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はじめに 

このたびは、弊社製品をお買い求めいただきありがとうございます。 

【概要】 

本品は、医家向け医療機器です。医師の使用及び医師の指示等により使用してくださ

い。本体であるテレメトリー式心電送信機、携帯端末専用アプリ及びクラウドサーバーソ

フトウェアからなります。本体から送信した心電図信号を携帯端末で受信し、携帯端末

内の専用アプリを介して心電図信号をクラウドサーバーへ転送、保存します。測定後ク

ラウドサーバーに保存された心電図信号を専用アプリで心電図波形として表示できます。

訪問介護や遠隔医療、在宅医療等での心電図波形の観察による見守り用にご利用い

ただけます。 

 

 
 
 
 
 
                    

  
 

本品に添付された文書を必ずよくお読みになり、安全にお使いください。 

携帯端末 クラウド myBeat ホーム ECG 携帯端末 

転送元 転送先 

心電図信号 心電図信号 心電図波形 
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1 製品構成 

開梱後すぐに、箱の中に次のものが入っていることをご確認ください。 

 

本体 myBeat ホーム ECG 1台 

付属品 

myBeat ホーム ECG用アタッチメント 
（医療機器届出番号 13B2X10190000003） 

1台 

お試し用電池  型式 CR2032   1個 

収納ポーチ 1個 

医療機器添付文書 1部 

取扱説明書（保証書）※本書 1冊 

「myBeat心電計」操作説明書 1冊 

クイックスタートガイド 1部 

心電図まいにち測定しよう 1冊 

 
※付属電池はお試し用です。早めに寿命が切れることがあります。 

※ご注文の内容により、付属品の内容は変わります。 

※万一、不足のもの、製品へのキズ、不良などがありましたら、お買い求め先または背表紙に記載のお問い合わせ先ま

でご連絡ください。 
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2 各部の説明 

<ホーム ECG本体> 

おもて 

           
うら 

 

   

電源スイッチ 

LED ランプ 

電池蓋開口部 

電極装着用ホック 

 銘板（拡大）  電池蓋開口部スライド時  

リセット穴 

BF 形装着部 
記号 
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LED ランプ  
 

*1ペアリング操作については、付属の「myBeat 心電計」操作説明書をご確認ください。 

 

<myBeat ホーム ECG用アタッチメント> 
 

    

LED ランプ表示 動作状況 対処方法 
        正常に心電図を測定してい

ます 
― 

3秒に 1回緑点滅 
        本体と端末がペアリングさ

れています 
― 

緑青交互点灯 

        本体と端末がペアリングさ
れていません 

ペアリング操作をしてください*1 
黄青交互点灯 

 測定不可 
電池残量が低下しています 

新品の電池と交換してください 
赤点灯 
 測定不可 

電池残量がありません 
新品の電池と交換してください 

消灯 

装着用ホック 

左側電極部 
(側面) 

右側電極部(側面) 

右手親指用くぼみ 
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3 安全上のご注意 

 警告 場合により重大な事故にいたる恐れがありますので必ずお守りください。 

 
 

 注意 軽微なケガや悪化、故障の原因となる恐れがありますので必ずお守りください。 

 

磁気共鳴画像診断装置（MRI）とは併用しないでください。 

自動体外式除細動装置（AED）とは併用しないでください。 

植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器などの、電磁波に影響を受け

る医療機器（健康器具含む）とは併用しないでください。 

可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内では使用しないでください。 

入浴など水中や水滴のかかる環境、または結露する環境では使用しないでください。 

電池から出た液体に触れたり火気を近づけたりしないでください。 

皮膚に赤みやかゆみ、痛み等のアレルギー反応が見られる場合は、すぐに使用を中止

してください。 

子どもの手の届かない場所で使用および保管してください。 

製品本来の目的以外では使用しないでください。 
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4 使用上のご注意 

 本製品は一回に１分程度の短時間の使用を目的としています。 

 本製品は日本国内での使用を目的とした無線機器です。日本国外や航空機内での使用で

生じた刑罰や故障などの全ての事象に対して、当社は一切の責任を負いかねます。 

 本製品を許可なく複製、転載、改編しないでください。 

 

故障の原因または法律違反となるため、次を必ずお守りください。 

 本体が水没したらすぐに電源をお切りください。その後は一切使用できません。 

 運搬や保管時に、落下させたり、振動を与えたり、上に物を置いたりしないでください。 

 不当な修理や分解、または改造はしないでください。 

 本体の電極装着用ホックには、本製品が指定する電極以外、いかなる導電性部品も接触

させないでください。 

 本体に貼りつけてある銘板は絶対に剥がさないでください。銘板の内容が確認できない場

合、電波法により罰せられたり製品の保証及び修理をお断りしたりする場合があります。 
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正確な心電図波形が取得できない可能性があるため、次を必ずお守りください。 

 乗り物や健康器具（マッサージ器など）等、身体に振動が加わる環境では使用できません。 

 測定中に身体を動かしたり話をしたりしないでください。 

 周辺に Bluetooth機器や Wi-Fi機器が多く存在する環境では、混信により通信が妨げられ

る可能性があります。 

 電子レンジや電気毛布などの電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。通

信が妨げられる可能性があります。 
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5 使用方法 

医家向け医療機器であるため、医師の
使用及び医師の指示等により使用くだ
さい。 
 

5.1 電池を入れる 
 

① 電池を準備します。 

本体は型式 CR2032 の電池を 1 個使

用します。電池の型式にご注意くださ

い。（マクセル株式会社製推奨） 
 

 幼児の手の届かないところで操作し、

幼児が電池を誤飲しないよう電池をき

ちんと管理してください。 

 

 
 
 

② 本体裏面の電池蓋開口部を矢印の

方向へスライドさせ、電池蓋を開きま

す。 
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③ 電池蓋の裏側に貼られた極性表示を

参考に、電池のプラス（＋）極が見え

るようにして電池を挿入します。 

このとき電池は片側が少し浮いた状

態になります。 
 

 

 

④ 電池蓋をかるく引いて下ろし、浮いた

電池を上から押しながら矢印の方向

へスライドさせます。電池蓋が閉まっ

たときに「カチッ」という音がすることを

確認してください。 

電池蓋を閉める際は指を挟まないよ

うご注意ください。 

 

 
 
 
 

極性表示 

ツメの下に 
電池を入れる 

× 
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5.2 本体に電極を取り付ける 

■myBeatホーム ECG用アタッチメント 

手に持って測定するタイプの再使用可

能な電極です。 

本体裏面の電極装着用ホックと

myBeatホーム ECG用アタッチメントの

装着用ホックを合わせて、カチッと音が

するまで押し込みます。 

 

 
 

 
 
 

 
 

■myBeat ディスポーザブル電極 
(医療機器届出番号 13B2X10190000002) 

肌に直接貼り付けて測定するタイプの

使い捨て電極です。(別売り) 

本体裏面の電極装着用ホックと

myBeat ディスポーザブル電極の本体

装着用ホックを合わせて、カチッと音が

するまで押し込みます。 

※本体に電極を取り付ける際は、ホック部に手
を挟まないようご注意ください。 

※図を参考に本体の向きを正しく取り付けてく
ださい。 

※記載以外の電極の使用で本製品の性能が発
揮されない場合、またそれにより生じた不具
合や事故について、当社はその責任を負い
かねます。 
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5.3 電源を入れる 
 
電源スイッチを ON 側へスライドし電源
を入れます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 測定方法 
 

本体からのデータを受信する端末の準

備が完了したら、次のいずれかの方法

で安静にした状態で測定してください。 
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■myBeat ホーム ECG用アタッチメント 

I誘導（推奨）*2 
 

 

両手で持って測定します。 
① myBeat ホーム ECG 用アタッチ

メントの右手親指用くぼみ（青丸

部）に右手の親指を添え、上部

から右側電極部にかけて右手人

差し指をかるく当てるようにして

持ちます。 

② 左側電極部を左手のひらにかる

く押し当て、両手が触れないよう

にします。 

③ 座位で両肘を台の上などに置い

て固定し、腕や肩の力を抜いてく

ださい。 

 

V4類似誘導*2 
V4誘導に類似した心電図波形を取得します。 
 

アタッチメントを右手で持ち、左側電極部

を素肌の胸に押し当てて測定します。 

① myBeat ホーム ECG 用アタッチメ

ントの右手親指用くぼみ（青丸部）

に右手の親指を添え、上部から右

側電極部にかけて右手人差し指を

かるく当てるようにして持ちます。 

② 左側電極部を素肌の左乳頭の下

約 5cm（みぞおちと同じ高さ）にある

骨にかるく押し当てます。 

③ 腕の力を抜いてください。 

 

左乳頭 

みぞおち 
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その他 

 

 

アタッチメントを右手で持ち、左側電極

部を身体の一部にかるく押し当てて測

定します。 

① myBeat ホーム ECG 用アタッチ

メントの右手親指用くぼみ（青丸

部）に右手の親指を添え、上部

から右側電極部にかけて右手

人差し指をかるく当てるようにし

て持ちます。 

② 左側電極部を身体の任意の場

所（胸、右足首等）にかるく押し

当てます。 

 

■myBeatディスポーザブル電極 

I類似誘導*2 
Ⅰ誘導に類似した心電図波形を取得します。 

 

myBeat ディスポーザブル電極を左

胸部の素肌に貼り付けて測定します。 

本体を取り付けた myBeat ディスポ

ーザブル電極を、装着者の左胸部

の素肌に貼り付けます。 

電極部は身体中心よりも左側（左半

身）に装着してください。 

 

高さ位置は次を目安にしてください。 

身長 170cm未満の人： 

電極部が鎖骨から 80mm下 

身長 170cm以上の人： 

電極部が鎖骨から 100mm下 
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その他 

 

myBeat ディスポーザブル電極を任意

の場所に貼り付けて測定します。 

本体を取り付けたmyBeatディスポー

ザブル電極を、心臓付近の心電が

測定可能な場所に貼り付けて測定し

ます。 

（例：みぞおちの左側） 
 

*2 誘導に関する説明を、付属の「心電図まいにち

測定しよう」に記載しています。ご確認ください。 

 

 

 

 

5.5 測定する 
 
１） 転送元の携帯端末の画面上に心電

図波形が表示されてから5秒後に、測

定開始されます。測定時間は40秒で

す。 
 

２） 測定が終わると心電図信号は、クラ

ウドサーバーへ転送され、保存されま

す。 

 

３） 測定後は、電源スイッチをOFF側へス

ライドし電源を切ります。 
 

 
 
転送先の携帯端末で心電図波形を表
示できます。 
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6 保管・保守方法 

 

 ご購入後すぐに、保証書に「お買い上げ日」および「販売店または購入先」をご記入くだ

さい。もしくは、それらがわかる納品書やレシート等を添えて保証書を保管してください。 

 汚れを感じたら、水または中性洗剤を染み込ませかたく絞った布で汚れを拭き取った後、

やわらかい布で乾拭きをしてください。 

 使用しない時は電源を OFFにし、本体から電池を取り外してください。 

 水分のかからないところで、高温、多湿、日光の当たる場所を避けて保管してください。 

 保管環境: 温度－20～＋65℃、湿度 10～95％（結露なきこと）、気圧 700～1060hPa 

 運搬時や保管時は、落下させたり振動を加えたりしないようご注意ください。 

 廃棄の際は、法律や地域の条例等に定める方法で廃棄してください。電池は包装に記

載の方法で廃棄してください。 

 製品をご使用になる前に、次ページの保守点検をしてください。点検の結果異常が見ら

れた場合は使用を中止し、必要に応じてお問い合わせください。 
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保守点検項目 

対象 点検内容 手順 判定基準 

本体 

myBeat ホーム ECG

用アタッチメント 

 

外装の傷、破損、 

割れ、変形、さび 

外装の傷、破損、割れ、変

形、錆びを目視で確認する 

外装に傷、破損、割

れ、変形、さびがない 

外装の汚れ 外装の汚れを目視で確認す

る 

外装に汚れがない 

銘板の汚れ、 

剥がれ 

銘板の汚れ、剥がれを目視

で確認する 

銘板に汚れ、剥がれが

ない 

電極の挿抜 本体にmyBeat ホームECG

用アタッチメントを取り付け

／取り外しする 

取り付けがスムーズで

ガタつきがない 

取り外しがスムーズで

ある 

本体 電源スイッチの 

動き 

電源スイッチを指で ON／

OFFにスライドする 

動きがスムーズである 

LED ランプの表示 本体に電池を挿入して電源

を入れ、LED ランプの表示

を目視で確認する 

LED ランプが点灯する 

 



 

18 

7 故障かな?と思ったら 

問題 原因 対策 

本体の電源が
入らない 

電池が消耗している 
 

新品の電池と交換してください 

電池の向き（＋/－極）が間違っている 
 

正しい向きで電池を挿入してください 

心電図波形が
取得できない 

測定が開始し
ない 

電極接触部の肌表面が極端に乾燥し
ている 

水で湿らせたタオルやガーゼなどで拭
いて、肌表面を適度に湿らせてください 

電極接触部の肌表面が極端に湿って
いる 

乾いたガーゼやタオルなどで肌表面を
拭いてください 

本体の向きが間違っている 本体を正しい向きで電極に取り付けて
ください 

myBeat ディスポーザブル電極が肌表
面からはがれている 

myBeat ディスポーザブル電極を新品
と交換してください 

myBeat ホーム ECG 用アタッチメント
を強く握りしめている 

腕や肩の力を抜いて、リラックスした
状態で測定してください 

myBeat ホーム ECG 用アタッチメント
を両手で持ったときに両手が触れてい
る 

myBeat ホーム ECG 用アタッチメント
を固定する両手が触れないようにして
ください 

心電図波形が安定していない 他の測定方法に変更してください 
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8 仕様 

販売名 myBeat ホーム ECG 

型式 UHEm-1 

医療機器認証番号 228AOBZX00010000 

類別 機械器具 21 内臓機能検査用器具 

一般的名称 テレメトリー式心電送信機 

医療機器分類 管理医療機器 特定保守管理医療機器 

電撃保護 内部電源機器 BF形装着部 

材質 
ABS 樹脂、ポリエチレンテレフタレート、黄銅（真鍮）の表面ニッ

ケルメッキ、ステンレス鋼 

大きさ、重さ 高さ 48.7 mm×幅 37.5 mm×奥行き 12.5 mm、15.5g（電池除く） 

電源 電池 型式 CR2032 1個 

電池寿命 
連続使用時間 35分 

（マクセル株式会社 CR2032電池使用） 

耐用期間 6年 

使用環境 
温度＋10～＋40 ℃ 湿度 10～95 ％（結露なきこと） 

気圧 700～1060 hPa 

保管環境 
温度－20～＋65 ℃ 湿度 10～95 ％（結露なきこと） 

気圧 700～1060 hPa 
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適合規格 

JIS T 0601-1：2012/Amd1：2014 
「医用電気機器-第 1 部：基礎安全及び基本性能に関する一般
的要求事項」 
 
JIS T 0601-1-2：2012 
「医用電気機器-第 1-2部：安全に関する一般的要求事項 
-電磁両立性-要求事項及び試験」 
 
JIS T 2304:2017 
「医療機器ソフトウェア-ソフトウェアライフサイクルプロセス」 
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9 保証規定 

 

保証期間内に本書およびその他付属文書に記載された正しい使用状態で故障した場

合に、無料で修理または交換をお受けします。 

故障または修理依頼の際は、お買い求め先もしくは背表紙に記載のお問い合わせ先に

ご連絡ください。 

保証期間内であっても次の場合は保証対象外となります。 

 お買い上げ後の輸送または移動時のお取扱いが不適当なために生じた故障、損傷 

 不当な修理または改造による故障、損傷 

 電池の液漏れによる故障、損傷 

 火災、地震、水害、その他の天災地変または異常電圧による故障、損傷 

 保証書の必要事項（「お買い上げ日」、「販売店または購入先」）が確認できない場合、

もしくは字句が書き換えられた場合 

修理には一部代替部品を使うことや、修理が困難な場合には予告なく同等品と交換す

ることがあります。 

補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、本製品の販売

中止から最低 6年間です。部品保有期間を修理対応期間とします。 
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保証書 

保証対象 myBeat ホーム ECG 

保証期間 お買い上げ日より 1年間 

お買い上げ日       年    月    日 

耐用期間 6年 

販売店または購入先  

保証書は、「お買い上げ日」および「販売店または購入先」をご記入いただくか、 

または、それらがわかる納品書やレシート等を添えて大切に保管してください。 
 

納品書・レシート等貼り付け欄 



 

MOM18013 201901(4)       
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myBeat ホーム ECG監修者 

 

 相澤 義房先生 

立川メディカルセンター研究開発部部長 

日本不整脈心電学会名誉会員 

（元日本不整脈学会会頭） 

新潟大学名誉教授 

 堤 健先生 

元昭和大学藤が丘病院循環器内科准教授 

元日本心電学会評議員 

 渡邉 英一先生 

藤田医科大学循環器内科教授 

日本不整脈心電学会理事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

製造販売業者 

ユニオンツール株式会社 

〒140-0013東京都品川区南大井 6-17-1 

http://www.uniontool.co.jp 

 

製品に関するお問い合わせ 

0120-670-672 

E-mail： mybeat-sales@uniontool.co.jp  

受付時間：AM9:30～PM4:30 

（土・日・祝日及び当社休日を除く） 
 

 
 

 

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG、 Inc. 

が所有する登録商標であり、ユニオンツール株式会社による

これらのマークの使用は許可を受けています。 

myBeat およびホーム ECG はユニオンツール株式会社の日

本における登録商標です。 

http://www.uniontool.co.jp/
http://www.uniontool.co.jp/
mailto:mybeat-sales@uniontool.co.jp

