トレイナーによる研修を受
け、試験に合格しなければなりません。 認定トレイナーとして、患者への自己測定トレーニン
グを行う際は、以下の手順により実施してください。      
  

ステップ 1 – 使用方法の説明

1. 眼圧計の各部（ボタン、アイコン、ランプ等）について説明をしてください。
• オフ:  全てのランプ消灯。
• 電源: 電源を入れると全てのランプが一瞬点灯し、長い「ピーッ」という音

が鳴ります。
• プローブの装填: 背面パネルのプローブ装填ランプが点滅したらプローブを

装填します。
• 測定: 背面パネルの測定ランプが点滅したら測定が開始できます。眼圧計が

正しく水平に保持されるとプローブベースのランプは緑に点灯しますが、
傾いている場合は赤く点灯します。測定エラーが発生した場合は、プロー
ブベースのランプが赤く点滅し、「ピーピー」というエラー音が鳴ること
を説明してください。

• 再測定: 背面パネルの再測定ランプが点滅した場合は、再測定が必要です。
このとき、プローブベースのランプが赤く点滅し、「ピーピー」というエ
ラー音が鳴ります。この原因は測定値間のばらつきが大きいため、もしく
は測定眼の識別ができなかったことにあります。

• 測定完了: 背面パネルの測定完了ランプの点灯は、測定が正しく完了できた
ことを示します。このとき長い「ピーッ」という音が鳴り、またプローブ
ベースのランプは消えます。

• 修理: 背面パネルの修理ランプが点滅した場合は、修理が必要です。このと
き、プローブベースのランプが赤く点滅し、「ピーピー」というエラー音
が鳴ります。

• 電池残量低下: 背面パネルの電池交換ランプが点灯した場合は、電池の残量
が少なくなっているので、電池を早めに交換する必要があります。

• 電池切れ: 背面パネルの電池交換ランプが点滅した場合は、電池の残量がな
いため、電池の交換をするか、または代わりの眼圧計を依頼する必要があ
ります。

2. 医療従事者が眼圧計の電源を入れる:
• 電源ボタンを長押ししてください。背面パネルの全てのランプが一瞬点

灯し、長い「ピーッ」という音が鳴ります。
• プローブが装填できる状態になると、背面パネルのプローブ装填ランプ

が点滅します。 
3. 医療従事者がプローブを装填する:

• プローブの滅菌ブリスタパックを開封してください。
• 筒状ケースのふたを開けます。
• 筒状のケースを持ったまま、プローブをプローブベースに落とし込むよ

うに装填します。プローブには直接手を触れないでください。
• 測定ボタンを押して、プローブをアクティブにします。
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4. 眼圧計の正しい測定位置について、図を使って説明してください (説明の際は操作ガ
イドの図などを使用してください)。

• 鏡の前で、眼圧計を横向きに持ち、プローブと眼の高さを合わせてください。
• 眼圧計を正面に向け、額あてと頬あてを顔につけます。プローブの先端

が角膜の中心をまっすぐ向くように位置を合わせてください。
• プローブベースのランプが緑色に点灯していることを確認してください。

赤で点灯している場合は、眼圧計や顔が傾いています。正面をまっすぐ見
て、眼圧計を水平に保持するようにしてください。

• プローブベースのランプは、縦方向の傾き（水平状態）のみを感知するため、横
方向のずれが生じてもエラー（赤点灯）となりません。このためランプが緑のと
きでも、横方向のずれがないことを確認する必要があります。プローブが角膜
の中心を正しく向いていない場合は、測定位置の調整を再度行ってください。プ
ローブは角膜中心部から 10 度以上ずれてはいけません。正しく保持されている
場合は、片眼（測定眼）で見たときに、本体が正面を向き、プローブベースのラン
プが緑色の正円に見えます。

5. 測定方法の説明:
• 背面パネルの測定ランプが点滅しているとき、測定ができる状態である

ことを説明してください。
• 眼圧の最終結果を得るためには6 回の測定が必要であること、また測定デ

ータは本体に保存されることを説明してください。
• 測定ボタンを押し続けると、6 回の測定が連続で行われることを説明して

ください。長い「ピーッ」という音が鳴り、背面パネルの測定完了ラン
プが点灯したら終了です。測定が終了するとプローブベースのランプは
消えます。

ステップ 2 – 医療従事者による自己測定デモンストレーション

1. 上記で説明したとおりに、あなた (医療従事者) 自身の眼を用いて自己測定の位置調
整を行って見せてください

2. 患者に対し、よく見て覚えるように伝えてください。

ステップ 3 – 医療従事者の監視下での患者による自己測定の練習

1. 新しいプローブを装填します。調節ダイヤルを回して額あておよび頬あての長さを調
整し、プローブ先端から患者の角膜中心部までの距離を 4 〜 8 mm になるように合わ
せます。このとき眼圧計が眼に触れないないように注意してください。調整ができた
ら、額あておよび頬あての目盛りの値を位置記録用カードに記入してください。 

2. 患者に対し、眼圧計の位置調整および自己測定を何回か実施するように指示してください。
3. 患者の操作を観察します。必要に応じて位置を正し、正しい位置を教え、再度行う

ように指示してください。
4. 患者が安定して正しい測定位置調整ができるようになるまで、このステップを10 

回繰り返してください。もし安定して測定できない場合は、当該患者はアイケア
HOME による眼圧自己測定が不可能であると見なします。

ステップ 4 - 医療従事者による患者の眼圧測定（リファレンス測定）

1.  新しいプローブを装填し、患者の眼圧を片眼1 回ずつ測定してください。

ステップ 5 - 患者による自己測定テスト

1. 患者に、自身の眼圧を片眼3回ずつ自己測定するように指示してください。このとき
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ステップ4のリファレンス測定と同一の眼圧計に新しいプローブを装填して使用しま
す。

2. 患者の自己測定位置が正しいかを観察してください。ただしここでは指導やアドバ
イスをしないようにしてください

ステップ 6 - 認定

眼圧計をPCに接続し、アイケアLINK ソフトウェアで測定データを閲覧してください。
患者は、以下の基準を満たした場合にトレーニングを修了したものとし、アイケア
HOMEによる自己測定を行うことが認められるものとします。

a. 医療従事者による測定値と、患者による 3 回の自己測定のうち最初の測定値
との差が、 5 mmHg 以下であること。 

b. 患者による 3 回の測定値の最大値 – 最小値が、7 mmHg 以下であること。 
c. 患者による自己測定が正しい位置で行われたと医療従事者により判定されて

いること。

患者 ID:   日付（年年 月月 日日）: 

認定  0 = 合格; 1 = 不合格 眼  0 = 右; 1 = 左, 2 = 両眼

12. プローブベースの交換
プローブベースは12ヶ月毎を目安に交換してください（交換の頻度は使用状況によりま
す）。
本体背面の修理ランプが点滅したときは、プローブベースの洗浄または交換を行ってみ
てください。

プローブベース交換の手順：
・ 眼圧計の電源を切ります。
・ プローブベース部の黒いカバー（プローブベースカバー）を反時計方向

に回して取り外し、安全な場所に置きます。
・ プローブ装填部を下に傾け、内部から金色の部品（プローブベース）を

取り出してください。
・ 新しいプローブベースを内部に入れます。
・ プローブベースカバーを元に戻し、しっかりと固定してください。

13. プローブベースの洗浄
警告！

眼圧計本体の内部にはアルコール等の溶液を絶対に入れないでください。プローブベー
スの洗浄は必ず本体から取り外してから行ってください。プローブベースは完全に乾燥
してから本体に戻し入れてください。

プローブベースは適切な洗浄を行うことで寿命を伸ばすことができます。プローブベー
スは6ヶ月毎を目安に洗浄することを推奨します（交換の頻度は使用状況によります）。
本体背面の修理ランプが点滅したときは、プローブベースの洗浄または交換を行ってみ
てください。
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プローブベース洗浄の手順：
・ プローブベース洗浄容器、または適切な清潔な容器を100%イソプロピル

アルコールにて満たします。
・ 眼圧計の電源を切り、プローブベースを取り外します（プローブベースの取

り外し方法は上記「プローブベース交換の手順」を参照してください）。
・ 取り外したプローブベースを逆さにしてアルコールを満たした洗浄容器

の中に沈め、5〜30分ほど浸漬させます。
・ プローブベースを洗浄容器から取り出します。
・ 清浄な圧縮空気を吹き付け、プローブベースの外側および細い筒状の内

部を十分に乾燥させます。このとき残った汚れも一緒に吹き飛ばします。
・ プローブベースが十分に乾燥したら、眼圧計に戻し入れます。
・ プローブベースカバーを元に戻し、しっかりと固定してください。

14. 清掃と消毒

 注意 !
ここに記載されている清掃、消毒以外のメンテナンスや修理は行わないでください。こ
れ以外のメンテナンスや修理は、製造元または認定サービスセンターで行う必要があり
ます。

患者ごとに額あて、頬あてを清掃消毒してください。70% アルコール溶液で湿らせた柔
らかい布等を使用して、優しく清拭してください。眼圧計を水やその他の液体に浸漬さ
せないでください。眼圧計に直接液体をかけたり、多量の液体を用いて清掃したりしな
いでください。

15. 付属品
パーツ番号 製品記述 重量 寸法

540 プローブ ベース 4g 7 mm x 38 mm

TA022-001 プローブベースのカバー 2g 20 mm x 15 mm

560 リスト ストラップ 3g 270 mm x 10 mm x 10 mm

TA022-044  携帯用ケース 210g 270 mm x 135 mm x 60 mm

7179 電池カバー 3g 26 mm x 23 mm x 7 mm

TA022-035 操作ガイド 33g 210 mm x 90 mm x 2 mm

571 電池 3 V CR123A 17g 17 mm x 35 mm

TA022-037 額あてと頬あての位置記録用カード 40g 70 mm x 41 mm x 13 mm

575 USB ケーブル 23g 1m
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16. 技術情報および性能データ
型式 TA022 

寸法: 約 11cm x 8cm x 3cm
重量: 約 150g（電池込み）

電源: 3.0Vリチウム電池CR123A（CR123）x 2 個 (Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A 
など、PTC 保護が組み込まれている電池を使用してください) 

測定範囲: 5-50 mmHg
精度  (マノメトリーと比較して 95 % の許容差):±1.2mmHg (<20 mmHg) および  
±2.2 mmHg (≥20 mmHg)
再現性 (変動係数): 8 % 未満 

シリアル番号は電池収納部カバー内に記載。    
プローブのロット番号はプローブの箱および滅菌ブリスタパックに記載。
眼圧計から患者への電気的な接続なし。 
電撃に対する保護の程度：BF形

動作環境
温度: +10 °C 〜 +35 °C 
相対湿度: 30% 〜 90% 
気圧: 800hPa 〜 1060hPa 

保管環境
温度: -10 °C 〜 +55 °C
相対湿度: 10% 〜 95% 
気圧: 700hPa 〜 1060hPa

輸送環境 
温度: -40 °C 〜 +70 °C
相対湿度: 10% 〜 95% 
気圧: 500hPa 〜 1060hPa 

医療従業者への環境規制は以下を含みます。
• 救急搬送車等の、振動や雑音レベルが高くエラー音が聞こえない環境。

操作者 (患者) への環境規制は以下を含みます。
• 雑音レベルが高くエラー音が聞こえない環境。
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17. 記号

重要

詳細については取扱説
明書をご覧ください 

BF 型機器

単回使用の使い捨て

シリアル番号

使用期限: <日付>

製造元

湿気厳禁

製造日

ロット番号

放射線照射滅菌済み

待機状態

こ の 製 品 は 家 庭 ご み と 一
緒 に 廃 棄 し な い で く だ さ
い。回収再利用を行う適切
な処理場に送付してくださ
い。EU WEEE (電気電子機
器の廃棄に関する欧州議会
および理事会指令)

保管環境

輸送環境

SN

STERILE    R

LOT
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18. 電磁環境適合宣言

ガイダンスおよび製造元による自己宣言 – エミッション

アイケアHOME は、下記に示す電磁環境下での使用を意図しています。
アイケアHOME の使用者は、下記環境下で使用されることを必ず確認してください。

RF エミッション CISPR 11 グループ 1 アイケアHOME は電池により作動し、その内部機能にのみRFエネルギー
を使用します。従って、そのRFエミッションは微量であり、周辺機器に
及ぼす干渉はほとんどありません。

RF エミッション CISPR 11 クラス B アイケアHOME は、住居用に送電される公共の低電圧の電力ネットワー
クに直接接続された住居等の施設を含む全ての施設内での使用に適して
います。

ガイダンスと製造元の宣言 – イミュニティ

アイケア HOME は、下記に示す電磁環境下での使用を意図しています。 
アイケア HOME の使用者は、下記環境下で使用されることを必ず確認してください。

イミュニティ試験 IEC 60601 試験
レベル

適合レベル 電磁環境 – ガイダンス

静電気放電 (ESD) IEC 6100-4-2 ± 6 kV 接触放電 
± 8 kV 気中放電

適合 床は木製、コンクリートまたはセラミックでな
ければなりません。床が合成材で覆われている
場合は、相対湿度は 30% 以上でなければなり
ません。

電波周波数 (50/60 Hz) 磁界  
IEC 61000-4-8

3 A/m 適合 電源周波数電磁場は一般的な商業用または病院
用クラスのものであるべきです。

 警告 !
警告ケーブルや付属品等は製造元により指定された製品をご使用ください。それ以外の
製品を併用した場合、アイケアHOME眼圧計のエミッション増加やイミュニティ低下を
引き起こす可能性があります。

アイケアHOME はクラス B 機器に属し、下記の EMC 情報に従い特別な注意を払って運
用される必要があります。
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ガイダンスと製造元の宣言 – イミュニティ

アイケア HOME は、下記に示す電磁環境下での使用を意図しています。 
アイケア HOME の使用者は、下記環境下で使用されることを必ず確認してください。

イミュニティ試験 IEC 60601
試験レベル

適合レベル 電磁環境 – ガイダンス

放射 RF 
IEC 6100-4-3

3 V/m
80MHz 〜 2,5 GHz

3 V/m 可搬・携帯式RF 通信機器を使用する際は、アイケ
アHOME （ケーブル等を含む全て）との距離を以
下の推奨隔離距離（トランスミッタ周波数に適用さ
れる計算式により算出）以上に保つこと。

推奨隔離距離
d = 1.2 √P
d = 1.2 √P 80 MHz から 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz から 2.5 GHz

電磁界実地調査により測定された固定 RF トランスミ
ッタ からの電磁界強度は、各周波数帯域における適
合レベル以下でなければなりません。　

下記の記号を示した機器の周辺では、干渉が生じる
可能性があります。

NOTE 1 80 MHz と 800 MHz では、高い方の周波数範囲が適用されます。

NOTE 2 これらのガイダンスはいかなる状況にも適用されるわけではありません。電磁波の伝播は構造物、物体、人によ
る吸収や反射の影響を受けます。

無線通信の基地局、(携帯/コードレス) 電話および陸上移動無線、アマチュア無線、AM および FM ラジオ放送、および TV 
放送などの固定送信器からの電磁界強度は、理論的な予測を正確に行うことはできません。電磁環境を正しく評価するに
は、電磁界実地調査の実施を検討する必要があります。アイケアHOME を使用する場所における電磁界強度の実測値が、
適用される上記の RF 適合レベルを超える場合は、アイケアHOME が正常に作動することを観察し確認する必要がありま
す。もし異常な作動が見られた場合は、アイケアHOME の方向や配置を変更する等の措置が必要な場合があります。 

周波数範囲 150 KHz から 80 MHz で、磁界強度は 3 V/m 以下でなければなりません。

可搬・携帯式 RF 通信機器と アイケア HOME 間の推奨隔離距離

アイケアHOME は、放射 RF 妨害が管理されている電磁環境下での使用を意図しています。アイケアHOME の使用者は、
可搬・携帯式RF 通信機器 (トランスミッタ) と アイケアHOME 間の隔離距離を保つことによって、電磁干渉を防ぐことが
できます。通信機器の最大出力電力に応じた推奨隔離距離は以下に記します。

トランスミッタの最大出力電力
(W)

トランスミッタ周波数および隔離距離

150 kHz から 80 MHz
d= 1,2 √P

80 MHz から 800 MHz
d= 1,2 √P

800 MHz から 2,5 GHz 
d= 1,2 √P

0,01 0.12 0.12 0.23

0,1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.2

100 12 12 23

上記に示されていない最大出力を持つトランスミッタにおいては、トランスミッタの周波数に適用される計算式を用いて
推奨隔離距離を推定することが可能です。このときP はトランスミッタ製造元により示されるトランスミッタの最大出力
定格(W)です。

NOTE 1 80 MHz と 800 MHz では、高い方の周波数範囲における隔離距離が適用されます。

NOTE 2 これらのガイダンスはいかなる状況にも適用されるわけではありません。電磁波の伝播は構造物、物体、人によ
る吸収や反射の影響を受けます。

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語



www.icaretonometer.com31Icare HOME

メモ

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語



www.icaretonometer.com32Icare HOME

www.icaretonometer.com

HOME

アイケアHOME 手持眼圧計 取扱説明書（医療従事者向け） 日本語


