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「生体インピーダンスは
一的に患者の体重減
をくに価する
です。は、精
と再現性に関して常に
優れたスタンダードを
しており、seca mBCA
がそれをたしていた
為、のクリニックで
使用するとして
いたしました。特に、体
脂量、筋肉量、体水分
量の区によって、BMIだ
けではわからなかった体
重減の内のより合
的な分析がになりま
した。」

Dr. Nadia Ahmad
Internal Medicine, Obesity Specialist
Obesity Medicine Institute, Dubai, 
United Arab Emirates

体成分析のアドバンテージ：

+   脂量を見ることにより栄失のを期に見できます。

+　筋肉量の表によってサルコペニアのをくだす手助けをすることができます。

+　ので筋肉量の増減をモニターし、必にじて期に整介入できます。

+　ので患者により的に関わり、モチベーションをアップさせます。

患者にどのように・体重以上
のものを提供できるでしょうか

生体インピーダンスは筋肉量、体脂量、体水分量と
いった患者の体重を構成するものを明らかにします。ま
た、フェーズアングル、体成チャート、内脂量な
どの他のパラメーターも算がです。これらのパラ

メーターはな体重とのデータよりもっとで
きるデータを提供します。侵的で的な測はわ
ずかで行われ、正で学的にされたを提
供します。
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水分量の水分量にしての合は患者のハイドレ
ーションを明らかにします
* percentage of body weight

seca mBCAが提供
するパラメーター

内脂量
い内脂量は心患、血圧、２型を
きこすリスクが大きくなります。内脂量
をすことにより、患者のリスクへの関心を
よりめることができます。

体脂量
くのな患が体重やに関していま
す。体脂量をよくすることにより、体重変
の内を価し、体脂の減をモニターでき
ます。

全てのパラメーターをグラフで見ることで、トレンドを見
る事ができ、プランの整や患者のモチベーションア
ップが期待できます。

BMI
BMIは体成の分析をする際にに見るです。
そこから筋肉量、体脂量、体水分量と、
より正な体成の分析へと開していきます。

Total Body Water (TBW): Extracellular Water (ECW):
36.3 l (59.2 %)*

43.1 %

15.6 l (25.5 %)*

ECW/
TBW [%] low
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high

設したプリントアウト
設の住やロゴを加えてプリントアウトを
設できます。パラメーター目もできるの
で、必にじて１ページもしくはページで
の利用がです。

他にアウトプットなパラメーター：
+　エネルギー消量
+　脂量
+　生体電気インピーダンスベクトル析（BIVA)
+　ECW/TBW

フェーズアングル
いフェーズアングルは、全なの拠なの
でねであることをします。その面栄
失の場合やや浮腫がある患者などを損ね
ている場合、フェーズアングルは常とてもく
なります。フェーズアングルのいいの基と
して常者のに基づくをsecaは提
供しています。

体成チャート（BCC)
体成チャートでは、体成の期的な測によ
り、体重の変の内を明らかにします。体脂
量と脂量をグラフする事で、患者の体重を
減させたのが体脂量なのか筋肉量なのかが明
になり、体重変のい価がになりま
す。

格筋量
筋肉量の（サルコペニア）はまないを
伴います。従って、ので筋肉量を価し
モニターすることは常に重です。

ASMIとは：
ASMIはDXAを基に算した肢格筋量(肢の
脂量)をの二乗でった格筋指です

※測は日本表にてされます
※日本にはAWGSのサルコペニア基のとなるASMIが表されます
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筋肉量｜97％の精(全MRI測）
各者で250以上のを分析。筋肉量算にをむDXAとは的
にいのMRIは筋肉量を区したいコントラストのを提供します。

seca mBCA：時、、かつ快な測

体脂量と脂量｜98％の精(４Cモデル)
ADP測、体重測、DXA、D2Oのそれぞれの測を元に算される4Cモデルは
で時がかかりますが、生物学的な変である体水分量をにいれます。一
、DXAなどの他のは、必ず体水分量に一のをいてしまうため、
特に体重、者、アスリートなど特な体形・体質のほど不正な(実
となる測)を導きます。

seca mBCA：精、正でい測

体水分量 | 98％の精(重水希)
体水分は重水体でマーク付けされ、体水分量 はその分布エリアで決められま
す。血中の重水のは質量分析で分析されます。

seca mBCA：な実でのテストなしで正に体水分量を

水分量｜94％の精(ナトリウム希)
小さく膜をする重水とはなり、大きいナトリウム体は
水分内にがります。浮腫はまずのスペースにみられる為、水分
量を正にすることは重です。

seca mBCA：血査不で待ち時なしでわかる測
94%

98%

98%

97%

seca mBCA がのないい精をる理由

学的にされた精 
Institute of Human Nutrition and Food Science in Kiel(キール大学、ドイツ)
およびSt. Luke’s-Roosevelt Hospital in New York(セントルークス大学、ア
メリカ)において、合260人の者をseca mBCAと科学的にめられ
ているそれぞれのゴールドスタンダード(右ページ）ので測しま
した。そのしいを元にseca mBCAの算式(アルゴリズム)
が作成され、そのについてもされています。
seca mBCAは、常に大模にされている一のBIAです。

人種におけるを 
は測をく価するのに必です。筋肉量は的でしょう
か、それともすぎでしょうか。seca mBCAは様々な人種のな者
3,000人以上の体成を有し、人種の生成における
も表されています。3

明な表された
BIAの製業者として一、secaは帰式を生成した際のを
まとめEuropean Journal of Clinical Nutritionに表いたしました。1,2

国際的な協力での 
のは大学、Institute of Human Nutrition and Food Science 
in Kiel(キール大学、ドイツ)、St. Luke’s-Roosevelt Hospital in New York(セ
ントルークス大学、アメリカ)をむ有なで行われました。主任
と著者はそれぞれの分野で価されている門で、学的利用の生体
インピーダンスの開をsecaとで行いました。

「な作用の和に
よって成りっている人
の体は、の
において “前”の
を明にすることが
も重です。減量、心
患、慢性感染、
などののある患
者や、ホルモン
などを受けている患者の
等を、はseca 
mBCAを使用して価し
ています。mBCA のレポ
ートは理しやすく、
くシンプルに価がで
きるので患者への明に
常にちます。また、
他のでなかなか明
ながでないような場
合など、mBCAによる
した価はの
整の大きな手助けとなる
だけではなく、患者にと
っては、体重以の体
成の変をできるこ
とでのモチベー
ションアップにもがり
ます。」

Dr. Suzanne Turner, MD, 
FAARM, ABAARM
Founder and Medical Director
Vine Medical Associates

1 Quantification of whole-body and segmental skeletal muscle mass using phase-sensitive 8-electrode medical bioelectrical impedance devices. 
Bosy-Westphal A, Jensen B, Braun W, Pourhassan M, Gallagher D, Müller MJ. Eur J Clin Nutr. 2017 Mar 22. doi: 10.1038 ejcn.2017.27
2 What makes a BIA equation unique? Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body Composition in a healthy adult population. 
Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D, Müller MJ. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi: 10.1038/ejcn.2012.160
3 Ethnic differences in fat and muscle mass and their implication for interpretation of bioelectrical impedance vector analysis. Björn Jensen, 
Takashi Moritoyo, Martha Kaufer-Horwitz, Sven Peine, Kristina Norman, Michael J. Maisch, Aya Matsumoto, Yuka Masui, Antonio Velázquez-
González, Jannet Domínguez-García, Elizabeth Fonz-Enríquez, Saori G Salgado-Moctezuma, Anja Bosy-Westphal. Appl. Physiol. Nutr. Metab.
https://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/apnm-2018-0276
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「secaは体成の導入
にあたり、あなたに
な用をご提いた
します。電子カルテ等と
のを希される場合
は、用の現を丁に
分析しプログラムの
開まで行う事がで
す。(有）また、
期的な製品のソフトウェ
アのアップデートもWEB
上にて無で提供しま
す。(secaスタッフによる
アップデートは有)
secaは体成導入の
用のをもサポー
トします。」

Dr.-Ing. Richard Mietz
Team Manager Integration Solutions 
International 
seca gmbh & co. kg, 
Hamburg, Germanyseca mBCAがなぜ学的利用にか

再現な測
seca mBCAはBIAでは世界で一永久的にめまれた電付き
の手すりを持っています。これにより患者はいつもじをとるこ
とができ、そのい再現性によって測がでできる
ものとなります。また、手すりはをつ際の助にもなります。

全ての測は電子カルテシステムへ力
seca integration solutionsによりseca mBCAは電子カルテとし、患者データの受およ
び測の力がです(用)。
電子カルテとので、入力ミスの止・業のが期待できます。

い測
測時はわずか17

い量 
大量300kgのい量
は、特に体重やの
の測プロセスを快に
します。

LCDタッチスクリーンディス
プレイ
360°するタッチスクリーンディス
プレイと、分かり易い操作メニューナ
ビゲーションでに利用できます。
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secaの体成の導入が、あなたにとってどのようなにするのか
をがご内いたします。お気軽にお尋ねください。

来への
のない精の用BIAテクノロジーはする価を提供します。

実したサービス
の技的な性のがりが、患者へのサービスを更に実さ
せます。

の採算性
減価やのプランなど試算できる料のがござ
います。

「学の科とし
て体成データは手
前にとても重で
す。はまでの
に基づき、体重
理から体脂理へと
針を変えました。フ
ィットネス用ではなく
用ので科学的
にされたものを
していたところ、seca 
mBCAが全ての件を
たしていました。」

David Voellinger, MD
Bariatric surgeon
Novant Health, Charlotte, 
North Carolina, USA
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ご質問等は、こちらへお問い合わせください：

seca株式会社   043-216-0850（代表）  

seca mBCAが提供する価 secaサービスが提供する心*

設サービス

seca mBCAの設については弊
社の設サービスをご利用いた
だくことを奨いたします。ス
トレスなくすぐにご利用開で
きることをします。（設
用）

明トレーニング

seca mBCAの的利用とパ
ラメーターの分析についてト
レーニングします。
また、実際の測におい
て、ドイツ本社の任に
問い合わせする事も
です。

システムサービス

seca mBCAとあなたのデジタル
インフラとのを希される
場合、secaは測のだ
けでなくその先の期的なソフ
トウェアのアップデートやメン
テナンスまで括的にしま
す。(用）

ソフトウェアのアップ
デート

パフォーマンスのやか
らのをみ入れたソフ
トウェアの期的なアップデー
トを提供します。(secaスタッフ
によるアップデートは有)

理サービス

理は千葉本社にて承ります。
代替のもございます。(
有) 理品不の場合
もございますので、不合が
生しました場合は、まずはお問
合せ下さいませ。先：
043-216-0850

ホットライン

の格のあるサービス当
者がseca製品についての質問に
答えます。先はこの冊子の
表に載されています。
(平日9：00～18：00　年末年
、夏季休暇期く)
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seca mBCAをお試しいただけます

購入の前提条件なしでseca mBCAの製品デモを無料で提供しております。seca mBCAを実際にご使用
頂き、ご質問にお答え致します。お気軽にお問い合わせください。

Medical Measuring 
Systems and Scales 
since 1840

secaはドイツ本社および世界中にある支店で
オペレーションしています： 
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska 
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva
その他110カ国以上の国々に代理店を設けています

seca株式会社
T 043-216-0850（代表）
F 043-216-0851
info@seca.co.jp
〒262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町94-2


