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日本臨床検査自動化学会第17回大会の

展示会開催にあたって

｛ヨ本臨床検査自動化学会第17回大会が，昭和60年9月13日（金）14日（土）の両日，神戸ポートアイランド国際会議場（学会発表）と国

際展示場（展示）で行われる事になっています。本学会にご参加の会員，並びに業者の各位に展示会のご見学を心より歓迎いたします。

　本学会の特徴はといいますと，学術理論と実際が結びついたものだと思います。産学協同の最たるものであり，科学の先端をいくものと

思います。本学会は1963年に誕生して以来，幾多の変遷を経て今日の第17回大会を迎え，出席者も2000人に垂んとする盛大な大会に成長し

たのは，時代のニーズによくマッチしていたからであります。最初は大病院指向で自動化が進み，その機器も微々たるものでしたが，時代

と共に日本の経済状態も急速に発展して，小規模な病院まで自動化の機器をもつに至っています。今度展示されるのは，国内の各社や輸入

商社の殆んどを網羅していますので，一ヶ所で世界の機器の進展の様子がよくわかると思います。何と申しましても，原理のideaの点で

は外国の製品に未だ及ばない所もありますが，日本の製品も整備されてきましたので，自動分析装置など充分こなせるように立派に成長し

ています。外国からの需要もあるようですし，特にアジアへの輸出は大いに望まれるところと思います。

　この展示会には外国からの見学者も多く，JSCLA業務会編集の英語版パンフレツトも出ているくらいで，世界的にも有名になっていま
す。

　神戸展示場は随分広く，2階にわたっており，電光掲示板などで各メーカーを表示してありますし，ゆったりと見学できるように計画さ

れています。又，展示会場は学会場から歩いて5分位のところにありますので，学会の合間に気軽に見学できるのが何よりも便利と思われ

ます。今度新しく展示される機器もありますし，思わず驚かれるような優秀な機器の展示があると思います。百聞は一見にしかず，と申し

ます。わずか2日間の展示ですが，どうか時間をうまく利用してご見学くださるよう，切にお願い申します。

　折角展示会をするならば2日間というのは勿体ない，と言う声もあります。今後は，同種の各学会との話し合いにより，少なくとも／週

間か10日間くらい，より効果的な展示がなされるよう，希望致します。

　なお目玉商品として行います“ナイトセミナー”も，産学協同の場として，展示会と同様に多数ご来場下さるようお待ちいたします。

　この展示会開催に当たりましては，業務委員をはじめ関係各社の方々に多大のご協力をいただきました事に衷心より感謝の意を表したい

と思います。

　　　　　　昭和60年9月

日本臨床検査自動化学会　第17回大会

大会長山崎晴一朗（福岡労衛研付属動脈硬化研究所）
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臨床化学分析機器



1．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）
6

サンプル量 測定範囲 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名
型　式　名

メ〃 mosM／kg 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

μオスメット 50 0～3000 12．7×38．1 200 7．5 米国プレシジョンシステム

オスメットA型 2000，200 0～3000 38．1×23　　　　　　、 200 12．7 米国プレシジョンシステム

OSMOTRON－20 50～100 0～2000 24×29．5 100V80W 13．5 178万
オ　　リ　　オ　　ン　　理　　研

OSMOTRON－10 50～100 0～2000 21×25．5 100V80W 9 138万

OSMTRON－5 50～100 O～2000 21×17 100V80W 6 75万

OM－6010 300 0～2000 56．6×51．0 200 36 350万
京　都　第　　’　科　学

OM－6020 200 0～2000 34、0×33．3 130 20 175万

蒸気圧法浸透圧計5500 10 1999 19×18 100 3．7 米国ウエスコー社製
旭　　　光　　　通　　　商

コロイドオスモメーター－
4400

300 20（㎞mHg 19×24 loo 2．7 米国ウエスコー社製

OSM－1 lO～40 O～1900 36．5×49．0 65 18 148万
島　　津　　製　　作　　所

SMO－1
　　一「’

150 0～1600 25×30 36 5

真　　　興　　　交　　　易
DI－SMO 150 0～2000 24×30 60 6

アドバンス3CII 300 O～2000 69×46 300 34 388万，44検体完全自動
富　　　L　　　工　　　業

アドバンス3DII 200 O～2000 41×41 300 24 208万，単検体完全自動

アドバンス3WII 200 O～4000 33×51 300 18 158万，セミオート
〃

アドバンス3MO 20 0～2000 30×38 300 12 238万，マイクロサンプノレ

Model　M 150 0～1600 30．0×25．0 30 5

f卯　　　　本　　　　蓼2　　　f乍　　　　｝i斤

Model　D 150 O～4000 30．0×25．O 60 7

2．分光光度計（Spectrophotometer）

サンプル量 波長範囲 処理能力 ！床面積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

一

　　　μ／ nm 検　体／時 巾×1奥行（（・m） VA kg
価　　格（円）・備　　考

　　　一・
ギルフオード 200～900 107×60 200 77．0 米国ギルフ才一ド社製

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
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1　会　　　　社　　　　名 サンプル量 波長範囲 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考商　品　名

型　式　名 μ／

nm 検　体／時 巾×奥行（cm） VA kg

AEC－241 1000～ 366～660 300 67×55 250 30 EIAデータ処理内蔵自動測定
ラソクサイズフリー形サングラー付

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

AEC－201 1000～ 366～660 200 36×40 150 15 EIAデータ処理内蔵

フォテック100 340～950 32×31 29 7．5 27万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

ステーサーIII 10～100 335～700 720 42×35 14．6

コーニングメディカル

C七720／720E 300 330～900 R．A30～60
E．P400 36×47 300 26

島　　津　　製　　作　　所

UV口60 200～1100 63×50 300 42

MEDIC　300 1000～3000 330～950 300 28×31 300 27 130万
常　　　　　　　　　　　光

アミンコボーマンSPF 9 200～800 60 100×50 300 20

セン　トラル科学貿易
DW　20 500 200～800 60 200×100 500 70

タイターテック
マルチスキャンMCC 100～200 　400～750

干渉フィルター方式 3000 42×32 100 11 410万，Flow社製
96穴マイクロプレート用大　　日　　本　　製　　薬

タイターテック
マルチスキャンMCC／340 100～200 　340～750

干渉フィルター方式 3000 42×32 100 11 480万，Flow杜製
96穴マイクロプレート用

TBA－180 600，800．1000 330～900 63×51 500 50

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

EIAリーダー
EL－309 400～750 45×41 100 14 300万，米国BIO－TEK社

96穴マイクロプレート用
東　　　洋　　　紡　　　績

EIAリーダー
EL－310 380～750 60，120 40×54 100 17 350万・米国BIO－TEK社

96穴マイクロプレート用
〃

EIAリーダー
EL－307 380～750 29×32 100 6 128万，米国BIO－TEK社

96穴マイクロプレート用

ウビデック66 500～ 330～900 500～ 60×60 150 32 145，195万

日本分光メディカル
ウビデック77 500～ 200～900 500～ 60×60 150 40 170～330万

ウビデック40 500～ 190～900 500～ 80×45 100 26 70～150万
〃

ウビデック50 500～ 330～900 200～ 50×30 50 13 42万

MTP－22 20～250 400～700 2880 78×32 110 30

日　　　製　　　産　　　業

MTP－12 20～250 400～700 2880 78×32 110 27

μ一1070 1000～2000 330～900 220 465×422 150 45
〃

μ一1080 1000～2000 200～900 220 465×422 220 53



2．分光光度計（Spectrophotometer）
8

サンプル量 波長範囲 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　　杜　　　　名

商　品　名
型　式　名

μ1 nm 検　体／時 巾×奥行（（・m） VA kg

105－40／50 500 330～950 250～ 43×56 200 45
日　　　、ン：　　製　　　作　　　所

ADS富壬：デジタル濃度計 looo 470～660 25×31．5 70 12 45万，ドレイン式
富　　　　卜　　　r　　　業

ADS富｛：デジタノレ濁度計 660 25×31．5 70 ユ2 45万，　高濃度式料を扱う遺f云r　「
学部門に最適

クレート光電光度計 500，20no，50（lo 400～690 16×14．8 100 12 39．8万
〃

3．電解質測定装置（炎光法）El　ectrolyte　Analyzer（by　Flame　Emission　method）

サンプル吊： 処理能力 測定“∫能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ／ 検　体／時 数 ll」×奥行（cml VA kg

価　　格（円）・備　　考

ライトテック 10～50 Na」，　K＋ 42×28 175 17．5 米国ダイナミ・ノクス社製
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

480 75～120 120～300 3 41×45 2〔｝0 31

コーニン　グメディ　カル

フレー一ムプラスNAC－50 20～40 128
Na＋、　K｛，

Cl．．，　Li 120×70 200 50 590万一一
Na‘，　K」，　Cl　　二∫頁日同圓与川llフヒ

フレーム30C 20～150 240 Na㌔K＋，Li 60×60
　　　一．．

200 50 240～330万
〃

マイクロフレームMF－303
　　　　一
20～150

一一一．

240 Na°，　Kつ 50×50 150 30 12〔ト180万

750 30 126
Na＋，　K＋，

Cl．、　1川 84×72 400 130
日　　ごノ1　製　　作　　所

775A 50 144 Na←，　K 犯×59 100 50

4．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Selective　El　ectrode　method）

サンプル最 処理能力 測定可能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ～ 検　体／時 数 巾×奥行（（・m） VA kg

価　　格（円）・備　　考

AVL－980 60 60 Na＋，　K，Ca＋＋ 70×52 250 40．0

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
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1　　　　　商　品　名

　　　　　　型　式　名

サンプルh｛： 処理能力 川定・・r能
項　　　　目 床　面　積 使用電ノJ 重、　　　181：

1

会　　　　社　　　　名
μ～ 検　体「時 数 巾×奥行（℃rn） VA kg

価　　格（円）・備　　考

NOVA　1 250 60 Na＋，　K↓ 39．4×52．3 160 44
1勺剖～f炊準・ノ∫∫C．　サン　フ．．ラー一無，　1「1：

接ノ∫式
エイ・エ・チ・エス・ジャハン

NOVA　l．＋1 250 100 Na＋，　K‘ 64．8×55．9 260 82 内部標伸ノ∫式、サンーノラーイ1’．直
接ノ∫式

NoVA　2 350 45 Ca2◆ 39．4×52．3 160 44 内部標準ノ∫式，サン・ノ．ラー一無，直
接ノ∫式

〃

NOVA　3 350 55 Cl，TCO2 39．4×52．3 160 43 内部標準方式、サンフ1つー・無，直
接ノ∫式

NoVA　4 300 55
Na↓，　K’，

Cl，TCO2
39．4×52．3 16｛｝ 43 内部標準ノ元式，サンフ．ラー無，直

接ノ∫式
〃

NoVA　4＋4 300 85
Nパ，　K’、

Cl，TCO2
64．8×55．9 260 82 内部杷準ノ∫式，サンフ’ラ…有，直

」妾ノ∫式

NOVA　5 250 55 Na㌔K㌔Cl 39．4×52．3 160 43 内部標準万式，サンフ．ラ．一無，直
接・ノ∫式

〃

NoVA　5＋5 250 85 Na㌔K∴Cl 64．8×55．9 260 82 内部杷準ノ∫式、サン．・ノラ・・有，直
接ノ∫式

NOVA　6 350 48
Na‘，　K＞

Ca24 39．4×52．3 160 43 内部標準万式，サンフラー．無，直
接力’式

〃

NOVA　7 400 48 TCa．　Ca2↓，
pll，　nca2‘ 39．4×52．3 160 43 内部標準万式，サンフラ・．無．直

接ノ∫式

NOVA　7＋7 400 75 TCa、　Ca2‘．
PB．　nca2＞ 64．8×55、9 260 82 内部杷準ノノ式，サンソ1つ．イ1’．直

接万式
〃

NOVA　8 350 48
ca2＋，　pll，

nCa2← 39．4×52．3 160 43
内部杷準ノ∫式，サニ’・ノ．ラ．．無．直

接万式

NOVA　8｛8 350 60
c・・2＋，PHV

nCa2＋ 64．8×55．9 260 82 内部杷準ノ∫式，サン・ノラ・．有．直
接方式

〃

NOVA　9 400 48
Na」，　K＋、

Tca 39．4×52．3 160 43 内部杷準ノ∫式．サンフ「．ラー一無，直
接万式

NOVA　9＋9 400 60 Na↓．　K’

TCa 64．8×55．9 260 82 内部標準ノ∫式，サン．ノラ・一有、直
接ノ∫式

〃

NovA川 430 48 Nパ，Kト、

Cl、TCa
39．4×52．3 160 4：｛ 内部杷準ノ∫式．サンソラ・一無，直

接力『式

NOVA　lO十．10 430 55 Nパ，Kl，

Cl，TCa
64．8×55．9 260 82 内部杷4‘ソ∫式，サンフ．ラ．一有，直

接ノ∫式
〃

クロライ　ドメーター一
マー一クII

50 60 1 26×27 20 7

L

エ　ム　エ　　ス　機　　器

CLT－1 lo 180 1 13×29 ．40 1〔｝ 70万
エ　　　　　　　　ノレ　　　　　　　マ

NAKL－2
lnl．液150
尿　　　40

血．液150
尿　　　45

Na＋，K＋、Cl 52×46 36 36 395夙内部標準戊∫式、サンフラ・一
有，直接方式

オ　　リ　　ン　　パ　　ス　　光　　’Y：

EL－1220 65以ヒ 70 2 38×23 30 5
190ノノ． ，外部杷準ノ∫式，サンフ1つ．一
無，直接ノ∫式

京　　　都　　　第　　　一　　　ト斗　　”｝夕

614 35 2 28×27 6｛｝ 6．4

コーニ　ン　グメデイ　カル



4．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Selective　Electrode　method）
10

サンプル量 処理能力
、則’定u∫能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ／ 検　体／時 数 巾×奥行〔cm） kg

価　　格OID　・備　　考

マイクロライト1型 100，150 60 Na㌔K㌔Ca＋＋ 32×21．5 45 lO．5
内部杷準方式、サンフ’．ラーイ1’，直
接方式

コ　　　　　　　　　　　ネ
マイクロライトIII型 100，150 60

Na＋K＋Cl　　，　　　　　　，

32×21．5 45 lO．5 内部標準方式、サンプラー有、直
接方式

CIMヨ02 150 60 1 37×60 70 25 内部標準方式，サンプラー有

島　　津　　製　　作　　所

KNA1 125 25 K＋，Nパ 49×29 96 ユ2

真　　　興　　　交　　　易
ICA1 125 18～20

Ca2＋，　pll，

nCa 49×28 96 12

IT－150AT 50 150 Na←，K㌧Cl 70×55 300 48 内部標準方式，　サンフ．．ラーイi’、　希
釈ノ∫式

常　　　　　　　　　　　光
10N－150AC 100 150 Na㌔K㌔O 13×45 130 25 内部標準戊∫式．サンフ．1つー有．直

接方式

IT－3 50 60 Na㌔K＋，Cl 82×60 300 70 530力’ ，内部標準ノ∫式，サンプラー一
有，希釈方式

〃

ION3 250 60 Na←，K＋，Cl 38×35 150 36 390万．内部標準ノ∫式，サンフラー一
有，直接方式

NK－60p 25（．） 60 Na←，　K↓ 48×37 50 30 220万、内部標準ノ∫式、サンフ．．ラー
有，直接方式

〃

クロールメータ
C－200A

10～20 360～700 Cl 39×37 100 39 53万
〃

クロー一ルメー一タ

C－200AP 10～20 360～700 Cl 39×37 100 39 70万

PVA．4M
マスタ…マインド

200 48 250 48 内部標準ノ丁式、サンフ．．ラー有，希
釈方式

セ　ン　ト　ラ　ル科学貿　易

イオン300 200 60 Na↓，　K＋ 50×50 50 40 240万，サンプラー有
日本分光メディカノし

クロライドメ　　タ
CL－12 10～ 120 Cl 30×30 40 12 70万，直接方式

マイクロライト
モテソレ1 50～100 60 Na㌔K＋，Cl サンプラー有，直接戊∫式

ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス
マイクロライト
モデルII 50～100 60 Na＋，　K← サンブラー有，直接万式

マイクロライト
モデルIII 50～100 60 Na㌔K㌦Cl

　　　　　　　　　　　　　　　　⌒
サンフラー有，直接戊∫式

〃

CAL－240 40 80 43×58 250 45 280ノ∫，　1白：才妾ノ∫∫V

日　　　製　　　産　　　業
CA－202 20～100 120 30×28 100 15 100万，直接戊∫式，サンプラー無

セラ301A 200 145 68×60 200 50 395万
〃

　一セブ　210 150 50 28×31 100 15 ］90万



川

‘　　　商　品　名

　　　型　式　名

サンプル量 処理能力 測定可能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
μ1 検　体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

セラ220 150 50 28×31 100 15 250万

日　　　製　　　産　　　業
　一セブ230 150 50 28×31 100 15 250万

システムE4A 50 100 4 82×50 240 46 　　　　　　　　　　　　　　内部標準方式，サンプラー有，希
釈方式

ベックマンジャパン
システムE3A 50 120 3 82×50 240 46 内部標準方式．サンプラー有，希

釈方式

システムE2A 50 100 2 55×50 100 25 内部標準方式．サンプラー有，希
釈方式

〃

5．原子吸光光度計（Atomic　Absorption　Spectrophotometer）

サンプル量 同時測定
項　　　　目 波長範囲 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

μ1 数 nm 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

180－50 1 190～900 132×57 350 115

日　　立　　製　　作　　所
Z－8000 20 1 190～900 2000×74 5500 245

AA8500 140×55 200 200 2チャンネル
柳　　本　　製　　作　　所

AA880 180×55 500 130 コンピュータコントロール

6．簡易分析装置（lnstrument　for　Simplified　Operation）

サンプル量 処理能力 測定可能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ1 検　体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

モノカード 20～100 30 35×33 120 8．2 　　　　　　　　　　　　一㈱アムコ製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

VCS 20～100 30十α 50．2×46 200 28 ㈱アムコ製

IM3 10 60 テクテート他
　　7

27×35 60 7．0

エイ・エッチ・エス・ジャパン

GM7 10 60 グルコース他
　　6

27×35 60 6．8

LP－1 20～ 26 17×27 30 3 68万，恒温槽付
エ　　ル　　マ　　光　　学

GA－1120 100 120 GLU（体液） 55．8×48．5 85 36 360万，全血測定可能

京　都　第　一　科　学
GA－1122 100 120 GLU（体液） 55．8×62．0 85 38 380万，全血測定可能

HEB－10 10または50 30 59．7×40．9 125 23 350万，米国・ENL杜製
立　　　石　　　電　　　機



6．簡易分析装置（lnstrument　for　Simplified　Operation）
12

△ 社
商 品 名 サンプル量 処理能力 測定可能

項　　　　目 床　面　積 使用電力 重 量

五
名

型 式 名
μ》 検　体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg

価 格（円） ・ 備 考

RaBA一Σ 20～500 100 30 50×50 350 32
中 外 製 薬

RaBA－ACE 20～500 40 26 44×37．5 190 13

7．専用分析装置（Special－purpose　Analyzer）

サンプル量 処理能力 測定可能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名型　式　名

μ↓ 検　体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ニユーグルコローダー 5，10，2〔〕，30 180～200 GLU 55．5×47 300 34 販売．シノテスト商事ア　ナ　リ　ィ　テ　ィ　カ　ル

イ　　ン　　ス　ツ　　ル　　メ　　ン　ツ
グルコローダーE 5．30 120～150 GLU 51×47 300 20 販売，シノテスト商事

カルセット 20，40．80 66 Ca2＋ 38×30 loo 10 米国プレシジョンシステムズ社製
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

ヘモグロビンメーター 20 66 Hb 18×5 0．5 米国AOアメリカンオプチカル社製

ユニスタ・ソト
ビリルビンメーター一

20 180 T－B－1 22×35 ll5 7 米国AOアメリカンオプチカル社製
〃

ユニスタット
オキシメーター

40 180 血中酸素
飽和度 22×35 115 7 米国AOアメリカンオプチカル社製

ビリルビンメーター 20 1 28×35 10 39万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

グルコースアナラィザー 60 1 42×28 70 12

グルコース分析機
GLU－2

10 120 GLU 52×46 160 39 400万
オ　リ　ン　パ　ス　光　学

BUN－1 10 68 BUN 44×46 llO 32 350万

CRE－1 20 CRE 44×46 110 32 350万
〃

UG－1121 100 120 GLU（尿） 55．8×48．5 85 36 360万
京　都　第　一　　科　学

GM－1320 可変1～5mε／時 GLU 43．7×48．6 90 50 580万，血糖連続，モニタリングシ
ステム

フォ　トB一ト｛

メーター　lV
1 31×35 90 9

三　　　光　　　純　　　薬

ニユーグルコローダー 5．10，15、30 180～200 GLU 55．5×47 300 34 410万，固定化酵素使用，
マイコン搭載

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事
グルコローダーE 5．20 120～150 GLU 51×47 300 28 程識晶＝ズ㌫㍊議躍
グルコローダーマークII 5，10コ5，30 180～200 GLU 56×48 300 36 550万（予定）スピッツ管使用の最

新機種
〃



13

サンプル量 処理能力 測定可能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

μ’ 検　体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

グルコローダーS 5，10，15．20 130～150 GLU 54×46．5 300 32 310万，スタンダードタイプ
シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

グルコローダーC 10，15．20 130～150 GLU 54×46．5 300 32 335万，キャピラリータイプ

グルコース計CGA－101 30 100 1 49×49 300 35 オートサンプラ内蔵
島　　津　　製　　作　　所

OSM2 20 60 Hb，02　sat 30．5×30 50 11．8

真　　　興　　　交　　　易
CMT10 1～29．99 120 Cl一 30×29 45 5．8

グルコース
アナライザGL101

血清6
尿　　2

120 GLU 49×50 200 35 320万
常　　　　　　　　　　光

カルシウム，マグネシウムメータ

Ca／Mg　30・20 20～100 70～180 Ca＋＋，　Mg朴 35×32 100 12 98万
〃

カルシウムメータ
Ca　30 20～100 90～180 Ca什 35×32 100 12 88万

HEK－30 10 100 71×41 150 40 320万，グルコース専用機
立　　　石　　　電　　　機

HER－100 100 30 32×48 100 17 180万，乳酸専用機

グルコースアナラィザー
GL－101

6 120 GLU 50×50 200 35 三菱化成工業社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

ラクテートアナライザー 100 30 1 32×48 100 17 180万，サンプラー無，LOD固定
変化膜／H202電極法東　　　洋　　　紡　　　績

HER－100

ダイヤグルカ
乳酸分析器

150 100 1 71×41 150 40 360万，サンプラー有，LOD固定
変化膜／H202電極法

〃

ダイヤグルカ
尿酸分析器

150 100 1 71×41 150 40 360万，サンプラー有，UO固定化
膜／H202電極法

ダイヤグルカ
尿糖分析器

150 24～124 1 71×41 150 40 360万，サンプラー有，GOD固定
化膜／H202電極法

〃

ダイヤグルカ
血糖分析器

100 100 1 71×41 150 40 320万，サンプラー有，GOD固定
化膜／H202電極i法

グルコースアナライザー
23A型

25 48 GLU 32×21 60 6．8

日　　　　科　　　　　機

グルコースメータ
GLUCO－20A

20 120 GLU 40×40 50 10
　　　　　　　　　　　　　　　　　
150万

日本分光メディカル

デキストロメーターII 全血一滴 約1分／検体 16．8×8．3 単III乾電池
1．5V×4

0．33 対話スタイルの血中ブドウ糖測定
システム

マ　イ　ル　ス　・　三　共

グルコース2型 10 67 1 36×31 50 18

ベックマンジャパン
BUN　2型 10 67 1 36×31 50 18



　　7

14

　　8

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

サンプル量 処理能力 測定11∫能
項　　　　目 床i面　積 使用電力 重　　　量

／〃 検　体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

クレアチニン2型 25 60 1 38×36 50 19

ベッ　クマンジャハン

．専用分析装置（Special－purpose　Analyzer）

．酵素反応速度測定装置（lnstrument　for　Enzyme　Reaction　Velocity　Measurement）

サンプル量 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　邑：

会　　　　社　　　　名 商　品　名
型　式　名

μ1 検　体／時 llJ×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

GT　4310 全血1滴 2分／検体 1 16．0×9．0 単III乾電池
1．5V×4

0．31 3．98万，簡易ψL糖，モニタリング
システム

京　都　第　一’　科　学

タィターテ・ク
ツインリーダー 100～200 3000 69×39 200 18 650万，Fl・wト1製，96穴マイクロ

プレート用大　　日　　本　　製　　薬

MTP22 20～250 2880 1 160×50 llO 30 320万、コロナ電気㈱製
日　　　製　　　産　　　業

MTPI2 20～250 2880 1 160×50 110 27 280万，コロナ電気㈱製

／s 商 品 名 サンプル量
同
項

時測定
　　　　日 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力

重． 量

ヱこ 社 名
型 式 名

μ1 数 検 体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価 格（円） ・ 備 考

L 一 ↓、，ノ

CS80 8 loO以上 8

セ　ン　1 フ ル 科学 只易

一

SRA3589 3～100 35 240～345 171 8．5KVA 800
日　本 ア ク

二 コ　　ン

SSR－2X 2～30 27 480 127×66 100V，10A ］24

9．

10．

多項目分析装置（フロー方式）

多項目分析装置（ディスクリ

Automatic　Analyzer（Flow）for　Clinical　Chemistry

一 ト方式）Automatic　Analyzer（Discrete）for　Clinical　Chemistry

サンプル量 1司時測定
項　　　　目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ／ 数 検　体／時 巾×輿行lcm） VA kg

コロナ 5～100 200 スウェーテン・クリニコン社製
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ
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サンプル量 同時測定
項　　　　目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ1 数 検　体／時 巾×奥行（cm） VA VA kg

価　　格（円）・備　　考

Paramax（参考出品） 2～20 34 720 34 153×87
エイ・エッチ・エス・ジャパン

AU550 5～25 23 最大600テスト 1 186×76 3000 550 Na＋，　K＋，　C　1一測定装置オプション

オ　リ　ン　パ　ス　光　学
AU5000 3～15 24．32 50～300 24．32 300～500

×100～160 2500～12000 860～2600 Na＋，　K＋，　Cr測定装置オプション

AU700 3～50 23 最大720テスト 1 145×80 3000 400
〃

インパクト　400E 1
480／エンド・ポイント

240／レート
シングル 89×58 80

コーニングメディカル
SBA300 1 240／レート シングル 90×64 77

プログレス 2～ 15 150／テスト＋60
検体（ISE）

1 98×58 800 98 オプション：電解質モジュール
　　　　　　（Nパ，K＋，　C1－）

コ　　　　　　　　　　　ネ

CL－20 2．5～15 1～20 100 20 158×80 2500 450
島　　津　　製　　作　　所

VPスーパー 1．25～25 1 Rate　465
End　316

1 61×61 3 86 二波長．超微量汎用性
ダ　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

ABA－200 1’．25～25 1 Rate　124
End　80

1 61×64 1 60

aca　II型
　・

20～500 1～59 97テスト 59 153×78 2300 545
デュポン・ジヤパン　・
リ　　ミ　　テ　　ッ　　ド acalll型 5～500 1～92 97テスト 92 153×78 2300 550

aca－SX型 5～500 1～92 45テスト 92 112×69 1000 130
〃

aca－V型 5～500 1～92 97テスト 92 130×60 1500 200

TBA－380 5～50 　　12
シーケンシャル

60～180テスト 1 86×62．5 1000 200

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

TBA－580 5～50 11 90 10 115×65 2000 390
〃

TBA－480 5～50
　18（21）
シーケンシャル

200テスト 1 86×62．5 1500 200 オプション：電解質測定ユニット
　　　　　　（Na＋，　K＋．　Cr．）

TBA－880 5～50 16 90 16 160×80 3000 540
〃

TBA－880　JUNIOR 5～50 12 90 12 160×80 3000 540

TBA－80　S 2．5～25 35 300 35 192×87 8600 1336
〃

TBA－60　S 2．5～25 35 150 35 192×87 7400 1106

XD－12 12 200 12 196×80 2200 500

日　本　テ　ク　ト　ロ　ン
XD－24 24 24 302×80 3800 800



10．多項目分析装置（ディスクリート方式）Automatic　Analyzer（Discrete）for　Clinical　Chemistry
16

サンプル量 同時測定
項　　　　目 処理能力 チヤンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名 商　品　名
型　式　名

μ1 数 検　体／時 巾×奥行（cm／ VA kg

　　　　　　　一一．．・
クリナラィザー－
JCA　VXIOOO

25～40／項目 1～30 250テスト 1 105×80 最大2200 350
日　　　本　　　電　　　∫・

クリナラィザー
JCA　VS10〔｝

400／12項目 4（12） 180 4 llO×105 1700 270

クリナラィザー－
JCA　VS300

450 12 180 12 4．5m』 4000 550
〃

クリナラィザー
JCA　VS500

600 16 180 16 4．5m』 5000 650

クリナラィザ
JCA　VS600

750 20 180 20 5．9mご 6000 750
〃

クリナラィザー－
JCA　VS700

900 24 180 24 5．9m 7000 850

クリナラィザー
JCA　VS300S

450 12 180 12 4．2m’ 4500 560
”

クリナラィザー－

JCA　VS500S
600 16 180 16 4．2m’ 5500 660

クリナライザー－

JCA　vS600S
750 20 180 20 5．5m’ 6500 760

〃

クリナラィザー
JCA　VS700S

900 24 180 24 5．5mご 7500 860

クリナラィザー
JCA　Rxシリース』

2．O～30 32 最大300 4～

十一一一一一一一

〃

ロボットアナラィザー 10 1 240 1 70×70 250 55 400万～

日　本分光メディ　カ　ル
RA－60S

ザ・パラレルR2 3～80 30 240 30 310×168 12K 1600 自動再検機能付
日　　本　　モ　　ニ　　タ　　ー

バースバクティブ 1～60 2 lOOOテスト 2 290×76 4K 420 Na「k測定ば極法）付『

GSA　IID 10、20．60 30 300テスト 1 420×250 3KVA 1800

ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

G－300 5から8段階 1～23 250テスト 1 250×120 1．5KVA 500
〃

G－400 5～10 1～30 280テスト 1 250×120 1．5KVA 500

73660 ’｝ξ均7 32 300 32 390×1650 12000 2600 Na＋，K‘，CI電極法オプション
ll　　、㌃　　製　　作　　所

736．25 ’F均7 16 ユ50 16 262×965 5000 850 Na＋，　K　4，C｜　∫E極～去オプション

705 ’r均lo 16 180テスト 16 106×78 3000 350 Na＋，　K㌦Cl電極法オプション
〃

アストラ・アイデアル 7～ 23 45 ユ6 410×84 630

1

べ　・クマン　ジャハン

　　　　　　　　　　　　　　　1
アストラ8 7～ 13 85 8 155×84 800 296



｝1　会　　　　社　　　　名
サンフル崩． 同時測定

項　　　　　目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 巾　　　II｛．
…一．・｝

］

商　品　名
型　式　名 μ～ 数 検　体　時 巾×輿和℃rnl VA kg

価　格011）’備　考　1

アストラ4 7 5 85 4
　一・．一．

133×70 800 151

べ　　・　ク　⇔7　ン　ジ　ャ　ハ　ン

PRISMA 2mψ 16－－64 3〔｝o 16－64 268×126 9｛loo 925 シ之テムの拡張によりチ⇒・ンネル
数の増設かでき圭す

柳　　本　　製　　作　　所

i

11．多項目分析装置（遠心方式）Automatic　Analyzer（CentrifugaD　for　Clinical　Chemistry
1

サンプル吊： 同時，則定
項　　　　目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電ノJ 屯　　　≒ミ：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ～ 数 検　体／時 rll×卸川11｜ VA kg

価　　格（円）・備　　考

COBAS　BIO
2　－80
’ピ均8

1 350 1 89×56 2000 140

エイ・エ・チ・エス・ジャハン

COBAS　FARA
2　　80
’｛ξ均8

lo 440 1 lO5．5×60 2000 165

セントリフイケム600 5－4｛｝ 4 600 61 92×64 40 240 2．600／J

長　　　瀬　　　産　　　業 　〉
セントリフィケム
アン　コー一ル 3～17 6 840 loo以上 92×64 40 250 2．950ノ∫

COBAS　MIRA 一 99 　　3｛｝

シーケンシヤル
120 1 72×58 850 8（1

日　　　本　　　ロ　　　シ　　　ユ

12．ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）

17

サンプノレla 同時測定
項　　　　目 処理能力 測定可能

項　　　　目 床　面　積 使用電力 弔：　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ～ 数 検　体／時 数 巾×1輿行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

エクタケム400 lo 16 500 140×80 lOOV　25A 408 緊急検査に最適
長　　　瀬　　　産　　　業

540

エクタケム700N lo 170×93 200V　25A 500 惨考出品〕

i　　　”
i

エクタケムDT60 lo 電極法］5 107．5×55．9 2．3 15．2 小型緊急分析装置
”

比色法ユ5

富1：ドライケム　1000 6．Io 150 GLU 37．6×39．4 180 20 販売’富｛：メディかしシステム
富　　｝：写　真　フ　　ィ　ル　ム

富トドライケム2000 6．10 10 150 37．6×39．4 180 21 販売・富Lメディカルシステム
〃



12．ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）
18

サンプル量 同時測定
項　　　　目 処理能力 測定ロ∫能

項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名 μ》 数 検　体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg

セラライザーリフレクタンス
フォトメーター

30 13 28×38 70 10 血中薬物濃度も測定可
マ　　イ　ル　　ス　三　　共

13．血液ガス分析装置（lnstrument　for　Blood　Gas　Measurement）

サンプル量 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

μ／ 検　体／時 lW×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

AVL－939
AVL－945

25．40
25．40

き8 16 50×45
40×50

》ξ8 il2
スイス・AVL社製

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

AVL－947 25．40 30 12 70×50 350 45 スイス・AVL社製

System　2000 80～100 3t） 3～12 49×44 300 31

エ　ム　エ　　ス　機　器

178 40／80～200 45×58 200 24

コーニン　グメティ　カル
158 85～250 45×58 200 24

ABL　4 165 18 13 83×58 280 45
貞　　　興　　　交　　　易

ABL　3〔〕0 85 20 12 83×58 280 45

ABL　30 125 20 10 61×55 195 35
〃

JBA－3 150～250 36 5実測
8演算 54×43 200 45 998万

常　　　　　　　　　　光
JBA－5K 90 36 4実測

8演算 35×33 200 32

14．全自動電気泳動装置（Automatic　Electrophoresis　Apparatus）

ノ〉」 商 品 名 サンプル量 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 重 量

ム
社 名

型 式 名
μ／ 検 体／時 巾×奥行（cm） VA kg

価 格（円） ・ 備 考

AES　300 25 セハラ　・クス
ザルトリウス

51 99×65 looo 200 800万
オ　　リ ン ノ＼ ス 光　学

AES　600 25 セハラ　・クス
ザルトリウス

103 140×65 1000 240 1，200万

FED－II 20 セ・ア膜 60 123×68 650 120
　，

980万
コ ス モ

FED－III 20 セ・ア膜 60 106×53 450 loo 750万



サンプル曝： 担　　　体 処理能力 床　加　桓 使用電力 重　　　量
　　　　　　　　　　　　　　　　．

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ／ 検　体・時 巾×奥行（Cm） VA kg

CTE．．300 3〔1 セハラ》クス 40～50 ］3｛｝×69 1（．）00 ユ50 980万
常　　　　　　　　　　光

CTEI200－3 30 申ハラソクスS
毛ハラケ久 80～］05 210×72 1000 200

CTEI200－1 30
上バラ　・クスS　一セパフ・クス

80～105 130×72 1000 150 　　・980／J
〃

CTEI200－2 30
ヤハラ　・クスS一一セハフ　・クス

80～1〔｝5 210×72 1000 20｛｝ 1，250万

CTE．150 30
セバ．ラ・．’クス

セハラ・クスS
30 80×70 500 loo

〃

CTE　500 50 セハ．ラソクス 80～IOO 200×89 1500 300

HEC　700 50 セバラ・．ノクス 40 100×65 500 250 　　・880ノ」

、1／1　　　石　　　電　　　機

クリニス、キャン　SA－V 20 タイタンm 80 137×80 700 200 890万
ヘ　　レ　ナ　研　究　所

15．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

ig

泳動時間 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　≒量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検　体／回 検　体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（Pj）・備　　考

ア　　　　　　　∠、　　　　　　コ
タコフォー 100×55 300 30 スウェーデン・LKB杜製

マルチフォー 24 セルロー一ス
アガ’ロース

48 1｛｝O×55 1000 40 スウエーデン・LKB社製

バーティカル 40 アガーロース、

寒入
40 90×50 1000 10 スウェーデン・LKB社製

〃

ディスクゲル
E・IE　l2－10

12 18φ 2 25万
オ　　リ　　オ　　ン　　理　　研

ゲールスラブゲル
E・．IE－17－20TR

6 20×22 4 24万

TC－3 26×47 150 25 33万，克j㌃冷却泳動槽
菅　垣　医　理　科　Il　業

アガロース
電気泳動システム 8～16 45×45 5

コーニングメディカル

ザノしトフオー 20 セ・ア膜・ゲル・
ポリアクリルアミド幼し 15×15 5 西ドイツ・ゲルトリウス社製

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ



15．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）
20

泳動時間 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

検　体／回 検　体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（Ill）・備　　考

2次厄等竜点
　一
4

　．．
セ’…　　ン．ノs

EF
4／5 2 3 　　　・67，4／J

常　　　　　　　　　　　光
ゲル等電点MRA 12

ボリアクリルアンド

寒人，デンプン
12／2

一．・．

　　　4 1 23～30万

水冷式 8～16
ポリアクリルアシド

寒天，デンプン
16 25×25～

35×400
2～］0 2～5 8．5～9．8万

〃

冷却スラブ9076 40 ポリアクリル
アミドゲル

40／2．5 8 5 68万
〃

等屯点 lo セハラ・・クス
EF

10／4 30×30 2 2 14．2万

デンブンゲル 8 デンプンゲル 8／3 25×25 2～5 1．5 26，5万㍑治原PAV20（）含）
”

寒人免疫 8～16
　　　　　．．一．
寒天 16 25×25 2～5

一一

　　1．5 卜6ノ∫

電∫希却EC正）－10 10～20
寒人，

セルロース膜 10～20 31×40 200 15 35万
〃

　一、、スフフ 1 ボリアクリル
アミドケ』ノし

1／20 16 2 24万

ディスクII型 lo ポリアクリノし
アミドゲル 10、L5 5 1 　　・4．8ノ」

ディスクIll型 28 ポリアクリル
アミドゲル

20／1．5 10 2
　　．
5．8万

　　　　　　　　　　・－
468 40 セルロースアセ

テート膜全体
40 25×48 lo 3 6万

〃

ディスク1型 lo ポリアクリル
アミドゲル

10／1．5 5 2 4．8万

238型 20 セ・ア膜全部 20 25×25 5 1．5 4万
〃

388型 30 セ・ア膜全部 30 25×38 7 2 5万

　　　　　　　　　　．
BM　looO 60検～45分 60／45分 67×52 5 35 　　・220ノ」

長　　　瀬　　　産　　　業

一．

，†11ル　　E一　　　　　　一フィルムシスアム アガ’・一フィルム

アガロー一スフィノレム
100V 製」宣ノ亡　：　コー一ニン　グ

日　　　本　　　商　　　事

連続無担体電気泳動装置 30秒 無
ぷ料液30ρ〆hr
以ド．　連続7時
間以1．

60×200 50V，1（IOA ※国CJB社製
ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

BIOSTREAM

EP－300B 30
　　　　　馳．「

セルロース

A．’

　　　40 52×26 loo 5
1　！　　　　　　　　　　　　　　製　　　　　　　　　　　　　　∫）言：　　　　　　　　　　　　　　業

EP．1500B 30 アセテー一ト他 80 24×35 200 12

1ヘ　　レ　ナ　研　究　　所 AVES 2．ユ タイタンm 30 55万



泳動時間 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名 検　体／回 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

パラゴン 最低20分 アガロース 20 70×20 5

ベッ　クマンジャパン

16．デンシトメータ装置（Densitometer）

21

処理能力 O　D測定
範　　　　囲 記録方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検　体／時 数　　　値 感　熱　他 巾×奥行（cm） VA kg

クルトロスキャン 120 0～40 レコーダー
プロセッサー

61×51 100 26

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

ADC－20EX 180 0．3～2．0 ペン書き
プロッター 50×54 150 34 260万，オン・オフライン可能

萱　垣　医　理　科　工　業
ADC－800 200 0．3～2．0

ペン書きプロッター

67×58 170 46 390万，オン・オフライン可能

780 250 0～4．0 感熱式 121×65 300 72 アガロース．CA，　PAG，　TLC，
スラブ

コーニングメディカル

D－110 60 0．1～2．5 感熱式 51×42．5 200 30 100万
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

D－607 200 0．1～2．0 感熱式 54×47 300 28 280万

D－708 200 0．1～2．0 感熱式 6．18×54．5 300 39 350万
〃

F－808 60 0．1～3．0 ペン 57×40 200 30 240万，紫外・蛍光

CS－930 0～2 感熱式 64×54 300 42 薄層プレートの測定も可能
島　　津　　製　　作　　所

1M 120 0～2．0 普通 57×44 300 25 150万

常　　　　　　　　　　光

アイコン20AS 240 0．01～2．0 感圧紙 60×50 200 38 260万
〃

マイコン100 連続200 0．Ol～2．0 感圧紙 69×52 300 45 390万

PAN　FV 150 0～3．0 感圧 60×59 300 48 320万
”

PAV　802 120 0～2．5 普通 80×48 100 40 198万（蛍光ユニットオプション55
万）

BD－4000 276／1時 0～2．0 感熱式 50×35 1．5 33 280万
長　　　瀬　　　産　　　業

HAD－501 20秒／検体 0．01～2．5 ドット熱ペン 39×54 200 35 280万
日　　　製　　　産　　　業



16．デンシトメータ装置（Densitometer）
22

処理能力 O　D測定
範　　　　囲 記録方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検　体／時 数　　　値 感　熱　他 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

クリニスキャン 350 0．1～5．0 感熱式 62×42 400 64 395万，多機能汎用デンシトメーター

ヘ　レ　ナ　研　究　所
オートスキャナー
FlurVis

180 0．1～3．0 感熱式 38×40 200 16
275万，データ分析用コンピューター，フィルターセット付

エコ／スキヤン 160 0．1～3．0 感熱式 58×47 150 13 185万

1

ベックマンジャパン
クイックスキャンR＆D 120 0．1～5．0 感熱式 49×51 200 23 349万，データ分析用CPU付，研

究用デンシトメータ

アプレイズ 10検体／1分 直線範囲
0～4．OOO．1）

感熱式 52×47 120V／4A 25 RS232C標準装備CRT，蛍光・
吸光

〃

17．ガスクロマトグラフィー装置（Gaschromatograph）

△
商 品 名 サンプル量 平均分析

時　　　　間 床　面　積 使用電力 重 量

云
社 名

型 式 名
μ～ 分／検　体 巾×奥行（cm） VA kg

価 格（円） ・ 備 考

263－30 0．5～10 20分 60×47 150 60
日 立 製 作 所

263－70 0．5～10 20分 60×47 200 80

G3800 分析成分による 分析成分による 50×40 2000 60

柳 本 製 作 所

G2800 分析成分による 分析成分による 45×35 1000 35

18．高速液体クロマトグラフィー装置（High　Performance　Liquid　Chromatograph）

サンプル量 平均分析
時　　　　間 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ～ 分／検　体 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

4400
アミノ酸分析機 50～80 270 200×60 800 150

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
4150
アミノ酸分析機 50～80 400 91×48 500 85

HPLC 10～1000 10～30 55×33 500 100
〃

M＆Sギルソン
HPLCシステム

0，5～Oo 30

エ　ム　エ　　ス　機　器

ERC－8710 10～ 一　　　26×43 200 30 125万

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ



サンプル量 ’P均分析
時　　　　間 床　面　積 使用IE力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ～ 分／検　体 r↑］×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

HA－8110A 3 13 56×54 350 61 800万，グリコヘモグロビンr働分
画測定装置

京　都　第　一　科　学
HA－8111A 200 13 110×54 450 86 1000万，グリコヘモグロビン自動

分画測’定．装置

LC－6A 1～500 任意 72×40 800 93 G－IIシステムの場合
島　　津　　製　　作　　所

エスクリニカーE
（DFKO－510）

400 22 63×49 400 83
積　　水　　化　　学　　．工　　業

オートAIC
200
　3

13 55×53 350 61

LC5000 70 70 122×64 1000 120

セン　トラル科学貿易
LC－7000 70 70 130×64 looo 220

グリコパック 200 8 77×55 1000 70 全自動グ11コヘモグロビン分析計
東　洋　曹　達　工　　業

HLC－825CA 500 30 120×96 1000 200 全自動カテコールアミン分析計

クーロケム ピコグラム 24．5×28 loo 5 カテコールアミン専用ECD
二光バイオサイェンス

SP8100 71×67．3 loo 58．5

日　　　　　科　　　　　機

全自動高速液体クロマト
グラフ 1～200

日　　　本　　　電　　　子
JLC－3000

655A 1～20 20 60×45 140 30
日　　、τ　　製　　作　　所

340シリーズ ～ 2000 5～60 95×60 ～ 700 ～ 35

ベッ　クマンジャパン
330シリーズ ～ 2000 5～60 95×60 ～ 700 ～ 35

UFACシステム 無制限 10～30 95×60 ～ 700 ～ 35
〃

システム6300E
アミノ酸分析計

50 加水分解物30分 110×75 3000 286

L－5000 分析成分による 分析成分による 35×40 150 20

柳　　本　　製　　作　　所
L－4000W 分析成分による 分析成分による 30×40 300 25

23



19．ESR（電子スピン共鳴装置）（Electron　Spin　Resonance　Apparatus）
24

最大磁場 感　　　度 測定範囲 床　面　積 使用電力 測定項目
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名 T ng 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

JES－FE2XG 1．3
113×90
160×100
6《｝X60

　2．6K
三相200．20K

1400

20．生物・化学発光分析装置（lnstrument　for　Bio－Chemiluminescence）

感　　　度 測定項目 床　面　積 使用電力 測定項目
価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

ng 巾×奥行（cm） VA kg

バイオカウンター
M2010

2×10－4 50×40 100 6 300万
ア　　ス　　カ　　純　　薬

マルチジェット ATP

BLR－102 1×10－13モルATP ATP，　H202
ルミノール発光 24×46 100 22 試料撹拝器内蔵

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

21．赤外分光光度計（lnfrared　Spectrophotometer）

測定範囲 波長範囲 床　面　積 使用電力 測定項目
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

270－30 4000～400cm－1 117×74 300 100

日　　立　　製　　作　　所

22．ガスクロマトグラフィー質量分析装置（Gas　Chromatograph－Mass　Spectrograph；GC－MS）

△
商　品 名

感 度 分 解　能 測定範囲 床　面　積 使用電力 重 量

ム
社 名

型　式 名
ng cm一1 巾×奥行（cm） VA kg

価 格（円） ・備 考

JMS－QH100 　　1ng
（ステアリン酸メチル）

1～1600
m／z 187×100

2．6K（AC200V）
2．9K（AC100V） 約450

日 本 電 子

JMS－DX303 0．05 25000 1～3000
m／z 238×140

5K（三相200V）
1．8K（AC100V） 約940

JMS－HX100 0．1 100000 最大15000
　m／z

約11耐 8K（三相200V）
6K（AC100V） 約4000

〃

M－80B 0．05 M／△M≧25000 3000m／z～ 175×110 8KVA 1600
日 立 製 作 所



23．NMR装置（Nuclear　Magnetic　Resonance　Apparatus）

△ 商　品　名 最大磁場 分　解　能 共【鳴周波数 床　面　積 使用電力 1亘 ｝o｛：

価 格
云

社 名
型　式　名 T cm－1 巾×奥行ぽn） VA kg

dlJ） ・ 備 考’

弓ち

JNN PMX60SI 1．4 O．411z 60 L5×0．9 400 420
日 本

旦
∫’

JNN FX・・90Q 2．11 13C≧190
111≧85

90

JNN FX－100 2．34 13C≧220
1H≧110

100
〃

JNN GX270 6．34 270

JNN GX400 9．4 400
〃

JNN GX500 ll．7 500

旦，

R－90H 2．114T
111≦0．2Bz13C≦0、211z 一一一一

　　『「

170×85 1．5KVA 2100
B 、∫． 製 作 所

24．その他（Miscellaneous）

床面積 使用電力 亜　　情
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

特　　　　　　　　長
rl1　X奥行rcm｝ VA kg

価　　格（lq）・備　　考

大　　日　　本　　製　　薬

タィ　タテ　・ク

フルオロスキヤン
96穴マイクロプレー一ト用蛍光二光二度，汁感1隻10　12rn（d／wいll　4
メチルウンベリフ．丁ロン

42．5×43．5 30 15 ㍑巳沙ζ主堺一川

長　　　瀬　　　産　　　業
エクタケムー400 麟4昔語瓢認傭；三遜翻票，1漉1誌㌫。㌫プノレ 140×80 25 408 3，350万

〃

エクタケムー700 170×93 500

〃

エクタケムDT－60 107．5×55．9 2．3 15．2

25





血液検査機器



25．単項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Single　ltem）
28

測定項目 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用，E力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　　11．　　　名

商　品　名
型　式　名

項目又は数 μ 検　体／時 巾×奥行（cm） VA kg

　　　　」一一一一
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ

セルトラック 10 27．6×38口 30 9．1 米国・バイオダイナミックス社製

Baker－810
血L小板数
血L小板分布

10 60 61×55 230 30

エイ・エ・チ・エス・ジャパン
’F均1血L・1・板

容積

PC－601 PLC 20 30×32 45 ll 全lfn．

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

コールタ
スロンポ・カウンターC

100 50～55 30．5×35．5 60 15

日　　　　　科　　　　　機

コンプールM1000 5 7．8×17．7 単m乾電池
1．5V×5

0．22
赤1血L球数およびヘモグロビン濃度
測定用光電比色計

マ　イ　ル　ス　・　三　共
コンプールM1100 9 8．6×20．8 単II乾電池

1，5V×6
0，425

ヘマトクリ　・ト値測定およひ｜Ilt漿
分離，用遠心器

26．多項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Multiple　ltems）

測定項目 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　｝きi：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

項目又は数 検　体／時 lll×奥行（cm） VA kg
価　　格日ID　・備　　考

90－604 4 30×32 50 13

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

ELT－8／ds 8 60 100×57
35×54

800 143 ㌫認写確『舗以テムズ｝隈
ダ　　イ　ア　ヤ　　ト　ロ　ン

ELT－800 8 120 100×57
35×54

800 143 晶㌶！菌窟繍システムズ社製

ヘムメーター一 赤・白 120 16×27 100 10 48ノ∫

中　　　外　　　製　　　薬

E－5000 15 119
（本体）

95×78
1080 165 3、750万

東　亜　医　用　電　　子
E－4000 15 119

（本体）

95×78
1040 165 3．ooo万

E－3000 8
　　　　、一．
ll9

（本体）

95×78
1030 165 2，550力

〃

E－2000 8 ll9
（本体）

95×60
1010 160 1．850万

CC－780 8 80
（本体）

82×43
460 58 1．150ノ」

〃

CC．700 7 95
（本体）

82×43
430 57 820万

一一「一



測定項目 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　韻：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 項目又は数．一一．．

検　体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格日1川　・備　　考

CC・180 8
　　　　　・一一

約20秒検体
r本体）

40×45
185 32 463万〔プリン　タイ・わ

東　　亜　　医　　用　　電　　子

CCl50 5 約13秒／検体
（本体）

25×40
155 19 203万

m・del　Splus　IV 18 115 357×66 1500 196
日　　　　　科　　　　　機

m・del　Splus　III 14 115 　　357×66
－・ 一．

1500 196

model　S7／70 8 80 126．4×40．6 735 64
〃

m。del　S7／70 7 70 126．4×40．6 656 63．4

〃

model　M4／30 4 30 86．8×38．1 345 23．8

mode｜Splus　VI 18 138 337×66 2000 220
〃

m・del　Splus　V 18 135 357×66 1500 ユ96

日　本　テ　　ク　ニ　　コ　　ン
TIIMS 90 197×76 100V

30A 726

セルダイン800 WBC・RBC
MCV・MCIl

60 47×47 100V
3A

18
パ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

MCHC・Ht
Hb

27．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

29

会　　　　社　　　　名
測定項目

分　　　　析
（測定）　法

サンプルh｛： 床　面　積 使用電力 重　　　i1｛：
商　品　名
型　式　名

項目又は数 μ1 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格日1D　・備　　考

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

コアキュレ…ション
アナラィザー

PT
PTT 光学法 26．O×15．9 20 4．7 米国・バイオダイナミ　・クス社

アメルングKC－10 PT他15 磁気センサー ユ0～200 33×44 200 13．6

エイ・エッチ・エス・ジャパン

アメルングKC－4 PT他15 磁気センサー 10～200 24．5×36 165 6

アメルングKC－1 PT他15 磁気センサー 10～200 ll×29 35 2

〃

TE．600 PT，　PTT
Ca　　他 光及び磁気 50～ 69×53’ 250 28

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

TE－25 全血凝固 光学 1000 15×32 40 5 50万

国　　　際　　　試　　　薬
コアグースタット PT、　APTT

Fib，因∫一 散乱光度法
PT　　　IOO
APTT100
Flb200‘10倍希司沢）

40×38 120W 13．5 120万

コアグースタワト
オー・一トII

PT，　APTT
Fib、　因r

散乱光度法
PT　　　100
APTTIOO
Flb　　20

65×69 400W 70 830万



27．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）
30 1　　　　商　品　名

　　　　型　式　名

測定項目
　　　　　1分　　　　析
（測定）　法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
項目又は数 μ’ 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

サンクロットS PT．　APTT
Fib他

100 32×37 120 12

三　　　光　　　純　　　薬

クロテックII　TS
PT，　APTT，　Fg
他8項目

クロテック法 100 32．5×22．4 100 4．9 73万
シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

エルビ820
PT，　PTT、　FIB

HPT，　TB他 光学法 100～200 35×50 145 15 2ch

セン　トラル科学貿易
エルビ819

PT，　PTT，　FIB
HPT，　TB他 光学法 100～200 52×50 150 20 全自動

CA－3000
PT．APTT．　Fb　g
TT．　HPT
欠亡因子・定量

光散乱
検出方式 67×56 400 50

東　亜　医　用　電　子
CA－100

PT．　APTT，　Fbg
TT．　HPT
欠亡因子定量

光散乱
検出方式 41×42 200 15 150万

NKKヘマトレーサーII 凝固一2ch
凝集一2ch 光学法 100

200 40×33．1 100 12

二光バイォサイェンス
NBSヘマトレーサーIII 2 光学法 100 40×33．1 80 8

COBAS　FIBRO 5 光学法 25×29 180 6．9

日　　本　　ロ　　シ　　ュ

MLAエレクトラ750 PT，　APTT
Fgその他

比濁法 100 54×43．5 100V，3A 68
パ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

MLAエレクトラ600 PT，　APTT
Fgその他

比濁法 100 27．6×45 100V 12．6

マイクロコアグロメーター　MCM

PT，　APTT
Fgその他

粘度変化 20 17．3×28．3 100V、1．6A 7
〃

フィプリンタイマ PT，　APTT
Fib他

ターボデンシト
メトリック法 100～ 21．5×30．5 100 3．8

ヘ　キ　ス　ト　ジ　ャパン

レーザークアグロメーター PT，　APTT
Fib，　ATIII

光散乱法 40×42．6 約150 16

和　光　純　薬　工　業
LC－101 FDP他

28．トロンボエラストグラム（Thrombo－elastogram　Apparatus）

分　　　　析
（測定）　法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μ∫ 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

TE－400 静電 300 79×50 240 46 260～400万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ



ノs
商 品 名

分　　　　析
（測定）　法 サンプル最 床　面　積 使用電力 重 邑：

格（円）
云 社　　　　名 型 式 名

μ～ 巾×奥行（cm） VA kg
価 ・ 備 考

エルビ810 Hartertの原理 全血350，1∬L漿250 35×61 150 15 1ch
セ　ン

ト

ラル科学貿易
エルビ816 Hartertの原理 全血350，【llL漿250 60×30 200 20 2ch

29．血小板凝集測定装置（Instrument　for　PIatelet　Aggregation　Test）

31

商　品　名型　式　名 測定項目
分　　　　析
（測定）　法 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
項目又は数 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

C400 光学凝集1
ATP放出1

透過光生物発光 46×34 135 12

エイ・エッチ・エス・ジャハン
C440 光学凝集2 透過光 46×34 135 13．7

C470 光学凝集4 透過光 61×47 180 25
〃

C480 光学凝集4
ATP放出2

透過光生物発光 61×47 180 27

C500 光学凝集1
インピー一ダンス凝集1
ATP放出1

透過光
インビー．ダンス
生物発光

46×34 80 1217
〃

C530 光学凝集1
インピーダンス凝集1

透過光
インヒー一ダンス 46×34 80 1L8

C540 光学凝集2
インピーダンス凝集2

透過光
インピー一ダンス 46×34 80 13．6

〃

C550
光学・凝集2
インピ・一ダンス凝集2
ATP放出1

ヌニ竪過ツヒ

インビ・　ダン　ス

生物発光 46×46 80 15

C560 光学凝集2
インピーダンス凝集2

透過光
インヒ．一一ダンス 46×46 80 15．9

〃

ATP放出2 生物発光

TE－500 PASC 光電比濁 87×53 250 41

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

TE－500A ATP TE－500にオフション

PA－3220 凝集 吸光度 47．5×48 120 21 320万
京　　都　　第　　一・　科　　学

エルビ840 凝集 光学法 29×23 170 15

セ　ン　ト　ラ　ル科学貿　易

AA－100 1血小板凝集 透過光検出戊∫式 41×42 170 15 180万

東　亜　医　用　電　r

NBSヘマトレーサーV 4ch 光学法 45×57 120 18

二光バィオサィエンス
NBSヘマトレーサーVI 8ch 光学法 80×40 120 20

300B 2 光学法 37×30．5 70 9

日　　　　科　　　　　機
300Bb 2 光学法 37×30．5 70 9



30．赤血球抵抗測定装置（lnstrument　for　Red　Blood　Cell　Resistance　Test）

会 杜 名

ダイアヤトロン

碧漣
CPCコイルプラネ・ト

7㌔碇、摸

2手〔」三巨・じ・

サンプル量

，tt

50

処理能力

検　体／時

60

床　面　積

liJ×1奥行（cm）

100×70

使用電］J

vA

700

重 量

kg

90

価　格（IID・備　考

：菱化成11業社製

31．血液分類カウンタ装置（lnstrument　for　Grouped　Blood　Cell　Counter）

カウント数 算定方式 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　村．　　　名

商　品　名
型　式　名

f固・検　体 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

エルマソク．88 加算 18×31 20 3

エ　　　　　　　　ノし　　　　　　　　マ

MDTl20 1～300 加算 17×20 5 2 lL8万，12キー，テジタル表小
菅　　土日　　医　　戸口　科　　L　　業

MMT　l20MoS 1～300 加算： 34×30 loo 20 262力，　オンライン仕様，　120g×
4台付

LADIC　11 17×25 Io 2 12．8万，オプションで1集中管理装置
、‘

ノ1　　　石　　　電　　　機

DpS－6〔10－DF 26 1川算 24．5×32 30 8 85万
　東　　　1‖1　　1ケ、　　用　　　∫E　　　f’一

一
DPS　lOO－DF 15 加算 16．6×26 14 3 13ノ∫

32．自動血液像分類装置（Blood　Cell　Differential　Automatic　Analyzer）

測定項目 サンプル量 カウント数 床　面　積 使用電力　　　　　’ 屯　　　最
会　　　　杜　　　　名

商　品　名
型　式　名

項目又は数 検　体／時 個／検　体 巾×奥行（Cm） VA kg
価　　格（II川　・備　　考

ヘマトラ’ク590 IE常6，異常 loo o～9999w，芭、 140×85 2000 270 6，500／J

サ　　ク　　ラ　　精　　機
赤形態
網赤他

MICROX IF常6，異常
網赤他

60 loo～looo 153×75 2000 450
こノ：　　　　　　　　イi　　　　　　　　］もこ　　　　　　　　機

806 Il常6，異常4
網赤1川∫求他

’r均80 ］oo～looo 120×77 2000 300
日　　こ・1　製　　作　　所

一



33．骨髄像分類器（lnstrument　for　Differential　Myelogram）

測定項目 カウント数 算定方式 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

項目又は数 個／検　体 巾×奥行（cm） VA kg

MMT－421 白血球
尿沈骨髄像 1～1000 加算 30×36 30 6．5 65万，42キー，デジタル表示

萱　垣　医　理　科　工　業

LADIC－31 白血球
骨髄像 100～1000 36×40 35 15 60万

立　　　石　　　電　　　機

34．細胞分類装置（lnstrument　for　Differential　Cytology）

測定項目 分　　　　析
（測定）　法 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　杜　　　　名
商　品　名
型　式　名

項目又は数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　　格（円）　・備　　　考

エピックスC 8パラメーター
レーザー
フローサイトメーター 183×84 1500 160

日　　　　　科　　　　　機
エピックスV 16パラメーター

レーザー
フローサイトメーター 183×84 1000 160

35．リンパ球分類測定装置（lnstrument　for　Lymphocyte　Differentiation）

サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名 μ～ 検　体／時 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

ACE　710 0．5～1 60 107×80 1000 212 分取可能

セン　トラル科学貿易

36．その他（Miscellaneous）

床面積 使用電力 重　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

特　　　　　　　　　長
巾×奥行（㎝） VA kg

価格（円）・備考

VISCOMETER 豊書両議τ5誌罐：耀鵠聾響，羅纒雷説撃1、羅腸 27×36 200 26 SILENUS社製
日　本　タ　ー　ナ　ー

33





核医学装置（RIA）

血清検査機器



36

37．ラジオイムノァッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

ア

会　　　　社

一
ア

r”－

it

∠、

口

〃

〃

名

｝

ガンマ

　　　．一コ

1277

ARC　3
カ

．へRC　9

1　一　一一
．へRC　9

　　　商　品　名
　　　㍗　式　名

カンマーマスター

．へRC　601

ARC　605

〃

ARC　301

rXR（）　305

　　　津
L－一一

セン　ト

L

ハ 　　イ　す

ト

　製　　作　　所

ラル科・j’）’二貿

RAW　1600

RAD　1100A

テ　　・
ビースウォ・シャBW　20

ピー一ズウォツシャTBW　50

〃

「　　　一．
1

へ・クマンンヤハ

ピー一ズウオッシャRBW　3（X）

ピー一ズウtソシャSBW　3（X）

ガンマカウンタ
シスーτ1、　5500

処理能力

検体数／時

　540「h

50

30｛｝o

l3000

250

250

50

50

200

200

500

20穴
プレー一ト用

チーL一ブ
　50本用

チユーブ
300本川

チt－一ブ
3〔｝o本用

　　400

618

チャンネル

数

2

20

5

30

13

30

13

30

4

4

lo

床　面　積 使用電力丁一 示 扇：

巾×奥行（（・rl川

　80×88

48×6〔｝

57×70

57×70

104×58

104×58

VA

180

300

k9

170

180

48×60 300 180

48×60 300 180

loo×64 350 150

90×65 16e 21

60×56

　102×60

110×265×260

300×370×380

124

128

20

19

600×770×32e

820×395×405

」
　200
＿＿一＿．．．＿＿＿ 一

50

50

56×64

92×80 一
二⊥三

価　格（円）・備 考

3機柿1司時，則定　　ブリンタ付

50ティテクタ　フリンタ付’

50ディテクタ
RIAデータ処理装置付
5ディテクタ　ブリンタ付　　　　　　　　　　　　　一

5テ』 イテクタ
RIAデー一タ処理装1置付

RIAデータ処理内蔵　ブリンタf］

RIAデー．一タ処理用コンピュータ付

RIDテータ処理装置

他多機柿

65万～

130万

コ

300万～

300万～

ゴ
d
」

38．

1－一’

　会

L
‘ア

ア

酵素免疫測定装置（lnstrument　for　Enzyme　lmmuno　Assay）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　積「百」電ノJ

！、

口

コ

理能
ノ」

チャン 口体数 ll与 数 ll

60 h 1

一600 5

一一 A・一

床　面
　　　　　　十
巾×奥if（（・m）　　　　　　‘　　vA

　50×52　　　　　　　　　100

36×33 　　　　100
⊥

ノJ 弔l　　　l昏｛

価
　　　　　　　l

k9

35

6
1・：IAトー一

マニコ．ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　格（円）’備考一

　　　　　　　　　　　　　　　　］

　　　一タルシステム用
マニコアル形洗浄器

　　　　　　　　　　　　　一」



37

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

測定項目 処理能力 チャンネル 床　面　積 使用電ノJ 重　　　Ili：

価　　格（円）・備　　考
検体数／時 数 巾×奥行（cm） vA kg

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ
APS－601 2，000 2 68×53 200 50 EIAトー一タルシステム用

2ノズル自動分注装置

ACW－501 5，000 50 38×42 650 3〔｝ EIAト・一タルシステム用
50ノズル洗浄器

〃

AEC－241 各　種 300 1 67×55 250 30
Eぴ用データ処理内蔵ラックサィズフリー形サンプラー一付

AEC－201 各　種 200 1 36×40 150 15 EIA用データ処理内蔵比色計

オ　　リ　ン　パ　　ス　　光　学
PK－300 8 60 1 110×70 3，000 350 参考出品

三　　　光　　　純　　　薬
SJEIAオートリーダー EIA全般 1プレート

　50秒
5｛｝×49 300 22

マイリーダー 〃 1ウェル
　2秒 30×39 80 7．5

アボット
コンタムII　BID

ガン関連物質ウィルス肝炎関連 1秒以ド
　　／検体 42×47 150 13．6 細菌同定検杏にもお使いいただけ

ます，
ダ　　イ　ナ　　ボ　　・・！　ト

抗原抗体、他

CORTY AFP他 96穴 27×38．2 240 11 エーザイ㈱製
東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

ドライ・インキュベータ
　　　DI　301M

CORTY 全　般 16穴
プレート用 17×28 55 8 エーザイ㈱製

〃

ウォ・ソシャーCW．40M

〃

CORTY 全　般 1 17×28 30 6 エーザイ㈱製

セル・シ〃・－　CS　50M

東　　　洋　　　紡　　　績
EIAリーダー　　EL　309 全　般 45×41 loo 14

300ノ」’　・米国RIO　TEK社製
96穴マイクロフ．．レート用

EIAリーダー　　EL　310 全　般 60，120 40×54 100 17 350万　　・米国BIO　’1’EK社製

96穴マイクロプレ…ト用
”

EIAリーダー　　EL・307 全　般 29×32 100 6 128万　　・米い…｜RlO　TEK社製

96穴マイクロプレート用

二光バイオサイエンス
ES－22

繍6㍍モ．ジゴキンン

90×60 150 40

日　本　イ　ン　タ　ー　メ　ッ　　ド
イムノリーダー 各　種 1プレート 8 56×36 80 30 298万

NJ．2000 45秒

セラウォッシャ ELISA 96 520×390×420 830 30 180万
バ　　イ　　オ　　テ　　・ソ　　ク

ANW－96 全　般

〃

オートダイリュータ ELISA 96 450×360×340 200 25 145万

EDL型 全　般
1



38．酵素免疫測定装置（lnstrument　for　Enzyme　lmmuno　Assay）
38 測定項目 処理能ノJ チャンネル 床　面　積 使用電力 ・亘　　　≒｛：

　　　　　　　　　　　二価　　格（円）・備　　考

会　　　　社　　　　名
商　品　名川，！式　名

検体数・時 数 巾×1奥行（cm） vA k9

オートドロ・ハ ELISA 96 470×430×330 200 25 145万
バ　　イ　　オ　　テ　　・ソ　　ク

EDR月1り 全　般

ピー一ズウオソシヤ EIA 20穴
プレー一ト用 410×265×260 120 20 65万　　　　　　　　　　　　　　『

〃

BW　20 全　般

ビーズウオッシヤ EIA 25穴 410×265×260 120 20 70万
〃

BW　25 全　般 フレート用

一
ビーズウオッシヤ EIA チューブ 300×370×380 70 19 130万

〃

TBW　50 全　般 50本用
一一一

ピー一ズウォソシヤ EIA チューブ 820×395×405 200 50 300万
〃

RBW　300　SBW　300 全　般 300本用

セラウォ・シヤ ELIS．へ 96 380×290×220 800 20

　　　　　　　　　　　　　　寸115万　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　．一

〃

96SI） 全　般

卜二LISA
フ．ロセ　・サーII

｝・二LISA 90フレート
　一一　・

30 96×50 240 41

ヘ　キ　ス　ト　ジ　ャ　ハ　ン 一　
　　　　　　　　　　　ト

エンチムンテスト
ES　22

縫堅㌍ン 97×52 140 29．5

斗A」　

へ一リンガー・マンハイム
山　之　内 そ　の　他

一　

39． 螢光免疫測定装置（hstrument　for Fluorescent　lmmmo　Assay）

／x 商　品　名 測定項目 サンプル1｝｛： 処理能力 床　面　桓 使用電力 屯
；61：

一

　　■価　　格（Fム　　　　社　　　　名
川　式　名 μψ 検体／時 巾×奥行〔cm） VA k9

アルカス 1500 70×60 150V，、 100

ア　　　　　　　∠、　　　　　　コ

73．7×48．3

ストラタスシステム 20 80 73．7×・18．3 loo 47．6

エイ・エソチ・エス・ジャパン
血中薬剤
ホルモン

マイクロフルォロ 特殊蛋白 51×43 1　100V　5A 16 750万
96穴マイクロフ　　　　　ー一

：1長　　　瀬　　　産　　　業

L・

1
庸 考

一

使川

一」



測’定項目 サンプル畦 処理能力 床　面　積 使用電力 ・五　　　；｝t
　　　　　　　　．一『

価　　格（円）・備会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μψ 検体：．時 巾×1奥行（℃m） VA k9

MR．600 各　種 マイクロ
　フレート

60秒／1プレー一ト 41．3×63．5 100 31．8

ミニリーダーII 〃 〃 2秒／1ウェル 27．9×35．6 100 7．3

工一ムス、
フルオロスタノト

lllL中薬物 50 42．5×40，6 45 12．5 　　　FエームスTDA測定用螢〉じ
マ　イ　ル　ス　・　三　共

41．

42．

43．

ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Nephelometric　lmmunological　Analyzer）

スピンイムノアツセイ装置（lnstrument　for　Spin　lmmuno　Assay）

螢光偏光イムノアツセイ装置《Pobrized　Fluorescent　lmmunological　Analyzer》

一　　　　　　　「

考

測定項目 サンプル；a 処理能力 チャンネル 床　面　積 使用電力 ・五　　品

価格（円）・備考会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μρ 検体　　時 数 巾×奥行（（・m） VA k9

オートICS タンパク15 100 55 1 117×58 800 54

ベ　ノクマンジャハン
i

ICS タンパク15 100 55 6 45×43 400 25

『一一

／べ 商　品　名
サンプル最 処理能力 チャンネル 床　面　積 使用電力 重 ぱ

価 格（円）・備 考
ム

社 名
型　式　名 μセ 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA k9

’怜

ラジ　ソクセンサ
TES　3000

100 loo×60 200 70
日 本

屯
子

測定項目 サンプル情 処理能力 チャンネル 床　1自1積 使用電ノJ 1亘　　　㍑

　　k9

］

会　　　　社　　　　名
商　品　名
川　式　名 μρ 検体　　時 数 lD×r興行（（m） VA

価格（円）・備考

TDX全自動螢光偏光測
定装置「アポ・ト」

1血1中薬物，甲状腺

ホルモン他 50～500 120 69×57 600 41

ダ　　イ　ナ　　ポ　　・　ト

MTP　F 20～300 2，880 1 27×35 300 10 150万　　コロナ電
気㈱製

日　　　製　　　産　　　業

39



43．レーザーネフェロメータ（Laser　Nephelometer）
　　　　　　　　　　　　　　1

．　会　　　　社　　　　名 商　品　名 測定∫n目 サンブル量 処理能力
　　　　　　1チャンネル

床　面　積 使用電力 屯
1］｛：

　　　　　一　〕価格（円）・備考

　

型　式　名
μピ 検体・時 数 巾×奥行（crl1） VA

　　　．－
k9

エイ・エ’チ・エス・ジャハン
Baker420 ｜llt漿蛋白 20 3〔｝ 1 81．3×61 200 38．2

」一

一

シ　　ノ　テ　　ス　　ト　商　　事
DISK　120JX　Iシステム IgA，　lgG

IgM他
37．5 120～180 230×75 400 70

　　　　　・
L52｛｝万

タィフII 〃 lo～ 1〔｝O×40 200 25
　　　　　　　寸
450万

’1‘∫’

　　　　　　　　　　ン亡
LN　Rate60

lgG・lg．＼・

｜gM・C3，CLCRP
50 loo 7 296×46 loo

　　　　一
20

　　　　　一一　一一
320万

LN　Auto
βリボ，α】ATFrRFR、句MCG．CLI）L

50 100 Allto　7 100×61 300 80
　　　　　・　一一一
880万

中　　　外　　　製　　　薬
亡Pit　システム 1∬L漿蛋白8 20 130×45 250 65 w一一　　　　　　　　1

一

1｛IL中薬物7 50
一一

ヘ　キ　ス　ト　　　　ハ　ン

べ一一リングレーザー
ネフェロメーター　　．．1　 ［nL漿蛋白 lo 240

一・．

187×112 200 95
『『⌒

ジ　　ヤ
一1「

19
一一．．一

　　．

一　　　光　純　薬　　ll
ZD　801 各種免疫蛋白 lo～lo｛｝

　　　　・・
40～50

　．一一一．．

1 72×45．5 400〔最知 45 　　　　　一一一
製造：㈱ゼネラ・し

巨㌧． 三匝糊
〃 lO～100

　　　・．
144 2 97×66 300（　〃　） 200

　　一一1－
〃

一． 皿一i 一・． ．

’．一一・一一一

44．血液型判定装置（日ood　Type　Analyzer）

芒

ノA 社： 名 商　品　名
測定∫頁目 サンフル；‘1： 　　　　T処理能ノJ 床　面　積 使用電力 屯 lll：

「　　．　一・　一 一一

」ミ

川｜り式　名
μψ 検体一IJ lh×奥行（cn川 VA kg

一 価 格

リ　ン 光　学
1）K7100 1（ト24

　　一・－
240 275×86 3，ooo 60〔｝

一　

一

『、

ハ　　ス ．

一一

本　ダ　イ ナ　テ ク

マイクロバンクシステム 12 25
　一・．・
220

　　・一一
270×60 lOO 70

！

一
　1 閲一

｝「1 ．．． 一一一

『 一． L－『．一一一

45．

L
三

免疫希釈判定装置（Apparatus　for　lmmuno　Dilution’rest）
　　　　　　　　　　　　　dll名一’

　　　　　　　　　　　　一．式　名

　　　　　　　　　オートタイリューター　III

社　　　　名
商川｜り

　　　一
タ　イ　ナ　テ　・　ク

オートダ

サンフル肚 処理能力 床　加　積 使用

μ／ 検体／時 lP×1艮行（cm） vノ

一
Ill 90秒「1フレート 工9．5×40．6

　　　－一・

lo

屯　　　吊

　kg

　l6

価

　

格（円）・備　考

三三
．・1



サンプル1｝｛： 処理能力 床　面　積 伎用電力 屯　　　lt｛：

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
商　晶　名
型　式　名 μρ 検体／時 巾×奥行（（・m） VA k9

オートドロッハーEDR型 25 470×430×330 200 25 148万
バ　　イ　　オ　　テ　　ソ　　ク

オートダイリュータ 25 450×360×340 200 25 148万

46．その他（Miscellaneous）

商　品　名
型　式　名 特　　　　　　　長

床　面　↑只 使用電ノJ 屯　　　1：｛：

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
lh×奥行（cm） VA k9

80×80 1500 70 販売：アノしファテ・・ク
アナリィティカル・

　　　　　インスツルメンツ

多1拍勺免疫化学分析装置

LA　2000

川ll定工頁ll：19G，　CRP、　AFP等18∫頁B、サンプル』i：：0－－80μセ

処理能力：57～110検体／時，
分析法：ラテックス凝集反応比濁法

多卜拍｛」免疫化学分析装置一LA－2000 ［9G他18項11（LA試薬）サンプル量：0～80
処理能力：　　　　　60～110検体／時 80×80 15〔｝0 70

　　　　　　　　　　　　　　一
販売：アルファテック

栄　　　研　　　化　　　学

マイウオッシャー 24×42 6 EIA用ブレートウォツシャー
三　　　光　　　純　　　薬

プレートィンキュベーター 35×47 110 6 EIA用プレートィンキュベーター

LPIA　1 70×60 300 48 自動免疫lnl清検杏装置
三菱化成工業社製

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン
LPIA　300・ 140×78 3000 390 全自動免疫血清検杏装置

三菱化成L業社製

大　　日　　本　　製　　薬
マーセンティアMR24 EIA用遠心式自動反応装置、

酵素免疫測’定法（EIA法）における試薬の連紗
分注．抗原抗体反応．B／F分離．，酵素反応な
どの操作をrl動的に行ないます、

62×42 1000 60 350万

41





細菌検査機器
尿検査機器
病理検査機器
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47． 微生物分類同定装置（Bacterial　ldentification　Apparatus）

会　　　　社　　　　名 商　品　名
型　式　名

分　　　析 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

（測定法）法 検体／時 lP×奥行（cm） VA k9
価　　格（円）・備　　考

ア　　ス　　カ　　純　　薬
　　　一バコンアE 60×50 100 4 腸内細菌1司定用コンピューター

45万

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
バイテソク 比色透過法 120 210×70 2800 150 米国バイテック社製

エイ・エッチ・エス・ジャパン
Allto　SCAN4 吸　光　度 60×48 184 同定／MIcf直「司llJ測定

ダ　　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト
アボットコンタムII　BID 二波長分光

光度測定法 42×47 150 13．6 EIAキット測定にもお使いいただ
けます．

ms－2アバンテージシステム 比　濁　法 86×64 230 91

日　　本　　ロ　　シ　　ュ
COBAS　BACT 比　色　法 50 82×57 2000 125

48． 自動感受性試験装置（Bacterial　Sensitivity　Test Apparatus）

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

温度精度 温　　　度 床　面　積 使用電力 重　　　量

℃ ℃ 巾×奥行（（・m） VA k9
価　　格（円）・備　　考

ア　　ス　　カ　　純　　薬
タービメーター 20×20 100 1 菌液濃度調整

MF　1，MF　5 15万

長　　　瀬　　　産　　　業
MIC　2000 160×200 100V　36A 80

日　　本　　ロ　　シ　　ュ
COBAS　BACT ±1℃ 35～45 82×57 1200 125

．一

49．その他（Miscellaneous）

社 名
商 品 名

特　　　　　　　長
床　面　積 使用電力 弔 量

ヱく

型 式 名
lll×奥行（cm） VA k9

価 格（円） ・ 備 考

日 製 薬
ZR81S， ハンドリーダー（ノギスメ∫式）で阻1日llの大き

さをll元み取り，感性度とMICを出力する， 35×40 300 10．35 130万

1
水

ID84P IDテストによる細菌の生化学的’性状から，菌
名を検索する、，

3｛｝×21

28．4×29，5
34．2×24．5

100 17 125万
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L　会　　　　社

　　　　　
　

L・サイエ

50．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

名

「一

　　　商　品　名
　　　　　　　　　　　　　　　　一

特　　　　　　　長
末　面　積 使用電

日II

！式　名 ×奥行（Cm） VA

微生物増殖測定装置 サンフルセ1し容情1，2．IO．　IO（｝mピ；最人25｛1検
f本「司ll寺‘‖｜」フヒ‘1∫育巨；　ナ音養i晶lU変5～45‘（：“∫変；

176×71（（m｝

以L
7～20．・、．

lOOVAC
ン　　ス

lCS
試料の希’釈不要；懸濁。式料測定“r能；乳；製品・飲料水・食肉製品．等の微牛物検査に適する

：：≡

王≡L

　価　格（円）・備　考

tr’1、1マ，しサ苅叉

／s 社 名 商　品　名
サンフノし扇： 測定範囲 床　面　積 使用電力　1 屯

1｝1：

価 格（円）・備 考ユミ

’1」式　名
．rパ m・sM／k9 巾×1奥行〔cm） VA k9

　

工 ス　機器
イフM 150 0～1600 25×30 30 5

一一一．

ム　　エ
イフD 15｛｝ 0～4000 24×30 60 7

京 都　　“ ・ 　科　　い’
OM　6010 300 0～2000 56．6×5LO 200 36 350ノ∫

弔 子
OM　6020 200 0～2000 34．O×33．3 130 20 175万

アドバンス3CII 300 o－2000 69×16 300 34 388力’ 44検体完全自動
」一

㌔．，． L 200 o～2000 11×11 300 24 208万 単検体完全自動
一

一
i，1 L　　　業

アド・＼ンス3WII 2〔｝0 o～4000 ：《3×51 300 18 158ノ∫ セミオート
アドバンス3MO 20 o～2000 30×38 300 12 238万 マイクロサンフル ゴ

柳

一 一一－

本　　製
Model　M
　　閲・一一．

150 0～1600 30×25 30 5

作　　所
Model　D 150 o～4000

　　　一

30×24 60 7
一．一

51．尿分析装置（Urine　Anal　zer）

　会

工　　ム

エ

　社

工

　ル

　　　　名

ス　機　器

　　　商　品　名
　　　il　i式　名

フロ’ティアナラィザー

1　　PSPメーター

　　U’r　750

1　，

〕」ζ 都
へ★「

弔

”

常

科　学
MA　42ユO

PSP　3110

1）St）DP

l）Sl）希平尺装ii’ま

分 正王ンフノし甲：

〔則定）法

2波長
測定〃式、

2i皮土ξ上ヒ色

屈　折　法

2波長測ン亡

2ギ皮k川IIン亡

2波長
同時測光

2け芝1ξ上ヒ色

希　釈

　ltψ

20～30

800～

500～

1し）mピ以上

10mセ以ヒ

任竺

希釈尿300

　全　尿

1　　た／

PSP

尿1
　　　

L最大・

　　最大8

liJ

　28×30

　25×25

　55×45

　35×30

360

　120

約IOsec
〕SP（θθ）

尿　Ill：

　　　ゴト　　　　　　　　　　　　t－　

｝：：…≡竺

33．9×39．7

　28×34

　30×33

旦　　1・1・．

　　k9

　　8

価格（円）・備Z

70

35

95

45

35

50

100

司

叶
一一一一一一一1

r L’ 一．

10

一

6

． 一・．一

29 320力’

5 39万
一

　・．
一 ．一 ．．

lo 68万
一一一 一一 一

一

9 se｛85万

．一

一
16

一一一一 ’一 一
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51．尿分析装置 （urme　Analyzer）

人　　　　社　　　　名
商　品　名 分　　　析 サ／フル量 処理能力

川定・川一　　　　　　r

床　面　積 使用電ノ」 屯 邑

ム 川　式　名 （測定）法 μρ 検体／時 項1いくは数 ｜ll×1奥行（（・m） VA k9－一

価格（円）・備考

へ キ　ス　ト　　　　ハ
ラヒマックス

二波長i則光
方式による 約150 9項目 33×48．5 90 14

ジ　ヤ　　　　ン
1、式験紙の反

射率の測定
｝

クリニラブII 2波長測定ノ∫式 240 120 9 81．3×80．6 60〔｝ 65．7 尿日動分析装置
イ　　　ノし　　　ス　　　・　　　1二　　封ミ

クリニテ・ク　200 2波長測定ノ∫式 360 　9
W一一．－1

35．6×53．7 70 15．O 工一ムス尿分析器

〃

クリニテソク　10 2波長，則定ノ∫式 9 14．6×20．8 充電式バ’テ
リー一ハッ　ク

1．18 ポータブル尿分析器

メティクラフ 2波長測定ノ∫式 320 最人8 24×42 6 3 48万
1山

ト

之　　内　　製　　薬

ZD　401 試　験　紙 約5 900 蛋白・糖・潜llll 80×60 500 130 製造：㈱ゼネラル
光　　純　　薬　　ll　業

52．自動ミクロトーム（Automated　Microtome）

1－

‘ア

i

lク、

会 社

ム

保　　川　　商

名

L．

53．

呂 商　品　名
冷凍室内
温　　　　度

り川ljlい1’法 ぱ切厚み
範　　　　囲

　　　　　一〒一
床　llli積

一｝1

　使月」電ノJ ・五 i］｛：

一　一

川　式　名 0°C mn1 巾×奥行（cm） VA k9
価 格（円）・備　　考

一一

コ

ロー一タリーミ　クロ　トー∠、 32×27 1～50 27×40

　　－．

30 米川 アメリカンオフチカル社製　　　　　　　　　　　　→

．　一．　十

71×79 1〔｝oo 130 〃

ミノトーム ．． 30 30×30 2～32 69×66 1500 122 米国 インターナシ，ヨナル杜製
‘拮

r」＿

1
1

　会　　　社　　　名

1－　　一

ハスコサイエン

マ　イ　tL　ス

L．

置（Automatic　Embedding　ApParatus）
‘　　　商　品　名

　　　川　式　名

　処　　　　理 処理能カー．－r

・一．
床　1∬1積　．・一一

使川電ノJ ・貢　　　1書｛：
　　　　　　　　　　　｝一

価　　格（円）・備　　考
数 回 一一一巾×1月行（・m） VA

　　　一k9

ヒストマティ　・・ク

モテル　　166MP
12 120コ 　　90×51

｝一一一一

100V
7．75A

68
ス

ヒストマティ　・ク
モテル　　266M｝）

12 120コ ll3×56 loov
8．5A

lo7
一一

VIP　100 14 120 ～1P1αい1P2α）は，横

型，縦¶‘切2挿類ある
1000 110

「π～　200 14 180 縦型：50×58 looo 110　

V．LP． 12 300 89×51 1500 11〔｝ ≡仁一
ティン・・一・フロセ・サー一［ 12

　　一’
400 57



54．自動染色・脱色装置（Automatic　Staining　ApParatus）
処　　　　理
工　程　槽 処理能力 床　面　積 使用電力 1亘　　　ぷ

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

数
／［口1 巾×奥行（cm） VA k9

HEG　ST 3 50枚 40×52 100 20 70万
、ン：　　石　　　電　　　機

ヒスト・テック
スライドステイナー

13 50 79×43 200 38

マ　イ　ル　ス　・　三　共

55．自動（組織細胞）染色装置（Automatic　Tissue　Staining　Apparatus）

商　品　名
型　式　名

処　　　　理
工　程　槽 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　II｛：

会　　　　社　　　　名
数 ／回 巾×奥行〔cm） VA k9

価　　格（円）・備　　考

ヒストマティックスティ
ナー　モデル　172

24工程 52枚 94×56 100V　3．ユA 45
ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ンス

サイト・テ　・ク
スライド・スティナー一

14 50 79×43 200 38
マ　イ　ノレ　ス　・　三　共

56．その他（Miscellaneous）

47

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

特　　　　　　　長
床　面　干貝 使用電ノJ ・五　　　｛4i：

巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

三　　　光　　　純　　　薬
バイオソニック 15×14 130 5 密1才］エv超畠二～皮糸‖1［」包fり支イi㍗装ii’ll

HWS　200 測定時間：20sec／回，処理能力：180「h

測定範囲身長：90～199（m，1本重：10～1501・g

42×92 300 110
常　　　　　　　　　　光 肥満度計標準装備

インタフェイスはオプション

ハラフィンバス　　166用 ハラフィン内容量が2ρでハラフィン注出口
があり，スィ・チ1つでハ．ラフィン注出かできる 100V　1．3A 2．8

ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

ハラフィンバス　　266用 ハラフィン内容量か4ψでハラフィン注出ll
があり、スイッチ1つでパラフィン注出ができる

100V

スライドウォーマー 乾熱式ハラフィンf申展器 61×18 100V　　2A
’ノ

　　　一フローアーションバス 湯浴式パラフィン伸展器で作業か行ないやす
い様に手尼にライトがある 37×33 100V　1．7A

包埋センターモデル77A 作業面か広く，すべてが・体化され使いやすい 76×53 100V　　5A 38
〃

卓上ドラフト
ヒストヒュームフード

机の上におき各自で使用できる小’li「’のドラフト
です．吸引力は最大4．6mん1加までで調整か任意 80×56 100VO．8A 28

ウリ染色液 SM法染色
富　　　　L　　　II　　　業





生理機能検査機器



　　57．サーモグラフィー装置（lnstrument　for　Thermography）
5°

　l日　　　本
　l
　L－一一一一＿＿．＿

杜 名
商 品 名

温
分

　　度
解　能 測定範囲 操作時間 床　面　季只 使用電力 屯

；1｛：

一π

型 式 名
℃ ℃ 秒 lh×1奥行（（m） VA k9

価 格（円） ・備 考

’P ∫・

サーモビュア 0．05 0～50 2 0．8m 370 105

ほL

JTG　500M



コンピュータ
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58．入力装置（lnput　Device）

会

ン　　ス

シ　　ノ

社 名

テ　ム　エ　イ　ジ

テスト商事

シノテスト
iク

L
島

東

1日
i

1富

1－一　　．

「

リ フントグルーブ

津　　製　　作

亜　医　川　電

　本　　電

　　　　｝：

所

f’

∫・

通

商　品　名
型　式　名

入㌃＝「

CRTディスフレイ キーイン

OCR　手讐き文二才二人ノ」；装置

ター一ミヘン人JJ

REAI、　　　　　　　　　　　　　キーイン

NE（．：1）C　9801シリ・一ズ　カ．一ドリーダ．マー一ク
E／F／M／U／XA　　　　　　リー一ダ．キ．一イン

クリニケア　1500 キーイン

DPS－600－KD キ…イン

DPS－300－CO キーイン

臨床化学：検査システム キーイン

JCS　200

FACOM　K　lO キーイン

光’γ：文字。∫L取装iP61

F6321A
O．C．R．

文宇種類

tV’，数字、カナ，
記号

　　　〃

カタカナ．アル
フアベ・ト

ANK漢宇

英．数宇．カナ．
記号

カナ，漢字、英，

数字
かな，漢字，※，

数字
英文字．数’「：、

カナ，カナ記号、

》燐1『欝字・

下，1i・きjZ’1・；

床　Ifli積 使用電力

巾×奥付’（（・m）

　36×34

VA

　70

43×43
54×52

110×60

200

200

90×50

　200

0．5K

58×50

500×380

400×660

90

重 賦

kg

l2

価　格（円）・備　考

15
4）

30 人力装1『’、　CPU本体及び出力装苗1
を合わせた内容、名称です．

30 75～150JJ’

15 人力装置
めた名称

30．5

一　　　　　15．8

2．5

32

43

CPU本体出jJ装置を含

1
　　＿」

59．

L
ア

会

一
トー．．一．．一一

1シノテスト

　クリニラ
L－　　　．・．．．・一＿

∪本体 （Computer）
一

商　品　名
CPUメモリ
容　　　　1き｛： フロソヒー 使用11。1、・

社 名

型　式　名 KB 有無 1

．． 一 ．

ACM 710 256 5『’

ドD2台 BASIC
口 カ

－CM 711 256 5”FD2台 B．vSIC

ノ こべ

BIAc 80 64～IOOO 2MB～・1MB ASSY　BASIC
←、 工

イ

ン

．一一一一
「．

　　一1　

RE．M、

『．．． 一一

　　　128 有 BASIC
スー

ト 商 ’拮

．一

vsシ
DEc

リー一ズ

LSI　11／73
512K～・1MB イ」’1M×2

アセ〆プ・ラ
C．1つハイ　ノ
N88BASR－

ン グル 一 プ

＿＿一一・↓

一

床　1自i積

巾×奥行（c’rn　）

　48×56

　48×56

　58×75

110×60

≡上㎏

　　120　　　　　　23

　　ユooo　　　　　　200

已

価　格（円）・備

ARC　6〔

ARC　3（

igl

用

　　考

i－

一
　　　1
－⊃



一 杜 名 商　品　 名

川」式　名

F

島　　津　　製 作　　所
クリニケア　1500

1住
友 ’P

ノ　．’

工 業
USTATION 卜：05

1∪ メv

DPS－600－CO

’P ’

DPS　600 DPS（
東 亜 医 川 ｝｛上

1’

DPS－300－CO

‘タ’

メ 一

LoG　20A
．一

　一一

ア イ カ ル

L

tt

卜：05，15，20

日 本

1．ABOシリー7〈－

電
ゴ・

1．OG　soA

臨床ft’？’：検査システム

JCS　200

製　　作

1：

　　HIL．・＼S
Fi戊〒・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．　　　　　．－

　　HILASlOOシリー一ズ

通
F，XCOM　K280

c｝）Uメモリ
容　　　｝，1：

　　KB

256

lMB～32MB

　196

256～512

512

64

　128

1～2MB

1－一　9MB

フロ・ヒー－

　k’無

有

両面倍富ヨ斐

　1～1B

　　有

　　有

有50r8インチ

ノロ　・ヒ　　IMB－tZ
磁気ディスク

：le　　fS《｝MB

ノロ　・ヒ　　IMB
6舷つVティ　J、ク

3tレMB

512KB＞〈2

　　有

使用i；語

MUMI）S

MUMPS

．一「一一一

　　床　1川　桓 使用電

lP×奥行｛（・m） VA
一 一一一

　　54×77

－一・．．

1500

．・－ 　　　i

一．．一
1＿1K

，fl　　lil：

　　kg

　l80

　25～12c｝

　　　　　　　　．．　　　　　．・一．・　　一

価　格（円）・備　考

　20MB固定ディスク内蔵

　4
」一＿．．．　　　．＿一．＿．＿・一一

12×57

17×65

L）　1｛｝

220

アセンブラ　　約加O×57

フオ　．ト　ラン

アセンーゾ．ラ
Pl」　、↓O

ブイー｝・う，

アセ／．rラ

　　　　　　　　39×76

　　　　　　　58〔｝×700

　　　　　　［一．・一．一．

約225

22

15．8

約38

t
一’「

　　　　　　　　・一

　　　　一一

二二1：］

「…、。

　　　300

一．．一一
ト＝一一一一

t

． －

tt－一一

」

規模により10～30形各H用意

：竺十Pl　
～×2

一
　一ト

A

j．一一．一一
　アセンフ“ラ

　一

」一．

1 ハスカル

A
I・．『 cOBOI∠

FORTR、・、N　　　　　　　．

⊥＿一＿＿．

ほLド己1こよ　り2｛｝～　ll［卜三各f・「IU、（）、

5〔｝．5

－1－　．．　．一

一

　

　一．．

　

　．　一「一．r　一一 一 一一

．一一．一一

た見｝莫1こよ　り　10斤Z～5

　．

． 　

．

．一．

1三見｛・莫iこよ　り　1・40‖：〃～

一．・

　　170

　　．一．．一．一． ．一．

　　i
－

T 「

＿．9
　　　　一…

　　　　　一

　　　　　一

　　…一
一一　　」

60．出力装置（OutPut　Device）

53

文字種類
　　　　　　　　　‘
出　　力　　ノ∫　式 c

サ

　　　　…R　　T
イ　　ズ

　　　　　　‘
印宇速度

　　　　　　；
床　面積1 　　　’使月」電力 屯

；11： 「

　1

会 社　　　　名
商　品　名

型　式　名

ラインプリンター

16×16ドットプリンター

24×24ド　・トプリンター

CRTディスプレイ
｛鮒：出力

ヵラーXYプロ　’ター等

インチ
　一　一一

宇数　　秒 巾×奥付（ピm〕 VA k9
　　　　　　　　　1
価格（円）・備考

　　　　　　　　　1

　　．．一一

一

シリアルフリンター
英．数字．カナ．
記号

高速ブリンター
9×8ト　・トフ．リン　ター一

300 55×38 200 15

一一一．｝一．．ン　　ス ア ム　エ　イ　ジ
ラインプリンター一 〃

ラィンブリンター
9×7ド　’トブリン　ター一

242 61×58

　・．

　550 62 　　　　　　　，

・，，　．・＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

一

REAL カタカナ
アルフアベ・ノト

12 80 110×60 62

「一一一シ　　ノ ア ス　ト　商　‘｝享
．一『

｝　．

シノテスト YD　4100K ANK漢宇
｝、一．　

ク　リ　ニ ラ ン　グループ

　



54

一
文宇種類 出　　力　　方　　式 C　　R　　T

サ　　イ　　ズ 印字速度 床　面　積 使用電力 重 量：

会 社 名

商　品　名

型　式　名

ラィンプリンター

16×16ド・．・トプリンター

24×24ドットプリンター

CRTディスプレイ
漢字出力

カラーXYプロ・ター等

インチ 宇数、秒 巾×奥付』（cm） VA k9

価格（円）・備考

島 ＾’

クリニケア　1500
英，数字，
カナ，記弓

シリアルプリンター
9×9ド．．・ト

160 60×36 70 11

津　　　製　　　作 P｝r

メゼ 亜　　医　　用　　’F 了・

DPS－600－SP
かな，漢字，
英，数字

24×24ド・・トマトリクス

プリンタ 60×38 400 25

、 1｛L

DPS－300－SP
かな，漢宇，
英，数字

24×24ド・トマトリクス
プリンタ 55×38 150 17

lI 本　　　市
JCS－200

インパクトド・ト

マトリクスプリンタ
125 63×62 80 13

｝包 r
緑色黒バソク12インチ

CRTディスプレイ
12 75×60 35 9

1㌔’

日本語フ「．リンタ

F6903A
ANK　127文字＋日本、i吾

24×24ド・．・トプ．リンタ ξ61鰐1，篇 550×380 0．35 25

｝日
L 通

日本1吾プ．リンタ

F6913B
〃 〃 〃 570×395 O．3 20

61．その他（Miscellaneous）
1　　会　　　　社　　　　名

床　加　積 使用竃力 重　　　邑：

価　　格（円）・備　　考商　品　名
型　式　名

特　　　　　　　長
巾×1奥付’（cm） VA k9

奄気泳動
データ処理システム　FX一川

全自動電気泳動装置FEDmFEDIIと接続し．ホストコンピ・・一
タ・一より患者名等の構性右もらい、CRTにて波形編集後、波形・i一タ．一、属性等を一・括てトn力するンステム

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

シノテスト

ク　リニラン　グループ

ローカルエリア
ネ・・ノトワーク　V／NET

高性能ミニコン＋16bitハソコンの本格的LAN構成による臨床検
査／ステム　1Mbps－10Mbpsの高速転送
臨床検査メーカーと．ソフトウエア会朴・の協同開発

システム構成によリ］丁’万～2億円

　　　　　　｝

常　　　　　　　　　　）亡
JEQPS　l 一 一 」一

JEQPS　2 一 一 『

JEQPS－3 一 一 一
〃

臨床検査報告主t作成シス
テム「技」（わざi

NEC　PC　9801mSを使用、　オンラィン　　ォフ
ラィン人力で報占芦を作成出来る

70万～

日　本分光メディカル

ハソコン　F9450　11
自動分析器オンラィンパ・ケー一ジ1クリニェ…スII」

収集データのクリーン化に必要なテータ処理機能を完備Lています
．180×445 o．4 25

富　　　　　仁　　　　　通



その他の臨床検査機器
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62．マイクロピペッ 卜（Micropipette）
　　’”浸、・　‘1

分圧谷・狂 ノ∫　　　式 精　　　度 床　面　積 使用電力 IF：　　　llt

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μψ ll∫変・固定 巾×奥行（cn1） VA k9

クリニへ・・ト

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

ピベ．・トマンP “∫　変 ±1％ O．12 3．6万

エ　ム　エ　ス　機　器

エグザクタ
マイクロピペ・トS821

ll∫変，固定 1．7万

オートプット

エクセル　トリへ．・ト7α｝0
5～20　25～75
50～200
250～10｛〕0

可　変 ±1％以1ノ・J

三　　　光　　　純　　　薬

エクセルモノペ．・ト7〔X｝0 5～1000 固　定 ±1％以内
〃

エグ’サクタ
マイクロピペ・．・トS 20，50，100 固　定 1．7万　精度検定表付’

シ　　ノ　テ　　ス　　ト　商　　事

エグザクタ
マイクロピペ．・・トS821

5～50
50～200
200～1000

n∫　変 2．3万　精度検定表付
〃

エグザクタ
マイクロヒペ・／卜S841

5－25
10～50
60～200

可　変 2．3万　精度検定表付

〃

エグザクタ
マイクロヒ．ペットS831

0．5～5mψ 可　変 2．3万　精度検定表付’

〃

エグザクタ　マイクロデ
ィスペンサー861

5～50
50－200
200～IOOO

日∫　変 3．58ノ∫　　WU芝検りi三～く付’

’ノ

25000 可　’変 0．1％CV 13×27 40 7．6

セ　ン　ト　ラ　ル科学貿　易

DEGFLEX 0．5％CV 17×26 200 ll．8

エッベンドルフピペット
　　　　3130

5～1（X）08種類 固　定 西独工・・ヘンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　　ト　ロ　ン
可

エ・・ペンドルフヒペット
　　　　4700

ト1（X）031種類 固　定 〃

〃
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分注容量 ノ∫　　式 精　　　度 床　面　積 使用電力 屯　　　；丁｛：

価　　格（円）・備　　考会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 μρ 可変・1占1定 巾×奥行（（・m） VA k9

エッペンドルフピペット
　　　　　4700

10／20／25，

　　6種類 3段可変 西独工ッペンドルフ社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

エッペンドルフビペ・二・ト
　　4700クリス、タル 1～104種類 固　’定 〃

〃

エッペンドルフピペット
　　　　　4710

2～10，10～100、

100～10003種類
連続1：∫変 〃

〃

エッベンドルフピペット
　　4710クリズ、タル

0．5～101種類 連続日∫変 〃

〃

エッペンドルフピペット
　　　　　4720

1．00～10．Olnψ 連続分注 〃

〃

エッペンドルフピペット
　　　　　4780

10μ0～5頑，コン
ビチップ6種類で
22の容量設定

連続分注 〃

〃

タイターテック
デジタルマルチ
十申ンネルドペット

ロ∫　変 士1．5％ 11．5×23 一 一
F｜‘）wLab．杜製

96穴マイクロプレート用
大　　日　　本　　製　　薬

Smiマイクロペッター 固定・n∫変 コントローラ
　18×11．5

東　　亜　　医　　用　　電　　子

オートビベッターMKIII デジタル可変 8
コントローラL5
ピペ．・トO，14

2．8万

ニ　　チ　　　リ　　　ョ　　ー

ジャスター　　1100DG
〃 3．2万

〃

ジャスター1100F＆V
固定13∫変（3段）

1．65万～1．9万

〃

ジャスター　　U＆V
固定II∫変（6段）

1．5万～L9万
〃

MODEL　100 固　定 2．4万

〃

ビルペ・ソター 固　定 0．8万

〃
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62．マイクロピペット（Micropipette）
分注容1丁｛： 万　　　式 精　　　度 床　面　積 使用電力 重　　　18｛：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 “∫変・固定 巾×奥行（cm） VA k9

MODEL　800 デジタル・∫変 3．2万

ニ　　チ　　　リ　　ョ　　ー

フィンピペットシ
システム　2

驚、隔養 5～50．50～200．20（）～1000
　　　　　　　　　　　2．95万

日　　　本　　　商　　　事

ラボヒヘット2 固　定
5，10，20，25，50．100、200，250，500．
1000，の10種類　　　　　各2．1万

〃

フィンピペ・ト
マルチ6

〔｝．2μψ

ステップ可変
　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　、テラサキプレート用の6チャン不
ノレ可変容量は1～5μ∫　9．8万

〃

フィンピペソト
ステペソト

連続分注 10～1000μ1　　5．5万
〃

フィンピペット
ディスペンサ

デジタノレ可変 20～200μZ，200～2000μ1
6．2万

〃

フィンピペット
デジタノレ

デジタル1∫∫変 5～40，40～200，200～1000μノ【ま3．6
万，1000～5000μZは4．5万

フィンピペ・ソト
キャピラリ

ステップ可変 3．2万

デジタルマイクロピベソト
JMP　125

デジタル可変 o．1％ 一 『 一 一 2～12μ》，10～60μ～3．8万

日本分光メディカル

MLA　マイクロピペット ・∫変・固定

ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

サンズ式超微量
白動ピペソト

固　定 10，20今30，50，100，200，250μセ　　7ト重

富　　　1：　　　工　　　業
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63．分注装置（Dispenser》

ノx 社 名
商 品　名 処理能力 チャンネル 分注容；5；： 床　1白1｝只 使用電力 屯 i｝

ヱこ
川 式　名

検体／数 数 μψ 巾×1旭行〔cm） VA 1．9

ア 口 カ
ApS　553 2，000 20 10～5．OO｛｝ 18×23 loo ll

　－一一

〃

APS　601 2，000 20 50～1，00｛｝ 68×53 200
　｝

50

〃

APS　71〔｝ 2，000 20 lo～200 143×115 800 380

ス　機　　器
リへ・トマン ll秒 20～1、o（lo ｛｝．14

エ　　ム　　　エ 『一

｜’ぴ　垣　医

理 科　工　業
M．・＼G200 1 25、50」5」（IO 17×37 50 27

1c．

　　」一一

一二

　　　光 純　　　薬
マルチドロッハー2 3 25二225 38×12 80 18

ろ

〃

オートドロツハー－3 12

－ 1

25～225 54×↑8 loo 28
．

　　　　一シ　　ノ ト　商　‘拝

ボトル　ト
デイスヘンサー

ノフ’ 　　　　・・一　
｛｝．5～5．9m～

A．．一

ア ス
　　　’

L
．．一一・一 『一一．

．．一一

〃

エグザクタ スーハー10 o．2～lomψ

〃

エク1ザクタ スーハー5 0．2～5．Omψ
　．

一一｝一． ’．．『・一

〃

エグザクタ スーハー3 O．1～3．伽ピ

’ノ

エグザクタ ス　ーハー2 O．1～2．Omぐ

・一 　・

製
DIP　1

分注　　5～250
希釈　o．ooo（，5　　～o，oo999

16×18 5〔｝ 6

巴…一津． f乍　　所 一一〕 一

価

2／7x’Jレ

lnノズル

．5・8ノ∫

格（円）・備 考

フ』ノしチLンジヤー付

　　　　・一一一i

一ザブルチ　・フ

一

195万

2．53

2」8万

　　　　　一

　　　　　一H

－一一一
二

2．36万

2．36／J『

2．31万

コ

ゴ
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処理能力 チャンネル 分注容；4｛： 巾×奥行（cm） 使用電力 屯　　　｛t｛：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検体／時 数 μψ 床　面　積 VA k9
価　　格（円）・備　　考

マルチデイスペン
サー－　400

4 10×100 8，8万

住　友べ一　ク　ラ　イ　ト

24000 430 1 2～5、00〔｝ 62×55 200 36

セ　ン　ト　ラ　ル科学貿　易

APS－Z 500 1 5～200 60×60 400 60

HEU－501 300 5 1可変 ll8×80 LOOO 350 分取分注装置
、ヒ　　　石　　　電　　　機

連続II∫変タイブディスペ
ンサーイアトロペット

1，2，5，10m£

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン
2液同時分注器
デュアルベ・ト

250μ∫×2．500μ’×2

1m〃×2、　L5mゼX2

タィターテ　・ク
オートドロ　・プ．

4、00｛｝ 8 25～300 32×33 50 8 Fh）w　Lad．社製　196万
96穴マイクロブレート川

大　　日　　本　　製　　薬

アキュペンサー　ジュニア 0．2～30mゼ 2，4万　3〔｝mゼのみ3．9万

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

アキュペンサー 0．2～10mゼ 2．4万
〃

ディスペット 0．2～10m尼 2．2万

〃

MODEL　500 2．9万

MODEL　8100 10～5．000 3．3万
〃

MODEL　8200 25．50 3．3万
〃

〃

MOI）EL　600 500～3，000

SRD』1 30秒、ノ1プレート 8×12 10～700 30．8×22．9 100V 3．3

日　本　ダ　ィ　ナ　テ　ッ　ク

〃

DSI）－110 2．5～7秒
（可変）

8 任意可変 13．9×29．2 100V 3．8
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6．分注装置（Dispenser）

処理能力 チャンネル 希釈ノ∫法 床　面　不只 使用亘力 重　　　；書｛：
一

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検体／時 数 μψ 巾×奥行（（m） VA kg
価　　格（円）・備　　考

1）DP．LOOO L8mヒ
IoO回／時

3 o．1～999．9mセ 30．8×22。9 100V 3．3

日　本　ダ　イ　ナ　テ　ッ　ク

カブロ
モデル　2000

ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

ベリスペンサー 600 口∫変 0．2～50mψ 12×21 50 5 他3器種
富　　　　土　　　L　　　業

64．希釈装置（Diluter）

処理能力 チャンネル 希釈ノ∫法 床　面　積 使用亘力 1五　　　｝雪1：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
四　式　名

検体／時 数 lh＼奥行（cm） VA k9
価　　格（円）・備　　考

APS－342 600 1 バッファーによる 15×14 50 5

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ
100

APS－552 1，000 20 バ・ファーによる 18×23 100 11

〃

一
APS－653 500 20 バソファーによる 100×68 700 150

〃

AD－2001 117／時 1 自動 550×535 30 LA2000～り目
版売：㈱アルファテノク

栄　　　研　　　化　　　学
98万　マイコン内蔵

モデル　401
ダイリューター

20×ユ3 25 4・．8 98万　マイコン内蔵

エ　ム　エ　ス　機　器

AD－70 2 シリンダー 18×25 20 7

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

HAY－200 1 ダイリューター 50×38 60 26 195万

萱　垣　医　理　科　　工　業

オートダイリューター
SPR3

ダイリューター 54×48 250 25
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会　　　　社　　　　名

商　品　名型　式　名 処理能力 チャンネル 希釈方法 床　面　積 使用電力 重　　　頃

検体／時 数 ll」×奥行（（・m） VA kg
価　　格（円）・備　　考

SANLAB＿3000 14×22 25 7．2

三　　　光　　　純　　　薬

SANLAB」500 15×14 16 4．1

オートダイリューター
SPR2

ダイリューター 54×36 600 20
〃

自動希釈分法装置 600 1 自動 15×14 50 4．5 90万
常　　　　　　　　　　光

23000 1 170 8

セ　ン　ト　ラ　ル科羊貿易

ACCVFLEX 1，000～2，000 1 400 30

ダイリューター5213 1，500 ボリューム
1．ニット 12×20 15 3 西独エッペンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

タイターテック
マルチダイリューター

100 12 ダイリューター 19×25 50 3 Flow　Lab．社製　52万
96穴マイクプレート用

大　　日　　本　　製　　薬

AD－241 7s㏄／1サイクル 18×26 65 7

東　　・臣　医　　用　　電　　子

オートダイリューター 720 1 13．6×17．7 25 6
43万一45万㌫♂巴（）－5（10tn“，）（）μ叱

ニ　　チ　　　リ　　ョ　　ー

MILUTOR 1 18ζ4×19．7 120万
〃

オートディスペンサー 1 70万
〃

オートダイリーターIIl 90秒／1プレート 49．5×40．6 6100 16

日　本　ダ　イ　ナ　テ　ッ　ク

ロポットダイリューター

RD．lOO
700 1 シリンジ 15×18 25 6 42万

日本分光メディ　カル

カブロ
モデル　1500

パ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

ヴァリアブル
ダイリューター

600 7 シリンダー 23．5×20．5 50 10．5 ダイヤル可変、他4器種

富　　　1：　　．工　　　業



65．蒸留水自動製造装置（Automatic　Apparatus　for　Distilled　Water）

ム
商 品 名 採取容損： 床　面　積 使用電力 重

｛婁｛：

価　　格（円） ・ 備 考
ム

社 名
型 式 名

／／時間 巾×1奥行（℃m） VA k9

BSC－20 20 140×160 400 300 フルオー一トタイフ
433ノ」’ 　熱i原蒸気

萱　垣 医 理 科 1：　業

3C、6C、 24C 800～2，000 ｝ 一 一 18万～85万
常 光

66．振邊装置（Shaker）

63

同　　　　時
セソ　ト数

しんとう数
回　　　　数

試料容｝a： 床　面　積 使用電ノ」 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検　体　数 数／ぴ μ～ 巾×奥行（℃nl） VA k9
価　　格（円）・備　　考

KR＿3 20～200
回転／分 38×35 40 11 14万　水’円【II転弥とう器

萱　垣　医　理　科　L　業

KA＿1000
シリーズ

15×　4
15×　8
10×16

4，〔｝00 31×30 15〔｝ 16 卓L小川
久　　保　　　田　　　商　　　事

KS＿5000
5200Cシリーズ

15×4
も細管×20－30
22×24

5，000 43×52 700 35 卓上多本架
〃

KH」200
シリーズ

15×　4
C細管×24－30
22×24

12，000 32×34 350 19 ヘマトクllット用
〃

KS＿3000P
KS＿80《）O

KN＿30F
15×80
5〔｝×16

3，500 68×55 1K 95 多本架
〃

KR－702
15×32
10×48
30×　8

5，000 49×60 1．2K 95 小形冷却
〃

KR＿600
KR＿600　p

15×96
50×16

5，000 59×77 2．3K 160 小形大容㌔｛：冷却

〃

17

KM－15200
KR＿1500

2．2×40 15，000 25×27 650 17 マイクロ
〃

KR＿400
KR＿3200C

6×320
1．100×6

6，000 71×82 6K 300 大容1言冷却

〃
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会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

同　　　　時
セ・’　ト数

しんとう数
回　　　　数

試料容｛ξ｛： 床　llli積 使用電力 1∬　　　量
価　　格（円）・備　　考

検　体　数 数／分 μ～ lP×奥行〔（・m） VA kg

KR＿2000《〕

KR＿2000C
＞　リ．一ズ

10×112
500×6

20，000 76×81 5K 300 高速冷却
ク、　保　　田　　商　　事

ミキサー
54132 24本、40本 1，500 18．5×18．5 30 2．8 西独エワヘンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

67．撹絆器（Mixer・Stirrer）

処理能力 撹拝ノ∫式 床　面　積 使用冠力 重　　　届：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 巾×奥行（cm） VA k9

価　　格（円）・備　　考

ボルテックス
ジ⊥ニーミキサー 12×15

0．5A
lOO～115V

4．2 4．6万

エ　ム　エ　　ス　機　　器

KMS－2 　　　一スターフー φ150×150 loo 1．8 4．41∫マクネチ・クスターラー
萱　垣　医　理　科　　L　業

68．滅菌器（Apparatus　for　Streilization）

処理能力 熱　　　源
　　　　　　　1
床　面　積 使用電力 重　　　1‖｛：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名 巾×奥行（（・加 VA k9

価　　格（円）・備　　考

オムニクレープ 60×50 200 10

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

KSF－60D 電　　　気 103×68 1．7K 110 47．3万乾熱滅菌器全自動

萱　垣　医　理　科　L　業

竪型高圧滅菌器
H＿88LL

電　　　気
　．
58．5×41．5 2K 44 39．5万

国　　産　　遠　　心　　器

69．遠心分離器（Centrifugal　ApParatus）

会 社 名

ア 口 カ

商品　名
型式名

NC＿207

同　　　時
セ　・ト数

検体数
200

しんヒう数
回　　　数

「・P．m．

試料容量

μ／

2，000

床　面　積

巾×奥行（cm）

113×85

使用電力

VA

6K

重 量

kg

330

価　格（円）・備

アロカラック用



69．遠心分離器（Centrifugal　ApParatus）

65

会　　　　社　　　　名 商　品　名
型　式　名

　同　　　　時 しんとう数
回　　　　数

、、人料容16｛： 床　面　手貞 使用電力 重　　　賦
一一一一

　　　　考
検　体　数 「・P．m．

μ～ 巾×1興行（℃m） vA k9
価　　格（円）・備

　　　　　　　　　　　　．■

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ
NC」07 loo 2，ooo 1〔｝0×72 6K 270 アロカラ・ク用

NC－IO7S loo
．一一．

2，000 lOO×72 6K 270 アロカラソク用
自動速度調製付

〃

NC－2〔｝7S 200， 2，ooo 113×85 6K 330 アロカラ　・ク用
自動i宝度調製付

〃

DAc 12 750～3、200
．馳一

．　一

34．3×4L7 3．2 16 日動1∬L球洗ぷ用i主心器

エイ・エ・チ・エス・ジャパン
　　L

　　　A

－・

　一’．一

C＿7M 12 850～2，400 ▲3×35 600 21 クー∠、ス，1式1荻ド11助4ミiγ1：

〃

イムヒュージII 12 2，350～3コ75 25．4×30．5 3．o 7．75 llll消検査用巾卜；主心器
〃

　　　　　　．

”

セロセント24 24 2，400 37×48 280 29．5 自動血球洗浄用遠心器

全白動冷却多本架｝垂己・機
H＿103RI」

15mψ×120本 3，500 57×68 2K 150 98万（本体）冷却多本架
国　　産　　遠　　心　　器

〃

全自動卓L多本架遠心機
H＿108N

151nf×40本 3，500 ・11．5×45。5 500 31 19万（本体）事ヒ多本架

ラボクリ　・ト

MT＿1000
2，500 50×43 300 40

：三　　　光　　　純　　　薬

サンフユージ 12 3，400 26×30 100 5 輸血検査専用遠心器
〃

5414 12 15，000 L51nρ、400 21×28．5 100 5．8 西独工ノヘンドルフ社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

5413 40 11，500 1．5rnゼ、400 21×28．5 150 7．5 西独エッペンドルフ社製

TDX専用遠心器 20 9，500 200 24×29 380 6

ダ　　イ　　ナ　　ボ　　ッ　　ト



66

1司　　　　時

セッ　ト数
しんとう数
回　　　　数

試料容1：｛： 床　面　積 使用電力 屯．　　　量：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検　体　数 r・P・m
メ〃 llJ×奥行（cn1） VA k9

価　　格（円）・備　　考

SCR7BA 168本
（5mゼ） 4，200

　　6／
（11×6） 115×115 3，000 275 250万

日　　　　　　；製　　　　　　μ毛　　　　　　業

CP120H 20本 120，000 161n¢ 80×50 1，500 80 400万
〃

CR15B 2．2mど×40本
O．4　　×96

15，000 3～88mψ 35．5×44 2，000 50 55力’

〃

SCT5BC
15mゼ×80本50　　×16

500　×4
5，000 2～ 54×66．5 1，500 53 40万

〃

MW24B 51nぐ×2　4本 3，000 1201nピ 38×40 1，000 25 145万

ハミルトンベノレ
アングル

6 1，000～3，400 15 1白：径25．4 180 7

？；亨　　　　　　L　　　　　　L　　　　　　業

TL－100 4～20 100，000 200～L300 74×59 1，500 93 卓上超i虫心機

べ　・クマン　ジャハン
i

70．洗浄器（Washer）

処理能力
同　　　　時
セッ　ト数

床　面　積 使用電力 重　　　量：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検体／時 lD×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ハイニッケ 112×52 120 210 米国ハイニッケ社製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

ACW－50－3 5，000 50 38×42 650 30 50ノズル
セファデックス洗浄用

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

ACW＿5 600 5 36×33 100 6 5ノズル・ハンドピース付
〃

ACW－50－2 5，∞0 50 38×42 650 30 50ノズル
コーティングチューブ洗浄用

〃

ACW－50－1 5，000 50 38×42 650 30 50ノズル
ビーズ洗浄用

〃



70．洗浄器（Washer）

処理能力
同　　　　時
セ』ソ　ト数

床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

検体／時 巾×奥行（（・m） VA k9
価　　格（円）・備　　考

G－7735 1，280 90×60 6K 90 西独ミーレ社製
久　　保　　　田　　　商　　　事

G－7736 1，280 90×60 6K 100 西独ミーレ杜製
〃

G－7733 1，280 90×60 5．8K　　　l 60 西独ミーレ社製
〃

S－100N 2，000 2，000 54×50 8，500 140 イタリア・イタルグラス社製
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

ミー一レ

G－7733
1，280 1，280 60×60 6，800 60 西独ミーレ社製

〃

ミー一レ

G－7735
1，280 L280 60×60 6，800 60 西独ミーレ社製

〃

タィターテ・ノク
マイクロプレート
ウ才　・！シヤーi20

4，500 96 45×35 100 13．2 Flow　Lab．社製160
96穴マイクロプレート用大　　日　　本　　製　　薬

マイクロプレート
ウオ・／シヤー－
EL＿402

1プレート18秒 19×33 300 7 米1玉IBIO－TEK社二製
96穴マイクロプレート用東　　　　　洋　　　　　紡　　　　　ネ，1ミ

イムノウオ・．・シヤー
NK－300

15秒～
1プレート

1プレート 400×320 50 17kg 144万
日　本　イ　ン　　タ　ー　　メ　・ノ　ド

71．天秤（Balance）

秤　　　邑
、1売みと　り

限　　　　度 床　面　積 使用電力 重　　　量：

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

mg 巾×奥行（cm） vA kg
価　　格（円）・備　　考

電r・天秤
EL＿600

6009 100mg 17×19 屯池9V 1 5．9万デジタノレ式

日本分光メディカル
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72．恒温槽（lncubater）
68

会　　　　社　　　　名
温度精度 調整方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

商　品　名
型　式　名

℃ 巾×奥行（℃m） VA k9
価　　格（円）・備　　考

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

E－45 46×31 1，250 6．5

萱　垣　医　理　科　　L　業
KTH－30 ±0．1℃ 49×35 610 5 7．8万卓上恒温槽

1’｝［温装置

5320
25、3《）．37、56．
9（［’c

士1．1℃以ド
メタルブロック 18．5×18．5 90 3 西独エッペンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　　ト　ロ　ン

73．

　　会

乾燥機（Drying　Chamber）

社

萱　垣　医　理　科

74．その他（Miscellaneous）

床　面　｝旦 使用電力 1亘　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

特　　　　　　　長
llJ×奥行（cm） vA 1・9

価　　格（円）・備　　考

乾　　　　　　商　　　　　　事 ハ イアライDX
ri動分析機用洗糠剤で、特にディスクリート方式の分析

機の反応管の洗糠に最適です、，
4k9ポリ　0．7万

〃 サンアライ Ca㍗、　Mg2＋等金属イオンの除去洗糠に最適です、 2k9ポリ　O．35万

　　　　　　　　・一一一

エ　ム　エ　ス　機　器

一

RO純水製造装置
RW－12

Ro（逆浸透）法にょり、除微粒∫、除菌は勿，論、溶解イオンも90～95％カノトし、その上、イオン交換することにより試薬レベルの純水か得られ、低ランニングコストです

50×51 loOV、10A 71 89万

　　　　一

大　　日　　本　　製　　薬
タィターテック
ダイリューターティスヘンサー

62×39 20
Fl。w　Lab．社製620ノ∫

96穴マイクロブレート川



74．その他（Miscellaneous）

一一
△　　　　社　　　　名 商　品　名

特　　　　　　　1ξ
床　面　積 使用電力 策　　　吊

ヱく

甲　式　名
巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

A試験管、ネグチューブ、サンプルチ．エーブ、ダラム管
日　　電　　理　　化　　硝　　r NEGEIj強fヒ破三質、，式験↑衣 遠心沈澱管、ねじ口試験管、共栓試験管の150余稀の規

格の中よりお選びいただけます、、

ねじ口瓶・ポリ栓付サンプル瓶、パイアル瓶、凍結乾燥
〃 NEG印強化硬質管瓶 用のバキュームバイアル、ガスクロ用ガスクロバィアル

等そろえております。

ユ　　ニ　　フ　　レ　　ッ　　ク　　ス
ボンドエルート

ェクスチューブ他

米国アナリティケムインターナショナル社製．一分離分析
用サンプル別処理用オープンディスポカラム、特にポン
ドエルートはC18を初め、傾性相、無極性相、イオン交換
相等20種類ものフェイズが用意されています。

研究・検査・分析用
米国エルケイプロダクツ社製：研究・検査・分析用各桶
ディスポ製品：サンプルカ・プ．、ピペットチップ、テス〃

ディスポ製品 トチューブ、ミクロチューブ、ディスポスポイト、スピ
ゾソ、テユービング、スペシメンカ！ブ等、
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試薬



アスカ純薬（株）

72 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

ALP ALP「アスカ・シグマ」
｜｜　、”：705，　4｛｝0．　．・、B、、　　IOO，　．20｛｝、　ABB｛yr’11　VP，

GILFoRDlo3．203S，CENTRIFICIlEM・1〔［o、50〔［、6（H［．

4・・ニトロフェノール比色法
Rate　Assav　　　　　～ 米国シグマ社

ACP 酸ホスファターぜアスカ・シグマ」 〃 α一ナフチルリン
酸法

〃 〃

NH3 アンモニア「アスカ・シクマ」 〃 酵素法 End　Point　Assay 〃

BUN BUN「アスカ・シグマ」 〃
〃 Rate　Assay 〃

D－Bil ビリルピン直接「アスカ・シグマ」 〃 Walters＆
　Gerarde

End　Point　Assay 〃

T－Bil 総ビリルビン「アスカ・シグマ」 〃 〃 〃 〃

5’一ヌクレオチダ≡ゼ 5二ND「アスカ・シグマ」 〃 酵素法 Rate　Assay 〃

AST GOT「アスカ・シグマ」 〃 UV法 〃 〃

ALT GPT「アスカ・シグマ」 〃 〃 〃 〃

T－CHO コレステロール「アスカ・シクマ」 〃 酵素法 End　Point　Assay 〃

CRENIN クレアチニン「アスカ・シグや」 〃 Heinegard，
Tiderstrom法

〃 〃

LD卜｛ LDH「アスカ・シグマ」 〃 UV法 Rate　Assay 〃

UA 尿酸「アスカ・シグマ」 〃 酵素法 End　Point　Assay 〃

TA 総タンパク「アスカ・シグマ」 〃 ビューレット法 〃 〃

TG トリグリセライド「アスカ・シクヤ」 〃 酵素法 〃 〃

P｝II PHI「アスカ・シグマ」 〃 UV法 Rate　Assav　　　　　、
〃

IP リン「アスカ・シグマ」 〃 フィスク・シュ．
バロウ法

End　point　Assay 〃

アルドラーゼ アルドラーセfアスカ・シグラ」 〃 シグレイ・レニ
ンガー法

〃 200 50回 7，500　　　　　〃

乳　酸 乳酸「アスカ・シグマ」 〃 酵素法 〃 20 20回 9，000　　　　　〃

ヒルビン酸 ピルビン酸「アスカ・シグマ」 〃 〃 Rate　Assay 2000 40回 7．000　　　　　〃

修酸塩 修醐冨アスカ・シグマ」 〃 〃 End　Point　Assay 100 20回 15，000　　　　　　　　　　　〃

LDH一アイソザイム LDH一アイソザイム「アスかシグマ」 〃 電気泳動法 2 40回 16，000　　　　　　　　　〃

ソルビトール脱水素酵素 SDH「アスカ・シグマ」 〃 酵素法 Rate　Assay 500 20回 5，000　　　　　〃

抗n－1）NA抗体 抗n－DNA抗体
　　　「アスカ・シグマ」

〃 IFA法 48回，96回 26．000、　46，000　　〃

抗核抗体 抗核抗体「アスかシグマ」 〃 〃 48回，96回 26．000，　46，000　　〃



（株）アムコ

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンプル‘†｛：（μD 測定回数 価格（円）・備考

嫌気性細菌 ANAキット 目　視 MCF．＃3

ナイセリア菌

ヘモフィルス菌
NHキット

　〃

1

〃

栄研化学（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

IgG LA－lgぴ栄研’ LA－SYSTEM（全自動免疫化学分析装置）
LA－2000（多目的免疫化学分析装置）

ラテックス凝集
免疫測定法

抗原抗体反応
タービティメトリー

機種により異なる 30mC
30m£×5

IgA LA－lgA’栄研⑱ 〃 〃 〃 〃
30mρ

30mρ×5

IgM LA－lgM’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30m尼

30m尼×5

CRP LA－CRP？栄研’ 〃 〃 〃 〃
30mゼ
30mμ×10

AFP LA－AFP’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30m尼

30m尼×5

Fg LA一フィブリノーゲン’栄研 〃 〃 〃 〃 30m£

FDP－D LA－FDP－D’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30m疋

FDP－E LA－FDP－E’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30m£

hCG LA－hCG栄研’ 〃 〃 〃 〃 30m£

hPL LA・hPL’栄研勺 〃 〃 〃 〃 30mρ

E3－16G LA－E3－16ぴ栄研’ 〃 〃 〃 〃 乳液，抗原，抗原溶解液，
アダプター

C3 LA－C3’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30m尼

30mf×5

C4 LA－Cピ栄研’ 〃 〃 〃 〃
30mピ

30mゼ×5

RF LA－RF’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30m尼

30mμ×10
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（株）カイノス

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフルi‘｛：（μD 測定回数 価格（円）・備考

CRP セラテスタム　　CRP－H 日立705形 ラテックス
凝集比濁

400回 60，000

セラテスタムMCRP 日立736形 免疫比濁 単品販売

〃　　　　CRP－H 〃
ラテックス
凝集比濁

〃

セラテスタムLCRP 〃 免疫比濁 〃

〃　　　　CRP－H 〃
ラテックス
凝集比濁

〃



（株）カイノス
74

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サン鳩（・1） L・lj定回数ll面格（円）・備r
1

ASO セラテスタム　　　ASO 日立705形 ラテックス凝集比濁 1 1…回1・・，…　　　1
セラテスタムM　　ASO 日立736形 〃

1 1 1単品販売　　　　　l　　　　　　　　　　　　l

セラテスタムL　　ASO 〃

　　　　〃1 1 1 1
　　　　　　　　　　　　1

RF テラテスタム　　　　RF 日立705形　　　　　　　　　　　　　　　1　　　〃　　　l　　　　　　　l　　　　　　l　400回　　160，000 「
」

セラテスタムM　　　RF 日乞736形
1　　　　〃 1 己販売　　ト

セラテスタムL　　　RF 〃

　　　　〃1 1 l　　l　　l〃　　1
　　　　　　　　　　　ヨ

1
IgG セラテスタム　　　　IgG 日立705形　　　　　　　　　　　　　　　　1　免疫比濁　　l　　　　　　　　I　　　　　　　l　　240回　　124，000 「

」
IgA 〃　　　　　　　IgA 〃

1　　　　〃 1 1 　1

＿L＿240回
124，…　　　［

IgM 〃　　　　　　　IgM 　　〃1 　　　　〃 1 1 1
134・回134，…　　「

C3 〃　　　　　C31　〃　　　　　　　　　　　　　1　　〃　　｝　　　　　　1　　　　　　　120回l　　　　l14，400 「

C4 ”　　　　　　　C4

1　　〃 1　　　　〃 1 1 1　　160回　　　19，200

STSシリーズ 日立自動分析装置：
1 1 1

1標準品一
CRENIN CRE（E）KAINos

TBA－480，　ABA，　Centrifichem，　COBAS，TBA－80S，　CL－20他

酵素法　［　　　　1機種による1機種による已品販売
CK CK－UVKAINos 〃 Rate法

1 1　　　〃 1　　　〃

　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　「
1，　　寸　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　l

UA UA－NewAuto 〃 酵素法
1 　　　〃1 　　　〃1 　　〃1LAP LAP－CN　NewAuto 〃 l　　　　　　l　　〃　　1　　〃　　1　“

PL PL－ENKAINos 〃 酵素法
1 1　　　〃 1　　　〃 1　　〃

ASシリーズ　　　　　ITBA－480，　ABA，　Centrifichem，　COBAS他　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　l

項目による
　　　　　　1

項目による
　　　　　　1

〃　　　　1 〃　　　1
　　　　　　　　　　1
〃，オート用小包装1

ALシリーズ ↑BA－80S，　CL－20他　　　　　　　　　　1　　　〃　　　　　　　“　　　　　　，，l　　　　　l　　　　l　〃　　1 〃・オート用大包装1

CSシリーズ 全機種　　　　　1 l　　　　　　　l標準品　　i
1

関東化学（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

CK メルクー1・．テストCK（NAC） セントリフィケムコバスバイオ，その他の機種 G．S．　C．　C．法 Rate 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

CK メルコテストCK（NAC） ABA－100，　ABBOTT　VP，日立705その他の機種 〃 〃 〃 〃 〃

CK システムCK（NAC） ディスクリート全機種 〃 〃 〃 〃 〃

CK－MB メルクー1一テストCK－MB（NAC） セントリフィケムコバスバイオ，その他の機種 免疫阻害法 〃 〃 〃 〃

CK－MB メルコテストCK－MB（NAC） ABA－100．　ABBOTT　vp，日立705その他の機種 〃 〃 〃 〃 〃

CK－MB 　　　lシステムCK－MB（NAC） ディスクリート全機種 〃 〃 ” 〃 〃



測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

CHO メルコテスト　コレステロール ABBOTT　VP，日立705　その他の機種 CHOD－Iodide法 End 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

GLU メルコテスト　グルコース セントリフィケム，コバスバイオ，日立705その他の機種 Gluc－DH法 〃 ” 〃 〃

UA メルコテスト　尿酸 セントリフィケムコバスバイオ，その他の機種 AIDH法 End，　Rate 〃 〃 〃

ALP 　　一シスァムー100ALP 日立736シリーズ，東芝Sシリーズ，CL－
20，日本電子VSシリーズその他の機種

G．S．C．C．法 Rate 〃 〃 〃

CK システムー100CK 〃 〃 〃 〃 〃 ”

CHE システムー100CHE 〃 ブチリルチオコリン法 〃 〃 〃 〃

GOT システムー100GOT 〃 G．S．C．C．法 〃 〃 〃 〃

GPT システムー100GPT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

7－GT システムー100rGT 〃 P一ニトロアニリン法 〃 〃 ” 〃

LDH システムー100LDH 〃 G．S．　C．　C．法 〃 〃 〃 〃

T－CHO（F－CHO） システムー100CHO 〃 COD－DAOS法 End 〃 〃 〃

PL システムー100PL 〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

TG システムー100TG 〃 カラー法 〃 〃 〃 〃

TG（－FG） システムー100TG（－FG） 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALB システム　ALB 〃 BCG法 〃 〃 〃 〃

BUN システムー100BUN 〃 ウレアーゼG旧H法 Rate 〃 〃 〃

GLU システム　　グルコース 〃 Gluc－DH法 End，Rate 〃 〃 〃

IP システム　　IP 〃 モリフテLトVV法 End 〃 〃 〃

Mg システムー100Mg 〃 キシリジルブルー法 〃 〃 〃 〃

75

片山化学工業（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

ACP Acp測定試薬
オリンパス，クリナ，日ウ：，東芝，島津，
セントリフィケム，コーパス他

α一ナフチルリン
酸基質法

Rate　Assay 機種により異なる 機種により異なる 包装により異なる

ALP ALP測定試薬 〃
Kind　King変法
G．S．C．C．法

End　point
Rate　Assay

〃 〃 〃

AMY アミパーゼK 〃 酵素法 Rate　Assay 〃 〃 〃

T－Bil 総ビリルビン測定用試薬 〃
安定化ジアゾニ
ウム塩法

End　Point 〃 〃 〃

D－Bil 直接ビllルビン測定用試薬 〃 〃 〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定試薬 〃
ウレアーゼ・イ
ントフェノー一ノし法

〃 〃 〃 〃

CHE ChE測定試薬 〃 酵素法 End　Point
Rate　Assay

〃 〃 〃



片山化学工業（株）

76
測　定　項　目　！　　商　　川　　名口

　　　　　　1　　　適　　　用　　　機　　　種　　　名　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1測定原理　　　　測定万法　　　　　　1 サンプル最（μD 測定回数
「　　　　　　　　　　　　　　　　　｝1　　価格（円）・備考

T－CHO コレパーゼ
オリンハス，クリナ，日、Z，東芝，島津，
セントリフィケム，コーパス他

酵素法　　」
End　Point 機種により異なるi撒こより異なる 包装により異なる

CK CK測定試薬 〃 オリバー変法 Rate　Assay 〃　i　〃　1　〃
Cu Cu測定試薬 〃 バソクプロイン

スルホン酸法 End　Point 〃 〃

AST GOT測定試薬 〃 SSCC法，
1FCC法

Rate　Assay　　　　　・ 〃 〃 〃

ALT GPT測定試薬 〃 〃 〃 〃 〃 〃

rGTP τGTP測定試薬 〃 SSCC法 〃　　　　　1
〃 〃 〃

Fe Fe測定試薬 〃 TPTZ法
E。dP。i。t　l　〃　　　　　　　　｜

〃 〃

α一HBD α一IIBD測定試薬 〃 GSCC法 Rate　Assay 〃 〃 〃

IP Ip測定試薬 〃 フィスケサバロ
ー変法

Elld　Point 〃 〃 〃

LAP LAp測定試薬 〃 GSCC法 Rate　Assay 〃 〃 〃

LDH LDH測定試薬 〃 〃 〃 〃 〃 〃

β一Lipo β一Lip・測淀試薬 〃 比濁法 lEnd　P・int 〃 〃 〃

PL PL測定試薬 〃 酵素法

1　　　〃

〃 〃 〃

TG トリパーゼN 〃 〃　　　　　　　；　　　　　〃

　　　　1
〃 〃 〃

UA UA測定試薬 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Ald Ald測定試薬 〃 〃 Rate　Assay 〃 〃 〃

40項目 オリンパスAU500，
AU550専用試薬

オリンパスAU500，　AU550専用

31項目 オリンパスAU20
専用試薬

オリンパスAU20専用
〃

（株）京都第一科学
｝

測定項∋　　商　、冒、名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD
測定回数　　｝　価格（円）・備考

GLU ダイアトロール グルコスコット（GT－4310） 1試験紙法　、 試験紙法 全1flL　1滴　　　　1 25 3，300　　　　ノ｝（」先し、ス「ミ要

協和メデックス（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD
　　　　　1測定回数

価格（Pl）・備考

T－CH（⊃ デタミナー736TC－S 日立736 CHOD－EMSE End　Point 4

F℃HO デタミナー736FC55 〃 CHOD－EMAE 〃 6

TG デタミナー736TG 〃 GlyOD－EMAE 〃 5



測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

PL デタミナー736PLS 日立736 酵素法 End　Point 4

NEFA デタミナー736NEFA 〃 酵素法一MMX 〃 4

BLP デタミナー736BLP－A 〃 免疫比濁法 〃 10

UA デタミナー736UA－S755 〃 酵素法BCMA 〃 5

BUN デタミナー736UN－R 〃 UV法 Rate　Assay 4

GLU デタミナー736GL－R 〃 〃 〃 7

IP デタミナー7361P－S 〃 酵素法一EMAE End　Point 4

AST デタミナー736GOT 〃 sscc準拠法 Rate　Assay 10

ALT デタミナー736GPT 〃 〃 〃 10

CHE デタミナー736CHE－S 〃 酵素法 〃 5 o一トルオイルコリン基質

LAP デタミナー736LAP 〃 〃 〃 8 LSPA基質

CPK デタミナー736CPK 〃 GSCC法 〃 10

LDH デタミナー736LDH 〃 UV法 〃 8

AMY デタミナー736AMY 〃 酵素法 〃 4 G5基質

ALP デタミナー736ALP ” GSCC準拠法 〃 4

MAO デタミナーMAO 酵素法 〃 機種による 機種による アリルアミン基質

CRE デタミナーCRE 日立705．日立736，TBA，コバスバイオ 〃 〃 〃 〃 クレアチニンディミナーゼ法

極東製薬工業（株）
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

シアル酸 ランピア£SIAL 日立736，726，CL－20その他二試薬系適応機種 酵素法 UV　Rate法 機種により異なる 機種により異なる 180，000

〃 KTタイプシアリレート50 日立706，712TBA880，380，　CL－12その他二試薬系機種 〃 〃 〃 〃 150，000

〃 ランピアSSIAL TBA－Sシリーズ（専用容器人） 〃 〃 8 1200 180，000

〃 ランピア705SIAL 日立705，TBA－480その他二試薬系適応機種 〃 〃 機種により異なる 機種により異なる 36，000

〃 NEタイプ
　シアリレート300

クリナライザVS　Type 〃 〃 20 300 120，000

〃 KTタイプ
　シアリレート20

VX－1000，アポ・トVP，セントリィフィケム、コー一
バス，ロトケムその他

〃 〃 機種により異なる 機種により異なる 50，000

〃 極東シアル酸
テスト試薬

〃 比　色　法 40，500

胆汁酸 極東胆汁酸試薬 〃 〃 38，000



78

国際試薬（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

GOT GOT測定用試薬
日立705，726，7ゴ6，716，706，日本電子VS　VX，　HS，東芝80S，880，480，580，380，オリンパス8000．6000，AU－500，島津CL－20、CL－12その他

UV法 Rate　Assay
End　Point

製造：国際試薬
販売：国際試薬，ミドリ十字

GPT GPT　　　〃 〃 〃 〃 〃

LDH LDH　　　〃 〃 〃 〃 〃

ALP ALP　　　〃 〃 DNPP，　KK 〃 〃

CPK CPK　　　〃 〃 UV法 〃 〃

CRP CRP　　　〃 〃 免疫比濁法 End　Point 〃

γ一GTP γ一GTP　　〃 〃 P一ニトロアニリ
ン変法

Rate　Assay
End　Point

〃

LAP LAP　　　〃 〃 〃 〃 〃

CHE CHE　　　〃 〃 酵素法鍋。 〃 〃

CHO CHO　　　〃 〃 酵素法 〃 〃

TG TG－E　　〃 〃 〃 〃 〃

PL PL－E　　　〃 〃 〃 End　Point 〃

TP 総蛋白　　〃 〃 Biuret 〃 〃

ALB アルブミン測定用試薬 〃 BCG 〃 〃

BUN BUN測定用試薬 〃 酵素UV法 Rate　Assay
End　Point

〃

UA 尿酸　　　〃 〃 ウリカーゼ法 End　Point
〃

CRE クレアチニン　〃 〃 Jaffe法 Rate　Assay
End　Point

〃

ZTT ZTT　　　〃 〃 肝機能研究班・
標準法

End　Point 〃

TTT TTT　　　〃 〃 〃 〃 〃

Ca Ca　　　〃 〃 OCPC 〃 〃

GLU GLU　　　〃 〃 GOD，　GLPH Rate　Assay
End　Point

〃

AMY AMY　　〃
〃 PNPMG法 Rate　Assay 〃

NEFA NEFA　　〃 〃 酵素法 End　Point 〃

T－Bil T－Bil　　〃 〃 Jendrassik変法 〃 〃

D－Bil D－Bil　　〃 〃 〃 〃 〃



三光純薬（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

AST サンテストGOT 日立・東芝・日本電子・島津・オリンパス他 IFCC準拠
GSCC準拠 RRA 機種により異なる 機種により異なる 日立705・736，東芝TBA－380・480

クリナVX．1000¶l」〔用6式薬あり

ALT 〃　　　GPT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALP 〃　　　ALP 〃 GSCC準拠
MEG法

〃 〃 〃 〃

LDH 〃　　　LDH 〃 GSCC準拠 〃 〃 〃 〃

LAP 〃　　　LAP 〃 ジアゾ法
Leu－CHA基質法 RRA・EPA 〃 〃 〃

rGTP 〃　　　τGTP 〃 Orlowski変法
アGlu．CHA基質法

〃 〃 〃 〃

CH－E 〃　　CH－E 〃 DTNB法
酵．素法

〃 〃 〃 〃

CK 〃　　CK 〃 オリバー変法 RRA 〃 〃 〃

α一HBD 〃　　　α一HBD 〃 GSCC準拠 〃 〃 〃 〃

AMY 〃　　　AMTY 〃 G－5法 ” 〃 〃 〃

TP 〃　　　TP 〃 ビューレット法 EPA 〃 〃 〃

ALB ”　　　ALB 〃 BCG・BCP法 ” 〃 〃 〃

T－BiL
D－BiL

　　　　T－BiL〃　　　　D－BiL
〃 安定化ジアゾニ

ウム塩法
〃 〃 〃 〃

CRENIN 〃　　CRE 〃 Jaffe法 RRA 〃 〃 〃

BUN 〃　　　BUN 〃
ウレアー一ゼ・インドフェノ

ー ル法、UGLDH法 RRA・EPA 〃 〃 〃

UA 〃　　　UA 〃 酵素法 EPA 〃 〃 〃

TTT 〃　　　TTT 〃 肝機能研究班準
拠

〃 〃 〃 〃

ZTT 〃　　　ZTT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

T－CHO
F－CHO

　　　　T－CHO〃　　　　F－CHO
〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

TG 〃　　　TG 〃 〃 〃 〃 〃 〃

PL 〃　　　PL 〃 〃 〃 〃 〃 〃

β一Lipo 〃　　β一Lipo 〃 ヘパリンCaCl2
法，免疫比濁法

〃 〃 〃 〃

GLU 〃　　GLU 〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

Ca 〃　　Ca 〃 OCPC法 〃 〃 〃 〃

Pi 〃　　　Pi 〃 リンモリブデン
酸法

〃 〃 〃 〃

79
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シノテスト商事（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

Ch－E オートメイト　Ch－E　R－1／R－II 日立736／TBA－Sシリーズ／JCA－VX1000／CL－20 P一ヒドロキシヘン
ゾイルコリン基質法 RATE 10／15／15／15

CPK 〃　　　　CPK　R－1／R－II 〃 GSCC処方準拠 〃 10／10／15／15

Fe 〃　　FeR－1／R－H ” Nitroso－

PSAP直接法 END 20／25／40／15

LDH 〃　　　　LDH　R－1／R－H 〃 GSCC処方準拠 RATE 7／10／10／7．5

TG ”　　TGR－1／R－H 〃 遊離グリセロー
ル消去法 END 3／3／2，5／2．5

TTT 〃　　TTT 〃 肝機能研究班準
拠

〃 7／5／10／7．5

ZTT 〃　　ZTT 〃 〃 〃 7／5／10／7．5

GOT 〃　　　　GOT　R－1／R－II 日立736／TBA－Sシリーズ／JCA－VX1000 IFCC処方準拠 RATE 10／25／30

GPT 〃　　　　GPT　R－1／R－II 〃 〃 〃 10／25／30

PT プロトロンビンテスト クロテック，クロテックII，クロテックII　TS他 100 200

PTT PTTテスト 〃 100 50

APTT AAPTT 〃 100 300

Fg フィブリノーゲンテスト 〃 トロンビン時間法 100 50

IgA LAS－R　IgA ハイランドレーザーネフェロメーターPDQシステム ネフェロメトリー 比ろう法 120

IgG 〃　IgG 〃
〃 〃 〃

IgM 〃　IgM ” 〃 〃 〃

C3 〃　補体C3 〃 〃 〃 〃

C4 〃　補体C4 〃 〃 〃 〃

TRFR 〃　　トランスフェリン 〃 〃 〃 〃

HPG 〃　ハプトグロビン 〃 〃 〃 〃

α1－AT 〃　α1アンチトリプシン 〃 〃 〃 〃

CLPL 〃　セルロプラスミン 〃 〃 〃 〃

CRP 〃　　CRP 〃 〃 〃 〃

（株）常光

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンカレ頃（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

IgG IgGテストLN「北研」 レーザネフェロメータLN　Rvte60，　LNAuto ネフェロメトリー Rate　assay 100 37，50020μ1を

希釈して
使用IgA IgAテストLN「北研」 〃 〃 〃 100 〃



測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフツレ量（μD 測定回数 価格（円）・備考

IgM IgMテストLN「北研」 レーザネフェロメータ　LN　Rate60，　LN　Auto ネフェロメトリー Rate　assay 20μ1を
希釈して使用

100 37，500

C3 C3テストLN「北研」 〃 〃 〃 〃 〃 〃

C4 C4テストLN「北研」 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CRP CRPテストLN「北研」 〃 〃 End　point 〃 〃 14，500

β一Lipo βリポテストLN「北研」 〃 〃 Rate　assay 〃 〃 20，000

HDL－LDL Lipo　Phor－System DISC電気泳動装置 ディスク電気泳動 ディスク竜気泳動 25 〃 87，500

蛋白分画 ディスク試薬セット DISC　I型～III型 〃 〃 2～10 1式 29，800

〃 ベロナールバッファ 電気泳動 電気泳動 セルロ…ズアセテー
ト膜・起気泳動 0．6～1 22，500　（50袋）

〃 液体バッフア 〃 〃 〃 〃 5，000　（4ρ）

〃 ポンソー3R 〃 〃 〃

一 7，000　（259）

〃 液体ポンソー3R 〃 〃 〃

一 9，000　（1e，）

等電点電気泳動 セパライン 等電点電気泳動用再生担体 〃 等電点 25，000　（50mり

（株）ダイアヤトロン
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

8項目 LPIA－1専用試薬 LPIA　SYSTEM　LPIA－1 ラテックス
免疫比濁法

Rate 項目による 項目による

13項目 LPIA－300専用試薬 〃　　　　　　LPIA－300 〃 〃 〃 〃

RF イアトロエースRF 日立705，736 ラテックス
免疫比濁法

End　point 3 500回

AFP 〃　　　　AFP 日立705 ホモジニアス
EIA

〃 20 250回

CRP 〃　　　CRP 日立・東芝・日本電子・島津・オリンパス
他2液系各機種

免疫比濁法 〃 機種による 機種による

IgG 〃　　　IgG 1液or　2液系各機種 〃 〃 〃 〃

IgA 〃　　　　IgA 〃 〃 〃 〃 〃

IgM 〃　　　IgM 〃 〃 〃 〃 〃

β一Lipo 〃　　　研LIPO 〃 〃 〃 ” 〃

TG 〃　　　TG 2液系・反応6分以上の各機種 酵素法
（FG消去法）

〃 〃 〃

NEFA 〃　　　NEFA 2液系各機種 酵素法 〃 〃 〃

LAP 〃　　　　LAP 〃 5・アミノ
サリチル酸法

〃 〃 〃

τGTP 〃　　　rGTP 〃 〃 〃 〃 〃

GLU 〃　　　GLU 〃 酵素法 〃 〃 〃
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（株）ダイアヤトロン

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

GLU グルコース測定用試薬 日立705，736，TBA－Sシリーズ他 酵素法 UV　end 機種による 機種による 耐熱性酵素使用

AT－III他 クロモレイトシリーズ コバス他 合成基質法 End　point 〃 〃 PLG，α2－PI

第一化学薬品（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

AT　III テストチーム　AT　IIIキット 日立，コバス，セントリフィケム他 発色性合成基質法

α2－PI テストチーム　APLキット 〃 〃

PLG テストチーム　PLGキット 〃 〃

ヘパリン テストチーム　ヘパリンキット 〃 〃

FX テストチーム　Factor　X 〃 〃

FV皿 第m因子測定用試薬 〃 〃

血清中胆汁酸 エンザバイル 〃 酵素比色法

アポリポタンパク
　　　　　　　　A－1 一元免疫拡散法

〃　　　A－II アポA－IIプレート「第一」 〃

〃　　　B アポBプレート「第一」 〃

〃　　　C－II アポC－IIプレート「第一」 〃

〃　　　C－III アポC－mプレート「第一」 〃

〃　　　E アポEプレート「第一」 〃

T－CHO クリニメイト　CHO 日立736形他 酵素法 END　POINT 3

GLU クリニメイ　ト　GLU 〃 ヘキソキナーゼ法 RATE　ASSAY 3

7－GTP クリニメイト　GGT 〃 τグルタミル
CPA基質法 END　POINT 10

LAP クリニメイ　ト　　LAP 〃 L一ロイシル
CPA基質法

〃 10

AMY クリニメイト　AMY 〃 G－5基質法 RATE　ASSAY 4

AST クリニメイト　GOT 〃 IFCC法 〃 10

ALT クリニメイト　GPT 〃 IFCC法 〃 10

LDH クリニメイ　ト　LDH 〃 ロブレスキー・
ラ・デュー法

〃 8

TP クリニメイト　TP 〃 ビウレット法 END　POINT 5

TG クリニメイト　TG 〃 GPO酵素法 RATE　ASSAY 3



測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理
　　　　　　　　｜
測定方法　　　1サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

UA クリニメイト　UA 日立736形他 酵素法 END　POINT 7μ1

クリニメイト　UN 〃
ウレアーセ“

GLDH法 RATE　ASSAY 3μ1

ダイナボット（株）
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

T4 T4　　　アッセイシステム TDX一全自動蛍光偏光測定装置「アボット」 FPIA法 50 100

TBC T一アップテイク〃 〃 FPA法 〃 〃

フェニトイン フェニトイン　　” 〃 FPIA法 〃 〃

フェノバルビタール フェノバルビタール　〃 〃 〃 〃 〃

カルバマゼピン カルバマゼピン　　〃 〃 〃 〃 〃

バルプロ酸 バルプロ酸　　　” 〃 〃 〃 〃

プリミドン プリミドン　　　〃 〃 〃 〃 〃

テオフィリン テオフィリン　　〃 〃 〃 〃 〃

ジゴキシン ジゴキシン　　　〃 〃 〃 200 〃

ジギトキシン ジギトキシン　　” 〃 〃 100 〃

メトトレキサート メトトレキサート　” 〃 〃 50 〃

その他抗てんかん剤，抗
不整脈剤、抗生物質

〃 〃 50～500 〃

CEA CEA・EIA アボットコンタムII－BID，コンタマチック EIA法 二波長分光光度
測’定法

200 〃

AFP AFP・EIA「アボット」 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 25 〃

HA抗体 ハバブ・EIA 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 10 〃

IgM型HA抗体 ハバブーM・EIA 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 10 〃

HBs抗原 オースザイム 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 〃 〃 200 〃

HBe抗原・抗体 HBe・EIA「アボット」 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 抗原測定200
抗体測定　50

〃

グリコヘモグロビンAl a－ gentグリカテクト 二波長分析装置（全ての分析装置） 可視部
End－Point法

5

GOT 〃　sGOT－ACT 〃 IFCC勧告案 紫外部Rate法 5

GPT 〃　sGPT－ACT 〃 〃 〃 5

CK 〃　CK－NAC 〃 Szasz法 〃 1．25

AMY 〃　アミラーゼ 〃 リミットデキストリン 可視部Rate法 5

GLU 〃　グルコースUV 〃 HK，G6・PDH法 紫外部
End－P《）int法

2．5

HDL－CH　　　　l 　　　　　　’〃　　HDLコレスァロール 〃

テキストラ・硫酸、
Mg2◇沈澱法

可視部
End－Point法

5



大日本製薬（株）

84 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 則定方法 サンフル劫μD 則定Ll］1数
‘　　価格（円）・備考

フェニトイン マーキットフェニトイン EIA 比色法 loo 50 38，000

…　　　　” マーキ・トAフェニトィン マーセンティアMR24 〃 〃 10 100 52，000

　　　一
フェノバルビター一ル

　　　　　　『
マーキ．・トフェノバルビタール 〃 〃 loo 50 38，000

］　　　　　　　　　　〃

1
マーキ・トAフェノバルピタール マーセンティアMR24 〃 〃 10 100 52，000

ブリミドン マーキ・・トブリミドン 〃 〃 loo 50 38，000

〃 マーキ・トAブリミドン マーセンティアMR24 〃 〃 lo loo 52，000
、

カルバマゼヒン マーキットカルバマゼヒン 〃 〃 lo〔｝ 50 38，000

〃 マーキ’トAカルバマゼヒン マーセンティアMR24 〃 〃
1（．） loo 52，000

　　　　．．一一．一
バルフロ酸 マーキ・トバルフロ酸 〃 〃 loo 50 38，000

　一
〃 マーキソトAバルプロ酸 マーセンティアMR24 〃 〃 10 100 52，000

．一ケンタマイシン マー一キ・トゲンタマイシン 〃 〃 1000r50 100 58，000

トブラマイシン マーキ・・トトブラマイシン 〃 〃 1000r50 loo 58，000

アミカシン
　　　
マーキ・・トアミカシン 〃 〃 1000r50 loo

　　　　　　　一
58，000

『

ジゴキシン
　　．
マーキ．・トジゴキシン マーセンティアMR24 〃 〃 loo 100 58，000

ジギトキシン マーV・トジギトキシン 〃 〃 〃 50 loo 58，000

　1

テオフィリン マーキ．・トテオフィリン 〃 〃 10 100 58，000

α一FP マーキ・トα一フェトフロティン マーセンティアMR24 〃 〃 loo 100 32，000

インスリン マーキットィンスリン 〃 〃 〃 200 loo 35，000　、

T▲ マーキ・トサイロキシン 〃 〃 〃 25 loo 38，000

キニン マー一キットブラジキニン 〃 〃 500 5｛｝ 34，000

〃 マーキ・トAブラジキニン マーセンティアMR24 〃 〃 500 loo 38，000

ASE
　　．一
アーゼキット 酵素法 〃 50 1〔｝o

　　　　　　　一
35，000

　　　　　　　　

1

LIP リハーゼキ・ノトS 〃 〃 50 100 14，500

中外製薬（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名
　　　　　　‘
測定原理 測定万法 サンフル量（μP 測定回数 価格（IID・備考

TP コンクマイトーTP－S END　POINT 機種による 機種による 3，7〔｝0

ALB コンクマイトーALB－B－S 〃 〃 〃 6，000

一



　則　定　項　日

ZTT

TTT

T－BII’

D＿BIL

CHO

UA

BL

ALP

L．M）

7」GTP

CRENIN

CHE

BUN

XST

AI∫r

LDH
C．．／

IP

，XMY

lgG

IgA

IgM

C3他12項目

　　商　　品　　名

コンクマイトーZTT－S

コンクマイトーTTT－S

コンクマイトーT－BIL－S

コンクマイトーD－BIL－S

コンクマイトコレステローIL．－S

コンクマイト．尿酸．S

コンクマイトーi3一リボ蛋白一S

コンクマイトレートーALP－S

コンクマイトレートーL，・／P－S

コンクマイトレート
ー γ一G’FP－s

コンクマイトレート
クレアチニンーS

コンクマイトレー一ト
コリンエステラーゼーS

コンクマイトレートーBUI　－S

コンクマイトレー一一ト

GOT－NS
コンクマイトレー．一ト

GPT－NS
コンクマイトレー一ト

LDH－NS

コンクマイトーCa

コンクマイトーIP－N

コンクマイトレー一ト
アミラー一セー’

ネフェロテストーlgG

〃
一IgA

〃
一 lgM

適 用　　機　　手・f 名
一…　丁一一

　1則定戊ゴ法

卜：ND　POINT

　　〃

サンフ，L　III：．μ川　　測定ILI1数

機種による　　機種による

　　　〃　　　　　　　　　　　　〃

†、。、P。、，t

〃

〃 〃

Rate　Assav 〃

i－1｝i’1、 免疫 Point

〃 〃

〃 〃

tt

fr

〃

501tllう♪

〃

〃

価格（円）・備考

　　3．500

　　3、500

　　1L）．o〔｝O

　　・・一．．一一一一一一ri

…巡ゴ
　　．10．（）（）｛）

　　25．OOO
　　　　　　　　　　［

18、OOO

L）　ls．oo〔｝

L）6．000

6．ooo

l8．OOO

21．000

22，000

L）L？．ooo

16．ooo

コ
」

o

（［

o

o

o

「

」

f，1，（x」（一斗

15、000

15．000

デンカ生研（株）
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　測　定　項　目

ADA

Fe

NEFA

　　商　　品

アデノシンデアミナー一ゼ
測フ已用，i式薬

血清鉄i則定用Lisk薬

NEFA測定用試薬

名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 則定原理 測定ノ∫法 サンフル1‡｛：阯〕 測定回数 価格（円）・備考

ナー．一セ“

東芝TBAシIJ一ズ全機種、その他才一ト各機種 酵素法 Ra〔（・ASSav　　　　　」 機種により異なる 機種による異なる

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 En〔l　P（lhl　Assav　　　　　　　、 〃 〃

1　　　”　　　　　　　” 　　〃
．＿＿1－＿一一一一一一一一」F－一一一一一

〃 〃 ”



デンカ生研（株）

86 測　定　∫n　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンフノレ；a（μD 測定ノ∫法 価格（円）・備考

AMY アミラーゼ測定用試薬 東芝TBAシリーズ全機種、その他オート各機種 酵素法 Rate　Assay 機種により異なる 機種により異なる

FG　TG フリーグリセロール除去トリ
グリセライド測定用試薬

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Gpo法 End　Point　Assav　　　　　㌔ 〃 〃

GoT L．L　IIGOT 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Karmen法 Rate　Assay 〃 〃

GPT 1．．L　IIGPT 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

LDH L．LIILDH（P） 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Wroblewski－
LaDlle法

〃 〃 〃

CPK L．LIICPK 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Ohver法 〃 〃 〃

CAP シスチンアミノペプチダーゼ
測定用試薬

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 UV法 〃 〃 〃

HBD HBD測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 R。salki法 〃 〃 〃

LDH LDH（L）測定胤i式薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Wacker法 〃 〃 〃

ALP L．L　ALP 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 GSCC法 〃 〃 〃

CHE L．L　CHE 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 DTNB法 〃 〃 〃

LAP LJ」LAP 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Nagel法 〃 〃 〃

γGTP γGTp測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Orlowski法 〃 〃 〃

TG TG測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 酵素法 End　P・int　Assay 〃 〃

PL PL測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

UA
　　　・
UA測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

Mg Mg測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 キシリジルブルー法 〃 〃 〃

TCHO T℃Ho測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 酵素法 〃 〃 〃

FCHO FCHo測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

HDL　CHO HDI－CHo測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定用試薬 東芝TBA－580 電極法

GLU GLu測定用試薬 〃 〃

東亜医用電子（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

PT シスメックスPT

APTT シスメックスAPTT

Fg シスメックスFbg



測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンプノレ量（μD 測定回数 価格（円）・備考

シスメックスコントロー
ル1【ll．漿1

シスメックスコントロー
ル血漿II

シスメックスコントロー
ル1血1漿III

paSC シスメックスADP

pasc シスメックスエピネフリン

pasc シスメックスコラーゲン

ミカエリス緩衝液

長瀬産業（株）

87

測　定　項　目 商　　品　　目 適　　用　　機　　種　　名 則定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数 価格（円）・備考

ALB Albumin セントリフィケム／セントリフィケムアンコール G・C・G法 3～ 2100／3390 14，000

ALP Alkahne　Phosphatase 〃 IFCC改良法 10～ 560／720 19，000

AMY Amylase 〃 濁度法 12～ 560／720 9，ooo

γGPT γ一GT（ナガセ） 〃 9～ 520／812 10，000

P．L リン脂質（ナガセ） 〃 酵素法 10～ 550／870 20，000

U－A Uric－Acid（ナガセ） 〃 uv法 5～ 550／900 18，500

LDH LDHP－L（ナガセ） 〃 〃 6～ 840／1440 18，000

T－Bil BiUrubin　Total 〃 ジアゾ法 20～ 480／720 16，000

BUN BUN 〃 ウレアーゼ改良法 3～ 840／1440 26，000

Ca Calcillm 〃 アリザリン法 6～ 560／930 18，000

TCHO Cholesterol（Enzymatic） 〃 酵素法 3～ 840以L 42，000

CK CK 〃 オリバー改良法 10～ 240以ヒ 26，000

CRENIN Creatinine 〃 Jaffe法 25～ 740／11（う0 16，000

γ一GTP γ一GT 〃 10～ 208／380 13，000

GLU Glucose（Hexokinase） 〃 ヘキソキナーゼ法 3～ 840／1350 23，000

GLU Glucose（Oxidase） 〃 オキシダーゼ法 3～ 840／1350 18，000

AMY Amylase 〃 酵素法 12～ 336／576 49，000

IP Inorganic　Phosphorus 〃 リンモリブデン酸法 6～ 680／1130 16，000

LDH LDH－L 〃 UV法 6～ 840／960 18，000



長瀬産業（株）

88 1川定項目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンフノ疏｛μD
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　測定回数 価格（円）・備考

AsT SGOT セントリフィケム／セントリフィケムアンコール 至適標準法・uvり1 17～ 560／720 13，ooo

　　　　　　　　　一
Al∫r SGPT 〃 〃 17～ 560／720 13，OOO

TP Total　Proteln 〃 ビユーレット法 6～ 2200／3390 24，000

TG Trlglycer［des 〃 uv法 3～ 　　　〆560／720 38，OOO

UA Uric　Acid 〃 〃 5～ 560／912 21，000

LAP LAp（ナガセ） 〃 lo～ 590／960 14，ooo

日水製薬（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプノ曝（μ1） 測定1日1数
　　　　　　　　　　　　‘
f而　格・備　考

GOT G（．）THQオート B、ア，東芝，日本電子．島津．セントリフィケム，コ
バス，アポ・ノト uv法 Rate　Assav　　　　　」

G正）T GPT　HQオート 〃 〃 〃

LDH LDH　HQオート 〃 uv法（P→L） 〃

ALP ALP　HQオート 〃 Bessev　r川ry法　　」」 〃

γGTP γ一GTP　HQオート 日・τ，東芝、日本電子，島津．オリンパス．セントリ
フィケム，コバス，アボツト

Orl。wski法 〃

LAP LAP　HQオート 日立，東芝，日本電r，島津，セントリフィケム，コ
バス，アボツト

L．ロイシル．Pニト
ロアニリド基質法

〃

CPK CPK　HQオート UV法 〃

TG V－TG　HQオート
日立、　東芝，　日本こ電∫’，　島｛栽　　オリンパス．　セン　ト　リ

フィケム，コバス，アボット
酵素法（LPL．　GK，
G（、P、　POD法）

Elld正）oinl　Assav　　　　　　　、

TCHO T－CHO　HQオート 〃 酵素法（CEH．　COD
POD法）

〃

PIJ PLHQオート 〃
酵素法（PLD，　CHOD．

POD法）
〃

NEFA NEFA　HQオート 日立，　東芝，島津，　オリンパス 酵素法
（AcS、　ACOD法）

〃

uA UA　HQオート
日、τ．東芝、　日本電f・、島津、オリンパス，セントリ

フィケム，コバス，アボット
酵素法
（UOD、　POU法）

〃

BUN BUN　HQオート H立，東芝，島津，オリンパス ウレアーゼーインド
フェノール法

〃

GLU GLU　HQオート 日立、東芝、日本電子，島津，オリンハス、セントリ
フィケム，コバス、アボット

酵素法
（GoD，　POD法｝

〃

TP TP　HQオート 〃 ビューレット法 〃

ALB ALB　HQオート 〃 BCG法 〃

TTT TTT　HQオート 〃 肝機能研究班準拠 〃

ZTT ZTT　HQオート 〃 〃 〃

TBil T－BIL－E 日、τ，東芝，コバス，アボット 酵素法 〃 調製後1ヵ月間安定



測　定　項　日 商　　品　　名 適　　用　　機　　柿　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンフルiol：（μD 川定回数 価格（円）

β．L｝） オートTIAβリボ．
H・孟，東芝、　日本電∫・，島津．オリンパス，セントリ

フィケム，コバス．アポ・！ト
免疫比濁法 End　Point　Assav　　　　　　　、

IgG、　lgA，　lgM オート，TIA－G，　A，　Mセ．ノト 〃 〃 〃

CRP オートTIA　CRPセ・ト 〃 〃 〃

C3，　C↓ オートTIA…C3，　C4セ・ト 日、1’二 〃 〃

TRFR オートTLへ　トランスフェリンセ’ト 日、ヒ 〃 〃

一一：．二1

日本商事（株）

89

測　定 項 目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　‘・「　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンブノ疏（μD 測定回数 価格（円）・備考

TC ネ　ス、コー　ト　　’rC　　Vl 日、：ノ：705、他 酵素法・TOOS

TG ネスコートTG．　Vl 日、ン：705，他 酵素法・TOoS
一一 1

その他 ネ　ス　コー　ト　　、ノ1シ　リ　ー一　スご FC，　BL，　Pし，　GOじGP’1：AIP，　LDH他，計22項目

．． 　　．　　「　　　　　皇

　　．一＿」

NEFA ネスコート　NEFA　V3 日、膓フ36，他スーハーマルチ自動分析機 ACS・ACO酵素－法

AMY ネスコートAMY　V3 〃 pNPG7法

その他 ネスコート　V3シリーズ LAP，　CPK，α一HBD，　CHE，γGTP他，1汁28項目

TC ネスコート7rC　V5 TBA　Sシリーズ 酵素・法・DAOS
w一

NEFA ネスコート　NF：FA　V5 〃 ACS・AcO酵素法
．．一

その他 ネスコート　V5シリーズ FC，　PL，　GOT　GPT　AIP，　LDH他、計27項目

TC ネ　ス　コ　ー　　ト　　’rC・1）「、 JC．AVX　1000 酵素法・D．・XOS

FC ネスコート　FC　V、 〃 〃

’一「・、1．一　’

BL ネ　ス　コ　ー　　ト　　王ハ［＿．、）7、 〃 免疫比濁法 　　　1

TG ネスコートTG．V、 〃 酵素法・ADOS

NEFA ネスコート　NEFA　V、 〃 ACS・ACO酵素法

IgG ネス、コー　ト　IgG－V｜ 日、シ：705，他 免疫比濁法

IgA ネスコートIgA－Vl 〃 〃　〃

IgM ネスコートIgM．Vl 〃 〃

C3 ネ　ス　コー　ト　C3　　Vl 〃 〃

C4 ネ　ス　コ　ー　　ト　　C喜　．V1 〃 〃

CRP ネスコートCRP　V1 〃 〃

一一一．．



日本ターナー（株）

90 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　秤　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンブい｛：（μD 測定回数
　　　　　　　　　1
価格（円）・備考

lgG レーザーネフェロメータ，ディスクリート 比ろう法，比濁法 SILENUS社　抗lllL清

IgA 〃 〃 〃

IgM 〃 〃 〃

C3 〃 〃 〃

C↓ 〃 〃 〃

α1AT α1アンチトリフシン 〃 〃 〃

α　IAGP α1アシドグリコブロティン 〃 〃 〃

HPG ハプトグロビン 〃 〃 〃

TRFR トランスフェリン 〃 〃 〃

CRP 〃 〃 〃

FIB フィブリノーゲシ 〃 〃 〃

1

Ig イムノグロブリン 〃 〃 〃

日本モニター（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 則定原理 測定方法 サンフノレ吊：（μD 測定回数 価格（円）・備考

Fe pTF600鉄測定用試薬 ザ・パラレル、モニターKDA，　B立736他 PTF　600法 EIld　Point 機種による 機種による

UIBC PTF600　UIBc測定用試薬 〃 〃 〃 〃 〃

Mg マグネシウム測定用試薬 〃 Calmagite法 〃 〃 〃 反応時間1分

Ca カルシウム測定用試薬 〃 OCPC法 〃 〃 〃 〃

CPK デュラザイムCPK 〃 Rosalki変法 Rate　Assav　　　　甲 〃 〃 調整後2週間安定

AST デュラザィムGOT／AST 〃 IFCC変法 〃 〃 〃 調整後30日間安定

ALT デュラザイムGPT／ALT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALP デュラザイムALP 〃 P一ニトロフェニル
燐酸基質法

〃 〃 〃 〃

LDH デュラザイムLDH アボット他 UV法 〃 〃 〃 〃

〃 LDH測定用試薬 モニターKDA，ザ・パラレル他 AMB　610法 〃 〃 〃 〃

GLU デュラザイムグルコース アボット他 ヘキソキナーゼ法 End　Point 〃 〃 〃

〃 ネオクロームII モニターKDA，ザ・ハラレル他 グルコースオキシ
ダーゼ法

〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定用試薬 〃 Dフタルアルデヒト
法

〃 〃 〃
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンプノ曝（μD 測定回数 価格（円）・備考

CL クロライド測定用試薬 モニターKDA，ザ・ハラレル他 TPTz法 EIld　Point 機種による 機種による

TP 総蛋白測定用試薬 〃 ビュウレ・ト法 〃 〃 〃

ALB アルブミン測定用試薬 〃 BCG法 〃 〃 〃

IP 無機燐測定用試薬 〃
ポリピニルピ．ロリ
ドン法

〃 〃 〃

TG 中’1生‖旨‖方｛則定用占式薬 〃 AMB　610酵素法 〃 〃 〃

T－CHO 総コレステロール測定用試薬 〃 酵素法 〃 〃 〃

γGTp γ一GTp測定用試薬 〃 γ一クルタミルP．ニ
トロアニリド基質法

Rate　ASSay　　　　　、 〃 〃

CHE コリンエステラーゼ測定用試薬 〃 ブチリルチオコリン
基質法

〃 〃 〃

D．Bil 直接ビリルビン測定用試薬 〃 Jendrassik．Gr・f変法 End　Point 〃 〃

TBil 総ビリルビン測定用試薬 〃 〃 〃 〃 〃

ACP 酸性フォスファターゼ測定用試薬 〃
チモールフタレイン・
燐酸基質法

〃 〃 〃

CRE クレアチニン測定用試薬 〃 Jaff6変法 Rate　Assay 〃 〃

日本ロシュ（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測’定戊∫法 サンプノ曝（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

PT カルシウムトロンポプラスチン「ロシュ」 COBAS　FIBRO，他 loo 50，250

APTT PTT試薬「ロシュ」 〃 loo 100，200

Fg トロンビン試薬「ロシュ」 〃 トロンビン時間法 200 50

GOT MAキット「ロシュ」　GOT（GSCC） COBAS　MIRA，　COBAS　BIO，　COBAS　FARA，他 UV法（GSCC勧告案） Rate　Assav　　　　　、

〃 〃　　　GOT（IFCC） 〃 UV法（IFCC勧告案） 〃

GPT 〃　　　G町（GSCC） 〃 UV法（GSCC勧告案） 〃

〃 〃　　　G［T（rCC） 〃 UV法（IFCC勧告案） 〃

LDH 〃　　　LDH（GSCC） 〃 UV法（GSCC勧告案） 〃

〃 〃　　　LDH（IFCC） 〃 UV法（IFCC勧告案） 〃

CPK 〃　　　CK，NAC 〃 uv法 〃

IP 〃　　　無機リン 〃 リンモリブデン酸法 End　Point　Assay　　　　　　　＞

TG 〃　　トリグリセライド 〃 酵素法 〃



マルホ（株）

92 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンフノレ尉μD 測定回数 価格（円）・備考

アデノシンデアミナーゼ ADテストマルポ 用丁怯 藤船去 End　Point loo 200回用，20回1↓｜

〃 ADオートマルポ 日立705他 uv法 Rate　AssaV　　　　　、 機種により異なる 機種により異なる

グアナーゼ GUテストマルポ 用手法 藤井法 En（lP〈）im loo 2（X）回用，20回用

〃 GUオートRマルホ 日、ヒ705他 酵素’法 Rate．へssaV　　　　　辱 機種により異なる 機絢こより異なる

ヘキストジャパン（株）

則　定 項 目 商 品 名 適　　用 機 種　　名 測定原理 測定が去 サンプノし18｛：（μD 測定回数 価格（円）・備考

IgG 抗ヒト IgG　lllL清 LN べ一リングレーザー ネフェロメーター一 比脱法 End　Point 10 125

IgA 〃 lgA 〃 〃 〃 〃 100 〃

IgM 〃 ［gM 〃 〃 〃 η 100 〃

C3c 〃 C3c 〃 〃 〃 〃 lo〔｝ 〃

C1 〃 C↓ 〃 〃 〃 〃 loo ”

Alb 〃 Alb 〃 〃 〃 〃 5 〃

1

αlAG 〃 αlAG 〃 〃 〃 〃 loo 〃

Hp 〃 HP 〃 〃 〃 〃 〃 〃

α2M 〃 αM 〃 〃 〃 〃 〃 〃

APo　B 〃 APo　B 〃 〃 〃 〃 〃 〃

」lTf
〃 Tf 〃 〃 〃 〃 〃 〃

∫vr　Ill 〃 ψVr　Ill 〃 〃 〃 〃 〃 ”

αいVr 〃 αlAT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Fib 〃 Fib 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Pmg 〃 Pmg 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Pth 〃 Pth 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CRP LN－Latex　CRPキ・・／ト 〃 〃 〃 lo 120

RF 〃 RF 〃 〃 〃 〃 10 〃

ysO 〃 ASO 〃 〃 〃 〃 10 〃



べ一リンガー・マンハイム山之内（株）
｜　測　定　項　目

商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　柿　　　名 測定原理 1則定戊ゴ法 サンフ・し；丸山 　　　一測定回数
　　　　　　　　一価格（円）・備考

AMY 自動分析用αアミラーゼ 日立，クリナライザー，セントリフィケムなど 酵素比色法 Rate　ASSay

LIP モノテストパ0・リハーゼ 日、Z，　ABBOTT　VPなど 比濁法 〃

キモトリフシン モノテスト㌧キモトリブシン 比色法 〃

CKMB モノテスト！（・CKMB 日、ヒ705，セントリフィケム，ABBO7rT　VPなど 免疫阻害法 〃

．yCP モノテスト．咽・酸ホスファターゼ 日、τ705，セントリフィケム、TBAなど 比色法 〃

AST 自重力分析用GoT　　IFCC 日、膓：726，クリナラィザー，TBA　880 lFCC準拠法 〃

Alこr 自1動分析用GP7r　IFCC 〃 〃 〃

AST他 日、ン：自動分析装置用試薬 日　、ン：706．／706D／712．／726

〃 日、ン：705形用試薬 日、ヒ705
　｝

〃 日、7：736形用試薬 日、ンニ736

〃 クリナラィサー用武薬 JCA　MS／HS／SI　6／VS

〃 クリナVXIOOO用試薬 JCA　VX1000

〃 TBA　sシリーズ用試薬 TBA　Sシリーズ

〃 自動分析用試薬 TBA，島津，テクトロン

ジゴキシン EIAテストジゴキシン「BMY」 エンチムンテストES22 EIA法 競合法 lOO lo｛｝

T｝ 　　　　　　一EIAテストTl　BMY」 〃 ” 〃 20 100

T3 EL、テストT3〔BMY」 〃 〃 〃 loo loo

TBK EIAテストTBK「BMY」 〃 〃 〃 10 100 「
インシュリン EIAテストィンスリン「BMY」 〃 〃 連続飽和法 100

フィブリノーゲン フィブリノーゲン［司 KC　lO

PT トロンボブラスチン［互1 〃

．sPTT 　　一、PTT司 〃

ATm 、Vr　lllテスト セントリフィケム、Cobas　bioなど

PK PKテスト

ヘハリン ヘハリン療法モニタリング試薬
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ベックマン・ジャパン（株）

94 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンプノ垣〔μD 測定回数
　　　　　　　　　　1
価格（円）・備考

AMY Dri　STATアミラーゼ1〕S ABA　100，　ABBOTT　VP，　Centrifichem他 酵素法 Rate　Assay 機種による 機秤による

GLu 〃　　　グリコースHK 〃 〃

End　Point
〃 〃

CPK 〃　　　CK 〃 〃 Rate　Assay 〃 〃

γGTP ”　　　γGT 〃 〃 〃 〃 〃

LDH 〃　　　LDL 〃 〃 〃 〃 〃

HBD 〃　　　HBD 〃 〃 〃 〃 〃

AST 〃　　　AST 〃 〃 〃 〃 〃

AI二「 〃　　　ALT 〃 〃 〃 〃 〃

ALP 〃　　　ALP 〃 〃 〃 〃 〃

和光純薬工業（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　柿　　名 測定原理 測定ノ」法 サンプノ曝（μ1） 測定回数 価格（円）・備考

ALB他 ARシリーズ ディスクリートタィフ汎肺B・：ζ，東芝．ll；、IJ．オリンパス他｝

ALP他 ARHシリーズ 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

GOT他 ARmシリーズ 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

GoT他 FAテストシリーズ ファストアナライザータイプ
（セントリフィケム・アポ・ト・コパス等）

BUN他 HAテストシリーズ 日立705

TG他 TAテストシリーズ 東芝TBA　380

TG他 TA　480テストシリーズ 東芝TBA　480

LDH他 NAテストシリーズ 日本電rクリナラィザーVX　IOOO

AMY他 HRシリーズ 日立736シリーズ

GoT他 ORシリーズ オリンハスACA8〔｝00

TG他 TRシリーズ 東芝TBA　Sシリーズ

CPK他 SRシリーズ テクニコンSMAC



（株）ミズホメディー

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μの 測定回数 価格（円）・備考

AST ARシリーズ　GOT 日立736，TBA一シリーズ，　CL－20など微量型機種全般 UV法 Rate　Assay 機種により異なる 機種により異なる

ALT ARシリーズGPT 〃 UV法 〃 〃 〃

LDH ARシリーズ　LDH 〃

ピルビン酸基質UV法

〃 〃 〃

ALP ARシリーズ　ALP 〃 P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法

〃 〃 〃

γ一GTP ARシリーズ　γ一GTP 〃
1ゴγ．グルタミルー
P一ニトロアンリド基

〃 〃 〃

CPK ARシリーズ　CPK 〃 UV法 〃 〃 〃

AMY ARシリーズAMY－7 〃 pNP－G7基質法 〃 〃 〃

TG ARシリーズ　TG－F 〃
酵素法〔フリーグリ
セロー’レ処理法） End　Point 〃 〃

PL ARシリーズPL 〃 酵素法 〃 〃 〃

BUN ARシリーズ　BUN 〃 ウレアーゼ・UV法 Rate　Assay 〃 〃

UA ARシリーズ　VA 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

GLU ARシリーズ　GLU 〃 ムタロターゼ法 〃 〃 〃

T－CHO ARシリーズT－CHO 〃 酵素法 〃 〃 〃

ATm スタクロム　ATIII 日立705，COBAS，　ABBOTTVP，　TBA－
480，テクトロンXSなど

発色性合成基質法 Rate　Assay
E＄dPoint

〃 〃

PLG スタクロム　PLG 〃 〃 〃 〃 〃

α2PI スタクロム
アンチプラスミン

〃 〃 〃 〃 〃

ヘパリン スタクロム　ヘパリン 〃 〃 〃 〃 〃

CRD CRP－MIZUHO
ディスクリートタイプ用（日立，東芝、島津，テクトロン，オリンパス、アボットなど）

免疫比濁法 End　Point 〃 〃

IgG IgG－MIZUHO 〃 〃 〃 〃 〃

IgA IgA－MIZUHO 〃 〃 〃 〃 〃

IgM IgM－WIZUHO 〃 〃 〃 〃 〃

TRER Transferrin－MIZUHO 〃 〃 〃 〃 〃

日立705専用試薬
APシリーズ

日立705 Rate　Assay
End　Point

〃

自動分析装置用試・薬
KEシり一ズ

各種自動分析装置 End　Point 〃

自動分析装置用試薬
KPシリーズ

〃 Rate　Assoy
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コントロール血清
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アスカ純薬（株）
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（株）カイノス

「「∴ 名

DECISI°￥．El・！’XiN．1．）S」M”liipa℃k

DECISION　KAINOS」Level　1

DECISION「KAINOS　I　Le、・el　2　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　．．DECISION　　KAINoS．1　Leve｜3

uhimate　D　Leve｜1

し．月Iimate　D　L（Vf・12

ultinla｛e　D　Le、・（，｜3

LD．　ZonP（NormaD

LD．　Z（，n（　（AbnOrm三、D

EL／マルチコントロール1

EIAマルチコントロールu

｝つ二L・－　　Ig卜：　コ　ン　　ト　ロ　ー　ノし　1

EL・／　1gE　　コン　ト　ロー一ノレII

測 定 項 目

酵素，脂質，糖，含窒素成分，電解質

　　　　　　　　tl

　　　　　　　　〃

　　　　　　　　〃

総ビリルビン、1白：接ビリルビン

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

蛋白分［lllj用

　　〃

AFP，インシュリン，　CEA，フェリチン

　　　　　　　　　〃

IgE

〃

種　　　　　煩

（　tl－1常・異常の別1

正常・異常

異常〔低値｝

　正常

異常〔高1直）

1ビ常

異常

f氏仙

高値

低1直

高f直

　分析値表示

未分析グ）別（、×｝

包装単位’「格
　　　　　　　　　　（円〕　　いllり

20mV×　6

20tnlノ×　4

20m｛ノ×4

20mU×4

31T］　II×10

3rn4ノ×IO

3m（ノ×10

3川e×lo

2川｛ノ×6

2111｛ノ×6

1mψ用×6

1tnOlj×6

1me，用×2

11n｛ノjU＞〈2

45，000

31，000

i3　1、ooo

l31，000

39、ooo

39，000

39・i川

39、ooo

44、OOO

44、OOO

8、000

8、OOO

lo、OOO

lo．ooo

備 一
米国べ・・クマン杜製，㈱カイノス発売，
i夜：11tコン　ト　ロー一ノレ【血l　ilij

f
片山化学工業（株）

　商

ビリルビン杷【、柏1北㍑

P、

ローゼルム

Z’．イゼ’竺

リヒ・ソドゼルム

TZゼルム

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃

　　　　　　　〃
－Nw’一・一　’t．．“ “．

　　　　　　　〃

〃

＿一一一“

製造元：三井製薬1：業株式会杜
EIA精度管理」目コントロールlflL　ti’

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　1

品　　　　　　名 測　　　　定 項 目
種

〔ll：常・

　　　　如

異常の別｝

　分析値表小

↓こ分析’ブ）別（ ×）

包 装　単．位

ぴ1い

価　　格

　〔PP
　　　備

｝

　　　　1

考』

lll．清

TBil¶DB日 高1直 3mψ用×5 7．50〔1

斗ごコン　トローノし P　Amv，　S　Amv　　　、」 1mψ用×5 20．o〔〕o

生化学検杏全項目 f氏値 5mピ用×10 12，500 総販売ノじ： 沈純薬〔㈱

〃 高f直 5mピ川×10 12，500 ∫’

脂質 高値 31n川」×10 15，000 〃

TTT，　ZTT 高値 　．　｝

一一

3mψ用×lo 12，ooo 〃



協和メデックス（株）
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商 品 名 川　　　　定 ∫n 目

季1「（」E常 　　　　姐

・ 異常の別）

　分析値表示

未分析の別（　×〕

包 装　単

（川い

位 価　　格

　（円）
備

一

　　考

リカートン 1」1 脂質用 」E常 5mψ×10 17．0〔｝0 液状1∬t清BIO YEDA社製

リカートン 1’II 脂質用 異．常 5mρ×10 20．oo〔｝ 〃 〃

〃 EA　I 酵素用 」i｛常 5mぜ×10 17，000 〃 〃

〃 EA　II 〃 異常 5mピ×10 20，000
　　　　一
〃 〃

〃 EB　I 〃 正常 5mf×1〔｝ 17，000 〃 〃

〃 卜：BII 〃 異常 5m～×lo 20，000 〃 〃

〃 S　I TE解質・｝唐・含’窒素用 」E常 5mゼ×10 17，000 〃 〃

〃 SII 異常

」L
5mψ×1（．） 20，ooo　　　　　」 〃 〃

国際試薬（株）

商　　　　　　　品　　　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　日

1　種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値衣小）

未分析の別（㌧×）

包　装　単　1、：’：

　　（1nψ）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

モニ・トロー一ル・1 電解質，・酵素，・脂質，他 正常 1　） 5mゼ×10 18，OOO 米・ディト社（販売：国際試薬，ミドリト字）

モニ・トロール・II 〃 異常 1 5m～×1（．） 18，00〔｝ 〃

モニ・トロール・1・X 〃 」E常 × 10川V×10 16、50〔｝ 〃

モニ・トロール・II・X 〃 異常 × 10111ψ×10 16，500 〃

ラブ・トローノレ 電解質，その他 コビ常 3．5mψ×6 9，ooo 〃

ハソ・トロール 〃 異常 3．5mゼ×6 9，ooo 〃

ビリルビン　・コントロール ビリルビン 1～～常 3mψ×6 12，ooo 〃

リピ・・ド・トロール 脂質 異常 3mゼ×10 31，500 〃

トライ　・ラ．・クR ホルモン 3濃度 5mf×6 32，000 〃

TDMコントロール3濃度 llll中薬物濃度 3濃度 5mゼ×9 35，000 〃

ブリファー1 1血L液ガス分析 アシドーシス ，） 30アンプル 30，000 〃

ブリファーII 〃 ノー一マル 30アンフル 30，000 〃

ブリファーIII 〃 アルカローシス
，〉 3（．）アンプル 30、〔｝oo 〃

クォントラ 血液ガス分析全般 3濃度 1） 30アンフ．ル 22，000 〃　　　　1血］：求製品

CH600・3濃度 血球計算全般＋血小板 3濃度 」　ノ

（1｝・：）5m疋×2・（1高）5mε×2

（低）5m《×2 35，000 〃　　　　　　　　　〃
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三光純薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

白E常・異常の別）

　分析f直表示

未分析の別（‘×）

包　装　単　1、ン：

　　（mい

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

ノーマルコントロール三光 酵素，脂質，竃解質，糖，蛋白他 正常 5mf×6

アブノーマルコントロール・三光 〃 異常 1‘

5mψ×6

CKアイソザイムコントロール CKアイソザイム
1
1 1mゼ×5

LDアイソザイムコントロール LDアイソザイム ⊃ 1mψ×5

リヒソドフロファイルコントロール 脂質 2レベル ⊃ 51n¢×5×2

高ビリルビンコントロール ビリルビン 異常 ‘⊃ 3mf×10

リーガンドアッセイコントロール RIA，　EIA項目 3レベル ‘〕 5mρ×5×3

TDMコントロール1 抗てんかん剤 2レベル
．）

101nψ×5×2

〃　　　　H 循環器官用剤 2レベル
、・1

5mゼ×5×2

〃　　　　III ToxiC・logy 2レベル
．、

10mf×5×2

尿コントロール1 電解質，ホルモン　他 正常 ・．〕

25mξ×10

〃　　　　II 〃 異常 ．、 25田ψ×10

リフアレンスlllt清 酵素，脂質他 Il：常・異常 × 50mψ×20
一

シノテスト商事（株）
1　　商　　　　　　　品　　　　　　　名

測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（…×）

包　装　単　位

　　　（lnり

［　f面　　格

　　（円）
備　　　　　　　　考

OMEGAコントロールlnL清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分他 1正三’常 ．’ ）

5mψ×10 16，000

OMEGAコントロール｜血1清II 〃 異常 ．⊃ 5mψ×10 16，000

OMEGA高ビリルビンコントロール【｛II清 TBil，　D－Bil 異常 ‘1．、

2mξ×10 16，000

OMEGA　llピ・ドフラクションコントロール血清 脂質，アポ蛋白 正常 ・）

3mf×5 20，000 】㌃約注文品

OMEGAリガンドコントロール【血L清 ガン蛋白，ホルモン，神経伝達物質，薬物 低異常，正常，高異常 ○ 5mψ×6 24，000

Q．PAK　コントロール血清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分他 正常 ○ 5mゼ×6 7，600

QPAK　コン　トロール【OI清II 〃 異常 ○ 5mρ×6 7，600

QPAKマルチエンザイムコントロール血清 ALP，　ACP、　AMY，　CPK，　HBD，　LDH，　GOT，　GPT 正常，中異常，高異常 仁） 各5m〔×6 各13．000

QPAK自動分析用標準［血L清 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分他 異状 ⊃ 50m¢×10 55，000

UR　SURE尿fビγ：コントロール1，　II 一般成分，内分泌，重金属，性状他 正常，異常 各25mセ×3 各10．〔｝00



シノテスト商事（株）

102
商　　　　　　　品　　　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目

種　　　　　類

（IE常・異常の別）

　　分析値表示

未分析の別（の×）

包　装　　単　位

　　　（m川

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

OMEGA凝固コントロール【flL漿 PT、　APTT、　Fg 正常，中異常，『6異常 × 各1mf×10 　lo、ooo
（16．OOO）

イムノロジーコントロール血清 αlyT，　HPG．
IgG，　IgA，　IgM，C3，　C4，　TRFR

lE常 0．5mゼ×3 9，ooo

ヘマトロジー【〔IL球コントロールPARA　7 RBC，　WBC，　Hb，　Ht，　MCV，

MCH，　MCHC
低異常，1［1常，同異常 （、） 8m£×12、8m£×8

2．5m尼×12，　2．5mε×　8
106．000，7LOOO
39，OOO，26，000

ヘマトロジー1‖1球コントロールPARA　8 RBC，　WBC、　Hb．　Ht、　MCV，　MCH，
MCHC．　PLC

〃 8mψ×12．8mゼ×8
2．5m乏×12，　2．5mぞ×8

116．（100，79．000

42．000，28、〔｝00

（株）常光

商　　　　　　　品　　　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　　類

（正常・異’常の別）

　　分析値表示

未分析の別（　×）

包　装　　単　位

　　　（mい

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

分画トロール「常光」“ノーマル” 電気泳動用コントロールllll清 lE常 ）

0．5mf×10 1本約1週問使用n∫能

（株）ダイアヤトロン

商　　　　　　　品　　　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　　目
種　　　　　類

白i：常・異常の別D

　分析fl白：表示

未分析の別（‘×）

包　装　単　位

　　（．m川

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

セラケム
　ノーマノレコントロール血清 酵素，脂質、電解質，他23項目 ［王常 5111ゼ用×12 18，000 米国　フィッシャー社製

セラケム
　アブノーマルコントロールllll清

〃 ll三常 〃 〃 〃

lfl｜．　i夜力“スコン　トロール

　マルチ・ソクめc
pH，　Pco2，　Po2 ll：常・異常 2mψ×30 29，000 米国IL社製

lfll．液ガスコン　トロール

　ノーマルabc
〃 lE’常 21nψ×50 49，000 〃

llll．液ガスコントロール
　アルカローシスabc

〃 異常 ．） 〃 〃 〃

lIII．液ガスコントロール
　アシドーシスabc

〃 異常 ．　　、．

〃 〃 〃

スロンボTTTV　N（トーア用） PLC lr常 200mψ 18，000 1用1虫　　メ　ド　ト　ロ村三製

スロンボTTTV　Path（トーア用） 〃 異常 ‘、） 〃 〃 ’∫

スロンボTTTV　N（コールター用） 〃 1王常 「　㌦ 〃 〃 〃

スロンボTTTV　Path（コールター用） 〃 異常 〃 〃 〃

スロンボTN．　Path（全機種用） 〃 ll｛常・異常 ．） L5mρ×2 50，000 〃



ダイナボット（株）

商　　　　　　　　品　　　　　　　　名 測　　　　　　定　　　　　　項

’ r4　　●　コ　ン　　ト　ロ　ー　ノし T4

Tア．ソフ「テイク・コントロール TBC
．フェニトィン　・コントロー一ル

フ．、一ニトィン

フェノバルビタール・コントロール フェノバルビター一ル

カルバマゼヒン・コントローノし カルバマゼヒン

バルフロ酸・コン　トロール バルブロ酸

ブリ　ミ　ドン　・コン　トロール
フ． リミドン

テオフィリン・コントロール テオフィリン

ジゴキシン　・コントロール ジゴキシン

ジギトキシン　・コン　トロール ジギトキシン

メトトレキサート・コントロール メトトレキサート

　　　　　　　　ーその他抗てんかん剤、抗不1＜脈剤．1打’1物質　　・閲・

目

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一．一．『一｝　　．　　’　　　　　　　・　　．．一．nv

　　　　　　類　　稗分Wll白：表り1類

（　il・1常・異常のり1山　未分析の別〔　×｝

一一一． 　　　　一一一十一一一．一．一一一．　．一．

〃　　　　　　　　　　　　　．、

〃

〃

〃　　　　　　　　　　　　　　　㌦

　　　　1〃

　　　　｛
〃

”

〃

〃

デンカ生研（株）

十

包　装　単　位　　価

　　｛mれ　　　　　　日1川

et

2．5mV×　3

　　〃

L，．

u．r－－ TU’．．

5、000

　〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

4．r）　lnU×　3

2．51nゼ×　3

2．5mセ×6

二≒i

．．－L・

〃

⊥一”

　　1
．

－t－－L

備 弓『

t

l
1

1
1

⊥一．

商 品

コン　ト　ローノレ1｛IL　ii’i”L｛iHl

　　　　〃

名 川

28」頁目

　〃

定 項 目
F・「　　　　加

川：常パ‘・～常のり川

　　　異常

　　　〃

　分析1直表小

1こ分w’ゾ）別（ ×）

包 装　単

い｜1い

位 1而

一

　　　格

（円）

　　　　一一

3mψ×10 6，900
一

30mψ×10 59，OOO

備 考’

日水製薬（株）

103

商 品 名 則 定 ∫ξ

　　　一セー一フ 酵素， 脂質9 電解質他

セーラA 〃

スイトローILN

ヌ、イトローノレA

ツイン．コンセーフ

〃

〃

〃

　　「『一　類
目

　　　（　il・1常・異常の別｝

　　　　　正常

　　　　　異常

　　　　　正常

　　　　　　異常

　　　　i1・1常・異常

♪析値表・1ミ類

析の別（　×）

包 装　単

（mり

位 価 　　格

（円）

　　備

「L．’｝一「　・．「一　．一

× 3mψ×25
15mぞ×15

8，400
2L800

× 3mψ×25
15mρ×15

10，600
27，500

一 ・←．’　

5mψ×6
5mρ×20

6，〔｝oo

l8，000

5mρ×6
5mρ×20

9，ooo
27，000

× 5川f×20 14，000

一．．

　　．

一． 一

．」



日水製薬（株）

104

商　　　　　品　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

〔ll：常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（　×｝

包　装　単　位

　　（mの

価　　格

　（P川
備　　　　　　　　考

ラィフォチェック・イムノ モルモン．薬物，癌蛋白 f氏・中・高3i農1変 ）

5mρ×6 29，OOO

日本商事（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

〔正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（1×）

包　装　単　位

　　い1い

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

不スコールX 脂質、酵素，電解質，糖質，その他 ll：常 × 3mψ×20
15mψ×10

5．90〈）

13，000
製造：化lllL研

不スコールXA 〃 異常 × 3mρ×20
15mρ×10

12，000
27，000

〃

セラクリァN 〃 lE常 31nψ×10 9，500 〃

セラクリアーNA 〃 異常 ．　） 3111ξ×10 9，500 〃

セラクリアーE 酵素 〃
11

3mψ×10 lO，500 〃

セラクリア・LP 脂質 〃 3mψ×5 9，300 〃

ヘモグロビンコントロール ヘモグロビン ll：常 0．5111f×6 3，700

ビリルビンスタンダード20 ビリルビン 異常 2mぐ×5 16，000

ビリノレビンスタンダードコンク 〃 〃
．　　　、

2mρ×5 16，000

HbA｜コントローノレ・ノーマル グリコヘモグロビン（電気泳動用） 1ビ常 0．1mρ×4 36，000 製造厄：コーニング

HbAlコントロール・アブノーマル グリコヘモクロビン（電気泳動用） 異’常 0．1mゼ×4 36，000 〃

日本ロシュ（株）

商　　　　　品　　　　　名 註lll　　　　　　　りセ　　　　　　　　∫頁　　　　　　　　目
種　　　　　類

（正常・異’常の別）

　　分析値表示

末分析の別（一×）

包　装　単　位

　　　　（mψ）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考’

C〈）ntrol　Serum　N〈Roche＞ ’這解’改，　酵身ミ，　‖旨’質，　f也 ll：常 1

5mゼ×28 31，000

Control　Serum　P〈Roche＞ 〃 異’常 ．） 5mぞ×28 31，000

Lipid　C〈）ntro［Sα・lm〈Roche＞ 脂質 異常 ‘　　　1 5mゼ×6 12，000



（株）ヘレナ研究所

商　　　　　品　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別〉

種分析値表示類

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（mど）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

ケムトロール 血清蛋白分画 正常 ○ 21nゼ×10 15，200 支r寺体：タイタンm

〃 〃 異常 ・⊃ 2mど×10 15，200 〃

アルカリンフォスファターゼコントロール アルカリフォスファターゼアイソザイム ○ 1m疋 17，000 〃

CK／LDアイソザイムコントロール CPKアイソザイム・LDHアイソザイム ○ 2m£×5 17，500 〃

HDLコレステロールコントロール HDL ○ 1mど×5 14，000 〃

LDHアイソザイムコントロール LDHアイソザイム ○ 心筋型・肝臓型
　各々1mκ

15，200 〃

GHbクイ・ソクカラムコントロール グリコシレーテッドヘモグロビン 正常 ● 0．11nど×5 11，000 ミニカラム用

〃 〃 異常 ○ 0．1m疋×5 11，000 ∫ノ

ベックマン・ジャパン（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　仙：

　　　（mど）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

デシジョンレベルー1 電解質、酵素，一般化学物質，脂質 異常（低濃度） ○ 20m£×4

〃　　　レベルー2 〃 正常 ○ 〃

〃　　　レベルー3 〃 異常（高濃度） ○ 〃

”　　　マルチ 〃 異・正 ○ 201nど×6 レベルー1，2，3各2本ずす

　　　　　↑M　　　　　　　ノーマルLD．－ZONE

血清分画 正常 ○ 21n廻×6 電気泳動用コントロール

〃　　　アブノーマル 〃 異常 ○ 〃 〃

アルティメイトC4 ビリルビン 正常 ○ 2mど×10 　　・ビリルビン標準液

〃　　　　C8 〃 〃 ○ 〃 〃

〃　　　　C20 〃 異常 c） 〃 〃

アルティメイトーDレベルー1 〃 正常 ○ 31nど×10 総ピリルピン・直接ピリルピンコントロール

”　　　　レベルー2 〃 〃 ○ 〃 〃

”　　　　レベルー3 〃 異常 c） 〃 〃

〃　　　　レベルー4 〃 〃 ○ ” 〃
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商　　　　　品　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目

（IE常・異常の別）

柿分析1直表示類

未分析の別（バ×）

包　装　単　位

　　（mり

f面　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

標準グアナーゼマルポ グアナーゼ ○ 5mρ用×4

（株）ミズホメデイー

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定定　　項　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m£）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　虐

バイオトロール　N 生化学検査全般 正　　常 × 5m£用×10

バイオトロール　A 〃 異　　常 × 5m£用×10

ス、タクロム　ATIIIコントロール アンチトロンビンIII 正　　常 ○ 0．5m£×6 STAGO社（仏）製

スタクロム　PLGコントロール プラスミノーゲン 〃 ○ 0．5m尼×6 〃

スタクロム　アンチプラスミンコントロール アンチプラスミン 〃 ○ 0．5mε×6 〃

スタクロム　ヘパリンキャリブレーター ヘパリン 〃 ○ 0．5m£×12 〃

CEA－CHECK　Level　1 CEA ○ 3mも×2

CEA－CHECK　Level　2 〃 ○ 3mε×2

CEA－CHECK　Level　3 〃 ○ 3m尼×2

CEA－CHECK　Leve14 〃 ○ 3m尼×2　　1

和光純薬工業（株）

商 品 名

コントロールlrll清1　ワコー

コントロールlflt清IIワコー

測 定 項 目

酵素，脂質，無機物他

〃

柿　　　　　類

（11・1常・異常の別）

［E常

異常

　分析値表1示

未分析の別（●×）

○

．⊃

包装単位
　　（mぞ〉

5mψJV×10

〃

価　　格

（円）

13，000

13、000

備 考

用手法，各種自動分析装111；．によ
る分布斤値を表示
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ll・アスカ純薬株式会社
　　　〒101東京都千代田区神田須田町2丁目4番地　TEL　O3－254－0576

　当社は，昭和46年創業以オく，臨床検査薬の輸入、製造及び販売を実施し

てまいりました、、特に，当社のi：力製品であるフランス・API社製造の細

菌「liJ定キット（アピ20，アピ20NE，等）は，国内の’1’1’公立病院，大学病

院及び、研究所等で広く愛lljされ，その優秀性は高く1｛‘川lliされております

また，昨年からアメリカ・シグマ社製造の臨床検査薬等の則（売を開始して

おります　当社は／ト後共，細菌検査，生化学検査及び，lflL液検査等におけ

る自動化に／・1『応すべく最善の努jJをいたす所存であります

〔営業品目〕

〈細菌同定用キtt・ト〉　フランスアピ社

○腸内細菌1，iJ定llj・・……・…………アピ20

0非発酵菌および類flソ、菌同〃這川…アヒ20　NE

o連鎖球菌同定川・・………・………アヒ．ストレップ

○病原酵母1司定Jij…………………アヒCオクサノグラム

○ブドウ球菌同定IH………………アヒスタッフ

　その他，研究川ヒLて酵素基質等あります

〈輸送川培地付’＄lil林〉　イギリスMWE社

　トランスワブ，　トランスワブENT、　トランスワブネーザル

〈検体採取用綿棒〉　イギリスMWE社

　フレンスワブ

　臨床検杏キット〉　アメリカシグマ社

　51－Nl），酸ホスファターゼ，　GOT，　GPT，抗n－DNA抗体，　抗核抗体，

SDH，アルドラーゼ，ヒストパックー1077，－1119．　，　PAS染色キッ1・，

　白lr∬球酸ホスファターゼ，自血球エステラーゼ，白［lll球ALP，リンハ球

　酸ホスファターゼ、リンハ球エステラー一ゼ、　リンパ球β一グルクロニダー

　ゼ

バイオカウンターM2010
マルチジェット

　バイオカウンターM201∪は、操作が簡単で臨床，環境衛牛，農業研究所

に理想的な、光j’・を数える装置てす‘、光が漏れす，測定室の温度1‖占1節がで

き，　度に一つずつ作動する3つのディスヘンサーとコンピューター，デ

ィスク1汁算機用のBCDインターフェースがついています　また，電J’‘系，

電∫・増倍管1こ最新技術を用いており，高感度で安定性が高く，適当なケー

ブルを接続するこヒによって，PET（C・mm・dore）．　HP97s（Ilewlett，

Packard），　APpleのようなコンピューターやディスク1；1’算機に取りつけら

れます

〈仕様〉

　感　　度　　　：0．2pgATP

最大1；1’数速度：4×106カウン1・1秒

カウント時間：10，30，60不少

　1品」芝1ゴ月負↑」：25°（⊃，　30°C，　37°C

　’1　U　　il泉　　　　　：　110X，T／220XIT　　soOn）A

　ヒューズ　 ：2A／110V又は1A／220V
　’，・tt　l　l　1　’t　tt　ilY，（　　：750～1200　V

麟ee　“t

欝
享
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株式会社アナリィティカル・インスツルメンツ

Tl91東京都日野市日野320．ll　TELO425－86－0033

　株式会社アナリィティカルインスツルメンツはその社名に示す様に，分

析機器の開発ならびに製造をi：業務とし，種々の分野の提携販売会社の販

売網を通じて分析機器を提供しております．，

　性能と実粒を11t∫るグノしコローダー一シリーズに始ξり，免疫化学分析のL

Aシリーズにヒ’：｛るこヒな（，常にユー一ザーニーズをと∴えてあくなき

改良や開介をψじけ，検情♪野におい二貢献すへく努力いたLております

〔営業品目〕

検体検査関係

　・全自動免疫化学分析装置

　・・全A里力グノレコースタ♪W「悸隻

　・1全「1重ヵグノレコー一ス分’wr悸隻

　．♪r自重ヵグノレコーt一ヌ、分’↓斤悸隻

ガス分析関係

　・全日動代謝分析装置

　・高速応答co2分析計

　・ll‘：」遵訪6答二〇2う♪↓斤副“　RAS

　・　f5（十∫21；」毛J（）2‘；t．　　　1）（）L）

　・保育器用デジタル02川

LA　2000（アルファテック販売）

ニューグルコローダー（シノテスト販売）

グルコローダーE　　　（シノテスト販売）

S　80（アルファテック販売）

SYSTEM．．5

RAS－41
　　－31

210A　（トー一イツ販売）

　POD・．－500（トーイツ1！反デ己）

多目的免疫化学分析装置
Multi－purpose　lmmunochemistry　System

LA－2000
　1．A－－2000はlflL液，尿あるいは髄液中の免疫グロブリン，特殊タンハク

およびホルモン類をラテックス凝集反応あるいは免疫比濁法を用いて光学

的に測定する多目的免疫化学分析装置です、，

　1．測定法はラテックス凝集反応を光学的に測定するタービディメトリ

　　ーあるいは免疫比濁法の併用で，安全なNOn　isolol）ic　ilnmUn・assayで

　　す　測定はngからnlgのレンヂをカバーします。

　2．測定項目は現在，免疫グロブリン等16項日ですが引き続き多項目の

　　試薬も開発中です，，

　3．部分自動化ではなく，サンフリング，分析結果の打ち出し，日動洗

　　浄まで，全ての分析が全自動でおこなわれますc，

　4．CRT塔載により操作は全て対話ノ∫式で取り扱いは非常に簡便です、、

　　さらに，自動診断機能をそなえ保’、］：も簡便におこなえます，

　5．処理速度は110検体／時（AFI）のみ57検体／／時）で多項日測定には

　　最適です。



川2
▲A欝芦るヱ三門三7

　　〒102　東京都千代田区飯田橋4－8－7　TELO3－265－4261（大代）

　昭和26frl｝1設、1元され、現在35周年を迎えております．幣社はPミ療技術

科学技術のパイオニア　として，社会環境に貢献するこヒを社是ヒし、諸

外II…1の進んだ技術を国内にJ2；く紹介するという医療報国の理念の一ドに，専

門輸入商社とLて現在に至っております、、閉鎖循環式麻酔器，原r・力研究

機器，鉄の肺，人Il腎臓，人工呼吸器、病院配管システム，生化学分析装

置等の．多岐にわたる医療技術及び科学技術は，当時の社会環境に多ノくな

る福1li二をもたらしたと自負する次第であります　幣社は，今後ともこの企

業理念・理想の下に史なる飛翔を求めて，諸外国の最新技術導入に専心し，

また，日本の最新技術を諸外klへ紹介するパイプ役として，社会に貢献す

る企業を目指しております、

〔営業品目〕

　幣社の多岐にわかれた部門の中で，検査関係のスペシャリストとして，

皆様に御愛顧いただいております部門の御紹介を｝ilしヒげまず，ますバイ

テック社の自動細菌検査装置があります。この商品は，臨床検査の各分野

の中で．番自動化の遅れている分野の商品で、今後の発展が期待されます

次に超微llll血1．液ガス分析装置である，スイスAVL社のAVLシリーズです

また，輸入専門商社からの脱皮として’大エポックを生んだ，ビデオケム，

モノカード等のlll｜液生ボ！学分析装置及び試薬群は，幣社アコムが35年の技

術力の蓄積の結果として，はLめての自社開発した商品でヤ、この機器群

は，オートアナライザーのバックアップ用機器及び緊急検査用機器として，

廉価て機能ll｛」機種として御紹介いたします、、更にプレシジョンシステム社

の浸透圧計や，カルシウムアナライザー1よ簡単な操作性と微｛書｛：サンプ

ル等、特徴のある機器ですt／そして，AO社の組識切片作製装liτ1ヒストス

タットミクロトームは，多機種多機能の商品群で，先生方に御愛顧いただ

いてい圭す　以ヒのように，多機種多機能の商品群で先生ノiの御fl事のお

壬伝いをさせていただきたいと存じます．よろしく御願い申し上げます

全自動微量血液ガス分析装置

AVL－945
　ユーザーのニーズに合わせて，コンパクト設計された全1〃ほ川H液ガス分

析装置です、

■特長

　1．サンブルill：はわすか40Ji　1、しかもサンプル量が40Lt　t以下の場合には自

　　　動的に微量サンプルモード（25μりへ切り換わります，、

　2．鮮明で見やすいマトリクスディスプレイには、測定仙，計算データ

　　　の他に，日常のメンテナンス項目等の情報もわかりやすく表示しま

　　　す．、

　3．電極の再生は、メンブランハウジングがディスポーザブルになつて

　　　いますので，誰にでも簡単に行えます、，

　4．めんどうとされていた測定部の洗浄は，較正毎に自動的に洗浄液が

　　　流れるシステムを採用しています、

　5．小型で音の静かなサーマル式プリンターが内蔵されています、

　6．試薬の消費量はわずかで、月のランニングコストは2万円以・ドにお

　　　さえ£）れます。

三涜藷総ジ■
●，
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魎アロカ株式会社
〒181東京都三鷹市牟礼6－22－1 TELO42245－5111

　当社は，昭和25年株式会Mi医理学研究rり「として，日本無線株式会社の1リミ

療器部門を継ノf’くし，1司社三鷹製作｝り〒’内に創、？1，昭和33年社名を株式会社日

本無線医理学田「究所に変更，昭和42年には社1育…を現在地に建設移転．、さら

に昭和51年現社名のアロカ株式会社となる。

　’PI初は，超短波治療器，ラジオナィフ，蓄放式エックス線装置などの医

用装置を1：製品として医療機器業界に進出，昭和29年国内で’初めてデカト

ロンを使川したGMスケーラを開発して以来、各種の放射能測定機器を他

社に先がけて相ついで製品化しているt．また昭和35年には，悪性腫瘍の早

期発見をi…目的とした超i”・1：波診断．装置をラヒ成，近年急速に普及した超肖二波

診断の基礎を碓立，さらに昭和46年1日：界で初めて電∫一走査形超肖：波診断装

置を開発　リニア，セクタ電∫t走査万式，コンハウンド万式，　ドフラ万式

など各種の超音波診断装置を製品fヒ，循環器，腹部，産婦人科診断などに

欠くことのできない装置となったc、昭和55年にはレーザT：術装置を製hi，　fL，

パ イハサーミアの研究にも着丁士，常に時代のニーズを先取りして機器の

研究，開発に取リ組み，製品は全世界に販売されている

　　　〔営業品目〕

　　（D医用超1’；：波応用装置：Bモード電1㌻£査超ttl：波診断装置，　Bモード］唖力

　　走査超音波診断装置，Bモード機械走査超音波診断装置，　Mモード超音波

　　診断装置、超音波ドブラlllL流計，超音波ドプラ胎児診断装置

　　（2）核医学装置ニガンマカメラ，核医学データシステム，RI動態機能検査

　　装置，RIAトータルシステム，キュリーメータ，ディジタルダイリュータ，

　　EIA検査用光度計

　　（3）治療，　r術装置：マイクロ波治療器、レーザr術装置、電気丁二術器，ハ

　　イハーサ…ミア装置，超畠二波外科用1リ；，（V［装置

　　（；）エックス線撮影装置：全身用エックス線CT．ディジタルラジオグラフィ

　　（5）放射線測定器：液fイこシンチレーショントータルシステム，放射性有機廃

川3　液焼却システム，ラジオアナラィザー，ラジオガスアナライザー，べ＿タ

　　クロマトグラムカメラ，大気浮遊じん連続測定装置，低バックグラウンド

　　測定装置，モニタリングシステム，サーベイメータ

オートシップEIAフォトメータ

AEC－241
こ力装置は長年にわた・tて蓄積されたアロ乃の）じ技仙ヒ、最新力エレクト

1コニクフ」芝i・ll∫とを凡区6ξLtこPIJZ邑した，　EIA杉～イS月Dじ1芝lil『で”」’

ツォトメー一タにアロカ独自のデータ処理機能ヒオー－1・サンフリング機能を

相込・tだ、オートシッハー一形光度回十こ’す　インキュペータから｝ぐ応試験管

ラックの〔圭，装置のサンフ．リングテーブノしに移すだけで自動川定でき撒

す　更にEIAデータ処川に不“」’欠の曲り検lll：線を，内蔵マイクロコンヒ、L

－一 タにkり自動作成L圭す　圭た，試験管ラ・・クのサイズを週ばないX－

Yサンフリング機構の採用にkl）、各種EIA検在はもちろん，　・般比色法

検杏にも使llj　1き．マイコン付’［1動）七度、；トとLて、　il］i，1　1－ilL・用途に［，じえる機

能を持・、ています

〈仕様〉測定ノi式

　　　測）じ部

　　　測定範川

　　　処理速度

　　　フロトコ

　　　　　　1㌦歩フfJLタノ∫」・k

　　　　　　ダブノしピー一ノ、

　　　　　　i360～660　mn

　　　　　　3UOサンフノし　h

　　　　－一ノしメモリ　3い∫［｛目

ラソクメモリ　m村



日4 乾商事株式会社
T534　大阪市都島区東野田町＋5－15　TELO6－352－4321（代）

　当社は，我国で最初に医療器具専用に特定した洗糠剤を開発し，今日の

医療器具洗糠剤を拓し・た先駆者です。すなわち，昭和37年第2回近畿衛生

検査学会において，ビスタおよびハイアライの品名で展示した2種の洗條

剤は，全国の検査室の注目を受け，当時の杏林堂病院西畑氏は「さらばク

ローム硫酸」と評価されました、

　以来，検査の自動化に伴う白動分析機用洗i條剤，除菌をかねた洗條剤等

ユーザーのニーズに対応Lた商品〃）Btri，Eに取り相んてまいりました

　／戸後もより　・層の努ノJを・if・1ね，検査業務の省力化に貞献出来るユニーク

な商品を，巾場にお届けする所存でございます

主要販売品目

　浸漬用洗浪剤

超音波洗糠機用洗剤

特殊洗糠剤

自動分析機用洗剤

薬用石けん

両性活性殺菌剤

消具剤，防藻剤

ビスタ＝50　　ハイビヌ、タ　（粉末）

ハイアライNP　　　　　　（液体）

ハイアライ＝100　ハイアライ＝2｛｝O　（粉末）

ハ ィアライNP　ハィアラィーS　　（液体）

ビスタCL　　　　（次亜塩素配合）

ハィアラィCA　　（CAE配合）

ハ イアライDX　　（液体）

サンアラィ　　　（酸性洗剤）

イルソープピンク

二’サンァノン＝300

エヤーカノト

（イルガサン配合）

スライムカソト

自動分析機用洗1條剤

ハイアライーDX

　ハイアライDXは，自動分析機専用洗i條剤てす，，フローセル，試薬ライ

ンの洗i條はもちろん，特にディスクリートノ∫式の分析機の反応管の洗ili，k，に

最適です、、次のような特長があり圭す

●脂肋，薬品類はもちろん，特に蛋白性汚染の1；ヒ1條にすぐれている

●使用試薬と相1fl「渉がなく，低泡性でススギ性にすぐれている

●ノ∫・反応管に洗剤か残留した場合にも，データにり’える誤万か少ない

●ガラス、プラスチック，金属等を腐蝕しない

使用方法

　反応管，フロー一セル，試薬ラインの洗1條には、ハイアライDX29θ液を御

使用ドさい

　その他Ca2’、　Mg2＋等の金属イオンの除⊥には，サンアライノ）5％にて洗

糠してドさい．kサンフルカップは、ハイビスタの0．5％液）くは，除菌と洗

1條をかねたビスタCI一の2％液で浸漬1；ヒ1條Lてドさい

当社姉妹品

・サンアライ…酸性洗糠剤　　　　　　・ビスタCL…次亜塩素人洗糠剤

・ハイビスタ…酵素入粉末洗糠剤　　・スライムカット…防藻，防錆剤



ll5

　　　　　　　　ウエルカムダイアグノスティックス

　W，ll。。m，　　　ジャパン株式会社
〒562　大阪府箕面市西宿24番13号　　TELO727－27－0198

　当社は昭和53年10月，英［lilウエルカムファウンデーションの100％のJ’・

会社として設｛tlされ，英国ウエルカムダイアグノスティックスで開発され

た臨床検査薬を輸人販売することを目的としています一

　英国ウエルカムダイアグノスティックスでは，各種動物や細菌に対する

抗血清を含め，抗原抗体反応を利用したもの約300種を製造販売しています

が，その他各種コントロール1in．清なども販売しています、、

〔営業品目〕

　O血液検査

　　トロンボウエルコテスト“ウエルカム”（HA－13）…FDPの測定

　　FDPキット’Lウエルカム”（HA－14）…………・…・・FDPの測定

　　フィトヘマグルチニン’」ウエルカム”（HA－15，16）…白lrH．球の分離

　OlllL清検査

　　HB、抗原スクリーニングキット」’ウエルカム”（VK－Ol，02）…HBs抗

　　原の検出

　　HB，抗原確認テストキット’‘ウエルカム”（VK－03）…卜IB、抗原の確認

　　トキソHAテストキット」tウエルカム”（TA－21）………トキソプラズ

　　マ抗体の検出

　　ミクロゾームキット‘’ウエルカム”（AD－11）………ヒトIP状腺マイク

　　ロゾーム抗体の検出

　　サイログロブリンキ・・ト‘」ウエルカム”（AD－12）…ヒトサイログロブ

　　リン抗体の検出

　O細菌学的検査

　　各種細菌に対する抗1‖L清

　○コン　ト　ローノレ｜r吐if’i’

　　各種コントロールllll清及びプログラム

FDPキット“ウエルカム”（HA－14）

　本品は，赤lflL球凝集阻1ヒ反応を利用し，フィブリノゲン標準品と比較し

て検体中のFDPを定量するキットです。

○特　徴

　　　信頼性が高い………赤1flL球凝集阻止反応によるマイクロタイター法

　　　　　　　　　　　特異性，感度にすく“れています。

　　特異性が高い………吸収用赤iflL球浮遊液による前処理で，非特異的

　　　　　　　　　　　な反応を防止します，

　　　簡便な操作で定量…フィブリノゲン標準品を用い簡単な操作でFDP

　　　　　　　　　　　　を定量できます

　　　FDPだけを測定…・・抗プラスミン剤とトロンビンを封入した検体用

　　　　　　　　　　　試験管に採IALしフィブリノゲンを除去，　FDPだ

　　　　　　　　　　　けを定量します．

■ 熟詩凝
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川6：δ………：：エイ・エッチ・エス・ジャパン株式会社

　　゜°！！言゜’　理科学機器部AHS／Japan　Corporation

　　〒107東京都港区赤坂1丁目9番13号（三会堂ピル）TELO3　一　585－3537（代）

　エイ・エ・ソチ・エス・ジャパンほ、アメリカン・ホスピタル・サフライ

コーボレー一ション　（AIISC）の1’・会社ヒLて設、’tlされた日本法人で1，　AII

SCの保イ1’する・連の医療機器ならびにPl：界各国のより優れた画期的製1［11｜｜

を市場にお届けすることをその使命として医療の発展に弛みない努jJを屯
］a「こし・ま寸　

〔営業品目〕

■ノヒfビ）’：自三肋つ♪1こ1「工～【㍑　　Paramax　［1）ade引：ノ

■遠’L・」∫式自三肋分f／『装置　　COBAS　　FARA，　BIO　（Roche社）

■電解質分析X－　［1，t，l　N　O　VA，シリーズINova社｝

■簡易分析装置　　IM3，．GM7　（Analox社）

■lf［Li夜1疑固装i；「l　KC－1，　4，　IO　（Amelung村i）

■1（IL小板i疑集装陥l　C－400シリーズ（ChrOnolog　Ni）

　　　　　　　　　C－500シリーズ（　　　〃　　）

■lrlL／J・↑反lil’‡（〔2ミ［1’1：　Baker　810　〔Bakert’ヒ）

■凝固続溶装1；’ll　フロノハス・システムd）ade社）

■lllL球洗浄装【1’ll　C－7M，セロセント21，　DAC，イムヒュージII

　　　　　　　　（Dade社）

■薬物・ホルモン測定装置　ストラタス〔Dade社）

■細菌検在　マイクロスキャン・システム（Mi（To　Scan社）

■病理関連　　ミクロトー一ム　〔1．KB社’），　ビブラトー1、（1．、aI）℃er社）

　　　　　　セクショングエイトキソト（　Tecniconト日

■そ力他　　アルコノ・ソクス社各種洗剤

多項目自動分析装置

Paramax⑭
　Parmnax“は，アメリカン・デイド社が，永年の技術を集約Lたドライ

タブレット試薬を採用Lた多項目自動分析装置です　Il式薬は安定な錠剤で

分析時，必要な項目のみ自動的にi～ミ解されます、ルーチン分析はもとより

緊急検査にち迅速にk’・」’応てttき圭す

〔特長〕

　■　ドラィタブレット試薬で。式薬、i周幣が不要

　■ディスクリート方式でランダムアクセス分析

　■3・1∫貞目　［Na†，　K’も含’む）〃）分牛斤∫頁目

　■　7L）Oテスト／時・の高い処∫｝賄ヒカ

　■2・塒川スタンドバイで，夜間，休日の緊急検在に対1志

　■微lil：検休｛2－20μD　で測定lIj’能

　■バーコー一ドての検体IDノ∫式でサンフル・カッフがイく要

　■10万テスト，IOOO検体ソ）デーク保」」

　剛吸・排水設備1ま不要

×



㊤栄研化学株式会社
〒113東京都文京区本郷1丁目33番8号TELO3－813－5401

ll7

昭和14年，当杜は株式会社興亜栄養化学研究所として創立，臓器系医薬品

の製造，販売を開始しました。

昭和21年，社名を日本栄養化学株式会社と改称しました。

昭和24年，我が国で初めて粉末培地の工業化に成功。翌25年には，サルモ

ネラ，シゲラ検査用の“SS寒天培地”の販売を開始し，我が国の公衆衛生

の基盤と臨床検査の発展に大きく寄与しました。

昭和44年，創立30周年を記念して，栄研化学株式会社と社名を改称し，臨

床検査薬の総合メーカーとして，細菌検査培地，生化学検査，自動分析用

試薬，免疫血清検査試薬，RIA検査等の研究開発を行い，今日に至ってい

ます。

〔営業品目〕

LA試薬（ラテックス凝集免疫測定法：LA法）8品目

1．Wide　range

　　ナノグラムの単位が要求されるa一フェトプロテイン（AFP）から，ミ

　　リグラム単位で把握するIgG，　IgA，　IgMまで，広い測定範囲をカバー

　　します。

2．High　specific

　　ラテックス粒子に感作している抗体は高度に精製し，さらに特殊処理

　　をした特異性の高いもので，RA陽性血清，ビリルビン血清，溶1血血清

　　でも影響ありません。

3．　Various　reagents

　　LA試薬はCRP，　IgGなど，血清検査領域をはじめ，産婦人科関係のホ

　　ルモン領域と18項目がラインアップ。さらに多種類の項目の開発が進

　　んでいます。

品目：LA－IgG，　IgA，　IgM，　LA－CRP，　LA－AFP，　LA一フィブリノーゲ

　　　ン，LA－FDP－D・E，　LA－hCG，　LA－HPL，　LA－E316G，　LA－C3，

　　　LA－C4，　LA－RF，　L　A－　lgD，　LA一β2－MG，他

Multi－purpose　lmmunochemistry　System

LA－2000
LA－2000は，アナリティカル・インスツルメンツ社，アルファテック社が，

栄研化学との強力なタイアップのもとに開発された，ラテックス凝集免疫

測定法（ラテックス凝集法を含め）の専用装置です。

LA－SYSTEMでの蓄積されたノウハウに，最新のマイクロコンピュータ

技術を用い完成させた多目的免疫化学分析装置です。

　〈仕様〉

　　・名称　多目的免疫化学分析装置　LA－2000（エルエー2000）

　　・処理能力　最大109検体／時（AFPの場合57検体／時）

　　・プログラマブル項目数　20項目

　　・検体架設　30検体ターンテーブル方式

　　・セル　5×5mm角型（光学ガラス）10個

　　・サンプルカップO．Sm£又は2m尼サンプルカップ

　　・試薬ディスペンスシステム　300μ1固定　ACモーター駆動シリンジ



ll8 ◎ームースMlsmxfiN
　　〒532大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号TELO6－396－0501㈹

　エムエス機器（株）は，1966年2月19日に設立され。科学機器部II｛1及び医

科機器部門から構成されています、、科学機器部門は創設以来，生化学関連

機器を母体に‘‘分離と精製一一分野のサイエンティストのお手伝いをさせて

いただいてまいりました、近年はソフトウェアをバックに，分析機器を代

表するIIPLC及びその周辺機器の輸入，販売，アフターサービスを本格的

に手掛けています。現在ではヨーロッパ及び北米からの輸入品を中心にマ

ー ケティング活動をしています。医科機器部門は臨床医学分野の中で比

較的歴史の新しいとされていた泌尿器科領域の製品を取りヒげ，この分野

での機器を外国から輸入し販売しています　両部門とも，確実な技術サー

ビス及びソフトの開発に日夜励んでいます

〔営業品目〕

～生化学機器及びf氏温lfナ却器〉

●ギルソン高速液体クロマトグラフィーシステム（ポンプ3｛｝2，圧JJモニ

　ター802G，ダイナミックミキサー811、フラクションコレクター201＆

　202，UVディテクター，　UV／VISディテクター，屈折率ディテクター，

　螢光ディテクター，システムコントローラーMS－1～MS－2他）

●液体クロマトグラフィーシステム　LP－200C　●HPLC用カラム

●ミニパルスポンプ　●フラクションコレクター　●電気電導度計

●コロジオンバッグ　●限外濾過器　●屯気1永動装置　●オキシグラフ

●投込式冷却器（クライオクール，バスクーラー他）　●低温サーキュレ

　ーティングバス（RTE，　CFT，　HXシリーズ）他．

〈リキッ　ドノ、ン　ドリン　グ〉

●ピペットマンP　●リペットマン　●マイクロマン　●リキッドハンド

　ラー212　　●ダィリューター401他。

〈医科機器〉

●泌尿器利用透杉↓撮影台，f・術台，検診台　●ウロダイナミック装置（尿

　路機能検杏モニター）　●開創器類　●｜rll液ガス分析器，浸透圧計，電

　解質分析機，微量蛋白分析機他。

ギルソン

高速液体クロマトグラフィーシステム

　ギルソン高速液体クロマトグラフィーシステムは，コンハ．クトな卓L型

で，数々の特長を持つ汎用性の高い｝幾器です。分析から分取川まで幅広く

使用でき，検出システムもUV／VIS，屈折率，螢光分析と豊富です、

また，HPLC専用カラムとして，イオン交換，ゲルロ過，逆相，順相系の

カラムを種々そろえています

　臨床の分野では，生体物質からの複雑な成分の分∫・種（isozyme，　Hb，

ビリルビン酸結合たんぱく等他）を分離精製する段階で，同定，定畦分析

及び分取が迅速に行われなければなりません。’1］社のギルソンHPLCシス

テムでは、例えば分析liJカラムとPCR（Post　column　reaction）カラムを

用いてLDII，　CRE　kinase等のisozymeの迅速な分析分取をii∫能にします

その他，プペチドや核醸の分離精製など，ギルソンHPLCシステムは生化

学JAAiではもちろん，臨床方面でのニーズにもお応えできる拡張性の高い

製品です

VJ　■



⇔継会融ヱル？
〒101東京都千代田区鍛冶町2丁目4番5号　TELO3－256－0911（代）

　ヱルマ光学は，1908年の創業以来，臨床検杏機器及び理科学機器の製造

及び輸出入業務を行なってまいりましたが，近年では特に1（II．液検査機器（InL

小板凝集・ATI）放出lt｛：測定装；『ll，凝固阻IL・線i2ミ因∫・測定rX　llil：，ヌ、ロンボ

エラストグラム測定装置，その他凝固検査機器，全lflHflL小板li卜数装置等）

を初め高速液体クロマトグラフ及びその検出器である超高感度示差屈折【言t，

UV検出器，脱気装置，充墳カラム，超純水用微粒1’・カウンター等，独自

の技術開発により川内はもとkり広く海外に販売致Lております

〔営業品目〕

◎1血L液学検査機器

・全1‖U｛IL小板計数装置，自動lllL球計数装置，【rlL小板凝集能，　ATP放出1｝ll測

定装置，凝固阻1上：・線溶因・f・測定装置，ストロボエラストグラム測定装置，

多項目ltll液凝1刮測定装置，全ll”．凝固時間測定装置，電∫・式白［fll．球分類計算

器，デジタルHbメーター

◎生化学検査機器

・ デジタル分光々度計，UV・酵素活性測定装；；子ll，全自動炎光々度計，クロ

ライドメー一ター，全iALグルコースアナライザー・胃液酸度li’　i’，　ICGメータ

ー
，デジタル蛋白・尿比重計，高速液体クロマトグラフ，脱気装置，充墳

カラム

◎循環器検査機器

・ デジタル酸素飽和度計，心拍出量測定装RSi

◎病理，生理学検査機器，他

・ 滑走式ミクロトーム，回転式ミクロトーム，氷結ミクロトーム，パラフ

ィン伸展器，ハラフィン熔融器，亘］㌘冷凍装置，生検針セ・ソト，各種キモ

グラフィオン，微粒∫・カウンター

アグリテック（血小板凝集能測定装置）TE－500

アグリテック（ATP放出量測定装置）TE・500A

　アグリテックTE－500はマイコン及びCRTディスプレイを採用した最新

の［CIL・1・板凝集能測定装置で，オプションのTE－500Aを接続しますとlllJ時に

ATP放出情の測定をイfなう事が出来ます、，

〔特長〕

1）操作手順は全てキー操作によるcRTディスプレイとの対話式ですか

らどなたでも簡単に操作でき，万一・・誤まって操作した場合でもERROR表

小しますので安心して御使用頂けます、，

2）最大凝集率とその到達時間はマイコンが自動算出しますので，1川到な

訂算を行う必要はありません

3）種々のパターンを4ハターンまで常にメモリーしておくことができま

すので，↑。、準的ハターンをメモリーして測定パターンと対比させたり，1

患者のハターンをメモリーして経時的治療効果の判定に利川することもで

きます，



12・ 聞小野薬品工業株式会社
　　〒541大阪市東区道修町2丁目14番地TELO6－222－5551（代）

　・」・野薬品は，1717年（享保2年）に薬種問屋“伏見屋”として創業

　JL代目社長小野雄造（現会長）によって昭和23年，小野薬品工業株式会

社と改称し，現在に至るまで260年以上に亘って薬ひとすじに歩んできまし

た。創業時より常に独創的な医薬品を提供するとともに，人類の健康に寄

与してきた自信は，現在にも受け継がれています。そして世界最古の薬品

会社として，また伝統ある企業として，その長い歴史の一Eに一層大きな花

を咲かせるべく，鋭意努力しています。又，1958年以来製薬企業としては

他社に先駆けて診断用試薬の輸入販売を開始しました。

　国際化時代を迎え，プロスタグランジンを始め多くのオリジナル製品が

世界各国に紹介され，人びとの健康に役立っています。

〔営業品目〕

1．臨床検査薬

　1．生化学検査用試薬　ウリカラー・エース，リピドス・エース，コレ

　　　　スカフー・エース，ウルトレートシリーズ，ダイヤカラーシリーズ

　2．IflL清免疫用試薬　イムノボールCEA，　AFP，　IRI，フェリチン

　　　　lflL中薬物濃度測定TDAシリーズ

　3．lflL液検査用試薬　PT，　A　PTT，　Fb試薬，欠乏ML漿

　4．一般検査用試薬　工一ムス製品

　5．精度管理用。式薬　アシュアー，BGC

II，臨床検査用機器

　1．生化学検査用　セブブイザー

　2．一般検査用　　クリニテックSG，クリニラブII

　3．1rlt糖検査用　　デキストロメーターII

　4．ミクロトーム　ァィッシュァックIIミクロトーム・クリオスタ・ソト

　5．｜（II液凝固用　　コアグーA一メイト×2

　111．臨床検査用器材

III．臨床検査用器材

1．分離剤入りIflL液凝固促進型スピッツ　ブンリメートMF

2．スポメート　3．キャリーメート

アミラーゼ測定試薬

ダイヤカラー・AMYb－一・ト

　　G5＋CNP＿」ニヱ亘二竺一＿G2一β一CNP＋G3

　　　　　　　　　　α一グルコシダーゼ
　　G2一β一CNP－　　一一一一一一一一一一一一一→G一β一CNP十G

　　G＋CNP＿仁コ≡…≡竺．＿CNP＋G
CNPの増加を400nmの1リ乏光度変化で』測定します

　　　　　（CNP：2一クロロー4一ニトロフェノール）

・・◎・・）2

　　Ct

〔特長〕

1）新しく開発したG5－CNPをJll　’｛とLて用いています

2）酵素反応より成長したCNP（2一クロロー4一ニトロフェノーノのの

　　温度安定性は良好です．また測定しているPH7付近ではCNI）かほほ

　　100％解離しています，

3）P／S比はほほ』1：1てす¶t

4）操作か簡単です「

5）グノレコース，マルトースの影響を受け圭せん

6）アスコルビン酸．ビリルビン，グルタチオン等の還元物質のlil．　，　rを

　　受けません

7）EDTA等の抗凝［“il剤の影響も受けません

8）試薬調製後、冷蔵庫（2～10℃）／l（存て2週間，室温（25°C）保存で3日

　　間使用できます



★ オリ7「主」理研株式会社
　★
　　　　　　　　〒ll4東京都北区西ヶ原2丁目41番17号
★
　　　R／ON　　　　　　　　TEL　o3－917－0452（代）

　オリオン理研株式会社は，昭和47年創立以来，病院の臨床検査部，大学，

製薬会社の研究部などに機械，器具の販売を行なっています。日進月歩の

昨今の情勢を踏え，更に，努力を重ね，優れた製品の開発，発展に遭進し

たい所存です。

〔営業品目〕

◎浸透圧計（オズモトロン20，オズモトロン10）

◎分注器（モルトロニックディスベンサー2，5，10mO

◎マイクロピベット

　（モルトロニックマイクロピペット，固定，可変式10～1000～5（）OOμD

　（フローピペット，ミューピペット，ミューマイクロン）

◎サンプルカップ洗浄器（カップクリナー，試験管洗浄器）

◎竜気泳動装置（ポリアクリルアミド，ディスク，電源，他）

◎フラクションコレクター

◎撹拝装置（マグネチックスタラー，ミキサー）

◎サンブルカップドライヤー

◎ディスポーザブル製品，他

自動デジタルミクロオズモメーター

OSMOTRON－20
〔特長〕

◎マイクロコンピューターKOR－68型制illlJによる電r冷却氷点降1ぐ法

◎微㍑のサンフル50～100μ1で測フじ可能。

◎電j二冷却方式採juにより冷媒（水冷）は不要、、

◎測定時間は約2分間でオズモル単位直読印ノi一二万式（0～2000）

◎コンピューター一制御でピーク値のホールド，及びデジタル表示，フリン

トアウトノ∫式、，

◎杉～1昏1：糸泉自重力補」」王ノ∫」℃

〔仕様〕

サンフル容1“：

測定時間

測定範囲
・」¶法

重：li｛：

電源

50～100∫∠1

糸く」2夕）・（1杉ミ付⊆）

0～2000mOSM／kg
24×29．5×300　（　h　）　cm

9kg

lOOI1100V）’　　50～｛うOHz

べ響㌻
、

121



1220LYMPUS 株式会社オリンパス
〒101東京都千代田区神田駿河台3－4龍名館ビル　　TELO3－251－8941

　オリンハス・光学工業株式会社は1919年に顕微鏡を中心とした光学メーカ

ー ヒして発足しましたが，現在ではカメラ，内視鏡，超［”T一波顕微釘乏，医療

器械、ビディオディスク等，光と電r・を応用した製品づくりをめざすオプ

トエレクトロニクスの総合メーカーです

　臨床検杏分野では，1971fトに自動分析装置ACA－IIIを市場場人して以

来，現在までに各種自動分析．装置，自動電気泳動装置等，個性豊かな製品

をラインアップし，広く皆様方にご愛用いただいておりますが，／声後は免

疫関係も含め，　一層臨床検査システムの高度化に貢献することが使命と考

えております，、

〔営業品目〕

医療器‡戒：自動分析装置　　AU5000，　AU700，　AU550，

　　　　　　　　PK300，　PK7100、　GLU－2，　CRE－L

　　　　　　　　BUN－1，　NAKL－2，

　　　　　電気泳動装置　　AES　600，　AES300，

顕微鏡：　最高級写真システム顕微鏡，AIIBS，　AHBT，

　　　　　その他顕微鏡，周辺機器

測定器：

内視鏡：

カメフ・

録音機：

ビディオ

レーザー用機器

MTM，　STM他

ファイバースコープ　　OESシリーズ，　DES．光源装置他，

硬性鏡，　ll業用内視鏡

高級1眼レフ　OM－3，0M－4，　DM－／9・他

ノJ・型カメラ　　ピカソーS，XA，　トリ・ソプAF他

バーノレコーダーL200，　S920他

ビディオシステム，VX－305，　VX－401他

　　　．光学用ピックア・ソプTAOIIS

自動分析装置

AU5000
　「オリンパス自動分析装置AU5000」は，多∫r〔目を同時分‡｝tするのに最適

なーマルチチャンネルの最新型自動分析装置です、

　検体数の少ない病院の検査室から，多数検体を処理するノ＼　J：S，1模検diセン

ターまで巾広いニーズに対応できる6タイプをシリーズ化、そわぞ力の施

設に合った最適システムを選択することができます一

　また，経済性．操作性，耐久性，メンテナンス性を徹底的に追求，従来

製品の技術ノウハウも随所に折り込み，完成度の高い自動分析システムを

’戊三J：見LまLた

◎ilな特長

①1200テスト／時から9600テスト／時の処理能JJに応Lた6種のタイフが

　あり、検査室の規模に応じて最新機種が選択できます。

②反応槽ノ）恒il，，目ヒはドライバスノi式のため恒温液による汚れの影響がなく

　キュベットのメンテナンスが不要です、

③データー処理はプログラムハッケージノ∫式を採川、必要な機能だけを選

　択組合せて，最適システムを構築することが出来ます「
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随8・株式会社力イノス
Tll3　東京都文京区本郷7－2・l　　TEL　O3－816－4480

　株式会社カイノスは，昭和50年5月にパラメディカルな分野でノ）独特な

製品の開発をヒ旨として設立しまLた‘，日進月歩の発展を遂げてL、る臨床

検査技術の・‘［r：新V）’端を担ってきた弊社は，当初から酵素的測定法をiiT心

とした臨床生化学検査に独自の道を切り開いてきましたn近年は，用1日上，

オート用の’ヒ化学検A．，1，エk薬をはじめ，EIA，式薬，免疫lrH．清試・！｝ミ，輸［r］｜．検査

用試薬など製品群も充実し，また新しく開発されたラテックス凝集比濁法

や免疫比濁法による自動分析装置用の免疫lrH．清検査試薬を発売するなど，

臨床検査の広範な分野にわたリユーザーの皆様万のご要望に応えるべく、

鋭意努力を・Plねており，今後も前進を糾：け，広く社会に貞献する所・存です

〔営業品目〕

○生化学検査試薬

　　キット製品

　　単品大包装試薬

　　自動分析機用試薬

　　日立自動分析機用試薬

　　標準液

　　管理］flL清

○免疫血清検査試薬

　　免疫比濁法試薬

　　Kallestad社製品

○酵素免疫測定法試薬

　　EIAキット

　　IJit　t（）n　トf：う21～～1

0輸血検杏関連試薬

　　Gamma社製品
∩その他・器具

DRシリーズ

MGシリーズ
KD，　AU，　AS，　AL，　CLシリーズ

ST，　STE，　STK，　STM，　STL，　STN

STSシリーズ

CRシリーズ

TKシリーズ

KLシリーズ

IRシリーズ

LBシリーズ

BBシリーズ
HRシリーズ　　lfll．液凝固促進剤

DPシリーズ　Ace－Dispellser

　最近の医療における免疫｜rlL清検査の・n要性はますます高圭・・ており，そ

れに対応する高精度の定品がnj’能なオート用試薬か望まれてい土す．日立

化成ll業株式会社に於て開発された～巳疫lll｜．清検査試昂≦は，ラテ・・クス凝集

比濁法および免疫比濁iリミなどの原理を利川した日、1t：7（15形／736形1、！川Ll∫〔薬

です

日立自動分析装置用

免疫血清検x試楽

〔特長〕

●ラテ・・クス試薬（CRI）－H，　RF，．XS．　O）のため高感度て再現性が⊥「と

　く，安定↑Tに優れています

●客観・性ノ）高L・定1“：1直による川定か日∫育ヒで’す

●ラテックス試薬は検体の1｝ij処川が不用で他の生化学項ロヒ｜Lij時測定か

　［IJ能です

〔測定項目〕

070511：〃

　　CRP　ll／RF／ASO／lgG／lgM／C3／C4
0736斤多

　　CRP／CRP－H／RF／ASO



124 ▼舳化学－業硫鵡社
　　〒541大阪市東区道修町3丁目7番地　　　TELO6－203－3441

　当社は大正7年4月創業，昭和23年8月片山化学工業株式会社に改組し，

試験研究用試薬のトップメーカーとしてスフィンクス印の愛称で学界産業

界に大きく寄与してまいりました。

　当社は，一一般試薬，臨床検査用試薬，特殊研究用試薬を製造，輸入，販

売してまいりましたが，多様化するユーザーの要求に応えて臨床検査用試

薬，クロマトグラフ用関連試薬，生化学用試薬等を充実させるとともに，

本社を始め各地の営業所，出張所，連絡所できめ細かなサービスに努めて

おります。

　飛躍的な発展を続けている医学，化学業界に貢献すべく今後ますます研

究開発に努力し，明るい未来に限りなき前進を続けたいと願っております。

〔営業品目〕

　一　般　試　薬：無機試薬，有機試薬，JIS標準試薬，認証試薬

　輸　入　試薬：シグマ，アルドリッチ，クローマ，ディフコ，その他

　臨床検査用試薬：自動分析装置用試薬，生化学検査キット，一般検査試

　　　　　　　　薬，染色液，規定液，標準液，その他

　特　殊　試　薬：精密分析用，原子吸光分析用，吸収スペクトル用，

　　　　　　　　螢光分析凧アミノ酸自動分析用，ポーラログラフ用，

　　　　　　　　シンチレーション用，電気泳動用，高速液体クロマト

　　　　　　　　　グラフ用，カラム液体クロマトグラフ用等の特殊精製

　　　　　　　　試薬

　公害関連試薬：残留農薬，残留PCB，残留フタル酸エステル分析用試

　　　　　　　　薬，水質分析用，有害金属測定用試薬，その他公害関

　　　　　　　　係分析用試薬

　医　　薬　　品：抱水クロラール，クエン酸，クエン酸ナトリウム，

　　　　　　　　その他

　特殊合成薬品：医薬品原料，染芒薬品原料，特殊工業薬品原料

食品添加物：グルタミン酸ナトリウム，メタ重亜硫酸カリウム

　肥　　　　料：硝酸カルシウム，リン酸一アンモニウム，その他

オリンパスAU550専用試薬

未来を先取りした
　　　　　　高濃度試薬

　オリンパスAU550専用試薬

（特長〕

　1　コンパクトな高濃度試薬

　2　冷蔵庫のスペースが最小

　3．試薬調製がシンプル

　4．溶解後の安定性随一’

〔測定項目〕

　AcP，　Alb，　Ald，　AIP，　Amy，　D－Bil，　T－Bil，　C3，　C4，　Ca，　ChE，

　F－Cho，　HDL－Cho，　T－Cho，　CPK，　Cre，　CRP，　Cu，　Fe，　TIBC、

　GLu，　GOT，　GPT，7・－G　T　P，α一HBD，　IgA，　IgG，　IgM，　IP，　LAP、

　LDH，β一LiP，　NEFA，　PL，　TG，　TP，　TTT，　UA，　UN，　ZTT



⑯）萱垣医理科－業株式会社
〒ll3　東京都文京区本郷3丁目14番16号TELO3－812－5285（代）
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　創業以来60有余年，80年代科学技術の開花の一端をになって弊社は臨

床検査器機を中心に理科学器械及び薬局調剤器械等の研究開発に日夜努力

してまいりました。経済展望のきびしい今日でも，化学技術の進歩発展は

止むところを知りません。弊社も常に時代のニーズにマッチすべくより高

度な器械の研究開発に日夜研鎖し，諸先生方のご期待にそうようなシステ

ムをすでに完成しております。今後共ますます研究開発に努力して皆様の

ご期待にそうべく前進してまいります。

〔営業品目〕

血液検査器械　臨床データ集中管理システム

　　　　　　　デジタル分類計算器，血球計算盤各種

　　　　　　　ディスポーザブル製品

化学検査器械　デンシトメーター各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装置

　　　　　　　フラクションコレクター

血清検査器械　オートドロッパー，オートダイリューター，プレートミキ

　　　　　　　サー，プレートウオッシャー，プレートインキュベーター，

　　　　　　　ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート

　　　　　　　梅毒診断器具

細菌検査器械　モルトン栓，コロニーカウンター，滅菌瓶

病理検査器械　パラフィン溶融器，標本箱，ミクロトーム，病理検査器具

一般検査器械　卓上1亘温槽，マグネチックスターラー，シェーカー

　　　　　　　ふらん器，乾熱滅菌器，定温乾燥器，低温ふらん器，

実験室，蒸留器，実験台各種，ドラフトチャンバー，TK蒸留器，

薬局方調剤，崩壊度試験器，溶出試験器，滅菌瓶，局方試験器具

臨床データ集中管理システム

MMT－120MOS
　近年臨床検査室のシステム化にともない，検査データのコンピュータ入力

が強く要望されてまいりました。この臨床データ集中管理システムは、複

数の端末器（データの入力機器）と集中管理装置（データ処理器）および

出力機器（オンライン・オフライン）の3群に分かれております。

　このシステムは端末器の選択により，白血球像，骨髄像，尿沈渣分類と

多用途に活用できる機能をもっております。

　各検査室におかれましては独自のプログラム構成により，多項目分類等

検査能率を今迄以上にスピードアップすることができます。

〔特長〕

　　　●集中管理装置の制御能力は8台（標準）～12台（オプション）

　　　●端末器は7種類が用意されております。

　　　●集中管理装置内蔵機能〈モニター機能〉　〈データメモリー機能〉

　　　　〈プリント機能〉〈シリアルNo，ソート機能〉

　　　●集中管理装置は他の測定器よりのデータ管理にも使用できます。

　　　※くわしくは単品カタログご請求下さい。

一一m一

　　　　　　　　　’ヤポロロセ

身1鷺



｜26
（iilllll！ii！！i関東化学株式会社

〒103　東京都中央区日本橋本町3丁目7番地　　TELO3－279－1751

　当社は昭和19年，試薬の生産，販売を中心的事業として創業し，以来時

代の変遷に伴って，臨床検査薬，電r工業用薬品，高純度化学薬品，有機

合成薬品等，多岐多様な製品を業界に先駆けて開発整備し，全国的な販売

網の拡充を図るとともに生産および研究体制の強化を進めてまいりました。

　現在，当社製品の関連する諸分野において，永年の試薬製造の実績に基

づく品質管理と分析技術の進展あるいは産業界の発展に適応した商品開発

が認められ好評を博しております。

　臨床検査薬キット類も早くから手かけ，1963年に国産第一号のキットと

して，トランスアミナーゼ測定用「エスゴット」以来ALp測定用「シカフォ

ス」などを着々と発売してきました。一一ノi，自動化の波にも対応すべくセ

ントリフィケムシステムなどのファーストアナライザー用試薬を取り揃え，

現在GOT，GPTをはじめ12品目をシカオートレート，シカオートカラーシ

リーズとして発売しています。またディスクリート用試薬としてもシカオ

ー トレート（2R），シカオートカラー（2R）シリーズのほかに日立705自

動分析装置の専用試薬Cica－705テストシリーズ，大型分析装置用のシス

テムー100シリーズを取り揃え製品群の拡充をはかっています。1980年3月

には世界の試薬のリーダーともいえる西独メルク社と協業し，両社の伝統

と最新の技術を結集したCica－MERCK製品の製造販売を行なっておりま
す。

　細菌検査関係では英国オクソイド杜の国内総代理店として培地素材であ

る各種ペプトン，肉エキス，精製寒天，その他多種類の調整培地および嫌

気培養システムの嫌気ジャー，ガス発生キット，低温触媒を発売し益々好

評を得ています。

　また西独ブランド社の精密分注用製品，ディスペンセッテ，マイクロー

ディスペンサー，デイルエッテなどの発売も行なっております。

Cica－MERCK製品

　1981年5月にCica－MERCK製品第1号のMerck－1－Test　CK／CK－MBを

発売して依頼，着々と製品群の充実化を進めています。

　用f’法およびシングルチャンネル分析機用

OMerck－1－Test　CK（NAC），　CK－MB（NAC）

OMerckotest　CK（NAC），　CK－MB（NAC），　UA（AIDH　U3），

　Glucose（Gluc－DH法）．　CHO（Iodide法）

　ディスクリート自動分析装置用試薬

OSystem　CK（NAC），　CK－MB（NAC）

OSystem　100　Series

　ALP、　CK，　ChE，　CK、　GOT，　GPT，　γ一GT，　LAP，　LDH，

　T－CIIO，　F－CHO，　TG，　TG（－FG），　NEFA，　PL，　ALB，

　BUN，　CRE，　Glu，　IP，　UA，　Mg



区芸携酷
〒106東京都港区東麻布1－5－2飯倉ビル4FTELO3－586－5251㈹
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　当社は20数年の歴史を持つ一・般商社より，経営合理化と科学機器専門商

社への脱皮を目指して，昭和55年8月営業部門が分離独立して設立されま

した。

　当社の主要部門の特色は科学機器の中でも測光測色と生物生産・環境研

究の2分野に特定して，欧米の代表的科学機器を取り揃え，狭くとも深く

をモットーにして更に一層の充実を期しております。特に医療機器分野

では，熱電対センサーで世界的に定評のある米国ウェスコー社より各種製

品を輸入しております。

〔営業品目〕

●浸透圧計（VAPOR　PRESSURE　OSMOMETER）
　5500

●コロイド浸透圧計（COLLOID　OSMOMETER）4400
●細胞分離装置セルセップ

　その他医学分野では，眼科，歯科，心理学科，環境・人間工学の研究な

どの測光測色機器として世界的に著名なPHOTO　RESEARCH社（U．S．A．）

の輝度計，分光放射測定器なども取扱っております。

VAPOR　PRESSURE　OSMOMETER
（蒸気圧法浸透圧計） 5500i型

　　　　　　一

　氷点降下法と異なり，蒸気圧法はサンプルの特性による物性的変化を受

けないので正確な測定が行えます。操作には少量の試料さえあれば他に特

別な容器は必要ありません。未知試料または標準較正溶液を普通の濾紙デ

ィスクに浸し，サンプルチャンバーに入れて密封します。後は『1動的に測

定されますので，液晶パネルに表示される測定値を読むだけです。測定中

は“IN　PROCESS”のランプがつき，測定が完了するとブザーが鳴りラ

ンプか消えます。その間は60秒以内です。表示された測定値は次の測定ま

でホールドされます。

　従来法では普通試料が2ml必要ですが，5500シリーズは0．01mlで測定で

きます。また標準液も極めて少量ですむので経済的です。再現性は±1％以

内，オートバランス機能がつき単純な操作と高精度な測定ができます。従

来法のような可動部分がなく，故障の心配もほとんどありません。また電

気部分は完全にモジュール化されており，交換が容易です。測定範囲は19

99mmol／kgですがCXRタイプは3000mmol／kgまで測定できます。

（米国ウェスコー社製）



128 1難京都第一科学
〒601京都市南区東九条西明田町57番地 TELO756725311

　’1］社は創業以来，　1十有余年の社歴の中で培われたJJ礎技術を原点に，

臨床検査機器メーカーとして，常に新しいテーマに意欲的に取り組み，独

自の分野を切り拓いてまいりました。

　1960年，京都伏見に産声をあげた少壮の化学者数名の精神は，／トなお，

若いエネルギッシュな技術者集団の中で脈才」’ち，「生命科学への挑戦」を

理念に掲げ，生み出されたtVi：新技術を総合医用分析システムとして結晶化

させることができました，、

　当社の臨床検査システムはすでに国内にとどまらす広く世界の人たちの

健康，医療問題と取り組み，社会に少なからずも貢献しております、，

　今後も，初心を忘れす，技術革新に励み，信頼される京都第・・科学とし

て，皆様のご期待にお応えできるものと確信しております、，

〔営業品目〕

●lllL糖動態監視装置：グルコースモニター　GM．1320

●グリコヘモグロビン自動分画測定装置：AUTO　AIc　I．IA　8110A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AuTO　Alc　　IIA－8111A

●尿自動分析システム　：高速オーションアナライザー　HS－7

　　　　　　　　　　　　ミニオーションアナライザー　MA－4210

●自動グルコース測定装置：（；IUCoSe　AUTO＆STAT　GA　1120

　　　　　　　　　　　　　Glucose　AUTO＆STAT　GA－1122

●尿糖〔1動分析装置：（Trirle　Glu℃ose　AUTO＆STAT　UG－ll21

●自動浸透圧測定装置：Osm・tic　Pressure　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AUTO＆STAT　OM．6010

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0SMOSTAT　OM－6020

●「1動PSP検査装置：PSP－AUTO　PSP．3110

●自動lfll．小板凝集能測定装置：アグリコーダII　PA－3220

●・」・型電解質測〃じ装置：NATOKAL　EL－1220

●ltl｜．糖測定システム：ダイアトロール

　　　　　　　　　　グルコスコ．ソト　GT－4310

グリコヘモグロビン自動分画測定装置

AUTO　Aic　　　　　　　HAシリーズ

　AUTO　AIC　A仕様は，　シンフeルな操作，迅速測定はもちろんのこと，

単なる分画の自動化にILまらず，よりきめ細かく余すところなく分画情報

を伝えるファインアナリティカルな．装置へ機能アッフしました、、

　糖尿病の診断をはじめ，異常ヘモグロビンのスクリーニングなど巾広い

用途にお役．ウニてくた’さい、、

〔特長〕

1．優2Lた分離能：クロマトパターンの高分解能によって，　IlbFを含む検

　体でも精度の高い測フヒができますt、

2．使いやすさも決め手です：自動化率が高く操作はきわめて簡単です

3．割Uシステムだから得られる優れた基本性能：フラットなべ一スラィ

　ン．1検体13分のムリのない高速分画法、大1ま検体にも対’応できます

4．信頼性の高いデータ：分画バターンと各ピークの溶出時川，その面積

　値と含有率が記録されます、，微妙に変化するヒークの動きも捕える信頼

　性の高いデータを，利用しやすいデータ様式で提供します

5．無人運転可能：自己診断機能を装備，全自動測定で夜llll運転か可能で

　す　　〔AUTO　AICにはIIA－8110A（↓！票準仕様）IIA－8111A（‡広張仕様、

　カ｛’イゴりまt。〕

　　　　　一L・
」　屋瑠
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e：e：e協和メデックス株式会社
　KYrOWA
〒100　東京都千代田区大手町1－6－1大手町ビルTELO3－201－7211

｜29

　当社は昭和56年に協和発酵グループの企業として設立され，臨床検査試

薬を原料の製造からキットの販売まで一貫して行っています。特に酵素的

測定法で，コレステロールの酵素的定量法を世界に先がけキット化したこ

とは周知のとおりです。又，生化学検査薬「デタミナー」シリーズのみなら

ずバイオーイエダ社より標準血清「リカートン」シリーズを導人し発売し

ております。免疫関係の試薬もデンマークのDAKO社と提携しDAKO抗血

清を販売し，癌の診断が簡便にできる「DAKO　PAP　KIT」は繁用されて

います。今後診断薬以外でも全自動ラテックス免疫化学分析装置も発売を

予定しています。当杜は医療に貞献すべく，幅広く開発研究に日夜努力い

たしております。

〔営業品目〕

○臨床検査薬デタミナーシリーズ

　　コレステロール定量試薬，燐脂質定量試薬，中性脂肪定量試薬，

　　遊離脂肪酸定量試薬，ブドウ糖定量試薬，アンモニア定量試薬

　　尿酸定量試薬，尿素窒素定量試薬，コリンエステラーゼ測定試薬

　　α一アミラーゼ測定試薬，γ一GTP測定試薬，無機リン定量試薬

　　HDL分画剤，β一リボ蛋白分画定量試薬，　MAO測定試薬

　　LAP測定式薬，　GOT測定試薬，　GPT測定試薬，乳酸定量試薬

　　ピルビン酸定量試薬，クレアチニン定量試薬，Cp測定試薬

　　過酸化脂質量定量試薬

　　日立自動分析装置736型用専用試薬

　　東芝自動分析装置S型用専用試薬

○標準血清リカートンシリーズ（酵素，脂質，電解質測定用）

ODAKO抗血1清，　DAKO　PAP　KIT
O全自動免疫化学分析装置　EL－1000（発売予定）

　　ラテックス凝集免疫検査薬エクステルシリーズ

全自動免疫化学分析装置EL－1000

エクステル⑧シリーズ

　EL－1000はラテックス凝集反応による全自動免疫化学分析装置です。そ

の測定原理は光路中のセル内における抗原抗体反応の進行とともに変化す

る前方散乱光強度の変化量を積分球で捕捉測定しています。散乱光強度の

測定と同時に透過光強度も測定して，その比率を求めて，抗原抗体反応本

来の変化量以外の干渉因子に対する補償措置としています。このため系内

の光学的ゆらぎや，着色血清の影響を最少限におさえることができます。

このようにして求めた濁度値を積分球濁度と称し，日本工業規格（IS）

KO101に規定されております。又EL－1000の専用試薬・エクステル⑪シリー

ズを用意しており，IgG，　IgA，　IgM、　CRP，　C3，　C4，　AFP，β2一ミクログ

ロブリン，フェリチンなどが揃っています。更にCEA，　ASLO，　RF，　HCG，

DU－PAN－2などを開発中です。

　EL－1000・エクステル⑭システムはホモジニアスアッセイのためRIA法
’ EIA法で必要な反応時間，洗浄によるバラツキがありません。空気浴イ

ンキュベーションを採用したデスクトップの軽量コンパクトタイプですか

1項目について120検体／hrの全自動高速処理が可能です。



13・ ㊨極東製薬工業株式会社
　　〒103　東京都中央区日本橋本町3－9　　　TELO3－270－1641

　弊社は医療品及び医療用原料の製造並びに敗売のため昭和8年に創立し

以来細菌培養基材であるペプトン，肉エキス、精製寒天，その他調整培地

であるSS寒天培地，標準寒天培地，各種培地，薬剤耐性培地等を製造し

て参りましたが，近代医学の進歩に従い，臨床検査用試薬，組織培養i用

培地の製造に着手し，常に改良を弔ね，特に今日の検査技術の高度化に伴

い，検杏機器に応えるべく自動分析用試薬の製造販売，生培地の製造販売

及び検杏に関連する器材の販売をもって現在に至っております、、今後共，

時代のニーズに答えるべく研究開発に努力し，医療の発展に貢献してまい

ります

〔営業品目〕

○生化学的検査用，試薬

　シアル酸テスト他26項目

○自動分析機用武薬

　ランピア£シリーズ，ランピア705シリーズ，KTタイプシリーズ，

　NEタイプシリーズ，　HKタイプシリーズ，免疫比濁用試薬

○血清学的検査用試薬

　RA－Kテスト。式薬，　AFP式薬，　CRPラテックス，乾燥補体，他

○血清分離用血液凝固

　クロット7，クロットH，クロットチューブスーパーH，他

○真空採1∬L管（インセパック）

　・般lflL用凝固促進タイプ，1血L清分離剤人り一・般血用凝固促進タイプ

○組織培養用Ifll．清及び培地

　C．C．　Serum，　DM170培地，リンスマイヤースクーグメデゥム他

○生培地

　lttL液寒天培地（馬・羊）チョコレート寒天培地，ブルセラHK培地他10種

○その他各種粉末培地，結核菌検査用培地，培地用基材

OBECKMAN社製品

ランピア（、1（

　近年，注目されていますシアル酸は，その変動が疾病に対しきわめて特

徴的で，とくに炎症，癌，悪性腫瘍，リウマチ，膠原病などの経過，治癒，

予後の判定に有用であります。

　シアル酸測定には，レゾルシノール法，チオバルビツール酸法など多く

のノ∫法がありますが，いずれも操作が繁雑で，非特異的なものが多く実用

的ではありません。

　シアリレートは，結合型のシアル酸をノイラミニダーゼの作用で，遊離

のシアル酸（NANA）にし，さらにNANA一アルドラーゼを作用させ，　N一

アセチルマンノサミンとピルビン酸を生成します。この時のNADHの340

nmにおけるUV吸収の減少を測定することによって，シアル酸値を測定し

ます。

　本品は，自動分析機への適用が可能であり，これまで特に，炎症のパラ

メーターとして適切なものがない現状から，今後，その臨床的意義はます

ます高まるものと考えられています。

婁の・・



G）久保田商事株式会社
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Tl　i3　東京都文京区本郷3丁目29番9号TEL　O3－815．1331（代）

　久保田商事株式会社は昭和37年3月に遠心機・超音波の専門メーカーで

ある株式会社久保田製作所の営業部門を分離し設立されました，以来全国

各地に出張所を設i置し（礼幌・仙台・新潟・名占屋・大阪・広島・四国・

福岡）久保田製品の1仮売とアフターサービスにつとめています。現在では，

広く海外のメーカーにも目を向けバイオテクノロジー関係の培養装置を米

［ilNBS社から，すく“れた超遠心分離機その他をDAMON／IEC社から，分

析用遠心機をハンガリーのMOM社から，そして最近全自動洗浄機を西ドイ

ツ・ミーレ社から輸人・販売をしています、，

〔営業品目〕

久保IH製作所各種遠心分離機：高速冷却遠心機，大容Ill：冷却遠心機，

　　　　　　　　　　　　　　多本架遠心機，卓一ヒ多本架遠心機，

　　　　　　　　　　　　　　多柿検査用小形遠心機

DAMON／／IEC社

MOM社
NBS社

ミーレ社

分離用超遠心機，大容量冷却遠心機

クリオスタッ1・ミクロトーム

分析用超遠心機

バイオテクノロジー関係培養装置各種

研究用各種発酵培養装置

全自動洗浄機各種

マイクロプロセッサ制御

大容量冷却遠心機　　　KR－3200C

①インラグレーター（積分器）機能を内蔵しています。

②9通りの運転条件をメモリー／‡菓作が簡単です。

③見易い大型のディジタル表示を採用しています。

④ロー一ターの3条件（最高lll｜転数・最大回転半経・1』渡補」E値）をメモ］J

　一しているので，f数のかかるチェックが省けます、，

⑤加速・減速はそれぞれ9段階に選択できます。

⑥遠心力（Xg）設定で運転可能です。

⑦異常部表示機能と自動停1ヒ機能があります。

⑧熱対率のすぐれた’1’：球チャンバーを採用しています。

⑨室内環境をさまたげない静かな運転音です。

⑩スペースをとらない使いやすいデザインです。



132 ¢ou・苫罰」蹴舗
〒541大阪市東区淡路町2丁目40番1号（ユニ船場404号） TELO6－227－1915

　当社は，昭和50年設、71以来医療・理化学器具洗浄剤の・sイオニアとして

この業界をあらゆる面に於いて常にリードして参りました。病院を始め，

研究機関に於ける排水基準の規制強化に伴いいち早く公害性のない洗浄剤

の開発を果し，数多くの病院大学，研究機関で使用され現在では納入実績

のうえでも他社を大きく引き離すところまでに到りました。この様に弊社

は時代のニーズに適合した製品つくりに全力を挙げて努めております。今

後も培われた技術のノウハウを駆使し新しい商品の開発に努力して参りま

すので旧倍のご愛顧を賜わります様お願い申しヒげます。

〔営業品目〕

●医療・理化学用洗汀済1」

一用…
ぱiii∵き三㌢

特殊洗浄剤・……・・CLEAN99K－100（次亜塩素配合洗浄斉1」）

自動分析装置用………CLEAN99K

超；｛｝：波洗浄機用………CLEAN99AL

両性石けん

キンサール

●洗剤で除去しやすいマジ・クインキ

グラスアウェイい

ハンドアウェイA

’］才タイブ）

　　　殺菌・消毒手洗い石けん

　イルガサン配合）

CLEAN99
CLEAN99

K－IOO
K

　クリーン99Kは自動分析装置専用洗浄剤です。近年，自動分析機器の著

しい発展と共に，自動化学分析装置の使用における洗浄・保守点検は単に

装置の寿命等の経済的理由のみならす，測定精度の糸ll持の点からも非’1曽に

重要な要素となって参りました。使用上におけるトラブルの多くは洗浄・

保守点検が不充分であることに起因するケースが多くなっています。この

ニーズにおこたえする商品かこの分野に於いて最初の開発されたクリーン

99Kであります、，クリーン99Kはカビの発生等による部品，ライン，セル

等に附着又は目。、、りの防止や汚染による感染防ILを含めて次亜塩素を配合

してあります、クリーン99K．100は著しい蛋白質素の汚れか生じた時に使

用する強力な洗浄剤です。定期的に使用されることが望ましいと思います。

クリーン99L　lOOTは金属イオン除去や電解質の洗浄に最適ですt、このよ

うに自動分析装置用洗浄剤としては唯一一つの洗浄剤で全ての汚れに適用す

ることに問題があり旦つ不適切な洗浄方法であるとぼえます。より望まし

い洗浄システムを開発することが私共の責務であるという自覚にたち現イ士

あらゆる角度から創意工夫をこらしているのが現状です。

藩讐．
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　　　　　●内ケミカルo式憤舷
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コーニングメデ午カル株式会社
〒150東京都渋谷区恵比寿1－19－15ウノサワ東急ビル3F　TELO3－440－2411

　コンピューターとの組み合わせにより“酸素運搬能解析システム“など

への発展が可能な全自動pH／1血液ガス分析装置をはじめ，厄解質分析装置，

アガロース屯気泳動システム，それにバイオテクノロジーの応用によりホ

ルモンや薬物濃度を測定するラジオイムノアッセイキットなど，コーニン

グは臨床検査の分野につぎつぎと新しいアイデアを導人してきました。

　さらに生化学自動分析装置，理化学研究用自動吸光度測定システムを加

え，製品のラインアップをますます充実させてきております。

　基礎研究を重視するコーニングの姿勢に裏付けられた分析機器の数々一

　　高い信頼に応えて，各地の病院，検査センター，研究施設などで，今

日も活躍しています。

〔営業品目〕

pH／血液ガス分析装置一・一一　178，170，168，158

Na／Kアナラィザー－　614

COオキシメーター　　2500

炎光光度計　　480

クロライドメーター　　925

生化学rl動分析装置　　インパクト400E，　SBA300

分光光度計　　ステーサーIII

アガロース電気泳動システム

螢光デンシトメーター一一780

ラジオイムノアッセイキット

理化学研究用多機能自動吸光度測定システム　　レスポンス

pHメーター

全自動pH／血液ガス分析装置

コーニング178型

　］寵夜ガス分析装置に求められる簡便性と正確なデータ管理。コーニング

178は，すべての操作を信頼性の高し・コンピュータが全自動で処理します。

〔特長〕

1．コーニング独自のロータリーサンプルポート，ソリッドステートヒ

　　ーター付きの透明サンプルチャンバーが，40μ1の微量検体を的確に

　　測定します、，

2．1点・2点較正，呼気ガスの測定，温度補正，電極のドリフトチェ

　　ック，エンドポィント自動検出，測定，演算，自動洗浄，ラストサ

　　ンプルリコールなど全機能は，コンピュータ制御。

3．チケットまたはロールプリンターとの連動により，ltll．液ガス分析と

　　Na／K測定データを同時プリント。

4．Na／Kアナライザー，　COオキシメーターの連動も可。

5　COオキシメーター，コンピュータとの接続により　“酸素運搬能解

　　析システム”への発展も可。

　ヨ
　蜘下
ww　　　　　＝一　、
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〒651

国際試薬株式会社
神戸市中央区浜辺通2－1－30 TELO78－－2314151

　国際試薬株式会社は米国アメリカン・ホスピタル・サプライ杜と株式会

社ミドリー｝一字とによる合弁会社として1969年12月に設、ンニされました．以来，

「高品質」　「技術革新」　「サービス」をモットーに信頼できる製品とゆき

届いた技術サービスの提供に努めて参りました。

　特に自動化時代の検査室のニーズにお応えするため

　○各種の分析機に応用できる豊富な製品群

　○高いレベルのテクニカルサービスを行うテクニカル・セールス・スヘ

　シャリスト。

　OQAP，　CRRPを始めとするデータサービス

　このように国際試薬は自動分析に対するサービス活動をトータルシステ

ムとして展開しています。

〔営業品目〕

1．臨床検査試薬

　IllL液学関係試薬：IflL球計算用試薬　　コントロールMLJ）k，　ほカ・

　Ifll液凝［li　1関係試薬：PT測定用試薬，　APTT測定用試薬，フィブリノゲ

　　ン測定用試薬，標準血IL漿，因∫・欠乏lflL漿，ほか

　輸lllL検査関係試薬：itlL液型判定用1血清（ABO式，　RH式，ほか）

　　クームス血清，プロメリン，アルブミン，ほか

　∬IL清学関係試薬：HBv測定用試薬，　AFp測定用試薬，ほか

　生化学関係試薬：脂質検査用試薬，酵素検査用試薬，無機質検査用。式

　　薬，自動分析用試薬，コントロールifll清，ほか

　染色関係試薬：パパニコロ染色液，ヒストセット（免疫組織学用）ほか

　…般検査関係試薬：ユリチューブ，ユリコントロール

　検査室用洗剤：ニューコントラ・ソド70

2．臨床検査用機器

　ItlL液凝固分析装置：コアグースタット，コアグースタソト・オートII

　分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ

全自動血液凝固分析装置BC－2220型
コアグースタット⑱オートII

測定原理　微少視野走渣測光方式による散乱光度法

特徴’（1）全ての測定操作が自動化され，測定に必要な材料の装着だけ

　　　　　　で全i’1動測定が可能である。

　　　　　（2）微少視野走渣測光により，優れた感度と広い測定範囲をもつ、、

　　　　　（3）PT，　APTT，　FIB．の基本3項目の他，因J’・定Ill：等が比較的

　　　　　　容易な操作で測定きる。

　　　　　（4）同一項目の多検体処理にも，少数検体複数項目処理にも活用

　　　　　　でき，用途に応じた機動的な測定機能が活用できる。

　　　　　（5）不安定な試料にさいして，試料待機部は冷却機能を備えてい

　　　　　　るため，試料の安定化が計れる。

　　　　　（6）FIBの検量線用及び被検lflL漿は自動希釈できる。

　　　　　（7）検量線は必要に応じて任意設定できるため，繁雑な活性値換

　　　　　　算作業が自動化される。また、各項目の検量線情報は自動記

　　　　　　憶により随時活用できる。
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　国産遠心器株式会社は大正8年より今日まで，遠心機一一筋に発展してま

いりました。納入先も，全国国公私立大学および付属病院，国公私立病院，

官庁関係，各種研究機関，IflL液センター，血清関係など巾広い納入実績が

ある他に，特に各種研究機関，民間研究機関などにおいて，特殊仕様の遠

心分離機の設計，製作をしておりユーザーのニーズに巾広くこたえており

ます。最近検査機器の自動化に伴なって遠心機の操作も省力化されてきま

した。マイクロコンピュータを内蔵した遠心機，企自動のダイヤル設定後

スタートスイッチを押すだけで作動する遠心機，バランス調節が目分量で

行なえる様になり，操作時間が大IDに短縮される様になりました。

〔営業品目〕

　　　　○マイクロコンピュータ内蔵冷却高速遠心機

　　　　○マイクロコンピュータ内蔵ミクロ冷却高速遠心機

　　　　○マイクロコンピュータ内蔵卓ヒ多本架遠心機

　　　　○全自動冷却多種多本架遠心機

　　　　○全自動冷却小型多本架遠心機

　　　　○全自動卓上多本架遠心機

　　　　○全自動卓ヒ小型遠心機

　　　　○イご自重カミクロ高」虫這i・じ・機

　　　　Ol；iE冷・却遠心機

　　　　○ヘマトクリット遠心機

　　　　〇二脚懸垂式遠心機

　　　　○固定型遠心機

　　　　○堅型高圧滅菌器

　　　　○横型高圧滅菌器

　　　　○瓦斯熱源高庄蒸気滅菌器

　　　　　その他各種遠心機

マイクロコンピュータ制御

全自動ミクロ冷却高速遠心機 H・1500A

01，2，3のセレクトスイッチがあり，いちど回転数をセットすればあ

　とはセレクトスイッチを押すだけで回転数が自動的にセットされます。

○各ローターの最高回転数で，＋4℃を維持します。

○表示部は，遠くに離れていても視認できるデジタル表示です。

〔仕様〕

最高回転数
貞と人こ」こζ川し・プJ

制　　　御

モーター

冷　凍　機

寸　　　法

15，000r．P．m

l5，600×G　　　600

マイクロコンピュータ制御

DC100V　　3001JV

AC100V　　300W

400W×500D×800（985）Hmm

ローター形状 容量本数 最高回転数 最大遠心力

アングル 1．5×12本 15，000 15，600×G

スイング 1．5×20本 12，000 12，200×G

ホリゾンタル 1．5×48本　　　　　　「 12，000 11，900×G

塵雇動
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　当社は設立以来，世界各国の優れた製品を日本の市場に紹介するととも

に，電気泳動関係を中心とした各種の臨床検査機器を製造，販売しており

ます、，また製品は国内はもとより，世界数十ヵ国に送りだすことにより，

世界の医療の発展に貢献しております。

〔営業品目〕

○電タぶ永重力装置

　・lllL清蛋白分画及び各種アイソサイム，免疫電気泳動用

　・ザルトフォー：西ドイツ・ザルトリウス杜製，セルロースアセテート，

　　　　　　　　マイラーサポート，ゲル，等電点，二次元定量免疫，

　　　　　　　　クロスオーバー等の亘気泳動が可能なシステム

○全自動電メて泳動分析装置　1血清塗布よりデンシトメトリーまで完全自動

　・FED－II：IflL清蛋L’」分画の全自動及びアイソザイム測定

　・FED－III：　　　　　　　　　　　〃

　　　　　CRT内蔵により波形編集可能

○電気泳動データー処理システム

　・FX－　III：FED－　II，　FED－IIIと接続してホストコンピューターより属性

　　　　　情報をもらいCRTにて編集後に波形，データー属性等を一括

　　　　　で出力するシステム

○デンシトメーター

　・D－110：蛋白分画，アイソザイム，ディスク等のノ∫能型

　・D－607：蛋白分画，アイソザイム用　CRTディスプレー内蔵

　・D－708：蛋白分画，アイソザイム用　200検体連続

　・F－808：可視域・紫外部・蛍光測定の万能型

○洗浄機　ジェット噴射式の全自動型で各種のガラス器具の洗浄

　・S－100N：大型洗浄機　イタリア・イタルグラス社製

　・G－7733，7735：・」・型洗浄機，西ドイツ・ミーレ杜製

その他，各種比色計，屈折計，大型替刃メス，臨床検査器械一般

全自動電気泳動分析装置

FED－III

　コスモFED－IIIは，発売以来，日本国内はもとより世界中で，ご好評を

いただいておりますFED－IIをよりコンパクトに，よりローコストにして

これからは1血清蛋白分画は全自動でという検査室の声に答えて発売いたし

ました全自動電気泳動分析装置です。

〔特長〕

1．1血清塗布からデンシトメトリーまで完全自動（1シート20検体）でカ

　セット及び膜を繰返しセットすればエンドレスにて分析します。

2．CRTにより操作は対話形式になっていますのでだれにでも簡単にでき

　ます。

3．波形編集システム内蔵により（100検体メモリー）一度測定した検体は，

　CRTに呼び出すことにより編集できます。

〔仕様〕

支持体：セルロースアセテート膜　幅60mm　長さ160mm

設定項目：泳動時間，泳動電流，染色時間，脱色時間，乾燥時間，

外形寸法：1060（W）×526（D）×806（H）mm

重　量：約100kg

門

Ψ

ta一

匂
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　フィンランド国　KONE　Corporationの日本法人です。会社名「KONE」

は，フィンランド語で「機械」という意味です。この意味のとおり，主製品

品は，エレベーター，エスカレーター，クレーン及び医療機器でヤ，

　コネ株式会社が，日本に設立されたのは，1982年4月で，3グループよ

り構成されております。

　医療機器部が活動を始めたのが，1984年8月です。主なマーケッ1・は，

日本を含むアジアです。私達は，ユーザーの皆様方のご意見を聞き，ニー

ズにあった製品を，お届けしたいと考えております。

〔営業品目〕

■電解質測定分析装置　マイクロライト

　（Na＋，　K＋，　Cl　），（Na＋，　K＋，　Ca＋＋），（Na＋，　K＋）の3つのタイプがあ

　り，全てマイクロコンピュータによりコントロールされていますので，

　操作が非常に簡単です。又，ランニングコストを押えるために，スタン

　バイ機能がつき，K＋，　Na＋，　Cl一もスライス電極となり，標準液も4種類

　の箱に分かれました。

■生化学自動分析装置　プログレス〈新製品〉

　コンパクトに設計された分析装置です。ニーズに合わせてお使い下さい、

生化学自動分析装置

プ　ロ　グ　レ　ス

　プログレスは，フィンランド国KONE　Corporationで開発された生化学

自動分析装置です。試薬，検体の微量化を実現しながら，高い精度を保っ

ております。装置は，非常にコンパクトに仕上っており，給排水設備も必

要なく，実験テーブルに置いて操作ができます。試薬，検体は、保冷され

ていますので，安定した精度が得られます．

　下記の仕様を持っておりまず，，

　　0検体量2μ1から，最終反応液量loo　xt　1　一　2so　xt　1

　　0検体，試薬，キュベットの残量監視

　　○　・項目当り最大4試薬までの試薬分注可能

024試薬を設置可能

○グラフィックディスプレイによる反応速度，検量線のチェック

○　・ヶ月分の各項目のQCデータ保存

○最大50項目の測定条イ牛を記憶

○任意にセット検査の設定

○迅速な緊急検体処理

○電解質　（Na＋，　K＋，　Cl－）の測定　（電極法，オプション）



i38　diサ⇔ラ縁幾株式f？x土

　　〒103　東京都中央区日本橋本町3－9－l　　TELO3－270－1666

　あらゆるサイエンス，エンジニアリングが日進月歩の昨今，コンピュー

タを駆使して，より高い「安全性」と「信頼性」に挑むME機器，より良

い病院を目指して建築設計の段階からお手伝いをするシステム思考，より

高度の院内感染防止対策に威力を発揮するハードウェア，ソフトウェア等

々の開発・製造・販売の為に，私どもは海外のユーザー，メーカーとも積

極的に手を結ぶなど，国際的な視野に立って努力を続けています。

　サクラ精器とサクラグループは，より優れた医用機器を常に追求してい

ます。「世界の医療にサクラのマークを」。信頼される製品づくりこそ，サ

クラの使命です。

〔営業品目〕

サクラ医用機器・理化学機器

千代田顕微鏡

その他輸入製品

血液像自動分類装置

ヘマトラック590
　独自の認識システムと高性能コンピュータにより，正常白Ifi1球6分類の

ほか異常白lllL球の検出と分類，赤血球の形態分析，　Iin小板算定網状赤tflL

球計数などの作業を自動化。しかも完全自動処理100検体，毎時10C検体の

高速分類処理を実現8また，ウェッジ標本にも，スピナー標本にも適応し，

さらに操作も容易でデータ管理まで正確に行える最新血液像分類装置です。

ヘマトラックは，．・般的な検査室における作業手川貞および分類方法に沿っ

て設計されていますので，既存の作業の流れの中に容易に取り入れること

ができます。また，検査室で使用されているほとんどすべてのコンピュー

タと接続させることができます。その他，オプション装備の自動ll｜L液標本

作成装置（ASP－300）を御使用されますと，繁雑な前処理作業に全く人手

がかからず，ヘマトラックに装着する」血1液標本が全自動で作成できます。

晶議撫
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U三光純薬株式会社
〒lOI東京都千代田区岩本町1丁目lO番6号TEL　O3－863－3261

　臨床検査薬業界のパイオニアとして昭和29年設立以来，三光純薬は，全

国すべての臨床検査施設，研究所を網羅する販売網を築き上げてきました。

これら諸施設第一線の実情に精通し，臨床化学，免疫lflL清，輸血，　rflL液，

細菌，組織培養等，あらゆる分野，項目にわたって，常に自社ブランド，

内外メーカーの高品質の試薬，機品を取り揃え，いつでもそのニーズに即

応できる態勢を整えております。

〔営業品目〕

〈試薬〉

　●臨床化学一サンテストシリーズ，サンアッセイシリーズ，オリンパス

　　　　　　　専用試薬，メィアッセィNAG，1’｛　bA　1　c，コントロールlfn清

　●免疫血清一セロクリットHBs，抗HBs，　TG，　MC，メィアッセィRA，

　　　　　　　AFP一生研，　IAPフ゜レート，5’－NPD－V，　インスリン生研

　　　　　　　CRP，　ASO　EIA，　HBsEIA，サンア・・セイIC

　●輸【111．検査一抗1吸収アイソルブ，ガルサーブAB

　●Ifrl．液検査一サンアッセィFib，　AT－III，セロクリッ1・FDP

　●細菌検査一クリメディア，メイアッセイ緑膿菌，粉末培地

　●組織培養一メイセラーゼP－LFBS，　RPMI1640他
〈機器〉

　●EIAシステムーSJEIAオートリーダー，マイリーダー，プレートウォ

　　　　　　　　ッシャー，インキュベーター

　●マイクロタイター一オートダイリューターSPR　2，　SPR3，マルチド

　　　　　　　　　　　ロッノぐ一2，　オートドロッノv－3

　●tilt液凝固時間自動測走装置一サンクロットS

　●総ビリルビン値定量計一フォトBHメーターIV

　●輸lflL検査専用一サンフユージ，ビューワー

　●マイクロピペットーエクセル7000　　●組織培養器具一LUX

SJEIAオートリーダー

　測光パターンの設定が10種類メモリーでき，初期設定後，

作で測定ができます。

ワンタッチ操

●項目名（アルファベット），担当者名（アルファベット）の登録　●プ

　レートパターンの設定　●プレート内のブランク、標準液，検体位置の

　設定　●同．一液の2，3重測定の設定　●波長の設定　●標準液の濃度

　値の設定　●吸光度，濃度のランク別表示の設定

　●1～3次の多項式及び，S次曲線により，吸光度から濃度を算出しま
　す．、

グリーンモニターとの対話型ですので，操作が簡単です。又，測光パター

ン及び，96ウェル分の測定値がモニターに表示されますので，印字する前

に結果の検討ができます，、

　　紗　　嶽x
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140 システムエイジ株式会社

〒140東京都品川区南品川4－14－2 TELO3－450－3211

システムエイジ株式会社は，昭和49年4月創立以来マイクロコンピュータ

ー開発の分野で世界のIC業界の最大手である米国インテル社と協力関係を

結び，医療，産業制御，OA，科学計算，測量等巾広い実績を収めてまいり

ました。近年医療の分野では自動化の動きが昂っていますがシステム化に

対する認識は浅く問題に直面して対応策の検討を余儀なくされている例が

少なくありません。弊社はこれらシステム化の時代の要請に対し“インタ

ー フェーズのオンライン技術を以って機種の如何を問わず対処しており

ます。新しい情報に対しては絶えずソフトアプリケーションの開発に努め，

又、システム化については将来の拡張性を考慮して，病院のニーズに応え

る内容を御提供申し上げ，医療の近代化に貢献したいと考えています。

〔営業品目〕

　OBIAC　80／20臨床検査データ処理コンピュータシステム

　　生化学，」血液，血清，その他一般検査等の検査業務に係る自動データ

　　処理システムです。拡張性があり，各種医療機器とオンラインが可能。

　OBIAC　80／20　1CU患者監視コンピュータシステム

　　OP室，リカバリールーム，　ICUセントラルルーム，検査室をネットワ

　　ークし，患者の生体データのロギング及びその表示を行ないます。

　OSAC－8000細菌検査データ処理コンピュータシステム

　　細菌検査の検体受付けと問合わせ，検査成績の入力及び報告書の作成，

　　データの統計，分析表の作成をコンピュータ処理します。

　OPC9801パソコン用　各種システム

　　血液ガスデータ分析システム，ウォータバランスデータ処理システム

　　輸血業務管理システム，臨床データ収集システム（赤血球，白血球，尿

　　沈漬等のデータ収集），ICUデータ表示，演算パラメータ等etc6

　0BIAC一ネットワークシステム

　　各種医療システム間のネットワークを優れた柔軟性と機能性を基に，

　　実現することが可能です。特別な処理をすることなく，異機種を接続

　　でき，経済的な総合医療情報ネットワークシステムができます。

総合医療情報ネットワークシステム
BIAC－NET　馨芽繋燃蒜ムエンジニアリング事業部

　BIAC－NETは，医療システムで実績のあるBIAシリーズのノウハウを基

に，開発，発売した最新の医療ネットワークシステムです。

〔特長〕

1．BIAC－NETは，米国アンガマンバス社のNET－ONEを採用した拡張’1生

　　のあるネットワークシステムです。

2．BIAC－NETは，通信ネットワークの分野で，世界的な標準に準拠して

　　いるため，異機種を接続する場合も，柔軟に対応できます。

3．BIAC－NETは，各種ネットワークシステムと比較しても，高速に通1、｝

　　を行なうことができるネットワークです。

4．BIAC－NETは，総合医療システムに重要な機能である，画像処理及び

　　画像の伝送を可能にしました。CTスキャン，　X線フィルム，カルテ及

　　び重要書類の画像管理等，動画，静IE画を問わず処理できる機能があ

　　ります。

5．BIAC－NETは，ソフトウェア構築にも強力なサポート機能があります。

　　アプリケーションも豊富な実績があり，皆様の期待に応えることがで

　　きます。詳細は資料を御請求下さい。

　h”S’。，，。

●順声”
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諏シノテスト商事ttrel¢
〒102　東京都千代田区一番町10番地　　TELO3－239－374i（代）

　当社は日本臨床検査試薬の祖・故篠原亀之輔博七（昭和34年紫綬褒章受

賞）設立によるシノテスト研究所営業剖1門を母体として発足し，その後臨

床検査の発展に伴い生化学検査の部門に進出，酵素検査，脂質検査などを

中心に研究・開発を行なってまいりました。

　昭和も60年代に人り，時代の要請が自動機械化を更に進めるとともに，

検査薬の質的ll・Jヒが大いに望まれています，、そんな折，’11社は㈱シノテス

ト研究所との協力体制を’層普1とし，シノテスト独自の技術を活かLた高

付1川而置，高品質の新製品発売に専念するとともに，精度管理血清、免疫

検査試薬，］血L清検査試薬等ハイランド製品も販売し，より　・層ユーザー各

位の御期待に応えるべく更に発展を期しております、

〔営業品目〕

《シノテスト製品》

●臨床検査薬　LDHリニアーネオ，　TAネオ，　GLUネオ，　LAP、　UA，

　HDLコレステv一ル，　TGII，　CHOネオ，　Feダイレクト，　Feネオ，　Cu

　ネオ，PL，α一HBDH，ポリアミン、　Ch－Eネオ，　CPKカラーネオ、　CRP

　ネオ，RAネオ　他　〈自動分析機用試薬〉マイクロテストシリーズ、オ

　ートメイトシリーズ，オートセットF，Eシリーズ，ラボメイトシリー

　ズ、SVRシリーズ　他

●臨床検査機器　全自動グルコース分析機：グルコローダーS，C，　E、

　ニューグルコローダー，グルコローダー・マークII　分注器：エグザク

　タスーパーシリーズ　マイクロピペットシリーズ，マイクロディスペン

　サー，ボトルートップディスペンサー　生培地シリーズ　採lfiL分離器材

　：コアラ・チューブシll一ズ，医療用洗剤，医療用手袋　その他

《ハイランド製品》

●精度管理」血L清：Q－PAK，　OMEGAシリーズ●免疫検査試薬：レーザー

　イムノアッセイシステム，SRID，　IEP●lflL清検査試薬：RAテストキ

　・・ト他●血液凝固時間il｛ll定器：クロテックII　T　S●分注器測定器：

　VC－100　●lfl！漿蛋白完全A動測定器：DISC120　JX－1　●その他

全自動グルコース分析機

GlucoroderLMK皿
　既に全川で高い評価と実績を誇るグルコローダーシリーズの最新機です一

同シリーズにおいて開発された最大酸素消費加速度分析法を基本に、固定

化酸素膜の採用，マイコン搭載と最先端を行く技術をそのまま受け継ぎ，

さらに操作はより容易に，保守もより簡略化されています

〔特長〕

■全国のユーザーからの数多くの要望に1，6え，スピッツ管をそのまま使用

　検体をサンブルカップに移す手間を省きました

■ファンクションを選定することにより自動的にサンプルサイズを設定L、

　ll乏適な条件にて分析，、30μψでの再現性C．V．1％以．1ぐ（100　mg〃），5μ1

　での直線↑生は6000mg／deと，最大級の精度をお約束します

■標準液を内蔵することにより，常時オートキャリブレーションがli∫能

　試薬は常に恒温槽中にあり，24時間スタンバイ体制です

■処理能力は1時間あたり180～200検体に達し，50検体×2の100検体を劣1↓

　設　オプションにてラックの増設も可能です、

■ルーチン分析中の割り込み測定も簡単です。

　　　　　　　　▼完成予想図につき，外観は異なる場合があります。

！〈

1　、

L

　　　　　　∫／へ、

即塾　／㍉

∀／　　　1　／
　　　　　　　∵／／／／

　　　　ll　　／／

　　　　　　　／



142 シノテスト クリニラングループ
〒102　東京都千代田区一番町10番地 TELO3－239－3741

　’iGグループは，本格的LAN（ローカル・エリア・ネットワーク）による

臨床検査情報システムの確、ヒを目的とし，臨床検査薬メーカーのシノテス

ト商‘固㈱，臨床検査機器メーカーの㈱アナリティカル・インスツルメンツ，

ソフトウェア・ハウスの日本ノーベル㈱の三社により，昭和60年4月1日

にグルーフ「 を結成いたしました、、本格的LANによる臨床検杏情報システム

の開発・販売をすることにより，従来の「大型コンピュータ＋端末機器」

というシステムでは実用化が妨げられていた“拡張性・4ミ軟’1才・経済性”

において，検査システムのレベルアッフ計画に多大な貢献か出来ることと

イ言じております。

〔営業品目〕

●シノテスト商事株式会社　日本臨床検査試薬の祖・故篠原亀之輔博士

　（昭和34年紫綬褒章受賞）設立によるシノテスト研究所営業部1111を母体と

　して発足し，その後臨床検査の発展に伴い生化学検査，lrlL清検査，　lllL液

　検査，細菌検査部門にも進出してまいりました　又，最近は臨床機器に

　加えて臨床器材’もll反売し，臨床検査の専門商社とし前進しております、

●株式会社アナリティカル・インスツルメンツ　生化学，理化学および医

　学用の分析機器の開発・製造をし，グルコース全自動分析機“グルコロ

　ーダー”シリーズ及び免疫化学での全自動分析装置“LA”シリーズにお

　いてトップシェアを確保し，検査室におけるAICカラーであるブルーの

　分析装置は，kり的確な医療診断を日々ささえています、

●日本ノーベル株式会社　マイクロプロセッサ全般にわたるソフトウェア

　開発（病院中検・lil’測・制御・熱流・磁気・産業用ロボット），　CAD／

　CAM伴導体製造関連，超精密金型）に関するシステム開発，さらには

　FA（物流管理・在庫］育；理・部品管王1甚を含めた「1動化システム）など，独

　自の企業基盤を築きトげたベンチャーとして，ハードウェアをリードす

　るソフトウェア技術を追求する技術者集団です、，

クリニランシステム

〈ハードウエア〉

◎バーチャルサーバー：（ハードディスク，プリンタ，CMT，他のネット

　ワーク川線をサポート）DEC社ミニコンLSI－ll／73を用いており，規模

　別にVS30、　VS150，　VS170、　VS200の4シリーズがある

　　◆CPV　　　：LSI－11／11／73　　◆メモリー：512K～4Mバイト

　　◆ディスク　　：40M～1Gバイト　　◆CMT　　：80Mバイト

　　◆OS　　　：RSX－llM－PLUS　◆シリアル／ハラレルポート内蔵
tt

ハソコン：NEC　PC　9801の全シリーズE／F／M／U／XAか使用できる、

◎ネットワーク：コーパス社OMNINETをべ一スとして開発されたV／NE

Tを使用、、転送速度1Mbps，2Mbps、10Mbpsの順にV／NET－1，　V／NE

　T－2，V／NET－10の3つのモデルがある。

〈ソフトウェア〉

◎生化学，IAL液，　Iril清，細菌，　般，生理，　RI，緊急，集団検診における

　受付から検査結果報告までの各ルーチン業務のデータ処理／病棟からの

　各検査結果問い合ノ）せ処理／検歴検索処理／粘度管理業∫芳／日報，月報、

　年報等の統計管理／在日i管理／輸血管珂｛／電∫・メール／その他



㊥株式会社島津製“ppfi

〒604　京都市中京区河原町通二条南 TELO75－251．2811
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　医用、分析機器の開発製造に長い経験をもつ当社は，臨床検査機器の開

発に積極的に取り組んでいます。

　自動生化学分析装置CL－20形は，20チャンネルで100検体／時の処理能

ノJをもち，ごく微量の検体と試薬で豊富な情報が得られる装置ヒして，多

ノi面から注目されています。このほか，高速処理能力（9000テスト／時1｝1］）

をもつCL－30形自動生化学分析装置，累急検査に最適なバッグノi式を採用

したCL－M1形など、大規模から中・小規模向けに，臨床検杏室の多面的な

ニーズに対応する島津CLシリーズ自動生化学分析装置をラインアップし

ています。また，臨床検査室の当面の要求に直接応える検査機器ばかりで

なく，将来ルーチン化されるであろう検査技術の開発にも注力しています、

　また，当社では，東京と京都に島津臨床分析センターを設け，分析技術

の普及、開発につとめています。センターでは，最新の臨床検査機器を設

置し，臨床分析のk乎門技術者を配し，依頼分析や分析相談，講習会やセミ

ナーなどを通じて，生化学分析に関する情報を提供しています。

〔営業品目〕

■臨床化学検査機器

　自動生化学分析装置

　臨床検査室自動化システム

　クリニカルイオンメータ

　グルコース計

　浸透圧計

　ラジオイムノアッセイ装置

　遠心分離機

　分注器

■超「『波診断装置

■分析測定機器

■医用機器

島津自動生化学分析装置

CL－20形
　CL　20は，臨床化学分析の基本を重視し，新しい臨床化学検査室のご要

望を盛り込んで開発した，20チャンネル・100検体／時の装置です。

〔CL－20形の主な特長〕

1．検体と試薬の微量化を同時に実現し，試薬コストを大幅に節減、，

　　　検体2．5μ1の分注精度が良く，」薬量400μ1で広い濃度範囲の分析が

　　　できます。特殊な試薬を使用する必要がありません。

2．24時間待機，i∫能で，いつでも分析できます。

　　　試薬とその分注器は，必要数冷蔵されているため，いつ検査依頼が

　　　あっても分析できます。自動洗浄機能も充実しています。

3．各検査室に最適な分析法を選択できます。

　　　検体量と試薬｝t｛：の変更，試薬分注位置・レート法とエンド法の選択，

　　　波長変史などについての制度を極力減らしました。

4．分析項目は，完全ランダムまたはセットで任意に選択できますc，

　　　分析項目の選択により，検体と、λ薬の使用量が減少します。

5．臨床検査システムの機能を大幅に取り人れましたc，

　　　精度管理および検査データの処理のための機能が充実しています，，



ぬ ㊨ 真興交易株式会社
〒106東京都港区南麻布2－8－18 TELO3－798－3311

全自動血液ガス・電解質（カリウム）分析装置

ABL　4

　貝輿交易株式会社は，デンマーク・ラジオメーター社のH本総代理店と

して，酸塩基’ド衡・電解質などの最新の臨床用測定装置を各種輸入・販売

し，医療研究の分野に貢献しております。東京に本社をおき、札幌・仙台

・名占屋・金沢・大阪・広島・福岡に営業所を設置し，日々進歩している

技術水準に対応しながら，迅速なサービスに努力しております。

　世界初のマイクロブロセッサ・コントロールによる全自動血液ガス分析

装置ABL　1，その後多くの改良を加えたABL2は，最’も信頼でき，誰にで

も容易に使用できる装置として，多数の納入実績を得ていますc，

　ABL3は，さらに高度なコンピュータ技術を駆使して，測定精度を向・ヒ

させ，またユーザーの多様な要望に答えるべく，便利な各種プログラムも

内蔵Lています。ABL30は，　ABL3と同様の精度を保ちながら，経済性を

徹底的に追求したものです。

　ABL4は、　ABL3の基礎技術に基づき，　ItlL液ガスの測定項目に新たにカ

リウムを加えて開発されました。最新型のABL300は，測定精度を犠牲に

することなくサンプル量を減らすことに成功し，ABL4と同様のユニーク

なクオリティ・コントロール・プログラムを内蔵しています。

〔仕様〕

○測定項目

○入力項目

○演算項目

○サンプル量

○測定時間

○処理能力

○患者体温補正
○　ド1重力事交」E

○屯源

○サイズ

○．重｛ま

」nL液：pH，　Pco2，　Po2，　K＋，　Hb

ガス：Pco2，　Po2

患者体温，Fio2，　P50，サンプルタイプ，患者ID．No．など

1∫IL液：HCO3，　TCO2，ABE，　SBE，　SBC，　SAT，02CT

ガス：CO2，02
］flL液：（吸引）165μ1，（注入）265μ1

ガス：30ml

llO秒

18サンプル／時

15．0～45．0°C

1兄《車交」1・1：　1，　　2圓与階1ごと　よ　りjg’itJC

2，点車交」｝：：　2，　4，　6，　8H寺Il”ごとより」墾Uミ

110（93．5～121）V，　50／6011z±　5％，　280VA

83×30×58cm（W×H×D）

45kg

〔営業品目〕

デンマーク・ラジオメーター社：全自動血液ガス・電解質（カリウム）分

　　析装置　ABL4／全自動lflL液ガス分析装置　ABL300，　ABL30／経皮酸

　　素・炭酸ガス分圧測定装置TCM222／ナトリウムカリウムアナライザ

　　ー　KNA1／イオン化カルシウムアナライザー　ICA　1／ヘモオキシメ

　　ーター　OSM2／クロライドタイトレーター　CMT10／その他

ドイツ・クナウァー社：浸透圧計　SMO－1／デジタル自動浸透圧計

　　DI－SMO

坐＾
「惨

」



株式会社常炎

Tll3　東京都文京区本郷3丁目19番4号 TELO3－815．1717

　（株）常光は，昭和22年6月創業以来40年に日1りIAL液分析装置の研究と開

発・’k産・販売に精魂を傾けて参りました。本年4月，これが認められて科

学技術庁長官賞を授与されました。これもユーザの諸先生並びにご指導頂

いた先生ノ∫の御支援のお陰と心から感謝申しヒげます。今後とも　・層の努

力をいたす決意でおります。すでに電気泳動装置は国内外で1万台を越す

実績があります。また電極法をi・1体とする電解質測定装置は8機種を揃え

これも川内外で数f・台の実績を持つようになりました、これら電極法の技

術を基礎として，昨年国産初のlflL液ガス分析装置を発売し順調に販っじが伸

びております、／ト後も新製品の開発に全力を／ヒ頁け，ユーザの先生ノ∫に・層

信頼されるよう努力致して参りたいと覚悟しております，，

〔営業品目〕

◎電気泳動装置

◎電気泳動支持体

◎生理関連装置

◎電解質分析装置

◎イヒ・’7：・　1∬li｝1∫r莫］遵三

◎・般検杏

：全自動電気泳動装置CTE1200　1～III型

　　　　　　　　　CTE300，　CTE500

デンシトメータ　　マイコン20AS，　PANFV

　　　　　　　　　マイコン100，PAN802
電∫・i令去lj享永重力装：i受ECP10，　f也各董重’；永重JJ装置

：セルローズアセテート膜，セパラックス，セハ

　ラックスS，オキソイド，セアゲル

アガロースブレート

：全自動lfrL液ガス分析装置JBA－3，　JBA－5K

：ナトカリクロールアナライザ，IT－3，　ION3，

IT－150AT，10N　150AC，　NK－60P

　クロライドメータ，C－200A　P，　C－200A

カルシウムメータ，Ca／Mg　30／20，　Ca30

：グルコースメータGL101，レーザネフェロメータ

：PSP排泄機能試験装置PSPDP，希釈分注装置

　　◎健康管理関連装｛置：自動身長体屯計，HWS200
145　◎専用試薬類およびコントロールlf｜1．清：分画トロール他

常光全自動血液ガス分析装置

JBA－5K
　ll’1：年川産初のlflL液ガス分析装置JBA－3を発売し各方面より多大な好評を

受けました　今年はJBA－3に引つ／iきlic・i及型のJBA－5Kを新しく発売しま

した，　iflL液ガス分析装置は迅速なサービス体制を必要とするものです。そ

のような見地から、当社の支店営業所28ヶ所が常にお近くに待機し，ユー

ザ各位の要求に対応しております、、

JBA　5Kの主な特長は

①自動校ll｛による24時間スタンバイでいつでもサンプル測定か11∫能

②電椅｛膜fO2，　C　O2，　Ref〕かltl］単に交換でき圭す。

③測定データ，キャリブレーションの状態，演算結果がCRTに表示され

ます。

④自己診断機能を内蔵し異常発生時にはCRT　Iiにメッセージを表示．

⑤測定部は電極を’常に37±0．1℃にコントロールできるヒートブロック

　を採用しています，

⑥サンプル量は，100μ1以下です、

↑、内蔵電源を持一、ており♂電源を切一、ても約1時間37°Cを保丁与Lます



146 住友電気工業株式会社
〒554　大阪市此花区島屋H－3 TELO6－461－1031

　1976年住友電工が，我国で初めてミニコン2台を用いて，looo床規模の

大病院の医llい中検コンヒュータシステムの開発実用化に成」JJし，医療デ

ー タ処理用ソフトウェアとしてのMUMPS（マンプス）の有用性を実証し

て以来、　一環してMUMPSをべ一一スにメディカルフィールドにおいて，病

院トータルシステムをはじめ医‘1已ステム、検査システム等数多くの実績

を・五ねてまいりました　このたび，これら病院システムの豊富な経験をも

とに，臨床検杏システム「U－CLAS」等フレキシブルなデータベースシス

テムを開発，当社製高↑ノげ｜旨ワークステーション（USTATION）に搭載L，

小規模システムから大規模システムまで，その規模に応じた最適システム

を御提供することになりました、更に各部門・研究室でノ・．一ソナルに，医

療データの蓄積，検索，加一Ilすることが出来るパソコン版MUMPSを　「S

P－MUMPS」商品名でハソコンに搭載し世に出す等、・病院におけるトータ

ルな情報処理に積極的に取紺んでおります、

〔営業品目〕

1．U－MACS
　　医事会計ハッケージシステムで，　ilな機能は次の通りです

　　●患者登録機能●受診料ζた録機能　●入退院登録機能　●病名入力機

　　能●会糺入力機能●患．者請求書発行●」k収金管理●レセプト発行

　　●統計管理資半こ↓発行　●各種検索機能　●その他各種オプション機能

2．U－－CLAS

　　臨床検査ハッケージシステムで．ドな機能は次の通りです、

　　●検査受付機能　●ワークシー1・発行他検査前処理機能　●検査結果

　　オンライン取込　●検査結果CRT入力　●検査結果照会　●検査結果

　　報告書他各種報．告潟：発行　●問合せ　●又一R他各種精度管理　●検査

　　成績台帳他・括処理　●その他各種オプション機能

U－MUMPS臨床検査システム
U－CLAS

　U－CLASは，病院における臨床検査部門の位置／∫けを念頭におき，検査

室内の業務の効率化，迅速化，正確化を達成することはもちろん，よりト

ー タルな視点から診療業務をサポートし，病院機能の効率化に寄与するこ

とを日的として開発された臨床検査・ぐッケージシステムです、特長は，

　1．患者データベースを核として検査データの患者別管理を効率よくイf

　　なうこヒができます．

　2．　ビルドィンブロック万式により、小規模システムから人規模システ

　　　ムまで拡張自在の柔軟’性を備えています、．

　3．　U－CLASの本体は，櫛｛めてコンバクトに設計されておりデスクの横’

　　　に容易に設置でき，オフィス環境．ドでそのまま使用できますt，

　4．　検査項日やワークシート，報告il｛：等の追加’変更は定数設〃じだけで、

　　　容易に対応できます

　5．　見・やすい日本話表示，わかりやすい会話型入力，　天したHELP機

　　　能などマンマシンインターフェースに1天をこらしています

　6．　ハードウェアは，国産ワークステーションとしてトップの座を占め

　　　る住友電工製USTATIONを使用し，信頼性とも抜群です、、



◆住友N一クライト株式会社
〒100　東京都千代田区内幸町1丁目2番2号　TELO3－595－9431

　当社は日本におけるプラスチック工業の草分けであり，約70年に亘って

蓄積したプラスチックに関する高度な技術を医療の分野に役立てようと，

医療用具，組織培養用器具，臨床検査用器具，ME機器の各分野の製品を

市場へ登場させました。

　人類の幸福に直接結びつく医療の充実に，当社は英知を結集し，貢献し

ようと努力しています。

〔営業品目〕

　　組織培養関連器具

　　　　　　　マルチプレート

　　　　　　　シャーレ

　　　　　　　遠沈管

　　　　　　　凍結保存用チューブ

　　ELISA関連器具

　　　　　　　エリザ用プレート

　　　　　　　アミノプレート

　　臨床検査関連器具

　　　　　　　マルチプレートテラサキ

　　　　　　　血清反応板

　　　　　　　尿比重計

　　連続分注器

　　　　　　　マルチディスペンサー
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マルチディスペンサー

MS－60400
マルチディスペンサー400はマイクロプレートに正確かつ迅速に分注で

きる4連シリンジ式連続分注器です。

　〔特長〕

　　○マイクロタイトレーション，エライザー等のプレートへの分注に最

　　　適です。

　　○…度だけの吸入で4列つつ連続的に分注できます。

　　○高精度分注が可能で，試薬ロスも最少です。

　　010μ1～100μ1まで6段階の分注器が選択できます。

　　○ディスポシリンジの交換で，クロスコンタミネーションがありませ

　　　ん。



i48 積水化学工業株式会社
〒530　大阪市北区西天満2－4－4

匹没　 ・、》：　日召不日22f手L　3月

資ノトこ金　　149∫慧｝IJ

代表者　代表取締役会長

　　　　　〃　〃　社長

従業員　6200名
‘拮業｜勺f；　　（ユ）fビ∫：rS～1剖～111」

　　　　④医療部門

TELO6－365－2615

小1幡糸三

広田　馨

　　　　　　　②生活用品部門③包装・工業資材部門

　　　　　　㊨住宅部門　⑥ヒ木資材部門　⑦住宅、没備部門

⑥環境改善部門　（！i）その他

〔営業品目〕

医療部門

　臨床検査関連

　　検査システム

　　　ォートAlc（グリコヘモグロビン自動分画測定装置）

　　　エスクリニカーEぴH中エストロジェン自動分画測定装置）

　　　セラマウト（液クロIAL清前処理装置）

　　　その他　液クロ川カラム

　　検査試薬関連

　　　試薬用ラテ・ソクス・ラテ・ソクス試薬

　　　EIA・RIA用ビーズ・EIA，式薬

　　　特殊用途ゲル・酵素・抗lflL清

　　検査器材関連
　　　各↑屯ス、ピ・ソツ

　　　真空採lnl管「インセバック」

　　　ヘハリン／川ll川接、〔促滴下剤

　　　ラテックス凝集判定プレート

　　　組械培養用シャーレ　その他器材

エスクリニカ・E

エスクリニカ　Eの特長

　1．lllL中エストラジオール（E2），エストリオール（E3）が同時分画

　　　測定できます。

　2．複雑な前処理が不要で，分析に特殊技術はいりません。

　3．測定時間は1検1本あたり約20分で，連続運転がu∫能です。

　4．分析は完全自動化で夜間無人運転が可能です。

　5．装置の作動中は，マイコン制御により動作を常に監。．視し，異常か

　　　あればディスフレーで知らせ，装置は自動化に停止します。

　6．過去120検体分のデータリストが装置に記憶されており，停厄後で

　　　もリストか出力できます。

女性の卵胞ホルモンであるエストロジェンは，妊婦の胎盤機能，胎児発

育と密接な関係を有してお

り適確な妊娠経過のモニタ

治療にお役立てドさい。

ますc、エストロジェンの定1書引1動測定で，よ

ングそしてhigh　riskpregnancyにおける診断，

▲



（主C欝】胞コφ「元但科学貿易

〒110東京都台東区三ノ輪2－2－7　　　　TELO3－806－4361
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　日本の理化学及び医療機関の発展のために最新かつ優秀な外国機器と有

能な技術を供給すべく，昭和42年創立以来新しい人間研究ともいうべき，

総合学術運動であるライフサイエンスに対し，輸人専門商社の立場から，

全世界の60余社のメーカーから最新鋭の理化学，医療器類をシステム的

に導入し業界の発展に寄与しております。

〔営業品目〕

血L液凝固自動測定装置　　（エルビ社）

全自動アミノ酸アナライザー　　（ビオトロニック社）

RIA装置　　　　　　（マイクロメディック社）

液体シンチレーションカウンター　（マイクロメディック社）

電極式電解質測定装置

蛍光分光光度計

細胞分析，分取装置

細胞破砕システム

小児用［呼吸モニター

電気泳動装置

～東糸吉卓乞燥装置

プログラムフリーザー

（フォトボルト社）

（SLM社）

（ヒルシュマン社）

（ポリトロン・ブランソン社他）

（グラスビーダイナミクス社）

（ペンケム・ホーファー社他）

（FTS社）

（クライオソン・FTS社）

他各種医療機器・理化学機器

血液凝固自動測定装置

ディジクロットelvi　820

　被検ln［漿のoptical　density変化をとらえ，フィブリン析出を検出する新

しいタイプのlfi1液凝固時間i貝lJ定装置です、。∫／薬分注には，50～200／tl　“T変

式高精度ピペットを使用し，独自のスターラー機構を備えた新光学方式に

より，Bkフィブリノーゲン量（30mg／dε以下）のサンプル測定が可能になり

ました，，プレインキュベーションは32検体ii∫能で，2チャンネル同時測定

を行ない省力化が実現できますLt測定結果は，時間と共に，二市試験の平

均値、PT活性％・RAT10，フィブリノーゲン定量値mg％が同時にプリント

アウトします‘、

〔適応検査項目〕

　OPT
　OPTT，　APTT
　Oフィブリノーゲン，カルシウム再／川試験

　c）ヘバプラスチン，トロンボテスト

　○凝固因∫・損lJ定



150 ㎜高園産茉椋式会社
T575　大阪府四条畷市岡山2－12－22 TELO720－77－3431（代）

血清分離補助具
ヒブリチン

Il斐　　　、Z　　日召禾038　f｝こ8月

　資ノt～こ《iミi　　7000・ノ∫「IJ

　代表者　代表取締役　園部尚俊

f遁業▲｛数　　180名

事業内容　医療機関およびd司剤薬局などで使用する薬剤自動分割分包機，

　　　　　調剤設備機器，その他関連医療機器の総合メーカー。

〔営業品目〕

〈臨床検査機器分野〉

ヒブリチン

臨床検査迅速報告システム

各種実験台

ドラフトチャンバー

クリーンベンチ

オートクレープ各種

電気バーナー

　治療の原則は，適切な方法の選択と早期施行にあるといえます。その適

切な治療法の選択には，正確な診断と病態把握が必要で，各種の生体情報

が不可欠であると思われます。臨床検査がそれらの中核であることからし

て，精度は高ければ高いほどよく，速ければ速いほどいいということにな

ります。これは院内臨床検査が，タイムリーな報告という患者側の利益に

直結して医療需要の拡大につながることにより，病院経営の立場からも今

後重視されるものと思われます。このRRCLシステムの特徴として，エン

ドレスコンベアーを中心とした実験台により導線の短縮をはかり，《ヒブリ

チン》によりlrll．清分離を簡素化いたしました。これらにより，1［十数項目

の検査が30分以内に報告できるようにルーチン化いたしましたe又，この

システムに不可欠な1血清分離補助具《ヒブリチン》とは，

特徴tして，①採1｛1仁遠心時間の乍豆縮

　　　　　　③分離境界面がシャープ

　　　　　　⑤データーへの影響がない

　　　　　　⑦経済的です

②割IL，コンタミがない

④スピッツの再使用可能

⑥lflL球成分の採取が容易

⑧糖尿病患者のltlL清分離に効果的です。

　のがぬ　　　　　　　’：2：M　　　　　　かフiブリンガな　　　4ttブリチンをスれる　　べぶな　　　　　　　　’6ドぴぷバぽ

④、∴層畿巳許ぶ讐ぎ8、
　イ投血　　　　　　　　　　　　　　　　ぷ・血餅纏認　　　、4ヒフIJチン後入れる　　’5遠沈　　　　　　　　◇ヱ曹撲取

③、叢竺トi＿讐≧ゴ1



omRon立石電機株式会社
〒616　京都市右京区花園土堂町10番地　TELO75463－ll61（大代）
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　立石電機は昭和8年の創業以来，独自のエレクトロニクス技術を盛り込

んだ独創的な機器・システムを開発し，生産工場・銀行窓口・交通管制・

駅業務・小売業などの自動化・省力化に☆献してきました。さらに，人類

の悲願である“健康で幸せに長生きしたい”　　を実現するため，ME機

器の開発に取り組んでいます。すなわち，ストレス・メータ，東洋医学物

理療法自動診断機，ガン細胞自動診断機，電動義肢，電拍f［L圧計，電r体

温計，ifiL液細胞自動分析装置，血清分取分注装置などを開発して参りまし

た。この間，昭和49年には㈱立石ライフサイエンス研究所を別会社として

分離・独立させ，より一層MEの分野に注力する態勢を整え，今日に到っ

ています。

〔営業品目〕

○」血液細胞自動分析装置……MICROX　HEG－70

0遠心塗抹装置……HEG－SP

O自動染色装置……HEG－ST

O自動lfiL液標本作成装置……HEG－AS

O血清分取分注装置……HEU－500シリーズ，　HEU－300シリーズ

○自動電気泳動装置……HEC－700

0自動グルコース分析器……DIAGLUCA

O白MI．球分類計数器……LADIC－N

O骨髄像分類計数装置……LADIC－31

0尿沈渣分類計数装置……LADIC－　51

0集中管理装置……LADIC－S

Oラクテートアナライザー……HER－100

0生化学分析装置……ジェムスター

オムロン血液細胞自動分析装置

MICROX　HEG－70
　HEG－70は正常白lllL球分類，赤lllL球形態分析はもちろん，異常lflL球の検

出と分類および網状赤IAL球計数などの，自動分析によるIfiL球識別精度を向

ヒさせています。一一方，分類データと］t［L球像とを2つのモニタに並行表示

し，分類経過も常時確認でき，目視法との相関性向ヒも含め，専門家の高

度な技能や知識を機械にも反映できるなど，省力化・高速大［，1：処理そして

コンバクト化に徹した装置です。

〔特　長〕

●標本の自動供給とオートパワーオフ機構による簡便な操作と無人化指向

●高精度の1血球識別を可能にした画像人力システム

●白lflL球，赤thL球，1（LL小板と網状赤IAL球の自動分析と未分類細胞の目視分

　類が可能

●白1flL球分類，赤1tlL球形態分析，1fi1小板計数を同時に行なう場合，毎時最

　大70検体という，高速の自動処理が可能

●削“」家の高度な知識を認識規準の改善などに反映できる柔軟性

●途中経過の確認やスクリーニングに便利なように，鮮明な血球像と分類

　結果を並行表示



1賜
　　帯1

株式会社ダイアヤトロン

東京都千代田区東神田2丁目5番12号TELO3－863－6241

　株式会社ヤトロンと三菱化成工業株式会社は，昭和55年に遊離脂肪酸測

定キットの上市に際して，業務提携し，以後ともに本分野における事業活

動をより一層拡大するため販売体制の整備および強化を夫々検討した結果，

共同で新会社を設立し，広範に提携する事が効率的・効果的であるとの結

論を得ました。それにより新会社　株式会社ダイアヤトロンを設立し，昭

和56年8月業務開始以来，医療用・診断用・分析用試薬・機器および材料

の販売業務を進めさせていただいております。

　新会社は，両社の提携により相互の特性を生かして人間の健康保持のた

め日々要求の高まる医療，臨床検査分野において貢献すべく念願致してお

ります。

〔営業品目〕

◎臨床検査用試薬

　　　　ヤトロン社製　キット試薬・自動分析装置用試薬

◎分析用器具

　　　　西独エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離器・その他

◎分析用器械

　　　　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャンTH－10

◎血液検査装置

　　　　米国ORTHO　DIAGNOSTIC　SYSTEMS製　ELT－8／ds

　　　　ELT－800

◎動的赤血球膜物性検査装置

　　　　三菱化成工業社製　CPC

◎自動免疫検査システム（ラテックス近赤外比濁システム）

　　　　三菱化成工業社製　mci　LPIA－1・LPIA－300

◎1血糖計（グルコース・アナライザー）

　　　　三菱化成工業社製　mci　MODELGL－101

◎その他　　モノクローナル抗体，各種抗血清，下痢原性毒素検出試薬

全自動免疫血清検査システム

m◎lll　LPIA－300

　LPIA－300は，ラテックス近赤外比濁法により抗原または抗体を測定す

る全自動免疫血清検査システムです。これまで自動化することが難しかっ

た免疫lflL清検査が，サンプリングから希釈，データ処理まで全自動で測定

できる世界で初めてのシステムとして完成しました。

〔特長〕

（1）完全自動　　　サンプリングからデータ処理まで完全に自動化していま

　す。免疫検査が，検体をセットするだけで測定結果が得られます。

（2）高速処理　　　300テスト／時間の高速処理が可能です。

（3）同時多項目測定　　　シングルライン連続多項目測定方式の採用により，

　最大6項目の同時測定が可能です。

（4）高感度・高特異性　　　測定感度，測定精度はRIA・EIAに匹敵します。

（5）広範囲な測定項目　　　腫瘍マーカーから血漿蛋白まで広範囲な測定が

　できます。

　測定項目：AFP，β2m，フェリチン，IgE，CRP，　ASO，RF，lgG，IgA，　IgM，

　　　　　　FDP－E，　AT　III，プラスミノーゲン。（開発中：CEA，，C3，

　　　　　　C4，HBsその他）

　製造元　三菱化成工業株式会社



㊨
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第一化学薬品株式会社
東京都中央区日本橋313－5 TELO3－272－0671
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　第一北学薬品の歴史は，戦後間もない昭和22年，市場に枯渇していた高

純度試栗の創製に始まりました。その後，一一一貫して試薬の周辺領域の開発

に取り組み，特に臨床検査薬，ラジオアイソトープの分野では，常に業界

をリードする地位を保・っています。

　また試薬のみならす，医療産業の一・翼を担うものとして，優れた合成技

術を生かした各種ファインケミカルの製造，また最近ではアイソトーフを

用いた動物実験受託研究等を企業化しました。

　このように，創立以来，未開拓の領域に先鞭をつけてきたハイオニアス

ピリットは，現在もさらに受け継がれ，経営体質の一’層の強化発展ととも

に臨床検査薬，試薬アイソトープ，ファインケミカル，受託研究業務の各

部門において，確固たる地位を築いています、、

〔営業品目〕

●血液凝固・線溶因r・i則定用

　　テストチーム⑭ATIIIキット，テストチーム「lo　APLキット，テストチ

　　ーム⑯PLGキット，テストチーム〔｝uヘパリン，テストチームfo　Fact・r

　X　第珊因r・測定用試薬

●アポタンパク測定用

　　アポA－1プレート「第一」，

　　アポB　プレート「第・」，

　　アポC－IIIプレート「第・」，

●lflL清中胆汗酸濃度測定用

　　エンザバイル⑯

●α一フェトプロテイン測定用

　　イムノテック’／bAFP

●自動分析装置用試薬

　　クリニメイト⑪

　　オートセラle

　　ダイテスト⑭

アポA－IIプレート「第・」

アポC－IIプレート「第　」

アポE　プレート「第・」

血液凝固・線溶因子測定用
テストチーム⑪ATIIIキット

テストチーム⑧APLキット

テストチーム⑪PLGキット

　1（IL液のlli　lflL機楢は，111｜．液中に含まれる凝固因∫・，線溶因子及び凝固線溶

系のインヒビター，アクチベーターのバランスによって保たれています，，

これらの因f・はDIC，悪性腫」勿末期，重症感染症及び肝疾患などにおいて変

動します、、このような患者の凝固・線溶能を知ることは病態の把握・治療

に重要な情報を与えます。テストチーム⑪キ・・トは1（IL漿中ATIII，　AI）L，

PLGを発色1生合成基質をJIIいることにより，その生理活性を特異的に測定

することかできます．

〔特長〕

　　1．極めて特異性の高い発色’1ゾ｛1合成基質を用いています。

　　2．疋：蓄｛性に優れ，精度，感度とも良好です、，

　　3．操作が簡単で結果は短時間で得られます。

　　4．自動分析装置への応用か可能です，，

　　商　品　名

ストチーム⑯ATIIIキッ

ストチーム⑭API、キソ

ストチーム⑪PLGキッ

一一．
ト

一一一・一一　　包装　　一．－

　65／20回用

一．一・一一一．．一一　　　　　　　適一一一一一一

血漿中アンチト
1・

65／20回用 血1漿中α2一プラスミ

ト 65／20回用 ］血漿中プラスミ一ミ・



154 顯ダイナボット株式会社
　　TlO5東京都港区虎ノ門3－8－21第33森ビルTEL　O3－437－9441

ダイナボット株式会社は，米国ABBOTT　Laboratoriesと，大日本製薬株

式会社との共同出資により，昭和58年9月1日に設立されました。

当社は，医薬品事業部および診断薬・機器事業部から成り，診断から治療

まで「トータルヘルスケア」をめざし，日米の最先端の技術力と独創的な

開発力で，未来の医療のあるべき姿を追いつづけます。

〔診断薬・機器事業部〕
“ 診断は情報集約です。”

ダィナボットは，生体内に種々の形で存在する微量物質，例えばホルモン，

ガン関連物質，ウィルス，酵素，薬物，細菌等を最新のテクノロジーで測

定可能に致しました。また製品開発の段階から，ハード（測定装置）とソ

フト（試薬類，測定プログラム）の両者を結びつけ，システムとして提供

し診断のための数多くの情報を「正確」かつ「迅速」に入手できるよう常に

考えつづけております。

〔営業品目〕

1TDXシステム　：TDXおよびTDX試薬キット
　測定項目／T4・T一アップテイク（新発売），抗てんかん剤，気管支拡張

　剤，抗不整脈剤，強心配糖体，抗生物質，抗腫瘍剤

2EIAシステム　：アボットコンタムII－BID，コンタマチックおよびEIA

　、試薬キッ　ト

　測定項n／血中ガン関連物質、ウィルス肝炎関連抗原抗体，他

3．RIAシステム　　：ANSRおよびRIA試薬・キット

　測定項目／血中ガン関連物質　ウイルス肝炎関連抗原抗体，ホルモン他

4生化学自動分析システム　：VPスーパー（ディスクリート方式）および

　a－gent試薬（28項目）

5細菌検査システム　：アボットコンタムII－BID（細菌同定検査），　ms－

　2アバンテージシステム（感受性検査，同定他／多項目同時処理）

新製品

高性能生化学自動分析システム
「スペクトラム」

　生化学検査自動化を計る上で，今後求められる大きな要素として装置の

精度はもちろんのこと経済効率を直視する必要があります。

　単にランニングコストにとどまらず包括的な諸要素（作業管理，生産管

理など）を十分認識した一ヒでの新しい検査体制作りが求められます。

　「スペクトラム」は，この観点から検討され完成した高性能生化学自動分

析システムです。

　弊社は，すでにABA－100やABBOTT　VPでその精能の良さ更に超微量

測定の実現と話題を提供してきましたが，技術力を駆使して開発した「ス

ペクトラム」は，必ずやご満足いただけるものと思います。

〔特　徴〕

　　1）多種測定モード（タンデム，アクセス）による検査の最効率化

　　2）CRT対話方式から一歩進めてタッチスクリーン操作実現

　　3）ユニークな生産性分析報告書の作成報告

　　4）多波長同時測光システムによるリサーチシステム



㊥大日本製薬株式会社

〒564　大阪府吹田市江の木町33－94 TELO6－386－2164
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　当ラボラトリープロダクツ部では，ブロウ社（アメリカ），ビオテスト社

（西独），セロテック社（英国）などの機器メーカー，試薬メーカーと提携

し，組織培養関連製品（細胞，lflL清，培地など），免疫研究用試薬（モノク

W一ナル抗体，抗1血清など）や免疫研究用機器（セルハーベスター，標的

細胞障害実験でのL清採取システム，マルチチャンネルピペットなど96穴

マイクロプレートを対象とした機器）など各種実験研究用機器、試薬など

を販売しています。また以下のような自社開発の臨床検査用試薬，機器も

販売しており，大学や病院，検査センター，企業の研究所など研究開発分

野，臨床検査分野に幅広くご愛用いただいております。

〔営業品目〕

〔機器類〕

●EIA用遠心式自動反応装置……マーセンティアMR24

●96穴マイクロプレートEIA用機器…ツインリーダー，マルチスキャンM

CC，マルチスキャンMCC／340（分光光度pl’1’），フルオロスキャン（蛍光光

度計），マイクロプレートウォッシャー120（EIA洗浄装置），オートドロッ

プ（自動分注装置），マルチチャンネルピベット（分注器）他

〔試薬類〕

●EIA法による各種定量キット…マーキット……［fiF　ti抗てんかん薬定｛｛モ用

5種，［∬1中強心配糖体定量用2種，lllL中アミノグルコシド系抗生物質定量

用3種，ll｜坤テオフィリン定量用，1直L中α一フェトプロテイン定量川，　lllL中

インスリン定｛1招1，lflL中サイロキシン定脚月，キニン定1亘用

●人工基質によるヒト血中リパーゼ定量用キット……リパーゼキットS

●溶連菌感染症の新しい抗体価（ASE）測定用試薬キット……アーゼキ・・
ト

●輸血検査用試薬（西独，ビオテスト社）……ABO式」flL液型（亜型），

Rh式ltll．液型，その他の1血液型，　lfrl球試薬，　H　LA判定用，抗Gmなビ

マーセンティアMR24
MOD－24
マーセンティアMR24はB／F分離を必要とする酵素免疫測定法（EIA）にお

いて，試薬の連続分注，インキュベーションを要する抗原抗体反応，酵素

反応，また遠心分離によるB／F分離，洗浄などの一連の操作を自動的に行

なうためのユニークな装置です、，

各プロセスの操作条件は，マイクロコンピューターにより正碓に制御され

ますので，高精度で再現性の良い測定結果が得られます。

試薬，検体をセットした後，条件設定パネルで各プロセスの操作条件を設

定すれば，あとは操作パネルの簡単な操作で自動的に反応が進みます、さ

らに条件設定と操作プロセスを選ぶことにより，EIA法以外の測定法にも

広く応用することができます。

またマニュアル操作で単独のプロセスを実行することもできます。

ヒ’ 毒

一＿、
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156 CHUGAt 中外製薬株式会社
TlO4　東京都中央区京橋2－1－9　TELO3－281－6611（大代）

　’1］社は，大」E14年3J］創業c，本年3月で満60年を迎えました。その間、

種々の医家向品、及び大衆薬をヒ市し，社会への貢献を念頭に・歩・歩，

着実に歩みを続けて参りました，検査薬については，昭和35年，胃液酸度

診断用剤のガストロテスト，昭和37午，llll清コリンエステラーゼ試験紙の

アコレストから始まって，各種用手法試薬を供給，更に，小型臨床化学分

析機RaBAシステム等をilifiし現在に至っております。

　／ト後も各タイプのRaBAシリーズを中心に，ユニークな製品であるi－PiT，

アミテストメーター，ヘムメーターをご案内し，先生ノiに安心してご使川

いたたけるよう努力する所存でおります「

〔営業品目〕

自動分析機用試薬

　コンクマイトシリーズ

　コンクマイトレートシリーズ

　コンクマイトSシリーズ

　コンクマイトレートSシリーズ

比色法（T正）を始め9項目）

初速度法（GOTを始め11項目）

比色法（TI）を始め9項｛D

（ALPを始め9項ID
臨床検杏システム〔簡易臨床検査機器シリーズ〕

　RaBA－ACE　：⊥’ヒ色i去臨床化”∫：分・‡斤器　（26∫頁目測りじ）

　RaBA－SuPER：比色法，初速度法臨床化学分析23（30項目測定）

　RaBA一Σ：比色法，初速度法臨床化学分析器（30項目測定）

　アミテスト：IrlL［iiアンモニア濃度測定機器

　i－PiT：IflL漿蛋白，　frlL漿薬物濃度測定機器

　ヘムメーター：赤lllL球・白血球カウンター

JU百去検査薬

　a）生化学検査用：葡〒シカフォスNを始め10項日

　b／［lll清学検査用：べ一タリポテスト，ロイマテスト

　℃、IU検査用：サイロテストー3、サイロテストRIA－4

i三PiTLSystem
　i－PiTシステムは，レーザーネフェロメーターと専用試薬ネフェロテス

トシリーズにより構戒されます。薬物はラテックス凝集反応及び免疫沈降

阻IL反応を，［fiL漿蛋白は，免疫沈降反応を原理としたNIA（Nephelometric

Immuno　Assay）法でi貝ll定されます、，測定項目は，薬物の場合，ジゴキシン

を始め7項目，lrlL漿蛋白の場合，　CRPを始め8項［L品揃えをしておりま

すので，先生方のご要望に答えられる内容になりました、i－PiT本体に専

用のトランスポーター，及びダィリューターをセットして，ご使用いただ

きますと，更に迅速性・簡便性を増しご利用し易くなります、、

〈i－PiTシステムの特長＞

　tt・）感度よく，高い精度で，簡便に測定できます、

　○検量線は自動作成し，，目で確認てきます、t

　O対話万式の操作で，オペレーターの判断が生かせ圭す，

　／一’）測定値は，濃度単位で、デジタル表示し，プリントアウトされます

　oi－PiTダィリューターの使用により，サンプリング操作は大巾に簡便

　　迅速化されます。

　oi－PiTトランスポーターは，測定操作を自動化します。

藤～盲・
～ぺ　㌧　　　　　　く
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OU　PONT デュポン・ジャパン・リミテッド

〒107東京都港区赤坂1－ll－39第2興和ビルTELO3－585－5511

臨床用自動化学分析装置

一
デュポン「aca－V」一

　当社は，「デュポン・ファーイースト・日本支社」と「デュポン・ジャハ

ン株式会社」の統合により，昭和58年10月1日設立された，米国デュポン社

の全額出資・r会社です。

　デュポン社は，研究開発こそが企業の原動力であると確信し，世界各国

50ヶ所余りの研究施設に，年間邦貨換算2000億円もの研究費を投入してお

ります。　その中でも，ライフサイエンス関係長期プロジェクトでは，

臨床検査部門でも，免疫学等の新しい分野の製品を次々と導入し続け，医

学の進歩と共に多様化する需要にお応えしております。

　今後共，高品質製品，ユニークな新製品の供給を通じ，医療，臨床検査

分野に積極的に貢献してまいります。

〔営業品目〕

　〈臨床検査関連製品＞

1．臨床用自動化学分析装置

　　　デュポン「acaシリーズ」

　「aca－V」は，特に・」・数検体多項目測定用に開発された装置で，緊急検

査，時間外検査，特殊検査を迅速，簡便，高精度で行う，「acaシリーズ」

の最新型です。

　〈「aca－V」の特長〉

024時間スタンバイで，夜間，休日，時間外に誰でも簡単に操作可能、、

○コンパクトで，ICU／CCU，緊急検査室等に容易に設置n∫能c，

　〈aca用テストパックの特長〉

○項目毎にテストハックが揃っていますので，項目の切換え，試薬の調弦

　等，面倒な操作が不要であり，廃液の問題もありません。

○一般検査を始め，特殊検査迄60種類近くの測定項目が揃っており，一冶

　で全項目を自由に使用できます。

○今年度中に，lhL中薬物項目としてゲンタマイシン，トブラマイシン，ア

　ミカシン，アセトアミノフェン，バルビツール，ベンゾジアゼピン，

　二環系抗うつ剤等の7項目が追戊川享入され，近い将来凝固系としてFDP，

　ヘバリン等の4項目も順次導入されます、
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II．デュポンaca用　　テストパック

　・酵素活性測定：アミラーゼ，CKMB等13項目

　・冠解質　　　　：HCO3，Cl等4項目

　・凝固系　　　：AT　III，プラスミノーゲン等3項目

　・Ml中薬物　　：バルプロ酸，テオフィリン等18項目

　・’般化学　　：アルブミン，BUN等21項目

　・免疫関係　　：lgG等3項目

　・内分泌　　　：T4等2項目

垂き⑳蒙瞬㊤



158 Oデンカ生研株式会社
臨床化学検査試薬

〒103東京都中央区日本橋兜町12番1号　TELO3－669－9091

（1）昭和20年12月1日

（2）

（3）

（4）

（5）

●

昭和25年2月11口

昭和26年8月28日

昭和54年7月10日

昭和57年1月11日

当社は，　　　　その生い立ちに基づいて生物学的製剤の製造を柱とし，

技術を生かしなから新製品の開発育成にたゆまぬ努力を続けています。

〔営業品目〕

陸軍軍医学校新潟出張所の設備と人材を東芝か継

承し，東芝生物理化学研究所を設立。

株式会社生物理化学研究所として独立。

東芝化学工業株式会社と社名変更。

屯気化学工業株式会社の傘下に入る

デンカ生研株式会社と社名を変更し，現在に至る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連

（1）各種i’防用製剤（ワクチン類）

（2）　各不重糸田自9’1生。含困「斉1］

（3）　各種ウイルヌ、性診断剤

（4）各種臨床化学試薬

　※　東芝自動化学分析装置（TBAシ

　　　薬

（5）免疫機能検査試薬

一 ズ）及びその他分析装置用試

　新製品

（1）遊離脂肪酸（NEFA）測定用試薬

　　○測定が短時間でできます。

　　○アスコルビン酸の影響をうけません。

（2）遊離グリセロール除去トリグリセライド（FG－TG）測定用試薬

　　○遊離グリセロールを1000ng／d・e（TG換算）まで除去できます。

　　○アスコルビン酸の影響をうけません。

（3）アミラーゼ（AMY）測定用試薬

　　○品質安定なオリゴ糖（マルトヘキサトール）を基質として使用し構

　　　造と反応生成物は明確です。

　　○内因性グルコースの影響はうけません。

（4）東芝TBA－Sシリーズ用試薬

　　ORate　AssayはLL－IIを利用し，使用状態で1ヵ月保存できます。

　　○装置にスッキリ収納できる専用ボトルを使用しています。

（5）LL－II（保存性の高いRate　Assay用試薬シリーズ）

　　OGOT，　GPT，　LDH（P），CPK。



S讐sme》x〈 東亜医用電子株式会社
〒675兵庫県加古川市野口町北野314番地の2　TELO794－　24－ll71

　東亜医用電r・は、血球計数装置の専門メーカーとして，昭和3g年以来，数

々の製品をお届けしてまいりました　常に“正確な検査結V（・　”をお届けす

るという理念と，20年来の技術の蓄積は，シスメックスを国際的なブラン

ドに育て，い1内はもとより世界の病院や医」ぐ6機関で高い評価を受けるよう

になりました、、

　そグ）ラィンナップは高精度・高速処理・多機能を実現した多項目自動1rlL

球計数装置Eシリーズ・CC－780や、検査室のシステム化に欠かせないu’］1．

液検査用データ処理装置DPS－600，さらに新発売の全自動1（IL液凝固測りじ装

置CA－3000等，さまざまな検査室のニーズにお応えできるよう取揃えてい

ます

　東亜医用電r一は、今日までに培った貴屯な経験と実績をフルに生かし、

一 層高品質な製lhilの開発を通じて積極的に医療に貢献してまいります

全自動血液凝固測定装置

CA－3000
●特長

　1．簡単操作でPT，　APTT，　Fbgの3項目を1時間に60検体を71）　t’1動測定

　　します

2．光散乱検出ノ∫式とハーセント検出ノ∫法で，異常検体の場合も1’L’：i精度な

　　測1冗三糸吉り↓カごイぱD、ズしま’丁

3AtatモードとStat川ホルダーにより，緊急検体にも即座に対応します、、

4、充実した監視機能の搭載により、従来わずらわしか一．た加温，希釈、

　試薬の分注，測定を自動化しました，

5．3レベルのコントロール1｛IL漿によるR管理，ヒ下限値設定による異常

　イ直管理機能を才答載しています、

6　・段Lすぐれたパフォーマンスを追求しました。

〔営業品目〕

多項目自動1（IL球計数装置，自動lrlL球、；1’数装置，自動IAL小板計数装置，

全自動lflL液凝固測〃じ装置，自動ltlL液凝固測〃L装；猷　自動」‘L小板凝集測

定装置，lfll液検査用データ処理装置，白IrlL球分類カウンタ，自動lllL球

計数装置関連機器，ディスポーザブル製品

159



160 V　，東芝メディカル株式会社

〒ll3東京都文京区本郷3丁目26番5号　　　TELO3－815－7211

東芝メディカル株式会社は，株式会社東芝の医療機器部門の販売・サービ

スを業務とする会社です、

大正4年，わが国で初めてX線管を完成して以来，X線機器，医用屯子機

器，核医学機器，CTスキャナ，臨床検査機器など，数々の医用機器・医

用システムを製品化し，医療技術の向上に貞献してまいりましたt）

「医療と健康に奉仕する」ことをモットーに，絶え間ない技術開発と技術

革新をもとに，コンサルテーションからファイナンス営業，アフターサー一

ビスまで万全の体制で責任あるフォローができるように心掛けております。

〔営業品目〕

●X線診断装置

　X線テレビ装置，X線テレビ関連機器，一般診断用，循環器総合。参断シ

　ステム，デジタル・ラジオグラフ，胸部間接撮影用，胃部間接撮影用，

　回診用，断層撮影装置，X線検診4il，特殊撮影装i置，その他各種関連機

　器

●コンピコー一一タX線断層診断装置（X線CT）

　全身用CTスキャナ，頭部川cTスキャナ，独立型診断用システム，

　磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置、その他各種関連

●超n：波。参断装置

　セクタ電∫スキャナ，リニア電∫スキャナ，パルスドップラー，

　乳腺超；‘i二波診断装置，各種超音波診断装置

●核医学装置

　ガンマカメラ，核医学総合データ処理システム，その他各種関連機器

●放射線治療装置

　医用ライナック，RI治療装置，治療計画装置，その他各種関連機器

●検体検査装置

　f’1動化学分析装置，分光光度計，検体検査室自動化システム，その他

●医療情報システム

　総合健診システム，健康増進システム，心亘図自動解析システム，漢字

　レセフトコンヒュータ，端末機器，その他

高速多項目自動化学分析装置

TBA－60S
　TBA－60Sは，大型分析装置の小型軽｛11化，処理能力の拡充に加えデータ

の高精度化，及びデータ処理機能の充実化といった数々のニーズに答える

ため，東芝が独自の新技術を採用し，開発した新製品です。

●特長

　1．同時35項目，150検体／時の処理能力を実現、，

　2．サンプル量　2．5μ1／項目より分析可能，。

　3．　、i式薬i肖費量は朽｛準300μ1∫頁目と↑｝改量、，

　4．電解質測定用マルチセンサーの採用により，Na，　K，　Cl，3項目測

　　　定を標準装備、、

　5．高速多波長測光システムにより，高半肖度なデータを硲保、，

　6．リアルタイム精度管理を含めた充実したモニタリング機能を完備。

　7．同等処理能力の装置に比べ，小型化，省エネルギー化を実現，
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‘囮砲
活頃唖1 東洋曹達工業株式会社

〒107東京都港区赤坂1－7－7（東曹ビル）　　TELO3－586－9141

　東洋曹達は，高速液体クロマトグラフィの総合システムメーカー一として，

TSK－GELで知られる各種．充愼剤，　CCP＆8000シリーズに代表される各種

のHPLC，またそれらを支える豊富なソフト技術のトータルシステムをも

って世界のクロマトグラフィの意識，価値感に追随してまいりました　今

後共「分離技術のTOYO　SODA」をスローガンに広くそして深く，　・層の

技術間発をすすめてまいります、

　東洋曹達では長年にわたる高速液クロの技術を生かL「乍自動グリコヘ

モグロビン分析計，グリコハック」「全自動カテコールアミン分析計，ALC

－825CA」等をヒll∫L，医化学分野への展開も積極的にすすめております

〔営業品目〕

■全自動グリコヘモグロビン分析計，グリコハック

　oGHbAic値を8分llUでプリントアウト．糖尿病検査の新たな片腕

■全自動カテコールアミン分析d’，HLC－825C～

　口繁雑な試料の前処」：里か一切不用です。

　二すべての分析を酸性下で行なうため，塩基ドでは不安定なカテコール

　　アミンの川収率が飛躍的に向トしています．

■高速液体クロマトグラフ，CCP＆8000シリー一ズ

　ロ小型高性育ピコンヒュータコントロールポシプ（CCP）2種とその周近

　　機器8000シリーズで構成されるモジュール型の高速液体クロマトグラフ

　　です、、CCPにはマルチファンクションのCCPM，　デュアルタイプの

　　CCPDがあり，ホンフヘッドを独一、膓：に運転でき，1台で2台分のポン

　　フとしてつかえるなどユニークな機能をもっています、、

　　CCP＆8000シリーズの自在な糸ll．み合わせはIIPLCのあらゆるモード、

　　バリエーションを可能としています、

■TSK－GELシリーズ

　ロ高速液クロのすべての分野をカバー、、用途に合わせてお選び一ドさい

全自動グリコヘモグロビン分析計

グリコパック HLC－723GHb
　高速液体クロマトグラフィの戊｛洋曹達の，その技術を結集して開発し

た全自動グリコヘモグロビン分析計です　発売以来、多くの病院，臨床検

査センターで糖尿病検査装；1「llの決定版として高し・評価をいただいておりま

す　そのすぐれた性能，機能的デザインによりグリコパックは，昭和59年

度グットデザイン商品くGマーク商品）に選定されました

■特長

　●IIbAlc値が1サイクル8分で連続的に得られます，

　●Alc，　Ala，　Alb，　IlbFなどのクロマトグラム，数flll：を同時プリントア

　　ウトし圭す、

　●ランニングコストは大IIJダウン，省ノJ化で終夜運転でも安心です、

　●コンピコー一タ制御で操1］三は簡単，Lかも1’lLl診断機能内蔵で信頼性1．よ

　　抜群です

　●ルーチンの自動分析の他に、必．要に応じ，精密分画もできるなど拡張性

　　をもたしてあります

聯

」

一
1

一一Min・・M」二＝：」．



162 T◎YOBO
〒530　大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

東洋紡績株式会社
TELO6－348－3333

　東洋紡は，明治15年創業以オく，繊紺製品を主体に、衣料、インテリア，

産業資材の分野で発展してまいりました。時代の進歩と共に，プラスチッ

久フィルム，公害防1ヒ，生化学，エンジニアリングの分野へ’拝業を展開

し，巾広く活躍を続けております。

　メディカル関連分野では，酵素試薬を用いた生化学：診断キットを業界に

先がけて開発して以来，遺伝∫・組替用の各種酵素，生化学分析器など，試

薬，機器，医用材料の開発を続けてまいりました。

　“ゆたかな未来のパートナー”東洋紡は，研究開発を通じて，社会へも

っとも貢献する企業でありたいと願っております。

DIAGLUCAダイヤグルガ

尿糖分析器HEK－30
　高性能グルコースオキシダーゼ（GOD）固定化膜とH202電極を用いた尿

糖分析器です。システムコンポで極めて簡単な操作で信頼性の｜ゴliいデータ

ー
が得られますe、

■特長

　・前希釈を必要としないダイレクト測定。

　・全lll［，　lllL漿，」flL清，髄液などの検体もランダム測定が可能，，

　・尿の性状，共存物質などの影響を受けない。

　・検体カップをセットするだけで緊急割り込み測定がU∫能。

〔営業品目〕

■臨床検査機器

・ ダイヤグルカ　尿糖分析器

・ ダイヤグルカ　1｛IL糖分析器

・ ダイヤグルカ　乳酸分析器

・ ダイヤグルカ　尿酸分析器

■酵素免疫測定機器

・ 全「1動マイクロプレート光度計：EL310，　EL309

・マイクロプレート光度計：EL307

・ マイクロプレート自動洗浄器：EL402

■仕様

　・測定対象　　　　：生体体｝夜試料

　・必・要検体量　：150μ1

　・検体セット数：36検体

　・電源　　　　　：AC100±10V

・処理能力：24～124検体／時

・ 直線性　：20～6000mg／dρ

・米青1芝　　　　　：CV　1％↓戊丁ぐ

・ 言文｝『ハltfii不責：～V　710×D410



△長瀬産業株式会社医療システム部

〒103　東京都中央区日本橋小舟町5番1号　　TELO3－665－3174

　　当社は150年に渡る古い歴史と輝やかしい伝統を持つ化学lll1の専門商社で

　　す。昨今の医療分野での目ざましい発展の中にあって，当社は常に新規商

　　品の開発を手掛け業界各方面をリードしてきました。

　　医療産業分野においても長い歴史を持っており，長瀬医療グループの傘下

　　で関連部門が活発に活動しております。

　　当部は主として医療診断方面の製品（エクタケムードライケミストリー，

　　セントリフィケム，MIC－2000，イーストマン、；式薬，ワットマン酵素試薬，

　　放射線測定システムなど）を担当し，堅固なサービス体制をもって多様な

　　ニーズに応えてまいりました。今後も新製品のラインアップを’層充実し

　　積極的な活動を展開してまいります、、

　　　〔営業品目〕

　　1　．　’主イヒ「’　）’：自重力う〉‡斤｝幾

　　　　　・EK－400（イーストマンコダック社製）

　　　　　　全自動ドライケミストリー方式の生化学分析装i置

　　　　　　従来の液体試薬での分析と全く異なるスライドヒに多層に塗希し

　　　　　　た試薬で行なう画期的な自動分析システムです、

　　　　　・DT－60（イーストマンコダック社製）

　　　　　　デスクトップタイプのドライケミストリ方式の分析機

　　　　　　バーコード付試薬スライド使用の緊急用，t

　　2　．　’ヒイビ］；’：自重力う〉杓〒機

　　　　　・アンコール（べ一カーインスツルメンツ社製）

　　　　　　ルーチン検査と緊急に対応でき，反応曲線や，グラフィックもで

　　　　　　き，特殊蛋白，蛍光，凝固測定も可能な最新の透心方式、

　　3．自動感受性試験装置　　（MIC－2000）

　　4．1’1動蛍光免疫測定装置（MICROFLUOR）

　　5．CLOS，コンピューター（検査業務の簡素化，省力化）

　　6．自動泳動装置（BM－1000）

163　7．デンシ1・メータ　（BD－4000）

コダック

エクタケム700N
　コダック・エクタケム700Nは，高精度・高処理能力のドライケミストリ

ー 生化学全自動分析システムで従来のエクタケム400の測定項目（比色法

及び電極法）に加えレート法の項目の測定か可能になりました、、

　従来の液体試薬で行われている生化学検査をスライドヒに塗希した試薬

で行う画期的なドライケミストリー自動分析システムです、，

〔特長〕

・ タッチスクリーンCRTで指でプログラムを入力。
・ 試薬の調整が不要で、ランニングがいらない。

・ 微量検体（比色法・電極法：10μ1／テスト，レート法：11μ1／テスト）

・ 多重層フィルム構造により影響物質の干渉を除去．

　・ディスクリート／バッチ／スタット測定可能。

・ 540テスト／時と高い処理能力、

・ 給水設備・廃液処理が不要。

・ 400検体の結果をメモリー，随時サーチ・変更・プリントアウト，

・ 操作が簡単で保’Jj：が容易。



164 NBS二光バイオサイエンス株式会社
〒141東京都品川区西五反田2丁目7番ll号光洋ビルTELO3－490－64i1（代表）

　当社は，昭和37年創業以オく，　ヒとして医科系大学，病院，研究所に，

欧米ノ）臨床検査機器及び理科学機器を販売して参りまLたが，近年来の科

学及び医療技lliijの急速な進歩・発展に対’処する為に、専門分野を生化”γ：・

llll液学検査にしばt，てそのノウハウの充実に努め，名実ヒもにこの分野の

馬〔門技1・h商掃1とLて着実な歩みを続けて参りまLた

　更に，昭和56午1月，医薬・試薬メーカーとして世界的に著：名な，西独

のべ一一リンガー・マンハイム・ジャパン株式会社と合弁契約を締結して，

資本・技術聞発力の充実を1由iり，相々：提携による特長を生かした高付加価

仙製品の開ゴδヒ供給を果たすべく、万全な体制をもってまい進しております．

〔営業品目〕

㍑NBS　ヘマトレーサー　1，2，3，4，5，6　　1’1社開冗製lllllであ

　り圧倒的シェアをtliめるリサーチ＆ルーチン用の1∫1レ」・板凝固能及び血．液

　凝固測定装；rllです

（，1フェロケムII　l∬1．清鉄／TIBCアナライザー　　電気化学法を用いた・世界

　最初のワンステップでltlL清鉄／TIBCの測定ができる高精度分析装置です、

　測定時間はわすか30秒です　　（新製品）

《♪クーロケム5100A　　　二組の電極を採用して最新の電気化学的技術を取

　り入］Lた，画期的なHPI．Clll電気化学式検出器であり，カテコールアミ

　ン等の高感度測フじを可能にしました．

いエンチムンテストES22　EIA自動測定装置で，反応チューブ内にコーテ

　ィングした抗体に対して，酵素標識抗原との競合反応を利用して，T3，

　T．；，インスリン，ジゴキシン，TBK等が測定できます、

13M　ノし一マック　　ルシフェリンルシフェラーゼ反応を利川し，細胞

　の数，ATPの含有lil：が瞬時にして，　o．2pgの単位で測定できます“

8チャンネル血小板凝集能測定装置

HEMA　TRACER　6 PAC－8S
　NBS　ヘマトレーサー6は，すでにご好評を得ているNKKヘマトレーサ

ー．－ 1の改良機種であり，特に中央検査室でのルーチン検査を効率的に実現

できる汎用性に富んだ高機能機種であります．

　特長　◎多数検体測定可能一1項目だけ測定する場合，同時に8検体処

　　　　　理が日∫能です　）ζ1時間に80検体｛則定可能です　　（5分間）

　　　　◎多数項目同時il1lj定n∫能一8項目同時に測定できるので，多種項

　　　　　日及び多種濃度の惹起物質で各不・flの検討が可能となりました。

　　　　〔微量検体で測定“∫能一他機種では不可能な微‘ま検体で測定でき

　　　　　ます、　検体i1｛：200μ1（PRP）

　　　　◎200テスト以ヒのデーターを記憶可能　　フロッピィディスクの採

　　　　　川により，いつでも必要なデーターのコピー及び報告書の作成

　　　　　ができます

　　　　◎マイクロシリンジを利川して多種濃度の測定がii∫能

　　　　　・一惹起物質の添1川量を変えることにより，多種濃度（FC）の

　　　　　測定ができます、t



　　NE　　fi「電丑璽仕五首子杭若五鴛舎孟t
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〒651神戸市中央区野崎通3丁目3番14号TELO78－』231－3531（代）
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　昭和8年3月旧満州国新京特別市（現中国長春市）に満州硝子器材工業

株式会社（代表取締役社長霜下英太郎）を設立，ワクチン瓶理化医学獣医

用，特殊硝・rの製造操業を開始する。第二次世界大戦後昭和23年2月現本

社所在地にて霜下硝子器械工業㈱本社開設営業再開。昭和36年12月，日電

理化硝子株式会社と社名変更する。以後大阪，東京に営業所開設，昭和39

年現伊丹工場にてNEG印強化硬質全自動試験管，サンプルチューブを始め，

掴産初のワクチン瓶，試験管の全自動機械成型化による量産化に成功昭和

41年3月「強化ガラスの製造工法」技術開発，昭和53年12月薬事法に基づ

くG・M・p自主適合工場に改造。今日全国市場の70％のrl∫場Ili有率をイ∫

する我国最大の試験管，管瓶メーカーであります。

〔営業品目〕

NEG印強化硬質。∫t験管・ネグチューブ（ディスポ試験管）・サンプルチュ

ー ブ・ダラム管・遠心沈澱管・共衿式験管・ねじ口試験管・強化硬質管瓶

・ ねじll瓶・ポリ栓付サンプル瓶・バキュームバイアル・ガスクロバイア

ル’採ψ1管瓶・シリコセン・アノしミセン・かぶせ式ゴム栓・差し込み式ゴ

ム栓・フリージングコンテナ・フリージングトレー・試験管iltlて・ヘマク

クリットー［；細管・キャヒラリーピペット・ハンドクリッパー・フライヤー

・ 比色ビーカー・ひずみ検査機

lork硬質全自動試験管

｛劃ヒ硬質全自動管瓶

NEG印強化硬質試験管は強化成型リップユ：法を全面採用した画期的な製

品で，基本のA試験管，特に自動分析機器用に開発したサンプルチューブ

は耐水性が優れ，底部・側壁のllこJ厚が均一・で，測定部分に対Lても，すく

れた効果を発揮します、、又，内容物による素材の溶出現象もなく．最も安

全にて安定した機能を紺持致します、A試険管，ダラム・サンプルチューブ

ネグチューブ（ディスポ試験管），共栓武験管，ネジ川試験管等15碑夜類の

サイズかございます　各種用途に応じ別製サイズも加工致します

NEG強／ヒ硬質］1：瓶も、；式験管と同じく，キュベ・・ト用，セル川ヒしてすく“れ

た力を発揮致Lます　ねじ口瓶，ポリ栓付サンプル瓶、バイアル瓶、バキ

ュームバイアIL、ガスクロ用に開発Lたガスクロバィアル等loo析lllのサ

イズがございます．各種茶色肋，別製サイズJ川工も致します

これらの式験管、管瓶をより有効に御利用いただく為に，フリージングコ

ンテナ、コンテナトレー，試験管、ン1て，ハンドクリッハー，ブライヤー，

規格栓（かぶせ式ゴム栓，差し込みゴム栓、シリコンゴム栓，シリコセン，

アルミセン）等も用意致しております、、

／ig　l
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166⑳株式会社＝書訓」D■一一

　　〒101東京都千代田区外神田5丁目3番14号TELO3－834－6545（代）

　株式会社ニチリョーは，分注器，希釈器，マイクロピペットの国内唯一

の専門メーカーです

　1944年，化学用硝臼本積計の与2造販売をH的として創立以来ディスペン

サーのパイオニアとして，国内はもとより全世界にもリキッドハンドリン

グシステムを提供しています。

　なかでも、マイコン制御のMILUTOR，オートディスペンサーは，高精

度で敏速に，しかも簡単に試薬の分注や前処理を行なうことができる製品

です。

　コンピュータ制御の新製品のラインアップを充実し，今後ともさらに高

品質な製品の開発を通じて積極的に医療社会に貢献してまいります。

〔営業品目〕

●分注器

　アキュペンサージュニア，ディスペット，MODEL500，アキュペンサー，

　MODEL8100，　M（りDEL8200，他

●マイクロピペット

　ジャスター1100デジタル，ジャスター1100F＆V，ジャスターU＆V，

　MODEL800，　MODEL100，オートピペッターMKm　他
●自動希釈分注器

　MILUTOR（新製品・右記参照）

　オートディスペンサー（新製品）

　オートダイリュター

※新製品のご案内

　MODEL600
　　　　　コンパクトなワンハンドタイプの分注器です。

　　　　　分注量0．5mゼ～3m乏　　ボトル容量80m£（標準）

　　　　　各種試薬ビンにセット可能なアダプターも用意しております。

マイコン制御ダイリューター

MILUTORマイリューター

　MILUTORは，マイコンとステップモータによる高性能多目的分注装置

です。試薬やサンプルを敏速に高精度に処理することができます。

〔特長〕

●多目的に使用可能な15モード，希釈はもヒより，検量線作成に便利な㍑

率変希釈モード，倍率設定モード，サンプル分注モード等を選定でき
　ます、、

●15プログラムまでメモリーがu∫能です．

〔仕様〕

　料§1隻，　手写現’1生　：AC〈±　1％　　　　CV〈0．206

　シリンジ容量：SAMPシリンジ10（）／tl，　REAGシリンジ2．5mf，100μ1、

　　　　　　　　500μ1，lmρ，2．5m？，5m尼，10m£，2Sm£，取付可能

　設定容量　　　：試薬やサンプルの吸入及び排出量は，セットされている

　　　　　　　　シリンジの最大容量に対し1／1000・単位で設定nr能

　動作速度　　：2秒～11秒／ストローク（10段階II∫変）

　外部接続端f・：TTLレベル＆プリンター用出力（セントロニクス）

　本体・・j’法　　　　：W184×lI295×D197

x．
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◎株式会社日科椎
〒102東京都千代田区一番町22－　1一番町セントラルビル TELO3－264－8191

　　　株式会社日科機は，昭和40年米国コールター杜との代理店契約協定に基

　　づいて同社のコールター・カウンター自動IAL球計数機器の輸入販売，サー

　　ビスを目的として設立されて以来，血L液・生化学分析機器を中心として数

　　々の優れた臨床検査機器，理化学機器を販売してきておりますf，

　　　当社の主力商品であるSシリーズから，現在では高速処理能力，安全性，

　　経済性、簡単な操作性を備えた最新機構のS－PIUsシリーズへと発展し，コ

　　ールター製品の信頼の証として絶大なる御支持をいただくとともに注目を

　　集めております。

　　　今後ともこの道一・筋に自信と誇りを以ってたゆまざる誠実な歩みを続け

　　皆様方に信頼されるユニークな㌧享門商社として精進する次第です。

　　　〔営業品目〕

　　　〈臨床検査機器分野〉

　　●米国コールター社

　　　1∬L球計数装置・多項目］flL球計数装置、細胞分析分取装置

　　●米匡1オリオン社

　　　ナトリウム／カリウム分析器

　　●米国YSI社
　　　グノレコース、つ〉干斤｝｝津

　　●カナダペイトン社

　　　lllレ」・板凝集メーター

　　●米国スペクトラ・フィジックス社

　　　高速液体クロマトグラフィー，，

　　●米国アフライドバイオシステムズ社

　　　気相プロテインシーケンサー，1〕NAシンセサイザー。ヘフチド・シンセ

　　　サイザー

　　　～理化学機器分野〉

　　　粒度分布測定器，化学分析機器，溶存酸素計、UV／ll∫視，吸光度，蛍

167　光モニター，フラクション，ウォーターサンプラー　他

コールター・全自動18項目血球アナライザー

model　S－PLUS　VI

　Colllter（；outlt（・r　model　S－1）LUSVIは，オート・サンプラー・モー一ド

120検体／時，アスヒレーター・モード138検体／時の高速処理能ノJをもつ

s－PLUSシリーズの最新モデルで，最高のL瀬’［・’1三と安全性をfl｛iえた全rl動

llll球アナライザーです。

　WBC／3ハート・ディファレンシャル・データを含む18項目に加えて新

たにMPV，モグラム表示機能が備わOました

　ロ・一ド・リスト作成機能，デノしタ・チェック機能，オート・キャリブレ

ー ション機能などのユニークなデータ処理機能とた容昌：メモリーをもつ最

新のコールター一・デー一タ・ターミナルを標準装備

　ゴム・キャップをしたままの真空採lnl管から71｝　lflLサンプルを自動採取し

ます　　サンフルは測定直前までボ【fil面回転運動により完全にミキシングさ

力ます　測定結果はファンフォールド・ブリンターまたはブリンター／フ

ロ・ソター一で自動プリントされます
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）
日水製薬株式会示土

〒170東京都豊島区巣鴨2丁目li番1号　　TELO3－918－8166

　H水製薬株式会社は，昭和10年4月㈱日産水産研究所として設立され，

その後㈱日産研究所を経て昭和37年1月に現在の社名に変更いたしました，，

　’ia初は日本産業株式会社（日産）傘下の五大水産会杜の総合研究所機関と

して，水産に関する諸研究を行うことを目的とし，昭和11年日本水産の発

足後はその研究部門を担当して，鯨をはじめ水産並びに陸ヒ動物の臓器等

の完全研究についての研究に着手し，これらを原料として医薬品を製造販

売するようになりました。

　昭和27年には胆汁酸に関する積年の技術を生かし，赤痢・サルモネラ

分離用のSS寒天培地を完成して市販し，培地メーカーとして新しい分野

を開拓することに成功しました。その後各種細菌検査用培地を充実させる

とともに，昭和40年代にいたりストレフ［トリジンOをはじめとするlllL清学

的試薬，AMテストをはじめとする生化学的試薬，管理用lflL清としてコン

セーラ，イーグルMEM培地をはじめとする組織培養用培地を開発し，さ

らにそれらに続いて自動分析装置の普及に応じて，ジアゾγ一GTPCセ、・

トをはじめとする各種自動分析用試薬を製造販売し，臨床検査薬の総合メ

ー カーとして重要な役割を担っております。

　今後とも弊社独自の製品を開発製造してユーザーの皆様ノ∫の御期待に沿

うように努力していきたいと考えております。

〔営業品目〕

1．細菌・真菌・原虫用培地

II．組織培養用培地

III．診断用試薬

　1．感受性試験用ディスク

　2．管理用試薬
　3．　血汀「≒学rl勺占式薬

　4．生化学的試薬

N．自動分析用試薬

V．器材・機器

自動分析用CRP絹定用試薬

AU’「O　T■A－CRP
方一■－1’■A－CRP「ニッコイ、

　CRPの測定はこれまで｛三細管法，一元免疫拡散法（SRID法）などによる

半定II｛二法が主体となっていましたが，ニッスイは先ごろ免疫比濁法による

CRp測定用キット”TIA－CRP”の開発に成功，大きな反響を呼びました。

さらに，“オートTIA－CRP”の開発に成功しました。専用の機器を必要と

せず，通常使用されている生化学自動分析機で測定できます。

　●測定の原理

　抗体過剰域で抗原体反応を行わせると抗原量に依存して反応抗物か生じ

ます，，したかってこの条件で抗lfH．清と検体rPの抗原とを反応させて生じた

抗原抗物体反応の濁度を光学的に測定し，標準」fll．清について同様に反応さ

せて得られた検量線から検体中の抗原濃度を求めることかできます．

　●適用機種

オー1・TIA－CRPセ・ノト

オートTIA－CRPセット

オー1・TIA℃RPセ・ノト

　　　TIA－CRP　705

　　　TIA－CRP　736

1号

2号

3号

セントリフィケム，COBASなど

アボツトVPなど

日立726，東芝TBA　380，880，

島津CL　12など

織
x 攣 広含



◆日本インターメッ5”株式会社

〒105東京都港区虎ノ門4－1－40虎ノ門山勝ビルTEL　O3－438　一　0547

［1本インターメッドは，イギリスINTERMEDグループ40社のメンバーで

これら各社の日本における輸入販売を目的として，1980年にInter　Medと

日本資本の合弁で発足しました。以来，組織培養i用プラスチック器具であ

るNUNC社製品を中心に，大量培養機（TECHNE社）各種動物ltll．清，ブリ

ー ズドライヤー，恒温槽など幅広い商品群をあつかっております、、　・方，

輸入の拡充と併行して，国産品開発にも着手し，「1動比色計NJ－2000，そ

してイムノウォッシャーNK－　300を発表するに致りました、今後バィオテ

クノロジーの分野において幅広く貢献すべく精進する次第です．

〔営業品目〕

NUNC社一組織培養器具全般，及び免疫分析用器具，ウォッシャー

TECHNE社一マイクロキャリアースターラーMCSシリーズ

FILTRON社一FCS等各種動物血清
HETO社一フリーズドライヤー，各種温度コントローラ恒温槽，キャリブ

　　　　　レイションバス，lllL漿凍結用プラズマフリーザー

BIOCONSEPT社一ALPディスポピペット

BOLMETRIX社一ディスポピペット

自社製品一NJ－2000イムノリーダー，イムノウォッシャーNK－300、凍結保

　　　　　存用ラック及びボックス

169

マイクロウェルプレート測定用全自動比色齢

イムノリーダーNI－2000

イムノリーダーNJ－2000はマイクロプロセッサー制御による全自動酵素免

疫測定用比色計です。操作は簡単かつ迅速に行うことが出来ます。

●直線性は2．000まで保証（3．000まで測定可能）

●単波長及び二波長測光可能。

●10種類の測定モード。

●’V一均1直・標準偏差を印字出力出来る。

●測定結果を何度でも，どのような出力形式に変えても印字出力で

　きる。

●ルーチン用に11種のプログラムが半固定化出来る。

●サンプル，及びブランクの設定が自由に出来る，、

●バックアップバッテリーにより電源がoffになってもパラメータを

　保持している。

●ド渉フィルターは自動切換で8枚まで装着11∫能。

●RS－232Cによりコンピューターとの接続可。

　尚，自動供給機がoptionとして用意されており，プレートの連続

　測定を行うことが出来ます。
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遍日本醇株式会社
　　〒540大阪市東区石町2丁目30番地　　　　TEL　O6－941－0308

　当社は大正9年の創業以来，医薬品流通の一翼を担う医薬・臨床検査試

薬・医療品の卸販売業として「良い医薬・臨床検査試薬・医療品の安定供

給，品質保持」を基本姿勢に歩む一方，自社品の開発・製造にも着手し，

昭和35年に茨木製薬工場を，46年には医薬研究所をそれぞれ建設し，さら

に41年には外科手術用縫合糸の専門工場として東京工場を建設して，医療

品業界では医薬・臨床検査試薬・医療品の販売を中心に製造，貿易を行う

総合商社としてユニークな地位を築いています。また昭和56年4月に操業

を開始した岡山製薬工場は，薬事法ヒのGMP（医薬品の製造と品質管理

に関する規範）に適合した工場として，内外の期待をあつめています。

〔営業品目〕

　〔臨床検査関係製品〕

1．臨床検査用試薬（自動分析機用，用手法）

　1．生化学検査用試薬

　　　脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品

　2．精度管理用血清

　　正常域，異常液コントロールならびにプール血清

　　　脂質コントロール血清，酵素コントロール血清，精度管理用ヘモグ

　　　ロビン溶液，ビリルビン水溶性標準液

　3．その他

　　　血中ヘモグロビン測定用試薬，ABO式血液型判定用血清，血液検

　　　査用抗凝固剤，1血L糖測定用解糖阻止剤，細胞診水溶性エアゾル固定

　　　剤，高純度合成リン脂質各種

II．臨床検査用機器

　　（アーチ電気泳動法）ポルーE一フィルムシステム，日商ディスポ製

　　品，ブインピペットシステム

酵素法
ビリルビン測定用試薬

　Myrothecium属由来のBilirubin　Oxidase（B（）x）を用いて，［Al清総ビリ

ルビンと直接（抱合型）ビリルビンの測定法を確立した。原理は｝9　ox作用

前後の吸光度差を利用して測定する。反応の特異性はIIPLCにより確認で

きている。日立705，736，をはじめ種々の自動分析機への適用も可能であ

る。従来法との相関は，総ビリルビンはもちろんのこと，直接（抱合型）

ビリルビンにおいても，ミハエルソン変法での直接ビリルビンと極めて良

好な結果を得ている。今後，強酸，強アルカリ性試薬を用いず特異性の高

い日常検査法として期待できるものである。

試薬●総ビリルビン測定用

●直接（抱合型）ビリルビン測定用

●ビリルビン標準宜ll清

mg／dl

　30
京

螺20

遡

撮・・

0

相

　　y＝0．9802x十〇．19

　　Y＝1082
　　▽＝IO　80

10　　　20　　　30mg／dl

ビリルビンーNA．A．B，

R－1セット　緩衝液

R－2セ・ト ｛犠
R－1セット　緩衝液

R－2セ・ト｛㌶

関

mg／dl

氣

掌20

遡

輿10

y＝＝0　9717x十〇　16

▽；644

0　　　　　　10　　　　　20mg／dl

　　ビリルビンーNA．A．B，
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1直●日本ターナー株式会社

〒651神戸市中央区籠池通7丁目2番26号　　TELO78－242－2033（代）

　昭和58年に脱臭ホルマリンを開発し，特許出願，ヒ市と同時に’13社を設

、ヒしました。その企業目標は医療のニーズに合った医薬品，臨床用／研究

用試薬及び医療用具を医療界にお届けし，医療社会に貢献する‘拮ですL，自

社開発第一二弾として，無公害，万能脱臭剤「FD－s・1」をシリーズ化し，医

療のニーズに応えると共に，その効果を問うています。

　そのFD－solの脱臭技術を基に国内外の大手企業との業務提携も行って

います。一．一方，海外の優良企業とのタイアップによる優良製品の導入及び

輸出も積極的に進めております。今後の医療のニーズにあった，真に望ま

れる，ユニークな製品を医療界に紹介してまいりますc．

〔営業品目〕

マスクドホルム：　刺激臭を取り除いたホルマリン液（10％，20％、50％）

FD－sol：　天然のシリカゲルをゾル化した無公害，人蓄無害の万能消臭斉lj。

　　　消臭力は活性炭の300倍を超えています。

　　○万能用，有機溶剤専用，オートクレープ専川，洗濯専用、冷蔵庫専

　　　用，FD－sol超畠二波噴霧器

免疫組織染色システム：　幅広い検査項目をアビジン・ビオチン法，

　　　PAP法，直接蛍光抗体法，及び単品で，貝施設のご要望に全て

　　　応えます，　　（LIPSHAW社）

　　○万能染色カット

　　○検査項目別キット

　　○癌関連検杏キット

　　○直接蛍光抗体法キット

サイレナス社抗血清

オムニタグ　（第・次抗体63種別売）

イムノタグ　（113種類）

ツモータグ　　（32種類）

ディフテスト（7種類）

○モノクロナル抗体に対する特異性の高い，交差反応のない，抗マウ

　ス／抗ウサギ第二次抗体

○レーザーネフェロ／ディスク

　反応のルーチン／研究用

一 ト用，免疫厄気泳動用，各種免疫

VISCOMETER血液粘稠度測定装置

血液粘稠度測定

　循環器系疾患はもとより，Ifll．液疾患，悪性腫瘍疾患等のハr｝」態生体レオロ

　ジー究明においてir｜L液粘稠度」11淀が大変百要視されて来ました、

　血液粘稠度は生体内のlflL液微小循環に人きな影響をiiえ，各種疾患；

○

○

○

○

高粘度Jl、：候イ「r：　多血王求症⑱　多発性骨髄腫⑱急↑生白血病等

心臓／循環器系Jづミ患：

」番董重’性竹：内凄走IliiHii，／fb／／・＃Y；一（DIC）：

薬剤投与・効果の測フじ／コルトロール：

　等に関与すると言われています、、

低ずり速度（Low　Shear　Rate）での重要性

　低すり速度域の血液＊占稠度の変化が、各種疾患の急性期あるいは増悪期

　に大変顕署である‘1　i．から，SlLENUS社＞lSCOM　ETERは，低ずり速度

　0．lsec－1と，100sec－1での粘稠度をll’ll接法でi則定でき、しかも精度の高

　い測定値をお約束します。

仕様　　方式：回転式コーン・プレート　　測定検体：全｜rH及び【（］L漿

　　　　測定温度：37℃，　測定精密度：フルスケール誤差く1％



イ躰ダイナテック株式会社

　　〒141東京都品川区西五反田7－25－5　　　TELO3－490－2871

　当社は，米国・マサチューセッツ州バーリントン市にあるダイナテック

コーポレーションの日本法人会社として昭和53年に設立され，　ilとして96

穴マイクロプレート技術を中心とした免疫lflL清学，細菌学，病理学分野の

各種測定器及び器材の輸入販売を行なってきましたが，1川えて本年からは

IrlL液型自動判定装置も発売を開始，検査室の効率化のために一段と豊富な

システム群を提供できるようになりました。特に免疫1血清学検査用の希釈

分注洗浄装置の「SRDIII＆オートダイリューター　III」，自動読取用の「MR

－600」「ミニ・リーダーII」，蛍光免疫測定用の「マイクロ・フルオロ」（長瀬

産＃Ef㈱販売）とともに新製品である順夜型自動判定装置の「マイクロバン

クシステム」は，関係者の間で大きな話題となっています。

〔営業品目〕

●ELISA測定器
●ELISA洗汀†器・

●ELISA用周辺暑1－；

MR－600，　ミニリーダーII

ダイナ・ウォッシャー他

シェーカー・インキュベーター，ミニ・シェーカー

各董重ELISA用消耗1品

●免疫血清用希釈・分

　注・洗浄器

●蛍光免疫測定器

●MIC測定器

●自動分注器等

●IflL液型自動判定装置

●コロニーカウンター

●画像解析処理装置

オートダイリューターIIL　SRD－III，ダィナ・ド

ロツバー他

マイクロ・フルオロ・リーダー（長瀬産業㈱扱）

MIC－2000システム（長瀬産業㈱扱）

DDP－1000，　DSD－110

マイクロ・バンクシステム

アキュカウント，880型，980型他

810型イメージナラィザー

血液型自動判定装置

マイクロ・バンク・システム

　本システムは，米国ダイナテック・ラボラトリーズ社と米国赤｝・字lr［1液

センターとの共同開発による96穴マイクロプレートを使用したMl．液型自動

判定装置で，ABO，　Rh式型判定のほか抗体スクリーニング等への応用も考

えられる汎用システムである、，大きな特長は，マイクロプレートを使用す

ることから試薬等の微‘1モ化がP∫能となり，ランニングコストを安く押さえ

ることができること，及び自動判定に安全・確実なT・O・S・H・方式を採用

し，各検体の吸光度を測定するかたわら，この独自のTOSH解析ヒ川・グ

ラムに照合，凝陽性部分の徹底的な追究の後に判定結果を出す、という完

壁な判定ロジックにある。

　又、システムは，検体IDのためのレーザースキャナ、抗【llL清，検体等の

分注サンプリングを行なうSPD，そして判定ロジックを内蔵した220リー

ダーからなるモジュール構成であるため保守管理，操作ともに極めて簡単

で，低価格と相まって，発売以来，米国でも大きな話題となっている。

　　　　　　　　　　　　　’　ntwa■噛軸鞠

｛）已聾
　　　　　　　　　　　　　　　　　酬　　　　　　　　　　口
　　　　　　　　　　　　　　　　　欝　　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

〆魎ジ
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血 日本テつトロ⊃旅責会社
jepen　TectrDn　lnstwwnts　Cotつorebon

〒184東京都小金市中町4－13－14 TELO423－84－7011
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　日本テクトロン㈱は，臨床化学自動分析装置及び臨床検査自動化システ

ムを主力とする臨床検査自動化機器の国産専門メーカーです。臨床化学自

動分析装置Flieger　240　R／Eを昭和51年に発表して以来，　Tectron　XA，

XA－18，　XD－12，　XD．24を次々と開発，ユーザーニーズに応えてまいりま

したが，このたび，ユニークな原理によるスーパーレングルマルチTec仁

rOn　XSが完成，質及び効率の点で更に高度の分析装置として製品系列に加

わりました。いま，社業の新たな展開を期して，かねてから建設中の新工

場も完成，XSの量産体制も着々と整い，同時にサービス体制の強化も進め

られております。今後一層ユーザー各位の御期待に沿うべく，鋭意努力い

たす所存です。

〔営業品目〕

●臨床化学自動分析装置（Tectr・nシリーズ）

XA　　　6チャンネル（6ライン）　同時6項目分析　120検体／hr

　　　　　第5ラウンドまで手動切換可能　6×5＝30項目分析可能

　　　　　。式薬最終液量二〇．8m2／テスト　項目選択自由

XA…18　6チャンネル（6ライン）　分析部本体はXAと同じ，保冷庫装備

　　　　　第3ラウンド（6×3＝18項目分析）まではt’1動切換が可能

XD　l2　12チャンネルU2ライン）　同時12項目分析　200検体／hr

　　　　　オプションで第2ラウンド可能　12×2＝24項目分析可能

　　　　　試薬最終液el　o．6m2／テスト　保冷’庫装備

XD－24　24チャンネル（24ライン）　「司時24項目分析

　　　　　他の仕様はXD－12と同じ

XS シングルチャネル多項H分析方式　720テスト／hr，23項目

分析ラウンドは最大3ラウンドまで切換可能

最高48項目／検体，最大300検体まで分析項目選択；i∫能

試薬最終液量O．3m£／テスト　試薬フラッシュ不要保冷庫装備

各テストごとに測定中の全反応曲線をリアルタイムに表示可能

臨床化学自動分析装置

Tectron　XS
　スーハーシングルマルチTectron　XSは，臨床検査「1動化機器の専門メ

ー カー　日本テクトロンが，ハイテクノロジーの粋を結集，精緻と合理性

を窮めて完成した，ツインターンテーブルシステムによる画期的なシング

ルライン連続多項目分析方式の生化学自動分析装置です。

　ユニークな機能として，次の諸点が挙げられます、，

■高速，多項目処理：720テスト／hr　23項目連続分析

■試薬間のクロスコンタミはゼロ：全試薬は各専用ヒペットで分注

■最大3ラウンドまで切換ii∫能：全ラウンドを通じ，最高48項目／検体，

　最大300検体まで分析項目の選択が可能

■理想的な反応／測定系：測定タイミング／万式を各項目ごとに指定

■高経済’性：試薬最糸冬液量　最小300xtl／テスト　試薬フラッシコ．必要なし

■高信頼度：反応時間最高12分のうち，後7分問は連統測定がn∫能

■ユニークな温度管理と撹抄：独自の温度制御ノ∫式と3ステップ撹拝機構

■抜群の操作性：分析条件などパラメー一タの入力はCRT対話ノ∫式

■テヌ」・ごとに全反応曲線をリアルタイム表示：レコーダで記録も可能

■各種データ，図表の表示：患者別報告書のほか相関図，粘度管理図等
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爾日本テク：コ⊃端会社

〒107東京都港区北青山2－5－8ハザマビル12階TELO3－405－7311

　テクニコンは医療のシステム化，検査室のパイオニアとして常に新しい

技術の開発に取り組み，現在，そして未来へのビジョンをもって，世界的

規模で弛みない研究を重ねています。そうした中で，日本テクニコンは常

に検査データーの精密度，正確度こそが最も屯要であるという基本に立っ

ておりますJ又，販売姿勢も機器を販売するのではなく，販売した機器で

分析された分析データーを販売するということを一貫しております、、です

から，お客様に機器を導入して頂いた後のアフターサービスと精度管理の

問題に最も力を入れた社内体制を取っており，生化学，血液学分野はもと

より，自動化の遅れている緊急検査のトータルシステム，免疫血清学，総

合臨床検査↑II詰1乏システム化なビ幅広い分野で，検査機器を通して，日本の

レ療の近歩に貢献致したいヒ努力Lています

〔営業品目〕

〔生／ヒ学分野〕AA・II　cl．、、ll．川汎用オー1・アナライザーII型）、

　　　　　　SSR（超高性能多目的分析装置），　SSR－2X，

　　　　　　SRA3589（超高度汎用臨床検査システム）

〔lkl液学分野〕TllMS（総合｜rH液学’［ll報管理理システム）

※その他の。｝．細については係までお問い合せドさい、、

THMS
総合血液学情報管理システム

　疾病の複雑多様化に伴い検査宅のあり方も時代とlk一に変fヒしています

しかし検査室の役割は，いつでも，ビんな要求にも対応でき，すかもIli頼

性の高い検査糸li果を臨床医に提供することにあるといえます

　そうLた検査室のニーズに応えて開発されたTIIMSは，トータルヘマト

ロジイ情報の一Jt化を可能ヒした画期的システムとLて、いまや多くの検

杏室のllll液分野で高い、1怖liを得ております．t

　つまりTIIMSは，　・つの検体から同時にすべてのl／lr液学検査をll∫ll旨とL，

CBC，　MI小板数，白血球分類，および赤血球，正tlL小板のサイズヒストグラ

ムの情報か得られ，更に自動的にIIH液14淋染色仁本をも作成することかで

き，そのデータのIll頼性も抜群です

　日本テクニコン社では，川際if［1．液学シンポジウムをはじめ，加液学研究

会を毎fl開催し，日本のlr1｜液学分里∫の進歩にllll液の検査機器（TIIMS）を

通し，企業の枠を越えた努JJを常につづけております

申
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日本電子株式会社
東京都昭島市中神町1418　　　　　TELO425－43－llll
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　日本電rは，JE（りLのブランド名で，亘r顕微鏡を初めとする高級理科

学機器専門メーカーとして，世界74ヶ国で貢献しています。

　国内では，総合理科学機器のトップメーカーとして，産業機器，医用機

器にも底辺を広げ，時代の先端を行く半導体技術やバイオテクノロジーに

代表されるハイテク産業に貢献する研究用機器，検査機器、生産機器を提

供し，ハイテク企業として注目を脚びています。そして医療分野では，1血

液中の成分検査を自動化した生化学自動分析装置〈クリナライザ〉が健康

診断に役立っています。また最近では，当社のサーモグラフィー装置，

NMR装置，　GC－MS装置などが新しい医療診断に貢献しています。

〔営業品目〕

　亘子顕微鏡／走査顕微鏡／分析電r顕微鏡／X線マイクロアナライザ／

オージェマイクロプローブ／けい光X線分析装置／X線回析装置／核磁気

共鳴装置／電子スピン共鳴装置／質量分析装置／生化学自動分析装置／臨

床検査システム／フーリエ変換赤外分光光度計／レーザラマン分光光度計

／光竃子分析装置／シーケンスアナライザ／全自動アミノ酸分析装置／医

用・工業用サーモグラフィー装置／亘fビーム描画装置／集束イオンビー

ム装置／EB測長機イオンフLレーティング装置／高周波応用装置／電rビ

ー ム応用装置／トランジスタインバータ

■生化学自動分析装置クリナラィザ

JCA－VX1000，　JCA－RXシリーズ（新製品）

JCA－Vsシリーズ

■臨床検査情報処理システム

JCS－2000，　JCS－1000　r《斤；製‖111）

■臨床検査化学システム

JCS－200

生化学自動分析装置

クリナライザ　JCA－RXシリーズ

　RXシリーズクリナライザは，4チャンネル／ブロック単位でのシリーズ

化か計れる　拡張性に富んだシステム構成の生化学自動分析装置です　数

項目～多項日まで能率良く検体を処理できる「ランダムアクセス処理方式1

や自動再検機構を恥）入れた，最新鋭のスーバーマルチアナライザです

■高速ランダムアクセス処理

■高精度反応／iH［lli：システム・

■リアルタイム自動再検機描

■検体／試薬を大幅1こ微lll［化

■増1，撒／バックアップに対応

■容易なオヘレーション

■精度管理など充実した機能

■豊富なデータ処理機能

最ノく300検体／時，32項目を高能率処理

全反応過不L追跡検査、前分光多波長測光

検体を希釈することなく全自動再測定

検体2．O～30μ卜1，式薬240・60μ1正石宥’秤量

4チャンネル／ブロック単位独立杉隻能

CRT対11舌方式，∫頁目は1「［接キー入力

マルチポイントキャリブレーションなど

異常データリストの発行，総計処理まで

に、一．．．．ff「

■mmm

旧
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〒108　東京都港区芝五丁目33番7号 TELO3－453－5511

C＆C時代の〔臨床検査システム〕

　NEC日本電気では，汎用コンピュータを使一．た臨床検査システム「LA

CS／の開発によって，多くの病院検査室，臨床検査センターのシステム化

を進めて圭いり圭した、豊富な経験とC＆C（コンピュータとコミュニケ

ー ションの結合）技術を駆使したこのLACSは，日本語処理，キーボード

レス入ノJなどといったOA機能やt光ローカルエリアネットワークによる

総合システム化など，明日の臨床検査を見つめて開発されていま丁

〈LACSの特長〉

●汎川コンピュータを，使用しています，、

●本格的な日本語システムを実現します

●最新のOA機器が，接続できます、．

●自動分析装置ヒのオンライン接続が，可能です

●豊富な業務プログラムハッケージを完備しています，

●拡張性・柔軟↑生に富んでいます，

●高信頼性を㍑こっています

●　トータルシステムを，指向しています、，

〈LACSの導入効果〉

●検査処理能力が，増大します

●依頼］tl］に対するサービスが向上します‘、

●検査データの精度が，向ヒします。

●検査データの管理能力が、向ヒします

●止しい売ヒ管理がii∫能となります、

NECM床検査システム

垣（菱

LACSの分類

l　　LACS－1 LACS－2
i

　　　　　　　．
一

1，000検体以ヒ

接続　分　析装　置　数
一．〒

～ 30台 6二
ワークステーション台数

1　　一　　一一一

　　～48台

任　　u．

～ 128台

デー　タ保存　日　数 ～ 90日 fr：　意：
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　日本分光は25年の歴史をもつ分析機器の専門メーカーですt“レンズ，プ

リズム，回析格r・，光検出器等を原材料より製造しており，又各種の分光

光度計，液体クロマトグラフ，セルソータ，及びコンピュータ応用製品を

主製品としています。

　㈱日本分光メディカル杜は臨床検査用の機器を6i門に販売しております、，

我社は，臨床分析機器の精度，耐久性，操作性、及び省力化の向ヒに努力

しております。製品のi三な分野は，分光光度計，炎光光度計，Na，　Kイオ

ンメータ，クロライドメータ，グルコースメータ，単項目自動分析装置，

オートダイリュータ，及び各種のオートサンプラ等です。コンピュータに

よるデータ処理の為のオンライン用インターフェース及びテーブハンチャ

を用意しています、、

〔営業品目〕

1．分光光度計（ウビデック）50型

　　　　　　　　　　　　　40型

　　　　　　　　　　　　　66型

　　　　　　　　　　　　　66E型

　　　　　　　　　　　　　77型

2．炎光光度計（フレーム）　30C型

　　　　　　　　　　　　　303型

3．クロライドメータ

4．グルコースメータ

5．血液凝固測定器

6．ロボットアナライザ

7．ロボットダイリュータ

8．オートサンプラ

9．パソコンプログラム

　　　メータ方式の簡易型

　　　デジタル方式の万能四　190～900nm

　　　生化学検査用，マイコンノi式

　　　　酵素活性測定装置

　　　CRT付，臨床検査用（レート法可能）

　　　　全自動炎光光度計

　　　マイクロフレーム光度計

12型　オートスタート，オートキャリブ

　　　レーション，プリンタ内蔵

20A型　固定化酵素電極，全ML　“J’，

CCT－1型クロ・トカウンタ
単項目の自動分析装置

自動希釈器

AS－50XY，　UAS－3，FAS－3CS－40等分光
　　　　　　　　　　　，光度計，炎光光度計用が揃っていますc、

臨床検杏報㍑｝｝：作成システム「技」わざ

マイクロフレーム炎光光度計

MF－303

コンプレッサ，ガス容器を本体に内蔵

　　　　完全自動炎光光度計

従来の炎光光度計は，プロハンガスボンベ，コンプレッサを必要としまし

た。また炎が大きく安全性，操作性に問題がありました、，このMF－303型

は，マイクロフレーム（ガスライタの炎より少し大きい程度）を採用，小

型のガスカートリッジ，とコンプレ・サを本体に内蔵することに成功しま

した

1．使い易くなりました、，

フロハンガス容器，コンプレッサ，配管等を用意する必要はありません。

2．マイクロプロセッサで全システムをコントロール

電源スイッチONで，自動点火，すぐに測定可能になります／．t

ブランク，スタンダードはワンタッチであわせられます、、

3．先端技術の測定システム

分光部にはレーザ　フオログラフィ・ク　グレーティングを使用．

光センサはSiフォトダイオードで半永久的なライフです、、

4．マイクロフレーム（特許申。Ti中）

バー一ナ部は，姉妹機種30C型の長い歴史があり，安定性に定評のある超安

定用バーナの伝統を受け継ぎ，炎をさらに小さく（従来び）1／4）しました

噴霧ノズルの清掃はクリーニングボタンを押すだけで簡単にできます、

』㍗ロ
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　日本モニター社は米川アメリカンモニターの∫・会社として昭和53年に設

立された生化学自動分析システム及び試薬の専業メーカーです、、

　常に時代の先を駆ける発想と実用的なアイデアが製品作りの特長です．

モニターKDAの32項IIにおよぶ分析とデータ処理機能は，シングル・マル

チ分析装置の開発に大きなインパクトを与え，30チャンネル臨床化学検査

システム，ザ・ハラレルは，スーハーマルチ世代の幕を開けました　そし

て今，ハードからソフトを充実したシステム　ザ・パラレルR2が開発さ

れ，新しい発想が注目を受けています

　日本モニター社は，これらの製品が各ユーザーで充分活用され機能が発

揮されるよう総合的技術サービスの充実を最優先に企業活動を進めていま
すtt

〔営業品目〕

■ザ・パラレルR2

　30チャンネル　スーパーマルチ　ザ・パラレル臨床化学検査システムの

最新型モデル、、

　バーコードIDを利用したランダム　アクセス機能に．コンピューターに

　よるリアルタイム自動データ判定・再検機能を付加。

■パースペクティブ

　新発表の生化学自動分析装置

　組み込み項目数：48項目，Na／K（電極法）標準装IJiii

　分析速度　　　　：最大1000テスト／時

　精度管理　　　：「マルチルール」を使川したオンラインリアルタイム

　　　　　　　　　QC，コンピューター内蔵，カラーCRT表示

■モニターKDA

　最大32項までの分析の自動化と精度管理，データ処理機能が全て1台に

　標準装備。検査依頼カードによる測定項目指示と分析過程のモニターデ

　ィスプレイが他社にない特長です。

■Fe，　UIBC，　CO2（酵素法）試薬

　自動化しにくい項目の測定が可能になりました、他社機器に適用可能。

臨床化学検査システム
the

Pamlk》r■：睾2．

スーハーマルチ分析装置の利用によって，広範囲多項目にわたる測定が自

動化され，大量検体の高速分析が可能になりました、．

しかし，実際は，分析装置から持ち出された30項目にもおよぶ生データを
一 つ・つ多検体にわたりチェックし，問題のあるものは再検する等分析後

の処理に多くの時間と人ノJを・要Lているのが実情です。

新モデル　ザ・ハラレルR2は分析後の高度で複箱iなデータ判定を新しく

1用発されたコンピューターのソフトウェアによって自動化し，リアルタイ

ムでパネル上に分り易く1、1り一表示される自動再検システムです／t、

データの判定は内蔵のPDP－11／23のコンピュータに「ウエストガードの

マルチルール」を応用したロジック．とパラレル独日の精度管理ロジックを

組み込んだソフトで処理され下記のように指示されます

　バネルライト赤　　：測定データが分析レンジを越えました

　　　　　　　　　　サンプルを希釈して再検してドさい

　　　　〃　　　黄　　：測定データにテクニカルエクセブションが発生。

　　　　　　　　　　サンプルをそのままにして再検してドさい、、

　　　　〃　　緑　：測定データは全てOK　検体を取り除いて・ドさい
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　日本ロシュ株式会社は，医薬品業界のパイオニアとして1896年スイスに

設立されたエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社を中心とするロシュグループの

一員であり，1904年より活動を開始しております。1971年には臨床検査診

断薬を扱う式薬部を新設し、細菌の簡易固定システムであるエンテロチュ

＿
ブIIやオキシファームチューブII，｜r｜1．液培養のBCBシステム等の細菌検

査の武薬の他，RIA法及びEIA法によるCEA測定キット等のユニークな商

品を提供して参りました、、また，遠心方式自動分析装置COBAS　BIOの輸

入や、遠心ノ∫式全自動細菌検査装置COBAS　BACTI血液凝固時lll］測定装置

COBAS　FIBROの発売など，検査機器の分野にも‡極的に取り組み，こ

の度，ディスクリートノ∫式臨床化学自動分析装置COBAS　MIRAを冗表す

ることになりました

〔営業品目〕

■細菌学的検査試薬

　　・エンテロチューブII（腸内細菌同定用）

　　・オキシファームチューブ（ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌同定井目）

　　・マイコチューブ（酵母様真菌同定川）

　　・ウロチューブ（尿中細菌数測定用）

　　・BCBシステム「ロシュ」（iflL液培養及び分離培養用培地）

■免疫学的検査試薬

　　・CEA「ロシュ」　（RIA法によるiflLtliCEAの測定）

　　・CEA「ロシュi－EIA（EIA法による1血中CEAの測定）

　　・Candida　HAテスト（真菌抗体価測定用）

　　・Aspergillus　HAテスト（真菌抗体価測定用）

　　・HCG「ロシュ」スライドテスト（妊娠診断用）

■生化学的検査試薬

　　・「ロシュ」オート試薬，他

■血液凝固検査試薬

　　・PT，　APTT，フィブリノーゲン測定用試薬

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置

eOGAsano〔司as
COBAS　MIRAの名前は”Mini　Random　Acuss・System”に由来しますが，

本装置はその名の示す通り，検体と検査項目を自由に選ぶことができる小

型マルチアナラィザーです。入力した104項目から，検体毎に必要な項Uを

任意に指定することができますので，比較的検体数の少ない場合のルーチ

ン検査や，大型分析機のバックアップ用として最適であり，さらに，緊急

検体の割込みがii∫能です。次に主な特長をあげます。

●プログラムやワークリストの入力は5インチのCRTディスプレーとキー

　ボー一ドによる対話形式で行われ，ルーチン検査と緊急検査（STAT）の

　切り換えもワンタッチで行えます

●分析はシングルラインマルチチャンネルノi式で行われ，検体及び山薬は

　ラックシステムの採用により最高90検体又は30種類の試薬を。之i；♂llするこ

　とカごきま寸『、、

●総容1，1二150μ1から測定II∫能であり，検体及び武薬の微量化に貢献しますc、

●検体アームと式薬アームには共に洗浄機構がついています、又1，λ薬アー

　ムには液面センサーとプリヒータ機構がついています。

●測定は340～750nmの範囲の8種類の1’一渉フィルターで行われます

c－mh” 　頂
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　一滴の血液からの，数々の情報の解析と，その応用のための周辺機器を

通して，社名のとおり，バイオ時代のテクノロジー推進の補佐役として医

療分野に貢献することを念頭におき，輸血関連検査，急速な展開をみせつ

つある免疫学・」血清学的検査研究機器，遺伝子工学関連機器などについて

それぞれの分野の専門家と一体となっての開発により次々に新製品を送り

出している。此度，酵素抗体法関連の使い易く有力化のはかれる機器を，

システム的とらえ方で開発した。又，PHA，　R－PHA法など血球凝集反応

に用いる機器は特に感度と再現性が評価され血小板抗体検査試薬など輸血

関連検査，バイオテクノロジー関連の試薬や機器の開発も手がけており，

機器と試薬のマッテングによる効果を重視している。

〔営業品目〕

酵素抗体法システム機器

　　　セラウオッシャー　MW－96シリーズ

　　　オートドロッパーEDR，オートダイリュータEDLシリーズ

HB抗原抗体検査機器

　　　マイクロ　アッセイシステム機器

HLA検査機器

　　　ドッティングマシン　セラドット　6072シリーズ

MPHAシステム機器と試薬

EIA用，　RIA用ビーズウオッシャー

　　　プレート用　BW－20，　BW－25

　　　チューブ用TBW－50，　RBW－300，　SBW－300

その他の自動機器

　　　チップ着脱式全自動サンプリング装置

　　　連続自動処理ハーベスタ

セラウオッシヤー

MW－96S－D
マイクロプレートを使った酵素免疫測定法　（ELISA）が急速な普及をみ

せている一方，このために最も適した機器の開発整備の必要性が叫ばれて

います。弊社の酵素免疫測定法システム機器，特にここにご紹介するMW

－ 96S－Dシリーズは過去数年来各種のビーズウオッシャーやペーパーディ

スクウオッシャーの開発市販を続けている中から積み上げられた数多くの

ノウハウを生かして完成したものであります。

基本操作プログラムは内蔵の8ビットCPUによる集中制御により迅速処

理性を安定した信頼性が得られる構成であります。　又，従来品にみられ

ない特長として，洗浄モードの選択範囲が広くとれます。　即ち，標準洗

浄の場合いつでも最終回に必ず確認再吸引をするのもその1つですが，途

中の吸引方法も，毎回完全吸引する方法がとれるほかモノレーヤーなどプ

レート底層を保護する吸引法もとることができます。又最終回を分注して

完結させる事もできる様プログラミングされています。連続自動処理タイ

プの機種AMW96もあり，　ELISAに通したオートドロッバーADRやオー

トダイリュータADLと共に，酵素抗体法システム機器の構成の中心として

開発され製作されている。
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株式会社、ICココvy：：ココ

PASC〈）Tlo4東京都中央区八丁堀2－3－2TELo3－553－5212

　株式会社パスコサイエンスは，生化学自動分析装置をはじめとし，病理

関連機種，IllL液検査器機の販売を行っており，大学・病院・各種61f究所に

クライナーをはじめ，完全密閉型包埋機ヒストマティ・クなど画期的な検

査機器を販売しております，今後も，斬新な新製品を導入し，新分野も開

拓し，その分野の器機の導入にも心掛けると共に，アフター一サービスの充

実を計り，先進的な販売に積極的な活動を展開し，すぐれた商品の導入販

売を行っていきたいと思一、ております

〔営業品目〕

医療機器、理科学機器，その他機種の販売・サービス
1　）　弓ミfヒ’7：自重力夕）・f斤装ii「｛1

　　●グラィナーG400
2）宙1解質測定装ぱ］1

　　●マイクロライト　モデル1・II・III

3）病理関連商品

　　●1’1動包埋装置　ヒストマティ・ク166MP・266MP

　　●染色装置　ヒストマテックスライドステイナー172

　　●包埋センター　ティッシュマティック　77A

4｝その他

　　●YAGレーザー　、AGメディカノレlOO

　　●腎結イ臼1皮砕装置　　キドニーリソトリプター

　　●MRI装置　ACUTSC／yN

任意選択方式生化学自動分析装置

グライナーG－400

　新製品の生化学1’1動分析装置G400は，弊社の取扱い機種GsAIIl）の小

型化されたもので，シングルマルチのディスクリートノi式の分析装置です

近年．生化学検杏においては，ハイスピードの分析装置より小月，1∫機種のシ

ングルマルチは，応用性に富み，使いやすいと注目されてきております

グラィナーは約IO年前よりシングルマルチを先がけ販者してきました，高

い粘度と抜群の操作性で高い評価を受けております、

　G400は30項目，300テストを基本として，エンド・レイトの2法にて測

定できるほか，検体プラン久試薬ブランクも採用できて、より信頼度の

高いデー一タか得られます．、入力ノ∫式も簡単なキーボー一ド操作たけで，コン

ヒューターオンラインも容易です

　G400は一・般のルーチンのみならず，特殊検査に，または，緊急検査に

と，広く応用かできます、、

　仕様：L252×Wll8×H143cm，515kg，220V，1．5kVA　炎光光度ii／＾はオ

　　　　フシ1ン，300コの保護装置，緊急サンプル判り込み即時対応可、

　　　　，式薬冷蔵庫標η1・可、，



182 ＠徽舗日丘製佗所
　　　〒100東京都千代田区神田駿河台4－6　　TELO3－258－llIl

　各種臨床検査機器をはじめとする理化学機器や計器を取扱っている計測

器グループは，㈱日立製作所計測器事業部を中心1こ，那珂工場を製造部門

に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支

える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張りめぐらさ

れております。

　日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊

密な連携のもとに，人間生活に役立つ技術の研究開発を通じて，よりよい

k来社会の創造に貢献したいと願っています。

株式会社日立メディコ　日立グループの医療窓口会社。日立製作所製造の

自動分析装置の販売，X線，　RI，超音波などの製造，販売を行っています。

特にCTの自主開発，電子走査式超「f波装置の開発にみられる技術力は著

名です。

日製産業株式会社　当社は，日立製作所直系の工業専門商社で，精機部門

においては，電子顕微鏡を初めとする日立理化学機器，日立工機遠心機，

堀場分析計，平沼産業の滴定装置を初めとする分析機器等の国内販売，輸

出入を行っています。

血液自動分析装置

736シリーズ
　日立独自の全反応過程測定方式の採用により，間欠長時間測光が可能と

なり，高い処理能力を有しながら，高精度のレート分析や検体ブランク測

定，1舶青情報など測定チャネルを減らすことなく行えます。

　また分析ユニットは完全に独立していますので，万一どれかのユニット

が故障してもそのまま分析を続けることができます。また将来ヒ位機種へ

のビルドアップも容易です。

〈特長＞

1．同時分析項目：最大35項目（Na，　K，　Clはオプション）

2．処理能力：300検体／時（シリーズ最大）

3．試　料　　量：3～10μ1／項目

4．試　　薬　　量：平均300μ1／項目

5．分　　析　　法：比色法・レート分析・電極法

6．測定条件
　　サイクルタイム　　24秒

　　反応時間　　　　　7．5分

　　反応温度　　　　　37℃

」趨 騰　　ム
1＼

べこ二㌔星
■『＝ 1

　　　1口∵菖

　↑1妻l　l　ボ

』』九ヱ．電



⑳…富士工業株式会社
〒113　東京都文京区湯島4丁目1番14号TELO3－814－3621（代）

　当社は，1930年に設立され臨床検査機器及理化学器械の輸入，販売を行

い，検査室に便利な使い易い器械の提供をモットーに全国的に営業を拡め

ております。

　新製品としてご紹介させていただきました米国アドバンス社の滲透圧計

は，近代オスモメーターの創案社でもあり，そのすぐれた再現精度は，御

使用者各位より御好評をいただいております。

　米国病理学系大学の調査発表で米国施設の786ヶ所で63％がアドバンス

社製品を採用しており精度も優れていることが実証されました。

日本に於ても最も多数ご採用いただいております。

〔営業品目〕

〈主な取扱い製品〉

米国アドバンス杜

　　〃
〃

　　〃

米国クレット社

米国ベックマン社

新製品

英国フ’ックアンドタッカー社

米国ケンブリッジ社

　　　　　　　　　　　　　新製品
j83
　　他にストップウオッチホルダー・FSピペット洗浄器等を販売

ドイツ　ホフマン社

米国ハミルトンベル社

米国ドラモンド社

米国トランスダイン社

秋山電機製作所

　　〃

アドバンス滲透圧計　CII・DII・WII

マイクロ・オスモメーター

アドバンス　ミルク　クラィォスコープ

ビリルビン　スタット　アナライザー

クレット光電光度計

サンズ式超微量自動ピペット

自動希釈装置・分注器

尿沈済用URI染色液・染色液等を除去

するスティンリムーヴァー

電気バーナー

アングル遠心器

CMピペット

TGデンシトメーター

ADS富士デジタル濃度計

ADS富士デジタル濁度計

アドバンス滲透圧計

3CII

多検体完全自動型：スタートボタンを押すだけで，1～44検体を自動測定

検体番号と共にプリントアウトします。テクニック誤差はありません。

緊急検体処理：スタートボタンの操作だけで優先測定ができます。

万全な警告装置：サンプルの不備などで測定に異常があった時は，その内

　容をプリントアウトし，ブザーで知らせます。

試験管セット方式：測定用試験管をセットするので，Fibrin等でフローチ

　ューブがつまる心配や，各検体間の吸引，排出，洗浄時間が不要です。

完全なプラトーの形式：±0．1℃に保たれたバスの中で，サンプル全体を

　充分刺激し均一な氷結をさせ，完全なプラトーを形式します。

電子回路による測定値検出：正確な氷点に達する時間は検体によって異な

　りますが，電子回路による検出法なのでその時間差に影響されません。

微量で再使用可能な試料：0，3meの微量で変化せず他の検査に使えます。

簡単で安定したキャリブレーション：2点補佐を一度行うと，部品交換等

　の要因がなければほとんど変化せず，毎回調整する必要はありません。

測定範囲：0～2000mOsm／kg　　測定時間：1検体約2分

再現性：±3mOsm／kg　O～600mOsm／kg　±0．5％600～2000mOsm／kg

ピ職
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⑳富士メデ彷ルZステ酷旅弐会社
MEDtCAL
〒100　東京都千代田区丸の内1－6－1 TELO3－216－3211

　当社は，昭年10年設立以来数多くのコンピュータの開発，販売を行っ

てまいりましたが，とくに自己開発技術により，超大形コジピュータから

マイクロコンヒュータにいたるまで全てを開発製造し，わが国随一の総合

コンヒュータメー一カーとしてその位置を不動のものとしています、、

　医療分野においても，各方面においてご採用いただいており，医療情報

トータルシステムの構染にいささかでも貢献したいとの非願をこめ20年来

システムの研究・開発を進めてまいりましたが，特に最近における医療需

要の急速な増大を考慮し，各セクション業務のうち当社の最新技術がお役

にたてる分野を充分見極め，質の高い，高度な，そして安定したシステム

の提供を目標として，いままで以一ヒの努力を続けてまいります。

〔営業品目〕

1）情報処理機器一．・電算機，周辺機，端末機，応用装置，OA機器

2）交換機器一一一電話交換装置，冠話機及び宅内機器

3）無線伝送装i’　一搬送装置，無線装置，宇宙エレクトロニクス機器

4）電陪ll品一一半導体部品，回路部品，機構部品等

5）特殊機器（超「『波診断装置一他），応用装置（画像機器等）

〔医療システム事業部の主な取扱いシステム〕

1）臨床検査情報処理システムー－LAMDA

2）病院管理システム　　　　　　HOPE　III

　（医事，薬品管理，給食等）

3）医療情報処理システムー一一．．一一一HOPE／MIND・MINT

4）医薬品情報システムー　　　　HOPE／DIS

5）病歴サマリシステム．…　　　HOPE／POMS

6）病院OAシステムサポー一トー　HOPE／MOA

7）その他医療全般に日1るハードウェア，ソフトウェアの研究・開発

ワ’71コー又7†ライザ」

富』：F’弓イ】杭ム1000

〔特長〕

1．短期間で検査システムの導入か可能L／

　●検査依頼から報告，検歴まで全プロセスを最短6ヶ月で実現します。

2．精度管理の充実

　●各種精度管理壬法の標準装備により，質の高いデータが得られます。

3．自動分析器との容易なオンライン「クリニエース」

　●収集データのクリーン化に必要なデータ処理機能を完備しています。

4．OAを指向した利用者が簡単に使えるシステム

　●全面日本語処理・やさしい対話形式にて誰でも簡単に操作可能です、

　●エンドユーザツールの利用により各種検索，統計が容易です。

5．検歴データ管理の・充実

　●長期間データ（30日以Dの時系列表示等が口∫能です、、

6．病院トータルシステムを指向

　●医事システム等との結合によるトータルシステムが確、Zできます。

7．テーブルウェア方式による容易なシステム開発

　●検査マスタ等の追加，変更がプログラムの変更なしで可能です。
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甜富士通株式会社
〒104東京都中央区銀座7－13－8第2丸高ビルTELO3－545－3311㈹

　当社は，昭和42年，富1：フィルムか製造する医療用メーレイフィルム・

薬品・処理機器の販’，‘Cとアフターサービスを業務とする富1：メーレイ㈱と

して発足しました　昭和57年lo月に，　FUJI・CRの‘1；業化を機に富1：メディ

カルシステム株式会社と社名変更し業務を拡大，さらに昭和57年6月世界

初の全lrll．使用によるドライケムシステム「グルコースアナライザー富1：ド

ライケム1000を発売し臨床検査分野に進出しました、今後も多項目測定装

消等製品開発に努め，総合医療商社として医療社会に大いに貞1猷したく願

っています

〔営業品目〕

○医療用レントゲンフィルム

　　・直接撮影用　 ・ 目ll接撮影用　 ・ 歯ポ1用　他

○自動現像機

　　・メー一レイフロセサー－FPM4000　他

○明室システム

　　・ECシリーズ

○メディカルイメージングシステム

　　・マルチフォーマットカメラFIM2025　他

OCOMPUTED　RADIOGRAPHY
　　・FUJI　COMPUTED　RADIOGRAPHY

Oマイクロレコーディングシステム

　　・関連機器並びにフィルム

○画像記録システム

　　・オフティカルメモリーディスクレコーダーFOM22001：

　⊃臨床検査機器

　　・グルコースアナラィザー　　ドライケム1000

　　・多項目アナライザー一　ドライケム2000

臨床検査シ久テムLAル7DA
　　　　LAMDA・・・…L6b・・at・・y　Manag・ment　sy・t・m　F・・chn・cal　b・t・A∩alysls

　富lrドライケム1000は，　グルコース分析用フ、ライドを用いるヅ用測定装

置です　スライドに｜｛IL液を滴ドするだけで簡単に111Ltliグルコースが測定で

き圭す　クノしコースの吊に応じて生成した色素㍑を，スライド1，iUiiから反

射測光し，成分㍑として表小，フリントアウトします

特長
　1．試薬ク）準備・調製，　キャリブレー一ションか不要

　2．微最の1ごlllU約6μ1）で測定可能

　3．150検査　時の高能ノJで，しかも高粘度

　4L測定範囲が121い　〔o～600tng．（ie　）

　5．ドライシステムなので，設置場所を選ばすメンテナンスフリー

　6．尿，髄液も測定日∫能

用　途

　糖尿」丙外来・病棟，緊急検査室での川」時検査に最1也、

り姉妹機として，多項目測定用のドライケム2000もあります



ぴi爲＿＿士Lピ：オ株式　　　会社

TELO3－348－0691

　富1：レビオ株式会社は、昭和25年設、lt二以来、臨床検査薬，医療用医薬品，

　IliL漿製剤を3本の柱として発展してまいりました。臨床検査薬分野では免

疫lf］i清検査試薬をメインにしてまいりましたが，今後の検査方法の1三流に

なりつつあるE工A法試薬の品h｝ilえをめざし研究開発を行い，今日に至って

おります

FASTEC
301E
　自動希釈装置FASTEC－301は今までのEASTEC－301と異なり，ハーソナ
ルコンヒュータにより本体の駆動・希釈作業・希釈条件などのコントロー
ルかii∫能で、さらに．ディスプレーモニターに希釈ハターン，希釈の進行
状況，希釈条件が表示される、、

〔営業品目〕

試薬　●1｛IL清検査一梅毒HA抗原，　RAHAテスト，セロディアASK他

　　　●EIA検査一イムザインAFP，イムザインα，　M，イムザインβ2M，

　　　　　　　　イムザインスクリーニングTSH他

　　　●生化学検査一ステロザイム545，HDLステロザイム545，ACE

　　　　　　　　カラー，Ch－EオートUV他

　　　●培地一無［nL清培地HBIOI，セレックステンド，チャン培地他

機器　●E正Aオート・システムーEIMAX，オートAP　1他

　　　●ファステ・ソクオート・システムーファステソク305，

　　　　301E，ファステ・ク105他

ファステ・ク



Hoechst魎
ロピ　RtNG　INST）T　じピ

ソ幽 ヘキスト9’VJ　W株式会社

〒107　東京都港区赤坂8丁目10番16号 TELO3－479－7529

　創、ヒ以来120余年、ヘキストは化学のあらゆる分野で，また世界130ヶ国

におよぶ国々で活躍を続けている総合化学会社（本社：ドイツ連川共和川）

です、伝統に培われた高水準の製｛lllを，この日本ではヘキストジャハン㈱

かご紹介しています、とくに医薬品の分野では今年の話題の新薬、新高1∬L

圧治療剤「べ一タプレシン⑱」をはじめ，各科領域におよぶ治療用医薬；hilの

数々，さらには免疫lflL清学的製斉slで世界的に高い評価を得ているドイツヘ

キスト社べ一リング研究所製の診断用医薬品，検査、研究用試薬，RI試薬

などを全国の医療機関，検査センターに提供しています。加えて現在では

技術の枠を集めたコンピュータ内蔵の各種検査機器，医療用具類も取扱い，

その幅広い活動は，日本の医療向ヒに大きく貢献しています，

　　　〔営業品目〕

　　ヘキスト抗血清：抗ヒト全【IIL清，抗ヒト特異llll清他

　　ヘキスト標識抗血清：FITC標識抗ICII．清，ベルオキシダーゼ杷、」抗1f［LUIi－．

　　血漿蛋白定量用免疫拡散板：NORパルチゲン，　Mバルチゲン他

　　べ一リングレーザーネフェロメーター定量用試薬：LN一抗lrlL清，　LNラテ

　　　ノクスASL／CRP

　　免疫比濁法定量用試薬：T抗血清

　　リウマチ試薬：ラピテ・・クスASO，　ASPキットHJ他

　　血液凝固検査試薬：ベリクロームATIII，　PLG，α2AP，トロンボレ似ハ

　　　トロンチン，他

　　血液型検査試薬：抗ルイJ7．　［rlL清，抗1’1　lflL清他

　　ヒト白血球抗原検査試薬：HLA抗［IIL清，　HLA　A，　B、C／DRフレート他

　　臨床化学検査試薬：ハントラックE．K．アミラーゼ，テストマーC他

　　尿検査用試験紙：ラヒグノスト

　　エンザイムイムノァッセイ試薬：エンザイグノストHBs　Ag，　Ant田Bc

　　ラジオイムノアッセイ試薬：リアグノストTBG，トリプシンAFP，フェリ

　　　チン他

187ヘキスト検査機器二べ一一リングレーザーネフェロメーター帥漿蛋白自動

　　　定量装置），べ一リングェライザプロセッサーII（酵素免疫測定装i；「1㍉，べ

　　　一リングフィブリンタイマー（　lflL液凝固測フじ装置），ラヒマックス（尿分

　　　析装置）

ぺi一リコグ

iZフエロメー9一
　　　　　　　　　　11アナラ’「サー

　本装置は，光散乱分析法に基づきフィクスドタイムネフェロメトリ，又

は，エンドホイントネフェロメトリにより【rlL清中の蛋白成う♪等を自動的に

測定する機器である、、ハードディスク内蔵の端末装置（べ一リング・ネフ

ェロメー一タ・ターミナノのにより自動的に作動，制御、演算処理がなされ

る、結果は，CRTスクリー一ンヒに表示され1司時にプリンタに印字される、

〔特　長〕

●全自動L‘Walk　away”ノ∫式

●高い検体処理能力：225テスト／時，又は，75テスト／時

●簡便，フレキシブルな操作性（バー一コード入力，対話ノ∫式）

●経済性（キュベ・トの再利用，検Ill：線の再利用）

●検体毎の測定項目の容易な選択，操作性（フ，ロファイリング機能）

●早い測定結果

●抗原過剰：容易かつ迅速な再測定が得られる、，

●フレキシブルな検量線の選択（多点近似・ワンポイントキャリブレーシ

　ョンなど）



1・・　（iD　Aしゴ研玉売■

〒336　埼玉県浦和市常盤9－21－19

所
TEL　O488－33－3208（イLII）

　電気泳動法の進歩，普及はこの10年にも目ざましいものかあります。

特に医学においては，電気泳動法から得られる情報は，まさに強力な武器

となってまいりました。

　電気泳動のトータルシステムを扱う当社は，米国ヘレナラボラトリーズ

の日本法人として，1976年に設立されました。以来，アイソザイム検査を

中心とした“タイタンIIIシステム”，また，理想的な設計思想を持つ全自動

亘気泳動装置による血清蛋白分画，などで注目を集めております。

　さらに新しい時代のハイレベルな検査のために，高分解能電気泳動法，

銀染色法試薬，免疫固定法，などの製晶群“タイタンジェル・アガロース

システム”も加えて，今後とも努力致してまいります。

〔営業品目〕

●全自動亘気泳動装置

　　　　クリニスキャン・SAV

●デンシトメーター

　　　　クリニスキャン

　　　　オートスキャナー・QQ－III

●電気泳動用器材

　　　ヘレナ亘気泳動装置キット

●タイタンIIIシステム

　　　　［flL清蛋白分画

　　　アイソザイム：LDH，　Al　P，　CPK，アミラーゼ，γGTP

　　　脂　　　質：リボ蛋白，HDLコレステロール

●タイタンジェル　アガロースシステム

　　　高分解能亘気泳動キット

　　　銀染色法試薬

　　　免疫固定法キット

　　　　免疫電気泳動キット

　　　CPKアイソザイムキット　　etc

全自動電気泳動装置

クリニスキャンSA－V Cat．No．J　l　360

口独創的なドッキング構成

　　　クリニスキャンと全自動電気泳動装置S．　A－Vがドソキング

　　　しました。

　　　クリニスキャンは，II∫視光（フィルター9枚内蔵，スリッ

　　　ト12通り）および，蛍光測定が可能な，他に類を見ない高

　　　級汎用多機能デンシトメーター。また，SA－Vはタイタン

　　　IIIを支持体として，毎時80検体（単一泳動槽）の高速処理

　　　能力を持った，経済性の高い全自動機です。

口検査室のレベルアップを支援します。

　　　ML清蛋白分画を自動化後，アイソザイム検査を導入する場

　　　合，クリニスキャンをそのまま活用していただけます。

　　　SA－Vで泳動処理をしている間でも「割込み使用」するこ

　　　とができるため，もう…台デンシトメーターを用意する必

　　　要がありません。

　　　Ifl［清蛋白分画，アイソザイム，研究用，とフルに活用して

　　　いただけます。



BMY　べごリンカL・マンハイム山之内株式8社

〒IOI東京都千代田区神田多町2丁目9番地神城ビルTEL　O3－252－6521（代）
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　当社は，昭和48年西ドイツ，べ一リンガー・マンハイムGmbHのf’会社

べ一リンガー・マンハイム・ジャパン株式会社と山之内製薬株式会社との

共同出資会社として営業が開始されました。

　べ一リンガー・マンハイムGmbHの良質な臨床診断用試薬をはじめとし

て各種研究用試薬（生化学研究用，遺伝子工学用，組織培養用，食品分析

用）を販売しております。全国主要都riiに8営業所を設け，全国の御得意

様の御要望にお応えし．試薬の供給を通じて日本の医療や種々の研究に深

く貢献しております。今後も，ますます研究、開発に努力し，正確に情報

をより早くお届けするように皆様方のお役に、膓1ちたいと願っております．

〔営業品目〕

■自動分析用試薬

　●日　、ソ：736斤多」目

　　GOT，AMYなど酵素12項目　CRE，　GLUなど基質11項目
　●日　∪：705斤多Jt］

　　GOT，　AMYなど酵素15項目　T－BIL，　TGなど基質11項目

　●ll“tl7　06、706D，　712、　726斤多fU

　　GOT、　AMYなど酵素10項目　CRE，　GLUなど基質12項目

　●クリナVXIOOO用

　　GOT，　AMYなど酵素11項目　BUN，　GLUなど基質6項目

　●クリナライザー用（JCA－MS、　HS，　SI　6，　VS）

　　GOT，　AMYなど酵素11項目　CRE，　TGなど基質9項目

　●TBASシリーズ月j

　　GOT，　AMYなど酵素10項目　T　CHO，　TGなど基質5項目

　●自動分析用試薬（TBA，島津，テクトロン用）

　●エンチムンテスト　ES22シリーズ用（T3，　T．1，　TBK等）

■その他の自動分析装置用試薬及び用手法試薬

　●生化学検杏　●免疫学的検査　●1｛IL液1疑固検査　●コントロールlllL清

EIA試薬用全自動分析装置

エンチムンテストES600（参考展示）

　エンチムンテストES　600は，　EIA法における多項目同時測定を［i∫能にした，

全自動分析装置です．

　本機器は，BMYの抗体固相チューブを用いたEIA法に適応し，検体分注，

インキュベーション，洗浄操作，試薬分注，吸光度測定，濃度打ち出しに

至るまで，全自動で行います，、

〔特長〕

1．最大15項目まで同時測定II∫能です

2．最大600テストまで同時測定可能です

3．最大150検体まで1司時i則定可能です．、

4．検1，1：線，および精度管理データーの保存が可能です，、

5．甲状線ホルモン・インスリン・腫瘍マーカー等，測定項目か充実して

　います

　測」定項日：T4，　T3，　TBK，インスリン，ジゴキシン

　　　　　　（近日発売：TSH，　AFP，　CEA，フェリチン）
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〒105　東京都港区西新橋2丁目21番2号第1南桜ビル　　　TEL　O3－438－1871（代）

　米国べ・クマン社は，世界で初めてのpllメーター一を開発したことにより

1934年に設立されました。以来約半・世紀にわたり，あらゆる分野で時代の

ニーズを先取りし，医用システム部門，科学機器部門を2本の柱として数

多くの開発新製品を誕’｛：させてまいりました。現在はべ・クマン社と米国

の総合医薬品メー一カー，スミスクライン社との合併により誕生したスミス

クラインベ・クマングルーアの中核企業として，また総合分析機器のト・

フメーカーとして，豊富な経験と卓越した技術を生かして未来を見つめた

研究開発に全力をあげて取り組んでいます、，

　べ・・クマン・ジャハン株式会社は1977年に設立されました。皆様のご信

頼に確実にお応えするベックマンの機器を日本全国にお届けしています。

〔営業品目〕

■緊急ノし一チン全自動生化学分析装置　アストラ・アイデアル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アストラ8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アストラ4

■緊急ルーチン全1’1動電解質測’定装置　システムE4A（Na，　K，　Cl，　CO2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　システムE3A（Na，K，　CD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　システムE2A（Na，　K）

■1輻月PLfビξ：〃♪f斤1目‘　　　　　　　　　　　　　　　　グノレコース、2月巴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BUN　2型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレアチニン2型

■全自動イムノケミストリーシステム

■電気泳動装置

■高品位デンシ

■コントロール1

■臨床検査試薬

■臨床検杏試薬

・ メータ

’IL清・標準液

■胎児肺成熟度検査

オートICS

ハラゴン

アプレイズ

テシジョン，アルティメイトD

ID　Zone，アルティメイト

Amy，　Glu，　CPK，　γGTP，　LDH，

GOT，　GPT，　ALP

ルマデックス

緊急／ルーチン全自動生化学分析装置

ASTRAシリーズ
最新のエレクトロニクス技術と電気化学分析技術を駆使した，ベックマン

全自動生化学分析装置ASTRAシリーズは，ベックマン独自開発のモジュ

ー ルノi式を採用しています，。電解質・化学物質・酵素と大別できるモジュ

ー ルは，検査室の要求に応じた組み換えや追加が可能で，機能別検査を経

済的かつスピーディに処理します。もちろんルーチン検査中の緊急割り込

み検査もワンタ・チでOK。1～2分で信頼性の高いデータをプリントアウ

トします，また，内蔵のマイクロコンヒュータは操作性を向ヒさせたばか

りではなく，数々の新機能を生み出し検査室の省力化に実力を発揮します。

検査室のご要望にあわせた機種を選択してください。

■ASTRA　IDEAL　最大23項目まで搭載することかできます。

■ASTRA　8　　　最大13項目まで搭載することができます、

■ASTRA　4　　　最大5項目まで搭載することができます。

測気三」頂目：　GOT，　GPT，　rGT，　CPK，　ALP，　Ll）H（L），　LDII（P），

　　　　　　BUN，　Na，　K，　Cl，　CO2，　Glu，　Crea，　T．P．，　Alb，　Ca，

　　　　　　Amy，　T．Bili，　D．Bili，　TG，Cho，UA，無機リン



マ1つLコ・≡i陸株式芸社
〒104　東京都中央区銀座1丁目9番7号 TELO3－567－5511

191

　マイルス・三共株式会社は，昭和42年、米国マイルス社，三洪㈱，小野

薬品工業㈱の3社によって設立された合弁会社です。豊富な臨床検査用試

薬・機器を擁し，そのすべてが品質の高さ，正確さ，簡便・迅速性を特長

としていますc，とくに尿検査試薬・機器から精度管理用製品までをそろえ

たトータル尿検査システムは，高い評価をいただいております，

　尿検査システムはSG（比重）検査もできるドライケミストリーシステムと

して好評で，さらに，省力化に適したフルオートタイブ，多数検体一括処

理タイプ，リアルタイム検査のポータブルタイプの3つの測定機器を用意

し，検査システム，検体数に応じて使い分けていただけるラインアップと

なっております。

　治療医学はもちろん，予防医学，公衆衛生などの分野で検査情報の屯要

性はますます高まっています、疾病のkli期発見から治療，フォローアップ

まで，科学的診療に役、7二ち，しかも迅速なデータマネージメントなど時代

のニーズに応え得るより多くの信頼できる製品をお届けできるよう、今後

も一一層の努力を続けていきます、、

〔営業品目〕

●トータル尿検査システム：多項目尿検査用試験紙（Nマルティスティッ

　クスSGほか）／尿分析システム（クリニテ・・ノク10，クリニテック200）／尿

　自動分析装置（クリニラブII）／精度管理tlJ製品／尿検査試験管セット

●糖尿病検査システム：尿糖検査用試験紙（ダイアスティック7．　II），　lfll．中

　ブドウ糖測定システム（デキストロスティックス・デキストロメーターII）

　ほか

●lrlL液化学検査システム：生化学検査システム（セラライザーリフレクタ

　ンスフォトメーター）ほか

●1∬L中薬物濃度測定システム：エームスTDA測定用蛍光光度計（エームス

　フルオロスタット）／エームスTDAシリーズ用溶液吸人・分注装置（エーム

　スダイリューター）／エームスTDAシリーズ（アミノグリコシド系抗生物質、

　抗てんかん剤，抗不整脈剤，テオフィリン、循環器系薬剤測定用キット）

●ラブ・テック製品：病理組織標本作製のトータルシステム（ティシュー・テック）

　ほか

エームス尿分析器

クリニテック200

　クリニテック200は，比重を含む9項目尿検査（比重，pH，蛋白質，ブ

ドウ糖，ケント体，ビリルビン、潜血，亜硝酸塩，ウロビリノーゲン）の

測定からデータマネージメントまでを高速処理する尿分析器です、、

測定原理　試験紙の呈色反応の反射光をオプティカルファイバーを通じて

光学的に読み取った後，電気信号に変換し，電子回路を通じて測定結果を

フリントアウトします。

特長　●精度，安定性，再現性に優れたドライタイフ試薬を使用●360検

体／時間を高速測定●内蔵プリンタでのテーププリントアウ1・　，エームス

コンソールプリンタ（別途販売品）でのフォームプリントアウトが可能●優

れた制御方式による測定機構●テーププリンタによる対硫形式の操作法●

チェックスティックスによる独自の精度管理法●校正ストリッフによる簡

便な校正●エームスコンソールブリンタにより，データの追加・修正・削

除，オンラインデータ通1、言が可能●デスクトップスタイル

主な仕様　●・」法：35．6（幅）×53．7（奥f「）×22．0（高さ）cm●軸1：：15．Okg

●電源：AC100V50／60Hz●コンピュータインターフェース：RS232C

用途多数検体の一括処理に

／

一



192 卿　マルポ株式会社
〒531大阪市大淀区中津1－6－24　　　　　TELO6－371－8876

　われわれ医薬品メーカーはいうまでもなく生命関連産業であり，その。忍

識のうえに、1’：’，て，真に国民の健康紺持・i∫iJヒに役立つ新薬の開発と，ユ

ー ザに正印な情報を伝1土する義務があります。したがって，自社の繁栄の

みを追求する営利ヒ義は恒まなければなりません，

　当社もそのことを常に念頭におき，けっして無理な発展を願わず一歩一

歩大地を踏みしめて前進してまいりました、こうして充実を図1）　，基礎体

力を身につけることか，社会のニーズを確実に満たすことになると考える

からです、

　創業以来，研究開発，製造，販売，情報伝連，社内体制など，すべてに

わた一、て医薬品専門メーカーとしての基礎の確、ヒに努めてまいりましたが

その間の軌跡を通して蓄積した技術・ノウハウ・マルポ精神を大きく末来

に生かしていきたいと考えています，，

　医薬品業界に対する期待と関心かますます高まりつつある現在，社是《真

実の追求》への姿勢はいささかもゆるめてはならないと痛感しております

〔営業品目〕

臨床検査薬

　　アテノシンデアミナーゼ測’定1手］t，式薬

　　　　ADテストマルモ

　　　　，X　Dオートマルポ

　　グアナーゼ測定用t。式薬

　　　　GUテストマルポ

　　　　GUオートRマルポ

　　　　杷、自．グアナーゼ

　　　アデノシンデアミナーゼ測定用　　　　　　　　　　　　グアナーゼ測定用

Aロオート，wホGUオートR・的レホ

　グアナーゼ（GU）とアデノシンデアミナーゼ（AD）の同時測定は，肝障害

の董∵度を鋭敏に判定でき，かつf後判定の臨床的指標となります

〔特長〕

●GU
　他の肝機能検査（GOT，　GPT，　LDHなど）に比べ，鋭敏にlj　1二細胞の実質

　障害が判定できます，

　肝障害を伴わない疾患では，－II　1一しません。

　急性肝炎では，鋭敏に高値を示しますc，

●AD
　アデノシンデアミナーゼは，慢性肝炎から肝硬変，肝癌になるに従い，

　ヒ昇傾向力認められます。

　肝硬変、肝癌等，GoT，　GPTか軽度なヒ昇しか示さない場合でもAD

　活性は高値を・Jミします、慢性肝疾患，特に肝硬変，肝癌のスクリーニ

　ングに有lt］です，

　胸水においては癌性胸膜炎に比べ，結核性胸膜炎に有意の高f直が認め

　られます。
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株式Sttミズホメディー

〒841佐賀県鳥栖市藤木町6番地の7　　TELO9428－5－0303

　弊社は，昭和52年に臨i末検査試薬販売会社ヒして設立しましたが，皆様

方のご要望に答えるべきより良い商品の開発・［lll質改良のための製造販売

を目指して事業の拡ノくを計｝），昭和57年に臨床検査試薬製造販売会社とし

て，発足しました．同年には日本で初めてFeのキット化に成功し，当業界

に名実ともに名を連ねるに至りました，生化学検査試薬の充実を，，　1’る　ソ∫，

免疫lfll清，・lflL液凝固部門と，メーカーとしての幅を拡げ，今年からは新た

にセララボ社（英）と提携を結び，FCS・モノクローナル抗体なビの基礎

研究部門にも乗り出しております．より深くユーザーのニーズに応える事

をモットーに，今後も幅広い視野に立一．た研究開発を進めて行く所存でご

ざいます，、

〔営業品目〕

〈臨床検査用試薬＞

1）生化学検査試薬

　自動分析装置用一日立736・TBA－S・CL－20－．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ARシリーズ）

　自動分析装置用一日立705…　　　　　　（APシリーズ）

　自動分析装置用一全般　　　　　　　　（KE・KR．シリーズ）

　キット製品　　　　　　　　　　　　　（SRシリーズ）

2）免疫血清検査試薬

　自動分析装置用　　　　　　　　　　　 （KIシリーズ）

　キット製品　　　　　　　　　　　　　　（SIシリーズ）

3）血液凝固関連検査試薬

　スターゴ社製品（フランス）　　　　　（スタクロムーCGシリーズ）

4）血液検査試薬

　自動」llL球計数装置用　　　　　　　　　（BT・BCシリーズ）

〈基礎研二究関係＞

　　SERA－LAB社製品　（イキごリス、）

　　FCS・モノクローナル抗体・ポリクローナル抗体

自動分析装置用試薬

川自動分析装置専用式薬　ARシリーズ

　●各種自動分析装置の持つ機能をフルに発揮できるように開発された試

　　薬です。

　●日立736・TBA－Sシリーズの専川容器を使用していますので、これら

　　の装置にはそのままセットできます。

　●試薬鋼製は簡単で、調製後の試薬は長期安定です、、

（2）日・ア705形分析装置専用試薬　APシリーズ

　●日立705形専用容器を使川した専川試薬です、、

　●包装サイズは，経済性を考えて20～40テスト／日か見本です、t

　●試薬の調製は簡単で，しかも調製後の試薬は長期安定です

（3川1液凝固隈j連検査試薬　CGシリーズ

　　　ーATIII・PLG・アンチフラスミン・ヘパリンー
　●特異性の高い発色性合成基質1去による測定キットですt

　●精度・感度ともに良好で，定｛lt性に優れています、

　●自動分析装置への対応を可能にしました呂・…・…日立705，コーパス，

　　アボットVP，　TBA－480，テクトロンXSなど………。

腐レ
轟齢〆〆
蝋薗薗麟騰

　　　　　〆

隻〆
自レ

響レ

晶鑑



ig4 ㊦aXKax±柳本製作所

〒612京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町28　TELO75－611－4311

　分析機器のメーカーとして90数年，今日まで蓄積した高度の技術を応用

し数々の医学用検査機器の開発を行って来ました。当社の医用機器は，従

来の基礎医学用機器，研究用機器に止まらずルーチンの臨床検査用機器ま

で幅広い展開をしています。特に1970年スエーデンAGA社と技術提携し

導入しました“オートケミスト”は日本の生化学検査用完全自動分析装置の

草分けでありました。その柳本が同じくスエーデンのCLINICON社製の

『処理能力1時間300サンプルの大型臨床自動分析システム＝PRISMA』を

発売することになりました，

　当社は，基礎医学用機器・研究用機器・臨床検査機器の開発のみならず

予防医学・ラィフサイエンスの新しいテーマに取り組んでおります

〔営業品目〕

◎自重力’王fビ1：〃〉イr斤装11t，：

　《ブリズマ》PRISMA

◎臨床化学検査機器

　永点降ド式自動浸透圧計

　カテコールアミン分析システム

　アセチルコリン分析シテム

　神経芽細胞腫測定システム

　原力吸光／炎光共用分光分析装置

◎医学研究用機器

　ガスクロマトグラフ

　医療用ガスクロマトグラフ

　液体クロマトグラフ

　高速アミノ酸分析装置

　CHNコーダー

　その他の分析機器

自動生化学分析装置

PRISMA
　本装置は，臨床化学分析の1flL液1’J動分析システムとして，病院内の検査

室，一一般のltlL液分析センタ等に設置し，腎機能，肝機能，循環機能などに

影響する1flL液中および尿中の成分を短時間に分析を行い，診断補助として，

幅広く用いられます。

　本装置は，中央制御装置，分析装置，コンピューターシステムより構成

されており，分析装置部を増設することにより，システムの拡張（チャン

ネル数の増設）が自由に行えます。

　本装置の特長は，高い処理能力＝300検体／時，経済性，高枷芝，高安定

性，強力なソフトウェアーの他，非常にフレキビリティに富んでいること

も大きな特長の一つといえます。

　最大64チャンネルというチャンネル数は，他に類を見ない，まさにスー

ハマルチチャンネル自動分析装置といえます。

チャンネル数　PR－1＝16チャンネル

　　　　　　　PR－2＝32チャンネル

　　　　　　　PR－3＝48チャンネル

　　　　　　　PR－4＝64チャンネル
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4LΩA山之内製薬株式芸社

TiO3　東京都中央区日本橋本町2番5号　　　TELO3－244－3000

　当社は，治療医薬メーカーとして多年に1　llる蓄積した情報，ノウハウを

生かして，診断検査試薬やマイクロプロセッサーを駆使した機器をはじめ

各種診断検査試薬の製造をしております。多くの新製品の開発，製造販売を

通じ社会に；’i献すべく今後とも一層の努力を屯ね，ユーザー各位のご期待

に沿えるようにと念願しています、，

〔営業品目〕

尿簡易検査用式検紙　BMテストストリップ

　○判定か容易一全項目30～60秒が色調安定です、、　○ユニークな構造一

　色ムラをなくした均・発色です、、　○信頼性が高い一薬剤等による反応

　阻害が僅少です，

簡易lllL糖測’定機　メブィスコーフ

　○操作がきわめて簡単、　○乾電池式のハンディタイフ　　○マイコン

　使川で正碓です，　○式験紙はめんどうな水洗い不要です　　○、λ験紙

　は臨床試薬分野で1，瀬度の高い，西独べ一リンガー・マンハイム社，レ

　フロマートグルコース〔朝」です、、

簡易lllL糖測〃じ用，，Jk験紙一BMテス1・ブラ・・ドシュガー20－800

　020mg／（ieから800　mg／deまでの1｛IL糖値を目視で測定できます，　Oめ

　んどうな水洗は不要です　　　02patch／i式であり，低｝『1度から高濃度

　まで明瞭に判定できます、　o室温保存です，，

［AL清中フェリチン測定用試薬キ・・1・　フェリチンテスト「山之内」

　○迅速簡単にパ1｛：検体か処理できます、、　○微㍑検体処理可能，　（・）潜

　在的鉄欠乏状態から悪性腫瘍まで幅広い臨床応li］か11j一能です

HBS抗原（R　I）HA法）検出用キットー一リバースセル

　○手技が簡易で，多数検体も短時間で処理できます　　○感度は，IES

　法やSR［D法より高く，RIA法に匹敵します。　○凝集像が鮮明で、判定

　か容易にできますtt　Oスクリーニングテストを4点で行なうため，誤

　陽性の少ない結果か得られます、　○キット内容か豊富です．，

BMテスト専用尿自動分析機
メデイグラフ

概要
　新しい電rIl学技佑をとり入れて，［h之内製薬が長年蓄積した技術力・

情報力から生まれた画期的な尿自動分析機です、，

試験紙は，西独べ一リンガーマンハイム社のすぐれた生化学技術から開発

された，BMテスト紙試験専用で，粘度の高い測定結果が簡単に得られる

新しい分析システムです。

特　長

　○目視用のBMテスト紙をそのまま使用できます、　○操作が簡便で，

どなたでも尿分析を行なえます、　○杣芝，再現性がすぐれています、，

）検体数が多いときは，高速で処理できます

仕　様

　○使用試験紙：BMテスト（811，611，411，3－II、PGU　II，　GI）S　II）

o測定項目：亜石ill酸塩（細菌），　pll，蛋白質，ブドウ糖，ケトン体，ウロビ

リノー一ゲン，ビリルビン，潜lrll　　O電源：AC100V　O消費電力：6W

o外形・」‘法：W24，　H　18，1）43cm　O厄Ill：：約1ハkg　o記録ノ∫式：サーマ

ルフリンター一による自動記録　○処理能力：320検体’／時間（連続則定時

土もと｜吉i），　120検イ小こ／／II与［ll］（通常測定時）



i・・　gUFZD株式会社ユニフレックス

　　〒113　東京都文京区本郷3－26－4ドルミ本郷7階　　　　　　TELO3－816－lOO4

　我社は‘’ラボラトリービジネスをスタディする”をモットーとして，明

日のラボラトリーに貢献すべく日夜努力を惜しますラボラトリービジネス

の将来を追求する事を目的として設立されました。設立と同時に米国エル

ケイプロダクツ社より研究検査用各種ディスポ製品の輸入販売を開始“よ

り良い物をより安くより早く”のディスポビジネスベースを理解，御支援

賜わり好評を博しました。更に米国アナリティケムインターナショナル社

よりGC，　LC，　HPLC，　RIA，　MAS等の分離，分析用サンプル前処理カラム
‘’

ボンドエルード”，“エクスチューブ”を輸入し、クロマトグラファー悩

みの前処理簡素化を実現し好評を戴き現在に至っているラボラトリービジ

ネスの㌧享門商社です。

〔営業品目〕

1）米国エルケイフロダクツ社製：

　研究検査用：ピペットチップ各種，自動分析機用サンプルカップ各種，

　RIA及び般用テストチューブ，ディスポスポイド，各種チュービング等の

　プラスチックディスポーザブル製品各種。

（2）米国アナリティケムインターナショナル社製：

　GC，　LC，　HPLC，　RIA，　MAs等分離分析用、サンプル前処理用オープ

　ンディスポカラム

（3）米国エルケイプロダクツ社製：

　固定式，可変式，デジタル式，エルケイヒペッター，XLシリーズ

米国ELKAY社製：
研究・検査・分析用デンスポ製品

〔特長〕

　研究，検査，分析用ディスポ製品を手掛けて20年，エルケイ社は年々新

製品の開発を心掛け，生化学，rfn液学，1fiL清学はもとより，核医学，免疫

学，細菌学，微生物学等の幅広い分野にわたり，各種自動分析装置用から

マニュアル分析用品まで多品目を取揃え，更に良品質で安価な為“安定し

た分析コスト管理”が行えます。

〔製品用途別〕

　〈生代学〉サンブルカップ／ピペットチップ／カルチャーチューブ／テ

ストチューブ／ディスポスポイド／キュベット／ポンプチューブ／メンブ

レン／チャートベーハー／ミクロチューブ／スピッツ

　〈［AL液学〉　ダイルバイアル／フィブリンカップ・チップ／ピベットチッ

プ／ミクロチューブ／テストチューブ／ヘマトロジーペーパー

　〈細菌学〉滅菌スペシメンカップ，チップ，ディスポスポイド，バイォ

ルーフ

　〈核医学〉　テストチューブ各サイズ／ピペットチップ

　〈その他〉　ピペッターXLシリーズ／チップ／ディスポスポイド／テス

トチューブ／スペシメンカップ／ミクロチューブ

ば、

／’



卓●ラボシステム・ジャパン株式会社

〒160東京都新宿区新宿1－34－15東興第2ビル TELO3－355－5630㈹
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　ラボシステム・ジャハン㈱は，ヘノレシンキ市にあるラボシステム社の日

本法人です、、ここ数年聞，バイオテクノロジーの研究を1：力として，医学・

研究面への応用開発をす・めてきていますが，その成果であるユニー．一クな

製品群（EIA・モノクローナル抗体・関連機器）を2年前から世界的な規模で

紹介して参りました

　我国に於ては，マイクロピペットとしては14年前に世界で初めて成功し

た草分けの薬品（フィンヒペ・ト）カ．IKされていますか、これは，その粘

度と人間Il学的な配慮に於て，世界でも評価が群を抜いている製品です、

　当社は，本年から日本で，より積極的に，バイオ製品を紹介致します、

〔営業品目〕

Lフィンピペット類：高精度マイクロピペット（ユーザー特注も；」∫）

2．垂直測光方式の各種応用機器：

　☆Fl）－900システム，自動分光測定（EIA，生化学，凝固測定用アフリケ

　　　ーション付）、

　☆FP－9000，全自動ブロファイル測定装置，

　☆UNISKANシリーズ，マイクロブレートもキュベ・トも測光できる’相’1

　　　動測光プリント装置。

☆BIOSCREEN及びMUTASCREEN，細菌増殖研究用の全自動希釈・分注・

　　　培養装置、データは自動解析・フリント。オーフンプログラム用及

　　　びAMES法自動プログラム用あり、

3．バイオエンジニアリング応用製品：

　☆FECA　TwinS，便潜血反応ケース、，

　☆FECA　EIA，特異的ヒト潜1血1検出用。式薬tl

　☆モノクローナル抗体．、

　☆EIA。式薬。

　☆生化学。式薬G

自動分光解析装置

FP－900シリーズ

構成：FP　901

　　　FP　401

　　　1；1）　801

　　　FP　821

　　　FP　999

　　　　等

本システムは，

i則光・解析・記録部

インキュベータ

自動微肚分注部

EIA洗浄部

9チャンネル　フィンヒへ・ト

　　　　　　　ラボシステム社伝統の，歴直測光ノ∫式を採用しており、

　　　A一湾m－（スーパニエミの式）

に基つ1いた，高精度を追求した分析システムで，そのアプリケーションフ

ログラムは，生化学・EIA・凝［刮測定等の，少検体数，多項目分析用，或

は緊急用の測定に適しています．



198 ◎和光純薬工業株式会社
〒541大阪市東区道修町3丁目10番地TELO6－203－3741（大代）

　当社は大正11年6月（1922年）武田薬品工業株式会社の化学部門を分離

し武田化学薬品株式会社として発足，昭和22年和光純薬工業株式会社に社

名を変更し現在に至っております。

　当社は試薬，臨床検査試薬のトップメーカーとして製品は広く学界，産業界

から絶大な信頼を得てご愛顧を賜っております。

　また医学界の要望に応えて，臨床検査用試薬キットはもとより，最近の

機器分析の急速な進歩に対応した自動分析装置用試薬の研究開発，さらに

免疫血清学や遺伝子工学研究のための試薬，機器の製造，輸人，販売と幅

広い活躍を続けております。

〔営業品目〕

試薬／一般試薬・各種輸入試薬・生化学用試薬・各種用途別試薬・

　　　環境汚染物質測定用試薬・特殊合成用試薬・特殊分析用試薬

　　　免疫血清研究用試薬・遺伝子工学研究用試薬

臨床検査薬／臨床検査用キット（脂質・酵素・無機物・蛋白・糖類・

　　　ホルモン・潜血等の検査薬）・自動　斤装置用試薬・標準液・

　　　コントロール血清・調製液・免疫血清学的検査薬

機器・器具／レーザーコアグロメーター・レーザーネフェロメーター・

　　　尿検査自動処理機・ビリルビンテスター・尿比屯計ユリペット・

　　　エンドトキシン測定用トキシノメーター・分注器・微量分目：器

化成品／重合開始剤・酸化防止剤・エレクトロニクス関係薬品・重合

　　　禁止剤・合成原料及び中間体・医療品原料他。

血液凝固機能測定用
La5er　O・agul・me＋er LC－101

　レーザーコアグロメーター　CL－101は，半導体レーザーを使用した光

散乱法とマイクロコンピューターによる最大反応速度判定法（ピークレー

ト法）を組合わせた血液凝固機能測定装置です。

　従来から広く普及しているPT，　APTT，　TT（Fg）を測定でき，これら

を利用して，各種凝固因fの生化学的凝固活性値が定量できます。

　また，抗原抗体反応による免疫グロブリン（lgG，　IgA，　IgM），　ATIIIやラ

テックス凝集法を応用したFDPなどの免疫学的活性をピークレートネフ

ェロメトリーで測定し，抗原濃度値として定量することができます。

　これら測定結果は内蔵の演算機能により，活性パーセント，Ratio濃度1直，

時間（秒），定量値としてプリントアウトされます。さらに各項目別検量線

はバッテリーバックアップにより記憶されていますので，測定のつど検量

線をとる必要はありません。したがって幅広い項目に対し，簡易迅速に検

査ができます。

　なお多数検体処理用として別に，ブロックヒーター（60穴）もございま

す。

レー－ff－一コアグロメーターLCIOl

認毒鋤・

●　驚紗こヌ濾伴レーザー護｝ξ1

●　活韓％、R翻パ幻．㎎／d戌でプリ・トアウい∫

●モータ鳴働竪わヰビへ・V一憤繍

●　マイケロゾロい　　’よる4簡閲検黛紺憂川

●測＄原理

Ix学剰

＜芯r
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社　　　　　　　　　　　名 本杜及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

ア　ス　カ　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都千代田区神田須田町2－4 （03）　254－－0576

福岡事務所 812 福岡市博多区駅東3　3－3 （092）473－9561

株式会社　アナリィティカル・インスツルメンツ 本社・工場 191 東京都日野市日野320－11 （0425）86－0033

株式会社　　ア　　　　ム　　　　コ 本　　　　社 102 東京都千代田区飯田橋4－8－7 （03）　265－4261

大阪支店 540 大阪市東区釣鋳町2－36 （06）942－5971

名占屋支店 466 名占屋市昭和区鶴舞3　23－20 （052）741－6051

福岡支店 812 福岡市博多区東光2－6－15 （092）441－7641

札幌出張所 060 札幌市中央区北三条東2　2 （011）241－4428

仙台出張所 980 lll治市春日町2－8 （0222）23－4060

広島出張所 730 広島市中区幟町9－18 （082）223－2511

金沢出張所 920 金沢市割出町633－1 （0762）37－6490

高松出張所 760 高松市中央町17－30 （0878）31ゴ301

ア　　ロ　　カ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 181 東京都三鷹市牟礼6－22－1 （0422）45－5111

札幌営業所 001 札幌市北区北7条4丁目東カン札幌駅前ビル （011）726－6604

仙台営業所 980 fl｜｜台市国分町3　9－8田Illビル （0222）62　7181

新潟出張所 950 新潟市東大通り2－2－18タチバナビル （0252）41　8171

名古屋営業所 460 名占屋市中区栄2－6－12白lllビル （052）203－0571

大阪営業所 530 大阪市北区堂島浜1－4　28卜1本無線大阪支社ビル （06）　344－5391

広島営業所 733 広島市西区南観音1　1　4　矢島ビル （082）2920019

高松営業所 760 高松市番町2　10－4　番町第2ビル （0878）22－5217

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7　博多センタービル （092）411－5735

熊本営業所 862 熊本市新屋敷1－8－1森川ビル （096）366－9201

乾　　商　　事　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 534 大阪市都島区東野田町1　5　15 （06）352…4321

東京出張所 113 東京都文京区本郷2－16　7 （03）　812－5650

福岡連絡所 812 福岡市博多区下呉服町7－217 （092）271－3218

ウエルカムダイアグノスティックス　ジャパン株式会社 本　　　　社 562 大阪府箕面市西宿24　13 （0727）27－Ol98

エイ・エッチ・エス・ジャパン株式会社 本　　　　社 107 東京都港区赤坂1－9ゴ3三会堂ビル （03）585－－3537

東京営業所 105 東京都港1＞＜虎ノ門2　　3　13第18森ビル （03）　591　6421

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西4nl5－1　大手町ビル （011）221－3875　　　　　　　　｜
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

エイ・エッチ・エス・ジャパン株式会社 仙台営業所 980 仙台市1番町7－12住友仙台一番町ビル （0222）25－4740

名古屋営業所 460 名古屋市中区金山1－12－14金山総合ビル （052）322－2961

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島4－1－1日清食品ビル （06）305－2951

広島営業所 733 広島市中区舟入幸町2－3三崎ビル （082）295－2181

福岡営業所 810 福岡市博多区中洲中島町2－3福岡フジランドビル （092）281－5411

栄　研　化　学　株　式　会　社 本社・検査薬事業部 113 東京都文京区本郷1－33－8 （03）813－5401

機器分析室 113 東京都文京区本郷1－33－8 （03）813－5401

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西17－2野田ビル （011）642－6504

仙台営業所 980 仙台市木町通2－1－33伊澤竹に雀ビル （0222）72－3501

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－8－8 （052）951－3022

大阪営業所 541 大阪市東区淡路町5－15南星ビル （06）202－6471

広島営業所 733 広島市西区己斐本町2－12－30SKビル （082）271－5319

福岡営業所 812 福岡市中央区天神4－2－36天神栄泉ビル （092）751－2227

㈱アルファテック 113 東京都文京区本郷1－20－5杉浦ビル （03）811－4023

栄研メディヵ
ルシステム（㈱

113 東京都文京区本郷1－33－8 （03）818－5651

エムエス機器株式会社 大阪本社 532 大阪市淀川区三国本町2－12－4 （06）396－0501

東京営業所 113 東京都文京区本郷3－6－7 （03）816－6541

福岡営業所 812 福岡市東区箱崎2－14－31 （092）631－1012

株式会社　　ヱ　　　　ル　　　　マ 本　　　　社 101 東京都千代田区鍛冶町2－4－5 60．6～61．11まで
新築の為に移転

営業本部 113 東京都文京区湯島1－5－32 （03）818－6261

仮事務所 101 東京都千代田区岩本町1－5－8 （03）256－0911

札幌営業所 011 札幌市北区北13条西3－16 （Ol1）746－1401

大阪営業所 530 大阪市北区南森町1－3－9 （06）364－7981

福岡営業所 812 福岡市東区馬出2－2－6 （092）651－2377

埼玉事業所 333 埼玉県川口市根岸2985 （0482）81－1913

小野薬品工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町2－14 （06）222－5551

大阪支店 541 大阪市東区平野町2－29皿井ビル （06）222－5581

東京支店 101 東京都千代田区神田錦町1－21 （03）293－8521

札幌支店 064 札幌市中央区南6条西11－1286－16 （011）561－2171
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

小野薬品工業株式会社 仙台支店 980 仙台市上杉1－10－25 （0222）21－3676

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－8－20 （052）961－6421

広島支店 730 広島市中区幟町6－7 （082）228－0331

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町2－12 （092）281－1154

オ　リ　オ　ン理研株式会社 本　　　　社 114 東京都北区西ヶ原2－41－17 （03）917－0452

本郷営業所 113 東京都文京区本郷2－17－1 （03）816－4520

株式会社　　オ　　リ　ン　パ　　ス 本　　　　社 101 東京都千代田区神田駿河台3－4 （03）251－8941

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西4 （011）222－2551

仙台支店 980 仙台市一番町1－3－1 （0222）23－7821

大宮営業所 330 大宮市土手町3－19 （0486）44－8122

金沢営業所 920 金沢市香林坊1－2－24 （0762）62－8257

名古屋支店 460 名古屋市中区錦3－23－31 （052）961－0531

大阪支店 542 大阪市南区南船場2－12－26 （06）252－6695

高松営業所 760 高松市天神前10－5 （0878）33－0670

広島支店 730 広島市中区ヒ八丁堀8－10 （082）228一ユ921

福岡支店 810 福岡市中央区天神1－14－1 （092）711－1881

株式会社　　カ　　イ　　ノ　　　ス 営業本部 113 東京都文京区本郷7－2－1 （03）816－4480

札幌営業所 064 札幌市中央区南十条西10札幌グランドマンション406号 （011）511－3551

仙台出張所 980 仙台市五橋1－1－58ダイヤパレス仙台中央2－208 （0222）64－3421

東京第一営業所 113 東京都文京区本郷3－38－11 （03）816－4481

東京第二営業所 113 東京都文京区本郷3－38－11 （03）816－4481

名古屋出張所 465 名古屋市名東区上社1－1802寿ビル （052）775－8730

大阪営業所 541 大阪市東区道修町2－51 （06）201－0916

福岡営業所 812 福岡市博多区駅東1－14－8 （092）441－6996

広島（布施商会） 730 広島市中央区鶴見町8－57森元ビル2F （082）245－4355

片　山化学工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－7 （06）203－3441

東京営業所 101 東京都千代田区岩本町2－2－13第2徳和ビル （03）864－ll77

名古屋片山化学㈱ 460 名古屋市中区丸の内3－11－4 （052）971－6531

岡山出張所 703 岡山市神下378 （0862）79－2542
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一一・．・
社　　　　　　　　　　　名 本杜及出先機関 〒

・一一

　住　　　　一一一．・

片　山　化　学工業株式会社 徳島出張所 770 徳ll51｜∫南ハこヨH∫2－6－33　　　－｝

／し州連絡所 813 福岡市東区多の津1－．1

尼崎　｜1場 660 ｝ピlll奇｜1∫東肇∬：力芝田」’3－26－22

越谷　「場 343 埼1ミ県越谷市南荻島869

萱垣医理科工業株式会社 本　　　　社 113－91 東京都文京区本郷3－14｝16

大阪営業所 540 大阪市東1メ：内・1ξ野田∫2－39筒月ニビ

名占屋営業所 452 名占屋市西区II川月町1　コーポド」明　　　　　　　　ゴ’一．一一『．

仙台営業所 980 flllf｝｜1∫匡1［己3　－　9　－　8

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3　7
．

大阪　支店 541 大1坂市東レ＜」L田J’3－　1　　　　　　・　一

札幌出張所 061－Ol ↑しIP晃1｝∫7琵’ドレく二ll［土家314－　3

仙台出張所 983 llll台市日の出町1－－7－9　　　　　　　　．・1｝一一

埼・ド出張所 364 ／奇　E隣［＿化ノトこll∫弓｜メし3　－82

京浜出張所 223 t黄享∫ξr｛∫i巷，1ヒ1♪＜剰「」♪Jln∫2055

静岡出張所 422
ll

l61同1盲r｝ユt寸田∫3～）3

中京出張所 491 愛知県．．．一宮市大［II町妙興、日二中之田

広島営業所 730 1』こ」島r行倖］じく：メ（」・卜11　－　7　－　2　　　「「一一’「．－－一一」　

1し州出張所 869－04
貢匡ノトこ店［’iこ　ヒll∫杉ミlll田∫IOO4　　　　　　　　｝　「一．一　・

株式会社　京　都　第　一　科　学 本　　　　社 601 京都市南区東九条西日戊1田町57

103 東京都中央区日本橋兜町11－ll二

札幌営業所 062 札幌市豊’ド区月寒東：〕条3－1－2

仙台営業所 980 llll台市堤通雨↑1佃1’2－21日装ビル

名占屋営業所 460 名占屋市中区栄2－9－30栄lll吉

京都営業所 601 月（苫1～｜｝∫1拍1♪く：》kノし条プLi｝りlllU∬r57

広島営業所 733 1云島市西区ノくillllj田J’6－12　宕崎ビル

高松営業所 760
ll’

lj松市松島田1’1－13－10　カントビ

福岡営業所 812
福1司市博多区：博多‖沢東2　．4　　17　　　．一一一　A

協和メデッ　クス株式会社 本　　　　社 100
味〔弓ミ剤5T・イC川｜メ：人こ手田］’1　－　6　皿　1　　　　・一一Ai’

東京営業所 100　一一 東京都一「代田区大手田∫1・6．－1－．．．一一一一一A－一

ソ シン

トビノレ4　F

（五1・ti・1：川日1

所・ 電
　　　　一

話

（0886） 32－3138

（092） 622－3011

（06） 481－6769

（0489） 74－9411　　　　　　　　　一

（03） 812－5285

（06） 947－0704

（052） 501－2774　　　　　〕－・一’一一一1

’　．

・一 一

（0222）．『’

34－1，133．一一・一．

一一 一 u

（03） 279－1751

（06） 231　1672　　　　　　．」一．・・

『．・
（Oll） 882　1511

（0222） 84－Ol75　　　　　　　　　．

（0485） 92－2361
（045）｝一

542－0801

（0542） 81－2010

（0586 ）24－1725　　　　　　　－一一

　　．

（082） 285－6221　　　　　－．馳一・

（09642一一 ）3－2166　　　　　　．〒’AA

　一
（075） 672－5311

／ビノし 4F （03）
　　　　　　　　　　一
664－一一18．U
　　　　　　　　　　上

1ビル lF （01川 851－ll22

（0222） 34－1516

7F D号室 （052） 211－4555

（075） 672－5316
ゴミ1’．

（082） 294－0533
、

（0878） 34－1545

f・川llビル5 F （092） 472－3655

（03） 201・－7211
．．　T「

（03）一一一「 201－－6598　　　　　　　、一．．「
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協和メデックス株式会社 大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－8－17第一生命ビル （06）341－0051

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－21－25清風ビル （052）962－4181

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－2－1福岡センタービル （092）473－5631

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西7－1千代田生命札幌大通ビル （011）271－7211

仙台営業所 980 仙台市本町1－12－12山万ビル （0222）62－7691

広島営業所 730 広島市南区稲荷町2－16広島稲荷町第一生命ビル （082）262－6612

四国営業所 790 松山市一番町1－15－2住友生命松山一番町ビル （0899）45－1287

極東製薬工業株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－9 （03）270－1641

工　　　　場 183 東京都府中市四谷6－48－1 （0423）66－1513

札幌営業所 060 札幌市中央区北四条西11 （011）271－1003

仙台営業所 980 仙台市上杉4－2－11 （0222）25－5973

名古屋営業所 465 名古屋市名東区上社3－1807 （052）704－3471

大阪営業所 532 大阪市淀lll区西中島3－18－21 （06）304－5446

広島営業所 730 広島市南区荒神町3－35 （082）262－5446～7

福岡営業所 813 福岡市東区大字多田羅字藤田1627－1 （092）621－2345

四国駐在 780 高知市横内144－232 （0888）43－6364

旭　光　通　商　株　式　会　社 本　　　　社 106 港区東麻布1－5－2飯倉ビル4F （03）586－5251

久　保　田　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－29－9 （03）815－1331

札幌出張所 001 札幌市北区北32条西2－277 （Oll）758－3920

仙台出張所 980 仙台市上杉5－1－1 （0222）23－4927

新潟出張所 950 新潟市堀之内南2－8－16 （0252）41－8407

名古屋出張所 460 名古屋市中区新栄1－17－24 （052）262－3705

大阪出張所 540 大阪市東区内久宝寺町4－3 （06）762－8471

広島出張所 730 広島市中区南竹屋町2－12 （082）243－6514

四国出張所 790 松山市和泉北2－6－31 （0899）46－1080

福岡出張所 812 福岡市東区管松1－6－11 （092）621－1161

クリーンケミカル株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区淡路町2－40－1ユニ船場404号 （06）227－1915

東京営業所 171 東京都豊島区高田3－7－14シェトワ山下105号 （03）985－5455

コーニングメディカル株式会社 本社・東京営業所 150 東京都渋谷区恵比寿1－19－15ウノサワ東急ビル （03）440－2411
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コーニングメディカル株式会社

国際試薬株式会社
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国産遠心器株式会社

式　会　社

コ　ネ　株　 式　 会　 社

サクラ精機株式会社

本社及出先機関

札幌営業所

仙台営業所

北関東営業所

名占屋営業所

大阪営業所
∫工占占営’業戸斤

福岡営業所
本 社

札 幌

仙 台

新 潟

束 京

横 浜

名　占　屋
京 都

大 阪

福 岡

本　　　社

大阪営業所

北海道出張所

1し州出張所

東京本社
福

広

大

本

本

岡

島

阪

社

社

練馬分室
本郷営業所

〒

003

980

333

466

564

733

813

651

062

980

951

lo1

231

461

600

541

812

llo

532

065

803

113

816

733

532

102

103

176

113

住 所

ホL巾晃丁†∫［’」イii＞（戊ミニ亦L巾晃2条5－5－1

f山flit∫春日田∫4－13

月lllT｝∫1艮バ：2957

名占屋市昭和区御器所通り2－．10

大阪府吹田市yF：水HI∫3－18　9ユー一コービル

広島市西区己斐本町2－12－30SKビル
W肩1吋「ii東1メニ｝㌔二害∫3・－2－－31

？｝iiJir行ヰ］央1ヌニリミ辺］」口2－1－30

木L巾晃r｛∫ピ1イi｛）子1葡》艮β」唾2－ll－9

イlllkii∫1．司う〉田丁1－8－3

新潟tii旭田∫通り2番町5251－2

東京都T一代田区内神田1－－15－．・16

横浜「行中区尾ヒ町1－6

名占屋市東区大曽根町29－11

sliC者i］rt∫ドJjiC　lヌニ叫i’拳：』：「葡田∫65－－2

大｜1反ri∫東レ＜Aヒ久lli≡：与田」’2－50－・．2

福岡市博：多1メニ東比」』：2－20－2

東ハ其者1］　TL　1宋二1メ：f｝束2　－　3　－－　9

大1坂rl∫わヒ月11＞〈ノiく11｜4ミニ3－5－21

札幌市東区北六条東2
」ヒノし小卜h行ノト着…㌧1ヒ［ヌ：料「r；’；ilH　1　　6　　18

東京都文京区本郷3－26　一一10

福岡県大野城市大池2　7－6

広島市西区鈴が峰町30－5－・502

大阪市淀川区西＝l／　iil　4－－3－46

東京都†’代田区飯川5喬4－2－1

東京都中央区日本f、5本町3－9－1

東f？（者1～糸東1、焉｜Xl氷）IIk3　－　1　－18

東京都文京区湯島2－16－IOマスビル1F

電 話

（011）　831－4855

（0222）　22－－6296

（0482）　85－4481

（052）　852－7333

（06）　　380－0333

（082）　272－0765

（092）　681－4711

（078）　231－4151

（011）　862－1133

（0222）　21－－7598

（0252）　24－5083

（03）　　291－3476

（045）　651－7701

（052）　935－2441

（075）　314－8526

（06）　262－2181

（092）　411－2187

（03）　　833－－5631

（06） 308－－7326

（Oll） 721－8789

（093） 581－7742

（03） 811－6477

（092） 504－2215

（082） 278－3641

（06） 392－1721

（03） 237－9500

（03） 270－1666

（03） 937－1831

（03） 814－2811　　　　　　　　　　　1



川川一音：順）

206

杜　　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 叶
．．

　　住　　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

横浜営業所 211 横浜市神奈lll区御：｝屋町3－35－llフ、トーク横浜二番館504号室 （045）　3］1－7971

札1幌営業所 060 札1幌市中央区南1条【司5－－18郵政々：助会札1幌ビル4F （011）　222－5831

／lll台営業所 980 flll台市匡1分1町1－7－18明治生命Ilil分町ビル7F （0222）　63－5131

名llr屋営業所 461 名【1∫屋市刺）（白壁3－12－・－13中産連ビル新館4F （052）　932－0485

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－－11－4－2100大阪駅前第4ビル21F （06）　　341－3788

中・llLl国営業所 700 岡lh市幸1町8－29：三井生命岡山ビル11F （0862）　23　　0324

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅束2　4－16福泉第1ビル5F （092）　441－7340

三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101
東身〔者6・「イC田［メ：呈；本田∫1　－・lo　　6

（03）　　863－3261

大阪　支店 532 大1坂r行i定月1レく害目京5　－　8　－　5 （06＞　　391　－2501

札幌営業所 065 札幌市東区北6条東21＾日 （Ol1）　711　　3696

一

仙台営業所 980 flllf～∫1∫一’番田丁1　－15　　11 （0222）　67－2291

横浜営業所 231 †黄i兵r行叶1レく：1己　ヒ田」’6　－89 （045）　64］一一2531

名占屋営業所 453 名Ilf屋rl∫lll干寸1メ：fξじ支IH∫5　－・19 （052）　412－3772

1 広島営業所 730 ∫工ll膓市東1）＜ソ亡田丁2　－11－17 （082）　264－5411

福岡営業所 815 福岡市南区清水3－1－2 （092）　511－0611

　　一
システムエイジ株式会社 本　　　　社 140 東京都品月1区南llll川4－14－－2 （03）　　450－3211

シ　ノ　テス　ト商事株式会社 本　　　　社 lO2 東京都r代田区一番町10番地 （03）　　239－3741

札幌支店 060 札幌市中央区北大通｝1西1（汀目大百ビル3F （Ol1）　641－－1878

仙台　支店 980 flh台市北目町2－39　東北中心ビル （0222）　62．－5708

東京第一支店 160 東京都新宿区大久保2－－5－22セキサクビル4F （03）　　208　－6281

東京第二支店 370 高1崎市問屋町西1．－11　11二葉問屋町ビル4F （0273）　61－9800

名占屋支店 460 名占屋lf∫中区新栄1－27－27広瀬ビル4F （052）　261－5818

大阪支店 550 大阪市西区靱本町2－2－22ウツボハークビル3F （06）　　448－3］01

広島　支店 730 広島市中［メ：中町4－．16　オレンジハ…　トビル3F （082）　244－－3051

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－5…7　博多センタービル8F （092）　473－0261

株式会社　島　　津　　製　　作　　所 本　　　　社 604 京都市中京区河15〔町’通二条南 （075）　251－2811

　・

東京　支社 160 東京都新宿区西新1「i2　　1－1　新宿三井ビル40階 （03）　　346・－5656

大阪支社 530 大阪市北区芝田1－・1－4阪急ター一ミナルビル14階 （06）　　373－6547

⊥一 京都支店 604 ；〔若1｛日∫弓】易qメニ1凡iノ月〔桑1京田∫1 （075）　811・－8］91



（∫日’音順）

社 名

株式会社島津製作所

真興交易株式会社

株式会社 常 光

207

住友電気工業株式会社

住友べ一クライト株式会社

本社及出先機関

福岡支店
名占屋支店

広島支1占

flll台支店

札1幌支店

神戸営業所

東京本社
札幌営業所

仙台営業所

名占屋営業所

金沢営業所

大阪営業所

広島営業所

福岡営業所
本杜・東京営業所

大阪支店
名古屋支店

福岡支店
広島営業所

仙台営業所
トL　巾晃　　支　　Jli；

帯広営業所

旭月1営業所

東京技術研究所

本　　　部

東京本社
lll部支社

JL州支店
本 社

〒

812

450

730

980

060

650

106

001

980

460

920

550

730

810

ll3

530

460

812

730

983

oOl

080

070

213

554

107

461

812

100

住 所

福岡市博多区冷泉田1’4－20

名古屋市中村区名駅3－28－12大名古屋ビル5階

広島市中区袋町4－25明治生命ビル15階

／lll台市二日町1－23熱海・ビル3「；皆

札幌市中央区北二条西4．一．1北海道ビル6階

神戸市中央区西町36一三菱信、it銀行ビル8階

東京都港区南麻布2－．8　．18

札幌市北区北7条西4Hlノースセブンビノし

仙台市北目1町2－39東北中心ビル

名占屋市中区錦3　16－：30住友生命栄ビル

金沢市香林坊1－2－一　20朝日生命金沢第2ビル

大阪市西区新田J’1－一　21　－11天祥ビル

広島市中区大手1‖∫2t－5－－11はるぜんビノレ

福岡市中央区大刊ll］2－1－10西鉄大r一門ビル

東京都文京区本郷3．．19・4常光ビル

大阪市北区天満4－14－－19天満ハークビル

名占屋市中区「’代田5－一．8－30第1三英ビル

福岡市博多区占門戸3　12やま利ビル

広島市中区竹屋田J’3．－22／〈一　HIビル

仙台市卸田∫1－．6－15卸町セントラノしビル

札幌市北区北7条西2J’目常光ビル

㍑：広市東3条南10ゴ目常光ビル

旭川市神楽2条4111常光ビル
川崎市高津区’」・：奈根731－一’1

大阪市此花区島屋1－1－3ME開発室

東京都港区元赤坂1．－3　－12ME開発室

名占屋市東区東桜1－1－6住商名古屋ビル

福岡市博多区博多駅｝｝ll　4．・．2－・1住友海ヒビル

東京都丁一代田区内幸IH」’1－2　2　日比谷大阪ビノし

電 話

（092）　271　　0331

（0222）　21　　6231

（Oll）　231－8811

（078）　331－9661

（03）　　798－i3311

（011）　726－6353

（0222）　62－4874

（052）　961－6881

（0762）　62－2315

（06）　　531－（う二247

（082）　249－3771

（092）　751　　1868

（03）　815－1717

（06）　　353－2441

（052）　251－3878

（092）　281　　5757

（082）　241－3252

（0222）　36－0972

（011）　736－1311

（Ol55）　24－3057

（Ol66）　61－1381

（044）　811－9211

（06）　　461－1031

（03）　　478－3111

（052）　963－2828

（092）　441－1791

（03）　　595－94：31



（五十音順）

208

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

住友べ一クライ　ト株式会社 大阪支店 530 大阪市北区中之島3－6－32大阪ビル （06）441－7734

名古屋支店 460 名古屋市中区錦2－18－19住友銀行ビル （052）211－1542

積水化学工業株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区西天満2－4－4 （06）365－2615

大阪営業開発課 530 大阪市北区西天満2－4－4 （06）365－2211

東京営業開発課 105 東京都港区虎ノ門3－4－7虎ノ門36森ビル （03）434－9101

株式会社　セントラル科学貿易 本　　　　社 110 東京都台東区三ノ輪2－2－7技術センター （03）806－4361

大阪支店 533 大阪市東淀川区西淡路1－1－36新大阪ビル （06）325－3171

福岡営業所 810 福岡市中央区大名1－15－38福岡パレスビル （092）741－1884

札幌出張所 060 札幌市中央区北四条西16丁目1グンゼ産業㈱内 （011）631－0280

総務部別室 103 東京都中央区日本橋小網町16－1和孝13ビル （03）668－1401

高　園　産　業　株　式　会　社 本　　　　社 575 大阪府四条畷市岡山2－12－22 （0720）77－3431

札幌営業所 060 札幌市中央区南二条東5－1 （011）221－8871

仙台営業所 983 仙台市宮千代1－18－1 （0222）84－0577

東京営業部 113 東京都文京区本郷2－12－12 （03）814－3241

名古屋営業所 453 名古屋市中村区千成通6－5 （052）482－5522

大阪営業部 575 大阪府四条畷市岡山2－12－22 （0720）77－3431

高松営業所 761 高松市一宮町710－1 （0878）86－8151

広島営業所 733 広島市西区楠木町1－15－15若宮ビル （082）292－8262

福岡営業所 815 福岡市南区清水3－4－4 （092）551－4582

鹿児島出張所 890 鹿児島市武3丁目3－13 （0992）56－3313

立　石　電　機　株　式　会　社 本　　　　社 616 京都市右京区花園土堂町10 （075）463－1161

札幌支店 060 札幌市中央区大通7－1千代田生命札幌大通ビル6F （011）271－7821

東京支社 105 東京都港区虎ノ門3－4－10虎ノ門35森ビル （03）436－7078

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3－28－12大名古屋ビル4階 （052）561－0621

京都支店 600 京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディンク3F （075）211－5491

大阪支店 541 大阪市東区唐物町4－55本町永和ビル5F （06）282－2575

広島支店 730 広島市中区紙屋町1－2－27広島日興ビル7F （082）247－0201

福岡支店 812 示岡市博多区博多駅前3－2－1日生博多駅前ビル9F （092）451－5622

株式会社　ダイ　ア　ヤ　ト　ロ　ン 本　　　　社 101 東京都千代田区東神田2－5－12 （03）863－6241



（lil十音：川貞）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

株式会社　ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン 札幌営業所 060 札幌市中央区南一条西七丁目15興和ビル （Ol1）271－6961

仙台営業所 980 仙台市北根1－10－18ファミニル北根ビル （0222）72－2011

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社1－253一社プラザ （052）772－9561

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－18－31星和地所ビル （06）325－3621

広島営業所 733 広島市中区南観音7－13－20ヒライチビル （082）291－4601

福岡営業所 812 福岡市博多区東光1－1－2 （092）471－7188

第一化学薬品株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋3－13－5興和住生ビル （03）272－0671

東京第一営業所 103 東京都中央区日本橋3－13－5興和住生ビル （03）272－1991

東京第二営業所 103 東京都中央区日本橋3－13－5興和住生ビル （03）272－1991

大阪営業所 540 大阪市東区大手通2－32 （06）941－8091

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌6条1－2－30 （011）822－2345

名古屋出張所 464 名古屋市千種区内山町3－8－10 （052）733－5631

広島出張所 730 広島市中区中町8－6 （082）241－7210

ダイ　ナ　ボ　ッ　ト株式会社 本　　　　社 105 東京都港区虎ノ門3－8－21第33森ビル （03）437－9441

札幌営業所 060 札幌市中央区北三条西1－1－1ナショナルビル6F （011）221－8239

仙台営業所 980 仙台市本町2－10－28千代田生命仙台本町ビル8F （0222）65－2473

東京支店 105 東京都港区虎ノ門3－8－21第33森ビル （03）437－9427

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅4－23－13名占屋大同生命ビル12F （052）562－0781

大阪支店 530 大阪市北区堂島2－2－2近鉄堂島ビル15F （06）347ゴ621

岡山営業所 700 岡山市柳町1－1－1住友生命岡山ビル14F （0862）33－7235

広島営業所 730 広島市中区大手町2－7－10広島三井ビル8F （082）245－7401

福岡営業所 812 福岡市博多区中呉服町6－10大日本製薬福岡ビル6F （092）291－6651

大　日　本　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－25 （06）203－5321

ラボラトリー
プロダクツ部

564 大阪府吹田市江の木町33－94 （06）386－2164

ラボ　・　プロ
営業部（大阪）

564 大阪府吹田市江の木町33－94 （06）386－2164

ラボ　・　プロ
営業部（東京）

110 東京都台東区谷中3－25－6 （03）828－6541

中　外　製　薬　株　式　会　社 本　　　　杜 104 中央区京橋2－1－9 （03）281－6611

東京第一支店 160 新宿区西新宿1－22－2新宿サンエービル3F （03）346－0211



（五十一音順）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

中　外　製　薬　株　式　会　社 東京第二支店 160 新宿区西新宿1－22－2新宿サンエービル4F （03）346－0231

仙台支店 980 仙台市一番町4－7－17小田急不動産仙台ビル （0222）25－8551

札幌支店 060 札幌市中央区大通り西15－3 （011）631－6311

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－21－20千代田生命ビル （052）961－8511

大阪支店 541 大阪市東区平野町3－6－1平野町センチュリービル （06）222－5533

広島支店 730 広島市中区八丁堀5－7住友生命八丁堀ビル （082）227－1331

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅南1－3－－11博多南ビル （092）451－8181

高松支店 760 高松市天神前10－12学泉高松ビル （0878）33－8600

デュポン　ジャパン　リミテッド 大阪支社 541 大阪市東区高麗橋5－45興銀ビル別館 （06）228－0825

デ　ン　カ　生　研　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋兜町12－1 （03）669－9091

新潟営業所 959－16 新潟県五泉市南本町1－2－2 （0250）43－4111

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－12－39 （06）344－5538

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南29－24 （052）732－5561

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－14－8 （092）714－7421

札幌営業所 060 札幌市中央区南一条西2－5長銀ビル （011）222－4178

東亜医用電子株式会社 本　　　　社 652 神戸市兵庫区大開通6－3－17 （078）576－0334

営業本部 675 加古川市野口町北野314－2 （0794）24－1171

札幌営業所 063 札幌市中央区北四条西18丁目富士ビル （Oll）631－5914

仙台営業所 980 仙台市二日町7－32匂当台ハイツ1F （0222）23－7411

東京営業所 113 東京都文京区本郷2－30－11 （03）814－5046

横浜営業所 220 横浜市西区浅間台15－6 （045）314－2892

名古屋営業所 465 名古屋市名東区上社1－119 （052）775－8101

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5－9－2新大阪サンアールビル東館 （06）301－9352

広島営業所 733 広島市中区十日市町1－3－37千代田生命｝’日市町ビル （082）292－7710

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－17－17第三よしみビル （092）411－4314

東芝メディ　カル株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－26－5 （03）815－7211

北海道支店 060 札幌市中央区北三条西4丁目日本生命札幌ビル （Ol1）231－9116

東北支店 980 仙台市大町2－2－10住友生命青葉通ビル （0222）62－3511

関東支社 330 大宮市桜木町4－256ユニオンビルディング （0486）44－4361
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社　　　　　　　　　　　名 本社ノ4出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　硫

東芝メディ　カル株式会社 東京　支社 104 東京都中央区二京t驚1・．19　8　大野ビル （03）　　562－・0211

中部支社 450 名占屋市中村区名駅d］1－1－12ガーデンビル （052）　581－9311

920 金沢ll∫尾山町3－25　fヒ友生命金沢ビル （0762）　63－7201

関西　支社 530 大阪市北区西天illlll　5－2－18高橋ビル東館 （06）　　362－6341

中国　支店 730 広島市中区：紙屋田∫1－2－22第一広電ビル （0822）　48－－2421

四国　支店 760 高松市寿町1－3－2高橋第一一生命ビル （0878）　51－－3786

九州　支社 810 福岡市中央区渡1旦通2・1－82電気ビル （092）　712　　5811

東洋曹達工業株式会社 東京本社 107 東京都港区赤坂1－7　　7 （03）　　586－．91、11

大阪　支店 530 大阪市北区堂島ilI　1－2－6　新大ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國一一 （06）　　3・！4－3851

名占屋支店 460 名lll屋市｝ll区錦1－17－13名興ビル （052）　211－5491

福岡　支店 810 福岡市中央区：，尺神1－13－2　興銀ビル （092）　781－0481

仙台　支店 980 flll台市…番田∫2　　4－　1　興和ビル （0222）　66－　23141

南陽営業所 746 UIlIり1［辛斤戸訂1；易｜f∫人こ’「二」；・口lI4560 （0834）　63－・002（）

科学計測開発部 252 神奈川県綾瀬市Ilt川2743－1 （Ol167）　76－8231

東　洋　紡　績　株　式　会　社 本　　　　社 530 ．人くll反｜W」ヒ1メニ’i置耳5孝兵2　－　2　－　8 （06）　　348－　3333

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東　　　　京 103 東易（者「～1†1央［）＜日　イst喬ノ］、片1一田丁5　．－　1 （03）　　665－3174

大　　　　阪 550 大阪市西区新町1．1　17 （06）　　535－2612

名　　占　屋 460 名1｝「屋市中区二丸ノ「勺3・－20－22　’ド和生命ビル6F （052）　962　　5863

福　　　　岡 810 ト畠ド司∫1∫1戸戊と1メ：天ト112　　　14－　8 （092｝　715－ll21

二光バイオサイエンス株式会社 本　　　　社 114 躯京都品川｜メ：匹il［反田2－7－11光洋ビル （03）　　490－6411

大阪営業所 533 大阪ll∫東淀lll区東1｝1島1－6　14第2日大ビル （06）　　323－0218

福岡出張所 815 福岡市南区向野2－1－3　岩城ビルBMY内 （092）　552－3261

札幌出張所 060 札1幌市中央区大通東2…3　松村ビル2号館BMY内 （Oll）　251－1331

日　電理化硝子株式会社 本　　　　社 651 神戸市中央区野崎通3－3－14 （078）　231－3531

営業本部 664 イ芦丹・ll∫芋ノト　1　－114 （0727）　81－0821

神戸営業所 651 W｝り　il打1戸央レく里fl［1奇鉦旦3　－－　3　－14 （078）　231－3531

東京出張所 132 宋二京苫1～il：∫illll＞＜’「戊1：6　－－27－　6 （03）　　612－　1284

1：　　　場 664 イ戊卜戸｝1行　芋ノトこ　1　－105 （0727）　81－0821

株式会社　ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー 本　　　　社 lO1 4ミニ易ミ者1～TニィCWI「＜外ト和III　5　－　3　－．14 （03｝　　834－6545
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212　　株式会社　二

　　　株式会社　　日

チ　　リ　ョ　　ー

科 機

日水製薬株式会社

日本インターメッド株式会社

「日本商事株式会社

本社ノ対h先機関
il’

　　場

本　　　社

大阪営業所

名占屋営業所

福岡営業所

札幌営業所

盛岡出張所

広島出張所

1山台出張所

高松出張所

金沢出張所

本　　　社

東京営t’i所

関東営業所

大阪営業所

名占屋営業所

広島営業所

福岡営業所

仙台営業所

札幌営業所

本　　　社
本社・大阪営業所

東京支店試薬営業所

横浜駐在所

〒

345

102

532

461

812

060

020

730

980

761

921

170

170　，

330

540

456

733

815

980

060

105

540

156

232

　　　　　　住

埼玉県越谷市西方2760－1

「・代田区一．・一番町22－－1－・番町セントラルヒル

．人こ1坂∫｝∫i定lll［）く：田亨1京5　　7－43

名占屋市東区代官町35　1｛〕第一富i：ビル

福岡市博多区博多IU｛前1－3－2

札幌rl∫中央区大道西10丁目4南大通りヒル

盛岡市「KJ丸16－15内丸ビル

広島市南区東荒福｛町3－35第二広島オフィス・センターヒル

flll台市匡1分剛’3－3－5　リスズビル

高松市西ハゼ町333河進ビル

金i尺市新神田4－4－13村田ビル

東京都豊島1メ：巣ii！！：）2－11－－1

東京都豊島区巣鴨2－11．・1

埼1ミ県大宮市宮｝5〔町2－24－7

大阪市東区常盤町2－6

名占屋li∫熱田区森後町8…23

広島市中区中、ll細∫9－1

ト品｜吋汀∫i幸∫［5〈nll京2・－2－14

flll1今’iti＄吊田∫2－1　　3

↑L巾晃lf∫1｜1央1メニ」ヒ8条IEi20－2－3

港区虎ノ門4－1－40・J・勝ビル3F
大1坂r行S．1（［〉くニィ「田丁2－－30

東京都世田谷区桜1－62…7

ト黄i兵寸∫了菊1ヌニドIfl少田」’3－41

u川’音川眞）

札1幌営業所

fll｜台営業所

金沢営業所

名占屋支店

高松’営業所

060

980

920

460

76101

一
所　　　　　　　　　、　　電　　　　　話一「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

（0489）　89－1301

トラノしビル （03）　　264－8191

（06）　　396－1801

1：ビル （052）　932－1971

V重洲博多駅前ビル （092、　441・－8187

（011）　271　　　1935

（Ol96）　24－5867

「5オフィス・センタービル （082）　264－1882

し （0222）　63－Og91

（0878）　65－1001

（0762）　91－6534

（03）　　918－8166

（03）　　940－6461

（0486）　52－2314

（06）942－566一

（052）　682－2818

（082）　243－2235

（092）　512－1251

4、

（0222）　22－1406

（011）　6．12－6222　　　　　　　　　　　　－

（03）　　438　　0547

（06）　　941－0308

一

（03）　　428－4155

（045）　261－9649

札幌』市中央区北［几1条西18　7 （Oll）　641－8763

flllkiti」ヒ目田丁4　－　2

‘ごシ」ξib’／」、・奇誉田∫9－20

名占屋市中区丸の内2　6－11

（0222）　66－4901

（0762）　52－1921

高松市春日IH］’170（う9tt日ビIL

　　　　〔052）　211－4641
二L・8・8）41－3・88
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所

日　本　商　事　株　式　会　社 広島　支店 730 L㌧1島日∫叶11メ：廟哉田∫ll．．4

福岡　支店 810 WI引1司r｝∫叶】央1又二訂隻jzユ」亘］3　－IO－　5

日　本　タ　ー　ナー株式会社 本　　　　社 651 神戸市ヰ1央区二籠池ldi　7　－2－26

日本ダイナテック株式会社 本　　　　社 141 東京都品川区西1り丈田7－25　5

日本テク　トロ　ン株式会社 本　　　　社 184 東身ミ者｜～ノ」、金月二ll∫1†Ill∫∫4　－13－14

営　　業　部 184 束身〔苫1～ノ］、金月二rl∫lllH｜∫4　　－13－－14

八　E　j’・L場サー一ビスセンター

192 束｝哀者1三パ、　1：」rrl∫tl］31f　ヒ田f・1　…　8　－　5

関　　東　地　区サービスセンター一

184 東易ミ苫1～ノ1、金1トll∫1｝｜IHf　4　－－13－14

関　西　土也　区サー一ビスセンタ・一

542 大阪市南区南船場4．10－18
九　州　地　区サー一ビスセンター

810 WI～1置hf∫叶1央「子リボ」反　2　－－　6　　．　23

日本テクニコ　ン株式会社 本　　　　社 lO7 東京都港区北Ill二山2－5－－8ハザマビルヂング

大阪　芝社 541 大阪市東区安L町2－30大阪国際ビンディング

戊L州　支店 812 福岡市博多区博多駅前3－一．27－．25第2岡部ビノし

名占屋営業所 460 名占屋市中区錦2－17－30河越ビル

広島営業所 730 1云島市中区’i：：町1－15’il：田∫ビル

札幌営業所 060 札幌市中央区北5条西61’目1－23道通ビル

仙台営業所 983 fllli∠｝了†∫大手II田丁2　－24－　2　　　　　　　　　　　　　　　　　一一・．

日　本　電　気　株　式　会　社 病院’1吉報シス
　テム’芦業二部

lO8 東京都港区芝5－33－．7徳栄ビル

北海道支社 060 札幌市中央区大通西4－1　新大通ビル

東北　支社 980 仙台市一番町4－7－・17小田急不動産仙台ビノし

中部支社 460 名占屋市中区栄4－15…32　日建住生ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　ー」一一LL

北陸支社 920 金沢市香林坊1－2－24　「’代田生命金沢ビル

関西　支社 541 大阪市東1）〈二北浜5…15住友ビル

中国　支社 730 広島市中区中聞’7　－41．三栄ビル

四国　支社 760 高松市番町1－・6　・1住友生命高知ビノし

九州　支社 810 福岡市中央区渡辺通1．－1－1サンセルユビル

日　本　電　子　株　式　会　社 本社・昭島製作所 196 東京都昭島市中桝1町1418

東京事務所 100 東京都千代田区丸の内3－．3－－1剰「東京ビル

札幌営業所 oOl 　　　　　　　　　　　　　　　　　’一札1幌市北区北15条西4］’日　NRKビル　　　　　　　　　　　　　　　　　・．一

　’
電 話

（082） 221－29514

（092）

（078）

751－5054

242－2033

（03） 490－2871
（0423）　一

84－－7011　　　　［｝

『
（0423） 84－7011

（0426） 26－7194

（0423） 84－7011
1

（06／ 245－8231

（092） 751－0718

（03） 405－7311

（06） 261－7311

（092） 471－7311

（052） 231－7895

（082） 249－－3611

（Oll） 222－3841

（0222） 99－5528

（03） 453－5511
一

！

1

（OIP 231－Ol61 1
　　（0222．一一

）61－5511
・一一

（0521｝ 262－3611

（0762） 23－1621

（06） 220－4711

（082） 247－－4111

（0888） 25－0201

（092） 713－－5151
一

一 一

（0425 ）43－ll11
1

（03）　　211－－8611

（Oll）　726－－9680
＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿一　　　　　　一」



日川・音順）

214

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

日　本　電　子　株　式　会　社 仙台営業所 980 flll台ll∫大町1　1－10第2青葉ビル （0222）22　3324

筑波営業所 300 十浦市大手町9　10住友1毎ヒ火災ビル （0298）24－1286

名占屋支店 450 名占屋市中村区那1｝「町1－47　1名占屋国際センタービル （052）581　1406

大阪支店 532 大阪市淀lll区西中島5－14　22リクルート新大阪ビル （06）　304－3941

広島営業所 730 広島市中区袋町3－19広島東邦生命ビル （082）248　2831

高松営業所 760 高松市今新町7－17第2穴吹ビル （0878）21－8487

福岡　支店 812 福岡市博多区博多駅前2－1－－1福岡朝日ビル （092）411－2381

日　本　モ　ニ　タ　ー株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区西早稲田3　31　11 （03）　207－1311

大阪営業所 541 大阪市東区淡路町2　49／i三友生命堺筋ビル （06）　222－2881

名占屋営業所 460 名占屋市中区栄2－1　12　505 （052）203　8575

東北サービスセンター 963 郡山ll∫山崎209－1友徳ビル202 （0249）24－1221

刷・け一ビスセンター 812 福岡市博多区博多駅前3　30－－15－704 （092）474－9151

株式会社　日本分光メディカル 本　　　　社 113 ※京都文京区本郷3－24　2　イナミビル （03）　816　4351

工　　　　場 192 東京都ノUl　j川∫石lll町2967－5 （0426）46　4125

札幌営業所 064 札幌市中央区北6条西26札幌lll京ビル （011）621－1151

仙台営業所 983 仙台市6丁目字鶴代10－3宮城サイエンス内 （0222）36－2658

名Ilf屋営業所 464 名占屋市「種区東山通5－66オークラビル （052）781－3185

大阪営業所 530 大阪市北区万才町4－12浪速ビル （06）315　7353

広島営業所 730 広島市中区鉄砲町1－20第3ウエノヤビル （082）228－6211

福岡営業所 812 福岡rl∫博多区豊1－3－8　木梨ビル （092）471　7925

日　本　ロ　シ　ュ　株　式　会　社 本　　　　社 100 東京都千代田区丸の内3　2　3富i：ビル （03）　214　5153

東京営業所 100 東京都F代田区丸の内3－2－3富Lビル （03）　214－5151

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西11］一目エスコビル （011）221－5644

／lll台営業所 980 仙台市本田∫2　　5－1　オーク仙台ビル （0222）65　1450

名占屋営業所 460 名占屋市中区錦1－1120大永ビノレデング （052）203－5252

大阪営業所 541 大阪市東区平野町5－：30不動建設ビル （06）　202　0645

広島営業所 730 広島市中区中町8－6　フジタビル 「082）241－3905

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－19－5　博多石川ビル （092）431－6832

バ　イ　オ　テ　ッ　ク株式会社 本社・機器部 113 東京都文京区本郷3　18－12 （03）　816－6931
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社　　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　硫

バ　イ　オ　テ　ッ　ク　株式会社 本社・試薬部 ll3 東京都文京区本郷3－－18－12　ト・ソプビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　．一 （03）　　818　－0677

株式会社　パスコサイエン　ス 本　　　　社 104 東京都中央区八∫’堀2－－3－2小林ビル本館3F （03）　　553－5212

大阪営業所 550 大阪市西区西本町1－1（）－7第2新松岡ビル7F （0（う）　　533．．－1513

札幌営業所 060 札幌市中央区北1条西3－3－31　占久根ビル603 （Ol1）　231　．－0095

ノL州営業所 810 福岡rl∫中央区薬院4－8－28チサン第5博多ビル205 （092）　522－4668

沖縄営業所 900 那覇市若狭2－3－－11森岡ビル7F　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一一閲． （0988）　67－4808

株式会社　日立製作所（日立グループ） 計測器］環部 loo 東京都千代ln区丸の内1－5－－1新丸ビノし （03）　212－1111

㈱1はメディコ 101 東5（者｜～丁二fCllllメニPヨト｛｝IBI　1　－　　1　．－14 （03）　　292　－811］

日製産業㈱ 105 東京都港区：虎ノ門1－26－　5　第17森ビノし　　　　　　　　　　　　　　　一．一一．一． rO3）　　504－－7260

日、ヒ工機㈱ 312 茨城県勝田市武Illlo60 （0292）　73　．．－811／

’王沼産業㈱ 310 茨城県水戸市厄、lf川町一里上家1739　　　　　　　　　　　　　　　　　．一． （0292）　47　　－6411　　　　・一一　

㈱堀場製作所 601 京都市南区lfi祥院宮の東町2 （075）　313　－8121

．一

コロナ電気㈱ 312 茨城県勝田市東石1113517 （0292）　73　－6111

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　　社 113 東ハ其者1～文5〔［♪＜i易1島4　－　1　－14 （03）　　814　－3621
一

富　　士　　通　　株　　式　　会　　社 医療システム
営　　　業　　部

100 東京都三F代田区丸の内1－6－－1 （03）　　216－321］

北海道支店 060 札1幌市中央区北1条西2」＾目1　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一丁 （Oll　）　271－－4311

東北支店 980 仙台市一番町2－2－13　　　　　　　　　　　　　　　　　一一 （°222川

÷横浜支店 220 横ijξ丁†∫1兀iレ＜1葡・ヒ　2　－－20　－　5 （045）　311　－1371 1

名占屋支店 460 名Ili屋市中区錦1・．19－24　　　　　　　　　　　　　　　　　－一 （052）　201　－8611　　　　一一

大阪　支店 530 大1坂了†∫」ヒ［メ：’｝置占占　1　　　5　　．17 （06）　341　1101　　－1－一一L一

ノし州　支店 812 福岡市博多区博多‖り11－5－1 （092）411－－6311

全巨173ケ｝り冠こ支コ占酉己置

富士メディカルシステム株式会社 本　　　　社 104 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一束；（］引～ll：央レく釘↓1人巨7　－　13－－　8 （03）　　545－．・3311

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西4－2　　　　　　　　　－－一 （011）　271－一一7777

llll台営業所 980 flll　f≧市一番田∫4　－6　－　1　　　　　　　　　　　　　　　　　・一一’一一　’ （0222）　24　－1733

東京支店 104 東京都中央区銀座7－13－8　　　　　　　　　　　　　　　　一 （03）　　545－－3341

名llf屋営業所 460 名ll「屋　行lllb〈栄　2　－　5　　－　1 （052）　221　－7871

金沢出張所 920 金沢市彦三町2－5－27 （0762）　23　　－1722

大阪支店 541 大阪市東区備後町’4－13 （06）　　227－－IO71
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　　　　一社　　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

富士メディカルシステム株式会社 広島出張所 730 L云］∴膓1｝∫叶コ［メ：ノ1、田∫3　　　25 （082）　246－4666

高松出張所 760 高松市亀井町8　11 （0878）　34－8844

福岡営業所 812 福岡市博多区住吉3－－1－・1 （092）　281－3655

富　士　レ　ビ　オ　株　式　会　社 本　　　　社 160 東京都新宿区西新行12－7…1新宿第一一生命ビル （03）　　348　　0691

ヘキスト・ジャパン株式会社 本　　　　社 107 港区赤坂8－10－16新ヘキストビル （03）　　479－7529

東京第一一支店 lO7 港区赤坂4　10－33ヘキストビル5F （03）　　585－9591

東京第二支店 107 港区赤坂4－10－33ヘキストビル4F （03）　　585－9371

大阪支店 541 大阪市東区備後町2－1ヘキストビノし4F （06）　　271－120工

名占屋支店 460 名占屋市中区栄1－31－41／dトビル4F （052）　203－1291

福岡　支店 812 福岡rl∫博多区奈良屋田∫1－1ヤシマ博多ビル3F （092）　281－3161

仙台　支店 980 仙台市本町1－5　31日本団体生命ビル2F （0222）　63－5111

新潟支店 950 新潟市米山4－1－31紫竹総合ビル6F （0252）　45－5561

広島支店 730 広島市中区八」’堀2－3112Jl5鴻池ビル9F （082）　221－1816

札幌支店 060 札幌市中央区南1条東1－2－1　太’1え洋興発ビル3F （011）　231－2211

株式会社　ヘ　レ　ナ　研　究　所 本　　　　社 336 口h董口「｛∫常碧39　－21一ユ9 （0488）　33－3208

大阪　支社 540 大阪市東区農人橋2－7第6松屋ビル7F （06）　　945－IO70

「べ一リンガー．マンハイム山之内株式会社
本　　　　社 101 東京都千代田レζ神【止］多町2－9　神城ピル （03）　　252－6521

札巾晃営業所 060 札幌市中央区大通東2－3　札幌松村ビル （Ol1）　251－1331

f山台営業所 980 f山台市片’lq－1－11カタヒラビル （0222）　24－6491

東京第一営業所 101 東京都千代田区神田多町2－9　田中ビル （03）　　252－2784

東京第二営業所 101 東京都千代田区神ln多町2－9　m中ビル （03）　　252－2784

名占屋営業所 464 名占屋市「㌧種区内Ll］3－10－7　1KKO今池セントラルビル （052）　741－2931

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原4－1－45新大阪八丁・代ビル （06）　　396－5711

広島営業所 730 広島市中区鉄砲田」’1－20第3ウエノヤビル 〔082）　223－6151

福岡営業所 815 福岡市南区向里「2－1－3岩城ビル （092）　552－3261

ベックマン・ジャパン株式会社 本　　　　社 105 東京都港区西新橋2－21－2　第1南桜ビル （03）　　438一工871　　，

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－20－19新大阪ヒカリビル

，。6，323－931「「　　　　　　　1

名占屋営業所 460 名占屋市中区丸の内3－5－10住友商事名占屋丸の内ビル （052）　971－4381

広島営業所 730 1云島市中区大刊町2－9｝1　広島三井ビル別館 （082）　241　　7821
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杜　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

ベックマン・ジャパン株式会社 福岡㍍業所 812 福岡市博多区綱場町2－2福岡第一ビル （092）　271－0962

つくば営業所 300 土浦市文京町5－4　阿部ビル （0298）　24－4308

マイルス　・三共株式会社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座1－9－7大和本社ビル （03）　　567－5511

札幌営業所 060 札1幌市中央区大通1ハ盲9－1－1　丸菱iビル （Ol1）　271－－4038

fLll台営業所 980 仙台市大町1－1－6　第一一一1丁∫葉ビル （0222）　25－2205

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町1－6　日本橋大和ビル （03）　　270－7177

名占屋営業所 460 名占屋市中区丸の内2　16－1マルジュウビル （052）　211－6281

大阪営業所 541 大阪市東区南久太郎町1－56三菱紙販ビル （06）　　261・－6489

広島営業所 730 広島市中区八1’堀1　17　広島大本ビル （082）　228－8283

福岡営業所 812 福岡市博多区＄1H場1｛1∫8－31福岡松村ビル 　　　　一（092）　281－－2651

マ　　ル　　ホ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 531 　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一大阪市大淀区中津1－．6－24 （06）　　371－8876

札幌営業所 060 札幌市中央区北3条西4－－1　1 （Ol1）　271－1782

仙台営業所 980 f山十｝∫1∫「戸央　1　－－2　・－　1〕 （0222）　65－3871

東京第一営業所 162 東京都新宿区市谷本村町3－23 （03）　　268－4381

新潟営業所 951 新潟市学校町通二番田∫5293 （0252）　22－ll；‖1

名占屋営業所 450 名　lfゴ屋r行1い‡寸Cく二名り」こ4　－26　　　25 （052）　582－3886

大阪第一営業所 532 ノペ1坂日∫乏定lllレ〈1凡ぴ1り島　5　－14－22 （06）　30．4－6224

高松営業所 760 rl：～i杉ミr†∫観光」亘12　－　2　－15 （0878）　33－5417

広島営業所 730 広島市中区束・ド塚田∫1番地 （082）　243　－8551

福岡営業所 810 Wll　l両寸∫【Pりこと［ヌ：人三桝12　－14－　8 （092）　713－7088

株式会社　柳　　本　　製　　作　　所 本　　　　社 612 京都市伏見区ド鳥羽浄春ヶ前田∫28 （075）　611　－4311

医用機器部 567 茨木市中穂積3－15　24 （0726）　23．－2941

東京　支店 103 東京都中央区日本橋箱111奇町6－1 （03）　　667　－9011

東北支店 980 f山十｝丁行　ヒイ｛多　1　－10．－25 （0222）　22－8140

名占屋支店 465 名1正f屋r†了名東レ（一’社：2　－59 （052）　701－6131

京都支店 601 京都市南区西九条蔵王1町54 （075）　681－8261

大阪支店 564 吹田ll∫江」反町1－8－22 （06）　　338－8901

中国支店 734 1エll5　T†∫丁幸i【メニ東コ1：・4dH∫2　－　7　－ll （082）　282－3281

福岡支店 812 福岡ll∫東区社領3－－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（092）611－91｛11
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000

東京第一支社 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000

東京第二支店 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000

大阪支店 541 大阪市東区平野町4－4堺卯ビル （06）203－5551

高松支店 760 高松市寿町1－1－12東京生命館 （0878）22－1326

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町3－1 （092）271－5111

名古屋支店 461 名古屋市東区泉1－6－25 （052）962－5111

札幌支店 060 札幌市中央区大通西5－8 （011）281－5111

仙台支店 980 仙台市大町2－2－28 （0222）25－5111

広島支店 730 広島市幟町13－6 （0822）28－2375

株式会社　ユ　ニ　フ　レ　ッ　ク　ス 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F （03）816－1004

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－17－5ステユディオ新大阪1151 （06）323－8344

ラボシステム・ジャパン株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区新宿1－34－15東興第2ビル （03）355－5630

和光純薬工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－10 （06）203－3741

東京支店 103 東京都中央区日本橋本町4－7 （03）270－8571

札幌出張所 001 札幌市北区北15条西4－10 （Ol1）741－5057

仙台出張所 983 仙台市小田原6－8－34 （0222）22－3072

筑波出張所 300－21 茨城県筑波郡谷田部町大字谷田部藤ヶ入6117－3 （02975）5－1741

大宮出張所 330 大宮市吉敷町1－118 （0486）41－1271

横浜出張所 221 横浜市神奈川区鶴屋町3－29－9 （045）341－4571

名古屋出張所 465 名古屋市名東区猪高町猪子石字小坂23－8 （052）772－0788

広島出張所 735 広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6－40 （082）285－6381

福岡出張所 813 福岡市東区松島3－8－16 （092）622－1005

株式会社　　ミズホメディ　ー 本　　　　社 841 佐賀県鳥栖市藤木町6番地一7 （09428）5－0303

東京営業所 111 東京都台東区浅草橋3－20－12 （03）861－7447

大阪営業所 553 大阪市福島1丁目2－7 （06）458－5711

鹿児島出張所 891－01 鹿児島市上福元町5169－167 （0992）67－5324

ミズホメディー中国 700 岡山市野田3丁目19－11 （0862）41－6216



編集後記

　日本臨床検査自動化学会第17回大会の開催に当り，

機器・試薬展示会を見学される先生方への参考とし

て恒例の展示目録を作成いたしました。

　今回は、3年前に第14回大会か開催された神戸ポ

ー トアイランド国際会議場（学会）と国際展示場（展

示）を会場として9月13日（金）14日（（土）に行わ

れます。展示に当りましては神戸国際展示場の広い

スペースを用いて見易い展示会を企画いたしました。

　近年海外からも当学会か注目されて展示場の見学

にも海外からの見学者か増える傾向にありますので，

今回は展示会の国際化を目指して，英文の展示案内

状，展小目録を作成し，また展示会場受付には英語

に堪能な女性の通訳を配置して海外からの見学者へ

の便宜をはかることにいたしました。

　第17回大会および展示会の盛会を祈ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　（山田光男）

　　1985．　9．　1
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日本臨床検査自動化学会第17回大会・展示会
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発行：日本臨床検査自動化学会・業務会
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　　　〒113電話　03（818）3205
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