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臨床検査機器・試薬総合展
　　　　　開催にあたって

　このたび，干葉市日本コンベンションセンター（幕張メッセ）で開催されます“臨床検査機器・試薬総合展”にご来場いただきまして，

心から歓迎申し上げます。

　本年は，日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第22回大会（大会長弘前大学工藤肇先生）と第37回日本臨床病理学会（JSCP）総会（総会長

順天堂大学林康之先生）が，それぞれ，9月7日，8日および10月14日～16日に，日本コンベンションセンター（幕張メッセ）と国立教育

会館，日本消防会館で，近接した時期と場所で開催されることになりました。これに伴いまして，本年度の展示会は，初めての試みとして，

両学会の合同展示会として開催することにいたしました。

　ご承知のように本展示会は，近年その内容が質，量ともに国内および海外から注目を集め，米国臨床化学会（AACC）展示会に匹敵するわ

が国最大規模の臨床検査領域の展示会といわれる迄に成長いたしました。この為，従来使用して参りました科学技術館（東京都干代田区北

の丸公園）では，充分な展示場のスベースの確保が困難になりましたので，この度，初めて日本コンベンションセンター（幕張メッセ）国

際展示場で144社の展示会社の参加の下に、総合展示会を開催する運びとなった次第であります。当展示場は，国際会議場とも隣接しており，

学会参加の方々の展示場見学にも極めて便利な環境にあると言えます。

　当展示場は，6　，　700　m2（110×61m）もの広さを持つ柱のない広い展示場ですので，展示会社および見学に来られる皆様それぞれに，ご満足

頂けるよう，見易く，そして有意義な展示場となるよう努力いたしました。皆様のお役に立てれば幸いと存じます。

　また恒例の本展示目録の編集に当りましては，機器・試薬の進歩を考慮いたし，また，JSCLAとJSCPと合同の展示会を契機としまし

て，機器項目の増加，体外診断用医薬品の掲載分類の大幅改正，JSCLA提案の標準用語掲載など，いくつかの改訂をいたしました。まだ

まだ不充分の点も多く，ご利用いただく方や，展示会社の方にご満足いただけない点があるかと存じます。皆様のご意見を承り乍らよりよ

いものにしたいと存じますので，今後ともご支援，ご鞭燵の程お願い申し上げます。

　JSCLA，　JSCP両学会および臨床検査機器・試薬総合展の盛会を，心から期待いたし，ご挨拶といたします。

平成2年9月6日
臨床検査機器・試薬総合展

　　　　　　展示業務委員会
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61．分光光度計（Spectrophotometer）

会　　　社　　　名
サンプル量 試薬使用量 波長範囲 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

備　　　　　　　考
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 μ1／検体
㎜ 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

PHOTIG100 1500 340～950 50 32×31×16 7．5

ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

マイクロプレートリーダー

MPR－A4iGS 400～700 90～126V 21×30×12．5 6 98 東ソー製
コ　ス　モ　・　バ　イ　オ

Cレ750 　300～
（標準500） 330～1000 R．A30～60

E．P360
200 48．4×48．2

　×36．5
34 180

島　津　製　作　所

マイクロプレートリーダ
MPR－A4iGS

400～700 100／0．5 21×30×12．5 6 98

東　　　　ソ　　　　ー

UVIDEC　77Σ 400 200～950 R．A30～60
E．P400

100／4 45×46×45 35

日本分光メディカル
UVIDEC　88 400 330～950 400 100／0．7 30×44×45 25

日本バイオ・ラド

　　　ラボラトリーズ

ノパパスマイクロプレー
トリーダー 10～100 20～200 400～700 96／1分 100以下 220×305×127 10以内 89

ノパパスミニ・リーダー 10～100 20～200 300～750 96／12秒
（1波長）

100以下 450×410×140 15 洗浄機付き

7010 300～ 290～1000 モードによ
る

250 45×54×38 34 180 オートサンプラー

711 550 7波長固定
340他

モードによ
る

120 44×38×32 25 145

2．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 測定項目 標準方式 サンプラー 消費電力 寸　　法 重量 定価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種類 外部・内部 有・無 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円

480

AF305 50～100 135 Na，K，C1 有 100／4．5 55×58×60 65

日本分光メディカル

710 40 約110 Na，K，C1 有 480 71×73×69 39 670

日　立　製　作　所

IL943 20 100 Na，K，Li 内部 有 300 39×66×56 45 アイエル社製

利　　康　　商　　事
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3．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 測定項目 標準方式 サンプラー 消費電力 寸　　法 重量 定価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 種類 外部・内部 有・無 V／A W×D×H
　（cm）

kg 万円

EA－03 30 150 Na，K，C1 内部 有 300 53．5x43×28．5 26 267 希釈方式
エイ　アン　ドテイ　ー

EA－04 40 180 Na，K，C1 内部 有 500 65．4×60×39．7 45 486

NAKL－121 35 25秒／検体 Na，K 無 15 23×37×31 8．5 170

ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

SE－1510 20 1分／検体 Na，K，C1 外部 マニュアル 30 20．3×22．8x14，6 3．8 95

京　都　第　一　科　学

CIM－104A 全血65 37秒／検体 3
一 無 55 30×32×44 約12 215 Na，K，Cl

島　津　製　作　所
尿250 55秒／検体 Na，K，C1

KNA2 125 25 Na＋，K＋ 内部 無 96 49×29×12 12

真　　興　　交　　易
ICA2 125 25 Ca＋＋，pH 内部 無 96 49×29×12 12

CMTIO 20 50 α　 内部 無 45 30×29×14 5．8

〃

IS－200 20 200 Na＋，K＋，Cr 内部 有 100／2 42×49×50 32

常　　　　　　　　光
10N－150AC 95 150 〃 〃 〃 100／2 42×46×38 25

NK－150AC 95 150 Na＋，K＋ 内部 有 100／2 42×46×38 25 自動校正
〃

Ca＋＋－150 180 70 Ca＋㌔cCa‥，

　pH
内部 無 100／2 34×31×35 20 〃

EAO4 40 180 Na㌔K＋ρ一 内部 有 500 65×60×40 45 486

セントラル科学貿易
PVA一αII 60 180 Na＋，K＋，α一 内部 有 500 75×55×41 50 680

EAO2 30 180 Na＋，K㌔C／一 内部 有 500 57×66×47 50 480
〃

ラボライト800 120 2 50 30×27×34 10．8

ラボライト800
　　　オートマチック

120 2 50 30×27×34 10．8

ラボライト810 120 3 50 30×27×34 10．8

〃

ラボライト810
　　　オートマチック

120 3 50 30×27×34 10．8

ラボライト830 120 3 50 30×27×34 10．8

〃

ラボライト830
　　　オートマチック

120 3 50 30×27×34 10．8
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チバ・コーニング
664 85～170 100 Na，K，

CZ，TCO2
有（内蔵） 270 64．8×52．5

　×40．6
29．5

654 65 60以上 Na，K，Li 有 50 28×27×32 6．4

〃

644 65 60以上 Na，K，C／ 有 50 28×27×32 6．4

634 35 42以上 Ca＋＋，pH 有 60 28×27×32 6．4

〃

614 35 65以上 Na，K 有 60 28×27×32 6．4

STAX－1 150 90 3 内部 有 300 30×39×45．5 30 300
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

東　亜　医　用　電　子
AVL984－S 120 38 Na＋，K＋，Ca＋＋ 有 70 30x26．9×34．5 11 サンプラーはオプション

AVL983－S 120 38 Na＋，K＋，C1一 有 70 30×26．9x34．5 11 〃

〃

AVL982－S 120 38 Na＋，K＋ 有 70 30×26．9×34．5 11 〃

NAKL－121 35 25秒／
サンプル

Na，K 内部 無 15 24×31×37 8．5 170
東　亜　電　波　工　業

NAKL－2 150 100 Na，K，C1 〃 有 160 52×46×60 36 395 ターンテーブル付

東芝メ　デ　ィ　カ　ル
CX3 122 75 Na，KαCO2℃a

GLU．BUN，CREA
有 800

二光バイオサイエンス
イージーライト 100 0．5 24×17×42 5．8 100

日本テ　クニコ　ン
NOVAシリーズ
NOVA13十13

350 SINGIE70
URINE40
BATCH85

260 64．8×55．9 82

SERA－520 120 150 Na，K，C1 有 100／1 15 380 堀場製作所製
日　立　製　作　所

SERA－252 150 52 Ca＋＋，pH 無 100／1 15 200

富士メディカルシステム
FDC800 50 40 3 無 20 19×28 2．5 95

システムE4A 50 100 Na，K，Cl
　CO2

内部 有 240 82×50×48 46 希釈方式
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

システムE3A 50 120 Na，K，C1 内部 〃 240 〃 46 〃

システムE2A 50 100 Na，K 内部 〃 100 55×50×51 25 〃

〃

エリーゼ 50 120 Na，K，Cl
　CO2

内部 50 64×46×54 23 〃

SERA－520 120 150 Na，K，C1 内部 有 120 28x36×49．5 20 380

堀　場　製　作　所
SERA－212 150 50 Na，K 内部 無 100 28×31×43 15 190



9

SERA－232 150 50 Na，K，Ca2＋ 内部 無 100 28×31×43 15 230
〃

SERA－252 150 50 Ca2＋，pH 内部 無 100 28×31×43 15 200

イオノメーター 200 20 Na，K，Ca 無 19．8 20．5×23x25．5 5．3 285 外部プリンター付
ラ　ボサ　イ　エ　ン　ス

ライトニング1 140 150 Na，K 30 23×22×37 10 アムデブ社製
利　　康　　商　　事

ライトニング2 180 150 Na，K，Li 30 23×23×37 11 〃

ライトニング5 180 150 Na，K，C1 30 23×23×37 11 〃

〃

ライトニング6 220 150 Na，K，iCa 30 23×23×37 11 〃

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

波長範囲 測　定　法 同　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
㎜ 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円

備　　　　　　考

Z－9000 190～860 　4波長
ダブルビーム

4 200／30 100×78×28 400 995

日　立　製　作　所

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

サンプル量 試薬使用量 処理能力 測定項目 測定法 消費電力 寸　　法 重量 定価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 μ1／検体 検体／h 種類 V／A W×D×H　（cm）
kg 万円

備　　　　　　考

グルコボーイ 全血1滴 1分／検体
　血中ブドウ糖 リチウム電

池
3Vx2

11．0×6．6 909 2．5 メモリー機能（100）

栄　　研　　化　　学

VISION 全血2滴 10テストを
約2～15分

22項目 1，000 52×52×44 32 全血による
即時検査システム

ダ　ィ　ナ　ボ　ッ　ト

ラバ・シグマ 150 30 RPA・EPA 350 50×50×37 32 250

中　　外　　製　　薬
ラバ・ハイスーパー RPA・EPA 230 40×44×21．4 17 146

ラバ・エース

、・20～200

EPA 190 39×44×19 13 65
〃

マイクロスタット
GM　7

7～25 480 60 3 酸素電極法 100／0．6 27×35×25 7．0 180

バ　　ク　　ス　　タ　　ー

ラボライト§88 120

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン
〃　器⑪ 〃



10
マ　イ　ル　ス　・三共

グルコスター11 全血1滴 専用試験紙 50秒／検体 GLU（血中） 光電反射法 9V 5．8×10．7×2．1 100g グルコスティックスの呈色を
読む

グルコスターQA 全血1滴 専用試験紙 50秒／検体 GLU（血中） 光電反射法 9V 16．8×8．3×3．8 570g グルコスティックスの呈色を
読む

〃

ミニラブ 5～50 専用試薬 約50 　T．Chol
HDL－Cho1

光電比色計 単3電池
　6本

18×10．3×3．8 450g

レフロラックスS 全血1滴 20秒／検体
連続も可

GLU（全血） 馬憾統力 13．8×6．8 0，135 28

山　之　内　製　薬

6．専用分析装置（Special－Purpose　Analyzer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 試薬使用量 処理能力 測定項目 測定法 消費電力 寸　　法 重量 定価

備　　　　　　考
μ1 μ1／検体 検体／h 種類 V／A W×D×H

　（cm）
kg 万円

OC－SENSOR 90 90 便潜血 ラテックス
凝集法

200 60×40×46．5 40

栄　　研　　化　　学

グルコローダーF 自　　　動
5，30可変

3000 200 GLU GOD固定化
酵素電極法

400 53．5×43x31．8 23 480

エイ　アン　ドテイ　ー

ビルマイクロメーターN 毛細管1本 ビリルビン 光学法 70 26×24×11 5．2 43
ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

GLU－1 10 60以上 グルコース H202電極法 70 38×33×43 16 160

GA－1120 100 120 GLU（体液） グルコース
センサー法

160 558x485x420 36 360 全血測定可能
京　都　第　一　科　学

GA－1140 5～25 200 GLU（体液） グルコース
センサー法

190 M．Ox596x662 60 700 通常モード／高濃度モード自
動切り換え

グルコローダーMkII 5，10，15，30 1．8 160～180 GLU 固定化酵素
　電極法

300 90×65．5×43 63 シリーズエコノミータイプ
シ　　ノ　　テ　　ス　　ト

グルコローダーF 5．30 1．8 200 GLU 〃 400 53．5x43×3L8 23 シリーズ最新機種

グルコローダーEIII 5．30 1．8 150～160 GLU 〃 300 51×41×47 20 〃

〃

APEC
グルコースアナライザー

10 85 GLU 固定化
酵素法

75 27×36×27 16 電極長寿命

セントラル科学貿易

アミチェックメーター 20 50 アンモニア 微量拡散法
ドライ方式

6 16．0×9．3
　×4．3

0．2

95
12．5 単3電池4本

中　　外　　製　　薬

GLUヨ 10 60 GLU H202法 78 38×32×44 16 160

東　亜　電　波　工　業
GLU－2 10 120 〃 〃 120 52×46×60 39 400 30検体ターンテーブル付

GRE－1 100 60 CRTN 110 44×46×60 32 350 〃

〃

BUN－1 〃 〃 BUN 〃 〃 〃 350 ノノ



ll

東　　洋　　紡　　績

ラクテート分析器
HEK－30LM

1 100 31×36×35 20 220

グルコース分析器
HEK－30

25 100 1 100 71×36×35 40 320

全自動グリコヘモグロビン分
析計　　HLC723GHb

5
θ融皇　A．

HPLC 100／3．5 44×96×52 70 740

東　　　　ソ　　　　ー
全自動グリコヘモグロビン分
析計　　HLG723GHblI

5
H合甜輻。S－A、cA“

HPLC 100／3．5 44×96×52 80 850

全自動VMA／HVA分析計
HLC　726VMA

500 4 　VMA　HVAクレアチ・ニン
HPLC 100／7．5 65×65×116 200 820

〃

日　　　科　　　　機

グルコース／ラクテート
2300STAT

25 4 40 2 固定化
酵素法

100 36．5×26，5×38 11．4

二光バイオサイエンス

血清鉄／TIBC
装置F－II

50 3000 30sec 2 電極式 0．3 33×45×31 12 235

FDC1000 6又は10 フイルム法 150 1 反射測光 180 38×39 20 199

富七メディカルシステム
FDC　100（G） 6 〃 10～30 1 〃 30 19×28 2．5 33

〃

FDC100（N） 10 〃 10 1 〃 30 19×28 2．5 37

グルコース分析計II型 10 67 1 50 36×31×38 18

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

BUN分析計II型 10 67 1 50 36×31×38 18

クレアチニン分析計II型 25 60 1 50 38×36×38 19
〃

7．多項目分析装置（フロー式）Automatic　Analyzer（Flow）for　Clinical　Chemistry

会　　　社　　　名
サンプル量 試薬使用量 処理能力 同　　　時

測定項目
消費電力 寸　　　法 重　量 定　価商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ μ〃検体 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

Eヨ　本　テ　ク　ニ　コ　ン
CHEM1 1／テスト 14／テスト ISE付800 ISE付35 200／30 185×82 650

SSR－XT 2～30 300～400
25～150

ISE付720 ISE付26 100／10 130×68 125

レフロトロン 30 120～180秒検体 80 30×35 5．5 165

山　之　内　製　薬



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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 試薬使用量 処理能力 同　　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 μ1／検体 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

スーパーZ818 3～40 50～300 180 24 1．3K 65．5×74×51 72 980 製造元㈱ニッテク
エム・シー・メディカル

AU5000シリーズ 3～15 50～500 300 32 14 509×160×175 2600 AU5081
オリンパス光学工業

AU510 3～50 50～200 600テスト 35 3K 206×97×135 450

関　　東　　化　　学
イージーアナライザー
6160 5～100 一 60テスト 1～64 1 100×60×115 200

島　津　製　作　所
CL－7100 2～30

340μ1／

テスト ［灘欄 　32
（ISE34）

1．6K 94×82．5×123 330 2300

CL－7300 2～30 　20～400
と擾ステップ 20～600 1～60 5K 装置本体

223×101．5×118
約800 4600

ダ　ィ　ナ　ボ　ッ　ト
スペクトラム 1．25～25 15～500 23 1760 172×73×84 273

チバ　・　コーニング
550 3～30 50～400 180 13 580 101、6×55．9×58．4 76．5 880 ベンチトップ型

aca　SX 5～500 5000 45テスト 70 100／15 112×69×49 130
デュポンジヤパン
　　　　　　リミテッド ディメンション 2～50 500 380テスト 39 100／20 128×76×128 273

TBA－80M 2．5～25 50～400 300 35
東芝　メ　デ　ィ　カ　ル

TBA－50M 2．5～25 50～400 100 27

CX5 3～25 200～327 525テスト 28
〃

TBA－30R 4～48 50～400 320テスト 32 電極オプション

クリナライザJCA－RX20 2～20 250～370 最大300 電解質付
　35

5000 230×115×162 880 5400
日　　本　　電　　子

ザパラレルR2 3～80 400～ 240 30 200／75 229×81×155 770 11200 （Na／K）ISEユニット
標準装備日　本　モ　ニ　タ　ー

モニタースパイラル 1～65 250～ 1000テスト 48 200／30 140×92×135 453 3800 （Na／K）ISEユニット
オプション

COBAS　MIRA 2～95 100～600 120 30 850 72×58×66 80 1500

日　本　ロ　シ　ュ
COBAS　MIRA－S 2～95 100～600 132 30 850 72×58×66 100 1700

Paramax 2～50 720 120／16 154×76×177 410 3900 ドライリェージント使用測定
は液系

バ　　ク　　ス　　タ　　ー
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736シリーズ 3～10 50～350 50～300 24～25 3500～
12000

7タイプあり
電解質オプション

日　立　製　作　所
7250 3～20 50～350 75～600 35 200／15 　分析部

160×94×170
分析部
670

4800 電解質オプション
ランダムアクセス方式

7150 3～20 50～350 最大600 35 100／15 152×77×115 約450 2900 電解質オプション
ランダムアクセス方式

〃

7050 3～20 50～350 最大180 23 100／15 106×77．5×103 300 2200 〃

シンクロンAS8 7～ 85 13 0．8 153×84×167 296
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

シンクロンAS4 7～ 85 5 0．8 133×70×103 151

シンクロンCX3 10～ 75 8 0．8 69×76×175 159
〃

〃　　　4 3～ 118×77×175

〃　　　5 3～ 155×77×175
〃

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

サンプル量 試薬使用量 処理能力 同　　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 μ1／検体 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

COBAS　FARA 2～95 100～370 400 10 100／17 105×76×60 165 2950
バ　　ク　　ス　　タ　　ー

COBAS　FARAII 2～95 100～370 400 29 100／17 105×76×60 167 3300 蛍光，ネフェロメトリー
蛍光偏光を標準装備

モナーク 2～25 100～150 400～600
テスト

23 2600 120×36×130 295

P　　A　　S　　C　　O

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 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ 検体／h 種類 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

CG－01 25以上 PT．APTT 200 39×31×13．4 6

エイ　ア　ン　ド　テ　ィ　ー

SP－4410 20μ1以上（血清）
150μ1以上（全血）

18 150 45．0×40．0×20．0 15．5 250

京　都　第　一　科　学

コニカドライラボ80M 10 80 19 250 38×50×31．7 18．5 195

コ　　　　　ニ　　　　　カ

コニカドライラボ80M 10 80 18 250 38．0×50．0×31．7 18．5 195

中　　外　　製　　薬



14 エクタケム700N 10又は11 最大600テスト 30 4k 170×93×140 500 イーストマンコダック社製
長　　瀬　　産　　業

エクタケム500 10又は11 最大300テスト 30 4k 170×93×140 500 〃

エクタケム
DT60システム

10 100テスト 25 240 96．5×35，4×18 22．9 〃

〃

COBAS　READY 5～6 50 17 150 45×35×19 15．5 250

日　本　　ロ　シ　ュ

FDC2000 6又は10 150 10 180 38×39 21 220

富士メディカルシステム
〃　5500 〃 100以上 10 390 57×46 30 340

セラライザーIII 30 30～240
秒／検体

17 90 28×46×14 10

マ　イ　ル　ス　・三共

FDC－5500 10 100 19 100／5 59×47×30 30 340

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

サンプル量 処理能力 測定法
同　　　時
測定項目

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円

ABL500 70 42 電極法 4 250 42×40×55 38

真　　興　　交　　易
ABL4 165 18 〃 6 280 83×58×30 45

ABL300 85 20 〃 5 280 83×58×30 45
〃

ALB330 85 20 〃 4 280 61×55×37 35

ABL30 125 20 〃 3 195 61×55×37 35
〃

OSM3 35 50 吸光光度法 7 145 24×32×42 17

OSM2 25 55 〃 2 50 30．5×30×27．5 11．8

〃

JBA－200 150 30 電極 14 100／2 33×34×45 26 LCDディスプレイ付
常　　　　　　　　光

JBA－150K 100～200 25 〃 14 100／2 34×39×48 32 420 ディスポ・メンブレン方式

JBA－7 150～200 22 〃 14 100／2 54×43×53 55 595 Hb自動希釈測定
〃

288 130～200 30 250 64．7x48．3×40．6 33．6 血液ガス電解質同時測定

280 130～200 30 250 64．7×48．3×40．6 33．6
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278 85～200 30 200 52，1×48．3×40．6 27．7
〃

188 90～500 16 480 81．0×38．Ox49．0 60．0 血液ガス電解質同時測定

〃

170 40～200 30 200 44。5×58．4×26．0 24

148 90～120 20 260 48．6×38．Ox49．0 40

GASTAT－1 40～160 25 12 300 35×40×42 35 450
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

AVL995 40（25） 25 電極法 4 230／180 40×55．7×45 30．5 一
（　）はマイクロサンプルモー
ド

東　亜　医　用　電　子
AVL990 40（25） 25 〃 4 180／160 40×55．7×45 30．5 一

〃

日本テ　ク　ニ　コ　ン
STAT　PROFILE
シリーズ

STAT　PROFILE5 250 38 100／5 56．3×56．3 45

8700 120又は200 20～30 電極法 計算項目含
む　　14

100／2 55×53×37 30 1100 Na，K，C1含む

日　立　製　作　所

利　　康　　商　　事
IL1312 70 30 電極 3 200 57×51×51 45 アイエル社製

IL1306 70 30 〃 3 200 57×51×51 35 〃

IL1304 70 30 ノノ 3 200 57×51×51 34 〃

ノノ

IL　BGE 240 30 〃 7 500 60×46×51 46 〃

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

サンプル量 処理能力 担　　体 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

オリンパス光学工業
AES310 0．4～0．5 103 1K 99×65×130 240

AES600 〃 51 1K 140×65×105 200

FED－V 30 60 セラフォー 450 106×52．6×110．9 120 800
コ　　　　　　ス　　　　　モ

FED－3200 30 150 〃 500 133×75．5×93 200 1500

常　　　　　　　　光
CTE－5000 25 200 セパラックスSP 100／10 135×76×129 280 カラーCRT，精度管理

CTE450 25 45 セパラックスSP
セパラックス

100／5 72×66×95 150 650 CRT付，精度管理

ポルーE一フィルムシステ
ム

アガーフィルム
アガロースフィルム

100 製造元：チバ・コーニング社
日　　本　　商　　事

REP 50 CPKの時
　90

100／15 91×75×147 170

ヘ　レ　ナ　研　究　所



1613．電気泳動装置（Electrophoresis　ApParatus）

サンプル量 処理能力 担　　体 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

電子冷却TC－3 10～20 寒天セルロース膜 200 26×47×24．5 25 33

萱垣医理科工業

ミューピットー2，3 500r　100V 17．8×12．7×5．5 3．98 アドバンス社製
コ　ス　モ　・　バ　イ　オ

ホリゾン11，14，20，25他 31×21．5×10．5 8．6 BRL社製

電子冷却ECP－10 寒天アガローズ 100／2 31×41×20 15 35

常　　　　　　　　光
等電点Eセット セパラックスEF 100／1 30×30×10 2 14．5

電気泳動装置 5μ／／抗体 アガロース 100／10 8．6

電気泳動システム 1～5 アガロース
アガーゲル

チバ・コーニング

パラゴン 10～50 アガロース他 100 75×40×30 15

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

フローブテック1 アガロース 100／12 55×45×15 14．8 180

和　光　純　薬　工　業
ACE－1 100／0．6 18×21×18 4．8 35

14eデンシトメータ装置（Densitometer）

処理能力 OD測定
範　　　囲

記録方式 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h 数値 感熱他 V／A W×D×H（cm） kg 万円

ADC－20EX 200 0．1～2．0 ペン 220 49×52．5×29．8 34 260

萱垣医理科工業

デンシトパターンアナラ
イザーEPA－3000

65×42×20 13 185 丸善石油化学社製
コ　ス　モ　・　バ　イ　オ

D－607 200 0．1～2．0 感熱式 300 54×47×368 28 280

コ　　　　　　ス　　　　　モ

D－110 60’ 0．1～2．5 〃 200 51×42．5×21 30 100

D－808 60 0．1～3．0 ペン 200 57×40×30 30 180～
240

〃
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スキャニングデンシトメータGS－300

0～2．5 100V／ 45×26×12 4．5 60

シーエスアイジャパン

常　　　　　　　　光
CR－20 240 0～2．0 感熱 100／2 61×49×56 43 280 260検体メモリー

PAN－FV 150 0～3．0 感圧 100／2 60×59×30 48 320 最大32分画

チバ　・コーニング
780 128 0～4．0 感熱 360 121×65×36 72 430 蛍光／可視

日　立　製　作　所
HAD－501 20秒／1検体 0．01～2．5 有 200 39×54×36 35 280 平沼産業社製

CLINISCAN2 48／17分 0～4．0 ドットプリンター 100／2 76×70×69 57

ヘ　レ　ナ　研　究　所

アプレイズ 200 0～4．0 感熱式 480 52×47×27 25 RS232C蛍光標準装備
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

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

会　　　社　　　名、
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

京　都　第　一　科　学
HA－8121 300 4分／検体 本　　体：380

サンプラ：100
113．1×55．0×44．9 98．5 1000

ICA－3062 70 25×46×15 10 150 複数作用極ECD
東　亜　電　波　工　業

ICA－3070 50 29×44×15 10 70 化学発光検出器

JLC－300 1～200 1 1500 190×78×89 290 1700

日　　本　　電　　子

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

全自動グリコヘモグロビン分析計
HLC－723HblI

5 3．5分／検体 350 77×52×（38＋16） 120 850

日　立　製　作　所
L－6000シリーズ 1～ 60秒／検体 組合せによる 組合せによる 組合せによ

る 150～



1816．pHメータ（pH　Meter）
精　　度 表　　示 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 pH ㌶／ζ亥 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

GP－1D ±0．01 デジタル 一 80×170×40 250g 3．6 9V，006P使用

井　内　盛　栄　堂

HM－60S ±0．001
±1d｛git

デジタル 19 22×40×16 3．3 40 1／1．000pH分解能
東　亜　電　波　工　業

HM－50S ±0．01
±1digit

〃 〃 〃 〃 32 プリンタ内蔵

HM－40S
ノノ 〃 16 〃 2．9 30 RS－232C付

〃

HM－30S 〃 〃 〃 〃 2．8 19．8 温度同時表示

HM－20S 〃 〃 6 〃 2．7 17 実用形
〃

HM－26S ±0．005
（拡大時）

アナログ
デジタル

12 〃 3．2 27 1pH拡大付

HM－16S ±0．01
±1digit

〃 6 〃 〃 23
〃

HM－5S ±0．015
（拡大時）

アナログ 5 〃 5 14 拡大目盛付

Fシリーズ ±0．01 デジタル 15 24×25×7 1．5 14．5～40

堀　場　製　作　所
Mシリーズ ±0．01 デジタル

アナログ
15 24×25×12 1．3 14～30

Dシリーズ ±0．01 デジタル 8×5．5×18．9 0．35 7～11
〃

G1 ±0．1 デジタル 55×0．9×9．5 0．04 1．98

17．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円

日立サンプルカップ ノーマルタイプ（44001）に加えスピッツタイプ
（44002）があります。

44001
44002

スピッツタイプは，HDLコレステロールや微量検
体の検査に最適です。

多連弁洗浄器MVC－7 35 30×30×30 6．3 19．8

エムジェイジヤパン

HS－8 高速液体クロマトグラフィー法による5分画測定 100／2 57×62×61 オートサンプラー付
常　　　　　　　　光

電気化学検出器
クーロケム5100A

クーロメトリー方式（2極式） 可変式 24×27×41 5 223



血液検査機器



2018e単項目血球計数装置（Blood　Cegl　Counter　for　Single　ltem）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考

μ1 検体／h 種類 V／A W×D×H（cm） kg 万円

自動網赤血球測定装置Rヨ000

全血100 60 フローサイト
メトリー法

網赤血球
数比率

2，190 93．2×63．4×63．2 159．5

東　亜　医　用　電　子

F230 10 電気抵抗 3 35 14．2×31×25．5 6．7 68

フ　ク　ダ　電　子

19e多項目血球計数装置（Btood　Cell　Counter　for　MultiPle　ltem）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル
量

処理能力 測　定　法 同　　　時
測定項目

測定項目 消費電力 寸　　法 重量 定価

μ1 検体／h 数 種類 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

PC－608 20 電気抵抗 9 84 44×41×31 27 250
ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

PC－607 20 〃 7 45 35×36×31 18 160

CD－1600 30 60 電気抵抗法 18 0．6K 84×51×46 66 1200 ユニパス（製造元）

エム・シー・メディカル
CD－3000 125 110 レーザー方式

M．A．P．S．S
22 1．2K 本　体76×56×61

データ38×56×61
119 4170 ユニパス（　〃　）

多項目自動血球分
析装置NE－8000

200 120 DC／RF
検出方式

23 1370 115×95．5×70 190

東　亜　医　用　電　子
多項目自動血球計
数装置K－1000

全血100
　　（40）

80（60） 電気抵抗
検出方式

8 360 48×29．8×55．5 28 （　）はキャピラリーモード

STKS 150 100
　　電気抵抗法レーザースキャッター

22 2000 190×40×155 216

日　　　科　　　　機
JT3 110 50 電気抵抗法 18 700 171×57×50 82

Tシリーズ
（T660）

100 60 〃 6 500 64×51×50 41 他T890，T540
〃

TRシリーズ
（TR－1）

100 40 〃 5 500 67×38×65 39 他TR2，　TR3

MEK－5103 静脈血50
耳朶血20

約20秒
聖難ジ警璽興助ンメトヘモグロビン法

4 50 315×290×315 10 90

日　本　光　電　工　業
MEK－5105 〃 〃 〃 7 50 315×290×315 10 130

MEK－5108 〃 約24秒 ノノ 8
（オプションで16可）

120 400×290×315 14 240
〃

System9000 250 60 13 500 43．2×62．2 36．6

日本テ　クニコ　ン
THMS　H・1 100 80 20 3set

270×90
340

LC　114 25 60 電気抵抗シアンメ
トヘモグロビン

8 250 37×44×41 32 680

フ　ク　ダ　電　子
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QBC－II 抹梢血60
清　　110

50 7 7 40 34．3×36．2×17 4．3 140

富士メディカルシステム

LC－112 25 80 電気抵抗 7 150 44×41×37 32 490

堀　場　製　作　所
LC　114 25 60 〃 8 150 44×41×37 32 680

LC－360 20 60 〃 8 500 46×43×35 25
〃

20．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　法 重量 定価

μ1 検体／h 種類 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

CGO1 35 PT・APTT 200 39×31×13．4 6

エイ　アン　ドテイ　ー

コアグロメーター
　　　　　　　　TE－100

1000 全血凝固 45 17×10×28 3．5 28 他2ch，3ch
ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

コアグーA一メイト・X2 100～200
PT320

APTTIOO
FIB110

光透過率 PT，　APTT
FIB，因子

100／3 58．5x52．1×25．1 34 700

オルガノンテクニカ
コァグーA一メイト・XCプ
ラス

100～200
PT100
APTT65
FIB150

光透過率 PT，　APTT
FIB，因子

100／2．3 71．1×48．3×18．4 22 360

コアグーA一メイトXM 100～200 PT100～200
APTT50～100
　FIB40～50

光透過率 PT，　APTT
FIB，因子

100／2．3 37．2×50．8×11．6 9
一

〃

KoagLab　Mj 100 散乱光検出 13 100／0．3 26×35×15 9 120
オーソ・ダイアグノステ
ィック・システムズ

〃　　16S 100 最大202 透過光検出 12 100／2 56×43×22 27 240

ヘマトレーサーIII 100 光散乱法 PT，　APTT 100V 31．5×39×17 15 145 二光バイオサイエンス
コ　ス　モ　・　バ　イ　ォ

Model　CT－2A FIB，その他

コアグースタットスーパー PT，APTT．AT
IIIIOO，Fib　200

散乱光度法 艮瑞『菌孕Fib 220 40×38×16．5 15 240
国　　際　　試　　薬

コアグースタットオート
II

PT．APTT・
100．Fib・200

散乱光度法 PT，　APTT
　Fib因子

400 65×69×58．5 70 830

エレクトラ800 ▲88脇惜ぎ1碧β賠T） 透過光方式 PT，　APTT
　　FIB

100／1 49×51．5×22 18．2 260

小　　林　　製　　薬
エレクトラ900C 188繹晶鑑『1詳921鼎） 透過光方式 ζ融盟酷・ 100／5 73×62×48 54．4 800 合成基質法対応

サンクロットST 散乱光度法 PT．APTT．Fib．
その他

37 18．6×28．2×19．0 5 135

三　　光　　純　　薬

コアグマスターII 3項目同時 PT．　APTT
FIB，　TBHP＝　　　　　　　　　　　　　土一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／、

805 350 測定40秒 光散乱光 内外因系
　因子

100／10 74×72．8×71．8 130 970
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シ　グ　マ　精　器

バイオマティック
B－10

項目によ
り異なる 200～300 粘調度 22 100V 46×46×21 20

バイオマティック
B－2000

〃 〃 〃 〃 〃 26．5×42．5
　　×18

6．5

ELVI　820 100 光学法 P罧認会C‡T 145 35×50×20 15 170

セントラル科学貿易
ELVI　819 100 120 光学法 器程智認 300 52×50×24 35 450

512 PT25，APTT45 一 PT，APTT 12／0．83 9．2×5．0×17．1 0，524

チバ　・　コ　ーニ　ン　グ

全自動血液凝固測定装置
CA－5000

　全血1500
または20～100

光散乱
検出方式

・ζ；竃密 480 70×55×67．5 67

東　亜　医　用　電　子 P璽鰹

コアグーA一メイトXM 100～200 　PT250
APTT100 透過光度法 PT，APTT

FIB，TT
ヘパ、因子

230 37×50×11 9

日　　　科　　　　機

オプション2 光学的クロ
ット検出法

PT，APTT
Fib，因子定量

60 23×40×15．7 6．7 95 フランス・ビオメリュー社製
日　　本　　商　　事

オプション4 〃 〃 100 35×40×15．7 9．2 150 〃

オプション8 〃 〃 125 42．5×47．5×21 17 330 〃

〃

COATRON　Jr． 吸光度
感知方式

6 22．5×31×20．0 5

日本テ　クニコ　ン
COATRON　F2 吸光度変化

感知方式
5 36．5×53×50．0 17．5

アメルングKC－IA 10～200 埋攣鉱滑
磁　気センサー

15 14 12×20×8 1．2 50

バ　　ク　　ス　　タ　　ー

〃　　KC－4A 〃 〃 〃 15 45 34×36×11 6．3 170

〃　　KC－10A 〃 〃 〃 15 50 本体47．5×38×12
プリンタ21×24x9

15．5 350
〃

〃　　KC－40 〃 〃 〃 14 500 81×65×49．5 80 未定

〃　　　HPC－5050FT 〃 〃 〃 3 220 62×57×58 80

ACL　100，　200，　300，
300R 20～50 80～180 光散乱度

吸光度
14～18 500 75×63×45 52

P　　A　　S　　C　　O

コアスクリーナー 10～200 ターボデン
シトメトリー

PT，APTT，
　Fbg，PC

100 49×50×23 19．0
べ一リンガー・マンハイム
　　　　　　　　　山之内

コアシテスム 〃 〃 〃 〃 26×28×11 4．0

MCA110 25 120 透過光 6 450 64×51×53 35 バイオデータ社製
利　　康　　商　　事
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21． トロンボエラストグラム（Thrombo－elastogram　Apparatus）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 測　定　法 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

TE－400 350 静電容量 240 79×50×34 46 280～400 2ch，3ch，4ch
ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

ELVI　810 250 Hartretの原理 150 61×35×23 15 130

セントラル科学貿易
ELVI　816 250 〃 200 60×30×25 20 250

22．血小板凝集測定装置（lnstrument　for　Platelet　A99regation　Test）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 チャン
　ネル数 測定法 消費電力 寸　　　法

［　重　量
定　価

μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ
PAC－8S 200 8 透過法 300 72×53×48 45 415

PAM－8T 200 8 透過法 300 56×58×58 47 495

〃

TE－500 200 4 透過法 200 66×53×38 33 340

TE－500A 200 ATP 〃 50 21×41×19 8 60

京　都　第　一　科　学
PA－3220 PRP250，500 4 吸光度法 60 47．5×48．0×27．7 21 320

ELVI　840 250又は500 2 透過法 40 29×23×15 10 180 レコーダー付
セントラル科学貿易

東　亜　医　用　電　子

自動血小板凝集測定装置AA－100

250～500 4 透過光
検出方式

170 41×42．5×20．5 15

日　　　科　　　　機

アグリゴメーター
PAM　8T

200 8 光透過法 240 56×58×58 35

二光バイオサイエンス

NBS
ヘマトレーサー801

100／200 8 透過法 400 62×52×57 43 515

〃　　　601 100／200 2～6 〃 300 37×33×17 10 195～395

クロノログ
C400シリーズ

PRP
　250～450

1～4 蛍光／光学 80～180 46～61×47×24 11．8～25．4 144～400
バ　　ク　　ス　　タ　　ー

〃　C500シリーズ PRP250～450
全血500

1～4 インピダンス
蛍光／光学 80～220 46～61×47×24 11．8～25．4 190×450

〃

〃　C600シリーズ PRP
250～1000

1～2 蛍光／光学 80～120 46×47x24 20．5～25 240～440



24 MEBA－2
PAM－8．6，4C

200 8，6．4 光透過法
（PRP法） 150～300 78×40×56 20～35 データーアナライザー

（オプション）
メ　　バ　　ニ　　ク　　ス

PAT一シリーズ 200 6，4．2 光透過法
（PRP）

150 87×40×30 20～25 データーアナライザー
（オプション）

MEBA　l
PAM－8T

200 8 光透過法
（PRP法）

240 56×58×58 35
〃

PAC－8S 200 8 光透過法
（PRP法）

300 72×53×48 45

PAP－4 4 透過光 300 53×58×23 19 バイオデンタ社製
利　　康　　商　　事

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

処理能力 測　定　法 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

自動赤沈計FA－2 1～12 AC100V 31×37×40 18 49

24a血小板粘着能測定装置（lnsturment　for　Platelet　Adhesiveness　Test）

サンプル量 測　定　法 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

ガラス・ビーズ管
定速度ポンプ

2000 ガラス・
ビーズ法

100 24×10×11 2 8：§

医　学　書　院　器　械

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

サンプル量 チャン
　ネル数

測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

ESR－6000 1600 60 ウエスター
グレン法

100 53．5×35．5×43 25 300

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

ESR－1000 1600 10 〃 100 32．5×17．5×47 11．5 48

ESR－50 1600 50 光学系 100 61×61×68 47

日　　　科　　　　機

ABS－100 10本 発光ダイオード 35 60×20×42 16 38

フ　ク　ダ　電　子
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26．血液分類力ウント装置（lnstrument　for　Grouped　BSood　Cell　Counter）

商　　品　　名

型　　式　　名

カウント数 算定方式 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

V／A W×D×H（cm） kg 万円

F－410 デジタル
プリンター付

30 12×23×5 0．5 9．8

ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

LADIC－11 1～999 加減算 10 17×25×12 2 12．8

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

MDT－120 1～999 加算 5 17．5×20×16 2 11．8 12キー，デジタル表示

萱垣医理科工業
MMT－121MOS 1～999 加算 100 21×40×21 20 242 オンライン仕様120S×4台付

27．血液像自動分類装置（lnstrument　for　Bl∞d　Cell　Differentiation）

サンプル量 処理能力 カウント数 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

MICROX　HEG－120 120 2000 122×75×120 390 6300
オ　　　ム　　　ロ　　　ン

STKS 100 8000 2000 190×40×155 216
日　　　　科　　　　機

VCS 75 8000 1000 134×48×53 97

8200 2（ウェッジ）
150（オート）

max120 任意 100／30 120×77×114 340 4900 パターン認識法
全自動前処理オプション

日　立　製　作　所

28．骨髄像分類器（enstrument　for　Differential　Myelogram）

カウント数 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

LADIC－31 1～999 35 36×40×14．5 15 60
オ　　　ム　　　ロ　　　ン

MMT－421 1～9999 30 30×39×14，5 6．5 65 42キー，デジタル表示

萱垣医理科工業
MDT－450 1～9999 30 30×39×14．5 6．5



2629．細胞分類装置（lnstrument　for　Differential　Cytology）

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

オーソ・ダイアグノステ
ィック・システムズ

オーソサイトロン 300 100 レーザーフロ
ー サイ　トメ　ト
リー

リンパ球サブ
セ　ッ　トDNA
他

100／25 95×60×57 150 1920～ サンプラー，データ処理シス
テム有．無人測定

エピックスエリート 指定なし 60 レーザーフロ
ー サイ　トメ　ト

リー

9パラメー
ター

4000 142×167×129 360 セルソーターシステム
日　　　科　　　機

エピツクス
プロフアイルII 25～200 60 レーザーフロ

ー サイ　トメ　ト
リー

6パラメー
ター

3000 158×61×131．5 114 セルアナライザー

日本ベクトン・ディッキ
ンソン

FACScan 100 100 フロー方式 5パラメー
ター

100／20 160×60×51 80 1，900

FACScan 100 120 レーザーフロ
ー サイ　トメ　ト
リー

2000 　測定部70×60×51
データ処理部66×43×51

至；
1，900

藤　沢　薬　品　工　業

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考

検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円

東　　レ　　富　　士
ピ　　　ッ　　　カ　　　ー

　インターナショナル

グルーパマチック2000
MKII

300
（180）

凝集法 9チャンネル
（18チャンネル）

2k 155×115×140 450

グルーパマチック1000 150
（90） 凝集法 9チャンネル

（18チャンネル）
2k 155×115×140 450

31．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

TS－4000 西独VDGボンダーゴルツ社製，血小板粘着，凝集過
程及び出血時間測定装置

53 40×45×32 19 360
ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

自動血液標本作成装置MICROX　HEG－120AS
1500 73×75×120 330 1，200

オ　　　ム　　　ロ　　　ン
遠心塗抹装置
HEG－SP2

150 23×42×29 17 95

尿沈査分類計数器
ADIC－51

35 36×40×15 15 80
〃

集中管理装置LADIC－S

100 43×35×20 12 150

PK7100 ABO式／Rh式血液型，　HBs抗原，梅毒抗原，不規則
性抗体の同時測定が可能

3k 328×87×87 600

オリンパス光学工業



サ　ク　ラ　精　機

血液標本自動作成装置BAS－300

100／3 98×70×72 95 720

セントラル科学貿易
ヘマトスタットC－70 遠心分離器とヘマトクリト値読取装置が一体化され

た，ヘマトクリト値専用測定器。
100 18×13×12 1．0 29．8

インセパック
すぐれた強度，素早い凝固，確実な隔壁効果を持ったプラスチック真空採血管。

積　水　化　学　工　業
培養バツグ 可塑剤を含まない為物性劣化がなく内容物が汚染され

ず透明性，柔軟性，気体透過性に優れている。

〃

ラテックス 単分散性が高く保存の安定性に優れています遠心洗浄
や透析希釈操作による凝集がありません。

EIAビーズ 表面状態を良好にコントロールしており固相表面の抗
原または抗体の吸着が安易です。

〃

凝集判定プレート
親水性プラスチックを使用したディスポーザブルプレートでありリングの隔壁効果も確実です。

オートセラドット HLA用自動ドッティングマシン（抗血清・オイル自
動分注機）

50 66×35×48 25 430
バ　イ　オ　テ　ツ　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

80 36×36×32 20 160

日　立　製　作　所

自動塗抹装置806－0400

スピナ方式 100 35×33×27 15 140

自動塗抹装置
806－0200

ウエッジ方式 100 21×32×13 4 52

自動染色装置806－0100

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

100 58×45×35 27 110
〃

27
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3032．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmmuno　Assay）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考

μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

全自動RIA装置RIA－2000
ピーズ固相チューブ固相IRMA法

20～200 90～150／
　30分 20～500 1．5K 約122×99×122 約360 市販のビーズ法，チュプ法試

薬に対応
ア　　　　　ロ　　　　　カ

PLUS　10／600 RIA各項目 20～100 600テスト 200～400 800 101×60×52 138 830～
1080

セントラル科学貿易
PLUS　4／200 〃 〃 240〃 〃 600 60×56×52 114 550～

800

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

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

全自動EIA装置ポセイドン1 ビーズ法
EIA各種 20～200 180 20～2000 3．OK 約150×109×130 約480 市販のビーズ法試薬に対応

ア　　　　　ロ　　　　　カ
全自動EIA装置ポセイドンII ビーズ法

EIA各種
20～200 150／30分 20～2000 1．5K 約122×84×122 約340 市販のビーズ法試薬に対応

AIA－1200 11 10～120 120 カップ方式 99×74×123 300 2400 製造発売元：東ソー
栄　　研　　化　　学

AIA－600 11 10～120 60 カツプ方式 80×59×40 68 800 〃

オーソMTP－120（MTP－120
形マイクロプレートリーダ） 各種OD値 100～250

32秒／プレート

150 27×36×21．2 10．0 135
オーソー・ダイアグノス
ティック・システムズ

PK310 同時8 20～100 60テスト 3K 120×70×110 380

オリンパス光学工業

MK－100 。辮璽IA 項目によ
る

600 88×68 105

カ　　　イ　　　ノ　　　ス

MK－200
　　1stepサンドイッチEIA

〃 600 77×55 90

マイクロプレートリーダーMPR－A4i

90～
26V 21×30×12．5 6 98 東ソー製

コ　ス　モ　・　バ　イ　オ

エルジアリーダー EIA全般
50秒／プレート

200 44．5×53×26 23 350 マイクロプレート用
国　　際　　試　　薬

エルジアウオツシヤー EIA全般
80
120 30×35×20．5

15

11
180

エルジアオート EIA全般 3項目x
60／パッチ

600 87．6×68×41 85 1200 マイクロプレート用
〃

ルシノマスター 12 30～100 120 200～270 2000 117×77×125
43×77×125

400
三　　　　　　　　　　　此　　　　　　　　　　ノ、
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FS－340 全般
45秒／プレート

100V 55×40×26 20

シ　グ　マ　精　器
CLS－962 〃 100／75 22×27×8．4 3．5 69 プリンター付

オートEIA　IIシステム 項目により
　異なる

96検体／
　3h

項目により
異なる

本体220 　本体
62×38×23

本体18 1350 他に試薬分注ユニット，吸引ユニッ
ト，データプロセッサー必要

大　　日　本　製　薬

3Mフルオロファストリーダー

特異的IgE 50
24検体／60秒以内

900 115 40．3×34．4×19．0 5．4 250
第一ラジオアイソトープ
研究所

〃 非特異的IgE 20 〃 700 〃 〃 〃 〃

全自動EIAシステム
IB－500　Mode　l50

CEA，　AFP
フ」号影異ど 20～50 600 73×61×115．5 185 1280

東　　洋　　紡　　績

AIA－1200 12 10～125 120 1検体／1試
薬カツプ

1K 99×74×123 約300 2400
東　　　　ソ　　　　ー

AIA－600 10 10～125 60 1検体／1試
薬カツプ

250 80×59×40 約68 800

AIA－1200 AFP他 120 1000 99×74×123 300 2400 製造発売元：東ソー㈱
日　　水　　製　　薬

AIA－600 〃 60 250 80×59×40 68 800 〃

イムノリーダー－NJ－2001 各種 300μ／×96ウ
エル／プレー
ト

20秒／プ
レート

300 45×48×20 21 180 カイネティック．自動ミキシ
ング8波長同時測定日　本イ　ン　タ　メ　ッ　ド

ニ　　　　　プ　　　　　ロ
IB－500 16 600 73×61×105 170 1280

マイクロエリーザプロセ
ッサーMEP－1000

4項目同時 10 240テス
ト75分 30～100 450 60×54×46 42 800 コロナ電気社製

日　立　製　作　所 マイクロプレートリーダーMTP－120

96穴 10 32秒／プ
レート

100／ウエル 150 27×36×21 10 135 〃

べ一リングELISA
プロセッサーII

HBV関連ウイルス抗体
240 96×50×40 41 1200

ヘキス　トジャパン

エンチムンテスト⑱ES600

22 5～200 100～200 400～1000 880 119×77×117 240
べ一リンガー・マンハイ
ム山之内 エンチムンテスト⑬ES33

22 〃 （150／回） 140 119×77×117 30

RANDAX－100 5 100 240テス
ト／75分

150～200 450 60．5×54．5×40 42 890
ミ　ズホ　メ　デ　ィ　ー

マイクロプレートリーダー　Vmax

EIA各種 1プレー
ト／5秒

100／3．5 47×34×19 10 370 マイクロプレート用カイネティック
エンドポイント法

和　光　純　薬　工　業



3234．蛍光免疫測定装置（lnstrument　for　Fluorescent　lmmuno　Assay）

会　　　社　　　名
測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト
IMXアナライザー CEA．AFP．HB’

鎚・HBc等19 700 70×63×36 4324テスト／
40分（EIA）
20テスト／20分（FP－

IA）

バ　　ク　　ス　　タ　　ー

Stratus 24 20～130 50 50～110 100／7 74×48×38 48 600

日　立　製　作　所

マイクロプレートリーダー　　MTP－100F

96穴 10 96穴／
20秒

100／ウエル 150 36×36×19 18 270 コロナ電気社製

マイクロプレートリーダー　　MTP－32

12穴～120穴 10 96穴／
50秒

100／ウェル 450 72×52×30 41 450 〃

（蛍光ACC付き）

フローロ・カウント96 特異的非特異
的1gE

90秒／プレート

60 41．5×49×19 17．5 450
フ　ァ　ル　マ　シ　ア

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

フジモト
ダイアグノスティックス

ターボックス 12項目 20～150 約300 500 100／0．3 30×30×15 4．5 250

ヘキス　トジャパン
BNA，　BN100 血漿蛋白 300 94×54×48 55 1700

アレイ 7～20 40～80
テスト

47 100 91×61×65 84 キャリブレーションは14日間
安定

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考

　μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

LX－3000 25 3～80 190 250 138×80×142 250 3270 製造元：AIC
発売元：A＆T栄　　研　　化　　学

LX－3000 28 3～80 190 10～400 3000 138×80×142 250 3270

エイアン　ドテイ　ー
クイックターボ 8 10～40 60～120 専用キュベ

ット使用
300 48．5×43×18．5 12 250
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HC－100 CRP，　RF．
ASO，FDP

項目により
異なる

項目によ
り異なる

250 47×37×30 22
カ　　　イ　　　ノ　　　ス

極　東　製　薬　工　業
HC－100 CRP

ASO
RA

3 20 250 48×38×30．5 22 398 日立化成製

HC－100 FDP 6 20 250

協和メ　デ　ッ　ク　ス
Eレ1000 25 5～100 120 100～400 1000 77×68×62 120

EL－1200 〃 1～100 180 300～500 2000 115×76×117 160

クイックターボ 8 10～40 60～120 500～740 300 48．5×43×18．5 12 モノテスト，マニュアル
シ　　ノ　　テ　　ス　　ト

ダィ　アヤ　ト　ロ　ン
LPIA－1 8 50 40～50 300 70×60×40 48

自動免疫血清検査装置三菱化成社製

LPIA－100 26 3～30 80～100 800 76×58．5×44 72 〃

〃

LPIA－300 8 5～50 240～300 3000 145×80×115 390 〃

日　本　　ロ　シ　ュ
COBAS　MIRA 2～95 120L 100－600 850 72×58×66 80 1500

COBAS　MIRA－S 2～95 132 100－600 850 72×58×66 100 1700

37． レーザーネフェロメータ（Laser　NepheloMeter）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 検体／h μ／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

日本テ　ク　ニ　コ　ン
DPA－1 10～60 170 600 74．5×57．5×45．5 74．6

38．免疫比濁測定装置（lnstrument　for　Turbitometric　lmmunoassay）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

日　本　ロ　シ　ュ
COBAS　MIRA 2－95 120 100－600 850 72×58×66 80 1500

COBAS　MIRA－S 2－95 132 100－600 850 72×58×66 100 1700

ヘキス　トジャパン
べ一リングタービタイマ 血漿蛋白 60 49．0×42．6×20．5 13．5 330



3439．免疫凝集測定装置（tnstrument　for　Agglutination　Photometric　lmmunoassay）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

東　亜　医　用　電　子
PAMIA－100 20 10 150 1050 161×76×123 223 その他項目も開発中

PAMIA－20 20 10 60 770 98×66×57 136 〃

40．化学発光免疫測定装置（lnstrument　for　lmmuno　Chemiluminesence）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 サンプル量 処理能力 試薬使用量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ／ 検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

アマシ　ヤム薬品
アマライトアナライザー FT、，FT3，TSH 25 100

110 51×75×31．5 35 550

協和メ　デ　ッ　ク　ス
ケミルミアナライザー1型 一 一 500 47×53×23 30

〃　　　　II型 10 180 1000 74×61×50 57

チバ　・コーニング
ケミルミアナライザー 30 項目により

異なる
1テスト
10秒以内

45 47×53×23 13 385 マニュアル

ケミルミアナライザーII 30 項目により
異なる

250テスト
35分以内

50 74×61×50 57 750 10項目同時測定

ヘキス　トジャパン
ベリラックスアナライザー 甲状腺ホルモン

関連腫瘍マーカ
150 74×61×50 57 未

41．希釈装置（Diluter）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 試薬使用量 分　注　量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

検体／h μ1 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

萱垣医理科工業
HAY－500Jr 標準40 100 52×59×28．3 30 160

HAY－500 〃　40 100 52×59×28．3 30 210

BISTEQUE 5～210 100 30×51×55 32 チップ方式
コ　ス　モ　　テ　　ッ　ク

日　立　製　作　所
ダイペッターDP－50 4モード 1 1～500 70 12×17×29 5．5 65

1μ1微量生体試料採取に最適コロナ電気社製

ラ　ボ　サ　イ　エ　ン　ス
TECAN　RSP　505 655 10～10m1 150 65×81．5×44 42 550
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42．洗浄装置（Washer）

商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 分　注　量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
社　　　名

検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

アマライトウォッシャー 400 177 32×44．5×41．5 12．5 70

アマシ　ャム薬品

オーソAMW－2 0～1000 30 27．2×45．0×12．0 8 85
オーソー・ダイアグノス
ティック・システムズ

オーソCW－2 8秒／1サイクル 100／5 31．8×35．6×36．8 16．4 110

プレートウォッシャー
MPW－200

200 230 90×44×140 65 96 マイクロプレート用

萱垣医理科工業

セラウォッシャー
MW－96SD

20～400 100／0．8 39．5×35．5×21 16 115 バイオテツク
コ　ス　モ　・　バ　イ　オ

セラウォッシャー
MW－96X他

20～400 100／0．8 40×32×22 18 140 〃

セントラル科学貿易
EL403 100～999 230 24×50×23 12．3 96．8～130

EL401 17×19×10 1．4 12～25．3

ULTRA　WASHII 50～450 300 18×46×25 21 136 DYNATECH社製
日　　本　　電　　子

オートミニウオッシャー
AMW－2

96 30 27×45 8 75 マイクロプレート8～12
バ　イ　オ　テ　ッ　ク

オートドロツパー
EDR－300A

96 80 42×45 30 280 マイクロプレート96

ビーズウオツシヤー
BW－20A

20 70 20×30 10 85 20穴プレート用
〃

ビーズウオツシヤー
TW－5

5 50 15×25 5 35 チューブ用

セラウオッシャー
MW－96SD

96 80 38×29 18 115 96
〃

セラウオッシャー
AMW－96S

96 85 52×39 30 260 96

オートセラウオッシャー
AMW－96S

96 85 53×39 30 260 マイクロプレート96
〃

ビーズウオツシヤー
BW－20

20 70 20×30 10 79 プレート20穴

〃

ビーズウオツシヤー
TW－50

50 70 30×37 15 115 チューブ50本

ビーズウオツシヤー
BW－25

25 70 20×30 10 85 プレート25穴

イージーウオツシヤーII 37×39×13 11．4 96
ラ　ボ　サ　イ　エ　ン　ス



3643．免疫反応判定装置（lnstrument　for　lmmunoreaction　Assay）

会　　　社　　　名
測定範囲 判　定　法 光　　源 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価商　　品　　名

型　　式　　名 nm V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト
PHx 赤色LED 110 45×46×20 15

44．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円

アマライト・シェーカー
・ インキュベーター

96穴のマイクロタイタープレート4枚を一度に振と
うしながらインキュベートすることができる。

126 41．5×40×13 9 50

アマシ　ヤム薬品
アマライトワークステー
ション

アマライトアッセイの検体のサンプリング，試薬の
分注を簡便に行うことができる。

なし 51×44×23 3 30

マイクロプレート専用オート 竃膏躍鍵囎籍？二騰多鵠曙塾・ 50×48．9×21 22 398

三　　光　　純　　薬
ピベット式自動マイクロタイターシステムSGR200

賢勧嚥ξ塑拓罪薬灘皆醗パ’く据血球分注 49．2×51×39．1 28 230

サンプリング．分注付自動マ
イクロタイターシステムSGR
400

甥究㍗あ鮎憎藁講怒ボ品券玄究こ儒回収を自動的に行う一とができます。

105×70×62 84 580
〃

オートドロッパー
EDR－96S

マイクロプレート96穴用自動分注装置 80 44×50 25 198

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
オートダイリュター
EDL－90S

〃　　　　　自動希釈装置 80 44×50 25 198

オートドロツパー
EDR－120S

マイクロプレート120穴用自動分注装置 80 44×50 25 230
〃

オートダイリュター
EDL－120S

〃　　　　　自動希釈装置 80 44×50 25 230

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：96 200 55×50 80
〃

アーカス蛍光光度計
婆肝翻，：黛跳T遜胃晶㌧；坊乙㍗硫籏r㌔間分解蛍光、測定

60 43×54×30 31 670

フ　ァ　ル　マ　シ　ア



細菌検査機器

尿検査機器
病理検査機器
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45．微生物分類同定装置（lnstrument　for　Bacterial　ldentification）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

分析法
（測定法）

処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ATBシステム
比濁法
比色法

450 100／1 135×50×32 43 670

ア　ス　カ　純　薬

ア　　　　　ム　　　　　コ

バィテックシステム
60型，120型

100／16 170×74×61 146 2200
2900

同定及び感受性が同時測定で
きる

バイテックシステムJr型

鵠｝ 60／120

同時処理 100／7 80×48×50 60 1400

ダ　ィ　ナ　ボ　ッ　ト
ms－2アバンテージシステム 比濁法 770 　　132×68×45

（システム組み合せ後）
93

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。

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

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 薬剤形態 MIC測定 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

検体／h 可・否 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

ア　ス　カ　純　薬
ATBシステム 450 　　2濃度

（クラスディスク）
否

ア　　　　　ム　　　　　コ

バイテックシステム
60型，120型

60／120 カード密封 可 100／16 170×74×61 146 2200
2900

同定と感受性が同時測定でき
る

バイテックシステム
Jr型

同時処理 12薬剤 100／7 80×48×50 60 1400

長　　瀬　　産　　業
MIC　2000プラス 50枚／h 可 200 93×210×108 70 2140 寸法は解析装置含まず

　　　　ダイナテック社製

日　　水　　製　　薬
センシタイター プレートに

分注乾燥済
可 620 40×47×23

40×47x19
28×25×33
59×53×41
45x34×16

｝》9

・ili 1360
オートfノキー⊥レーター
オートリーダー．センンタッチ
躍，ご，ンお㌧プニー社（鄭1）

日本ベクトンディッキソ
ン

Sceptor　Pette 30 ドライパネル 可 300 70×50×30 20 180

Autoreader 60 ドライパネル 可 300 90×50×50 49 未定



47．DNA測定装置（lnstrument　for　DNA　Analysis）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

分析法
（測定法）

処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ミニフルオロロメーター
TKO－100

蛍光 100V 23×25×18 3．2 45

シーエスアイジャパン

48．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
特　　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

萱垣医理科工業
オートドロッパーMAG－500 120穴／96穴マイクロプレート用自動分注装置 100 52×59×28．3 30 210

オートドロッパーMAG－500Jr 120穴／96穴マイクロプレート用自動分注装置 100 52×59×28．3 30 160

オートドロッパーMAG－2000 120穴／96穴マイクロプレート用自動分注装置 50 52×34×55 33 230
〃

オートストリーカー 100／20 79×145×143 400 2350
グ　ン　ゼ　産　業

グラムステイナー 100／7 41×46×27 40 135

シ　グ　マ　精　器

全自動DNA合成装置BT8500

騨目顧、6罐盤晶磁レオチドを同時に誠で 100V 80×50×90 135

全自動ペプチド
合成装置BT7600 劉鰹遁鱗麩㌶遷隠露箆遇 100V 80×50×90 135

日本ベクトン
　　　　ディッキンソン

血液培養BACTEC　NR660シ
ステム

1100 本体：127×76x50
インキュベータ：
　　　127×78×95

88
340

1350

検査装置BACTEC　NR730シ
ステム

体液中の菌の存在を代謝産物である二酸化炭
素を指標に迅速かつ自動的に検出するシステ
ム，専用インキュベータ内で400～600ボトル
を管理できる 1100 本体：91x71×50

インキュベータ：
　　　91×91×91

86
180

980

血液培養防渣装置BACTEC　460　TBシステム 慾縫壽曝を遜盤遍藍怠鑓墾 800 65×65×35 80 未　定
〃
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49．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 サンプル量 測定範囲 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

検体／h μ1 mosM／kg V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

京　都　第　一　科　学
OM－6020 2～3分／検体 200 0～2000 130 34．0×33．3×38．4 20 175

OM－6030 2．5分／検体 200 0～2500 170 40．0×50．0×52．0 30 390

東　亜　電　波　工　業
NEO－5 14 200～2000 0～1200 450max 67×82×67 72 800 30検体ターンテーブル付

富　　士　　工　　業
アドバンス浸透圧計3C2 44 300 0～2000 115／3 46×54×69 34 418 BCD，　RS232C出力御相談下

さい

〃　　　　3D2 1 200～250 0～2000 115／2 41×43×41 24 224 〃

〃

〃　　　　3W2 1 200～250 0～4000 115／2 33×40×51 18 172 〃

〃　　　　3MO 1 20 0～2000 115／0．75 30×38×19 10 238 RS－232C出力

利　　康　　商　　事
OS 250 0～4000 200 47×48×27 30 ブイスケ社製

ONE－TEN 10 0～2000 75 30×38×27 7

50e尿分析装置（Urine　Analyzer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 測定項目 サンプル量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考

検体／h μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

バクティースクリーン 30 細菌尿 1000 100／3 45×29×33 11 90
ア　　　　　ム　　　　　コ

SA－4220 18秒／検体 max．9 6．5m1以上 200 56．0×68．0×61．0 85 700
京　都　第　一　科　学

HS－7 360 max．7 6．5m1以上 95 54．4×44．5×30．5 29 320

自動尿沈渣分析装置
UA－1000

70 尿沈渣 約2500 約740 100．5×62×55 119

東　亜　医　用　電　子

NEO－5 14 2000 450max 67×82×67 72 800 30検体ターンテーブル付
東　亜　電　波　工　業

クリニテック200＋ 360 10 200 35．4×49．3×19．7 13．6

マ　イ　ルス　・三共

ウロトロンRL9 300 9 80 60×45 20 248

山　之　内　製　薬
メディグラフ 300 BMテスト

9種類
8 24×43 4 52



プレテスターRM－405 360 9 100／0．5 37×28×12．5 7 157
和　光　純　薬　工　業

51．自動PSP測定装置（Automated　PSP　Tester）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 測定項目 サンプル量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

検体／h m1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

京　都　第　一　科　学
MA－4210 120 max．8 6．5以上 45 35．0×30．0×16．5 5 39

PSP－3110 10秒／検体 50～400 35 33．9×39．7×18．3 10 68

常　　　　　　　　光
PSP－DP PSP負荷 100／2 27×33×50 9 2波長測光方式

52．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　　長

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ア　ジ　ア　器　材
喀タン処理器41341 ネジ式なので，開閉時の飛散がなく安全です。

尿沈漬分類装置

MDF－450US

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

30 30×39×15 6．5 80

萱垣医理科工業
コロニーカウンター

電子計数方式によりコロニー数の読み取りを迅速，正確，簡便に可能，デジタル表示

40 25×34×20 4．7 9．8

日　　水　　製　　薬
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。
300 35×40×12（本体） 10 130

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。

100 30×21×9
29×30×27
35x25×11

16．4 125
本体モニター

プリンター
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53．自動ミクロトーム（Automatic　Microtome）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

冷　　　凍
室内温度

切削寸法 薄切厚み
範　　　囲

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考

℃ mm ミクロン V／A W×D×H（cm） kg 万円

クリオスタット
HM500十〇M 一

40° 50×50 0．5～60 100／20 76．0×60．0×109．0 183 500 ミクローム社製
カ　ー　ル　ツ　ア　イ　ス

クリオスタットミクロトーム　　MTE

一
40 35×35 1～25 100／15 82．5×83．5×120 295

シーエスアイジャパン

日　　本　　電　　子

凍結切片作成装置Mini　Cryostat

室温から一30 50×70
（最大） 2～12 500 44×73×30 35 160 SHANDON社製

ヒストレンジ
ミクロトーム2218

室温 40×40 45．5×55 50
バ　　ク　　ス　　タ　　ー

ロータリーワン2230 〃 40×40 27×43 50

54．自動包埋装置（Automatic　Embeddin9　APParatus）

処理工程槽 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 数 数／回 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ETPシリーズ 3～4 カセット
120～270

100／11 50×58×120 110 380～655
サ　ク　ラ　精　機

Hypercenter2 14 180 850 45×64×128 114 420

日　　本　　電　　子

Histomatic166MP 12 　150サンプル／回
700 90×51×66 68

P　　A　　S　　C　　O
Histomatic266MP 12 　340サンプル／回

1000 113×56×69 107

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

処理工程槽 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 数 枚／回 V／A W×D×H（cm） kg 万円

HEG－ST 4 50 100 40×52×38 20 70

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

マイクログリッド
スライナーM6S－1

100V 45×23×22 10 49．85 大道産業製
コ　ス　モ　バ　イ　オ
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DRS－60 21 スライドガラ
ス　　60

100／6 100×61×42 90 200～233

サ　ク　ラ　精　機

Varistain24－3 24 64 500 86×86×60 60 210

日　　本　　電　　子

56e画像処理装置（lnstrument　for　lmaging　Diagnosis）

商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目数 画　素　数 モ　ニ　タ 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

種 画素 イ　　ン　　チ

カラー／モノクロ V／A W×D×H（cm） kg 万円

ゾーンアナライザー
システム2A－EM3

800 東洋測器製
コ　ス　モ　・　バ　イ　オ

コロニーアナライザー
システムCA－9A

420 〃

57．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円

スライデイングミクロトーム　　HM400R クロスローラーベアリングによる浮きあがり防止
フェザータッチの軽い動き

40．5×27×20．5 19 120 ミクローム社製

カ　ー　ル　ツ　ア　イ　ス
ロータリーミクロトーム
HM330

試料自動バック機能（リトラクション）により質
の良い切片が得られます。0．5～60μm

36．5×47．0×28．5 27 130 〃

ロータリーミクロトーム
HM350

パラフィン，硬組織，セミシン用。025～30μm
電子制御によるモータードライブ

100／10 36．5×47．0×28．5 35 300 〃

〃

病理画像エキスパートシステ
ム　「インテリパス」 麟轡鱒姦翠鶴磐躁篭鼎麟亘廷鵠～誌 各20～30

三菱化成情報システム部

ユリペットIID デジタル表示，尿比重計 6×10．6×17．7 0．4 19．6

和　光　純　薬　工　業





生理機能検査



58．心電図検査システム（Electrocardiogram　Analyzer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

解析方式 チャン
　ネル数

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

750A 記録後 20r3 1K 37×64×108 70 2500～3500 製造元デルマー・アビオニク
ス社

エム・シー・メディカル

フ　ク　ダ　電　子
FCP－3201 ミネソタ 3／6 90 41．6×39．3×15．3 11 320

FCP－4301 ミネソタ 6／12 170 41．6×47．8×18．1 16 410

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

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

測定項目 検出方式 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

フ　　ク　ダ　電　　子
SP－400 8 ニューモタコ 30 31．8×27．8×9．5 3．4 620

エリプス1000 8 ボリューム 250 55．5×49×64 50 398

60．超音波診断装置（Ultrasonic　Scamer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

走査方式 探触子 表　　示 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

MHz モード V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

フ　ク　ダ　電　子
U－2000 リニアセクタ 3～5 B／M 200 37×53×24 20 530

U－1000 リニアセクタ 3～5 B 100 28×43×20 10 188

61．サーモグラフィー（lnstrument　for　Thermography）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

温度分解能 操作時間 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

℃ 秒 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

日　　本　　電　　子
サーモビュア
JTG－4300

0．1以下 0．1～0．8 220 35×45×11 8 750

フ　ク　ダ　電　子
JTG－3310 0，025 230 16．5×31×17．8

38×51×18．5
、2

785～1290
カメラ部日本電子製コントローラ部日本電子製



62．脳波解析装置（Electroencephalogram　Analyzer）

解析方式 チャン
ネル数

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

EEG，　EP他 最大20 1000 104×55×100 65

P　　A　　S　　C　　O

63．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

VEST RIを利用し，心室の血液容量をトレンドし，その
EF等の計測をする

1．2K 21×61×63 50 3500 製造元：キャピンテック社
エム・シー・メディカル
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5064e臨床検査システム（Computer　System　for　Clinical　Laborotry）

磁　　気
ディスク
容　　量

定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名

C　PU
メモ　リ
容　　量

C　RT
台　　数

プリンタ

台　　数

オンライン

分析計台数

検査項目
数

処理検体数／
　日データ
　保存日数 万円

特　　長・備　　考

BACTSYSTEM PC－9801 1 1 65～ 細菌検査システム
栄研メディカル
　　　　　　　システム EMS臨床検査システム FMR－50A 20～40 1 1 2 84，168 ～ 400／日 400～ 化学，血液検査システム

LANAS－A FACOM－A 134～ 3～ 2～ ～ 10 500～ ～ 1000／日 1800～ リアルタイムオンラインシステム
〃

EMS－QC 　PC9801
FMR－60，70

20～ 1 1
～ 100 ～1年 65～ 精度管理システム

CLINILAN　Ver7．0 4MB 40MB 10 5 5 40

エイ　アン　ドティ　ー

検査室支援総合データベース・システムSHIPS

2MB～ 40MB 1 1 検査委託業務・委託管理を支援

エ　ス　ア　ー　ル　エ　ル
診療支援システム
クリニベース

20MB 1 1 診療業務を支援

THINK小規模管理システム 2M 30M 1
一 一 約1000 約100本

約90日
150 院内検査・外注先センター

外注検査の管理が可能
大塚製薬㈱診断事業部

THINK診療支援システム 2M 30M 4
一 一 約2000 約720日 270 大規模データペース

検査情報サービスなど
パソコン臨床検査システ
ム　SIMS

NECPC9801 HD功OMB
FDD／MBx2

14インチカ
ラー1台

漢字プリン
タ1台 1台～ 最大192

項目 ～200検体 320～
小　　林　　記　　録　　紙

臨床検査データベース
システム「U－CLAS」 4MB以上 40MB

以上
1台～ 1台～ 2台～ 制限なし 100～

1000検体／日
システム販
売住友電工システム

　　　エンジニアリング

血液検査用データ処理装
置DPS－1000 2MB 85MB 任意 任意 任意 48．72 1500

東　亜　医　用　電　子
血液検査用データ処理装
置DPS－200

〃 〃 〃 66 350

Clini　Labo　System－PC，　Clini　Labo　System－LAN，　Clini　Labo　System－30

橘　　　　電　　　　気
Clini　Labo　System－300，迅速システム，迅速伝送システム，細菌検査パッケージ

生化学検査システム他 640KB～
2。6MB 40MB～ 1～3 1～3 1～3 1～800 打合わせによる NEC　PC－9801シリーズをマルチジ

ョブ，マルチユーザで利用

富田システムズ
微生物検査システム 640KB～

2．6MB 40MB～ 1～3 1～3 1～3 1～800 打合わせによる J－3100，3300シリーズを使用

検査室トータルLANシ
ステム

640KB～
2．6MB 40MB～ 端末数に

よる
端末数に
よる

端末数によ
る 1～800 打合わせによる パソコンだけを使用したロー

コストなLANシステム〃

LACS－1 ～96MB ～ 20．9

GB ～ 128台 ～ 128台 ～40台 ～ 3000 ～ 9999
制限無し

日　　本　　電　　気

MEDLAS　II ～16MB ～2．9GB ～64台 ～64台 ～20台 ～9999 ～
5000～224日

200



日　　本　　電　　子

臨床検査情報処理システムJCS－120

4MB 100MB 2 2 6 500 1000
　90

1500

日　本　ケ　ミ　フ　ァ

糖尿病データ処理システ
ムNC－DS3000

32bit

1．6MB
40MB 1 1 2 1000

1000／day30day
280

日　立　製　作　所
HILAS－300シリーズ 4MB～ 130MB～ 1台～ 2台～ 3台～ 250～ 300検体～

30日～
構成による

HILAS小形シリーズ 4MB～ 88MB～ 1台～ 1台～ 2台～ 150～ 100検体～
100日～

構成による

65．周辺機器・その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

O　M　R
シ　ー　　ト

サ　イ　ズ

消費電力 寸　　　法 重　量 定　価O　M　R
読み取り
速　　　度

バーコー
ドラベル
サイズ

バーコード

印字速度 V／A W×D×H（cm） kg 万円
特　　長・備　　考

エ　ス　ア　ー　ル　エ　ル
体力チェックVersion 2 1 体力測定，健康測定

及びデータ処理システム

バーコードプリンタ
BP－100

ヨコ50～106
m／mタテ15～100m／m 最大

100m／s
200 30×45．3×30 13 熱転写プリンタ

各種オプション接続可。小　　林　　記　　録　　紙
検体ラベル自動貼り付け
装置AL－100本体

200 25 175 BP－100専用ラベル貼り機
各種オプション有り。

セコニックSR－305S
JISサイズ及ロングサイズ

カード

300／分　（50
Hz）360／分
（60Hz）

0．44 190×350×170 8．8 253，000 マークカードリーダー
セ　　コ　　ニ　　ッ　　ク

セコニックSR－701EX
可変式ハガキサイズ～B4 約120枚／分（A4シート）

1．2 365×492×198 21 1，600，000 マークカードシートリーダー

〃

セコニックSR－701BC
可変式ハガキサイズ～B4

約120枚／分
（A4シート）

1～42桁 1．2 365×492×198 22 2，500，000 バーコード読取

セコニックSR－707
可変式ハガキサイズ～B4 約120枚／分（A4シート）

1．2 365×492×198 22 2，200，000 両面読取

〃

セコニックSR－7100
可変式ハガキサイズ～B4 100～120枚／

分（A4シート）

100／2．3 本体部365x493x198
　リジェクト部　365×252×405 36．5 2，500，000 リジェクター付

セコニックSR－7700
可変式ハガキサイズ～B4 約80枚／分（A4シート）

100／2．3 本体部365x493x198
　リジェクト部　365x252x405 37 3，100，000 リジェクター付両面読取

data　logger（DL－50） 14×29．5×19 4．7
芒運鉛聖f㍊麟ζ雛轡ロッピー装置ドライブ5インチRAM：200KB

タ　　　　フ　　　　　ト

東洋紡エンジニアリング

ケンテックサンプル
プロセッサーK－700

100／5 85×76×48 70 560 （英国）ケンブル社製

マルチ・ピペッティング
システム

（英国）マトリックス・テクノ
ロジー社製

医療オーダリングシステ
ムNOS－1000

横　縦217×304
100／1 41．5×37．2×13．7 10．0

ニ　　　ッ　　　テ　　　ク
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ぞの他の臨床検査機器



5466．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 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

μ1 固定・可変 ％ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

井　内　盛　栄　堂
スーパーマイスター 2～1000 可変 0．8～5 2．2 チップ式

ラボーペツター 1～5000 〃 0．4～1 2．45 キャピラリー式

ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

ヴィトペット 可変 ±1

トランスファーペッテ 2～1000
15種類

固定・可変 1．7～3．2

関　　東　　化　　学
トランスファーペッテ8
＆－12

2～200
8種類

可変 9．6～10．9

小　　林　　製　　薬

エレクトロニックピペッ
ト

1000 可変 ＜±1 100／0．08 20×13×5 0．99 15

マイクロピペット 1000～5000 固定・可変 ＜±1 一 23×3．2×2．2 0．14 2．2～3．3

〃

デジタルピペット
10～50
50～200

200～1000
可変 ＜±1 一 26×3×2 0．11 3．55

ジユイペットJP－E 2～20
20～200
200～1000

可変 ±1 2．2

シーエスアイジャパン

ダィ　アヤ　ト　ロ　ン

エツ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

エツペンドルフピペット
3130L

10～1000
9種類

固定 〃

エッペンドルフピペット
4700／固定

5～1000
19種類

固定 〃

〃

エッペンドルフピペット
4700／可変

10／20／25etc

　6種類
3段可変 〃

エツペンドルフピペツト
4700／クリスタル

1，2，5，10
　4種類

固定 〃

〃

エツペンドルフピペット
4710

2～10，10～100
100～1000，3種類

連続可変 〃

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 〃

〃

エツペンドルフピペツト
4720

1．00～10．00m1
　　1種類

連続可変 〃

エッペンドルフピペット
4780

10μ’～5m／コンビ
チップ7種類で24
の容垣設定

連続分注 〃

〃

MODEL5000 0．5～5000 DG可変 ±5．0～
±1．0

3．2

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

MODEL5000 10～1000 3段可変 ±0．7～
±0．5

1．95

MODEL5000 5～1000 固定 ±1．5～
±0．5

1．65

〃

MODEL7000 5～200 DG可変 ±2．0～
±0．5

7．5～9．8
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〃

MODEL8100 10～5000 連続分注
＜1．5

～0．8
3．3 ピペットタイプの分注器

MODEL8800 10～100 〃 ＜±2．0 9．8 マイクロピペットに最高

MODEL800 1～100 DG可変 ＜±1．0 3．2
〃

MODEL100 1～5 固定式 ＜±1．0 2．4 超微量マイクロピペット

日本イ　ンターメ　ッ　ド

Cappマルチチャンネル
ピペット8チャンネル

25～200 固　定 ±2 9．9 ノブをセットするだけで分注
量が設定のできる

Cappマルチチャンネル
ピペット12チャンネル

〃 〃 ±2 12．6 〃

日　　本　　商　　事
フィンピペット
容量固定型

固　定 2 1～5000μ1の18タイプ

フィンピペット容量固定
型チップイジェクター付

固　定 2．1
5，　　10，　　20，　　25，　　50，　　100，　　200，250，500，1000μ／の10タイプ

フィンピペット
デジタル可変型

可　変 4．5
3．1

0．5～10，100〔｝～5000μ1の2タイプ

〃

フィンピペット
連続可変型 可　変 3．6 1～5μ／から1000～5000μ／の5

タイプ
フィンピペット連続可変
型チップイジェクター付

可　変 3．6 テ浮1から2°°～1°°°・1の3
〃

フィンピペット
ステップ可変型 可　変 2．95 5～50，　50～200，　200～1000

μ1の3タイプ
フィンピペット
ステペット

可，変 4．6 10～1000μ1
〃

フィンピペット
ディスペンサー

可　変 6．2 20～200，200～2000μ1の2タ
イプ

〃

フィンピペットPD 可　変 3．8 2～12，10～60μ1の2タイプ

フィンピペットテラサキ 可　変 9．8 1～5μ1

〃

EP－900
デジタルピペット

可　変 18 5～50μ1から200～1000μ～の3
タイプ

可　変 14．5

フィンピペット
エレクトロニック

可　変 9．8
5～25μ／，20～100μ～，50～250μ～，200～1000μ～の4タイプ電動式

ノノ

ニ　　　　　プ　　　　　ロ
エレクトラペット 2～5000 可　変 100

デジタルマイクロピペッ
ト（822シリーズ）5種類 0．4～1000 可　変 0．5以下 2．7～2．9 ソコレツクス社製

ピ　ー　エ　ム　機　器
マルチチャンネルピペッ
ト 5～200 可　変 0．5～2以下 　9．98～1L75

〃

ラボシステム・ジャパン

フィンピペット
デジタル可変型

0．5～5000
（5type）

可　変 ≦0．3～1．0 一 6×23 0．07～0．08 3，6・4．5

フィンピペット
エレクトロニック

0．5～1000 可　変 ≦0．4～1．0 9V 6×23 0．18 9．8

利　　康　　商　　事
アブソルーター 10～5000 固・可 ±1 2～4 TCS社

スタットライン 0．5～5000 固・可 ±1 1．5～1．9 〃



5667．分注装置（Dispenser）
分注容量 処理能力 チャン

　ネル数
消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

備　　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h 数 V／A W×D×H（cm） kg 万円

MAG－500 0～300 標準180 12 100 52×59×28．3 30 210

萱垣医理科工業
MAG－500Jr 0～300 〃180 12 100 52×59×28．3 30 160

ディスペンセツテ 100～100，000
　16種類

3．3～
7．45

ディスペンセッテデジタ
ノレ

400～10，000
　3種類

39．6

卓上型自動分注システム
PREP－AI

10～2000 300 100／7 90×63×48 85

サ　ク　ラ　精　機

シ　グ　マ　精　器
PRED　AI 10～2000 340 1ノズル 100／7 90×63×48 85

AX－IV 10～1000 920 4ノズル 100V 105×73×70 100

マイクロメディック
25000型 2～1000 1 40 17×27×22 7．6 140 高精度CVO．1％

セントラル科学貿易
ディジフレツクス 2～2000 1 40 17×26×39 11．8 165 三種類のモード

自動分注装置（F－2300） 最小50
最大750

300 50 300 60．0×44．5×80．0 66 400

高　　園　　産　　業

イアトロペット
連続可変タイプディスペンサー1，2，5，10m14種類

デュアルペット
2液同時分注器250μ1×2，500μ～×2，
1m／×2，1．5m1×2　4種類

東レ富士ピッカーインターナショナル LP1200自動分注機 0～300 300 12 800 114×90×126 250

HLA血清自動分注機 1～9．9 16秒／枚 60，72穴 90 52×41×44 35

マイペンサー 0～25m1 1 30 13．4×22．0×29．5 約8．6 70 RS232（仕様より）
ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

自動分注装置JLS－100 100～1000 300 4 1400 180×74×125 400 3200

オートチップチェンジサ
ンプリングステーション 5～200 1500 14 750 100×120 150 2500

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
オートドロツパー
EDR－96S

25～300 2500 96 80 44×50 25 198

オートドロッパー
EDR－120S

25～300 3000 120 80 44×50 25 230

RX－450 10～500 400 1 400 80．0×70．0×45．0 45 450

A－1 10～1000 350 1 600 67．0×76．0×40．0 60 500
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TECANRSP　8051 10～10m1 2000 4 74×30×16 1400
ラ　ボサ　イ　エ　ン　ス

68．希釈装置（Diluter）

処理能力 希釈方法 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

HAY－500 40 100 52×59×28．3 30 210

萱垣医理科工業
HAY－500Jr 40 100 52×59×28．3 30 160

一“　　　　一アイルエツア 手動式 6

関　　東　　化　　学

セロオートDII 各種 チップ方式 70 39×29．6×35．5 18 130
分注，希釈，洗浄ができる。チップ方式

国　　際　　試　　薬

ダイリューター5213 1500 ボリュームユ
ニット

15 12×20×24 3 西独エッペンドルフ社製
ダイ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

マイリューター
最大希釈率1：25000

30 18．4×19．7×29．5 約11 120

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

オートダイリューター 1：1000 25 13．6×17．7×25．6 約6 43～45

オートダイリューター
EDL－96S

1000 回転式 80 44×50 25 198

バ　イ　オ　テ　ツ　ク オートダイリューター
EDL－120S

1200 回転式 80 44×50 25 230

フック自動希釈装置 シリンジ 115／1 26×16×26 6 31 英国フックアンドタッカー社
サンプル呈0．02～5m1

富　　士　　工　　業

PAD－200 2500 300 35．0×32．0×31．0 15 120
プレシジョン・システム・

サイエンス A－2 7000 600 67．0×61．0×76．0 70 600

69．振還装置（Shaker）
同　　時セット数 しんとう

回　　　数 試料容量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体数 回／分 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

KR－IN 12 20～160 40 38×38×19．5 10 13

KR－3N 12 20～160 40 38×38×19．5 13 16

ミキサー5432 24本
40本

1500 30 18．5×18．5×14 2．8 西独エッペンドルフ社製



5870．蒸留水自動製造装置（Automated　Apparatus　for　Dist‖led　Water　PreParin9）

会　　　社　　　名
採取容量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価商　　品　　名

型　　式　　名 1／h V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

超純水製造装置MILL－Qシステム
0，072 90×47．3×15．5 22．5 55 日本ミリポアリミテッド社製

コ　ス　モ　・　バ　イ　オ
卓上式超純水製造装置MILレQ－Labo

30 100／2 29×30．5×45．5 21 39．8 〃

東洋紡エンジニアリング

DiASTILL
DW－18111

1．8 100／15 60×45×76 43 46

71．撹拝器（Mixer・Stirrer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 撹絆方式 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

マイクロプレートミキサー　　MPMIN

任意設定 振とう 35 17×19×15．5 4 6 マイクロプレート1枚用

萱垣医理科工業
〃　MPM2N 任意設定 振とう 35 22．5×20×15．5 5 9 〃　　　2枚用

ダイレクトミックス
TS－100

最大100本 渦状撹絆 100／2 39×32×57．5 24 20

サーマル化学産業 スウィングロールミキサー　　SR－20

9～15本 回転＋上下 100／0．02 24×38×13 6 7．5

日本イ　ンターメ　ッ　ド
スターラーMCS－101L ローリング 2 40×46×9 6．5 21

スターラーMCS－102L 〃 〃 18×42×9 3．4 17

スターラーMCS－104S 〃 〃 30×38×9 4．5 19
〃

スターラーMCS－104L 〃 〃 40×46×9 6．1 21．5

SB－200 400 回転 300 56．0×52．5×34．0 30 45プレシジョン・システム・サイエンス

PA－50 200 回転 150 30．0×30．0×13．0 8 15

72．滅菌器（Apparatus　for　Sterilization）

処理能力 熱　　源 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

IST－150 500 25×25×41 9 10

井　内　盛　栄　堂
IST－240 1300 49×42×80 43 29．8

KSF－60WD 任意設定 電気 1500 72×62×88．2 77 24．5 デジタル表示，全自動

萱垣医理科工業
KSF－80MD 任意設定 電気 2300 76×66×119 115 57．6 〃
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ネオクレープASV－2402 電気 100／13 49×44×93 50 34．5

サ　ク　ラ　精　機
ASV－3022 〃 100／19 57×44×111．5 70 47

73．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

商　　品　　名

型　　式　　名

同　　　時セット数

回転数 試料容量 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

検体数 回数／分 μ1 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

MD寸5 6 4000 150 30．0×27．4×28．0 8 5．8

井　内　盛　栄　堂

オーソCF－III 12本 1，100～
　　12，000

100／0．7 23．0×27．0×25．0 10 22．3
オーソー・ダィアグノス
ティック・システムズ

CST－150MT 8～80本 最大
　　15000

0．25，0．4．06．0
75，1，1．5，2，10
m／

1500 52×41×31．5 35 　　60
（ロータ別）

島　津　製　作　所
CST－050L2 4～40本 300～

　　5．000
10．　12．　15．　50
m～マイクロプレートx4枚 単相15A 44×52．5×34 33 30

全自動遠心装置（IR－600） 50 単相200
三相5．2k

87，5×84．0×143．0 250 980

高　　園　　産　　業

5415 1000～
　　14000

18 250 21×28．5×28 7．3 西独エッペンドルフ社製
ダイ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

5413 11500 40 150 21×28．5×27 7．5 〃

ニ　　　　　プ　　　　　ロ
ミニメイト フィルター付

　　3本
0．8

大容量冷却遠心機
CR7B4 200本 2700 200／30 85×96×90 360 320

日　　立　　工　　機
微量高速遠心機
CR15B 12～96本 15000 100／20 36×44×73 50 55

自動血球洗装置
MC400

24／12 3000 100／10 37×45×41 25 145
〃

多本架冷却遠心機CR5DL

80 5000 100／15 58×71×77 120 88

74．洗浄器（Washer）
処理能力 同　　　時

セット数
消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体数 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

CW－2 AUTO
§8紘傷多化｝18晶 12本 100／5 31．8×35．6×36．8 16．4 llO

オーソー・ダイアグノス
ティック・システムズ

S－100N 可変 2000 8500 54×50×95 140 227．6 イタリア，イタルグラス社製
コ　　　　　ス　　　　　モ



60 チツプウォッシャー
CW－2

水圧・サイフォン 約250本 21×17×35 9．8

サーマル化学産業 キュベット洗浄器
CB－100

ジェット噴流ロール回
転

最大10枚 100／0．04 32×60×38 15 15

Serocent24 480 100／2 48×41 30
バ　　ク　　ス　　タ　　ー

BSW－50 ブロー吸引 50 650 32．0×46．0×43．0 30 120プレシジョン・システム・サイエンス

PW－201 真空吸引 12 300 37．0×41．0×33．8 25 115

75．恒温槽（lncubater）

温度精度 調整の方式 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 ℃ V／A W×D×H（cm） kg 万円

E－30 ±0．3 320 20×33 2．3 5．3

ヱ　　　　　　ル　　　　　　マ

KTH－30P ±0．1℃ アナログ 610 49．5×34×27 5 7．8 プラスチック槽

萱垣医理科工業
KTH－60S ±0．1℃ アナログ 1220 63×39×31．5 15 17 ステンレス槽

オートテンパー
SW－707P

±0．05～0．1 プツシュ式 100／5 26×26×20．5 4 6．4

サーマル化学産業
オートテンパー
IC－305D

±0．1℃ デジタル 100／12．5 56×56×33 18 24．5

76．乾燥器（Drying　Chamber）

温度精度 熱　　源 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 ℃ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

熱風式KE－60WD ±3℃（at　100℃）
±8℃（at　250℃）デジタル

電気 1500 72×62×88．2 80 28

萱垣医理科工業
熱風式KE－80MD

±1．5℃（at　200℃）デジタ
ル

電気 1500 76×66×119 120 69．3

スライドドライヤー
S－2030

標準スライ
ド20枚

100V 14 オンコー製
コ　ス　モ　・　バ　イ　オ

77．冷凍冷蔵庫（Freezer　and　Refrigerator）

温度精度 熱　　源 内容積 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
備　　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 ℃ 1 V／A W×D×H（cm） kg 万円

超低温フリーザー 一 95～－135 266 216×82．5×106 359 350 日立製

コ　ス　モ　バ　イ　オ
メディカルフリーザー 一 20～－32 363 133．4×64．6×87．5 71 26．2 〃
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78．廃棄物処理装置（Disposing　ApParatus　for　Clinical　Laboratory　Waste）

商　　品　　名

型　　式　　名

処理対象 処理時間 滅菌の方法 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価
会　　　社　　　名

h／工程 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

EP－500 注射器，カテーテル，
その他

40分
遠赤外線ヒーター

1．7k 79×64×95 60 未定
協和メ　デ　ッ　ク　ス

感染性廃棄物処理器
NP－300

感染性廃棄物 任意設定 蒸気 100／13 49×42×80 43

サ　ク　ラ　精　機
　　　〃
NP－24

〃 〃 〃 100／19 57×42×90．5 50

セーフティパル プラスチックガラス注
射針

45分 熱風循環式 6000 82．0×76．0×123．5 450 650

三　　光　　純　　薬

79．顕微鏡（Microscope）

会　　　社　　　名
照明装置 焦準機構 鏡　　筒 消費電力 寸　　　法 重　量 定　価商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

マイクロフォトFXA 12V100Wハロゲ
ンランプ，プリ
センター

一
軸式粗中微動ハンドル方式 双眼鏡筒ジー

デントップ型 240W以下 約30．0×56．0×60．0 約30
ニ　　　　　　コ　　　　　　ン

オプチフォトー2 12VlOOWハロゲ
ンランプ，プリ
センター

一軸式粗微動ハ
ンドル方式

双眼鏡筒ジー
デントップ型 130W以下 24．0×48．1×45．4 約10～11

80eその他（Miscellaneous）
消費電力 寸　　　法 重　量 定　価

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

ルミネッセンスリーダ
BLR－201

生物・化学発光反応における微弱発光測定装置，ATP，　H、O、，　PODの定量，活性酸素の測定

約100 約41×38×35 20

ア　　　　　ロ　　　　　カ
ルミネッセンスリーダ
BLR－301

〃 約150 約37×53×36 30

ARGUS－100 灘縫借霧魏錘疏磁纏鱗霧ζ㌶撒
医学生物学研究所

感染性液体廃棄物処理
装置セーフティソル

整礪膿竪窒箏と蟹倉協ぎ灘罐蒙寿セ㌶厳編畠するもの

12000 700×700×1500 390

三　　光　　純　　薬

自動栓抜装置
（D－2300）

検体試験管の栓を自動で抜くことにより，人体と検体
との接触による感染を防止します。

200 60．0×42．5×80．0 50 400

高　　園　　産　　業
血餅検出装置
（S－2300） 酬磐頚農翻脇踏綻晶鴇ξ1灘モ欝す・試験管 200 47．0×45．0×80．0 45 280

R，RCL臨床検査迅速
報告システム 褒曇璽；蕊諜鷹竃麺善罎賢羅駕

〃



62 DNAサーマルサイク
ラー 禦繋醗憲灘鑛懸錫遮鋤搬鶴鰐 100／11 33．0×48．4×30．5 29．5

宝　　　酒　　　造
PALSTATION 麟齪磯魏頴雑曇殿イ霞齪主ルアミノ（PA）化が 100／3 55×30×30 20

サーモミキサー
5436／5437

1台で撹絆とインキュペーションの2つの機能を備えています。サ
：芸韓：§紗拓云磁砕＝易し霊霞訂に適応し・サ 100 18．5×18．5×15．5 3 西独エッペンドルフ社製

ダイ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

東　　　　洋　　　　紡エンジニア　リ　ング
RO純水装置
（TRO型） 量鱗籍纏鎮　驚籔醤竃聾兇ぐ蒲醗

RO純水装置
（TRO－20E） 襲9熱盆纏嵩㌶難璽野㌻・縄書壬欝

スピッチバイアル 新製品
日　電　理　化　硝　子

ミニバイアル 甦駕努麟奮1こ醗忌2議鵠邑案▲鏡轟付穴あ 新製品

シリンジバイアル
従来のねじ口瓶の機能をそのまま活用し，オープントップ（穴あ
き）キャップの採用でキャップをしたまま．シリンジで分注が可能又各種オートサンプラーに採用可能．

〃

ガスクロバイアル シリンジパイアルと同様にオープントップのキャップを採用し，よ
り気密性の高いゴム栓で御使用いただけます。

低アルカリ瓶
（アルカツト）

PH（ペーハー）7以下にコントロールし，サルファー処理，酸処
理を不要にした新しいタイプのパイアル瓶

〃

バイアルコンテナー 簸ぼ㍗雰輪錨頸卵ε帷爾詩淘巨李響びブタ両 新製品

バキュームバイアル ㌶最腰離嵐．錨F智聲麟孟巣ま詳たねじ゜パイ
〃

蝶麟籠飾蒜螺詔阜㌍語5聾㌍醤ぱ冷凍保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯵

フリージングトレー 詔づ㌍諺究づ㌍騒躁融旨簾悉都着享㌍
〃

低棚試験管立て ㌶客醗糠認顯諮』°詔ご下げた事で・短かいサイズの 新製品

ネグチューブ 紅協㌶齢響三コンタミネーションを防ぎクリーンさを追
〃

カルチャーチューブ 磁5軒ζ鴎離魏紅掃融鰭ク包装をはぶく事によ 新製品

オゾン脱臭装置ZONTEC

有機ガスを酸化分解し無臭化する空気清浄装置です。 100／0．58 20×30×13 5 16

日本分光メディカル

ニ　　　　プ　　　　ロ
ネオチューブ 真空採血システム

イーエルマット
EL－MAT

EL（エレクトロ・ルミネッセンス使用の超薄型発光マットでレン
トゲンポジ等の投影用として使用可能

100／0．7 480×340×6 11．8

ニ　ュ　ー　ラ　イ　フ
フィブリノン

血清分離剤入りスピッツで検査のスピードアップ化及
びフィブリノーゲン除去を完全に行う製品 110×20φ

検体搬送システム 遠心分離から自動分析，分析データチェックまでを行
なう全自動オンラインシステム

構成に
よる

日　立　製　作　所

“ マイケルく．ん”

NEWバージョンピー　・エム　・エル
　　　　　‘

鍛霧議霧纂撫騨鞘鶯
DNA増幅装置
サーマルプログラマー

100／4 30×24×30 8 120

ピ　ー　エ　ム　機　器
瞥魍丙竺Ci謬r莞し趨液，品二晶㌢麺劣法磐難を
語㌶㌢L1亮3援与つ彊ムパターン：99・最大サイク’レ



シンセテックオーブン
HAヨ

温度範囲：室温～90℃，振とう機能：振幅角10℃0～
40RPM可変，時間：0．1～9999．9積算

100／2．3 34×33×32．5 16．5 29．8

〃

メンブレンフィルター
①純ニトロセルロース

〃

②ラミネート入ニトロセルロース

③ナイトラン／
（ナイロン6）

、・西独：S＆S社製

ノノ

④トランザバイシド

⑤イオン交換メンブレ
ン

〃

スーパーフロスト用プ
リンター

マツナミスーパーフロストスライド用に開発された画
期的な印字システム

100／0．5 80×32×30 22 127

松　浪　硝　子　工　業

IDS－2300シリーズ 生化学検査検体の前処理（栓抜き，粗分注）を自動化
し卓上型にした物

100／10 167×45×80 160 1080 アイディエス社製

村　中　医　療　器
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試薬（生化学1）

　　　　　会社名

項　目
栄研化学 オルガノンテク

ニカ
小野薬品工業 カイノス 片山化学工業 関東化学 京都第一科学 極東製薬工業 協和メデックス

AST（ALT） SSCC準拠法 UV法 IFCC準拠法 GSCC OAC－POP－POD／
POP－POD法 SSCC法 Pyrvic　OD・POD法

ALP Bessey
Lowry変法

フェニルリン酸
基質 GSCC変法 GSCC準拠法 GSCC 顕擁henyl　ph°’ Bessey士owry法 GSCC改良法

ADA

AMY PNP－G7法 B－G5－CNP基
質

ブロックドーPN・
PG7法 BG7P基質法 CNP－G7 BG7－PNP法 G5－CNP法 G5－POD法

GUN
γ一GTP アグルタミルーP一ニ

トロアニリド法 6孟縫ミルー SSCC準拠法 IFCC γGlrPNA法 γ一グルタミルーP一ニ
トロアニリド法 DBHA・MPO法

CK Oliver法 UV法 Oliver変法 GSCC HK－G6PDH－DI
法

オリバー変法

CHE Garry変法 ベンゾイルコリ
ン基質

P一ヒドロキシベンゾ
イルコリン法 BTC－DTNB法 BTC－DTNB DTNB法 OTCC・POD法

LDH SSCC準拠法 乳酸 UV法 GSCC準拠法 GSCC （L→P）DI法 ウロブルスキー
法 SSCC改良法

LAP L一ロイシルーP．二ト
ロアニリド法

ロイシンアミド
基質

L一ロイ　シルー
DBHA法

GSCC準拠法 GSCC L一ロイシルーP・ニト
ロアニリド法 LSPA・MPO法

NAG NAGOP・POD法

TP Biuret法 ビウレット ビウレット法 ビウレット法 ビウレット Biuret法 ビウレット法

Alb BCP法 グロムクレゾー
ルパープル BCG法 BCG法 BCG BCG法 BCG法

BUN ウレァーゼ・GDH法 酵素法 ウレアーゼ・Gl－

DH法
URL　－　POP　－
POD系

ウレアーゼGL－
DH法

Urease－GLDH 0－Phthalaldeh・
yde法

ウレアーゼーGL
DH法

ウ　レ　ア　ー　ゼ・

NADP法
UA 酵素法 ウリカーゼ ウ　リ　カ　ーゼー

POD系
酵素法 酵素法 Uricase　－　POD

法
酵素法 ウ　リ　カ　ー　ゼ

POD法
CRE 〃 クレアチニナー

ゼ CRTN－CRT－
SOX－POD系

ヤツフェ変法 Jaffe Benedict　Behre
法

〃 CRN－POD法

NH3 GLDH－UV法
Bil 安定化ジアゾニ

ウム塩法 NDDS アゾビリルビン
法

安定化ジアゾニ
ウム塩法 Diazo法 ジアゾカップリ

ング法
安定化ジアゾニ
ウム塩法

TG 遊離グリセロー
ル除去酵素法

リポプロティン
リパーゼ

遊離グリセロー
ル消去法

酵素法 酵素法 LPL－GYOD－
POD法

酵素法 GK・POD法

PL 酵素法 ホスホリパーゼ
D

PL－D－COD－
POD系

〃 ノノ 〃 ホスホリパーゼ
D・POD法

NEFA 酵素法 ACS－ACOD－
POD系

〃 ACS・ACO・POD
法

CHO 酵素法 コレステロール・エ
ステラーゼ CE－CO－POD系 酵素法 〃 CE－COD－POD

法
酵素法 CHOD・POD法

β一Lipo 免疫比濁法 免疫比濁法 比濁法 免疫比濁法

TBA 酵素法 酵素法

Glu 酵素法 グルコースオキ
シダーゼ

ムタロターゼ・GOD・
POD法

〃 Gluc－DH GOD－POD法 〃 PyoD・POD法

シアル酸 結合型シアル酸 NRH・NAL・POP・
POD法

〃 NANAアル　ド
ラーゼ・POD法

フルクトサミン
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HbAlc

Ca OCPC法 0－CPC法 0－CPC法 OCPC OCPC法 OCPC法

Mg グリセロール基
質

キシリジルブルー法

Ip リンモリブデン
酸ブルー法

モリブデンブルー法

モリブデー　ト
UV モリブデン酸法 PNP・XOD・POD法

Fe ニトロソーPSAP
法

ニトロソーPSAP
キレート法

ニトロソPSAP
法

TIBC

UIBC ニトロソーPSAP
法

試薬（生化学2）

　　　　　会社名

項　目
国際試薬 三光純薬 シノテスト セロテック ダイアヤトロン 第一化学薬品 中外製薬 チバコーニング デンカ生研

AST（ALT） MDH－UV法
LDH－UV法 IFCC準拠 IFCC準拠 UV・レート法 IFCC法 GLDH・ホルマ

ザン法 UV法 GSCC法

ALP P－NPP法 MEG法 GSCC準拠 P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法

ベツセイ・ロー
リー法

インドーリール
りん酸法

P一ニトリフェニルり
ん酸基質法 GSCC法

ADA GLDH－NAD－
PH法

AMY B－G7・PNP法 G5法 B－PNP－G7法 BPNP－G7基質
法 G5－CNP法 G－5CNP法 PNP－G7法 Blooked　PNPG　7基

質法 B－G7PNP法

GUN XOD・Uricase・
POD法

γ一GTP 　一Glu－DBHA蒼　OD法 SSCC準拠 SSCC準拠 冨だ、ミぱ騒 γ一グルタミル・
CPA基質法

γ一グルタミルーP一ニ
トロアーニリド法 冨誓1ミ薩庭 01rowski法

CK UV法 GSCC準拠 GSCC準拠 UV・レート法 GSCC法 ホルマザン法 UV法 GSCC法

CHE DMBT法 UV・レート法 PHBC基質法 BTC－DTNB法 柴田・高橋法 プロピオニルチ
オコリン基質法 DTNB法

LDH P→LUV法 GSCC準拠 UV法 UV・レート法 ロブレスキー・
ラ・デュー法

ホルマザン法 UV法（L→P） GSCC法

LAP L－Leu－DBHA・
BOD法 GSCC準拠 GSCC準拠 L一ロイシルーP・ニト

ロアニリド基質法
L一ロ　イ　シル・
CPA基質法 Nagel法

NAG

TP Biuret法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 Biuret法

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法

BUN Urease－GLDH
法

ウレアーゼGL－
DH法

ウレアーゼ・Gし
DH法

アンモニア消去
Urease－GIDH法

ウレアーゼ・UV
法

ウレアーゼイン
ドフェノール法 OPA一アミド法 ウレアーゼGL－

DH法
UV－Rate法

UA ウリカーゼ法 酵素法 ウリカーゼ・POD 酵素法 酵素法 ウリカーゼ法 酵素法 酵素法

CRE 酵素法 Jaffe変法 Jaffe法 SOX－POD法 Jaffe法 ヤツフェ法 ヤツフェ法 ノノ

NH3

Bil 安定化ジァゾ法 安定化ジアゾニ
ウム塩法

Malloy－Evelyn法 ジアゾ法 アゾビリルビン
法

ジアゾニウム塩
法

アゾ法 Jendrassik法

TG 酵素法 FC消去法 酵素法 GPO酵素法 酵素法 LPL－GDHホル
マザン法 GPO酵素法 酵素法

PL 〃 酵素法 〃 酵素法 〃 〃
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NEFA LDH法 酵素性 酵素UV法 酵素性 酵素性

CHO 酵素法 酵素法 〃 酵素法 〃 COE・COD－POD
法

酵素法 〃

ρLipo 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 ヘパリンーCa法

TBA 3α一HSD－TET・
RA法

酵素比色法 酵素法

Glu 酵素法 酵素法 酵素法 UV・エンドポイ
ント法

ヘキソキナーゼ
法 GOD－POD法 ヘキソキナーゼ

法
酵素法

シアル酸 UV法 酵素法

フルクトサミン

HbAIc ミニカラム法

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法

Mg
キシリジルブルー比色法

酵素法
キシリジルブルー法 キシリジルブルー法 キシリジルブルー法

Ip 酵素法 SPUV法 酵素法 フィスケ・サバ
ロー法

モリブデン酸ア
ンモニウム法

モリブデンブルー法

Fe フェレン法 Nitroso－PSAP
法 NPS法 フェロジン発色

法
Nitroso　PSAP
法

TIBC 〃

UIBC フェレン法 フェロジン発色
法

試薬（生化学3）

　　　　　会社名

項　目
東ソー 日水製薬 ニットーボーメ

ディカル
日本ケミファ 日本商事 日本テクニコン 日本モニター 日本ロシュ ニプロ

AST（ALT） UV法 UV法 UV法SSCC IFCC標準化法 IFCC準拠法
UVレート

IFCC準拠法 NADH減少を測定

ALP Bessey－
Lowry法

Bessey－
Lowry用

P－NPP法SS・
CC

Bessey－
Lowry法 PNPP基質法 IFCC準拠法 4－AA酸化縮合

ADA

AMY 酵素法 ブロックー

PNPG7法
PNP－G7法 PNP－G7基質法 ヨードメトリッ

ク法
酵素法 G5－B－CNP基

質法

GUN
γ一GTP 3一カノレポキシー4　二．

トロアニリド法
発色合成基質法 γ一GPNA法SS・

CC
ゲグルタミルーP一ニ
トロアニリド基質法

　G－P－NA篁　質法

CK UV法 ヘキソキナーゼ
G6PDH法 UV法SSCC IFCC標準化法 GSCC至適化

UVレート SFBC準拠法

CHE 合成基質
（DHBCI）法

ヨウ化ブチリル
チオコリン法

ヨウ化ブチリルチオ
コリン基質法

ブチリルチオコ
リン基質法

ペンゾイルコリ
ン基質法

LDH UV法（P→L） UV法 UV法SSCC Amador－
Wacker変法

AMB610法（L→
P） SFBC勧告法 L→P法

LAP 留ゴ1㍑レ晶正卜 発色合成基質法 L－pNa法GSCC L一ロイシルーP一ニト
ロアニリド基質法

NAG

TP ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法 ビウレット法

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法
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BUN ウレアーゼイン
ドフェノール法

ウレアーゼ・GL－

DH法
UV法（ウレアー
ゼ・GLDH）

ウレアーゼUV
法

0一フタルアル
デヒド法

酵素法 ウレアーゼ・GL・

DH法
UA 酵素法 ウリカーゼ・TO・

OS法
ウリカーゼ・TO・
OS

ウリカーゼ比色
法

酵素法 〃 ウリカーゼ・ペルオ
キシダーゼ法

CRE ヤツフェ法 CRN・CR・SOD・
HTIB法

ヤッフェ改良法 Jaffe法 アルカリ性ピク
リン酸法

Jaffe クレアチニンアシド
ヒドラーゼ法

NH3

Bil 酵素法 酵素法 Van　den　Bergh
法

Jendrassik　Grof
変法

Jendrassik／Gr－
of法

アゾビリルビン
色素比色

TG 〃 GK－GPO・DA－
OS法 酵素法ADOS 酵素法

フリーグリセロール消去

酵素法 グリセロール消
去

PL 〃 〃　DAOS 酵素比色法 ホスホリパーゼ
D法

NEFA ACS・ACOD法 　〃
ACS－ACO

CHO 酵素法 COE・COD・DA－
OS法 〃　DADS 酵素法 酵素法 酵素法 コレステロール

オキシダーゼ法
β一Lipo 免疫比濁法

TBA
Glu 酵素法 ヘキソ　キナー

ゼ・G6PDH法 UV法・Glc－DH ヘキソキナーゼ
法

トリンダー変法 酵素法

シアル酸 〃 NRH－NAL－POP－
POD・ADOS法

UV・酵素法 N一アセチルノイラ
ミン酸アルドラーゼ
法

フルクトサミン NBT法
HbA　lc HPLC 陽イオン交換クロマ

トグラフィー法

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 メチルチモール
プルー法

Mg マグノレット法 カルマガイド法

Ip モリブデン酸直
接法

リンモリブデン
酸比色法 PVP触媒法 リンモリブデン

酸直接法

Fe Nitroso－PSAP
法 標準法 Ferrene法 PIF600法 グアニジン・フ

ェロジン法

TIBC Ramsay法

UIBC PTF600法

試薬（生化学4）

　　　　　会社名

項　目
ビーエムエル

富士メディカル　　ーシスァム フジモト・ダイ
アグノステック
ス

ベックマン
べ一リンガーマ
ンハイム山之内 マイルス・三共 マルポ ミズホメディー 和光純薬工業

AST（ALT） ビリルビン酸オキシ
ダーゼ
POD　H。0。法

UVレート法 UV 酵素法 UV－Rate法 JSCC準拠法

ALP ノミラニトロフェニル
リン酸基質法

ベッシーローリー法

カラー P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法 PNP基質法

ADA UV法 UV－Rate法

AMY G5オリゴ糖一P一ニトロフェノール基質法 マルトテトラオースUV法

カラー PNP－G7基質法 BG5P基質法

GUN 酵素法

γ一GTP カラー 合成基質法
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CK
ク　レ　ア　チ　ン　酸・

ATP・NADH→ホル
マザン法

▼

UV Oliver法の応用 UV－Rate法 GSCC準拠法

CHE カラー 酵素法
ヨウ化ブチリルチオコリン基質法

LDH 乳酸Li→ホルマ
ザン法

Cabaud－Wrobl－
ewski法 UV Wroblewski　La

Due法

UV・Rate法（P→L）

Wroblewdd・La・伽e法

LAP カラー L一ロイシルーP一ニト
ロアニリド基質法

L－LPNP
基質法

NAG

TP ビューレット法 比色法（レート） カラー ビューレット法 ビウレット法

Alb BCG法 レートメフェロ
メトリー

カラー BCG法 BCG法

BUN ウ　レ　ア　ー　ゼ

BCG法
電導度レート法 UVカラー アミド反応の応

用
ウレアーゼUV
法

ウレアーゼGL－
DH法

UA ウリカーゼ
PODH202法

カラーエンド法 Enzymatic　Tri・
nder カラー 酵素法 酵素法 ウ　リ　カ　ー　ゼ

POD法
CRE クレアチニンイ　ミノ

ヒドラーゼBPB法
カラーレート法 比色法（レート） カラー Benedict－Behre

法
〃 酵素法

NH3 ガス化BPB法 UV
Bil 誕ワ詫壇◆ア Van　den　Bergh

反応の応用 Jendrassik法 アゾピリルビン
法

TG GK→GPDH→NA－DH→ホルマザン法
カラーエンド法 Enzymatic カラー 酵素法 酵素法（FG処

理） 酵素法

PL 〃 酵素法 〃

NEFA 〃 〃

CHO コレステロールオキ
シダーゼ・POD法

カラーエンド法 カラー 酵素法 〃 〃

ρLipo 免疫比濁法

TBA カラーエンド法 酵素法

Glu GOD，　POD－H2
02法

カラーエンド法 UV ヘキソキナーゼ
法

ムタロターゼ・
GOD法

シアル酸 UV・レート法 酵素法

フルクトサミン NBT比色法 カラー

HbA　lc

Ca オノレソクレゾールス
タレンコンプレック
ス法

比色法（エンド
ポイント）

カラー OCPC法

Mg
キシリジルブルー法

Ip

Fe ニトロソ・PSAP
法

バソフェナント
ロリン法

TIBC

UIBC ニトロソ・PSAP
法

バソフェナント
ロリン法
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試薬（免疫血清1）

　　　　会社名

項　目
アマシヤム薬品 医学生物学研究

所 栄研化学 エーザイ 大塚製薬 オルガノンテク
ニカ

オーソ・ダイア
グノステックシ
ステムズ

小野薬品工業

CRP 免疫比濁法 ラテックス凝集
法

ラテックス免疫比濁
法

RA ラテックス凝集法 〃

ASO ラテックス凝集法 〃

IgA 免疫比濁法 免疫比濁法

G 〃 〃

M 〃 〃

C3C4 ノノ

IgE EIA法 ポリクロ抗体

Apo　A 免疫比濁法

B ノノ

C 〃

E 〃

Fer ポリクロ抗体

βM EIA法

AFP エンハンストルミネ
センスイムノアッセ
イ

〃 EIA法 モノクロ抗体

CEA ノノ

〃

CA19－9

CA　15－3

CA125

SLX RIAビーズ固相
法

HBs（Ag・Ab） PHA法 ELISA

HBe（Ag・Ab） 〃

HBc（Ab） 〃

HIV 〃 ELISA法

ATL 蛍光抗体法 EIA法

T3・T4 エンハンストルミネ
センスイムノアッセ
イ

TSH
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FSH

HCG ラテックス凝集
反応

HPL

E3 ラテックス凝集
阻止反応

インシュリン EIA法 ポリクロ抗体

試薬（免疫血清2）

　　　　会社名

項　目

オリンパス光学
工業 カイノス 片山化学工業 関東化学 極東製薬工業 協和メデツクス 国際試薬 三光純薬 シノテスト

CRP ラテックス比濁法 ラテックス凝集
比濁法 TIA法 免疫比濁法 ラテックス凝集法 ラテックス凝集

反応
免疫比濁法 免疫比濁法 ラテックス免疫

比濁法

RA 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ASO 〃 〃 〃 〃 ラテックス凝集法 〃

IgA 免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

G 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

M 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

C3C4 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃

IgE EIA法 化学発光法 EIA法 EIA法 酵素免疫定量法

Apo　A

B

C

E

Fer ラッテクス比濁法 EIA法
ラッテクス凝集
反応 EIA法

6M 〃 〃
ノノ 〃 EIA法

AFP 〃 〃 〃 〃 〃 酵素免疫定量法

CEA 〃 〃 〃 〃 〃

CA19－9 〃

CA15－3

CA125

SLX

HBs（Ag・Ab） EIA法 EIA法 EIA法

HBc（Ag・Ab） 〃 〃 〃
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HBc（Ab） 〃 〃 〃

HIV 〃

ATL

T3・T4 EIA法 化学発光法 蛍光免疫 酵素免疫定量法

TSH 〃 〃 〃 〃

FSH 〃

HCG 〃 EIA法 酵素免疫定量法

HPL

E3

インシュリン EIA法 EIA法 EIA法

試薬（免疫血清3）

　　　　会社名

項　目
常光 ダィアヤトロン 第一ラジオアイ

ソトープ研究所
第一化学薬品

チバ・コーニン
グダイアグノス
ティックス

デンカ生研 東亜医用電子 東ソー トーレ・フジバ
イオニクス

CRP 免疫比濁法 免疫比濁法 ラテックス凝集法

RA 〃 〃

ASO 〃 ノノ

IgA 〃 免疫比濁法 免疫比濁法

G 〃 〃 〃

M 〃 〃 〃

C3・C4 〃 〃 〃

IgE ラテックス免疫
比濁法

蛍光酵素免疫測
定法 CLIA法 カウンティング

ィムノアッセイ EIA法

Apo　A 免疫比濁法

B 〃

C 〃

E 〃

Fer ラテックス免疫
比濁法 CLIA法 カウンティング

イムノアッセイ EIA法

β≧M 〃 ラテックス凝集法 〃

AFP 〃 EIA法 〃 〃 EIA法

CEA 〃 〃 〃

CA19－9 IRMA
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CA15－3 〃

CA125 〃

SLX

HBs（Ag・Ab） ラテックス免疫
比濁法

HBe（Ag・Ab）

HBc（Ab）

HIV Karpas法

ATL

T3・T4 CLIA法 EIA法

TSH 〃 〃

FSH

HCG EIA反応 ラテックス免疫
比濁法 EIA法

HPL 〃 〃

E3 ノノ

インシュリン

試薬（免疫血清4）

　　　　会社名

項　目
日水製薬 ニットーボウメ

ディカル
日本商事 日本テニコン 日本DPCコー

ポレーション
日本ロシュ ニプロ

フジモト・ダイ
アグノスティッ
クス

富士レビオ

CRP 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法 免疫比濁法

RA 〃

ASO 〃

IgA 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 TIA法 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

G 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

M 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

C3C4 〃 〃 〃 〃 〃

IgE EIA EIA（ビーズ法）

Apo　A 免疫比濁法 免疫比濁法

B 〃 〃

C 〃

E
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Fer EIA法

βM

AFP EIA法 固相酵素免疫測
定法

CEA 〃 EIA（ビーズ法）

CAI9－9

CA15－3

CA　125

SLX

HBs（Ag・Ab） 固相酵素免疫測
定法

HBe（Ag・Ab）

HBc

HIV PA法

ATL PA法

T3・T4 EIA法 RIA

TSH 〃

FSH

HCG EIA法 RIA ラテックス凝集
阻止法

HPL
E3

インシュリン EIA法 RIA EIA（ビーズ法）

試薬（免疫血清5）

　　　　会社名

項　目

ヘキストジャパ
ン

ベックマン
べ一リンガー・
マンハイム山之
内

ミズホメディ 和光純薬工業

CRP NIA 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

RA 〃
レートネフェロ
メトリー

〃

ASO 〃

IgA 〃
レートネフェロ
メトリー

免疫比濁法 免疫比濁法

G 〃 〃 〃 〃

M 〃 〃 〃 〃

C3C4 〃 〃 〃
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IgE ELISA法 EIA

Apo　A NIA

B 〃

C

E

Fer EIA法 EIA

βM 〃

AFP EIA法 〃

CEA 〃 ノノ

CA19－9

CAI5－3

CA125

SLX

HBs（Ag・Ab） ELIAS法 EIA法 EIA法

HBe（Ag・Ab） 〃 〃

HBc 〃 EIA法 〃

HIV 〃

ATL

T3・T4 EIA法 EIA

TSH 〃 〃

FSH

HCG EIA法

HPL
E3

インシュリン EIA法 EIA

試薬（血液凝固・線溶1）

　　　　会社名

項　目

医学生物学研究
所

エーザイ オルガノンテク
ニカ

オーソ・ダイア
グノステツクシ
ステムズ

極東製薬工業 協和メデックス コスモバイオ 国際試薬 シノテスト

PT 凝固時間 凝固時間 トロンビン時間

PTT 〃
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APTT 罪貨學≦グ蒔絹嘔 〃 凝固時間 トロンビン時間

FI ノノ トロンビン法

FVII1

FX ラテックス凝集
反応

凝固因子 PT，　APTT法

ATIII ラテックス凝集
反応

合成基質法 EIA法（サンド
イツチ）

PLG 〃

α2PI 〃 EIA法（サンド
イッチ）

FDP－T ラテックス凝集法 ラテックス凝集
反応

一E ラテックス凝集法 〃

Dダイマー 〃

プロテインC

PIVKA－II EIA法

試薬（血液凝固・線溶2）

　　　　会社名

項　目
ダイアヤトロン 第一化学薬品 日水製薬 ニットーボーメ

ディカル
日本商事

フジモト・ダイ
アグノステック
ス

富士レビオ
べ一リンガー・
マンハイム山之
内

PT 光学的クロット
検出法

PTT

APTT 光学的クロット
検出法

FI

FVIIl 発色性合成基質
法

FX 〃

凝固因子

ATIII 合成基質法 発色性合成基質
法 免疫比濁法 発色合成基質法 免疫比濁法 発色合成基質法

PLG 〃 〃 〃 〃

α2PI 〃 〃 〃 〃

FDP－T ラテックス免疫
比濁法 EIA法 ラテックス凝集法

一E 〃

Dダイマー 〃 ラテツクス凝集法 ラテックス凝集法

プロテインC
EIA法（ホモジニアス）

発色合成基質法
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PIVKAII

試薬（血中薬物）

　　　　会社名

項　目
国際試薬 第一化学薬品

日本シンテツク
ス

マイルス三共
べ一リンガー・
マンハイム山之
内

フェノバルビタール 蛍光免疫 EIA法（ホモジ
ニアス）

EIA法（ホモジニアス）

ARIS法

プリミドン 〃 〃 〃

フェニトイン 〃 〃 ARIS法

カルバマゼピン 〃 〃

EIA法（ホモジニアス）

〃

エトサクシミド 〃 〃

バルプロ酸
ナトリウム

〃 〃

テオフィリン 蛍光免疫 〃 〃 ARIS法

ジゴキシン 〃 〃 EIA法

ジギトキシン 〃

リドカイン 〃

EIA法（ホモジニアス）

ジソピラミド 〃

プロカインアミド 蛍光免疫 〃

N一アセチノレ

プロカインアミド
〃

ゲンタマイシン 〃

トブラマイシン 〃

アミカシン 蛍光免疫 〃

メトトレキセート 〃

コルチゾール 蛍光免疫

ノルトリプチリン EIA法（ホモジ
ニアス）

デシプラミン 〃

イミプラミン 〃
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自動分析装置専用試薬（1）

医学生物学研究所 栄研化学 エイアンドティー 小野薬品工業 オリンパス カイノス 片山化学工業 関東化学 極東製薬工業 協和メデックス
　　　　　　会社名
機種名 生化学

項目数
免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

口立一736シリーズ 6 24 2 1 3 30 3 31 23 23 8 23

一 7150シリーズ 6 20 1 1 3 22 3 31 23 5 23 8 9

一 7050シリーズ 6 18 1 1 3 25 9 31 23 5 23 8 9

一 705シリーズ 6 27 4 1 3 9 25 9 30 23 5 23 8

一 7250シリーズ 6 24 2 25 3 23 23 8

TBA－Sシリーズ 1 13 0 24 1 30 23 23 8 18

一 60R 3 14 2 1 3 17 1 30 23 5 23 8

一 20R／30R 3 17 2 1 3 21 3 30 23 5 23 8

一 Mシリーズ 24 2 24 1 23 23 8

CL－20 24 2 23 30 23 23 8

一 7000 24 2 1 21 1 30 23 5 23 8

一 7100 24 2 21 1 30 23 5 23 8

一 7300 24 2 21 1 30 23 5 23 8

クリナライザーRXシリーズ 19 0 5 25 1 30 23 23 5 9

一 RSシリーズ 24 2 21 1 30 23 5 23 5

AU－5000シリーズ 1 24 2 20 3 31 23 23 8

一 550／500 3 0 40 6 5 12

一 510 6 3 6 21 3 43 6 23 5 23 8

テクニコンーSSR 14 23 8

一CHEM1 6

COBAS－MIRA 6 18 2 31 23 8

一FARA 6 18 31 23 8

一 BIO 18 31 23 8

Paramax

チバ・コーニングー550 8 3 24 8

ザ・パラレル 12

スーパーZ 21 3 23 5 23 8
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HC－100 3

EL－1200 8

LPIA－100

ターボックス

RANDAX－100

自動分析装置専用試薬（2）

　　　　　　会社名
機種名

国際試薬 三光純薬 シノテスト ダイアヤトロン 第一化学薬品 中外製薬 チパ・コーニング デンカ生研 日水製薬 ニツトーポー
メディカル

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一736シリーズ 42 15 27 3 32 8 27 9 32 1 22 27 12 3 18

一 7150シリーズ 41 15 26 8 32 9 27 13 29 18 22 30 7 3 11 18 14

一 7050シリーズ 41 15 26 8 27 9 28 13 29 18 22 30 7 1 11 18 14

一 705シリーズ 41 15 26 8 30 8 23 10 29 18 22 30 7 14 12 18 14

一 7250シリーズ 41 15 26 3 30 9 27 9 32 1 22

TBA－Sシリーズ 39 15 27 3 31 8 29 4 29 22 42 7 18

一 60R 40 15 27 8 29 9 26 7 19 22 42 14

一 20R／30R 40 15 27 8 29 9 23／26 10／13 18 18 22 42 14 3 18

一 Mシリーズ 39 15 27 3 23 27 9 18 22 42 7

CL－20 39 15 27 3 24 2 26 1 22

一 7000 40 15 27 8 27 9 24 2 31 22

一 7100 40 15 27 8 27 9 24 2 22 30 7 2

一 7300 40 15 22

クリナライザーRXシリーズ 39 15 27 3 27 6 24 7 19 22 42 14 18

一 RSシリーズ 39 15 27 25 24 7 21 22 42 14 18

AU－5〔〕00シリーズ 39 15 27 3 27 7 29 2 28 1 22 2

一 550／500 39 15 44 6 15 22

一 510 39 15 44 6 27　　、 9 28 8 2 7 22

テクニコジSSR 39 15 7 1

℃HEM1 39 15

COBAS－MIRA 39 15 26 9 24 8 24 13 22 42 14

一 FARA 39 15 19 7 24 4 24 13 22 42 14



一 BIO 39 15 26 7 20 24 13 42 14

Paramax

チバ・コーニングー550 39 15 22 1 22 2 1 42 15

ザ・パラレル 36 15 25 7

スーパーZ 39 15 26 18 6 24 13 4 6

HC－100

EL－1200

LPIA－100 13

ターボックス

PANDAX－100

自動分析装置専用試薬（3）
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日本商事 日本テクニコン 日本ロシュ ニプロ バクスター
フジモト・ダイア
グノスティックス

べ一リンガーマ
ンハイム山之内

マルポ ミズホメディー 和光純薬工業
　　　　　　会社名
機種名 生化学

項目数
免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

生化学
項目数

免　疫
項目数

日立一736シリーズ 28 7 18 11 5 26 2 24 2 31 1

一 7150シリーズ 28 7 11 5 12 7 2 24 2 26 4

一 7050シリーズ 28 7 18 11 5 16 7 2 24 2 25 1

一 705シリーズ 28 7 18 11 5 16 7 2 24 2 26 1

一 7250シリーズ 28 7 11 5 18 2 24 2 20

TBA－Sシリーズ 28 7 18 11 5 14 2 24 2 27 3

一 60R 28 7 11 5 5 2 24 2 21

一 20R／30R 28 7 18 11 5 6 2 24 2 20

一 Mシリーズ 28 7 11 5 2 24 2

CL－20 11 5 18 2 24 2

一 7000 28 7 11 5 2 24 2

一 7100 28 7 11 5 2 24 2

｝18

一 7300 28 7 11 5 2 24 2

クリナライザーRXシリーズ 28 7 11 5 10 2 24 2 24

一 RSシリーズ 28 7 11 5 9 2 24 2 20

AU－5000シリーズ 28 7 11 5 2 24 2 24

一 550／500 11 5 22
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一 510 28 7 11 5 2 24 2 22

テクニコンーSSR 50 11 5 2

一CHEM1 32 11 5

COBAS－MIRA 28 7 20 4 11 5 2 24 2

一FARA 28 7 26 17 11 5 2 24 2

一 BIO 28 7 26 17 11 5 2 24

Paramax 34

チバ・コーニングー550 11 5 2 24

ザ・パラレル 27 7 11 5

スーパーZ 20 11 5 2 24

HC－100

Eレ1200

LPIA－100

ターボックス 12

PANDAX－100 5







コントロール血清
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栄研化学（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

リピッドセーラム1 HDL－CHO他 正常 ○ 3m1×5 7，500

〃　　　　II T－CHO他 異常 〃 〃 10，000

TZセーラム TTT，　ZTT 〃 〃 〃 5，500

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 〃 20m1×4 31，000 ベツクマン社製

〃　　LEVEL　2 〃 中間値 〃 〃 〃 〃

〃　　LEVEL　3 〃 高値 〃 〃 〃 〃

〃　　マルチ 〃 低・中・高値 〃 LEVEL1，2，3各2 45，000 〃

CRP標準血清“栄研” CRP 0．5m1×2 5，000

ビリルビン標準品 T－BIL 異常 ○ 3m1分×5 7，500

免疫コントロール1－A IgG，　A，　M，　C3，　C4，　CRP，　RF，　ASO 〃 1m1分×5 18，000

〃　　　　II－A IgG，　A，　M，　C、，　C、 〃 〃 〃

〃　　　　II－B CRP，　RF，　ASO 〃 〃 〃

EA－CRP標準血清 CRP 2m1×5 10，000

TIA－CRP標準血清 〃 〃 〃

EA－ASO標準 ASO ノノ 20，000

TIA－IG標準血清 IgG，　A，　M 〃 5，000

べ一タリポ蛋白標準血清 VLDL 〃 7，500 タービリニアBL用

アポリポ蛋白標準血清 アポAI，AII，　B，　CII，　CIIL　E 〃 18，000

エーザイ（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

標準血漿正常域工一ザイ 血液凝固活性 正常 ○ 1箱（6バイアル）

標準血漿異常域工一ザイ 〃 異常 〃 〃

標準血漿AKエーザイ 〃 〃 〃 〃

標準血漿ヘパリンエーザイ 〃 〃 〃 〃
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オーソ・ダイアグノスティック・システムズ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

オーソ・ノーマルコントロール血清　　　　　　　　’ 酵素・脂質・蛋白・糖・含窒素他50項目 正常 ○ 5m1×6 8，500 凍結乾燥品

オーソ・アブノーマルコントロール血清 〃 異常 〃 〃 〃 〃

オーソ・リッキドノーマルコントロール 〃 正常 〃 1m1×60 18，600 凍結品

オーソ・リッキドアブノーマルコントロール 〃 異常 〃 〃 〃 〃

オーソ・イムノロジーコントロール 免疫血清蛋白 正常・異常 〃 （1m1×3）×2レベル 25，000 凍結乾燥品

オーソ・トリレベルTDMコントロール 抗てんかん剤・循環器用剤・毒物物質 〃 〃 （5m／×3）×3レベル 23，000 〃

オーソ・リガンドアッセイコントロール RIA・EIA用30項目以上 〃 〃 （3m1×5）×3レベル 50，000 〃

オーソ・コントロール尿1 無機物質・金属・ホルモン等（妊婦尿） 項目により異なる 〃 25m1×10 33，000 〃

オーソ・コントロール尿II 〃　　　　　　　（非妊婦尿） 〃 〃 25m1×10 〃 〃

オーソ・グリコヘモグロビンコントロール ヘモグロビン・グリコヘモグロビン 正常・異常 〃 （1m／×5）×2 35，000 〃

オーソ・高ビリルビンコントロール T－Bil，　D－Bil等20成分 異常 〃 3m1×10 16，000 〃

オーソ・高脂質コントロール 脂質等 〃 〃 5m1×10 40，000 〃

オーソ・CK／LDアイソザイムコントロール CK，　LDアイソザイム 項目により異なる 〃 1m1×5 16，000 〃

オーソ・プラズマレニンコントロール アンジオテンシン1，アルドステロン 正常・異常 ノノ （3m1×5）×2レベル 40，000 コントロール血漿

オーソ・髄液コントロール クロライド，蛋白質泳動用 項目により異なる 〃 3m／×10 35，000 〃

オルガノンテクニカ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mの

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

バリデイトN 金属・酵素・糖質・血清蛋白
脂質・電解質・ホルモン他

正常 ○ 5m1×10 15，000 管理用血清（正常値）

バリデイトA 〃 異常 〃 〃 〃 管理用血清（異常値）

ブラッドG・A・S・コントロール 血液ガス（pH，　Pc。2，Po2） 3濃度 〃 30アンプル 23，000
非血清，血液ガス（pH，　Pc。2，P。2）分析用コントロール

ブラッドG・A・S・コントロールレベルIV 〃　（高P。2） 異常 〃 10アンプル 12，000 非血清，血液ガス（高P。2）分析
用コントロール

ベリハイノーマル・シトレイト 血液凝固能測定用正常血漿 正常 × 0．5m1×10 6，000 （クエン酸採血）

ベリハイノーマル・シトレイト 〃 〃 〃 1．Om1×10 10，000 〃

ベリハイアブノーマル・シトレイト1／II 血液凝固能測定用異常血漿 異常 〃 0．5m1×10 6，000 　　　〃
（経口抗凝固薬療法のモニター）
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片山化学工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

ローゼルム 蛋白・酵素・糖質・脂質・電解質その他 正常 ○ 5m1用×10 12，500 販売：三光純薬

ハイゼルム 〃 異常 〃 〃 〃 〃

リピッドゼルム 脂質 〃 〃 3m1用×10 10，000 〃

TZゼルム 膠質 〃 〃 〃 12，000 〃

関東化学（株）

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

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

クリオトロール 酵素，脂質，無機物，ホルモンその他 正常値と異常値の間 ○ 5m1×10

クリオトロール脂質 脂質（LPF，TG，H－CHO，CHO，PL，NEFA） 正常 〃 3m1×6

クリオトロールH 酵素，脂質，無機物，糖，含窒素化合
物，ホルモン，その他

高値異常 〃 5m1×5

クリオトロールL 〃 低値異常 〃 〃

クリオトロールプレシジョン 〃 正常 × 10m1×10

クリオトロールCK－MB CK，　CK－MB 異常 ○ 1m1×6

国際試薬（株）

商　　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

モニ・トロール・1 電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 5m／（乾燥）×10 18，000

〃　　　　II 〃 異常 ノノ 〃 〃

〃　　　　1・X 〃 正常 × 10m1（乾燥）×10 16，500

〃　　　　II・X ノノ 異常 〃 〃 〃

ラブ・トロール 電解質その他 正常 ○ 3．5m1×6 9，000

パソ・トロール 〃 異常 〃 〃 〃

ディフトロールS（3濃度） 血球計算全般 3濃度 〃
（正）5m1×2・（高）5m／

　×2・（低）5m1×2
35，000 血球製品

ビリトロール Bil 異常 〃 2m1×（乾燥）×6 6，000

リピトロール 脂質 〃 〃 〃 20，000
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セラトロール 血清検査用 正常および異常 〃 （正）1m1分×5
（異）1m1分×5

30，000

CK／LD蛋白分画コントロール CK，LDHアイソザイム，特殊蛋白分画 項目により異なる 〃 1m1（乾燥）×10 50，000

尿化学コントロール 尿化学検査用 〃 〃 10m1（乾燥）×10 25，000

髄液検査用コントロール 髄液検査用 〃 〃 3m1（乾燥）×6 35，000

クォントラ 血液ガス 3濃度 〃 30アンプル 22，000

イムノアッセイコントロール 免疫血清（RIA，　EIA，　TDM） 〃 〃 5m1分×2×3濃度 45，000

コスモ（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

ベックマンIDゾーンノーマル 血清分画 正常 ○ 2m1×6 44，000

〃　　　　アブノーマル 〃 異常 〃 〃 〃

三光純薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

EXA　Liquid　normal 電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 1m1×100 31，000 液状コントロール

〃　　　abnormal 〃 異常 〃 〃 〃 〃

EXA　Liquid　5　normal 〃 正常 〃 5m1×25 35，000 〃

〃　　　abnomla1 〃 異常 〃 〃 〃 〃

（株）シノテスト

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

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 ○ 5m／×10 16，000

〃　　　　　　II 〃 異常 〃 〃 〃

OMEGA高ビリルビンコントローノレ血清 T－Bi1，　D－Bi1 ノノ 〃 2m1×10 〃

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 〃 3m1×10 20，000 （予約注文品）

OMEGAリガンドコントロール血清 癌蛋白，ホルモン，神経伝達物質，薬物 低異常
正常，高異常

〃 5m1×10 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1m1×10 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 ○ 5m1×6 7，600
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Q－PAKコントロール血清II 〃 異常 〃 〃 〃

Q－PAK自動分析機用標準血清 〃 〃 〃 50m1×10 55，000

（株）常光

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

分画トロール「常光」“ノーマル” 蛋白分画用 正常 ○ 0．5m1×10 18，000 1本約1週間使用可能

〃　　　　　“アブノーマル” 〃 異常 〃 〃 〃 〃

イオン電極用常用標準血清ISE－CRS Na＋，　K＋，　Cl一 高，中，低 ノノ 1．5m1×20 16，000 冷凍品

住友製薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mの

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

アクエックー10 IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　CRP，　RF．
ASO，　CEA，　AFT他

高低 ○ 各2m1×4 液状コントロール

（株）ダイアヤトロン

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mの

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／用×12 18，000 米国・フィッシャー社製

セラケムアブノーマルコントロール血清 〃 異常 〃 〃 〃 〃

第一化学薬品（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

セロノルム 電解質，無機質，酵素他 正常 ○ 5m1用×5 9，000 NYCOMED社製　販売第一化学

パソノルムH 〃 異常 〃 〃 〃 〃

パソノルL 〃 〃 〃 〃 〃 〃

オートノルム 〃 正常 × 10m1用×6
40m1用×10

16，100
80，500

〃

セロノルム・リピッド 脂質 〃 ○ 3m1用×6 11，000 〃

セロノルム・ファルマカAED治療域 カルパマゼビン，クロナゼパム，エトサクシミド，
フェノバルピタール，フェニトイン，プリミドン，パルプロ酸 〃 〃 5m1用×10 20，000 〃

〃　　　　　中毒域 〃 異常 〃 〃 〃 〃
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セロノルム・ファルマカCAD治療域
ジゴキシン，　ジソビラミト，　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
ノローノレ

正常 〃 〃 〃 〃

〃　　　　　中毒域 〃 異常 〃 〃 〃 ノノ

デン力生研（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

コントロール血清「生研」 酵素・脂質他 異常 ○ 3m1用×10 8，400

キューセラN「生研」 〃 正常 〃 15m1用×5 6，700

〃　　AN「生研」 〃 異常 〃 〃 13，500

イムノキューセラ1－（H）「生研」 血漿蛋白 〃 〃 3m1用×5 30，000

〃　　　　一（L）「生研」 〃 正常 〃 〃 〃

（株）日科機

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

4C　IQAPパツク WBC，　RBC，　Hb，　Ht，　MCV，　MCH，
MCHC

低異常，正常
　高異常

○ 各6m1×12 50，000

4Cプラス6m11QAPパック WBC，　RBC，　PLT，　Hb，　Ht、　MCV，　MCH，
MCHC、　RDW．　MPV．　LYMPH

〃 〃 〃 58，000

〃　　2m／IQAPパック
WBC，　RBC，　PLT，　Hb，　Ht，　MCV，　MCH．
MCHC，　RDW，　MPV．　LYMPH．　MONO，
GRAN

〃 〃 各2m1×12 30，000

〃　　SP－VI　IQAPパック 〃 〃 〃 各6m1×12 〃

〃　　トライパック3m／ 〃 〃 〃 各3m1×12 23，000

CBC－8ノーマル WBC，　RBC，　Hb，　Ht，　MCV，　MCH，
MCHC，　PLT

正常 〃 2m1×3 8，400

〃　アブノーマルHIGH 〃 高異常 〃 〃 〃

〃　アブノーマルLOW 〃 低異常 〃 〃 〃

CTC－3 PRP血小板値，全血血小板値 低域・異常低域
　　正常

〃 各1m1×6 14，000

S－CAL WBC，　RBC，　Hb，　Ht，　MCV，　MC・
HC，　PLT

正常 〃 6m1×2 24，000

レイ　トロンコントロール 白血球の体積・電導度，散乱光 〃 〃 16m1×5 23，000

日水製薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

コンセーラ 酵素，脂質，電解質その他 正常 × 3m1×25
15m1×15

8，400
21，800

凍結乾燥品
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コンセーラA 〃 異常 〃

；1 10，600
27，500

〃

スイトロールN 〃 正常 ○ 5m／×6
5m1×20

6，000
18，000

〃

〃　　　A 〃 異常 〃
；； 9，000

27，000
〃

ツインコンセーラ 〃 正常，異常 × 5m1×20 14，000 〃

イムノーコンセーラL 血漿タンパク 低値 ○ 2m1×6 18，000 ノノ

〃　　　　　H 〃 高値 〃 〃 24，000 〃

〃　　　　　RF士 RF 低値 〃 〃 12，000 〃

〃　　　　　RF－H 〃 高値 ノノ 〃 18，000 〃

〃　　　　ASO－L ASO 低値 〃 〃 12，000 〃

〃　　　　ASO－H 〃 高値 〃 〃 18，000 〃

リピッドーコンセーラ 脂質 〃 〃 2m1×6
2m1×20

7，200
22，000

〃

L一コンセーラN 酵素，脂質，電解質その他 正常 × 5m／x480
10m1×160
30m／×80

240，000
144，000
192000

凍結プール血清

〃　　　A 〃 異常 〃

；i 288，000
176，000
224000

〃

日本商事（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

ネスコールーX 脂質，酵素，電解質，糖質，その他 正常 × 3mZ×20
15m1×10

5，900
13，000

製造：化学及血清療法研究所

〃　　－XA 〃 異常 〃 3m1×20
15m1×10

12，000
27，000

〃

セラクリアーN 〃 正常 ○ 3m1×10 9，500 〃

〃　　－NA 〃 異常 〃 〃 〃 〃

〃　　－E 酵素 〃 〃 〃 10，500 〃

〃　　－LP 脂質 〃 〃 3m1×5 9，300 〃

ヘモグロビンコントロール ヘモグロビン 正常 〃 0．5m1×6 3，700 〃

HbAl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 ○ 0．1m1×4 36，000 製造：コーニング

〃　　　・アブノーマル 〃 異常 〃 〃 〃 〃

ユニプラズマトロールノーマル 血液凝固能測定用管理用血漿 正常 〃 1m1×8 8，500 製造：ビオメリュー社（フランス）

〃　　　　　アブノーマル 〃 異常 〃 〃 12，000 〃

カリプラズマ 〃 正常 〃 〃 10，000 〃
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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）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

オメガコントロール血清1 生化学一般項目 正常 ○ 5m／×10パイアル
（ダィリュエント付）

16，000 田y却砦sf竺畠晶（㌧鐘纏遍：誘・

〃　　　　　II 〃 異常 〃 ノノ 〃 〃

Q－PAKコントロール血清1 ノノ 正常 〃 5m1×6バイアル 7，600 〃

〃　　　　　　II 〃 異常 〃 〃 〃 〃

オメガ高ビリルビンコントロール血清 総／直接ビリルビン 〃 〃 　　2m～×10
（ダイリュエント付）

16，000 ノノ

オメガリピッドフラクション
　　　　　　　　コントロール血清 脂質成分，HDLコレステロール 正常 〃 　　3m／×5

（ダィリューエント付）
20，000 〃

脳脊髄液コントロール 蛋白分画 〃 〃 5m1×1 12，000 ヒト脳脊髄液（液状）

イムノロジーコントロール血清 血漿蛋白 〃 〃 0．5m1×3 9，000 HIV，　HBs　Freeヒト血清べ一
ス（液状）（凍結乾燥品）

コアガチェックコントロール血漿（正常） PT，　PTT 〃 〃 1m1×10 10，000 HIV，　HBs　Freeヒト血漿べ一ス

コアガチェック異常コントロール血漿1 〃 異常 〃 〃 12，000 〃

〃　　　　　　　2 〃 〃 〃 〃 〃 〃

コアガチェック低レベル
　　　　ヘパリンコントロール血漿

〃 〃 ノノ 〃 10，000 〃

　　〃
高レベルヘパリンコントロール血漿

〃 〃 〃 〃 〃 〃

テストポイント1 生化学一般項目 正常 〃 10m1×12 25，100 ウシ血清べ一ス（凍結乾燥品）

〃　　　　2 〃 異常 〃 〃 ノノ 〃

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）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

子6W話超2，レ血清 抗てんかん薬，抗生物質，循環器用剤を
含む34項目

3濃度 ○ （5m1×4）×3 25，000

　　ノノ
ドラックフリー（薬物不含）血清 薬物濃度管理用陰性コントロール 10m1×10 38，000

　　　〃
生化学コントロール血清レベル1 生化学を中心とした59項目 低濃度 ○ 5m1×12 12，500 表示値なし　別売

　　　〃
生化学コントロール血清レベル2

〃 高濃度 〃 〃 〃 〃

　　〃サーイ　ク　ロ　スボリ　ン　・　葉i酸全こ血コ　ン　ト　ローノレ サイクロスポリン，葉酸 2濃度 〃 2m1×6 7，800

　　〃グリケートヘモグロビンコントロール
ヘモグロビンAl／Alc（全血タイプ） 〃 〃 （0．5m1×3）×2 35，000 総販売元：三光純薬㈱

　　　〃
イムノアッセイコントロール血清 ホルモン，薬物他 3濃度 〃 （5m1×4）×3 30，000 RIA，　EIA用

　　　〃
定量用尿コントロールレベル1 物理化学，一般生化学，内分泌他 正常 〃 10m1×10 12，000
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　　　〃
生化学コントロール血清レベル2

〃 異常 〃 〃 〃

　　　ノノ
試験紙用尿コントロール Bil，　Glu，ケトン体，　TPを含む13項目

レベル1：陰性レベル2：陽性
〃 （10m1×5）×2 10，500

　　　〃
髄液コントロール 免疫グロプリン，乳酸，Na，　TP他 〃 3m1×6 20，100

　　　〃
腫瘍マーカーコントロール AFP，　CEA，　CA125，　CA15－3他 2濃度 〃 （2m1×3）×2 32，000 腫瘍マーカー測定用

　　　〃
血液ガスコントロール

pH，　pCO2，　PO2，電解質 アシドーシス／ノー
マル／アルカローシス

〃 1．7m／×50アンプル 20，000

縫孟嘉銘。＿，レレベ，レ、 IgA，IgG，IgM，Clq，C3，C4，CRP他 低濃度 〃 1m1×6 25，000 液状コントロール

　　　〃
免疫血清コントロールレベル2

〃 高濃度 〃 〃 ノノ 〃

日本モニター（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

クオリファイ1 電解質・酵素・脂質他 正常 ○ 10m1×6 17，400

クオリファイII 〃 異常 〃 〃 〃

日本ロシュ（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

コントロール血清N「ロシュ」 酵素・脂質・無機質・含窒素化合物他 正常 ○ 5m1用×28 61，900

〃　　　　　P「ロシュ」 〃 異常 〃 〃 〃

リピッドコントロール血清「ロシュ」 脂質 〃 〃 5m1用×6 23，400

キャリブレーター1「ロシュ」 無機質・含窒素化合物・糖他 スタンダード用 〃 3m1用×28 49，200

T標準血清「ロシュ」 IgG，　IgA，　IgM，トランスフェリン 〃 〃 0．5m1×3

フルクトサミンキャリブレーター
「ロシュ」II フルクトサミン スタンダード用 〃 1m／×3 4，500

フルクトサミンコントロール「ロシ
ュ」II

〃 正常・異常 〃 1m1×6 10，000

（株）ニプロ

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

ニプロメイト1 ‡閤聖1長躍品毘題擬昏8櫓揚曽9・G°’ 低値 × 5m1×6

〃　　　2 〃 正常値 〃 〃

〃　　　3 〃 高値 〃 〃
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ニプロメイトFRA－2 フルクトサミン 正常値 〃 1m／×4

〃　　　　－3 〃 高値 〃 〃

ニプロメイトBIL－1 ビリルビン 正常値 〃 〃

一 2 〃 高値 〃 〃

一 3 〃 〃 〃 〃

バクスター（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

TDMコントロール血清マルチパック 薬物25項目 L，M，　H ○ 　5m1×9
（各レベル3）

35，000 LevelII（M）のみ別売タイプ有

（株）日立製作所

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

日立ISEキャリブレータ Na，　K，　Cl ○ 3m1×5 5，500 躍璽蟹鯵纈」亨繊1橋蛸1緩ゴら

日立TSEチェックL 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　チェックH 〃 〃 〃 〃 〃

〃　用洗浄液 100m1×5本入 4，000 躍蟹髭汲陪寮纏1措撒をさら

日立ハイタージェント 11ビン×1 15，000 葵躍薪聯羅灘ξ贈

（株）フジモト・ダイアグノスティックス

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

プロティンリファレンスセット 血清蛋白 正常～異常 ○ 1m1×5濃度 17，000 フィンランド：オリオン社製

セラ・ケムレベル1 電解質・酵素・脂質 正常 〃 5m1×12 18，000 米国：フィッシャー社製

〃　　　　　2 〃 異常 〃 〃 〃 〃

CRPコントロール（0．5mg／d／） CRP 正常 〃 5m1 5，000 国内標準品・WHO単位を標記

〃　　　　（1．Omg／d1） 〃 〃 〃 〃 7，000 〃

〃　　　（5mg／d1） 〃 異常 〃 〃 9，000 〃

〃　　　（10mg／d1） 〃 〃 〃 〃 16，000 〃

〃　　　（15mg／dの 〃 〃 〃 〃 21，000 〃
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〃 （20mg／dt） 〃 ノノ 〃 〃 25，000 〃

ヘキストジャパン（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

N／T一蛋白コントロール血清 Ig，　CompαIAG，　Hp，α2M，　Tf N ○ 0．5m1×3 9，500

N－ASLコントロール血清 ASL 〃 〃 0．5m1 3，500

N－CRPコントロール血清 CRP 〃 〃 〃 〃

N－RFコントロール血清 RF 〃 〃 〃 3，400

べ一リンガー・マンハイム山之内（株）

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

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（mの

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

プレチノルムU 酵素，基質，脂質他 正常 ○ 20×5m1

プレチパスU 〃 異常 〃 〃

プレチノルムE 酵素 正常 〃 20×3m1

プレチパスE 〃 異常 〃 〃

プレチノルムS 基質 正常 〃 4×10m1

プレチパスS 〃 異常 〃 〃

プレチリップEL 脂質 〃 〃 4×3m1

プレチノルムL 〃 正常 〃 ノノ

プレチノルムIM ホルモン，腫瘍マーカー，薬物他 〃 〃 〃

プレチパスIM 〃 異常 〃 〃

プレチクロット1／II PT，　APTT，　Fib，　HQ 正常域，異常域 〃 各3×1m1 コントロール血漿

プレチクロム1／II ATIII，α2PI，　PLG他 〃 〃 各6×1m1 〃

ベックマン（株）

商　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

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） ○ 20m1×4 液状

〃　　レベルー2 〃 正常　・ 〃 〃
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〃　　レベルー3 〃 異常（高濃度） 〃 〃

マルチパック 〃 正常・異常 〃 20m1×6 〃　（レベルー1，2，3各2本つつ）

IDゾーンノーマルアブノーマル 血清分画 〃 〃 〃 液状

アルティメイトC4 Bi1標準液 正常 〃 2m1×10 〃

〃　　　C8 〃 〃 〃 〃 〃

〃　　　C20 〃 異常 〃 〃 〃

〃　Dごミ；靴：｛ Bilコントロール 正常 〃 3m1×10 〃

　　　　　　レベルー3〃　　　　　　レベルー4
〃 異常 〃 〃 〃

血漿蛋白コントロール1 IgG，lgA，lgM£3C4，HPTTRF他 正常 〃 1m1×6 〃

〃　　　　　II AAT，　CER，　PFB 〃 〃 〃 〃

RFコントロール RF 異常 〃 〃 〃

CRPコントロール CRP 〃 〃 〃 〃

薬物コントロール RHY，　PHE，　PRI，　THM，　GEM，　TOB 正常・異常 〃 1m1×3 〃

マルホ（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

標準グアナーゼマルポ グアナーゼ ○ 5m1用×4 グアナーゼ測定用

（株）ミズホメディー

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

Chem・TRAK　Level　1 生化学及血中薬物 正常域 × 15m1×10 液状・牛血清べ一ス・米国
MAS社製

〃　　　Level　3 〃 異常域 〃 〃 〃

　　〃　　　液状ビリルビンコン
トロール血清Level2

総及び直接ビリルビン 中間域 ○ 5m1×6 〃

　　〃　　　液状ビリルビンコン
トロール血清Level3

〃 異常域 〃 〃 〃

PARコントロール血清Level－1 生化学項目 正常域 〃 〃 〃

〃　　　　　Level－3 〃 異常域 〃 ノノ 〃
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商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

abcコントロール pH，　pCO2，　pO2，　Hb マルチパック。
　ノーマル

○ 2m130アンプル アイエル社製

コントリルプラス pH，　pCO2，　pO2，　N　a＋，　K＋，　Ca＋2 〃 〃

マルチー4 Hb，％02　Hb，％COHb，％MetHb，
％RHb，　Vol％02

正常・異常 〃 1．7m130アンプル

QCライト（ISEコントロール） Na，　K，　Cl，　Li 〃 〃 2．5m130アンプル アムデブ社製

和光純薬工業（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　（m1）

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 ○ 5m1×10

〃　　　　IIワコー 〃 異常 〃 〃

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パツク 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 〃 5m1×6 Bio－Rad社製



農示会社・主要製晶紹介
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アジア器材株式会社
〒194町田市森野2－27－12

設立年月日

資　本　金 1，000万円

代表者名 岩佐和彦

従業員数 40名

工場所在地 〒229 神奈川県相模原市田名49

TEL　（0427）62－2703

研究所所在地

TEL：

商品間合せ先 担当部門 本社　営業部

TEL：（0427）23－4670　　FAX　（0427）28－0163

〔展示主要商品〕

オートクレープ滅菌処理袋／SLバック

特長：大変丈夫で，耐熱温度も140度と高く，安全に処理できます。また

仕様は使い易さを考慮し，タイラップバンド（プラスチック製締バンド）式

と手軽に縛れる手縛り式の2種類を用意しました。

〔取扱い商品〕

■キャップレス・サンプルカップ立（アクリル，ポリカーボ製，穴径15mm

　および17mmの50本立ておよび100本立ての各種）

■キャップレス・試験管立（アクリル，ポリカーボ製，穴径15mmおよび17

　mmの50本立ておよび100本立て）

■ネジ式安全喀タン処理器（カクハン用スポイトをセットした物も有り）

■サンブルカップ各種（日立用，東芝用，日本電子用，他）

■試験管類各種（丸底，スピッツ，沈渣用スピッツ，他）

■スポイト各種（1me，2m2，カクハン用）

■凝固促進剤コーティング・分離剤人り試験管各種

■オートクレープ滅菌処理専用バック

■検査コップ（200c．c，300cc）

アスカ純薬株式会社
〒101東京都千代田区神田須田町2－4

設立年月日 昭和46年10月1日

資　　本　金 1，560万円

代表者名 朝倉一榮

従業貝数 36名（平成2年4月1日現在）
：工土易戸斤在ナ也

TEL：
研究所所在地

TEL
商品間合せ先 担当部門 開発部

TEL　O3（254）0576　　FAX　O3（254）0665

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／ATBシステム

特長：同定検査，感受性検査における自動細菌読取装置である。同定プレ

ー トに関しては，グラム陰性桿菌，嫌気性菌，ブドウ球菌，真菌用を発売。

感受性については，2濃度法のクラスディスクG（－f），G（一一），　URがある。

〔取扱い商品〕

■細菌検査

　○自動細菌検査装置ATBシステムを始め，　API同定KITシリーズ。

　　及び，MW・E社の検体輸送培地トランスワブシリーズ。

■生化学，1flL液検査

　○米国シグマ社の体外診断用医薬品及びコントロール，スタンダード。

■産婦人科領域

　○エムニケーター（前期破水におけるPH指示薬付綿棒）

　○ルマデック7．　－FSI（胎児肺成熟度検査KIT）
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Amershamアマシヤム薬品株式会社
　　　　　　〒口2東京都文京区白山5－1－3－IOI東京富山会館

設立年月日 昭和57年4月

資　本　金 2億5千万円

代表者名 相川　誠

従業員数 80名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒270－14　千葉県印旛郡白井町名内340－2

TEL　O474－97－1031
商品間合せ先 担当部門 営業部学術三課

TEL　O3－818－0211　　FAX　O3－818－0215

〔展示主要商品〕

免疫血清学的検査装置／アマライトシステム

特長　固相化ウェルを用いたエンハンストルミネセンスアッセイ

〔取扱い商品〕

アマライトシステム

アマライトフリーT4

アマライトフリーT3

アマライトT4

アマライトT3

アマライトT3U

アマライトCEA

アマライトAFP

▲欝77ムニ7
〒102東京都千代田区飯田橋4－8－7

設立年月日 昭和26年1月18日

資　本　金 8，000万円

代表者名 石倉茂雄

従業員数 310名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 科学第一部

TEL　O3－265－4265　　FAX　O3－265－2796

〔展示主要商品〕

自動細菌検査装置／バイテックシステム

特長：グラム陰性菌，陽性菌，尿中細菌，酵母様真菌，嫌気性菌，ナイセ

リア，ヘモフィルス菌の同定及びグラム陰性菌，陽性菌，尿中細菌等の感

受性検査が完全自動で高精度の結果が短時間で得られ，各種統計処理も可。

〔取扱い商品〕

■バイテック　自動細菌検査装置

■バクティースクリーン　自動細菌尿スクリーニング装置

■ラップアイディ　マニュアルキット

　O嫌気性細菌同定用

　O連鎖球菌同定用

　oナイセリア，ヘモフィルス菌同定用

　O病原性尿路感染菌同定用
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ACoka アロカ株式会社
　　　　　〒181東京都三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日 1950年1月20日

資　本　金 22億4，000万円

代表者名 内田六郎

従業員数 936名

工場所在地 〒386 上田市踏入2－10－19

TEL　O268－25－1001

研究所所在地 〒198 青梅市今井3－7－19

TEL　O428－32－3111
商品間合せ先 担当部門 第五営業部

TEL　O422－45－5111　　FAX　O422－48－5886

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置／全自動ElA装置　ポセイドンII

特長：専用試薬を必要とせず，市販のビーズ固相EIAキットに幅広く対応

できる。キャリーオーバ，コンタミネーションがない。

〔取扱い商品〕

■検体検査装置

　全自動EIA装置，　EIAフォトメータ，ルミネッセンスリーダ

　チューブウォッシャ，全自動RIA装置，オートウェルガンマシステム

　データ処理装置，検体大分け分注システム，ディジペッター

　ランダムアクセスワークステーション，冷却遠心機

■超音波診断装置

■核医学測定器

■治療・手術装置

■バイオテクノロジーシステム機器

■放射線測定器

　　　　株式会社

ia・ヨ書『珂盛…戻堂
　　　　　　　　　　　　　　　　〒530大阪市北区天満4－10－15

設立年月日 昭和8年

資　本　金 6，400万円

代表者名 井内英夫

従業貝数 170名

工場所在地 〒

TEL
研究所所イi三地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 本社　営業部

TEL　O6－356－1561　　FAX　O6－354－0775

〔展示主要商品〕

分注・希釈器／マイスターシリーズ

特長：西独生まれの分注・希釈器「マイスターシリーズ」は井内盛栄堂の

オリジナルブランド，卓越した技術者にのみ与えられる称号であり，妥協

を許さない西独の製品にふさわしい名称です。

〔取扱い商品〕

理化学機器全搬：デシケーター・定温恒温器・冷却加熱機器・ホモジナイ

ザー・スターラー・ミキサー・純水製造装置・エバボレーター・オシロス

コープ・デジタルPH計・デジタル塩分計・電子天秤・ハンディーUVラ

ンプ・ポンプ各種・顕微鏡・ルーペ・分注器・石英セル・実験台・薬品庫

・ 樹脂容器・ガラス容器・ステンレス容器・テフロン容器・デジタル温度

計・デジタル湿度計・チューブ・コネクター・カラーテープ・タイマー・

ストップウォッチ・工具類・事務用品・写真用品・超音波洗浄器・バキュ

ー ムクリーナー・プラスチック手袋・ラテックス手袋・防じんマスク・ク

リーンベンチ・無じん衣・無じんマット・イオン化エアーガン・ウェハー

キャリー、t



lSK医学書院器械株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区湯島4－9－12

設立年月日 昭和37年7月5日

資　本　金 1，000万円

代表者名 中島洋一

従業員数 17名

工場所在地 〒120 足立区東和3－5－4

TEL　O3－620－1003

研究所所在地 〒 上記に同じ

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－812－0191　　FAX　O3－812－9284

〔展示主要商品〕　〔展示主要商品〕

喀疲細胞検査用具／ヘルシーメール
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特長：自己喀疾収集・ポスト郵送方式の器具です。有効喀疾率を高める為

の採疾ネットの採用，及びスポンジ法を取り入れることにより遠心分離が

不要となり検体処理能率が向上します。

〔取扱い商品〕

ガラスビーズ管・定速度ポンプ・血餅収縮測定管・マイクロピペット・尿

スピッツ管・ストックボックス・ホームスミアセット・ヘルシーメール

黄疸指数計・文献整理箱

BL株式会社医学生物学研究所

〒460名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F

設立年月日 昭和44年8月23日

資　本　金 336，000千円

代表者名 数納幸子

従業員数 126名

工場所在地 〒458　名古屋市緑区鳴海町字四本木16－3

TEL　O52－　622－5261

研究所所在地 〒396　長野県伊那市大字手良沢岡字大原1063－103

TEL　O265－76－1777

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL　O52－971－2081　　FAX　O52－971－2337

〔展示主要商品〕

抗HTLV・1抗体測定試薬／フルオロATLAテスト

特長：本キットは，間接蛍光抗体法を原理とし，ヒトT細胞白血病ウイル

スに対する抗体を検出する試薬です。細胞固定ヌ、ライドにHTLV－1感

染細胞（467細胞）と非感染細胞（HeLa細胞）を用いており，判定が容易

で抗核抗体との判別もn∫能です。特異性が高く，確認試験に有用です。

〔取扱い商品〕

■自己免疫病検査試薬（ANA，　AMA／ASMA，抗ss／dsDNA抗体，

　　　　　　　　　　　抗ENA抗体　各測定試薬）

■rin．漿タンパク質定量用免疫比濁法試薬（日立，オリンパス，東芝，

　　　　　　　　　　　COBAS各社対応）

■感染症検査試薬（APR－Sc，　CRP，　StrepA）

■癌遺伝一r関連試薬（N－myc遺伝子産物染色テスト）

■DNAポリメラーゼα検出用試薬（増殖細胞染色テスト）

■細胞内情報伝達関連試薬（Cキナーゼアイソザイム染色テスト）

■ARGUS100（光学顕微鏡用イメージング＆画像解析システム）

その他，モノクローナル抗体，抗ltll．清，標識抗体，精製抗原
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Eisai 工一ザイ株式会社
〒112－88東京都文京区小石川4－6－IO

設立年月日 昭和16年12月6日

資　本　金 210億1，200万円（3月31日）

代表者名 内藤晴夫

従業員数 3909名　（3月31日）

工場所在地 〒367 本庄市南2－3－14

TEL　　O495－22－5171

研究所所在地 〒300－26　　筑波市東光台5－1－3

TEL　　O298－47－2211

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL　O3－817－3858　　FAX　O3－811－2176

〔展示主要商品〕

／エイテストモノP－II

特長：世界初のPIVKA－IIに対するモノクローナル抗体を用いた測定キッ

トであり，感度・特異性に優れ，慢性肝炎や肝硬変から肝細胞癌への移行

の診断補助と肝細胞癌の経過観察に有用性の高い体外診断用医薬品。

〔取扱い商品〕

尿中微量アルブミン検出試薬

血液凝固活性測定試薬

肝機能・凝血能検査用

ATLA抗体検出用医薬品

ATLA抗体検出用医薬品

アルブシュア

トロンボテストオーレン

ヘパプラスチンテスト

エイテストATL

エイテストATL用特異性確認試薬
卵巣癌・子躰癌備助診断薬墨』ギネグノスト

HBs抗体測定用医薬品　　　　PHA法工一ザイキット

尿中エストロジェン測定用キット　ネオエスト

妊娠診断用補助測定試薬　　　ノルモテックスHCG

膵機能検査用試薬　　　　　⇔膵外分泌機能検査用PFD内服液

膵外分泌機能検査用PFD内服液用　尿中PABA測定試薬「エーザイ」

血液凝固活性測定の品質・精度管理用　標準血漿シリーズ

囚露株式会社工イアンドティー

〒191東京都日野市新町1－2－14

設立年月日 昭和63年4月

資　本　金 9，000万円

代表者名 松崎駿二

従業員数 60名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業企画部

TEL　O425－86－3111　　FAX　O425－83－7999

〔展示主要商品〕

血液凝固測定装置／ドライヘマトシステムCGO1

特長：⊥血清凝固測定で初めてのドライタイプの試薬カードを使用。

マンマシーンインターフェイスの向上により操作が簡単。24時間スタンバ

イ。

〔取扱い商品〕

機器：電解質測定装置　EAO2・EAO3・EAO4

　　　グルコース分析装置　グルコローダーE・グルコローダーF

　　　　　　〃　　　　　　グルコローダーMK　II

　　　免疫化学装置　LA2000・LX3000・クイックターボ

　　　呼気ガス分析装置　システムー5

　　　」fi1液凝固分析装置　CGO1

試薬：尿中ポリアミン測定試案　ポリアミンテストーエンサイム

　　　　　　　〃　　　　　　　ラボサーチポリアミンオート

　　　マイクロタイター用試薬　MYCO・RF・TP
　　　免疫試薬　　　　イムノティクルスオート（CRP・RF・ASO）

　　　　　〃　　　　　　クイックターボ専用試薬

コンピュータシステム：　CLINILAN



⑯※研化学株ii式会社
　　〒ll3東京都文京区本郷1－33－8

設立年月日 昭和14年2月20日

資　本　金 44億6，200万円

代表者名 黒住忠夫

従業員数 980名

工場所在地 〒329－01　〈野木工場〉栃木県下都賀郡野木町大宇野木143

TEL　O280－56－1221

研究所所在地 〒124　　〈東京研究所〉葛飾区東新小岩4－7－2

TEL　O3－692－1131

商品間合せ先 担当部門 〈東京事業所〉学術推進部門

TEL　ダイヤルイン FAX　　ダイヤルイン
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〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／LX－300

特長：1．最大190テスト／Hrの処理能力　2．最大300検体架設

3．最大12項目の試薬架設によるフルオート・ランダムアクセス

4．サンプル，標準物質の自動希釈　5．プロゾーンチェック

〔取扱い商品〕

■全自動免疫化学分析装置：LX－3000

　LX・3000用試薬（LX試薬．dN栄研”）：

　lgG，　IgA，　lgM，lgD，　lgE，　C3，　C4，　Tf，　CRP，

　RF，　ASO，　Fg，　FDP－D，　FDP－E，AT－III，　FN，AFP，

　FER，β2－M，αrM，　Alb，　hCG，　hPL，　E3－16G，　Pd－3G

■全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA－600

　AIA－600用試薬（Eテスト「TOSOH」）：

　TSH，lgE，　AFP，フェリチン，　CEA，　T3，　T4，hCG，　PRL，　IRI，β2－M

■便潜血用全自動免疫化学分析装置：OC一センサー

　OC一センサー用試薬：OC一ヘモディアオート“栄研”

■血中ブドウ糖測定用：グルコボーイ

　グルコボーイ用試薬（血中ブドウ糖測定用）：セラペーパー“栄研”G

S／RA株式会社エスア→肛ル
Communic∂tion　for　He∂泥力

　　　　　　〒163東京都新宿区西新宿2－4－1新宿NSビル22F

設立年月日 昭和45年6月16日

資　本　金 29億7900万円

代表者名 藤田光一郎

従業員数 2，453名（平成2年1月現在）

ラボ所在地 〒192 八王子市小宮町51

TEL　O426－46－7611（代表）

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 情報システム企画部（担当寺島）

TEL　O3－344－8643（ダイヤルイン）　FAX

〔展示主要商品〕

検査室支援DBシステム／『SHIPS』

特長：検査室業務は複雑なうえ，院内検査，委託検査と広範で大量のデー

タを正確かつ迅速に処理せねばなりません。本商品は煩雑な委託業務の効

率化と報告データの迅速処理を目的に開発された検査室支援システムです。

〔取扱い商品〕

■システム関連商品

　『SHIPS』　　　　　　　　　　　　　　　：上記

　『クリニベース（内科版・産婦人科版）』：診療支援システム

　『体力チェックVersion』　　　　　　：体力・健康測定および

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　データ処理システム

■その他：発行物・当社実施項目関連資料etc．
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エス・エム・アイ・ブリストル株式会社

（北里バイオケミカル・ラポラトリーズ）

　　　　　　　　　〒107東京都港区赤坂7－1－16

設立年月日 昭和63年8月

資本金’20億円
代表者名．深谷忠彦
従業員数 約400名

工場所在地．　〒

TEL
研究所所在地　．　〒229 相模原市大沼3392

TEL　O427－59－4701

商品間合せ先 担当部門　．　学術課

TEL　O427－59－4711　　FAX　O427－59－4590

〔展示主要商品〕

遺伝子診断検査

特長：遺伝子工学の技術にてDNAの異常を特異的に検出します。

主に白血病，悪性リンパ腫瘍，癌，感染症の診断や予後予測に応用される

項目を検査し，先生方へ報告しております。

〔取扱い商品〕

■各種臨床検査

蓄積された豊富な知識と経験を生かし，最先端の技術により検査測定を実

施しております。

　　RI検査，内分泌検査，腫瘍関連検査，生化学検査，薬物検査，］血清

　　検査，感染症・ウィルス検査，免疫検査，細胞性免疫検査，染色体検

　　査，遺伝子診断検査，病理検査

　また，上記臨床検査を応用しての動物検体検査，一般・企業健診検査や

企業治験の受託検査も実施しております。

■検査情報・診療サポートシステム

臨床検査を中心とした病院内各種システムを構築しております。

　　ブランチラボシステム，迅速検査システム，外注・管理システム，透

　　析診療支援システム，慢性疾患診療支援システム等。

醐噺〒1隠㌫嘉イ㌘竺警
設立年月日 1989年10月16日

資　　本　　金 2億円

代表者名 滝野敏雄

従業員数 30名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先．　担当部門：臨床検査第1営業部，第2営業部，循環器営業部

TEL　O3－357－7855　　FAX：03－357－6255

〔展示主要商品〕

全自動血球計数装置／セルダイン3000

特長：レーザー方式多角度偏光散乱分離法による白血球5分類測定，試薬

は白血球保護試薬を含む3種類のみ，イージーオペレーションでルーチン

ワークを迅速処理，測定データの大量保存と精度管理が可。

〔取扱い商品〕

■全自動血球計数装置セルダイン1600

■全自動」血球計数装置セルダイン3000

■スーパーZ　818生化学自動分析装置

■アビオニクス250型ホルター心電図解析システム

■アビオニクス750A型ホルター心電図解析システム

■RI心機能検査装置「VEST」システム
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エムジェイジャパン株式会社

MJ　JAPAN　CO．，　LTD．
　　〒113東京都文京区湯島2－4－3－407

設立年月日　．　昭和61年12月22日

資　　本　　金’　500万円

代表者名 根本優貴美（ネモトユキヨシ）

従業員数’　5名
工場所在地 〒

TEL
研究所所在地’〒113

゜

文京区湯島2丁目4－3－407

TEL：03－815－8033
商品間合せ先 担当部門　：営業技術

TEL　　O3－815－8033　　FAX：03－815－8047

〔展示主要商品〕

自動分析装置用多連弁洗浄器／多連弁洗浄器

特長：複雑な構造を有している多連弁は，自動分析装置内で重要な働きを

しており測定データにも影響を与えるもので，数週間～数ケ月毎に洗剤及

び純水等により洗浄する事が理想的とされています。MVC－7型多連弁

洗浄器の使用により，多連弁を簡単に，手軽に洗浄液等を用いてきれいに

することが出来ます。従来，洗浄の困難であった多連弁を2～3時間でき

れいにする事が出来ますので，保守・精度管理に極めて有効です。簡単な

操作で安全に多連弁を洗浄する事が出来，自動分析装置には何ら損害を与

える事はありません。洗浄液の交換も容易に出来，洗浄液等も自由に変え

られます。メンテナンスが省力化され，試薬等のムダも減少し，経費節限

になります。

〔取扱い商品〕

臨床検査用装置，看護用器械，介護用器械

（li．lliiiil）．．，．　iJesezre会ra　ヱ）bマ

　　　　　　　　　　　　　〒101東京都千代田区鍛冶町2－4－5

設立年月日 昭和23年1月29日

資　　本　　金　’　6000万

代表者名 松永吉司

従業員数 75名

工場所在地 〒333 ．川口市根岸2985

TEL：0482－81－1913

研究所所在地　’　〒

TEL：
商品間合せ先　’　担当部門 東京支店

TEL：03－818－6261　　FAX：03－818－6280

〔展示主要商品〕

粘着凝集出血時間測定装置／トロンボスタットTS4000

特長：本器はM．A．A．　kratzer博i：とG．V．　R．　Born博士により考案された

装置で，一次止血1に於ける血小板粘着。凝集及び出血時間（量）がパター

ン認識でき，血液粘性もワンステップで算出します。

〔取扱い商品〕

〈血液学検査機器〉

多項目自動」血球計数器，白血球分類計算器，デジルHbメーター，全血凝

固時間測定装置，スロンボエラストグラム測定器，各種血小板凝集能測定

装置，一次止血，形成過程記録装置

〈生化学検査機器〉

ビルマイクロメーター，グルコース測定装置，電解質測定装置，胃液酸度

計，ICGメーター，高速液体クロマトグラフィー関連機器，脱気装置等

〈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〉

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，各種キモグラフィオン



1°8　オーソ・ダィアグノスティク・システムズ株式会社

〒105東京都港区芝公園3－1－38秀和芝公園3丁目ビルlF

設立年月日 1981年3月24日

資　本　金 10億円

代表者名 法華津寛

従業員数 169名（’90．5．20現在）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL FAX
〔展示主要商品〕

C型肝炎検査試薬／オーソHCV　Ab　ELISAテスト

特長：●世界初のC型肝炎検査試薬　●C型肝炎ウイルスの感染，ウイル

スの存在と強く相関のある血清または血漿中のHCV抗体をELISA法によ

り確実に検出する。

〔取扱い商品〕

輸血検査用試薬　・オーソバイオクローン抗A，抗B，抗D

　　　　　　　　・オーソクームス血清バイオクローン　etc．

1血液凝固検査用試薬　・活性トロンボファックス　トロンボシル1

　　　　　　　　　　・オーソブレーン・トロンボプラスチン　etc．

コントロール」血清　・オーソリキッドノーマル　オーソノーマルコン

　　　　　　　　　　トロール血清

細胞自動解析装置　・オーソサイトロン，オートサンプラー・システム

1血液凝固測定装置　・コアグラブMJ

　　　　　　　　　・コアグラブ16－S

C型肝炎検査試薬　　・HCV

鯵
大塚製薬㈱診断事業部

大塚アッセイ研究所

　　　　　〒101東京都千代田区神田司町2－9

設立年月日 昭和39年8月10日

資　本　金 60億円

代表者名 大塚明彦

従業員数 4，000名

工場所在地 〒771－01　徳島市川内町平石字夷野224－18

TEL　O886－65－1721

研究所所在地 上記に同じ

TEL　O886－65－1721

商品間合せ先 担当部門 開発室

TEL　O886－65－1721　　FAX　O886－65－3613

〔展示主要商品〕

シアリルLeX－i抗原／SLX「オーッカ」

特長：SLXは2型糖鎖の腫瘍マーカーで，癌特異性が高く，良性疾患に

おける偽陽性率が低い。肺腺癌・膵臓癌・卵巣癌での陽性率が高く，これ

らの癌の診断の補助・治療効果の判定・経過観察に用いられる。

〔取扱い商品〕

SLX「オーツカ」，　E2R「オーツカ」，ヒトILiα測定キット，ヒトIL1β測定

キット，ヒトIL2測定キット，EGF測定キット，TGFα損ll定キット，　TNF

α測定キット。



橋小野薬品工業株式会社
　　　〒541大阪市中央区道修町2－1－5

設立年月日 昭和22年6月6日

資　本　金 173億円

代表者名 佐野一夫

従業員数 1，800名

工場所在地 T418－01 富士宮市北山字東下組5221

TEL　O544－58－2111

研究所所在地 〒618 大阪府三島郡島本町桜井3－1－1

TEL　O75－961－1151

商品間合せ先 担当部門 本社・試薬部

TEL　O6－222－5551 FAX　O6－227－1668

〔展示主要商品〕

／ダイヤカラー・AMYネオレート

特長：基質は3一ケトブチリデンーβ一2一クロロー4一ニトロフェニル

マルトペンタオサイド（3－KB－G5－CNP）を使用。

　　　〔取扱い商品〕

　　■ダイヤカラー・CREネオ

　　■ウリカラー・エース

　　■リピドス・エース

　　■コレスカラー・エース

　　■ダイヤカラー・GUA

　　■ダイヤカラー・Mg

　　■イムノボール・CEA

　　■イムノボール・IRI

　　■N一マルティスティックスSGL

　　■グルコスター

　　■クリニテック200

109　■フィブリノスチコン

omRonオム・ン株鵡社
　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門3－4－10オムロン東京ビル

設立年月日 昭和8年5月10日

資　本　金 383億5489万円

代表者名 代表取締役社長立石　義雄

従業員数 13，994名

工場所在地 〒515 松阪市久保町1855－370　オムロン松阪株式会社

TEL　O598－29－0660

研究所所在地 〒600：京都市下京区中堂寺南町17京都IJサーチ・v一ク㈱オム

TEL　O75－322－8222 ロンラィフ　サイエンス研究所

商品間合せ先 担当部門 医用システム事業部

TEL　O6－282－2576　　FAX　O6－244－0819

〔展示主要商品〕

血液細胞自動分析装置／MICROX　HEG－120

特長：オムロンは昭和53年に国産初の1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。バターン認

識法の決定版とも言えるMICROX　HEG－120は検査室での使用状況を徹

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

高速化を実現しています。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を充実さ

せています。

〔取扱い商品〕

血液細胞自動分析装置……MICROX　HEG－120

自動血液標本作成装置……HEG－120AS

遠心塗抹装置……HEG－SP2

自動染色装置……HEG－ST

集中管理装置……LADIC－S

白血球分類計数器……LADIC－11

骨髄像分類計数器……LADIC－31

尿沈査分類計数器……LADIC・51

ラクテートアナライザー……HER’100



川O

　　　OLYMPUS　オリンパ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

　　　⑧
●「8dn● オルカノ株式会社

　　　　　　　　〒113東京都文京区本郷5－5－16

設立年月日 1919年10月12日 設立年月日 昭和21年5月

資　本　金 185億87百万円（1989年8月） 資　本　金 50億円

代表者名 下山敏郎 代表者名 前田容克

従業員数 4，778名 従業員数’920名
工場所在地’　〒 工場所在地．　〒277 柏市十余二164

TEL TEL：0471－31－1291

研究所所在地’〒 研究所所在地 〒335 戸田市川岸1－4－9

TEL： TEL　O484－46－1881

商品間合せ先’　担当部門 ㈱オリンパス 商品間合せ先 担当部門 機器商品事業部営業部

TEL：03－251－4971　　FAX TEL　O3－812－5151　　FAX：03－812－2662

〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

自動分析装置／AU510 脱気純水装置／ミニクリア

特長：免疫項目から電解質分析まで広範囲な分析に対応できます。

ディスポーザブルキュベットにより高信頼のデータをお約束します。

特長：従来の純水装置では対応不可能な，水中に溶存している気体や気泡

を除去します。コンパクトにまとめた脱気純水装置です。

〔取扱い商品〕

カメラ，顕微鏡，測定器，医療用内視鏡，工業用内視鏡，

マイクロカセットテープレコーダ，検査用試薬

自動分析装置，

〔取扱い商品〕

・ 生化学分析装置用／DC形純水装置　・RO形純水装置・脱気純水装置

　ミニクリアは生化学自動分析装置，全自動免疫化学分析装置用の自動純

水供給装置で，80％のシェアを持っています。試薬調整及び洗浄用水とし

て高品質の純水を供給します。内蔵のフィルタ，純水器はカートリッジ式

ですから再生などの作業もなく，再生排液の心配もありません。

　純水器のイオン交換樹脂の能力がなくなりますと，カートリッジを交換

しますが，オルガノでは厳密な管理のもとに処理を行ないます。また洗練

された技術と豊かな経験を持つ全国のオルガノグループ販売店サービスマ

ンにより，確実なメンテナンス体制がありますので安心してご使用いただ

けます。



川1

　　オルガノンテクニ力株式会社

〒160東京都新宿区歌舞伎町2－31－ll第2モナミビル

設立年月日 昭和50年12月20日

資　本　金 4，900万円

代表者名 木村征夫

従業員数 50名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 研究開発課

TEL　O3－232－4333　　FAX　232－3976

〔展示主要商品〕

血液凝固測定装置／コアグーA一メイトXM

特長：2台分の機能をコンパクトサイズの1台に集約。多彩なデータ処理

機能と多才な高精度が正確・精密な各種凝固情報をスピーディにご提供し

ます。

〔取扱い商品〕

■血液凝固試薬　シンプラスチンオート，プラテリンーAオート，

　フィブリクイッ久シンプラスチンーH，フィブリノスチコン，ベリハ

　イ・シリーズ，因子欠乏1血漿類

■血液ガス分析用コントロール　ブラッドG・A・S・コントロール

■管理用血清　バリデイトN，バリデイトA

■免疫血清試薬　ヘパノスチカHBsAgm　II　，ヘパノスチカanti－HBs　II，

　ヘパノスチカHBeAg／anti・HBe，ヘバノスチカanti－HBC　II，バイロ

　ノスチカanti－HTLV　III

■出血時間検査ディスポーサブルメス　シンプレート1，シンプレートII

■血清（漿）分離器具　シュアーセップ，シュアーセップJR

■血液凝固測定装置　コアグーA一メイトシリーズ

K1：e株式会社力イノス
　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区湯島4－2－1

設立年月日 昭和50年5月1日

資　本　金 9，750万円

代表者名 杉山　茂

従業員数 150名

工場所在地 〒417 富士市中里字水門前2626－31

TEL　O545－32－1540

研究所所在地 〒414 伊東市岡字旭1274－7

TEL　O557－36－9155

商品間合せ先 担当部門 学術課

TEL　O3－816－4480　　FAX　O3－816－6517

〔展示主要商品〕

日立7250形専用試薬／セラテスタム，カイノスオートシリーズ

特長：CRE－EN試薬，　BUN－EN試薬，　TG－EN試薬，　CRP－E試薬，　RF

試薬，ASO－E試薬など特長ある製品を28項目，専用容器入りで取り揃え

ました。

〔取扱い商品〕

■生化学検査試薬　　“カイノスオートシリーズ”BUN－EN試薬，　CRE－

　EN試薬，　TG－FN試薬，シアル酸試薬，その他多項目

■酵素免疫測定法試薬　CA－50，　T3，　T4，　TSH，HB関連，　AFP，　CEA，

　β2－MG，INS，BFP，ST－439　その他

■免疫血清検査試薬　“免疫比濁法SRID法”：血漿蛋白，　“間接蛍光抗体

　法”：ANA，n－DNA，AMA，ASMA，“受身血球凝集法”：抗ENA抗

　体，“酵素抗体一化学発光法”：アレルゲン特異的IgE「マストイムノシ

　ステムズ」

■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，プロメリン溶液，

　フィシン溶液，クームス山1清，精度管理用試薬，その他



li2　K〈i］ 斤山化学工業株五宕証
　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町2－5－10

設立年月日　’　昭和23年8月1日

資　　本　金 3，000万円

代表者名 片山三郎

従業員数 150名

工場所在地 〒660 尼崎市東難波町3－26－22

TEL　O6－481－6769

研究所所在地’〒 上記に同じ

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部学術課

TEL　O6－203－3441　　FAX　O6－222－3804

〔展示主要商品〕

オリンパスAU510専用試薬「片山」

特長：1．高濃度・2ステップ試薬　　3．試薬調製がシンプル

　　　2．冷蔵庫のスペースが最少　　4．溶解後の安定性随一

〔取扱い商品〕

臨床検査薬／自動分析装置用試薬，キット，オリンパヌ、生化学自動分析装

　　　　　　置AU500シリーズ用高濃度専用試薬，蛋白分画用染色液

試　　　薬／一般試薬，特殊試薬（精密分析用，生化学用，電気泳動用，

　　　　　　HLC用，　NMR用・低温核融合用溶媒，原子吸光分析用，吸

　　　　　　収スペクトル分析用，蛍光分析用，アミノ酸自動分析用，ポ

　　　　　　ーラログラフ用，シンチレーション用）他

バイオ関連／DNAカスタム合成，プラスミド分離用試薬，カテコールア

　　　　　　ミン分析用試薬，制限酵素，抗血清，モノクロナール抗体，

　　　　　　牛胎児血清，組織培養i用培地

　　　　　　HLC用装置・パーツ・カラム，電気泳動装置，オートサン

　　　　　　プラー，組織培養器具，EIAリーダー，　CO2インキュベータ

　　　　　　ー，超遠心分離機，分光光度計，その他

萱垣医理科工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒113東京都文京区本郷3－14－・16

設立年月日 大正7年5月1日
資　　本　金 2，000万円

代表者名 萱垣　啓

従業員数 50名

工場所在地 〒113 文京区本郷3－14－16

TEL　O3－812－5285

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 商品部

TEL　O3－812－5285　　FAX　O3－815－1297

〔展示主要商品〕

血液分類カウンタ装置／臨床データ集中管理システム

特長：制御能力は8台（標準）～12台（オプション）の端末器接続可。

内部〈モニター，テンキーによるモード及び各条件設定，データーメモリ

ー，プリント，シリアルNo．，ソート〉の各機能が内蔵されています。

〔取扱い商品〕

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　オートドロッバー，オートダイリューター，プレートミキ

　　　　　　　サー，プレートウオッシャー，プレートインキュベーター，

　　　　　　　ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート，梅毒診

　　　　　　　断器具

バイオ関連器械モルトン栓，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，ミクロトム，病理検査器具

一般検査器械　実験室設備（実験台各種外），TK蒸留器，崩壊度試験器，

　　　　　　　薬局方試験器，局方試験器具
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ZEIs『カール ツァイス株式会社
　　　　　　〒160東京都新宿区本塩町22

設立年月日 1961年9月30日

資　本　金 5億9千4百万円

代表者名 ハインツシュミット

従業員数 220名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 顕微鏡課大久保広司

TEL　O3－355－0331　　FAX　O3－358－7554

〔展示主要商品〕

スライディングミクロトーム／HM400R

特長：史上初の油膜によらずクロスローラーベアリングを使用した完全浮

きヒり防止式のミクロトームです。動きは極めて軽く，スムースでしかも

メィンテナンスかいりません。

〔取扱い商品〕

■光学顕微鏡，顕微分光光度計，レーザースキャン顕微鏡

■眼科用検査機器，レーザー手術装置，手術顕微鏡

■各種光学レンズ

■ミクローム社製ミクロトーム

宰関東イ鷹鷲驚3－2－8

設立年月日 昭和19年11月13日

資　本　金 10億円

代表者名 野澤俊太郎

従業員数 1，113名

工場所在地 〒259－11　伊勢原市鈴川21

TEL　O463－94－8531

研究所所在地 〒 上記に同じ

TEL
商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬事業部

TEL　O3－270－6500　　FAX　O3－243－0037

〔展示主要商品〕

多項目分析装置／イージーアナライザー6160

特長：イージーシステムは，エッペンドルフ社とメルク社との共同開発に

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。

　バーコードリーダーにより，患者ID及び測定項目の読みとりから検体

分注，測定，結果打出しまで完全に自動的に行います。

　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。

　測定可能な項目は酵素9項目，代謝物15項目，電解質4項目，TDM5

項目，血液凝固因子2項目ですが，今後さらに免疫・ホルモン等が加わる

予定です。
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株式会社‡Z■PJI
　　　　　　　　　　　　　　　　〒812福岡市博多区博多駅東1－10－35

設立年月日 昭和59年3月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 岡部忠男

従業員数 60名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 企画開発課

TEL　O92－474－2678　　FAX　O92－474－4365

〔展示主要商品〕

ラクナール・モミマール2／VL－R・VM－R

特長

〔取扱い商品〕

各種健康機器・自然化粧品・美容用品・健康食品

匡i派⊂欝京郁第一科学
欝京郁第一科学 〒606京都市南区東九条西明田町57

設立年月日 1963年9月26日

資　本　　金 99，000，000円

代表者名 田村弘三郎

従業員数 366名

工場所在地 〒 本社に同じ

TEL
研究所所在地 〒 本社に同じ

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業推進部営業企画課

TEL　O75－672－6386　　FAX　O75－671－8289

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／スポットケムSP・　4410

特長：マルチタイプ固相試薬を採用。一度に最高12項目まで測定可能。

一部を除いてほとんどの試薬が室温保存可能。スイッチひとつで全自動測

定，個人差，操作ミスが無い。コンパクト設計。

〔取扱い商品〕

全自動スーバードライシステム：スポットケム（SP－4410）

自動エレクトロライトシステム：スポットケムーSE（SE－1510）

自動グリコヘモグロビン測定装置：Hi－AuTo　Alc（HA－8121）

自動グルコーヌ、測定装置：Glucose　AUTO＆STAT（GA－1140）

自動尿糖分析装置：Urine　Glucose　AUTO＆STAT（UG－1121）

全自動尿分析装置：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10smotic　Pressure　AUTO＆STAT（OM－6030）

血小板凝集能測定装置：アグリコーダII（PA－3220）

ホローファイバー型高密度自動動物細胞培養システム：アキュシストーJr



e：e：e協和メデックス株式会社
　KYOwA　　　　　〒104東京都中央区新川1－8－5　K　Kビル

年立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 7億5千万円

代表者名 鮫島広年

従業員数 244名

工場所在地 〒411 静岡県鮫東郡長泉町南一色600－1

TEL　O559－88－6000

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上

商品間合せ先 担当部門 本社学術部

TEL　O3－5566－1713

〔展示主要商品〕

全自動免疫化学分析装置／EL－1200

　　特長：積分球濁度計と分光々度計を標準装備し，多種類の項目測定が1台

　　　の装置で可能。10項目同時分析で毎時180テストの処理能力。24時間スタン

　　　バイで緊急検査に対応。精度管理プログラムもセットされている。

　　　〔取扱い商品〕

　　■生化学検査〔酵素法試薬デタミナーシリーズ〕

　　　TC・FC・TG・PL・NEFA・BLP・HDL・LPO・NH3・UN°UA・
　　　CR・CRN・GLU・IP・PA・LA・BIL・Cp・SA・ChE・AMY・
　　MAO・GOT・GPT・LAP・r－GTP・PK・Lipase・NAG
　　■免疫化学検査〔免疫比濁法およびプレートEIA法デタミナーシリーズ〕

　　　IgG・IgA・IgM・C3・C4・CRP・DUPAN・2（消化器癌マーカー）・

　　　クラミジア

　　　■〔ラテックヌ、凝集反応法エクヌ、テルシリーズ〕

　　　IgG・IgA・IgM・C3・C4・CRP・AFP・CEA・β2－MG・フェリチン・

　　　ASO・RF・FDP・フィブリノーゲン・FDP－D，　FDP－E，　AT－III，プラス

　　　ミノーゲン・HBs抗原

115　■〔化学発光ケミルミシリーズ〕TSH・T，・T、・FT、・PTH他

⑧極東製薬工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－1－1

設立年月日 昭和27年

資　本　金 7億8300万円

代表者名 菊地　博

従業員数 210名

工場所在地 〒318 高萩市大字上手綱字朝山3333－26

TEL　O293－23－0911

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上

商品間合せ先 担当部門

TEL　O3－270－1641 FAX　O3－270－8629

〔展示主要商品〕

ミオグロビン測定用／エルソブ　ミオグロビン

特長：血中ミオグロビンの上昇を，反応板上でのラテックス凝集反応によ

り，短時間で検出できます。検体としては，全血液でも使用でき，より迅

速，簡便に検出できます。心筋梗塞の早期診断に非常に有用です。

〔取扱い商品〕

■生化学的検査試薬

■自動分析機用試薬（ランピア　シリーズ）

■血清学的検査用試薬及び機器（HC－100形免疫測定装置）

■血清分離用血液凝固促進剤

■真空採血管（インセバック）

■組織培養用1血清及び培地

■生培地

■その他　各種粉末培地，結核菌検査用培地，培地用基材

■BECKMAN社製品
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〒541大阪市中央区淡路町2－1－IOユニ船場404

設立年月日 昭和50年8月23日

資　本　金 2，000万円

代表者名 矢野鉦三

従業員数 25名

］二場所在‡也 容567 大阪府茨木市横江1－12－14

TEL　O726－34－6470

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上

商品間合せ先 担当部門 クリーンケミカル本社業務及び営業部

TEL　O6－227－1915　　FAX　O6－227－1918

〔展示主要商品〕

クリーン99／クリーン99K

特長：1）洗浄性に優れている。　2）ススギ性の簡単な無泡性です。

3）バクテリア発育阻止作用がある。　4）試薬との相互干渉がない。

5）ABS，　LAS系は一切含有しておりません。
〔取扱い商品〕

一般洗浄用として，クリーン99L，　PX，L－100

特殊洗浄剤として，クリーン99K－200，LO，ASL

殺菌，消毒石けん液として，ニューハンドアウエイ，テマモール

滅菌消臭バックとして，ニオサリーン

6グンゼ醗難総3－17
設立年月日 昭和6年10月31日

資　本　　金 51億6，900万円

代表者名 藤野正行

従業員数 1，000名

工場所在地 智

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 理化学機器部

TEL　O3－294－4196　　FAX　O3－294－3340

〔展示主要商品〕

微生物検査用菌液塗抹装置／オートストリーカー

特長：独自のターゲット塗抹方式で寒天平板上に菌液を塗抹する全自動微

生物検査システムで，正確でスピーディーな検査，そして大幅な省力化を

実現し，従来の手による長時間の塗抹作業を一気に自動化しました。

〔取扱い商品〕

■自動グラム染色機

■生菌数測定自動化システム

■空中浮遊菌測定機

■輸送温度記録システム

■水分活性測定システム

■バイオハガード安全キャビネット

■自動希釈装置

■自動培地作成システム

■表面付着菌測定キット

■サルモネラ検出キット

■メンブランフィルター法微生物測定システム

■滅菌バッグ

グラムステーナー

スバイラルシステム

RCSエアーサンプラー

CTT
ロトロニック

ベーカー

グラビメトリックダイリューター

PBI
コンタクトスライド

1－2テスト

QA
リューザブルバッグ
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国際試薬株式会社
　　　　　〒651神戸市中央区浜辺通2－1－30

設立年月日 1969年12月16日

資　本　金 26億5，000万円

代表者名 中本浩行

従業員数 336名

工場所在地 〒651－22　神戸市西区高塚台4－3－2

TEL　O78－991－2211

研究所所在地 〒651－22 神戸市西区室谷1－1－2

TEL　O78－991－2212
商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O78－231－4151 FAX　O78－232－0548

〔展示主要商品〕

全自動EIA分析装置／エルジアオート

特長：1．全自動タイプ　2．最大3項目×60検体の同時測定

3．検体のキャリーオーバーを防いだチップ交換方式サンプラー

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬

　血液学関係試薬：血球計算用コントロールlfll．球，ほか

　血液凝固関係試薬：PT，APTT，フィブリノゲン，　AT－III，　FDP，　PLG，

　　因子欠乏血漿，ほか

　輸1tu検査関係試薬：血液型判定用1血清（ABO式，　Rh式，ほか），クーム

　　ス血清，ほか

　1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：エルジアシリーズ，ストラタスシリーズ

　生化学関係試薬：酵素検査用，自動分析機用，コントロール血清，ほか

　その他：染色関係試薬，一般検査関係試薬，検査室用洗剤

■臨床検査用機器
　血L液凝固分析装置：コアグースタットスーバー，コアクニスタット・オートII

　酵素免疫測定用機器：エルジア・オート，エルジアリーダー，エルジアウオ

　　ッシャー，ストラタス

　分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ

◎コスr≡株ヨ凝ネエ
　　　　　　　　　　　　　　　　〒171東京都豊島区長崎1－9－18

設立年月日 昭和45年12月

資　本　金 7，000，000円

代表者名 雨宮正剛

従業員数 50名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－952－9212　　FAX　O3－952－9231

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／FED－V・FED－3200

特長：コンピュータ内蔵により，塗布よりデータ編集，記録までの機能を

有しており，CRTにより対話式なので，だれにでも簡単に操作する事が

出来ます。

〔取扱い商品〕

コスモは，昭和54年にFED－1を発売以来，　FED　II，　FED－III，　FED－3200

を発売し，日本はもとよりヨーロッパ各国においても高い評価を得てきま

した。この度，最新鋭のFED・Vを発売しました。　FED・3200は150検体／

時間という超高速処理，高性能，低ランニングコストの装置であります。

FED－Vは，同様機種の中では最速の60検体／時間処理を実現させ，又，

フルキーボードの採用によりオンラインはもちろん，手入力によっても属

性入力が可能です。

他にも，3．5インチフロッピーによる，データ保存，正確な分析能力，QC

ソフト等」fi1清蛋白の分画検査を一段と向上させます。



H8 ㈱コスモテック
〒IOI東京都千代田区岩本町2－16－16

設立年月日 昭和62年12月10日

資　本　金 1，000万円

代表者名 前田義雄

従業員数 5名

工場所在地 〒 同上

TEL 〃

研究所所在地 〒 〃

TEL 〃

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－5687－5787　　FAX　O3－5687－5980

〔展示主要商品〕

自動分注希釈装置／BISTEQUE　201

特長：①キャリーオーバーレス：ディスポーザブルチップ交換方式のため

コンタミ，キャリーオーバーがありません。②各種の分注作業を完全自動

化：ディスペンス，ダイリューション，トランスファの3種類の分注作業

を効率良く処理し，コスト及び時間の節約ができます。③凝集像が鮮明：

ディスペンス，ダイリューション時，ウエル内の気泡発生がありません。

又，チップ方式のためウエルに傷が付かず明瞭な凝集像が得られます。

④マイクロコンピュータ制御：分注容量，分注スピード，撹拝回数等はす

べてマイコンが制御するため，操作が簡単です。⑤撹拝機構付（ミキシン

グ）：撹持機構が付いていますので，作業効薬がアップします。⑥マルチ

ピペッティング：プレートの向きにより8チャンネル，12チャンネルのい

ずれも使用できます。

〔取扱い商品〕

チップ式オー一トサンプラー　　BISTEQUE　801

ζ2ココモ’JNi’イオ株式会社

　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町4－13－5第20中央ビル

設立年月日 昭和58年8月25日

資　本　金 6，000万円

代表者名 河村幸一

従業員数 51名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 研究試薬営業部

TEL　O3－663－0723　　FAX　O3－663－0725

〔展示主要商品〕

研究用試薬／インターテスト

特長：ヒトのインターロイキンを迅速かつ正確に測定することができます。

ヒトの血清，血漿，培養上澄や，その他の生体液試料を検体とすることが

できます。

〔取扱い商品〕

■各種抗血清

■リンホカイン・サイトカイン研究用試薬

■免疫染色用キット

■DNAプローブ試薬
■血液凝固測定装置

■マイクロプレートリーダー

■遺伝子増幅装置

■電気泳動装置
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K〈onica　コ：二戊］‡朱式会ネ土

　　　　　　　〒163東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル

設立年月日 1873年創業　会社設立1936年12月22日

資　本　金 36，963百万円

代表者名 米山高範

従業員数 4，925名

工場所在地 〒191 日野市さくら町1

TEL　O425－83－1521

研究所所在地 〒191 同上

TEL 同上

商品間合せ先 担当部門 医用販売事業部DCグループ

TEL　O3－349－5216　　FAX　O3－340－4203

〔展示主要商品〕

卓上型生化学分析装置／コニカドライラボ80M2

特長：Oわずか10u1の微量検体

　　　oバッチ方式の採用

　　　　一度に19枚までのスライドが装着可能ですので，オペレーターの

　　　　拘束時間は大幅に短縮しました。

　　　01台3役の働き

　　　　同一装置で終点法・速度法・電解質が測定可能です。

　　　Oデータ通信機能を装備

　　　　分析結果をコンピュータでデータ処理することも可能です。

　　　測定可能項目

　　　　Hb・GLUC・BUN・CHOL・SGOT・SGPT・URIC・TP・
　　　　ALB・TRIG・TBIL・ALP・LDH・GGT・CK・K＋・
　　　　AMYL・HDLC・CREA以上19項目
〔取扱い商品〕

■放射線診断関連用品

　o超迅速処理システム　o医用画像処理システム

　Oデーライトシステム他

小林記録紙株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒448愛知県刈谷市小垣江町北高根115

設立年月日 昭和21年4月1日

資　本　金 45，000万円

代表者名 ・」・林祥浩

従業員数 1，800名

工場所在地 〒448 刈谷市小垣江町北高根115

TEL　O566－21－5361

研究所所在地 〒460 名古屋市中区栄3－2－9明治屋ビル4F

TEL　O52－262－6601

商品間合せ先 担当部門 営業本部医療販売促進課

TEL　O52－262－6601 FAX　O52－251－5584

〔展示主要商品〕

検体ラベル自動貼り付け装置／AL・100

特長：当社バーコードプリンタ「BP－100」で検体ラベルを印字後，直ち

に試験管に自動貼り付けする装置です。検体ラベルを定位置に確実に貼り

付けることができるためバーコード検体ラベル貼り付けに最適です。

〔取扱い商品〕

■臨床検査システム開発

　　パソコン臨床検査システムSIMS

　　病理検査システム

　　自動分析装置オンライン接続用インターフェイス機器

■臨床検査自動化システム開発

　　検体ラベル用バーコードプリンタBP－100

　　検体ラベル自動貼り付け装置AL－100

　　検体自動搬送システム

■健診システム開発

　　健診メールシステム

■医療用コンピュータ用紙，OMR，　OCR用紙，検体ラベル

　　バーコードラベル付検査依頼書，検査報告書，心電脳波計記録紙
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％ 小林製薬株式会社

〒541大阪市中央区道修町4－3－6

設立年月日 大正8年8月22日

資本金．400，000，000円

代表者名 小林一雅

従業員数 1400名

工場所在地’　〒532
’

大阪市淀Jll区三津屋南3－13－35

TEL：06－309－1300

研究所所在地 〒532 大阪市淀川区三津屋南3－13－35

TEL：06－309－1317

商品間合せ先 担当部門　　バイオメディカル事業部

TEL：06－309－1309　　FAX：06－309－3909

〔展示主要商品〕

血液凝固測定装置／エレクトラ900C

特長：①凝固法及び合成基質法による測定が可能②PT測定結果からの

FIB自動換算機能③キュベットセッティングから測定，廃棄まで全て自

動化による高精度，高処理能力④緊急検査（STAT）対応
〔取扱い商品〕

米国MLA社血液凝固測定装置「エレクトラ」シリーズ（E800，　E　900，　E

900C，　E　1000　C），同MLA社デジタルマイクロピペット，マクロピペット

エレクトロニックピペット及び各種チップ

米国スパイラルシステムズ社自動細菌塗抹装置「スバイラルシステム」

米国ABL社迅速細菌検査試薬「ABL嫌気性菌同定システム」

願
　　　　　明日のライフサイエンスをめざす。

　　　　サ⇔ラ精機株式嘗肚
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－1－9

設立年月日 1871年（明治4年）4月

資本金’9，900万円
代表者名 松本謙一／綾田昭二

従業員数 240名

工場所在地’〒387 更埴市鋳物師屋75－5

TEL　O262－72－2381

研究所所在地 〒387 更埴市鋳物師屋75－5

TEL：0262－72－2381

商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL　O3－231－1610／1611　　FAX：03－241－9869

〔展示主要商品〕

卓上型自動分注システム／PREP－AI（プレップ・エイアイ）

特長：血清，RIAなどの幅広い生化学検査に対応。高精度な分注作業を自

動化。

〔取扱い商品〕

各種検査用機器，中央材料室／手術室等関連機器

バイオテクノロジー関連機器　ほか。
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0物疏凸嫌式会nt
S★PPORO　　　　　　　　　　〒104東京都中央区銀座7－10－1

設立年月日 昭和24年9月

資　本　金 409億円

代表者名 荒川和夫

従業員数 約3，800名

工場所在地 〒 札幌，恵庭，仙台，群馬，埼£，千葉，静岡，名占屋，大阪，九州，神奈川

TEL
研究所所在地 〒 焼津

TEL
商品間合せ先 担当部門 プラント事業部

TEL　O482－57－3971　　FAX　O482－57－3965

〔展示主要商品〕

自動XYステージ／ミクロスキャナ

特長：細胞，血液，染色体，微生物などの検査が迅速確実にできる小型軽

量のコンパクト設計で，各種顕微鏡に装着し，プレパラート上の観察範囲

を自動的に，くまなく検鏡し，記憶，再検ができます。

〔取扱い商品〕

■ミクロスキャナ

　細胞，血液，染色体，微生物などの検査が迅速確実にできる小型軽量の

　コンパクト設計で、各種顕微鏡に装着し，プレパラート上の観察範囲を

　自動的に，くまなく検鏡し，記憶，再検ができます。

■ウエルスキャナ

　倒立顕微鏡に装着し，マイクロプレート（6～96穴）による組織培養な

　どまたテラサキプレート（60，70穴）によるHLA検査などを迅速かつ

　正確に行います。

■スポットスキャン

　倒立顕微鏡に装着し，マイクロプレート（96，120穴）による組織培養な

　どまたテラサキプレート（60，70穴）によるHLA検査などを迅速かつ

　正確に行います。

⑩サーマル化学産業株式会冠
　　　　　　　　　　　　　　〒179東京都練馬区平和台3－6－16

設立年月日 昭和45年7月

資　本　金 2，000，000円

代表者名 藤沢俊正

従業員数
工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－550－9171　　1AX　O3－550－9173

〔展示主要商品〕

撹拝振盗器／ダイレクトミックス

特長：この器械は，試料を試験管立に立てたまま直接撹伴できる画期的な

撹伴振盟器です。又，試験管のみならず，コルベン，ビーカー等，あらゆ

る容器をワンタッチでセットできます。

〔取扱い商品〕

撹伴・振盤・抽出器　　　ダイレクトミックス。ローリングミキサー。ス

ウィングロールミキサー。マイクロミキサー。マルチブレンダー。バリウ

ムシェーカー。パウダーミキサー。

恒温槽

洗浄器

熱媒体

防錆剤

オートテンパー。血液凝固バス。バリウムウォーマー。

チップウォッシャー。キュベット洗浄器。カップ洗浄器

フルソ“一ルP。フルゾールPs

クリーンA。クリーンM
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　　SA，Hicrロ
　　　　共

≡き持茉…責芸註
〒104東京都中央区銀座2－7－12

設立年月日 大正2年3月

資　本　金 301億円

代表者名 河村喜典

従業員数 5，979名

工場所在地 〒140 品川区広町1－2－58

TEL　O3－492－3131

研究所所在地 〒140 品川区広町1－2－58

TEL　O3－492－3131

商品間合せ先 担当部門 医療品部学術情報課

TEL　O3－562－0411　　EAX　O3－545－2986

〔展示主要商品〕

ルミノマスター

特長：本装置は化学発光を用いた新しい高感度全自動酵素免疫測定装置で，

①測定項目は最大20項目，②1時間に120検体処理が可能，③広い測定レ

ンジ，④検体自動希釈，⑤試薬の調製が不用等の特徴を有する。

〔取扱い商品〕

■臨床検査薬
　1．生化学検査用試薬
　　TGTPカラーテスト「三共」，γ一GTPテストバック「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，ルミノマスター用試薬
　3．血液検査用試薬
　　PT，　APTT，　FIB，　AT　III，α2PI，　PLGオートカラー「三共」，　TBテヌ、ト「三

　　共」，HPテスト「三共」
　4．一般検査用試薬　工一ムス製品
■臨床検査用機器
　　ルミノマスター，コアグマスター　II，クリニテック類，グルコスター類，ミ
　　ニラブ，クリニラブII，セラライザー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，
　　ト，VIP類

u三光緯麿▲i鷲＿6
設立年月日 1954年5月26日

資　本　金 11億7，348万円

代表者名 渡辺元実

従業員数 255名

工場所在地 〒300－11　茨城県稲敷郡阿見町吉原3262－12

TEL　O298－89－2241

研究所所在地 〒273 船橋市海神町2－3－21

TEL　O474－34－8991

商品間合せ先 担当部門 メディカル営業部販売促進課

TEL　O3　863－3271　　FAX　O3－864　一　5644

〔展示主要商品〕　〔展示主要商品〕

アレルゲン測定試薬／アラスタット

特長：アレルゲン試薬は溶液状態であり，液相反応系を使用しているので

反応が迅速で，試薬の分注，測定操作の自動化が可能です。またモノクロ

ーナル抗体を使用しており，特異IgE抗体の検出に優れています。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉臨床化学検査：サンアッセイ，サンテスト，コントロール血清

免疫血清検査：ウィルス関連，腫瘍マーカー，梅毒，自己抗体

輸血検査：ABO式，　Rh式血液型判定用，クームス血清，血球試薬

凝固検査：フィブリノーゲン測定用

一般検査：NAG，便潜血
微生物検査：分離，増殖用生培地，粉末培地，薬剤感受性試験用関連

組織培養，遺伝子工学：無血清培地，液体培地，粉末培地，血清

〈機器・器具＞EIAシステム，マイクロタイターシステム，輸1血検査専用

遠心器，血液凝固時間自動測定装置，ビリルビンメーター，各種マイクロ

ピペット，ディスポーザブル製品，医療廃棄物減菌粉砕処理装置



株式会社シー・エス・アイ・ジャパン

〒ll3東京都文京区本郷3－6－11丸木ビル

設立年月日 昭和60年12月27日

資　本　金 500万円

代表者名 川村久志

従業員数 16名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 第2営業部

TEL　O3－814－7051　　FAX　O3－814－6508

〔展示主要商品〕

デンシトメーター／スキャニングデンシトメーター

特長：透過と反射の2種類の操作モードで20cm長迄ゲル，ペーパー，フィ

ルム，TLC等のデンシトメトリー測定可能。光源は580nm（赤）で安定してい

る。スキャンスピードは20cmフルスキャンで1．5分と3分の切り換え可能です。

〔取扱い商品〕

■米国フォファー社　電気泳動関連装置

■米国クオリティー社ディスポのチップ＆遠沈管

■英国スリー社　クリオスタットミクロトーム

■米国バイオプラス社病理包埋用カセット＆ブロック

■西独S＆S杜　メンブランフィルター

■西独ラホンティン社　マルチチャンネルピペット

■米国ニューエアー社　炭酸ガス培養装置

■米国コンチス社　ティシュグラインダー＆カラム
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匿］シグマ精器株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒140東京都品川区北品川1－22－17

設立年月日 昭和57年7月1日

資　本　金 500万円

代表者名 岩田昭嘉

従業員数 20名

工場所在地 〒140 品川区北品川1－22－17

TEL　O3－474－9592

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－474－9591　　FAX　474－9582

〔展示主要商品〕

卓上型自動分注システム／PREP－－A1

特長：チップ自動交換方式で，検体ごとに新しいチップを使用するのでキ

ャリオーバーゼロです。更に圧力センサーで，チップ内の圧力を常にモニ

ターし，液面より一定の深さでサンプリングします。

〔取扱い商品〕

■卓上型自動分注システム

■血液凝固時間測定装置

PREP－AI（1ノズル）
AX－IV　（4ノズル）

バイオマティックB－　10（同時10検体）

バイオマティックB－2000（同時2検体）

■EIA多機能マイクロプレート用全自動比色計

　　　　　　　　　　　　　　バイオリーダーFS－340

　　　　　　　　　　　　　　CLS－962

■自動赤血球沈降速度測定器　セディプラスS100（10チャンネル）

■全自動DNA合成装置　　　BT8500

■全自動ペプチド合成装置　　BT7600
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tt式mV／一：Zト
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒102東京都千代田区一番町10

設立年月日 昭和28年3月18日

資　　本　金 1億4千万円

代表者名’篠原愛
従業員数 275名

工場所在地．　〒229 ． 相模原市大野台2－29－14

TEL　O427－53－1141

研究所所在地 〒229 相模原市大野台2－29－14

TEL：0427－53－1141

商品間合せ先　’　担当部門　．　サービス部サービス課／自動分析課

TEL：0427－53－1615　　FAX：0427－59－2208

〔展示主要商品〕

スタットイムノシステム／クイックターボ

特長：①無希釈測定②ノンキャリブレーション　③モノテスト試薬④

反応は1分以内⑤簡単な操作／24時間スタンバイ　⑥最新法による優れ

た定量方法⑦パソコン解析によるデータ処理

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬

　o生化学検査用キット　○自動分析機用試薬シリーズ　o免疫検査用キ

　ット　o凝固・線溶測定キット　o尿中ポリアミン測定試薬　o血清学

　的検査シリーズ　o精度管理血清　OEIA測定キットシリーズ　他

■臨床検査機器

　o全自動グルコース分析機シリーズ　○免疫比濁測定装置　o血液凝固

　時間自動測定装置　○血漿蛋白分析装置

■医療用具他

　○真空採1血管シリーズ　○採血分離器材シリーズ　O分注器シリーズ

　○生培地シリーズ　O医療用洗剤，手袋　他

㊥島津製作所
　　　　　　　　　　　　　　　〒604京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月日　．　×正6年（1917）9月

資本金’約167億円
代表者名．西八條實
従業員数 4200名

工場所在地’　〒604 京都市中京区西ノ京桑原町1

TEL：075－823－1111

研究所所在地　．　〒604 京都市中京区西ノ京桑原町1

TEL：075－823－1155

商品間合せ先 担当部門　．　メディカル計測機器部

TEL：075－823－1356　　FAX　O75－811－3188

〔展示主要商品〕

多項目分析装置／自動生化学分析装置

特長：①デュアルシングルマルチ方式により，1200テスト／時，60項目の

高速分析を実現②種々の分析結果に対応できる自動再検機能付き　③日

常操作を簡略化する自動メンテナンス機能を装備

〔取扱い商品〕

①自動生化学分析装置②血液ガス分析計③クリニカルイオンメータ

④カルシウムイオンメータ⑤グルコース計⑥浸透圧計⑦遠心分離機

⑧分注器⑨分光光度計⑩ガスクロマトグラフ　⑪液体クロマトグラフ

⑫熱分析装置⑬電子天びん⑭バイオテクノロジー機器他
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▲真興交易株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒106東京都港区南麻布2－8－18

設立年月日 昭和40年5月

資　本　金 13，000，000円

代表者名 橋内千一

従業員数 120名（平成2年現在）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－798－3311　　FAX　O3－798－3054

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／ABL500血液ガスシステム

特長：新製品ABL500は驚異的なパワーとスピードを備えたラジオメータ

ー 社の自信作です。小型コードレス電極の採用，1日に1000サンプル以上

の処理能力，飛躍的に増えた演算項目，データ記憶容量の増大，多岐にわ

たるユーザープログラムの完備，そしてオペレーターにはさらに使いやす

く安全に設計されたABL500は，」flL液ガス分析のスタンダードを新しいレ

ベルまで引き上げました。

〔取扱い商品〕

デンマーク・ラジオメーター社：

　1血液ガスシステム　ABL500／全自動1血液ガス・電解質（カリウム）

　分析装置　ABL4／全自動」血液ガス分析装置　ABL300，　ABL330，

　ABL30／ヘモオキシメーター　OSM3，0SM2／ナトリウムカリウムア

　ナライザー　KNA2／イオン化カルシウムアナライザー　ICA2／クロ

　ライドタイトレーター　CMT10／経皮酸素・炭酸ガス分圧測定装置

　TCM3／パルスオキシメーター　OXI／その他

ドイツ・クナウァー社：

　デジタル自動浸透圧計　DI－SMO／浸透圧計　SMO－1

新星化成株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒171東京都豊島区高田2－11－11

設立年月日 昭和50年6月30日

資　　本　金 500万円

代表者名 小田隆治

従業員数 5名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地　’　〒

TEL
商品問合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－984－4022

〔展示主要商品〕

サンプリングチューブ

特長：O透明なので血清が大変見やすい　o遠心分離器4000回転　O凍結

保存用，その他　径：14．9mm，長さ46．Omm

〔取扱い商品〕

スピッツ，採lflL管，採尿管20c．c．，8cc，5cc，2　c．c．，サンプルカップ1　c．c．

サンプリングチューブ，二分画シャーレー，浅型シャーレー，深型シャー

レー，キャップレスラック等々。



126　eSg7株式会社常夷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－19－4

設立年月日 昭和23年12月9日

資　本　金 149，640，000円

代表者名　’　服部敬七郎

従業員数 350名

工場所在地　’　〒

TEL：

研究所所在地　’　〒213 川崎市高津区宇奈根731－1

TEL：044－811－9211

商品間合せ先 担当部門　’　営業本部

TEL：03－815－1717　　FAX：03－815－1759

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／CTE－5000

特長：200検体／時間の高速処理で大巾な時間の節約ができます。分画修正，

精度管理（日内，日差変動）等が画面上で簡単に操作できます。見やすい

大型カラーディスプレイ。ワンタッチ交換の支持体カセット。

〔取扱い商品〕

■電気泳動装置

■生理関連装置

■電解質分析装置

■診断試薬

■コントロール血清：

■健康管理関連装置

．全自動電気泳動装置　CTE－5000，　CTE－150

デンシトメータ　デンシトロンCR－20，

　　　　　　　　PAN－FV，　PAN－802

全自動血液ガス分析装置　JBA－200，　JBA－7

　　　　　　　　　　　　JBA－150K
Na＋，　K＋，　Cl　アナライザIS－200，　ION－

150AC，　IT－150AT，

Na＋，　K＋アナライザNK－150AC

Ca＋＋，　pHアナライザCa＋＋－150

　リボ蛋白精密分画測定　リポフォー，LDH試薬

分画トロール（ノーマル／アブノーマル）

自動身長体重計　HWS－200

◆住友製薬
　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町2－2－8

設立年月日 昭和59年2月6日

資本金゜80億円
代表者名 森　英雄

従業員数 2，100名

工場所在地 〒567 茨木市蔵垣内1－3－45

TEL：0726－27－8112

研究所所在地 〒554 大阪市此花区春日出中3－1－98

TEL：06－466－5183

商品間合せ先　’　担当部門　’　診断薬機器部

〔展示主要商品〕

免疫蛋白用コントロール／アクエックー10

特長：1．液状である。（透明で溶解誤差がなく，無駄なく使用できる）2．低

濃度及び高濃度の二種類がある。3．繁用10項目がコントロールされている。

〔取扱い商品〕

■ピコイアHGH　人成長ホルモン測定用キット

■梅毒検査試薬

　o緒方抗原（梅毒ワッセルマン反応用）

　○凝集抗原（カオリン凝集による沈降反応）

　Oガラス板法抗原（梅毒血清診断用）

　○カーボン法抗原キット（簡易測定キット）

■アクエックー10　免疫蛋白用コントロール血清

■ベックマン機器

■その他
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◆住友電工システムエンジニアリング株式会社

〒107東京都港区南青山1－15－9第45興和ビル6F

設立年月日 昭和59年8月

資　本　金 1億円

代表者名 中井昭夫

従業員数 360名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 応用シヌ、テム事業部

TEL　O3－5474－3910　　FAX　O3－5474　一　3900

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／∪－CLAS

特長：ワークシートレス，リアルタイムなデータ収集・精度管理・結果報

告で迅速検査をサポート。患者単位でデータベース管理し，ソフトウェア

モジュール群により，病院の運用・個有条件に最適なシステム構築が容易。

〔取扱い商品〕

■病院総合情報システム「ACCEL」（アクセル）

本格的オーダエントリシステムを含むACCELは，ミニコン・ワークステ

ー ション・パソコンを組み合せ，分散処理型ネットワークデータベースが

構築でき，高いコストパフォーマンヌ、と処理効率を実現。また，各部門の

業務アプリケーションソフトウェアはライブラリとして整備され，システ

ム化の範囲に合わせソフトとハードの両面で段階的にシステム拡張できま

す。部門システムとしては，●医事会計システム「U－MACS　II」（ユーマ

ックスII），●薬局管理システム「U－PHRM」（ユーファーム），●給食管

理システム「U－DIET」（ユーダイエット）．●健診システム「HELCOM」

（ヘルコム）等を揃え，さらに，開発シヌ、テムとして●データベースシヌ、

テム「U－MUMPS」（ユーマンプス）も提供しています。

生化学工業株式会社

〒103東京都中央区日本橋本町2－1－5

設立年月日 昭和22年6月2日

資　本　金 38億2800万円

代表者名 山谷　渉

従業員数 約300名

工場所在地 〒318 高萩市大字赤浜字松久保258－5

TEL：0293－23－1181

研究所所在地 〒189 東大和市立野3－1253

TEL　O425－63－5811

商品間合せ先 担当部門 試薬営業部

TEL　O3－270－0536　　FAX　O3　一　242－5335

〔展示主要商品〕

血漿中エンドトキシン定量試薬／エンドトキシンテストーD

特長　比色法による血漿中エンドトキシンの定量

〔取扱い商品〕

■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　クイックセップ，グリク・アフィンG

　Hb。

■エンドトキシン測定試薬　エンドトキシンテストーD，トキシカラーシ

　ステム，エンドスペシー，プレゲル，プレゲルM，プレゲルS

■免疫組織化学染色試薬　ヒストファイン
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積水化学工業株式会社
〒530大阪市北区西天満2－4－4

設立年月日 1947年3月

資　本　金 887億円（1989年12月現在）

代表者名 廣田　馨

従業員数　’　5300名（1989年3月現在）

工場所在地．　〒618 大阪府三島郡島本町百山2－1

TEL：075－962－8815

研究所所在地 〒618 ’大阪府三島郡島本町百山2－1

TEL：075－962－8815

商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL：06－365－4156　　FAX　O6－365－4353

〔展示主要商品〕

全自動高速液クロシステム／SSLC－20

特長：血清，血漿，尿等の検査にあたり，前処理不要の液クロシステムで

す。コンピューター制御により完全自動化され、分析測定と次検体の前処

理の同時進行ができます。

〔取扱商品〕

■プラスチック製真空採血管

■液クロ用各種分析カラム（グリコヘモグロビン，胆汁酸，カテコール，

　アミン，シクロスポリン他）

■試薬用ソープフリーラテックス

■凝集判定板

■血清，血漿，尿自動前処理装置

■液クロシステム（各種検出器，ポンプ，オートサンプラー他）

■EIA試薬

■EIA・RIA用ビーズ

■採尿管

■滅菌処理用ポリ袋

■培養用牛胎児血清

■株式会社Vee－e7
　　　　　　　　　　　　〒178東京都練馬区大泉学園町7－24－14

設立年月日 昭和26年6月15日（創業昭和16年6月1日）

資本金．15億3百万円
代表者名 若林康夫

従業員数呼644名
工場所在地 〒399－86　長野県北安曇郡池田町大字池田2714

TEL：0261　一　62　一　9600

研究所所在地 〒178 練馬区大泉学園町7－24－14

TEL：

商品間合せ先 担当部門　’　第1営業部OMRグループ

TEL：03－978－2332　　FAX　O3－922－2144

〔展示主要商品〕

OMR（光学式読取り装置）／SR－701BC・7100

特長：臨床検査依頼書及び結果入力にインテリジェンスOMR，　SR－701B

C（バーコード同時読取り）並びにSR－7100（リジェクター，プリンター

付）は高速入力機器として（A4サイズ1分間120枚読取り）更にシートの

汚れや，不完全な消し跡を認識して，より確実な読取り処理が可能になり

ました。RS232Cの接続によりパーソナルコンピュータ，ワークステーシ

ョンによる分散入力が出来，よりスピーディーな処理が可能になりました。

SR－7100のリジェクトユニットにはプログラムの指定によりシートを分別

排紙する機能をもち，更に日付，シリアルNo等を読取ったシートにインク

ジェットによる印字が可能となりました。

〔営業品目〕

OMR入力機器，写真撮影用露出計，回路基板実装，光学応用製品，　EL，記

録計，プロッタ，乾式電子複写機各種工業用計器，束線，マイクロ電磁

クラッチ，ME機器，電子精密機器



◆株式会社セロテツク
　　　　　　　　　　　　〒062札幌市豊平区月寒中央通5－1－10

設立年月日 昭和56年5月

資本金’9，800万円
代表者名 廻谷靖正

従業員数’79名
工場所在地 〒066 ’千歳市泉沢1007－67

TEL：0123－28－2121

研究所所在地 〒069 ’江別市東野幌132－1

TEL：Oll－383－3431

商品間合せ先　’　担当部門　’　本社業務部

TEL：011－855－1131　　FAX　Oll－855－0143

〔展示主要商品〕

129

BUN／「セロテック」UUN－R

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400mg／d2まで消去できます。

　　　④直線性は300㎎／de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ヶ月間）にすぐれております。

〔取扱い商品〕

■生化学検査試薬

　UNシリーズCRE－N　その他多項目
■血清・ホルモン検査試薬

　LATシリーズ　170HCS，17KS－S
■細菌，真菌検査用製品

　CA－TG培地，　CT寒天生培地，コロノテスト4，　MNストリップ

　その他

（3c欝】胞コφ『i／L科学貿易

〒IIO東京都台東区三ノ輪2－2－7

設立年月日 昭和42年6月20日

資　本　金 1億円

代表者名 伊東謙三

従業員数 70名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地　’　〒

TEL：
商品間合せ先　．　担当部門 第3営業部

TEL：03－806－4361　　FAX：03－807－2830

〔展示主要商品〕

電解質分析装置／全自動電解質分析装置　EAO4

特長：クラウンエーテル膜電極と新型電量滴法を採用した最新の三項目同

時測定装置。ハロゲン等の影響もなく尿，透析検体も無理なく測定可能。

SOPt　eの徴量検体。　Na，　K電極は完全保証。

〔取扱い商品〕

■高速電解質分析装置　PVA一αII，　EAO2

■グルコースアナライザー　APECシリーズ

■血液凝固時間測定装置ELVI　820，819

■血小板凝集能記録装置　ELVI　840

■スロンボエラストグラム作成装置　ELVI　810，816

■自動分注器　25000型，ディジフレックス型

■ピペットワークステーション　アキフレックス　プラス型

■ヘマトクリット分離測定装置　ヘマトクリット　C－70型

■ガンマーカウンター　10／600型，4／200型

■アミノ酸分析装置　LC－5000型

■マイクロプレート用自動ウォッシャー　EL403型

■マイクロプレート自動リーダーEL340型，320型



13° Oこ・』N・高園産業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒575大阪府四条畷市岡山2－12－22

設立年月日 昭和38年8月

資　　本　金 7，000万円

代表者名 園部尚俊

従業員数 260人

工場所在地 〒 富田林工場，奈良工場

TEL
研究所所在地 〒575 四条畷市岡山2－12－22

TEL　O720－77－3431

商品間合せ先 担当部門 営業企画

TEL　O720－77－3431 FAX　O720－78－3432

〔展示主要商品〕

検体検査前処理装置

特長：全自動遠心装置・自動栓抜装置・自動分注装置・血餅検出装置・臨

床検査迅速報告システム

〔取扱い商品〕

薬科システム機器，診療システム機器，

医事・受付システム機器

臨床検査システム機器，

△宝酒造株式会社
TaKaRa

…M・D・cA・s　　　　　　〒600－91京都市下京区四条通東洞院東入

設立年月日 1925年9月6日
資　　本　　金 105億5，800万円（1989年3月31日現在）

代表者名 田辺　哲

従業貝数 1，930名（1989年4月1日現在）

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒520－21　大津市瀬田3－4－1

TEL　O775－43－7200

商品間合せ先 担当部門 バイオインダストリー部　バイオ営業企画課

TEL　O75－241－5167　　FAX　O75－241－5208

〔展示主要商品〕

DNA増幅装置／DNAサーマルサイクラー

特長：PCR法を自動化するために，特別設計された温度循環装置です。マ

イコン制御により，急激で適確な温度コントロールとインキュベーション

を自動的に行います。わずか3時間で，目的DNA断片のみを少なくとも

10万倍に増幅します。

〔取扱い商品〕

〈DNA増幅システム＞DNA増幅装置「DNAサーマルサイクラー」，　DNA

増幅試薬キット「GeneAmpTM　Kit」，関連製品…耐熱性DNAポリメラーゼ

「Ampli　TaqTM」，　PCR法用受託合成プライマー

〈糖質分析システム〉糖質分析に驚異的な威力を発揮するピリジルアミノ

（PA）化が，簡単にわずか3時間で，しかも高収率で行えます。

　糖質PA化装置「PALSTATION」，糖質分析用試薬キット「PALSTATI

ON　Pyridylamination　Reagent　Kit」，糖質分析用HPLCカラム「PALPAK

シリーズ」

〈研究用試薬〉　遺伝子工学（制限酵素・修飾酵素・Kit），蛋白質工学（基

質特異的プロテアーゼ），細胞工学（成長因子・モノクローナル抗体），糖

生物1二学（糖質標準品・糖質分解酵素）研究用試薬各種。



〈愈〉橘電気株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒114東京都北区田端1－16－13

設立年月日 昭和28年12月

資　本　金 1億円

代表者名 小林　茂

従業員数 140名

］二場戸斤在‡也 〒114 北区田端1－16－13

TEL：03－828－6131

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－828－6131　　FAX　O3－828－6138

〔展示主要商品〕

臨床検査情報管理システム／CLinilabo－System
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特長：（1）迅速システム　（2）迅速返却システム　（3）LAN

（4）ソフトウェアの柔軟性　（5）分散型システム　（6）低廉　（7）検診処理機能

〔取扱い商品〕

■CLini　Labo　System－PC

■CLini　Labo　System－LAN

■迅速システム

■迅速伝送返却シヌ、テム

■CLini　Labo　System－300シリーズ

■CLini　Labo　System　一　3000シリーズ

■細菌検査パッケージ

■病理・細胞診パッケージ

■健診データ処理システム

Ta　　　セ　ド　セ　ひ　ド　　Tot　　　ヱ　

岳ち借 株五会杜｛1］■一
　　　　　　〒593大阪府堺市毛穴町155－2

設立年月日 昭和63年12月17日

資　本　金 500万円

代表者名 谷本秀勝

従業員数 10名

工場所在地 〒593 堺市毛穴町155－2

TEL：0722－72－0708

研究所所在地 〒593 堺市毛穴町155－2

TEL：0722－72－0708
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：0722－72－0708　　FAX　O722－71－0099

〔展示主要商品〕

分析データ記憶装置／data　logger

　近年，検査業務の効率化をめざしたシステム化が推進されています。こ

れに対応するため情報ファイリング容量を拡大し，コストパフォーマンス

の高い分析データ記録装置《data　logger》を開発しました。

特長：

■検査データを直接フロッピーディヌ、クに記録

　　受信入力した検査データはフロッピーにてパソコンへ渡すことができ

　　ます。

■今お使いのソフトをそのまま使用することも可能

　　受信入力した検査データを必要に応じパソコンに送信できるので，オ

　　ンラインの中継メモリー機としても使用できます。

■ほとんどの分析装置に接続可能

　　RS－232Cで外部出力されている分析機には，すぐに接続できます。

〔取扱い商品〕

■分析データ記録装置

　　data　logger　DL－50



1週 株式会社ダイアヤトロン
〒jOl東京都千代田区東神田2－1－ll

設立年月日　’　昭和56年8月22日

資本金．1億円
代表者名 内藤　修

従業員数’185名
工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先　’　担当部門 第一技術サービス部　学術課

TEL：03－863－6241　　FAX：03－863－6276

〔展示主要商品〕

全自動免疫血清検査システム／LPIA－100

特長：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，簡単な操作で高感度，高精度の測定結果が得られるため，

検査室の幅広いニーズにお答えできます。

〔取扱い商品〕

■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・他

■分析用機械　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャンMK－5

■全自動免疫血清検査システム　三菱化成社製　LPIA－1・100・300

■電解質測定装置ベックマン社製LABLYTE800・810・830
■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

㊨　　　　第一化学薬品株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋3－13－5

設立年月日 昭和22年7月10日

資　　本　　金 9億6，025万円

代表者名 佐藤知道

従業員数・860名
工場所在地 〒130 墨田区業平5－5－12

TEL　O3－625－9651

研究所所在地 〒130 墨田区業平5－5－12

TEL：03－624－3418

商品間合せ先　’　担当部門　’　臨床検査薬営業部

TEL：03－272－0681　　FAX：03－281－0510

〔展示主要商品〕

血液凝固・線溶因子測定用／テストチームオート

特長：1．試薬の調製が簡単です。2．定量性に優れ，精度が良好です。3．各

因子の生理活性を特異的に測定できます。

〔取扱い商品〕

血漿中アポリポ蛋白測定用：アポA－1，A－II，　B，　C－II，　C－III，

Eオート「第一」　血漿中AT　III，α2　P　I，PLG測定用：テストチームAT

IIIオート，　APLオートA，　APLオートB，　PLGオート

血清中胆汁酸測定用：エンザバイル・オート　自動分析装置用試薬：クリ

ンメイト，オートセラ　薬物血中濃度測定用：エミットS　血清中HDL一

コレステロール測定用：HDL－C・2「第一」　血清中免疫グロブリンG

A，M測定用：イムノテスタlgG－2，　IgA－2，　IgM　－2血清中補体蛋白

C3，　C4測定用：イムノテスタC3，　C4血清・血漿中ミオグロビン検出用：

ミオレックス　糞便中ヒトヘモグロビン検出用：ヘモテスタ　糞便中ロタウ

イルス検出用：ロタレックス、糞便中アデノウイルス検出用：アデノレック

ス　クラミジアトラコマチス検出用：マイクロトラッククラミジアダイレクト

HSV　1／HSV　2検出・タイピング用：マイクロトラックヘルペヌ、ダイレクトテスト



⑳欝 第一ラジオアイソトープ研究所

〒103東京都中央区日本橋3－10－5徳力ビル

設立年月日 昭和43年12月5日

資　本　金 4億円

代表者名 池田　脩

従業員数 370名

工場所在地 〒289－15　千葉県山武郡松尾町下大蔵453－1

TEL：0479－86－4721（代表）

研究所所在地 〒289－15　千葉県山武郡松尾町下大蔵453－1

TEL：0479－86－4721（代表）

商品間合せ先 担当部門 営業企画部

TEL：03－274－4921　　FAX
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〔展示主要商品〕

スリーエム印19Eファストプラステスト

特長：放射性同位元素を用いず，短時間にアレルゲンの検索が可能。試薬

の有効期間も18ヵ月間と長期間安定である。アレルゲンの種類はスギを初

めとする115種類が揃っている。

〔取扱い商品〕

FAST（Fluorescence　Allergosorbent　Test）関連製品：スリーエム印

IgEファストプラステスト（特異抗原115種），スリーエム印　トータル

IgEファストテスト，3Mフルオロファヌ、トリーダー・メーター他

放射性医薬品：インビボ製品：67Ga，201Tl，99mTc，1311，75Se，133Xe，

51Cr製剤　計22品目　インビトロ製品：腫瘍関連検査用，甲状腺機能検査

用，婦人科・産科領域の内分泌検査用，高血圧の検査用，アレルギーの検

査用，膵機能検査用，貧血の検査用，肝炎ウィルス関連検査用，腎機能検

査用，その他の検査用キット，計46品目

薦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

設立年月日 昭和58年9月1日（創業昭和37年2月15日）

資　　本　金 22億6千万円

代表者名 ジェイ・B・ジョンストン

従業員数 1，027名

工場所在地 〒271松戸工場：松戸市稔台344／松戸第二工場〒270松戸市松飛台278

TEL　O473－62－2177／0473－85－2211

研究所所在地 〒271 松戸市稔台344

TEL　O473－62－2177

商品間合せ先 担当部門 カストマーサポートセンター

TEL　O120－031441 FAX
〔展示主要商品〕

免疫蛍光測定装置／IMx

特長：IMxはEIAおよびFPIAを利用した全自動イムノアッセイシステム
です。測定結果を15～40分で報告できることより，Daily　Assayを可能と

しました。緊急検査や時間外検査へも速やかに対応します。現在，CEA，

AFP，　HBsAg等19項目の測定が可能です。
〔取扱い商品〕

■免疫血清検査：（1）EIAシステム；IMx，コンタムII，コンタマチック。

　（がん関連，ウィルス肝炎関連，感染症およびホルモン検査試薬等）（2）

　RIAシステム；（がん関連，ウィルス肝炎関連，肝機能検査，各種ホル

　モンおよびアレルギー検査試薬等）

■薬物血中濃度モニタリングシステム：

　TDXシステム：（薬物，ホルモン，生化学／血漿蛋白）

■生化学検査システム：（1）スペクトラム　（2）VPスーパー　（3）VISION

■テヌ、トパックシリーズ：（1）HCG　（2）クラミジア　（3）ヌ、トレップA　（4）ロ

　タウィルス　（5）RSV

■細菌検査システム：（1）コンタムII　－BID（細菌同定）（2）ms－2アバンテ

　ージシステム（感受性検査，同定検査，全自動尿中細菌スクリーニング

　およびリサーチ機能）
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㊥大日本製薬株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町2－6－8

　　　　　　ダコ・ジヤパン株式会社

圓　　　　　　DAKO　JAPAN　CO．，　LTD，

　　　　　　　　　　　　　〒600京都市下京区四条通西洞院東入ル

設立年月日 明治30年5月 設立年月日 1987年9月16日

資　本　金 94億1，000万円 資　本　金 4千万円

代表者名 藤原冨男 代表者名 ベント・バーボ

従業員数 2，432名 従業員数 25名

工場所在地 〒553 大阪市福島区海老江1－5－51 工場所在地 〒

TEL：06－454－8151 TEL
研究所所在地 〒564 吹田市江の木町33－94 研究所所在地 〒

TEL二〇6－337－5876 TEL
商品間合せ先 担当部門 ラボラトリープロダクツ部 商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：06－386－2164　　FAX　O6－337－1606 TEL：075－211－3655　　FAX　O75－211－1755

〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／オートEIA　IIシステム

特長：プレート固相EIA法による各種検査の検体及び試薬分注から反応，洗

浄及び測定結果の表示までの一一連の操作の全自化を実現したシステムです。

各種ポリクローナル／モノクローナル抗体

特長　免疫学的診断用および研究用試薬

〔取扱い商品〕

■96穴マイクロプレート用光度計：タイターテック　マルチスキャンMC

　C／340MK　II　，タイターテック　マルチスキャン　プラス　MKII

■96穴マイクロプレート用蛍光光度計：タイターテック　フルオロスキャ

　ン，タイターテック　フルオロスキャンII

■全自動酵素免疫測定装置：オートEIAIIシステム

〔取扱い商品〕

■免疫組織化学染色用抗体（PAPキット，　APAAPキットなど）

■フローサイトメトリー用抗体

■電気泳動用抗体

■比濁法用およびネフェロメトリー用抗体

■ELISAキット（ライム・ボレリオーシス，ロタウィルス、）

■レクチンとレクチン抗体

■イムノフィクセーションキット

■OEMおよびバルク抗体



C旧A・CORNING
チ1ひコーニンク・タイアクソス貢ックス株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒150東京都渋谷区恵比寿1－19－15

設立年月日 1983年（昭和58年）12月1日

資　本　金 7億6千万円

代表者名 江頭又助

従業員数 150名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 各営業所へお願いします

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

血液凝固モニター／チバ・コーニング512

　　特長：全血1滴，3分以内でPT，　APTTがベッドサイドで測定できる血

　　　液凝固モニター。パスポートとほぼ同じ大きさで，充電式。必要な情報は

　　　それぞれのカートリッジのバーコードに入れられており，較正不要。

　　　〔取扱い商品〕

　　　■全自動pH／血液ガヌ、電解質分析装置　288，188

　　　■全自動pH／血液ガス分析装置　280，278，170，148

　　　■全自動電解分析装置（Na／K／Cl／TCO2）664

　　　■自動電解質アナライザー　654（Na／K／Li），644（Na／K／Cl），634（Ca＋＋／

　　　pH），614（Na／K）

　　　■自動炎光光度計　480　　■クロライドメーター　925

　　　■ベンチトップ型自動分析装置　550EXPPESS

　　　■ケミルミシステム　アナライザー，アナライザーII，試薬

　　　■ELISAマス・ス、クリーニング・キット　17α一〇HP，　TSH，　FT4，

　　　　コルチゾール

　　　■蛍光／可視デンシトメーター　780

135　■アガロース電気泳動システム

CHUGAI 中外製薬株式会社
〒160東京都新宿区西新宿1－21－1

設立年月日 1925年3月10日

資　本　　金 207億円

代表者名 佐野　肇

従業員数 3，600名

工場所在地 〒115 北区浮間5－5－1

TEL：03－968－6111

研究所所在地 〒171 豊島区高田3－41－8

TEL：03－987－7111

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部診断薬機器部

TEL：03－348－7944　　FAX　O3－348－8033

〔展示主要商品〕

ドライケミストリーアナライザー／コニカドライラボ・システム

特長：検体量は10ulと徴量，簡単な操作で高精度データ，項目識別コード

付きスライド，どこでも使えるコンパクトボディ，1台で終点法，速度法

の測定が簡単迅速に，酵素項目を中心に国際，慣用単位を自由に選択可。

〔取扱い商品〕

生化学簡易分析機

　1．コニカ　ドライラボ　システム

　　　コニカ　ドライラボ　80M（機器）

　　　コニカ　ドライラボ　スライド（試薬）

　2．血中アンモニア濃度測定システム

　　　アミチェック　メーター（機器）

　　　アミチェック（ドライ方式）（試薬）

臨床検査薬

　1．フルクトサミン測定試薬。NEWグリカ・ピー「中外」

　2．血清ガンマーセミノプロテイン濃度測定用試薬。γ一Sm「中外」

　3．免疫複合体測定用試薬（ELISA法）

　　　免疫複合体（Clq－lgG）クラレ：（C3d－lgG）クラレ



「36

幽株式会社テOIPtデヤカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒213川崎市高津区溝のロ1215－1

設立年月日　．　昭和62年9月8日

資　本　金’　1億1千万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数 24名

工場所在地 〒213 川崎市高津区溝の口1215－1

TEL：044－812－1220

研究所所在地 〒213 川崎高津区溝の口1215－1

TEL：044－812－1220

商品間合せ先 担当部門　゜　営業部

TEL：044－812－1220　　FAX　O44－812－1219

〔展示主要商品〕

全自動血液ガス分析装置／GASTAT－1

特長：Oサンプルを注入するだけの全自動処理　　0100検体分のデーター

メモリー付　Oシンプルなフローシステムで保守も容易　Oディスプレイ

対話方式で，カンタン操作　o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　o膜交換は，ワンタッチ＆スピーディ　o万全のアフ

ター体制　o常識を覆す低価格，低ランニングコヌ、ト

〔取扱い商品〕

■全自動血液ガス分析装置　　　GASTAT－1

■電極式電解質分析装置　　　　STAX－1

■自動赤血球沈降速度測定装置　ESR－6000

■自動赤血球沈降速度測定装置　ESR－1000

■チケットプリンター　　　　P－501

■バーコード試験管ラベラー

OUPONT デュポンジャパンリミテッド

〒105東京都港区虎ノ門2－10－1新日鉱ビル・デュポンタワー

設立年月日 昭和36年1月

資　本　金 1億6，400万米ドル（約209億円）

代表者名 マイケル・J・R・アラン

従業員数’1，050名
工場所在地 〒 清水，宇都宮

TEL：0543－35－3171，0286－67－5211

研究所所在地’〒223 横浜市港北区新吉田町4997

TEL：045－593－4196

商品間合せ先’　担当部門　．　診断製品事業部

TEL：03－224－8758　　FAX　O3－582　一　6230

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／aca，　DIMENSION

特長：aca…簡単な操作で70項目をランダムアクセスで測定。

DIMENSION…acaの機能とコストパフォーマンスを同時に実現。

〔取扱い商品〕

エンジニアリングプラスチック，工業用および衣料用繊維，不織布，化成

品，有機薬品，酸化チタン，塗料，逆浸透圧透過装置，工業用フィルム，

工業用X線フィルム，電子材料，回路基板材料，コネクタ，光通信用製品

システム，農薬，臨床用自動化学分析装置，医療用関連製品・医薬品，医

療用X線フィルム，写真製版・印刷及工業感光材製品，消費者向製品，な

ど。



n臼丁 Oデンカ生研株式会社

〒103東京都中央区日本橋兜町12－1

設立年月日 昭和20年12月1日

資　本　金 1億80万円

代表者名 岩瀬勇雄

従業員数 350名

工場所在地 〒959－16　五泉市南本町1－2－2

TEL：0250－43－4111

研究所所在地 〒959－16　五泉市南本町1－2－2

TEL　O250－43－4111

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O3－669－9091　　FAX　O3－664－1005
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〔展示主要商品〕

血清補体価／オートCH50「生研」

特長：1．Mayer法とよく相関します。

　　　2．検体は無希釈で使用できます。

　　　3．再現性に優れています。

〔取扱い商品〕

■予防用生物学的製剤

　インフルエンザHAワクチン　その他

■細菌検査試薬

　細菌型別免疫血清，カンテン平板，細菌毒素検出用キット

■ウイルス検査試薬

　各種凝集試験試薬，SRCFプレート，　EIAキット

■免疫学的検査試薬

　補体活性測定用試薬，EIAキット（CEA，　AFP，インスリン）

■実験動物用試薬

　病原微生物抗体検出用EIA試薬　その他

■臨床化学試薬

　生化学，血清蛋白，尿中成分　その他

S讐sme》《東亜医用電子株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒650神戸市中央区港島中町7－2－1

設立年月日 昭和43年2月21日

資　本　金 9，600万円

代表者名 橋本禮造

従業員数 760名

工場所在地 〒675 加古川市野口町北野314－2

TEL　O794－24－1171㈹

研究所所在地 〒673－02　神戸市西区高塚台4－4－4

TEL：078－991－1911㈹

商品間合せ先 担当部門 販売推進部

TEL：078－303－5681　　FAX　O78－303－4635

〔展示主要商品〕

血液凝固測定装置／全自動血液凝固測定装置・CA－5000

特長：①PT，　APTT，　Fbg，　TT，　HPTの5項目同H寸1‖II定を実現，またランタムアクセス

JJ式の採用により検体ilJl・に測定項目の選択もU∫能。

②遠心済検体からの自動f｜L5．ff分取・分注機能，サンプルチューブの日動供給機能を拍k

③分注杣隻の向ヒにより検体』い試薬量が従来の糸元J半分になり，杣変を向トさせなからロ

ー
コストを実現、，

④5項lll・f川・‖碇モートても1時間30検体を高速処理、

⑤大1｛LCDとタ・チスクリーンの採用により操作が非常に剛i
〔取扱い商品〕

■多項目白動ltlllK分tJi装IFi　NE－8000，　NE－7000，　NE－6000、　NE－4500

■多項目自動llllfN，ll数装；；’l　E－4000，　M－2000，　K－1000

■自動【f11球計数装liii　F－800，　F－500，　F－300

■ピ｛重力糸［tl・カ、1｜n｝｝（艮lj定装R’i　　　R－1000

■全自動ICI］1　i固↓ll［▲定装置　CA－5000

■ド抽加1］液K1固｛lll淀装i；’l　CA－100

■自動［fll，1、板凝集｛則定装置　AA－100

■自動尿沈渣分机装1；’iUA－1000

■免疫凝集測定装置　1）AMIA－100，　PAMIA－20

■lll液検査用テータ処理装置　1）PS－1000，　DPS－200

口H動lfll液ガス分析装ii’l　AVL995，　AVL990

■自動’，9解質分析をく〆f　AVL984－S．　AVL　983－S，　AVL　982－S

■各析関連機器及ひ臨1末検査用式薬・ティスポーサブル製品



138 70A 東亜電波工業株式宕杜
〒169東京都新宿区高田馬場1－29－10

設立年月日 昭和19年9月19日

資　本　金 10億9，150万円

代表者名　’　安井昌徳

従業員数 330名

工場所在地 〒350－13：狭山市大字北入曽613

TEL：0429－57－6151

研究所所在地 〒350－13：狭山市大字北入曽613

TEL：0429－57－6151

商品間合せ先 担当部門 東京統括営業所　生化学機器販売グループ

TEL：03－202－0211　　FAX　O3－202－0220

〔展示主要商品〕

電解質分析装置／NAKL－121

特長：全血，血清，血しょう，希釈尿中のNa，　Kを同時測定。サンプル

量35μ1で測定可能。25秒でデータ表示。新形フロースルー小形センサ採用，

電極交換もワンタッチ。90秒でスタンバイ。豊富な測定メニュー。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用分析機器

　電解質自動分析装置　NAKL－121／NAKL－2

　クロライドメータ　CLT－1

　グルコーヌ、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，10Nメータ，電導度メータ，　DOメータ，自動滴定装置

■分離分析機器

　HPLC，　IC，電気化学検出器，化学発光検出器

TOSHIBA東芝メテ≒カル株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－26－5

設立年月日’　1948年（昭和23年9月）

資本金．20億6，096万円
代表者名’菊地幸一
従業員数　．　1268名

工場所在地．　〒

TEL：

研究所所在地　．　〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 広報部

TEL：03－818－2076　　FAX　O3－815－7215

〔展示主要商品〕

自動化学分析装置／TBA50M

特長：①同時測定項目数27項目　②処理速度100検体／時③検体ID標準

④自動希釈機能⑤自動再検機能⑥リアルタイム精度管理⑦マルチウ

ィンドウ，タッチキーの採用

〔取扱い商品〕

■検体検査装置

　各種自動化学分析装置，検体検査前処理システム，臨床検査システム，

　その他

■X線診断装置

　X線テレビ装置，一般診断用装置，循環器総合診断システム，他

■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／頭部用CTスキャナ，超電導MRIシステム，他

■放射線治療装置医用ライナッ久RI治療装置，他

■核医学装置

　デジタルガンマカメラ，SPECT，医用画像処理システム，他

■超音波診断装置　■電子内視鏡　■医療情報システム



◆東ソー株式会社
TOSOH　　　　　　　　　〒107東京都港区赤坂1－ll－39

設立年月日 昭和10年2月11日

資　本　金 357億8，400万円

代表者名 山口敏明

従業員数 約5300名（出向含む）

工場所在地 〒746 新南陽市大字富田4560

TEL　O834－63－0011

研究所所在地 〒252 綾瀬市早川2743－1

TEL　O467－77－2211

商品間合せ先 担当部門 診断システム部AIA営業課・診断営業課

TEL　O3－586－9181 FAX　O3－587－6986
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〔展示主要商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置／AIA－600

特長：全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA－600は多項目ランダム

アクセスを実現，検体と試薬カップをセットするだけで測定したいときに

測定したい項目の検査ができる全自動エンザイムイムノアッセイ装置です。

〔取扱い商品〕

■全自動エンザイムイムノアッセイ装置AIA　一　1200，　AIA－600および専

　用試薬Eテスト「TOSOH」シリーズ

■全自動グリコヘモグロビン分析計HLC－723GHb，　HLC－723GHbIIお

　よび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、およびデータ解析プログラム

■全自動VMA／HVA分析計HLC－726VMA
■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－8070，高性能充墳剤TSK－GEL

　シリーズ

TOYOBO　東洋紡工ンジニアリンワ株式会社

〒530大阪市北区堂島2－1－16

設立年月日 昭和47年7月10日

資　本　　金 3，000万円

代表者名 水谷芳鉦

従業員数 180名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 科学機器事業部

TEL　O6－348－3357　　FAX：06－348－4294

〔展示主要商品〕

自動分注プロセッサー／ケンテック・K－700

特長：（1）1ノズル当り2ピストンで分注するので，分注速度が従来のもの

と比べて約2倍。（2）同時に，二種類の分析が可能。（3）特殊なノズル洗浄に

よりキャリーオーバーがほとんどない。

〔取扱い商品〕

■RO純水製造装置“DIAROPURE”
①小型ラボ　臨床検査用（TROシリーズ）

②大型病院セントラル用（DPUシリーズ）

③手術手洗装置用（DPSシリーズ）

■全自動蒸留水製造装置“DIASTILL”DW－18111

■バイオ関連機器

　①ケンテッ久サンプルプロセッサーK－700

　②マルチピペッティングシステム（米国マトリックス社）

　　08チャンネル，12チャンネル連続ピペッティングNo．8000シリーズ

　　oエレクトラペットEXPタイプ

　　oエレクトラペットADJタイプ
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輌）東洋紡東洋紡績株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒530大阪市北区堂島浜2－2－8

設立年月日 1914年6月1日

資　本　金 432億円

代表者名 瀧澤三郎

従業員数 8，200名

工場所在地

研究所所在地 〒520－02　大津市堅田2－1－1

TEL：0775－21－1441

商品間合せ先 担当部門 生化学事業部診断薬課

TEL　O6　一　348－3333　　FAX　O6－348－3332

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／旧一500Mode150

特長：①キャリーオーバー，コンタミがありません。②試薬のロス量は，

300μ2と微量です。③多くの試薬キットに適用できます。④省スペースのコ

ンパクト設計です。⑤操作は極めてシンプルです。

〔取扱い商品〕

■全自動EIAシステムIB－500Model50

■自動グルコース分析器　ダイヤグルカHEK－30

■ラクテート分析器　ダイヤグルHEK－30L

トーレ・フジバイオニクス株式会社

〒179東京都練馬区北町1－ll－12

設立年月日 1982年11月12日

資　本　金 4億5000万円

代表者名 代表取締役社長波多野郊三

従業員数 77名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業本部営業学術課

TEL　O3－931－7631　　FAX　O3－559－1076

〔展示主要商品〕

バイラプローブHPV

特長：バイラプローブHPVは，検体中のHuman　Papilloma　Virus（HPV）

6，11，16，18，31，33，35型のDNAを検出するためのキットです。　HPV

は性行為により感染し，炎圭コンジローマ，flat　condylomaなどと関連し

ていることが知られています。またHPVは，頸部異形成，子宮頸部および外

陰部の癌などの組織中に高頻度に検出されることが知られるようになり，

関心を集めています。近年，分子生物学の進歩に伴いHPVの遺伝子DNA

のクローン化が可能となり，そのDNA塩基配列の差により，60近くの型に

分類されます。

〔取扱い商品〕

■腫瘍マーカー測定用試薬

　セントコアCA19－9RIAキット，セントコアCA125RIAキット

　セントコアCA15－3RIAキット，セントコアCA72－41RMAキット

■ウィルス検出用試薬

　バイラプローブHPV，ロタクロン，

　その他研究試薬としてIFN一α，β，％　1　L－1β，1L－2，　TNF一α

　の検出キットも取扱っております。
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7Ep東レ富士ピッカーインターナショナル株式会社

〒103東京都中央区日本橋室町3－1－8

設立年月日　．　昭和59年6月6日

資　本　金 4億8千万円

代表者名 代表取締役社長辰巳正則

従業員数 50名（平成2年3月31日現在）

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門　’　血液検査システム事業本部

TEL：03－245－5735　　FAX：03－245－5791

〔展示主要商品〕

自動分注装置／LP1200自動分注機

特長：自動分注一凝集法を中心としたウイルス検査用全自動分注ロボット

　　　省力化及び安心性向上一サンプリングから試薬分注，撹拝までを全

　　　自動処理

　　　高速処理一平均処理速度300検体／時間

　　　高信頼性一キャリーオーバーのないサンプリング

　　　広い用途範囲一〇96穴，120穴（U底、V底，平底）に対応可能

　　　　　　　　　　o洗浄機能（オプション）付加により，EIA等に対

　　　　　　　　　　応可能

〔取扱い商品〕

自動血液型判定機グルーパマチック2000MKII

自動血液判定機グルーバマチック1000

マイクログルーパマチック

CODABAR式血液ラベルシステム

HLA血清自動分注機

オフィスコンピュータ＆臨床検査システムは一

富田システムズ株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒700岡山市錦町1－1

設立年月日 昭和56年2月21日

資本金．2000万円
代表者名 赤澤治行

従業員数 11人

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地　’　〒

TEL：

商品間合せ先．　担当部門

TEL：06－301－0157 FAX：

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／

特長：パーソナルコンピュータNEC　PC－9801シリーズに，マルチジョブ，

マルチユーザー機能を付加し，同時入力，並行処理等を可能にした，セミ

オーダーシステム。中小病院にベストフィット。

〔取扱い商品〕

■生化学検査データ処理シヌ、テム

血液検査データ処理システム

血清検査データ処理システム

■一般検査データ処理システム

■微生物検査データ処理システム

■糖尿病検査データ処理システム

■検査室トータルLANシステム

　その他，臨床検査に関するあらゆるシステムの受注，開発，全てパソコ

ンを利用したシステムです。



i42△＆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5－1

設立年月日 大正6年12月9日

資　本　金 95億円（平成2年3月現在）

代表者名 長瀬英男

従業員数 1443名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 医療システム部

TEL：03－665－3174　　FAX　O3－665－3723

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／エクタケム700N

特長：o試薬調製不要　03ヶ月から6ヶ月に1度のキャリブレーション

024時間スタンバイ　Oスピーディな結果報告　O反応終点，レート，薬

物濃度項目を含め巾の広い測定項目

〔取扱い商品〕

■乾式自動分析装置（イーストマンコダック社製）

　○コダ・ソクエクタケム700N

　Oコダックエクタケム500

　0コダックエクタケムDT60システム
　測定に必要な総ての試薬が多重層に塗布されており，微量検体で高精度

　なデータか得られるドライ方式の分析装置です。

■細菌検査感受性測定装置及び螢光免疫測定装置（ダイナテック社製）

　OMIC2000プラヌ、シヌ、テム

　○マイクロフルオロ

■臨床検査情報処理システム

　Oクロスコンピューターシステム

（NBS）二光バイオサイエンス株式会社

〒i41東京都品川区西五反田7－25－5

設立年月日 昭和37年3月1日

資　本　　金 40，000，000円

代表者名 細田　徳

従業員数 40名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業課

TEL：03－490－6411　　FAX　O3－490－6485

〔展示主要商品〕

血小板凝集能測定装置／NBSヘマトレーサー801

特長：100μサンプルで測定可能パソコンを採用し処理能力のアップ，豊

富なハラメータによりルーチンに最適

〔取扱い商品〕

フェロケム血清鉄TIBc測定装置

Na，　K測定装置イージーライト

液クロ用検出器クーロケム5100A



■Nikon
■

株式会社＝コン
　　　　　　　　〒100東京都千代田区丸の内3－2－3

設立年月日 1917年7月（大正6年）

資　本　金 347億9，500万円

代表者名 荘　孝次

従業員数 6，776名（1990年3月）

工場所在地 〒140 品川区西大井1－6－3
（大井製作所） TEL　O3－773－1111

研究所所在地 〒224 横浜市栄区長尾台町471

（横浜製作所） TEL：045－852－2111

商品間合せ先 担当部門 光機営業部顕微鏡課

TEL　O3－216－1024　　FAX　O3－213－5464

〔展示主要商品〕
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オプチフォトー2／X2CF

特長：オプチフォトー2は，高輝度ハロゲンランプや，リレーレンズを除

去したシンプルな光学系による，鮮明な観察像を実現した顕微鏡です。さ

らに，観察者の腕に柔らかくフィットする，ソフトタッチ塗装の大型アー

ムレストや，粗動ストッパなど，使いやすさや操作感触感にいたるまで

を配慮。見る人にとっての優しさと高度の機能を追求し，高次元で融合さ

せました。今回出品する，臨床用顕微鏡X2CFタイプは，セラミックステー

ジやホワイトコンデンサ，アイポイント調節用中間鏡筒を搭載した，臨床

検査に適したタイプです。小型インナーレボルバにより，標本の着脱やア

ー キングなどがスムーズに効率的に行なえます。会場におこしの際は，ぜ

ひ当社ブースにお立ち寄りになり，この新しい顕微鏡「オプチフォトー2」

をお試し下さい。

〔取扱い商品〕

各種生物顕微鏡，顕微鏡写真撮影装置，顕微鏡TV装置，画像解析装置，顕

微測光装置等

E
⑧

徊「電互璽lt6H子杭苦式呑甜

〒651神戸市中央区野崎通り3－3－14

設立年月日 昭和7年7月

資　本　金 8，000万円

代表者名 霜下浩章

従業員数 120名

工場所在地 〒664 伊丹市寺本1－114

TEL　O727－81－0821（代）

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 第二営業部販売課

TEL　O727－81－0821　　FAX　O727－81－4255

〔展示主要商品〕

スピッチバイアル

特長：NEGのねじ口瓶の特長を生かし，スクリューバイアルの中に微量用

スピッチをインサートし，オープントップキャップの採用でキャップをし

たまま，シリンジが差し込める，ニューバイアル瓶です。

〔取扱い商品〕

試験管：A試験管・サンプルチューブ・ネグチューブ・カルチャーチューブ・

　　　　ディスポチューブ・遠心沈殿管・ねじ口試験管・共栓試験管・培養試

　　　　験管

栓及びコンテナー：アルミセン・シリコセン・差し込み式赤ゴム栓・差し込

　　　　み式シリコンゴム栓・かぶせ式ゴル栓・試験管立て・フリージン

　　　　グコンテナー及びトレー

管　瓶：ポリ栓付サンプル瓶・ねじ口瓶・シリンジバイアル・ガスクロバ

　　　　イアル・バキュームバイアル・バイアル瓶

新製品：共栓試験管エコノミータイプ・比色管・シリコンチューブ・低棚試験管

　　　　立・バィアルコンテナー・スピッチバイアル・ミニバイアル・低アルカリ瓶

その他：ハンドクリッパー各種・ミニオートクレープ等



i44　＠ 株式会社ニニーi」1■一

　　　　　　　　　〒IOI東京都千代田区神田松永町1

設立年月日 1944年（昭和19年）

資　本　金 3，000万円

代表者名 伊東義人

従業員数 70名

工場所在地．　〒343 越谷市西方2760－1

TEL：0489－89－1301

サイメック 〒230 横浜市鶴見区生麦5－10－14

TFL：045－506－1903

商品間合せ先 担当部門 国内営業部企画課

TEL　O3－251－6981　　FAX　O3－251－6980

〔展示主要商品〕

自動希釈分注器／マイリューター

特長：マイコンコントロールによる多機能分注希釈器です。豊富な動作モ

ー ド。独自のメモリー機能を実装，測定精度の安定化に有効です。また姉

妹機でシングルシリンジタイプのマイペンサーもあります。

〔取扱い商品〕

■自動希釈分注器

　マイリュータ・マイペンサー・オートダイリューター

■マイクロピペット

　MODEL　5000DG・MODEL　5000F＆V・ジャスター1100DG・

　1100F＆V・MODEL　800・MODEL　7000・MODEL　100
■ディスペンサー

　MODEL　8100・MODEL　RD1000・MODEL8800
　アキュペンサージュニア・アキュペンサー・ディスペット

　MODEL　500・MODEL　600

◎ 株式会社 日科椎
〒102東京都千代田区一番町22－1

設立年月日 昭和40年11月15日

資　本　金 4，600万円

代表者名 小島英男

従業員数 270名

工場所在地 〒243 厚木市岡田728

TEL：0462－28－8232

研究所所在地　．　〒134 江戸川区中葛西5－13－9

TEL：03－686－8811

商品間合せ先 担当部門 企画課

TEL　O3－877－9232　　FAX　O3－877－7862

〔展示主要商品〕

自動血液像分類装置／コールターSTKS

特長：コールターSTKSはコールターだけの3パラメーター同時測定方式に

よる高精度白血球分類機能と定評ある血球分析（CBC）機能を組み合わせた

総合ヘマトロジーアナライザーです。

コールターのテクノロジーと製品は常に新しいコンセプトのもとに生みだ

され，世界中の血液学検査分野の発展に大きく貢献しています。現在病院

をはじめとする各医療施設においてコールター自動血球アナライザー，白

血球分類システム，自動細胞解析システムなどが診断や治療のモニタリン

グに使用され正確でスピーディーに得られる検査結果をもとに有効な指針

が下されています。

〔取扱い商品〕

■臨床検査機器分野

　自動血液分類装置，多項目血球計数装置，血液凝固測定装置，血小板凝

　集測定装置，自動血沈計，細胞分析装置，細胞分類分取システム，モノ

　クローナル抗体，グルコース／ラクテートアナライザー
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，危、日水製薬株式会社
）　　　　〒17・鯨都豊島区巣鴨2－ll－1

設立年月日 昭和10年4月6日

資　本　金 879，844，000円

代表者名 小林泰明

従業員数 490名

工場所在地 〒307 結城市大字北南茂呂古屋敷1075－2

TEL：0296－35－1221

研究所所在地 〒307 結城市大字北南茂呂占屋敷1075　2

TEL：0296－35－1221

商品間合せ先 担当部門　　検査薬部学術課

TEL：0120－411200（；㍑，、）FAX　O3－918　4515

〔展示主要商品〕：

自動細菌検査装置／センシタイター「ニッスイ」

特長：センシタイターは蛍光測定法の採用により細菌の発育を濁度として

ではなく，酵素活性のレベルで検出できるためMIC測定などの検査を迅速
・ 正確に行うことができます。

〔取扱い商品〕

■全自動エンザイムイムノアッセイ装置　AIA　600

■精度管理用凍結乾燥プール」血清（2濃度セット）　ツイン　コンセーラ

　「ニツスイ」

■精度管理用凍結プール1血清　L一コンセーラ「ニッスイ」

■高感度CRP測定用試薬（免疫比濁法）　オートTIA　CRP　S「ニッスイ」

　7150EX
■HBV関連抗原・抗体検出用キット　パヌ、ッールモノリーサHB

■HIV抗体検出用キット　パスツールエラビアEIA

■菌株保存用生培地　ニッスイチューブGDO培地

■細菌の分離・菌株保存用生培地　ニッスイチューブGAM半流動高層培地

n忙≡（株式会社ニッテク
〒184東京都小金井市中町4－13－・14

設立年月日 昭和60年7月23日

資　本　金 5，200万円

代表者名 若竹孝一

従業員数 50名

工場所在地 〒196 昭島市武蔵野3－2－51

TEL：0425－46－8771

研究所所在地 〒184 小金井市中町4－13－14

TEL　O423－85－2251

商品間合せ先 担当部門

TEL　O423－85－2251　FAX　O423－85－2259

〔展示主要商品〕

診療オーダリングシステム／NOS－1000

特長：医師による患者についての種々の指示書を本システムを使用する事

により，全ての医師が簡単に作成出来，且つコンピューターシステムとの

連がりも，極めて正確に行なえる。

〔取扱い商品〕

■一般生化学検査，評，急検査，特殊検査自動分析装置

　ス、一ノ〈’－Z818，　ス、一ノv－Z828

■血液検査装置用サンプル搬送システム

　スーバーNACSシリーズ

■診療オーダリングシステム

　NOS－1000



j46 ニットーボーメディカル株式会社

〒103東京都中央区日本橋久松町9－9

設立年月日 昭和62年8月28日

資　本　金 300，000，000円

代表者名 森本晴夫

従業員数
工場所在地 〒963 郡山市富久山町福原字塩島1

TEL　O249－32－6015

研究所所在地 〒963 郡山市富久山町福原字塩島1

TEL　O249－32－6015

商品間Aせ先 担当部門 ニットーボーメディカル株式会社営業部

TEL　O3－660－8596　　FAX　O3－660－8602

〔展示主要商品〕

ACP測定試薬／N一アッセイACP

特長：安定性の良い高感度合成基質を用い，検体中の共存物質の影響を殆

んど受けないレート法により，各種自動分析装置への導入が容易です。

酒石酸抑制法によりPAcp測定が自動分析では簡単にできます。

〔取扱い商品〕

■生化学自動分析装置用測定試薬

■用手法生化学測定試薬

■免疫比濁法測定試薬

■血液凝固線溶系測定試薬

■ソーコレックス・マイクロピペット

◆躰インターメット株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門4－1－40

設立年月日 昭和55（1980）年9月設立

資　　本　金 1千万円

代表者名 三浦洋男

従業員数 26名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業

TEL　O3－438－0547　　FAX　O3－438－0679

〔展示主要商品〕

イムノリーダーNJ－2001

特長：多目的使用のマイクロプレートリーダーとして，カイネティック測

定，細菌検査による感受性試験，色の測定などの広いアプリケーションに

対する多機能モード，データ処理プログラムを備えています。

〔取扱い商品〕

Nunc社　組織培養器具全般，及び免疫分析用器具，　LAB－TEK

TECHNE社　マイクロキャリアースターラーMCSシリーズ

　　　　　　温度自動制御ドライブロックPHCシリーズ

FILTRON社　FCS等各種動物血清

IN　VITRO社　8及12チャンネルマルチピペット

自社製品　イムノリーダーNJ－2001，イムノミニNJ－2200，

　　　　　イムノウォッシャーNK－300，　NK－100，

　　　　　凍結保存用ラック及びボックス



日本ケi≡i7　P＊k式呑社
　　　　　　〒101東京都千代田区岩本町2－2－3

設立年月日 昭和25年6月16日

資　本　金 39億円

代表者名 中村治文

従業員数 850名

工場所在地 〒380－01　茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷799－1

TEL　O296　37－2211
研究所所在地 〒341 三郷市彦川戸1　22－1

TEL：0296－37－2211

商品間合せ先 担当部門　　臨床検査薬事業部

TEL　O3－851－2974　　FAX　O3－862－2645

〔展示主要商品〕

糖尿病データ処理システム／NC　一一　DS3000

　　特長：検体の受付からW／Sの作成，分析機器からのオンライン及びオフ

　　ラインデータの入力，そのデータ処理　レポート報告まで日々検査室で発

　　生する検査情報のあらゆるデータ処理をサポートします。

　　〔取扱い商品〕

　　〔臨床検査機器〕

　　■全自動グリコヘモグロビン分析計：HLC－723GHb

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HLC－723GHblI
　　■糖尿病データ処理システム：NC－DS3000，　NC－DS2000，

　　　　　　　　　　　　　　　　NC－GSIOIO

　　■生化学自動分析装置：550EXPRESS
　　〔臨床検査試薬〕

　　■糖尿病関連試薬：グリコヘモグロビン測定　ロペットシリーズ

　　　　　　　　　　　尿中微量Alb測定　「リケット・アルブミン」

　　　　　　　　　　　血中ケトン体測定　「ケトンテストA・B」

　　■脂質関連試薬：リピッドプロフィールシリーズ

　　■血清分離剤：ミーカスシリーズ

147　■その他

口　　　　　日本光電－業酷式会看量
　　　　　　　　　　　　　　〒161東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日 昭和26年8月7日

資　本　金 42億円（平成2年6月30日現在）

代表者名 荻野和郎

従業員数 1，027名（平成2年6月現在）（グループ2，500名）

工場所在地 〒 入間郡鶴ヶ島町蕨市綿町 所沢市松郷

TEL 0492－86－1181　0484－45－8635　0429－44－1261

研究所所在地 〒161 新宿区西落合1－31－4

TEL　O3　953　1181

商品間合せ先 担当部門　　営業推進部　宣伝課

TEL：03－5996－8028　FAX　O3－5996－8091

〔展示主要商品〕

自動血球計数器／自動血球計数器

特長：自動血球計数器／MEK－5108に，大型ELディスプレイ搭載のアナ

ライザユニット（オプション）を接続しますと，白1血球2分類を含むJ血液

16項目の測定が可能になります。また，3．5インチFDDも装備し，データの

保存・管理・編集が行なえます。

〔取扱い商品〕

脳波計，誘発電位検査装置，筋電計，網膜電位測定装置，平衡機能測定装

置，心電計，ホルター心電計，運動負荷試験システム，トレッドミル，エ

ルゴメータ，心臓カテーテル検査装置，多用途測定記録装置，肺水分量測

定装置，スパイロメータ，肺機能測定装置，呼吸代謝測定装置，鼻腔通気

度計，超音波診断装置，自動血球計数器，モニタ，パルスオキシメータ，

分娩監視装置，ペースメーカ，除細動器，輸液ポンプ，人工呼吸器，セン

サ，電気生理学計測用機器，データ処理装置など。
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◎ 日本商事株式会社
　　　　　　　　　〒540大阪市中央区石町2－2－9

設立年月日 昭和14年12月24日

資　本　金 23億6034万3250円

代表者名 服部　孝一

従業員数 2，453名

工場所在地 〒709－43　岡山県勝田郡勝央町太平台18

TEL　O868－38－5341

研究所所在地 〒567 茨木市庄2－24－3

TEL　O726－22－4941

商品間合せ先 担当部門 自社品事業部門試薬部

TEL　O6－941－0308　　FAX　O6－947－1549

〔展示主要商品〕

ヒト型酵素コントロール血清「セラクリアーHE」

特長：★ヒト細胞由来精製酵素を分画ヒト1血清に添加調製した信頼性の高

い酵素測定用管理血清です。★IFCC及びJSCC勧告法などによって繰返

し測定した分析値を表示しています。

〔取扱い商品〕

■体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）

　O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

　O免疫血．清検査用

　O」flL液検査用

　　1血液凝固，⊥血L色素検査用各種製品

　oその他，電気泳動用，ウィルス検査用

■臨床検査試薬

　標準物質，精度管理用1血清・J（LL漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他

■臨床検査器具・器材

　o医療器具，ポルーE一フィルムシステム，オプション8

　0日商ディスポ製品，フィンピペットシステム

團 日本シンテックス株式会社

〒150東京都渋谷区渋谷3－9－9東京建物渋谷ビル

設立年月日 1980年10月3日

資　本　　金 5億5千万円

代表者名 ダグラス・ロス

従業員数 90名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒227 横浜市緑区荏田南1－1

TEL　O45－942－1400

商品間合せ先 担当部門 シバ臨床診断薬事業部

TEL　O3－797－1480　　FAX　O3－797－5830

〔展示主要商品〕

／エミット⇔新試薬シリーズ

特長二従来のエミット⑧試薬に新たに加えられた2品目のうち，エミット

⑧カラムジゴキシンアッセイは，ジゴキシン様免疫反応因子（DLIF）

の影響を軽減し，正確な測定結果を得ることができます。また，エミット

⑧三環系抗うっ剤アッセイは，モノクローナル抗体を用いることにより，

アミトリプチリン，ノルトリプチリン，イミプラミン，デシプラミンの4

薬剤を各々測定できます。

〔取扱い商品〕

血中薬物測定用エミット試薬（各種自動分析機用）

　各種1血中薬物：フェニトイン，プリミドン，フェノバルビタール，エト

　サクシミド，カルバマゼピン，バルプロ酸，ジゴキシン，プロカインア

　ミド，メトトレキサート，トブラマイシン，テオフィリン他

直接蛍光抗体法によるウイルス又は微生物の検出

　マイクロトラック⑱クラミジアトラコマチスダイレクトテスト

　マイクロトラック⑧ヘルペスダイレクトテスト

酵素免疫クロマトグラフ法を原理とする全血中薬物濃度測定用試薬

　シバ　テオチェック



■■HaSSク　　　コ⊃株鵡社

〒107東京都港区北青山2－5－8 ハザマビル

設立年月日　．　1974年2月

資　本　金’　6億

代表者名 西村英二

従業員数 160名

工場所在地．　〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部（技術センター）

TEL　O3－862－7311　　FAX　O3－862－7365

〔展示主要商品〕

血液像自動分析装置／総合血液学検査装置THMS　H＊2

特長：時間当り100検体以上の処理速度，豊富な分析項目，低い鏡検率をほ

こる血管・白血球自動分類装置。フローサイトメトリー方式で，成績値に

定評のあるTHMS　H・1の高速型姉妹システム。
〔取扱い商品〕

生化学

　CHEM　1，　SMAC　3　ST，　SSR－XT，　SSR，　RA・　100

血液学

　THMS　H・2，　THMS　H・1，　SYSTEM　9000
免疫学

　DPA－1

緊急

　STAT　PROFILEシリーズ（7）

　NOVAシリーズ（13十13）
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ii”1i：DPi：日本口PCコーポレーション

〒103東京都中央区日本橋3－7－10タンペイ日本橋ビル

設立年月日 1986年2月6日

資　本　金．　7億3千万円

代表者名 日本支社長　束正生

従業員数
工場所在地 〒290 市原市八幡海岸通り12

TEL　O436－41－2186

研究所所在地 〒
’

　同上

TEL
商品間合せ先 担当部門 開発部

TEL　O3－278－0252　　FAX　O3－281－2829

〔展示主要商品〕

RlAキット／IV型コラーゲン・7Sキット

特長：血中IV型コラーゲン・7S濃度を測定する二抗体法ラジオイムノア

ッセイ（RIA）キットであり，慢性肝疾患の進行程度，線維化程度を反

映する指標として臨床上有用な新しい検査です。

〔取扱い商品〕

体外診断薬

　甲状腺関連ホルモン測定用キット

　副腎皮質関連ホルモン測定用キット

　性腺関連ホルモン測定用キット

　自己免疫疾患関連測定用キット

　下垂体関連ホルモン測定用キット

　糖尿病関連測定用キット

　副甲状腺ホルモン測定用キット

　アレルギー関連測定用キット

　肝線維化検査測定用キット



15°

ZVEC日本電気株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒108－Ol東京都港区芝5－7－1

設立年月日 1899年（明治32年）7月17日

資　本　金 1，599億円（平成元年3月末現在）

代表者名 関本　忠弘

従業員数 37，721名（平成元年3月末現在）

工場所在地 〒183 府中市日新町1－　10　ほか

TEL　O423－64－1111

研究所所在地 〒213 川崎市宮前区宮崎4－1－1　ほか

TEL　O44－855－1111

商品間合せ先 担当部門　情報処理医療システム事業部販売促進部

TEL　O3－798－6372　　FAX　O3－798－6375

〔展示主要商品〕

NEC臨床検査システム／LACS

特長：O豊富な業務プログラム・パッケージを完備しています。

　　　o検査業務のリアルタイム処理を目指しています。

　　　Oリレーショナル型データベースによるデータ管理が容易です。

〔取扱い商品〕

■明日の医療に大きく貢献するNECの“C＆C総合医療情報システム”

　Oオーダリングシステム

　o医療事務システム（IBARSシリーズ）

　o臨床検査システム（LACSシリーズ）

　○総合健診システム（HEALTHシリーズ）

　o薬剤管理システム（DMSシリーズ）

　o給食管理システム（FMSシリーズ）

　o物品管理システム（SMSシリーズ）

　o給与システム（PASシリーズ）

　o財務会計システム（FASシリーズ）

　o医用画像管理システム（NEPACS）

　o放射線治療システム

　oその他

戚日本電子株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒196東京都昭島市武蔵野3－1－2

設立年月日 昭和24年5月

資　本　金 32億4，000万円

代表者名 竹内　隆

従業員数 1，553名（平成2年3月31日現在）

工場所在地 〒196 昭島市武蔵野3－1－2

TEL　O425－43－1111

研究所所在地 〒 同上

TEL 〃

商品間合せ先 担当部門 医用機器事業部営業部

TEL　O3－213－1813　　FAX　O3－212－0826

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／クリナライザJCA－RS1200

特長：独創的な分析系と豊富な機能で，一段とグレードアップ，インテリ

ジェント化された新クリナライザJCA’RSシリーズ。誰にでも迅速に分析

できる使いやすさを追及した新機構を搭載。

〔取扱い商品〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　一透過電子顕微鏡■形態観察機器　　竜子顕微鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　L走査顕微鏡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析屯子顕微鏡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子プローブマイクロアナライザ

■分析用機器

一…一
［議㌫：二三：ブ

ー
騰篶1鑑炉

ク・マト鑓⇒嘩欝繧ラ融羅フ

・医療麟一一L齢謡裏警分析鑓＝歪晶ヱ乙ア
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C2【1　）日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒104東京都中央区勝どき5－3－6住友生命勝どきビル

設立年月日 ’79年10月16日

資　本　金 22，000万円

代表者名 吉田文紀

従業員数 160名

工場所在地 〒290 市原市五井9008

TEL　O436－21－6511

研究所所在地 〒 同上

TEL 同上

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL　534－7601　　FAX　534－8027

〔展示主要商品〕

比色計／ノパパスマイクロプレートリーダー

特長：25枚のマイクロプレートが一度に測定出来，しかも測定前にばらつ

きをなくするための振とう装置が設備されています。

〔取扱い商品〕

■HPLC測定用キットシリーズ

　全血シクロスポリン，　尿中遊離カテコールアミン，尿中メタネフリン，

　尿中バニリルマンデル酸　他。

■尿中成分測定用カラムテストシリーズ

　ALA／PBG（デルタアミノレブリン酸／ポルフォビリノーゲン）カラ

　ムテスト，ケトクローム（17－OHCS）カラムテスト他

■カンティジェン（ヒト末梢血リンパ球サブセット測定用キット）

■イムノブロットアッセイ（抗HIV抗体検出用確認試験）

■ヘモグロビンA｜cカラムテスト「Alcマイクロ」（三光純薬販売）

■精度管理用コントロール（ライフォチェック）シリーズ

　TDMコントロール血清，イムノアッセイコントロール1血清，腫瘍マー

　カーコントロール血清，イムノロジー（液状）コントロール］血清，定量

　用尿コントロール，髄液コントU一ル　他。

日ホ分光株式
1 1

　　臨床検査に奉仕する

会社日本分光メデYカル
　　　〒ll3東京都文京区本郷3－24－2イナミビル

設立年月日 昭和51年2月

資　本　金 4，000万円

代表者名 平垣茂穂

従業員数 21名

工場所在地 〒192 八王子市石川町2967－5

TEL　O426－46－4111

研究所所在地 〒192 同上

TEL　O426－46－4118
商品間合せ先 担当部門　　株式会社日本分光メディカル

TEL　O3－816－4351　　FAX　O3－816－4307

〔展示主要商品〕

電解質三項目同時測定装置／AF・305

特長：Na，K，　Clが同時に測定できる自動分析システムです。

操作はワンタッチ方式で簡単に測定できます。データの正確さはCVO．5

％以下です。試薬の使用量が少なく低コストです。

〔取扱い商品〕

■分光光度計　50型　メーター方式の簡易型

　　　　　　　66型　生化学検査用　マイコン方式

　　　　　　　77Σ型　臨床検査用　CRT付，レート法，紫外部可

　　　　　　　88型　エンドポイント，レート法可

　　　　　　　ev・－1型　二波長，三波長測定可又，スキャンニングも可

■炎光光度計　30C型　全自動尖光光度計

　　　　　　　MF303型　超小型マイクロフレーム，小型ガスカートリ

　　　　　　　　　　　　　ツジ方式

■電解質自動分析装置　AF－305型　3項目全自動測定装置

　　　　　　　　　　　NAKL－121型　イオン電極法

■ロボットアナライザー　RA－60S型　単項目自動分析装置

■オートサンプラー　UAS－3型　分光光度計用，炎光光度計



152日本ベクトン・デイッキンソン株式会社
　　NipPon　Becton　Dickinson　Co．，　Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　〒167東京都港区赤坂8－5－34島藤ビル

設立年月日 昭和60年5月13日

資　本　金 7億5千万円

代表者名 ギャリー・Cリンチ

従業員数 274名

工場所在地 〒960－21　福島市土船字五反田1

TEL　O245－93－2311

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL FAX
〔展示主要商品〕

血液培養検査装置／BACTEC　SYSTEM

特長：バクテックシステムは，細菌が代謝産生する二酸化炭素を高感度赤

外分光器を用いて検出し，」血中の細菌の有無を判定する装置である。

〔取扱い商品〕

■BO分析機器・試薬

　自動細胞解析装置：FACScan．

　　　　　　　　　　モノクロナール抗体（Leuシリーズ）

　血液培養検査装置：バクテックNR660／NR730システム

　結核検査装置　　：バクテック460TBシステム

　細菌検査システム：セブターシステム，オートリーダー，

　　　　　　　　　セブターペット　シリーズ

　血球計測システム：QBCシリーズ

　免疫血清検査装置：アフィニティ　システム

■BBL細菌検査用試薬，器材，生培地，感受性検査用ディスク

■FALCON組織培養器材
　組織培養用シャーレ，フラスコ，ピペット，試験管，その他

日本モニター株式会社
Nlppon〃oni80r　K．K．

　　　　〒169東京都新宿区西早稲田3－31－ll

設立年月日 昭和53年4月28日

資　　本　　金 3億2千万円

代表者名 ロバート・M・バーグランド

従業員数 45名

工場所在地 〒169 東京都新宿区西早稲田3－31－11

TEL
研究所所在地　．　〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－207－1311　　FAX　O3－207－1317

〔展示主要商品〕

生化学自動分析装置／ザ・パラレルR2臨床化学システム

特長：測定項目数：30項目（Na／k測定ユニット標準装備）

　　　分析装置　：240検体／時（7200テスト／時）

　　　精度管理　：ウエ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

　　　自動再検機器：再検指示パネル表示及び自動再検機能

　　　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

〔取扱い商品〕

　日本モニター杜の母体である米国アメリカンモニター社は，病院の検査

室から生まれた，臨床検査機器と体外診断薬の専門メーカーです。

■体外診断薬：各動自動分析用検査試薬，Fc，　UIBC，他

■マルチスタンダード：オムニキャル1／オムニキャルII

■コントロール血清：クオリファイ1／クオリファイII



日本ロシュ株式会社
〒lOO東京都千代田区丸の内3－2－3富士ビル

設立年月日 1932年5月

資　本　金 88億円

代表者名 ルドルフ・マイヤー

従業員数 1，817名

工場所在地 ft　437 袋井市久能3056

TEL　O538－42－6211

研究所所在地 〒247 鎌倉市梶原200

TEL：0467－47－2260
商品間合せ先　．　担当部門 試薬本部

TEL　O3－5470－1710　　FAX　O3－5470－1720

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／COBAS　MIRA　S
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特長：従来のコバス　ミラのコンパクトさ，操作性の良さ，検体・試薬の

微量化等の特徴をそのまま生かした上に，キュベット自動交換機能，試薬

保冷機能等が追加され，より操作性，信頼性を高めた装置です。

〔取扱い商品〕

ディヌ、クリート方式臨床化学自動分析装置　COBAS　MIRA　S

（乾式臨床化学自動分析装置　COBAS　READY）

細菌学的検査試薬：エンテロチューブII，オキシファームチューブII，

　〈マイコチューブ〉ロシュ，ウロチューブ「ロシュ」，BCBシステム「ロ

　シュ」他

免疫学的検査試薬：CEA「ロシュ」II，　CEA「ロシュ」EIA，　CEA「ロシ

　ュ」EIA・DM，AFP「ロシュ」EIA・DM，　HBsAg「ロシュ」EIA，

　Anti－HBs「ロシュ」EIA，Anti－HBc「ロシュ」EIA，HCG「ロシュ」ス

　ライドテスト，T抗血清「ロシュ」シリーズ他

生化学的検査試薬：フルクトサミンテスト「ロシュ」II，コバスU一キッ

　トシリーズ，MAキット「ロシュ」シリーズ他。

⑭株式会社＝　；bD
　　　　　　　　　　　　　　　　〒531大阪市北区豊崎3－3－13

設立年月日 昭和39年3月

資　本　金 2億円

代表者名 佐野和夫

従業員数 430名

工場所在地 〒018－57　大館市二井田字羽貫谷地8－7

TEL　O186－49－5111

研究所所在地　．　〒525 草津市野路町700

TEL　O775－64－0500
商品間合せ先 担当部門 医薬部試薬課

TEL　O6－373－3155　　FAX　O6－373－0836

〔展示主要商品〕

全自動EIAシステム／IB－500

特長：ビーズ固相ヘテロジニアスEIAを完全自動化，多くの試薬キット

に適用でき，4種類の近似回帰式がつかえます。数値変換，数値編集がで

きます。

〔取扱い商品〕

ディスポーザブル医療用具（注射針，シリンジ，輸液セット，カテーテル）

　三方活栓，フィルター類，尿バッグ，手袋類，検査器具，衛生材料，

　血圧計，体温計，人工肛門，血液バッグ，体外診断薬，消毒薬，

　人工腎臓，人工透析機器，血漿採取装置
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菌ew■』f4∋株式会社ニューライフ

　　　　　　〒336埼玉県浦和市北浦和3－7－3ハイスクエアイシイ202

設立年月日 昭和63年8月11日

資　本　金 200万円

代表者名 伊藤尚之

従業員数 5名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL　O48－824－0065　　FAX　O48－834－1908

〔展示主要商品〕

EL－MAT／フィブリノン

特長：EL－MAT　ELELエレクトロルミネッセンス使用の超薄型マット。

マットが発光しレントゲンポジ等の撮影用として使用可能。

●フィブリノン　血清分離剤入りスピッツ主にフィブリン除去を目的とする。

〔取扱い商品〕

」血］一清分離剤入りスピッツ，その他

唖ノt’er7tテ：wO株蓑会社
〒113東京都文京区湯島2－29－4古沢ビル

設立年月日 昭和53年3月1日

資　本　金 7，500，000

代表者名 上島英雄

従業員数 7名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－816－6931　　FAX　O3－818－4554

〔展示主要商品〕

HLAドッティングマシーン／オートセラドットー6072

特長：最近，臓器移植が大学病院等で多く行なわれるようになりましたが，

移植には患者と提供者間でHLA（白」血球型）を合わせる必要があります。

そのタイピングに必要な抗血清プレートを作る時，オートセラドットは今

世界中で活躍しております。

〔取扱い商品〕

〔営業品目〕

酵素抗体研究用機器

　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



Baxter　バクスター株式会社
〒102東京都千代田区六番町4

設立年月日 1968年10月

資　本　金 39億3000万円

代表者名．ジャック．L．マッギンレイ

従業員数 1，020名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地’〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門　．　臨床検査システム事業部

TEL：03－505－7831　　FAX　O3－505－7820

〔展示主要商品〕

細菌検査装置／オートスキャン4

特徴：細菌の同定と感受性試験を標準化，省力化します。本装置で検査に

使用したパネルの96項目が約5秒で同時に読み取られ，結果はコンピュー

タにより，報告書あるいは疫学的な統計として報告されます。

〔取扱い商品〕

■臨床化学自動分析装置

■細菌検査分析装置

■血液凝固分析装置

■血中薬物，ホルモン自動分析装置

■血小板凝集分析装置

■自動ミクロトーム

■血球洗浄装置

■各種専用試薬類
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鹸． 株式会社PAS（co

〒104東京都中央区八丁堀3－5－7

設立年月日 昭和51年6月24日

資　本　金 3，000万円

代表者名 井上　量

従業員数 110名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門　’　営業部

TEL：03－553－5212　　FAX：03－555－0847

〔展示主要商品〕

血液凝固系線溶系測定装置／ACLシリーズ

特長：1）測定項目…PT，　APTT，FIB，因子定量，　AT－III，α2－　PI，PL

G，ヘパリン　2）微量サンプル微量試薬　3）高速処理　4）自動キャリ

ブレーション　5）フィブリノーゲンのPTとの同時測定

〔取扱い商品〕

〈臨床検査機器〉

■血液凝固系・線溶系自動測定装置　ACLシリーズ

■全自動遠心方式分析装置　モナーク

■自動包埋装置　ヒストマティック，包埋センター，簡易小型ドラフト，

　脳波測定分析装置　　QSI9000　その他臨床検査，理化学機器

〈治療関連機器〉

■結石破砕装置，YAGレーザー，ハイパーサーミア
〈［由if象言参1き斤装置〉

■超高速X線CT　イマトロン　シネCT

■MRI（磁気共鳴画像診断装置）
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◎株式醜日itX伯所
　　　　　　　　　　　　　〒100東京都千代田区丸の内1－5－1

設立年月日 大正9年2月1日（創業明治43年）

資本金’234，203，000，000円
代表者名　．　三田勝茂

従業員数’約80，000名
工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門

TEL FAX
〔展示主要商品〕

自動分析装置／7250

特長：同時35項目，75～600検体／時の大量・高速処理。4項目単位のラン

ダムアクセス方式による無駄のない分析。自動再検機能，血清・尿同時測

定など機能も充実。

〔取扱い商品〕

各種臨床検査機器を取扱う計測器グループは，㈱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，100社をこえるグループ各社との緊密な

連携のもとに，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，超音波などの製造・販売を行っています。

日製産業株式会社　日立製作所直系の工業専門商社で，科学機器では，分

光光度計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などの国内販売，輸出入を行っています。

唖一
欝ピー・エム・エル
　　　　〒166東京都杉並区高円寺南1－34－5

設立年月日 昭和30年7月

資　本　金 273，375，000円

代表者名．荒井元義
従業員数 1，550名

工場所在地．　〒

TEL：
研究所所在地 〒350 川越市的場1361－1

TEL：0492－32－0111

商品間合せ先 担当部門 メリッツ

TEL：03－317－1011　　FAX　O3－317－1300

〔展示主要商品〕

検査情報システム／マイケル〈ん（New　Version）

特長：検査情報システム“マイケルくん”は，オンラインによる結果報告

のスビードアップ，検査結果の蓄積，照会，検体検査以外の情報入力，健

診／ドッグ報告書の出力など診療支援を目的とした情報化システムです。

〔取扱い商品〕

業務内容：受託臨床検査業務（内分泌，血漿蛋白，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84ヶ所の支社・営業所〔北陸支杜（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32ヶ所のラボラトリー〔総合研究所（川越），東京，富山，

札幌，大阪，福岡，名古屋等〕を擁する業界最大手の一社。

メリッツ業務内容：（1）ソフトウェアの開発および販売　（2）コンピュータお

よび関連機器の販売　（3）パソコン通信ネットワーク“MP－NET”

（Merits　Personal　computer－NET　work）の運営（4）情報処理システム化

に関わるコンサルティング　（5）コンピュータによる情報の処理
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⑳ピーエム機器株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒113東京都文京区本郷3－25－4

設立年月日 昭和60年6月

資本本　金 1，000万円

代表者名 種橋成雄

従業員数 6名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－818－5091　　FAX　O3－818－5530

〔展示主要商品〕

DNA増幅装置／サーマルプログラマー

特長：DNA増幅の最適条件を捜し出す為，温度・時間を独自に設定できる

ヒートブロックを3個有し，1度の実験で3種類のデータが得られる様に

なっています。最良データのプログラムで3個のブロックを同時に作動も

可能です。

〔取扱い商品〕

■DNA増幅装置

■シンセティクオーブン

■マイクロピペットソコレックス社製

　デジタルマイクロピペット　0．4～2，1～10，10～100，100～1，000m2各種

　マルチチャンネルマイクロピペット8ch，12ch，5～50，　SO　一一　200m£各種

■ピペットチップ　米国クオリティ社製

■メンブランフィルター　独国S＆S社製

■細胞融合装置・遺伝子導入装置　パルス検出装置　米国BTX社製

　ECM200融合装置，　T800．T300．T100．ECM600遺伝子導入装置，

　パルスチェッカー・オプティマイザー　パルス検出装置

④　Pharmaciaファルマシア株式会社

　　　　　　　〒141東京都品川区上大崎4－5－37本多電機ビル

設立年月日 昭和48年2月19日

資　本　金 30億円

代表者名 山本喜孝

従業員数 315名

工場所在地 〒311－35　茨域県行方郡玉造町大字芹沢字上山920－65

TEL　O2995－5－0881
研究所所在地 〒311－35　茨城県行方郡玉造町大字芹沢字上山920－65

TEL　O2995－5－0881
商品間合せ先 担当部門 営業部セールスサポート

TEL　O3－492－9271　　FAX　O3－492－9240

〔展示主要商品〕

CAPsystem

特長：CAPsystemはファルマシアが開発した新しいアレルギー検査システ

ムであり，新固相（イムノキャップ）により従来のRASTに比し高感度，

ワイドレンジと共に反応時間が短縮されています。

〔取扱い商品〕

■CAPsystem
　機　器：フローロ・カウント96，アッセイウォシャー96他

　測定項目：アレルギー検査

■DELFIAsystem
　機　器：アーカス螢光光度計他

　測定項目：甲状腺関連検査，内分泌学的検査，癌関連検査，新生児スク

　　　　　　リーニング他

■その他

　RIAsystem（各種ガンマカウンター，試薬），液体シンチレーションカウ

　ンター，べ一タプレート，ルミノメーター他
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▽709・竈子：fi式ett⑧
　　　FVKUDA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日 昭和14年7月

資　本　金 43億円8，700万円

代表者名 福田孝太郎

従業員数 1400名

工場所在地 〒240－14　千葉県印旛郡白井町中字中台305－1

TEL：0474－92－2011

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 宣伝課（各部門へ紹介します）

TEL　O3－5684－1566　　FAX　O3－5684－1577

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置LC－114

特長：LC－114は，わずか25μの全血で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。

〔取扱い商品〕

O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）o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関連装置，

周産期監視装置他）o治療・蘇生用装置（ペースメーカ，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

⇔ 富士コニ業株式会社
　　　　　　　　〒ll3東京都文京区湯島4－1－14

設立年月日 昭和5年5月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 壼井常一

従業員数 9名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門

TEL： FAX
〔展示主要商品〕

浸透圧計／アドバンス渉透圧計3MO

特長：氷点降下法でサンプル量20μμを実現一マイクロプロセッサー内蔵に

よるオート・スタット測定，自動キャリブレーション及び自己診断による

トラブル検出機能があり，20字ドットマトリクス表示。RS232出力。

〔取扱い商品〕

米国アドバンス社………アドバンス1参透圧計　3C23D23MO　3W2

　　　　　　　　　　　ミルク・クライオスコープ

米国クレット社…………クレット光電光度計

米国ケンブリッジ社……尿沈渣用URI染色液，染色液等を除去するスティ

　　　　　　　　　　　ンリムーバー

西ドイツホフマン社…・電気バーナー

米国ドラモンド社………CMピペット

英国フックアンドタッカー社…自動希釈装置・分注器

他にヌ、トップウォッチホルダー・FSピペット洗浄器等を販売
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ES藤沢薬品工業株式会社
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－10－9

設立年月日 昭和5年12月20日

資　本　金 約280億円

代表者名 藤澤友吉郎

従業員数 約5，000名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 医療関連事業部

TEL　O3－662－1511　　FAX　O3－639－4287

〔展示主要商品〕

フローサイトメーター／FACScan

特長：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

きるように開発された機器です。

〔取扱い商品〕

■フローサイトメーター（FACScan，　FACStarPLus）

■モノクローナル抗体（Leuシリーズ）リンパ球サブセット，　T細胞サブ

　セット検査用モノクローナル抗体，細胞周期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，　S－100，免疫グロブリン等の

　免疫組織染色用試薬

■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）

■尿試験紙（ウロピースII）

■便潜血反応用試験紙（ヘモカルトIIスライド）

■その他

FU晦罵鷲㌔竺＿＿
設立年月日 1935年6月20日

資　本　　金 1988億円（1989年7月現在）

代表者名 関澤　義

従業員数 50，866名（1989年3月現在）

工場所在地 〒211 川崎市中原区上小田中1015

TEL　O44－777－1111

研究所所在地 〒243－01　厚木市森の里若宮10－1

TEL　O462－48－3111

商品間合せ先 担当部門 医療システム営業部

TEL　O3－216－3211㈹　　FAX　O3－216－9358

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／LAMDA

特長：病院検査室・検査センター各々のオリジナルな検査業務運用に柔軟

に対応し，正確で迅速なデータ処理を容易に実現します。また，自動分析

装置のオンラインは，稼動実績600台の『クリニエース』で可能です。
〔取扱い商品〕

■医療システム：オーダリングシステム『H6PE／Dr　MAIN』

　　　　　　　　医事会計システム『H6PE／X』・『H6PE80』

　　　　　　　　病院部門別原価管理システム『H6PE／CMIS』

　　　　　　　　薬品管理システム『H6PE／P6KET』

　　　　　　　　給食管理システム『H6PE／C6METY』

　　　　　　　　部品管理システム『H6PE／PALETY』
　　　　　　　　臨床検査システム『LAMDA』

　　　　　　　　分析装置オンラインシステム『クリニエース』

　　　　　　　　病理検査システム（FMRシリーズ）

　　　　　　　　健康管理情報システム『HAIVS』

■医療機器　　：超音波診断装置『ME120A』

■コンピュータ：Mシリーズ・Kシリーズ・Gシリーズ・FMRシリーズ
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唖
　　　MED｜CAL

富士メデヤカルシステム株式会社

〒104東京都中央区銀座7－13－8

設立年月日 昭和42年

資　本　金 75百万円

代表者名 興津　勲

従業員数 500名

工場所在地 〒 中央区銀座7－13－8

TEL　O3－545－3311

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 DC部

TEL　O3－545－3326　　FAX　O3－543－8073

〔展示主要商品〕

一般生化学検査システム／FDC5500・800

特長：今回は，FDC5500による緊急即時検査，　FDC800による電解質緊急

検査をTP－100FMチケットプリンターに接続通信仕様をべ一スにした，

検査伝票作成システムとして発表

〔取扱い商品〕

■臨床検査ドライケミストリーシヌ、テム

Oグルコースアナライザー

o多項目アナライザー

O電解質アナライザー

o比色／酵素アナライザー

OI血糖測定用小型アナライザー

Oアンモニア小型アナライザー

o血液学検査システム　QBC　II

O検査伝票作成用プリンター　TP－100FM

　　他，関連スライド（23項目，28品種）

FDC1000

FDC2000

FDC　800

FDC5500

　　FDC100G

　　FDC100N

●　　　　　㈱フジモト・ダイアグノスティックス

　　　　　　　　　　　　　　　〒580大阪府松原市西大塚1－4－10

設立年月日 昭和50年7月14日

資　本　金 4800万円

代表者名 藤本靖人

従業員数 37名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒583 羽曳野市駒ヶ谷5－3

TEL　O729－56－4561

商品間合せ先 担当部門 大阪府松原市西大塚1－4－10

TEL　O723－33－3002　　FAX　O723－34－6757

〔展示主要商品〕

免疫比濁測定装置／ターボックス

特長：1．対話方式で簡単な操作，しかも軽量・コンパクト

　　　2．発光ダイオードを光源とした散乱光測定を採用

　　　3．磁気カードの情報でわずらわしい多点キャリブレーションは不要です。

〔取扱い商品〕

■臨床検査試薬

　Oターボックス専用試薬

　　（尿中アルブミン，CRP，　IgG，　IgA，　IgM，　Hp，　Tf，α1一酸性糖蛋白

　　AT　III，フィブリノーゲン，アポA1，アポB）

　O自動分析機用試薬

　　（クレアチニン，総胆汁酸，シアル酸，その他）

　免疫比濁法定量用試薬（．自動分析機可）

　　（尿中アルブミン，CRP，アポA1，アポA2，アポB他）

　o細菌検査用試薬（皮膚糸状菌検出用培地）

■医療用機器

　Oターボックス



0聞L∵㌔雰正1
設立年月日 1950年12月18日

資　本　金 36億8千万円

代表者名 福山　勝

従業員数 800名

工場所在地 〒192 八王子市小宮町51

TEL　O426－45－0071

研究所所在地 〒192 八王子市小宮町51

TEL　O426－45－0071

商品間合せ先 担当部門 検査薬営業本部

TEL　O3－5371－1840　　FAX　O3－5371－1844

〔展示主要商品〕

HTLV－1抗体検出用試薬／セロディア・HTLV－1

　　特長：1．PA法を原理とするマイクロタイター法により検査術式が非常に

　　　簡単で，多数検体のスクリーニングに適しています。

　　2．2時間後に肉眼での判定が可能です。

　　　〔取扱い商品〕

　　　■免疫血清検査薬

　　　　PA法，　HA法：セロディアーHIV，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

　　　　　　　　　　　セロディアーATG，　AMC，イムディアーHem　SP等

　　　　　　　EIA法：イムノクロンCA19－9，　CA　125，　CA　15－3

　　　　　　　　　　　イムザインCEA，フェリチン，α1－M，β2－M

　　　　　　　　　　　イムザインAFPm。n。，　IgE

　　　　　　　　　　　フレライザClq－CIC，　C3d－CIC，　HB，

　　　　　　　　　　　クイーデル　アレルギー　スクリーン

　　　■生化学検査薬：HDLステロザイム545，　ACEカラー，　Ch－Eオート

　　　■血液検査薬　：ラピディアーDdimer

l61　■臨床検査機器：パターンリーダー，オートダイリューター　等

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社

〒183東京都府中市本町2－9－9

設立年月日 昭和60年7月17日

資　本　金 2，000万円

代表者名 田島秀二

従業員数 14名

工場所在地 〒270 松戸市中和倉341－1

TEL
研究所所在地 〒270 松戸市中和倉341　1

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業

TEL　O423－33－0901 FAX　O423－33－0970

〔展示主要商品〕

検体・試薬自動分注機／ロボテックRX－450

特長：スカラー型ロボットアームを採用。コの字型の拡大ステージを，分

注ノズルが自在に駆動して，複雑な分注条件をクリアー。またシリンダー

内蔵ペンシル型ノズルが，高精度且つ最高の使い勝手を実現した。

〔取扱い商品〕

■分注機

　シーケンシャル自動検体分注機

　仕分自動検体分注機

　自動試薬分注機

■洗浄機

　ビーズ洗浄機

　マイクロプレート洗浄機

　回転型B／F分離装置

■撹拝器

　試験管シェーカー

　プレートシェーカー

　ボトルローテーター

■検査器具

　試験管ラック

　マニュアルアスピレーター

　アイソトープ遮敵容器

　ビーズ投入器

■プラスチック消耗品

　検査用ポリエチレン製試験管

　検査用ポリプロピレン製試験管

　検体集荷用PE製耐凍結容器

　マイクロプレート

　ピペッティングチップ



162 ヘキストジャパン株式会社F⑳
　　　　　　　　　　　　　　　　〒107東京都港区赤坂8－10－　16

設立年月日 1966年12月19

資　本　金 35億3千万円

代表者名 ホルスト・ウェッシェ

従業貝数 1，787名（1989年12月）

工場所在地 〒350 川越市南台1－3－2（日本ヘキスト株式会杜）

TEL　O492－43－1610

研究所所在地 〒350 川越市南台1－3－2

TEL：0492－43－6199

商品間合せ先 担当部門 医薬営業本部診断薬部

TEL：03－479－7529　　FAX　O3－479－5226

〔展示主要商品〕

化学発光免疫測定装置／べ一リングベリラックスアナライザー250

特長：きわめて感度の高い化学発光免疫測定法を原理としており，化学発

光反応から結果の印字までをわずか6秒で行う。1時間当りの処理検体数

は600検体である。

〔取扱い商品〕

■血液凝固検査薬：エンザイグノヌ、トTAT，ベリクロームAT　III，他

■ネフェロメトリー用検査薬：N抗Lfil清lgG，　NAラテ・ク7．　CRP他

■免疫比濁法用検査薬：タービクォントCRP，尿中アルブミン他

■EIA用検査薬：HB関連抗原・抗体，各種ウィルス他

■臨床化学検査薬：ハントラックEK．アミラーゼ，他

■尿検査用試験紙：ラピグノスト

■抗血清：抗ヒト全1血清，抗ヒト特異IA［清，　EITC標識抗血清，他

■検査機器：BNA，　BN100（全自動免疫化学分析装置），　BEPII（マイク

　ロプレートELISA自動測定機），クロモタイマ／フィブリンタイマ（IAL液

　凝固分析装置），タービタイマ（免疫比濁法・享用分析装置），ラピマート

　II／T（尿検査機器）

（一　itrtett　Aしゴ研iiR所

　　　　　　　　　　　　　　　　〒336埼玉県浦和市常盤9－21－19

設Ntt：年月日 1976年2月28日

資　　本　　金

代表者名 中里時亜

従業員数
丁場｝折石三‡也 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品問合せ先 担当部門 営業部

TEL：048－833－3208　　FAX　O48－833－3273

〔展示主要商品〕

多項目自動電気泳動装置／REP

特長：世界初の多項目自動電気泳動装置で，しかも検体処理ヌ、ピードが早

く，これ一台で日常のルーチン項目（蛋白・LDH・CPK・リボ蛋白他etc．）

を全て処理致します。

〔取扱い商品〕

■自動電気泳動装置：REP（レップ）

　　　　　　　　　　（アイソザイム・蛋白・リボ蛋白分画etc）

■デンシトメーター：プロセス24，クリニスキャン2

　　　　　　　　　　EDC（Electrophoresis　Data　Center）

■タイタンIII（セア膜）：血清蛋白・リボ蛋白・HDLコレステu一ル

　　　　　　　　　　　アイソザイム（LDH・CPK・ALP・アミラーゼ・

　　　　　　　　　　　γ一GT　etc．）各分画

■タイタンGEL：LDH・リボ蛋白・高分解能蛋白泳動キット・免疫電気泳
　（アガロース）
　　　　　　　　動キット・免疫固定キット・圭艮染色

■試薬：アイソザイム・脂質・血清蛋白その他の試薬・コントロール及び

　　　　抗血清
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BECKMANベツクマン株式会社
〒102東京都千代田区三番町6

設立年月日 昭和52年7月

資　本　金 121意3000万P」

代表者名 西本泰治

従業員数 203名

工場指在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－221　5891　　FAX　　O3－221－6823

〔展示主要商品〕

電極式電解質分析装置／シンクロンエリーゼ

特長：日本語表示。Na，　K，　Cl，　CO24項目。　Li，　Ca開発中。2項目から

5項目まで選択自由。優れた操作性。マルチキャリブレーション8時問有

効。メンテナンス簡単。信頼性と効率のソフトウェア。

〔取扱い商品〕

■生化学自動分析装置

　アストラ4，アストラ8，シンクロンCX　3，　CX　4／5

■電解質分析装置

　E3A，　E　4　A，シンクロンエリーゼ’，ラボライト810，820，830

■免疫タンパク自動分析装置

　アレイプロテインシステム

■タンパク定量測定装置

　アプレイズデンシトメーター

■電気流動装置　ハラゴン

■コントロール血清

■デシジョン1．D．Zone，アルティメイト

べごリンカL・マンハイム山之内林式芸社

〒105東京都港区虎ノ門3－IO－ll

設立年月日 1973年’1　月　1　日

資　　本　金 8億PJ

代表者名 小野田正愛

従業員数 250名

工場戸斤イ｛：」也 〒

TEL
石汗ノ究戸斤戸斤在」也 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O3－432－3168　　FAX　O3－434－4876

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置（EIA）／エンチムンテスト⇔ES　600

特長：最大150検体15項目600テストが1回のランで測定可能な全自動分析

装置。HB検査においては新たに共通固相の実用化を実現。測定項目も甲状

腺，腫瘍マーカー，ウイルス性肝炎等全22項目と豊富です。

〔取扱い商品〕

■自動分析用試薬o日立736形用（酵素14項目，基質13項目）○日立7150形

　用（酵素15項目，基質12項目）O日立7250形用（酵素13項目，基質9項目）

　O日立705／7050形用（酵素10項目，基質12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

　10項目）OクリナVX1000用（酵素11項目，基質6項目）○クリナライザ

　ーRS用（酵素15項目，基質4項目）○クリナライザー用（VSなど）（酵素

　13項目，基質10項目）OTBA－Sシリーズ用（酵素11項目，基質6項目）

　oTBA－60R形用（酵素14項目，基質6項目）oTBA－20R，30R形用
　（酵素14項目，基質7項目）○自動分析用試薬（TBA，島津，テクトロン

　等）oエンチムテストES33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OIh1液凝固検査Oコントロール」血清
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HOR旧A株式会社堀場製作所
〒601京都市南区吉祥院宮の東町2

設立年月日 昭和28年1月26日

資　本　金 31億1720万円

代表者名 大浦政弘

従業員数 870名

工場所在地 〒601 京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL　O75－313－8121

研究所所在地 〒601 京都市南区吉祥院宮の東町2

TEL　O75－313－8121

商品問合せ先 担当部門 MEグループ

TEL　O75－313－8121　　FAX　O75－321－6621

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／LC－114

特長：血小板を含む血算8項目を全自動測定。所要サンプル量はわずか全

血2Sme，サンプリングプローブを内側，外側とも自動洗浄。測定は，測定

キーを押すだけのワンタッチ操作。350検体までデータ記憶可能。

〔取扱い商品〕

■自動血球計数装置

①LC－114／8項目：WBC，　RBC，　Hct，　PLT，　Hgb，　MCH，　MCHC，

　　MCV（PLTの粒度分布もプリントアウト）

②LC－112／7項目：WBC，　RBC，　Hct，　Hgb，　MCH，　MCHC，　MCV

■電解質分析装置

①SERA－520／Na＋，　K＋，　Cl－（オートサンプラ搭載機）

②SERA－212／Na＋，　K＋

③SERA－222／Na＋，　K＋，　Cl一

④SERA－232／Na斗，　K＋，　Ca2＋

⑤SERA－252／Ca2＋，　pH（補正Ca2＋濃度表示）

≡藻共マ」llt7・≡共楳式吉社
〒104東京都中央区銀座1－9－7

設立年月日 1967年2月1日

資　本　金 2億5000万円

代表者名 D．R．Huffman

従業員数 301名

工場所在地 〒254 平塚市新町3－9

TEL　O463－32－7036

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 カストマーサービス部

TEL　O463－32－7038　　FAX　O463－34－0342

〔展示主要商品〕

尿分析器／クリニテック200＋

特長：尿検査ラインにおいて，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読み取り，尿路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。
〔取扱い商品〕

■尿検査システム

　エームス尿検査試験紙（N一マルティスティックス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ほか）

　尿沈渣標本作製器材，精度管理用コントロール尿（コバシステム）

■糖尿病検査システム

　血糖検査用システム（グルコスターII，グルコスターQA，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，血中薬物濃度測定システム（セラライザーIII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

　一ム・クリオスタット，ユニカセット，バラフィンワックスほか）
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＞
MATSUNAMI

亭松浪硝子工業株式会社

〒596大阪府岸和田市下松町165

設立年月日 昭和23年12月

資　本　金　　9，000万円

代表者名 松浪　明

従業員数 290名

工場所在地 〒596 岸和田市下松町165

TEL　O724－22－4545㈹

研究所所在地 〒596 岸和田市下松町165

TEL　O724－22－4545（代）

商品間合せ先 担当部門 医療営業部

TEX　O724－22－4545㈹　　　FAX　O724－36－2265

〔展示主要商品〕

スーパーフロスト用プリンター

特長：①パソコンによりプリント作業を簡単に，正確に，迅速に行うこと

ができます。②従来のようにフロストに前もって鉛筆で記入し，後でラベ

ルを書いて貼る手間が省けます。

〔取扱い商品〕

■顕微鏡用カバーグラス

■顕微鏡用スライドガラス

■マツナミポストサンプラー（喀疾粘液融解法）

■マツナミブラシチューズ（気管支ブラシ洗浄細胞診）

■マツナミカットボード（病理組織切り出し用）

■サイトピックα（子宮膣部，頸管内細胞採取器具）

■エンドサーチ（子宮体がん検診用，内膜細胞採集器具）

■スーパーフロスト用プリンター

＠マルポ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒531大阪市北区中津1－6－24

設立年月日 昭和24年10月

資　本　金 3億8，253万6千円

代表者名 狐塚識夫

従業員数 691名

工場所在地 〒522－02　彦根市高宮町2763

TEL：0749－23－5541

研究所所在地 〒531 大阪市北区大淀中1－8－23

TEL：06－453－0063

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬部

TEL　O6－374－7277　　FAX　O6　一　374－7279

〔展示主要商品〕

トキソプラズマ抗体価測定／ラボザイムトキソプラズマ19G－EIA

特長：o超精密成型加工技術による平底型マイクロストリップを使用。

　　　o結果の判定はEIU値。信頼の高い判定結果が得られます。

　　　○特異的かつ再現性に優れ，感度よく抗体価の測定が行えます。
〔取扱い商品〕

■アデノシンデアミナーゼ測定用試薬

　　　　　ADオートマルポ

　　　　　ADテストマルポ

■アデノシンデアミナーゼアイソザイム研究用試薬

　（新発売）EHNAマルポ

■グアナーゼ測定用試薬

　　　　　GUオートRマルポ

　　　　　GUテストマルポ

　　　　　標準グアナーゼマルポ

■ラボザイムシリーズ（感染症関連EIA試薬）

　　　　　ラボザイムトキソプラズマIgG－EIA
　　　　　ラボザイムサイトメガロウイルヌ、IgG－EIA
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株式会社ミズホメディー
　　　　　　〒812福岡市博多区博多駅前3－4－8

設立年月日 1977年11月2日

資　本　金 9，500万円

代表者名 唐川文成

従業員数’109名
工場所在地 〒 鳥栖市藤木町5－4

TEL　O492－85－0303

研究所所在地 〒841 ’鳥栖市藤木町5－4

TEL：0492－85－0303

商品間合せ先　’　担当部門 販売企画部

TEL：092－482－8710　　FAX：092－482－8690

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定法自動機器／RANDAX－100

特長：本装置はマイクロプレートを利用したコンパクトなEIA分析機器で

試薬分注，撹絆，洗浄，測光，データ処理が完全自動化されている。又，

4項目同時測定可能で，HBV関連検出用として使用されている。

■生化学検査用試薬

　自動分析用　日立736・（ARシリーズ）

　自動分析用　日立7050・日立705・日立7150

　　　　　　　TBA480（AU・AT・AP・TBシリーズ）

　自動分析用　全般（KE・KR・TSシリーズ）

　キット製品　（SRシリーズ）

　液状管理血清ケムトラック・液状ビリルリンコントロール（CTシリーズ）

■免疫lllL清検査用試薬

　自動分析用（KIシリーズ）　キット製品（SIシリーズ）

■基礎研究用試薬

　FCS・他動物血清・モノクローナル抗体・ポリクローナル抗体

⑨三井製薬工業株式会社
　　　　　　　　〒101東京都千代田区岩本町3－5－12　MTビル

設立年月日 昭和46年8月10日

資本金’15億円
代表者名 広田国臣

従業員数 678名

工場所在地 〒297 ．茂原市東郷1900

TEL：0475－23－3261

研究所所在地 〒297 茂原市東郷1900

TEL：0475－23－3261

商品間合せ先 担当部門 診断器薬部

TEL：03－864－5591　　FAX：03－864－5390

〔展示主要商品〕
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三菱化成株式会社
〒104東京都中央区新川1－28－38東京ダイヤビル

設立年月日 昭和25年6月1日

資本金’約700億円
代表者名◆古川昌彦
従業員数’約8850名
工場所在地 〒 ．黒崎，水島，坂出，四日市，鹿島

TEL：

研究所所在地 〒 横浜

TEL：

商品間合せ先　’　担当部門　’　本社情報システム部

TEL：03－553－6325　　FAX　O3－297－3136

〔展示主要商品〕

病理画像エキスパートシステム／インテリパス

特長：外科病理学の高度な医学知識べ一スと病理組識のカラー画像をイン

テグレートしたエキスパートシステムです。

■各臓器について，数千枚の説明付きカラー画像（標本）を即座に検索表

　示できます。

■外科病理学について確率論的推論に基づく鑑別診断の学習ができます。

■疾患とその病理所見に関する形態学的特徴を画像により知ることができ

　ます。

■ビデオディスクを接続したパソコン（NEC　9800またはIBM　PC／AT）で

　使用できます。操作はマウスを使いますので非常に簡単です。

〔取扱い商品〕

■病理画像エキスパートシステム「インテリパス」

■医用画像記録検索システム

入顯三菱油化ピーシーエル

　　　　　　　　　　　　　　　〒174東京都板橋区志村3－30－1

設立年月日．　昭和63年7月2日

資　本　金 3億9600万円

代表者名　’　荒井政治

従業員数 1，300名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 営業企画管理部

TEL：03－5994－2215　　FAX：03－5994－2900

〔展示主要商品〕

病院検査システム／MY－LIFE

特長：病院検査室向けに開発された検査情報システムであり，①検査実施

に伴う事務の合理化，②検査結果の報告時間短縮，③検査データの精度向

上，④患者検歴の一元管理等を実現します。

〔取扱い商品〕

■各種目的に関わる検査の受託

　●診療及び治験に必要な臨床検査

　●健康診断及び健康管理に必要な検査

　●動物の診療及び健康診断に必要な検査

■臨床検査，医療，保健，衛生，健康及び体力の保持増進に関する研究及

　びコンサルティング業務

■医療及び臨床検査に関する情報処理システムの開発並びにコンサルティ

　ング業務
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⑳ 村中医療器株式会社
MURANAKA　MEDICAL　INSTRUMENTS　CO．，U「D．

　　　　　　〒540－91大阪市中央区東高麗橋4－15

設立年月日　◆　1904年12月

資　本　金 9，600万円

代表者名 村中外次郎

従業員数 240名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 第一営業部

TEL　O6－943－1221　　FAX　O6－946－0184

〔展示主要商品〕

卓上型検体検査前処理装置／IDS－2300シリーズ

特長：自動栓抜き装置，血餅検出装置，自動分注装置から構成される。生

化学検査検体の前処理を自動化する事により，感染防止，コンタミネーシ

ョン防止，検体の取り違いを防止し，卓上型のため場所をとりません。

〔取扱い商品〕

手術用器具器械，理化学用機器，ゴム製品，その他病院用備品全般。

〃0。ennL．メノi二！Jコ株式舎社

〒153東京都目黒区下目黒2－18－3花谷ビル

設立年月日’　昭和54年10月5日
資　　本　　金　’　1，000万円

代表者名 薄井和夫

従業員数．　7名
工場所在地’　〒153 目黒区下目黒2－18－3

TEL：03－495－0451

研究所所在地 〒153 目黒区下目黒2－18－－3

TEL：03－495－0451

商品間合せ先 担当部門 営業部（ME機器事業部）

TEL：03－495－0451　　FAX　l　O3－490－4073

〔展示主要商品〕

8cH自動血小板凝集能測定装置／MEBA　l　PAM－8T

特長：グレーディングカーブ（血小板凝集能解析曲線）の採用により，血

小板の活性化の程度，抗1血小板剤の選択，投与量の決定及び，抗血小板剤

治療のモニターなど，臨床からの検査依頼に最適な装置です。
〔取扱い商品〕

《止血・血栓検査機器》

　oMEBA　l　PAM－8T　8　ch自動血小板凝集能測定装置
　　（血小板凝集能曲線解析ソフトを内蔵した最新鋭機）

　oMEBA　2　PAM－8C，8C，4C　8，6，4ch凝集計
　　（PC9801シリーズを接続した，臨床，研究向け凝集計）

　o　PAL－8S　8ch自動血小板凝集能測定装置

　　（国内で最も実績のある，信頼性の高い8cH血小板凝集計）

　OPATシリーズ　多チャンネル血小板凝集能測定装置
　　認二1紘塩㍊（実績のある信頼性の高い研究向け血小板凝集計）

　OATP放出能・10L小板凝集能同時測定装置
　　・ATP－1（Luciferin－Luciferase法を応用）
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∠6Ω込山之内製薬株式芸社

　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町2－3－ll

設立年月日 昭和14年3月20日

資　本　金 537億円

代表者名 森岡茂夫

従業員数 3，400名

工場所在地 〒425 焼津市大住180

TEF　O546－27－5111

研究所所在地 〒174 板橋区小豆沢1－1－8

TEL　O3－960－5111

商品間合せ先 担当部門 医薬営業本部，診断器薬部

TEL　O3－244－3389　　FAX　O3－244－3242

〔展示主要商品〕

尿自動分析装置システム／ウロトロンRL　9システム

特長：本データ処理システムは，ウロトロン自動分析装置の測定データを

取り込みながら，尿沈渣の結果入力と検査報告書の印刷が可能です。また

病院の関係部門へのデータオンライン伝送が可能です。

〔取扱い商品〕

■尿簡易検査用試験紙

■尿自動分析機

■簡易血糖測定機

■生化学検査システム

■血液検査用器

■⊥flL清中フェリチン測定用試薬キット

■HBs抗原検出用（R－PHA法）キット

■HBs抗体検出用（PHA法）キ・ソト

OBMテストマークm

OBMテストLシリーズ
OBMテヌ、トグルコース5000

0メディグラフ

○レフロラックスS

Oレフロトロン

o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

　　　　　　　Oフェリチンテスト「山之内」

　　　　　　　○リバースセル

　　　　　　　oリバースセルAb

U岨D株式会 社ユーフレックス
　〒113東京都文京区本郷3－26－4

設立年月日 1976年8月28日

資　本　金 11，500，000円

代表者名 服部　晃

従業員数 25名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒277 柏市高田熊野谷537－1

TEL：0471－47－3751

商品間合せ先 担当部門

TEL：03－816－1004　　FAX　O3－816－1392

〔屋示主要商品〕

プラスチック分析器材

特長：ユニフレックスのプラスチック分析器材は，高品質と低価格とを同

時に実現した理想のディスポーザブル製品であり，検査部門における省力

化と，分析精度の向上に貢献します。

〔取扱い商品〕

■プラヌ、チック分析測定用器材

■固相抽出カラム

■メンブレンフィルター
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株式宕社ヨボ渉有工aズ
〒107東京都港区元赤坂1－7－17

設立年月日 昭和50年3月28日

資　本　金 14，000，000円

代表者名 鈴木光雄

従業員数 73名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：
商品間合せ先 担当部門 営業開発本部商品開発部

TEL：04－470－0457　　FAX　O3－405－9692

〔展示主要商品〕

溶液調整装置／TECAN　RSP

特長11．高性能な液面検知機能を有しております。

　　　2．分注・希釈の精度が優れております。

　　　3．あらゆる検査作業をTECANに代行させることができます。

〔取扱い商品〕

米国　ヘモネティックス社：全自動成分採血装置

米国　クライオメド社　　：プログラムフリーザー

米国　フィッシャー社　　：微量遠心器

オーストリア　SLr社　　：ELISAアナライザー

　　　　　　　　　　　　：ELISAウォッシャー

スイス　TECAN社　　　：溶液調整装置

ラボサイエンス社　　　　：ルミフォトメーター

　　　　　　　　　　　　：セルハーベスター

r電目Pラボシステム・ジヤパン株式会社

　　　　　　　　〒162東京都新宿区山吹町130－16エスポワール21

設立年月日 昭和58年12月

資　本　　金 2億5千万円

代表者名 亀田勝彦

従業員数 10名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL：03－5261－0231　FAX：03－5261－0230

〔展示主要商品〕

電動マイクロピペット／フィンピペットエレクトロニック

特長：一本で5－1000ulの容量をカバー：4種類のチップコーンモジュー
　ルで，広範囲な容量をカバーします。チップコーンモジュールは，オー

　トクレープ滅菌可能。また，従来のフィンチップに対応します。

■連続使用でも疲れないニューデザイン：本体の角度を自由に変えられ，

　持ちやすい角型グリップで，長時間の連続使用にも疲れを感じさせませ

　ん。更に，軽量かつコンパクト。

■簡単操作：チップコーンモジュールを交換すると自動的に容量設定レン

　ジが切り替えられます。容量設定ダイアルで設定した後，タッチボタン

　に軽く触れるだけで正確な分注を行なうことができます。

■新分注方式（NBD法）による安全設計・高速度分注：分注後のチップの

　先端に，常に一定量の試料が残存する特殊設計でブローアウトをなくし

　ました。したがって，エアロゾルの飛散等は全く見られません。また，
　分注速度切替が可能で試料に関係なく良好な再現性で分注できます。
〔取扱い商品〕

■フィンピペット（容量固定型，デジタル・連続・ステップ可変型，ステ

　ペット，ディスペンサ，ダイリュータ，PD，テラサキ）

■FP－901分光分析計
■ユニスキャンII

■マイクロストリップ（1×8，1×12，3×8）
■便潜1血検査用試薬　FECAシステム
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■e利康商事株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　〒162東京都新宿区西五軒町13－8

設立年月日 昭和29年2月11日

資　本　金 5，000万円

代表者名 山本洋一

従業員数 130名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 販売推進部

TEL　O3－267－1211　　FAX　O3－268－7982

〔展示主要商品〕

全自動血液ガス電解質分析装置／アイエルメータールBGE

特長：①（IL液ガスと電解質，ヘマトクリットを同時に分析②大型ディス

プレイと3．5インチFDにより精度管理図の自動表示可能　③240・meの微量

サンプルを約1分間で分析④COオキシメーターと接続可能

〔取扱い商品〕

アイエル社：全自動」血液ガス分析装置，COオキシメーター，全自動炎光光

　　　　　　度計

アムデブ社：ISE電解質分析装置

フィスケ社：自動浸透圧計

バイオデータ社：微量自動血液凝固測定装置，自動血小板凝集測定装置，

パラメド社：運動負荷自動血圧計

TCS社：酸素解離結合曲線自記装置

　　　　マイクロピペッター（アブソルター）

リップショウ社：クリオトーム，バラフインディスペンサー，バラフイン

　　　　　　　　ブロック包埋装置，自動染色・包埋装置

ビュックラー社：クロライドメーター

◎和光純薬工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日 大正11年6月

資　本　金 21億8千万円

代表者名 武田六郎

従業員数 1，200名

工場所在地 〒510－12　三重県三重郡菰野町大字大強原2613－2

TEL：0593－93－4881

研究所所在地 〒661 尼崎市高田町6－1

TEL：06－499－1501

商品間合せ先 担当部門 臨床試薬部

TEL：営業所一覧を参照

〔展示主要商品〕

マイクロアルブミン

特長：Oプルゾーン現象は，アルブミン濃度10000μg／meまで起こりません。

ORIAとの相関は良好です。　o測定範囲は，5～200μg／m2です。　Oアヌ、コル

ビン酸，ブドウ糖，尿素による測定値への影響はありません。

〔取扱い商品〕

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・尿簡易試験紙プレテスト・自動分析装置

　　　　　用試薬・コントロールlfiL清・調製液・免疫血清学的検査薬

機器・器具：ビリルビンテスター・ユリペットIID・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・富士ドライケム

　　　　　5500，800，100G，100N

化　成　品：重合開始剤・エレクトロニクヌ、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
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i74 社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

ア　ジ　ア　器　材　株　式　会　社 本　　　　社 194 町田市森野2－27－12 （0427）23－4670

福岡営業所 814 福岡市城南区田島3－10－14 （092）822－4313

相模原配送センター 229 相模原市大島中の原3027－3 （0427）63－2284

田名工場 229 相模原市田名49 （0427）62－2703

ア　ス　力　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2－20－7 （092）473－9561

仙台連絡先 983 仙台市宮城野区銀杏町19－8 （022）256－5202

アマシャム薬品株式会社 本　　　　社 112 東京都文京区白山5－3－101 （03）818－0211

札幌出張所 063 札幌市西区琴似2条7丁目16カルム琴似701号 （011）614－3830

仙台出張所 （022）265－5811

千葉試験研究所 270－14 千葉県印旛郡白井町名内340－2 （0474）97－1013

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島3－11－26　新大阪末広センタービル410 （06）　300－1637

名古屋出張所 464 名古屋市千草区今池1－5－9　オヒィスイリヤビル （052）731－8385

広島出張所 732 広島市東区上大須賀町1－12　広本ビル201 （082）264－1564

福岡出張所 812 福岡市博多区舐園町4－3　チサンマンション祇園407 （092）271－7410

株式会社　　ア　　　ム　　　　コ 本　　　　社 102 東京都千代田区飯田橋4－8－7 （03）265－4265

大阪支店 540 大阪市中央区釣鐘町2－4－17 （06）942－5971

名古屋支店 466 名古屋市昭和区鶴舞3－23－20 （052）733－2515

福岡支店 812 福岡市博多区東光2－6－15 （092）441－7641

札幌出張所 060 札幌市中央区北三条東2－2 （011）241－4428

ア　ロ　カ　株　式　会　社 本　　　　社 181 三鷹市牟礼6－22－1 （0422）45－5111

札幌支店 065 札幌市東区北33条東10丁目5－15 （011）722－2205

仙台支店 980 仙台市青葉区国分町3－9－8　田山ビル （022）262－7181

水戸支店 310 水戸市大町3－2－3　協和ビル （0292）26－2071

名古屋支店 460 名古屋市中区栄2－6－12　白川第一ビル （052）203－0571

大阪支店 530 大阪市北区堂島浜1－4－28　日本無線㈱関西支社ビル （06）　344－5391

広島支店 733 広島市西区中広町1－5－11　ホレスト・タウンビル （082）292－0019

高松支店 760 高松市今里町472 （0878）33－7633

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

株式会社　　井　内　盛　栄　堂 本社営業部 530 大阪市北区天神橋2－1－60 （06）356－1561

東京支店 101 東京都千代田区岩本町3－5－2 （03）864－0882

関東営業所 123 東京都足立区鹿浜6－36－12 （03）856－2950



175

（五十音順）

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

神奈川営業所 243 厚木市中町3－13－2 （0462）22－3681

つくば営業所 305 つくば市稲荷前8－4 （0298）55－6177

宇都宮営業所 320 宇都宮市菊水町9－15 （0286）33－8141

事務センター 530 大阪市北区天神橋2－1－60 （06）351－7456

lSK医学書院器械株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島4－9－12 （03）812－0191

関西出張所 661 尼崎市南塚口町5－16－17三星堂内 （06）428－2381

株式会社　　医学生物学研究所 本　　　　社 460 名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F （052）971－2081

東京営業所 168 東京都杉並区永福4－19－4　安藤ビル内 （03）324－7331

大阪営業所 532 大阪市淀川区中島町1－9－20　新中島ビル3F （06）　305－2039

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－5－10住友商事丸の内ビル5F （052）971－2083

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南4－9－1　ファーストいずみビル2F （092）481－0530

札幌事務所 001 札幌市北区北9条西4－7　エルムビル10F （Ol1）717－6547

仙台事務所 980 仙台市宮城野区榴岡2－1－15　新大内ビル4F （022）295－0121

横浜事務所 231 横浜市中区山田町3－7　テラキISビル201号 （045）243－4425

エ　ー　ザ　イ　株　式　会　社 診断薬事業部 112－88 東京都文京区小石川5－－5－5 （03）817－3858

株式会社　　エイアンドティー 本　　　　社 191 日野市新町1－2－14 （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6－8－31　花原第6ビル203号 （06）309－2632

盛岡事務所 020 盛岡市梨本町3－34　プチメゾンS206 （0196）23－5145

福岡事務所 815 福岡市南区大橋1－8－21　大橋西ロビル3F （092）512－6767

札幌事務所 062 札幌市豊平区平岸3条15丁目　シャトー第2ふるかわ206 （011）842－5117

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

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 （Oll）281－5404

仙台営業所 980 仙台市青葉区木町通2－1－33　伊澤竹に雀ビル （022）272－3501

東京営業所 130 東京都墨田区両国1－12－8　ムネカワビル （03）634－2311

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

京都営業所 604 京都市中央区堀川通3条下ル下八文字町692　吾王季ビル （075）841－0772

大阪営業所 541 大阪市中央区淡路町4－4－13　南星ビル3F （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

高松営業所 760 高松市中新町12－1　徳寿ビル （0878）37－2393

福岡営業所 810 福岡市中央区天神4－2－36　天神栄泉ビル （092）751－2227
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株式会社　　エスアールエル 本　　　　社 163 東京都新宿区西新宿2－4－1　新宿NSビル （03）344－6511

本社分室 102 東京都千代田区九段南3－3－6　日生麹町ビル （03）222－5053

八王子ラボラトリー 192 八王子市小宮町51 （0426）46－7611

日野ラボラトリー 191 日野市新町5－4－2 （0425）86－4411

営　業　所 全国一円に70ヶ所

エス・エム・アイ・ブリストル株式会社 本　　　　社 107 東京都港区赤坂7－1－16 （03）403－3731

メインラボ 229 相模原市大沼3392 （0427）59－4711

札幌営業所 060 札幌市中央区大通東3条1丁目13－6 （Ol1）222－0635

東北営業所 980 仙台市青葉区片平1－5－20 （022）213－4201

東京営業所 141 東京都品川区西五反田7－9－2 （03）49仁6892

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦2－19－25 （052）202－0521

大阪営業所 564 吹田市江坂町1－17－14 （06）337－0523

中国営業所 732 広島市南区稲荷町1－2 （082）261－3748

四国営業所 761－01 高松市高松町3009－4 （0878）43－9269

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－26－23 （092）474－3212

エム・シー・メディカル株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区大京町22　PJビルディング3F （03）357－7855

大阪営業所 550 大阪市西区立売堀1－11－17　スギタビル5F （06）532－7855

エムジェイジャパン株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島2－4－3 （03）815－8033

株式会社　　ヱ　　　　ル　　　　マ 本　　　　社 101 東京都千代田区鍛冶町2－4－5 （03）256－0911

東京支店 113 東京都文京区湯島1－5－32 （03）818－6261

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島3－11－26 （06）303－2325

九州営業所 810 福岡市中央区舞鶴3－6－17 （092）715－2626

㈱北海道ヱルマ 001 札幌市北区北13条西3丁目16 （011）746－1401

オーソ・ダイアグノステック・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）241－4545

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町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2芝公園3丁目ビル2F （03）431－3871

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

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
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大塚製薬株式会社診断事業部 本　　　　社 101 東京都千代田区神田司町2－9

大塚アッセイ研究所 771－01 徳島市川内町平石字夷野224－18 （0886）65－1721

札幌営業所 060 札幌市中央区南一条西7丁目12 （011）271－5871

仙台営業所 980 仙台市青葉区堤通雨宮町3－23 （022）272－4300

東京営業所 160 東京都新宿区西新宿2－4－1 （03）342－7871

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－13－21 （052）951－1891

富山営業所 939 富山市中野新町2－1－8 （0764）91－1451

大阪営業所 540 大阪市北区中之島6－2－27 （06）441－6101

広島営業所 733 広島市西区楠木町1－14－31 （082）294－9278

福岡営業所 812 福岡市博多区奈良屋町13－13 （092）271－6689

小野薬品工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町2－1－5 （06）222－5551

札幌支店 003 札幌市白石区中央一条2丁目15－1 （011）841－8611

仙台支店 980 仙台市青葉区上杉1－10－25 （022）211－3676

東京支店 101 東京都千代田区東神田1－21－73　英・明治生命ビル （03）865－8651

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－8－20 （052）961－6421

大阪支店 541 大阪市中央区平野町2－2－9　皿井ビル （06）222－5581

京都支店 552 京都市中京区烏丸通御池上ルニ条殿町 （075）211－2191

高松支店 760 高松市太町四区2160　佐々木ビル3F （0878）33－5141

広島支店 732 広島市東区光町2－11－6 （082）264－5521

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町2－12 （092）281－1154

オ　ム　ロ　ン　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 仙台市青葉区大町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 名古屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル4F （052）561－0621

大阪事業所 541 大阪市中央区南久宝寺町3－6－6　御堂筋センタービル （06）282－2576

京都支店 600 京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町8　京都三井ビルディング （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

札幌支店 060 札幌市中央区大通西7丁目1　千代田生命札幌大通ビル6F （011）271－7821

株式会社　　オ　　リ　ン　パ　　ス 東　　　　京 101 東京都千代田区神田駿河台3－4　龍名館ビル （03）251－4971

札　　　　幌 060 札幌市中央区北3条西4丁目　日本生命札幌ビル （011）222－2551
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仙　　　　台 980 仙台市青葉区1番町1－3－1　日本生命仙台ビル （022）223－7821

名　古　屋 460 名古屋市中区錦2－19－25　日本生命広小路ビル （052）20仁9601

大　　　　阪 542 大阪市中央区南船場2－12－26　オリンパス大阪センター （06）252－6695

広　　　　島 730 広島市中区八丁堀16－11　日本生命広島第2ビル （082）228－1921

福　　　　岡 810 福岡市中央区天神1－14－1　日本生命福岡ビル （092）711－1881

オ　ル　ガ　ノ　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷5－5－16 （03）812－5151

大阪支社 530 大阪市北区堂島1－5－17　堂島グランドビル （06）341－2671

札幌営業所 064 札幌市中央区大通西21丁目46 （011）643－0901

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町4－1－1　仙台セントラルビル （022）261－6801

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅4－5－20　第2堀内ビル （052）583－1861

広島営業所 730 広島市中区基町12－3　朝日生命広島ビル （082）228－9977

福岡営業所 810 福岡市中央区渡辺通1－1－1　電気ビルサンセルコ別館 （092）714－1700

オルガノンテクニカ株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区歌舞伎町2－31－11　第2モナミビル （03）　232－4333

東京営業所 160 東京都新宿区歌舞伎町2－31－11　第2モナミビル （03）232－4479

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町2－3－32　東一番丁ビル （022）266－5553

名古屋営業所 460 名古屋市中区新栄2－1－9　雲竜ビル （052）251－7871

大阪営業所 541 大阪市中央区安土町3－2－15　永島ビル （06）271－7841

広島営業所 733 広島市西区天満町7－5　第2西村ビル （082）295－8138

福岡営業所 812 福岡市博多区大博町3－30　博多永久ビル （092）291－2413

株式会社　　力　　イ　　ノ　　ス 本　　　　社 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9条西10丁目40－1 （011）511－3551

仙台営業所 980 仙台市青葉区五橋1－1－58 （022）264－3421

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 名古屋市名東区上社1－1802 （052）775－8730

大阪営業所 541 大阪市中央区道修町1－7－11 （06）201－0916

福岡営業所 812 福岡市博多区駅東1－14－34 （092）441－6996

鹿児島出張所 890 鹿児島市武岡1－17－1 （0992）82－5552

広島（布施商会） 730 広島市中区鶴見町8－57 （082）245－4355

片山化学工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町2－5－10 （06）203－3441

東京営業所 101 東京都千代田区岩本町2－14－8 （03）864－1177

岡山出張所 703 岡山市神下82－3 （0862）79－2542
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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 つくば市二の宮2－14－17 （0298）51－0164

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 大阪市中央区内平野町2－3－8　ツツイビル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 （052）501－2774

仙台営業所 980 仙台市青葉区国見3－9－8 （022）234－1433

カールツァイス株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区本塩町22 （03）355－0331

大阪営業所 542 大阪市南区南船場2－2－11 （06）262－0128

名古屋営業所 465 名古屋市名東区宝が丘25 （052）777－1411

福岡営業所 810 福岡市中央区赤坂1－15－27 （092）713－7821

仙台営業所 983 仙台市宮城野区五輪1－6－6 （022）256－0051

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 大阪市中央区瓦町2－5－1 （06）231－1671

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 仙台市宮城野区日の出町1－7－9 （022）284－0175

筑波営業所 300－22 茨城県筑波郡谷和田村大字福岡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）542－0801

静岡営業所 422 静岡市中村町393 （0452）81－2010

中京営業所 491 一宮市大和町妙興寺中之町4 （0586）24－1725

福岡営業所 811－23 福岡県粕屋郡粕屋町大隅1051－1 （092）932－2271

株　式　会　社　キ　ュ　ー　ア　ル 本　　　　社 812 福岡市博多区博多駅東1－10－35 （092）474－2678

東京支店 160 東京都新宿区新宿5－9－9　石山ビル （03）352－5250

大阪支店 530 大阪市北区西天満4－13－8 （06）312－7773

名古屋支店 460 名古屋市中区栄4－16－8　栄オフィスビル （052）241－7418

株式会社　　京　都　第　一　科　学 本社及び京都営業所 601 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－5311

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 （Ol1）851－1122

東京第一営業所 103 東京都中央区日本橋兜町11－11　ニッシンビル4F （03）664－1841

仙台営業所 981 仙台市青葉区堤通雨宮町2－21　レインボービル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5ビル801号 （045）474－0184

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社1－248　三陽ドーリエビル4F （052）777－1601



（五十音順）
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阪神営業所 665 宝塚市泉町27－5　泉町コーポ1F101号 （0797）84－6665

広島営業所 733 広島市西区天満町6－12岩崎ビル204号 （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号 （092）526－1407

協和メデックス株式会社 本　　　社 104 東京都中央区新川1－8－5　KKビル （03）5566－1713

東京営業所 104 東京都中央区新川1－8－5　KKビル （03）5566－1717

大阪営業所 530 大阪市北区中崎西2－4－12　梅田センタービル （06）373－8048

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－21－25　清風ビル （052）962－7370

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－2－1　福岡センタービル （092）474－5222

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西7丁目1　千代田生命札幌大通ビル （011）261－3127

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町1－12－12　山万ビル （022）262－4351

広島営業所 732 広島市南区稲荷町2－16広島稲荷町第一生命ビル （082）262－6612

四国営業所 790 松山市一番町3－2－11松山第一生命ビル （0899）45－1288

極東製薬工業株式会社 札幌営業所 060 札幌市中央区北四条西12丁目 （011）271－1003

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町東1－2－9 （022）238－8721

東京営業所 110 東京都台東区東上野3－1－10 （03）843－2701

名古屋営業所 465 名古屋市名東区社台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 813 福岡市東区多の津4－12－11 （092）621－2345

本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－1－1 （03）270－1641

高萩工場 318 高萩市大字上手綱字朝山3333－26 （0293）23－0911

クリーンケミカル株式会社 本　　　　社 541 大阪市中央区淡路町2－1－10　ユニ船場404号 （06）227－1915

東京営業所 171 東京都豊島区高田3－7－14　シェトワ山下105号 （03）985－5455

北海道出張所 061－01 札幌市白石区厚別南1丁目12－1 （011）894－7459

仙台出張所 982 仙台市若林区石名坂86 （022）224－5773

茨城出張所 307 結城市見晴町6100－56 （0296）32－4233

名古屋出張所 489 瀬戸市水北町852－3 （0561）48－3677

広島出張所 731－51 広島市佐伯区五日市町大字上河内136－5 （082）927－1374

九州出張所 811－34 宗像市朝野242 （0940）33－5831
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茨木ラボセンター 567 茨木市横江1－12－14 （0726）34－6470

グ　ン　ゼ　産　業　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都千代田区神田錦町3－17 （03）294－4196

大阪支店 541 大阪市中央区大手前1－7－31　0MMビル （06）944－2623

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丁目11－9 （011）862－1133

仙台出張所 980 仙台市青葉区国分町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

静岡出張所 420 静岡市常盤1－4－11 （054）254－3426

名古屋出張所 461 名古屋市北区東大曽根町本通2－620 （052）911－6065

京都出張所 600 京都市下京区中堂寺南町65－2 （075）314－8523

大阪出張所 541 大阪市中央区北久宝寺町2－1－7 （06）262－7301

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵2－20－20 （092）411－2187

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 大阪市淀川区西三国4－3－46 （06）392－1721

広島営業所 733 広島市西区鈴が峰町30－5－502 （082）278－3641

福岡営業所 816 大野城市大池2－7－6 （092）504－2215

株式会社　　コ　ス　モ　テ　ッ　ク 本　　　　社 101 東京都千代田区岩本町2－16－16 （03）5687－5787

コスモ　・バイオ株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町4－13－5 （03）663－0721

コ　ニ　力　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 大阪市中央区西心斎橋1－5－5　千代田生命御堂筋ビル （06）252－5246

札幌支店 060 札幌市中央区北三条西1丁目1－1　ナショナルビル （011）261－0261

東北支店 980 仙台市青葉区一番町2－2－13　仙建ビル （022）267－5246

名古屋支店 460 名古屋市中区栄2－3－1　名古屋広小路ビルヂング （052）231－6241

中国支店 730 広島市中区中町8－6　フジタビル （082）244－5246

四国支店 760 高松市古新町2－3　大正海上高松ビル （0878）22－8366

九州支店 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

小　林　記　録　紙　株　式　会　社 本　　　　社 448 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）21－5361

営業本部 460 名古屋市中区栄3－2－9（明治屋ビル4F） （052）262－6601

システム営業課 460 名古屋市中区錦3－5－27（錦中央ビル10F） （052）961－6631

東京支店 104 東京都中央区八丁堀1－9－8（第3中央ビル7F） （03）553－6151
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大阪支店 541 大阪市中央区南本町4－5－20（住友生命南本町ビル8F） （06）252－6531

名古屋支店 460 名古屋市中区錦1－17－13（名興ビル5F） （052）231－5121

九州営業所 815 福岡市南区清水1－2－2 （092）541－0761

横浜支店 220 横浜市西区楠町4－18 （045）311－5461

京都営業所 600 京都市下京区七条通り油小路大黒町227（第2キョートビル9F） （075）341－7346

神戸営業所 650 神戸市中央区元町通5－1－10 （078）371－5631

小　林　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町4－3－6 （06）　231－1751

バイオメデイ
カ　ル事業部

532 大阪市淀川区三津屋南3－13－35 （06）309－1309

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

テクニカルセンター 179 東京都練馬区氷川台3－8 （03）559－9101

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 横浜市神奈川区鶴屋町3－35－11（ストーク横浜二番館5F） （045）311－7971

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 仙台市青葉区国分町1－7－18（明治生命国分町ビル7F） （022）263－5131

名古屋営業所 461 名古屋市東区白壁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 福岡市東区馬出2－2－35（サクラ博多ビル） （092）633－3301

サッポロビール株式会社 プラント事業部 332 川口市並木元町1－1 （0482）57－3971

サーマル化学産業株式会社 本　　　　社 179 東京都練馬区平和台3－6－16 （03）550－9171

三　　共　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座2－7－12 （03）562－0411

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 仙台市青葉区国分町1－7－16 （022）221－2191

東京第一支店 103 東京都中央区日本橋本町3－5－1 （03）279－1511

東京第二支店 103 東京都中央区日本橋本町2－1－5　東京薬業会館内 （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　　　　社 101 東京都千代田区岩本町1－10－6 （03）863－3271
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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 札幌市東区北六条東2丁目8 （Ol1）711－3696

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町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 812 福岡市博多区博多駅東3－10－15 （092）482－2751

新潟出張所 950 新潟市上所1－11－14 （025）245－7221

株式会社　　シーエスアイジャパン 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－6－11 （03）814－7051

関西営業所 621 亀岡市南つつじケ丘桜台2－14－1 （07712）5－3051

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－］4－1　シティーハイム新大阪 （06）326－7311

札幌営業所 065 札幌市東区北19条東10丁目 （011）712－1330

名古屋配送センター 451 名古屋市西区香呑町5－71 （052）531－1176

シ　グ　マ　精　器　株　式　会　社 本　　　　社 140 東京都品川区北品川1－22－17 （03）474－9591

株式会社　　シ　ノ　テ　ス　　ト 本　　　　社 102 東京都千代田区一番町10 （03）239－3741

相模原事業所 229 相模原市大野台2－29－14 （0427）53－1141

札幌支店 060 札幌市中央区北大通り西16丁目　ニシキビル （011）641－1878

仙台支店 980 仙台市青葉区北目町2－39　東北中心ビル （022）262－5708

東京／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 （052）261－5818

大阪第一／
大阪第二支店

550 大阪市西区靭本町2－2－22　ウツボパークビル （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 （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 （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

東京支店 101 東京都千代田区神田錦町1－3 （03）219－5555

大阪支店 530 大阪市北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F （06）　373－6522

京都支店 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）811－8175

福岡支店 812 福岡市博多区冷泉町4－20 （092）271－0331

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）565－7500
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横浜支店 220 横浜市西区北幸2－10－27　東武立野ビル6F （045）311－4105

北関東支店 330 大宮市吉敷町1－41明治生命大宮吉敷町ビル8F （048）646－0095

広島支店 730 広島市中区袋町4－25　明治生命ビル15F （082）248－4311

仙台支店 980 仙台市青葉区中央2－10－30　仙台明芳ビル5F （022）221－6231

真　興　交　易　株　式　会　社 東京本社 106 東京都港区南麻布2－8－18 （03）　798－3311

札幌営業所 060 札幌市北区北7条西4丁目　ノースセブンビル （011）726－6353

仙台営業所 980 仙台市青葉区北目町2－39　東北中心ビル　　　　　　　　　　　　． （022）262－4874

所沢サービス
セ　　ン　　タ　　ー

359 所沢市小手指町4－19－2　第2信栄ビル （0429）47－2001

長野サービス
セ　　ン　　タ　　ー

380 長野市三輪田町1292　上原ビル （0262）34－2901

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

新　星　化　成　株　式　会　社 本　　　　社 171 東京都豊島区高田2－11－11 （03）984－4022

株式会社　　常　　　　　　　　光 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－19－4 （03）815－1717

東京技術研究所 213 川崎市高津区宇奈根731－1 （044）811－9211

大阪支店 530 大阪市北区天満4－14－19 （06）353－2441

名古屋支店 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町3－12 （092）281－5757

札幌支店 060 札幌市北区北7条西2丁目 （011）736－1311

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町1－6－15 （022）236－0972

広島営業所 730 広島市中区竹屋町3－22 （082）241－3252

試薬機器部 113 東京都文京区本郷3－19－4 （03）815－1717

国　際　　部 113 東京都文京区本郷3－19－4 （03）814－1981

住　友　製　薬　株　式　会　社 大阪本社 541 大阪市中央区道修町2－2－8 （06）229－8936

東京本社 103 東京都中央区日本橋本町2－8－2 （03）639－6654

住友電エシステムエンジニアリング株式会社 本　　　　社 107 東京都港区元赤坂1－3－2 （03）423－5911

璽謡㌶ 107 東京都港区南青山1－15－9　第45興和ビル6F （03）5474－3910

応用システム
事業部（大阪）

530 大阪市北区堂島1－2－5　堂北ダイビル4F （06）347－7511

東京事業所 107 東京都港区元赤坂1－7－10 （03）423－5951
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（五十音順）

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

大阪事業所 554 大阪市此花区島屋1－1－3 （06）461－3833

中部事業所 461 名古屋市東区東桜1－1－6 （052）963－2713

九州事業所 812 福岡市博多区千代4－29－24 （092）631－4555

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 大阪市中央区高麗橋2－3－10 （06）203－4566

積水化学工業株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区西天満2－4－4 （06）365－4156

東京本社 105 東京都港区虎ノ門1－14－1 （03）593－8220

名　古　屋 450 名古屋市中村区名駅4－7－35 （052）583－6188

北　　海　道 001 札幌市北区北13条西4丁目2 （011）709－6632

東　　　　北 980 仙台市青葉区中央4－6－1 （022）268－4938

中　・四国 730 広島市南区稲荷町2－16 （082）264－0307

九　　　　州 812 福岡市博多区綱場町1－1 （092）27仁1642

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）　978－2332

大阪営業所 541 大阪市中央区本町2－3－6 （06）263－1571

名古屋営業所 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）855－1311

札幌営業所 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 169 東京都新宿区西早稲田1－6－3 （03）203－8049

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原1－2－40　ウィルファースト新大阪401号 （06）395－0822

新潟営業所 950 新潟市新光町17番地　日軽ビル3階 （025）283－6527

仙台営業所 981 仙台市青葉区北根1－1－37　アスクビル3階 （022）274－0840

秋田駐在所 010 秋田市外旭川字八幡田205－5 （0188）68－3403

名古屋駐在所 465 名古屋市名東区牧の里2－1311　シャトレーヌ牧の里201号 （052）704－5974

滋賀駐在所 527 八日市市上平木町2030－96 （0748）23－3365

福岡駐在所 818 筑紫野市大字紫132－22 （092）928－7340

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 （06）325－3171

福岡営業所 810 福岡市博多区博多駅南1－2－15 （092）482－4000

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌三条4丁目6－9 （011）832－0054

高　園　産　業　株　式　会　社 本　　　　社 575 四条畷市岡山2－12－22 （0720）77－3431

大阪支店 575 四条畷市岡山2－12－22 （0720）77－3431

広島支店 733 広島市西区三滝町14－23　シャトー三滝ビル1F （082）230－4441



（五十音順）

186 社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

福岡支店 815 福岡市南区清水3－4－4 （092）551－4582

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り6－5 （052）482－5522

仙台支店 983 仙台市宮城野区宮千代1－18－1 （022）284－0577

宝　　酒　　造　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 600－91 京都市下京区四条通東洞院東入 （075）241－5167

東京事務所 103 東京都中央区日本橋2－15－10 （03）271－8553

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅4－27－23 （052）586－0136

大阪支店 530 大阪市北区芝田1－1－4 （06）374－1685

橘　電　気　株　式　会　社 本　　　　社 114 東京都北区田端1－16－13 （03）828－6131

株式会社　　タ　　　フ　　　　ト 本　　　　社 593 堺市毛穴町155－2 （0722）72－0708

株式会社　　ダイアヤ　トロン 本　　　　社 101 東京都千代田区東神田2－1－11 （03）863－6241
東京・東関東・
西関東営業所

101 東京都千代田区東神田2－1－11 （03）863－6241

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西7丁目15 （011）271－6961

仙台営業所 981 仙台市青葉区北根1－10－18 （022）272－2011

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社1－253 （052）772－9561

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－18－31 （06）325－3621

広島営業所 733 広島市西区南観音7－13－20 （082）291－4601

高松営業所 760 高松市常磐町2－10－13 （0878）31－5241

福岡営業所 812 福岡市博多区東光1－1－2 （092）471－7188

第一化学薬品株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋3－13－5 （03）272－0681

東京第一営業所 103 東京都中央区東日本橋3－2－3 （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

大阪営業所 540 大阪市中央区大手通3－1－11 （06）941－8091

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌6条1丁目2－30 （011）822－2345

名古屋営業所 464 名古屋市千種区内山3－8－10 （052）733－5631

仙台営業所 980 仙台市青葉区国分町3－4－5 （022）265－8541

広島営業所 730 広島市中区中町8－6 （082）241－7210

株式会社　第一ラジオアイソトープ研究所 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋3－10－5　徳力ビル （03）　274－4921

札幌営業所 060 札幌市中央区北一条西9丁目3－4　第一製薬ビル （011）271－0490

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町4－6－1　第一生命タワービル （022）265－5232
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東京第一営業所 103 東京都中央区日本橋3－10－5　徳力ビル （03）274－4921

東京第二営業所 103 東京都中央区日本橋3－10－5　徳力ビル （03）274－4921

名古屋営業所 464 名古屋市千種区内山3－8－10　安田生命ビル （052）733－8900

大阪営業所 541 大阪市中央区道修町1－5－7　道修町第一ビル （06）229－2051

岡山営業所 700 岡山市下石井1－1－3　日本生命第ニビル新館 （0862）33－8138

福岡営業所 812 福岡市博多区冷泉町5－35　福岡祇園第一生命ビル （092）29仁0175

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6F （03）437－9441

札幌営業所 060 札幌市中央区北三条西1丁目1－1　ナショナルビル6F （011）221－8239

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町2－10－28　千代田生命仙台本町ビル8F （022）265－2473

東京営業所 160 東京都新宿区大京町24　住友外宛ビル5F （03）351－5121

関東営業所 130 東京都墨田区吾妻橋2－2－1　オオイケビル4F （03）625－3133

甲信越・神奈川
営　　業　　所

105 東京都港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル2F （03）437－9427

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ゴ621

広島営業所 730 広島市中区大手町2－7－10　広島三井ビル8F （082）245－7401

福岡営業所 812 福岡市博多区中呉服町6－10　大日本製薬福岡ビル6F （092）291－6651

大　日　本　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町2－6－8 （06）　203－5321

ラボラトリープロ
ダ　ク　ツ　部

564 吹田市江の木町33－94 （06）386－2164
ラボラトリープロ
ダクツ部谷中分室

110 東京都台東区谷中3－25－6 （03）828－6544

ダコ　・ジャパン株式会社 本　　　社 600 京都市下京区四条通西洞院東入ル （075）211－3655

東京事務所 150 東京都渋谷区桜ヶ丘町14－10－307 （03）463－0778

チパ・コーニング・ダイ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）440－3601

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌2条5丁目5－1 （011）831－4885

盛岡出張所 020 盛岡市本町通り3－6－1　アメニティハイツ1F （0196）24－2751

仙台営業所 980 仙台市青葉区春日町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　ユーコービル （06）380－0333

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－10－24　藤井ビル （092）474－3640

中四国技術センター 733 広島市西区南観音3－5－2　空港通りビル2F （082）295－8411

史四国技術センター
局　松出　　　　張　所

760 高松市番町2－17－15第2讃機ビル2F （0878）51－8360
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中　外　製　薬　株　式　会　社 診断薬事業部 160 東京都新宿区西新宿1－21－1　明宝ビル （03）348－7944

札幌支店 060 札幌市中央区大通西8丁目2 （011）271－5311

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町4－7－17　小田急不動産仙台ビル （022）225－8551

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 （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 （03）346－0232

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 大阪市中央区平野町2－5－8　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　住友生命広島八丁堀ビル （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 （044）812－1220

名古屋支店 464 名古屋市千種区内山3－28－2 （052）741－1516

福岡支店 816 福岡市博多区板付6－12－35 （092）573－8860

デュポンジャパンリミテッド 本　　　社 105 東京都港区虎ノ門2－10－1　新日鉱ビル・デュポンタワー （03）224－8754

大　　　　阪 541 大阪市中央区高麗橋4－2－7　興銀ビル別館 （06）228－0825

札　　　　幌 060 札幌市中央区北一条西5丁目2　興銀ビル別館 （011）222ゴ941

福　　　　岡 815 福岡市中央区天神2－14－8　天神センタービル （092）761－8271

仙　　　　台 980 仙台市青葉区一番町2－4－1　興和ビル （022）268－4420

名　古　屋 450 名古屋市中村区名駅1－24－30　名古屋三井ビル本館 （052）571－7721

デ　ン　力　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

仙台出張所 980 仙台市青葉区一番町1－4－1 （022）264－1138

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）334－5538

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－14－8 （092）714－7421

東亜医用電子株式会社 本　　　　社 650 神戸市中央区港島中町7－2－1 （078）303－5640

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西13丁目1（SKビル） （011）281－6116

仙台営業所 980 仙台市青葉区二日町7－32（匂当台ハイツ1F） （022）223－7411

大宮営業所 330 大宮市宮原町2－23－11 （048）052－3331

東京営業所 113 東京都文京区本郷2－30－11 （03）814－5046



（五十音順）
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横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜3－6－5（新横浜第一生命ビル） （045）743－3696

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 564 吹田市江坂町1－23－43（ファサード江坂ビル） （06）337－8300

広島営業所 730 広島市中区東白島町6－11（東白島ビル） （082）221－7710

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－17－17（第3よしみビル） （092）411－4314

東亜電波工業株式会社 本　　　　社 169 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El　2 （011）726－9859

仙台営業所 983 仙台市宮城野区小田原弓の町5 （022）291－1676

筑波営業所 305 つくば市大字東岡489－1 （0298）57－4091

狭山出張所 350－13 狭山市大字北入曽613 （0429）57－2240

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）818－2111

北海道支社 060 札幌市中央区北三条西4丁目　日本生命札幌ビル （011）231－9116

東北支社 980 仙台市青葉区大町2－2－10　住友生命青葉通ビル （022）262－3511

関東支社 331 大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティビル （048）644－4361

東京支社 104 東京都中央区京橋1－19－8　大野ビル （03）562－0211

中部支社 450 名古屋市中村区名駅南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　電気ビル別館 （092）712－5811

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社 107 東京都港区赤坂1－11－39 （03）586－9181

大阪支店 530 大阪市北区堂島浜1－2－6 （06）344－3857

名古屋支店 460 名古屋市中区錦1－17－13 （052）211－5730

福岡支店 810 福岡市中央区天神1－13－2 （092）781－0481

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町2－4－1 （022）266－2341

山口営業所 746 新南陽市大字富田4560 （0834）63－0020



（五十音順）
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つくば営業所 305 つくば市天久保1－16－10 （0298）55－8166

徳島営業所 770 徳島市助任橋1－22 （0886）23－8810

静岡営業所 420 静岡市御幸町5－9 （0542）52－0055

富山営業所 931 富山市岩瀬古志町2 （0764）37－9381

東洋紡エンジニアリング株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区堂島2－1－16 （06）348－3357

東京営業所 103 東京都中央区日本橋浜町2－61－11 （03）661－1818

滋賀営業所 520 大津市本堅田町2－1－1 （0775）73－1330

北陸営業所 914 敦賀市東洋町10－24 （0770）25－3777

山口営業所 740 岩国市灘町1－1 （0827）31－5570

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 （03）660－4849

トーレーフジバイオニクス株式会社 本　　　　社 179 東京都練馬区北町1－11－12 （03）937－0531

仙台営業所 980 仙台市宮城野区榴岡4－4－6　八木ビル2F （022）299－1022

東京営業所 176 東京都練馬区錦2－9－14　松田ビル （03）933－1022

名古屋営業所 465 名古屋市名東区上社1－1204　ロール社東6F （052）775－1022

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原2－14－10　中尾ロイヤルビル5F （06）396－1024

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－19－5　博多石川ビル6F （092）473－1024

東レ富士ピッカーインターナショナル株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋室町3－1－8 （03）245－5735

大阪支社 530 大阪市北区中之島3－3－3 （06）445－3891

福岡事務所 810 福岡市中央区天神2－14－2 （092）751－1819

富田システムズ株式会社 本　　　社 700 岡山市錦町1－1　岡山駅前ビル6F （0862）21－1004

大阪出張所 532 大阪市淀川区西中島6－3－32　第2新大阪ビル5F （06）301－0157

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東京本社 103 東京都中央区日本橋小舟町5－1 （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3－14－18 （052）963－5648

広島営業所 733 広島市西区大宮1－17－17　コーポマツモト3F （082）238－1716

福岡営業所 810 福岡市博多区博多駅東2－17－5　モリメンビル4F （092）473－6203

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号 （092）526－3395

株式会社　　ニ　　　コ　　　ン 本　　　　社 100 東京都千代田区丸の内3－2－3　富士ビル （03）216－1024
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大阪営業所 542 大阪市中央区南船場2－11－20　興国ビル （06）251－7023

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－5－1　宝第1ビル （052）203－1871

広島営業所 730 広島市中区袋町3－19　広島東邦生命ビル （082）248－1216

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－12－1　天神ビル （092）721－3561

仙台営業所 980 仙台市青葉区中央3－2－1　仙台清水ビル （022）227－1237

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西1丁目13　大通ビル （011）231－7896

新潟営業所 951 新潟市西堀通5番町855　コーリンビル （025）222－1461

光機サービス課 244 横浜市栄区長尾台町471 （045）852－2111

日電理化硝子株式会社 本　　　　社 651 神戸市中央区野崎通り3－3－14 （078）231－3531

第一営業部 651 神戸市中央区野崎通り3－3－14 （078）231－3531

第二営業部 664 伊丹市寺本1－114 （0727）81－0821

工　　　　場 664 伊丹市寺本1－114 （0727）81－0821

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

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

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

仙台営業所 980 仙台市青葉区国分町3－3－5　リスズビル （022）263－0991

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）931－1971

金沢営業所 921 金沢市入江2－78 （0762）91－6534

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原5－7－43 （06）396－1801

広島営業所 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

高松営業所 761 高松市西ハゼ町333　河進ビル （0878）65－1001

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

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 170 東京都豊島区巣鴨2－11－1 （03）918－8166

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 （048）652－2314

大阪営業所 550 大阪市西区京町堀2－12－19 （06）449－1500

名古屋営業所 460 名古屋市中区正木4－8－7 （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 812 福岡市博多区博多駅東2－5－37 （092）475－7511

仙台営業所 980 仙台市青葉区木町通2－1－60 （022）234－5350
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札幌営業所 060 札幌市中央区北八条西20丁目2－3 （011）642－6222

株式会社　　ニ　　ッ　　テ　　ク 本　　　　社 184 小金井市中町4－13－14 （0423）85－2251

札幌営業所 065 札幌市東区北43条東1丁目3－25 （011）741－6655

東京営業所 184 小金井市中町4－13－14 （0423）85－2251

大阪営業所 550 大阪市西区立売堀1－11－17－502 （06）534－0534

福岡営業所 816 福岡市博多区元町1－3－4 （092）572－7712

ニットーボーメディカル株式会社 東京本社 103 東京都中央区日本橋久松町9－9 （03）660－8596

大阪支店 541 大阪市中央区高麗橋5－30 （06）208－4957

札幌営業所 060 札幌市中央区北一条西5丁目3 （011）222－9710

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－3－1 （022）266－8956

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦1－17－13 （052）231－5138

広島営業所 730 広島市中区八丁堀15－10 （082）221－8245

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－8－38 （092）722－5220

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　虎ノ門山勝ビル （03）438－0547

大阪営業所 532 大阪市淀川区西宮原1－7－47　ネオハイツ第2新大阪206号 （06）397－1601

日本ケ　ミ　フ　ァ株式会社 本　　　　　社
臨床検査薬事業部

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 （06）541－3531

広島支店 733 広島市西区三篠町1－8－21 （082）237－3995

福岡支店 812 福岡市博多区住吉3－1－80 （092）272－1031

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）953－1181

日　本　商　事　株　式　会　社 本社・大阪支店 540 大阪市中央区石町2－2－9 （06）941－0308

東京支店 101 東京都千代田区鍛冶町2－8－12 （03）252－4181

横浜出張所 232 横浜市南区井土ヶ谷下町37－11 （045）742－9251

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内2－6－11 （052）211－4641

福岡支店 810 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）751－5054

広島支店 730 広島市中区幟町11－4 （082）221－2954

高松営業所 761－01 高松市春日町1706 （0878）41－3088

金沢営業所 920 金沢市小金町9－20 （0762）52－1921

仙台支店 983 仙台市若林区二軒茶屋1－6 （022）295－0631

札幌支店 060 札幌市中央区北6条西24丁目3－1 （011）641－8763
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日本シンテックス株式会社 本　　　　社 150 東京都渋谷区渋谷3－9－9　東京建物渋谷ビル （03）797－1480

大阪支店 541 大阪市中央区淡路町2－6－6　第2錦江ビル （06）228－1631
シンテックスリサーチ

センタージャパン
227 横浜市緑区荏田南1－1 （045）942－1900

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 大阪市中央区安土町2－3－13　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6丁目1－23　道通ビル （011）222－3841

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－1－31　山ロビル7F （022）221－5261

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

技術センター 103 東京都中央区日本橋浜町1－8－8 （03）862－7311

物流センター 143 東京都大田区平和島6－1－1　東京流通センター物流ビルB棟BW1－7 （03）　767－7652

日本DPCコーポレーション 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋3－7－10　タンペイ日本橋ビル （03）278－0252

大阪営業所 564 吹田市広芝町3－29　米澤ビル第三江坂203号 （06）337－8988

日　本　電　気　株　式　会　社 本　　　　社 108－01 東京都港区芝5－7－1 （03）454－1111

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 仙台市青葉区中央4－6－1　住友生命仙台中央ビル （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 540 大阪市中央区城見1－4－24　日本電気関西ビル （06）945－1111

中国支社 730 広島市中区紙屋町2－2－12　信和広島ビル （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

九州支社 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1－3－1　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 昭島市武蔵野3－1－2 （0425）43－1111

東京事務所・支店 100 東京都千代田区丸の内3－3－1　新東京ビル （03）211－8611

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4丁目21　NRKビル （011）726－9680

仙台支店 980 仙台市青葉区大町1－1－10　第2青葉ビル （022）222－3324

横浜支店 222 横浜市港北区新横浜3－6－4　新横浜千歳観光ビル （045）474－2181

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



（五十音順）

194 社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

広島支店 732 広島市南区稲荷町1－2　東邦生命ビル （082）261－3790

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

日本バイオ・ラッドラポラトリーズ株式会社 筑波営業所 305 つくば市吾妻1－15－1 （0298）52－0835

市原ラボ 290 市原市五井9008 （0436）21－6511

大阪支店 532 大阪市淀川区西中島4－3－22新大阪長谷ビル （06）308－6568

名古屋営業所 465 名古屋市名東区一社3－121－1　MIDORIビル （052）702－2358

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

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 （03）816－4351

札幌営業所 064 札幌市中央区北6条西26丁目　札幌山京ビル （Ol1）621－1151

仙台営業所 983 仙台市若林区鶴代町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大閣ビル （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）403－5321

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

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町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前3－5－7　博多センタービル9F （092）411－5166

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 大阪市中央区淡路町2－49 （06）222－2881

東北営業所 982 仙台市太白区鹿野3－16－26 （022）249－7135

九州営業所 810 福岡市中央区大名2－10－4－410 （092）781－5441

日　本　ロ　シ　ュ　株　式　会　社 本　　　　社 100 東京都千代田区丸の内3－2－3　富士ビル （03）5470－1710

試薬本部 105 東京都港区新橋6－17－19　新御成門ビル （03）5470－1710

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西11丁目4　エスコビル6F （011）221－5644

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町2－5－1　オーク仙台ビル7F （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）5687－2354

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄5－28－12興亜火災名古屋ビル10F （052）251－1930



（五十音順）

195

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

京都営業所 604 京都市下京区五条烏丸西入ル醍醐町290　烏丸五条ビル4F （075）341－3721

大阪営業所 541 大阪市中央区平野町4－2－16　不動建設ビル3F （06）202－0645

広島営業所 730 広島市中区中町8－6　フジタビル4F （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3F （092）431－6832

株式会社　　ニ　　　プ　　　ロ 本　　　　社 531 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）373－3155

東京支社 113 東京都文京区本郷4－3－4 （03）818－0420

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 981 仙台市青葉区通町2－13－3 （022）272－3490

名古屋支店 465 名古屋市名東区一社1－81 （052）701－1131

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

鹿児島支店 890 鹿児島市武岡4－39－1 （0992）81－6255

株式会社　　ニ　ュ　ー　ラ　イ　フ 本　　　　社 336 浦和市北浦和3－7－3 （048）834－1907

バイ　オテ　ッ　ク株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島2－29－4 （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 （03）237－6611

札幌支店 060 札幌市中央区北三条西1丁目1　サンメモリアル第一生命ビル （011）261－6622

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町2－25　仙台NSビル （022）225－4740

東京支店 107 東京都港区赤坂1－9－13　三会堂ビル （03）505－7831

名古屋支店 460 名古屋市中区栄2－3－1　名古屋広小路ビル （052）204－5588

金沢営業所 921 金沢市西泉1－66－1　スプリングポイント （0762）44－9131

大阪支店 530 大阪市北区天満5－14－10梅田NNビル （06）315－8911

広島支店 730 広島市中区大手町4－6－16　山陽ビル （082）242－2421

福岡支店 810 福岡市博多区中州中島町2－3　福岡フジランドビル （092）281－5411

株式会社　　P　A　S　C　O 本　　　　社 104 東京都中央区八丁堀2－3－2　小林ビル本館 （03）553－5212

大阪支社 550 大阪市西区西本町1－10－7　第二新松岡ビル （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 仙台市若林区五ツ橋3－5－75　13時ビル8F （022）224－0588

名古屋営業所 453 名古屋市中村区則武1－10－6　側島ノリタケビル4F （052）452－7320

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



（五十音順）

196 社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

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

株式会社　　ピー・エム・エル 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 大阪市淀川区西宮原1－5－12 （06）394－0235

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵3－4－2 （092）441－9991

名古屋営業所 454 名古屋市中川区的場町2－63 （052）353－5011

広島営業所 733 広島市西区観音新町1－2－21 （082）234－7366

松山営業所 791 松山市久万ノ台125－1 （0899）25－5010

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町5－2－10 （022）236－4611

ピーエム機器株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－25－4 （03）818－5091

ファルマシア株式会社 本　　　　社 141 東京都品川区上大崎4－5－37本多電機ビル （03）492－9271

札幌営業所 060 札幌市中央区南一条西8丁目14－3　札幌第2スカイビル （011）272－2371

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町2－3－20　第3日本オフィスビル （022）262－1815

新潟営業所 950 新潟市南笹口1－1－38－807号 （025）246－2430

名古屋営業所 466 名古屋市昭和区阿由知通4－13朝日生命名古屋東ビル （052）853－7711

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5－14－5　新大阪INビル （06）305－3431

広島営業所 733 広島市西区南観音3－5－2　空港通りビル （082）234－8523

福岡営業所 813 福岡市東区松島3－34－33 （092）623－0044

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

全国28販売会社

他49営業所
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

藤沢薬品工業株式会社 東京本社 103 東京都中央区日本橋本町3－10－9 （03）662－1511

大阪本社 541 大阪市中央区道修町3－4－7 （06）201－4752

札幌営業所 060 札幌市中央区大通東2丁目3 （011）261－8141

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町2－2－13 （022）266－1621



（五十音順）

197

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内2－1－36 （052）211－3401

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

富　士　通　株　式　会　社 本　　　　社 100 東京都千代田区丸の内1－6－1　丸の内センタービル （03）216－3211

北海道支店 060 札幌市中央区北一条西2丁目1　札幌時計台ビル （011）271－4311

東北支店 980 仙台市青葉区一番町2－2－13　仙建ビル （022）264－2131

横浜支店 220 横浜市西区南幸2－20－5　東伸24ビル （045）311－1371

名古屋支店 460 名古屋市中区錦1－19－24　名古屋第一ビル （052）201－8611

金沢支店 920 金沢市尾山町1－8　朝日生命金沢ビル （0762）63－7621

大阪支店 530 大阪市北区堂島1－5－17堂島グランドビル （06）344－1101

広島支店 730 広島市中区基町13－7　朝日ビル （082）221－2288

高松支店 760 高松市寿町1－3－2　第一生命ビル （0878）51－8111

九州支店 812 福岡市博多区博多駅前1－5－1　朝日生命福岡ビル （092）411－6311

富士メディカルシステム株式会社 東京支店 104 東京都中央区銀座7－13－8 （03）545－3341

大阪支店 565 豊中市新千里西町1－2－14 （06）872－0040

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西4丁目 （011）271－7777

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町4－6－1 （022）224－1733

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－10－19 （052）221－7871

金沢営業所 920 金沢市高岡町1－39 （0762）23－1722

広島営業所 730 広島市中区小町3－25 （082）246－4666

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）281－3655

その他15
株式会社フジモト・ダイアグノスティックス 本　　　　社 580 松原市西大塚1－4－10 （0723）32－5151

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　新宿第一生命ビル12F （03）348－0691

新宿分室 160 東京都新宿区西新宿4－15－7　後楽園新宿ビル6F （03）537仁1840

東京営業所 167 東京都杉並区井草1－33－2　仁平フラッツ （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

福岡営業所 812 福岡市博多区豊2－268－1 （092）472－5661

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



（五十音順）

198 社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町1－1－6　ハサゼンビル （022）236－2206

宇都宮営業所 321 宇都宮市東宿郷4－6－5　館野コーポ （0286）36－1911

千葉営業所 280 千葉市長洲1－1－10　KCSビル4F （0472）22－9260

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 本　　　　社 183 府中市本町2－9－9 （0423）33－0901

神戸営業所 651 神戸市御幸通3－2－18 （078）251－6786

松戸営業所 270 松戸市串崎新田222－4 （0473）89－6461

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　新ヘキストビル （03）479－7529

東京第一支店 107 東京都港区赤坂4－10－33　ヘキストビル5F （03）585－9591

東京第二支店 107 東京都港区赤坂4－10－33　ヘキストビル4F （03）585－9371

大阪支店 541 大阪市中央区備後町1－7－10　ヘキストビル4F （06）271－1200

名古屋支店 460 名古屋市中区栄1－31－41　大井ビル4F （052）203－1291

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅南2－1－5　博多サンシティビル4F （092）474－3541

仙台支店 980 仙台市青葉区本町1－5－31　日本団体生命ビル6F （022）263－5111

新潟支店 950 新潟市東万代町1－30　新潟東万代ビル6F （025）245－5561

広島支店 730 広島市中区八丁堀2－31広島鴻池ビル9F （082）221－1816

札幌支店 060 札幌市中央区南一条東1丁目2－1　太平洋興発ビル4F （011）231－2211

株式会社　　ヘ　レ　ナ　研　究　所 本　　　　社 336 浦和市常盤9－21－19 （048）833－3208

大阪支社 540 大阪市中央区農人橋2－1－31第6松屋ビル7F （06）945－1070

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

札幌営業所 011 札幌市中央区南1条東1丁目3　日本生命大通東ビル （Ol1）222－5761

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－2－25　仙台NSビル （022）264－7148

つくば営業所 300 つくば市吾妻3－15－15　明治生命筑波学園ビル （0298）52－6640

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－5－10　住商丸ノ内ビル （052）971－4381

大阪営業所 541 大阪市中央区道修町2－6－6　塩野・日生ビル （06）203－2821

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 福岡市博多区綱場町2－2　福岡第1ビル （092）271－0962

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）432－6211

東京支店 103 東京都中央区日本橋本町4－13－5　第20中央ビル
第一営業所（03）662－3161
第二営業所（03）662－8451

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 仙台市青葉区国分町3－4－33　仙台定禅寺ビル （022）224－6491

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜2－3－11第2徳永ビル （045）473－1201



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原4－1－45　新大阪八千代ビル
第一営業所（06）396－5711

第→営業所（06）396－5711

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

神戸営業所 051 神戸市中央区生田町1－4－20　新神戸ビル （078）242－6341

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 851 福岡市南区向野2－1－3　岩城ビル （092）552－3261

株式会社　　堀　場　製　作　所 本　　　　社 601 京都市南区吉祥院宮の東町2 （075）313－8121
東　　　　　　京セールスオフイス

101 東京都千代田区岩本町2－12－5 （03）861－8231
名　　古　　屋セールスオフィス

461 名古屋市東区葵3－17－26　三栄ビル （052）936－5781
大　　　　　　阪セールスオフィス

532 大阪市淀川区西中島7－4－7　新大阪東洋ビル （06）390－8011

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅南4－3－3　センターいずみ203 （092）472－5041

マイルス　・三共株式会社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座1－9－7　大和本社ビル （03）567－5511

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西9丁目1－1　丸菱ビル （011）271－4038

仙台営業所 980 仙台市青葉区大町1－1－6　第一青葉ビル （022）225－2205

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町1－9－4　日本橋大和ビル （03）270－7177

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3－5－27　錦中央ビル （052）962－7458

大阪営業所 541 大阪市中央区久太郎町1－3－9　三菱紙販ビル （06）261－6489

広島営業所 730 広島市中区八丁堀1－17　広島大本ビル （082）228－8283

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町8－31福岡松村ビル （092）281－2651

高松営業所 760 高松市室町1905　宇川ビル （0878）68－2333

松浪硝子工業株式会社 本　　　　社 596 岸和田市下松町165 （0724）22－4545

東京営業所 113 東京都文京区湯島3－20－7　エミナンス湯島1F （03）833－9006

マ　ル　　ポ　株　　式　　会　　社 本　　　社 531 大阪市北区中津1－6－24 （06）371－8876

札幌営業所 060 札幌市中央区北3条西4丁目1－1 （011）271－1782

仙台営業所 980 仙台市青葉区中央1－2－3 （022）265－3871

東京第一営業所 162 東京都新宿区市谷本村町3－23 （03）268－4381

新潟営業所 951 新潟市学校町通二番町5293 （025）222－3591

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅4－26－25 （052）582－3886

大阪第一営業所 532 大阪市淀川区西中島5－14－22 （06）304－6224

高松営業所 760 高松市観光通2－2－15 （0878）33－5417

広島営業所 732 広島市東区光町2－6－34 （082）264－2115

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－14－8 （092）713－7088

株式会社　　ミズホメディー 本　　　　社 841 鳥栖市藤木町5－4 （0942）85－0303



（五十音順）
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営業総本部 812 福岡市博多区博多駅前3－4－8 （092）482－8710

東京営業所 111 東京都台東区浅草橋3－20－12　ニュー蔵前ビル （03）861－7447

横浜営業所 231 横浜市中区初音町2－29－1 （045）253－9001

大阪営業所 553 大阪市福島区福島1－2－7　大和ビル （06）458－5711

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南29－24　川島第一ビル （052）733－5266

四国営業所 790 松山市朝生田町620－1　大興ビル （0899）43－4666

熊本出張所 860 熊本市京町1－12－27 （096）359－1176

三井製薬工業株式会社 本　　　　社 101 東京都千代田区岩本町3－5－12　MTビル （03）864－5591

大阪支店 530 大阪市北区中之島4－3－28　中之島三井ビル別館 （06）448－5531

福岡支店 812 福岡市博多区駅前1－1－1　博多新三井ビル （092）474－6555

三　菱　化　成　株　式　会　社 本　　　　社 104 東京都中央区新川1－28－38　東京ダイヤビル （03）553－6325

株式会社　　三菱油化ビーシーエル 本　　　　社 174 東京都板橋区志村3－30－1 （03）5994－2222

北海道支所 064 札幌市中央区北1条西19丁目1－4 （011）643－0131

東北支所 982 仙台市若林区舟丁3 （022）268－2115

関東支所 350 川越市脇田本町1－9 （0492）41－5201

東京支所 174 東京都板橋区志村3－30－1 （03）5994－2272

中部支所 460 名古屋市中区大須1－7－7 （052）201－3929

関西支所 542 大阪市中央区南船場4－3－11 （06）245－5995

九州支所 813 福岡市東区松島3－21－7 （092）611－6668

他全国47営業所

村　中　医　療　器　株　式　会　社 本　　　社 540－91 大阪市中央区東高麗橋4－15 （06）943－1221

東京支店 113 東京都文京区本郷3－36－10 （03）813－9211

札幌営業所 001 札幌市北区北26条西5丁目1－21 （011）737－9121

金沢営業所 920－02 石川県河北郡内灘町大清台178 （0762）86－4531

京都営業所 606 京都市左京区聖護院西町18 （075）761－6351

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵3－25－5 （092）473－0123

高松連絡所 761 高松市鶴市町2001－5 （0878）82－6805

メ　バ　ニ　ク　ス　株　式　会　社 本　　　　社 153 東京都目黒区下目黒2－18－3 （03）495－0451

大阪連絡所 534 大阪市都島区片町2－2－4大発ビル4F　SSRエンジニアリング㈱内 （06）353－0521

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9－1　山之内大通ビル （011）281－5111

仙台支店 980 仙台市青葉区大町2－2－28 （022）225－5111



201

（五十音順）

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　話

東京第一支店
東京第二支店

103 東京都中央区日本橋本町2－3－11 （03）244－3000

横浜支店 231 横浜市中区太田町6－84－2　三井生命横浜桜木町ビル （045）662－1141

名古屋支店 461 名古屋市東区泉1－6－25 （052）962－5111

大阪支店 541 大阪市中央区平野町3－4－6　堺夘ビル （06）203－5551

京都支店 604 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200　千代田生命京都御池ビル （075）252－1881

広島支店 730 広島市中区大手町3－7－2　大東京火災広島ビル （082）242－8111

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　　ユニフ　レ　ッ　クス 大阪営業所 532 大阪市淀川区東中島1－17－6 （06）　323－8344

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　テラサワビル （03）470－0334

東京営業所 107 東京都港区元赤坂1－5－31　新井ビル （03）470－0443

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原4－4－50　真和ビル （06）396－5101

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦1－6－15　エツワビル （052）201－7251

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3－10－15　博多駅東アトルビル （092）473－1571

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町3－4－20　トリーベル社ビル （022）264－2101

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

利　康　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 162 東京都新宿区西五軒町13－8 （03）267－1221

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 仙台市青葉区春日町10－18 （022）262－4811

東京第一営業所 112 東京都文京区関口1－24－2 （03）267－1201

東京第二営業所 112 東京都文京区関口1－24－2 （03）267－1212

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅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 大阪市中央区道修町3－1－2 （06）203－3741

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 仙台市青葉区小田原6－8－34 （022）222－3072

筑波出張所 305 茨城県筑波郡谷田部町大字谷田部藤ヶ入6117－3 （02975）5－1741

大宮出張所 330 大宮市吉敷町1－118 （048）641－1271
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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ヶ丘6－40 （082）285－6381

福岡出張所 813 福岡市東区松島3－8－16 （092）622－1005



資料





日本臨床検査自動化学会用語委員会報告

　　　　　　第1次試案：血清（漿）成分

大場康寛、大森昭：、＊＊片野萬占、塩田晃：、関口光夫、＊高原喜八郎、

服部理男、水野映：、（五1・音）　＊委員長　＊＊事務局
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　昨今の臨床検査分野における㌧f∫t門用語の増かIIに

は著るしいものがあり、それらの略語なども含めると臨床

検査の標準化の方向を妨害するおそれが懸念され

るようになってきた。特に今日の臨床検査の殆んどすべ

てが自動化、システム化されて、それらの成績はCPU

処理されてプリンターから打ち出されてくるので検査

項目のみについて眺めてみてもそれらの略語の氾濫に

は眼をみはるものがある。

　日本臨床検査自動化”i：r会においては、この問題に

ついて痛感すること久しく、1988年1月より用語委員会

を設置して用語や略語の混乱を整理する作業に着手

した。さて、臨床検査に関する用語の範囲を考えてみる

と、L記の検査項目名のみにとどまらず、機器、式薬、

反応名、反応原理、検査手技、検体試料、容器、

精度管理、データ処理、臨床病理学的意、義亘、その他

などの広い分野にtllる膨大なものがあり、このノi面に

ついての用語辞典や略語舌［典はすでに数篇の好著二

が出版されてはいるが、いずれも学問的iE確’性などを

・打1点として編集されており、自動化の結果、氾濫して

いる略語などの整理統一を配慮したような試みは兄当

っていないようである。

　従って、本学会の用語委員会が着手する第・目

206

標としては、検査分析項目の“打ち出し”または“表・パ

を統　・すること、および索引しやすいことを目的として編

集し、検査項目の範囲としては健康保険の診療報酬

表に記載されている項目を基準としてII］初はスタート

したが、その後、それのみでは日進月歩する医療の現

状にそぐわないということから、日常外注されている特殊

検査項目に迄拡大した。以Lのようないきさつから、こ

こに第一ステップとしての検査項目名、略語名などを

中心とした原案が出来ヒったので、他専門分野のこ

意兄とも整合させる必要もあるので、小括としてまとめさ

せて頂いた。

　尚、今回の小括は膨大な臣1；床検査分野の中から

検体検査としてのlflL清（漿）成分についてのみを対象

としたが、これらの分類要領については以ドの凡例中

にあらためて述べる。

　総項目数は460あり、日本語名、英語名、1司義i語・

類似語、慣用略li｛｝（4文字、5文字、6文字）の欄を

設けて記載した。

　以ヒの小括は、現在迄に1旧催した16回に1　llる委員

会の中間報告であり、この原案に対する忌慣のない

ご意兄やご指導を頂ければ÷三いである。



■凡　例

1．本用。吾集は1989年11月現在において編集した。

2．本用語集でとりあげた検査項目名は、序文でも

　　述べたように診療報酬表記載の検査項目の用

　　語に準じたが、関連する特殊検査項目に迄拡大

　　した。

3．診療報酬表の検査項目においては、“複合凝固

　　因ヂ’とか“循環性凝固線溶阻1ヒ物質測定”な

　　どは複合の検査を含むので、これらについては個

　　々の項目にばらしてリストアップした。

4．体液成分としての血清成分の分類位置は次の

　　ような関係とした。

＿耀㌘艦鵬
　　　　｜
　　　　　体液

　　　　　その他

5．血清（漿）成分は便宜上、次のように分類した。

　　（　）1人』は引用した項目数

　　A．蛋臼・免疫関連蛋白・……………・（111）

　　B．非蛋臼性窒素成分・アミノ酸等……（57）

　　C．　月旨響ξ・…　……　………　……・…・……一（39）

　　D◆糖質………・……………………・…（10）

　　E．酵素………・………・………………（75）

　　F．電解質・無機質………………・…・（18）

　　G．ビタミン………………………・…・（7）

　　H．ホルモン等……………・…・………（38）

　　1．腫瘍マーカー・………………・……（20）

　　J．　rflL液凝1占1・線溶・血小板機i能……・・（41）

　　K．ウイルス等………………・・………（14）

　　L．薬牛勿等……………・……・…・・・・・・…（30）

6．ヒ記の分類は酵素、ホルモンを除いて物質名を

　　基本とした。

7．特異的に付いている名称は主体になる物質分類

　　に入れ、同義語および類似語で説明した。

8．分析名は反応別とした。

9．proteinはタンパクとしないで蛋自とした。

　　（r含ハ寮き艮酉州1ξによる）

10．略語についての基本的な考え方として以ドに準

　　じた。

　　（1、慣川略語が4文字以内で日常十分に通

　　　　川するものはそれを優先した。

　　（2　慣用略語が7文字以ヒのものは、4文字、

　　　　5文字、6文字を使って最も理解し易い表

　　　　fS．1にした。

　　〔3　ギリシャ文字等表現できない場合は、英文

　　　　字で表記する。

例 α　一→　　A

又、英小文字の表現できない場合、英文字

で表記する。

例 Na－→　NA

11．整理の都合k、機械化するにあたって各欄の文

　　字数には制限を設けざるを得ないので、その文

　　字数は次の通りとした。

　　（［　］内の数字は漢字の場合）

日本語名

英語名
’「貫月押各語

同義語
分画の場合の母体

30［15］

40

9

32［16］

32［16］
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A．蛋白・免疫関連蛋白

日　本　語　名

総蛋白

アルブミン

A／G比
蛋白分画

アルブミン

α1一グロブリン

α1／α2一グロブリン

α2一グロブリン

α2〃3i一グロブリン

β一グロブリン

フィブリノゲン

γ一グロブリン

γ2一グロブリン

M一プロテイン

ムコ蛋白

糖蛋白分画

アルブミン糖蛋白

α1一糖蛋自

α2一糖蛋白

β一糖蛋臼

γ一糖蛋自

免疫電気泳動

プレアルブミン

アルブミン

α1一酸性糖蛋白

αIT一糖蛋白

トランスコルチン

α1一アンチトリブシン

α1一アンチキモトリプシン

α1B一糖蛋白

9．5Sα「糖蛋白

α一リボ蛋白

Znα2一糖蛋白

サイロキシン結合グロブリン

アンチトロンビンIII

Gc一グロブリン
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英 語 名

total　protein

albumin

albumin／globulin　ratio

protein　fraction

albumin

α1－globulin

α1／α2－globulin

α2－globulin

α2／β1－globulin

β一globulin

fibrinogen

γ一globulin

γ2－globulin

M－protein

muCOproteln

glycoprotein　fraction

albumin　glycoprotein

α1－glycoprotein

α2－glycoprotein

β一glyCoprotein

γ一glyCoprotein

immunoelectrophoresis

pre－albumin

albumin

α1－acid　glycoprotein

tryptophan－poorα1－glycoprotein

tranSCOrtln

α1－antltrypsln

α1－antichymotrypsin

α1B－glycoprotein

9．5S　α1－glycoprotein

α一1｛poprotein

Zn一α2－glycoprotein

thyroxin－binding　globulin

antithrombin　III

groupe　specific　component　globulin



同義語、類似語等

オロソムコイド、セロムコイド

乏トリプトファンα1一糖蛋臼

コルチコステロイド結合グロブリン

αlX一糖蛋白

易沈澱性α1一糖蛋白

α1M一糖蛋白

高比重リボ蛋白、HDL

ビタミンD結合グロブリン

慣用略語

TP
AIb

A／G

PFr

Alb

α1G

α1／α2G

α2G

α2／β1G

βG

Fib

γG

γ2G

MP
MuP
GPF
AIbGP

α1GP

α2GP

βGP

γGP

IEP

PAIb

Alb

α1AGP

α1TGP

TRC
α1AT

α1ACT

α1BGP

α1－GP

αLp

Znα2GP

TBG
AT　III

GcG

4文字

TP
AIb

A／G

PFr

Alb

α1G

～ α2G

α2G

～β1G

βG

Fib

γG

γ2G

MP
MuP
GPF
AlGP

α1GP

α2GP

βGP

γGP

IEP

PAIb

Alb

α1AG

α1TG

TRC
α1AT

α1AC

α1BG

α1GP

α一Lp

Znα2

TBG
AT　III

GcG

5文字

TP
AIb

A／G

PFr

Alb

α1G

α1～α2

α2G

α1～α2

βG

Fib

γG

γ2G

MP
MuP
GPF
AIbGP

α1－GP

α2－GP

β一GP

γ一GP

IEP

PAIb

Alb

α1AGP

α1TGP

TRC
α1－AT

α1ACT

α1BGP

α1－GP

α一Lp

Znα2G

TBG
AT　III

GcG

6文字

TP
AIb

A／G

PFr

Alb

αIG

α1／α2G

α2G

β1／β2G

βG

Fib

γG

γ2G

MP
MuP
GPF
AIbGP

α1－GP

α2－GP

β一GP

γ一GP

IEP

PAIb

Alb

α1AGP

α1TGP

TRC
α1－AT

α1－ACT

α1BGP

α1－GP

α一　Lp

Znα2GP

TBG
AT　III

GcG
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日　本　語　名

補体第1s成分

インターα一トリプシンインヒビター

レチノール結合蛋r1

α2HS一糖蛋rl

プロトロンビン

Clインアクチベータ

3．8S一富ヒスチジンα2一糖蛋白

補体第9成分

ハプトグロビン

セルロプラスミン

1∬L清コリンエステラーゼ

α2一マクログロブリン

8Sα2一親「蛋白

フフスミノケ’ン

ヘモペキシン

トランスフェリン

補打本第2hk・分・

C3プロアクチベータ

補体第1r成分

補体第5成分

補体第3成分

補体第4成分

補H本第6万文ク〉

補体第7成分

補体第1q成分

β一リボ蛋白

β2一糖蛋白III

β2－＊唐蛋白1

凝固第XIII因∫・

フィブリノゲン

IgD

IgE

IgA

IgG

IgM

7SIgM
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英 語 名

complement　ls

inter一α一trypsininhibitor

retinol－binding　Protein

α2HS－glycoprotein

prothrombin

Cl　inactivator

3．8S　histidine－richα2－glycoprotein

complement　g

haptoglobin

ceruloplasmin

cholinesterase

α2－macroglobulin

8Sα2－glycoprotein

plasminogen

hemopexin

transferrin

complement　2

C3　proactivator

complement　lr

complement　5

complement　3

complement　4

complement　6

complement　7

complement　lq

β一lipoprotein

β2－glycoprotein　III

β2－glycoprotein　I

fibrin　stabilizing　factor

fibrinogen

immunoglobulin　D

immunoglobulin　E

immunoglobulin　A

immunoglobulin　G

immunoglobulin　M

7S－immunoglobulin　M



同義語、類似語等

C’1エステラーゼ、Clsコンポーネント

ビタミンA結合蛋白

Ba一α2一糖蛋白、α2ムコイド

凝固第2因∫一

C9コンポーネント

α2一グリコフロテイン

フソイドコリンエステラーゼ

フロフィブリノリジン

β1β一グロブリン

シデロフィリン

C2コンポーネント

Clrコンホーネ・ント

β1F一グロブリン、C5コンポーネント

C3コンポーネント

β1E一グロブリン、C4コンポーネント

C6コンポーネント

C7コンポーネント

11S成分、　Clqコンポーネント

低比弔リホ蛋白、LDL

フィブリン安定化因∫・

慣用略語

Cls

IαTI

RBP

α2HSGP
FII

C1－IA

HRα2GP
Cg

Hp

Cp

CHE
α2Ma

8Sα2GP

Pmg
Hpx

Tf

C2

C3PA
Clr

C5

C3

C4

C6

C7

Clq

βLp

f3　2GPIII

β2GP

FXIII

Fib

IgD

IgE

IgA

IgG

IgM

7SlgM

4文字

Cls

IαTI

RBP
α2HS

FII

C1－I

HRG
Cg

Hp

Cp

CHE
α2M

8Sα

Pmg
Hpx

Tf

C2

C3PA
Clr

C5

C3

C4

C6

C7

Clq

βLp

／3　2　III

β21

FXIII

Fib

IgD

IgE

IgA

IgG

IgM

71gM

5文字

Cls

IαTI

RBP
α2HSG
FII

C1－IA

HRGP
Cg

Hp
Cp

CHE
α2Mac

8Sα2

Pmg
Hpx

Tf

C2

C3PA
Clr

C5

C3

C4

C6

C7

Clq

βLp

β2GPIII

β2GPI
FXIII

Fib

IgD

IgE

IgA

IgG

IgM

7SlgM

6文字

Cls

IαTI

RBP

α2HSGP
FII

CI－IA

HRα2GP
Cg

Hp
Cp

CHE
α2MacG

8Sα2GP

Pmg
Hpx
Tf

C2

C3PA
Clr

C5

C3

C4

C6

C7

Clq

βLp

／3　2－GPIII

，S　2－GPI

FXIII

Fib

IgD

IgE

IgA

IgG

IgM

7SIgM

2川



日　本　語　名

半分∫・IgG

α一鎖

γ一鎖

μ一鎖

λ一鎖

C反応性蛋白

　　フロバジン

リゾチーム

プレアルブミン

α2一マクログロブリン

α1一ミクログロブリン

β2一ミクログロブリン

パプトグロビンHp1－1

ハプトグロビンHp2－1

ハプトグロビンHp2－2

ヘモペキシン

チモール混濁試験

硫酸亜鉛混濁試験

ヘモグロビン

ヘモグロビンF

ミオグロビン

プロコラゲンーII仁ペプチド

膵分泌性トリプシンインヒビター

クリオグロブリン

IgA

IgD

IgE

IgG

IgM

β1C／β1Aグロブリン

βlEグロブリン

C3フ．ロアクチベータ

C1インアクチベータ

C反応性蛋白

リウマチ因．．∫・

抗ストレブトリジンO価
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英 語 名

incomplete　IgG

α一chain

γ一chain

μ一chain

λ一chain

C　reactive　protein

properdine

lysozyme

prealbumin

α2－macroglobulin

α1－microglobulin

β2－microglobulin

haptoglobin　1－1

haptoglobin　2－1

haptoglobin　2－2

hemopexin

thymol　turbidity　test

zinc　sulfate　turbidity　test

hemoglobin

hemoglobin　F

myoglobin

Procollagen－III－peptide

pancreatic　secratory　torypsin　inhibitor

cryoglobulin

immunoglobulin　A

immunoglobulin　D

immunoglobulin　E

immunoglobulin　G

immunoglobulin　M

β1C／β1A　globulin

β1E　globulin

C3　proactivator

CI　inactivator

C　reactive　protein

rheumatoid　facter

antistreptolysin－0



同義語、類似語等

ムラミダーゼ

C3c

k甫f本4，C4

RF、リウマトイド因∫・

慣用略語

hIgG

α一C

γ一C

μ一C

λ一C

CRP
Proper

Lyso

PAIb

α2－MacG

α1－MicG

β2－MicG

Hp1－1

Hp2－1

Hp2－2

Hpx

TTT
ZTT
Hb

HbF

Mb
P－III－P

PSTI

CryG

IgA

IgD

IgE

IgG

IgM

C3c

C4

C3PA
CIIA

CRP
RA
ASO

4文字

hIgG

α一C

γ一C

μ一C

λ一C

CRP
PrOP

Lyso

PAIb

αMa

αMi

β2M

Hpll

Hp21

Hp22

Hpx

TTT
ZTT
Hb

HbF

Mb
PIIIP

PST
CryG

IgA

IgD

IgE

IgG

IgM

C3c

C4

C3PA
CIIA

CRP
RA
ASO

5文字

hIgG
cr　－C

γ一C

μ一C

λ一C

CRP
PrOP

Lyso

PAIb

α2Mac

αIMic

β2Mic

Hp1－1

Hp2－1

Hp2－2

Hpx

TTT
ZTT
Hb

HbF

Mb
PIIIP

PSTI

CryG

IgA

IgD

IgE

IgG

IgM

C3c

C4

C3PA
CIIA

CRP
RA
ASO

6文字

hIgG

α一C

γ一C

μ一C

λ一C

CRP
Proper

Lyso

PAIb

α2MacG

α1MicG

β2MicG

Hp1－1

Hp2－1

Hp2－2

Hpx

TTT
ZTT
Hb

HbF

Mb
PIIIP

PSTI

CryG

IgA

IgD

IgE

IgG

IgM
C3c

C4

C3PA
CIIA

CRP
RA
ASO
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日　本　語　名

抗ストレブトキナーゼ

t’）t［　i容遵11某i多＊唐渠頁拍tf↑こ

抗溶連菌エステラーゼ

英　　語　　名

antistreptokinase

ant仁streptococcal　polysaccharide　ar】tibody

anti－streptococcal　esterase

B．非蛋白性窒素成分・アミノ酸等

日　本　語　名 英 語 名

尿素窒素

尿酸

クレアチニン

クレアチン

アンモニア窒素

総ビリルビン

直按ビリルビン

間接ビリルビン

総窒素

」卜蛋白’1生’窒i素

トリフ．トファン

ヒスチジン

ヒドロキシフロリン（総）

ヒドロキシフロリン（遊離）

フェニルアラニン

γ一アミノ酪酸

アミノ酸分画

グリシン

アラニン

バリン

ロイシン

イソロイシン

セリン

トレオニン

アスパラギン酸

アスパラギン

グルタミン酸

グルタミン

リシン

Urea　nltrOgen

uric　acid

creatlnlne

creatlne

ammOnla　nltrOgen

total　bilirubin

direct　bilirubin

indirect　bilirubin

tOtal　nitrOgen

nonproteln　nltrogen

tryptophan

histidine

hydroxy　proline　（tota1）

hydroxy　proline　（free）

phenylalanine

γ一aminobutyric　acid

amino　acid　fraction

glycine

alanine

valine

leucine

isoleucine

serlne

threonille

aspartic　acid

asparaglne

glutamic　acid

glutamine

lysine
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同義語、類似語等 慣用略語　　4文字 5文字 6文字

ASK
ASP
ASE

ASK
ASP
ASE

ASK
ASP
ASE

ASK
ASP

ASE

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

尿素一N

アンモニアーN

胆汁色素

抱合ビリルビン

遊離ビリルビン

残余窒素

オキシフロリン

4一アミノ酪酸

amino　acid　fractionation

アミノ酢酸

2一アミノフロヒオン酸

2一アミノイソ吉草酸

2一アミノイソカフロン酸

2一アミノー3一メチルーn－lfi草酸

2一アミノー3一ヒドロキシフロヒオン酸

2一アミノー3一ヒドロキシ酪酸、スレオニン

2一アミノコハク酸

2一アミノスクシンアミド酸

2一アミノグルタル酸

2一グルタルアミド酸

2．6一ジアミノーn一カフロン酸

UN
UA
CRE

CRET
NH3
T－Bil

D－Bil

I－Bil

T－N

NPN
Try

His

T－Hyp

F－Hyp

Phe

GABA
AA－F

GIy，G

AIa，　A

Val，　V

Leu，　L

IIe，　I

Ser，　S

Thr，　T

Asp，　D

Asn，　N

GIu，　E

GIn、　Q

Lys，　K

UN
UA
CRE

CRET
NH3
TBil

DBil

I－B

T－N

NPN
Try

His

THyp
FHyp
Phe

GABA
AA－F

GIy

Ala

Val

Leu

Ile

Ser

Thr

Asp

Asn

Glu

Gln

Lys

UN
UA
CRE

CRET
NH3
T－Bil

D－Bil

IBil

T－N

NPN
Try

His

T－Hyp

F－Hyp

Phe

GABA
AA－F

Gly

Ala

Val

Leu

Ile

Ser

Thr

Asp

Asn

Glu

Gln

Lys

UN
UA
CRE

CRET
NH3
T－Bil

D－Bil

I－Bil

T－N

NPN
Try

His

T－Hyp

F－Hyp

Phe

GABA
AA－F

GIy

Ala

Val

Leu

Ile

Ser

Thr

Asp

Asn

Glu

Gln

Lys
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日　本　語　名 英 語 名

ヒドロキシリシン

アルギニン

ヒスチジン

システイン

メチオニン

フェニルアラニン

チロシン

トリプトファン

プロリン

ヒドロキシフロリン

β一アラニン

1一メチルヒスチジン

3一メチルヒスチジン

α一アミノアジピン酸

α一アミノ酪酸

β一アミノイソ酪酸

オルニチン

シトルリン

サルコシン

ホモシステイン

シスタチオニン

タウリン

カルノシン

アンセリン

ホスホエタノールアミン

グルタチオン（還元）

グルタチオン（酸化）

hydoxylysine

arglnlne

histidine

cystelne

methionine

phenylalanine

tyrOSlne

tryptophan

proline

hydroxyproline

β一alanine

1－methylhistidine

3－methylhistidine

α一aminoadipic　acid

α一aminobutyric　acid

β一aminoisobutyric　acid

ornithine

citrulline

sarcOSlne

homocysteine

cystathionine

taurlne

carnOSIne

anserlne

phosphoethanolamine

glutathione　（red）

glutathione　（oxd）

C．脂 質

日　本　語　名 英 語 名

総脂質

中性脂肪

リン脂質

遊寓雀珂旨‖方酉菱

total　lipid

neutral　fat

phospholipid

free　fatty　acid
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同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

2．6一ジアミノー5一ヒドロキシーn一カブロン酸

5一グアニジノー2一アミノ吉草酸

2一アミノー3一イミダゾールプロビワン酸

2一アミノー3一メルカブトプロピオン酸

2一アミノー4一メチルチオ酪酸

2一アミノー3一フェニルプロピオン酸

2一アミノー3一ヒドロキシフェニルフロピオン酸

2一アミノー3－（3一インドール）プロピオン酸

ヒロリジンー2一カルボン酸

ヒドロキシピロリジンカルボン酸

3一アミノプロピオン酸

Nπ一メチルヒスチジン

Nπ一メチルヒスチジン

2一アミノアジピン酸

2一アミノ酪酸

3一アミノイソ酪酸

2．5一ジアミノーn一吉草酸

N一メチルグリシン、N一メチルアミノ酢酸

2一アミノー4一チオ酪酸

2一アミノー4－［（2一アミノー2一カルボキシエチル）チオ］

2一アミノエタンスルホン酸

β一アラニルーL一ヒスチジン

N一β一アラニルー1一メチルーL一ヒスチジン

2一アミノエタノールリン酸、ホスホリルエタノールアミン

γ一L一グルタミルーL一システィニルグリシン

HyI

Arg，　R

His，　H

Cys，　C

Met，　M

Phe，　F

Tyr，　Y

Trp，　W

Pro，　P

Hyp

βAla

1－MHis

3MH
αAAA

αABA

βAIB

Orn

Cit

Sar

HomCys
Cyst

Tau

Car

Ans

PEA

GSH
GSSG

HyI

Arg

Hist

Cys

Met

Phe

Tyr

Tryp

Pro

Hyp

βAl

lMH
3MH
αAAA

αABA

βAIB

Orn

Cit

Sar

HCys
Cyt

Tau

Car

Ans

PEA

GSH
GSSG

Hyl

Arg

Hist

Cys

Met

Phe

Tyr

Trypt

Pro

Hyp

βAla

lMHi

3MHis

α一AAA

α一ABA

βAIBA

Orn

Cit

Sar

HoCys
Cyst

Tau

Car

Ans

PEA

GSH
GSSG

Hyl

Arg

Hist

Cys

Met

Phe

Tyr

Trypt

Pro

Hyp

βAla

1－MHis

3－MHis

α一AAA

α一ABA

β一AIBA

Orn

Cit

Sar

HomCys
Cyst

Tau

Car

Ans

PEA

GSH
GSSG

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

トリグリセリド、トリアシルグリセロール

非エステル化脂肪酸（NEFA）

TLipid

TG
PL

FFA

TLip

TG
PL

FFA

TLip

TG
PL

FFA

TLipid

TG
PL

FFA

217



日　本　語　名

総コレステロール

エステル型コレステロール

遊離型コレステロール

HDL一コレステロール

過酸化脂質

β一リポ蛋自

リボ蛋白分画

高比市リホ蛋白

低上t　・9．：リホ蛋自

超低比乖リホ蛋白

カイロミクロン

リホ蛋白Xl

リホ蛋臼X2

中間比苗〔リホ蛋白

アポリポ蛋白

アホAI

アホAII

アホB

アホCII

アホCIII

アホE

脂肪酸分画

ハルミチン酸

ステアリン酸

オレイン酸

リ　ノーノレ酋菱

リノレン酸

アラキドン酸

総ケトン体

ケトン体分画

アセト酢酸

アセトン

β一ヒドロキシ酪酸

糸念‖りll・酉委i

グリ　ココーノレ酉菱
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英 語 名

total　cholesterol

esterified　cholesterol

free　cholesterol

HDL－cholesterol

lipid　peroxide

β一lipoprotein

lipoprotein　fraction

high　density　lipoprotein

low　density　lipoprotein

very　low　density　lipoprotein

chylomicron

lipoprotein　Xl

lipoprotein　X2

intermediate　density　lipoprotein

apolipoProtein

apolipoprotein　A　I

apolipoprotein　AII

apolipoprotein　B

apolipoprotein　C　II

apolipoprotein　CIII

apolipoprotein　E

fatty　acid　fraction

palmitic　acid

stearic　acid

oleic　acid

linoleic　acid

linolenic　acid

arachidonic　acid

total　ketone　body

ketone　body　fraction

acetoacetic　acid

acetone

β一hydroxybutyric　acid

total　bile　acid

glycocholic　acid



同義語、類似語等

マロンジアルデヒド

α一リボ蛋白，α1一リホ蛋白

β一リボ蛋白

preβ一リボ蛋自，α1一リポ蛋白

キロミクロン、カイロマイクロン

総アセトン体

アセトン体分画

β一オキシ酪酸

慣用略語

T－Cho

E－Cho

F－Cho

H－Cho

LPO
β一Lipo

Lp－F

HDL
LDL

VLDL
Chy

LpXl

LpX2

1DL

Apo－Lp

Apo－A　I

ApoAII

ApoB
ApoCII

ApoCIII

ApoE

FAF
Palm－A

Stea－A

OIei－A

linoleic

linolenic

Arac－A

T－Keto

Keto－F

AcAcA
Aceton

β一HB

TBA
GCA

4文字

TC
EC

FC

HC
LPO
β一LP

LpF

HDL
LDL

VLDL
Chy

LPXl

LpX2

1DL

ApL
ApI
Ap　II

ApoB
ApCII

ApCIII

ApoE

FAF
Palm

Ste

Ole

Lino

Llen

Ara

TKet

K－F

AcAA
Ace

β一HB

TBA
GCA

5文字

T－Cho

E－Cho

F－Cho

HDレC
LPO
β一LP

Lp－F

HDL
LDL

VLDL
Chy

LpXl

LpX2

1DL

ApoLp

ApoA　I

ApoAII

ApoB
ApoCII

ApoCIII

ApoE

FAF
Palm

Stea

Olei

Lino

Llen

Arac

TKeto

K－F

AcAcA
Acet

β一HB

T－BA

GlyCA

6文字

T－Cho

E－Cho

F－Cho

HDレC
LPO
β一LP

Lp－F

HDL
LDL

VLDL
Chy

LpXl

LpX2

1DL

Apo－Lp

Apo－AI

Apo－AII

Apo－B

Apo－CII

Apo－CIII

Apo－E

FAF
Palm－A

Stea－A

OIei－A

Lino－A

LIen－A

Arac－A

T－Keto

Keto－F

AcAcA
Aceton

β一HBA

T－BilA

GIyCA
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D．糖　質

日　本　語　名 英 語 名

グルコース

ガラクトース

シアル酸

フルクトサミン

乳酸

ピルビン酸

α一ケトグルタル酸

ヘモグロビンA1

ヘモグロビンAlc

キシロース

glucose

galactose

sialic　acid

fructosamine

lactic　acid

pyruvic　acid

cr　－ketoglutaric　acid

hemoglobin　Al

hemoglobin　Alc

xylose

E．酵　素

日　本　語　名 英 語 名

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ

アラニンアミノトランスフェラーゼ

ミトコンドリアーAST

アルカリ性フォスファターゼ

酸性フォスファターゼ

前立腺性酸性ホスファターゼ

アデノシンデアミナーゼ

アルドラーゼ

アミラーゼ

アンギオテンシン1転換酵素

イソクエン酸脱水素酵素

グアナーゼ

β一グルクロニダーゼ

γ一グルタミルトランスペプチダーゼ

グルコースー6一ホスファターゼ

グルコースー6一りん酸脱水素酵素

クレアチンキナーゼ

コリンエステラーゼ

シスチンアミノペプチダーゼ

トリプシン

乳酸脱水素酵素

α一ヒドロキシ酪酸脱水素酵素

aspartate　aminotransferase

alanine　aminotransferase

mitochondrial　AST

alkaline　phosphatase

acid　phosphatase

prostatic　acid　phosphatase

adenosine　deaminase

aldolase

amylase

angiOtenSin　I　COnVerting　enZyme

isocitrate　dehydrogenase

guanase

β一glucuronidase

γ一glutamyl　transpeptidase

glucose－6－phosphatase

glucose－6－phosphate　dehydrogenase

creatine　kinase

cholinesterase

cystine　aminopeptidase

tryPSln

lactate　dehydrogenase

α一hydroxybutyrate　dehydrogenase

220



同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

ブドウ糖、血糖、ブラッドシュガー

N一アセチルノイラミン酸

グリコアルブミン、グリコシレイテッドアルブミン

2一ヒドロキシフロヒオン酸

焦性ブドウ酸

2一オキソグルタル酸

グリコヘモグロビンA1

グリコヘモグロビンAlc

木糖、ウッドシュガー

Glu

Gal

SiA

FrAm
LacA

PyrA

αKG

HbAl

HbAlc

Xyl

Gluc

Gal

SiA

FrA

LacA

PyrA

αKG

HbAl

Alc

Xylo

Gluco

Gal

SiA

FrAm
LacA

PyrA

αKG

HbAl

HbAlc

Xylo

Gluco

Gal

SiA

FrAm
LacA

PyrA

αKG

HbAl

HbAlc

Xylose

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

GOT
GPT
GOTm
phosphomonoesterase

F－1，6－DPアルドラーゼ

kininase　II，　peptidase　P

グアニンデアミナーゼ

γ一GTP，グルタミルトランスペフチダーゼ

Robinson　ester　dehydrogenase

クレアチンホスフォキナーゼ

プソイドコリンエステラーゼ

オキシトシナーゼ

β一トリフ』シン

LDH

AST
ALT
mAST
ALP
ACP
PAP

ADA
ALD

AMY
ACE
ICD

GUN
βGN

γGT

G6Pase

G6PD

CK
CHE
CAP
TRY
LD

HBD

AST
ALT
mAST
ALP
ACP
PAP

ADA
ALD

AMY
ACE
ICD

GUN
βGN

γGT

G6Pa

G6PD

CK
CHE
CAP

TRY
LD

HBD

AST
ALT
mAST
ALP
ACP
PAP

ADA
ALD
AMY
ACE
ICD

GUN
βGN

γGT

G6Pas

G6PD

CK
CHE
CAP
TRY
LD

HBD

AST
ALT

mAST
ALP
ACP
PAP

ADA
ALD

AMY
ACE
ICD

GUN
βGN

γGT

G6Pase

G6PD

CK
CHE
CAP
TRY
LD

HBD
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日　本　語　名

ヒルビン酸キナーゼ

フロリルヒドロキシラーゼ

フォスフォヘキソースイソメラーゼ

モノアミンオキシダーゼ

リハーゼ

レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ

レニン

ロイシンアミノヘフチダーゼ

アミラーゼアイソザイム

膵型アミラーゼ

唾液腺型アミラーゼ

その他のアミラーゼ

ァルカリ性フォスファターゼアイソザイム

ALPl

ALP2

ALP3

ALP4

ALP5

ALP6

バリアントALP

γ一GTPアイソザイム

γ一GTI

γ一GTI’

γ一GT　II

γ一GT　II’

γ一GTIII

γ一GTIV

γ一GTV

γ一GTVI

γ一GTvn

γ一GTV皿

CKアイソザイム

CK－BB

CK－MB

CK－MM
ミトコンドリアーCK
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英 語 名

Pyruvate　kinase

prolyl　hydroxylase

phosphohexose　isomerase

monoamine　oxidase

lipase

lecithin－cholesterol　acyltransferase

renin

leucine　aminopeptidase

amylaSe　iSOZyme

pancreatic　amylase

SaliVarV　amVlaSe

amylase　others

alkaline　phosphatase　isozynle

alkaline　phosphatase　l

alkaline　phosphatase　2

alkaline　phosphatase　3

alkaline　phosphatase　4

alkaline　phosphatase　5

alkaline　phosphatase　6

variallt　ALP

γ一GT　isozyme

γ一GT　isozyme　I

γ一GTI’

γ一GT　II

γ一GT　II’

γ一GT　III

γ一GT　IV

γ一GTV

γ一GT　VI

γ一GTW

γ一GTW

CK　isozvme

creatine　kinase　BB

creatine　kinase　MB

creatine　kinase　MM

mitochondrial　CK



同義語、類似語等

phosphoenolpyruvate　kinase

protocollagen　hydroxylase

グルコースー6一リン酸イソメラーゼ

aliphatic　amine　oxidase

triacylglycerol　lipase

lecithin　acyltransferase

異型アミラーゼ

ALP　II

ALP　III

ALP　IV

ALP　V

ALP　VI

ALP　I

γ一GTP　isozyme

γ一GTP　I

γ一GTP　I’

γ一GTP　II

γ一GTP　II’

γ一GTP　III

γ一GTP　IV

γ一GTP　V

γ一GTP　VI

γ一GTP　W

γ一GTP　VIn

CPK　isozyme

CKl
CK　2

CK3

mCPK

慣用略語

PK
PH
PHI

MAO
Lip

LCAT

RNN
LAP
AMYiso

AMYp
AMYs
AMYo
ALPiso

ALPl

ALP2

ALP3

ALP4

ALP5

ALP6

ALPv
γGTiso

γGTI

γGTI’

γGTII

γGTII’

γGTIII

γGTIV

γGTV

γGTVI

γGTVII

γGTV田

CKiso

CKBB
CKMB
CKMM
mCK

4文字

PK
PH
PHI

MAO
LIP

LCAT

RNN
LAP
AMYi

AMYp
AMYs
AMYo
ALPi

ALPl

ALP2

ALP3
ALP4

ALP5

ALP6
ALPv
γGTi

γGI

γGI’

γGII

γGII’

γG田

γGIV

γGV

γGVI

γGVI［

γGVIII

CKis

CKBB
CKMB
CKMM
mCK

5文字

PK
PH
PHI

MAO
LIP

LCAT
RNN
LAP
AMYis

AMYp
AMYs
AMYo
ALPis

ALPl
ALP2
ALP3
ALP4
ALP5
ALP6
ALPv
γGTis

γGTI

γGTI’

γGT　II

γGT　II’

γGTm
γGT　IV

γGTV

γGTVI

γGTVII

γGTV皿

CKiso

CK－BB

CK－MB

CK－MM
mCK

6文字

PK
PH
PHI

MAO
LIP

LCAT

RNN
LAP
AMYiso

AMYp
AMYs
AMYo
ALPiso

ALPl

ALP2

ALP3
ALP4

ALP5
ALP6
ALPv
γGTiso

γGTI

γGTI’

γGT　II

γGT　II’

γGT　III

γGT　IV

γGTV
γGT　VI

γGTV皿

γGTV皿

CKiso

CK－BB

CK－MB

CK－MM
mCK
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日　本　語　名 英 語 名

LDアイソザイム

LDl
LD　2

LD　3

LD4

LD5

LDx

LD－lgG複合体

LD－IgA複合体

LD－IgM複合体

ASTs

マクロアミラーゼ

β一N一アセチルグルコサミニダーゼ

5’一ヌクレオチダーゼ

オルニチンカルバモイルトランスフェラーゼ

エラスターゼ

ニューロン特異エノラーゼ

LD　isozyme

LDl　isozyme

LD2　isozyme

LD3　isozyme

LD4　isozyme

LD5　isozyme

LDx　isozyme

LD－lgG　complex

LD－IgA　complex

LD－IgM　complex

aspartate　aminotransferase（supernatant）

maCrOamylaSe

N－acetyl一β一glucosaminidase　　　、

5’－nucleotidase

ornithine　carbamoyl　transferase

elastase

neuron－specific　enolase

F．電解質・無機質

日　本　語　名 英 語 名

ナトリウム

カリウム

クロール

カルシウム

イオン化カルシウム

マグネシウム

無機リン

血清鉄

総鉄結合能

不飽和鉄結合能

トランスフェリン

フェリチン

血清銅

　　　　　　o　ヘセルロフフスミン

重炭酸イォン

sodium

potaSSIum

chlorine

calcium

ionized　calcium

magneslum

inorganic　phosphorus

serum　lron

total　iron　binding　capacity

unsaturated　iron　binding　capacity

transferrin

ferritin

serum　coPPer
ceruloplasmin

bicarbonate　ion
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同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

LDH　isozyme

LDH　l

LDH2
LDH3
LDH　4

LDH5
LDHx
LDH－IgG

LDH－lgA

LDH－IgM

5’－ribonucleotide　phosphohydrola

pancreatopeptidase　E

LDiso　　　　LDis

LDl　　　　LDl

LD2　　　　LD2

LD3　　　　LD3

LD4　　　　LD4

LD5　　　　LD5

LDx　　　　LDx

LD－IgG　　　LDG

LD－IgA　　　LDA

LD－lgM　　LDM

sAST　　　　sAST

AMYmacro　AMYm
NAG　　　　NAG
5’－NP　　　5’－NP

OCT　　　　OCT

ELAS　　　　ELAS

NSE　　　　NSE

LDiso

LDl

LD2

LD3

LD4

LD5

LDx

LDIgG

LDIgA

LDIgM
sAST

AMYm
NAG
sLNP

OCT
ELAST
NSE

LDiso

LDl

LD2

LD3

LD4

LD5

LDx

LD－IgG

LD－lgA

LD－lgM

sAST

AMYmac
NAG
5’－NP

OCT
ELASTA
NSE

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

培1イヒtt勿　（chIoride）

Na

K
Cl

Ca

Ca2＋

Mg
IP

Fe

TIBC

UIBC

Tf

Fer

Cu

Cp

HCO3

Na

K
Cl

Ca

Ca2＋

Mg
IP

Fe

TIBC

UIBC

Tf

Fer

Cu

Cp

HCO3

Na

K
Cl

Ca

Ca2＋

Mg
IP

Fe

TIBC

UIBC
Tf

Fer

Cu

Cp

HCO3

Na

K
Cl

Ca

Ca2＋

Mg
IP

Fe

TIBC

UIBC

Tf

Fer

Cu

Cp

HCO3
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日　本　語　名 英 語 名

リチウム

アルミニウム

亜鉛

lithium

aluminium

zinc

G．ビタミン

日　本　語　名 英 語 名

ビタミンA

ビタミンBl

ビタミンB2

ビタミンBl2

ビタミンC

ビタミンD

ビタミンE

vitamin　A

VItamln　Bl

vltamm　B2

Vltamln　B12

vitamin　C

VItamln　D

vitamin　E

H．ホルモン等

日　本　語　名 英 語 名

成長ホルモン

ソマトメジンーC

甲状腺刺激ホルモン

黄体化ホルモン

卵胞（濾胞）刺激ホルモン

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ヒト絨．毛性ゴナドトロピンβサブユニット

プロラクチン

ヒト胎盤性ラクトーゲン

副腎皮質刺激ホルモン

抗利尿ホルモン

副甲状腺ホルモン

副甲状腺ホルモンーC末端

トリヨードサイロニン

トリヨードサイロニン摂取（率）

遊離トリヨードサイロニン

総サイロキシン

遊離サイロキシン

growth　hormone

somatomedin　C

thyroid　stimulating　hormone

luteinizing　hormone

follicle－stimulating　hormone

human　chorionic　gonadotropin

human　chorionic　gonadotropinβ　－subunit

proluctin

human　placental　lactogen

adrenocorticotropic　hormone

antidiuretic　hormone

parathyroid　hormone

parathyroid　hormone　C－terminal

triiode　thyronine

triiodothyronine　uptake（ratio）

free　triiodothyronine

total　thyroxine

free　thyroxine
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同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

Li

Al

Zn

Li

Al

Zn

Li

Al

Zn

Li

Al

Zn

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

レチノール、アクセロフトール

チアミン、サイアミン

リボフラビン

コハフ；ン

アスコルビン酸

カルシフェロール

トコフェロール

、アノイリン

VA
VBl

VB2
VB12

VC
VD
VE

VA
VBl

VB2
VB12

VC
VD
VE

VA
VBl

VB2
VB12

VC

VD
VE

VA
VBl

VB2
VB12

VC
VD
VE

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

ソマトトロピン、STH

（IGF－1）インスリン様成長因f・

チロトロピン

黄体形成ホルモン、ICSH

向卵胞ホルモン、プロランA、濾胞成熟ホルモン

GH
SMC
TSH
LH
FSH

ヒト絨毛性ゴナドトロヒン、胎盤性性腺刺激ホルモンhCG

hCG一βサブユニット

泌乳刺激ホルモン、PRL、催乳ホルモン

HPL、ヒト絨毛性ソマトマンモトロピン

コルチコトロヒン

バゾブレシン

パラトルモン、上皮小体ホルモン

パラサイドH－C末端

トリヨードチロニン、リオチロニン

T3U
FT　3

サイロキシン、チロキシン

FT　4

βHCG

LTH
HPL
ACTH
ADH
PTH
PTHC
T3
T3Uptake

FT3

T4

FT4

GH
SMC
TSH
LH
FSH

HCG
βHCG

LTH
HPL

ACTH
ADH
PTH
PTHC
T3

T3UP
FT3

T4

FT4

GH
SMC
TSH
LH
FSH

HCG
β一HCG

LTH
HPL
ACTH
ADH
PTH
PTHC
T3

T3UPT
FT3

T4

FT4

GH
SMC
TSH
LH
FSH

HCG
β一HCG

LTH
HPL
ACTH
ADH
PTH
PTHC
T3

T3UPTK
FT3

T4

FT4
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日　本　語　名 英 語 名

サイロキシン結合グロブリン

サイロキシン結合能

サイログロブリン

TSHレセプタ抗体

カルシトニン

インスリン

C一ペプタイド

　グルカゴン

カテコールアミン分画

［r，㍍㍑ニリン

11－OHCS

コルチゾール

アルドステロン

テストステロン

エストロン

エストラジオール

エストリオール

フロゲステロン

ガストリン

サイクリックAMP

thyroxine　binding　globulin

thyroxine　binding　capacity

thyroglobulin

TSH　receptor　antibody

calcitonin

immunOreaCtive　inSulin

C－peptide　immunoreactivity

immUnOreaCtiVe　glUCagOn

catecholamine　fraction

adrenaline

noradrenaline

11－hydroxycorticoid

cortisol

aldosteron

teStOSterOne

estrone

estradiol

estriol

progesterone

gastrln

cyclic　adenosine　mono　phosphate

1．腫瘍マーカー

日　本　語　名 英 語 名

α1一アンチトリフシン

扁’14ヒ｝支殖Rl莫1遣三わtl躯

エラスターゼ1

癌胎児性抗ll；i

KMO－1
α1一酸性糖蛋自

膵ヲ岳‖台弘己’1生ナ充1京

膵分泌性トリプシンインヒビター

γ一セミノフ：ロテイン

前、1∫：腺酸性フォスファターゼ

組織ボリペフ「．タイド抗原

DUPAN－2

α1－antltrypsln

squamous　cell　carcinoma　related　antigen

elastase　l

carcinoembryonic　antigen

KMO－1

α1－acid　glycoprotein

pancreatic　oncofetal　antigen

pancreatic　secretory　trypsin　inhibitor

γ一semlnoproteln

prostatic　acid　phosphatase

tissue　polypeptide　antigen

DUPAN－2
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同義語、類似語等

サイロキシン結合蛋白

TBC
チログロブリン、TG

TBII
カルチトニン、チロカルシトニン

インシュリン、イムノリアクティブインスリン

CPIR

イムノリアクティブグルカゴン

慣用略語 4文字　　　5文字 6文字

エヒネフリン

ノルエヒネフリン、アルデレノール

11一ハイドロキシコルチコステロイド

ヒドロコルチゾン

18一オキシコルチコステロン

E］

E2

E3、テーロール、ト

フロジェスァロン

ヒドロキシエストリン

環状アデノシン　・リン酸

TBG　　　　TBG

TBC　　　　TBC

TGB　　　　TGB

TSHRab　　TSHR
CT　　　　　CT

IRI　　　　　IRI

CPIR　　　　CPIR

IRG　　　　　IRG

CA－F　　　　CA－F

AD　　　　　AD

NAD　　　　NAD

11－OHCS　　110H

CS　　　　　CS

ALDS　　　ALDS

TST　　　　TST

EI　　　　　El

E2　　　　　E2

E3　　　　　E3

PGST　　　　PGST

GST　　　　GST

cAMP　　　cAMP

TBG
TBC
TGB
TSHRA
CT
IRI

CPIR

IRG

CA－F

AD
NAD
110HS

CS

ALDS
TST
El

E2

E3

PGST
GST
cAMP

TBG
TBC
TGB
TSHRAb
CT
IRI

CPIR

IRG

CA－F

AD
NAD
110HCS

CS

ALDS
TST
El

E2

E3

PGST
GST

cAMP

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

TA－4

α1アシドグリコフロテイン

PACP
組織ポリペフチド抗原

α1AT

SCC

ELAS

CEA
KMO－1

α1AGP

POA
PSTI

γ一Sm

PAP

TPA
DUP－2

α1AT

SCC

ELAS

CEA

KMO
α1AG

POA
PSTI

γ一Sm

PAP

TPA
DUP2

α1AT

SCC

ELAS

CEA
KMO－1

α1AGP

POA
PSTI

γ一Sm

PAP

TPA
DUP－2

αIAT

SCC

ELAS
CEA

KMO－1

α1AGP

POA
PSTI

γ一Sm

PAP

TPA
DUP－2
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日　本　語　名 英 語 名

糖鎖抗原19－9

糖鎖抗原15－3

糖鎖抗原125

神経特異エノラーゼ

α一フェトプロテイン

フェリチン

免疫抑制酸性蛋白

β2一ミクログロブリン

carbohydrate　antigen　19－9

carbohydrate　antigen　15－3

carbohydrate　antigen　125

neuron　specific　enolase

α一fetoprotein

ferritin

immunosupPressive　acidic　protein

β2－Microglobulin

J．血液凝固・線溶・血小板機能

日　本　語　名 英 語 名

プロトロンビン時間

トロンビン時間

カルシウム再加試験

トロンボテスト

ヘバプラスチンテスト

部分トロンボプラスチン時間

活性化部分トロンボプラスチン時間

トロンボプラスチン形成試験

プロトロンビン消費．試験

トロンボエラストグラフ

フィブリノゲン

フィブリンモノマー複合体

フィブリノペプタイドA

凝固第II因子

凝固第V因子

凝固第vn因子

凝固第V皿因子

凝固第D（因子

凝固第X因子

凝固第XII因子

凝固第Xm因子

フォン・ウィルレブランド因子

凝固抑制第V皿因子

凝固抑制第D【因了・

prothrombin　time

thrombin　time

recalcification　test

thrombotest

hepaplastin　test

partial　thromboplastin　time

activated　partial　thromboplastin　time

thromboplastin　generation　test

prothrombin　consumption　test

thromboelastography

fibrinogen

fibrin　monomer　complex

fibrinopeptide　A

coagulation　factor　II

coagulation　factor　V

coagulation　factor　V∬

coagulation　factor　V皿

coagulation　factor　D【

coagulation　factor　X

coagulation　factor　XII

coagulation　factor　XIII

von　willebrand　factor
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同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

β2マイクログロプリン、BMG

CA19－9　　　CA19

CA15－3　　　CA15

CA125　　　C125

NSE　　　　NSE

AFP　　　　AFP

Fer　　　　　Fer

IAP　　　　　IAP

β2－MicG　β2MG

CA19

CAI5

CA125

NSE
AFP
Fer

IAP

β2MiG

CA19－9

CA15－3

CA125

NSE
AFP
Fer

IAP

β2MicG

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

Quick－一段法

凝固第1因子

可溶性フィブリンモノマ

プロトロンビン

Acグロブリン

プルコンベルチン、SPCA

抗血友病因子

PTC
スチュアートープロワー因子

ハーゲマン因子

フィブリン安定因子

PT

TT
RCT
TrT

HpT
PTT
APTT
TGT
PTC
TEG
FI

FMC
FPA
FII

FV
FVII

FV田

FIX

FX
FXII

FXIII

vWF
IFV皿

IFD【

PT

TT
RCT
TrT

HpT
PTT
APTT
TGT
PTC
TEG
FI

FMC
FPA
FII

FV
FV皿

FV田

FD【

FX
FXII

FXIII

vWF
IFV皿

IFD（

PT

TT
RCT
TrT

HpT
PTT
APTT
TGT
PTC
TEG
FI

FMC
FPA
FII

FV
FVH

FV皿

FD【

FX
FXII

FXIII

vWF
IFV皿

IFD（

PT

TT
RCT
TrT

HpT
PTT
APTT
TGT
PTC
TEG
FI

FMC
FPA
FII

FV
FV皿

F冊

FD【

FX
FXII

FXIII

vWF
IFV皿

IFD【
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日　本　語　名 英 語 名

第w因．∫・様抗原

アンチトロンビンIII

ヘパリン

PIVKA　II

　ぱ　－

フフスミノゲン
　L　　　

フフスミン

フィブリン溶解時間

フィブリン溶解面積

フィブリン分解産物

α1一アンチトリプシン

α2一マクログロブリン

α2一プラスミンインヒビタ

α2一プラスミンインヒビタ・フラスミン複合体

C1一インアクチベータ

β一トロンボグロブリン

rflL・」・↓反第3因1∫－

IfiL・」・オ反第4［大l　j’・

V皿　factor　related　antigen

antithrombin　III

heparin

protein　induced　in　vitamin　K　absence

plasminogen

plasmin

CIOt　reSOlutiOn　time

clot　resolution

fibrin　degradation　product

α1－antltrypsln

α2－macroglobulin

α2－plasmin　inhibitor

α2－plasmin　inhibitor－plasmin　complex

C1－inactivator

β一thromboglobulin

platelet　factor－3

platelet　factor－4

K．ウイルス等

日　本　語　名 英 語 名

HA抗体

IgM・HA抗体

IgG・HA抗体

HBs抗原

HBs抗体

HBei抗原

HBe抗体

HBc抗体

HBc抗体（200倍希釈）

IgM・HBc抗体

HBV・DNAポリメラーゼ
δ抗体

HIV抗体

HTLV－1抗体

hepatitis　A　antibody（anti－HAV）

hepatitis　A　antibody，　lgM（anti－HAV，　IgM）

hepatitis　A　antibody，　IgG（anti－HAV，　lgG）

hepatitis　Bs　antigen（HBs　Ag）

hepatitis　Bs　antibody（anti－HBs）

hepatitis　Be　antigen（HBe　Ag）

hepatitis　Be　antibody（anti－HBe）

hepatitis　Bc　antibody（anti－HBc）

hepatitis　Bc　antibody，200－fold　diluted

hepatitis　Bc　antibody，　IgM（anti－HBc，　lgM）

HBV－DNA　polymerase

hepatitis　delta　antibody（anti－HDV）

HIV　antibody

HTLV－I　antibodv
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同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

第V皿因∫・関連抗原

ビタミンK拮抗物質

糸泉維i素溶解現象

アンチフラスミン

抗ヘバリン因j’・

V皿R－AG　　　V皿ILA

AT　III　　　　AT　III

HPR　　　　HPR
PIVKA　II　　PIV　II

Plg　　　　　Plg

Pln　　　　　Pln

FLT　　　　　FLT

FLA　　　　FLA

FDP　　　　FDP

α1AT　　　　α1AT

α2－MacG　α2－M

α2PI　　　　　α2PI

PIC　　　　　PIC

CIIA　　　　CIIA

βTG　　　　，9　一　TG

PF3　　　　　PF3

PF4　　　　　PF4

vm　LA

AT　III

HPR
PIVKII

PIg

Pln

FLT

FLA
FDP
α1AT

α2－Ma

α2PI

PIC

CI－IA

β一TG

PF3

PF4

V皿ILA

AT　III

HPR
PIVKA　II

PIg

Pln

FLT

FLA
FDP
α1AT

α2－Mac

α2PI

PIC

CI－IA

β一TG

PF3

PF4

同義語、類似語等 慣用略語 4文字 5文字 6文字

オーストラリア抗原

HDV抗体
HTLV－III抗体

ATLA抗体

HA－Ab

IgM－HA

IgG－HA

HBs－Ag

HBs－Ab

HBe－Ag

HBe－Ab

HBc－Ab

HBc200

1gMHBc

DNAp
HDV－Ab

HIV－Ab

ATLA

HAAb
M－HA

G－HA

s－Ag

s－Ab

e－Ag

e－Ab

c－Ab

HBc2

MHBc
DNAp
HDVb
HIVA

ATLA

HA－Ab

IgMHA
IgGHA
HBsAg

HBsAb

HBeAg
HBeAb
HBcAb
HBc2

M－HBc

DNAp
HDVAb
HIVAb

ATLA

HA－Ab

IgM－HA

IgG－HA

HBs－Ag

HBs－Ab

HBe－Ag

HBe－Ab

HBc－Ab

HBc200

1gMHBc
DNAPol

HDV－Ab

HIV－Ab

ATLA
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L．薬物等

日　本　語　名

フェノバルビタール

プリミドン

フェニトイン

カルバマゼピン

エトサクシミド

バルプロ酸ナトリウム

クロナゼパム

ニトラゼパム

ジアゼパム

テオフィリン

ジゴキシン

ジギトキシン

リドカイン

キニジン

ジソピラミド

プロカインアミド

N一アセチルプロカインアミド

ゲンタマイシン

シソマイシン

ネチルマイシン

ミクロマイシン

トブラマイシン

アミカシン

ジベカシン

カナマイシン

メトトレキセート

シクロスポリンA

リチウム

アセチルサリチル酸

アセトアミノフェン
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英 語 名

phenobarbital

primidone

phenytoin

carbamazepine

ethosuximide

valproic　acid（sodium　valproate）

clonazepam

nltorazepam

diazepam

theophylline

digoxin

digitoxin

lidocaine

quinidine

disopyramide

procainamide

N－acetyl－procainamide

gentamicin　sulfate

sisomicin　sulfate

netilmicin　sulfate

micronomicin　sulfate

tobramycin

amikacin

dibekacin　sulfate

kanamycin　sulfate

methotrexate

cyclosporin　A

lithium　carbonate

acetylsalicylic　acid

acetaminophen



同義語、類似語等

フェノバール、リナーセン、ルミナール

マイソリン、ブリムロン

ジェフェニルヒダントイン、ヒダントール、アレビアチン

テグレトール、テレスミン、レキシン

ザロンチン、エピレオプチマル、エメサイド

デパケン、エピレナート

ランドセン、リポトリール

ベンザリン、ネルボン、カルスミン

セルシン、オイホリン、ホリゾン、セレナミン、ソナコン

ネオフィリン、アミノフィリン

ンコンン

キシロカイン

リスモダン、ノルベース

アミサリン、プロネスチール

ゲンタシン、ゲミニマイシン

エキストラマイシン、シセプチン

ネチリン、ベクタシン

サガミシン、サンテマイシン

トプラシン

アミカマイシン、ピクリン

パニマイシン

メソトレキセート

炭酸リチウム、リーマス

アスピリン、アセチルサリチル酸

アスペイン、ナパ、ピリナジン、パラセタモール

慣用略語

PBT
PRM
PHI

CBZ

ESM
VLP

CNP
NZP
DZP

TPR
DIG

DGT
LID

QUI

DPM
PCA

APCA

GM
SISO

NTL
MCR
TOB
AMK
DKB

KM
MTT
CSA
Li

ASA
AAP

4文字

PBT
PRM
PHI

CBZ

ESM
VLP

CNP
NZP
DZP

TPR
DIG

DGT
LID

QUI

DPM
PCA

APCA
GM
SISO

NTL
MCR
TOB
AMK
DKB

KM
MTT
CSA
Li

ASA
AAP

5文字

PBT
PRM
PHI

CBZ

ESM
VLP
CNP
NZP
DZP

TPR
DIG

DGT
LID

QUI

DPM
PCA
APCA
GM
SISO

NTL
MCR
TOB
AMK
DKB
KM
MTT
CSA
Li

ASA
AAP

6文字

PBT
PRM
PHI

CBZ

ESM
VLP

CNP
NZP
DZP

TPR
DIG

DGT
LID

QUI

DPM
PCA

APCA
GM
SISO

NTL
MCR
TOB

AMK
DKB
KM
MTT
CSA
Li

ASA
AAP
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■あとがき

　臨床検査の現場の流れの変化は、まことに目まぐる

しいものがあり、臨床病理学界の新知兄の開発報告

に伴なって、新たな検査項目の登場が兄られる。すると

必然的にそれらの操作過程を能率化した試薬キット

や自動化システムなどが各メーカーから多数製品化

され、それらの使用知見や評価成績などが再び学会

に報告されるようになる。以ヒのパターンのくり返しとい

うのが現実の姿であって、我々用語委員会は、この

流れのさなかで、原案にまで一応は漕ぎつけたので

あるが、完全を期して推敲している暇が許されず、ここ

に関係各位のご意見を頂いて、一層完全なものに近

づけるために、あえて本誌に掲載させて頂いた。

　従って、誤りのご指摘や訂正の必要などを期待して

いる。お気付の各位におかれては、どうかとじ込みの連

絡用はがき（料金受取人払）にご記入の一ヒ、事務局

宛に投函されますようお願い致します。

期限　平成2年3月31日

H本臨床検査自動化学会用語委員会
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