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学会長挨拶

　本日こ5に第27回大会とともに振興会による機器・試薬展示会が開催されるに当って，ひとこ

と御挨拶申し上げます。

　本展示会は周知のように，臨床検査機器・試薬の展示会としては日本国内では最大規模のもので

あり，また国際的にも5指に数えられるものです。

　本展示会の創設は自動化学会の学術大会とほとんど同時であり，当初は展示業務会といわれておりましたが，機器・試薬の飛

躍的な進歩により展示メーカーの数は増大し，それに伴う展示業務も質的，量的に増加し，それに対処する形で自動化学会振興

会として現在に至っております。本会の隆盛を支援したのは各出展メーカーの理解のある御協力，学会の協力があげられますが

最も大きな原動力となったのは陰で支えて下さる振興会の展示担当委員の活動のおかげで，こ5に各メーカーとともに，振興会

委員に心から感謝する次第です。またこれも振興会の努力の結果ですが数年前からアメリカのAACCやオーストラリアからの

展示，それに海外からの見学者数が増大しつ5あることで文字通り国際的展示会になりつつあります。

　とくに今回の展示会で意義の深いことは，去る1月17日に阪神大震災で潰滅状態となった神戸で行われることです。大震災

から1ヶ月間は開催は望むべきでないと思われておりましたが，すさまじい程の神戸市民の復興への活動，それから大会長から

の的確な情報，振興会の活動に支えられて，予定日に開催の運びになったことはまことに喜こばしいことであり，このイベント

が神戸市民への励ましとなることを望んで御挨拶にかえさせていたS“きます。

平成7年9月14日

日本臨床検査自動化学会

学会長茂手木　皓喜





第27回大会展示会開催にあたって

　日本臨床検査自動化学会第27回大会は，本年1月17日未明の阪神大震災により開催が心配され

ていましたが，9月15日㈹，16日（土）の両日，復興の槌音高い神戸市の国際会議場および国際展示

場で開催する運びとなりました。

　産学共同で「臨床検査の自動化と標準化を国内および国際的な基準で推進し，発展普及させ，医療の能率および向上を図り，

国民の健康の保持と増進に寄与する」という本学会（茂手木皓喜会長）も年輪を重ねて，このたび第27回大会を迎えました。

　今回の大会は臨床検査が質的に変革の時代にあることから，シンボルテーマを“革質の臨床検査機器・試薬一世紀をつなぐ

新技術，新素材を求めて“として，学術大会では“宇宙”，“超ミクロの世界”，“自動化，システム化”，“検査情報”に関する講

演と，一般演題，機器・試薬セミナー，ランチョンセミナーによって，多種，多様，多彩な討議が予定されています。

　一方，日本臨床検査自動化振興会の設営により，わが国最大，最新の臨床検査機器・試薬の大展示会が，国内外メーカー一　120

社が参加して，開催されます。ことに本学会は数年前から国際交流を積極的に推しすすめ，なかでも米国臨床化学会（AACC），

オーストラリア臨床検査工業会などと友好，協力関係を密に結び，このたびも国際的ブースを広く設置しました。多数参加のこ

の領域の同学，同職の会員の方々にとって，本展示会が「最新の臨床検査の自動化システム化」を「見て，聞いて，知る」最高，

最適な時と，場所と機会になることを願って止みません。国内外からの空，陸，海からの交通アクセスは完全復1日いたしました。

　本展示会開催に当り，関係者各位の企画，準備，実行のご努力に感謝し，ColorfUl，　Cheerful，　frUitfUlな盛会を祈って

ご挨拶といたします。

平成7年9月14日

日本臨床検査自動化学会　第27回大会

大会長大場康寛
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1．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

メーカー
希望価格商　　品　　名

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

ア　　　　　ロ　　　　カ

オートシップEIAフォト
メーターAEC－241 360～660 約250 約68×56×39 約50

データ処理機能内蔵オートシツパー

島　津　製　作　所
Cレ770 500 325～1100 3秒／検体 260 36．5×42．5×

39．0
26 17〔｝～190

日　本　D　P　C
TH－50 1000 340－700 300 350 44×31．5×45 32

Sopheia　2000 10000 ノノ 〃 240 51×43×23 18

マイクロプレートリーダー
M－Emax（R） 400～750 70 47×34×19 10 187

和　光　純　薬　工　業

2．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
メーカー
希望価格

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
備　　　　　　考

EAO5 28 300 Na，K，Cl 100／4 80×50．3×
45．2

67

エイアン　ドティ　ー
〃　06T 〃 150 〃 100／2．5 26×60×59 35

〃　06R 〃 〃 〃 〃
49×47．7×
59

38
〃

AVL　988－3 120 50～90
Na，K，

Cl／Ca／Li
内部 有 100／1．6

30．0×27．0×

34．5
11 250 C1，Ca，Liの選択が可能

エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル
〃　988－4 ノノ 〃

Na，K
Ca，plI

〃 〃 〃 〃 〃 270

〃　9120 95 50～60 Na，K 〃 無 〃
31．5×29．5×

33．5
6 120 フルイドパック方式

〃

〃　9130 ノノ 〃 Na，K，Cl 〃 〃 〃 〃 〃 130 〃

〃　9140 〃 〃 Na，K，Ca 〃 〃 〃 〃 〃 130 〃

ノノ

NOVA　CRT　5 50 97 4 内部 有 100 49×53×52 41 280 米国・NOVA　biomedica1社製
エム・シー・メディカル

〃　　　　8 180 65 6 〃 〃 〃 〃 〃 380 ノノ

〃　　　14 250 51 ノノ 〃 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃

〃
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スポットケムSE
SE－1510

20 1検体／分 Na＋，K＋，Cl一 外部 30 20．3×22．8×
14．6

3．8 95
京　都　第　一　科　学

CIM－300 50 180 Na，K，Cl 内部 有 150 54×45×28 30 450

島　津　製　作　所

IS－50　C 190 70 Na＋，K＋，Cr 内部 無 100／0．3 16×22×25 4

常　　　　　　　　光
〃　－50L 〃 〃 Na＋，K＋，Li＋ 〃 〃 ノノ 〃 〃

〃　－200 30 200 Na＋，K＋，Cl＋ 〃 有 100／2 42×49×5〔〕 32
〃

〃　－100 95 150 〃 〃 〃 〃 30×35×40 18

スタット・プロ
フアイル6

190 45 6 内部 無 220 57×57×47 45 646

真　　興　　交　　易

PVA一αIII 50 180 Na＋，K＋，Cr 内部 有 100／5 65×60×40 46 580 Cl－：電量滴定法

セントラル科学貿易
〃　－mini 30 150 〃 〃 〃 100／3

53．5×43．0×

28．5
26 320 各電極ディスポ　完全保証

チバ　・コーニング

チバ・コーニング
644

65 50 Na，K，Cl 無 50 28．0×27．0×

32．0
6．4

　　　〃
654

ノノ 〃 Na，K，Li 〃 〃 〃 ノノ

STAX－1 150 90 Na，K，α 内部 有 100／3 30×39×45 25 300
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

エリーゼ 50 最大120 内部 有 100／0．05 64×46×54 23
Na，K，Cl，CO2，Ca，Li

最大6項目測定可
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

Easy　E2001 100 60 Na，K 試薬パック 有 100／0．8 24×20×42 5．8 100 サンプラーはオプション
全血可（25万円）

ホ　　ー　　メ　　ッ　　ト
〃　－PIUS

　E2012
〃 〃 Na，K，Cl 〃 〃 〃 ノノ 〃 160 〃

〃　－L1

　E2005
〃 〃 Na，K，Li 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ノノ

〃　－Ca 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 180 〃

EML　100 125 32
K＋，Na＋

Ca＋＋，Cr
外部 無 250 40×40×35 22

ラジオメータートレーデ
イング

3．簡易分析装置（Analyzer　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
メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

kg 万円
備　　　　　　考

アントセンス 全血5～50
専用カート
リッジ

60秒／検体 GLU 過酸化水素
電極法 9V

21．0×6．6×
4．5

0．43 18．2
プロフェッショナルユース
測定レンジ30～800mg／d／

ダ　イ　キ　ン　工　業



10 VISIONアナライザー 全血2滴
10検体／6～
18分

24 遠心法 1000 56×52×44 32 220

Piccolo 全血90
専用試薬ローター

約15分／検体 12 遠心法 100／1．5 15×24×29 6．8

テ　ラ　メ　ッ　ク　ス

卓上型生化学検査システム
レフロトロンS

30±1．5 20～30 16 反射光度計 100／0．4 30×35×
19．5

5．8 165 殆どの項目が全血で測定
及び室温保存山之内製薬べ一リンガー・マンハイム

4．専用分析装置（Special－Purpose　Analyzer）

サンプル量 処理能力 測定項目 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

グルコローダーNX 30／5自動切換 200 グルコース GOD固定
化酵素電極

100／4 86，5×62．2×
52．2

76

エイアンドテイ　ー
GAO3T 〃 160～200 ノノ 〃 100／2．5 26×60×59 35

GAO3R 〃 〃 〃 〃 〃 49×47．7×59 38
〃

グルコースオートアンド
スタットGA－1160

30 20秒／検体
血清，血漿，尿中の

グルコース濃度
GOD膜過酸
化水素電極

500 52．0×57．0×
51．0

46 730

京　都　第　一　科　学

APEC
グルコースアナライザー

10 85 グルコース 固定化酵素 100／0．75 27．7×27．7×
36．5

16 198 全血可

セントラル科学貿易

グルコースアナライザー
HEK－60

5 100 1
GOD膜H，0、電極

150 35×45×32 23 290

東　　洋　　紡　　績
ラクテートアナライザー
HEK－60　L

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ

5．多項目分析装置（ディスクリート方式）Automatic　Multi－Purpose　Analyzer（Discrete）

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
メーカー
希望価格

備　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スーパーZ 3～40 50～300 180 24 65．5×74×51 72 980

エム・シー・メディカル
〃　　828 〃 〃 〃 〃

107．5×78×
55．5

120 1，580

AU　5200 3～15 50～450 330 19 6K 263×110×164 1160 2ユニット時
オリンパス光学工業

〃　800 〃～30 25～350 1600テスト／h 32 4K 244×102×131 830

イージーアナライザー 5～100 375～500 60テスト／h 30 100／10 100×60×115 200 ISE標準装備
関　　東　　化　　学



ll

CL　7300 2～30 20～400 1200テスト／h 60（ISE付63） 4K 223×101．5×
118

850 4，600 シングルマルチ2台連結
島　津　製　作　所

〃　－7200 〃 〃 600　〃 30（ISE付33） 3K 152×101．5×
118

550 3，200

エクスプレスプラス 3～30 50～400 180 26 580 101．6×55．9×
58．4

76．5

チバ　・コーニング

aca　SX 20～5〔〕0 500 45テス陥 69 100／20 112．4×48．9×
68．6

130 2，000

デ　　　ュ　　ポ　　　ン

ディメンションAR 　2～60
（平均10～12） 平均400 500　〃 40 〃 127×140×77 273 2，980

TBA－20　FR 2．5～40 240～600 200テスト 最大32 最大1．5K 120×105×80 330

東芝メ　ディ　カ　ル
〃　．30FR 〃 〃 320　〃 〃 〃 〃 360

〃　・．40FR 2～40 200～600 400　〃 最大35 〃 〃 〃

〃

〃　－80FR　NEO 〃 〃 800　〃 〃 最大3K 144×89．5×169 420

〃　－Mシリーズ 2．5～25 250～600 100～ぷ0〃 〃 形式による 形式による 形式に
よる

〃

ニ　　　　　プ　　　　　ロ
MIRACLE　ACE　919 3～30 25～300 240 24 1．OK 66．0×75．0×

　　55．0
100 1，600

JCA－RS　1100
クリナライザ

　2～40
（1μ昧テップ）

第1（13｛｝～370）

第2（60～260） 480テス晒 35 2．7K
分析部120×77．5Xl12

操作部62×68×125
250 2，300

ディアルラインランダム
アクセス

日　　本　　電　　子
〃　RS　1200
　　〃

〃 〃 780　〃 〃 2．8k 〃 300 3，100 〃

〃　－IIR2］00

　　〃
　2～30
（1μ以テツプ）

〃 300　〃 35 3．5K
⑬　164．5×161．5刈22．5　71．5×132×70

863 4β00 フルランダムアクセスマルチ
〃

〃　．IIR2200

　　〃
〃 〃 〃 〃 5．OK 〃 993 6，100 〃

〃　－IIR2300

　　〃
〃 〃 〃 43 7．OK 蹴鱈耀 1，493 8，700 〃

〃

〃　－IIR2400

　　〃
〃 〃 〃 〃 9．5K 〃 1，628 9，600 〃

COBAS　INTEGRA 2～100 5～200 600 71 1．2K 120×85×120 420 3，950 寸法・重量は本体のみ
日　本　　ロ　シ　ュ

〃　　MIRA　Plus 〃～95 100～600 B2 30 1K 73×58×64 100 1，800

OPERA 2～30 350～425
240テスト／h
（ISE付420）

24 2K 121×91×138 301 オイルテクノロジー

バイ　エル　・三共

7450 3～20 50～350 最大600 40（ISE付43） 200／50
分析部：442×109x］70

操作部：100×94×125

分析部㎜
衡乍部loo

標準
13，〔〕00

口　立　製　作　所
7350 〃 〃 〃 〃 〃／30

分析部：254×109×］70

操／乍部：1〔10×94×125

分析部㎜
操1乍部loo

標準
7，400

7250 〃 〃 〃 〃 〃／15
分析部：160×94×170

操作部：100×94Xl30

分析部670

操作部100
標準
4，800

〃

7170 2～35 180～ 800テス陥 86（ISE付89） 100／30 ㌶：，認ζ｝‖ 約400
標準
3，450

7070 3～50 250～500 360　〃 32（ISE付35） 〃
分析部：103×76×117

操作部：48×65×125⑪

分析部300

操作部io

標準2，600

〃
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シンクロンCX　7 3～ 200～ 825テスト血 32 200 189×77×176 516

ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

〃　　CX　3△ 最大122 75 9 100 69×77×176 159 1分以内で測定可

6．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
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

スポットケムSP－4410 5 6項目／5～8分 19 150 45．0×40．0×
20．0

14 250
京　都　第　一　科　学

エクタケム700XRC 10又は11 最大600テスト 37 4K 170×93×140 500
米国・ジョンンソンエンドジョンソン

クリニカルダィアグノスティックス社製
長　　瀬　　産　　業

〃　　　500 〃 最大300　〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 ノノ

〃　　9501RC
ノノ 最大goo　〃 〃 ノノ

170×99×140 681 〃

〃

〃　　250
ノノ 最大250〃 〃 L2K 115×71×120 272 〃

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

日　本　ロ　シ　ュ
〃　　　　ISE 20 3 50 20．3×22．8×

14．6
3．8 95

FDC　3030
6（GLu－w）
10

60 23 300 40×38．5×28 18 265

富士メディカルシステム
〃　5500 〃 100 〃 500 59×47×30 30 340

〃　800 50 1分／検体 3 20 19×28×11 2．5 95
〃

〃　Auto－5 5～10 525 22 1．2K 100×80×110 230 未定 近日発売

FDC－5500
6（GLu－w）
10

100 24 500 59×47×30 30 340

和　光　純　薬　工　業
〃　－3000 〃 60 〃 300 40×38．5×28 18 250

〃　－3030 60r10 〃 26 〃 〃 〃 265
〃

〃　－800 50 〃 3 20 19×28×11 2．5 95

〃　－100N 10 30 1 30 〃 2 37
〃

〃　－100G 6 10～30 〃 〃 〃 ノノ 33

7．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
メーカー
希望価格

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

GEM一プレミア 200 電極法 7 100／0．5 30．5×26．7×
41．7

13．4 398

アイ　・エム　・アイ
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AVL　995　Hb 100（25） 25 電極法 5 280 40．0×55．7×
45．0

35 860 （）はマイクロサンプルモード
エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル

〃　995 40（25） 〃 〃 4 〃 〃 30 680 〃

〃　コンパクト2 50（25） 30 〃 ノノ 〃
34．0×31．5×
34．0

13 370 測定時間20秒
〃

〃　コンパクト1 50 25 〃 〃 〃 〃 〃 270

〃　OPTI　1 80 20 蛍光法 〃 100Vまたは
バツテリー

34．0×23．0×
12．0

4 210 オプトードセンサーに
よるカセット方式

〃

〃　9110 25 40～50 電極法 1 160 31．5x29．5×
33．5

31 510 pH測定専用装置

コ・オキシライト912 40 40 光度計法 5 280 31．5×50．0×
45．0

〃 〃 17波長使用
〃

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

スタットパル2 500 30 センサー
モジュール

〃
充電式バッテリー

37×13×6 1．4 195 ポータブルタイプ

JBA－200 150 〃 電極 〃 100／2 33×34×45 26 420 LCDディスプレイ付
〃

GS－10 50 〃 〃 〃 〃 34×31×34 13 270 ディスポ式電極

真　　興　　交　　易
スタットプロファイル1 250 33 電極法 8 220 57×57×47 45 756

〃　　　　　2 〃 〃 〃 7 ノノ 〃 〃 697

〃　　　　　3 130／95 34 ノノ 4 〃 〃 〃 484
〃

〃　　　　　　4 250 33 〃 9 〃 〃 〃 892

〃　　　　　　5 190 35 〃 10 ノノ ノノ 〃 935
〃

〃　　　　　　7 130 33 ノノ 5 〃 ノノ 〃 595

〃　　　　　9 210 〃 〃 11 〃 ノノ 〃 989 グルコース・ラクテート
同時測定

〃

〃　　　　　10 〃 32 ノノ ノノ 〃 ノノ 〃 〃
グルコース・ラクテート・

BUN同時測定

チバ・コーニング

800シリーズ血液ガスシス
テム 90～125 30 電極法 齢挫要 400 55．9×48．3×

50．8
29．5

チバ・コーニング248 60～90 〃 ノノ pH，pCO2，

　PO2
80 38．6×32．1×

37．1
9．1

〃　　　　288 200 〃 〃 蹴9控要 300 64．7×48．3×
40．6

33．6
〃

GASTAT－1 200 30 電極法 4 100／3 35×39×42 30 450
テ　ク　ノ　メ　ディ　カ

〃　　　－2 〃 〃 〃 8 100／5 59×48×44 40 750

〃　　　－3 100 〃 ノノ 6 100／2 33×41×44 25 380 ボンベ不要
〃

IL　1650 240 40 電極法 25 220 38．2×58×50 46 595 米国・IL社製
日　　　科　　　機

〃　1610 90 25 〃 20 〃 38．2×58×42．5 35 355 〃



14 マリンクロット・メディ
カル

GEMプレミア 200 17 電極 7 100 30×26×42 13．4 380 ポータブルタイプ

ABLシステム620 210 30 電極法
光度計法

15 500 84×40×55 約59ラジオメータートレーデ
イング

〃　　　　610 〃 〃 〃 10 〃 〃 〃

〃　　　　600 195 〃 電極法 8 〃 〃 〃

〃

ABL　520 85 37 電極法
光度計法

ll 250 40×40×55 38

〃　510 〃 〃 〃 6 〃 〃 ノノ

ノノ

〃　　505 125 33 電極法 7 〃 ノノ 〃

〃　　500 70 42 〃 4 〃 〃 〃

ノノ

〃　　50 〃 〃 〃 〃 〃 40×40×33 21

〃　5 85 30 〃 〃 60 34×20×39 8．6

〃

OSM　3 35 50 光度計法 7 145 24×32×42 17

8．全自動電気泳動装置（Full－Automatic　Electrophoresis　Apparatus）

サンプル量 処理能力 担　　体 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

AES　320 60 1K 92×68×148 220

オリンパス光学工業
〃　620 150 〃 140×67×138 280

CTE－8000 25 213 セパラックスSP
ザルトリウス

100／10 ll6．9×75．7×
118．7

280 検体自動搬送
常　　　　　　　　光

〃　－1800 〃 100 〃 〃 92×65×117 150 病態解析プログラム

〃　－780 〃 65 〃 〃 〃 〃 50，000検体メモリ
〃

〃　－150 〃 45 〃 100／5 72×66×95 〃 650

MEPS　5000 30～50 30 セルロース
アセテート

900 173×75×126 300 1，400 多項目連続測定
日　本　ケ　ミ　フ　ァ

エパライザ 20 　20～50
（項目により） セア膜 100／6 85×63×99 110

ヘ　レ　ナ　研　究　所
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9．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

サンプル量 処理能力 担　　体 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

μ1 検体／h V／A W×D×H（Cm） kg 万円
備　　　　　　考

電子冷却泳動槽TC－3 CA．アガロゲル
他

200 26．0×47．0×
24．5

25 42．5 水不要，セラミック板使用

萱垣医理科工業
CA泳動セットCEP－3 CA膜 40 22．7

常　　　　　　　　光
電子冷却ECP－10

寒天
アガローズ

10〔〕／2 31×41×20 15 35

等電点Eセット セパラックス
EF

100／1 30×30×10 2 14．5

チバ　・コーニング

チバ・コーニング電気泳動システム

1～ 5～50 9×31×9 1．5

パラゴン 1～3
アガロース
セルロース

120／4 29×18×14 2．4 39
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

ヘ　レ　ナ　研　究　所
REP 50 　60～120

（項目により） アガロース 10〔｝／15 91×75×147 170 測定部分離（セア膜・アガロース
測定可）

10．デンシトメータ装置（Densitometer）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

処理能力 OD測定
範　　囲 記録方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格

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

ADC－20　RS 260 0．1～2．0 プロツター 220 49．0×52．5×
29．8

34 260 LDH他測定可能
萱垣医理科工業

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 〃～3．0 感圧 ノノ

60×59×30 48 320 最大32分画

デンシトロン20HR 240 〃～2．0 感熱 〃 55×44×17 18 295 データメモリ600検体／FD
〃

チバ　・コーニング
M790 200 69．0×64．0×

18．5

アプレイズ 500 0～4．0 感熱 120／4 52×47×27 25 350 蛍光／可視
ベ　　ッ　　ク　　マ　　ン

ヘ　レ　ナ　研　究　所
クリニスキャン2 170 0．1～4．0 ドット ］00／2 76×70×69 57 600検体メモリー

EDC 500 〃 〃 100／6 80×76×ユ42 1〔〕8 蛍光／可視（12種）
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11．高速液体クロマトグラフィー装置（lnstrument　for　High　Pertormance　Liquid　Chromatography）

サンプル量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

備　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ1 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

ハイオートAl、　IIA－8131 3 20テスト／h 500 25．8×55．0×41．1 124 1，250

京　都　第　一　科　学

アミノ酸分析計ALC－1000 1～50 40分／サイクル 1K 70．0×72．0×125．9 220 1，220～

島　津　製　作　所

HLC．723　GHb　III　s 5～8 17 600 131×55×50 127 1，000 グリコヘモグロビン分析計
東　　　　ソ　　　　ー

〃　－725CA 60〔〕 2 630 119×65×43 130 880 カテコールアミン分析計

〃　－726VMA　II 350 6 750 65×65×117 200 820 VMA／HVA分析計
〃

〃　－727AG 100 17 350 55×65×120 130 1，000 1，5AG分析計

JLC－500　AminoTac 1～200
加水：25分
生体：80分 1．5K 95×75×102．0 250 アミノ酸自動分析機

日　　本　　電　　子

ACCLAIM 20～50 3～6 100／ 36×76×81 45 420
日本バイオ・ラッドラボ
ラトリーズ

バリアント 5 20 400 83，8×55．9×38．7 70 780 HbAlc測定機

12．その他（Miscellaneous）

　　　　　　，特　　　　　　　　　長
消費電力 寸　　　法 重　量

メーカー
希望価格

備　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円

ルミネッセンスリーダー
BLR　201

生物化学発光測定装置（活性酸素・ATP・白血球貧食能
などの測定） 約100 約41×38×35 約20

ア　　　　　ロ　　　　　カ
　　　　〃
〃　－301

〃 約150 約37×53×36 約23

HbAlcアナライザー
IIS－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 65 オートサンプラー付

常　　　　　　　　光
　　　〃
〃－10

HPLC法，真空採血管キャップ付をピアス方式測定 〃 57×70×70 〃 3．5分／テスト

蛋白分画による病気解析システム

電気泳動デンシトグラムによる病気解析ソフトプログラム
〃

肺成熟度試験器
LUMITEST 試料中の過酸化脂質の定量を行う装置

日本テ　ク　トロ　ン

日立用サンプルカップ 日立705，706，716，712，736，7050，7150，7250用
（直径×高さ）

17×38mm
米国・クオリティー社製

ピ　ー　エ　ム　機　器
テクニコン用　〃 容量4．5m／のSMAC用，0．5m～のRA－1000用が

あります。
〃



オリンパス用　〃 Demand用
（直径×高さ）

12．5×48mm
〃

ピ　ー　エ　ム　機　器
コバス用　　　〃 BIO，　MIRA，　Fara用

　　〃

8×34mm
〃

汎　用　　　　〃 0．25，0．5，，2．0，4．0，4．5m1があります。 〃

〃

東芝用　　　　〃 2．Om1容量
（直径×高さ）

14．8×23mm
ドイツ・ナーべ社製

エム・シー・　　　　　　　〃メディカル用 0．5m1容量
　　ノノ

15．2×25mm
〃

〃

浸透圧計
オズモメーター5500

蒸気圧法の採用により，全血での測定が可能になりました。 30 18×26×19 3．7 190

物産メディ　カル コロイド浸透圧計
4420 測定結果を自動検出。最少のサンプルボリューム125μ1 5 19×28×14 3．2 220

17
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13．多項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Multiple　ltem）

会　　　社　　　名
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

メーカー
希望価格商　　品　　名

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

備　　　　　　考

PC－608 20 30 電気抵抗 9 84 41．5×44．7×
31．3

27 250

エ　ル　マ　販　売
〃　－607 ノノ 〃 〃 7 45 36×35×3L5 18 160

ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

セルダインアナライザー
3500SL 130～350 90 レーザー多角度

偏光散乱分離法
22 1，550 74×52×61

（本体のみ）
86 2，215

東　亜　医　用　電　子

多項目自動血球分析装置SE－9000

サンプラーモード250
マニ・アルモード100
キ、’ピラリーモード40

120 RF／DC
検出方式

23 1，860
110，8×61．8×
72

165

　　　　　〃
NE－8000

サンプラーモード200

マニュアルモード125
〃 DC／RF

検出方式
1，370

115×95．5×
66

190

　　　　　〃
NE－1500

；；

90 RF／DC
検出方式

23 1，060 62×84×65 133．5
〃

　　　　　〃
SF－3000

サンプラーモード27〔｝
マニ　・アルモード17〔｝
キャ’ピラリー一モード40

80 フローサイト
メトリー法

〃 600以下 58×73×60 62．5

〃

多項目自動血球計数装置K－4500

〃　　　　　　200
〃　　　　　　1｛｝｛1

〃　　　　　　4｛｝

〃 DC
検出方式

18 ノノ

58×63×60 50

　　　　〃
K－1000

全血モー□00

キャピラリーモード40

全血モード8〔〕
キャピラIl一モードω

〃 8 360以下
48×29．8×
55．5

42

　　　〃
F－820

20 42秒／検体 ノノ 15 160以下
38．7×39．7×
32．5

20
〃

自動血球計数装置F－520

〃 25　　〃 〃 5 105以下
25．2×39．7×
32．5

12．5

　　　〃
F300

〃 25　　〃 〃 3 95 25×45×32．5 15
〃

自動網赤血球測定装置R－3000

100 80 フローサイト
メトリー法

3 2，345
126．2×81．9×
64．5 15L2

STKS－Retic 250 138
電気抵抗法レー

ザースキャッター
24 2，000 190×40×155 220

日　　　科　　　　機
MAXM　A／七Retic 180 75 〃 〃 1，440 68×56×79 95．6

ONYX　A／L 145 50 〃 660 56×36×43 20
〃

Micro　Diff 12 30 〃 200 50×40×43 34

MEK－6108 50 60 電気抵抗 8／18 220 40．0×38．0×
39．5

25 400
日　本　光　電　工　業

〃　－8108 〃 〃 〃 8 260 53．5×47．5×
51．5

48 635

〃　－8118 〃 〃 〃 18 〃 〃 〃 782
〃

COBAS　ARGOS　5　DIFF 25 120 電気抵抗法
染色法

22 860 76×45×48．5 58 3，200 寸法，重量は本体のみ
日　本　ロ　シ　ュ

〃　　STEX 〃 56 電気抵抗法 18 250 40×43×37 32 450

LC－360 20 60 ノノ 8 500 46×43×35 25 490 堀場製作所製
〃



H・3RTX／SXS 125 102 レーザーフロー
サイトメトリー

15 200／20 120×90×150 340 3，980

バイエル　・三共

エースカウンター
FLC－240　A

8
電気抵抗法シアンメトヘモ

グロビン法
5 100 30×45×42 25 395

フ　ク　ダ　電　子

14．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzar）

2i

サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

備　　　　　　考

CGO1 25
粘性感知ドライ

試薬カード方式
PT．　APTT
Fib

100／2 39×31×13．4 6

エイアンドティ　ー

KClA 半量法 磁気センサー PT，　APTT
Fib，因子他

100／0．14 12×20×8 1．2 48 CR－P及びCR－Aオプション
ドイツ・アメリング社製

エム・シー・メディカル
〃　4Amicro 〃 〃 〃 100／0．5 21×24×9 2．5 148

演算装置（CR－A）付　　　　　〃

〃　10Amicro 〃 〃 〃 〃 38×47．5×18 19 350
演算製造（CRP付）　　　　　〃

〃

AMAX（アマックス） 1～500 190 磁気センサー
光学

凝固系及
び線溶系

100／6．0 69×82×56 98 1，200
全自動　　　　　〃

TE－100 1000 10 透過法 全血凝固 135 17×10．5×28 3．5 29

エ　ル　マ　販　売
〃　－200 〃 〃 〃 〃 270 36．2×34×

17．6
8．5 58

コアグラブ32－S 100
PT　（2（，2）

APTT（101）
FIB　（101）

光散乱法 PT，　APTT
FIB因子他

100／3 58．5×52．1×
25．1

30 340
オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス

〃　　RA
5項目48
3　〃　80
1　〃　240

吸光度測定及
び光散乱法

PT，APTT，FIB，T．H

凝固因子

11［O／4～5

スタンバイ時
（IO《［／2～3）

98×58×65 120 950 フルオートランダム

MDA－180 5～50 180 透過光及び
吸光度

凝固，免疫
合成基質

200／9．5 130×79×163 386

オルガノンテクニカ

コアグレックス100
PT，APTT　50，T20
Flb，H　10

50 散乱光度法 13 140 62×57×30 40 390

国　　際　　試　　薬
〃　　　700 〃 240 〃 〃 1K 96×56×49 130 1380

コアグマスターII　805 20．80 120
光散乱二重積分 PT，APTT

FIB，TB／HP
100／10 74×72．8×

71．8
130 970

＝　　　　　　　　　　　　　土ヒー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ、

サンクロットST 散乱光度法 TB，HPT
PT，APT他

37 25×28×19 5．0 135

三　　光　　純　　薬

CA－100
PT，APTT．
PTT：100
Fbg：200

光散乱
検出方式

PT．PTT，APTT
Fbg，TTO，HPT，
因子定量

200 41×42．5×
20．5

15

東　亜　医　用　電子
〃　－1000

PT．APTT　50，Fbg　l｛［
外因系因予定最5
内因系因予定最10

30 〃 〃 360 62×56×50 50 蟄摺癬磯『甥嬬定

CA－5000 鶯冨麗認忌
内因系因．r定垣ヒ10

〃 〃 〃 480 70×55×67．5 67 『縄P晶雛TTαHpTの
〃



22 ALCシリーズ 50～
クロット法，発

色性合成基質法
PT，APTT
FIB等

100 75×63×45 52
日　　　　科　　　　機

MCL2 PT　IOO，APTT－100
PCX　20，IICX－20 クロット法 〃 80 22．5×31×20 5．6

ヘキス　トジャパン
BFA 100 120 凝固時間法 12（PT，OpTT

Fibほか）
200 107×57×48 50 950

STA 25～200 最大350
ヴィスコシティー

デ行クションプ武

凝川1間　　日
II成基質　川
免疫」し濁川川

1〔〕0／2｛〕 93×66×1］4
（本体のみ）

250
べ一リンガー・マンハイ
ム

〃　4 〃 〃 凝固時間項目 ］〔｝0／2 40×44×13 11 150

ドライヘマト

COAG　1
25

粘胞糖ドライ
試薬カード方式

PT，APTT，
Fib 200 39×31×13．4 6 185

和　光　純　薬　工　業

15． 卜ロンボエラストグラム（Thrombo－Etastogram　Apparatus）

サンプル量 測定法 消費電力 寸　　　法 重　｛｝｛： メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

クロッ　ト　・　トレーサー

TE　700
35〔〕 150 36×48．8×54 30 280

エ　ル　マ　販　売

16．血小板凝集測定装置（lnstrument　for　Platelet　Aggregation　Test）

サンプル量 チャンネル数 測定法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

備　　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ V／A W×D×II（cm） kg 万円

MCMヘマトレーサー
801

］00／200 8 光透過方式 100／4．0 62×57×52 43 490

エム・シー・メディカル
　　　　〃
601

〃 6 〃 100／L5 44．4×43×24 lo 385

MEBA　l
PAM・8T

10〔｝／200 8 光透過法
（PRP法）

240 56×58×58 35 グレーディングカーブEPS
による解析

　〃　　－2

PAM　8　C
〃 〃 〃 300 78×50×60 40 〃

　〃　　2
PANI　4　C・6C

1〔｝0 4～6 〃 150～300 78×40×56 20～35 〃

〃

PATシリーズ 200 2～6 〃 〃～250 78×40×30 〃～25

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

サンプル甲： チャンネル数 測疋法 消費電力 ・f　　　法 重　．量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ V／A W×D×II（Cm） kg 万円
備　　　　　　　考

ベスマティック60 1000 60 ウエスター
グレン変法

100／2．0
56．4×32．8×

27．7
19 280 イタリア・ディエッセ社製

エム・シー・メディカル
〃　　　　20 〃 20 〃 〃

4〔｝．0×27．5×

27．5
10 90 〃
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ミニベス 〃 4 〃 9／0．3 11．0×14．1×
18．5

0，727 18 〃

〃

BSG－13000 1000 10 透過法 25 30×17×43 8 46

エ　ル　マ　販　売

ESR－1000 10 ウェスター
グレン

100／0．3 32．5×17．5×47 11．5

テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

〃　－6000 60 〃 100／2 53．5×35．5×43 25

18．血液標本自動作製装置（Auto　Preparing　lnstrument　for　Blood　Sample）

処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

MICROX
（HEG－120　NAS）

150 100／20 107x75×111．6 330 1，300

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

自動塗抹標本作製装置
SP－1

120 750 82×71×64。5 120

東　亜　医　用　電　子

19．血液分類力ウント装置（lnstrument　for　Grouped　Blood　Cell　Counter）

カウント数 算定方式 消費電力 寸　　　法 重量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

F－410 12 16 23×12×5 0．5 12．5

エ　ル　マ　販　売

LADIC12
（3T2－12） 1～999 加減算 100／0．1 17×25×12 1．5 16．8

白血球及び赤血
球のカウント可能

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

MMT－500　SHR 1～999 加減算自由 60 31．5×41．0×27．0 7 120 双方向通信

萱垣医理科工業
H－DOSV－10 〃 〃 〃 30．0×30．0×27．0 〃 95 〃

20．血液像自動分類装置（lnstument　for　Blood　Cell　Differentiation）

処理能力 カウント数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

MICROX
（HEG－120）

120 50，100，200

300，400，500
100／20 122×75×120 390 6，300

オ　　　ム　　　ロ　　　ン
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21．骨髄像分類器（lnstrument　for　Differential　Myelogram）

会　　　社　　　名
測定法 測定項目 カウント数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

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

F－510 999 20 24×24．5×16 4．5 58

エ　ル　マ　販　売

オ　　　ム　　　ロ　　　ン

LADIC－31
（3T231） 28～46 1～999 100／0．35 36×40×14．5 15 60 骨髄像と白血球の切換可能

MMT－421 1～999 30 30．0×39．0×14．5 7 70 ユーザー仕様可能

萱垣医理科工業
〃　－450 〃 60 31．5×41．0×27．0 ノノ 120 双方向通信可

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

サンプル量 処理能力 測定法 測定項目 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オーソ・サイトロン
アブソリュート

300 20，000／sec
レーザーフロー
サイトメトリー
（FCM法〉

100／25 95×60×57 150 1，920
電源ユニット及びプリンターは別
オートバイオサンプラーは別オーソ・クリニカル・ダ

イアグノスティックス

EPICS　XL 指定なし
レーザーフロー

サイトメトリー 1．5K 61×57×51 63．5

日　　　科　　　　機
〃　ELITE　ESP 〃 60 〃 4K 142×167×129 360

口本ベクトン・ディッキ
ンソン

FACSCalibur 100 120 フローサイ
トメトリー

6パラメータ 100 91．4×61．5×
67．3

109．1 1，500～

23．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

LADIC　S
（3T2S）

100／1 43×35×20 12 150 RS－232　C又は20　mA
カレントループ伝送

オ　　　ム　　　ロ　　　ン
遠心塗抹装置
（HEG－NSP）

血液量0．2m／，回転数4．700　rPm 100／3 19×43×23 20 95

自動染色装置
（IIEG・NST）

染色槽3槽，洗浄槽1槽，タイマ0秒～99分59秒設定
5〔｝枚染色／回

100／1 44．6×62×40 33 90
〃

チバ　・コーニング
パラトレンド7 血管内血液ガスモニタリングシステム 150 60．0×46．0×

159．0
43

1



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 65×35×48 25 430

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
オートセルドッター HLA用リンパ球・補体自動分注機60穴72穴兼用型 80 36×36×32 20 160

イムノビーズウォッシャー Tセル・Bセル分離用，イムノビーズ用洗浄装置 〃 43×35×38 10 90 磁気ビーズ用
〃

ビリルビンテスターSE－60］ 80 23．5x28．5×
16．5

5．5 55

和　光　純　薬　工　業
高ビリルビン血症の早期診断や新生児黄疸における，
血清総ビリルビン値の迅速定量に最適です。ゼロ補正
がワンタッチででき，結果はデジタル表示されます

25





核医学（RIA）機器

免疫血清検査機器
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24．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　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
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

オートウェルガンマシステム

ARC1000　M RIA各種 約120 約104×63×66 約200
ア　　　　　ロ　　　　　カ

　　〃
ARC－370　M

〃 約140 約48×60×66 約180

全自動RIA装置
RIA－2000

市販RIA
IRMAキット 20～200 項目による 20～500 L5k 約124×99×122 約360

市販ビーズ固相，チューブ固相
キットの処理が可能

ノノ

オートマチックガンマー
カウンター4／200 RIA各種 200 100／6 60×56×52 113 500～

セントラル科学貿易

25．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
メーカー
希望価格

備　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

全自動マイクロプレートEIA装置Plato　3300シリーズ

市販ELISA
キットに対応 項目による 項目による 項目による 350 約118×71×67

（本体） 約80
検体分注から測定まで全工程を
自動化

ア　　　　　ロ　　　　カ
　　　〃
Plato　1300シリーズ

〃 〃 〃 〃 〃 約90×71×67 約75 〃

全自動EIA装置
AEC－2000

市販ビーズ固相

EIAキット 20～200 〃 20～200 1．5K 約124×99×122 約340
市販ビーズ固相キットの処理が
可能

〃

MAOS2 多項目 10～200 200 500 77，0×72，5×
69．5

150 未定

医学生物学研究所

AIA－1200　XL 24 10～125 120 1K 99×64×123 300 2，800 東ソー社製
栄　　研　　化　　学

〃　－1200 〃 〃 〃 〃 〃 2，400 〃

〃　－1200i 〃 ノノ 〃 〃 99×74×123 280 2，480 〃

〃

〃　－600 〃 〃 60 250 80×59×40 68 800 〃

MTP－12f） 各種OD値 100～250
1プレート
／32sec

150 27×36×21．2 10 135
オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス

OLYDAS－］20 10 120テスト／h 3k 125×75×135 450

オリンパス光学工業

QUARTUS（MPI－15） 12 5～80 180 25～400 1k 89×77×56．8 130 1，700 フルオートランダムアクセス
カ　　　イ　　　ノ　　　ス
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ID－1000 5 50 215 100 100／15 99×75×60 160 980

協和メデッ　クス
AP－960

全プレート
EIA

30 960 300 ノノ 91．5×75×68 80 1，600

エルジアオート 22 20～100 180 600 87×68×41 85 1，200

国　　際　　試　　薬
〃　　F300 13 〃 40 〃 76×71×49 106 900

SJeiaオートリーダII 138 39×38×21 10 240 マイクロプレート専用リーダ
三　　光　　純　　薬

マルチスキャンマルチソフト
プレート
EIA

5秒／プレート

150 42×32×14 11 290 マイクロプレートリーダー

大　日　本　製　薬
OMNI 〃 1K 66×69×140 165．9 1，780

オープン・リエージェンスシス
テム

スペクトラ
28．5×17．0×
32．0

8．2

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

レインボー 〃 〃 1nm可変

AIA－1200　XL 24 10～125 120 パツク 1K 99×74×123 300 2，800 専用試薬
東　　　　ソ　　　　ー

〃　－1200i 〃 〃 ノノ 〃 〃 〃 280 2，480 〃

〃　－600 ノノ 〃 60 〃 250 80×59×40 68 800 ノノ

〃

MPR－A　4　i　II 35秒
／プレート

50 21×30×12．5 6 98 マイクロプレートリーダ

ID－1000 EIA 10～100 最大257
東　　洋　　紡　　績

AIA－1200　i 25 10～125 120 1検体／1
試薬カツプ 1K 99×74×123 約300 東ソー社製

日　　水　　製　　薬
〃　－1200XL 〃 〃 〃 〃 〃 99×64×123 〃 〃

〃　－600 ノノ 〃 60 〃 250 80×59×40 68 〃

〃

アッセイメイト HBs抗原他 10～300
288テスト
／バツチ 50～350 690 88×51×52 約99 未定

マイクロプレート固相EIA装置

日　　本　　商　　事

ノパパスマイクロプレート
リーダー

1波長12秒2波長22秒

160 41×45×14 15 198
日本バイオ・ラッドラボ
ラトリーズ

バイダス
HIVI＋2
クラミジアE2等

項目により
異なる 最大60

プレパック
方式

100／6 81×53×41 65 1，500
日本ビオメリュー・バイ
テツク ミニバイダス 〃 〃 最大24 〃 100／1．8 54×53×44 38 480

COBAS　CORE EIA全般 20～200 150 50～500 1K 98×65×68 120 1，800

日　本　ロ　シ　ュ

Technicon　lmmuno　1
免疫反応自動分析装置

15 2～50 120 130～300 200／15 165×74×137 426 1，850

バイ　エル　・三共
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ヘキス　トジャパン

べ一リングELISA
プロセツサーIII 830以下

115＞60×58
35×60　　24
31×37＞40

？§23

1，980 オープン・リージェント　システム

べ一リンガー・マンハイ
ム

エンチムンテスト
ES　300

36 1～200 100 0～1000 880 98×60×55 93 1，500

　　　〃
ES　7f）0

〃 5～200 100～200 400～10〔〕0 1．3K 119×77×117 240 2，800

和　光　純　薬　工　業
OLYDAS－120 17 5～125 120テスト／h 0～500 3k 125×75×135 45〔〕 2，980 オリンパス光学工業社製

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

測定項目 サンプル1［ 処理能力 試薬使用㌔C： 消費電力 寸　　　法 王：量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

全自動hFIA装に
ホモジニアスFIA

19 50～100 100～］50 50～100シーアイエス　ダイアグ
ノスティック

サンオートFE
便中ヘモグ
ロビン

ろ紙 80 500 900 106×74×101 250 1，150
便中ヘモグロビンフルオート
測定

三　　光　　純　　薬

LPIA　A700
本体87×68×58
Uボックス42×4〔1×58

三菱化学社製
ダ　イ　ア．ヤ　ト　ロ　ン

エバネットEV　20
｝踏＼結u；nAb

D＞】・’　．（．M＞
8～200

1テスト10分
6テスト2f）分

モノテスト
試褒（専川）

100／2 52×47×26 28 未定 6項目ランダムアクセス
ダ　イ　キ　ン　工　　業

ダ　ィ　ナ　ボ　ッ　　ト
AXSYMアナライザー CEA．AFP

IIBsAg他 80～120 ］．8K 159×83×120 275

IMXアナライザー 〃 150 24検体／
15～鮒

700 70×63×36 43

フロースター
48．0×2〔｝．0×

44．0
15 温度コントロール付き

テ　カ　ン　ジ　ャ　バ　ン

FIAS　7000 アレルゲン 50 480 50～200 ］00／15 84×95×78 90 磁性粒了一マイクロゾレート
使用，通常のELISA測定rl∫能

口　本　ケ　ミ　フ　ァ

フローロカウント96
特異的
非特異的lgE

90秒／
プレート

60 4］．5×49×19 17．5 450
フ　　ァ　　ル　　マ　　シ　　ア

オーゾスマグナム
薬物ホルモン
腫瘍マーカー他 10～30 ～ 190 lK 145×74×132 294

ヘキ　ス　ト　ジ　ャ　パ　ン

1
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27．ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（tnstrument　for　Nephelometric　lmmuno　Assay）

測定項目 サンゾル量 処理能力 試薬使月損 消費電力 寸　　　法 重　i義 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

べ一リングネフェロメーターII
⊥n1漿蛋白

腫瘍マーカー 10～100 225 40 450 156×63×71 185 2，500

ヘキ　ス　ト　ジ　ャパン

アレイ360システム 28 7～20 80 47 100 91×61×66 68 970
ベ　　　ッ　　　ク　　マ　　　ン

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

測定項日 サンプル量 処理能力 試薬使月糧 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

LX　2500 27 50～300 130 100／5r） 75×126×105 230 2，600 A＆T社製
栄　　研　　化　　学

〃　M 26 5～250 45 loo／30 60×55×44 47 980 〃

OC　SENSOR 便潜d且 90 90 100／20 60×40×46．5 40 480 多摩精機社製
〃

ELIO60 ］9 20 300 280 loo／lo 71×70×62 98 1，600

協和メ　デツ　ク　ス

ダィ　アヤ　ト　ロ　ン
LPIA　200 40 3～lo

1｛｝0～150

テスト／h 20～300 100／7．5 本体85×67×58．5
タンク16×34×35

136 三菱化学社製

〃　－S500 〃 〃 150　〃 〃 1K 本体68×75×53
じボツクス24刈8×42

154 〃

〃　　A700
本体87×68×58
Uボックス42×4〔い58

〃

〃

免疫凝集測定装置PAM［A　20

20 lo 60テスト由 770 98×66×57 170

東　亜　医　用　電　子
　　　　〃
PAM［A　30

12 〃 45　〃 480 64×54×43．5 65

　　　　〃
PAMIA　lOO

20 〃 150　〃 1，050 161×76×123 223
〃
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29．化学発光免疫測定装置（lnstrument・for　lmmuno　Chemiluminesence）

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
メーカー
希望価格

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

ルミスポット
AL－1000

5 10～100 100 40 100／7．5 75×68×113 230 1，980 アロカ社製
栄　　研　　化　　学

イムライズ 12 10～75 120 可変 100／10 102×63×41 109 1，580 米国・DPC社製
エム・シー・メディカル

アマライトアナライザー 22 10～200
項目により
異なる

100／1．6 51×75×31．5 35 400
オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス 全自動化学発光免疫測定装

置
〃 〃 2．2k 110×75×135 360

MAST専用ルミノメーター
（MM－100）

26 750 640 1，300 80 32．0×39，5×
20．5

14 400 MAST専用測定装置
カ　　イ　　　ノ　　　ス

ACS－180 21 50 180 550 100／8．5 149×59×61 160 1，980

協和メ　デッ　ク　ス

ルミノマスター
LEIA　2000

19 30～100 120 300 100／15 160×77×125 420 3，300
三　　　　　　　　　　　土ヒ　　　　　　　　　　ノ、

LUMIWARD（ルミワード）
イムノアッセイシステム

特異lgE
総IgE

る 班 25～200
50～200

100／10 100×64×47 91 1800 全自動・ランダムアクセス

塩　野　義　製　薬

JIA－FS150ルミクイック 20～100 150 分析部95×74×102
操作部64×65×143

全自動発光免疫測定装置
日本電子社製

Access
イムノアッセイアナライザー

24 10～100 最大100 100／1．5 本体
99．0×61．0×47．0

本体91 1，800
コンティニアスランダムアクセ
ス機白旨装…侃看。　緊急、検イ本1随日寺害1」り

込み‘1∫能，全自動第　一　化　学　薬　品

ACS　180　PLUS 850 149．0×59．0×
61．0

160

チバ　・コーニング

JIA－FS　150

ルミクイック
同時10 20～100 150

⑬　95×107×74　64×142×65

280 2，600 HBV，　HCV，　HIV，　HTLM　TP，他

日　　本　　電　　子

ルミパルス1200
CAI9－9．］25
11TLV－I
IIBsf也

10～100 120テスト
項目により
異なる

500 102×72×61 120 1，950

富　士　　レ　ビ　オ

HiMICO　A－36 全項目対応 10～1000
指定可能 6～36

10～10〔｝0

指定可能
100／5 84．0×62．0×

47．0
68 磁性体微粒子法オープン機器

CLP－1 10～ 100／3 44．0×26．0×
46．4

25 試薬開発測定機



CLP－II 指定可能 100検体
搭載可能

〃 100／5 86．0×73．0×
57．2

95 ケミルミ試薬開発自動測定器
プレシジョン・システム

・ サイエンス

ベリラックス
アナライザー250

ホルモン
脇易マーカー 50～100 600 300 150 74．0×61．0×

50．0
57 750

ヘキス　トジャパン

30．蛍光偏光装置（lnstrument　for　Polarized　Ftuorecence）

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
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ダ　ィ　ナ　ボ　ッ　ト
TDXFLXアナライザー

血中薬物
濃度他 50～500 20／20分 600 70×58×34 41

31．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

オートダイリューター
HAY．500

ダイリューションの高さの調節可能 100 52．8×49．0×
31．5

30 21〔〕

萱垣医理科工業 オートドロッパー
MAG－500

3パターンによる分注方法が選択できます。空中，連続，接触 〃 〃 〃 〃

自動分注希釈装置
MAGY－1000

分注希釈が1台でできます。ステンレスノズル仕様。生食で
ノズル内部洗浄

150 53．0×49．0×
31．5

33 320
〃

マイクロプレート
洗浄器

水道水（プレフィルター装備），純水タンクの2径路。ジェッ
ト噴射ノズル左右移動方式

300 66．0×46．0×
101．0

65 110

第　一　化　学　薬　品 カイロンシステム

分岐DNAプローブ測定用のシステムです。本システム使用
により，通常の検査室でも容易に核酸定量が可能です。又，
分岐DNAプローブ法演算ソフトにより，化学発光量からウ
ィルス量への換算が簡単に出来ます。

ルミノメー
ター130

ヒーター
　　85

ルミノメーター
56×90×21

　ヒーター
　17×32×17

ルミノメー

ター24

ヒーター

　6

システム

合計696

システム構成はルミノメーター，ヒーター2台

データ処理パソコンシステム及び分
岐DNAプローブ演算ソフトから成
る

ヘモテクトHT　500 350 本体70×66×48
ポンプユニッ　ト
35×37又34

了ξ 498

日　　本　　商　　事

本格的な全自動便中ヒトヘモグロビン分析装置。3濃度の
カットオフ値を自由に設定でき，それぞれの判定結果が同時
に得られます。プロゾーンの陰性化がありません。フロッピーディスクにデータを保存出来ます。

ALCS　1000 EIA用抗原作成装置，反応系にも対応可 500 120×100×150 150 2，500

バ　イ　オ　テ　ツ　ク

マグストリーム1000
200 66×58×40 約41

富　士　レ　ビ　オ
免疫便潜血検査用測定装置，試薬の分注から判定まで
自動的に処理。処理能力：約1000検体／h

33





細菌検査機器

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

分析法
（測定法） 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
会　　　社　　　名

商　　品　　名

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

オートスキャン4 比色 5秒／パネル 120 48．3×58．4×25．4 18．1 800
デ　　　　イ　　　　　ド

マイクロスキャン
Walk　Away　40

比色／蛍光 40パネル
同時

」　　1．1K 96．6×73、7×73．7 170 2，000

　　　ノノ
Walk　Away　96

〃 96　〃 〃 96．6×73．7×94．0 182 3，300
〃

センシタイター 蛍光測定法 620 68 1，360 英国・センシタイター社製
日　　水　　製　　薬

オートインキュベター 30プレート 230 46 640 センシタイター専用
自動培養測定装置

バイテック自動細菌検査装置モデル，Jr．60，12〔｝，240

比色及び
比濁法 30～240 100／8．2（Jr） 166×55×52（Jr） 68（Jr） 1，400

～ 3，900 DAY　2全自動細菌検査装置口本ビオメリュー・バイ
テック

ATB　EXPRESSION
ネフェロ十
　比色法

100 100／8 36×26×56（本体） 20 650

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

分析法
（測定法）

処理能力 薬剤形態 MIC測定 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体／h 可・否 V／A W×D×II
　（cm）

kg 万円
備　　　　　　考

センシミックリーダー

SM－RIOO
微量液体
希釈法

120 ドライフレート 可 100／2 38．5×37×
17．2

10 300

ア　ス　カ　純　薬

オートスキャン4 比色 5秒／パネル
ドライタイ／）
マイクロタイ
ター．一プレート

可 120 48．3×58．4×
25．4

18．1 800
デ　　　　イ　　　　　ド

マイクロスキャン
Walk　Away　40

比色／蛍光 40パネル
　同時

〃 〃 1．1K
96．6×73．7×
73．7

170 2，000

　　　〃
Walk　Away　96

〃 96　〃 〃 ノノ 〃
96．6×73．7×
94．0

182 3，300
〃

MIC　2000ドライシスチム
70秒／プレート

ドライフレート 可 100／2 68×64×55 67 780

長　　瀬　　産　　業

センシタイター 620 68 1，360 英国・センシタイター社製
日　　水　　製　　薬

オートインキュベーター 30プレート 230 46 640 センシタイター専用
自動培養測定装置

ATB　EXPRESSION 100 ドライパネル 否 100／8 36×26×56
　（本体）

20 650

バイテック自動細菌検査装置モデル，Jr．60，120，240

30～240 カード式 可
100／8．2
　（Jr）

166×55×52
　（Jr．）

68（Jr．） 1，400

～ 3．900
DAY　2全自動細菌検査装置



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

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 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ジーンアンプPCRシステム
9600－R

1．5K 52×61×30．5 40．5 186 サーマルサイクラー
日　本　ロ　シ　ュ ジーンァンプPCRシステム

2400－R 1K 34×60×21 29．5 71．5 〃

35．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

115／9 124×82×74 125 250

ア　　　　ム　　　　　コ
バクトロン
アンオキソマット

ノーグローブ方式嫌気チャンバーシステム
嫌気性・微好気性ジャーシステム。 100／1 37×39×13 8 200～

290

7×4×33．5 1．1
29．8～
46．5

セントラル科学貿易 RCSエアーサンプラー
空中浮遊菌を採集する。採集時間は30秒～8分迄5
段階設定。バッテリー，三脚あり。専用培地他自家製
培地も使用可。

200 54．0×50．0×
103．0

60
セントラルメディカルサ
プライ

自動培地作成装置

CHK　7

細菌培養に使用する培地類，マル型，二分画型シャー
レに自動的に分注。380枚／時間作成可能。殺菌環境
下で分注の為初めての方にも操作が容易

150 3

日　　水　　製　　薬 NZRシステム
ハンドリーダ（ノギス方式）で，阻止円の大きさを読み
とり，感性度とMICを出力する。統計データ，報告
書出力可能。

100／11
100／16

78×114×
108（本体）

291～
341

1，400～
2，000日本ビオメリュー・バイ

テツク
バイタル全自動血液培養
検査装置

連続モニタリングシステムによる血液培養装置。検出
原理はpH変動・酸化還元電位変化及びCO2産生に
よるH＋変化を蛍光色素により検出する。

100／10 130×56×60 222 1，300
日本ベクトン・ディッキ
ンソン

BACTEC
9120システム

血中のCO、をボトル底部に組みこんだセンサーで取
り込み，CO2の量に応じて生成される色素からの蛍
光強度を測定し，微生物の代謝の存在を確認する全自
動血液培養検査装置

100 33×27×10 55 130

和　光　純　薬　工　業 トキシノメーター

MT－258

個人差のないエンドトキシン濃度が得られる比濁時間
分析装置。測定開始後拘束されません。コンパクト設
計で最大8検体について独立して同時測定可能

37
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36m浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

処理能力 サンプル量 測定範囲 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品．　名

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

オズモスタット
OM－6040

2～3分／検体 200 0～2，000 150 34．0×36．0×22．2 16．5 190

京　都　第　一　科　学

SMO－1 20 150 0～1，600 90 24×26×13 6 76

真　　興　　交　　易
DI－SMO 〃 〃 0～2，000 ノノ ノノ 6．3 135

37．尿分析装置（Urine　Analyzer）

処理能力 測定項目 サンプル量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

US－2100 720 9 試験紙反応 100／5．0 40×63．5×31．5 25 250 寺崎電気社製
栄　　研　　化　　学

スーパーオーションアナラ
ィザII　SA－4230

140テスト／h 10 2 400 54．0×68．0×52．0 58 950

京　都　第　一　科　学

自動尿沈渣分析装置UA－2000

600r80 赤血球
白血球他

約1．2 最大1K 95．4×60×55 125

東　亜　医　用　電　子

スーパーUA 300 10 100／5．0 70×63×45 60 990 フルオート
白血球を含む10項目

日　　製　　産　　業
ミディトロン 〃 〃 100／1．6 48×48×31 15 180 白血球を含む10項目

クリニテックアトラス 200 12 250 72．4×64．3×66．0 59 960

バイエル　・三共

ZD－501 850 4 100 80×74．5×132．5 160 1，450

和　光　純　薬　工　業
RM－405 360 10 50 37×28×12．5 7 157

〃－505 〃 〃 〃 37×28．5×9．5 8 205
〃



38．自動PSP測定装置（Automated　PSP　Tester）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
分析法
（測定法）

処理能力 測定項目 サンプル量 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

検体／h μ～ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

京　都　第　一　科　学

ピーエスピーオート
PSP－3120

1 30 35．0×31．5×
13．0

6 85

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

39．その他（Miscellaneous）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

LADIC－51
（3T2－51） 尿沈渣分類計数器：28～46項目まで分類可能 10q／0・35 36×40×14．5 15 80 数視野・全視野・毎視野分類，定

性分類，ダイレクトセット項目
オ　　　ム　　　ロ　　　ン

バクテアラート120
全自動血液培養検査装置。CO2センサーにより検体中の微生物の
存否を24時間連続モニタリングし，リアルタイムで報告可能

100／6 87×60．5×87 152

オルガノンテクニカ
〃　　　　240 〃 100／7 87×60．5×174 193

萱垣医理科工業

尿沈渣計数装置MMT－500　su 属性，定性データ，前回値を画面表示しながら入力する
システム

60 31．5×41．0×
27．0

7 120

簡易尿検査システム
uposv－10

属性，定性データを画面表示し10keyにて沈渣入力，
定性データ修正をするシステム

〃 ノノ 〃 80

Amlex－60
尿中デルタアミノレブリン酸の自動測定装置。前処理不要33／Hの処理能力。

100／6 61．5×42．5×
62．3

40
テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ

ユリペットII
屈折率により尿比重を測定するハンディタイプの尿比重計でデジタル表示されます

バッテリー6V 6×10．6×17、7 0．4 19．6

和　光　純　薬　工　業
AGメイト

1本の試験管で検体ブランクも測定できる。尿中アルブミ
ン測定専用比色計です

80 32×4L5×38 16 225

39
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40．自動ミクロトーム（Automatic　Microtome）
冷　　凍
室内温度

切削寸法 薄切厚み
範　　囲

消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

クライオ2000 一 40 2 100／8 71×73×117 108 360

バイ　エル　・三共

41．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 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ミダスe 28枚 605 54×51×36 約16 血液，グラム染色可能
関　　東　　化　　学

自動マルチ染色装置MHS－30

100／2．7 113．0×68．5×68．0 100

42．画像処理装置（Image　Analyzer）

測定項目数 画素数 モニタ 消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 種 画素 　インチ
カラー／モノクロ V／A W×D×H（cm） kg 万円

備　　　　　　考

OPTMAS画像
解析計測システム

1 786000 17カラー 150 40．0×40．0×40．0 30 500 染色体画像解析
計測・FISF，　CGH，カリオタ
イピング等

日本システムハウス

nexus　sif 1920×1035 21 400 14．9×48．0×70．5 35 700～ ハイビジョン仕様
ネ　　　ク　　サ　　　ス



生理機能検査
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43．サーモグラフィー装置（lnstrument　for　Thermography）

会　　　社　　　名
温度分解能 操作時間 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格商　　品　　名

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

日　　本　　電　　子

JTG－5310／5370
医用サーモビユア

0．05
（S／N改善時0．Ol3）

250 カメラ13×28×15
操作部36×49×14

14 750



コンビL一タ
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44．臨床検査システム（Computer　System　for　Clinical　Laboratory）

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

磁　　　気
ディスク
容　　　量

メーカー
希望価格C　P　U

メ　モ　リ
容　　　量

C　RT
台　　数

プリンタ

台　　数

オンライン

分析台数
検査項目数

処理検体

数／日
データ
保存日数 万円

備　　　　　　考

CLINILAN
ver　7．5

Pentium

24MB～
3．6G
RAID　5 10～50 10～50 10～150 9，999 99，999 1年以上

エイアンドティ　ー

オーシン 64MB～ 1．6GB～
任意増設
可

任意増設
可

任意増設
可

9，999 99，999
ディスク容量に

依存，1800～
大　　塚　　製　　薬

OLCOS　500 32MB 1GB～ 1～ 1～ 1～ 10，000 制限なし 制限なし UNIXを仕様
オリンパス光学工業

〃　　70 3MB 260MB 〃 〃 〃 500 900 499

LBNET－PC
Pentium
15．6MB 1GB 1～20 1～20 1～ 5000 20，000 180日～1年 1，500 完全マルチタス70S

シ　　ス　　テ　　ム　　ズ
総合健診システム
HELDIR－PC

〃 1GB×3 〃 ノノ 〃 〃 9999 5年 〃 自動診断機能
オンライン制御装置LBNET－DCU マルチプ

ロセッサ 1～16 24000 1日 300 1台のPCで8台の分析機のオ
ンラインが可能

〃

　　　　〃
LBNET－98

ノノ

1～2 3000 ノノ 100 PC内蔵型DCU
ICカード制御装置RCU－IC

32kビット 1～15 15 80 ICカードによる健診データの
処理システム

〃

クリニケア500 8MB～ 340MB～ 2～ 2～ 1～ 150 500 200 Netware採用
島　津　製　作　所

D－WORX（DMS） 640KB 40MB 1 2 IMX×5
AXSYM×3

360 9999 90日
ダ　イ　ナ　ボ　ッ　ト

迅速検査
PCネットワークシステム 6～64MB

500MB
12GB 5～250 3～10 5～20 3，000 1，000 1年～2年 サーバークライアント

Net　ware対応，　WINDOWS　NT対応
橘　　　電　　　　気

小規模PCLANシステム
1，6～9．6〃 500MB～ 2～5 2～4 2～5 ノノ 500

6ケ月～1年

LAN
オーダーリング
医療情報システム 8～64〃

1GB～8GG
5～250 5～40

サーバークライアント
Net　ware対応，　WINDOWS　NT対応

〃

健診システム 1．6～9．6〃 500MB
～2GB

1 1～3 1～3 500

健診システム（LAN） 8～64〃
500MB
8GB 2～4 2～4 〃 〃

サーバークライアント

Net⌒㎜略N蹴〃

輸血検査システム 640KB
～9．6MB 100MB 1 1～2

ドクター支援システム 〃 〃 1 院内パソコンでドクター支援
〃

病理検査システム 1．6～9．6MB
500MB～2GB

2～5 2～4 LAN対応

細菌検査システム 〃 〃 〃 〃 〃

〃

請求事務処理システム 640KB
～9．6MB 500MB～ 1 1～3 〃
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医療画像管理システム 64MB 1GB 1～10 1～5 Macintosh
橘　　　電　　　　気

血液検査用データ処理装置
DPS－2000

i486　D×2 1GB 1 1 6
72
（1検査室）

2000 40，000件
又は1095日

東　亜　医　用　電子
　　　　　〃
DPS－2100 32MB 〃 〃 〃 〃 72×2

（2検査室）
〃 〃

SE－9000
スキャッタグラム対応

　　　　　〃
DPS－2200

〃 〃 2 2 13
72
（1検査室）

〃 〃 搬送システム対応
〃

　　　　　〃
DPS－2300

〃 〃 〃 ノノ 〃 72×2
（2検査室）

〃 〃
搬送システム対応
SE－9000スキャッタグラム対応

尿検査用データ処理装置
UDPS－200

i486 40MB 1 1 8 60 1000 30，000 一般検査
〃

1．6十8MB

臨床検査システム
LAB400 16MB 425MB 2～10 2～10 1～16 2，000 最大1000

検体数に
よる LANシステム

東芝メ　ディ　カル

SUN臨床検査総合
システム

8MB
～512MB

200MB
～60GB 4～256 4～256 2～128

100

～6，000
500～
10000以上

3ケ月～5年 2，500

～2億
UNIX＜EWSシステム　クライア
ント／サーバシステム　サイベース標準

長　　瀬　　産　　業

ALPHA－NET
総合版

1．6～14MB 1．0～3．OGB
2～80 1～80 ～80 9，999 9，999 ～80ヶ月 NETWARE対応

日本サイ　ワー　ド
　　　〃
生化学血清 1．6MB 500MB 1～10 1～10 ～20 300 1，000 ～60〃 PEER－TO－PEER

LAN対応
　　　〃
血液

〃 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃 　　　〃
像カウンター機能

〃

　　　〃
尿・一般

〃 ノノ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 　　　〃
沈渣カウンター機能

ALPHA－1
ノノ 300MB 1 1 3 〃 ノノ

～48ヶ月 特定分析機向けシステム
ノノ

PC－LACS（サーバ） 64MB～ 1．2GB～ 1台～ 1台～ ～9，999 ～ 99，999
ディスク
容量による EWS／PC　98べ一スの

日　　本　　電　　気
〃　　（クライアント） 11．6〃～ 240MB～ 〃 ノノ 1台～

クライアント／サーバシステ
ム

JCS－10　L 8MB～ 240〃～ 6 200 999 1年以上
日　　本　　電　　子

〃－22L 32〃～ 1GB～ 20 5000 2000 〃

マイケルくんII 6MB以上 340MB ご相談
下さい

パソコンLAN対応可能な検査
情報トータルシステム

ピー　・エム　・エル

HILAS－400シリーズ 24MB～ 1．4GB～ 1～ 1～ 1～ ～8000 ～ 30，000 ～300日
構成に
よる

日　立　製　作　所
〃　　WSシリーズ 8〃 200MB～ 〃 〃 〃

～2000 ～9，999 〃 〃

〃　　CSシリーズ 12〃 528〃 〃 〃 〃
～4000 ～ 5，000 〃 〃

〃

LANCISモデル10 32MB 1．5GB 2台 0台 0台 2，000 100 1年間 400～ パッケージのみの価格
三　菱　事　務　機　械
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45．周辺機器・その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　㎡ メーカー
希望価格

備　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名

O　M　R
シ　ー　　ト

サ　イ　ズ

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） k9 万円

バーコードプリンター
UTICODER　21〔｝7 127mm／S 210 21．4×35．9×

29．0
10

アステックコーポレーション
　〃

〃　　　　2104
40〃 150

43．6×30．〔｝×

18．5
9

ラベルプリンター
BP－200

横幅～106m／m

高±～200m／m
60m／m秒
100m／m秒

100 25×38×27 1／ 55
小　　林　　記　　録　　紙

検体ラベル目動貼り付け装置VL－150

標準サイズ
32×50m／m 50m／m秒 〃 23×35×30 15

OCR
SCR－802

JISカード
A4

ANK毎秒
40字

120 41．6×59．2×
29

20 250 RS－232　C接続タイプ
セ　　コ　　ニ　　ッ　　ク

OMR
SR．901　BC

ハガキサイズ

～ B4 毎分120枚 220 41．6×76．8×
20

〃 160 バーコードが読めるOMR

　〃

SR－307
JISカード～
ハガキサイズ

〃　200枚 50 22．2×36×
17．1

5 32．8 小型・高速OMR
〃

バーコードラベラー
BL－100 60×30mm 100mm／S 250 23×49、8×27．2 16

東　亜　医　用　電　子

ユニッ1・ラベラーUL200
50×32
（mm）

5秒／患者 200／8 24×58×45 35 387 最大9台まで連結して使用可能

長　　瀬　　産　　業
HL　IOO

60×36
　〃

〃／1個 300／台 40×50×60 55 450 ラベルは2重ラベルでも可

UL　3〔〕0 40×30 50m／sec 2 20×25×1r〕 1．5 99．8 ワンタッチラベラー
日　科　機　バ　イ　オ　ス

　　　〔RUBプリンター
58×30
（mm）

1枚／sec 電池 9．8×24×3．7 0．52
携帯型バーコードプリンター
（RUBシステム法）プレシジョン・システム

・ サイエンス

MS・710リーダ
小型・高速バーコードリータ“超1，5性能タイプ550スキャン／秒ミラーラスターとサーマルクーラー
によるレーザー素rの温度補償対物センサ内蔵でスキャン角も60℃　機器組入用に最適の．一台

23

松下インターテクノ
〃…610リーダ

小型バーコードリーダデコーダ内蔵オールインワンタイゾ200スキャン／秒スペースファクター
重視のライン・サイド読取や，機器組み込み用として

26

〃－520スキャンヘッド
小型スキャンヘッド330スキャン／秒スキャナー単位ではシリーズ中最もコンパクトな形状　超高
密度用とミラーラスターのオプション選択可能

19．3

〃

〃－3000デコーダ
MS　520用デコーダ450テコード／秒スキャナー1台接㍍のシングルテコーダと2台接続のノ’・・、ア
ルデコーダがあり，各種読取要求に対応可能

13．3

3400プリンタ
バーコードプリンタ低価格高品質印’言と128n－n／秒の高速llll字lI∫能第．・第二水楢莫字対応（アウトラインフ

ォントをオプションで選択11D充実したインターフェイスオ．／シ．鍵ン（IBM　COAX／T、MNAX／パラレル）
39．8

〃

1463CCDスキャナ
バーコード人力装置最大読取深度1〔｝Omm中低密度のバーコードに対し読取幅1（10　mlnを実現
又，テコーダトキーボードインターフェイス内蔵で1）Cに連結可

13

J7010ハンドイメージャ
バーコード要り装置画像認識技術を駆使したエリア内に存在するバーコード（一般コード／次元
コード）を全方向で読取

〃



46．検体前処理システム（Sample　Processing　System）

47

メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

万円
備　　　　　　考

採血管オートラベラー
MODEL　A－1

ホストコンピュータより伝送される検査依頼データに基づき，必要な採血管を選択し検体ラベルの発
行・貼付けを行ない，患者別に収納する全自動マシンです。

アステックコーポレーション
　　〃

TTP－6701
院内各科に分散設置して，採血管に検体ラベルの発行・貼付け処理を行なう簡易型のオートラベラー
です。

ア　　　　ロ　　　　カ 検体前処理システム
検査部内の省力化，効率化，迅速化を図るため，検体検査の前処理である遠心分離，開栓，分注
の3つの工程を自動化したシステムです。システムは機能毎にユニット化。APS　1010，　APS－
1020の接続が可能です。

〃

検体前処理自動分注装置APS－1010 バーコードによる情報との照合をチューブ単位で実現したラック搬送形検体仕分け分注シス
テムです。1検体に発生した多項目のサンプリングに応えるレイアウトフリーなアッセイエ
リア等で検査室のニーズに応えます。

〃 　　　　〃
APS－1020

バーコードによる管理をチューブ単位で実現したラック搬送形高精度検体仕分けシステム。1
検体に発生した多項目のサンプリングを連続処理することができるユニット方式。レイアウ
トフリーなアッセイエリア等で検査室のニーズに対応できる

〃
検体大分け分注システム
APS－5000

各元検体に貼付したバーコードラベルから直接IDを読み取り分注を行います。仕分けチャ
ンネルは1ユニット当り，2チャンネルで，8チャンネルまで増設が可能。5連ノズル／1チャン
ネルにより約1，000サンプル／時の高速処理が可能。

オリンパス光学工業 自動分注装置
①毎時900検体（1：1分注時）の高速処理②ディスポーザブルチップによるNONコンタミ
ネーションの実現③バーコードによる検体毎の管理これら3つを高次元で融合させた自動
分注装置。

エスエフシー新潟
SFC
臨床検査システム

マークシートによる検査受付，バーコードによる検体管理，医事会計への料金データ自動転
送，また検査自動分析機がこのオンライン入力，検査データの統計検索にいたるまで，検査
業務の一元管理が可能。

萱垣医理科工業
手動分注指示システム
FALTEC－100　S

オーダリングを受け，ワークシートレスで専用ラックにランプで次検体を指示するシステム。 440

積　水　化　学　工　業 開栓機
採血後の真空採血管のゴム栓を自動的に開栓する。100V／5　A。開栓能力1200～1300本／hr
開栓作業の省力化，感染に対する安全性の向上

セファテクノロジー 血清量測定装置
処理能力を600本以上に上げるには測定チャネル数を増やす事で可能。検体ID　No．管理は
BCR，　OCR方式どちらも対応可能。価格については仕様により都度お見積させて頂く。

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン
マイクロプレート処理ロ
ボットシステムトラック

ホストコンピューターとのリンクによりアッセイの順次処理や多種の分注・希釈作業を全自
動で処理。

〃
マイクロプレート凝集
記憶装置MCピクト

マイクロプレートの凝集アッセイの画像を記憶・拡大・検索・データ処理。

〃
搬送・開栓分注システム
特注品

搬送システム上で開栓，及びオンライン分注，5本チップ交換タイプで効率的。



48 テ　ク　ノ　メ　デ　ィ　カ BC－ROBO－510
患者情報をバーコード化し，採血管に自動貼付け位置可変，1本つつ血液が入っていてもOK
です。

〃

BC－ROBO－520

〃　　－530

検査項目により自動的に採血管を選択し，情報をバーコード化し採血管に貼付けます。8～24
種類の採血管を自動選択。

〃 BC－ROBO－550
オールインワン型バーコードラベラー，4～20種類の採血管を自動選択，貼付け360人分／時
の処理能力，採血管は箱のままセット，ベルトコンベアに接続可能

大　　扇　　産　　業
卓上開栓機APN　100　C フィルムシール採血管（テルモ・ベノジェクトーII対応）専用卓上開栓装置。ラックを1本ずつ供給（各種ラック対応可能）

200

東　亜　医　用　電　子
HSトランスポテーションシステム

HSTシリーズ

多項目自動血球分析装置SE－9000と自動網赤血球測定装置R－3000および塗抹標本作製装
置SP－100を接続することにより，検体の自動供給を行い，血球計数と白血球5分類から網赤
血球数の測定，さらに塗抹標本の作製，染色と完全自動で行う事ができる。

〃
HSトランスポーテーションシステム

SE－Alpha

多項目自動血球分析装置SE－9000と塗抹標本作製装置SP100を接続する事により，検体の
自動供給を行い血球計数と白血球5分類および塗抹標本の作製，染色を完全自動で行うこと
ができる。

〃
USトランスポテーションシステム

US－Alpha

自動尿沈渣分析装置UA－2000，全自動尿定性分析装置SA－4230，尿検査用データ処理装置
UDPS－200を接続することにより，尿化学定性検査・尿沈渣分析の全自動測定を行うことが
できる。

東芝メ　デ　ィ　カ　ル
東芝検体前処理搬送システム
TPS－600

異種採血管の混在運用を完全自動化することにより大幅な省力化を実現した。オープン指向
システムであり接続装置の選択幅が広がりました。

長　　瀬　　産　　業 PREP－AI 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。

〃 ユニットラベラー
UL　200

上位コンピューターからのラベル情報に基づき，各種採血管にバーコードラベルを自動貼付します。5
秒／1患者のラベル貼付能力を有し，採血管1種類につき1機のバーコードプリンターを内蔵していま
す。オプション機器として，外来患者向け自動トレイ搬送機，及び入院患者向けパック機があります。

〃

ハルンカップ用自動バーコードラベラー　HL－100
上位コンピューターからのラベル情報に基づき，ハルンカップにバーコードラベルを自動貼
付します。5秒／1個のラベル貼付能力を有し，連続稼働も可能です。ラベルは2重ラベル構造
になっており，スピッツ管への同ラベルの貼付変えが可能です。

日　　本　　電　　子
JLA－500　TS
検体搬送ベルトラインシステム

自動遠心，自動栓抜ユニット，仕分け及び精密分注ユニット，各分析機器とのベルトライン，ロボット接続検体の供給回収等，300検体／時以上

ピー　・エ　ム　・エ　ル
フロンティア自動分注シス
テム

高速大量処理：1日約5万検体を5時間で処理。多種類分配：1検体から約150種類（標準仕
様，増減可能）の多様な項目群へ分取分配。フェールセーフ・フェールプルーフ・フレキシビリ
ティ・拡張性・縮小性・ペーパレスといった特徴を有します。

日　立　製　作　所
日立検体検査自動化シス
テム

検体受付・分類・遠心分離・開栓・仕分分注・精密分注・搬送・分析計接続・開栓・収納・検体構成に
よる取り出しなど，各機能ユニットの組合せと情報処理システムにより臨床検査のトータル
オートメーション実現

和　光　純　薬　工　業 Hem前処理システム
MA　70ユ

最大54〔〕検体／hを処理可能な便潜血前処理ステーション，採便容器の開栓からマイクロプレートへの検体のサンプリング，試薬の分注を自動で処理することができる。

480
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47．マイクロピペット（Micropipette）

分注容最 力　　式 精　度 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ 固定・可変 ％ V／A W×D×II（Cm） kg 万円
備　　　　　　考

Easy　Pipet 0．5～19，950 可変 ±0．5
本体18｛い48×50
C｛｝ntr《）1　B〈）x

1｛［8×83戸300
0．5 12 連続分注，分注，排出の3モード，

高精度
医学牛物子研究所

エクセルオートピペット 5～500 可変 0．2 6．9～14．5

三　　光　　純　　薬

ダ　ィ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

エッペンドルフピペット
リファレンス4，900

1～2，500，　16種類 固定 ドイツ・エッペンドルフ社製

　　　　〃
リフアレンス4，9川 0．5～10他7種類 連続可変 〃

　　　　〃
タイターマン4，908 5～50，25～200 〃 8及び12チャンネルピペット

独・エッペンドルフ社製
〃

ELマルチ8 50～300 可変 ≦1．2％ 6／0．4 3×9×28 0．26 15．8 電動8チャンネルピペット
（ラボシステムズ社製）

大　　日　本　製　薬

コードレス
エクストラペット

5～1，250 可変式 電池 5×12×21 0．4 12．8～／6．8 電動コードレスタイプ
東洋紡エンジニアリング

オクタベット 25，50，100，200 固定 ±2 手動 0．2 4．8 使用しやすい設計

オートクレーバブルベンチ
メイト

0．1～5，000 可変 2．5

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

MOI）EL　7，000 5～200 〃 7．5～9．8

メカトロペットデュエット 5～1〔〕0 可変 0．2 12／0．2 30メ〕 0．14 4．9 コンピューターコントロール
ユ　ニ　フ　レ　ッ　ク　ス

〃 50～1，000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

メカトロペッ　トカルテット
シングルチ1’ンネル

0．2～10 ノノ 1．5 〃 〃 〃 7．9

〃

η 5～100 〃 0．2 〃 〃 〃 6．9

〃 10～250 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃

ノノ 20～5〔｝0 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 50～1，000 〃 〃 〃 〃 ノノ 〃

〃

〃 100～5，0｛｝0 〃 0．3 〃 〃 〃 7．9

メカトロベット
マルチ（4）チャンネル 5～100 〃 0．25 〃 30×5 0．21 lo

〃

〃 25～251〕 〃 0．2 〃 ノノ 〃 〃

メカトロペット
マルチ（8）チャンネル 5～100 〃 0．25 〃 30×8 0．22 13

〃

〃 25～250 〃 0．20 〃 〃 〃 〃



〃 50～1，200 〃 0．30 〃 ノノ 〃 15
〃

メカトロペット
マルチ（12）チャンネル 5～100 〃 0．25 〃 30×12 〃 14．5

〃 25～250 〃 0．20 〃 〃 〃 〃

〃

EDP　2 0．5～2，500 可変 〈0．8 5．8×8．0×28．0 0．23 3．98～

和　　　　研　　　　薬
〃　プラス 0．5～10，000 〃 〈0．6 6．3×8．0×28．0 0．28 7．8～

48．分注装置（Dispenser）

51

分注容量 処理能力 チャンネル数 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

センシミックイノキュレー
タSM－1100

100 45 100／2 52×39×43．3 31

ア　ス　カ　純　薬

4ノズル自動分注装置PLT－3000

5～1，000
1，000条件により異なる

1 350 90×71×60
本体のみ

40 ノズル洗浄方式
ア　　　　　ロ　　　　　カ

ランダムアクセスワーク
ステーションAPS－790

10～LOOO仕
様により異なる

〃 〃 1．5 150×120×170
500
本体のみ ラックバーコード対応

　　〃
〃　　　APS－935

〃
320　条件によ
り異なる

〃 400 86×78×62
110

本体のみ 同時希釈機能を有する
ノノ

　　〃
〃　　　PS－720　S　II

〃 650条件によ
り異なる

ノノ 1K 170×102×170
400
本体のみ ラックバーコード対応

マイクロプレートワーク
ステーションAPS－780 10～200

96穴／5分　条
件により異なる

〃 ノノ

100×75×78
150

本体のみ

96穴マイクロプレート他プレート専用分注装置

〃

BISTEQUE　105 10～400 1 250 56×61×58 40 チップ方式
コ　ス　モ　テ　ッ　ク

〃　　　201 5～210 12 100 30×53×57 30 〃

〃　　　203 〃 〃 〃 62×40×45 〃 〃

〃

〃　　　701 〃 〃 150 78×69×58 80 〃　　（スタッカー付）

オートサンプラーSGR100 5～100 300 1 100 82×76×56 60 440 ステージ上であればパターン
は任意

三　　光　　純　　薬

Digiflex 2～2，000 1 17．1×26×39．4 11．8 165

セントラル科学貿易
〃 〃 〃 〃 〃 180 シリンジ速度可変

電動分注システム5221 0．5μ1～50m1 ドィッ・エッペンドルフ社製
ダイ　アヤ，ト　ロ　ン

自動分注装置LTA－II 10～2，000 150 1 100／12 162×84×170 650 1，200
弾性ロングチューブ使用の画期
的な分注装置

大　　扇　　産　　業



52
ジエネシス 10～5，000 900～1，500 4・8

テ　カ　ン　ジ　ャ　パ　ン

RSPシリーズ 5～1，800 800～1，200 1・2・4

ガーディアンG－2，000 5～3，000 1，200以上 4 100／5 136．5×84×78 185 950～
東洋紡エンジニアリング

チップガーディアン 〃 400 2 ノノ 76×73×45 70～90 500～ 市販チップ使用可

MODEL　8100 1～5m1 3．3

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

アキュペンサージュニア 1～30〃 2．92～4．73

ロボスタットIII 10～1，000 1，200 5 700 69×65×35 57

日　本　　D　P　C

JLS－200自動分注装置 100～1，000
（2μ／ステツプ） 300～1，800 6 1～1．8K ユ48（272）×78×131 270～590

検体番号自動割り付け
完全自動化

日　　本　　電　　子

オートドロッパー
EDR－96 0～300 8．12 80 44×50×27 25 198

バ　イ　オ　テ　ツ　ク
　　　〃
EDR－300

〃 96 100 42×45×23 〃 280

RX－500
10～500
50～1，000

300 2 100／4 専用架台付
950×730×1400

25
ダブルシリンジ内蔵（精密分注・粗
分注）スカラー型ロボットプレシジョン・システム・サイエンス

SX－III 10～1，000 〃 1 100／3 580×580×450 〃 小型標準分注器

FASTEC　504 10～400 320 1 150 56×50×55 約30 280

富　士　レ　ビ　オ

EDP　2 0．5～2，500 1 5．8×8．0×28．0 0．23 3．98～

和　　　　研　　　　薬
〃　プラス 〃～10，000 1～8 6．3×8．0×28．0 0．28 7．8～

49．希釈装置（Diluter）

チャンネル数 希釈方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

ディジペッター
APS－212 約50 16×18×26 約8 サンプリングダイリューター

ア　　　　　ロ　　　　　カ

ピペットステーション
SGR　300

12 ピペツト 150 80×60×65 92 480 分注・希釈の連続処理
三　　光　　純　　薬

　　　〃
SGR　250

〃 〃 100 68×58×42 43 330 分注・希釈

マイリューターII 15．5×23×34．8 6．8 45

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

オートダイリューター
EDL－96

8．12 回転式 80 44×50×27 25 198

バ　イ　オ　テ　ッ　ク
HALCS－1 〃 チップ式 〃 32×42×33 20 168



MPD－II　a 24 チップ 100／3 52．0×48．0×40．0 30 180 感作血球撹拝機能付
プレシジョン・システム
・サイエンス

AGS－30 シリンジ 100／5 110．0×60．0×150．0 100 96穴マイクロプレート25枚
装填

EDPプラス 1～8 ピペット法 6．3×8．0×28．0 0．28 7．8～

和　　　　研　　　　薬

50．洗浄器（Washer）

分注容量 処理能力 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 μ／ 検体／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

MESACUP
Auto　Washer

50～400 96ウエル3回／3分 100／0．3 27．9×36．8×21．3 4．53 63 小型，軽量

医学生物学研究所

オーソCW－2 12／240sec 100／5 31．8×35．6×36．8 16．4 110 クームス自動血球洗浄器
オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス

スワマット3 可変 28／240〃 110／2 27×41×33 20．0 180

マイウォッシャーオートII 100～300 200 48×42×34 21 250

三　　光　　純　　薬

マイクロプレートウォッシャー
バイオウオツシヤーWP 100～999 6，000 250 25．4×55．8×24．1 8．4 135 （ポンプセツト含）

大　　日　本　製　薬

TW－50 1，000～6，000 3，000 30 33×46×45 35

日　本　D　P　C

オートミニウォッシャー
AMW－2

0～1，000 LOOO 30 27×45×15 8 75 マイクロプレート8，12
バ　イ　オ　テ　ッ　ク

　　　　　〃
AMW－24

〃 2，500 〃 ノノ 〃 87 〃　　　　16，24

セラウォッシャー
MW－96　X

0～2，000 3，000 80 40×32×20 18 140 ミキシング付
〃

　　　〃
AMW－96　R

〃 〃 〃 30×40×18 14 125

　　　〃
AMW－96　F

〃 〃 〃 25×45×18 11 78 低価格タイプ
〃

オートセラウォッシャー
AMW－96　S

〃 5，000 85 53×39×20 30 260 全自動型

ビーズウオツシヤー
BW－20　A

0～10，000 2，000 70 20×30×30 10 87．5 ビーズ洗浄用
〃

　　　　〃
BW－25　A

〃 〃 〃 〃 11 92．5 〃

RBW－50　N 500～5，000 5，000 1K 33．0×50．0×48．5 35 150
プレシジョン・システム

・ サイエンス BF－50　N 2，000 100／10 40．0×70．0×60．0 50 ロータリーヘッド機構
50本ノズルによる一括処理

53
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　　51．振邊装置 （Shaker）
同　　時セット数 しんとう

回　　数
消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー

希望価格
備　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 検体数 回／分 V／A W×D×H（cm） kg 万円

ミキシング装置V型 120×6 400～600 100／0．4 40×20×60 20 27

セントラル科学貿易

NSP－7000 100 30．3×64．5×58．5 42 180

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

TS－200 200 180 5 42×11×7 10

日　本　D　P　C

MS－200
チューブ
200本 10～200 15 30．0×30．0×13．0 7 20

プレシジョン・システム
・ サイエンス

LS－400 　〃
400本

〃 25 56．0×52．5×34．0 18 70

イノーバTM　4000
三角フラスコ
　2／×5 25～500 100／6 53×70×50 68 96～

和　　　　研　　　　薬
〃　　　4300

　〃

5／×6
〃 100／7．2 109×71×94 181 152～

52．蒸留水自動製造装置（Automated　Apparatus　for　Preparing　Distilled　Water）

採取容量 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

備　　　　　　考会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 ／／h V／A W×D×H（cm） kg 万円

ピュアライト
PRO－150

130 100／10 50×50×160 130 179
生化学自動分析装置に接続可能
なオプション用意

オ　　　ル　　　ガ　　　ノ

Gシリーズ 30～1，400 50×50×53（～144．8） 5～110 3．5～48．9 〃

全自動蒸留水製造装置
DW－18111

1．8 100／15 60．0×45．0×76．0 43 49．8

東洋紡エンジニアリング

AFS 53．3×36．2×87．6 27 オートアナライザー用の
純水装置

日　本　ミ　リ　ポ　ア

53．撹拝器（Mixer・Stirrer）

採取容量 処理能力 撹拝方式 消費者電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格 備　　　　　　　考会　　　社　　　名

商　　品　　名

型　　式　　名 1／h V／A V／A W×D×H（cm） kg 万円

ポータブルミキサー
PM－4

回転混和 100／0．09 13×26×7 1．1 2．5 交直両用電源，採血管ミキサー

日科機バイ　オス



55

54．滅菌器（Apparatus　for　Sterilization）

処理能力 熱　源 消費電力 寸　　　法 重　．里： メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 V／A W×D×H（Cln） kg 万円
備　　　　　　考

自動培地滅菌装置 1〔〕／ 電気 208／10 61×46×61 73 240
和　　　　研　　　　薬

55．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

処理能力
同　　時セット数

回転数 試料容亨： 消費電力 寸　　　法 重　i貢 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名 検体数
（本）

回数／分
（rPm）

m／ V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　　考

オーソCF　III 可変 12
Iligh

I2，000
100／0．7 23×27×25 1．0 25．8

オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス

インバータ・マイクロ
遠心機1120 88m／ 24 15，000 2．2，0．75 100／15 27×31×32 22 29 手軽に使える

卓上マイクロ遠心機
久　保　田　商　事 マイクロミニ

冷却遠心機3615 52m／ 24．40
15，3〔｝〔〕

　〃
2．2，0，4 〃 31×51×26 35 63

PCR検査に最適な小型マイクロ冷却遠心機

インバータ・マイクロ
冷却遠心機1710 228m～ 24．4 15，000 2．2．15 〃 37×43×86 72 69．5

中容量のチューブも使用でき
るマイクロ遠心機

〃

ヘマトクリット
遠心機3110

24 12，000 毛細管 100／5 32×34×30 19 24．5

卓．ヒ小型遠心機2100 240m～ 16 4，000 15 〃 35×42×29 20 17．5
スィングロータが使える
小型遠心機

〃

ハイキャパシティ
冷却遠心機8850 1950m／ 130 3，000 〃 100／30 59×66×92 150 130 大型チューブラック方式専用

の遠心機

インバータ・テーブルトッ
プ速心機5400

1，000m～ 48 6，000 〃 100／15 45×54×34 40 38．5 メンテナンスフリーの
ブラシレスモータを使用

〃

インバータ・ユニバーサル
冷却遠心機5900

〃 〃 3，500 〃 100／20 48×62×93 110kg 73 〃

ハイキャパシティ冷却
遠心機8800

2，600m～ 80 8，000 〃 〃 56×58×98 120kg 88 ルーチンワークに最適な運転メ
モリーを装備

〃

自動ハンドリング
遠心機4900

340本／時 〃 3，000 〃 200／30 14〔〕×110×161 670kg 未定 質量測定とバランス配置を自動
計算

サンフユージSR 12 3，400

L500
100 30×26×29 5 19．5 輸血検査用

三　　光　　純　　薬
ラボクリットMT－1000

マイクロプ

レート16枚
2，500 200 47×50×45 32 36 マイクロプレート用

ヘマトスタットC－70 4 7，000 12VDC 13×18×13 0．6 29．8 1分間分離，リーダー付
セントラル科学貿易

ダイ　アヤ　トロ　ン
遠心機5410 12 100 21．5×29×22 7．5 ドィッ・エッペンドルフ社製

〃　　54］6 4～192 800 40×44×3L5 26．5 〃

〃　5403 〃 1．2K 61×50×32 60
冷却機能付　　　　　〃

〃

〃　5417 12又は30 490 32．6×36．9×22．7 17 〃
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CF　7　D　2／CT　6　D 7，000／6，000 100／15 57×59×81／

44×58×34
80／37 63／35 日立工機社製

日　　製　　産　　業
MC　401／MC　402 12／24 3，000 100／10 37×45×41 25 158／163 ノノ

56．恒温槽（lncubater）

温度精度 調整の方式 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

サンサーモII ±0．5
ステンレス式
均等対流板式

300 30×25×18 6．2 輸血検査用
三　　光　　純　　薬

〃　　　ミニ ±0．1 マイクロコンピ
ューター制御

250 48×34×34 15 48 小型CO2インキュベーター

57．医療廃棄物処理装置（Disposing　Apparatus　for　Clinical　Laboratory　Waste）

処理対象 処理時間 滅菌の方法 消費電力 寸　　　法 重　量 メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

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

セーフティパル
注射針
プラスチック

0．6 熱風循環式 3K 74×80×123 440 650

三　　光　　純　　薬

58．その他（Miscellaneous）

消費電力 寸　　　法 重　量
メーカー
希望価格

会　　　社　　　名
商　　品　　名

型　　式　　名
特　　　　　　　　長

V／A W×D×H（cm） kg 万円
備　　　　　　考

100／5．0 95．5×67．0×43．5 75 500
オーソ・クリニカル・ダ
イアグノスティックス

アマライト
プロセッシングセンター

アマライトアッセイでの検体サンプリング，試薬分注
からインキュベート，洗浄までを自動的に処理する。

100／2．5 20×20×26 2

積　水　化　学　工　業 ハリポンオート
SL－300　A

自動真空採血針離脱収納器。AC／電池併用電源。各
社ホルダー及び採血針に使用可能。針刺し事故をなく
します。

100／0．2 38×8×15 4．5

〃 インセスムーサー
真空採血管を用いてスイッチ操作で自動採血が可能。
AC　100　V電源。採血従事者の手指，手首の負担を軽
減します。安全設計。

真空採血システム
ベノジェクトII

刺通抵抗の小さいフィルムシール栓を採用。キャップピア
ス方式の自動分析装置への対応が容易。

テ　　　　　ル　　　　　モ
血糖測定システム
メディエース

血液のふきとりや，試験紙のロット毎の校正操作が不要。

血液ガス測定用採血キット

プレザパツクII
採血準備の手間のかからないキット方式。電解質検査への
影響が少ない低濃度ヘパリンタイプもラインナップ。

ノノ

尿試験紙ウリエース 尿中アスコルビン酸の影響を抑制。

100／5 35．0×51．0×
130．0

100 120

東洋紡エンジニアリング
RO純水製造装置TRO－60　E



ラボ用超純水製造装置
UP－200

①最高18MΩ一cmの安定した超純水が得られます。②デジ 100／3 69．0×20．0×
33．5

30 70
〃

コスモス

BAR－NET
二次元バーコードを用いた簡易オーダリングシステム 10 30×20×20 5 1，00ぴ～ 簡易オーダリング

日科機バイ　オス

ダイアフラムポンプ

TG型
高信頼度，高耐久性ダイアフラムポンプ 25 10．0×13．4×

12．5
2．3

日本テク　トロ　ン
　　　　〃

TL型
気液混合流体の吸引・排出に適する 15 10．0×12．5×

12．9
2．1

プランジャーポンプ
TMP－200

小型高精度微量プランジャーポンプ　～200μ／
3，0×5．5×
13．0

1909
〃

　　　　〃
TMP－50

〃　　　　　　　　　～50μ1 〃 170g

Hi－Flowメンブレン日　本　ミ　リ　ポ　ア
ミリポアHi－Flowメンブレンは，サンプルがフィルター上
を移動することによりアッセイを行わせる診断薬キット用に開発された新しいメンブレンフィルターです

Hi－Flow用
グラスファイバー

Hi－Flowメンブレン専用のconjugate　padとしてのPVAバインダーグラスファイバーフィルターです

〃

アイベクス
世界初のγ線滅菌に対応できる医療用具向けのOEM製品
としての輸液フィルターです。

マイレクス 各種医療用具に対応できるOEM向けの小型ディスポーザ
ブルフィルターです

〃

医療用具用メンブレン
フィルター

OEM製品として様々な医療用具に対応できる超疎水性メン
ブレン及び親水疎水両用メンブレン等　　＾

プレシジョン・システム・サイエンス チップフィーダー
小型卓上のチップフィーダー整列機です。1ラック45秒の高速処理を行います。

100 115×35×57 45

57
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（1）

　　　　会社名

項　目

医学生物学研
究所

エイアンドテ
イー

栄研化学
エム・シー・
メディカル

小野薬品工業 オルガノンテ
クニカ

カイノス 片山化学工業 関東化学 極東製薬工業

AST（ALT） UV－Rate法 JSCC準拠試
薬法 UV－Rate法

L一アスパラギン
酸，L一アラニン IFCC準拠試薬 UV・レート法 JSCC準拠試薬

法，他1
酵素法
（MDH－UV法）

ALP P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法

〃
P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法 JSCC準拠試薬 P－NPP法 GSCC準拠試薬

法
SSCC準拠法，
他1

ACP DCNP基質
α一ナフチルりん
酸法

kind・king法

ADA 酵素法

ALD UV・レート法

AMY
Gal－G　5－PNP
基質法 G7－PNP法

ガラクトース
G4－CNP法

Gal－G　4　CNP

3KB・G5CNP

プロツクドPNP－G7基質法

G5－CNP法 B－G7PNP法
他1

3KB－G　5　CNP
法，他4

GUN 酵素法 グアニン基質

γ一GTP
L一γ一グルミタルーPNA基質法

γ一GPNA基質法
γ一グルタミルー

DBHA基質法，他1

γ一グルタミルーP－NA基質法

JSCC準拠試薬法
IFCC準拠法，
他2

CK Oliver法 UV法 Oliver変法
ノノ　　他1 CK－NAC法，

他1

CHE DTNB法 酵素法 P－HBC基質
P一ヒドロキシベンゾ

イルコリン基質法
よう化ブチリルチ
オコリン基質法

ベンゾイルチオコ
リン基質法，他1

P一ヒドロキシベンゾィ

ルコリン基質法，他1

LDH UV－Rate法 SSCC法 UV－Rate法 L→P GSCC準拠試薬
Wr6blewski
変法

GSCC準拠試薬法
SSCC準拠法，
他1

LAP
L一ロイシルー

PNA基質法
L－Leu－PNA
基質法

L一ロイシンアミ
ド基質法

L一ロイシルーDBHA
基質法，他1

L一ロイシルーP－NA基質法

〃
P一ニトロアニリ
ン基質法，他1

AMY
　アイソザイム

2抗体法

CK
　アイソザイム

免疫阻害法

TP ビウレット法 ビウレット法 ビウレツト法 ビウレット法 ビウレツト法 ビウレット法 ビウレット法

Alb
BCP法，BCG法

BCG法 BCP法 BCG法 BCG法，他1 BCG法 BCG法，他1

UN
ウレアーゼ，

GLDH法
クロマトグラフ
法

URL－POP－
POD法

ウレアーゼ

GLDH法
ウレアーゼ

GLDH法，他1
ウレアーゼ

GLDH法，他2

UA
ウリカーゼ・

POD法
酵素法 酵素法（液状） ウリカーゼ

POD法
ウリカーゼ

POD法
ウリカーゼ

POD法
酵素法

CRE 酵素法 酵素法 〃 〃　（〃） CRTN－CRT－
SOX－POD法

Jaffe法 酵素法，他1 〃　他3

NH3 GLDH法
T－Bil ジアゾ法

安定化ジアゾニ
ウム塩

アゾビリルビン
法

安定化ジアゾニ
ウム塩法

安定化ジアゾニ
ウム塩法，他1

TG 酵素法，他1 酵素法（液状） 遊離グリセロー
ル消去法，他1

遊離グリセロー
ル消去法

遊離グリセロー
ル消去法

酵素法，他3

PL 〃　（〃） PLD－COD－
POD法

酵素法 酵素法 〃　，他2

NEFA 酵素法 ACS－ACOD－
POD法

〃 〃

T－CHO 酵素法 〃 酵素法 酵素法（液状） CE－CO－POD法 〃 〃 酵素法，他2

HDL－CHO
リンタングステ

ン酸Mg法

ポリエチレングリコール沈澱法，他1 デキストラン
硫酸法 K－Ager法

胆汁酸及び分画
酵素サイクリング
法（総胆汁酸測定） 酵素法 酵素法



Glu HK－G－6－PDH
法 HK法，他1 GOD－POD法 Gluc－DH法 〃

シアル酸 HK－G　6　PDH法 酵素法 酵素法 NRH－NAレ
POPPOD法

酵素法 〃

乳酸 〃

ピルビン酸 〃

C1 酵素法

Ca OCPC法 0℃PC法 酵素法 O－CPC法 0－CPC法 OCPC法

Mg 〃

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 ノノ シュークロースホ
スホリラーゼ法 酵素法，他1

リンモリブデン
酸一UV法

酵素法

Fe
ニトロソーPS－AP法 ニトロソPSAP

法，他1
ニトロソPSAP
法，他1

Nitroso－PSAP
法，他1

クロマゾールB法

TIBC 鉄結合トランス
フェリン測定法 Ramsay変法 〃

UIBC ニトロソPSPA
法

ニトロソ

PSAP直接法
Nitroso－PSAP
法，他1

〃

Cu バソクプロイン
直接法

NAG 酵素法

17－KS 神戸川変法

17－OHCS フェニルヒドラ
ジン比色法

hCG LA法
尿中微量
　　アルブミン 免疫比濁法 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

1－5AG
酵素法（PROD－HRP法）

ミオグロビン ラテックス凝集
法

ADP 比色法

1．生化学（2）
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　　　　会社名

項　目

協和メデツク
ス

国際試薬 三光純薬 常光 セロテック
ダイアヤトロ
ン

第一化学薬品 ダイナボット
ダコ・ジヤパ
ン

チバ・コーニ
ング

AST（ALT） MDH－UV法
躍義駕そ鵬cc

JSCC勧告法準
拠試薬，他1

MDH－UV法／
LDH－UV法

UV・レート法
他2

JSCC勧告法
準拠

ALP
P一ニトロフェニルリン

酸法液状試薬，他2
P－NPP法
（〃　）他2 MEG法 デンシトメトリー

フェニルリン酸
基質法

JSCC準拠試薬
他2

〃

ACP α一ナフチルリン
酸法 Kind－king法

ADA 酵素法
（GLDH－UV法）

ALD 　〃

（NA－DH－UV法） 酵素法

AMY Ga1－G　5－PNP
法液状試薬，他1

B－G5－PNP
法，他2

IPG　7　F法
Bloked－G　7－

PNP基質法
B－G5一β℃NP
法，他3

6N3G　5CNP
法



62 GUN キサンチンオキ
シダーゼ法

酵素法（XOD一ウリ
カーゼPOD系）

γ一GTP IFCC準拠液状
試薬，他1

γ一Glu－DBHA・BOD法，他1

SSCC準拠
L一γグ；レタミノレ3一カ

ルボキシー4NA基質法

γ一グルタミノレP一ニト

ロアニリド基質法．他1

γ一グルタミル

CNA基質法

CK JSCC準拠液状
試薬

UV法（JSCC
準拠試薬）他1 GSCC準拠

クレアチンリン
酸一UV法

JSCC準拠試薬
他2

GSCC勧告法
準拠

CHE
P一ヒドロキシベンゾィル

コリン法液状試薬，他2 DMBT法，他3 DHBC－UV法
ヨウ化チオプチ
ルコリン基質法

BTC－DTNB
法，他3

3，4ジヒドロキシベン
ゾィルコリン基質法

LDH L→PUV法（JSCC
準拠試薬）他2

GSCC準拠試薬
（P→L）他1

P→LNADH－UV法 JSCC準拠試薬
　　　　　他1

JSCC勧告法
準拠

PK 酵素法

MAO アリルアミン
基質

LCAT 真鍋・板倉法

LAP LSPA基質
L－Leu－DBHA－BOD法，他1 L一ロイシルーP一ニトロ

アニリド基質法，他1
七ロイシノレP二／
ロアニリド基質法

L一ロイシルーP一ニトロ

アニリド基質法，他1
GSCC勧告法
準拠

ALP
　アイソザイム

電気泳動法

AMY
　アイソザイム

阻害抗体法，他1 インヒビター法
合成インヒビター（DO・G3）法

〃

γ一GTP
　アイソザイム

〃

CK
　アイソザイム

阻害抗体法 CK－MB
免疫阻害法

〃

LDH
　アイソザイム

プロテアーゼ
阻害法

〃

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

Alb BCG法 BCG法 BCG法 BCG法 BCG法

血清蛋白分画 電気泳動法

UN
ウレアーゼ・GLDH・

ICDH法液状試薬，他2
Urease－GLDH
法，他1

ウレアーゼー

GLD｝1法，他1
ウレアーゼーGL－DH・U

V法（アンモニア消去）
ウレアーゼ・

UV法，他1 UV・レート法

UA ウリカーゼーPOD
法液状試薬，他1 ウリカーゼ法

ウリカーゼ・ペル
オキシダーゼ法

酵素法（ウリカー
ゼPOD系）

酵素法
酵素法（ウリカー
ゼPOD）

CRE
ザルコシンオキシダー

ゼ法液状試薬，他2 酵素法，他1 酵素法，他1
　〃　（SOX－
POD系）

〃　他1
　〃　（クレアチナーゼ・ザルコシンオ

キシダーゼ・POD）

NH3 GLDH・UV法

T－Bil 酵素法，他1
安定化ジアゾニ
ウム塩法

酵素法，他1 アゾビリルビン法

TG LPL・GK・GPO・POD
法液状試薬，他2 GK－GPO法

FG消去酵素法
他1

酵素法（GPO・POD系ブ
リーグリセローノレ消去） GPO酵素法

酵素法（LPL－GK－

GPO－POD）ESBmP

PL PLD・CLOD・POD
法液状試薬，他1 PLD－POD法 酵素法

　〃　（PLD－POD系）

酵素法 酵素法

NEFA
ACS・ACO・POD法 ACS－ACOP－SCEP法 　〃　（ACS－ACO系） 酵素・UV法，

他1
〃

T－CHO
CHER・CHOD・POD
法液状試薬，他1 COD－POD法

コレステロール・
オキシダーゼ法

　〃　（CE－
COD－POD系）

酵素法
酵素法（CE－COD－POD）DAOS

HDL－CHO 直接法　他1 PG（ポリエチレン
グリコール法）他1

デキストラン

硫酸Mg法
リンタングステ
ン酸一Mg法 語協壁縫 デキストラン硫酸・

Mg2＋分画，酵素法

胆汁酸及び分画
3α一HSD・テトラ法 酵素法（3α一HSD一

ジアホラーゼ比色法） 酵素比色法
酵素サイクリン
グ法

Glu HK・G6PDH・UV
法液状試薬，他2 GLU－GLK法

ヘキソキナーゼ・UV法，他1 　　〃
（HK－UV法）

Glck法（UV・
エンドポイント法）

酵素法（HK－

G6PDH）

シアル酸 比色法 UV法 　　〃
（LDH－UV法）

酵素法
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乳酸 〃

1

ピルビン酸 〃

IlbA1 電気泳動法

HbA1、 ラ戸ソクス凝集法
2波長（全自動
IIPLC）

アフイニティー
法

Na 電極法 ISE法

K 〃 〃

C～ 〃 〃

Ca OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法 OCPC法

Mg GK・G6PI）正1
・ uV法

酵素法 酵素法 キシリジルブル

ー 法

IP PNP・XOI）・POD
ノ液状試×，他1

〃 SPUV法
酵素法（XOD
POD系） 〃　他1 酵素法（PNP

XOD　POI））

Fe ニトロソpSAP
法液状試薬

フェレン法
直接比色法（ニトロソ

PSAP法） NPS法
フェロジン
発色法

TIBC 炭酸マグネシウ
ム吸着法

〃

UIBC ニトロソPSAP
法液状試薬 フェレン法 〃

フェロジン
発色法

Zn 5Br　PADAP
法

NAG 酵素法 CNP　NAG
基賀法

hCG 免疫比濁用
EIA用原料

化学発光法

尿中微量　　　　　“　　アルブミン

免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法，他1 〃

遊離コレステロール CIIOD・POD法
液状試采，他1

クレアチン
ザルコシンオキ
シダーゼ法

β一リボ蛋白 ヘパリン・Ca
比濁法，他2

リバーゼ
1・2・ジリルオイル
グリセロール基質

LPO 八木別法

セルロプラスミン 比色法

リボ蛋白 デンシトズトリ・一

ミオグロビン
ラテックス免疫
比濁法

CK
　アイソホーム

免疫阻害法
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（3）

　　　　会社名

項　目

ニットーボー
メディカル

デンカ生研 デュポン 日水製薬 ニプロ 日本ケミファ 日本商事 日本DPC 日本ロシュ べ一リンガー
・マンハイム

AST（ALT） UV－Rate法 JSCC勧告法
準拠試薬

IFCC準拠MDH－
UV法，　LDH－UV法

UV法（JSCC
勧告法準拠）

MDH－UV法
（JSCC準拠）

UVレート法
（IFCC準拠法） IFCC準拠，他1

ALP P一ニトロフェニ
ルリン酸基質法

〃

P一ニトロフェノール法

Bessey－Lowry
法 Kind－King法 JSCC勧告法

準拠
P一ニトロフェニルリン
酸基質法（IFCC準拠法） 〃　他1

ACP 合成基質法 チモールフタレ
イン1リン酸法 Hillmann法 カラー／Rate法

ADA UV－Rate法 UV－Rate法 XOD酵素法

ALD UV／Rate法

AMY GAL－G　5－PNP
法 B－G7PNP法 G6酵素法

酵素法（プロツク

G7PNP基質法）
G4－Ga1－CNP
基質法，他1

GAL－G　5－4NP
法 C1－PNP－G7法 B－G7－PNP法

他1

γ一GTP
LフグルタミルーP一ニトロアニリド基質法 IFCC勧告法

準拠試薬
カルボキシニト
ロアニリド法 Szaszの条件 γ一Glu－DBHA

γ一グルタミルーP一ニ

トロアニリド基質法 IFCC準拠，他1

CK UV－Rate法 GSCC法
クレアチンリン

酸UV法 UV法
クレアチンリン
酸酵素法

UVレート法
（NAC活性化法） GSCC準拠

CHE 合成基質法 DTNB法
チオコリン
導体法

ベンゾイルコリ
ン基質法

カラー／Rate法

LDH UV－Rate法
（ピルビン酸基質法）

JSCC勧告法
準拠試薬 L→PUV法

ピルビン酸基質

UV法
L→P法
（JSCC準拠）

JSCC勧告法
準拠

UVレート法
（SFBC準拠法）

SFBC準拠
他1

PK UV／Rate法

LAP
L一ロイシルーP一ニト

ロアニリド基質法 Nagel法 GSCC法 L－Leu－DBHA
L一ロイシンーP一ニト

ロアニリド塩酸塩法 GSCC準拠
ALP
　アイソザイム

インジゴブルー
染色法

小麦由来レクチ
ン沈殿法

AMY
　アイソザイム

免疫阻害法 免疫阻害法

CK
　アイソザイム

（CKMB）
カラム免疫阻害法

CK　MB　EIA法（ワン
ステップサンドイッチ法） 蛍光法 免疫阻害法 免疫阻害法

LDH
　アイソザイム

（LDアイソザイム
］）（LDアイソザイ
ム5）L－PUV法

ホルマザン
染色法

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

Alb BCG法，他1 BCP法 BCG法 BCG法 BCG法

UN ウレアーゼ

GLDH法
Urease－GLD
アンモニア消去法

ウレアーゼ

UV法
ウレアーゼーPK－POPG　POD法 ウレァーゼ・GLD

H酵素法，他1 酵素UV法
UV／Rate法
他1

UA 酵素法 酵素法 ウリカーゼUV法 酵素法
ウリカーゼー

POD酵素法
酵素法 ヵラー／ENDP

OINT法

CRE ノノ 　〃

（カラー法） ヤツフェ法 〃 酵素法 ヤツフェ法 酵素法，他1

NH3 UV－Rate法 UV酵素法 〃

T－Bil ジアゾ法 酵素法
安定化ジアゾニ
ウム塩法 酵素法 ジアゾ法 DPD法

TG 酵素法 酵素法 酵素法
　〃　（グリセ
ロール消去法）

LPL－GK－G　3　D・POD酵素法 ホルマザン
染色法 GPO・酵素法 酵素法 酵素法

PL 〃 ノノ ホスホリパーゼ
D酵素法

〃 ノノ ノノ

NEFA 酵素法 〃

T－CHO 〃 〃 コレステロール
オキシダーゼ法 酵素法 COE－COD－POD

酵素法 酵素法 酵素法 酵素法



HDL－CHO
リンタングステ
ン酸一Mg法

リンタングステ

ン酸・Mg法
リンタングステ
ン酸法

リンタングステ
ン酸改良酵素法

デキストラン

硫酸・Mg法
ホルマザン
染色法

リンタングステン
酸・マグネシウム法 沈殿法

Glu IIK・G6－PDII
法 HK　G6PDH法

ヘキソキナーゼ
法 酵素法 GOD－POD

酵素法
酵素（HK）法 IIK法，他1

シアル酸 酵素法 〃 酵素UV法

フルクトサミン NBT比色法
カラー／2ポイン
ト法

乳酸 LDH　UV法 UV／END
POINT法

ピルビン酸 〃

HbAl， 免疫阻害比濁法

Na ISE直接法 酵素法

K 〃 ノノ

α 〃 〃

HCO3 〃

Ca OCPC法 O－CPC法 OCPC法 MTB法 OCPC法

Mg 酵素法 メチルチモール
ブルー法

クロロホスホナ
ゾIII法

IP 酵素法 〃

モリブデンブルー法

酵素法 酵素法 リンモリブデン
酸直接法

Fe Nitroso－PSAP
法

Nitroso－PSAP
法

バソフェナント
ロリン法 フェロジン法

TIBC アルミナ吸着法 炭酸マグネシウ
ム吸着法

UIBC Nitroso－PSAP
法

NAG 合成基質法 FPNレート法 MPT－NAG
基質法

hCG EIA法（ワンステッ
プサンドイツチ法）

金コロイド
免疫法

尿中微量
　　アルブミン

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

尿中微量トラン
スフェリン

ラテックス
凝集法

1．生化学（4）
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　　　　会社名

項　目
和光純薬工業

AST（ALT） UV・レート法 JSCC準拠法

ALP Pニトロフェニ
ー ルリン酸基質法 PNP基質法

ACP 2一クロルPNP
基質法

ADA UV・レート法

ALD UV－Rate法



66 AMY BG　7－PNP法
他2

BG　5　P基質法

γ一GTP SZASZ法，他1 合成基質法

CK UV・レート法 GSCC準拠法

CHE ベンゾイルコリ
ン基質法

ヨウ化ブチリルチ
オコリン基質法

LDH UV・レート法
Wroblewski
LaDue法

MAO 色素基質法

LAP LロイシルーP．ニト
ロ・アニリド基質法 L－LPNP基質法

ALP
　アイソザイム

アガロースゲル
電気泳動法

AMY
　アイソザイム

免疫阻害法
（BG　5　P）

LDH
　アイソザイム

アガロースゲル
電気泳動法

TP ビウレット法 ビウレット法

AIb BCG法 BCG法

UN
ウレアーゼ・

UV法
ウレアーゼ

GLDH法
UA

ウリカーゼ・

POD法
ウリカーゼ

TOOS法
CRE 酵素法 酵素法

T－Bil
バナジン酸，

酸化法

TG 酵素法（フリーグ
リセロール消去） 酵素法

PL 酵素法 〃

NEFA 〃

T・CHO 酵素法 〃

HDL－CHO
デキストラン硫酸・リン

タングステン酸・MGIノ、

リンタングステン

酸MG塩沈殿法

胆汁酸及び分画 酵素比色法

Glu ヘキソキナーゼ・

UVEND法，他1
酵素法

シアル酸 〃

C／
Schales
Schales法

Ca OCPC法 OCPC法

Mg
キシリジルブルー法

IP 酵素法

Fe ニトロソー

PSAP法
バソフェナトロ
リン法

UIBC 〃 〃



Cu DiBr－PAESA法
バソクプロイン
法

Zn SBrPAPS法

hCG 免疫クロマト法

尿中微量
　　アルブミン

免疫比濁法

67
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（1）

　　　　会社名

項　目

医学生物学研
究所

エイアンドテ
イー

　　’

栄研化学 エム・シー・
メディカル

オーソ・クリニ

カルダイアグ
ノスティックス

小野薬品工業 オルガノンテ
クニカ

カイノス 片山化学工業 関東化学

梅毒反応 HDPA法

CRP
免疫比濁法，

他2 LIA法 LIA，　TIA法 免疫比濁法
免疫比濁法，

他1
免疫比濁法 免疫比濁法

サイロイドテス
ト

ASO LIA法 LIA，　TIA法 免疫比濁法
ラテックス凝集
比濁法

ラテックス凝集
比濁法

ASK

RF ラテックス凝集
法 LIA法 LIA，　TIA法 免疫比濁法

ラテックス凝集
比濁法

ラテックス凝集
比濁法

IgG
免疫比濁法，

他2
ノノ 〃 免疫比濁法 免疫比濁法 免疫比濁法

IgA 　　〃
〃

ノノ 〃
ノノ 〃 〃

IgM
　　ノノ

〃

〃 〃 〃 〃 〃

C3・C4 　　〃
他1

〃 ノノ 〃 〃

IgE EIA法
LIA，　EIA，　RIA
法 EIA法

β一Lipo TIA法 免疫比濁法

ApoA 免疫比濁法 〃 〃

Apo　B 〃 〃 〃

Apo　C 〃 〃

ApoE 免疫比濁法 〃 〃

AFP EIA法
LIA，　EIA，　CL
EIA，　RIA法 EIA法

CEA 〃
EIA，　CLE－

IA，　RIA法 CLEIA法
ノノ

NSE RIA法

フェリチン LIA，　EIA　RIA法 EIA法

β2M EIA法 〃 〃

PAP EIA，　RIA法 EIA法

CA　19－9 〃 EIA法

HBs（Ag・Ab） CLEIA法 CLEIA法 ELISA法 〃

HBe（Ag・Ab） 〃

HBc（Ab） CLEIA法 CLEIA法 〃

HC（Ab） RIA，　ELISA法 〃
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HIV（Ab） 〃

ATL 蛍光抗体法

インスリン EIA法 RIA法 EIA法

GH EIA，　RIA法

T3・T4 RIA法 CLEIA法 EIA法

コルチゾール 〃 〃

TSH 〃 CLEIA法
ノノ

EIA法

LH 〃 〃 〃 〃

プロラクチン 〃 〃

FSH EIA法 CLEIA法 〃 〃

カルシトニン RIA法

HCG LIA法 CLEIA法 CLEIA法 EIA法

HPL 〃

E2 CLEIA法
糞便ヘモグロビン
　　　　（便潜巾D LIA法 免疫法・化学法 免疫法

LP（a） 免疫比濁法 免疫比濁法

BCA　225 EIA法

PER CLEIA法

PSA 〃

PRC ノノ

TT　4 〃 CLEIA法 EIA法

TT　3 〃 〃 〃

T3－U 〃 〃

TBG 〃

プロゲステロン 〃

IgM－HBc 〃

IgM－MA 〃

フェリチン 〃

CA－50 EIA法

ミオグロビン FIA法



70 ミオシンL鎖 〃

2．免疫血清（2）
　　　　会社名

項　目
極東製薬工業

協和メデツク
ス

国際試薬 三共 三光純薬 重松貿易 常光 積水化学工業 セロテック
ダイアヤトロ
ン

梅毒反応 ラテックス凝集
法

ラテックス凝集
積分球濁度法 HDPA法 PA法

ラテックス免疫
比濁法

ラテックス免疫
比濁法，他1

CRP 〃　　他2 〃　　他1 免疫比濁法，ラテソク

ス凝集法（スライド1力 免疫比濁法 免疫比濁法
〃　　他2

サイロイド
　　　　テスト

ASO ラテツクス凝集
法，他1

ラテックス凝集
積分球濁度法

ラテックス凝集
法（スライド法） 免疫比濁法

ラテックス免疫
比濁法

ラテックス免疫
比濁法，他1

ASK

RF ラテックス凝集
法，他2

ラテックス凝集
積分球濁他

免疫比濁法HDPA法

免疫比濁法
ラテックス免疫
比濁法

ラテックス免疫
比濁法，他1

IgG 免疫比濁法
〃　　他1 免疫比濁法 免疫比濁法

IgA ノノ 〃　　他1
〃 〃

IgM 〃
〃　　他1

〃
ノノ

C3・C4 ノノ
〃　　他1 ノノ 〃

IgE 化学発光イムノ
アツセイ，他ユ EIA法

化学発光酵素免
疫測定法 EIA法

ラテックス免疫
比濁法

β一Lipo K－Ager法 免疫比濁法 免疫比濁法，他1

ApoA 〃

ApoB 〃

ApoE アイソホーム

IAP 免疫比濁法

AFP RPIIA法，他1
化学発光イムノ
アツセイ，他1

EIA法，　RPIIA法
化学発光酵素免
疫測定法

ラテックス免疫
比濁法　他1

CEA 〃　　他1
EIA法 〃 〃

フェリチン
〃　　他1

EIA法，　RPIIA法 〃 〃他1

β、M
ラテックス凝集
積分球濁度法 EIA法 〃 〃

PIVKA－II 酵素免疫測定法

CA　19－9
ラテックス免疫
比濁法

IIBs（Ag・Ab） R－PHA法
ラテックス凝集
積分球濁度法

EIA法，（R）PIIA法 化学発光酵素免
疫測定法 PA法

〃　他1

IIBe（Ag・Ab） 〃 〃　　　　　〃 〃

HBc（Ab） PHA法，他1 〃　PHA法 PIIA法 化学発光法
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HC（Ab） EIA法 〃

ATL ELISA法 PA法，他1 化学発光法

インスリン EIA法
化学発光酵素免
疫測定法

ラテツクス免疫
比濁法

T3・T4
化学発光イムノ
アツセイ

〃 〃

TSH 〃 ノノ 〃

LH 〃 〃

プロラクチン 〃 〃

FSH 〃 〃

HCG 〃 〃 EIA法
ラテックス免疫
比濁法

HPL 〃

E2 化学発光イムノ
アツセイ

糞便ヘモグロビン
　　　　（便潜「血）

ラテックス凝集
法

金コロイド免疫
クロマト法 FEIA法

ラテックス凝集
法

エリスロポエチ
ン EIA法 ELISA法

クラミジアAb 〃

クラミジアAg 〃

H．Pyroli抗体 ノノ

DUPAN－2
化学発光イムノ
アツセイ

PSA ノノ

PTH 〃

Lp（a）

TBG 化学発光酵素免
疫測定法

ミオシン ノノ

BFP ノノ

Mb 〃

GOR 〃

IgG型RF EIA法
モノクローナル
抗体

HIV及びその他感染
症ウイルス抗原に対す
るモノクローナル抗体

ウイルス抗原
HIV及びその他感染
症ウイルスのタンパ
ク及びライセート

抗原検出キット
HIV－1，1功，団V一㎏P120

CI）4，HIV－6及び
各種サイトカイン

エストロジェン
ラテックス免疫比濁法
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IgM－HBc（Ab） 化学発光法

2．免疫血清（3）
　　　　会社名

項　目
第一化学薬品 ダイキン工業 ダイナボット

ダコ・ジヤパ
ン

チバ・コーニ
ング

ニットーボー
メディカル

デンカ生研 デュポン 東亜医用電子 東ソー

梅毒反応 PAMIA法
CRP 免疫比濁法 FIA法 免疫比濁法

免疫比濁用，EIA用原料

免疫比濁法 ラテックス凝集
法

ラテックス凝集
法

ASO ノノ 〃

RF 〃 〃

IgG 免疫比濁法
免疫比濁用，EIA用原料

〃 免疫比濁法 免疫比濁法

IgA 〃 〃 ノノ ノノ 〃

IgM 〃 ノノ 〃 〃 〃

C3・C4 〃 〃 ノノ 〃

IgE CLEIA法 MEIA法，他 〃
ラテックス凝集
法 PAMIA法 EIA法

β一Lipo ヘパリン比濁法 免疫比濁法 Heparin－Ca法

ApoA 免疫比濁法
免疫比濁用，EIA用原料

〃

Apo　B 〃 〃 〃

Apo　C 〃

ApoE 〃

免疫比濁用，EIA用原料

免疫比濁法

AFP MEIA法，他 〃 化学発光法
ラテックス凝集
法 PAMIA法 EIA法

CEA 〃 〃 〃 〃 〃

NSE 〃

フェリチン CLEIA法 MEIA法，他 〃 化学発光法 ラテックス凝集
法 PAMIA法 EIA法

エラスターゼ
　　　　　　ー1 RIA法

β2M MEIA法，他
免疫比濁用，EIA用原料 ラテックス凝集

法
ラテックス凝集
比濁法 RAMIA法 EIA法

PAP 〃　　他 〃

CA　199 〃 PAMIA法 〃

CA　125 〃

CA　15－3 〃

HA（AD） 〃　　他
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HBs（Ag・Ab） FIA法 〃

免疫比濁用，EIA用原料

PAMIA法 EIA

HBe（Ag・Ab） 〃

HBc（Ab） 〃　　他
免疫比濁用，EIA用原料

PAMIA法
HC（Ab） 〃

HIV（Ab） EIA法

アルドステロン RIA法
レニン・アンジ
　　オテンシン

〃

インスリン MEIA法，他 PAMIA法 EIA法

GH RIA法 〃

T3，　T4 CLEIA法 MEIA法，他
免疫比濁用，EIA用原料

化学発光法 〃

コルチゾール 〃 FPIA法

TSH 〃 MEIA法，他
免疫比濁用，EIA用原料

化学発光法 EIA法

LH 〃 ノノ 〃 〃

プロラクチン 〃 〃 〃

FSH 〃 〃 〃

HCG CLEIA法 〃　　他 ノノ 〃

E2 〃 〃 〃

E3 〃

糞便ヘモグロビン
　　　　（便潜血）

金コロイド免疫
クロマト法

原料抗体

PAS 化学発光法

PA EIA法

FT4 〃

プロゲステロン 〃

C一ペプチド 〃

BMG 〃

CKMB 〃



　　　2．免疫血清
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（4）

　　　　会社名

項　目
日水製薬 ニプロ 日本商事 日本DPC

日本ビオメリ
ュー・バイテ
ツク

日本ロシュ バイエル・三
共 ファルマシア 富士レビオ

ヘキストジャ
ノξン

CRP 免疫比濁法，リ
ボソーム比濁法

免疫比濁法 免疫比濁法 NIA法，　TIA法

ASO 免疫比濁法 〃

RF 〃 〃

IgG 〃 免疫比濁法 〃　T】A法

IgA 〃 〃 〃　　　〃

IgM 〃 〃 〃　　　〃

C3・C4 〃 〃 〃　　　〃

IgE EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） EIA法 EIA法 EIA法 CLEIA法 EIA法，　NIA法

β一Lipo 免疫比濁法

Apo　A 免疫比濁法 NIA法，　TIA法

Apo　B 〃 〃　　　〃

Apo　C 〃

Apo　E 〃

AFP EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） EIA法

EIA法，ラテツ
クス免疫比濁法 EIA法 CLEIA法

EIA法，　NIA法
蛍光免疫測定法

CEA 〃 EIA法 ノノ 〃
EIA法，蛍光免
疫測定法

フェリチン ノノ EIA法 〃 〃 〃 EIA法

β2M 〃
ラテックス凝集
法

〃 〃 〃

PAP 〃

CA　19－9 ノノ EIA法，ラテッ
クス免疫比濁法 CLEIA法

CA　125 EIA法 〃

HA（AD） 〃

HBs（Ag・Ab）
EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） EIA法 〃 CLEIA法 EIA法

HBe（Ag・Ab） 〃 〃

HBc（Ab） EIA法 〃 〃

HIV（Ab） 〃

ATL CLEIA法

アルドステロン RIA法
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インスリン
EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法）

〃

GH 〃

T3・T4
EIA法（競合
法） RIA法 EIA法 EIA法 EIA法，他1 蛍光免疫測定法

コルチゾール 〃 〃 〃

TSH EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法）

〃 EIA法 〃 CLEIA法 蛍光免疫測定法

LH 〃 〃 〃 〃 〃

プロラクチン 〃 RIA法 〃 〃 〃

FSH 〃 〃 〃 ノノ 蛍光免疫測定法

HCG EIA法（ワンステッ
プサンドイッチ法） RIA法 〃 〃

E2 EIA法（競合
法）

〃 ノノ

糞便ヘモグロビン
　　　（便潜血） 化学法 金コロイド着色

法　他1 CLEIA法

プロゲステロン RIA法

αlM
ラテックス凝集
法

T－uptake EIA法

Free　T4 ノノ

2．免疫血清（5）
　　　　会社名

項　目

べ一リンガー
・マンハイム

ホーメット 山之内製薬 和光純薬工業

CRP 免疫比濁法 免疫比濁法

RF 〃

C3・C4 免疫比濁法

IgE EIA法 EIA法

β一Lipo
ヘパリンーCa・比濁法

AFP EIA法 EIA法

CEA 〃 〃

フェリチン ノノ セディア法
（EIA法）

〃

エラスターゼ
　　　　　ー1

〃 EIA法

β2M EIA法

CA　19－9 EIA法 〃
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CA　125 〃

CA　15－3 〃

HA（AD） 〃

HBs（Ag・Ab） 〃
HBsAg：免疫クロマ1
法他1，HBsAb，　EIA法

HBe（Ag・Ab） 〃 EIA法

HBc（Ab） 〃 〃

インスリン 〃 EIA法

T3・T4 〃 〃

コルチゾール 〃
セディア法
（EIA法）

TSH 〃 EIA法

LH 〃 〃

プロラクチン 〃 〃

FSH 〃 〃

HCG 〃

E2 〃

糞便ヘモグロビン
　　　　（便潜血）

金コロイド凝集
法

IL－2　R ELISA法

PA EIA法

NSE 〃

Free　T3・T、 〃

CH－50
リボソーム免疫
測定法

クームス
抗グロブリン
試験法



3．血液凝固・線溶（1）
　　　　会社名

項　目
栄研化学

エム・シー・
メディカル

オルガノン
テクニカ

カイノス 極東製薬工業
協和メデツク
ス

国際試薬 三光純薬
ダイアヤトロ
ン

第一化学薬品

PT プロトロビン
時間測定法 凝固時間法 凝固時間法 外因性凝血能

PTT
活性化部分トロンボプ

ラスチン時間測嫡、
〃 〃

トロンボテスト 〃 外因性凝血能

ヘパプラスチン
テスト

凝固時間法 〃 〃

プロテインC
ラテックス免疫
比濁法他1

発色性合成基質
法

プロテインS EIA法

AT　III LIA法 合成基質法
ラテックス凝集
積分球濁度法

合成基質法
凝固時間法

ラテックス免疫
比濁法　他1

発色性合成基質
法

α2PI 〃 〃 〃 〃

PLG LIA法 〃 LPLMA法
　　　〃
合成基質法

〃

FDP－T ELISA法
ラテックス
比濁法

ラテックス
凝集法

ラテックス凝集
積分球濁度法

ラテックス凝集
法（スライド法）

ラテックス免疫
比濁法

FDP－E LIA法 〃

D－Dダイマー
ラテックス凝集

／EuSA法 EIA法 〃　他1

Fbg LIA法
フィブリノー
ゲン量 凝固時間法

トロンビン時間
法

トロンビン時間
法 塩析法

TAT EIA法

PIC 〃
ラテックス凝集
法

第XIII因子
ラテツクス免疫
比濁法他1

FVIIl 発色性合成基質
法

FX 〃

ヘパリン 〃

3．血液凝固・線溶（2）
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　　　　会社名

項　目
ダイキン工業

ダコ・ジヤパ
ン

デュポン
ニツトーボー
メディカル

ニプロ
日本ビオメリ
ュー・バイテ
ツク

ヘキストジャ
パン

べ一リンガー
・マンハイム

和光純薬工業

PT 凝固時間法 凝固時間法
合成基質法 凝固時間法 ドライヘマト法

PTT 〃 〃 〃 エラジン酸法

トロンボテスト 〃

ヘパプラスチン
テスト



78 プロテインC
免疫比濁用，EIA用原料

合成基質法
凝固時間法，
合成基質法

凝固時間法，合成基質

法EIA法，電気泳動法

プロテインS 〃 凝固時間法EIA
法，電気泳動法

AT　III FIA法 〃 合成基質法 合成基質法 合成基質法
凝固時間法，

合成基質法 合成基質法

α2PI 〃 〃 合成基質法 ノノ

PLG 合成基質法 〃 〃 〃

FDP－T FIA法
ラテックス凝集
法

ラテックス凝集
法

ラテツクス凝集
法

D－Dダイマー 〃 〃
ラテックス凝集
法

ラテックス凝集法，免

疫比濁去，EIA法

Fbg 比濁法 凝固時間法 凝固時間法 凝固時間法 ドライヘマト法

TAT ELISA法

Fl．2 〃

第II因子 凝固時間法

第IV因子 〃

第Vll因子 〃

第Vl咽子 〃

第IX因子 〃

第X因子 〃

第XI因子 〃

第XII因子 ノノ



4．血中薬物（1）

　　　　会社名

項　目

エム・シー・
メディカル

オーソ・クリニ
カルダイアグ
ノスティックス

小野薬品工業
協和メデツク
ス

国際試薬 三光純薬
ダイアヤトロ
ン

第一化学薬品 ダイナボット チバ・コーニ
ング

ジゴキシン CLEIA法
化学発光イムノ
アツセイ法

CLEIA法，
EMIT法 FPIA法 化学発光法

ジギトキシン
〃

フェニトイン EMIT法 〃

フェノバルビタール

〃 〃

プリミドン
〃 〃

カルバマゼピン
〃 〃

エトサクシミド
〃 〃

テオフィリン
ラテックス凝集
阻止法

CLEIA法，
EMIT法

〃 化学発光法

シクロスボリン
〃

VBI2
化学発光イムノ
アツセイ法 CLEIA法 化学発光法

葉酸 〃 〃 〃

エンドトキシン リムラステスト

コラーゲン 比濁法

バルプロ酸 EMIT法

リドカイン
〃

ジソピラシド
〃

メトトレキサー
ト

酵素法 〃

総分岐鎖アミノ酸
／チロシンモル比
（BTR）

酵素法

4．血中薬物（2）
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　　　　会社名　　＼

項　目
デュポン

日本ビオメリ
ュー・バイテ
ツク

日本ロシュ バイエル・三
共

ヘキストジャ
パン

べ一リンガー
・マンハイム

山之内製薬 和光純薬工業

ジゴキシン EIA法 EIA法
ラテックス免疫
比濁法 EIA法

酵素蛍光免疫測
定法 EIA法

セディア法
（EIA法）

ジギトキシン 〃

フェニトイン 〃 蛍光免疫測定法
セディア法
（EIA法）

リボソーム免疫
測定法

フェノバルビタール

〃 〃 〃 〃

プリミドン 〃
〃
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カルバマゼピン 〃 蛍光免疫測定法

セディア法
（EIA法）

〃

エトサクシミド 〃

テオフィリン PETINIA法 EIA法
ラテックス凝集
法

蛍光免疫測定法
セデイア法
（EIA法）

リボソーム免疫
測定法

エンドトキシン 比濁時間分析法

アセトアミノフ
ェン EIA法

セディア法
（EIA法）

アミカシン 〃

ゲンタマイシン 〃 蛍光免疫測定法

リドカイン 〃

メトトレキサー
ト

〃

N一アセチルプ
ロカインアミド

〃

プロカインアミ
ド

〃

キニジン 〃

サリチル酸 Trinder比色計
法変法

トブラマイシン EIA法

バルプロ酸 ノノ 蛍光免疫測定法
リボソーム免疫
測定法

バンコマイシン 〃

アルコール UV法

ヘリコバクター 酵素免疫測定法



5． その他

　　　　会社名

項　目
ベリタス

M－280
Tosylactivated

磁気分離用ビー
ズ：EIA用担体

M－280
SH／MS　IgG

磁気分裂用ビー
ズ：　　〃

M－280
SH／RB　IgG

磁気分離用ビー
ズ：　　〃

M－280
Streptavidn

磁気用分離用ビーズ
　EIA用担体／DNA
シークエンス用

テンプレート作
製キット

磁気分離用ビーズ：

DNAシークエンス用

IacZベクター
精製キット

〃

M－450
Uncoated

磁気分離用ビーズ’汎用原材料担体

M－450
Tosylactivated

〃

M－450CD　2，4
8，14，15，19，34

磁気用分離用ビーズ：

ヒトリンパ球用担体

M450
SH／MS　IgG

磁気分離用ビー
ズ：細胞用担体

M－450
GT／MS　IgG

〃

M－450
RT／MS　IgM

〃

Oligo（dT）25 磁気分離用ビーズ
：mRNA用担体

mRNA　Direct
精製キット

〃

anti　SalmOIlera 磁気分離用ビーズ
：微生物用担体

anti　E．coli　o

157
〃

8i





自動分析装置専用試薬



　　自動分析装置用試薬（1）
84

　　　　　会社名

機種名

医学生物学研
究所

エイアンドテ
イー

栄研化学 エム・シー・
メディカル

小野薬品工業 カイノス 片山化学工業 関東化学 極東製薬工業 協和メデック
ス，

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

日立一7050シリーズ 10 8 29 1 22 30 9 27 27 4 28 10 12

〃　－7150 10 8 32 3 22 30 9 27 27 4 28 10 32 1

〃　－7250 7 8 32 3 20 28 3 27 26 1 28 8 20

〃　－7350 7 8 32 3 20 28 3 27 26 1 28 8 20

〃　－7070 10 8 32 3 20 30 9 27 27 4 28 10 23 1

皿一Sシリーズ 1 31 2 20 22 1 26 1 28 8 20

〃　－60R 6 32 3 20 24 1 27 27 4 28 8 23 1

〃－20R／30R 6 8 30 3 22 25 3 27 27 4 28 8 23 1

〃－Mシリーズ 6 8 32 3 20 21 1 27 26 1 28 8 20

CL－20 32 3 20 27 27 4 28 8 20

〃　－7000 6 32 3 20 24 1 27 27 4 28 8 23

〃　－7100 6 32 3 22 24 1 27 27 4 28 8 23

〃　－7300 6 32 3 22 25 3 27 27 4 28 8 23 1

クリナライザーRXシリーズ 1 32 1 18 24 1 27 26 1 28 8 17

〃　　RSシリーズ 6 32 1 18 25 1 27 27 4 28 8 23 1

AU－5000シリーズ 1 28 1 20 21 3 28 26 1 28 8 20

〃－550／500 8 28 1 43 6 5 28 23

〃　－510 7 8 28 1 23 3 44 6 27 4 28 8 23

テクニコンーSSR 28 1 15 27 4 28 8 23

〃　　｛HEM　1 28 1 23

COBAS－MIRA－S 10 28 1 17 26 3 27 4 28 9 23

〃　　－FARA 9 28 1 17 20 27 4 28 8 23

〃　　－BIO 9 28 1 17 20 27 4 28 8 23

チバ・コーニングー550 28 1 9 3 28 8 23

スーパーZ 6 28 1 22 8 24 3 27 4 28 8 23

その他（TBA20FR／30FR） 28 8

その他（EL　1200） 19



その他（イムライズ） 10

その他（アマックス） 3

その他（日立一7170） 22 17 1

その他（80FRネオ） 22 28 8

その他（日立一736） 27 3 27 28 8

その他（日立一705） 28 9

その他（川ナライザーHRシリーズ） 27 4 28 8

その他（AU－800） 27 4 28 8

自動分析装置用試薬（2）

85

国際試薬 三光純薬 塩野義製薬 セロテック ダイアヤトロン デンカ生研 日水製薬 ニットーボー
メディカル

ニプロ 日本ロシュ　　　　　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

日立一7050シリーズ 45 20 26 5 31 4 31 13 31 16 23 9 30 15 29 1

〃　－7150 45 20 26 5 31 4 32 13 31 16 22 9 30 15 29 1

〃　－7250 44 10 26 5 31 4 33 10 30 8 23 9 30 15 29 1

〃　－7350 44 10 26 5 31 4 33 10 30 8 23 9 30 15 29 1

〃　－7070 46 20 26 5 31 4 30 13 32 16 23 9 30 15 29 1

皿一Sシリーズ 44 10 26 5 31 4 34 3 33 15 30 15 29 1

〃　－60R 40 10 26 5 31 4 31 11 33 16 30 15 29 1

〃－20R／30R 45 20 26 5 31 4 33／34 12／15 33 16 20 9 30 15 29 1

〃－Mシリーズ 44 10 26 5 31 4 34 3 33 15 21 6 30 15 29 1

CL－20 44 10 26 5 29 1 24 30 15 29 1

〃　－7000 45 20 26 5 33 4 28 6 30 15 19 9 30 15 29 1

〃　－7100 45 20 26 5 33 4 28 6 30 15 19 9 30 15 29 1

〃　－7300 45 20 26 5 31 4 29 12 30 15 19 9 30 15 29 ユ

クリナライザーRXシリーズ 39 10 25 5 30 1 27 6 30 15 21 3 30 15 29 1

〃　　RSシリーズ 43 20 25 5 31 1 27 6 30 15 23 4 30 15 29 1

AU－5000シリーズ 39 10 26 5 33 4 33 1 30 15 22 4 30 15 29 1

〃－550／500 19 33 30 15

〃　－510 40 10 1 31 4 30 10 30 15 29 1



86 テクニコンーSSR 26 1 22 4 29 1

〃　　℃HEM　1 29 1

COBAS－MIRA－S 40 20 26 5 32 4 26 6 21 9 30 15 29 1 23 5

〃　　・FARA 40 10 26 5 32 4 30 3 30 15 29 1

〃　　－BIO 40 10 26 5 32 4 30 15 29 1

チバ・コーニングー550 26 5 32 4 29 1

スーパーZ 26 5 31 4 29 9 22 9 30 15 29 1

その他（日立一7170） 45 20 30 13 33 16

その他（TBA－80FR） 45 20 28 14 32 16

その他（AU－800） 45 20 26 13

その他（JCA－HR） 27 1

その他（AU－5200） 28 3

LPIA－100／200 36／37

LUMIWORD 26

MIRACLE　ACE 29 1

自動分析装置用試薬（3）

べ一リンガー
・マンハイム

ミズホメディー 山之内製薬 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

日立一7050シリーズ 16 4 24 2 7 28 5

〃　－7150 22 4 24 2 7 29 11

〃　－7250 25 24 2 22 1

〃　－7350 25 24 2 22 1

〃　－7070 19 24 2 8 24 4

皿一Sシリーズ 14 27 2 25 4

〃　－60R 19 24 2 21

〃－20R／30R 21 24 2 7 20 3

〃　－Mシリーズ 24 2 29 5

CL－20 24 2

〃　－7000 24 2 23



〃　－7100 24 2 23

〃　7300 24 2 29 5

クリナライザーRXシリーズ 23 23 2 31 2

〃　　RSシリーズ 24 23 2 17

AU－5000シリーズ 24 2 31 2

〃　550／500 23 1

〃　・510 24 2 23 1

テクニコンSSR

〃　　－CHEM　1

COBAS・．MIRA－Plus 23 2 8

〃　－FARA 23 2 7

〃　－BIO

チバ・コーニングー品0 24 2

スーパーZ 24 2

その他（日立・7170） 14 24 2 7 23 11

その他（TBA－80FR） 24 2 7 29 1

その他（クリナライザーIIR） 24 2 32 2

その他（AU　5200） 24 2 22 1

その他（TBA　20FR／3FR） 24 2
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：コントra・＃一ル卑清



go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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

リピッドセーラム1 脂質7項目 正常 ○ 3m1×5 7，500

〃　　　　II 〃　5項目 異常 〃 〃 10，000

TZセーラム TTT，　ZTT 〃 〃 ノノ 5，500

BLセーラム B－L 正常 〃 〃 7，500

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

〃　　　　1主A IgG，　A，　M，　C、，　C、 異常 〃 〃 〃

〃　　　　II－B CRP，　ASO，　RF 〃 〃 〃 〃

エム・シー・メディカル（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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

トロンボスクリーン
血液凝固標準血漿一UCRP

凝固・線溶 正常 ○ 10m1 21，000
米国パシフィック・ヘモスタシス社
製販売：エム・シー・メディカル

　　　　〃
血液凝固標準血漿一ACRP

〃 異常 〃 〃 〃 〃

　　　　ノノ
フィブリノーゲン標準血漿

凝固 正常 〃 〃 18，000 〃

　　　　〃
血液凝固コントロールーレベル1

凝固・線溶 〃 〃 〃 15，000 〃

〃　　　　　一レベル2 〃 異常 〃 〃 16，000 〃

〃　　　　　一レベル3 〃 〃 〃 〃 〃 ノノ

　　　　〃
フィブリノーゲン・コントロール

凝固 〃 〃 〃 15，000 〃

　　　　ノノ
ヘパリンコントロールーレベル1

〃 正常 〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　　一レベル2 〃 異常 ノノ 〃 ノノ 〃

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス（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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

オーソ・リキッドリファレンス血清
　　　　　　　1・II

酵素・脂質・蛋白・含窒素等26項目 正常・異常 ○
（1m／×30）×2レ
ベノレ

40，000 液状（キャリブレーション用）

〃　　　リファレンス血清
　　　　II

〃 〃 〃 （lm1×50）×2〃 〃 〃

〃　　　　ノーマルコントロ
　　　　ーノレ

酵素・脂質・蛋白・含窒素等50項目 正常 〃 1m／×60 20，000 液状
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〃　　　　アブノーマルコン
　　　　トロール

〃 異常 〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　ノーマルV 〃 正常 〃 5m1×20 30，000 ノノ

〃　　　アブノーマルV 〃 異常 ノノ 〃 〃 〃

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

28，000 凍結乾燥品

〃　　・リキッドイムノロジーコン
　　　トロール

〃 〃 〃 （1m1×5）×2〃 48，000 液状

〃　・トリレベルTDMコントロ
　　　ーノレ

抗てんかん剤，循環器用剤，毒物物質 〃 〃 （5m1×3）×3〃 25，000 〃

〃　・リガンドアッセイコントロ
　　　ーノレ RIA・EIA用30項目以上 〃 ノノ （3m／×5）×3〃 55，000 ノノ

〃　・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 37，000 〃

〃　　　　尿II 〃　　　　　　（非妊婦尿） ノノ 〃 ノノ 〃 〃

オーソ・グリコヘモグロビンコント
　　　　ローノレ

ヘモグロビン・グリコヘモグロビン 正常・異常 〃 （1m1×5）×2レベ
ノレ

39，000 〃

〃　・高ビリルビンコントロール T－Bil，　D－Bi1等20成分 異常 〃 3m1×10 18，000 ノノ

〃　・高脂質コントロール 脂質等 〃 〃 5m1×10 44，000 ノノ

〃　・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 18，000 ノノ

〃　・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
ノレ

44，000 コントロール血漿

〃　・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 ノノ

3m1×10 39，000 〃

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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

バリデイトN 電解質・酵素・脂質他 正常 ○ 5m～×10 15，000

〃　　A 〃 異常 〃 〃 〃

ベリハイリファレンス 血液凝固検査 〃 1rn／×10 13，000 各凝固因子の表示値を，WHO
標準血漿に基づき設定

〃　　1 〃 正常 × ノノ 10，000

〃　　2 ノノ 中等度異常 〃 ノノ 〃

〃　　3 〃 高度異常 〃 〃 〃

ブラッドGA．Sコントロール 血液ガス・電解質 3レベル ○ 30アンプル 23，000

〃　　　コントロールレベルIV 〃 高酸素加 〃 10アンプル 12，000
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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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

B㏄kman　D㏄ision「KAINOS」Multipack 生化学項目全般 低値，中間値，高値 ○ 20m／×6 45，000

〃　　　　　　　　Level　I 〃 低値 〃 20m／×4 31，000

〃　　　　　　　　　II 〃 中間値 〃 〃 〃

〃　　　　　　　　　III 〃 高値 〃 ノノ 〃

Ultimate　C4 ビリルビン標準値 4mg／d1 〃 2m1×10 20，000

〃　　C8 〃 8mg／d1 〃 〃 〃

〃　　C20 〃 20mg／d1 〃 〃 〃

Ultimate－D　Level　1 ビリルビンコントロール 低値 〃 3m1×10 39，000

〃　　　　　　　2 ノノ 中間値 〃 〃 ノノ

〃　　　　　　　3 〃 〃 〃 〃 ノノ

ノノ　　　　　　　4 〃 高値 ノノ 〃 〃

1．D．－Zone（Normal） 血清蛋白分画 正常 〃 2m／×6 44，000

〃　　（Abnormal） 〃 異常 〃 ノノ 〃

尿コントロールLevel　1・2
AMY，　Ca，　Cl，　CRE，　Glu，　Pi，　K，　Na

TP，　UN，　UA，　Osmolality，　M－ALB
正常・異常 ノノ

10m1×3 33，000

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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

ローゼルム 酵素・脂質他 正常 ○ 5m1×10 12，500 OLYMPUS　AU510／560，500／550専用

ハイゼルム 〃 異常 〃 〃 〃 〃

リピッドゼルム 脂質 〃 〃 2m1×10 10，000 〃

TZゼルム 膠質 〃 ノノ

3m1×10 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
　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

クオリトロールCK－MB CK，　CK－MB 異常 ○ 1m／×6 20，000



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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

モニトロール・Lレベル1 酵素，脂質，電解質　他 正常 ○ 5m1×6 10，000

〃　　　　レベルII 〃 異常 〃 〃 〃

モニ・トロール・1 電解質，酵素，脂質　他 正常 〃 5m1（乾燥）×10 18，000

〃　　　・II 〃 異常 〃 〃 〃

〃　　　・1・X 〃 正常 × 10m1（乾燥）×10 16，500

〃　　　　・II・X 〃 異常 〃 〃 〃

ビリトロール Bil 〃 ○ 2m1（乾燥）×6 6，000

リピトロール 脂質 〃 〃 ノノ 20，000

髄液コントロールLレベル1 髄液検査用 正常 〃 3m1×6 40，000

〃　　　　レベルII ノノ 異常 〃 〃 〃

尿化学コントロール，レベル1・II 尿化学検査用 2濃度 〃 10mZ分×5×2レ
ベル

50，000

ISEトロール1・X 電解質用 正常値下限付近 × 3m1分×5 4，500

〃　　　II・X 〃 〃　上限付近 〃 〃 〃

グリコHbコントロール グリコヘモグロビン用 正常・異常 ○ 02m1分×4×2濃度 16，000

HDLコントロール（L．　N．　H） HDL一コレステロール用 低，中，高濃度 〃 3m1分×6 13，000

極東製薬工業（株）

93

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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

LIX　MULTI　PACK 酵素・脂質　他
低域異常～高域異常　　（3濃度）

○ 20m1×6 45，000 米国ベックマン社製
販売：極東製薬工業（株）

LIX　LEVEL－1 〃 低域異常～正常 〃 20m1×4 31，000 〃

〃　　　－2 〃 正常～高域異常 〃 ノノ ノノ 〃

〃　　　－3 〃 高域異常 〃 ノノ 〃 〃

ID－ZONE　NORMAL 蛋白分画 正常 〃 2m1×6 44，000 〃

〃　　ABNORMAL 〃 異常 ノノ 〃 〃 〃

ULTIMATE　C20 ビリルビン 〃 2m1×10 20，000 〃

〃　　　C8 〃 ノノ 〃 〃 〃
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ULTIMATE　C4 ビリルビン ○ 2m／×10 20，000 米国ベックマン社製
販売：極東製薬工業（株）

マルチメイトDレベル1 トータル・ダイレクト　ビリルビン 正常 〃 3m1×10 39，000 ノノ

〃　　　　レベル2 ノノ 異常 〃 〃 ノノ ノノ

〃　　　　レベル3 〃 ノノ 〃 〃 ノノ 〃

〃　　　　レベル4 ノノ 〃 〃 ノノ ノノ 〃

高脂質コントロール血清 脂質 〃 5m1×10 60，0〔〕0 〃

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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

EXA　normal ヒト血清マルチタイプ 正常 ○ 5m～×6 8，500

〃　abnormal 〃 異常 ノノ ノノ 〃

EXA　Iiquid　normaI ノノ 正常 〃 2m1×25

〃　　　abnormal 〃 異常 〃 〃

EXA　IM－1 免疫血清用マルチタイプ ノノ

1m1×4 12，000

〃　IM－2 〃 〃 〃 16，000

〃　Iigand EIA・RIA用 〃 （5m1×4）×3 40，000

〃　urine 尿検査用 〃 25m1×6 19，500

〃　bilirubin ビリルビン検査用 ノノ 3m／×6 9，600

〃　lipid 脂質検査用 ノノ 5m／×6 23，000

〃　GHb グリコヘモグロビン検査用 〃 （1m1×3）×2 21，000

〃　strain 薬剤感受性試験用標準菌 20デスク×4 12，000

（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
　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

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

〃　　　　“アブノーマル” ノノ 異常 ノノ 〃 〃 〃

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

グリコヘモグロビンAl，「二次標準」 安定化一HbA1、 レベル1・2 〃
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（株）セロテック

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

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

コントロール5N 酵素，脂質，糖，他 正常 ○ 5m1用×12 12，000

〃　　　5E ノノ 異常 〃 〃 18，000

リピッドーS 脂質 〃 2m1用×8 11，000

〃　　－L5N 〃 正常 〃 5m膓用×6 22，000

〃　　　　3E 〃 異常 〃 3m1用×〃 50，000

ウリコンーL5N 尿化学項目（13項目） 低値域 〃 5m／用×〃 8，000

〃　　　5E 〃 高値域 〃 〃 10，000

キャリブレーターM4 血清UN，　CRE，　IP，　Ca ノノ 〃 〃

（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
　（m1）

メーカー希望

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 正常 ○ 5m1用×12 18，000 米国フィッシャー社製
販売：ダイアヤトロン

〃　　アブノーマルコントロール血清 〃 異常 ノノ 〃 〃 〃

イアトロセーラIM－1 免疫血清 正常 〃 2m1用×4 18，400 ヤトロン社製
販売：ダイアヤトロン

〃　　　　IM－II ノノ 異常 〃 〃 〃 〃

〃　　　　IM 〃 正常・異常 〃 1m1用×5
1m1用×5

39，800 〃

〃　　　　TH－1 凝固・線溶マーカー 正常 〃 0．5m～用×6 12，000 〃

〃　　　　TH－II 〃 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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

セロノルム・ヒューマン 生化学・免疫蛋白・電気泳動・微量金属，他 正常 ○ 5m1用×10 18，000
人由来管理血清．HIV抗体、　H醐原陰性確認済ノルウェー：Nycomed社製．販売：第一化学薬品（株）

セロノルム 電解質，蛋白質，酵素，他 〃 〃 〃 〃
IIIV抗体，　HBs抗原陰性確認済
銑？秦ニィ謬遜盟霜杜製・

パソノルムH 〃 高異常域 〃 〃 ノノ 〃

〃　　L ノノ 低　〃 〃 〃 ノノ 〃
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セロノルム・リピッド 血清脂質用 正常 ○ 3m～用×12 22，000 麗饗竃鰯驚灘済

オートノルム 電解質，蛋白質，酵素，他 自動分析基線管理用 〃 10m1用×6 16，100 〃

セロノルム・ファルマカAED治療域 薬物血中濃度（抗てんかん薬） 治療域 〃 5m1用×10 20，000 ノノ

〃　　　　　中毒域 ノノ 中毒域 〃 〃 〃 〃

ダコ・ジヤパン（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
　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

ヒト血清タンパク／
【キャリブレーター】

Alb，α1一アンチキモトリプシン，α1一アンチ
トリプシン，セルロプラスミン他全14項目

正常 ○ 1m1×1
1m1×20

3，000
39，000

液状

　　　〃　　　／
【コントロール血清】高濃度

〃 項目により異なる 〃
1m／
1m／×6
1m～×20

10，000
55，000

150　000

ノノ

　　　〃　　　／
【コントロール血清】低濃度

〃 〃 〃

；；〃 ；；〃

〃

ヒト血清C反応性タンパク（CRP）／
【キャリブレーター】 CRP 〃 1m1 6，000 〃，160mg〃付近に設定

　　　　　　　〃　　　　　　　／
【コントロール血清】高濃度

〃 〃 〃 9，000 〃，100mg／1付近に設定

　　　　　　　〃　　　　　　　／
【コントロール血清】低濃度

〃 〃 〃 6，000 〃，30mg／1　〃

ヒト血清アポリポプロテインA－1，B／
【キャリブレーター】 アポリポプロテインA－1，B

ノノ 0．5m1×6 48，000 凍結乾燥品

　　　　　　　〃　　　　　　　／
【コントロール】

〃
ノノ 〃 54，000 〃

ヒト血清Lp（a）／
【キャリブレーター】

Lp（a） 〃 1m1×1 10，000 ノノ

　　　〃　　　／
【コントロール】高濃度

〃 〃 〃 12，000 〃

　　　〃　　　／
【コントロール】低濃度

〃 〃 〃 〃 〃

ヒトα1ミクログロブリン（プロテインHC）

【キャリブレーター】 αrMicroglobulin 〃 〃 19，000 液状

ヒトHbAlc／
【コントロールセット】

HbA】， 〃 凍結乾燥品

デンカ生研（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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

コントロール血清「生研」 生化学 異常 ○ 3m／×10 8，400

キューセラN「生研」 〃 正常 〃 15m／×5 6，700

〃　　AN「生研」 〃 異常 〃 ノノ 13，500

イムノキューセラ1・（L）「生研」 免疫血清 低値 〃 3m／×5 30，000

〃　　　　（H）「生研」 〃 高値 ノノ ノノ 〃

イムノキューセラII－（L）「生研」 〃 低値 ノノ ノノ ノノ
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イムノキューセラII－（H）「生研」 免疫血清 高値 ○ 3ml×5 30，000

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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

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

8，400
21，800

凍結乾燥品

〃　　A 〃 異常 〃 〃
10，600
27，500

〃

スイトロールN 〃 正常 ○ 5m1用×6
5m1用×20

6，000
18，000

〃

〃　　　A 〃 異常 〃 〃 9，000
27，000

〃

ツインーコンセーラ 〃 低値，高値 ノノ 5m1用×各10 14，000 〃

イムノーコンセーラL 血漿蛋白 低値 〃 2m1用×6 18，000 〃

〃　　　　H 〃 高値 〃 〃 24，000 〃

〃　　　　RF－L RF 低値 〃 〃 12，000 〃

〃　　　　RF－H 〃 高値 〃 〃 18，000 〃

〃　　　　ASO士 蜘 低値 ノノ 〃 12，000 〃

〃　　　　ASO－H 〃 高値 〃 〃 18，000 〃

リピッドーコンセーラ 脂質 〃 〃 2m1用×20 22，000 〃

LコンセーラN 酵素，脂質，電解質　その他 正常 ×
5m！×40
10m1×20
30m／×10

22，000
18，000
24　000

凍結プール血清

〃　　　A 〃 異常 〃 1 26，OOO
22，000
28，000

ノノ

〃　　　1 〃 低値 〃

；； 27，000
22，000
27，200

凍結プール血清・2濃度管理用

〃　　　II 〃 高値 〃 1 36，000
30，000
36000

〃

ニットーボーメディカル（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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

イムノクエスト1
IgG，　A，　M，　CRP，　C3，　C4，　Tf，　AT　III，

α1AT，　C1」nh
○ 2m1用×4 凍乾品

〃　　　II 〃 〃 〃 〃



98日本ケミファ（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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

CK・LDH－EPコントロールケミファ
〈電気泳動用コントロール〉 CK，　LDHアイソザイム 正常 ○ 1m1×5 20，000

溶解後，1週間安定なデンシトパターンが得られる。

ALP－EPコントロールケミファ
　　　　　　〃

ALPアイソザイム 〃 〃 ノノ 〃 〃

脂質分画（コレステロール）コントロールケミファ　　　　　　〃

脂質分画 〃 〃 0．5m1×5 〃

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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状ネスコールーN 電解質・酵素・脂質・含窒素他 正常 ○ 5m1×10
製造元：財団法人化学及血清療法研究所

発売元：日本商事株式会社

〃　　　－A 〃 異常 〃 〃 〃

日本DPCコーポレーション

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
　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

CON6 エストラジオール，テストステロンなど
のホルモン

低，中，高 ○ 6m1×2 20，000 凍結乾燥品

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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　　考

ライフォチェックHbA2コントロー
　　　　　　　　ノレ

HbA2，　HbF，　HbS 高・低 ○ （1m1×2）×2 60，000 凍結乾燥品

〃　　　全血コントロール ミクロスポリン，葉酸，鉛 高・中・低 〃 2m1×6 12，000 凍結乾燥品，それぞれのレベル
は別包装で販売

〃　　　　Benzo／TCAコン
　　　　トロール血清

ベンゾジァゼピン系，三環系抗うつ剤 高・低 〃 5m／×3 20，000 〃

リクイチェック新生児検査用コント
　　　　　　　ロール血清

小児検査用直接・間接，総ビリルビン，テオフィ
リン，カリウム，マンガン，マグネシウム等

〃 〃 4m1×6 22，000 液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売

〃　　　　イムノロジーコント
　　　　ロール血清

アルブミン，ASO，　C3，　C4，　CRP，　IgA
等免疫検査項目

〃 〃 1m1×6 25，000 〃

〃　　　　アルコールコントロ
　　　　ール血清 エチルアルコール 高・中・低 〃 2m1×6 26，500 〃

〃　　　脂質コントロール血
　　　　清

HDLコレステロール，総コレステロー
ル，トリグリセライド等脂質関連項目

高・低 〃 3m1×6 10，000 〃

〃　　　試験紙尿コントロー
　　　　ノレ

尿ディップ・スティック測定項目 〃 〃 （10m1×5）×2 13，000 液状品

〃　　　CK／LDアイソエンザ
　　　　イムコントロール血清

CK－BB，　CK－MB，　CK－MM，　LDH等
CK，　LDアイソエンザイム

〃 〃 1m1×6 24，000 液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売



リクィチェックリウマチ因子コント
　　　　　　　ロールlnl清 RF ○ 2m／×6 20，000 液状品

〃　　　Ifl1液学16項ロコント
　　　　ローノレ

WBG　RBC　I　lt，1．凪MCV，　MCI　I，　MCI　IG　RDW、　MPV
穎粒球，頼粒球90，リンパ球，リンパ球％，単球，単球％血1小板 高・中・低 ノノ （3m／×2）×3 12，000 〃

血液ガスコントロール PCO、，pH，　PO、
アシドーシス，ノーマ
ル，アルカローシス

〃 1．7m／×50 30，000 液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売

〃　　プラスE1，　E2，　E3 pCO2，　pH，　pO2，　Na↓，　K＋，　Ca2† 〃 〃 〃 35，000 〃

〃　　プラスE4 〃 過酸素 〃 〃 〃 液状品

〃　プラスE（グルコースレベ
　　ル付き）

pCO2，　pll，　pO2，　Na＋，　K＋，　Ca2＋，　IICO，

クロール，グルコース等
高・中・低 〃 1．7m／×30 〃 液状品，それぞれのレベルは別

包装で販売
ライフォチェックイムノアッセイコ
　　　　　　　　ントロール1血清

薬物，ホルモン，腫瘍マーカーなど65項
目以ヒ

高・中・低 ノノ （5m／×4）×3 38，000 凍結乾燥品

〃　　　　腫瘍マーカーコン
　　　　　トロールπ皿清

CEA，　CAI9－9，　AFPなど腫瘍マーカー
全般

高・低 〃 （2m／×3）×2 48，000 〃

〃　　　　TDMコントロー
　　　　ル血清

テオフィリン等主要薬物37種類 同・中・低 〃 （5m／×4）×3 28，000 〃

〃　　　糖尿病検査コント
　　　　　ローノレ

HbAl，，　Hbb　HbF，　TGH 高・低 〃 （0．5m／×3）×2 35，000 〃

〃　　　　　　イムノアツセイPlus
　　　’rI）λ1　コ　ン　ト　ローノレ1血清

TDMの代表的な薬物とホルモンなどイ
ムノアッセイ項目

両・中・低 〃 （5m～×4）×3 57，〔〕00 〃

〃　　　生化1’コントロー
　　　　ルユfn清 生化学検査項目60項目以上 高・低 ノノ 5m／×12 18，000 凍結．乾燥品，それぞれのレベル

は別包装で販売
リクイチ」ニックCK－MBコントロー
　　　　　　　ル血清 CK－MB測定用 高・中・低 〃 （3m1×2）×3 17，000 液状品

ライフォチェック定量用尿コントロ
　　　　　　　　ール

物理化学，化学一般，特殊物質
内分泌，毒物等60項目以．上

〃 〃 10m／×10
25m／×10

15，〔〕00

25，000
〃

〃　　　　重金属測定用尿コ
　　　　　ントロール

各種重金属，有機溶媒代謝物 〃 〃 25m／×10 25，000 〃

〃　　　　　　　　　　1メヨラ｝・泌・コ　ン　　ト　ロー

　　　　ル血清
ドーパミン，エピネフリン，ノルエピネ
フリン

高・低 〃 30，000 凍結乾燥品

リクイチェック髄液コントロール ヒト脳脊髄液 〃 〃 3m／×6 20，000 液状品，それぞれのレベルは別
包装で販売

ライフォチェックドラッグフリー血
　　　　　　　　清

薬物不含（検体希釈用） 1〔〕m／×10 47，500 ノノ

〃　　　トキシフリー尿コ
　　　　　ントロール

ノノ 〃 30，000 〃

〃　　　妊娠検．査用コント
　　　　　ロール血清 hCG，ホルモン，　AFP，フェリチン 亘・中・低 ○ （5m／×4）×3 18，000 凍結乾燥品

〃　　　貧血症コントロー
　　　　ル血清

フェリチン，葉酸，TSH，トランスフェリ
ン，プレアルブミン，ビタミンB1，

〃 3m1×6 16，000
高感度TSH検査用として，TSIIは低値異常範囲に調整

日本ロシュ（株）

99

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
　　（lnの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

コントロール血清N「ロシュ」 一般生化学項目 正常 ○ 5m／×20

〃　　　　　P「ロシュ」 〃 異常 〃 〃

リピットコントロール血清「ロシュ」 脂質項目 〃 〃 5m1×5

キャリブレーター「ロシュ」
ALB，　T　BIL，　Ca，　CREA．　Gluc，　Fし，

IP，　TP，　BUN，　UA
〃 3m1×20

ユニメイトTIAコントロール
IgG，　IgA，　IgM，トランスフェリン，ア
ルブミン，C3，C4，ハプトグロビン

〃 0．5m1×5

カルディオトロールCK CK，　CK－MB 異常 〃 2m／×5



フルクトサミンコントロール「ロシ
ュ」II フルクトサミン 正常・異常 ○ lml×6

100

バイエル・三共（株）

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常0）別）

表示値の有無

　（○×）

包装単位
　　（mの

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

TEST　pointリガンドコントロール
T3，　T4，　TSH，　T．uptake，　FT4，　CEA，　AFP，　DIG，

THEO，　LH，　FSH，　HCG，　PRL，　Ferritin，　Cortisol
濃度別
　低・中・高

○ 5m1×3×2 29，000
イムノ1で測定可能な項目全てに対応す

るマルチコントロール・キット

富士メディカルシステム（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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

富士ドライケムコントロールQP－L
20項目（酵素，GLU，　BUNなど）富士ドライケムで
測定できる項目（NII、，　Ilb，　CRP以外）

○ 3m／×6 10，800
凍結乾燥品一20℃保存。富士ドライケ
ム5000シリーズ，30〔｝〔〕シリーズ用

〃　　　　　QP－H 〃 〃 〃 ノノ 〃

富士ドライケムアンモニアコントロールQN

NH3 〃 3m／×2 2，000
冷蔵保存（2～9℃），富士ドライケム

5000シリーズ，3000シリーズ，100N用

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
　　（m1）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

デシジョンレベル1 生化学一般 正常域（低レベル） ○ 20m1×4
液状で使用し易く経済的。－15～－20
℃で保存します。（凍結しません）

〃　　　　2 ノノ 〃　（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　3 〃 異常域（　〃　） 〃 〃 〃

〃　　　　マルチ 〃 レベル1，2，3混合 〃 20m／×2×3レベ
ル

〃

トライアッドレベル1 〃 正常域 × 20m～×20 〃

〃　　　　　2 〃 異常域（高レベル） 〃 〃 〃

〃　　　　　3 〃
　〃　（クリティ
カルレベル）

〃 〃 〃

IDゾーンノーマル 蛋白電気泳動用 正常パターン ○ 2m／×6 〃

〃　　　アブノーマル 〃

A／G比異常パターン

〃 〃 〃

アルチメイトーDレベル1 総／直ビリルビン測定用 低レベル 〃 3m1×10
液状で使用し易いアンプル包装。－15～

－ 2げCで保存します。（凍結しません）

〃　　　　　　2 〃 中レベル 〃 〃 〃

〃　　　　　　3 〃
一⊥A

筒レベル 〃 〃
ノノ

〃　　　　　　4 〃 異常高レベル 〃 ノノ ノノ

アルチメイトビリルビンキャリブレ
ー ター　　　　　　　　　　C4

総ビリルビン測定用 4mg／d／前後のレ
ベノレ

〃 2m～×10
轡窟兜と21マ託㌘題銃、。宗言｝1（SRMgl6）で検定されています。



IOl

アルチメイトビリルビンキャリブレーター　　　　　　　　　C8

総ビリルビン測定用 8mg／d1前後のレ
ベル

○ 2m1×10
液状で使用し易いアンプ’レ包装。－15～－20
℃で保存します。（凍結しません）米国NIST
（SRM916）で検定されています。

〃　　　　　C20 〃 20mg／d1　〃 〃 〃 〃

ビジルPRXレベル1 タンパク・薬物測定用 低レベル 〃 5m1×4
液状で使用し易い。タンパク・薬物27
項目。－15～20℃で保存します。

〃　　　　2 〃 中レベル 〃 ノノ 〃

〃　　　　3 〃 高レベル 〃 〃 〃

ビジルPlusレベル1 ASO／CRP／RHF測定用 低レベル 〃 5m1×3 液状で使用し易い。2～8℃冷蔵
保存

〃　　　　2 〃 中レベル ノノ 〃 〃

〃　　　　3 〃 高レベル 〃 〃 ノノ

ベーリンガー・マンハイム（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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

プレチノルムIM ホルモン，腫瘍マーカー
薬物，他（20項目）

正常 ○ 3m1×4

プレチパスIM 〃 異常 〃 ノノ

腫瘍マーカーコントロール 腫瘍マーカー（10項目） 正常・異常 〃 〃

プレチノルムU 生化学用ユニバーサルコントロール 正常 〃 5m1×20

プレチパスU 〃 異常 〃 〃

プレチノルムL 脂質用コントロール 正常 〃 3m1×4

プレチパスL 〃 異常 〃 〃

プレチノルムプロテイン 免疫学的検査用コントロール 正常 〃 1m1×3

プレチパスプロテイン 〃 異常 〃 〃

プレチノルムCK－MB CK，　CK－MB用コントロール 正常 〃 3m1×4

コントロール血清フルクトサミン フルクトサミン用 正常・異常 ノノ 1m1×各3

プレチクロット1／II 凝固時間法コントロール 〃 〃 ノノ

プレチクロム1／II 合成基質法（凝固）コントロール 〃 〃 1m1×各6

（株）ホーメット

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）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

DOCUMENT
Direct　ISE　Linearity　Test　Set

Na，　K，　Cl，　Li 5濃度 ○ 10m1×5 CASCO　STANDARDS社製，
販売：ホーメット

　　　〃
Enzyme　Linearity　Test　Set

ALT，　AST，　GGT，　CK，　LD，　ALP，　AMY 〃 5m1×9 〃



「02

DOCUMENT
CK　ISOENZYMES　CONTROL　LOW CK　ISOENZYME 1濃度 ○ 2m1×6 CASCO　STANDARDS社製，

販売：ホーメット

〃　　　　〃　　　　　　　　MID 〃 〃 〃 〃 〃

ノノ　　　　〃　　　　　　　　HIGII 〃 〃 〃 ノノ 〃

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
　（m／）

メーカー希望

価格（円）
備　　　　　　考

液状コントロール血清1ワコー 酵素・脂質・窒素化合物・無機質他 正常 ○ 5m1×10

〃　　　　　IIワコー 〃 異常 〃 ノノ

コントロール血清1ワコー 〃 正常 ノノ 〃

〃　　　　IIワコー 〃 異常 ノノ 〃

LYPHOCHEK－IA ホルモン・腫瘍マーカー・薬剤他
レベル1，II，III
各2

〃 5m1×6 Bio－Rad社製

ライフォチェック腫瘍マーカーコン
トロール

腫瘍マーカー レベル1，2
各3

〃 2m1×6 〃
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㎜アイ・エム・アイ株式会社
〒343越谷市流通団地3－3－12

設立年月日．　昭和49年5月16日

資　本　金 5億5，425万円

代表者名 代表取締役社長積賀一正

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

TEL：0489－88－4411 FAX　O489－61－1350

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／GEM一プレミア

特長：メンテナンスフリーの血液ガス分析装置。しかも，1パックで血液

ガス（pH，　PCO2，　PO2），電解質（Na＋，　K＋，　Ca＋＋），ヘマトクリット

の7項目を同時測定！！

〔取扱い商品〕

長期人工呼吸器

小児用人工呼吸器

麻酔器

麻酔用モニター

体温維持装置

超音波メス

麻酔シミュレータ

洗浄・殺菌・乾燥装置

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 45名

工場所在地 〒229 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　O427－23－4670　　FAX　O427－28－0163

〔展示主要商品〕

沈渣スピッツ／12ml沈渣スピッツ

特長：12ml沈渣スピッツは，尿沈渣自動分析装置UA－2000及び尿分析装

置クリニテック・アトラス，スーパーオーション等に適合し，機械に掛け

た後，そのまま沈渣が行なえるように設計されています。

〔取扱い商品〕

■サンプルカップ類各種

■試験管類各種（プラスチック製）

■スポイト類各種

■喀タン処理器各種

■滅菌検査コップ各種

■オートクレープ滅菌処理用バッグ

■マイクロピペット及び自動分注機用チップ

■キャップレス・サンプルカップ立各種

■キャップレス・試験管立



アス力純薬株式会社
〒IOI東京都千代田区神田須田町2－4

設立年月日

資　本　金

代表者名
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　O3－3254－0576　　FAX：03－3254－0665

〔展示主要商品〕

105

感受性試験装置／センシミック

特長：微量液体希釈法の応用による，薬剤を6濃度に配列した乾燥薬剤ユ

ニットを用いる薬剤感受性試験検査薬。このユニットを用い，種々の薬剤

を自由に組み合わせて簡便にMIC測定ができる。室温1年間保存可能。

〔取扱い商品〕

株式舗アスデツクコーポレーショー7

〒553大阪市福島区野田5－17－22

設立年月日 昭和59年3月23日

資　本　金 2，000万円

代表者名 上嶋一生

従業員数 20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　O6　466－1677 FAX　O6－466－1601

〔展示主要商品〕

採血管オートラベラー／MODEL　A－1

特長：検査依頼データに基づき，必要な採血管を選択し，検体ラベルの発

行・貼り付けを行ない，患者別に収納する全自動マシンです。検体の取り

間違いミスを防止，患者の待ち時間を短縮，面倒な貼り付け作業から解放

されます。

〔取扱い商品〕

■採血管バーコードラベル自動貼付装置：MODEL　A－1

　・病院の中央採血室で使用する，全自動タイプ

■採血管バーコードラベラー（簡易型）：TTP－6701

　・各科で使用する，お手軽タイプ

■病院用磁気カード／バーコードリーダー：SKTシリーズ

　・診察券（磁気）とカルテ／採血管（バーコード）をこれ1台で処理

■バーコードラベル発行プリンター：UTiCODERシリーズ
　・大学病院と共同開発しました。

■バーコードリーダー：AT－1125

　・キーボードインターフェース内蔵の高性能リーダー

■患者案内端末（再診受付機）

　・マルチメディアパソコンを内蔵した最新タイプ
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▲欝77ム』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 8，424万円

代表者名 代表取締役社長坂田陽一郎

従業員数 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 科学第一部

TEL：03－3265－4265　　FAX：03－3262－8630

〔展示主要商品〕

嫌気チャンバーシステム／バクトロン

特長：従来品のようにグローブごしに操作を行う煩わしさをなくした，素

手でチャンバー内の作業のできるシステムです。

〔取扱い商品〕

嫌気チャンバーシステム（バクトロン）

嫌気性・微好気性ジャーシステム（マート　アンオキソマットシステム）

グルコース測定器（ヘモキュー）

細菌同定システム（ラップアイディ・ANA）

　　　　　　　　（ラップアイディ・NH）

　　　　　　　　（ラップアイディ・STR）

　　　　　　　　（ラツプアイディ・SSu）

　　　　　　　　（ラップアイディ・NF＋）

ALoka アロカ株式会社
〒181三鷹市牟礼6－22－1

設立年月日 1950年1月20日

資　本　金 36億4，000万円（1994年3月現在）

代表者名 代表取締役社長會7正之

従業員数 1，140名（1994年3月現在）

工場所在地 〒386 上田市踏入2－10－19

TEL　O268－25－1001

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 第五営業部　検査機器課

TEL　O422－45－5502　　FAX　O422－48－5886

〔展示主要商品〕

免疫反応測定装置／全自動マイクロプレートElA装置

特長：感染症やウイルスなど様々な検査用として市販されている96穴マイ

クロプレートEIA試薬に幅広く対応できる高度な汎用性と優れた機能を

備えている全自動分析装置です。

〔取扱い商品〕

検体検査装置，超音波診断装置，核医学装置，治療・手術装置，放射線測

定装置，X線検査装置。



MB■」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 7億7，600万円

代表者名 数納幸子

従業員数 164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 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 営業部

TEL：052－971－2081　　FAX　O52－971－2337

〔展示主要商品〕

全自動ELISA測定装置／MAOS－2

　　特長：MAOS＝Multi　Access　Open　System．

　　　1，検体と試薬をセットして測定結果を待つだけです。2，コンパクトな

　　ボディーに多くの機能が満載。3，MAOS研究会各社の試薬が測定可能。

　　〔取扱い商品〕

　　　・全自動ELISA測定装置「MAOS－2」

　　　・自己抗体検査試薬

　　　IF法：ANA，　AMA／ASMA，　DNA，セントロメア
　　　ELISA：ds／ss　DNA，　RNP，　Sm，　SS－A／B，　Scl－70，　M2

　　　DID法：ENA各種
　　　・免疫比濁法試薬（TAC2，　TAC3シリーズ）

　　　測定項目：IgG，　A，　M，　C3，　C、，　CRP，　Lp（a），　Tf，　Hpt，α1　AG

　　　　　　　　尿中アルブミン，Apo　A－1，　B，　E

　　　・ラテックス比濁法試薬：D一ダイマー，FDP，　F－XIII

　　　・フローサイトメーター用試薬：ヒト白血球タイピング他

　　　・免疫組織染色用試薬，抗体

107　・電動ピペット　・全自動マイクロプレートウォッシャー

圏株式会社エイアンドテイー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒191日野市日野320－ll

設立年月日 1994年4月

資　本　金 3億8，000万円

代表者名 松崎駿二

従業員数 250名

工場所在地’　〒023－11 （江刺工場）江刺市岩谷堂字松長根63　2

TEL　O197－35　0005

研究所所在地　．　〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL　O425－85－7015　　FAX　O425－85－9804

〔展示主要商品〕

検体搬送システム／CLlNlLOG

特長：分析装置群とコンピュータシステムに搬送システムを加えたひとつ

のオートメーションシステムとして全体を一括して視野に置いた合理的シ

ステム設計構築概念。

〔取扱い商品〕

CLAA準拠検体搬送システム：CLINILOG
総合検査情報システム：CLINILAN　Ver．7．5

全自動免疫化学分析装置：501X

電解質分析装置：EAO5　EAO6T／R

グルコース分析装置：グルコローダーNX　GAO3T／R

血液凝固分析装置：CGO1

液状安定化試薬：ラボサーチシリーズ　イムノティクルスオートシリーズ
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♂栄研化学株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒lI3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 797名

工場所在地 〒329－01　：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－56－1221

研究所所在地 〒329－01　：栃木県下都賀郡野木町大字野木143

TEL：0280－57－0700

商品間合せ先 担当部門 機器システム部

TEL　O3－3634－3989　　FAX　O3－3634－4706

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定装置／Lumispot　AL－1000

特長：①全項目統一，15分で測定終了②4タイプの反応形式採用，15分

の迅速対応③ビーズ固相法の特性を活かした新撹拝機構（反応槽加振方

式）④最大8項目のランダムアクセス，1時間当り100テストの処理分析。

〔取扱い商品〕

■尿自動分析装置／US－2100

　US－2100はウロペーパー“栄研”シリーズの呈色を検出するディテクタ

　ーにカラーCCDセンサを採用し，マルチ項目を3種の波長で一括測定

　する尿自動分析装置です。

　特長：①最大720テスト／時間の高速処理能力②ノン・ウオーミングア

　　　　ップで直ちに測定開始③ウロペーパーのセットはタイミング・

　　　　フリー④最大1，000検体のデータメモリ機能⑤見やすい大型デ

　　　　ィスプレイと使いやすい操作パネル⑥データマネジメント可能

■US一般検査システム／US－SYSTEM
　特長：①受付業務の終了を待たずに測定②測定データは即システムで

　　　　プリントアウト③測定中でも沈渣入力可能④沈渣入力端末，プ

　　　　リンタ増設，ホストコンピュータへの接続可能

巡罐・株式会社エイヴィエル
　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－2－3　TlKビル

設立年月日 1993年8月13日

資　本　金 1，000万円

代表者名 ユルグアンデラウァー

従業員数
工場所在地 〒 ・スイス・シャフハーゼン市，

’ オーストリア・グラッツ市，米国・アトランタ市

TEL：
研究所所在地 〒 オーストリア・グラッツ市，米国・アトランタ市

TEL：

商品問合せ先．　担当部門 営業部

TEL：03－5800－3866　　FAX：03－5800－3868

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／AVL　OPTl　1

特長：AVL社が独自に開発したオプトードセンサー⑧を採用した新型の

ラップトップ型，オプトードセンサー⑭カセットを使用し廃液が出ない。

重さ4kg

血液ガス分析装置／AVLコンパクト2

特長：世界最短の測定時間20秒。サンプル量50μ1（最小25μ1）。ゼロメン

テナンス電極を使用。

オキシメーター／コ・オキシライト912

特長：世界最多の17波長により精密測定（胎児Hbを含む）。

〔取扱い商品〕

自動血液ガス分析装置……AVL995Hb／995，コンパクト2／1

　　　　　　　　　　　　AVL　OPTI　l

pH測定専用装置…………AVL9110

オキシメーター……………AVLコ・オキシライト912

自動電解質分析装置………AVL988－3（NA／K／CLまたはCA）

　　　　　　　　　　　　AVL988－4（NA／K／CA／pH）

　　　　　　　　　　　　AVL9100シリーズ（フルイドパック方式）



株式会社工スエフヲー新潟

　　　　　　　　　　〒950新潟市南出来島1－10－21

設立年月日 昭和54年9月

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役苅部弘平

従業員数 20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：025－266－2233　　FAX　O25－266－2234

〔展示主要商品〕

109

臨床検査システム／SFC臨床検査システム

特長：病院臨床検査業務において，マークシートによる検査受付，バーコ

ー ドラベルによる検体管理，医事会計への料金データの自動送信，また検

査自動分析機からのオンライン入力，検査データの検索・統計にいたるま

で，検査業務の一元的管理を目指して開発したオーダリングシステムです。

〔取扱い商品〕

SFC栄養管理システム　病院給食における食数管理・献立管理・材料管

　理・統計管理をより正確に迅速に処理し，栄養管理部門の効率化をめざ

　して，エスエフシー新潟が開発したソフトウェアです。

SFC看護職員勤務予定表作成システム　病院看護部門に於ける事務処理

　の自動化・省力化を実現するシステムです。予定表は様々な勤務条件を

　判断して自動作成します。又各種実績管理資料・統計管理資料の作成が

　可能です。

SFC栄養指導システム　栄養指導業務の効率化をめざし開発されたシス

　テムです。患者管理・摂取量管理・献立管理・報告書管理を正確に迅速

　に処理します。様々なグラフや表を使用していますので，誰にでもわか

　りやすく円滑な栄養指導が，可能となります。また検査データ管理機能

　により患者一人一人に適切な栄養指導が可能です。

”“U”tエムシーメデイカル株式会社
M　（　M　‘　O　　（　A　t

　　　　　　　　　　〒160東京都新宿区大京町22PJビルディング

設立年月日 平成元年10月16日

資　本　金 2億円

代表者名 有吉純夫

従業員数 89名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 臨床検査事業部

TEL：03－3357－7855　　FAX　O3－3357－6178

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／AMAX（アマックス）

特長：2つの測定方法（①物理的凝固点検出方式②光学的凝固点検出方

式）を持ち，全血・乳び・溶血検体の測定可能。独自の「マイクロ・キュ

ベット」は微量検体測定と同時に試薬使用量も従来の1／2。低ランニング

コストを実現。

〔取扱い商品〕

■臨床化学自動分析装置：スーパーZ，スーパー一　Z828

■電解質分析装置：NOVA　CRTシリーズ

■血液凝固測定装置：アメルング・KCシリーズ，全自動血液凝固測定装

　　　　　　　　　　置アマックス

■赤血球沈降速度測定装置：ベスマティック・シリーズ

■全自動免疫化学発光測定装置：イムライズ

■血小板凝集能測定装置：MCMヘマトレーサー・シリーズ

■臨床検査試薬：○生化学関係試薬／スーパーZ用試薬（マットスーパ

　　　　　　　　　ー・シリーズ）

　　　　　　　　○血液凝固関係試薬，○免疫化学発光試薬（イムライズ

　　　　　　　　　専用試薬）○血液凝固関連コントロール血漿
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ヱルヲ癌『瀦［椎式●社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区湯島2－31－6

設立年月日　’　平成4年1月29日

資　本　金 4，000万円

代表者名 取締役社長下坂　宏

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 営業部

TEL：03－3818－6261　　FAX　O3－3818－6280

〔展示主要商品〕

自動血球計数装置／607・608

特長：9項目同時測定をし，3項目の粒度分布がCRTに表示されます。

又マイクロコンピュータの制御により管理機能の充実と共に各種のパラメ

ー ターが計算されプリントアウトされます。

〔取扱い商品〕

自動血球計数装置　血球計算盤　血液凝固検査機器　電解質自動分析装置

ビリルビン専用比色計　血糖計　蛋白屈折計　光電比色計　分光光度計

ミクロトーム　各種屈折計　キモグラフィオン　旋光計　接触角測定器

ディスポ製品各種　ミクロトーム用ディスポ替刃

鯵 大塚製薬㈱診断事業部
〒101東京都千代田区神田司町2－9

設立年月日　’　1964年8月10日

資　本　金 60億円

代表者名 大塚明彦

従業員数 4，902名

工場所在地 〒771－01　徳島市川内町平石字夷野224－18

TEL：0886－65－1721

研究所所在地 〒 同上

TEL
商品間合せ先 担当部門 診断事業部システム販売課

TEL　O886－65－8802　　FAX：0886－65－3613

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／オーシン（OHClN）

特長：病院トータルシステムの一環として「検査部門」を位置づけし，効

率化を最大限に行い，「検査室コンピュータ」「検査機器（方法）」「人材」

の一体化により，精度の向上と検査データの迅速報告，ユーザーサービス

の向上を目指した検査トータルシステムです。

●検体番号をいかした，ワークシートレスの検体検査の確立

●ランダム測定を前提とした検査業務の管理

●分析機器との柔軟かつ簡単な接続

●EWS（エンジニアリング・ワークステーション）によるシステム構築

〔取扱い商品〕

■臨床検査システム「オーシン」（OHCIN）

■健診管理システム「カムワン」（CUM－1）
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フFソ・クリニカル・タイアV7スティックス株式会社

〒135東京都江東区東陽6－3－2

設立年月日 1995年6月1日

資　本　金 10億円

代表者名　’　法華津寛

従業員数 200名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門　．　カスタマーサービスセンター

TEL：0120－03－6527　　FAX　O3－5632－7339

〔展示主要商品〕

全自動血液凝固測定装置／コアグラブ　RA

特長：試薬をセットしたままでの24時間スタンバイ機能を備え，国産機と

しては最大の処理能力を有するフルオート機である。さらに，ワンタッチ

スタートシステムにより，操作面の簡素化を実現した機種である。

〔取扱い商品〕

・ オーソ　Tテスト
・ オーソ　Hテスト
・ オーソ　OK　Comboシリーズ
・ オーソ　サイトロンアブソリュート

・ スワマット3
・ オーソ　HCVAb　ELISAテストIII
・ オーソ　HCVAb　PAテストII
・ オーソ　HCVAb　IRMAテストIII

・アマライト　プロセッシングセンター
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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

資　本　金 173億5，500万円

代表者名 上野利雄

従業員数 1，954名

工場所在地 〒418－01　　富士宮市北山字東下組5221

TEL：0544－58－2111

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〕

総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比／ダイヤカラー・BTR

特長：肝疾患のアミノ酸が簡単に測定（自動分析機で）できます。今まで

簡単に測れなかった肝不全患者のアミノ酸代謝異常がすぐわかり栄養療法

に役立ちます。肝障害の進展の指標や重症度把握に役立ちます。

〔取扱い商品〕

クレアチニン測定試薬（ダイヤカラー・リキッドCRE）

アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドAMY）

P型アミラーゼ測定試薬（ダイヤカラー・リキッドP－AMY）

尿酸測定試薬（ウリカラー・リキッド）

ヵルシウム測定試薬（ダイヤカラー’Ca）
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omRonオムロン株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　〒io5東京都港区虎ノ門3－4－IO

設立年月日’　昭和8年5月10日

資　本　金 386億8，775万円（1993年9月末現在）

代表者名　’　代表取締役社長立石義雄

従業員数 21，340名（関係会社含む1993年9月末現在）

工場所在地 〒515 松阪市久保町1855－370オムロン松阪㈱

TEL：0598－29－0660

研究所所在地 〒615
・ 京都市右京区山ノ内山ノド町24
’ ㈱オムロンライフサイエンス研究所

TEL：075－316－2212

商品問合せ先 担当部門 医用システム営業部

TEL　O3　3436　7055 FAX　O3－3436－7254

〔展示主要商品〕

血液細胞自動分析装置／MICROX（HEG－120N）

特長：オムロンは昭和53年に国産初の血液細胞自動分析装置を開発。パタ

ー ン認識方式の決定版としてMICROXの新型（HEG－120N）システム

が加わりました。高精度分析モードの新設や操作性の向上を図りよりユー

ザフレンドリーに新登場。

〔取扱い商品〕

血液細胞自動分析装置……MICROX　HEG－120N

血液標本自動作製装置……MICROX　HEG－120NAS

遠心塗抹装置………一・…・HEG－NSP

自動染色装置………………HEG－NST

集中管理装置………………LADIC－S

白血球分類計数器…・……・・LADIC－12

骨髄像分類計数器…………LADIC－13

尿沈渣分類計数器一…・・…LADIC－51

OLYMPUS　オリンパス光学工業株式会社

〒1・63－9・1東京都新宿区西新宿1－22－2新宿サンエービル

設立年月日 1919年（大正8年）10月12日

資　本　金 406億8，800万円（1994年10月現在）

代表者名 代表取締役社長岸本正壽

従業員数’6，217名（1994年10月現在）

工場所在地 〒396 伊那市大字伊那5128

TEL　O265－72－1111

研究所所在地 〒192 八王子市久保山町2　3

TEL　O426－91－7111

商品間合せ先’　担当部門 オリンパス販売株式会社

TEL　O3－3251－9491 FAX　O3－3251－9820

〔展示主要商品〕

特長：新製品AES320を初めとする各種分析装置を展示。また，自動分注

装置と生化学自動分析装置の搬送ラインによる接続も行います。臨床検査

の自動化はもちろん，人に優しい検査室を再現します。

〔取扱い商品〕

生化学分析装置：AU5200，　AU800

自動酵素免疫分析装置：OLYDAS－120

自動電気泳動装置：AES320

自動分注装置：OLA2000，0ASYS
搬送ライン

データ処理システム
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蔭Dσオルカノ株式会社
匿匹鉋　　 〒ll3鯨都文京区本郷5－5－16

設立年月日 昭和21年5月

資　本　金

代表者名 前田容克

従業員数 1，000名

工場所在地 〒300－26　　つくば市緑ヶ原2－3（テクノパーク豊里）

TEL　O298－47－8381

研究所所在地 〒335
’

戸田市川岸1－4－9

TEL：048－446－1391

商品間合せ先 担当部門 機器事業部　第2部

TEL　O3　5689－5127　　FAX　O3－5689－5177

〔展示主要商品〕

キャビネット形純水装置／ピュアライトPRO－150

特長：各社自動分析装置への純水供給装置として本商品は活用されていま

す。家電感覚の手軽さで，臨床検査に携わる人々が簡単に扱える装置とし

て販売しております。

〔取扱い商品〕

超純水装置「ピューリック」，キャビネット形純水装置「ミニクリア」「ピ

ュアライト」，カートリッジ純水器「Gシリーズ」，RO装置「オスモクリ

ア」自動再生純水装置「AMCシリーズ」，自動再生軟水装置「SATシリ

ー ズ」，高品質蒸留装置「オルジェッター」，自販機向け浄水器「オルガノ

フィルター」，家庭用浄水器「オルペットR」，細菌検査用ホモジナイザー

「ストマッカー」，ハンディタイプ電気伝導率計「スイケンサ」，ミクロフ

ィルター「ミクロボア」

その他　ろ過装置，大型超純水装置，排水処理装置

囲オルガノンテクニカ株式会社

　　　　　〒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 1億6，900万円

代表者名 木村征夫

従業員数 47名

工場所在地．　〒

TEL
研究所所在地　’　〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 マーケティング部プロダクトマネジメント課

TEL　O3－3232－4333　　FAX　O3－3232－3976

〔展示主要商品〕

全自動多項目分析装置／MDA－180

特長：凝固，合成基質及び免疫検査を常にコンピュータにより機器本体の

動作を連続的にモニターしながら，ランダムアクセスまたはバッチ処理に

て全自動で検査を行います。

〔取扱い商品〕

全自動血液培養検査装置：バクテアラート微生物検査システム

血液凝固測定装置　　　：コアグーA一メイトシリーズ

血液凝固線溶検査試薬　：MDA－180専用試薬及び管理血漿，

　各種機器対応試薬（シンプラスチン・プラテリン・ベリハイシリーズ，

　因子欠乏血漿），フィブリノスチカFbDP・FgDP・TDP，

　フィブリフィック，フィブリノスチコン

免疫血清検査用試薬　　：ヘパノスチカシリーズ（HB関連抗原・抗体）

　バイロノスチカ（HIV），　HCV　EIAキットUBI

精度管理用物質　　　　：ブラッドG．A．　S．コントロール，バリデイト
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〒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 6億426万円

代表者名 杉山　茂

従業員数 210名

工場所在地 〒309－16　笠間市稲田弥六内3－5笠間西工業団地

TEL：0296－74－4811

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 学術部

TEL　O3－3816　4480　　FAX：03－3816－6544

〔展示主要商品〕

酵素免疫測定装置／QUARTUS

特長：完全自動EIA分析装置，180検体／hr，同時12項目，検査所要時間

22分（サンプリングからデータプリントアウトまで）。

〔取扱い商品〕

生化学試薬／“カイノスオートシリーズ”CRE－EN試薬，　BUN－EN試

　薬，胆汁酸測定試薬カイノス“アクアオートカイノス（液状）”CRE試

　薬，GLU試薬，　UA試薬，　CHE試薬，他1，5－AG測定試薬

EIA試薬／“MagneticParticle　EIA”AFP，　CEA，　CA19－9，　T3，　T，，

　TSH，　FT3，　FT4，　IgE，　B，一　MG，　FERRITIN，　INSULIN，　MYOG－

　LOBIN，

　MYOSIN－L，　HCG，　PRL，　FSH，　LH他

免疫血清検査試薬／“同時多項目アレルゲン特異IgE抗体測定”マスト

　イムノシステムズ　“クラミジアトラコマチスIgA，　IgE抗体測定”ヒ

　タザイムクラミジアAb

輸血検査試薬／抗A，抗B，抗D血清，クームス血清，ガンマーペグ，

　プロメリン溶液，デュエットプラスディエゴA　他血球試薬

遺伝子関連／プローブデザインサービス，GenePlate

昭1〒山化学工業株式宕証

〒541大阪市中央区道修町2－5－10

設立年月日 昭和23年8月9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3－2622

TEL　O6－481－6769

研究所所在地 〒660 尼崎市東難波町3－2622

TEL：06　481　6769（33）

商品間合せ先 担当部門 研究開発部

TEL：06　481－6769 FAX．06－482　1506

〔展示主要商品〕

オリンパス専用試薬／AUシリーズ品

特長　高濃度専用試薬（1ステップ・2ステップ）。

〔取扱い商品〕

試　薬　　：一般分析用試薬・特殊分析用試薬・生化学研究用試薬・電気

　　　　　　泳動用試薬・アミノ酸分析用試薬

臨床検査薬：臨床検査用各種体外診断薬・標準液・標準血清・緩衝液

化成品　　　染毛剤原料・火薬原料・医薬品原料・農薬原料・診断薬用原

　　　　　　料
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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：03－3812－5285

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－3812－5285　　FAX　O3－3815－1297

〔展示主要商品〕
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希釈ノズル装置／MAGY－1000

特長：ステンレスノズル針を採用し，針内等独自の洗浄方式でコンタミキ

ャリーオーバーがありません。チップ不要で低コストです。

〔取扱い商品〕

血液検査器械　臨床データ集中管理システム，デジタル分類計算器，血球

　　　　　　　計算盤各種，ディスポーザブル製品

化学検査器械　デンシトメータ各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装置

血清検査器械　オートドロッパー，オートダイリューター，プレートミキ

　　　　　　　サー，プレートウォッシャー，プレートインキュベータ

　　　　　　　ー，ダイリューター，ドロッパー，マイクロプレート，梅

　　　　　　　毒診断器具

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，ミクロトーム，病理検査器具

一般検査器械　実験室設備（実験台各種），TK蒸留器，崩壊度試験器，

　　　　　　　薬局方試験器，局方試験器具

宰関東イ謄㌘鷲＿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 1，300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 〒 同上

TEL　O463　95－5624

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬部

TEL：03－3667－8061　　FAX　O3－3667－6891

〔展示主要商品〕

メルクリキッドシリーズ

特長：試薬調製の不要な液状タイプで，安定性に優れています。現在グル

コース，尿酸，GOT，　GPT，　CK，γ一GT，　ChE，　CRE（酵素法），鉄，

UIBC，　TG，コレステロールの12項目を発売中です。

〔取扱い商品〕

臨床検査薬：臨床検査用キット試薬，自動分析装置用試薬（汎用及び日立

7150，7250，7070，7170専用試薬，東芝60R，20R，30R専用試薬，日本

電子RXシリーズ専用試薬等各種自動分析装置専用試薬），コントロール

血清，培地及び素材，血液培養システム，クラミジア測定キット，家族計

画用試薬，病理用染色試薬，日立8200用染色試薬

試薬：一般試薬，生化学用試薬，超高純度試薬，各種用途別試薬，各種ク

ロマトグラフィー用試薬，酵素，補酵素，モノクローナル抗体，その他特

殊用途試薬

電子工業用薬品：電子工業用薬品，薬品自動供給装置

化成品：液晶中間体，食品添加物

機材：パイレックス製品，精密分注製品（ブランド社製）
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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－r

設立年月日 昭和8年

資　本　金 7億8，300万円

代表者名 菊地　博

従業員数 229名

工場所在地 〒318 高萩市上手綱朝山3333－26

TEL：0293－23－0911

研究所所在地 〒 同上

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業推進部・技術サービス室

TEL：03－3270－1645　　FAX　O3－3270－1799

〔展示主要商品〕

抗トレポネーマ抗体測定用／メディエース　TPLA

特長：汎用自動分析装置に適応できるため，短時間で大量検体の処理が可

能です。また，担体にラテックスを使用しているので化学的に安定です。

結果が，連続数値として得られるため客観的評価が可能です。

〔取扱い商品〕

1．生化学的検査試薬

2．自動分析機用試薬（ランピア・ビアンコーレシリーズ）

3．血清学的検査用試薬及び検査機器

4．自動分析装置（550－EXPRESS）

5．血清分離用血液凝固促進剤

6．真空採血管（インセパックシリーズ等）

7．組織培養用血清及び培地（DM培地シリーズ）

8．生培地（バイタルメディアシリーズ）

9．その他各種粉末培地，結核菌検査用培地，培地用基材

10．空中浮遊菌測定装置（エアーサンプラー）

11．セキスイメディカル関連商品

12．自動細菌塗抹装置（スパイラルプレーター）

刀亘⇒Y◆㌔鷹鶏監
設立年月日 昭和35年6月10日

資　本　金 9，900万円

代表者名 土井　茂

従業員数 580名

工場所在地 〒 滋賀県伊賀郡甲南町大字柑子字梅田1480

TEL　O746－86－6833

研究所所在地 〒601 京都市南区東九条西明田町57

TEL　O75－672　5311

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL　O75－672－6386　　FAX　O75－671－8289

〔展示主要商品〕

糖尿病検査システム

特長：グルコース測定装置（GA－1160）とグリコヘモグロビン測定装置

（HA－8131）を搬送ラインを用いてドッキングさせました。大型搬送シス

テムの端末ラインとして，また当システム単独の使用も可能です。

〔取扱い商品〕

自動グルコース測定装置

自動グリコヘモグロビン測定装置

糖化アルブミン測定装置

全自動尿分析装置

尿分析システム

自動浸透圧測定装置

ドライケミストリー

自動PSP測定装置

GA－1160

HA－8131，　HA－8140

GAA－2000

SA－4230

MA－4240

0M－6030，0M－6040

SP－4410

PSP－3120



e：e：e協和メデックス株式会社
　KYOWA　　　　　　　　　　　　　　　　〒104東京都中央区入船2－1－1

設立年月日 昭和56年4月1日

資　本　金 7億5，000万円

代表者名 古屋　晃

従業員数 270名

工場所在地 〒411 静岡県駿東郡長泉町南一色600－1

TEL　O559－88－6000

研究所所在地 〒411 静岡県駿東郡長泉町南一色600－1

TEL　O559－88－6000

商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O3－3297－8104　　FAX　O3－3297－8114

〔展示主要商品〕

HDL一コレステロール／デタミナーHDL－C

　　特長：1，化学修飾酵素を用いた直接測定試薬。2，2ステップの反応で

　　HDL一コレステロールを特異的に検出。3，めんどうな遠心分離操作なし

　　に，自動分析装置で全自動測定が可能。4，わずか10分で，高精度に測

　　定。

　　〔取扱い商品〕

　　デタミナーL　TC，デタミナーL　TG，デタミナーL　UA，デタミナ

　　ーL　IP，デタミナーL　CRE，デタミナーHbAlc，

　　ケミルミACS－TSH，ケミルミACS－T3，ケミルミACS－T4，ケミルミ

　　ACS－FT3，ケミルミACS－FT4，ケミルミACS－LH，ケミルミACS－

　　FSH，ケミルミACS－AFP，ケミルミACS－CEA，エクステルAFP，エ

　　クステルCEA，エクステルHBs抗原，エクステルHBs抗体，エクステ

　　ルTP，エクステルIgG，エクステルIgA，エクステルIgM，エクステル

　　CRP，

　　イデイアクラミジア，クラミジアAbキット「MX」，デタミナー
　　DUPAN－2，デタミナーHTLV－1抗体，デタミナーH．　Pylori抗体

ll7　AP－960，　ACS－180，　EL－1200，　EL－1060，他

κL麿07万 久保田商事株式会社
〒ll3東京都文京区本郷3－29－9

設立年月日 昭和37年3月12日

資　本　金 5，000万円

代表者名 久保田史彦

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 営業本部

TEL　O3－3815－1331 FAX　O3－3814－2574

〔展示主要商品〕

自動ハンドリング遠心機／モデル4900

特長：■インテリジェントな頭脳とハイテク機能を搭載した未来型の遠心

機です。重量測定やバランス配置計算はコンピュータで自動計算するの

で，チューブラックにセットする採血管の本数は任意の本数でも運転でき

ます。

〔取扱い商品〕

KUBOTAブランドの医療用・理化学用遠心機，超音波発生装置の販売と

ドイツ・ミーレ社のガラス器具用ジェット噴射方式全自動洗浄機を輸入販

売しています。遠心機のトップメーカーならではの多彩な商品ラインナッ

プで，ますます多様化・高度化するニーズを的確にキャッチします。

■取り扱い商品は，下記のとおりです。

自動ハンドリング遠心機，ハイスピード冷却遠心機，大容量冷却遠心機，

ハイキャパシティ遠心機，ユニバーサル冷却遠心機，テーブルトップ遠心

機，パーソナル冷却遠心機，卓上小型遠心機，ヘマトクリット遠心機，ラ

ボ用遠心機，マイクロ（冷却）遠心機，免疫血液学用遠心機，超音波発生

装置，ガラス器具用全自動洗浄機各種



ll8 国際試薬株式会社
INT［RNATIONAL　RMG［NTS　CORPORATION

　　　　　　　〒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 西峯　正

従業員数　．　375名

工場所在地．　〒651－22　　神戸市西区高塚台4－3－2

TEL：078－991－2211

研究所所在地 〒651－22　’神戸市西区室谷1－1　2

TEL：078　991　2212

商品間合せ先 担当部門　．　学術部

TEL：078－－231　4151 FAX：078　232－0548

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定装置／エルジア・F300

特長：1，全自動タイプ　2，同時最大3項目　3，1ラウンド40テス
ト／50分　4，見やすいディスプレイを使用した優しい対話方式入力。
〔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血球，ほか

　血液凝固・線溶関係試薬：PT，　APTT，フィブリノゲン，複合因子
　　T，H，　AT　III，　FDP，　PLG，因子欠乏血漿，　PIC，　TAT，　Dダイ

　　マー，ほか
　輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，　Rh式，ほか），クー

　　ムス血清，ほか

　血清学関係試薬：HBV測定用，　HCV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，エルジア・Fシリーズ

　生化学関係試薬：自動分析機用，コントロール血清，ほか

　その他：一般検査関係試薬，検査室用洗剤

■臨床検査用機器

　血液凝固分析装置：コアグレックス100，コアグレックス700

　酵素免疫測定用機器：エルジア・オート，エルジァ・F300

　分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ

株式会社コスモテック
〒101東京都千代田区岩本町3－7－ll

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 8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　O3－5687　5787　　FAX　O3－5687－5980

〔展示主要商品〕

オートサンプラー／BISTEQUE　105

特長：HA，　EIA，　RIA等の検査の効率アップと感染防止及び検体仕分け

の能率向上を目的とし，ワークエリア内であれば，あらゆるラック，プレ

ー ト，サンプルカップが使用できるオートサンプラーです。

〔取扱い商品〕

■自動分注希釈装置　　　BISTEQUE　105

　　　　　　　　　　　　BIS．　TEQUE　201

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　202

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　203

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　601

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　605

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　701

　　　　　　　　　　　　BISTEQUE　801

■細胞転写・塗抹装置　　CELTEQUE　IO1



⑩小林記録竺霧曇竃15

設立年月日 昭和21年4月1日

資　本　金 4億5，000万円

代表者名 小林祥浩

従業員数 1，900名

工場所在地’　〒448 刈谷市小垣江町北高根115

TEL　O566　26－　5310

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 第1営業企画部医療グループ

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／VL－150

特長：バーコード検体ラベルを発行し，自動的に採血管に貼り付けること

ができます。ほとんどの種類の採血管に貼り付けることができます。従来

型VL－100よりも更にお求めやすい価格を実現しました。

〔取扱い商品〕

1，システム開発

　　　　　臨床検査システム

2，臨床検査自動化システム用各種装置

　　　　　検体ラベル用バーコードプリンター　BP－200

　　　　　検体ラベル自動貼り付け装置　VL－150

3，医療用コンピュータ用紙，OMR，　OCR用紙，検体用ラベル各種

　　　　　検査依頼書，検査報告書，心電計脳波計用各種記録紙

ll9

願　　　　サクラ精機株式完示土
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－1－9

設立年月日’　明治4年2月

資　本　金 9，900万円

代表者名 代表取締役社長関　一郎

従業員数 270名

工場所在地 〒387
’ 更埴市鋳物師屋75－一一5

TEL　O262　72－2381

研究所所在地 〒 同ヒ

TEL：

商品間合せ先 担当部門 メディカル事業部

TEL　O3－3231－1610～1　FAX’03－3241－9869

〔展示主要商品〕

自動染色装置／サクラ自動マルチ染色装置

特長：同時に3種類の染色を行う事が可能で，PAS，　PAM，鍍銀などの

特殊染色に幅広くお使いいただける，世界で初めての染色装置です。

〔取扱い商品〕

　病理・電顕・細胞診・血液・血清等各種検査用機器，バイオテクノロジ

ー関連機器，高圧蒸気滅菌装置（各種），中央材料室，手術室関連機器。



，2°

　u三光峰歴i鷺竃1＿6
設立年月日 1954年5月26日

資　本　金 52億6，248万円

代表者名 代表取締役社長渡辺　瞭

従業員数 297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 〒300－11　　茨城県稲敷郡阿見町吉原3262－12

TEL　O298－89－2241

商品間合せ先 担当部門 学術情報課

TEL　O3－3851－1672　　FAX　O3－3864－5644

〔展示主要商品〕

異常プロトロンビン測定／エイテストモノP－　ll

特長：世界唯一のPIVKA－IIに対するモノクローナル抗体を用いて，高

感度に特異［生よくPIVKA－IIを測定します。　AFPとのコンビネーション

アッセイで肝細胞癌の診断補助に有用です。

〔取扱い商品〕

〈試薬〉エイテストモノP－II，エイテストIgGRF，サンオートヘモ，ニ

ューセロクリットシリーズ（HBs，抗HBs，抗HTLV－1，TP），アラ

スタットIgEシリーズ，輸血関連製品，トロンボテストオーレン，ヘパ

プラスチンテスト，サンテスト，アルブシュア，片山AUシリーズ，

EXAリキッドコントロール，サンテストAMYN，サンテスト液状試薬

シリーズ，バイオトラックテオフィリン，セパジーン，セパジーンRV，

エス・クロンシリーズ，正常ヒト細胞シリーズ，FBS，三光培地，ディ

フコ培地

〈機器・器具〉サンオートFE，　SGRシリーズ，サンサーモミニ，サンサ

ー モPCR，セーフティパル，エクセルオートピペット，　BIOT5／6，フォ

トB－HメーターV型，サンクロットST

　≡
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共轄蝋書註
　　　　〒103東京都中央区日本橋本町3－5－1

設立年月日 大正2年3月

資　本　金 415億8000円

代表者名 河村喜典

従業員数 6，913名

工場所在地 〒140 品川区広町1－2　－58

TEL　O3－3492－3131

研究所所在地 〒 同上

TEL
商品間合せ先 担当部門 医療品部学術情報課

TEL　O3－3562－7506　　FAX　O3－3562－7507

〔展示主要商品〕

ルミノマスター搬送システム

特長：（1）前回値のある項目は自動希釈して測定します。②ディスポチップ

使用によりバイオハザードを防止します。（3）検体の取り違え等を未然に防

止します。（4）結果の迅速な報告は患者サービスの向上につながります。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査薬

　L生化学検査用試薬　CAPカラーテスト「三共」，　LAP　AKオート

　　「三共」

　2．血清免疫用試薬　cr　－FPテスト「三共」，バイロノスチカ，ルミノマ

　　スター専用試薬（19項目），オートザイム「HbAlc」「IRI」「CPIR」

　3．血液検査用試薬　PT，　APTT，　FIB，　ATIII，α2PI，　PLGオート

　　「三共」，TBテスト「三共」，　HPテスト「三共」

　4．一般検査用試薬　工一ムス製品

II．臨床検査用機器　ルミノマスター，コアグマスターII，クリニテック

　　類，タイド，アントセンス，クリニテックアトラス，DCA2000

111．病理検査用機器　オート・スリッパー一　200／300，クライオ2000，

　　VIPM1500／M3000，　TEC　IV



〈Os－7（＝x ダイアグノスティック株式会社

　　　　〒285佐倉市大作1－8－5

設立年月日 平成元年10月2日

資　本　金．　2億円

代表者名’ジャンーカルロマルキオ

従業員数 53名

工場所在地 〒285 ：佐倉市大作1－8－5

TEL　O43－498－2031

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 製品開発部マーケティング課

TEL　O43　498－2032　　FAX　O43－498－2009

〔展示主要商品〕
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全自動ホモジニアスFIA装置

特長：新規構造物質Eu3＋クリプテートの開発により，　B／F分離不要のホ

モジニアスFIAが可能になった。ハプテンから高分子蛋白に至るまで測

定可能であり，従来にない測定システムとして日常検査での応用が期待さ

れる。

〔取扱い商品〕

■体内診断用放射性医薬品

　　エルマティックIII，キセノンー133・ガス／注射液

■体外診断用医薬品

　RIA：ボール・シフラ・キット，ボールエルザ・CA19－9・キット，

　　　　ボールエルザ・F一βHCG・キット，エルザ・オステオカルシン

　　　　・キット，エストラジオール・コートリア他

　EIA：シスパック・CA19－9・キット，シスパック・CA15－3・キット，

　　　　シスパック・PSA・キット他

■医療用具：血液照射装置IBL437C

■研究用試薬：アンプリシス，エルザ・PS2他

⑧塩野義製薬株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町3－1－8

設立年月日 大正8年6月5日
資　本　金’　212億7，924万円

代表者名　’　代表取締役社長塩野芳彦

従業員数 7，037名

工場所在地’　〒566 摂津市三島2－5－1

TEL：06－381－7341

研究所所在地　’　〒553 大阪市福島区鷺洲5　12－4

TEL　O6－458－5861

商品間合せ先 担当部門 診断医学学術部

TEL：06－－T381－7343（内533）FAX　O6－382－4045

〔展示主要商品〕

全自動アレルギー検査機器／ルミワードイムノアッセイシステム

特長：化学発光免疫測定法を用いた全自動ランダムアクセスの特異IgE
・ 総IgE同時測定検査機器。25μ1以下の少ない検体量で約1時間で測定。

特異IgEの検出感度は0．061U／mlと高感度・高精度の測定結果が得られ
る。
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重松貿易株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区淡路町2－2－5

設立年月U 昭和38年9月9日

資　本　金 5，0007jFIヨ

代表者名 重松克彰

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　．　化学品部

TEL：06－231－6146 FAX：06－231－6149

〔展示主要商品〕

ウイルス感染症研究用試薬／ウイルス抗原，抗体及検出キット

〔取扱い商品〕

HIV及び感染症ウイルスの各種タンパク，ライセート，及びモノクロー

ナル抗体，ポリクローナル抗体

HIV－Ip24抗原検出キット

HIV－lgp120抗原検出キット

CD4検出キット

HHV－6抗原検出キット

ヒト及びマウス各種サイトカイン検出用キット

～Y～T≡ ））～株式会社⊃万ムズ

〒222横浜市港北区新横浜2－17－2ナラビル7F

設立年月日 昭和53年8月30　H

資　本　金 1，500万円

代表者名 皆藤正博

従業員数．23名
工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 システム営業課

TEL：045－474－7231 FAX：045　474－2780

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／LBNET－PC

特長：パソコンLANによる検査室の総合情報処理システム。完全マルチ

タスクOSによって1台のクライアントで複数業務の同時処理可能。

OMR，バーコード，至急FAX報告に対応。

〔取扱い商品〕

臨床検査システム，健診システム，水質分析システムなどのアプリケーシ

ョン・ソフトウェア開発。分析装置オンライン制御機器の販売。

・ 臨床検査システム　LBNET－PC
・ 総合健診システム　HELDIR－PC
・ オンライン制御装置　LBNET－DCU，　LBNET－98
・ ICカード制御装置　RCU．IC



㊥島津製作所
　　　　　　　　　　　　　　　〒604京都市中京区西ノ京桑原町1

設立年月口 大正6（1917）年9月

資　本　金 約168億円

代表者名 藤原菊男

従業員数 4，300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 〒619－02　　京都府相楽郡精華町光台3－9

TEL　O7749－5－1600

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　O75－823　1368

〔展示主要商品〕

自動生化学分析装置

　　特長：ルーチン検査はもとより迅速検査にも最適の自動生化学分析装置。

　　ラック式のランダムアクセス・シングルマルチタイプで，あらゆるニーズ
　　にフレキシブルに対応できます。検査のトータルシステムとしての機能を

　　装備。

　　〔取扱い商品〕

　　〈分析測定機器〉光分析装置　電磁気分析装置　クロマト分析装置　熱分

　　　析装置　環境測定機器　はかり　粉粒体測定器

　　〈バイオテクノロジー機器〉細胞融合装置　DNA合成装置　細胞培養装

　　　置DNAシーケンサ
　　〈試験検査機器〉材料試験機　構造物試験機　動釣合試験機

　　〈プロセスオートメーション機器〉プロセス計測制御計器　プロセス分析

　　　機器
　　〈医用機器〉診断用X線装置　循環器X線診断システム　X線コンピュ
　　　ータ断層装置　磁気共鳴イメージングシステム　核医学診断装置　超音

　　　波診断装置
　　〈産業機器〉薄膜形成装置　真空機器　液送機器　油圧機器

　　〈オプトエレクトロニクスデバイス〉ハイブリッドIC　光学素子　光伝送

　　　機器
123　〈航空宇宙機器〉宇宙機器　航空電子機器　航空搭載機器他

躍株式会社常夷
　　　　　　　　　　　　　　　〒li3東京都文京区本郷3－19－4

設立年月u 昭和23年12月9日

資　本　金 1億5，000万円

代表者名 服部精一

従業員数 350名

工場所在地 〒439 ． 静岡県小笠郡菊川町西方154

TEL　O537－36－1577

研究所所在地 〒213 川崎市高津区宇奈根731－1

TEI、：044－811　9211

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL　O3－3815－1717　　FAX：03－3815－1759

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動装置／CTE－8000

特長：213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，口差変動）等が画面上で簡単に操作できます。病態

解析プログラムが組み込めます。検体自動搬送システム接続可。

〔取扱い商品〕

●電気泳動装置　　：全自動電気泳動装置　CTE－8000，　CTE－1800

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CTE－780，　CTE－］50

　　　　　　　　　　　　デンシトメータ　デンシトロンCR－20，20HR

●生理関連装置　　：全自動血液ガス分析装置　JBA－200，　GS10，

　　　　　　　　　　ポータブル血液ガス分析装置　スタットパル2

●電解質分析装置　：Na⊥，　K“，　Cl－，　Li＋アナライザ　IS－200，　IS－100，

　　　　　　　　　　IS－50C，　Na†，　K＋，　Li＋アナライザIS－50L

●グリコHb分析装置：グリコヘモグロビンA、Cアナライザ　HS　一一ユ0，8

●診断試薬　　　　　：リボ蛋白精密分画測定　リポフォー，LDH試薬

　　　　　　　　　　アルフォス精密分画測定　アルフォー，アポE試薬

●健康管理関連装置：自動身長体重計　HWS－200



124 ぬ真興交易株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒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．1，500万円
代表者名　．　代表取締役橋内千一

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 営業部

TEL：03－3456－0072　　FAX　O3－3456－3771

〔展示主要商品〕

全自動血液ガス・電解質・ラクテート分析装置／スタット・プロファイル・プラス9

特長：血液ガス・電解質（Na＋，　K＋，　Cl　，　Ca＋＋）・ヘマトクリット・グ

ルコース・ラクテートを1回の操作で計11項目測定でき，緊急検査に最適

な分析装置です。

〔取扱い商品〕

・ 米国ノバ・バイオメディカル社製

全自動血液ガス・電解質・グルコース・ラクテート・BUN分析装置

　スタット・プロファイル・プラスシリーズ

・ ドイツ・クナウァー社製

　浸透圧計（SMO－1・DI－SMO）

・医学書出版

⑯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 昭和22年3月3日

資　本　金 999億円（1995年3月末）

代表者名 西澤　進

従業員数 5，869名（1995年3月末）

工場所在地 〒746 新南陽市開成町4560

TEL：0834－63－8841

研究所所在地 〒618 大阪府三島郡島本町百山2－1

TEL　O75－961－3956

商品間合せ先 担当部門 医療システム事業部

TEL　O6－365－4157 FAX　O6－365－4162

〔展示主要商品〕

真空採血管／インセパック

特長：①管は破損しにくいPET素材　②迅速な凝固性能③強固な隔壁

形成　④自動検査装置に直接セット可能　⑤廃棄処理が容易。

〔取扱い商品〕

1．臨床検査用器材・器具

　　真空採血管（インセパック・シリーズ）

　　採尿管

　　血沈管

　　採血針離脱収納器（ハリポンオート）

2．体外診断薬・器材

　　抗トレポネーマ抗体測定用試薬（メディエースTPLA）

　　試薬用ラテックス

　　動物血清



∫EKONIC株式会社セコニリク
〒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16日

資　本　金 15億327万円

代表者名 仁科義男

従業員数 525名

工場所在地 〒399－86　：長野県北安曇郡池田町大字池田2714

TEL：0261－62－9600

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 入力機器営業部

TEL：03－3978－2332　　FAX　O3－3922－2144

〔展示主要商品〕

キャラクタ・リーダ（OCR）／SCR－802

特長：手書きの漢字，カナ，アルファベット，数字等の読取が可能。

ANKで40文字／秒の高速処理タイプ。　RS－232　C接続でコンピュータを

選ばず汎用性が高い。マークチェックも読取可能。読取ソフトは別売。

（43万円）

〔取扱い商品〕

乾式複写機オプション

単体露出計

光学式マーク読取装置（OMR）

光学式文字読取装置（OCR）

温湿度記録計

マグネットクラッチ

束線

回路基板実装

エレクトロ・ルミネッセンス（EL）
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SEFATE（］セファテクノロジー株式会社

〒573枚方市新町1－12－1太陽生命枚方ビル6F

設立年月日 昭和58年6月

資　本　金 4，500万円

代表者名 谷口佳範

従業員数 50名

工場所在地 〒613 京都府久世郡久御山町佐山新開地74－1

TEL：0774－46－2371

研究所所在地 〒

TEL：

商品問合せ先 担当部門 営業技術部　　岸森重則迄

TEL：0774－46－2371　　FAX：0774－46－2381

〔展示主要商品〕

検体前処理システム／血清量測定装置

特長：血液検体試験管内の血清量を非接触にて測定します。分離剤がある

場合は分離剤より血清液面を自動判別します。4種類のチューブに適応。

処理能力として600本／時間。検体ID管理及びデータ伝送機能。

〔取扱い商品〕

各種計測及び検査装置等の開発設計製作。

半導体製造関連装置の設計製作。

Net　Ware　CNE－J認定技術者による経験豊富なFA－CIM等ネットワーク

システムの構築。
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《争 株式会社セロテック

〒062札幌市豊平区月寒中央通5－1－io

設立年月日 昭和56年5月

資　本　金 9，800万円

代表者名 廻谷靖生

従業員数’87名
工場所在地 〒066 千歳市泉沢100767

TEL：0123－28－2121

研究所所在地 〒069 江別市東野幌132－1

TEL：011－383－3431

商品間合せ先 担当部門 業務部

TEL：011　855　1131　　FAX　Oll－855－0143

〔展示主要商品〕

尿素窒素測定用／UN－U

特長：①特異性に優れております。②試薬溶解度の安定性（2～10°C）1

カ月間③内因性アンモニアの影響は受けません。④直線性に優れ，高濃

度測定可能です。⑤血清，尿検体各種自動分析機への適応が可能です。

〔取扱い商品〕

■生化学検査試薬

　UNシリーズ（アンモニア消去），　CRE－L，　AMY－R（S），　TG－Lその

　他多項目各種自動分析機装置に適応できます。

■血清検査試薬

　LATシリーズ（CRP，　ASO，　RA）

■細菌，真菌検査用製品

　CT寒天生培地，　CT／B寒天生培地，コロノテスト，ケミプレート，

　MNストリップ（偏性嫌気性菌鑑別用），β一ラクタマーゼ検出ディスク

　他

■精度管理用製品

　コントロールN，E

　リピッドーS（脂質用管理血清）他

（3c難］胞コ炉テ運科学貿易

〒川1東京都台東区柳橋1－8－1

設立年月日 昭和42年6月20日

資　本　金 1億円

代表者名 代表取締役社長岩井　覚

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 メディカルサイエンス部

TEL：03－5820－1509　　FAX　O3－5820　1515

〔展示主要商品〕

電解質分析装置／PVA－mini

特長：実績のあるクラウンエーテル膜と超積層固体化分子配向膜を搭載し

電極はディスポ化され且つ完全保証制です。検査室に信頼できるデータと

使い易さとコストパフォーマンスを提供します。

〔取扱い商品〕

・ 高速電解質分析装置　　　　PVA一αIII

・ APEC　グルコースアナライザー

・ヘマトスタット　C－70型

・ 高精度オートマチックピペット　Digiflex　TP型
・ RCS　エアーサンプラー



”んセントラルメディカルサプライ株式会社

〒310水戸市白梅3－4－15

設立年月日 昭和57年9月

資　本　金 1，000万円

代表者名 久保田啓蔵

従業員数 7名

工場所在地 〒310 ：水戸市白梅3－4　－15

TEL：029－227－3555

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業課

TEL：029－227－3555　　FAX　O29－228－2360

〔展示主要商品〕

自動培地作成装置／CHK－7

特長：細菌培養に使用する培地類　マル型，二分画，シャーレに自動的に

分注，1時間380枚作成可能，殺菌環境下で分注の為，初めての方にも操

作が容易。

〔取扱い商品〕

　1．医療器械及器材全般

　2．臨床検査試薬類
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株式会社ダイアヤトロン
〒iOl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　．　代表取締役社長内藤　修

従業員数 214名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 技術統括部学術部学術課

TEL：03－3863－6241　　FAX：03－3863－6278

〔展示主要商品〕

全自動免疫血清検査システム／LPlA－S500

特長：LPIA－200の上位機種として開発された。多波長同時測光によりラ

テックス凝集法，TIA法，比色法がランダムアクセスで同時10項目測定

が可能であり，最大1200検体までの連続追加測定が可能となった。また，

サンプルカップのみならず採血管からの直接サンプリングができるほか，

バーコードリーダー，搬送ユニットの付加により搬送ラインとの接続が可

能となった。

〔取扱い商品〕

■臨床検査用試薬　ヤトロン社製　キット・自動分析機用検査試薬

■全自動免疫血清検査システム　三菱化学社製　LPIAシステム

■全自動発光免疫測定装置　日本電子社製　ルミクイック・専用試薬　ル

　ミクイック

■分析用器具　ドイツ・エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離機・他

■分析用機械　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャン

■その他　研究用試薬・病理検査用各種抗体・細胞凍結保存液・他
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㊨第一化学薬品株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋3－13－5

設立年月日 昭和22年7月10日

資　本　金 12億7，525万円

代表者名 國吉家治

従業員数 866名

工場所在地 〒301 竜ヶ崎市向陽台3－3－1

TEL：0297－－62－7551

研究所所在地 〒130 墨田区業平5－5－12

TEL：03－3624－3418

商品間合せ先 担当部門 検査薬事業部　営業部営業企画課

TEL：03－3272－0681　　FAX　O3－3281－0510

〔展示主要商品〕

化学発光酵素免疫測定装置／Accessイムノアッセイアナライザー

特長：磁性マイクロビーズを固相とし，発光基質にLumigen⑱PPD（ジ

オキセタン誘導体）を使用し，低濃度から精度の高い測定が可能です。ま

た試薬は液状で，全自動コンティニアスランダムアクセス，バッチ測定が

可能であり，緊急測定も可能です。

〔発売項目〕T4，　FT4，　TSH，　TU，ジゴキシン，テオフィリン，β一

　hCG，ビタミンB12，葉酸，フェリチン，コルチゾール，　IgE

〔開発項目〕HIV1／2Ab，風疹IgG・IgM，トキソプラズマIgG・IgM，

　T3，　FT3，他各種
〔取扱い商品〕

○生化学検査試薬：ピュアオートS，オートセラS，クリニメイト他
○脂質関連項目：アポA－1，A－II，　B，　C－　II，　C－III，　E，　Lp（a），　HDL

　－C，LCAT他
○消化器関連試薬：クォンティプレックスHCV－RNA，エンザバイル・

　C，パナッセイIV・C，　UFC測定試薬TaKaRa，ヘモゴールド他
　※開発項目HBV－DNA，尿中硫酸抱合型胆汁酸　他
○凝固線溶測定項目：AT　III，α2　PI，　PLG，プロテインC，　APC－R他

OTDM関連：［測定装置］ソラリス，［試薬］エミット2000，エミットS

一Zl第一精密株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒425焼津市塩津1－1

設立年月日 昭和50年1月

資　本　金 500万円

代表者名 中村秀夫

従業員数 63名

工場所在地 〒425 ：焼津市塩津1－1

TEL　O54－629－0256

研究所所在地 〒425 ：焼津市塩津1－1

TEL：054－629－0256

商品間合せ先 担当部門 生産管理部生産技術課

TEL：054－629－0256　　FAX：054－629－0293

〔展示主要商品〕

微生物迅速検査装置／SFDシステム

特長：1．食品等の微生物検査で，メンブレンフィルター上の微生物の自

　　　　　動検出をおこない，培養時間の大幅短縮を可能とする。

　　　2．抗酸菌（結核菌）等の自動検出。

〔取扱い商品〕

○顕微鏡周辺機器

　・XY自動ステージ

　　　ミクロスキャナー，ウエルスキャナー，スポットスキャン

　　　ウエハー専用ステージ　及び　超大型特注ステージ

　・画像処理装置

　・プレパラート自動供給装置

　・マイクロプレート自動供給装置

　・オートフォーカス装置
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グ
タイ‡ン工業株ii苦会杜

〒530大阪市北区中崎西2－4－12梅田センタービル

ODNsuI大扇産業株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒534大阪市都島区都島本通1－15－17

設立年月日 大正13年10月 設立年月日 昭和38年12月1日

資　本　金 280億円 資　本　金 8，000万円

代表者名 井上礼之 代表者名 合田昭男

従業員数 8，633名 従業員数 20名（大扇産業株式会社のみ）

工場所在地 〒525 草津市岡本町字大谷1000－2 工場所在地 〒930－03　　富山県中新川郡上市町広野新269

TEL：0775－63－1151 TEL　O764－73－0336

研究所所在地　．　〒305 つくば市御幸が丘3 研究所所在地 〒

TEL：0298－58－5001 TEL
商品間合せ先 担当部門 ME部マーケティング課 商品間合せ先 担当部門 開発部

TEL：06－373－7282 FAX　O6－373－4372 TEL二〇6－928－7441 FAX　O6－928－7445

〔展示主要商品〕 〔展示主要商品〕

全自動蛍光免疫測定装置／エバネットEV20

特長：少数検体のルーチンはもとより迅速検査に役立てる測定装置です。

検体を分注したキュベットをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。全

血測定対応で測定結果が10分～20分で得られます。

分注装置／自動分注装置LTA－ll

〔取扱い商品〕

◎全自動蛍光免疫測定装置：エバネットEV20

◎エバネットEV20測定試薬：エバテスト　6種類

◎小型電極式血糖測定機器：アントセンス

特長　弾性ロングチューブ使用の画期的な分注装置。

〔取扱い商品〕

1）プラスチック製品，パッケージデザイン

2）医療用チップ，チューブ関連商品

　医療分野における検査機器，福祉関連商品

3）住宅，レジャー，生活，健康分野の商品の輸入
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顯ダイナボット株式会社
　　　〒106東京都港区六本木1－9－9六本木ファーストビル4F

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 22億6，700万円

代表者名 エイチ・トーマス・ワトキンス

従業員数 1，250名

工場所在地 〒
・ 松戸工場：〒271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　O120－03－1441　　FAX

〔展示主要商品〕

全自動免疫測定装置／AxSYMアナライザー

特長：AxSYMアナライザーはランダムアクセスはもちろんのこと，コ

ンティニュアスアクセスが可能な全自動，同時多項目処理システムです。

腫瘍マーカー，ウィルス肝炎関連，各種ホルモン検査等29項目が検査可
能。

〔取扱い商品〕

■全自動血液学分析装置：セルダインアナライザー3500SL

　（白血球5分類を含む22項目に対応）

■全自動イムノアッセイシステム：IMXアナライザー

　（がん関連，ウィルス肝炎関連，感染症，ホルモン検査試薬等35項目）

■薬物血中濃度モニタリングシステム：TDXFLXアナライザー

　（薬物，ホルモン，生化学等36項目に対応）

■イムノクロマトグラフィーによるHBs抗原・抗体検査

　ダイナスクリーン・HBsAg，ダイナスクリーン・オーサブ

■C型肝炎関連

　HCV・EIA　II「アボット」

　HCV・PHA「ダイナボット」

㊥大日本製竺鷲蕊＿6－8

設立年月日 1897年5月14日

資　本　金 134億3，900万円

代表者名 渡守武健

従業員数 約2，800名

工場所在地 〒553 大阪市福島区海老江1－5－51

TEL　O6－454－8151

研究所所在地 〒564 吹田市江の木町33－94

TEL　O6－337－5876

商品間合せ先 担当部門 ラボラトリープロダクツ部

TEL　O6－386－2164 FAX　O6－337－1606

〔展示主要商品〕

自動酵素免疫測定装置／OMNl

特長：96穴マイクロプレート用自動酵素免疫測定装置です。パラメーター

を設定することにより，ELISA法の種々のキットを自動処理することが

可能です。

〔取扱い商品〕

96穴マイクロプレート用光度計：iEMSリーダーMF

　　　　　　　　　　　　　　　マルチスキャンマルチソフト

　　　　　　　　　　　　　　　マルチスキャンバイクロマティック

96穴マイクロプレート用化学・生物発光測定装置：ルミノスキャン

96穴マイクロプレート用蛍光光度計：フルオロスキャンII

96穴マイクロプレート用分注装置：マルチドロップ

96穴マイクロプレート用自動洗浄装置：バイオウォッシャーWP

微生物全自動増殖解析システム：バイオスクリーンCシステム

電動式マルチチャンネルピペット：ELマルチ8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他



■　　　　　　　ダコ・ジャパン株式会社
　　DAKO
　　　　　　　　〒600京都市下京区四条通西洞院入　ヒラオカビル

設立年月日 1987年9月16日

資　本　金 8，000万円

代表者名 代表取締役副社長小畑勝利

従業員数 40名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒 京都市下京区四条通西洞院東入ヒラオカビル

TEL：075－211－3655

商品間合せ先 担当部門

TEL：075－211－3655　　FAX　O75－211－1755

〔展示主要商品〕
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各種ポリクローナル／モノクローナル抗体

特長　OEM・バルク用，免疫学的診断用及び研究用試薬。

〔取扱い商品〕

免疫組織化学染色用試薬（LSAB法，　ABC法，　PAP法，　EPOS法等関

連試薬）。OEM及びバルク抗体。　ELISA用キット（OEM用）。コントロ

ール血清及びキャリブレーター類。比濁法及びネフェロメトリーの関連試

薬及び特異抗体試料（各種自動分析機用の免疫関連試薬，OEM用）。特

異抗原（CEA，　AFP等精製抗原）。免疫電気泳動用試薬（グレーバー・

ウィリアムス法，免疫沈降法，ロケット電気泳動法及び免疫固定法等関連

試薬及び特異抗体）。フローサイトメトリー用試薬。

橘電気株式会社
　　　　　　　　〒ll4東京都北区田端1－16－13

設立年月日 昭和28年12月

資　本　金 2億円

代表者名 小林　紘

従業員数 140名

工場所在地 〒114 北区田端1－16－13

TEL　O3－3828－6131

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL：03－3828－6131　　FAX　O3－3828－6138

〔展示主要商品〕

臨床検査迅速LANシステム／オーダリングシステム／健診

特長：1．PC－LAN方式2．迅速・即応対応3．オーダリングシステム4．ド

クター支援5．迅速Fax自動返却6．Net　Ware版／WINDOWS　NT対応
版。

〔取扱い商品〕

1．PC－LAN迅速臨床検査システム

2．PC－LANオーダリングシステム

3．迅速Fax自動返却システム

4．医療画像管理システム

5．健診システム

6．細菌検査システム

7．病理・細胞診検査システム

8．尿一般検査システム

9．輸血検査システム

10．ドクター支援システム

11．請求事務処理システム



132CIBA・CORNING
　　チバ・コーニン●・タイアクソステイックス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　〒150東京都渋谷区恵比寿1－19－15

設立年月日 昭和58年9月1日

資　本　金 10億円

代表者名 代表取締役江頭又助

従業員数 215名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒273 船橋市海神6－17－20

TEL：0474－34－5611

商品間合せ先 担当部門 企画部

TEL：03－3440－4881　　FAX　O3－3440－6999

〔展示主要商品〕

血液ガス分析装置／800シリーズ血液ガスシステム

特長：血液ガスのみ測定する840型，電解質まで1ショットで測定できる

850型，そしてグルコースまで1ショットの860型と機能をアップしてゆけ

る800シリーズ。COオキシメーターも接続されています。

〔取扱い商品〕

血液ガス分析装置：800シリーズ，M288，　M248

電解質測定装置：M644，　M654

電気泳動装置：チバコーニング電気泳動システム

デンシトメーター：M790

血管内血液ガスモニタリングシステム：パラトレンド7

化学発光免疫測定装置：ACS180PLUS

生化学分析装置：エクスプレスプラス

診断試薬：免疫，生化学

1〕ADE デイド株式会社
　　〒102東京都千代田区六番町2－8

設立年月日 1994年9月22日

資　本　金 1，000万円

代表者名 レイ・W・スワンソンジュニア

従業員数 50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　O474－97－1800

商品間合せ先 担当部門　’　企画部

TEL：03－3237－6616　　FAX　O3－3237－6679

〔展示主要商品〕

全自動細菌検査測定装置／マイクロスキャンWalk　Away

特長：細菌の同定及び薬剤感受性検査を，全自動で行ないます。2時間同

定の蛍光パネルも使用可能で，細菌検査の自動化・迅速化に貢献します。

疫学統計のためのデータベース機能も標準装備しております。

〔取扱い商品〕

細菌自動分析装置　Walk　Away96

　　　　　　　　　Walk　Away40

　　　　　　　　　autoSCAN－4

血清検査用卓上遠心装置　Immufuge　II

自動血球洗浄装置　Serocent　24

全自動血球洗浄装置　DAC　II

全血凝集測定装置　CHRONO－LOG

RIA体外診断用医薬品



●TECAN． テカンジヤパン株式会社

　　　　〒183府中市八幡町2－26－3

設立年月日 1992年4月21日

資　本　金 3，000万円

代表者名 赤塚重治

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：0423－34－1790　　FAX　O423－34－0401

〔展示主要商品〕
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高速精密分注装置／TECANメガフレックス

特長：4本のプローブが各々液面センターを持ち，プローブ間隔が自在に

変化させられます。4サンプルを同時にとり分注するため処理スピードが

1800検体／時と高速です。

〔取扱い商品〕

TECAN　AG（スイス）

　　高速精密分注装置

　　　メガフレックス　RSP＝8000シリーズ

　　　　　　　　　　　RSP－5000シリーズ

SLT（オーストリア・テカングループ）

　　EIAリーダー：スペクトラ

　　蛍光リーダー：フルオスター（マイクロプレート対応）

　　ウエスタンブロット・アナライザー：プロフィプロット

CAVRO
　　卓上型ダイリューター：IQ－190

　　手動ピペッター：キャブロピペッター

幽株式会社テOIPtデヤカ

　　　　　　　　　　　　　　　　〒213川崎市高津区溝ノロ1215－1

設立年月日 昭和62年9月

資　本　金 1億1，000万円

代表者名 實吉繁幸

従業員数　　57名
工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒213 川崎市高津区坂戸3－2－1KSP東棟502

TEL　O44－819－2431

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〕

採血管準備システム／BC－ROBO・550

特長：採血指示書，手貼り用ラベル，採血管など全ての情報が1つのトレ

イに入って来る，オールインワン型バーコードラベラー。360人分／時の

処理能力。採血管のセットも箱のままで出来ます。

〔取扱い商品〕

　採血管準備システム：BC－ROBO・510

　　　　　　　　　　　　　　　　　520

　　　　　　　　　　　　　　　　　530

　　　　　　　　　　　　　　　　　550

　血液ガス分析装置：GASTAT－1

　　　　　　　　　　　　　　　－2

　　　　　　　　　　　　　　　－3　K，Glu付

　電解質分析装置：STAX－1

　赤血球沈降速度測定装置：ESR－1000

　　　　　　　　　　　　　　　－6000

　尿中デルタアミノレブリン酸自動分析装置：Amlex－60
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　　デュポン株式会社
〒153東京都目黒区下目黒1－8－1アルコタワー

設立年月日 昭和36年1月

資　本　金 182億円

代表者名 今道　明

従業員数’950名
工場所在地 〒 宇都宮市

TEL：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 診断製品部学術課

TEL：03－5421－1357　　FAX　O3－5421－1363

〔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，工業用及び衣料用繊維，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・印刷及び工業感光材製品，消費者向製

品，など

T∈RAM∈⊂5　テラメックス株式会社

〒612京都市伏見区竹田桶ノ井町45－3

設立年月日 昭和61年2月1日

資　本　金 4，000万円

代表者名 代表取締役社長近藤義昭

従業員数 27名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 特機部

TEL　O75－622－3551　　FAX　O75－622－9872

〔展示主要商品〕

小型生化学自動分析装置／Piccolo

特長：①全血90μ1で12項目を同時測定する。②血清分離等の前処理は一

切不要。③専用試薬ローターに印字されたバーコードにより，キャリブレ

ー
ション不要。

〔取扱い商品〕

小型生化学自動分析装置

　・Piccolo

ワンステップ測定試薬

　・アキュメーター：総コレステロール測定試薬



テJlt株式会社
　　　　　　　　　　　　　　〒151東京都渋谷区幡ヶ谷2・－44－1

設立年月日 1921年9月17日

資　本　金 193億円

代表者名 取締役社長阿久津哲造

従業員数 3，724名

工場所在地 〒409－38　　山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1727－1

（甲府工場） TEL：0552－75－7111

研究所所在地 〒259－01　：神奈川県足柄上郡中井町井ノロ1500

TEL：0465－81－4111

商品間合せ先 担当部門 マーケティンググループ医療機器部医療機器課

TEL：03－3374－8186　　FAX：03－3374－8209

〔展示主要商品〕

採血針／ベノジェクト皿採血針S

特長：採血針のホルダー装着および取りはずしは，針に触れることなくワ

ンタッチで行えるため，誤刺の危険性がほとんどない。また，血管確保の

確認が容易なフラッシュバックタイプもラインナップされている。

〔取扱い商品〕

輸液剤・血液バッグ等の医薬品，各種ディスポーザブル医療器具，人工臓

器，ME機器等の医療用機器および，電子体温計，電子血圧計等の在宅健

康管理商品
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●

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25年2月11日

資　本　金 1億80万円

代表者名 取締役社長西村雄彦

従業員数 336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 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 試薬営業部営業企画課

TEL：03－3669－9091　　FAX：03－3664－1005

〔展示主要商品〕

液状無調整試薬シリーズ／GOT－JS，　GPT－JS

特長：1，調整不要，2，JSCC勧告法準拠試薬，

種自動分析装置への適応可。

3，長期安定，4，各

〔取扱い商品〕

自動分析用試薬「生研」

　TP，　ALB，　UN－N，　CRE－S，　UA－S，　GLU－S，　FG－T，　G（S），　T－

　CHO（S），　PレS，　SA－N，　Mg－E，　IP－E，　LD－JS，　ALP－JS，γ一GT

　（IF）－S

ラテックス試薬シリーズ

　CRP，　RF，　ASO，　AFP，　BMG，　BMG（II），　Mb，　IgE，　FER，　LP

　（a）

TIA試薬シリーズ
　IgG，　IgA，　IgM，　C3，　C4，　U－ALB，　Tf



t36　SSySsmebX〈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 14億9，290万円

代表者名 取締役社長橋本禮造

従業員数 1，025名

工場所在地 〒675 ：加古川市野口町北野314－2

TEL：0794－24－1171

研究所所在地 〒651－22：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 営業本部販売推進課

TEL：078－991－9242　　FAX：078－991－9276

〔展示主要商品〕

総合血液検査システム／HSトランスポーテーションシステム

特長：本製品は，血球計数，白血球分類，網赤血球測定，塗抹標本の作成

染色を，オーダーに従って連続で自動処理できる総合的な血液検査システ

ムであり，血液検査の効率化に有用である。

〔取扱い商品〕

総合血液検査システム，多項目自動血球分析装置，自動網赤血球測定装

置，多項目自動血球計数装置，自動血球計数装置，血液検査用データ処理

装置，全自動血液凝固測定装置，血液凝固検査用試薬，免疫凝集測定装

置，専用試薬，自動尿沈渣分析装置，尿検査用データ処理装置

TOSHIBA東芝Xテtnル株式会社
〒113東京都文京区本郷3－26－5

設立年月日 昭和23年9月23日

資　本　金 20億6，096万円

代表者名 取締役社長栗原重泰

従業員数 1，305名（平成6年4月1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 検体営業部

TEL：03－3818－2171　　FAX：03－3816－4990

〔展示主要商品〕

検体前処理搬送システム／TPS－600

特長：異種採血管の混在運用を完全自動化することにより，大幅な省力化

を実現しました。オープン指向システムであり，接続装置の選択幅が広が

りました。

〔取扱い商品〕

○検体検査装置：各種自動化学分析装置，臨床検査システム　他

OX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：ヘリカルCTスキャナ　他

○磁気共鳴イメージング装置：超電導MRIシステム　他

○放射線治療装置：医用ライナック，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

○結石破砕装置　　○表在性治療装置

○医用情報システム



◆東ソー株式会社
TOSOH　　　　　　　　　　　　〒107東京都港区赤坂1－7－7

設立年月日 昭和10年2月11日

資　本　金 406億円

代表者名 田代　圓

従業員数 4，391名

工場所在地 〒746 新南陽市開成町4560

TEL：0834－63－9800

研究所所在地 〒252 綾瀬市早川2743－1

TEL：0467－77－2211

商品間合せ先 担当部門 科学計測事業部営業部

TEL：03－3275－1221　　FAX　O3－3275－1255

〔展示主要商品〕
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全自動EIA装置／AIA－1200XL

特長：①全自動・コンティニュアス・フルランダムアクセス②採血管ダイ

レクトサンプリング③バーコードで検体IDを確認④ワークシートレス対

応⑤キャリーオーバレス⑥120テスト／60分測定。

〔取扱い商品〕

①東ソー自動グリコヘモグロビン分析計（HLC－723GHb　III　s）

②東ソー全自動カテコールアミン分析計（HLC－725CA）

③全自動VMA／HVA分析計（HLC－726VMA　II）

④東ソー全自動1，5AG分析計（HLC－727AG）

⑤全自動エンザイムノアッセイ装置（AIA－1200XL）

⑥全自動エンザイムノアッセイ装置（AIA－1200i）

⑦全自動エンザイムノアッセイ装置（AIA－600）

⑧マイクロプレートリーダ（MPR－A4i　II）

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フジタ東洋紡ビル

設立年月日 昭和47年7月10日

資　本　金 1億2，000万円

代表者名 取締役社長有田生雄

従業員数 200名

工場所在地 〒595 泉大津市高津町5－11

TEL：0725－32－0246

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：06　348－3357 FAX　O6－348－9455

〔展示主要商品〕

全自動検体分注システム／ガーディアン　G－2000

特長：4本プローブ方式の分注機で，約1200検体／時間の処理能力を有し

正確な液面検知，高精度の分注とASCIIファイルを取り込む情報分注も

可能です。容器位置はトラッカーボールを使い簡単に設定できます。

〔取扱い商品〕

1，RO純水製造装置「DIAROPURE」
　　①小型ラボ・臨床検査用（TROシリーズ）②洗浄用（PCシリーズ）

　　③大型病院セントラル用（DPUシリーズ）

2，全自動蒸留水製造装置　DW－18111

3，全自動検体分注システム（英国ケンブル社製）

　　①ガーディアン2000，SP－1，　SP－2（プローブタイプ）

　　②チップガーディアン（ディスポチップタイプ）

4，電動ピペット（マトリックス社製）

　　6，8，12チャンネル可変ピペッター（コードレスタイプ）

5，分注ピペッター（コースター社製）及び各種チップ

6，PCR用プレート及びチューブ（96ウェル用，0．2～0．5ml用）

7，各種EIAプレート及びコバレントプレート



138 （－T◎厚◎BO一）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 433億円

代表者名 取締役社長柴田稔

従業員数 8，000名

工場所在地 〒914 ：敦賀市東洋町10－24

TEL：0770－22－7641

研究所所在地 〒914 ：敦賀市東洋町10－24

TEL：0770－22－7643

商品間合せ先 担当部門 生化学事業部・診断システムグループ

TEL：06－348－3333 FAX：06－348－3833

〔展示主要商品〕

全自動酵素免疫測定システム／ID－1000

特長：1）反応開始からわずか6分間で測定結果が得られます。2）ng／ml

オーダーの高感度測定が可能です。3）全自動で5項目を同時分析，ランダ

ムアクセスも可能です。4）検体廃液が出ず，処理も容易です。

〔取扱い商品〕

・全自動酵素免疫測定システム：ID－1000

・自動グルコース分析器：ダイヤグルカHEK－60

・ラクテートアナライザー：HEK－60L

▲長瀬産業醗嶽蕊認
設立年月日 大正6年12月9日

資　本　金 96億9，900万円

代表者名 長瀬英男

従業員数 約1，400名

工場所在地 〒

TEL：
研究所所在地 〒651－22：神戸市西区室谷2－2－3

TEL：078－992－3163

商品間合せ先 担当部門 医療システム部

TEL：03－3665－3288，3028　FAX：03－3665－3723

〔展示主要商品〕

乾式臨床化学自動分析装置／エクタケム250

特長：多層フィルム式ドライケミストリー機器。微量検体で，高感度なデ

ー タが得られる生化学自動分析装置で，ルーチン検査，緊急検査に最適で

す。

〔取扱い商品〕

1．乾式臨床化学自動分析装置

2．薬剤感受性測定装置

3．臨床検査情報処理システム

エクタケム9501RC

エクタケム250

エクタケム700XRC／500

4．採血管バーコード自動貼り付けシステム

　　　　　　　　　　　　　　　　ユニットラベラーUL200

　　　　　　ハルンカップ用自動バーコードラベラーHL100

5．検体搬送システム　　　　　　　PREP－AI



，m、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 44億4，984万円

代表者名 富本善久

従業員数 525名

工場所在地 〒307 結城市北南茂呂1075－　2

TEL：0296－35－1221

研究所所在地 〒 同上

TEL：0296－35－1225

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業部

TEL：03　3918－8166　　FAX：03－3918－4515

〔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：センシタイターは細菌の発育を蛍光測定法により酵素活性レベルで

検出する薬剤感受性・細菌同定用自動化システムで，オートインキュベー

ターにプレートを収納した後は指定培養時間後に自動的に判定を行うので

人手を必要としません。

〔取扱い商品〕

全自動エンザイムイムノアッセイ装置：AIA－1200i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－1200XL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIA－600

細菌培養用分画培地：ニッスイ分画プレート

自動分析用CRP測定用試薬（リボソーム比濁法）：オートLTA　CRP

精度管理用凍結プール血清：L一コンセーラ1，II（二濃…度管理用）
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◎株式会社二－DJ■一
　　　　　　〒101東京都千代田区岩本町2－4－10共同ビル3F

設立年月日 昭和19年5月25日

資　本　金 3，000万円

代表者名 伊東義人

従業員数 約70名

工場所在地 〒343 越谷市西方2760－1

TEL　O489－89－1301

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 国内営業部

TEL：03－5820－2411　　FAX　O3－5820－2410

〔展示主要商品〕

分注・希釈・振還装置／NSP－7000

特長：NSP－7000（ディスポーザブルチップ使用の分注・希釈・振還装

置）は省スペースタイプで，豊富なモードを内蔵し，凝集法・ELISA法

によるHIV・HCV等の検査に最適です。
〔取扱い商品〕

・ デジタルマイクロピペットー・オートクレーバブルベンチメイト

　　　　　　　　　　　　　　・MODEL　7000
・ ディスペンサー　　　　　　・MODEL　8100

　　　　　　　　　　　　　　・アキュペンサージュニア

　　　　　　　　　　　　　　・ディスペット

・ 自動分注システム　　　　　・NSS－1000

　　　　　　　　　　　　　　・NSP－7000

　　　　　　　　　　　　　　・DDU－5000

　　　　　　　　　　　　　　・マイリューターII

　　　　　　　　　　　　　　・マイペンサー



i40

株式会社 日科椎
〒102東京都千代田区一番町22－1一番町セントラルビル

設立年月日 昭和40年11月15日

資　本　金 4，600万円

代表者名 エリアス・カロ

従業員数 256名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒134 江戸川区中葛西5－13－9

TEL：03－3686－8811

商品間合せ先 担当部門 営業本部

TEL：03－5658－8822　　FAX　O3－3877－9236

〔展示主要商品〕

自動血球計数／白血球分類／網状赤血球測定装置／コールターSTKS－RETlC，

特長：STKS－Retic．はコールター社の最高水準アナライザーです。1台

で血球計数，白血球分類，網状赤血球測定が行なえます。コールター・テ

クノロジーを駆使した総合ヘマトロジー・アナライザーです。
〔取扱い商品〕

ヘマトロジー分野

フローサイトメトリー分野

血液凝固分野
グルコース／ラクテート分野

血液ガス分野

自動血球計数／白血球

分類／網状赤血球測定

装置

多項目血球計算装置

細胞分析装置

細胞分取装置

モノクローナル抗体

自動血液凝固装置

グルコース／ラクテー

ト・アナライザー

血液ガス／電解質アナ

ライザー

STKS－Retic．

MAXM－Retic．
MAXM　A／レRetic．

ONYX，　ONYX　A／L

MDシリーズ
Tシリーズ
EPICS　XL
EPICS　ELITE　ESP

ACLシリーズ
YSIグルコース／ラクテ

ー ト・アナライザー

IL1600シリーズ

日科機バイオス株式会社
　　　　　　〒107東京都港区赤坂9－1－7赤坂デジデンシャル

設立年月日 平成5年11月

資　本　金 2，000万円

代表者名 小島英男

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 開発促進部

TEL：03－3265－6571　　FAX　O3－3265－8177

〔展示主要商品〕

バーコード・ラベル発行機／UL－300

特長：採血管にID番号／名前／受診科目／採血日／時間etc付きのバー

コードを貼りたいとき：ワンタッチで，小型，持ち運び自由（バッテリー

式），スキャナーやカードリーダーが即入力可能，1．5秒でラベル作成可能

です。

〔取扱い商品〕

二次元バーコード・オーダリング・システム（BAR－NET）

ラクテート・アナライザー

血液温度管理用液晶ラベル

米国・ウェルチ社製溶媒除去システム

ドイツ・ユーラボ社製低温サーキュレータ

血液撹拝用ポータブル・ミキサー
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ニッ」」う諸一メデ》カlb株式会社

〒103東京都中央区日本橋富沢町5－5住友生命第2ビル5F

設立年月日 昭和62年8月28日

資　本　金 3億円

代表者名　’　杢野信保

従業員数 60名

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：0249－32－6015

商品間合せ先 担当部門 学術課

TEL：03　3660－8595　　FAX　O3－3660－8602

〔展示主要商品〕

CPK測定用試薬／N一アッセイ　CPK－L

特長：①液状試薬である。②JSCC勧告法準拠試薬である。

〔取扱い商品〕

　液状試薬として下記18項目，免疫比濁法試薬として下記22項目，血液凝

固系として3項目を取り扱っています。

液状試薬：CRE，　UA，　GLU，　ALP，　GOT，　GPT，　ChE，　BUN，

　　　　　LDH，γ一GTP，　LAP，　TG，　T－CHO，　Fe，　UIBC，　CPK，

　　　　　IP，　AMY

免疫比濁法試薬：CRP，　RF，　ASO，　IgG，　IgM，　IgA，αrAT，　Hp，α1

　　　　　　　　－AG，　C3，　C4，　C1－lnh，　AT－III，　Fib，　PLG，

　　　　　　　　ApoAI，AII，　B，　E，　Lp（a），　Tf，尿中ALB

血液凝固線溶系：AT－III，α2－PI，　PLG

NIRO
株式会社ニプロ

株式会社ニプロ
〒531大阪市北区豊崎3－3－13

設立年月日 昭和39年3月27日

資　本　金 2億円

代表者名 代表取締役社長秋山吉正

従業員数 532名

工場所在地 〒018－57
・ 大館市二井出字羽貫谷地8　7
’ （株式会社ニッショー大館工場）

TEL：0186　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 技術営業部医薬診断薬課

TEL　O6　373　3108 FAX　O6－374－0697

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析装置／ミラクル・エース　919

特長：同時24項目，240テスト／時間の処理能力を持ち，簡単なキー操作

で幅広い検査に対応できる卓上型高性能自動分析装置。

〔取扱い商品〕

各種ディスポーザブル医療器具。体外診断薬，血液バック等医薬品。

人工腎臓用装置，ダイアライザー等。



142

《｝日ZK与ミ’コ予株式呑社
〒IOI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 39億8，400万円

代表者名 山ロー城

従業員数 800名

工場所在地 〒380－Ol　茨城県真壁郡関城町藤ヶ谷799　1

TEL：0296　37－2211

研究所所在地 〒341 三郷市彦川戸1－22－1

TEL　O489－52－4311

商品間合せ先 担当部門 臨床検査薬事業部

TEL：03－3851－2974　　FAX　O3　3862－2645

〔展示主要商品〕

多項目自動電気泳動装置／MEPS　5000

特長：●アイソザイム（LDH・CK・ALP　etc），リボ蛋白（Chol・

TG・PL）の多項目連続測定が可能。

●同時に200検体がセットでき，スタートキーを押すだけで，支持体の緩

　衝化からデンシトメトリーまですべてノータッチ。

●各項目の測定パラメータは自動設定済（オリジナル設定も可能）。

●フルオートの実現で，データ精度・再現性が飛躍的に向上。

●データ処理システム（オプション）で分画の修正・データの編集保存・

　報告書の発行，ワークシートの作成・検索・通信は簡単操作で自由自

　在。

〔取扱い商品〕

1

2

3

4

多項目自動電気泳動装置　　MEPS　5000

蛍光免疫測定装置　　FIAS－7000

電気泳動用診断薬　　LDH／ALP／CK／Chol／TG／PL分画用

糖尿病関連　　グリコアルブミン測定診断薬「リケット・G－Alb」

匿NIHON　KOHDEN　日本光電工業株…式会社

〒161東京都新宿区西落合1－31－4

設立年月日 1951年8月7日

資　本　金 64億円

代表者名 荻野和郎

従業員数 1，136名（グループ2，933名）

工場所在地 〒161 新宿区西落合1－31－4

TEL　O3－5996　8028

研究所所在地 〒

TEL
商品問合せ先 担当部門 宣伝課

TEL　O3－5996－8028　　FAX　O3－5996－8090

〔展示主要商品〕

全自動血球計数器／MEK－8118

特長：クラス最小のコンパクトサイズにオートサンプラ内蔵。キャップピ

アス方式で感染対策も万全です。白血球三分類を含む18項目の測定が可

能。最大50本の採血管をラックにセットするだけで希釈から測定まで全自

動です。

〔取扱い商品〕

血球計数器・脳波計・誘発電位検査装置・筋電計・心電計・長時間心電図

解析システム・運動負荷心電図検査システム・呼吸代謝測定装置・呼吸機

能検査装置・心拍出量計・血流計・心臓カテーテル検査装置・心臓刺激装

置・除細動装置・エンドスコープカメラ・超音波診断装置・医用サーモグ

ラフィ装置・手術用モニタ・患者監視装置・マルチガスモニタ・パルスオ

キシメータ・医用テレメータ・不整脈監視システム・データマネジメント

システム・看護支援システム・病棟ビデオカメラシステム・分娩監視装置
・ 新生児モニタ・心臓ペースメーカ・TECアテレクトミーシステム，輸

液ポンプ・人工呼吸器・ポリグラフ・データ処理装置・基礎医学研究用装

置・救急伝送装置・トレッドミル・エルゴメータ・各種センサ等



日本サイワード株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　〒272市川市南大野2－10－16

設立年月日 昭和48年10月

資　本　金 500万円

代表者名 杉原正敏

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 システム開発部

TEL：0473　38　7130　　FAX　O473　38－7050

〔展示主要商品〕

臨床検査データ処理システム／ALPHA－NET

特長：NET　WARE対応（クライアント・サーバーシステム）の臨床検

査データ処理総合システム。

〔取扱い商品〕

1．ALPHA　NET（4．0）〔総合受付対応〕

　　　中央検査部向けPCネットワークシステム（5～80台構成）

2．ALPHA－NET（3．1）〔サブシステム〕

　　　生化学，血液，血清，尿・一般等検査室サブシステム

　　　（2～10台構成）

3．ALPHA　NET（32）
　　・検査センター向けサブシステム

4．ALPHA－1（2．5）

　　　特定分析機用データ処理システム

5．院内モニター，OCR，　FAX返信，オーダリングシステム
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4▲日本三ノコテムハウコ繰≡て会社
▼，
　　　　　　　　　　　　　　　〒169東京都新宿区北新宿3－1－16

設立年月日 昭和47年7月7日

資　本　金 13億3，900万円

代表者名 大塚隆吉

従業員数 120名

工場所在地　’　〒399－45　　長野県上伊那郡南箕輪村字中の原9608

TEL　O265－73－2211

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部

TEL　O3－3366－3107　　FAX　O3－3366－3103

〔展示主要商品〕

染色体解析ソフトウェア／KARlO　TYPE

特長：Gバンド染色体画像のカリオタイピング及びFISH画像に対する

各種計測をパーソナルコンピュータのWINDOWS上で実行する。

〔取扱い商品〕

コンピュータ応用のシステム機器，医療関連機器，医療システム，記憶装

置およびその応用製品，画像処理装置などをはじめコンピュータ周辺の各

種端末装置の開発・製造・販売。
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◎日本商妻鷹㌔鷲一，
設立年月日 昭和14年12月24日

資　本　金 53億6，200万円

代表者名　．　清水正巳

従業員数 2，452名

工場所在地 〒709－43　．岡山県勝田郡勝央町太平台18

TEL：0868－38－5341

研究所所在地 〒567 茨木市庄2　－24－　3

TEL：0726－22－4941

商品間合せ先’　担当部門 診断薬営業部営業学術課

TEL：06　941－0308 FAX　O6－941－4861

〔展示主要商品〕

全自動免疫便潜血分析装置／ヘモテクト　HT500

特長：★デスクトップサイズ　★96検体／60分のバッチ処理　★採便容器

のキャップを取らずにセットでき衛生的　★キャリーオーバーがない　★

プロゾーンによる陰性化がない　★データの保存が可能。

〔取扱い商品〕

■体外診断用医薬品（自動分析機用，用手法用）

　○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

　○免疫血清検査用

　○血液検査用

　　血液凝固，血色素検査用各種製品

　○その他：免疫学的便潜血用，電気泳動用，ウイルス検査用各種製品

■精度管理用血清・血漿，抗凝固剤，解糖阻止剤，その他製品

■臨床検査機械・器具器材

　○ヘモテクト，アッセイメイト，SR1，オプション8，ポルーE

　Oフィンピペットシステム

　○尿沈渣プレート，日商ディスポ製品

血」apan　TE⊂tPon　lnstrt」rn∈nts⊂orp（Tヨtk）n

日本テつトロニぼ荒び会社

〒192八王子市中野上町4－8－5

設立年月日 昭和50年6月10日

資　本　金 1億1，889万円

代表者名 富永公道

従業員数 26名

工場所在地 〒192 ：八王子市中野上町4－8－5

TEL：0426－26－7194

研究所所在地 〒192 八王子市中野上町4－8－5

TEL　O426－26－7194

商品間合せ先 担当部門 開発技術本部（担当者）河合義雄

TEL　O426－26　7194　　FAX　O426－26－8130

〔展示主要商品〕

ダイヤフラムポンプ／TG型ダイヤフラムポンプ

特長：気泡混合流体を吸引しても，弁の作動を妨げられることなく，確実

に排出される。長寿命。高耐久性。安定した流量が得られる。回転数制御

により，半定量ポンプとして使用可能。

〔取扱い商品〕

○高精度小形定量ポンプ

　　3～50μ1及び20～200，ul

O無浸漬混合ユニット

　　撹拝棒を浸漬することなく，空気圧により液を移動させて混合を行う

○一次採血管よりの直接サンプリングユニット

　　遠心分離後，ゴム栓を除去することなく，ゴム栓に中空針をさして，

　　血清のサンプリングを行うためのユニット

○肺成熟度試験器

　　血中の過酸化脂質を測定することにより，新生児の肺の成熟度を評価

　　する測定装置



〒1iコPC日本DPCコーポレーション
〒261－71千葉市美浜区中瀬2－6WBGマリブウエスト32F

設立年月日 1986年2月6日

資　本　金 7億3，000万円

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12

TEL　O436－41－2186

研究所所在地 〒 同上

TEL
商品間合せ先 担当部門 学術部

TEL　O43－297－5211 FAX　O43－297－5210

〔展示主要商品〕
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全自動免疫化学発光測定システム／イムライズ

特長：ビーズ固相法のCLEIA。検体の分注から，結果の算出まで完全自

動，ランダムアクセス可能な全自動免疫化学発光測定システム。

〔取扱い商品〕

ケミルミ　イムライズ専用試薬（TSH，　T3，　T4，　PSA他）

EIA　アレルギー関連測定用特異IgEキット（アラスタット）

RIA　肝線維化検査測定用キット（IV型コラーゲン・7S）

　　　自己免疫疾患関連キット

　　　腎臓・血液関連キット

　　　性腺関連測定用キット

　　　副腎皮質関連キット

　　　甲状腺関連キット

　　　糖尿病関連キット

　　　下垂体関連キット

TIA　スペリオル トランスフェリン，

（リコンビジェン抗DNA）

（リコンビジェンEPO）

（E、，Pro9，　Testo他）

（DHEA－S，　Aldo，コルチゾール他）

（FT、，　FT3他）

（アルブミン，インスリン他）

（ACTH，プロラクチン他）

　　アルブミン，BETA－II

〒108－0｜東京都港区芝5－7－1

設立年月日 1899（明治32）年7月17日

資　本　金 1，833億円

代表者名 金子尚志

従業員数 約42，000名

工場所在地 〒183 府中市日新町1－10ほか11ヶ所

TEL　O423－64－1111

研究所所在地 〒216 川崎市宮前区宮崎4－1－1ほか2ヶ所

TEL：044－855－1111

商品間合せ先 担当部門 NEC　C＆C医療システム事業部販売促進部

TEL　O3－3798－6372 FAX　O3－3798－6375

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／PC－LACS

特長：EWS／PC98による本格的クライアント・サーバシステム。ウィン
ドウ環境採用により，見易く使い易く，自動分析装置との容易なオンライ

ン取込み，EUCに優れたマルチ処理を実現。
〔取扱い商品〕

■明日の医療に大きく貢献するNECの“人にやさしいC＆C総合保健医
療情報システム”

○オーダリングシステム

○医療事務システム

○臨床検査システム

（ORDERINGシリーズ）
（IBARSシリーズ）

（LACSシリーズ）

○総合健康づくりシステム（HEALTHシリーズ）
○薬剤管理システム

○病院給食管理システム

○物品管理システム

○看護システム

○医用画像管理システム

○給与システム

○財務会計システム

（DMSシリーズ）

（FMSシリーズ）

（CarryMATEシリーズ）

（NSMATEシリーズ）
（PACSシリーズ）

（PASシリーズ）

（FASシリーズ）
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潔」∈庄日漏子
〒196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 江藤輝一

従業員数 1，334名

工場所在地 〒196 昭島市武蔵野3－1－2

TEL：0425－43－1111

研究所所在地 〒 同上

TEL：同上
商品間合せ先　　担当部門 ME機器営業部

TEL：03－3213－1813　　FAX　O3－3212－0826

〔展示主要商品〕

検体分注搬送システム／JLA－500TS

特長：本システムは，検査の受付から検体の前処理，そして検体の搬送，

分析，測定，報告等の一連の作業を全自動化したものです。多くの労力と

時間の省力化，効率化が図られています。

〔取扱い商品〕

生化学自動分析装置，全自動アミノ酸分析機，高速液体クロマトグラフ，

全自動発光免疫測定装置，検体分注搬送システム，医用サーモグラフィ装

置，骨密度測定装置，電子顕微鏡，表面分析装置，X線回折装置，

FTNMR，　ESR，質量分析計，　FTIR，サーモグラフィ装置，レーザ顕微

鏡，半導体関連機器，産業機器。

《1　）日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒io4東京都荒川区東日暮里5－7－18　コスモパークビル

設立年月日 昭和54年10月16日

資　本　金 2億24万円

代表者名 増岡邦明

従業員数 145名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部

TEL：03－5811－6290　　FAX　O3－5811　6282

〔展示主要商品〕

全自動HbAlc測定装置／バリアント

特長：ROMカードの変更により，血中HbAlcの測定はもとより，総糖

化ヘモグロビンをはじめとして，HbF，　HbSなどの異常ヘモグロビンの

測定も可能である。

〔取扱い商品〕

精度管理用各種コントロール尿・血清，血中HAIc・TGHその他異常血

液疾患測定用システムVARIANT，血中・尿中薬物検出用全自動薬物検

査システムREMEDI－HS，　ELISAキット測定用プレートリーダー

NovaPathマイクロプレートリーダー・ミニリーダー，　ELISAプレート

洗浄用NovaPathウオッシャー，　HPLCアナライザーACCLAIM，血中

HIV－1抗体検出用キット・イムノブロットアッセイ，尿中ALA／PBG測

定用キット，新生児スクリーニング検査用VMA／HVA・HPLCキット



●躰ビオメリュー°バイテック株式会社

bioM6rieux　　　　　　　〒170東京都豊島区南大塚3　＿43＿1

設立年月日．　1988年10月4日

資　本　　金　．　4億5，000万円

代表者名 F．ベノリエル

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 営業部

TEL：03－5952－0750　　FAX　O3－5952－0760

〔展示主要商品〕
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全自動血液培養検査装置／バイタル（VlTAL）

特長：新しい検出原理に基づいた血液培養装置です。培地は，幅広い細菌

の発育を補うため多くの栄養素が添加されています。細菌の発育によっ

て，pH・酸化還元電位・CO2変化をH・F・T原理によって検出します。

〔取扱い商品〕

A：細菌検査関連製品

　　同定検査キット・シリーズ　　　アピ・シリーズ／ラピデック

　　迅速検出キット・シリーズ　　　スライデックス・シリーズ

　　自動細菌同定・感受性検査装置　ATB／バイテック

　　血液培養装置・培地　　　　　　バイタル・ヘモリンパフォーマンス

　　細菌培養用培地　　　　　　　　生培地，試験管培地，粉末培地等

B：免疫血清関連製品

　　自動免疫蛍光測定装置　　　　　バイダス／ミニバイダス

　　測定試薬・感染症関係　　　　　HIV，クラミジア，風疹IgG／M等

　　　　　　　免疫化学関係　　　　HCG，　E2，　LH，　FSH等

C：血液凝固関連製品

一一＿　　　日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

　　　　　　　　　　　　　〒107東京都港区赤坂8－5－34島藤ビル

設立年月日’　1985年5月

資　本　金 7億5，000万円

代表者名 ジャン・ルック・ビュテル

従業員数 360名

工場所在地 〒960－21　：福島市土船字五反田1

TEL：0245－93　2311

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 イムノサイトメトリーシステムズ製品部

TEL：03－3403－9994　　FAX　O3－3403－5008

〔展示主要商品〕

自動細胞分析分離装置／FACSCaIibur

特長：細胞の解析・分離を行う，4カラーベンチトップフローサイトメト

リーシステム。細胞表面抗原，DNA解析，網状赤血球計数，研究用細胞

の分離等が簡単操作で行える。Macintosh標準装備。オプションで自動

サンプルローダー。

〔取扱い商品〕

BACTEC・SCEPTOR・FACScan・FACS　Vantage・FACSort
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MILLIPORE日本ミリポア株式会社
　　　　　　　〒140東京都品川区北品川1－3－12第5小池ビル

設立年月日 昭和43年9月17日

資　本　金 20億円

代表者名 代表取締役社長高橋日出生

従業員数 390名

工場所在地 〒992－11　米沢市八幡原2－4736－3

TEL：0238－28－2311

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 アナリティカル製品事業部

TEL：03－3474－9116　　FAX　O3－3474－9141

〔展示主要商品〕

Hi－Flowメンブレン

特長：サンプルがフィルター上を移動することによりアッセイを行わせる

診断薬キット用に開発された新しいメンブレンフィルターです。フィルタ

ー表面に残留ポリマーが無く，均一な孔構造により最大表面積，高いキャ

ピラリー性を保持しており，また特殊な浸潤剤の採用によってサンプルの

摂取量も均一で確実，そして迅速にアッセイが行われます。厳密な条件に

よって，試薬の反応を正確にコントロールすることが可能です。その上，

ラミネート化されたメンブレンなので，接着剤を使用しておらず，ラミネ

ー ト工程の省略，製品の安全性を保証します。

〔取扱い商品〕

精密ろ過機器，各種メンブレンフィルター，純水装置関連　等

日本ロシュ株式会社
〒105東京都港区芝2－6－1日本ロシュビルディング

設立年月日 昭和7年5月12日

資　本　金 88億円

代表者名 繁田寛昭

従業員数 2，304名

工場所在地 〒247 鎌倉市梶原200

TEL：0467－47－2260

研究所所在地 〒 同上

TEL　同上
商品間合せ先 担当部門 試薬本部

TEL：03－5443－7041～5　FAX　O3－5443－7114

〔展示主要商品〕

ディスクリート方式自動分析装置／COBAS　lNTEGRA

特長：試薬のカセット化による，“安定，簡単，高精度”が可能となって

います。本機はISE，　FPが標準装備され，生化学，電解質，血清，薬物

血中濃度を同一検体からランダムに測定することが可能です。

〔取扱い商品〕

ディスクリート方式自動分析装置　COBAS　MIRA　PIus

乾式臨床化学自動分析装置　COBAS　READY

　　　　　　　　　　　　　COBAS　READY　ISE

全自動酵素免疫測定装置　COBAS　CORE

全自動血球計数分析装置　COBAS　ARGOS　5DIFF

全自動血球計数測定装置　COBAS　STEX，　LC－360

PCR検査用標準システム　PCRミニラボセットII

DNA増幅装置　ジーンアンプPCRシステム　9600－R

　　　　　　　　ジーンアンプPCRシステム　2400－R

体外診断用医薬品　　　　生化学検査試薬シリーズ

　　　　　　　　　　　　免疫学的検査試薬シリーズ

　　　　　　　　　　　　PCR測定試薬シリーズ



株式会社ネクサス
　　　〒162東京都新宿区新小川町6－36S＆Sビル3F

バイエル・三共株式会社

設立年月日’　1984年4月2日

〒104東京都中央区築地6－19－20

設立年月日

資　本　金 3，000万円

1967年2月1日

資　本　　金’　2億5，000万円

代表者名 今井　勤 代表者名
従業員数 35名

レインハートバウアー

従業員数
工場所在地 〒

387名

工場所在地

TEL
研究所所在地 〒

〒254 平塚市新町3－9

TEL：0463－32－7036

研究所所在地

TEL：

商品間合せ先 担当部門

FAX

〒

TEL
商品間合せ先

TEL：

〔展示主要商品〕

担当部門 最寄の営業所

TEL FAX
〔展示主要商品〕

画像データベースシステム／nexus　Sif

特長：ハイビジョンの病理画像の集中管理と自在な検索が，効果的な検査

態勢を実現します。マルチ表示，比較表示，ネットワーク構築，所見入力

等の機能も含む画像データ管理の統合化を可能にしたシステムです。

〔取扱い商品〕

カラーイメージプロセッサー　nexus　Qube

ハイビジョン・イメージプロセッサー　nexus　9000

イメージ・ファイリングシステム　nexus　Sif

〔取扱い商品〕

（1）尿検査：クリニテックアトラス，クリニテック200＋

（2）血液学：H・IE，　H・3

（3）生化学：SSR

（4）免疫学：イムノ1

（5）病理検査：ティシューテッククライオ2000
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唖ノ『批オ」『当三7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 1979年3月1日

資　本　金 1，000万円

代表者名 上島英雄

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：03－3816－6931　　FAX　O3－3818－4554

〔展示主要商品〕

イムノビーズ・ウォッシャー／IBW－12

特長：近年，臨床検査，免疫学，臓器移植学の各分野で磁気ビーズを用い

た検査法や研究が盛んに行なわれる様になりました。特に，HLAタイピ

ングにおいては，Tリンパ球とBリンパ球の分野に用いられます。

〔取扱い商品〕

■酵素抗体法用機器

　　セラウォッシャーMW96シリーズ

　　オートミニウォッシャーシリーズ

■マイクロアッセイシステム機器

　　オートドロッパーEDR，オートダイリューターEDLシリーズ

■HLA研究機器
　　セラドット6072シリーズ，セルドッターCD－2シリーズ

　　イムノビーズウォッシャーIBW－12

■EIA，　RIA用ビーズウォッシャー

　　プレート用BW－20，　BW－25

癖 株式会社ピー・エム・エル

〒151東京都渋谷区千駄ケ谷5－21－3

設立年月日 昭和30年7月5日

資　本　金 4億4，325万円

代表者名 代表取締役社長荒井元義

従業員数 1，747名

工場所在地 〒151 渋谷区千駄ケ谷5－21－3

TEL：03　3350－Olll

研究所所在地 〒350－11　川越市的場1361－1

TEL　O492－32　3131

商品間合せ先 担当部門 メリッツ開発部

TEL　O3－3225－3212　　FAX　O3－3225　3385

〔展示主要商品〕

検査情報トータル・システム／マイケルくんn

特長：“マイケルくんII”は，パソコンLAN対応可能な検査情報トータ

ルシステムとして当社が開発し，従来の「マイケルくん」のコンセプトを

継承しながらも，全く新しく生まれ変わったシステムです。

　当システムは，1．検査情報による臨床支援，2．業務効率の向上，

3．患者サービスの充実の3つの柱から成っています。

　受付での患者登録，検査室での臨床検査システム，診察室での照会シス

テム，診療支援システム，更にドックシステム，外注管理システムなど，

個々の部分システムを一元化した，トータルな検査情報システムです。

　臨床検査情報を病院内の各部門が共有することによって，診療面にとど

まらず，さまざまな業務の効率化を実現します。ひいては患者へのサービ

ス向上につながり，病院経営に大きな付加価値をもたらします。

　業務の規模・内容に合わせてご選択・拡張いただけるよう，“マイケル

くんII”では各種システム構成をご用意。スタンドアローンからパソコン

LAN構成を経済的に実現することができます。

　※対応機種；PC98シリーズ（CPU：i386以上）



ピー・エム機器株式会社
〒ll3東京都文京区本郷3－25－4津久井21ビル

設立年月日 昭和60年6月

資　本　金 1，000万円

代表者名 種橋秀章

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 営業部

TEL：03－3818　5091　　FAX　O3－3818－5530

151

〔展示主要商品〕

サンプルカップ

特長：各種の自動分析装置に適合する様に各種取り揃えました。厳選され

た原料で精密に製造されていますので，各社の仕様に適合し精度・再現性

は良好です。

〔取扱い商品〕

●サンプルカップ

　日立・東芝・オリンパス・テクニコン等各社の自動分析装置に適合する

　精度・再現性の良い各種サンプルカップを取り揃えました。

●カルチャーチューブ

　透明度に優れたPS製と，オートクレイブ可能なPP製があります。

●MFラテックス手袋

　厳しい米国FDA－ASPM基準を越える高品質ラテックス製手袋です。

　ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度，内側パウダー加工のため装着が

　スムーズです。

●トランスファピペット

　ワンピース型PE製で，液体の移送や約一40°Cの低温保存が可能です。

　型は9種類あり，その各々に滅菌個装包装の商品もあります。

HITACHl株式会社日立製作所
〒lOO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

資　本　金 2，759億3，700万円

代表者名 代表取締役社長金井　務

従業員数 約78，500名

工場所在地 〒〒312 ひたちなか市大字市毛882

TEL：029－273－2111

研究所所在地　’　〒
’

9研究所

TEL
商品間合せ先 担当部門 計測器事業部　医用システム本部　技術部

TEL：03　3212　1111　　FAX：03－3214－3125

〔展示主要商品〕

日立自動分析装置7170

特長：同時最大86項目，800テスト／時の処理能力を持つ，フレキシブル

ランダムアクセスの中形機。反応時間可変，試薬添加数1～4試薬，検体

前希釈等により，新分野への適応が可能である。

〔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

自動分析装置の販売，MRI，　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，掘場分析計，コ

ロナマイクロプレート光度計などの国内販売，輸出を行っています。
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　　P藷㌫ad、ファルマシア株式会社

　　　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門4－3－13秀和神谷町ビル8F

設立年月日 1973年2月19日

資　本　金 15億500万円

代表者名 ヤン・ヘイニオ

従業員数 458名

工場所在地 〒311－35　：茨城県行方郡玉造町大字芹沢字上山920－62

TEL：0299－55－0881

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　臨床開発部

TEL　O3－5402－8750　　FAX　O3－5402－8751

〔展示主要商品〕

CAP　System

特長：約200種のアレルギー原因物質を高精度の測定システムによって簡

単に検査できるものとして注目されており，その感度・精度・信頼性には

定評があります。

〔取扱い商品〕

■CAP　System

　機器：フローロカウント96，アッセイウオッシャー96他

　測定項目：アレルギー検査

■DELFIA　System

　機器：アーカス蛍光光度計他

　測定項目：甲状腺関連検査，内分泌学的検査，癌関連検査他

■その他

　各種ガンマカウンター，RIA試薬他

▽7ワ・早・i子fi式ert㊥
FU民uo▲

　　　　　　　　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－39－4

設立年月日 昭和23年7月6日

資　本　金 43億8，700万円

代表者名 取締役社長福田孝太郎

従業員数 1，670名（グループ総員数）

工場所在地 〒270－14　　千葉県印旛郡白井町中字中台305－1

TEL　O474－91－4411

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 フクダバイタルテック株式会社

TEL：03－5800－5645　　FAX　O3－5800－5655

〔展示主要商品〕

血球計数装置／エースカウンターFLC240A

特長：全血8μ1の最少サンプル量で，小児科・産婦人科領域にも使用で

き，A3サイズの全自動機です。又，試薬の消費量も少なく，低コストの

運用が期待できます。

〔取扱い商品〕

　心電計，患者監視装置，人工呼吸装置，ペースメーカー，補助循環装

置，超音波診断装置，肺機能検査装置，脳波計，筋電計，血球計数装置，

血圧計，その他カテーテル類など。



剛富士メディカルシステム株式会社
MED｜CAL

　　　　　　　　〒104東京都中央区銀座7－13－8第二丸高ビル

設立年月日 昭和42年

資　本　金 7，500万円

代表者名 宮田英宣

従業員数 500名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業第三部

TEL：03－3545－3326　　FAX　O3－5565－7020

〔展示主要商品〕

フルオート生化学自動分析装置／富士ドライケムAuto－5
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特長：ドライケミストリーの大量処理システム。新方式マウントレススラ

イドの開発により，ランニングコストが安価になり，更に，スライドが小

型化されたので，医療廃棄物も減少。

〔取扱い商品〕

●富士ドライケムシステム

　生化学自動分析装置　　　　　　：富士ドライケム3030

　　　　　　〃　　　　　　　　　：富士ドライケム3000

　比色・酵素・免疫アナライザー　：富士ドライケム5500

　電解質専用アナライザー　　　　：富士ドライケム800

　小型血糖専用アナライザー　　　：富士ドライケム100タイプG

　小型アンモニア専用アナライザー：富士ドライケム100タイプN

く1；；1：：／ll亘『驚㌦楼亘鷲妄

設立年月日 1950年12月18日

資　本　金 37億1，208万円

代表者名 福山　勝

従業員数 938名

工場所在地 〒192 八王子市小宮町51

TEL：0426－45－0052

研究所所在地 〒192 八王子市小宮町51

TEL：0426－45－0071

商品間合せ先 担当部門 検査薬営業本部

TEL　O3－3348－0654　　FAX　O3－3342－6218

〔展示主要商品〕

全自動化学発光酵素免疫測定システム／ルミパルス1200

特長：新規化学発光基質AMPPD，フエライト粒子採用により高感度，

迅速測定が可能なデスクトップ型CLEIA測定装置。最大150検体セット

可能。処理能力120テスト／h。アッセイ時間全項目約30分に統一。

〔取扱い商品〕

◆免疫血清検査薬

　PA・HA法　：セロディアーTPPA，　HTLV－1，HIV，　HIV1／2，

　　　　　　　　　HBs，アンティHBs　イムディアーHemSP他
　EIA法　　　　：イムノクロンCA19－9，　CA125，　CA15－3，イムザイ

　　　　　　　　　ンCEA，フェリチン，α1　M，β2M，クイーデルアレ

　　　　　　　　　ルギースクリーンQAS　I～V，他

　CLEIA法　　　：ルミパルス免疫反応カートリッジCA19－9，　CA125，

　　　　　　　　　AFP，　CEA，　TSH，　IgE，β，M，フェリチン，　HTL

　　　　　　　　　V－1，HBs（Ag，　Ab），　HemSP

　ラテックス凝集法：ラピディアオートHbAlc，ラピディアASO

◆血液検査薬　　：ラピディアDdimer　II

◆臨床検査機器　：ルミパルス1200，QRXアナライザー，　LP400他
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≡≡≡三三物産メディカル株式会社

8ussan・Medic81・lnc・　　　　〒101東京都千代田区内神田1－3－3

設立年月日 平成3年4月17日

資　本　金 2億円

代表者名 代表取締役吉川清二

従業員数 14名

工場所在地：　〒

TEL
研究所所在地 〒134 東京都江戸川区一之江2998－1

TEL：

商品間合せ先 担当部門 営業一部田中瑞穂

TEL：03－5280－4801　　FAX　O3－5280－4806

〔展示主要商品〕

血液浸透圧計／オズモメーター5500型

特長：全血で測定可能・超微量サンプルでOK。

〔取扱い商品〕

自動染色装置・膠質浸透圧計・ボディコンポジションアナライザー睡眠時

無呼吸症候群モニター・テクネガスジエネレーター

1≡三〃プレシジョン・システAeサイエンス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒270松戸市中和倉341－1

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　　31名
工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒270 松戸市中和倉341－1

TEL　O473－49－4004

商品間合せ先　　担当部門 営業部

TEL：0473－49－4004　　FAX　O473－49－4931

〔展示主要商品〕

化学発光免疫測定装置／HiMICO　A－36

特長：本機は，磁性体微粒子を固相体としてCLIA・CLEIA兼用の高感

度な全自動測定機です。ソフト入力により，各種の反応パターンに自在に

対応出来るオープン機器原理で，試薬開発機としてもご利用頂けます。

〔取扱い商品〕

化学発光測定装置　　　　　　HiMIcO　A－36

化学発光チューブリーダー　　CLP－1　／　CLP－II

検体分注装置　　　　　　　　RX－500

小型標準分注装置　　　　　　SX－III

希釈装置　　　　　　　　　　AGS－30／　MPD－　II　a

洗浄装置　　　　　　　　　RBW－50N　／　BF－5eN

振盤装置　　　　　　　　　　MS－200　／　LS－400

チップ整列機　　　　　　　　チップフィーダー

外部委託用検体システム　　　RUB－SYSTEM
　　　　　　　　　　　　　　（携帯型バーコードプリンター）



ヘキストジャパン株式　　　△
　　　云

〒107東京都港区赤坂8－10－16

社1璽弓

設立年月日 1966年2月19日

資　本　金 47億3，000万円

代表者名 ルディガー・バート

従業員数 2，246名（1994年現在）

工場所在地 〒350 川越市南台1－3－2

TEL　O492　43－1610

研究所所在地 〒350 川越市南台1－3－2

TEL　O492　43　6199

商品間合せ先 担当部門 診断薬営業本部学術部

TEL　O3－3479　7539 FAX　O3－3479－5226

〔展示主要商品〕
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全自動免疫化学分析装置／べ一リングネフェロメーター

特長：免疫血清分野で初めて搬送システム・多彩なオンライン・バーコー

ド・遠隔診断に対応できます。

〔取扱い商品〕

■血液凝固検査薬：エンザイグノストTAT，ベリクロームATIII，他

■ネフェロメトリー用検査薬：N抗血清IgG，　NAラテックスCRP，他

■EIA用検査薬：HBV関連抗原・抗体・各種ウイルス，他

■血中薬物測定用及び甲状腺関連検査薬：オープスジゴキシン，TSH，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

■化学発光用検査薬：ベリラックスTSH，　T3，　AFP，　CEA

■検査機器：BNA，　BN100（全自動免疫化学分析装置），　BEPIII（マイ

　クロプレートELISA自動測定装置），フィブリンタイマA（全自動血

　液凝固測定装置），オープスアナライザ（自動蛍光免疫測定装置），ター

　ビタイマ（免疫比濁法専用分析装置），ベリラックス（化学発光免疫測

　定装置）

BECKMANベツクマン株式会社
〒151東京都渋谷区笹塚2－1－6

設立年月日 昭和52年7月

資　本　金 12億4000万円

代表者名 西本泰治

従業員数 200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　5352　2840　　FAX　O3　5352　2817

〔展示主要商品〕

臨床化学自動分析計／シンクロンCX7システム

特長：同時32項目を最大825テスト／時で処理。

ホストクエリーオンライン方式とバーコードの組み合せにより，完全なペ

ー パーレスとミスのない効率的な検査が可能です。

〔取扱い商品〕

●臨床化学自動分析装置：シンクロンシリーズ

　　シンクロンCX3システム

　　シンクロンCX4／CX5システム

●免疫反応測定装置：アレイ360システム

　　従来のアレイシステムの機能面をさらに拡大し，最大60項目の登録

　　CRP，　ASO，　RF同時測定可能，バーコード付採血管測定等，検査室

　　の将来のニーズに合った画期的なシステムです。

●全自動電解質測定装置：シンクロンエリーゼ

　　従来のイオン選択性電極測定装置（Na，　K，　Cl，　CO，）に加え，

　　Li，　T，　Caも測定可能です。

●その他パラゴン電気泳動システム

　　アプレーズデンシトメータ



゜ V竺隠i㌧宕1－1－9チヤン＿

設立年月日 昭和47年10月9日

資　本　金 1，000万円

代表者名 代表取締役社長飯田耕作

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 営業開発部，研究開発部

TEL：03－3435－1558　　FAX　O3－3435－1526

〔展示主要商品〕

磁気分離用ビーズ／DYNABEADS

特長：従来の生物学的手法の常識を超えた磁気を使用した生物医学分離試

薬。磁石を用いることにより細胞，細菌，蛋白あるいは核酸などの分離・

精製を簡便・迅速かつ確実に行える特徴を持っています。

〔取扱い商品〕

ノルウェーDYNAL社DYNABEADS
●EIA用製品

　　トシル化ビーズ，抗体結合ビーズ，ストレプトアビジン結合ビーズ

●DNAシークエンス用製品

　　ストレプトアビジン結合ビーズ

　　テンプレート作製キット　cDNAダイレクトシークエンス用

　　IacZ　Vector精製キット

●汎用原材料ビーズ

　　Uncoatedビーズ

　　トシル化ビーズ

●その他　細胞分離用ビーズ，微生物分離用ビーズ

團←リン学マ；11NttfZ；，株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門3－lO－11

設立年月日 平成5年4月1日
資　本　金 14億円

代表者名 DR．　L．　H．ボナカー

従業員数 630名

工場所在地 〒 大阪／富山

TEL　O6－472－0636／0764－79－0243

研究所所在地 〒 京都

TEL　O75－955－8511

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業部／医薬事業部

TEL：03－3432－3151　　FAX：03－3432－3721

〔展示主要商品〕

電気化学発光免疫測定装置

特長　ホモジニアス・イムノアッセイ用自動分析装置。

〔取扱い商品〕

○生化学検査試薬

OEIA用全自動分析装置　ES300／ES700

0EIA検査試薬　36項目

○血液凝固測定装置　STA，　ST4

0血液凝固測定試薬／研究用試薬

○簡易分析装置／レフロトロンSシステム他

○同上用専用試薬／ドライケミストリー各種



dfirte社∩しゴ研iiR所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒336浦和市常盤9－21－19

設立年月日 1976年2月28日

資　本　金

代表者名 中里時亜

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：048－833－3208　　FAX：048－833－3273

〔展示主要商品〕

全自動電気泳動分析装置／エパライザ

特長：蛋白全自動に，アイソザイム（LDH・ALP他）が組み込まれま

した。泳動のフルオート。コンパクトサイズでありながら時間50検体処理

（蛋白分画）。

〔取扱い商品〕

○全自動電気泳動装置：エパライザ（セア膜使用）

　　　　　　　　　　蛋白分画・LDH・ALP他
○自動電気泳動装置　：REP（レップ）　（アガロース使用）

　　　　　　　　　　コレステロール分画・アイソザイム他

　　・　　　　　　　デンシトメータの単独使用可

○デンシトメータ　　：EDC

　　　　　　　　　　クリニスキャン2

0タイタンIII　　　　：蛋白分画～各種アイソザイムまで使用可

157

ペンタファ・一ムジャパン株式会社

〒160東京都新宿区西新宿8－5－10

設立年月日 平成6年2月3日
資　本　金　　1000万円

代表者名 中山宏基

従業員数 5名

工場所在地　　〒 Basel／Switzerland

TEL：

研究所所在地 〒 Basel／Switzerland

TEL：

商品間合せ先　　担当部門

TEL：03－3227－0141　　FAX：03－3227－1522

〔展示主要商品〕

プロテインC活’性化剤／PROTAC

特長：PROTACは，　Agkistrodon　60ητoγ’批の蛇毒由来の蛋白質で，す

みやかにプロテインCを活性化します。

〔取扱い商品〕

蛇毒由来生理活性物質

合成ペプチド発色基質

セリンプロテアーゼ阻害剤



iss　N＿MT‘°株式会社ホーメット
　Ho‘onltM●cUcdT6Ctmology

　　　　▼〒i54東京都世田谷区三軒茶屋2－14－10　ローヤルマンション三軒茶屋402号

設立年月日 平成7年4月14日

資　本　金 3，000万円

代表者名 代表取締役社長師岡泰輔

従業員数 17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

TEL：03－5481－2777　　FAX　O3－3419－7693

〔展示主要商品〕

電解質測定装置／Easyシリーズ

特長：Easyシリーズは操作，メンテナンスが非常に簡単で，しかもリー

ズナブルな経済性ながら，精度管理も標準装備されています。試薬と廃液

容器を一体化パックにし，検体や廃液に触れない安全設計です。

〔取扱い商品〕

■電解質測定装置

　Easy

　Easy－PLUS

　Easy－Li

　Easy－Ca

■臨床検査試薬

（Na，　K）

（Na，　K，　Cl）

（Na，　K，　Li）

（Na，　K，　Ca＋＋，　TCa，　pH）

　エラスターゼ1M・EIA

■コントロール血清（CASCO　STANDARDS社製）

　DOCUMENT　Direct　ISE　Linearty　Test　Set

　DOCUMENT　Enzyme　Linearty　Test　Set

　DOCUMENT　CK　ISOENZYMES　CONTROL
　（LOW，　MID，　HIGH）

ぷ唾想鱗鷹竺…［、，g、）

研究会の概要

有志による初会合 1992年9月1日
会　　員　　数 13社

代表幹事 日本DPCコーポレーション

事　務　局 日本DPCコーポレーション内
所在及び問合せ先 〒261－71　　千葉市美浜区中瀬2－6WBGマリブウエスト32F

TEL　O43－297－5211　　FAX　O43　297　5210

会　員　名 旭化成工業株式会社／株式会社医学生物学研究所／エ

ー ザイ株式会社／オーソ・クリニカル・ダイアグノス
ティックス株式会社／塩野義製薬株式会社／スズキ株
式会社／トーレ・フジバイオニクス株式会社／日製産
業株式会社／日本DPCコーポレーション／日本メジ
フィジックス株式会社／持田製薬株式会社／ヤマサ醤
油株式会社／ユニチカ株式会社

研究会の趣旨及び活動の内容：

　免疫血清試薬は，これまで試薬メーカーごとに専用機器を採用する形態

　が多く，検査室にとっては試薬測定に汎用性がないため，測定操作の煩

　雑化・検査室スペースの無駄・データ処理の複雑化・試薬選択幅の制約

　・新規項目試薬導入時の制約等の問題が存在しました。

　この様な現状を打破するため，多数の試薬メーカーの試薬に汎用に使用

　出来る全自動測定機の開発を目的として，Multi　Access　Open　System

　を略した，MAOS共同開発研究会が発足しました。

　現在試薬メーカー11社，機器メーカー2社が参加し，96穴マイクロタイ

　タープレートタイプEIA試薬に汎用に使用出来る測定機を開発中です。

　2枚のプレートが搭載可能な機種と4枚のプレートが搭載可能な機種の

　2機種を開発中で，今秋から来年にかけて相継いで上市される予定で

　す。本展示会では，先ず2枚のプレートが搭載可能な機種を展示する予

　定です。本研究会では今後も独占禁止法に低触しない範囲で新入会員を

　幅広く受け入れて行く方針です。



Nati・nal／Panas・nic松下インターテクノ株式会社

　　　　　　　　〒564吹田市垂水町3－25－13　松下電器江坂ビル

設立年月日 昭和49年6月1日

資　本　金 1億円

代表者名 岡　哲也

従業員数 172名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門 情報通信（事）周辺機器部

TEL：03－5232－1711　　FAX　O3－5232－1715

〔展示主要商品〕

バーコードリーダ／MS－710
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特長：小型・高速バーコードリーダ超高性能タイプ。550スキャン／秒。

ミラーラスターとサーマルクーラーによるレーザ素子の温度補償。対物セ

ンサ内蔵でスキャン角も60°。機器組み込み用に最適の一台。

〔取扱い商品〕

超小型／高速読み取りで定評ある米国：マイクロスキャン社バーコードリ

ー ダ。米国内では総出荷台数中約60％を医療アプリケーションでご利用頂

いております。

より信頼性の高い正確な読み取りを要求される医療分野でも安心してご利

用頂けるバーコード機器として，私達は自信を持ってお薦め致します。

●取扱い商品

・ 米国マイクロスキャン社　MS－710バーコードリーダ

　　　　　　　　　　　　MS－610バーコードリーダ
・ 米国インターメック社　　3400プリンタ

　　　　　　　　　　　　1463CCDスキャナ

　　　　　　　　　　　　J7010ハンディイメージャ

■ALLI罐蹴マリンク・ット・メディカルvet会社

　　　　　　　〒105東京都港区虎ノ門4－3－13秀和神谷町ビル

設立年月日 1984年1月

資　本　金 4億3，000万円

代表者名 清水重亮

従業員数 100名

工場所在地 〒

TEL：

研究所所在地 〒

TEL：

商品間合せ先 担当部門　．　麻酔クリティカルケアグループ

TEL：03　5470　9658　　FAX：03－5470－9687

〔展示主要商品〕

GEMプレミア

特長：ポータブルタイプ血液ガス，電解質，ヘマトクリット分析装置。試

薬交換はカートリッジのみでメンテ不要。

〔取扱い商品〕

ヘモキューグルコース・……　ハンディタイプ全血グルコース測定器

ヘモキューヘモグロビン・一・ハンディタイプヘモグロビン測定器



16°

≦≡≡ヨ株式会社ミズホメディー

〒841鳥栖市藤木町5－4

設立年月日 1977年11月2日

資　本　金 3億2，975万円

代表者名 唐川文成

従業員数 119名

工場所在地 〒841 鳥栖市藤木町5－4

TEL：0492－85－0303

研究所所在地 〒 同上

TEL：

商品問合せ先 担当部門 営業企画部

TEL：0942－84－5494　　FAX　O942－84－5490

〔展示主要商品〕

HBs抗原検出キット／クイックチェイサーHBsAg

特長：1．1ステップで操作が簡単です。2．測定時間わずか15分（緊急検

査にも対応できます）。3．試薬調製の必要はありません。4．試薬は室温

保存です。

〔取扱い商品〕

〈生化学検査用試薬〉

　　自動分析装置用製品

　　キット製品

　　液状管理血清

〈免疫血清検査用試薬〉

　　キット製品

〈その他〉

　　妊娠診断補助試薬

　　尿細胞診用保存容器

　　　　　　　　　　等

入三菱事務機械株式会社
　　〒140東京都品川区東品川2－2－8　スフィアタワー天王洲

設立年月日 昭和39（1964）年6月1日

資　本　金 7億2，500万円

代表者名 代表取締役社長佐藤有成

従業員数 860名（平成6年4月1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 大阪支社第三営業部医療営業課

TEL：06－245－7067 FAX：06－245－5340

〔展示主要商品〕

臨床検査システム／LANClS

特長：世界標準のDOS／VをプラットフォームにNetWareを採用。ク

ライアントサーバ（C／S）型システムにより検査の業務量に応じた最適

なシステム構築が可能。又，業務量の増加にも容易かつ柔軟に対応。

〔取扱い商品〕

汎用コンピュータからオフコン，EWS，パソコン，　OCR，　OMR，光フ

ァイル，ファクシミリなどのOA機器まで。

〔主要取扱メーカー〕　　　　　　　　　　〔主要商品〕

富士通株式会社

三菱電機株式会社

日本アイ・ピー・エム株式会社

日本サン・マイクロシステムズ株式会社

アップルコンピュータジャパン株式会社

島田理化工業株式会社

ほか

・ オーダリングシステム

・ 健診システム

　　（LANPEX）
・ その他医療関係システム



∴三菱電機株式会社
　　　　　　　　　　　　　〒100東京都千代田区丸の内2－2－3

設立年月日 大正10年1月15日

資本金’1，751億円
代表者名’北岡隆
従業員数 50，105名

工場所在地 〒247 鎌倉市上町屋325

TEL：0467－46－6317

研究所所在地 〒661 尼崎市塚口本町8－1－1

TEL：06－497－7064

商品間合せ先 担当部門 官公第二部第三課

TEL：03－3218－3232　　FAX：03　5252－7289

〔展示主要商品〕

三菱臨床検査自動化システム／MELAS

　　特長：マウス不要，マルチ処理によるオンライン結果取込み，市販ソフトを

　　利用したデータの直接加工への対応及び豊富なサブシステムを用意した，

　　パソコンサーバ利用のクライアント／サーバ型の臨床検査システムです。

　　〔取扱い商品〕

　　三菱臨床検査自動化システム「MELAS」は，導入から操作，運用そして

　　保守にいたるまで「使いやすさ」を最優先に考えた，パソコンサーバを利

　　用したクライアント／サーバシステムです。病院に限らず検査センターで

　　の利用も可能です。

　　わかりやすい画面表示とワンタッチで業務切り替え可能なメニュー機能で

　　マウスでも，キーボードでも「操作・簡単」。報告書の変更，分析装置の

　　変更もユーザ自身でできるエディタ・ジェネレータの採用により「運用・

　　自在」。システムも規模に応じ小規模から大規模にいたるまで同一プラッ

　　　トフォームで拡張も自在に対応できます。細菌・病理・輸血・生理に対応

　　した豊富なサブシステムを取り揃え製品レパートリも豊富です。

　　又，オーダリングシステム，医事会計システムなど他メーカー病院ホスト

161　との接続にも柔軟な対応ができます。

O仰Ee”nL〃　　メノiニヨコ11ま≡i≡t舎：）ゴt二

〒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　’　小野精一朗

従業員数’　7名
工場所在地 〒153 目黒区下目黒2－18－3

TEL　O3　3495－0451

研究所所在地 〒

TEL
商品間合せ先 担当部門 営業部（ME機器事業部）

TEL：03－3495－0451　　FAX　O3－3495－0582

〔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：グレーデイングカーブ（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〉

OMEBAlPAM－8T　8CH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，6C，4C　　8CH，6CH，4CH凝集計
　　（PC9801シリーズを接続した，臨床，研究向け凝集計）

OPATシリーズ　多チャンネル血小板凝集能測定装置

　　・PAT－6A，4A，2A（ボタンタイプ）

　　・PAT－6M，4M，2M（ノブタイプ）

　　（実績のある信頼性の高い研究向け血小板凝集計）
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人掩manouchi山之内製薬株式芸社

〒103東京都中央区日本橋本町2－3－H

設立年月日 昭和14年3月20日

資　本　金 560億円

代表者名 小野田正愛

従業員数 4，039名

工場所在地 〒425 焼津市大住180

TEL　O54　627　5111

研究所所在地 〒174 板橋区小豆沢1　1　8

TEL：03　3960－5111

商品間合せ先 担当部門 診断薬事業本部

TEL　O3　5608　5805　　FAX　O3－5608－－5815

〔展示主要商品〕

セディア　シリーズ／セディアージゴキシンll

特長：セディア　シリーズは，DNA組換え技術を応用して開発された，

汎用性，経済性，精度に優れた血中濃度測定試薬です。

〔取扱い商品〕

セディア　シリーズ　○セディアージゴキシンII　Oセディアーテオフィリ

ン　・セディアーフェニトイン　oセディアーフェノバルビタール　○セデ

ィアーカルバマゼピン　○セディアーバルプロ酸　○セディアーコルチゾー

ル　○セディアーフェリチン

血清中可溶性インターロイキン2受容体測定試薬　○セルフリーIL－2R簡

易血糖測定器　○アクトレンドGC　Oアクトレンドミニ　○アドバンテ

ー
ジ

尿簡易検査用試験紙　oBMテストマークIII　OBMテストLシリーズ
生化学検査システム　○レフロトロンS

血液検査容器　○山之内ディスポザブル赤沈管，Sタイプ

HBs抗原検出用キット　○リバースセル

HBs抗体検出用キット　○リバースセルAb

岨b株式会社ユニフレックス
　　　　　　　　〒ll3東京都文京区本郷3－26－・4　ドルミ本郷7F

設立年月日 1976（昭和51）年8月28日

資　本　金 1，150万FI

代表者名 服部　晃

従業員数 45名

工場所在地 〒

TEL
研究所所在地 〒277 柏市高田537－1

TEL　O471－47－3751

商品間合せ先 担当部門 同上

TEL　O471－47－3751 FAX　O471－44－8242

〔展示主要商品〕

マイクロピペット／メカトロペット

特長：ユニフレックスメカトロピペッターはコンピューターコントロール

で狂いを生じない。しかも個人偏差のない，正確で再現性の高い精度を実

現する画期的な製品で検査部門の標準化と分析精度の向上に貢献します。

〔取扱い商品〕

メカトロペット　デュエット

メカトロペット　カルテット

γ線滅菌チューブ

培養用プラスチック器具

各種自動分析装置用サンプルカップ

検体輸送用容器



ε6：畏語蒜器翻ラジオメータートレーディング株式会社

〒153東京都目黒区三田1－12－23

設立年月日 1990年8月30日

資　本　金 4億9，000万円

代表者名 ペーター・シャノー

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 各営業所へお願いします。

TEL　営業所一覧を参照　FAX

〔展示主要商品〕
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血液ガス・電解質測定装置／ABLシステム620

特長：血液ガス（pH，　pCO、，　pO，），オキシメトリー（tHb，　SO，，0、

Hb，　COHb，　MetHb，　RHb），電解質（K＋，　Na†，　Ca2⊥，　Cl－）が高度

なソフトウェアにより，完全な1つのシステムとして，同時測定を実現し

ます。

〔取扱い商品〕

○血液ガス分析装置：ABLシステム620，　ABLシステム610，　ABLシス

　　　　　　　　　　テム600，ABL520，　ABL510，　ABL505，　ABL500，

　　　　　　　　　　ABL50，　ABL5

0ヘモオキシメータ：OSM3

0電解質分析装置：EML100

0経皮血液ガスモニター：TCM3

0パルスオキシメータ：OXI

O精度管理溶液：クオリチェック，マルチチェック

○動脈血サンプラー：QS90，　QS50，　PICO

O理化学分析装置：pHメーター，イオンメーター，自動滴定装置，他

（VVAor【■≡■■

）
和1研薬株式会社
　　　　　　　　〒606京都市左京区北白川西伊織町25

設立年月日 昭和47年5月24日

資　本　金 3，000万円

代表者名 熊澤保夫

従業員数 86名（平成7年4月現在）

工場所在地 〒525 草津市下笠町字辻出945　1

TEL　O775－68－3661

研究所所在地 〒 同上

TEL　同上
商品間合せ先 担当部門 販売促進部

TEL　O75　711　7171 FAX　O75－711－6019

〔展示主要商品〕

電動デジタルピペット／EDPシリーズ

特長：EDP2は，ピペットと分注ができ，　EDPプラスは，ピペット，分

注，滴定，希釈，計量，撹拝，ボリュームプログラムの7つの機能があ

り，それぞれ電動デジタルモーターにより，正確なピペッティングが行な

えます。

〔取扱い商品〕

レイニン社：電動デジタルピペットEDP2，　EDPプラス，　EDPM8

ナプコサイエンティフィック社：O、／CO2インキュベーター，　CO，インキ

　　　　　ュベーター

ニューブランズウィックサイエンティフィック社：イノーバ「Mシェーカ

　　　　　ー，シャイロトリーTMシェーカー，自動培地滅菌装置，自動

　　　　　培地充填装置，分注ポンプ

ミゾニックス社：超音波細胞破砕機アストラソン，マイクロソン

ベルコ社：ハイブリダイゼーションオーブン，スピンナーフラスコ，マグ

　　　　　ネッチックスターラー，回転培養装置
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◎　和光純薬工業株式会：社
　　　Wako
　　　　　　　　　　　　　　　　〒541大阪市中央区道修町3－1－2

設立年月日 大正11年6月5日

資　本　金 23億3，956万円

代表者名 田中幹晃

従業員数’1，650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 臨床検査薬部

TEL：営業所一覧を参照　FAX

〔展示主要商品〕

便潜血測定システム

特長：採便容器の開栓・サンプリング・試薬分注を自動的に行うHem前

処理ステーションと，96穴を5秒で測定する高性能マイクロプレートリー

ダーとの組合せにより，540検体／hの高速で便潜血測定を行います。

〔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・コントロール血清・調整液・免疫血清学的検査薬・輸

　　　　　血関連試薬

機器・器具：便潜血測定システム・尿自動分析装置・尿比重計・尿中微量

　　　　　アルブミン専用測定機・エンドトキシン測定用機器・ビリルビ

　　　　　ンテスター・富士ドライケムシステム・血液凝固分析装置ドラ

　　　　　イヘマトシステム

化　成　品：重合開始剤・エレクトロニクス関係薬品・重合禁止剤・合成

　　　　　原料および中間体・医薬品原料・化粧品原料他



AGEN　Biomedical　Ltd． （オーストラリア）

住所：11Durbell　Street，　Acacia　Ridge，　QLD　4110，　Australia

TEL：十61－7－370－6300　Fax：十61－7－370－6370

担当者：Mr．　Patrick　Cook

主な活動：人体及び動物用診断薬の開発及び製造。

主要製品とそのセールス・ポイント：

　　　　右旋性二量体

　　　　HIV
　　　　B型肝炎表面抗原

　　　　犬の心糸状虫症

　　　　FIV
　　　　内毒素

設立：1985年
現在の国別輸出入代理店：

　　　　日本

　　　　米国

　　　　欧州　Baxter，

従業員数：80名

提携研究機関：

ラテックス，酵素免疫測定方，全血

2分間全血

2分間全血

心糸状虫検出用2分間全血

猫の免疫ウイルス検出用2分間全血

2分間全血

富士レビオ，共立商事

Baxter　Dade，　Ortho　Diagnostics

　　　　Ortho

　　　　1．セント・ビンセント医学研究所（メルボルン）

　　　　2．連邦科学産業研究機構（CSIRO）生物医学エンジニアリング部
　　　　　（メルボルン）

　　　　3．CSIROプラント・インダストリー部（キャンベラ）

　　　　4．セント・ビンセント病院免疫学部（シドニー）

　　　　5．オーストラリア原子科学技術機構（ANSTO）生物医学・健康プ

　　　　　ログラム（シドニー）

　　　　6．王立プリンス・アルフレッド病院放射線医学部（シドニー）

　　　　7．クイーンズランド大学獣医学スクール

現在の研究・製品開発分野：2分間全血技術の拡充

JSCLA展示会参加目的：
　　　　1．現在の販売基盤を拡大する。

　　　　2．自動化及び新たな分析により，2分間全血免疫測定技術に活用を

　　　　　拡げる機会が得られる。
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AMRAD　Corporation　Limited （オーストラリア）

住所：Level　3，17－27　Cotham　Road，　Kew，　VIC，　Australia

TEL：十61－3－9853－0022　Fax：十61－3－9853－0202

担当者：Dr　Ross　Macdonald－Group　Business　Development　Manager

主な活動：

　　　　1．オーストラリアとニュージーランドにおける医薬品の販売及びマ

　　　　　ーケティング

　　　　2．バイオテクノロジー研究用試薬・設備の販売及びマーケティング

　　　　3．医薬品及びバイオテクノロジー製品の研究開発

主要製品：医薬品（オーストラリア，ニュージーランド）

　　　　研究設備（オーストラリア，ニュージーランド）

　　　　バイオテクノロジー用試薬（日本，米国，欧州，東南アジア）

設立：1987年
現在の国別輸出入代理店：製品は世界30力国で販売。

従業員数：90名

提携研究機関：

　　　　ウォールター＆エリザ・ホール医学研究所（ビクトリア）

　　　　王立小児病院研究財団（ビクトリア）

　　　　マードック先天性奇形研究センター（ビクトリア）

　　　　マックファーレン・バーネット医学研究センター（ビクトリア）

　　　　ハワード・フローリー実験生理学・医学研究所（ビクトリア）

　　　　心臓研究所（ニューサウスウェールズ）

　　　　センチナリー癌医学・細胞生物学研究所（ニューサウスウェール

　　　　ズ）

　　　　クイーンズランド医学研究所（クイーンズランド）

　　　　メンジーズ・ヘルスリサーチ・スクール（ノーザン・テリトリー）

　　　　免疫遺伝学研究財団（西オーストラリア）

JSCLA展示会参加目的：
　　　　（1）現在の販売を拡大する。（2）広報。（3）プロジェクトXのための協

　　　　力相手を探す。（4）当社への投資を求める。
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　　Bioclone　Australia　Pty　Limited （オーストラリア）

住所：54c　Fitzroy　Street，　Marrickville，　NSW　2204，　Australia

TEL：十61－2－517－1966　Fax：十61－2－517－2990

担当者：Dr．　Claire　Baxter－Managing　Director

主な活動：診断薬キット及びモノクローナル抗体の製造，契約に基づく研究

　　　　開発。

主要製品とそのセールス・ポイント：

　　　　脳下垂体ホルモンのモノクローナル（バルク製品を含む），免疫測

　　　　定キット［酵素連関免疫吸着剤検定（ELISA）及び／あるいは放

　　　　射線免疫検定（RIA）］，黄体形成ホルモン（LH），卵胞刺激ホルモ

　　　　ン（FSH），甲状腺刺激ホルモン（TSH），ヒト絨毛性（胎盤性）

　　　　ゴナドトロビン（hCG），成長ホルモン（GH），プロラクチン，ガ

　　　　ンマE免疫グロブリン（IgE）フェリチン，遊離サイロキシン，新

　　　　生児用TSH，エストラジオール，プロゲステロン，　hCGサブユニ

　　　　ット，IGF－1，　IGFBP－3。　ELISAはすべてFDAの承認済。

設立：1981年
現在の国別輸出入代理店：

　　　　販売の約50％は主に欧州向けの輸出。

　　　　和光純薬工業株式会社が日本での総代理店であり，取扱品目は種々

　　　　の免疫放射定量測定法キットである。またLH，　FSH，　TSH，プ

　　　　ロラクチン，フェリチン，IgEが日本では承認済みである。

従業員数：28名

提携研究機関：連邦科学産業研究機構（CSIRO）

現在の研究・製品開発分野：ELISAの開発，バイオセンサー

JSCLA展示会参加の目的：

　　　　広報。

　　　　現在の売り上げを拡大する。

CSI－Limited （オーストラリア）

住所：45Poplar　Road，　Parkville，　VIC　3052，　Australia

TEL：十61－3－389－19　19　Fax：十61－3－389－1646

担当者：Mr．　John　F．　Blizzard－Businass　Development　Manager

主な活動：牛胎児血清を含む，さまざまな細胞培養試薬の製造。また，血液

　　　　銀行用の試薬及び獣医用診断薬キットの製造にも関わっている。

主要製品とそのセールス・ポイント：

　　　　牛胎児血清

　　　　牛インシュリン

　　　　モノクローナル血液型判定用血清

　　　　獣医用診断薬キット

現在の国別輸出入・販売代理店：

　　　　東南アジアと米国で，代理店ネットワークが確立されている。

従業員数：1000名

提携研究機関：

　　　　ビクトリア動物科学研究所

　　　　連邦科学産業研究機構（CSIRO）

現在の研究・製品開発分野：

　　　　細胞培養製品

　　　　人の結核診断薬



Medical　lnnovations　l－imited （オーストラリア）

住　所：Unit　2，83－85　Whiting　Street，　Artarmon，　NSW　2064，　Australia

TEL：十61－2－436－0800　Fax：十61－2－439－2673

担当者：Mr．　Davld　Thompson－Director

主な活動：腫瘍マーカー・自己免疫疾患・食物不耐の分野における酵素連関

　　　　　免疫吸着剤検定（ELISA）をべ一スとする診断薬の開発，製造，
　　　　　マーケティング。

主要製品：

　　　　1．血清中の乳ガン抗原（MSA）の発見及び観察に使用される
　　　　　ELISA試験
　　　　2．血清中の子宮ガン抗原（CASA）の発見及び観察に使用される
　　　　　ELISA試験
　　　　3．組織中の3E12（MSA）陽性乳ガン細胞発見用の抗体
　　　　4．組織中のBC－2（CASA）陽性ガン関連上皮粘素細胞の検出用抗
　　　　　体

　　　　5．血清中のカルジオライビンに対するガンマG免疫グロブリン

　　　　　（lgG）及びガンマM免疫グロブリン（IgM）抗体検出用
　　　　　ELISA試験
　　　　6血清中のグリアジンに対するIgG及びガンマA免疫グロブリン
　　　　　（IgA）抗体を検出することによりセリアック病を検出するため

　　　　　のELISA試験
　　　　7．生の食品または加工食品中におけるグルテンの検出及び定量化用

　　　　　ELISA試験（試験室用）
　　　　8．食品中のグルテン検出に使用する家庭用即時試験

設立：1986年
輸出市場：ドイツ，オーストリア，スイス，デンマーク，フランス，イタリ

　　　　　ア，オランダ，スペイン，英国，カナダ，台湾，香港，インド
　　　　　（製品の70％が輸出）

従業員数：8名
提携研究機関：オースティン研究所（メルボルン）

　　　　　　　クイーンズランド大学　産科学・婦人科学部（ブリズベン）

現在の研究分野：肺ガン管理に有益な腫瘍マーカー診断薬の開発

JSCLA展示会参加の目的：
　　　　1．日本での製品流通を図る。

　　　　2．肺ガンプロジェクトに協力してくれるパートナー・投資家を探す。
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PanBio　Pty　l＿td． （オーストラリア）

住　所：116Ludwitch　Road，　Windsor，　QLD　4030，　Australia

TEL：十61　一一7－357－1177　Fax：十61－7－357－1222

担当者：Mr．　Mel　Bridges

主な活動：伝染病及び血清に関して使用される酵素連関免疫吸着剤検定

　　　　　（ELISA）診断薬キット，並びに即時試験装置の製造。

主要製品とそのセールス・ポイント：人間のヘルペスのウイルス6，巨細胞

　　　　　ウイルス（CMV），エプスタイン・バーウイルス（EBV），テン

　　　　　グ熱，Q熱，ポルデテラ百日咳，レプトスビラ菌，妊娠即時診断

　　　　　薬とヒト絨毛性（胎盤性）ゴナドトロビン，サルモネラ即時試験

　　　　　薬。製品は極めて安定しており，使い勝手がよい。また，国際品

　　　　　質基準に従って製造されている。

設　立：1987年

現在の輸出先：米国，カナダ，ドイツ，フランス，イタリア，スペイン，

　　　　　　　中東，インド，シンガポール

従業員数：13名

提携研究機関：

　　　　クイーンズランド医学研究所，連邦科学産業研究機構（CSIRO），

　　　　メイター病院，王立小児病院，クイーンズランド技術大学

現在の研究・製品開発分野：

　　　　即時試験システム

　　　　血清ELISA

　　　　農業゜バイオテクノロジー

JSCLA展示会参加の目的：

　　　　現在の販売量を拡大する。

　　　　即時試験等の協力相手を探す。

　　　　新興診断薬製造国としてのオーストラリアを宣伝する。
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Trace　Scientific　Ltd． （オーストラリア）

住所：1860Princes　Hwy，　Clayton，　VIC　3168，　Australla

TEL：十61－3－9543－1255　Fax：十61－3－9543－6719

担当者：Mr．　Trevor　Gilmour－International　Sales　Manager

主な活動：ドライ・パウダー技術を利用した臨床用生物化学試薬の製造とマ

　　　　　ーケティング。

主要製品とそのセールス・ポイント：

　　　　あらゆる種類の臨床用化学試薬

　　　　装置類

　　　　自社ブランド製品，相手先ブランドその他OEMべ一スで販売され

　　　　る製品

設立：1983年

現在の輸出先：世界30力国以上で販売。また4力国以上で合弁事業を展開。

従業員数：70名

JSCLA展示会参加の目的：

　　　　日本での販売網を探す。

　　　　OEMの機会を探す。

　　　　日本にドライ・パウダー工場を設立するめたの協力先または合弁の

　　　　相手を探す。

　　　　LICENSINGの機i会を探す。

　　　　共同開発の機会を探す。

Silenus　l＿aboratories　Pty　l＿td． （オーストラリア）

住所：5Guest　Street，　Hawthorn，　VIC　3122，　Australia

TEL：十61－3－819－5000　Fax：十61－3－819－0023

担当者：Mr．　Graham　Thurston

主な活動：モノクローナル抗体，ポリクローナル抗体の製造とマーケティン

　　　　　グ

主要製品とそのセールス・ポイント：

　　　　モノクローナル抗体FMC－7　白血病マーカー

　　　　モノヘム　　　　　　　　　　特許済モノクローナル抗体糞便潜血検査

　　　　ガンマG免疫グロブリン（IgG）分屑抗血清　　　免疫固定及び免疫電気泳動に使用

設立：1977年
世界22力国に販売網を有している。

従業員数：30名

提携研究・製品開発分野：

　　　　流動血球計算用の新モノクローナル抗体

　　　　免疫組織化学の範囲拡大

JSCLA展示会参加の目的：

　　　　広報。

　　　　現在の販売量を拡大する。
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1　　　社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

アイ・エム・アイ株式会社 本社／営業2課 343 越谷市流通団地3－3　12 （0489）88－4411

札幌営業所 003 札幌市白石区栄通13－7－21 （011）855－6839

仙台営業所 989－31 仙台市青葉区上愛子字蛇台原12 （022）392－6820

東京営業所 113 文京区本郷3－4－5　ハイムお茶ノ水 （03）38164411

横浜営業所 220 横浜市西区平沼2　4－14　山城ビル （045）316－1119

静岡営業所 420 静岡市梅屋町6－4 （054）255－1278

愛知営業所 480－11 愛知郡長久手町長漱字荒田4111 （0561）63－7177

大阪営業所 564 吹田市垂水町3　18　9　ユーコービル （06）　385　5205

岡山営業所 700 岡山市［1］中166－101 （086）241－9585

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南2　9　11 （092）473－1871

ア　ジ　ア　器　材　株　式　会　社 本　　　　社 194 町田市森野2　27　12 （0427）23－4670

工　　　　場 229 相模原市田名49 （0427）62　2703

配送センター 229 相模原市大島中の原3027－3 （0427）632284

ア　ス　力　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 千代田区神田須田町2　4 （03）3254　0575

東京営業所 101 千代田区神田須田町2－4 （03）3254　0575

仙台事務所 983 仙台市宮城野区銀杏町19－8 （022）256－5202

名古屋事務所 460 名古屋市中区丸の内2　2－23 （052）211－1925

大阪事務所 541 大阪市中央区道修町1－4－1 （06）201－0373

福岡事務所 812 福岡市博多区東比恵2－20　27 （092）473－9561

株式会社　　アステックコーポレーション 本　　　　社 553 大阪市福島区野田5　17－22 （06）466　1677

東京営業所 105 港区浜松町2－7－15 （03）3435－9471

株式会社　　ア　　　ム　　　コ 本　　　　社 102 千代田区飯田橋4－8－7 （03）3265－4261

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）741－6051

福岡支店 812 福岡市博多区東光2－6－15 （092）441－7641

札幌出張所 060 札幌市中央区北三条東2－2 （011）241－4428

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　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 水戸市石川町2　4249　5 （029）255－1811

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
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社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　在　　　　地 電話番号

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1－8－12 （0878）33－7633

福岡支店 812 福岡市東区馬出4－3－10 （092）633－3131

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

札幌事務所 001 札幌市北区北9条西4－7　エルムビル10F （011）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

埼玉営業所 362 上尾市愛宕1－16－15パール陽光ビル5F （048）775－9261

東京営業所 168 杉並区永福4－19－4　安藤ビル （03）3324－7331

横浜営業所 231 横浜市中区長者町4－9－2　第6吉本ビル4F （045）671－1915

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）971－2081

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島1－9－20　新中島ビル3F （06）305－2039

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3－1－4　タカ福岡ビル5F （092）481－0530

株式会社　　エイアンドティー 本　　　　社 191 日野市日野320－11 （0425）86－3111

大阪営業所 564 吹田市芳野町1－4 （06）337－1555

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南2－10－3 （092）414－4333

盛岡事務所 020－21 盛岡市前九年3－13－3 （0196）47－1033

名古屋事務所 465 名古屋市名東区丁田町63　メゾンド上社1F （052）776－3105

広島事務所 733 広島市西区上天満町5－20　エンゼルハイム天満町302 （082）296－8641

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 113 文京区本郷1－33－8 （03）3813－5401

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西14－3－23　札幌泉ビル （011）281－5401

仙台営業所 980 仙台市青葉区木町通2－1－33　伊沢竹に雀ビル （022）272－3501

東京第1／2営業所 130 墨田区両国1－12－8　ムネカワビル （03）3634－4461／2491

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 京都市中京区烏丸通二条上ル280　第百生命ビル （075）212－7277

大阪営業所 541 大阪市中央区淡路町4－4－13　南星ビル （06）202－6471

広島営業所 733 広島市西区己斐本町2－12－30　SKビル （082）271－5319

高松営業所 760 高松市新町12－1　徳寿ビル （0878）37－7787

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

株式会社　　エ　イ　ヴ　ィ　エ　ル 本　　　社 113 文京区本郷3－21－10　浅沼第2ビル （03）5800－3866

札幌支社 062 札幌市豊平区月寒東3条3－5－8－201 （011）857－7786
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社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

仙台支社 982－02 仙台市青葉区西花苑2－16－3 （022）226－1484

名古屋支社 460 名古屋市中区丸の内2－14－4　エグゼ丸の内 （052）203－5853

大阪支社 541 大阪市中央区淡路町3－6－12　ローズプラザ （06）229－1460

広島支社 731－51 広島市佐伯区利松1－13－32－301 （0829）27－9355

福岡支社 816 福岡市博多区諸岡5－3－6　ピュアドーム井尻 （092）501－3083

鹿児島営業所 890 鹿児島市田上6－29－43 （0992）54－1902

株式会社　　エスエフシー新潟 本　　　　社 950 新潟市南出来島1－10－21 （025）282－2233

東京支店 175 板橋区成増3－2－16ユニベールビル306 （03）3977－5397

大阪支店 540 大阪市中央区谷町4－1－2　三輪ビル （06）944－2339

エム・シー・メディカル株式会社 東京本社 160 新宿区大京町22 （03）3357－7855

大阪営業所 542 大阪市中央区南船場2－1－10 （06）271－7855

九州営業所 812 福岡市博多区豊1－8－21 （092）476－0833

ヱ　ル　マ　販　売　株　式　会　社 福岡営業所 810 福岡市中央区鶴舞3－6－17 （092）715－2626

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島3－11－26 （06）303－2325

大塚製薬株式会社診断事業部 診断事業部 160 新宿区西新宿2－4－1　NSビル （03）3342－7085

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西7－12 （011）271－5871

仙台営業所 981 仙台市青葉区堤通雨宮町3－23 （022）272－4300

東京営業所 160 新宿区西新宿2－4－1　NSビル （03）3342－7871

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 530 大阪市北区中之島6－2－27NCB　8　F （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）262－4736

徳島営業所 771－01 徳島市川内町平石字夷野224－18 （0886）65－1021

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　　社 135 江東区東陽6－3－2　イースト21タワー （03）5632－7300

カスタマーサー
ビスセンター

135 江東区東陽6－3－2　イースト21タワー （0120）03－6527

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

東京試薬部 101 千代田区岩本町3－1－2　岩本町東洋ビル7F （03）3865－4071

札幌支店 003 札幌市白石区中央1条2－15－1 （011）841－8611

仙台支店 980 仙台市青葉区上杉3－4－8 （022）221－3676

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－8－20 （052）961－6421　　　　　　　　‘
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社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

京都支店 604 京都市下京区若宮通り五条下ル毘沙門町35 （075）352－4861

大阪支店 533 大阪市東淀川区西淡路5－20－19 （06）321－0991

広島支店 732 広島市東区光町2－11－6 （082）264－5521

高松支店 760 高松市茜町19－15 （0878）33－5141

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町2－12 （092）2811154

オ　ム　ロ　ン　株　式　会　社 本　　　　社 600 京都市下京区烏丸通七条下ル （075）344－7000

東京本社 105 港区虎ノ門3－4　10 （03）3436－7055

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

オリ　ンパス販売株式会社 東京販売本部 101 千代田区神田駿河台3－4　龍名館ビル （03）32519491

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西4　日本生命札幌ビル （011）222－2551

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町1－3－1　日本生命仙台ビル （022）223－7821

大宮支店 331 大宮市桜木町1－7－5　ソニックシティビル （048）644－8122

横浜支店 221 横浜市神奈川区栄町1－1　アーバンスクェア横浜 （045）451－1571

名古屋支店 460 名古屋市中区錦2－19－25　日本生命広小路ビル （052）201－9601

大阪支店 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）252－6697

広島支店 730 広島市中区八丁堀16－11　日本生命広島第2ビル （082）228－1921

福岡支店 811 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 文京区本郷5－5－16 （03）5689－5127

札幌支店 064 札幌市中央区大通り西21－2－12 （011）6430901

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町4－1－1 （022）261－6801

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅4－5－20 （052）583－1861

大阪支店 530 大阪市北区堂島1－5　17 （06）3412675

広島支店 730 広島市中区基町12－3 （082）228－9977

福岡支店 810 福岡市中央区白金1－17　8 （092）526　7833

オルガノンテクニ力株式会社 本　　　　社 160 新宿区歌舞伎町2－3仁11第2モナミビル （03）3232－4333

東京営業所 160 新宿区歌舞伎町2－31－11第2モナミビル （03）3232－4479

盛岡駐在所 020 盛岡市永井24－52－7 （0196）39－0939

仙台営業所 980 仙台市青葉区北目町2－40－701 （022）266－5553

名古屋営業所 460 名古屋市中区新栄2－1－9　雲竜ビル東館606 （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5F （06）271－2841

広島営業所 733 広島市西区天満町7－5　第二西村ビル204 （082）295－8138
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福岡営業所 812 福岡市博多区大博町3－30　博多永久ビル2F （092）291－2413

株式会社　　カ　　イ　　ノ　　ス 本　　　　社 113 文京区湯島4－2－1 （03）3816－4480

札幌営業所 060 札幌市北区北7条西4－1－2 （011）737－5290

仙台営業所 982 仙台市太白区長町南3－3－43 （022）249－5527

東京営業所 113 文京区湯島4－2－1 （03）3816－4481

名古屋営業所 464 名古屋市千種区星ヶ丘元町14－70 （052）783－1364

大阪営業所 533 大阪市東淀川区西淡路1－1－32 （06）370－1131

広島営業所 730 広島市中区上幟町7－3 （082）224－1480

四国営業所 760 高松市昭和町1－3－34 （0878）37－2331

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

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 千代田区岩本町2－14－8 （03）3864－1177

池田営業所 563 池田市鉢塚1－9－14 （0727）63－1920

岡山出張所 703 岡山市神下82－3 （086）279－2542

徳島出張所 770 徳島市南矢三町2－6－33 （0886）32－3138

筑波出張所 305 つくば市二の宮2－14－17 （0298）51－0164

三田事業所 669－13 三田市テクノパーク16－4 （0795）68－2641

萱垣医理科工業株式会社 本　　　社 113 文京区本郷3－14－16 （03）3812－5285

仙台営業所 980 仙台市青葉区国見319－8 （022）234－1433

名古屋営業所 452 名古屋市西区中小田井3－289 （052）501－2744

大阪営業所 540 大阪市中央区内平野町2－3－8 （06）895－1800

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 103 中央区日本橋本町3－2－8 （03）3279－1751

臨床検査薬部 103 中央区日本橋本町3－11－5　マルサンビル （03）3667－8061

大阪支店 541 大阪市中央区瓦町2－5－1 （06）222－3709

福岡支店 812 福岡市博多区山王1－1－32博多堀池ビル （092）414－9361

札幌営業所 004 札幌市豊平区美しが丘1条8－4－1 （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

埼玉営業所 364 北本市中丸3－82 （0485）92－2361

筑波営業所 300－22 筑波郡谷和原村大字福岡2504－1 （0297）52－4816

静岡営業所 422 静岡市中村町393 （054）281－2010
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中京営業所 491 一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24－1725

極東製薬工業株式会社 本　　　　社 103 中央区日本橋本町3－1－1 （03）3270ゴ641

札幌営業所 060 札幌市中央区北4条西12　1　1 （011）2711003

仙台営業所 984 仙台市若林区卸町東1　2　9 （022）238　8721

東京営業所 010 台東区上野3　1　10 （03）3843－2701

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）2625446

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

高萩工場 318 高萩市大字上手綱朝山3333－26 （0293）23－0911

株式会社　　京　都　第　一　科　学 本社・営業本部 601 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－6386

東京営業所 103 中央区日本橋兜町11－11 （03）3664－1841

大阪営業所 564 吹田市江坂町1－－16－－31 （06）3378311

札幌営業所 062 札幌市豊平区月寒東3条3　1　21 （011）851－1122

仙台営業所 981－31 仙台市泉区泉中央1　37　1 （022）218－4131

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社1－248 （052）777　1601

神戸営業所 665 宝塚市泉町27　5 （0797）84－6665

広島営業所 733 広島市西区天満町6　12 （082）294－0533

高松営業所 761－17 香川郡香川町浅野下久保 （0878）88　1510

福岡営業所 815 福岡市南区那の川1　4　3 （092）526－1407

協和メデックス株式会社 本　　　　社 104 中央区入船2－1　1 （03）32978101

東京支店 104 中央区入船2一仁1 （03）32978111

大阪支店 532 大阪市淀川区新北野1－14…11 （06）886－0731

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3　21　25 （052）962　7370

九州営業所 812 福岡市†専多区博多駅前2－2　1 （092）474　5222

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西7　1 （011）2613127

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町1　12　12 （022）2114998

広島営業所 732 広島市南区稲荷町2　16 （082）2619880

四国営業所 790 松山市一番町3　2　11 （0899）45－1288

久　保　田　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 113 文京区本郷3　29－9 （03）3815－1331
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札　　　　幌 001 札幌市北区北32条西2－3－12 （011）7583920

仙　　　　台 980 仙台市青葉区宮町4－5－43 （022）223－4927

つ　　く　　ば 305 つくば市東新井26－17 （0298）56－3211

新　　　　潟 950 新潟市堀之内南2　8－16 （025）241－8407

名　古　屋 460 名古屋市中区新栄1　17－24 （052）262－3705

大　　　　阪 540 大阪市中央区内久宝寺町4　2－17 （06）762－8471

広　　　　島 730 広島市中区南竹屋町2－12 （082）243－6514

四　　　　国 790 松山市和泉北2－6－31 （0899）46ゴ080

福　　　　岡 812 福岡市東区筥松1－6－11 （092）621－1161

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

札幌営業所 003 札幌市白石区南郷通3一北1－1 （011）862－1259

仙台営業所 980 仙台市青葉区国分町1－8－14 （022）225－5607

東京営業所 110 台東区台東1－38－9 （03）5688－6761

名古屋営業所 462 名古屋市北区東大曽根町本通2－620 （052）911－6065

京都営業所 600 京都市下京区中堂寺南町65－2 （075）315－4500

大阪営業所 541 大阪市中央区博労町1－8－8 （06）262－7301

広島営業所 733 広島市中区本川町2－6－11 （082）294－0642

高松営業所 761 高松市勅使町720－5 （0878）67ゴ021

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵2－20－20 （092）411－2187

株式会社　　コ　ス　モ　テ　ッ　ク 本　　　　社 101 千代田区岩本町3－7－11 （03）5687－5787

小　林　記　録　紙　株　式　会　社 本　　　　社 448 刈谷市小垣江町北高根115 （0566）265310

営業企画本部
医療グループ

460 名古屋市中区栄3－2－9　明治屋ビル4F （052）262－6601

サ　ク　ラ　精　機　株　式　会　社 タケダ本町ビル別館 103 中央区日本橋本町2－1－7　タケダ本町ビル6F （03）3231－1610

本郷営業所 113 文京区湯島2－16－10 （03）38142811

横浜営業所 221 横浜市神奈川区鶴屋町3－35　11 （045）311－7971

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西5　18 （Ol1）222－5831

仙台営業所 980 仙台市青葉区国分町1－7－18 （022）2635131

名古屋営業所 461 名古屋市東区白壁3－12－13 （052）932－0485

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1　11　4－2100 （06）　341－3788

中・四国営業所 700 岡山市新保1307－3 （086）246－3266

広島出張所 732 広島市東区若草町10－12　日宝若草ビル5F （082）263－6462
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福岡営業所 812 福岡市東区馬出2－2－35 （092）633－3301

三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　社 101 千代田区岩本町1－10－6 （03）3863－3271

東　京　支　店
東京第二支店

101 千代田区岩本町1－7－1 （03）3863－3261

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原町5－8－5 （06）391－2501

札幌営業所 060 札幌市東区北6条東2－8 （011）711－3690

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 730 広島市中区銀山町1－11 （082）243－2678

高松営業所 760 高松市桜町2－15－40 （0878）31－8964

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3－10－15 （092）482－2751

三　　共　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 103 中央区日本橋本町3－5－1 （03）5255－7111

銀座別館 104 中央区銀座2－7－12 （03）5251－7111

支店 札幌支店（022）221－2191，　東京第一支店（03）5402－1001

横浜支店（045）311－3744，　東京第二支店（03）5200－0600

名古屋支店（052）951－1191，大阪支店（06）203－3421

京都支店（075）344－8900，　広島支店（082）293－5111

高松支店（0878）31－0221，　福岡支店（092）281－8121

シーアイエスダイアグノスティック株式会社 本　　　　社 285 佐倉市大作1－8－5 （043）498－2031

東京事務所 101 千代田区神田司町2－13神田第4アメレックスビル10F （03）3296－1211

大阪事務所 550 大阪市西区西本町1－11－9　岡本興産ビル7F （06）536－5999

塩野　義製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 541 大阪市中央区道修町3－1－8 （06）202－2161

東京支店 150 渋谷区渋谷2－17－5　シオノギ渋谷ビル （03）3406－8111

摂津工場（診断医学
学術部・製品部）

566 摂津市三島2－5－1 （06）381－7343

重　松　貿　易　株　式　会　社 本　　　　社 541 大阪市中央区淡路町2－2－5 （06）231－6146

支店（東京） 112 文京区千石4－45－14 （03）5976－3322

株式会社　　シ　ス　テ　ム　ズ 本　　　　社 222 横浜市港北区新横浜2－17－2　ナラビル7F （045）474－7231

株式会社　　島　津　製　作　所 本　　　社 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）823－1111

東京支社 101 千代田区神田錦町1－3 （03）3219－5656

大阪支社 530 大阪北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14F （06）373－6641

札幌支店 060 札幌市中央区北5条西6－2－2　札幌センタービル8F （011）205－5500
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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

横浜支店 220 横浜市西区北幸2－10－27　東武立野ビル6F （045）312－4421

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル5F （052）565　7525

京都支店 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）8118193

広島支店 730 広島市中区袋町4－25　明治生命ビル15F （082）248－4311

福岡支店 812 福岡市博多区冷泉町4　20 （092）271－0331

株式会社　　常　　　　　　　　光 本　　　　社 113 文京区本郷3－19－4 （03）3815－1717

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 （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 文京区本郷3－19－4 （03）3815－1717

国　際　部 113 文京区本郷3－19－4 （03）3814－1981

真　興　交　易　株　式　会　社 本　　　　社 106 港区南麻布2－8　18 （03）3456－0072

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－17－24 （022）215－0072

名古屋営業所 461 名古屋市東区葵3　15－31 （052）933ゴ611

大阪営業所 530 大阪市北区西天満6　2－14 （06）313－0072

福岡営業所 810 福岡市中央区大手門2－1－10 （092）751－1868

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）365－4157

北海道支社 001 札幌市北区北12条西3－18　N12ビル （011）7376705

東京支社 105 港区虎ノ門3－4－7　虎ノ門36森ビル （03）34349191

中部支社 450 名古屋市中村区名駅4－7－35　毎日名古屋会館 （052）583－6188

近畿支社 530 大阪市北区西天満2－4－4 （06）365－4156

中・四国支社 732 広島市南区稲荷町2－16　第一生命ビル （082）264－3881

九州支社 810 福岡市中央区天神1－1－1　アクロス天神 （092）7259295

株式会社　　セ　　コ　ニ　　ッ　　ク 本　　　　社 178 練馬区大泉学園7　24－14 （03）3978－2332

池田工場 399－86 北安曇郡池田町大字池田2714 （0261）629600

東京支店 162 新宿区市ケ谷田町3　8　新杵ビル （03）3269－7241
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大阪支店 541 大阪市中央区本町2－3－6　本町ビジネスビル （06）263－1571

名古屋オフィス 460 名古屋市中区千代田3－29－11　ララハート305 （052）322－7725

セファテクノロジー株式会社 本　　　　社 573 枚方市新町1－12－1 （0720）41－1151

京都事業所 613 久世郡久御山町佐山新開地74－1 （0774）46－2371

岡山事業所 719－02 浅口郡鴨方町大字本庄字大黒388－3 （0865）44－2341

株式会社　　セ　ロ　テ　ッ　ク 本　　　　社 062 札幌市豊平区月寒中央通5－1－10 （011）855－1131

東京支店東京営業所 170 豊島区東池袋1－7－5　池袋イースタンビル5F （03）5950－2664

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 （06）395－0822

新潟営業所 950 新潟市新光町17　日軽ビル3F （025）283－6527

北関東営業所 350－11 川越市新宿町5－16－7　ハイムK　B （0492）47－3370

仙台営業所 981 仙台市青葉区北根1－1－37アスクビル3F （022）274－0840

京滋営業所 601 京都市南区西九条蔵王町53　ケンジントンハウス4－407 （075）662－8052

名古屋駐在所 465 名古屋市名東区猪高町高針原100－1　ファミール高針原303 （052）701－3689

株式会社　　セントラル科学貿易 本　　　　社 111 台東区柳橋1－8－1 （03）5820－1509

大阪支店 533 大阪市東淀川区西淡路1－1－36　新大阪ビル （06）325－3171

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南1－2－15 （092）482－4000

札幌営業所 001 札幌市北区北37条西9－1－10－107 （011）746－4442

セントラルメディカルサプライ株式会社 本　　　社 310 水戸市白梅3－4－15 （029）227－3555

株式会社　　ダイアヤ　トロン 本　　　　社 101 千代田区東神田2－1－11 （03）3863－6241

東京・北関東・
西関東営業所

101 千代田区東神田2－1－11 （03）3863－6241

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西7－5 （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 高松市松島町2－5－6 （0878）31－5241

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3－14－21 （092）471－7188

南九州営業所 891－02 鹿児島市上福元町4209－1 （0992）67－6701

第一化学薬品株式会社 本　　　　社 103 中央区日本橋3－13－5 （03）3272－0681

首都圏営業所 103 中央区東日本橋2－8－3 （03）3851－6161

東日本営業所 103 中央区東日本橋2－8－3 （03）3851－6161



180
社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

西日本営業所 540 大阪市中央区大手通3－1－11 （06）941－0511

九州営業所 812 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511

北海道営業所 003 札幌市白石区東札幌6条1－2－30 （011）822－2345

中部営業所 464 名古屋市千種区内山3－8－10 （052）733－5631

第　一　精　密　株　式　会　社 本　　　　社 425 焼津市塩津1－1 （054）629－0256

ダイ　キ　ン工業株式会社 本　　　　社 530 大阪市北区中崎西2－4－12 （06）373－7282

大　扇　産　業　株　式　会　社 本　　　　社 534 大阪市都島区都島本通1－15－17 （06）　928－7441

摂津流通センター 566 摂津市鶴野3－7－14 （0726）32－3666

富山大扇工業㈱ 930－03 中新川郡上市町広野新269 （0764）73－0336

　DAISEN
INTERNATIONAL 90505 2780Skypark，　Dr．＃310　Torrance，　CA．　U．S．A． （310）539－0158

ダイナボッ　ト株式会社 本　　　　社 106 港区六本木1－9－9　六本木ファーストビル4F （03）3589－9441

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西16－1－30　芙蓉第10ビル4F （011）614－7721

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町2－16－28　千代田生命仙台本町ビル8F （022）265－2473

関東営業所 130 墨田区吾妻橋2－2－1　オオイケビル4F （03）3625－3133

東京営業所 160 新宿区大京町24　住友外苑ビル5F （03）3351－5121

名古屋営業所 460 名古屋市中区上前津2－14－15　沖福ビル4F （052）332－1741

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原4－5－36　セントラル新大阪ビル11F （06）350－4911

広島営業所 730 広島市中区大手町2－7－10　広島三井ビル8F （082）245－7401

福岡営業所 812 福岡市博多区中呉服町6－10　大日本製薬福岡ビル6F （092）291－6651

熊本営業所 860 熊本市中央街3－8　熊本大同生命ビル9F （096）355－7611

大　日　本　製　薬　株　式　会　社 ラボラトリープロ
ダクツ部（大阪）

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（東京）

103 中央区日本橋本町2－2－5 （03）3270－2581

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　ヒラオカビル （075）211－3655

東京オフィス 101 千代田区神田須田町2－3－16千代田パリオンビル6F （03）5256－6436

香港オフィス 2802－2804Admiralty　Centre　Tower　1，18　Harcourt　Road．　Hong　Kong （852）529－0356

橘　電　気　株　　式　会　　社 本　　　　社 114 北区田端1－16－13 （03）3828－6131

関東支店 323 小山市稲葉郷456　日本MEシステム㈱内 （0285）22－7068

東北営業所 992 米沢市春日3　3－9　日本MEシステム㈱内 （0238）21－7840

チバ・コーニング・ダイアグノスティックス株式会社 本　　　　社 150 渋谷区恵比寿1－19－15 （03）3440－2411

東京支店 141 品川区上大崎4　5－37 （03）5496－4261

大阪支店 564 吹田市垂水町3　18－9 （06）　380－0333
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札幌営業所 003 札幌市白石区平和通10一北11－21 （011）846－3255

盛岡営業所 020 盛岡市本町通り3－6－1 （0196）242751

仙台営業所 980 仙台市青葉区春日町4－13 （022）222－6296

名古屋営業所 466 名古屋市昭和区御器所通2－10 （052）852－7333

広島営業所 733 広島市西区南観音3－5－2 （082）295－8211

高松営業所 760 高松市番町2－17－15 （0878）51－5430

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－10－24 （092）474－3640

デ　イ　　ド　株　式　会　社 本　　　　社 102 千代田区六番町2　8 （03）3237－6616

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西1－1　サンメモリアル第一生命ビル8F （011）261－6728

仙台支店 980 仙台市青葉区一番町1－2－25　仙台ビル （022）225－4727

大宮営業所 330 大宮市宮町2－35大宮MTビル2F （048）6470344

東京支店 107 港区赤坂1－9－13　三会堂ビル7F （03）3505－7831

横浜営業所 231 横浜市中区桜木町1－1　桜木町ぴおシティ7F （045）201－2434

名古屋支店 464 名古屋市千種区今池5－24－32　今池ゼネラルビル （052）735－5711

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原4－3－12新大阪明幸ビル9F （06）350－6281

広島支店 730 広島市中区大手町4－6－16　山陽ビル7F （082）242－2586

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4F （092）281－5649

テカンジャパン株式会社 本　　　　社 183 府中市八幡町2－26－3 （0423）34－1790

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－2－7－502 （06）370－1966

株式会社　　テクノメディカ 本　　　　社 213 川崎市高津区溝ノロ1215－1 （044）812－1220

名古屋支店 464 名古屋市千種区今池4－4－9 （052）741－1516

大阪支店 564 吹田市垂水町1－28－6－501 （06）337－3432

福岡支店 816 福岡市博多区板付6－12－35 （092）573－8860

デ　ュ　ポ　ン　株　式　会　社 本　　　　社 153 目黒区下目黒1－8－1　アルコタワー （03）5434－6100

麻布事業所 106 港区元麻布3－4　26ザーバンガード元麻布 （03）5421－1357

テラメ　ックス株式会社 本　　　　社 612 京都市伏見区竹田桶ノ井町45－3 （075）6223551

テ　ル　　モ　株　　式　　会　　社 本　　　　社 151 渋谷区幡ヶ谷2－44－1 （03）3374－8111

札幌支店 003 札幌市白石区中央3条3－6　33 （011）812－1258

仙台支店 983 仙台市若林区六丁の目南町4－20 （022）288－7086

東京支店 151 渋谷区幡ヶ谷2　44－1 （03）3374－8211

神奈川支店 225 横浜市緑区市ヶ尾町1050－1 （045）973－2441



182
社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　　在　　　　　地 電話番号

名古屋支店 465 名古屋市名東区小井堀町603 （052）702　2121

金沢支店 921 金沢市高畠3　15 （0762）91－8848

大阪支店 566 摂津市千里丘6－4　2 （06）387－4800

岡山支店 700 岡山市泉田20－7 （086）226－6160

福岡支店 816 福岡市博多区麦野3　14－25 （092）582－1241

デ　ン　力　生　研　株　式　会　社 本　　　　社 103 中央区日本橋兜町12－1 （03）3669－9091

新潟工場 959－16 五泉市南本町1－2－2 （0250）43－4111

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島4－7－18 （06）307－7061

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南29－16 （052）732－5561

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前4－8－15 （092）414－7071

新潟営業所 950 新潟市新光町17 （025）285－8641

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西18－1－26 （011）615－2866

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町1　13　24 （022）264　1138

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

東京支店 113 文京区本郷1－24－1　本郷MFビル （03）3814－5046

大阪支店 564 吹田市江坂町1　2343　ファサード江坂ビル （06）3378300

仙台営業所 980 仙台市泉区泉中央1　23　4　ノースファンシービル2F （022）375－7751

名古屋営業所 465 名古屋市名東区社台3　85　1 （052）7758101

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南4－9－24 （092）411－4314

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西13－1　SKビル （011）2816116

静岡営業所 422 静岡市敷地1－21登呂コープタウン12－A （054）237－4815

広島営業所 730 広島市中区東白島町6　11東白島ビル （082）2217710

高松営業所 760 高松市番町1　6　6　番町壼井ビルディング3F （0878）23－5801

東芝メディカル株式会社 本　　　　社 113 文京区本郷3　26　5 （03）3818－2111

北海道支店 060 札幌市中央区北3条西4　日本生命ビル （011）2319116

東北支社 980 仙台市青葉区大町2　2　10　住友生命青葉ビル （022）262　3511

関東支社 331 大宮市桜木町1　7　5　ソニックシティ （048）644－4876

東京支社 104 中央区京橋1　19　85　大野ビル （03）3562－0211

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

中国支店 730 広島市中区紙屋町1－2－22第一工電ビル （082）248　2421



183

社　　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　在　　　　地 電話番号

四国支店 760 高松市寿町1－3－2　高松第一生命ビル （0878）51－3786

九州支社 810 福岡市中央区渡辺通2－1－82　電気ビル （092）712－5811

東　ソ　ー　株　式　会　社 東京本社営業部 104 中央区京橋3－2－4 （03）3275－1221

大　阪　支　店
科学計測課

530 大阪市北区堂島浜1－2－6 （06）344－3857

名古屋支店
科学計測課

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 新南陽市開成町4560 （0834）63－9888

つくば営業所 305 つくば市天久保1－16－10 （0298）55－8166

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　フジタ東洋紡ビル （06）　348－3357

東京営業所 103 中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル （03）3661－1818

北陸営業所 914 敦賀市東洋町10－24 （0770）25－3777

滋賀営業所 520－02 大津市堅田2－1－1 （0775）73－1330

けいはんな営業所 619 相楽郡精華町光台1－7　けいはんなプラザ内 （07749）5－5050

泉大津事業所
（工　　　　場）

595 泉大津市高津町5－11 （0725）32－0246

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

支　　　　社 103 中央区日本橋小網町17－9　東洋紡ビル （03）3660－4800

長　瀬　産　業　株　式　会　社 東京本社 103 中央区日本橋小舟町5－1 （03）3665－3288

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 （082）238－1716

福岡営業所 810 福岡市博多区博多駅東2－17－5 （092）473－6203

仙台営業所 980 仙台市青葉区広瀬町3－23 （022）262－4640

株式会社　　日　　　　科　　　　機 本　　　　社 102 千代田区一番町22－1 （03）5658－8822

営業本部 134 江戸川区東葛西6－7－5 （03）5658－8822

東京東部 134 江戸川区中葛西5－13－9 （03）3877－8135

東京中央 102 千代田区一番町22－1 （03）3264－1861

札　　　　幌 060 札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル （011）271－1935

名　古　屋 461 名古屋市東区代官町35－16　第一富士ビル （052）932－1971

大　　　　阪 532 大阪市淀川区東三国4－3－1　グロリア・ビル （06）396－1801
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広　　　　島 732 広島市南区東荒神町3－35広島オフィス・センタービル （082）264－1882

福　　　　岡 812 福岡市博多区堅粕4－24－14　トステム・ビル （092）441－8187

受注センター 134 江戸川区東葛西6－7－5 （03）5658－8211

日科機バイオス株式会社 本　　　　社 107 港区赤坂9－1－7　赤坂レジデンシャル （03）3405－0195

営業本部 102 千代田区麹町2－2－16　ニッカイビル （03）3265－6571

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 170 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3918－8161

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西10－4 （011）242－8566

仙台営業所 980 仙台市青葉区木町通2－1－60 （022）234－5350

関東営業所 330 大宮市宮町1－24 （048）644－7786

東京営業所 170 豊島区巣鴨2－11－1 （03）3940－6461

名古屋営業所 460 名古屋市中区正木4－8－7 （052）682－2818

大阪営業所 550 大阪市西区京町堀2－12－19 （06）449－1500

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

株式会社　　ニ　チ　　リ　ョ　ー 本　　　　社 101 千代田区岩本町2－4－10　共同ビル3F （03）5820－2411

大阪出張所 532 大阪市淀川区宮原1－19－11 （06）395－7192

工　　　　場 343 越谷市西方2760－1 （0489）89－1301

ニットーボーメディカル株式会社 東京本部 103 中央区日本橋富沢町5－5　住生ビル5F （03）3660－8595

大阪支店 541 大阪市中央区高麗橋4－3－10　日生伏見ビル新館 （06）208－4957

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦1－17－13名興ビル4F （052）231－5138

広島営業所 730 広島市中区三川町2－11愛媛ビル8F （082）241－8245

福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－8－38　協和ビル （092）722－5220

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－3－1　日本生命仙台ビル （022）266－8956

札幌営業所 060 札幌市中央区北一条西5－3　北一条ビル （Ol1）222－9710

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 文京区本郷4－3－4 （03）3818－5020

札幌支店 060 札幌市中央区北9条西19－35 （011）631－7311

仙台支店 980 仙台市青葉区二日町8－6　二日町島田ビル4F （022）268－7756

東京営業部 113 文京区本郷4－3－4 （03）3818－0425

名古屋支店 465 名古屋市名東区一社1－81 （052）701－1131

大阪営業部 531 大阪市北区豊崎3－3－13 （06）373－0555
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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2－2－12 （092）574－3731

日本ケ　ミ　フ　ァ株式会社 本　　　　社 101 千代田区岩本町2－2－3 （03）38512974

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）5410832

広島支店 730 広島市中区河原町1－26　広島県環衛ビル3F （082）296－4755

福岡支店 812 福岡市博多区住吉3－1　80　オヌキ新博多ビル2F （092）272－1031

機器グループ 341 三郷市彦川戸1　22－1 （0489）53－8265

日本光電工業株式会社 本　　　　社 161 新宿区西落合1－31－4 （03）5996－8000

営　業　所 全国に120ヶ所

日本サイワー　ド株式会社 本　　　　社 272 市川市南大野2－10－16 （0473）38　7130

日本システムハウス株式会社 本　　　　社 169 新宿区北新宿3　1－16 （03）3366－3107

日　本　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 540 大阪市中央区石町2－2－9 （06）941－0308

札幌支店 060 札幌市中央区北7条西13－9－1 （011）281－3000

仙台支店 984 仙台市若林区二軒茶屋1－6 （022）295－0631

東京支店 101 千代田区鍛冶町2－8－12 （03）3252－4181

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内2－6－11 （052）211－4641

大阪支店 571 門真市松生町4－6 （06）9097645

広島支店 730 広島市中区幟町11－4 （082）221－2954

福岡支店 810 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）751－5054

横浜営業所 232 横浜市南区井土ヶ谷下町37　11 （045）742－9251

高松営業所 761－01 高松市春日町1706 （0878）41－3088

日本テク　トロン株式会社 本　　　　社 192 八王子市中野上町4　8　5 （0426）26－7194

日本DPCコーポレーション 本　　　　社 261－71 千葉市美浜区中瀬2－6　WBGマリブウェスト32F （043）297－5211

東京営業所 103 中央区日本橋3－7－20DICビル16F （03）3272－4130

大阪営業所 564 吹田市広芝町3－29　エッグビル第三江坂203 （06）337－8988

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦町3－7－15　DIC名古屋支店内 （052）961－8874

札幌出張所 062 札幌市南区澄川1条2－4－20－310 （011）823－3911

仙台出張所 983 仙台市若林区六丁の目西町1－45　DIC仙台支店内 （022）287－4021

福岡出張所 810 福岡市中央区白金2－1－9　DIC九州支店内 （092）526－2741
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日　本　電　気　株　式　会　社 本　　　　社 108－01 港区芝5－7－1 （03）3454－1111

北海道支社 060 札幌市中央区大通西4　1　新大通ビル （011）2310161

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）267－8760

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 金沢市彦三町1－2－1　NEC金沢ビル （0762）23－1621

関西支社 540 大阪市中央区城見1－4－24　NEC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 高松市中野町29－2　NEC四国ビル （0878）236－1200

九州支社 812 福岡市博多区御供所町1－l　NEC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 （098）866－5611

日　本　電　子　株　式　会　社 東京支店 100 千代田区丸の内3　3　1　新東京ビル （03）3211－8611

西東京支店 196 昭島市武蔵野3　1　2 （0425）42－2135

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

広島支店 732 広島市南区稲荷町1－2　東邦生命ビル （082）261－3790

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

仙台支店 980 仙台市青葉区大町1　1－10　第2青葉ビル （022）2223324

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4　21NRKビル （011）726－9680

高松営業所 760 高松市今新町7　17　第2穴吹ビル （0878）21－8487

日本バイオ・ラッドラボラトリース株式会社 本　　　　社 104 荒川区東日暮里5－7－18　コスモパークビル （03）5811－6290

大阪支社 532 大阪市淀川区新北野1－14　11大阪新北野第一生命ビル （06）309－5860

日本ビオメリュー・バイオテック株式会社 本　　　　社 170 豊島区南大塚3－43　1　大塚HTビル （03）5952－0826

札幌営業所 060 札幌市中央区南2条西7　6　2　日宝南2条ビル3F （011）2810408

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－4－30　睦屋仙台ビル7F （022）221－9784

東京営業所 170 豊島区南大塚3－43　1　大塚HTビル （03）59520750

名古屋営業所 464 名古屋市千種区春岡1－1－2　YAMAMAN仲田ビル （052）764－1601

大阪営業所 530 大阪市北区東天満2－9－1　若杉センタービル本館15F （06）353　7954

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東3　11　14　博多第3ムカヰビル6F （092）412　7060

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 本　　　　社 107 港区赤坂8　5　34　島藤ビル （03）3403－9991

札幌事務所 060 札幌市中央区北2条西1－10　住総札幌ビル （011）241－1240
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仙台事務所 980 仙台市青葉区国分町1－8－10　大和ビル （022）266－3757

名古屋事務所 460 名古屋市中区丸の内3－17－29丸の内iaビル （052）951－6510

大阪事務所 564 吹田市江坂町1－12－38　江坂ソリトンビル （06）338－3551

広島事務所 732 広島市東区光町2－6－34　広弘ビル （082）264－3561

福岡事務所 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7　博多センタービル （092）411－5166

日本　ミ　リ　ポア株式会社 本　　　　社 140 品川区北品川1－3－12　第5小池ビル （03）3474－9116

日　本　ロ　シ　ュ　株　式　会　社 本　　　　社 105 港区芝2－6－1 （03）5443－7041

札幌支店 060 札幌市中央区大通西11－4　エスコビル （011）221－5644

仙台支店 980 仙台市青葉区本町2－5－1　オーク仙台ビル （022）265－1450

関東支店 370 高崎市栄町16－11高崎イーストタワービル （0273）23－9214

東京第一支店 103 中央区東日本橋2－8－3　東日本橋グリーンビル （03）5687－2354

東京第二支店 103 中央区東日本橋2－8－3　東日本橋グリーンビル （03）5687－2354

名古屋支店 460 名古屋市中区栄5－28－12興亜火災名古屋ビル （052）251－1930

大阪支店 541 大阪市中央区平野町4－2－16　不動建設ビル （06）202－4485

広島支店 730 広島市中区中町8－6　フジタビル （082）241－4806

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前2－17－2　ヒロカネビル本館 （092）431－6832

株式会社　　ネ　　ク　　サ　　ス 本　　　　社 162 新宿区新小川町6－36S＆Sビル3F （03）3269－8855

大阪支店 550 大阪市西区京町堀1－4－9　京町橋八千代ビル7F （06）444－6031

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－30－23　博多管絃ビル （092）482－2717

バイエル・三共株式会社 本　　　　社 104 中央区築地6－19－20 （03）5550－9755

札幌営業所 060 札幌市北区北7条西4－12 （011）707－5015

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町2－9－5 （022）225－2205

東京営業所 104 中央区築地6－19－20 （03）5550－9741

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3－5－27 （052）962－7458

大阪営業所 541 大阪市中央区久太郎町1－4－8 （06）261－6489

広島営業所 730 広島市中区東白島町14－15 （082）228－8283

高松営業所 761 高松市室町1905 （0878）68－2333

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町8－31 （092）281－2651

バイ　オテ　ッ　ク株式会社 本　　　社 113 文京区湯島2－29－4　古沢ビル （03）3816－6931

株式会社　　ピー・エム・エル 本社（営業本部 151 渋谷区千駄ケ谷5－21－3 （03）3350－0114

北陸支社 939 富山市中市字道西割9－3 （0764）22－1391
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札幌営業所 004 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2－6－12 （011）807－6575

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町5　2－10 （022）236　4611

埼玉営業所 350－11 川越市的場1361－1 （0492）32－0111

名古屋営業所 454 名古屋市中川区的場町2－63 （052）353－5011

大阪営業所 567 茨木市中穂積3－15－24 （0726）21－8811

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 松山市山越2－10－11 （0899）25－5010

福岡営業所 812 福岡市東区松島1－44－12 （092）6219991

ピーエム機器株式会社 本　　　　社 113 文京区本郷3－25－4　津久井21ビル1F （03）3818－5091

株式会社　　日　立　製　作　所 計測器事業部 100 千代田区丸の内1　5－1 （03）32211111
株　式　会　社
日立メディコ

101 千代田区内神田1－1－14　日立鎌i倉橋別館 （03）32928111
日　製　産　業
株　式　会　社

105 港区西新橋1－24－14西新橋三井ビル （03）3504－7211

ファルマシア株式会社 札幌営業所 060 札幌市中央区北1条西5－2－9　北1条三井ビルディング6F （011）272－9630

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町2－3－10　朝日生命仙台本町ビル12F （022）2273014

東京営業所 105 港区虎ノ門4－3－13秀和神谷町ビル8F （03）5402－8750

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－6－1　白川ビル別館7F （052）211－6440

大阪営業所 532 大阪市淀川区西宮原1－8－24　新大阪第3ドイビル9F （06）350－3661

広島営業所 730 広島市中区大手町2－8－5　野村不動産大手町ビル4F （082）542－7301

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－3－7　サンエフビル6F （092）414－9773

フ　ク　ダ　電　子　株　式　会　社 フ　ク　ダ電子

北海道販売
060 札幌市東区北6条東2－3 （011）7213251

フ　ク　ダ電子

南東北販売
980 仙台市青葉区木町通1－18　12 （022）224　1175

フ乞ダ電子東　示　販　　　　　売

110 台東区池之端2－1－11 （03）3822－2171

フ　ク　ダ電　子
長　野　販　売

390 松本市島立東田825－1 （0263）47－5500

フ　ク　ダ電子
北　陸　販　売

920 金沢市広岡2－4－10 （0762）23－1541

フ　ク　ダ電子

名古屋販売
464 名古屋市千種区千代田橋2－9－19 （052）712－2000

フ　ク　ダ電子
近　畿　販　売

550 大阪市西区西本町3－1－31 （06）532－2201

フ　ク　ダ電子
四　国　販　売

790 松山市鷹子町695－5 （0899）765341
フ　ク　ダ電子
広　島　販　売

732 広島市南区大須賀町18　7 （082）264－1010

フ　ク　ダ電子
西部北販売

816 福岡市博多区東光寺町2－9　63 （092）473－7741

富士メディカルシステム株式会社 本　　　　社 104 中央区銀座7－13－8　第二丸高ビル （03）3545－3326

北海道営業所 060 札幌市中央区北3条西4－1　第一生命ビル9F （011）271－7777
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東北営業所 980 仙台市青葉区一番町4－6－1　仙台第一タワービル （022）224－1733

関東支店 104 中央区銀座7－13－8　第二丸高ビル （03）3545－3308

中部支店 460 名古屋市中区丸の内1－5－28　伊藤忠丸の内ビル （052）221－7871

関西支店 565 豊中市新千里西町1－2－14　三井海上千里ビル （06）872－0040

中国営業所 732 広島市南区比治山本町16－35　広島産業文化センター （082）256－4221

四国営業所 760 高松市亀井町8－11グリーンビル （0878）34－8844

九州営業所 812 福岡市博多区住吉3－1－1　富士フイルムビル （092）281－3655

富　士　レ　ビ　オ　株　式　会　社 本　　　　社 163－07 新宿区西新宿2－7－1　新宿第一生命ビル （03）33480691

札幌営業所 060 札幌市東区北8条東3－2－10 （011）731－2500

仙台営業所 983 仙台市若林区卸町1－1－6 （022）236－2206

宇都宮営業所 321 宇都宮市東宿郷4－6－5 （0286）36－1911

東京営業所 167 杉並区井草1－33－2 （03）33955321

横浜営業所 220 横浜市西区北幸2－10－39 （045）312－7883

名古屋営業所 465 名古屋市名東区上社2－174 （052）775－1081

大阪営業所 564 吹田市江の木6－18 （06）　338－7191

広島営業所 732 広島市東区光町1　10－19 （082）2643366

福岡営業所 812 福岡市博多区豊2－5－7 （092）472－5661

プレシジョン・システム・サイエンス杉試会社 松戸支社／研究所 270 松戸市中和倉341－1 （0473）49　4004

京都営業所 612 京都市伏見区下鳥羽上三栖町23 （075）612－6591

ヘキストジャパン株式会社 本　　　　社 107 港区赤坂8－10－16新ヘキストビル （03）3479　7539

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条東1－2－1　大平洋興発ビル4F （011）231－2211

仙台営業所 980 仙台市青葉区本町4－5－31　日本団体生命ビル2F （022）263－5111

新潟営業所 950 新潟市東万代町1－30　新潟東万代ビル6F （025）245－5561

東京第一営業所 107 港区赤坂4－10－33　ヘキストビル5F （03）3585－9591

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜2－5－10　楓第ニビル9F （045）472－4105

名古屋第一営業所 460 名古屋市中区栄1－31－41大井ビル4F （052）203－1291

大阪第一営業所 541 大阪市中央区備後町1－7－10　ヘキストビル4F （06）271－1200

広島営業所 730 広島市中区八丁堀2－31広島鴻池ビル9F （082）221－1816

福岡営業所 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

ベ　ッ　ク　マ　ン　株　式　会　社 本　　　　社 151 渋谷区笹塚2－1－6 （03）5352－2840

大阪営業所 553 大阪市福島区福島7－20－1 （06）455－2821
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札幌営業所 060 札幌市中央区南1条東1－3 （011）222－5761

仙台営業所 980 仙台市青葉区一番町1－2　25 （022）264－7148

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－5－10 （052）9714381

広島営業所 731－01 広島市安佐南区西原3－16　22 （082）875　2882

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町2－2 （092）2710962

株式会社　　ベ　　リ　　タ　　ス 本　　　　社 105 港区愛宕1－1－9　チャンピオンビル （03）3435－1558

ベーリンガー・マンハイム株式会社 本　　　　　社
診断薬事業部

105 港区虎ノ門3　10－11 （03）3432－6211

札幌支店 060 札幌市中央区大通東2－3 （011）251－1331

仙台支店 980 仙台市青葉区国分町3－4－33 （022）224－6491

東京支店 101 中央区日本橋本町4　13－5 （03）3662－3161

名古屋支店 464 名古屋市千種区内山3　10－17 （052）741－2931

大阪支店 532 大阪市淀川区西宮原2－7－38 （06）3965711

広島支店 730 広島市中区鉄砲町8－18 （082）2236151

福岡支店 810 福岡市中央区赤坂1－14　22 （092）732－5360

株式会社　　ヘ　レ　ナ　研　究　所 本　　　　社 336 浦和市常盤9－21－19 （048）8333208

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

ペンタファームジャパン株式会社 本　　　　社 160 新宿区西新宿8　5　10 （03）3227　0141

株式会社　　ホ　　ー　　メ　　ッ　　ト 本　　　　社 154 世田谷区三軒茶屋2－14－10　ローヤルマンション三軒茶屋402 （03）54812777

MAOS　共　同　開　発　研　究　会 事　務　局 261－71 千葉市美浜区中瀬2－6（日本DPC内） （043）297－5210

松下インターテクノ株式会社 本　　　　社 564 吹田市垂水町3－25－13　松下電器江坂ビル （06）3868901

東京支社 106 港区南麻布2－1　9 （03）5420　7311

東京分室 106 港区南麻布2－4－9　皆川ビル （03）5232－1711

中部営業所 465 名古屋市名東区亀の井3－178 （052）704－4141

中国営業所 730 広島市中区上幟町2－36 （082）222－7588

マリンクロット・メディカル株式会社 本　　　　社 105 港区虎ノ門4　3－］3　秀和神谷町ビル （03）5470－9658

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

営業企画部 841 鳥栖市藤木町5－4 （0942）84－5494

仙台営業所 982 仙台市太白区長町7　19　39 （022）308－0626

東京営業所 111 台東区浅草橋3－20－12 （03）3861－7447

新潟出張所 950 新潟市愛宕1－4－15 （025）284－4078

名古屋営業所 464 名古屋市千種区今池南29－24 （052）733－5266
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社　　　　　　　　　名 本社および出先機関 〒 所　　　　在　　　　地 電話番号

大阪営業所 553 大阪市福島区福島1－2－7 （06）458－5711

四国営業所 790 松山市朝生田町620－1 （0899）43－4666

三　井　物　産　株　式　会　社 健康産業部
医療産業グループ

100 千代田区大手町1－21 （03）3285－6861

三菱事務機械株式会社 本　　　　社 140 品川区東品川2－2－8　スフィアタワー天王洲 （03）5461－7831

大阪支社 541 大阪市中央区久太郎町2－5－28　大和銀行久太郎町ビル （06）245－7067

札幌支店 060 札幌市中央区北2条西4－1　北海道ビル4F （011）212－3642

仙台支店 980 仙台市青葉区大町1－1－6　第1青葉ビル3F （022）224－3391

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3－15－1名古屋ダイヤビル2号館新館3F （052）563－4601

岡山支店 700 岡山市駅前町1－9－15　岡山明治生命ビル6F （086）232－5111

広島支店 730 広島市中区袋町4－25明治生命広島ビル11F （082）248－4171

福岡支店 810 福岡市中央区赤坂1－16－10　電通福岡ビル2F （092）721－5211

大分駐在 870 大分市東春日町17－58（富士通大分システムラボラトリ5F）富士通株式会社大分支店内 （0975）35－1077

熊本駐在 860 熊本市辛島町5－1（日本生命熊本ビル）富士通株式会社熊本支店内 （096）359－3956

三　菱　電　機　株　式　会　社 本　　　　社 100 千代田区丸の内2－2－3 （03）3218－3232

北海道支社 060 札幌市中央区北2条西4－1　北海道ビル （011）212－3738

東北支社 980 仙台市青葉区上杉1－17－7　三菱電機明治生命仙台ビル （022）216－4634

北関東支社 331 大宮市大成町4－298　三菱電機大宮ビル （048）653－0262

新潟支社 950 新潟市東大通2－4－10　日本生命ビル （025）241－7220

北陸支社 930 富山市牛島新町5－5　インテック明治生命ビル （0764）43－1708

中部支社 450 名古屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル （052）565－3251

関西支社 530 大阪市北区堂島2－2－2　近鉄堂島ビル （06）347－2461

中国支社 730 広島市中区中町7－32　日本生命ビル （082）248－5268

九州支社 810 福岡市中央区天神2－12－1　天神ビル （092）721－2147

メ　バ　ニ　ク　ス　株　式　会　社 本　　　　社 153 目黒区下目黒2－18－3 （03）3495－0451

大阪出張所 534 大阪市都島区片町2－2－40大発ビルSSRエンジニアリング㈱内 （06）356－4981

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 札幌支店 060 札幌市中央区大通西5－9－1 （011）281－5111

仙台支店 980 仙台市青葉区大町2－2－28 （022）225－5111

東京第一支店 103 中央区日本橋本町2－3－11 （03）3244－3000

東京第二支店 130 墨田区吾妻橋1－23－1 （03）5608－5841

東京第三支店 110 台東区上野3－1－2 （03）3833－9770

横浜支店 231 横浜市中区太田町6－84－2 （045）662－1141
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名古屋支店 460 名古屋市中区栄1－10－21 （052）232－6611

大阪支店 541 大阪市中央区平野町3－4－6 （06）203－5551

京都支店 604 京都市中京区烏丸通二条下ル （075）252－1881

神戸支店 650 神戸市中央区中町通2－3－2 （078）341－5501

株式会社　　ユニフレックス 本　　　　社 113 文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F （03）3816－1004

大阪営業所 533 大阪市淀川区東中島1－17－5　ステユディオ　新大阪11F （06）323－8344

柏テクニカル＆
サービスセンター

277 柏市高田537－1 （0471）47－3751

ラジオメータートレーディング株式会社 本　　　　社 153 目黒区三田1－12－23 （03）5704－8001

札幌営業所 001 札幌市北区北10条西1 （011）746－3390

仙台営業所 980 仙台市青葉区立町2－7 （022）268－3008

東京営業所 153 目黒区三田1－12－23 （03）5704－6556

金沢営業所 920 金沢市駅西本町1－14－29 （0762）31－4455

名古屋営業所 464 名古屋市千種区内山3－17－4 （052）741－8211

大阪営業所 532 大阪市淀川区宮原4－5－36 （06）350－2000

高松営業所 761－01 高松市春日町1706 （0878）44－0880

広島営業所 730 広島市中区千田町1－4－18 （082）247－8421

福岡営業所 814 福岡市早良区城西1－8－36 （092）822－2135

和　　研　　薬　　株　　式　　会　　社 本　　　社・ 606 京都市左京区北白川西伊織町25 （075）721－8111

管理本部 606 京都市左京区一乗寺築田町38－7 （075）711－7171

東京営業所 101 千代田区神田須田町2－1　本間ビル8F （03）3258－0291

京阪奈営業所 610－03 綴喜郡田辺町大字薪小字茶屋前4－1 （0774）65－2521

滋賀営業所 525 草津市下笠町字辻出945－1 （0775）68－3661

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 中央区日本橋本町4－5－13 （03）3270－8571

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 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3－22－30 （092）622－1005

札幌出張所 001 札幌市中央区北1条西13　武田札幌ビル （011）271－0285

仙台出張所 980 仙台市青葉区本町2－9－5　コア本町ビル3F （022）222－3072

大宮出張所 330 大宮市吉敷町1－103 （048）641－1271

横浜出張所 221 横浜市神奈川区鶴屋町3－29－9 （045）314－4571



編集後記

　日本臨床検査自動化学会（JSCLA）第27回大

会の開催に当たって，恒例の展示目録を作成いた

しました。

　第27回大会は，本年1月発生の阪神大震災の

災害から立上がり，復興の意気に燃える神戸市の

神戸ポートアイランド国際会議場および国際展示

場で開催されます。ご承知のように震災の被害が

非常に大きかったので，当初は神戸での開催が危

ぶまれましたが，さいわい国際会議場，国際展示

場が大きな被害を受けなかったこと，ホテル，交

通機関などの復旧が以外に早かったことなどから，

無事開催の運びとなりました。

　本年の展示会には，阪神大震災にも関わらず

124社の展示参加があり，展示場の面積は前回

（第24回大会・1992）と同じく全館，約9，800

m2を使用いたしましたので，ゆったりとした見

易い展示場を準備することができました。また本

年もAACC（アメリカ臨床化学会），オーストラ

リア臨床検査工業協会の展示参加があり，海外か

らの展示見学者も毎年増加をみるなど，本展示会

が国際交流の場として世界の認識が深められてい

る一つの現われと言えましょう。

　第27回大会および展示会の盛会を祈ります。

　1995（平成7）年9月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．Y．）

平成7年度展示委員

河村　俊郎

末益美智雄

大保寺　亘

二木　紘一

山田　光男

渡辺　　楷

（和光純薬工業）

（オリンパス販売）

（日立製作所）

（日水製薬）
（自動化振興会）

（ダイアヤトロン）

日本臨床検査自動化学会第27回大会展示会

1995　EXHIBITORS’CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化振興会

　　　〒113東京都文京区本郷3－19　6
　　　　　　　（ワイユウビル6F）

　　　　　　Te1．03（5689）5910
　　　　　　Fax．　03　（5689）　5917

印刷・壮光舎印刷株式会社

1995年9月14日印刷・発行

　　　　　　　　　　　（非売品・禁複写）
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