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　　　　　第／3回日本臨床検査自動化学会

臨床検査自動化機器・試薬展示会開催にあたって

　本学会は，オート＝アナライザー研究会，臨床化学自動化研究会，日本臨床検査自動化研究会が発展し，本年より

日本臨床検査自動化学会と改称さRて来たもので，年々歳々，隆盛の一途をたどり，単に「自動化」でこの学会が通

用するようにさえなっております。

　臨床検査に関する学会の中でも機器試薬に関する，ハード，ソフトが，産学共同の形で進めらRている点が全く特

異であろうと思います。そして，所謂MEの進歩とともに，ユーザーとメーカーがこの学会の場で理想的形態で結び

ついていたことが，この発展を支えてきたものと信じますし，今後益々の隆盛を願っているものでございます。

　今回の展示も，昨年同様科学技術館を使用してのものですが，前年にもまして立派な展示会が開かれたことに心か

ら感謝致します。

　しかし，会場が梢々狭いこと，また時期的に夏の真最中でもあって，会員各位には色々と御不便，御迷惑をおかけ

することともなろうかと思いますが，展示業務委員会，および関係各位の御努力と誠意の程に免じて戴けRば幸甚に

存じます。

　今回は新しい試みとして，学会主催のコマーシャル・セミナーを持ちました。第一会場，第＝会場を使用して，第

一日目タ刻に企田してありますが，これは，このセミナーで機器試薬に関する学問的な知識理解を与える資料を発表

して戴き，その上でこの展示場に於いて手にとり，自分の目で確かめていただこうという趣向でございます。

　セミナーには限りがありますので，全部というわけには参らすに，セミナーに関係のない出品も多数あります。む

しろその方が多いわけですので，セミナー以外にも興味ある出品に注目して戴きたいと存じます。

　こRだけの自動分析装置やら各種関係機器，また多数の自動化用分析試薬が一堂に会するのは，この学会の展示会

以外にはありません。会員各位には是非展示会場に足を運ばれて戴きたいと願っております。

　そして，こRらの機器試薬が会員各位のラボに於いて医療の貢献に役立つことを切に願う次第であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日召不056年8月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第13回日本臨床検査自動化学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長清瀬闊（三井記念病院）
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81．浸透圧計
商　品　名型　式　名 サンプル量 測定範囲 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
m£ mosM／kg 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

μオスメット 0．05 0～3000 12．5×38．1 200 7．5 米国プレシジョンシステムズ社
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

オスメットA 2．0，0．2 0～3000 38．1×23 200 12．7 〃

オスメット2007 2．0，0．2 0～3000 42．2×37．5 200 15 〃

〃

デジタルミクロオズモメーター 0．05計0．01 0～2000 21×25 80 9

オ　　リ　　オ　　ン　　理　　研

OSMOTRON－10

OM－6010 0．3以上 0～2000 56．6×51．0 200 36 350万円，全自動で割り込みOK
京　都　第　　・　化　学

SMO－1 0．15 0～1600 25×20 30 6．5

真　　　興　　　交　　　易
DiSMO 0．15 0～2000 24×30 35 7

OSA－21 0．3 0～1999 43×35 240 16

日　　　　機　　　　　装

日本分光メディ　カル

CII型 0．3 0～2000 69×46 300 34 388万44検体完全自動
富　　　十　　　工　　　業

DII型 0．2 0～2000 41×41 300 24 208万単検体自動

オズモメーター　OR型 0．05 1～1000 40×43 300 28．1 全自動　50刎専用機
利　　　康　　　商　　　事

オズモメーター　OS型 2．OorO．25 0～4000 47×48 300 29．5 全自動フレオンガス方式
〃

〃　　　　OM型 2．OorO．25 0～2000 47×48 300 半自動フレオンガス方式

2．分光々度計

商　品　名
型　式　名

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

m乏 mosM／kg 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

エ・ノペンドルフPCP6121 0．01～0．1 302～623 34×40 105 12 198万

アーンスト・ハンセン商会
一



9

サンプル量 測定範囲 処理能力 床　面　積 使用電力 屯　　　量
会　　　　社　　　　名 商　品　名

型　式　名 mゼ m・sM／kg 検体／毎時 r↑J×奥行（cm） W kg

イllfi　　　　　　　　　　格　　　　　一　　　　イrl‖　　　　　　　　　　　ノフ’

RADuS－11 0．5～3．0 410～780 780 54×37．5 160 23 1波長／2波長両方可
旭　　　　　硝　　　　　子

Quantum　1 492／600
405／500

1800 47×37 300 16

ア　　　ボ　　　ツ　　　ト
560／633

デルタ1000 0．005～LO 340－660 100 95×31 300 24 米国SKI社
ダブルビームの光学系

栄　　　研　　　化　　　学

SPECTR（．）NIC　210（） 0．01～0．1 325～650 90テスト／時 72．4×39．4 360W 20 ＊BAUSCII＆LOMB社
オ　リンパス光学．1：業

ギルフォードステーサー 0．5 335－700 42×35 100 15

コ　　ー　　　ニ　　　ン　　　グ

CL－720 o．30 330～900 E・P400
R・A30～60 36×47 300 26

島　　津　　製　　作　　所
CL－740 0．02～1．0 340～850 500 52×67 350 32

MEDIC～300 1～3 330～950 300以L 48．0×36．0 140 32 130万

常　　　　　　　　　　光
340～850

SPM－60A
0．5　1．0　1．5
2．0　2．5　3．0

　340～820
（オプション）

600 50×48 約400 約37

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

1）h《）tometer．1010 　340～623
（ブイルター一）

250（エン　ド）
50（カイネラック）

本体45×40×15
十亘温構14×25×1：｛

本体　　　50
恒温槽1000

本体　　　8
恒温．槽　　2

190万（付属品込）
120万（単体）

二光バイオサィエンス

MTI）－12形 430～660 53×32 80 18

コ　　ロ　　ナ　　電　　気

AA－II 250×65 15A
日　　本　　テ　　ク　ニ　　コ　　ン

．

　　■

日本分光メディカル
UVII）EC－｛O 190～900 500以上 79×45 250 26 95．万標準品

UVIDEC－66 330～900 500以L 60×60 250 32 145万標準品
し一ト法可能

105「‡O／50 O．5～ 330～950 250以ヒ 43×56 200 45

日　　ウ：　　製　　作　　所
701A 1．5～ 415～850 750 90×61 130 55

ADs－D
1 470～660 手動 28×35 70 12 45万比色法濃度直読

富　　　　ピ　　　ピ　　　業



　　2．分光々度計lO

商　品　名
型　式　名

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

m2 mosM／kg 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

EIMAX2 0．1
405．・420

450・490
210 970×700 3．5A 170

富　　七　臓　　器　　製　　薬

510

421型 05 340～650 360 53×45 100 26
ベッ　クマンジャパン

Trace－III 0．5 340～700 300 120×60 200 50

3．電解質測定装置（炎光法）

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

商　品　名
型　式　名

μ～ 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

エッペンドルフFCM6341
、40（Na，　K，　Ca）

240 Na．　K．　Ca．　L｛ 47×47
200WlOOW
〔コンプレッサー）

30 410万

アーンスト・ハンセン商会
エッペンドルフAFM5051

100（Li）・

尿10（Na，　K） 120 〃 125×47
550W100W

（コンプレッサー一）
61

ライトテック 10；5 Na，　K 42×28 175 17．5 米国バイオダイナミックス社
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

コーニング455 30 100以上 Na．　K．　Li 43×49 200 40 内部標準，サンプラ，プリンタ
コ　　ー　　ニ　　ン　　グ

コーニング435 30 100以・ヒ 〃 43×49 200 40 内部標準

FLM－3 50 300 〃 42×57 65 22

真　　　興　　　交　　　易

FLAME－30C型　　　　　　　　　　　　1 10～100 250 〃 60×60 200 39 23・万㌍脚磐ラ＿付
日本分光メディカル

755 200 120 〃 77×59 200 60

日　　立　　製　　作　　所

KLiNa 20 120 〃 40×44 300 35

ベッ　クマンジャパン

IL443型　　　　　　　　　　　　． 1 180 〃 51×43 300 22 ダイリューター付

利　　　康　　　商　　　事
IL643型 16 60 〃 42×53．3 500 36．4 Cs内部標準方式



4．電解質測定装置（電極法）

ll

商　品　名　　　　名型　式 サンプル量 処理能力 測定項目 床　面　積 使用電力 重　　　量
．　価　　　格　　・　備　　　考

会　　　　社　　　　名
μ1 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

AVL980 60 60 NaごK～Ca＋＋ 70×52 250 40
内部標準方式，サンプラーオプション，

スイスAVL社
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

スイスAVL社

NOVA－3 350 Na・K・Cl 39．4×58．3 130 43

エイ・エッチ・エスジャパン
NOVA－4 300 Na・K

CいTco2
39．4×58．4 160 43 内部標準方式サンプラー有

NOVA－1 300 60 Na・K 39．4×52．3 130 44
〃

NOVA－2 350 45 Ca 39．4×52．3 130 44

NOVA－5 Na・K・Cl 39．4×52．3 13
〃

KI－300 30 100 Na・Ca・Cl 64～55 400W 40 サンプラー有

オリンパス光学工業

コーニング902 70 70 Na．　K 38×23 50 5

コ　　ー　　ニ　　ン　　グ

CIM－101A 0．25 60
Na，　K

全血，血漿．血清，尿 44×45 50 30 サンプラー有
島　　津　　製　　作　　所

ナトリウム，カリウムア
ナライザ

25 60 Na．　K 48．4×37．6 50 26 内部標準方式　サンプラー有
常　　　　　　　　　　光

KK－60P　NK 215万

C－80AC－80AP 10又は20 360 Cl一 38．5×37．0 30 13
〃

カルシウム，
マグネシウムメーター 20～100

CA　20～40sec
CA・MS　20～50sec Ca・1㎏ 34．6～320 100VA 12 79．5万

CA－Mgメーター30／20
CA・30 20～100 20～40sec Ca 34．6～320 100VA 12 アトコインズ方式　69万

〃

pvA－4M 200 48 Na．　K．　Cl 1100×500 250 68 内部標準方式サンプラー有
セ　ン　ト　ラ　ル科学貿易

HCO3

NAKL－1 150 60 Na三K＋ 41．6×34 50 12 内部標準方式　サンプラー有
東　　亜　　電　　波　　工　　業

Cl一 250万

NOVA－1 250 60 Na．　K 39．4×52．3 130 44

：光バイオサイエンス
NOVA4十4 300 85 Na．　K

C1．TCo2
64．8×55．9 260 82 サンプラー有



124．電解質測定装置（電極法）

商　品　名
型　式　名

サンフル｛1i： 処理能力 測定項日 床　面　積 使用電力 ・F　　　；1｛：

会　　　　社　　　　名
μど 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

f曲　　　格　　・　備　　　考

AMT　AM－721 300 60 50 28×16 6

日　　　　　機　　　　　装

AMT　AI－3 400 60 5 43×48 400 37
〃

AMT　CI－3 400 20 5 28×48 400 23
〃

セラー100形 200 60 Na，　K 63×57 30 45
堀　　　ナ易　　　製　　　　作三　　　戸斤

セラー300形 200 40～50 　←Na，　K，　CI、 26×35 10 3

スタットイオンII 100 72 1血L清，尿4 68×47 1000 65
日　本　テ　　ク　ニ　　コ　ン

クロライドメーターq｜－10A 20～100 200以一ヒ Cl一 33×33 50 10

日本分光メディカル
全自動クロライドメーター 50 180 Cレ 80×50 800 75 サンプラー付・全自動測定

702 100 60 Na，　K，　Cl 77×60 200 40
日　　立　　製　　作　　所

ASTRA－4 50 70 Na，　K，　CL　C・2 132×62 500 151

べ・ソクマン　ジャパン
Ele（・trolvte－2　　　　」 50 104 Na，　K 55×50 100 25

II．502形 200 60 Na，　K 35．6×38．1 250 34

利　　　康　　　商　　　事

5．電気泳動装置

泳動時間 担　　　体 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　≒｛：

会　　　　社　　　　名
商　品　名型　式　名

検体／川 検体／毎時 llJ×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

タコフォー 100×55 300 30 スウェーデン　LKB社
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ

マルチフォー 24 セルロース
アガロース

48 100×50 1000 40 〃

パーティカル 40 アカ“ロース
寒天

40 90×50 1000 10 〃

〃



13

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

商　品　名型　式　名

検体／回 検体／毎時 巾×乗行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

AES 40 セルロース 47 140×67 1500W 300 980万　フルオートシステム
オ　リ　ン　パ　ス　光㌦∫：　r　業

AES200 20 セルロース 30 99×65 1000 200 750万　　フルオートシステム

コーニン　グ
アガロースシステム 一 一 15 1

コ　　ー　　　ニ　　　ン　　　グ

FED－1 30 セルロース 450／7時間 143×70 500 250 2200万　全自動
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

FED－II 30 セルロース 200／3．5時間 120×65 650 150 980万　全自動

CTE－500 20 セルローヌ、 100 190×85 1．5KVA 250 全自動
常　　　　　　　　　　　光

HABANA 48
ポリアクリルアミド
アガロース 一 40×20

使用パークサプライ

500V×200mA
東　　海　　医　　理　　科

FF48 分取用無担体 　 78×32

マイクロゾーン 120 56×53 240 27

ベッ　クマン　ジャパ．ン

ClIANBER　ZII）ZONE 24 タイタンm
セア膜．寒天

48 20×38 80 2．5 10．万

ヘ　レ　ナ　研　究　所

6．デンシトメータ

処理能力 OD測定範囲
A

記録方式 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名　　　　、型　式　名

検体，毎時 数　　　lih： 感　熱　他 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

ウルトロスキャン 120 0～4，0
レコーダ及ひ
プロッター 61×51 100 26 スウェーデン1、KB社

レーザー．光線読取り
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

AI〕C－20SP 160 0．3～2．0 ペン書プロ．・ター 47×56 150 38 240万オフ，　オンライン可能

萱　垣　医　理　科　Il　業
ADC－800 200 0．3～2．0 ペン書プロッター 67×58 170 46 390万オフ，オンラインII∫能

ADC－20EX 180 0．3～2．0 ペン書プロッター 50×54 150 34 270万オフ，　オンライン可能
〃

1）－606N 200 0．1～2．0 感熱式 61．8×54．5 敦）o 39 250万円
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

D－708 200 0．1～2．0 感熱式 61．8×54。5 300 39 350万円

マイコン20，マイコン100 lOO
200

0～2．0
｛り～2．0

感圧式
感圧式

59．O×48．0
68．5×5L5 300VA

30
45

240万

常　　　　　　　　　　　光
PAN－FV 120 0～3．0 感圧式 60．0×50．0 300VA 48 lI∫ト見・蛍光濃1隻計320万



146．デンシトメータ
処理能力 O．D測定範囲 記録方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検体／毎時 数　　値 感　熱　他 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

PAN－802 一 0～2．5 レコーダ 48．0×48．0 100VA 35 オフ゜ション
1．PAN－805　プリンター

常　　　　　　　　　　光
2．紫外けい光測定用セソト

BD－3000B 300 0～2．0 感熱式 51×43 150W 38 ナショナル製
長　　　瀬　　　産　　　業

Abs

HAD－301 20sec／検体 0．01～2．0 熱ペン横書き 40×54 250 35

平　　　沼　　　産　　　業

CDS－200 120 0．2～2．5 感熱式 56×53 240 27

ベックマンジャパン

クリニスキャン 350 0．1～5．0 感熱式 62×42 400 64 395万

ヘ　レ　ナ　研　究　所
オートスキャナーFLuザVis 180 0．2～3．0 感熱式 38×40 200 16 268万

7．ガスクロマトグラフ

商　品　名
型　式　名

　　O　　　Eヨサンフル亘 平均分析時間 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

批 分／検体 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

嫌気性菌同定システム 3分 30×33 125 18．2 米国キヤプコ社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

8．液体クロマトグラフ（アミノ酸分析装置）

サンプル量 平均分析時間 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

㎡ 分／検体 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

4400 0．05～0．8 270 200×60 800 150 スウェーデンLKB社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

LC－3A 0．01～0．2 一 150×60 1000 110

島　　津　　製　　作　　所

SP－8100 スペクトラフィジィクス社噺製品）

日　　　　　科　　　　　機



会　　　　社　　　　名
商　品　名型　式　名 サンプル頃 平均分析時間 床　面　積 使用電力 重　　　量

m£ 分／検体 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

日本ウォーターズリミテッド
ALC／GPC204

全自動型 0．02～ 8分／1検体 180×70 700W 120

FAST－LC 3m2 15A
日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

MACS－1 400検査以卜／日 180×60 20A 500

9．簡易分析装置
商　品　名型　式　名 サンプル量 処理能力 測定項目 床　面　積 使用電力 市　　　・耗

会　　　　社　　　　名
μz 検体／毎時 巾×奥行（Cm） W kg

価　　　格　　・　備　　　考

ユニメーター 鍋861｛6。。 29 30．5×33 35 4．1 米国バイオダイナミックス社
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ

AU－20 10～100 200 27 59×45 500 30 参考品今秋発売予定
オ　リンパス光学工業

ラボマークΣ 10 100 25 40×30 200 15 165万円
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

RaBA－SUper 200～500 一 26
　　　　「本体48×39
，E源部14×30

250 17

中　　　外　　　製　　　薬
RaBA－Ace 200～500 一 23 44×37 190 13

ミニスタットーS 10～100 70 29 37．5×35 25W 11．5 210万円，レコーダーイ寸
長　　　瀬　　　産　　　業

CBC 200 150 3 25×25 20A 12．2

H　本　テ　　ク　ニ　　コ　ン

MST 200～250 80～100 101清16，尿5 250×100 15A 150

10．専用分析装置

15

会　　　　社　　　　名
商　品　名型　式　名 サンプル11： 処理能力 測定項目 床　面　積 使用屯力 爪　　　｝書｝：

μ～ 検体／毎時 llJ×奥行（cm） w k9
価　　　格　　・　備　　　考

S－80 100 120 ［flL糖，尿糖 35×30 200 5．5
アナリティカル
　　　　　インスツルメンツ

グルコローダーS 5，10，15，20 130～150 lllL糖 54×46．5 300 30 シノテスト商事㈱販元

カルセット 20，40．80 60 総カルシウム 38×30 loo 10 米国プレシジョンシステムズ社
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

ユニスタット
ビリルビンメーター 0．02 180 総ビリルビン 22×35 115 7 米国アメリカンオプティカル社



1610．専用分析装置

商　品　名
型　式　名

サンプル量 処理能力 測定項li 床　面　積 使用電力 屯　　　量
会　　　　社　　　　名

μ1 検体／毎時 巾×奥行（（・パ W kg
価　　　格　　・　備　　　考

ヘモグロビンメーター 20 60 総ヘモグロヒン 18×5 電池使川 O．5 米国アメリカンオプティカル社
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ

ユニスタット　オキシメーター 400 180 ［IL中酸素飽和度 22×35 115 7 〃

グルコセンサー 5～25 250 lllい尿糖 46×60 100 45 酸素電極
栄　　　研　　　化　　　学

1．－FA 100 LDL，vl川ソ
カイロミクuン 37×48 ！oo 12 チョッパーでの二波長方式

GA－1110 loo以上 約100 体液グノしコー一ス 55．O×46．O 150 28 320万円
全自動割込み（．）K

京　　都　　第　　・　科　　学

UG－1111 100以L 約loo 尿　糖 55．O×46．O 150 28

DN－2／10 50以ヒ 約40 体液アミラー
ゼ／リハー一ゼ

33．5×32．8 80 12．5 血漿蛋白定量も可
〃

ギルフォードシステム103 looo 225 30以ヒ 100×60 200 40 プリンタ内蔵　サンプラ付
コ　　ー　　　ニ　　　ン　　　グ

ギルフォードシステム203S 500 225 30以ヒ 120×60 200 60 ブリンタ内蔵　サンプラ付

GLu－1 lo 60 lnL糖，尿糖 38×32 70 12

東　　亜　　電　　波　　Il　業

STOMA－1 5m～ 胃液酸度 42．5×28 28 lO．5 58万

アミテストメーター 20 アンモニア 10×17．5 3 0．4

中　　　外　　　製　　　薬

レシオII Stdセルゴコm～ 測定項目による 39×42 180 19．5 米国ファランド社蛍光光度計
東　　海　　医　　理　　科

ダイヤグルカTA－101 20 100 グルコー一ス 30×32 50 約15 r動式、固定化酵素膜
東　　　洋　　　紡　　　績

ダイヤグルカTA－101／102 20 100 グルコー一ス 70×36 60 約30 日動式，固定化酵素膜

Ferr（、chem－3（｝50 10～100 50 lf且清鉄TI　BC 31×30 ：00（Max） 11．4

：光バイオサイエンス

YS卜23A 25 48 グルコー一ス 34×31 60 6．8 YSI杜
ll　　　　科　　　　　機

YS卜23C YSI杜

CL－6 20 180 CL 30×38 30 lo

’1《　　　沼　　　産　　　業

グルコースメー一ター
GLUC（う一20A

20 180 グルコー一ス 40×40 70 20
全血、」lu漿ソニアライガー一付・

日本分光メディカル



商　品　名
型　式　名

サンプル量 処理能力 測定項目 床　面　積 使用電力 重　　　量

P

会　　　社　　　　名
μ’ 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

グルコースメーター
GLUCO－20A

20 90 血糖 38×32 75 10

富　士　電　機　製　造
尿酸分析装置UA－300A 20 60 尿酸 38×32 75 10

グルコース2形 10 67 グルコース尿酸 36×31 50 18

ベックマンジャパン
BUN－2形 10 67 BUN 36×31 50 18

クレアチニン2形 25 60 クレアチニン 38×36 50 19
〃

デキストロメーター 全血1滴 血糖 16×10 約5 0．3 デキストロスティックス測定用
マイルス・三共工一ムス事業部

グルコースアナライザー
GL－101

10 120 血糖 60×50 200 35 岡定化酵素カラム

三　菱　化　成　工　業

グルコースアナライザー
M－8000

10 100 血糖 43×30 17（入電時50） 約17 オートサンプラージョイント可能
ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン

レフロマートシステム 全血（血清）一滴 30 血糖 18×25 9 1．7 専用試験紙
レフロマートグルコース使用

山　　之　　内　　製　　薬

IL919 200 60
グルコース
BUN
クレアチニン

66×37 1000 75 全自動
利　　　康　　　商　　　事

11．多項目分析装置

17

サンプル量 同時測定項目 処理能力 測定可能項目 床　面　積 使用電力 重　量

会　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

μ／ 数 検休／毎時 数 巾×奥行（cm） W kg
価　格・備　考

PRECEDE 10～50 1 240 20以上 53×50 400 30 他分光々度計と接続可

旭　　　　　硝　　　　　子
AUTO－STAT 10～100 12 36 12 79×57 1000 70 12項目同時測定

ABA－100 2．5～25 1 180 30以上 47×52 250 53

ア　　　ボ　　　ッ　　　ト
ABA－200 1．25～25 1 180 〃 61×64 1000 60

Abbott　VP 1．25～25 1 465 〃 61×61 300 86
〃

COBAS・B10 2～80 1 250－enzyme
350－Substrate

30 86×56 2500 130

エイ・エッチ・エスジャパン



1811．多項目分析装置
1

サンプル量 同時測定項目 処理能力 測定可能項目 床　面　積 使用電力 重　量 価　格　・備　考

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

μ／ 数 検体／毎時 数 巾×奥行（cm） W kg

AU500 5～25 MA×20 400 34 150×70 3000 500 参考品今秋発表予定

オリンパス光学工業
ACP5040 5～100 1．2 300 45 60×80 650 75 〃

ACA6000C 6～100 8～28 240 約30 470×115 2500～10500 600～1825 ユニットタイプ
〃

CI二30 5～30 1～30 300 30 203×88 3000 560

島　　津　　製　　作　　所
CL－12 10～50 1～12 80 約30 205×88 3000 600

C七M1 20～100 1 30～60 24 71×93 1000 200
〃

CI二1 10～50 1 40～120 約25 54×72 500 150

ロトケムM型 5～50 1～19 最大720 32 280×77 3000

セン　トラル科学貿易

aca　II 20～600 1～29 97 29 153×78 2300 545 アクセサリーでNa，　KもII∫能

デ　　　ュ　　　ポ　　　ン
aca　III 5～600 1～42以L 97 62 153×78 2300 550 〃

TBA－880 5～50 16 90 28 160×80 約3000 約540
オートプライム機構
。∫／薬冷蔵庫内蔵

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル
TBA－580 5～50 11 90 24 115×65 約2000 約350

電極法5項目固定
緊急及びルーチン用

TBA－380 5～50 1 最大180 31 100×72 約1000 約200 最人12項目連続
〃

TBA－360 8～56 2 最大240 28 97×65 約500 約150 オプションで6項目連続

セントリフイケムシステム500 5～40 1～4 120～600 40以ヒ 92×64 3500 240 べ…カー・インスノレメント社

長　　　瀬　　　産　　　業
セントリフイケムシステム510 ピペッター1000 〃 〃 〃 〃 〃 〃 検体選択分注可能

System　M 7．5～90 25 120 153×74 495

二光バイオサイエンス

コールターケモマット 2．5～49．5 120 37 152×109．5 85 米国コールター社
日　　　　科　　　　　機

MCA－777 1～20 1 120～350 生化学薬物他33 92．7×67．3 2500 136

十50．8×44．5 ㊥23

MCA－773　　． 1～20 1 240 生化学、．薬物
ホノレモン 92．7×67．3 2500 154

F／LS型 他41項目以ヒ ㊦50．8×44．5 ㊤22．7
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11．多項目分析装置

商　品　名
型　式　名

サンプル量 同時測定項目 処理能力 測定可能項目 床　面　積 使用電力 重　量
会　　　　社　　　　名

μ～ 数 検体／毎時 数 r白×奥行（cm） W kg
価　格・備　考

IL504 200 4 100
Na／K，　Cl，

TCO2 193×80 2000 270

（Dr）Glu，

BUN，　Crea，TP

IL508 300 8 100
Na／K，　Cl

TCO2 193×80 2000 340

Gju，　BUN，
Crea，　TP

ケメトリックス
アナライザーII 5～100 300 40 74×51 120W 20

日本ウォーターズリミテッド

フレキシジェム 5～40 1 100～600 82 140×65 約600 93 新製品
日　本　光　電　工　　業

ジェムサック 2～50 1 90～300 40以上 300×100 1500 250 3450万。検査報告書作成可
〃

ジェムナイ 5～60 1 100～600 40以ヒ 100×65 500 50 980万の新遠心方式

テクトロンXA 5～40 6 120 31 1720×730 2．OKVA 300 3200万
日　本　テ　ク　ト　ロ　ン

テクトロンXD－12 5～40 12 200 32以上 1960×800 4．8KVA 500 6500万

テクトロンXD－24 5～40 24 200 32以上 3020×1600×800 9．6KVA 850 13000万
〃

SMACJr 1000～2500 24 90 24 224×114 5．4KVA 950

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン
SMAC 250～500 20 150 23 260×300 3000 1390

クリナライザ
JCA　VS100

160 4 720 34 110×105 1．7K 300 12項目の連統分析が標準
日　　　本　　　電　　　子

クリナラィザ
．ICA－VS500 500～640 16 180 34 350×105 4．8K 700 参考出品

クリナライザ
VX18 400～500 18 12 36 940×800 1．OK 200 参考出品

〃

モニターHDA（VI） 4～136 1 900 32 L字型3・防米 2．5KVA 455

日　本　モ　ニ　　タ　ー
ザ・パラレル 2～100 30 240 30 分散式7’防米 13KVA 1300

スィスグライナーG－300 5～100 30 200～300 50 252×119 1500 490 ディスクリート任意選択方式

パシフィック科学貿易

726E ’F均20 19 150 30以上 350×150 4000 1005 電極法によるNa，　K，Cl付
日　　　．、ヒ　　　製　　　作　　　所

712S 〃 12 480 30以上 170×120 2500 450



2011．多項目分析装置
サンプル竜 同時測定項目 処理能力 測定可能項目 床　面　積 使用電力 重　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

μ 数 検体／毎時 数 巾×奥行（cm） W kg
価　格・備　考

705 ・ド均10 16（19） 180 30以上 106×78 3000 350 （Na，　K，　Clオプション）

日　　　・立　　　製　　　作　　　所

105 〃 1 120 30以上 91×64 500 110

ASTRA－8 180 9 70 132×76 500 220

ベッ　クマンジャパン
ASTRA－4 130 5 70 132×62 500 109

PA－800型 5～100 1 100～180 20 155×50 400 120

利　　　康　　　商　　　事
XYP 5～100 1 240～480 47 76×58 800 72 新製品、4試薬可能

ILMCAIII 2～20 1 120～350 30 150×67 2000 160
〃

ILMCAmF／LS 2～20 1 120～350 35 150×67 2000 160 蛍光法，光散乱法
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　　12．血球計数装置・
22

血液多項目分析装置

測定項目 サンプル量 処理能力 床　面　桓 使用電力 重　　　量
会　　　　杜　　　　名

商　品　名
型　式　名

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

セルトラック
白血上求

赤血球
10 27．6×38．1 30 9．1 米国バイオダイナミックス社

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

baker　810 PLT・MPLT
MPV・MEDMODE

10 61×54．6 230 29．5

エイ・エッチ・エスジャパン
baker　MK－4／HC PLT 3 30．5×36．2 86 5．4

baker　130 RBC・WBC・
HG・MCV

40 35．5×35．5
〃

baker　150 RBC・WBC・
HGB・IICT

40 35．5×35．5

baker　7000 7 80 68．6×35．3 195 42
〃

　　　　　　一CC　120シスァム 7 20 50 91×47 290 53 397万

東　　亜　医　用　電　子
CC－108十PDA－400

細胞の数及び
粒度分布

20 50 66×46 340 55 750万

CC－800 8 500 80 94×99 480 200 2800万
〃

CC－720 7 500 110 94×99 470 188 1800万

CC－700 7 500 100 82×43 430 89 1320万
〃

HC－555 5 25 150 29×23 50 14．4

：．二光バイオサイエンス

コールターHemo－W WBC，　Hgb 60 米国コールター社

日　　　　科　　　　　機
コールターSR 7 約1000 180 61×32 2，000 141 〃

コールターS5 5 44．7 90 61×32 86．6 〃

〃

コールターM－430 〃　　　（新製品）

コールター　SPLus－II 14 94×38 〃　　　　　　　　　　　　∠
〃

SMA　4A／7A 4 60 270×60 125

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン
オートカウンター 1 250×75 4A 37

ヘマログ8／90 8 全血450 90 190×75 20A 680
〃

SMA　4A／7A 4 60 270×60 125



商　品　名型　式　名 測定項目 サグプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

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

CSO－240 124 500
日　　　立　　　工　　　機

244×99 自動血液前処理装置

HA／5 5 25又は30 30～40 32．8×31．8 25 9．3 プリンター接続により7項目打出し

藤沢メディカルサプライ
ULTRA－FLO100 血小板 10 40～50 58．6×45．0 25 29．5 全血測定器

HA／5 5 25又は30 30～40 32．8×31．8 25 9．3 プリンター接続により7項目打出し
〃

ULTRA－FLO100 血小板 10 40～50 58．6×45．0 25 29．5 全血測定器

コンプールM1000 2 5 7．8×17．7 乾電池 0．22 赤血球数・ヘモグロビン濃度測定
マイルス・洪工一ムス事業部

コンプールM1100 1 9 8．6×20．8 〃 0，425 ヘマトクリット値測定

ELT－8 8 100 60 100×57
35×54

400 143

三　菱　化　成　工　業

13．血液凝固測定装置

23

測　定　項　目 分析（測定）法 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

項目又は数 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

AUTO－CLOT PT，　APTT，　FI　Bトロンボ他 粘性変化 85×60 700 50 全自動，血漿／試薬微量
旭　　　　　硝　　　　　子

コアグユレーション
アナライザー

プロトロンビン時間
トロンボプラスチン時間 光学法 26．0×15．9 20 4．7 米国バイオダイナミックス社

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

プロトパス ATm一ヘパリン
プラスミノーゲン 螢光合成基質法 45．7×35．6 15．9 血液凝固線溶測定装置

エイ・エッチ・エスジャパン

オート・ファイ PT・PTT・FI　B・因．r フィラメント付着法 103×58 600 68
〃

アメルング PT・PTT
FIB・トロンボテスト．他 電極法 22．5×25．5 55 6

コアグースタット PT，　PTT，　FI　B 光散乱法 40×38 120 13．9 120万京都第一科学製造
国　　　際　　　試　　　薬

PT・APTT・FIB
各凝固因子 二重積分方式 990×720 700 145

三　　　　　　　　　　　共

クロテック PT，　APTT 光電法 28×22 100 2．2

三　　　光　　　純　　　薬
フィブリノーゲン他



13．血液凝固測定装置
24

会　　　　社　　　　名
商　品　名型　式　名 測　定　項　目 分析（測定）法 床　面　積 使用電力 重　　　量

項目又は数 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

NKKヘマトレーサーZ 鰻二；コ｝・・h
43．4×44 60 14

二光バイオサイエンス

コアグアメイトシングル 3 光学法 38×23 75 6 ワーナーランバート社
日　　　　科　　　　　機

コアグアメイトデュアル 3 〃 48×52 125 23 〃

クロットタイマー202A 6 エーゼ法 34×30 200 8
日　　　　機　　　　　装

クロテック 3 クロテック法 28×22 100 2．2 40万

日本　トラベノール

MLAエレクトラ750 PT，　APTT，　FBG因子 比濁測定 28×45 115 13
パシフィック科学貿易

MLAエレクトラ600 PT，　APTT因子定量 比濁測定 54×44 300 68
〃

グライナーMCM PT，　APTT，　FBG，TTHPT 粘度測定 17×28 25 7

5PR－22 61．5×50 1．5 80 小形冷却遠心機
日　　立　　　工　　　機

CP－8 9 比濁変法 49．5×47 300 29．5 レコーダー内蔵
利　　　康　　　商　　　事

CP－7A 9 比濁変法 40．6×47 100 14．5 レコーダー内蔵

14．血小板凝集測定装置

商　品　名
型　式　名

測　定　項　目 分析（測定）法 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

項目又は数 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

BLR－102 ATP他 発光法 23×45 100 15
ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

クロノログC－400
ルミアグリゴメーター 凝集　ATP放出 　比濁法

ルシフェラーゼ 46×34 120 12
〃

クロノログC－440 凝　集 比濁法 46×34 120 13．7

PA－3210 凝　集 吸光度 32．8×40．0 50 13 新製品
京　都　第　一　科　学



商　品　名
型　式　名

測　定　項　目 分析（測定）法 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　　名

項目又は数 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

NKKヘマトレーサー1 2ch，4ch，6ch Born＆，O’Brien法 43．4×44 50 12

二光バイオサイェンス

ペイトン　血小板凝集メーター ペイトン社
日　　　　科　　　　　機

MC101 　血清分離
クロスマッチング 3．2×3．8 2 15 臨床用卓上遠心機

日　　　立　　　工　　　機

PAP－3 凝　集 透過法 49．5×46 100 25 レコーダー内蔵
利　　　康　　　商　　　事

PAP－2A 〃 〃 40．7×46 150 13．6 〃

15．赤血球抵抗測定装置
分析（測定）法 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　　社　　　　名 商　品　名
型　式　名 μ／ 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

MC－201 15 15×30 3．2×3．8 2 15 ヘマトクリット遠心機
日　　　立　　　工　　　機

CPCコイルプラネット 遠心 50 60 40×57 790 70
二　菱　化　成　工　業

16．骨髄像分類器

商　品　名
型　式　名

測定項目 処理能力 カウント数 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

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

MMT－420
白血球（12）
骨髄像（42） 600 500～1，000 30×36 30 6．5 60万，　オン，オフライン可能

萱　垣　医　理　科　工　業

25



17．血液像分類器
26

商　品　名型　式　名 測定項目 処理能力 カウント数 床　面　積 使用電力 策　　　量
会　　　　社　　　　名

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

萱　垣　医　理　科　工　業
MMT－12MoS 一

6（X） 100～200
40×21（親）
17×20rゴ・1

；8 ㌢ 280万，　オン，オフラインnr能

MDT－120 一
6（X） 100～200 17×20 5 2 11．8万，　オン，オフライン1：∫能

MC－300 一 10×24
　血球洗浄
クームステスト 3．05×3．15 L5 20 自動血球洗浄遠L機

日　　　、：ノ：　　　工　　　機

18．自動血液像分類装置

商　品　名
型　式　名

測定項目 処理能力 カウント数 床　面　積 使用電力 屯　　　量
会　　　　社　　　　名

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

ADC－500 白血球 90～1〔X） 200 74×72 20K 300
ア　　　ボ　　　ッ　　　ト

赤血球

ヘマトラック 正常6分類 80 100 118×74 3K 275
サ　　ク　　ラ　　精　　機

480 異常5分類 （白血球のみ）

ビデオ方式　MICROX 6 400 150×78 2000KVA 総屯量441 オートフィーダ付ビデオ方式
立　　　石　　　電　　　機

コールターdiff－350 21 米国コールター社
日　　　　科　　　　　機

ヘマログ　D／90 9 90 30，000 190×75 20A 675

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

806
正常6，異’常4，

網赤血球他 最×80 100～1，000 120×77 2K 300
日　　　立二　　製　　　作　　　所
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19．血液ガス測定装置

商　品　名
型　式　名

測　定　項　目 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　串：

会　　　社　　　　名
項目又は数 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

価　　　格　・　備　　　考

ESCHWEILER
MT－A100

PO2，　PCO2，　PH 25 70×50 30
アーンスト・ハンセン商会 ESCHWEILER

MT－55
PO2，　PCO2，　PII，Na，　K

AVL940 10 24 71×40 350 45 スイスAVL社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

コーニング168 6 30 45×58 200 24
コ　　ー　　ニ　　ン　　グ

コーニング175 7 30 70×50 450 62

ABL－3 12 20 83×58 280VA 45
真　　　興　　　交　　　易

ABL－2 10 18 73×35 235VA 35

BG－1 8 20以上 45×45 1000 36．3
日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

IL　System1303型 7 40 69．2×50．8 500 64 最少サンプル65μ～
利　　　康　　　商　　　事

IL813 6 50 65×42 200 39．5

II，713 6 40 63×42 200 39．5
〃

IL　micro13 3 30 30．5×26．7 240 8．2

20．血液専用分析装置

商　品　名
型　式　名

測定項目 サンプル亭： 処理能力 床　面　積 使用電力 取　　　這：

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

価　　　格　・　備　　　考

GLUCoSE
AIVALYZER 血糖・尿糖 10 120 49．4－50．0 200VA 35 320万

常　　　　　　　　　　光
MCI　MODEI、
GL－101

MEK－3100
赤，白，血小板Hb，　HCT

50 80 35×30 170 18
日　本　　光　　庖　工　　業

CBT－16C 16 260×400 120 1．38×94
　87×90 30A

日　本　テ　　ク　ニ　　コ　ン

DC－502 Hb 3m£（希釈液） 360 13．5×22．5 16 3．5

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン

IL282 5 175 50 25．4×45．7 150 34 世界唯・の機種
利　　　康　　　商　　　事







21．尿分析装置
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商　品　名
型　式　名

測定項目 分析（測定）法 サンプルil｝ 処理能力 床　面　積 使用亘力 ・亘　　沽

価　　　格　・　備　　　考会　　　　社　　　　名
項目又は数 μ～ 検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg

ウリノメーター 尿比重 4000 600 17．8×23．0 10 1．9 米国バイオベーション社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

ピコライト
ルミ　ノメーター61N型 ATP 10 400 40×43 125 22 米国パッカード社

HS－7 7 2波長反射率 10以ヒ 360 62．5×43．0 130 35
京　　都　　第　　’　科　　学

PSP－AUTO pSP（％）他 2波長同時測光 任忘 約10sec／検体 33．9×39．7 35 10

PSP－DP PSP 全量 60 27．5×33．5 110 9

常　　　　　　　　　　　光

MST
日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

678 7 溶液比色 750 120 114×60 300 110

日　　立　　製　　作　　所

クリニラブ 8 2波艮測定拭 240 120 80×76 約400 約84 比重を含め8項目測定
マイルス・洪
　　　　　　工一ムス事業部

クリニテック 8 〃 60 29．2×27．3 約60 4．5 エームス検査紙測定

オーションアナラィザー 6又は4
積分球式
反射光測光 約10m£ 約90 40×32 45 8 本体（UA－6）47万

山　　之　　内　　製　　薬

KII）－301 糖，蛋白潜血
（ウロビリ）

試験紙による
光学的検出

750
検出部
分析部
印字部

73×44
45×32．5
41．4×15

§612．5

和　　光　　純　　薬　　工　　業

22．核医学装置（RIA）
処　理　能　力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量

イ面　　　　　f各　　・　　f薦　　　　　考
会　　　　杜　　　　名

商　品　名　　　　名型　式

毎時／検体 数 巾×奥行（cm） W kg

PRIAS　PGO型 60 1または2 63．1×72．1 1000 180 米国パッカード社

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ
トライカーブ
300C／460C型 300～460 2～3 132×79 1100 385 〃

オートガ1ンマ
500C／800C型 500～800 2～3 132×79 1100 430 〃

〃

ARC－605 250 13 104×58 約300 約150 データ処理装置付

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

ARC－505 50 12 48×60 約300 約180 〃



商　品　名型　式　名 処　理　能　力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

毎時／検体 数 巾／奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

ARC－301 50 13 48×60 約300 約180
ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

トータルシステム 250 1 310×97 1000 800
島　　津　　製　　作　　所

トータルシステム 430 4 300×100 1000 400
セ　ン　ト　ラ　ル科学貿易

STAR 60 183×59 200．5

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン

RIキャリブレータ
NKA1 60 1 35×21，φ16 50 35

富　士　亘　機　製　造

23．血清検査用機器

31

処理能力 チャンネル数 測定項目 サンプル量 床　面　積 使用屯力 1∫i　　量

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　　　　名

毎時／検体 数 項目又は数 μ～ 巾×奥行（cm） w kg
価　　　格　　・　備　　　考

baker420 81．3×61 200

エイ・エッチ・エスジャパン
レーザーネフェロメーター

C－7M 95 43×35 600 21
　　　　　　　　　　　　　　　一
クームス試験自動装置

〃

DN－2110 5 33．5×32．8 80 12．5 散乱光度計として他用可
京　　都　　第　　・　科　　学

LN－Rate60 60 IgG．A．MCRP他 20～50 29．6～46．0 150 20 320万
常　　　　　　　　　　）ヒ

LN－Rate60　Aut（レ 60以一ヒ IgG．A．M．CRP他 20～5（、 80．0～66．0 300 60
”

i－PiT
血漿蛋白・血中
薬物

本体56×51．5

CRT27×27
200 28

中　　　外　　　製　　　薬

カテコールアミン
アナライザー

頂L中カテコー一

ルアミンetい 5～200 90×35 45 米国B．A．S．

東　　海　　医　　理　　科
LC－304



3223．血清検査用機器

商　品　名
型　式　名

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

検体／毎時 数 項目又は数 μ1 巾×奥行（cm） W kg

DISC120
全自動システム

120 20 37．5 160×60 300 62 1，3・・万享訪。セイ

日　本　トラベノール

ブイッシャー
マイクロプレートリーダー 42×18 10 18 免疫測定

パシフィック科学貿易

べ一リング
レーザーネフェロメーター 240 20 10 250×95 400 100 レーザーネフェロメーター

ヘキスト　・ジャパン

ICS 60 14 42 45×43 250 25

ベ　　　ッ　　　ク　　マ　　　ン

Auto－ICS 60 14 100 117×58 800 54

LPIAシステム 45 AFP 50 70×50 60 48

三　菱　化　成　工　業

ZD－801 20 Ig、～lgM，lgG 72×45．5 400 45 レーザーネフェロメーター
和　光　純　薬　工　　業

CRP，　RA他
A

24．細菌検査用機器

処理能力 分析（検査）法 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名
型　式　名

検体／毎時 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

ms－2クリニカル 濁度測定 125×73 760 88

ア　　　ボ　　　ッ　　　ト
ms－2リサーチ 〃 180×73 910 112

バイテック
AMS 120 比色およひ透過度 210×70 2800 150 米国バイテック社

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
ATP
フォトメーター3000型

120 ATPアッセイ 19．4×35 24 5．5 米国SAI社

バクテック460型 60 バクテック法 62．6×62，5 200 46 米国ジョンストン社
〃

BLR－102 30 発光法 23×45 100 30

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

Repliscan　TM－II 36 寒天平板接種法 79×61 500 73

セン　トラル科学貿易



処理能力 分析（検査）法 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

商　品　名
型　式　名

毎時／検体 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

嫌気性培養i装置1024 グローブチャンバー式
ガス置換オートマチック機構

152×74 1200 米国フォーマ社

東　　海　　医　　理　　科

MIC2000 60 抗生剤・液体希釈法　　180×90 3000 40 米国ダイナテック社
長　　　瀬　　　産　　　業

オートバックMTS 3～5時間 光散乱法 135．4×105．3 1250 105．4 米国フアイザー社
日　　　　科　　　　　機
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月刊Medical　Technology　Vol．9別冊

：

■ 111

METHOD　EVALU川，◎～

中 甫（三井記念病院中央検査部技師長臨床化学科科長）訳

　　　r・≡　　　－　　d

－ 「　」omes　O．Westgard，　Di。ne⊥de　V。s，　M。ri。n　R．Hunt，

　　　Elsa　F．Quom，　　R．Neill　Corey，　　Cari　C．Gorber

　　　　　　　　　　　　　B5判116頁定価1，500円〒250円

●“測定法の評価”ど“新しCJ測定法の選択”に関ずる系統的な解析法一Westgardシ

スアムをぱじめど紹介！

●本書はオく川ウfンスコンシン人学の教育〃ル．ノと）杓日臨床検査技日1百会0り数日にわたる

ワ『〃シ1，ソノを基本とし乙ユと（めた毛のτ’，｝978年にハmerican　JournalofMe－

diea「「echrlology誌に連載（1れ，乞の後米国臨床検介技1！111会によりitia　ft　．pt一としτ出版

さ．れたtJのどある．訳者ぱ苫者の系統だった解説，さめの細か力実際的な応川例，計算例，用

語集，自習問題およびその解答など徹底した内容／こ深の感銘を受け，訳出した．ものどある．

◎American　Journal　of　Medical　Techno’ogy編集1三幹による本、妻｝序文より

　測定機器寸り測定法を正しく判断りち仕事は、丈り複雑化しご力る．誤った判断ぱ後ピ済⊥の

理山のみZなく，時間的にむ高価∠工じのとなり検査室の能・ヂが低下するととじにラポラト

リー一’サービノにつ力τ（7）臨床医の／，瀬度を一低下己せることになる．最良の測定法ぱ信頼度

の高の検査結果につながり，裏を返・ノ『とよりよ力患～f診療を意味可る．……

　力くつかの簡単な用手的測定Ulを評価ヴるのに日労したこどのある経験豊かなヂ英査技師

にとっ乙Westgardシステムは実に価値あるむの∠あり，また非常に面倒な〔シのとざれ

a，る右のを扱の†りず力ものとダる新機軸となるごあろう．こt一らに学生ある力ぱ測定法の

評価を始めご行う者にとっa：　i，このシステムは検査室内の川語および操作法を均一化し，

統合ずる役割りを果た引ご違力な力．……

　この書ぱ測定法の評価への系統的アノローチを日的と4’る人々に教育的なII的と検査室

への応用の両面「ど役Lプつτ’あろう．

◎主要内容　一　　　　　　一tt－．

第1章：測定法評価の背景とアブローチ

　測定法の評価，測定法の選択，他の検査手順の

　関連性　測定法選択におけるアプローチ　測定

　法の評価におけるアプローチ　自習問題

第2章：実験操作法
　再現性実験　回収試験．”妨害物質の影響に関す

　る実験’測定法の比較実験’自習問題

第3章：統計学
　統計学的計算（平均値，標準偏差，変動係数；

　平均値の標準誤差；　有意検定と信頼区間；対

　になった標本のt検定；F検定；直線回帰分
　析；相関係数）　測定法の比較実験における統

　計の使用（種々のタイプの分析誤差への統計の

　感度；相関係数（r）の限界；t検定（ハイアス，
　Sd）の限界；直線回帰統計（Sy〆x，a，　b）の限界；

　勧告）　自習問題

第4章：採用可否の決定

　実施標準（形式；EAと　Xcの値）　実施基準
　（単一値基準；信頼区間基準）　計算例．判断の

　ためのプログラム略語集　自習問題

第5章：応用
　測定法評価のアプローチの要約文献上の評価検討への

　応用自分の検査室への適応応用例最終コメント

染色法のすべて
月刊Medical　Technology編 B5判　206頁　定価2，000円丁300円

電気泳動法のすべて
月干1」Medical　Technolog＞編 B5判　270頁　定価2，500円〒300円

月刊Medical　Technology臨時増刊号より

尿定量
Vol、6　No．13臨時増刊号

検査のすべて

脂質検査のすべて
Vol．8　No　l2臨時増刊号

定価1，700円〒ll5円

定価2，000円〒115円

分泌液検査のすべて
Vol．9臨時増刊号 定価2，200円〒ll5円

実践止血凝固学
一 血小板・血液凝固・線溶検査法一

藤巻道男，寺田秀夫，桑島実編　　B5判　254頁　定価4，000円〒300円

救急診断検査マ＝ユアル
小酒井望監修　　椎名晋一，星和夫，只野寿太郎編

　　　　　　　　　　　　　　　　　B5判　206頁　定価4，000円〒300円

　　　　　　　　医歯薬出版株式会社
魅113A（）i（者［S文Ji〈1×：イK馬｛り」∠Σ1　7．10⑪03（944）3131（ノミイk表）
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25．コンピュータ
36

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

基本項目数 CPUメモリー容量 外部メモリ容量 演算機の桁数 使用言語 床　面　積 使用電力 重　　量

項　　　目 KB KB 巾X奥行（cm） W kg
備　　　　　　　　　　　考

ACM－708 30 65 520 仮数　14桁
指数　2桁 BASIC 53×64 175 25

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

ACMマ07 30 8 65
仮数　13桁指数　2桁

BASIC 52×56 約200 19

WANG 25 160MB 拡張Basic
伊藤忠データシステム

2200MVP

SMS　4100
項目数任意延10，000検体～

128～1000 5MB～ 標準MUMPS 500×300 3KVA
住　　　友　　　電　　　工

Clinilabo
system　IOOO／10～30 30～200 64～1MB FD350～4MB

DISK8～40MB
BASIC
FORTRAN 50×56 300 33

橘　　　　　互　　　　　気

クロス 650 128～256 2．5M～80M 13 BASI　C 180×100 300 40 CPU：WANG
長　　　瀬　　　産　　　業

クロスM 32～64 0．5M～2M 16 〃 58×39 350 50

JCS－200 75 64 1024 390×710 300 50．5

日　　　本　　　電　　　子

HI　LAS 250 128 10～160MB
アセンプラ
フォートラン 規模により，10形～50形がある。

日　　立　　製　　作　　所



26．プリンターおよび周辺機器

商　品　名
型　式　名

文字種類 1行印字数 印字速度 接続機器 床　面　積 使用電力 重　　量
会　　　　社　　　　名

最大字数 字数／秒 機　種　名 巾×奥行（cm） W kg
価　　格　・　備　　考

PC－1014 英文字，数字
カナ，記号 80 30 ARC－301 33×17 約15 約2．5

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ
英文字，数字
カナ，記号 80 80 ARC－605 35×41 約80 約11

DP－8N HS－7他 47．0×40．0 50 20 尿データをメモリー
京　都　　第　一　科　　学

CP－9110 DN－2110 23．0×34．0 15 8

橘　　　　　電　　　　　気
M　1000 128 136 120 65×47 300 33

M－2000 160 136 170 69×47 240 34

M－P150J 128 136 150行／分 80×55 400 93
〃

DP－440 一 一 一 CC－120 28×46 75 15 100万カード式プリンタ
東　・亜　医　用　電　子

〃

長　　　瀬　　　産　　　業
128 132 900行／分 セントリフィケム

500，その他 80×80 200 180

〃 〃 600行／分 セントリフィケム
500

〃 200 180

日　　　本　　　電　　　子
175 136 125 560×380 10σ 14．5 JCS－200M

磁気ディスク装置2280 KB：30～320MB
伊藤忠データシステム

マークシートリーダーOPSCAN－17 最大A4版

CBX－300 ～ 25KB，各種分析 130 9 分析データ収集1／F
住　　　友　　　電　　　工

CRT一ディスプレイ 1920字12インチ
橘　　　　　電　　　　　気

フロッピィディスク装置　MFD－35，　MFD－100 350～4MB 30×46 200 30

磁気ディスク　MD－10 8－400MB 45×58 300 35
〃

37



27．分注器
38

商　品　名　　　名型　式 処理能力 チャンネル 分注容量 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

検体／毎時 数 μ～ 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

エッペンドルフ
F一ディスペンサー

750（最大） 1 100～1000 12×20 15 3

アーンスト・ハンセン商会

2075 1200 1 0～3000 22×25 2 11 スウェーデンLKB社
ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

PRIAS　PS型 350 5 10～2250 63．5×72．1 450 120 米国パッカード社

SMIマイクロペッター 600 2 1～3000 20×25 20 4．5 米国SMI社
〃

APS－3T3 400 4試薬 5～5000 100×65 約300 約130
ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

APS　332 900 1 5～5000 18×17 約40 約12

APS－33D 900 1 5～1000 9×17 約20 約6
〃

APS－33S 900 1 25～200 9×17 約20 約6

SRDII 8及12 25 50×40 250mA 4．0

三　　　光　　　純　　　薬
オートピペッター 96チャン 25 35×30 50 12．0

型　　　　　式　　　　　名 分　　　　　注　　　　　量 備　　　　　　　　　　考

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

エグザクタ　スーパー2

エグザクタ　スーパー5

エグザクタ　スーパー10

エグザクタ　マイクロピペット

エグザクタ　マイクロピペットS

エグザクタ　マイクロピペットS821

エグザクタ　マイクロピペットS831

エグザクタ　マイクロピペットS841

0．1～2．Om£

0．2～5．Om£

0．2～10．Om£

20．50

20，50，100

5～50，　50～200，　200～1000

1．0～5．OmL

5～25，　10～50，　60～100，　100～200

精度検定表付き

精度検定声付き　可変式

精度検定表付き　可変式

精度検定表付き　可変式

UD－201 一 2 10～4500 18×28 60 13

島　　津　　　製　　作　　　所

Uレ211 一 2 〃 18×28 60 13

HEU－500分取分注器 300 6 500～4500 160×79 800VA 300 オンラインまたはオフライン
立　　　石　　　電　　　機
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27．分注器

商　品　名
型　式　名

処理能力 チャンネル 分注容量 床　面　積 使用，E力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

検体／毎時 数 μ1 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

APC－50P 600 10 分取のみ 73×105 1500 300
テ　　　　　　ル　　　　　　モ

APC－60P 500 3分注 130×68 2500 500

フィンピペット 可変1～5000
東　　海　　医　　理　　科

ラブピペット 固定1～5000

アキュペンサーJR 0．2～30（m£）

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー
Madel　8100 10～500

オートピベッターMK　II 900 2～1，000 コントローラ
　125×90

10 本体　　O．15
コントローラ0．75 デジタル可変

〃

カブロモデル2000 10～5000 7．6×12．7 16 3

パシフィック科学貿易

ベリースペンサー 600 可変 0．2～50mε 12×21 50 7 35万・ダイアル可変
富　　　上　　　工　　　業

スーパー分注器 900 1 0．2～50m£ 12×21 50 7 20万

ピペット4780 3600 1 10～1250 　 　 0．12
西独エッペンドルフ社
　手動ハンティタイプ

ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン
ディスペンセット 720 1 0．1～50m∬ 15×8 一 0．5 西独ブランド杜・千動

28．希釈器

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

商　品　名
型　式　名

検体／毎時 数 ノゴ　式　名 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

エツペンドルフ
F一ダイリューター

750（最大） 1 12×20 15 3 検体5～250〆”
言式薬200～1000μ～

アーンスト・ハンセン商会

オートダイリューターII 8及12 ダイリューター 50×40 250mA 7．0

二　　　光　　　純　　　薬

オートダイリューター 70 ］

シリンダー 13．4×14 50 6 スペーサー可変
ニ　　チ　　　リ　　ョ　　ー

カブロモデル　1500 バルブ切換 13．1×12．7 16 4

パシフ　ィ　ッ　ク科学貿易
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商　品　名
型　式　名

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

検体／毎時 数 方　式　名 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

ヴァリアプル 600 7 シリンダー 23×20 50 10．5 54万　　ダイアル可変

富　　　士　　　工　　　業
DIII 600 1 〃 14×20 50 7 23万

ダイリュエット 720 1 〃 19×8 一 0．6 西独プランド社手動
ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン

Fダイリューター5203 1500 1 ボリウムユニ
ット交換 12×20 15 約3 西独エッペンドルフ社自動

29．振とう器

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

会　　　　社　　　　名
商　品　名
型　式　名

検　体　数 数／分 μ1 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

エッペンドルフ
ロータリーミキサー 24 3000 1500＞ 18．5×18．5 30 2．8 エツペンドルフ

サンプリングチューブ使用
アーンスト・ハンセン商会

RM－800 20 110 2000 23×39 20 6．4 15万

東　亜　医　用　電　子

シェーカー5432 24．40 一 1500 18．5×18．5 30 2．8 西独エッペンドルフ社
ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン

30．遠心分離器
同時セット数

しんとう数
回　　　　数 試料容量 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　　名
商　品　名　　　名型　式

検　体　数 数／分 μ1 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

エッペンドルフ
5412 12 15，000 1500＞ 21×27 100 5．8

エッペンドルフ
サンプリングチューブ使用

アーンスト・ハンセン商会
エッペンドルフ
5413 32又は40 11，500 1500＞ 21×27 150 7．5 〃

クールスピン 4～32 6，500 6000m£ 94×77 2000 418 英国MSE社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

チルスピン 4～24 6，100 600m尼 57×70 1500 104 〃

イムヒュージ 12 21×27 300 4．5

エイ・エッチ・エスジャパン

冷却大型多本架遠心機 100本～256本 5000 1500～6000m£ 1000×70 2250 220 128万

国　　産　　遠　　心　　器

CPV－065 10 65，000 100mε 115×75 7000 600
島　　津　　製　　作　　所

CPN－005
CPR－005

80 5，000 280mε 42×53 600 68



30．遠心分離器
商　品　名　　　　名型　式 同時セット数 しんとう数

回　　　　数 試料容量 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　　社　　　　名

検　体　数 数／分 μ1 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備　　　考

MF－C 6 50 BASマイクロフィルター用
東　　海　　医　　理　　科

6PR－52
　　3　ε
（1尼×6本） 960×750 6 275 血液分画

日　　　、ヒ　　工　　　機

B 48 13，000 250 17×17 100 6

ベ　　　ッ　　ク　　マ　　　ン
工」－6 4～240 5，700 1～100mf 49×60 1200 44 冷却式も可・卓・ヒ

5412 12 15，000 1．5m£400 21×28．5 100 5．8 西独工ッペンドルフ社
ヤ　　　ト　　　ロ　　　ン

5413 40 11，500 1．5mε400 21×28．5 150 7．5 〃

31．洗浄器

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

商　品　名　　　　名型　式

検体／毎時 検　体　数 巾×奥行（cm） KW kg
価　　　格　・　備　　　考

ハモ社　LS『75 47nlin／cycle 40×50 5 100 ボタン操作によるプログラム
アーンスト・ハンセン商会

ハモ社　LS－76 80×70 10 190 バンチカードによるプログラム

IIN－1 750本／時 1 76×52 4 120 米国ハイニッケ社
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ

IIN－2 1500本／時 1 112×52 4 150 〃

W－6－12 10mm試験管4500本／日寺 1 107×122 5 380 〃

〃

スーパーウォッシャーS－100 2000 2000 71×81 7．5 140 イタリア・イタルグラス社
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

ミレー　G－7735LG 1280 1280 90×60 6．8 82 西ドイツ・　ミレー社製

8711 90×6（り 米川・フオーマ社
東　　海　　医　　理　　科

32．天秤

41

商　品　を，

型　式　名

秤　　　量 、i冗取限度 床　面　積 使用電力 弔：　　景
会　　　　社　　　　名

巾×奥行（cm） W kg
価　　　　格　　・　備　　　　考

上皿電子天秤3300型 30／3009切換 0．01／0，019 19×28 25 12 52万

アーンスト・ハンセン商会
直示分析天秤II322型 2009 0．1mg 26×42 6 16 37万



33．染色・塗抹装置
42

商　品　名
型　式　名

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

検体／毎時 検　体　数 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　・　備　　　考

A．B．　S．　P 90 57．8×24．5
日　本　テ　　ク　ニ　　コ　ン

塗抹器B－100型 200 1 3×5 0 50 手動で塗抹可能　￥28，000

日本分光メディ　カル
806用自動塗抹装置

806用自動塗抹装置 1 21×32 50 ウエッジ式
日　　立　　製　　作　　所

806用自動染色装置 50検体／23分 50 54×45 150 メイ・ギムザ2重染色

ヘマテックII
スライドステイナー 30～60 24（連続方式） 47×47 400 25 血液塗抹標本染色装置

マイルス・洪工一ムス事業部

34．肺機能検査装置

／べ 商 品 名
測 定　項　目 床 面　　積 使 用　亘 力 重 ほ

ム　　　　社　　　　名
型 式 名

項目又は数 巾×奥行（cm） W kg
価　　　格　　・　備 考

MGR－1100 RQ他5 61．5×51 500 80 全自動代謝測定装置 ・川本光電販売

アナリティカルインスツルメンツ

イーグル1型 13 120×60 300 50 米国W．E．コリンズ社
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

アキシ 14 240×60 1500 250 〃

35．その他

商品　名
型　式　　　　　名 特　　　長　　　他

床　面　積 使用電力 重　量
会　　　　社　　　　名

巾×奥行（cm） W kg
f面　　　格・fr｝｛f　　　考

ウォータージャケット
CO2インキュベーター 91×66 580 80 米国キューエシステムズ社

ア　　　　　　ム　　　　　　　コ

嫌気性菌培養システム チャンバー内の作業を素手で行える。 122×66 1 37 米国キヤプコ社

TPS－301B 36×42 DCgV
4011以上 約30

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

TGS－113 11．5×23．5 AC約6VA
DC　6V　10B 約3

電　　　子　　　科　　　学

生体熱量
自動分析システム

ESCO　BC－01

①T－al1，B－cellテス1・反応熱測定 270×360 ACIOOV
L5KVA 約200 3⊂）00万



35．その他

43

会　　　　社　　　　名
商　品　名型　式　名 床　面　積 使用電力 重　量

特　　　長　　　他
巾×奥行（cm） W kg

価　　格・備　　考

電　　　子　　　科　　　学 生体熱量自動分析

システム

ESCO　BC－01

②リンパ球幼若化テスト

③MLC（MLR）テスト

④細菌の感受1生テスト

⑤薬剤の感受1生テスト

⑥抗原抗体反応

⑦RBC　WBC　PIasmaの代謝測定

⑧異常1血小板のチェック

⑨血液型の研究

⑩血小板代謝測定

⑪酵素反応の研究

⑫がん，リューマチ，不妊その他患者の病状追跡

⑬Cell℃ycleをはじめとしたその他生体諸現象の究明

pH　メーターCG－820 西独　ショット社
東　　海　　医　　理　　科

CG－822 ハイインピーダンス型

pH電極　　Mi－410 微小複合pHガラス電極各種有り 米国　マイクロエレクロード社
〃

血液流体特性検査装置 サンプル0．5cm3
自動測定・演算・記録 測定範囲0．3～100mPa・＆

東　　　京　　　計　　　器
バイオレオライザー
BRL－1000

自動包理装置 89×51 750 68
パシフィック科学貿易

ヒストマティック
モデル166A

処理能力200～300　タイマー表示デジタル　　温度管理20～65℃　　自動洗浄システム有　方法真空包理

日本分光メディカル
その他 0～99分時間管理 10 5 水晶発生器方式の正確なタイマー

デジタルタイマー
DT－1型
その他 赤沈測定の30分，1時間．2時間

値の読取りを自動化 32×27 25 14 12検体処理
藤沢メデイカルサプライ

自動赤沈計　FA－1

その他 生体標本の冷却，凍結 70×37 350 60
パシフィック科学貿易 プログラムフリーザー

ミニクール



近いから、かかりつけ。

／
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オリエント・リースの支店・営業所は今、全国

29ヵ所。いちばんお近くのオリエント・リースに

お電話ください。医療機器・医療設備のリー

スはもちろん、病医院経営のかかりつけコン

サルタントとじC、きめ細かなお手伝いをいたし

ま土ゆき届いた医療環境づくり、そして病医

院経営の発展にぜひご活用ください。

お近くのオリエント・リース。
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　　　　　　　　　　　　　　　　樺／

どんなことにでも、ハウトゥはあるものです1

ルービソク・キューブにさえ免許皆伝書が出るほど。

一 見複雑そうでも、ハウトゥのないものはないようです。

糸管営においても、しかり。リースが安定経営の早道

だという見方が広まっています。病院に必要な機械

や諸設備は、高額でしかも新LL磯種が次々と開

発されます。リースで導入しないと、とても間にあいま

せんね。充実したリーシングプランと、確実な1青報

でお応えする東京リースにおまかせください。あなた

の病院のために、親身になってお手伝いいたします。

liiZi－！A」EZ“SE＠

東京リース株式会社
本社東京都港1メ・‘、本木7157告（03）4030511（大代）
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名古屋支店

横浜支店

福岡支店

広島支店

仙台支店

札幌営業所

神戸営業所

大宮営業所
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コントロール血清
48 アボット（株）

製 品 名 測　　　　定 項 目
種

（正常・

　　　類

異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包 装　単

（mρ）

位 価　　格

　　（円）
備　　　　　　　　考

a－gent標準液 グルコース／BUN 高 中　低 ○ 3×30mゼ 2，300
N．B．　S．を1次杷｛‘ヒしている
トロ・ノハー一チップ付．，

a－gent標準液 カルシウム／リン 〃 ○ 〃 2，300 〃

a－ gent標準液 コレステロール 〃 ○ 〃 5，600 〃

a－gent標準液 HD］、コレステロ…ル 〃 c〕 〃 5，600 〃

a－gent標準液 クレアチニン 〃 （り
〃 3，800 〃

a－9舗標準液 総蛋白 〃 o 〃 5，600 〃

agem標準液 尿酸 〃 の 〃 5，200 〃

栄研化学（株）

‘艮　　　　　　　品　　　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　　目
村　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析llll：表示　　　　　　一

未分析の別（c）×）

1・」装　単　位

　　　（mρ）

価　　格

　（PJ）

備
　　　　　　　　　　考

リヒ　ソドセー一ラム1 脂質 3mセ×5 7，500

リヒ　・ドセー一ラムII 脂質 3mρ×5 10，000

TZセー一ラム TTT，　ZTTT 3mψ×5 5，500

BI、セーラム リボ蛋白 3mψ×5 7，500

コントロールノルマル（エスカラブ） 精度管理用　（uv法） 5mρ×5 10，000 SKI社

コントローノしアブノルマル（エスカラブ1 〃 5mゼ×5 10，000 〃

コントロールリピ・ソド（エスカラブ） 脂質 5mρ×5 12，500 〃

（株）カイノス

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（C×1

包　装　単　位

　　1：mψ1

価　　格

　｛円
備　　　　　　　　考

DECISION「KAINOSlMllltipa（・k 酵素，脂質，糖電解質，含窒素成分他 低　中　高 ○ 20mρ×6 35，000
米川Bいckman　71製，（株）カイ　ノ
ス　「∫巨’ノ‘己　　　　；イ亙身）こ　こ寸　二　　　ト　　1コ　ー一ノし　lrll～r㌦

〃　　　　　　Level　l 〃 低 ● 20mρ×4 24，000 〃

〃　　　　　Level　2 〃 中 o 20mρ×4 24，000 〃

〃　　　　　Level　3 〃 高 ○ 20mρ×4 24，000 〃



49

（株）カイノス

製　　　　　　　品　　　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　　目
村　　　　　類

川E常・異常の号11：

　分析値表示

未分析の別（‘　×1

：d　装　単　位

　　　〔mρ1

価　　格

　1円‘
備　　　　　　　　考

じltirnate　Cl ビリルビン 低 2m（ノ×1〔｝
米匡lBやいkman　ト1：・製，（株）カイ　ノ
ス発’ノ己　　1夜：伏ビリルビン↓票準ゴ夜

〃　　C8 〃 中 2m｛ノ×lo 〃

〃　　C20 〃 高 ‘：‘ 2mψ×lo 〃

1．D．－Zone　Nor・mal　l）rotein llll．清蛋白 llえ常 （、 2mセ×6
米bil　Beckman　社；製，　（㈱カイ　ノス発七

液状血清蛋白分画用コントロー一ルlllL泊

〃　　　AbnOrmal　PrOtein 〃 異常 o 2mρ×6 〃

QUSNTITATE　MIIItipack 酵素 低　中　高 10mセ×6
米国　Bやckman　社裂，（林〕カイ　ノス発’た
i穆こ斗艮酵素’専｝弄］　コ　ン　　ト　ロ　ー一ノし　1自1．わ1

〃　　　　　　Levd　1 〃 低 r　　1 10mψ×6 〃

”　　　　　　　Lいvel　2 〃 中 10mψ×6 〃

〃　　　　　　　Level　3 〃 高 10mρ×6 〃

コーニング（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（ll三常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　　（me）

価　　格

　（1｜D
備　　　　　　　　考

ギルフォードノーマルコントロール 酵素 正常 ○ 5m£×20 ギルフォードダイアグノスチック製

ギルフォードアブノーマルコントロール 酵素 異常
（． ） 5mε×20 〃

ギルフォード高脂質　コントロール 脂質 異常 c＞ 5mO×20 ワ

GiL　Chem ビリルビン 4濃度 ○ 3mμ×8 〃

〃 アルブミン，総蛋白 4濃度 ○ 5m£×8 〃

〃 BUN，グルコース 5濃度 ○ 100mL×5 〃

〃 Ca　Mg正）hOsphorUs 高，低 ○ 100m£×4 〃

〃 CO2，　C£ 5濃度
（． ）

100m£×5 〃

〃 　　　一コレスァロール 高，低 ○ 3m£×10 〃

〃 クレアチニン 5濃度 ○ 100mぞ×5 〃

〃 尿酸 高，低 c） 100m尼×4 〃

〃 トリグリセライド 高，低 ○ 4m尼×10 〃



50 国際試薬（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m尼）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

モニ・トロール・1 電解質，酵素，脂質他 正常 ○ 5mC×6 8，500 米・デイド社製（販売：国際試薬，ミドリ十字）

モニ・トロール・II 〃 異常 ○ 5m尼×6 8，500 〃

モニ・トロール・1・X 〃 正常 × 10mμ×10 14，500 〃

モニ・トロール・II・X 〃 異常 × 10mε×10 14，500 〃

ラブ・トロール 電解質，その他 正常 ○ 3．5mε×6 5，000 〃

パソ・トロール 〃 異常 ○ 3．5mε×6 5，000 〃

エンザ・トロール 酵素 異常 ○ 3m£×6 7，500 〃

コレス・トロール CHO 異常 ○ 3．5mε×6 5，000 〃

ビリルビン・コントロール BIL 異常 ○ 3m£×6 9，800 〃

肝機能検査用コントロール TTT，　CCF 異常 ○ 3m尼×6 8，800 〃

リピッド・トロール 脂質 異常 ○ 3m尼X10 31，500 〃

トライ・ラツク ホルモン 3濃度 ○ 5m£×6 29，500 〃

クォントラ 血液ガス分析全般 3濃度 ○ 30アンプル 22，000 ”　　血球製品

CH・60　3濃度 血球計算全般 3濃度 ○ 5m尼×6 35，000 〃　　　　　　　　　　〃

CH・60　プラス 血球計算全般十血小板測定 3濃度 ○ 7mε×6 49，000 ”　　　　　　　　　　　〃

三光純薬（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（mε）

価　　格

　（FID
備　　　　　　　考

OMEGAコントロール血清レベル1 酵素，含窒素成分，脂質，糖，etc 正常 ○ 3㎡×10，5㎡×10 12，000・16，000

OMEGAコントロール血清レベルII 〃 異常 ○ 3破×10，5㎡×10 12，000・16，000

OMEGAコントロール血清クリティカルレベル 〃 ○ 3㎡×10，5㎡×10 17，000・22，000

OMEGA高脂質コントロール 脂質関係 異常 ○ 3m£×10 27，000

OMEGA高ビリルビンコントロール ビリルビン 異常 ○ 2m尼×10 16，000



51

シノテスト商事（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（mぞ）

価　　格

　（｝IJ）
備　　　　　　　　考

リピッドミックスノバソク　A コレステロール（異），TG（正），リン脂質（正1 ○ 5．Omぞ×5 19，800

リピッドミックスパック　B コレステロール（正），TG（異｝，　リン脂質（正｝ ○ 5．Omゼ×5 〃

真興交易（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析f直表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（mも）

価　　格

　（ドJ）
備　　　　　　　考

クオリーチェク PH　PO2　PCO2
アルカメディア
ノーマル
アシッドメディア

○ 2批×30アンプル 各26，000

第一化学薬品（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　付：

　　（m勒

価　　格

　OI］）
備　　　　　　　　考

セロノルム 生化学多項目 ○ 5mゼ×5vial 6，000 IIBs陰性（RIAで確認）

セロノルム・リピッド 生化学脂質項目 ○ 3m£×6vial 9，700 〃　（　　〃　）

パソノルムH 生化学多項目 高異常域 ○ 5m£×5vial 7，000 〃　（　　〃　）

パソノルムL 〃 低異常域 ○ 5m£×5vial 7，000 〃　（　　〃　）

オートノルム 〃 ○ 10mμ×6vial
40mρ×10vial

14，000
70，000 〃　（　　〃　）

オートノルムーCS 〃 ○ 40m尼×10vial 70，000 〃　（　　〃　　）

日水製薬（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析1直表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（lnρ）

価　　格

　OIJ）
備　　　　　　　　考

コンセーラ 電解質，酵素，脂質他 正常 × 3m£×25
15mε×15

7，000
18，200

コンセーラA 〃 異常 × 3m¢×25
15mρ×15

10，600
27，500

スイトロールN 〃 正常 ○ 5mρ×6
5mρ×20

6，000
18，000

スイトロールA 〃 異常 ○ 5mψ×6
5mε×20

9，000
27，000
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製　　　　　　品　　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
柿　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m£）

価　　格

　（川）
備　　　　　　　　考

、

不スコールーX 脂質・酵素・電解質・糖質・その他 正常 × 3m尼×20
15m£×10

5，900
B，000

製造：fL［llL研

ネスコールーXA 〃 異’常 × 3m£×20
15mρ×10

12，000
27，000

〃

セラクリアーN 〃 」｜：常 ○ 3mL×10 9，500 〃

セラクリアーNA 〃 異常 ○ 3m£×10 9，500 〃

セラクリアーE 酵素 異常 ○ 3m£×10 10，500 〃

セラクリアーLP 脂質 異常 ○ 3m£×5 9，300 〃

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

ビリルビンスタンダード20 ビリルビン 異’常 ○ 2mC×5 16，000

ビリルビンスタンダードコンク 〃 異常 ○ 2mε×5 16，000

日本トラベノール（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　　FI
種　　　　　類

（世常・異常の別）

　分析f直表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m尼）

f而　　格

　（llJ）
備　　　　　　　　考

Q－PAK　コントロール血清1（｝東結乾燥品） ，E解質・酵素・脂質成分その他 ll：常濃度レベル ○ 5m£×6本 7，600 米国トラベノール社製品三光純薬㈱発売

Q－PAK　コントロール血清II（凍結乾燥品） 〃 高濃度レベル ○ 5m2×6本 7，600 〃

Q－PAK自動分析用標準1血清（凍結乾燥品） テクニコンSMA12／60，6／60，　AA－II専用 〃 ○ 50m尼×10本 55，000 〃

Q－PAKラジオアッセイコントロール（凍結乾燥） ホルモン，ジゴキシン，葉酸その他 低，正常，高濃度レベ1レ ○ 3m尼×6本 20，000 〃

Q－PAK脊髄液コントロール（凍結乾燥品） 電解質，蛋白分解 異常濃度レベル ○ 3mゼ×3本 12，000 〃

UR－SURE尿化学コントロール1（凍結乾燥品） 尿素窒素，尿素，比痕，PHその他 正常濃度レベル ○ 25m£×3本 10，000 〃

UR－SURE尿化学コントロールII（凍結乾燥品） 尿蛋白，重金属，比弔，PBその他 異常濃度ベベル ○ 25m£×3本 10，000 〃

Q－PAKマルチエンザィムA（凍結乾燥品） GOT，　GPT，その他酵素8成分 」E常濃度レベル ○ 5mμ×6本 13，000 〃

Q－PAKマルチエンザイムB（凍結乾燥品） 〃 」F常ヒ限濃度レベル ○ 5m£×6本 13，000 〃

Q－PAKマルチエンザィムCG東結乾燥品／ 〃 高濃度レベル ○ 5m£×6本 13，000 〃

OMEGAコントロール血清レベル1｛凍結乾燥品1 電解質・酵素・脂質成分その他 正常濃度レベル ○ 5m£×10本 16，000 〃

OMEGAコントロール血清レベルII（凍結乾燥品／ 〃 高濃度レベル ○ 5mO×10本 16，000 〃

OMEGAコントロールlfll清クリテイ
カルレベル　　　　　（凍糸硫乞燥品）

〃 臨床的臨界濃度域 ○ 5m£×10本 22，000 〃

OMEGA高脂質コントロール（凍結乾燥品） コレステロール，卜｛D仁コレステロールその他脂質成分 高濃度レベル ○ 3耐×10本 27，000 〃



日本トラベノール（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m¢）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

OMEGA高ピリルビンコントロール（凍結乾燥品） 総ビリルビン，直接ビリルビン 高濃度レベル ○ 2mO×10本 16，000 米ll…1トラベノール社製品洗純薬㈱発売

日本モニター（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異’常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m2）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

クオリファイ　1 電解質・酵素・脂質・その他 」王常 （）
10mゼ×6 6，400

クオリファイ　　II 〃 異常 ○ 10m£×6 6，400

ベックマン・ジャパン（株）

製　　　　　品　　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析1直表示

未分析の別（○×）

包　装　．単　位

　　（m2）

価　　格

　（lll）
備　　　　　　　　考

DecisionTM　Leve十1 電解質、酵素，一一般化学物質，脂質 異　常 ○ 20mε×4

〃　　　Level－2 〃 正　常 ○ 〃

〃　　　Leve十3 〃 異　常 ○ 〃

”　　　Multipack 〃 異・正 ○ 20mゼ×6 Level－1，2，3各2本つつ集めたもの

QuantitateTM　　Level－1 酵素 異　常 ○ 10mゼ×4

〃　　　Leve1－2 〃 正　常 ○ 〃

〃　　　Level－3 〃 異　常 ○ 〃

”　　　　Mllltipack 〃 異・正 ○ 10m2×6 Level－1，2，3各2本ずつ集めたもの

1．D．－ZoneTM　　Norma1 旧1清分画 正　常 ○ 2mf×6 電気泳動用コントロール

”　　　　Abnorma1 〃 異　常 ○ 〃 〃

UhimateTM　Bilirubin　Calibrat。r　C4 ビリルビン 異　常 ○ 2mゼ×10

〃　　　　　C8 〃 異　常 ○ 〃

〃　　　　　Cl2 〃 異　常 ○ 〃
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製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　　（mε）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

セラケムノーマルコントローム血清 ACP，　ALP，　CPK，　Ch－E，γ一GTP，　HBD，

LDH，　LAP，　GOT，　GPT，　T・CHO，　PL　TG，

Creatinine，’UN，　UA，　Albumin，　GLU

正常 ○ 5mε×10 12，000

セラケムアブノーマルコントロール血清 同　　上 異常 ○ 5mμ×10 12，000

スロンボTTTVトーア用セット 血小板 正常・異常 ○ 200m£×2 34，000

スロンボTTTV－N（トーア用） 〃 正常 ○ 200mε 18，000

スロンボTTTV－Path（トーア用） 〃 異常 ○ 200m£ 18，000

スロンボTTTVコールター用セット 〃 正常・異常 ○ 200m尼×2 34，000

スロンボTTTV－N（コールター用） 〃 正常 ○ 200m2 18，000

スロンボTTTV－Path（コールター用 〃 異常 ○ 200mε 18，000

スロンボTN－Path（全機種用） ” 異常 ○ 1．5m尼×2 50，000

スロンボTTKSN（テクニコン用） 〃 正常 ○ 6．5m£×2 23，000

スロンボTTKS　N－Path（　〃　） 〃 異常 ○ 6．5m£×2 23，000

和光純薬工業（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m2）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

正常コントロール血清 電解質，酵素，脂質，他 正常 ○ 5m£用×10 13，000 ORTHO社（米国）製

異常コントロール血清 〃 異常 ○ 5酩用×10 13，000 〃

自動分析機用レファレンス血清 〃 正常 ○ 50m£用×10 65，000 〃

酵素法専用コントロール血清セット1，II，m 酵素般 正常・異常 ○ （3m£用×5）×3 23，500 〃

ラジオイムノアッセイ用コントロール血清1 インスリン，T3，T4，コルチゾール，ジゴ
キシン．FsH，　HGIL他 正常 ○ 5mε用×10 34，000 〃

〃　　　　　　　　　II 〃 異常 ○ 5m尼用×10 34，000 〃

〃　　　　　　　　　Ill ジキトキシン，エリスリトール、プロゲ
ステロン，テストステロン他 正常 ○ 5酩用×10 34，000 〃

〃　　　　　　　　　w 〃 異常 ○ 5m尼用×10 34，000 〃

〃　　　　　　　　　V ACTH，アルドステロン，レニン活性 正常 ○ 3m尼用×10 22，000 〃

〃　　　　　　　　　VI 〃 異常 ○ 3m尼用×10 22，000 〃



和光純薬工業（株）

製　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
種　　　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包　装　単　位

　　（m尼）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　考

コントロール尿　1 電解質，ホルモン他 正常 ○ 25m尼用×10 33，000 ORTHO社（米国）製

コントロール尿　II 〃 異常 ○ 25酩用×10 33，000 〃

高脂質専用コントロール血清 脂質 異常 ○ 5mε用×10 25，000 〃
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菓撚臨床検査新聞
薬事日報臨床検査版改題

　　　　　　　毎月5・15・25日発行

取新の情報を正確・迅速｛お届けします

◇薬事日報・臨床検査新聞は……

　医療における臨床検査の重要性を認識し，臨床検査の健全な発展向上を目差して，常に厳正

公正なる立場で編集しております。

◇編集にあたっては……

　編集内容はニュース報道，解説，論説主張，話題などを中心とし，ニュース報道は厳格に真

実を守って公正敏速に，解説，論説，主張は進歩的な精神を持って中正を期し，常に品位と責

任を重んじ，清新にして平明な紙面を作り，読者との交流を活発に図っております。

◇紙面の内容については……

　臨床検査に関するあらゆる情報の提供を最大目的として，行政・学界・業界のニュース，論

説，解説，学会研究情報，各地の動向，企業動向，統計・資料紹介，読者欄など広範囲にわた

って報道しております。

購読料　年間4，500円（送料共）

お申し込みは、葉書または電話で

薬事日報社
本社東京都千代田区神田和泉町1－11呑03（862）2141

支社大阪市東区道修町2－19（山ロビル）ftO6（203）4191
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58 アボット（株）
試 薬

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

1

HDL－C a－gent　IIDL　C
デキストラン・サルフェートMg2＋

エンド・ポイント法 ABA，　VP他 機絢こより異なる 機種により異なる 機種によ嘆なる

后酸 a・－gent尿酸 UV酵素法 〃 〃 〃 〃 〃

CK－MB a－gent　CK－MB イムノ・インヒビション法 レート法 〃 〃 〃 〃

イムノグロフリン a－gent　IgG 比濁法 エンド・ポイント法 〃 〃 〃 〃

〃 ご『gent　IgA 〃
〃 〃 〃 〃 〃

〃
a－’ gent　IgM 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ATIIi a－gent　ATIII 合成発色基質法
レー一ト法エンド・ポイント法

〃 〃 〃 〃

T4 a．gentテトラザイム
エンザイムインヒビター
イムノアッセイ（EIA） レート法 〃 〃 〃 〃

Tザアップテイク a－・ gent　サイロザィム・ア・プテイク エンザイムインヒビター
アッセイ（EIA）

〃 〃 〃 〃 〃

HbiAl a－・gentグリコスペック スペクトロ法 エンド・ポイント 〃 〃 〃 〃

CEA CEA－EIA EIA法 比色（492mm） Quantum　1
又は分光々度計

25 100

HBs－Ag オースザイム 〃 〃　　　　　　　〃 〃 200 100

ロタ・ウィルス ロタザイム 〃 〃　　　　　　〃 〃 糞　便 50

フェリチン フェリザイム ” 〃　　　　　　　〃 〃 25 100

HBs－Ag オーセル RPHA法 1血球凝集目視 25 110，450．1800

GOT a－gent　SGOT Henry法 レート法 ABA，　VP他 機種により異なる 機種により異なる 機絢こより異なる

GPT a－gent　SGPT Wroblewski変法 〃 〃 〃 〃 〃

ALP a」gent　ALP
Para－Nitr《）－

Phenyl－PhOsphate
〃 〃 〃 〃 〃

LDH a－gent　LDH Wacker法 〃 〃 〃 〃 〃

アGTP a－ gent　GGTP Szasz法 〃 〃 〃 〃 〃

CPK a≡gent　CK－NAC 〃 〃 〃 〃 〃

α一HBDH a－gent　α一HBDH Rosalki－Wilkinson変法 〃 〃 〃 〃 〃

グルコース a－gent　Glucose Hexokinase法 エンド・ポイント法 〃 〃 〃 〃

BUN a・gent　BUN Urease法
〃 〃 ” 〃 〃

　　　一コレスァロール a－gent　cholesterol Allain法
〃 〃 〃 〃 〃

総ビリルビン a－gent　Bilirubin Malloy－Evelyn変法 〃 〃 〃 〃 〃

直接ビリルビン 〃　　　　　　　　　〃 〃　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃



アボット（株）

59

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

トリグリセライド al－lgent　　Triglycerides Bucolo－Daril変法 レート法 ABA，　VP他 機種により男なる 機種により異なる 機種により異なる

総蛋白 a－gent　　Total　Protein Biuret法 エンド・ポイント法 〃 〃 〃 〃

アルブミン a－gent、　Albumin BCG法 〃 〃 〃 〃 〃

カルシウム a－gent　　Calcium OCDC法 〃 〃 〃 〃 〃

栄研化学（株）

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

GOT GOT測定試薬705 SSCC（UV法） RATE　ASSAY 日立705 200回

GPT GPT測定試薬705 SSCC（UV法） 〃 〃 2001口1

LDH LDH測定試薬705
　　　rUV法　　　　　　　　、SSCC　　　　WROBLEWSKI　　　ILADUE－HENRY法ノ

〃 〃 200回

ALP ALP測定試薬705 SSCC　（BESSEY－LOWRY法） 〃 〃 250回

BUN BUN測定試薬705 （UV法） 〃 〃 140回

CHE CHE測定試薬705 （CARRY法） 〃 〃 270回

LAP LAP測定試薬705 G隅15LIDE法） 〃 〃 400回

γ一GTP γ一GTP測定試薬705 （ORLOWSKI法） 〃 〃 100同

B－L B－L測定試薬705 （免疫比濁法） END－POINT　ASSAY 〃 360111｜

TB TB測定試薬705 （EVELYN－MALLOY法） 〃 ” 250回

DB DB測定試薬705 （EVELYN－MALLOY法） 〃 〃 250回

CRE CRE測定試薬705 （JAFF法） RATE　ASSAY 〃 400回

CA CA測定試薬705 （OCPC法） END－POINT　ASSAY 〃 400回

ALB ALB測定試薬705 （BCP法） 〃 〃 540回

ZTT ZTT測定試薬705 （硫酸亜鉛混濁法） 〃 〃 540回

IP IP測定試薬705 （モリブデンブルー法） 〃 〃 400回

CHO CHO測定試薬705 酵素法 〃 〃 170回 END－POINT　ASSAY
全機種

F－CHO F－CHO測定言式薬705 酵素法 〃 〃 170回

GLU GLU測定試薬705 酵素法 〃 〃 17〔〕回 END－POINT　ASSAY
全機種

PL PL測定試薬705 酵素法 〃 〃 170回 END－POINT　ASSAY
全機種

TG TG測定試薬705 酵素法 〃 　日立705
セントリフイケム 170回 END－POINT　ASSAY

全機種

UA UA測定試薬705 酵素法 〃 ABBOTT－VP
ABA－100ロトケム 170回 END－POINT　ASSAY

金機種



栄研化学（株）

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

TG トリグリザィムV　酵素試薬 酵素法 END－POINT　ASSAY
END　P‘）INT　ASSへY
イ〉機樽 機種による

〃 トリグリザイムV　発色試液 酵素法 〃 〃 〃 λ505NM

〃 トリグリザイムV　発色試液M 酵素法 〃 〃 〃 λ555NM

UA UAザイム　酵素試薬 酵素法 〃 〃 〃

〃 UAザイム　発色試液 酵素法 〃 〃 〃

TG トリグリ　UR 酵素法 RATE　ASSAY
クリナライザー
10μど用

〃 トリグリ　S 酵素法 〃 クリナラィザー
40μ／用 SKI杜

（株）カイノス

測　定　項　目 製　　品　　名 測　定　原　理 測定ノ∫法 適川機種名 サンプル量（μの 測定lnl数 価格／1検体 備　　　　　考

GOT GOT測定試薬 UV法 Rate CL－30 30 2，000

GPT GPT　　　〃 〃 〃 〃 30 〃

LDH LDH　　　” 〃 〃 〃 10 〃

ALP ALP　　　〃 Bessy－L・wry法 〃 〃 5 〃

LAP LAD　　　〃 ジアゾ法 End 〃 30 〃

Ca Ca　　　　〃 OCPC法 〃 〃 5 〃

ip ip　　　　〃 リンモリフテン酸ブル→去 〃 〃 10 〃

γGTP γ一GTP　　” P一ニトロアニリド法 Rate 〃 30 〃

TP TP　　　　〃 Biulet法 End 〃 5 〃

ALB ALB　　　” BCG法 ” ” 5 〃

BUN BUN　　　〃 UV法 Rate 〃 5 〃

T－CHO T℃HO　　〃 酵素法 End 〃 5 〃

F－CHO F－CHO　　〃 〃 〃 〃 5 〃

CREA CREA　　〃 Jaffe変法 ” ” 30 〃

GLU GLU　　　〃 酵素法 ” 〃 5 ”

T－BIL T－BIL　　〃 アルカリアゾ法 〃 ” 30 〃

D－BIL D－BIL　　” 〃 〃 〃 30 〃

PL PL　　　　〃 酵素法 ” 〃 5 〃

Ch－E Gh－E　　　〃 〃 〃 〃 5 〃



61

（株）カイノス

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

TrT TTT　測定試薬 肝機能研究班標準法 End CL－30 10 2，000

ZTT ZTT　　　〃 〃 〃 〃 5 〃

CPK CPK　　　〃 UV法 Rate 〃 30 〃

AMY AMY　　　〃 〃 〃 〃 30 〃

TG TG　　　　〃 酵素法 Er㎡ 〃 5 〃

Albumin セラテスタム　ALB－2 BCG法 ONE　POINT 日立705 5 600 15

ALP 〃　　　　ALB－2 P一ニトロフェニルリン酸基質法 KINETIC　II 〃 5 600 25

Amvlase　㍉

〃　　　　ALP 酵素法：α一Glucosidase 〃 〃 5 180 30

T－Bilirubh1 〃　　　　AMY アゾビリルビン法 ONE　POINT 〃 10 420 20

D－B｛lirubin 〃　　　　BII」 〃 〃 〃 10 420 20

Ca 〃　　　　Ca O－CPO法 〃 〃 10 330 20

Ch－E 〃　　　　CHE 〈pB法 KINETIC　II 〃 lo 140 25

T－Cholesteml 〃　　　　CHO 酵素法 ONE　POINT 〃 5 800 46

F－Cholesterol 〃　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 5 800 46

CPK 〃　　　　CPK オリバー変法 KINETIC　II 〃 10 90 70

Creatinine 〃　　　　CRE ヤッフェ変法 〃 〃 10 600 15

GluCOse 〃　　　　GLしト2 酵素法：GOD 〃 〃 5 600 25

GOT 〃　　　　GoT UV法 〃 〃 20 600 20

GPT 〃　　　　GPT 〃 〃 〃 20 600 20

γ一GTP 〃　　　γ．GTP 　　　　　　　　　　　　‘’α・グノしタミノLP　ニトロアニリド1ヂ質法 〃 〃 20 570 40

llBP ”　　　　HBD llv法 〃 〃 10 120 70

LAP 〃　　　　1．AP
1，　ロ　イ　シ　几　　P　　＿ニ　ト　ロコ，ニ　リ　ドユ、（’質 法　　〃 〃 20 400 30

LDH 〃　　　　LDH UV法 〃 〃 lo 600 25

1）i 〃　　　　P Fiske－Sllbbrow変法 ONE　POINT 〃 10 320 20

PI」 〃　　　　1）IZ 酵素法 〃 〃 5 180 100

UA 〃　　　　UA 酵素法：Uri（・ase 〃 〃 lo 380 40

NII3 〃　　　　MI3 uv法 TWO　I）OINT 〃 20 140 200

BUN 〃　　　　UN 酵素法：GLDH KINETIC　II 〃 5 600 20



62

（株）カイノス

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

TG セラテスタムTG 酵素法：GPO ONE　POINT 日立705 5 800 50

TP 〃　　　　TP ビューレット法 〃 〃 10 600 10

TTT 〃　　　　TTT 肝機能研究班変法 〃 〃 10 400 5

ZTT 〃　　　　ZTT 〃 〃 〃 10 400 5

GOT・GPT TA－L「KAINOS」 POP－2．4－DCP法 End　Point
日、7二、オリンパス

コールター
機種により異なる 機柳こより異なる 機絢こより異なる

〃 GOT測定試薬 UV法 Rate　Assay
日・1〔，クリナラィサー

島津．東芝
〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃
ABBOTT，Centrifi
Chem，Gemsac他

〃 〃 〃

GPT GPT測定試薬 〃 〃
日、τ，クリナラィザー

島津、東芝
〃 〃 〃

〃 〃
〃

〃 ABBoTT
CentrifiChem他

〃 〃 〃

LDH LDH測定試薬 〃 〃

1いン：，クリナライザー
1∴「；1、東芝

〃 〃 〃

〃 〃
〃

〃 ABBOTT
CentriflChem他

〃 〃 〃

ALP ALP測定試薬 Kind－King法 End　Point 日、τ，島津，東芝 〃 〃 〃

〃 〃 P一ニトロフェニルリン酸法 Rate　Assay
日、ン：，クリナラィザー

島津，東芝
〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃
ABBOTT，Centrifi
Chem，島津，東芝

〃 〃 〃

LAP LAP測定試薬
七ロイシノレーP一ニトロアニリド法 〃

日立、クリナラィザー
島津、東芝

〃 〃 〃

γGTP γ一GTP測定試薬 γ．グノレタミノレーP一ニトロアニリド法 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃 〃 〃
ABBOTT
Centrifichemf也

〃 〃 〃

TP TP測定試薬 Biuret法 End　Point 全機種 〃 〃 〃

HBD HBD測定試薬 UV法 Rate　Assay ABBOTT
CentrifiChem他

〃 〃 〃

BUN BUN測定試薬 ウレアーゼインドフェノール法 End　Point 日立，東芝，島津 〃 〃 〃

T－CHO 総コレステロール測定試薬 酵素的測定法 〃 全機種 〃 〃 〃

CRE CRE測定試薬 ヤッフェ変法 Rate　Assay
1いτ，クリナラィザー
東芝、島津

〃 〃 〃

GLU GL（E）「KAINOS」 酵素的測定法 End　Point 全機種 〃 〃 〃

〃 Glucose（HK）測定試薬 HK法 〃 ABBOTT
CentrifiChem他

〃 〃 〃

PL PL（E）「KAINOS」 酵素的測定法 〃 全機種 〃 〃 〃

Ch－E Ch－E（E）「KAINOS」 〃 〃

1いア，クリナラィザー

島津，東芝
〃 〃 〃

CPK CPK測定試薬 Oliver変法 Rate　Assay ABBOTT
Centrifi　Chem他

〃 〃 〃

AMY AMYLASE－DS 酵素的測定法 〃 〃 〃 〃 〃



63

（株）カイノス

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

TG TG－535 酵素的測定法 End　Point 全機種 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

片山化学工業（株）

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

Alb BCG試薬 BCG法 End　Point End用全機種 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

ALP ALP測定試薬 Ki㎡一King変法 ” 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

〃 ALP　　’∫ GSCC法 Rate　Assay Rate用　〃 〃 〃 〃

Amy Amy　　　〃 ヨウ素でんぷん法 End　Point End用　　” 〃 〃 〃

〃 アミパーゼーK 酵素法 Rate　Assay Rate用　　〃 〃 ” 〃

T－Bil T－Bil測定試薬 Jendrassik変法 End　Point End用　　〃 〃 〃 〃

〃 総ビリルビン測定用試薬 安定化ジアゾニウム塩法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

D－Bil D－Bil測定試薬 Jendrassik変法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

〃 直接ビリルビン測定用試薬 安定化ジアゾニウム塩法 〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定試薬 Urease－lndophenol　託去 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 ”

Ca Ca　　　〃 OCPC法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

ChE コリンェステラーゼ測定用試薬 酵素比色法 Rate　Assay
End　Point 全機種 〃 〃 〃

〃 ChE測定試薬 ヨウ化チオブチルコリン基質法 Rate　Assay Rate用全機種 〃 〃 〃

〃 〃　　　　　　　〃 柴田・高橋変法 End　Point End用　　〃 ” 〃 〃

T－CHO コレパーゼーK 酵素法 Rate　Assay
End　Point

全機種 〃 〃 〃

〃 コレパーゼーH ” End　Point End用全機種 〃 〃 〃

E－CHO コレバーゼーF 〃 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

CRE CRE測定試薬 Jaffe変法 Rate　Assay
End　Point 全機種 〃 〃 〃

Cu オートCu Bathocuproine法 End　Point End用全機種 〃 〃 〃

Fe オートFe TPTZ法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

GLU グルパーゼーK 酵素法 Rate　Assay
End　Point 全機種 〃 〃 〃

GOT GOT測定試薬 GSCC法 Rate　Assay Rate用全機種 〃 〃 〃

〃 〃　　　　　　　　〃 Reitman－Franke1法 End　Point End用　　” 〃 〃 〃

GPT GPT　　　〃 GSCC法 Rate　Assay Rate用　〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　　　　　〃 Reitman－Frankel法 End　Point End用　　〃 〃 〃 〃



片山化学工業（株）

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

γ一GTP γ一GTP測定試薬 SSCC法 Rate　Assay Rate用全機種 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

〃 〃　　　　　　　　　〃 Orl・）wski変法 End　Point End用　〃 〃 〃 〃

工P IP　　　　　〃 Fiske－Subbrow変法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

α¶BDH α一HBDH　　〃 α一 ヒドロキシ酪酸基質法 Rate　Assay Rate用　〃 〃 〃 〃

LAP LAP　　　　〃 GSCC法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　　　　　　　　　〃 Tuppy変法 End　Point End用　〃 〃 〃 〃

LDH LDH　　　　〃 GSCC法 Rate　Assay Rate用　〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　　　　　　　　　〃 Wroblewski変法 End　Point Fnd用　〃 〃 〃 〃

β一Lipo B－Lipo　　〃 ヘパリン塩化カルシウム法 〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

TG トリパーゼーN 酵素法 〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

TP ビウレット試薬 ビウレット法 〃 〃　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

TTT トリス・チモール試薬 肝機能研究班法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

UA UA測定試薬 Folin変法 〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

ZTT 硫酸・臣鉛試薬 肝機能研究班法 　　　〃 〃　　　　　　　　〃 〃 〃 〃

関東化学（株）

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

α一HBDH シカオートレートHBD ROsalk｛法 Rate　Assay CentrifiChem 10 300 12 ジエムサソク，ロト・ケム
ABA－100兼用

コリンエステラーゼ 〃　　　　－Ch－E ブチリルチオコリン法 〃 〃 5 300 12 〃

アGTP 〃　　　　一アGTP アダルタミンーP一ニトロアニリド法 〃 〃 25 300 20 〃

〃 “　　　一γ一GTP（2R） 〃 〃 JCAクリナライザー 20 300 20
κ。津CL－12

ブリイガー240R兼用

LAP 〃　　　　－LAP L一ロイシンーP一ニトロアニリド法 〃 Centrifi　Chem 25 300 13 ジエムサック，ロト・ケム
ABA－100兼用

〃 シカカラー－LAP 〃 End－Point 日立500，400 20 100 100

グルコース シカオートレートーGLU ヘキソキナーゼ法 Rate　Assay CentrifiChem 5 300 17 ジエムサック，ロト・ケム
ABA－100兼用

BUN 〃　　　　BUN－UV ウレァ＿ゼ・CLDH法 End－Point 〃 5 300 20 〃

Ca シカオートカラーCa OCPC法 〃 〃 10 300 11 〃

〃 〃　　　Ca（2R） 〃 〃 島津CL－12 50 1，000 4 JCAクリナライザー
ブリイガー240E兼用

　　　一コレスァロール
　　　　　　　、
〃　　　　CHO 酵素法 〃 CentrifiChem 5 300

ジエムサック，ロト・ケム
ABA－100兼用

CK（NAC） メルクー1一テストCK（NAC） GSCC法
Rate　Assav　　　　　、 50 60 150



65

関東化学（株）

測　定　項　目 製　　品　　名 測　定　原　理 測定方法 適用機種名 サンプノレ量（μ川 測定川数 価格／1検体 備　　　　　考

CK－MB（NAC） メルクー1一テスト　CK－MB（NAC） 免疫阻害法 Rate　Assay LKB　8600 50 60 417

協和メデックス（株）

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

T－CHO デタミナーTC 酵素法 End　Point 全機種 機種によリ異なる 300mψ 10，0〔〕｛｝円／キット

〃 〃　　TC“5” 〃 〃 〃 〃 300m～ 〃

〃 〃　　　TC“555” 〃 〃 〃 〃
150mρ

1500mρ
5，500円／キット

50，000円／キット

FCHO 〃　　　FC 〃 〃 〃 〃 150mρ 7，500円／キット

〃 〃　　　　FC”555” 〃 〃 〃 〃 750mセ 30，000円／キット

UA 〃　　　UA
酵素法ウリカーゼ・POD法

〃 〃 〃
150mε
300me

5，5｛｝0円／キット

lo，ooo円／キ・ソト

〃 〃　　　UA・』S 〃 〃 〃 〃 1500mぞ 45，000円／キット

UN 〃　　　UN－E
酵素法
ウレアー一ゼ・GLDH法

〃 〃 〃 300mf 7，000円／キット

〃 〃　　　UN－R 〃 Rate　assay Rate用機種 〃 500m£ 10，000円／キット

CHE 〃　　　ChE
酵素法
オルソトルオイルコリン法 End　Point－Rate 全機種 〃 300mε 12，500円／キット

〃 〃　　　ChE－S 〃 〃 〃 〃 300mψ 〃

PL 〃　　　pr、 酵素法 End　Point 〃 〃
150m£
30（加£

9，000円／キット
17、000円／キット

TG 〃　　　TG
酵素法
グリセロールオキシダーゼ法

〃 〃 〃
150m尼
300mρ

15，000「1レキット

27、ooo円／キット

GLU 〃　　　GL－R
酵素法
グルコースデヒドロデナーゼ法 Rate　assay Rate用機種 〃 500mψ 13，000円／キット

NH3 〃　　　NH：，
酵素法

GLDH・NADPH3法 End　Point 用手法 500 25［日1 6、250円／キット

HDL 〃　　　HDL
デキストラン硫酸
リンタングステン酸・Mg法 200 100回 17，000円／キ・ソト

HBs ラファデックスB RPIIA法 7 110 22，00｛｝円／キット ORTHO社製
〃 ラファデックスB確認 〃 25 12 5，60011レキット 〃

極東製薬工業（株）

測　定　項　目 製　　品　　名 測　定　原　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μ川 測定川数 価格／1検体 備　　　　　考

GOT NEタイプGOT－Rate試薬 スカンジナビア臨床化学会酵素研究班処方 Rate　Assay JCAクリナラィザー 40 改）o

GpT ”　　GPT　　　　” 〃 〃 〃 40 500

ALP ”　　アルポスーRate〃 ドイツ　　　　　　” 〃 〃 10 400

LD正1 〃　　　LD正．1－Rate　　〃 スカンジナビア　　　” 〃 〃 10 500

LAP 〃　　LAP－Rate　〃 ドイツ　　　　　　” 〃 〃 20 駅）o
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極東製薬工業（株）

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

γGTP NEタイプγ一GTP－Rate試薬 スカンジナピア臨床化学会酵素研究班処方 Rate　Assay JCAクリナライザー 20 520

PL 〃　　　PL－Rate　　　　〃 酵素法（PL－D－COD・POD法） 〃 〃 10 300

TC 〃　　TC－Rate　　　　〃 酵素法（Ch－E－CO・POD法） 〃 〃 10 400

FC 〃　　　FC－Rate　　　　〃 酵素法（CO・POD法） 〃 〃 10 400

UN 〃　　UN－Rate　　　　〃 酵素法（GLDH法） 〃 〃 10 500

GOT HKタイプGOT－Rate　〃 酵素法（MDH・LDH法）UV 〃 日立716・706等 100 500

GPT 〃　　　GPT－Rate　　　〃 酵素法（LDH法）UV 〃
〃 100 500

ALP ”　　アルホステスト　” Kind－King法 End　Point 〃 20 833

LDH 〃　　　LDH－Rate　　　” 酵素法 Rate　Assay 〃 50 500

LAP 〃　　LAPテスト　　” ジアゾ法 End　Point 〃 20 400

γGTP 〃　　γ一GTPテスト　〃 Orlowski変法 〃 〃 20 577

TC 〃　　TCテスト　　　” 酵素法（Ch－E－CO・POD法） 〃 〃 10 800

β一リボ 〃　　β一Lテスト　　　” K－Agar法 〃 〃 20 800

UA KTタイプUA－D　300 ウリカーゼ・POD法 〃 〃 20 800

アミラーゼ アミラーゼDS試薬 酵素法 Rate　Assay
ABAIOO・セントリフィヶム
ロトケム・ジェムサック等

極東製薬工業㈱発売
米国ベックマン社製

コーニング（株）

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

アルブミン GiL　Chemギルフォード エンドポイント ギルフオード，汎用 機種により異なる ギルフォードダイアグノスチック製

ビリルビン 〃 〃 〃 〃 〃

Ca 〃 〃 〃 〃 〃

CL 〃 〃 〃 〃 〃

コレステロール 〃 〃 〃 〃 〃

グルコース 〃 GDH 〃 〃 〃 〃

トリグリセライド 〃 〃 〃 ” 〃

尿酸 〃 〃 〃 〃 〃

AL　Phos 〃 酵素法 〃 〃 〃

GPT 〃 〃 〃
〃

〃

GOT 〃 〃 〃 ” 〃



コーニング（株）

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

CPK GiL　Chemギルフォード 酵素法 ギルフオード，汎用 機種により異なる ギルフォードダィアグノスチック製

γGT ” 〃 〃 〃
”

LDH 〃 〃 〃 〃

〃

グルコース 〃 HK キネティック 〃 〃

〃

BUN 〃 〃 〃 〃

〃

クレアチニン 〃 〃 ” 〃

〃

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

GOT GOT測定用試薬 UV法 Rate　Assay
日立706，712，716

726，クリナラィザー
製造：国際試薬
販売：国際試薬，ミドリ｛’字

GPT GPT　　　〃 ” 〃 〃 〃

LDH LDII　　〃 〃
〃 〃 〃

ALP ALP　　　〃 Kind－king変法
End　P。int 日立706，712，716

726
〃

〃 〃　　　　　　　〃
P一ニトロフェニルリン酸法 Rate　Assay クリナラィザー 〃

γGTP γGTP　〃 Pニトロアニリン変法
Rate　Assay
End　Point

日立706，712，716

726，クリナラィザー
”

LAP LAP　　〃
〃

〃 〃 〃

CHE CHE　　〃 酵素法 End　Point
日立706，712，716
726

〃

CHO CHO　　〃 〃
〃 〃 〃

TG TG－R　　〃 Rate法 Rate　Assay
日立706
クリナラィザー

〃

〃 TG－UV　〃 UV法
Rat　e　Assay
End　Point

日立712，716，726 〃

〃 TGE　　〃 酵素法 End　Point
ACA6000
TBA－360，ABA

〃

TP 総蛋白　” Biuret 〃
日立706，712，716

726，クリナラィザー
〃

ALB アルブミン　　　” BCG 〃 ” 〃

BUN BUN　　　　　　　〃 酵素UV法 Rate　Assay 〃 〃

UA 尿酸　　　　　　” ウリカーゼ法 End　Point
日立706，712，716
726

〃

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

〃 ”

ZTT ZTT　　　　　　　〃 肝機能研究班・標準法 End　Point
日立706，712，716
726，クリナラィザー

〃

TTT TTT　　　　　　　” 〃 〃 ” 〃

Ca Ca　　　　　　　〃 OCPC 〃 〃 〃



国際試薬（株）
68

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

GLU GLU測定用試薬 GOD法 End　Point
日立706，712，716
726

製造：匡1際試薬
販売：匡1際試薬、　ミトリ†’字

T－BIL T－BIL　　　〃 Jendrassik変法 〃 〃 〃

GOT ウルトラザイムプラスGOT Henry法変法 Rate　Assay
セントリフィケム．ロトケ

ム，ジェムサック，ABA
〃

GPT 〃　　　　　GPT Henry変法 〃 〃 〃

CK 〃　　　　　CK－1 Oliver変法 〃 〃 〃

LDH 〃　　　　　LDH Sharma変法 〃 〃 〃

HBD 〃　　　　　HBD Ellis＆Goldberg変法 ” 〃 〃

γGTP 〃　　　　　γ一GT Szasz変法 〃 〃 〃

ALP 〃　　　　　ALP Bowers＆Mccomb変法 〃 ” 〃

AMY 〃　　　　　Amyl 酵素法 〃 ” 〃

PL PL－E測定用試薬 ” End　Point
日立706，712，716

日立726，クリナラィ
〃

ALB ALB試薬（R1） BCG法 〃 日立705 〃

ALP ALPバッファー（R1） P一ニトロフェニルリン酸 Rate　Assay 〃
〃

〃 ALPサブストレート（R2） ” 〃 〃
〃

BUN BUN試薬（R1） ウレアーゼLGLDH法 〃 〃
〃

Ca Caバッファー（R1） OCPC法 End　Point 〃
〃

〃 Caカラー液（R2） 〃 〃 〃
〃

CHE CHEバッファー（R1） DTNB法 Rate　Assay 〃
〃

〃 CHEスターター（R2） 〃 〃 〃
〃

CPK CPKサブストレート（R1） Rosalki変法 〃 〃
〃

CRE CREバッファー（R1） Jaffe法 〃 〃
〃

〃 CREスターター（R2） 〃 〃 〃
〃

FCHO FCHO試薬（R1） 酵素法 End　Point 〃
〃

GLU GLU試薬（R1） 〃 〃 〃
〃

GOT GOTサブストレート（R1） UV法 Rate　Assay 〃
〃

〃 GOTスターター（R2） 〃 〃 〃
〃

GPT GPTサブストレート（R1） 〃 〃 〃
〃

〃 GPTスターター（R2） 〃 〃 〃
〃
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国際試薬（株）

測　定　項　目 製　　品　　名 測　定　原　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μ川 測定川数 価格／1検体 備　　　　　考

γ一GTP γ一GTPバッファー（R1） ILニトロアニリン法 Rate　Assay 日、》二705 〃

〃 γ一GTPサブストレート（R2） 〃 〃 〃 〃

HBD HBDサブストレート（R1） UV法 〃 〃 〃

〃 HBDスターター（R2） 〃 〃 〃 〃

LAP LAPバッファー（Rl） P一ニトロアニリン法 〃 〃 〃

〃 1・，APサブストレート（R2） 〃 〃 〃 〃

LDH LDHサブストレート（R1） UV法 〃 〃 〃

〃 LDHフ、ター一ター（R2） 〃 〃 〃 〃

PI、 PL試薬（R1） 酵素法 End　Point 〃 〃

T－BII、 T－BIL、1式薬（R1） ジアゾ法 〃 〃 〃

T一α10 T－CIIO。式薬（R1） 酵素法 〃 〃 〃

TG TG試薬（R1） 〃 〃 〃 〃

TP TP試薬（R1） Biuret法 〃 〃 〃

UA UA試薬（R1） 酵素法 〃 〃 〃

ZTT ZTT試薬（R1） 比濁法 〃 〃 〃

三光純薬（株）

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

T－BII一 サンテストT－BII、 ジァゾ法 EPA
日、7：706D，712

7］6他 20 400 日立705用有

D－BII、 〃　　　D－BII、 〃 〃 〃 20 400 〃

GoT 〃　　　GOT GSCC準拠 RRA
クリナライザー
日「ノ：7｛｝6D 40 1，000 〃

GPT 〃　　　GPT 〃 〃 〃 40 1，000 〃

ALP 〃　　　ALP 〃 〃 〃 10 1，000 〃

〃 〃　　　　　　　　　　〃 K－K法 EPA
日、1’フ｛｝6D，東芝

他 20 5，000

LDIl 〃　　　LI川 GSCC準拠 RRA
クリナラィサー
日、ン：706D他 10 1，000 旧〆1705月」有

〃 〃　　　　　　　　　　〃 Wr6blewski－Ladue EPA 1ぱ716他 20 3，000

LAP 〃　　　LAI） GSCC準拠 RRA
クリナラィサー一

日、ン：712他 20 1，000 日rノフ05用有

〃 〃　　　　　　　　　　　〃 ジアゾ法 EPA B、1’：7｛｝6D，716他 20 2，000

γGTP 〃　　γGTP SSCC準拠 RRA
クリナライサ…
日「ノフ〔｝61）他 20 1，000 1い1／：7〔｝5川有



三光純薬（株）

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

γGTP サンテストγ一GTP Orlowski変法 EPA 日立706，7」6他 20 3，700

CH－E 〃　　　CH－E DTNB法 RRA クリナラィザー
日立706D他

10 1，000 日立705用有

〃 〃　　　　　　　　　〃 酵素法 EPA 日立706D，716他 10 1，000

CRE 〃　　　CRE Jaffe法 RRA クリナライザー
日立706D，他 20 1，000 1は705用有

BUN 〃　　　BUN ウレアーゼインドフェノール法 EPA 日立706D，716他 10 1，000 〃

TP 〃　　　TP Biuret法 〃 H立706D
クリナラィザー他 20 2，400 〃

ALB 〃　　　ALB BCG法 〃 〃 10 2，400 〃

TTT 〃　　　TTT 肝機能研究班処方 〃 〃 20 2，400

ZTT 〃　　　ZTT 〃 〃 〃 20 2，400 日、1ノ：705用有

T－CHO 〃　　　T－CHO 酵素法 〃 〃 10 2，400

TG 〃　　　TG GPO法 〃 〃 10 1，200

PL 〃　　　PL 酵素法 〃 〃 10 1，200

GLU 〃　　　GLU 〃 〃 〃 10 2，400

UA 〃　　　UA リンタングステン法 〃 〃 10 1，000

Pi 〃　　　Pi F－S変法 〃 〃 20 800

β1－ipo 〃　　β一Lipo ヘパリンCaCl2法 〃 〃 20 800

シノテスト商事（株）

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

ALB ラボメイト BCG法 ONE　POI　NT 日立705用 5 500

ALP 〃 GSCC法 KINETIC　II 〃 5 200

BUN 〃 ウレアーゼーGLDH法 〃 〃 10 250

T－BIL 〃 シャンドラシック法 ONE　POI　NT 〃 10 250

Ch－E 〃 ブチリルチオコリン法 KINETIC　II 〃 5 210

T－CHO 〃 酵素法 ONE　POI　NT 〃 5 200

CRE 〃 ヤッフェ法 KINETIC　II 〃 20 560

GLU 〃 GOD－POD法 ONE　POI　NT 〃 5 200

GOT 〃 IFCC法 KINETIC　II 〃 20 250

GPT 〃 IFCC法 〃 〃 20 250
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シノテスト商事（株）

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

γGTP ラボメイト SSCC法 KI　NETI　C　II 日立705用 20 200

LAP 〃 GSCC法 〃 〃 20 200

LDH 〃 〃 〃 ” 5 260

TP 〃 ビュレット法 ONE　POINT ’ノ 5 500

TG 〃 酵素法 〃 〃 5 200

TTT 〃 肝機研法 〃 〃 10 500

ZTT 〃 〃 〃 〃 10 500

UA 〃 酵素法 〃 〃 10 170

ALP ALPローゼ Kind－King法 End　Point
n立706，712，CL－12

TBA880その他 機種により異なる 機樹こより異なる

BUN BUNシノテスト ウレアーゼ・インドフェノール 〃 〃 〃 〃

T－CHO コレステロールE 酵素法 〃
日立706／712，726

TBA880，クリナラィザ
〃 〃

F－CHO フリーコレステロールE 〃 〃 〃 〃 〃

TG TGネオオートセットH GPO法 〃 〃 〃 〃

GLU グルコメッサーダイレクト 酵素法 Rate／End 〃
〃 〃

CRE クレアチニンダイレクト ヤツフェ法 Rate 〃
〃 〃

CPK CPK－UV　II Oliver法 〃 〃
〃 〃

TTT チモール試薬 肝機研法 End 〃 〃 〃

ZTT クンケル試薬 〃 〃 〃
〃 〃

LAP LAPシノテスト 合成基質法 〃
日立706，712，726

TBA－880，CL－12
〃 〃

UA UAシノテスト 酵素法 〃 〃
〃 〃

γGTP γGTPシノテスト γGDCA法 〃 日τ706，TBA－880 〃 〃

TA TAオートセットF Karmen法 Rate
日立706，712，726

TBA・880，CL－12
〃 〃

LDH LDHオートセツトF Wr6blewski法 〃
日立706，712，726

TBA－880，CL－12
〃 〃

ALP ALPオートセットCGS GSCC法 〃
日立726，TBA－880
CL－12，クリナライザ

〃 〃

TA TAオートセットCIF IFCC準拠 〃 クリナラィザー 〃 〃

〃 TAオートセットC Karmen法 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　　A 〃 〃 LKB，PA800
オリンパスACA6000R

〃 〃

LDH LDHオートセットC Wr6blewski法 〃 クリナラィザー 〃 〃



シノテスト商事（株）
72 測　定　項　目 製　　品　　名 測　定　原　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μD 測定回数 価格／1検体 備　　　　　考

LDH LDHオートセットA Wr6blewski法 Rate LKB．　PA800
才リンパスACA600〔〕 機種により異なる 機種により異なる

〃 LDHネオオートセットH テトラゾリウム塩法 End オリンパスACA6000
日立400，500

〃 〃

CPK CPKカラーオートセットH 〃 〃 ” 〃 〃

ALP ALP　S．　V．　R． Bowers＆　McComb法 Rate セントリフィケムCOBAS
ジェムナイ、ロトケム

” 〃

BUN BUN　S．　V．　R． ウレァーゼーGLDH法 End 〃 〃 〃

CPK CPK　S．　V　R． Oliver－Rosalki法 Rate 〃 〃 〃

GOT GOT．　S．　V．　R． Henry法 ” 〃 〃 〃

GPT GST　S．　V．　R． 〃 〃 〃 〃 〃

LDH LDH－L　S．　V．　R． Wacker法 〃 〃 ” 〃

〃 LDH－P　S．　V．　R． Wrもblewski法 〃 〃 ” 〃

TG TGS．V．R． Bucolo＆David法 End 〃 〃 〃

（株）常　光

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

IgG．　A．　M IgG．　AMテストLN「北研1 レーザネフェロメトリー Rate LNRate　60 20 100 （社）北里研究所製

B－Lipo 冴リポプロテンテストLN　〃 〃 〃 〃　　　60 20 100 〃

CRP CRPテストLN　　　〃 〃 End－point 〃　　　60 50 100 〃

第一化学薬品（株）

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

ALB ダイテストALB－N BCG法
　　706712日立　　716726

〃 オートセラALB ” 〃　705 420

ALP ダイテストALP カインド・キング変法
　706712〃　716726

〃 ダイテストALP－3 ベッシー・ローリー変法
　706712〃　726

〃 オートセラALP ” ”　705 240

AMY ダイテストAMY 酵素法
　706712〃　726

〃 オートセラAMY 〃 ”　705 170

BIL ダイテストBIL アルカリアゾビリルビン法
　706712〃　716726

〃 オートセラBIL ミカエルソン法 〃　705 230

D－BIL ダイテストD－BIL アルカリアゾビリルビン法
　706712〃　716726
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第一化学薬品（株）

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

D－BIL オートセラD－BIL ミカエルソン法 日、竺705 230

B－L ダイテストβ一L 免疫比濁法
　706712〃　716726

〃 オートセラβ一L 比濁法 〃　705 520

CA ダイテストCA 0－CPC法
　706712〃　716726

〃 オートセラ　” 〃 ”　705 520

CHE ダイテストCHEN 柴田・高橋変法
　706712〃　716726

〃 オートセラCHE 〃 〃　705 260

CHO ダイテストCH（＋E 酵素法
　706712〃　716726

〃 オートセラCHO 〃 〃　705 210

F－CHO ダイテストF－CHO 〃

　706712〃　716726

〃 オートセラF－CHO 〃 ”　705 300

CPK ダイテストCPK オリバー変法
　706712〃　726

〃 オートセラCPK 〃 〃　705 170

CRE ダイテストCRE－4 ヤッフェ変法
　7｛｝6712〃　726

π

〃 ダイテス1・CRE－N 〃

　706712〃　716726

〃 オートセラCRE 〃 〃　7〔｝5 320

γGTP ダィテストGGT－3 γグルタミルCPA基質法
　706712”　716726

〃 オートセラGGT 〃 〃　705 260

GLU ダイテストGLU グルコースオキシダーゼ法
　706712〃　716726

〃 オートセラCLU 〃 ”　705 210

GOT ダイテストGOT－N 酵素法
　706712〃　716726

〃 オートセラGOT 〃 〃　705 170

GPT ダイテストGPT－N 〃

　706712〃　716726

〃 オートセラGTP 〃 ”　705 170

HBr）H ダイテストHBDH 〃

　706　712〃　716　726

〃 オートセラIIBI川 〃 〃　705 170

IP ダイテストIP フrスケ・サバロー変法
　706712〃　716726

〃 オートセラIP 〃 〃　705 520
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第一化学薬品（株）

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

LAP ダイテストLAP－3 L一ロイシルCPA基i質法
　　706712「け716726

〃 オートセラLAP 〃 〃　705 170

LDH ダイテヌ、トLDH－P－N 酵素法
　706712〃　716726

〃 ダイテストLDH－L 〃

　706712〃　716726

〃 オートセラLDH 〃 〃　7（戊5 170

PL ダイテストPL 〃

　706712〃　716726

〃 オートセラPL 〃 〃　705 210

TG ダイテストTG－3 G－3PDH　UV法 〃　716726

〃 ダイテストTG－4 GPO一酵素法
　706712〃　716726

〃 オートセラTG 〃 〃　705 210

TP ダノテストTP ビウレット法
　706712〃　716726

〃 オートセラTP 〃 ”　705 420

TTT ダイテストTTT 肝機能研究班標準操作法
　706712〃　716726

〃 オートセラTTT 〃 〃　705 420

ZTT ダイテストZTT 〃

　70δ712〃　716726

〃 オートセラZTT 〃 〃　705 420

UA ダイテストUA－3 酵素法
　．706712〃　716726

〃 オートセラUA 〃 〃　705 170

UN ダイテストUN－N ウレアーゼインドフェノール法
　706712〃　716726

〃 オートセラUN 〃 ”　705 170

MG ダイテストMG キシリジル・ブルー法
　706712〃　716726

中外製薬（株）

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

GOTなど26項目 ユニキットシリーズ 初速度・比色法 RaBA－Super
　〃　－Ace

30

IgG、フェノバルビタール

　　　など9項目 ネフェロテストシリーズ 瓢雛耀総。応 レーザーネフェロ
メトリー ｛－PiT 50

アンモニア アミテストーN 超微量拡散法 反射率 アミテストメーター 20 10



テルモ（株）

検　査　項　目 製　　品　　名 型　　式　　名 測定方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体 備　　　　　考

血液検査全般 採血器 真空採血システム《ベノジェクト〉

血液ガス測定用 〃 磐欝禦聚血キット

東芝化学工業（株）

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

GOT GOT測定用試薬L．　Lシリーズ Karmen法・GSCC法 Rate　Assay
東芝TBA－360，380
580，880他

GPT GPT　　　〃　　　〃 〃　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃

ALP ALP　　　〃　　　〃 GSCC法 〃 〃

LDH（L） LDH　　　〃　　　　〃 Wacker法 〃 〃

LAP LAP　　　〃　　　　〃 Nagel法 〃 ”

CHE CHE　　　”　　　〃 DTNB法 〃 〃

ハ」GTP γGTP　〃　　　〃 Orlowski法 ” 〃

BUN BUN　　　〃　　　〃 Urease－lndophenol　浸ミ End　Point 〃

HBD HBD測定用試薬 Rosalki法 Rate　Assay 〃

CPK CPK　　　〃 Oliver法 〃 〃

GLU GLU　　　〃 UV－Rate法 〃 〃

CAP CAP　　　〃 〃 〃 〃

HDL一コレステロール HDL－CHO〃 リンタングステン酸Mg沈澱法 End　Point 〃

P－L P－L　　　　〃 酵素法 〃 〃

TG TG　　　　〃 ”　（GPO法） 〃 〃

UA UA　　　　　〃 〃 〃 〃

けLP β一LP　　　〃 ヘパリンカルシウム法 〃 〃

Mg Mg　　　　　〃 キシリジルブルー法 〃 〃

Na・K Na．　K　　　　〃 電極法 〃 東芝TBA－580

Cl Cl　　　　　〃 〃 〃 〃

BUN BUN　　　〃 〃 〃 〃

GLU GLU　　　　〃 〃 〃 〃

75



長瀬産業（株）

76 測　定　項　ll 製　　品　　名 測　定　原　理 測定方法 適用機種名 サンフノレ量〔μい 測定回数 価格／1検体 備　　　　　考

ALB アルブミン　　　　　試薬 プロムクレゾールグリーン法 End　Point
セン［リフィケノ、
ミニスタ・ト　S

5 1400 へ一カー・インスツルメント製

AMY アミラーゼ（濁度法）　〃 濁度法 〃 〃 10 600 京都第’科学

T－BII、 総ビリルビン　　　　　　” ジアゾ法 〃 〃 25 480 へ一カー・インスツ1しメント製

Ca カルシウム　　　　　　　” アリザリン法 〃 〃 10 560 〃

T－CHO 総コレステロール　　　〃 酵素法 〃 〃 5 840 〃

GLU グルコース　　　　　　　〃 ヘキソキナーゼ法 〃 〃 5 840 〃

〃 グルコースオキシダーゼ　　〃 オキシダーゼ法 〃 〃 5 840 〃

IP 無機リン　　　　　　〃 Da［y・Ertingshausen法 〃 〃 5 560 〃

UA 尿酸　　　　　　　　〃 ウリカーゼ法 〃 〃 8 560 〃

〃 尿酸（ナガセ）　　　　〃 〃 〃 〃 8 560 ナガセ生化学工業

PL リン脂質（ナガセ）　　〃 酵素法 〃 〃 5 550 〃

BUN 尿素窄素　　　　　　〃 ウレアーゼ改良法 Initial　Rate 〃 5 840 ペーカー・インスツルメント製

CRE クレアチニン　　　　　〃 ヤッフェ法 〃 〃 40 740 〃

TP 糸念タンパク　　　　　　　　　” ビューレット法 〃 〃 10 1400 〃

AMY アミラーゼ（酵素法）　〃 酵素法 Rate 〃 20 192 〃

AL－P アルカリホスファターゼ〃 Bessey－Lowry－Brock改良法 〃 〃 15 840 〃

CPK CPK　　　　　　　　　　〃 オリバー改良法 〃 〃 15 240 〃

γ．－GT γ一GT　（U．　C．C）　　　　〃 Szasz改良法 〃 〃 15 208 〃

〃 γ1－GT（ナガセ）　　　” UV法 〃 〃 25 502 ナガセ生化学工業

LDH→P LDH→P　　　　　　　〃 〃 〃 〃 lo 840 〃

〃→L 〃→L　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 10 560 ベーカー・インスッノしメント製

LAP LAP（ナガセ）　　　　” 〃 〃 〃 25 590 ナガセ生化学コ1業

SGOT SGOT　　　　　　　　〃 カルメン改良法 〃 〃 20 560 ペーカー・インスツルメント製

SGPT SGPT　　　　　　　　　〃 Wroblewski・La　Due改良法 〃 〃 20 560 〃

Ig－G．A．M Ig－G．　A．　M　　　　　　　〃 濁度法 〃 〃 5，25．45 各130 ヘキスト

日水製薬（株）

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

γ一GTP ジアゾγGTP－C ジアゾ化法 e㎡point　assay
日立，オリンパた東芝
セントリフィケム列ナ他 機絢こより異なる 桜種により異なる 機種により異なる
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日水製薬（株）

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

γ一GTP γ一GTP－K Orlowski法 rate　assay
東芝，セントリフィケム
クリナ，島津，アボッ他 機種により異なる 機種によリ異なる 機種により異なる

〃 γ一GTP－C 〃 end　point　assay
日立，東芝，オリンパス

他
〃 〃 〃

PL PL－C 酵素法（PLD，ChOD，　POD法） 〃

日立，東芝，オリンパス

セントリフイケム，他
〃 〃 〃

TG TG－C 〃　　（LPL，GDH，ジアホラーセ怯） 〃
日立，東芝，オリンパ
セントリフィケム，他

〃 〃 〃

〃 NEO・TG－C 〃　　（LPL，GK，GPO，　POD法） 〃
1いムセントリフィケム
アボットジェムサック他

〃 〃 〃

T－CHOL CHOL－C 〃　　　（CEII，　COD，　POD浸こ） 〃

日・鉱オリンパス，東芝，

アボット，クリナ他
〃 〃 〃

〃 V－CHOL－C 〃　（　　　〃　　　） 〃

日立．東芝セントリフィ

ケム，アボット，クリナ他
〃 〃 〃

GLU GLU－C 〃　（GOD，　POD法） 〃

　　　一
〃 〃 ’ノ 〃

〃 V－GLU－C 〃　（　　〃　　） 〃
セントリフィケムクリナ
他

〃 〃 〃

GOT GOT－K UV法 rate　assay
ll立．東芝オリンパス，

島津，クリナ他
〃 〃 〃

〃 GOT－C POP法 end　pc）int　assay
日立東．芝オリンパス，

クリナ他
〃 〃 〃

GPT GPT－K UV法 rate　assay
卜1仏東芝オリンパス，

島津，クリナ他
〃 〃 〃

〃 GPT－C POP法 end　point　assay
H版東芝オリンパス，
クリナ他

〃 〃 〃

LDH LDH－K UV法 rate　assay
日拓オリンパス，戊〔芝，

1鳥津、クリナ他
〃 〃 〃

LAP LAP－K L一ロイシルーP一ニトロアニリド基質法 〃 〃 〃 〃 〃

ALP ALP－K P一二トロフェニルリン酸基質法 〃 〃 〃 〃 〃

β一LP オートベータリポPパ 免疫比濁法 〃

セントリフィケム，アポ・ソト

ジニ．ムサック他
〃 〃 〃

〃 〃　　　　Pヨ 〃 end　point　assay
1．ぽオリンパス，島津，

クリナ，テクトロン他
〃 〃 〃

IgG オート・TIA・G 〃 〃
セントリフィケム，コバ
島津，他

〃 〃 〃

IgA オート・TIA－A 〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgM オート・TIA－M 〃 〃 〃 〃 〃 〃

日本商事（株）

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

総コレステロール TC－K 酵素法 End　Point 日ウ：706他 ディスクリート型各種兼用

〃 TC－K“f” 〃 〃 JC一クリナラィザー 〃

遊離コレステロール FC－KΨ’ 〃 〃 〃 〃

β一リボ蛋白 BL－A 免疫比濁法 〃 〃 〃

中性脂肪 TG－GN GPO・酵素法 〃 日、㌧二712他 〃
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日本商事（株）

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

リン脂質 PL－K 酵素法 End　Point H立706他 ディスクリート型各種兼用

〃 PL－K“f” 〃 〃 ，，712他 〃

遊離脂肪酸 NEFA－S ACS・ACO酵素法 〃 〃706他 〃

〃 NEFA－K ACS・ACO・TOOS法 〃 “726他 〃

GOT GOT－S POP・酵素法 〃 島津OL－12他 〃

GPT GPT－S 〃 〃 〃 〃

乳酸脱水素酵素 LDH－S ジアホラーゼ・NTB法 〃 〃 〃

アルカリ性ボスファターゼ アルポスーN Kind－King変法 〃 日立712他 〃

コリンエステラーゼ Ch・E－N ベンゾィルコリン・COD法 〃 〃 〃

ロイシンアミノ

　　ペプチターゼ
LAP－N

L一ロイシル・P一ニトロアニリド・DAC法

〃 〃706他 〃

総ビリルビン ビリルビンーS ミハエルソン変法 〃 JCAクリナラィザ」他 〃

〃 〃　　－A 〃 〃 〃 〃

直接ビリルビン 〃　　－S 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　－A 〃 〃 〃
〃

尿酸 尿酸一N 直接法 〃 日立706他
〃

〃 ”－ S ウリカーゼ・TOOS法 〃 ”726他
”

カルシウム Ca－S OCPC法
〃 島津CL－12他

〃

マグネシウム マグネシウムーN マグノレッド直接法 〃 JCAクリナラィザー他
〃

日本トラベノール（株）

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

IgA LAS－R　IgAテスト レーザーネフェロメトll一 比ろう法
レーザーネフェロ
　メーター・PDQ

120

IgG 〃　　IgG　　〃 〃 〃 〃 120

IgM 〃　　IgM　　〃 〃 〃 〃 120

補体C3 ”　補体C3テスト ” 〃 〃 120

〃C4 〃　　　〃C4〃 〃 〃 〃 120

トランスフェリン 〃　　トランスフェリンテスト 〃 〃 〃 120

ハプトグコビン 〃　　ハプトグロビンテスト 〃 〃 〃 120

α1アンチトリプシン 〃　α1！一アンチトリプシンテスト 〃 〃 〃 120
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日本トラベノール（株）

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

アルブミン LAS－Rアルブミンテスト レーザーネフェロメトリー 比ろう法
レーザーネフェロ
　メーター・PDQ

120

CRP 〃CRPテスト 〃 〃 〃 120

日本モニター（株）

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

GOT デュラザィムGOT／AST測定用試薬 Henry変法 Rate　Assay
モニターKDAザ，
パラレル　その他 機種により異なる 機樹こよ1撰なる 機葡こより異なる 調整後30日間安定

GPT 〃　／ALT　〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

アルカリ性フォスファターゼ デュラザィムALP測定用試薬 P一ニトロフェニル燐酸法 〃 〃 〃 〃 〃 〃

LDH 〃　　LDH　〃 UV法 〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃 LD卜1測定試薬 AMB－610法 〃 〃 〃 〃 〃

グルコース デュラザイムグルコース測定用試薬 ヘキソキナーゼG6P－DH法 End　Point 〃 〃 〃 〃 調整後3011間安定

〃
ネオクロームII・
グルコース測定用試薬

ネオクロームグルコースオキシダーセ法・ 〃 〃 〃 〃 〃

尿素窒素 尿素窒素測定用試薬 0一フタノレアルデヒド法 〃 〃 〃 〃 〃

直接ビリルビン 直接ビリルビン測定試薬 Jendrassik変法 〃 〃 〃 〃 〃 検体ブランク法

クロライド クロライド測定試薬 SchoenFe｝d　and　Levellen法 〃 〃 〃 〃 〃 〃

総ビリルビン 総ビリルビン　〃 Jendrassik変法 〃 〃 〃 〃 〃 〃

総蛋白質 総蛋白質　　　〃 ビューレット変法 〃 〃 〃 〃 〃

アルブミン アルブミン　　’・ BCG法 〃 〃 〃 〃 〃

カルシウム カルシウム　　　” OCPC法 〃 〃 〃 〃 〃

無機燐 燐測定用試薬 ポリビニルピロリドン法 〃 〃 〃 〃 〃

尿酸 尿酸　” ユリカーゼリンタングステン酸法 〃 〃 〃 〃 〃 検体ブランク法

アミラーゼ アミラーゼ　　　〃 ヨードメトリック・アメリカンモニター法 〃 〃 〃 〃 〃

血清鉄 血清鉄　　　　〃 AMB－610法
’ノ 〃 〃 〃 〃 検体ブランク法

UI　BC UI　BC　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

クレアチニン クレアチニン　　” アルカリ性ピクリン酸法 Rate　Assay 〃 〃 〃 〃

中性脂肪 中性脂肪　　　’・ 酵素法 End　Point 〃 〃 〃 〃

総コレステロール 総コレステロール　　” 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ナトリウム リチウム希釈液 炎光法 炎光法 〃 〃 〃 〃 Na／K同時測定

カリウム 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃



日本モニター（株）

80 測　定　項　目 製　　品　　名 測　定　原　理 測定ノ∫法 適用機種名 サンプル量ゆい 測定回数 価格／1検体 備　　　　　考

血．清コリンエステラーゼ lllL清コリンエステラーゼ測定用武薬 Garry　and　ROuth［芸ミ Rate　Assay
モニタ．－KDAザ・
パラレル　その他 機種により異なる 機種によ順なる 機樹二よ隈なる

マグネシウム マグネシウム測定川試薬 Calmagite　Dye乏丈 End　Point 〃 〃 〃 〃

CO2 CO2測定用試薬 MCP法 〃 〃 〃 〃 〃

酸性フォスファターゼ 酸性フォスファターゼ測定用試薬 チモールフタレィンー燐酸法 〃 〃 〃 〃 〃 検体ブランク法

CPK CPK測’定用」1式薬 R・salki変法 Rat．e　Assay 〃 〃 〃 〃

ヘキスト・ジャパン（株）

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

IgG 抗ニヒトIgG　lllL清一1、N Laser　Nephelometry End　Point
べ…リング，レーサ
ー

ネ》ノェロ　メ．一ター一 40 25回／ml 検体数により異なる
製造：ヘキスト利べ一リング研究所
販売：ヘキストンヤパン林式会社

IgA 〃　IgA　　　〃 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

工gM 〃　IgM　　〃 〃 〃 〃 40 ’ノ
〃 〃

C3c 〃　C3c　　〃 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

C4 〃　C4　　　〃 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

CRP 〃　CRP　　〃 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

アルブミン 抗ヒトアルブミン111L清一1．N 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

α［一アシッドグリコプロテイン 抗α「アシソドグリコプロティンllll清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

ハブ． トグロビン 抗パフ．トグロビン［【i1清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

α2一マクログロブリン 抗α2一マクログロブリン1血清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

アポリポプロティンーB 抗アポ）リポプロティンーBl血L清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

トランスフェリン 抗トランスフェリンlflL清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

アンチトロンビンIII 抗アンテトロンビンlll血清．州 〃 〃 ” 40 〃 〃 〃

αビアンチトリプシン 抗α1一アンチトリプシン【1［［清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

ブイブリノーゲン 抗フィブリノーゲン1｛II清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

o　一

フフスミノーゲン 抗プラスミノーゲンlflL清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

プロトロンビン 抗プロトロンビン血清一LN 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

アポリポプロティンーA アポリポプロティンーALNキット 〃 〃 〃 40 〃 〃 〃

ベックマン・ジャパン（株）

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

AMY アミラーゼテスト試薬 酵素法 Rate　Assay 機種により異なる 機種によ雌なる 米国ベックマン社製



ベックマン・ジャパン（株）

81

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

AMY－DS アミラーゼーDSテスト試薬 酵素法 Rate　Assay
、

機種により異なる 機楓こより異なる 米国ベックマン社製

BUN BUN　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

GLU グルコース　　　　　〃 〃　（HK法） End　Point 〃 〃 〃

T田L トリグリセライド　　〃 〃 Rate　Assay 〃 〃 〃

　　　一コレスァロール 　　一コレス、アロール　　　　　” 〃 〃 〃 〃 〃

CPK CPK　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

LDH LDH　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

GOT GOT　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

GPT GPT　　　　　　　　〃 〃 〃

SVStem－TR，

ABA－100
、ABBOTT－Vp，
Centrifichem

その他

〃 〃 〃

HBD HBD　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

γGT γGT　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALP ALP　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgA 抗イムノグロブリンA〃 レートネフェロメトリー Rate ICS 42 165 〃

IgG 〃　　　　G 〃 〃 〃 42 165 〃

IgM 〃　　　　M 〃 〃 〃 42 165 〃

C3補体 抗C3補体 〃 〃 〃 42 165 〃

C4　〃 抗C4〃 〃 〃 〃 42 165 〃

ALB 抗アルブミン 〃 〃 〃 42 165 〃

ハプトグロビン 抗ハプトグロビン 〃 〃 〃 42 165 〃

トランスフェリン 抗トランスフェリン 〃 〃 〃 42 165 〃

α1一アンチトリプシン 抗α一「アンチトリプシン 〃 〃 〃 42 165 〃

CRP 抗CRP 〃 〃 〃 42 165 〃

アンチトロンビンIII 抗アンチトロンビンIII 〃 〃 〃 42 165 〃

　　　o　　一セルロフフスミン 抗セルロプラスミン 〃 〃 〃 42 165 〃

プロペリディンファクターB 抗プロペリデインファクターB 〃 〃 〃 42 165 〃

べ一リンガーマンハイム山之内（株）

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

GOT 日立自動分析装置用試薬GOTopt GSCC Rate　Assay
　、，706／706D，日．∪’712726

100



べ一リンガー・マンハイム山之内（株）
82 測　定　項　目 製　　品　　名 測　定　原　理 測定方法 適用機種名 サンプル量（μ1） 測定回数 価格／1検体 備　　　　　考

GPT 日立自動分析装置用試薬GPTopt GSCC Rate　Assay ・立；豊跳D 100

LDH 〃　　　　LDHopt 〃 〃 〃 50

ALP ”　　　　　ALPopt 〃 〃 〃 20

CK 〃　　　　　　　CK－NAC 〃 〃 〃 50

γ一GT 〃　　　　　γ一GT 比色法 〃 〃 50

Ca 〃　　　　Calcium OCPC法 End　Point　Assay 〃 20

GOT クリナライザー用試薬　GOTopt GSCC Rate　Assay クリナライザー 50．40

GPT 〃　　　　　GPTopt 〃 〃 〃 50．40

LDH 〃　　　　　　LDHopt 〃 〃 〃 10

ALP 〃　　　　　ALPopt 〃 〃 〃 10

CK 〃　　　　　　　　　CK－NAC 〃 〃 〃 50．40

γ一GT 〃　　　　　γ一GT 比色法 〃 〃 20

Ca 〃　　　　　　　　Calcium OCPC法 End　Point　Assay 〃 10

BUN 自動分析装置用試薬BUN 酵素法 Rate　Assay 日立706／706D
クリナライザー

T－CHO モノテスト，（R）・コレステロール 〃 End　Point　Assay
日立706／706D，712
クリナライザー 各種自動分析装置

Glucose オートパック⑱A・グルコ＿ス 〃 〃 日立706706D
　　712726

〃

TG オートパック⑪・新トリグリレイト 〃 Rate　Assay 日立706／706D，712
クラナライザー

〃

IgG Jina－quant⑧lgG 免疫比濁法 Fixed－Time LKB－8600，ABA－100
Centrifichem，Gemsa

IgA 〃　　　IgA 〃 〃 〃

IgM 〃　　　IgM 〃 〃
〃

（株）ヤトロン

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

NEAA mci　NEFA－E（color） AqS－ACO比色法 END　POI　NT ブ託クリート方式 　　　　　　　　　　　　　・日立，東芝，オリンパス，島津テクニコンなど

〃 mci　NEFA－E（UV）701－251 ACS　UV法 END　POINT
（1液法） Fast　Analyzer ABA，セントリフィケム，

ジェムナイ，COBASなど

AMY アミラーゼ測定用試液 酵素法 RATE　ASSAY
ζ託クリート方式 日立，東芝，オリンパス，島津1

日本電子，テクトロン，テクニコン

GOT イアトローHA705　GOT UV・RATE法 RATE 日立705 15 400

GPT 〃　　　　GPT 〃 〃 〃 15 400

LDH 〃　　　　LDH 〃 〃 〃 10 400



（株）ヤトロン

83

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

HBD イアトローHA705　HBD UV・RATE法 RATE 日立705 10 400

ALP 〃　　　　　ALP P一ニトロフェニールリン酸基質法 〃 〃 5 400

LAP 〃　　　　　LAP LロイシノレP一ニトロアニリド基質法 〃 〃 10 400

γ一GTP 〃　　　　γ一GTP rグルタミノレP一ニトロアニリド基質法 〃 〃 10 400

CPK 〃　　　　CPK UV，　RATE法 〃 〃 20 400

Ch・E 〃　　　　Ch－E △PH法 〃 〃 20 400

T－CHO 〃　　　　T－CHO 酵素法 END 〃 5 400

F－CHO 〃　　　　　F－CHO 〃 〃 〃 10 400

TG 〃　　　　　TG 〃 〃 〃 5 400

PL 〃　　　　PL 〃 〃 〃 5 400

TP 〃　　　　　TP ビュウレット法 〃 ” 8 400

ALb 〃　　　　　ALb BCG法 〃 〃 8 400

クレアチニン 〃　　　　CRE Jaff6法 RATE 〃 20 400

BUN 〃　　　　BUN Urease－UV法 〃 ” 5 400

UA． 〃　　　　UA 酵素法 END 〃 10 400

TTT 〃　　　　　TTT 肝機能研究班標準法 〃 〃 8 400

ZTT 〃　　　　　ZTT 〃 〃 〃 8 400

T－BiL 〃　　　　T－BiL Jendrassik法 〃 〃 10 400

D－BiL 〃　　　　　D－BiL 〃 〃 〃 10 400

GLU 〃　　　　GLU HK・G－6PDH法 〃 〃 5 400

Ca 〃　　　　Ca OCPC法 ” 〃 5 400

和光純薬工業（株）

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

Alb アルプミンーAR BCG法 End　Point
日立716，706／706D，
712，726，東芝TBA－880

〃 BCG溶液一AR 〃 〃
日電クリナ，オリンパス

ACA

ALP アルカリ性ホスファターゼーAR Kind－King変法 〃
日立716，706／706D

726，オリンパスACA

AMY アミラーゼーテストワコー ヨードデンプン比色法 〃

日立716，706／706D，

726，日電ク11ナ，

BIL ビリルビンーAR Jendrassik－cleghorn法 〃

日立716，706／706D，

726，日電クリナ，



84

和光純薬工業（株）

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

CA カルシウムーAR OCPC法 End　Point
日立716，706／706D，
712，726，日電クリナ

T－CHO コレステロールC－AR 酵素法 〃
日立706／706D，オリ

ンパスACA，東芝

〃 〃　　　C－AR　II 〃 〃
日立712，726
日電クリナ、島津CL

F－CHO 遊離コレステロールC－ARII 〃 〃
日立712，726
日電クリナ，東芝TBA

CREA クレアチニンーAR Jaff6法 〃 日立716

CPK CPK　UV－AR Oliver変法 〃 〃

FE Ee－AR TPTZ法 〃
日立716，706／706D、

726、東芝TBA－880

γ一GTP γ一GTP　C－AR 千。忽㌘爆N震㍑羅 〃
日立716，706／706D、

712，726，オリンパス

Glu グルコースーAR 酵素法 〃
日立706／706D，716
オリンパスACA，東芝

〃 〃　　－ARII GOD一ムタロターゼ法 〃
日立712，726，日電ク
リナ，島津CL－12

LAP LAP－AR
L一ロイシノレP一ジエチルアミノ
アニリド基質法

〃

日立716，706／706D，

726，オリンパスACA

β一LIP β一リボ蛋白B－AR 免疫比濁法 〃 日立716，726

〃 〃　－AR ヘパリン・カルシウム比濁法 〃
日電クリナ
ォリンパスACA，東芝

NEFA NEFAGAR ACS－ACOD法 〃

日立716，706／706D，

726，東芝TBA－880

P 無機リンーAR モリブデンブルー法 〃
日立716，706／706D，

712，726，日電クリナ

PL リン脂質B－AR 酵素法 〃
日立716，706／706D，
712，726，日電クリナ

TP 総蛋白一AR ビウレット法 〃
日立716，706／706D，

712，726，東芝TBA

〃 ビウレット液一AR 〃 〃 日電クリナ，オリンパ

ZTT クンケル液 〃

日立716，706／706D、

712，726，島津CL－12

TTT チモール・トリス緩衝液 〃

日立716，706／706D，
712，726，島津CL－12

TG トリグリセライドG－AR GPO－P一クロルフェノール発色法 〃

日立716，706／706D、

712，726，オリンパス

UA 尿酸C－AR 酵素法 〃

日立冗6，706／706D，
712，726，オリンパス

〃 〃　－AR Folin変法 〃 日立716，日電クリナ

UN 尿素窒素C－AR ウレアーゼ’インドフェノール変法 〃

日立716，706／706D，

712，726，オリンパス

Mg マグネシウムーテストワコー キシリジンブルー法 〃 日立712，726

ALP アルカリ性ホスファターゼ扶ARII p一ニトロフェニルリン酸基質法 Reaction　Rate
日立706／706D，712，
726，日電クリナ，東芝

CHE コリンエステラーゼAR △pH法 〃 日立716，706／706D，

〃 コリンエステラーゼC－AR ヨウ化ブチリルチオコリン基質法 〃

日立712，726，日電ク
リナ，東芝TBA－880



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

CREA クレアチニンーAR Jaff6法 Reacnon　Rate
日立706／706D，712，

日電クリナ，東芝

CPK CPK　UV－AR Oliver変法 〃
日立706／706D，712，
726，日電クリナ，

GOT・GPT トランスアミナーゼUV－ARIII UV法 ”
日立706／706D，712，
726，日電クリナ，

LDH LDH　UV－AR 〃 〃 日立706／706D

〃 LDH　UV－ARII Wr6blewski－La　Due法 〃
H立712，726，日電ク
リナ，東芝TBA－880

γ一GTP γ一GTP　B－ARII τグルタミルーp一ニトロアニリド基質法 〃
ll立706／706D，726，
712，東芝TBA－880

LAP LAP－ARII L一ロィシノレ官ニトロアニリド基質法 〃

B立706／706D，712，
726，日電クリナ，，

α一HBD α一HBD　UV－ARII Rosalki－Wilkinson法 〃
日立706／706D，712，
726，日電クリナ、

Fe Fe－AR TPTZ法 〃 日電クリナ

TG トリグリセライドUV－ARIV 酵素法 〃 〃

UN UreaN　UV－AR 〃 〃
島津CL－12
日電クリナ，東芝

Alb アルブミンーHAテストワコー BCP法 日立705専用 500

ALP アルカ11性ホスファーHAテストワコー p一ニトロフェニルリン酸基質法 〃 500

BIL ピリルピンHAテストワコー Jendrassik－Cleghom法 〃 350

CA カルシウルーHAテストワコー OCPC法 〃 300

CHE コリンェステラーゼHAテストワコー ヨウ化ブチリルチオコリン基質法 〃 400

T－CHO 総コレステロールーHAテストワコー 酵素法 〃 500

F℃HO 遊離コレステロールーHAテストワコー 〃 〃 100

CPK CPK－HAテストワコー Oliver変法 〃 100

CREA クレアチニンーHAテストワコー Jaff6法 〃 400

Glu グルコースーHAテストワコー 酵素法 〃 500

GOT GOT－HAテストワコー UV法 〃 500

GPT GPT－HA　　　　〃 〃 〃 500

γ一GTP γ一GTP　C－HA　　　〃
γ一グルタミ戊レp－N一エチ塩Nヒドロキシエ

チルアミノアニリド基質法
〃 170

α一HBD α一HBD－HA　　　　　　〃 Rosalki－Wilkinson法 〃 100

LAP LAP－HA　　　　〃 LロイシルーP一ニトロアニリド基質 〃 500

LDH LDH－HA　　　　　〃 Wr6blewski－LaDue法 〃 500

Mg マグネシウムーHA　　” キシリジンブルー法 〃 200



和光純薬工業（株）
86

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

NEFA NEFA－HAテストワコー ACS－ACOD法 日立705専用 80

P PHA　　　　　　　〃 モリブデンブルー直接法 〃 350

PL リン脂質一HA　　” 酵素法 〃 100

TG トリグ11セライドーHA　” GPO－MEHA法 〃 500

TP 総蛋白一HA　　　　〃 ビウレット法 〃 500

UA 尿酸一HA　　　　〃 酵素法 〃 250

UN 尿素窒素一HA　　　” 〃 〃 300

AMY アミラーゼーHA　　〃 ヨードデンプン比色法 〃 50

ZTT クンケル液　　　　〃 〃





・・

國lseeAa・tアーンスト・ハンセン商会

　　神戸市中央区小野柄通7丁目1番18号（三ノ宮ビル北館）　TELO78－251　－3911代

　1949年にドイツ人故アー一ンスト・ハンセンにより神戸に創、：tlされて以来，

欧米の先進技術を日本市場に紹／」yiし，ユーザーと一体となってアプリケー

ションを開発することをモソトーに，医療器械，及び理化学機器の判111商

社として，斯界に堅実な地位を築いてまいりました。

　営業部門スタッフは理工学人ド者で固められており，全員，セールスエン

ジニアとして，神戸本社，東京，名占屋営業所を拠点として，日常の活動

に勤しんでいます．毎年　本社サービスショッフ，及び研究室で，海外か

ら派遣されるエンジニアによる技加指導は勿論，日本からの海外派遣を定

期的に行ない，技術研修情報収集等に，万全を期しています，

　主な輸入品目（臨床検査機器分野）

　西独エッペンドルフ社■θ生化学全自動分析装置，自動炎光光度計，分光

光度計，クロライドメーター，微Ill二高速遠心器，ダイリューター，ピペッ

ト等⊃

　西独工・シュヴァイラー社⇒lfll液ガスーpH　電解質測定装置，全自動

llll液ガス測定装置

　米国バーンステッド社⇒逆浸透装己，イオン交換装置，蒸留器

　米国ラウダ社⇒低温循］5‖恒温槽，高温循環恒温槽，サーモシェーカー

　米国サイエンテック社⇒電J’・天秤

　スイス・ハモ社■θ全1’1動ガラス器具洗浄器

　西独エスァンドェス社⇒電気泳動膜，メンブランフィノしター，濾過用加

圧ハンドホンフ，核酸・蛋自研二究用ブイルター

東京営業所東京都港区虎ノ門2丁目3－22（秋山ビル）

　　　　　　　TEL．（03）502－5267㈹

名古屋営業所　名古屋市千種区内山3丁目10番17号（今池セントラルビル）

　　　　　　　TEL．　（052）732－2236

エッシュワイヤー
全自動微量血液ガス測定装置
MT－A　100

　西独Eschweiler　iliの技術陣が開発した全自動化の1rl1，液ガス装置です

サンプル量は僅か80μ／で集中式大型デジタル表示が，日付，患者番号

から，9つの測定値，さらに，最終診断結果までの全情報を提供します

（POz，　PCO2，　Pit，　Temp，　B．E．，　HCO轟ct，　HCO3st，　COztot，　SO2，　di－

agmosis）

〈特長〉

　高度の安全設計　　　　．一一211」間毎の自動2．［Sll較正　一30分問毎の自動

1点較正。－8分間毎の自動1，1∴dl交il・1（ガスのみ），－1’1動エラー表示機

構、、

　簡単な装作性　　　　　　　キー・ボードとの対。刮∫式による簡単なイ

ンプット。一集中大型デジタル表示。一サンフル自動吸引システム　ーl／

動洗條機構。　試薬レベル表示。　測定結果は，必要な枚数だけフリント

アウト，

　高性能・低操作コスト　　ー微Ill：測定システムにより，使川式薬は最小

限度、一患者体温への温度補一ll・1もワン・タッチ、

　仕様・寸法

　竜源100V，50／60Hz　・丁法70×40×50cm　l議｛：3（）Kg
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　旭硝r・株式会社は，総合化学会社としての技術蓄積および永年の臨床検

査機器の取り扱いにより得たノウ・ハウを生かし，このたび独特の検出方

式を採川した全自動lriL液凝固測定装置をはじめとして，1波長／2波長多

項目光度計，シングルチャンネル自動分析装置，緊急川生化学自動分析装

置を開発致しました。

　　〔取り扱い商品〕

　　　■全自動｜ill液凝1・1輌1測定装置　（AUTO－CLOT）

　　　　　・サンフリングから測定結果のフリントアウトまで，全自動で

　　　　　　測定します、、

　　　　　・検体Ill：はPT，　APTTで30μ1，試薬｝｛｛：はPT，　ApTTで60μ／、

　　　　　　FIBで30μ1と微量で行います，，

　　　　　・独特の検出方式により，全1∬Lでの測定がiiJ一能です。

　　　　　・マイコンを内蔵させ，取り扱いが簡単です、，

　　　■緊急用生化学自動分析装置

　　　　　・12項目を全自動で測定します。

　　　　　・レートアッセイ／エンドポイント両ノ∫の測定が可能です。

　　　　　・㌧田目ラックにサンプル，キューベット，試薬を置くだけで準

　　　　　備は完了するので，取り扱いが非常に簡単になりました。

　　　■シングルチャンネル自動分析装置　（PRECEDE）

　　　　　・サンプリングから測定結果のブリントアウト，キューベット

　　　　　の洗浄まで全自動で行います。

　　　　　・240検体／時間の処理能力を有しています。

　　　　　・他分光計との接続も可能であり，自動分析装置となります。

　　　■1波長／2波長多項目光度計　　（RADUS－ll）

　　　　　・1波長／2波長の両方の測定ができます、，

　　　　　・測定波長，スタンダード値を40項日まで、i隻定，記憶させるこ

　　　　　　とができるので，面倒なダイヤル操作を必要としません．，

　　　　　・720検体／時間の処理能力を有しています、

全自動血液凝固測定装置

AUTO－CLOT
本装置は新方式の測定原理を採月ヨすることにより，通常のlr［L漿だけでなく，

濁度の高い血漿や全lll［でもrlFli精度の測定が可能になりました，しかも，検

体量および試薬1｛：は通常の％以・ドしか必要としない全白動ll‖液凝い1測定装

置です，

〈特長〉

・ PT，　Al）TT，　FIB，　トロンボテストなどを全自動で測定

・ 通常のll｜1．漿だけでなく，濁度の高い⊥血漿や全」1▲Lでも高精度の測定が11∫能

　です。また，試薬の濁度変化の影響も受けません。
・ 検体使用lil：は，　PTやAPTTで30Lt　eと微量ですみ，試薬の使用Illlも人

　幅に節約できます、，

・検体の自動希釈機構を備えていますので，FIBの定Ili：がJl・1確かつ迅速に

　行なえます、、

・ 測定に用いる円盤（反応トレイ）は自動的に供給・排出されます，また，

　繰返し使用できますので検査コストを低減します。

・マイクロコンヒュータを内蔵させ，随所に使い易さを折り込みました．）

　検L9：線データも永久記憶し，データ処理も容易ですn



90 株式会社アナリィティカル・インスツルメンツ

T191東京都日野市南平3－21－13 TEL　O425－93－0303

　株式会社アナリィティカルインスツルメンツは，社名に示す様に，分析

機器の開発製造を主業務とし，種々の分野の提携販売会社の販売網を通じ

て，下記の分析機器を提供しております。

　検体検査関係

　●全自動lt［L糖分析機　グルコローダーS　　（シノテスト販売）

　●超微量サンプル血糖分析機　グルコローダーC　（シノテスト販売）

　●高速全自動lfiL糖分析機　グルコローダーH　　（シノテスト販売）

　●半自動グルコーヌ、分析機　S－80

　●半自動コレステロール分析機　S　80C

　ガス分析関係

　●総合II乎気ガヌ、分析装置　TRAS

　●全自動代謝分析装置　MGR－1100　（日本光電販売）

　●高速応答CO2分析計　RAS－41

　●高速応答02分析計　RAS－31
　●保育器用02計　POD－210　A　（トーイツ販売）

　●保育器用02計　POD－500　（トーイツ販売）

酸素電極シリーズ

　既に，多くのユーザーで御使用戴いています全自動【1］1糖分析機グルコロ

ー ダーSを始めとする，酸素電極による分析機は，⊥（IL糖、尿糖分析，コレ

ステロール分W等に，高特異性，高精度のデータと，簡便かつ高速な処理

を可能にします、

　全自動lrlL糖分析機グリコローダーSの姉妹機として，幅広いニーズに応

えるため，新しく，ヘマトクリットキャピラリーチューブからサンプリン

グできるグルコローダー一　C，高速化され処理能力が180～200検体／時のグ

ルコローダーHの2機秤か加わりました。
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日アポeyト株式会社
〒105東京都港区虎ノ門3－8－21　　TEL　O3－437－3911

　アボット株式会社は，米国アボット・ラボラトリーズ社，100％出資の日

本法人で昭和52年8月に設立されました。アボット・ラボラトリーズ社は

1888年に設立され，健康管理に関する幅広い製品群の他，畜産衛生，農業，

化学関連製品群を国際的規模で，開発，製造，販売している米国の主要製

薬会社です。

　アボット株式会社は，本社の他国内に5ヶ所の営業所を持ち，日本全国

の医療施設に，最新の技術によって開発された機器，試薬をできるだけ早

く紹介することにより，臨床検査の自動化と迅速化に貢献しています。

　アボット製品はすべて，トータル・システムとして機器および試薬，消

耗品を同時に開発，製造し，　’括提供することによって信頼性を最終結果

まで総合的に向上させるべく努力しています。

　当社の基本姿勢は，十二分に活用される商品を提供し，常に最高の状態

で作動しつづけるよう援助することです。このために技術部は，定期保守

点検，故障修理，出荷検査とハード面からのサービスを行い，テクニカル

・ サービス・レプレゼンタティブ（TSR）と呼ばれるグループは臨床検

査現場における使用上の問題解決に役立っべく努力しています。

　当社は，生化学検査自動化の分野で出発しましたが，今日までの知期間

に4つの分野における製品群の販売・サービス活動を行っています。

◎生化”了：自動化製t；nil　ABA－100，　A　B　A－200，　ABBOTT　VI），

　　　　　　　　　a－gent。式薬

◎細菌検査自動化製品一一ms－－2クリニカル，　ms－2リサーチ

◎lrll汀※杉tク亡自重力fヒ膓2　fhl　　rN　DC－500

◎試薬・機器一一CE．＼－EIA，オースサイム，ロタザイム，フェリサイム

　　　　　　　オーセル

　　　　　　　Qtiantun｜　1

生化学自動分析装置

ABA－200

概況一一ABA－200は，アポ・・ト社独白の開発による二波長測光法を用い

ルーチン検査，EIA検査，緊急検査に適した自動分析装置です。

カセットテープには，22項目の測定方法が既にプログラムされており，

また，ユーザテストとしてさらに65項目が入力できます。測定項目を選び

ますと，測定条件が示めされ，検体セットの順序を指定します。

幅広い応川性をもつ分注システムと，アボット社独自の開発による試薬の

組合せにより，グリコヘモグロビン，T，1，　T：「アップテイク，免疫グロブ

リン等，自動化の難かしかった項目も，自動化が可能となりました、

特長　簡単な操作で高い処理能力（180検体／時）

　　　コンバクト設計（61×64（・m）

　　　超微Illlサンプル（1．25～25μμ

　　　広い応用範囲

　　　EIA用logit変換プログラム内蔵

　　　粘度管理プログラム内蔵



92 ▲A難芦拓裟三門三7
T102　東京都千代田区飯田橋4－8－7　TELO3－265－4261

当社は，昭和26年1月の創、ヒ以来一川して医療機器および理化学機器の輸

入販売を主とする馴”｜商社として米国はじめ欧州各国より新技争／jや新製品

を1丁入し業界のパイオニアとして広く国内に紹介してまいりました．

創、ン1時，米国から麻酔ガスを｛吏用した全身麻酔装置を戦後いち早く我か川

に．，入して新しい分野を開拓し，また病院での酸素，笑気ガス等の需要か

増加するに従いセントラルパイピングシステムの技術を米Llllから導入して

麻酔や酸素療法での飛躍的な発展に寄与してまいりました。

昭和30年代初期に各病院で中央検査部門か設置されるや」llL液検査の日動化

としての生化学自動分析装置や自動lrll球計算器の導入に努め，またRIの利

用技術の向上に従い各種放射線測ラセ装置を率先して輸入し，その他にも欧

米各国から世界的に著名な多くの診断，治療用機器や分析機器を導入して

医療・理化学の分野での幅広い業務を行なう専門商社としての基盤を染く

ことができました。

現在では人工腎臓や人工心肺装置遊中心とする人1臓器，高度のエレクト

ロニクス技術を応用した検査，診断，治療装置，ディスポーザブル器具，

検査試薬，基礎生化学分野を対象とした研究用装置，プロセス分析機器を，

中心とする一般分析装置等と扱い製品は多岐にわたり，顧客層も一般開業

医から大規模病院，大手民間企業までと広く，業務は益々拡大の一途をた

どっておりますn

当社は，業務の拡大に伴い世界各国のメーカーとの技術情報の交流を深め

社員のレベル向ヒに努めると共に，全国各地の支店，出張所，サービスス

テーションの強力化を進めており，また世界各国のメーカーから顧客まで

の流通におけるコヌ、トおよび時間的短縮によるサービスの完壁化をはかる

等多くの問題に私極的に取り組んでおります。

バイテックAMS
AMS120
AMS240

自動細菌検査装置

　八MSは，米国マクタネル・ダグラス社か宇宙開発用としてNASAに

提案した細菌検出器をさらに臨床検査用に改良した最新の細菌検査システ

ムて’す、

　AMSではバイテ・ク社独自の画期的なティスホーサブルカードを使用

し圭す。カードの各々のウエルにはj；め凍結乾燥されたif々の培地か入れ

られています．技術者は希釈検体を充愼装置でカードに抜↑・1するだけです

その後，ii，丘’u冗み取り一トlj定は全て自動処理され損ll定終J’と同時にテー

クをフリントアウトします，、

　このカードシステムにより，操作は著しく簡略化され，同時に多数検体

（120または240カード）処理でき，迅速で粘皮の高いデータの提供が行えま

す

〈測定項目＞

1）尿中細菌の同定・〃Lil［　　2）腸内細菌の同定

3）イースト菌の同定　　　　4）グラム陰性菌一般感受コM・テスト

5）大腸菌感’受性テスト　　　6）MIC値測定

蟻画■

㌻プ”書
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　Alokaとは古代インドの言葉（サンスクリット）で「光明」という意味です。

　当社は，昭和25年株式会社医理学研究所として日本無線株式会社の全額

出資により，同社の医療部門を継承して現在の日本無線三鷹製作所内に創

立。8年後の昭和33年，社名を株式会社日本無線医理学研究所に変更。更

に51年，アロカ株式会社に改めて現在に至っている。社長・真島鉄柱、資

本金・6億円、従業員・600人。

　当初は超短波治療器，ラジオナイフ，蓄放式エックス線装置などの医用

装置を主製品として医療機器業界に進出。昭和29年放射線測定器部門を新

設，国内で初めてデカトロンを使用したGMスケープを開発して以来，低

バックグラウンド放射能測定装置，放射能自動測定装置　ラジオペーバク

ロマトグラフなどの各種放射線測定器を他社に先がけて相ついで製品化し

放射線計測器業界に進出。昭和33年には，腎機能検査用レノグラム装置，

シンチレーション走査診断装置などの核医学装置を完成。そして昭和35年，

悪性腫瘍の早期発見を主目的とした超音波診断装置を諸外国に先がけて完

成，現在ME機器の主力製品でもある超音波診断装置による超音波診断の

基礎を確立，後に世界で初めて電子走査形超1’s’波診断装置を開発し，第18

回日本医学総会に展示。昭和47年にはマルチモードスキャナ・オートウェ

ルガンマシステム，モニタリングカーなど数多くの新製品を開発し発売。

　また昭和49年からは，日本無線株式会社に委託していた当社製品の輸出

業務を，当社輸出販売体制の充実に伴ない，12月より直接輸出業務を開始し，

以後貿易部の設置とともに好調な伸びをしめす。昭和52年には米国オハイ

オニュークリア引．とエックス線CTの販売に関し，日本総代理店契約を締

結，翌1昭和53年には伊豆大島近海地震の前兆を当社ラドン測定器がキャッ

チ，話題を呼びました。そして昭和54年創立30周年を迎え，全国各地で創

、ン：30周年展を開催したことは周知のとうりです。当社は‘’常に時代のニー

ズに合った機器の開発”をモットーにして，社名どうり，技術革新という

アロカ「光明」をこれからも求め続けていきます。

5デテクタオートウェルガンマシステム

ARC－600シリーズ

　AlokaARC－600シリーズは，「司時に5本の試料測定ができる高能率のマ

ルチホール式全自動オートウェルガンマシステムです。ARC－600シリー

ズのデテクタには，試料の測定を一様にするため，十分吟味した高感度の

ウエル形デテクタを使用していますが，どの測定ホールでも同じ結果を保

証します。

　ARC－600シリーズには，データ処理装置など各種周辺機器を用意、して

いますので，目的に合わせた合理的なシステムを実現できます。

特長：1。高能率システム　ARC－600シリーズは，同時に5本の試料が測

　定できるので，1分測定の場合，毎時250本以上処理できる。2．感度補正

　機構を内蔵　1本の標準試料を置くだけで，自動的に5本のデテクタの

　感度合わせが行えるので，どの測定ホールでも同じ結果が得られる。3．

　試験管の形状，・r法に対し高い融通性を待つ　RIAで使われる試験管は，

　試薬か試薬提供メーカにより違いますか；ARC－600シリーズはいろいろ

　な形状，寸法のものに広くこたえられるよう考慮しています。4．RIA－

　Nllmberを採用　測定条件の各項目がグループごとに完全に独立設定で

　きる。5．Al・ka独自のラック／パレットシステムを採川，省力化に役立

　ちます。



9、株式会社井内盛栄堂
セフティーキャビネットユニット　3型

〒530大阪市北区天満4－10－15　TEL　O6－356－1561

　試薬瓶をガッチリガードの安全保管を約束します。万一に備え瓶類を一

本毎に，しっかりガード出来る装置を持ち，しかも’ピ常の出し入れにはワ

ンタッチで何ら支障なく便覧で，整理し易いキャビネットです。その上に

安全ロック装置も付いています。

　・外付　　　455×600×750

　・附属品　　トレー　6枚

　　　　　　ホルダー　6枚（6種）

　　　　　　スプリング　4本

　　　　　　仕切板　12枚

　　　　　　固定金具　床用2重2用
　’N－lttt　　　　SUS304

　　ぐ　　

織亮

ミ1麟辮糠び
ミ｝、＜灘
ミ㍉麿薫轍

繍
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会社概要

　設　　立：昭和47年4月

　資本金：1億円
　株　　　主：伊藤忠商事株式会社

　伊藤忠データシステム株式会社は，昭和47年4月発足以来，コンピュー

タ・ユーザの皆さま方のこのようなご要望にお応えして，内外の各種コン

ピュータ・システム，特に医療情報処理システム及び周辺端末機器，ある

いは産業用エレクトロニクス・システム，事務合理化機器の販売等，さら

に最近では，データ処理と文書処理をドッキングしたオフィス・オートメ

ー ション・システムを提供するなど，幅広い分野で豊富な実績をあげて参

りました。

　当社では，ハードウェアのみならず，洗練されたソフトウェアを，ゆき

とどいた技術サービスとともに，ユーザの皆さまのお手もとにおとどけし

ております。

主な業務部門

　医療情報処理用コンピュータ部門（WANG医療情報処理システム）

　病院窓ロシステム（患者登録／外来窓口／入院窓口／収納未収納／Fl報

　／マスター登録各サブシステム）

　保険請求システム，各種在庫管理システム，病院事務シヌ、テム，医療情

　報サービスシステム，診療計画システム，薬剤処方システム，臨床検査

　システム，病歴管理システム，給食管理システム，医療統計処理システ

　ム，その他。

　その他の部門

　技術計算用コンピュータ部門，t｝1務用コンピュータ部門，オフィスオー

　トメーション部門，産業用応用システム部門，OEM部門。

WANG
LABS

臨床検査情報処理システム

特

1．

2．

3．

4．

5．

　長

柔軟性に富んだWANGコンピュータにより，システムの規模・目的

に応じた最適の構成とすることができます。

操作は全て会話形式で運用され，誰にでも簡単に操作できるため，専

任のオペレータを必要としません。

コンパクトな設計のハードウェア構成のため，場所をとらずどこにで

も設置できます。

検査項口数や検体数の増大に簡単に対処できる周辺装置群とソフトウ

エアを用意してあります。

拡張性に富み，ホストコンピュータと結ぶことによって、総合的な病

院情報システムを構築することができます。

ソフトウェア

　　検査受付／検査台帳作成／検査ラベル作成／ワークシート作成／

　　検査結果オンライン入力・オフライン入力・手入力／各種報告書作成

　　／検査結果問合せ／検査もれチェック／検査データ蓄積／日・月報作

　　成／精度管理・統計処理／南求書作成／各種マスタ・ファイル修正。
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　○●●

：6ぷ：：エイ・エッチ・エス・ジャパン株式会社
●°！！言゜°　　　　　　　AHS／Japan　CorPoration
〒107東京都港区赤坂1丁目9番13号（三会堂ビル）TEL（03）585－3537（代表）

　アメリカン・ホスピタル・サフライ・コーポレーシー〕ン〔AHSC）は，

1922年に設立され，半世紀に渡る豊富な経験と技術・↑1：新により今日では最

新の医療機器と優れた医療サービスを提供できる，世界有数の総合医療企

業です。

エイ・エ・チ・エス・ンヤハンはアメリカン・ホヌ、ヒタル・サプライ・コ

ー一 ホレーションの∫一会社として設、ヒされた日本法人でAHSCの保有する

一 連の医療機器ならびに世界各川の，より優れた画期的製ll6を市場にお届

けすることを，その使命としております、，

〈主要理科学機器製品〉

●1111．液検査

　全自動10L液凝1，iil測定装置（，A，　（JTO－FI），　IAI液凝固線汗ミ測定装置

　　（プロトパスシステム），自動llll球計数装置（bak（ti’7000）全lll川川小

　板計数装置（bake｝’810），Irl1小板1疑集測定装置（c－400，　c－440）

●生化学検査

　遠・L・方式生化学自」リリ分析装置（COBAS　BIO）、イオン冠極法

　電解質測定装置（NOVA　1、2，3，4，5）
●llll清検査

　レーザーネフェロメーター一（baker　4L？O），IAL　Vi検査用t1　i，1遠心4ξil～1

　　（イムヒュージ）

●輸血検査

　クームス試験自動装置（C－7M）
●1病理検査

　ミクロトーム？S・董・F．

●その他

　アルコノ・／クス社製各種洗剤

全血血小板計数装置
baker810

　baket・810全血∬11小板計数装置1ま，わずかIOpteの全1111あるいは，　PRL）で

lllレj・板計数，　lll同・板の大きさ，山1小板分布を同｝時に測定する装置ですc

〈特長〉

●全lll｜により【llレJ・板計数，大きさ及ひ分布を同時に測定します

●拡大計数回路により，低い範囲のIEIIψ’な計数ができます。

●流体力学的自ψ力焦点法を利用していますので検体のつまりなどの心配

　がありません、

●自動自□診断テス1・及び誤動作検、川フログラムを備えています、

θ拮前に赤lr1山1く数を計数する必要はありません。

●PRPも全【lll検体と同じく／l↑1単に1］’　［’数できますt．

●緊急検査用に24時川待機モー一ドかあります、，

●一一時間あたり60検体以トの1，卜数かできます

●lrH小板分イ1∫〃）指↑ll｜！としてt／）MODI・：，　MEDIANが日動的に1汁算されま

　す、、



♂栄研化学株式会社
〒113　東京都文京区本郷1丁目33番8号　TELO3・一・813－・5401
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臨床検査19，
　　　　　　　　医療の大きな支え。

　今日の科学技術の進歩は，私たちの生活環境に大きな質的変化をもたら

してきました．ことに臨床医学に与える影響は著しく，疾病の変遷か追従

するなかで，医療ニーズの拡大とともに臨床検杏の役害i」かますます和要に

なってまいりました、

　当社は昭和ユ4年に創、ヒ以来，伝染予防の一助に端を発し，今日の臨床検

査領域にいたるまで…⊥根してバ断試薬の独創的かつ着実な研究・開発・生

産に真摯な努力を重ねてまいりました「／p後ともこの姿勢を日き，常に
“

人＝患者”のこノ1場にたって診断と治療ノ∫針のikじに欠かすことのできな

い臨床検査用試薬の本質を極めてまいりたいと考えております，

●自動分析用試薬

く販売品目＞

　GOT，　Gl）T，1．1）H，＼1－P，　ChE、　CPK31．AP，ノ’－GTI・，

　α一．HBD日，　GL－U，　Tl）、　ALI3，　BUN，　LJ　A，　CRE，　T＿

　BII．　D－BH．，　ZTT，　TTT，　T＿CHO，　F－CHO，　TG、

　BI．，　Ca，　AMY、　PL，　AcP，　IP，　Mg．

・適月J札千「♪

　日　、：tl　（400，　500，　706，　716、　7L6，　712，　｝

　日本電Jt－（JCA：HA・MS・US，　SI　6，　VS　IOO），　SM八（12’60）セン

　トリフィケム，ロトケム，日本光電〔ジェムナィ，ジェムサ・ク1，ア

　ポ・・1・（ABAIOO，　Vl））、利康（IL－MCA），，＼HSジヤハン（COB！IS－

　BIO），　LKB㌧てノークII），　メ↓∴と（TBA360，’FBA880），　ll5i1｝：（CL－12）‘

●自動分析機器

　グ／しコセンサ…（全〔｜動1］’11糖i｝1lj定装置），　LFA〔BLF用：l／£k濁度p川

　デノしタ1川0システム・分光光度dコ

全自動血糖測定装置
　　　ロ

5鵬口也■学■
無理のない高速処理が可能な…
　　　　　　2チャンネル方式

●ユニークな2チャンネル方式です

　酸素電極2本の組込みにより，200検体／1時間の高速処理が実現，1チ

ャンネルのみの使用時（100検／本／1時問）には，もう一一方のチャンネルが

トラブル時に備えて待機しますL／

●マイコン内蔵でコンピュータ接続が可能です。

　システムのコントロール，cV判定，曲線補正，自動ブランク補正，各

種アラーム判定を始め，多項目自動分析装廿とのデータの受渡しもマイコ

ンか引受けます、、

●全自動測定とマニュアル操作

　式薬，標準液，サンプル等をセットし，，2～3のボタンを押すたけで，

標準液による校正から測定結果のフリントアウトまで測定を全て自動的に

行います、、また，i三な部分操作をマニュアルで独立作動できます、、

●試薬は，グルコセンサー専用試薬GLザイムーGS“栄研”をご使用下さ

　い○

ミ。、

鶏
ミベ・
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★

★

★ オリ7「｝理研株式会社
　　　　東京都．、北区西ケ原2－41－17
R／ON　TEL（03）917－0452㈹　　　　　　●1　14

●会社概要

設立年月

　　昭和47年5月
事業内容

　　理科医科学機械器具の製造販売。

営業品目

　　●浸透圧計（オズモトロンー10）

　　●電気泳動装置（ポリアクリルアミドゲル，ゲルデイスク，電源他）

　　●カップクリナー

　　●試験管クリナー

　　●分注器（モルトロニックディスペンサー）

　　●微量ピペット（マイクロピペット，フローピペット，ミューピペッ

　　　ト，ミューマイクロン）

　　●フラクションコレクター

　　●撹r半装置（マグネチックスターラー，ミキサー，）

　　●サンプルカップドライヤー，他

デジタルミクロオズモメーター

OSMOTRON－10
特長

●微量のサンプル50～100μ／で測定可能。

●電子冷却方式の採用により冷媒，水冷は不要。　（氷点降下法）

●測定時間は，僅か（2分間）でオズモル単位直読，ホールドプリントア

　ウト方式。

●コンピューター制御で，ピーク値をホールドし，デジタル表示，及び，

　プリントアウトされる。

●検量線自動補正方式。

仕様

　寸法　21cm×25cm×27cm（h）

　重量　9kg

　電源　　100V　80VA　50～60Hz

　測定範囲　0～2000mosM／kg

鐘

灘

熟．巡ぷ鷲



OLYMPUSオリンパス光学工業株式会社

〒160東京都新宿区西新宿1－22－2　TELO3－340－2135

●会社紹介

　オリンハス光学工業株式会社は1919年に顕微鏡を中心とした光学メーカ

ー として発足し，今年で61周年を迎えました。現在では超音波顕微鏡，カ

メラ，ファイバースコープ，医療器械，ビデオディスク等光と電子を応用

した製品作りをめざす、オプトエレクトロニクスの総合メーカーです。

　臨床検査部門では1971年に自動分析装置ACA－IIIを市場導入してから，

今年で10年目を迎えました。現在，各種自動分析装置，自動厄気泳動装置，

自動電解質測定装置等個性豊かな製品をラインナップし，今後もより一層

臨床検査システムの高度化に貢献してゆきたいと考えます。

自動分析装置

AU　500

7．コンパクトで給排水。さ備の接続が不要ですので設置場所を自由に選べ

　　ます。

8．豊富なデータ処理機能を備えています。

9．緊急検査のため常時ヌ、タンバイおよび割込測定が可能です。

●主要製品紹介

　オリンパスでは病院の検査室における幅広く，応用性に富んだユーズに

お応えすべく，全く新しいペイシェント・オリエンテッド・システム・ア

ナライザーAU500を開発致しました。　AU500は検体ごとに選択が必

要な多項目分析をより早く，より正確に行なうコンバクトな装置です。

〈特長＞

1．400テスト／Hの処理能力を持ち，最大20項目を同時分析します。

2．レートアッセイ，エンドポィントアッセイ，電極法が自由に組み合わ

　　せられます。

3．」血1清量5～25μ1／テスト，試薬量50～200μ》／テストの微量分析が

　　できます。

　　　　　　　ヤ4．各種の警報や精度管理等のセルフチェックシステムにより信頼のでき

　　るデータが得られます。

5．CRTとの対話方式により測定の準備が短時間でまちがいなくおこな

　　えます。

6．試薬の保冷貯蔵とピペッティング方式の採用により準備や後始末が簡

　　単になりました。

才 ‘

99



100 陸8・械会社力イノス
〒113　東京都文京区本郷3－38－11　　　　　TEL　O3－816－4123

　株式会社カイノスは昭和50年5月に，パラメディカルな分野での独特な

製品の開発を主旨として，設立しました。「カイノス」の社名は，ギリシャ

語で「新生・革新」を意味する言葉です。日進月歩を特徴とする，検査技

術・臨床化学の分野では，昨今新しい転換を示す動きがしきりと現われて

います。旧来からの化学分析の主流をなしている方法に代って，たとえば，

酵素を応用して行う新しい臨床化学分析上の手法が大きな流れを形成しつ

つあるという動向もその1つですが，最近では更に酵素を免疫化学の領域

に応用した酵素抗体法が開発されました。これらの方法は特異的で感度の

高いこと，また公害問題に影響がないなどの点で，高い評価を受けており

ます。

　このような検査技術の革新の一端をになって弊社は，鋭意努力しており

ます。会社は小ですが，理想とするところは大というのが我々の目標です。

弊社は昭和51年には他社に先んじてリン脂質，コリンエステラーゼの世界

でも初めて酵素的測定法を創り世に問いましたし，トランスアミナーゼの

LipPi改良法をも提案しました。さらに，中性脂肪のGPO－m－MeODMA

法，GPO－TOOS法（5分法）やトランスアミナーゼのPOP－2，4－DCP

法へと発展させ，酵素法の技術は遊離脂肪酸の測定試薬（ACS－ACOD）に

も生かされています。また，日本で最初のEIA一サンドイッチ法によるα

一 フェトプロテイン測定セットも発売し，さらに改良を加え，現在ではイ

ンスリンとlgEも揃い，近日中にはフェリチンとCEAも発売します。すで

にご好評をいただいております米国ベックマン社製の液状コントロール血

清のような海外の特徴のある製品の紹介にも努めておりますが，新たに液

状の酵素専用，電気泳動用コントロールlflL　i－F‘i・，3濃度のビリルビン標準液

や，Kallestad社製のSRID　PIale，抗llll清，　ANA・AMA・r］DNAの螢光

検出試薬なども発売します、、

　一方臨床化学分野の自動化に対して，日立705形や島津CL30などの各

種分析装置用の試薬の開発，品揃えに力を入れております、，

日立自勤会析
装置喘式薬
（705形）

セラ〒ス9払
SERATESTAM

　口立自動分析装置用試薬「セラテスタム・STシリーズ」は，小形生化

学自動分析装置「日立705形」専用に開発した，日立化成工業（株）とし（株）

カイノスが自信をもってお勧めする高品質の生化学検査試薬です。

〈特　長〉

1

2

3

4

〈種

ALB
CA
CRE
HBD
UA
TTT

装置にそのままセットできる専用容器を使用しています。

試薬の調製は簡単で，調製後の安定性が良好です。

検体数の多少にかかわらず無駄なく使用できます。

各セットの測定回数は，試薬のロヌ、分も考慮に入れて試薬量を設定

してありますので，実質の‡剣本測定回数で表示されています。

類〉

ALP
CHE
GI．U

L八P

UN
ZTT

AMY
T＿CHO

GOT
LDH
NH　3

T－BIL

F－CHO

GPT
IP

TG

D－BIL

CPK
γ一GTP

PL
TP
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▽舳化学－業掘舗
〒541大阪市東区道修町3－7　　　　　TEL　O6－203－3441

　当社は，大正7年4月創業，昭和23年8月片山化学工業株式会社に改組

し，分析用試薬のトップメーカーとしてスフィンクヌ、印の愛称で学界，産

業界に大きく寄与してまいりました。

　大阪道修町に本社をかまえ，一般試薬はもちろん数多くの臨床検査試薬，

特殊研究用試薬を全国に販売しております。

　東京営業所，岡山出張所，JL州連絡所ではお得意様のご要望に迅速にお

応えすべく，臨床検査試薬の分野に限らず広く活動しております。

　尼崎工場では一般試薬，臨床検査試薬，特殊研究用試薬等の製造および

研究を行っております。亦発送センターとしての機能を完備し商品の在庫

管理，品質保持に万全の努力をしております。

　東京工場では近年の臨床検査の急速な自動化に対応すべく，技術部門を

設置した臨床検査自動分析装置用試薬の近代的専門工場として大41：生産に

全力を注いでおります。

　今日複雑，多様化する臨床検査に対応すべく，今後ますます研究開発に

努力し，会社をあげて業界のご期待にそうべく限りなき前進を続けてまい

ります。

生化学自動分析装置用試薬

●アミパーゼーK（酵素法）

　　Rate　Assay法によるアミラーゼ測定用試薬で，　Rate　Assayの出来る

　　全ての自動分析装置に適応出来ます，，

　　　　包装　　　20ml用×5　　　150ml用×10

●総ビリルビン測定用試薬・直接ビリルビン測定用試薬

　　T－Bil，D－Bilともに安定化ジアゾニウム塩法による1ステップ法の

　　新しいビリルビン測定用試薬です。試薬調製が簡単で調製後1ヶ月以

　　一ヒ安定で，全ての自動分析装置に適応出来ます。

　　　　包装　　　T－Bil，　D－Bilともに　100ml×5　　Sooml×2

●コリンエステラーゼ測定用試薬（酵素比色法）

　　CODを用いた酵素比色法によるコリンエステラーゼ測定用試薬で，

　　End　Point法でもRate　Assay法でも測定可能で，全ての自動分析装置

　　に適応出来ます。

　　　　包装　　　50ml用×2　　　150ml用×10

●Auto－KOシリーズ（オリンパス自動分析装置専用試薬）

　　Auto－KO－2

　　　オリンパスAU－20専用試薬です。

　　Auto－KO－－4

　　　オリンパスACP－5040専用試薬です。

　　Auto－KO－　5

　　　オリンパヌ、AU－500専用試薬です。

　　Auto－KO－　6

　　　オリンパスACA－6000専用試薬です。



1・2 ⑮萱垣医理M業ua一会社
　　　Tll3－91東京都文京区本郷3－14－16　TEL　O3－812－5285（代）

日進月歩する現代医学におきまして，弊社は医療用機器の臨床検査器械及

び製剤・薬局方器械器具を中心として，理科学器械の分野の一端をにない，

営業に励み60有余年を経ました。この間検査器械器具の進歩はめざまし

く，医療器械の技術革新，検査のスピード化，省力化が要求されてまいり

ました。この中にあって弊社は時代の要求にマッチすべく，全社をあげて

常に斬新なアイディアにより，機器の開発に日夜努力し，諸先生方のご期

待に副うようなシステムを可能にすることかできました。

弊社におきましても，いち早くコンピュータ技術を導入し，マイコンを応

用した各種器械の開発に着手し，製品として多く世に送り出してまいりま

した。以下一，二の機種についてご紹介いたします。

最近検査室の省力化に寄与している一つとして，メモリーヘモグラム，デ

ー タ処理システム（MMT－12MOS）は白血球分類のオンライン・オフラ

イン処理を能率よく行うために欠くことのできない装置となってまいりま

した。システムは集中管理装置（親機）及び子機の組合せにより，一台の

親機には最高八台までの子機を制御管理する能力があります。

次にメモリー骨髄像計数装置（MMT－420）は一台の機械で白血球・骨髄

像分類が共用できるようにつくられており，キーの項目配列とプリンター

打出し順序がプログラムにより，自由に選択できる仕組となっております。

IONO，日付け等の設定はテンキーにより入力され，又大型コンピュータ

とのドッキングも多くの実績をもっており，標準仕様のインターフェイス

も用意されております。

コンピュータ処理を計画されている各検査室におかれましては，是非ご検

討くださいますよう，おすすめ致します。

プログラマブル・デンシトメーター

ADC－20EX
概要　より速く，より正確に，より使いやすく，よりコンパクトにをモッ

　トーに開発しましたのが，デンシ1・メーター，ADC－20EXです。

　デンシトメーターの長年にわたり蓄積された技術と，最新のコンピュー

　タ技術，LSIのミックスにより開発完成されました。

　きっと諸先生方の希望にそえる機械となることと確1，1いたします。

　ADC－20EXには数々の特長が秘められておりますか，主なものを

　以下列記いたします。

特長●記録紙の横書・縦書は自由選択できます。

　　●操作ボードが引出式となったため，必要外はスタート・ストップキ

　　　ーにて使用できます。

　　●白紙記録紙・感圧記録紙の2種類が使用できます。

　　●正常値がプログラムできるため，異常値との対比ができます。

　　●正常値との対比で異常がある場合には，異常値マークが印字されます。

　　●分画面積トータルが100％になりました。

　　●ID・TPが100検体まで入力できます。

仕様　測定対称，lrll．清蛋白，アイソザイム・測定時間，毎時180検体，

　　　寸法　50×54×29cm，　電源　AC100V　50／60Hz　150VA



㊧関東化学株式会社
〒103　東京都中央区日本橋本町3－7　TEL　O3－279－1751

　当社は1944年8月，時の軍需省並に日本試薬統制株式会社の懲想により

企業整備の為，千代田化学工業株式会社，小島化学株式会社，第一化学工

業所及び，王子製錬株式会社の試薬専業4社が合同して，大東亜化学工業

株式会社を創立したことに始まる。1945年10月社名を関東化学株式会社と

改称した・営業品目は臨床検査薬，試薬，電子工業薬品，高純度化学薬品，

有機合成薬品などである。さらに1980年3月，ドイツ・メルク社と協業契約

を結び，現在の資本金は5億8千万円

　当社は早くから臨床検査薬キットを手がけ，1963年に国産第一号のキッ

トとしてトランスアミナーゼ測定用「エスゴット」を発売した。以来ALP

測定用「シカフォス」，血糖測定用「グルコテスト」などを，着々と発売し

てきた。

　一方自動化の波にも対応すべく，セントリフィケムシステムなどの，フ

ァーストアナライザー用試薬を取揃え，現在GOT，　GPTをはじめ12品目

をシカオートレート，シカオートカラーシリーズとして発売している。

また，ディスクリート用試薬としても，シカオートレート（2R），シカ

オートカラ（2R）シリーズとして発売している。さらに日立705自動分

析装置用試薬も取揃え，製品群の拡充をはかっている。

　なおドイツ・メルク社との協業契約により，メルク製品の国産化を着々

と進めており本年5月には第一号として，非常にユニークな製品であるメ

ルクー1一テストCK／CK－MBを発売開始した。

　細菌検査関係では，イギリス・オクソイド社の国内総代理店として培地

類を発売している。嫌気性培養システムの嫌気ジャー，ガス発生キット，

低温触媒などの新製品を導入して，好評を得ている。
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ファーストアナライザー用
シカオートレー・トーGOT・GPT
シカオートレートーγ一GTP

シカオートレート　GOT，　GPT（堀尾変法）

堀尾試薬を基本にファーストアナライザー用に組変えたものです。酵素

活性測定法の原則を忠実に守り，基質濃度，pHを至適条件になるよう

にした初速度測定法です。

　特長　1．酵素剤1バイアルを基質バッファー溶液12m£で溶解する

　　　　　　だけで測定できます。

　　　　2．堀尾試案にそっていますので真のGOT，　GPT活性度が測

　　　　　　定できます。

シカオートレート　r－GTP（r一グルタミルーP一ニトロアニリド法）

特長　1．基質剤は塩酸などの溶解液を使用しなくても，添付のバッ

　　　　　　ファーで簡単に溶解します。

　　　　2．塩酸などの溶解液を使用しませんので，pHの変動がなく

　　　　　　データがバラツキません。



104 ㊨極東製薬工業株式会社

〒103　東京都中央区日本橋本町三丁目九番地　TELO3－270－1641

BECKMAN
アミラーゼーDS＊ 試薬（酵素法）

会社の沿革

昭和8年10月創業

昭和27年7月12日現組織に改組

弊社は医薬品及び医薬用原料の製造並びに販売のために創立し

以来，細菌培養基材であるペプトン，肉エキス，精製寒天，

その他調整培地であるSS寒天培地，標準寒天培地，各種培地，

薬剤耐性培地等を製造して参りましたが，近代医学の進歩にし

たがい臨床検査用試薬　組織培養用培地の製造に着手し，常に

改良を重ね，特に今日の検査技術の高度化に伴い検査機器に応

えるべく自動分析用試薬等の製造販売及びこれに関連する器材

の販売をもって現在に至る。

次のような特長があります。

①酵素法

②基質としてマルトテトラオース使用。

③測定波長340nm。

④内因性グルコースの影響がない。

⑤検体の前処理およびブランクの必要なし。

⑥自動分析に使用できます。

　ABA－100．セントリフイケム

　ロトケム　ジェムサック等

反　　応
M。1，。，，，，a。，e＋H、O〔2M。1，。se

　　　　　　　　　MPMaltose＋Phosphate－一今Glucose＋β一Glucose－1－phosphate

B．、G1。c。、e．1－，h。、ph。，。rGluc。、e－6－ph。、ph。・，

Gl。，。、e．6－ph。、ph。，，＋NAD・q旦6－Ph。，ph。gl。c。na・，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　十NADH十H＋

（cr一アミラーゼの活性は，　NADHの増加量に正比例します。）



難京郁第一科彦！
〒601京都市南区東九条西明田町57番地　TEL　O75－672－5311
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　当社は創業以来21年。この社歴の中で培かわれた基礎技術をべ一一スに，
” 精密分析システム”を通じて，人々の健康に貞献することを理想とし，

かつ生命科学の探究にチャレンジすることを理念．としています．．，

　当社が京都〔伏見）にロマンを求める少壮の科学者数名によリ発足した

のが1960年．欧米の技術模倣にたよらす，ひたすら独自の技術開発に遮進

し，その結果，新しいテクノロジーの分野を開拓し，今やそれを総合医川

分析システムとして．昇．華させることができました、、

　当社の総合技術による臨床検杏システムはすでに川内にとどまらす広く

世界の人たちの健康，医療問題と取り組み，社会に少なからすもし1〔献Lて

才sり圭す一

　これらの多くのユニークな製品群は平均年令26イ’という．若い技仙X［’集団

のよく練られた倫理とエネルギッシュな情熱と氾かな創造力から生圭れま
す、

　この様な’11社の総合開発技ilFliが必ずや社会のニ…ズにマッチした力タチ

で先生ノ∫の信頼にお応えするこヒができるものと碓信しております、、

　各種製品の中で，一㍑して日動化システムを推進Lてきた尿自動分析シ

ステム　　高速オー．一ションアナライザーは一般UiK）検在の（総合）自動

化システムとしては世界に類をみないユニークなかたちで，より実情に即

し，より機能的なシステムとして各ノ∫面から高い評価を1’［］いております．．

　この他にも，当社の豊富な経験と技術の枠を結集したユニークな検杏シ

ステムを開発し，すぐに多くの施山で；甜ll肌てい圭す　ぜひ．度，’1川：の

製品ラインナ・．・フをお試しドさい．

　●尿自動分析システム　　　　　　高速オーシ”iンアナライザー

　●自重加）Sl）1灸ク亡装ヨi「ll　　　　　　　　　l）Sl）－AIJ’lio，　3110

　●日動グルコース測定システム　GA－1110

　●自動浸透圧測定システム　　　OM＿6010

　●白重加11．漿蛋白定．li｛ニシステム

　●Ii］1．漿蛋白／アミラーゼ、リバー．一一ゼ測定シス、テム　　　ネフェロテ・・ク

　●11’II．小板凝集能i［1：1定システム　　1）A＿3210　　　　　ンスアム

自動血漿蛋白定量システム

〈特長〉

新技法のフルオートマチ・vクシステム

　1、新しいレート法の採用で，より迅速に結果が得られます．さらに抗

　　原過剰域も自動チ・］．．－tttクしますので安心してデータが利用できます．

　2．　光源は高性能タングステンランフ、高感度で安定な90．散乱検出1」ミに

　　．より，信頼性の高い測定が可能です．，

3．全日動タィフです、標川lll［清による日動キャリブレーシ　］ン，ボタ

　　ン操作だけの全自動測定．．結果はディスプレイに濃度値表示ヒフU

　　ンクへの記録

1．操作は夕一一ンテー＝ノttノしに検体をセーノトするだけ　従来にない簡易さ

　　で’す　 まさに日重川ピY：分・1・斤｝ミ置で』す

く仕様〉

川定原∫里：t）「［原抗体反応をレー一ト法にて測定

光学特性：／光源：）高性1定タングステンランプ

　　　　　　く波長・660t｝m以li（カ・’トフィルター使用｝

川定項川：lgG，　lgA，　IgM，その他

処川速度：60秒’テスト



1。6協和メデツクス株式会社

〒IOO　東京都千代田区大手町1－6－l　TELO3（201）7211

　協和メデックス株式会社は，このたび協和醗酵工業株式会社臨床検査薬

部門より分離・独立し，新たに発足いたしました。メデックスとは，メティ

カル1‘エレクトロニクス＋未知（エックス）の分野という意味で，これま

での臨床検査薬の他に各種医療機器やその他医療関連分野にも参入する予

定です。これまでにも増してよろしくお引き立ての程お願い申し一ヒげます。

　概　要

名　　称　：　協和メデックス株式会社

設立年月日　：　昭和56年4月1日

資　本　金　：　払込資本金　2億5千万円

代　表　者　：　取締役社長　若木重敏

　　　　　　　　専務取締役　栗原弘治

本　社：東京都千代田区大手町1丁目6番地1号
　　　　　　　　　（協和醗酵工業株式会社内）

営業所：札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・松山・広島・福岡

　　　　　　　　　（各営業所は協和醗酵工業株式会社内にあります）

工場：三島（協和醗酵工業株式会社富士工場内）
事業内容：臨床検査薬ならびに医療機器の製造・販売他
主要取扱品目：●デタミナーシリーズ

　　　　　　　　コレステロール定量試薬　TC・TCL－5，，・TCLL555．

　　　　　　　　中性脂肪定量試薬　TG

　　　　　　　　リン脂質定量試薬　PL

　　　　　　　　コリンエステラーゼ測定試薬　ChE・ChE－S

　　　　　　　　尿酸定量試薬　UA・UA－S

　　　　　　　　尿素窒素定量試薬　UN－E・UN－R

　　　　　　　●抗血清その他

　　　　　　　　DAKO抗血清各種

　　　　　　　　HBs抗原検出試薬　ラファデックスB・確認テスト　他

デタミナーUN－R

　全酵素法によるユニークな尿素窒素定串：試薬「テタミナーUN－R」は従

来なた豆由来のウレアーゼを使用しておりましたか，このたび幣社が開発

したバクテリア由来のウレアーゼに変更致しました。このウレアーゼはな

た豆のウレアーゼよりKm置か約10倍大きいため，定量の直線域かこれま

でよりも大きくとれるように改良されました。

　測定法原理

　　　　　　　　　　　　　　ウレアーゼ

　　　尿素・H、・　」　　2NH3＋C・2
　　　　　　　　　　　　　　　　GLDH
　　　NH叶α一ケトグ・レタール酸フ十グ・レタミン酸咽

　　　　　　　　　　　　NADPH，　NADP
　　　尿酸から生成するアンモニアの量を，グルタミン酸脱水素酵素（G－

　　　LDH）の補酵素であるNADPH2の減少量に変換し，反応速度（レー

　　　トアッセイ）法により340nmで測定します。

特　長
1．

2．

3．

4．

5．

　包

500ml用

自動分析装置への組み込みが容易です。

全酵素法で正確に測定できます。

Km値の大きいウレアーゼを律速にした反応速度法ですので，直線域か

大きくとれます。

NADPH2を補酵素にしています。このため内因性デヒドロゲナーゼ

　（たとえばrflJ．清中のLDHなど）の影響を受けません。

アンモニアが消去できますので，尿中の尿素窒素も測定できます。

装



コーニング株式会社

〒iO7東京都港区赤坂1－14－14第35興和ビル3FTELO3－586’1056
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　コーニンク・メティカルは，米国コーニンク村の事業部の一つとして，19

世紀に，体侃，t用のカラスステムを量産して以来，，ハイレ・クスて知ら

れるラホ用カラス器具，ウァンスライクのカス分析、，i，　pHカラスなとを

開発各界の研究に貢献してきました。コーニンク・メティカルの人きな特

長は広人な刊学的・技術白’Jハノククラントを拍っている八。　　“エ！ソン”

から“アホロ”まて，科学技仙の先端を歩み統けた技術の蓄粘は，製品の

ひとつひとつに活かされ，コー一ニンク独自の優れた門能をメみたす原動力

になっています，

　現イ1コーニンク・メティカルは，本社研究所に加えて英国・米川の各1

場にも研究所を拍ち，蓄積された技術をλじ本に新しいアイテアを武器とし

て，臨床検杏の新しいHY　kLに応える製品の開発に全力をあけて取り川んて

います，

　なお，ノ1化学分析装置二1の人fメーカー，米川キルフォート・インスト

ルメント・ラホラトリース引はH／年10月米川コーニンク・クラスワークス

7tに合Wされ，コーニンク・メティカルの一一　r，　13門として肉スタートしまし

た

　日小におきましては，コーニンク株式会社本引を束京に置き，コー一ニン

クメティカルの優れた技術をコー一ニンク・メティカル・クルーフのアルス

株式会引及ひ朝日メティコ株式会71を通して貞献しています。

ギルフォード生化学分析システム

203－S

　203－Sは分光光度。1のパイオニア，キルフォートの技術の粋を集めた生化

学分析ンステム，、N．B．S．4｛拠の335～700nmの波艮帯域と±05nmの柏度

を抽つステーサー分光光度。1，225検体／時の処珂能力，コンピコーター対話

ノJ人のすくれた操伽PI，従ホの1／2の試薬て測定11∫能な約剤／　なと’士化

学分Wを知りつくしたキルフォートならてはのすくれた個能を備えていま

すこれらの’目能を県本に，203Sの牡艮か最もクロースア・フされる

のかその用途の広さ、、日宙のルーチン検杏はもとより，スタ・ト検杏，ン

ンクルチヘンネルのメリ・トを活かし必要な項目に的をしほって川止する

ハ・クア・プ，エンサイムイムノア・セイなとの特殊検杏　数多くの用途

に柔軟に対応，1機4役の実力を発抑します、，

＼’
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　　　　　鋤、論
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R国際試薬株式会社
〒650神戸市中央区東町ll3－l　TELO78－392－3931

■概　要

工場　神Jilii　｝F水区高塚十14j’目3番2号

本社　神filii中央区東町113番地1り’（大神ビル）

創立1969年12月16日
株主株式会社ミドリ十字：アメリカン・ホスピタル・サプライ社

資本金　700，000，000円

　　　　（1981二自｝三4　月±1；E，　（t　：一）

■　国際試薬は貴施設の自動分析システムに最も適した試薬と技術を提供

します。

ACRスペシャリストチームによる，テクニカルサービス

　ACRスペシャリストチームは分析機導入期からルーチン後のフォローア

ップにいたるまで，分析条件セッティング，各種基礎データ集積，データ

トラブルの対処計画，等々膨大な検討事項に有益なテクニカルサービスを

行っています。

ACRスペシャリストチームによる，データサービス

　ACRスペシャリストチームは国際試薬の全国レベル精度管理プログラム

（QAP），正常参考範囲設定プログラム（CRRP）を活かし「正確な分析デー

タ」にもとつく「より正確な臨床判断」を究極の目的とする検査室に最大

限のデータサービスを提供いたします。

このように国際試薬は自動分析に対するサービス活動をトータルシステム

として展開しています。

　自動分析への移行により多検体，多項目が短時間で能率的に処理できる

ようになった反面，各種分析機の性能をフルに生かせる試薬の選択，さら

に自動分析法にふさわしい精度管理の方法，その他用手法とは異なった新

しい問題が生じております。検査室のこれらの問題解決の手がかりとして

国際試薬のACRスペシャリストチームをご利用下さい。

コアグースタット

BC－2210
概　　要

光散乱法とマイクロフロセ・サを採川した，最初の1111液凝い1分析装置です

特　　長

　光散乱法で測定一高感度散乱光検出器により，わずかのフィブリン析

出もキャッチします。又検知器が検体と触れないので検体のキャリーオー

バーによる誤差が起りません。

　マイクロプロセッサがデータ処理一一一測定結果をマイクロプロセッサが

自動的に換算作業を行い，PTは「秒」「活性％」「比」を，　Fib．は「mg／dl」

をプリントアウトします。

　操作が簡単で迅速…　操作が簡単なので誰が行っても同じ結果が得られ

ます。ルーチン検査だけでなく緊急検査にも最適です。

　㌧1」川L、式薬が充実　　PT，（A）pTT，　Fib．因f測定などほとんどの凝固

検査に対してデイド社の高品質な1式薬か供給されています，

仕　　様

使用電源：AC100V　50／60Hz
インキュベータ：37℃

表　　　示：デジタル直読式（時間）

日寺間分・角Z育旨：0．1↑少

記　　　録：デジタルプリンターによる自動記録

外形・j’法：400（奥）×300（巾）×215（高）nlm

重　　量：約13．5kg

測　　　　定：PT（8～80秒）（A）PTT（19～200秒）

　　　　　　Fib．（50～500mg／dt）因．r一測定



国産遠心器株式会社
〒110東京都台東区台東2－3－9TEL（03）833－5631
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　国産遠心．器株式会社は大正8年より今日まで，遠心機一・筋に発展してき

ました，，納人先も全国，国公私、ン1大学および付属病院，川公私、ltl病院，官

庁関係，各種研究機関，民間研究機関，lflL液銀行，血清関係などIIJI云い納

人実績があり，各種研究機間，民間における研究機関，施設等において特

殊仕様の遠心機の設計，製作もしておりユーザーのニー一ズに巾広くこたえ

ております．最近検査機器の自動化に伴ない遠心機も操作力’省JMtされて

きました・操作の自動化に加え，バランス調節が不要になり　（セルコバラ

ンスシステム1操作時川も大巾に短縮される様にな・ノてまいり圭した

・
fl回〔1］1［M囚・［M

本架遠心機・オー・・チ・クタイプ・マニ・ア・タイプ

●本体の高さを使い易さを巾1点に33℃mと低くなりました

●バランス調節か目分肚でできます、、（セルコバランスシステノ、）

●タイマーに自動復帰式を採IIJしており，…度設定Lますとクイムア・・プ

　ソ）時自動的にリセ・・］・され圭すので，以後は設定不要です．

●低速回転が安定しており，ISOOi－．p．mより正確に使用でき圭す

卓上多本架遠心機・オー・・チ・クタイプ・マニ・ア・タイプ

田・fl回〔司団囚・団

●蓋安全スイッチ付で，蓋を開けた状態では回転しません、、

●カー一ボンブラシの磨耗が少なく，交換のr：問が省けます。

●メインスイ・・チがブレーカーにな一、てい圭す　、1

一仕様一

最高回転数

最大遠・L・カ

モーター

操　作

クイマー一

ブレーキ

回転計

屯　源

・j＾法

亜　Iil：

5000r．P．ln

4610×G
DCloOvご200vへ／r

自9gJJ　〔ダイ弐ηし1没〃じ」V｝

30分白動復帰式

電気ブレーキ

O～5000r．P．m／　　0　～2500r．P．m

、八CIOOV8A

415W×455D×330川mm
糸元」35Kg



llO ◎コスr≡株誤套ネエ
〒113東京都文京区本郷3丁目26番10号　TELO3－811－6477㈹

全自動電気泳動分析装置
Model　ZONE　FED－II

　当社は，世界各国の優れた製品を日本の市場に紹介するとともに，電気

泳動関係を中心とした各種の臨床検査機21；を製造し，また製品は国内はも

とより，世界数十ヵ国に送り出すことにより，世界の医療産業の進展に貞

献できるようにと努力しております。

取扱い製品

　●電気泳動装置

　●全自動電気泳動分析装置

　●各種デンシトメーター

　●全自動洗涌機

　●各［重／ヒ色ロ1－

　●各秤屈折ili’

　●大形替刃メス

　●その他臨床検査器械一般

　全自動竜気泳動分析装置FED　IIは，発売以来，好評を戴いておりま

すFED　Iの高性能・高機能をそのまま受け継ぎ，なおかつ価格は従来

の半分以・ドという低価格で，コスモとしていままでに培かわれてきた技術

の集大成として，自信をもってユーザーにお届けいたしました装置です。

操作ノ∫法としては，」血清皿ILにlflL清を載せるだけで，その後は血清塗布→泳

動→染色→脱色→乾燥→測定→記録まですべて器械が行ないますので，省

力化，精度の向ヒ，ランニングコスト等あらゆる面で，お役にたてるもの

だと確信しております。

　　仕様

同時処理数

連続処理数

処理能力

IrlL清量

大きさ（W×D×H）
重量

　　FED－1
　　30検体

　　450検体

　450／7H寺聞

　　　50μ／

143×70×95℃m

　　250Kg

　　FED－II
　　20検体

　　200検体

　200／3．5日寺間

　　　50μ／

120×65×95cm

　　150Kg



闘サ⇔ラ繍繍式tfiiF肚
〒103　東京都中央区日本橋本町3丁目9番地　TELO3－270－1666

ヘマトラック
〈血液像自動分類装置＞

MODEL480
　当社は創業以来1世紀有余，創立者である故松本福松の遺訓“人の生命

を守る医療に貢献する業に誇りをもちその業を天職と心得よ”を信条に医

学の進歩と共に歩んでまいりました。当社を含めたサクラグループ〈㈱千

代田製作所，千代田光学工業㈱〉で販売される病院用，産業用各種システ

ム機器にはその品質を保証する“サクラのマーク”を付け国内の研究機関

病院はもちろんのこと世界各国のあらゆる市場に輸出し多くのユーザーか

ら品質の独創性と優秀性については高いご評価をいただいております。

　当社は「’80　0（原点）からの出発．〃　〈Keep　on　Progressive＞」を

モットーに品質の向上と高度の信頼性をめざし着実に前進をつづけていき

ます。またサクラグループはこれから中央材料室，手術室，水処理、病理

・ 血液検査の各システムおよび海外市場への一大飛躍を大きな5本柱と考

えて努力をつづけていきます。

　特定の塗抹法，もしくは染色法で前処理された標本でなければ受け入れ

られないようなシステムでは，それらの特定前処理装置が故障したときな

ど，全体のシステムがダウンし，分類作業ができなくなってしまいます。

したがってそのような時には，従来の目視法による分類に戻るしか方法が

なくなります。ヘマトラックの場合には，そのようなことがないように，

用手法によって塗抹された標本でも，ウェッジ法の標本でも，器械によっ

て塗抹された標本でも受け入れることができます。また，カバーグラスの

有無にも関係なく受入れられます。従来の塗抹法を。，Cみとる能力か，ヘ

マトラックにあるということは，標本準備上たいへん便利なことです。標

本スライドは，用手法によるものか，もしくは持ち運び便利なミニプレッ

プによって，ベッドサイドでも採血室でも，また検査室でも必要に応じて

必要な場所で準備することができます。

　ヘマトラックは，一般的な検査室における作業手順および分類方法に沿

って設計されていますので，既存の作業の流れの中に容易に取り入れるこ

とができます。また，検査室で使用されているほとんどすべてのコンピュ

ー タと接続させることができます。

lll
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112 遷㎜≡共株式害註
〒104東京都中央区銀座2丁目7番12号　TELO3－562－0411（大代表）

新 発 t冗
概　　要

　検体をセットし，スタートボタンを押すことにより全自動的にPT，　A

PTT，フィブリノーゲン定量の3項目を同時に測定します。

　測定法には当社開発の二重積分法と呼ぶ新方式を採用しており，光散乱

強度変化の最大部分を正確に検出し凝固終末点とします。

特　　長

　L血漿サンプルをセットするだけでPT，　APTT，　FIB定量の3項目

　　　を並列に全自動測定可能。

　2　PT，　APTTの測定結果は，時間（秒），活性度（％），レシオの中

　　　から選択して印字することができます。

　3　FIB定甲：は，時問（秒），濃度（mg／dl），レシオの中から選択して

　　　印字することができます。

　4　PT．　APTT，各欠乏因∫・の活性度曲線が精度良く測定できます。　・

　　　度測定しておけばコンピュータが活性度曲線を記憶しているので，

　　　活性度（％）または濃度（㎎／dのかただちにプリントされますL）

　5．血漿サンプル部分は冷却されています。

血液凝固測定装置
コアグマスター

仕　　様

　1．測定項目：PT，　APTT，フィブリノーゲン定II｛：，欠乏因∫’定｛1｛：

　2．測定ノ∫式：光散乱強度検出方式（特許申請r抄

　3．処理時間：75秒／1検体　3項目
　　　　　　　　150‡少／1検イ本　　31頁日

　　　　　　　　300不少／1検イ本　　3Ji頁目

　4．処理能力：40検体／55分（最大）

　5．　測」定｝1芋1川う♪角4育旨：0．1不少

　6．反応ライン：ディスクノi式，最大40サンプルセット可

　7．］亘il5ミ：100V　 5A， 5（）Hz／／60Hz



es三光繰継会？t
TlO｜東京都千代田区岩本町1－10－6　TEL　O3－863－3261

自動分析装置用試薬
雪：虎κト

　弊社は昭和29年創立，米国Difco社の培地の輸入を主目的として発足し

ましたが，爾来各病院の検査室の拡充発展と共に，検査の簡易化の要望に

応え，C．R．P．，RA，　Transaminase等のキットを最初に輸人し，パイオニ

アとしての地位を築くと共に，ヤトロン社と提携，Transaminaseの国産第

一号にも成功しました。又米国Ortho社よりRh抗」血清をはじめ輸」血検査

試薬を輸人し学界に紹介すると共に，そのルチン化に努力しました。

　その結果，各関係先の御好評を得，諸製品国産化の原動力となり，55年

4月からは，自社ブランド品，自動分析用試薬「サンテスト」の発売にふ

みきりました。そして今日試薬業界数十杜の先頭を遭進し臨床検査および

基礎研究面に於いても，そのシェアを広く確保し，更に理学，農学，水産，

其の他多方面に於いても活躍を続けております。一方，各種医理学用機器

資材の取扱いも増加の一途を辿り臨床試薬部門と医療機器部門の両輪相ま

って発展を続けております。

L　自動分析装置用試薬「サンテスト」

　　　酵素GOT，　GPT，　ALP，　LDH，　LAP，

　　　　　　γ一GTP，　CH－E

　　　脂　　質一T－CHO，　TG，　PL，　B－Lipo

　　　含窒素一CRE，　BUN，　TP，　ALB，　UA

　　　　糖　　GLU

　　　無　機一Pi

　　　その他一T－BIL，　D－BIL，　TTT，　ZTT

2．生化学検査精度管理用血清

　　　オメガコントロール血清

3．機器

　　●マイクロエライサ　システム

　　　　酵素免疫測定法

　　●マイクロタイター　システム

　　　　マニュアル用各種機器

　　　　オートピペッター・オートダイリューター

ll3



川
耶i〃テヌト商事株i式会社

　　〒102　東京都千代田区一番町10　TELO3－239－3471（代表）

《沿革》

　㈱シノテスト研究所は，昭和26年に篠原亀之輔博士の発明による簡易式

薬の製造を目的として設立され，昭和28年に法人化されました。

　その後，臨床検査の発展に伴い生化学検査の部門に進出し，LDH，ト

ランスアミナーゼ等，酵素検di　，　IAL糖検査，脂質検査など中心に研究開発，

製造をいたしております。

　当，シノテスト商‘1；㈱は昭和：37年に㈱シノテスト研究所の営業部門が独

立し設立され，臨床検査薬の販売に携わっております、，

又，近年，検査室のニーズの多様化に伴い，分注器，マイクロピペット等

検査用機具，自動分析装置などの販売にも進出いたしております。

　《主要取扱い品目》

■臨床検査薬

●LDHリニアーネオ　シノテスト●トランスアミナーゼネオ　シノテス

ト●グルコースネオシノテスト●LAP　シノテスト●UA　シノテスト●

HDL一コレステロール　シノテスト●TGネオ　シノテスト●コレステロ

ー ルE　シノテスト●Feダイレクト　シノテスト

●S．V．R　・オートセット（自動分析機用）●ラボメート（日立705専用）

■臨床検査機器

全1’］動血糖分析機：グルコローダーS●グルコローダーC（キャピラリー

　　　　　　　　　タイプ）●グルコローダーH（高速タイプ）

簡易光竜比色計　：クリニックメイト

分　　注　　器　：エグザクタ　スーパー2，5，10

マイクロピペ・・ト：エグザクタマイクロピへ・トS，S－821（容量n∫変式）

　　　　　　　　S－－831（大容量可変式），S－841（キャピラリー式）

キャピラリーカッターおよびキャピラリーチューブなど

■臨床検査簡易試薬

シノテスト　L　2，5，7，9，10号　　IOO，102，103，104，　IO5，

　　　　　　106｝ナ　　　　201，　202・り’

全自動血糖分析機
Glucoroder－S
《概要》

　Gluc・roder－Sは，酸素電極を用いた全rl動IflL糖分析機です。

反応加速度解析法の↓采用及び全自動化により，130～150検体／時という高

速処理が可能です。

《特長》

全自動

正　確

緊急検査

サンプルを並べてスタートボタンを押すだけで，標準液による

キャリブレーションからサンフリング，分析，フリントアウト

まですべて行ないます。

分析法は最も信頼されているグルコースオキシダーゼ酸素電極

法です　　アスコルビン酸等の還元性物質，ヘモグロビン・ビ

リルビン等の色の影響を全く受けす，正確な値が得られます、

ルーチン検査中でも緊急サンプルポジションに検体をセソトす

るだけで，他の検体を動かさずに測定できます。

《参考事項》

■コンピューターとの接続＝し／Fボードをセットするだけで，コンヒュ

　ーターと接続可育旨

■研究への適応＝CONTモードにより，レコーダーを接続して酸素消費の

　ダイレクト値，一次微分値，二次微分値をそれぞれモニターできます，

《姉妹機》

　Glucoroder－C：キャピラリー中のlllL漿を直接サンプリングし分析しま

　　　　　　　　　す。

　Glucoroder－H：高速処理タイプ（180検体／時）検体架設数120検体
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　医用，分析機器の開発製造に長い経験をもつ当社は，今，臨床検査機器

の開発に積極的に取り組んでいます、，

　世界最高の処理能力（9000テスト／時間）をもつCL－30自動生化学分析装置

（通産省工業技術院の委託により開発）をはじめ，緊急検査に最適なバッグ

ノ∫式を採用したCL－M1など，大規模から中・小規模1〔・Jけに，臨床検査室の

多面的なニーズに対応する島津CI、シリーズ自動生化学分析装置をライン

アソプしています、また，臨床検査室の当面の要求に直接応える検査機器

ばかりでなく，将来ルー一チン化されるであろう検査技術の開発にも注力し

ています。

　いっぽう，当社では，東京に島津臨床分析センターを設け，分析技術の

普及，開発につとめています。センターでは，最新の臨床検査機器を設置

し，臨床分析の専門技術者を配し，依頼分析や分析相談，講習会やセミナ

ー などを通じて，生化学分析に関する情報を提供しています、，

島津自動生化学分析装置

CL－30形
　通商産業省ピ業技術院の委託を受けて開発した自動生化学分析装置です，

CL　30形の最大の特長は，1・IJ時30項目，1時間に300検体という多項目を

高速に処理できることです　これは検体数の多い大病院，検査センター．一一で

従来複数台に分散して行なっていた検査をCL－30形に集約することによ

リ，ムダな労力，時間，スペー一スなどを省略することがねらいです，、

　原理的にはディスクリートノ∫式で，反応管に使いすてのマイクロキュベ

ソトシートを使月」することにより，洗汀卜，乾燥を不要とし，搬送機構二も簡

単にすることができました，、また，バルブカット方式の検体分注器，3本

のキーフレートによるしごきポンプ、マイクロキュベットを直接測光でき

る光度計により，検査量，試薬Ili：を微量化することに成功しました／－t

〈CL－30形のおもな仕様〉

1．形式．ディスクリート方式

2．同時処理能力：30項目

　　　　　　　　（Na，　Kは牛与別仕t莱）

3．検体処理能力：30項目・300検体／時間

4．サンプラ：サンプルラックノ∫式

慰
㌫
鶯

5．検体セット数．10検体／サ

　ンプルラー・ク，30ラック分

6．検体量：：5，10，30μ1／項目

7．、i式薬≒ま：330，　405μ1（舞～1　）

　　　　　75μ1（第2，第3）
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〔沿革〕

　当社は昭和23年12Jlg日，常光産業株式会社として資本金50ノ∫円をもっ

て医療品の販売業から発足し，現在資本金1億4964万円になり，本社を医用

機器業界のメッカともいわれる東京本郷三．」’目に開設，全国に10数ヵ所の

支店，営業所ならびに数多くの出張所を持ち，神奈川県月1崎市高ilt区に東

京技術研究所を設けて各種医用機器の研究開発と製造，販売を行うと共に

広く海外にも営業所を拡大し，現在アメリカ，ヨーロッハの優れた医用機

器会社との提携および輸入販売と自社製品の輸出を行なっております。

　特に当杜が戦後いち早く開発した，1川清に含まれる蛋白分析用の電気泳

動装置は，全国の病院，臨床検査センターに普及し，その貢献度は高く評

価されています。以来，各種のlflL液の分析機器を多数開発提供し，各方面

から注目される存在となっています、、

　医用機器はコンピュータと結合して自動化する技術へと世界を挙げて前

進しています。全国民の健康診断、病気予防，治療を省力化し，能率化し

て，人類の厚生福祉に貢献するためです、，当社もまたこの時勢に沿ってプ

ロジェクトチームによるあらゆる面の知識を集約した技術開発によって優

秀な新製品を多数市場に送り出して成果をあげております。

〔事業内容〕

当社の主な製品をあげますと，

JOOKOO全自動亘気泳動装置MODEL　CTE－500，濃度計マイコン20，マ

イコン100，ii∫視螢光兼用濃度計PAN－FV，ナトリウム・カリウムアナライ

サNK－60P（オートサンプラ付），クロライドメータC　80A－AP，カ

ルシウム・マグネシウムメータCa－Mg　30／20，レーザネフェロメータLN

－　Rate　60，　PSP排泄試験装置PSP－DP，分光光度計MEDIC－300，自

動身長体亟計などです，，

Na，K　ANALYZER
NK－60P（オートサンプラ付）

原理　イオン選択性電極を応用した電気化学測定法に基づいております、

　すなわち，　イオン選択性亘極は，電解質溶液中に解離しているイオンに

　選択的に感応し，参照電極との聞に起電力を発生します。これを電気的

　に処理し，データを表示およびプリントアウトします。

動作　次の三種に分類され，誰にでも簡単に操作出来ます。

1．AUTO動作，　ターンテーブルに検体（最大30）をならべ，り」換スイ

　ッチをAUTo側しにてスタートボタンを押すとカ・・プのないところを自

　動的に飛び越しながら測定し，測定を終了しますとブザーか鳴り装置は

　スタンバイ状態に戻ります。

2．MANUAL動作，切換スイッチをMANUAL側にしておけば，あとは
　スタートボタンを押すだけで測定できます。これは一一検体測定用として

　設けたもので，ターンテーブルは回転しません。

3．緊急割り込み動作，仮にAUTO動作中に緊急検査を行ないたい時は

　ストップボタンを押すと測定中の検体の結果を印字した後AUTO動作か停

　ltiします。その後MANUAL動作により緊急検体の検査をします。　A　U

　Toにすれば一連の動作に戻ります。緊急検体は・・印で区別します。

　SUw，
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【沿革】

　当社は昭和35年9月，信越化学工業㈱の全額出資で設立，塩化ビニールや

シリコーンゴムなどを中心とする各種合成樹脂の応用加工を通じて，産業

や社会にとってより望ましい製品やサービスを提供するための活動を行っ

てきた。以来20年，独自の研究・開発・製造・販売活動により合成樹脂応

用加工の特異な企業としての地歩を築き，内外からの評価も高まるに至っ

た。特に，エレクトロニクスなど先端的技術分野に関連するシリコーンゴ

ム加工製品など，高度の精密加工技術と独自の製品開発により，根強い発

展力が注目されている。アメリカやドイツなど先進工業国からも，当社の

開発力に強い関心が寄せられている。

【事業内容】

　当社の活動はさまざまな産業分野にひろがっている。主なものは次のと

　おり。

　1．シリコーンゴム成型品，精密射出成型品，医療関連製品，塩ビコン

　　　パウンドなどの工業関連製品

　2．シート，フィルムなどの包装関連製品

　3．塩ビパイプを中心とする配管関連製品

　4．床タイル，波板，住宅機材などの建築材料

　このように合成樹脂製品の製造販売および関連製品の販売を行っている

　が，特に，医・理化関連分野における製品は次のとおりである。

　●医療関連製品

　　シリコーンゴムによる医療用チューブ，シート，各種カテーテル，ド

　　レーン医療機器各種パーツなど。

　●理化関連製品

　　培養通気栓〈シリコセン〉，密栓〈シリコストッパー〉，〈ダブルキ

　　ャップ〉，〈スポイトキャップ〉他。

シリコセン⑱

　シリコセンは細菌，酵母，カビ等の培養・生育容器に使用する，優れた

機能・性質をもっシリコーンゴム連続気泡スポンジプラグです。

　　　シリコセンは

①綿栓に比べ取り扱いが容易で，省力化，人件費の大幅削減が可能です。

②シリコーンゴム連続気泡スポンジなのでほどよい通気性をもっています。

また通気量の違いにより一般タイプと高通気性タイプとがあります。

③耐熱性が優秀で乾熱（180℃），オートクレープ，煮沸，火焔滅菌等によ

る繰返し使用が可能です。

　現在医薬品，食品，各種研究機関，病院等多くの機関で利用されています。

　シリコセンは従来の綿栓にかわり，あなたの研究をいちだんと促進させ

ます。

s
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ユ973年にラジオメーター一社か発表したABL　1は世界初のマイクロフロ

セッサコントロールによる全自動」血液ガス分析装置で画期的なものでした。

その後ABL－1を改良しましたABL－2を1976年に発表し，もっとも
信頼でき，容易に誰でも使用できる装置として中央検査室，研究室，手術

室，ICU，　CCU，等において約1000台国内で使用されています。

　1980年にさらに最新の高度なコンピューター技術を導入して，ガス体酸

素，炭酸ガス，測定を可能にし，使用説明書を必要とせず操作できるCR

Tスクリーン内蔵したABL－3を発表しました。

　ABL－3はマイクロコンピューター監視下にすべての作動が行なわれ

信頼のできるデーターを保障します。PH，　PO2，PCO2電極の応当

は測定，キャリブレーション，レディ時常に監視されています。

　すべての作動，データーは時刻付でプリントアウトされ，CRTスクリ

ー ンに表示されます。

　ABL－3はPH，　PO2，PCO2，　HB，　Bを実測し，02コンテント

を含めHCO9、　BE，　SBE，02，　SAT，　SBC，　TCO27項目を演算します。

ガス・サンプルは，mmHg及び％で表現されます。すべてのデーターはSI

単位に変更できます。

　データーは最終的に測定値に補正が行なわれ生体内データーとして表示

されます。

　真興交易株式会社は東京本社及び札幌，仙台，名占屋，広島，福岡に多

数のエンジニア，セールスエンジニアを配置し緊急検査として重要な」／lL液

ガス分析を保障しています。

　　取扱い製品

デンマークラジオメーター社　全自動llE液ガス分析装置ABL－2

　　　　　　　　　　　　　微量」｛II液ガス分析装置　BME33

　　　　　　　　　　　　　ヘモオキシメーター　　OSM2

　　　　　　　　　　　　　デジタル炎光光度計　　FLM3

全自動血液ガス分析装置

ABL－3
測定

PH
PC（）　z

PO2

HB
ガスPCO2
ガ7．　PO，

ABL－3仕様
測定範囲　　テスト範囲

6．3～8．0　　　7．0～7．7

5．0～250　　　8．．0～1500

0～800　　　　　15～560

0～269　　　0～26

5～250　　　8～150

0～800　　　　　15．0～560．0

演算項目

HCO3
サンプルlg

測定時間

自動較正

詠麟蕊
　　　。冶ヨ縄

TCO2，ABE，
Blood

　ガス

　100秒

1点較正

2点較正

　SBE，
125μ£

30ml

再現性

O．002PH

O．4M／mHg　（40mmHg時）

0．7M／mHg　（75mmHg時）

0．29

0．4「”／m　Hg　40mmHg時

0．5mmHg　75mmHg時

SBC，　SAT，　OCT

1，　2日寺声］Iitfよ　り三蓑」尺

2，　4，　6，　8‖寺艮＞lffj｝より這量↓尺

・UtWkms－“essww



◆住友電気工業株式套社
〒554　大阪市此花区島屋1丁目1番3号　TELO6－461－1031（大代）
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〈概要〉　分散処理型臨床検査システムSMS4100シリーズは住友電工が

我国ではじめて医療情報処理用ソフトウェアとして定評のあるMUMPS

をべ一スに本格実用化したものであり，従来の検査測定・報告の自動化に

加え，データベースマネジメント機能を備えた検査部データ総合管理シス

テムである，また他システムとのオンライン接続が可能で特に医事システ

ムとのオンラインにより，病院総合情報システムを構成できる。

〈特長〉　（1）小規模からスタートし段階的拡張により大規模システムとす

ることができる。（2）当社独自の設計によるマイコン内蔵型コントロールボ

ックスCBX－300は容易にどのような分析装置ともオンラインができ，し

かもCBX－300で個々に，一次処理する分散処理を実現する。（3）多重即時

並行処理機能をもつため導入前の運用体制のまま移行できる。（4）入出力が

会話型処理になっているためシステムとの対話が容易で全ての運用は検査

技師自身で行なえる。（5）機器の増設・プログラム追加・修正が日常業務運

用の支障にならず，機能拡大コストも通常の1／2－1／3である。（6）可変長デ

ー タが扱えるためデータの格納効率がよく少資源で長期間データ保存が可

能である。（7）40時間程度の講習で学べる高水準データベース言語のため蓄

積データの検索・研究的活用に威力を発揮する。（8）全世界で4万台の実績

をもち，多数のシリーズを有するDEC－PDP　l1中央処理装置とDSM（D

EC標準MUMPS）オペレーテングシステムの採用と，綿密なダウン対

策により安心して運用できる。

＜仕様＞　1．機器仕様　（1）中央処理装置DEC－PDPIIシリーズ（2）主，i己憶容量

128KB～IMB　（3）データ容；蚕｛：5MB～264　MB　（4）CRTディスプレイ3台

～ 15台　（5）マークシートリーダ（70枚／分）（6）ラインプリンタ（135LPM～

400LPM）1台～4台　（7）シリア1ル1プリンタ（30CPS～180CI）S）1台～

10台　（8）オンライン接続分析装置1台～20台　（9）その他特殊端末各種

2．対象範囲　生化学・IAL液・一般・If｜［清・細菌・病理

分散処理型臨床検査システム

SMS　4100シリーズ

3．データ保存容量　延10，000検体～500，000検体

4．業務内容　（1）検査依頼登録（CRT又はマークシート）　（2）ワークシー

ト作成　（3）分析結果のデータ入力（オンライン又はマニュアル）　（4）未処

理再検表の作成　（5）検査成績書の発行　（6）検査台帳作成　（7）検査統計表発

行　（8）各種精度管理　（9）分析結果データ即時間合せ　⑩他システムとのオ

ンラインデータ交換　（11）病名判別

〈利用法，参考事項など〉

（1）電算機室設置スペース　3m×5m（標準）

（2）電源　100V　AC単相　消費電力　3KVA　（標準）

（3）空調　温度　18℃～24℃湿度　40％～60％塵埃少ないこと

（4）接地　第1種アース
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当社の特色

ライフ・サイエンス・リサーチ・システムのパイオニア

　昭和42年に創立以来，新しい人間研究ともいうべき学際的な総合学術運

　動であるライフ・サイエンスに対し，輸入専門商社の立場から，全世界

　60社以上のメーカーから最新の理化学機器類をシステム的に導入し斯界

　の発展に寄与しております。

基礎研究から　検査　診断　治療機器への展開

　医療の原点はライフ・サイエンスであるとの認識に立ち，その発展の延

　長として医療機器を取扱い“人類生存の秩序”を追求するプロ集団を目

　指してたゆまぬ研究心と行動力で，医学・医療・環境科学・微生物学に

　貢献しております。

当社のあらまし

社　　長
ニル　　　　　　　1
亘又　　　一ゾー

資本金
従業員数

平均年令

事業内容

年売上高

事1当所

関連会社

主要製品

藤　井　教　海

昭和42年6月20日

1億円

109名

31．7歳　　（男子32．5歳　女子28．5歳）

医療機器，理化学機器，試薬，培地などの輸入販売

29億円

東京　大阪　福岡　名占屋　ニューヨーク

㈱ダック　㈱センコム　㈱メディカルサプライ

ロトケムM型生化学自動分析装置（トラベノール社）

PVA－4M電解質自動測定装置（フォトボトル社）

RIAトータルシステム（マイクロメディック社）

エルビ血液凝固凝集測定装置（エルビ社）

細菌同定，感受性テスト装置（キヤサラ社）

CATHRAシステム
Repliscan　II

　CATHRAシステムとは，ヒントン博士か開発した，低コストで，かつ

信頼性の高い細菌同定システムをもとに，CATHRA社が，細菌検査の流

れを簡略化するために開発したものです。

　REPLISCAN　IIシステムは，専用平板培地・レプリメディアと，特性レ

プリカ・レプリケーター，スキャンテーブル，コンピューターモジュール

で構成されており，同定及び感受性試験を同じ作業の流れの中で，短時間に

処理でき，材料費の節約と作業の省力化をはかります。

　同定16種，コントロール1種，感受性試験16種（最大49種）までのシャ

ー レをスキャンテーブルにセットすると，コンピューターの指示にしたが

って接種部位を自動的に設定し，読み取り後にコンピューターに記録され

ているデーターべ一スにしたがって判断を行います。結果は，1検体ごと

に判安と同時にCRTディスプレイ表示し，最終的にプリントアウトも可

能です。各検体データー（検体ナンバー，患者名，担当医師名等）をあら

かじめコンピューターに入力しておくと，結果と同時にプリントアウトし

ます。CATHRAシステムには，この他に簡易型として，コードブックを使

用するマニュアルシヌ、テムも，用意しております。
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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丁目13番5号興和住生ビル　TELO3－272－0671

　特殊純良試薬の製造と，欧米諸国で汎用されている診断用試薬類の国産

化を目的に，昭和22年第一製薬株式会社の傍系会社として発足，以来試薬，

医薬品，臨床検査薬，工業薬品ならびにラジオアイソトープ標識化合物等

を製造販売し，医療，化学界の発展に寄り’しております。

　本学会の臨床検査の分野においても，「予防医学」という社会的ニーズに

対応すべく，独自の開発力と技術力をもって，逸早く各種検査薬と社会に供

給しております。

　即ち，ネオ・アミラーゼテスト，第一一一UVセット「第一」GOT・GPT

といった用丁怯キ・トはもとより，日、ヒ製作所との提携による自動分析装

置用試薬，アナセラム（日立400，500），ダイテスト（日立716／708，726，

706／706D，712形），オートセラ（日“fl　705形），を次々と発売し，1・一タル

医療システムのサポーターとして常に新製品を開発し，予防医学の一翼を

担ってまいりました。

　臨床検査薬部門における取扱い品目は，広範にわたっており，尿中細

菌数測定用「ウリカルト」，lftL清中胆汁酸19隻度測定用「ネオ・ステログノス

トー3ath　llll液凝固・線溶因子検査用「テストチームキット」，管理llll清類

（セロノルム，オートノルム等），HI）L　コレステロール測定用「HDL

　Cセット」，また北里研究所との提携による免疫関連製品等の優れた検

査薬を発売しております。

　近年注目されているltn．中薬物濃度の測定用として，米国Syva社の，　H－

・m・gene・us　enzyme　immun・）assayによる「エミット」を発売しております。

ダイテスト（日立716／708，726，706／706D，712形用）

オートセラ（日立705形用）

★ダイテストは，2波長測光を最大の特長とする日立716　1708，726，706、706

D，712形自動分析装置用試薬の総称です。日立製作所との連携のもとに，

各装置の特長を最大限に生かしつつ，臨床化学分析本来の目的である正確

さ，精密さ，迅速さを徹底的に追求して開発されております，，

★オー1・セラは，日立705形自動分析装IFi専川の試薬として開発されたも

ので，より高性能，しかも経済性にも優れています。測定頻度の高い1順に

27項目か用意されていて，包装は項目毎のキットとしてあります，以ドの

特長をもつ，オートセラを使用することにより，705形の機能をフルに引

き出すことかできます。

〈特長＞1．　B立705形自動分析装i拒！川］に開発された、式薬で，，1∫／薬ビンは

　　　　　そのまま装置にセットできます、、

2．式薬の調製は簡単で，調製後の試薬は安定性に優れています。

3．式薬の調製ミス，セッティングミスを防止するため，ラベル

　及びキャップを色分けしてあります。
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122遺〉橘電気株式会
Tl　14東京都北区田端1－16－13　TEL　O3－828－6131

社

　情報化時代に入り，電」’・・通信・情報技術の将来には限りない未来が開

かれております，橘電気はこれまで創意と技術の発展に力を注ぎ数多くの

通信機器，電子応用機器，情報機器を開発設計，生産，販売してきており，

さらにコンピュータを応用した各種アプリケーションシステムの開発、設

計を程極的に進めているいわば時代の先端をいく企業であります。

　特に病院の臨床検査室や検査センター業務システム化，コンピュータ化

については，いち早く取り組み10余年の歴史をもっております。

　この問，多種多様の自動分析機との接続やミニコンピュータやマイクロ

コンピュータを使用した大～中～小規模のシステムやデータ処理装置の開

発を行い，豊富な実績を有しており，既に国内約150施設への実績があり

ます。

　右に御紹介するClini　Labo　System－1000シリーズは，画期的な検査

室コンピュータシステムとして，その低廉さと，高性能，高機能，豊富な

プログラムパッケージが御好評を得ております。

　　〈営業品目〉

●Clini　Labo　System－1000／10，20，30

●Clini　Labo　System－5　　（ミニコンピュータ　FACOM，　DEC，　IBM

　等使用）

●AA－1，　II（テクニコン）ピーク読取りデータプロセッサ

●メディカルデータターミナル

●クリニデータターミナル（検査システム汎用ターミナル）

●各種自動分析機オンラインインターフェィス

●救急検査情報システム

●検査分析データプリンタ，パンチャー，カセット集録，フロッピィ集録

　装置

●RIAデータ処理

●細菌データ処理

Clini　Labo　System－1000／10，20，30

一臨床検査室コンピュータシステムー

〈概　要〉　生化学，MI液・1血清一一・般等検査室に於る自動ノ♪析機やlrll球

　計数器等へのオンライン接続，さらに受付業務をはじめ各柾業務，管理

　を一括，自動処理するコンピュータシステムです。

〈特　長〉　●超低廉，高性能，高機能，画期的なシステム　　●あらゆる

　分析機のインタフェイス完備　　●オペレー一ションはやさしい対硫形式

　●豊富な周辺装置　　●豊富なソフトウエアパッケージ　　●変更容易，

　拡張性大　　●BASIC，　FORTRANなどの高級言語
〈仕　様〉

●検査対象…　　」fiL液・生化学・IAI清・一般・尿など

●検査項目…　　30～200項目　●検体数…　50～1000／日

●データファイル・数週間～数ヵH

●オンライン接続台数・・max×10A

●ディスプレイ接続…　　max×10台

●外部記憶装置…　フロッピィディスク，磁気ディス久磁気テープ装

　　　　　　　　　置

●接続ブリンタ…　　M－　1000（120字／秒），M－2000（170字／秒），　M

－ PI50J（150行／分），MP300J（300行／分）

●CRTディスプレイ・・1920字

●その他接続周辺機・OMR，分析ターミナノしコンピュータ，プロッタ等

く処理機能〉

①検査オーダの登録　　②属性情報の登録　　③ワークシート

④検査報告書　　⑤台帳　　⑥桐変管理・統計　　⑦データ問合せ

⑧データファイル　　⑨分析機オンライン　⑩用手法データ入力



顯o鮪RON立r”e犠s：Kz　fitt

〒616　京都市右京区花園土堂町lO　TEL　O75－463－116i

ビデオ方式MICROXシステム
HEG－35　VF

　立石電機は，細胞診自動化試験研究の成果を昭和42年以来，日本ME学

会，国際ME学会などで多数発表。っついて昭和48年より，血球形態分析

に関する研究成果を発表。以後白」血球走査計数システムなどの開発を経て，

我国で初めて血球形態分析の自動化を実現した，OMRON　細胞分析装置

MICROX　を開発しました。

　血球形態分析自動化の実現は臨床病理および医学の発展に大いに寄与し

ています。しかし，自動化がいかに進んでも人間の役割は否定できません。

むしろその重要性を増しています。「機械がかわれる部分を最大限自動化し，

真に人間が必要とされる部分を人間に委ねる」。これがMICROXの開発理

念です。

　ビテオノ∫式MICROXシステムは，　ifll球形態分析と｜Tl」時にi’i動半ll定外の細

胞をビデオに収録，別途一・括して目視判定が行なえます、

また200検体まで収納・連続自動供給できるオートフィーダが付加されてい

ます。このため大幅な省力化と400検体／時という大冠処理が可能です、，

仕様：機能：基本モード／r川｜球分類モード，セシオート，モ＿ド

　　　　　　　　　　　　赤ll］｜球形態分析モードぽ1レ1・板自動計数を含

　　　　　　　　　　　　む）

　　　　　　　　　　　　ヒテオ自動モード
　　　検体処理速度：　自動形態分類　　50検体　時

　　　　　　　　　　　未知細胞レビュー　400検体・時

　　　録画テープ　：　カセ、・トNTVl20E　2時間用テープ

　　　　　　　　　　　判］定夕十糸田lj包数1よ系勺4，（）00イ固‖又］ぷn∫育旨。
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124 CHUGAl 中外製薬株式会社
〒104東京都中央区京橋2－1－9　TELO3－281－6611

　大正14年q925年）に発足したlli外製薬は，昭和史の変遷とともに歩み

つづけ，わがli…1の医療の進展に力強い貢献を・五ねてきた、とくに，この15

年間は一昌した理念のもとに生命関連産業としての製薬企業の真にあるべ

き姿を追求し，地道な企業努力を屯ねてきた結果，その成果が業紬加に大

きく結実し，55年12月期は売上高714億円，経常利益101億円，税引後利益42

億円を計上，順調な発展を遂げつつある，，

　中外製薬は，この間あらゆる面にわたって総合的な企業力の強化に努め

てきたが，とくに研究開発体制の充実と高度化を指向し、40年完成の東京

都豊島区の研究所の増設と既存施設の人巾な改修を52年から54年にかけて

実施すると共に新薬開発にとって重要な安全1生研究部門を強化するため長野

県伊Ji［1所在の安全性研究所第2期1事を55年に完成させ、一’段と研究開発

力を増強させた。

　中外製薬は，昭和43年に消化性潰瘍治療斉1」アルサルミン，そして250年に

は世界に先駆けてがん免疫療法の道を切り拓いたと評価されている抗悪性

腫瘍溶連菌製剤ピシバニール，さらに56年にはCa骨代謝改善1α一〇日一D；

製剤アルファロールをそれぞれ独創性に富む新薬を上市する一・ノi，その輸

出にも実績を誇っている。

　一万，患者疾病の診断，治療における臨床検査の果す役割の屯要性を認

識し，製薬企業としては他社に先駆けて臨床検査薬の開発に踏み出し、昭

和34年に胃液酸度測定用ガストロテストを手始めに，昭和39年には，トラ

ンスアミナーゼ測定試薬エスゴットを本邦で初めてキ・・ト化するなど活発

な新製品開発を行っている。

　なかでも，本邦で最初の簡易迅速型生化学検査システムのRaBAシス

テムは特筆すべきもので，その特長と独創性が評価され，本分野でゆるか

ぬ地位を確保している。

　さらに，最近，本56年には、lrlL漿蛋白・lfll中薬物濃度測定システムのi－

PiTシステムおよび∬IL中アンモニア濃度測定システムのアミテストメータ

ー システムを発元，それらのユニーク性が注目されている。

i－PiTシステム
（アイピット）

　沽’iTシステムは，1川漿蛋白およひ』lnl中薬物濃度を簡便に，ネ目度よく測

定するシステムである

　本システムはCRTブラウン管）を具備するレーザーネフェロメー一ター

i－PiTヒ1、！〔川1，∫V薬ネフェロテストから構成かれている。

　測定原理は，試薬ネフコ、ロテストを用いて，血漿蛋白は免疫沈降反応に，

また薬物は独創的な免疫沈降阻1ヒ反応1こ基いて，それぞれ形成される抗原

抗体反応複合物のレー一ザー一光による光散乱を計測するものである

〈特長〉

◆高い信頼性　・光散乱を感度よく測定（低角度検出）　　u高い粘度て

　　　　　　　　測定（高速度繰1区し測定と不合理データ棄却多・田弓勾処

　　　　　　　　理フログラム）

◆簡単で便利な操作　OCRT画lniで1剣ll二線を目で確認できる　　Oつぎ

　　　　　　　　のステソプが順次画lrliに映し出される　　O複数項llの

　　　　　　　　並列処理かできる　　Oブランク値の取扱いに柔軟性が

　　　　　　　　ある　　∩試薬は用時にすぐ使用できる　　・）則定値は

　　　　　　　　濃度単位でデジタル表示・プリントアウト

◆経済的なシステム　ulrll漿蛋白とlrll　lll薬物濃度が1台で測定できる、



デュポン・ファーイースト・インコーポレーテッド

〒107東京都港区赤坂1－ll－39第2興和ビル　TELO3－585－5511
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　高度の化学製品を生産する米国最大の総合化学会社，デュポン社の全額

出資子会社として，昭和36年に設立されました、デュポン社で製造する化

学製品と機器の輸入・販売および技術サービスを主とし，日本の有力企業

3社と折’唱h資で設立した合弁会社4社に関する技術および‘拝務連絡も行

っています，、

取り扱い製品は広範囲にわたり，その1三要なものは次の通りですL，

　自動臨床化学分析装置，科学機器，各種合成樹脂，工業用および衣料用

繊維，不繊布，化成品，有機薬品，顔料，塗料，熱交換器，逆浸透圧透過

装置，医療川X線フィルム，グラフィックアート・フィルム，　L業用フィ

ルム，N1）Tフィルム，電∫・材料，　ドライフィルム・フォ1・レジスト，コ

ネクター，農薬，自転車手入れ用品，建材

　親会杜である米国デュポン社は，1802年にデラウェア州ウィルミントン

で創立され，米国でも最も占い歴史のある会社のひとつです、，常に広く社

会に貢献ケることを経営理念にしたデュポン社は，4、000名の研究1；・liと．世界

有数の研究施設によって，使用価値の高い数々の製品を独自の技1・｝jで開発

し，家庭から宇宙開発に至るまで，ほとんどあらゆる産業に提供してきま

した。1980年度は，3兆円を超す総売L高の約3．5％に相当する1，000億

円以ヒを研究開発に投入しました、、

　ライフ・サイエンスの分野では，占くから農薬の研究開発を行・ノてきま

したが，1969年のエンドー・ラボラトリー社買収以来，医薬品や臨床診

断用機器の製造も始め，保健医療産業に貞献しております，、さらに，最近

世界有数の医療用ラジオ・アイソトーフ・メーカーのニュー・イングラン

ド・ニュークリアー社を買収合併し，外部から人材を登用するほか，臨床

診断用製品の研究施設，増設するなど，この分野に力を入れております、、

デュポンaca　lI／III

臨床用自動化学分析装置

　デュポン臨床用自動化学分析装置acaは現在世界中で2500台以上使われ

ており，日本における台数も60台を越えています。

　特長　●acaは休日夜間を問わず24時間スタンバイいつでも検査がII∫陸

　　　　●テストパック方式の為，㌦でも簡単に正確な検査結果が得られ

　　　　　ます。

　　　　●現在測定lil能な検杏項目は42項目、，　aca用アクセサリーにより

　　　　　電解質Na，　Kも可能ですt，イムノグロブリン，　iilL液凝固テスト

　　　　　の各項目も開発中です、t

　　　　●結果は最初の検体は7分後に，以後は37秒ごとに打ち出されま

　　　　　す。

　　　　●1，D，情報は検杏結果報告｝ll二に’lj：真複写される為，碓実で間

　　　　違いはありません。

　　　　●試薬パックの厳密な品質管理と装置の高い安定性により，C．V．

　　　　　は常に1～5％以内です、，

　　　　●必要な1；よ備は電線（100V，　Ma×23A）だけ，給排水設備は

　　　　　全く不要です。

　　　　●モデュラー機構の採用により，ノ∫一の故障時にも迅速な修理が

　　　　可能、、

　　　現在世界2800ヵ所で稼動中で，その品質と信頼性は高く1，｝価され

　　　　　ています。



126寺内ケミカル株式会社
〒541大阪市東区淡路町2丁目40番1ユニ船場404号　TELO6－227－1915㈹

　寺内ケミカル㈱は，医療・理化学器具用洗浄剤のハイオニアとしてこの

業界をあらゆる面に於いて常にリードして参りました。近年特に排水戊ll／ll

の規制強化に伴い，病院を始め，大学，研究機関に於ける廃液についての

お問合せか急激に増えて参りました、、以前クローム混酸液が公害・Lの問題

になって以来，一貫として公害性のない洗浄剤の開発に鋭意努力して参り

ました。この様に弊社は時代のニーズに適合した製品づくりに全力を挙げ

て努めております、今後も長年培われた技術のノウハウを駆使し新しい商

品の開発に努力して参リます所存でございますので旧倍のご愛顧を賜わり

ます様お願い申し上げます。

CLEし42V99

CLE二42V99

K－100

K
●クリーン99K100は特にIHB・抗原汚染の心配のあるガラス器具の洗浄に

最適てす，，．、次亜塩素配合ですからいちいち次亜塩素酸ソー一ダに浸してか

ら改めて洗浄剤に漬け直すf：間がはぶけます。

●クリーン99Kは自動分析装置専用洗i了卜剤です、、近年，自分動析機器の著

しい発展と共に，　自動化学分析装置の使用における洗浄・保守点検は単に

装置の寿命等の経済的理由のみならす，測定精度の紺持の点からも非常に

・盲要な要素とな一．て参りました　使用ヒにおけるトラブルの多くは洗浄・

保守点検が不充分である事に起因するケースが多くなっています，このニ

ー ズにおこたえする商品がこの分野において最初に開発されたクリーン99

Kであります、クリーン99Kは，カビの発生等による部品，ラインの目詰り

防止や汚染による感染防止を含めて若i　一’次亜塩素酸ソーダを配合してあり

ます。又セルに気泡が附着することによる異常値の検出を防ぐ為にススギ

のしやすい無泡性タイプの無りん型洗浄剤です。又自動分析装置の機構や

洗浄システムの違いも多々ありますのでその機器に応じて御使用ドさい，

適プ々

轡 き

攣

x

＼／

　麟が顛態渓ボ’ぷ

　　K
　巌鰹灘縛L驚濾

　昧ぷ杣鱗蝋



elテ比モ株式会社
〒151東京都渋谷区幡ヶ谷2－44－lT　E　L　03－374－　8111

《概　要》　　自動分析装置の普及やデータ処理の自動化は，」血液検査の精

度管理やスピード化に大きく貢献しています。しかし，分析の前段階，つ

まり，検体試料を作る段階が自動化されなければ，検査精度や検査効率の

向上は望めません。

テルモ自動1血L清分注装置は，いままで人手に頼ることの多かったlflL清分注

工程を自動的に行ないます。毎時500検体のスピードで，［OL清だけを3分

注しますので，検査効率を高め，精度管理にも役立てることができます。

《特　長》　　●遠心分離した検体を本体にセットするだけで，1（IL清を自動

的に3分注します。　●2カップに定量を，残量を1カップに、それぞれ

分注しますL、　●処理能力は，1人の人員で，500検体／時間と，きわめて

効率的です，，　●分注量は，2桁のデジタルスイッチで設定します。

●装置内の血清の流路は，すべて，温水で洗浄され，エアで乾燥されます

ので，前試料の残留がなく，精度の高い検査が行なえます。　●気泡検出

装置を採用。しかもポリスチレン製のビーズセパレータでltlL清と111L球を

分離しますので，検体容器にラベルなどか貼付されていても，lflLhiiだけを，

正確に分注します，　●検体の受け付けから，遠心分離，分注まで，検体

容器は終始，検体ラ・クに立てたまま取り扱われますので，検体の取り違

いか防げます‘　●直接，ML液に触れる機会が減らせますので，血清肝炎

などの防ll．に役、71ちます。　●検体不足や溶血などのトラブルは，自動的

に検出し，フリントアウトします。　●テルモ分注指示装置で分注情報を

入力し，さらに検査室用のコンピュータとも接続できますので，検査全体

のコンピュータ・システムにも容易に組込めます。

《おもな仕様》

　　分注処理能力．500検体／時

　　分注数：3分注，定量を2カ・フ

　　　　　　に、残頃：を1カソフに分

　　　　　　泥，

127　分注㍑設定：2桁デジタルスイッ

　　　　　　チにて設定

ifll清残存量．O．4me（ただし全血）

検体数：100本

・1会法：1130w×13001b〈680DmllI

IW　I9：：500　Kg

］Eil泉　：ACIOOV　　 50　　6011z

？ii∫費’ttt力：25　KVA

テルモ自動血清分注装置

APC・60P
対象検体少量：約3　mゼ

《参考事考》　団テルモ自動セハレータ供給機や，テルモ自動lflL餅排出装置

を用いれば，作業がより効率よく清潔に行なえます。

●テルモ自動セパレータ供給機：定品のビーズセパレータを検体に自動的

に供給します。APC－60Pの検体ラックがそのままセットできます。1

時間に3500検体のスピードで処理します。

●テルモ自重加且餅排出装置：lh1清分取後の検体容器を水の高圧噴射で洗浄

します。排tilされた血餅とビーズセハレータは，それぞれ別の容器に回収

されますので，廃棄するのに便利です。処理能力は毎時3600検体です。

回採血に真空採血システム《ベノジェクト》，また試料容器にラルポ清浄

試験管を用いれば，検査全体の信頼性と効率性がさらに向上します。

●真空採血システム《ベノジェクト》：溶血や凝固を減らし，検体の汚染

を防ぎます。また血餅付着がありませんのできれいに血清が得られます。

●ラルポ清浄試験管：ガラス製のディスポーザブル試験管です。高い清浄

度を保ち，しかも1本1回使用ですから，前試料の残留がありません。

v



128 電子科学株式会社
〒180東京都武蔵野市西久保1－3－IO　TELO422－55－lO11

　電∫・科学KKは，’電了顕微鏡、核磁気共鴨装置，屯j’・スピン装置，及び

生化学自動分析装置の研究開発，及び，製造に従事して来た技術者が，決

意を新たにし，昭和53年7月1日に創．、ン：した若い会社です、製品は，近年

医学関係でも注目されるようになった小型，安価，容易な操作性，実川的

な性能をもった小型質量分析装置と世界でも類のない生体反応を物理的に

促へる生体反応熱Ill二分析システムの二種類かあります。小型質量分析装置

は，今後，lllL中ガス測定，菌の同定，その他医学分野に大きく貞献する事

を期待しています。生体熱量自動分析システムは，昭和55年9月に開催さ

れた第12回臨床検査自動化研究学会の特別講演（佐賀医大助教授山村雅一’

先生）によリ，初めて発表されました。その後東海大学へ納人する事が出

来ました事は，大きな自信となり，又，励みともなりました、装置のハー

ド面，ソフト面に於いて，種々困難な事力侍ち受けておりますが，各ノi面

の先生方の御援助により，今後共，大きく躍進したいと考えますu

〈概要〉

免疫反応，細胞分裂，細胞増殖等の生体反応は，殆んど発熱を伴うもので

あり，各々の反応により発熱量は，各々異なるものである。生物学，医

学ノ4び薬学の分野に於ける測定では検体最が少く，且つ，発熱量も極めて

わすかであるため，この発熱邑を正確に測定する事は非常に因難であった

か，最近の高度な技術力の応用によりこのような生体反応熱娃の測定かli∫

能となX）た、，この生体反応熱｝1［自動分析システムは，極微肚の生体反応熱

19：を測定する判こより大きく医学の諸現象の究明に役立つものと期待され

ております．

〈特徴＞

U）μJ．　cORDERの極微量の反応熱測定が“∫能です。

（2｝非破壊分析ですので特別な前処理は不要です。

B）培養等の諸条件が不要です．，

（4）昼夜連続の無人運転が可能です。

（5辰時間安定度も抜群です。

生体熱量自動分析システム

ESCO　BC－OI
〈応用分野＞

i1）T－CELL，　B－（1ELLテスト　（2）リンパ球幼若fヒテスト

（3）MLC（MLR＞テスト　　　　　　（4）細菌の感受Mlテスト

（5）抗原抗体反応　　　　　　　　（6）風しんのスクリーニングテスト

（7）RBC，　WBC，　PLASM八の代謝測定（8）1fiLI夜型の研究

（9）異常1∬L小↑i〈の測定チェ・・ク　　　（10）1∬1．小板代謝lllll定

（11）血小板凝集テスト　　　　　　　（12）加水分解酵素の研究

（13）かん，リューマチ，不妊，その他患者の病状追跡

（14）CELL－CYCI．Eをはじめとした，その他生体諸現象の究明

く仕様〉

（1）同時検体装」眞検体数100本

（3｝［’i口II，日本しi隻り」L三目1【U芝　　 5て．：～50°（ψ

（5）最少検体1，1：　1．5m1

（7）ll支li’ll二｛ミ」！llり～ど　　60　O・（，　Lソ、一ド

・一■■　　’…　鋼駿

（2）杉ミイ本1允遊｛　　糸｛」0．15m｛］　’min

（4）i則定！感1隻　　10μV．tt　fuH　SCale

（6）n隻置室温度　1（）℃～30℃の範囲

（8）電源100V，15A　lケ

婆冶◎◎脚畷1戴1生体熱燈｛自動分折システム
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　めざましい勢いで進む現代の医療技術・システムとともに，病院検査室

における検査もまた，急激に増加の一・途をたどっています、しかも，膨大

な検体数と同時に，多項目の検査データか要求される今日，これらの過酷

な条件の中で，つねに信頼されるデータをスピーディに提供し続けること

は，もはや至難のわざともいえるでしょ一），，

　シスメックスは，約20年前，わが国で初のIAI球計数器の専llljメーカとし

て1由i期的なミクロセルカウンタを独自の技術で世に送り出しました。以来，

シスメックスは、「計数結果をお求めいただく」をテーマに，全自動の8項目

1血液分析装置をはじめとする全自動lfll液分析装置のシリーズ，7項目血球

計数システム，自動l／lレ」・板計数装i『1など，つねに検査室のニーズを先取り

した検査機器類を開発するとともに，機器に合った検査試薬、ディスポー

ザブル製品の充実を図ってきました、，

　シスメックスは，今までつちかった貴亜な経験と実績をフルに生かし，

さらに高品質な製llllの開発を通じて積極的に医療社会に貞献してまいりま
す．、

多項目自動血球計数装置

CC－800

　全白動のilll．球計数装置で，　IIII小板数の測定を含むllil液8J‘E’1　H（自lrll球数・

赤llll球数・ヘモグロビンIll：・ヘマ｝・クリ・・／ト値・血ノ1・↑1微・MCV・MC

H・MCHC）の測定を行います、デー一タは毎検体ごとに，　CRTディス

プレイに杉冒本番5膓・Jl日とともに表示され，杉こ査イ云票に印守：されます、

〈特長〉

サンフラにより検体が白動的に供給されますので，検体をサンフラにセ・v

トするたけで，1時間に約80検体を完全自動i則定します．，所要［fll．液㍑は約

O．5mlですが，耳朶lrll．などlrlL液境のすくない場合には40，u　1のlrlL液で測りじする

こともできます。

　本装置の検出部には新しいフローシステムと電∫・回路を採用し，粘度の

高いデー・一タを得ることができます，、また内蔵されたマイクロコンピュータ

により，測定されたデータは500検体分記憶し，任意のデータのCRTへの

表示，印字，消去などがu∫能です、、精度管理はCRTディスプレイのグラ

フ表示によリ大変簡単に行うことができます，、さらにヘモグロビン測定は

オキシヘモグロビン法を採川し，データの安定に／川えて廃液の処理が簡単

であるなど多くの特長を持っています。

　　　　　　　　鐸響　　　　響



130 1■OA東亜電波工業株式害杜
〒160東京都新宿区高田馬場1－29－10　TEL　03－202－02　11

■創立　　　　昭和19年9H

■資本金　　　5億50万円

■従業員　　　330名

■上場取引所　東京証券取引所　市場第2部

■営業品目

　電子計測機器……周波数シンセサイザ，特性測定装置，電丁電圧計，超
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　絶縁計，耐圧計

　記録計……………［ili感度レコーダ，多ペンレコーダ，　X　Yレコーダ，フ

　　　　　　　　　ラットベッドレコーダ

　科学計測機器……pHメータ，イオンメータ，電導度メータ，　DOメー

　　　　　　　　　タ，自動滴定装置

　計測制御機器……pH調節記録計，電導度調節計，ヒド水モニタ

　環境計測機器……COD計，　UV計，　Toc計，河）II水質R、、視装置

　臨床分析機器……電解質自動分析装置，胃液検査装置（pHスタット），

　　　　　　　　　グルコース自動分析装置，他

■営業所　　　札幌，仙台，筑波，名占屋，大阪，広島，九州

　東亜電波は，昭和19年に創立，通信用測定器にはじまり，以来，　pHメ

ー タを中心とする科学・分析機器，指示計測器，計測制御機器，記録計，

環境計測機器，さらに臨床用分析機器と多方面にわたる技術蓄積をはかり，

独自の製品開発を続けてまいりました。中でも，臨床用分析機器は，37年

の年月を経て培われた分析科学技術寸センサ技術＋エレクトロニクス技術

の総合技術を駆使して開発されています。

　イオン電極法により全1血中のNa　；’K；Cl一の1・j時測定を現したNAKL

　1電解質自動分析装置をはじめ，胃液の酸度測定をワンタッチで実現し

たSTOMA－1胃液検査装置（pHスタット），画期的なGOD固定化膜を採

用，膜1枚で1500以Ilの検体測定を実現したGLU－1グルコース自動分析

装置など，その優れた性能と信頼性とで高い評価をいただいています。

臨床用電解質自動分析装置

NAKL－1
〈特　　長〉

①サンプルは，血清，血漿をはじめ全血でも測定できます。

②Na＋，　K＋，　C「の3項目を同時測定・同時表示します。

③サンプルは，ISOμ　eと微量で測定できます。

④イオン電極法による完全自動測定システムです。

⑤　ミス測定防止機能内蔵の安全設計です。

⑥優れたコストバーフォマンスを実現しています。

〈主な仕様〉

測定対象

測定方式

表示・データ

測定範囲

測定時問

サンプル量

同時再現性

血清，血漿，全血中のNa＋，　K＋，　C「濃度

イオン電極法による全自動測定

各項目ともディジタル3桁表示およびプリントアウト

Na＋：70～199m　mol／e　K＋：2．00～9．99m　mol／ゼ

Cl－：70～199m　mol／e

約60秒

150μ／（min）

各項目ともCV値にて1％以内。
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⑰鷲i欝礪理曇
〒101東京都千代田区内神田3－2－12クリハラピルTEL　03－254－0052㈹

　欧米の優秀な臨床検査機器，分析及び，M．E．機器を広く紹介する目的

のもとに，欧米数1・社のメーカーと総代理店契約を締結し，同メーカーの

製品を医科，薬科大学：を中心に，各研究者のニーズに答えていますt）

〈営業品目〉

●ファランド社

●フオーマ社

●R．F．S．　t’ヒ

●スリー一社

●ラブシステム社

●グラナイト社

●リンプロ社

●マイクロ

　エレクトロード社

●ショ・ト社：

●アルザ社

●バイォアナリティカル

　　　　　　　システム社

●マリオン社

●デサガ社

●ジョードン社

●ニユーエアー社

●ナルコ社

●ミラー社

●バイオケム社

●O．T．E．バイオメディカ社

●スへ一スラブ社

螢光分光光度計，組織螢光分光光度計

COzインキュベーター，サーキュレー一ター，

超低温槽，ブラッドバンク・システム，嫌

気’性培養装置

真空凍結乾燥機

クリオスタット・ミクロトーム

フィンピペット，ラブピベット

血清（牛胎児1｛IL清，等）

7×洗剤，糸1蹄哉‡音養iトレイ

微小pHガラス電極，微小イオン電極

デジタルpHメーター（卓一ヒ型，携帯型）

ミニ浸透1・f三ポンプ

カテコールアミンアナライザー，マイクロ

フィルター，マイクロフィルター用遠心機

細菌採取輸送用培地「カルチャレット．」等

分取用無担体連続電気泳動，各種泳動装置

クロマトチャンバー

バイオハザード安全キャビネ・ト

電磁血流計，非観血血圧測定装liS，：

超小型圧力トランスジュサー

1）CO，・／pHモニター

脳波ベルグ・フーリェアナライザー

患者監視装置

カテコールアミンアナライザー

LC－304

　LC－304はエレクトロケミカルティテクター（EC一ティテクター－／を組

み込んた，カテコールアミン類及びそ〃）代謝物の分析に最適なモテルです。

〈特長〉

●UV，ケイ光検出器では，検出できないピコグラムオーダーの検出が

　できます、、

●特にICII中カテコールアミンの検出に最適です。

●高性能二段式ピストンを採用した専用ポンプで正確な流速，最小の脈

　流を保障します。

〈応用〉…………超微量の…………

●カテコー－IVアミン類及びその代謝物

●インドール，フェノール類

●芳香族アミン類

●ニトロ化合物
●各不重1クミ薬‘｝～1，　‡元酉菱iヒ斉1］

●尿酸，アスコルビン酸他，各種・電気化学的活’1生物質の分析

ta

♂邑
＼



132 合難東束計器
　　〒144東京都大田区南蒲田2－16TELO3－732－2111

　ド1・学や産業か飛躍的発展を遂け’た20世紀のこの80年　東京計器も多くの

分野にわたる㌧㌧〔門的な技術を駆使し，省資源や安全の郁｛保など社会のニー

ズに応えた製品づくilを通して数々のL‘　i（献を果してきました，

　そLてい圭2UH：紀を目前に控え，さらに社会の最適化をもとめて東京計

器は積極r1｛」な展開を々「｝めてい圭す

　創、ン1以来80年以1二にもわたり粘密機器メーカーとしての輝かしい実績を

生かし，単に需要に応えるだけのメーカーとして活動するにとどまらず，

持てる技術力を結集し，新たな今野への進出，また潜在しているニーズの

開拓にも果敢に挑んでいます

OCR｛光学式丈字読取装置）を中心とした情報機器分野，そして超肖二波診

断装置を中心とした医療機器の分野などに新たに進出しましたか，そこに

用いられる技術は，リミ京計器が従来から得意とするものが多く，それに・

段と研究をlnね製lllllの開発にノJを注いでいます。すて1に両分野においては

製品のもっすく1れた機能や性能に1：’ljい評価と注目が集められています

　また潜在しているニーズの開拓ヒいう面においては，これまでの東京川

器の’it　＃t分野，すなわち舶用機器，航空機器，油圧機器，産業機器の全て

にわたって積極的な姿勢で取り組んでいます、．ユーサーと〃）ハイフをノくく

して、より多くのユーサーの声を製iUilに反映させ，また国内の情報だけ’こ層

なくヨーロッハやアメリカなど淘・外の動静も駐在員‘1ぽ芳所など情報網を通

Lて迅速に得られるよう万全の体制をピ，ています、、

　機械技1，ll）から電∫・技術まで幅広い領域にわたり高度な技術を1，fiる東京計

器・近〆iく21世紀に向って確かな前進を続けてい圭す

血液流体特性検査装置
（バイオレオライザー）

BRL－1000

●概要

①バイオレオライザー「BRIr　IOoO」は，コーン・フレート形の回転式粘

度計による検体の粘度測定を自動化し，各種データの演算，記録はもちろ

ん洗浄作業もすべて自動的に行なうことができる医療用粘度計一こす．

②ずり速度，ずり応力の理論的計㌻）：ができるので，IIIL液（全lllL，　IAL漿，｜rlL

清）はもとより関節液，【唾液など非ニュートン】生流体牛寺性解析に適してお

り，レオロジー研究用，臨床用として利用できます、t

●利用法，参考事項

⑦つぎの各種疾患の病状判断や治・1寮指針のデータがえられ圭す
　（イ）　li‘；i十clliEどII’ll、汀叉汕：fけミR’V｛　　（　ロ　）」番↑・f・1・Vi三1（1L↑『1人J凄走［，til」Jil／／イi”／／’＃’tt（　ノ・）貞壁｝凄走1占ピ杜こ育旨

②輸【r1［用Lしてつぎの用途があリ£す

（イ）輸血治療の指針とその効果測定、（口）保イ川ll、液の’1寸状検在．

（ハ）成分［1’｜［液の’性状検査、

3各種疾患に対’する投薬効果の測定とコントロー一ノしに利用でき長す

（4川ハビリテーシコン効果の訓〃Lに利用できます

一し
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0東芝化学工業株式会社
〒101　　　　東京都千代田区鍛冶町1－10－4　TEL　O3－252－5716㈹

工場・研究所　〒959－16

大阪営業所　〒530

札幌出張所　〒060

●会社概要

　（1）昭和20年12月1日

（2）昭和25年2月11日

（3）昭和26年8月28　EI

新潟県五泉市南本町1－2－2

TEL．02504　－3　4111

大阪市北区梅田1－12－39

TEL．06－344－5538

札幌市中央区南　・条西2－5

TEL．011－222－4178

陸軍軍医学校新潟出張所の設備と人材を東芝が

継承し、東芝生物理化学研究所を設立。

株式会社　生物理化学研究所として独立。

東芝化学Il業株式会社と社名変更，現在に至る

●　当社は，その生いたちにもとついて生物学的製剤の製造を柱とし，関

　連技術を生かしながら，新製品の開発育成にたゆまぬ努力をつづけてい

　ます。

〈営業品目〉
（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

各種予防用製剤（ワクチン類）

各1重糸田菌’1生言参XJi剤

各種ウィルス性診断剤

各種臨床化学試薬

※東芝自動化学分析装置及びその他分析機用武薬

免疫機能検査試薬

臨床化学検査試薬

◇東芝自動分析装；r7及びその他分析機用試薬◇

　TBA－360・380・580・880

●Rate　Assay及びEnd　P・int　Assay用　　30項目

　GOT．GPT．ALP．1．Dil．LAP．γGTP，　HBD，　CPK，CHE，AMY，

　T－CHO，　F－CHO，　TG，　P－L，GLU；13－LP，　T－Bil，D－Bil，UN，UA，

　CR，　TP，　ALB，Ca，　TT，　ZT，　CAP，　IP，　Mg，

●TBA－580月l

　Na・K，　CI，BUN・GLU

●コン　ト　ローノレ」［flLllt；　　戊（芝イビ乞

新発売！　LL試薬シリーズ（Long　Life，式薬）

●凍結乾燥のメリットと新しい液状安定化の技術を組合わせた長期安定試

　薬シリーズです，、

●本lllllは溶解後2～10℃で3ケ月間安定です。

●LLシリーズ項目　8項目

　GOT（Karmen法・GSCC法）……Rate　Assay法

　GPT（Karmen法・GSCC法）・一…Rate　Assay法

　ALP（GSCC法）………………・…・・Rate　Assay法

　LDII－L（Wacker法）………………Rate　Assay法

　LAP（Nagel法）………・…・・………Rate　Assay法

　UN（Urease－lndophen・1法）………End　Point法

　CHE（1）TNB法）　　　　　　………Rate　Assayl去

　γ一GTP（Orl　owski法）　・・…・……Rate　Assay法

　他の項目に関しても開発中です。
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東芝メディカル株式会社

東京都文京区本郷3－26－5　TEL　O3－815－7211

自動化学分析装置

TBA－580
　東芝メディカル株式会社は，東京芝浦電気株式会社の医療機器部門の販

売・サービスを業務とする会社です。

　大正4年，わが国で初めてX線管を完成して以来，X線機器，医用電子

機器，核医学機器，CTスキャナなど，数々の医用機器・医用システムを

製品化し，医療技術の向上に貢献してまいりました。

　「医療と健康に奉仕する」ことをモットーに，絶え間ない技術開発と技

術革新をもとに，コンサルテーションからファイナンス営業，アフターサ

ー ビスまで万全の体制で責任あるフォローができるように心掛けておりま
す。

　東芝，TBA－580形自動化学分析装置は，11項目の化学分析が高精度

で迅速に行える装置で，緊急検査からルーチン検査に使用されることを目

的として開発した装置です。

　分析法は，電極法，比色法、反応速度法を用意しています。さらに，緊

急時の測定を迅速に行うための，スケジュール機能や精度管理のチェック

機構，試薬保存用保冷室なども備えています。

〈特　　長＞

1．24時間スタンバイ

　　独自のスケジュール方式によって設定時刻にオートキャリブレーショ

　　ンと自動洗浄が自動的に行えます。

2．電解質を含む11項目の同時測定が行えます。

　　Na，　K，　Cl，　BUN，　GLUの5項目を電極法で標準装備しています。

　　さらに，比色法6項目が組み込めます。

3．迅速に処理します。

　　サンプリングから結果の打出しまで，わずか1～5分と短時間で，90

　　検体／時（990テスト／時）の処理能力があります。
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東洋紡績株式会社
〒530　大阪市北区堂島浜二丁目2番8号　TEL（06）348－3357

i35

■会社概要

　東洋紡は，明治15年（1882年）に大阪紡績として発足し，その後，綿，

羊毛などの天然繊維の外に，エステル，ナイロン，スパンデックスなどの

各種合成繊維にも進出し，世界イi数の総合繊糸llメーξカーとなり，1982年に

は創立100年を迎えることになります。

　この間，繊維以外の事業にも積極的に取｝）組み，各種フィルム，合成樹

脂，生化学など次々と事業化して来ました。中でも生化学事業は，長年培

った酵素技術を活用して各種臨床診断試薬を開発し，現在，小野薬品L業

㈱を通じて販売しております。最近ではEIA法によるAFP測定試薬の

開発に成功し，iii販しております。

　科学機器事業の分野では，社内ニーズから各種繊維計測器や王藁境機器な

どを開発して来ました。これらの経験のヒに酵素や高分J’・の技術を合せて

生化学分析機器の分野にも進出し，第1り’として㈱島津製作所とJt〈・同で緊

急検査に適したバック式の自動’L化学分析装置「DIASPAT」を開発

しました。引き続き固定化酵素膜を利用したグルコース分析器を開発しま

した。この外に自社のRO膜を利用した純水製造装置などを商品化してお

りますが，　「未来のゆたかなパートナー」をモットーに他社のすぐれた商

品の代理業務も行なっています。

■メディカル関連の主要商品

・ グルコース分析器（ダイヤグルカ，GOD固定化膜使用）

・バック式自動生化学分析装置（ダイヤスパット，島津～東洋紡共同開発）

・RO純水製造装置（東洋紡ホロセップ使用）

・ 簡易防塵脱臭マスク（セフティ・マスク，活性炭素繊維使用）

・ギルソン社製生化学関連機器（Micro　Pipette．Fraction　Collectorなど）

・ ネスラブ社製低温機器（投込式冷却器）

・ 安全薬品収納庫（ボi・ル・キャビネット）

・検査室設備機器（実験台，天秤台，薬品棚，ドラフトチャンバー一）

グルコース分析器DIAGLUCA
TA－lOI／lO2
　固定化クルコース・オキシダーゼ膜を用いた亘極方式のグノレコース分析

　器で、初めてシステム・コンポ型を採用しました。

■特　長

　・マニュアルからオート迄，予口：に合せて購入できるシステムコンポ型、，

　・固定化酵素膜使川のため，ランニングコストが安く経済的，

　・操作は簡単で，100検体／時間の高速処理、、緊急割込も可能、

　・サンプノレは，Illl．清，」flL漿，全lm，尿いすれでも可能。

　・緩衡液を循環使用するため，安定でムダがなく経済的．

■仕　様

　・構成　①本体（マニュアノレJl］，　TA－101）　②オー［・サンブラー

　　　　　（TA　102）　③プリンター
　・；1　1］じ1　t圭El川　　　0～999mg／dl

　・検体量　　20μ1

　・処理能ノJ　loo検体／時聞

　・・」＾法　　本体　　　W300×D320×ll350mm

　　　　　　システム　W700×D360×H350mm
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136 △鷹繊会社
〒103東京都中央区日本橋小舟町5番1号 TEL　O3－665－3174～7

商　．号

創　業
けし　　　　ti

‘3又　　」ノ，

資本金

社　員

長瀬産業株式会社

NAGASE　＆　COMPANY．　LTD．
1832年（天保3年

1917年（大正6年
47i，意8　T・6　rl’ノブliJ

1，950名

　6月18日
・ 12月9日

　当社は遠く1832年（天保3年）京都西陣において，染料問屋として誕生

しました。以来150年に近い占い歴史と輝しい伝統に立脚し，積極かつ堅

実な経営方針のもとに今日の発展をとげて参りました。とくに技術革新の

先端を行く化学工業領域の専門商社として独自の地位を築き業界をリード

して来ました。

　医療産業分野への参加も占い歴史をもっており，長瀬医療グループの傘

下で関連部門が活発な活動をしております。当部は主として医療診断方面

の製品（セントリフィケム500，デンシトメーター，イーストマン有機試薬

ワットマン酵素試薬，対射線測定機器など）を担当しております。他の部

門としては，

　長瀬産業㈱コダック製品‘｝輻業部ラジオグラフィーグレープ：イーストマ

ンコダック社製造のX線フィルムおよび1’1動現像装置の輸入販売。

　帝国化学産業㈱・ナガセ医薬品㈱：医療用医薬品の製造販売。

　長瀬ランダゥア㈱：フィルムバッヂ　サービス

かあります、，一方製造部門としてはナガセ生化学工業㈱がユニークな酵素

の開発製造を行っております。

　当社は以ヒのように化t）’専門商社として海外有力メーカーとの緊密な結

びつきのヒにたって，永年の信用と充実した経験によりその市場開発・情

報収集などを通じて，医用電子機器，各種試薬，臨床検査システム，検査

室コンヒュー一ターシステムの開発など将来性ある商品の開発を目ざして，

総力をあげて未来に向って逞ましく前巡しています。

生化学自動分析装置
CentrifiChem＠sYs’E”SOO　S

　全国300ヵ所以上の施設で採用されているセントリフィケムシステム、

遠心ノi式の特長をいかした超微量による分析は，いまや臨床検査室に欠く

ことのできないシステムです、、

　セントリフイケムシステム500Sは，べ一シックタイプにサンプルセレク

ター一検体選択ユニッドをセットして効率アッフをはかった新システム

てす、

●サンプルカップか最大200イ［・iiiセットできます、、

●サンフル量，試薬量，希釈液量及びスタンダードの種類，コントロール

　などの梢報かコンピュータに記憶されているため、測定項目コードと依

　頼検体番｝ナを入力すれば全自動で制御します．

●血清とコントロールを・度セットするだけで，全項目の依頼検体の分注

　か自動的に。項目ごとのスタンダード交換など分注に要する時間か大幅

　に軽減されます．

●EIA測定を含む2試薬系反応、免疫グロブリン測定が可能

なおピペッター1000を組合せたシステム510を新発売いたしました1



二光バイオサイエンス株式会社
〒141東京都品川区西五反田2－7－ll光洋ビルTEL．03－490－64日
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　’Tl社は、昭和37年創業以オミ，　iiとして医科系大学、病院，研究所に，欧

米の臨床検査機器及び理化学機器を納人販売して参りましたが，近年来の．

科学及び医療技術の急速な進歩・発展に対’処するため，専門分野を生化学

と1幅夜検査にしぼってそのノウハウの充実に努め，名実共にこの分野の専

門技術商社ヒして着実な歩みを続けて参りました。

　更に，本年（1沼和56年）lJl，医薬・試薬メーカーとして世界的に著名

な，西独のべ一一リンガー・マンハイム社の関連会社であるべ一リンガー・

マンハイム・ジャハン株式会社ヒ合弁契系｛」を締結して，資本・技術の充実

を画ることに致しました，これにより，今後当社は，両社の相ll：提ts｛；によ

る特長を生かLて，臨床検査機器及び関連製品分野の技術とサービスの向

上に万全を期する所存です、

　　　　　　　　　　主な取り扱い製品
．’ NKK　ヘマトレーサー　　　＼1］社の技術で1］1・1発した特許製tl“llで，　llに

　　ルーチン用のll1L液凝匿｜・凝集測定装置で’す

‘クリニコン比色計　4010　　　カイネティック法・エンドポイント

　　法の測定がII∫能な，取扱いの簡単な，精度の高い比色訂です、

　BMD　ll1L∫求カウンター　　　3∫貞目・5∫頁目・7∫「〔日用と日f’1｛」にLじじ

　　て御使用いただける機種が用意Lてあります、

　BM1）　SYSTENI－M　　　コンヒュー一タによ’一．てコントロールされ

　　る30チャンネノしの任意選択式全自動化学分析装｛；了訂1です．

◎フェロヶム　3050　1rll．清鉄／TIBCアナライザー　　　電気化学法

　　を用いた世界初のワンステッフ，でlnl．清鉄／TIBCの測定ができる分析

　　装置です、

　NOVA一イォン電極法電解質分析装置　　　NOVA　1｛Na，　K），

　　NOVA2　／Ca），　NOVA3　（CI，　TCO，）），　NOVA4　／Na，　K，　C　1，　TCO2，

　　Anior）Gap）NOVA51Na，　K，CD　イオン電極を用いて，全lnl、の電解

　　質を測定することができます

フェロケム
血清鉄／TIBCアナライザー
MODEL3050

　フェロケム　M・del　3050は，電気化学法を採H］した、電極で11rlL清中の釣ミ

と　TI　BCを1ステップで測定するユニークな分析・装置です

〈特　　長＞

1．迅速な測定

　　ウォー一ム・アップから較．正・測定への各操作が非常に簡単なため，緊

　　急時にでも直ちに結果を得ることかでき圭すtt

2．微量な検体

　　検体は10～100μ1と微軍：で（TIBCは100μD新生児や，・1・児の鉄欠乏

　　性貧llll．症のスクリーニングの要求に応えることができます

3．簡単な操f乍

　　ヒヘットで検体をセル中に入れ，スタートボタンを押すたけで，60秒

　　後にデータが求められます。前処理は全く必要が才）りません、

4．rゴ；i　L・ホ㍑圧どとlljlJ3↓’門三

　　電気化”7泊｛J測レじ法は，極めて感度がよく、又電極の寿命も長いと云う

　　特長があり，従って実験結果によれば，精度も高く日差変動も・」・さく

　　非常に好結果を得ています、

w 　　　　eq

＼

鍛
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〒101東京都千代田区外神田5丁目3番14号TEL　834－6545（代表）

　株式会社ニチリョーは，昭和19年化学月1硝子体積計の製造販売を目的と

して設立されて以来，37年の健全な歴史を経て現在医療及び理化学分野に

於ける分注器，ピペット，器械等の唯・の専門メーカーとしてその製品を

国内はもとより，全世界の隅々まで輸出している「ディスペンサーのハイ

オニア」であります、

　なかでも，オートピペッターMKIIは従来のマニュアルマイクロヒへ・・

トを自動化にした画期的な製品であり、操作性，再現性等を追求したマイ

クロピペットの決定版であります。

　株式会社ニチリョーは，時代のニーズに適合した製品開発に全力をあげ

医療社会に大きく貢献する為に遇進しております。

〈取扱品目〉

●分注器

　アキュベンサー，アキュペンサージュニア，ディスペット，マイクロデ

　ィスヘット，テーブルペッター他

●マイクロピペット

　ジャスターU＆V，ジャスタ1100F＆V，　MODEL100ビルペッター他

※新製品のご案内

・MODEL8100

　　　　シリンジを使用したピペットタイフのマイクロディスペンサー

　　　　分注容・量範囲　10μ1～500μ1

’ オートヒヘッターMKII

　　　　従来のマイクロピペットを自動化し連続動作か日∫能なデジタル容

　　　　量設定方式のマイクロピペット　分注容量範囲　2μ1～1000μ1

・ オートダイリューター

　　　　右記参照

自動希釈器
ニチリョー一オートダイリューター

〈特　　長＞

1．動作モードか豊富

　・自動1　（CONT）：連統動作か行なわれる，、

　・自動2（AUTO）：・度のスタートスイッチの操作により　・連のダイ

　　　　　　　　　　　リュートが行なわれる

　・r動　　・MANU‘：ごクートスィッチを操作するたひに吸入，排出か

　　　　　　　　　　　行なわれる、

2．インターバル時間「／）IJ・揖5かII∫能（INT）

　吸人と排出又は排出と吸入の動作間の時問を，1生定できる（0．5～5秒）

3．動Jf乍口寺間力ご知籏宿

　サンプル，ディスペンスの各ブランジャーは同時に上昇又は下降する為，

　・行程に安する時間が短縮されている（秒／回　5秒以内）

4．サンプラー，ディスペンサーが可能

　容：き｛：設定はスペーサー交換によるが，サンプラー又はディスペンサーと

　してのみ使用する場合はいずれかのシリンジに0％のスベーサーをセッ

　トする。

〈仕　　様〉

・ 分注量0．01mρ～20頑

　　サンプル，ディスペンス共

・ 分注精度　±1．0％

・
＃t－」：）↓’1寸三　　　　±0．5％

・ 電源　100V（50／60HZ）50W
・ 外形寸法　134×140×230（％）

・ 　重1“：　　6kg

＼
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　株式会社　日科機は米国コールター社の日本総代理店として，昭和40年

に発足以来，血1液，生化学分析機器を中心として数々の優れた臨床検査機

器，理化学機器を輸入販売しております。

　当社の主力商品である多目的全自動thL球計数システム，コールターカウ

ンター　モデルS－plusは全世界で二千台以上，日本国内では百数t台が

納入され．コールター製品の信頼の証として絶対の御支持をいただいてお

ります。

　当社では血液凝固，ItlL液像分類を含めた」血液検査部門のみならず生化学

検査部門においても，コールターケミストリー，ケモラボ，ケモマットに

よるマルチチャンネル生化学自動分析，イオン電極法分析，酵素活性初速

度測定，酵素抗体分析等の分野にユニークな分析機器を充実した専門スタ

ッフによる万全のアフターサービスとともにお届けしておりますn

〈主要取り扱い商品〉

臨床検査機器分野

　米国コールター社

　　多目的自動lflL球計数システム，自動ltlL球計数器，粒度分布測定器，日

　　動IAL球像解析装置、マルチチャンネル生化学自動分析装置。

　米国オリオン社

　　pHメーター，各種イオン電極，　lfll中イオン化カルシウム・ナトリウム

　　カリウム分析。

　米国YSI社

　　グルコース，アミラーゼ、リバーゼ，コレステロール分析器、

　日本ワーナーランバート社

　　血液凝1占｜自動測定器．

　フアイザー社

　　自動細菌検査システム。

　その他，1血小板凝集メーター，他

全自動14項目血球アナライザー
コールターカウンターmodel　SPLus－II

　コールターmodel　SPLus－IIは従来のmodel　SPLusに比べてデータ

解析機能が飛躍的に充実ll・H　一一した1血L球アナライザーです。

　アナライザーは新たに設計された内容を有し，データターミナルディス

プレイが追加され，新しく開発された試薬システムの使用により以下に挙

げる測定を行うことができます。

　測定項目（プリントアウトおよびディスプレイ表示）

　　WBC（白血球数），　Lymph％（リンパ球％比），　Lymph＃（リンパ球

　　絶対数），RBC（赤lflL球数），　HCT　（ヘマトクリット値％），

　　MCV（平均赤ML球容積），　RDW（赤lllL球サイズ分布率％），

　　HGB（ヘモグロビン濃度），　MCH（平均赤血L球lflL色素垣），

　　MCHC（平均赤lflL球lrlL色素濃度），　PLT（血小板数）

　　PCT（プレートクリット／直％），　MPV（平均lf］1ノ］・板イ本積）

　　PDW（rfll小板サイズ分布率％）

　ディスフレイ表示グラフ

　　白LflL球サイズ分布ヒストグラム，赤iflL球サイズ分布ヒストグラム，

　　IflL小板サイズ分布ヒストグラム



140 1ヨN　装株式倉私
〒150東京都渋谷区恵比寿3－43－2TELO3－442－8311（大代）

　日機装株式会社は，昭和28年12Jjに特殊ポンフ⊂工業㈱の社名で創立され

その後，昭和43年に現社名の日機装㈱となりました。日機装のモットーは
「

最高の製品を作る、ということで，スヘシャリティの高い製品・技術を

手がけ，積極的に優れた外国技術を導入し，さらに研究を加えて日機装オ

リジナル製品を作り出し，国内はもとより広く世界各国に提供しています、

　日機装は大きく6つの部門から成り、ltlっております。医療器事業部では，

信頼性の高い人二rl腎臓装置をi：体とした医療用具の販売，高精度の臨床検

査機器の販売，時代を先取リした各種人工臓器の研究開発，機械‘1撲部で

は，ポンプ・コンプレッサーなどの流体機器，活性炭による溶剤回収・脱

臭装置の製造販売，計装事業部では原r一力発電関係の水質調整，ボイラー

自動制御・非鉄精錬プラント及び制御装置の計lllli・設計・抑｝付・試運転調

整まての　・貴した業務，機器部は各国の優れたデザインのバルブ・継丁・

流量計などの販売，健康産業部では，プールの建設やスイミングスクール

等の運営，歯科器材部では，歯科医で使用される器械・材料の輸入販売な

ど各種の分野に渡一，て幅広い活動を行一，ております，

彩 ■■・●■

　　・◎：命’●

’㊨■■6
　　＆ロつ・パ・ぴ

電極式多項目電解質分析装置

AMTクリンイオンAl－3　Cl－3
　AMTクリンイオンは，世界で初めてイオン化カルシウムの」tiL中活量を

電極により連続自動で測フ亡する1（IL中イォン濃度分析器で，特に試料に1白：

接電極を漬ける，ダイレクトディッフ方式の採川で，従来の吸引式のよう

なハイフ「の汚染，目。占まり等かなく，保守が容易でま）り，また，測定の要

となっている電極が露出しているため，万・のトラブノレにも，簡単確実に

対応ができるほか，CO2ガスを試料に直接吹きつける方式を採用し、試料

の温度調整，撹排を1，，」時に行なうヒに，空気中に・担開放され，CO2ガスが

才友けた、I」k料にっいても，　pll補1ド機構によりCa升等か」王石旅にしかもf本1勺に

存在している状態ヒほほ同条1’1・ドで測定出来る等々の数多くの漸新なアイ

デアと新技術の導人により従来困難であった1∬川］イオンを生体内と同条

件ドで，その活娃として測定することをiif能にした画期的な製品です

　これらの新機軸は，全国の病院検査室，大学研究所，麻酔ポ1，緊急検杏室

と幅広い分野でその！1　！1価を発揮しており，電解質分析器の中心的存在とな

一 ．ております、，

〈仕　　様＞

1．用　　途：人体及び動物のlllL中電解’江イオン濃度定最分析

2．測ラじ∫頁ll：Ca＋＋，　Na＋，　K＋、　Cl－．　HCO：ゲ

3．測定範囲：生増！的にあり得る範囲全て

4．検　体：全1∬L（非ヘハリン1血1，ヘハリンlfl洪分析t・J’能）血漿，　IAI清

5．検体量：o．4mV全項H同時分析
6．分析速度：60検体／毎時　但し緊1急検査時，1検体／90秒

7．ノくきさ：43（巾ill　）×48（奥イD×53（r：‘：1さ）cm　37kg

8．電　　源：100V　50／6011z　400W（第二種接地付）
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　日水製薬株式会社は，昭和10年4月㈱日産水産研究所として設立され，

その後㈱日産研究所を経て昭和37年1月に現在の社名に変更いたしました，、

　当初は日本産業株式会杜（H産）傘・ドの1［大水産会社の総合研究機関と

して，水産に関する諸研究を行うことを目的とし，昭和11年H本水産の発

足後はその研究部門を担当して，鯨をはじめ水産並びに陸ヒ動物の臓器等

の完全利用についての研究に着手し，これらを原料として医薬品を製造発

売するようになりました、、

　昭和27年には胆汁酸に関する積年の技術を生かして，赤痢・サルモネラ

分離用のSS寒天培地を完成して市販し，培地メー一カーとして新しい分野

を開拓することに成功しました。その後各種細菌検査用培地を充実させる

とともに，昭和40年代にいたりストレプトリジンOをはじめとするltlL清学

的試薬，AMテストをはじめとする生化学的試薬，管理用lllt清としてコン

セーラ，イーグルMEM培地をはじめとする組織培養用培地を開発し．さ

らにそれらに続いて日動分析装置の普／乏に応じて，ジアゾンーGTP－Cセッ

トをはじめとする各柳自動分析用il」／薬を製造販売L，臨床検杏薬の総合メ

ー一 カーとして・「要な役割を担っております，、

　今後とも弊社独自の製品を開発製造してユーザーの皆様ノ∫の御期待に沿

うように努力していきたいと考えております

く主な営業品目＞

　1．細菌・真菌・原虫用培地

　II．組織培養用培地

　III．診断用試薬

　　1．感受性試験用ディスク

　　2．管理用試薬

　　3．IfiL清学的試薬

　　4．　生イヒ学：白勺言式薬

　IV．自動分析用試薬

　V．器材・機器

自動分析用試薬

管理用試薬

自動分析用試薬

　弊社では自動分析用▲薬を各秤製造販売しております。現在，生化学検

査用としてγ一GTP，　PL，　TG，　T－CIIOL，　GLU，　GOT，　GPT，　LDII，　LA

P，ALPのIO項目かあり，各項目二とに各1「自動分析装置に適用てきるよ

うに試薬の容㍑などを設定し，いくつかのセットにしてありますので各施

設での自動分析装置，検体数などに合わせて選択できます，、

　またlfil．清‘Y：検杏1月1とLて，免疫比濁法を原」：EUとする／3－LP，　lgG，　lgA，

lgMの測定用の1’1動分析用式薬もあり，これらの項目か簡単に、加時間て測

定できるようになりまLた，，

管理用試薬

　粘度管理用プールIAI清：コンセーラ（正常値），コンセーラA（異常値）

は，ヒトlf［1清を正碓に　・定；li：ずつ分注して凍結乾燥したプールll［1清て，そ

れぞれ1レナ（3mゼ×25本II，2号／l5m（ノ×15本）の包装かあります・

　コントローノしlllL汀「：ス、イトロールN｛正’滑f直），　スイトロールA「異1『W川

は，ヒト1（］1清を胚本に各↑「成分の調整を行い正硝に　・定量ずつ分注して凍

結乾燥したコントロー／し1rll消で，それぞれ1号（r）　me×6本），2り・〔5　mρ

×20本／の包装があります　自動分析装置の精度管理にも最適です



i42　ee日本ウォーターズリミテッド

　　〒102東京都千代田区紀尾井町3－6秀和紀尾井町パー一クピルTEL264－8005

ウォーターズ高速液体クロマトグラフ

ALC／GPC　204型自動化モデル

　日本ウォーターズリミテッドはウォーターズアソシエツ（米国マサチュ

ー セ・ソツ州）の∫・会社として昭和48年11月15日設立されました。以来ウォ

ー ターズアソシエツが製造する高速液体クロマトグラフ及びその関連周辺

製品の輸入，販売，アフターサービス等の業務を行なっています、，業界唯

の高速液体クロマトグラフィー専門会社として応用分野の開拓，機器の

自動化，高速液体クロマトグラフィー用化学製品の開発に力をいれ，今日

では大阪，福岡に営業所を開設，社員数70数名によるサービス体制をと一，

ております，，

会社概要

　設立　　　　昭和48年11月15日

　代表役貝　　代表取締役社長　山田黎明

東京本社

大阪営業所

福岡営業所

東京都千代田区紀尾井町3－6　秀和紀尾井町パークビル

大阪市淀川区西匡｝1島5－14－10　リクルート新大阪第2ビル

福岡市博多区博多駅束2－17－5　モリメンビル

　高速液体クロマトグラフィーの分離，分析技術はあらゆる分野で利用さ

れています。そしてその取扱の容易さ，再現性の高さはすでに高く評価さ

れています．生化学，医化学，薬学方面では特に多くの分析技法の開発が

おこなわれ，研究室，検査室における必須の機器となっています。

　ウォーターズでは高速液体クロマトグラフィーによる分析がH常作業化

している現状に鑑み，ALC／GPC　204型（本体），全自動サンプルプロセ

ッサー710B型，システムコントローラー720型，データモジュール730型

の構成による，品質管理分析や通常分析を全自動で行なうシステムを発表

しました。このシステムは，単…〉くは複数の分析メソツドを記憶し，48本

の試料まで連続的に分析します。吋料の注入からデータ処理まで一貫して

日動化されましたので，生産性の向ヒ、省力化，人為的ミスや誤差の解消

など大きな利点が生かされております。

事業内容

ウォーターズアソシエツ（親会社）及びその関連グループによる製品の

輸出入，販売，使用上の指導，市場調査，研究，サービス等



■■■■日nt＞v電－業酷式会冠

〒161東京都新宿区西落合1丁目31番4号　TELO3－953－lI81

日本光電工業株式会社　概要

設　　立　昭和26年8月

資本金10億6200万円
代表者　代表取締役社長

従業員数　442名（男361，女81）

事業内容　医用電子機器および変成器の製造販売

〈主な製品〉

＊脳神経系検査

＊循環器系検査

＊呼吸器系検査

＊超音波検査

＊生化学検査

＊1血液検査

＊モニタ関係

＊緊急治療関係

＊基礎医学研究用

＊データ処理関係

株式

脳波計・EEGスキャナ・EEGビデオシステム・筋電計

網膜電位測定セット・他覚的聴覚検査装置・眼振計

心電計・心電心音計・心機能検査装置・校正脈波計・

心電図伝送解析サービスシステム・ベクトル心電計・

ICRホルタECGシステム・

UCGポリグラフ・希釈式心拍出量計・血圧モニタ・カ

テラボ／シネアンギオ解析システム・電磁血流計

フローボリュームリーダ・呼吸抵抗計・呼吸機能検査

用ポリグラフ・圧力型ボディプレシスモグラフ

リニア電子スキャン式超音波診断装置

血液自動分析装置（ジェムサッ久ジェムナイ，フレキシジェム）

自重加血球計数器（セルタック）・ヘモグロビンアナライ

ザ・ヘマトクリット計

ICU／CCU用監視装置・ライフスコープ・重症患者情

報処理システム・新生児モニタ・分娩監視装置

心臓蘇生装置・必臓ペースメーカ・心マッサージ機

電気刺激装置・オシロスコープ・微小電極用アンプ

データ処理装置

昭和36年東証2部ヒ場，
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遠心方式生化学自動分析装置

ジェムナイ

　ジェムナイは，「ワンボタン操作が魅力」の，自動化の粋を尽した遠心方

式アナライザです。自動分析装置のなかでは最も操作が簡単です。

　操作は，①分注後のディスクをセットする。②カードを挿入する。③R

UNボタンをプッシユ。これで0．5～13分後（分析項目により違いあり）に

は18検体の結果がプリントアウトされるわけです。あまりに簡単な操作で

マスターするのに数分もかかりません。

　遠心方式特有の特徴をすべて備え，しかもコンパクトで故障が殆んどあ

りません。本体価格はマニュアル分注器付で980万「1］というのも魅力です。

その他に自動分注機，さらにデータ処理機として，カリキュレータ，ジェ

ムファイルシステム等が用意されております。

　少数ホ剣本多項目処理・マルチ分析機で未処理の項目の処理・緊急検体の

処理等に幅広く活用できる新鋭機です。

●測定項目：40項目以．七鉄，イムノグロブリン，EMIT等も測定可。

●血清・試薬量：1血清量…5～60／t　1，試薬量…400～700xt　1．

●処理能力：100～600テスト／時。

●測定方式：20ポイントレート。エンドポイント。2ポイント。2波長。
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大阪市東区石町2丁目30番地　TEL　O6－941－0301

遊離脂肪酸測定用試薬

　反応特異性に優れ，共存物質の影響が少ない、ACS－ACO酵素法によ

る改良比色定量法です！

〈試薬〉

品　　　　　　名 主　　成　　分 規　　格

NEFA－K酵素。八薬A

ACS，　ATP，　C、）A

Mg2＋，　ASOD

4一アミノアンチピリン

1バイアル

（30mψ用）×5

NEFA－K酵i才，八薬B ACO，　LPL，　TOOS

ハー オキシダーゼ

1バイアル

（30酩用）×5

NEFA－K緩　衝　液 トリス緩衝液 lOOOmρ

NEFA－K反応停止液 NEM 500m£

NEFA－K標　　埠．　液 オレイン酸（1000μEq／セ） 5mρ×5

イλイ∫：浸ミ：　2～8°C

〈測定原理＞

　Non　esterified　fatty　acid

に二罵∵　議竃灘li
　Acvl－C・A　［C・A＋NEM→C・A－NEM］　ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内因性のアスコルビン酸は予に三㌘＿＿鷲・Dにょり一し

　H2　02　　　　　　　　　　　　　　　・TGによる混濁はLPLによ

「＃馴鵬㎜　し　
　Quinone　dye（入max：550nm）

［i！E｛ii］

　　　　NEFA』K （ACS・ACO－TOOS法）

〈試薬の調製法〉

○酵素試液A：酵素試薬Alバイアル＋緩仙液30me

　　　　　　　　（冷蔵3日間安定）

○酵素試液B：酵素試薬Blバイアル＋緩衝液30m．e

　　　　　　　　（冷蔵3日間安定）

＜自動分析機へのダイヤグラム＞

R－1：酉孝素1；∫∪夜A，R－2：酵i才こ．」k？YZB，　R－3：1〈応停Ilゴ夜，　R－2　　R－2十

R－3

一 1血清20μ～

－ R－10．4mセ

　　　　　　　　　（波長）
「R－20・4・£rR－30・4・£「570・700

日立706，712 ⑪ ⑳ ⑪　　　　⑳

一
lf｜L清20μ～

－ R－10．4m£ 「R－2　0．4m£　「R－30．4mゼ「570・700

日こ〆：716，726 ⑪ ⑳ ⑳　　　　⑰

一 血1清10μ1

－ R－10．2mρ 「R－2’0．4mf　　　　　「570・700

1川：705 ⑪ ⑤　　　　　　　⑩

一
［右1清20μ～

一 水0．2・ρrR－10．5・尼rR－20・5・ψrR－30・5・疋「574・700

島津CL－12 ⑥　　　　② ⑳　　　　⑳　　　　⑳

一 rm清15μ～

一 水45μ1 「R－10・3mρ　「R－20・3m疋「R一30・3mψ「570

TBA－880 ⑪　　　　① ⑭　　　　⑰　　　⑳SUc



145

ア　　　　総輸入元

　　　　日本ダイナテック株式会社
〒141東京都品川区西五反田7丁目25番5号TELO3－490－2871

　日本ダイナテック株式会社は米国ダイナテック社の100％f会社で1978年

9月に設立されました、，

　ダイナテック社製，診断川，外科用，および測定用機器は過去数年間代理

店により販売され，例えば，こ光純薬株式会杜はCOOKE　MICROTITER⑱

システムの販売に努力し，市場の大’トを占拠してきました、現在は日本ダ

イナテックが輸へ元でCOOKE　MICROTITER⑯は二光純薬が総販売代理

店であります。又，MICROELISA⑭システムも販売して居ります。

　日本ダイナテック㈱は，販売1占およびユーザーに，よりよい技術営業サ

ー ビスを提供し，高度な技術を必要とする新製品を紹介して居りますt）

　MIC－2000⑪薬剤感受1生測定システムは，長瀬産業株式会社が日本の総代

理店として，又，ダイナテック／／アルテック製マクロ／マイクロ計測機，870，880，

980，又，モデル800画像分析機及びミクロピペット，TRIDAK　STEPPER

等は家田貿易株式会社が日本の総代理店として，販売しております。

≧　　　　・湖麟■置睡
　　　　　　“ret　　tW．．

監慰魯嵐癖’

ん

薬剤感受性ミクロ定量半自動装置

ダイナテックMIC－2000⑧システム

　ダイナテノクMIC2000⑭抗生物質感受性ミクロ定≒］二測定システムは抗生

物質の感受性の測J定において液体希釈法を省力化し，ミクロ定量法を実現，

ランニングコストの減少をはかり，最小発育開．止濃度（MIC），最小殺菌濃

度（MBC）および同定（ID）が得られるc，全ての抗生物質および好気性嫌気性

菌に日：りテス1・ができMIC（μg／mDと同定が同時に得られる。

　MICを定；1｛：的に求めることは抗生物質のIIIL中濃度ピークのみな；）ず尿濃

度ピーク，脳脊髄液濃度ピーク，胆汁濃度ピークに照らして医師が患者の

体質，体重，病態に合わせて適当な抗生物質を適量に与えることができる

という意味に於いて寒天平板法と同じく有益なことである。

　また，新抗生物質対従来の比較，抗生物質対数種の純菌株，抗生物質併

用効果テストが簡単にできることはリサーチノ∫面において利用価値が高いf、

　米IlilFDA，　CDC，　NCCLSなどの権威ある諸機関が本MIC2000システム

を抗生物質薬剤感受性測定のスタンダードとして使用し且つ推薦しているc、

　96穴溝（WELL）のあるフ゜ラスチックMICプレートに薬剤の希釈液を自動

的に分注し，それに96針をもって試料検体を自動接種し，インキュベート

後，濁度で検査判定することを原理としている、、
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日本〒つトロ⊃ホ荒武会社

〒184　東京都小金井市中町4－13－14　TEL　O423－84－7011

　日本テクトロン（林）は，臨床化学自動夕〉析装置，臨床検査自動化システム

（コンヒュータシステム）および細菌培養自重加1lj定装置等を亡力と十る臨

床検査に関する医用機器の専門メーカーです、

　本社，営業部及び開発音11門は東京都ド小金井ll∫にあり，全製品の設計，

生産は八臼’一ピ場、（八ll　Jノーili　）で行われています、，アフタサービスの万全

を期するため，東京，大阪，福岡にサービスセンターか設置されており，

馴lllのサービス技術員かそれぞれ配備されています．市場の拡大と共に必

要に応じ，サービスセンターの増設，人員の増強が計画されています。

　設立は昭和50年と比較的新しいところですが，社長はじめ技術・製造ス

タッフは自動分析装置の開発経験は占く，常にユニークな技術開発と，大

会社では望めないユーザニーズに対するきめのこまかい，スピーディな対

応性と，アフタケアを会社のモットーとして頑張っております。

　ユーザ各位のお引立により，設、ンニ以来発売いたしてきました臨床化学自

動分析装置Fliegerシリーズ（2チャンネル），同じくXAシリーズ（6チ

ャンネル）及び臨床検査Ll動化システム48SXDにひきつづき，昨年来発

売いたしてきました臨床化学「1動分析装置XD－12／XD　24（12及び24

チャンネル）は，好評のうちにかなりの実績をいただいております。

　また設立当初から取組んできました細菌培養自重加〔IJ定装置Orga　6は，細

菌検査の今後の新局面として注目を浴びており，国立研究機関にも納人実

績をいただきましたが、ソフト面の研究開発も進展し，腸内細菌の同定が

可能になったほか，数柿の菌種の同定も近々可能な見通しとなってきてお

ります、

　このたび全国的に販売力の強化を計るため，センチュリーメディカル㈱

（伊藤忠商事系）を‖1叉売の窓日として，強力な営業活動を展開することか

できるようになりました、、

　今後，史にユーザ各位に御満足いただけるよう努力する所存です，

臨床化学自動分析装置

Tectron　XD－12／XD－24

　XD　12及びXD－24は，日本テクトロンが独自の技術で開発したティス

クリート万式によるマルチカセットスライドシステムの生化学自動分析4～

置ですr／検体のハイスピード処理，分析ソフトの自川性，低ランニングコ

スト，データの信頼性と粘度iiil：理等に特別にln点が置かれており，副検出

器による各検体のブランク測定，超音波洗浄機構による反1、Ll　測定管のク

リーンアッフ，試薬冷蔵などの新機構か採川され，最新のエレクトロニク

スにより制御されています．，オフションとしてIA｜清鉄及び電1～∫r質（Na，　K，

Cl）の分析機構を組込み，同時分析することか可能です，‘

●同II寺測定項目数　12又は24　　　　●検体処理速度　　200検体］1与川

　XD　12は第2ラウンド（裏チャン　11fJ時セーノト数　　200検体

　ネル）を使用すれば，24までliJ一能、t●試薬使川｝1｛：　1項1いピ均

　裏チャンネルへは自動切換。

　●全チャンネルでRate法とEnd－

P・int法の測定日∫能，切換は自動、，

●検体ごとに分析項目の自由選択可

　能c，選択項目のみ検体，試薬使JN，，

＼。、。．．

，tt．一．S・ndtt

　　　　　　0．75～0．8mψ

　5仲の精度管理Jij　［（］1清使川ll∫能、

●患者別報告、1｝：のほか検査台張な

　ど4柿類を打出し，データ編集，

　外部装置とグ）データ通信か日∫能，、

…tt－一…”’““’－V’mu’”
　”””’t

）㌘
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　テクニコンは医療のシステム化，検査室のパイオニアとして常に新しい

技術の開発に弛みない研究を重ねてまいりました。近年検体検査分野の自

動化は驚くほど多くの機械が開発されておりますが，テクニコンの開発姿

勢は常に検査データーの精密度，正確度こそが最も重要であるという基本

に立っております。又，販売姿勢は機械を販売するのではなく，販売した

機械で分析された分析データーを販売するということを一貫して行ってお

ります。お客様に機械を導入して頂いた後のアフターサービスと精度管理

の問題に最も力を入れた社内体制を取っております。我社は現在生化学分

野，血液学分野はもとより，未だ自動化の遅れております緊急検査分野の

トータルシステム，免疫血清学分野，血液銀行分野，代謝異常スクリーニ

ング分野と検体検査では他に類のない開発をしております。以下に主な製

品の紹介を致します。

　〔生化学分野〕AA－　II（標準型汎用オートアナライザーII型），MST（小

型簡易多種目用オートアナライザー），　SMACジュニア（中型完全自動制

御付自動分析装置），SMAC（完全自動制御多項目血液情報処理装置）。〔血

液学分野〕ヘマログ8／90（完全自動制御血液学総合検査装置），ヘマログ

D／90（完全自動制御血液像分析装置），THDP（総合血液学解析コンピュー

ター），A，B，S，P（完全自動血液標本作製装置），〔緊急検査分野〕M，S，T，ス

タットラボCBC（血球計数装置），スタットラボBCN，グルコースアナラ

イザー，BG－1（緊急血液ガス完全自動分析装置），スタットイオンII（緊急電

解質完全自動分析装置），〔免疫血清学分野〕ART（梅毒検査用），HB・（抗

原抗体反応自動分析装置），〔血液銀行分野〕　CBT－16C（完全自動制御16

種目同時血液型判定装置），〔代謝異常スクリーニング分野〕MAS－1，　ST

AR，〔研究検査分野〕　FAST－　LC，（全自動前処理付高速液体クロマトグ

ラフィー），AA－II，〔産業医学分野〕AA－II，　SMACジュニア，ヘマログD／

90倒。その他，

　以上詳細については係までお問い合わせ頂ければご説明申しヒげます。

SMACジュニァ

　SMACジュニアは，テクニコンがより信頼性の高い装置を目指し，高集

積型コンピューターとオートアナライザーを組合せて完成した中型完全自

動制御付自動分析装置です。オートアナライザーの基本原理である連続流

れ分析の精密度，正確度，信頼度に加え，コンピューターの持つ機能を駆

使し，連続カーブモニタリングによる反応過程の看視，精度管理報告プロ

グラムによるデーターの保証が正しい疾病の診断に貢献いたします。

①検査項目は22項目で検査方法数は31。②尿検査は9項目可能。③節約

購入方式：5チャンネル～18チャンネル。④処理速度：毎時450検査～1620

検査。⑤広範囲コンピューターソフトウェア充実。a）24診療科別データフ

ァィル。b）600～800患者用　2100ファイルディスク。　c）地域，病院，正

常値，自由設定。d）用手法，血液分野データー同時ファイル。　e）9種迄

の各種比率解析。f）検査結果自由編集。　g）検索の自由。　h）約40種以上の

管理報告書作成。i）約50種以上のソフトウェア機能充実。　j）総合病院オ

ンラインリアルタイムコンピューターシステムと連結可能。k）その他ソフ

トウェア。
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　技術力で健康を考える………をモットーに，日本電子は，たゆまぬ技術

開発を繰り返し、みな様に信頼され，永く愛用される生化学自動分析装置

の開発に専念してきました。

　まず正確な検査データを提供するために………

●現代の最も進んだ分析法の一つであるレートアッセイ法を重視し！

●多くの実例で証明された独特の方式一クローズドディスクリート・バル

　ブカットによる計量・反応測定全系の恒温保持一により，生体液中の特

　定化学物質の定量分析に必要な，精度に関する諸条件を全て満たし！

●自動分析装置が提供するデータは，ともすると過剰評価されたり，内在

　する問題点を看過されがちです。そのような弊害をさけるため，測定が

　正しく行われたのかどうかのモニター情報を，測定データとあわせてリ

　アルタイムで提供し！

　精度が常に監視できる装置の開発に心がけました。

そして進歩する臨床検査のニーズ応えるために………

●検体を迅速に処理し！　●分析操作を容易にし！

●分析法の発展にあわせ汎用性をもたせノ

●患者負担の軽減のため，検体の微量化を計り！

●精度管理を含む分析後の業務の効率化を計り！

しかも可能な限り低価格でご提供できるようにと努めました。

また検査室の負担を軽減するために………

●故障の少ない，　保守の容易な，　試薬使用量の少ない，

　ハードウェアを提供し！

●分析法の発展に合わせて，種々のソフトウェアを提供し！

あわせてサービスの充実を計ってきました。

生化学自動分析装置・クリナライザ

JCA－VSlOO
　新クリナライザVSIOOは，質の高い測定を実現するために，装置を使

用される方々との接点（装置との対話）を大切にしています。

　高速化，小形化，サンプル微量化，試薬の少量化，等，装置として高性

能化すると同時に，サンプリング量の自由な設定，分析項目の自由な設定，

等，使用される方々の要望を満足させる各種の汎用性のある機能を盛り込

んでいます。特に，分析結果には細心の注意を払い，試薬劣化のチェック

項目間演算，統計計算，精度管理計算，等の機能を持たせ万全を期してい

ます。

●リアルタイム精度管理を実現！

　　1ターンテーブルごとの精度管理計算・直線性自動チェック・正常値

　　範囲判別・初期吸光度モニタ・H，L，＃※マーク印字による警告

●ランニングコストの大巾ダウンノ（当社比）

　　試薬量％・試料量％・ポンプ他の消耗品費％

●高速度・任意分析！

　　180検体／時間（720テスト／時間）の高速処理

　サンプル量・測定波長の任意選択で12項目の連続分析から特殊分析まで

　　　　　　癒

頭藷



ΣK日本トラベノール株式会社
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　日本トラベノール㈱は、米国の総合医療企業であるバクスター・トラベ

ノール・ラボラトリーズ社のアジアにおける重要な拠点として，昭和44年

に設立されました。この背景には，現在，世界のトップレベルのわが国の

医療体制のニーズに応え，製品の開発，販売を推進することが，世界の医

療の発展につながるとの基本理念があったからです。

　米国バクスター・トラベノール・ラボラトリーズ社は，輸液，人工臓器，

輸血システム，血液製剤，臨床試薬など，人間の健康回復になくてならな

い医療技術および製品を常に開発し続け，この分野における医療の総合シ

ステム化をめざしている，世界的にもきわめてユニークな企業です。

　当社は，米国本社のもつ広範な優れた製品群の中から，わが国に要求度

の高い製品群を導入し，日本の医療機関に提供してきました。

　当社は，より高度な医療技術への不断の挑戦を通して，人間の健康生活

に寄与していくことを企業方針とし，単に製品を売るだけでなく，ユーザ

ー の問題解決の為の総合的なサポートをしていきたいと考えています。

　当社のハイランド臨床試薬部は，臨床検査試薬と検査機器を取扱ってい

る事業部門です。取扱っている製品群は，血清学的検査試薬，血液凝固線

溶検査試薬，生化学検査試薬，免疫学的試薬，レーザーイムノアッセイシ

ステム，精度管理用血清です。

　臨床検査試薬の分野において，これら製品群は最も早くからわが国に紹

介され，今日に至るまで厚い信頼と高い評価を得ております。

　また，初めてレーザー光線を応用して，血清及び体液成分中の蛋白質を

正確，迅速に測定する“レーザー・ネフェロメーター・PDQ”を開発し，

その画期的な測定システムは好評を博しています。

　今回，新たに上位機種として，完全自動システムのDISC－120を，そし

てハイランド社の技術陣が総力を結集して開発した，抜群の澄明度と均質

性を有したコントロール血清，“オメガ”を発売致しましたが，その成果か

期待されています。

OMEGATMコントロール血清シリーズ

　臨床検査において精度管理の充実は，検査室の自動化と，デー汐バックの

迅速化に不可欠な条件となりました。これに伴ない。管理物質においても，

より高品質な製品が，求められています。そこで，ハイランド臨床試薬事

業部では，この様な先生方の要望にお答えするべく，今回“OMEGAコン

トロール血清シリーズ”を新発売いたしました。

　“OMEGAコントロール血清シリーズ”は、スプレーフリーズドライと

秤量充損システムにより生み出される下記の特長を持った高品質の管理物

質です。

　●高い透明度…ブランクの低下に伴なう測定精度の向上

　●バイアル間誤差は0．5％以下…データ管理の容易化

　●専用溶解液の添付…溶解条件の統’化による施設問誤差の改善

　なお，　“オメガコントロール血清シリーズには，jE常，高濃度域の精

度管理用血清に加え，臨床的臨界濃度域の精度管理，脂質検査，ビリルビ

ン検査用の専用血清が用意されており，多種多様の臨床化学検査における

広域の精度管理を実施する際の最適な管理物質となる製品です。



150 囲組本胱メディカル
〒ll3　東京都文京区本郷3丁目24番2号イナミビル　TELO3－816－4351

　日本分光は25年の歴史をもっている分析機器の専門メーカーです。その

主要製品は，分光光度計，赤外分光光度計，液体クロマトグラフ及びそれ

らの応用製品とコンピューター応用システム等です。

　当社の工場は，レンズ，プリズム，回折格子，光検出器等を原材料より，

パーツ，セットに到るまで一貫作業で製造しています。

　株式会社日本分光メディカル社は主に臨床検査用の機器を担当していま

す。製品の主なる分野は，分光光度計，炎光光度計，グルコースメーター，

クロライドメーター等です。又各機種に適した専用の分析試薬も各種開発

して，発売しています。

　　　　　　　　　　　　主な製品の紹介

1．分光光度計　　　　UVIDEC－50型　メーター方式の分光光度計

2．炎光光度計

UVIDEC－40型

UVIDEC－60型

UVIDEC－66型

FLAME－30C型

3．クロライドメーター　Cl－10型

4．グルコースメーター　GLUGO－
　　　　　　　　　　　20A型

デジタル方式の万能型

波長：190～910nm

生化学検査専用

フローセル方式，プリンター付

マイクロコンピューター化全生

化学検査専用

マイコン式，全自動炎光光度計

オートスパン方式

検体量：20μ1～100μ1

マイコン式

日本初の固定化酵素を用いた，

グルコース自動測定器

プリンター内蔵

マイコン方式，ダブルビーム

臨床検査用分光光度計
ウビデック

UVIDEC－66型
〈概要〉　　ウビデック66型分光光度計は，主に生化学の比色分析の測定

　　　　　を全自動化した装置です。セルは角型とフロー方式が兼用です。

　　　　　マイクロコンピューターによってすべての操作は自動化されて

　　　　　います。

〈特　長＞

1．マイクロコンピューターによる操作の自動化

　　　　　オートゼロ，オートスパン，吸引量その他の操作が自動化。

2．濃度計算の自動化

　　　　　標準検体の濃度値から自動的に係数を算出します。

　　　　　検体ブランクの自動差引も可能。

3．置数は全部デジタルスイッチに

　　　　　濃度値，係数，検体量，排出量，プリンター待時間，検体番号

　　　　　等はすべてデジタルスイッチに置数します。

4．優れた光学系のデザイン

　　　　　回折格子モノクロメーター，ダブルビーム，フィルター自動選

　　　　　択，光源の波長による強度補正
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■1■蔭蕊総株式会社
〒106　東京都港区西麻布4－16－13（第28森ビル）TELO3－499－　2215
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　日本モニター株式会社は，米国インディアナ州インディアナポリス市の

アメリカンモニター社の100％子会社として設立され，アメリカンモニタ

ーの分析装置および診断試薬の販売に専念，高い技術志向をもって臨床化

学の進歩にその一・翼を担う企業である。

　アメリカンモニター社は創立当初より診断試薬のメーカーとして臨床化

学を専門に取り組み，1972年から生化学自動分析装置の製造に従事，近来

とみに注目を浴びている。開発初期のプログラマケムは別格としても，モ

ニターKDA生化学自動分析システムは米国，カナダを中心に，世界的に

好評。その理由は数多いが，特に機械を機械としてでなく，臨床化学を真

に生かした自動化はどうあるべきか，そのための道具として最適の自動化

は何か……という考え方に立脚した開発が広く認められたからである。

　また，臨床化学の進歩発展は，いまから5年先，10年先には，どんなレ

ベルに到辻しているのであろうか？　あらゆる要素を考慮したヒ，大胆な

未来予測を樹て，その5年先，10年先に実現しているであろう技術を，即

利用でき得る体制を，ソフト・ハードの両面で兼備した分析システムが必

要とされる……その理念に基いて，モニターKl）Aが，そして，硫題のザ・

パラレル臨床化学検査（スーパーマルチ）システムが完成している、、

臨床化学検査（スーパーマルチ）システム

ザ・パラレル

　ザ・パラレルはアメリカンモニター社が臨床化学夕剤『の理想に挑戦し，

幾多の技術的限界を打ち｛波り遂に完成した30チャンネルスーハー一マルチシ

ステムである、、

　従来の日動分析装置の概念を越えて，ルーチン・緊急の別なく，常時24

時間ランダム・アクセスで30項Hの検査が時間240検体，7，200テズ・の超

高速で処理される．t

　化学とエレクトロニックスの最高技術の結合により，自動化の範囲か単

に分析のみならず，検査依頼からデータ管理に至るまでノく幅に拡大した，

　検査依頼・項ll指示はマークカード方式で，検体IDはカードとヘアー

になったバーコードラベノレにより行われる．コこのラベルは採1（IL管にill：接添

付され，遠沈後そのままサンブラーにセットされ検体ミスを防いでいる。

　Ml，清検体i‡1：は2－100／tl／テスト，750μ／以下130項日。　さらに，データベ

ー
ス川コンピュータにより，精度管理及び各種のデータ管理が行われる。

常時3ノ∫検体分がファイルされているので，リモートデー一タター一ミナルに

より，病棟からでも検査データを引き出すことができデータグ）活用面での

効率化も併せてはかっている。
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1細 難北ツコザyク科学朋

　　蜘
〒104　東京都中央区八丁堀2－3－2小林ビル本館3FO3－　553－　5211

　パシフィック科学貿易株式会社は、設立一五年を迎えたまだ若い会杜です。

米国・フィッシャー社の商品を中心に，病理の自動包埋装置『ヒストマチ

ソク』，血球計算機『ヘマライザー』など，まだ数は少ないけれども，最新

の測定方法や，様式を取り入れた，優秀な装置を皆様に御紹介してまいり

ました。その中でも，スイス・グライナー社の生化学自動分析装置は，い

ち早く項目の完全任意選択方式を取り入れ、皆様に注目を浴び，数多く使

用されています。また，2年前に販売をしました，病理の自動包埋装置『ヒ

ストマチック』は，現在都内の主要大学の病理部において，使用され，新

方式の試薬循環方式は，好評を得ております。従来のロータリー方式と異

なり，組織の移動を省き，有機溶媒による室内汚染を防ぐ試薬循環方式は，

フィッシャー社が開発して商品化したものです。

　また，血液凝固時間測定装置『マイクロコアグロメーター』（MCM）は，

近年のサンプルの微量化の傾向を取り入れ，20μ1としています。

　この様に，パシフィック科学貿易は，新しい臨床検査機器を皆様に御紹

介しようと，米国をはじめ，ヨーロッパより最新のすぐれた検査機器を取

り入れています。今回は，任意選択方式生化学分析装置グライナーGSAII

を製造していますスイス・グライナーエレクトロニクス社が，小型の任意選

択方式の生化学分析装置『G－300』を発表し，当社が販売いたします。この

展示会にて，国内の発表をいたしたいと思います。大型のGSAIIと同様高

精度の分析装置なので，皆様に安心して御使用していただけると思います。

　まだ少数ですが，皆様の所へ，PASCOの名刺を持った営業マンが，ま

いりましたら，よろしくお願いいたします。

スイス　グライナー一社製

任意選択方式生化学自動分析装置
G－300
　スイス・グライナーエレクトロニクス社製任意選択方式生化学自動分析

装置『G－300』は，先年販売されている，任意選択方式生化学自動分析装置

『GSAII』と同様の高精度の自動分析装置です。　GSAIIは，30チャンネル

の大型機種で，全国で十数台使用され国立大学の附属病院や，私立大学病

院などの大病院や，国公立病院，中小病院，　一般の検査センターなど，広

く使用されています，、この度発表します，『G－300』は，よりいっそうの広

い範囲に活用できるように小型化して，反応時間の延長や測定波長の増加，

サンプル量の微量化など，数々の改良を行ないました。

　GSAIIと同様の高精度は，国際精度学会にて認定されています。

　G－300は、GSAII同様すく“れた性能を持っていますから，一・般ルーチン

検査をはじめ，特殊生化学検査，緊急検査に活用できます。特殊性，緊急

性を必要とする現在の生化学検査においては、なくてはならない装置とい

えるでしょう。今回の展示にて御覧いただければ，それは，皆様にわかっ

ていただけると思います。
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◎採飾日丘製佗所
〒105東京都港区虎ノ門1丁目26番5号（第17森ビル）TELO3－504－7855

　各種臨床検査機器をはじめとする理化学機器や計器を取扱っている計測

器グループは，㈱日立製作所計測器事業部を中心に，那河工場を製造部門

に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支

える日、ヒ計測器サービス㈱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t，

　日、ltlは豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊密

な連携のもとに，人間生活に役、71つ技術の研究開発を通じて，よりよい未

来社会の創造に貢献したいと願っています。

　　株式会社日立メディコ　日立グループの医療窓日会社。日、Z製作所製造の

　　自動分析装置の販売，X線，　RI，超畠二波などの製造，販売を行っています。

　　特にCTの自主開発，電r・走査式超音二波装置の開発にみられる技術力は著：名

　　です。

　　日製産業株式会社　当社は，日、71製作所直系の工業卑門商社で，精機部門

　　においては，電r顕微鏡を初めとするrいン：理化学機器，日、ン：工機遠心機，

　　堀場分析計，平沼産業の滴定装置を初めとする分析機器等の国内販売，輸

　　出入を行っています。

　　日立工機株式会社　当社の製品は，電動工具などの省力化機器から，ライ

　　ンプリンタ，超遠心機などの理化学機器の開発に至る点，幅広い分野に日1

　　っています。此度，これらの総合技術を基にマイコンを備えたlnL液自動前

　　処理装置を世界に先駆けて完成いたしました。

　　平沼産業株式会社　当社は，自動滴定装置の専門メーカーとして国内需要

　　の大’1’・をIliめてきました。滴定装置の技術を生かし，水分計，　ME関係では

　　クロライドカウンター更に光学装置としてデンシトメータ，水銀濃度計等

　　のユニークな製品を製造しています。

　　株式会社堀場製作所　当社は，研究用分析計，医用分析計，環境用分析計，

　　工業用分析、，トなどの分析計専門メーカーで，物理化学とエレクトロニクス

153　の結合を計りなから，常に新しい分野の分析計の開発に取組んでいます。

日立自動分析装置

726E形
〈概　　要〉

　日tz　726　E形は，生化学自動分析装置国産1号機を開発した日立の技術を

総結集して開発した新鋭機です。

　マイクロコンピュータによる全自動制御によってレート分析と比色分析

ノ4び電極法によるNa，K，Cl分析が同時にでき，しかも毎時150検体の高速

処理能力をもっています。

〈特　　長〉

①レート分析と比色分析及び電極法によるNa，　K，　Cl分析が1・fj時にできます。

　レート分析は最大8項目まで任意に設定、変更できます。

②毎時150検体のハイスピード処理です。

　1検体’1］り計算項目（A／G比，コレステロールエステル比など）4項目

　ノ4び電解質を含め20項目の分析を毎時150検体の速度で行ないますn

③lllL清情報を自J字します。

　IkL清の乳び，溶1（1L，黄色の度合を分析項目をへらすことなくNADH2を用い

　る反応系の項目を測定する際，同時に“∫視域6波長で乳び，溶lflL，黄色

　の度合を測定します。

④精度管理計算（日内，II差）を自動的に行ないます。

　（コン　1・ローノレ10L㍍与3董重イ吏∫月ロ丁）

⑤CRTディスプレイでモニタや条件人力ができます。

⑥調整は全自動です。



154 ⇔輸入元富士工業株式会社

　　〒113　東京都文京区湯島4丁目1番14号　TELO3－814－3621㈹

　当社は，滲透圧計のアドバンス社，光度計のクレット社，サンズピペット

のべ・クマン社，自動稀釈装置のフックアンドタッカー一社，尿沈渣尖色液，

スティンリムーヴァのケンブリッジ社，電気バーナーのホフマン社、アン

グル遠心器のハミルトンベノレ社等の代理店として，臨床検査機器及器具の

輸入，販売を行い，検査室に便利な，使い易い機器の提供をモットーに全

川的に営菜を拡めております、，又検査室で御愛顧いただいているS－ADS光

度計のデジタル化八DSデジタル濃度糺の発売元でもある、、各ノ∫面に御使川

いただき，メーカーの長い経験と実績において御好評の新輸人のアドバン

ス滲透圧、ii℃II’1，l！の概要を御紹介致します。体液の滲透圧測定は，体内の

水と電解質のバランヌ、を知るために欠くことの出来ないものである。滲透

圧測定には，氷点法，蒸気圧法があるが，最も多く使用され，かつ安定度

の高い氷点法を採JIJしたものが，当社取扱いのアドバンス社のオスモメー

ターである、尿の滲透圧データーは，腎臓の正しい診断に不可欠であり，

腎機能検査として最も早期に異常を示すフィシュバーグの濃縮、人験の比爪

の代りにOSmを測定すると一段と信頼性が高いと言われている、、滲透圧計

の臨床的応用は，使い易い製品が，市販されるようになると同時に広範囲

になった，尿滲透の測定は，腎不全と尿崩症の鑑別を容易に行わせる。

クリアランス研究では，量と共に濃度検出か必要となる，、血L清滲透圧は，

ナトリウム濃度を判明させ，種々の疾病の判断に不II∫欠である、，人工腎臓

施行時のIAI清の滲透圧測J定及透析液のモニター，唾液，涙液等のすべての

体液の滲透圧測定及i｛1射液の滲透圧値，電∫・顕微鏡の定着液の1農度，分」’▲

Ill：の測定，牛乳の品質検査等に巾広く利用されている、、アドバンス社では，

各分野に応じた滲透li三計を製造し，御満足いただいている。医療用オスモ

メーター，牛乳用ミルククライオスコープ等がある。又医療用の中にも，

それぞれの必要に応じた3機種が準備されている。多検体の処理が完全日

動に行われるC　II　H，！，1検体自動のDII型，安価な半自動のWII型の各

機種がある。尚お申し出かあれば，滲透圧に関する参考文献をお送り致し

ます。

アドバンス滲透圧計

多検体完全自動CII型

多検体完全自動型：スタートボタンを押すだけで，1～44検体を1憧加ll淀

検体番り・と共にフリントアウトします、テクニック誤差はありません

緊急検体処理：スクー一トボタンの操作だけで優先測定かできます

万全な警告装置：サンプルの不備などで測定に異常かあった時は，その内

　容をフリントアウトし，ブザーで知らせます、，

試験管セット方式：測定用試験鶯二をセ・トするので，Fibrin等てフロー一チ

　ユーブか結まる心配や，　各検体問の吸引，排出，洗浄時間か不要です、

完全なプラトーの形式：±0．2℃に保たれたバスの中て，サンフノし全体を

　充分刺激し均一’な氷糸、1；をさせ，完全なフラ1・一を形成します，

電子回路による測定値検出：正碓な氷点に辻する時間は検体によって異り

　ますか，電∫・回路による検出法なのでその時間差に影響されません

微量で再使用可能な試料：O．3mヒの微㍑で変化せず他の検杏に使えます、

簡単で安定したキャリブレーションi2点袖ILを一度行うと，部品交換等

　の要因かなければほとんど変化せす，毎回調整する必要はありません

測定範囲：0～2000m　OSm　Kg　　測定時間：1検体約2分、、

再現性：±3mOsm　Kg　O～400mOsm／／Kg士O．59？，400～2000mOsm　Kg



藤沢メディカルサプライ株式会社

〒541大阪市東区道修町4丁目3藤沢薬品本社内　TELO6－202－1141
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　当社は昭和47年10月，藤沢薬品工業株式会社の全額出資により設立され，

総合医療サービスの提供者をめざす藤沢薬品の医療関連部門として医療機

器・用具，試薬類の販売，臨床検査システムの設計等の事業を行なってい

ます。

〈取扱商品〉

（クレイアダムス社（ベクトン・ディッキンソン社事業部）製品）簡易血

液化学分析器「アキュスタット⑧システム」，UV・酵素活性測定用分析器

「エンザック・アナライザー」，簡易血球計算器「アキュスタット⑪ブラッド・

セルカウンター」，5項目血液分析機「ヘマトロジー・アナライザーHA／5」，

8項目血液分析機「UL－一　800ヘマトロジー・アナライザー」，全血血小板計

数器「ULTRA－FLO　100」，（ベクトン・ディッキンソンFACSシステムズ

製品）細胞自動解析・分画装置「FACS」，（ベクトン・ディッキソン社製品）

自動クームス試験遠心器「Spectra　IlI」，（エー・ディー・エス社製品）測定

結果打出し用プリンター「FMプリンター2型・3型」，自動赤血球沈降速度

測定器「Model　FA－1」（テクニコン・インストルメンツコーポレーション製

品）オートアナライザー用試薬・標準血清・消耗部品・機械部品，（ミリポア社

製品）UV用酵素試薬他，純水製造装置「Milli－Q・RO・R／Qシステム」，電気泳

動装置「Pan　agel電気泳動システム」，（メロイ社製品）免疫血清試薬（SKD社

製品）細菌検査用培地「クリニカルト」，便潜血反応用試験紙「ヘモカルト・スラ

イド」，（東洋炉紙社製品）尿検査用試験紙「ウロピース」，（ダイサン工業社製

品）医療器具用洗浄剤「ミルボン」，（Fisher　Scientific社製品）包理物質「テ

ィッシュプレッフ㍉，病理組織検査用試薬（サーモライン社製品）活性血液凝固時

間測定器「アクトスタット」，（シャープ社製品）医用窓口会計機「コペック

システム」，医事コンピューター他（藤沢薬品工業社製品）カンジダ症簡易

診断用培地「水野・高田培地」，臨床検査室情報処理システム「CLIPS」

自動赤血球沈降速度測定器

Model　FA－1

〈概要〉

　自動赤沈計Model　FA－1は，ウェスターグレン法を応用した，マイクロ

コンピューター内蔵の赤血球沈降速度測定器で，検体ピペットをセットす

ればあとは自動的に測定を開始し，30分値，1時間値，2時間値を読み取

り，検体ごとに結果をプリントアウトします。

　赤外線による検出方式は測定値の均一化を可能とし，目視では読み取り

誤差をおこし易い検体でも安定した結果が得られます。

　新開発のプランジャーによって検体血液に手を触れることなく測定でき

感染防止に役立ちます。

　測定本数は12本で，それぞれ個別にセットできるようになっています。

測定結果は測定時に打出すとともに，2時間値終了後に3時点の測定値を

まとめて打出します。

　使用する赤沈ピペットは市販のウェスターグレン管を使用しますので，

現在ご使用のものがそのままお使いになれます。



156 ⑳富士臓器製薬株式会社
　　〒161東京都新宿区下落合4－6－7TELO3－994－9361

主流となるかEIA

　富士臓器製薬は疾病の予防と治療という見地から，ただ治療薬だけに止

まらず，臨床診断薬，そしてその分析用機器の分野まで幅広く手がけ医療

をシステム的にアプローチして参りました。医療の進歩とはこれらのダ

イナミズムの中から生まれるものと考えているからでもあります。

　ことに臨床診断薬の分野では1血清検査におけるHA反応で，パイオニアの

役割を果し，国内はもちろん，国境を越えて使われるまでになっています。

海外に向けたこうしたアンテナは，私達の研究，開発のノウハウに蓄積さ

れ，更にユニークでフレッシュな新製品を生みだしています。

　この度私達は臨床検査の新しいアッセイ系として注目を集めている，「E

IA」の臨床診断薬数種類とその自動処理測定機　「EIMAx」を新開発，世に

問います。これらはEIAの総合システムとしてはまったく初めてのもので

あり，このアッセイの先鞭をつけるものとなりましょう。

　EIAは臨床検査の垣根をとりジャンルにとらわれない，未来志向の検

査です。それだけに私達はどんな小さな問題点も見落すことなく慎重にそ

の開発の歩を進めてきました。

　私達はEIAの学術的背景，その将来，現状と問題点等をビジュアルな資料

で訴求します。題して「主流となるかEIA」レベルの高いEIAの普及に

私達メーカーの努力と意欲が微少なりともお役に立てればと願っています。

（EIA検査システムについてのご質問，ご要望はご遠慮なく幣社プロパー

または各営業所へご連絡下さいませ。）

EIA自動処理測定機

EIMAX　2

　EIA（ENZYMIMMUNOASSAY）はRIA（RADIOIMMUNOASSAY）と
共に高感度検査法として近年とみに注目されルーチン検査法として一・般に

普及しっつありますが従来の機器ではその再現性などに問題点が多くユー

ザーサイドから早急な技術解決をせまられていました。当社では今までの

経験と最新の技術を駆使してEIA自動処理測定機「EIMAX」はEIA測定に

おける洗浄・分注操作・吸光度測定の連の処理をシステムコントローラー

によって連続的にコントロールヨるこヒができます。検体数，洗浄回数，

反応時間などの条件をシステムコントローラーに対話方式で入力ができし

かも操作は極めて簡単，測定時におこりがちな人為的な誤差をなくしデー

ターの信頼性を高めることが保訓、されます。



富士電機製造株式会社
〒：OO　東京都千代田区有楽町1・121（新有楽町ビル）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELO3　211・7111

　臨床化学検査機器をはじめ各種分析機器，核医学用放射線測定器ならび

に応用機器製作の長い経験を持つ当社は，これら機器の研究・開発を総合

研究所および東京「：場設計・技術部門が積極的に取り組み，販売は計測事

業部が担当しております。

　当社は，大正12的こ占河電タ訂業㈱とドイツ・シーメンス社と〃）資本・

技術提携により設ウ：され，以来，わが国の代表的な総合∫建機メーカヒLて

揺るぎない地位を占め，あらゆる分野に各種製品を納入して来まLた，．

　研究開発部門はIY｛和8年に発足以来，　半lti：紀に及ぶ押こ史を有L，［lr｛和38

年には中央研究所を開設，昭和55年には㈱富｛：電機総合研’知りfを設、ヒして

最新技術の研究・開発にたゆiぬ努力を続けています

●おもな医療用機器

　臨床化学検査機器：グ・レコースメータ

　　　　　　　　　　尿酸分析装置（近日発売）

　核医学用機器：RIキャリブレーク
　　　　　　　　　　各種放射線川’数装置

　　　　　　　　　　　GM計数装置・ウェルシンチ計数装置　ほか

　　　　　　　　　　ヒューマンカウンタ・ホールボディスキャナ

　　　　　　　　　　医療用放射線監視装置

　　　　　　　　　　　水モニタ・ガスモニタ・工川アモニタ　ほか

　　　　　　　　　　各種サー一一ベイモニタ

　その他の機器：麻酔ガス濃度監視装置　ほか

●展示会出品物

　グルコースメー一タ・尿酸分析装置・RIキヤリブレ…タ

　〔参考出品）アミラーゼ／グルコース分析装置・全自動llll圧測定装置

　　　核医学用機器ゾ川反売は下記にて取扱っています

　　　富ヒ電機計装株式会社　〒108東京都港1メ：高輪2－20i36　（　r：‘；1輪光和ビノい

157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL．　（）・〕－447－7211

グルコースメーター

GLUCO－20A
　［・lil定化酵素膜一過酸化水素電極法を採用して，全血・1（IL漿・IflL清pliのグ

1しコー一スを1分以内で測定・記‘、良する装置です．

〈測定原理〉

　反応セル内にリン酸塩緩衝溶液を満たし，白金一銀電極表面に固定化グ

」Lコースオキシダーゼ膜を密着させ．白金極を＋o．7VにLますセノし内に

検体を注入すると，検体内のグルコースは次の｝え応によりグルコン酸と過

酸化氷素に変換され，グノしコースの量に比例した反応電流か流ZLます
　　　　　　　　　　　　　　　　ゲノし　］　ぺtxンダ　ピ
　全反応　グルコース＋02＋il，O　　　　　　　　→グルコン酸＋ll，・　O，，

　陽極H　，）　O，　→2H＋＋02＋2e一　陰極2Ht＋TO2＋2ゼー・・HzO

〈特　　長〉

●操作は容易で，　1分以内に測定結果は自動的にフリントアウトLますの

　で，緊急検杏・日常の　・般検査に最適です

●オートキャリブレーション機能・マイコンによる検体処理システム・各

　種アラーム機能を完備しています一

●共存物質の影響を受けにくくなっています

●i則定終了後，　反｝、じセル内は自動洗浄さ2L」X：の測定が可能となります、、

KI
“i
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ソ幽 へ‡ストi”vJ　W株式会社

〒107東京都港区赤坂8－10－16　TEL　O3－479－5111

一世紀におよぶヘキスト医薬品の歴史

　西ドイツに本社を置き世界120ヵ国で躍進を続けるヘキストは資本金
2，185億円，従業貝数18万人，年間総売上げ2兆9，029億円を擁する世界最

大の総合化学会社です。取扱い製品は医薬品をはじめとし，染料，顔料，

プラスチック，農薬、繊紺，化粧品など化学のあらゆる分野にわたりその

数は20，000種類に及んでいます。ヘキストの医薬品事業は1883年にスター

トし，化学合成医薬品の世界第1号「アンチピリン」，細菌学の父ロベルト・

コッホとの「ツベルクリン」の創成，免疫学の創始者エミール・フォン・

べ一リングとの「抗ジフテリアlllL清」の開発，化学療法の先駆者パウル・

エーリッヒとの「サルバルサン」の開発があります。これらノーベル賞受

賞の偉大な科学者との共同業績こそ今日のヘキスト医薬品を支える大きな
財産です。

　ヘキストジャパン株式会社はヘキストグループの一パとして1966年に設

立され，その中核として8，000品目に及ぶ化学製品，医薬品，化粧品を取

扱っています。医薬品事業部ではその伝統的な研究開発力を基盤に独創的

な高水準の医薬品と，世界最新の学術情報を日本の医学界に紹介していま

す。また，昨年からエミール・フォン・べ一リングとその共同研究者であ

った北里柴三郎博irの偉大な業績を称えると共に，エミール・フォン・べ

一 リングの生誕125年およびべ一リング研究所創立75周年を記念して「べ

一 リング・北里賞」を創設しました。これは免疫学分野で特に優れた研究

成果を上げた学者を国際的に選び2年に一・度賞を贈り研究助成するもので，

第1回は大阪大学・小谷尚三教授が受賞しました。

　主な取扱い製品は，静注用ヒト免疫グロブリン製剤「ガンマ・ベニン」，

微小循環改善剤「トレンタール」，合成セファロスポリン「セロスリン」，利

尿降圧剤「ラシックス」，経口血糖降下剤「ダオニール」などの治療用医薬

品です。一一方，診断薬はエミール・フォン・べ一リングが創設したべ一リ

ング研究所の開発・製造した免疫分野の種々の試薬を取扱い，主な製品は
免疫電気泳動用「各種抗lllL清」，免疫グロブリン定量検査用医薬品「トリパ

ルチデン」，け溶連菌感染症スクリーニング用臨床検査薬「ラテックスASL」，

臨床化学検査。式薬「テヌ、トマーC」，ラジオイムノアッセイキット「リアグ

ノスト」・「サイクリックAMP・GMP」などと医療機器です。

　世界の医療史に残る数々の医薬品開発の豊かな経験と実績を生かし，ヘ

キストは今後も一歩一歩地道な歩みを続けます。

ベーリングレーザーネフェロメーター

　633nmのHe－Neを光源とする高出力レーザー光線が式料に照射されると，

試料中の抗原抗体複合体はこれを散乱させます。この時，この複合体の濃

度が散乱光の強弱に比例することからその強度を計測し種々のlfll漿蛋白を

定量します。また，各モジュールを組合わせることによりシステムの拡張

かでき、試料の調製・測定，測定値の記録笥・を自動的に行いますa〔脚ll試

薬も各種そろっています。

〈特長〉
●完全自動による」rll漿蛋白の定駐ができます。

●操作が併沖です。（感度，ゼロ点調整不要）

●高感度です，，L髄液中の蛋白定㍑でも濃紬不要）

●測定濃度範川か広くな一、ています（例：lgG　150～10，（）OOmg／de）

●高試料率てす。（240検体／時）

●測定結果か迅速にでます〔反応時間も含めて2～3時間〕

●再現t’1が良好です，

●少量の。」／薬で測定かでき経済的です、

●免疫拡散法との相関が良好です、，

●コンバクト設計て保守か簡単です。

■⇔　一



BECKMAN⑧t，xeJOV：8・＝J■JC：騰式会社
〒105東京都港区西新橋2丁目21番2号第1南桜ビルTELO3－438－1871㈹
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　1935年にpHメータを開発して以来，米国ベックマン社は，理化学分野を

圧倒し，技術水準の高さでたちまちに世界屈指の総合分析機器メーカー一へ

と躍進しました、

　ベックマン・ジャハン株式会社は，この米国ベックマン社の100％出資

によって，昭和52年7月に設、ン：された日本法人です，

　’il社の取扱い製品は，分野別に次の5つに分類されます

　　　■臨床用・医用桂隻器

　　　■生化学用分析機器

　　　■理化学用分析機器

　　　■生理機能分析機器

　　　■フロセス用分析機器

　このように，取扱い製品は多岐に渡り，対’象分野も広範川1ですが，中で

も我々の健康管理に関与する分析機器の占める割合は非常に大きく，60％

以ヒをL［iめています　また，ハードウェアのノi面で多くの優れた製品をお

届けする一・ノ∫，べ・・クマンの試薬部門も順、凋に／申びています、，そして，す

べての製品に共通する特色は，il－1確に，ノd川こ，自動的に，速く結果が得

られるでしょう‘，

　さらに，

　　　　　　“ライフサイエンスとヘルスケアのために”

　当社は，機器を販売するのみではなく，分析の結果をも販売いたします、，

　’ll社の業務は，どの部分をとっても人間の生活と深く関わっています

そして，その責任の屯さを1’分に知り，この屯さをし一、かりと受け止めて

いることが，高い技術とノウハウを提供して人間生活にL‘〔献することだと

信じています．．

全自動緊急／ルーチン分析計

ASTRA－8，ASTRA－4
概要　ASTRA－4　8は，測定項目がモジコ．一一ル化されたコンヒュータコ

ントローノレの化学分析計で，24時問，いつでも必要な時，簡単に緊急　ノレ

ー チン検査がtiJ‘能な，全自動マルチチャンネルの最新システムです

特長

　■簡単なキーボード操作による分析

　■微1，；：サンフル，項目選択日r能

　■緊急検査がいつでも可能

　■浸透圧，BUN　’クレアチニン比，陰イオンギャッフの計算，心要に応

　　じて，クレアチニンクリアランス，精度管理，報告川の作成．「

測定方法

■N，a　K　 イオン電極法

■Cl　　　比例電量滴定法

・co　，）　川レート法

■Ca　　　　cPc比色法

■アミラーゼ　　　レート比濁法

■ビリルビン　　ジアゾ比色法

■　グルコー　ス、

■BUN
■クレアチニン

■アルブミン

■総蛋白

酸素消費レート法

電導度レート法
JtL「f（1　上ヒ色レー1・ij（’

BCG　上ヒ色浸：

レー一トビュレット比色法

灘

、、　、、



160 BMY　べごリンガi・マンハイム山之内株式害社

〒101東京都千代田区神田多町2－9神城ビル　TELO3－252－6521

　当社は，Ll」之内製薬㈱と西ドイツのべ一リンガー・マンハイムGmbHの

日本における」㌘会社であるべ一リンガー・マンハイムジャハン㈱によ’、て，

資本金2億円（出資比率50：50）の合弁会社として，昭和48年1月1日に
1没立されました．，

　西ドイツのべ一一リンガー一・マンハイム社の良質な臨床，∫覧薬，研究試薬及

びアメリカのA（CL！lab社のテクニコン用検査用消耗部1｜，hの供給を通じ，医

療に貞献することを経営理念として、創立以来発展をつづけております［

　現在は，従業員120名を擁し，全1　ill　7⊥要都rii（札．幌，　flll台，東京，名llr

屋，k阪，広島，福岡）に営業所を設け，全国の御得意様の御要望にお応

えするべく努力しております．

　今後も，ますます研究，開発に努力し，ll：確な情報をより早くお届けし，

みなさま方のお役に立ちたいと願っております。

Tina－quant⇔

免疫比濁法による免疫グロブリン〈lgG・1gA・正gM）の測定試薬で｝仁，

〔原理〕

lllL沽中の抗原とpiJk・薬中の抗体により生成する抗原抗体複合物の濁度増加

が抗原量と比例する事を応用し、免疫グロブリン量を求めます、，濁度測

定は340mnで行如’，免疫グロブリン量は↑，、、準液をnJいて作成した5，．　ll，

曲線より求めます／一／

1検体まノ川標皐夜’戊希釈

TU「

七／的川，L

4．’「llつi三

　L、、準曲線をイ乍成し，

　それぞれの△Eに対

　応する値を。冗み圭す

〔特長〕 　　　　　力‘‘t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t／／C／1‘

　　　　正碓に測定できます、、●通常の分光光度計で短時川1に，．

●“Fixed－time”Kinetic法を用いていますので，他のlll［清成分による阻

　害がありません。

●調製後の。式液の安定性か良好です（2～8℃：2週間，常温：1週間）。

●各種自動分析装置に適応できますので，従来法に比し，多数検体の処

　理が容易に，かつ経済的にできます。

〔包装〕

Tina－quant　（iS－lgG：6×10［Lil，3×30回　　イムノグロブリン標igs，液

　　　　　　　　3×lml　　10回，
Tina－qua川〔1｛lgA：6×10回，3×301ulポリエチレングリコーノし6000　sooml

Tina－quam　qgM：6×10回，　3×30回
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③H∈し∈NAi‘翻酬酬
〒336埼玉県浦和市常盤9－21－19TELO488　－33－3208㈹

臨床検査の進歩と共に発展してまいりました「米国ヘレナラボラトリー」

電気泳動の専門メーカーとして，米国はもとよりヨーロッパ・アジア

にいたる世界58ヶ国で使用され品質の良さと信頼性は高く評価されて

おります。

電気泳動に関しては試薬・泳動装置・デンシトメータから備品にいた

るまで全て取揃え一環したシステムで製造から販売までおこなってい

るトップメーカーです。

特にアイソザイムのヘレナとして親しまれ，特殊検査に力を人れ臨床

検査の発展に答えるべく研究部門の充実を進めております。株式会社

ヘレナ研究所は米国ヘレナラボラトリーの100％出資会社であり日本

総代理店として51年度に設立致しました。

当社は品質管理を徹底し，より良い品を安心して御利用し・ただけるよ

う勤めると共によりスピーディなアフターサービスをモットーとして

皆様方の御要望にお答えしております。

〈主な営業品目〉

●デンシトメーター

●電気泳動装置

●エンザイムアナライザ

●試薬

●コン　トτコーノレ

●セ，ア膜

クリニスキャン。エコノスキャン

CIキット
SEA　III

LDHアイソザイム．　ALPアイソザイム

CPKアイソザイム，γGTアイソザイム

HDLコレステロール分画

各種アイソザイムコントロール

タイタンIIIセルローズアセテート

クリニスキャン

クリニスキャンは高速，高感度，蛍光測定はもとより，デンシトメー

タの常識を・新した最高級デンシトメータです。

測定濃度範囲が0．1～5．OODと広く蛋白分画から特殊分画までいかなる

支持体をも問わず使用できる万能タイプです。

不備なデータをブラウン管ヒで自由に補正できどのような泳動パター

ンでも自動検体送りを可能としたマイクロコンピュータ付万能デンシ

トメータです。

〈特　　長〉

●データエントリーにより氏名，検体番号，濃度等インプットできる。

●パターンをブラウン管に写し出し目で確認後，記録紙に書き出す。

●不備なデーターはテンキーで検体を呼び出しブラウン管上で修正で

　きる。

●染色ムラによるべ一スラインの不揃いを針線状にブラウン管上で修

　正できる。

●不要な分画（寒天支持体の塗布点など）を削除できる。

●手動ゼロ感度調整はボタンを押すだけと簡単。

麺
rKipm　gew’

「二「
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162マ1r』旧【・≡期鑑式芸社

〒104　東京都中央区銀座1丁目9番7号　TELO3－567－5511

　マイルス・三共株式会社は，昭和42年米国マイルス社，三共㈱，小野薬

品工業㈱の3社によって設位された合弁会社です。主力製品であるエーム

ス臨床検査試薬・機器は，製品のユニークさと品質の高さ，簡便性・迅速

性，検査項目の多様性などを特長とし，全国ぬ病医院，，診療所等から高い

評価をいただいております。

　近年，新しい分野としてTherdpoutic　Drug　Monitoringに着眼，画期的な測

定法に基づく血中薬物濃度測定試薬を導入，当領域でのニーズにもお応え

できるよう万全を期しております。

　有用な情報を迅速にお届けできるよう，北海道から九州に至る全国七ヵ

所に営業所を設け拠点とする一方，海外では韓国と台湾に連絡所を設置，

現地の有力医薬品メーカーと協同して着々と販路を伸ばしつつあります。

　治療医学はもちろん，予防医学，公衆衛生管理などで検査情報の重要性

はますます高まっています。M・re　B・dylanguageにもとつく科学的診療一

疾病の早期発見，治療，フォローアップのために，より多くの信頼できる

情報をより速く提供できるよう，今後も一層の努力を続けていきます。

エームス製品

●トータル尿検査システム：単項目～多項目尿検査用試験紙／尿分析シス

テム（クリニテック）／尿自動分析装置（クリニラブ）／精度管理用製品／

尿検査試験管セットほか

●糖尿病検査システム：尿糖検査用試験紙（ダィアスティックス）／血糖測

定システム（エームスデキストロシステム）／精度管理用製品ほか

●細菌検査製品：ドライタイプの簡易培地（ミクロスティックスー3，ミ

クロスティックスカンジダ、ミクロカルトーGC）／　インキュベータほか

●」血中薬物濃度測定用試薬：アミノグリコシド系抗生物質，抗てんかん剤，

テオフィリン製剤のlfiL中濃度測定用キット（エームスTDAシリーズ）

●ψL液化学検査製品：RBC，　Hb測定用光電比色計／Ht測定およびlftL漿分

離用遠心器）●甲状腺機能検査製品：RIA法による玉，T4測定試薬ほか

／●ウエルカム製品：FDP測定試薬／HBs抗原スクリーニングテストキ

ットほか

自動血液塗抹標本染色装置

ヘマテックIIスライドステイナー

　ヘマテックIIスライドステイナーは，血L液塗抹標本をセットし作動させ

るだけで固定・染色・洗浄・乾燥を自動的に行なえる卓上型自動染色装置

です。

染色法ヘマテック染色。キット化された試薬ヘマテックIIヌ、テインハック

を用い，スライドグラス1枚毎に染色液を変える連続方式を採用していま
す。

特長●連続方式のためコンタミネーションがなく均一に染色できます。

●亘子記憶装置で各染色プロセスをコントロール。再現性に優れています。

●約1枚／1分間～1枚／2分間の割合で連続染色できます。●染色の濃

淡は自由にコントロールできます。●試薬調製は不要。すく“に使用できま

す。●最適量の試薬で1枚ずつ染色するため，試薬のムダがありません。●

廃液処理装置を完備しているため，清潔に作業できます。

適用ヘマテックIIスライドステナーによる血液像検査は，各種症状，

疾患の診断上有用な指標となります。●貧lflLの有無・種類の判定に●炎症

性中毒性機転の存否および強度の判定に●白ML病診断の一助に●血液原虫

の存否の判定に

主な仕様●電源：50／60Hz　4．OA（1［）oovAc●・t法：47（幅）×47（奥行）×

19（高さ）cm●重量：25kg（ステインパックを除く）

総
　懸

＜澄

無芯・Zt　3’
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入菱化成工業株式会社
〒IOO東京都千代田区丸の内2－5－2　TEL　O3－283－6789

8項目血液検査装置

ELT－8
“

生命の化学”に挑む。

まさにライフ・インダストリー

と呼ぶにふさわしい。

◎ライフ・インダストリーの追求

　　ライフ・インダストリー　　　三菱化成が提唱するこの事業は，いわ

　ば，人間の福祉と生活の向上をめざす産業のことで，人類の発展につな

　がるすべての産業分野を意味する新しい概念であります。これまで培っ

　た総合化学会社としてのノウハウを医薬，医療，保健，食品，さらに情

　報や建材に至るあらゆる分野に応用していこうという姿勢のあらわれと

　いえます。長い伝統と確かな技術力，そして信頼感をもつ三菱化成の新

　しい社会的使命ともいえるものなのです。

最新のレーザー技術です

　ELT－8は，血球によるレーザー光の散乱を利用した最新の極めてユ
ニークな技術を応用しています。

血小板を含む8項目が測定できます

　赤血球数（RBC），白血球数（WBC），血小板数（PLT），赤血球色

素濃度（HGB），ヘマトクリット値（HCT），平均赤血球容積（MCV），

平均赤血球色素量（MCH），平均赤1血球色素濃度（MCHC）の8項目の

ほか，各血球のサイズの分布が同時に測定できます。

必要検体量はわずか100Xilです

　100パの全血検体ですべての分析が1分間で終了。希釈操作など一切不要

です。

ヒストグラム表示ができます

　RBC，　WBC，　PLTのサイズの分布曲線を測定しながら（リアルタ

イムで）ブラウン管（CRT）のスクリーンに3種同時に，または個別に

表示することができます。

　これは従来の機種に見られない新しい機能であり，診断および治療のモ

ニターに大いに役立っものと思われます。
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164武藤化学薬品株式会社

〒ll3　東京都文京区本郷3－36－7　TELO3－814－5511

白血球自動分類装置用

染色液・緩衝液

　当杜は営業目的を形態学分野における染色液を専門に研究，開発する会

社として昭和22年に設立いたしました。

　設立以来，“理想の染色液を追求し医療に貢献する。”をモットーに適進し

てまいりました。現在，主要製品は血液像染色液，血液特染キット，細胞

診染色液，病理組織染色液，細菌染色液と多岐にわたっております。

　ここ数年，パターン認識による白血球自動分類装置のめざましい進歩が

あり，我社はこれに対応すべく，外国製メーカー及び国産メーカーとの技

術協力により，高度な品質管理による，安定した染色液を供給しておりま

す。

　また今後とも，血液像分類装置は相当普及するものと考えられます。

なお一層の技術開発に努める所存であります。

ヘマトラック用

ヘマトラック用

日立　806－20用

日立　806－20用

日立　806－20用

OMRON　MICROX用
OMRON　MtCROX用

ライト染色液

緩　衝　液

メイグリンワルド染色液

ギ　ム　ザ　染　色　液

緩　衝　液

ライト染色液

緩　衝　液

〈主　要　製　品〉

血液像染色液

血液特染キット

細胞診染色液

病理組織染色液

細菌染色液

ギムザ染色液　ライト染色液　メイグリンワルド染色

液

POI染色キット　PO－K染色キット　ALP染色キ

ット　PAS染色キット　Fe染色キット

エステラーゼ染色キット

ハリスヘマトキシリン　ギルヘマトキシリンV

OG－6　EA－50
マイヤーヘマトキシリン　エオシンYユ％液

シッフ試薬　ワイゲルトレゾルシンフクシン

チールカルボールフクシン　レフレルカリメチレンブ

ルー　グラムハッカー染色液



⑧
干；6；

株式会社ヤトロン
東京都千代田区東神田1－II－4TEL　O3－862－1761
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　株式会社ヤトロンは，1962年（昭和37年），臨床検査薬の製造販売専業

の会社として発足し，国産第1号のトランスアミナーゼ測定用試薬キット

を発売いたしました。それ以来，酵素・含窒素・脂質・糖などの臨床化学

領域の試薬キットを初め，免疫血清学，血液学，微生物学領域で使用する

試薬キットを開発，製品化して参りました。特に最近では，酵素を利用し

た脂質の測定試薬キットをいち早く開発して，好評を博しております。ま

た，新しい自動分析機が次々に開発され，専用試薬も顧客の要求に応ぜら

れるよう体制を整えております。1980年6月，千葉県八千代市に，GMP

適合の臨床検査薬専用の工場が完成し，安定した品質の製品を供給してお

ります。

　機器部門は，西独エッペンドルフ社のマイクロピペットを，わが国に紹

介して以来，すでに20年近くになります。マイクロピペットも新しいタイ

プのものが続々と開発され，大変好評を得，広く愛用されております。ま

た，エッペンドルフ社の各種試料の分析の際の前処理としての分注，遠心

分離，混合，加温等を行う，使いやすい能率的な機器を用意しております。

　機器部門はこれら輸入品の他に，自社開発にも積極的に取組んで参りま

した。専用器として好評のヘモグロビンメーター，グルコースアナライザ

ー をはじめ，薄層クロマトの専用装置であるイアトロスキャンなど，種々

の独創的な機器類を送り出しています。近年とくにイアトロスキャンは，

臨床への応用研究が進み，生化学の分野で，血液学の分野で，また産婦人

科学の分野等々で，数多くの分析データが集積されつつあります。

　弊社は，臨床検査の技術開発を使命として生まれ育っている会社です。

多くの研究者，臨床家の方々の熱心なご指導により，株式会社ヤトロンを

して福祉社会における医療システムの一角をしっかりと護り，医療の発展

に貢献することに努力しております。

グルコースアナライザー

M－8000
　ヤトロンのグルコースアナライザーM－8000は，ご好評をいただいてお

りますM　一　7000型に新しい機能をさらに満載した，新タイプのグルコース

アナライザーです。

　M－8000の最大の特長はオートサンプラーをセパレート型とし，本体と

のジョイントを自在にしたことです。「現在の検体数ではマニュアルで十分

だが2～3年後にはオート化を……。」「ルーチン検査も緊急検査もこの1

台で……。」とお考えでしたら是非，M－8000をご検討ください。

〈特　　長〉

●オートサンプラーがセパレート型

　ですから組み合わせが自由です。

●1検体35秒（手動・自動とも）

　100検体／hrの処理が可能です。

●較正は標準液を注入するだけ，◆オ

　ートキャリブ，オートゼロ方式。

●酵素反応一電極法ですから，共存

　物質の影響を受けません。

．
ぶ．

●直線性・再現性に優れ，精度は±

　2％（or　3digits）以内です。

●アナログ出力端子（微分・積分），

　Sense（電極感度調整），　Stand－

　ard　Calib．（標準液濃度変更）等

　により，各種酸素測定系への応用，

　実験が可能です。

蕪
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AΩA山之内製薬株式芸社

〒103　東京都中央区日本橋本町2－5　TEL　O3－244－3000

　当社は治療と診断の有機的意義より，S．50に臨床検査試薬機器部門を設

立し，川頁調な発展をつづけておりますが，現在以下のような迅速簡易製品

を主に，検査分野，項目の拡充，技法の開発を行ない診断の一助になれば

と日々願っております。

尿関係試薬及び機器

尿簡易検査用試験紙一BMテストストリップ

　○判定が容易一全項目30～60秒が色調安定です。

　○ユニークな構造一色ムラをなくした均一発色です。

　○信頼性が高い一薬剤等による反応阻害が僅少です。

　○理想的な検出感度一適切な高感度試薬です。

　○数多くの特長を有したスクリーニング検査，フォロー検査に理想的な

　　試験紙です。

尿自動分析器一オーションアナライザーシステム

　○尿中6項目を短時間で同時に半定量します。○信頼性の高い測定結果

　です。○着色尿も検査可能です。○明確な表示，プリントアウトも可能

　です。○コンパクトな設計，簡単な操作です。○専用試験紙は2種類（6

　項目と4項目）あります。

血液関係試薬及び機器

血糖簡易測定システムーレフロマートシステム

　○全色，血清のどちらでも測定できます。○測定時間は2分（目視では3

　分）です。○目視では60～800mg／100ml測定可能です。

　○試験紙の水洗いが不要です。○測定時の色調が安定しています。

HBs抗原（R－PHA法）検出用キットーリバースセル

　○手技が簡易で，多数検体も短時間で処理できます。○感度は，IES法

　やSRID法より高く，RIA法に匹敵します。○凝集像が鮮明で，判定が

　容易にできます。○ズクリーニングテストを4点で行なうため，誤陽性

　の少ない結果が得られます。○キット内容が豊富です。

HBs抗原（EIA法）検出用キットーリバーセイア

　○感度はRIA法と同等です。○取扱いが容易です。○試薬が安定です。

　○確認試験用抗体がセットになっています。

血液専用分析装置

レフ回マートシステム
試験紙用光度計・・…

血糖測定用試験紙・・
・… レフロマート
…・ レフロマートグルコース

概要　レフロマートシステムは，光度計「レフロマート」と試験紙「レフロ

マートグルコース」より構成されており，西独べ一リンガー・マンハイム

社で開発された血糖測定用システムです。本システムは，正確，迅速，簡

単，微量検体，軽量安価であり，特に血糖検査は緊急性が要求され，緊急

検査，外来，ベッドサイドの検査に理想的なシステムです。

特長　レフロマート　1）2光源補償法により，再現性のよい正確な値が得

られます。2）測定値はダイヤル目盛を読み取り，簡単でしかも結果がホー

ルドされるため確実です。3）より正確性を高めるため，スケール目盛はロ

ットごとに補正をしています。4）全血，血清（血漿）どちらでも測定可能で

す。レフロマートグルコース　1）測定時の色調が極めて安定しており・バ

ラツキの少ない正確な値が得られます。2）余分な血液は拭きとるだけで，

洗浄の過不足による測定誤差がありません。3）目視でも測定可能です。

仕様　測定方式：2光源補償方式，処理能力：2分　消費電力：9W　タイ

マー付：デジタル式10分計（リセット機構付）ウォームアップ：約5分

外形寸法：250×180×80man重量：1．72％　各種測定項目試験紙開発中



輌岨｝》株式会社ユニフレックス
〒ll3東京都文京区本郷2－25－lMUTOH　BLDG－301号　TEL　O3－816－1004
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　『安価なディスポこそ自動化に欠かせない一流製品です』

全世界的に石油化学製品の原材料コストが高騰している時ですが、臨床検

査の自動化にもプラスチック等の石油化学製品はパーツとして欠くことの

出来ないものです。

　弊社、ユニフレックスは20年の歴史を持つ米国マサチューセッツ州のエ

ルケイプロダクト社より約2000種類の自動化学分析装置等に使用される消

耗部品の極東地区総輸入発売元として、いかに安価に、ユーザーの手元に

商品をお届けするかに努力して参りました。

　何故に米国のディスポ製品が国産品より安価なのかは以下の理由がある

からです。

1）石油原料が日本の約4分の1なこと

　　　　　　　　左記の表は日本工業新聞社の55年6月3日の記事ですが、

ぷ
　　　　　　　　原料であるポリエチレン成形材が11ヶ月以前にトン当た

　　　　　　　　り170円台であったものが55・年2月には260円台に高騰し

（）凱蕊㌫は過去3年間一部の価格調整以外に無㍉面

　　　　　　　　格を上げないで販売を続けております。

2）米国では大量な生産が可能な為，成形の型代金が安価なこと。

　自動化市場として米国は日本の約10倍と言われる需要がある為に，成形

　のモールドが総生産量で割り込まれてコスト計算されるわけです。

3）弊社ユニフレックスは在庫管理のコンピューター化により努力していま

　す。

　ご存知の通りコンピューターのコスト低下と機能の向上はめざましくい

かに少量の製品でも数量的な計画が立てられる様になりました。

今後共，ユーザー各位のご理解があれば，安価で良質な商品のご提供に努

力をして行く次第です。

米国エルケイプロダクツ社自動化消耗部品各種

米国グラスロック社セラムフィルター

米国アナリィティケム・インターナショナル社ディスポ・カラム

○米国エルケイプロダクツ社自動化消耗部品各種

　　約2000点に及ぶ自動化に必要な各種パーツを安価にお届けします。

○米国グラスロック社セラムフィルター

　　自動化された分析に欠かせないサンプル中のフィブリン及び血餅が血

　　清に与える影響を除きます。

○米国アナリィティケムインターナショナル杜デイスポカラム

　　これからの自動化のテーマであるセラフィ・ドラッグ・モニターシス

　　テムに使用するオープンカラムです。

〆蹴〆
遁

吻影



168 ■e　利康商事株式会社
　　〒162東京都新宿区西五軒町34－6TELO3－267－1211

　当社は昭和29年創立以来欧米各国医療機器，理化学機器の輸入専問商社

として，海外メーカー優秀製品の導入に努力を傾注し，広く日本市場に紹

介してこの分野の成長発展に寄与し，微力ながら社会の福祉に貢献して参

りました。西独ドレーゲル社全身麻酔装置・米国アイエル社血液ガス分析

装置（通称アイエルメーター）・オランダゴダルト社肺機能測定装1置・ス

イスメトローム社ポテンショグラフなどはその代表的製品で，いずれもユ

ーザーの皆様から高い評価を頂いています。

　最近の臨床検査部門における機器自動化技術は，コンピューター導入で

短期間に驚くべき長足の進歩を遂げ，省力化に不可欠の要素となっていま

すが，当社も自動化揺藍期の頃から自動アイエルメーターや自動炎光光度

計などをいち早く発売し以後今日まで数々のユニークな自動化製品を世に

送りだして参りました。

　また、ソフトの重要性に鑑み，テクニカル，アプリケーションの専門担

当部門を設け，国内事情にマッチした研究開発で輸入品とのドッキングを

はかり，ユーザーの皆様のご要求に応えられる体制を整えています。

　今後も21世紀へ向けて，これまでに蓄積したノウハウと技術力を生かし，

常に時代の先端をゆく新しい機器開発に意欲的にとり組み，輸入商社とし

ての先駆的役割の一端を果たしたいと念願しています、，

〈関連主要取扱製品〉

米国アイエル社

米国フィスケ社

米国SRL社
米国バイオデータ社

米国オルソ社

西独ヘリゲ社

国産利康商序製

全自動Jtll．液ガス分析装i置，全自動炎光光度計

超微量遠心方式自動分析装置

自動浸透圧計，カルシウム自動測定装置

全自動肺機能検査装置

」血L液凝固検査自動t言己録装置

tilL小板凝集自動測定装置

細胞自動解析分離装置

血液凝固過程記録装置

」n腋線溶活性自動記録装置・連続自動分注希釈装置

ビタトロンXYP自動分析装置

〈特　　長〉

●　XYプロセシングによる簡単な操作。

　全検体をサンプルトレイに分注しますと、各測定項目にエントリーされ

たサンプルの位置を検知し必要量を吸引し測定します。

●　480検体／時間の高処理能力

●　多方面の分析に利用することができます。

　酵素類，基質類，EIA，免疫蛋白，血液凝固因r等の約50項目が測定

　可能です。

●　1、；頼性の高い測定結果を保証します。

　微量サンプル用のデスベンサーを使用し，サンプルの蒸発を最小限にす

　るため，サンプルトレイを低温に維持しています。またマイクロプロセッ

　サーにより反応をモニターしております。

●　多様なプログラムとデータ表示。

　プログラミングも可能で，個人別レポートや測定項目別レポートもプリ

　ントアウトできます。



◎和光純薬工業株式会社

〒541大阪市東区道修町3丁目10番地　TEL　O6－203－3741

自動分析装置用試薬

　当社は大正11年6月（1922年）武田薬品工業株式会社の化学部門を分離

し武田化学薬品株式会社として発足，昭和22年和光純薬工業株式会社に社

名を変更し現在に至っております。

　当社は試薬（試験研究用薬品）のトップメーカーとして製品は広く学界，

産業界から絶大な信頼を得ております。

　また化学の進歩と共に特殊規格工業薬品の需要が高まる中で当社の多年

にわたる試薬製造の経験と技術を生かしてファインケミカルの分野に早く

から進出し幾多の新製品を開発，生産販売して我国産業界に貢献しており

ます。

　さらに医学界の要望に応えて，臨床検査用試薬キットや自動分析装置用

をはじめとする各種臨床検査薬の製造など新分野の研究開発と機器分析の

急速な進歩に対応すべく活躍を続けております。

■主な営業品目

　試薬／一般試薬・各種輸入試薬・生化学用試薬・各種用途別試薬

　　　　環境汚染物質測定用試薬・特殊合成用試薬・特殊分析用試薬

臨床検査薬／臨床検査用キット（脂質・酵素・無機物・蛋白・糖類

　　　ホルモン・潜血等の検査薬）・自動分析装置用試薬・標準液・

　　　標準10L清・管理血清・調製液・免疫ltll．清学的検査薬

1．自動分析装置用試薬

　　●日立自動分析装置716形用，706／706D形用，712形用，726形用，705

　　　形用（HA一テストワコー）に調製した試薬

　　●日本電JlクリナラィザーJl」，オリ、ンバスACA用，東芝TBA－880形

　　　用　島津CL－12形用に調製した試薬

　　●Fast　Analyzer用に調製した試薬

　　●その他各種自動分析装置用試薬

2．自動分析装置用標準液および標準Jlll清

3．オルソ社製管理1血清

　　●正常コントロール血清

　　●皇呈’1置コン　トローノレ」血i青

　　●自動分析機用レファレン7．　lfi1清

　　●酵素法専用コントロールlflL清セット

　　　5mゼ川1×10

　　　5m乏月1×10

　　　SOmゼ月」×10

（3m？JU×5）　×　3

●ラジオイムノアッセイ用コントロール1（IL清1～IV

●ラジオイムノアッセイ用コントロールlflL清V～VI

●コントロール尿1，II

●高脂質専用コントロール」flL清

各5mψ月1×10

各3　me用×10

各25mゼ月1×10

　5me月1×10

機器・器具／レーザーネフェロメーター・電気泳動装置等

化成品／亟合開始剤酒菱化防止剤・エレクトロニクス関係薬品・巾1合

　　　禁止剤・合成原料及び中間体・医薬品原料他
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もうお読みですか

　「医療と臨床検査」は臨床検査技師お

よび開業医の先生ノiなど臨床検査関係

者を対象とした臨床検査の総合専門紙

です。学術記事、ニュース解説をはじ

め技師会、臨床病理学会、検査センタ

ー 、厚生行政など各分野のニュースを

網羅、医療の中の臨床検査を鋭角II勺に

捉えた編集方針をとっています。

《平易な学術記事に人気沸騰》

　生涯教育シリーズとしてスタートし

た対談形式による「病態別にみた検査

成績の利用法」が好評です。この企画

は林康之須天堂大助教授と玄番昭夫中

鉄医長の両氏がホスト役を担当、ゲス

トには斯界の第…人者が登場します。

　すでに急性肝炎、慢性肝炎、心筋硬

塞が掲載済みで、こんご長期にわたり

連載の予定です。

《随想を中心としたフォーラム欄》

　この欄は臨床検査関係者による随想

を中心とした紙面です。著名な先生ば

かりでなく一一企業のプロパーも健筆を

振います。思いがけない素顔を発見さ

れるでしょう。

《明日の検査に役立つ企画が満載》

　そのほか手軽に読める細菌検査のポ

イント、データの読み方、検査値から

みた病態、特殊検査や特色ある検査室

を紹介する新時代の検査室など、明日

の検査に役立つ企画で溢れています。
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薬物治療適正化のための薬物血中濃度測定の実際

　　　　　　　　　　　　　　東京大学病院薬剤部長田村善蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編　　　　　　　　　　　　　　九州大学病院薬剤部長堀岡正義
　　　　　　　　　　　　　A5判320頁定価3，300円（送料380円）
　薬物のlnull濃度測定は、薬剤の効果的な投与のため、あるいは1血液中濃度
の監視か義務づけられる薬物の出現等によって病院に急速に浸透し、重要な
業務となりつつある。本書はその実務についてのわかりやすい手引書。

〒101東京都千代川区i　fii川神保町2－36（・1ヒ神ビル）

　　　　　　　　　∫E［｝舌　東」；（（03）265－7751借）

慣用医語辞典
　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学内科教授安部　英監修
　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学病院薬剤部長高杉益充編集
　　　　　　　　　　　　　新書判・250頁　定価2，300円（送料310円）
　薬剤師・検査技師等のパラメディカルをはじめ医師と接する機会の多い関
係者むけに、医家の会、活に繁出する医語約2500を慣川発1刊『｛に収載し簡単な
解説を加えた簡便な医語辞典です。接頭・接尾語、略語、日本語索引付。

⇔薬業時 報社
〒541大阪rii東区道修町4－6－1（新芝川ビル）

　　　　　　　　　∫EII舌　大1坂（06）231　7061（代）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

株式会社　アーンスト・ハンセン商会 本　　　　社 651 神戸市中央区小野柄通7丁目1番18号（ニノ宮ビル北館） （078）251－3911代

東京営業所 105 東京都港区虎ノ門2丁目3番22号（秋山ビル） （03）502－5267代

名古屋営業所 464 名古屋市千種区内山3丁目10－17 （052）732－2236

旭　　硝　　子　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 100 東京都千代田区丸ノ内2－1－2 （03）　287－2811

株式会社アナリィティカルインスツルメンツ 本社・工場 191 東京都日野市南平3－21－3 （0425）93－0303

ア　ボ　ッ　ト　株　式　会　社 本　　　　社 105 東京都港区虎の門3－8－21（第33森ビル9階） （03）　437－3911

仙台営業所 980 仙台市1番町2丁目9⇒2（第2ナカノビル） （0222）23－3371

本社営業部 105 東京都港区虎の門3－8　21（第33森ビル9階） （03）　437－3911

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅3j目22－8（大東海ビル） （052）562－0760

大阪営業所 550 大阪市西区西本町1－10－10（全日空ビル） （06）　533－0464

広島営業所 730 広島市中区鉄砲町5－16（広島サンケイビル） （0822）28－0071

札幌営業所 060 札幌市中央区南2条西3丁目13－4　（カタオカビル） （011）221－0629

福岡営業所 810 福岡市中央区大名1－14－45（福岡鴻池ビル） （092）721－0629

株　式　会　社　　ア　　ム　　コ 本　　　　社 102 東京都千代田区飯田橋4－8－7 （03）265－4261大代

大阪支店 540 大阪市東区釣鐘町2－36 （06）942－5971代

名古屋支店 466 名古屋市昭和区鶴舞3－23－20 （052）741－6051代

福岡　支店 812 福岡市博多区東光2－6－15 （092）441－7641代

札幌出張所 060 札幌市中央区北三条東2－2 （011）241－4428代

仙台出張所 980 仙台市春日町2－8 （0222）23－4060代

広島出張所 730 広島市中区幟町2－8 （0822）23－2511代

金沢出張所 920 金沢市割出町633－1 （0762）37－6490代

ア　　ロ　　カ　株　　式　　会　　社 本社・工場 181 東京都三鷹市牟礼6丁目22番1号 （0422）45－5111

大阪営業所 530 大阪市北区堂島浜1丁目4番28号日本無線大阪支社ビル （06）　344－5391

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3丁目5番7号博多センタービル （092）411－5735

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2丁目6番12号白川ビル （052）203－0571

仙台営業所 980 仙台市国分町3丁目8番3号新産業ビル （0222）62－7181

札幌営業所 001 礼幌市北区北7条西4丁目　　東カン札幌駅前ビル （011）721－6604

高松営業所 761 高松市番町2－10－4番町第2ビル （0878）22－5217

広島営業所 733 広島市西区南観音1丁目1番4号矢島ビル （0822）92－0019
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

ア　　ロ　　カ　株　　式　　会　　社 熊本営業所 862 熊本市新屋敷1－8－1森田ビル （0963）66－9201

新潟出張所 950 新潟市東大通り2－2－18タチバナビル （0252）47－5716

株式会社　　井　　内　盛　　栄　　堂 本　　　　社 530 大阪市北区天満4－10－15 （06）　356－1561

東　京　店 101 東京都千代田区岩本町2－8－5 （03）　864－0882

伊藤忠データシステム株式会社 大阪支店 541 大阪市東区北久宝寺町5－25東明ビル （06）252－7161～4

名古屋支店 460 名古屋市中区錦1－5－11伊藤忠ビル （052）203－2810

礼幌営業所 060 札幌市中央区北一条西1－5－1安田生命札幌ビル （011）281－2758～9

広島営業所 730 広島市中区鉄砲町5－7広島借成ビル （0822）23－2151

福岡営業所 810 福岡市中央区渡辺通1－1－1電気ビルサンセルコ別館内 （092）713－8511～4

水戸営業所 310 水戸市天王町9－23 （0292）24－8742

仙台営業所 980 仙台市上杉3－3－17長田ビル （0222）61－4085

高松営業所 760 香川県高松市寿町2－2－10住友生命寿町ビル4階 （0878）22－881▲

知立営業所 472 愛知県知立市新富2－22光南ビル3階 （0566）82－8601

エイ・エッチ・エス・ジャパン株式会社 本　　　　社 107 港区赤坂1－9－13二会堂ビル （03）　585－3537

東京分室 105 港区虎ノ門2－3－13 （03）　591－6421

札幌事務所 060 札幌市中央区南1東2大通バスターミナルビル2号館 （011）221－3875

吹上工場 369－01 埼玉県北足立郡吹上町大字袋826 （0485）48－6340

仙台連絡事務所 980 仙台市木町通り1－8－18田村ビル4階 （0222）25－4740

名古屋事務所 460 名古屋市中区富士見町13－19ヤギシャトー2号館 （052）322－2961

大阪事務所 532 大阪市淀川区西中島4－1－1　日清食品ビル5階 （06）　305－2951

福岡事務所 812 福岡市博多区祇園町6－43ギオン柴田ビル3階 （092）281－5411

技術サービスセンター 105 港区西新橋2－36－1新橋桜ビル1階 （03）　436－4766

商品監理課 140 東京都品川区東大井1－5－13愛宕倉庫㈱鮫洲（営）5階 （03）450－0141～3

栄　研　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷1－33－8 （03）　813－5401

自動分析試薬営業所 113 東京都文京区本郷1－33－8 （03）　813－5401

大阪支店 541 大阪市東区淡路町5－15南星ビル （06）　202－6471

札幌事務所 060 礼幌市中央区大通西17－2野田ビル （011）642－6504

仙台事務所 980 仙台市本町3－2－11仙台大賀ビル （0222）61－4391

名古屋事務所 460 名古屋市中区丸の内3－8－8 （052）951－3022
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

栄　研　化　学　株　式　会　社 京都事務所 604 京都市中京区堀川通三条下ル下八文字町692吾誘ビル （075）841－0772

広島事務所 733 広島市西区己斐本町2－12－30SKビル （0822）71－5319

福岡事務所 812 福岡市博多区奈良屋町4－12はすおビル （092）271－2965

オ　リ　オ　ン理研株式会社 本　　　　社 114 東京都北区西ケ原2－41－17 （03）　917－0452

オリ　ンパス販売株式会社 東　　　　京 101 東京都千代田区神田駿河台3－4 （03）　251－8941

札　　　　幌 060 札幌市中央区北3条西4丁目 （Oll）241－4015

仙　　　　台 980 仙台市中央1－2－3 （0222）25－6823

横　　　　浜 220 横浜市西区北幸1－7－2 （045）31仁2028

静　　　　岡 420 静岡市追手町1－6 （0542）55－6245

金　　　　沢 920 金沢市香林坊1－2－24 （0762）22－3434

名　古　屋 460 名古屋市中区錦3－23－31 （052）961－7451

大　　　　阪 542 大阪市南区塩町通3－45 （06）　252－2316

広　　　　島 730 広島市中区八丁堀16－11 （0822）28－1921

福　　　　岡 810 福岡市中央区天神1－14－1 （092）711－1881

株式会社　　カ　　イ　　ノ　　ス 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－38－11 （03）　816－4123

大阪出張所 540 大阪市東区島町2－17 （06）　943－4584

札幌出張所 069－01 江別市野幌代々木町64－6 （01138）4－5933

㈱九州カイノス 816 福岡市博多区諸岡4－28－12 （092）572－7592

片　山化学工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3丁目7番地 （06）　203－3441

東京営業所 101 東京都千代田区岩本町2－2－13第2徳和ビル （03）　864－1177

岡山出張所 703 岡山市神下378 （0862）79－2542

九州連絡所 813 福岡市東区多の津1－1 （092）622－3011

尻崎工場 660 尼崎市東難i波町3－26－22 （06）　481－6769

東京工場 343 越谷市南荻島869 （0489）74－9411

萱垣医理科工業株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－14－16 （03）　812－5285

札幌出張所 065 札幌市東区北35条東8－489－28北35条ビル （Ol1）751－0878

名古屋営業所 464 名古屋市千種区下方町7－40－1大東和ビル （052）722－0020

大阪営業所 541 大阪市東区内平野町2－39筒井ビル （06）　947－0704

関　東　化　学　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－7 （03）　279－1751
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

関　東　化　学　株　式　会　社 臨床検査薬部 103 東京都中央区日本橋室町3－4 （03）　270－6500

大阪支店 541 大阪市東区瓦町3－1 （06）　231－1672

札幌出張所 061－01 札幌市豊平区里塚314－3 （011）882－1511

仙台出張所 983 仙台市日の出町1－7－9 （0222）94－0175

埼玉出張所 364 北本市中丸3－82 （0485）92－2361

京浜出張所 223 横浜市港北区新羽町2055 （0472）61－1303

静岡出張所 422 静岡市中村町393 （0542）81－2010

中京出張所 491 ・ 宮市大和町妙興与字中之町4 （0586）24－1725

九州出張所 804 北九州市戸畑区天神2－2－14 （093）881－3961

極東製薬工業株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－9 （03）　270－1641

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町3－9 （03）　270－1641

札幌営業所 060 札幌市中央区北四条西11J’目 （011）271－1003

仙台営業所 980 仙台市上杉4－2－11 （0222）25－5973

名占屋営業所 492 稲沢市北市場町玄野9 （0587）32－9057

大阪営業所 532 大阪府淀川区西中島4－2　3　西中島ビル （06）　304－5446

福岡営業所 812 福岡市博多区駅前3－27－8 （092）451－7371

株式会社　京　都　第　一　科　学 本　　　　社 601 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－5311

東京営業所 103 東京都中央区日本橋兜町2－54ニッシンビル4階 （03）　664－1841

協和メデックス株式会社 本　　　　社 100 東京都千代田区大手町1－6－1 （03）　201－7211

東京営業所 104 東京都中央区八丁堀2－27－10束八重洲ビル （03）　552－5201

大阪営業所 530 大阪市北区梅［H1－8－17第一生命ビル （06）　341－0051

名占屋営業所 450 名占屋市中村区名駅3－25－9堀内ビル （052）563－1231

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－2－1福岡センタービル （092）473－5631

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌4条1－2－20安全ビル （011）812－1121

仙台営業所 980 仙台市本町1－12－12DIK文京ビル （0222）62－7691

広島営業所 730 広島市中区大手町2－2－18日生広島大手町ビル （0822）47－9121

四国営業所 790 松山市・番町1－15－2住友生命松山ビル （0899）45－1287

コ　ー　ニ　ン　グ　株　式　会　社 メディカル事業部 107 東京都港区赤坂1－14－14第35興和ビル （03）　586－1055

ア　ル　ス㈱ 102 東京都千代田区．番町9 （03）　26卜5001
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コ　ー　ニ　ン　グ　株　式　会　社 朝日メディコ㈱ 564 大阪府吹田市垂水町3－18－9ユーコービル （06）　380－0333

国　際　試　薬　株　式　会　社 本　　　　社 650 神戸市中央区東町113－1 （078）392－3931

札　　　　幌 062 札幌市白石区南郷通2丁目11－9 （011）862－1133

仙　　　　台 980 仙台市国分町1丁目8－13 （0222）21－7598

新　　　　潟 951 新潟市旭町通り2番町5251－2 （0252）24－5083

東　　　　京 101 東京都千代田区内神［H1－15－16 （03）　291－3470

横　　　　浜 221 横浜市神奈lll区片倉町426－2 （045）491－3731

名　古　　屋 461 名古屋市東区東大曾根町南3丁目134－12 （052）935－2441

京　　　　都 600 京都市下京区中堂寺南町65－2 （075）314－8526

大　　　　阪 541 大阪市東区北久宝寺町2丁目50－2 （06）　262－2181

福　　　　岡 812 福岡市博多区博多駅束3丁目3－3 （092）411－2187

国　産　遠　心　器　株　式　会　社 本　　　　社 110 台東区台東2－3－9 （03）　833－5631

北海道出張所 065 札幌市東区北6条東2札幌総合卸センター内 （011）721－8789

関西出張所 532 大阪市淀川区木川東3－5－21第3丸善ビル （06）　308－7326

京都連絡所 603 京都市北区小山元町34 （075）491－1622

九州出張所 803 北九州市小倉北区新高田1－6－18 （093）581－7742

コ　ス　　モ　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－26－10 （03）　811－6477

大　　　　阪 532 大阪市淀川区東三国6－18－4 （06）　392－1721

サ　ク　ラ　精　機　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3丁目9番地 （03）　270－1666

東京支店 103 東京都中央区日本橋本町3丁目9番地 （03）　279－3053

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島3－19－13第2ユヤマビル （06）　301－1054

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅束2－4－16福泉第1ビル （092）441－7343

名古屋営業所 461 名古屋市東区白壁3－12－13中産連ビル新館 （052）932－0485

仙台営業所 980 仙台市本町2－16－3小西ビル増 （0222）63－5131

中四国営業所 700 岡山市幸町8－29三井生命岡山ビル11F （0862）23－0324

山陰出張所 693 出雲市塩治町1801－9 （0853）23－0811

横浜出張所 221 横浜市神奈，ll区台町16－1ソレイユ台町7F （045）311－7971

練馬分室 176 東京都練馬区氷｝ll台3－1－18 （03）　937－1831

三　　共　　株　　式　　会　　社 本社事務所 104 東京都中央区銀座2－7－12 （03）　562－0411
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杜　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　話

三　　共　　株　　式　　会　　社 札幌支店 060 札幌市中央区大通西8－1 （011）241－6191

仙台支店 980 仙台市国分町1－7－16 （0222）21－2191

東京第一支店 103 東京都中央区日本橋本町3－1－6 （03）　279－1511

東京第二支店 103 東京都中央区日本橋本町2－9薬業会館内 （03）　279－2871

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－4－36 （052）951－1191

大阪支店 541 大阪市東区道修町1－20 （06）　203－3421

広島支店 733 広島市中区土橋町6－8 （0822）93－5111

高松支店 760 高松市中新町13－1 （0878）31－0221

福岡　支店 812 福岡市博多区下呉服町1－6 （092）281－8121

三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都千代［H区岩本町1－10－6 （03）　863－3261

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原5－8－5 （06）　391－2501

札幌営業所 065 札幌市東区北6条東2丁目8 （011）711－3696

仙台営業所 880 仙台市一番町1－15－11 （0222）67－2291

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 名占屋市中村区長籏町5－49 （052）412－3772

広島営業所 734 広島市南区東雲本町2－21－17 （0822）83－8271

福岡営業所 815 福岡市南区清水3－1－2 （092）511－0611

新潟出張所 950 新潟市上所島1134－109 （0252）45－7221

茨城出張所 300 土浦市大手町15－8 （0298）24－6255

シノテス　ト商事株式会社 本　　　　社 102 東京都千代田区一番町10番地 （03）　239－3741

札幌支店 060 札幌市中央区北大通り西16丁目大重ビル3F （011）641－｝§ζ§

仙台支店 980 仙台市北目町2－39東北中心ビル （0222）62一き3？§

東京第一支店 102 東京都千代田区麹町3－2錦屋ビル6F （03）　262－3576

東京第二支店 102 東京都千代田区麹町3－2第三麹町ビル （03）　230－4568

名古屋支店 460 名占屋市中区新栄1－27－27広瀬ビル4F （052）261一器｝§

大阪支店 550 大阪市西区靱本町2丁目2－22ウツボバークビル3F （06）448－3101～3

広島支店 730 広島市中区鶴見町1－6ひらのビル3F （0822）44－§82ξ

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7博多センタービル8F （092）473－8劉

株式会社　　島　　津　　製　　作　　所 本　　　　社 604 京都市中京区河原町通二条南 （075）251－2811
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 li．　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

株式会社　　島　　津　　製　　作　　所 東京支社 160 東京都新宿区西新宿2丁目1－1新宿三井ビル40階 （03）　346－5656

大阪支社 530 大阪市北区芝田1丁目1－4阪急ターミナルビル14階 （06）　373－6547

福岡支店 812 福岡市博多区冷泉町4－20 （092）271－0331

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3丁目28－12大名古屋ビル5階 （052）562－3522

広島支店 730 広島市中区袋町4－21富国生命館7階 （0822）48－4311

仙台支店 980 仙台市二日町1－23熱海ビル3階 （0222）21－6231

札幌支店 060 札幌市中央区北二条西4丁目1北海道ビル6階 （011）231－8811

京都営業所 6ρ4 京都市中京区河原町通二条南 （075）251－2845

神戸営業所 650 神戸市中央区西町36三菱信託銀行ビル8階 （078）331－9661

株　式　会　社　　　常　　　　　光 本社東京営業所 113 東京都文京区本郷3－19－4常光ビル （03）　815－1717

東京技術研究所 213 川崎市高津区宇奈根731 （044）811－9211

大阪支店 530 大阪市北区天満4－14－19高橋ビル東7号館 （06）　353－2441

名占屋支店 460 名古屋市中区千代田5－8－30第一一三英ビル （052）251－3878

福岡支店 812 福岡市博多区古門戸町3－12やま利ビル （092）281－5757

仙台営業所 980 仙台市卸町1－6－15卸町セントラルビル （0222）96－0972

広島営業所 730 広島市竹屋町3－22米田ビル （0822）41－3252

札幌支店 001 札幌市北区北7条西2丁目常光ビル （011）731－1311

旭川営業所 070 旭川市神楽2条4丁目常光ビル　旭 （0166）61－1381

函館営業所 040 函館市豊川町1－3常光ビル （0138）23－6737

信越ポ　リ　マ　ー株　式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町4－11 （03）　279－1711

大阪営業所 530 大阪市北区小松原町2－4富国生命ビル （06）　314－2561

名占屋営業所 450 名占屋市中村区名駅4－27－23 （052）581－4231

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町2－2 （092）281－4666～7

新潟営業所 950 新潟市東大通1－2－23北陸ビル （0252）47－9371～2

仙台営業所 980 仙台市本町2－10－33第ニオフィスビル （0222）64－1366

広島営業所 730 広島市中町7－32日本生命広島ビル （0822）47－9464

札幌営業所 060 札幌市中央区北条西5－3北一条ビル （Ol1）281－3621～2

高松営業所 760 高松市古新町3東明ビル （0878）21－2820

金沢営業所 920 金沢市尾張町2－8－23 （0762）22－8671
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社　　　　　　　　　　名 本杜及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

真　興　交　易　株　式　会　社 東京本社 106 港区六本木2－2－6福吉町ビル （03）　585－2731

大　阪　店 550 大阪市西区新町1－21－11天祥ビル （06）　531－6247

福岡営業所 810 福岡市中央区大手門2－1－10西鉄大手門ビル （092）751－1868

札幌営業所 001 札幌市北区北9条西4丁目エルムビル （Ol1）721－6353

仙台営業所 980 仙台市北目町2－39東北中心ビル （0222）62－4874

広島営業所 730 広島市中区大手町2丁目5－11はるぜんビル （0822）49－3771

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3－16－30住友生命栄ビル （052）961－6881

住友電気工業株式会社 本　　　　部 554 大阪市此花区島屋1－1－3医療情報システム開発室 （06）　461－1031

東京事務所 107 東京都港区元赤坂1－3－12医療情報システム開発室 （03）　478－3111

中部支社 461 名古屋市東区東桜町1－1－6住商名古屋ビル （052）963－2828

福岡支店 812 福岡県博多区博多駅中央街8－36博多ビル （092）441－1791

株式会社セントラル科学貿易 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋小網町9－2秋山産業ビル （03）　668－1401

大阪支店 533 大阪市東淀川区西淡路1－1－36新大阪ビル （06）　325－3171

福岡営業所 810 福岡市中央区大名1－15－38福岡パレスビル （092）741－1884

名古屋営業所 460 名古屋市中区大須4－14ジッダビル （052）264－1124

第一化学薬品株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋3－13－5 （03）　272－0671

東京営業所 103 東京都中央区日本橋3－13－5 （03）　272－0671

大阪営業所 540 大阪市東区大手通2－32 （06）　941－8091

札幌営業所 060 札幌市中央区北一条西9－3－4 （011）281－2281

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511

橘　　電　　気　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 114 東京都北区田端1－16－13 （03）　828－6131

立　石　電　機　株　式　会　社 本　　　　社 616 京都市右京区花園土堂町10 （075）463－1161

東京支社 105 東京都港区西新橋3－23－5第24森ビル8F （03）　436－7078

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3－28－12大名古屋ビル4F （052）571－6461

京都支店 600 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町80京都産業会館5F （075）211－5491

広島支店 730 広島市中区紙屋町1－2－27広島日興ビル7F （0822）47－0201

　　　　　、
福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－2－1日本生命博多駅前ビル9F （092）441－5441

札幌支店 060 札幌市中央区南1条東2大通バスセンタービル2号館8F （011）271－7821

大阪支店 541 大阪市東区唐物町4－55本町永和ビル5F （06）　282－2574
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社　　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

中　外　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 104 東京都中央区京橋2－1－9 （03）　281－6611

札幌支店 060 札幌市中央区大通り西15－3 （Ol1）631－6311

仙台支店 980 f山台市一番町4－7－17小田急不動産仙台ビル （0222）25－8551

東京第一支店 160 東京都新宿区西新宿1－22－2新宿サンエービル （03）　346－0213

東京第二支店 160 東京都新宿区西新宿1－22－2新宿サンエービル （03）　346－0231

名占屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－21－20千代田生命ビル （052）961－8511

大阪支店 541 大阪市東区平野町3－6－1平野町センチュリービル （06）　222－5533

広島支店 733 広島市西区中広町2－24－5中広ビル （0822）93－4333

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅南1－3－11博多南ビル （092）451－8181

高松支店 760 高松市番町2－17－15第二讃機ビル （0878）22－2871

デュポン・ファーイースト・インコーポレーテッド 本　　　　社 107 東京都港区赤坂1－11－39第2興和ビル （03）　585－5511

大阪事務所 541 大阪市東区高麗橋5－45興銀ビル別館 （06）　203－0687

寺　内　ケ　ミ　カ　ル株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区淡路町2丁目40番1ユニ船場404号 （06）　227－1915

東京営業所 124 東京都葛飾区小管4－11－7ヴレッジハウス柴野303号 （03）　603－7997

福岡営業所 812 福岡布博多区博多駅南2丁目40番17号太田ビル503号 （092）474－4713

仙台営業所 982 f山台市河原町1丁目2－13宏北レジデンス202号 （0222）66－9158

テ　　ル　　モ　　株　　式　　会　　社 テルモ株式会社 151 東京都渋谷区幡ケ谷2－44－1 （03）　374ぺ111

㈱テルモジャパン 151 東京都渋谷区幡ケ谷2－44－1 （03）　374－8185

札幌支店 062 札幌市白石区中央三条3－6－33 （Ol1）812－1258

仙台支店 983 イlll台〒f了イ戊午イ｝：’ir：均膓五E日　　1　　－　　2 （0222）88－7086

関東支店 371 前橋「行鳥羽町38アイデアビル4F （0272）53－1230

東京支店 151 東京都渋谷区幡ケ谷2－44－1 （03）　374－8211

名占屋支店 465 名占屋市名東区猪高町大字上社字小井堀 （052）702－2121

大阪支店 564 大阪府摂津市千里丘6　4－2 （06）　387－4800

広島支店 731－01 広島市安佐南区佐東町八木字市2802－1 （0828）73≠701

福岡支店 816 福岡市†専多1×1麦野3－14－25 （092）582－1241

電　子　科　学　株　式　会社 本　　　　社 180 東京都武蔵野市西久保1－3－10 （0422）55－1011

東亜医用電子株式会社 本　　　　社 652 神戸市兵庫区大開通6－J’目3番19号 （078）576－0334

札幌営業所 063 札幌市中央区北四条西18番地富上ビル （011）631－5914
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

東亜医用電子株式会社 仙台営業所 980 仙台市原町小田原天還前南35番地 （0222）91－2194

大宮営業所 330 大宮市吉敷町4丁目61番の1高橋ビル （0486）44－5533

東京営業所 113 東京都文京区本郷3丁目3番12号 （03）　814－5046

名古屋営業所 461 名古屋市東区葵町48番地の1双栄ビル （052）937－5587

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5丁目9番2号新大阪サンアールビル東館 （06）　301－9352

広島営業所 733 広島市中区本川町2丁目1番9号住田恵ビル （0822）92－7710

高松営業所 760 高松市錦町1丁目11番1号 （0878）21－2858

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1丁目17番17号第3よしみビル （092）411－4314

東亜電波工業株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区高田馬場1－29－10 （03）　202－0211

狭山工場 350－13 埼玉県狭山市北入曽613 （0429）57－6151

札幌営業所 001 札幌市北区北6条西6－2福徳ビル （011）721－9859

仙台営業所 983 仙台市小田原弓の町5弓の町ビル （0222）91－1676

筑波営業所 305 茨城県新治郡桜村東岡字天神脇489－1 （0298）57－4091

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内1－8－39三信ビル （052）231－2291

大阪営業所 541 大阪市東区淡路町3－6船場ビル （06）　202－0131

広島営業所 730 広島市中区千田町3－9－25広島工業会館 （0822）44－6419

九州営業所 802 北九州市小倉北区京町3－14－17五十鈴ビル （093）551－0588

株式会社　　東　　海　　医　　理　　科 本　　　　社 101 東京都千代田区内神田3－2－12クリハラビル （03）　254－0052

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4丁目NRKビル4F （011）752－0176

仙台営業所 980 仙台市国見2－5－31新栄ビル （0222）75－2514

金沢営業所 920 金沢市西念町ホ47松島ハウス1号棟 （0762）23－4648

大阪営業所 532 大阪市淀川区木川東3－5－21第三丸善ビル7F （06）　305－6328

名古屋営業所 451 名古屋市西区香呑町5－60 （052）524－5408

愛媛営業所 790 松山市中村5－10－10 （0899）21－3015

広島営業所 733 広島市西区南観音8－6－21広島精器㈱内 （0822）93－2163

九州営業所 816 福岡市博多区板付1－2－1 （092）472－3800

株式会社　　東　　京　　計　　器 本社・工場 144 東京都大田区南蒲田2－16 （03）　732－2111

東京営業所 141 東京都品川区西五反田1－31－1日本生命ビル （03）　490－0821

札幌営業所 060 札幌市中央区南一条西1－14第2有楽ビル （011）281－3781
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杜　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

株式会社　　東　　京　　計　　器 仙台営業所 980 仙台市中央4－10－3住友生命仙台ビル （0222）64－0693

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅3丁目28－12大名古屋ビル （052）　561－6571

大阪営業所 541 大阪市東区今橋2－7神戸北浜ビル （06）　231－6101

広島郵業所 730 広島市大手町1－2－1広島東京海上ビル （0822）49－4661

北九州営業所 802 北九州市小倉北区京町2－7－8小倉ビル （093）531－6881

東芝化学工業株式会社 本　　　　社 101 東京都千代田区鍛治町1丁目10番4号 （03）　252－5716

工場・研究所 959－16 新潟県五泉市南本町1－2－2 （02504）3－4111

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－12－39 （06）　344－5538

札幌出張所 060 札幌市中央区南一条西2－5 （011）222－4178

東芝メディ　カル株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3丁目26番5号 （03）　815－7211

北海道支店 060 札幌市中央区北三条西4丁目　日本生命札幌ビル （011）231－9116

東北支店 980 仙台市支倉町3番1号 （0222）62－3511

関東支社 330 大宮市桜木町4丁目256番地マキノビル （0486）44－4361

東京支社 104 東京都中央区京橋1丁目19番8号大野ビル （03）　562－0211

中部支社 450 名古屋市中村区広小路西通1丁目20番地ガーデンビル （052）581－9311

北陸支店 920 金沢市尾山町3番25号住友生命金沢ビル （0762）63－7201

関西支社 530 大阪市北区西天満5丁目2番18号高橋ビル東館 （06）　362－6341

中国支店 730 広島市中区紙屋町1丁目2番22号第1広電ビル （0822）48－2421

四国支店 760 高松市寿町1丁目3番2号高松第一生命ビル （0878）51－3786

九州支社 810 福岡市中央区渡辺通2丁目1番地82号電気ビル （092）712－5811

東　洋　紡　績　株　式　会　社 科学機器事業開発部 530 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 （06）　348－3357

堅田営業所 520－02 滋賀県大津市本堅田町1300－1 （0775）73－1330

敦賀営業所 914 福井県敦賀市東洋町10－24 （07702）5－3777

長　瀬　産　業　株　式　会　社 医療システム部 103 東京都中央区日本橋小舟町5－1 （03）665－3174～7

大阪本社 550 大阪市西区新町1－1－17 （06）535－2612～4

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内3－20－22 （052）951－6281

福岡支店 810 福岡市中央区天神2－14－8 （092）725－ll21

二光バイオサイエンス株式会社 本　　　　社 141 東京都品lll区西五反田2丁目7番地11号光洋ビレル （03）　490－6411

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1r目6番14号第二日大ビル （06）　323－0218
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株　式　会　社　ニ　チ　リ　ョ　ー 本　　　　社 101 東京都千代田区外神lll　5－3－14 （03）　8346545

株　式　会　社　　日　　科　　機 東京（本社） 102 千代田区一番町22－1一番町セントラルビル （03）　264－8191

札　　　　幌 060 札幌市中央区大通西10－4南大通ビル （011）271－1935

盛　　　　岡 020 盛岡市内丸16－15内丸ビル （0196）24－5867

仙　　　　台 980 仙台市上杉1－6－10仙台北辰ビル （0222）63－0991

名　　古　屋 461 名古屋市東区代官町35－16第一富十ビル （052）932－1971

大　　　　阪 532 大阪市淀川区宮原5　7－43 （06）　396－1801

広　　　　島 733 広島市河原町13－1渡田ビル （0822）94－3831

福　　　　岡 812 福岡市博多区博多駅前1－3－2八頂洲博多駅前ビル （092）441－8187

日　機　　装　　株　　式　　会　　社 本　　　　社 150－91 東京都渋谷区恵比寿3－43－2 （03）4428311

大阪支店 541 大阪市東区大111町27 （06）　203－3491

九州営業所 802 北九州市小倉区堺町1－9－10 （093）531－7036

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－4－10 （052）971－1505

広島営業所 730 広島市小町2－26 （0822）41－5231

仙台営業所 980 仙台市一番町2－8－18 （0222）62－0420

北海道営業所 060 札幌市中央区南1条東2－11 （011）261－5561

新潟出張所 951 新潟市関屋浜松町118 （0252）31－2752

高松出張所 760 高松市寿町2　3－8 （0878）22－5033

金沢出張所 920 金沢市京町1－5 （0762）52－7847

日商メディ・サイエンス株式会社 本　　　　社 105 東京都港区芝大門2－10－1第一大門ビル （03）　433－76135

大阪営業所 550 大阪rh西区江戸堀1－6－13堀田ビル （06）　444－0191

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 170 東京都豊島区駒込2　5－ll （03）　918－8166

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町3－3 （03）　241－1747

札幌出張所 060 札幌市中央区北八条西20－2－3 （011）642－6222

仙台営業所 980 仙台市錦町2－1－3 （0222）22□406

名古屋営業所 456 名古屋市熱田区森後町8－23 （052）682－2818

大阪営業所 540 大阪市東区常盤町2－6 （06）　942－5661

広島営業所 733 広島市中区中島町10　3 （0822）43－2235

福岡営業所 815 福岡市南区塩原字大坪575－1 （092）512－1251
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日本ウォーターズリミテッド 本　　　　社 102 東京都千代田区紀屋井町3－6秀和紀尾井町パークビル （03）　264－8005

大阪営業所 533 大阪市淀川区西中島5－14－10リクルート新大阪第ニビル （06）　304－8885

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－17－5モリメンビル （092）474－0666

日　本光電工業株式会社 本社・工場 161 東京都新宿区西落合1－31－4　（全国105営業所完備） （03）　953－1181

日　本　商　事　株　式　会　社 本社・大阪営業所 540 大阪市東区石町2丁目30番地 （06）　941－0301

東京支店試薬営業所 156 東京都世田谷区桜1丁目62－7 （03）　428－4155

横浜駐在所 232 横浜市南区白妙町3丁目41番地 （045）261－9649

札幌営業所 060 札幌市中央区北四条西18丁目7番地 （011）64仁8763

仙台営業所 980 仙台市北目町4番2号 （0222）66－4901

金沢営業所 920 金沢市小金町9番地20号 （0762）52－1921

名占屋営業所 460 名占屋市中区丸の内2」’目6番11号 （052）211－4641

高松営業所 760 高松市瓦町2丁目11番地一6太陽ビル （0878）31－6442

広鳥営業所 730 広島市中区幟町11番4号 （0822）21－2954

福岡営業所 810 福岡市中央区渡辺通3丁目10番5号 （092）751－5054

日本ダイナテック株式会社 本　　　　社 141 東京都品川区西］i反田7－25－5 （03）　490－2871

日本テク　トロ　ン株式会社 本　　　　社 184 東京都・」・金井市中町4－13－14 （0423）84－7011

八王子製作所 192 東京都八王子市中野上町4－8－5 （0426）26－7194

関西サービスセンター 542 大阪市南区横堀7－16福井ビル （06）　245－8231

九州サービスセンター 810 福岡市中央区赤坂2－6－23グリンハイツ404号 （092）751－0718

日本テクニコ　ン株式会社 本　　　　社 107 東京都港区北青山2－5－8ハザマビル12階 （03）　405－7311

大阪支店 541 大阪市東区安土町2－30大阪国際ビルディング （06）　264－7311

九州支店 812 福岡市博多区博多駅前3－27－25第2岡部ビル （092）471－7311

名古屋営業所 460 名占屋市中区錦2－17－30河越ビル （052）231－7895

広島営業所 730 広島市中区宝町1－15’k町ビル （0822）49－3611

日　本　電　子　株　式　会　社 本社・昭島製作所 196 東京都昭島市中神明1418 （0425）43－1111

東京営業所 100 東京都千代田区丸の内3－3－1新東京ビル （03）　211－8611

東京第二営業所 160 東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル （03）　348－6321

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4r目NRKビル （011）721－9680

仙台営業所 980 仙台市大田ll－1－10第2青葉ビル （0222）22－3324
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日　本　電　子　株　式　会　社 筑波営業所 300 茨城県土浦市大手町9－10住友海ヒ火災ビル （0298）24－1286

名占屋営業所 450 名占屋市中村区名駅4－4－8第2中経ビル （052）581－1406

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島5－14－22リクルート新大阪ビル （06）　304－3941

広島営業所 730 広島市袋町3－19広島東邦生命ビル （0822）48－2831

高松営業所 760 高松市今新町7－17第2穴吹ピル （0878）21－8487

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－1－1　福1吋朝日ビル （092）411－2381

日本トラベノール株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区西新宿1－26－2 （03）　342－8251

大阪　支店 530 大阪市北区堂山町3－3　日生ビル （06）　315－8911

福岡営業所 810 福岡Tl∫中央区大名2－8－17伊藤久ビル （092）712－6166

名占屋営業所 450 名古屋市中村区名駅3－23－13 （052）57仁2458

札幌営業所 060 札幌市中央区大通東2－3　松村ビル （Ol1）261－6622

株式会社日本分光メディカル 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－24－2イナミビル （03）816－4351代

一 「　　　場 192 東京都八王r市石川町2967－5 （0426）42－9225代

大阪営業所 530 大阪市北区万才町4－12浪速ビル （06）　315－7353

広島営業所 730 広島市中区鉄砲町1－20第3ウエノヤビル （0822）28－6211

仙台営業所 983 llll台市卸町1－6－15卸町セントラルビル （0222）96－2658

福岡営業所 812 福岡市博多区豊1－3－8　木梨ビル （092）471－7925

名占屋営業所 464 名占屋市千種区東山通5－66オークラビル （052）781－3185

日　本モ　ニ　タ　ー株　式会社 東京本社 106 東京都港区西麻布4－16－3第28森ビル （03）　499－2281

大阪営業所 541 人阪市京区淡路町2－49住友生命堺筋ビル （06）　222－2881

株式会社パシフィック科学貿易 本　　　　社 104 東京都中央区八1堀2－3－2・」・林ビル本館3F （03）553－5211代

大阪　支　社 550 大阪市西区西本町1－13－38新興産ビル6F （06）533－1512代

九州ハスコ 870 大分県大分市大道田∫3－23ヨシムラ医療器㈱内 （0975）44－0181代

沖縄ハスコ 900 沖縄県那覇ll∫若狭2－3－11森岡ビル7F （0988）67－4808代

株式会社日立製作所（日立グループ） 計測器‘1喋部 105 東京都港区虎ノ門1－26－5　第17森ビル （03）　504－7855

㈱日立メディコ 101 東京都千代川区内神1日1－1－14 （03）　292－8111

日製産業㈱ 105 東京都港区虎ノ門1－26－5　第17森ビル （03）　504－7260

日立一工機㈱ 312 茨城県勝田市武H｜1060 （0292）73－8111

’1ξ沼産業㈱ 310 茨城県水∫i市元llllll町・IP塚1739 （0292）47－6411

㈱堀場製作所 601 京都市南区【lr祥1；完宮の東町2 （075）313－8121



186

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

株式会社日立製作所（日立グループ） コロナ電気㈱ 312 茨城県勝田rl∫東石川3517 （0292）73－6111

富　士　工　業　株　式　会　社 本　　　　社 113 東京都文京区湯島4－1－14 （03）　814－3621

藤沢メディカルサプライ株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町4丁目3 （06）　202－1141

大阪第1営業所 541 〃 〃

大阪第2営業部 541 〃 〃

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町2丁目7番地 （03）　279－0871

名占屋営業所 460 名占屋市中区丸の内2丁目1番36号 （052）211－3401

福岡営業所 812 福岡市博多区下川端町10番18号 （092）281－8241

広島営業所 730 広島市南区松川町3番26号 （0822）62－0156

仙台営業所 980 ldl台市1番町1丁目1番30号 （0222）66－1621

札幌営業所 060 札幌市中央区大通東2丁目3松村ビル （011）261－8141

富士臓器製薬株式会社 本社分室 160 新宿区西新宿2－7－1新宿第一生命ビル12F （03）　348－0691

東京営業所 167 杉並区井草1－33－2 （03）　395－5321

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島2－8 （06）　323－0491

名占屋営業所 456 名古屋市名東区猪高町大字上社田 （052）775－1081

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前4－3－22 （092）472－5661

仙台営業所 983 仙台市御町1－1－6ハサゼンビル5F （0222）57－5413

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4－10 （011）741－2665

広島営業所 730 広島市東区光町2－6－18 （0822）64－3366

京都営業所 615 京都市右京区西院’ド町25 （075）315－0508

松山営業所 790 松山市一番町1－15－2住友生命ビル （0899）46－1931

富士電機製造株式会社 本　　　　社 loo 東京都千代田区有楽町1－12－1新有楽町ビル （03）　211－7111

大阪営業所 530 大阪市北区堂島浜2－1－29占河大阪ビル （06）　344－1221

名古屋営業所 460 名占屋市中区錦1－19－24名古屋第一’ビル （052）231－8171

九州営業所 810 福岡市中央区天神2－12－1天神ビル （092）721－2731

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西4－1道銀ビル （011）261－7231

東北営業所 980 flll台市一番町2－3－32東一番町ビル （0222）25－5351

北陸営業所 930 富山市桜橋通3－1富山電気ビル （0764）41－1231

中国営業所 730 広島市中区紙屋町1－2－22第一広電ビル （0822）47－4231
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富士電機製造株式会社 四国営業所 760 高松市寿町1－3－2第一生命ビル （0878）51－9101

ヘキストジャパン株式会社 札幌営業所 060 札幌市中央区南一条東1丁目2－1 （011）231－2211

仙台営業所 980 llll台市本町1－5－31 （0222）63－5111

新潟営業所 950 新潟市米山4－1－31 （0252）45－5561

東京営業所 106 東京都港区六本木2－4－5 （03）　585－9591

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄1－31－41 （052）203－1291

大阪支店 540 大阪市東区農人橋1－6 （06）942－1271

広島営業所 730 広島市中区八丁堀2－31 （0822）21－1816

福岡営業所 812 福岡市博多区奈良屋町1－1 （092）281－3161

高松出張所 760 高松市番町3－3－17 （0878）35－1345

那覇出張所 900 那覇市松山1－4－4 （0988）68－2933

ベックマン・ジャパン株式会社 本　　　　社 105 東京都港区西新橋2丁目21番2号第一’南桜ビル （03）　438－1871

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1丁目20番19号ヒカリビル （06）　323－9311

土浦営業所 300 茨城県土浦市文京町5番4号阿部ビル （0298）24－4308

べ一リンガー・マンハイム山之内株式会社 本　　　　社 101 東京都千代川区神田多町2－9神城ビル （03）　252－6521

東京　上店 101 東京都千代田区神田多町2－9田中ビル （03）　252－2784

大阪　支店 541 大阪市東区平野町4－4山之内製薬㈱大阪支店内 （06）226－0501

札幌営業所 060 札幌市中央区南大通西5－8山之内製薬㈱札幌支店内 （011）271－1134

仙台営業所 980 仙台市大町2－2－28山之内製薬㈱仙台支店内 （0222）63－8293

名占屋営業所 461 名占屋市東区泉1－6－25山之内製薬㈱名古屋支店内 （052）962－7751

広島営業所 730 広島市中区幟町13－6山之内製薬㈱広島支店内 （0822）23－1893

福岡営業所 812 福岡市博多区奈良屋町3－1山之内製薬㈱福岡支店内 （092）271－5116

株式会社　ヘ　レ　ナ　研　究　所 本　　　　社 366 浦和市常盤9－21－19 （0488）33－3208

支　　　　社 540 大阪市東区農人橋2－7第6松屋ビル （06）　945－1070

マイルス・三共株式会社工一ムス事業部 本　　　　社 104 東京都中央区銀座1丁目9番7号大和本社ビル （03）　567－5511

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西9］’目1番1号丸菱ビル （Ol1）271－4038

仙台営業所 980 llll台市大町1」’目1番6号第1青葉ビル （0222）25－2205

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町1丁目6番日本橋大和ビル （03）　270－7177

名占屋営業所 460 名古屋市中区丸の内2r目16番1号マルジュウビル （052）211－6281
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マイルス・三共株式会社工一ムス事業部 大阪営業所 541 大1坂ll∫東1疋南久太良ll田∫］　ゴ目56番　　．菱糸氏1仮ビノし （06）　261－6489

広島営業所 730 広島市中区八日堀1番17り＾広島大本ビノし （0822）28－8283

福岡営業所 812 福岡市博多P〈綱場町8番31号◆福1司松村ヒル　　（092） （092）281－2651

三菱化成工業株式会社 本　　　　社 100 東京都「・代田区丸の内2－5　2 （03）　2836789

大阪　支店 541 大［坂rl∫東レくイ犬㌧己田「5－　1 （06）　208－4562

ハィオメティかレステム林社 113 東元（者「～文易〔［メ：ノドX艮【　2　－10－　9 （03）　816－2883

大阪センター 533 ノvl坂ll∫戊ミ～定川llメ：東【｛1］15　1　－18－31 （06）　325－3621

九州センター 810 ト苗1同ll∫巨享多1）く：llll州　5　　　6　－20 （092）291－6680

武藤・化学薬品株式会社 本　　　　社 113 芽ミ身（者日文｝吉1メ1ノト銀β　：3　　　36－　7 （03）　814　5511

大阪営業所 550 大阪市西区靱本町2－2－23第　二谷垣ビル （06）　862－1766

研　　究　　所 273 「葉県船橋市栄町2　15　7 （0474）33－7288

株式会社　　ヤ　　　ト　　ロ　　ン 本　　　　社 101 戊ミ身（者「～1「『イkこ［王］｜）く：東M｜｝1］　1」’目　ll番4　5」・ （03）　862－1761

大阪営業所 541 大阪ll∫東区高麗橋1－22－2　トクホンビル （06）　202－3085

L 福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南1－10　5　第：博多借成ヒル （092）471－7188

名占屋営業所 465 名占屋ll∫名東区高社1－253　・社プラザビル （052）772－9561

仙台営業所 980 llll台ll∫上杉1－3－23　「一代ビル （0222）25－5691

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西7－15興和ビル （Oll）271－6961

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 本　　　　利 103 東京都中央区日本橋イこ剛2－5 （03）　244－3000

東京第支店 103 東元（者日1事央［又二ll本t喬ノトこ田丁　2　－　5 （03）　244－3000

東京第：支店 103 東京都中央区II本橋本町2－5 （03）　244－3000

大阪支店 541 大阪市東区平野町4－4堺卯ビル （06）　203－5551

高松支店 760 高松rf∫寿町1－1－12東京生命館 （0878）22ヨ326

福岡　支店 812 福岡市博多区奈良｝寺ミ町3－1 （092）271－5111

名占屋支店 461 名占屋市東区泉1－6－25 （052）962－5111

札幌支店 060 札幌rl∫中央区大通西5－8 （011）281－5111

仙台支店 980 llll台市大町2－2－28 （0222）25－5111

広島　支店 730 広島市幟町13－6 （0822）28－2375

株式会社　ユ　ニ　フ　レ　ッ　ク　ス 本　　　　社 113 文京区本郷21’目25－1MUTOH　BLDG　301号 （03）　816　1004

大阪営業所 532 大阪市淀川区西中島7丁ll1－3地産ビル8号館811号 （06）　305－0775



杜　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　硫

株式会社　ユ　ニ　フ　レ　ッ　ク　ス 名占屋営業所 465 名占屋市名東区’i；：ケ丘29第2信栄ハイツ4D号 （052）　　775－5662

／し州出張所 812 福岡ll∫東区ニヌ瀬12　6占沢マンション203号 （092）　　611－2891

利　康　商　事　株　式　会　社 本　　　　社 162 東京都新宿区西1［軒田∫1〕4番地6 （03）267－1211　，入こfC

第一分室 162 東京都新宿区水道田∫22番1．号　水道田J’ビル6F （03）267－1211　ノこイ1こ

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1丁ll10の27LI」1ヨU上ビルlF （092）　　．1・‡1－Ol78

大阪営業所 550 大阪市西区北堀江lr目8番12号丸1｜1ビル （06）　　　541－Ol25

名占屋営業所 450 名古屋市中村区二名駅51’｝llOの7　花車ビル中館1F （052）　　581－2491

flll台営業所 980 f山台ll∫イく田∫jL自　2　丁目　5番28り’ （0222）　　74－2611

札幌営業所 060 札幌市中央区北：条1∫ti　141’目3番地村ヒビル （Ol1）　　270－5541

ニューヨーク出良く戸斤 389　Fifth　Avenue，　New　York，　N．Y．10016．　U．S．A． （212）　　685－1550

和光　純薬　工業株式会社 本　　　　社 541 人阪市東区道修町3」’目lo番地 （06）　　　203　　3741

£　　　　店 lo3
身ミ∫；ミ者1～【｝1リミ」）〈　「1ノドも膏iイく田」’4　　」＾1｜　7　番士也　　　　　．一．一一一一一一

（03）　　　27り一8571

札幌出張所 065 トL巾晃11∫＿1ヒLく：，｜ヒ　十　∫［条三［凡i4　　ゴ目　Io番1也 （Oll）　　741－5057

仙台出張所 980 仙台市小田原〔lFll8番34り・ （0222）　　22－3072

筑波出張所
　－一「｝
300．21 茨城県筑波郡谷lll部田J’人字谷1｝1部字藤ケ入6117－3 （02975）　　5－1741

名llr屋出張所・ 465 名IIゴ片：ほ∫名叫ミ［メ1］者1☆1田J’ろ者　」’・イ［’「ニノ1、刃文23番　8 （052）　　772－－0788

広島出張所 735 広島県安芸郡ll了中町緑ケ丘6万10り・ （0822）　　85－6381

福岡出張所 813 ト畠｜司ll∫リミ［メ：杉ミ］島　1〕　」’目　8卜く16番 （092）　　622－　IOO5
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編集後記

　第13回・日本臨床検査自動化学会の開催に当り機

器試薬展示会を見学される先生ノiへの参考資料とし

て恒例の展示目録を作成いたしました。今回の編集

に当っては第13回大会長・清瀬闇先生（三井記念病

院）のご助言を得て従来の項目見直しを行い，より

使い易い目録作成を行いました。

　今回は研究会から学会に名称を変更して最初の学

会であり，パネルディスカッション，教育講演のほ

かに初の試みとして学会主催のコマーシャルセミナ

ー か企画されました。これにより展示参加各社の製

品について更に深いご理解の機会が得られるものと

思います。

　展示場は前回と同じく北の丸公園、科学技術館で

開催いたします。第13111旧本臨床検査自動化学会

（日本教育会館）および展示会の盛会を祈ります。

　　　　　　　　　　　　　　　1981．　8．　21．

昭和56年展示業務会

栄研化学㈱
関東化学㈱
㈱島津製作所
東芝メディカル㈱

長瀬産業㈱

川

山

福

横

山

日

田

島

山

田

正　介

　　博

育　郎

和　人

光　男

第13回日本臨床検査自動化学会・展示会

EXHIBITORS’CATALOGUE

発　行：日本臨床検査自動化学会・業務会

印　刷：壮光舎印刷株式会社

1981年8月15日印刷

（非売品・禁複写）

・ 発行

問い合わせ先：学術広告社

　　　　　　　東京都文京区本郷2－31－2　笠井ビル
　　　　　　　〒113電話03（816）7678
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