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第りり回日本臨床検査自動化研究会

臨床検査自動化機器・試薬展示会開催にあたって

　昭和54年度，第りり回の自動化研究会を大阪で開催することになり，在阪の機器，試薬メーカー，商社の方々による

展示業務会幹事会の大変な御努力によって，本年も盛大なる展／TゴR会が開催されることになりました。

　本年の研究会はさらに規模が大きくなり，演題数も昨年のり23題からり75題に増加し，さらにシンポジウム／題，パ

ネルディスカッション2題を含めると，2日間の会期では処理できず，例年の2会場を3会場での開催にふみきらざ

るを得なくなりました。同様に展示会も，出展メーカー，商社は昨年の65社から8イ社に増加し，会場面積も昨年の

2，7り価から3，／　23　m？と増設を余儀なくさR，そR以上の申込みには断わらさるを得なかったほどの盛況をみせており

ます。大阪での開催は3回目ですが，4年前の第7回研究会では，現状の／の会場面積で，満杯にするために出展の

お願いを重ねたことからみると，まさに昔日の感があります。

　臨床検査の領域における学問，技術，業務の発展は，教育と研究とともにその基礎を形づくる機器，試薬の発展と

自動化に負うところが非常に大きく，今回の臨床検査は，もはや自動分析装置，自動検査装置なくしては考えること

ができないまでになっています。その自動分析用の機器も，機器の側からの試薬の開発や，試薬あるいは分析法の側

からの機器の開発があったりして，両々相まって非常な発展をみせております。研究会，展示会の年々の盛況も，こ

うしたことのあかしでありましよう。

　本年の研究会は，日本臨床化学会の臨床化学シンポジウムにひきつづき開催されますので，展示会も研究会前日よ

り3日間の開催となりました。基礎あるいは臨床医学者と臨床検査領域の人達が，共に展示を参観することによって，

日々の研究や業務に益することが多々あると思います。

　最後に昨年より会場の確保，出展案内，配置，設営，搬入，搬出など，準備から撤去まで一年にわたって，多忙な

社用の合間に御苦労いただいた業務会幹事ならびに諸関係者に心から感謝の意を表します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和54年9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第りり回日本臨床検査自動化研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　林　　長　蔵
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1．滲透圧計

サンプル娃 測定範囲 床　　面　　積 使用　，E力 重　　　　量
会　　　　社　　　　名 型　式　　名

μ1 mos／k9 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

CII型 300 0～2、O（10 69×46 30｛｝ 34 44検体・完全自動

富　　　ピ　　Il　　業
DII川 250 o～2．ooo 41×41 300 24 単検体・rl動

OS｝1‘1 250 　1トニ．けou
2、ooo～1．u川

47×48．3 16〔｝ 29．5

利　　康　　商　　　事
OR川 50 1～1、（1（IO 40．6×43．2 160 28コ

VOGEI． 5～IO o～2．oo｛｝ 17×20 35 4

朝日ラィフサイェンス

2．分光々度計・比色計
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 型　　式　　名
μ1 nm又はmμ 検体／毎時 巾×奥行（（・m） w kg

価　　　格　・　備　　　考

554川 500 190～900 350 127×58 400 50 460万ハーキン・エルマー社製
安　　部　　商　　　‘｝c

Cl、720 300 330～9｛lo 500 36×47 300 26 マイクロフロー分光計

島　津　　製　作　　所
Cl＞740 3，ooo 34（ト850 500 53×67 351｝ 32 多試料分光計

RADIIS・11 いooo 410～780 720 55×37 200 23

．二　　　光　　　機　　　材

ギノしフィ・一ドスティサーlll 25〔｝ 335～7（［O 3｛｝o以L 42×35 70 15 サーモ・キュベノト付’

H　　　　　科　　　　　機

UVIDEC　50 500～2，〔｝00 330～900 120 50×40 7〔｝ 15

B本分光メディ　カル
UVIDEC－40 50〔ト2、OOO 190～9〔｝O 500 70×45 280 35

〃

UVIDEC－60 500～2、｛IOO 330～900 5〔｝O 70×45 320 32

UVIDEC－60E 500～2．000 330～90（1 loo 85×60 550 44 酵素活性測定用

PCP6121 200以上 302～623 5（ト250 32×40 105 約12 西独エソベンドルフ社製
アーンスト・ハンセン商会

トレースIII 340～70〔｝

べ・・クマン　・ジヤハン
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2．分光々度計・比色計
サンプル量 波長範囲 処理能力 床　面　積 使川電力 市　　　1書｛：

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 nm又はmμ 検体／毎時 巾×1兄行（cm｝ W kg

｛出i格一イ「‖i考．

SE．へm 330～710 42×40 20〔1 18

ヘ　　レ　ナ　研　究　　所
デジスへ・ク 33｛ト710 32×32

1〔｝〔｝ 6

ソォ　ト　メー・ター－PCI）　6121 200 302～623
1く、山・　5∪

卜川d　　2511
34×4〔｝ 1（15 12 ㍗㌧’ll∴二L内［1鼓

ヤ　　　　ト　　　ロ　　　ン

ADS　D 1，000 r動 28×35 70 12 比色法，4（1力’，濃度1「1じ

富　　　　　上　　　　　L　　　　　業≡’

SPM　60八 500～8．四〇 340～700 6〔｝o 50×48 ・10（1 37 183万
東　　芝　　メ　デ　　ィ　カ　　ル

7〔llA L5〔｝O 415～850 75〔｝ 90×ll］ 13｛1 54
日　　　　、∫1　　　製　　　　f乍　　　戸斤

lOO－26 1，ooo 200～900 96×44 250 46

3．電解質測定装置（炎光法）

／N 汗リ

サンフノレ㍑ 波長範囲 処理能力 床　面　積 使 用電ノJ
・P： lll：

ノこ
社 名

f， 式 名

μ1 nm又はmμ 検体／毎時 lll×奥行（（・m） W kg
f曲　　　格 ． 備 考

ET－18］ 150 180 45×45 250 35

工 ル　　　マ 光 ’∫：

一

M435 30（1） 100以ヒ 43×59 300 40

コ　ー ニ　ン　グメ ア　イ カル
M460 7｛｝（40） loo以1．． 83×60 450 76

M455 4〔｝（1） 100／ソ、1’． 43×49 300 40
〃

一
FLAME 30 20～150 180 50×50 170 32

日本 分光メ ア　イ カ　ル

ご“

KLiNa 20 120 40×44 300 35
べ　　， クマン　・ ン　　ヤ ハ　ン

・　・

343型 1
Na．589，　K．776

Ll，671
180 42×46 400 38．6 米国アイエル社

利 康 曲
’1‘

643型
16
32

Ca．852
他は川ヒ同）今

60 42×53．3 500 36．4 ”
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3．電解質測定装置（炎光法）

会　　　　杜　　　　名

サンフル1き｛： 波長範囲 処理能力 床　面　積 使用電力 屯　　　量
型　　式　　名

μ1 nm又はmμ 検体／毎時 巾×奥行（ぐm） w kg
価　　　格　・　備　　　考

アーンスト・ハンセン商会
／FMso51 1〔ト100 120 125〆45 635 61 西独・エ・ヘンドノしフ杜

775 2ω 581～．G7］，7｛　5 120 77／59 2聞 6（1 回折格r、ダィリ．1、一タ・サンブラ付“∫

日　　、フ：　　製　　作　　所

医　用　技　術　研　究　所
EM．へ　310 loo 5S！l，h71，τ札6 loo 48×63 3〔｝o 40 Na，　K，　C｜

4．電解質測定装置（電極法） 備考欄力1，己㌧；はi・t：iu・・∫能日，川B　全lllr　P　旧L漿5　［∬1、1㌔　　尿

会　　　　社　　　　名
サンフル量 同時測定項目 処理能力 床　面　積 使用電ノJ 重　　　旨｛：

甲　　式　　名
μ1 数 検体／毎時 巾×奥行（cm） w kg

価　　　格　　・　備　　　考

Nov．・Xl 300 Na、K 60 39．4×52，3 130 44 248万　（B，　P，　S，　Ul

エイ・エ・チ・エス・ジャパン

NOV八2 350 ca 45 39．4×52．3 130 44 295ノ∫　（B，　1），　S）

〃

NOV．へ3 300 CLTCo2 39．4×52．3 130 44 （B，P，　S｝

島　　津　　製　　作　　所
CIM　IOl 25〔1 2 60 44〆68 260 約30 クリニカノしイオンメー一タ．一

［B，P、　S、ピ・

常　　　　　　　　　　　光
C　5〔｝AP 20 1 360 38．5×37 lOOVA 約13 クロライ　ドメ　ーター一

（P、S、UI

PUA　4M 30（1 4 48 165×50 250 66 マスター一マインド川U’，S，［川
セ　ン　ト　ラ　ル　科学貿　易

NOV．．I　l 25（1 2 65 39．4×52．3 250 44 AHSと同製品　（B，　P，　S，U　l

：　　　光　　　機　　　材
NOVぺ　2 350 1 48 39，4ハ52．3 15（1 44 〃　　　　　IB、P⑱Ul

オリオンSS　2〔［ 5（10以卜『 1 2（［ 5（レ59 1〔｝o 22 イオン化カルシウム　IB，S，Pl
lJ　　　　科　　　　　機

オリオンSS　30 5〔｝0以ド 2 75 5〔1×59 loo 22 Na，　K，（B，　S，　P‘

AMT．・Il　3 40｛1 5 60 43メ48 400 37 〔B，P，　S、㍗｝

ll　　　　機　　　　　装
AMT　CI　3 40〔｝ 5 20 28×48 40〔｝ 23 〔B，P令S、ピノ
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4．電解質測定装置（電極法） 備7，欄・り1，［；｝」は健月llll能ナナーンノノ［B　1＾rlll　P　llil漿　5　11［1‘1｜1　　尿

サンフノし量 同時測定項目 処理能力 床　面　杖 使用電力 ・丁　　　；】1

会　　　　杜　　　　名 型　　式　　名
μ1 数 検体／毎時 巾×奥行（℃n1） w kg

価　　　格　　・　備　　　　考

Cl」10川 20又は100 Cl 40（1 33×33 3｛｝ 8 クロライトメ…タ

日光分光メディカル
（P，S，　U

ASTRA　4 130 4 B2×62 5（川 lo9 （S－↑）

べ　・クマン　・ジャハン

702 川o 3 6（1 ｛S｝

日　　、フ：　製　　作　　所

CI、　5 50 Cl 1釦 30×38
1〔｝｛1 15 （P，S，　U〕

・ド　　沼　　　産　　　業

セラーIOO 200 2 90 26×35 lo 5 （S）

堀　　場　　製　　作　　所

NAKI、　1 150 3 60 41．6×34 50 12 Na，K，Cl　II∫能

東　亜　電　波　　L　業
〔B．P，　S・

5．原子吸光々度計
サンフル1：｛： 波長範囲 処理能力 床　面　積 使用電力 亜　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 nm又はmμ 検体／毎時 巾×奥行〔cm） w kg

価　　　格　　・　備　　　考

501）O型 2、（loo 180～90t） 30〔， 164×75 31｝o 173
1、380力、　llGA5〔｝〔｝ノ」バー一キ〉・エルフー一社製

安　　　部　　　商　　　事

151型 Looo 190～90〔｝ 180 lO9．1×45．7 23〔｝ 127．3 米国アイエ，し午｛．

利　　　康　　　商　　　事
251型 1，000 190～900 180 lO9．1×45．7 230 134．1 米国アイエル社

6．デンシトメーター・電気泳動装置
処理能力 OI）測定範囲 記　録　方　式 床　面　積 使用電力 重　　　｛a：

会　　　　社　　　　名 型　式　名
検体／毎時 数　値 感　　熱　　他 巾×奥行（（⇒ W kg

ELPHOMA7F　3 約9〔｝ 〔〕．16～2，200 ヘンレコータ　ー 51×39 400 19 ドイツベンダーアントホー一ハイン杜

英　弘　精　　機　　産　　業

AES 48S川 〔ト1．8 感熱ペン 140×67 1．5 150 完全rl動！ステムオリ／ハス販売1株．

オ　リンハス光学工業
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6．デンシトメーター・電気泳動装置
処理能力 OD測定範囲 記　録　方　式 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　　格　・　備　　　考会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
検体／毎時 数　値 巾×奥行（cm） W kg

ADC－20SP 80 0～2．0 ペン書プロッター 47×56 150 38 240万オンライン可

萱　垣　医　理　科　工　業

M－720 8検体／回 0．Ol～4．0 インクペン方式 36．8×58．4 90 20

コーニングメディカル

DENSITRON
PAN　FV

120 0．2～3．0 グラフィックプリント 60×59 300 約46

常　　　　　　　　　　光
DENS［TRON
マイコン．20

240 0～2．0
グラフィ　クプリント

サーマルプリント 59×48 300 約30

BD－3000 300 0～1．5AbS 感熱式 51×43 150 38 ナショナルデンシトメータ

長　　　瀬　　　産　　　業

CDS－100 120 0．2～2．5 感熱 56×50 200 27

ベックマン・ジャパン

クリニスキャン 350 0．1～5 感熱 62×42 400 64

ヘ　レ　ナ　研　究　所
オ…トスキャナー

Fbr　Vls
100 0．2～3 感熱 38×46 200 16

HAD－301
平　　　沼　　　産　　　業

一 30×25 100 7 免疫電気泳動・デンマーク製

協　　　和　　　醗　　　酵

FED　l 450／7．5H 0．2～2．0 熱ペン 140×65 600 220 サーマル戊∫式

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

D．101S

7．クロマトグラフ

サンプル碇 分析（測定）方法 床　　面　　積 使　用　電　力 重　　　　　量
価　　　格　・　備　　　考会　　　　社　　　　名 型　　式　　名

μ1 巾×奥行（cm） W kg

SERIES3 1～100 60×61 800 70 860万ハーキン・エルマー社製

安　　　部　　　商　　　事

マイクロメリティクス 1500～ HPLC コンポーネントタイプ

エイ・エッチ・エスジャバン
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7．クロマトグラフ

サンプル量 分折（測定）万法 床　　向　　積 使　用　電　力 重　　　　　l」｛

価　　　格　　・　備　　　考会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 巾×奥行（cm） W kg

1，C．3A lO～5．000
液体
　クロマトグラフイ 75×75 約850 約100 高速液体クロマト

島　　津　　製　　作　　所

CCA－1A 10～5、000 〃，　けい光検出 103×70 約850 約120 カテコールアミン分析計

ALC　GPC204 5～2、OOO
カラノ、クロマト
　　　　グラフィー一 120×50 850 70 システム全巾約180cm

日本ウォーターズリミテッド

JLC・6AI．｛ 80（1 ニンヒドリン発色法 75×65 2．5K 約240
日　　　本　　　電　　　∫・

JLC－8AH 800 ニン　ヒ　ドリン発色え去 75×65 2．5K 約240

JLC　IOD 300 ニン　ヒ　ドリン発色1去 100×80 3．OK 440
〃

JAS－47K 一 110×86 2，0K 400 シーケンスアナラィザ

8．簡易分析装置
サンプル；ll： 同時測定 処理能力 測　定　項　目 床　面　積 使用電力 亜　　　鯖

価　　　格　　・　備　　　考会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 項　ll数 検体／毎時 項目又は数 巾×奥伽（・m） W kg

QUICKRATE 10～100 1 20 20以ヒ 30×52．7 250 15 90万　販売元オリンパス販売

オ　リンハス光学工業

アイトーン

MARK　II
50以上 1 33～60 BUN，　GLU，　T　Bn 10×17．5 約3 0．4 18万（付属一式）

京　都　第　一　科　学

UCAシステム
　HEB

20
50

16 項目による 16 31×34．5 200 約13 58万

立　　　イi　　　電　　　機

RaBA－SUPER 20～500 25 本体48×39 2〔〕0 17 110万，放電記録

中　　　外　　　製　　　薬
電源14×30

ミニスタット・S 10～100 70 24 37，5×35 25 11．5

長　　　瀬　　　産　　　業

MEPA－1 20～100 1 30 20 33×36 80 6

H　　　　　機　　　　　装

ADS’D 1，000 1 千動 比色法すべて 28×35 70 12 40万，直読濃度、i卜

富　　　士　　　工　　　業
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8．簡易分析装置
サンプル量 同時測定 処理能力 測　定　項　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 項　目　数 検体／毎時 項目又は数 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

デキスター 全血1滴 1 約60 血糖 11×18 3 1．2 スティック使用，エームス事業部

レフロマート 約10 1 約30 血糖 18×25 9 1．7 全血一滴

山　　之　　内　　製　　薬

ハィスタット7〔｝0 50 1 50 20 50×44 250 27

日　　立　　製　　作　　所

RABO　MARK一Σ 1，000 600 28 47、5×36．5 250 22．5

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

9．専用分析装置
サンプル量 処理能力 測　定　項　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　　格　・　備　　　考会　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 検体／毎時 項　目　又は数 巾×奥行（cm） W kg

DN－2110 50以上 約40 2（血漿蛋白13） 33．5×26 80 12．5 69万（付属一・式｝

京　都　第　一　　科　学
アミラーゼ，リパーゼ

K・606AD 50 1 アミノ酸 124×72 1．5K 190 800万

協　　　和　　　精　　　密
K．505BD 50 3 カテコールアミン 170×57 1．5K 220 800万

Glucoroder・S 5～20 130～150 爪L糖 54×46．5 300 32 310万，全自動
シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

フェロケム3050 10～100 45 2 31×30 200 11．4

二　　　光　　　機　　　材

YSI－23A 250 48 1血L糖 33×21 60 6．8

日　　　　科　　　　　機

GULCO　20 20 80 lllL糖 25×20 30 7．5

日本分光メ．ディカル

し．P．　S 50 50 川）L，LDL，　VLDI’ 処理能力はCHOの場合

ベックマン　・ジャパン
クレアチニン2形 25 6（1 CRE 38×36 50 19
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9．専用分析装置
サンプル量 処理能力 測　定　項　　け 床　面　積 使用電力 爪　　　旨：

価　　　格　・　備　　　考会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 検体／毎時 項　目　又　は　数 巾×奥行（cm） W kg

コレステローノし2形 50 50 CHO 36×31 50 18

ベックマン　・ジャハン
クルコー一ス2形 lo 67 GLU，　UA 36×31 50 18

EUN　2形 10 67 BじN 36×31 50 18

〃

グルコライザー 10 約80 lll1糖，尿糖 36×42 180 21 フ． リンタ付、エームス’拮業部

マ　イ　ル　ス　・　三　共

Gl』・101 10 120 GLU 60×50 500 35 固定化酵素カラム使用
三　菱　　化　　成　　1：　業

M7000 10 80 GLU 43×28 17（入電時72） 12．8 139万

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン

EMA－110 100 200 血糖 48×63 250 35

医　用　技　術　研　究　所

10．多項目分析装置
サンプル量 同時測定 処理能力 測　定　項　目 床　面　積 使用電力 重　　　頃

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 項　目　数 検体／毎時 項目　）くは数 巾×奥行（c耐 W kg

価　　　格　・　備　　　考

ABBOTT　VP 1．25～25 1 465 30 61×61 300 86 1．450ノ∫

ア　　　ボ　　　ッ　　　ト
ABA－100 2．5～25 1 310 30 47×55 250 53 700万

プリズマ2480 7
～ 40 最大300 最大64ch 206×126 10K 900 スウェーデンLKB

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

COBAS 2～80 1 250－enz

350．SUB
30 86×56 2．5K 130

エイ・エッチ・エスジヤパン

ACA－6008R 6～100 8ch 120S 25以▲二 322×124 5．5K 920 8～16ch選択可

オリンパス光学工業
ACA－6020C 6～100 20ch 240S 24以L 477×115 10．5K 1825 8～20ch　　〃

CL－12 10～50 1～12 80 27 205×88 4K 600
｝，

島　　津　　製　　作　　所
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10．多項目分析装置
サンプル量 同時測定 　　　，処理能力 測∵定頑目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 項　目　数 検体／毎時 項目又は数 巾×奥行（cm＞ W kg

価　　　格　・　備　　　考

ロトケムIla－36E 50～4，500 最大17 6 17 261×105 2K 500 項目選択可

セン　トラル科学貿易
ロトケムIIa－36 50～500 1 385 25 261×105 2K 500

セン和1フィケム
システム400 3～50 120～600 30以L 100×64 4K 250

長　　　瀬　　　産　　　業

ハイセルBMA－1600 10～100 16 8 16 66×61 500 72．5

二　　　光　　　機　　　材
ハイセルーM 80～660 1～30 120 30 74×153 6K 500

ギルフオード・

システム3500 10～100 1 148 23 78×70 500 131

日　　　　科　　　　　機

aca－II ，20～600 1～29 97テスト 29選択 153×78 2K 545 3，500万．米・デュボン社

日商メディ・サイエンス
aca－III 5以上 1～35以上 97テスト 63まで可 153×78 2K 545 4，200万，米・デュポン社

ジェムサック 2～50 1 225平均 30以L 300×100 1．5K 500

日　本　光　電　工　業
ジェムナイ 10～60 1 180平均 20以上 100×100 600 50

テクトロンXA 30～60 6 120 31以上 168×60 1．5K 180

日　本　テ　ク　ト　ロ　ン

SMACジュニア 1．000～2，500 6～18ch 90 24ch 260×300 寸法は12chの場合

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

JCA－MS24 500～1，000 24 480／6項目
240／12項目

35 500×120 8K L250 2．880テスト／時

日　　　本　　　電　　　子
JCAMS18 380～750 18 2，160テスト 35 500×120 8K 1，230 360／6∫貞目，120／18∫頁目

JCA－US8 160～400 8（16） 960テスト 35 280×90 3K 530 240／4∫頁目，120／8∫頁目

〃

JCA．HS12 400～800 12 120 35 250×90 3K 740

JCA・HS6 400 6 120 35 170×90 2．5K 440
〃

JCA．SIM6 125～250 1（6） 120テスト 32 lOO×80 1K 250

JCA．SI6 llO～660 1（6） 120テスト 32 95×80 IK 240

〃

726 500 16 150 20～25 400×200 5K 800

日　　立　　製　　作　　所
712 500 12 40 20～25 200×100 3K 450



10．多項目分析装置
サンプル㍉1： 同時測定 処理能力 測　定　項　目 床　面　積 使用電力 重　　　㍉｝

会　　　　社　　　　名 型　式　名
μ1 項　目　数 検体／毎時 ∫頁　目　　又　は　数 巾X奥行（cm） W kg

／STRA　8 180 9 75 9 132＼76 220

ベックマン　・ジャハン
．ISTRA　4 130 5 75 5 ユ32×62 lo9

AKES 5～1ω 120 25 ユ40×15 400 1〔｝o オランダ・ビタトロン、ディスクリート

利　　　康　　　商　　　‘狢
PA　800 5～1（1〔｝ 120 3〔｝ 155×50 400 12〔｝ 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　、

MCA　IIl 2～20 1－3 250 30 15（［×67．3 2K 160 米・IL．遠心ノ元式
〃

TBA－88（1 5～50 16 90 杷，1↓26 16｛｝×80 3K ．）10

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル
TBA　360 8～56 6 最大120 梢、批25 130×65 （㌧6K 180

11



日本臨‖木1979年夏季増刊（蹴＿、

　　　　B5判1，300頁・図版1，500・索引30頁

◆本書の特色
1．各検査ともxxその実際と解釈”の記述に重点をおき，

好評発売中

〔第1部〕

総論ならびに機能検査の分析法

〔第2部〕

A免疫機能検査
B腫瘍細胞機能検査
C遺伝学的検査
D代謝機能検査
E酸・塩基機能検査
F水・電解質検査

特に測定の操作手順を視覚的に図式化した。
2．臓器別の’タテ情報”ばかりでなく，免疫機能検査，

腫瘍細胞機能検査などXXヨコ情報”をも併載した。
3．RIを用いた核医学的機能検査を積極的にとりあげた。
4．臨床機能検査：の今日的事典として活用できるよう巻末

に邦・欧語索引を付した。

〔第3部〕

G脳・神経・筋機能検査
H循環器機能検査
1呼吸器機能検査
J血液・造血器機能検査
K消化管機能検査
L肝・胆管系機能検査
M膵外分泌機能検査
N内分泌機能検査
O腎臓機能検査

　全418篇
定価7，800円
　　　　　（送料：書i籍小包280FID

本社・大阪榊1道修・J3一脳一番代・・th・・“・・，・・k・［・tk・1・1253　1番支局・igi〈　KlS　r　i　i　‘LXIL－　［×1　H　’t，：　trltt　7its：　vaJ・q－・一番欝日本臨‖木社
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11．血球計数器
測　定　項　目 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名

項目又は数 μ1 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

DIGICELI’
3100

5 20 約100 56×43 400 22

英　弘　精　　機　　産　　業

ACM　701 5 20 130 33．5×36 100 30

エ　　ル　　マ　　光　　学

CC　l20システム 5 20 120 121×46 265 56
東　　亜　　医　　用　　電　子

CC　108システム 5 20 120 136×46 565 72

CC　llO 2 20 120 22×37．5 65 10
〃

Pl’Ilo 3 20 120 26×46 85 20

CC　l20 5 20 120 44×46 160 27
〃

CC．108 2 20 120 26×46 100 24

HC　202 2 25 60 28×23 50 14 ハイセル社製
二　　　光　　　機　　　材

HC　300 3 25 60 28×23 50 14 〃

llC　5〔｝O 5 25 60 28×23 60 14．5 〃

〃

IIC　700 7 40 60 59×32 150 36 〃

コーノしターDN 2 40 100 33×15 100 15 WBC，　RBC
日　　　　　科　　　　　機

JTB　700 7 80 30 60×55 175 26

日　　　　機　　　　　装

MEK　1200 RBC，　WBC，　PLT 20 100 33×30 60 13

日　　本　　光　　電　　．1：　業

MEK　2100 RBC，　WBC 20 100 22×30 30 7

ロイコシステム92｛｝A RBC，　WBC，　BCT 20 180テスト 25×30 50 10

ハシ　フ　ィ　ノク科学貿易
ロイコシステム365A RBC，　WBC，　HCT 20 180テスト 14×16

ELT　8 8 lOO 60 134×57 400 143

三　　菱　化　　成　　工　　業

UL　800 8 25．35 40～50 71×47 300 約50 ヘマトロジーアナラィザー

藤沢メディカルサプライ
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12．血液凝固測定器
測　　定　　∫頁　目 分析（測定）方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　　式　　　名

項　目　又は　数 lll×奥行（（・m） W kg
価　　　格　　・　備　　　　考

オートフアイ PT，　PTT、　Fil），因ゴ・定｝‘｛： フィラメン　ト付’着法 lO3×58 600 68 680万
エイ・エソチ・エスジャパン

ハイオマ．川　　ク

2“oo
PT，　PTT，　Fibf也 バイブレーション 26×42 125 10 69万、59万

アメルング4 PT，　PTT，　Fib他 フ・・ク法 32．7×25．7 125 9 75ノ∫－4ch，　47ノ∫　　2ch

〃

TE　40 スロンボエラスト 49．6×28．8 3〔｝ φ　31 2ch

エ　　ル　　マ　　光　　学
コリサグラフ 7 特殊光電 42．5×3L5 250 13

コアクλク　・卜

Bc　221u
PT，　PTT，　Fib，トi　A 光散乱法 40×38 120 13．5 12〈）ノ元、　（製）ハ；（者1～第．　’有ド」｝∫：

匡l　　　　l；祭　　　　　亘式　　　　　薬

レコーダ付マイクロフロセ・・サ戊∫式

クロテ　・ク PT’PTT，　Fibf也 27．9×21．9 2．2 40万
三　　　光　　　純　　　薬

PAC　2D 凝固2．凝集2 反射光，透過光 83×44 120 20

二　　　光　　　機　　　材

コアグA　メイト 3 光学ノ∫式 48×52 ユ25 23 デュアルタイフ．

日　　　　　科　　　　　機

クロ　・ノトタイマー．－202A 6 エーゼ法 34×30 2〔｝O 8

日　　　　　機　　　　　装

MI八エレクトラ
6｛lo PT，　APTT他 光学万式 54×43．5 300 68 全自動システム

バシフイック科学貿易
MCM

PT、　APTT，ドib，

スロンポ他

圧力センサー一

二L一マティ・ク 17×28 ユ50 　7 98万サンプルは「技の／

バイオブリツジ 全lfll．凝固剛ill インピーダンス万式 58×23 88 35 ハターン認識
〃

CP　8 16 比濁法 49．5×46 ユoo 25 米・バイオデータ社
利　　　康　　　商　　　事

スロンブ・D 1 粘稠弾ナJ性法 25×26 50 13．5 西独・ヘリゲ社

コァキ1コ．ラィザーOl23型 PT，　ApTT他12 透光度変化感知 75×51 4 44

朝日ラィフサイェンス

PT，　APTT，　Fib，因r定｝‘｛： 散乱光変化検出 96×48 600 95 開発中，価格未定
二：　　　　　　　　　　　　　　　　　」｝二＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　、

．　　　　　　　　・ヒ」
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13．血小板凝集測定器
測　定　項　　目 分析（測定）方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
項　目　又は数 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

クロノロク400 凝集，ATP、放出
比濁法，

ルシ・ノ、ラー一セ法 46×34 120 12 250万，ルミ・アグリゴメーター
エイ・エッチ・エス・ジャパン

クロノログ440 凝集 比濁法 46×34 120 13．7 195万，　　　　　〃

PAT－4 4 透過光法 83×44 130 27

二　　　光　　　機　　　材
DP－247　E 2 〃 67×62 90 22 シェンコ社製

PAP－3 4 光散乱法 40．6×47 ユoo 14．5 米・バイオデータ社
利　　　康　　　商　　　事

アグリゴメー一タ 4 〃 21×25 60 6 米・ブライストン社

14．赤血球抵抗測定器
分析（測定）方法 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
μ1 検体／毎時 巾×奥行（（・m） W kg

価　　　格　・　備　　　考

CPC－ST ：軸遠心 lo 72 80×67 970最大 65 健保適用200点バイオメディカルシステムズ
三　　　　菱　　　イヒ　　　｝戎　　　一L　　　業

15．血液像分類器
測　定　項　目 処理能力 カウント数 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名

項目又は数 検体／毎時 個／検体 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

ADC－500
白1∬1小，赤llil球，

1〔IL小板他 90～100 200 74×72 20K 300 5，000ノ∫，有＾↑亥ノ赤旧1｝求n∫

ア　　　ボ　　　ッ　　　ト

MMT　12MOS 12 600 100～200 40×21（親） 50 lo r機・8台まで接続11∫

萱垣医理科工　業
MDT　l2 12 600 100～200 17×27 10 2．5 99、800円

MICROXIIEG－35
白llll球，赤血球，
1｛1レ1・板

50
loo，2〔｝0

5〔［O、1．000 150×80 1．5K 約150 3，400万

立　　　石　　　電　　　機
LADIC3’F2　10 12 5／S ～ 999 26×22 10 約3 12．8万

コールター－diff3 21 25 100 172×99 4．2K 500

日　　　　　科　　　　　機

ヘマログD／90 9 90 30，000 190×75 2K 約672 サンプル0．32mゼ全［fH

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン
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15．血液像分類器

ノ〉

測 定　項　目 処理能力 カウント数 床　面　積 使用電力
・亘 量

・ 　備 考
ユこ 社 名 型 式 名

項目 又は数 検体／毎時 個／検体 巾×奥行（cm） w kg
価

77型 12 100、20（1 22．5×35 25 2．5

工 ル マ 光 学

1　． ＾’

806 参考出品
日 、ノ▲ 製 作 所

16．骨髄像分類器
測　定　項　目 処理能力 カウント数 床　面　積 使用厄力 屯　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名

項目又は数 検体／毎時 個／検体 llJ×奥行（（’m） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

MMT420 42 600 500、LOOO 30×36 30 6．5 60万，オンライン可

萱　垣　医　理　科　工　業

LADIC
3T2　3

46 5／S 500，1，000 36×40 35 約15 55万～

立　　　石　　　電　　　機

17．血液ガス測定器
測　定　項　目 処　理　能　力 床　　面　　積 使　用　電　力 重　　　　　　頁

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名

項目又は数 検体／毎時 1｝J×奥行（（・m） W kg

AVI、940 ］0 20 71×58 350 42 スイスAVL社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

M　175 10 69×50．8 750 61

コーニングメディカル
M　l68 6 44．5×58．4 200 23．7

M．165 6 42×34 60 29
〃

マイクロ　13 3 20～30 61×33 480 21 326型恒温槽含、米・アイエル杜

利　　　康　　　商　　　事
813 6 50 35×65 200 42 〃
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18．血液単項目分折装置

会　　　　社　　　　名
測　定　項　目 サンプル量 処理能力 床　面積 使用電力 重　　　量

型　　式　　名

項目又は数 μ1 検体／毎時 llJ×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

ACM　401 PLT 20 120 20×37．8 30 15

エ　　ル　　マ　　光　　学

東　亜　　医　　用　　電　　r
PL－100 PLT 20 180 26×46 100 23

日　　　　機　　　　　装
JTB－MK4 PLT 36×30 175 26

MLK－1100 IIGB 20 120 22×30 30 8

日　本　光　亘　　ll　業
ZK－llOV HCT 20 120 22×30 30 6．7

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン
DC－502 HGB 3mK希釈） 360 13．5×22．5 16 3．5 16．8万，ポンプ不要フローセル

ULTRAドLr）
1〔｝〔1 PLT 10 40～50 59×45 25 約30

藤沢メディカルサプライ

　　倉

19．血液多項目分析装置

ム
測 定　項　目 サンプル量 処理能力 床 面　積 使用電力 重 量

云 社 名 型　　式　　名
項 目又は数 μ1 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

価 格 ・ 　備 考

東　亜 電
CC・720 7 500 110 94×99 480 200

医 用 r

日 科 機
コールターSplus 12 約Looo 180 94×38 2K 172

コールターSR 7 約1、000 180 61×32 2K 141

日　本 一

ヘマログ8／90 8 450 90 190×75 2K 約680
ア ク　ニ コ ン
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ため、大型検査機器、検査薬の導入が急速にすすめられています、，

しかし、大量の機器、試薬の導入を急ぐあまり、それらの安全管理
が忘れられている面もあります。こうした現状から、機器、放射性
物質、危険試薬などの安全管理に早急に取組ねばなりません。
　本書は、危険試薬の安4性データー覧、保守管理の方法、機器、
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安全マニー、アルで、臨床検査技師の必携，＃です。さらに、業務のス

ムーズな流れと事故防止に意図をはかった設計基準、各検査部門の
レイアウトなども、建築学の立場からレポートしてお’ります。また
事故にあった場合の応急処置にも役立つ1冊です。

1，安全に対する考え方

2，臨床検査室の設備基準

3，危険試薬の取扱い法

4，RIの取扱い法

5，機器・器具の取扱い法

6，高圧・爆発性ガスの取扱い法

7，検体による感染予防法

8，応急処置法

k阪大判映検査部助教授　林　長蔵

中部「業大学建築科教授　岡島暢夫

大阪大学中噸査部　甲田一馬・有末一隆

　　　　　阪和記念病院RI部　猪熊正克

大阪大学中央検査部 古川一一郎・竹田繁美

大阪k学中央検査部　古川一郎

邸反大学微研病院　東堤　稔

大阪大学特殊救急部 杉本侃

医薬ジャーナル社の定期刊行物
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■年間講読料11，400円
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■ME専門誌
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ご送金は振替口座（口座番号，大阪33353），または直接当社宛郵便で

■B5版　■隔月刊誌
■年間講読料5，880円
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〆株式会社医薬ジャーナル社 大阪市東区平野町1－23・丸米ヒル06（202）5284・7280／東京都千代田区神田神保町2－2・神田ヒル03（265）7681



20．尿分析器

測定項目 分析（測定）方法 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名 型　式　名

項目又は数 μ1 検体／毎時 巾X奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

UMS－20 蛋白糖．ウロビリ，pH 20～50mど 約100 35×50 300 30 300万，オートサンプラ別

栄　　　研　　　化　　　学

HS－7 7 光反射率 約50以上／項目 360 62．5×43 130 35 290万（付属三・式含）

京　都　第　一　　科　学
PSP－3110 PSP排泄率 二波長同時比色 10m£以．ヒ 360 35×27 10

クリニラブ 8 二波長測定 240 120 80×76 400 84 オンライン可

マ　　イ　ル　ス　三　共
クリニテ・・ク 8 〃 60 29×27 60 4．5 プリンタ別

UA　6 6 光反射率 約10m¢ 約100 40×32 45 8

山　　之　　内　　製　　薬

19
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21．RIA

処理能力 チャンネル数 再　現　性 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名 型　　式　　名

検体／毎時 CV％ 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

PRIAS　PGD 240～504 2 63×72 600 175 米・パッカード社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

ニユーRIA
トータルンステム

200 4 6 230×89 7．5K 399

セン　トラル科学貿易

RDI・52A 504 2 104×93 1K 約300

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

ARIA　II 120 7 項目による 74×81 700 325．5 さらに5項目開発中

藤沢メディカルサプライ

22．血清反応用機器
処理能力 チャンネル数 測　定　項　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
検体／毎時 項目又は数 巾×奥行（cm） W kg

C－7M 95 12 クームス 43×35 600 21 190万，

エイ・エッチ・エスジャバン

DN－2110 40 1 15 33．5×26 80 12．5 69万（付属一式），ネフェロメトリー

京　都　第　一　科　学

オートタイり．・一タ

II　38｛〕Ol
12

　　　　　ASLO血球細菌凝集、　　　　　補体結合他

50×45 25 148万

三　　　光　　　純　　　薬
SRD　II

35002
12 〃　　　　　　　　〃　　， 50×37 25 60万

オートマチ’ク

ピペ・タ　2221A
96 〃　　　　　　　　　〃　　、 35×30 50 12 130万

〃

IDT　FIAX 40 1 9 34×31 100

日　　　　科　　　　　機

ZD－801 20／【u］ 1 IgG，　lgM，　lgA・CRP他 72×45．5 45 レーザーネフェロメーター
和　光　純　　薬　工　　業　　　　　　　　　　■

べ一一リンク

し一サ・一不フ丁ロメ．．ター
240 20 75×33 400 41～47 マイコンとの接続でプリント18∫

ヘキスト　・ジヤパン
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22．血清反応用機器
処理能力 チャンネル数 測　定　項　目 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
検体／毎時 項目又は数 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

P．D．Qオートシステム 90 ll 50×55 300 40 レーザーネフェロメーター，サンフ九5～10μ1

日　本　ト　ラベ　ノール

LASAC レーザーネフェロメーター、II型3a）万

武　　藤　化　　学　　薬　　品

1．C．S 60 1 10 80×43 250 29

ベックマンジャパン

一
4 免疫電気泳動 30×25 ユoo 7 デンマーク・ホルムニールセン社

協　　　和　　　醗　　　酵

23．細菌検査用機器
測　定　項　目 分析（検査）方法 床　　面　積 使用電力 重　　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
項　目　又は数 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

MS　2
リサー一チシステム

バイオアッセイ
尿細菌

感受性等5

濁度測定 180×73 910 112 L540万88キュベット
ア　　　ボ　　　ッ　　　ト

MS　2
クリニカルシステム

〃 125×74 760 88 1，390万176キュベット

BACTEC　301 好・嫌気性菌 カルチャメディア 27×52 200 14

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

BACTEC　460 〃 〃 62×80 750 110

バクトブリッジ 多数 インピーダンス 58×23 88 35

パシフィック科学貿易

24．肺機能検査装置

△

測 定　項　　目 床 面　　　積 使 用　電 力 重 量

ム
社 名 型　　式　　名

項 目　又は数 巾×奥行（cm） W kg
畑　　　格 ・ 　備 考

M　100 4（46） 5×100 1K 80

利 康　　　商 事
M8〔｝0

オー一トポックスンステム
（22） 127×203 500 80 米・SRL社製

一、、

ASC－2000
VC，　FVC，　MVV

24以ヒ 45×41 200 23 〃

旭 メ ア　　イ カ　　ル

ASC－1000
VC，　FVC，　MVV
17以ヒ 38×29 20 5．4
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25．染色・塗抹装置

会　　　　社　　　　名
処理能力 同時セット数 床　　面　積 使用電力 重　　　　量

型　　式　　名
検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

HEG・ST 200 50 40×38 100 約15 70万，MICROX用
、ヒ　　　石　　　電　　　機

利　　　康　　　商　　　事
バリスティン24 64 英・シャンドン社

遠心r抹装置

HEG　SP 16．4×4L5 150 約18 80万，MICROX用
立　　　石　　　屯　　　機

B－100血液塗抹器

日本分光メディ　カル

26．分注器

会　　　　社　　　　名
処理能力 チャンネル数 分注容量 床　面　積 使用電力 重　　　早：

型　　式　　名
検体／毎時 μ1 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ
PRIAS－1）S 240～504 6 5～2．25 63×72 450 120 米・パッカード社

5211 1，500 10～1，000 15．5×15 12 約3 西独・エッペンドルフ

アーンスト・ハンセン商会
5201 1，500 100～1，000 12×20 15 約3 〃

エ　ム　エ　　ス　機　器
DISTRIVAR 5～5，000 フランス・キルソン社製

PIPETMAN　P 2～5，000 〃

〃

REPETMAN　R 20～1，000 〃

スタンダー一ド分ハ：2芯 1～10mセ 。式料容量550mぞ

エ　　ル　　マ　　光　　学

テ　　　　　　ル　　　　　　モ
APC－50P 700 10 分取のみ 75×105 1K 300 同時100検体

APC　60P 500 3分注 1］3×68 1K 300 〃

コンヒュベ・ト100 1 5～10，000 37×21 6．4

日　　　　　科　　　　　機
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26．分注器

処理能力 チャンネル数 ’　　’”°・　　‘8

分注谷頃 床　面　積 使用電力 市　　　18｛：

会　　　　杜　　　　名 型　　式　　名

検体／毎時 μ1 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

CarVO　2000川ll 10～5．000 7×13 16 3

ハシ　フ　ィ　’ク科学貿易

ペリスヘンサー．一 600 1 ・∫変 12×21 50 7 ダイアルII∫変、　30．8万

富　　　　士　　　．「　　　　業
スー．一パー分注器 900 1 O．2～50m（ノ 12×21 50 7 18．8力’

テ． イスペンセ・・ト 720 1 0．4～1〔｝mψ 15×8 0．5 29．5万，西独ブランド社，　r・動

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン
ティスヘンサー．－5211 L500 1 lo～1．ooo 15．5×15 12 3 55万、エ・ヘンドノしフ

27．希釈器
処理能力 チャンネル数 希　釈　万　式 床　面　積 使用電力 巾：　　　i｝｛：

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
検体／毎時 巾×奥行（cm） w kg

｛lni格．｛‖｛」考．

5232 562 シリンター 15．5×27 14 約6 西独・エソヘンドルフ社
アーンスト　・ハンセン商会

5206 1，500 12×20 15 約3 〃

DILU　GIL．V 自動式 21×24 2〔IO 9 フランス・キノしソン社製

エ　ム　エ　　ス　機　　器

AD－60 2 21．7×19．5 15 6．8

エ　　ル　　マ　　光　　学

AD　220 240 2 定環：希釈 18×26 25 9

東　　亜　　医　　用　　電　　∫一

マルチダィリコ．一タ… 8 26×24 5．4 7F苗：．5　～10．000μ1

ll　　　　科　　　　　機

Carvo　l500型 多数 13×13 ユ6 4 夕＞iiコ｝＆グ）イ℃｝月ll∫、　ホ｝～月芝±O，05θρ↓ユ　ド

ハシ　フ　ィ　ソ　ク科学貿易

ウアリアブル 6｛｝0 7 シリンダー一 23．5×20 50 10．5 ダイアル可変，44．8万

富　　　　卜　　　「　　　業
MK－lll 600 1 〃 14×20 50 7 19．8万

ダイリ．・．エソト 720 1 シリンダー 19×8 一
0．6 9．8万，西独ブランド社、r動

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン
クイリ　　　タ　．

52：‘Z
560 1 〃 15．5×27 14 6 90万，工・ノヘンドルフ

2000シリーズ 360 1 ピストン式 17×26 loo 8 米国ヨーク社
利　　　康　　　商　　　　‘舞
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28．振とう器
同時セット数 しんとう数 試料容量 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
数／分 μ1 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

5432 40 1，500 18．5×18．5 30 2．8 西独・エッペンドルフ

アーンスト・ハンセン商会

SH－510 80 100～200 10，000 37×40 20 7．5

東　亜　医　用　電　　子

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン
シェーカー5432 24．40 一

1．5m疋 18．5×18．5 30 2．8 13．5万，エッペンドルフ

29．遠心分離器

同時セット数 遠心回数 試料容量 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名 型　　式　　名

数／分 μ1 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

5412 12 約15，000 1，500，400 21×28．5 100 5．8 西独・エ・ソペンドルフ　（高速）

アーンスト・ハンセン商会
5413 40 約11，500 1，500，400 21×28．5 150 7．5 〃　　　　　　（高速）

イムヒュージ 12 21×27 300 4．5 18．5万，」血L球洗浄用　　　　（低速）

エイ・エッチ・エスジャパン
イムテ・ソク 12 自動血球洗浄装置，200検体／H　（イ氏速）

5，000 850mf×6 100×69 260 0～90分調節11∫　　　（低速冷却式）

久　　保　　田　　商　　事

PC－810 40 940±30 1．0〔｝O 36×36 150 9 （低速）

東　　・拒　　医　　用　　電　　r

Airfuge 6 100，000 175 28×38 10 （高速）

ベックマン・ジャパン
B 48 13，000 250 17×17 100 6 （低速）

TJ　6R 83×60 L300（600） 88 卓ヒ⑱冷却型（取りはずいID低逸；Uill式）

〃

5412 12 15，000 L5mξ，400 21×28．5 loo 5．8 25万、エッベンドルフ　　（高速）

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン
5413 40 11，500 L5mセ，400 21×28．5 150 7．5 40万，エソペンドルフ　　〔高速）

細胞遠心器 12 0～1、800 500～2，000 英・シャンドン社　　　　　　（f氏速）

利　　康　　　商　　　事
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30．洗浄器

△ 社
処理能力 同時セット数 床 面　積 使用電力 重 量

ム
名 商　　品 名

検体／毎時 検　　体　　数 巾×奥行（cm） W kg
価 格 ・　備 考

ミレー713 3，000 3 60×60 12．8K 79
コ ス モ

ミレー715 3，000 3以上 90×60 12．8K 77

31．天秤
秤　　　　量 読取限度 床　面　積 使用電力 重　　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
最　大（9） mgまで 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

A－200T 200 10 15×23 25 5．4 プリンター付有

パシフィック科学貿易

3300 30／300 1／10 18．7×27．9 5．5 49．5万

アーンスト・ハンセン商会

32．コンピューター
取扱項目数 メモリー容量 データ容量 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
項目及び検体 KB KB 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

WANG－2200MVP 16～256 米・WANG社製
伊藤忠データシステム

WANG－2200VP 16～64 〃

MUMPS
臨床検査システム 任意，1万～ 128～ 5，0（X）～ 500～250 3K～ 510

住　　　友　　　電　　　工

DPS－430 29，500 14 29 147．3×39 200 46

東　亜　医　用　電　子

クロス400 40 16 520 120×90 7 60

長　　　瀬　　　産　　　業
クロスM 40 64 5，200 240×90 20 400

THDP 75×73．5 100

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

JCSシステム 75 32 100 0．2K JCAクリナライザー用
日　　　本　　　電　　　子
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32．コンピューター
取扱項目数 メモリー容量 データ容摯： 床　面　積 使用電力 重　　　｛41

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
項目及び検体 KB KB llJ×奥行（（・n1｝ w kg

価　　　格　・　備　　　考

ZZOOPCS　II 米・WANG村：

サイェンスラボラトリー

HILAS－M
’uヒ｛▲－1／：棚）

llll　32　z（lo
32 LO24 31）o×3（1〔｝ 5K 500

日　　　、ン：　　製　　　作　　　所

1

33．プリンター
1行印字数 印字速度 接　続　機　．器

　　　　　　　　1
床　面　積 使用電力 重、　　』｛：

1

会　　　　社　　　　名 型　　式　　名
最　大 字数／秒 機　　種　　名 巾×奥行（cm） W kg

価　　　　　格　　・　備　　　　　考

2221R B2 165 WANG 米・WANG社製
伊藤忠データシステム

2261R 132 250W分 〃 〃

DP　8 尿｝］動分析 8∫n目f也、　200挿ミイ本ノ　モ　リー一

京　　都　　第　　一’　　科　　学

HS　7

「 ：ダF2　10P 16 2ψ L．・M）IC：IT2［o 20×23 20 約4．3 12．8万
．、「 ㌃　　　　　　　　イi　　　　　　　　’1と£　　　　　　　　機

DP　411 12 200 cC　　lzo，　1（189　1［09　Pl，　llo 22×40 40 lo

東　　亜　　医　　用　　電　　　∫・

クロス40〔｝ 132 132 4〔｝×3〔｝ 5 3〔｝

　長　　　　　瀬　　　　産　　　　　業

クロスM 132 1320 Rlo×80 7 250

テ㌧一タモジ．　一一’し73〔｝ 72 20 高速液クロ 55×55 120 20

日本ウ丁一．一ターズリミテ・ノド

『
ノ．

リ　ン　ター．－DP　8日 8 O．7ε MCM回目 21×14 lo 3 33ノ」，　マイ　クロ　クアグ1ロ　メー一タ用

ハ
　シ　rノ　イ　ソ　ク　刊・”∫：貿　易

1 i　　　　　　　ト
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34．その他

会　　　　社　　　　名 商　　品　　名 特　　　　　長
床　　面　桓 使用電力 屯　　　　邑：

型　式　名
rU×奥行（℃m） W kg

価　　　格　・　備　　　考

フロ・・ピーディスク装置 2270 256KB×3 米・WANG社
伊藤忠データシステム カートリ　ン

テf又ク装置
2280 30～320MB 〃

〃

マー一クシ…トリークー OpSCAN　l7 最，kA4版 米・OPSCAN社

投影顕微鏡 ビソハン314
1・］物仁63㍑

スンリ．ン5い一メwo礼 30×40 loo 5 ライトヘルト社，スクリーンサィズ200φ
英　リノ、　半肖　機　　産　　業

採lf旺器具 ベノジェクト llu液検査全般用
テ　　　　　　　ル　　　　　　　モ

フレザハ・ク 1∬L液ガス測定用

［ill液流体特性検杏装置 バイオレオライザー一 サンプルO．5mゼ、デジタル記録 60×25 75 25 測定範囲0，3～600CP
東　　　京　　　計　　　器

自動包埋装t711 ヒストマチ’ク166 200プロ・・’ク／ユ回 89×51 750 68 溶媒循環式，溶一10，バラー2槽
パシフ　ィ　ッ　ク科学貿易

マイクロピペット MLA 10～LOOOμ1，チップ4柿 2・3段切換えオートクレープ可

ユ　　ニ　　フ　　レ　　ッ　　ク　　ス

分析装置消耗部品 エルケイ
叶ンソ．ノしカ　、．フ．チ・．一ブ

〆ンフ’ しン他

検査一般消耗品 ” 論÷トチ’フ・賂チユづ

llll液前処理装置 CSD　240
日　　　立　　　　E　　　機

PHメータ F．7AD
」カqi　　　　　　場　　　　　　　製　　　　　　　イメF三　　　　　　　｝折

Ii　7A1・）

PHメータ F－711

堀　　場　　製　　作　　所

PHスタ・．・ト HSM－10A 胃液酸度測定
東　　・臣　竜　波　　r　業

PHメータ HM－］8E デジ・アナ形

質量分析計 MS．2 1～200カドラボール 83×54 1500 123 マスレンジノ」式

旭　　メ　デ　　ィ　カ　ル



医歯薬出版図書ごあんない
救急診歴三アル1
小酒井望〈順天堂大学教授〉監修
椎名　晋一〈東京医科歯科大学教授〉

星和夫〈東京医科歯科大学講師〉編集
只野寿太郎〈東海大学助教授＞

　　B5判206頁　図107・表534，000円〒200円

●本書は2編より構成され，ます《臨床編》では緊

急検査の臨床的背景，重要性が理解できるよう急性

症状別に鑑別診断に至るポイントを表形式で示し，

検査の読み方，すすめ方を解説し，次に《検査編》

ではそれに必要な緊急検査の手技をわかりやすくシ

エーマで示している，

●緊急検査法とその背景を理解するうえで欠かせな

い知識を提供する実用書である，

タンパク分画と
　　免疫電気泳動像
　　　一臨床的意義と読み方一

松田重三〈帝京大学講師第1内科〉著

　　　　　B5判174頁図1504，000円〒200円

●医師，検査技師，学生に向けた［m清クンパク分画

の入門書　総論では血漿クンパク成分とその臨床的

意義を簡潔に解説．各論ではその臨床応用として豊

富な症例による臨床の経過と対応さぜながら，多く

のクンパク分画像と免疫電気泳動像を示し，その各

々のパクーンの読み方を詳述．血清クンパク理解の

実際的な書である．

血漿タンパク質
　　　一構造・機能・病態一

平山千里〈鳥取大学教授〉
　　　　　　　　　　編右田俊介く金沢大学教授＞

　B5判482頁　図188・表12614，000円〒280円

●血漿タンパクをりつの視野のもとに体系づけ，そ

の包括的概観を試みた定本．血漿クンパクの基礎と

臨床にわたる膨大な分野をコンパクトにまとめ，新

知見も紹介している．

●主な目次：血漿タンパク質一史的展望／血漿タン

パク質の分析法および分画法／主要血漿タンパク質

の構造と機能／血漿タンパク質の代謝／血漿タンパ

ク質の病態／血漿タンパク質による疾患の予防と治

療

婦人科鑑別
　　　　　細胞診断図譜

医歯薬出版株式会社

野田　定〈大阪府立成人病センター〉著

B5判202頁力ラー写真・図多数H，000円〒240円
●本書は総論と各論からなり，総論では鑑別診断に

必要な基礎的概念を主としてシェー一マを用いて説明

し，WHO分類を中心とする最近の細胞診に関する

世界の趨勢をも埋解できるように解説をこころみた．

また，各論では各病変の項目ごとに主として発生，

分類，細胞所見などについて解説を行い，各病変の

項目ごとに鑑別診断のキー・ポイントを列記し，カ

ラー写真によって実際の症例を呈示した．

　臨床検査学雑誌　　　　　　　　（B5判）
1月刊Medical　Techn・t。gy

　　’79年料金●｜部400円〒41円（4月号，ll月号は〒45円）

　　　　　●特集号（3月号，9月号）各500円〒45円
　　　　　●臨時増刊号1，700円〒61円

　　Vol．5　No．13〈臨時増刊号＞　　1，700円T61円

染色法のすべて
Vol．6　Nα3〈特集号〉

機器分析の基礎知識
Vol．6No．　9〈特集号〉

輸血検査法
Vol．6　No．13〈臨時増刊号〉 1，700円T61円

尿定量検査のすべて
Vol．7　Nα3〈特集号〉

細菌検査の簡易化・
　　　　　　　　　　　　　　　自動化

Vol．7　No．　9〈特集号＞　　9月発売500円〒45円

Enzyme輌mmomα550y
　　　　　　　　　　　　　　　　（EeA）

Vol．7Nρ13〈臨時増刊号＞　　1，700円T61円

電気泳動法のすべて

⑰113東京都文京区本駒込1－7－10　ftO3（944）3131（大代表）



コントロール血清

　　試薬他



30
栄研化学（株）

コントロール血清

製 品 名 測 定 項 目
種　　　　　　類

白ll常・異常の別）

　分析値表小

未分析の別い）×）

包　装　単

　（m川

位 価 　　格

（円）
備 考

TZセーラム“栄研” TTT， ZTT 異常 c 3mピ×5 5，500

1

国際試薬（株）

製 品 名

モニトロール

モニトロー’し・X

ラブ・トロー一’し

ノ、
　’ノ　．　ト　ロー－1し

エンサ・トロー一ノし

コ＿レ7x・　トロー一ル

ビリルビン・トロール

til：機育旨検イ㌧…」目　コン　 ト　ローノレ

リピソド・トローノし

トライ・ラ’ク

クオントラ

cH－60

測 定 項 目

電解質・酵素・脂質他

tt

電解質　　その他

〃 〃

酵素

CHO

BIL

TTT，　CCF

脂質

ホノレモン

［fll．液ガス分析全般

種　　　　類
（正常・異常の別）

正常・異常

〃

」1諦

異常

異常

異常

異常

異常

異常

（1ド・異｝濃度

（IE・異｛濃度

前L球計算：全般 」王常・異常

　分析値表示

未分析の別（（．）×｝

G
×

仁

o
（，

（，

包　装　単　位

　　（m？）

5mg×6，　10mξ×10

lOmg×10

is，5me×10

3．5mρ×6

3111ψ×6

3．5tnセ×6

3mV×6

3mf×6

価　　格

dID

8，500、27，000

14，500

5，000

5，000

7、500

5、000

9、800

｝　　　8、800

：3m？×ユo

5mピ×6

30アンフル

5me×5

31．5

29，5

備 考

米・ティド杜製，販売国際吋薬，ミドリi”i’：

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

　　、
rt

〃 〃

〃 〃

22，000

29．000

〃

〃

〃　濃度、RA用

氷　・ディ　ト社製，販売匡1際、，λ薬、　ミ　ドリ　i・’「：

〃 〃
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三光純薬（株）

製　　　　　品 名 測　　　　定 項 目

種　　　　　　類

白1｛常・異常の》ll）

　分析値表示

未　つア　↑｝「　び）　り　lj　（　　c　　1‘　×　　　）

包 装　単

（mψ）

位 価　　格

　（円）

備 考

ニコ　　ン　　　ト　　ロ　ー　ノし　　llll　‘11∫　　1 電解質．酵素、脂質他 止花 ‘　　　． 5mψ×6 7，600 ハイラン　ト製、［輸1日本トラペノ…ノし

二」　ン　　ト　ロ　ー一　ノレ　ll目．i｝～　II ’ノ Ill常パ㌔猟 5m（ノ×6 7．6〔｝o 1∫　　　■ η

マルチェンサイム｛11L清A 酵素 1卜常 5m｛ノ×6 13，000 〃　　　、 〃

マルチェンザィム川泊B 酵素
杜1

3㌔巾 5m∬×6 13，OOO 〃　　　、 〃

マルチェンザィム【1日清C 酵素 ソlt富 5mψx6 B．ooo ll　　　、
’1

rゴ～；‖旨’‘’｛　コ　ン　　ト　ロ　ー一　’し　lf1L㍍～ 異富　　　　　1 2m（ノメ6 6，ooo ”　　　、
’1

シノテスト商事（株）

製　　　　　　　　　品　　　　　　　　　名 測1　　　　　　〃亡　　　　　　　∫頁　　　　　　　目

　　　　　　　　　　　1種　　　　　　類

（正常・異常の別〉

　　分析値表示

未分寸斤グ））川い　　×）

包　装　単　位

　　　（m（川

価　　格

　‘Jl川

備　　　　　　　　考．

シノトロールN
GLu．　CHい．　F「G，、、LP

TA、　LDIL　CPK．α　llBDU
ll・：常 2．〔｝m｛ノ〆lw ‘　　G．600

シノトローノしA 〃 異常（高1 2．ol11い：lo

†二，。。

マキシトロー一ル
BピN．　ピ日’1．Cl）K．　F｜1A．　LDn

α　11BD，　γ　GT．　G日　．リ　ハ　．．．セ1
異常（高・ 2．Ol11↓ノ、20 19、8〔｝O 米・カノしビオケ’ム社製

リ　ヒ　　・　ド　ミ　・ク　ス／＼　’ク 　　　　　　　　　　・・CHO、　PFG▼　リン月旨質
一

5．OmぺylO 14．〔｝〔lo
／瓶1．よcHo㌢t！，lll虫

B軌はT（．；異常f或

日水製薬（株）

製 品 名

コンセーラi．二’スイ」

コンセー一つニ’スイ

コンセー一ラ．・y二・スィ」

コンセーラA｜二・スイj

測 定 項 目

電解質，酵素、脂質他

〃

tr

tt

種　　　　類
（ll－1常・異常の別）

1ヒ常

11・／常

異常

異常

　分析f直表示

未分析の別（’×）

メ

＞t

／K

×

包装単f立
　　（mい

iSmψ×25

15mぐ×15

3tllψ×25

15［1］｛，×15

価　　格

日ll）

7．り00

18、200

ro．60e

27．500

備
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日本商事（株）

製　　　　　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

　　（mε）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

セラクリアーN 生化学多項目 正常 ○ 3m£×10 9，000 製造：化血研

セラクリアーNA 〃 異常 ○ 3m足×10 9，000 〃

セラクリアーLP 生化学脂質項目 異常 O 3m£×5 8，000 〃

ネスコールーX 生化学多項目 正常 × 3mf×20
15m∬×10

5，600
12，450

〃

、

不スコールーXA 〃 異常 × 〃
11，450

25，500
〃

日本トラベノール（株）

製　　　　　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£）

価　　格

　Oll）
備　　　　　　　　考

コントロール血清1 電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 5m乏×6 7，600 ハイランド製，凍結乾燥品

〃　　　　II 〃 異常 ○ 5m£×6 7，600 〃　　　　　，　　　　　〃

マルチエンザィムA 酵素8成分 正常 ○ 5m尼×6 13，000 〃　　　　　，　　　　　”

〃　　　　B 〃 」E常上限 ○ 5m£×6 13，000 〃　　　　　　　　　　　　〃　　　，

〃　　　　C 〃 異常 c） 5mセ×6 13，000 〃　　　　　　　，　　　　　　”

オートリファレンスコントロール 電解質，酵素，脂質他 異常 o 50，25mセ×10 55，000 〃　　　　　　，　　　　　〃

高脂質コントロール 脂質 異常 （・）

2mセ×6 6，000 　　　　　　〃〃　　　　　　、

高ビリルビンコン　トロール BIL 異常 （⊃ 2mゼ×6 10，000 〃　　　　　　　，　　　　　　∫ノ

ラジオレセプターコントロール ホルモン，ビタミン他 」E常，正常．L限，異’1；～ F） 3m¢×6 20，000 〃　　　　　　，　　　　　”

サイロイドファンクションコントロール サイロキシン，その他甲状線ホルモン 〃 o 3頑×6 20，000 〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　，

脳、　脊髄液コントロール 蛋白分画，塩化物他 正常 o 3m～×3 12，000 〃　　　　　　、　　　　　　∫ノ

尿化学コントロール AMY，17－OHCS，　VMA他 IE常
（． ） 25m必×3 10，000 〃　　　　　　，　　　　　　〃

尿補足コントロール AMY，17－OHCS，　VMA他 異常 ○ 25m£×3 10，000 「1　　　　　，　　　　　〃
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ヘキストジャパン（株）

製　　　　　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£）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

テストマーCリピッドコントロール血清 CHO，リン脂質，グリセロール，　TG 」E常・異常 o A：5m必×5
B：5m彫×5

19，800
カルビオケム・べ一リング社製

ヘキストジヤバン（株順売

べ一リンガー・マンハイム山之内（株）

製　　　　　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£）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

プレチノルムU 基質，電解質，脂質，他40成分以上 正常 C） 5m尼×4
5mμ×20

ドイツベーリンガー・マンハイム社製

プレチハスU 〃 異常 ⊂） 5mψ×4
5m疋×20

〃

ベックマン・ジャパン（株）

製　　　　　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り

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

DECISIONLevel　1 酵素，電解質，一般化学物質 異常 ○ 20m£×4
米国べ・／クマン社製

ベノクマン・ジャパン（株廃売

〃　　　Level　2 〃 正常 O 20m£×4 〃

〃　　　Level　3 〃 異常 ○ 20m£×4 〃

〃　multi　Pack 〃 正常・異常 ○ 20m尼×6 〃

キャリブレータ」血L清 IgA，　IgG，　IgM他 ○ 免疫イヒ学白勺損11定用血i青

和光純薬工業（株）

製　　　　　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£）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

NormalC《エntrol

　SerumAssayed
電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 5m£×10 13，000 ORTHO社（アメリカ）製

Abnormal　Control

　SerumAssayed
〃 異常 ○ 5m尼×10 13，000 〃

Control　Urine　I 電解質，ホルモン他 正常 ○ 25m£×10 10，800 〃

Automated

Reference　Serum
電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 50m∬×10 65，000 〃

Kinetic　Test
Control　Set　I，　II－II

酵素一般 正常・異常 ○ 3m£×15 23，500 〃

Elevated　LIPIds
　Contr〔｝l　Serum

脂質 異常 ○ 5m£×10 25，000 〃
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和光純薬工業（株）

製 品 名

RLへContザリl　Serum　I

〃 II

〃 m

〃

s！ V

rt

測 ’定 項 ］

1’ぷ㌔点1【6、流チ』／　－JL

〃

ンキ↑キ／tt，r．リソ、リトー’．，，フロケステ1ロン

テソ、1フ、テロ．他

ri

ACITII，アルトステロン．レニン活性

〃

種　　　　　　類

（正常・異常の別）

正常

叉常

正常

異常

IE常

異常

　分析値表示

未分析の別（○×）
包装単位
　　（mf）

5mψ×10

5mセ×IO

5m｛ノ×IO

5mゼ×io

3m｛，×5

3m｛ノ×5

価　　格

　（円）

36，000

36、OOO

36．〔｝oo

36、ooo

22、〔｝oo

22，〔｝OO

備： 考’

ORTIIO杜（アメリカ）製

〃

〃

〃

〃

〃

第一化学薬品（株）

製 品 名

セロノル∠、

セロノノしム・リヒ・ト

ハソノノしムH

Jl　　　L

オー一　ト　ノ　ノしノ、

オー一トノノし！、CS

測 定 項 目

32∫頁目

脂質成分8項日

32項目

32項目

31川目

24項目

柿　　　　　　目

（止常・異’常の別）

lE常域Ll展

〃

異常域噛｝

〃　1低1

どちらとも、iえない

　分析f直表小

未分析の別（C／，　×）

包装　単位
　　（mい

5mピ．x　5

3m｛ノ×6

5，，二5

5［Tl（’×〕

』：：1：：1　IK　ll｝

4〔1【Mk・’〆川

価　　格

　（円）

6、〔1〔｝o

9，7〔｝O

7．000

7．000

16：llll：

7〔｝、OOO

備 考

漸川Nycgaardト1．い／ルウ・一一；

〃

〃

rt

〃

〃

　東芝化学工業（株）

「＝，
コン　 ト　tコー一∫しlllLt日

（株）日科機

測 定

GoT、　GPT他24J』頁目

項 目
種

（」王常・

　　　　　類

異常の別）

　　分析f直表示

未分析の別（〔、×｝

包 装　単

　巨1り

位 価 　　　格

〔円）
備

考『

異常　　　　　　　　　… 分析／l白．表小 3m｛ノ×lo 6，900

コントロール血液
、 ’

製 品 名 測
’　［〔

ノL 項 目
種　　　　　　類

（lll常・異常の別）

　　　分析値表示

未分析の別（○×）

包 装　単

（mψ）

位 価『　格

　　（llD
備 考’

Pfi∠er CBC f「ol WBC，
MCV，

RBC，
MCH、

llgB，　llCT

MCHC
［E常・異常 り一，8mψ×10 28、〔IOO 米・ Pfizい1・社



標 準 ㌔』
｝伎

アボット（株）

製　　　　　品　　　　　名 損lj　　　　　　定　　　　　　　〕項　　　　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　　　　　　　　　　　　　｜

　　分析値表示

未分析の別（○×）

包　　装　　単　　fy：

　　　　（lnゼ）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考’

age川　標準液 GLU，　BUN 高、中、低
「、

30rnf×3 2，300 1次杷♀．NBS、　ドロ　　ハー一チソフ付“

age川　標準液 Ca，　P 高、中、f氏
ニ 3｛｝mゼ×3 2，300

〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　，

agem　標準液 CIIo 高、中、低 L． 30mぐ×3 5，600
〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　，

agent標準液 CRE 高、中、低 ● 30mセ×3 3，800
〃　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　，
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アボット（株）
試 薬

測　定　項　　目 製　　　　品　　　　名 測　　定　　原　　理 測定　方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

CEA CEA－EIA EIA（固相サンドイッチ法） 比色（492nm） QUANTUM　1
又はフォトメータ

200 100 775

HBs抗原 オーセル RPHA法 1血t球凝集目視 25 110，450，L800 182，167，150

IIBs抗原 オースザイム EIA（固相サンドイッチ法） 比色（492nm） QUANTUMl
又はフォトメータ

200 100 300

GOT a－ gent llenry変法 レート法 ABA－100，　VP 5．10 840 12

GPT 〃

Wroblewski変法 〃 〃　　　　　　〃 5．10 840 12

ALP 〃 Para　Nitro　Phenyl　Ph〔レspate 〃 〃　　　　　　〃 5，2．5 420，840 34．17

LDH－L 〃 Wlcker法 〃 〃　　　　　　〃 5，2．5 420，840 39．20

γ一GTP 〃 Szasz法 〃 〃　　　　　　〃 5，　5 480 28

CPK 〃 Oliver変法 〃 〃　　　　　　〃 5，　5 840 45

α一HBDH 〃 Rosalki－Wilkinso1｜変法 〃 〃　　　　　　〃 5，2．5 240，480 48．24

GLU ” Hex。kinase法 エンド・ポイント法 〃　　　　　　〃 5，2．5 420，840 27．14

BUN 〃 Urease法 〃 〃　　　　　　〃 2．5，1．25 420，840 26．13

CHO 〃 Allain法 〃 〃　　　　　　〃 5，2．5 420，840 72．36

TBIL 〃 Malloy－Evelyn変法 〃 〃　　　　　　〃 10．10 840 12

D－BIL 〃 〃 〃 〃　　　　　　〃 10．10 840 12

T－GL 〃 Bucolo－David　変法 レート法 〃　　　　　　〃 5．5 480 24

TP 〃 Biuret法 エンド・ポイント法 〃　　　　　　〃 5，　5 480 14

ALB 〃

BCG法 〃 〃　　　　　　〃 2．5、1．25 420，840 12、　6

Ca 〃

OCPC法
〃 〃　　　　　　　〃 10．10 840 7

栄研化学（株） 　　アポ・トVP，日立706，712　ABA　100
※1　　クリナライサー，セントリフィケム，ロトケムIla

測　　定　項　　目 製　　　品　　　名 i貝lj　　　　定　　　　　∫后（　　　　理 測定．方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

血清CHO コレステザイム・V“栄研” 赤色キノンの呈色を測定 酵素法 ※1 各機種によって異なる 機種による 機種による

血清T－GL トリグリザイムーUIい‘栄研” NADII2量を測定 酵ヲL≧去〔エン　ド・寸ミイ　ン　ト浸ミ｝ 日立716，726 各機種によって異なる 〃 〃

片山化学工業（株） 　　TBA－360、　ABA50／100，日立706（D｝
※1　　セントリフィケム，LKB．テクトロンフリーガ．ロトケム

沮lj　　定　　工頁　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定　方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

GOT GOT測定用。式薬（UV） GSCC法 Rate　Assay JCAクリナラィザー 50 1，000 25 ※1

GPT GPT　　　　〃　　　（　〃　） 〃 〃 〃 50 1，000 25 ※1

LDH LDH　　　〃　　　（　〃） 〃 〃 〃 10 1，ooo 25 ※1
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片山化学工業（株）

測　定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定．方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

ALP ALP測定用試薬 GSCC法 Rate　Assav　　　　　← JCAクリナラィザー一 lo 1，000 20 ※1

LAP LA｝）　　　〃 GSCC法 〃 〃 ユ0 1，000 30 〃

γ．GTI） γ．．GTP　　〃 SSCC法 〃 〃 20 Looo 50 〃

αllBDH α一HBDH　　〃 α一ヒ　ドロキシ酪内菱基質法 〃 〃 10 Looo 20 〃

Glucose グルコース　　　〃 GOD・POD法 〃 〃 10 900 27 〃

BUN BUN　　　　　　〃 Urease・GLDH法 〃 〃 10 1，000 30 〃

CRE クレアチニン　〃 Jaffe変法 〃 〃 20 1，000 5 日、ン：706，706D

ロトケム，セントリフィケム

CIIE コリンエステラーゼ　　〃 ヨウ化チオブチルコリン基質法 〃 〃 10 1，000 20 〃

TCIIO 総コレステロール　　　〃 RichmOnd・AUain法 〃 〃 10 750 テクトロンフリーガ
日、ン：706（Dド

Amy アミハーゼK 酵素法 〃
セントリフィケム

ロトケム、ABAIOO
10 200111／m乏

LKB，　ABA　VP，　τムサ．・ク

クィ　・クレー．ト、TBA　360

T〔〕tal　Proteill ビウレット試薬 ビウレット法 End　Point法 オリンパスAC∧6000
日桐OO，50〔1、716

10 テクニコンA・A
JCAクリナラィザー

ALB プロムクレゾールグリーン試薬 BCG法 〃 〃 lo 〃

TTT トリス・チモール武薬 肝機能研究班法 〃 〃 10 JCAクリナラィザー

ZTT クンケル硫酸亜鉛試薬 〃 〃 〃 10 〃

T－BII、 総ビリルビン測定。式薬 アルカリ・アゾビリルビン法 〃 〃 50 JCAクリナラィザー
テクニコンA・A

D－BIL 直接ビリンビン　　　〃 〃 〃 〃 50 〃

BIL－Blank ビリルビンブランク　　〃 〃 〃 JCAクリナラィザー 50 テクニコンA・A

UA 尿酸測定用試薬 リンタングステン酸法 〃
すリンハスACA600〔｝
日、フ140〔｝，5〔10，716

10 JCAクリナラィザー
テクニコンA・A

Ca カルシウム　　　〃　． OCPC法 〃 〃 10 〃

1．P 無機リン　　　〃 リンモリブデン酸法 〃 〃 10 JCAクリナライザー
テクニコンA・A，ハイセル

Amv　・ 　　一アミフーゼ　　　〃 ヨウ素澱粉法 〃 〃 ユo JCAクリナラィザー
テクニコンA・A

βLiP・pr・tein β一リボ蛋白　　　〃 ペパリン塩化カルシウム法 〃 〃 20 JCAクリナライザー

7

F．．CHO 総コレステロール　　　〃 酵素法 〃 〃 10
．jCAクリ十ラィザー，セントリフィケム

テクニコンA・A、ロトケム、ABA　50，1「，0

Free　CIIO 遊離コレステロール　　　〃 〃 〃 〃 50
〃

TGL トリグリセライド　　〃 〃　，INTジアホラーゼ法 〃 〃 20 2，000
日、ンニ706（D）

テクニコンA・A

関東化学（株）

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　方　　法 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　‘考

lGOT シカオートレートーGOT 堀尾試案に準ずる処法 Rate　Assay セントリフィケム 40 300 13 ジェムサック，ロトケム兼用
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関東化学（株）

測　定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

GPT シカオートレートーGPT 堀尾試案に準ず Rate　Assay セントリフィケム 40 300 13 ジェムサック、ロトケム兼用

LDH 〃　　　　　LDH Wroblewski法 〃 〃 10 300 10．60 〃

ALP 〃　　　　－ALP P一ニトロフェニルリン酸基質法 〃 〃 15 300 12 〃

α・IIBD｝1 〃　　　　　HBD Rosalki法 〃 〃 10 300 12 〃

Ch・E 〃　　　　－Ch．E ブチリルコリン基質法 〃 〃 5 300 12 〃

GLU ”　　　　．GLU ヘキソキナーゼ法 〃 〃 5 300 16．66 〃

BUN シカオートBUN　Uv ウレアーゼ・GLDH法 End　Point 〃 5 300 20 〃

Ca シカオートカラーCa OCPC法 〃 〃 10 300 10．60 〃

CPK シカオートレート・CPK 01iver法 Rate　Assay 〃 15 300 18 〃

LAP 〃　　　　　LAP L．ロイシノレPニトロアニリド基質法 〃 〃 25 300 12 〃

γGTP 〃　　　・γGT L．γ．クルタミル　Pニトロアニllド法 〃 〃 25 300 12 〃

GOT，　GPT GOT，　GPT測定セ・・ト LF．C．C勧告案 〃 日、τ716 15 各500 20 日本電子クリナラィザーHS

ア’レドラーゼ シカオートレー一ト　ALD（C） UV法 〃 日本電rクリナライサ」 50 500 セントリフィケム兼用

CPK 〃　　　　　　・CPK（C） Oliver法 〃 〃 50 500 〃

（株）京都第一科学

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

Amy ネフェロハ’クTMアミラーゼ 散乱光度減少速度法 レートア・ノセイ ネフェロテックTM 50 lOO 90 自動分析器に適用11∫

Lipase 〃　　　　リハーゼ 〃 〃 〃 50 100 120 〃

IgG LSA－290ア…セイ試薬 ネフェロメトリ・ク・イムノ・ア・セイ エントポイント・ア・セイ 〃 25 225 280

IgA 〃 〃 〃 〃 50 225 280

IgM 〃 〃 〃 〃 100 225 280

C3 〃 〃 〃 〃 100 225 280

C4 〃 〃 〃 〃 200 225 280

パフトグロビン 〃 〃 〃 〃 50 Ioo 280

α1アンチトリプンン 〃 〃 〃 〃 50 loo 280

ALB 〃 〃 〃 ” 3 loo 280

トランスフェリン 〃 〃 〃 〃 50 100 280

α一2マクログロブリン 〃 〃 η 〃 100 loo 280
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（株）京都第一科学

1測　定
　　一一一　　　　　　製　　lI∫頁

薩ゴ三
国際試薬（株）

　　　　　　　　　　「一二「

　　　　　　　　　　　　　製　測　定　項　H
「『
lGo…

G，T　一，T
l．DH

ALP

ALP

γGTP
l．rX　1’

CIIE

品　　　名

LSA　290．1〆・セイ」薬

トー
CIIO

TG

TG

TG

coT測定用試薬

一　　　lALP

　　　　ALP

　　　　アGTI）

　　　　LAP

　　　　C｝｛E

　　　　CHO

　　　　TGR

　　　　TG・UV

　　　iTG．E

’r

〃

　品

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

”

〃

り

〃

　測

f，r”IJ／トリ

ニゴニ

，　．　●

ノL 原　　理 測定　ノ∫法 適用機種名 サ

り ク・イム〃・ア’セで エンドポィント・ア　セイ ネフェロテ，グ「、1

〃 「’ 〃

〃 ” 〃

名 測 定　　原 理

UV法

〃

〃

Kind Kh19変法

P ニトロフェニルリン酸法

P．二卜 ロアニリン変法

〃

酵素’法

　η

ハ法

酵素法

測定方法
Ratp　Wssay

　　〃

　　〃

11：r1（i　　l）（）ir】t

Rdlや　Assav

　iくatf㌧．－ssay

　｝・，r）d　P［1nn｛

　　lt

　卜：nd　P｛）int

　　　〃

Ratc　Assav

　Ralビ　、、a、・

　卜：nd　I”eiTlt

　End　Puint

適用機種名
日　z71706，　712、　716

726，　クリーi”ラィ→ナ’一一

　　　〃

　　　〃

日　、フ：706，　712，　7［6

726

クリナラィザー

H、Z　706．　712、　716

726、クリナラィザ

　　　〃
tl、フ：706、　7］2．　716

726

　　　1「

H　、’tl　706

クリーナーラィ・げ一．．．

日、τ712，　716，　726

ACA60C）〔｝

TBA　360，　AB∧

サンフ．几苗（μD

　　200

　　　50

　　　50

サンプル1書｛：（μ1）

1ll定1日1数 価格／1検体（IIい 備

loo 280

100 280

　100

測定回数

　　280

価格／1検体（PU

TP 総蛋白　t／ BiUi’et

ALB

BUN

UA

CRE

アルブミン　　　〃　　　　　　　1 BCG

BUN　　　　　　〃 酵素UV法
一

尿酸　　　　　　〃 ウリカーゼ法

クレアチニン　　” Jaffe法

ZTT ZTT 〃 肝機能研究班・標準法

TTT TTT 〃 〃

Ca Ca 〃 OCPC

GLU GLU 〃 GoD法

T．．BI［’ T－BIL 〃 Jelldrassik変法

GoT ウルトラザイムフラスGOT　　Henrv法変法

tl

　　〃

Ratc　Assay

End　P〔｝int

RaTt・Ass｝iy
End　l’t，int

Itn（i　 l）（）int

tr

rr

r！

〃

Rate　Assay

H　、ンニ706．　712，　716

726，クリナラィザー一

　　　〃

　　　〃

日　ウ：706，　712，　716

726

　　　〃

日　17：706，　712、　716

726，クリナラィサー・

〃

tJ

日　、ン：706，　712，　716

726

〃

セントリフィケム，ロトケム

／エムサ’ク、ABA

　備　　　　　考
製造：国際試薬
販売：国際試薬，ミドリト字

　　　　　ff

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　！t

　　　　　rr

　　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　t’f

　　　　　〃

tt

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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国際試薬（株）

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

GPT ウルトラザイムプラスGPT Henry変法 Rate　Assay　　　　　、
セントリフィケム，ロトケム

ジェムサ・ク，ABA
製造：国際式薬
販売：国際試薬．ミドリ十字

CK 〃　　　　　CK－1 Oliver変法 〃 〃 〃

LDH 〃　　　　　LDH Sharma変法 〃 〃 〃

HBD 〃　　　　　IIBD Ellis＆Goldberg変法 〃 〃 〃

γ一GTP 〃　　　　　γ一GT Szasz変法 〃 〃 〃

ALP 〃　　　　　ALP Bowers＆Mccomb変法 〃 〃 〃

AMY 〃　　　　　Amyl 酵素法 〃 〃 〃

シノテスト商事（株）

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　理 測定　方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

GOT・GPT TAオートセットC カルメン処方 Rate　Assay クリナラィザー 各500

〃 〃　　　　CIF IFCC処方 〃 〃 〃

〃 〃　　　　F ヵルメン処方 〃 日、ンニ706（D＞ loo 各1，000

GOT GOT－S．V．R． GSCC処万 〃
ロトケム
セントリフィケム他

測定機種により異なる

GPT GPT－S．V．R． 〃 〃 〃 〃

LDH LDHオートセー・トC ウロブレウスキー法 〃 クリナライザー LOOO

〃 〃　　　　　EL ワッカー法 End　Poirlt 日立716

〃 〃　　　　F ウロブレウスキー法 Rate　Assay 日立706（D） 50 1，000

〃 LDH－L－S．V．R． ワッカー変法 〃
ロトケム
セントリフィケム他

測定機種により異なる

〃 LDH－P－S．V．R． ヘンリー改良法 〃 〃 〃

ALP ALPオートセットC ベッシーローリー法 〃 クリナライザー LOOO

〃 〃　　　　D 〃 〃
ロトケム
セントリフィケム他

測定機種により異なる

〃 ALP－S．V．　R． ベッシーローリー変法 〃 〃 〃

CPK CPK－S。V．R． オリバーロザルキー法 〃 〃 〃

α一HBDH α一HBDH－S．V．R． ロザルキーウイルキンソン改良法 〃 〃 〃

GLU GluCOse－S．V．R． IIK・G－6．PDH改良法 End　Point 〃 〃

CRE CREオートセットC ヤッフェ変法 Rate　Assay クリナライサー LOOO

BUN BUN－S．V．R． ウレアービ・GLDH法
End　　P《、illt

Rate　Assay
ロトケム
セントリフィケム他

測定機種により異なる

TG TG－S．V．R． ブッコロ・デビット法 End　Point 〃 〃
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中外製薬（株）

測　定　項　　目 製　　　品　　　名 i貝1」　　　　定　　　　　1巧｛　　　　理

測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

NH4 アミテスト 超微量拡散法 比色法
一

20 30 400 試薬キット

日水製薬（株） 　　日、フ：706D，400、　TBA　360
※1．
　　オリンハスACA6〔｝L日、ン：716

　　日、ン：706，716，400，ABA．1〔｝0，　TBA－360
※2．
　　オリンパ．スACA601，セントリフィケム

測　　定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理． 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

ジアゾγGTP ジアゾγ一GTP－Cセット「ニッスイ」2号 Orlowski法 Fix’nme　Assav　　　　　　　　、「 日、‘ノ1－706D 10 5，000
H・フ：400，目こ’：716

オリンパスACA兼用

γ　GTP rGTP－Cセット「ニッスイ」2号 〃 〃 日、款’1．400 20 3，000
日、㌦：706D，　日立716

オリンパスACA兼用

〃 γGTP－Kセット「ニッスイ」1号 〃 Rate　Assay TBA．・360 48 416 ABA　IOO
セントリフィケム兼川

〃 アGTP－Kセット「ニッスイ」2号 〃 〃 セントリフィケム 40 4285 TBA．360，　ABA　10（1
セントリフィケム兼川

PL PLCセット「ニッスイ」1号 酵素法（PLD，　COD，　POD法［ End　Poillt 〃 5 885 ABA　10Q
セントリフィケム兼用

〃 〃　　　　2号 〃 〃 ※1 10 744

〃 〃　　　　3り・ 〃 〃 ※1 10 1，248

TG TGCセット「二・ソスイ」1号 酵素法〔LPL，　GDB，　NAD法） Fix　’Iime　ASSdV　　　　　　　　魑 セントリフィケム lo 742
．へBA　IOO

セントリフィケム兼用

〃 〃　　　　2号・ 〃 〃 TBA－360 8 1250
ABA　　IOO，　日　、フニ716

オリンハスACA兼用

〃 〃　　　　3号 〃 〃 日、ヒ・．706D 1〔｝ 833
11、フ1400、日立716

オリンハスACA兼用

〃 〃　　　　4弓・ 〃 〃 日、’ノ1．716 10 1，666
ll　、ン：7〔｝6D　、　　日　、フ：40｛｝

オリンパスACA兼用

CIIOL CIIOI、　Cセソト「ニソス、イ」　1り・ 酵素法（Ch〈）E，　Cl川o，　POD法・ End　Poim ※2 5 960

〃 〃　　　　　2り・ 〃 〃 ※2 10 L152

GLU GLU．Cセ・ソト「ニッスイ」1号 酵素法（GOD，　POD法） 〃 ※2 2〔｝ 240

〃 〃　　　　2号 〃 〃 ※2 20 1260

日本商事（株）

測　定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定万法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

T．CIIo TC－K 酵素法 比色法
日　、’ノ：400，500，706、716

オリンハスACA
10～20 2～8℃

リン脂質 PL－K 〃 〃 〃 10～20 〃

〃 PL－K“f” 〃 〃 クリナラィーげ一一BS，　MS 10～20 〃

LAP LAP．N
基質：L一ロイシルP．ニトロアニリド
発色：ジアセチルモノオキシド

〃

11　、フニ400、500，706，71｛～

オリンパスACA
10～20 〃

一A

LDH LDH　S 乳酸・ジアホラー一ゼ・NTB法 〃 〃 10～20 〃

Ch．E Ch・E．N
基質：ベンゾイルコリン
酵素：コIjンオキシダーゼ法

〃

日　、’ノ：400，500，706、716

クリナ，オリンパスACA
10～20 〃

TBIL，DBII、 ビリルビンーS アルカリアゾビリルビンブルー法 〃 〃 10～20 〃

UA 尿酸一N TPTZ・還元法 〃 〃 10～20 〃
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日本商事（株）

測　　定　　項　　目 製　　　　品　　　　名 測　　定　　原　　理 測定　万法 適川機種名 サンプル駒μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

トランスアミナーゼ GOT・GPT　S POP・酵素法 比色法 日立，　オリンパス 10～20 2～8°C

TG TG　S LPL・ジアホラーゼ・NTB法 〃 〃 〃 〃

日本トラベノール（株）
測　　　》這　　」頁　　　目 製　　　品　　　名 損ll　　’定　　　原　　　」E里 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

IgA LAS　RテストlgA η訂夜内打‘原打cイ本反［芯 ネフェロメトリー
ハィランドレーザ　一
ネフ．．ロメーター

10 120

IgG 〃　　　　19G 〃 〃 〃 10 120

IgM 〃　　　　lgM 〃 〃 〃 10 120

CRP 〃　　　　CRP 〃 〃 〃 5 60

長瀬産業（株）

測　　　’定　　∫頁　　目 製　　　品　　　名 測　　’定　　原　　理 測定万法 適用機種名 サンプル．顎μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考’

M一B アルプミン　リー一ジェ．ント プロ∠、クレソLルグリーン法 End　P〔｝i川 セントリフィケム 5 L4（［o 7 ｛製造心uc（．1

TP T　P　リージ」　ン　ト ビューレソト法 InitialRate 〃 1（1 1、4（10 11 〃

しA ユー一リックアシド　リ・一ジェント ウリカーゼ法 End　P〔｝i川 〃 8 560 38 〃

SGPT SGPT　　リー一ジェン　ト v～F∫一」，｜〕1｛‘、、オski．1」il｜）1」｛、己気ユ．▲｝ノミ RateAssay　　　　　　　∨ 〃 40 840 23 〃

　　　　　　　　　　．

Ca カルシウム　　リー一ジ．Lン　ト アリザリン法・ End　P《〕int 〃 10 560 32 〃

IP インオルガニ　・クボスホラス　リーンェント 〃 〃 lo 560 29 〃

GLU グ’ ルコー．一ス　　リー一ジrLン　ト ヘキソキナ…ゼ法 〃 〃 5 840 27 〃

BII、 トータルビリルヒン　リー一ジェン　ト ジアゾ法 〃 〃 25 56｛｝ 29 〃

BUN BピN　　リー．一ジ・Lン　ト ウレアー一ゼ改良法 InitialRate 〃 5 840 31 〃

AI’P ．－1．　P　　リージ．丁．ン　ト B・　・（・y　L・’wry　Br・1・℃k改良法 RateAssaV　　　　　　　一 〃 20 840 24 〃

SGOT SGOT　　リージー⊂ン　ト Karmen改良法 〃 〃 40 840 23 〃

CPK C］｝K　　リー一ジ．エ　ン　ト Ohv（r　　〃 〃 〃 15 240 83 〃

CRE クレアチニン　リー一シ1エント Jaff（法 InitialRate 〃 40 740 22 〃

LDI川’＞P LDH（L）　リー一シ　丁、ン　ト Ra〔eAssay 〃 lo 560 32 〃

CIIO コレステロー一ル　リージ．Lント 酵素法 End　P〔｝nlt 〃 5 840 50 〃

TGL TG　　リージェン　ト 〃 〃 〃 5 560 68 〃
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ヘキストジャパン（株）

測　　定　　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンフル嗣μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

IgG，lgAなど
ヒト1↓11垣蛋白 抗ヒトlgG血清一LN レーザー光散乱分析 同左

べ一リング．

レーザーネフ」．ロメーター
10 25回／m疋

ALP テストマーCALPモノ Bessey－Lowry法 Rate　Assav　　　　　　・ 機種により異なる 機種によリ異なる 機種により異なる カルビオケム・べ一リンク社製
ヘキストジャハン‘株）販売

CPK 〃　　　CPK　〃 UV法 〃 〃 〃 〃 〃

GOT 〃　　　　GoT　　〃 〃 〃 〃 〃 〃 ”

GPT 〃　　　　GPT　　〃 〃 〃

ABA－100

セントリフィケム

〆エムサ’ク

ロトケム

　その他

〃 〃 〃 〃

LDH 〃　　　　LD川　1’　” 〃 〃 〃 〃 〃 〃

BUN 〃　　　　BUN　　〃 〃 R・山・Assay
卜：いd　い，）h口

〃 〃 〃 〃

GLU 〃　　グルコー一ス　　” 〃 Elld　P・iht 〃 〃 〃 〃

T　GL ”　トリグリセライド　〃 Uv法．Bu℃。い）David法1 〃 〃 〃 〃 〃

ベックマン・ジャパン（株）
測　　定　　項　　目 製　　　　品　　　　名 測　　定　　原　　理 測定　ノ∫法 適用機種名 サンプルIll：（μ1） 測定llll数 fl極格／1検体（円） f藺　　　　　　　考

／MY アミラーゼ　テスト試薬 酵素法 Ratc　ASSav　　　　　， ABA　IOO他 10 620

AMY　DS アミラーゼーDS　〃 〃 〃 〃 lo 620

BUN BUN　　　　　　　〃 〃 〃 セントリフィケム他 5 440

GLU ク’1ノレコー一ス、　　　　　　〃 〃　（HK法｝ End　Point ABA　Ioo他 5 310

TGL トリグリセライド　〃 〃 Rate　Assay　　　　　． 〃 5 620

　　　一コレスァロー一ル 　　一コレ　ス、アローノレ　　　　〃
〃 〃 セントリフィケム他 5 440

CPK CPK　　　　　　　〃
〃 〃 〃 15 440

IgA 抗イミノグロブリンA レートネフロメトリー Rale ICS 42 165

IgG 抗イミノグロブリンG 〃 〃 〃 ］65

IgM 抗イミノグロブリンM 〃 〃 〃 ユ65

C3袖体 抗c3補体
〃 〃 〃 165

C4補体 抗c4補体 〃 〃
’∫ 165

ALB 抗アルブミン 〃 〃 〃 165

ハプトグロビン 抗ハプトグロビン 〃 〃 〃 165

トランスフェリン 抗トランスフェリン 〃 〃 〃 165

α1アンチトリブシン 抗α1一アンチトリプシン 〃 〃 〃 165
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べ一リンガー・マンハイム山之内（株）

測　　定　項　　目 製　　　　品　　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

CRE クレアチニン・UV・テスト 酵素法 End　Poillt ABA　100 250 416 ABBOTT　VP兼用・

堀井薬品工業（株）

測　定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル尉μ1） 測定回数 価格／1検体（PD 備　　　　　　　考

CPK グラニコ．ケムCPK．U。V．キソト Oliver．R・salki変1ノこ RateAssay セントリヒケム 15 33 43 単価は万法で幅あり

〃 〃 〃 〃 ジェムサック 15 33 43 〃

〃 〃 〃 〃 ロットケム 20 25 56 〃

〃 〃 〃 〃 ABA 5 60 24 〃

〃 〃 〃 〃 AKES 40 25 56 〃

〃 〃 〃 〃 LKB2086MARKII lo 30 47 〃

〃 〃 〃 〃 日、フ1706D 50 11 127 〃

LDII グラニ．］．ケムLI）IIL．U．V．キー・ト Wackやr．　AmadOr変法 RateAssay セントリヒケム 10 77 16 〃

〃 〃 〃 〃 ジェムサック 10 50 24 〃

〃 〃 〃 〃 ロワトケム 10 60 20 〃

〃 〃 〃 〃 ABA 5 60 20 〃

〃 〃 〃 〃 AKES lo 50 24 〃

〃 〃 〃 〃 LKB2086MARKII 10 60 20 〃

〃 〃 〃 〃 日、フ：706D 50 22 55 〃

GOT グラニコ、ケムGOT．　U．V．キ・卜 Henry．Arllad（，r＆Waf・k¶∫・変｝ノ： Ra｛eAssay セントリヒケム 40 70 12 〃

〃 〃 〃 〃 ジェムサック 40 47 18 〃

〃 〃 〃 〃 ロットケム 4〔｝ 57 15 〃

〃 〃 〃 〃 ABA 5 120 7 〃

〃 〃 〃 〃 LKB2086MARKII 20 60 14 〃

〃 〃 〃 〃 H、ン1706D 50 22 40 〃

GPT グラニ．LケムGPT．U．　V．キ・ソト Henry変法 Ra｝eAssav　　　　　∨ セントリヒケム 40 70 12 〃

「’ 〃 〃 〃 ジェムサック 40 47 18 〃

〃 〃 〃 〃 ロットケム 40 57 ユ5 〃

〃 〃 〃 〃 ABA 5 ユ20 7 〃

〃 〃 〃 〃 LKB2086MARKII 20 60 14 〃

〃 〃 〃 〃 日、ン：706D 20 22 40 〃
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三光純薬（株）

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　理 測定方法 適用機種名 サンプ噛i：（μ｜） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

LAP LAP測定用試液 5．アミノサリチル酸法 End　Point EPA用全機種 機種により異なる 機種により異なる （株）ヤトロン

TG 中性脂肪　〃 酵素法 〃 全機秤 〃 〃 〃

GOT・GPT イアトロテストGOT・GPT S．S．　C．　C．準拠 RareA∬ay LKB他 〃 〃 〃

ALP 〃　　　ALP G．S．　C．　C．　〃 〃 〃 〃 〃 〃

LDH 〃　　　LDII S．S．　C．　C．　〃 〃 〃 〃 〃 〃

LAP 〃　　　LAP G．S．　C．　C．　〃 〃 〃 〃 〃 〃

γ一GTP 〃　　γGTP S．S．　C．　C．　〃 〃 〃 〃 〃 〃

武藤化学薬品（株）

測　定 項 目 製　　　　品 名 測　　定 原 理 測 定 ノ∫法 適用機種名 サンプル罰μW 測定回数 価格／1検体OID 備 考

1｛旺液像分類 ヘマトラック用ライト ハターン認識 サクラRSG．50

〃 〃　　　　　ノミツバ 〃 〃

約10

（株）ヤトロン

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（メ川 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

LAP LAP測定用，由f亙 5アミノサリチル酸法 比色法 END用全機種 樹1によ川財∫る 機種により異なる

TG 中性脂肪測定月1試液 酵素法 〃 全機手1「 〃 〃

山之内製薬（株） 　　尿中細菌、pH，蛋白、ブトウ糖※1．
　　ケトン体、ウロヒリ、BIL．潜血

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定ノゴ法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

llBs抗原 リバー一ス、セル RPHA法 マイクロタイマー一法 25 100 230 約20検体の確認試薬を含む

※1 BMテスト8 diPand　rea・1法 約10CC 50 80 尿検査用

蜘’1、ブドウ糖，ケトン，

ウロヒリ潜llll，　PH
〃　　6 〃 〃 〃 60 〃

蛋自，ブドウ糖，ウロビリ、潜1血L 〃　　4 〃 〃 〃 50 〃

尿中細菌．pH、蛋rl、ブドウ糖 〃　　N3 〃 〃 〃 46 〃

PH，ブドウ糖蛋白 〃　　3 〃 〃 〃 20 〃

蛋白，潜1血、ブドウ糖 〃　　GPS 〃 〃 〃 44 〃

ブドウ糖，ウロビリ，蛋白 〃　　PGU 〃 〃 100 30 〃

尿中BILウロビリノーゲン 〃　　BU 〃 〃 50 40 〃

尿中ウロビリノーゲン ”　　ウロビリノー一ゲン 〃 〃 〃 26 〃

尿中・王1且清中BIL 〃　　ビリルビン 〃 〃 〃 22 〃
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山之内製薬（株）

測　　　フセ　　エ頁　　目 製　　　品　　　　名 測　　定　　原　　理 測定　方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

尿中細菌 BMテストN diP　and　read法 約10c．c 50 72 尿検査用

尿中潜⊥fl［ 〃　　　S 〃 50 28 〃

IflL中ブドウ糖 レフロマートク’ルコース GOD／POD法 1滴（0．01mD 50 120 血液検査用

和光純薬工業（株）

測　　定　項　　目 製　　　品　　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

GOT GOT　FA　Test　wako UV法 Rate　A∬ay
セントリソィケム、ロトケム

シェムサ・ク，アホ．’ト
10，000／セット

GPT GPT　FA　　　　〃 〃 〃 〃 10，｛｝00／セット

LDH LDH　FA　　　　〃 〃 〃 〃 lLOOO／セット

ALP Alkalin（・Phospha　FA　Test　wako Bessey　Lowry法 〃 〃 11、000／セット

LAP LAP　FA　Test　wako 1∫ロイシル　Pニトロアニリド戊，㌦’1法 〃 〃 12、000／セット

TG Triglyceride．FA　7Fest　wak・ 酵素法 EIld　P《）int 〃 15，000／セット

CIIO Cholestero｜－FA　　　〃 〃 〃 〃 15，000／セット

GLU Ghlcose－FA　　　　　〃 ムタロターゼ・GOD法 〃 〃 13，000／セット

BUN Urea　N　FA　　　　　　　　〃 酵素法 〃 〃 23，000／セット

　　　　　　一IIDL．コレスァロ…ル HDI、コレステロー一ルーテストワコー ヘハリンMn沈澱法 〃 （月ぽ法） 50 50

GLU Glucose　C－Test　wako ムタロターゼ・GOD法 〃 （　〃　） 20 ユoo

TG Triglyceride　G　　　　〃 GPQ－P・クロロフェノール発色法 〃 （　〃　　） 20 100

NEFA NEFA　B．　　　　　　　〃 酵素法 〃 （　〃　） 50 50

GOT，　GPT トランスアミナーゼC．　　〃 〃 〃 （　〃　） 20 100

IgG IgG－Test　wak・ レーザー免疫比ろう法 同左
レ…サー．・ポハロ〆一ター

zD　801
100

IgA IgA．　　　　〃
〃 〃 〃 100

IgM IgM　　　　　”
〃 〃 〃 loo

CRP CRP　　　　〃
〃 〃 〃 loo
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第一化学薬品（株）

測　定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定　方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（IID 備　　　　　　　考

Amy オート。式薬AMY 酵素法 Rat（Assay　　　　　魑 10

CRE ”　　CRE ヤ・・ノフェ変法 〃

日　、フ：716，712，　726

　706、／7〔｝6D 50

βリホ蛋白 〃　　　β1’ 免疫比濁法 E1｝d　Ponlt ” Io

リン脂質 ”　　Pl’ 酵素法 〃 〃 10

u～ 〃　　UA ” 〃 〃 20

ALP 〃　　ALP べ・・シーローリ…法 Rate　A∬ay　　　　　・ 〃 20

GOT ダイテストGOT 酵素法 Rate，　End 〃 15，IOO

GPT 〃　　GPT 〃 〃 〃 15、1（IO

LDIl 〃　　　LD日 〃 〃 〃 lO．50

Bll、 〃　　Bll’ アルカリアゾビリルビン法 End　P《川】t 〃 20

T　CIIO 〃　　CIIOE 酵素法 〃 〃 1〔｝

CHE 〃　　CIIE 柴田・㍍橋変法 Rこ・te　Assay 〃 100

ALB 〃　　ALBN BCG法 End　l）oin｛ 〃 lo

Ca 〃　　CA OCPC法 〃 〃 20

CPK 〃　　CPK オリバー変法 Ratt　Assay　　　　　＞ 〃 50

γGTP オーロ’フスキー一変法 End　l）・int 〃 2〔｝

GLじ ‘　〃　　GLu グルコースオキシダ・一ゼ法 〃 〃 10

P 〃　　IP フィスケ・サバロー一法 〃 ” 20

LAP ノ　　〃　　　LAP タッヒー変法 〃 〃 2〔1

Mg 〃　　MG　　　・ キシリジルブル…法 〃 〃 5

TG
r　〃　　TG 酵素法 Ra巨Assay　　　　　＞ 〃 20

TP 〃　　TP ビウレ・・ト法 End　P。i川 〃 20

TTT 〃　　TTT 規準操作法 〃 〃 20

ZTT 〃　　ZTT 〃 ” 〃 20

BUN 〃　　UN ウレアーゼインドフェノー一ノし法 〃 〃 10

HBI川 〃　　IIBI川 酵素法 Rate　Assay 〃 50

アンチトロンビンm テストチーム［アンチトロンビン」 合成発色基質法 　　　　　　．
Rate，End 50 45 （輸）KABI社

アンチプ．ラス、ミン 〃　　［アンチプラスミン」 〃 〃 50 45 〃
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第一化学薬品（株）

測　’定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　　原　　∫里 測定　万法 適川」機種名 サンフル情（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

ヘハリン テストチーム「ヘハリン1 合成発色基質法 Rate，　End 50 90 （輸）KABI社

IIDL．CIIO 田）L－Cセット テキストラン硫酸分1山i
酵素、去発色 End　Point 50

東芝化学工業（株）
i則　　　フセ　　　∫頁　　　目 製　　　　品　　　　名 i則　　　定　　　　1ハ1〔　　　王里 測定　万法 適用機種名 サンフノし閣μD 測定回数 価格／1検体（川） 備　　　　　　　考’

GOT （；（）「1「　i貝ljメi三月」日」〔薬

Karmen法 Ratc　Assay TBA－360 56 300～400

〃 〃
　　　　　　　　　　　　　’
〃 〃 TBA　880 30 〃

〃 〃 GSCC法 〃 TBA－360 56 〃

∫∫ 〃 〃 〃 TBA－880 30 〃

〃 〃 Reitrnan　　ドrarlk（　1　～」ミ Erld　P〔｝int　Assay LAC lOO 〃

〃 〃 ㍗V法 〃 〃 loo 〃

GpT GPT損lj定月LI式．薬 Kこu・men法 Ra｛・い．Vssay TBA．360 56 〃

〃 〃 〃 〃 TB．／880 30 〃

〃 〃 Gscc法 〃 TBA　360 56 〃

〃 〃 〃 〃 TBA－880 30 〃

〃 〃 Rいiいnan　Frar）kel～上 EndPoint　Assay LAC 100 〃

〃 〃 UV法 〃 〃 ユoo 〃

＼Ll） ALP測」定用、i式薬 GSCC法
Rate　Assav　　　　　　　　＼

TBA　360 56 〃

一

　　〃 〃 〃 〃 TBA．・880 20 〃

’1 〃 Kh｜d　King法 F：nd　　l）《｝int　，ASSay LAc 16 〃

　LDH LDH測定用試薬 WF・oblewski　La　Due　i去 R三Ue　Assav　　　　　　　　魑「

TBA　360 56 〃

〃 〃 〃 〃 TBA　880 30 〃

　　〃

一・－1

〃 Wa仁ker法 〃 TBA　360 56 〃

〃 〃 〃 〃 TBA．88〔｝ 30 〃

〃 〃 CaBaUd．WI・。1、h　wski法 End　PointAssay LAC 25 〃

L．・－P 1、ゾへ1）　i貝1」定月1“∫v薬 Nagel法 Rate　Assay TBA　360 56 〃

〃 〃 〃 〃 TBA　880 30 〃

〃 〃 竹中・高橋法 Fこnd　Point　ASSZiV　　　　　　　　　　　　ヤ LAC 50 〃

γGTP γ　GTP測フ工用。式薬 ｛｝rl。wski法 Rate　Assay TBA　360 56 〃
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東芝化学工業（株）

測　　定　　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

γ一GrFP γGTP測定用試薬 Orl・wski法 Rate　Assay TBA－880 30 300～400

〃 〃　　　　　　　〃 〃 End　PointAssay LAC 25 〃

IIBD llBD　　　　〃 R。salki法 Rate　Assay TBA．36〔｝ 56 〃

〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 30 〃

CPK CPK　　　　〃 Ohver法 〃 〃　360 56 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　　880 30 〃

CllE CHE　　　　〃 DTNB法 〃 〃　360 8 〃

〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　880 5 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 〃 End　PohltAssay　　　　　　　　　← LAC 50 〃

β．LP β　リホ　　　〃 ヘハリン・カルシウム法 Rate　Assay TBA　360 40 〃

〃 〃　　　　　　　　「， 〃 〃 〃　880 20 〃

AMY AMY　　　　〃
Carawav法　　　　魑 Erld　PointAssay 〃　・360 8 〃

〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　．880 5 〃

〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 25 〃

TCHO TCBO　　〃 酵穎法 〃 TBA．360 8 〃

〃 〃　　　　　　〃 〃 〃 〃　．880 10 〃

〃 〃　　　　　　〃 〃 〃 LAC 25 〃

FCIIO FCIIO　　〃 〃 〃 TBA－360 8 〃

〃 〃　　　　　　　” 〃 〃 〃　880 lo 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 25 〃

TG TG　　　　　〃 UV酵糸法 〃 TBA－360 16 〃

〃 〃　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 30 〃

GLU GLU　　　　〃 酵素法 〃 〃　－360 8 〃

〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　　880 10 〃

〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 25 〃

T・BIL BlL　　　　　〃 JendrとLssik法 〃 TBA．360 16 〃

〃 〃　　　　　　　　　〃 ” 〃 〃　．．880 30 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 ” 〃 LAC 50 〃
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東芝化学工業（株）

測　定　項　　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル璽（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

BUN BUN測定川試薬 U・ease－hld・phen・・1法 End　PointAssay TBA－360 8 300～400

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 5 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 25 〃

UA UA　　　　〃 Folin法 〃 TBA　360 8 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 10 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 50 〃
一

CR CR　　　　” Jaffe法 〃 TBA－360 16 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 〃 Rate　Assav　　　　　　学 〃　－880 30 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 End　PイレintAssav　　　　　　　　　v LAC ユoo 〃

TP TP　　　　〃 Biuret法 〃 TBA－360 16 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 ”　－880 10 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 50 〃

ALB ALB　　　〃 BCG法 〃 TBA－360 8 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 5 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 25 〃

Ca Ca　　　　〃 （）CPC法 〃 TBA　360 8 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 10 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 25 〃

IP IP　　　　〃 M〔｝lybdenum－Bluei」ミ 〃 TBA－360 16 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 〃 ” 〃　－880 Io 〃

TTT TT　　　　〃 肝機研法 〃 〃　．．360 16 〃

　　　　　　　、
〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 15 〃

〃 〃　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 50 〃

ZTT ZT　　　　〃 〃 〃 TBA－360 16 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃　－880 15 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 LAC 50 〃



協和醗酵工業（株）
※1コレステロールェステルヒトラ　ーゼオキンダーゼ法

測　定　項　目 製　　　品　　　名 測　　定　　原　　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体（円） 備　　　　　　　考

T－CllO デタミナーTC 酵素法　※1 End　Point 全機種 20 ；88
100 但し用手法での数値

〃 〃　　TC“5，， 〃　　　※1 〃 〃 20 100 100 〃

〃 〃　　TCLL555． 〃　　※1 〃 〃 10 500 100 〃

F－CHO 〃　　FC
　　コレステロール〃　　オキシターゼ法

〃 〃 50
、；8 150

120
〃

〃 〃　　FC“555，， 〃　　　　　　　　〃 ” 〃 20 250 120 〃

UA 〃　　UA 〃　ウリカーゼ・POD法 〃 〃 50 168 ｛志8
〃

UN 〃　　UNE 〃　ウレアーゼ・GLDII法 〃 〃 10 100 70 〃

CHE 〃　　Ch－E ”　オルソトルオイルコリン法 〃 〃 20 100 125 〃

NH3 〃　　　NH3 〃　　GLDH・NADPH2法 〃 用手用 500 25 250 〃

PL 〃　　PL
　ボスホリパー一ゼD〃　コリンオキシダーゼ法

〃 全機種 20 50 180 〃
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「医療と臨床検査」発行に
　医療における臨床検査の貢献度については、今更申し上げるまで

もありません。而も、簡易化・自動化を中心に、II進月歩の発展を

続けており、関連情報の量も亦、おびただしいものがあります。

　弊社でも、かねてから、この分野の報道の重要性を認識し、1977年

（昭和52年）からは、薬業時報の臨時増flj号として、「臨床検査版」を

ついて………
発行してまいりましたが、4月から、これを新しいメディアとして

独立させ、「医療と臨床検査」の題字のF、より徹底した検査情報の

報道を行うことにいたしました。

発行の形態や編集方針などは別項の通りです。臨床検査関係の情報

収集に本紙のご購読をおすすめ致します。

編集方針 発行の形態
　臨床検査技師の日常業務に直結した学術的・技術的最新情報を、

斯界の権威者により、分かりやすく解説します。このほか内外の話

題、関連学会ニュース、臨床検査薬および機器情報、施設訪問記事

を加え、臨床検査技師の実務紙をめざしております。

○サイズ

○ページ数

o発行日

○年間購読料

タブロイド判（11段組み）

　8ページ～12ページ

　　　　　　毎月1日

　　　　　　　1，200円

執筆およびご協力くださる方々 （敬称略）

藤沢正輝（日本医師会常任理事）

河合 忠（自治医大教授）

茂手木　酷喜（駒込病院副院長）

林康之（順天堂大助教授）
＃日誠次（関東逓信病院生化学検査部長）

新谷和夫（関東逓信病院血液学検査部長）

石井暢（昭和医大臨床病理教授）
土屋俊夫（日本大学医学部臨床病理教授）

井川幸雄（慈恵医大教授中検部長）

馬場茂明（神戸大医学部第二内科教授）

佐藤乙一（国立立川病院技師長）
中　　　　　甫（三井記念病院技師長）

水戸部　光衛（都立墨東病院検査科）

病態化学 一生体成分の働きとその化学的評価一

　　　　　　　埼玉医科大学生化学教授坂岸良克著
　　　　　　　　　　　A5判●4，800円（送料300円）
本書は、生体成分の働きおよび検査値データと病態との
関連を実践的にまとめた検査値評価マニュアル。

〒101東京都千代田区神川神保町2－36（北神ビル）

　　　　　　　　　電話東京（03）265－7751（K－）

病態生理 一生体機能とその失調一

　　　　　　　聖路加国際病院内科医長橘　敏也著
　　　　　　　　　　　A5判●4，000円（送料200円）
医家である著者が臨床体験に基づき薬剤師に必要な病態
生理学の知識を薬剤師むけにまとめた格好の入門，暮｝。

⑭薬業時報社＋54　1　」〈　Pts（　riii　sl｛1　IXI道修㌧繊1；三＝）



主要商品紹介
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医用ガス質量分析計
　　　　　　　　　　　MS－2

ASAHI　MED‘CALCO－LTO

旭メ〒イ加L株i式会社 東京都港区高輪2丁目21番46号
　　　　　　　（富士工本社ビル）
〒108TEL（03）449－3731

概　　要

　ガス分析計は現在多く市場に出まわっていますが，大部分は一台につき

一 ガス又はニガスを分析測定することができるものばかりです。そこで質

量ガス分析計が出現し一台の器械で分子量が1～200程度ならすべてといっ

てよいほど自由に設定し測定することができるようになりました。

特

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

　長

従来に比較し低価格です。

マスレンジ1～200まで測定出来ます。

マス全レンジスキャンモニターできます。

移動が簡単です。電源もAC100Vのみです。

2チャンネル，8チャンネル同時出力記録が可能です。

経皮プローブを使用することにより，血1液中のガスが無侵シュウで測

定できます。（経皮プローブは当社独特の製品であり画期的な特長を持

っています。）

質：萎1：分析計用のカテーテルがあれば，カテーテルを接続することによ

り1rlL液ガスもモニターできます。

仕　　様

●測定方法　カドラポール型
●S’　（．　ソ芒　f直　 10一7mmHg

●応答時間　　50ms　（0～90％）

●サンプルII｛：（呼気ガス）15～40m？／min．

●経皮亘柱応答時IIU　50sec．（カニューラ2m）

●マスレンジ　1～200

●・j’　　法　llJ830，高さ610，奥行540mm，重さ123kg

利用法，参考事項など

O肺機能では02，CO2の連続分析によりガス交換能力，酸素消費量，クロー

　ジングを行う時のガヌ、分析計として使用出来ます。

O麻酔では手術中の麻酔ガス（N20，ハローセン）等のモニター，又は患

　者の肺能力のモニターに使用出来ます。

O質量分析計用のカテーテルがあればlflL液ガスモニターが継続的に行える

　為手術中の血液モニターとして使用できます。

O小児科，ベビーケア等でlfll．液ガスをモニターするものとして当社の経皮

　プローブを使用すれば，1血L液ガスモニターが無侵シュウで行う。カテー

　テルが使えない分布に威力を発揮します。

O各種動物の微量ガスモニター，スキャンを使った多種類のガスモニター

　として幅広い応用が期待できます。
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米国シャーウッド・メディカル社製

血液凝固測定器
ランサーコアギュライザー0123型

朝日ライフサイエンス株式会社 東京都千代田区二番町9番地3
〒102TEL（03）265－5031

概　　要

　ランサー一コアギュラィザー0123，

活性トロンボフラスチン時間（AI

発された装置である。

9

、は，特にフロトロンビン時間（PT）と

… T）を自動的に連続1則定出来るよう1用

特　　長

　本器は新鮮1｛IL漿サンフルに対し，次の5種の測定法を選択できる1、

①PT　1　②PT　2　③APTT④APTT（C．　A．　T）⑤Man

本器ではlflL漿サンプルの準備とサンプル容器への分注，武薬＃1，＃2容

器への式薬の注入後「スタート」プソシュボタンを押すことにより，サン

プル容器のセンサーによる硲認，サンプル容器のインキュベート，測定モ

ー ドにより30秒又は60秒ごとのターンテーブルの送り，光透過度計測部へ

のサンプル容器移動の確認と＃1ピペット作動，＃1式薬の注人，光透過

度計測部での凝固開始時間のA動計測，凝固開始時間結果のプリントアウ

トと次サンフルの光透過度計測部への移動，全サンプル測定完了後のター

ンテーブルの始動位置までの復帰等自動ステップが進行する。

仕　　様

同時セット最大サンプル数60。サンプル量0．1m£。ピペット＃L＃2容量

O．lmセ／0．2m呵変，ピストン方式による自動ピペ・・ター2基装備。インキ

ュベータープロ・・ク温度37℃±0．3。試薬＃1槽温度37．5℃．±0．3，蒸発を

防止する保冷システム完備。コンピューター出力及びレコーダー出力装備。

デジタルプリンター内蔵。あらゆるメーカー試薬を使用できる。

最大測定時間PT90sec　APTT90sec／150sec（speciai　R．）APTT（special

Reagent　150sec）Man　200sec、、

利用法，参考事項など

　pTの延長は，凝固機序の第二，三段階に関与する凝固因∫・（1，II，V，

W，X）の欠乏を示唆し，　APTTの延長は第W因f一を除くすべてのlflL漿凝

固因∫・の欠乏を示唆する意味で，両検査はこれら因子の欠乏の有無を迅速

にスクリーニングする手段として，近年広く利用されてきている、、

また，播種性lflL管内1疑固症候群（DI（1症候群）等の治療としてヘハリン（抗

凝固剤）点il商療法が行なわれているが，その際の使用1｝｛：モニターとしても

迅速なAPTT検査が’必要視されてきている。

　　　潭

田
o世理
一　nv　trwrme

Vl

●
互
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原子吸光々度計
　　　　モデル5000 命 安部商事株式会社 大阪市北区中之島3丁目6番32号大阪ビル

〒530　TEL（06）443－8801（代）

概　　要

　Perkin－Elmerモデル5000は最新のコンピューター技術，高エネルギー

光学システムを取り入れた逐次連続分析ノi式による原f吸光々度計です。

あらゆる装置操作は内部コンピューターにより監視され，制御されます。

結果として，操作が簡易化され装置条件，分析の条件設定が迅速かつ正確

に出来る様になり精度と検出限界について最高の性能を発揮します。

特　　長

　Perkin　Elmerモデル5000は，6元素分析プログラム用メモリーが内蔵

され，又磁気カードリーダーを利用することで分析条件，測定波長，スリッ

ト幅，ランプ位置，電流値，積分時間，ガス流量等の設定が可能です。又，

附属ll”TlのAS－50オートサンプラーを組み入れますと6元素50検体の連続測

定が，約1時間で終了します。分析が終了すると警報が，標準及び試料を

含め分析結果をPRS－10プリンターヒに表示されている事を知らせます。

HGA－500を附属するとモデル5000でのグラファイト炉による多元素連続分

析が可能です，，

仕　　様

O分光型式：焦点距離408mmのCZERNY－TURNER型分光器

O分光波長：180nm～900nm

O分　散　能：紫外域　0．65nm／mm分散

　　　　　　：可視域　1．30nm／mm分散

○表示モード：吸光度～2，000A　　濃度～9999

0エラー警報表示：25種類

O積分／ピーク作！助時間：O．2～99不少，　インターバル0．2不少以ド

O・j’法（本体）：61cm（H）×75cm（D）×ll9℃m（W）

O電　　　源：105V～125V，50Hz／60Hz，250W～300W

利用法，参考事項など

　Perkin－Elmerモデル5000原r吸光々度計とHGA－500グラファイトファ

ー ネスを組み合せ，微量サンプル中の元素分析に利用できます。IflL液中及

び尿中の，マグネシウム，ナトリウム，カリウム，カルシウム，鉄，銅，

亜鉛，リチウム等の測定をモデル5000は完全自動で6元素の連続測定が可

能です。

参考文献

AA　560　A，D．Olson　and　W．B．Hamlin，“A．New　Method　for　Serum　lron

and　Total　lron　Binding　Capacity　by　AAS”，Clin，Chem，15，438（1969），

protein　is　removed　by　addition　of　TCA　and　centrifugation，1ron

is　　determined　in　the　LS　upe　r’tlatar）　t．

謬＝一一心一醗

一　一一＼

1≡勧
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ABBOTT　VP E1：i　Dボey卜株式会社 東京都港区虎ノ門3－8－21第33森ビル

〒105TEL（03）437－39川㈹

概　　要

　ABBOTT　VPは，生化学検査室の自動化により，検査室内の省力化，精

度の向上，経済性の向ヒを重視して開発されたもので，使用者の満足度を

最も弔．要なファクターと考え，機器のみならす試薬（A－－Gent）

その他消耗品のすべてをトータルシステムとして提供しております。

特　　長

　アボット社独自の二波長測光法により，他物質の影響を最少にし，より

正確な結果を，より少ない検体量（1．25xz　e－一　2Sx，e　）にて測定できる装置で

す。進んだコンピュータ技術によりコンパクト（必要面積61×61（・m）にま

とめられており場所をとりません。洗浄，試薬の充填，サンプル・試薬量，

温度等コンピュータにより操作，碓認され，人はボタン操作のみになって

います。又大病院より中小病院まで広くご利用いただけるように，アボッ

ト生化学検査システムも用意しております。

●液面センサの使用により，検体量の多少にかかわらず常に液面より2．3mm

　下がった所で停止しますのでキャリオーバーを防ぎます。

●試薬｛1｛二は250tteと少量ですので経済的です。

●エンド・ポイント法で465検体／時と高い処理能力を誇ります。

●コンパクト設計の為，設置場所を選びません。又附帯工事は，100V電源

　があれば一切必要ありません。

●ボタン操作のみですので，項目切り換えに時間がかかりません。

●警報装置により，データの読み誤り等の時間を節約します。

仕　　様

システム：ディスクリート，2波長測定，超微量ノ∫式

分析可能項目数：A－Gent試薬15項目，その他試薬を含め計25項目以1i

各種パラメータセット：自動

検体・試薬量：検体量1．25μ尼～25μρ試薬量2SOXie

　　　　　　　第2試薬は5～1SOXiも

シリンジ洗浄・試薬充填：自動

同時測定項目のチャンネル数：1チャンネル

恒温装置と温度：クーラ内蔵ウォータ・バスノi式，25℃，30℃，

　　　　　　　　37°C（±0．1°C）

項目の切り替え時間：必要なし

分光器の種類・波長範囲：i－・渉フィルタ，340nm～660nm

分析速度および測定モード：End　Poillt最大465検体／時、

　　　　　　　　　　　　　　Rate最大310検体／時

使用電源：冠H三100±10V・AC

　　　　　周波数6011zまたは5011z，．単相3．OA

　　　　　亘力300W，

　　　　　｝u：源プラグ3芯，アース付

戸斤要【師不責：61×61cm

装置の寸法・重量：61（W）×59（H）×61（D）cm，86kg
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米国パッカードインスッルメント社製

PRIAS　RIA
　　トータルシステム

株式fe：’7A」二7 東京都千代田区飯田橋4－8－7
〒102TEL（03）265－4261

概　　要

　PRIASは3つの独立した装置，即ち“完全t’j動サンプル前処理装6「”正確

でしかも操作の簡一単な”完全自動ガンマーカウンター”及び経済的で信頼

性の高い“完全自動液体シンチレーションカウンター”から構成され，す

べてを今わせた完全なシステム，即ちべ一ター，ガンマーのトータルシス

テムとして使用できます。

特　　長

1．卓上型でコンパクトに設計されています。

2．カセット及びトレイ方式ですので分注操作から測定まで一貫したシス

　　テムです。

3．大変便利な認識カード（Pos－IDent）を使用しています。

4．各種テストチューブ（10～16mmφ，50～150mmL）が使用出来ます。

5．プッシュボタンコントロール方式の採用により機械の操作は対話方式

　　で非常に簡単に行えます。

6．データー処理機構を内蔵しております。

7．新しい各種データ打出し機構が用忌されてお．り，これらはお持ちのデ

　　ータ処理装置と接続使用が出来るようにインターフェーマとソフトウ

　　ェアーを皆様に幅広く提供致しております。

仕

1．

2．

3．

4．

5．

　様

PRIAS　PS型サンプルプレパレーション（調整）装置

　　　　（240，408，504サンプルシステム）

PRIAS　PGD型自動ガンマーカウンティングシステム

　　　　（240、408，504サンプルシステム）

PRIAS　PL（D）型液体シンチレーションカウンター

　　　　（240，408サンブルシステム）

PRIAS　大容量冷却遠心分離機（カセット方式）

PRIAS　インキュベーター，振とう器他各種アクセサリーが用意され

ております。
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オートウェル

ガンマシステムARC－500 ⑮ア0力株式会社
東京都三鷹市牟礼6丁目22番1号
〒181TEL（0422）45－5111

概　　要

　AlokaオートウェルガンマシステムARC　・一　500は，240サンプルのγ線試料

測定装置で，検体グループの判別，核種，分析条件，及びデータ処理内容

など，サンプル測定に必要なすべての条件をマイクロコンピュータの“RIA

Numbeピ’機能がグループごとに完全独立設定，その他に手動割込み機能，

自動割込み機能（ジャンプ機能），自動再起動機能などを備え，各種のRIA

検査に利用できる。

特　　長

　1．サンプルは，コンパクトな本体に10本単位のチューブラック241固によ

り，最大240サンプル測定できる。　2．操作は，すべてマイクロコンピュー

タの“RIA　Number機能”により，14グループまでの測定条件が独立設定

でき複数の検査に便利で，プログラムの設定，及び変更はキーボードのス

イッチによりワンプッシュで行なえる。3．各種のプログラムは，内蔵のバ

ックアップ屯源により，パワーオフあるいは停電などで，亘源がしゃ断さ

れても，約1ケ月間は保存される。4．固定条件でのルーチンワーク測定の

場合は，IDコードのついた，　RIAラックを。∫k料グループの先頭に配置する

だけで，条件指定ができ，また自動測定中も割り込み測定ができて，その

後も自動測定が続けられる。5．AlokaRIAトータルシステムとして，この

装置で使用するラック，パレットがそのまま使用できる自動分注器，冷却

遠心分離機などがある。

仕　　様

試料数：240本，チューブラック数：10本単位，24個，使用試験管：アロ

カ＃200，シオノギチューブ，第一チューブ、栄研チューブ，その他15mmφ

×105mm以内の試験管，試料交換時間：約12秒，測定条件の入力方式：キ

ー ボードから対話方式で人力，グループごとに完全独立設定，測定核種：

1251，1311，75Se，51Cr，57Co，203Hg，59Fe，　Free，バックグラン．ド：手

動，又は自動設定可能，プリセットタイム：1～999．9min，測定サイクル

：1～5，無限回，レシオ：B／T，T／B，　B／Bo，　Bo／B，　cpm，ブランク

サンプル：1～10まで測定可能，ウインドー：固定，又はフリー，スケー

プ／タイマ表示：6桁表示，所用亘源：AC100V，50／60Hz，約300VA．

利用法，参考事項など

　オートウェルガンマシステム，ARC－500は，各種データ処理装；置，自動

分注器，冷却遠心分離機，低温恒温器，撹拝機などと，AlokaRIAトータ

ルシステムを構成し，次のような用途に使用できる。1．市販されている，

各種RIAキットによるホルモンなどの大量測定。2．研究室などで，新しく

開発された試薬によるホルモンなどの定量，試薬の開発研究。3．一般生化

学分析における，分注，IW￥，インキュベーション（低温恒温）などの作

業。4．RIA以外の放射性物質を利用したトレーサ実験における放射能測定。

5．廃液，廃棄物などの残留放射能モニタ。

轍

遷
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完全自動炎光光度計
　　　　　　AFM5051

㊨〉難アーンスト・ハンセン商会鵯膏ξFl㍑璽工目，iTi！

概　　要

　AFM5051は，　FCM6341フレームフォトメータにサンプルテーブルを接

続することにより，完全自動炎光光度計として御使用頂けます。信頼度の

高い正確な測定糸lli果，簡単な操作，迅速測定，安全機構そして耐久性がそ

の基本構想となっており，これら全ての要素を装置に反映させております。

特　　長

●試料の吸引から測定結果の表示まですべて完余自動で行ないます。

●処理能力は一時問当り120　，i式料，360の測定値（Na，　K，　Ca）が得られます。

●101清中のNa，　K及びCaの同時測定が可能で，プログラムセレクターの切換

　えにより，Na，　K（尿rii），°及びLi（lllL清中）のi貝lj定も行うことができます。

●［flL清中のNa，　K，　Ca及び尿中のNa，　Kの測定はそれぞれわずか40y　？．，10

　Xl　eの試料で行えます。

●各項日の測定値はマイクロプロセ・・サーが項目別に，O．8秒間に50回繰り

　返し測定し，その’ド均値を表示します。

●測定ノ∫法は簡単でもっとも信頼できる相芝の高い“Li内部‡票準法”を用

　いております。

仕　　様

●測定∫頁目

●式　　料

●稀釈率

●測定時問

Na，　K，　Ca，Li（lrll消），

Na，　K，（尿）

旧1．清40pt　e（Na，　K，　Ca），

　　100，a　e（Li）

尿　　10μψ（Na，　K）

lrl1清1　：50（Na，　K，　Ca）

　　1　：20（Li）

尿　　1　：200（Na，　K）

120検イ本こ／h

●バーナー

●ガ　　ス

●検出器
●フィルター

●電　　圧．

●消費電力

●・j一　法

●屯　　量

M6K6rシスァム
アセチレン

フォトセル

　十渉フィルター

110V　　50／60Hz

550VA

コンプレッサー85VA

l25×45×47cm

約61kg

利用法，参考事項など

　本器は，病院の検査室，検査センター，麻酔科，外科の研究室などで，

測定を自動化することにより，大巾な省力化が達成できる最新型の自動炎

光光度計です。更に特別fi：様として外部のコンピューター接続に対応でき

るよう，コード付エッペンドルフサンプリングチューブと回llのサンプル

テーブルを別に用意しております，，これはサンプリングチューブ自身から

のデータをサンプルテーブルで。売みとり，検体の確認識別と測定結果をひ

とつのデータブロックとし，そのデータを外部コンピューターへ送り，デ

ー タの最終処理を行うことがでぎます。

Ci ㎞
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WANG　SYSTEM　2200 《〉伊藤忠テーヨyユデ6本朱式吉社
　　　〒107東京都港区北青山2－5－8ハザマビル17F　TEL（03）405－　5411（大代）

概　　要

　この臨床検査システムは，病院の中央検査室及び検査センターに於ける

検査の受付，測定，結果収集，報告、1｝：の作成，精度管理等の・’1坐の業務を

病院全体の、ン1場からシステム化したもので，人手不足の解消，データ収集，

解析の自動化，業務作業の迅速化，ミスの削減，報告書の作成までの時間

短縮等がはかれ，経営の合理化を推進することができます、，

特　　長

1．4ミ軟性に富んだWANGコンピコ．一タにより、システムの規模，目的に

　　応じた最適の構成にすることができます一コ

2．操作は全て会話形式で運川されますので，誰にでも簡単に操作でき，

　　！！〔任のオペレーターを必要としません。

3．コンバクトな設計のハード・7エア描成のため，場所をとらず，どこに

　　でも。上置できます。

4．検査項目数や検体数の増大に簡単に対処できる豊富な周辺装置君1：とソ

　　フトウェアを用意しています、

5．拡張性があり，ホストコンヒュータと結ぶことによって総合的な病院

　　情汲システムを構築することかできます。

システム構成

　1日の処理検体数，登録検査項日数，入力端末数，接続機器数等の条件

により，システムが拡張されます、、

システム名

OMAPS　l
O　　〃　　2

0　　〃　　3

0　　〃　4

0　　〃　　5

処理検体数

　100以ド

　500　〃

　800　〃

2000　〃

2000エリ、ヒ

登録項目数

　50以ド

250　〃

500　〃

800　〃

8（H）↓ソ、ヒ

端末・数

　1

　1

　2

　4

　4

接続機器

　1台

　1〃

　1〃

2～3〃

適用業務

●検査受付’

　（キ　一一ボード・ディヌ、フレイ）

　（マー一クシート）

●検査台帳イ乍成

●検杏ラベル作成

●ワークシート作成

●検査結果オンライン入力

●検在結果オフライン入力（紙テ

　ー一フ，フロ　・ヒーディスク｝

●検査結果f：入力

●各董lf報告ll｝：作成

●結果問合せ

●検査漏れチェ・ク

●検査データ蓄拓

●日・月報作成

●統計処理

　依頼先別検査項目　’巳人

　依頼先別検杏件数・，1．i，，1数・㌦表

　異常データ分類表

●精度管理

　各種分析・WL　i，　1‘処理

●マスター修正

●フアイル修正

●検査情報検索

〉

■■ni，・fo

｛鷹じ

tU。

躍‖

＿＿≡－nd
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EMA－110型
全自動グルコース分析装置

巫亘？株式会社医用技術研究所籍者特盟瓢㍍；：1

概　　要

　血糖分析はクリアデンステスト，緊急テスト等の特殊性から多項目自動

分析装置での分析から切りはなされ専用機が要求されています。この要求

を満たす為に，緊急テスト用として，1分以内の測定時間，および多項目

自動分析装置の姉妹機として，200検体／Hの高速処理を実現しました。マ

イコンの内蔵により従来の単能機より総合性能が大巾にアップしています。

特　　長

マイコン内蔵

高速処理…・…

2連反応系…

緊急検査・……

試薬の再使用・

゜’ じ砲㌶曇㌫篇；響念i＋SC1’プリ

” （1竺系の採用により2°°検体／Hの高速処理を親

’

〔　　2連反応系は高速処理と同時にダウン対策にもなります。

　つまり1つの反応系が故障しても他の反応系で分析を続

　行することが出来ます。

” （；㌫蕊㌫欝鷹鰍：讃台後15秒で

” （轍耀嶽憲隠㌶三反応液が赤色に

電

一

・」’

重

源

法

量

AC100V，50／60Hz，　3A

巾480×高410×奥行630mm

40kg

利用法，参考事項など

　多項目分析装置の姉妹機として

1（IL糖用検体の採血時の特殊性や緊急検査の必要性より多項目分析装置に組

入れるのが難しいので本装置を血糖分析専用として使用すれば200検体／H

の高速処理能力や100検体用サンプルトレイ，さらに全自動較正，洗浄方式

も相まって人手を取りません。又必要に応じてコンピューター内にデータ

の蓄積が出来ますので多項目分析装置とデータの受渡しも出来ます。

仕　　様

方　　　　式

処理能力
測定レンジ

サンプル量

試　薬　量
サンプルトレイ

表　　　　示

機器較正
緊急分析

グルコースオキシターゼ酸：素電極法

200検体／H

O　～999mg／dセ

20Si　e

1．Sme

100本

デジタル4桁

スタンダード専用カップによる全自動較正

緊急分析ボタンによる
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COBAS　BIO
エイ・エッチ・エス・ジャパン株式会社東京都港区赤坂1－．g－13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒107TEL（03）585－3537
　　　　AHS／Japan　Corporation

概　　要

　操作性，機能性及び経済性に優れた第3世代の超微量遠心ノ∫式自動化学

分析装置です。測定部と分注部が単一ユニットに収められており，トラン

スファーディスクを移し変える必要がありません。トランスファーディス

クとキュベットは単一のディスポーザブルローターからできており，2ス

テップ反応が連続実施できます。従って7種類の分析モード採用が可能に

なりました。

特　　長

●サンプル量は3～SOPt　e，試薬量は25　一一　370pt　eまで可変です。

●トランスファーディスクとキュベットが単一のディスポーザブルロータ

　ーからできているため，ディスクを移し変える必要がなく，さらに2ス

　テップ反応を連続的に行なえます。

●キセノン光源で回析格∫・モノクロメーターを使用しているため，波長は

　280～750nmまで可変です。半導体フォトダイオードで水’｛坊1「・」の光を測

　定するため精度は一一段と高くなっています。

●マイクロプロセサー内蔵により操作はフロントハネルのプッシュボタン

　で全て制御できます。30測定項目のプログラムが自由自在に設定できま

　す。

●試薬及び検体の蒸発，相LI二汚染の問題はありません。

仕　　様

●サンプル量．

●試　　薬　　量

●キユベット数

●温　　　　度

●処理能力
●吸

●光

●波

●・］皐

光

路

　’3－一　sopt　e　（1μ¢毎調整可）

　　25～370Pt　e（5μ⑫毎調整可）

　　30／ローター（サンプル数25，試薬2，ス、タンダード3）

　　25～40℃（0．1℃毎調整可）

　　酵素250検体／時，基質350検体／時

度　0～3A
長　2～16mm（可変）

長　280～750nm（可変）

法　89（巾）×74（高）×56（奥）cm，140kg

利用法，参考事項など

　独特の光学系，ローター及びマイクロプロセサーの組み合せにより，超

微量遠心方式測定が可能となりました。さらにド記に示す7種類の分析モ

ー ドの採用が初めて実現化されました。

1．Absorbance　Mode（吸光度法）

2．Enzyme　Kinetic　Mode（酵素反応速度法）

3．Enzyme　Start　Mode（酵素開始法）

4．Initial　Rate　M・de（初速度法）

5．Autob｝anking　Mode（自動ブランク法）

6．Holdbianking　Mode（ブランク固定法）

7．Substrate　Start　Mode（戊1玉．9’tr井1女台v3）

し



63　尿自動分析装置UMS－20 ♂ 栄研化学株式会社 東京都文京区本郷1－33－8
〒ll3　TEL（03）813－5401

概　　要

　本装置は，試験紙を用いて尿中の蛋白質，ブドウ糖，ウロビリノーゲン，

pHの’｝’定量を自動的に測定するもので，試験紙の呈色の度合を反射測光方

式により光学的に検知し，プリントアウトする。尿コッフのままで測定が

でき，操作が非常に簡単である。又，オートサンブラー一の接続により全自

動となる、，潜l／lLは規在開発中である。

使用試験紙
試験紙収納数

使用電源
本体規格

UMS用ペーハーUAG使用（栄研化学製造）

3カセット135枚MAX，（1カセット45枚入）

AC　looV　3　A

350（lb）×410（繭i）×500（奥イ寸）mm　　t勺　30kg

特　　長

1）尿コップ（検体）を差し込むだけで，検査データーを自動的にフリント

　　アウト，，

2）2波長反射測光ノ∫式。

3）測定時聞　約10（）検体／1時間（1検体約35秒）。

4）申交il－11ま1Hlli」lo

5）データーの2回打出し可能，、

6）オートサンブラーの接続可能（別売），，
4

仕　　様

測定原理
測定成分
　および

測定範囲

測撒セナ旨・パノ、∫」C

試験紙反応の反射測光方式、t／

蛋ピ｜Tt　　　　　　　（i）RO）　一，　±，　十，　2－十，　3－十一，　4－十

ブドウ糖　　　（GLU）一，±，．L，2寸，3十

ウロビリノーゲン（URO）　±，⊥，2十，3十，4⊥

pH　　　　　　　　　（pH　）　5，　6，　7，　8，　9

プリンター一による自j字方式

測定時間　約100検体／1時間（1検体約35秒）

サンプル量約20～SO　mセ



ベンダーアンドホーバイン社

デンシトメーター
ELPHORMAT3

　　　　　　日本輸入総代理店

tl《）英弘精機産業株式会社 東京都渋谷区幡ケ谷1－21－8
〒151TEL（03）469－4511

概　要

　当器は光透過するものの濃度を測定するもので，特に臨床検査室におい

てセルロースアセテート膜やゲル等の支持体を用い電気泳動で分画された

検体を測定します。

特　　長

操作は非常に簡単で，コンパクトにまとめられたデザインは検査室の場

所をとりません。データー一一はデジタル表示されると共に，X－Y－Zレコー

ダーに記録され報告書を作成します。

またID番号や日付等の打ち込みはキー入力でき，操作手順はフUントに表

示されております。

さらに必要に応じて計算器に接続し多量のデーター処理もできます。

。＝ゲ〃川川川納～竃　、

仕　　様

●フィルター4枚内蔵（400　一一　700nm～皮長‡或）

●全自動又は手動分画検出

●27検体まで連続測定

●O．D．範囲　0～2．2

●ホr号月芝　　±0．2％

●古■eluEir

騨1培毫◎硫就惑汀竃

日㈱r砕｛（｝bein（袖bH

、悟
　●

滋議蓬蕊ゑ盗

tlllilllK7
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自動式稀釈器ディルジルV
　　　　　　　（フランス・ギルソン社製）

国ームース蠕株甜吐 大阪市北区西天満5丁目13番ll号
〒530TEL（06）313－0537㈹

概　　要

　2μρ～20m2の範囲内で，高い粘度と再現性でサンプルの稀釈を自動的に

おこないます。液はチューブ内を流通するだけで，装置内に人り込むことは

はありません。

操作法

①EおよびDのそれぞれの容量調整用キットを本体にセットし，それぞれ

　を希望の容量に設定します。

②最初のボタン操作によって，あらかじめ設定した容量つつのサンプル液

　と稀釈液が吸入されます。

③次のボタン操作によって，サンプル液の吐出につづき，稀釈液が吐出さ

　れます。

特　　長

1．デジタル表示ボリュメーター

　　サンプルと稀釈液のそれぞれの容量を連続可変ボリュメーターで簡単

　　に設定できます。

2．流速可変

　　吸入と吐出の1サイクルの時間が，それぞれ独立して，4秒，5秒，

　　7秒，12秒の4段階に切換えられます。容量，粘度などに合わせて選

　　べます。

3．リモートコントロール

　　離れた所でピペッティングが容易に行えます。

仕　　様

吸入・吐出時間：4，5
㌔巳り泉：100V，　50／60Hz

・j’法：21×24×23cm

重量：9kg

7 12秒の4段切換え

き

購§

礁

繊

騨

嚢繕黙
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「一一三ニー一一「
工7■」二三テ巴」ワ⇔

一7e11・ノトア戸？ト「H

クリニテリクR：）°リ：フヲ
…で麹壽詮ユ黍翼聖
　　　　　　　　東京都中央区銀座1－9－7〒104TEL（03）567－5511

概　　要

　クリニテソクは，感度，再現性，安定性の高いエームス尿検在試験紙を

自動的に読み取り，結果を自動ブリントアウトするコンバクトな尿分析器

ですt－／肉眼比色に伴いがちな判定のバラツキを解消，検査データの標準化

を意図して開発したものですc、d川j検査紙として7り‘（Nマルティスティ

ソクス）と6号（マルティスティックス）かあります，、

特　　長

●pH，蛋白質，ブドウ糖，ケトン体，潜llll．，ビリルビン，亜硝酸塩，ウロ

　ビリノーゲンの8項目まで検査できます、，

●作動，較」1・1，検査紙識別，読み取り，結果表示・プリントアウトは内蔵

　のマイクロコンピュータで完全制御されます。

●基準波長と測定1皮長を比較演算する2波長測定方式のため，検査紙や着

　色尿にもとづく誤差は補正されます、、

●検査紙を尿に浸す→STARTボタンを押す→検査紙をフィードテーブルに

　のせるだけで結果が得られます、、結果は㌧㍉り目のクリニテックプリンタで，

　自動フリントアウトされます、、

●検査紙の反応・判読，操作f一技のチェックは，ハブz一マンスカプセル

　で行なえますt．t

仕　　様

●検体処理能力：60検体／時間

●・］’法：292（幅）×273（奥そf）×109（1；”iさ）mm

●1五1｛1：：約4．5kg　●’電i原：100VAC50／6011z

標準付‘属品

●クリニテック用フットスイッチ・・……………・……………1111iil

●クリニテック用ハフォーマンスカプセル・…………’・…・’1瓶

●クリニテック用検査紙7号（N一マルティスティックス）…1本

別途販売付属品

●クリニテックプリンタ

利用法，参考事項など

　クリニテソクブリンタは，エームス尿分析器クリニテックによる分析結

果を自動フリントアウトする～㌧元用ブリンタです。1台接続川2台接続用の

2種類かありますが，いずれも，検査年月日，検体No．，分析結果の順にブ

リントアウト，，プリンタペーハー一はそのまま院内検査伝票として使用でき

ます‘

クリニテックプリンタ　仕様

●印字速度：約2．4ライン／秒

●ii’己金よ糸氏巾苗　：76mm

●’，’MIII（：AC100V±lorl・ρ　　50／6011／

●・1’1去：280（帆D×373（奥イn×110（　rtt；iさ）mm

●rli．　I　I｛　：系（」7．5k9

f
　　二i　㌫烹’…．i　…
t
　．’［’：編三’…ご謡ご

㍍囲・、

クリニテック

〔一、国鳳
MIcす　ぬe　　StttROFF　　PAの1　　　　FIEロ　　　　　　　 　ぷトド

圃屠iiiiii　ii麗 『
クリニテックプリンタ
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自動血球計算器

ACM－701－05 ⇔ 2ルマ充掌繰式妾弛董喬↑8稽甲5讃1認三百；T〒

概　　要

　従来の自動lflt球副’数器は赤lf］1球，白llll球を基本とし，ヘモグロビン，ヘ

マトクリ・ト，MCVなどは組み合わせて使用されておりましたが，コスト

ア・・プ，スペースなどて判点があり本器はこれらの点を考え市場のニーズ

に従って開発された自動iflL球計数装置です。

特　　長

◎ACM－701－05タイフは1台で5項目（RBC，　WBC，　Hb，　Ht，　MCV）の測

　定機構を内蔵，）ぐACM－701－03（RBC，　WBC，　Hb）タイフを使川されても，

　Ht，　McV測定機構（オフション）もカートリ・ソジノ∫式で簡単に取付でき

　ます，

◎詰りも少なく，ノ∫一つまっても警報ランプで表示し，ボタン操作で簡単

　に除去できます，、

◎1吸り防式は無水銀定圧方式の1｝日発により水銀は使用しておりません。又

　液回路の洗浄などボタンー’つで簡単です、

◎感度調整，同時通過補正回路など数々の機能をそなえた測定装置てす．

仕　　様

●測’定　ノi式

●測定項目

●測定時間

●検出器径

●詰り警報
●サンフル昌：

●川・　現　性

●iiij　ゼそ　1じ　プJ

●・1’法・ifi：．量

電気抵抗検出ノ∫式

RBC，　WBC，　Ilb，　Ht、　MCV

約6．4秒（デジタルタイマー付）

100／t（1司時通過柑ll日lll路内蔵）

ランプ表示

0．02tnξ

±1％

100W
335×360×420／／mm　　30卜g

利用法，参考事項など
t　yt・j　j｝旦　r膓呈　｜｜l　l｜1

OACN4　701　05

0ACM　70103
0ACM　501

0ACM　401

0ACM　500
0AI）60

0Hb　240

0Nl）300

0TS　5

RBC，　WBC，日b，　Ilt，　MCV

RBC，　WBc，日b，

Rl3c，　wBc

I）L

RBC，　WBC
　　　　　自動希釈装置

　　　　　ヘモクロビンメーター

　　　　　ア“ンクノしレコー一ター一

　　　　ロー一リングミキサー一

〇ブラッドシエーカー
〇十票ギ1↓．［（］｜」♪」く1∠　350

多



ACA　6000 0ピyMPUS　4㍑濠糞麟難華歪IB響願：llTl

概　　要

　世界で初めて1時間240検体処理の高速マルチチャネル機として登場して

以来，既に1年以L経過しましたが，その耐久性，正確性は検体数の多い

検査センターや病院により実証されて来ました。さらに，ユニットシステ

ムの採用により，8～20chまで検査室に最適な機種を，最適な価格で選べ

る，オリンハス独自の自動分析装置です。

特　　長

●1時間に240検体処理。例えば20チャネル機で1時間に4，800テス1・を行

　なう最高の処理能力です。

　（但し，初速度測定機は1時間120検体処理）

●ユニットシステムのため，各施設にマッチした機種を選ぶ事ができ，ま

　た検体数の増加に伴い，ユニットの増設も可能です。

●サンプルカセットの採用により，検体のセット，リセットを大巾に省力

　化しました。

●分析項目により，1波長・2波長の選択が自由にできます。

●液面検知機構を採用したサンプリングシステムにより，必要量のサンプ

　ルが無駄なく正確に採取されます。

鱒　が
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仕　　様

分　　析　　法：比色法・初速度法

チャネル数：8～20ch（初速度機は8～16ch）

処理能力：240検体／時　（初速度機は120検体／時）

データー処理：2波長測定の差を算出，血L清ブランクによる測疋値補正，

　　　　　　　A／G比算出，自動精度管理（又，SD，　CV，　Cu－Sum値算

　　　　　　　出）

ゼロ調整：自動ゼロ調整
反応ライン：ターンテーブル反応管方式

〔コi閲曲已「ば　’

し☆

」
㍉ が
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メモリーヘモグラム
データー処理システム
　　　　　MMT－12MOS

萱垣医理科工業樵式合社 東京都文京区本郷3－14－16
〒ll3－91　TEL（03）812－5285㈹

概　　要

　このシステムは，コンピューター導人により自動化を進めている検査至

において，白ML球分類のオンライン又はオフライン処理を能率よく行うた

めに欠くことのできない装置です。システムは集中管理装‘且8（親機）と∫・

機との組合せになっています。1台の親機は最高8台迄の一f機を制御・管

理する能力がありますので，各検査室に合わせて台数がきめられ，また増

設も容易です。

特　　長

　1．オフラインの場合，テープパンチャーのモニター機能として，テープ

の残量，電源オフの検出，コネクター抜けをブザーにより知らせます。

2．オンラインの場合，オンラインインターフェイスの異常検出と，回路動

作チェックのための自己テスト機能を持っています。3．各r機から送られ

るデーターが一時期に集中した場合などに備えてデーターバッファリング

領域を持っています。4．モニター用プリンターの紙残量二を検出し，紙ぎれ

をブザーで報知します。5．f機の接続状態を親機のランプにより確認する

ことができます。6．総合計数にか・わりなく，任意の合計でパーセント計

算を行い，出力することができます。7．分類操作のほか，IDN（）．日付けの

セ・・トができます。8．IDN（）．はクリヤーキーごとに1カウントずつア・・プ

するので，IDNo．が連続している場合にはいちいちセットしなおす必要が

ありません。

仕　　様

集中管理装置：∫・機制1御能カー最高8台

　　　　　　モニター機能，テープハンチャー，モニター用プリンター

　　　　　　紙f機，オンライン接続状態，ブザー一による異常報知

　　プリンター，ドラムインパクトノ∫式　58mm幅　1’1紙ロール紙

　　外斤多・j’浸3mm　　Vl，「　400×D280×H180，　屯lr｛ニ　　ユOkg

　　電源　 AC100V　50／60Hz　50VA
∫機　外形・」’法mm　W280×D340×IIIOO　重｛萎1二4．5k9

　　垣二源　　AC100V　50／6011z　30VA

利用法，参考事項など

　親機は，各r機から送られるデーターを整理し，定められた出力フォー

マットに変換し出力すると共に，モニター用プリンターにデーターを印字

します。オフラインの場合には，コンピューターとのインターフェイスか

一 系統で，あたかも一台の分類装置からのデーター伝送とみなされるため，

r一機の使用台数の多少にか・わらず，ソフトウェアの負担を少なくする利

点があります。またr一機の増設に関しても，コンピューター側のソフトウ

ェア変更の必要がありません。Ji機は一般の白血球分類器の能力のほかに，

IDN（）一のセット，全項目表示，　ELSキー（トータルに関係ないキー）などの

機能を持ち，必要に応じ赤IflL球形態キーなどを持つことができます。親機

との接続は，細いケーブルで20m程度まで延長できますので，親機の位置

は自由に設定できます。
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ネフェロテックTM
イムノアッセイ・システム 匡羽］（⊆欝京郁第一科渉 京都市南区東九条西明田町57番地

〒601TEL（075）672－5311

概　　要

　⊥血漿蛋白測定法には各種の方法が開発され，実用化されています。溶液

内での抗原・抗体反応によって生成する沈降物の散乱光量を測定して試料

中の特異蛋白定量するネフェロメトリック・イムノアッセイ（NIA）は，

感度が高く，しかも迅速に結果が得られる新しいノ∫式である。当システム

ではlfll．漿蛋白の13項目と酵素の2項目，合計15項目がはかれます。

特　　長

1．コンパクトな機器，取扱いが簡単なシステムです。

2．高感度でしかも高精度です。

3．SRID法との相関が良好です。

4．低廉な機器システムで経済的です。

利用法，参考事項など

　各種jfl1一漿蛋白の臨床的意義が多く報告されるにしたがい，これらの測定

の重要性（意義）はますます高まっています。ネフェロテックTMシステム

では免疫化学的方法によって，⊥‘L漿蛋白の13項目を手軽に迅速に測定する

ことができます。従来これらは免疫電気泳動法やSRID法によって測定さ

れていますが，定量性，迅速性などに欠け，適当な自動化機器の出現が待

たれていました。現在，免疫化学的定量法にはRIA，　EIA，螢光法，レーザ

ー を用いた方法などがありますが，いずれも一長一短があり，一般の検査

室ではルーチン化されるにいたっていないと思われます。

ネフェロテックTMシステムによれば抗原抗体複合物（沈降物）を散乱光度

法（Nephelometry）によって，13種類の1（ll漿蛋白定量が可能である。

また，特殊な部品や試薬を用いていないので，価格が安く，取扱いも簡単

で，しかも信頼性の高い結果が得られます。

ネフェロテックTMでは同じネフェロメトリーを用いて，アミラーゼ・リパ

ー ゼも測れます。
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仕　　様

1．測定原理：散乱光度法による終点測定，および反応速度法

2．測定項目：」tll．漿タンパクなど15項目

3光源：タングステンランプ（5V・1A）
4　測定波長：610nm以上

5．測定セル：10φ×75mm丸底ガラヌ、キュベット

6．表示法：LED数表示器，5桁

7．外部出力二BCDパラレル

8．外形寸法：335×328×260mm（本体）

9．重　量：約12．5kg
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　　　バイオアミン分析機
71　　　K－505BD型 協和精密株式会社華密愁蕊肥i榴

概　　要

　尿、lflL液中のカテコールアミンの分析が広く臨床検査に用いられるよう

になり，本機K505型バイオアミン分析機は，生体アミン（主にカテコー

ノしアミン｝を高感度で容易に自動分析出来るよう開発されたものです。

特　　長

●T・H・1法，エチレンジアミン法等の使用が出来ます、，

●T・日・1法にょり，アドレナリンの検出は50pgまで可能です。

●オートサンフラー内蔵により連続自動分析が出来ます、、

●検出部／高感度螢光検lll器：光束　ダブルビーム

　　　　　　　　　　　　　分光万式　　十渉フィルター

　　　　　　　　　　　　　］Jj力起？皮1ミ　　410mlt）

　　　　　　　　　　　　　螢ソtカビ⊥こ　　510nm

　　　　記録計：1ペン　マルチレンジ
　　　　　・」’法・重1き｛：：W570mm×1）570mm×H510mm

　　　　　　　　　　8i’．’〉，｝ri．川：　220kg

特別附属品

　レポーティングインテグレーター（オプション）

1台

1台

仕　　様

●分離系／溶離液送液機構：プランジャー式定流量ポンプ

　　　　溶離液自動切換機構：8段自動切換

　　　　分離カラム：2．lmm　l・D×500mm（ジャケ・ソト付’）

　　　　カラム恒温槽：室温～100℃（比例制御）

　　　　フラグラマー：KTC　8A

　　　　t一トサンフラー：試料保持数60検体

　　　　　　　　　　　　　（試料冷却槽内1歳）

　　　　　・j’法・｝下：｛至｛：：W540mm×1）550mm×田040mm

●反応系／送液ホンプ：流lil：li∫変

　　　　i・，（1Lじ｝門　：弓ミih，L～95て：（上ヒf例1｛行‖征IJ）

　　　　」’法・｝恒昌：：W530mm×D670mm×H670mm

1台

1台

2本

1台

1台

1台

4系統

　1台

甲■－1司

ン■・・○　　　■　●ニト取’万＿

（自動型）

鰺
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KR－50FA
　　（冷却遠心機） 久保田商事株式会社 東京都文京区本郷3の32の13

　　　　　　（第2かねいちビル）
〒113TEL（03）815－1331

概　　要

　新たな目的のために設i’il『された，　KR　50FAは最高回転数5，0（）OrPm，最

大遠心加速度4，64（）×9か得られる低速大容1｝｛1専用の冷却遠心機です、

研究用および臨床検査からブラソドバンクまで幅広くお使い頂けるように

なりました、，尚，本機は独特なオートバランス方式を採用しています、、

特　　長

　本機は，操作しやすいコントロールハネル，見やすい電気式回］ul計を装

備し，自動的に作動する直流電気ブレーキを使用しています。

新設計のハイトルクモーターと自動調心，防振機構は，5．OOOrpmまでの低

速でのスタートからストップまで安定した回転をお約束します。また強力

な冷凍機と，なめらかな内壁をもつ完全密閉のステンレス・スチール製冷

却室は，精密な温度計とあいまってローター温度を±1℃以内の精度にて

コントロールいたします。

・」・容量：から大tv；　1｝1：まで，7　me×4本より850me×6本までのスイング型ロー

ターが使用でき8種類のローターと豊富なアダプターが準備されておりま
す。
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仕　　様

●最高回転数
●最大遠心加速度

●最大処理量

●回転計精度
●タイマー粘度

●温度計精度
●速度制御方式

●温度制御方式

5，000rpm

4，640×g

5，loomゼ　（8SOmψ×6・乍）

1，800　（1J「mg，×120ノトこ）

0～5，000rpm±100rpm

O～90分　 HOLDイ寸（±1う〉）

－
20°C～十40°C　　　±　1°C

自動速度制御方式

水銀膨脹式



73 コアグースタット
6

国際試薬株式会社龍曹竪鷲搬；1㌔留

概　　要

　血液凝固検査は非常に重要な検査ですが他の検査にくらべ高度のテクニ

ックと慣れがより以上に要求され，まだ普及の途にありこれから伸びる検

査といえます。この重要な検査がより以ヒに普及し，正しい診断・治療に

大いに活用されるよう簡単，迅速に誰が行っても正確で再現性の良い結果

の得られるlfll液凝固分析装；置としてコアグースタットが開発されました。

特　　長

光散乱法で測定　　高感度散乱光検出器により，わずかのフィブリン析出

もキャッチします。又検知器が検体と触れないので検体のキャリーオーバ

ー による誤差が起りません。

マイクロプロセッサがデータ処理　　測定結果をマイクロプロセッサが自
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　ノ
動的に換算作業を行い，PTは「秒コ9活性％」「比」を，　Fib．は「mg／de」をプ

リントアウトします。

操作か簡単で迅速　　操作が簡単なので誰か行っても同じ結果が得られま

す。ルーチン検査だけでなく緊急検査にも最適です。

専用試薬が充実一　PT，（A）PTT，　Fib．因子測定など殆んどの凝固検査

に対してデイド社の高品質な試薬が供給されています。

仕　　様

使用亘源：ACIOOV　50／60Hz
インキュベータ：37℃

表　　　小：デジタル直読式（時間）

時間分解能：0．1秒

記　　　録：デジタルブリンターによる自動記録

外　斤多　・］吟｝去　：400（奥）×300（riJ）×215（『著）mm

重　　　　　　t，ll：糸くJ　15kg

測　　　　定：PT（8～80秒）（A）PTT（19～200秒）

　　　　　　Fib．（50～500mg／de）因．fi則定



FED－1コスモ
全自動電気泳動分析装置 ◎ ：コ：ス毛株武宕iネエ 東京都文京区本郷3丁目26番10号

〒ll3　TEL（03）811－6477㈹

概　　要

　蛋白分画における竃メ《泳動から染色，脱色，乾燥，デンシトメーター，

報告書までの完全自動化された器械でサンプリングからデーター処理まで

ワンタッチOK。

一度に450検体をセットアップでき450検体を7．5時間で処理する。
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特　　長

1　サンプリングからデーター処理まで完全自動化。

2．1血清塗布はアプリケータを使用しておりますので再現性抜群。

3．稼動能力は，150検体＝2時間。　300検体＝5時間。

　　　　　　　450検体＝7時間30分　oneカセット30検体×15本

4．T．　P値9／dμを打込むと各分画の蛋白値9／deも印字される。

5．正常値範囲設定。（異常値，正常値の判定）

6．報告書タイプ。泳動分画パターン。検査月日。検体番号。

　　　　　　　　　分画％及び合計。A／G比。蛋白値。　T．　P値。

7．デンシトメーター単独使用可。

8．外部コンピューター接続可。

9．1．Dコード4桁入力可。　（T．P値使用したい時）

仕　　様

1．支　持　体

2．必要血清
3．光　　　源

4．フィルター

5．受　光　器

6．濃度範囲
7　．　言己　　6求　　言十

8．電　　　源

9．大　き　さ

セルロースアセテート膜　巾60mm×長さ30　mセラフォー。

SOue。塗布量O．3／i　eアプリケーター自動。

タングステンランプ　6V2A

500nm。

シリコンポトダイオード。

0．DO．2～2．0　自動0点，自動振幅。

熱ペン報告書様式パターン同時記録。

A．C100V　50／60Hz　600VA

巾1400×奥行650×高さ700mm。
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pH『㌘鯵箒C・RNSNGコー二㌘襟蓑i蕊土皐灌欝＝1

概　　要

　全自動の便利さとマニュアルの確実さ，柔軟さをあわせもつニュータイ

ブのIfn．液ガス分析装置です。1点・2点較正，ガスのみの較正，呼気ガス

の測定，電極のドリフトチェッ久エンドポイント自動検出，測定，演算，

洗浄，作動のモニター等の全機能は，高性能コンピューターシステムによ

り制御。タッチボタンによるコマンドに応じ，意のままに作動します。

特　　長

1．pH，　PO2，　PCO2，〔HCO3－〕，　Total　CO2，　B．E．の6項目表示。

2．80pt　eの検体測定可能。サンプルか80／i　eと微量で測定できるため，　F

　　分な採IAI．最が得にくい小児，新生児のlltL液ガス測定に欠かせない機能

　　です、また注射筒による200Lteの測定も可能。

3．エンドポイント自動検出：コーニング独自のマイクロプロセッサー制

　　御によるエンドポイント自動検出ノ∫式を採用しているため、非常に信

　　頼性の高いデータが得られます。

4．自動較正：必要に応じて，1点・2点較正，ガス較正の自動較正が可

　　能。更に電極のドリフトのモニターか可能。

5．データ補正：大気圧値，Hb値，患者の体温値を人力し，測定データの

　　補正が簡単，正確にできる。

艦詳臨
　　呂6豊s
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　　　　壽。㌣
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仕　　様

O杉こ／本　19：二200／i　e，　80，tt　e

O検A項目：pH，　PO2，　PCO2，〔HCO3－〕，　TCO2，　B．E．

Oサイズ：II260mm×W445mm×D584mm，23．7kg

O電　　源：100V，50／60Hz，200W
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血液凝固測定装置（商品名は未定） ⑬≡共‡ま式宴肚 東京都中央区銀座2丁目7番12号
〒104TEL（03）562－0411（大代表）

概　　要

　検体をセットし，スタートボタンを押すことにより全自動的にPT，　ApTT，

フィブリノーゲン定量の3項Hを同時に測定します。測定法には当社開発

の．通桓分法と1呼ぶ新方式を採用しており，光散乱強度変化の最大部分を

正確に検出し凝固終末点とします。

特　　長

1．IflL漿サンプルをセ・・トするだけでPT，　APTT，　FIB定昌：の3項目を並

　　列に全自動測定ii∫能。

2．PT，　APTTの測定結果は，時間（秒），活性度（％），レシオの中から選

　　択して印字することができます。

3．FIB定量は，時間（秒），濃度（mg／d川，レシオの中から選択して印字

　　することができます。

4．PT，　APTT，各欠乏因tの活性度IHI線が精度良く測定できます、，一一度

　　測定しておけばコンピュータが活性度曲線を記憶しているので，活性

　　度（％）または濃度（mg／dりがただちにプリントされます。

5．【rH．漿サンプル部分は冷却されています、、

仕

1．

2．

3．

　様

i則定∫頁目　PT，　APTT，フィブリノーゲン定量，

測定　ノ∫式．光散乱強度検出ノi式（特ptli申pfl中）

処理時間’　　　　　3項目

4．測’定時間分能

5．反応ライン
6．’竜　　　　 il泉

150不少／1↑「］こイントこ

300不少／1杉こf本

o．1秒

〃

〃

ターンテーブルノ∫式

100V　50Hz／6011z

欠乏因r一定最

最大40サンプルセット可
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77 G■ucoroder－S sS　5ノ．ノテスト商事株式会社 東京都千代田区麹町3丁目2番
　　　　　　　　　第三麹町ビル
〒102TEL（03）239－3741

概　　要

　Glucorodei’Sは，酸素電極を川いたlllL糖分析塁くli’；では初めてのMaxi－

manlum　Acceleration　Analysis（反応／川速度解析）の採用によt），フル

オートでしかも130～150検体／‖押llという画期的なスペックをSi∫能にした

全自動lllL糖分析装置です，，

特　　長

■全自動一サンプルを並べてスタートボタンを押すだけです。

　　　　　　標準液によるキャリブレーションからサンプリング，分析フー

　　　　　　リントアウトまで，Gluc・r・d（ir－Sがすべて行ないます、、

■正　　確　分析法は最も信頼されているグルコースオキシダーゼ酸素亘

　　　　　　極法です。アスコルビン酸等の影響を全くうけす，正確な値

　　　　　　が得られます、、

■高速処理一全「1動化と反応加速度分析法の採用で，高速処理（130～150

　　　　　　検体／時）が可能です，，

■緊急検査一ルーチン検査中でも，緊急サンプルポジションに検体をセッ

　　　　　　トするだけで，他の検体を動かさすに測定できます，，

　　　　　　測定1直は緊急検体（S）としてフリントアウトされます、、

■新次元の解析法　全く新しい反応加速度解析法の採用により，反応終点

　　　　　　法・や反応速度法にくらべ，大幅に時間を短縮。より高濃度ま

　　　　　　で測定できます。

仕　　様

測定法……・…・…・グルコース・オキシダーゼ酸素IE極法

検体処理能カ…・・130～150検体／‖占一

反応への使用ill：…5，10，15，20／t　（，

サンフノレカ・フ…O．sme用マイクロサンフルカッフ

恒温機構…………エアーバス（37℃）
ちζ1・じ‖JB‖・・・・・・・・・…　糸くJ6不少

反膓じi夜ii｛：・…　一・・・…　1．3mξ

自動精度チェ・ソク…±1，±2，±3，±4mV（mg／dC相当）

警報………・・……・システムエラー一，NOT，　CAL，　END

所要〔～元源・…・…・…AC　100V±10V　　50／6011z　3A

装置・j’法…………540（W）×465（1））×495（H）mm

装iドll　Ef／t　Ii｛：’◆…’…’’”・32kg

利用法，参考事項など

■コンピューターとの接続

　1／Fボートをセットするだけで，コンピューターと接続できます。

■研究への適応

　CONT・モードにより，レコーダーを接続して酸：素消費のダイレクト値，

　一次微分値（反応速度），二次微分値（反応加速度）を，それぞれ連続的に

　記録できます。
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島津自動生化学分析装置
　　　　　　　　　　CL－12形

㊥島 津製寸巨所 京都市中京区河原町通二条南
〒604TEL（075）251－2811

概　　要

　ルーチン検査で1時間に80検体を処理し，検体毎に最大12項目までラン

ダムに選択，分析できます。また，分析条件が容易に変史できますので，

12項目分析後引続き別項目の分析に移れます。ルーチン検査中の緊急割込

みのほか．24時間スタンバイで時間外でも検体を受付けることができます。

｝文二　1，　t：　～；、fi　I支　：37°C±0．1°C

光　度　　計：［ul折格・力f多分光光度計　340～700nm

測　光　法：フローセルを用いた一波長または二波長測光ノ∫式

データ処理：コンピュータによる自動処理

所　要　竜　源：AC100V，4KVA，50，60Hz

大きさ：幅2050×奥行880×高さ1450mm
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特　　長

1．24時間スタンバイで緊急検査ができます。

2．緊急検体の割込みが簡単にできます。

3．分析条件は任意に変更できます。

4．分析項目は最大12項目まで任意に設定できます。

5．設定された12項目について検体毎に項目の選択ができます。

6．12項目分析後，引続き別項目の分析に容易に移ることができます。

7．ご使用前後の手間がほとんど不要で，かつ試薬のムダがごくわずかです。

8．モニタ機構の完備により，誤動作の心配はありません。

9．装置の動作状態，不具合箇所が一目でわかるディヌ、プレイがついてい

　　ます。

仕　　様

同時処理項目

チャンネル数

検体処理能力

緊急検体処理

サ　ン　プ　ラ

検　体　量

反応時間

1～12項目

4ライン12チャンネル

1～12項目　80検体／時間

1～4項目240検体／時間

緊急割込み；日常検査中随時可能

緊急検査；24時問スタンバイで受付可能

ターンテーブル方式，最終検体識別機構付き

10，20，SOPt　e／項目

7分
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マイコン制御方式濃度計

DENSITRON⑭
　　　　マイコン20 緩鑑常炎 東京都文京区本郷3－19－4常光ビル

〒ll3　TEL（03）815－1717

概　　要

　電気泳動の常光が“ひとりでも多くのユーザのノi々に，よりよい濃度糺

を使っていただければ”という熱い願いをこめて，マイクロコンピコー一一タ

制御万式の抜群の性能を装備した濃度糺を開発いたしました。高度な機能

かみごとに集約化されコンパクトに使いやすく設計されております、，操作

も極めて簡単て誰でも誤りなく使える対話形のフレンドリーな．装置です、．

マイクロコンピコー一タシステムをフルに活用したDENSI’FR（．）N一マイコン

20は，皆様の検査室で大きなノJを発揮するものと確信いたしております、

特　　長

　マイクロコンピコー一タによる制御。ディスプレイからのメッセー一ジによ

り対話万式で操作されますのでだれでも簡単に誤りなく使えます．すべて

の入力はテンキーにて入力します．、蛍光マトリクス表示器の使用により見

やすく表示されます、、広範川の試半こ1’を20検体／約8分のHiSpeedで測定し

ます．アラー一一ムが発生した場合，どこがおかしいのか装置がその箇所をメ

t・ セージとLて表示します．グラフィ・クブリンタによる見やすく正確な

報告、｛｝が作成されます「総蛋自、1．Dのテンキー入力〃）DATAがCOPY用

ブリンタで確認できます、，停電や誤ま’、て電源が切れてもテンrt－　一一　一で人力

したDATAは補償されます，．記録紙幅は58　mm，89mm何れかご希望のもの

を装置することができます、

仕　　様

i11｜」　定　3屯　1；1；1：0～2．O　O．D．　Auto　SPtm　O。2～2．00．D．

光　　　源：タングステンランプ　6V　2A
フL　　リ　　　・　　［、　：lll苗O．2mm　　⊥こさ　2　mm～10nml　j」［糸り1三1∫∫変

フ　ィ　ル　タ：金属．卜渉フィ几タ，500nm，　570nm，620nm

受光素　It’：フレーナ型　シリコンブルー一セル

測定試料：セルローズアセテート膜、寒天’ド板状の不透明な試料

、1式料移重力範囲：Ytillh　1　O～70mm　X軸0～99mm

；‖1レじスピード：川1」〃ヒ申由800n｜m／min　シvノト1剛1800mm／mirl

測定所1月時川：20検体／5mil）

利用法，参考事項など

　マイコン対話システムとは

　人間亡学的な配1痘から生れたこのシステムは，誰にでも簡．単に装置が操作

できるように，操作子順の誘導，データ形式の表示，入力データの砿認，

自己診断機能の表示までコンピュータと会話しながら操作します，、目の疲

れない緑色の大形文字表示，なじみやすい操作キーなど，凡てが使われる

人のことを考え機能的に設計されている“マイコン20”のシステムをご確

認ドさい、大型コンピュータに接続させる総蛋白，LDコンバート機能に

ついて病院のデー一タ処理技術が進歩するにつれて，IflL清蛋白1直もONLINE，

OFFI．INEでセンターの大川；1！コンピコ．一一タに入力させることがIE来ます。

“ マイコン20r，のLDコンバート機能は，それらの要求を満たすために6桁の

へ一シェント1．Dを100検体・一度にメモリーしてSAMPLE　I．　D（試料番

りつにコンバー一一トすることが出来ます／／入力データは表示器を見ながらテン

キー一で人ノJし同時にリストを取ることもできますグ）で確認が容易です，，ま

た5桁の総蛋白値（g／dりを　一度に100検体分メモリー一しコンバー一トすると

同時にリストを取ることもできます、等々，このイ1’望なコンバート機能を

ご利用1“さい，、
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MUMPS臨床検査システム ◆住友電気工業tt　s式合3t
　　　　　　　　医療情報システム開発室

大阪市此花区島屋1－1－3
〒554TEL（06）461－1031内線3520

概　　要

　MUMps臨床検査システムは住友亘［が我国ではじめて医療情報処理用

ソフトウェアとして定評のあるMUMPSをべ一スに本格実用化したもので

あり，従来の検査測定・報告の自動化に加え，データベースマネジメント

機能を備えた検査部データ総合管理システムである1、

特　　長

　（1）小規模からスタートし段階的拡張により大規模システムとすることが

できる。（2）多重即時併行処理機能をもつため導入前の運用体制のまま移行

できる。（3）処理の中身はブラックボックス化され，入出力か会話型処理に

なっているためシステムとの対話が容易で全ての運用は検査技師自身で行

なえる。（4）機器の増設・プログラム追加・修正が日常業務運用の支障にな

らず，機能拡充コストも通常の％～Aiである。（5）可変長データが扱えるた

めデータの格納効率がよく少資源で長期間データ保存が可能である。（6）40

時間程度の講習で学べる高水準データベー一ス，「語のため蓄積データの検索・

研究的活用に威力を発揮する。（7）全世界で4ノ∫台の実績をもつDEC－PDP

11中央処理装iFiとDSM（DEC標？lf．MUM1）S）オペレーテングシステムの

採用と，綿密なダウン対策により安心して運用できる。

仕　　様

1．機器li：様：（1）中央処理装置DEC　PDP11（2）主記憶容量128KB～256KB

（3）データ容量5MB～264MB　（4）CRTディスプレイ3台～15台　（5）マーク

シートリーダ（70枚／分）1台～5台　（6）ラインプリンタ（135L｝）M～400LPM）

1台～4台　（7）シリアルプリンタ（30CPS～180CPS）1台～10台　（8）オン

ライン接続分析装置1台～20台　（9）その他特殊端末各種　2．対象範囲：生

化学・IflL液・一般・1血清・細菌・病理　3．データ保存容量：延10，000検体

～ 500，000検体4．業務内容：（1）検査依頼登録（CRT又はマークシート）

（2）ワークシート作成　（3）分析結果のデータ入力（オンライン又はマニュアル）

（4）未処理再検表の作成　（5）検査成績書の発行　（6）検査台帳作成　（7）検査統

計表発行　（8洛種精度管理　（9）分析結果データ即時間合せ　（IO）他システム

とのオンラインデータ交換

利用法，参考事項など

（1）電算機室設置スペース　3m×5m（標準）

（2）亘i原　　100V　　AC単木ll　消費亘プJ　3KVA（オ曲準）

（3）空調　温度　18℃～24℃　湿度　40％～60％塵埃少ないこと

（4＞接地第1柿アース

縷

鍵鑛懇
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米国フォトボルト社製

PVA－4Mマスターマインド型
　　　　　　電解質自動測定装置

（∋畷左：〆私科学貿易 東京都中央区日本橋小網町9－2
　　　　　　　　（秋山産業ビル）
〒550TEL（03）668－1401（代）

概　　要

　本装置は，pHメーター，水分計等，最高の電極を使用して定評のある米

国のフォトボルト社が，世界に先駆けて開発した電極法の電解質自動測定

装置です。この度，フォトボルト社では，従来のPVA－4型にマイクロプ

ロセッサーを内蔵した完全自動型の新機種PVA－4M（マスターマインド）

型を開発し，昭和54年9月から納入体勢に入ります。

●精

●寸

●重

●電

度　　Na＋，　Cl－，　HCOi：±1mEq／e

　　K＋：±0．1mEq／9

法　1，650（W）×500（D）×380（H）／mm

量　66kg

源　50又は60Hz，100V，2．5A

特　　長

●電極法の生命ともいえる電極は，フォトボルト社にて一本一本入念に手

　造りされており，高品質と共に長寿命面でも定評があります。

●本装置は，Na＋，　K＋，　Cl－，　HCOiの四項目を同時測定しますが，重炭酸

　塩測定部は，本体部分と独立している為に，Na＋，　K＋，　Cl’，の三項目同

　時測定用としても使用することができます。

●新開発のPVA－4M（マスターマインド）型は，自動的にキャリブレーシ

　ョンを行ないますから，夜間等緊急検査の場合にも，測定必要な検体を

　サンプラーに置くだけで，いつでも，誰でも正確な測定ができます。ま

　た，PVA－4M型は，各検体ごとに，　ID番号・四項目のデータさらにア

　ニオンギャソプを自動的に計算し，プリントアウトします。

仕　　様

●測　定　項　目：Na＋　K＋　C］－　HCOぎ

●処理能力：48検体／時間
●検　体　量：4cH…300xt　e　3CH…200μセ

●測定可能試料：【AL清・血漿・尿

●測定範囲二Na＋，　CI－：20～299mEq／セ

　　　　　　　K＋：2～12mEq／之（lflL清）

　　　　　　　　　　20～199mEq／ρ（尿）

　　　　　　　HCOび：8～40mEq／セ
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。MR。＿析装置Mlc鰍爲頬璽驚鶴i　l土 東京都港区西新橋3－23－5
　　　　　　　　　第24森ビル8F
〒105TEL（03）436－7078

概　　要

　MICROXは細胞の検出・位置決め・油浸・焦点調節・分析判定をすべて

自動的におこないます。1’1　lflL球形態ク）析をしながら，同時に赤lf［L球形態分

析および，血小板計数をおこなうなどプロセスが合理的に組まれています

から，短時間で精度の高い分析判定ができます。立石電機が独自に開発し

た高度なパターン認識技術を用いた国産第1号のll｜L液像分析機です。

特　　長

1．検査中の細胞を常時カラーモニタで確認できる。　　　2．計数終了後、

UNKNOWNとして分類した細胞を自動11《Jに順次呼び出し，鮮明なカラーTV

画像で目視検査できます。3．白lllL球形態分析をしながら，同時に赤lfll球形

態分析および1｛IL小板自動計数をおこないます。4．細胞レビューを含め，1

時間に50検体を処理します。5．赤IAL球をSIZE3種類，　SHAPE5種類，

COLOR4種類の項目に分けて分類します。分類内容は数｛†1二として，および

Price　Jones　Curveとして，さらにそれらの判定結果としてアウトプット

することが可能です。6．標本の染色状態は検鏡検査と同等です。7．パター

ン認識フログラムは検査室の細胞判定基準に柔軟に対応できます。8．オプ

ションのインターフェースを付JJIIすれば検査データのオンライン処理可能。

9．通常の環境条件で使用できる。

仕　　様

機　　　　能：白1血球分類モード，赤血L球形態モード，白IllL球／赤lf［L球形

　　　　　　　態モード，セミオートモード。

分類白lflL球数：正常白」血球6種（桿状核好中球，分節核好中球，好酸球，

　　　　　　　好塩基球，単球，リンパ球）。幼若球および異常球は「未知」

　　　　　　　（UNKNOWN）として分類終了後レビューできます。

赤」血球形態分析：SI　ZE，　SHAPE，　COLORについて自動分析。

ML小板自動計数：間接法により」血小板数を自動的に算出。

検体処理速度：50検体／時（白」flt球100カウント）

享’？ニフ↓三1’ll∬1上｝（数　　 10（），　200勺　500，　1，0000

罫貞　　　　そ放　　　　3党　　　1，000fi’G：，　　ド1重力？lil～～と，　　1’1重力1，｛ミ，，，’J：　fii－Il　ifi…lj　o

｝所要・lfll’i夜　lill二〇．2mξ

使用標本’遠心塗抹↓票本，Wright染色，緩衝液pll6．4．
’電　　　　　　　 il泉　　AC100V，　15A

外形・1’法本体1，500（W）×1，310（B）×800（D）mm

　　　　　　　CPU　530（W）×1，120（H）×500（D）mm

オプンヨン　遠心塗抹一装置（スヒナー）HEG－SP

　　　　　　　自動染色装置（ステナー）HEG－ST

利用法，参考事項など

●昭和53年度　日本ME学会 新技術開発賞受賞。



　　　テルモ自動血清分取装置

83　　型式：APC－50P
（D テJlt株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2－44－1

〒151TEL（03）374－8日1

概　　要

　自動分析装置の普及やデータ処理の自動化は，【（IL液検査の粘度管理や効

率化に大きく貢献しています。しかし，分析の前段階，つまり分析のため

の試料を作る段階が自動化されなければ，検査相芝や検査効率の向ヒは望

めません。

　テルモ自動lllL消分取装置は，いままで人手に頼ることの多かった」flL清分取

を毎時700検体のスピードで処理し，検査籾支や検査効率を高めます。

特　　長

●遠心分離した検体を本体にセットするだけで，lfll清を自動的に分取しま

す。●処理能力は1人の人員で700検体／時間と，きわめて効率的です。

●装置内のlflL清の流路は，すべて純水で洗浄され，さらに乾燥されますの

で，前。式料のキャリーオーバーがなく，粕度の高い検査が行なえます。●空

気泡検出機構を採用。しかもポリスチレン製のビーズセパレータで1血L清と

IAI球を分離しますので，検体容器にラベルなどか貼付されていても，　MI清

だけを正確に分取します。●専用の検体ラック（試験管立て）は，そのま

ま遠心分離器にかけられます，，また検査室での受け付けから，ltlL餅を廃棄

するまで，試験管は検体ラックに立てたままで取り扱えますので，作業か

スムーズに行なえます。●直接血1液に触れる機会が減らせますから，⊥血L清

肝炎などの感染防止に役立ちます。●使いやすく，だれにでも簡単に使用

できます

仕　　様

処理能力：700検体／時間

処理方式：10検体同時吸引・親ラ

　　　　　ノク1司▲切馬区重力方∫C

検体容器：16φ（O．D．）×103（H）mm

　　　　　lOmゼベノジェクト採j｛ll

　　　　管
。式米こ｝ぞミ29：13φ（O．D．）×75（ll）mm

　　　　　5meラルポ清浄試験管

検体親ラ・ノク　：20本×5ラック

試料親ラ・ノク：50本×2ラノク

・／’法：750W×140011×1050Dmm

重辿▲：：糸勺300k9

］も源：ACIOOV　50／60Hz

消費亘プJ：糸勺1KVA

●付属品：ポリスチレン製のビー

　　　　　ズセハレータ

利用法，参考事項など

団テルモ自動セパレータ供給機や，テルモ自動tlL餅排出装i置を用いれば，

作業がより効率的に迅速に行なえます。

●テルモ自動セパレータ供給機：定量のビーズセパレータを検体容器に自

動的に供給します。テルモ自重加L清分取装置の検体ラックをセットするだ

けで，毎時3500検体のスピードでセパレータを供給します。

●テルモ自動」血餅排出装置：血L清分取後の検体容器を水の高圧噴射で洗浄

します。排出された［AL餅とビーズセパレータは，それぞれ別の容器に回収

されますので廃棄するのに便利です。処理能力は毎時3600検体です。

②採1（IIに真空採lr｜Lシステム《ベノジェクト》，また試料容器にラルポ清浄試

験管を用いれば，検査全体の信頼性と効率性がさらに1f・Jhします。

●真空採lfllシステム《ベノジェクト》：溶lfilや凝固を減らし，検体の汚染を

防ぎます。またlflL餅付着がありませんのできれいなrfll．清か得られます。

●ラルポ清浄試験管：ガラス製のディスポーザブル試験管です。高い消浄

度を保ち，しかも1本1回使用ですから，前試料の残留がありません。

暴

渓“
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多項目自動血球計数装置

　　　CC－720
SSsygsmeDX〈東亜医用電子株式会社鵯搾薔認警繧漂7

概　　要

　全自動の1∬L球計数装置で，lfE液中の白ML球（WBC），赤血L球数（RBC），

ヘモグロビン量Glgb），ヘマトクリット値（Hct）をi”il定し，合せて3項目の

赤血球恒数（MCV，　MCH，　MCHC）を算出し，検体番号，検査月日ととも

にCRTディスプレイに表示，およびデータ用紙に印字する。

特　　長

　サンプラーにより被検体が「1動供給されるので，約0．Sm9のIAI液があれば，

1時間に約100検体の測定を完全自動でおこなうことがn∫能となっている。

また小児などで静脈採」flLの困難な場合や静脈採1血Lの量が少ない場合には，

あらかじめ20m£の希釈液を分注しておいたビーカに血液をO．04mμ希釈する

ことにより，これらの検体も測定可能である。

本装置は本格的なマイクロコンピュータを内蔵しているため，CRTによる

キャラクタディスプレイで，装置の異常，試薬の不足，精度管理データを

ディスプレイさせることができる。

またヘモグロビン測定にシアン化カリウムを使用せず，また装置の定量部

に水銀も使用していないので，いわゆるクリーンアナリシスへの転換が可

能となるなど，多くの特長を持っている。

仕　　様

検査項目

処理能力
必要血液量

表示・印字

・j’法・重量

し源・電力

白lfll球数，赤lfll球数，ヘモグロビン量，ヘマトクリット値，

赤血球’1亘数3項目　（MCV，　MCII，　MCHC）

約110検体／時

全ltlL測定約0．SmL　　希釈測定0．04m£

CRTキャラクターディスプレイによる測定データ，精度管理

データ，異常警報表示及びプリンターによる印字

本体　ri］約94×高さ約142×奥行約99cm　約165kg

空圧源　43×41．8×47cm　約35kg

ACIOOV±10％，50／60Hz　480VA以下

利用法，参考事項など

　内蔵のマイクロコンピュータは，以ドの機能を持っている。

1．表示

　①CRTキャラクタディスプレイ：カタカナ，英文字，数字で表示

　②シーケンス動作表小

　③ブザー「；二：スイッチ応答，ディスプレイ変化時，異常発生時に

2．言己’【：意

　　検体データ200検体を記憶する。また精度管理限界値や精度管理データ

　　を記憶する。ユアメモリの使用により停電時も記憶は消えない。
3　．　＊｝iij隻管；王里機育旨

　①X－R管理
　②基準値内検体の平均値と標準偏差の算出

　③20検体’ド均値管理

　④異常値の監視

葺
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NAKL－1
臨床用電解質自動分析装置 『亘測東亜電波工業株式書杜皐『禦薔顧㌔⊥ごTllo

概　　要

　NAKL－1は，　lflL清，血漿のみならず全lflLでの1白：接測定が可能，そのサン

プルを選びません。サンプル所要量も1SOPteとわずかです。さらに，イオ

ン電極法の採用により，Na＋，　K＋にプラスCl一の3項目の同時測定・同時表

示を実現しています。押ボタン1つの操作のみで，測定準備から較正測定，

データプリントアウトまで約60秒で自動的に行ないます。

特　　長

●全lllLでの測定が可能です。

　サンプルは，1血清，血IL漿をはじめ全」血でも測定でき，前後処理も不要です。

●Na＋，　K＋，　Cl一の3項目を同時測定します。

●サンプルは150μρと微量で測定可能です。

●イオン亘極法を採用。安定で選択性，再現性の高いデータが得られます。

●誰れにでも取扱える完全自動測定システムです。

●マルチサンプラ（30検体）の併用で，完全自動連続測定が可能です。

●ミス測定防li機能内蔵の安全設計。安心して利用できます。

●Na＋，　K＋，　CIN値を同時表示，サンプル付でプリントアウトします。

●優れたコストバーフォマンスを実現しています。

仕　　様

測定対象
測定　方式
表示・データ

測　定　範　囲

測定時間
サンプル量

測定温度
1司H寺1年現’li生

1血清，1血1漿，全1血中のNa＋，　K＋，　Cl一濃度

イオン運極法による全自動測定

各項目ともディジタル3桁表示及びプリントアウト

Na＋：70～199mmol／尼　　K＋：2．00～9．99mmol／e

Cl－：70～199mmol／e

約60秒

1SOptξ（min）

37℃

各項目ともCV値にて1％以内
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血液流体特性検査装置
（バイオレオライザー） 合難東束計器 東京都大田区南蒲田2－16

〒141TEL（03）732－2111

概　　要

　本装置は」血液の粘度を数通りのずり速度で測定し，粘度値及び粘度のず

り速度依存性から血液疾患を発見することを目的としている。

　本装置は粘度計本体とデジタル表示器（ビスコーダー）より構成される。本

体はコーン・プレート方式の回転粘度計である。ビスコーダーにはデジタ

ルプリンターが接続できる。

特　　長

　粘度計のコーンとプレートの間に充損されたサンプルの粘性摩擦抵抗に

よって生じた粘度計指示値はビスコーダーにデジタル表示される。ビスコ

ー ダーは指示値及びコーンrpmのBCD出力をもっているのでデジタルプリ

ンターやコンピューターに接続し，データ処理することができる。

粘度計本体の特長はつぎのとおりである。

（1）ずり速度がサンプル内で均一であるから，血液のように非ニュートン性

　液体の粘性測定に適している。

（2通L液の体循環に合ったずり速度範囲で測定できる。

（3）ずり速度，ずり応力が理論的に計算できるので，非ニュートン性液体の

　流動特性解析に適している。

（4）サンプル量はO．SmLである。

仕　　様

●コーンrpm　O．5，1，2．5，5，10，20，50，100，の8段変速

●ずり速度　7．50N（S－1），　N：コーンrpm，　3．75～750S－1

●ずり応力　0．233θ（dyn／CM2），　θ：粘度計指示値

●粘度範囲　0．3～600cp（mpa・s）

●サンプルカップ　サンプル温度制御用のジャケット付

●精度　±1％FS，　再現性　±0．2％FS

●電源　AC100V，50／60Hz：本体15W，ビスコーダー20W

●ビスコーダー　表示：指示値デジタル3桁（99．9まで）

　　　　　　　　出力：指示値BCD3桁，　rpmBCD　1桁

利用法，参考事項など

（1）つぎの各種疾患の病状判断や治療指針のデータがえられる。

　（イ）高粘度血液症候群（糖尿病，心筋硬塞，多血症，マクログロブリネミ

　　ア，悪性腫瘍，多発性骨髄腫症，慢性骨髄性白1血病など）。

　（∋播種性血管内凝固症候群（DIC）。

　（吋過凝固状態（」血栓青抽辰炎，1fiL小板血症，急性白血病など）。

（2）輸血用としてつぎの用途がある。

　（イ）輸］血治療の指針とその効果測定。

　（ロ）保存血液の性状検査。

　（・寸成分血液の性状検査。

（3）各種疾患に対する投薬効果の測定とコントロールに有効に使用できる。

（4）リハビリテーション効果の測定に利用できる。

バイオレオライザー（本体）

バイオレオライザー

（BIORHEOLIZER）

バイオレオライザー表示部
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多項目自動化学分析装置

　　　MoDEL　TBA－880
東芝メディカル株式会社皐静碧統誤㌃煙胃

概　　要

　この装置は，多項目の生化学分析を高粘度で迅速に処理する多項目自動

化学分析装置です。オートプライム機構によって，オペレータの手をわず

らやせることなく，全自動で試薬ポンプを切替えるので分析前後の時間が

短縮できます。また，分析は，比色法・反応速度法のいずれでも選ぶこと

ができます、，さらに精度管理のためのチェック機構や試薬保存用冷蔵室な

ど，検査が効率よく行える装置です、，

特

1．

2．

3．

　長

測定条件が自由に設定できます、，

分析法は，比色法と反応速度法のいつれかを選択または組合せること

かできます。条件設定は，キーボードを用いてCRTディスプレイとの対

話ノi式で簡単に行えます。条件変更も容易にできます。

高精度の測定が行えます。

コントロールiflL清の精度管∫｝1！計算を行い，結果をCRTディスプレイと

プリンターに表示できるので，装置の作動状態が管理できます。

操作が簡単です。

オートフライム機構によって測定前後の純水と試薬の切替えが自動的

に行えます。測定終了後の反応試験管の洗浄，乾燥と式薬ライン・フ

ローセルラインなどの洗浄も自動的に行います．

仕　　様

同時測定項目……16項目

検体処理速度……90検体／時（L440テスト／時16ch）

試料採取il｛：・…・…・5／t　e／テスト～50μセ／テスト

反応液最終液量：…800μセ／テスト

測定ノ∫法…………反応速度法4項目・比色法8項目・反応速度法，比色法

　　　　　　　　1塞」尺u∫4∫頁目

サンプラ…………カセtt／ト万式，検体セット数100検体（50検体／カセット

　　　　　　　　×2）

反応ライン…・・…・ディスクリートノ∫式16ライン。反応時間14分・反応温度

　　　　　　　　37°C

試薬………………試薬ポンプ30糸IL試薬分注量100～800／tρ8段切換

　　　　　　　　言式薬f呆45…，　～て｝∫歳t’iミ（4°C～10°C）

分光計……………｝二渉フィルタ

電源………・…・－ACIOOV±10V　50／60｝lz共用

消費Y己力・・………・3KVA

糸屯フ｝（・・・・・・・・・…　一・一・25e／日寺

外形・j’法…………IIJ1600×高1370×奥800（mm）
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セントリフィケムシステム400 長瀬産業株式会社
　　　　　　　医療システム部

東京都中央区日本橋小舟町2－3
〒103TEL（03）665－31　74～7

概　　要

　セントリフィケムシステムは米国ユニオン・カー一バイト社により開発さ

れた，画期的な遠心力」∫式の自動化学分析装置です、，30項目以Lの多項目

の測定ができ，毎時120～600検体の分析かてきる高い処理能力と経済性，

そしてその他多くの特長を備えた自動分析装置です，

特　　長

　セントリフィケムはRate及びEndl’oint測〃這に有用なシステムです、

本機は式料ヒ試薬を円｝i：フのディスクに自動的に分注して回転させ，比色部

とマイクロコンピJl．　一タにより．一・度に最大28検体を非常に短時間1こ測定し、

求める濃度又は活性単位に変換してデータをフリントアウトします．また

測定後は自動的にローターとディスクを洗浄し乾燥します、，

測定は測定コー一ド（2ケタ）をセソドしスター．一トボタンを押すだけと非常に

簡単で，分析時間も用科去に比べIO倍以ヒのスヒー一ド化ができるLに，微

㍑分析ですのでサンプル㍑，試薬吊が人幅に減少します、、ブランク補正、

さらに測定フログラムを自由にセ・トできますので，IL・一一チン検査はもと

より，研’先開発にも1云い応川’性をもち合わせています。

仕　　様

データ表・ll：測定日時，測定者欄，測定項目，測定フログラム，2桁のiD，4

　　　　　　桁の浮動小数点デー一タ表示

光学系：フィルター，　292～720nrn（9点設定），　FDT・・ロゲン光源

給排水システム：自給式注人，アルコール洗浄，排水機楢
う♪　↑斤　6ヒ　ノJ　：　右工日与120～600杉～f本

そ　の　他：自動キャリブレーシコン，サ…マルプリンター

電　　　源：IOOボルト40アンペア　50／6011z

形状・1砧｛：：III13×WlOO×D64（’m　250kg

利用法，参考事項など

　セントリフイケムシステムはラボの用途によりどのようにでも阯いこな

すことカごで’きます

。と置にあた・yては，給排水。‡備べ叫、1」別な環境設f｝1；1等を必要とせす，ほんの

わずかなスへ一スと電力を確保するだけです‘、

完全自動測定，自動洗浄，微lil：化，省力化、コストダウン，緊急検査等の

数々の特kを備えており．月間20、OOO検／本以ドの施設ならシステ！，400・台

で1一分です、、

導入．にあたりまLては，　・年間の無料イ5ミ守サー一ビス，そして完全に操作を

マスターしていただくため3目間の教育コースも1｝1意しており圭す

さらにCLOSコンヒュー一タシステムを利川しますと，ワー一クシー一トから報

；lhl｝二作成に至る業務を完全自動化することができます、
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コールタ・－

　　diff　3システム ◎ 株式会社 日科椎
東京都千代田区一番町22－1
　　　　（一番町セントラルビル）
〒102TEL（03）264－8191

概　　要

　コー－Jしター－diff3は全自動化されたフロセスで白lf］1．球の分類，赤1∬L球形

態ノ）分析，　II’II・1・板」i　i＾数，白lrll」求1　OO　fl“il’1］りのNRBC数を自動表示するlf］｜｝求

分類のための最新システムです，diff3によるデータは用科去と同・’て検

体検査による診断のオンライン化も“∫能です，また用丁・法との併用でルー

ティン検在におけるdiff3の分析精度をさらに高めることかできます、、

特　　長

●白II’ILJ．kを10仲類（Segs／Barids／E・・s／Bas（・s／／Lymphs／M（mos／Atyp．

　Lym．’lmm．Gram．／Blasts／Otherl；こ分類，結果をn動～＜・1㍉

●赤1flLbi（形態をサイズ，色、形状に従’、て定ltl：的に表小、，

●lll［小板ク）f固数を，i　i’数し、過不足を表・1・

●白1∬U求100仙｜’1’1りに対するNRBC（イ1’核赤lrll∫：k数）を表示、，

●3Hのオヘレーションモー一ド（FULI．　REVIEW，CONDITIONAI、　REVIEW，

　NO　REVIEW｝を逮封尺可能

●約50秤類ソ）映｛象的特徴をコンヒュー一ター1ヒLたバター．一一ン認識法で分類，

●ブリンクーカ…ドはコーノしターカウンターモデルSおよびSRのカー一一ド

　とη1換性かあり，一’枚のデ…ター一カー一ドに両ノ∫の分析値をフリントアウ

　トITJ’能

仕　　様

ンステム楢成　アナライサー－m・del　330・・……・…………・・…・分析装置

　　　　　　　スライドスヒナ…m・，dい13（）1…・…・………・…塗布装置

　　　　　　　スライドスティナー（　、Xm｛is　Hema－tekl……染色装；；’｜1

・j’法および1口日．

　〔戸一Fラ　イTf・ft・－　IO6｛1：’：i戊・＜172〔1P｝、1）／1271け！1．・（m　　　　　432k9

　スL二　ナー一一　　　　　122（1：’：i）×　 ・16（IP｛｛1）×　 61（奥）℃m　　　　　　77kg

電　　　　源　アナラィサー一一一20AIO5－一一　1：so　V，50／60Hz

　　　　　　　スヒナー－　　　15A　IO5～130V，50／60Hz

利用法，参考事項など　〈3種類のREVIEWモード＞

　FULL　REVIEW有核1（il球の分類項目11種類のどれでも任意に再検を行

える形で分類結果を表示させるモードです。

CONDITIONAL　REVIEWスライド処理を連続的に進めるモードで，再検

（R・EVIEW）を要するスライドが発生するまで検体処理が中断されません。

REVIEWシグナルか出たらオペレー一一ターはFULL　REVIEWモードに戻

して再検することかできます。

NO　REVIEWすべてのスライドを中断なく処理するモードで，　REVIEW

＋．←かプリントアウトされたスライドは後から取り出して再検または従来

法で再検します。
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電極式多項目電解質分析装置

　　　　　AMTクリンイオン
o↓Φ〒1隠都蕊影4襟（怠亮ll

概　　要

　AMTクリンイオンは，世界で初めてイオン化カルシウムの1∫且中活最を連

続自動にて分析する画期的な製品で，数々の新技術の導入により，従来困

難であった「1｛IL中イオンを，その働きのパワー（活量）として，生体内と同

一一 条件下で測定する。」ということに成功しております。これは総量から大

体の目安をつける従来法と考え方が根本的に異なり、イオン濃度が具体的

にわかるため，診療上大変有意義な情報が得られます。

特　　長

　AMTクリンイオンは電極による血中イオン濃度の分析器ですが，特に本

機だけが採用している特徴的な機能は次の2つです。

1．ダイレクトディップノi式一．一一試料に直接電極を漬ける方式

　（1）サンプラー等の細管がないので，これらの汚染や詰まりがなく，保守

　　か大変容易なばかりか，抗凝固剤を添加していない全1（ltや，動物lfl障

　　粘張度の高い試料についても，何ら支障なく測定できる。

　（2）測定部か蕗出しているため，万一のトラブルも簡単確実に対処できる。

　（3）試料には固体の電極が触るだけで消費や変質がなく，再検等も簡単。

2．CO2ガス噴射機構　　試料に直接ガスを吹きつけるノi式

　（1）正確に恒温したガスで試料を直接暖めるので，確実で迅速な温度調整，

　（2順射圧で直接撹拝するためノイズ等の発生がなく，高精度に分析する。

　（3）好気的に扱われた検体も，pH補正機構によりCa＋＋等が正確に測れる。

仕

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

　様

用　　途

測定項目

測定範囲

検　　体

検体量

分析速度

大きさ
電　　源

人体及び動物の血中電解質イオン濃度定量分析

Na＋，　K＋，　Cl－，　Ca＋←，　Hcog，（Mg＋＋，　Li＋開発中）

生理的にあり得る範囲全て

全血（非ヘパリン血いヘパリン血供分析可能）・血漿・lflL清

0．4m2　　4項目（任意3項目＋HCOg）同時分析

1．3m彫　　全項目同時分析

60検体／時　　但，緊急検査時　1分30秒

43（巾畠）×48（奥イ丁）×53（r高）cm　　37kg

100V　50／60Hz　400W　（第三種接地付）

利用法，参考事項など

○ルーチン検査一．　キャリブレーション｜ftL清の低値と高値を，試料と共に

　サンプルテーブルに置き，測定釦を押せば全自動で測定しプリントする。

○緊急検査（1）一一一ルーチン検査中の場合一一既に測定の終了しているカッ

　プもしくは最寄の空いている場所に緊急検体を置き，緊急釦を押せば，

　約1分半で測定し，再度ルーチン検査の続きの測定を始める。

○緊急検査（2）一一．ルーチン検査終了后の場合一一キャリブレーション有効

　時間内であれば約2分，有効時間経過后は約6分で測定しプリントする。

OpH調整（1）一一一一検体の採lf｜L時のpHかわかっている場合　　そのpHに調整

　してCa＋＋，　ilC（㌔を測定する。研究論文作成時等に特に有効な方法。

OpH調整（2）一　一検体のpHが不明の場イ丁一一pHを7．4に調整して測定する。

　Ca＋＋のルーチン測定として最も実用的な方法。

OpH調樹3）一　採⊥1川白：后の検体一一．－pH調整は一切せずそのままの状態で

　測定する、，緊急な補液等が必要な場合にその参考として特に有効。



91 HYCEL　M 二光機材株式会社 東京都品川区西五反田2－7－ll
　　　　　　　　　　（光洋ビル）
〒141TEL（03）490－6411

概　　要

　HYCEL“M．は，独創的な人出力媒体「リクエス、ト・レポートカードシ

ステム」を採用した，30チャンネル任意選択式全自動化学分析装置であり，

ID入出ノJの問題点をすべて解決したユーザーオリエンテッドなシステムで
す。

特　　長

●30チャンネル任意選択エV自動化学分析装置です。

●120検体／時間の処理能力を有しています。

●エンドポイント法，レートアッセイ法のいつれも可能であり，さらに1

　波長測光，2波長測光のいづれも採用できますので，測定項目に最適な

　測定条件が選択できます。

●2台のミニコンピュータにより，装置の稼動，操作，モニター機能，デ

　ータ処理，および検索機能等ハード／ソフトすべてが管理されます。

●独創的な入出力媒体「リクエスト・レポートカードシステム」により，

　必要な患者情報，ID　No．選択項目等を釜｛｝筆で塗りつぶすだけで、全てか

　制御され，さらに報告書としてデータがアウトプットされます、，

●非常にコンバクトに設計されており，場所をとりません。

仕　　様

●チャンネル数：最大30チャンネル

●検体処理能力：120検体／時間

●測定　Ji式：レートアッセイ法およびエンドポイント法

●測光　ノi式：1波長損IJ光法および2波長測光法

●反応時間：10分
●it．r　　糸冬　　汀亙　　Ill：：最イ氏0．8μe

●・j’　　　　法：153c’m（llJ）×74cm（奥行）×130cm（高さ）

●｝n　　　　　　　　tt；1：糸勺500kg

●電　　　　源：220V，最大30A、単相3線

利用法，参考事項など

「リクエスト・レポートカードシステム」とは……………

　一対になったバーコードにより，患者検体：患者情報を対応させるシス

テムです。すなわち一対のバーコードの半分をリクエスト・レポートカー

ドにゲ残り半分をサンプルカップにはり付けます。リクエスト・レポート

カード側のバーコードは，あらかじめ必要な患者情報，IDN（）．選択項目等

を鉛筆で塗りつぶした後，OMRを通してコンピュータに人力させます。

またサンプルカップ側のバーコードは，サンプルラックの任意の位置にセ

ットしておけば，所定の位置に来れば自動的にライトペンで読み取られ，

同時にリクエスト・レポートカードより人力されたあらゆる情報と対応さ

れ，この対応に基づいて分析に必要なすべての条件がコンピュータにより

自動的にセットアップされます。分析終了後はこのリクエストレポートカ

ー ドがそのまま報告書となります。このシステムを採用することにより，

検体のセットアップからデータの報告まで，一貫した体制が形成されます。
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デュポンaca
臨床用自動化学分析装置

＜＜＜
NtSSI・K）MEDt　SCtENCE

日商メディ・サイエンス株式会社 東京都港区芝大門2丁目IO番1号（第一大門ビル）

〒105　　TEL（03）433－7635～8番

概　　要

　デュポンacaは臨床の要望に応えた発展性のある自動化学分析装置です。

従来の装置や測定方法にくらべ検査時間，オペレーターへの負担，および

人件費等経費を大幅に節減し，しかも安定した正確な検査結果が得られま

す。

特　　長

　acaは夜間休日を問わず24時間スタンバイ。デュポン独白のテストバック

によりいつでも，誰でも，簡単に、正確な情報が得られますc，

acaは現在独、∫：した35項目の検査が行なえます。そしてさらに20余項llにつ

いてテストパックの開発が進められており，この新しく製品化された項目

はすべて同じ装置でご利用いただけます。

acaはIH：界1700カ所以上で稼動中で，その品質と信頼性は高く評価されてお

ります、，

仕　　様

aca　II　すべての検査項目より29項目を選択セットします、、各々の検体に

　　　　ついて1～29項目思いのまま、，最初の結果は7分’1’・，その後は37

　　　　砂ごとに得られます。

　　　　必要な設備は屯源（常用10（〕V20A）だけ，テストパ’・クノ∫式のた

　　　　め給排水設備は不要です。

aca　IIIマイクロプロセッサー塔載により，全項目スタンバイ、また検体

　　　　の微量化，キャリブレーションの自動化，報告書様式の多様化等

　　　　さらに使いやすくなりました。

利用法，参考事項など

　緊急検査に，特殊検査に，またオーガンパネルシステムの導入，多項目

少数検体などルーチンのサブ装置として，acaの活用法は無限です。

　acaの検杏項目

1．酸性ホスファターゼ　2．アルカリホスファターゼ　3．GOT　4．GPT　5．LDH

6．L　LDII　7．CPK　8．γ一GTP　9．IIBDII　10．コリンエステラーゼ

11．アミラーゼ　12．リバーゼ　13．尿素窒素　14．クレアチニン　15．尿酸

16．トリグリセライド　17．アンモニア　18．CO2　19．フェニトイン　20．フ

ェノバルビタール　21．総蛋白　22．アルブミン　23．［flL糖　24．コレステロ

ー ル　　25．総ビリルビン　　26．1「［ビリルビン　27．Ca　28．　Mg　29．Cl

30．無機リン　31．乳酸　32．髄液蛋白　33．アルコール　34．1（ll．清鉄　35．サ

リチル酸

　開発iPの検査項目

1．ジゴキシン　2．サイロキシン　3．VMA　4．ヘモグロビン　5．カリウム

6．ナトリウムなど

一me
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ウォーターズ
高速液体クロマトグラフ ⑱ 日本ウォーターズリミテッド 東京都千代田区紀尾井町3

　　　　秀和紀尾井町パークビル
〒102TEL（03）264－8005㈹

概　　要

　高速液体クロマトグラフにより混合物サンプルから種々の目的物質を分

離定1｝｛：することができます。装置の基本構成は，溶媒送液ポンプ，サンプ

ル注入装置，分離カラム，検出器，データ記録処理装置から成ります。

ウォーターズ高速液体クロマトグラフと周辺の化学製品群は臨床化学分野

における分離定量：の自動化推巡に必要な，全ゆる機能をも備えています。

特　　長

■溶媒送液ポンプ……データの1，洲性と再現性，高感度分析に特に秀れた

　能力を持つ流量制御回路付高圧ポンプです。

■サンプル注入装置……日動化には欠かせない全自動注人装置により任意

　サンプルt，1：（1～2，000μρ）を48検体連続注人もできます，，

■分離カラム……通常のステンレス製カラムの他，性能と1、i頼性，コスト

　効率等，全ての面で秀れた，カラム間格差の全く無いカートリッジを使

　用する新しい技術を採用した，加圧カラム分離システムがあります。

■検出器……超高感度アブゾーバンスティテクター，螢光ディテクター、

　示差屈析計等から目的に合わせ自由に1塞択できます、、

■データ記録・処理装置……1枚のレポート用紙にデジタル分析計算値，

　アナログデー一タ及び分析条件等全てをプリントしてくれます。

利用法，参考事項など

　生体成分や薬物及びその代謝物のルーチン分析や研究用に幅広くご利用

頂けます、、欧米諸国では治療薬の投与量コントロールをおこなう為に多く

の高速液体クロマトグラフがルーチン分析に利用されています、、

ウォーターズでは・・…・…

O年間5つの分野別LCセミナー（無料）を定期的に開催しています。

o国際ライフ・サイエンス・シンポジウム（米国）を開催しています。

○約2万件に及ぶ分離例をlili’イ∫しています。

o御購入検討，決定のために弊社研究室，東京、大阪を御利用頂けます。

Oインハウスセミナーやデモンストレーションも御希望に従い積極的に実

　施しています。

仕　　様

●ウォーターズ

●ウォー一ターズ

●ウォー一ターズ

●ウォー一ター一ズ

●ウォー一ターズ

高速液体クロマトグラフ　ALC／GPC244型

高速液体クロマトグラフ　ALC／GPC202型

全自動サンフ．ルブロセッサー710A型

加圧カラム分離システム

データモジコー一ル730型



多項目分析装置
　　　ジェムナイ 顯購IMNSN ■≡■z■×ラ¶±電＝圧：業酷」改会元1互

〒161東京都新宿区西落合1－31－4TEL（03）953－ll81

概　　要

　遠心方式の多項目分析装置として，新開発された製品で，レートアッセ

イ・エンドポイント・2波長等項目毎に測定ノ∫法を使い分けする生化学白

動分析装置です．マイクロコンヒュータを内蔵し，項目変更が瞬時に行え

ますので，多項目分析に適し20項目以一ヒの検査をこなします．

特　　長

O小型軽量のため設置場所が小面積ですみます。

o項目別にさん孔カード（データカードを兼ねます）か異なり，このカー

　ドをさし込むだけで項目変更ができます、、

○ディスポキュベットを採用しましたのでコンタミの心配がなく複雑なメ

　カニズムを要する洗浄機構もありません。

○酵素の測定は反応開始後数分間につき20ポイントの多ポイン1・レートア

　・セイをUV領域の波長で行い直線性の判定をしたヒデータを出します。

Ol7～18検体を同時に1項目0．5～13分（’ド均6分間）で検査しますので，

　2時間で20項目の検査ができます。

O操作ミス・テータ異常・装置異常に対し約30種類の警報表小が行なわれ

　ます。

利用法，参考事項など

　このアナライザーは，毎日の検体数か5～50本の施設で生化学検査のメ

イン装置として使えます。ルーティンの検査項目として，GOT，GPT，　I！川，

ALPなどの酵素の多ポイントレー一トアッセイを始め，コレステロール，グ

ルコース，尿素窒素を各々18検体同時に1項目平均6分で検査します、，

又操作が4ステップのみで，データの判定・装置の正常作動のチェックを

すべて自動化していますので使いこなすために少しの努力と時間で足りま
す。
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仕　　様

分析ノi式：遠心方式

測定方式：20ポイントレート他

分析項目：20項目以上

分析速度：0．5～13分／17～18検体

項目切換：カードにより瞬時

処理能力：180検体／時
サンプル量：IO　一一　60μ乏

言式薬イ吏用量：0．6～　1m叱

測定温度：37℃

試薬メーカー：国産数社

測定波長：340～650nm

分光器：下渉フィルター
・j一　　法：巾82高54奥行40（Lm

重　　　　　　量｛二：50kg

消費電力：600VA



ぷ鷲鑑曇装置＿孤＿躰テ外・ン株式会社轍讐瓢ご

概　　要

　TECTRON．XA．　SERIESは，日本テクトロンが独自の技術で開発した，

ディスクリートノ∫式によるマルチカセットスライドシステムの，6チャン

ネル臨床化学自動分析装置です。

特　　長

1．すべてのチャンネルでKinetic法と，　End－poillt法の切換えが自由。

2．検体の必要辱｛二は6項目で30～60μe。試薬消費量は1項目につき1　m£以内。

3．一度に300検体までセ・・トii∫能，最終ラウンドまで検体置換えの必要な

　　し。

4．分析項］の‘｝享前設定と，検体ごとの項目の完全自由選択が可能。

5、プラズマディスプレイによる，分析設定条件の表示とセルフモニタ機

　　能。

仕　　様

O方式一6チャンネル：マルチカセット方式

○同時測定項目数＝6項目

O検体処理能力＝最高：720Test／hr（120検イ本／hr）

○検体同時セット数一最高：300検体

○検体量＝検体必一要量：6項目30～60／z　e

On式薬量＝0．Smも～1．2me

O反応時間＝反応時間Pi∫変：14分

○撹拝方式＝反応管回転撹拝方式

○検出方式＝反応／測定管直接測定

Oテータ処理＝本体内蔵のディジタルフリンタによって，6項目同時プリ

　　　　　　　ントアウト
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SMACジュニア
中型完全自動制御付分析装置 柵日本デクコ⊃椒会社 東京都港区北青山2－5－8

　　　　　　（ハザマビルヂング）
〒107TEL（03）405－7311㈹

概　　要

　世界で臨床検査の自動分析装置の情報処理にディスケットマガジンを使

用しているのはテクニコンSMACジュニアだけです。臨床医学にフローシ

ステムが長い間信頼性を持続してこれたのは，データーの信頼性を最優先

しているからです。

特　　長

●9段階にわたる精度管理報告システム

●異常値・正常値についての同時精度確認

●1，000人のデーター集積と任意打出し自在

●プロファイリング項目自動選択機能

●完全自動フローカーブモニターおよびシステムチェック

●6種目から24種目まで検査の量と質に応じた設計

●インターフェースによる病院全体のシヌ、テム化に最適

利用法，参考事項など

　日本テクニコンが，数年前に発売したSMACは，高度な流体力学の応用

と高度なコンピューターソフトウェアの応用で大成功を収めてきました。

特にコンピューターの応用では世界のコンピューター業界にも先がけて，

「情報を光に伝達させる」技術と自動制御ソフトウェアは，世界でも高く評

価されています。このテクニコンの開発したコンピューターソフトウェア

は，従来自動分析機器の後発メーカーがコンピューターの応用を情報処理

レベルに留っていたものを一挙に自動制御レベルに高度化したのは，テク

ニコンが検査技師の専門性を尊重して余分な時間を生み出す無人化の方向

をねらってきているものであり，すでに自動制御ソフトウェアは，血1液学

における同社のヘマログ8及びヘマログDにも導入されています。

　SMACの中型化をもって「SMACジュニア」を開発し「完全自動制御」

を第1に，中・小規模医療施設の省力化のために「汎用性ソフトウェア分

析工程とコンピューター工程」を取り入れております。更に6種目から24種

目まで段階的に検査の量と質の要求にそってプログラム化も可能です。
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仕　　様

●分析能力二90／時

●サンプル量：1．0～2．Sme

●オペレート必要人員：1名

●コンピューターインターフェイス

●電気容量：100V　3KW

●蒸留水：不要

●分析種目二生化学24種目

●分析法：比色法，UV法ほか

●自動ブランク差別：可能

●自動除蛋白：可能

中型，大型コンピューター，インター

フェイス接続可能

スマソク〆a：ニア
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全自動分析装置

クリナライザJCA－US8 萄 日本電子株式会社 東京都昭島市中神町1418番地
〒196TEL（0425）43－llll

概　　要

　マルチチャンネル機の効率的な運用が、これからの検査室のテーマです。

クリナライザシリーズの新鋭機JCA－uS8は，コンピュータ制御の超微量

マルチサンフラ及び項目選択機構を内蔵し，最大34項目の中から8項目を

自由に選んで，さまざまな条件下で同時分析できる多目的全自動分析装置

です。マルチサンプラの活用により分析の効率が大巾にアップします。

特　　長

o各チャンネル毎に波長・検体量等の切換がロ∫能ですc，

04チャンネルブロックごとのマルチサンプラにより，4チャンネルごと

　の独立分析かでき，4項目分析では240検体／時の高速分析がliJ一能です。

oコンピュータ制御超微量サンプラにより，小児・小動物等の微吊二lfll清に

　よる生化学分析にも最適です。

Oフログラムメモリにより1項目から16項目の連続自動分析ができます。

O試薬を草備することにより最大34項目（オプション）の分析が可能です。

○クリ十ラィザ独自の回転反応／測定ノn；測定方式により，理想的なレート

　アッセイとil・1確なエンドポイント測定か11∫能です，，

利用法，参考事項など

　クリナライザは，ハーフェクトクローズドディスクリート方式を採用し

llll清・試薬が分析操作中に四散するのを完全に防止でき，検査室内の汚染

を注意しなければならない病院検査室等の検査施設に適しています、，また

独自のサンプリング機構（バルブカットノ∫式）・反応／測定機構（回転反応

／測定管測定ノi式）・温調機構（強制循環方式の予備加熱恒温槽，空気浴恒

温槽）により，正確で高精度の反応初速度測定ができるため，患者の病態

把握，病状変化の追跡等，臨床生化学検査の中でも重要な検査に適してい

ます。例えば，GOT・GPTの測定範囲は0～2，500mlU／meと優れ，高値

の異常⊥OL清を分析した場合も正確な測定結果が得られます。

JCA－US8では，分析条件（サンプリング量・試薬系数・波長）の変更が

簡単なボタン操作でできるため，同一項目をいろいろな分析条件のもとで

分析することができます。これらにより，小中大病院・検査センター・検

査機関等あらゆる検査室にマッチします。

仕　　様

形　　名：クローズドディスクリート川マルチチャンネル同時自動分析シ

　　　　　ステム

分析項目　同時8項目，連続1～16項目

分析速度：960テスト／時間

分析ノi法：反応初速度法分析および比色法分W

試料量：1項目当り秤取量10μψ～40μψ

操作制御’コンピュータ制御による全自動操f乍

項目選択　コンピュータ制御による全項目分析・グループ項目分析，任惹、

　　　　　項日分析・各項目ともサンプル1，1：・波長・武薬系の変更II∫能
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ハイランド
レーザーネフェロメーター
　　P．D．Q．オートシステム

Σ区日本トーラベ゜」ノー1り株式会社
HYLAND　　　　〒530　大阪市北区堂山町3番3号　TEL（06）315－8915

概　　要

　溶液内抗原抗体反応とネフェロメトリー（光散乱分析法）の組合せによ

るlllLir‘i’蛋白測定システムです。ネフェロメトリーに最適なレーザー光を光

源とした画期的な光散乱光度計です。

特　　長

（1）広範囲な濃度域での測定が可能です。

（2）レーザー光源の採用により，測定精度が向ヒし再現性も良好です。

（3）SRID法との相関は良好で，さらに結果が迅速に得られます。

（4）ブランク値記憶回路が内蔵されており，抗原抗体複合物のみによる光

　　散乱度が自動的に測定されます。

（5）感度調節機構が内蔵されているため，種々の抗原抗体反応系に合わせ

　　た最適な感度による測定が可能です。

（6）コンパクトなため設置場所をえらびません。

利用法，参考事項など

　溶液内抗原抗体反応により生成した抗原抗体複合物にレーザー光か照射

されると，光散乱現象を生じます。このとき，抗原抗体複合物による光散

乱度と，試料血清中の蛋白濃度（抗原濃度）とが比例関係にあることから，

血清中免疫グロブリンをはじめ，種々の蛋白等を定量します。

特に，従来の日常検査において測定困難とされていた膀帯血，小児血清，

髄液，尿中等の低濃度検体についても容易に定量が可能になりました。

ハイランド　レーザーネフェロメーターP．p．Q．オートシステムとLAS－R

テスト試薬は，広範囲にわたって精度の高い測定値を迅速に得るための画

期的な蛋白定量システムです。

98

仕　　様

床面積50（巾）×55（奥）cm

重　　　量　40kg

電　　　源　交流100V　50／60Hz

使用電力　300W
レーザー光　波長632．8nm，ビーム径0．88mm

　　　　　発振強度0．5mW

受光部光電子増倍管を使用
測定及データ処理は米国ヒューレットパッカード社製コンピューターによ

り自動制御されます。
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CL－10型
クロライドメーター

日本分光
難日本分光メデYカル

東京都文京区本郷3－18－16岩片ビル

〒ll3　TEL（03）816－4351

概　　要

　日本分光メディカルは，従来よりNa，　K，の炎光光度計を発売している

か，今度，電解質測定のシリーズとして，CL－10型クロライドメーターを

発売した。このクロライドメーターは，電解液に試料を次々に投入するだ

けで，自動的にスタートし，終点に到達すると自動的にプリントアウトす

る方式のものである。

特　　長

1．プリンター内蔵であり，検体番号2桁，測定値4桁を，毎回測定の終

　　了時に，自動的にプリントアウトする。プリンターは音の低いサーマ

　　ル万式を採用している。

2．オート測定の場合には，電解液に検体を注入すると，自動的に滴定を

　　開始する。滴定時間は7～15秒であり，カウントが自動的に停止して，

　　プリントする。このように検体を次々に投入すれば測定が出来る。

3．電極の保守は簡単である。

4．再現性，精度は抜群であり，C．V±0．3％以下である。

5．検体量は20Xte，　IOOXteである、、

仕　　様

1．測定ノ∫式

2　終点検出方式

3．測定範囲

4．半肖　　1隻

5．t’旨示方式

6．表小最少単位
7．∬則フi三ll与1用

8．検体量
9．　・」‘　浸3（mm）

電解電流制御電量滴定法

分極電流測定法

10～350mEq／ψ　Cl－

C．V値　o．3％以内

デジタル，表示器及びプリンター

0．1及び1mE（1／ρ切換

7不少～15不少

20μψ又はlooxte

巾330×奥330×高さ210

利用法，参考事項など

　日本分光は従来は光学関係の機器をi三として開発していたが，最近電気

化学分析の原理のものに特に力を入れはじめている。このクロライドメー

ターも，従来品に比して，格別に測定時間の速いことと，再現性のよいこ

とは，今後自動機のセンサーとしての可能性を充分にもっているものと考

えられる。又，固定化酵素の膜を用いて，電極法で，グルコースを全lrlLで

測定することにも成功し，製品としている。これらの機種は，マイクロコ

ンピューター等の最新のデジタル技術を最大限に利用して，設計されてお

り，操作手順か全く自動化され，又グルコースメーターは，24時間スタン

ドバイ体制をマイコン制御で行っている。今，全lllLを取扱う場合の洗糠等

の指令もマイコンによって行なわれている。このマイコン技術は日本分光

が約6年前に，計算機内蔵型の分光光度計を世界で初めて発表したときか

らの，連続した技術である。

．，；



CPC
動的赤血球膜物性検査装置 ⑥株式会襟熟蕊皇忘顯螺
概　　要

　生体の異常は赤llll球膜の物性に微妙な変化をもたらします、，動的赤lf｜｜球

膜物性検査は直線的に低下して行く浸透圧勾配をつけた食塩水が入ってい

る細いポリエチレンチューブ内を，遠心力によって赤lflL球を一・定速度で移

動させていき，赤lf［L球膜か浸透111低ドのストレスに抗しかねて内容物であ

るヘモグロビンを食塩水内に放出して形成する溶lrl［帯を観察する検査であ

る一

適用範囲

　動的赤lllL球膜物性検査は種々の疾患の診断に役、㌧：つが，とくに［Al液疾患

及び肝・胆道疾患の診断・経過観察等に有用である、

その他の適川：保存llllのlinT．視，　Itll液透析時の赤lllL球膜の変化，薬理毒性の

検討等。

参考事項

f建で呆」1童りU　　200∴lr
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特　　長

　この検査法ではコイル状チューブの中を赤IAI．球を移動させるために公転・

自転の二重回転車lllをもつ特殊遠心装置が考案されておりコイルプラネット

遠心器（CPC）と呼ばれている。

●検査用lnL液は極微1，1：（約10μセ）です。

●検査時問は20分間。12検体セ・・トできます、、

●操作法は簡単，再現性に優れています。

●浸透圧抵抗の赤lrlL球分布（微分曲線）の細かい変化が把えられますので

　病態の経過観察等に便利です。

仕　　様

●特殊遠心｝1置：公1り11600rpm，自転16rpm．100V．

　　　　　　　　外形・「法57×40×49cm．

●走査」1；ll自記光電記3、糞計：波長500nm．100V．

　　　　　　　　　　　　夕F斤多Nj’　？V324．5×23×37℃m．

●インキュベーター：収納コイル24本．100V．

　　　　　　　　　　外形・1’法40×16×16（・m． CPCシステム



　　　任意選択方式・自動化学分析装置
lo1 　スイスGREINER社製　GSAIID

嚥Q．難鼎コVW科学貿易 東京都中央区八丁堀2丁目3番2号
　　　　　　　小林ビル本館3F
〒104TEL（03）553－5211㈹

概　　要

　臨床化学検査多項目分析器で，高性能分注器を多数内蔵して試薬を分注

することにより，マニュアルノ∫式を再現し光学的に化学反応を測定させて

いますc，GSAIIDはコンピューター管理ができ，検体の測定項目の指定及

びGSAII本体の動的管理か行えます。又本機はスタンダードキャリブレー

ションを行わず原子及び分力吸光係数を使用し安定なデーターかでます。

特　　長

1．本機GSAIIは，多項目（30項目）をセットでき，検体の必要項目だけを，

　　キーボードよりの入出により選択でき試薬及び検体の無駄がありませ

　　ん，また本機は原Ii及び分Ji吸光係数をファクターとして，機械にセ

　　・トすることによりキャリブレーションかいらず安定したデーターが

　　でます。

2．本機は，試薬冷蔵庫を内蔵し。∫t薬及び高性能ディスペンサーを2～8℃

　　に管理することにより，日差変動かなくなりました。

3．本機のメソード及び検体秤取i‡1二は，コンピュータープログラムによる

　　ものなのて組み変えが日由にできると同時に，他のマニュアル測定試

　　薬を本機にセットし，測定する事も可能です。

4．本機は取り扱いが大変簡単で女性にも楽に扱えます。

5．緊急検査を最優先して検査か行えます。

仕　　様

O測定項U：30理｛目（約70項目より選打ミしセ・トする）

O・1’　法：W4，200×D　1，450×H1，650mln

OI重　　届：：1、300kg

O比色機構二水銀ランフ使用のフィルター利用のシングルビーム

○反応容器：カ・プ式により37℃水槽中を辰動しなから移動する，、

O処理能力：lsooテスト／時間
OIA　L亡三～lllU変　：i37°C

Oサンフリンク機構ニターンテーブルノ∫式ヒ・クア／ブディスペンサーを

　　　　　　　　　　使用

利用法，参考事項など

　生化学検査の自動化，一般ルーチン検体の処理及び特殊検査の自動化を

行う。

電解質（Na，　K，　CDなど微1“：検査においての高性能検査に適しているe

平均精度：・F均CV　l．1％

波　　　　長：366，405，436，492，546，578nm

試薬分注li｛1：50～2，500μξ（任意可変）
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726形
日立自動分析装置 ＠株式餉日fi製佗所 東京都港区虎ノ門1丁目26番5号（第17森ビル）

〒105TEL（03）504－7855（医用機器グループ）

概　　要

　日、’ノ：7L6形は，生化学自動分折装置匡1産1号機を1｝｝j発した日、フ：の技術を総

結集Lて開発Lた新鋭機です，

　マイクロコンヒ∴一タによる全自動制御に［・、てレート分析と比色分析が

同時にて』き，Lかも毎時150検体の高速処理能力をもっています，，

特　　長
cDレートタア↑斤と⊥’ヒ色’」）’　tJ　iカ：1，i」ll猴にで’きま一5－，

　レー一ト分析は最大8項目まで任遺1にL，始じ，変史できます。

②毎時150検体のハイスピード処理です。

　1検体’iGり計算項［｜（A／G比，コレステロールエステル比など）4項日を

　含め20項目の分析を毎ll担50検体の速度で行ないます。

③lllL清情報を印’「二します。

　IAL清の乳び，溶lllL，黄色の度合を分析項目をへらすことなく測定します、、

　測定の原理を図に示しますが，NADH2を用いる反応系の項目を測定する

　際，同時に可視域6波長で乳び，溶10L，黄色の度合を測定します。

④精度管理計算を｝’働的に行ないます。

⑤CRTディスプレイでモニタや条件入力ができます。

⑥調整は全自動です。

仕　　様
「IiJ口午IJ＞‡斤・」董〔目・・・…　161頁目十討’算：4　」頁目十1（ILUti・・ltFi／t幸艮3∫頁目

検体処理能カ……150検体／時

血清所要｝↓｛…・・…・比色法’ド均15μρ，レート法’｝ξ均30Pte／項目

反応試薬｛き｛：…・・…・1項目平均1．3mC

緊急検体処理……一般検体の順番を狂わさず割り込み可能

測定の原理

340nm

↑↑

　①

にこり

500nm

↑↑

②

↑↑↑↑
③　　　④

700nm
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米国ADVANCED社

オスモメーター3CII ⇔
　臨床検査・理化学器械輸入

富士工業株式会社
東京都文京区湯島4丁目1番14号
〒113TEL閻§lh：』、間旦；

概　　要

　体液の滲透圧測定は，体内の水と電解質のバランスを知るために欠くこ

との出来ないものである。滲透圧測定法には，氷点法・蒸気圧法があるが，

最も多く使用され，かつ安定度の高い氷点法を採用したものがアドバンス

社のオスモメーターである。尿の滲透圧データーは，腎臓の正しい診断に

不日∫欠でもある。

特　　長

　世界唯一一の多検体完全自動型の浸透圧計である。安定した再現性は，抜

群のものかある。O．3m？，の試料をターンテーブルにセットし，スタートボタ

ンを押すだけの操作で，44検体の検体番号と測定値がプリントアウトされ

る。正確な氷点の形成に要する時間は，それぞれの試料によって異なるか，

新設計のaj　f回路が正しい氷点を検出する。又万全な警告装置があり，検

体の不備，器械操作のミスなどで測定に異常があった場合，その内容も記

号によりプリントされ，さらに発信音にて知らせる。

取りはずし自由のターンテーブルは，試験管のセットや清掃が非常に簡単

です。又高精度のセンサーを採用し，器械や試験管の異常をキャッチする。

緊急の検体は，優先測定が出来る。コンピューター直結も可能（オプショ

ン）である。

仕　　様

検　体　　量

検体処理能力

表　　　　示

測定範囲
再　現　性

安定時間
測定時間
サイズ・重邑

消費這力

0．3m乏（0．2～0．3m？，）

1～44検体

デジタル表示及プリントアウト

0～2，000m（）sm／kg

±3mOsm／kg，　0～400mOsm／kg、

±0．5％400～2，000mOsm／kg

約30分

1　検イ本糸くJ2／7JX

69×64×54cm・34kg

115V　300W

利用法，参考事項など

　滲透圧計の臨床的応用は，使い易い製品が市販されるようになると同時

に広範囲になった。尿滲透圧の測定は，腎不全と尿崩症の鑑別を容易に行

わせる。クリアランス研究では，量と共に濃度検出が必要となる。

ll11清滲透圧は，ナトリウム濃度を判明させ，種々の疾病の判断に不ロ∫欠で

ある。人［腎臓施行時の1血清の滲透圧測定及1透析液のモニター、、

唾液，涙液等のすべての体液の滲透圧測定及注射液の滲透圧値，屯子顕微

鏡の定着液の濃度。分子量の測定，牛乳の品質検査等に1幅広く利用されて

いる。滲透圧に関する参考文献も用意されている。
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ARva皿亀煕慰甥懸騨
（発売元）

藤沢メディカルサプライ株式会社 大阪市東区道修町4丁目3番地
〒541TEL（06）202　－ll41

概　　要

　ARIA　IIは，新しく開発されたフローシステムによる全自動RIA測定装

置です／／このフローシステムは抗体を固定化したカラムを納めたチャンバー

を使川しており，約3，000検体の処理が可能です。1検体約3分で測定を完

∫します、、操作コントロール及びデータ処理は本体内蔵のマイクロコンピ

ューターによって制御されています、1操作は非常に簡略化されています、．

特　　長

●i3　，　OOO検体くり返し／吏用ii∫能のチャンバーによりムダがありません、，

●独特なフローシステムにより温度，時間，試薬情，抗体等の反応条件が

　常に安定した状態で測定可能ですc，

●抗原・抗体が瞬：時に反応するためインキュベーションが不要です。

●標識化合物は遊離部分と結合部分の両方を測定し計算：されます，、

●β・γ切換式であり，広範囲の測定がii∫能です。

●すべての操作はコンピューターにより制御されており，検体をキュベット

　に入れてセットするだけで測定がスタートでき，操作が非常に簡単です。

●データ処理も自動化されており，データはディスプレイと共にプリント

　アウトされます．

●使用試薬および廃液はすべて本体内に貯蔵され，外部に流出しないので

　汚染の心配がありません。

●高精度，高能率で経済的です、，特に抗体試薬はカラムを使用するためロ

　ーコストです，、

仕

電
・j±

・亜

様

源　AC105～125V，50／60Hz，700W
法　（高）122×（liJ）74×（奥イD81cm

昌：　325．5kg

測定項目

E・tri・L　C・rti・・1，T▲，T3，　uptake，

が発売されます、、

このはかTSII，　Aldosterone，　Folz

原　　理

Upper
Support

Lowcr
Support

　r・9やster・lle，　D｛9・Xin，　Test・st・（・・1・・ne

l，Bl2，Ferritinも続いて発売されます一

ARIAIIは抗体を利川したaffinitv

chromatogral）hyを応用しており，抗

体はglassmicr・beadにjlこ有結合させ

15φ×25mm（内径5mm）の℃hanlber

内に納めたimmobilized　antibody

systemとなっています、、

このchamberは繰り返し使川が可能

で，1本当り約3，000検体の処理がで

きます、，

、∵；一・
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、1膓藩騰鰻声　　』酉

ぴ　　♪ ジパ〆ご加　　　　　　　　　　匡



　　　　ドラモンド

1°5マイクロディスペンサー
謬フナコシ薬品株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化学薬品部

東京都千代田区神田駿河台2－3
〒101TEL（03）293－2341（大代表）

概　　要

　米国ドラモンド社のマイクロディスペンサーは，精密なガラヌ、毛細管製

マイクロピペットの製造分野で20年以上も主導権を維持してきた背景をも

とに開発された正確で使い易いマイクロピペソトです。

利用法，参考事項など

　液体に触れる部分が，ガラス，テフロン，ステンレスでできていますの

で，フッ化水素以外どんな液体にも使用できます。病院検査室における各

不向血液検査システムのピペッティングに最適です。

米田のある著名な研究所での誤差測定実験によれば，固定式IOOtteディス

ペンサーを使用した場合の結果として，誤差±0．8％，再現性0．33％の報告

がなされています。

特　　長

　ガラスJ［，細管をステンレスピストンに差し込み，プランジャーを押し込

み，毛細管先端を試料液に入れ，プランジャーを戻すと，規定の容量が吸

入します。もう一度プランジャーを押すことにより吸入された試料はステ

ンレスピストンにより直接排出されますので粘度の高い試料でもピペット

の中の液は残らず排出される正確で再現性のある全く新しい型式のマイク

ロピペットです。

仕　　様

●ダイアル式マイクロディスペンサー

　測定容量を変えられます　　最大容量10μ㍑，25με，SOXie，100pte

●固定式マイクロディスペンサー

　容量固定型です　　一測定容t9：10xie，20μρ，25μセ，　SOXie，100／te，200　Lt　e

●5μゼマイクロディスペンサー

　最大容｝†｝5μセで，附属のスペーサーを用いれば1，2，3，4μもの固

　定式にかわります。

●デジタル式マイクロディスペンサー（新製品）

　正確なデジタル式の。売みと可動式プランジャーシステムの組合せによっ

　て，非常に精度よくサブマイクロリッターの容量が測定できる可変式マ

　イクロディスペンサーです　一最大谷量IOxte，25με，　SOPte，100μe。
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概　　要

　633nmのIle－Neを尤源とするレーザー光線が。式料に照射されると，。M：1一

中の抗原抗体複合体は，これを散乱させます。この時，この複合体の濃度

が散乱光の強弱に比例することから，その強度を。i＾測し種々の1（IL漿蛋白を

定Ill二します．尚，この時のデータは，接続したマイクロコンピューターに

より自動的にプリントアウトされます。

利用法，参考事項など

●ヒト体液中の種々のIAL清蛋白の定量（lgG，　Alb，　Tf，α1　Feto，　CRPなど）

●ヒト1∬L清、髄液，尿中の総蛋白の定疑、

特　　長

1．操作が簡単である。

2．測定濃度範囲が広い。（例）！gG150～10，00（）mg／deなど

3．感度が高い一髄液中の蛋白定量に於いても濃縮不要

4．試料率が高い　240検体／時間

5．試薬は少量

6．コンパクト設計で，保守が簡単

7．免疫拡散法との相関良好
8　．　再現’1生良女子

9．結果が迅速に出る。（反応時間も含めて免疫拡散法の2～3日が2～3

　　時間）
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仕　　様

●べ一リング・レーザーネフェロメーター・モジュール1（本体）

　光源：He－Ne　出力：4mW　寿命：20，000時間

　フォトディテクター：ケイ素フォトダイオード

　磁原：AC100V　2　A　・『法：750（幅）×330（奥行）×245（高さ）mm　重1碁二：25kg

●べ一リング・レーザーネフェロメーター・モジュールII（トランスポー

　ター）

　測定時間：可変（7．5，15，30秒など）

　試料率：240～480検体／時間

　・j’　法：720（幅）×360（奥行）×210（高さ）mm重量：10kg

　㌘竺三響慧
一

一一’



1。7イムノケミストリーシステム BECKMANI⑧ぺeJ－vコ・三」予Jtコ榛式会社

東京都港区西新橋2丁目21番2号
　　　　　　　　　第一南桜ビル
〒105TEL（03）438－1871㈹

概　　要

　特異タンバク分析のルーチン化が，ついに実現しました、，ベックマンの

イムノケミストリーシステム（ICS）はマイクロプロセッサーを備え，レー

トネフェロメトリーによって分析を行なうため，操作が簡単で，時間かか

かりません、特異タンパクの分析が60秒以内にできますt，特異タンパクの

免疫沈降分析に，臨床的にも生化学的にも利用できます。

特　　長

■操作ノ∫法が非常に簡単で，迅速な測定ができます。

■ディスフレーが，各ステップごとにするべき操作を正確に知らせてくれ

ます、，　■数値計算は，すべてコンピュータが行ないます。

■希望の濃度単位で，結果を直接t1JL；みとれます。　■サンプルが測定範囲

外の場合は自動的に検知され，ディスプレーが適切な希釈のサンプルを用

意するよう指示します。　■サンフル使用吊：はわずか42／，　eですから，1｝1：の

少ない検体でも充分測定できます、、　■サンプルの調製が簡単ですt，希釈

ミスや，再テストをしなくてすみますn　■トラブルが生じても，オペレー

ター一日身で簡単に直せるよう考えられています。

■結果を自動的に記録するために，記録計やプリンターを接続することも

ll∫能です、、

仕　　様

所要電源：IOO，　120VAC　50／6〔｝Hz

光　　源：石英製ヨウ素タングステンランフ

サンフル使川Ill：：42μセ　　操／／三温度：室温（18°～32℃）

試薬使用1，1：：緩1。i∫液（高分f増加剤を含む）600／t　e／検体

　　　　　抗lf［L清　42μρ／検体　　希釈液（生理食塩水）soo／te／希釈

サンフル処理能力：40～60↑剣本／時　　u几取ノ∫法：アルファニューメリ・・

　　　　　　クディスフレー　　測定ノi法：レートネフェロメトリー

・」’1去：｜1’iiさ49cm×奥行43℃m×巾1｝180（・Tl｜　　1五1“：：29kg

利用法，参考事項など

■簡単な操作了三順

1．ICS試薬キ・・トの試薬を室温に戻します。

2．サンプルをダイリュータとディスペンサーで調製します，、

3．キャリブレーションカードと抗1fl1，清カードを入れて，自動的に係数を

　決定します、，

4．反応セルを入れます。

5．希釈したキャリブレーション1（1［．清42μψと抗iAL清42μρを注入します。

　　反応が始まり，結果はディスプレーに表示されます。

■模概テストにより，時間と試薬が節約できます。

　サンプルや試薬を使わずに，全ての機能を自動的にチェックできます。

　このテストは…日の測定を始める前に，多機能コントロールボタンを押

　しさえすれば，すぐに始められます、，たった3～5分しかかかりません。

一白レ禿
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クリニスキャン dH∈し∈NA耐舗∩しゴ研iiR所慧欝：㌣1鑑1票狸1言

概　　要

　クリニスキャンは高速，高感度，螢）七測〃じはもとより，デンシトメータ

の常1、ii2を．・新したデンシトメー．一タです、、不備なデータはブラウン管Lで白山

に補1トできビのような泳動バター一ンでも白動検体送りをll／能ヒLたマイク

ロコンピコ、一一．一タ付ソ∫能デンシトメータです、、

特　　長

Oデータェントリーより氏名，検体番り’，濃度等が48検体インフ・’トできる，

048検体を10分以内で処理できる　（ハターンの長さi－｝　（・tll　）

O不備なデー一タはテンキー一で検体を1呼び出し，ブラウン管上で修ll：できる、，

O染色ムラによるバックグランドの不揃いを修正できる、、

o不要な分川（寒天支持体の塗布点など）を削除できる　、1

0丁：動によるゼロ調整はボタンを押すだけと簡単。

○支持体，検体間ピッチを問わず自動検体送りができる、　　　　　　　’

○螢光，吸光，透過測定ができる、

○マイコンとの対話がディスフレーを通Lて行なえるので簡単に操作がで

　きる、

○コンピコ．一タに接続可能，、

仕　　様

フィルター：465・485・525・545・570・595・610・645nm．

ス　リ　ッ　ト：12段切換

1武料づ8り．；94きJ“’：25（m／Sec

記録紙速度：可変

記　　録　 紙：記録部5cmまたは10（・m

記録ノi式：熱ペン

光　　　　源：吸光測定　ハロゲンランプ

　　　　　　　螢　光水銀ランプ360nm
］ヒ　　　　　　　　il京　：　100V　　 50／6（）Hz

利用法，参考事項など

　アイソエンザイムのハターンは染色ムラによるバックグランドのためべ

一一 スラインより一・万でヒがってし圭う事かありますが，　クリニスキャンは

べ…スラインを斜めに修正することがブラウン管ヒで簡単にてきます。また

寒ノく支持体等の塗布点が表われてしkう場合，その部分を削除することも

できますので大変便利です

7
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　　　8項目自動血球計
109 　　　　　　ELT－8

A三菱化成工業株式会社董慧千鞭銑鵠㌫1害言

概　　要

　ELT－8はヘリウム／ネオンレーザー（632．8nm，1mW）を，フローセル

中を通過する希釈検体に照射し，これによるレーザー光の散乱を測定しIAL

球，Ifl｜ノ1・板の数及びサイズを測定する新しいタイプのIilL球計です。

特

1

2．

3．

4．

5．

6．

7．

　長

lflL小板を含む8項目が同時に測定できます。

必要サンプルは100Xiρと少量ですみます。

［tlL小板，赤lflL球，白IAL球のヒストグラムがディスプレイ表示されます。

またヒストグラムはプロッター（別売）によりプリントアウトすること

がn∫能です。

キャリブレーションは標準lfiL液を使用し自動的に行なわれます。

コントロール検体のデータは60件まで記憶され精度管理が簡単です。

フU一セルの内径が広く，つまりによるトラブルが殆んどありません。

コンバクトな卓上型デザインで床面積を要しません。

利用法，参考事項など

1．ELT－8は希釈された試料中の1個1個の血球及び」血小板にレーザー

　　光があたっておこる光散乱を，散乱強度及び測定部通過時間の2つの

　　factorから測定します。このため従来の方法に比べて赤血球と」fiL小板

　　の分離が正確に行なわれ，特に臨床的に血小板計数に意義のある低値

　　での血小板の測定精度が高くなっています。

　　CV値　2．0％以下（100，000個／mm3以上）

　　　　　5．0％以下（100，000個／mm3未満）

2．すべての検体について」血小板，赤lfiL球，白血球のヒストグラムがディ

　　スプレイされ診断に利用することができます。

3．毎日の機器スタートアップは「リターンボタン」を押すだけでよく約

　　40秒で測定が可能になります、，

多づ

仕　　様

測定項目，範囲及び精度

RBC
WBC
PLT
llGB

HCT
MCV
MCII

MCIIC

50万～800万個／mm3

100～85，000個／mm3

1万～100万個／mm3

3～239／d（L

8～66％

60～120μ3

20～35μμg

20～40％
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レーザーネフェロメーター
　　　　　　　　　　LA豊撮 懸 武藤化学薬品株式会社 東京都文京区本郷3丁目36－7

〒ll3　TEL（03）814－5511

概　　要

　免疫グロブリン定量について，精度の向ヒ，経費節減，情報管理，測定

時間の短縮など，医師，検査技師の方々の要望に応えるべく，当社機械部

が，日本電気㈱，キャノン㈱など　協力会社との連携の基に開発した国産

のレーザーネフェロメーターでありますc，

特　　長

1．光源としてレーザー光線を用いており，測定感度が高く，特殊プラスチ

　　ックセルを使用することにより低濃度域も測定が可能であります。

2．LASACテストキットの抗体力価が高く，高濃度まで測定できる。

3．操作も簡単であり，SRID法よりも短時間で結果が得られます。

4．一次免疫拡散法SRID法と相関も良く，再現性も非常に良好です。

5．LASAC　1台あれば，何種類ものtill．漿蛋白濃度を測定できます。

6．試薬原価もSRID法に比べ非常に経済的です。

7．LASACは低価格であり使い易さに1］t点を置き、没計されてます。

8．LASAC　modelIIは，ハーソナルコンピューターで検量線をプu・・ト

　　させ図で確認した後，濃度換算を自動的に行う。

仕　　様

光源He－Neガスレーザー
発振波長633nm（赤色）
出　　　　力　0．5mW

受光管光電イ・増倍管
散乱測定角度　28°

入力電源AC100V（±10％），

　　　　　　　50／60Hz

N？：ヒり時間ニスイッチON時50

　　　　　　　　％，

　　　　　　　　規格出力まで15分

レーザー管寿命　1万時間

標準サンブルセル　プラスチックセル

・j’　　　　　　　　　浸ミ　　巾畠475×奥Z1：320×

　　　　　　　　高さ140mm

LASAC　model　I

He－Neガスレーザー光線を抗原抗体反応複合体に照射しますと，光散乱が

生じ，その散乱エネル｝’　一が最も強く，タンパク定量に適した28°の角度

で光電r増倍管が散乱光をとらえ電気シグナルにLA／D変換し，散乱強度

（デジタル値）を表示しますc，この散乱強度は。式料中のタンパク濃度に比例

しますので散乱強度を測定することにより，タンパク濃度を知ることがで

きます．

LASAC　model　II（ハーソナルコンヒューター附属）

散乱強度（デジタル値）を自動的に入力されたパーソナルコンピューター

は、検量線をプロットし，濃度換算を行う。

■LASAC用テストキットは，　IgG，　IgA，　IgM，　IgD，　C’3，　C’4を発

　売しています。

■ハーソナルコンピューターは、精度管理，統計にも御利用いただけるよ

　・う豊富なプログラムを用意しております。

、ぷ

’ ／ktt
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膓裟だグPCP6121⑤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tATRON

株式会社ヤトロン薯襟稽晋舗謬Tl；詰

概　　要

　PCP6121は，定評あるエッペンドルフフォトメーターの信頼性と精度を，

コンピューター技術の利用によって一段と高め，より簡便・迅速・正確な

測定をと開発された，新しい微量臨床分析システ1、です。その豊富な付属

品群の中から検査室に合わせたシステムが選べ，とくに少数多項目検査，

緊急検査，自動分析機のバックアップシステムに最適です。

特　　長

1．反応速度法（Kinetic　assay）と終点法（End　point　assay）のそれぞ

　　れ12項目，計24項目の分析ノi法をメモリーできます6

2．測定項目の変更は波長を選定し，2つのキーボードを押すだけです。

　　求めるメソードが瞬時に準備されますt，

3．内蔵のマイクロコンピューターが，Kinetic法のN・n－linearやEnd　p・int

　　法のキャリブレーションミスをチェックし，また光学的な至適レンジ

　　へのシフトや増幅率の選定も自動的にコントロールします。

4．鳴川1のK一キュベット（ディスポです）1つで，試料および試薬のピペ

　　・・ティングから混合，加温，測定までを，一貫して行えます。

5．オートサンブラーやオートダイリューターもシステムアッフできます。

6．測定精度は研究用光度計としてのグレードを1’分に備えています，、

仕　　様

■光源：水銀スペクトル・ランプ　　■検出器：フォトマルチプライヤー

■スヘクトル測定範囲二3（）2～623nm　　■吸光度i‖｜j定範囲（E）：

■波長1没定粘度：〈0．1nm　　　　　　　　　　　　　　O．040～＜4

■キュベソト光路1幅：2mm（ミクロセル）■表示：吸光度または濃度，

■最人光路長：20mm　　　　　　　　　　　ディジタル4桁
■最少容量：200　pt　e（10mm光路）　　　■電源：110V，50／60Hz

■試料温度：±0．1℃（恒温槽接続）　　■消費電力：105VA

■i則a三1”1数：Kinetic　　　sO　itil／hr．■大きさ：34×40×20cm

　　　　　　　Endpoint　　250　1［il／hr．■iftt　 さ：糸くJ12kg

利用法，参考事項など

Kinetic GOT 1、DH Al．正） End　P・int Ca T．Bil GLUC

。式料量 20μψ loμセ 10μV 。八料量 10μρ 50μρ 50μψ

試薬．量 O．5mセ 0．5mど 0．5mε 、1式薬II｛： lmぐ lm乏 1mf

i三加温 2分 1分 15秒 反応時間 1分 3分 5分

測定時間 3分 2分 1．5分 反応温度 室温 37°C 37°C

波　　長 334nm 334nm 405nm 波　　長 578nm 546nm 334nm

ファククー 4255 8347 2757 測定法 OCPC法
Evelvn－

Mall、、vl」、

日K
G6PD川ノ、

測’定法 SSCC法 SSCC法 GSCC法

　　K一キ・へ・トに式薬を分注し，サ

ー一 モミキサーて約3分間1川温する、、

［1式料’を戊川えてJl‡聯異反1心を糸冬」’さ一せアこ

後，スター一トする

　“式，験管・に。式薬をう＞il’し，　’必・要〔1こ1心じ

て1三加温する、，試料を戊川えて反応を開

始させる　セミミクロサクンヨンセル

を使用し，フ・トスイ　・チによって連

続測定する、、
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血糖測定用
“ レフロマートシステム”

AgA 山之内製薬株式芸社 東京都中央区日本橋本町2－5
〒103TEL（03）244－3471

概　　要

　本システムは西独べ一リンガー・マンハイム社で開発された‘’lllL糖測定

用システム”で，光度計Lルフロマードと試験紙‘Lレフロマートグルコ

ー ズより構成されます。

特　　長

1）2光源補償方式により，再現性のよい正確な値が得られます。

2）測定値はダイヤル目盛を読みとります、，簡単でしかも結果がホールド

　　されるため確実です。

3）より正確度を高めるために，スケール目盛は試験紙のロットごとに補

　　正しています。

4）全血・血清U∬L漿）どちらでも測定可能です。

5）試験紙の判定時の色調が極めて安定しているため，バラツキの少ない

　　結果が得られます。

仕　　様

測定方式：2光源補償方式

電源：AC100V±10％，50／60Hz
消費電力：9W

光源ニネオンランプ
外形・『法：250×180×80mm

重　　　　｝辻：1．72kg

操作法
1）レフロマートを較正する。

2）レフロマートグルコースの試験部分にlflL液または」flL清を1滴滴下し，

　　1・分待つ、，

3）脱脂綿でlllL液または1fl1．清を拭きとり，1分待つ。

4）レフロマートグルコースを測光部にセットし，ダイヤルでゼロ指針を

　　中央に合わせダイヤル目盛を。売みとる。

　　　　　　、
　　　　　㌔　　　　　　　辱

　　　●

晦錫
　　　　　　　eq－一一

　　　　1雛
　　　　、㌻
　　　　　　t　v　　　　　嚇滋シ　　・
　　　　　亥瀦劾㌘燈．

凝瀞
””t・f…f柵

　彩湶



　　　米国エルケイ社製

113検査用消耗部品
9NE『LD株式会社 ユニフレックス 東京都文京区本郷2－26－3電子ビル403

〒ll2　　TEL（03）816－1004

概　　要

　複雑化する近代文明は，現在膨大な検査文明を生み出しましたが基礎・

臨床を問わずラボラトリーは，ディスポーザブルな器具使用により，その

精度を維持している側面を見逃す事が出来ません。今回ご案内する米国エ

ルケイ社製検査用ディスポ製品は，合理的な米国のディスポ製品市場の要

求する良質で安価なマスプロダクションに成功した本場の専門メーカー品

です。

検査用一般消耗部品

ピペットチップ：各社のマイクロピペットに適合するよう独自に製造され

　　　　　　　　たもので12種に及ぶ品種が揃い更に使用に便利なコンベ

　　　　　　　　ラック包装のものもあります。

カルチャーチューブ：あらゆる方面の用途に適したプラスチック試験管で，脱

　　　　　　　　着に便利な洩れどめキャップが2種類あり特にRIAチュ

　　　　　　　　ーブとして最適です。

その他，目盛付スピッツ，ディスポーザブルピペット，血清分離剤，サン

プルチューブ等があります。

特　　長

　米国及び欧州各国ではデーターの精度紺持の為にディスポーザブルの思

想を創り出したのですが洋の東西を問わず経済的なディスポを望んだのは

当然の事です。この要求に応えるには，大旨生産によるコストダウンを実

現する他はありません。

これは多くのユーザーの支持を得て初めて実現するものです、，つまり良品

質で安価な理由は，今回ご紹介する米国エルケイ社が品質的にも価格的に

も諸外国のユーザーの支持を得て大量生産を行っているからです。

自動分析装置用消耗部品

サンフLルカップ：種類豊富で各社の自動分析装置からサンプラー付各分析

　　　　　　　機検体保存等に広範な使用が出来ます。

キュベ

そ　　の

’ノ トニポリスチレン製で可視部から3401，mに至る分析に使用出

　　来るディスポーザブルキュベットです。丸型角型とあり

　　各々マイクロ用もあります。

他：ポンプチューブ，メンブレン，チャートペーバー，ガラ

　　スコイル等多岐にわたる消耗部品があります。



超微量遠心方式
自動分析装置lL　MCAIII

＿剛■e利康商事株式会社琴ぽ愁『謬慧昔二1

概　　要

　遠心方式の自動分析装置は，1960年代後’1’・にオく匡INASA宇宙ll　1‘画の中で

無屯加ll［液分析装置として提案されたものです，遠心力を利用して検体と

試薬を混合，撹拝し回転させなから，その吸光度を多点測定します、，この

ノi式は，サンプルの微量化，多項日切り換え使用，高処理能力，操作の簡

単さ，メンテナンス等　他の分析万式よりも優れています、、

利用法，参考事項など

　MCA　IIIのプログラムは，カセ・・トノ∫式ですので，プログラムの変更や

新しいフログラムをすぐに利用することが出来ます。最近，開発されたEMIT

テーフやprofileテープd司時3項目測定）が利用出来ますn
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特　　長
1　．　20VJ．上グ）損ljフ↓三∫頁目

2．超微最サンフルと少ない試薬消費lil：

3．コンピコ，一ターコントロールによる非常に簡単な操作

4．独自なデスポーザブルキュベットローターの採用

5．高処理能ノJ：120～350検体／hr

6．3段階の回転数，プレインキ・・べ一ト100rpm，混合4000rpm，8｛1定1000

　　rpm
7．プログラムの各条件を簡単に変えることが出来ます、、

8．実験用のフログラムも用意されています。

仕　　様

Oサンプリングローター

　サンプル分注｝‡｛二2～5μψ，式薬5－・　250／te　（第一次），2～100／，U（第二次），

電源ll5V，　3A，所有面積50．8×44．5℃m

Oアナライザー

　20キュベットデスボーザブルローター，キュベット光路長0．5cmキュベ・ソ

ト容量150～400　／t　e，分光系340～690nm，1－・渉ブイルター，温度20～40℃．2

点設定，±0．1°C以下，コンピューターPDP－8A，電源115V，15　A，所有

面積g2．7×67．3cm，重量（ローター＋アナライザー）160kg

彰 9
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レ＋ネコ；孟◎和光純薬工業株式会社李糀瓢㌣

概　　要

　レーザーネフェロメーターZD－801は，抗原抗体複合物による光散乱強度

が式料中の抗原量に比例することを応用した」血清蛋白定li｛：用自動分析装置

で，He－Neレーザー光線を光散乱測定用光源として用い，マイクロコンピ

ュー ター制御により，連続して試液の分注，各々のブランク値及び散乱光

強度の測定，濃度換算係数，あるいはこれより得られる抗原濃度値など，

各種のデータをプリントアウトします。

特　　長

（1）高出力レーザーを光源として用い，抗原抗体反応の初期現象をとらえて

　いますので，微量の試料で各種の血清蛋白を特異的かつ高感度に，しか

　も従来法に比し極めて短時間内に測定できます，，

（2）分注，撹件，測定，演算並びに結果のプリントアウトが全て自動的に行

　われ，操作が極めて簡単です。

（3）盲検値の袖正は各試料について自動的に行われ，面倒なゼロ調整の必要

　もなく正確な値が得られます。

（4）項目の切換えは抗」llL消の取り換えのみですので，一台で多項目の測定を

　極めて迅速，容易に行うことができます。

（5）測定値は従来のSRID法などとよく相関した値が得られます。

仕　　様

●光　　　　源：Ile－Neガスレーザー　632．8nm

●出　　　　力：2mW

●ディテクター：シリコンフォトセル

●検出　万法：直進光1『｜～分を除いて

●11式　薬　分’i主：O．3m・e～1．Omψ（0．1meごと）1’1重カク＞il：29「人］戊歳

●ターンテーブル：最大20検体，温度制御装lls，1付（37℃±O．2℃）

●ブリンター：］1日，感度，分注1，i：，反応時間，検イ本Nα，濃度値，

　　　　　　　係数の他，入力データ打出し，（内蔵）

●測　定　条　件：ファンクションキー一ならびにテンキーによる人力

利用法，参考事項など

●レーザー免疫比ろう法試薬

　（Code　　No．）

　279－56101

　277－55801

　273－55901

　273－56001

　274－56301

　278－56291

　270－56491

●関連器材

　295－05251

　537－08101

（品　　　名）　　　　　　（包　装）

CRP一テヌ、トワコー　　　　100回用

IgG一テストワコー　　　　 100回用

IgA一テストワコー　　　　 100回用

IgM一テス、トワコー　　　　　　100回用

CRP管；王里血irli’　　　　　　　　0．Smも

免疫グロブリン管理」fiL清　　O．sme

CRP基準液　　　　　　1．Om£

ダイリューター・ディスペンサー（SMI社）

プラスチック製角型セル　No，45／104　100コ

糺l

t・

ま

聾　Ss



斤山化学工業硫式宕社 大阪市東区道修町3－7
〒541TEL（06）203－3441㈹

アミパーゼ・K（酵素法）

K｛netic　Assay法による新しいlflL清アミラーゼ測定用試薬

測定原理

　Sh・rt　chain　amyl（〕seを基質として1f［L清中のAmylaseを作用させると

Maltose（Maltotriose）になる。生じたMaltoseはα一Glucosidaseにより

Glucoseとなり，Hexokinase，　Glucose－6－phosphate　dehydrogenaseを作用

させ・その時生じるNADHの340nmの1吸光度の増加を測定しcr　一　Amyl　ase

活性を求める、、

　　Sh。r・。hai。　Am，1。s。一竺＿M。1，。s。斗（M。1、、，t。i。s。）

　　　　　　　α一Giucosidase
　　MaltOse～一一→2Glucos（）
　　　　　　　　　　HK
　　Glucose斗ATP－一一一一＞GIucose－6－P十ADP

　　　　　　　　　　　　G＿6－PDH
　　GIucose－6－P十NAD－一一一一一一一→6－P－Gluc（）nate十NADH

試薬の調整

酵素試薬（1）

酵．素試薬（2）

基　　質

（自動分析器の場合は，機種により調製法が異ります／“）

16me用1瓶に緩衝液16mもを加えて静かに混和させる。　　1

2mρ用1瓶に緩衝液2meをJJI｜えて静置後，静かに混和溶解させる。2

（1と2を混合してR－1とする。）

2　m．e，用1瓶に緩衝液2　m必を加えて静かに混和溶解させてR－2

とする。

測定法（用科去の場合）

R　－－1　　（酋孝素、；式薬i昆で｝i夜） o．9mf

検　体　（1111．清） 0．01mf 一

水　　（Blank） 一
0．01n1セ

37°C、　　2　～　3　うア川」∫川温孟

R－・（酬緩衝液）　1　　　・・1・ρ
37℃，　5分｜日〃川1且後，　直ちに3401mlに才∫ける△E／minをi則’定する。

この試験はBlank反Lじかあるため、測定の際Blankを差引いて計算する。
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特　　色

1）Lag　Timeが外国製品に比べて短かく，5分間で水解する。

2）反応系のpllが中性附近である。

3）感度が高く，2000S．U．まで1白二線性がある。

4）自動分析器への適用が容易である。

5）きちんとしたKineticになっている。（律速的な反応系である。）

試薬内容

酵素試薬（1）

酵．素試薬（2）

基　　質

緩衝液

Hexokinase

Glucose－6－phosphate　dehydrogenase

ATP
NAD
α一Glucosidase

Short　chain　amylose

16m2Jl］×　5

2mど月1×　5

2me，　n］×　5

100m£×1

試薬の安定性

酵素試薬および基質は溶解後はその日のうちに御使用．ドさい。

包装　IOOmぞ用



117 噂 関東化学株式会社 東京都中央区日本橋本町3－7
〒103TEL（03）279－1755

商品名　GOT，　GPT活性度測定用

　　　　　シカオートレートーGOT（堀尾試案に準ずる処法）

　　　　　シカオートレートーGPT（堀尾試案に準ずる処法）

試薬内容　1．シカオートレートーGOT（300回分）

　　　　　　基質緩衝液・（1SOme）…………・・…・1瓶

　　　　　　α一ケトグルタール酸，L一アスパラギン酸，

　　　　　　リン酸緩衝液pH7．4含有

　　　　　　酵素・補酵素剤・（12me相当）　……10瓶

　　　　　　NADH2，　MDH，　LDH，含有

　　　　　2．シカオートレートーGPT（300回分）

　　　　　　基質緩衝液・（1SOme）……・……・…・1瓶

　　　　　　a一ケトグルタール酸，L一アラニン，

　　　　　　リン酸緩衝液pH7．4含有

　　　　　　酵素・補酵素剤・（12me相当）　……10瓶

　　　　　　NADH2，　LDH含有

その他の展示品目

シカオートレートーLDH，シカオートレートーHBD，

シカオートレートーALP，シカオートレートーCh－E，

シカオートレートーγGT，シカオートレートーLAP，

シカオートレートーGLU，シカオートBUN－UV，

シカオートカラーCa，シカオートレートーCPK，

以上適用機種はシカオートレートーGOT，　GPTと同じです。

また共に包装は300回分（セントリフィケムとして）です。

特 長1．酵素・補酵素剤1バイアルを基質緩衝液12meで溶解するだけ

　　　で測定できます。

　　2堀尾試案に準じた測定法ですので真のGOT，　GPTの活性度を

　　　得ることができます。

　　3．酵素活性測定法の原則を忠実に守り，基質濃度，pHは至適条

　　　件をそなえた酵素反応初速度法です。

　　4．試薬は溶解後2～10℃で24時間安定です。

適用機種　1．セントリフィケムシステムー300，400

　　　　　2．ロト・ケムー36

　　　　　3．ジェムサック

　　　　　4．ABA－50，100，　100VT



⑳ 協和醗酵工業株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6番1号（大手町ビル）

〒IOO　　TEL（03）201－7211

デタミナーi’

　酵素法分析試薬にはtlとして，オキシダーゼ・ハーオキシダーゼ系が用

いられております、この系では，ビリルビンの影響か問題になる場合があ

りました、、

　新しく開発した発色系4・AA－EMAE（4アミノアンチピリンー　N一エチ

ルN－一（3　メチルフェニル）－N’一アセチルエチレンジアミン）はビリルビン

の影響を受けません。

構による遊離型コレステロール定婦試薬キットです。

特　　長

1．5分以内に反応が完∫しますt，

2　555nmに極大吸収を示す新発色系により，ビリルビンの影」響を受けま

　　せん，、

3．高脂ltll．清乳濁の影響か少ないt，

4．自動分析装置への適用か容易です。

総コレステロール定畦試薬　デタミナー一　aoTC“555”

原　　理

　エステル型コレステロールを加水分解したのち，遊離型コレステロールを

酸化し，過酸化水素を生じさせ，次いでこの過酸化水素を当社の開発によ

るN一エチルーN－（3一メチルフェニル）－N’一　アセチルエチレンジアミン

（EMAEと略称）と4一アミノアンチピリンを酸化縮合させる新しい発色機

構による総コレステロール定量試薬キットです。

特　　長

1．5分以内に反応が完J’します。

2．555nmに極大吸収を示す新発色系により，ビリルビンの影響を受けま

　　せん。

3．高脂lllL清乳濁の影響が少ない。

4．自動分析装置への適用が容易です。

5．用手法，HDLコレステロール測定用に小型包装もあります。

尿酸定量武薬　デタミナー／H」UA

原　　理

　ウリカーゼにより，尿酸を酸化して，過酸化水素を生じさせ，次いでこの

過酸化水素を・＼一オキシダーゼイ∫：在下で，EMAEと4一アミノアンチビリ

ンの酸化縮合による高感度発色々素に導く尿酸定量試薬キットです。

特　　長

1．酵素法，ワンステップで操作が簡単です。

2．5分以内に反応が完∫するエンドポイント法です。

3．ビリルビン，ビタミンC（アスコルビン酸）の影響をほとんど受けま

せん。

4．検体ブランクは不要です。

5・自動分析装置への適川が容易です。
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遊離型コレステロール定最試薬デタミナー‘1‘」FC“555。

原　　理

　遊離型コレステロールを酸化し，過酸化水素を生じさせ，次いでこの過酸

化水素をEMAEと4一アミノアンチピリンを酸化縮合させる新しい発色機
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es 三光純薬株式会社 東京都千代田区岩本町1－lO－6
〒101　TEL（03）863－3261

ロイシンアミノペプチダーゼ測定用試液

　基質（L一ロイシルー3一カルボキシー4一ヒドロキシアニリド）が水溶

性で，G－R法（β一ナフチルアミン法）によく相関する全く新しい方法であ

り，次のような特長があります、、

1）水溶性基質であるので溶解補助剤を必要とせず，再現性にすぐれてい
　ます，，

2）呈色後が安定であり，反応管やチコー一ブなどへの着色がないc，

3）測定波長か635nmと長波長1‖IJで測定しますので，1∬L清成分の影響を受け

　にくい．，

4）活性値の単位は1．u．／e，　GR単W：／meのいずれでも表わすことカでき

　ます

ハイランド　コントロール血清1

ハイランド　コントロール血清II

　長い間検査の料」度管理用として御愛用いただいております　自動分析機

による分析値も順次とり揃えております。

ハイランド　マルチエンザイム血清　A，B，C

　ACP，　ALP，アミラーゼ、　CPK，　IIBD，

の酵素を含んでいますL、

A，B，　C　と活性値が3段階になっており

LDH，　GOT，　GPTの8種類

目的に応じて使用できます

中性脂肪測定用試液

　酵素法として従来提案されていたノ∫法論と全く異なった，新しい測定原

理にもとついた酵素法であり，すべての機種に応用でき，次のような特長

があります

1）　ストッハーの不要な，完全な1ステ・フ法です。

2）分析機器の定；1｛：限界まで直線性かあります、、

3）生成色素は染着性が少なく，反応管やチューブ等を汚しません。

4）　ソ亡グ）；」杉丁皐も’乏1ナにくし＼、

ハイランド　高脂質コントロール血清

　コレステロール，総脂質，リン脂質，

ローノいrll清です，，

トリグリセライドの高1直のコント

　ヤトロン1’1動分析用試薬は，GoT，GPT始め20数項目あり，又テクニコ

ン，日，’tl，クリナライザー等　全ての自動化機種に対しての用意をしてお

ります　上記2種の試液は，非常に期待の大きな新製品であります



㊨ 第一化学薬品株式会社 東京都中央区日本橋3－13－5
〒103TEL（03）272－0671

オート試薬AMY

　アミラーゼの測定は，膵疾患をはじめとして臨床診断ヒ大きな役割をは

たLてい圭す。測定法としては，従来Amyloclastic法，　Sa℃charogenic法

Chromogenic法力ごありますが，自動分折装置への1，t：用という面では，．・長

一一 短があります

　ここに紹介する「オート試薬AMY」は，水溶性の基質をJIJい，　UVKinetic

法で、日ごノ1706をはじめとして種々の自動分折装llSiに適応“∫能なものです。

測定原理

　基質にSh・rt　chain　amyl・seを用い、アミラーゼによって生じるMalt・se

を，α一glucb・sidaseによりgluc・seに水解し，このgluc・seにhex・kinaseおよ

びglucose　6－ph・sphate　dehydr・genaseを作用させ生するNADIIを測定す

ることにより，アミラーゼ活性を求めようとするものであります，、

日立706への適用データ

　同時再現性，日差再現性とも3％以内であり，検ii｛：線の直線性も，1500

S・magyi　Unit迄llj・られます。アルブミン，ビリルビン，ヘモグロビンにつ

いては，実用的にはほとんど影響を与’えません。

　詳細については当社へお問いあわせ下さい。
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　　　　　　　　　　　アミフーゼ
Short　chain　amvlose－一一一一一一一一一一＞Maltose

　　　　　　α一グルコシクーゼ
N／laltoSe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’GIUCose

　　　　　　　　　ヘキソキナーゼ
GIUCose｝ATP－一一一一一一一一一一一一一＞Glu℃ose　6　phosphate十ADP

　　　　　　　　　　　　　G－6．PDH
GIucose　6　phosphate十NAD－一一一→6　phosl）hegluconat．e斗NADH

　人1｛IL清を用いた検討では，従来法とよく相関し，またBlue　Starch法との比

較では，唾液，膵液とも1司程度の結果が得られ，臨床的にも1司一のli’｝i価を

を．与・えます。

　内因性のグルコース（ヒ限450mg／（le　）は反応初期に消費され，アミラーゼ

の測定結果に影丁契1を与えません。

　本法はこ液法でも一液法でも充分u∫能で適用機種も広範lit｜に亙り圭す、

適用可能機種

　日立706／706D，日立726，日、ltl712、日電クリナライザーt東芝TBA360、

AKES，　ABA100，　LKB，テクトロン，セントリフィケム，ロ・・トケム，

ジェムザック。
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〈t＞
中外製薬株式会社 東京都千代田区岩本町1－10－6

〒101TEL（03）862－8251

　　　　　　　　　　　RaBA－SUPER
概　　要

　RaBA　Superシステムは，従来のRaBA　3010　，　Mark　IIと専用試薬ユニキ

・トシリーズとから成るシステムをグレードア・プしたものである。

本システムの大きな特長は，酵素活性が初速度法によって，わすか数分で

測定できるようになったことである、，

特　　長

○初速度と比色法が一・台でできる。

o測定／直は直眺式でフリントアウトもできる、

O初速度法では国際単位または慣用単位のどちらでも選択できる。

o日常検査に必要な’｛三化学検査25項目が測定できる，、

O緊急検査，とび込み検査にも最適である。

Oオー一トブランク機構なので，調節操作はいっさい必要ないt，

O専用試薬にはユニキソトシリーズ（比色法用），ユニキットレートシリー

　ズ（初速度法用）が用意されている、、

仕　　様

O本体

　使用㌔E源一ACIOOV（50／60Hz）

　光源一水銀放電管

　測定法一比色法および初速度法

　フィルター：366　，405，436，546，578nm

　フィルタ切換ノ∫式一マニュアル

　測定1直表示方式一一デジタル表示

　　　　　　　　　デジタルプリンター一

　インキコ．べ一ター37°C±0．1°C

　i‖llλ二音1～－37°C：ヒ0．1°C‘こf呆沽lt

　・j’　i，il　　480～～」×39（）1」×20011mm

　亜｝式　　14kg

○電源部

　f吏月」∫紅il巧｛－AClooivT（50／60Hz）

　消費’Eカー200W

　J’浸ミー136V～「×2951、×96Hmm

　重ltミ：　　3k9

　　　　　　　　　　　＝pvミiZ　b
概　　要　　　　　　　　　　　　　R

　アミテストは，微量：拡散法を応用した⊥血L中アンモニア簡易測定試薬である。

操作は，すべて室温で，非常に簡単，採lllLしてすぐ全101で測定できるので，

副成するアンモニアによる誤差を防げる。

測定時間も15分と短時間なので，日常検査はもちろん，緊急検査に好適で
ある，，

測定原理

　試料（全ll加中のアンモニアイオンがアルカリ緩衝剤によってガス化し

それが，ポリプロヒレン膜を通過して発色層に移行する。

発色層の発色試薬（プロムクレゾールグリーン）はアンモニアガスの濃度

に対応して発色の度合をかえる。この発色度合を標準比色法と比較するこ

とによって，lllL中アンモニア濃度を測定することができる

特　　長

O微la：の全1自L（20xi　e）で測定できる、、

O操作はきわめて簡単で，室温で短時間のうちに測定できるt、

o測定に必要なものはすべて揃っており，いつでも，どこでも測定できる。

o採lllL後すぐ測定できるので，副成するアンモニアによる誤差がない。

O試薬は安定で，室温で保：存できる、、

O日常検査はもちろん，緊急検査に適している。

操　　作

①試薬プレートのシールをはがし，試料注人穴を露出させるc，

②指先，耳朶あるいは肘静脈ltlLを一［，細管で20μe採取し（採取は標線の2～

　3mm　Iiまで），キャ・・ノブをつけ，lflL液を試料注入穴に注入する。

③シールをもとどおりにして，プレートをかるく弥とうする。

④rflL液注入後，15分間正確に室温に放置し，プレートの裏面に出た発色ス

　ポットを杷準比色法と比較し，アンモニア濃度を読み取る，、



■，

）
日水製薬株式会示土 東京都豊島区駒込2－5－1

〒170TEL（03）918－8161（代）

自動分析用試薬

　弊社では自動分析用試薬を各種販売しております、、

　項目別では，γGTP，リン脂質，トリグリセライド、総コレステローIL・，

グルコースがあります。

　各項目ごとに試薬が各種自動分析装置に適合するように，試薬の容邑二など

を設定し，いくつかのセットにしてありますので各施設での自動分析装置

に合わせてセットを選択できます、、

　適用機種としては，日、lt1400形，日“／lsOO形，　H立706形，日、71706　D形、日

、ン1716形，オリンパスACA－601形，　TBA・360形、セントリフィケム400形，

ABA－100形等です、、

　自動分析用試薬の原理は，γ一GTPはOrl・wski法で，その外は酵素法による

ものです。これらの試薬は，特に試薬の安定性をよくし，使用期限を長く

する事に留意してあります，、

使用法
　本品1バイアルにホーJレピペットで正確に蒸留水3．Omゼ（または15．Omい

を加えて約20分間室温に放置したのち，ゆるやかに転倒混和して溶解します．、

保存法
　冷暗所（2～5℃）に保存します，，

管理用血清

　コンセーラ（正常値），コンセーラA（異常値）は、ヒトiflL清を正確に一定

届：ずつ分注し凍結乾燥したもので，コンセーラA中の一部の成分は異常値

を示します、、
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特　　長

（1）各コンセーラの含有成分濃度は，同一一ロット内では差がないので，粘

　度管理用に好適です。

（2）凍結乾燥されていますので，保存による経時変化がきわめて少なく，

　長時間の使用にたえます。

（3）自動分析機の精度管理にも最適です。

（4）保存・貯蔵が簡便です。

（5）価格が安いので，費用負担が少なくてすみます。
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◎ 日本商事株式会社 大阪市東区石町2丁目30番地

〒540TEL（06）941－0301

血清トランスアミナーゼ測定用試薬

GOT・GPT・s　（POP・酵素法）

　GOT・GPT－Sは，オキザロ酢酸脱炭酸酵素（OAC）とピルビン酸酸化

酵素（POP）を用いた，新しいlllL清トランスアミナーゼ測定試薬です、，

測定原理
　　　　　　　　　　　　　　　　　GOT
L一アスパラギン酸＋α一ケトグルタル酸一一→オキザロ酢酸＋L一グルタミン酸

　　　　　　　　　　　　　　　　　G当・AC

　　　　　　　　　　　　　　　　　－→ピルビン酸＋L一グルタミン酸L一アラニン＋α一ケトグルタル酸

HOPO§－

　　　FAD

　　TPP
　　Mg刊

02

POP

　　　　　　　　　　　　　　H202＋アセチルリン酸＋CO2

㍑ζ謝寸一
　　　　　　　　　　　紫色キノン色素（555nm）

　　　　　　　GOT：Glutamate　oxaloacetate　transaminase

　　　　　　　GPT：Glutamate　pyruvate　transaminase

　　　　　　　OAC：Oxaloacetate　decarL）oxylase

　　　　　　　POP：Pyruvate　oxidase（Phosphorylatin9）

　　　　　　　PoD：PerOxidase

　　　　　　　FAD：Flavin　adenine　dinucleotide

　　　　　　　TPP：Thiamine　pyrophosphate

試薬内容

GOT基質緩衝it7（：L一アスパラギン酸，α＿ケトグルタル酸

GPT基質緩衝液：L　一一アラニン，α一ケトグルタル酸

GOT酵i素試薬：OAC，　POP，　POD

GPT酉8素、式薬：POP，　POD

呈色式液：N，N一ジメチルアニリン

反応停1ヒ液：

試薬の調製法

GOT基質緩衝液でGOT酵素試薬を溶解し，111色試液を加えて，　GOT基質

呈色試液とします。GPT基質‘正1色試液も同様に行います。

反応停止液は3倍に希釈して用います。

特　　長

＊従来のライトマン・フランケル法とことなり，検量線は1白二線です。

＊共存物質の影響が少なく，lf［L清ブランクが不要です。

＊カルメン法（UV法）とよく相関します。

保存法　　2～8℃
自動分析機へのダイアグラム

　　　　END　POINT　37°C
　　〔GOT・GPT－S〕⑧Sample　⇔基質呈色試1夜　（⑫反応停lll液

日“tl　400（1）

　　500

（2）

（3）18ク〉主大

日、ン：706，（716）

オリンパス

　　ACA・6000

ABA＿100
セントリフィケム

ロトケムIla

◎ （15min） ⑮ （21min） ⑯

（ss）SOpt　e　◎1．Omぞ

⑥ （20min）

⑭2．Sme

⑳
1

（16min） ⑯

⑤25Pt　e◎O．5　m？

⑨ （12min）

◎3．o　me

⑳（6・min） ⑳

⑧SOpt　e　（i｛！）1．Ome

⑥ （10min）

⑭2．Sme

⑩　　（5min） ⑩（⑳）

⑧20pt　e　CD　O．4　mψ

⑥ （12’20”）

◎1．o　m？，

⑱（3’　40”） ◎

⑧25μψ　◎0．Smゼ ⑭1．Sme 一
gS）10μど　◎250μセ　（or35（）μe　）



BMY べ一リンガ】・マンハイム山之内株式芸社 東京都千代田区神田多町2－9神城ビル

〒IOI　TEL（03）252－6521

1．クレアチニン・UV・テスト　Cat．No．166413　2×40回〈新発売〉

　従来より使用されているJaffe反応は非特異的に反応し，種々の薬剤の

干渉を受ける。それ故，これらの欠点を解決した特異性の高い酵素法がこ

の度，べ一リンガー・マンハイム山之内㈱より発売される事となった。

原　　理

　　　　　　　　　　クレアチニンアミドヒドラーゼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレアチンクレアチニン＋H20

クレアチン＋ATP一クレアチン麟＋ADP

ADP＋PEP－ATP＋ピ，レビン酸
ピ，レビン酸＋NADH＋H・＿墾⌒乳酉菱＋NAD・

NADH量の減少はクレアチニン量に比例するので，減少したNADHを365nm，

或は340nmで測定。

測定法

試

（検

　液
体）

よく混和します。

検体盲検から移す

蒸　　留　　水
溶　　　液　　　IV

検体盲検
2．oome

O．02m£

1．OOmg

O．01m9

検 体

1．OOm2，

O．01m£

特　　長

1．酵素法なので特異性が高い。

2．再現性が良く，正確です。

3．ビリルビン，薬物による阻害がない。

Kit内容

ビン1

ビン2

ビン3

ビン4

ビン5

グリシン緩衝液

NADH，　ATP

酵素剤

クレアチニナーゼ

ピルビン酸

　　　試液の調製・安定性

124　　ビン1・ビン2

　　　100：2：2の割合に混合し，

lOOm£×2

2mも×2

2mμ×2

1．3m£×1

2．Om尼×1

　　　　　　　（蒸留水3　m9に溶解），ビン3

　　　　　　　　　　　　　試液とする。

2～8℃で24時間，常温で5時間安定。

（蒸留水2m£に溶解）を

よく混和し30分間放置後，検体盲検および検体の吸光度を同じキュベ
ットではかります。

C　reatininase（溶液N）の混入をさける為に，検体測定後は検体盲検
液で洗います。

△E＝E検体一E検体盲検一△ERB

注1）．各シリーズで試薬盲検が心要です。

注2）．365nmで測定の場合，調製法，測定法が変ります。

2．ユニバーサルコントロール血清〈新発売〉

○プレチノルム⑪U　Cat．　No．171735　4×S　mも

　　　　　　　　　　　　　　　171743　　20×　5m彫

　人1加青由来のユニバーサルコントロールlflL清で，正常イiti附近，或は測定し

易い範囲内に調整されている。

Oプレチバ．ス⑧U　　Cat．　No．171760　4×S　me

　　　　　　　　　　　　　　　171778　　20×　5m£

　人」血清由来のユニバーサルコントロールlflL清で，異常値測定用に調整され

ています。

　プレチノルム⑭U，プレチバス⑱U共に，酵素，基質，脂質，蛋白質，電

解質，甲状腺ホルモン等40以上の血清成分について100以上の分折方法に

よる値が表示されています．
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⑳ 堀井薬品工業株式会社 大阪市東区内淡路町1丁目37番地の2

〒540　　TEL（06）942－3481

GRAN－U－CHEM

　グラニュケムは，米国マリンクロット社で開発された，酵素活性の測定

に理想的と認められている“UV　RATE　ASSEY（Kinetic　Assey）”用の

臨床検査薬です。

　このグラニュケムには，従来にない2つの大きな特徴が有ります。その一

つは，検査に必要な総ての成分をそれぞれ特殊コーティングを施した吸湿

し難い安定な穎粒に作り上げ，一つの袋にパックしたことです。第二の特

徴は，室温で保存して，一年間は品質の安定を保つことです。

品　　目

グラニュケム

グラニュケム

グラニュケム

グラニュケム

CPK－UVキット

LDH－L－UVキット

GOT　UVキット

GPT　UVキット

特　　長

o測定に必要な総ての成分をそれぞれ吸湿しにくい，室温で安定な，特殊

　穎粒にまとめ，一つの袋にパックしました。

○バックは，フィルム，アルミ箔，更に外側の厚紙と三層にした材料を使

　用しており，温度，湿度に対して極めて安定性が高く，室温で保存して

　一年間は品質の安定を保ちます。

o測定時に，所定量の蒸留水をとり，バックの内容物を加えるだけで直ち

　に測定にかかれます。

O調製を済ませた試薬は，調製後も高い安定性を保ち，例えばLDHは室温

　で4日間，また冷蔵庫内（4℃）で保管した場合には一ヵ月間は有効で

　す。

○必要血1清量は，CPK，　GOT，　GPTの測定には各0．1m£の」血清量でよく，

　LDHの測定にはO．Smeで測定口∫能です。
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（五十音川頁）

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　、活

旭メ　ディ　カル株式会社 本　　　社 100 東京都千代田区有楽町1－1－2　日比谷三井ビル （03）　507－2593

品　川　分室 108 東京都港区高輪2－21－46富士工ビル （03）　449－3731

大阪営業所 530 大阪市北区堂島浜1－2－6新大阪ビル （06）　347－3858

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦2－2－13名古屋センタービル （052）201－6541

福岡営業所 810 福岡市中央区天神1－10－17西日本ビル （092）713－5511

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西4丁目日之出ビル （011）261－5321

朝日ライフサイエンス株式会社 本　　　　社 102 東京都千代田区二番町9番地3 （03）　265－5031

安　部　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 530 大阪市北区中之島3丁目6番32号 （06）　443－8801

東京営業所 100 東京都千代田区内幸町1丁目2－2 （03）　502－4101

中部営業所 453 名古屋市中村区牧野町5－10 （052）452－1691

大阪営業所 530 大阪市北区中之島3丁目6番32号 （06）　443－8801

九州営業所 812 福岡市博多区II輌門戸町3－12 （092）281－5675

筑波営業所 300－21 茨城県筑波郡谷田部町谷田部6117－3 （02975）6－1442

科学機器センター 112 東京都文京区小イf川1丁目20番10号 （03）　816－4827

ア　ボ　ッ　ト　株　式　会　社 本　　　　社 105 東京都港区虎ノ門3－8－21 （03）　437－3911

仙台営業所 980 仙台市木町通2－2－11 （0222）74－2233

本社営業部 105 東京都港区虎ノ門3－8－21 （03）　437－3911

名占屋営業所 450 名古屋市中村区名駅三丁目22－8 （052）562－0760

大阪営業所 550 大阪市西区西本町1－10－10 （06）　533－0464

岡山営業所 700 岡山市表町1－5－27 （0862）33－7267

福岡営業所 810 福岡市中央区大名1－14－45 （092）721－0629

株式会社　　ア　　　ム　　　コ 東京本社 102 東京都千代田区飯田橋4－8－7 （03）　265－4261

大阪支店 540 大阪市東区釣鐘町2－36ニュー大阪ビル （06）　942－5971

名占屋支店 466 名古屋市昭和区鶴舞3－23－20鶴舞ビル （052）741－6051

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅東1－1－29 （092）441－7641

札幌出張所 062 札幌市中央区北三条束2－2 （011）241－4428

仙台出張所 980 仙台市春日町3－25正木ビル （0222）23－4060

金沢出張所 920 金沢市割出町633－1新保第2ビル （0762）37－6490

広島出張所 730 広島市幟町9－18藤井ビル （0822）23－2511
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 屯　　　　　話

ア　　ロ　　カ　　株　　式　　会　　社 本社・工場 181 東京都三鷹市牟礼6丁目22番1号 （0422）45－5111

大阪営業所 531 大阪市大淀区大淀南2丁目1番14号 （06）　453－0715

名古屋営業所 460 名11f屋ll∫中区栄2丁目6番12号白川ビル （052）203－0571

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3丁目5番7号博多センタービル （092）41仁5735

f山台営業所 980 仙台市国分町3丁目8番3号新産業ビル （0222）62－7181

札幌出張所 060 札幌市中央区北三条西7丁目北海道水産ビル （011）251－0770

水戸出張所 310 水戸市大町3J’目2番3号協和ビル （0292）26－2071

新潟出張所 950－21 新潟「｝∫寺尾ヒ5－」’目9番10号 （0252）69－2884

広島出張所 733 広島市南観音1丁目1番4号矢島ビル （0822）92－0019

長崎出張所 852 長崎市旭町6番3号 （0958）616384

株式会社　アーンスト・ハンセン商会 本　　　　社 651 神戸市葺合区小野通7丁L｛1－18 （078）251－3911㈹

東京営業所 105 東京都港区虎ノ門2丁目3－22 （03）502－5267㈹

名古屋営業所 460 名古屋市中区大須4丁目1－3 （052）241－1936

株式会社　井　　内　　盛　　栄　　堂 本　　　　社 530 大阪11J北区天満4　10－15 （06）　352－4621

伊藤忠データシステム株式会社 本　　　　社 107 東京都港区北1｝fllJ　2－5－8ハザマビル17F （03）　405－5411

東京支店 107 東京都港区北1書「山2－5－8ハザマビル14F （03）　405－5421

日本橋分室 103 東京都中央区日本橋本町2－2　エイコービル （03）　663－4607

技術センター 135 東京都江東区塩浜2－4－33城東日立家電ビル3F （03）　649－2191

大阪支店 541 大阪市東区北久宝寺町5－25東明ビル （06）　252－7161

名古屋支店 460 名占屋市中区錦3－14－15カゴメビル （052）962－5711

札幌営業所 060 札幌市中央区北一条西1－5－1安田生命札幌ビル （011）281－2758

広島営業所 733 広島市鉄砲町5－7（第2セントラルビル） （0822）23－2151

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅中央街8－36博多ビル （092）441－7734

水戸営業所 310 水戸市天ll町9－23 （0292）24－8742

株式会社　医　用　技術研　究所 本社・工場 190 東京都立川市錦町2－4－4 （0425）24－0907

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1－9－13三会堂ビル （03）　585　3537

大阪事務所 532 大阪市淀川区西中島4－1－1　日清食品ビル （06）　305－2951

福岡事務所 812 福岡市博多区砥園町6－43祇園柴田ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　● （092）28i－5411

名古屋事務所 460 名古屋市中区富｝：見町13－19ヤギシャトー2号館　　　　　　　　　　　　　　‘ （052）322－2961

札幌事務所 060 札幌市中央区南1東2大通バスセンタービル2号館 （011）221－3875
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杜　　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　。。

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷1－33－8 （03）　813－5401

大阪支店 541 大阪市東区淡路町5－15南星ビル （06）　202－6471

野木工場 329－01 栃木県下都賀郡野木町大字野木143 （02805）6－1221

研　　究　　所 124 東京都葛飾区東新小岩4－7－2 （03）　692－1131

英弘精機産業株式会社 本　　　　社 151 東京都渋谷区幡ケ谷1－21－8 （03）469－4511～6

大阪営業所 540 大阪市東区豊後町5（メデイカルビル） （06）　941－2157

エ　ム　エ　ス機器株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区西天満5丁目13番11号 （06）313－0537㈹

東京営業所 113 東京都文京区本郷3丁目9番5号 （03）816－6541㈹

福岡営業所 812 福岡rl∫東区箱崎2丁目14番31号 （092）631－1012㈹

マイルス・三共株式会社工一ムス事業部 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 札幌ll∫中央区大通西9　1－1（丸菱ビル） （011）271－4038

仙台営業所 980 仙台市大町1－1－6（第一青葉ビル） （0222）25－2205

東京第…営業所 104 東京都中央区銀座4－13－18（医療ビル） （03）　543－5775

東京第二営業所 104 東京都中央区築地1－5　8　（樋泉ビル） （03）　543－5795

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 広島市八丁堀1－17（広島大本ビル） （0822）28－8283

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町8－31（福岡松村ビル） （092）281－2651

エ　ル　マ　光　学　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都「代田区鍛治町2－4－5 （03）　256－0911

Ill日営業所 334 埼一Eし｝lUll口市杜↓岸2985 （0482）81－1913

大阪営業所 530 大阪市北区南森町1－3－9（柏尾ビル内） （06）　364－7981

九州営業所 812 福岡市東区馬出2　2－6 （092）651－2377

札幌営業所 061－11 札幌郡広島町輝美町5番地 （01137）2－2364

オリンパス光学工業株式会社 本　　　　社 101 東京都「代田区神田駿ケ台3－4龍名館ビル （03）　251－9311

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西4」‘目　日生ビル （011）241－4015

flll台支店 980 仙台市中央1丁目2の3　第一ビル （0222）25－6823

新潟支店 950 新潟市東大通り1r目4番1号マルタケビル （0252）45－7339

金沢支店 920 金沢市尾山町3－25住友生命金沢ビル （0762）63－6848

名占屋支店 460 名1｝∫屋ll∫中区錦3　23－31栄町ビル （052）961－7451
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杜　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

オリンパス光学工業株式会社 大阪支店 542 大阪市南区塩町通3－45オリンパス大阪センター （06）　252－6695

高松支店 760 高松市天神前10－5高松セントラルスカイビル （0878）33－0670

広島支店 730 広島市八丁堀16番11号日生第2ビル （0822）28－1921

福岡支店 810 福岡市中央区天神1丁目14－1　日生ビル （092）711－1881

片　山　化　学工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3丁目7番地 （06）　203－3441

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－7 （03）　279－1755

大阪支店 541 大阪市東区瓦町3－1 （06）　231－1672

札幌出張所 06仁01 札幌市豊平区里塚314－3 （011）882－1511

仙台出張所 983 仙台市日の出町1－7－9 （0222）94－0175

宇都宮営業所 32仁01 宇都宮市雀の宮4－737－58 （0286）53－3724

埼E出張所 364 北本市大字北中丸字L手2152 （0485）92－2361

静岡出張所 422 静岡市中村町393 （0542）81－2010

中京出張所 491 一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24－1725

広島営業所 730 広島市大州1－7－2 （0822）85－6221

九州出張所 804 北九州市戸畑区天神2－2－14 （093）881－3961

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 （03）　812－5285

名古屋営業所 464 名占屋市千種区下方町7－40－1大東和ビル3F （052）722－0020

株式会社　　京都　第一科学 本　　　　社 601 京都市南区東九条西明田町57番地 （075）672－5311

東京営業所 103 東京都中央区日本橋兜町2－55共同ビル （03）　664－1841

協和醗酵工業株式会社 本　　　　社 100 東京都千代田区大手町1－6－1 （03）　201－7211

東京支社 104 東京都中央区八丁堀2－27－10（東八重洲ビル） （03）　552－5201

大阪支社 530 大阪市北区梅田1－8－17（第一生命ビル） （06）　341－0051

名古屋支社 450 名古屋市中村区名駅3－25－9（堀内ビル） （052）563－1231

九州支社 812 福岡市博多駅前2－2－1（福岡センタービル） （092）473－5631

札幌支店 062 札幌市白石区東札幌4条1－2－20（安全ビル） （011）812－1121

仙台支店 980 仙台市本町1－12－12（DIK文京ビル） （0222）62－7691

広島支店 730 広島市大手町2－2－18（日生広島大手町ビル） （0822）47－9121

四国支店 790 松山市一番町1－15（住友生命松山ビル） （0899）46－1287
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村　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

協　和　精　密　株　式　会　社 本　　　　社 181 東京都三鷹市大沢1丁目2番41号 （0422）31－5691

大阪営業所 533 大阪市東淀lll区山口町299番地新大阪丸ビル （06）　323－6139

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丁目 （011）753－3920

仙台出張所 980 仙台市上杉5－1－1 （0222）23－4927

新潟出張所 950 新潟市堀之内字前沢164－2 （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 広島市南竹屋町2－12 （0822）43－6514

四国出張所 790 松山市西長戸町132－1 （0899）24－4596

福岡出張所 812 福岡市東区筥松1－6－11 （092）621－1161

国　際　試　薬　株　式　会　社 本社事務所 650 神戸市生田区東町113・番地の1 （078）392－1451㈹

コ　　ス　　モ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－26－10 （03）　811－6477

コ　ー　ニ　ン　グ　株　式　会　社 本　　　　社 107 東京都港区赤坂1－9－20興和ビル16ビル別館 （03）　586－1055

株式会社　サイエンスラボラトリー 本　　　　社 107 東京都港区南青山2－24－12r茎∫山ハニービル （03）470－6330㈹

三　　共　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座2丁目7番12号 （03）　542－3511

東京第一支店 103 東京都中央区日本橋本町3－1－6 （03）　279－1511

東京第二支店 103 東京都中央区日本橋本町2－9薬業会館 （03）　279－2871

大阪支店 541 大阪市東区道修町1－20 （06）　203－3421

福岡支店 812 福岡市博多区下呉服町1－6 （092）281－8121

仙台支店 980 f山τ乙｝d∫IEIク〉田「∫　1　－　7　－16 （0222）　21－2191

名古屋支店 460 名古屋ll∫中区丸の内3－4－36 （052）951－1191

札幌支店 060 札幌市中央区大通西8－1 （011）241－6191

広島　支店 733 広島市土橋町6－8 （0822）　93－5111

高松支店 760 高松市中新町13－1 （0878）31－0221

三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都「代田区岩本町1－10－6 （03）　863－3261

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原5－8－5 （06）391－2501～6

福岡営業所 815 ト苗1司rl∫1乎∫［）＜ir1テフk　3　－　1　－　2 （092）511－0611

札幌営業所 065 札幌市東区北六条束2－8 （011）711－3696
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社．　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　。舌

三　光　純　薬　株　式　会　社 仙台営業所 980 ／山台市一番町1－－15－11 （0222）67－2291

名占屋営業所 453 名Ilf屋if∫手｝】干寸［〉＜五ξ6～日∬∫5　－49 （052）412－3772

広島営業所 734 広島ll∫東雲本町2－21－17和興ビル （0822）83－8271

シノテス　ト商事株式会社 本　　　　社 102 東京都千代田区麹町3の2第3麹町ビル （03）239－3741㈹

札　幌　　店 060 札幌市中央区北大通り西16丁目大重ビル3F （011）641－1878

仙　　台　店 980 仙台市北目町2の39東北中心ビル （0222）62－5708

東京第1店 102 東京都一F代田区麹町3の2錦屋ビル6F （03）　2623576

東京第2店 102 東京都千代［H区麹町3の2錦屋ビル6F （03）　230－4568

名　占屋店 460 名古屋市中区新栄1の27の27広瀬ビル （052）261－5818

大　　阪　　店 550 大阪｜1∫西区靱本町2の2の22ウツボパークビル （06）　448－3101

広　　島　店 730 広島ll∫鶴見1の6ひらのビル4F （0822）44－3051

福　　岡　店 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7博多センタービル （092）473－0261

株式会社　　島　津　製　作　所 本　　　　社 604 京都市中京区河原町通二条南 （075）2512811

東京支社 101 東京都千代田区内神田1丁目14－5 （03）　2962243

大阪支社 530 大阪市北区芝田1丁目1－4阪急ターミナルビル14階 （06）　373－6547

福岡支店 812 福岡市博多区冷泉町4－20 （092）271－0331

名占屋支店 450 名古屋市中村区名駅3」’目28　12大名占屋ビル5階 （052）562－3522

広島支店 730 広島市袋町4－21富国生命館7階 （0822）48－4311

仙台　支店 980 仙台市二日町1－23熱海ビル3階 （0222）21－6231

札幌支店 060 札幌市中央区北二条西4丁目1北海道ビル6階 （011）231－8811

京都営業所 604 京都市中京区河原町通二条南 （075）251－2853

神戸営業所 650 神戸市生田区西町36三菱信託銀行ビル8階 （078）331－9661

株式会社　　常　　　　　　　光 本社・東京営業所 113 東京都文京区本郷3－19－4常光ビル （03）　815－1717

大阪支店 530 大阪市北区天満4－14－19高橋ビル東7号 （06）　353－2441

名古屋支店 460 名占屋市中区千代田5－8－30第1三英ビル （052）251－4271

福岡支店 812 福岡市博多区古門戸3－12やま利ビル （092）281－5757

広島営業所 730 広島市竹屋町3－22米田ビル （0822）41丁3252

f山台営業所 980 仙台市卸町1－6－15卸町セントラルビル （0222）96－0972

札幌支店 001 札幌市北区北7条西2丁目常光ビル （011）731－1311
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株式会社　　常　　　　　　　光 帯広営業所 080 帯広市東3条南10丁目常光ビル （0155）24－3057

旭川営業所 070 旭川市神楽2条4丁目常光ビル （0166）61－1381

東京技術研究所 213 川崎市高津区宇奈根字山野731 （044）811－9211

白　井　松　器　械　株　式　会　社 本　　　　社 540 大阪市東区森ノ宮中央1－19－16 （06）　942－4181

住友電気工業株式会社 本　　　　部 554 大阪市此花区島屋1丁目1－3（大阪製作所） （06）4？歳鍋

東京事務所 107 東京都港区元赤坂1丁目3－12（赤坂センタービル） （03）478－3111〔大代｝

中部支社 461 名古屋市東区東桜町1丁目1－6（住商名占屋ビル） （052）963－2828

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅中央街8－36（博多ビル） （092）441－1791㈹

株式会社　セントラル科学貿易 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋小網町9－2秋山産業ビル （03）668－1401㈹

大阪営業所 550 大阪市西区新町1－3－12四ツ橋セントラルビル （06）541－7283～5

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

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 （03）　272－0671

東京営業所 103 東京都中央区日本橋3－13－5 （03）　272－0671

大阪営業所 540 大阪市東区大手通2－32 （06）　941－8091

札幌営業所 060 札幌市中央区北一条西9－3 （011）281－2281

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南4－2－1 （092）451－0511

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㈹

東京支社健康機器事業部 105 東京都港区西新橋3丁目23－5第24森ビル （03）　436－7078

札幌支店 060 札幌市中央区南1条東2丁目大通バスセンタービル2号館8階 （011）271－7821㈹

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 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町80京都産業会館5階 （075）211－5491㈹

大阪支店 541 大阪市東区北久太郎町4－68大阪センタービル9階 （06）253－0481㈹

広島支店 730 広島市基町11－10－F代田生命ビル5階 （0822）28－4101㈹

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－2－1日本生命博多駅前ビル9階 （092）451－5622

中　外　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都千代田区岩本町1－10－6 （03）　862－8251

東京第一支店 160 東京都新宿区西新宿1－19－5第2明宝ビル （03）　346－0211

東京第二支店 160 東京都新宿区西新宿1－21－1明宝ビル （03）　346－0231

札幌支店 060 札幌市中央区大通り西15－3 （011）631－6311

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
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中　外　製　薬　株　式　会　社 名占屋支店 460 名占屋市中区丸の内3－21－20「代田生命ビル （052）961－8511

大阪支店 541 大阪市東区平野町3　6－1’1写fセンチュリービル （06）　222－5533

広島支店 733 広島ll∫中広町2－24－5 （0822）934333

福岡　支店 812 福岡ll∫博多区博多駅南1－3　11博多南ビル （092）451－8181

高松営業所 760 高松ll∫番町2－17－15第2讃機ビル （0878）22－2871

テ　　ル　　モ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 151 東京都渋谷区幡ヶ谷2－44－1 （03）　3748111

㈱テルモジャパン本社 151 東京都渋谷区幡ヶ谷2－44－1 （03）　374－8103

〃　札幌支店 062 札幌市白石区中央三条3－6－33 （011）812－1258

〃　仙台支店 983 仙台市伊在字扇田1－2 （022）　88－7086

〃　関東支店 371 前橋市大利根町2－31－1朝日ビル （0272）53ゴ230

〃　東京支店 151 東京都渋谷区幡ヶ谷2－44－1 （03）　374－8211

〃　神奈川支店 227 横浜市緑区市ヶ尾町1050－1 （045）973－2441

〃　名古屋支店 465 名占屋市名東区猪高町大字上社 （052）702－2121

〃　大阪支店 564 大阪府摂津市千里丘6－4－2 （06）　387－4800

〃　福岡支店 816 福岡市博多区麦野3－8－6 （092）582－1241

東亜医　用電子株式会社 本　　　　社 652 神戸市兵庫区大開通6丁目3番19号 （078）576－0334

営業本部 675 加占川市野口町北野314の2 （0794）24－1171

札幌営業所 063 札幌市中央区北四条西18番地（富．Lビル） （011）631－5914

仙台営業所 980 仙台市原町小田原天還前南35番地 （022）　91－2194

大宮営業所 330 大宮rl∫吉敷町4丁目61番の1（高橋ビル） （0486）44－5533

東京営業所 113 東京都文京区本郷3丁目3番12号 （03）　814－5046

横浜営業所 220 横浜市西区浅間台15番6号 （045）314－2892

名占屋営業所 461 名占屋市東区葵町48番地の1（双栄ビル） （052）937－5587

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5丁目9番2号新大阪サンアールビル東館 （06）　301－9352

福岡営業所 812 福岡rl∫博多区山］三1丁目17番17号（第3よしみビル） （092）411－4314

東　亜　電　波工業株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区高田馬場1－2g－10 （03）　202－0211

狭山工場 350－13 埼玉県狭山市大字北入曽613 【0429）57－6151

札幌営業所 011 札幌市北区北6条西6丁目2福徳ビル
（011）721－9859　　　　、

仙台営業所 983 仙台市小田原弓の町5弓の町ビル （0222）91－1676

筑波営業所 300－31 茨城県新治郡桜村東岡字天神脇489 （0298）57－4091
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東亜電波工業株式会社 名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内1－8－39三信ビル （052）231－2291

大阪営業所 541 大阪市東区淡路町3－6船場ビル （06）　202－Ol31

広島営業所 730 広島市干田町3－9－25広島工業会館内 （0822）44－6419

九州営業所 802 北九州市小倉北区京町3－14－17五十鈴ビル （093）551－0588

株式会社　東　　京　　計　　器 本社・工場 144 東京都大田区南蒲田2－16 （03）　732－2111

東京営業所 144 東京都品川区西五反田1－31－1日本生命ビル （03）　490－0821

札幌営業所 060 札幌市中央区南一条西1－14第2有楽ビル （011）281－3781

名占屋営業所 450 名古屋市中村区名駅3丁目28－12大名Ii輌屋ビル （052）561－6571

大阪営業所 541 大阪市東区今橋2－7神戸北浜ビル （06）　231－6101

広島営業所 730 広島市大手町1－2－1東京海上ビル （0822）49－4661

北九州営業所 802 北九州市小倉北区京町2－7－8小倉ビル （093）531－6881

東芝化学工業株式会社 本　　　　社 101 東京都千代田区鍛治町1－10－4 （03）　252－5716

新潟工場 959－16 新潟県五泉市南本町1－2－2 （02504）3－4111

東京営業所 101 東京都千代Hl区鍛治町1－10－4 （03）　252－5716

新潟営業所 959－16 新潟県五泉市南本町1－2－2 （02504）3－4111

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2（日生札幌ビル） （011）231－9116

東北支店 980 仙台市支倉町3－1 （0222）62－3511

関東支社 330 大宮市桜木町4－256（マキノビル） （0486）44－4361

東京支社 104 東京都中央区京橋1－19－8（大野ビル） （03）　562－0211

中部支社 450 名古屋市中村区広小路西通1－20（ガーデンビル） （052）581－9311

関西支社 530 大阪市北区西天満5－2－18（高橋東ビル） （06）　362－6341

中国支店 730 広島市紙屋町1－2－22（第1広電ビル） （0822）48－2421

四国支店 760 高松市寿町1－3－2（高松第一生命ビル） （0878）5レ3786

九州支社 810 福岡市中央区渡辺通2－1－82（電気ビル） （092）712－5811

長瀬産業株式会社　医療システム部 東京本社 103 東京都中央区日本橋小舟町2－3 （03）665－3174～7

大阪本社 503 大阪市西区新町1－1－17 （06）　535－2612

名占屋支店 406 名古屋市中区丸の内3－20－22 （052）951－6281

福岡支店 812 福岡市博多区店屋町」4－16土居ビル6F （092）281－0945
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株式会社　　日　　　科　　　　機 本　　　　社 102 東京都T・代田区一番町22－1（一番町セントラルビル） （03）　264－8191

札幌支店 060 札幌市中央区大通西10－4（南大通ビル） （011）271－1935

盛岡支店 020 盛岡市北山1－5－35（第二芳野ハイッ） （0196）24－5867

仙台支店 980 仙台市上杉1－6－10（仙台北辰ビル） （0222）630991

名古屋支店 461 名古屋市東区代官町35－16（第一富上ビル） （052）932－1971

大阪支店 550 大阪市西区立売堀北通1　3　13（第三富士ビル） （06）　5340131

広島支店 733 広島市河原町13　1（渡田ビル） （0822）943831

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前1－3－2（八重州博多駅前ビル） （092）441－8187
日　　科　　機ラボラト　リー

243 厚木市岡田字エガラ728 （0462）24　8232

日　　機　　装　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 150 東京都渋谷区恵比寿3　43－2 （03）　4428311

大阪支店 541 大阪市東区大川町27 （06）　203－3491

九州営業所 802 北九州市・」・倉北区堺町1－9－10 （093）531－7036

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－4－10 （052）971－1505

広島営業所 730 広島市小町2－26 （0822）41－5231

仙台営業所 980 仙台市一番町2－8－18 （0222）62－0420

北海道営業所 060 札幌市中央区南一条東2－11 （011）2615561

高松出張所 760 高松市寿町2－3－8 （0878）225033

新潟出張所 951 新潟市関屋浜松町ll8 （0252）312752

浜松出張所 430 浜松市神立町137　3 （0534）63－5903

二　光　機　材　株　式　会　社 本　　　　社 141 東京都品川区西五反田2　7－11光洋ビル （03）　490　6411

大阪営業所 533 大阪市東淀川区南方1092－1 （06）　323－02ユ8

日商メディ・サイエンス株式会社 本　　　　社 105 東京都港区芝大門2－10－1第一大門ビル （03）　433－7635

大阪営業所 550 大阪市西区江戸堀1－6　13堀田ビル （06）　4440191

日　水　製　　薬　株　式　会　社 本　　　　杜 170 東京都豊島区駒込2－5－11 （03）　918－8161

東京営業所 170 東京都豊島区駒込2－5－11 （03）　9176711

日本橋分室 103 東京都中央区日本橋本町3－3 （03）　241－1747

札幌出張所 060 札幌市中央区北八条西20－2－3 （011）642－6222

仙台営業所 980 仙台市錦町2－1　3 （0222）22－1406

名古屋営業所 456 名古屋市熱田区新尾頭町30 （052）6822818
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日　水　製　薬　株　式　会　社 大阪営業所 540 大阪市東区常盤町2－6 （06）　942－5661

広島営業所 733 広島市中島町10－3 （0822）43－2235

福岡営業所 815 福岡市南区塩原字大坪575　1 （092）512－1251

日本ウォーターズ　　リミテッド 東京本社 102 東京都「代田区紀尾井町3秀和紀尾井町パークビル （03）　264－8005

大阪営業所 532 大阪rh淀川区西中島7－4－21第2進徳ビル （06）　304－8885

日　本光電工業株式会社 本社・工場 161 東京都新宿区西落合1－31－4 （03）953－1181大代表

日　本　商　事　株　式　会　社 本社・大阪営業所 540 大阪市東区石町2丁目30番地 （06）　941－0301

東京支店 101 東京都千代田区鍛治町2－8－12 （03）　252－4131

横浜駐在所 232 横浜市南区白妙町3－41 （045）261－9649

札幌営業所 060 札幌市中央区北4条西18－7 （011）631－4651

仙台営業所 980 仙台rh北目町4－2 （0222）66－4901

名占屋営業所 460 名古屋ll∫中区丸の内2－6－11 （052）211－4641

金沢営業所 920 金沢rl∫小金町9－20（万石ビル3階） （0762）52－1921

高松営業所 760 高松rl∫瓦町2－11－6 （0878）31－6442

広島営業所 730 広島市幟町11－4 （0822）21－2954

福岡営業所 810 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）751－5054

日本テク　ト　ロ　ン株式会社 本　　　　社 184 東京都小金井市中町4－13－14 （0423）84－7011㈹

八王子工場 192 東京都八一Er市中野ヒ町8番5号 （0426）；：；；｝雛

関　西　地　区
サービスセンター

542 大阪1†∫南区順慶町通2－38 （06）　271－5727
九　州　地　区サービスセンター

810 福岡市中央区赤坂2－6－23グリーンハイツ赤坂404号 （092）751－0718

日本テクニコン株式会社 本　　　　社 107 東京都港区北青山2－5　8ハザマビルヂング （03）405－7311㈹

大阪支社 541 大阪市東区安土町2－30大阪国際ビルディング （06）264－7311㈹

九州支店 812 福岡市博多区博多駅前3－27－25第2岡部ビル （092）471－7311㈹

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦2－17－30河越ビル （052）231－7895

広島営業所 730 広島市宝町1－15宝町ビル （0822）49－3611

日　本　電　子　株　式　会　社 本杜・昭島製作所 196 東京都昭島市中神町1418 （0425）43－1111

東京営業所 100 東京都千代田区丸の内3　3－1新東京ビル （03）　211－8611

東京第二営業所 160 東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル （03）　348－6321

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4J呼目　NRKビル （011）721－9680
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引．　　　　　　　　　名 本村及出先機関 〒 1｝　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　川

日　本　電　　子　株　式　会　社 仙台営業所 980 仙台市大町1　1－10第21】∫葉ビル （0222）22　3324

筑波営業所 300 土浦市大手町9－10住友海ヒ火災ビル （0298）24　1286

名占屋営業所 450 名占屋市中村区名駅4－4　8　第2中経ビル （052）581－1406

大阪営業所 532 大阪ll∫淀川区西中島5－14－22リクルート新大阪ビル （06）　1304－3941

広島営業所 730 広島市袋町3－19広島東邦生命ビル （0822）48　2831

高松営業所 760 高松市今新町7－17第2穴吹ビル （0878）218487

福岡営業所 812 福岡市博多区†専多駅前2－1　1福岡朝日ビル （092）411－2381

日本トラベノール株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区堂山町3　3（日生梅田ビル） （06）　315－8915

東京支店 103 東京都中央区日本橋本則4－8（中尾ビル） （03）　662－1021

福岡営業所 810 福岡市中央区大名2－8－17（伊藤久ビル） （092）7126166

名占屋営業所 450 名古屋市中村区名駅3　23－13（名Ilr屋フクトクビル） （052）571－2458

札幌営業所 060 札幌市中央区大通東2－3　（松村ビル2号館） （Ol1）2616622

日　本フ　リ　ーザー株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島3－19－4 （03）　83仁7643

株式会社　日本分光メディカル 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－18－16（岩片ビル3F） （03）　816－4351

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 733 広島ll∫中広町2　25－9（佐々木ビル） （0822）93－3541

日　本　モ　ニ　タ　ー　株　式会社 本　　　　社 106 東京都港区西麻布4－16－13 （03）　499－2215

株式会社バイオメディカルシステムズ 本　　　　社 113 東京都文京区本郷2－10－9（冨一Lビル） （03）　816－2883

大阪センター 533 大阪rl∫東淀川区山日町325　1（星和地所ビル） （06）　325－3621

九州営業所 810 福岡市博多区中州5丁目6－20（明治生命館三菱化成内） （092）291－6680

株式会社　パシフィック科学貿易 本　　　　社 104 東京都中央区八丁堀2－3－2小林ビル3F （03）　553　5211

大阪支社 550 大阪1｛∫西区西本町1丁目13番38号新興産ビル620 （06）　533－－1512

日　　　立　　　製　　　作　　　所 ㈱日立製作所 105 東京都港区虎ノ門1－26－5　第17森ビル （03）　504－7855

㈱日こぼディコ 101 東京都「代田区内神田1　1－14 （03）　2928111

日製産業㈱ 105 東京都港区虎ノ門1－26－5　第17森ビル （03）　504－7260

日立工機㈱ 312 茨城県勝田市武田1060 （0292）738111

’ド沼産業㈱ 310 茨城県水戸rl∫元、lf田町一里塚1739 （0292）47　6411

㈱堀場製作所 601 京都市南区吉祥院宮の東町2 （075）313－8121

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島4－1－14 （03）。14竺’㍊哩
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杜　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

藤沢メディカルサプライ株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町4丁目3番地 （06）　202－1141

大阪営業所 541 大阪市東区道修町4丁目3番地 （06）　202－1141

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町2丁目7番地 （03）　279－0871

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内2］’目1番36号 （052）211－3401

福岡営業所 812 福岡市博多区ド川端町10番18号 （092）281－8241

広島営業所 730 広島市松川町3番26号 （0822）62－Ol56

仙台営業所 980 仙台1｛∫1・番田∫l　r目1番30～ナ （0222）66－1621

札幌営業所 060 札幌市中央区大通東2］’目3松村ビル （011）261－8141

フ　ナ　コ　シ薬品株式会社 本　　　　社 101 東京都∫二代田区神田駿1ロ∫台2－3 （03）　293－2341

ヘキストジャパン株式会社 本　　　　社 107 東京都港区赤坂8－10　16 （03）479－5111伏代）

札幌営業所 060 札1幌市中央区南一条西14丁目 （011）231－2211㈹

仙台営業所 980 仙台ll∫本町1－5－31 （0222）63－5111㈹

新潟営業所 950 新潟ll∫米山4－1－31 （0252）45－5561㈹

東京営業所 107 東京都港区赤坂8－10－16 （03）479－5111大代・

名占屋営業所 460 名古屋市中区栄1－31－41 （052）203－1291㈹

大阪営業所 540 大阪市東区農人橋1－6 （06）942－1271㈹

広島営業所 730 広島市八丁堀2－31 （0822）21－1816㈹

福岡営業所 812 福岡市博多区奈良屋町1－1 （092）281－3161㈹

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丁目21番2号第一南桜ビル （03）　438－1871

大阪営業所 533 大阪1｝∫東淀川区山口町314番地新大阪ヒカリビル （06）　323－9311

土浦営業所 300 茨城県土浦市文京町5番4号阿部ビル （0298）24－4308

べ一リンガーマンハイム山之内株式会社 本　　　　社 101 東京都丁代田区神田多町2「目9番地神城ビル （03）　252－6521

東京支店 101 東京都一「代田区神田多町2丁目9番地田中ビル （03）　252－2784

大阪支店 541 大阪市東区平野町4－4山之内製薬㈱大阪支店内 （06）　226－0501

札幌営業所 060 札幌市中央区南大通西5　8山之内製薬㈱札幌支店内 （011）271－1134

仙台営業所 980 仙台ll∫大町2－2－28　LU之内製薬㈱仙台支店内 （0222）25－5111

名古屋営業所 46］ 名古屋ll∫東区泉1－6－25山之内製薬㈱名占屋支1，｝1内 （052）962－5111

広島営業所 730 広島市幟町13－6山之内製薬㈱広島支店内 （0822）23－1893

福岡営業所 812 福岡市博多区奈良屋町3－1山之内製薬㈱福岡支店内 （092）271－5111

不二光学機械株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－35　4不二光学ビル （03）　813－3511
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利．　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 li．　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

株式会社　　ヘ　レ　ナ　研究所 本　　　　社 336 埼1：県浦和ll∫常盤9－21　19 （0488）33－3208

大阪支社 540 大阪市東区農｝人橋2J“目7番地第6松屋ビル （06）　945ヨ070

堀井　薬品工業株式会社 本　　　　社 540 大阪ll∫東区内淡路町11’ll37番地の2 （06）　942－3481

東　　京　店 112 東京都文京区後楽2日目1番8号 （03）　814－5921

名　占屋店 460 名　1｛「｝寺｛ll∫「書llメ：「‘イ1こ｝H　3　　」＾ll　1　番11㌧膓 （052）331－7960

営業所及び出張所 札1幌・仙台・大宮・金沢・広島・硫岡

三　菱化成工業株式会社 本　　　　社 100 東京都千代田区丸の内二」’目5番2り’ （03）　283－6789

大阪支店 541 大阪市東区伏見町五丁目1番 （06）　208－4562

ハイオメディかレンステムズ

本　　　　　　社
113 東京都文京区本郷2－1（仁9（晶Lビル） （03）　816－2883

大阪センター 533 大阪｜1∫東淀ll｜区山U町325－1（」1［和地所ビル） （06）　325－3621

武藤化学薬品株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3丁【｜36－7 （03）　814－5511

大阪営業所 550 大阪市西区靱本町2－2－23（第二谷垣ビル） （06）　443－3181

株式会社　　ヤ　　ト　　ロ　　ン 本　　　　社 101 東京都千代田区東神田1－11　4 （03）　862－1766

大阪営業所 541 大阪市東区高麗橋1－22－2 （06）　202－3085

福岡出張所 812 福岡市博多区博多駅南1－10－5 （092）471－7188

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 103 東葛〔者n中央［メ：日本橋本田∫2－－5 （03）　244－3471

株式会社　ユ　ニ　フ　レ　ッ　ク　ス 本　　　　社 113 東京都文京区本郷2－26－3 （03）　816－1004

東海地区 435 静岡県浜松1†∫十軒町381－1 （0534）64－9030

大阪地区 532 大阪市淀lll区西中島7－1－3 （06）　305－0775

理　学　電　機工業株式会社 本　　　　社 101 東京都千代田区神田駿河台町2－8瀬川ビル （03）　295－3062

利　康　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 162 東京都新宿区西五軒町34－6 （03）　267－1211

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南3－13－17 （092）441－0178

大阪営業所 550 大阪市西区西長堀南通1－44 （06）　541－0125

名占屋出張所 450 名占屋市中村区祢宜町4－29 （052）581－2491

仙台出張所 980 仙台市木町通2丁目5－28 （0222）74－2611

札幌出張所 060 札幌市中央区北二条西十」’目一
（011）241－4691　　　、
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

和光純薬工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3丁目10番地 （06）　203－3741

支　　　　店 103 東京都中央区日本橋本町4丁目7番地 （03）　270－8571

札幌出張所 065 札幌市北区北十五条西4丁目10番地 （011）741－5057

仙台出張所 980 仙台市小田原6丁目8番34号 （0222）22－3072

名古屋出張所 465 名古屋市名東区猪高町猪子石字小坂23番8 （052）772－0788

広島出張所 735 広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6番40号 （0822）85－6381

福岡出張所 813 福岡市東区松島3丁目8区16番 （092）622－1005

筑波出張所 300－21 茨城県筑波郡谷田部町大字谷田部字藤ヶ入6117－3 （02975）5－1741



編集後記

　第11回日本臨床検査自動化研究会展示目録作成に

当っては今回の学会長であられる大阪大学　林助教

授のご助言と，私共業務委員の協議，並に出展各社

のご協力に依りこ・に発行することが出来ました。

　基本的には従来の様式に準じましたが今回は展示

各社の出展品の中からメインとする商品につき，主

要商品紹介覧として写真入りで紹介させて頂き，内

容の充実を図ったつもりです。

　但し原稿の締切に間に合わなかった数社につきま

しては残念乍ら収載することか出来ませんでしたの

でご諒承下さい。

　尚この目録を，展示会終了後も有効にご利用頂く

ために出展会社（81社）全社の住所録も収載させて

頂きましたので，ご活用願えれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1979．　9．）

　　　　　　　　　　　　　　　　展示業務委員会

　　昭和54年度業務委貝会

KK島津製作所

　　〃
国際試薬KK

藤沢メティカルKK
♪㌧Lllイヒど了：．1：業K．K

和光純薬工業KK

　　　〃
安部商事KK

（福島育郎）

（今西富夫）
（福田悦磨）

（松井三郎）
（水野　　昇〉

（泉谷τ・代明）

（岩谷　勲）
（藪内　　弘）

第11回日本臨床検査自動化研究会

EXHIBITORS’CATALOGUE

発　行：日本臨床検査自動化研究会・展示業務会

印　刷：共栄写真印刷

1979年9月15日印刷・発行

（非売品・禁複写）

問い合わせ先 ㈲春光社
〒540大阪市東区船越町2－31（船越ピル）

TE二L＿　（06）　941－2475～6
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