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日本臨床検査自動化学会第20回記念大会

　　　　　展示会開催にあたって

　日本臨床検査自動化学会が，その第20回の大会を記念大会として，昭和63年9月9日（金），10日（土）の両日，神戸国際会議場で学術集会

を，そして，8日午後2時から9日，10日の2日半にわたり神戸国際展示場で展示会が開催されることはすでにご案内の通りです。学会に

参加される皆様は勿論のこと，会員以外の一般の関係者各位の展示場へのご来場を心から歓迎いたします。

　今回の機器，試薬の展示メーカーは，はじめて100社を越える盛況となり，その成果が期待されます。

　本学会は周知のように，産学協同の精神で，テクノロジィーの開発と評価，そして，その実際面が一体となって運営されておりますので，

学術集会で理論づけられた各種の自動機器ならびに試薬の適用を展示場で実際各自の自で確認し，機器・試薬の生きた情報がその場で得ら

れることが大きな特徴ですが，これは本学会の主旨を理解されているメーカー側の積極的な協賛によってなし得られるもので，参加メーカ

ーの方々にはいつも心から感謝しております。

　本大会は20回記念として，その特別行事の1つにパネルディスカッションとして，“アジア諸国における機械化，自動化の現状と将来”を

とりあげ，11ケ国から演者，コメンテーターが参加し，また，本大会会期の前後に種々の国際的な催しがありますので，いつになく外国の

方々が多数展示を見に来られると思います。どうぞ展示場または学会場において，これら外国人との交友を深めて下さい。

　また，業務会から“臨床検査の自動化とともに”という特集小冊子を発行しますので，ぜひご覧下さい。

　学術大会は採用演題数が213に達しました。そして何れもロ演で行います。特別番組として前述のアジアフォーラムの他，第1日目の記念

講演に厚生省保険局の谷修一医療課長に“医療をめぐる諸問題”，NBSのHertz会長に“臨床検査における標準化”の講演を，また，

招待講演として，第2日目にハーバード大学教援Winkelmanの“ハーバード医学部関連病院の検査室の将来”，コダック社・Powers

氏の“ドライケミストリーの将来”を予定しております。

　今回は記念大会なので一般演題も時間をかけて討論が出来るようにと思ったのですが，会期も限られており，また，記念行事が予想外に

多くなってしまいましたので，すべて口演といたしました。

　20回といえば，ヒトでいえば成人，本学会も，今後は21世紀を目指し，成人の知恵を活かして進展したいと思います。

　終りに臨み，本大会の企画，開催について種々ご教示，ご協力いただいた，本学会の役員，評議員，実行委員会，会員各位，そして展示

業務会の皆様に心から厚く御礼申し上げます。

昭和63年9月8日

日本臨床検査自動化学会　第20回記念大会

大会長茂手木　皓喜（大東医学技術専門学校校長）
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1．pHメータ（pH　Meter）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

測定範囲 波長範囲 精　　　度 床　面　積 使用電力 重　　　量

pH rユm 巾×奥行（cm） M kg
価　　格（円）・備　　考

東　亜　電　　波　工　　業
HM－60S 0～14 0．001pH 22×40 19 3．3

HM－30S 0～14 0．OlpH 22×40 16 2．8

2．分光光度計（Spectrophotometer）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

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

μψ nm 検体／時 巾×奥行（cm） 帖 kg

島　　津　　製　　f乍　　所
CL・750 300 330～1000 R，A30～60

E，P360 49×49 200 34

チ　バ　・　コ　ー　ニ　ン　グ
STASAR皿 335～700 42×35 14．6

H　　立　　製　　作　　所
7010 300～ 290～1000 モードによる 45×54 250 34

711 550～ 340～760 モードによる 44×39 120 25

日　本　分　　光　　L　業
Ubest－30 200～1100 47．8×46 120 15

Ubest．50 190～900 66×55 200 45

日　本分光メディカル
ウビデック．77Σ 200～950 　cv％

O．1～2．0 45×46 140 35 170万

ウビデックー88 330～950 　cv％
O．1～2．0 30×44 120 25 150万

〃

ウビデ・クー66 330～950 42×40 80 18 145万

ウビデックー50 330～950 46×28 30 12．5 42万

日本バイオ・ラ・・ド

　　　　　　ラボラトリーズ

MiCromat
Model．415

2000 415 300×300 100 6

富　　　十　　　一1二　　　業
クレット光電光度計 500．2000

　5000 400～690 工6×44．8 100 12 39．8万

一一フボシスァム・ジャハン

ユニスキヤンn
分光分析計

200 340～750 27．5×26．5 30 5 140万

EP．901
分光分析計

400 340～850
200（Klnetlc）

500（End・POInt） 44×32 110 13 360万

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

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

価　　格（円）・備　　考会　　　杜　　　　名
商　品　名

型　式　名 μセ 検体／時 数又は項目 巾×奥行（cm） M kg

480 75～120 85以上 Na，K，Li 41×52 300 31

チ　バ　・　コ　ー　ニ　ン　グ

710 40 約110 3 71×73 480 39
H　　　　　　．、ヒ　　　　　　製　　　　　イ↑三　　　　　戸斤

FLAME－30C 2．5～ Na，　K 40×43 140 35 200万～

日本分光メディカル
MF－303 2．5～ Na，　K 32×42 80 27 140万～

NAC－50 2．0～ Na，K，　Cρ 120×70 140 50 580万
〃

IL943 20 100 NaKLl 39×66 300 45 アイエル社製
利　　　康　　　商　　　事

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

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

会　　　社　　　　名
商　品　名

型　式　名 μρ 検体／時 数又は項目 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

AVL・982
AVL．983

60～120
60～120

1 30×27
30×27

； 窮 AVL社製
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

AVL－984 60～120 3 30×27 7 26

PVA．αll 65 180 Na，K，　Cψ 73×55 500 60 セントラル科学貿易販売
内部標準方式，サンプラー有，希釈方式

エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

EA－02 23 180 Na，K，　C£ 60×52 300 55 セントラル科学貿易販売
内部標準方式，サンプラー有，希釈方式

NAKL－2 150 60 3 51×45 160 36 395万
オ　　　リ　　ン　　パ　　　ス

CIM－104 65 80 Na＋，　K斗 30×32 55 12 190万　内部標準方式
　　　サンプラー無，直接方式

島　　津　　製　　作　　所
CIM－］03 200 55 Na←，　K＋ 37×37 80 21 内部標準方式

CIM－102 150 60 Na＋，K＋，α一 37×60 70 25 内部標準方式，サンプラー有
〃

CAI－101 200 55 Ca2＋，pH 37×37 150 21 内部標準方式

KNA　1 125 25 Na＋，K＋ 49×29 96 12

真　　　興　　　交　　　易
ICA　1 125 工8～20 Ca＋＋，pH，nCa 49×29 96 12
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4．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Selective　Electrode　method）

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

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 μ乏 検体／時 数又は項目 巾×奥行（cm） 鞘 kg

10N－150AC 95 150 Na＋，K＋，Cψ一 43×46 130 25 430万　　1大J剖鉢票準万」℃

　　　　サンプラー有，直接ノ∫式
常　　　　　　　　　　　光

NK－150AC 95 150 Na←，K＋ 43×46 130 25
250／J　　　P勺音1～f票7隼ノゴJV

　　　　サンプラー有、直接ノ∫式

IT－150AT 45 150 Na＋，K＋，C2． 70×55 300 65 630万　内部標隼方式
　　　　サンプラー有，希釈方式

〃

Ca＋＋－150 180 70 Ca2＋，pH 40×35 130 18 230万　内部標準方式
　　　　サンプラー無，直接方式

電解質分析機PVA一α 60 200 3 75×55 500 50
セ　ン　ト　ラ　ル科学貿　易

644 65 60以上 Na，K，Cセ 28×27 60 6．4 サンプラー・オプション
チ　バ　・　コ　ー　ニ　ン　グ

664 85～170 100 Na，K，d，TCo2 52．1×48．3 200 29．5 サンプラー内蔵

614 35 65以上 Na，K 28×27 60 6．4
〃

634 35 42以上 Ca＋＋，pH 28×27 60 6．4

STAX－1 150 90 Na，K，α 29×38 150 20 300万　内部標準方式
　　　　サンプラー有，直接方式

テ　ク　ノ　メ　デ　　ィ　カ

NAKL－1 150 60 Na＋，K＋，　Cセー 42×34 100 15 内部標準方式，サンプラー有
直接方式

東　亜　電　波　工　業
NAKL－2 150 60 Na＋，K＋，Cピ 52×46 160 36 ターンテーブル内蔵　直接方式

内部標準方式、サンプラー有

イージーライト 100 60 Na＋，K＋ 24×17 65 6．2 全⊥血い1血漿・尿・1血L清

二光バイオサイェンス

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン
NOVAシリーズ 350 39．4×52．3 500 43 機種により若干違います

FDC800 50 40 3 19×28 20 2．5 95万

冨土メディカルシステム

システムE4A 50 100 Na，K，α，Co2 82×50 240 46 内部標準方式，サンプラー有
希釈方式

ベ　　　ッ　　　ク　　マ　　　ン

システムE3A 50 120 NaKce 82×50 240 46 内部標準方式，サンプラー有
希釈方式

〃

システムE2A 50 100 Na，K 55×50 100 25 内部標準方式，サンプラー有
希釈方式

SERA520 120 150 3 28×36 100 15

堀　　　場　　　製　　　作　　　所

SERA212 150 70 2 28×31 100 15
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SERA232 150 70 1 28×31 ユ00 15

堀　　場　　製　　作　　所
SERA252 150 70 1 28×31 100 15

IL501 180 60 Na，K 33×25 50 13 アイエル社製

利　　　康　　　商　　　事

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

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

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 μを 検体／時 数又は項目 巾×奥行（cm） VA kg

VCS－600 10～1000 40 50×46 2 28

モノカードシステム 10～1000 32 33×14 1．2 8．2

グルコスキャン3000 全』11．1滴 1分／検体 血中ブドウ糖 7．3×2．0 単5アルカリ
1．5V，4本

145g メモリー機能付
llll中ブドウ糖測定システム

栄　　　研　　　化　　　学

LP－1 20～ 26 17×25 30 3 68万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

GT－4310 全1【U．1滴 2分／検体 GUL 16．0×9．0 単皿乾電池
1．5vx4

0．31
　98万3簡易血糖モニタリングシステム

京　　都　　第　　一　　科　　学

GT－4320 全血1滴 2分／検体 GUL 13．5×7．9 単IV乾電池
1．5V×4

0．15 2．5万　小）li（抽1糖illlj定器

VISION 全血L2滴 52×52 1，000 32

ダ　　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

ミニフォトメータ
MP－300

．全血　　10
1血1清　　100

約3秒～2分
　／項目

GLU，T・BIL
　　Hb

11．8×18．5 0．5

東　亜　医　用　電　．∫・

LM－3 10 60 8 27×35 60 7 全］fl1検体

バ　　　ク　　ス　　タ　　ー
GM－7 10 60 7 27×35 60 6．8 全1血検体

6．専用分析装置（Special－purpose　Analyzer）

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

価　　格（円）・備　　考会　　　杜　　　名
商　品　名

型　式　名 μf 検体／時 数又は項目 巾×奥行（Cm） VA kg

Glucoroder　Mk　I 5、30自動n∫変 180 GLU 96×66 500 63 販売：シノテスト商事
エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

OC．SENSOR 90 90 便1替血 60×40 2 40 販売：機器システム部
栄　　　研　　　化　　　学
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6．専用分析装置（Special－purpose　Analyzer）

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

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 μセ 検体／時 数又は項目 rt」×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

ビルマイクロメーター 1 28×35 70 5．2 43万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

グルコースアナライザー ］0 60 1 42×28 70 16 160万

GLU．2 10 120 1 51×45 120 39 400万
オ　　　リ　　ン　　　ハ　　　ス

BUN－］ 10 70 1 43×45 110 32 400万

CRE－1 20 60 1 43×45 120 32 350万
〃

GA．1120 100 120 GLU（体液） 55．8×48．5 85 36 360万　全血測定可能
京　都　第　一一　科　学

GA．1140 5～25 200 GLU（体液） 54．0×59．6 max．工90 60 700万通常モード／高濃度モード
　　　　自動切り換え

グルコローダーMkI 5，10，15，30 180～200 GLU 90×65．5 300 63 760万スピッツをそのまま塔載
種々の特長を持つシリーズ最高機種．

ン　　ノ　　テ　　ス　　ト　商　　事

ニユーグルコローダー 5，10，20，30 180～200 GLU 55．5×47 300 34 410万　固定化酵素使用
　　　　マイコン塔載

〃

グルコローダーE皿 5．30 150～160 GLU 51×47 300 20 285万　グルコローダーシリーズの
　　　性能と価格をコンパクト化

CL．760 10 23～90 GLU，乳酸
BUN，UA

59×45 450 51 370万　全血測定可能

CGA－101 30 100 GLU 49×49 300 35 内部標準方式，オートサンプラ内蔵

ラクテートアナラィザー 100 30 32×48 100 17

立　　　石　　　電　　　機

GLU－1 10 60 GLU 38×42 70 16

東　亜　亘　波　　1二　業
GLU．2 10 60 GLU 42×46 110 32 ターンテーブル内蔵

BUN．1 150 60 BUN 42×46 110 32 ターンテーブル内蔵
〃

CRE－1 150 60 CRE 42×46 110 32 ターンテーブル内蔵

CLT－1 20 200 α一 43×22 40 10
〃

グルコースアナライザー
23A

25 48 GLU 33×2］ 60 6．8

日　　　　　科　　　　　機
ラクテートアナライザー
23L

25 42 ラクテート 33×21 70 6．8
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フエロケム1 50 120 Fe，Cu，TIBC 33×46 32 12．3 オートサンプラー付

二光バイオサイエンス

FDC1000 6又は10 150 1 38×39 180 20 199．8万

富1：メディカルシステム
FDC100（G） 10 1 19×28 30 2 33万

FDC100（N） 6 1 19×28 30 2 37万
〃

グルコース分析計1 10 67 1 36×31 50 18

〃

BUN分析計1 10 67 1 36×31 50 18

クレアチニン分析計1 25 60 1 38×36 50 19

〃

グルコスター 全1血11滴 50秒／検体 GLU（1血中） 12．8×6．5 9V
アルカリ電池

0．2

マ　イ　ル　ス　・　三　共
グルコスターM 全血1滴 50秒／検体 GLU（rfll　4　i） 16．8×8．3 9V

アルカリ電池
0．34

レフロラソクス．1 全血1滴 GLU 14．9×7．9 6V　乾電池 0．19 4．3万　目視も可能

山　　之　　内　　製　　薬

7．多項目分析装置（フロー方式）Automatic　Analyzer（How）for　Clinical　Chemistry

／〉
商 品 名 サンプル量 同時測定

項　　　　目 処理能力 床　面　積 使用電力 重 量

ム
社 名

丹1｜1

式 名
μセ 数 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

一
SMAC 450 23 150 286×132 200V，10K 1020

日 本 ア ク 二 コ ン

CHEM！ 1 32 720 82×185 200V，6K 680 超微量多目的生化学システム

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

サンプノレ量 同時測定
項　　　　目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 μψ 数 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

AU5000 3～15 26～34 50～300 384×160 2．5～12K 2，600 3，500万～

オ　　　リ　　　ン　　　ハ　　　ス

ACA8000 8～32 8～50 300 315×120 3～9K 1，830 6、000万～

〃

AU5／0 3～50 32 600テスト 123×73 3K 444

AU700 3～30 23 720テスト 145×80 3K 400

イージーアナラィサー
6160 5～100 1～64 60テスト 100×60 1000 200

段1　　　　　　東　　　　　　イヒ　　　　　　’1了二
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8．多項目分析装置（ディスクリート方式）Automatic　Analyzer（Discrete）for　Clinical　Chemistry

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

価　　格（円）・備　　考会　　　杜　　　　名
商　品　名

型　式　名 μρ 数 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

CL－7100 2～30 32，（34） 300テスト 94×81 1，600 330 電解質オフション

CL－7000 2～20 22，（24） 300テスト 22 94×8］ 1，500 330 電解質オプション

〃

Cし20 2．5～15 20，（22） 100 20 158×80 2，500 450 電解質オプション

スペクトラム 1．25～25 23 173×74 2，000 364 高性能生化学自動分析システム

VPスーハー 1．25～25 1 End　465
Rate　316

1 61×61 300 73

チ　バ　・　コ　ー　ニ　ン　グ
550 3～35 13 180 1 101．6×58．4 780 70

aca　SX型 5～5000 69 45テスト 126 112．4×68．6 1，500 130

デュポンジャハンリミテッド
ディメンション380 2～50 1～37 380テスト 128×76 273

TBA－20R 4～48 32 200テスト 1 120×80 1．5K 330 亘解質測定ユニソト（オプション）
東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

TBA－30R 4～48 32 320テスト 1 120×80 1．5K 350 電解質測定ユニット（オフション）

TBA－60R 3～50 36 600テスト 1 115×760 3．OK 350 電解質測定ユニ・ト（オプション）

TBA－50S 2．5～48 27 100 27 1650×820 5．OK 700 電解質測定ユニット標準

736 3～10 24～35 50～300 24～32
日　　立　　製　　作　　所

7150 1～10 35 20～600 32

〃

7050 3～10 23 9～180 20

日　　　本　　　屯　　　∫

クリナラィザ
JCA－VX1000

2．5～40 1～30 250テスト 1 105×80 2300 350 竜解質測定ユニット（オフション）

クリナラィザ
JCA－RX20 2～20 32 2400テスト 8 200×115 4900 800 電解質測定ユニット（オプション）

サ・ハラレルR2 3～80 30 240 30 310×168 12K 1600 自動再検機能付
Na．／K電極or炎光装備

日　本　モ　ニ　　タ　ー
モニタースハィラル 1～65 1～48 1000テスト 2 290×76 4〔〕00 420 自動再検機能付

Na／K電極装備
COBAS　MIRA
コ／ぐス、　　ミラ 2～95 31） 120 104 72×58 850 80 L500万

日　　本　　ロ　　シ　　ュ

FDC2000 6又は10 6又は10 工50 1 38×39 180 21 220万

富士メディカルシステム
FDC5000 6又は工0 6又は10 100以上 10 57×46 390 30 340万
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シンクロンAS　8 7～ 13 85 1～8可変 155×84 800 296 旧称：アストラ8
ベ　　　ッ　　ク　　マ　　ン

シンクロンAS　4 7～ 5 85 1～4可変 133×70 800 151 旧称：アストラ4

Super　Z 3～40 Max24 180テスト 1 65．5×74 Max1300 72 ニッテク社製
三　　　菱　　　商　　　事

9．多項目分析装置（遠心方式）Automatic　Analyzer（Centrifugal）for　Clinical　Chemistry

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

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 μ乏 数 検体／時 巾×奥行（cm） M kg

アナリスト 90／12テスト 12 72テスト 63．5×33 220 17

デュポンジャバンリミテッド

COBAS－FARA 2～80 10 440 1 105．5×60 2K 165

モナーク 2～25 23 最大600テスト シングル
マルチ 120×76 2600 295 電極によるNa，K，α測定

蛍光，光散乱測定ロ∫能
ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

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

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

会　　　杜　　　名
商　品　名

型　式　名
μ 検体／時 数 巾×奥行（cm） M kg

価　　格（円）・備　　考

SP－4410
20以上（血清）

150以上（全血） Max6 14（開発中） 45．0×35．0 18 250万
全自動スーハードライシステム

京　都　第　一　　科　学

コニカドライラボ80M 10 約80 13 38×50 250 18 195万
コ　　　　　　ニ　　　　　　カ

コニカドライラボ80M 10 約80 13 38×50 250 18

中　　　外　　　製　　　薬

エクタケム700N 10又は11 最大600テスト 1 29 170×93 4K 500 米国：コダック社製
長　　　瀬　　　産　　　業

エクタケム400 10 最大600テスト 1 20 140×79 2．5K 408 米国：コダック社製

エクタケム
DT60システム

10 100テスト 3 25 96．5×35．4 240 22．9 米国：コダック社製
〃

Paramax 2～20 650 8 30 153×87 3K 410 DEC社μPDP11付
バ　　　ク　　ス　　タ　　ー
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10．ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）

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

会　　　杜　　　名
商　品　名

型　式　名 μセ 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

FDC100（G） 6 15 1 1 19×28 30 2 33万

富士メディカルシステム
FDCIOO（N） 10 10 1 1 19×28 30 2 37万

FDC1000 6又は10 150 1 1 199．8万
〃

FDC2000 6又は10 150 1 10 220万

FDC800 50 40 1 3 19×28 20 2．5 95万
〃

FDC5000 6又は10 100以L 10 19 57×46 390 30 340万

レフロトロン 30 1 9 30×35 80 5．5
べ一リンガー・

　　　　　マンハイム山之内

セラライザー皿リフレク
タンスフォトメーター

30 30～240秒検体 16 28×46 90 10

マ　イ　ル　ス　・　三　共

レフロトロン 30 9 30×35 80 5．5 165万

FDC－5000 10 100 10 19 57×46 390 30 340万　富士写真フイルム社製
和　　光　　純　　薬　　工　　業

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

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

商　品　名

型　式　名 μc 検体／時 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

AVL945 20．40 12 45×40 2．5 35 AVL社製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

AVL－947 20．40 12 45×40 3．5 45 AVL社製

BGA－101 90，120 20 5実測
9演算

49×38 260 40 595万　Hb，大気圧自動補正，
島　　津　　製　　作　　所

ABL330 85 20 11 61×55 280 35

真　　　興　　　交　　　易
ABL30 125 20 10 61×55 195 35

〃

ABL4 165 18 13 83×58 280 45

ABL300 85 20 12 83×58 280 45



JBA’7 150～250 36 13 54×43 200 45 Hb自動希釈測定
常　　　　　　　　　　光

JBA－150K 90 36 12 35×33 200 32

288 130～200 30 64．7×48．3 500 33．6 血液ガス・電解質同時測定
チ　バ　・　コ　ー　ニ　ン　グ

278 85～200 30 52．1×48．3 500 27．7

178 40～200 30 44．5×58．4 200 24
〃

170 40～200 30 44．5×58．4 200 24

GASTAr－1 40～160 25 12 35×39．5 300 35 450万全自動100検体データ・メモ
　　　リー付

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

STAT　PROFILE
シリーズ

250 38 56．3×56．3 500 45 機種により若干違います
日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

IL1312 70 30 pH　pCO2
PO2 57×51 200 45 アイエル社製

利　　　康　　　商　　　事
ILI304 70 30 pH　pCO2

pO2 57×51 200 34

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

サンプル量 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 μ£ 検体／時 巾×奥行（cm） w kg

AES300 25 セルロース
アセテート

51 99×65 1000 200 800万
オ　　　リ　　ン　　パ　　　ス

AES600 25 セルロース
アセテート

103 140×65 1000 240 1，200万

FED・皿 30 　一セブフオー 60 106×53 450 100

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

FED－3200 30 セラフォー 150 133×75 450 200

CTE－150 30 セパラックス
セパラックスS

30 73×66 500 150 650万

常　　　　　　　　　　光
CTE－1200・2 30 セパラックス

セパラックスS 80～105 210×72 1000 200 1，250万

クリニスキャンSA・V 20 タイタン皿 80 133×79 700 244

ヘ　レ　ナ　研　究　所

13．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

15

泳動時間 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／回 検体／時 巾×奥行（cm） w kg

電子冷却TC－3 10～20 　寒天
セルロース膜 10～20 185×260 1000 9．5

萱　垣　医　理　科　工　業



13．電気泳動装置（Electronhoresis　Apparatus）
16

会　　　社　　　名
泳動時問 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 弔　　　竜

価　　格（円）・備　　考
商　品　名

型　式　名 検体／LII｜ 検体／時 111×奥行（cm） VA kg

ザルトフオー 20 セ・ア膜・ゲル
ポリアミトゲル 15×15 5 ザルトリウス社製

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

電∫’冷却ECP－10 lO～20
寒尺
セルロース膜他 lO～20 31×40 200 工5 35万

常　　　　　　　　　　光
等電点 10 セハラックスEF 10／4hrs 30×30 2 2 14．5万

チ　バ　・　コ　ー一　ニ　ン　グ
電気泳動システム アガロース 119．8×65 360 72

ポル・E・フィノしム
アガーフィルム

アガロースフパレム
loo コーニング社製

日　　　本　　　商　　　1拮

自動泳動AVES－2 24 タイタン圃 24 60×50 200 25

ヘ　　レ　ナ　研　究　　所
アガー泳動EWC 20 アガロース 50 55×55 100 10

へ　　　　・　　　ク　　　マ　　　ン

ハラゴン lo アガロース他 10～50 75×40 loo 15

フロー一フ“ テ　・ク　1 42 アガロース 55×45 1200 14．8

和　　光　　純　　薬　　・ピ　業

ACE．1 18×21

DNA，RNAのアガロース電気泳動
からナイロンメンブランのトランス
ファまで電∫・冷却式電気泳動装置

14．デンシトメータ装置（Densitometer）

／、 商　品 名 処理能力 O　D測’定
範　　　　囲 記録ノゴ式 床　面　積 使用電力 重 量

価 格〔円）・備 考
ユ1 社 名

型　式 名
検体／時 数　　　値 感　熱　他 巾×奥行（cm） VA kg

，号■ψ㎡

ADC－20EX 200 0．］～2．0 ペン 490×520 220 34
lI． 垣 医 理 科 L 業

D．607 200 0．1～2．0 感熱式 54×47 300 28
コ ス モ

F－808 60 ｛｝．1～3．0 ヘン 57×40 200 30

D－110 60 O．1～2．5 感熱式 51×42．5 200 30
〃

ノ1ノ．

マイコン20AS 240 0．01～2．0 感圧紙 60×50 200 38 260万
吊 光

PAN・FV 150 0～3．0 感圧紙 60×59 300 48 320万 11∫視，蛍光



17

780 250 0～4．0 感熱式 121×65 900 72 蛍光，可視，反射

クリニスキャン2 48／12分 4．0 ドットプリンター 69×74 200 66

EDC 48／12分 4．0 ド・ソトプリンター 80×76 600 108

アプレイズ 200 0～4．0 感熱式 52×47 480 25 RS232C，蛍光標準装置
ベ　　　ッ　　　ク　　マ　　　ン

15．高速液体クロマトグラフィー装置（High　Pe市rmance　Liquid　Chromatograph）

サンプル量 平均分析
時　　　　間 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円〉・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 με 分／検体 巾×奥行（cm） 鴨 kg

ERC－8711 10～ 25×32 200 30
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

デガッサー 15×25 80 8

HA－8121 300 4 113．1×55．0 本　　　体：380
サンプラ：100

98．5 1000万　自動グリコヘモグロビン
　　　　測定装置

京　都　　第　一　　科　学

LC－6A 1～500 分析成分による 150×50 1000
島　　津　　製　　作　　所

SLC－20 20～200 20～40 1500×550 1000 300 ～ 980万／一式

積　水　化　学　工　業

ICA－3000 29×44 70 21

東　亜　電　　波　工　　業

HLC－723GHb 5 8 965×520 350 80 740万　5分画測定
東　　　　　ソ　　　　　ー

HLC・723GHb‖ 5 3．5 960×520 350 90 850万　6分画（L－Alc）測定可

クーロケム5100A 100 15 24．5×28 100V 5 HPLC専用クーロメトリー
電気化学検出器

二光バイォサイェンス
ニューロケム 50 40 275×76 2000 205 生体アミン類他150種類以上

同時測定

全自動グリコヘモグロビン分析計

HLC－723GHb皿
5 3．5 770×520 350 120 850万

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

全自動高速液体クロマトグラフ
JLC－300 1～200 60～120 160×78 1500 310

日　　　本　　　電　　　子

モデル400
グラジェントシステム

20～ 63．5×58．4 600 32．5
日本バイオ・ラッド

　　　　　　ラボラトリーズ
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15．高速液体クロマトグラフィー装置（High　Pertormance　Liquid　Chromatograph）

ム 杜 名
商 品 名 サンプル量 平均分析

時　　　　間 床　面　積 使用電力 重 量

五 型 式 名
μL 巾×奥行（cm） VA kg

価 格（円） ・ 備 考

日 本 分 光 工 業
LC－800 100～160×55 200～2000 50～100

16．生物・化学発光分析装置（Analyzer　for　Bio－Chem　Luminescence）

会　　　社　　　名
感　　　度 測定範囲 測定項目 床　面　積 使用電力 重　　量商　［冒1名

型　式　名
ng 巾×奥行（cm） w kg

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

ルミネ　・センスリ　タ
BLR・201

ATP
5×1014rnol

0～　1×106
cpm

各種発光測定 41×38 100 15

協　　和　　メ　テ　　・・　ク　　ス
ケミルミ 0．1 TSH・他 47×53 13

日　本　分　　光　　ll　業
825．CL フェントモル

レベノレ 300～600
HO2．ATP
NADH
けい光物質

21×45 50 8．5

フ　　ァ　　ル　　マ　　シ　　ア
1250ルミ　ノメーター 6×101Zmol

ATP
A［’P，NADP

NADPH他
34×30 20 5．2 ファルマシアクラック社製

125Pしミ　ノメーター 1×1011mol
ATP

ATPNADP
NADPH他 52×50 50 35 ファルマシアクラック杜製

ルミノメー一ター－

UPD、8000
AFP
O．05n9／rnl

0．05～25n9mセ AFP，CEAなど 45×45 100 27 自動分注，自動洗浄
日月　　　　亘　　　　　舎

ラ　ボ　サ　イ　エ　ン　ス

ノレ　ミフォ　ト　メーター

TD4000
1013ATPrnoI 300～650nm

ATP，H202
ルミノール発光 33×38．5 100 13 元ヲ禦煕自勢麟

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

会 社 名

口　本　分　光　　L　業

商　占【‖名

型　式　名

FT　IR・5000

FT　IR－7000

分　解　度

crn．1

4

2、4，8，16

波長範囲

4300～500

4600～400

床　面　積

巾×奥行（cm）

60×53

使用電力

VA

180

測定項目

kg

58

f曲　　格（円）・備 考



18．その他（Miscetlaneous）

／き 村． 名
商　品　名

特　　　　　　　　　長
床　面　千貝 使用電ノJ 弔1 ε　↓．

．1主1、

二、

川　式　名 rh×奥イ∫（Cm） VA k9
価 格 円1 ・ f崩 考

ナ ノ

ミ、＝クリア
（純水装置）

’lfヒ’f〃♪相了くii’：用i／重わ　屯1kf｝　ぱ装置プご。エい築，凋¶1’oζ

　先↓frj日ノ止（　ヒ　L　て糸屯ノkを伊、糸㍍し　圭す’

4
ル ガ

日 本 分光 メ 一

　　／ ル

ロ　’fて　　　　ト　フプーナ・ニラ　イ　→ナ

RA　60S

中∫n目の了　自重り〃♪f川装〆”，　牛．fピ’∫：全8芝

・丁．ント　し　一ト、loo項目t朔：1、｛lj吋240検体処別 55×70 400 35 460万
ア　　1 カ

19
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19．単項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Single　ltem）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

測定項目 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

項目又は数 μρ 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

PC－601 1 20 30×32 45 11 全血147万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

東　仲　　医　　用　　電　　子
R－1000

網赤Jfl｜球数

比　　　率
100 60 （本体）93×75 2，190 182．5

F－230 3 10 14．2×31 35 6．7

フ　　　ク　　　ダ　　　電　　　子

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

測定項目 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
f面　　　　格　（Fエ」）　・　イ庸　　　　考“会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 項目又は数 μ〔〃 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

PC・8000 8 500 70 87×51 500 84
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

PC－604 4 20 30×32 50 13 147万

M－2000 18 400（20） 80（72） （本体）74×63 600 98 （　）は希釈モード
東　　　・距　　1矢　　　用　　　’電　　　．∫・

F－800 15 20 約20秒／検体 40×49 140／130 24

E－4000 18 200 119 （本体）95×78 1，040 165
〃

K－1000 8 100（40） 80（60） （本体）48×29．8 315／360 42 （　）はキャピラリーモード

S－plus　STKR 18 100 138 235×53 1，500 241

日　　　　科　　　　　機
S－plus　VI 18 125 138 190×66 2，000 220

JS 20 125 83 190×59 1，200 119
〃

S－plus　JR 20 工00 60 198×53 1，000 134

T890 8 loo 90 64×51 500 41

〃

T660 6 100 60 64×51 500 41

T540 5 loo 40 64×51 500 41
〃

MEK－4200 5 50 40 33×35 40 13．5 124万
［］　　　　　　　　イこ　　　　　　　光　　　　　　　’電　　　　　　　　r二　　　　　　　業

MEK－4150 3 50 40 33×35 40 12 124万
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MEK－7108 8 50 60 63×53 ］50 63 650万
日　本　光　電　工　業

MEK－4500 8 50 50 48×40 110 26 408万

LC－114 8 25 60 44×41 250 32
フ　　ク　　ダ　　電　　子

セルダイン2000 18 100 90 89×51 1000 82 米国・セクオィア・ターナー社製
三　　　菱　　　商　　　事

セルダイン1600 18 30 60 84×51 700 66 〃

21．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

測定項目 分析（測定）法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　杜　　　名

商　品　名

型　式　名 項目又は数 μψ 巾×奥行（cm） VA kg

］面　　　　　　　†各　　（　F」」　）　　　・　　　イ眉～　　　　　　　考

TE－600 PT，　PTT

Ca再加他
光学及び磁気 69×53 250 28 300万

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

TE－100 全⊥n1凝固 光　学 1000 15×32 40 4．4 28～75万

コアグラブ16－S ユ1 透過光 100 56×53 200 27
オーソ・ダイアクノスティソク・

　　　　　　　　　システムズ

コアグースタットスーパー PT，APTT，　Flb
ATIII，因子 散乱光度法 ；舗｝　㌦ 40×38 220 15 240万

国　　　際　　　試　　　薬
コアグースタットオートll PT，APTT

Fib，因一子 散乱光度法 PT，APTTIOO
Fib　200 65×69 400 70 830万

サンクロットS pT，APTT，
Fig等

磁気センサー 100 32×37 120 12 96万
三　　　光　　　純　　　薬

コアトロンF2 PT，APTT，
TT，FIB

濁度変化感知方式 3β．5×53 100 17．5

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事
コアトロンJr PT，APTT，TT

FIB，HPQ
〃 22．5×31 100 5．0

エルビ820
PT，　PTT，

FIB，HPT他
100 35×50 145 15 170万

セ　ン　ト　ラ　ル科学貿易
エルビ819 〃 100 52×50 150 20 全自動

CA－4000 PT，APTT，
FIB他10

光散乱検出方式
全」血11．5m君，

または20～100 102×56 550 78
東　　亜　　医　　用　　電　　子

NBSヘマトレーサーIII 2ch 光学法 100 40×33．1 80 8．0

二光バイオサイェンス

Coatron　Jr 5 吸光度変化感知方式 22．5×31 100 5

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン
Coatron　F2 〃 36．5×53 100 17．5

COBAS　FIBRO
コバス　フイブロ

5 光学法 100～200 25×29 100 6 150万
日　　本　　ロ　　シ　　ュ



21．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

24 測定項目 分析（測定）法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

型　式　名 項目又は数 μ 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

アメルングKC　10A 15 磁気センサー 10～200 69×62 50 15．5

バ　　　ク　　ス　　　タ　　ー

アメルングKC　4　A 15 〃 〃 55×60 45 8．8

アメルングKC－1A 15 〃 〃 12×20 14 1．2

〃

アメルングHPC－5050 PT．　APTT 〃 50～200 62×57 220 80

ACL
PT．APTT，Flb
AT一皿．PLG．qP1，Facter 50～最大200 75×63 500 50

パ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

クロモタイムシステム
PT．APTT，Flb
AT■他
15項目

合成基質（分光法） 25 46×43 110 17

ヘキス　ト　ジ　ャパン

CT－2A PT，　APTT
Fib，因子

散乱光法 100 31×39 100 15 プリンタ内蔵
メ　　バ　　ニ　　ク　　ス

FP・910
コアグレーションアナラィザー

12 垂直測光方式 300～600 44×32 110 26 495万

ラボシステム・ジャパン
600

MCA110 6 透過光 25又は50 64×51 450 35 米国・バイオデータ社製
利　　　康　　　商　　　事

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

測定項目 分析（測定）法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 項目又は数 μ 巾×奥行（cm） VA kg

TE－400 2～4 静　電 350 79×50 240 46 260～400万
エ　　　　　　　ル　　　　　　　マ

エルビ810 Hartert法 250 35×61 150 15 1ch

セン　トラル科学貿易
エルビ816 〃 250 60×30 200 20 2ch

スロンプエラストグラフD TEG 粘稠度 360 25×26 50 13．5 西独・ヘレゲ社製

利　　　康　　　商　　　事
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23．血小板凝集測定装置（lnstrument　for　Platelet　Aggregation　Test）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

測定項目 分析（測定）法 床　面　積 使用電力 重　　　量

項目又は数 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

TE－500 4 光電比濁 87×53 250 41 340万
エ　　　　　　　ル　　　　　　　マ

TE－500A Arp 蛍　　　光 21×41 50 8 60万

京　都　　第　一　科　学
PA－3220 凝　集 吸　光　度 47．5×48 120 15 320万

エルビ840 凝　集 光　学　法 29×23 40 8

セン　トラル科学貿易

NKKヘマトレーサー1 2ch 光　学　法 80×37 100 25．0
二光バイオサイェンス

NKKヘマトレーサー1 4ch 光　学　法 85×37 100 29．5

〃

NKKヘマトレーサー1 6ch 光　学　法 88×37 100 33．0

NBSヘマトレーサー2S 2ch 光　学　法 30×45 100 15．0

〃

NBSヘマトレサー6 8ch 光　学　法 72×53 100 45．0

バ　　ク　　ス　　タ　　ー
C－400シリーズ 1～4ch 蛍光／光学 61×47 180 27 ATP放出同時測定

C－500シリーズ 1～2ch
インピーダンス

光学／蛍光 46×34 80 12．7 〃

〃

C－600シり一ズ 1～2ch 蛍光／光学 46×46 180 25 ATP又はCaイオン同時測定

メ　　バ　　ニ　　　ク　　ス
PAC－8S

血小板凝集8チャンネル 光透過法
（PRP法） 72×53 300 45 フロッピーディスク内蔵、報告書作成

PAT－4A
血小板凝集4チャンネル

光透過法
（PRP法） 85×43 150 29 2ch～6ch　言己多ま言十イ寸

〃

PAM－8T
血小板凝集8チャンネル

光透過法
（PRP法） 56×57 400 35 フロッピーディスク内蔵、全自動測定装置

ATP－1
血小板凝集　ATP 光透過法

（PRP法） 32×33 150 9 ATP放出能、凝集能同時測定

利　　　康　　　商　　　事
PAP－4 血小板凝集

特性曲線
透　過　光 53×58 300 19 米国・バイオデータ社製



24．血小板粘着能測定装置（lnstrument　for　Platetet　Adhesiveness　Test）

26
商　品　名

型　式　名

分析（測定）法 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

μξ 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

イ面　　　　　　　　　　格　　　（　FIJ　）　　　　　・　　　　イ庸　　　　　　　　　　考

医　　学　　書　　院　　器　　械

」血／J・↓反＊占着合旨測フじ装置 ガラスビーズ法 2000 10×24 100 2

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

分析（測定）法 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　引．　　　名

商　品　名

型　式　名 μψ 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

CPCコイルプラネット 2重遠心 50 60 100×70 700 90 三菱化成社製
タ　　ィ　ア　ヤ　　ト　ロ　ン

26．赤血球沈降速度自動測定装置（lnstrument　for　Erythrocyte　Sedimentation　Rate　Test）

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

商　品　名

型　式　名 μセ 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（FID　・備　　考

ESR　50 1600 50 50 61×61 100 47
日　　　　　科　　　　　機

自動赤沈計Model　FA　Z 1～12 31．2×36．6 AC100V
〔50／60117） 約18

ニ　　　　　　　プ　　　　　　　ロ

27．血液分類カウンタ装置（lnstrument　for　Gro叩ed　Blood　Cell　Counter）

サンプル量 処理能力 カウント数 算定方式 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 μ1ノ 検体／時 個／検体 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（PD　・備　　考

エルマ・ソク88S 加　算 16×25 王3 1．7 11万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

MMT　120 1～300 加　算 17×20 5 2 11．8万、12キー、デジタル表示
菅　垣　医　理　科　一工　業

MMT　120MOS 1～300 加　算 34×30 100 20 262万、オンライン仕様、120g×4台付

TIIMS 220 90 197×76 30 726
日　本　テ　　ク　ニ　　コ　ン

THMS　H・1 ］oo 80 81×60 20 160



28．血液像自動分類装置（lnStrument　for　Blood　Cell　Differentiation）

測定項目 サンプル量 処理能力 カウント数 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　杜　　　名

商　品　名

型　式　名 項目又は数 μψ 検体／時 個／検体 巾×奥行⑭ VA kg

イ面　　　　　　　　　　　†各　　　　（　｝1」　　）　　　　　．　　　　　イ痛　　　　　　　　　　　考

MICROX 正常6種ほか 0．5～3m£ 120 122×75 2，000 390
立　　　石　　　電　　　機

VCS 5 75 数1000 134×48 1，000 97

日　　　　科　　　　　機

THMS 220 90 197×26 30 726
日　本　テ　　ク　ニ　　コ　ン

THMS　H・1 100 80 81×60 20 160

8200 2～ max120
日　　立　　製　　作　　所

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

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

商　品　名

型　式　名 項目又は数 検体／時 個／検体 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

MMT－421 白血球骨髄像 1～1，000 30×36 30 6．5 65万、42キー、デジタル表示
萱　垣　医　理　科　工　業

Ladic－51 46 36×40 35 15
、～：　　　　　　イ「　　　　　　賃』　　　　　　　機

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

測定項目 分析（測定）法 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 項目又は数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（PD　・備　　考

EPICS750シリーズ 33パラメーター
レー→デーフロー一

サイトメトリー
277×89｛本体のみ） 2，000 805 セル・ソーター

日　　　　　科　　　　　機
EPICS－C（CSタイプ） 8パラメーター レーサー一フロー

サイトメトリー
183×65（・ド体のみ） L500 160 セル・ソーター

〃

EPICSプロファイル 8パラメーター
レーザー一フロー
サイトメトリー

180×61（本体のみ） 1，500 114 セル・アナライザー

27
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31．リンパ球分類測定装置（lnstrument　for　Limphocyte　Differentiation）

分析（測定）法 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 με 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

オーソサイトロン フロー
サイトメトリー法

300 90以上 95×60 2，500以下 150 フローサイトメトリー法オーソ・ダイアグノスティック・

　　　　　　　　システムズ

FACScan 100 120 76×60（本体のみ｝ 2000 79

藤　沢　薬　品　工　業

32．その他（MisceiSaneous）

床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　　長

巾×奥行⑭ VA kg
価　　格（円）・備　　考

TS－4000 西独VDGボンダーゴルツ社製，血小板粘着、凝集過
程及び出血凝固時間測定装置 44．6×32 53 19 280万、360万

エ　　　　　　　ル　　　　　　　マ

アミチェノクメーター
（反射率計） 約17×約10 約0．4

中　　　外　　　製　　　薬
血中アンモニア濃度測定機器です。微量の全1血を試
料として，室温で簡単に操作でき，しかも、200秒後
に結果が得られます。

オートセラドット HLA用自動ド・ティングマシン（抗血清・オイル
自動分注機） 66×35 50 25

バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク

オートセルドッター NLA用補体等自動分注機　60穴分注5秒
72穴兼用型 36×36 80 20

自動塗抹装置 スピナ式、ウエッジ式
日　　立　　製　　作　　所

自動染色装置 メイギムザ、ギムザ、ライト、ライトギムザいずれにも対応可
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33．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

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

商　品　名

型　式　名 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg

f面　　　　　　　　　　‡各　　　（　｝　IJ　）　　　　一　　　　イ‖§　　　　　　　　　　考’

ARC・1005 400U分測定時） 10本検出器内蔵 　104×64
（本体のみ｝

　約300
（本体のみ）

　糸｛」200

（本体のみ）
本体ARC．1000
データ処理ACM　713シリー一ズ

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

ガンマ・一カウンター－
PLUS　4／200

200 4 60×56 60〔｝ 125 他多機種
セ　ン　ト　ラ　ル刊・学貿　易

カンマーカウンタ・－
PLUS　lO／600

500 10 102×60 600 130

ビーズウオ　・シャー－

BW　20
　20穴
プレート用

20 410×265 120 20 79万
バ　　イ　　オ　　テ　　ワ　　ク

ビ　　ズウオッシヤー－

TW　50
チユーブ
50本用

50 300×370 70 19 110万

ビーズウオッシヤ…
RBW　300

チユーブ
300本用

300 600×770 200 50 300万
〃

ビーズウィッシャー－
SBW　300

チユー一ブ
300本用

300 820×395 200 50 300万

1282
コンヒ．Lカンマ

50 30 74×86 250 250

1272
クリニカ“ンマ

220 40 50×110 200 160 4本デテクタ（他に1本，2本デ
テクタタイプ有）

1275
ミニガンマ

50 32 52．5×84 170 58
〃

34．酵素免疫測定装置（lnstrument　for　Enzyme　lmmuno　Assay）

測定項目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

全自動EIA装置
AEC　3000 EIA各種 180 1 150×109 3000 480 市販試薬対応全自動EIA装置

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ
EIAフォトメータ
AEC－241

30 300 1 68×56 250 50 EIA，データ処理内蔵
光度計，サンプラー付

〃

EIAフォトメータ
AEC．211

20 200以ヒ 1 31×39 80 13 シッパー式マニュアル形光度計

EIAフォトメータ
AEC－110

20 300以・L 1 30×37 80 13 チューブ式マニュアル形光度計

AIA－1200 AFP他 120 5 990×740 1000 300 2400万製造発売元：東ソー㈱
栄　　　研　　　化　　　学

PK310 8 80 110×89 3000
オ　　　リ　　　ン　　　パ　　　ス

エルジアリーダー EIA全般 50秒／プレート 49×53 200 23 350万　マイクロプレート用
川　　　　　際　　　　　試　　　　　薬

エルジアウォッシャー EIA全般 本　体39×47
ポンプ「30×35

80
120

15
11 180万
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マイウォツシヤー
オートミニ EIA全般 1 27×45 150 8 95万

三　　　光　　　純　　　薬
SJeiaオートリーダー EIA全般 50秒／1プレート 1 50×49 300 22 398万

マイウォッシャーオート EIA全般 1 40×28 50 20 175万
〃

アボット　コンタムII HIV抗原，抗体
CEA，AFP

1秒以下／検体 42×47 150 13．6

ダ　　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト
アボット　コンタマチック

A61川B刑ウィノ以
肝炎関連抗原抗体 109×58 600 46．3

CORTY 1 27×38 240 11

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

AIA－12〔｝0 AFP他 120 5 99×74 1000 300 2，400．万

東　　　　　ソ　　　　　ー

60プレート 44×43 300 18

東　　　洋　　　測　　　器

IB．500
フラスチ’クヒー
ス固相EIA法

HOテスト・　・チ
同時2項目・・チ

1 73×61 600 170 1．180ノ∫

東　　　洋　　　紡　　　績

EIAマイクロフレートリー一ダー
EL．310

各　種 60秒／プレート 13 4（「）×54 100 168 280万　米［玉1・BIO－TEK‡｝：製

〃

EIAマイクロフレートリー一ダー
EL．3〔〕7C

各　種 1 29×32 100 5．5 95万　米国・BIO－TEK社製
〃

エンチムンテスト
ES　22

15項目 150テスト’回 1 970×520 100 29．5 べ一リンガー・マンハイム社製

二光バィオサイェンス

AIA－1200 AFPその他、 120 5 99×74 1K 300 2，400ノ∫　東ニソー（株）社：蓼2

日　　　水　　　製　　　薬

IB－500 16 2 73×61 600 170

ニ　　　　　　　　フ．　　　　　　　口

イムノリーダ’一一

NJ　2000
全　般 45秒／プレート 55×43 100 25 298万

日　本　イ　ン　　タ　ー　メ　　・ソ　ド

セラウォ　・シヤー

MW96－SD
ELISA全般 96 380×290 800 18 115万

バ　　イ　　オ　　テ　　・ソ　　ク
セラウォツシャー－
AMW．96S

〃 96 520×390 830 30 260万

ピー一一ズウォ・・／シャー．－

BW－20
EIA全般 　20穴

プレート用
20 410×265 120 20 79万

〃

ビーズウオ・・ノシャー

BW．25
〃 　25穴

プ．レート用
25 410×265 120 20 84万



34．酵素免疫測定装置（lnstrument　for　Enzyme　lmmuno　Assay）

32 測定項目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　最
｜由i　　　　　　　　‡各　　　〔　lI］　　）　　　　・　　イ嘱」　　　　　　　　考

会　　　社　　　　名
商　ll。　名

型　式　名 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg

ビーズウオ　・シヤー
TW　sO

〃

チユー＿ブ’

50本川
50 300×265 70 19 110万

バ　　イ　　オ　　テ　　ソ　　ク
ビ・一ズウイ　・シヤー

RRW　306・SBW・302
〃 チユーブ

300本用
30 820×395 200 50 300ノ∫～

オ　　トミニウォ　’シャー

AMW　2川
ELISA全般 96 450×272 30 8 75万

「’

オートドロソハー－
EDR　300A

〃 96 420×455 80 30 260万

べ一一リンク　EL［SA
フロセーサー－11

HBV関連抗原、抗体
ウィルス抗体

測定項目による 70×40 160 41

ヘ　キ　ス　ト　ジ　ャ　ハ　ン
、∬lj光8

1、式薬6

エンチムンテストES600
T4，T3、TBK
TSH，CEA，AFP 100～200 最大15項目 119×77 880 240

へ一llンガー・マンハイム山之内

エンチムンテストES22
FER、HCG
D）9・・xm，Insulln
IgE〔両機村i｝ミ通）

（150／［日D 1項目 97×52 140 30

イムラボソトA－102 7 180 　　　1
〔シングルマルチ｝ 140×55 800 280 2，100万

持　　　田　　　製　　　薬
イムラボットSA－101 7 1回最人

60検体
　　　1
（シングルマルチ）

190 49．5 345万

イー．一ジ　　　リー一タニー

EAR400AT
全　般 96検体／10秒 8 36×34 100 11 カイネティクスアソセイ可

ラ　ボ　サ　イ　エ　ン　ス
イージーリーダー
EAR400FW

全　般 96検体／40秒 8 36×34 100 11 25項目テストプログラム内蔵

イー一ジーリー一ダ

EAR400Sド
全　般 96検体／40秒 8 36×34 100 11 25項目テストプログラム内蔵

〃

イー一ジーリ　　ダー－

EAR340FW
全　般 96検体／40秒 8 36×34 100 11 25項目テヌ、トプログラム内蔵

Allt⊂）EIA
アナライザーシステム

20 62×38 160 18

一一フボシ　スァムジャハン

　7イ　クロブ1レー一ト　リーダ

Vmax EIA各種 1プレート「5秒 47×34 10 370万．マイクロブレート用カイネ
テ・ク，エンドポイント法

和　　）じ　純　　薬　　．ll　業

35．螢光免疫測定装置（lnstrument　for　Fluorescent　lmmuno　Assay）

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

商　品　名

型　式　名 μρ 検体／時 数 巾×奥行（（m） VA kg

フルオレスヘクト
NJ・5000

全　般 55×46 170 35 450万
B　本　イ　ン　　タ　ー　メ　ッ　　ド

Stratus 19 20 50 1 71×46 920 45

バ　　　ク　　ス　　　タ　　ー



36．ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Nephelometric　lmmunological　Assay）

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

商　品　名

型　式　名 με 検体／時 数 巾×奥行岡 VA kg
価　　格（円）・備　　考

HC－100 響 3 20 47×37 250 22

日　立　化　成　工　業

べ一リング
ネフェロメーター
アナライザー

各種血漿蛋白
ASL，CRP
RF，AFP

項目による 最大225 1 約150×70 400 75 全ての床面積はBNAのシステム
ヘキ　ス　トジ　ャパン

アレイ・プロテインシステム 蛋白18 7～20 40～80 20シリアル 140×70 400 84 キャリブレーションは14日間安定
ベ　　　ッ　　ク　　マ　　ン

37．ラテックス凝集反応測定装置（lnstrument　for　Latex　Agglutination）

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

商　品　名

型　式　名 数 μL 検体／時 数 巾×奥行岡 VA kg
価　　格（円）・備　　考

クイックターボ 8 1 43×40 300 12 マニュアルタイプ
エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

LX－3000 22 3～80 190 12 138×77 3000 250

LA－2000 20 0～80 60～110 80×80 1500 70 販売：機器システム部
栄　　　研　　　化　　　学

LA－1000 6 3 42×38 500 12 〃

EL－1000 AFP，CEA
FDP他 5～100 120 1 77×68 1200 150

協　和　メ　デ　ッ　ク　ス
〃 1～100 180 10 110×80 1800 200

LPIA－1 8 50 40～50 70×60 300 48 自動免疫血清検査装置
三菱化成社製

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン
LPIA－100 15 3～30 80～100 76×58．5 800 70 自動免疫血清検査装置

三菱化成社製

〃

LPIA－300 8 5～50 240～300 145×80 3000 390 自動免疫血清検査装置
三菱化成社製

PAMIA－10 AFP，CEA
FER，BMG

20 60 1 （本体）

　98×64
890 157

東　亜　医　用　電　子

COBAS－FARA FDP，CRP
AFP，β2MG　IgE 2～80 200 1 105．5×60 2000 165

バ　　　ク　　ス　　　タ　　ー

33



38．螢光偏光イムノアッセイ装置（lnstrument　for　Polarized　Fluorescent　lmmunological　Assay）
34

測定項目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

IMXアナライザー 69×63 700 43
ダ　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

CEA，AFP，
SCC，TSH，
T一ア／プテイク
T3，T4その他
30項目開発中

24テスト／約30分
　　　　（EIA）

20テスト／約20分
　　　（FPIA）

39．血液型自動判定装置（Blood　Type　Automatic　Analyzer）

サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 μ尼 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

PK7100 10～40 275×86 3000 600 6，000万

オ　　リ　　ン　　パ　　ス

40．希釈装置（Diluter）

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

商　品　名
型　式　名 μど 検体／時 μ 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

AD－2001 117 550×535 30 LA－2000専用
販売：機器システム部

栄　　　研　　　化　　　学

セロオートDII 各　種 各　種 39×35 70 18 130万分注，希釈，洗浄ができる。

国　　　際　　　試　　　薬

TECAN　460 5～1000 5～1000
ラ　ボ　サ　イ　エ　ン　ス

41．洗浄装置（Washer）

処理能力 洗　　　剤 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ハイニッケ 90×90 5 80 ハイニッケ杜製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

プレートウオッシャー
MPW－200

100 なし 900×440 230 65 96万　マイクロプレート用
萱　垣　医　理　科　工　業
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日本イ　ンターメ　ッ　ド

イムノウオッシャー
NK－100 27．2×45 30 8 75万　（付属品込）

イムノウオッシャー
NK－300 40×32 50 17 113万（付属品込）

セラウォッシャー
MW96－SD 380×290 800 18 115万

バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク
セラウォッシャー
AMW－96S 520×390 830 30 260万

〃

ビーズウオッシャー
BW－20

　20穴
プレート用 410×265 120 20 79万

ビーズウォッシャー
BW－25

　25穴
プレート用 410×265 120 20 84万

〃

ビーズウオッシャー
TW－50

チューブ
50本用 300×265 70 19 110万

ビーズウオッシャーSBW
RBW－300

チューブ
300本用 820×395 200 50 300万～

〃

オートミニウォッシャー
AMW－2型 450×272 30 8 75万

イージーウオッシャー
EADII プレート／2分 22×44 100 6 マイクロテストプレート専用

ラ　ボ　サ　イ　エ　ン　ス

42．免疫反応判定装置（lnstrument　for　lmmunoreaction　Assay）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

判　定　法 光　　　源 測定範囲 床　面　積 使用電力 重　　　量

nm 巾×奥行（cm） ぴ kg
価　　格（円）・備　　考

コ　　ロ　　ナ　　電　　気
MTP－32 吸光法 ハロゲンランプ 415～630 72×52 360 41

MTP－100 吸光法 ハロゲンランプ 340～800 36×36 300 20

〃

MTP－100F 螢光法 ハロゲンランプ 36×36 300 18

富　　士　　レ　　ビ　　オ

パターンリーダー
FASTEC－901 CCDカメラ 256×256画素 110×40 600 64 600万

べ一リングタービタイマ キセノン
フラッシュガン 330×420 100 12

ヘキス　トジ　ャパン

43．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

型　式　名
特　　　　　長

巾×奥行（cm） u kg
価　　格（円）・備　　考

マルチドロッパー
GMR2 96穴マイクロプレート用自動分注装置 380×410 80 18 138万

三　　　光　　　純　　　薬
オートドロッパー
GMR3

〃 550×545 100 38 198万



43．その他（Miscellaneous）

36
△

商　品　名 床　面　積 使用電力 重 量

ム
社 名

型　式　名
特　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） w kg
価 格（円） ・備 考

＝

オートダイリュター
SPRII 96穴マイクロプレート用自動希釈装置 540×360 200 128 128万

一
光 純 薬

オートダイリュター
SPRIII

〃 540×480 400 25 198万

ノミ 一

オートセルハーベスタ
ACH．96

測定項目：MLC，処理能力：同時96検体
チャンネル数：96 590×53 1000 120

イ オ ア ツ
ク

アーガス螢光光度計1230 高感度，広い測定レンジ
フ ア ル マ ン ア

一

イージーディスペンサー
EAD　1／8

96穴マイクロテストプレート又はストリッププレートに
使用，最大6種の分注液を同時使用可．12．5μeステソプで
分注量設定，30種のプログラム作成可処理時間96穴／15秒

23×44 100 9．2

フ ボ サ イ　エ ン ス



灘難義響 へ
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44．微生物分類同定装置（lnstrument　for　Bacteriat　ldentification）

分　　　　析
（測定）法 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 検体／時 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

自動細菌検査装置一ATBシヌ、テムー

比濁法 134×50 500 42．7 フランス・API杜製
ア　　ス　　カ　　純　　薬

バイテック60 比濁吸光法 60 168×74 15 146 バイテック社製
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ

バィテック120 比濁吸光法 60 168×74 15 146 バイテック社製

バイテック240 60 168×74 15 146 バイテック杜製
〃

バィテックジュニア 60 140×65 10 100 バイテック杜製

アボソト
コンタム1－BID

二波長分光
光度測定法 42×47 150 13．6

ダ　　イ　ナ　ボ　　ソ　ト
ms・2
アバンテージシスデム 比濁法 86×64 230 91 感受性検査、尿中細菌スクリーニング

リサーチ機能をもち，同時処理可能

セプター・システム 比色法 60 分注器34×40
測定器32×30

留 2：琴

日本ベクトン・ディッキンソン

COBAS　BACT
コバス　バクト

比色・比濁 89×56 1200 130 2000万
〕　　本　　ロ　　シ　　ュ

オートスキヤン4 吸光度 5秒／検体 60×48 184 28 同定・MIC値同時測定
バ　　　ク　　　ス　　　タ　　ー

45．感受性試験装置（lnstrument　for　Bacterial　Sensitivity　Test）

温度精度 CO2精度 温　　　度 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 ℃ ℃ ℃ llJ×奥行（cm） w kg

自動細菌検査装置一ATBシヌ、テムー

134×50 500 42．7 フランス・API社製

MIC2000
プラヌ、システム

171．5×227．2 100 70 2200万　　ダィナテック社製
長　　　瀬　　　産　　　業

セプター・システム 分注器34×40
測定器32×30

留 2：琴

日本ベクトン・ディッキンソン



46．その他（Miscellaneous）

床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

ノンサブマリン
エレクトロ・プロッタ

ウエスタンブロッティングが15分で完了 18×35 3 13万　　　白金コーティング電極
常　　　　　　　　　　光

ZR81S ハンドリーダー（ノギス方式）で阻止円の大きさを読
み取り，感性度とMICを出力する。 35×40 300 10 130万

日　　　水　　　製　　　薬
ID84P IDテストによる細菌の生化学的性状から、菌名を検

索する。

ぎR‡搬弘プリンター35×25

100 17 125万

バクテック
NR660 127×80 1100 428 1300万（インキュベーターを含む）

日本ベクトン・ディッキンソン
バクテック
NR730

血中の細菌の存在の有無を高感度の赤外分光器を用いて，細菌が放出する二酸化炭素量を測定して，判

定する血液培養検査装置。 120×80 300 85．8 800万

バイオスクリーンC 62×38 160 18 1350万

一一フボシスァム・ジャパン

微生物全自動増殖解析システム：濁度法によ
る微生物の増殖を一度に200検体同時モニター
できる全自動装置。コントロールシステムに
NEC　PC－9801を標準装置。

39



40

47．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Mamometer）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

サンプル量 測定範囲 床　面　積 使用電力 重　　　量

μ遣 mosM／kg 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

オスメット2007
オスメットA

42×38
38×23

§ 15
12．7

プレシージョン・システムズ社製

マイクロオスメット 13×38 3 7．5

京　都　　第　一　科　学
OM－6020 200 0～2000 34．0×33．3 130 20 175万

OM－6030 200 0～2500 40．0×50．0 170 30 390万

バ　　ク　　ス　　タ　　ー
C－5500 10 0～1999

（又は3000） 19×26 20 3．7 蒸気圧法

C－4400 300 0～200mmHg 19×24 3 2．7 コロイド浸透圧計

富　　　士　　　工　　　業

アドバンス浸透圧計
3C2 300 0～2000 69×46 300 34 418万　44検体完全自動

アドバンス浸透圧計
3D2 200 0～2000 41×41 300 24 224万　単検体完全自動

〃

アドバン浸透圧計
3W2

200 0～4000 33×51 300 18 172万　セミオート

アドバンス浸透圧計
3MO

20 0～2000 30×38 300 10 238万　マイクロサンプル

オズモメーターOS型 250 0～2000
2000～4000 47×48 200 29．5 米国・フィスケ社製

利　　　康　　　商　　　事
オズモメーターOR型 50 1～1000 40×43 200 28．1 米国・フィスケ社製

48．尿分析装置（Urine　Analyzer）

会　　　社　　　名

分　　　　析
（測定）法 サンプル量 処理能力 測定項目 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

型　式　名 μ£ 検体／時 項目又は数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
バクティスクリーン 比　色 2000 30 細菌数 40×30 1．2 20 バイテック社製

UP－SENSOR 2波長 120 8 320×340 6 販売：機器システム部
栄　　　研　　　化　　　学

京　都　　第　一　科　　学
SA・4220 2波長反射率 6．5m尼以上 200 max．9 56．0×68．0 200 85 700万

HS－7 2波長反射率 6．5耐以上 360 max．7 55．0×45．0 95 29 320万

〃

MA－4210 2波長反射率 6．5mも以上 120 max．8 35．0×30．0 45 5 39万

PSP－3110 33．9×39．7 35 10 68万

PSP－DP 27×33 200 9 2波長測光方式
常　　　　　　　　　　　光



東　亜　医　用　電　子
YELLOW　IRIS AIM他 6m£ 最大60 9＋27分類 162×75 1100 400

東　亜　電　波　工　業
NEO－5

　電極法／
氷点降下法等

200 15
電解質
浸透圧
老廃物

51×63 450 72

クリニラブ1 a波長測光方式 120 9 81．3×80．6 550 68．2

マ　イ　ル　ス　・　三　共
クリニテック200 2波長測光方式 360 10 35．6×53．7 70 15

クリニテック10 2波長測光方式 10 14．6×20．8
　　充電式バノテリーパソク

1．18
〃

山　　之　　内　　製　　薬
ウロトロンRL9 LED反射率 300 9 60×45 80 20

メディグラフ 2波長反射率 320 BMテスト
　6種類 24×43 8 3

和　光　純　薬　工　　業
プレテスターRM．405 反射光量測定 360 9 37×28 50 7

49．自動PSP測定装置（Automated　PSP　Tester）

∠〉 社 名
商 品 名 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重 量

価 格（円） ・ 備 考工 型 式 名
μじ 検体／時 巾×奥行（cm） 鴨 kg

工 ル
P3Pメーター 800 28×30 70 10

、 70万
マ

50．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　長

床　面　積 使用電力 重　　　量

巾×奥行（cm） M kg
価　　格（円）・備　　考

萱　垣　医　理　科　工　業

尿沈渣分類装置
MMT－421U

尿沈渣の分類計数装置，個数，分類項目，視野数を
自由に設定，オンライン可能 300×390 30 6．5 65万　オンライン可

和　光　純　薬　工　　業
ユリペットllD デジタル表示，尿比重計 6×10．6 0．4
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51．自動ミクロトーム（Automatic　Microtome）
42 冷凍室内

温　　　　度 切削寸法 薄切厚み
範　　　　囲 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 0℃ mm ミクロン rlJ×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
クライオスタ・ソト975C 一 30 2～40 80×80 3 70 クライオスタット社製

ヒストレンジ
ミクロトーム2218

室温 40×40 0．5～50 45．5×55 100 50
バ　　　ク　　ス　　　タ　　ー

ロータリーワン2230 室温 40×40 1～30 27×43 50

ミクロトーム・
クリオスタ・ソト 一 30 26×31 2～20 67×67 1050 100

マ　イ　ル　ス　・　三　共

1500－A 一 32 50 2 50×71 450 102 米国・リップショー社製
利　　　康　　　商　　　事

1800－N 一 30 152 2 74×81 900 179 米国・リップショー社製

52．自動包埋装置（Automatic　Embedding　Apparatus）
処　　　　理
．L　程　槽 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　杜　　　名
商　品　名

型　式　名 数 数／回 巾×奥行（cm） VA kg

密閉式自動固定包埋装置
ETPシリーズ

14 　カセット
120，180，270 50×58 1000 110

サ　　ク　　ラ　　精　　機

ヒストマティック 12 300サンプル 113×56 500 107
ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

MVP 14 300サンプル 50×58 500 50

VIP100 14 120カセット 50×58 920 110

マ　イ　ル　ス　・　三　共
VIP200 14 180カセット 50×58 1050 110

VIP300 13 270カセット 50×58 1060 120
〃

2500－MC 12 36 73×73 600 132 米国・リップショー社製
利　　　康　　　商　　　事



53．自動染色・脱色装置（Automatic　Staining　Apparatus）
処　　　　理
工　程　槽 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 数 数／回 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

泊動染色装置DRS－60 18＋水洗槽 60 100×61．4 600 70

サ　　ク　　ラ　　精　　機

ヒストスティナー172 24 54 94×56 300 45
パ　ヌ、コ　サ　イ　エ　ン　ヌ、

54．自動（組織細胞）染色装置（Automatic’rissue　Staining　Apparatus）
処　　　　　理

工　程　槽 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 数 秒／回 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

エアロスプレー7100 12 224秒 46×46 30 13 血液塗抹染色用
バ　　　ク　　ス　　　タ　　ー

55．その他（Miscellaneous）

ム
商　品　名

特　　　　　　　　長
床 面　積 使用電力 重 量

云
社 名

型　式　名 巾×奥行（cm） w kg
価 格（円） ・ 備 考

ノW

包埋センターモデル77A 76×53 500 38
ヌ、 コ　サ　イ 工 ン ス

二 土

ティシュー・エンベディング・

コンソール
パラフィンブロック作製装置。モデュラータイプで作業面
か一定の高さですので，スムーズに作業が行なえます。 86×53 700 46

マ
イ ル　　ス ・

一
ノ　、
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56．心電図検査システム（Electrocardiogram　Anaeyzer）
46 解析方式 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

FCP－800 マイコン
フ　　ク　　ダ　　電　　子

EK4ユ3 ST解析 3 44×37 80 12 ヘリゲ社製
利　　　康　　　商　　　事

57．呼吸機能自動検査システム（Automatic　Respiratory　Function　Analyzer）

ム
商　品　名 測定項目 検出方式 床　面　積 使用電力 重 量

云
社 名

型　式　名 巾×奥行（cm） 鴨 kg
価 格（円） ・ 備 考

総合呼吸機能自動解析
システム　FUDAC－50

VC，FVCF－V，
MVV，MV，BMR

ドライ・ロー
リングシール

86．4×58．0 400 154
フ ク ダ 電　　子

FRC，DLco，
C－Vyls《）

型，Boxスパ
イロメーター

58．超音波診断装置（Ultrasonic　Scanner）

走査方式 探　触　子 表　　　示 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 MHz モード 巾×奥行（cm） 鴨 kg
価　　格（円）・備　　考

ウルトラソニック
スキャナU－1000 電子リニア 3．5 Bモード 28×43 100 10

フ　　ク　　ダ　　電　　子

エコーカルジオグラフ
SSD－725

メカニカル
セクタ、

3 B，M
PW，CW 35×47 110 20

〃

複合走査形超音波断層装置
EUB・305

リニア電子メカ
ニカルセクタ

3．5 B，M・B／M 39．5×72．8 200 80
〃

59．サーモグラフィー装置（lnstrument　for　Thermography）
温　　　　度
分　解　能 測定範囲 操作時間 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 ℃ ℃ 秒 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

サーモビュアJTG－3310 0．05 0～50 1．3

フ　　ク　　ダ　　電　　子



60．脳波解析装置（Electroencephalogram　Analyzer）

解析方式 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 巾×奥行（cm） w kg

CADWELL
CA－5200A

加算
ストレージ

2 39．0×49．5 250

バ　　ク　　ス　　タ　　ー
CADWELL
QUANTUM84

〃 4 43．8×45．7 250 14．5

誘発反応検査装置
ニコレーコンパクト4

最大4 48×38
33×25

500 12．6
17．6

フ　　ク　　ダ　　電　　子
（プリンタ除く） （本体のみ）

〃

脳波・誘発反応解析システム
ニコレーパスフアインダ1 最大16 65×76 750 206

筋電計ニコレーバイキング オンライン’定員二解析

最大8 62×75 1000 135
〃
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61．入力装置（lnput　Device）

入力方式 文字種類 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

IN－503H イメージリーダ
エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

MC－550
磁気カードリーダ，
タッチディスプレイ

SR－701CL マークシート
　　リーダ

BD－700CL バーコード
　リーダ

FACOM・9450A
F9451・KBI2

キーイン 　日本語，i英語
数字，カナ，記号 480×237 2 販売：富士通

栄研メディカルシステム

日本語キーボ・一ド
A302－NKBパーソナルコーピュータ キーイン 44×20 1．5

キ　ャ　ノ　ン　販　売

デュポンジャパンリミテッド

漢字グラフィックー1ブイスプレイ

キーボード 英，漢，カナ
数字，記号，図形 40×44 250 30 LAB－500J用

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル
漢字ワーク
ステーション

キーボード
英，漢，カナ
数字，記号 50×64 800 18 LAB－500J用

DPS－1000・KD キーイン 英，漢，カナ
数字，記号 53．3×51．7 50 11

日　　　本　　　屯　　　気
NECシステム
3100／10 キーイン

日本語，カナ，漢字

　記号，英数字 36×42 270 27

N5200／05mkI キーイン
日本語，カナ，漢字

記号，英数字

N6370　Um O．C．　R
手書文字，活字文字
英数字，カナ，記号 44×35 290 29

〃

臨床検査情報処理システム
JCS－5000

カードリーダ
O．M．　R．

漢字，英，数字 37×49 120 20

日　　　本　　　電　　　子
〃 O．C．　R

キーイン
カナ，記号 44×55 200 20

62．CPU本体（Computer）
CPUメモリ
容　　　　量 フロッピー 使用言語 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 KB 有無 巾×奥行（cm） w kg

VS－130 1～8MB 有 　CFORTRAN
　　等

ホストコンピュータ
エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

VS－200 1～8MB 有 　CFORTRAN
　　等

ホストコンピュータ
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VS－3000 1～17MB 有
　　C
FORTRAN
　　等

ホストコンピュータ
エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

〃

PC－9801シリーズ　　　　　　　・ 640KB 有 　　C
FORTRAN
　　等

インテリジェント
ワークステーション

VS－1200 1～4MB 有 　　C
FORTRAN
　　等

ホストコンピュータ

FACOM・9450A
F9451・SD50

512KB
最大1MB

BASIC 480×445
栄研メディカルシステム

キ　ヤ　　ノ　ン　販　売
AS－300EX 1MBRAM C 44×39 180 11

パーソナルステーション
NAVI 1MBRAM C 37×32 150 15．5

島　　津　　製　　作　　所
クリニケア200 640KB ハー ド万スク20MB

フロッヒ㌔1MB×2 BASIC 47×62 160 13．6

クリニケア1500 512KB ハー
ド荊スク20MBフロッピー1MB

MUMPS 58×50 2000 15

デュポンジャバンリミテッド
J・5030 2KB C 47×40 140 15

東　亜　医　用　電　子
DPS－1000－CO 2MB

85MB
フォートラン
　　　C

12．7×64．7 556 38 カートリッジテープ標準装備

LAB－500J 1MB 有 C言語
　他 42×58 210 22

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル
MLS－16A 512KB 有 BASIC

　他 47×40 120 14

MLS－05A 1509KB 有 BASIC
　他 31×33 180 5．5

〃

日　本　ケ　　ミ　フ　　ァ

グリコヘモグロビン
データ処理システム
NC．GS1000

640KB BASIC
ASM 420×345 120 13．2

NECシステム
3100／80 1～64MB 有

一

　COBOLFORTRAN
　　等

40×68 1200 95
日　　　本　　　電　　　気

日　　　本　　　電　　　子

臨床検査情報処理システム
JCS－5000 4MB 有

1MB U－MUMPS 35×70 1500 70

日　　立　　製　　作　　所
HILAS300
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63．出力装置（プリンター） （Output　Device）

会　　　社　　　名
文字種類 出力方式 C　　R　　T

サ　　イ　　ズ 印字速度 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

型　式　名 イ　ン　チ 字数／秒 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

DP・3000
英，数
カナ，漢
記号，図形

インパクト，

ドットライン
エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

Nし3402
英，数
カナ，漢
記号，図形

レーザー

〃

PC－PR602
英，数カナ，漢

記号，図形
レーザー

NL－9950 英，数，カナ
漢，図形，記号

インパクト，
ドットライン

NL－470 英，数，カナ
漢，図形，記号

インパクト，

ドットライン
〃

栄研メディカルシステム
FACOM・9450A
F9451・FC］

　日本語

響整
霧1嶽戦 12 328×370 70 10．5 販売：富士通

RACOM・9450A
F9454・L3

　日本語
英語，数字
カナ，記号

24×24ドット
英数字カナ80
日本語　40 570×390 250 20 販売：富士通

キ　ャ　ノ　ン　販　売

レーザービームプリンタ
LBP－B406

ページプリンタ
　240DPI

8枚／分（A4） 51×52 最大1．Ok 25

ドットインパクトプリンタ
ICP－24RC

ANFユ59漢字
第1，2水準

24×24ドノト
プリンタ

120字／秒 58×17 180 16

デュポンジャパンリミテッド
漢字プリンター皿

　JIS等1，2，水準

　特殊
24×24ドント
プリンタ

14 180 56×38 15

東　亜　医　用　電　子
DPS－1000－SP 英，漢，カナ

数字，記号
24×24ドット
プリンタ

150 57×45 220 20

漢字
シリアルプリンター

英，漢，カナ
数字，記号

24×24ドット 100 59×39 260 16 LAB－500J用
東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

漢字プリンター 英，漢，カナ
数字，記号

24×24ドット 45 56×38 74 10 MLSI6A用
MLS－05A用

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

グリコヘモグロピン
データ処理システム
NC・GSlOOO

英．数，カナ

第1，第2
水準，漢字

15インチシリアル

プリンター24ピン
14 英数，カナ120

　漢字　45 570×335 90 11

日　　　本　　　電　　　気
日本語プリンター

日本語，カナ
漢字，記号
英数字

ラインプリンター

24×24ドット

ANK　360行／分

日本語360行ぴ 75×81 1500 135

日本語
シリアルプリンター

日本語，　カナ
漢字，記号
英数字

シリアルプリンター

　24×24ドソト
ANK　200
日本語　ユ00 61×41 600 28

日　　　本　　　電　　　子

臨床検査情報処理システム
JCS－5㎜

　漢字
英，数字

CRTディスプレイ 12 36×40 35 9

〃 カナ，記号
ドットマトリックス

ラインプリンター
136字／行
300行／分 66×60 300 55



64．その他（Miscellaneous）

会　　　杜　　　　名
商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　長

床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考

lP×奥行（cm） VA kg

オムニネット1 4MBPS，高効率，高速LANシステム
エ　イ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

OPCA－11 2．6GB，磁気ディスクと同一アクセス可能

EMS
臨床検査システム

FACOM9450Aを用いた中小規模向臨床検査システム
（最大400検体／日）他にEMS一精度管理システム
EMS一統計計算プログラム，EMS一正常値計算プログラム

30×50 30

栄研メディカルシステム

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

FX．皿

電気泳動データ処理システム
ξ：吻コ竃塑禦羅撰が編蘂・L磁 30×50 30

フ　　ク　　ダ　　電　　子
LC．ll4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’一’1

議鞠麟認鷲識㌃：罐 44×41 10〔〕 本　　体　32
プリンタ8．5 自動血球計数装置

F230 ；麟躍甥㌶孝糠驚驚ヒ擬・定 142×31 100 6．7 自動血球計数器
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65．マイクロピペット（Micropipette）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

分注容量 方　　　式 精　　　度 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考

με 可変・固定 巾×奥行（cm） w kg

トランスファーペッテ
7031 可変・固定 西独：BRAND社製

1．78万～3．45万
関　　　東　　　化　　　学

エクセルマイクロ
ピペット 5～200 可変 8チャンネル　12．3万

12チャンネル　15．3万
三　　　光　　　純　　　薬

エクセルモノペット
7000 5～1000 固定 1％以内 2．3万

　”
エクセルトリペット 5～1000 可変 1％以内 1．6万

〃

エクセルディバイダー 10～1250 可変 1％以内 1．7万

エッペンドルフピペット
3130

5～1000
10種類

固定 西独・エッペンドルフ社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

エッペンドルフピペット
3130L

10～1000
9種類

固定 西独・エッペンドルフ社製

エッペンドルフピペット
4700／固定

5～1000
19種類

固定 西独・エッペンドルフ社製
〃

エッペンドルフピペット
4700／可変

10／20／25etc．

　6種類
3段可変 西独・エッペンドルフ社製

エッペンドルフピペット
4700／クリスタル

1，2，5，10

4種類
固定 西独・エッペンドルフ社製

〃

エッペンドルフピペット
4710

2～10，10～100
100～1000
　3種類

連続可変 西独・エッペンドルフ社製

エッペンドルフピペット
4710／クリスタル

0．5～10
1種類

連続可変 西独・エッペンドルフ社製
〃

エッペンドルフピペット
4720

1．00～10　00
　1種糞頁 連続可変 西独・エッペンドルフ社製

エッペンドルフピペット
4780

　10μ£～5m£
コンビチノブ6種類で
　22の容量殴定

連続分注 西独・エッペンドルフ社製

MODEL800 　　1～100
（デジタル可変）

可変 〈±1％ 3．2万

MODEL5000F 5～1000 固定 ±1．5％～±0．5％ 1．65万

MODEL5000V 10～1000 可変 ±1，2％～±0．5％ 1．95万
〃

MODEL5000DG 　0　5～5000（スデップ可変） 可変 ±5．0％～±0．6％ 3．2万

マイクロ
エレクトラペット

　2～5000
（デジタル可変）

可変 100

フィンピペット
容量固定型

固定 1～5000μもの18タイプ　　　2万

日　　　本　　　商　　　事
フィンピペノト容量固定型
チップィジェクター付

固定
5，10，20，25，50，100，200，250，500，
1000パの10タイプ　　　各2．1万

フィンピペット
デジタル可変型

可変
0．5～IG，1000～5000μ〔の2タイプ　　　　　　各4、5万

5～40，40～200、200～1000μ〔の3タイプ　　各3．6万
〃

フィンピペット
連続可変型

可変 …；1￥カプ1000～5000μρの　各3・1万
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フィンピペット連続可変型
チップイジェクター付

可変 5～50から200～1000μ乏の3タ．イブ
　　　　　　　　　　　　各3．6万

日　　　本　　　商　　　事
フィンピペット
ステップ可変型

可変
5～50，50～200，200～1000μゼの

3タイプ　　　　　　　　各2．95万

フィンピペット
ステペット

可変 10～1000μど　　　　　　　4．6万

フィンピペット
ディスペンサー

可変 20～200，200～2000μεの2タイプ
　　　　　　　　　　　　各6．2万

フィンピペットPD 可変 2～12．10～60μの2タイプ
　　　　　　　　　　　　各3．8万

〃

フィンピペットテラサキ 可変 1～5μe　　　　　　　　9．8万

EP－900
デジタルピペット

可変 5～50から200～1000μ£の3タイプ
　　　　　　　　　　　　各18万

〃

フィンピペット
ダイリュータ

可変 14．5万

デジタルマイクロピペット
JMP－125

±1％ 25 0．11 3．2万

日本分光メディカル

フィンピペット
ディスペンサ

可変 ±5．0％ 20～2000μど（2種類）　　6．2万

ラボシステム・ジャパン フィンピペット
テラサキ

可変 ±5．0％ 1～5μ£　　　　　　　　9．8万

EP・900
デジタルピペット

可変 ±1．5％ 5～1000μど（3種類）　　18万
〃

フィンピペット
ステペット

可変 ±1．0％ 10～1000μκ　　　　　　　4．6万

フィンピペットPD 可変 ±3．0％ 2～60μ£（2種類）　　　3，8万
〃

フィンピペット連続可変型
チップイジェクター付

可変 ±1．0％ 5～1000με（3種類）　　3．6万

フィンピペット
連続可変型

可変 ±1．0％ 1～5000μ　（5種類）　　3．1万
〃

フィンピペット
ステップ可変型

可変 ±2．0％ 5～1000μ£（3種類）　2．95万

フィンピペット
デジタル可変型

可変 ±0．8％ 0．5～5000μC（5種類）3．6～4．5万
〃

フィンピペット容量固定型
チップイジェクター付

5～1000
（10種類） 固定 ±・0．2％ 2．1万

フィンピペット
容量固定型

1～5000
（8種類）

固定 ±0．2％ 2万
〃

66．分注装置（Dispenser）

処理能力 チャンネル 分注容量 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　杜　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 数 μ尼 巾×奥行（cm） 鴨 kg
価　　格（円）・備　　考

マイクロプレート用
ディスポチップサンプラ
APS・740

1分／プレート
（連続希釈分注） 12／8ノズル 20～200 60×30 約200 約20

トランスファーモード
試薬分注モード
連続希釈分注モード

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ
ランダムアクセス
ワークステーション
APS－730シリーズ

約330に1：150μ£ 1ノズル 10～3500 86×71
本体のみ 約1K本体のみ

　約60
本体のみ

4つのシステムバリエーション有り

ランダムアクセス
ワークステーション
APS－720シリーズ

約700に1：1100μ£ 2ノズル 10～5000 150×95
本体のみ

約1K
本体のみ

　約65
本体のみ

5つのシステムバリエーション有り
〃

検体大分け分注装置
APS－5000

平均1100 5ノズル 10～1000 415×225
（4ch仕様） 2ch単位8chまで増設可能
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66．分注装置（Dispenser）

処理能力 チャンネル 分注容量 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　杜　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 数 με 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

MAG－200 1 25，50，75，100 47×37 50 27 195万
萱　垣　医　理　科　工　業

ディスペンセッテ
7076 100～100，000

西独・BRAND社製1．458～7．45万

関　　　東　　　化　　　学

エグザクタ
スーノぐ一10

0、2～10mも 2．48万

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事
エグザクタ
スーノぐ一 0．2～5mε 2．36万

エグザクタ
スーノぐ一 0．1～3mゼ 2．36万

〃

エグザクタ
スーノぐ一2

0．1～2rnε 2．31万

イアトロペット 連続可変タイプディスペンサー
1，2，5、10m尼4種．類ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

デュアルペット
2液同時分注器250m乏×2，1500μψX21m£×2，1．5mf×2，4種類

アボット
プロコンタム

60ウェル／2分
（洗浄／分注） 76×56 1200 54．4 全自動洗浄，分注装置

ダ　　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

アキュペンサー
ジュニア

可変 1 200～30，000
2．4～3．9万
オートクレープ可能

ニ　　チ　　　リ　　ヨ　　ー
ディスペット 可変 1 200～10，000

2．2万
各種試薬ビン取付可能

MODEL600 ステップ可変 1 500～3，000
2．95万ハンディタイプ分注器

〃

MODEL8100 ステップ可変 1 10～5，000
3．3万
シリンジ交換タイプ

MODEL500 ステップ可変 1 50～500
2．9万

RIAEIAに最適〃

MODEL8800 ステップ可変 8 10～100
9．8万
マイクロプレート用

MODEL
RPIOOO

デジタル可変 1 10～1，000
3．9万
各種バイアル瓶取付・∫能

〃

ロボット分注ステーション
AS－200 68×50 100 60 200万

日本分光メディカル

オートチップチェンジ
サンプリングステーション

1500 14 5～200 1010×1180 2500万
バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク
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67．希釈装置（Diluter）

処理能力 チャンネル 希釈方法 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

HAY－200 1 連続 50×38 60 26 195万
萱　垣　医　理　科　工　業

ディルエッテ7046 西独・BRAND社製　　　　6万
関　　　東　　　化　　　学

Dip－1 16×18 500 6

島　　津　　製　　作　　所

ダイリューター5213 1500 ボリューム
ユニット 12×20 15 3 西独・エッペンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

DD－100 35秒 全血希釈 25．5×31．5 75 14 溶血剤自動滴下
東　亜　　医　　用　　電　　子

マイリューター 1 2本シリンジ
ダイリューション 18．4×19．7 約150 約11 プログラマブル方式　　　　120万

ニ　　チ　　リ　　ヨ　　ー
マイペンサー 1 1本シリンジ

ダイリューション 13．4×22．0 約100 約8 プログラマブル方式　　　　70万

オートダイリューター 1 2本シリンジ
ダイリューション 13．6×17．7 25 約6 スペーサー交換方式　　43～45万

〃

ロボットダイリューター
RD－100

1 20×20 70 6 45万

日本分光メディカル

オートドロッパー
EDR型

470×430 200 25 198～260万
バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク

オートダイリューター 450×360 200 25 198万

68．振邊装置（Shaker）
同　　　　時
セッ　ト数

しんとう数
回　　　　数 試料容量 床　　面　積 使用電力 重　　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 検体数 数／分 με 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

KR－3N 12 120 一 380×380 40 11 16万
萱　垣　医　理　科　工　業

三　　　光　　　紙　　　薬

マイクロミキサ
モデルMX－4

1～4プレート 26×26 lO 4 7．2万

ミキサー5432 24・40本 1500 18．5×18．5 30 28 西独・エッペンドルフ社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン



　　69．撹拝器（Mixer・Stirrer）
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　　70．滅菌器（ApParatus　for　Sterilization）

　　71．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

処理能力 撹拝方式 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

マイクロプレート
MPM－2N

任意設定 振とう 225×200 35 5 9万
萱　垣　医　理　料　工　業

秤　　　量 熱　　　源 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名
型　式　名 巾×奥行（cm） w kg

KSF－60AA 任意設定 電　気 720×620 1500 77 22．5万

萱　垣　医　理　科　工　業

ネオクレープ
ASV－3022

電　気 57×44 1900 75

サ　　ク　　ラ　　精　　機

同　　　　時セッ　ト数 しんとう数
回　　　　数 試料容量 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 検体数 「pm με 巾×奥行（cm） w kg

バイオフユージA 20 20×20 2 3

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

サンフユージSR 12 1500．3400 26×30 100 5 19．5万

三　　　光　　　純　　　薬

5415 18 1000～14000
1．5mε
400μ彫

21×28．5 250 7．3 西独・エッペンドルフ社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

5413 40 11500 1．5mε
400μ£

21×28．5 150 7．5 西独・エッペンドルフ社製

TDX専用遠心器 20 9500×9 200 24×29 380 6

ダ　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

ニ　　　　　　プ　　　　　　ロ

ニプロミニメイト
（パーソナル遠心器）

フィルター付3本
フィルターなし6本

6400 1．5 AC　100V
（50／60HZ）

0．8

MC－400 24本 3000 240 37×45 1000 30

日　　　立　　　工　　　機
CRI5T 1．Omε

40本
15000 40 62×42 2000 60
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CR15B 0．4mゼ×96本 15000 38．4 35．5×44 2000 50
日　　　立　　　・1二　　　機

CR5B2 5mを×120本 5000 600 47×60 15000 80

CT5DL 5mρ×120本 5000 600 58×71．2 15000 53
〃

72．洗浄器（Washer）

／ぺ
商　品 名 処理能力 同　　　　時

セッ　ト数 床　面　積 使用電力 重 量

云
社 名

型　式 名
検体／時 検体数 巾×奥行（cm） w kg

価　　格（円） ・備 考

90×90 5 80 ハイニッケ社製
ア ム コ

S．100N 2000 54×50 8．5K 140 イタルグラス社製
コ ス モ

ミレーG－7735 1280 90×60 6．8K 90 西独・ミーレ社製

ミーレG－7733 1280 60×60 6．8K 60 西独・ミーレ杜製
〃

ノミ

Serocent24 480 24 48×41 200 30 他にC．7M／DAC ‖等　有
ク ス タ

一

73．恒温槽（lncubater）

温度精度 調整の方式 床　面　積 使用電力 重　　　葺：

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 ℃ 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

KTH－60D ±0．1 アナログ 495×340 1220 27 17万
萱　垣　医　理　科　工　業

ウォーターバス
KHシリーズ

アナログ
デジタル

54×35 800 9～17．5 西独・エッペンドルフ社製
サ　　ク　　ラ　　精　　機

恒温装置5320 25，30，37．56，90℃’

　封．1℃以下
メタルブロック 18．5×18．5 90 3 西独・エッペンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　　ト　ロ　ン

FP－401
インキュベーター

0．1 ペルティエ方式 44×32 120 6 120万

ラボシステム・ジャパン



74．乾燥器（Drying　Chamber）
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会　　　杜　　　名
商　品　名

型　式　名

熱　　　源 内　容　量 床　面　積 使用電力 重　　　量

セ 巾×奥行（cm） 帖 kg
価　　格（円）・備　　考

萱　垣　医　理　科　工　業
熱風式KEF－80D 電　気 845×680 2600 140 69．3万縦型

75．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

床　面積積 使用電力 重　　　量
特　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） w kg
価　　格（円）・備　　考

エ　ム　エ　ス　機　器

マイクロプレートコーター
AMS－120 205×34 　100V

50／60Hz
4796ウェルマイクロプレートに，試薬分注／洗浄（1時間あたり420

枚）またはいずれか一方の処理（分注のみ：1時間あたり1000枚，
洗浄のみ：650枚）を高速に行います。1つのカセットに120枚ま
でセットでき，オートクレープが可能です。

DE－100 注射針による2次感染を簡単な操作ですばやく防止
する、注射針破壊器です 13×18 40 1．8 4．8万

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

三　　　光　　　純　　　薬
サンビュワー 輪血検査・ラテックス反応の凝集判定に使用 4×12 100 5 5．5万

中　　　外　　　製　　　薬

デュアロメックス、
HC．1

ガンマーカメラ方式による骨密度測定装置で，座ったままで骨量
を計測できる。装置は計測部，制御部，処理部から成っています 270×270 約400 670 展示会場ではデーター処理部のみ

展示

医療廃棄物処理装置
使用済注射器等の医療廃棄物を粉砕し，消毒を施した上で袋詰
め処理を行う 77×37 600 120

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

東　　　洋　　　測　　　器
MIC測定装置 730×630 300 52

　　　　　　　「，ニ　　　　　　　　フ　　　　　　　　ロ

オクタペット 8チャンネルピペット

ネオチューブシステム 真空採血管

ロボティソク　サンプル
プロセッサー　RSP510 114×65 180 70

ラ　ボ　サ　イ　エ　ン　ス

フィンピペット
ダイリュータ

手動式連続希釈分注器：ワンステソプの希釈分注操作，広範囲なレンジ設定
（サンプル5～100με　試薬90～1（XX｝μ尼），ワンタッチの希釈液交換 不要 0，225 14．5万

一一フボシスァム・ジャパン
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アスカ純薬㈱

川　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 　　測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

グラム陰性桿菌同定用
32GN・－ATBシステム

自動細菌検査装置一AFBシステム 比濁法 McF、＃0．5 25

〃 〃 McF、＃0．50r2 25

〃 〃 McF、＃0．5 25

〃 〃 McF、＃0．50r2 25

ACP
酸ホスファターゼ「アスカ・シグマ」

α一ナフチルリン酸法 Rate 機種による 機種による 20、000　38、000

シュウ酸
シュウ酸「アスカ・シグマ」

酵素法 End　Point 機種による 機種による 15、000　70．000

㈱エイアンドテイー

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（bD 価　格（円）・備　考

Na、　K PVA一α用試薬 PVA一αII イオン選択電極法 65 1れキット 徳山曹達（株）製

CI 〃 〃 電量滴定法 〃 〃 〃

Na、K、Cl EA－02用試薬 EA－02 イオン選択電極法 23 2尼／キ・・ト 〃

PoA ラボサーチポリアミンオート 1」立7050他 酵素法 10〔〕テスドキ’ト 尿中ボリアミン測定用試薬
徳山曹達（株）製

マイコフラズマ イムノティクノレスMYCO 粒r凝集反応 マイクロタイター 10 50検体／キット 徳山曹達（株）製

栄研化学（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンカレ量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

IgG LA－lgG’栄研’ LA－2000（多目的免疫化学分析装置） ラテックス凝集
免疫測定法

抗原抗体反応
タービティメトリー

機種により異なる 30m£

30m彫×5

IgA LA－IgA’栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

IgM LA－lgM栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

IgD LA－lgD’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mC

CRP LA－CRP’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30m尼
30m叱×10

AFP LA－AFP’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30m乏

30m尼×5

Fg LA一フィブリノーゲソ栄研 〃 〃 〃 〃 30mC

FDP－D LA－FDP－D’栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

FDP－E LA－FDP－E’栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

hCG LA－hCG’栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

hPL LA－hPL’栄研’ 〃 〃 〃 〃

E3－16G LA－E3－16G’栄研’ 〃 〃 〃 〃 乳液，抗原、抗原溶解液，
アダプター
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栄研化学㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

E3－16G
LA－E3－16G－2’栄研’

（2ステップ法）
LA－2000（多目的免疫化学分析装置） ラテックス凝集

免疫測定法
抗原抗体反応
タービディメトリー

8080 30m£

Pd－3G
LA－Pd－3G－2’栄研’

（2ステップ法）
〃 〃 〃 〃 〃

C3 LA－C3’栄研’ 〃 〃 〃 機種により異なる 30m尼

30m尼×5

C4 LA℃4’栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

RF LA－RF’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30m£

30m£×10

ASO LA－ASO’栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

フィプロネクチン LA一フィプロネクチソ栄研’ 〃 〃 〃 〃 30m£

β2一マイクログロブリン LA・β2一マイクログロブリソ栄研’ 〃 　〃

一・　〃

〃　　　　一

〃

　　　〃

一・．．．一一一
　　　〃

30m£

30m£×5

ALB LA－Alb‘栄研’ 〃 30mL

AT　III LA－AI’－Ilr栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

AlM LA－a1マイクログロブリン‘栄研’ 〃 〃 〃 〃 〃

小野薬品工業㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円〉・備　考

クレアチニン ダイヤカラー・CRE 日立736、7156、CL－20、RX、他 酵素法 単品包装

グアナーゼ ダイヤカラー・GUA 〃 〃 25，300

アミラーゼ ダイヤカラー・AMYレート 〃 〃 G5－CNP 37，260

酸性フォスファターゼ ダイヤカラー・ACP 〃 〃 DCNP－P 単品包装

㈱オリンパス

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

RF イアトロエースRF AU510 ラテックス法 Rate 3 500 ヤトロン社製

ASO イアトロエースASO 〃 〃 〃 3 〃 〃

CRP－H エルピアエースCRP－H 〃 〃 〃 10 〃 〃

㈱カイノス

測　定　項　目 商　　贔　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AMY AMYBG7試薬
東芝TBA－Sシリーズ、日立705形、日立7050形、日立736形、

島津CL－20形、オリンパスAU5000、日本電子RXシリーズ等 酵素法 ブロックドーPNPG7法 機種により異なる 機種により異なる AS3201、2：25，000
Aし3201、2：75，000

CRTN CRE－EN試薬 〃 〃 CRTNase・CRTase－
SDX－H202・POD法

〃 〃 AS－5201～4：50，000
AL－5201～4：192，000
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㈱カイノス

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

SA シアル酸試薬カイノス
東芝TBA・Sシリーズ、日立705形、日立7050形、日立736形
島津CL－20形、オリンパスAU5000、日本電子RXシリーズ等 酵素法 NRHNAL・POP・

H202POD法
機種により異なる 機種により異なる AS－3951～4：84，000

AL3951～4：192．000

TG TG－FNカイノス 東芝TBA－Sシリーズ、島津CL・20形等 〃 遊離列セローノレ消去法 〃 〃 AL－6001～2：262，500

CRP セラテスタムCRP－H 日立705、7050、7150、736形 ラテックス法 ラテックス凝集比濁法 〃 〃

RF セラテスタムRF 〃 〃 〃 〃 〃

ASO セラテスタムASO 〃 〃 〃 〃 〃

HBsAg HBs抗原EIAキット「三井」 EIA法 EIA法 200 100 48，000

HBsAb HBs抗体EIAキット「三井」 〃 〃 〃 〃 62，000

HBcAb HBc抗体EIAキット「三井」 〃 〃 100 〃 86，000

〃 HBc・IgM抗体EIAキット「三井」 〃 〃 希釈検体10 〃 98，000

HBeAg、HBeAb HBeEIAキット「三井」 〃 〃 HBeAg：200
HBeAb：100

〃 80，000

片山化学工業㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

ALD ALDテスト「片山」 各種自動分析装置 FDP基質法 Rate
機種により異なる　’

機種により異なる

ALP ALPテスト「片山」 〃 GSCC準拠 〃 〃 〃

ALT GPTテスト「片山」 〃 IFCC準拠 〃 〃 〃

AST GOTテスト「片山」 〃 〃 〃 〃 〃

AMY アミラーゼ測定用試薬
BG7Pオリエンタル

〃 BG7P基質法 〃 〃 〃

T－BIL TBilテストQ「片山」 〃 安定化ジアゾ法 End　Point 〃 〃

DBIL D－Bi1テストQ「片山」 〃 〃 〃 〃 〃

BUN UNテスト「片山」 〃 ウレアーゼGLDH法 Rate 〃 〃

CHE ChEキット「片山」 〃 ベンゾィル到ン基質法 〃 〃 〃

T・CHO T－CHOテスト「片山」 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

CPK CKテスト「片山」 〃 オリバー変法 Rate 〃 〃

G－GTP γ一GTPテスト「片山」 〃 SSCC準拠 〃 〃 〃

Fe Feテスト「片山」 〃 ニトロソPSAP法 End　Point 〃 〃

HBD α一HBDテスト「片山」 〃 GSCC準拠 Rate 〃 〃

IP IPテストM「片山」 〃 フィスケサバロー変法 End　Point 〃 〃

LAP LAPテスト「片山」 〃 GSCC準拠 Rate 〃 〃
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片山化学工業㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンフノレぱμD 測定回数（回） 価　格（円い備　考

LDH LDHテスト「片山」 各種自動分析装置 GSCC準拠 Rate 機種によリ異なる 機種により異なる

PL PLテスト「片山」 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

TBA TBAテスト「片山」 〃 〃 〃 〃 〃

TG TGテスト「ll’山」 〃 〃 〃 〃 〃

UA UAテスト「片山」 〃 〃 〃 〃 〃

18項目 オリンパスAU50〔〕／550専用試薬 AU500、AU550

31項目 オリンパスAU20専用試薬 AU20

関東化学㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定万法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AMY メノレクオートAMY
日立736ンリーズ、TBA・Sシリーズ、オリンハヌ、AU5000
シリーズ、日本電子RXシリーズ、その他中大自動分析装置 G7－CNP基質 Rate 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

CHE 〃　　　CHE 〃 ブチリルチオコllン 〃 〃 〃 〃

CK 〃　　　CK 〃 GSCC 〃 〃 〃 〃

CK－MB 〃　　CK－MB 〃 免疫阻害 〃 〃 〃 〃

GOT 〃　　　GOT 〃 GSCC 〃 〃 〃 〃

GPT 〃　　　GPT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

γ一GT 〃　　　γ一GT 〃 IFCC準処 〃 〃 〃 〃

LDH 〃　　　LDH 〃 GSCC 〃 〃 〃 〃

ALB 〃　　　ALB 〃 BCG End　Polnt 〃 〃 〃

BUN 〃　　　UN 〃 ウレアーゼGLDH法 Rate 〃 〃 〃

Ca 〃　　　Ca 〃 OCPC法 End　Point 〃 〃 〃

T．CHO 〃　　　T・CHO 〃 Gluc．DH法 〃 〃 〃 〃

GLU 〃　　Glucose 〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

NEFA 〃　　　NEFA 〃 〃 〃 〃 〃 〃

PL 〃　　　PL 〃 〃 〃 〃 〃 〃

TG 〃　　　TG 〃 〃 〃 〃 〃 〃

TGI・FG　l 〃　　TG（－FG） 〃 〃 〃 〃 〃 〃

UA 〃　　　UA 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Cl 〃　　　クロル 〃 〃 〃 〃 〃 〃
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関東化学㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

CK エリステストCK オリンパスAU500／550専用試薬 GSCC Rate 13 1200

CK・MB 〃　　CK－MB 〃 免疫阻害 〃 〃 〃

γ一GT 〃　　　γ’GT 〃
γ・グルタミル3カルポ

キシ4ニトロアニリド法
〃 5 2160

AMY 〃　　　AMY 〃 G7－CNP基質 〃 〃 1000

GLU 〃　　Glucose 〃 Gluc－DH法 End　Point 〃 〃

㈱京都第一科学
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種．　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

GLU スポットケムグルコース スポットケムSP－4410 二波長反射光度法 End　Point 5～7 50枚5，000

TG スポットケムトリグリセライド 〃 〃 〃 〃 50枚9，500

TP スポットケム総蛋白 〃 〃 〃 〃 50枚6，000

T・CHO スポットケム総コレステロール 〃 〃 〃 〃 50枚10，000

T・BIL スポットケム総ビリルビン 〃 〃 〃 〃 50枚6，000

GPT スポットケムGPT 〃 〃 Rate 〃 50枚9，000

BUN スポットケム尿素窒素 〃 〃 〃 〃 50枚6，000

Ca スポットケムカルシウム 〃 〃 End　Point 〃 50枚6，000

UA スポットケム尿酸 〃 〃 〃 〃 50枚6，000

Hb スポットケムヘモグロビン 〃 〃 〃 〃 50枚7，000

GOT スポットケムGOT 〃 〃 Rate 〃 50枚9，000

LDH スポットケムLDH 〃 〃 〃 ” 50枚7，000

ALB スポットケムアルブミン 〃 〃 End　Point 〃 50枚6，500

CPK スポットケムCPK 〃 〃 Rate 〃 50枚11，000

GLU ダイアトロール グルコスコットIGT4310／グルコスコットIIGT・4320 積分球式反射光度法 50 25枚3，300

Nit ユリフレット8A スーパーオーションアナライザSA’4220／MA・4220 〃

pH ユ11フレット4A、5B、7A、8A 〃 〃

Glu ユリフレット3A、4A、5B、7A、8A 〃 〃

Pro ユリフレット3A、4A、5B、7A、8A 〃 〃

Bld ユリフレット4A、5B、7A、8A 〃 〃

Ket ユリフレット7A、8A 〃 〃
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㈱京都第一科学
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

Bil ユリフレット7A、8A スーパーオーションアナライザSA・4220／MA－4220 積分球式反射光度法

Uro ユリフレット3A、5B、7A、8A 〃 〃

協和メデックス㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

IgG エクステルIgG EL－1000（全自動免疫化学分析装置） ラテックス凝集法 Rate 10 160

IgA エクステルIgA 〃 〃 〃 10 160

IgM エクステルlgM 〃 〃 〃 70 160

C3 エクステルC3 〃 〃 〃 15 160

C4 エクステルC4 〃 〃 〃 35 160

CRP エクステルCRP 〃 〃 〃 100 160

RF エクステルRF 〃 〃 〃 15 160

ASO エクステルASO 〃 〃 〃 5 200

AFP エクステルAFP 〃 〃 〃 100 160

B2MG エクステルB2一ミクログロプリン 〃 〃 〃 50 160

FER エクステルフェリチン 〃 〃 〃 100 160

FDP エクステルFDP 〃 〃 〃 5 160

FIB エクステルフィブリノーゲン 〃 〃 〃 10 160

LIP デタミナーLipase 日立736型、東芝S型他全機種適用 酵素法 〃 機種による 機種による

SA デタミナーSA 〃 〃 End　Point 〃 〃

LAC デタミナ・LA 〃 〃 〃 〃 〃

PYR デタミナーPA 〃 〃 〃 〃 〃

CRE デタミナーCR633 〃 〃 〃 〃 〃

CRTN デタミナーCR－S 〃 〃 〃 〃 〃

NH3 デタミナーNH3 用手法 〃 〃 500 25 一部オートに適用例あり

T－CHO デタミナーTC－S 日立736型、東芝S型他全機種適用 〃 〃 機種による 機種による

TG デタミナーTG－S555 〃 〃 〃 〃 〃

PL デタミナPL－S 〃 〃 〃 〃 〃

NEFA デタミナーNEFA755 〃 〃 〃 〃 〃



70 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

IP デタミナーJP－S 日立736型、東芝S型他全機種適用 酵素法 End　Pomt 機種による 機種による

協和メデックス㈱

極東製薬工業㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

SIAL ランピアSIAL　L－R 各機種適用 酵素法 Rate 機種による 機種による 180，000

ランピアSIAL　705－R 〃 〃 〃 〃 〃 36，000

ランピアSIAL　L－4R 〃 〃 〃 〃 〃 112，500

ランピアSIAL　705－4R 〃 〃 〃 〃 〃 30，000

CRP KTラテ・ソクスCRP20 〃 ラテ’クス；1蝶比濁法 〃 〃 〃 60，000

ASO KTラテ・ノクスASO20 〃 〃 〃 〃 〃 80，000

RA KTラテ・ソクスRA20 〃 〃 2POlnt　End 〃 〃 60，000

国際試薬（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

CHE コリンーE試薬 提；腰1禦温㌧罐蕊鷲凝欝［瓢他 酵素端留B Rate
End　Point

製造：国際試．薬
販売：国際試薬、ミドリ十字

CHO T－CHO試薬・A 〃 酵素法 〃 〃

TG TG試薬・A 〃 〃 〃 〃

PL PLE試薬 〃 〃 End　Point 〃

TP TP試薬・A 〃 Biuret法 〃 〃

ALB ALB試薬・A 〃 BCG法 〃 〃

BUN BUN試薬・A 〃 Urease－GLDH法 Rate
End　Point

〃

UA UA－E試薬 〃 ウリカーゼ法 End　Point 〃

CRE CRE試薬・A 〃 Jaffe法 Rate
End　POInt

〃

ZTT ZTT試薬・A 〃 肝機能研究班・標準法 End　POlnt 〃

TTT TTT試薬・A 〃 〃 〃 〃

Ca Ca測定用試薬 〃 OCPC法 〃 〃

GLU GLU試薬・A 〃 GOD，GIDH法 Rate
End　Point

〃

AMY AMY試薬・A 〃 PNPMG法 Rate 〃

NEFA NEFA試薬・A 〃 酵素法 End　Point 〃
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国際試薬㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

T－Bil T－BIL試薬・A
日立705、726、736、716、706、日本電子VSVXHS、東芝80S、880、480

580、380、オリンパス8000、6000、AU500、島津CL・20、CL・12その他 Jendrasik変法 End　Point 製造：国際試薬
販売：国際試薬、ミドリ十字

D－Bil D・BIL試薬・A 〃 〃 〃 〃

GOT GOT試薬・A 〃 MDH－UV法 Rate 〃

GPT GPT試薬・A 〃 LDH－UV法 〃 〃

LDH LDH試薬・A 〃 P→LUV法 〃 〃

HBD HBD試薬・A 〃 UV法 〃 〃

CPK CPK試薬・A 〃 〃 〃 〃

ALP ALP試薬・A 〃 P－NPP法 〃 〃

LAP LAP試薬・A 〃 LLpNA法 〃 〃

γ一GTP γ・GTP試薬・A 〃 γ一G－P－NA法 〃 〃

三共㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

ArlII ArIIIオート・カラー「三共」 ユーバス類、日立、東芝、日本電子 発色性合成基質法 Rate 機種により異なる 200，400

α2－PI α2・PI　　〃　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

PLG PLG　　〃　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

TB TBテスト「三共」 コアグマスターII、KC－10、コアグスタット類CA－4000 凝固時間法 散乱光測定 10～30 120

HP HDテスト「三共」 〃 〃 〃 10～30 〃

三光純薬㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

GOT サンテストGOT 日立、東芝、日本電子、島津、オリンパスその他 IFCC準拠 Rate

GPT 〃　　GPT 〃 〃 〃

ALP 〃　　ALP－N 〃 MEG法 〃

LDH 〃　　LDH 〃 GSCC準拠 〃

LAP 〃　　LAP 〃 〃 〃

γ一GTP 〃　　γ一GTP 〃 SSCC準拠 〃

ChE 〃　　CHE－N 〃 UV・DHBC法 〃

CK 〃　　CK 〃 オリバー変法 〃
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三光純薬㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

α一HBD サンテストα一HBD 日立、東芝、日本電子、島津、オリンパスその他 GSCC準拠 Rate

AMY 〃　　AMY 〃 G－5・UV法 〃

TP 〃　　TP 〃 ビューレット法 End　Point

ALB 〃　　ALB 〃 BCG法 〃

T－BIL 〃　　T－BIL 〃
安定化ジアゾニウム
塩法

〃

DBIL 　　　　r　ウ
〃　　DBIL 〃 〃 〃

CRE 〃　　CRE－N 〃 ヤッフェ変法 Rate

BUN 〃　　BUN－N 〃 U－GLDH法 〃

UA 〃　　UA 〃 酵素法 End　Point

TTT 〃　　TTT 〃 肝機能研究班準拠 〃

ZTT 〃　　ZTT 〃 〃 〃

T－CHO 〃　　T－CHO 〃 酵素法 〃

F－CHO 〃　　F．CHO 〃 〃 〃

HDL－CHO 〃　　HDL－CHO 〃 Ds・Mg沈殿法 〃

TG 〃　　TG－N 〃 GPO消去法 〃

PL 〃　　PL 〃 酵素法 〃

β一Llpo 〃　　β一LP 〃 免疫比濁法 〃

GLU 〃　　GLU 〃 酵素法 〃

Ca 〃　　Ca 〃 OCPC 〃

Pi 〃　　Pi 〃 リンモリブデン酸法 〃

IAP 〃　　IAP 日立、東芝、コーパス 免疫比濁法 〃

NAG メイアッセイNAG－R 〃 CNP－NAG法 Rate

CEA CEA生研EIA 96穴マイクロプレート用EIAリーダー EIA サンドウィッチ法 50 96テスト 71，000

AFP AFP生研EIA 〃 〃 〃 25 〃 〃

便潜1血 チェックメイト・ヘモ 〃 〃 〃 25 〃 66，000

インスリン インスリン生研EIA 〃 〃 〃 〃 〃 48，000

HBs抗原 イムニスHBsAgEIA 〃 〃 〃 100 〃 50，000

HBs抗体 antl－HBsイムニスEIA 〃 〃 〃 〃 〃 54，000

HBe抗原抗体 イムニスHBeAg／AbEIA 〃 〃
抗原：サンドウィノチ法

抗体：競合法
100 〃 80，000



73

三光純薬㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

HBc抗体 anti－HBcイムニスEIA 96穴マイクロプレート用EIAリーダー EIA 競合法 50 96テスト 75，000

HIV抗体 デュポンHIV　ELISA 〃 〃 サンドウィッチ法 10 　425テスト
2，125テスト

240，000
1，060，000

P－AMY ライトアッセイ「P・AMY」 〃 〃 〃 20 96テスト 60，000

免疫複合体 サンアッセイIC 〃 〃 〃 50 40テスト 38，000

シノテスト商事㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

ALP ラボサットALP 日立7050、7150、TBA－60R GSCC準拠 Rate 機種により異なる 機種により異なる

AMY 〃　　AMY 〃 B－pNPG7法 〃 〃 〃

CHE 〃　　ChE 〃 UV法
，　〃

〃 〃

CPK 〃　　CPK 〃 GSCC準拠 〃 〃 〃

GOT 〃　　GOT 〃 IFCC準拠 〃 〃 〃

GPT 〃　　GPT 〃 〃 〃 〃 〃

γ一GTP 〃　　γ一GTP 〃 SSCC準拠 〃 〃 〃

LDH ”　　LDH 〃 GSCC準拠 〃 〃 〃

T－CHO 〃　　T－CHO 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

TG 〃　　TG 〃 〃 〃 〃 〃

Fe 〃　　Fe 〃
直接法（Nitroso・PSAP）

〃 〃 〃

BUN 〃　　BUN 〃 UV法 Rate 〃 〃

UA 〃　　UA 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

β一LP 〃　　β一LP 〃 免疫比濁法 〃 〃 〃

IgG 〃　　IgG 〃 〃 〃 〃 〃

IgA 〃　　IgA 〃 〃 〃 〃 〃

IgM 〃　　IgM 〃 〃 〃 〃 〃

C3 〃　　C3 〃 〃 〃 〃 〃

C4 〃　　C4 〃 〃 〃 〃 〃

CRP 〃　　CRP 〃 ラテックス免疫比濁法 〃 〃 〃

RF 〃　　RF 〃 〃 〃 〃 〃
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㈱常光
則　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンフル駒μい 測定回数〔h川 価　　格川1川・fl簡　考

IgG IgG　　テストLN「北研」 レーザ・ネフェロメータLN　Rate60↓N　Auto ネフェロメトリー Rate 20μ睦希釈して使用 100 37，500

IgA IgA　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgM IgM　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

C3 C3　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

C▲ C4　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CRP CRP　　　　　〃 〃 〃 End　Point 〃 〃 14，500

，プリホ β・リボ　　　〃 〃 〃 Rate 〃 〃 20〔｝oo

LDHアイソザイム LDHアイソザイム
」OOKOO発色試薬キ　’ト 電気泳動装置及びデンシトメトリー 電気泳動 ア加一ズフレート翫働 2～3 72 12，OOO

〃 アガ・一ズ・・一ト1黙9° 〃 〃 〃 〃 〃 lLOO〔1

等電点電気泳動 セハライン 等電点電気泳動用両生担体 〃 等電点 25、OOO〔50mわ

蛋白分画 ベロナヲしバ・ファ 電気泳動 〃
セルロース，アセテー一順

電気醐 o．6～1 22．500（50袋）

〃 液体バ・フア 〃 〃 〃 〃 5、000（4れ

〃 ホンソー3R ” 〃 〃 7、00〔｝12591

〃 液体ポンソー－3R 〃 〃 〃 9、ooo日い

ALPアイソサイム 小麦胚レクチンー 常光」 〃 〃 ア加一スフレート電気泳動 9、80〔｝（1〔｝mψ用）

リボ蛋自 リホフォー 〃 ティスク電．禰く動 ユoo

㈱セロテック

川　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　柿　　　名 測定原理 川定万法 サンフル罰μD 測定回数（L口川
f而　　　　　　↓各　〔　［　I　J　　）　　．　　fll｛1　　　　　　考

AMY セロテ・クIAMY．R　　　　　　一 日立、東芝、日本電∫・、コバスその他各機種 B－pNP・G7 Rate 機鰍二よ順なる 機相こより異なる 包装により異なる

UN 〃　　　UUN・R 〃 GLDH　JCDH
アンモニア消去法

〃 〃 〃 〃

ADA 〃　　　AD．R 〃 GLDH法 〃 〃 〃 〃

GU 〃　　GU－R 〃 恒ン千ン核シターゼ法 〃 〃 〃 〃

ケトン体 〃　　　ケトンH 〃 3－HBDH法 End　Point 〃 〃 〃

㈱相互生物医学研究所
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定万法 サンプノレ勘μD 川定回数（回） 価　格（PP・1簡　考

フルクトサミン グリカ・ピー 15分以L測定n∫能な機種で対応μ∫ NBT比色法 Two　Poilユt 機種による 機ト1τによる 28．O〔｝0

クリコ

ヘモクロビンAl、Alc モニターGカラム 分光光度計（比色司コ 分離分析
i二巧ム法ノわ壊
クロマト万カー

50 50 37，500
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㈱相互生物医学研究所
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフノし≒．μll 1Ulj定llll数日口D ｜1廿i　　　　　　‡各　〔　FIJ　　）　　・　　f‖｜｜　　　　　　考

グリコヘモグロビンAl ニューAlカラム 分光光度計（比色計） 分離分析
ミづつぼ‘イオン交換

クロマ1クラフノー
50 50 32，500

㈱ダイアヤトロン

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンフ．ル階μD 測定Lul数（回） 価　　格「円）・備　　考

8項目 LPIA一時用試薬 LPIA　SYSTEM　LPIA－1 ラテウ泊疫比濁法 Rate 項目による 項目による

15項目 LPIA－IOO専用試薬 〃　　　　　LPIA，100
ラテ　クス免疫比濁法
免疫比濁法

〃 〃 〃

AFP イアトロメイトAFP 日」r：736、7050、7150、f也 ラテク娩疫比濁法 End　Point 機種による 機手1τによる

虚m イアトロメイト＠m 〃 〃 〃 〃 〃

フェリチン イアトロメイトフェリチン 〃 〃 〃 〃 〃

RF イアトロエースRF 〃 〃 〃 〃 〃

ASO イアトロエー一スASO 〃 〃 〃 〃 〃

CRP イアトロエースCRP 2液系各機種 免疫比濁法 〃 〃 〃

IgG イアトロエースIgG 1液or　2液系各機種 〃 〃 〃 〃 検体希釈　有ノ4ひ無

IgA イアトロエースlgA ” 〃 〃 〃 〃 〃

IgM イアトロエースlgM 〃 〃 〃 〃 〃 〃

C：｛ イアトロエースC3 〃 〃 〃 〃 〃 検体希釈不要

C4 イアトロエースC4 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CK イアトロテックCK 日立736、TBA・SシリーズJCA－RXシリーズ、他 UV・レート法 Rate 〃 〃 耐熱性酵素GlcK使月1

GLU イアトロテソクGLU 〃 UV・エンドポィント法 End　Point 〃 〃 〃

AMY イアトロテソクAMY 〃 G5－CNP法 Rate 〃 〃

NEFA イアトロテ・ノクNEFA 〃 酵素・UV法 End　POlnt 〃 〃

PL イアトロテックPL 〃 酵素法 〃 〃 〃

Ar　III、他 クロモレイトシリーズ 日、フ：7050、7150、COBAS、他 合成基質法 〃 〃 〃 PLG、α2．PI

第一化学薬品㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量〔μD 測定回数（回） 価　格（円巨備　　考

AT－III テストチームAT－III・2キ・ト 日立、東芝、コバス、セントリフィケム、他 発色性合成基質法 Rate 機種による 機柿による

α2PI テストチームAPL・2キット 〃 〃 〃 〃 〃

PLg テストチームPLG・2キ…ト 〃 〃 〃 〃 〃
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第一化学薬品㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフ人ル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

胆汁酸 エンザバイル・2 日立、東芝、コバス、セントリフィケム他 酵素比色法 End　Point 機種による 機種による

Apo　A－1 アポA－1オート「第一」 〃 免疫比濁法 〃 〃 〃

Apo　A．　II アポA．IIオート「第一」 〃 〃 〃 〃 〃

Apo　B アポBオート「第一」 〃 〃 〃 〃 〃

Apo　CII アポC－IIオート「第一」 〃 〃 〃 〃 〃

Apo　C－III アポC－IIIオート「第一」 〃 〃 〃 〃 〃

Apo　E アポEオート「第一」 〃 〃 〃 〃 〃

AMY オートセラAMY－C 日立7150形、7050形、東芝20R形、30R形、60R形、島津CL・7000形他 G－5－CNP法 Rate 〃 〃

T－CHO オートセラCHO・2 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

CK オートセラCPK・2 〃 GSCC法 Rate 〃 〃

GOT オートセラGOT・2 〃 IFCC法 〃 〃 〃

GPT オートセラGPT・2 〃 〃 〃 〃 〃

TBIL オートセラBIL・2 〃 アゾビリルビン法 End　POInt 〃 〃

D－BIL オートセラDBIL・2 〃 〃 〃 〃 〃

ALP クリニメイトALP 日立736シリーズ、東芝TBA－Sシリーズ他 Bessey’Lowry法 Rate 〃 〃

AMY クリニメイトAMY－C 〃 G－5－CNP法 〃 〃 〃

T－CHO クリニメイトCHO 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

CK クリニメイトCPK 〃 GSCC法 Rate 〃 〃

LDH クリニメイトLDH 〃 ロブレスキー・ラ・デ．一法 〃 〃 〃

PL クリニメイトPL 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

UA クリニメイトUA 〃 〃 〃 〃 〃

BUN クリニメイトUN 〃 〃 Rate 〃 〃

ダイナボット㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

HIV HTLV－nl・EIA「アボット」 アボットコンタムII／アボットコンタマチック EIA 二波長分光光度測定法 10 100

HIV 　　　　　　　’HIVエンブコア・EIA．アボソト」 〃 〃 〃 50 50

HIV　Ag HIV抗原・EIA「アボット」 〃 〃 〃 200 50

CEA CEA・EIA　n「アボット」 〃 〃 〃 100 100
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ダイナボット㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AFP AFP・EIAワンステッフ゜ アボットコンタムII／アボットコンタマチック EIA 二波長分光光度測定法 25 100

HBsAg オースザイムII 〃 〃 〃 200 〃

HBsAb オーサブ・EIA 〃 〃 〃 200 〃

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

〃

HBcAb コアザイム 〃 〃 〃 100 〃

HBc－lgMAb コアザイムーM 〃 〃 〃 10 〃

HAAb ハバブ・EIA 〃 〃 〃 10 〃

HA－IgMAb ババブーM・EIA 〃 〃 〃 10 〃

クラミジアトラコマチス クラミジアザイム 〃 〃 〃
検体を綿棒で採取
200

〃

GOT VISIONバックGOT VISION GSCC法 Rate 全血2滴 10

GPT 〃　　　GPT 〃 〃 〃 〃 〃

γ一GTP 〃　　　γ一GTP 〃 SZASZ法 〃 〃 〃

GLU 〃　　　グルコース 〃 HK、G－6PDH法 End　Point 〃 〃

UN 〃　　　UN 〃 GLDH法 Rate 〃 〃

UA 〃　　　尿酸 〃
ウリカーゼ
ペルオキシダーゼ法 End　Point 〃 〃

CRE 〃　　　クレアチニン 〃 Jaffe法 〃 〃 〃

CHO 　　　　　　’〃　　　　コレスァロール 〃 酵素法 〃 〃 〃

Hb 〃　　　ヘモグロビン 〃 アルカリヘマチン法 〃 〃 〃

TG 〃　　　川グリセライド 〃 リパーゼ、GK法 〃 〃 〃

HCG HCGテストパック EIA 尿5滴 20

ストレップA ストレップAテストパック 〃 〃

チバ・コーニング・ダイアグノスティックス㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

LDHアイソザイム コーニングE／P－LDH 電気泳動 アガロース 1 96

CKアイソザイム コーニングE／P－CK 〃 〃 1 96

ALPアイソザイム コーニングE／P－ALP 〃 〃 1 96

T4 M－T4「コーニング」 RIA 25 100

T3 M・T3「コーニング」 RIA 50 100
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チバ・コーニング・ダイアグノスティックス㈱

則　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　科　　名 測定原理 測定方法 サンフル刷μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

TSH MH・TSH「コーニング　　　　　　　　　　　ー RIA 200 100

TSH TSH「コーニング」 〃 100 120

T3U M－T3U「コーニング　　　　　　　　　　」 〃 25 loo

FT4 M－FT4コーニング　　　　　　　　　　ー 〃 50 loo

FT3 M－FT3コーニング」 〃 100 lOO

TBG TBG．コー一ニンク1
　　　　　　　　　一

〃 100 120

VBI2 ビタミンBl2「コーニング1 〃 100 120

フェリチン 　　　　　　一M．フェリチン　コーニング　　　　　　　　　　　　ー 〃 50 100

TSH ケミノしミTSH ケ㍉レミアナライザー、ケミルミアナライザーII CLIA 化学発光法 100 100

川　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　柿　　　名 測定原理 測定戊∫法 サンフ砧｛：〔μD 測定回数（LuD 価　格（円‥備　　考

NH．1 アミチ丁…ク アミチェ　・クメーター一 全ll1120

中外製薬㈱

デンカ生研㈱
、川　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル駒μD 測定回数川） 価　格川1引・備　考

CRP CRPラテ・ノクス 東芝TBA．シリーズ全機種、その他オート各機種 ラテウス・諜法 Rate 機種によ曙なる 機Hにより異なる

AFP AFPラテークス 〃 〃 〃 〃 〃

RF RFラテ　・クス 〃 〃 〃 〃 〃

IgG IgG－TIA 〃 免疫比濁法 End　Point 〃 〃

IgA IgA－TIA 〃 〃 〃 〃 〃

［gM IgM－TIA 〃 〃 〃 〃 〃

C3 C3・TIA 〃 〃 〃 〃 〃

C▲ C4・TIA 〃 〃 〃 〃 〃

GOT GOT・G2 〃 GSCC法 Rate 〃 〃

GPT GPT－G2 〃 GSCC法 〃 〃 〃

LDH LDH〔P）2 〃 Wloblewsk卜
LaDue法

〃 〃 〃

γ・GTP γ・GTP－2 〃 Orlowski法 〃 〃 〃

ALP ALP・G 〃 GSCC法 〃 〃 〃
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デンカ生研㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

LAP LAP－2 東芝TBA一シリーズ全機種、その他オート各機種 Nagel法 Rate 機樹こより異なる 機種により異なる

CPK CPK－2 〃 Oliver法 〃 〃 〃

CAP CAP 〃 UV法 〃 〃 〃

ADA ADA 〃 酵素法 〃 〃 〃

クレアチニン CRTNE 〃 〃 〃 〃 〃

クレアチン CRT－E 〃 〃 〃 〃 〃

FG・TG FG－TG 〃 〃 〃 〃 〃

T・CHO T－CHO 〃 〃 〃 〃 〃

F・CHO F－CHO 〃 〃 〃 〃 〃

PL PL 〃 〃 〃 〃 〃

TG TG 〃 〃 〃 〃 〃

東亜医用電子㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル剴μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

CEA ランリームCEA PAMIA．10 CIA EAMIA法 20 120

AFP 〃　　AFP 〃 〃 〃 〃 〃

FER 〃　　FRN 〃 〃 〃 ノノ 60

B2MG 〃　　B2M 〃 〃 〃 〃 〃

東ソー㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AFP Eテスト「TOSOH」 全ド｛動エンザィムイムノア・・セイ装置AIA－1200 EIA法 蛍光（Rate） 25

FER 〃 〃 〃 〃 20

TSH 〃 〃 〃 〃 100

IgE 〃 〃 〃 〃 10

FER フェリチン・EIA’ 東ソー」 〃 比色（End　Point） 20 60 30，000
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二光バイオサイエンス㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

FASC PAテストADP「NBS」 血小板凝集能測定装置 ADP濃度100μM

㈱日科機
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

リンパ球T3抗原 コールタークローンT3 フローサイトメーター 抗原抗体反応 蛍光量 全血100 100 78，000／体外診断用医薬品

〃　　T4　〃 〃　　　　T4 〃 〃 〃 〃 〃 〃　　　　　　　　　　　〃

〃　T8〃 〃　　　　T8 〃 〃 〃 〃 〃 〃　　　　　　　　　　〃

〃　　T11〃 〃　　　　Tl1 〃 〃 〃 〃 〃 〃　　　　　　　　　　〃

〃　　Bl〃 〃　　　　Bl 〃 〃 〃 〃 〃 88，000／　　　〃

T4サブセット 2H4／T4 　　　　　　　　一〃　　　　　　2カフー 〃 〃 〃 50，100

〃 4B4／T4 〃　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

T／Bサブセット Tエ1／B1 〃　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 100

NKサブセット NKH－1／T8 〃　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 50，100

TdT（モノクロ） TdT酵素免疫キット フローサイトメーター及び顕微鏡 〃 〃 〃 25

その他各種

日水製薬㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

GOT・GPT GOT・GPT　HQオート
日立、東芝、島津、オリンパス、日本電子、コバス、セントリフィケム、アボット

UV法 Rate

LDH LDH　HQオート 〃 〃 〃

ALP ALP　HQオート 〃 Bessey－Lowry法 〃

γ一GTP γ一GTPSHQオート 〃

γ・グルタミル3・加レポキシ

4ニトロアニリド法
〃

LAP LAP　HQオート 〃
L・ロイシルーP・

二トロアニリド法
〃

CPK CPK　HQオート
日立、東芝、島津、日本電子、コバス、
セントリフィケム、アボット UV法 〃

TG NTG　HQオート
日立、東芝、島津、オリンパス、日本電子、コバス、セントリフィケム、アボット

酵素法〔GK・GPOPOD） End　Point

CHO CHOL　HQオート 〃 〃（CHE－COD・POD） 〃

PL PL　HQオート 〃 〃（PLDCHOD・POD｝ 〃

NEEA NEFA　HQオート 日立、東芝、島津、オリンパス 〃（ACS－ACOD・POD） 〃

UA UA　HQオート
日立、東芝、島津、オリンパス、日本電子、コバス、セントリフィケム、アボット

〃（UOD・POD） 〃
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日水製薬㈱

測定項目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（Fll）・備　考

BUN BUN　HQオート H立、東芝、島津、オリンパス、コバス ウレアーゼイン
ドフェノール法

End　Point

GLU GLU　HQオート
日立、．東芝、島津、オリンパス、日本電r－、コバス、セントリフィケム、アポ・ソト

酵素法（GOD－POD） 〃

TP TPHQオート 〃 ビューレット法 〃

ALB ALB　HQオート 〃 BCG法 〃

CRE CRE　HQオート 日立、東芝、島津、オリンパス、日本電r ヤッフェ法 Rate

BIL T．BIL．E 日立、東芝、島津、オリンパス、コバス 酵素法（BOD） End　Point

SIAL SIAL　HQオート 〃 酵素法 Rate

β・LP オートベータリポTIA
ll立、東芝、島津、オリンパス、日本電f・、コバス、セントリフィケム、アボット

免疫比濁法 End　Point

IgG、lgA、lgM オートTIA　GAM 日立、東芝、島津、コバス、セントリフィケム 〃 〃

C3、C4 オー1・TIA　C3、C4 日立、コバス 〃 〃

トランスフェリン オートTIA　Tf 〃 〃 〃

CRP オートTIA　CRP 日立、東芝、島津、オリンパス、日本電子、コバス 〃 〃

RF オー一トTIA　RF 　　　　　　’日、ン：、東芝、島津、オリンパス、コバス 〃 〃

ASO オートTIA　ASO 日立 〃 〃

㈱ニプロ

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

尿酸 エスハ．UA 自動分析装置各種 酵素法 End　Point 機種による 機種による

クレアチニン 〃　CREN 〃 〃 Rate 〃 〃

中性脂肪 〃　TG 〃 〃 End　Point 〃 〃

総蛋白 〃　TP 〃 ビウレット法 〃 〃 〃

アルブミン 〃　ALB 〃 BCP法 〃 〃 〃

総ビリルビン 〃　TB 〃 安定化ジアゾニウム塩法 〃 〃 〃

直接ビリルビン 〃　DB 〃 〃 Rate 〃 〃

アミラーゼ 〃　AMY 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

日本商事㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

T－CHO ネスコートTC－V1 日立一705他 酵素法TOOS
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日本商事㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

TG ネスコートTG－Vl 日立一705他 酵素法TOOS

IgG 〃　　IgG－VI 〃 免疫比濁法

IgA 〃　　IgA－VI 〃 〃

IgM 〃　　IgM－V1 〃 〃

C3 〃　　C3－V1 〃 〃

C4 〃　　C4－Vl 〃 〃

CRP 〃　　CRP－V1 〃 〃

その他 〃　　Vlシリーズ 〃 FC、BL、PL、GOT、GPT
他計22項目

T－CHO 〃　　TC－V2 日立7050、7150、日立・736、TBA－Sシリーズ、JCA－RX 酵素法・DAOS

TG 〃　　TG－V2 〃 酵素法・ADOS

その他 〃　　V2シリーズ 〃 BL、PL、NEFA、GOT、
GPT、他計19項目

NEFA 〃　　NEFA－V3 日立一736、他スーパーマルチ自動分析機 ACS・ACO酵素法

AMY 〃　　AMY－V3 〃 pNP－G7法

その他 〃　　V3シリーズ 〃 LAP、CK、α一HBD、ChE
他計28項目

TC 〃　　TC－V5 日立一736、TBA－Sシリーズ 酵素法・DAOS

NEFA 〃　　NEFA－V5 〃 ACS・ACO酵素法

その他 〃　　V5シリーズ 〃 FC、PL、GOT、GPT、
ALP、他計27項目

T・F－CHO 〃　　TC－Vx JCA・Vx－1000 酵素法・DAOS

BL 〃　　BL－Vx 〃 免疫比濁法

TG 〃　　TG－Vx 〃 酵素法・ADOS

NEFA 〃　　NEFA－Vx 〃 ACS・ACO酵素法

BIL 〃　　T、D－BIL－Vx 〃 アゾビリルビン変法

LIP 〃　　リパーゼキソトVE 日立一705、日立736、他 UV法

BIL 〃　　T、DBIL・VE 〃 酵素法

日本テクニコン㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

IgG LAS－R　IgGテスト レーザーネフェロメータPDQ，　JX－1システム レーザーネフェ
ロメトリー

End　Point 37．5 120 49，500

IgM 〃　IgMテスト 〃 〃 〃 〃 〃 〃
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日本テクニコン㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種．　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

IgA LAS－R　IgAテスト レーザーネフェロメータPDQJX－1システム レーザーネフェ
ロメトリー

End　Point 37．5 120 49，500

C3 〃　補体C3テスト 〃 〃 〃 〃 〃 〃

C4 〃　補体C4テスト 〃 〃 〃 〃 〃 〃

トランスフェリン 〃　トランスフェリンテスト 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ハプトグロビン 〃　ハプトグロビンテスト 〃 〃 〃 〃 〃 〃

αrアンチトリプシン 〃　α1一アンチトリプシンテスト 〃 〃 〃 〃 〃 〃

セルロプラスミン 〃　セルロプラスミンテスト 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CRP 〃　　CRPテスト 〃 〃 〃 〃 〃 28，800

α2一マクロブロブリン 〃　α2一マクログロブリン 〃 〃 〃 〃 〃 37，000

α1一アシドグリコプロテイン 〃　アシドグリコプロテイン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Cl一エステラーゼインビヒター 〃　C1・エステラーゼインヒビター 〃 〃 〃 〃 〃 30，000

C3プロアクチベータ 〃　C3プロアクチベータ 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ヘモペキシン 〃　ヘモペキシン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

α1一アンチキモトリプシン アンチキモトリプシン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

プレアルブミン 〃　　プレアルブミン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CIq 〃　　Clq 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ATIII 〃　アンチトロンビンIII 〃 〃 〃 〃 〃 〃

CSFA16 〃　　CSFアルブミン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

HIV イムノブロットアッセイ ウエスタンブロット 30 10・30テスト

HbAlc ヘモグロビンAlcカラム
テスト「Alcマイクロ」

イオン交換法 ミニカラム法 100 49・100テスト 販売：三光純薬

HbA1 ヘモグロビンA1 〃 〃 〃 100テスト 〃

サイクロスポリン サイクロスポリン
測定用キット 汎用HPLC HPLC法 UV検出法 1000 50・100テスト

カテコラミン 　　　一一尿中カアコフミン
HPLC定量キ・ソト

〃 〃 EC検出法 3000 100テスト

メタネフリン 尿中メタネフリン
HPLC定量キット

〃 〃 〃 2000 〃

バニ1ルマンデル酸 尿中VMA
HPLC定量キ・ノト

〃 〃 UV検出法 3000 〃

ホモバニリン酸 尿中HVA
HPLC定量キット

〃 〃 〃 〃 〃
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日本バイオ・ラッドラボラトリーズ㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

T細胞B細胞 　　一カンアイジェン イムノビース法 25テスト

T4、／T8 〃 〃 〃

5－ALA　PBG ALA／PBGカラムテスト イオン交換法 ミニカラム法 40テスト

ホルフィリン 尿中ポルフィリンカラムテスト 〃 〃 50テスト

17KS ケトクローム17KSカラムテスト 〃 〃 〃

170HCS ケトクローム］70HCSカラムテスト 〃 〃 〃

VMA 尿中VMAカラムテスト 〃 〃 〃

日本モニター㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

Fe PTF60〔｝鉄測定試薬 ザ・ハラレル、モニタースパイラル、
日、ンニ736、東芝TBA－80S、他 PTF600法 End　Point 機種により異なる 機種によ嘆なる

UIBC 〃　　UIBC測定元式薬 〃 〃 〃 〃 〃

Mg マグネシウム測定試薬 〃 Calmaglte法 〃 〃 〃 反応時間1分

Ca カノレシウム測定用試薬 〃 O．CPC法 〃 〃 〃 〃

CK デュラサイムCPK 〃 Rosalkl変法 Rate 〃 〃 調製後2週間安定

AST 〃　　GOT／AST 〃 IFCC変法 〃 〃 〃 調製後30日間安定

ALT 〃　　GPT／Aじr 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALP 〃　　　ALP 〃
P・ニトロフェニル
燐酸基質法

〃 〃 〃 〃

GLじ 〃　　　グルコース アポ・ト他 ヘキソキナーゼ法 End　Point 〃 〃 〃

〃 ネオクロームII ザ・パラレル、モニタースパイラル、
日、膓二736、東芝TBA80S、他

グルコースオキシターゼ法 〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定用試薬 〃 0・フタルアルデヒド法 〃 〃 〃

CI クロライド試薬 〃 TPTZ法 〃 〃 〃

T・P 総蛋白試薬 〃 ビュレット法 〃 〃 〃

ALB アルブミン試薬 〃 BCG法 〃 〃 〃

T・G トリグリセライド試薬 〃 離グリセロール消去法 〃 〃 〃

1・P 無機燐J榛 〃 ポリビニノレ・ピ川ドン法 〃 〃 〃

T・CHO 総コレヌ、テロール試薬 〃 酵素法 〃 〃 〃

γ一GTP γ一GT巳1式薬 〃
γグルタミルP・ニトロ

アニリド基質法
Rate 〃 〃

CHE コリンエステラーゼ試薬 〃
プチリルチオコリン

基質法
〃 〃 〃
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日本モニター㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

DBil 直接ビリルビン試薬 ザ・パラレル、モニタースパイラル、
日立736、東芝TBA80S他

Jendrasslk　Grof法 End　Point 機種により異なる 機絢こより異なる

TBil 総ビリルビン試薬 〃 〃 〃 〃 〃

CRP CRP試薬 〃 免疫比濁法 〃 〃 〃

CRE クレアチニン試薬 〃 Jaffe変法 Rate 〃 〃

UA 酵素法尿酸試薬 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

日本ロシュ㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

フルクトサミン フルクトサミンテスト「ロシュ」 COBAS　MIRA，　COBAS　FARA，
COBAS　BIO他 NBT比色法 End　Point 20 39，500

CEA CEA「ロシュ」EIA・DM ALOKA　AEC　3000 EIA サンドイッチ法 50 100 79，000

HBsAg HBsAg「ロシュ」EIA 〃 〃 〃 200 100 51，000

HBsAb Anti－HBs「ロシュ」EIA 〃 〃 中和サンドイッチ法 200 ］00 63，000

HBcAb Anti－HBc「ロシュ」EIA 〃 〃 競合法 50 100 87，000

AFP AFP「ロシュ」EIA 〃 〃 サンドイッチ法 100 100 49，000

CEA CEA「ロシュ」EIA 〃 〃 〃 50 100 79，000

ファルマシア㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円い備　考

TSH デルフィアTSHキット デルフィアシステム、アーカス蛍光光度計 時間分解蛍光測定 マイクロプレート法 50 96回／キット

AFP デルフィアAFPキット 〃 〃 〃 25 〃

HCG デルフィアHCGキット 〃 〃 〃 25 〃

PRL デルフィアプロラクチンキット 〃 〃 〃 25 〃

LH デルフィアLHキット 〃 〃 〃 25 〃

FSH デルフィアFSHキット 〃 〃 〃 25 〃

IgE ファデザイムlgE、EIA EIA法 End　Point 100 60回／キット

特異IgE ファルマシアRAST　EIA 〃 〃 50 〃
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藤沢薬品工業㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

リンパ球サブセット検査 抗Leu－1 FACScan、EACStarPLus及び他のFCM 免疫蛍光法 光散乱光、蛍光 100 100

〃　－2a 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－3a 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－4 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－5b 〃 〃 〃 〃 〃

〃　．7 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－8 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－11a 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－11c 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－12 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－15 〃 〃 〃 〃 〃

〃　－16 〃 〃 〃 〃 〃

〃　．M3 〃 〃 〃 〃 〃

抗HLA－DR 〃 〃 〃 〃 〃

富士レビオ㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

HIV セロディアーHIV 抗原抗体反応 PA法 25 220 121，000

ATL セロディアーATLA 〃 ’ノ 〃 100，220，550 42，000、88，000，209，000

ヘキストジャパン㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

CRP T一抗［flL清キットCRP　II 日立736、7150、7050、705 免疫比濁自動分析用 End　Point

IgG、lgA、lgM、C3c、C4 T抗血．清キットオート Cobas　Fara、BIO、TBA480 〃 〃

〃 T一抗lllL清キット705 日立705、7050、7150、736 〃 〃　‘

〃 T一抗』IL清キットマニュアル マニュアル 〃 〃

ASO NA・ラテックスASLキノト BNA（べ一リングネフェロメーターアナライサー） ラテ・クス免疫比濁法 Fixed　Tme　Assay 300

CRP NA一ラテソクスCRPキ・ソト 〃 〃 〃 〃

RF NA・ラテックスRFキ・ト 〃 〃 〃 〃
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ヘキストジャパン㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AFP NA一ラテックスAFPキット BNA（べ一リングネフェロメーターアナライザー） ラテ・・ク娩疫比濁法 Fixed　Time　Assay 120

RBP N抗血清RBP 〃 免疫比濁法 〃 50

プレアルブミン N抗血清プレアルブミン 〃 〃 〃 〃

IgG N抗血清IgG 〃 〃 〃 125

IgA N一抗血清IgA 〃 〃 〃 〃

IgM N一抗血清IgM 〃 〃 〃 〃

C3c N一抗血清C3c 〃 〃 〃 〃

C4 N・抗血清C4 〃 〃 〃 〃

α1・アシ．ソドグllコプロテイン N抗血清α1一アシッド
グリコプロテイン

〃 〃 〃 〃

ハプトグロビン N一抗血清ハプトグロビン 〃 〃 〃 〃

トランスフェリン N・抗血清トランスフェリン 〃 〃 〃 〃

アンチトリプシン N・抗血清αトアンチトリプシン 〃 〃 〃 〃

セルロプラスミン N・抗血清セルロプラスミン 〃 〃 〃 50

HBs抗原 エンザィグノストHBsAg　micro べ一リングELISAプロセッサー11 EIA法 100 192

HBs抗体 エンザィグノストAntl－HBs 〃 〃 200 96

HBc抗体 エンザィグノストAnti・HBc 〃 〃 100 192

HBe抗原／抗体 エンザイグノストHBe 〃 〃 〃 96

ベックマン㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AST ドライースタットAST ABA－100，ABBOTT－VP，Centrifichem他 カルメン法 Rate 機種により異なる 機種により異なる

ALT 〃　　　　ALT 〃 ヘンリー法 〃 〃 〃

ALP 〃　　　　ALP 〃 ベッシーローリー法 〃 〃 〃

AMY 〃アミラーゼDS 〃

マルトテトラオースUV法
〃 〃 〃

その他6項目 〃 〃 〃 〃

Na／K Na／K試薬キット ASTRA 電極法 50 〃

Cl CI　　　〃 〃 比例電量滴定 8

CO2 CO2　　〃 〃 pHレート 12

GLU GLU　　〃 〃 酸素消費レート 10
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ベックマン㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

その他18項目 ASTRA
Na，K，Cl，CO2 E4A試薬キット システムE4A 電極法 50

Na，K，Cl E3A　　〃 〃　　E3A 〃 〃

Na，K E2A 〃　　E2A 〃 〃

蛋白分画 SPEキット パラゴン，ヘレナ，コーニング他 電気泳動 3～5 100

蛋白分画 SPE－IIキッド 〃 〃 アガロースゲノレ
電気泳動

〃 80

その他5項目 〃

IgG IgG試薬キット「ベックマン」 オートICS，　ICS，アレイプロティンシステム レートネフェロ
メトリー

レート法、ワンポイン

トキャリブレーション 42～100 100

IgA IgA　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgM IgM　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

C3他10項目 〃 〃 〃 〃 〃

フェニトイン PHY試薬キット「ベックマン」 〃 〃 〃 〃 〃

フェノビタール PHE　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

プリミドン PRI　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

ティオフィリン他薬物3品目 〃 〃 〃 〃 〃

べ一リンガー・マンハイム山之内㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

PT トロンボプラスチン囚「BMY」 血液凝固分析装置全機種 凝固時間法 100 10×50

FIB フィブリノーゲン回「BMY」 〃 〃 200 20×20

〃 フィブリプレストA 〃 〃 〃 4×50

Ar　llI Ar　mテスト「BMY」 COBAS　FARA、BIO、日立7050 合成基質法

PLg PLGテスト「BMY」 〃 〃

CEA EIAテストCEA「BMY」 エンチムンテストES22、ES600 EIA法 100 100

AFP EIAテストAFP「BMY」 〃 〃 200 〃

Ferritin EIAテストフェリチン「BMY」 〃 〃 20 〃

T4 EIAテストT4「BMY」 〃 〃 〃 〃

T3 EIAテストT3「BMY」 〃 〃 100 〃

TSH EIAテストTSH「BMY」 〃 〃 200 〃
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べ一リンガー・マンハイム山之内㈱

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

Insulin EIAテストインスリンII「BMY」 エンチムンテストES22、ES600 EIA法 100 100

IgE EIAテストIgE「BMY」 〃 〃 100 〃

AST 自動分析用GOT　IFCC 日立、クリナライザー、TBAなど IFCC法準拠 Rate

AIT 〃　　GPT　IFCC 〃 〃 〃

ALP ALP測定用試薬IFCC 〃 〃 〃

γ・GTP γ一GT測定用試薬IFCC 〃 〃 〃

AMY 自動分析用α・アミラーゼEPS 〃 酵素比色法 〃

アイソアミラーゼ アイソアミラーゼ測定用試薬PNP 〃 免疫阻害法 〃

LIP リパーゼ測定用試薬「BMY」 日立、クリナライザー、島津など 比濁法 〃

CRENIN クレアチニンPAP測定用試薬 日立、クリナライザー、TBAなど 酵素比色法 End　Point

TG トリグリカラー 〃 〃 〃

UA 尿酸カラーFAP「BMY」 〃 〃 〃

Ig他 ティナクァントシリーズ 日立705／7050など 免疫比濁法 〃

その他 ツインテストシリーズ 〃

㈱ミズホメディー

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

HBsAg HBsA姐UKテス1「ミズホ」 EIA サンドウィッチ法 100 96 30，000

HBsAb HBsAぬUIKテスト「ミズホ」 〃 〃 〃 96 59，500

CRE オートA「ミズホ」CRE－E 日立736専用シリーズ（ARシリーズ） 酵素法 Rate 機種により異なる 機種により異なる

日立7150　　〃　　　（AUシリーズ） 〃 〃 〃 〃

日立7050　　〃　　　（Arシリーズ） 〃 〃 〃 225

東芝480　　〃　　　（TBシリーズ） 〃 〃 〃 280

和光純薬工業㈱
測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AMY アミラーゼII－HAテスト・7150 日立7150 BG5P基質法 Rate 5

〃 アミラーゼーHRII 日立736 〃 〃 〃

AFP グラオザイムAFP オリンパスPK300 酵素免疫法 サンドイッチ法 30



和光純薬工業㈱

90 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

CEA グラオサイムCEA オリンパスPK300 酵素免疫法 3抗体サンドィ・チ法 100

Insulln 〃　　　InSulin 〃 〃 サンドイッチ法 〃

B2MG 〃　　　B2MG 〃 〃 〃 20

FER 〃　　　FER 〃 〃 〃 30

TSH 〃　　　TSH 〃 〃 3抗体サントィ・チ法 100

T3 〃　　　T3 〃 〃 競合法 〃

T4 〃　　　T4 〃 〃 〃 20

IgE 〃　　　IgE 〃 〃 サンドイッチ法 30
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アスカ純薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

酵素コントロールーE PHI，　ACP，　rAMY，α一HBDなど12種
の酵素

異常 ○ 3m尼×10 米国シグマ社製，輸入販売アスカ純薬

酵素コントロールーN 〃 正常 ○ 3m£×10 〃

5’－NDコントロールーE 5’一ヌクレオチダーゼ 異常 ○ 2m£×6 〃

5二NDコントロールーN 〃 正常 ○ 2mC×6 〃

シュウ酸コントロールーE シュウ酸 異常 ○ 5mε×6 〃

シュウ酸コントロールーN 〃 正常 ○ 5m£×6 〃

GHBコントロールーE グリコヘモグロビン 異常 ○ 0．5m2×6 〃

GHBコントロールーN 〃 正常 ○ 0．5m尼×6 〃

代謝コントロール 2，3－DPG，　Lac，　PYR 異常 ○ 5mε×6 〃

生化学コントロールーN 電解質・酵素・脂質他 正常 ○ 5m£×20 〃

生化学コントロールーA 〃 異常 ○ 5m尼×20 〃

アンモニアコントロール　2 アンモニア 2μ8／㎡ ○ 5mε 〃

アンモニアコントロール　5 〃 5μ9／㎡ ○ 5mε 〃

ウエルカム・ダイアグノスティックス・ジャパン（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

臨床化学精度管理プログラム 31項目のうちから選択 正常および異常 × 10m尼×12 114，000 データ送付後の検討用に10戚×
12をさらに添付

イムノアッセイ精度管理プログラム 20項目のうちから10項目以下を選択 〃 × 3m£×12 114，000

〃 20項目のうちから11項目以上を選択 〃 × 3mε×24 180，000

栄研化学（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

リピッドセーラム1 HDL℃HO他 正常 ○ 3m尼×5 7，500

〃　　　　　　　II T－CHO他 異常 ○ 〃 10，000

TZセーラム TTT，　ZTT 〃 ○ 〃 5，500



栄研化学（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

BLセーラム β一リボ蛋白 正常 ○ 〃 7，500

デシジョンLEVEL　1 液体血清 低値 ○ 20m尼×4 31，000 ベックマン社製

〃　　　　LEVEL　2 〃 中間値 ○ 〃 31，000 〃

〃　　　LEVEL　3 〃 高値 ○ 〃 31，000 〃

”　　　　マルチ 〃 低・中・高値 ○ LEVEL　L　2，3各2 45，000 〃

BK一バスウェイレベル1 PH／血液ガスコントロール用 ACIDOSIS ○ 2m£×30 〃

〃　　　　　　　レベル2 〃 NORMAL ○ 〃 〃

〃　　　　　　レベル3 〃 ALKALOSIS ○ 〃 〃

〃　　　　　　レベル4 〃 ELEVA「ED　OXYGEN ○ 〃 〃

CRP標準血清“栄研” CRP 0．5m尼×2 5，000

片山化学工業（株）

商　　　　　晶　　　　　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

ビリルビンコントロール血清 T－Bil，　D－Bil 異常 ○ 3酩用×5

P－，S一アミラーゼコントロール P－Amy，　S－Amy 〃 ○ 各1m媚×5

ローゼルム 酵素，脂質，蛋白，免疫，含窒素他 正常 ○ 5m£用×10 総販売元：三光純薬㈱

ハイゼルム 〃 異常 ○ 〃 〃

リピッドゼルム 脂質 〃 ○ 3酩用×10 〃

TZゼルム TTT，　ZTT 〃 ○ 〃 〃

関東化学（株）

93

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

クオリトロール 酵素・脂質・無機物・ホルモン・その他 正常値と異常値の間 ○ 5m£×10

クオリトロール脂質 脂質と罷託匙響 正常 ○ 3m尼×6

クオリトロールH 酵素・脂質・無機物　その他
糖．含窒素化合物・ホルモン

高値異常 ○ 5mε×5



関東化学（株）
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商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目

　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　考

クオリトロールL 酵素・脂質・無機物　その他
糖・含窒素化合物・ホルモン

低値異常 ○ 5皿£×5

クオリトロールプレシジョン 〃 正常 × 10【酩×6

クオリトロールCK－MB CK，　CK－MB 異常 ○ 11n£×6

協和メデックス（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　格
（円）

備　　　　　　　考

リカートンL－1 T－L，T－CHO，　F－CHO，　TG，　PL 正常 ○ 5m£×10 17，000 脂質専用　バイオマーカー社製

〃　　L－II 〃 異常 ○ 〃 20，000 〃　　　　　　　　　　　　　〃

〃　　EA－1 AMY，　GOT，　GPT，　HBDH，
LDH，　LAP，　γ一GTP，　ChE，　ALP

正常 ○ 〃 17，000
酵素専用　　　　　　　　　〃CPKを含まず

〃　　EA－II 〃 異常 ○ 〃 20，000 〃　　　　　　　　　　　〃

〃　　EB－1 AMY，　GOT，　GPT，　HBDH，
LDH，　LAP，　γ一GTP，　CPK

正常 ○ 〃 17，000
酵素専用　　　　　　　　　〃ChE，ALPを含まず

〃　　EB－II 〃 異常 ○ 〃 20，000 〃　　　　　　　　　〃

〃　　S－1 GLU，　BUN，　CRE，　UA，　T－P，　ALB．
Na，　K，　Cl，　Ca，　Mg，　IP，　Fe，　Cu

正常 ○ 〃 17，000
電解質・　　　　　　　　　〃無機質専用

〃　　S－II 〃 異常 ○ 〃 20，000 〃　　　　　　　　　　　〃

国際試薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

モニ・トロール・1 電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 5【己（乾燥）×10 18，000
米・デイド社製（販売：国際試薬
ミドリ十字）

〃　　　　　　　II 〃 異常 ○ 〃 18，000 〃

〃　　　　　　　1・X 〃 正常 × 10㎡（乾燥）×10 16，500 〃

〃　　　　　　　II・X 〃 異常 × 〃 16，500 〃

ラブ・トロール 電解質その他 正常 ○ 3．5mε×6 9，000 〃

パソ・トロール 〃 異常 ○ 〃 9，000 〃

プリファー1 血液ガス分析 アシドーシス ○ 30アンプル 30，000 〃

〃　　　II 〃 ノーマル ○ 〃 30，000 〃
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国際試薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

プリファーIII 血液ガス分析 アルカローシス ○ 30アンプル 30，000 製造：国際試薬（販売：国際試
薬，ミドリ＋字）

ディフトロール7（3濃度） 血球計算全般 3濃度 ○
（正）5mε×2・（高）5mε×2

（低）5mε×2 35，000 〃　　　　　　　血球製品

ビリトロール Bil 異常 ○ 2㎡（乾燥）×6 6，000 ”

リピトロール 脂質 〃 ○ 〃 20，000 〃

TZトロール TTT，　ZTT 〃 ○ 3㎡（乾燥）×6 7，000 〃

セラトロール 血清検査用 正常および異常 ○ （正）1mε分×5
（異）1mε分×5 30，000 〃

グリコHbコントロール グリコヘモグロビン 〃 ○ （正）6mg×4
（異）6mg×4 16，000 〃

三光純薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

EXA　normal 酵素，脂質，電解質，蛋白含む40種以上 正常 ○ 5me×6 8，500

〃　abnormal 〃 異常 ○ 〃 〃

〃　CK／LD CKアイソザイム，　LDアイソザイム ○ 1【嘘×4 15，000

〃　ligand RIA，　EIA　30種以上 3レベル ○ （5㎡用×4）×3 40，000

〃　urine　I 電解質，ホルモン含む40種以上 正常 ○ 25m£用×6 19，500

〃　urine　II 〃 異常 ○ 〃 〃

〃　TDM　I 抗てんかん剤 2レベル ○ （10㎡用×4）×2 36，000

〃　TDM　II 循環器官用剤 〃 ○ （5㎡用×4）×2 24，800

〃　TDM　III Toxicology 〃 ○ （10酩用×4）×2 36，000

〃　GHb ヘモグロビン，グリコヘモグロビン 〃 ○ （1m尼用×3）×2 21，000

〃　renin レニン，アルドステロン 〃 ○ （3㎡用×4）×2 32，000

〃　spinal クロライド，グルコース，蛋白 ○ 3m£用×4 14，000

〃　lipid 脂質 異常 ○ 5mε用×6 23，000

〃　bilirubin ビリルビン 〃 ○ 3mC用×6 9，600

〃　IM　1 免疫血清蛋白 正常 ○ 1皿ε用×4 12，000

〃　IM　2 〃 異常 ○ 1mε用×4 16，000
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三光純薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　格
（円）

備　　　　　　　考

EXA　Strain 薬剤感受性試験用標準菌株 20デスク×4 12，000

〃　Liquid　normal 酵素，脂質，電解質，蛋白含む40種以上 正常 ○ 1mε×1∞ 31，000

”　Liquid　abnormal 〃 異常 ○ 〃 〃

シノテスト商事（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m2）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

OMEGAコントロール血清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分，他 正常 ○ 5mε×10 16，000

OMEGAコントロール血清II 〃 異常 ○ 5m£×10 16，000

OMEGA高ビリルビンコントロール血清 T－BiL，　D－BiL 異常 ○ 2ロ戊×10 16，000

OMEGAリピッドフラクションコントロール血清 脂質，アポ蛋白 正常 ○ 3m£×5 20，000 （予約注文品）

OMEGAリガンドコントロール血清 ガン蛋白，ホルモン，神経伝達物質，薬物 低異常，正常，高異常 ○ 5m£×6 24，000

OMEGA凝固コントロール血漿 PT，　APTT，　Fg 正常，中異常，高異常 × 各1m尼×10 10，000
（16，000） 高異常のみ予約注文品

Q－PAKコントロール血清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分，他 正常 ○ 5mε×6 7，600

Q－PAKコントロール血清II 〃 異常 ○ 5m£×6 7，600

Q－PAK自動分析用標準血清 〃 〃 ○ 50mε×10 55，000

（株）常光

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（me）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

分画トロール「常光」“ノーマル” 電気泳動用コントロール血清 正常 ○ 0．5mC×10 18，000 1本約1週間使用可能

分画トロール「常光」“アブノーマル” 〃 異常 ○ 0．5mε×10 18，000 1本約1週間使用可能

生化学工業（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

グリコヘモグロビンコントロール「ファーストヘモグロビンコントロール」

グリコヘモグロビン
Normal　Range
Intermediate　Range
Elevated　Range

0．5mε 5，000 ISOLAB社製
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生化学工業（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目　　　　　　　　　　　　　．
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

グリク・アフィンGHbコントロール グリコヘモグロビン
Normal　Range
Intermedi飢e　Range
Elevated　Range

○ 1．0【㎡ 5，600

エンドトキシン検出（プレゲル）「プラスコントロール（エンドトキシン）」

エンドトキシン ○ 3アンプル 2，000

エンドトキシン検出（プレゲルS）「LPSコントロール」

〃 ○ 〃 3，000

エンドトキシン検出（トキンカラーンステム）「Et－1セット」

〃 ○ バイアル 3，000

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

「Et－2セット」
〃 ○ 〃 3，000

（株）セロテック

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　格
（円）

備　　　　　　　考

「セロテック」コントロール3N 酵素，脂質，糖他 正常 ○ 3m£用×20 10，000

「セロテック」コントロール3E 〃 異常 ○ 3mε用×20 16，000

（株）ダイアヤトロン

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

セラケムノーマルコントロール血清 酵素，脂質，電解質，他23項目 正常 ○ 5m尼用×12 18，000 米国：フィッシャー社製

セラケムアプノーマルコントロール血清 〃 異常 ○ 〃 〃 〃

血液ガスコントロール
マルチパックabc

pH，　Pco2，　Po2 正常・異常 ○ 2mε×30 29，000 米国：IL社製

血液ガスコントロール
ノーマルabc

〃 正常 ○ 2m尼×50 49，000 〃

血液ガスコントロール
アルカローシスabc

〃 異常 ○ 〃 〃 〃

血液ガスコントロール
アシドーシスabc

〃 異常 ○ 〃 〃 〃

第一化学薬品（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　考

セロノルム⑪ 電解質，無機質，酵素，蛋白質，窒素
脂質，他

正常 ○ 5m尼用×5

セロノルム⑪・リピット 脂質 異常 ○ 3m£用×6 脂質分析管理用



98

第一化学薬品（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

パソノルム⑧L 電解質，無機質，酵素，蛋白質，窒素，
脂質，他

異常 ○ 5mε用×5

パソノルム⑪H 〃 〃 ○ 〃

オートノルム⑧ ” × 10m£用×6
40mε用×10 自動分析基線管理用

セロノルム⑯・ファルマカAED（治療域） 正常 ○ 5m£用×10 薬物血中濃度測定管理用

〃　　　　”　　〃　　（中毒域） 〃 異常 ○ 〃 〃

セロノルム⑧・ファルマカCAD（治療域）
ジゴキシン，　ジソピラミド．リドカイン，プロカインアミド，キニジン，テオフィリン，プロプラノロール

正常 ○ 〃 〃

〃　　　　”　　〃　　（中毒域） 〃 異常 ○ 〃 〃

セロノルム⑪・エンザイム
GOT，　GPT，　rAMY，　CPK，　GLDH，γ一GTP，
α一HBDH，　LAP，　LDH，　ACP，　ALP，　CHE ○ 31n2用×6 酵素活性測定管理用

デンカ生研（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

コントロール血清生研 生化学検査全般 異常 ○ 3mε×10 8，400

キューセラ生研N 〃 正常 × 15【認×5 6，700

キューセラ生研AN 〃 異常 × 15【酩×5 13，500

（株）日科機

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（酩）

価　　格

（円）
備　　　　　　　考

4CIQAPパック WBC・RBC・Hb・Ht
MCV・MCH・MCHC

低異常・正常・高異常 ○ 各6㎡×12 50，000

4Cプラス6m£IQAPパック WBC・RBC・PLT・Hb・Ht・MCV・MCH
MCHC・RDW・MPV・LYMPH

〃 ○ 〃 58，000

4Cプラス2m£IQAPパック WBC・RBC・PLT・Hb・Ht・MCV・MCH
MCHC・RDW・MPV・IyMPH・MONO・GRAN

〃 ○ 各2㎡×12 30，000

4CプラスSP－VI　IQAPパック 〃 〃 ○ 各6m尼×12 30，000

4Cプラストライパック3m£ 〃 〃 ○ 各3㎡×12 23，000

CBC－8　ノーマル WBC・RBC・Hb・HいMCV
MCH・MCHC・PLT

正常 ○ 2m£×3 8，400

CBC－8アブノーマルHIGH 〃 高異常 ○ 〃 8，400

CBC－8アブノーマルLOW 〃 低異常 ○ 〃 8，400
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（株）日科機

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

CTC－3 PRP血小板値
全血血小板値

低域・異常低域・正常 ○ 各1mも×6 14，000

S－CAL WBC・RBC・Hb・Ht・MCV
MCHC・PLT

正常 ○ 6m尼×2 24，000

日水製薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

コンセーラ 酵素，脂質，電解質他33項目 正常 × 3m£×25
15mε×15

8，400
2L800

コンセーラA 〃 異常 × 3mε×25
15m尼×15

lO，600
27，500

スイトロールN 酵素，脂質，電解質他47項目 正常 ○ 5m尼×6
5m尼×20

6，000
18，000

スィートロールA 〃 異常 ○ 5皿μ×6
5m尼×2〔｝

9，000
27，000

ツインーコンセーラ 酵素，脂質，電解質他38項目 正常，異常 × 5m2×20 14，000

イムノーコンセーラL 血清タンパク他13項目 低値 ○ 2m£X6 18，000

イムノーコンセーラH 〃 高値 ○ 2mC×6 24，000

（株）ニプロ

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

ニプロメイト　1 TP・Glu・BUN・UA・CRTN・Na・K・CいCa
Fe・IP・Mg・GOT・GPT・ALP・AMY’LAP
Tcho・TG・LDIl

低値域 × 5m£×6

〃　　　　II 〃 正常値域 × 5m£×6

〃　　　　Ill 〃 高値域 × 5mL×6

〃　Bil　I ビリルビン 低値 × 5m£×6

〃　Bil　II 〃 正常値 × 5m£×6

〃　Bil　III 〃 高値 × 5m£×6
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日本商事（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

ネスコールーX 脂質，酵素，電解質，糖質，その他 1E常 × 3mε×20
15mゼ×10

5，900
13，000

製造：化字及び血扁療法研究所

、

不スコールーXA 〃 異常 × 3m尼×20
15m£×10

12，000
27，000

〃

セラクリアーN 〃 正常 ○ 3mψ×10 9，500 〃

セラクリアーNA 〃 異常 ○ 3mψ×10 9，500 〃

セラクリアーE 酵素 異常 ○ 3m乏×10 10，500 〃

セラクリアーLP 脂質 異常 ○ 3m£×5 9，300 〃

ヘモグロビンコントロール ヘモグロビン 正常 ○ 0．5mψ×6 3，700 〃

ビリルビンスタンダード20 ビリルビン 異常 ○ 2mε×5 16，000 〃

HbA1コントロール・ノーマル グリコヘモグロビン（電気泳動用〉 正常 ○ 0．1mセ×4 36，000 製造：コーニング

IlbA、コントロール・アブノーマル 〃 異常 ○ 0．1m¢×4 36，000 〃

ユニアラズマトロールノーマル 血液凝固能測定用管理用』IL漿 正常 ○ 1mε×8 8，500 製造：ビオメリュー社〔フラン刀

ユニプラズマトロールアブノーマル 〃 異常 ○ 1mρ×8 12，000 〃

ブラズマトロールCノーマル 〃 正常 ○ 0．5mμ×8 7，000 〃

ブラズマトロールCアブノーマル 〃 異常 ○ 0．5m～×8 9，000 〃

カリプラズマ 〃 正常 ○ 1m£×8 10，000 〃

日本テクニコン（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

Q－PAKコントロール］血清1 生化学検査全般 正常 ○ 5m£×6 7，600

〃　　　〃　　　　　　　II 〃 異常 ○ 〃 7，600

〃　ボバインコントロールレベル1 〃 正常 × 10m£×40 74，000

〃　　　〃　　　　　　　　　　　II 〃 異常 × 〃 74，000

OMEGAコントロール1血清レベル1 〃 正常 ○ 5m£×10 16，000

〃　　　　〃　　　　　　　　　　　II 〃 異常 ○ 〃 16，000

’・　　高ビリルビンコントロール血清 総，直接ビリルビン 〃 ○ 2mも×10 16，000

〃　　　リピッドフラクションコントロール血拍 脂質検査 正常 ○ 3mμ×5 20，000
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日本テクニコン（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　格
（円）

備　　　　　　　考

UR－SURE尿化学コントロール1 尿検査全般 正常 ○ 25m尼×3 10，000

〃　　　　　〃　　　　　　　　II 〃 異常 ○ 〃 10，000

OMEGAリガンドコントロール血清II皿 RIA，　EIA全般 低，中，高 ○ 5m尼×6 24，000

イムノロジーコントロール血清 IgG，　IgA，　IgM他 正常 ○ 0．5m尼×3 9，000

脳脊髄液コントロール 蛋白分画，グルコース他 〃 ○ 5【酩×1 12，000

日本バイオ・ラッドラボラトリーズ（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（Ox）
包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

ライフォチェック
TDMコントロール血清1，　II，　Ill 抗てんかん剤，抗生物質，循環器剤他 治療域以下拍療域中毒 ○ （5m尼×4）×3 25，000 HPLC，　EIA，　Gc測定値表示

ライフォチェック
ドラッグフリー（薬物不含）血清 薬物濃度管理用陰性コントロール 10m尼×10 38，000 57項目の薬剤を検出せず

ライフォチェック
生化学コントロール血清1 タンパク質，電解質，酵素，脂質他 正常 × 10m£×50 43，000 血液ガス（total－CO2）測定可能

ライフォチェック
生化学コントロール血清II

〃 異常 × 〃 43，000 〃

ライフォチェック
生化学コントロール血清1

〃 正常 ○ 5m尼×12 12，500 表示値付き

ライフォチェック
生化学コントロール血清II

〃 異常 ○ 〃 12，500 表示値付き

ライフォチェック
貧血症（アネシア）コントロール血清 フェリチン，葉酸，血清鉄他 低値 ○ 3m尼×6 15，640 貧血症検査専用

ライフォチェノク
イムノアッセイコントロール血清1 腫瘍マーカー，ホルモン，薬物他 低値 ○ 5m尼×12 30，000

ラィフォチェック
イムノアッセイコントロール血清II

〃 中間値 ○ 〃 30，000

ライフォチェック
イムノアッセイコントロール血清III

〃 高値 ○ 〃 30，000

ライフォチェック
サイクロスポリン葉酸全血コントロール サイクロスポリン，葉酸 ○ 2mε×6 7，800

ライフォチェック
グリケーテッドヘモグロビンコントロール1，II， ヘモグロビンA1，ヘモグロビンAlc 正常，異常 ○ （0．5m£×3）×2 35，000 HPLC，ミニカラム表示，販売三光純薬

ライフォチェック
定量用尿コントロール1 物理化学，一般生化学，内分泌 正常 ○ 25m尼×10 20，100

ライフォチェック
定量用尿ゴントロールII

〃 異常 ○ 〃 20，100

ライフォチェック
髄液コントロール

塩素イオン，Glu，　Na，電気泳動像 ○ 3m尼×6 20，100 ヒト脳脊髄液

ライフォチェック
試験紙尿コントロール1，II

Bil，　Glu，ケトン体，　TP他 1陰性，II陽性 ○ （10m尼×5）×2 10，500

ライフォチェック
血液ガスコントロール1

pO2，　pCO2，　pH アシドーシス ○ 1．7mε×50 20，000

ライフォチェック
血液ガスコントロールII

〃 ノーマル ○ 〃
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日本バイオ・ラッドラボラトリーズ（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（mε）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

ライフォチェック
血液ガスコントロールm

pO2，　pCO2，　pH アルカローシス ○ 1．7m£×50 20，000

リクイチェック
免疫血清コントロール1，II 補体，抗体他 正常，異常 ○ 1m£×6×2 25，000

日本モニター（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

クオリファイ　1 電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 10m£×6 17，400

クオリファイ　II 〃 異常 ○ 10mも×6 17，400

（株）ヘレナ研究所

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m2）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　　考

ケムトロ…ル 血清蛋白分画 正常 ○ 2m∬×10 15，000

〃 〃 異常 ○ 〃 15，000

ALPアイソエンザイムコントロール ALPアイソザイム II、　V型 ○ 1m尼 17，000

CK／LDアイソザイムコントロール CPK，　LDHアイソザイム ○ 2m£×5 17，500

LDHアイソザイムコントロール LDHアイソザイム 異常 ○ 各1酩 15，200 心筋形，肝臓形

リボトロール リボ蛋白分画 正常 ○ 1m£×5 13，500

HDLコレステロールコントロール HDLコレステロール分画 正常 ○ 1m£×5 14，000

ベックマン（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

デシジョンレベルー1 電解質，酵素，一般化学物質，脂質 異常（低濃度） ○ 20m£×4 31，000 液状

〃　　　　レベルー2 〃 正常 ○ 〃 31，000 〃

〃　　　　レベルー3 〃 異常（高濃度） ○ 〃 31，000 〃

〃　　　マルチパック 〃 正常・異常 ○ 20m£×6 45，000 〃（レベルー1，2，3各2本ずっ）
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ベックマン（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

IDゾーン完ア生マ，． 血清分画 正常・異常 ○ 21n尼×6

　〃
44，000
44，000 液状

アルティメイトC4 Bi1標準液 正常 ○ 2mも×10 20，000 〃

〃　　　　　C8 〃 〃 ○ 〃 20，000 〃

〃　　　　　C20 〃 異常 ○ 〃 20，000 〃

〃　　－Dごミ；ご：； Bilコントロール 正常 ○ 3m£×10
　〃

39，000
39，000

〃

　　　　　　　レベルー3〃　　　　　　　レベルー4
〃 異常 ○ 3m疋×10

　〃
39，000
39，000

〃

血漿蛋白コントロール1 IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　HPT，　TRF他 正常 ○ 1mε×6 45，000 〃

〃　　　　　　　　　　II AAr，　CER，　PFB 〃 ○ 〃 45，000 〃

RFコントロール RF 異常 ○ 〃 45，000 〃

CRPコントロール CRP 〃 ○ 〃 45，000 〃

薬物コントロール PHY，　PHE，　PRI，　THM，　GEN，　TOB 正常・異常 ○ 1m£×3 28，000 〃

ベーリンガー・マンハイム山之内（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

ブレチノルム⑯UBS 酵素，基質，脂質，電解質，タンパク質 正常 ○ 5mも×20

プレチパス⑪UBS 〃 異常 ○ 5m£×20

プレチノルム⑪L 脂質各種 正常 ○ 3m£×4

（株）ミズホメディー

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

ケムトラックレベル1 酵素，脂質，電解質他 正常 × 15m£×10 液状コントロール

ケムトラックレベル3 〃 異常 × 15m£×10 〃

ビリルビンコントロールレベル2 ビリルビン（T－BIL，　D－BIL） 異常 ○ 5mC×6 〃

ビリルビンコントロールレベル3 〃 高異常 ○ 5m尼×6 〃
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商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目

　種　　　類
（正常・異常の別）

　分析値表示
未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

コントロール血清1ワコー 酵素、脂質，無機物他 正常 ○ 5m£用×10

コントロール」血清IIワコー 〃 異常 ○ 5酩用×10

グリコヘモグロビンコントロール グリコヘモグロビン 正常，異常各1 ○ 1パ：ノク Pierce社製

LYPHOCHEK－IA ホルモン，癌マーカー，薬剤等 レベル1，　II，　III
各2

○ 5mL用×6 Bio－Rad社製



　　　　競　　鰯≧潮慾　　　 mat　終ム㌶鷲

　　　　　　　　　　難隷

バ熱轟購騨
　　　　　　　　　　　　驚⇒
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108 アスカ純薬株式会社
〒101東京都千代田区神田須田町2－4 TELO3－254－0575

　当社は，昭和46年創業以来，臨床検査薬の輸入，製造及び販売を実施し

てまいりました。特に，当社の主力製品であるAPI社（フランス）製造の

細菌同定キット（アピ20，アピ20NE，等）は，国内外の官公立病院，大学

病院及び研究室等で広く愛用され，その優秀性は高く評価されております。

また，昭和59年からシグマ社（アメリカ）製造の体外診断用医薬品等の販

売を行なっております。当社は今後共，細菌検査，生化学検査及び，血液

検査等における自動化に対応すべく最善の努力をいたす所存であります。

〔営業品目〕

〈細菌同定用キット〉

・ 腸内細菌同定用
・ 非発酵菌および類似菌同定用

・ レンサ球菌同定用

・ 病原酵母同定用

・ 嫌気性菌迅速同定用

・ ブドウ球菌同定用

・ その他，研究用

く輸送用培地付綿棒〉

　トランスワブ，

〈検体採取用綿棒〉

　プレンスワブ

〈体外診断用医薬品〉

API社（フランス）

アピ20

アピ20NE
アピストレップ20

アピCオクサノグラム

アニデント

アピスタフ

50CH，アピザイム等

　　　MWE社（イギリス）

トランスワブENT，トランスワブネーザル

　　　MWE社（イギリス）

　　　　　　　　　　シグマ社（アメリカ）

5’－ND，酸ホスファターゼ，　GOT，　GPT，アルドラーゼ，

SDH，γ一GT，アンモニア

シュウ酸，

自動細菌検査装置

一 ATBシステムー

　API社（フランス）で開発された自動細菌検査装置一ATBシステムー

は，臨床分離菌の13～14薬剤に対する薬剤感愛性検査ならびに32種類の基

質（炭水化物14種，有機酸14種，アミノ酸4種）に対する利用能（アシュ

ミレーションテスト）の結果から発酵，非発酵を問わず，グラム陰性桿菌

の同定を行ないます。

機器構成；

試　薬；

ATB1550
ATB1510
ATB1530
ATB1560

デンシトメーター（濁度計）

リーダー（自動読み取り機）

アナライザー（解析機）

プリンター

感受性テスト（J）G＋－ATBシステムー（グラム陽性菌用）

感受性テスト（J）G－－ATBシステムー（グラム陰性菌用）

感受性テスト（J）UR－ATBシヌ、テムー（尿路感染菌用）

グラム陰性桿菌同定用32GN－ATBシステムー

追加テスト用薬剤

その他，同定用試薬は現在フランスにて開発中です。



▲A難芦るZ三㍍7
〒102東京都千代田区飯田橋4－8－7　　TELO3－265　4261

　　　弊社は，昭和26年，閉鎖循環式麻酔器の導入により設立され，以来諸外

　　国の、最新医療，科学技術の導入に努めてまいりました。例えば，オート

　　ア＋ラィサー，液体シンチレーション，教育用原子炉，人工透析装置，人

　　工呼吸装置，等であります。これら一連の製品群により，我国の医療，科

　　学技術に，福音をもたらしたと自負する次第であります。更に，この様な

　　最新技術ばかりでなく，それらの製品の供給方法についても，代理店の皆

　　様の御協力により，全国津々浦々迄供給できる様，新しい供給サービス体

　　制を作りヒげて来ました。弊社は今後共，よりよい製品で，より最高の技

　　術を持った製品を，最高の供給システムで，皆様のもとに，御紹介して行

　　く所存でございます。

　　〔営業品目〕

　　①　各種人工透析装置，人工心肺装置，［血液成分分離装置，血液洗浄処理

　　　装置，関連消耗品，モニタリングシステム，　ltu圧トランスジューサー，他

　　②各種人工呼吸器，麻酔器，関連消耗品，ネブライザー，高圧酸素室，

　　　各種吸気ガスモニター，酸素濃度計，NICU監視装置，蘇生器，インキ

　　　ュベーター，SaO2モニター

　　③簡易型生化学分析装置，血液ガス分析装置，電解質分析装置，関連消

　　　耗品，在宅医療関連装置群，笑気ガス，血圧計，炭酸ガス吸収剤，エア

　　　ーマ・ト，ラボ用洗剤，消臭剤

　　④電気メス並びに関連消耗品，各種カテーテル群，凍結手術装置，レー

　　　ザーメス，泌尿器科関連商品，

　　⑤循環器機能測定装置，肺機能測定装置，心臓カテーテル検査装置，他

　　⑥　線量計，放射線管理システム，CT，ガンマーカメラ，液体シンチレー

　　　ション，各種ファントム，放射線治療装置

　　⑦全自動洗浄装置，コンセントレーター，電気泳動装置，HPLC

　　⑧　ポロシメーター，表面積測定装置，元素分析計，溶存酸素計分析用分

　　　解ルツボ，粘度計，⑨自動細菌検査装置並び関連消耗品。

109　⑩　医療用ガス配管システム及び工事

自動細菌検査装置

バイテック

　バイテックシステムは，米国マクダネル・ダグラス杜バイオサイエンス

研究所のグループが，NASAに提案した細菌検出器を基に臨床用に改良を

加え，機能性，操作性，迅速性に極めて優れた画期的自動化装置です。従

来の単調な繰り返し作業と熟練度を要求される解析作業を著しく減少させ，

フログラム制御による操作で，読み取り，判定，転記までの誤りを最少に

し，確度の高い結果を迅速に提供する事が可能です。

　実際の検査にあたっては，超微量の各種乾燥培地及び試薬，又は薬剤を

封入した30個のウェルをもつプラスチック製カードを用います。一定の濃

度に調整された菌液を装置にて自動接種後，培養，読み取り，判定，記録

か全て自動的に行なわれますc、検査項目は，グラム陰性菌同定，グラム陽

性菌同定，尿中細菌の同定，定量，イースト菌同定，バチラス属同定，嫌

気性菌同定，ナイセリア／ヘモフィルス菌同定，各種感受性検査と多項目

の検査か可能です。

　施設の規模に応じて，Model　Jr（30検体用），60，120，240，と機種を揃

えております。
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lIO 圃アロカ株式会社
〒181東京都三鷹市牟礼6－22－l　　　　TELO422－45－5111

　社会環境の変化とともに，現代医療の役割はいちだんと重要性を増して

きています。そして21世紀に向けて，さらに新たな医療が求められていま

す。こうした時代を背景に，アロカは医療機器を通じて医療の高度化と多

様化するニーズに応えてまいりました。

　画像診断の主流としてますます検査領域が拡大している超音波診断装置

のほか，検体検査装置，核医学装置，放射線測定装置及び治療・手術装置

など，高性能化と信頼性の向上を徹底的に追求したアロカの製品群は，国

内はもとより海外でも高い評価をうけています。検体検査装置の自動化に

おいては，高度なメカトロニクスを駆使した分注ステーションや，RIA，

EIA検査装置など，高精度を誇る製品がいま注目をあびております。

〔営業品目〕

　○超音波診断装置

　○検体検査装置

　○核医学装置

　○放射線測定装置

　○治療，手術装置その他

全自動ElA装置
AEC－3000
　この装置は300本の検体が一度にセットでき，EIA処理に必要な血清サ

ンプリング，試薬分注，ビーズ投入，インキュベーション，ビーズ洗浄（B／

F分離），吸光度測定，更にデータ処理機能まで一台に集約，ビーズを固相

とした1ステップ及び2ステップサンドイッチ法EIAの反応処理から測

定・データ処理までを全自動で行います。

　検体間キャリーオーバレスを可能にするディスポーザブルチップ方式の

血清サンプリングはもとより，試薬（反応停止液を除く）の分注にもサン

プリング分注方式を採用，試薬を無駄なく使用し配管のコンタミネーショ

ンも同時にシャットアウト，また吸光度測定もチューブ測光で行うなど，

徹底したキャリーオーバレス，コンタミネーションレスを実現しました。

　処理工程は正確な時間管理のもとに全自動で行い，用手法では困難な短

時間の反応にも対応でき，高感度のアッセイと省力化を同時に実現しまし

た。



囚医轄院器械株式会社
〒166　東京都杉並区高円寺北2－2－1（巳善ビル）TELO3－339－5511

lll

　昭和37年に㈱医学書院器械部より分離独立し，医学書院器械㈱を設立し

ました。臨床検査の分野も今日までその進歩は急速であり，当社におきま

してもより正確なデータを提供する為の機器・器具の開発をしてまいりま

した。近年成人病として問題視されている疾患の中で，血小板機能検査用

として「血小板粘着能測定装置」を発売，臨床医の研究用・臨床検査部門

のルーティンにも加わり診断・治療指針の客観データを提供しております。

今後も医学の進歩に有効なデータを得られる為の商品開発に研究・営業部

門共に努力致します。

〔営業品目〕

臨床検査機器

検査機材

蜥粘着能測定装置 ｛議嚇：管

黄疸指数計・ポータプルミキサー

マイクロピペット・分注ポンプ・血餅収縮力測定管

検体冷凍保存用ストックボックス・文献整理箱

〈旨考1竺雲＿ズ法：改良法〉

血小板粘着能測定装置
観［購確鑑羅竃管］発売

　血小板粘着能検査は，止血機構の解明，出血傾向ないし血栓傾向の診断

や治療に重要な意義があります。本法はガラスビーズカラムを通して血管

より直接採血し，一方ガラスビーズに接触させない採取血双方の血小板数

の比率をもって粘着能の状態を知る新しい方法です。

■特　長

（1）ルーティン検査として手数のかからないディスポ品です。

（2）定時間吸引装置で採血が常に一定条件になりますので再現性が良好で

　す。

（3）ビーズに接触させない対照血もコックの切替えで同時に採取できます。

　　検査点数＝甲70点・乙80点（10＋70）
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　　　ヨ恒　　　ウェルカム・ダイアグノスティックス・

il2　W・Ilc・m・　ジャパン株式会社
　　〒562大阪府箕面市船場東1－13－10　　　TELO727－27－0198

　当社は昭和53年10月，英国ウエルカム・ファウンデーションの100％の

子会社として設立され，英国ウエルカム・ダイアグノスティック部門で開

発された臨床検査薬を輸入販売することを目的としています。

　英国ウエルカム・ダイアグノスティック部門では，各種動物や細菌に対

する抗血清を含み，抗原抗体反応を利用したもの約300種を製造販売して

いますか，その他各種コントロール血清，精度管理プログラムなども販売

しています。

〔営業品目〕

●精度管理プログラム

　臨床化学検査用（1種類）　BCO7

　イムノアッセイ検査用（4種類）　BCO4，08，09，18

●血液検査用試薬

　トロンボウエルコテスト　HA13………FDPの半定量

　FDPキソト‘‘ウエルカム”HA14……FDPの定量

　フィトヘマグルチニン“ウエルカム”HA15，16，17……白血球の分離

●血清検査用試薬

　HBs抗原キッドウエルカム”　VKO1，02，07，08……HBs抗原の検出

　HBs抗原確認キ・ト‘Lウエルカバ　VKO9………HBs抗原の確認

　ミクロゾームキ／ト“ウエルカム”　AD11……ヒト甲状腺マイクロゾーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抗体の検出

　サイログロブリンキッドウエルカム”AD12……ヒトサイログロブリン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抗体の検出

●細菌学的検査用試薬

　スタフォーレックス　ZL30……黄色ぶどう球菌同定

　ウェルコゲン　ストレプBZL20……B群レンサ球菌検出

“ ウエルカム”イムノアッセイ精度管理プログラム

BCO4／08／09／18

　本プログラムは，6ヵ月を1周期としてイムノア・・セイ検査40項目のう

ちから任意の項目について参加できるもので、次のような特長を持ってい

ます。

（1）2週問に1回（計12回）測定データを送付していただく。

（2）送付データの各項目ごとに次のコメントが返送される。

　　全測定方法（全参加施設）のデータに対する結果とコメント。

　　貴施設と同じ測定方法群によるデータに対する結果とコメント。

　　貴施設と同じ測定方法によるデータに対する結果とコメント．

　　貴施設のデータに対するコメント。

　（3）1周期（6ヵ月）終了時に各項目ごとの総括コメントか返送される。

（4）引き続いてご参加いただいた場合，前周期のデータとの比較による粘

　　度管理の経時的な評価を追跡できる。

（5）世界中約2000施設が参加しているので，世界的規模における精度管理

　　か行なえる。

（6）送付いただいた検査データはもとより，返送される解析結果について

　　も完全な秘密が守られる。
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川3

iii　llll株式会社エイアンドテイー

〒191東京都日野市日野320－Il　　　　TELO425－86－3111

株式会社エイアンドティー（A＆TCorp．）は，医療用の分析装置やコ

ンピュータシステムの専業メーカーである株式会社アナリティカル・イン

スツルメンツ（AIC）と，総合化学企業である徳山曹達株式会社とが従来か

らの協力関係を押し進め，Chemistry＋Analyzer＋Conputerという，新し

い企業テーマのもとに開始した合弁事業の中核を担い，お客様との窓口に

なり，販売およびアフターサービスを担当する会社です。

A＆Tは，試薬／分析機／コンピュータのいずれかの専業メーカーや，

いずれかに主力を置くメーカーとは異なり，3分野ともその専門メーカー

であるノウハウをひとつにして，例えば試薬やコンピュータを知り尽くし

た分析装置，試薬や分析置に精通したコンピュータシステム等々，各分野

メーカー間の従来からある隙間をも克服した製品やサービスを提供してま

いります。

〔営業品目〕

・ 全自動グルコース分析装置　　Glucoroder－MK　II

　　　　　　　　　　　　　　　GIucoroder－E　III

・全自動免疫化学分析装置

・簡易免疫比濁システム

・ 全自動電解質分析装置

・ 検査情報処理システム

・診断薬

LA－2000

STAT　IMMUNO　SYSTEM
　　　　クイックターボ

PVA一αII

EA－02

CLINILAN

検査情報ネットワークシステム

⊂UMU＼N
　CLINILANシステムは，最新のローカルエリアネットワーク技術と分

散処理概念によるいちはやい実稼働をはたした検査部門用コンピュータシ

ステムです。

　ミニコン（サーバ）と多数のパソコンを一本の高速ネットワークシステ

ムで接続し，データは集中化しつつ処理の徹底分散化を計った結果，従来

にないパフォーマンスや操作環境さらには拡張等の柔軟性が実現されまし

た。

　都立病院や大学病院さらには中小規模病院での稼働実績をベースに，超

大規模から小規模のシステムまで一貫した設計思想のもとに，より安価に

高パフォーマンスのシステムをご提供いたします。

ホストサーバ

データ保存期間

接続パソコン

オンライン分析機

ネットワーク転送速度

小規模システム

VS－1200

2ヵ月

4～5台
4～5台
4Mbps

大規模システム

　VS－300

　5年以上

　126台／サーバ

　30台以上

　4Mbps



川4 ⑯栄研化学株式会社
〒ll3　東京都文京区本郷1　－33－8　　　TELO3－8　1　3－5401

　昭和14年，当社は株式会社興亜栄養化学研究所として創立，臓器系医薬

品の製造販売を開始しました。昭和21年，社名を日本栄養化学株式会杜と

改称。昭和24年，我が国で初めて粉末培地の工業化に成功し，翌25年には

サルモネラ，シゲラ検査用の“ss寒天培地”の販売を開始し，我が国の公

衆衛生の基盤と臨床検査の発展に大きく寄与しました。昭和44年，創立30

周年を記念して，栄研化学株式会杜と社名を改称し，以来臨床検査薬の総合メ

ー カーとして，細菌検査用培地，生化学検査試薬，自動分析用試薬，免疫

血清検査器機試薬，RIA検査試薬の製造発売を行い，現在，ソルトペーパ

ー t血糖自己測定システムなどの健康産業分野から，体外診断用医薬品の

造影剤ヘキサブリックス320など，広範囲な新商品開発を続けております。

〔営業品目〕

1．ラテックス凝集反応測定装置

　多目的免疫化学分析装置　LA－2000

　　　　免疫化学分析装置　LA－1000

2．LA－2000用LA試薬

　IgG，　IgA，　IgM，　IgD，　CRP，　AFP，β2一マイクログロブリン

　フィプロネクチン，hCG，　hPL，　RF，　C3，　C4，　E3－16G，　E3－16G－2，

　Pd－3G－2，　ASO，　FDP－D，　FDP－E，　AT－III，　Alb，α1一マイクログロブリン

3．LA－1000用EX試薬

　β2一マイクログロブリン，AFP，　CRP，　hPL，　hCG，　E3－16G

4．血糖自己測定装置

　血中ブドウ糖測定用　　　グルコスキャン3，000システム

5．グルコスキャン専用試験紙

　血中ブドウ糖測定用　　　セラペーパー栄研G

6．EMS臨床検査システム

　FACOM　9450　A
7．便潜血用全自動免疫化学分析装置

8．全自動免疫化学分析装置

全自動エンザイムイムノアッセイ装置

AIA－1200
　AIA－1200は，モノクローナル抗体を用いて腫瘍マーカー，ホルモンなど

の体内微量成分を迅速かつ高感度に測定する，画期的な全自動エンザイム

イムノアッセイ装置です。試薬パックの中には，抗体または抗原を固定化

した磁性粘子と，酵素ラベルをした抗体または抗原があらかじめ充填され

ています。検体との混合，反応，B／F分離，さらに蛍光による酵素活性

の測定までの全過程をこの試薬パックの中で行い，いずれの検査項目でも

測定開始から約1時間後にはデータが得られるという極めて迅速な処理を

実現しています。また，栄研メディカルシステムのEMS一臨床検査システ

ムと連動することにより，データ処理の自動化が図れます。

（仕様）

サンプル数．

トレー：

サンプリング量

ディスプレイ：

データ処理：

100サンプル（検査必要量＋200μ似上，1．8m2まで）

20試薬バック／トレー

10　一・　125μ　1，CV値1％以内

赤外線タッチパネル付ELディスプレイ

キャリブレーション，定量計算，ワークシート／報告

書，精度管理，診断プログラム／双方向通信機能



◎ ームース権i器株式会社
〒532　大阪市淀川区三国本町2－12－4 TELO6－396－0501

lI5

　エムエス機器株式会社は，1966年2月19日に設立され，科学機器を広く

手がけています。生化学関連機器を母体に“分離と精製”分野のサイエン

ティストのお手伝いをさせていただき，近年はソフトウェアをバックに，

分析機器を代表する，HPLC（高速液体クロマトグラフィー）及び，その周

辺機器の輸入・販売・アフターサービスを本格的に手掛けています。現在

では，ヨーロ・パ及び北米からの輸入品を中心にマーケティング活動をし

ており，“世界の一流品を提供する技術の専門商社”として，常に明日を見

つめ，多様なニーズに応えています。

〔営業品目〕

〈生化学機器〉

●キルソン高速液体クロマトグラフシステム（送液ポンプ302，圧力モニタ

　ー802C，ダイナミックミキサー811，フラクションコレクター201／202，

　UVディテクター，　UV／VISディテクター，屈折率ディテクター，螢光

　ディテクター，シヌ、テムコントローラーMS－1／MS・AT他）●オートサン

　プルインジェクター231／232－401

●HPLC用カラム　●カラム液体クロマトグラフシステム（送液ポンプ

　MP／HPシリーズ，フラクションコレクター203／FCシリーズ，ディテク

　ター各種）

●電気泳動装置●電気伝導度計●オキシグラフ他

くリキッドハンドリング〉

●ピペソトマン　●マイクロマン　●ダイリューター　●サンプルチェン

　ジャー●EDP他
くラジオアイソトープ関連〉

●ラジオアイソトープHPLCディテクター●TLCアナライザー他
く恒温・冷却器〉

●低温バスサーキュレーター　●大容量循環冷却装置　他

マイクロプレートコーター
自動マイクロプレートハンドリングシステム

AMS－120
　AMS－120マイクロプレートハンドリングシステムは，マイクロプレート

のウェルに抗原をコーティングするなど，非常にコストや労力のかかる手

作業を自動化する装置です。ウォッシャーまたはディスペンサーの2つの

ワークステーションによって，連続的に迅速にマイクロプレートの処理が

行えます。

■特　長

　●マイクロプレートの洗浄・吸引・分注操作が簡単な操作で，高い信頼

　　性と優れた再現性をもって迅速に処理できます。

　●ワークステーションは2台まで装備でき，ウォッシャー2台，ディス

　　ヘンサー2台あるいは，2種の組み合わせが目的に応じて選択できま

　　す。

　●分注過程をモニタリングする安全装置が用意されています。

　●カセットには120枚までのプレートがセットでき，またオートクレープ

　　が可能です。

■仕　様

　寸法：2050（W）×340（D）×450（H）mm重量：47kg



ll6 ㊥徽舗2ルマ
　　　〒101東京都千代田区鍛冶町2－4－5　　　TELO3－256－0911

　㈱ヱルマは，1908年の創業以来，臨床検査機器及び理科学機器の製造及

び輸出入業務を行ってまいりましたが，近年では特に血液検査機器（血小

板凝集・ATP放出量測定装置，凝固阻止・線溶因子測定装置，　TEG測定

装置，その他凝固検査機器，全血血小板計数装置等）を初め，高速液体ク

ロマトグラフ及びその検出器である超高感度示差屈折計，UV検出器，脱気

装置，充填カラム等，独自の技術開発により国内はもとより広く海外に販

売しております。

〔営業品目〕

　〈血液学検査機器〉

　全血血小板計数装置，自動血球計数装置，血小板凝集能及びATP放出量

測定装置，凝固阻止・線溶因子測定装置，スロンボエラストグラム測定装

置，多項目血液凝固測定装置，全血凝固時間測定装置，白血球分類計算器

デジタルHbメーター，多項目自動血球計数器

　く生化学検査機器〉

　全血グルコースアナライザー，胃液酸度計，ICGメーター，ビリルビン

メーター，高速液体クロマトグラフ，脱気装置，充填カラム，その他。

　〈循環器検査機器〉

　デジタル酸素飽和度計，心拍出量測定装置

　〈病理，生理学検査機器，他〉

　滑走式ミクロトーム，回転式ミクロトーム，氷結ミクロトーム，パラフ

ィン伸展器，パラフィン溶融器，電子冷凍装置，生検針セット，各種キモ

グラフィオン。

血小板粘着，凝集過程及び出血時間測定装置

トロンボスタット4000
TS－4000
　本器は，西ドイツ，ミュンヘン大学のM．A．　A．　Kratzer博士と比濁法に

よる血小板凝集計の開発者として有名なイギリスののG．V．　R．　Born博士

により新たに考案された装置です。本装置により一次止血に重要な役割を

果たす血小板の粘着，凝集及び出血時間（量）がパターン認識でき，併せ

て血液粘性も，ワンステップで算出します。

〔測定操作法〕

1．3．8％クエン酸加血液，1m尼を専用試験管に入れ，3～4分37℃に加温

　します。

2．プラスチックセル内の多孔質フィルター上面（フィルターの上面には

　コラーゲンが塗布してあり，中心部には150μ吻φの穴が空いています）

　に10mMolのADP溶液と稀薄CaCl2を各20μe注入して放置します。
　（切れた血管の損傷部分に代用）

3．プラスチックセルを試料カップの上側にセットし，一定吸引圧にて試

　料を吸引させデータはマイコンにて解析しプリントアウトします。

噸　　　　彦



E＊rt－－y・Ni’ア恢玩ツグ漏ズua会社

〒105　東京都港区芝公園3－1－38秀和芝公園3丁目ピル　　　TELO3－438－2944

　　　オーソ・ダイアグノスティック・システムズ㈱は，米国ジョンソン・エ

　　ンド・ジョンソン社の診断薬，検査機器部門の日本法人として，1981年に

　　設立され，輸血検査用，血液凝固検査用，各種感染症診断試薬およびコン

　　トロール血清類の輸入販売業務を行ってまいりました。オーソミューンモ

　　ノクローナル抗体は，リンパ球表面マーカーの解析，自己免疫疾患の診断

　　に用いられている有用な試薬であり，これらモノクローナル抗体を用いて

　　の解析のための最新鋭フローサイトメトリー装置「オーソ　サイトロン」

　　を新たに開発し，フローサイトメトリー技術を臨床検査室でのルーチン検

　　査として取り上げていただくようになりました。今後は，これらの新技術

　　を用いての難解な疾病の解明，臨床応用が期待されます。

　　〔営業品目〕

　　○輸血検査用試薬・機器

　　　　　　各種血液型判定用血清，血球試薬，クームス試験用試薬，他

　　　　　　オーソ　CF－III（輸血検査用遠心機）

　　○血液凝固検査用試薬・機器

　　　　　　オーソブレーントロンボプラスチン，他

　　　　　　コアグラフ16－S（自動血液凝固測定装置）

　　○コントロール血清　 オーソノーマルコントロール血清，他

　　○モノクローナル抗体　　オーソミューン　OKシリーズ

　　○クリニカル・フローサイトメトリー・システム

　　　　　　オーソ　サイトロン（細胞自動解析装置）

　　　　　　フローサイトメーター専用螢光粒子

　　○血球計数装置　　 OCD－9，他

　　○クラミジア，ウイルス関連試薬・機器

　　　　　　カルチャーセット，FA，　ELISAテスト

　　　　　　リーダー　ETY－III，マイクロウェル　ウォッシャー

　　○組織染色用試薬　　　　イムノスティニング　システム

117　0抗核抗体検出用試薬　　オーソ　ANA（IFA）キット

細胞自動解析装置

オーソサイトロン

　オーソ　サイトロンは，フローサイトメトリー法に従って細胞の特性を

測定し，自動的に分類します。オーソ　サイトロンでは，オーソ独自のフ

ローセル機構を採用することにより，小型の空冷レーザーでも従来の機器

と同様の感度を実現しました。また，光学測定部とデータ解析部を1体化

することにより，サイズをコンパクトにまとめました。　　各モジュール

は個別にマイクロコンピュータで自動的に制御されているため，オペレー

タの介在を必要とせず，さらに，測定中に動作をモニターして異常があれ

ば直ちに測定を中止してアラームで警告するとともに異常箇所を表示しま

す。操作は日本語表示によるメニュー選択方式を採用しているため，なじ

み易く誰でも操作できます。標準のシリアルインターフェイスRS－232C

を装備し，センターコンピュータへのオンラインも可能です。

　モノクローナル抗体オーソミューンで処理することにより，リンパ球サ

ブセット検査に応用できる他に，穎粒球機能検査，リンパ球幼若化検査，

Ifll．小板抗体などの自己抗体の検出などにも応用できます。ルーチン検査用

と研究用のプログラムがあり，免疫学，薬学，細胞工学を始めとする広い

分野で応用できる汎用性をもっています。

亭｛民聯■題穴

一、，　罰■i
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川8
聞小顕品撲株式会社
〒541大阪市東区道修町2－14　TEL・06－222－5551

　小野薬品は，1717年（享保2年）に薬種問屋“伏見屋”として創業，九代

目社長小野雄造によって昭和23年，小野薬品工業株式会社と改称し，現在

に至るまで270年以上に亘って薬ひとすじに歩んできました。創業時より常

に独創的な医薬品を提供するとともに，人類の健康に寄与してきた自信は，

現在にも受け継がれています。そして世界最古の薬品会社として，また伝

統ある企業として，その長い歴史の上に一層大きな花を咲かせるべく，鋭

意努力しています。又，1958年以来製薬企業としては他社に先駆けて診断

用試薬の輸入販売を開始しました。

　国際化時代を迎え，プロスタグランジンを始め多くのオリジナル製品が

世界各国に紹介され，人々の健康に役立っています。

〔営業品目〕

1．臨床検査薬

　1．生化学検査用試薬　ウリカラー・エース，リピドス・エース，コレ

　　　スカラー・エース，ウルトレートシリーズ，ダイヤカラーシリーズ

　2．血清免疫用試薬　　イムノボールCEA，　AFP，　IRI，　IgEフユリチ

　　　ン，薬物濃度測定TDAシリーズ

　3．血液学検査用試薬　PT・APTT・Fib用試薬，欠乏血漿他

　4．一般検査用試薬　　工一ムス製品

　5．精度管理用試薬　　アシュアー，ブラッドガスコントロール

II．臨床検査機器

　1．生化学検査用

　2．一般検査用

　3．血糖検査用

　4．病理検査用

　5．血液凝固検査用

III．臨床検査用機材

　1．

　　　トシリーズ　4．

セラライザー

クリニック10・200，クリニラブ

グルコスター，グルコスターM

ミクロトーム・クリオスタット

COAG・A・MATE　X2，　XC

セラピッツシリーズ　2．スポメートシリーズ　3．キャリーメー

　　　　　　　　オノデルコ5．オノ真空採血管シリーズ他

酸性フォスファターゼ測定試薬

タイヤカラー・ACP（酵素比色法）

　酸性フォスファターゼ測定時，自動化が困難でしたが，今度，東洋紡績，

小野薬品に於て自動化出来る試薬「ダイヤカラー・ACP」を発売致すこと

になりました。基質に2，6一ジクロロー4一ニトロフェニルリン酸（DCNP－

P）を用い，酸性域で高感度を有し，且つレートアッセイが可能です。停止

液を用いる事により，用手法でも測定出来ます。又，前立腺酸性フォスフ

ァターゼ阻害用試薬を用いる事により，PAPも測定出来ます。

　特　長

1．基質にDCNP－Pを用いており，高感度に測定出来ます。

2．自動化が可能です。

3．用手法でも測定出来ます。

4．検体ブランク測定が不要です。

5．試薬調製後2～10℃保存で2週間使用出来ます。



OLYMPUS　オリ71tス光学工業株式会社
〒163－91東京都新宿区西新宿1－22－2新宿サンエービル　　TELO3－340－2184

自動分析装置

AU510
　オリンパスは昭和43年5月，内視鏡や顕微鏡で培った超精密技術や光学

技術をべ一スに自動分析装置ACAを開発。以来血清蛋白の電気泳動を完

全自動化したAES，生化学の多項目，多検体処理を実現したACA6000な

どを次々に発売し，日本赤十字社や，国内各地の病院検査センターをはじ

め，世界25ヶ国で高い評価をいただいてまいりました。そして現在では最

新の撮像素子SIT，レーザカード，光磁気ディスクなど，話題のエレクト

ロニクス製品からエイズ抗体検査試薬などバイオテクノロジー分野まで幅

広くとりくんでいます。

〔営業品目〕

　生物顕微鏡，金属顕微鏡，特殊顕微鏡，医療器械，自動分析装置，医療

用内視鏡工業内内視鏡，35mm　1眼レフカメラ，コンバクトカメラ，マイ

クロカセットテープレコーダ

　オリンパスの最新技術を結集させて登場した多項目，高速処理機

AU510。コンタミネーションのないディスポーザブルキュベットが免疫項

目分析までも高信頼のデータをお約束します。

　シングルマルチのランダムアクセス機として，ワイドでパワフルな分析

能力を発揮します。しかもラボラトリーコンピュータ並の優れたデータ処

理機能がスムーズで正確な診断をバックアップ，病院で，検査センターで

確かな検査業務を実現します。

●生化学一般・薬物・ホルモン・免疫・補体・電解質など幅広い項目をカ

　バー，ラテックス試薬にも対応できます。

●ディスポーザブルキュベットによりノンコンタミネーションを実現。

●CPUに20MBのハードディスクを内蔵しましたので，ラボコン並の豊

　富なデータ処理を実現しマルチタスクにより分析中でも容易にデータの

　ハンドリングが行えます。

●前処理，後処理を大幅に削減。緊急対応や再検処理もスピーディーにこ

　なします。

ll9



120 胞8・株式会社力イノス
Tll3　東京都文京区湯島4－2－1　　　　　　TELO3－816－4480

　昭和50年にパラメディカルな分野での独特な製品の開発を主旨として設

立しましたカイノスは，当初から酵素的測定法を中心とした生化学検査試

薬に独自の道を切り拓き，臨床検査技術の革新の一端を担ってきました。

現在は用手法およびオート用の生化学検査試薬をはじめ，EIA法に基づく

腫瘍マーカーおよびHBウイルス抗原・抗体測定試薬，免疫血清学試薬，

輸血検査関連試薬などの製品群が揃い，また，モノクローナル抗体を用い

た便中ヒトヘモグロビン測定試薬の販売を行ない臨床検査の広範な分野に

わたり顧客の様々なご要望に応えるべく鋭意努力を重ねており，今後も前

進を続け，広く社会に貢献する所存です。

〔営業品目〕

●生化学検査試薬

　CRE－EN試薬，シアル酸試薬カイノス，　AMY－BG7試薬，　TG－FNカ

　イノス，その他多項目。日立705形，日立7150形，日立736形専用試薬，他。

●酵素免疫測定法試薬

　AFP，　CEA，　INS，　FER，　B2MG，　HBsAg，　HBsAb，　HBeAg，

　HBeAb，　HBcAb。

●免疫血清検査試薬

　免疫比濁法，SRID法：血漿蛋白

　間接螢光抗体法：ANA，　n－DNA，　AMA，　ASMA

　受身血球凝集法：抗ENA抗体

●一般検査関係試薬

　便中ヒトHb測定試薬「モノヘム」，尿コントロール（液状）。

●輸血1検査関係試薬

　血液型判定用血清，クームス血清，プロメリン，アルブミン，教材用・

　精度管理用「ライセ」，その他

●輸血検査関係機器

　迅速クースム試験装置「マイクローUシステム」

シアル酸カイノス（用手法）
シアル酸試薬カイノス（オート用）

　このたび弊社で開発した「シアル酸カノイス・シアル酸試薬カイノス」

は，ノイラミニダーゼ，N一アセチルノイラミン酸アルドラーゼ系を使用

した酵素カラーエンド法によるもので，日常検査法の条件をそなえた優れ

たシアル酸測定試薬です。

●特　長

　○特異性の高い酵素系から成り立ち，カラーエンド法なので，高感度で

　　再現性が良好です。

　○ピルビン酸，ビリルビン，アスコルビン酸，乳ビ等の共存物質の影響

　　がありません。

　○検量線は400mg／deまで直線性があります。

　○検体ブランクを取る必要がないため，各種自動分析装置に応用できま

　　す。
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【弓1〒山化学工業椎五宕社

〒541大阪市東区道修町3－7　　TELO6－203－3441

　当社は大正7年4月創業，昭和23年8月片山化学工業株式会社に改組し

現在に至るまで試験研究用試薬等を製造販売して参りました。

　バイオテクノロジーの驚異的な発展は，1980年代を代表するハイテクと

して人類に多大な恩恵をもたらしています。当社はこの生命工学など基礎

研究に欠かせない高純度試薬，器材，装置を提供することにより地道なが

ら広い範囲で社会のお役に立ちたいと念願しております。

　長年スフィンクスマークを商標としてご愛顧をいただいて参りましたが

昭和62年にKCマークに変更致しました。これを機会に21世紀に向け新た

な挑戦を始めております。

〔営業品目〕

一　般　試　薬／無機，有機，JIS標準試薬，認証試薬

特　殊　試　薬／精密分析用，生化学用，原子吸光分析用，吸収スペクト

　　　　　　　　ル用，螢光分析用，アミノ酸自動分析用，ポーラログラ

　　　　　　　　フ凧　シンチレーション用，電気泳動用，高速液体クロ

　　　　　　　　マトグラフ用等の特殊精製試薬

臨床検査用試薬／自動分析装置用試薬，生化学検査キット，一般検査試薬

　　　　　　　　染色液，規定液，標準液，その他

公害関連試薬／残留農薬，残留PCB，残留フタル酸エステル分析用試

　　　　　　　　薬，水質分析用試薬，その他公害関係分析用試薬

医　　薬　　品／抱水クロラール，くえん酸，くえん酸ナトリウム，

　　　　　　　　その他

特殊合成薬品／医薬品原料，染毛剤原料，特殊工業薬品原料

食品添加物／くえん酸ナトリウム，水酸化カルシウム，その他

肥　　　　　料／硝酸カリウム，硝酸カルシウム，りん酸一アンモニウム

　　　　　　　　硫酸マグネシウム，その他

オリンパスAU500／550専用試薬

未来を先取りした高濃度試薬　オリンパスAU500／550専用試薬

〔特　長〕

1．コンパクトな高濃度試薬　　　3．試薬調製がシンプル

2．冷蔵庫のスペースが最小　　　4．溶解後の安定性随一

〔測定項目〕

AcP，　Alb，　Ald，　Alp，　Amy，　ASO，　D－Bil，　T－Bil，　C3，　C4，　Ca，

ChE，　F－Cho，　HDL－Cho，　T－Cho，　CPK，　Cre，　CRP，　Cu，　Fe，　TIBC，

GLu，　GOT，　GPT，γ一GTP，α一HBD，　ICDH，　IgA，　IgG，　IgM，　IP，

LAP，　LDH，β一Lip，　Mg，　NEFA，　NH3，　PL，　RF，　SIA，　TBA，　TG，

TP，　TTT，　UA，　UN，　ZTT。



122⑯萱垣医理f・S工業U式会社
　　〒ll3東京都文京区本郷3－14－16　　TEL　O3－812－5285

　創業約70年，弊社は一貫して臨床検査機器を中心に理科学器械及び薬局

調剤器械等の研究開発に日夜精進を重ね近代科学技術の進歩革新の一端を

になってまいりました。きびしい今日の経済展望の中，化学技術の進歩発

展は止むところを知りません。弊社も常にニーズにマッチすべくより高度

な機器の研究開発に日夜研鐙し，諸先生方のご期待にそうようなシステム

をすでに完成しております。今後共さらに積極的に努力を致し皆様のご期

待にそうべく前進してまいります。

〔営業品目〕

　血液検査器械　臨床データー集中管理システム

　　　　　　　　デジタル分類計算器，血球計算盤各種

　　　　　　　　ディスポーザブル製品

　化学検査器械　デンシトメーター各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装

　　　　　　　　置，フラクションコレクター

　血清検査器械　オートドロッパー，オートダイリューター，プレートミ

　　　　　　　　キサー，プレートウォッシャー，プレートインキュベー

　　　　　　　　ター，ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート，

　　　　　　　　梅毒診断器具

　細菌検査器械　モルトン栓，コロニーカウンター，滅菌瓶

　病理検査器械　パラフィン溶融器，標本箱，ミクロトーム，病理検査器具

　一般検査器械　卓上恒温槽，マグネチックスターラー，シェーカー

　　　　　　　　ふらん器，乾熱滅菌器，定温乾燥器，低温ふらん器，

　実験室設備　蒸留器，実験台各種，ドラフトチャンバー，TK蒸留器

　薬局方試験　崩壊度試験器，滅菌瓶，局方試験器具

臨床データー集中管理システム

MMT－120MOS
　近年臨床検査室のシステム化にともない，検査データーのコンピュータ

入力が強く要望されてまいりました。この臨床データー集中管理システム

は，複数の端末器（データー入力機器）と集中管理装置（データー処理器）

および出力機器（オンライン・オフライン）の3群に分かれております。

　このシステムは端末器の選択により，白血球像，骨髄像，尿沈渣分類と

多用途に活用できる機能をもっております。

　各検査室におかれましては独自のプログラム構成により，多項目分類等

検査能率を今まで以上にスピードアップすることができます。

〔特長〕

　●集中管理装置〔120MOS〕の制御能力は8台（標準）～12台（オプショ

　　ン）の端末器が接続できます。内部はくモニター，データメモリー，

　　プリント，シリアルNα，ソート〉の各機能が内蔵されています。

　※120MOSシステムの外に，緊急検査用にはカード形式のカードプリン

　　ター（RCP－1），又1台のプリンターに2台迄の端末器が接続され，

　　プリントアウト後オンラインできるプリンター（RP－3S）が用意され

　　ております。
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iiiiiiil2！i！！i関東化学株式会社

〒103　東京都中央区日本橋本町3－2－8　　　TELO3－270－6500

123

　当社は昭和19年に試薬の生産，販売を中心として創業し，以来時代の変

遷とともに，臨床検査薬，電子工業薬品，高純度化学薬品，有機合成薬品

と多岐多様な製品を常に他社に先馳けて開発整備してまいりました。

　同時に，全国的な販売網の拡充と，生産および研究体制の強化を進めて

現在に至っております。

　1980年には試薬の世界的リーダともいえる西独メルク社と協業を行い，

両者の伝統と最新の技術を結集し，医療のニーズに応えるべく，「技術を駆

使して明日への創造」をモットーに，日夜研究開発に努力しております。

〔営業品目〕

1．緊急検査，特殊検査専用自動分析装置：イージーアナライザー6160

　イージーアナライザー専用試薬：イージーテスト　シリーズ（酵素，電

　　　　　　　　　　　　　　　解質，凝固系，血中薬物，代謝物）

II．臨床検査試薬

　①　用手法及びシングルチャンネル自動分析装置用試薬

　　　メルクー1一テスト　シリーズ，メルコテスト　シリーズ

　　　前立腺性酸性ホスファターゼ測定用試薬

　②大型自動分析装置用試薬

　　　メルクオート　シリーズ（全24項目）

　③精度管理用コントロール血清

　　　〃オリトロール　シリーズ

　④顕微鏡用試薬

　　　西独メルク社製顕微鏡用試薬（色素，染色液，封入剤，他）

　⑤細菌，真菌，原虫用培地

　　　英国オクソイド社製各種培地，嫌気性システム，他

III．分析用器具

　西独ブランド社製ピペット，ビューレット，他

緊急検査，特殊検査専用自動化学分析装置

イージーシステム

　イージーシステムは，エッペンドルフ杜（イージーアナライザー）とメ

ルク社（イージーテスト）の共同開発による24時間スタンバイの緊急・特

殊検査用の分析システムです。

　イージーアナライザー6160はバーコードリーダーにより，患者ID及び

項目の読み取りから，検体分注，試薬分注，測定，結果打出しまで完全に

自動的に行います。

　専用試薬のイージーテストは，キュベットテクノロジーによりウエット

ケミストリーの特長（精度，正確性，従来法との相関性）とドライ・ケミ

ストリーの特長（取り扱い易さ）を兼ね備え，試薬のムダがありません。

　イージーシステムは，どこにでも設置でき，検体と測定依頼のあった項

目のイージーテストをラックにセットするだけで精度の高い測定値が迅速

に得られます。

　測定可能項目は酵素9項目，代謝物10項目，電解質3項目，TDM　3項目

ですが，今後さらにTDM，血液凝固因子，ホルモン等が加わる予定です。
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12、Canonキヤソン販売株式会社
〒108　東京都港区三田3－11－28 TELO3－455－9711

　人と人，人と機械，機械と機械がどう調和し，どう連携していくか。カ

メラという人間の感性にもっとも近い道具から出発したキャノンは，機械

をより人間に近づけるというマン・マシン・インターフェイス重視の考え

方にもとついて人と仕事の関わりをとらえ，幅広いジャンルのOAシステ

ム機器群を生み出しました。

　キヤノンは情報の発生現場からオフィスのデータ処理までを一貫した流れ

ととらえ，持ち運べるハンディターミナルや汎用型ターミナルをワークス

テーションと連動させた「アウトドアOA」を実現する一方，より操作性の

すぐれたソフトウェアの提供をつづけています。

　特に臨床検査の自動化には長年培ったノウハウを基に集大成したシステ

ムが全国の病院や医療機関で高い評価をいただいています。

　今後ますます発展する医療分野とともに信頼性はもちろん，迅速できめ

細かなメンテナンスサービス，的確なコンサルティングセールスにいたる

まで万全の配慮で，最適なシステムの提供を進めていきます。

〔営業品目〕

パーソナルコンピュータ

パーソナルステーション

フロントターミナル

ハンディターミナル

レーザービームプリンタ

AS－300シリーズ

NAVI
TXシリーズ

HTシリーズ

パーソナルコンピュータAS－300EX

小型臨床検査データ処理システム

　H．1．C．　A．　T　ミニ／315EX／320EX／330EX／340EXシリーズ

1日の処理検体数

保存検体数

保存属性

保存日数

検査項目数

依頼元

◎

　500
30，000

20，000

　300

　256

　100

（999）

（75，000）

（600）

（999）

（300）

マルチ処理／ネットワーク構築／複数分析装置接続可能

小型臨床検査精度管理システム

　RETQCSシリーズ
　コントロールモニタ／X管理図／X－－R管理図／X’－S管理図／Cu－Sun管理

　図／Z－Sum管理図／ツインプロット／正常値平均法／ヒストグラム／異常値

　リスト
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〒601

　　　　　　株…式

　　　　　　会杜

京都市南区東九条西明田町57

京都第一科夢
　　　　　　　　　TELO75－672－5311
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　当社は，臨床検査機器・試薬の総合メーカーとして研究開発から製造販

売まで臨床検査をトータルに考えてきました。多種多岐にわたるシリーズ

機をはじめとして，システム化へのフレキシブルな対応など，検査の多様

化に常に即応できるように，万全の体制で臨んでいます。

　この度発売したスポ・・トケムSP－4410で，ドライケミストリーの分野へ

の新たな展開を見せ、また，昨年より始動を開始した米国エンドトロニク

ス社製アキュシストシリーズの販売では，バイオテクノロジーという未知

の分野への挑戦を始めましたL，

　生命科学へのあくなき挑戦は，当社の歴史と共に綿々と続いています。

〔営業品目〕

全n動スーハードライシステム：スポットケム（SP－4410）

自動グリコヘモグロビン測定装置：Hi－AUTO　Alc（HA－8121）

自動グルコース測定装置：Glucose　AUTO＆STAT（GA－1140）

自動尿糖分析装置：Urine　Glucose　AUTO＆STAT（UG－1121）

血糖動態監視装置：Glucose　MONITOR（GM－1320）

小型」『L糖測定器：グルコスコ・ト1／II　（GT－4310／GT－4320）

全ltl動尿分析装置：スーパーオーションアナライザ（SA－4220）

尿自動分析システム：ミニオーションアナライザ（MA－4210）

尿自動分析システム：高速オーションアナライザ（HS－7）

自動PSP検査装置：PSP－AUTO（3110）

自動浸透圧測定装置：Osmotic　Pressure　AUTO＆STAT（OM－6030）

血小板凝集能測定装置：アグリコーダII（PA－3220）

高密度自動動物細胞培養システム：アキュシストJr

全自動スーパードライシステム
スポットケム

SP－4410
　いつでも，どこでも，だれにでも，簡単に確かなデータを　　スポット

ケムSP－4410の設計思想です。多様化するドライケミストリーへのユーサ

ー ニーズに応えるべく諸機能を搭載して新登場。

〔特長〕

1．全自動サンプリングシステム

　　検体のサンプリングと点着動作をすべて自動化。個人差や操作ミスを

　　解消し，正確なデータを提供します。

2．マルチ試薬で6項目同時測定

　　肝機能，腎機能，循環器や緊急項目などの機能別プロファイルを予め

　　セ・トした独自のマルチタイプ試薬を採用tt

3．高い試薬安定性（室温保存可能）

　　一枚ごとに乾燥剤入りアノレミパッケージで封止された試薬のため，室

　　温で保存でき，取り扱いがきわめて容易です。

4．ドライならではのコンバクト計設

　　病棟や外来での緊急検査に機動性を発揮するコンバクトボディ・機能

　　は大型機に匹敵する内容を誇っています。

‘　一＿

顧
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e：e：e協和メデックス株式会社
　KYOWA
〒100　東京都千代田区大手町1－6－l　　　TELO3－282－0092

　当社は，昭和56年4月に協和発酵工業株式会社の医薬事業本部から独立

分離し，同社の100％出資で設立された，体外診断用医薬品の専門メーカ

ー です。特に酵素的測定法で，コレステロールの酵素的定量法を世界に先

がけてキット化したことは周知のとおりです。

　現在，生化学検査薬デタミナーシリーズの製造販売，免疫検査薬では，

ラテックス凝集法によるエクステルシリーズとその専用測定機EL－1000の

製造販売を行っております。また癌温熱治療装置BSD－1000や，化学発光と

いう新しい方法を応用した分析装置，ケミルミアナライザーも手がけてお

ります。

〔営業品目〕

生化学検査試薬（デタミナーシリーズ）

　コレステロール定量試薬，リン脂質定量試薬，中性脂肪定量試薬，

　遊離脂肪酸定量試薬，過酸化脂質定量試薬，

　尿酸定量試薬，シアル酸定量試薬，無機リン定量試薬，

　コリンエステラーゼ測定試薬，α一アミラーゼ測定試薬，

　γGTP測定試薬，リパーゼ測定試薬，　MAO測定試薬，その他

標準血清（リカートンシリーズ）

　酵素，脂質，電解質測定用

免疫化学自動試薬（エクステルシリーズ）

　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　CRP，　ASO，　RF，　AFP，

　β2一ミクログロブリン，フェリチン，EDP，フィブリノーゲン

医療用機器・用具

　全自動免疫化学分析装置EL－1000

　癌温熱治療装置BSD　－1000

　持続動注ポンプKP－11

　化学発光分析装置　ケミ・ルミ

全自動免疫化学分析装置

EL－lOOO
　全自動免疫化学分析装置EL－1000は，抗体又は抗原を結合したラテッ

クス粒子と検体中の微量成分が，免疫反応によって凝集する過程を光学的

に測定する装置です。専用試薬エクステルシリーズを用い，RIA法やE

IA法と同等にngレベルまで精度高く測定でき，その結果は1検体あたり

数十秒という短時間でプリントアウトされます。

　最大の特長は測定原理にあり，セル内における抗原抗体反応の進行とと

もに変化する前方散乱光感度の変化量を，積分球で補捉測定しています。

また散乱光強度の測定と同時に透過光強度も測定し，抗原抗体反応本来の

変化量以外の干渉因子に対する補償措置としています。このため系内の光

学的ゆらぎや着色血清の影響を最小限におさえ，正確で安定したデータを

得ることができます。操作はCRTとの対話方式をとっていますので，簡

単な操作で高精度の測定を行うことができます。

喰・

麟



⑧極東製薬工業株式会社

〒103東京都中央区日本橋本町3－1－l　TELO3－270－1641
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　弊社は医療品及び医療用原料の製造並びに販売のため昭和8年に創立し

以来細菌培養基材であるペプトン，肉エキス，精製寒天，その他調整培地

であるSS寒天培地，標準寒天培地，各種培地，薬剤耐性培地等を製造して

参りましたが，近代医学の進歩に従い，臨床検査試薬，組織培養用培地の

製造に着手し，常に改良を重ね，特に今日の検査技術の高度化に伴い，検

査機器に応えるべく自動分析用試薬の製造販売，生培地の製造販売及び検

査に関連する器材の販売をもって現在に至っております。

　今後共，時代のニーズに応えるべく研究開発に努力し，医療の発展に貢

献してまいります。

〔営業品目〕

1．生化学的検査試薬

　　シアル酸テスト他26項目

2．自動分析機用試薬

　　ランピアシリーズ，KTシリーズ他
3．血清学的検査用試薬及び機器

　　HC－100形免疫測定装置，　CRP，　ASO，　RA他

4．血清分離用血液凝固促進剤

　　クロット7，クロットーH，クロットチューブスーパーH他

5．真空採血管（インセバック）

　　各種抗凝固剤入りタイプ、血清分離剤入り凝固促進タイプ　他

6．組織培養用血清及び培地

　　ASF培地シリーズ，リンスマイヤースクーグメディウム他

7．生培地

　　血液寒天培地（馬，羊），チョコレート寒天培地，ブルセラHK培地

　　他　23種

8．その他各種紛末培地，結核菌検査用培地，培地用基材

9．BECKMAN社製品

ランピアSIAL　705－R

　先年，世界で初めてシアル酸の酵素法による測定キットを発売以来，炎

症性疾患，癌等のスクリーニング検査項目として高い評価を得てまいりま

した。

　このたび，血清タイプのスタンダードを使用していた従来品をさらに改

良し，水溶液タイプのスタンダードを使用するRタイプを発売しました。

　このRタイプは，第一反応において結合型のシアル酸をノイラミニダー

ゼの作用で全て遊離型シアル酸に交換します。この遊雛型シアル酸は第二

反応において，NANA一アルドラーゼの作用によりN一アセチルマンノサミ

ンとヒルビン酸に分離され，このピルビン酸はLDHの作用により，速やか

に乳酸へと交換され，同時にNADHはNADへと酸化されます。この時の

NADHの340nmにおける吸光度変化を測定してシアル酸値を測定します。

　本品は，従来品同様全ての自動分析装置への適用が可能であり，炎症の

パラメーターとして適切なものがない現状から，今後，その臨床的意義は

ますます高まるものと考えられます。



128¢口AKISEI訓■コ■加い蓋式合杜
〒541大阪市東区淡路町2　40－1ユニ船場404号 TELO6－227　1915

　会　社　名　クリーンケミカル株式会社

　本社住所　〒541大阪市東区淡路町2丁目40－1　ユニ船場404

　　　　　　　　　　　電話06（227）1915（代）

　　　　　　　　　　　FAX　O6（227）1918

　茨木ラボセンター　〒567茨木市横江1丁目12番14号

　　　　　　　　　　　電話0726（34）6470

　　　　　　　　　　　FAX　O726（34）9724

　東京営業所　〒171東京都豊島区高田3丁目7番14号シェトワ山下

　　　　　　　　　　　電話03（985）5455

　　　　　　　　　　　FAX　O3（985）5924

〔営業品目〕

　　　　医療・理化学器具用洗浄剤の製造・販売

　病院を始め，大学，検査センター，血液センター，各種研究機関の研究

所，実験室において使用される分析機器，ガラス器具等に付着した汚れを

洗浄剤溶液に浸漬し除去する洗浄剤，自動分析機専用・各種洗浄機用の洗

浄剤，細菌・ウイルス等の除菌もかねそなえた特殊洗浄剤の製造及び販売

を主目的としている。

　消耗器材として

　1）テガールタイター

　　　ハンディータイプでセミオート，簡単にダイリューション

　　　お手持ちのダイリューターが，そのままご使用できしかも1検体で

　　　も12検体でも楽々希釈，そのうえ安価が魅力です。

　2）ニォサリーン

　　　特殊脱臭基剤をポリ袋の成型時において脱臭効果を損うことなく錬

　　　り込ませることに成功した画期的なディスポバッグです。

精度管理に貢献する

CLEAN（ill’ISiEl

医療・理化学用洗浄剤

　　1）クリーン99　L　（アルカリタイプ）

　　　　　　　　　　　　蛋白，脂肪，放射性物質，マジックインキ等

　　　　　　　　　　　　あらゆる汚れの洗浄に最適です。

　　2）クリーン99　K－200（K－100）

　　　　　　　　　　　　塩素の特性を生かしHB抗原等のウイルスや

　　　　　　　　　　　　細菌に汚染された器具の除菌洗浄剤

　　3）クリーン99K　（アルカリタイプ）

　　　クリーン99　L－100T　（アシッドタイプ）

　　　　　　　　　　　　自動分析装置のセル・ラインの専用洗浄剤

　　4）ハンドアウェイA　（医薬部外品）

　　　　　　　　　　　　殺菌，消毒を目的とした手洗い薬用石けん液で

　　　　　　　　　　　　イルガサンDP－300配合（0．3％）

久、ぶ濠漂ぷ蕊徽忌・
哀＼

㌘

” 磁

　t　ギ　　　　　　　　マ

鮮

寮鵡i∴。撫綱欝’
　　　を※　’　・’Wt・e．



国際試薬株式
〒65i神戸市中央区浜辺通2－1－30

会社
　　TELO78－231－4151
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　国際試薬は「高品質」「技術革新」「サービス」をモットーに信頼できる

製品とゆき届いた技術サービスの提供に努めております。

　特に自動化時代の検査室のニーズにお応えするため，

○各種の分析機に応用できる豊富な製品群

○高いレベルのテクニカルサービスを行うテクニカル・セールス・スペシ

　ャリスト。

を揃えております。

　更にQAP，　CRRP，　MCP，　ECP等のデータサービスにも力を入れてお

ります。

〔営業品目〕

　1．臨床検査試薬

　　血液学関係試薬：血球計算用コントロール血球，ほか

　　血液凝固関係試薬：PT測定用，　APTT測定用，フィブリノゲン測定

　　　凧AT－III測定用，　FDP測定用，　PLG測定用，因子欠乏血漿，ほか

　　輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，　Rh式，ほか）

　　　クームス血清，プロメリン，アルブミン，ほか

　　血清学関係試薬：HBv測定用，　AFP測定用ほか

　　酵素免疫測定用試薬ニエルジアシリーズ

　　生化学関係試薬：酵素検査用，自動分析用，コントロール血清，ほか

　　染色関係試薬：パパニコロ染色液，免疫組織化学用染色液ほか

　　一般検査関係試薬：ユリチューブ，ユリコントロール

　　検査室用洗剤：ニューコントラッド70

　2．臨床検査用機器

　　血液凝固分析装置：コアグースタットスーパー，コアグースタット・オ

　　　ートII

　　酵素免疫測定用機器：エルジアリーダー，エルジアウオッシャー

　　分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ

エルジア リーダー システム

酵素免疫測定用

〔エルジア　リーダー〕

　・豊富なプログラムによる多方面からのデータ処理ができる。

　・40項目の測定条件が登録できる。

　・検量線チェ・ク及びデータチェックシステムを備えている。

　・精度管理プログラムが内蔵されている。

〔エルジア　ウオッシャー〕

　・10種類の洗浄条件が登録できる。

関連試薬（項　口）

エルジア　シリーズ：マイクロプレート固相法

　AFP，　CEA，　Ferritin，　KMO1，　Insulin，　TSH，　IgE，　HBs（Ag），　HBs

　（Ab），　HBe（Ag），　HBe（Ab），　HBc（Ab），　HIV（Ab），　CMV（Ab），

　HSV－1（Ab），　Rubella（Ab），　TOXO（Ab）



130 ◎コス宅株苦陰ネエ
〒171東京都豊島区南長崎1－9－18　　　　TELO3－952－9212

　当社は設立以来，世界各国の優れた製品を日本の市場に紹介するととも

に，電気泳動関係を中心とした各種の臨床検査機器を製造，販売しており

ます。また製品は国内はもとより，世界数十ヵ国に送りだすことにより，

世界の医療の発展に貢献しております。

〔営業品目〕

○電気泳動装置

　・血清蛋白分画及び各種アイソザイム，免疫電気泳動用

　・ザルトフォー：西ドイツ・ザルトリウス社製，セルロースアセテート，

　　　　　　　　マイラーサポート，ゲル，等電点，二次元定量免疫，

　　　　　　　　　クロスオーバー等の電気泳動が可能なシステム

○全自動電気泳動分析装置・血清塗布よりデンシトメトリーまで完全自動

　・FED－III：血清蛋白分画の全自動　CRT内蔵により波形編集可能

　・FED－3200：　　　　〃　　　　　150検体／時間の高速処理

○電気泳動データー処理システム

　・FX－III：FED－II，　FED－IIIと接続してホストコンピューター

　　　　　　　より属性情報をもらいCRTにて編集後に波形，データー

　　　　　　属性等を一括で出力するシステム

○デンシトメーター

　・D－110：蛋白分画，アイソザイム，ディスク等の万能型

　・D－607：蛋白分画，アイソザイム用　CRTディスプレー内蔵

　・F－808：可視域・紫外部・蛍光測定の万能型

○洗浄機　ジェット噴射式の全自動型で各種のガラス器具の洗浄

　・S－100N：大型洗浄機　イタリア・イタルグラス社製

　・G－7733，7735：小型洗浄機，西ドイツ・ミーレ社製

その他，各種比色計，屈折計，大型替刃メス，臨床検査器械一般

全自動電気泳動分析装置

FED－3200

　コスモは，昭和54年にコスモFED－1を発表以来，　FED－H・FE
D－IIIを発売し，日本はもとよりヨーロッパ各国でも高い評価を得てきま

した。FED－3200は，コスモが今までの技術を結集して開発した超高速

処理・高性能・低ランニングコストの装置であります。

〔特長〕

1．パーソナルコンピューター内蔵により，塗布からデーター編集・記録

　までの機能をもっており，検査室の省力化及び個人差がなくなり分析精

　度が向上いたします。

2．150検体／時間という高速処理の為，大量検体処理及び短時間での分析

　能力が優れており，且つランニングコストも抑えてあります。

3．CRTにより操作は対話形式になっていますので，だれにでも簡単に

　できます。

〔仕　様〕

支持体：セルロースアセテート膜　同時処理検体数：30検体

処理能力：150検体／時間　必要血清量：30μ　2

外形寸法：1330（W）×755（D）×930（H）mm　重量：約200kg
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コニ力株式会社
〒163東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビルTELO3－349－5216
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　明治6年（1873年）写真および石版印刷材料の取り扱い業務をもって創

業し写真総合メーカーとして躍進を続けてまいりましたが，昭和62年10月

21日をもちまして「コニカ株式会社」に社名を変更いたしました。創業以

来114年にわたってご愛顧いただきました「小西六写真工業株式会社」を「コ

ニカ株式会社」とし，これから21世紀へ向って映像・情報産業の将来性に

着目し，一大飛躍を期しております。

　臨床検査分野には，昨年コニカドライラボシステム（卓上型臨床自動化

学分析システム）を発売し初めて進出いたしました。今後更に，永年にわ

たり蓄積されました技術を結集し，臨床検査システムの拡充をめざしより

広く社会に貢献すべく努力を重ねる所存でございます。

〔営業品目〕

　医療用製品

　　◎臨床検査用品

　　　・生化学分析システム

　　　　　コニカドライラボシステム

　　　　　　　コニカドライラボ80M　　　　　　｛

　　　　　　　コニカドライラボスライド

　　◎放射線診断関連用品

　　　・医療用Xレイフィルム

　　　・Xレイ自動現象機

　　　・Xレイ処理薬品

　　　・デーライトシステム

　　　・メディカルイメージ診断用

　　　　マルチフォーマットカメラ

　　　・濃度測定機器

　　　・医用画像処理システム

コニカドライラボ80M KD－80M

　コニカドライラボ80Mは，デスクトップタイプの多層フィルム式生化学

分析装置です。専用のコニカドライラボスライドを挿入し，ピペッターで

検体を点着するだけで，誰にでも，間違いなく，簡単に操作できるシステ

ムです。日常検査はもとより，緊急検査・病棟・ベッドサイド検査などで

威力を発揮します。

　現在測定できる項目はヘモグロビン，尿素窒素，グルコース，総コレス

テロール，中性脂肪，総蛋白，アルブミン，尿酸，GOT，　GPT，　LDH，

ALP，総ビリルビンの13項目ですが，その他の項目についても開発中で
す。

　〔特　徴〕

　　●バッチ方式の採用

　　　　一度にまとめてスライドの挿入，検体の点着を行いオペレーター

　　　　の拘束時間を短縮しました。

　　●同一装置でエンドポイント法，レート法の両モードが測定可能です。

　　●ディスプレイとの対話方式

　　　　正確な操作が誰にでもできます。

　　　　　へHHb∫逼一
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1Ω 願 サ⇔ラ精機株式香肚
〒103　東京都中央区日本橋本町3－1－9 TELO3－・270－　1　666

サクラ血液標本自動作製装置

BAS－300皿
　より使いやすく，より信頼性の高い製品を一。サクラは，つねに人間

中心のテクノロジーを追求。100余年にわたる豊富な実績とエレクトロニク

ス技術をはじめとする先進技術を駆使し，次々と価値ある製品を開発して

きました。その卓越したハードウェアと実績に裏づけられたソフトウェア

を結集し，システム化を推進。いまでは単に医療機器メーカーとしてばか

りでなく，よりよい病院づくりのトータル・プランナーとして幅広く活躍

しています。さらに医療分野で培った技術を，バイオ関連機器に，そして

産業分野にも応用。多彩な分野で，その活躍のステージを拡げています。

〔営業品目〕

　病理・細胞診・電顕・血液・血清・細菌等検査関連機器／顕微鏡名種／

バイオテクノロジー関連機器／GLP・GMP関連機器／各種滅菌装置中央

材料室・手術室用機器／水処理関連機器／物品管理システム　他

　血液を入れた試験管から血液をとり出してスライドグラス上に塗沫，こ

れを染色・乾燥するまで全自動で行う装置です。

　同装置は，血液の入った試験管が10本入るラックを20ラックまで並べら

れる供給口，血液を試験管から取り出すアーム，塗沫・染色・乾燥機構，

取出し口などから構成されています。

　アームの先端に取り付けられた5つのリングが試験管内の血液に触れる

と，表面張力でリングの内側に血液がたまり，採取されます。リングは1

回ごとに自動洗浄されます。作業速度は1時間に300標本で，取出し口は300

標本まで収容可能です。
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　≡
SA警Y°≡共楳i武呑泣
〒104　東京都中央区銀座2－7－12　　　　　TELO3－562－0411

　三共は，総合医薬品メーカーとして290年の歴史を持っています。

　医薬品，農薬，特品（食品，動物薬等）部門に加えて検査試薬，医療機

器，医療器材を主体として医療品部門が昭和45年に発足しました。

　自社開発品の検査試薬をはじめ，マイルス三共㈱，日本オルガノン㈱，

オルガノンテクニカ㈱との提携により商品構成も順調に発展させている一

方，ME機器分野も積極的に開発をすすめています。

　自社開発品の機器としては血液凝固測定装置「コアグマスター」，病理標

本作成用自動封入装置「オート・スリッパー100／200」等の上市に成功し

ています。

　今後も医療用医薬品を基盤として更に幅広く医療関連の新しいニーズに

応えられる様努力していきます。

〔営業品目〕

1．臨床検査薬

　1．生化学検査用試薬

　　　γ一GTPカラーテスト「三共」，γ一GTPテストパック「三共」

　　　CAPカラーテスト「三共」，　LAPテストパックAK「三共」

　2．血清免疫用試薬

　　　α一FPテスト「三共」，血中薬物濃度測定TDAシリーズ

　　　ヘパノスチカ類，バイロノスチカ

　3．血液検査用試薬

　　　PT，　APTT，　FIB，　ATIII，α2PI，　PLGオートカラー「三共」

　　　　　　　　　　　　　　TBテスト「三共」，　HPテスト「三共」

　4．一般検査用試薬　工一ムス製品

II．臨床検査用機器

　　セラライザーIII，クリニテックSG，クリニラブII，グルコスター

　　グルコスターM，コアグマスターII

III．病理検査用機器

　　オート・スリッパー100，オート・スリッパー200

　　ミクロトームクリオスタット

オート・スリッパー200

CY－200
　細胞診標本をエンドレス機構塔載で連続して封入。

〈特　長〉

　　○カバーガラスの選択

　　　50mm，60mmどちらかのカバーガラスを選びセットしますとそれ

　　に合った封入量が吐出されます。

　　　カバーガラスは特に細胞診用に適した位置（フロスト反対側1mm）

　　に封入されます。

　　○エンドレス機構

　　　運転中でもドーゼの入れ換えができ（割込み可能）連続して封入作

　　業を行なえる。

　　○処理能力

　　　1時間に240枚の封入が可能です。

　　○収納

　　　10列4段，40枚をトレイに収納，そのままラベル貼りができます。

蹴・

鞠⊂蒸
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134 〇三光純薬株式会社
〒101東京都千代田区岩本町1－10－6　　TELO3－863－3261

SJ　eiaオートリーダー

　昭和29年設立以来，三光純薬は全国すべての臨床検査施設，研究所を網

羅する販売網を築き上げてきました。これら諸施設第一線の実情に精通し

臨床化学，免疫血清，輸血，血液，細菌，組織培養等，あらゆる分野，項

目にわたって，常に自社ブランド，内外メーカーの高品質の試薬，機器を

取り揃え，いつまでもニーズに即応できる態勢を整え，社会に貢献すべく

努力いたします。

〔営業品目〕

〈試薬〉

●臨床化学一サンテスト，サンアッセイ，オリンパス専用試薬，NAG

　　　　　　HbAlc，　EXAコントロール血清

●免疫」加青　TPHA，　HBs抗原・抗体，　HBe抗原・抗体CRP，　IAP，

　　　　　　ASO，　RF，　AFP，　CEA，インスリン，便潜血，　HIV抗体

　　　　　　複疫複合体，

●輸血検査　Ili［L液型判定用血清（ABO式，　Rh式，その他），　ABO式血液

　　　　　　型判定用血球，クームス血清，その他

く機器〉

●EIAシステム：オートリーダー，オートウォッシャー，プレートインキ

　　　　　　　　ュベータ，その他

●マイクロタイターシステム：オートダイリューター，オートドロッパー

●その他：卓上遠心器，マイクロピペット，ビリルビン測定機

　測定パターンの設定が10種類メモリーでき，初期設定後，ワンタッチ操

作で測定ができます。

●項目名の登録　●波長の設定（1波長及び，2波長測定）　●吸光度に

対するファクター値の設定　●プレート測定バターンの設定　●プレート

測定バターンの設定　①プレート内一ブランク，標準液，検体位置の設定

②同一液の2，3重測定の設定　③標準液の濃度値の設定（8個まで）

●検量線の設定　1～3次の多項式及び，S次曲線により濃度換算します。

●ROMパック（オプション）を用いると，　HBs抗原・抗体検出，　HBe抗

原・抗体の検出，及びHBc抗体検出等の測定，判定を自動で行います。

　グリーンモニターとの対話型ですので，操作が簡単です。又，測光パタ

ー ン及び，96ウェル分の測定値がモニターに表示されますので印字する前

に結果の検討が出来ます。

Vvぐ　サギサ　でま

　・！．）§
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藁5／1／5声スト商事株i式会社

〒102東京都千代田区一番町10　　　　　　TELO3－239－3741
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　当社は日本の臨床検査試薬の祖・故篠原亀之輔博士（昭和34年紫綬褒章

受賞）設立によるシノテスト研究所営業部門を母体として発足し，その後

臨床検査の発展に伴い生化学検査の部門に進出，酵素検査，脂質検査など

を中心に研究・開発を行なってまいりました。

　21世紀を十数年後に控えた今，時代の要請が自動機械化を更に進めると

ともに，体外診断用医薬品の質的向上が大いに望まれています。そんな折，

当社は㈱シノテスト研究所との協力体制を一層密にし，シノテスト独自の

技術を活かした高付加価値，高品質の新製品開発に尽力すると共に，精度

管理血清，免疫検査試薬，血清検査試薬等ハイランド製品も販売し，より

一層ユーザー各位の御期待に応えるべく更に発展を期しております。

〔営業品目〕

《シノテスト製品〉

●臨床検査薬～LDHリニアーネオ，　TAネオ，GLUネオ，　LAP，　UA，　HDL

－ P，HDL一ネオ，　TGII，　T－CHOネオ，　Feネオ，　TIBCネオ，　Cuネオ，

PL，α一HBDH，ポリアミン・テストーエンザイム，　Ch－Eネオ，　CPKカラ

ー ネオ，CRPネオ，　RFネオ　●自動分析機用試薬～ラボサットシリー

ズ，オートメイトシリーズ，ラボシードシリーズ，オートセットシリーズ，

ラボメイト，SVRシリーズ

●臨床検査機器・他～スタットイムノシステム：クイックターボ　全自動

グルコース分析機：グルコローダーシリーズ　分注器：エグザクタスーパ

ー シリーズ　血清分離スピッツ：コアラチューブシリーズ　真空採血管：

コアラバ・クシリーズ　各種生培地，医療用洗剤，医療用手袋，消臭剤他

〈ハイランド製品〉

●精度管理血清：Q－PAKシリーズ，　PARAシリーズ，　OMEGAシリーズ

●免疫検査試薬：LIAシステム，　SRID（イムノプレートシリーズ）　●血

清検査試薬：RAテストキット　●血液凝固時間自動測定装置：コアトロ

ンF2，コアトロンJr．他

n．ueCKTurho
スタットイムノシステム

　本システムは免疫比濁法及びラテックス比濁法にもとづき測定する為の

専用機で，同時に開発された専用試薬により，簡単な測定ができます。

　■特　長

①無希釈測定～免疫化学定量分析では常識とされている検査前希釈が，本

　システムでは必要ありません。試薬に検体を入れるだけで測定開始です。

②ノンキャリブレーション～試薬キットに添付された磁気カードを読ませ

　るだけでキャリブレーションが完了。多点標準液の調製や測定の煩雑な

　操作は不要，試薬のロスもありません。

③試薬は「モノテスト」～ディスポキュベットに一検体分ずつ分注され，

　必要数のみ恒温プロソクにセットして準備完了。少検体でも安心です。

④反応は1分以内～検体を入れれば測定結果は30～60秒でプリントアウト。

⑤簡単な操作，24時間スタンバイ～モノテスト，無希釈，ノンキャリブレ

　ーション。緊急検体もすぐ測定でき，専門のオペレーターもいりません。

⑥最新法による優れた定量性能～旧来法に格段勝る最新法。大型専用機と

　も良好な相関を示します。

⑦データのパソコン解析による，信頼性のあるプロゾーンチェック機能

＿＿但g『
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㊥株式会社島津製“p7fi

〒604京都市中京区西ノ京桑原町l　　　TELO75－823一川M

　医用・分析機器の開発・製造に長い経験をもつ当社は，臨床検査機器の

開発に積極的に取り組んでいます。臨床検査は，生化学検査に限らず，そ

の範囲と技法は拡大の一途をたどっていますが，検査そのものは，本質的

には機器分析分野の発展的な応用で，当社が最も得意とする分析機器開発

技術を活用する分野です。

　当社は生化学分ξ斤装置CLシリーズを新製品として次々と発表し，特に，
　　　　　　　碑シングルマルチのCL7000形（300テスト／時間・24項目同時分析）やCL－

7100形（300テスト／時間・34項目同時分析）は，注目の製品で，これらの

装置は，微量の検体で多項目を精度よく分析でき，緊急分析にも対応でき

るものです。また，臨床検査室の当面の要求に直接応える検査機器ばかり

でなく，将来ルーチン化されるであろう検査技術，基礎研究にも注力して

います。

　また，当社では，東京と京都に島津臨床分析センターを設け，分析技術

の普及，開発につとめています。センターでは，最新の臨床検査機器を設

置し，臨床分析の専門技術者を配し，依頼分析や分析相談，講習会やセミ

ナーなどを通じて，生化学分析に関する情報を提供しています。

〔営業品目〕

●自動生化学分析装置

●電解質分析装置

●グルコース計

●臨床用分光光度計

●浸透圧計

●臨床検査データ処理システム

●高速液体クロマトグラフ

●アミノ酸分析システム

●カテコールアミン分析システム

●血中薬物濃度測定システム

●胆汁酸分析システム

●全自動血液ガス分析装置

●二波長クロマトスキャナ

●蛍光分析装置

●原子吸光分析装置

●赤外分光分析装置

●ガスクロマトグラフ

●ガスクロマトグラフ質量分析計

●電気泳動分析装置

●電子天びん

島津自動生化学分析装置

CL－7000形／7100形
　CL－7000／7100形は，ユニークな“DRPS”システムとハイテクを駆使し，

検体処理スピードの大幅アップと測定精度の向上を同時に達成した，シン

グルマルチ自動生化学分析装置です。

〔CL・7000／7100形の主な特長〕

1．Double　Rotor　Photometric　Systemにより最大420テスト／時間（電解質

　を含む）の速度で最大34項目（CL－7100形）または24項目（CL－7000形）を精

　度よく測定できます。

2．DRPSにより，分析項目間のクロスコンタミが非常に少ない高精度

　の測定値が得られます。

3．DRPSにより，分析項目選択の制限が少ないため，ランダムアクセ

　スが一段と威力を発揮します。

4．試薬使用量は，1テスト当りわずか340Pt　eです。

5．一般生化学項目から特殊項目まで幅広い測定が可能です。

6．分析条件や分析データは全てフロッピーディスクに格納します。

　　CRTとの対話によって必要な分析条件の設定やデータ処理が行なえ

　　操作性にすぐれています。

7．キュベットの洗浄等，分析前後の手間を極力少なくしました。

CL7100形



▲真興交易株式会社
〒106　東京都港区南麻布2－8－18　　　　　　　　TEL　O3－798－3311
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　真興交易株式会社はデンマーク・ラジオメーター社の日本総代理店とし

て，酸塩基平衡・電解質などの最新の臨床用測定装置を各種輸入・販売し，

医療研究の分野に貢献してまいりました。東京に本社をおき，札幌・仙台・

名古屋・金沢・大阪・広島・福岡に営業所を設置し，日々進歩している技

術水準に対応しながら，迅速なサービスに努力しております。

　世界初のマイクロプロセッサ・コントロールによる全自動血液ガス分析

装置ABL　1，その後多くの改良を加えたABL　2，さらに測定精度と機能性

を向上させたABL　3は，誰にでも容易に使用できる信頼性ある装置として，

世界中で高い評価を受け，多数の納入実績を得ています。

　その後，ABL　3の基礎技術をもとにし，経済性を追求したABL30，カリ

ウムを測定項目に加えたABL　4，ABLシリーズの頂点に立つABL300が好

評のうちに発表され，さらに大きな実績を挙げています。

　新製品のABL330は，普及型のABL30と最上級機種のABL300との中間

機種として設計され，経済性と多機能性をあわせもつラジオメーター杜の

自信作です。

〔営業品目〕

デンマーク・ラジオメ＿一ター社：全自動血液ガス・電解質（カリウム）分

　　析装置　ABL　4／全自動血液ガス分析装置　ABL300，　ABL330，　ABL

　　30／ヘモオキシメーター　OSM　2，0SM　3／経皮酸素・炭酸ガス分

　　圧測定装置　TCM222／ナトリウムカリウムアナライザーKNA　1／イ

　　オン化カルシウムアナライザー　ICA　1／クロライドタイトレーター

　　CMT10／その他

ドイツ・クナウァー社：浸透圧計　SMO－1／デジタル自動浸透圧計

　　DI－SMO

全自動血液ガス分析装置
ABL300
〔仕様〕

●測定項目

●入力項目
●演算項目

●サンプル量

●測定時間
●処理能力
●患者体温補正

●自動較正

●電　　　　源

●サ　　イ　　ズ

●重　　　　量

血液：pH，　Pco2，　Po2，　Hb

ガス：Pco2，　Po2

患者体温，Fio2，　P50，サンプルタイプ，患者IDNo．など

血液：HCO3，　TCO2，　ABE，　SBE，　SBC，　SAT，02CT

ガス：CO2，02

血液：（吸引）85Pt　e，（注入）185Pt　2

ガス：30mμ

110秒

20サンプル／時

15．0～45．0°C

1点較正：1，2時間ごとより選択

2点較正：2，4，6，8時間ごとより選択

110（93．5～121）V，50／60Hz±5％，280VA

83×30×58cm（W×H×D）
45kg



1鵠 ψ謀繍常先
　　〒ll3東京都文京区本郷3－19－4　常光ビル　TELO3－815－1717

　㈱常光は，昭和22年6月創業以来41年に亘り血液分析装置の研究と開発，

生産，販売に精魂を傾けて参りました。機種も増え，全自動電気泳動装置

を始め，国産化初の血液ガス分析装置，電解質測定装置，自動身長体重計，

等を発売して以来順調に伸びており，これもユーザーの諸先生並びにご指

導頂いた先生方の御支援のお陰と心から感謝申し上げます。今後も新製品

の開発，サービスの充実に全力を傾け，ユーザーの先生方に一層信頼され

るよう努力致して参りたいと覚悟しております。

〔営業品目〕

●電気泳動装置　　：全自動電気泳動装置　CTE－150

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CTE　1200　1～III型

　　　　　　　　　デンシトメータ　デンシトロンCR－20，

　　　　　　　　　　　　　　　　　PAN－FV，　PAN－802
　　　　　　　　　電子冷却泳動装置ECPlO，他各種泳動装置

●電気泳動支持体　：セルローズアセテート膜　セパラックス，セパラッ

　　　　　　　　　クスS，オキソイド，セアゲル，アガロースプレー

　　　　　　　　　　トLDH，セパラックスEF

●生理関連装置　　：全自動血液ガス分析装置　JBA－7

●電解質分析装置　：Na←，　K＋，　Cl一アナライザ10N－150AC，

　　　　　　　　　　1T－150AT，　Na＋，　K＋アナライザNK－150A

　　　　　　　　　C，　クロールメータ　C　200AP

　　　　　　　　　Ca＋＋，　pHアナライザCa＋＋－150，　Ca／Mg30／20

●一般検査　　　　：PSP排泄機能試験装置　PSP－DP，分注器

●健康管理関連装置：自動身長体重計　HWS－200

●専用試薬類及びコントロール血清：分画トロール（ノーマル／アブノー

　　　　　　　　　　　　　　　　マル），レクチン，LDH試薬

全自動電気泳動装置

CTE－150
　発売以来，ユーザーの先生方には好評を載き心から感謝申し上げます。

　従来の装置と比べ非常にコンパクトになり，スペースの悩みを解消いた

しました。

“

CTE－150”の主な特長は，

①横幅が72．5cmと全自動型では最小ですので，狭い場所でも楽に使用でき

　ます。

②ワンタッチ交換のセルローヌ、アセテート膜カセット（100枚入）採用によ

　り，支持体のセットが容易です。

③サンプルは105検体分まで同時にセットできます。完全密閉ですので，

　蒸発の心配がありません。

④本体にCRTを塔載し，画面を見なから操作できる対話型。画面上での

　分画修正，患者番号，TP，のインプットなど簡単な操作で報告書が迅

　速に出てきます。

⑤測定データは216検体分までメモリーされます。又QCプログラムの採

　用により精度管理も容易になりました。

⑥血清の塗布は，ミニソ“一ン（4・mm巾）と標準（7mm巾）の2種があります。



◆住友題気工業株式合社
　　システム事業部応用システム営業課

〒107　東京都港区元赤坂1－3－12

◆任友電工シフ1テム
　　　　エンiジ＝プリンク株i式会社

　　　　応用システム営業部

　　　　　　TELO3－423－5901
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　住友電気工業株式会社は，1976年我国で初めてミニコン2台を用いて，

1000床規模の大病院の医事・中検コンピュータシステムの開発実用化に成

功して以来，一環してMUMPS（マンプス）をべ一スに病院トータルシス

テムをはじめ医事システム・検査システム等多くの実績を重ねてまいりま

した。住電システム株式会社は，住友電工が長年にわたって育成蓄積した

システム技術を，さらに大きく飛躍させるために設立されたソフト＆エン

ジニアリング会社です。両社は共同でシステムの開発・製作・販売に取組

んでおり，メディカルフィールドにおいては大規模な病院情報システムか

ら，パソコン版MUMPS「SP－MUMPS」を用いた小規模システムまで，

規模に応じた最適システムを御提供しております。

〔営業品目〕

U－MUMPSメディカルステーション
　住友電工製32ビット高性能エンジニアリングワークステーションとデー

タベース言語MUMPS（マンプス）を用いて構築されたソフトウェアとを

使用し，病院管理運営に必要な統合化された情報を効率よく，また確実に

管理します。

　（業務別システム）

●臨床検査システム

●医事会計システム

●薬局管理システム

●栄養管理システム

U－CLAS

U－MACS
U－PHRM
U－DIET

（健診システム）………予防医療のサポート

●総合自動化健診システム　　　　U－　IIELS

●企業内健診データ処理システム　HELCOM

（トータルシステム）

●オーダーエントリーシステム

U－MUMPS臨床検査システム

U－CLAS
　U－CLASは臨床検査部門のシステム化を知りつくした住友電工ならで

はのユーザオリエンテッドな臨床検査総合情報システムです。

　U－CLASは病院における臨床検査部門の位置付けを念頭におき，検査

部門の業務の効率化・迅速化・正確化を達成することはもちろん，患者に

焦点を当てた診療を支援する機能をも備えたパッケージシステムです。

　　　★一括検査からリアルタイム検査ヘノ

　　　★個別患者単位でデータ管理！

　　　★最適のシステムを最少の費用でノ

　　　★使う人の立場に立ってノ

〔特長〕

1．高速MUMPSによるデータベース型臨床検査システム

2．入力及び出力帳票様式等，ユーザー固有の条件に適合できるフレキシ

　ブルなソフトウェア

3．日本語表示，会話型入力，充実したHELD機能等よりユーザーオリエ

　ンテッドなシステム

4．ビルドインブロック方式により，規模に応じた拡張が自由自在

住友電工

　U－MUMPS／E30

○メインメモリ最大32MB

OlMdlt　DRAM採用
○最大3．4GBの

　ファイルサーバ機能



140 ⇔生化学工業株式会社
〒103東京都中央区日本橋本町2－1－5　　TELO3－270－0536

エンドスペシー
（エンドトキシン特異的新比色定量試薬）

　弊社は昭和22年発足し，社名が示す通り生化学分野において，開拓者精

神をもって新製品，新技術および新用途の開発に力を注いできました。

　ここ数年の生化学分野の進展の進歩は目覚しく，分子生物学，細胞生物

学および免疫学領域における細胞工学など，その範囲が広がり，研究内容

もますます高度化してきております。

　弊社はこれらの研究成果を臨床診断検査薬に生かすべく努力し，各種検

査薬の開発，製品化に努め，なお，優れた製品の輸入にも心掛けておりま
す。

　今後も多様化する各種の要望に，お応えできるようなオリジナルでユニ

ー クな製品，新技術，新用途を開発するよう，鋭意努力いたします。

〔営業品目〕

●生化学試薬

　酵素，基質，アミノ酸，ペプチド，タンパク，血液タンパク，免疫化学

　試薬，レクチン，糖質，核酸，分子生物学試薬，脂質，他。

●各種測定キット

●グリコヘモグロビン測定キット

　クィック・セップ

　グリク・アフィンGHb

●血中エンドトキシン測定キット

　トキシカラーテスト

　トキシカラーシステム

　エンドスペシー（ES－Test）は，従来のリムルステストで偽陽性の原因に

なっていた（1→3）一β一Dグルカン感受性因子（FactorG）をカブトガニ血球

抽出液（ライセート）から分画除去し，エンドトキシンによって活性化さ

れる経路の因子のみと発色合成基質（Boc－Leu－Gly－Arg－PNA）とを混合

して，凍結乾燥したものを主剤とし，溶解用緩衝液及びエンドトキシンフ

リー蒸留水をセットにしたもので，エンドトキシンのみを特異的に正確に

比色定量できる新開発の試薬セットです。

HOTPLATE　CT－961　　（高感度ホットプレート）
〔用　途〕

●エンドスペシー，トキシカラーシステムにおけるマイクロプレートの

　加温。

●ゲル化リムルステストの反応管の加温。

●ELISA用プレートの加温

●細胞培養容器や試薬の加温，保温。

●その他各種反応，保温など。

●新製品紹介

比色法エンドトキシン測定システム

マイクロプレート法



SEKISU1 積水化学工業株式会社

〒530大阪市北区西天満2－4－4 TELO6－365－4156

　昭和22年，日本に於けるプラスチックのパイオニアとして出発。各種産

業資材・生活用品，住宅にいたるまで幅広い分野で，社会・時代の要請に

応え続けてきました。そして，それらの技術をメディカルの領域にも活用，

事業として進出しました。

　臨床検査の分野ではポリマーゲルとカラムによるグリコヘモグロビンや

エストロジェン，カテコールアミンなどの分析システム，試薬担体となる

ラテックスやビーズ，免疫試薬，プラスチックの真空採血管などの検査器

材を手がけ，特殊検査の受託も行っています。更に医療・医薬分野でも，

可塑剤を含まない軟質塩ビの開発，テープ・ディスク医薬の開発，生命工

学の応用研究へと広く展開しています。

〔営業品目〕

●検査用　液クロコンポシステム；SSLC－20　シリーズ

●グリコヘモグロビン自動分画測定装置；AUTO　Alcシリーズ

●血中エストロジェン自動分画測定装置；エスクリニカE

●高速液体クロマトグラフ用血清自動前処理装置；オートセラマウト

●各種カラム；胆汁酸分離用，カテコールアミン分離用，メディポーラ

●プラスチック製真空採血管；インセパック，インセパックP

●血液凝固促進剤；一般血用セパラピッド，ヘパリン加血用ヘバラピッド

●各種プラスチック器材類

●各種試薬用血清，血漿；米国CDP社製SERACON　I，　II他

●試薬用ラテックス，EIA・RIA用ビーズ

●ラテックス凝集判定プレート

●可塑剤非含有軟質塩ビ；エスメディカV（チューブ，バック，シート）

●受託検査業務；RIA，液クロ，ガスクロによる特殊検査
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セキスイ全自動型高速液クロシステム

SSLC－20シリーズ

SSLC－20シリーズは，自動前処理装置を組み込んだ高速液クロシステム

で，簡便かつ迅速に，分析測定を可能にしました。

　血中ホルモン，血中薬物等の高感度分析測定に最適です。また種々の検

出器との組合せにより幅広い測定が可能でシステムの特長とするところは，

1．前処理不要で簡便測定：検査に際し，複雑な前処理不要，全ステップ

　コンピュータ制御で完全自動化，簡単な操作で測定が出来ます。

2．自動連続測定で迅速処理：分析測定と次検体の前処理が同時進行し，

　最適分析条件で，連続的に測定出来ます。分析作業を省力化致します。

3．超高感度・安定測定が可能：ECD，　UV等検出器には当社独自の工夫

　が盛り込まれており，従来にない超高感度，安定測定が可能です。

4．信頼の高精度測定が可能：高性能自動前処理装置を用いると共に内部

　標準法を用いており，高精度測定が実現します。

5．自己診断機能で確実動作：自己診断機能を有しており，異常発生時に

　は，直ちに探知，表示すると共に，測定の可否を判断し制御します。

6．他のシステムへの接続可能：構成機器がコンポタイプになっており，

　お手持ち機器への接続によるグレードアップにも役立てられます。
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14，株式会社セコニック
　　〒178　東京都練馬区大泉学園町7－24－14　　　TELO3－978－2332

　創業36年，光測定技術，精密メカ技術を軸とし，大量情報処理時代に，

コンピュータ入力装置として，当社独自の技術を結集してOMRを開発し

より大量の情報，よりスピーディーに，より省力化をモットーにして機器

の開発に努力しております。

　今後益々コンピュータの普及により分散入力指向も顕著でありますが当

社といたしましては，こうしたニーズにもいち早く対応して益々諸先生方

のご期待にそえるよう全社一丸となって努力して参ります。

〔営業品目〕

入力装置　大量データー入力OMR

出力装置　プロッタ

　　　　　工業用レコーダ，光学応用製品，

　　　　　回路基板実装　露出計

乾式複写機（受注生産）

SEKONIC　NEW　OMR
SR－701BC
　定評をいただいているSR－701型をさらにバージョンアップしてインテ

リジェント機能をくわえ，マーク読取りをエリア指定して読み取り，バー

コードスキャナ塔載により同時にバーコードの複合読み取りを実現したこ

とにより，検査依頼書，結果入力等大量情報を即時入力出来ます。

　〔サイズ〕　198×365×490mm

　〔重　量〕　本体約21kg

　〔バーコード〕　NW7他5種

　〔バーコードスキャナ〕　2ヘッド

　〔使用シート〕　JISカード，ハガキ～B4

　〔データ記入欄〕　最大2800ヶ所

　〔読取り速度〕　A4シート約120枚／毎分

警∵ 隆

こ●3’
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今株式会社セロテツク
〒062札幌市豊平区月寒中央通5－1－10　　TEL　OIl－855－1131

　当社は昭和56年に設立され東北以北唯一の体外診断用医薬品専門メーカ

ー で，優れた研究スタッフ，GMP適合の最新工場設備，厳格な品質管理の

もと，高品質の製品を製造販売いたしております。

　さらに諸先生方のご意見やニーズにお応えするため，常に新しい分野へ

の研究開発，品質，技術，情報，サービスの向上，合理化，省力化による

コストダウン，そして流通の円滑化に取り組んでおります。今後も日々躍

進し続ける臨床検査領域の発展に微力ながらお役に立てるよう，杜員一同

鋭意努力をしてまいります。

　なにとぞ，今後ともご指導，ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

〔営業品目〕

●生化学検査用試薬

　TA－E，　TA－N，　AL－P，　LAP，　LDH－1，α一HBD，アミラーゼE，γ一

GTP，　CPK，　Ch－E，　TG－5，　UA－E，　PLD，コレステロールD，コレステ

ロールFD，　HDL－S，　NEFA，グルコースM，　UN－S，クレアチニン，　Fe

テスト，Ca，　TIBC，　ALB，　TP，　TTT，　ZTT，バイルキット，SAキット

●自動分析機用試薬

　GOT－UV，　GPT－UV，　LDH－UV，　CK－R，　ALP－R，α一HBD－R，　AMY

－ R，PL－II，　TG－II，／8－LP，　TBA，　UN－R，　UUN－R，　CRE－II，　T－CHO

－ II，　UA－II，γ一GTP－R，　AD－R，　GU－R，　SA－R，　GLU－II，　etc。

●血清，ホルモン検査用試薬

　LATシリーズ（CRP，　RF）

　17－OHCS，17－KS－S

●細菌，真菌検査用製品

　CA－TG培地，　CT寒天生培地，ブイルズ消化血液，トリコモナス培地，

コロノテスト4，ケミディスク，ケミプレート，etc。

尿素窒素測定用

「セロテック」UUN－R

〔測定原理〕

第一次反応

第二次反応

　　　　　　　　　　　　　　　GLDH
NH’　＋ ：：1：i：：1：：：◎鷲

　　　　　　　　　　　　　　　ICDH

　　　　Urease
Urea－一一一一一一→NH3十CO2

　　　　　　　　　　　　　　　GLDH
NH・＋α『Ket°91uta「ate　nyGl”tamate

　　　　　　　　　　　　　　　　　　NADPH　　　NADP

　　　　　　　ICDH←一一一一一一EDTAにて阻害
〔特　長〕

①特異性の高い酵素法です。

②尿中の尿素窒素の測定ができます。

③検体中のアンモニアは500mg／dlまで消去できます。

　④直線性は500mg／dlまで確認しております。

⑤共存物質の影響はほとんどありません。

　⑥試薬溶解後の安定性（2～10℃，1ヵ月間）にすぐれております。

　　　　　　　㌦　…



14、（）c欝ZX暫φ「元泥科学貿易

〒110東京都台東区三ノWh　2－2－7 TELO3－806－4361

　日本の医療機関の発展のために最新かつ優秀な医理化学機器と有能な技

術を供給すべく，昭和42年創立以来新しい人間研究ともいうべきライフサ

イエンス部門にも又専門商社の立場から全世界100社余りのメーカーから

最新鋭の医理科学機器類をシステム的に導入し業界の発展に寄与しており

ます。

　　　　　　社　　長　伊藤　謙三

　　　　　　設　立昭和42年6月

　　　　　　資本金　1億円

　　　　　　関連会社　3社

〔営業品目〕

全自動アミノ酸アナライザー

RIA　トータルシステム

高速電解質分析装置

血液凝固時間測定装置

螢光分光光度計

細胞分類分取装置

小児用呼吸モニター

電気泳動装置

凍結乾燥装置

他各種医療機器

（ビオトロニック社）

（マイクロメディック社）

（AIC社）

（エルビ社）

（SLM社）

（ヒルシュマン社）

（グラスビー社）

（ペンケム社他）

（FTS社）

高速電解質分析装置

PVA一α型
　PVA一αは　Na＋，　K＋，の電極に，信頼性の高いクラウンエー

テル膜を採用し，従来の電極法と比べ処理能力もさることながら，

データの信頼性において全く妥協のない機種です。

　一方ce－（クロール）については現時点では一番安定性，信頼性

があると言われているタイトレーター（電量滴定法）を採用し，

Na・，　K・のデータの，優位性を損なわない様に配慮してあります。

　納入実績も既に200台を突破し，より安心してお使いいただける

機種として，根強いファン層を拡大しています。

　　　　＜測定項目＞Na＋，　K＋，　C　　　3項目

　　　　〈検　　　体〉　血清，尿，血ショウ，リコール

　　　　＜サンプル量＞　60μ2
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【 ；］1〕 ll 欝相互生物医学研究所
〒166　東京都杉並区高円寺南1－34－5 TEL　O3－316－Ol口

グリカ・ピー

業務内容：受託臨床検査業務（内分泌，血漿蛋白，生化学，ウイルス，免

疫血清・血液，細胞性免疫，細菌，病理組織　等），変異原性試験，労働衛

生・公害関係検査，検体検査用試薬製造販売

全国81か所の支社・営業所〔北陸支社（富山），札幌，青森，仙台，群馬，

埼玉，千葉，横浜，新潟，名古屋，大阪，広島，松山，福岡，鹿児島，沖

縄　等〕及び，全国19か所のラボラトリー〔総合研究所（川越），東京，富

山，札幌，大阪，福岡　等〕を擁する業界最大手の一社。

〔営業品目〕

1．フルクトサミン測定用試薬「グリカ・ピー」

2．グリコヘモグロビンA1，　Alc測定用試薬「モニターGカラム」

3．グリコヘモグロビンA1測定用試薬「ニューA1カラム」

1）グリカ・ピー：本製品は，血糖コントロール指標である血糖値やグリ

コヘモグロビンでは把握できなかった中期間（過去約2週間）的血糖レベ

ルを反映する新しい糖尿病マーカー“フルクトサミン”を簡便かつ精度よ

く測定できるキットです。フルクトサミンは，血清（あるいは血漿）中の

蛋白質に結合して生じるケトアミンで，その結合糖鎖の還元能をテトラゾ

リウム塩の還元発色反応を利用して求められます。血清，血漿いずれでも

測定可能で，食事・糖負荷の影響はありません。血糖，グリコヘモグロビ

ンとの組み合わせ測定をすることにより，過去約1か月，過去約2週間，

現時点の三つの時系列データが得られ，患者の血糖管理状況を適切に判断

することができます。

2）モニターGカラム，ニューA1カラム：グリコヘモグロビンは，過去約

1か月の血糖レベルを反映するマーカーとして臨床に広く浸透しておりま

す。本製品はミニカラム法で，測定温度の影響も少なく簡便に精度よく測

定できるキットです。モニターGカラムはグリコヘモグロビンA1，Alcを

ニューAIカラムはグリコヘモグロビンA1を測定できます。1回の採血で

過去の長期間の血糖状態に関する情報が得られます。
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146【正置1高園産；iEMrX会杜
〒575大阪府四条畷市岡山2－12－22　TELO720－77－3431

血清分離補助具
ヒブリチン

設　立　昭和38年8月

　資本金　7000万円

　代表者　代表取締役　園部尚俊

従業員数　180名

事業内容　医療機関および調剤薬局などで使用する薬剤自動分割分包機，

　　　　　調剤設備機器，その他関連医療機器の総合メーカー。

〔営業品目〕

〈臨床検査機器分野〉

ヒブリチン

臨床検査迅速報告システム

各種実験台

ドラフトチャンバー

クリーンベンチ

オートクレープ各種

電気バーナー

　治療の原則は，適切な方法の選択と早期施行にあるといえます。その適

切な治療法の選択には，正確な診断と病態把握が必要で，各種の生体情報

が不可欠であると思われます。臨床検査がそれらの中核であることからし

て，精度は高ければ高いほどよく，速ければ速いほどいいということにな

ります。これは院内臨床検査が，タイムリーな報告という患者側の利益に

直結して医療需要の拡大につながることにより，病院経営の立場からも今

後重視されるものと思われます。このRRCLシステムの特徴として，エ

ンドレスコンベアーを中心とした実験台により導線の短縮をはかり，《ヒブ

リチン》により血清分離を簡素化いたしました。これらにより，五十数項

目の検査が30分以内に報告できるようにルーチン化いたしました。又，こ

のシステムに不可欠な血清分離補助具《ヒブリチン》とは，

　　　　　　　　　　、土　　、特徴として，①採血～遅心時間の短縮

　　　　　　③分離境界面がシャープ

　　　　　　⑤データーへの影響がない

　　　　　　⑦経済的です

②溶血，コンタミがない

④スピッツの再使用可能

⑥血球成分の採取が容易

⑧糖尿病患者の血清分離に効果的です。
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omRon立石電機株式会社
〒105東京都港区虎ノ門3－4－IOオムロン東京ビル　TEL　O3－436－7055
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　立石電機は昭和8年の創業以来，独自のエレクトロニクス技術を盛り込

んだ独創的な機器・システムを開発し，生産工場・銀行窓口・交通管制・

駅業務・小売業などの自動化・省力化に貢献してきました。さらに，人類

の悲願である“健康で幸せに長生きしたい”　　を実現するため，ME機器

の開発に取り組んでいます。すなわち，ストレス・メータ，東洋医学物理

療法自動診断機ガン細胞自動診断機，電動義肢，電子血圧計，電子体温

計，血液細胞自動分析装置，血清分取分注装置，ガン温熱療法装置などを

開発して参りました。この間，昭和49年には㈱立石ライフサイエンス研究

所を別会社として分離・独立させ，より一層MEの分野に注力する態勢を

整え，今日に至っています。

〔営業品目〕

○血液細胞自動分析装置…MICROX　HEG－120

0自動血液標本作成装置…HEG－120AS

O遠心塗抹装置…HEG－SP

O自動染色装置…HEG－ST

O白血球分類計数器…LADIC－11

0骨髄像分類計数装置…LADIC－31

0尿沈渣分類計数装置…LADIC－51

0集中管理装置…LADIC－S

Oラクテートアナライザー…HER－100

オムロン血液細胞自動分析装置

MICROX　HEG－120
　立石電機は昭和53年に国産初の血液細胞自動分析装置「MICROX

HEG－35」を開発して以来，シリーズ化をはかってきました。このたびパタ

ー ン認識法の決定版とも言えるMICROX　HEG－120を完成しました。この

MICROX　HEG－120は検査室での使用状況を撒底的に分析，さらに将来の

動向をも見すえたうえで毎時120検体処理の高速化を実現しました。また，

最大300検体の全細胞を呼び出せるレビュー機能をはじめ，検査モードの自

動切換，各種の精度管理機能なども充実させました。

〔特長〕

○標本の作成から分類計数までを自動化

○毎時120検体の高速処理を実現

○豊富なレビュー機能

○高分解能画像の実現

○操作性の向上

○精度管理機能の充実

○豊富なCRTの表示内容

OID管理の簡素化

○豊富なオプション機能
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株式会社ダイアヤトロン

東京都千代田区東神田2－5－12　TELO3－863－6241

　株式会社ヤトロンと三菱化成株式会社は，昭和55年に遊離脂肪酸測定キ

ットの上市に際して，業務提携し，以後ともに本分野における事業活動を

より一層拡大するため販売体制の整備および強化を夫々検討した結果，共

同で新会社を設立し，広範に提携する事が効率的・効果的であるとの結論

を得ました。それにより新会社　株式会社ダイアヤトロンを設立し，昭和

56年8月業務開始以来，医療用・診断用・分析用試薬・機器および材料の

販売業務を進めさせていただいております。

　新会社は，両社の提携により相互の特性を生かして人間の健康保持のた

め日々要求の高まる医療，臨床検査分野において貢献すべく念願致してお

ります。

〔営業品目〕

◎臨床検査用試薬

　　　　ヤトロン社製　キット試薬・自動分析装置用試薬

◎分析用器具

　　　　西独エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離器・その他

◎分析用器械

　　　　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャンTH－10

◎動的赤血球膜物性検査装置

　　　　三菱化成社製　CPC

◎自動免疫血清検査システム（ラテックス近赤外比濁システム）

　　　　三菱化成社製（mclLPIA）－1・100・300

◎その他　　モノクローナル抗体，各種抗血清，遺伝子組換標識

　　　　　　生理活性物質，組織染色試薬

　　　　　β一溶連菌（A群）抗原迅速試験用キット

全自動免疫血清検査システム

mCl　LPIA－lOO

　LPIAシステムは，ラテックス凝集反応の光学的定量法（ラテックス近赤

外比濁法）として，世界に先駆けた免疫血清検査システムです。RIA・EIA

に匹敵する測定感度を有し，煩雑な免疫血清検査の自動化，検査業務の簡

素化，検査結果の臨床への迅速なフィードバックを可能にしました。

　LPIA－100は，姉妹商品であるLPIA－1・300の開発で得られたノウハウ

を最大限にいかしながら，コンパクトなボディにまとめた卓上型全自動免

疫血清検査システムです。簡単な操作で高感度，高精度の測定結果が得ら

れるほか，処理能力も高く（80～100テスト／時間），同時3項目測定，抗

原過剰自動判定，反応経過のモニタリングなど数多くの機能を有しており，

検査室の幅広いニーズにお応えできます。

●測定項目：AFP，　CEA，β2m，フェリチン，　IgE，　CRP，　ASO，　RF，　FDP，

　　　　　　FDP－E，　AT　III，プラスミノゲン（開発中hCG，　hPL，　E3，　HBs

　　　　　　その他）

●タービディメトリー測定項目：IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4

●本体寸法重量：760（W）×585（D）×440（H）mm　　70kg

　製造元　三菱化成株式会社
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㊨第一化学薬品株式会社
〒103東京都中央区日本橋3－13－5　　　TELO3－272－0681
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　弊社は昭和22年，高純度の試薬の創製に始まり，化成品，ラジオアイソ

トープ，研究用試薬，体外診断用医薬品，更に，医薬品の安全性試験には

欠かせない動物実験受託研究業務まで幅広く試薬に関連する分野で進展を

遂げてまいりました。創立以来一貫して常に新しい技術の開発及び国内外

企業との技術提携を通して，時代の要請に応じた製品を上市してまいりま

した。臨床検査の分野においては，これまで，血液凝固線溶因子測定にテ

ストチーム，脂質代謝検査にアポオート，肝機能検査にエンザバイル・オ

ー ト，血中薬物濃度測定にエミットと新しい検査法を導入してまいりまし

たが，今後とも一層の技術開発に努力を重ね，企業としての杜会的使命を

果していく所存でございます。

〔営業品目〕

○血液凝固・線溶因子測定用（発色性合成基質法）

　　テストチーム⑧AT　III・2キット，テストチーム⑧APL・2キット

　　テストチーム⑧PLG・2キット

○アポリポ蛋白測定用（免疫比濁法）

　　アポA－1オート「第一」，アポC－IIオート「第一」

　　アポA－IIオート「第一」，アポC－IIIオート「第一」

　　アポBオート「第一」，　　アポEオート「第一」

○血清中胆汁酸濃度測定用（酵素比色法）

　　エンザバイル⑧・オート

○血中薬物濃度測定用（エミット法）

　　エミット⑧シリーズ

○生化学自動分析装置用

　　クリニメイト⑧

　　オートセラ⑧

　　ダイテスト⑧

アポリポ蛋白測定用
アポオートAご1，A－LB，C一皿，C一皿，E「第一」

　動脈硬化性疾患で脂質代謝異常が重要な鍵を持つことは古くから指摘さ

れ，トリグリセライド，コレステロールなどの脂質が測定されていますが

近年，血中の脂質動態を正確に把握する検査が重要視されるようになり，

新しい検索法としてアポリポ蛋白が注目を集めています。

　弊社では世界に先がけて一元免疫拡散法を原理としたアポ蛋白測定用ア

ポプレートを上市致しておりますが，その後，検査の普及と共に多数検体

の処理に対する要望に応えるべく免疫比濁法を原理とするアポオートを上

市致しております。アポオートは小型生化学自動分析装置に適し，血中の

アポ蛋白を正確に迅速に測定することが可能になりました。

〔製品内容〕

○アポA－1オート「第一」

○アポA－　IIオート「第一」

○アポBオート「第一」

○アポC－IIオート「第一」

○アポC－IIIオート「第一」

○アポEオート「第一」

○アポオート用標準血清

緩衝液①20me×3，抗血清②8m2×1

緩衝液①20me×3，抗血清②8me×1

緩衝液①20me×3，抗血清②8m2×1

緩衝液①20me×3，抗血清②8me×1

緩衝液①20me×3，抗血清②15m2×1

緩衝液①20me×3，抗血清②8me×1
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15。顯ダイナボット株式会社
　　〒105東京都港区虎ノ門3－8－21第33森ビルTELO3－437－9441

　ダイナボット株式会社は，ダイナボットRI研究所（昭和37年設立），日

本アボット株式会社（昭和39年設立）およびアボット株式会社（昭和52年

設立）の3社を合併し，米国ABBOTT　Laboratoriesと大日本製薬株式会

社の共同出資により，昭和58年9月1日に設立されました。

　当社は，医薬品事業部および診断薬・機器事業部から成り，診断から治

療まで「トータルヘルスケア」をめざし，日米の最先端の技術力と独創的

な開発力で，未来の医療のあるべき姿を追いつづけます。

〔診断薬・機器事業部〕

　ダイナボットが日本で最初に開発した　　核医学診断用放射性医薬品，

RIA，　EIA検査薬／機器等々。これらの製品による検査は，いずれも今日

では診断に大きな役割を果たす検査分野となり，広く診療に役立てられて

います。当社はまた，生化学検査，細菌検査，薬物血中濃度測定などの分

野においてもこれまでにない独自性の高い製品を開発。これらの数々の製

品は，臨床検査の新時代をリードする先進的な検査システムとして，広く

医療の第一線でお役立ていただいています。

〔営業品目〕

1．即時検査システム：■VISIONシステム（生化学）

　　　■テストパック（HCGテストパック，ストレップAテストパック）

2．薬物血中濃度モニタリング検査：■TDXシステム　（薬物，ホルモン，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　生化学／血漿蛋白）

3．生化学検査：■スペクトラム　■VPスーパー　■VISION

4．免疫lflL清検査：■EIAシステム；IMX，アボットコンタムII，アボッ

　　　トコンタマチック（がん関連検査，ウィルス肝炎関連検査，感染症検

　　　査，ホルモン検査）■RIAシステム（がん関連検査，ウイルス肝炎関

　　　連検査，肝機能検査，各種ホルモン検査，アレルギー検査　他）

5．自動細菌検査システム：■アボットコンタムII－BID（細菌同定検査）

　　　■ms－2アバンテージ（感受性・同定検査他／多項目同時処理）

全自動イムノアッセイシステム

IMX
　ダイナボットがRIAやEIA，　FPIAで培った免疫測定技術を結集した，

最新の全自動EIAシステムIMXは，モノクローナル抗体をコートしたマ

イクロバーティクルを用い，グラスファイバーへの結合を利用して，EIA

を効率よく行うシステムです。反応時間が大幅に短縮され，高感度で特異

性の高いEIAを実現しました。

　IMXは，EIAの測定系とTDXで培ったFPIA（ホモジニアス螢光偏光免

疫測定法）の測定系の二つの方式を組み込んでいます。比較的分子量の大き

い物質はEIAで，小さい物質はFPIAで測定できるため，従来の自動EIA

システムでは困難であった，分子量や濃度が異なる広範囲の物質の測定を

可能にします。このデュアルテクノロジーの採用により，IMXは，測定項

目の拡張性に豊んでいます。

〔仕様〕

測定原理：EIA法／FPIA法　　　　　重量：43kg

処理能力：24テスト／約30分（EIA）　測定項目CEA，　AFP，　SCC，　TSH

　　　　20テスト／約20分（FPIA）　　　　　T一アップティク，　T3，　T4

外形寸法：63×69×37（D×W×H：cm）　　　その他約30項目開発中



CIBA・CORNING
チパ・コーニン●・タイアクソステイックス株式会社

Tl50　東京都渋谷区恵比寿1－19－15　　　TELO3－440－2411

　1985年，特殊ガラス分野のトップメーカー　コーニング　グラス　ワー

クスと，世界最大の医薬企業の一つチバ　ガイギーは，コーニングメディ

カルをべ一スに，チバ・コーニング・ダイアグノスティックスを設立しまし

た。これを機に，弊社では，血液ガス分析装置や電解質分析装置などの臨

床検査機器／試薬の主力製品に加えて，化学発光イムノアッセイ「ケミル

ミシステム」などの体外診断用医薬品の分野にも力を注いでいきます。

　1986年，「人の，間に。」を企業スローガンに採用し，「医療にたずさわる

人と健康を求める人の間に，最先端の診断機器と試薬を」をモットーに微

力ながら医療の世界に貢献していきたいと願っております。

〔営業品目〕

●全自動pH／血液ガス電解質分析装置　288

●全自動pH／血液ガス分析装置　278，178，170

●全自動電解質分析装置（Na／K／Ce／TCO2）664

●自動Na／K／ceアナライザー　644

●自動Ca＋＋／pHアナライザー　634

●自動Na／Kアナライザー　614

●自動炎光光度計　480

●クロライドメーター　925

●生化学n動分析装置　EXPRESS　550

●分光光度計　STASAR　III

●ケミルミシステム（化学発光イムノアッセイ）

　アナライザーと専用試薬

●RIAキ／ト

●EIAキット　エンザプレートN－17α一〇HPキット

●螢光／可視デンシトメーター　780

●アガロース電気泳動システム
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全自動pH／血液ガス電解質分析装置

チバ・コーニング288

ワンショットで血液ガスと電解質を同時測定

■Ifll液ガス分析装置200シリーズの新しい仲間

　従来の測定項目pH，　PO，，　PCO2に加え，電解質Na＋，　K’，　Ce－／Ca＋＋

　そしてt－Hbの測定が行えます。

■メンテナンス・フリー電極を採用

　コードレスでメンブラン，0リング，電解液の取り換えが一切不要，誰

　にでもワンタッチで交換できるシンプルなメンテナンス・フリー電極で

　す。

■シンプル操作で最適測定

　サンプルを注入するだけで，あとはノータッチのシンプル操作。ダブル

　ヒーティング方式を採用し，いつでも最適温度37℃で測定できます。

■フレキシブル機能で対応

　8項目のパラメーターを計算，データリコール機能，ユーザープログラ

　ムの設定など機能充実，最少検体で高精度データをお届けいたします。

々η
　　f

驚
ψ
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CHUGAI中外製薬株式会社

〒104　東京都中央区京橋2－1－9 TELO3－274－3558

　中外製薬は大正14年に創業し，以来一貫して「かけがえのない人間の生

命と健康に奉仕する。」ことをモットーに，常に医療・保建への質の高い貢

献を目指しております。

　現在，臨床検査薬の分野の主要製品としてドライケミストリーによる

「Konicaドライラボ80M」，簡易分析機「RaBAシリーズ」，自動分析機用

試薬「コンクマイトシリーズ」，腫瘍マーカー「γ一SM中外」を販売してお

ります。また，昨年9月に発売致しました「デュアロメックスHC1」はガ

ンマカメラ方式による骨密度測定装置で，将来到来する老齢化杜会に一歩

進んだ診断情報を提供致しております。

〔営業品目〕

簡易分析機器

　及び専用試薬

Konicaドライラボ80M
（専用試薬：Konicaドライラボ　スライド）

RaBA－ACE
RaBA－Hi　super

RaBA一Σ

（専用試薬：ユニキット，ユニキットレート）

アミチェックメーター

（専用試薬：アミチェック）

骨密度測定装置　　DUALOMEX　HC－1

自動分析機用試薬：コンクマイトレートシアル酸他

　　　　　　　　　コンクマイトーlgG，　IgA，　IgM，　CRP他

用手法試薬 グリカ・ピー「中外」

イムノカルト

γ一Sm「中外」

KOnica

DRYLABO　SYSTEM
　Konicaドライラボ80Mは，38（幅）×50（奥行）×31（高さ）cm，重さは約

18kgのコンバクトサイズで，いつでもどこでも検査が行えるデスクトップ

タイプの多層フィルム式生化学分析機器です。

　専用のKonicaドライラボスライドを挿入し，ピペッターで検体を点着

するだけで，誰にでも，間違いなく操作ができます。現在の測定項目は，

ヘモグロビン，尿素窒素，グルコース，総コレステロール，中性脂肪，総

蛋白，アルブミン，尿酸，GOT，　GPT，　LDH，　ALP，総ビリルビンの13

項目で，今秋にはCPK，アミラーゼ，クレアチニン，　HDLコレステロー

ルが新たに追加されます。ほかにも，便利な機能がいろいろとありますの

で，更に詳しくお知りになりたい方は，是非展示会場にいらしてみて下さ

い。お侍ちしております。

一 rヨ～～ンニ饗
‘タぼ三F一



幽株式会社テ07Ptラ，SY力

〒213神奈川県川崎市高津区溝口1215－1田中屋ビル TELO44－812－1220
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　株式会社テクノメディカは，医療関係の諸先生方をはじめとする多くの

方々の強力な御支援をうけ，1987年に設立致しました。当社の研究，開発，

営業部門には，各方面より秀逸なスタッフを結集しており，その成果の第

一歩として，すでに全自動血液ガス分析装置GASTAT－1を発表し，多大

な反響を戴いております。さらに電極法による電解質分析装置STAX－1

がここに製品化され，早くもGASTAT－1とともに緊急検査システムの一

端が完成致しました。これら製品の開発に際しては，「高品質なものを安価に

提供すること」を第一の主眼とし，きめ細かいトータルサービスと「知価」

のある製品開発を通して，医療分野のみならず広く杜会に貢献することを

企業理念としています。

〔営業品目〕

○全自動血液ガス分析装置

　　GASTAT－1
0電極式電解質分析装置

　　STAX－1

0自動赤血球沈降速度測定装置

　　BSR－1000

0医療廃棄物処理装置　他

全自動血液ガス分析装置

GASTAT－1
　〔特長〕

○サンプルを注入するだけの全自動処理

0100検体分のデータメモリー付

○シンプルなフローシステムで保守も容易

○ディスプレイ対話方式で，カンタン操作

OpH緩衝液は，財団法人化学品検査協会の品質証明付

○試薬および心臓部である電極も自社開発，自社生産品を使用

○コンパクトな装置

○膜交換は，ワンタッチ＆スピーディ

○大気圧センサー内蔵による自動補正

○微量サンプル40μ2に対応

○チャンバーは新素材ニューセラミック製

○万全のアフター体制

○常識を覆す低価格，低ランニングコスト

○採算のとれる装置です



15、OU　PONT　デュポン・ジャパン・リミテッド

〒107　東京都港区赤坂1－14－14第35興和ビル TELO3－586－2639

　当社は，「デュポン・ファーイースト・日本支社」と「デュポン・ジャパ

ン株式会社」の統合により，昭和58年10月1日設立された，米国デュポン

社の全額出資子会社です。

　デュポン社は，研究開発こそが企業の原動力であると確信し，世界各国

50ヶ所余りの研究施設に，年間邦貨換算2000億円もの研究費を投入してお

ります。その中でも，ライフサイエンス関係長期プロジェクトでは，臨床

検査部門でも，免疫学等の新しい分野の製品を次々と導入し続け，医学の

進歩と共に多様化する需要にお応えしております。

　今後共，高品質製品，ユニークな新製品の供給を通じ，医療，臨床検査

分野に積極的に貢献してまいります。

〈臨床検査関連製品＞

1　臨床化学自動分析装置

　1）デュポン「acaシリーズ」

　2）ディメンション380

　3）デュポンアナリスト

II　電極式電解質分析装置

　　　Na／K　アナライザー

III臨床化学自動分析装置用試薬

　1）デュポンaca用　テストパック

　　・酵素：アミラーゼ等13項目　　・電解質：HCO3，　Cl等4項目

　　・凝固系：FDP，　ATIII等5項目　・血中薬物：テオフィリン等20項目

　　・一般化学：BUN等13項目　　　・特殊：アンモニア等13項目

　　・内分秘：T4等2項目

　2）ディメンション用　フレックス試薬カートリッジ

　　　薬物，電解質等37項目

　3）アナリスト　分析用試薬ローター

　　　生化学12項目一括測定

臨床化学分析装置ディメンション

DlmenSlon　380
　ディメンション380は，特に中小施設のルーチン検査用に開発された装

置で，ルーチン検査，緊急検査，特殊検査を迅速，簡便，高精度で行う臨

床化学自動分析装置です。

〔特長〕

（1）ランダムアクセス測定方式：必要に応じ最大37項目まで常時測定可能

　です。緊急検査の割り込みも随意に行うことができます。

（2）デュポン独自の試薬カートリッジ“フレックス”：試薬はすべて試薬

　カートリッジ“フレックス”中の各コンパートメントに予め封入されて

　おり，必要に応じ自動的に溶解されますので，試薬調整は不要です。

（3）電解質）（Na，　K，　Cl，　TCO2）測定用電極（ISE）の標準装備が可能

　（オプション）：ISEによる電解質測定と試薬カートリッジ“フレッ

　クス”による測定が同時進行しますので，最大380テスト／時間も可能

　です。

（4）迅速な検査結果：検査結果は3～5分で報告用紙にプリントアウトさ

　れます。



匡劃i ◎デンカ生研株式会社

〒103　東京都中央区日本橋兜町12－1 TELO3－669－9091

155

（1）昭和20年12月1日

（2）

（3）

（4）

（5）

　　　　　　その生い立ちに基づいて生物学的製剤の製造を柱とし，

　　技術を生かしながら新製品の開発育成にたゆまぬ努力を続けています。

〔営業品目〕

（1）予防用製剤（ワクチン類）

（2）細菌検査試薬

　　コリストEIA「生研」，コレラ菌AD「生研」その他，各種細菌毒素検

　　出用試薬，サルモネラ，大腸菌その他，各種細菌型別血清。

（3）ウイルス検査試薬

　　KARPASエイズセルテスト，その他，各種ウイルス検査試薬。

（4）臨床化学検査試薬

　　GOT，　GPT，　LDH，クレアチニン（酵素法）他27項目。

　※　東芝自動化学分析装置（TBAシリーズ）及びその他分析化学装置用

　　　試薬。

（5）免疫学的検査試薬

　　CRP，　RF，　ASO，　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C，。

（6）実験動物用試薬

　　センダイウイルス，マイコプラズマ，プルコニス，マウス肝炎ウイル

　　ス，ネズミコリネ菌，気管支敗血症菌，EIA試薬各種。

昭和25年2月11日

昭和26年8月28日

昭和54年7月10日

昭和57年1月11日

当社は，

陸軍軍医学校新潟出張所の設備と人材を東芝が継

承し，東芝生物化学研究所を設立。

株式会社生物理化学研究所として独立。

東芝化学工業株式会社と社名変更。

電気化学工業株式会社の傘下に入る。

デンカ生研株式会社と社名を変更し，現在に至る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関連

リウマチ因子測定用試薬
RFラテックス「生研」

　リウマチ因子（rheumatoid　factor：RF）はヒトIgGに対する自己抗体

で，特に慢性関節リウマチ（RA）患者血清中に高率に検出されます。　RF

の測定は，RA，全身性エリテマトーデス，慢性肝疾患などの診断，治療経

過，f後の判定に有効です。

　本試薬は，血中のRFをラテックス凝集反応により測定するために作ら

れたもので，定量性及び再現性に優れています。

〔特長〕

1．検体は，原液のまま使用できます。

2．試薬の調製は不要です。

3．1則定感度が高く定量性及び安定性に優れています。

4．反応時間が短く，数分で測定できます。

5．ビリルビン，ヘモグロビン，乳ビなどの影響はほとんどありません。

6．試薬は長期安定です。

7．当社ラテ・クス「生研」試薬は反応セルに吸着しません。

　　（各機種のモデルダイアグラムを用意しております）



156S凹5㎜旬％東亜医用電子株式会社

〒675加古川市野口町北野314－2 TELO794－24－ll71

　東亜医用電子㈱は，昭和36年に国産初の血球計数装置の実用化を目指し

て研究開発に着手して以来，「正確な検査結果をお届けする」という企業理

念のもとに，医療ニーズに直結した検査装置の開発・製造・販売を行って

まいりました。

　お客様のご要望を製品開発に反映し，高品質の機器と専用試薬，検査効

率を高める関連機器等を合わせてお届けし，充実したアフターサービス体

制によりサポートしています。この他，セミナーの開催や学術誌の発行等，

さまざまな学術情報サービスも展開しており，きめ細かなトータルサービ

スで今日では国内はもとより国際的にも高い評価を得ています。

　医療の高度化が進む現代社会において，東亜医用電子㈱は機器というハ

ー ドウェアだけでなく附帯するソフトウェアを含めたトータルシステムを

提供する，臨床検査装置の専門メーカーとして広く人々の健康と福祉に貢

献してまいります。

〔営業品目〕

■多項目自動血球分析装置NE－8000，　NE－7000，　NE－6000

■多項目自動血球分析装置E－5000，E－4000，　E－3000，　E－2500，　E－2000，

　　　　　　　　　　　　M－2000，K－1000

■自動血球計数装置F－800，F－500，　F－300

■自動網赤血球測定装置R－1000

■全自動血液凝固測定装置CA－4000，　CA－3000

■自動血液凝固測定装置CA－100

■自動血小板凝集測定装置AA－100

■多項目自動尿分析装置YELLOW　IRIS

■免疫凝集測定装置PAMIA－10，　PAMIA－100

■血液検査用データ処理装置DPS－1000，　DPS－200

■血液データ解析装置DI－1000

■簡易血液分析装置ミニフォトメータMP－300

■各種関連機器及び臨床検査用試薬・ディスポーザブル製品

自動網赤血球測定装置

R－1000
　シスメックスが血液検査の自動化をまた一歩進めました。R－1000は多く

の労力と時間を要する網赤血球測定を全自動化し，検査の効率化と測定精

度の向上を同時に実現しました。

■特　長

1．フローサイトメトリー法により，高精度の網赤血球数と網赤血球比率

　　を測定します。

2．解析血球数が約3万個と多いため，信頼性の高い結果が得られます。

3．所要血液量はわずか全血100με。検体の吸引から測定，データ出力ま

　　でスピーディに全自動処理します。

4．新開発の蛍光染料により染色時間を短縮。1時間60検体を高速測定。

5．500検体までの測定データを記憶します。

6．精度管理機能や異常監視機能も充実。

7．空冷式アルゴンレーザーの採用により，高信頼性とイージーメンテナ

　　ンスを実現します。

8．ホストコンピュータとの接続により，検査室のシステム化に対応しま

　　す。



［i『亘圓東亜電波工業株式呑社
〒160　東京都新宿区高田馬場1－29－10 TELO3－202－0211

　　　TOAは，創立45周年の歴史をもつ，分析計の専門メーカーです。エレク

　　トロニクスからバイオまで，広範な分野に対応できる総合技術力で，広く

　　社会に貢献しています。中でも，臨床用検査機器は，国産初の高性能，実

　　用pHメータを創出したTOAが，以来，永年にわたり培かってきたセンサ

　　ー技術と分析技術，さらに，エレクトロニクス技術との集大成であり，当

　　社の一大中核をなすものです。そのレパートリは，電極法により初めて

　　Na＋，　K＋，　Cl一の同時測定，表示を実現，電解質分析の新しいエポックを拓

　　いたNAKLをはじめ，最新鋭の血液，尿分析装置NEO－5にいたるまで，

　　とりわけ，緊急検査分野において多大な実績と，高い評価とをいただいて

　　おります。

　　〔営業品目〕

　　●臨床検査用分析機器

　　　電解質自動分析装置　NAKL－1／NAKL－2

　　　クロライドメータ　CLT－1

　　　グルコース自動分析装置　GLU－1／GLU－2

　　　クレアチニン自動分析装置　CRE－1

　　　尿素窒素自動分析装置　BUN－1

　　　胃液酸度／pH分析装置　STOMA－1

　　　血液，尿自動分析装置　NEO－5

　　●化学分析機器

　　　pHメータ

　　　pHスタット／タイトレータ

　　　イオンクロマトグラフ

　　　電気化学検出器　　　他

　　●生物環境計測システム機器

　　●環境計測システム機器

　　●計測制御システム機器

157　●電子／記録システム機器

血液，尿自動分析装置

NEO－5
　NEO－5は，血液中の電解質（Na＋，　K＋，　Cl－）濃度と，尿中の電解質

（Na＋，　K＋，　Cl－）濃度および尿浸透圧とをすばやく測定し，尿中に排泄さ

れている老廃物濃度をマイクロコンピュータで演算して出力します。

特　長

●1台で従来装置の何台分もの働きをします。

　全血の電解質，尿中の電解質と浸透圧を測定し，尿中の老廃物濃度をデ

　ータ表示し，プリントアウト（同時に2枚）します。

●24時間，何時でも測定できます。

●測定は，サンプルをセットし，スタートボタンを押すだけの簡単さ。

●測定データに時刻が入ります。

主な仕様（測定項目，範囲）

Na＋：（1血液）50．0～200．Ommol／1，（尿）5～300　mmol／l

K＋　：（血液）2．00～10．00mmol／1，（尿）5～150　mmol／l

Cl－　：（血液）50．0～200．Ommol／1，（尿）5～300　mmol／1

浸透圧：0～1，200mOsm／kg

UREA－N　OUTPUT：　（0．0～30．O　g／1）
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逼）東京カレガノ商事株式会社

〒102東京都千代田区麹町4－1－4　　　　　TELO3－265－1011

ミニクリア装置

　オルガノ……人・水・空気そして末来・・…

　人・水・空気

　雄大な自然とともに私たちの暮しは営なまれていきます。最新の科学と

ともに私たちの暮しは拓かれていきます。私たち人間の生命の根源である

水・空気。私たち人間の英知の結集であるテクノロジー。人と自然と科学。

　それらの調和から快適な環境と豊かな暮しが生れます。

　人・末来

　水の流れを確かに捉えて月のざわめきに耳を澄まして，わたくしたちは

明日を見つめるグローバルな視点で独創の技術で明日を見つめる。人間の

暮らしが輝き続ける末来に向けて。

ミニクリア装置（純水装置）

生化学分析装置用自動純水供給装置で，試薬調整及び洗浄用水として

純水を供給し，全国における装置の納入実積は，約80％に至っており

　ます。

尚　オルガノ式純水装置のアフターメンテナンスは，洗練された技術

と豊かな経験をもつ全国のオルガノグループ販売店サービスマンによ

り，メンテナンス体制が出来ておりますので，安心して御使用いただ

　いております。

〔営業品目〕

　1．半導体・エレクトロニクス関連

　2．火力・原子力発電関連

　3．小型水処理関連機器

　4．バイオテクノロジー支援技術関連

　5．プラントェンジニアリング関連

　　　（食品，医療，製薬，）

　6．環境，上下水道，産業排水関連

　7．イオン交換樹脂，高機能膜，活性炭関連

　8．水処理薬品関連

　9．食品，家庭用品関連

10．計測，制御関連

以上



TOSHIBA　東芝Xikカル株式会社
〒113東京都文京区本郷3　－26－5 TELO3－815－7211
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　東芝メディカル株式会社は，株式会社東芝の医用機器部門の販売・サー

ビスを業務とする会社です。

　大正4年，わが国で初めてX線管を完成して以来，X線機器，医用電子

機器，核医学機器，CTスキャナ，臨床検査機器など，数々の医用機器・医

用システムを製品化し，医療技術の向上に貢献してまいりました。

　「医療と健康に先端技術を……」をモットーに，絶え間ない技術開発と技

術革新をもとに，コンサルテーションからファイナンス営業，アフターサ

ー ビスまで万全の体制で責任あるフォローができるように心掛けておりま

す。

〔営業品目〕

●X線診断装置

X線テレビ装置，X線テレビ関連機器，一般診断用，循環器総合診断シス

テム，DFシステム，胸部間接撮影用，胃部間接撮影用，回診用，断層撮

影装置，X線検診車，特殊撮影装置，その他各種関連機器

●コンピュータX線断層診断装置／磁気共鳴イメージング装置

全身用CTスキャナ，頭部用CTスキャナ，独立型診断用システム，磁気

共鳴コンピュータ断層撮影装置，その他各種関連機器

●超音波診断装置

セクタ電子スキャナ，リニア電子スキャナ，カラードプラー，その他各種

超音波診断装置

●核医学機器　ガンマカメラ，その他各種関連機器

●放射線治療装置　医用ライナック，その他各種関連機器

●検体検査装置　自動化学分析装置，分光光度計，臨床検査システム，そ

の他

●医療情報システム

総合健診システム，漢字レセプトコンピュータ，端末機器，その他

自動化学分析装置

TBA－20／30R
　TBA－20（30）Rは，同時32項目を1時間あたり200（320）テストの速度で

処理するランダムアクセス分析装置です。分注精度・測光精度・撹拝効果

をより高め，信頼できるデータを提供します。

〔特長〕

1．32項目を200（320）テスト／時で処理。

2．検体4μ尼，反応液300Steで測定可能。

3．検体の希釈測定が可能。

4．MAXレート，マルチアッセイ等，理想的な測定法を付加。

5．液面センサー一体型プローブ採用により，コンタミが軽減。

6．反応タイムコース，測定結果を記憶。

7．反応時間は必要に応じて延長可能。（20R：10．5～17．5分，30R：10．5～30

　　分）

8．プロゾーンチェック機能装備。

ウ
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◆東ソー株式会社
TOSOH

TlO7 東京都港区赤坂1－14－15 TELO3－586－9181

　東ソー㈱は昭和47年，国産として初めて高速GPC装置を開発，上市，以

来，高速液体クロマトグラフィのハード，ゲル，そしてソフトの3つを兼

ね備えた高速液体クロマトグラフィの総合メーカーとして，ゆるぎない地

位を築いてまいりました。そしてその技術を背景に，昭和58年，全自動グ

リコヘモグロビン分析計HLC－723GHbを上市，現在では糖尿病検査システ

ムの主流として，全国の病院，臨床検査センターで活躍しています。そし

て臨床診断システムの第二弾として昨年モノクローナル抗体を用いた自動

エンザイムイムノアッセイ装置AIA－1200を発表し，関係方面に大きな反響

をよびました。高速液クロから診断システムまで東ソーは常に研究者，技

術者の価値観を大切にしてまいります。

〔営業品目〕

診断システム営業部

　全自動エンザイムイムノアッセイ装置A】A－1200，専用試薬Eテスト「TOSOH」

　全自動グリコヘモグロビン分析計HLC・723GHb，　HLC－723GHb　I

　HbAlcリファレンススタンダード

　96穴用マイクロプレートリーダMPR－A4及びデータ解析プログラム

　各種臨床検査試薬

計測システム営業部

　高速液体クロマトグラフCCP＆8010シリーズ，高速GPC装置HLC－8020，

　分取型高速液体クロマトグラフHLC－837，全自動カテコールアミン分析

　計HLC・8030，高性能充損剤TSK－GELシリーズ

分離システム営業部

　中速用分離剤トヨパールシリーズ，粗分画用液体クロマトグラフトヨバ

　ールクロマト，工業用分離精製システムP＆Pシリーズ

　限外濾過膜システムUFシリーズ

　前処理カードリッジUNISEPシリース

全自動エンザイムイムノアッセイ装置

AIA⑧一1200

　AIA－1200システムは，　AIA－1200本体とその専用試薬Eテスト

「TOSOH」から構成される全自動エンザイムイムノアッセイシステムで

す。測定項目は，AFP，　Fer，　TSH，　IgE…。

※画期的な試薬パック方式，ディスポーザブルピペットチップの採用でコ

ンタミネーション，キャリーオーバーの心配がありません。

※全ての項目の反応を同一時間で終了させることによりランダムアクセス

が可能となりました。測定項目の任意選択，同時測定が出来ますので，項

目毎のスタート操作や試薬変更が不必要です。

《主な機能〉

＊検査処理能力：　120検査／時間

＊項目選択　　：　21項目／検体任意選択。ランダムアクセス可能

＊試薬残量管理：　試薬パックの不足量，不足発生予定時刻の表示

＊検量線　　　：　6濃度以内／項目，1項目2ロットの検量線記1意

　　　　　　　　　各項目同一ロット内1ヶ月間有効

＊精度管理　　：　x－R管理図表，基準値平均値法のQCプログラム内蔵

＊故障診断　　：　電話回線を通じて装置の遠隔地故障診断可能
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皿コ東洋測器株式会社
〒160　東京都新宿区高田馬場1－34－8　大輝ビル　　TELO3－209－0425
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　東洋測器は，バイオテクノロジーでの15年の実績に光学，エレクトロニ

クス等の最先端技術を加えたシステム機器を広範囲な分野において，各研

究所又は広く海外に提供しております。今後も研究者の皆様のニーズにお

応えすべく新製品を開発・研究中であります。

〔営業品目〕

　画像解析測定装置

　酵素抗体免疫吸光測定装置

　微生物増殖測定装置

　MIc測定装置

　菌自動移殖装置

　大量細胞培養器

　光散乱光度計

　紫外可視分光光度計

MIC測定装置

特　長

　○シャーレを試料台にセットしスタートボタンを押すだけで27菌株を自

　　動追従し，14枚終了時にMIC判定されます。

　○最小分析能0．15mmのITVカメラにてコロニー面積を判定しますので

　　MIC値の判定が正確に行なえます。

仕　様

　測定対象

　処理時間

　処理単位

計測出力

判定設定

MIC最小発育阻止濃度

1発育菌当り0．5秒　1シャーレ27発育菌　合計13．5秒

14枚1組（基準シャーレを含む）

1シャーレ当り27被検菌

内蔵プリンタまたは外部パーソナルコンピュータへのデータ

送り出しmcg／m2

発育，不発育をデジタルスイッチ（10進2桁）で面積値にて

設定，プログラムによりデータをコンピュータに送り出し，

計数及び＋一表示によるデータ管理可能



162 TOYOBO東洋紡東洋紡績株式会社
〒530大阪市北区堂島浜2－2－8 TELO6－348－3333

　すでにスタートした東洋紡の第2世紀。それは新素材を核に，ハイテク

ノロジーに裏付けられた生活創造企業です。

　バイオケミカル，プラスチック，環境浄化，印刷材料，電子材料，高付

加価値繊維など，時代はまさにハイテクノロジーの開花期。

　酵素の研究からスタートした東洋紡の生化学事業は現在，数々の医療検

査分野で多くの成果をあげています。

　たとえば，腫瘍マーカー・ホルモンの検査薬「イムノボール」シリーズ

や遺伝子組み替えに欠かせない「制限酵素」バイオセンサー技術を駆使し

た血糖分析器「ダイヤグルカ」など。バイオケミカルは，これからの社会

のきわめて重要な分野です。

　社会のニーズはさまざまな分野で，より人間の立場にたった，時代の流

れを反映したモノづくりを求めています。“ゆたかな未来のパートナー東洋

紡”は高度の技術と，ゆたかな創造性をべ一スに，21世紀の皆さまのくら

しにお役にたちたいと願っております。

〔営業品目〕

　1．全自動EIAシステム：IB－500

　1．血糖分析器：ダイヤグルカ，HEK－30

　1．乳酸分析器：ダイヤグルカ，HEK－30L

　1．EIAマイクロプレートリーダー：EL－310

　1．EIAマイクロプレートリーダー：EL－307C

ビーズ固相ヘテロジニアスElA全自動処理装置

AU1「OMATED　EIA　SYSTEM IB・500
　現在広く用いられているヘテロジニアスEIA法は優れた方法でありな

がら，その測定時間と繁雑な操作の為，自動化が困難とあきらめられてい

ました。

　東洋紡IB－500　EIA　SYSTEMは，繁雑な操作を自動化した，　EIA全自

動処理装置です。

　予め測定項目毎に，検体採取量，洗浄回数反応時間などの測定条件を

設定しておけば，きわめて簡単な操作で，人為的な誤差を少なくし，信頼

性の高い測定が可能です。

＜特　長＞

　1．全ての操作が自動的に進行します。

　2．多くの試薬キットに適用できます……B／F分離を必要とする固相プ

　　　ラスチックビーズEIA法に適用できます。（当社・他社1・2ステップ

　　　法）

　3．極めて簡単な操作で測定結果が得られます。

　4．精度が高く，再現性も良好です。

　5．単位操作機能を備え，汎用性に優れています。



△長瀬産業株式会社医療システム部

〒103　東京都中央区日本橋小舟町5－l　TELO3－665－3174
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　当社は150年に亘る古い歴史と輝やかしい伝統を持つ化学品専門商社で

す。昨今，医療分野における目ざましい発展の中，当社は常に新規商品の

開発を手掛け業界各方面をリードしてきました。

　医療産業分野においても長い歴史をもっており，ナガセ医療グループの

下で関連部門が活発に活動しております。当部は主として医療診断方面の

商品（ドライケミストリー自動分析装置，遠心方式自動分析装置，細菌検

査自動分析装置，診断試薬用酵素，免疫測定装置，コンピューターシステ

ム，放射線モニターシステムなど）を担当し，堅固なサービス体制をもっ

て多様なニーズに応えてまいりました。今後も新製品のラインアップを充

実し積極的な活動を展開してまいります。

〔営業品目〕

1．乾式自動分析装置（イーストマン　コダック社製）

　　・コダック　エクタケム　700N

　　・コダック　エクタケム　400

　　・コダック　エクタケム　DT60　システム

　　　　測定に必要な全ての試薬が多重層に塗布されており，微量検体で

　　　高精度なデータが得られるドライ方式の分析装置。

2．遠心方式自動分析装置（べ一カー　インスツルメント社製）

　　・セントリフィケム　アンコール

3．細菌検査感受性測定装置及び蛍光免疫測定装置（ダイナテック社製）

　　・MIC2000　フフス　ンスァム

　　・マイクロフルオロ

4．コンピューターシステム（ワング社製，NCC社製）

コダックエクタケム700N

　コダック　エクタケム700Nは，ドライケミストリーの技術を応用した

生化学自動分析装置で，以下の項目の測定が可能です。

　　酵素項目：GOT，　GPT，　LDH，　CK，　ALKP，γ一GT

　　　　　　　CK－MB，リパーゼ，アミラーゼ

　　比色項目：GLU，　BUN，　CREA，　NH3，　Ca，　TP，　ALB，　UA，

　　　　　　　TBIL，ビリルビン分画（BuBc），　CHOL，　TG，　PHOS，

　　　　　　　MG，　HDLC
　　電極項目：Na，　K，　Cl，　CO2

　　薬物検査：テオフィリン

　以下の様な特長を備えている

　　1．試薬の調整不要

2．検体が微量（10Xtl又は11μ1／テスト）

3．給水設備，廃液処理不要

4．3ヶ月に1度のキャリブレーション

5．全自動で最大600テスト／時の処理能力

6．アナライザーのウオミングアップ，洗浄等が不要



16、（－NBS一）二光バイオサイエンス株式会社

〒fi41東京都品川区西五反田7－25－5　日本生命トレードセンタービルTEL　O3－490－6411

　当社は，昭和37年創業以来，先発型技術商社として欧米の臨床検査機器

及び理科学機器を市場化して参りましたが近年，科学と医療技術の急速な

進歩・発展に対処する為に，専門分野を主として血液学診断研究と生化学

検査の領域並びにHPLCによる分離・分析の領域にしぼって，そのノウ

ハウの充実に努め，名実ともに専門技術商社として着実な歩みを続けてお

ります。とりわけ，血小板凝集能検査の領域については，初の国産化に成

功して以来，長年にわたりこの分野でのリーダーとして一層遭進しており

ます。又米国ESA社との技術提携により，電気化学的測定法の普及発展に

寄与し，微量生体成分の分析に目ざましい進展をとげています。血液学と

神経化学的アプローチによる老化研究への対応が現在の視点です。

〔営業品目〕

◎　NBSヘマトレーサーシリーズ

　　ヘマトレーサーは」血小板凝集能の代名詞です。世界初の8チャンネル

　システム：ヘマトレーサー6，新型血液凝固装置：ヘマトレーサーIIIも

　登場しました。

◎　フェロケムII

　　電気化学法を用いた唯一の血清鉄／銅／TIBCアナライザーです。わず

　か30秒で測定OK，オートサンプラーも登場しました。

◎　クーロケム5100A

　　最新の電気化学的技術を取り入れた，画期的なHPLC用検出器であ

　り，神経芽細胞腫スクリーニング（HVA，　VMA），ヵテコールアミン分

　析等に比類なき感度と安定性が非常に評価されています。

◎“NEUROCHEM”システム　（新開発）

　　クーロメトリック直列センサーを利用した三次元クロマトグラムシス

　テム。生体アミン，それに関連する代謝産物，プペチド，プリン，ビタ

　ミン，薬物等の同時一斉定量分析を可能にしました。1サンプル中200種

　類もの化合物を1時間内で測定することができます。

8チャンネル自動血小板凝集能測定装置

NBs　HEMA　TRAcER　6　PAc－8s
　血L小板凝集能検査のパイオニアである我社のほこる高機能型機種です。

発売以来，ルーチン検査に圧倒的威力を発揮し，この分野のベストセラー

マシーンとなりました。

　特長　◎多数検体測定　1項目だけ測定する場合，同時に8検体処理が

　　　　　可能です。

　　　　◎多数項目同時測定一多種目・多種濃度測定。

　　　　◎微量検体測定　200μ／

　　　　◎データーファイル機能一200テスト以上

血栓症の診断と研究さらには各種薬剤投与時における

効果判定。特に薬効判定実験プログラムによりリサーチ

領域にも実用性が強化されました。

燃
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⑳株式会社二…－eJ■一
〒IOI東京都千代田区神田松永町l　　TELO3－251－6981

　株式会社ニチリョーは，分注器，希釈器，マイクロピペットの国内唯一

の専門メーカーです。

　1944年，化学用硝子体積計の製造販売を目的として創立以来，“BE

ORIGINATIVE　NICHIRYO”のスローガンのもと，国内はもとより全世

界にもリキッドハンドリングシステムを提供しています。

　なかでも，マイコン制御のマイリューター，マイペンサーは，高精度で

迅速に，しかも簡単に試薬の分注や前処理を行うことができる製品です。

　コンピュータ制御の製品のラインアップを充実し，今後ともさらに高品

質な製品の開発を通じて積極的に医療社会に貢献してまいります。

〔営業品目〕

●オートディスペンサー・サンプラーシステム

　マイリューター，マイペンサー，オートダイリューター

●ディスペンサー・システム

8chディスペンサー　MODEL8800，デジタルディスペンサー　RDIOOO，

　アキュペンサージュニア，MODEL8100，ディスペット他

●サンプラーシステム

MODEL5000DG，　MODEL5000F＆V，　MODEL　800他
※新製品のご案内

　MODEL5000DG
●容量設定はデジタル式ですので簡単，正確，個人差なく使用できます。

●本体の気密部シール素材にフッ素樹脂を使用していますので長期間の

使用に耐え，メンテナンスフリー，且つ精度，再現性が優れています。

●長時間使用しても手の温度による精度変化が生じない機構です。

●5種類で0．5～5，000μ1までサンプリングができ非常に経済的です。

●本体は人間工学に基づいたグリップで軽量且つソフトな操作性に優れ

長時間使用しても疲れません。

●他メーカーチップと共用不可能です。（0．5～1，000，ul）

プログラム方式　リキッドプロセッサー

マイリューター

　マイリューターは，マイコンとステップモータによる高性能多目的分注

装置です。試薬やサンプルを迅速に高精度に処理することができます。

〔特　長〕

●多目的に使用できる15モード，希釈はもとより，検量線の作成に便利な

　倍率可変希釈モード，倍率設定モード，サンプル分注モード等を選定で

　きます。

●最大50プログラムがメモリー可能です。

〔仕様〕

精度，再現性：AC＜±1％　　CV＜0．2％

シリンジ容量：サンプルシリンジ100μ1，試薬シリンジ2．5m2

　　　　　　　500μ1，1me，2．5me，5me，10me，25me取付可能

設定容量：試薬やサンプルの吸入および排出容量は，セットされてい

　　　　　　　るシリンジの容量に対し1／1000単位で設定可能

動作速度：2秒～11秒／フルストローク（10段階可変）

外部接続端子：TTLレベル＆プリンター用出力（セントロニクス準拠）

本体寸法：W184×H295×D197

慧
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◎株式会社日fi　”

　　〒102東京都千代田区一番町22－i一番町セントラルビル TELO3－264－8192

　株式会社　日科機は，米国コールター・エレクトロニクス社の代理店と

して昭和40年に発足し，同社の「自動1血球計数装置・自動粒子計数装置」

を主力に臨床検査機器・理化学機器の輸入商社として機器の紹介，普及に

努めてまいりました。

　市場への的確な対応，技術開発及び製造部門と直結する販売活動，カス

トマーズサービス等がますます要求される現在，私共は米国コールター・

エレクトロニクス社との経営一体化を図り，機器の輸入販売代理店として

の機能にとどまらず，メーカーの立場から顧客の皆様の御要望にもスムー

ズかつダイレクトにお応えできる様努力し，臨床検査分野に貢献していく

所存です。

〔営業品目〕

〈臨床検査機器分野〉

・米国コールター社

白血球分類装置

自動lf［L球計数装置

細胞分析分取装置

細胞分析装置

・ 米国オリオン社

VCSシステム
STKR，　S一プラス　VI，　JS

JR，　T890，　T660，　T540

エピックス750シリーズ・クリニカル用

エピックスC（CSタイプ）

エピックス・プロファイル・クリニカル用

＋トリウム／カリウム分析機　モデル1020

・ 米国YSI社

グルコース分析機　モデル23A

ラクテート分析機　モデル23L

・DKK社
自動lin沈計　モデルESR－50

コールターVCSシステム

　コールターVCSシステムは最新の技術をとり入れた血液学分析専用の

フローサイトメーターで，白血球分類と異常検体の識別のための装置です。

電気抵抗法（体積），電導度法，光散乱法の3種類の検出テクノロジーを一

体化したセンサーで白血球を多次元的に解析します。異種テクノロジーの

組み合わせによるユニークな個別血球分類機能は従来の方法論には見られ

ないコールター独自の新しいものです。

〈測定項目〉

　リンハ球，単球，好中球，好酸球，好塩基球

く特　長〉

・ 白血球のもとの状態を保ったまま3次元の形態分析が可能です。VCS専

　用試薬の働きにより血球の構造，表面特性、内部組成などを詳細に解析

　できます。

・ キーに軽く触れて全血100μ1を吸引させるだけで測定操作が完了します。

・プッシュボタン操作で各種のデータをディスプレイに表示できます。

・チケ・ト・プリンター，グラフィック・プリンターによるデータのプリ

　ント・アウト。RS232Cインターフェイス付き。
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日水製薬株式会市土
〒170　東京都豊島区巣鴨2－11－1 TELO3－918－8161
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　日水製薬株式会社は，昭和10年4月㈱日産水産研究所として設立され，

その後㈱日産研究所を経て昭和37年1月現社名となりました。

　昭和27年に赤痢・サルモネラ用「SS寒天培地」を発売して以来，各種細

菌検査用粉末培地・生培地を拡充するとともに，昭和54年には簡易同定キ

ット「IDテスト・EB－20」を発売し現在までにIDテストシリーズ3種を発

売しております。

　臨床検査薬としては免疫比濁法による血清タンパク定量用「TIAテス

ト」を初めとする免疫血清検査用キット，GOT，　GPT測定用「トランスナ

ーゼ」を初めとする生化学検査用キット，精度管理用血清「スイトロール」，

さらに「オートTIA　ASO　II」を初めとする各種自動分析用試薬を製造販

売し，培地・検査薬の総合メーカーとして広く知られております。

　今後とも弊社独自の製品を開発しユーザーの皆様方の御期待に応えるこ

とができますように努力を続けていきたいと考えております。

〔営業品目〕

1．細菌・真菌・原虫用培地

II．組織培養用培地

III．体外診断用医薬品

　1．感受性試験用ディスク

　2．細菌同定用キット

　3．免疫血清検査用キット

　4．生化学検査用キット

　5．自動分析用試薬

IV．精度管理用血清

V．器材・機器

全自動エンザイムイムノアッセイ装置

AIA－1200
　AIA－1200は従来のEIA装置とは全く異ったコンセプトにもとついて

開発された新しいエンザイムイムノアッセイ装置です。

■フローセル方式を追放，キャリーオーバーをなくしました。

　反応から測定までの全工程が独自の試薬パック内で進行します。サンプ

　ルの分注にはディスポーザブルのピペットチップを採用，フU一セル方

　式のように種々の反応液が同一のセルを通過することがなく，コンタミ

　ネーションやキャリーオーバーの心配がありません。

■レート・アッセイ法の採用により再現性にすぐれたデータを提供します。

　精密な温度管理，磁性粒子による均一な撹持，検体，試薬の高精度分注

　などにより，再現性にすぐれたデータを提供します。またレート・アッ

　セイ法の採用により，試薬ブランクの影響は全くありません。

■特別な設置工事は必要ありません。

　給排水工事も必要なし。コンセントがあればその日から稼動できます。

■使いやすい設計です。

　QCプログラム，ヘルプ機能内蔵，電話回線利用の遠隔診断もできます。
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：ツ数9一ユ1レ≒コ

株式
〒531大市大淀区豊崎3－3

会社ニプロ
13　　　TELO6－373－3155

自動赤沈計

Model　FA－2

代表者　代表取締役社長　佐野和夫　　設立年月　昭和39年3月

資本金　5000万円　　従業員数　400名　　年商　200億円

決算期　年1回　3月　　取引銀行　三和B／K天六　大和B／K天六

農林中金大阪　大阪B／K天神橋

当社は，株式会社ニッショーを中核とした　ニッショーグループで生産さ

れる各種医療器具を全国の営業部，支店および営業所を通じて販売してお

ります。

〔営業品目〕

ディスポーザブル医療器具（注射針，シリンジ，輸液輸血セット，カテー

テル，接続器具，排液器具，フィルター検査器具，手袋，衛生材料）測定

器具，体温計，血圧計，自動輸液ポンプ，人工肛門，漢方薬，体外診断薬，

血液バッグ，人工腎臓用透析機器，血漿血清関連機器，防塵服

Model　FA－2は，ウェスターグレン法を応用した自動赤血球沈降速度測定

器で，最新の電子計測技術により赤血球の沈降を赤外線によって読取りま

す。時間が気になる，忙しい検査業務の省力化の実現にすぐお役に立ちま

す。

〔特　長〕

1．測定はいつでも始められます。

2．採」血方法を選びません。

3．お手持ちのピペットでOK。

4．操作は簡単。

5．測定結果はプリントアウト。

6．1時間のみの測定も可能。

7．追加ユニットにより増設できます。

8．停電対策も万全。



◆日本イ汐一メツド株式会社

〒105東京都港区虎ノ門4－1－40虎ノ門山勝ピルTELO3－438　一　0547

　H本インターメ／ド株式会社は，イギリスInterMedグループ40社のメ

ンバーで，これら各杜の日本における輸入販売を目的として1980年に

InterMedと日本資本の合弁で発足しました。以来，組織培養用プラスチッ

ク器具であるNunc社製品を中心に，各種動物血清，大量細胞培養装置な

ど幅広い商品群を取り扱っております。一方，輸入の拡充と併行して，国

産品開発にも着手し，イムノリーダーNJ－2000，イムノウォッシャーNK

－300の他に，フルオレスペクトNJ－5000，イムノウォソシャーNK－100も

開発販売致しました。

　今後，バイオテクノロジー分野において、研究者各位の御期待に沿うよ

うに努力していきたいと考えております。

〔営業品目〕

Nunc社　組織培養器具及び免疫分析用器具

Techne杜一MCSスターラーシリーズ

FILTRON社一各種動物血清（FCS，　NBCS，　CS等）

　　　　　　　各種組織培養用培地

Nunc　Inc社一ラブテックチェンバースライド

BIOCONCEPT社一ALPディスポーザブルピペット

BOLMETRIX社一マイクロピペット
自社製品一フルオレスペクトNJ－5000，イムノリーダーNJ－2000，イムノ

ウォ・シャーNK－300，イムノウォッシャーNK－100，凍結保存用ラック及

びボックス
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マイクロウェルプレート測定用全自動比色計

イムノリーダーNY－2000

　イムノリーダーNJ－2000はマイクロプロセッサー制御による全自動酵

素免疫測定用比色計です。操作は簡単かつ迅速に行うことが出来ます。

●直線性は2．000まで保証（3．000まで測定可能）

●単波長及び二波長測光可能。

●10種類の測定モード。

●平均値・標準偏差を印字出力出来る。

●測定結果を何度でも，どのような出力形式に変えても印字出力できる。

●ルーチン用に11種のプログラムが半固定化出来る。

●サンフル，及びブランクの設定が自由に出来る。

●バ・クア・プバッテリーにより電源がoffになってもハラメータを保

　持している。

●干渉フィルターは自動切換で8枚まで装着可能。

●RS－232Cによりコンピューターとの接続可。

　尚，自動供給機がオプションとして用意されており，プレートの連続

　測定を行うことが出来ます。
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170 日本臼「ミコP株i式言社

〒IOI東京都千代田区岩本町2－2－3 TELO3－851－2974

　日本ケミファは，昭和25年創設以来，成人病薬を中心に独創的な医薬品

開発を続けています。最近の医療の高度化に伴い，臨床検査も量的分析か

ら質的分析へと変化して参りました。当社は，多角化を進める中で昭和51

年，臨床検査薬事業部を新設し，以来アイソザイム分離用ミニカラム，血

清分離剤，リボ蛋白分画測定試薬等，時代を先取りしたユニークな製品を

揃え，最近ではグリコヘモグロビン等糖尿病検査項目のシリーズ化を行っ

ております。

　これからの臨床検査は，バイオテクノロジー，メディカルテクノロジー

エレクトロニクスといった高度技術の発達に伴い，ますます複雑，多様化

し同時に，本格的な高齢化社会を迎えて，CureからCareへと視点が移行

する中で，検査の果たす役割は更に重要になると思われます。こうした状

況やニーズに即応し，且つ独創性に満ちた試薬・機器の開発をスローガン

に今後大きな発展を目指しております。

〔営業品目〕

（臨床検査機器）

　●全日動グリコヘモグロビン分析計：HLC－723GHb

　　　　　　　　　　　　　　　　　　HLC－723GHb　II

　●グリコヘモグロビンデータ処理システム：NC－GS1000

　●lflL液像カウンター：COSMOS－M，

　●ケトン体専用分析装置：K－340

（臨床検査薬）

　●糖尿病関連試薬：ロペットシリーズ

　●脂質関連試薬：リピッドプロフィールシリーズ

　●アイソザイム関連試薬：ミニカラムシリーズ

　●］flL清分離剤：ミーカスシリーズ

グリコヘモグロビンデータ処理システム

NC－GSlOOO
　NC－GSIOOOは，全自動グリコヘモグロビン分析計HLC－723GHbとパ

ー ソナルコンピュータのオンライン化を実現しました。

●HLC723GHbにより測定されたデータをオンライン入力します。

HLC－723GHbの〔LIST〕スイ・・チを押すだけで最大200検体まで処

　理できます。

●日内変動・再現性管理・相関分析などのデータ処理を自在に実施す

　ることが可能です。

●フロッヒーディスクに保存されたデータはホストコンピュータへ転

送されます。ホストコンピュータと患者属性・他項目検査データ等

　の情報を交換することにより患者の病態管理もできます。

●院内における糖尿病病態支援システムへの展開が可能です。



【ヨ17●［う¶丘電－業虐蛛…式合i量
〒161東京都新宿区西落合1－31－4　　TELO3－953－ll81

　電子技術をもって病魔に挑戦することを旗じるしに創立して以来37年，

日本光電は医用電子機器の専業トップメーカーとして前進しつづけてまい

りました。全国96か所に配置されたSSE（サービス＆セールスエンジニ

ア）は，お客様のご希望にかなう機器やシステムのご相談に，納品に，ア

フターケアに，そして次期開発製品の情報網として活躍しています。

　昭和47年にセミオートタイプの血球計数器の製造販売を開始，以来16年

間全国の病院，診療所でご使用いただいております。さらに，全自動血球

計数器を発売し，血球計数器のラインアップの充実をはかりました。

設立：昭和26年8月，資本金：30億円，売上高：263億円（連結409億円）

従業員：2168人，株式：東証1部に「光電工」の銘柄にて上場

　　　〔営業品目〕

　　　〔検査装置〕

　　全自動血球計数器，自動血球計数器，脳波計，脳誘発反応検査装置，

　　筋電計，網膜電位測定装置，眼振計，心電計，心電図自動解析装置

　　ホルターECGシステム，運動負荷心電図測定装置，心電心音計，

　　心機図検査用ポリグラフ，心拍出量計，電磁血流計，排尿機能検査装置，

　　心臓カテーテル検査装置，電子式スパイロメータ，呼吸抵抗計，

　　鼻腔通気度計，超音波診断装置

　　　〔患者監視装置〕

　　手術モニタ，COzモニタ，ハートモニタ，ベッドサイドモニタ，

　　ICU／CCU用患者監視装置，分娩監視装置，新生児モニタ

　　　〔処置・治療〕

　　デフィブリレータ，輸液ポンプ，心臓ペースメーカ，マイクロ波手術器

　　　〔研究用装置〕

　　各種ポリグラフ，サーマルアレイレコーダ，生体用各種トランスデューサ

　　メモリスコープ，電気刺激装置，微小電極用増幅器，生理学学生実習装置

171医用データ処理装置，データレコーダ

　　　〔電源・トランス〕　安全トランス，各種特殊変成器

セルタックオート

全自動血球計数器 MEK－7108
　オートサンプラを内蔵，血小板を含む8項目を自動測定する全自動の血

球計数器です。

〔特長〕

●安全性の高いキャップ・ピアス方式

　採血管キャップをしたまま、血液に触れることなく全血の試料を自動測定

●緊急割込み検査も全自動で測定

●最大50検体を自動的に連続測定

●シンプルデザインで操作は簡単

●管面タッチキー採用の12インチカラーディスプレイ内蔵

●オートサンプラを内蔵して、なおコンパクト

●充実した精度管理プログラムを内蔵

〔仕　様〕

測定項目：WBC，　RBC，　HGB，　HCT，　MCV，　MCH，　MCHC，　PLT

寸法・重量：幅630×高さ404×奥行530mm　63kg

電源：AC100V　　150VA



172 》日本商事株式　社
　　〒540大阪市東区石町2－30　　　　TELO6－941－0308

　当社は大正9年の創業以来，医薬品流通の一翼を担う医薬・臨床検査試

薬・医療品の卸販売業として「良い医薬・臨床検査試薬・医療品の安定供

給，品質保持」を基本姿勢に歩む一方，自社品の開発・製造にも着手し，

昭和35年に茨木製薬工場を，46年には医薬研究所をそれぞれ建設し，さら

に41年には外科手術用縫合糸の専門工場として東京工場を建設して，医療

品業界では医薬・臨床検査試薬・医療品の販売を中心に製造，貿易を行う

総合商社としてユニークな地位を築いています。また昭和56年4月に操業

を開始した岡山製薬工場は，薬事法上のGMP（医薬品の製造と品質管理に

関する規範）に適合した工場として，内外の期待をあつめています。

〔営業品目〕

　〔臨床検査関係製品〕

1．体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）

　1．生化学検査用

　　　脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品

　2．免疫血清検査用

　3．血液検査用

　　　血液凝固，血色素検査用各種製品

　4．その他，電気泳動用，ウィルス検査用

II．臨床検査試薬

　　標準物質，精度管理用血清（生化学），精度管理用血漿（血液凝固），

　　抗凝固剤，解糖阻止剤，その他

III．臨床検査器具・器材

　1．医療器具　ポルーE一フィルムシステム

　2．日商ディスポ製品，フィンピペットシステム

芒乱一γξ蕎辿一γξ
　　　　　　　　酵素法　体外診断用医薬品

ビリルビンオキシダーゼ（BOX）を用いた酵素法による血清総・直接ビリルビンの新定量法

〔特 徴〕　＊特異性に優れている。

　　　＊共存物質の影●がほとんどない。

　　　＊総ビリルビン30mg／dlまで測定できる。

　　　＊直接ビリルビン15m8／dlまで測定できる。

　　　＊ミハエルソン変法との相関が良好である。

　　　＊使用液は2週間安定である。
　　　＊各種自動分析機への適用が可能である。

〔効能・効果〕

〔貯法・有効期間〕

〔包装単位〕

ネスコー．T．BeL．VE　ネスコー．D．BIL．VE

IIn清中総ビリルビンの測定　血清中直接ビリルビンの測定

1．貯　　法：冷蔵保存（2～8℃）

2．有効期間　1年3箇月

規　　格 内　　　　　　容

R－1140ml×3 R－1緩衝液　　　　　　140ml×3
R－1250ml×3 R－1緩衝液　　　　　　250ml×3

R－2　15ml×6
R－2酵　素1パイアル（15ml用）×6
R－2溶解液　　　　　　　　　　15ml×6

R－2　60ml×3
R－2酵　素1バイアル（60ml用）×3
R－2溶解液　　　　　　　　　60ml×3

本質，測定方法，用法・用量，操作上の留意事項，使用上又は取扱い上の注意等は添付文書を＝’参照下さい。
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㎜日本デワニココ株式会社

〒107東京都港区北青山2－5－8ハザマビル12階TELO3－405－7311

　世界で初めて化学分析の自動化に挑戦し，”オートアナライザー”を世に

送り出したのが1954年。この流体力学に基づく連続流れ分析機を日本の医

学界に紹介し，一大センセーションを巻き起こしたのは1959年のことでし

た。以来，テクニコンは，「いま，何が求められているのか」「つぎに，何

が望まれるのか」そして「将来はどのような変革が行なわれるのか」とい

った課題を自ら求め続け，時代のニーズを先取りする機器の開発，システ

ム化の実現に努めています。生化学・血液学は言うに及ばず緊急検査，免

疫学，それに伴う試薬部門も充実させ，創立以来，日本テクニコンは「科

学は人類の生存のために」という企業理念のもと，臨床検査ただ一筋の道

を歩みつづけております。

〔営業品目〕

口臨床検査用装置

生化学検査装置

ASSIST　簡易生化学自動分析装置

SSR－XT　超高性能多目的分析装置

SMAC　Jr　中型完全自動制御付分析装置

SMAC　III

SRA　3589超高度汎用型臨床検査装置

CHEM　1

血液学検査装置

完全自動制御多項目血液情報処理装置

超微量多目的生化学自動分析装置

CLOTEK－IITS血液凝固時間測定装置

Coatron　Jr．F2　血液凝固時間自動測定装置

THMS　　　　総合血液学情報管理システム

THMS　H・1　　総合血液学検査装置

免疫血清学検査装置

口臨床検査用試薬

生化学検査用試薬

血液学検査用試薬

凝固検査用試薬

免疫電気泳動用抗血清

血漿蛋白測定用試薬

各種精度管理用物質

蛍光抗体法試薬

　　DISC　120JX－1　血漿蛋白自動分析装置

　　SSR　全自動免疫蛋白測定装置
173

［鉋
　　NOVAシリーズ　イオン電極法全自動測定装置

　　STAT　PROFILEシリーズ　全自動血液ガス電解質分析装置

超微量多目的生化学自動分析装置

CHEM　1
カプセルケミストリーの特色

■貴重な血液の一滴一滴からCHEM　1は，多くの診断情報を導き出す事

　ができます。

■1200テスト分で，わずか17ml。小型試薬パッケージで場所をとりません。

■液体フルオロカーボンの使用と最新のエレクトロニクスにより，長期間

　安定なキャリブレーションと易しいメンテナンスを実現しました。

■誰でも容易に，効率よくオペレーションできます。

■高性能のデータプロセッサーが付いています。

　CHEM　1は，一つ一つの項目の反応が，1本のチューブの中を流れてい

く液体フルオロカーボン（ランダムアクセスオイル）の“さや”＝カプセル

の中で進行していきます。チューブ内で定常的な流れを保ち，カプセル内

の反応を制御する為に，レンズ状に滴下されたオイルによるカプセルの生

成，レベルセンサーによるカプセルの定量，Vanish　Zone，新しい型のミ

キシングコイル，流路内フローセル等，斬新なアイディアが数多くとり入

れられています。



1742VEC日本電気株式会社
　　〒108東京都港区芝5－33－7徳栄ピル　　　　　TELO3－798－6372

　NEC日本電気は，コンピュータ技術，通信技術，メディカルエレクトロ

ニクス技術の3つの技術を高度に結合し，明日の医療を支える総合医療情

報システムの実現をめざして，常に最先端を歩んでまいりました。

　近年，医学・医療のめざましい進歩とともに，診断・管理業務もますま

す高度化・複雑化してきています。医療のあらゆる場面で質の向上と効率

化が求められている現在，病院経営から診断までの一貫したシステムこそ，

明日の医療を支える重要な役割を担っているといえましよう。こうした時

代のニーズに応えるため，NEC日本電気は世界に誇るC＆C（コンピュー

タ＆コミュニケーション）技術をべ一スに，豊富な医療システムの経験を生

かして，より高度な医療情報システムの実現をめざしています。

〔営業品目〕

◎明日の医療に大きく貢献するNECの℃＆C総合医療情報システム”

＜システム代表例》

・ オーダリングシステム

・ 医療事務システム

・ 臨床検査システム

・ 総合健診システム

・ 薬剤管理システム

・ 給食管理システム

・物品管理システム

・給与システム

・財務会計システム

・ 再来受付機

（IBARS）

（LACS）

（HEALTH）

（DMS）

（FMS）

・ 患者情報モニタリングシステム　　（BIONET）

・ 医用画像ファイリングシステム　　（MediFile－1000）

・医用画像管理システム　　（NEPACS）

・ 放射線治療計画システム　　（THERAC）

・ カルテ型心電図解析装置　　（KARTIZER）

NEC臨床検査システム 呈一⊆§

C＆C時代の〔臨床検査システム〕

　NEC日本電気は，汎用コンピュータを使った臨床検査システム

「LACS」の開発によって，多くの病院検査室，臨床検査センターのシステ

ム化を進めてまいりました。この豊富な経験とC＆C技術を駆使してロー

カルエリアネットワークによる総合システム化やイメージファイリングシ

ステム，エキスパートシステムなどの先端技術による，明日の臨床検査室

一“C＆Cインテリジェント・ラボ”一を見つめて開発を推進しています。

〈LACSの特長〉

●豊富な業務プログラム・パッケージを完備しています。

●拡張性・保守性に富んでいます。

●パソコン（PC9800シリーズ）によるネットワーク化が容易です。

●検査業務のリアルタイム処理を指向しています。

●リレーショナル型データベースによる検査データ管理が容易です。

●バーコードラベルによる検体自動認識システムが可能です。

●オーダリングシステムなどのトータルシステムを指向しています。
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顧日本電子株式会社
〒196東京都昭島市武蔵野3－1－2　　TELO425－43－1111

　日本電子は，JEOLのブランド名で電子顕微鏡を初めとする高級理科学

機器専門メーカーとして，世界74ヶ国で貢献しています。

　国内では，総合理科学機器のトップメーカーとして，産業機器，医用機

器にも底辺を広げ，時代の先端を行く半導体技術やバイオテクノロジーに

代表されるハイテク産業に貢献する研究用機器，検査機器，生産機器を提

供し，ハイテク企業として注目を浴びています。そして医療分野では，血

液中の成分検査を自動化した生化学自動分析装置〈クリナライザ〉が健康

診断に役立っています。また最近では，当社のサーモグラフィー装置，

NMR装置，　GGMS装置などが新しい医療診断に貢献しています。

　　〔営業品目〕

　　電子顕微鏡／走査顕微鏡／分析電子顕微鏡／X線マイクロアナライザ／

　　　オージェマイクロブローブ／けい光X線分析装置／X線回折装置／核磁

　　気共鳴装置／電子スピン共鳴装置／質量分析装置／生化学自動分析装置／

　　臨床検査システム／フーリエ変換赤外分光光度計／レーザラマン分光光度

　　計／光電子分析装置／シーケンスアナライザ／全自動アミノ酸分析装置／

　　医用・工業用サーモグラフィー装置／電子ビーム描画装置／集束イオンビ

　　ーム装置／EB測長機イオンブレーティング装置／高周波応用装置／電子

　　　ビーム応用装置／トランジスタインバータ

　　海外製品（輸入販売）：高速フローアナライザ（ALPKEM社），強制展開密

　　閉簿層クロマトグラフィー（Newman　Howell社），酵素免疫測定装置

　　　（DYNATECH　Lad社），　ICP発光分光分析計（Leeman　Lad社）超音波

　　診断装置（SMS社）

　　　■生化学自動分析装置クリナライザ

　　　JCA－VX1000，　JCA－RXシリーズ

　　　■臨床検査情報処理システム

　　　JCS－2000，　JCS－1000，　JCS－5000

175　■全自動アミノ酸分析装置

　　　JLC300

生化学自動分析装置

クリナライザJCA－RX40
迅速検査体制システム

JCA－RXシリーズ／JCS－5000

　クリナライザ　JCA－RXシリーズ（RX10／20／30／40）生化学自動分析

装置とコンピュータJCS－5000臨床検査情報処理システムがあなたの迅速

検査体制システムを支援します。

　医療検査の新時代に，常に新しい迅速検査体制システムを考え，幅広い

トータル検査のニーズにお応えし，高性能と豊富な機能で臨床医への迅速

なデータフィードバックをお約束致します。

■

■

■

■

■

■

最大36項目同時分析・最大300検体／時・自動再検機構標準装備のRX

シリーズ

生化学，血清，血液，細菌等の各種検査業務を迅速にスケジューリング

（業務別に機能する複数のワークステーションを使用）

汎用コンピュータを採用した日本語処理システム

本格的なLANシステムによる拡張性・柔軟性が豊富

バーコードラベルを使用した独自の自動分注装置による分注作業の

自動化と分注時のID自動割付けを実現

自動分析装置とのオンライン接続，リアルタイム報告書発行が可能

＿＿　一 口
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176
（i　！》日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒105東京都港区芝大門1－3－6喜多ビル　　TELO3－459－6960

　当社は，1979年10月，米国バイオ・ラッドラボラトリーズの100％出資の

日本法人として設立されました。以来急成長を続け，日本における開発，

生産機能を拡大し，多様なニーズにもきわめて細かく対応できる体制を整

えてまいりました。臨床検査試薬においては，専門家から高い関心を寄せ

られている数々の画期的な製品を取扱っております。特に糖尿病の診断に

重要な，ヘモグロビンAlc測定カラム，免疫学分野で注目を集めている

HIV抗体検出用イムノブロット（WB法），精度管理用コントロール

（TDM，イムノアッセイ用）などは，高い評価を得ています。当社は今後

も一層の努力を重ね，優れた製品と進んだ技術サービスに貢献するための

環境づくりに力を注ぎ，技術革新の進歩・発展に適進してまいります。

〔営業品目〕

●臨床検査試薬

　1．ライフォチェックシリーズ（精度管理用コントロール）

　　　TDMコントロール血清，ドラッグフリー（薬物不含）血清，生化学

　　　コントロール血清，イムノアッセイコントロール，血液ガス，ヘモ

　　　グロビンAlc，コントロール尿，イムノロジーコントロールなど

　2．HPLC測定キットシリーズ

　　　全d且シクロスポリン，尿中遊離カテコールアミン，尿中メタネフリ

　　　ン，尿中VMA，尿中HVA
　3．尿中成分測定カラムシリーズ

　　　ケトクロームカラムテスト　（17－KS／17－OHCS）

　　　バニリルマンデル酸カラムテスト（VMA）

4．カンティジェン（ヒト末梢リンパ球表面マーカー測定キット）

5．イムノブロットアッセイ（HIV抗体検出：WB法）

6．ヘモグロビンAlcカラムテスト「Alcマイクロ」（三光純薬販売）

●臨床検査機器

　・ヘモグロビンAlc／A1専用比色計（Model－415）

　・高速液体クロマトグラフ

イムノプロットアッセイ

Emmunoblot　Assay

　現在，後天性免疫不全症候群（AIDS）の原因であるHIV（Human　Im－

muno　deficency　Virus）の抗体スクリーニング検査として，　ELISA法PA

法が大規模に実施されていますが，Bio－Rad社のイムノブロットアッセイ

は，ウエスタンブロット法の高感度，高特異性を有しているため，間接蛍

光抗体法（IF法）と共に，確認試験として大変期待されております。

■原　理■

　ウエスタンブロット法（Western－Blotting）は，　SDSポリアクリルアミ

ドゲル電気泳動法で分離されたタンパク質を，ニトロセルロース膜に転写

しその後，鋭敏な免疫学的操作法に従い，血清中の抗体を検出します。

■特　長■

　●操作法は，2STEP，　ELISA法と同様です。

　●IF法よ｝1も操作が簡単で，検査時間はわずか2時間45分です。

　●WB法はスクリーニング法より偽陽性が少なく，偽陰性がありません。

　●感度，特異性に優れ，再現性が高い。

　●ウィルス抗原に応じた，反応パターンを見ることが出来ます。



日本分光工業株式会社

〒192　東京都八王子市石川町2967－5 TELO426－46－41川
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昭和33年の創立以来，赤外分光光度計を始め，紫外・可視分光光度計・分

光けい光光度計・旋光分散計・円二色性分散計・レーザラマン分光光度計

の光分析機器のほか，高速液体クロマトグラフを中心にした生体成分分析

システムや，バイオテクノロジー関連装置など幅広い商品ラインアップに

加え，コンピュータ技術の導入によるシステムコントロールからデータ処

理機器まで，多様化したニーズにすみやかに応えるため，商品開発から，

アフターサービスまであらゆる分野の皆様のご要望にお応えします。

〔営業品目〕

●赤外分光光度計

●フーリェ変換赤外分光光度計

●高速液体クロマトグラフ

●生化学分野分析システム

●超臨界流体抽出クロマトグラフ

●高圧薄層クロマトグラフ

●ダブルビーム分光光度計

●ダブルモノクロ分光光度計

●分光けい光光度計

●レーサラマン分光光度計

●i3CO，アナライザ

●15Nアナライザ

●円二色性分散計

●旋光分散計

●セルソータ

●フローサイトメータ

●自動細胞スクリーナ

●細胞内カルシウム測定装置

●電気遺伝子導入装置

●電気細胞融合装置

●蛍光マイクロプーレトリーダ

●自動溶出試験器

自動細胞スクリーナ

cyto　ACE－150型

小型アルゴンイオンレーザを塔載したコンパクトな自動細胞スクリーナで

す。細胞集団の分析に，大きさ，内部構造，蛍光強度（2種）計4個のパ

ラメータを用いて，数千から数万個の細胞を処理し，その分布を解析しま

す。

サンプルは100μ1自動吸引し測定されます。さらに洗浄も毎回自動的に行

なえるため安定した測定が行なえます。

また，オンメモリー・リストデータ処理により，1度取得したデータは，

後で各様にパラメータの設定変更（サイトグラム）が可能です。

圏仕　様

フローセル：150μm角

フロー系　：サンプル吸引方式（シリンジ作動）

　　　　　　フローチェソクコントロール機構

サンプル谷量：O．1m£～

光源：空冷Arイォンレーザ
測定パラメータ：前方・側方散乱光・けい光（2色）

・濯■■■■■■■■■■■■■■■■■障§灘騨紗imoras＄n’　，ssw



178日輪欝日本分光メデゲカル
　　〒113東京都文京区本郷3－24－2イナミビル　TELO3－816－4351

　日本分光は26年の歴史をもつ分析機器の専門メーカーです。レンズ，プ

リズム，回折格子，光検出器等を原材料より製造しており，叉各種の分光

光度計，液体クロマトグラフ，セルソータ，及びコンピュータ応用製品を

主製品としております。

　㈱日本分光メディカル社は臨床検査用の機器を専門に販売しております

我社は臨床分析機器の精度，耐久性，操作性，及び省力化の向上に日夜努

力しております。製品の主な分野は，分光光度計，炎光光度計，クロライ

ドメータ，グルコースメータ，単項目自動分析装置，自動分注ステーショ

ン，プラスチック製品やコンピュータによるデータ処理の為のオンライン

用インターフェイスを用意しております。

〔営業品目〕

1　分光光度計　　　　　50型

　（ウビデックシリーズ）α1型

　　　　　　　　　　　　66型

　　　　　　　　　　　　88型

　　　　　　　　　　　　77Σ型

2　炎光光度計

　（フレームシリーズ）

3　三項目同時測定

4　クロライドメータ

5

6

7

8

9

グルコース、メータ

ロボットアナラィザ

ロボノトダイリュータ

ロボット分注ステーション

オートサンプラ

10　プラスチック秤量皿

　　　メータ方式の簡易型

　　　　2・3波長測定可能で多彩な分光器

　　　生化学検査用，マイコン方式

　　　レート測定内蔵の全自動分光計

　　　　CRT付　臨床検査用（レート可）

30C型　全自動炎光光度計

303型　マイクロフレーム炎光光度計

NAC50型電解質Na，　k，α同時測定

　12型　オートスタート，オートキャリブレー

　　　　ション，プリンタ内蔵

　20A型　固定化酵素電極，全血可

　RA60S型　単項目の全自動分析装置

　RD100型　自動希釈器

　　　AS200型　全自動分注装置

　UAS－3，　FAS－　3，　CS－40等

　分光，炎光光度計用が揃っています。

　プラスチックカップ

マイクロフレーム炎光光度計

MF－303
　従来の炎光光度計は，プロパンガスボンベ，コンプレッサーを必要とし

ました。叉，炎が大きく安全性，操作性に問題がありました。

このMF－303型は，マイクロフレーム（ガスライターの炎より少し大きい程

度）を採用，小型のガスカートリッジとコンプレッサを本体に内蔵するこ

とに成功しました。

　1　使い易くなりました。

　　プロパンガス容器，コンプレッサ，配管を用意する必要はありません。

　2　マイクロプロセッサで全システムをコントロール

　　電源スイッチONで自動点火，すぐに測定可能になります。

　　ブランク，スタンダード合せはワンタッチです。

　3　先端技術の測定システム

　　分光部にはレーザフォトグラフイックグレーティングを使用

　　光センサーはSiフォトダイオードで半永久的なライフです。

　4　マイクロフレーム

　　バーナ部は安定性に定評のある超安定型バーナで炎を小さくしました。

』A、、晒．
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日本ベクトン・デZッキンソン株式会社
NipPon　Becton　Dickinson　Co．，1■td．

〒107東京都港区赤坂8－5－34　島藤ビル　　TELO3－403－9991

ベクトン・ディッキンソン社は，米国ニュージャージー州に本拠を置き，

創立以来90年の永きにわたり，診断機器，試薬及び医療機器の分野にあっ

て高品質，高信頼性の商品を提供してまいりました。1971年には，世界第

2の市場である日本にも支社を設立，事業活動を開始するとともに日本の

医療水準の向上に貢献すべく，投資，業務拡大をはかってまいりました。

1985年には，日本ベクトン・ディッキンソン株式会社を設立，日本法人と

して新たな段階に入り，さらに，1987年には，福島工場を竣工し，本格的

な生産を開始しております。今後も，より一層充実したサービスの向上と，

マイクロバイオロジー関連製品のみならず，分析機器にいたるまで，巾広

い医療用，診断用製品の供給により医療の発展に貢献してまいります。

〔営業品目〕

日本ベクトン・ディッキンソンが販売しているディスポーサブル，医療機

器，および診断機器，試薬の製品群は2000種類以上にものぼります。

1）BBL細菌検査用試薬，器材

　生培地や感受性用のディスクにいたるまで，高度な細菌検査の需要に応

　じたBBLのブランド名は信頼を集めています。

2）FALCON組織培養器材

　組織培養用シャーレ，フラスコ，ローラーボトル，ピペット，試験管

3）BD分析機器，試薬

　自動細胞解析装置FACS，モノクローナル抗体試薬（Leuシリーズ）

　細菌検査システム　セプター・システム

　血液培養検査装置　バクテックNR660，バクテックNR730

4）DESERET静脈留置用カテーテル

5）PLASTIPAKディスポーザブル注射器・注射針

　インシュリン専用注射器，各種ディスポーザブル注射器，注射針

6）VACUTANER真空採血システム

　滅菌済み真空採血管バキュティナー・システム，BDマイクロティナ

　BDバキュティナ，ブラッドカルチャーチューブシリーズ

血液培養検査装置

バクテックNR660
バクテックNR730

全身性の感染症は，血中に細菌が認められるのと同時に，重篤な臨床症状

を呈し，致死率も高率です。従って，起因菌の特定ならびに，薬剤感受性

の迅速かつ正確な判定は臨床上重要である事は言うまでもありません。

バクテックシステムは，細菌が産生する二酸化炭素を自動的に測定し，血

中の細菌の有無を判定する原理を始めて用いた装置で，米国C．A．　Pに於

ける標準システムとして，又，世界各地で高く評価されています。

〔客観的判定〕　従来の方法の様に，混濁，溶血，ガス発生，菌かい，菌膜

形成などの指標をもとに目視判定するものに比べ，熟練を要せず，誰が行

っても同じでしかも客観的かつ迅速に判定が行えます。

〔標準化・精度管理〕　常に一定した基準と標準化された方法で判定を行え

る他，装置を含め，精度管理法が確立されています。

〔専用培養ボトル〕　血液培養では，治療のため投与されている抗生物質の

影響によって，検出の感度が左右されます。バクテック法は，レジンを培

養ボトル内に封入して薬剤を吸着・除去し細菌を確実に発育させます。

測定は，完全な無菌処理操作の中で自動的に行われるため，コンタミネー

ションの可能性は殆んどありません。

■㌘一
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18。（⑭日本ポール株式会社
　　〒105東京都港区芝公園2－4－1秀和芝パークビルA館　　　TELO3－・578－0284

設立／昭和57年7月1日　資本金／5億円　従業員数／257名（昭和63年7

月1日現在）

　ポールグループは，総本社である米国ポール・コーポレーションを中心

としてフィルターを専門に製品の研究，開発，製造，販売およびマーケッ

ティングと技術サービスの提供を行っています。世界各地に54社の現地法

人があり日本ポールもその1社です。1982年には，ろ過材の表面処理技術

を開発し，新しい特性をもったろ過材開発を積極的に行なってきておりま

す。これらのろ過材が，診断薬キットの固相やフィルターに応用出きます。

〔営業品目〕

●イムノダイン　メンブレン（タンパクの共有結合による固定化用）

：㍑1：㍑1竺：｝㌘∴㌫ザン／ウエスタン’トラ

●バイオダインC　メンブレン（ウェスタン・トランスファー用）

●バイオダインNF　メンブレン（FIA用。黒色）

●ローフロダイン　メンブレン（タンパク低吸着）

●サイレント・モニター（96穴メンブレンテストプレート）

●メンブラ・バッド（メンブレン付きディップスティック）

●GF／GF　PIus　フィルター（検体のプレフィルトレーション用）

●HDC　フィルター（検体のプレフィルトレーション用）

●フィルトレット（尿検体用プレフィルター付きピペット）

イムノダインメンブレン

特　微

　イムノダイン　メンブレンは，抗原や抗体，酵素等各種タンパクの固定

化用に開発された高分子多孔質膜で，膜の内部及び表面の孔表面全体にモ

ノクローナル抗体やポリクローナル抗体等を定量的に共有結合で固定化で

きます。イムノダイン　メンブレンの共有結合容量は，免疫グロブリンIgG

の場合，メンブレン1cm2当り，70～100μg程度で，従来の固相に比べ100～1，

000倍大きくなっています。引っぱり張力が高く，診断薬キットに安心して

組み込む事ができます。非常に均一な構造のため拡散や流量特性が安定し

ており高い再現性が得られます。親水性なため速かに湿潤します。純白な

膜のため比色試験にも最適です。

応　用

●浸漬法やフロースルー法によるドットイムノアッセイ。

●タンパク（ウェスタン）　トランスファー。

●ウェ・ト及びドライケミストリーによる酵素試験。

●RIAやELISA等のイムノアッセイ

鞭
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姐1■ぽ㍍念株式会社
〒160東京都新宿区西早稲田3－31－11　　　　　　TELO3－207－　1311

日本モニター社の母体である米国アメリカンモニター社はいわば病院の検

査室から生まれました。すなわち，生化学検査にたずさわる技術者集団が

理想に挑戦し商品化，企業化に成功したユニークな会社です。

　製品は専ら，臨床化学に的をしぼり専業メーカーの立場を貫いています．

経歴を生かして，自ら，ユーザーの立場に立った装置作りと，未来への対

応を今日の装置に組み込むことを開発の基本理念としています。

　昭和53年に日本モニター社が設立されて以来，EI本においても，その先

取的な技術と企業姿勢が着実な支持を得ています。サービス体制も単なる

機械修理にとどまらず，ハードに関する技術的調査・修理保守等，あるい

は試薬・分析化学技法とコンピューター運用にかかわるソフトサービス業

務，付帯関連業務を含めたチーム編成で納入機に対応できる体制が整えら

れています。

　　〔営業品目〕

　　○モニタースパイラル生化学自動分析装置

　　　測定項目数　：48項目（J血液生化学検査，尿検査，免疫血清検査，他）

　　　分析速度　　：最大1000テヌ、ト／時

　　　再検機能　　：リアルタイム精度管理による自動再検機能付

　　　操作　　　　：カラー　CRTによる簡単操作

　　○ザ・パラレルR2臨床化学検査システム

　　　測定項目数　：30項目（Na／K測定ユニット標準装備一炎光／電極）

　　　精度管理　　：ウェストガードマルチルール及び測光モニタリングに

　　　　　　　　　　よるリアルタイムデータチェック

　　　自動再検機能：再検指示パネル表示及び自動再検機能付

　　　サンプルID　：バーコードによる自動識別，ランダムアクセス可能

　　○マルチスタンダード　オムニキャル1／オムニキャルII

　　Oコントロール血清　クオリファイ1／クオリファイII

l810Fe，　UIBC試薬／UA：TP，　ALP，その他各臨床検査薬

　　　　　適用機種：736，TBA，　VX，ザ・パラレル，モニタースバイラル他

鞠鱗ごテムParalle旧2

ザ・ハラレノレの分析速度は，30項［1同時分析，1時間240検体で，データ生

産能力は，7200テスト／時にもおよびます［tしかし，いくらデータの生産

性を上げてみても洪水のように排出される膨大な生データをチェックする

ために時間とf：間を取一，てしまっては，検査報告の迅速化は現実には，期

待するほどはかれません。ここに多くの高速多項目分析装置の直面するネ

ックがあります。この問題に対する答えが，新モデル「ザ・パラレルR2」で

す。ザ・パラレノレR2には従来モデルの高速分析能力や豊富な精度管理機能

に加えて，さらに分析後の高度で複雑なデータ判定・容認を「ウエストガ

ー ドのマルチルール」ロジックを応用するとともに，ザ・パラレル独自の

精度管理ロジックも組み込み各検体の測定データ判定を即座に，リアルタ

イムで，しかもオベレーターにわかりやすい形で知らせるよう分析機本体

に表示パネルを装備しています。　（再検検体は，その位置に置いたままで，

しかもいちいち再検スケジュール入力をしなくても，問題のある項目だけ

自動的再測定が行われます。）ザ・パラレルR2は，データ容認や再検指示を

容易に，しかも即座に行える機能か付加され，結果報告を実質的にスビー

ドアップすることができました。まさに，高速性と正確性を両立させたシ

ステムです。



182 ROCHE日本ロシュ株式会社
〒100　東京都千代田区丸の内3－2－3　富士ビルヂング TELO3－214－5153

　日本ロシュ株式会社は医薬品業界のパイオニアとして1896年スイスに設

立されたエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社を中心とするロシュグループの一

員であり，1904年より活動を開始しております。1971年には臨床検査診断

薬を扱う試薬部を新設し，細菌の簡易同定システムであるエンテロチュー

ブIIやオキシファームチューブII，血液培養iのBCBシステム等の細菌検

査試薬の他，EIA法によるCEA，　AFP及びHB測定用キット，最近では糖

尿病マーカーであるフルクトサミン等の優れた商品を提供して参りました。

またディスクリート方式自動分析装置COBAS　MIRAや遠心方式全自動

細菌検査装置COBAS　BACT，血液凝固時間測定装置COBAS　FIBROの
販売など，検査機器の分野にも積極的に取り組んでおります。

〔営業品目〕

■細菌学的検査試薬

　・エンテロチューブII（腸内細菌同定用）

　・オキシファームチューブII（ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌同定用）

　・マイコチューブ（酵母様真菌同定用）

　・BCBシステム「ロシュ」（血液培養及び分離培養用培地）

■免疫学的検査試薬

　・CEA「ロシュ」II（RIA法による血中CEAの測定用）

　・CEA「ロシュ」－EIA（EIA法による血中CEAの測定用）

　・AFP「ロシュ」・EIA（EIA法による血中AFPの測定用）

　・HBsAg「ロシュ」－EIA（EIA法によるHBs抗原の測定用）

　・Anti　HBs「ロシュ」－EIA（EIA法によるHBs抗体の測定用）

　・Anti　HBc「ロシュ」－EIA（EIA法によるHBc抗体の測定用）

■生化学的検査試薬

　・フルクトサミンテスト「ロシュ」（血中フルクトサミン測定用）

　・コバスUキットシリーズ他
■血液凝固検査試薬

　・PT，　APTT，フィブリノーゲン測定試薬

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置

餓0〔司《コバスミラ

COBAS　MIRAの名前ぱMini　Random　Access　System”に由来しますが，

本装置はその名の示す通り検査項目を自由に選ぶことができる小型マルチ

アナライザーです。入力した104項目から，検体毎に必要な項目を任意に指

定することができますので，比較的検体数の少ない場合のルーチン検査や，

大型分析機のバックアップ用として最適であり，さらに検体前希釈機能，

多点スタンダード自動作製機能，曲がり検量線解析機能，抗原過剰チェッ

ク機能及び自動再検機能などの諸機能が備わっておりますので，生化学検

査のみならず免疫」fll清検査，凝固線溶検査，血中薬物濃度測定など幅広い

分野に適応させることができます。また装置の始動に要する時間がわずか

5分，緊急検体の割込みが随時可能な点に加え，新たにISEモジュール（オ

プション：イオン選択電極）の装着によるNa＋，　K＋の測定可能など，緊急検

査用としても十分ご満足頂けるものです。他にも総反応液量150，ulから測

定可能な為に試薬，検体の微量化に貢献するなど，数々の特長を備えた万

能タイプの分析装置です。

残

慈
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顕ノ『芝オテi凹三7株式会社
〒ll3東京都文京区湯島2－29－4古沢ビルTELO3－816－6931
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　一滴の血液からの，数々の情報の解析と，その応用のための周辺機器を

通して，社名のとおり，バイオ時代のテクノロジー推進の補佐役として医

療分野に貢献することを念頭におき，輸血関連や，急速な展開をみせつつ

ある免疫学・血清学的研究機器，遺伝子工学関連機器などについてそれぞ

れの分野の専門家と一体となっての開発により次々に新製品を送り出して

いる。酵素抗体法関連の使い易く省力化のはかれる機器を，システム的と

らえ方で供給している。又，血球凝集反応研究に用いる機器は特に感度と

再現性が評価されており，機器と試薬のマッチングによる効果を重視して

開発されている。

〔営業品目〕

酵素抗体法研究用機器

　　　セラウオッシャー　MW－96シリーズ

　　　オートドロッパーEDR，オートダイリュータEDLシリーズ

抗原抗体研究用機器

　　　マイクロ　アッセイシステム機器

HLA研究機器
　　　ドッティングマシン　セラドット　6072シリーズ

EIA用，　RIA用ビーズウオッシャー

　　　プレート用　BW－20，　BW－25

その他の自動機器

　　　オートチップチェンジサンプリングステーション

　　　連続自動処理ハーベスタ

オートセラウオッシャ

AMW－96S
マイクロプレートを使った酵素免疫測定法（ELISA）などが急速な普及を

みせている一方，このために最も適した機器の開発整備の必要性が叫ばれ

ています。弊社の酵素免疫測定法システム機器特にここにご紹介するMW

シリーズは過去数年来各種のビーズウォッシャーやペーパーディスクウォ

ッシャーの開発市販を続けている中から積み上げられた数多くのノウハウ

を生かして完成したものであります。

基本操作プログラムは内蔵の8ビットCPUによる集中制御により迅速処

理性と安定した信頼性が得られる構成であります。　又，従来品にみられ

ない特長として，洗浄モードの選択範囲が広くとれます。　即ち，標準洗

浄の場合いつでも最終回に必ず確認再吸引をするのもその1つですが，途

中の吸引方法も，毎回完全吸引する方法がとれるほかモノレーヤーなどプ

レート底層を保護する吸引法もとることができます。又最終回を分注して

完結させる事もできる様プログラミングされています。連続自動処理タイ

プの機種であるELISAに適したオートドロッパーEDRやオートダイリュー

タEDLと共に，酵素抗体法システム機器の構成の中心として開発され製作

されております。

　礁㌣澱饗糠繊緊



184 Baxter　バクスター株式会社
〒101東京都千代田区六番町4 TELO3－505－7831

　本年2月1日，バクスタートラベノール株式会社はバクスター株式会社

と社名を改め，医療新時代のリーディングカンパニーとして新たなスター

トを切りました。主な製品は臨床検査各種分析装置，人工臓器，輸液，輸

血システム，各種医療機器，血液製剤，腹膜透析等です。臨床検査システ

ム部では，主に検体検査用分析装置で，生化学，血小板，凝固線容，細菌，

免疫血清，輸血関連等，多岐にわたる各種検査装置を取りそろえておりま

す。臨床検査市場に於けるニーズを追求し，合致した製品の研究，開発に

努力を重ね，日本医療の発展に貢献して参ります。

〔営業品目〕

・遠心方式自動分析装置　COBAS　FARA
・ 同時多項目自動分析装置　PARAMAX
・ 電解質自動分析装置　EASYLYTE（Na＋，　K＋）

・ 超微量簡易型生化学分析装置　LM－3，　GM－7

・血液凝固自動測定装置　KCシリーズ（1，4，10，チヤンネル），　HPC－5050

・ 血小板凝集測定装置　C－400・500・600シリーズ

・ ホルモン・薬物自動分析装置　STRATUS（蛍光酵素免疫分析法）

・細菌同定・感受性自動読取装置　AUTO　SCAN4システム
・ 自動血球洗浄器　SEROCENT24，　DAC，　C－7M，　Immufuge　II

・ 生理関連　誘発反応刺激装置（Quantum84．　CA－5200A）

・病理関連　ビブラトーム，LKBミクロトーム各種，ヒストレンジ（包埋）

・ 浸透圧計　5500，COP4400

・各種洗剤（アルコノックス）

・ RIA用試薬

ストラタス（蛍光酵素免疫測定装置）

　ストラタス（STRATUS）は，蛍光酵素免疫測定法（FEIA）を応用し，

かつグラスファイバータブを使用しており，ドライケミストリーの範ちゅ

うにも入る自動測定装置です。各測定項目ともに，最初の検体は約8分後

に，以後の検体は1分ごとに結果が報告されるので，毎時50テスト以上の

測定が可能です。その上，特別な前処理は一切不要です。

　この測定時間の速さの秘訣のひとつには，グラスファイバータブ上での

B／F分離があります。まず，検体がタブに分注されると，タブ中央部の固

相化抗体と反応します。次にコンジュゲート（酵素標識抗原または抗体）が

分注され，反応し，一部遊離のものが残ります。最後に基質洗浄液が分注

されると，遊離コンジュゲートは周りに放射状に拡散され，B／F分離が迅

速かつ完全に行われます。また同時に蛍光基質が標識酵素により分解され，

生成された蛍光物質の蛍光増加速度がカイネティック分析により測定され

ます。

　測定項目は，現在まではジゴキシンなどの血中薬物が中心でしたが，甲

状腺関連ホルモンや腫瘍マーカーなどが開発され，低分子物質から高分子

物質まで，汎用性の高い測定装置となっています。



鹸。．株式会社JCココ”V：ココ

〒104東京都中央区八丁堀2－3－2小林ピル本館3FTELO3－553－5212

遠心方式
　　　　　　凝固系
自動血液　　　　　　　　　　　測定装置　ACL
　　　　　　線溶系

　当社は各種の臨床検査機器や理化学機器を取り扱い，画期的な自動分析

機や病理関連機器の大学，病院，各種研究所への販売・サービスを行って

おります。

　今後も豊富な技術力を生かして，斬新な製品を導入し，新分野の開拓，

アフターサービスの充実，積極的な販売活動を展開し，皆様のお役に立ち，

未来社会に貢献したいと願っています。

〔営業品目〕

　医療機器，理化学機器等の販売・サービス

　1）自動分析機

　　○モナーク

　　○グラィナー

　2）血液凝固・線溶測定機

　　oACL
　3）病理関連商品

　　○ヒストマティックシリーズ，MVP

　　O自動染色装置ステイナー172

　　0包埋センターティッシュマティ・ソク77A

　4）その他　各種理化学装置

①多機能の遠心方式

　クロ・トタイム法と合成基質比色法の両法可能

②r働測定

　サンフリングから測定まで全自動

③フィブリノーゲンの散乱度測定

　PTの反応終末点によるフィグリノーゲンの定量

④高速処理

　最大200［テスト／時］の処理能力

⑤微量サンプル／試薬

　サンプル量は平均50劔，試薬量は平均IOOPteで，通常の％～％のラン

　ニングコスト
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186
◎株口肚日丘製佗研
〒100　東京都千代田区丸の内1－5－l　　TELO3－212－Illl

　各種臨床検査機器をはじめとする理化学機器や計器を取扱っている計測

器グループは，㈱日立製作所計測器事業部を中心に，那珂工場を製造部門

に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支

える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張りめぐらさ

れております。

　日立は豊富な技術の蓄積を生かし，　「ハートフル・テクノロジー・88心

と技術のやさしい出合い」をテーマに100社をこえるグループ各社との緊密

な連携のもとに，総合技術を生かして，よりよい未来医学の創造に貢献し

たいと願っています。

株式会社日立メディコ　日立グループの医療窓口会社。日立製作所製造の

自動分析装置及びMRIの販売，X線，RI，超音波などの製造・販売を

行っています。特にX線CTの自主開発，電子走査式超音波診断装置の開

発にみられる技術力は著名です。

日製産業株式会社　当社は，日立製作所直系の工業専門商社で，科学機器

部門においては，電子顕微鏡をはじめとする日立科学機器，日立工機遠心

機，堀場分析計，コロナマイクロプレート光度計をはじめとする分析機器

の国内販売，輸出入を行っています。

生化学自動分析装置

7150
　7150形は，能率の良い連続分析が行えるランダムアクセス方式を採用し

ています。依頼項目が少ない場合は処理検体数が増え，実質処理能力は大

幅に向上します。また，試薬ピペッティング方式の採用によりクイックス

タートが実現しました。日立独自の全反応過程測定方式は，高精度なレー

ト測定，検体ブランク測定，血清情報などが測定チャンネルを減らすこと

なく行えます。さらに4種類の多点検量線の作成機能により，生化学はも

ちろん，免疫血清，薬物測定など応用分野も大きく広がりました。

〔仕様〕

　1．同時分析項目：最大35項目（Na，　K，　Clはオプション）

　2．処理能力　　：600テスト／時

　3．試料量　　　：3～10Pt　2／項目

　4．試薬量　　　：平均300Pt　e／項目
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④　Pha，maciaフ淑シア株式会社診断薬事業部

〒150東京都渋谷区恵比寿1－8－11スカイエピスビル TELO3－444－4821

　ファルマシア㈱は，1973年，ファルマシア・グループ（スウェーデン）

のアジアにおける最も重要な拠点として設立されて以来，日本の主要な大

学，研究機関，医療機関，医薬，バイオテクノロジー企業に，多くの製品

と技術を提供してまいりました。

　診断薬事業部では，ファルマシアのバイオテクノロジーで培った技術を

生かした，数多くの体外診断用医薬品の提供を続けております。また，昨

年LKB社との合併により，体外診断用医薬品からガンマーカウンター，液

体シンチレーションカウンター等，今まで以上に優れた製品の開発を目指

すと共に，さらに充実したサービスの提供を行ってまいります。

〔営業品目〕

　○デルフィアシステム　　（TR・FIA：時間分解蛍光免疫測定法）

　　　機　器：　アーカス蛍光光度計，オート洗浄機，振とう機

　　　測定項目：　ホルモン，腫瘍マーカーほか

ORIAシステム
　　機器：各種ガンマーカウンター

　　測定項目：　ホルモン，腫瘍マーカーほか

○細菌検査

　　レンサ球菌，淋菌，肺炎球菌，b型インフルエンザ菌抗原検出キット

○その他

　　液体シンチレーションカウンター，べ一タプレート

　　ルミノメーター及び試薬，EIA試薬，生化学検査試薬

新しいイムノアッセイシステム

　ユウロピウム（Eu）キレート標識と時間分解蛍光免疫測定（TR－FIA）を組

み合わせた，新しいイムノアッセイシステム。

　デルフィアとは，標識体に希土類金属であるユーロピウムを用い，時間

分解蛍光免疫測定法（TR－FIA）に基づいた，まったく新しい免疫測定シス

テムです。特徴は以下の通りです。

1，感度が高い

　　従来のRIA，　EIA以上の感度を有します。

2，測定レンジが広い

　　最大5桁の濃度範囲をカバーします。

3，マイクロプレート法

　　検体量が少なく，測定時間も短縮できます。

4，測定項目

　　AFP，　TSH，プロラクチン，　HCG，　LH，　FSH

　　スクリーニングTSH

　　（他にホルモン，新腫瘍マーカー等，多岐に渡る製品を

　　　紹介してまいります。）



188▽707・Mtt…式att⑧
　　　ru帆VOA

　　〒ll3東京都文京区本郷3－39－4　　　TELO3－815－2121

自動血球計数装置　LC－114・LC－112

自動血球計数器　F230

「ME機器の開発を通じて，医学の進歩に寄与する」の経営理念を基に，循

環器系医療機器の開発に総力を結集。現在，フクダ電子は●心電図検査装

置●循環器検査装置●患者監視装置●治療・蘇生用装置●その他の医用装

置・機器の各種ME機器を取扱っています。

製造，販売および輸出入も行っております。

F230は，わずかIOPteの全1血で3項目の1血L球計数測定を行う，マイコン制御

の自動llL球計数器です。大型ディスプレイを装備し，また安定したデータ

を得られるコンパクトタイプで，ヘマトプリンタを接続することでその機

能も大きく広がります。

LC－114は，1検体をわずか60秒で8項目を同時測定する自動血球計数装置

です。オートサンプラを接続することにより，48検体を自動測定できます。

〔営業品目〕

●心電図検査装置（心電・心音計，ホルタ心電計，マッピングシステム，運

動負荷装置，心電図解析装置他）●循環器検査装置（ポリグラフ，心臓カ

テーテル，シネアンギオ検査データ処理システム，大動脈脈波速度計，超

音波関連装置他）●患者監視装置（心電図モニタ，ICU・CCU関連装i置，

周産期監視装置他）●治療・蘇生用装置（べ一スメーカ，呼吸管理サーボ

ベンチレータシステム，ディフィブリレータ，物療機器他）●血管内視シ

ステム，誘発・筋電関連装置，呼吸機能検査装置，健康増進システム，血

圧計，眼底カメラ，検体検査装置　トランスジューサ，聴診器他

ば’ di’㌘　三
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⑳輸入元富士工業株式会社

〒ll3　東京都文京区湯島4－1－14　TELO3－814－3621

　当社は，1930年に設立され臨床検査機器及理化学器械の輸入，販売を行

い，検査室に便利な使い易い器械の提供をモットーに全国的に営業を拡め

ております。

　新製品としてご紹介させていただきました米国アドバンス社の滲透圧計

は，近代オスモメーターの創案社でもあり，そのすぐれた再現精度は，御

使用者各位より御好評をいただいております。

　米国病理学系大学の調査発表で米国施設の786ヶ所で63％がアドバンス

社製品を採用しており精度も優れていることが実証されました。

日本に於ても最も多数ご採用いただいております。

〔営業品目〕

〈主な取扱い製品〉

米国アドバンス社

　　〃
〃

　　〃

米国クレット社

米国ベックマン社

新製品

英国フックアンドタッカー社

米国ケンブリッジ社

ドイツ　ホフマン社

米国ハミルトンベル社

米国ドラモンド社

米国トランスダイン社

秋山電機製作所

　　〃　　　　　　新製品

アドバンス滲透圧計　CII・DII・WII

マイクロ・オスモメーター

アドバンス　ミルク　クライオスコープ

ビリルビン　スタット　アナライザー

クレット光電光度計

サンズ式超微量自動ピペット

自動希釈装置・分注器

尿沈渣用URI染色液・染色液等を除去

するスティンリムーヴァー

電気バーナー

アングル遠心器

CMピペット

TGデンシトメーター

ADS富士デジタル濃度計

ADS富士デジタル濁度計

189　他にストップウオッチホルダー・FSピペット洗浄器等を販売

アドバンスE亘乏亘］滲透圧計 3MO
　氷点降下法での超微量化が実現され20Pt　eのサンプル量で測定ができる。

また，マイクロプロセッサー内蔵による完全自動測定・自動キャリブレー

ションさらに自己診断によるトラブル検出機能があり，20字ドットマトリ

クスのディスプレイパネルには，準備，キャリブレーション，測定等のす

べての段階での状態，指示，経過等を表示する。尚，RS232C出力のため

オプションでプリンターがつけられコンピューター接続も簡単。個々のテ

クニック誤差もなく誰でも再現性の良い安定した測定ができる。

万全な警告装置：電源投入からキャリブレーション，そして測定完了まで

すべてにわたり自己診断回路により異常が起きた場合，エラーメッセージ

がバネルに表示される。

キャリブレーション方式：50mOsmと850mOsmの2点自動キャリブレーシ

ョンでその手順もパネルに表示される。一度キャリブレーションを行うと

メモリーバックアップにより最低60日間その値を保持する。

冷却方法：不凍液不要のソリッドステートクーリング

測定範囲：0～2000mOsm／kg　測定時間：1検体約1分準備時間：1分

再現性：±2mOsm／kg　O～400mOsm／kg±0．5％400mOsm～2000mOsm／kg

一、　　　一
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lg。　Ef　藤沢薬品工業株式会社

　　〒541大阪市東区道修町4－3　　TEL　06－201－4752

　フジサワは90余年の伝統をもつ業界屈指の会社です。そして健康の維持

増進・疾病の予防・診断・治療及び予後の各ステージにおける広義の「医

療」「保健」「衛生」にかかわる活動，すなわち医薬品を中心としたトータ

ルヘルスケア領域を主な事業領域としています。

　フジサワは創業時より常に独創的な医薬品の研究開発に全力を傾注し，

有効性，安全1生にすぐれた数多くの製品を一貫して医療の場に提供してき

ました。

　フジサワはこれからの医療用医薬品を基盤としながら，臨床検査用機器，

試薬などの医療関達製品の分野にも積極的に進出しています。

〔営業品目〕

●セルソーター　（FACStar，　FACScan）

　　1つ1つの細胞情報を解析，あるいは解析結果に基づいて細胞を分取

　　する装置で，DNA解析，細胞性免疫分野等で用いられます。

●モノクローナル抗体（Leuシリーズ）

　　リンパ球サブセット（T細胞，B細胞，　NK細胞），　T細胞サブセッ

　　ト，検査用モノクローナル抗体，セルサイクル解析用モノクローナル

　　抗体（抗BrdU）等。

●免疫組織染色用試薬（Milab）

　　CEA，　AFP，　EGC，　S・100，免疫グロブリン，ホルモン，酵素等染色用

　　試薬。

●病理試薬

　　ティッシュプレップ（包埋剤），K－CX（脱灰液），Perfix（固定液），ヘマ

　　トキシリン（染色液）

●便潜血反応用試験紙（ヘモカルトIIスライド）

●尿試験紙（ウロピー7．　II）

●その他

細胞自動解析装置

FACS　can

　FACScanはFACSシリーズのうち，最も新しく登場した細胞自動解析
装置です。

　従来の装置に比較し，コンパクトな卓上型で臨床検査センターでのルー

チン検査をはじめ，免疫学や血清学そして腫瘍学などに関連した研究室に

も幅広く応用できるよう開発されたセルアナライザーです。

〔主な特長〕

・操作が簡単：リンパ球表面抗原，DNA解析，網状赤血球計数，血小板の

　研究などに対し専用コンピュータープログラムにより簡単に解析できま

　す。

・経済的な稼動：FACScanは標準の電源を使用するため，どこでも設置で

　き，加圧空気や給水装置を必要としません。

・ 自動設定：測定時のセッティングや補正はコンピューターにより自動的

　に行なわれます。

・高感度・高分解能：FACScanの特徴は空冷式のアルゴンイオンレーザー

　と革新的な光学設計で，高価でしかも複雑な大型装置に匹敵する性能を

　持っています。

FAcs“n
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輌　　富士メデ汁力ルシステム株式会社
　MEDICAL

〒104東京都中央区銀座7－13－8　　　TELO3－545－3326
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　当社は昭和42年に富士フイルムが製造する医療用商品の販売会社として

発足しました。昭和59年に全血使用によるドライケムシステム「グルコー

スアナライザーFDC1000」及び「関連スライド」を発売し臨床検査分野に

進出しました。その後「多項目アナライザーFDC2000」「電解質アナライザ

ー FDC800」「比色・酵素アナライザーFDC5000」「小型血糖アナライザー

FDC100タイプG」「小型アンモニアアナライザーFDC100タイプN」及び

「関連スライド」を順次，発売し，現在に至っております。

〔営業品目〕

●臨床検査機器システム

　・グルコースアナライザー

　・多項目アナライザー

　・電解質アナライザー

　・比色・酵素アナライザー

　・血糖測定用小型アナライザー

FDC1000

FDC2000

FDC800

FDC5000

FDC100タイフ゜G

　・アンモニア測定用小型アナライザーFDC100タイプN

　・関連スライド　（22項目27品種）

●医療用X一レイフィルム　・直接医療用・関接医療用・CRT用他

●自動現像機　・メディカルフィルムプロセサー　FPM4000他

●メディカルイメージングシステム（超音波画像記録用）

　・サーマルイメージャーFTI－200

　・メディカルイメージングカメラFIM3035他

●医療用X線画像診断システム

　・FUJI　COMPUTED　RADIOGRAPHY
　　　（隠ll遮瓢シリーズ）

比色／酵素アナライザー

富士ドライケム5000

　比色・酵素アナライザー「FDC5000」は，7項目の酵素，12項目の一般

化学，合計19項目の測定が可能なドライ方式の多層フィルム型生化学検査

システムです。

　特長

　①GOT，　GPT，グルコース，尿素窒素等19項目の主要な臨床化学検査が

　　この1台で行えます。特にセット検査に至便です。

　②終点法及び速度法の並行測定方式により，1時間に100テスト以上とい

　　う高い処理能力を備えています。

　③点着は，検体ごとに分注器によって，自動的に行なわれます。

　④スライドのバーコードを読みとり，測定項目を自動的に識別します。

　⑤場所をとらない小型デスクトップタイプです。

測定可能項目

　GGT　GOT　GPT　CPK　LDH　ALP　AMYL
　GLU＊　BUN＊　UA＊　NH3＊　CRE＊　T－CHO　TG＊　Hb＊

　T－BiL　T－Ca　T－P　ALB　（＊印は全血測定可能項目）



192 　　　　　　雷士Lljオ椎式会社

〒163東京都新宿区西新宿2－7－1新宿第一生命ピル12F　　TELO3・・一・348－0691

　昭和25年の設立以来，一貫して，医薬品・臨床検査薬の研究・開発に携

わり，医家向医薬品・臨床検査薬・医療機器及び器具の製造販売及び輸出

入を通じて，医療の一翼を担っています。

　臨床検査薬は「TPHA」の発売以来，最も得意としている分野であり免

疫m清学の研究で培った高度の技術力によって，抗ATLA抗体検出用「セ

ロディアーATLA」，抗HIV抗体検出用「セロディアーHIV」など，我国最

高水準の臨床検査薬を生み出し，免疫血清学分野のトップを走り続けてい

ます。

　更に，バイオテクノロジーの成果も採り入れて，臨床血液学や細胞工学

などの分野での新たな可能性を追求しています。

〔営業品目〕

　臨床検査薬

　　血清検査

EIA検査

生化学検査

　血液検査

機器

梅毒HA抗原（TPHA），

セロディアーTP，セロディアーHBs

セロディアーアンティHBs，セロディアHBe

セロディアールベラ，セロディアーATLA

セロディアーHIV，セロディアーASK

セロディアーATG，セロディアーAMC

セロディアーMYCO　II，イムディアーHemSp等

イムノクロンCA19－9，イムノクロンCA125

イムザインCEA，イムザインAFPmono
イムザインフェリチン，イムザインβ2－M

イムザインαドM等

ステロザイムー545，HDLステロザイム545

ACEカラー，　Ch－EオートUV等

ラピディアーDdimer

バターンリーダーファステックー901

EIMAX201，241，205，　VI－A4

パターンリーダー FASTEC－901

パターンリーダーFASTEC・901は，マイクロプレート上の凝集像を計測

し，陽性バターン，陰性パターンの読み取りを自動的に行う装置です。従

来，凝集像の解析には，肉眼による目視判定が行なわれていましたが，こ

れには多くの労力と高度な熟練を必要としました。

　パターンリーダーFASTEC－901は簡単な操作で，再現性の良い高精度

なデータが迅速に得られます。

〈特　長＞

　1，効果的な照明系，高感度分解能ITVカメラ，自動コントラスト補

　　　正，高精度画像処理法の採用等により，再現性の良い正確なデータ

　　　が得られます。

　2，測定条件をCRT対話方式により入力し，プレートをセットした後，

　　　スタートボタンを押すだけの操作で，測定結果が直ちにプリンター

　　　より出力されます。

　3，1時間に300枚のプレート高速読取り処理が可能です。

織
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ヘキストジャパン株式会社

〒107東京都港区赤坂8－10－16　　　　　TELO3－479－7529

193

　べ一リングベルケ社（ヘキスト100％出資，本杜：ドイツ連邦共和国）

は，免疫学の創始者で知られるエミール・アドルフ・フォン・べ一リング

（第一回ノーベル医学賞受賞者）により創立。以来80有余年，免疫学のパイ

オニアとしと世界的な規模で弛みない研究を重ね，その豊富な経験と卓越

した技術を生かして，数多くの高品質な製品を生み出し続けてきました。

ここ日本では，ヘキストジャパン（株）がご紹介しています。最近では，臨

床検査領域における精度の高い体外診断用医薬品および技術の粋を集めた

最新鋭のコンピュータ内蔵の各種検査機器も取り扱い，全国の医療機関，

検査センターに提供し，飛躍的な発展をとげ，その幅広い活動は日本の医

療向上に大きく貢献し，他の追随を許さないものと自負しています。

〔営業品目〕

■血液凝固検査薬：ベリクロームAT　III，　PLG，α2　P　I，トロンボレルS，

　パトロンチン，他

■べ一リングネフェロメーターアナライザー（BNA）用検査薬：N一抗血清

　各種，NA一ラテックスASL／CRP／RF／AFPキット他30種類
■エンザイムイムノアソセイ検査薬：エンザイグンストHBsAg，　Anti－HBc，他

■免疫比濁法定量用検査薬：T一抗血清IgG，　IgA，　IgM，　C3c，　C4，　CRP

■タービタイムシステム（TTS）専用試薬：タービクオントBW　IgG，

lgA，　lgM，　C3c，　C4，　CRP，他

■臨床化学検査薬：パントラックE．K．アミラーゼ，テストマーC，他

■尿検査用試験紙：ラピグノスト

■リウマチ検査薬：ラピテックスASO，　ASPキットHJ，他

■ミオグロビン検出用検査薬：ラピテックスミオグロビン

■ヘキスト抗血清：抗ヒト全血清，抗ヒト特異血清，FITC標識抗血清，他

■ヘキスト検査機器，べ一リングネフェロメーターアナライザー（血漿蛋

　白自動定量装置，べ一リングELISAプロセッサーII（酵素免疫測定装

　置，べ一リングクロモタイマ／べ一リングフィブリンタイマ（血液凝固

　測定装置），タービタイマ（血漿蛋白測定装置），他

合成基質による凝固検査システム（機器及び検査薬）

べ一リンクラロモタイムシステム（BCS）

ユニークな測定原理を用いた凝固検査システム，べ一リングクロモタイム

システムは合成基質法によるPT・APTTをはじめ，　AT　III，　PLG，α2PI

凝固囚子等，凝固・線溶・インヒビターのすべてを測定できる機器と検査

薬から成り立っている。

〔特　長〕

●検体のプレインキュベーションの必要がなく，操作が簡単。

●検体のプレダイリューションの必要もなく，高い処理能力。（PTで240検体／時）

●PT測定と同時にフィブリノーゲンの半定量ができるため，スクリーニ

　ングテストに最適。

●全項目同一ピペッティング（検体25μk，試薬250μ2）のため，ピペッテ

ィングミスなし。

●高い記1意能力。（30テストメニュー，20種の検量線1000検体分の患者デ

　ータ）

●オペレーションは簡単。（自動スタート，CRTスクリーンとの対話方

　式，患者プロファィル）

●凝固・線溶・インヒビターのすべての項目をこの一台で測定可能。

●因子は，0．1～400％程度迄，又PT・APTTで過凝固域も測定可能。

晶
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（iD　H∈し∈NA
〒336埼玉県浦和市常盤9－21－19

arteCt∩しゴ研窒所

　TELO488－33－3208

　電気泳動法の進歩・普及はこの近年の間，目覚しいものがあります。臨

床検査においては，電気泳動法によって得られる情報は，まさに強力な武

器となってまいりました。

　電気泳動のトータルシステムを扱う当杜は，米国ヘレナラボラトリーズ

の日本法人として，1976年に設立されました。以来，アイソザイム検査を

中心とし，試薬製造，泳動装置類，デンシトメーター及び，電気機器等の

電気泳動に関わるすべてのものを取り扱っております。

　今後は新しい時代の検査のために努力し，皆様のご要望にお答えしたい

と考えております。

〔営業品目〕

●全自動電気泳動装置

●デンシトメーター

●電気泳動用器材

●タイタンIIIシステム

クリニスキャン　SA－V

クリニスキャン　2

EDC（Electrophoresis　Data　Center）

自動電気泳動装置　　　　AVES－2

タイタンGEL泳動装置　EWC

血清蛋白分画

アイソザイム：LDH，　CPK，γ一GTP

　　　　　　　ALP，アミラーゼetc．

脂　　　　質　リボ蛋白，HDLコレステロール

●タイタンジエル　アガロースシステム

　　　　　　　　　　　　免疫固定キット

　　　　　　　　　　　　免疫電気泳動キット

　　　　　　　　　　　　高分解能蛋白電気泳動キット

　　　　　　　　　　　　銀染色試薬

汎用デンシトメーター

クリニスキャン2　Cat．No．1260

電気泳動のメリットを最大限に活用する

　　CLINISCAN　2

■ディスクドライブ装備

　　波形も含めたデータをフロッピーディスクに保存することが可能

■オーバーレイ表示

　　コントロールや正常パターンをアミ掛けで表示し，患者バターンと泳

　　動位置の比較をして，重ね合わせてプリントすることが可能

■オペレーション　メモリーシステム

　　測定項目ごとに設定する操作手順を記憶・保存が可能

　　多項目の測定に使用される汎用デンシトメーターとして理想的な機能

透過，蛍光，反射測定対応／48検体自動測定　etc．

血清蛋白分画，アイソザイム，etc

　　　　　　　＼

＼　　　　　i
　　　　　　　　　已
　　　重

rl“．，t＿v－ ■■



BECKMAN
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ベックマン株式会社
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　米国ベソクマン社は，世界で初めてpHメーターを開発したことにより

1934年に設立されました。以来約半世紀にわたり，あらゆる分野で時代の

ニーズを先取りし，医用システム部門，科学機器部門を2本の柱として数

多くの開発新製品を誕生させてまいりました。現在はベックマン社と米国

の総合医薬品メーカー，スミスクライン社との合併により誕生したスミス

クラインベ・クマングループの中核企業として，また総合分析機器のトッ

プメーカーとして，豊富な経験と卓越した技術を生かして未来をみつめた

研究開発に全力をあげて取り組んでいます。

　皆様のご信頼に確実にお応えするため，販売・サービス網を一段と強化

いたしました。より完成されたシステムをお届けすることをお約束します。

〔営業品目〕

■バイオケミストリーシステム

①緊急ルーチン生化学分析システム

②緊急ルーチン電解質測定システム

③専用分析計

■スペシアルケミストリーシステム

①タンパク化学分析システム

②電気泳動システム

③全自動ワークステーション

■コントロール／リエージェント

シンクロンCXシステム

シンクロンASシステム

システムE4・3・2A
ラボライト

グルコース，BUN，クレアチニン

分析計II型

アレイ・プロティンシステム

パラゴン電気泳動システム

アプレイズ・デンシトメータ

バイオメ・ソク1000

各種専用試薬，一般用検査試薬

各種コントロール／標準液

全自動免疫化学分析装置

アレイ全自動タンパク化学分析装置

　アレイ全n動タンパク化学分析装置は，タンパク化学の全ての要素がと

とのった機能的，究極の特異タンパク定量専用の完全自動化システムです。

　べ・クマン杜独自のヒークレートネフェロメトリー法によるデータ精度

の良さはCAPサーベイ等によってすでに実証されています。

　このヒークレートネフェロメトリー法は抗原抗体反応の過程を連続微分

解析します、、このため特異性が高くサンプルの状態（乳びなど）に影響を

受けることなく測定が可能です。またブランク測定も必要ありません。

　抗原過剰チェックはシステムが自動的に必要性を判断し，それに応じて

測定を行います。したかって得られる結果は常に最終結果として報告が可

能です。べ・クマン社の専用試薬キソトにはロット毎に検量線や試薬力価

の情報が予めプログラムされており，較正時の入力作業は不要です。

　キャリブレーション値は2週間安定ですから，経済的です。アレイ全自

動タンパク化学分析装置によって検査の効率が格段に向上することをお約

束いたします。
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　　〒105東京都港区虎ノ門3－10－ll虎の門MFビルIO号館　TELO3－432－3151

　当社は、昭和48年西ドイツ，べ一リンガー・マンハイムGmbHの子会社

べ一リンガー・マンハイム・ジャパン株式会社と山之内製薬株式会社との

共同出資会杜として営業が開始されました。

　べ一リンガー・マンハイムGmbHの良質な臨床診断用試薬をはじめと

して各種研究用試薬（生化学研究用，遺伝子工学用，組織培養用，食品分

析用）を販売しております。全国主要都市に11営業所を設け，全国のお得

意様のご要望にお応えし，試薬の供給を通じて日本の医療や種々の研究に

深く☆献しております。今後も，ますます研究，開発に努力し，正確に情

報をより早くお届けする様に皆様方のお役に立ちたいと願っております。

〔営業品目〕

■n動分析用試薬

　●日立736形用　（酵素14項目，基質12項目）

　●日立7150形用　（酵素15項目，基質11項目）

　●日立705／7050形用　　（酵素10項目，基質11項目）

　●日立706，712，726形用　　（酵素11項目，基質12項目）

　●クリナライザーRX用　（酵素15項目，基質9項目）

　●クリナVX1000用　　（酵素11項目，基質6項目）

　●クリナライザー用（VSなど）　（酵素13項目，基質10項目）

　●TBA－Sシリーズ用　（酵素11項目，基質6項目）

　●TBA－60R形用　（酵素14項目，基質5項目）

　●TBA－20R，30R形用（酵素14項目，基質6項目）
　●n動分析用試薬（TBA，島津，テクトロン等）

　●エンチムンテスト　ES22シリーズ用（T3，　T4，　TBK用）

■その他の自動分析装置用試薬及び用手法試薬

　●生化学検査　●免疫学的検査　●血液凝固検査　●コントロール血清

■ドライケミストリー

　●レフロトロン（GOT，　GPT，　AMY，　GLUなど11項目）

EIA試薬用全自動分析装置

：：ンチムンテストES600

　エンチムンテストES600は，　EIA法における多項目同時測定を可能にし

た，全自動分析装置です。

　本機器は，BMYの抗体固相チューブを用いたEIA法に適応し，検体分

注，インキュベーション，洗浄操作，試薬分注，吸光度測定，濃度打ち出

しに至るまで全自動で行います。

〔特長〕

1．最大15項目まで同時測定可能です。

2．最大600テストまで同時測定可能です。

3．最大150検体まで同時測定可能です。

4．検量線および精度管理データーの保存が可能です。

5．甲状線ホルモン・腫瘍マーカー等，測定項目が充実しています。

　　測定項目：T、，T3，　TBK，　TSH，高感度TSH，　CEA，　AFP，

　　　　　　　　フェリチン，ジゴキシン，IgE，　HCG，インスリン
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　マイルス・三共は昭和42年2月に，日本の大手医薬品メーカーである，

三共株式会社，小野薬品工業株式会社と西独バイエル社傘下にある米国マ

イノレス社の共同出資による臨床検査製品の総合メーカーとして設立されま

した。創立以来，臨床検査試薬，医療用検査機器製品の製造・販売を柱に

臨床検査の分野で，着実に独nの道を開いてまいりました。

　マイルス・三共は近代医療に欠かすことのできない臨床検査の質的向上

のために，最新の医学情報と先端技術をもって，予防医学と治療医学に貢

献してまいります。

〔営業品目〕

●尿検査システム

　エー一ムス尿検査試験紙（N一マルティスティソクスSG・L，マルティステ

　ィ・クスSG－Lほか）尿分析システム（クリニテック10，クリニテック

　200，クリニラブII，エームスカードプリンタほか）精度管理用コントロ

　ール尿，尿沈渣標本作製器材

●糖尿病検査システム

　尿糖検査用試験紙（クリニスティックス，ダイアスティック」〈　IIほか）

　血糖検査用システム（グルコスター，グルコスターM／グルコスティッ

　クスほか）

●化学検査システム

　化学検査システム（セラライザーIIIリフレクタンスフォトメーター）

　Ifll中薬物濃度測定システム（セラライザー　ARISシリーズ／エームス

　TDAシリーズ）

●細菌検査製品

　ドライタイプ簡易培地（ミクロスティックスー3ほか）

●病理検査システム

　VIPシリーズ，ティシュー・エンベディング・コンソール，ミクロトー

　ム・クリオスタット，カラー・カセットほか

エームストータル尿検査システム

　エームスの尿検査システムは，検体の採取から測定，データマネジメン

ト，結果のフィードバック，さらに精度管理までトータルで尿検査を考え

ています

たとえば……

●尿検査ラインでは，感度，安定性，再現性の高いエームス尿検査試験紙

　を自動的にu，Cみ取り，尿感染症発見の指標となる尿中白血球を含む10項

　目までの信頼できる尿のトータルプロファイルを提供します。クリニテ

　ィ・ク200（尿分析器）とパソコンを結び，リアルタイムのデータ処理を

　行なうシステムを開発するに至っています。

●尿沈渣標本作製システムでは，再現性の高い均一な標本をスムースにク

　リーンに作製することを目的として，コバスランドシステムを新たにエ

　ームス製品群に加えました．、

●精度管理用製品では，エームス尿検査試験紙の成績管理や，尿沈渣標本

　作製システムの精度管理を簡便に行うことができます。
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三菱商事株式会社
東京都千代田区丸の内2－6－3　　TELO3－210－7123

　三菱商事株式会社

○設　　立／1950年4月

○資本金／1097億円

○事業所数／国内57，海外174

0従業員数／8293名

○主要な事業内容／医療，情報産業，燃料，金属，機械，食料㌧化学品，繊維，

　資材その他各種商品の国内・輸出入・三国間取引ならびに情報，技術，

　金融，国際プロジェクトなど各種サービスの提供およびこれらに関連す

　る各種事業。

〔営業品目〕

1．米国セクオイア・ターナー社製全自動血球アナライザー

　　CELL－DYN　　2000

　　CELL－DYN　　1600

2．株）二・テク製臨床化学自動分析装置

　　SUPER　Z　818

3．米国テルマー・アビオニクス社製ホルター心電解析システム

　MODEL　　750

　MODEL　　250

自動分析装置

SUPER　Z　818
　自動分析装置　スーハーZは，一日20検体以下の小規模な病院の日常検

査及び大学病院，総合病院並びに医師会等の臨床検査センターでの緊急検

査用として開発された装置であります。

一特　長一

　〇最大24項日ランダムアクセスが可能です。

　○高性能でコンパクトで且つ低価格です。

　○装置の操作性が極端に簡単で，本当の意味で誰にでも使用可能な装置

　　です．

　○操作フログラムがICカードで使い分けられ，目的別の検査装置に変

　　身します。

　○装置の稼動状況が専用のICカードに記録され，あらゆる管理が可能

　　です。

　　　1．売上管理（診療科，病棟，医師別等）

　　　2．消耗品管理（特に試薬）

　　　3．保守サービス管理（トラブル内容がICカードに自動的に記録さ

　　　　　れます。）

”“’“ma”im’r’一一””， 裳裳償繍品
9．Wi－tW．，
　　　　　　’、s　　　　干㌫＼シ燃欝tt
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　弊社は，昭和52年に臨床検査試薬販売会社として発足しました。その後

皆様方のニーズに応じた商品の開発，高品質の製品の製造を目指して昭和

57年に臨床検査試薬製造販売会社として新発足し，同年には日本ではじめ

てニトロソPSAP法による血清鉄測定試薬のキット化に成功しました。

　生化学試薬の充実を計る一方で，血清学，血液学関連試薬と取扱い品目

の幅を広げ，近年，モノクローナル抗体を利用したEIA法によるHBs抗原

抗体測定試薬キットを商品化し，HBs抗原抗体の高感度，短時間測定を可

能にしました。今後も厳しさを増す業界環境下，多様化する体外診断用医

薬品に対するニーズに応えるべく，幅広い視野に立って研究開発を押し進

めてまいります。

〔営業品目〕

〈臨床検査用試薬〉

◆生化学検査試薬

　自動分析装置用　日立736・TBA－Sシリーズ（ARシリーズ）

　自動分析装置用　日立7050・日立705・TBA　480
　　　　　　　　　日立7150　　（AU・AT・AP・TBシリーズ）
　自動分析装置用　全般　　　　　　　　　　　　　（KE・KRシリーズ）

　キット製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（SPシリーズ）

　ケムトラック液状ビリルビンコントロール血清

　液状管理血清　ケムトラック　　　　　　　　　　　（CTシリーズ）

◆免疫血清検査試薬

　自動分析装置用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（KIシリーズ）

　キット製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（SIシリーズ）

〈基礎研究関係＞

　SERA－LAB社製品（英国）・FCS他動物血清類・モノクローナル抗体・

　ポリクローナル抗体

HBs・Ag　QUIKテスト「ミズホ」，　HBs・Ab　QUIKテスト「ミズホ」

ケム・トラック（CHEM・TRAK），液状ビリルビンコントロール血清

HBs－Ag　QUIKテスト「ミズホ」（HBs抗原検出用試薬）

HBs－Ab　QUIKテスト「ミズホ」（HBs抗体検出用試薬）

　株式会社ミズホメディーがモノクローナル抗体を用いて開発したHBs

抗原抗体検出用測定試薬セットです。1ステップサンドイッチEIA法に基

づき短時間で高感度に精度良く，HBs抗原抗体を検出します。

　●発色は鮮やかなブルーを呈します。

　●測定は1時間以内で終了します。（30分間法）

　●検出感度は，RIA法に匹敵します。（3時間法）

　●固相に反応管を用いB／F分離を簡単にしました。

ケムトラック・液状ビルリビンコントロール血清

　●長期の安定性があり，調整の手間が要りません。

　●バイアル間のバラツキがほとんどありません。

　●ヒト血清に近い粘性であつかい易くなっています。

　●べ一スが牛血清ですから，ヒト由来による感染の心配がありません。

　●液状ビリルビンコントロールは，TOTAL・DIRECTビリルビンのモ

　　ニターが可能です。



200 ピ株式会社明電舎
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　株式会社明電舎は，明治30年に創業され，今年創立91年目を迎えました。

この間，各種電力機器，制御装置等の総合重電気メーカとして発展してま

いりました、，そして長年培ってきた重電技術をコンピュータ技術と融合さ

せ業界に先駆けてパワートロニクス技術を確立し，さらにメカトロニクス，

エレクトロニクス技術を加え，現在この3つを事業の柱として複合型メー

カへの飛躍を図っています。

　明電舎の技術は，皆様の目に直接触れにくい所で活躍していると言って

も過言ではありません。例えば，つい最近開業いたしました「津軽海峡線」

と「瀬戸大橋線」にも，実は明電舎の最新の技術力が大いに発揮されてい

ます。海底トンネルと海上の橋という難しい条件に伴う強風・塩害・多湿

といった厳しい環境の中で，たえず消費電力を変化させながら移動してい

く電車への配電はかなり特殊で，高い技術力が要求されましたが，明電舎

はみごとにその期待にこたえることができました。

　明電舎は，21世紀に向けて，ご紹介した鉄道電化技術をはじめとする「パ

ワートロニクス」，機械技術とエレクトロニクスが手を結んだ「メカトロニ

クス」，これらシステム化の核となっている「エレクトロニクス」の技術を

結集し，バイオテクノロジー等の最先端技術にも積極的に進出し，社会に

貢献すべく努力していくつもりです。

生物発光・化学発光測定装置

ルミノメータUPD－8000／UPD－2000

　生物発光・化学発光測定装置（ルミノメータ）は，生物発光や化学発光

反応を利用して」血中や尿中のホルモンや蛋白質等を高感度・高精度に分析

するための研究用装置です。

〔型式〕

　ルミノメータ　UPD－8000　バ・チタイプ

　ルミノメータUPD－2000フロータイプ
〔特長〕

●演算結果をすべてワンタッチでプリントアウトすることができます。

　（最大発光量・積分値・変動係数等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（UPD－8000，　UPD－2000）

●試薬の分注やチコープ内の洗浄を自動的に行うことができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（UPD－8000）

●固定化酵素カラムやイオン交換樹脂カラムが内蔵されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（UPD　2000）

●カラム流路の切り換えが可能なためブランク値の差引ができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（UPD－2000）
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　メバニクス㈱は，その社名に示すように，ME・BIO・分析機器関連の技

術開発ならびに製造販売を主業務としてまいりました。持に今日の検査技

術の高度化，専門化する医療ニーズにお応えすべく，当社では，止血・血

栓検査機器（血小板凝集能検査・ATP放出能検査・カルシューム検査・血

液凝固検査）を初め，ヘモレオロジー検査機器の技術開発を進めておりま

す。数々の最先端技術とユニークな発想を駆使し，皆様のニーズに合った

新製品の開発に努力を重ね，未来社会に貢献したいと願っています。

〔営業品目〕

〈血液学検査機器〉

◎　止血・血栓検査機器

　0　8チャンネル自動血小板凝集能測定装置

　　　　（最新コンピュータ技術を駆使した自動測定装置）

　0　6チャンネル～2チャンネル自動血小板凝集能測定装置

　　　　（実績のある信頼性の高い研究向け自動測定装置）

　O　ATP放出能・血小板凝集能同時測定装置

　　　　（luciferin－luciferase法を応用したATP放出能測定装置）

◎　IfiL液凝固検査機器

　0　2チャンネル自動血液凝固測定装置　　（プリンター内蔵）

◎　］血液線溶活性検査機器

　0　16チャンネル　ユーグロブリン溶解時間測定装置

8チャンネル自動血小板凝集能測定装置

PAC－8S
　血小板凝集能検査は，止血機構の解明に必須な検査であるが，近年，血

小板がlflL栓性疾患の発症や動脈硬化の進展にも関与するという知見が増え

るにつれて本検査の重要性が増してまいりました。

　8チャンネル自動血小板凝集能測定装置は，増加の傾向にある血栓性疾

患の予防，治療に抗血小板剤の使用が予想され，薬剤の選択，投与量の決

定及び治療経過のモニターなど臨床からの検査依頼が多くなり，この多数

検体を迅速に検査するために開発した最新鋭機です。

〈特　長〉

◎　抗血小板剤抑制効果の実験に最適な血小板凝集能測定装置です。

　　　抗血小板剤の適応性及び選択などの実験にも最適です。

◎　マイクロシリンジの採用により多種濃度検査で閾値の測定ができます。

　〈仕　様〉

　○　測定チャンネル数　　：　　8チャンネル

　○　測定サンプル量　　　：　200μ£　（PRP）

　O　FD記憶容量　　　　：　　200　テスト

　t　’
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⑭持田製薬株式会社
MOCHIDA

〒160　東京都新宿区四谷1－7 TELO3－358－7211

　大正2年に創業した持田製薬は一貫して「先見的独創と研究」を社是に

掲げ，先見的特色ある製品の開発に努めてまいりました。

　診断薬ノ理fでは，免疫学的妊娠診断薬ゴナビス発売以来，ゴナビスライ

ド，ハイゴナビス，モノクローナル抗体を利用した新ゴナビスライド，EIA

法を応用したゴナクローム50と，先進技術に積極的に取り組んでおります。

このたび発売しました「エルモテック自動測定システム」は，モノクロー

＋ル抗体産生からキット化，測定装置と，すべて自社開発しており，現在

7項目を発売いたしておりますが，これをさらに充実させ，検査室の皆様

のニーズにお応えしていきたいと存じます。

〔営業品目〕

EIA測定試薬

エルモテ・クシリーズ

hCG測定試薬

hPL測定試薬

エストロゲン測定試薬

既発’」己項目

近日発売

CEA・AFP
hCG・LH
プロラクチン

IgE・インスリン

hPL・β2ミクログロブリン

ゴナクローム50

新ゴナビスライド

ハイゴナビス

ゴナビスライド

ゴナビス

HPLスライド
ハイエストロテックスライド

ハイエストロテック

エストロテソクスライド

エストロテック

EIA自動測定装置
イムラボットA－lO2

　イムラボットA102は，「エルモテックシリーズ」専用の自動測定装置で

す、，エルモテ・クシリーズは，反応に必要な成分をすべて試験管内に封入

してあるために検体と精製水を加えるだけで反応が開始します。検体量，

反応時間等，どの項目も同一ですので簡単にシングルラインで多項目の測

定ができます。また傾斜回転法を採用し反応効率をアップさせているため，

免疫反応20分，酵素反応10分と，きわめて短時間でEIA法による精度の高

い測定結果を得ることができます。

［イムラボ・・トA－102の特長］

　　　　1．簡単な操作

　　　　2．測定結果は約30分後から出力

　　　　3．高い処理能力（180テスト／時間）

　　　　4．多項目同時測定
　セミオートの自測測定装置，イムラボ・・トSA－101もございます。

x－　：：・iiX’



▲Ω▲山之内製薬株式芸社

〒103　東京都中央区日本橋本町2－3－ll　　TELO3－244－3389
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　弊社は，治療医薬品メーカーとして多年に巨る蓄積した情報，ノウハウ

を生かして，診断検査試薬やマイクロプロセッサーを駆使した機器をはじ

め各種診断検査試薬の製造をしております。多くの新製品の開発，製造販

売を通じ社会に貢献すべく今後とも一層の努力を重ね，ユーザー各位のご

期待に沿えるようにと念願しています。

〔営業品目〕

尿簡易検査用試験紙 OBMテストマーク皿

OBMテストLシリーズ
OBMテストグルコース5000

尿自動分析機　　　　　○メディグラフ

　●目視川のBMテスト試験紙をそのまま使用できます。●操作が簡便

　て，どなたでも尿分析を行えます。

簡易［／［1糖測定機　　　　○レフロラックスII

　●操作がきわめて簡単。　●試験紙はめんどうな水洗い不要です。

　●10mg／deから500mg／deまで測定できます。

生化学検査システム　　○レフロトロン

　●緊急時の検査に最適です。　●全」filで測定できます。

ll由青中フェリチン測定用試薬キット　　○フェリチンテスト「山之内」

　●迅速簡単に大量検体が処理できます。　●微量検体処理可能。

HBs抗原検出用（R　PHA法）キ・・ト　○リバースセル

HBs抗体検出用（PHA法）キット　○リバースセルAb
　●手技が簡易で多数検体も短時間で処理。●感度はRIA法に匹敵。

」fm液検査用器具　　　　○山之内ディスポーザブル赤沈管　Sタイプ

　　　　　　　　　　　o山之内ディスポーザブル赤沈管　Pタイプ

　●ディスポーザブルタイプなので，ウィルス感染の危険が少ない。

　●新開発のスト・パー付，ピストンタイプとも，血液注入が簡単です。

尿自動分析装置

ウロトロンRL9システム
　ウロトロンRL9システムは，尿および一般検査室おける検査報告書の作

成，検査データの管理，管理統計資料等を作成するコンヒュータシステム
です、，

　　〔特　　徴〕

P　人院や再来の属性データは，患者番号の入力で登録ができるので，受

　付の時間が短縮されます。また，新患の属性データで所属や検体属性は，

　あらかじめ変換テーブルの登録によるコード入力ができ，入力時間が短

　縮されます

2）尿沈渣結果等の定性データや検査コメントは，あらかじめ変換テーブ

　ルの登録によるコード入力かでき，入力時間が短縮されます、

3）結果テークの入力後，即，検査報告書の作成ができます．

4）　スリ・フフリンタを使用して，患者属性がプリントされた，単票形式

　の検査報告書が作成てきます、

5）　BSC手順によるホストコンヒュータとのオンラインが可能です。

　　　、、⊆ぷミ　鵡・・、ピ浪、海w”垣鱒
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　　　　　　　　　　　　　　　の
2。4株式宕社5涙渉有工⊃二認

〒107東京都港区元赤坂1－7－17 TELO3－470－0443

　医療機器輸入販売商社として世界の一流製品を日本の医療施設へご紹介

させていただいて早13年余を経過いたしました。この間輸血分野において

は成分輸血時代を開拓し，現在新しい血液事業の発展に寄与できればと考

えております。又臨床検査分野においては，サンプルの自在の分注，希釈，

試薬分注と，自動化，省略化に寄与できるロボットサンプルプロセッサー

を日本に導入し，ご紹介させていただいています。　全国8ヶ所にサービ

ス要員を配し，今後もアフターサービスの充実を計りより良い製品を安心

して御使用いただけるように努力してまいります。

〔営業品目〕

1．マイクロプレートリーダー

OEAR400AT
OEAR400FW
OEAR340FW
OEAWII
OSLT210－6

2．電解質測定装置（西独

　oイオノメーターEF

3．分注ロボットシステム

　Oロボティック，サンフルフロセッサー

4．ルミネッセンス　フォトメーター

　OTD4000　ルミフォトメーター

　OATP測定試薬，貧食能測定試薬

5．その他

　Oフィ・シャー　微量遠心器　モデル59A

　oオートマティック　セルハーベスター　モデルLM101

　　　（オーストリア　SLT社）

高速測定型イージーリーダー（二波長）

イ＿ジーリーダー（二波長）

イージーリーダー（二波長340nm～）

イージーウォッシャー

全自動マイクロプレートリーダー

　フレゼニウス社）

Ca’　＋，Na＋，K†

　（スイス　TECAN社）
°

　　°　　　　　　　　PSP510／505

分注ロボットシステム

TECAN　RSP505
　TECAN　RSP－505は高性能な液面センサーを有する高速サンプル

プロセッサーです。

　広い作業スペースを持ち，試験管・マイクロタイタープレート・ハルン

カップ等にサンプリング・分注・希釈を行ないます。生化学検査・RIA検

査，尿検査等の分注，希釈作業を正確に行ないます。

　サンプリングは最少　5μeから行なうことができ　各種検査のサン

プルカップ，そのホルダーの形状は問いません。又バーコード管理もでき，

作業効率の向上と共に管理面の強化が計られサンプルの流れを自在に管理

できます。

　　　　サンプリング量：　5μ£～2500μ叱

　　　　希釈液分注量　：　5μ尼～10000μ尼

　　　　最大試薬設置数：　32種

　　　　C　V　　　　：　1％以下

　　　　作業空間　　　：300×640×130mm（W×D×H）

　　　　　　　；t　　　　ゾ
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◆Labsystems　Japan
ラボシステム・ジャパン株式会社

〒170東京都豊島区南大塚3－10－10日本生命南大塚ピル　　　TELO3－590－4481
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　ラボシステム・ジャパン株式会社は，フィンランドのヘルシンキに本社

を置くラボシステムズ社の日本法人です。ラボシステムズ社は1960年代に

世界に先駆けてフィンピペットを世に問い，また垂直測光方式による各種

分光分析装置を独自に開発してまいりました。

また，ラボシステムズ社は癌診断研究を始めとして，生化学，感染症学，

免疫学，微生物学等の分野において，常に世界中の研究機関やユーザーと

の連携をはかり，ユニークな開発の視点から世界のバイオテクノロジーを

リードする製品を提供し続けています。ラボシステム・ジャパン株式会社

はこうした背景をもとに，我が国の医学研究ならびに応用微生物学研究へ

の積極的な貢献をめざしています。

〔営業品目〕

○フィンピペットシリーズ：マイクロピペットのオリジナル。精度，信頼

　性，操作性をパーフェクトに備えたトータルな“Liquid　Handling”シス

　テム。可変型・容量固定型等各種。

OFP－900シリーズ分析装置：生化学，　EIA各種自動分析に。垂直測光方

　式。抜群の処理能力。

OFP－910コアグレーションアナライザー：クロット及び合成基質の両

　測定が可能な自動血液凝固分析装置。

OユニスキャンII：経済的かつコンパクトタイプの分光分析計

oバイオスクリーンC：世界初の微生物全自動増殖解折システム

oモノクローナル抗体二Intermediate　filaments検出，腫瘍キャラクタリ

　ゼーション用試薬。

oフェカツインセンシティブ・ラボザイムFECA－EIA：便潜血検査用試

　薬。化学法と免疫法（EIA法）を組み合わせた確実で経済的な，アプロー

　チ。

OAuto－EIA⑧皿（学術参考出品）

便潜血検査用試薬フェカツインセンシティブ⑱

ラボザイムFECA・EIA⑪

FP－901分光分析計

●フェカツインセンシティブ⑧とラボザイムFECA－EIA⑧の組み合わせ

　が，確実な便潜血検査を可能にしました。

〈フェカツインセンシティブ⑱〉

　グアヤック法の感度を上げ，2．5ml／day以上の出血を確実に検出して，

偽陰性を最少限にとどめるように改良された便潜血検査用試薬。気密性の

高い，安全かつ衛生的なプラスチック容器を使用。郵送も可能。陽性検体

のみ，ケース裏面貼付のディスクを用いてEIA検査を行います。

〈ラボザイムFECA－EIA⑯〉

○ヒトヘモグロビンを持異的に検出します。一抗原抗体反応を応用一

〇食物の影響による偽陽性を除去できます。一食餌制限の必要はありませ

　ん。－

Opro－zone現象による偽陰性はありません。一固相サンドイッチ法試薬。－

o客観的判定結果が信頼性の高い数値として得られます。

●FP－901分光分析計

9穴マルチキュベットを用いた生化学分析やEIA検査のために開発され

たコンパクトかつ機能性に富んだ分光分析計。優れた処理能力。（KINETIC

測定200検体／hour，END－POINT測定：500検体／hour）。正確な測定。

（垂直測光方式）。血中フルクトサミン測定検査にも迅速かつ正確に対応。

1
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■e利康商事株式会社

　　〒162東京都新宿区西五軒町34－6　　　TELO3－267－1211

　当社は，日本臨床検査自動化学会が，研究会として活動していた初期よ

り展示会に出品し，世界の優れた各種の検査機器を紹介して参りました。

これ等の製品は，国内の大学病院を初め主要な医療，研究機関に導入され

高い評価を頂いております。

当社は，今後共，ユーザー皆様のニーズにお応えすべく努力し，世界の最

先端技術を応用した優れた製品を通して，さらに積極的に医療に貢献して

まいります、

〔営業品目〕

1）臨床化学分析機器

●アイエル社：全自動炎光光度計，　電極式Na／Kアナライザー

●フィスケ社：自動浸透圧計

2）血液検査機器

●ハイオテータ社：微量自動JfiL液凝固測定装置（MCA）

　　　　　　　　　自動血L小板凝集測定装置（PAP4）

●ヘリケ社：スロンボエラストグラフ

●利康商事：」lll液線溶活性自動記録装置

3）生理機能検査機器

●アイエル社：全自動血液ガス分析装置，　COオキシメーター

●ヘリゲ社：自動心音心電計，　運動負荷心電図自動解析装置

●ハラメドテクノロジー社：運動負荷自動血圧計

●TCS社：酸素解離結合曲線自記装置

4）病理検査機器

●リ・フショウ社：クリオトーム，ハラフィンディスペンサー，

　　　　　　　　　ハラフィンブロック包埋装置，自動染色・包埋装置

5）その他の臨床検査機器

●ヨーク社：自動分注希釈装置（オートマチックダイリューター）

　　　　　　分注装置（ジェ・トピベ・ト）

●エバグリー社：糞便中寄生虫収集器（FPC）

米国アイエル社
ブラッドガスラボラトリー
（血液ガス・酸素運搬能検査装置）

lL　BGMl312／IL482
ブラ・ドガスラボラトリーは，アイエルメーター　IL　BGM1312とCOオ

キシメーター　IL482を組合せ使用することで，血液ガスとヘモグロビン

の酸素化に関した・・ラメーターを測定し，酸素運搬能を検査できる製品で

す

〔特　長〕

●動脈血と混合静脈血の検体（155μρ）を各々約1分で分析し，同時に，　Pso，

　生理学的シャント率等の全28項目を自動演算します。

●アイエル社特許のサンフル毎の連続自動一点較正が，高精度，高信頼性

　を実現、

●バ・クフラ・シュシステム，精度管理用abc，　CalDye等により日常のメ

　ンテナンスは簡単です、

●一一酸化炭素中毒患者の治療とリカバリーに、手術室，ICU，　NICU等にお

　ける呼吸管理時の酸素運搬能の確実な把握に最適。

●P5。，％COHbおよびMetHb異状患者の％HbO、を正確に測定します。



◎和光純薬工業株式会社
〒541大阪市東区道修町3－IO　　　TEL　O6－203－3741

新基質BG5P法自動分析装置用
アミラーゼ測定試薬

　’1］社は大正11年6月（1922年）武田薬品工業株式会社の化学部門を分離

し武田化学薬品株式会社として発足，昭和22年和光純薬工業株式会社に社

名を変更し現在に至っております。

　当社は試薬，臨床検査試薬のトップメーカーとして製品は広く学会，産

業界から絶大な信頼を得てご愛顧を賜っております。

　また医学界の要望に応えて，臨床検査用キットはもとより，最近の機器

分析の急速な進歩に対応した自動分析装置用試薬の研究開発，さらに免疫

1血清学や遺伝子工学研究のための試薬，機器の製造，輸入，販売と幅広い

活躍を続けております。

　非還元末端をベンジル基で修飾した新基質p一ニトロフェニル　ベンジ

ルーcr・一マルトヘンタオシド（BG5P）を使用しています。アイソザイム（膵

由来，唾液由来）による反応性に差がない他，次のような特長があり，各

種自動分析装置への適応が可能です。

特　長　・基質の構造が明確である。

　　　　・反応が化学量論的である。

　　　　・ラグタイムが短かく充分な感度で測定できる。

　　　　・内因性グルコースの影響を受けない。
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〔営業品目〕

試　　　薬：一般試薬・各種輸入試薬・生化学用試薬・各種用途別試薬・

　　　　　　環境汚染物質測定用試薬・特殊合成用試薬・特殊分析用試薬・

　　　　　　免疫血清研究用試薬・遺伝子工学研究用試薬

臨床検査薬：臨床検査用キット（脂質・酵素・無機物・蛋白・糖・ホルモ

　　　　　　ン・潜9il等の検査薬）・尿簡易試験紙プレテスト・自動分析装

　　　　　　置用試薬・標準液・コントロール血清・調製液・免疫血清学

　　　　　　的検査薬

機器・器具：レーザーコアグロメーター・ビリルビンテスター・エンドト

　　　　　　キシン測定用トキシノメーター・分注器・微量分注器・ダイ

　　　　　　リューター・富七ドライケム5000，800，100G，100N

化　成　品：重合開始剤・エレクトロニクス関係薬品・重合禁止剤・合成

　　　　　　原料及び中間体・医薬品原料・化粧品原料　他

　　　　商　品

アミラーゼII－HAテストワコー・7150

アミラーゼーHRIIワコー　　酵i素剤

　　　　　　　　　　　　　酵素剤用緩衝液

　　　　　　　　　　　　　基質剤

　　　　　　　　　　　　　基質剤用緩衝液
彩義

難

　包装

150回用

100，300ml用×4

100，300ml　×4

40，120ml用×4

40，　120ml　×4





雛欝欝欝騨



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

ア　ス　カ　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都千代田区神田須田町2－4 （03）254－0575

福岡連絡先 812 福岡市博多区東比恵2－20－27　イワキビル （092）473－9561

仙台連絡先 983 仙台市銀杏町19－8　イワキビル （022）256－5202

株式会社　　ア　　　　ム　　　　コ 本　　　　社 102 東京都千代田区飯田橋4－8－7 （03）265－4261

大阪支店 540 大阪市東区釣鐘町2－36 （06）942－5971

名古屋支店 466 名古屋市昭和区鶴舞3－23－20 （052）741－6051

福岡支店 812 福岡市博多区東光2－6－15 （092）44仁7641

札幌出張所 060 札幌市中央区北三条東2丁目2 （011）241－4428

仙台出張所 980 仙台市春日町2－8 （022）223－4060

広島出張所 730 広島市中区幟町9－18 （082）223－2511

金沢出張所 920 金沢市割出町633－1 （0762）37－6490

高松出張所 760 高松市中央町17－30 （0878）31－1301

ニューヨーク事務所

ア　　ロ　カ　株　　式　会　　社 本　　　　社 181 東京都三鷹市牟礼6－22－1 （0422）45－5111

仙台支店 980 仙台市国分町3－9－8　田山ビル （022）262－7181

名古屋支店 460 名古屋市中区栄2－6－12　白川ビル （052）203－0571

大阪支店 530 大阪市北区堂島浜1－4－28　日本無線㈱大阪支社ビル （06）344－5391

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7　博多センタービル （092）411－5735

札幌営業所 060 札幌市北区北7条西4丁目　東カン札幌駅前ビル （011）726－6604

金沢営業所 921 金沢市玉鉾2－23 （0762）91－2283

広島営業所 733 広島市西区中広町1－5－11　ホレスト・タウンビル （082）292－0019

高松営業所 760 高松市今里町472 （0878）33－7633

熊本営業所 862 熊本市新屋敷1－8－1　森田ビル （096）366－9201

医学書院器械株式会社 本　　　　杜 166 東京都杉並区高円寺北2－2－1　巳善ビル （03）339－5511

関西出張所 661 尼崎市南塚口町5－16－17㈱三星堂内 （06）428－2381

ウエルカム・ダイアグノスティックス・ジャパン株式会社 本　　　　社 562 箕面市船場東1－13－10 （0727）27－0198

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

営業本部 113 東京都文京区本郷1－19－6　太平ビル （03）814－5401

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西14丁目3－23　札幌泉ビル （011）281－5401



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本杜及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

栄　研　化　学　株　式　会　社 仙台営業所 980 仙台市木町通2－1－33　伊澤竹に雀ビル （022）272－3501

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－8－8　小島ビル （052）951－3022

大阪営業所 541 大阪市東区淡路町5－15　南星ビル （06）202－6471

広島営業所 733 広島市西区己斐本町2－12－30　SKビル （082）271－5319

福岡営業所 812 福岡市中央区天神4－2－36　天神栄泉ビル （092）751－2227

機器システム部 113 東京都文京区本郷1－19－6　太平ビル （03）811－4023

栄研メティカ
ルンステム（㈱

113 東京都文京区本郷1－33－8 （03）818－5651

株式会社　　エイアンドティー 本　　　　社 191 東京都日野市320－11 （0425）86－3111

東京事務所 101 東京都千代田区外神田2－13－5　鶴屋ビル7F （03）258－6501

大阪事務所 532 大阪市淀川区西中島5－7－18　アストロ新大阪ビル1003号 （06）309－2632

盛岡事務所 020 盛岡市梨木町3－34　プチメゾンS206号

エムエ　ス機器株式会社 本　　　　社 532 大阪市淀lll区三国本町2－12　4 （06）396－0501

東京営業所 112 東京都文京区春日1－10－1 （03）816－6541

福岡営業所 812 福岡市東区馬出1－2－21 （092）631－1012

広島営業所 734 広島市南区東雲本町2－5－26 （082）286－4333

株式会社　　エ　　　　ル　　　　マ 本　　　　社 101 東京都千代田区鍛冶町2－4－5 （03）2560911

東京支店 113 東京都文京区湯島1　5－32 （03）818－6261

開　　発　部 111 東京都台東区浅草橋3－27－9 （03）861－8857

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 810 福岡市中央区舞鶴3－6－17　舞鶴ビル （092）715－2626

㈱北海道エルマ 001 札幌市北区北13条西3丁目16 （011）746－1401

精密機器部 101 東京都千代田区岩本町1－5－8 （03）861－8977

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社 本　　　　社 105 東京都港区芝公園3－1－38　秀和芝公園3丁目ビル1F （03）438－2944

札幌営業所 060 札幌市中央区南2条東1丁目1－14　住友生命札幌中央ビル2F （011）24仁4545

仙台営業所 980 仙台市一番町4－6－1　仙台第一生命タワービルディング12F （022）224－7551

東京営業所 105 東京都港区虎ノ門3－22－1　秀和第二芝公園3丁目ビル2F （03）43七3871

名古屋営業所 465 名古屋市名東区一社2－171 （052）703－5256

大阪営業所 564 吹田市江坂町1－13－41　明治生命江坂ビル2F （06）338－2581

広島営業所 732 広島市南区京橋町1－23　三井生命広島駅前ビル2F （082）264－3631



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本杜及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社 福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南1－3－6　第3博多借成ビル8F （092）451－2874

小野薬品エ業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町2－14 （06）222－5551

東京支社 101 東京都千代田区神田錦町2－7　協販ビル2F （03）295－6871

札幌支店 003 札幌市白石区中央1条2丁目15－1 （011）841－8611

仙台支店 980 仙台市上杉1－10－25 （022）22仁3676

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－8－20 （052）961－6421

京都支店 604 京都市中京区鳥丸通御池上ルニ條殿町552　明治生命京都ビル3F （075）211－2191

大阪支店 541 大阪市東区平野町2－29　皿井ビル （06）222－5581

高松支店 760 高松市木太町四区2160－1　佐々木ビル3F （0878）33－5141

広島支店 730 広島市中区幟町6－7 （082）228－0331

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町2－12 （092）281－1154

株式会社　　オ　　リ　ン　パ　　ス 本　　　　社 101 東京都千代田区神田駿河台3－4 （03）251－8941

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西4丁目　日生ビル （011）222－2551

仙台支店 980 仙台市一番町1－3－1　日本生命仙台ビル （022）223－7821

大宮営業所 331 大宮市桜木町1－441　ソニックシティビル （0486）44－8122

金沢営業所 920 金沢市香林坊1－2－24　千代田生命ビル （0762）22－3434

名古屋支店 460 名古屋市中村区錦2－19－25　日生広小路ビル （052）201－6901

大阪支店 542 大阪市南区南船場2－12－26　オリンパス大阪センター （06）252－6695

高松営業所 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 広島市中区上八丁堀16－11　日生広島第ニビル （082）228ヨ921

福岡支店 810 福岡市中央区天神1－14－1　日生ビル （092）711－1881

株式会社　　カ　　　イ　　　ノ　　　ス 営業本部 113 東京都文京区湯島4－2－1 （03）816－4480

札幌営業所 064 札幌市中央区南九条西10丁目40－1 （011）511－3551

東京営業所 113 東京都文京区湯島4－2－1 （03）816－4481

名古屋出張所 465 名古屋市名東区上杜1－1802 （052）775－8730

大阪営業所 541 大阪市東区道修町2－51 （06）201－0916

福岡営業所 812 福岡市博多区駅東1－14－34 （092）441－6996

広島（布施商会） 730 広島市中央区鶴見町8－57 （082）245－4355

片山化学工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－7 （06）203－3441



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

片山化学工業株式会社 東京営業所 101 東京都千代田区岩本町2－14－8 （03）864－1177

名古屋片山化学㈱ 460 名古屋市中区丸の内3－11－4 （052）971－6531

岡山出張所 703 岡山市神下82－3 （0862）79－2542

徳島出張所 770 徳島市南矢三町2－6－33 （0886）32－3138

筑波出張所 305 つくば市大角豆2012－399 （0298）51－0164

尼崎工場 660 尼崎市東難波町3－26－22 （06）481－6769

越谷工場 343 越谷市南荻島869 （0489）74－9411

萱垣医理科工業株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－14－16 （03）812－5285

大阪営業所 540 大阪市東区内平野町2－39　筒井ビル301 （06）947－0704

名古屋営業所 452 名古屋市西区中小田井3－289　ライオンズガーデン中小田井607 （052）501－2774

仙台営業所 980 仙台市国見3－9－8 （022）234－1433

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－2－8 （03）279－1751

大阪支店 541 大阪市東区瓦町3－1 （06）231－1672

札幌営業所 061－01 札幌市豊平区里塚314－3 （011）882－1511

仙台営業所 983 仙台市日の出町1－7－9 （022）284－0175

筑波営業所 300－22 茨城県筑波郡谷和原村大字福岡2504－1 （0297）52－4816

埼玉営業所 364 北本市中丸3－82 （0485）92－2361

京浜営業所 223 横浜市港北区新羽町2055 （045）544－1599

静岡営業所 422 静岡市中村町393 （0542）81－2010

中京営業所 491 一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24－1725

福岡連絡所 813 福岡市東区香椎駅前2－15－1　天野屋ビル4F （092）672－6425

キ　ャ　ノ　ン販売株式会社 本　　　　社 108 東京都港区三田3－11－28 （03）455－9711

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 （075）672－5311

東京支店 103 東京都中央区日本橋兜町11－11　ニッシンビル4F （03）664－1841

札幌営業所 062 札幌市豊平区月寒東3条3丁目1－21　吉田ビル1F （011）851－1122

仙台営業所 980 仙台市堤通雨宮町2－21　日装ビル2F （022）234－1516

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜1－19－2　京浜建物第五ビル801 （045）474－0184

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－9－30　栄山吉ビル7F－D （052）211－4555

京都営業所 601 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－5316



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 f｝、　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

株式会社　　京　都　第　一　科　学 広島営業所 733 広島市西区天満町6－12　岩崎ビル204 （082）294－0533

高松営業所 760 高松市松島町1－13－10　カントビル4F （0878）34－1545

福岡営業所 810 福岡市南区那の川1－4－3　第3MKビル3 （092）526－1407

協和メデックス株式会社 本社・東京営業所 100 東京都千代田区大手町1－6－1 （03）　282－0093
（03）　282－OO98

大阪営業所 530 大阪市北区中崎西2－4－12 （06）373－8048

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－21－25 （052）962－7370

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－2－1 （092）474－5222

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西7丁目1 （011）261－3127

仙台営業所 980 仙台市本町1－12－12 （022）262－7691

広島営業所 732 広島市南区稲荷町2－16 （082）2626612

四国営業所 790 松山市一番町3－2－11 （0899）45－1288

極東製薬工業株式会社 本杜・東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町3－1－1 （03）270－1641

札幌営業所 060 札幌市中央区北四条西12丁目1－1 （011）271－1003

仙台営業所 983 仙台市卸町東1－2－9 （022）238－8721

名占屋営業所 465 名占屋市名東区社台3－53 （052）776－8631

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島3－18　21 （06）304－5446

広島営業所 732 広島市南区東荒神町3－35 （082）262－5446

高知営業所 780 高知市本町4－2－52 （0888）25－3031

福岡営業所 780 福岡市東区多の津4－12－11 （092）621－2345

クリーンケミカル株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区淡路町2　40　1　ユニ船場404 （06）227－1915

東京営業所 171 東京都豊島区高田3　7　14　シェトワ山下1F105 （03）985－5455

茨木ラボセンター 567 茨木市横II．1－12－14 （0726）34　9724

国　際　試　薬　株　式　会　社 本　　　　社 651 神戸市中央区浜辺通2－1－30 （078）231－4151

札幌出張所 062 札幌市白石区南郷通2－11－9 （011）862－1133

仙台出張所 980 仙台市国分町1－8－13 （022）221－7598

新潟出張所 951 新潟市旭町通り2番町5251－2 （025）224－5083

東京営業所 101 東京都千代田区内神田1－15　16 （03）291－3476

名占屋出張所 461 名古屋市東区大曽根町29－11 （052）935－2441

京都出張所 600 京都市下京区中堂寺南町65－2 （075）314　8523
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国　際　試　薬　株　式　会　社 大阪出張所 541 大阪市東区北久宝寺町2－50－2 （06）262－2181

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵2－20－20 （092）411－2187

静岡出張所 420 静岡市常盤1－4－11 （054）254－3426

コ　ス　モ　株　　式　会　社 本　　　　社 171 東京都豊島区南長崎1－9－18 （03）952－9212

大阪営業所 532 大阪市淀lll区西三国4－3－46 （06）392－1721

広島営業所 733 広島市西区鈴か峰町30－5－502 （082）278－3641

福岡営業所 816 大野城市大池2－7－6 （092）504－2215

コ　　ニ　　カ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 163 東京都新宿区西新宿1－26－2　新宿野村ビル （03）349－5216

関西支社 542 大阪市南区周防町28－1　千代田生命御堂筋ビル （06）252－5246

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－3－1 （052）231－6241

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前4－2－1　住友海上福岡ビル （092）451－4811

札幌営業所 060 札幌市中央区北3条西1丁目1－1　ナショナルビル （011）261－0261

仙台営業所 980 仙台市一番町2－2－13　仙建ビル （022）267－5246

広島営業所 730 広島市中区中町8－6　フジタビル （082）244－5246

高松営業所 760 高松市古新町2－3　大正海上高松ビル （0878）22－8366

サ　ク　ラ　精　機　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－1－9 （03）270－1666

東京支店 103 東京都中央区日本橋本町2－1－7　タケダ本町ビル6F （03）279－3053

本郷営業所 113 東京都文京区湯島2－16－10　マスビル1F （03）814－2811

横浜営業所 221 横浜市神奈lll区鶴屋町3－35　11　ストーク横浜二番館5F （045）31仁7971

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西5丁目18　郵政互助会札幌ビル4F （011）222－5831

仙台営業所 980 仙台市国分町1　7－18　明治生命国分町ビル7F （022）263－5131

名古屋営業所 461 名占屋市東区白壁3－12－13　中産連ビル新館4F （052）932－0485

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－11－4－2100　大阪駅前第4ビル21F （06）341－3788

中・四国営業所 700 岡山市幸町8－29　三井生命岡山ビル11F （0862）23－0324

福岡営業所 812 福岡市博多区†専多駅東2－4－16　福泉第1ビル5F （092）441－7340

三　　共　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座2－7－12 （03）5620411

札幌支店 060 札幌市中央区大通西8丁目1 （011）241　6191

仙台支店 980 仙台市国分町1－7－16 （022）22仁2191

東京第一支店 103 東京都中央区日本橋本町3－5－1 （03）279－1511
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三　　共　　株　　式　　会　　社 東京第二支店 103 東京都中央区日本橋本町2－1－5　東京薬業会館 （03）279－2871

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－4－36 （052）951－1191

大阪支店 541 大阪市東区道修町1－20 （06）203－3421

広島支店 730 広島市中区土橋町6－8 （082）293－5111

高松支店 760 高松市中新町13－1 （0878）31－0221

福岡支店 812 福岡市博多区下呉服町1－6 （092）281－8121

三　光　純　薬　株　式　会　社 本杜・東京支店 101 東京都千代田区岩本町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

札幌営業所 060 札幌市東区北6条東2丁目8 （011）711－3696

仙台営業所 980 仙台市一番町1－15－11 （022）267－2291

横浜営業所 231 横浜市中区尾上町6－89 （045）641－2531

名古屋営業所 453 名古屋市中村区長箴町5－49 （052）412－3772

広島営業所 732 広島市東区光町2－11－17 （082）264－5411

福岡営業所 815 福岡市南区清水3－1－2 （092）511－0611

シノテス　ト商事株式会社 本　　　　社 102 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆東京都千代田区一番町10 （03）239－3741

札幌支店 060 札幌市中央区北大通り西16丁目　大重ビル3F （011）641－1878

仙台支店 980 仙台市北目町2－39　東北中心ビル （022）262－5708

東京第一支店 102 東京都千代田区一番町10　東京臓器ビル4F （03）239－5091

東京第二支店 102 東京都千代田区一番町10　東京臓器ビル2F （03）239－3748

名古屋支店 460 名古屋市中区新栄1－27－27　広瀬ビル4F （052）261－5818

大阪支店 550 大阪市西区靱本町2－2－22　ウツボバークビル3F （06）448－3101

広島支店 730 広島市中区中町4－16　オレンジハットビル3F （082）244－3051

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7　博多センタービル8F （092）473－0261

株式会社　　島　　津　　製　　作　　所 本　　　　社 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）823－1111

東京支社 101 東京都千代田区神田錦町1－3 （03）219－5656

大阪支社 530 大阪市北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F （06）373－6641

京都支店 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）811－8191

福岡支店 812 福岡市博多区冷泉町4－20 （092）271－0333

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル5F （052）565－7525
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株式会社　　島　津　製　作　　所 横浜支店 220 横浜市西区北幸2－10－27　東武立野ビル6F （045）312－4421

広島支店 730 広島市中区袋町4－25　明治生命ビル15F （082）248－4311

札幌支店 060 札幌市中央区北五条西6丁目2－2　札幌センタービル8F （011）205－5500

神戸営業所 650 神戸市中央区明石町48　神戸ダイヤモンドビル4F （078）331－9661

真　興　交　易　株　式　会　社 札幌営業所 060 札幌市北区北7条西4丁目　ノーヌ、セブンビル （011）726－6353

仙台営業所 980 仙台市北目町2－39　東北中心ビル （022）262－4874

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3－16－30　住友生命栄ビル （052）961－6881

金沢営業所 920 金沢市香林坊1－2－20　朝日生命金沢第2ビル （0762）62－2315

大　　阪　　店 550 大阪市西区新町1－21－11　天祥ビル （06）531－6247

広島営業所 730 広島市中区大手町2－5－11はるぜんビル （082）249－3771

福岡営業所 810 福岡市中央区大手門2－1－10　西鉄大手門ビル （092）751－1868

株式会社　　常　　　　　　　　光 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－19－4 （03）815－1717

大阪支店 530 大阪市北区天満4－14－19 （06）353－2441

名占屋支店 460 名古屋市中区千代田5－8－30 （052）251－3878

福岡支店 812 福岡市博多区古門戸3－12 （092）281－5757

札幌支店 060 札幌市北区北7条西2丁目 （011）736ゴ311

仙台営業所 983 仙台市卸町1－6－15 （022）236－0972

広島営業所 730 広島市中区竹屋町3－22 （0822）41－3252

旭川営業所 070 旭川市神楽2条4丁目 （0154）23－3495

函館営業所 040 函館市豊川町1－3 （0138）23－6737

東京技術研究所 213 川崎市高津区宇奈根731－1 （044）811－9211

住友電気工業株式会社／住電システム株式会社 東　　　　京 107 東京都港区赤坂1－3－12 （03）423－5901

大　　　　阪 530 大阪市北区堂島1－2－5 （06）347－7511

生　化　学　工　業　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町2－1－5 （03）270－0536

大阪営業所 541 大阪市東区高麗橋2－45 （06）203－4566

積水化学工業株式会社メディカル事業部 本　　　　社 530 大阪市北区西天満2－4－4 （06）365－4156

大阪営業所 530 大阪市北区西天満2－4－4 （06）365－4156

東京営業所 105 東京都港区虎ノ門3－4－7　虎ノ門36森ビル （03）434－9146

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅4－7－35　毎日名古屋会館 （052）583－6188
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株式会社　　セ　　コ　ニ　　ッ　　ク 本　　　　社 178 東京都練馬区大泉学園町7－24－14 （03）978－2333

大阪営業所 541 大阪市東区本町2－5 （06）263－1571

名占屋営業所 460 名古屋市中区栄5　8　14 （052）251－6201

株式会社　　セ　　ロ　テ　　ッ　　ク 本　　　　社 062 札幌市豊平区月寒中央通5丁目1－10 （011）855－1131

東京営業所 160 東京都新宿区西早稲田1－6－3　筑波ビル （03）203－8049

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原1－19　11－508 （06）395－0822

新潟営業所 950－21 新潟市・1鳴1　19　5 （025）233－5108

仙台営業所 980 仙台市桜ケ丘1－12－25 （022）279－3049

秋田営業所 010 秋田市柳原新田字御鷹野橋道脇14－10 （0188）64－0046

青森馬1．在所 036 弘前市字向外瀬字イく伏588－2 （0172）334569

名古屋駐在所 465 名占屋市名東区牧の里2－1311 （052）704－5974

滋賀馬1在所 527 八日市市上’ド木町2030　96 （0748）23　3365

†・歳工場 066 千歳市泉沢1007－67 （0123）282121

株式会社　　セントラル科学貿易 本　　　　社 110 東京都台東区三ノ輪2－2－7 （03）806－4361

大阪支店 533 大阪市東淀川区西淡路1　1－36　新大阪ビル （06）325－3171

福岡営業所 810 福岡市中央区大名1－15－38　福岡ハレスビル （092）741－1884

札幌営業所 003 札幌市白石区中央1条4丁目3　72　502 （011）632－0054

株式会社　　相互生物医学研究所 本　　　　社 166 東京都杉並区高円寺南1－34－5 （03）316－0111

総合研究所 350 川越市的場1361　1 （0492）32－0111

北陸支社 939 富山市中市字道西割9　3 （0764）22－1391

札幌営業所 060 札幌市中央区北1条東8丁目1－3 （011）261－8910

大阪営業所 532 大阪市淀川区三国本町2－10－13 （06）394－0235

福岡営業所 812 福岡市博多区吉塚8－8－42 （092）621－9991

名古屋営業所 454 名古屋市中川区的場2－63 （052）353－5011

広島営業所 730 広島市中区宝町9－19 （082）246－7714

松山営業所 790 松山市美沢1　8－57 （0899）25－5010

仙台営業所 983 仙台市卸町5－2－10 （022）236－4611

高　園　産　業　株　式　会　社 本　　　　社 575 四条畷市岡山2－12－22 （0720）77－3431

仙台　支店 983 仙台市宮千代1－18－1 （022）284－0577
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高　園　産　業　株　式　会　社 札幌営業所 060 札幌市中央区南2条東5丁目1 （011）221－8871

東京支店 113 東京都文京区本駒込6　13－20 （03）946－1151

名古屋支店 453 名古屋市中村区千成通6－5 （052）482－5522

大阪支店 575 四条畷市岡山2－12－22 （0720）77－3431

神戸営業所 650 神戸市中央区下山手通4－2－7　相良ビル （078）332－6238

高松営業所 761 高松市一宮町710－1 （0878）86－8151

広島営業所 733 広島市西区楠木町1－15－15　若宮ビル （082）292－8262

福岡支店 815 福岡市南区清水3　4－4 （092）551－4582

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）272－0681

東京第一営業所 103 東京都中央区東日本橋2－8　3 （03）851－6161

東京第二営業所 103 東京都中央区東日本橋2－8－3 （03）851－6161

名古屋営業所 464 名古屋市千種区内山町3　8－10 （052）733－5631

大阪営業所 540 大阪市東区大手通2－32 （06）941－8091

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－10－37 （092）4510511

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌6条1丁目2－30 （011）822－2345

仙台出張所 980 仙台市国分町3－4－5 （022）265－8541

広島出張所 730 広島市中区中町8－6 （082）241－7210

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

東京本社 105 東京都港区虎ノ門3－4－10　オムロン東京ビル （03）436－7055

仙台支店 980 仙台市大田」2　2　10　住友生命仙台青葉通りビル11F （022）265－2734

名古屋事業所 450 名占屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル4F （052）561－0621

大阪事業所 541 大阪市東区南久宝寺町4－39　御堂筋センタービル （06）282－2576

京都支店 600 京都市下京区四条鳥丸東入ル長刀鉾町8　京都三井ビルディング3F （075）211－5491

広島支店 730 広島市中区紙屋町1－2－27　広島日興ビル7F （082）247－0201

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－2－1　日生博多駅前ビル9F （092）451－5622

ダイ　ナ　ボ　ッ　ト　株式会社 本　　　　社 105 東京都港区虎ノ門3－8　21　第33森ビル （03）43卜9441

札幌営業所 060 札幌市中央区北3条西1丁目1－1　ナショナルビル6F （011）221－8239

仙台営業所 980 仙台市本町2－10－28　千代田生命仙台本町ビル8F （022）265－2473

東京／関東／甲信
越・神奈川営業所

105 港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル2F （03）437－9427
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ダイ　ナボ　ッ　ト株式会社 名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅4－23－13　名古屋大同生命ビル12F （052）562－0781

大阪／近畿北陸、営業所 530 大阪市北区堂島2－2－2　近鉄堂島ビル15F （06）347－1621

岡山営業所 700 岡山市柳町1－1－1　住友岡山ビル14F （0862）33－7235

広島営業所 730 広島市中区大手町2－7－10　広島三井ビル8F （082）245－7401

福岡営業所 812 福岡市博多区中呉服町6－10　大日本製薬福岡ビル6F （092）291－6651

熊本営業所 860 熊本市中央街3－8　熊本大同生命ビル9F （096）355－7611

株式会社　　ダィ　ァヤ　ト　ロ　ン 本　　　　社 101 東京都千代田区東神田2－5－12 （03）863－6241

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西7丁目15　興和ビル （011）271－6961

仙台営業所 981 仙台市北根1－10－18　ファミール北根ビル6F （022）272－2011

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社1－253　一社プラザ （052）772－9561

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－18－31　新星和新大阪ビル （06）325－3621

広島営業所 733 広島市西区南観音7－13－20　ひらいちビル （082）291－4601

高松営業所 760 高松市常磐町2－10－13　第一松本ビル2F （0878）31－5241

福岡営業所 812 福岡市博多区東光1－1－2 （092）471－7188

チバ・コーニング・ダィアグノスティックス株式会社 本社・東京支店 150 東京都渋谷区恵比寿1－19－15 （03）440－2411

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌2条5丁目5－1 （011）831－4855

盛岡出張所 020 盛岡市上田堤1－5－6 （0196）61－6533

仙台営業所 980 仙台市春日町4－13 （022）222－6296

長野出張所 380 長野市川合新田783 （0262）21－2463

名古屋営業所 466 名古屋市昭和区御器所通り2－10 （052）852－7333

大阪営業所 564 吹田市垂水町3－18－9 （06）380－0333

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－10－24 （092）474－3640
中四国技術　　　タ　　ーセ　　ン

733 広島市西区観音町9－7 （082）295－8411

中四国技術センター（高松） 760 高松市番町2－7－15 （0878）51－8360

中　外　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 104 東京都中央区京橋2－1－9 （03）281－6611

東京第一支店 160 東京都新宿区西新宿1－22－2　新宿サンエービル3F （03）346－0213

東京第二支店 160 東京都新宿区西新宿1－22－2　新宿サンエービル4F （03）346－0232

仙台支店 980 仙台市一番町4－7－17　小田急不動産仙台ビル （022）225－8551

札幌支店 060 札幌市中央区大通り西15丁目3 （011）631－6311
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中　外　製　薬　株　式　会　社 名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－21－20　千代田生命ビル （052）961－8511

大阪支店 541 大阪市東区平野町3－6－1　平野町センチュリービル （06）222－5533

広島支店 730 広島市中区八丁堀5－7　住友生命八丁堀ビル （082）227－1331

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅南1－3－11　博多南ビル （092）451－8182

高松支店 760 高松市天神前10－12　栄泉高松ビル （0878）33－8600

株式会社　　テクノメディ　カ 本　　　　社 213 川崎市高津区溝口1215－1　田中屋ビル （044）812－1220

デュポン　ジャパン　リミテッド 本　　　　社 107 東京都港区赤坂1－14－14　第35興和ビル （03）586－2639

大阪支社 541 大阪市東区高麗橋5－45　興銀ビル別館 （06）228－0825

札幌事務所 060 札幌市中央区北1条西5丁目2　札幌興銀ビル （011）222－1941

仙台事務所 980 仙台市一番町2－4－1　興銀ビル （022）268－4420

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅南1－24－30　名古屋三井ビル本館 （052）571－7721

広島事務所 730 広島市中区大手町2－8－5　野村不動産大手町ビル （082）245－7836

福岡事務所 810 福岡市中央区天神2－14－8　天神センタービル （092）761－8271

デ　ン　カ　生　研　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋兜町12－1 （03）669－9091

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西2丁目5 （011）222－4178

新潟営業所 950 新潟市新光町17 （025）285－8641

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南29－24 （052）732－5561

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－12－39 （06）344－5538

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－14－8 （092）714－7421

仙台出張所 980 仙台市一番町1－4－1 （022）264－1138

東亜医用電子株式会社 営業本部 675 加古川市野口町北野314－2 （0794）24－1171

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西13丁目1 （011）281－6116

仙台営業所 980 仙台市二日町7－32 （022）223－7411

大宮営業所 330 大宮市宮原町2－23－11 （0486）52－3331

東京営業所 113 東京都文京区本郷2－30－11 （03）814－5046

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜3－6－5 （045）473－3696

名古屋営業所 465 名古屋市名東区上社1－119 （052）775－8101

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5－9－2 （06）30仁9352

広島営業所 730 広島市中区十日市町1－3－37 （082）292－7710
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東亜医用電子株式会社 福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－17－17 （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1－29－10 （03）202－0211

札幌営業所 060 札幌市北区北6条西6丁目2 （011）726－9859

仙台営業所 983 仙台市小田原弓の町5 （022）291－1676

筑波営業所 305 つくば市大字東岡489－1 （0298）57－4091

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜3－18－5 （045）474－1421

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内1－8－39 （052）231－2291

大阪営業所 564 吹田市江坂町1－12－28 （06）338－7852

広島営業所 730 広島市中区千田町3－9－25 （082）244－6419

九州営業所 802 北九州市小倉北区京町3－14－17 （093）551－0588

東京オルガノ商事株式会社 本　　　　社 102 東京都千代田区麹町4－1－4 （03）265－1022

高崎営業所 370 高崎市江木町409－8 （0273）27－7231

新潟営業所 950 新潟市紫竹山2－5－3 （025）247－1361

仙台営業所 983 仙台市小田原1－7－6 （022）293－4033

盛岡出張所 020 盛岡市大通3－11－1 （0196）22－4035

郡山出張所 963 郡山市桑野1－20－7 （0249）32－5708

秋田出張所 010 秋田市山⊥5　3－6 （0188）23－7505

静岡出張所 422 静岡市敷地1－26　8 （0542）37－4598

．多郎サ　ー　ヒ
ス、セ　ン　　タ　ー 341 三郷市幸房320－1 （0489）52－9151

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

北海道支社 060 札幌市中央区北3条西4丁目　日本生命札幌ビル （011）231－9116

東北支社 980 仙台市大町2－2－10　住友生命青葉通ビル （022）262－3511

関東支社 330 大宮市桜木町1　441　ソニックシティービル （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 名占屋市中村区名駅南1－4－12　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　高橋ビル東館 （06）362－6341

中国支社 730 広島市中区紙屋町1－2－22　第一広電ビル （082）248－2421

四国支店 760 高松市寿町1－3－2　高松第一生命ビル （0878）51－3786

九州支社 810 福岡市中央区渡辺通2－1－82　電気ビル （092）712－5811
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東　洋　測　器　株　式　会　社 本　　　　社 160 東京都新宿区高田馬場1－34－8 （03）209－0425

東　洋　紡　績　株　式　会　社 本　　　　社 530 大阪市北区堂島浜2－2－8 （06）348－3333

東京支店 103 東京都中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル （03）660－4819

東　ソ　ー　株　式　会　社 科学計測事業部 107 東京都港区赤坂1－14－15 （03）586－7141

大阪支店 530 大阪市北区堂島浜1－2－5 （06）344－3857

名古屋支店 460 名古屋市中区錦1－17－13 （052）211－5491

福岡支店 810 福岡市中央区天神1－13－2 （092）781－0481

仙台支店 980 仙台市一番町2－4－1 （022）266－2341

山口営業所 746 新南陽市大字富田4560 （0836）63－0020

科学計測つくば
営　　業　　所

305 つくば市天久保1－16－10 （0298）55－8166

科学計測徳島
営　　　業　　　所 770 徳島市助任橋1－22 （0886）23－8810

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東京支社 103 東京都中央区日本橋小舟町5－11 （03）665－3174

大阪本社 550 大阪市西区新町1－1－17 （06）535－2612

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－20－22　平和生命　丸の内ビル6F （052）962－5863

広島営業所 733 広島市西区大宮1－17－17　コーポ松本309 （082）238－1716

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－17－5　モリメンビル （092）473－6203

株式会社　　日　　　科　　　　機 本　　　　社 102 東京都千代田区一番町22－1　一番町セントラルビル （03）264－8192

東京営業所 134 東京都江戸川区東葛西6－7－5 （03）877－8111

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原5－7－43 （06）396－1801

名古屋営業所 461 名古屋市東区代官町35－16　第一富士ビル （052）932－1971

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前1－3－2　八重洲博多駅前ビル （092）441－8187

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西10丁目4　南大通ビル （011）271－1935

盛岡出張所 020 盛岡市内丸16－15　内丸ビル （0196）24－5867

広島出張所 732 広島市南区東荒神町3－35　第二広島オフィス・センタービル （082）264－1882

仙台出張所 980 仙台市国分町3－3－5　リスズビル （022）263－0991

金沢出張所 921 金沢市入江2－78 （0762）91－6534

二光バイオサイエンス株式会社 本　　　　社 141 東京都品川区西五反田7－25－5　日本生命五反田トレードセンタービル （03）490－6411

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－6－14　第二日大ビル （06）323－0218

福岡営業所 810 福岡市中央区平尾1－13－19－102 （092）526－3395
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二光バイオサイエンス株式会社 札幌出張所 060 札幌市中央区大通東2丁目3　札幌松村ビル2号館べ一リンガー・マンハイム山之内㈱内 （011）251－1331

株式会社　　ニ　チ　　リ　　ョ　ー 本　　　　社 101 東京都千代田区神田松永町1 （03）251－6981

工　　　　場 343 越谷市西方2760－1 （0489）89－13q1

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 170 東京都豊島区巣鴨2－11－1 （03）918－8165

東京営業所 170 東京都豊島区巣鴨2－11－1 （03）940－6461

関東営業所 330 大宮市宮原町2－24－7 （0486）52－2314

大阪営業所 550 大阪市西区京町堀2－12－19 （06）449ゴ500

名古屋営業所 456 名古屋市熱田区森後町8－23 （052）682－2818

広島営業所 730 広島市中区中島町9－1 （082）243－2235

福岡営業所 815 福岡市南区塩原2－2－14 （092）512－1251

仙台営業所 980 仙台市木町通2　1－60 （022）234－5350

札幌営業所 060 札幌市中央区北八条西20丁目2－3 （011）642－6222

日本インターメッド株式会社 本　　　　社 105 東京都港区虎ノ門4－1－40　山勝ビル （03）438－0547

大阪営業所 532 大阪市淀川区西宮原1－7－47 （06）397－1601

日　本ケ　ミ　フ　ァ　株式会社 本　　　　社 101 東京都千代田区岩本町2－2－3 （03）851－2974

名古屋支店 460 名古屋市中区金山5－15－9 （052）872－3401

大阪支店 550 大阪市西区西本町1－3－15　建大ビル （06）541－3531

広島支店 733 広島市西区三篠町1－8－21　みささ文化ビル （082）237－3995

研　　究　　所 341 三郷市彦川戸1－22－1 （0489）52－4311

日　本光電工業株式会社 本　　　　社 161 東京都新宿区西落合1－31－4 （03）953ゴ181

北海道㈱ 001 札幌市北区北13条西3丁目　13条ビル （011）747－2803

南東北㈱ 980 仙台市木町通1－2－8 （022）222－7429

北関東㈱ 336 浦和市文蔵4－1－14　吉川ビル （0488）61－6971

東　　海　㈱ 456 名古屋市熱田区新尾頭1－4－20 （052）682－3235

北　　陸　　㈱ 920 金沢市玉川町14－18 （0762）23－1181

関　西　㈱ 530 大阪市北区南森町1－4－31 （06）365－6461

中　国　㈱ 730 広島市西区中広町3－2－1　第7山本ビル （082）291－1268

四　国　㈱ 790 松山市枝松6－10－8 （0899）45ゴ611

九　州　㈱ 812 福岡市博多区博多駅前3－7－15 （092）411－2163
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日　本　商　事　株　式　会　社 本社・大阪支店 540 大阪市東区石町2－30 （06）941－0308

東京支店 101 東京都千代田区鍛冶町2－8－12 （03）252－4181

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6条西24丁目3－1 （011）641－8763

仙台営業所 983 仙台市二軒茶屋1－6 （022）295－0631

金沢営業所 920 金沢市小金町9－20 （0762）52－1921

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内2－6－11 （052）211－4641

高松営業所 761－01 高松市春日町1706 （0878）41－3088

広島支店 730 広島市中区幟町11－4 （082）221－2954

福岡支店 810 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）751－5054

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

札幌営業所 060 札幌市中央区北5条西6丁目1－23　道通ビル （011）222－3841

仙台営業所 983 仙台市大和町2－24－2 （022）239－5528

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦2－2－24　東海ISビル （052）231－7895

広島営業所 730 広島市中区宝町1－15　宝町ビル （082）249－3611

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－27－25　第2岡部ビル （092）471－7311

日　本　電　気　株　式　会　社 本　　　　社 108 東京都港区芝5－33－7　徳栄ビル （03）453－5511

北海道支社 060 札幌市中央区大通西4丁目1　新大通ビル （011）231－0161

東北支社 980 仙台市一番町4－7－17　小田急不動産仙台ビル （022）261－5511

中部支社 460 名古屋市中区栄4－15－32　日建住生ビル （052）262－3611

北陸支社 920 金沢市香林坊1－2－24　千代田生命金沢ビル （0762）23－1621

関西支社 541 大阪市東区北浜5－15　住友ビル （06）231－3111

中国支社 730 広島市中区中町7－41三栄ビル （082）247－4111

四国支社 760 高松市番町1－6－1　住友生命高松ビル （0878）22－4141

九州支杜 812 福岡市博多区御供所町1－1　日本電気福岡ビル （092）271－7700

沖縄支店 900 那覇市久茂地1－5－1　久茂地セントラルビル （0988）66－5611

日　本　電　子　株　式　会　社 本社・昭島製作所 196 東京都昭島市武蔵野3－1－2 （0425）43－1111

東京事務所 100 東京都千代田区丸の内3－3－1　新東京ビル （03）211－8611
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日　本　電　子　株　式　会　社 札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4丁目　NRKビル （011）726－9680

仙台営業所 980 仙台市大町1－1－10　第2青葉ビル （022）222－3324

筑波営業所 300 土浦市大手町9－10住友海上火災ビル （0298）24－1286

名古屋支店 450 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル （052）581－1406

大阪支店 532 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル （06）304－3941

広島支店 730 広島市中区袋町3－19　広島東邦生命ビル （082）248－2831

高松営業所 760 高松市今新町7－17　第2穴吹ビル （0878）21－8487

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前2－1－1　福岡朝日ビル （092）411－2381

日本パイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 本　　　　社 105 東京都港区芝大門1－3－6　喜多ビル （03）459－6960

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島4－3－22　新大阪長谷ビル （06）308－6268

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－17－5　モリメンビル （092）475－4856

日　本分光工業株式会社 本　　　　杜 192 東京都八王子市石川町2967－5 （0426）46－4111

札　幌　S／C 065 札幌市東区北6条東4丁目　卸センター （011）741－5285

筑　波　S／C 305 っくば市花宝962－3　藤沢ビル （0298）57－5721

東　京　S／C 101 東京都千代田区猿楽町1－2－1　新日貿ビル （03）294－0341

神奈川S／C 228 相模原市相模大野5－34－9 （0427）49－1352

名古屋S／C 453 名古屋市中村区椿町21－2　第2太閣ビル （052）452－2671

大　阪　S／C 530 大阪市北区万才町4－12　浪速ビル （06）312－9173

広　島　S／C 730 広島市中区鶴見町13－1　藤島ビル （082）244－5019

九　州　S／C 812 福岡市博多区東比恵2－1－15 （092）474－1215

株式会社　　日本分光メディカル 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－24－2　イナミビル （03）816－4351

札幌営業所 064 札幌市中央区北6条西26丁目　山京ビル （011）621－1151

仙台営業所 983 仙台市鶴代町2－63－1 （022）236－2658

名古屋営業所 453 名古屋市中村区椿町21－2　第2太閣ビル （052）452－6031

大阪営業所 530 大阪市北区万才町4－12　浪速ビル （06）315－7353

広島営業所 730 広島市中区鶴見町13－1　藤島ビル （082）246－2951

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵2－1－15　比恵重松ビル （092）471－7925

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 本　　　　社 107 東京都港区赤坂8－5－34　島藤ビル （03）403－9994

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西1丁目10　55山京ビル （011）241－1240
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日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 仙台営業所 980 仙台市一番町1－1－8　キタガワビル4F （022）266－3757

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－9－26　ポーラ名古屋ビル6F （052）201－8481

大阪営業所 564 吹田市豊津町10－34　日本生命江坂駅前ビル3F （06）338－3551

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南1－7－22　ブックローン福岡ビル3F （092）411－5166

日　本　ポ　ー　ル　株　式　会　社 本　　　　社 105 東京都港区芝公園2－4－1 （03）578－0284

日　本モ　ニ　タ　ー株式会社 本社・工場 160 東京都新宿区西早稲田3－31－11 （03）207－1311

大阪営業所 541 大阪市東区淡路町2－49　住友生命堺筋ビル （06）222－2881

東北営業所 982 仙台市鹿野3－16－26　佐藤ビル （022）249－7135

九州営業所 810 福岡市中央区大名2－10－4－410 （092）781－5541

名古屋営業所 （052）203－8575

日　本　ロ　シ　ュ　株　式　会　社 本　　　　社 100 千代田区丸の内3－2－3　富士ビル （03）214－5153

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西11丁目4　エスコビル （011）221－5644

仙台営業所 980 仙台市本町2－5－1　オーク仙台ビル （022）265－1450

東京事務所 103 東京都中央区東日本橋2－8－3　東日本橋グリーンビル （03）568－2354

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦1－11－20　大永ビル （052）203－5252

京都営業所 600 京都市下京区五条通鳥丸西入醍醐町290 （075）341－3721

大阪営業所 541 大阪市東区平野町5－30　不動建設ビル （06）202－0645

広島営業所 730 広島市中区中町8－6　フジタビル （082）241－3905

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－19－5　博多石川ビル （092）431－6832

株式会社　　ニ　　　　プ　　　　ロ 本　　　　社 531 大阪市大淀区豊崎3－3－13 （06）373－3155

東京事務所 115 東京都北区赤羽2－62－14 （03）902－6595

札幌支店 060 札幌市中央区北9条西19丁目35 （011）631－7311

仙台支店 980 仙台市通町2－13－3 （022）272－3490

名古屋支店 465 名古屋市名東区一社1－81 （052）70仁1131

大阪営業部 531 大阪市大淀区豊崎3－3－13 （06）373－0555

京都支店 606 京都市左京区田中下柳町36 （075）752－0820

広島支店 731－01 広島市安佐南区長束3－45－3 （082）238－8307

四国支店 761 高松市香西東町304－1 （0878）82－2828

福岡支店 816 大野城市錦町2－40－1 （092）574－3731
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バイ　オ　テ　ッ　ク　株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島2－29－4　古沢ビル （03）816－6931

バ　ク　ス　タ　ー　株　式　会　社 本　　　　社 102 東京都千代田区六番町4　英全ビル （03）237－6611

東京営業所 107 東京都港区赤坂1－9－13　三会堂ビル （03）505－7831

札幌営業所 064 札幌市中央区北3条西1丁目1　サンメモリア第一生命ビル （011）26L6622

仙台営業所 980 仙台市一番町1－2－25　仙台NSビル （022）225－4740

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－3－1　名古屋広小路ビルヂング （052）204－5588

大阪営業所 530 大阪市北区西天満5－14－10　梅田UNビル （06）315－8911

福岡営業所 810 福岡市博多区中洲中島町2　3　福岡フジランドビル （092）281－5411

株式会社　パスコ　サイエンス 本　　　　杜 104 東京都中央区八丁堀2－3－2　小林ビル本館3F （03）553－5212

大阪営業所 550 大阪市西区西本町1－10－7　第2新松岡ビル7F （06）533－1513

札幌営業所 060 札幌市中央区北1条西3丁目3－31　古久根ビル603 （011）231－0095

仙台営業所 980 仙台市二日町6－23　第2シャンポール青葉204 （022）224－0588

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－4－30　いわきビル405 （092）471－5900

沖縄営業所 900 那覇市若狭2－3－15　森岡ビル5F （0988）67－4808

日　　立　　グ　　ル　　ー　　プ ㈱日立製作所 100 東京都千代田区丸の内1－5－1　新丸ビル （03）212－1111

㈱日立メディコ 101 東京都千代田区内神田1－1－14 （03）292－8111

日製産業㈱ 105 東京都港区西新橋1－24－14 （03）504－7211

フ　ァルマシァ株式会社 本　　　　杜 150 東京都渋谷区恵比寿1－8－11 （03）444－4821

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5－14－5 （06）305－3431

名古屋営業所 460 名古屋市中区千代田5－11－11 （052）264－4657

フ　ク　ダ　電　子　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－39－4 （03）815－2121

北海道販売 065 札幌市東区北6条東2丁目 （011）721－3251

南東北販売 980 仙台市木町通1－8－12 （022）224－1175

北陸販売 920 金沢市駅西本町2－6－5 （0762）23－1541

名古屋販売 451 名古屋市西区幅下1－10－10 （052）563－3431

近畿販売 550 大阪市西区西本町3　1　31 （06）532－2201

四国販売 790 松山市鷹子町695－5 （0899）76－5335

岡山販売 700 岡山市今8－11－14 （0862）41－8688

広島販売 730 広島市中区白島九軒町3　18 （082）227－0070



（五十音順）

229

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 位．　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　。。

フ　ク　ダ　電　子　株　式　会　社 西部北販売 812 福岡市博多区山王1－1－29 （092）473－7741

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島4－1－14 （03）814－3621

富士メディカルシステム株式会社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座7－13－8 （03）545－3326

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西4丁目2 （011）2717777

仙台営業所 980 仙台市一番町4－6－1 （022）224　1733

東京支店 104 東京都中央区銀座7－13－8 （03）545－3308

名古屋営業所 460 名占屋市中区栄2－10　19 （052）2217871

大阪支店 541 大阪市東区備後町4　13 （06）　戸　1071

高松営業所 760 高松市亀井町8－11 （0878）34　8844

福岡営業所 812 福岡市博多区住吉3－1－1 （092）2813655

富　士　レ　ビ　オ　株　式　会　社 本社事務所 163 東京都新宿区西新宿2　7　1　第一生命ビル12F （03）348　0691

東京営業所 167 東京都杉並区井草1－33－2　仁平フラ・・ツ （03）395－5321

大阪営業所 564 吹田市江の木町6－18 （06）338－7193

名古屋営業所 465 名古屋市名東区上社2－174 （052）775－1081

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4丁目10　北海道和光ビル （011）746－2665

仙台営業所 983 仙台市卸町1－1－6　ハサゼンビル （022）236－2206

埼玉営業所 330 大宮市宮町2－62　沽水ビル （0486）430321

横浜営業所 220 横浜市西区北幸2　10　39　日総第5ビル9F （045）312　7883

広島営業所 732 広島市東区光町1－10－19　日本生命広島光町ビル （082）264－3366

福岡営業所 812 福岡市博多区豊2－268－1 （092）472－5661

藤沢薬品工業株式会社 札幌営業所 060 札幌市中央区大通東2丁目3　松村ビル （011）2618141

仙台営業所 980 仙台市一番町1－1－30 （022）266－1621

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町3　10　9 （03）662　1511

名古屋営業所 460 名占屋市中区丸の内2－1－36 （052）211－3401

大阪営業所 541 大阪市東区道修町4－3 （06）201－4752

広島営業所 730 広島市東区光町1－10－19 （082）262－0156

福岡営業所 812 福岡市博多区下川端町10－18 （092）281－8241

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）479－7529

札幌支店 060 札幌市中央区南1条東1丁目2－1 （011）231－2211
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ヘキストジャパン株式会社 仙台支店 980 仙台市本町1－5－31 （022）263－5111

新潟支店 950 新潟市米山4－1－31 （025）245－5561

東京第一支店 107 東京都港区赤坂4－10－33 （03）585－9591

東京第二支店 107 東京都港区赤坂4－10－33 （03）585－9371

名古屋支店 460 名古屋市中区栄1－31－41 （052）203－1291

大阪支店 541 大阪市東区備後町2－1 （06）271－1200

広島支店 730 広島市中区八丁堀2－31 （082）221－1816

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町1－1 （092）281－3161

株式会社　　ヘ　レ　ナ　研　究　所 本　　　　社 336 浦和市常盤9－21－19 （0488）33－3208

大阪支社 540 大阪市東区農人橋2－7　第6松屋ビル （06）945－1070

べ一リンガー・マンハイム山之内株式会社 本　　　　社 105 東京都港区虎ノ門3－10－11　虎ノ門MFビル10号館 （03）432－3151

札幌営業所 060 札幌市中央区大通東2丁目3　札幌松村ビル2号館 （011）251－1331

仙台営業所 980 仙台市片平1－1－11　カタヒラビル （022）224－6491

東京第一営業所 103 東京都中央区日本橋本町4－10　第20中央ビル （03）662－3161

東京第二営業所 103 東京都中央区日本橋本町4－10　第20中央ビル （03）662－8451

名古屋営業所 464 名古屋市千種区内山3－10－17　1KKO今池セントラルビル （052）741－2931

大阪第一営業所 532 大阪市淀川区宮原4－1－45　新大阪八千代ビル （06）396－5711

大阪第二営業所 532 大阪市淀川区宮原4－1－45　新大阪八千代ビル （06）396－5711

広島営業所 730 広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル （082）223－6151

福岡営業所 815 福岡市南区向野2－1－3　岩城ビル （092）552－3261

ベ　ッ　ク　マ　ン　株　式　会　社 本　　　　社 102 東京都千代田区三番町6　SKBビル （03）221－5891

大阪営業所 541 大阪市東区道修町3－23　塩野・日生ビル （06）203－2821

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条東1丁目3　日生大通東ビル （011）222－5761

仙台営業所 980 仙台市一番町1－2－25　仙台NSビル （022）264－7148

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－5－10　住商丸の内ビル （052）971－4381

広島営業所 730 広島市中区大手町4－6－16　山陽ビル （082）241－7821

福岡営業所 812 福岡市†専多区綱場町2－2　福岡第一ビル （092）271－0962

マイルス・三共株式会社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座1－9－7 （03）567－5511

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西9丁目1－1 （011）271－4038



（五十音順）
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マイルス・三共株式会社 仙台営業所 980 仙台市大町1－1－6 （022）225－2205

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町1－9－4 （03）270－7177

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3－5－27 （052）962－7458

大阪営業所 541 大阪市東区南久太郎町1－56 （06）261－6489

広島営業所 730 広島市中区八丁堀1－17 （082）228－8283

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町8－31 （092）281－2651

三　菱　商　事　株　式　会　社
本社（通佗1医療機械
部医療・杜会開発プ
ロジェクトチーム）

100 東京都千代田区丸の内2－6－3 （03）210－4682

株式会社　　ミズホメディ　ー 本　　　　社 841 鳥栖市藤木町6－7 （0942）85－0303

東京営業所 111 東京都台東区浅草橋3－20－12 （03）861－7447

大阪営業所 553 大阪市福島区福島1－2－7 （06）458－5711

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南29－24 （052）733－5266

鹿児島出張所 891－Ol 鹿児島市小松原2－14－15 （0992）67－5324

ミズホメデ仁中国 700 岡山市野田3－19－11 （0862）41－6216

MIZUHO．　MEDY
USA 216－2Hacienda　12625　high　bluff　drive　San　diego，　CA　92130 619－259－2865

MALAYSIAOFFICE TAMAN　TUN　DR　ISMAIL，60㎜KUAIA　LUMPUR，　MALAYSIA 03－7199128

株式会社　　明　　　　電　　　　社 本　　　　社 100 東京都千代田区大手町2－2－1　新大手町ビル （03）246－7250

大崎事業所 141 東京都品川区大崎2－1－17 （03）492－1111

メ　バ　ニ　ク　ス　株　式　会　社 本　　　　杜 153 東京都目黒区下目黒2－18－3　花谷ビル （03）495－0451

持　田　製　薬　株　式　会　社 本　　　　杜 160 東京都新宿区四谷1－7 （03）358－7211

大阪支店 540 大阪市東区農人橋1－6　アメリカーナビル （06）941－8131

札幌支店 064 札幌市中央区南8条西18丁目1390 （011）551－5121

福岡支店 816 福岡市博多区竹下2－2－7 （092）411－1854

仙台支店 980 仙台市一番町1－15－48　鳩岡ビル （022）227－1054

名古屋支店 464 名古屋市千種区四谷通3－6－4 （052）781－1101

神戸支店 651 神戸市中央区御幸通3－1－3　岡崎ビル （078）251－8127

広島支店 730 広島市中区富士見町16－15　信和ビル （082）244－3555

横浜支店 231 横浜市中区太田町1－15　信漁連ビル （045）681－8641

熊本支店 862 熊本市白山1－1－1　第2緒方ビル （096）362－0261

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町2－3－11 （03）244－3000



（五十音順）
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山　之　内　製　薬　株　式　会　社 札幌支店 060 札幌市中央区大通西5丁目8 （011）2815111

仙台支店 980 仙台市大町2－2－28 （022）225－5111

東京第一支店 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000

東京第二支店 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000

名古屋支店 461 名古屋市東区泉1　6　25 （052）962－5111

大阪支店 541 大阪r行東区平野町4－4　堺卯ビル （06）203　5551

広島支店 730 広島市中区幟町13－6 （082）228－2375

高松支店 760 高松市寿町1－4－8　農林中金高松ビル （0878）22－1326

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町3　1 （092）271－5111

株式会社　　ラボサイエンス 本　　　　社 107 東京都港区元赤坂1－7－17 （03）470－0334

東京営業所 107 東京都港区元赤坂1－5－31 （03）4700443

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原4－4　50 （06）396－5101

名古屋営業所 460 名古屋rl∫中区錦1－6－15 （052）201－7251

福岡営業所 816 福岡市博多半道橋1－14－30 （092）473　1571

仙台営業所 980 f山台市本町3－6－18 （022）264－2101

札幌営業所 064 札幌市中央区南8条西4丁目422－5 （011）521－6411

金沢出張所 920 金沢市向中町1233 （0762）32－1802

広島営業所 730 広島市中区富士見町9－8 （082）242－1095

ラボシステム・ジャパン株式会社 本　　　　社 170 東京都豊島区南大塚3－10－10　日本生命南大塚ビル （03）590－4481

大阪営業所 532 大阪市淀lll区西中島5－14－10　リクルート新大阪第2ビル （06）390－1971

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

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西14丁目3 （011）271－5541

仙台営業所 980 仙台市春日町10－18 （022）262－4811

東京営業所 162 東京都新宿区水道町22－1 （03）267－1211

名古屋営業所 450 名占屋市中村区名駅5　10－7 （052）581－2491

大阪営業所 550 大阪市西区北堀江1－8－12 （06）541－0125

高松営業所 760 高松市玉藻町7－17 （0878）22－4681

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－10－27 （092）441－0178

和光純薬工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－10 （06）2033741



（五十音順）

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

和光純薬工業株式会社 東京支店 103 東京都中央区日本橋本町4－5－13 （03）270－8571

札幌出張所 001 札幌市北区北15条西4丁目10 （011）746－5057

仙台出張所 983 仙台市小田原6－8－34 （022）222－3072

筑波出張所 305 つくば市大字谷田部6117－3 （0297）55－1741

大宮出張所 330 大宮市吉敷町1－103 （0486）41－1271

横浜出張所 221 横浜市神奈川区鶴屋町3－29－9 （045）314－4571

名古屋出張所 465 名古屋市名東区八前2－914 （052）772－0788

広島出張所 735 広島県安芸郡府中町緑ケ丘6－40 （082）285－6381

福岡出張所 813 福岡市東区松島3－22－30 （092）622－1005
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編集後記

　日本臨床検査自動化学会第20回記念大会の開催に

当って，恒例の展示目録を作成いたしました。

　第20回記念大会は，神戸ポートアイランドの国際

会議場（学会）および国際展示場（展示）を会場と

して開催されます。学会の開催期間は9月9日（金），

10日（土）ですが，展示はその開始を半日早めて8

日（木）午後2時から行います。特に初日は学会評

議員会の開催にあわせて展示会をオープンしますの

で，昨年同様に多数の評議員の先生方の見学が期待

されます。また今年は展示会社も初めて100社に達し，

第20回記念大会に花を添えることになりました。

　本年も見学者・展示会社の便宜をはかるため，マ

スコット人形の準備，カード電話およびテレファッ

クスの増設，アンケート調査などを行い，広い会場

で少しでも見学しやすい展示場の運営をと委員一同

努力しております。

　第20回記念大会および展示会の盛会を祈ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山田光男）

1988．　9．　8

昭和63年度業務委員

志賀　助貞

二木　絃一
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（ダイアヤトロン）
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