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日本臨床検査自動化学会第18回大会の

　　　　展示会開催にあたって

　日本臨床検査自動化学会第18回大会は昭和61年9月5日（金），6日（土）の両日，東京都干代田区の日本教育会館と，科学技術館で開催さ

れます。本大会ならびに展示会にご来場の皆様に対して，心から歓迎のご挨拶を申し上げます。

　本学会の特徴は申すまでもなく，学術面と実際面とが一体となって運営されていることであり，積極的なメーカー側の協賛によって学術

大会における学問的に理論づけられた各種の自動機器を実際に見て，自ら確認するための機器展示は，大会開催の目的の一つとしてきわめ

て重要な役割を果すものと考えています。

　今回，従来夜間行われていたナイトセションを，大会プログラムの中に組み入れ，第1日目の午後，招待講演につづいて，イブニングセ

ションとして開催することに致しました。

　従来のナイトセションは，臨床検査自動化は器械の存在なくしてはありえないこと，そのために開発を行ったメーカー側とユーザーとの

間で十分な意見の交換を行う場として設けられたと聞きます。今回のイブニングセションも目的は全く同じでありますが，これを正式に大

会プログラムの1つとして，その目的，意義を明らかにし，またその発表内容は学術論文として学会機関誌に掲載したいと考えたわけであ

ります。

　なお展示会は，学会前日の午後より開場し，大会参加の方々にもゆっくりとみて1頁くように致しました。また招待講演終了後，イブニン

グセション開始までに約1時間の余裕をとりました。会場の移動と共に，展示会への参加をおすすめします。

　年々一般演題の申込み数が増加し，2日間の会期では消化しきれない状況になっています。今回は一般演題の大部分をポスターとして，

時間をかけて討論して1頁くよう企画致しました。これは世界的傾向と思われますが，できるだけ多くの方が，大会の討論に参加され，また

展示会において，機器をめぐり，知識の交流が行われ，臨床検査自動化についての理解を深めるよう期待しております。

　終りに，大会の企画，開催について，種々ご教示1頁いた本学会の役員，評議員，会員各位ならびに業務会の皆様に厚く御礼申し上げます。

　　　　　昭和61年9月4日

日本臨床検査自動化学会　第18回大会

大会長山中學（東京大学臨床検査医学）
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1．pHメータ（pH　Meter）
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△ 社 名
商 品 名 測定範囲 精　　　度 床　面　積 使用電力 重 量

云 型 式 名
pH pH 巾×奥行（cm） VA kg

価 格（円） ・ 備 考

日 科
EA940 一 2～19．999 ±0．001 33×26 20 4．5

機
SA720 一 2～19．999 ±0．002． 24×21 1．5

2．分光光度計（Spectrophotometer）

会　　　社　　　名
サンプル量 波長範囲 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

型　式　名 μ1 nm 検体／時 巾×奥行（cm） 鴨 kg
価　　格（円）・備　　考

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
ギルフオード 200～900 107×60 200 77．0 米国・ギルフォード社製

4049
ノバスペック 325～900 25×35 55 7．5 37．5万

エル・ケー・ピー・ジャパン
4050
ウルトロスペック 200～900 50×36 100 15．0 88万

フォテック100 340～950 32×31 29 7．5 22万
エ　　　　　　　ル　　　　　　　マ

CL－750 300 330～1000 R．A30～60
EP　360 49×49 200 34

島　　津　　製　　作　　所

タイターテック
ユニスキヤン1 100～200 340～750 600 27．5×26．5 60 5 95万Flow杜製

96穴マイクロプレート用大　　日　　本　　製　　薬
タイターテック
ユニスキヤンII 100～200 340～750 600 27．5×26．5 60 5

140万Flow社製96穴マイクロプレート用

タィターテック
マルチスキャンプラス 100～200 400～750 3000 42×32 100 11 240万F［ow社製

96穴マイクロプレート用
〃

タイターテック
マルチスキャンMCC 100～200 400～750 3000 42×32 100 11 360万Flow社製

96穴マイクロプレート用〃

タイターテック
マルチスキャンMCC／340 100～200 340～750 3000 42×32 100 11 430万Flow社製

96穴マイクロプレート用

ステーサーm 10～100 335～700 720 42×35 14．6チバ・コーニング・

　　ダイアグノスティックス

TBA－180 600～ 330～900 120～ 63×51 500 50
東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

ウビデック　UV．77 1000 200～950 42×44 50 40 170～280万
日本分光メディカル
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川5－40／50 500 33〔｝～950 250～ 43×56 21）o ・15

日　　　　、1’：　　　製　　　作　　　所

7］1 550一 340～623 44×39 120 25

ADS富1：テジタノし濃度副’ looo 17〔｝～660 25×3L5 70 12 45ノ∫ドレイン式
富　　　　　仁　　　　　｜『　　　　業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　・一一．’
　　　　　　　　　〃

，VDS富Lデジタル濁度計 660 25×3ユ．5 70 12
15　ノノ　　1ゴ～jl農1圧、1式米こ1力・・」及　う

　　　戊嵐f云∫　L学：r’引～11‘1に力、とd堕

クレ・ト光電光度計
5｛IO、　2｛｝OO，

　　　　5000
400～69〔｝ 16×14．8 10｛｝ 12 39．8万

FP－901 300～ 340～62〔｝ 500 44×32 llo 13

一一フボシ　スァム・ジャハン

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

会　　　　社　　　　名
商　品　名’｝，リ　式　名 サンフル16 処理能力 川定・∫能

項　　　　目 床　ψ1積 使用電力 重．　　　吊．

’〃 検体　時 数 lP×｜珀llcr川 v．へ k9
価　　　格　（円）　・備　　　　考’

ア　　　　　　　∠、　　　　　　　コ
ライトテク IO～50 N（∴K｝ 42×28 175 17．5 斗ミ国・タイナミ　・クス杜製

オ　　リ　ン　ハ　ス　光　”7：　「　業’

AU5〔｝OO　炎光光度計 50 300 Na←・K 19ン52 10〔IV 34

180 75～120 120～3｛｝〔｝ Na、　K、〔LD 41×15 200 31チバ・コーニンク・

　　ダィアグノスティ　’クス

マイクロフレームMF303 2．5～250 300 Na、　K 32＼42 30 ：《3 140～180力’
日　本　分　光　メ　テ　ィ　カ　ル

710 20～ 112 Na、　K、CL　Li 7］y73 180
本体　　　m5コンフし　サ39

日　　　、㌧：　　　製　　　作　　　所

775A 50 144 Na，K 42×59 loo 50

アイエル　943 20 loo Nl1、　KJ口 39×66 3〔lo 45
セノ　ウ∠、1人1剖鉢票　草r《万ノ」」V）

希．釈用蒸留水は不要利　　　　　康　　　　　商　　　　　‘｝じ

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

会　　　社　　　　名
商　品　名

㍗　式　名

サンフノレ境 同助　川定
項　　　　目 処理能ノJ 川定II∫能

項　　　　目 床　面　積 使川電ノJ 弔』　　　届『

／ど～ 数 検体　時 数 rいi川Dm‘ vA k9

価　　　　格　／l．IP　　・備　　　　考

PVA一αエレクトローター一 65 3 18〔｝ 3 73×55 50〔｝ 60
ア＋リティカル・

　　　　　　　インスツノレメンツ
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4．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Selective　Electrode　method）

サンプル量 同時測定
項　　　　目 処理能力 測定ロ∫能

項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　串：

会　　　社　　　名
商　品　名

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

AVL－980 60 60 Na㌔K㌔Ca＋寸 70×52 250 40．0

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

NOVA　1 180 2 60 Na㌔K＋ 39．4×52．3 160 44 内部標草，サンフ』ラー無
1白：接ノ∫式バクスタートラベノール

　　　（旧　AHS／Japan）
NOVA　1十1 180 2 100 Na㌔K＋ 64．8×55．9 260 82

NoVA　2 350 1 45 Ca2＋ 39．4×52．3 160 44
〃

NOVA　4 300 4 55 Na㌔K↓，

引．TCO2
39．4×52．3 160 43 内部梧草，サンプラー無

直接万式
〃

NOVA　4十4 300 4 85 〃 64．8×55．9 260 82

NOVA　5 250 3 55 Na＋，　K＋，　Cl．・ 39．4×52．3 160 43
〃

NOVA　5＋5 250 3 85 〃 64．8×55，9 260 82

NOVA　6 350 3 48 Na㌔K←，
　Ca2＋ 39．4×52．3 160 43 〃　　　サンプラー無

〃

〃

NOVA　7 400 4 48
T－Ca．　Ca2←，

plLn－Ca2‘ 39．4×52．3 160 43 内部標0、，サンフ」ラー無
直接ノ∫式

〃

NOVA　7＋7 400 4 75 〃 64．8×55．9 260 82

NOVA　8 350 3 48
ca2＋，　pH．

　11＿Ca2＋ 39．4×52．3 160 43 〃　　　サンプラー無
〃

〃

NOVA　8＋8 350 3 60 〃 64．8×55．9 260 82
〃

NOVA　9 400 3 48 Nゴ，K＞，

　T＿Ca
39．4×52．3 160 43

〃

NOVA　9十9 400 3 60 〃 64．8×55．9 260 82

NOVA　10 430 4 48 Na㌔K＋．
Cl・．T－Ca

39．4×52．3 160 43
〃

NOVA　10十10 430 4 55 〃 64．8×55．9 260 82

クロライ　ドメーター
マークII

50 60 1 26×27 20 1

エ　ム　エ　　ス　機　器

NAKL－2 血液150
尿40

45 Na←，　K＋，　Cl 51×45 100V 36 内剖～標準，サンブラー無
1白：接方式395万

オ　リ　ンパス光学工業

EL－1220 65以ヒ 70 2 38×23 30 5 外部標準、サンフ’ラー有
1白：接ヌ∫式190万

京　　都　　第　　一　　科　　学
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マイクロライト1型 50，100 60 Na＋，　K＋，　Ca＋＋ 32×21．5 45 10．5 内部標準方式，サンプラー有
直接方式

コ　　ネ　　・　ジ　　ャ　　パ　　ン

マイクロライトII型 100 60 Na＋，　K＋ 32×21．5 45 10．5

マイクロライトIII型 100 60 Na＋，　K＋，　Cl一 32×21．5 45 10．5

〃

エレクトローダー 65 180～200 Na，　K，　Cl 73×55 300 60 内部標準方式，サンプラー有
直接方式750万（予定）

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

CIM－102 150 60 Na＋，　K＋．　Cl一 37×60 70 25 内部標準方式，サンプラー有
島　　津　　製　　作　　所

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

KNA　1 125 25 K＋，Na＋ 49×29 96 12

真　　　興　　　交　　　易
ICA　1 125 18～20 Ca2＋，　pH，　nCa 49×28 96 12

IT－150Ar 45 150 Na＋，　K＋，　C1一 70×55 300 70 内部標準方式．サンプラー有
希釈方式630万

常　　　　　　　　　　光
10N－150AC 95 150 Na＋，　K＋，　C1一 43×46 130 25 内部標準方式、サンプラー有

直接方式430万

PVA＿α 60 200 3 75×55 500 50 内部標準方式，サンプラー有
希釈方式

セン　トラル科学貿易

614 35 Na，　K 28×27 60 6．4
チバ・コーニング・

　　ダイアグノスティックス

センテック
ケムプロ1000

125 60
K㌔Na㌔C「，　CaW．

pH，　GLU　BUN 42×33 60 8．2 内部標準方式、サンプラー無
直接方式

日　　　　科　　　　　機

NAC－50
Na．　K　20

Cl　40 130 Na，　K，　C1 120×70 50 85 内部標準方式，サンプラー無
希釈方式580万

日本分光メディ　カル

システムE4A 50 100 Na、　K，α．　CO2 82×50 240 46
一

内部標準方式　サンプラー有
希釈方式

ベックマン・ジャパン
システムE3A 50 120 Na．　K，　Cl 82×50 240 46

システムE2A 50 100 Na，　K 55×50 100 25
〃

SERA－232 150／80 約50 Na．　K＋．　Ca2＋ 28×31 約100 約15 内部標準方式，サンプラー無
直接方式

堀　　場　　製　　作　　所
SERA－252 150／80 約50 Ca2＋，　pH 28×31 約100 約15

SERA－301A 200 約60 Na＋，　K＋，　C1　 68×59．5 約200 約50 　〃　　　　　サンプラー有
希釈方式

”

SERA－212 150／80 約50 Na＋，　K＋ 28×31 約100 約15 内部標準方式，サンプラー無
直接方式

〃

SERA－222 150／80 約50 Na＋，　K＋，　Cl一 28×31 約100 約15



4．電解質測定装置（電極法）Electrolyte　Analyzer（by　lon　Selective　Electrode　method）
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今 社 名
商 品 名 サンフル量 同時測定

項　　　　目 処理能力 、則定・r能
項　　　　日

床 面　積 使用電力 苗 ≒｛

→　、

型 式 名
数 検体／時 数 巾×奥行いm｝ vA kg

価 格〔円） ・備 考

利 し｝ξ

アイエル 501 180 60 Na、　K 33×25 50 13
商 事

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

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

サンフ．ル量 処理能力 ，則定可能
項　　　　日 床　面　積 使用電力 重　　　量

．’〃 検体／時 数 巾×奥行rcm） vA k9
価　　　格　UI」）　・備　　　考

ア　　　　　　　∠、　　　　　　　コ
モノカード 20～IOO 60 30 35×33 120 8．2 ㈱アムコ製

VCS 20～IOO 6∪ 30｝α 50．2×46 200 28 ㈱アムコ製

LM－3 10 ラクテ・一ト他
　　　7

27×35 60 7 全血検体II∫1電極式）
ハクスタートラベノール
　　　（旧　AIIS／Japan）

GM－7 lo グルコ．一ス他
　　　6 27×35 60 6．8 〃　　（　〃　）

LP－1 2｛｝～ 26 17×25 30 3 68万・1’日、温槽付’

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

GT－4310 全lr‖1滴 2分／検体 GI．u 16．0×9．O 単III乾電池
1．5V×4

0．31
3．98力　簡易llli糖

モニタリングシステム京　　都　　第　　・’　　科　　学

’

ジLムスター－　HEB－10 ］〔｝～50 30 60×40 125 23
こ　　　　白　　　　電　　　　　機

RaBA－Hi　SUPer 20～500 30 40×44 230 】7 146万
中　　　　　ケト　　　　製　　　　　薬

6．専用分析装置（Special・purpose　Analyzer）

サンフノし量 処理能力 則定・J’能
項　　　　目 床　面　積 使用電力 ・百：　　　量

会　　　ト1．　　　名
商　品　名

型　式　名 ノ〃 検体／時 数 巾×1奥行（cm｝ y㌧y kg
価　　格Ull）・備　　考

グノレコローター－NIKII 5，　30
自動日∫変

180～20〔｝ GI，U 900×655 500 63ア＋リィティカノし

　　　　　インスツルメンツ

カルセ’ト 20、4U．80 6（1 Ca2＋ 38×30 100 lo 米国フレシジョンシステムズ社製
ア　　　　　　　Z、　　　　　　　コ

ヘモグロヒンメーター 20 66 Hb 18×5 0．5 米国AOアメリカンオフチカル社製



H

ユニスタット
ビリルビンメーター

20 180 T－B－1 22×35 115 7 〃

〃

ユニスタット
オキシメーター

40 180 血中酸素飽和度 22×35 115 7 〃

ビルマイクロメーター 1 28×35 10 39万
エ　　　　　　　ル　　　　　　　マ

グルコースアナラィザー 10 60 1 42×28 70 12 160万

グルコース分析機
GUL－2

10 120／H GLU 52×46 160 37 400万

オリンパス光学工業

尿素窒素分析機
BUN－1

10 68／H BUN 44×46 110 32 350斤
〃

クレチアニン分析機
CRE－1

20 測定時間 CRE 44×64 110 32 350万
〃

約60秒

GA－1120 100 120 GLU（体液） 55．8×48．5 85 36 360万全血測定可能
京　　都　　第　　一　　科　　学

GA－1122 100 120 GLU（体液） 55．8×62．0 85 38 380万　　　”

UG－1121 100 120 GLU（尿） 55．8×48．5 85 36 360万
〃

GM－1320 可変1～5 GLU 43．7×48．6 90 50 580万血糖連続
モニタリングシステム

フォトBH
メーター4

1 31×35 90 9

三　　　光　　　純　　　薬
’

ニユーグルコローダー 5，10，20，30 180～200 GLU 55．5×47 300 34
410万固定化酵素使用，マイコン搭載

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事
グルコローダーE 5．30 120～150 GLU 51×47 300 28 245万グルコローダーシリーズの

性能と価格をコンパクトにした機種

グルコローダー
＿MkII

5，10，15，30 180～200 GLU 90×65．5 300 63 760万（予定）スピッツ管使用の
最新機種

〃

グルコローダーS 5，10，15、20 130～150 GLU 54×46．5 300 32 310万スタンダードタイプ

グルコローダーC 10、15．20 130～150 GLU 54×46．5 300 32 335万キャピラリータイプ
〃

CL－760 10 23～90
グルコース乳酸、

尿酸尿素窒素 59×45 450 51

島　　津　　製　　作　　所
CGA－101 30 100 GLU 49×49 300 35 内部標準方式，

オートサンプラ内蔵

ラクテートアナラィザー
HER－100

100 30 32×48 100 17

立　　　石　　　電　　　機

グルコースアナラィザ’－
GL－101

6 120 GLU 50×50 200 35 三菱化成工業社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

HLC－723GHb 200 5～8分／1検体 77×55 1000 70 全自動グリコヘモグロビン分析計

東　洋　曹　達　工　業
HLC－825CA 500 30分／1検体 120×96 1000 200 全自動カテコールアミン分析計



12

6．専用分析装置（Special－purpose　Analyzer）

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 測定可能

項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

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

東　　　洋　　　紡　　　績

ダイヤグルカ
ラクテート分析器

150 100 1 71×41 150 40
360万サンプラー有LOD固定化膜／H202電極

ダイヤグルカ
尿糖分析器

150 24～124 1 71×41 150 40 360万サンプラー有
GOD固定化膜／H202電極

ダイヤグルカ
グルコース分析器・

100 100 1 71×41 150 40 320万サンブラー有
GOD固定化膜／H202電極

〃

ラクテートアナライザー
HER＿100

100 30 1 32×48 100 17 180万サンプラー無
LOD固定化膜／H202電極

フェロケムII 50 120 Fe，　Cu，TIBC 33×46 100V　3．2A 12．3 フェロケム3050改良型
二光バ、イオサイェンス

クルコースアナラィザー
23A

25 48 GLU 32×21 60 6．8

日　　　　　科　　　　　機
ラクテートアナラィザー
23L

25 42 1 32×21 70 6．8

ロボットアナライザー
RA－60S 5～50 250 100×70 50 35 485万

日本分光メディ　カル

グルコース分析計II型 10 67 1 36×31 50 18

ベックマン　・ジャパン
BUN分析計II型 10 67 1 36×31 50 18

クレアチニン分析計II型 25 60 1 38×36 50 19
〃

グルコスター 全血一滴 50秒／検体 血糖 12．8×6．5 9Vアルカリ電池 0．2 機器測定・肉眼比色可能な
［血中ブドウ糖測定システム

マ　イ　ル　ス　・三　共

7．酵素反応速度測定装置（lnstrument　for　Enzyme　Reaction　Velocity　Measurement）

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

商　品　名

型　式　名 μ～

nm 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

大　　日　　本　　製　　薬

タィターテック
ツインリーダー 100～200 340～750 3000 69×39 200 18 580万Flow社製

96穴マイクロプレート用



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

△
商 品 名 サンプル量 同時測定

項　　　　目 処理能力 床　面　積 使用電力 重 量

云
社 名

型 式 名
μ～ 数 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

価 格（円） ・ 備 考

SSR 2～30 27 480 127×66 100V，10A 124
日 本 テ ク

二 コ ン

SRA3589 3～100 35 240～345 171 8．5kVA 800

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

13

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

会　　　社　　　名
商　品　名

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

コロナ 5～100 200 スウェーデン・クリニコン社製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

Parmax 2～20 34 650 8 153×87 3Kバクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan）

AU5000 3～15 最大32 50～300 24～32 300～500×
100～160 2500～12000 860～2600 Na＋，K＋，C「測定オプション

オ　リンパス光学工業

AU700 3～50 23 720 1 145×80 3000 400
〃

AU550 3～25 23 600 1 186×76 3000 5～50 Na＋，K＋，C「測定オプション

プログレス 2～ 1～27
180テスト＋60
検体（ISE） 98×58 800 98 オプション：電解質モジュール

　　　　　　（Na㌔K㌔Cl－）
コ　　ネ　　・　ジ　　ャ　　パ　　ン

CL－20 2．5～15 1～20 100 20 158×80 2500 450

島　　津　　製　　作　　所
CL－7000 2～20 1～22 300分析 22 94×81 1500 330

スペクトラム 1．25～25 23 173×74 2000 364 高性能生化学自動分析システム
ダ　　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

VPスーパー 1．25～25 1 End　465
Rate　316

1 61×61 300 73

IMPACT400E 1
480／エンドポィント

240レート シングル 89×58 80
チバ・コーニング・

　　ダイアグノスティックス SBA300 1 240／レート シングル 90×64 77

acaV型 5～500 1～92 97 92 130×60 1500 200
デュポン・ジャパン・リミテッド

一

ディメンション380 2～53 1～37 380 37 127×74 2000 180

TBA－380 5～50 1 60～180 1 86×62．5 1000 200

東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル
TBA－480 5～50 18（21） 200 1 86×62．5 1500 200 オプション：電解質測定ユニット



9．多項目分析装置（ディスクリート方式）Automatic　Analyzer（Discrete）for　Clinical　Chemistry
14

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

サンフル笹
同時、則定∫「｛　　　　目

処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 屯　　　i量：

μ／ 数 検体／時 巾×奥IU（・ml vA k9

f由j　　　　　　　　　　　　格　　　　（　　1　0　　）　　　　　　．　　　f‖9　　　　　　　　　　　　　考

TBA－880 5～60 16 90 ］6 160×80 3000 540
東　竺　メ　デ　ィ　カ　ル

TBA－60S 2．5～25 35 ユ50 35 192×87 7400 750

TBA－80S 2．5～25 35 300 35 192×87 8600 980
〃

TBA－50S 2．5～25 24（27｝ loo 24 165×82 5000 680 オプション：電解質測定ユニ・ト

日　　　本　　　電　　　j㌘

クリナラィサ
JCA＿VXIOOO

2．5～40項目 1～30 250 1 ユ05×80 2300 350 Na＋，KT．Cl一電極法オフション

クリナラィザ
JCA－RX10

2．o～30項目 32 1200 4 200×ユ15 3500 550

〃

クリナラィサ
JCA＿RX20

2．O～30項目 32 2400 8 200×115 5000 850

クリナラィサ
JCA－RX30

2．O～30項目 36 3600 12 280×115 7000 1200

〃

クリナラィサ
．ICA－RX40

2，〔｝～30項目 36 480〔｝ 16 280×ll5 8500 1500

日　　本　　モ　　ニ　　タ　　ー
サ・ハラレルR2 3～80 30 240 30 310×168 12K 1600 自動再検機能付’

モニター一スハィラル 1～60 1～48 1000 2 290×76 4K 420 〃

COBAS　MIRA 2～95 　　30
ン　ーケンンう・ル

120 104 72×58 850 80 免疫測定機能杷準装備
日　　本　　ロ　　ン　　・

G300 5から8段階 1～23 250 1 250×120 1．5K 500

ハ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

G400 5～10 1～30 280 1 250×120 1．5K 500

736－60 ’ド均7 32 300 32 401×165 12K 2600 Na＋，K＋，Cl・電極法オプション
日　　、ン1　　製　　作　　所

736－25 〃 16 150 16 277×110 5K 850 〃

736－15 〃 20 60～300 20 189×78 3K 770 〃

〃

7050 ‘｛三均lo 20 180テストII 20 lO6×78 3K 30i） 〃

アストラ・アイデアノし 7～ 23 45 1～16・∫変 410×84 1700 630

べ　・クマン　・ジャハン
アストラ・8 7～ 13 85 1～8P∫変 155×84 800 296

アストラ・4 7～ 5 85 1～4n∫変 133×70 800 151
〃



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

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

会　　　社　　　名
商　品　名

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

COBAS－BIO 2～80 1 350 1 89×56 2K 140
バクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan）

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

セントリフィケム600 5～40 4 600 61 92×64 40 240

長　　　瀬　　　産　　　業
セントリフィケム
アンコール 3～17 6 800 100以ヒ 92×64 40 250

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

15

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 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

コニカドライケミストリーアナラィザー

10 約60 38×50 250 20 学術参考品
小　西　六　写　真　工　業

エクタケム400 10 20 500 20 140×80 2．5K 408 緊急検査に最適
長　　　瀬　　　産　　　業

エクタケム700N 10．11 29 540 29 170×93 5．OK 500 緊急検査に最適
〃

　　　　　　　　　　一エクタケムDT60シスアム 10 115 20 120×56 300 23 小型緊急分析装置
”

センテ・ノク　・

ケムプロ1000
125 4 60 7以上 42×33 60 8 220万

富士ドライケム800 50 40 3 18×27 20 3 未定

富士メディカルシステム

富士ドライケム1000 6または10 150 1 38×39 180 20 199．8万
〃

富士ドライケム2000 6または10 150 10 38×39 180 21 220万
〃

セララィサー
リフレクタンスフォトメーター

30 14 28×38 70 10 ドライケミストリーシステム
血中薬物濃度も測定可

マ　イ　ル　ス　・　三　共



11．ドライケミストリー・システム（Dry　Chemistry　System）
16

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 検体／時 数 rll×奥行（cm＞ VA kg
価　　格（円）・備　　考

レフロトロン 30 グルコース
他5項目 30×35 80 5．5

山　　之　　内　　製　　薬

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

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

商　品　名

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

AVL－939
AVL－945

25．40
68 品 50×45

40×50
280
250

葦9
スイス・AVL社製

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

AVL－947 25．40 30 12 70×50 350 45 〃

スタット・プロファイル
1～3

130，250 20又は36 7 563×56．3 200 45 学術参考品
バクスタートラベノール
　　　（旧　AHS／Japan）

SYSTEM2000 80～100 30 3～12 49×44 300 31

エ　ム　エ　ス　機　器

BGA－101 90，100 20 486×380 260 40 Hb，大気圧自動補正
島　　津　　製　　作　　所

ABL4 165 18 13 83×58 280 45

真　　　興　　　交　　　易
ABL300 85 20 12 83×58 280 45

ABL30 125 20 10 61×55 195 35
〃

JBA－3 150～250 36 5実測
8演算 54×43 200 45 998万

常　　　　　　　　　　　光
JBA－5K 90 36 4実測

81寅算 35×33 200 32

178 40／80～200 ヰ実測 45×58 200 24
チバ・コーニング・

　　ダィアグノスティックス 158 85～250 45×58 200 24

アイエルメーター
ILBGM1312

70 30 実測3
演算7 57×51 200 45 IL282　COオキシメーター

接続時，P50等合計15項目
利　　　康　　　商　　　事



アイエルメーター
IL1306

70 30 実測3
演算7 57×51 200 35 〃

〃

アイエルメーター
ILI304

70 30 実測3
演算：7 57×51 200 34

〃

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

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

商　品　名

型　式　名 μ～ 検体／時 巾×奥行（（・m） VA k9
価　　格（円〉・備　　考

AES300 25 セハラ　・クス
サルトリウフ、

51 99×65 1000 200

オ　リンハス光学工業
AES600 25 セハラ　ノクス

ザルトリウス
103 140×65 1000 240

FED－III 20 　一セブフオー 60 106×53 450 loo 750万
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

FED－IV 20 〃 163 133×75 750 170

CTE－150 30 セハラ　／クス

セハラックスS
30 73×66 500 150 650万

常　　　　　　　　　　　光
CTE1200＿2 30 セハラソクス

セハラ　’クスS 80～105 210×72 1000 200 1，250万

クリニズ、キャンSA－V 20 タイタンIll 80 137×80 700 220 890万
ヘ　レ　ナ　研　究　所

14．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）

17

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

商　品　名

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

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

マルチフォー 24 セルロース
アガロース

48 100×55 1000 40 〃

バーティーカル 40 アガ』ロース
寒天

40 90×50 1000 10 〃

〃

マルチフォーIIシステム 169万
エル・ケー・ピー・ジャハン

ウノレトロフォーシステム 215．58万

TC－3 26×47 150 25 33万電r冷却泳動槽
萱　　‡亘　　［矢　　Ji里　　和↓　　工　　業

ザルトフォー 20
セ・ア膜，ケル，ポリ

アクリルアミドゲル 15×15 5 西ドイツ・ザルトリウス社製
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ



14．電気泳動装置（Electrophoresis　Apparatus）
18

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

商　品　名

型　式　名 検体／回 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

電子冷却ECP－10 10～20
　寒天，
セルロース膜他 10～20 31×40 200 15 35万

常　　　　　　　　　　光
等電点 10 セパラックス

　　EF
10／4 30×30 2 2 14．5万

BM－1000 60回／45分 80 67×52 100V，5A 35

長　　　瀬　　　産　　　業

アガロース
電気泳動システム 8～16 45×45 5

チバ・コーニング・

　　ダィアグノスティックス

ポルーE一
フィルムシステム

アガーフィルム
アカロースフィルム

100 製造元：チバ・コーニング社

日　　　本　　　商　　　事

パラゴン 10 アガロース 10～50 20～25 100 1．5

ベックマン　・ジャパン

15．デンシトメータ装置（Densitometer）

処理能力 O　D測定
範　　　　囲 記録方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 検体／時 数　　値 巾×奥行（cm） VA kg

ウルトロスキャン 120 0～4．0
レコーダ’一
プロセッサー

61×51 100 26

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

ウルトロスキャン 0～4．0 61×50．5 100 26 350万

エル・ケー・ピー・ジャパン
ウルトロスキャンXL 0～4．0 71×65 150 32 448．28万

ADC－20EX 180 0．3～2．0 ペン書き
プロ・ソター 50×54 150 34 260万オン・オフライン可能

萱　垣　医　理　科　工　業
ADC－800 200 0．3～2．0 ペン書き

プロッター 67×58 170 46 390万　　　　　”

D－110 60 0．1～2．5 感熱式 51×42．5 200 30 100万

コ　　　　　　ス　　　　　　モ
D＿607 200 0．1～2．0 ” 54×47 300 28 280万

D－708 200 0．1～2．0 〃 61．8×54．5 300 39 350万
〃

F－808 60 0．1～3．0 ペン 57×40 200 30 240万紫外・蛍光

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

常　　　　　　　　　　　光
PAN－FV 150 0～3．0 〃 60×59 300 48 320万



780 250 0～4．0 感熱式 121×65 300 72
チバ・コーニング・

　　ダィアグノスティックス

BD－4000 276 0～2．O 感熱式 50×35 lOoV，1．5A 33

長　　　瀬　　　産　　　業

アフレイズ 200 0～4．0 感熱式 52～47 480 25 RS　232C装備蛍光，1吸光

ベソクマン　・ジャハン

クリニスキャン2 48／12分 0．1～4．O
ワイヤートー・
ブリンター 69×74 200 66 395万多機能汎用デンシトメーター

ヘ　　レ　ナ　研　究　所
EDC 48　12分 o．1～4．o

ワイヤートー・
ブリンター 80×76．2 600 108 490万パソコン付テンシトメーター

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

19

サンブノレi義 ’ド均分析
時　　　　間 床　面　積 使用電力 重　　　≒｛：

会　　　社　　　　名
商　品　名

型　式　名 μ～ 分　検体 巾×奥行〔cm） VA k9
価　　格（円）・備　　考

4400アミノ酸分析機 50～80 270 200×60 800 150
ア　　　　　　　ム　　　　　　　コ

4150アミノ酸分析機 50～80 400 91×48 500 85

HPLC 10～1000 lo～30 55×33 500 loo
〃

全自動高速
アミノ酸分析計A－5500 1～100 加水物解物45分 125×53 500 120 1、390万

｜勺ミ　　　　理　　　　　fヒ　　　　機　　　　　器

生体液150分

自動カテコ　ール
アミン分析、il’

500
！，し　　　7・’fリ　．

川　　ド　　イリ〆　　　　15’・ノ

ト　ハ『
120×50 3〔｝o 100 890万

〃

LC－500 5～500 40×40 130 30 約85川Ilより各種

ウルトロクロム　　　　ーGTiシスアム

1～5000 lo～20 90×5｛｝ 120W 30 286．5～569．5万

エノレ・ケー・ピー・ジヤパン
HPじCシステム 1～5000 10～20 90×50 120W 30 256．5～578．5万

ERC－7521 25×42 17

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

ERC－8711 Io～ 25×32 200 30

HA－8110A 3 13 56×54 350 61 8・・万㌶蒜碇羅ン
京　　都　　第　　．一一　科　　学

HA－8111A 200 13 110×54 450 86 Looo万、猫；晶ζ羅ン

LC－6A 1～500 分析成分による 72×40 80 93 G－Hシステムの場合
島　　津　　製　　作　　所

エスクリニカE
DFKO－510

400 22分／検体 630×492 400 83 900万
積　　水　　化　　学　　1：　業



16．高速液体クロマトグラフィー装置（High　Performance　Liquid　Chromatograph）
20

会　　　社　　　名
サンプル量 平均分析

項　　　　目 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

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

CCPM 随意 16×44 150 17 158万
東　　洋　　曹　達　　工　　業

CCPD 〃 16×44 150 16 98万

SP8100 71×67．3 100 58．5

日　　　　科　　　　　機

クーロケム5100A 100 15分 24．5×28 100 5．0 HPLC専用クーロメトリー
電気化学検出器

二光バイォサイェンス

全自動高速液体クロマト
グラフ　JLC－300

1～200可変 60分／水解アミノ酸
120分／生体アミノ酸 160×78 1500 310 1，500万

日　　　本　　　電　　　子

システム6300
アミノ酸分析計

0．1～ ljll水分解物30分
　生体液120分 110×75 3000 286

ベノクマン・ジャパン システム7300
アミノ酸分析計

0．1～ 〃 110×75 3000 286

　　　　　一UFACシスァム 無制限 10～30 95×60 ～ 700 ～ 35
〃

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

感　　　度 測定範囲 測定項目 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
ng 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（円）・備　　考

BLR－201
1×10－13

モルATP
　ATP．　H　202

ルミノール発光 35×41 100 15 試料撹絆装置内蔵
データ処理機能内蔵

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

C－600シリーズPICA 102 10－4～10『7 ATP，　Ca＋＋ 46×46 180　　　’ 25 血小板凝集同時測定
バクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan）

18．その他（Miscellaneous）

床　面　積 使用電力 測定項目
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ ERC－3000 オンライン脱気装置　（液クロ関係） 16．4×40．5 90 10 27万～



セ　イ　コ　ー　電　子　工　業 ケミカルロボット

大　　日　　本　　製　　薬
タイターテック

フルオロスキヤン

96穴マイクロプレート用蛍光光度計、

感度：1『12mol／well　4一メチルウンベリフェロン
42．5×43．5 30 15

490万Flow社製
96穴マイクロプレート用

21





撫液検査機器



19．単項目血球計数装置（Blood　Cell　Counter　for　Single　ltem）
24

会　　　社　　　名
サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

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

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
セルトラック 10 27．6×38．1 30 9．1 米国・バイオダイナミツクス社製

べ一カー810 10 60 61×55 230 30
バクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan）

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

スロンボ
カウンターC

100 50～55 30．5×35．5 60 15

日　　　　科　　　　　機

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

商　品　名

型　式　名

測定項目 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

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

PC－604 4 30×32 50 13

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

OCD－7 7 　607項目同時 47×47 300 18 330万（ダイリュータ・プリンター付）
オーソ・ダイアグノスティック

　　　　　・システムズ OCD－9 8 　488項目同時 47×47 300 21 480万（　　　　　〃　　　　　）

ELT－8／ds 8 60 100×57
35×54

800 143
オーソ・ダイアクノスティ　・ク・ンステムズ社製

輸入発売元：三菱化成工業㈱
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

ELT－800 8 120 100×57
35×54

800 143
オーソ・ダィアグノスティ　’ク・システムズ社製

輸入発売元：二菱化成工業㈱

CC－780 8 80 82×43 460 58 1，150万

東　亜　医　用　電　子
CC－180 8 約20秒／検体 40×45 185 32 463万（プリンタ付）

E－5000 15 119 95×78 LO80 165 3，900万
〃

E－4000 15 119 95×78 1，040 165 3，150万

日　本　テ　ク　ニ　コ　ン
THMS 19 90 197×76 100V

30A
726

THMS　H・1 25 80 100V
30A

316

model
S－plus　VI

18 138 190．5×66 2000 220

日　　　　科　　　　　機
Tシリーズ 6 60 64×49．5 500 41



21．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

25

商　品　名

型　式　名

測定項目
分　　　　析
（測定）法 サンプル量 床　面　積F 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
項目又は数 μψ rD×奥行（cm） VA k9

価　　格（円）・備　　考

コアギュレーション
アナライザー

PT
PTT 光学法 2．60×15．9 20 4．7 米国・バイオダイナミックス社製

ア　　　　　　コ　　　　　　ム

アメリングKC－10 15 磁気センサー 10～200 33×44 200 13．6
バクスタートラベノール
　　（1日　AHS／Japan） 〃　　KC－4 15 〃 〃 24．5×36 165 6

〃　　KC－1 15 〃 〃 11×29 35 2
〃

TE＿600 1）T・PTT
Ca他

光及び磁気 69×53 250 28
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

TE－100 全血凝固 光　学 1000 15×32 40 4．4 26万

オーソ・ダイアグノスティック

　　　　　　　・システムズ

Koagulab　40A 6 光学法 PT．APTT100
　FIB20

90×50 300 53 QCプログラム付

4．9

クロテックIITS PT・APTT
Fg他

クロテック法 100 32．5×22．4 100 4．9 73万
専用カルキュレータ有（別jゲ己）クーパー

バイ　オ　メ　デ　ィ　カ　ル コアトロン PT・APTT
Fg他

光学法 100 35×53 100 18

コアグースタット PT・APTT
Fib因子

散乱光度法
PT　　　IOO
AP「rT　IOO
FIb200（10倍希釈）

40×38 120W 13．5 120万
国　　　際　　　試　　　薬

コアグースタットオートII 認鎚TT 散乱光度法
PT　　　100

APTT　100
ドlb　　　　20

65×69 400W 70 830万

サンクロットS PT・APTT
Fib他 100 32×37 120 12

三　　　光　　　純　　　薬

バイオマテックB－10 22 粘調度 項目により異なる 46×21 300 20 TP，11PT．全血の測定可能，
半邑法u∫，

シ　　グ　　マ　　精　　器
コアグレーター

PT，　PTT，　Fg

HPT．TB他 オプトメカニカル 100 27×38 130 2．4

クロテックII　TS PT，APTT，
Fg他8項目 クロテック法 100 32．5×22．4 100 4．9 73万

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

ELVI　820 　PT・PTT
フィプリノーゲン

20 40×40 250 10

セン　トラル科学貿易

CA－4000
PT，APTT，　Fg

TT旧PT、因子定量 光散乱検出方式 102×56 550 78

東　亜　医　用　電　子
CA－3000

ノノ

〃 67×56 400 50

CA－100
ノノ 〃 41×42 200 15 150万

〃



2621．血液凝固測定装置（Blood　Clot　Analyzer）

会　　　社　　　　名
商　品　名

型　式　名

測定項目 分　　　　析
（測’定）法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　㎡

項目又は数 μρ rl」×奥行（cm） vA kg
価　　格（円）・備　　考

二光バイオサイエンス
NKK
ヘマトレーサーII 難鷲1 光学法 100

200 40×33．1 100 12．0

NBS
ヘマトレーサーIII

2ch 〃 100 40×33．1 80 8．0

日　本　ロ　シ　ュ　ー
COBAS　FIBRO 5 光学法 10～200 25×29 180 6．9

フィブリンタイマ PT．　APTT
Fib．その他

ターポーデンシ
トメトリック法 100～ 21．5×30．5 100 3．8

ヘ　キ　ス　ト　ジ　ャ　バ　ン

n・口1・㌶完二三ン PT．　APTT
　Ar　lll他

比色法 50～100 44×32 110 13 学術参考出品

一一フボシスァム・ジャパン

バイオデータCP－8 ll；5G鑑1遣 比濁変法 100 47×40 300 14．5

利　　　康　　　商　　　事

バイオデータMCAllOP PT，　APTT
TT　FIB

光散乱
検出法

25 64×49 250 40 サンプル・試薬とも
マイクロボリューム〃

レーザー・コアグ
ロメーター　　LC－101

PT．　APTT
Fib．Arlll他

光散乱法 100～ 40×42．6 約150 16

和　光　純　薬　工　　業

22．トロンボエラストグラム（Thrombo－elastogram　Apparatus）
分　　　　析
（測定）法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　量

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　　名
商　品　名

型　式　名 μψ 巾×奥行（cm） VA k9

TE－400 静電 350 79×50 240 46 260～400万
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

ELVI　816 60×30 250 20

セン　ト　ラル科学貿易
ELVI　810 61×35 250 15

ヘリゲー
スロンボエラストグラフD型

Hartert
の原理

360 26×25 50 13．5

利　　　康　　　商　　　事



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

商　品　名

甲　式　名

測定項目 分　　　　析
（測定）法 サンプル量 床　面　積 使用電力 重　　　損：

会　　　社　　　名
項目又は数 μψ 巾×奥行（（・m） VA k9

価　　格中川　・備　　考

C－500シリーズ 1～2
インピー一ダンス
光’γ： 46×34 80 12．7 ATP放出吊：同時｛則定

バクスタートラベノール
　　　（旧　AHS／Japan）

C－400　　〃 1～4
螢　　光

光　学 61×47 180 27 〃

C－600　　〃 1～2
光　学
螢　　光 46×46 180 25 ATPまたはCaイオン同時測定

〃

r

FE－500 光学凝集4ch 光電比濁 87×53 250 41

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

TE－500A ．vTP TE－500にオプション

PA－3220 凝　集 吸光度 47．5×48 120 15 320万
京　　都　　第　　一一　科　　学

AA－100 1∬t小板凝集 透過光
検出ノ∫式 41×42 170 15 ］80万

東　　亜　医　　用　　電　　子

NKK
ヘマトレ…サー1

2 光学法 200 80×37 100 25．0

二光バイォサイェンス
〃 4 〃 〃 85×37 100 29．5

〃 6 〃 〃 88×37 100 33．o
〃

NBS
ヘマトレーサー2S

2 〃 〃 30×45 100 15．0

NBS
ヘマトレー一サーV

4 〃 〃 45×57 100 30．0
〃

NBS
へ一マトレー一サーVI

8 〃 〃 72×53 100 45．O

300B 2 光学法 37×30．5 70 9

日　　　　科　　　　　機
300BD 2 光学法 37×30．5 70 9

バイオデータ　1〕AP3 lllL小板凝集 透過光法 46×50 1〔｝0 25

利　　　康　　　商　　　事

バイオデータ　PAP4 〃 〃 53×58 300 19
〃

27



　　24．

28

　　25．

　　26．

分　　　　析
（測定）法 サンプル量 処理能量 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 μψ 検体／時 巾×奥行（cm） vA k9
価　　格（円）・備　　考

ll回・板粘着能測定装置 ガラスビーズ法 2000 12 10×24 5 2 1｛1［液吸引装置9．5万

医　　学　　書　　院　　器　　械
、‖｜淀管100管3．3万

ム
商　品　名

分　　　　析
（測定）法 サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重 量

・備 考
ム

社 名
型　式　名 μセ 検体／時 巾×奥行（（rl1） vA 1・9

価　　格（円）

ア

CI）c
コイルプラネ・ト

二重遠心 50 60 100×70 700 90 三麦化成工業社製
ダ　イ ヤ

ト

口 ン

血小板粘着能測定装置（lnstrument　for　Platelet　Adhesiveness　Test）

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

血液分類カウンタ装置（lnstrument　for　Grouped　Blood　Cell　Counter）

商　晶　名

型　式　名

カウント数 算定方式 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
個／検体 巾×奥行（（n1） vA k9

エルマック88 加　算 18×31 20 3

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

MDT－120 1～300 加　算 17×20 5 2 11．8万，12キー，デジタル表示
萱　垣　医　理、科　工　業

MMT－120MOS 1～300 加　算 34×30 100 20 262万，　オンライン仕様，
1209×4台付

LADIC－11 100～1000 加　算． 17×25 10 2 集・中管理．可

立　　　石　　　電　　　機

DPS－600－DF 加　算 25×32 30 8

東　　・距　　医　　用　　電　　r・

DPS－100－DF 〃 16×26 14 3

27．自動血液像分類装置（Blood　Cell　Differential　Automatic　Analyzer）

測定項目 処理能力 カウント数 算：定戊∫式 床　面　積 使用電力
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 項目又は数 検体／時 個／検体 llJ×奥行（（m） vA 1．9

価　　格（円）・備　　考

ヘマトラ・ク590 5 100 200 136．5×83．5 ACIOOV
20A

270
サ　　ク　　ラ　　粘　　機



MICROX　HEG－120
成熟6，幼若3，
網赤他

120 100～1000 122×75 2，000 390 標本作成装置と連動，一環処理U∫
立　　　石　　　電　　　機

8200 正常6，異常4
網赤lllL球計数 最大120

白血1球50～1｛，OO

㌶齢…ゴ・… 120×77 3K 340
日　　　立　　　製　　　作　　　所

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

商　品　名

型　式　名

測定項目 カウント数 算定方式 床　面　積 使用電力 重　　　扇：

会　　　社　　　名
項目又は数 個／検体 rh×奥行（cm） VA k9

価　　格（円）・備　　考

MMT－421
白1∬L球

尿沈骨髄像 1～1000 加　算： 30×36 30 6．5 65万，42キー，デジタル表示
萱　垣　　医　理　　科　工　　業

LADIC－31
r口flL球

骨髄像 100～1000 加　算 36×40 35 15 集中管理μ∫
」シ：　　　　　　イi　　　　　　貫£　　　　　　　機

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

ム
商　品　名 測定項目

分　　　　析
G則’定）法 床　面　積 使用電力 重 邑

ム　　　社　　　名
型　式　名 項目又は数 巾×奥行（〔・m） VA k9

価　　格（円）・備 考

オーソ・ダイアグノス Ortho　SPECTRUMIII 4ハラメータ レーザーフロー
サイトメーター 210×65 3，600 270 リンハ球サブセソト

検査に応用可
ティ　・ク・システムズ

エビ．クスC 8ハラメーター
レーサー
フローサイトメーター 183×84 1500 160

日　　　　　科　　　　　機
エビ・・クスV 16ハラメーター

レーザー
フローサイトメーター 183×84 1000 160

30．その他（Miscellaneous）

ム
商　品 名 床　面　積 使用電力 重 量

工
社 名

型　式 名
特　　　　　　　　　　長

巾×奥行（〔’m） vA k9
価　　格（円） ・備 考

TS＿4000 西独VDGボンダーゴルツ社製 42×32 115 20

工 ル マ ll｜1．小板粘着，凝集過程及び出山L時間測定装置

マーセンティア MR24
EIA用遠心式自動反応装置，酵素免疫測定法（EL、法〕における試薬

62×42 1000 60 380万（予定）

大 日 本 製 薬
の連続分注抗原抗体反応，B／F分離酵素反応などの操作を自動的に行ないます。
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核蓬学装蟹（RIA）

免疫血溝検査機器



31．ラジオイムノアッセイ装置（lnstrument　for　Radio　lmm加o　Assay）

32
処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　頃

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 検体／時 数 巾×奥行（cm） VA 1・9

価　　格（円）・備　　考

ガンマーマスター1277 540 2 80×88 180 170

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

ARC－60511 250 30 104×58 300 180 5ディテクタ
RIAデータ処理装置付

〃

ARC－951 3000 30 57×70 300 250 50ディテクタプリンタ付

ARC－125 700 12 41×44 300 55
〃

1261
マルチガンマ

500 2 62×50 100 66

エル・ケー・ビージャパン （10本ディテクター）

ガンマーカウンター
10／600型

500 10 60×56 300 110

セ　ン　ト　ラ　ル科学貿　易

ピーズウオッシャ
BW＿20

20穴
プレート用

20 410×265×260 120 20 65万
バ　　イ　　オ　　テ　　・ソ　　ク

ピーズウオッシャ
TW＿50

チューブ
50本用

50 300×370×380 70 19 98万
〃

ビーズウオソシャ
RBW－300

チューブ
300本用

300 600×770×320 200 50 300万
〃

ビーズウオソシャ
SBW－300

チューブ
300本用

300 820×395×405 200 50 300万
〃

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

測定項目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 数 巾×奥行（（・m） VA kg

ルミノメーター　1251 60 1 50×52 100 35

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

AEC－241 各　種 300 1 67×55 180 58 EIAデータ処理内蔵，ラックサイ
ズフリー形，サンプラー付

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

AEC－110 各　種 400～ 1 37×30 100 10 EIAデータ処理内蔵
マ．ニュアル形

PK－300 8 60 1 110×70 3000 380 2500万

オリンパス光学工業
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SJEIA
オートリーダー

EIA全般 1プレート50秒
1ウェル2秒 50×49 300 22

三　　　光　　　純　　　薬

シ　　グ　　マ　　精　　器

バイオリーダー
FS－340

全　般 プレート／45秒 55×40 150 20

アボット
コンタムII

CEA，AFP
ウイルス肝炎

1秒以下／検体 42×47 150 13．6 細菌同定検．査にも
お使いいただげます。

ダ　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト
アボット
コンタマチック

関連抗原
抗体 109×58 600 46．3 多数検体用

CORTY工三多冨．こ㌔ AFP，ArL，他 96穴 27×38．2 240 11 エーザイ㈱製
東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

　　　　　ウオッシャーCORTY　　　　CW－40M 全　般 16穴
プレート用 17×28 55 8 エーザイ㈱製

〃

　　　　セル・シ・ソパーCORTY　　　　CS－50M 全　般 1 17×28 30 6 エーザイ㈱製
〃

EIAリーダー
EL－310

全　般 1プレート 40×54 100 17 350万．米国BIO－TEK社製
96穴マイクロプレート用

東　　　洋　　　紡　　　績
EIAリーダー
EL＿309

全　般 1プレート 45×40 100 12 300万，米国BIO－TEK社製
96穴マイクロプレート用

エンチムンテスト
ES22

15 150テスト／回 1 970×520 100 べ一リーガーマンハイム社製

二光バイオサイェンス
29．5

イムノリーダー
NJ－2000 各　種 45秒／プレート 55×43 80 30 298万

日本イ　ンターメ　ッ　ド

セラウオッシャ
MW96－SD

ELISA全般 96 380×290×220 800 18 115万
バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク

セラウオッシャ
AMW－96S

ELISA全般 96 520×390×420 830 30 180万

オートダイリュータ
EDL型

ELISA全般 96 450×360×340 200 25 145万
〃

オートドロッパ
EDR型

ELISA全般 96 470×430×330 200 25 145万

ビーズウオッシャ
BW－20

EIA各種 20穴
プレート用

20 410×265×260 120 20 65万
”

ビーズウオッシャ
BW－25

EIA全般 25穴
プレート用

25 410×265×260 120 20 70万

ピーズウオッシャ
TW－50

EIA全般 チューブ
50本用

50 300×265×260 70 19 98万
〃

ビーズウオッシャ
RBW－300・SBW－300

EIA全般 チューブ
300本用

30 820×395×405 200 50 300万～

〃

MTP－32 5，760 1 72×52 360 41 318万
日　　　製　　　産　　　業

MTP－100 5，760 1 36×36 200 20 180万
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32．酵素免疫測定装置（lnstrument　for　Enzyme　lmmuno　Assay）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

測定項目 処理能力 チャンネル数 床　面　積 使用電力 重　　　量

検体／時 数 巾×奥行（（m） VA kg
価　　格（円）・備　　考

7050 180テスト／時 20 106×78 3K 300
日　　立　　製　　作　　所

ELISA
プロセッサーII

EIA
全　　般 90プレート 30 96×50 240 41

ヘキス　ト　・ジャパン

べ一リンガー・

　　　　　マンハイム山之内

エンチムンテスト
ES22

甲状腺ホルモン
腫瘍マーカー他 97×52 140 29．5

エンチムンテスト
ES600

甲状腺ホルモン
腫瘍マーカー他 77×119 880 240

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

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

商　品　名

型　式　名 μセ 検体／時 数 巾×奥行（（・m） VA kg

アルカス 1500 70×60 150 100

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

StratUs 薬剤・ホルモン 20～50 約60 1 71×46 920 45 ドライケミストリー
バクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan）

マイクロフルオロ 240 2 51×43 100×5 16

長　　　瀬　　　産　　　業

MTP－32 5，760 1 86×52 550 46 450万

日　　　製　　　産　　　業
MTP－100F 2，880 1 36×36 200 20 270万

34．ネフェロメトリックイムノアッセイ装置（Nephelometric　lmmunological　Analyzer）

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名

測定項目 処理能力 チャンネル数 床　面積 使用電力 重　　　量

検体／時 数 巾×奥行（（・m） VA kg
価　　格（円）・備　　考

オートICS タンパク15
薬　　　物6 40～60 6 117×58 800 25

ベックマン・ジャパン
ICS タンパク15

薬　　　物6 30～50 1 45×43 250 58



35．ラテックス凝集反応測定装置（1nstrument　for　Latex　Agglutination　Test）

測定項目 サンフル量 処理能力 チャンネノレ数 床　面　積 使用電力 頂　　　｝↑｛

会　　　社　　　名
商　品　名
月II｛式　名

μψ 検体　時 数 巾×奥行（cm） vA k9
価　　格（円）・備　　考

LA－2000
lgG、CRP，

AFP他16項目 6～80 最大110 1 80×80 1500 70
アナ　リ　ィ　テ　ィ　カ　ル　・

イ　　ン　　ス　　’ソ　　ノし　　メ　　ン　　’ソ

LA－1000
hpL，E3－16G

他3項目 6～80 最人30 1 42×38 500 12

LA－2000 CRP他 6～80 60～llO 80×80 1500 70 販売：アルファテ　・ク

栄　　　研　　　化　　　学
LA－looo E：沽6G他 6～80 42×37．6 1000 12 〃　　　　　　　　　　　　〃

EL－1000 、＼FP他 5～100 120 1 770×680 1000 150

協　和　メ　テ　ッ　ク　ス

LPLx－1 7 50 40～50 1 本体
70×60

300 48 自動免疫血清検査装置
二菱化成L業社製

ダ　　イ　ア　ヤ　　ト　ロ　ン

LPIA－IOO 10 3～30 80～100 1～3
本体
76×58．5

800 70 全自動免疫血沽検査装置
三菱化成L業社製

LPLy－300 13 5～50 240～3｛｝O 1－6
本体
145×80

3000 390 全自動免疫血清検査装［7∫
三菱化成「業社製

7050 ’μ川 180 20 106×78 3K 300
H　　、二こ　製　　作　　所

36．螢光偏光イムノアッセイ装置（Polarized　Huorescent　lmmunological　Analyzer）

測定項目 サンフノし；ll： 処理能力 床　面　積 使用電力 屯　　　｛4｛．

価　　格〔II川　・備　　　考会　　　社　　　　名
商　品　名

型　式　名
μc 検体　時 巾×奥行｛（m） V“ k9

TDXアナラィサー
llll中薬物ホルモン

GLU．　CHO． 50～500 120 69×57 600 41

ダ　　イ　ナ　　ボ　　’　ト

37．レーザーネフェロメータ（Laser　Nephelometer）

35

測定項目 サンブル邑 処理能力 床　面　積 使用電力 屯　　　㍉｛：

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 μ｛「 検体　時 巾×奥行（（・ml Vへ k9

f面j　　　　　　　　　　　f各　　　　（　1　1J　　）　　　　　・　　イ戊｛1　　　　　　　　　　　考1

1）ISC120　　　　　　－J．X＿1ンス、アノ、

37．5 120～180 230×75 400 70 Fun八川、、タイフ
他にマニ・・アルタイフ有クーハー

・ぐ　イ　オ　メ　テ　ィ　カ　ル

　　．DISC120　　　　　　　－JX＿1シス．すム Ig．、，lgG

lgM他
37．5 12（ト180 230×75 400 70 1、520万

シ　　ノ　テ　　ス　　ト　商　　事



37．レーザーネフェロメータ（Laser　Nephelometer）
36

商　品　名

型　式　名

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

μセ 検体／時 巾×奥行（（・m） VA kg

BNA Ig・補体
CRP，　ASO，　RF

40 225 150×55 400 80

ヘキ　ス　ト　ジ　ャパン

38．自動血液型判定装置（Blood’rype　Automatic　Analyzer）

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

商　品　名

型　式　名 μψ 検体／時 巾×奥行（（m） VA k9

PK－7100 12 10～24 240 275×86 3000 600

オリンパス光学工業

39．希釈装置（Diluter）

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

商　品　名

型　式　名 μf 検体／時 μψ 巾×奥行（cm） VA kg

アナ　リ　ィ　テ　ィ　カル　・

イ　　ン　　ス　　ツ　　ル　　メ　　ン　　ツ

AD2001 3～150 最大112 150～500 55×54 300 20

オートドロノパー
EDR型

25 470×430×330 200 25 145万
バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク

オート
ダイリュータ

25 450×360×340 200 25 145万

ヴァリアプル
ダイリューター

600 23．5×20．5 50 10．5 ダイヤル可変，他4器種
富　　　士　　　工　　　業

ACCII－Prep222 12～1000 600 50～10000 26×21 200 9．5

ベソクマン・ジャパン

40．洗浄装置（Washer）

処理能力 洗　　　剤 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 検体／時 巾×奥行（cm） VA kg

マイウオッシャー 24×42 6 EIA用プレートウオッシャー
三　　　光　　　純　　　薬



イムノウオッシャー
NK－300

40×32 50 17 113万（含附属品）
日　本　イ　ン　タ　ー　メ　ッ　ド

41．免疫反応判定装置（ApParatus　for　lmmunoreaction　Anatyzer）

判　定　法 光　　　源 測定範囲 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 巾×奥行（（m） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ユニスキヤンII
分光分析計

比　色 クオーツタングステン

ハロゲン
0～2．OA 27．5×26．5 30 5

ラボシステム・ジャパンン

42．その他（Miscellaneous）

床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

血糖自己測定装置グルコスキャンシステム
8．4×1．6 Jサイズ

アルカリ電池
170g 1セット4．98万

栄　　　研　　　化　　　学

キャリープレーション内蔵方式（キャリープレーションチェ
ックストリップ付），測定時間1分

測定操作はティスプレーに表示されるタイマーによる対
話方式，オートPOWER　OFF機構

ACH－96 測定項目：MLC
処理能力：同時96検体
チャンネル数：96

590×530 1，000 120

バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク
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細菌検査機器
尿検濫機器
病理検査機器



43．微生物分類同定装置（Bacterial　ldentification　Apparatus）
40

商　品　名

型　式　名

分　　　　析
（測定）法 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
検体／時 巾×奥行（（・m） VA kg

価　　格（円）・備　　考

　　　　一ATBシスァム 比濁法 134×50 500 42．7

ア　　ス　　カ　　純　　薬

バイテック 比色透過法 120 210×70 2800 150 米国・バイテック社製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

オート・スキャン4 吸光度 検体／5秒 60×48 184 28 同定・MIC値同時測定
バクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan）

アボット
コンタムII－BID

二波長分光
光度測定法 42×47 150 13．6 EIAキット測定にもお使いいただ

けます。
ダ　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

ms＿2
アバンテージシステム

比濁法 86×64 230 91
感受性検査，尿中細菌スクリーニンク1リサーチ機能をもち同時処理可能。

COBAS　BACT 比色法 50 82×57 1200 125

日　　本　　ロ　　シ　　ュ

44．感受性試験装置（tnstrument　for　Bacteriat　Sensitivity　Test）

△
商　品　名 薬剤形態 MIC測定 床　面　積 使用電力 重 量

格（円） ・ 備 考
云

社 名
型　式　名 可・否 巾×奥行（cm） VA kg

価

　　　　　一ATBシスァム マイクロプレート 否 134×55 500 42．7

ア ス カ 純 薬

長 瀬
MIC2000 ディスク 160×200 100V，30A 80

業

COBAS　BACT
一ディスク 否 82×57 1200 125

日 本 口 シ ユ

45．その他（Misce‖aneous）

△
商 品 名 床　面　積 使用電力 重 量

格（円） ・ 備 考
五 社 名

型 式 名 特　　　　　　　　　　長
巾×奥行（（・m） VA kg

価

製
ZR81S ハンドリーダー（ノギス方式）で阻止円の大き

さを読み取り、感性度とMICを出力する。 35×40 300 10．35 130万
El 水 薬

ID84P IDテストによる細菌の生化学的性状から、菌
名を検索する。

30×21
28．4×29．5
34．2×24．5

100 17 125万
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46．浸透圧計（Osmotic　Pressure　Manometer）

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

με mosM／kg 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

μオスメット 50 0～3000 12．7×38．1 200 7．5 米国・プレシジョンシステム社製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

オスメットA型 2000，200 0～3000 38．1×23 200 12．7 米国・プレシジョンシステム社製

タイプML 150 0～1600 25×30 30 5

エ　ム　エ　ス　機　器
タイプD 150 0～4000 24×30 60 7

OSMOTRON－20 50～100 0～2000 24×29．5 100V80W 13．5 178万
オ　リ　オ　ン　理　研

OSMOTRON－10 50～100 0～2000 21×25．5 100V80W 9 138万

OSMTRON－5 50～100 0～2000 21×17 100V80W 6 75万
〃

OM－6010 300 0～2000 56．6×5LO 200 36 350万
京　都　第　一　科　学

OM－6020 200 0～2000 34．0×33．3 130 20 175万

SMO－1 150 0～1600 25×30 30 5

真　　　興　　　交　　　易
DI－SMO 150 0～2000 24×30 60 6

3CII 300 0～2000 69×46 300 34 418万　44検体完全自動
富　　　士　　　工　　　業

3DII 200 0～2000 41×41 300 24 224万　単検体完全自動

3WII 200 0～4000 33×51 300 18 172万　セミオート
”

3MO 20 0～2000 30×38 300 12 238万　マイクロサンプル

フィスケOS 200～250 0～4000 40×43 270 29．5

利　　　康　　　商　　　事

フィスケOR 50 0～1000 40×43 270 28
〃

フィスケ3400 200～250 0～4000 69×46 300 34 全自動
〃



47．尿分析装置（Urine　Analyzer）
42

商　品　名

型　式　名

分　　　　析
（測定）法

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

μρ 検体／時 項目又は数 巾×奥行（cm） vA k9
価　　格（円）・備　　考

プロ　・ティ
アナライザー一 2波長測定 20～30 60 低濃度

タンパク 37×31 20 8

エ　ム　エ　ス　機　器

PSPメーター 2波長比色 800～ PSP 28×30 70 10

SA－4220 2波長反射率 6．5耐以L 18秒／テスト max　9 56×68 200 85 700万
京　　都　　第　　一’　科　　学

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

MA－4210 2波長反射率 6．5mセ以ヒ 120 max　8 35×30 45 5 39万
〃

ウロトロンRL．9 試験紙の
反射率測定

300 9 57×43 80 15

塩　　野　　義　　製　　薬

クリニラブII 2波長測定方式 240 120 9 81．3×80．6 600 65．7 尿自動分析装置
マ　イ　ル　ス　・　三　共

クリニテック200 2波長測走方式 360 9 35．6×53．7 70 15．0 エームス尿分析器

クリニテック10 2波長測定方式 9 14．6×20．8
充電式パ・テリー一

ハ’ク
1．18 ポータブル尿分析器

〃

メディグラフ BMテスト
6種類 24×43 8 3

山　　之　　内　　製　　薬
ウロトロンRL－9 9 60×45 80 20

48．自動PSP測定装置（Automated　PSP　Tester）

商　品　名

型　式　名

分　　　　析
（測定）法

サンプル量 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
巾×奥行（cm） VA k9

PSP－31］0 33．9×39．7 35 10 68万
京　　都　　第　　一・　科　　学



49．自動ミクロトーム（Automated　Microtome）

商　品　名

型　式　名

冷凍室内
温　　　　度 切削寸法 薄切厚み

範　　　　囲 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

℃ mm μ 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（FD　・備　　考

ロータリー
ミクロトーム 32×27 1～50 27×40 30 米国・アメリカンオプチカル社製

ア　　　　　　ム　　　　　　コ

71×79 1000 130 ”

ヒストレンジミクロトーム
2218 室温 40×40 0．5～50 45．5×55 100 50

バクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan） ロータリー・ワン

2230 室温 40×40 1～30 27×43 一 50

ミノトーム 一 30 30×30 2～32 69×66 1500 122 米国・インターナショナル社製
久　　保　　田　　商　　事

A

コールドトーム
CM＿41 0～－30 50×50

20μ迄
（0．5μ間隔） 62．5×80 1，500 150

サ　　ク　　ラ　　精　　機

クリオトーム1500A 一 32 50×50 2～50 91×50 3 88 リ・プショウ社製
利　　　康　　　商　　　事

50．自動包埋装置（Automatic　Embedding　ApParatus）

商　品　名

型　式　名

処　　　　理
工　　程　　槽 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　　名
数 ／回 巾×奥行（cm） VA kg

価　　格（11D　・備　　考

ETP－180AV 14工程 180 50×58 1，100 110
サ　　ク　　ラ　　精　　機

ETP－180AH 100×58

ヒストマティック
モデル166MP

12 120コ 90×15 100A
7．75A

68
パ　ス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

ヒストマティック
モデル266MP

12 255コ 113×56 100V
8．5A

107

トライマチック
2500－MC

12 100以上 75×75 600 90 リップショウ社製
利　　　康　　　商　　　事

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

43

ム
商 品 名

笙
程

籍 処理能力 床　面　積 使用電力 重 量

価ム 社 名
型 式 名

数 枚／回 巾×奥行（cm） VA kg
格（円）・備 考

DRS－60 49 60 100×61．4 600 150
サ　　ク ラ 精　　機



51．自動（組織細胞）染色装i（Automatic　Tissue　Staining　Apparatus）
44 処　　　　理

工　程　槽 処理能力 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

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

ヒストマティックステイナー
モデル172

24 54 94×56
100V
3．1A

45

パス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

トライマチック
2500－MC

12 100以上 75×75 600 90 リップショウ社製
利　　　康　　　商　　　事

52．その他（Miscellaneous）

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

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） VA kg

バイオソニック 15×14 130 5 密閉式超音波細胞破砕装置

三　　　光　　　純　　　薬

ティッシュマティック
モデル77A

76×53
lOOV
5A

38

パス　コ　サ　イ　エ　ン　ス

パラフィンプロック包埋
装置

パラフィン溶融，分配，冷熱が組込まれてい
るシステム 53×33 250 33 リップショウ社製

利　　　康　　　商　　　事
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53．呼吸機能自動検査システム（Automatic　Respiratory　Function　Analyzer）

測定項目 検出方式 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　杜　　　名

商　品　名

型　式　名 巾×奥行（cm） VA kg

MGCキャドネット
PFT1070

ニュモタコ，ガスク
ロ，N2アナライザー 190×80 600 179 メディカルグラフイック社製

利　　　康　　　商　　　事

フローポリウ
ム，N2洗い
出し，肺気量
分画．DLCO

ボディプレチスモグラフ
MGC1085

ニューモタ
コグラフ 327×150 650 234 メディカルグラフイック杜製

〃
肺気量分画，
気道抵抗

肺循環機能
運動負荷検査装置
MGC2001

200×98 540 149 メディカルグラフイック社製
〃

TV，　R，　VO2，

VCO2，　RQ，
VO2／HR，その他

ニユーモタ
コ，赤外線

分析，　ジルコ

ニウムセル

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

価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 ℃ ℃ 秒 巾×奥行（cm） VA kg

サーモピュア
JTG－3300

0．05 0～50 2 150×150 230 19

日　　　本　　　電　　　子

55．脳波解析装置（Electroencephabgram　Analyzer）

解析方式 解析所見 床　面　積 使用電力 重　　　量
価　　格（円）・備　　考商　品　名

型　式　名 巾×奥行（cm） VA kg

誘発反応検査装置
CA－5200A

加算
バクスタートラベノール
　　（旧　AHS／Japan） 　　　〃

Quantum　84
〃



蕊〉
蘂 ダクム・ wz境



56．入力装置（lnput　Device）

48
入力方式 文字種類 床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

NEC
PC－9801シリーズ

カードリーダ，マー・一
クリー一ダ，　キーイン，
O，C，　R．　IDリーダ

　ANK　漢字JIS　1，JIS2 90×50 500 30
アナ　リ　ィ　テ　ィ　カル　・

イ　ン　　ヌ、　ツ　　ル　　メ　ン　ツ

FACOM
9450A
F9452　KBI2

キーイン
　日本語
英語，数字
カナ，記号

480×237 ㎜
2 6万

販売：栄研メディカルシステム
栄　　　研　　　化　　　学

CRT
カラーディスプレイ

キーイン
　英数字
漢字，図形
記号’、　カナ

310×399
364×425

6．5
6．O

10
12

シ　ス　テ　ム　エ　イ　ジ

REAL キーイン 　カタカナ，
アルファベット 110×60 200 30 入力装置，CPU本体及び出力装置

を合わせた内容，名称です。
シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

NEC　　PC－9801シリーズ『
E／F／M／U／XA

カー一ドリーダ
マークリーダ
キー一イン

ANK漢字 90×50 0．5K 30 75～150万ン　　ノ　　テ　　ス　　ト

ク　リニラン　グループ

クリニケア1500 キーイン
英，数字
　カナ

記り’
58×50 90 15

島　　　　製　　作　　所
クリニケア　700 キーイン

英．数字
　力→一

記号’
34×36 13

DPS－600－KD キーイン 　漢字
英、数字 55×62 200 30．5

東　亜　医　用　電　　r

クロス
カードリーダ、マー一
クリーダ、　キーイン，
〈〕．C，　R　　IDリーダ

カナ
英数字
漢字長　　　瀬　　　産　　　業

クロス 〃 〃

臨床検査情報システム
JCS　1000

キーイン
英，数字
カナ．記号
JIS什様

420×200 2．5

日　　　本　　　電　　　r
〃 マークリーダ 数字 490×390 130 30

ラボエース カードリーダ カナ，漢字
英，数字 21×52 9

日　本　モ　ニ　　タ　ー
スバイラル
データベース

バーコード
リーダー

カナ，漢字
英，数字 46×37

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

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 KB 有無 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ミナトエレクトロニクス社
VSシリーズ lMB～4MB 有 　cI・10RTR八N

　　他アナ　リ　ィ　テ　ィ　カル　・

イ　　ン　　ヌ、　ツ　　ル　　メ　　ン　　ツ
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ACM－712 512 3．5’FD
　2台

BASIC 約84×約56 270 約34
ア　　　　　ロ　　　　　カ

FACOM
9450AF9451SD50

　　512
（最大1MB）

有 BASIC 480×445 400 21 72．5万
販売：栄研メディカルシステム

栄　　　研　　　化　　　学

NEW　BIAC 512～768 1．2MB×2
マクロア・センプラ

　　COBOL
　　BASIC

465×400 10．5 13．5

シ　ス　テ　ム　エ　イ　ジ

REAL 128 有 BASIC　・

110×60
シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

VSシリーズDEC　LSI
11／73 512K～4MB

　有1M×2 アセンブラ
Cコンパイラ
N88BASICシ　　ノ　　テ　　ス　　ト

ク　リニラングループ

クリニケア1500 256 有 MUMPS 54×77 1500 180 40MB
固定ディスク内蔵

島　　津　　製　　作　　所
クリニケア700 512 有 BASIC 13×34 165 7

U－CLAS 1MB～32MB 有 　標準
MUMPS 49×72 1K 25～120住　友　電　気　工　業

住　電　シ　ス　テ　ム

DPS－600－CO 有 42×57 210 22

東　亜　医　用　電　子

LOG－20A 196 有 アセンブラ
東　芝　メ　デ　ィ　カ　ル

LOG－50A 512 有 FORTRAN
アセンブラ
PL／40

規模により
20～41形各種用意

MLS－16A 512 有
アセンブラ
FORTRAN
　BASIC〃

LAB－500 1MB 有
PL／40、　COBOL
　アセンブラ
FORTRAN．BASIC

クロス 32～512 有 BASIC
コボル

長　　　瀬　　　産　　　業
クロス lMB～8MB 有 　BASIC

　コポル
フォートラン

臨床検査情報処理システム
JCS1000

512
有1MB×1

PL／M 390×760 450 50
日　　　本　　　電　　　子

ラボエース 1，000 有 BASIC
UNIX 25×45 17

日　本　モ　ニ　タ　ー
スパイラル
データベース

2，000 有 BASIC
UNIX 56×43 16

HILAS 128 有 アセンブラ
FORTRAN

規模により
10形～50形が’ある

日　　立　　製　　作　　所
HILAS
200シリーズ 2～32 有 パスカル 規模により

230形～260形がある
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58．出力装置（プリンター）（Output　Device）

文字種類 出　力　方　式 C　R　T
サ　イ　ズ

印字速度 床面積 使用電力 重　　㎡
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 インチ 字数／秒 巾×奥行（cm） VA kg

YD44〔〕OK液晶プリンタ
ANK．汝字Jis　1級JIS2級

インパクト・
ライント　・ト式

230 62×50 220 35
ア　ナ　　リ　テ　ィ　カ　ル
イ　　ン　　ス　　ツ　　ノレ　　メ　　ン　　ツ

〃

FACOM
9450A
F94511・1Cl

　英数字
力 ㌔㍗語

英数字、カナ7×11ド叶
U本語15×16ド・ト
グラフィソク640×480ド・ソト

12 328×370 70 10．5 16万
販売：栄研メディカルシステム

栄　　　研　　　化　　　学
FAC《）M
9450A
F9454L3

　英数宇
カナ，日本川・
　記号．

24×24ド・ト
英数字，カナ80

日本語　　40 570×390 250 20 27万
販売：栄研メディカルシステム

シリアルプリンター 　英数字
カナ．記号

高速プリンター
9×8ト・トブリンター

300 554×380 200 15

ン　ス　テ　ム　エ　イ　ジ
ラインプリンター 　英数字

カナ，記号
ラインプリンタニ
9×7　ド　・トプリンター

242 610×580 550 62

REAI、
カタカナ，

アルファベワト
12 80 110×60 62

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事

YD－4100K ANK漢字シ　　ノ　　テ　　ス　　ト

ク　リニラン　グループ

クリニケア1500
英，薮字　カナ

　記号』

シリアルプリンター
9×9ド／ト

160 60×36 70 11

島　　津　　製　　作　　所
クリニケア700

英，数字
カナ，漢字
　記号

ドッ　トインパクト方式

24×24ドット
100 57×37 150 15

DPS－600－SP
カナ，漢字
英、数字

24×24ドソトマトリクス
プリンター 60×38 400 25

東　　亜　　医　　用　　電　　子

クロス
カナ
英数字
漢字

12
14

長　　　瀬　　　産　　　業

臨床検査情報処理システム
JCS　1000

英，数字
カナ，記号JIS仕様 緑色黒バック

CRTディスプレイ
12 360×400 35 9

〃 〃
ドットマトリックス
ラインプリンタ

136字／行
300行／分 656×610 300 55

ラボエース
漢字プ’リンター

カナ，漢字
英，数字

高速プリンター
24×24　　　19×13
漢字出力

14 180 57×39 20

日　本　　モ　　ニ　　タ　ー
スパイラル
高速プリンター

カナ，

英，数字
高速プリンター

9×9
12 400 63×41 30

59．その他（Miscellaneous）

△
商 品 名 床面積 使用電力 重　　量

価　　格（円）・備 考
云

社 名
型 式 名

特　　　　　　　　　　長
巾×奥行（cm） VA kg

アイ ナ

ン

リス
イツ

テル イメ
カン

ル

ツ

CLINILAN
SYSTEM

高性能ミニコン十16bitパソコンによる本格的LAN構
成の臨床検査システム。1MbPs～10MbPsの高速転
送速度。

システム構成により

1千万～2億



59．その他（Miscellaneous）

床面積 使用電力 重　　量
価　　格（円）・備　　考会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） VA kg

栄　　　研　　　化　　　学
EMS
臨床検査システム

FACOM　9450Aを用いた臨床検査システム（最大
400検体／日）他に，EMS一精度管理システム，　EMS一
統計計算プログラム，EMS一正常値計算プログラム

製造発売元：

栄研メディカルシステム

コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ
電気泳動データー処理

システムFX－m

全自動電気泳動分析装置FEDII，FED－IIIと接続し，
ホストコンピューターより患者名等の属性をもらい，
CRTにて波形編集後，波形・データー・属性等を一括
で出力するシステム

30×50 30

シ　　ノ　　テ　　ス　　ト

ク　リ　ニラ　ン　グループ

ローカルエリア
ネットワーク　直V／NET

高性能ミニコン＋16bitパソコンの本格的なLAN構
成による臨床検査システム。1Mbpsの高速転送。
臨床検査メーカーと，ソフトウェア会社の協同開発。

システム構成により

1千万～2億
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60．マイクロピペット（Micropipette）

54
会　　　社　　　名

分注容量 方　　　式 精　　　度 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

型　式　名 μ¢ 可変・固定 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

ア　　　　　　ム　　　　　　コ
クリニペット

医　学　書　院　器　械
超微量ピペット 固定 ±1％ 同一容量5本入〔｝．5万

オートペット 可変・固定 ±1％
エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

フローピペット 固定 10，　20．　25，　30，　50，　100，　200μψ

0．6万
オ　リ　オ　ン　理　研

エクセルトリペ・ソト7000 　5～20，25～75
50～2〔X），250ヨ000

可変 1％以内
三　　　光　　　純　　　薬

”　モノペット7000 5～1000 固定 〃

2グリップマイク
ロピペット 50～250 連続可変 ±L5以内 デンマ…ク・CAPP社製

シ　　グ　　マ　　精　　器

エクザクタ
マイクロディスペンサー861

　5　－50
50－200

200　．1．Ol，0
可変 3．58万　精度検定表付

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事
エクザクタ
マイクロピベットS841

5　－25
10’一一50

60～200
可変 2．3万　　精度検定表付

〃

エクザクタ
マイクロピペットS

…8100

固定 1．7万　　精度検定表付

エクザクタ
マイクロピペットS821

5　－50
50－－200

200－1，OOO
可変 2．3万　　精度検定表付

エクザクタ
マイクロピペットS831

0，5～5m£ 可変 2．3万　　精度検定表付
〃

200T デジタル可変 3．2万

住友べ一　ク　ラ　イ　ト
300T・500T 　固定

可変（3段） 1．65万～2万

600C デジタル可変 3．2万
〃

700C 固定 2．4万

25000型 17×27 300 10

セ　ン　ト　ラ　ル科学貿易

エッペンドルフピペット
　　　　3130

5～1000
　10種類 固定 西独・エッペンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン
エッペンドルフピペット
　　4700／固定

5～1000
　18種，類

固定 西独・エッペンドルフ社製
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ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

エッペンドルフピペット
　　　4700／可変

10／20／25

　　etc．
　6穐類

3段可変 西独・エッペンドルフ社製

エッペンドルフピペット
　　4700クリスタル

1，2，5，10，

　4種類
固定 西独・エッペンドルフ社製

エッペンドルフピペット
　　　　4710

2～10、10～100、
100～1000

　　3種類
連続可変 西独・エッペンドルフ社製

”

エッペンドルフピペット
　4710／クリスタル

0．5～10‘

　1種類
連続可変 西独・エッペンドルフ社製

エッペンドルフピペット
　　　　4720

1．00～10．00，

　　1種類
連続可変 西独・エッペンドルフ社製

〃

エッペンドルフピペット
　　　　4780

　10μ£～5m£コンピチップ6種類で22の容量設定

連続分注 西独・エッペンドルフ社製

タイターテソク
デジタルマルチ
チャンネルピペット

50～200
5～50

可変 ±1．5％ 11．2×23 約0．5 Flow社製
96穴マイクロプレート用大　　日　　本　　製　　薬

タイターテック
マルチチャンネル
ピペット

可変 ±1．5％ 112×23 約0．5 Flow社製
96穴マイクロプレート用

Smiマイクロペッター 可変・固定 cV　1％
東　亜　医　用　電　子

ビルペッター 固定 ＜±1．0％ 0．8万

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー
ジャスターU＆V
MODEL　100

固定可変6段
　　固定

　＜±1．0％
＜±1．O～土2．O％

1．5万～1．9万
2．4万

ジャスター　1100DG
ジャスター1100F＆V

デジタル可変
固定可変3段

〈±0．5～±1．0％

　〈±1．0％
3．2万
1、65万～1．9万

〃

Mode1800
オートピペッター

デジタル可変
デジタル可変

〈土1．0％
〈土1．0％ 8

3．2万
28万

フィンピペット　　ーシスァム2 暴100

ステップ可変 5～50，50～200．200～1000
　　　　　　　　　　　　2．95万日　　　本　　　商　　　事

ラボピペット2 固定 5，10，20，25，50，100，200，250，500，
1000，の10種類　　　　　各2．1万

フィンピペット
マルチ6

0．2 ステップ可変 テラサキプレート用の6チャンネ
ル可変容量は1～5μ尼9．8万

〃

フィンピペット
ステペット

連続分注 10～1000μ　　5．5万

フィンピペット
ディスペンサ

デジタル可変 20～200μ0，　200～2000με
6．2万

〃

フィンピペット
デジタル

デジタル可変 5～40，40～200，200～1000μ尼は
3．6万，1000～5000μ£は4．5万

フィンピペット
キャピラリ ステップ可変 3．2万

〃

ATSS－1500 5～2000 10．1×11．8×12．7 300
バ　　イ　　オ　　テ　　ッ　　ク

サンズ式超微量
自動ピペット

固定 ±2％ 10，20，30，50，100，200，250μ尼7種

富　　　士　　　工　　　業

エルケイピペッター
XLシリーズ

5～1000
2～5000

固定，三段可変，

デジタル可変
固定1．65万，三段可変1．95万
デジタル3．2万

ユ　ニ　フ　レ　ッ　ク　ス

フィンピペット 可変・固定 　　CV
O．5～LO％

タイプによる タイプによる
　、〕．05～

ラボシステム・ジャパン



61．分注装置（Dispenser）
56

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

商　品　名

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

APS－720 700 2 10～200 150×97 1000 380 ディスポチップ方式
血清サンプリング装置

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

APS－601 2，000 20 50～1000 68×53 200 50 Zノズル
自動サンプルチェンジャー付

ディスペンサー 20～2000
No．10，　No．5，　No．2
　　　　　　　　各4．5万

オ　リ　オ　ン　理　研

MAG－200 1 25，　50，

75，　100 47×37 50 27 195万
萱　垣　医　理　科　工　業

マルチドロッパー2 3 25～225 38×42 80 18

オートドロッパー3 12 25～225 54×48 100 28

エクザクタ
　スーノぐ一2

0．1～2．Om尼 2．31万

シ　ノ　テ　ス　ト　商　事
エクザクタ
　スーノぐ一3

0．1～20m£ 2、36万

エクザクタ
　スーノぐ一5　　　　　　．

0．2～5．Om尼 2．36万
〃

エクザクタ
　スーノv－10

0．2～10mμ 2．48万

ボトルトップ
ディスペンサー

0．5～5．9m尼 2．53万
〃

マルチディスペンサー
400

4 10～100 8．8万

住友べ一　ク　ラ　イ　ト
100S・
　120S

1 10～5，000 3．3万

23000型 400 14×34 300 10

セン　トラル科学貿易

HEU－501 300 5 100～9900 118×80 1000 350

立　　　石　　　電　　　機

イアトロペット
連続可変タイプディスペンサー
1、2，5．10m£4種類

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン
デュアルペット

2液同時分注器250μ9×2，500μセ
×2，　　1mゼ×2，　1．5mゼ×2　4手重饗頁

アボット
　プロコンタム

76×56 1200 54．4 全自動洗浄・分注装置
（並行処理）

ダ　　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

タイターテック
オートドロップ

4，000 8 25～300 32×33 50 8 170万　Flow社製
96穴マイクロプレート用

大　　日　　本　　製　　薬



57

プロ・ペット
（シータス）

96プレート
　　　／時

12 5～200 16×17 100 22 550～920万
希釈系列，EIA洗浄可

東　　　洋　　　紡　　　績

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー

アキュペーサージュニア
アキュペーサー

02～30m尼
0．2～10mε

2．4万　30m尼のみ3．9万
2．4万

ディスペット
MODEL　500

0．2～10m£

50～500
2．2万
2．9万

MODEL　600 500～3000 2．95万

〃

MODEL　8100
MODEL　8200

10～5000
25，　50

3．3万
3．3万

ベリスペンサー 600 可変 02～50m£ 12×21 50 5 他3器種
富　　　士　　　工　　　業

ジェットピペット
　　3202

最大
0．25m尼 ±　1％ 185g ヨーク社製

リ　　　　　コ　　　　　　オ
ジェットピペット
　　3210

　〃
1．Omε ±　1％ 1909 ヨーク社製

ジェットピペット
　　3250

　〃
5．Omε

±0．5％ 250g ヨーク社製
〃

62．希釈装置（Diluter）

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

商　品　名

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

APS－552 1000 20 ノミッフアー
　による 15×14 50 5 マイコン式，ユニバーサル希釈装置

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

LA－2000専用
AD－2001

117 1 自動 550×535 30 販売：㈱アルファテック
栄　　　研　　　化　　　学

HAY－200 1 ダイリューター 50×38 60 26 195万
萱　垣　医　理　科　工　業

SANLAB－3000 14×22 25 7．2

三　　　光　　　純　　　薬
・SANLAB－1500

15×14 16 4．1

自動希釈
　分注装置

600 1 自動 15×14 50 4．5 90万
常　　　　　　　　　　光

ダイリューター
　　5213

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

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

タイターテック
マルチダイリューター

100 8～12 ダイリューター 19×25 50 3 52万　Flow社製
96穴マイクロプレート用

大　　日　　本　　製　　薬



62．希釈装置（Diluter）
58

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

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

ニ　　チ　　リ　　ョ　　ー
マイペンサー 1 シリンヂ 13．4×22 100 8．5 70万　マイコン制御

オートダイリューター
マイリューター

720 ｝

シリンヂ
シリンヂ

13．6×17．7
18．4×19．7 品 6 43万一45カ　サンプル　10～50mε

　　　　分　　バ　　05～10mぞ
120カ　　マイコン制御

富　　　L　　　工　　　業

ヴァリアブル
ダイリュータ

600 7 シリンダー 23．5×20．5 50 10．5 ダイヤル可変
　他4器種

リ　　　　　コ　　　　　　オ

オー一トマチ　・ク
ダイリューター
2110 17×26 100 8 ヨーク社

モデル2110～2115　5種類

63．蒸留水自動製造装置（Automatic　Apparatus　for　Distilled　Water）

会　　　社　　　名
採取容量 床　面　積 使用電力 重　　　量商　品　名

型　式　名 c／時間 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（PD　・備　　考

萱　垣　医　理　科　工　業
BSC－20 20 140×160 400 300 フルオートタイプ

450万　熱源蒸気

三　　　光　　　純　　　薬

オートダイリューター
　　SPR－2

54×36 600 20

オートダイリューター
　　　SPR＿3 54×48 250 25

64．振邊装置（Shaker）

会　　　社　　　名

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　　　量商　品　名

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

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン
ミキサー　5432 24本，40本 1，500 18．5×18．5 30 2．8 西独・エッペンドルフ社製　　　　　　　　　　一

65．撹拝器（Mixer°Stirrer）

△ 社 名
商 品 名 撹絆方式 床　面　積 使用電力 重 量

云
型 式 名

巾×奥行（cm） VA kg
価 格（円）・備　　考

昔　垣 理
KMS－2 スターラー 15×15 100 1．8 4．4万 マグネチックスターラー

医 科 工　業



66．滅菌器（Apparatus　for　Streilization）

△
商　品　名 処理能力 熱　　　源 床　面　積 使用電力 重 畠：

五
社 名

型　式　名 巾×奥行（cm） VA kg
価 格（円） ・ 備 考

オムニクレープ 60×50 200 10

ア ム コ

一

ネオクレープ
ASV－3001

31．6φ×
　　50cm

電気 57×42 19 57
サ ク フ 精 機

67．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）

59

同　　　時セ・ノト数 しんとう数
回　　　　数 試料容量 精　　度 床面積 使用電力 重　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

型　式　名 検体数 数／分 μセ 巾×奥行（cm） VA kg

｛面　　　　　　　　　　　格　　　　（　Flj　　）　　　　　一　　イ）爾　　　　　　　　　　　考

オーソCF　III 12
1　10｛1
：ハ：ooo3Joo

23×27 70 10 22．3万　回転数は3段切換オーソ・ダイアグノスティック

システムズ

KA－1000
シリーズ

15×4，15×8
10×16

4，000 31×30 150 16 卓上小型
久　　保　　田　　商　　事

KS＿5000
5200C　シリーズ

10～15×4～48 5，000 43×52 700 35 卓ヒ多本架

KH－120〈）

シリーズ
　15×4
毛細管×24．30 12，000 32×34 350 19 ヘマトクリッ1・用

〃

KS－3000P
爵紺～ 15×80

50×16
3，500 68×55 1K 95 多本架

KR－702
15×32
10×48
30x8

5，000 49×60 1．2K 95 小形冷却
〃

KR＿600
KR－600　P

15×96
50×16

5，000 59×77 2．3K 160 小形大容量冷却

KM－15200
KR－1500

2．2×40 15，000 25×27 650 17 マイクロ
〃

KR－400
KR－3200C

6×320
1，100×6

6，000 71×82 6K 300 大容量冷却

ラボクリット
MT＿1000

2，500 50×43 300 40

三　　　光　　　純　　　薬

5415 18 1、000～14，000
L5m£，
　400μ尼 21×28．5 250 7．3 西独・エッペンドルフ社製

ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン
5413 40 11，500

1．5m£，

　400μ¢ 21×28．5 150 7．5 西独・エッペンドルフ社製

TDX専用
遠心器

20 9，500×9 200 24×29 380 6

ダ　　イ　ナ　　ボ　　ッ　　ト

分離用小形超遠心機
CP100H

2，0m£×8本
2．2　　×4

100，000 0．2－
2．2m尼 63×56 2．5K 170 380万

日　　　製　　　産　　　業
真空高速冷却遠心機
CR26H

3×5m£
×120本

26，000
500m尼

　×6
75×77 6K 300 340万



67．遠心分離器（Centrifugal　Apparatus）
60 同　　　時

セット数
しんとう数
回　　　　数 試料容量 精　　度 床面積 使用電力 重　　量

会　　　社　　　　名
商　品　名

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

自動血球洗浄遠心機
　MC400

10m£×24本
12　　×24

3，000 10～12m尼
　×24 37×45 1K 30 145万

日　　　製　　　産　　　業
微量高速冷却遠心機
　CR15B

0．25m¢x96本
0，5　　　×72
2，2　　×40

15，000 0．25～
　2．2m£ 36×44 2K 50 55万

多本架冷却遠心機
　CR　5　B4

3～5m吃×144本

　500×4
5，000 500m尼×4 58×71 1K 120 85万

〃

ACW－4 1～24 2，500 43×68 700 52 クームズ試験自動装置
日　本　テ　ク　ト　ロ　ン

TI∫100 4～20 100，000rpm 200～1300 74×59 1500 93 卓上型分離用超遠心機

ベソ　クマンジャバン

68．洗浄器（Washer）

処理能力
同　　　時

セット数
床　面　積 使用電力 重　　　量

会　　　社　　　名
商　品　名

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

ハイニッケ 112×52 120 210 米国・ハイニッケ社製
ア　　　　　　ム　　　　　　コ

ACW－50－1 5，000 38×42 650 30 RIA・EIAトータルシステム用
50ノズル洗浄器

ア　　　　　　ロ　　　　　　カ

ACW－50－2 5，000 50 38×42 650 30 50ノズル　RIA
コーティングチューブ洗浄用

ACW－50－3 5，000 50 38×42 650 30 50ノズルRIAセファデックス
洗浄用

〃

ACW－5－1 600 5 36×33 100 6 5ノズルハンドピース付
RIA，　EIA用

ACW－5－2 600 5 36×33 100 6 5ノズルハンドピース付
RIA，　EIA用

〃

G－7735 1，280 90×60 6K 90 西独・ミレー社製
久　　保　　田　　商　　事

G－7736 1，280 90×60 6K 100 西独・ミレー社製

G－7733 1，280 90×60 5，8K 60 西独・ミレー社製
〃

s－100N 2000 54×50 8500 140 イタリア・イタルグラス社製
　コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

1
ミーレ
G－7733

1280 60×60 6800 60 西独・ミレー社製



61

ミーレ
G－7735

1，280 90×60 6800 90 西独・ミーレ社製
コ　　　　　　　ス　　　　　　　モ

タイターテ／ク
マイクロプレート
ウォッシャー　120

4，500 96 45×35 100 13．2 Flow杜製　130万
96穴マイクロプレート用

大　　日　　本　　製　　薬
タイターテソク
マイクロプレート
ウォ　・シャーS8／S12

2，000 96 29×32 80 7 Flow社製85万
96穴マイクロプレート用

69．恒温槽（lncubater）

温度精度 調整方式 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 ℃ 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

E＿30 20×33 320 2．3 4．8万

エ　　　　　　　　ル　　　　　　　　マ

KTH－30 ±0．1 49×35 610 5 7．8万　卓上恒温槽
萱　垣　医　理　科　工　業

クリニオープン
TF－31

±0．5 電子無接点
比例指示 70×76 AC200V

3φ15A
130

サ　　ク　　ラ　　精　　機

恒温．装置
5320

25．30，37．
56．90℃
±1，1℃以ド

メタル
　ブロック

18．5×18．5 90 3 西独・エッペンドルフ社製
ダ　イ　ア　ヤ　ト　ロ　ン

70．乾燥機（Drying　Chamber）

熱　　　源 床　面　積 使用電力 重　　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名 巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

KEF－80D 84×68 3K 150 全自動
69．3万　熱風循環式定温乾燥器

萱　垣　医　理　科　工　業

NK－31 電気 70×76 AC200V
3φ15A

128

サ　　ク　　ラ　　精　　機

71．その他（Miscellaneous）

床面積 使用電力 重　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

乾　　　　　商　　　　　事 ビスタCL
自動分析装置のピペッタ・ノズルフローセル，

パイプラインの洗糠に



71．その他（Miscellaneous）
62

床面積 使用電力 重　　量
会　　　社　　　名

商　品　名

型　式　名
特　　　　　　　　　　　長

巾×奥行（cm） VA kg
価　　格（円）・備　　考

乾　　　　　商　　　　　事
サンアライ

スライムカツト
金属イオン除去，防藻剤，等

エル・ケイ・ビー　ジャパン
1224

リアカルクシステム

CPU本体　512Kb　RAM，2×360Kb　noppy　disk
drives．

50×30

日　電　理　化　硝　子
NEG印
強化硬質試験管

A試験，ネグチューブ，サンプルチューブ，ダラム
管，遠心沈澱管，ねじ口試験管，共栓試験管等150
種余の規格よりお選びいただけます。

〃
NEG印
強化硬質管瓶

ねじ口瓶，ポリ栓付サンプル瓶，バイアル瓶，バキ
ュームバイアル，ガスクロバイアル等の規格品があ
ります。

ユ　　ニ　　フ　　レ　　ッ　　ク　　ス
ボンドエルート

エクスチューブ他

米国アナリティケムインターナショナル社製一分離分析用サンプ
ル別処理用オープンディスポカラム．特にボンドエルートはC田を
初め，極性相，無極性相，イオン交換相等20種類ものフェイズが
用意されています。

”

研究・検査・分析用

ディスポ製品

米国エルケイプロダクツ社製：研究・検査・分析用各種ディスポ
製品：サンプルカップ，ピペットチップ，テストチューブ，ミク
ロチューブ，ディスポスポイト，スピッッ，テユービング，スペ
シメンカップ等。



渓



アスカ純薬（株）
64

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

グラム陰性桿菌 ATB32GN 自動細菌検査装置一ATBシステムー MCF．0．5 製造：フランス・API社

グラム陽性菌 ATB　G十 〃 〃 〃

グラム陰性菌 ATB　G一 〃 〃 〃

尿細菌 ATB　UR 〃 〃 〃

ALP ALP「アスカ・シグマ」 日立705，400，ABA－100，－200，ABBOTT　VP，
GILFORD103，203S，CENTRIFICHEM－400．－500，一他

4一ニトロフェノール比色法

Rate 製造：米国・シグマ社

ACP 酸ボスファターゼ「アス
カ・シグマ」

〃 α一ナフチル
1リン酸法

〃 〃

NH3 アンモニア「アスカ・シグマ」 〃 酵素法 End　Point 〃

BUN BUN「アスカ・シグマ」 〃 〃 Rate 〃

5’一ヌクレオチダーゼ 5二ND「アスカ・シグマ」 〃 〃 〃 〃

T－CHO コレステロール「アスカ・
シグマ」

〃 〃 End　Point 〃

CRENIN クレアチニン「アスカ・シグマ」 〃
Hei　negard，

Tiderstrom法
〃 〃

IP リン「アスカ・シグマ」 〃

フィスク　・シュバロウ法

〃 〃

乳酸 乳酸「アスカ・シグマ」 〃 酵素法 〃 〃

篠酸 蔭酸「アスカ・シグマ」 〃 〃 〃 〃

ソルビトール脱水素
酵素

SHD「アスカ・シグマ」 〃 〃 Rate 〃

アルドラーゼ アルドラーゼ「アスカ・シグマ」 シグレイ・レニ
ンガー法 End　Point 〃

LDH一アイソザイム
LDH一アイソザイム「アスカ・シグマ」

電気泳動法 〃

抗n－DNA抗体
抗n－DNA抗体「アスカ・シグマ」

IFA法 48，　96 26，000，　46，000　　　〃

抗核抗体 抗核抗体「アスカ・シグマ」 〃 〃　　　　　〃 26，000，　46，000　　　〃

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

嫌気性細菌 ANAキット 目　　　視 MCF．＃3

ナイセリア菌
、

〃 〃

ヘモブイルス菌 、NHキット 〃 〃
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医学書院器械（株）

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

ZTT クンケル試薬 日立・東芝・日本電子 肝機能研究班
標準法 End　Point 機種による 機種による 20倍濃厚5戚×10A，1，500

TTT チモール試薬 〃 〃 〃 〃 〃 100m疋×5A，1，800

AMY アミラーゼ管 酵素法 比色法 500 100 100A，7，000

栄研化学（株）

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

IgG LA－IgG栄研，
LA－SYSTEM（全自動免疫化学分析装置）LA－2000（多目的免疫化学分析装置） ラテックス凝集

免疫測定法
抗原抗体反応
タービディメトリー

機種により異なる 30mゼ

30mど×5

IgA LA－IgA’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mゼ

30mど×5

IgM LA－IgM’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mゼ

30mど×5

IgD LA－lgD’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mど

CRP LA－CRP’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mゼ

30mゼ×10

AFP LA－AFP’栄研¶ 〃 〃 〃 〃 30mど

30mど×5

Fg LA一フィプリノーゲン’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mど

FDP－D LA－FDP－DC栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mξ

FDP－E LA－FDP－E’栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mゼ

hcC LA－hCG？栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mゼ

hPL LA－hPじ栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mゼ

E3－16G LA－E3－16G’栄研’ 〃 ” 〃 〃 乳液，抗原，抗原溶解液，
アダプター

E3－16G
LA－E3－16G－2’栄研’
（2ステップ法）

LA－2000（多目的免疫化学分析装置） 〃 〃 80μf 30m《

Pd－3G
LA－Pd－3G－29栄研’
（2ステップ法）

〃 〃 〃 80μψ 30mψ

C3 LA－C3ぞ栄研’ LA－SYSTEM（全自動免疫化学分析装置）
LA－2000　　（多目的免疫化学分析装置）

〃 〃 機種により異なる 30mゼ

30mど×5

C4 LA－Cぺ栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mど

30mど×5

RF LA－RF‘栄研’ 〃 〃 〃 〃 30mゼ

30mど×10

ASO LA－ASO’栄研’ 〃 〃 〃 〃
30mピ

30mゼ×10

フィプロネクチン LA一フィプロネクチン’栄研’ 〃
〃 〃 〃 30mゼ

β2一マイクログロプリン LA一β2一マイクログロプリ
ンθ栄研’

〃 〃 〃 〃 30mど

30mψ×5

hPL hPLキットーEX⑦栄研’ LA－1000（免疫化学分析装置） 〃 〃 10mゼ

hCG hCGキットーEX栄研’ 〃 〃
〃

10mど



栄研化学（株）

66
剛　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 川定原理 測定方法 サンフル量〔μ山 川定回数q日D 価　格r｝lj〕・備　考

∈1、1
E3－16Gキ・ノトーEX’栄研’ LA－lor）0（免疫化学分析装置） ラテ・クス凝集

免疫測定法
抗原抗体反応
タービディメトリー

10m£

AFP AFF）キソ　ト＿EX’栄｛i斤’ 〃 〃 〃 lolnセ

CRP CRP　キ・ソ　ト＿EX’栄｛1斤’ 〃 〃 〃 10mヒ

庚一マイクロクロフリン β2一マイクロクロフリンキ
・トーEX’栄研’

〃 〃 〃 lomゼ

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ（株）

測　定　∫n　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μU 測定回数（1口D 価　格（円）・備　考

リンハ球サフーセ・ト検査

オーソミユー一ン　OKT3 Ortho　SPECTIIUM　IIIおよび他のFCM 免疫蛍光法 光散乱光・蛍光 100 100 Tリンハ球の測定

〃 〃　　　　OKT4 〃 〃 〃 〃 〃
ヘルパー．一／インテ」．一サ

ー Tリンハ球
∫’

，’　　　　OKT8 〃 〃 〃 〃 〃 サブレ　・サー／細胞障害
性Tリンパ球

〃 〃　　　　OKT11 〃 〃 〃 〃 〃 Tリンハ球

P7F オー一ソ・フレー一ン・トロン

ボプラスチン
Koagu　Lab40－Aおよび他のllll液凝固11‖」定装置 100 250

へPTT 活性トロンボファソクス 〃 100 300

〃 Orthoカルシウム・クロラ
イ　ド

〃

TT フィブリンデ・クス 〃 200 60

F9 オーソQFAキット 〃 20 50

〃　　’ オーソQFAトロンビン試薬 〃 20 300

〃 オーソQFA緩衝液 〃

小野薬品工業（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定万法 サンフル量：（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

AMY タイヤカラー一・AMYレート 日、1ノフ36他 G5－CNP Ralい 機種による 機村による 37，260

〃 ダイヤカラー一・AMY 日ごノフ26他 G5－DCI） End　P〈｝i川 〃 〃 54，510

グアナーゼ　　　　　 ダイヤカラー・GUA 日、ン：736他 酵素法 Ralい 〃 〃 25，300

クレアチニン ダイヤカラー・CRNN 〃 〃 〃 〃 〃 単品包装

クレアチン ダイヤカラー・CR 〃 〃 〃 〃 〃 19，550

尿　　酸 ウリカラー・エース 〃 〃 End　r）1｝int 〃 〃 3LOOO



（株）カイノス

測　　，L　　∫頁　　目 商　　　品　　　　名 」薗　　　用　　　　機　　　種　　　名 測定原∫里 測定戊∫法 サンフル婦：（μ1） 測定［ul数〔［口D 1而　　格（円）・f眉i　考

cRP セラテスタムCRI）．2 B、1・：705形 免疫比濁法 TwO　PoiNT 40〔｝ 28、o〔｝o

〃 〃　　　　　　　　　　　〃 日、ン：736形 F’ 〃

〃 セラテスタムCRI）一日 日、±・1705形 ラテ　．クス凝集
比濁法

一’ 回川1碇法 400 60，ooo

〃 〃　　　　　　　　　　　〃 日、1’フ36形 〃 〃

Rド セラテスタムRF 日、”：705形 〃 〃 400 60，ooo

〃 〃　　　　　　　〃 日、”1736形 〃 〃

．ysO セラテスタムASO 日、’ノニ705形 〃 　　　　〃
一

400 8（1、｛｝OO

〃 〃　　　　　　　　　〃 日、1ノ：736形 〃 〃

IgG セラテスタムlgG 日、ン1705形 免疫比濁法 ONE　POINT 240 24，ooo

Ig．／ 〃　　　　IgA 〃 〃 〃 240 24，ooo

lgNI ”　　　　IgNl 〃 〃 ハ1 340 34、o〔｝o

c3 〃　　　　c3 〃 〃 〃 120 14．4四

Cl 〃　　　　C↓ 〃 〃 ” 160 19200

CRENIN CREほ・：KAINoS TB．＼－Sシリー一ズ他全機種j固｝B 酵素法 Elld　P、｝inl 機柾による 機種による

CK CK－UV　KAINOS 〃 ピV法 RIL↑い ∫’ ” 17、1｝o｛｝

LIP LP－UV　KAINoS 〃
’「 〃 〃 ” 7〔｝．ooo

一L ぺSシリーズ TB．＼＿480、“BBoTT、　Cい1・n・ifk・hいnl、c｛）B．＼Sf也 各秤 各柿 〃 〃 小包装

一一 八Lシリーズ TB“－80S，　CL－20／也 〃 〃 〃 〃 人包装

α一FP
λFl）「MrTSUI．II　　　　　　　　　．」 EI．・～法 ぽ・：n〔lPoinい 76テスト 39，ooo

INS INSULIN「MITSし▼1」　II 〃 〃　　　　1 〃 39．oo｛〕

｛g卜： lgE「M「rSUI」　Il 〃 1　　　　　〃　　　　i 〃 39，ooo

c｝・：A CE、へ「M【TSUI－」II 〃 （　　　〃　　｝ 〃 57、O〔｝O

フユ．リチン 　　　　　　　「FERRITIN］MITSUll 〃 1　　　〃　　）　　　　　　． 〃 57，000

β2－m β2－MG「MITSUI」 〃 ‘、　　　　　” 〃 49，00｛｝

片山化学工業（株）

67 測　　定　　項　　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンフル仙μ1） 測定回数（［日D 価　　格（円）・備　　考’

．＼CP ACP測定、式薬
オ1リ　ンノ・ス．　ク　リナ．　日．立．東，竺，］∴1パい一セン

トリフィケム、コーパス他
α一ナフチルりん
酸基質法

Ralい 機権こより異なる 機柳二よリ異なる 包装によリ異なる



68

片山化学工業（株）

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

ALP ALP測定試薬 オリンパス，クリナ，日立．東芝，島津，セン
トリフィケム，コーパス他

Kin・LKin9変法
GSCC法

En、い）oi川

　Ra〔e

機種により異なる1機種により異なる　　　　　　1

包装により異なる

AMY アミパーゼK 〃 酵素法 Ra〔e 〃 〃 〃

T－13il 総ビリルビン測定用試薬 〃 安定化ジアゾニウム塩 End　Point 〃 〃 〃

D－Bil 直接ビリルビン測定用試薬 〃 〃 〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定試薬 〃 ウレアーゼ・イン
ドフェノー一ル法

〃 〃 〃 〃

CHE ChE測定試薬 〃 酵素法
EndP‘）i川

　Rate
〃 〃 〃

T－CHO コレパーゼ 〃 〃 End　Poin｛ 〃 〃 〃

CK CPK測定試薬 〃 オリバー変法 Rate 〃 〃 〃

AST GoT測定試薬 〃 SSCC法
IFCC法

〃 〃 〃 〃

ALT GPT測定試薬 〃 1 〃 〃 〃 〃

γ一GTP γ一GTP測定試薬 〃 SSCC法 〃 〃 〃 〃

Fe Fe　測定式薬 〃 TPTZ法 End　Poi川 〃 〃 〃

α一HBI） α．HBDH測定試薬 〃 GSCC法 Rate 〃 〃 〃

IP Ip　測定試薬 〃 フィスケサバロ
ー 変法

End｝）oin↑ 〃 〃 〃

LAP LAI・測定試薬 〃 GSCC法 Rate 〃 〃 〃

LDH LI川測定試薬 〃 〃 〃 〃 〃 〃

β一LiP・ β一IjP・測定試薬 〃 ヘハリン．Ca法 En（日）oint 〃 〃 〃

Pl’ PL　測定試薬 〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

TG トリパーゼN 〃 〃 〃 〃 〃 〃

uA UA　測定試薬 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Au A日　測定試薬 〃 〃 Rate 〃 〃 〃

TBA 総腓川十酉菱TBAキ・ソ　ト 〃 〃 End　Poin｛ 〃 〃 〃

48項目 オリンパスAU500，550
専用試薬 オリンパス、AU500　AU550 総販売元：三光純薬（株）

31項目 オリンパスAU20
専用。式薬 オリンパスAU20

〃

関東化学（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μ引 測定1口1数（回） 価　格（円）・備　考

ALP システムー100ALP
B、1’：736ンリーズ，TBA－Sンリーズ，オリンハス・＼U500〔｝ン　リース

日本電rVSンリース，その他中・大型自動分析装濱 GSCC法 Rate
　’

機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

AMY メルコテストA－AMY セントリフィケム，コバスバイオ等小・中
型自動分析装置 G7CNP基質法 〃 〃 〃 〃

AMY システムーAMY
日・ヒ736シリーズ、TBA－Sシリーズ，オリンハスAU500〔｝シリーズ、

日本電∫・y、ンリーズ，その他中・大馬1哨動分析装置
〃 〃 〃 〃 〃



CHE 　　一シスァムー100CHE
日　　、ン：736ン　‘，一ズ．TBA－Sン　リーフ（、オリ　ン　ノ、ヌLAU5000／　リー一フこ，

日本電∫vsシリーズ，その他中・大型自動分析装置 BTC－DTNB法 Rate 機椰こより異なる 機種により異なる 機種により異なる

CK 　　一シスァムー50CK
日、フ：736シリーズ．TB八一Sシリーズ．オリン
パス＿八U5000シリーズ専用 GSCC法 〃 〃 〃 〃

CK システムー100CK
日　立7ヨ6ン　リース．TB、－Sン　リー⑦二，オリン・・スー、F5000ン　リーズ，

日本電∫VSンリーズ、その他中・大型自動分朽装置
〃 〃 〃 〃 〃

CK－MB システムーCK－MB 〃 免疫川害法 〃 〃 〃 〃

GOT 　　一シスァムー100GOT 〃 GSCC法 〃 〃 ノノ 〃

GPT システムー100GPT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

γ一GT 　　一シスァムー100γ一GT 〃
ノ・一クノしタミルーP一ニトロ

アニリド怯τ白、
〃 〃 〃 〃

LDH システムー100LDH 〃 GSCC法 〃 〃 〃 〃

ALB 　　一シスァムーALB 〃 BcG法 Elld　l）oint 〃 〃 〃

BUN 　　一シスァムー100BUN 〃 ウレアーセ・GLDH法 Ratい 〃 〃 〃

Ca 　　一シスァムー100Ca 〃 ocPc法 En（日）《｝int 〃 〃 〃

T－CHO（F－CHO） 　　一シスァムー100CHO 〃 COD．DAoS法 〃 〃 〃 〃

GLU システムーGlucose 〃 Ghl（・－DB法 〃 〃 〃 〃

NEFA 　　一シスァムー100NEFA 〃 ACS．ACO法 〃 〃 〃 〃

PL 　　一シスァムー100PI、 〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

TG 　　一シスァムー100TG 〃 GPO．DAOS法 〃 〃 〃 〃

uA システムー100UA 〃 ウリカーゼ・TOOS法 〃 〃 〃 〃

CK エリステストCK オリンパスAU500／550専用：式薬 GSCC法 Ratい 13 1200 一

CK．MB エリステストCK－MB 〃 免疫阻害法 〃 13 1200 一

γ一G’F エリステストγ一GT 〃
γ一クルタ㍉」－3一かしポキ

ン．4．ニトロアニリト法
〃 5 2160 一

AMY エリステストAMY 〃 G7－CNIり、ll質法 〃 5 1〔｝00
一

GLU エリステストGLU 〃 Ghlc．DH法 End　Poillt 5 1080 一

（株）京都第一科学

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル尉μD 測定回数（回：｝ 価　格dJわ・備　考

GLU ダイアトロール グルコス．コット（GT－4310） 試験紙法 試験紙法 全1血L1滴 25 3，300水洗い不要

協和メデックス（株）

69 測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンプル苗：（μ1） 測定llll数（［dD 価　格（円）・備　考

T－CHO デタミナー736TC－S 日、ン：736 CHOD－EMSE End　I）oint 4



協和メデックス（株）
70

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価格（円）備考　1

F－CHO デタミナー736FC55 日立736 CHOD－EMAE End　Point 6

1

TG デタミナー736TG 〃 αyOD－EMAE 〃 5

PL デタミナー736PL－S 〃 酵素法 〃 4

NEFA デタミナー736NEFA 〃 酵素法一MMX 〃 4

BLP デタミナー736BLP－A 〃 免疫比濁法 〃 10

UA デタミナー736UA－S755 〃 酵素法一BCMA 〃 5

BUN デタミナー736UN－R 〃 UV法 Rate 4

GLU デタミナー736GL－R 〃 〃 〃 7

IP デタミナー7361P－S 〃 酵素法一EMAE End　Point 4

AST デタミナー736GOT 〃 SSCC準拠法 Rate 10

ALT デタミナー736GPT 〃 〃 〃 10

CHE デタミナー736CHE－S 〃 酵素法 〃 5 o一トルオイルコリン基質

LAP デタミナー736LAP 〃 〃 〃 8 LSPA基質

CK デタミナー736CPK 〃 GSCC法 〃 10

LDH デタミナー736LDH 〃 UV法 〃 8

AMY デタミナー736AMY 〃 酵素法 〃 4 G5基質

ALP デタミナー736ALP 〃 GSCC準拠法 〃 4

MAO デタミナーMAO 酵素法 〃 機種による 機種による アリルアミン基質

CRE デタミナーCRE 日立705，日立736，TBA，コバスバイオ 〃 〃 〃 〃 クレアチニンディミナーゼ法

極東製薬工業（株）

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

SIAL ランピアSIAL£ 各機種適用 UV法 Rate 機種による 機種による 180，000

AMY ランピアAMY－5£ 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． G5．CNP法 ∫’ 〃 〃 120，000

CREA ランピアCREA－E£ 〃 酵素法 End　Point 〃 〃 50，000

胆汁酸 胆汁酸試薬 〃 〃 〃 〃 〃 38，000

ASO KTラテックスASO　20 ” ラテックス凝集
比濁法

Rate 〃 〃 80，000

CRP KTラテックスCRP　20 〃 〃 〃 〃 〃 60，000

RA KTラテックスRA　20 〃 〃 End　Point 〃 〃 60，000



クーパーバイオメディカル（株）

測　定　　項　　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンフル量〔μP 測定回数（回1 価　格（円‥備　考

PT
プロトロンヒンテストゴ〔ハイランド〕 クロテ…ク，　クロテ』』／クII，クロテ・ソクIITS

他凝固検査機器
100 200 溶液状

APTT 1）TTテスト〔ハイランド〕 〃 loo 50 カオリン活性化剤

M）’rT AAPTT 〃 100 300 アルミナシリカ活性化剤

F9 フィブリノーゲンテスト
〔ハイランド〕

〃 100 50 ヒト山来トロンビン試薬

クリーンケミカル（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフル量（μ1） 測定回数（II】D 価　格日IP・備　考

クリー一ン99　K 自動分析装置用洗汀f剤（無リン） 1k9　2、500

〃 〃 4．5kg　8，500

ニユーハンドアウェイ 殺菌・消毒石けん液（イ’レガサンDP－300配合ノ 400【nt　　750

〃 〃 43kg　4，500

クリーン99　K－　200
特殊塩素系洗浄剤（無リン）　　　　・

4．5k98，500

〃　　　1、O 超音二波洗戌機兼浸直月1（無リン） 4．5kg　7．500

クリーナー＃1000 恒温槽の防藻剤（無リン） 500mセ3，800

〃 〃 1隻’　6，80｛1

クリーン991、 　　　　　　’汚れのひどい医療，理化学用（無リン） 4．5k98，500

国際試薬（株）
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測　定　項　　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 川定原理 測定万法 サンプル頃（μD 測定回数（［uD 価　格日ID・備　考

GOT GoT測定用試薬
日立705，726、736，716．706，日本電f・vS，　VX．日S．東芝80S．880．48〔1

580．380．オリンパス8000、6000．AU＿500．島‘争（L－2U　CL＿IZその他 uv法 　Rate
En（l　Pohl〔

製造：国際試薬
販売：川際1式薬、ミトリ　｛・’「二

GPT GPT　　　〃 〃 〃 〃 〃

LDH LDH　　　〃 〃 〃 〃 〃

ALI） ALP　　　〃 〃 PNI）P，　KK法 〃 〃

CK C正）K　　　〃 〃 uv法 〃 〃

CRP CRP　　　〃 〃 免疫比濁法 End　Point 〃

γ一GTP γ一GTP　” 〃 r－G－P－NA法 　Ratい
End　P〈）int

〃

LAP LA正）　　　〃 〃 1．．L．P．NA法 〃 〃



国際試薬（株）

72 1　測　定　項　目
商　　品　　名 適　　用　　種　　種　　名 測定原理

　　　　　　［
測定方法　　1叶ンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（PD・備　考

CHE CHE測定用試薬
日立705．726、736，716、706．日本電子VS．VX｝巴．東芝80S．880，480．

580，380．オリンハス8000．60〔X）．AU500．島津CL－20．CL－12その他
酵経B；ll。 　Rate　　『－T〒

End　Point
製造：国際試薬
販売：国際試薬，ミトリ1’字

cBO CHO　　　〃 〃 酵素法 〃 〃

TG TG－E　　　〃 〃 〃 〃 〃

1）L 1）L－E　　　〃 〃 〃 El｜d　P〈，illI 〃

TI） 総蛋白　　〃 〃 BiUret法 〃 〃

ALB アルブミン〃 〃 BcG法 〃 〃

BじN BUN　　　〃 〃 Urease－GLD川」ミ 　RaIい
End　P《）int

〃

uA 尿酸　　　〃 〃 ウリカーゼ法 End　Poinl 〃

cRE クレアチニン　〃 〃 Jaffい法 　Ratや
EndP《）i川

〃

ZTT ZTT　　　〃 〃 肝機能研究班・
標準法

End　Poi川 〃

TTT TTT　　　〃 〃 〃 〃 〃

Ca Ca　　　　〃 〃 OCPC法 〃 〃

GLu GI，u　　　〃 〃 GOD，GIDII法 　Rate
En（｜1）‘）int

〃

AMY AMY　　　〃 〃 PNPMG法 Rate 〃

NEFA NEFA　　〃 〃 酵素法 Elld　l」oin1 〃

T－Bil T－Bil　　〃 〃 Jcn〔｜rassk変法 〃 〃

D－Bil D－Bil　　〃 〃 〃 〃 〃

三光純薬（株）

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

GOT サンテストGOT
日・乞，東芝，日本電r，島津他（各機種に専
用試．薬あり）

IFCC準拠
GSCC準拠

Rate 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

GPT 〃　　　GpT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALP 〃　　　ALP 〃 GSCC準拠，　MEG
法，Kind－Kh・9法

〃 〃 〃 〃

LDH 〃　　　LDH 〃 GSCC準拠 〃 〃 〃 〃

LAP 〃　　　LM） 〃 GSCC準拠
L印一CHA基質法

　Rate
End　Point

〃 〃 〃

γ一GTP 〃　　γ一GTP 〃
SSCC～ψ．拠

γ一Glu－CHA基質法
〃 〃 〃 〃

CHE 〃　　　CHE 〃
D’FNB法、　IIV法
酵素法

〃 〃 〃 〃

CK 〃　　　CK 〃 オリバー変法 Rate 〃 〃 〃

AMY 〃　　　AMY 〃 G．5法 〃 〃 〃 〃

TP 〃　　　TP 〃 ビューレ・ト法 End　Point 〃 〃 〃
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ALB サンテストALB
日立．東芝，日本電子，島津他（各機種に専用試薬あり）

BCG，　BCP法 End　Point 機種により異なる 機種により異なる 機種により異なる

T－BIL
D－BIL

　　　T－BIL〃　　　D－BIL
〃 安定化ジアゾニ

ウム塩法
〃 〃 〃 〃

CRE 〃　　　CRE 〃 ヤッフェ変法 Rate 〃 〃 〃

BUN 〃　　　BUN 〃
U－GLDH法
U一インドフェノール法

　　Rate
End　Point

〃 〃 〃

UA 〃　　　UA 〃 酵素法 End　Point 〃 〃 〃

TTT
ZTT

　　　TTT〃　　　ZTT
〃 肝機能研究班準拠 〃 〃 〃 〃

T＿CHO
F－CHO

　　　T－CHO〃　　　F＿CHO
〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

TG 〃　　　TG 〃 〃 〃 〃 〃 〃

PL 〃　　　PL 〃 〃 〃 〃 〃 〃

けLipo 〃’　β一Lipo 〃 ヘパリンCaC［2法
免疫比濁法

〃 〃 〃 〃

GLU 〃　　　GLU 〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

Ca 〃　　　Ca 〃 OCPC法 〃 〃 〃 〃

Pi 〃　　　Pi 〃 リンモリプデン法 〃 〃 〃 〃

IAP 〃　　　IAP 日立705，東芝TBA480，コーバスバイオ 免疫比濁 〃 〃 〃 〃

NAG メイアッセイ　NAG 日立705 Rate

シノテスト商事（株）

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

Ch－E オートメイトCh－E　R－1／R－II 日立736／TBA－SシリーズノJCA－RX／CL－
7000

P一ヒドロキシペンゾ
イルコリン基質法

Rate

CK二 〃　　　　　CPK　R－1／R－II 〃 GSCC処方準拠 〃

Fe 〃　　Fe　R－1／R－II 〃 Nitroso＿

PSAP直接法
End　Point

UIBC 〃　UIBC　R－1／R－II 〃
Nitrq§o－

PSAP～去
〃

LDH 〃　　　　LDH　R－1／R－II 〃 GSCC処方準拠 Rate

TG 〃　　TG　R－1／R－II 〃 遊離クリセロー
ル消去法 End　Point

m 〃　　　TTT 〃 肝機能研究班準拠 〃

ZTT 〃　　　ZTT 〃
〃

〃

GOT 〃　　　GOT　R－1／R－II 〃 IFCC処方準拠 Rate

GPT 〃　　　　GPT　R－1／R－II 〃 〃 〃

T－CHO 〃T－CHO　R－1／R－II 〃 酵素法 End　Point

NEFA 〃NEFA　R－1／R－II 〃 〃 〃



シノテスト商事（株）

74
測定項目 商　　品

名－『「「豆 用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル扇（μD測定回数（回）　価　格（円）・備　考

PT プロトロンビンテスト クロテ〃ク，　クロテ　・クII，　クロテソクII
TS他

100 200

PTT PTTテスト 〃 100 50

A正）TT AAPTT 〃 100 300

IgA LAS－R　lgA ネフェロメトリー 比ろう法 120

IgG 〃　IgG 〃 〃 〃 〃

IgM 〃　IgM 〃 〃 〃 〃

C3 〃　補体c3 〃 〃 〃 〃

C4 〃　補体c4 〃 〃 〃 〃

TRFR 〃　　トランスフェリン 〃 〃 〃 〃

HPG 〃　ハブトグロビン 〃 〃 〃 〃

α1－AT 〃　　α1アンチトリプシン 〃 〃 〃 〃

CIPI’ 　　　　　　一〃　　セルロブフスミン 〃 〃 〃 〃

CRP 〃　CRP 〃 〃 〃 〃

（株）常光

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル｝季ミ：（μD 測定回数（［μD 価　格（Pj）・備　考

IgG IgGテストLN　「北研」 レーザ・ネフェロメータLN　Rate60．LN　Aut（） ネフェロメトリー Ra〔e 20μrを希釈して使用 Ioo 37，500

IgA IgA　　　　　”　　　　　　” 〃 〃 〃 〃 〃 37，500

IgM ［gl＼1　　　　”　　　　　　” 〃 〃 〃 〃 〃 37，500

C3 C3　　　’ノ　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃 37500

C4 C4　　　”　　　　” 〃 〃 〃 〃 〃 37，500

CR正） CRP　　”　　　　〃 〃 〃 End　I）↓）int 〃 〃 14，500

β一LiP・ β一リホ．〃　　　　〃 〃 〃 Rate 〃 〃 20，000

LDHアイソザイム
　　　　　　．IO〔｝K＠《）LDHアイソ弁イニ、　　　　　　発色試薬キ　ト

電気泳動装置及びデンシトメトリー 電気泳動 寒天電気泳動 2～3 72 12，OOO

〃 ア加一一スフ・一ト㍑㌫） 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 11，000

等電点電気泳動 セハライン 等電点電気泳重朋」両生担体 〃 等電点 一 25，000（50mW

蛋白ろ｝画 ベロナールバッファ 電気泳動 〃
セ）しローズアセテー一ト膜

電気i水動 0．6～1 22．500（50袋）

〃 液体バッフア 〃 〃 〃 〃 5．000（4セ）

〃 ポンソー3R 〃 〃 〃

一 7．000（259）

〃 液体ポンソー3R 〃 〃 〃

一 9、000（1レ）
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生化学工業（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンフノし尉μP 測定回数｛［日い 価　格（円1・fl簡　考

アミラーゼアイソザイム アミラーゼアイソザイムAIテスト 各機種適応 インヒビター法 比色定量法 12，000

グリコヘモグロビン クイック・セ・フ イオン交換法 ミニカラム法 50 100 40，000

〃 グリク・アフィンGHb アフィニティー法 〃 〃 〃 35，000

〃 グリク・アフィンティスポ 〃 〃 〃 〃 55，000

グリコ・アノレブミン グリク・アフインシステム 〃 〃 〃 〃 87，300

グリコ・プロテイン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

エンドトキシン トキシカラーテスト 合成基質法 比色定㌔］：法 20 32，000

〃 トキシカラーシステム 〃 〃 〃

IgGサブクラス ヒトlgGサブクラスキ・ト

〃 Human　lgGIRID 一次元免疫拡散 フレート法 28検体 45，000

〃 〃　［9G2〃 〃 〃 〃 〃

〃 ”　IgG3” 〃 〃 〃 〃

〃 〃　IgG1〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　cOmbi〃 〃 〃 56検体 90，000

アイソザイム セルロゲル 電気泳動法

LYC NUシリーズUN－T1 糸ll川包ピ1重力角午机装iドi［コルタ・一社，卜：1）｜CS－C“8い モノクロー＋ル抗体法 螢光法 50テスト・川Oテスト 17，500・25，000

〃 ・ノ　　　NU－T2 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　NU－B1 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　NU－Nl 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　NU－TpSN 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　NU－TER 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　Nu－T｝川 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　NU－Ts　c 〃 〃 〃 〃 〃

〃 〃　　　NU－N2 〃 〃 〃 〃 〃

（株）相互生物医学研究所

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定戊∫法 サンプル扇：（μ1） 測定回数日口D 価　格（円）・備　考

HbALHbAIC モニターGカラム ディスポーザブノレミニカラムキソト イオン交換クロ
マトクラフィー一

50 50 37．500・50回用
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定方法 サンプル量（μD 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

HbA1 ニューA1カラム ディスポーザブルミニカラムキット イオン交換クロ
マトグラフィー

50 50 32，500／50回用

（株）相互生物医学研究所

（株）ダイアヤトロン

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

8項目 LPIA－1専用試薬 LPIA　SYSTEM　LPIA－1 ラテ汐ス免疫比濁法 Rate 項目による 項目による

13項目 LPIA－300専用試薬 〃　　　　　LPIA－300 〃 〃 〃 〃

RF イアトロエースRF 日立705，7050，736 〃 End　point 3 500

ASO イアトロエースASO 〃 〃 Rate 〃 〃

α一FP イアトロエースAFP 日立705，7050他 ホモジニアスEIA EI〕d　Point 20 250

フェリチン イアトロエース　フェリチン 〃 〃 〃 〃 〃

CRP イアトロエースCRP 2液系各機種 免疫比濁法 〃 機種による 機種による

IgG イアトロエースrgG 1液・r2液系各機種 〃 〃 〃 〃 検体希釈有及び無

工gA イアトロエースIgA 〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgM イアトロエースIgM 〃 〃 〃 〃 ∫∫ 〃

C3 イアトロエースC3 ” 〃 〃 〃 〃 検体希釈不要

C4 イアトロエースC4 〃 〃 〃 〃 〃 〃

β一LiPo イアトロエースβ一LIPO 〃 〃 〃 〃 〃

TG イアトロエースTG 2液系反応6分以．Lの各機種 酵素法（FG消去法） 〃 〃 〃

NEFA イアトロエースNEFA 2液系各機種 酵素法 〃 〃 〃

LAP イアトロエーヌ、LAP 〃 アミノサリチル酸法 〃 〃 〃

γ一GTP イアトロエースγ一GTP 〃 〃 〃 〃 〃

CK イアトロエースCPK 〃 UV－Rate Rate 〃 〃 耐熱性酵素GK使用

GLU イアトロエースGLU 〃 酵素法 End　Point 〃 〃

GLU グルコース測定用試薬 日立705，7050，736，TBA－Sシリーズ他 〃 uV　elld 〃 〃 耐熱性酵素GK使用

UA イアトロエースUA 2液系各機種 〃 End　Point 〃 〃 全試薬を溶液化

ATnl他 クロモレイトシリーズ コバス他 合成基質法 End　Point 〃 〃 1）LG、α2－PI

第一化学薬品（株）

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

ATIII テストチームATIIiキット 日立，東芝，コバス，セントリフィケム他 発色性合成基質法



α2－PI テストチームAPIキット 日立，東芝，コバス，セントリフィケム他’ 発色性合成基質法

PLG テストチームPLGキット 〃 〃

アポリポタンパクA－1 アポA－1オート「第一」 〃 免疫比濁法

〃　　　A＿II アポA－Hオート「第一」 〃 〃

B アポBオート「第一」 〃 〃

血清中胆汁酸 エンザバイル 〃 酵素比色法

IgG イムノテスタIgG 〃 免疫比濁法

IgA イムノテスタIgA 〃 〃

IgM イムノテスタlgM 〃 〃

AMY クリニメイトAMY 日立736形，東芝TBA－80S形他 G－5基質法

AMY クリニメイトAMY－C 〃 G－5－CNP法

CHO クリニメイトCHO 〃 酵素法

GOT クリニメイトGOT 〃 IFCC法

GPT クリニメイトGPT 〃 〃

LDH クリニメイトLDH 〃 ロプレスキー・ラ・デュー法

PL クリニメイトPL 〃 酵素法

UA クリニメイトUA 〃 〃

UN クリニメイトUN 〃 ウレアーゼ・GLDH法

ALP クリニメイトALP 〃 ベッセイ・ローリー法

GLU クリニメイトGLU ヘキソキナーゼ法

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

HTLV－III抗体 HTLV－III・EIA「アボット」 アボットコンタムII，アポットコンタマチック EIA法 二波長分光光度測定法 10 100

CEA CEA・EIA　II「アボット」 〃 〃 〃 100 〃

AFP AFP・EIA「アボット」 〃 〃 〃 25 〃

HBs抗原 オースザイムII 〃 〃 〃 200 〃

HBs抗体 オーサブ・EIA 〃 〃 〃 200 〃

HBc－M抗体 コアザイム．M 〃 〃 〃 10 〃

HBe抗原・抗体 HBe・EIA「アボット」 〃 〃 〃 抗原測定200
抗体　〃　10

〃



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

HA抗体 ハバブ・E工A アボットコンタムII，アボットコンタマチック EIA法 二灘扮光光度測定法 10 100

HふM抗体 ババブーM・EIA 〃 〃 〃 10 〃

インシュリン インシュリン・EIA「ダイ
ナボ・ト」

〃 〃 〃 loo 〃

クラミジア抗原 クラミジアザイム 〃 〃 〃 200 〃

T▲ T4　アソセイシステム TDXアナライザー FPIA法 50 〃

TBC T一ア・ブティク　〃 〃 FPA法 50 〃

GLU グルコース　　　〃 〃 FPIA法 3 〃

cHo 　　　一コレスァロール　〃 〃 〃 8 〃

エタノール エタノール　　　〃 〃 〃 50 〃

テオフィリン テオフィリン　　〃 〃 〃 〃 〃

フェニトィン フェニトィン　　〃 〃 〃 〃 〃

その他抗てんかん剤、抗不整脈剤，強心配糖体， 〃
｜ ｜

抗生物質、抗腫瘍剤，解熱鎮痛消炎剤 〃

” 　5θ　5θθJ 　　”∫

グリコヘモグロビンAl a－gemクリカテクト VI）スーハー等，二波長分析装置 可視部bd．P・、in｛法 5

G（．）T 〃　sGOT－AcT 〃 IFCC勧告案 紫外部Rak・法 5

GPT ”　SGI）T．　ICFr 〃 〃 〃 5

CK 〃　CK－NAC 〃 Szasz法 〃 1．25

その他22項目 〃 1．25～25

大日本製薬（株）

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

フェニトィン マーキ・・トAフェニトィン マーセンティアMR24 ELS 比色法 10 100 52，000

フェノバルヒタール マーキ・ソトAフェノバル
ビタール

〃
ノノ 〃 〃 〃 〃

ブリミドン マーキットAプリミドン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

カルバマゼヒン マーキットAカルバマゼヒ．ン 〃 〃 〃 〃 〃 〃

バルプロ酸 マーキットAバルブロ酸 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ゲンタマイシン マーキットゲンタマイシン 〃 〃 100 〃 58，000

トブラマイシン マーキットトブラマイシン 〃 〃 〃 〃 〃

アミカシン マーキットアミカシン 〃 〃 〃 〃 〃

ジゴキシン マーキットジゴキシン マーセンティアMR24 〃 〃 〃 〃 〃



ジギトキシン マーキットジギトキシン マーセンティアMR24 EIA 比色法 50 100 58，000

テオフィリン マーキットテオフィリン 〃 〃 10 〃 〃

α一FP マーキ・ノトα一フェトプロテイン マーセンティアMR24 〃 〃 100 〃 32，000

インスリン マーキットィンスリン 〃 〃 〃 200 〃 35，000

T4 マーキットサイロキシン 〃 〃 〃 25 〃 38，000

キニン マーキットAプラジキニン 〃 〃 〃 500 〃 〃

ASE マーゼキット 酵素法 〃 100 〃 35，000

LIP リパーゼキットS 〃 〃 50 〃 14，500

チバ・コーニング・ダイアグノスティックス（株）

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

T4 T4「コーニング」 RIA固相法 25 55，000（検体数120）

TBG TBG「コーニング」 〃 25 80，000（　〃　120）

T3 T3「コーニング」 〃 50 40，000（　〃　120）

TSH TSH「コーニング」 〃 100 35，000（　〃　120）

フェリチン フェリチン「コーニング」 〃 25 60，000（　〃　120）

フリーT3 フり一T3「コーニング」 ” 50 35，000（　〃　50）

フリーT4 フリーT4「コーニング」 〃 25 70，000（　〃　100）

T3 M－T3「コーニング」 〃 50 40，000（　〃　100）

T4 M－T4「コーニング」 〃 25 55，000（　〃　100）

TSH M－TSH「コーニング」 〃 100 35，000（　〃　100）

T3　U M－T3U「コーニング」 〃 100 50，000（　〃　100）

中外製薬（株）

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

γ一セミノプロティン ヂSm「中外」 EIA法 固相ビーズ法 200 100 90，000

79

デンカ生研（株）

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

ADA アデノシンデアミナーゼ
測定用試薬

東芝TBAシリーズ全機種，その他オート各機種 酵素法 Rate 機種により異なる 機種により異なる



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

Fe 血清鉄測定用試薬 東芝TBAシリーズ全機種，その他オート各機種 酵素法 End　Point 機種により異なる 機種により異なる

NEFA 遊離脂肪酸測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

AMY アミラーゼ測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 Rate 〃 〃

FG－TG
フリークリセロール除去ト
リグリセライド測定用試薬

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 GPO法 End　Point 〃 〃

GOT L．L－II　GOT 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Karmen法 Rate 〃 〃

GPT LL－IIGPT 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

LDH L．L－II　LDH（P） 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Wroblewski－LaDue法 〃 〃 〃

CK L．L－II　CPK 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Oliver法 〃 〃 〃

CAP シスチンアミノペプ
チダーゼ測定用試薬

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 UV法 〃 〃 〃

HBD HBD測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Rosalki法 〃 〃 〃

LDH LDH（L）測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Wacker法 〃 〃 〃

AL正） しLALP 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 GSCC法 〃 〃 〃

CHE し1、CHE 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 DTNB法 〃 〃 〃

LAP L．LLAP 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 Nagel法 〃 〃 〃

γ一GTP γ一GTp測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 OrlOwsk怯 〃 〃 〃

TG TG測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 酵素法 End　Point 〃 〃

PL P．L測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

UA UA測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

Mg M9測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 キンリジルブルー法 〃 〃 〃

T－CHO T℃HO測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 酵素法 〃 〃 〃

F．CHO F．CHO測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

HDL－CBO HDL－CHO測定用試薬 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃 〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定用試薬 東芝TBA－580 電極法

GLU GLu測定用試薬 〃 〃

二光バイオサイエンス（株）

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

PASC PAテストAr）P「NBS」 血小板凝集能測定装置 ADp濃度100μM

PASC PAテストコラーケン「NBS」 〃 コラーケン濃度　100μg／撤

PASC コラーゲンリエーンェントホルム 〃



81

日水製薬（株）

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

GOT・GPT GOT・GPT　HQオート
日立、東芝，日本屯子，島津，オリンパス，セ
ントリフィケム，コバス，アボット UV法 Rate

LDH LDH　HQオート 〃 UV法（P→L） 〃

ALP ALP　HQオート 〃 Bessey－L・wry法 〃

γ一GTP γ一GTP　HQオート 〃 Orlowski法 〃

LAP LAP　HQオート 〃
L．ロイシルーP一ニトロ

アニリド基質法
〃

CK CPK　HQオート
日立，東芝，島津，セントリフィケム，コバス，
アボット UV法

〃

TG V－TGHQオート
日立．東芝，日本電子，島津，オリンパス，セ
ントリフィケム，コバス，アボット

酵素法（LPL．GK，
GoP，　PoD法）

End　Point

T－CHO T－CHO　HQオート 〃 酵素法（CEH、COD
POD法｝

〃

PL PLHQオート 〃
酵．素法（PLD、CHol）

PoD法）
〃

NEFA NEFA　HQオート 日立，東芝，島津，オリンパス
酵素法（．、CS．、、CO
D法）

〃

UA UAHQオート
日立，東芝．日本’亀汽島津．オリンパス．セ
ントリフィケム，コバス，アボット

酵素法（uoD，
　　　Pou法）

〃

BUN BUN　HQオート 日立，東芝，島津，オリンパス ウレアーゼイン
ドフェノール法

〃

GLU GLU　HQオート
日．立，東芝，日本電子、島津，オリンパス，セ
ントリフィケム，コバス，アボット

酵素法（GoD、
　　　1）OD法）

〃

TP TPHQオート 〃 ビューレット法 〃

ALB ALB　HQオート 〃 BCG法 〃

TTT・ZTT TTT・ZTT　HQオート 〃 肝機能研究班準拠 〃

CRE CRE・HQオート 〃 ヤッフェ法 Rate

Ca Ca　HQオート 〃 0．CPC法 End　Point

T－Bil T－Bil－E 日立，東芝，コバス，アボット 酵素法 〃 調製後1ヵ月間安定

β一LP オートTIA一βリボ 日立，東芝，日本電子，島津，オリンパス，セ
ントリフィケム，コバス，アボット

免疫比濁法 〃

IgG・lgA・lgM オートTIA－G．　A，　Mセソト 〃 〃 〃

CRP オートTIA－CRPセット 〃 〃 〃

C3・C4 オートTIA－C3，C4セ・／ト 日立 〃 〃

Tf オートTIA一トランスフェリンセソト 日立 〃 〃

RF オートTIA－RF 日立 〃 〃



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

T－CHO ネスコートTC－V1 日立一705　他 酵素法・TOOS

TG ネスコートTG－VI 〃 〃

IgG ネヌ、コートlgG－Vl 〃 免疫比濁法

IgA ネ　フミ　コ　ー　　ト　［gA－yプ1 〃 〃

IgM ネスコートIgM－Vl 〃 〃

C3 ネスコートC3．V1 〃 〃

C4 ネスコートC4．V1 〃 〃

CRP ネスコートCRP－Vl 〃 〃

その他 ネヌ、コートVlシリーズ 〃
FC，　BL，　P▲．，　GOT、　GPT，

他計22項目

T－CHO ネスコートTC．V2 日」ン：＿705，　日．、アー736，TBA－Sシリーズ 酵素法・DAOS

TG ネスコートTG．V2 〃 酵素法・ADOS

その他 ネスコートV2シリーズ 〃
BL，PL，NEFA．（二〇T，
Gl）T他計19項目

NEFA ネスコートNEFA－V3 日立736，他スーパーマルチ自動分析機 ACS・ACO酵素’法

AMY ネヌ、コートAMY＿V3 〃 pNP－G7法

その他 ネスコートV3シリーズ 〃
LAP，CK，α一HBD，Ch．　E

他計28項目

TC ネスコートTC．V5 日、ヒー736，TBA－Sシリーズ 酵素法・DAOs

NEFへ ネスコートNEFA－V5 〃 ACS・ACO酵素法

その他 ネスコートV5シリーズ 〃
FC、　PL，　GOT、　GPT，　ALP，

他27項目

T，F－Cllo ネヌ、コートTC，　FC－Vx JCA　VX－1000 酵素法・PAOS

BI’ ネスコートBL－Vx 〃 免疫比濁法

TG ネスコートTG－Vx 〃 酵素法・ADoS

NEFA ネスコートNEFA－Vx 〃 ACS・AcO酵素法

BIIメ ネヌ、コートT、D－Bi［－Vx 〃 アゾビリルビン変法

LIP ネスコートリパーゼキットーVド 日、仁705他 UV法
BII」 ネスコートT，．D－Bn－Vr： 〃 酵素法



日本モニター（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定杭去 サンフ山1：〔μ1〕 川定回数川・ 価　　格‘円1・備　　考

Fe PTF600鉄1貝1j定、1式薬 ザ・ハラレル、モニター－KDAj｛・杁’1736．
東．ごどTB．S＿80S　f也 PTF．600法 EndP‘）川〔 機村．による 機村による

日BC PTド600じIB（1測定試薬 〃 〃 ” 〃 〃

Nlg マグネシウム測定用試薬 〃 calmagitや法 〃 〃 ” 1∠応‖与間1分

Ca カルシウム測定用試薬 ’∫ ｛〕．cPc法 〃 〃 〃 〃

CK デコ．ラザイムCPK 〃 R。dki変法 Ra〔い 〃 〃 調整後2．週間安〃這

AST テ’ユラザイムGOT’AsT 〃 IFcc変法 〃 〃 〃 1洞整後3〔1日間安定

AL’F デュラザイムGpT　ALT 〃 〃 〃 〃 〃 〃

ALP デコ．ラサイム八LP 〃

1）＿二　ト　ロ　ーノ　．τ．ニノし

　燐酸基質法
〃 〃 〃 〃

CO2 co2測定用試・※ 〃 酵素法 〃 〃 〃 〃

〃 LD日測定用試薬 モニターKDA，ザ・パラレル他 AMB．610法 〃 〃 〃 〃

GLU デュラザィムグルコース アポ・ト他 ヘキソキ＋一ゼ法 Elld　i）oinl 〃 〃 〃

〃 不オフロームII モニターKDA、ザ・ハラレノし他
ク’

ルコ…スオキ
シター一ゼ法

〃 〃 〃 〃

BUN BUN測定用試薬 〃 O一フタルアルテ
ヒド法

〃 〃 〃

cl クロライ　ド測フL用試薬 〃 TPTz法 〃 〃 ’1

TP 総蛋自測定用試薬 〃 ピコ、ウレ　・ト法 〃 〃 〃

ALB アルブミン測定月L，式薬 〃 BCG法 〃 〃 〃

n） 無機燐測定用。式薬 ’） ホリビニルヒ．ロ
リト’ン法

〃 〃 〃

TG トリグリセライド測定用試薬 モニターKD八，　ザ・パラレル，　日、ン：736、
東芝－TB．．＼－80S 酵素法 〃 〃 〃 」口三唐∬ク“リ　セロー一ル詩ll」バ去

T－c日o 総コレステロール測定用試薬 モニターKDA，ザ・ハラレル他 〃 〃 〃 〃

7’一（；TP γ一GTP測定用、i式薬 〃
ノークルクミノし．－P－

．ニトロアニリト法
Rate 〃 〃

C日E コリンェステラーゼ測定用試薬 〃

プ’ チリルチオコ
リン基賀法

〃 〃 〃

D－Bi1 直接ピリルピン｛則定用試薬 〃
Jendドassk・GI・〈）f

変法
End　l）oi川 〃 〃

T－Bi［ 総ビリルビン測定用試薬 〃
〃

〃 〃 〃

CRP CRP測定用試薬 モニターKDA，ザ・ハラレル 免疫比濁法 〃 〃 〃

CRE クレアチニン測定用試薬 モニターKDA，ザ・ハラレル他 Jaff6変法 Ralい 〃 〃

83



日本ロシュ（株）
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンプル量（μ1） 測定回数（回） 価　格（円）・備　考

GoT 　　　　PMAキソト‘ロシュ」GOT（GSCC） COBAS　MIRA、COBAS　BIO、COBAS　FARA他 じV法（GsC（勧告剰 Rate

〃 〃　　　　　GoT日Fc（ 〃 じV法｛IFCC勧告案） 〃

GP7F 〃　　　　　　　　　　GP7r｛GSCC） 〃 UV漁GSCC勧告案〕 〃

〃 〃　　　　　o）T（IFcc） 〃 UV法（IFCC勧告案） 〃

LDH 〃　　　　　　　　　LDH〔GSCC〕 〃 UV法（GSCC勧告案） 〃

〃 〃　　　　　LDH（IFCCl 〃 UV法dFCC勧告案） 〃

CK 〃　　　　　　　　　CK　NAC 〃 UV法 〃

lP 〃　　　無機リン 〃 リンモリブデン酸法 End　I）oint

GoT コノミズ、U一キッ　ト　GOT 〃 UV法 Rate

GP’F 〃　　　　GPT 〃 〃 〃

ILP 〃　　　　ALP 〃 Kind－Kin9変法 ∫ノ

CK 〃　　　　　　　CK　NAC 〃 UV法 〃

アーGTP 〃　　　γ一GT 〃
γ一ク’ルタミル・－P一ニ

トロアニリドハ‘t質法
〃

ca 〃　　　カルシウムMTB 〃 MTB法 P：ndI）〔〕i川

CRENIN 〃　　　　　クレアチニン 〃 Jaffさ法 〃

T－c日o 　　　　’∫∫　コレスァロー，レP．・／1） 〃 酵素法 〃

GLゼ 〃　　　　　　グリ　コースHK 〃 ” 〃

TG 〃　トリグリセライドINT 〃
〃

〃

u．．／ 〃　　　　尿酸PAP 〃 〃 〃

P7F
ヵル、シウムトロンボブラスチン‘ロンユ」

COBAS　FIBRO他 100 50，250

M）TT 1）TT、i式薬「ロシュ」 〃 100 100，200

F9 トロンビン試薬「ロシコ．」 〃 200 50

ベーリンガー・マンハイム山之内（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　用　　機　　種　　名 測定原理 測定ノ∫法 サンプル翠：（μ1： 測定回数（回）
flHi　　　　　　　　‡各　　（　　円　　）　　　　．　　　f藺　　　　　　　　　考

yMY 自動分析用α一アミラーゼ 日立，　クリナライザー一，セントリフィケム
など

酵素比色法 Rate

アイソアミラーゼ
rl動分析川α一アミラーゼ
補助試薬（アイソアミラ・・ゼ測定用） 日立，　東芝，島津，COBASなど インヒビター法 〃

LIP モノテストん10・リハーゼ ll立，　ABBOTT－Vl）など 比濁法 ”
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キモトリプシン モノテスト⑪キモトリプシン ABBOTT－VPなど 比色法 Rate

CK－MB モノテスト⑪CK－MB 日立705，セントリフィケム，ABBOTT－VPなど 免疫阻害法 〃

ACP
モノテスト⑱回　　酸ボスファターゼ

日立705，セントリフィケム，TBAなど 比色法 〃

AST 自動分析用GOT　IFCC 日立，クリナライザー，TBAなど IFCC準拠法 〃

ALT 自動分析用GPT　IFCC 〃 〃 〃

AST他 日立736形用試薬 日立736

〃 クリナVX1000用試薬 JCA－VX1000

T4 EIAテストT4「BMY」 エンチムンテストES22、エンチムンテストES600 競合法 EIA 20 100

T3 EIAテストT3「BMY」 〃 〃 〃 100 100

TBK EIAテストTBK「BMY」 〃 〃 〃 10 100

TSH EIAテストTSH「BMY」 〃 サンドイッチ法 〃 200 100

CEA EIAテストCEA「BMY」 〃 〃 〃 100 100

α＿FP EIAテストAFP「BMY」 〃 〃 〃 200 100

フェリチン EIAテストフェリチン「BMY」 〃 〃 〃 20 100

PT トロンボプラスチン［司 KC10など 凝固時間法

APTT PTT回1iquid 〃 〃

Fg ブイブリノーゲン［司 〃 トロンビン法

FDP FDPテスト ラテックス凝集法

FM FMテスト 赤血球凝集法

ATIII ATIIIテスト「BMY」 COBAS　BIO／FARA，日立705など 合成基質法

複合因子 複合因子（F．II．W．　X）
測定用試薬 KCIOなど 凝固時間法

ベックマン・ジャパン（株）

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

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

ALT ”　　　　　ALT 〃 ヘンリー法 〃 〃 〃

ALP 〃　　　　　ALP 〃 ベッシーローリー法 〃 〃 〃

AMY 〃　アミラーゼDS 〃 マルトテトラオースUV法 〃 〃 〃

その他6項目 〃 〃 〃 〃



ベックマン・ジャパン（株）
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンプパミ：（μ1） 測定回数（回） 価　格（III）・備　　考

Na／K Na／K試薬キット ASTRA 電極法 50 〃

C1 cl　　　　　　　　〃 〃 比例電Ill：滴定 8

CO2 CO2　　　　　　　〃 〃 P日レート 12

GLU （；Lじ　　　　　　　　〃 〃 酸素消費レート lo

その他18項目 〃

Na，　K，　CL　CO2 E4A試薬キット システムE4A 電極法 50

Na、　K，　Cl E3A　　〃 システムE3A 〃 50

Na，　K E2A システムE2A 〃 50

蛋白分画 SPEキット バラゴン，ヘレナ，コーニング他 電気泳動 アガロースゲル
電気泳動 3～5 100

〃 SPE．IIキット 〃 〃 〃 〃 80

その他5項目 〃

IgG IgG試薬キット「べ．・クマン」 オートICS，　ICS レートネフェロ
メトリー

レー一ト法，ワンポイン

トキヤリプレー／3ン 42～100 100

IgA Ig八　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

IgM IgM　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

C3他10項目 〃 〃 〃 〃 〃

フェニトイン P田試薬キット「ベックマン」 〃 〃 〃 〃 〃

フェノビタール PHE　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

ブリミドン PRI　　　　　〃 〃 〃 〃 〃 〃

ティフィリン他薬物3品目 〃 〃 〃 〃 〃

（株）ミズホメディー

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

AsT ARシリーズGoT
日・ア736，TBA－Sシリーズ，　CL－20など微量：
型機種全般 UV法 Rate 機種により異なる 機種によリ異なる

ALT ARシリーズGI）T 〃 〃 〃 〃 〃

LD卜．｛ ARシリーズLDH 〃 ピルビン酸基質UV法 〃 〃 〃

ALP ARシリーズALI） 〃

P．ニトロフェニルリン酸基質法

〃 〃 〃

γ一GTP ARシリーズたGTp 〃
L一γクルタミノし

P一ニトロアニリド基質法
〃 〃 〃

CK ARシリーズCI）K 〃 UV法 〃 〃 〃

AMY ARシリーズAMY－7 〃 PNP－G7基質法 〃 〃 〃
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TG ARシリーズTG＿F
日・ン：736，TBA－Sシリーズ，　CL－20など微量型機種全般 1酵素法一フ1トークリセ

ロー一し処理法1
En〔［PoinI 機種により異なる 機種により異なる

PL ARシリーズPl、 〃 酵素法 〃 〃 〃

BUN ARシリーズBUN 〃 ウレアーゼUV法 Rate ” 〃

ピA ARシリーズUA 〃 酵素法 Elld　I）oi川 〃 〃

CRE ARシリーズCRE（E、 〃 〃 Rate 〃 〃

GLU ARシリーズGLU 〃 ムタロターゼ法 Elld　Point 〃 〃

T一αIO ARシリーズT－CHO 〃 酵素法 〃 〃 〃

日立705専用試薬APシリーズ 日、ン：705 　Rate
En〔l　P‘）int

日立7050専用試薬ATシリーズ 日、㌧：7050 〃

VX－1000専用試薬VXシリーズ 日本電子クリナライザーVX－1000 〃

自動分析装置用試薬KEシリーズ 各種自動分析装置 Elld　P↓｝i川 機種により異なる 機種によリ異なる

自動分析装置用試薬KRシリーズ 〃 Rate 〃 〃

CRI） CRP－MIZ田o
ディスクリートタイプ川・日“’1．東芝，島il、テク
ト　ロン，オ　リ　ンノマス、，『アポ　　・ト　など〕 免疫比濁法 End正）《川t 〃 〃

IgG，　lgA、　lgM IgG．　A．　M．－MIZUHo 〃 〃 〃 〃 〃

Tf ’ 1、rこ1rlsf（～rrir1－N1［Zl　「｝｛（） 〃 〃 〃 〃 〃

RF RF－MIZUHO 〃 〃 〃 〃 〃

ATIII等 スタクロムCGシリーズ
日・フ：705，C（⊃BAS，　ABBOTT＿VP，　TBA－480
テクトロンーXSなど

発色性合成基質法 　Ratい
End　P《レint

〃 〃

ラボシステム・ジャパ

山之内製薬（株）

和光純薬工業（株）

ン（株）

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定方法 サンフル罰μ1） 測定回数曲巾 価　格（円い備　考

便潜血 FECA－EIA FP900シリーズ分析装置，ユニスキャンII
分光分析計 EIA 比色法 便浸透ディスク lO8 83，OOO

測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測定万法 サンフル摘μ1） 測定回数（1日D 価　　格（円）・備　　考

GLU BMテストBS20－800 レフロラ　，クフ、II 試験紙法 、式験紙法 全ll｜［1滴 25 目視も1｜∫

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

ALB他 一ARシリーズ
ティスクリートタイフ「汎用（日“ノ：，東芝，島津，

日本電r・，オリンハス他）



和光純薬工業（株）
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測　定　項　目 商　　品　　名 適　　　用　　　機　　　種　　　名 測定原理 測’定戊元法 サンプル品（μD 測定回数（［μD 価　　格（IID・備　　考

ALP他 ． IRIIシリーズ
ディスクリートタイブ汎用（日立，東芝，島津，
日本電∫・，オリンパス他）

GoT他 ． ARIIIシll一ズ 〃

GLu他 FAテストシリーズ ファー一スト・アナライサータイプ（セントリ
フィケム，アポ・ト，コバス等）

BUN他 HAテヌ、トシリーズ B　σ：705　・　日・立7050

TG他 TAテヌ、トシリーズ 東芝TBA－380

TG他 TA480テヌ、トシリーズ 東芝TBA480

LDH他 NAテストシリーズ 日本屯rクリナライザーVX－1000

AMY他 ． HRシリーズ B、ン：736シリーズ

GoT他 ．ORシリーズ オリンハスAcA8000

TG他 ．TRシリーズ 東芝TBA－Sシリーズ

GPT他 一 〇Aテヌ、トシリーズ オリンパスAU500・550

CK他 ．SRシリーズ テクニコンSMAc



隠シト：一・ル嵐溝．
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商　　　　　品　　　　　名 川　　　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
　（lnり

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

酵i素コン　トロールーN、　一ト：

　　　「アスカ・シグマ」

酸ホスファターゼ，アルドラーゼ，ALP，α一AMY，＞LGT，　LDH．　PHI他

正常・異常 ○ 3m尼×10 12，000 米国・シグマ社製

生fヒ学：コン　トロールーN、－A
　　　「アスカ・シグマ」

酸ホスファターゼ，ALB，　GOT，　GPT，　ALP，Bil，　CK，　GLU他

正常・異常 ○ 5m£×20 35，000 〃

5’－ND　コン　トローノレ…N，－E
　　　「アスカ・シグマ」 5Lヌクレオチダーゼ 正常・異常 ○ 2mψ×6 10，000 〃

G　llB　コントロー一ルーN．　一ト：

　　　「アスカ・シグマ」 グリコヘモグロビン 正常・異常 ○ 0．5mf×6 23，000 〃

f渉酉麩コ　ン　　ト　ローノレーN．　－E

　　　「アスカ・シグマ」 蔭酸 正常・異常 ○ 5m£×6 12，000 〃

エタノールコントロールーIL－1．
　　　「アスカ・シグマ」 エタノール 高値・低値 ○ 2m£×6 13，500 〃

ALP・アイソザイムコントロール
　　　「アスカ・シグマ」 ALP一アイソザイム 0．5mも 4，000 〃

CK　アイソザイムコントロール
　　　「アスカ・シグマ」 CK一アイソザイム 0．5mも 4，000 〃

LDH．アイソザイムコントロール
　　　「アスカ・シグマ」 LDH一アイソザイム 0．5mゼ 4，000 〃

抗核抗体コントロールーB．－N．－S
　　　「アスカ・シグマ」 抗核抗体

ホモジニアス陽性ヌクレオラー　　〃

スベクル　ド　〃
0．5m£×4 8，000 〃

自L［才元イ本コン　トロールーP、－N
　　　「アスカ・シグマ」 自己抗体 　ArDNA陽性

ANA，　An－DNA陰性
0．5m£×4 8，000 〃

ウエルカム・ダイアグノスティックス・ジャパン（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析1直表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m川

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

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

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

〃 20項目のうちから11項目以上を選択 正常および異常 × 3m£×24 180，000

バクスタートラベノール（株）（旧：AHS／Japan）

商　　　　　　品　　　　　　名 測　　　定　　　　項　　　　目
　　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装1 単位
　　（lnり

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

スタット　ケミストリー　コントロールL－1
Na，　K，　Cl，　Ca，　Ca＋＋．　T－CO2．　pH，　BUN，

GLU．　TP，　Osmol
異常 ○ 5mゼ×24 35，000

〃　　　　　　　　　　1∫2 〃 正常 ○ 5m£×24 35，000

〃　　　　　　　　　　L－3 〃 異常 ○ 5mも×24 35，000

〃　　　マルチレベルパック 正常／異常 ○ 5m£×24 35，000
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栄研化学（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　　（m2）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

リピッドセーラム1 HDL－CHO他 正常 ○ 3m尼×5 7，500

リピッドセーラムII T－CHO他 異常 ○ 3m£×5 10，000

　　　一TZセーフム TTT，　ZTT 〃 ○ 3mL×5 5，500

　　　一BLセーフム β一リボ蛋白 正常 ○ 3m尼×5 7，500

デシジョンLEVEL　1 液体血清 低値 ○ 20mε×4 31，000 ベックマン杜製

デシジョンLEVEL　2 〃 中間値 ○ 20m£×4 31，000 〃

デシジョンLEVEL　3 〃 高値 ○ 20m尼×4 31，000 〃

デシジョンマルチ 〃 低・中・高値 ○ LEVEL1，2，3各2 45，000 〃

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

オーソノーマル（アブノーマル）コントロール血清 生化学を中心とした47成分 正常（異常） ○ 5mど×6
5m£×6

8，500

オーソセーラ・ノーマル（アブノーマル） 生化学を中心とした33成分 正常（異常） ○ 5m乏×6
5m£×6

6，600

OQCセーラ・ノーマル（アブノーマル） 生化学中心 正常（異常） × 5m£×6
5mεX6

5，000

オーソCKアイソザイムコントロール CKI（BB），　CK2（MB），　CK3（MM） ○ 1m£×5 16，000

オーソLDアイソザイムコントロール LD－1，　LD－2，　LD－3，　LD－4，　LD－5 ○ 1mC×5 15，000

オーソ　リーガンドアッセイコントロール AFP，　CEA等癌マーカーを含む31成分 A，B、Cの三濃度 ○ （5m£×5）×3 50，000

オーソプラズマレニンコントロール 活性プラズマレニン
アルドステロン

二濃度 ○ （3m尼×5）×2 40，000

オーソコントロール尿1／II 尿蛋白，尿糖，ウロビリノゲン
を含む47成分（妊婦尿／非妊婦尿）

○ 25m尼×10
25m尼×10

33，000
33，000

オーソ髄液コントロール 総蛋白，糖等を含む6成分
（ヒト髄液原料）

○ 3mε×10 35，000

オーソ　リピットプロファイルコントロール HDL－CHO，アポプロテインーB等を含む
6成分

二濃度 ○ （5m尼×5）×2 40，000

オーソ高ピリルビンコントロール D－Bil，新生児Bilを含む23成分　　　　・ ○ 3m£×10 16，000

オーソグリコヘモグロビンコントロール 二濃度 ○ （1m£×5）×2 35，000

オーソ　リファレンス　血清 生化学を中心とした23成分 ○ 50mε×20 100，000
SMAII，　SMA6／60．　SMAl2／60
AAIIなどのキャリブレーション専用

オーソTDMコントロール1 カルバマゼピン，フェニトイン等
を含む7成分　　　　・ 二濃度 ○ （10m£×5）×2 45，000 抗てんかん剤成分中心

オーソTDMコントロールII ジゴキシン等を含む7成分 二濃度 ○ （5m£×5）×2 31，000 循環器官用剤成分中心
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（株）カイノス

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　格
（円）

備　　　　　　　考

DECISION「KAINOS」Multipack 酵素，脂質，糖，含窒素成分，電解質 正・異 ○ 20mε×6 45，000
米国べ／クマン社製、㈱カイノス発売，
液状コントロール血清

DECISION　「KAINOS」Level　1 〃 異常（低値） ○ 20m£×4 31，000 〃

DECISION　「KAINOS」Level　2 〃 正常 ○ 20m£×4 31，000 〃

DECISION　「KAINOS」Level　3 〃 異常（高値） ○ 20mε×4 31，000 〃

Ultimate－D　Level　1 T－Bil，　D－Bil ○ 3mε×10 39，000 〃

Ultimate－D　Leve12 〃 ○ 3m£×10 39，000 〃

Ultimate－D　Leve13 〃 ○ 3m尼×10 39，000 〃

Ultimate－D　Leve14 〃 ○ 3m£×10 39，000 〃

1．D．－Zone（Normal） 蛋白分画用 正常 ○ 2mε×6 44，000 〃

ID．－Zone（Abnormal） 〃 異常 ○ 2m4×6 44，000 〃

EIA一マルチコントロール1 AFP，インシュリン，　CEA，フェリチン 低値 ○ 1mε用×6 8，000
製造元：三井製薬工業株式会社
EIA精度管理用コントロール血清

EIA一マルチコントロールII 〃 高値 ○ 1mε用×6 8，000 〃

EIA－lgE　コントロール1 IgE 低値 ○ 1m£用×2 10，000 〃

EIA－IgE　コントロールII 〃 高値 ○ 1戚用×2 10，000 〃

片山化学工業（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

ビリルビン標準血清 T－Bil，　D－Bi1 高値 ○ 3m尼用×5 7，500

P－，S一アミラーゼコントロール P－Amy，　S－Amy ○ 各1酩用×5 20，000

ローゼルム 酵素，脂質，蛋白，免疫，無機物　他 正常 ○ 51酩用×10 12，500 総販売元：三光純薬（株）

ハイゼルム 〃 高値 ○ 5m£用×10 12，500 〃

リピッドゼルム 脂質 高値 ○ 3m尼用×10 15，000 〃

TZゼルム TTT，　ZTT 高値 ○ 3m£用×10 12，000 〃
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協和メデックス（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　考

リカートンL－1 脂質用 正常 ○ 5m£×10 17，000 液状血清BIOYEDA社製

リカートンL－II 〃 異常 ○ 5m£×10 20，000 〃　　　　　　　　　　〃

〃　　　EA－1 酵素用 正常 ○ 5m£×10 17，000 〃　　　　　　　　　　〃

〃　　　EA－II 〃 異常 ○ 5m£×10 20，000 〃　　　　　　　　　　　〃

〃　　　EB口 〃 正常 ○ 5m尼×10 17，000 〃　　　　　　　　　　〃

〃　　　EI3－II 〃 異常 ○ 5m£×10 20，000 〃　　　　　　　　　　〃

〃　　　s－1 電解質・糖・含窒素用 正常 ○ 5m£×10 17，000 〃　　　　　　　　　　　〃

〃　　　S－II 〃 異常 ○ 5m尼×10 20，000 〃　　　　　　　　　　〃

クーパーバイオメディカル（株）

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

　分析値表」ミ

未分析の別（○×）

包装単位
　　（m£）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

OMEGAコントロール∬且清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白 正常 ○ 5m尼×10

OMEGAコントロール血．清II 〃 異常 ○ 5m£×10

OMEGA高ビリルビンコントロール血清 T－Bil，　D－Bil 異常 ○ 2m£×10

OMEGAリガンドコントロール1血清 ホルモン，薬物、ガン蛋白，神経伝達物 正常，中異常，異常 ○ 5m£×6 RIA，　EIA用

OMEGA　TDMコントロール血清 抗てんかん薬，抗不整脈剤，抗生物質　他 有効域，中毒域 ○ 3m£×12

OMEGAリピッドフラクションコントロール血清 脂質，アポ蛋白 正常 ○ 3m£×5 HDL－CHO用

OMEGA凝固コントロール血漿 PT，　APTT，　Fg 正常，中異常，異常 × 1m£×10

Q－PAKコントロール」01清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白 正常 ○ 5m£×6

Q－PAKコントロール宜且清II 〃 異常 ○ 5m4×6

Q－PAK自動分析用標準血清 〃 異常 ○ 50m£×10 テクニコンSMA，デュポンaca，
ベックマンASTRA．表示

脳脊髄液コントロール（液状） GLU，塩化物，総蛋白，蛋白分画 正常 ○ 5mC×1 液状

イムノロジーコントロール血清
IgG，　IgA，　IgM，　C　3，C4

トランスフェリン，α1AT，ハプトグロビン
正常 ○ 0．5m尼×3 液状

血球コントロールPARA　7 WBC，　RBC，　Hgb，　Hct，　MCV，

MCH，　MCHC
低異常，正常，高異常 ○ 2．5m尼／8m£

血球コントロールPARA　8
WBC，　RBC，　Hgb，　Hct，　MCV，

MCH，　MCHC，　PLT
〃 ○ 2．5m£／8m£

1血球コントロールPARAI2
WBC，　RBC，　Hgb，　Hct，　MCV，　MCH，MCHC，
RDW，　PLT，　LYMPH，　MONO，GRAN，

〃 ○ 2．5m尼 白血球3分類表示



国際試薬（株）

94

商　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m幻

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

モニ・トロール・1 電解質，酵素，脂質　他 正常 ○ 5m∬（乾燥）×10 18，000 米・デイド社製（販売：国際試薬、ミドリト字）

モニ・トロール・II 〃 異常 ○ 5m£（乾燥）×10 18，000 〃

モニ・トロール・1・X 〃 正常 × 10mε（乾燥）×10 16，500 〃

モニ・トロール・II・X 〃 異常 × 10m£（乾燥）×10 16，500 〃

ラブ・トロール 電解質　その他 正常 ○ 3．5m£×6 9，000 〃

パソ・トロール 〃 異常 ○ 3．5m£×6 9，000 〃

トライ・ラックR ホルモン 3濃度 ○ 5m£×6 32，000 〃

TDMコントロール3濃度 血中薬物濃度 3濃度 ○ 5m£×9 35，000 〃

プリファー1 血液ガス分析 アシドーシス ○ 30アンプル 30，000 〃

プリファーII 〃 ノーマル ○ 30アンプル 30，000 〃

プリフアーIII 〃 アルカローシス ○ 30アンプル 30，000 〃

ディフトロール7（3濃度） 血球計算全般 3濃度 ○
ぱ）5m㍑2・（高ノ5mψ×2
日氏）5m～×2 35，000 〃　　　1血球製品

ビリトロール Bil 異常 ○ 2m£（乾燥）×6 6，000 製造：国際試薬（販売：国際試薬，ミドリ十字）

リピトロール 脂質 異常 ○ 2m玖乾燥）×6 20，000 〃

TZトロール TTT，　ZTT 異常 ○ 3m£（乾燥）×6 7，000 〃

三光純薬（株）

商　　　　　晶　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（mり

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

EXAノーマルコントロール 酵素，脂質，電解質，糖，蛋白　他 正常 ○ 5m£×6 8，500

EXAアブノーマルコントロール 〃 異常 ○ 5m£×6 8，500

一EXA尿コントロール1 電解質，ホルモン　他 正常 ○ 25m£×6 ］9，500

EXA尿コントロールII 〃 異常 ○ 25m£×6 19，500

EXAリピッドコントロール 脂質 2レベル ○ （5m2用×3）×2 23，000

EXAリーガンドコントロール RIA，　EIA項目 3レベル ○ （5mf用×4）×3 40，000

EXAグリコヘモグロビンコントロール Hb，グリコヘモグロビン 2レベル ○ （1m暇×3）×2 21，000

EXA　CKアイソザイムコントロール CKアイソザイム ○ 1mf×4 12，500



EXA　LDアイソザイムコントロール LDアイソザイム ○ 1mゼ×4 12，000

EXA髄液コントロール 蛋白、糖，電解質　他 ○ 3mL×4 14，000

EXA高ビリルビンコントロール Bil 異常 ○ 3m之×6 9，600

EXAリファレンス｛血L清 酵素，脂質　他 正常・異常 × 50mε×10 50，000

EXA　TDMコントロール1 抗てんかん剤 2レベル ○ （10m£用×4）×2 36，000

〃　　　　　　II 循環器官用剤 〃 ○ （5mれ手1×4）×2 24，800

〃　　　　　　III Toxicology 〃 ○ （10m£用×4）×2 36，000

シノテスト商事（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　／mぞ）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

OMEGA　コントロール血清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分他 正常 ○ 5m£×10 16，000

OMEGA　コントロール血清II 〃 異常 ○ 5mゼ×10 16，000

OMEGA　高ビリルビンコントロール血清 T－Bil，　D－Bil 異常 ○ 2mU×10 16，000

OMEGA　リピッドフラクションコントロール血清 脂質，アポ蛋白 正常 ○ 3m£×5 20，000 1二約注文品

OMEGA　リガンドコントロール血清 ガン蛋白，ホルモン，神経伝達物質，薬物 低異常・正常・高異常 ○ 5m£×6 24，000

Q．PAKコントロール］血1清1 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分他 正常 ○ 5m£×6 7，600

Q－PAKコントロール1血1清II 〃 異常 ○ 5m乏×6 7，600

Q－PAK自動分析用標準血清 含窒素，脂質，電解質，酵素，蛋白成分他 異常 ○ 50mρ×10 55，000

UR－SURE尿化学コントロール1，II 一般成分，内分泌，重金属，性状　他 正常・異常 ○ 各25mぐ×3 各10，000

OMEGA凝固コントロール血漿 PT，　APTT，　Fg 正常・中異常・高異常 × 各1mゼ×10 10，000
（16，000）

イムノロジーコントロール血清 α1－AT，　HPG，
IgG，　IgA，　lgM，　C3，　C4，　TRFR

正常 ○ 0．5mゼ×3 9，000

ヘマトロジー血球コントロールPARA　7 RBC，　WBC，　Hb，　Ht，　MCV．

MCII，　MCHC
低異常・正常・高異常 ○ 8m（「×12，　8mピ×8

2．5mゼ×12，2，5m収8
lob、o〔｝o，7L（loo

39，00〔〕，26、〔｝1｝0

ヘマトロジー血球コントロールPARA　8 RBC，　WBC，　Hb，　Ilt，　MCV，

MCB，　MCHC，　PLr
〃 ○

8m（‘×12，　8m（‘×8

2，5mf×12，2，5m収8

1工6．O〈〕↓），79，0川

42、〔｝〔〕O，28．000

（株）常光

95

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（mψ）

価　　格

　（FIJ）
備　　　　　　　　考

分画トロール「常光」“ノーマル，、 亀気泳動用コントロール血清 正常 ○ 0．5mぐ×10 18，000 1本　約1週間使用n∫能

分画トロール「常光ゴアブノーマル，、 電気泳動用コントロール血清 異常 ○ 0．5mf×10 18，000
1　　ノトこ　　　系｛J　l　j星］「｛ηf4三1平ヨ　ロ∫『「旨



生化学工業（株）
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商　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

アミラーゼアイソザイムコントロール「アミラーゼP／Sスタンダード」

P－Amy，　S－Amy， ○ 1m£×6 9，600

グllコヘモグロピンコントロール「ファーストヘモグロビンコントロール」

グリコヘモグロビン
N【）rmal　R翻ge
Intermediate　”
Elev剛ed　　　”

0．5m尼 5，000 ISOLAB社製

グリクーアフィンGHbコントロール 〃 〃 ○ 1．Omε 5，600 〃

エンドトキシン検出（プレゲル）「プラスコントロール（エンドトキシン）」

エンドトキシン ○ 3アンプル 2，000

エンドトキシン検出（プレゲルS）「LPSコントロール）」

〃 ○ 〃 3，000

エンドトキシン検出（トキシカラーシステム）「ET－1セ・ト」

〃 ○ バイアル 3，000

エンドトキシン検出（トキシカラーシステム）「ET－2セット」

〃 ○ 〃 3，000

（株）ダイアヤトロン

0

0

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（㎡）

価　格
（円）

備　　　　　　　考

セラケムノーマルコントロール血清 酵素・脂質・電解質他23項目 正常 ○ 5mε用×12 18，000 米国・フィッシャー社製

セラケムアプノーマルコントロール血清 〃 異常 ○ 〃 18，000 〃

血液ガスコントロール
　　マルチパック　abc

pH，　Pco2，　Po2， 正常・異常 ○ 2m尼×30 29，000 米国・IL社製

血液ガスコントロール
　　ノーマル　abc

〃 正常 ○ 2m尼×50 49，000 〃

血液ガスコントロール
　　アルカローシス　abc

〃 異常 ○ 〃 49，000 〃

血液ガスコントロール
　　アシドーシスabc

〃 異常 ○ 〃 49，000 〃

ダイナボット（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

TDXT4・コントロール T4 低中高濃度 ○ 2．5mε×3 5，000

Tイップテイク・コントロール TBC 〃 ○ 〃 5，000

グルコース・コントロール GLU 〃 ○ 5，000

コレステロール・コントロール CHO 〃 ○ 　　、1．5m£×3 5，000

エタノール・コントロール エタノール 〃 ○ 4．01酩×3 5，000

テオフィリン・コントロール テオフィリン 〃 ○ 2．5m£×3 5，000



TDXフェニトィン・コントロール フェニトイン 低中高濃度 ○ 2．5m£×3 5，000

フェノバルピタール・コントロール フェノバルビタール 〃 ○ 〃 5，000

カルバマゼピン・コントロール カルバマゼピン 〃 ○ 〃 5，000

バルプロ酸・コントロール バルプロ酸 〃 ○ 〃 5，000

その他　抗てんかん剤，抗不整脈剤，強心配
糖体、抗生物質，抗腫瘍剤，解熱鎮痛消炎剤

〃

デンカ生研（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（mの

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

コ　ン　ト　ローノレ」血L詐†　　　生石汗 28項目 異常 ○ 3m£×10 8，400

〃 〃 〃 ○ 30mf×10 72，000

東洋曹達工業（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種．　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装．単位
　　（m£）

価　　格

　（円）
備　　　　　　　　考

HbAlcリファレンススタンダード HbAIa，　Alb，　HbF，　Alc，　Ao 正常 ○ 10m£×6
製造ノC：バィオラ　・トラボラトリー・一

販　売：東汀曹達L業

日水製薬（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（mゼ）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

コンセーラ 酵素，脂質，電解質　他 正常 × 3m尼×25
15m£×15

8，400
21，800

コンセーラA 〃 異常 × 3m£×25
15m君×15

10，600
27，500

スイトロールN 〃 正常 ○ 5me×6
5m£×20

6，000
18，OOO

スイトロールA 〃 異常 ○ 5mε×6
5m廻×20

9，000
27，000

ツイン・コンセーラ 〃 正常・異常 × 5m£×20 14，000

97



日本商事（株）
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商　　　　　品　　　　　名 測　　　　定　　　　項　　　　目
　柿　　　類

（正常・異常の別）

　一「

　分析値表小

未分析の別（（⊃×）

包装単位
　　ω1川

価　　格

　（Pい

　　一一’一．

備　　　　　　　　考

、

不スコールX 脂質，酵素，電解質，糖質　　その他 正常 ×
3rl1ρ×20
15rnρ×IO

5，900
13．o｛｝o

製造：化lll1．研

、

不スコールXA 〃 異常 × 3mψ×20
15m（ノ×IO

12，ooo
27，OOO　　←一

〃

セラクリア　N 〃 」E常 r、 3m｛’×lo 9，500 〃

セラクリア　NA 〃 異常 い． 31n（ノ×lo 9，500 〃

セラクリア　E 酵素 〃 い． 3mセ×10 10，500 〃

セラクリア　LP 脂質 〃
「：＼）

3mピ×5 9，300 〃

ヘモグロビン　コントロール Hb 正常 い O．5111（戊×6 3，700

ビリルビン　フ、タンダード20 Bil 異常 ビ） 2mψ×5 16，000

ビリルビン　スタンダー一ドコンク 〃 〃
◎）

　　一⌒一．「

2mぐ×5 16，000

HbAlコントロール・ノーマノレ ク”リコヘモグロビン（電気泳動用） 」E常 い o．llnf×4

　　　　⊥－36．OOO　l製造厄ニコーニンノ

HbAlコントロール・アブノーマル グリコへ．モグロビン（電気泳動用） 異常 バ 0．lm｛ノ×4 36，OOO 〃　　　　’一一一一．一

日本モニター（株）

1｝

一

．コ5

日本ロシュ（株）

格丁備

†
・＿．L－＿ ．」
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（株）ヘレナ研究所

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m2）

価　格
（円）

備　　　　　　　　考

ケムトロール 血清蛋白分画 正常 ○ 2m£×10 15，200 支持体：タイタンIII

〃 〃 異常 ○ 2m尼×10 15，000 〃

アルカリンフォスファターゼコントロール ALPアイソザイム II型，　V型 ○ 1m疋 17，000 〃

CK／LDアイソエンザイムコントロール CKアイソザイム・LDHアイソザイム ○ 2mε×5 17，500 〃

LDHアイソエンザイムコントロール LDHアイソザイム LDH　1／LDH　5 ○ 各　1mε 15，200 〃

リポトロール リボ蛋白 正常 ○ 1m尼×5 〃

HDLコレステロールコントロール HDL－CHO（電気泳動法） 正常 ○ 1m£×5 14，000 〃

GHbクイックカラムコントロール グリコヘモグロビン 正常 ○ 0．1m尼×5 11，000 クイックカラム用

〃 〃 異常 ○ 0．1m£×5 11，000 〃

べ一リンガー・マンハイム山之内（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

プレチノルム⑪U 酵素，基質，脂質，電解質，タンパク質 正常 ○ 5m£×4
5mε×20

プレチパス⑪U 酵素，基質，脂質，電解質，タンパク質 異常 ○ 5mε×4
5m尼X20

プレチノルム⑪EA 酵素各種 正常 ○ 3m尼×4
3m尼×20

プレチパス⑧EA 酵素各種 異常 ○ 3m尼×4
3m尼×20

プレチノルム⑪S 基質各種 正常 ○ 10m£×4

プレチパス⑧S 基質各種 異常 ○ 10m£×4

プレチリップ⑪ 脂質各種 正常 ○ 3mε×4
3m尼×20

プレチノルム⑧L 脂質各種 正常 ○ 3m尼×4

プレチリップ⑪EL 脂質各種 異常 ○ 3m尼×4
3mε×20

自動分析用キャリブレーター 酵素，基質，脂質，電解質　等 ○ 3m£×10
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商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　格
（円）

備　　　　　　　考

デシジョン　レベルー1 電解質，酵素，一般化学物質，脂質 異常（低濃度） ○ 20m£×4 31，000 液状

デシジョン　レベルー2 〃 正常 ○ 20m彫×4 31，000 〃

デシジョン　レベルー3 〃 異常（高濃度） ○ 20m£×4 31，000 〃

デシジョン　マルチパック 〃 正常・異常 ○ 20m£×6 45，000 〃（レベルー1，2，3各2本ずつ）

IDゾーンフラア竺マ，． 血清分画 正常・異常 ○ 2m£×6
2m書×6

44，000
44，000

〃

アルティメイト　　　C4 Bil標準液 正常 ○ 2m£×10 20，000 〃

アルティメイト　　　C8 〃 正常 ○ 2m£×10 20，000 〃

アルティメイト　　　C20 〃 異常 ○ 2m£×10 20，000 〃

アルティメイトーD　ごミ化：； Bilコントロール 正常 ○ 3mε×10
3mε×10

39，000
39，000

〃

アルティメイトーD　靴二こ；靴二2 〃 異常 ○
3【己×10

3m£×10
39，000
39，000

〃

血漿蛋白コントロール1 IgG，　IgA，　lgM，　C　3，C4，HPT，　TRF他 正常 ○ 1m尼×6 45，000 〃

〃　　　　　　II AAT，　CER，　PFB 正常 ○ 1mε×6 45，000 〃

RFコントロール RF 異常 ○ 1m£×6 45，000 〃

CRPコントロール CRP 異常 ○ 1m尼×6 45，000 〃

薬物コントロール PHY，　PHE，　PRI，　THM，　GEN，　TOB 正常・異常 ○ 1mε×3
1m尼×3

28，000 〃

（株）ミズホメディー

商　　　　品　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m£）

価　　格

（円）
備　　　　　　　考

ケムトラック　Level　1 精度管理用血清 正常 × 15m£×10 MAS社製

ケムトラック　Leve13 〃 異常 × 15m尼×10 〃

スタクロムATIIIコントロール アンチトロンビンm 正常 ○ 0．5m尼用×6 仏・STAGO社製

スタクロムPLGコントロール プラスミノーゲン 〃 ○ 0．5m£用×6 〃

スタクロムアンチプラスミンコントロール アンチプラスミン 〃 ○ 0．5m尼用×6 〃

スタクロム～ぐリンキャリブレーター ヘパリン 〃 ○ 0．5mε用×12 〃



和光純薬工業（株）

商　　　　　品　　　　　名 測　　　定　　　項　　　目
　種　　　類

（正常・異常の別）

　分析値表示

未分析の別（○×）

包装単位
　（m尼）

価　　格

（円）
備　　　　　　　　考

コントロール血清1ワコー 酵素，脂質，無機物　他 正常 ○ 5m尼用×10 13，000 用手法，各種自動分析装置に
よる分析値を表示

コントロール血清IIワコー 〃 異常 ○ 〃 13，000 〃
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　当社は，昭和46年創業以来，臨床検査薬の輸入，製造及び販売を実施し

てまいりました。特に，当社の主力製品であるフランス・API社製造の

細菌同定キット（アピ20，アピ20NE，アピストレップ20，等）は，国内

の官公立病院，大学病院及び研究所等で広く愛用され，その優秀性は高く

評価されております。また，一昨年からアメリカ・シグマ社製造の臨床検

査薬等の販元を開始しております。当社は今後共，細菌検査，生化学検査

及び，］加夜検査等における自動化に対応すべく最善の努力をいたす所存で

あります。

〔営業品目〕

〈細菌同定用キット〉　　フランスAPI社

○腸内細菌同定用・………………・・……アピ20

0非発酵菌および類似菌同定用………アピ20NE

O連鎖球菌同定用・………・………・……アピストレップ20

0病原酵母同定用……・…・…………・…アピCオクサノグラム

○嫌気性菌迅速同定用……・…………・・アニデント

○ブドウ球菌同定用…・……・・…………アピスタッフ

　その他，研究用として酵素基質等あります。

〈輸送用培地付綿棒〉　　イギリスMWE社

　トランスワブ，トランスワブENT，　トランスワブネーザル，

〈検体採取用綿棒〉　　　イギリスMWE社

　プレンスワブ

〈臨床検査キット〉　　　アメリカシグマ社

　5’－ND，酸ホスファターゼ，　GOT，　GPT，　SDH，アルドラーゼ，ヒス

トバックー1077一1119，蔭酸，PAS染色キット，白［tu一球酸ホスファター

ゼ，白血球ALP，リンパ球酸ホスファターゼ，リンパ球エステラーゼ，

リンパ球β一グルクロニダーゼ，

自動細菌検査装置

ATBシステム
　自動細菌検査装置一ATBシステムーは，フランスのAPI社が開発し

たもので，グラム陰性桿菌同走（発酵・非発酵を同一一プレートで同定）及

び，感受性テスト（グラム陰性菌，グラム陽性菌，尿検体由来細菌）を行

なうことができます。

　　　　　　　　　　　　　ATB1510　　ATB1530が　　結果をプ、｝　ATB1550
で轍縦π→培養一→ で，1，JC8取。一→成績を解析一→ ントアウト

〈機器構成〉

1）ATB1550
2）ATB1510
3）ATB1530
4）ATBl560

デンシトメーター（濁度計）

リーダー（読み取り機）

アナライザー（解析機）

プリンター

仕様（W×D×H） 電　源 周波数 消費電力 重　量

ATB1550 15×21×9，5（cm） 100V 50／60正lz 14W 2．2kg

ATB1510 37×50×33（cm） 100V 50／60Hz 200W 16kg

ATB1530 43×50×33（cm） 100V 50／60Hz 200W 14．5kg

ATB1560 39×50×15（cm） 100V 50／6011z 70W 10kg



株式会社アナリィティカル・インスツルメンツ

〒191東京都日野市日野320－ll　TEL　0425－86－0033

　東京都府中市の片隅で医療用分析機器の研究開発を始めたのは昭和53年

5月でした。以来，多くの方々のご協力，’ご支援によって一歩一歩実績を

積み重ね，今では全国の臨床検査関係ユーザーにその名が知れ渡るように

なりました。

　この間，私たちはチャレンジ精神を持つ新進分析機メーカーとしての自

覚を持ちながら常に独自性のある事業展開を心がけてきました。その生き

方が，時には“ニューベンチャー”とか“本物のベンチャー”といった言

い方をされることもあります。現在，私たちのAICブランドは，全国の

病院や検査センターに浸透し，さらにその範囲を拡げつつあります。しか

し，私たちは，こうした現状に満足することなく，持ち前のチャレンジ精

神をより一層発揮して，今後も医療の現場に新しい提案をし続けるつもりです。

　昭和60年3月には，本社社屋も新築し，設備関係の更新・増強も大々的

に行いました。精鋭ぞろいの社貝たちは，その中で気持も新たに伸び伸び

と仕事をしています。

　展望は大きく開けてきました。私たちを評価していただいているユーザ

ー の方々や協力関係にある方々のお力添えを賜わりながら，全社員一丸と

なってエネルギッシュに前進していきたいと思います。

〔営業品目〕

検体検査関連

　・全自動免疫化学分析装置

　・全自動グルコース分析機

　・全自動グルコース分析機

　・半自動グルコース分析機

　・全自動グルコース分析機

　・全自動電解質分析装置

　・全自動電解質分析装置

ガス分析関連

107　病院コンピュータシステム関連

LA－－2000　（アルファテック販売）

ニューグルコローダー（シノテスト販売）

グルコローダーE（シノテスト販売）

S－80　（アルファテック販売）

グルコローダーMKII（シノテスト販売）

PVA一α　（セントラル科学貿易）

エレクトローダー（シノテスト販売）

●臨床検査情報ネットワークシステム「CLINILAN」

●全自動グルコース分析機　　　　「グルコローダー・MKII」

●電解質アナライザー　　　　　　　「PVA一α」「エレクトローダー」

●臨床検査情報ネットワークシステム・CLINILAN

　病院内の検査部門の検体検査データを迅速に処理・活用するシステムで

す。これは，臨床検査データの個別処理だけを目的とした市販のシステム

と異なり，汎用OAシステムの機能を持っている点が特長です。

　CLINILANの実現により，医事部門との患者属性の有機的結合，生化

学，細菌，血清，血液，一般生理検査室等の各検査データのデータベース

化，長期保存データの時系列検索，リアルタイム精度管理，文書作成，図形

処理などが可能になりました。また，ネットワークを拡張すれば，外来，

入院，ICUなどからのデータ直接入力，　lfl：接検索まで機能を拡げること

もできます。

　このシステムは，シノテスト商事（販売面担当）と日本ノーベル（ソフ

ト開発担当）との3社共同開発によるものですが，技術的には，AICが

従前から自社で独自開発し，社内業務に活用していたオリジナルLANの

延長線上にあるものです。

●全自動グルコース分析機・グルコローダー・MK－II

●電解質アナライザー



1・8 ▲A難芦ど芸7
　　〒102　東京都千代田区飯田橋4－8－7　　　TELO3－265－4261

　弊社は昭和26年アメリカンコマーシャル株式会社の社名にて創業以来35

周年をむかえることになりました。弊社は医療技術，科学技術のパイオニ

アとして，社会に貢献することを社是に，諸外国の先端技術を国内に広く

紹介する専門商社として現在に至っております。閉鎖循環式麻酔器，原子

力研究機器，鉄の肺，人工腎臓，人工呼吸器，病院配管システム，オート

アナライザー，簡易型生化学成分分析装置等，多岐にわたる先端技術は、

当時の社会環境に多大なる福音をもたらしたと自負する次第であります。

弊社は今後共この企業理念の下に，諸外国の先端技術・情報並びに商品の

導入に専心し，又国内の先端技術・情報を諸外国へ紹介するパイプ役とし

て，社会に貢献する企業をめざしております。

　〔営業品目〕

①各種人工透析装置人工心肺装置，血液成分分離装置，血液洗浄処理

装置，関連消耗品，モニタリングシステム，血圧トランスジューサー，他

②各種人工呼吸器，麻酔器，関連消耗品，ネブライザー，高圧酸素室，

各種吸気ガスモニター，酸素濃度計，NICU監視装置，蘇生器，インキ

ュベーター，SaO2モニター

③簡易型生化学分析装置，血液ガス分析装置，電解質分析装置，関連消

耗品，在宅医療関連装置群，笑気ガス，血圧計，炭酸ガス吸収剤，エアー

’マット，ラボ用洗剤，消臭剤

④電気メス並びに関連消耗品，各種カテーテル群，凍結手術装置，レー

ザーメス，泌尿器科関連商品，

⑤循環器機能測定装置，肺機能測定装置，心臓カテーテル検査装置，他

⑥線量計，放射線管理システム，CT，ガンマーカメラ，液体シンチレ

ー ション，各種ファントム，放射線治療装置

⑦全自動洗浄装置，コンセントレーター，電気泳動装置，HPLC

⑧水分計，ポロシメーター，表面積測定装置，元素分析計，溶存酸素計

分析用分解ルツボ，粘度計，⑨自動細菌検査装置並び関連消耗品。

⑩医療用ガス配管システム及び工事

自動細菌検査装置
バイテック

　バイテックシステムは，米国マクダネル・ダグラス社バイオサイエンス

研究所のグループが，NASAに提案した細菌検出器を基に臨床用に改良

を加え，機能性，操f乍性，迅速性に極めて優れた画期的自動化装置です。

従来の単調な繰り返し作業と熟練度を要求される解析作業を著しく減少さ

せ，プログラム制御による操作で，読み取り，判定，転記までの誤りを最

少にし，確度の高い結果を迅速に提供する事が可能です。

　実際の検査にあたっては，超微量の各種乾燥培地及び試薬，又は薬剤を

封入した30個のウェルをもつプラスチック製カードを用います。菌液を装

置にて自動接種後，培養，読み取り，判定，記録が全て自動的に行なわれ

ます。検査項目は，グラム陰性菌同定，グラム陽性菌同定，尿中細菌の同

定，定量，イースト菌伺定，バチラス属同定，嫌気性菌同定，ナイセリア

／ヘモフィルス菌同定，各種感受性検査と多項目の検査が可能です。

　施設の規模に応じて，Model　Jr（30検体用），60，120，240と機種を

揃えております。



晒アロカ株式会社
〒181東京都三鷹市牟礼6－22－1　　　　TELO422－45－5111

　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医

療器部門を継承し，同社三鷹製作所内に創立，昭和33年社名を株式会社日

本無線医理学研究所に変更，昭和42年には社屋を現在地に建設移転。さら

に昭和51年現社名のアロカ株式会社とりました。

　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年国内で初めてデカト

ロンを使用したGMスケーラを開発して以来，各種の放射能測定機器を他

社に先がけて相ついで製品化しました。また昭和35年には，悪性腫瘍の早

期発見を主目的とした超音波診断装置を完成，近年急速に普及した超音波

診断の基礎を確立，さらに昭和46年世界で初めて電子走査形超音波診断装

置を開発。リニア，セクタ電子走査方式，コンパウンド方式，ドプラ方式

など各種の超音波診断装置を製品化，循環器，腹部，産婦人科診断などに

欠くことのできない装置となっています。昭和55年にはレーザ手術装置を

製品化，ハイパサーミアの研究にも着手し，常に時代のニーズを先取りし

て機器の研究，開発に取り組み，製品は全世界に販売されています。

　　　〔営業品目〕

　　（1）医用超音波応用装置：リアルタイムニ次元超音波血流映像装置，Bモー

　　ド電子走査超音波診断装置，Bモード手動走査超音波診断装置，　Bモード

　　機械走査超音波診断装置，Mモード超音波診断装置，超音波ドプラ血流計

　　超音波ドプラ胎児診断装置

　　（2）核医学装置，ガンマカメラ，核医学データシステム，RI動態機能検査

　　装置，RIAトータルシステム，自動分注ステーション，キュリーメータ，

　　ディジタルダイリュータ，EIA検査用光度計

　　（3）治療，手術装置：マイクロ波治療器，レーザ手術装置，電気手術器，ハ

　　イパーサーミア装置，超音波外科用吸引装置

　　（4）放射線測定器：液体シンチレーショントータルシステム，放射性有機廃

109　液焼却システム，ラジオアナライザー，ラジオクロマナイザー，GM自動

　　測定装置，大気浮遊じん連続測定装置，低バックグラウンド測定装置，モ

　　ニタリングシステム，サーベイメータ

誇る莞ゲポー自動分注ステーション

APS－720シリーズ

　この装置は，AFP，　CEA，　HB，　RASTなど検体間のキャリーオー

バが問題となる検査の血清分注において，アロカ独自のディスポーザブル

チップ交換方式により，キャリーオーバゼロで高速分注処理を行う自動分

注ステーションです。また，フロッピーディスクに分注情報を入力するこ

とにより，T3，　T4など複数項目の同時分注や，　RASTのアレルゲン検

索テストについても，この装置のランダムアクセス分注機能を利用し，ア

レルゲン別仕分け分注装置としても使用できます。

〈仕様〉分注モード　　　　　：シーケンシャル分注（1対1分注）

　　　　　　　　　　　　　　　仕分け分注

　　　　　　　　　　　　　　　試薬分注（機種による）

　　　　分注スピード　　　　：700サンプル／h以上（1対1分注，50μ1分注

　　　　　　　　　　　　　　　時）

　　　　分注量　　　　　　　　：血清サンプリング　10～200μ／

　　　　　　　　　　　　　　　言式　　薬　　分　　量　　　　50～1，000／i　1

　　　　分注精度　　　　　　：再現性　C．V．　　0．7％以下（1対1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分注）

　　　　　　　　　　　　　　　絶対量　±2％以下（100／i　t分注）

　　　　分注情報プロトコル表：60



川・
回医轄院器械株式会社
〒166　東京都杉並区高円寺北2－2－1（巳善ビル）TELO3－339－5511

　昭和37年7月に㈱医学書院器械部より分離独立し，医学書院器械株式会

社を設立しました。臨床検査の分野も今日までその進歩は急速であり，当

社におきましてもより正確なデーターを提供する為の精度の高い式薬を目

標に開発供給してまいりました、，この他日常検査に欠かすことの出来ぬ機

器，器具類も併せて取扱い品目に加え，近年成人病として問題視されてい

る⊥kL小板機能検査装置，「IAL小板粘着能測定装置」を販売致し臨床医の研究

用，臨床検杏部門のルーティンにも加わり診断，治療指針の客観データー

を提供しております。今後も医学の巡歩に有効なデーターを得られる為の

商品開発に研究，営業部門共に努力致しております。

〔営業品目〕

臨床検査試薬

臨床検査機器

検査器材

ZTT試薬　TTT試薬　アミラーゼ試薬
COR試薬　カリウム試薬　濃原生理食塩水　他

當巖能屹装置｛；㌶：㌶當

分注ポンフ　マイクロピペット　ポータブノしミキサー

検体冷凍保存用ス、ト・クボックス　スピッツ管

ll｜L餅収縮力測定管　他

〈莞雲完言＿ズ法：改良法〉

血小板粘着能測定装置
［Disposable製品測定管定時間血液吸引装置］発売

　IrlL小板粘着検査iま，　ILIIIL機椙の解明，出ll｜1．傾向ないしIrlL栓傾向の診断や

治療に屯要な意義があります、，本法は硝∫・ビーズカラムを通して1（］1．管より

直接採lf［L　L，一’ノ∫硝f“ビーズに接触させない採取lhl双方のllll小板数の比率

をもって粘着能の状態を知る新しい万法です、、

■特長

　（1）ルーチン検査として手数のかからないデイスポ品です，，

　（2）定時間llll液1吸引装置でtlC　［A｜．が常に一一定条件になりますので再現性が良

　　好です。

　（3）ビーズに接触させない対照【11｜もコックの切替えで同時に採取できます

　　検査点数一1｝180・乙90（10－180）

㌣
　　．y

””di

ツ
、ノ



川1

乾商事株式会社
〒534　大阪市都島区東野田町1－5－15　　　TELO6－352－4321

　当社は昭和35年，日本油脂株式会社の代理店として油剤製品の販売を目

的に設立した会社です。技術革新の化学ll業界にあって，常に新技術によ

る製品をおとどけすべく努力を払ってきております、

　その一翼として，我国で最初に医療器具専用に特定した洗i條剤ビスタ（

特許）ハイアライ等を開発し，医療理化学器具の洗糠に新しい分野を開拓

し，全国医療施設の検査室における精度管理および業務の省力化に貞献し

てきました　また日本油脂㈱の開発による両性活性殺1狗剤二・・サンアノン

＃300を発売して，院内感犬防1ヒの向・ヒに一．一役を果しております。

　近年検査機器の自動化にともなうi’1動分析機用洗i條剤や［；rs’k菌をかねた洗

糠剤を発売する等ユーザのニー一ズに対応した商lll1の開発に努力しています．

〔営業品目〕

　主要販売品目

　　浸漬用洗湛剤　　　　ビスタ＃50　　　ハイビスタ　　　（杉末）

　　　　　　　　　　　　ビスタENS　　ハィアラィNP　（液体）

超音波洗猴機用洗剤

特殊洗糠剤

自動分析機用洗剤

薬用石けん

両性活性殺菌剤

消臭剤　防藻剤

ハ ィアラィ＃100ハィアライ＃200　（粉末）

ハ ィアラィLORハィアラィS　　（液体）

ビヌ、タCL　　　（次亜塩素配合）

ハィアラィCA　（CAE配合）

ハイアライDX　（液体）

サンアライ　　　（酸性洗剤）

イノしソープヒンク（イルガサンDP300配合）

ニッサンアノン＃300

エヤーカtt！トS　　スライムカ・ト

医療理化学器具洗條剤（次亜塩素酸ソーダ配合液体洗剤）

ビスタCL
特　質

　ビスタCLは，次曲塩素酸ソーダを配合した液体洗剤て，すぐれた蛋白

　洗i條力と強い除菌作用をかねそなえており，自動分析装置のヒペ・Vター一

　ノズル，フロ…セル，ハイプラインの洗i條に適しています　又サンフル

　カップの除菌をかねた洗1條にも好適で次のような特長があります。

　○特殊アニオン活性剤と塩素のホ目乗効果により，蛋白，脂肪等の汚れも

　　速やかに除去できます、，

　○次亜塩素酸ソーダの配合により，強力な除菌作用があリ，ハィフラィ

　　ン、セノしに付’着したカビも簡単に除去できます，

　○塩素の活性を持続／l勺に発揮するようにしていますので，洗i條液を反覆

　　して使用でき経済的です

用　法

　毎日分析終了後ビスタCLの2％液て30分間洗派し，その後30分すすき

　を行なってくたきい、サンフルカソフは2θ。液で一一昼夜浸漬後水洗して

　くたさい

当社姉妹品　　・スライムカ・1・（防藻剤／　サンアライ（酸性洗剤）



川2 E匝ZCEコ医理化機器株式会社
〒612　京都市伏見区深草西浦町8－　47－1 TELO75－643－2321（代）

　液体クロマトグラフは高い感度と，多様な応用範囲から広い分野に亘っ

て採用されていますが，弊社は多様化する研究者の御要望に対応して，そ

の応用機器を中心に，基礎及び臨床医学関係の分析機器の販売を行なって

います。特に全自動高速アミノ酸分析計や，電気化学検出器は世界のトッ

プレベルにあり，他の追随を許さないものと自負しています。又，電気化

学検出器を応用した各種の専用分析機及び様々な分析ソフトも医学・薬学

等の研究者の注目をいただいております。

〔営業品目〕

■全自動アミノ酸分析装置

　1μ　2の微量なサンプルを用意していただけば測定できます。

■高速液体クロマトグラフ《LC500シリーズ・800シリーズ》

　定流量性に優れた高感度分析に最適なポンプを採用しています。

■アンペロメトリック検出器

■カテコールアミン自動分析計

■HVA・VMA測定装置
■エストロゲン測定装置

■アセチルコリン測定装置

■パルスアンペロメーター

■サイクリックボルタムメーター

■実験動物運動量測定装置

■工程分析システム設計

全自動高速アミノ酸分析計

A－5500
◇高速です

　圧力分散型高分離能カラムと高性能ポンプを装備し加水分解物を45分，

　生体液は150分で分析します。

◇高感度です

　反応部は130℃の高温で作動しています。短時間で効率のよい発色が得

　られます。さらに3波長測定の光度計を採用しているため精度・安定性

　がよく，　10pmol程度の微量成分まで識別できます。

◇ニンヒドリンが酸化しません

　新開発のニンヒドリン制御槽は，ニンヒドリン試薬を安定に保ちます。

　その結果分析精度が大幅に向上し，試薬の調製管理が簡単になりました。

◇貴重なサンプルを無駄にしません

　1μ1から100パのサンプルをカプセルに注入，サンプルローダーにセッ

　トすれば，全量がカラムに導入されます。

◇時間を有効に利用できます。

　50カプセルがセットでき，自動的にカラムヘサンプルを導入します。

　冷却装置を内蔵しているので，生体サンプルも安心して分析できます。

　en　ロ
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　　　　　　　ウェルカム・ダイアグノスティックス・

W，llc。m，　　　　ジャパン株式会社
〒562大阪府箕面市船場東1－13－IO　　TELO727－27－0198

　当社は昭和53年10月，英国ウエルカム・ファウンデーションの100％の

子会社として設立され，英国ウエルカム・ダイアグノスティック部門で開

発された臨床検査薬を輸入販売することを目的としています。

　英国ウエルカム・ダイアグノXティックス部門では，各種動物や細菌に

対する抗血清を含み，抗原抗体反応を利用したもの約300種を製造販売し

ていますが，その他各種コントロール血清，精度管理プログラムなども販

売しています。

〔営業品目〕

●精度管理プログラム

　臨床化学検査用（1種類）BCO7

　イムノアッセイ検査用（4種類）BCO4，08，09，18

●血液検査用試薬

　トロンボウエルコテスト“ウエルカム”HA13………FDPの半定量

　FDPキット“ウエルカム”HA14・………・……・……FDPの定量

　フィトヘマグルチニン“ウエルカム”HA15，16，17……白J血球の分離

●血清検査用試薬

　HBs抗原キット“ウエルカム”VKO1，02，07，08……HBs抗原の検出

　HBs抗原確認キット“ウエルカム”VKO3，09………HBs抗原の確認

　トキソHAテストキット“ウエルカムTA21……トキソプラズマ抗体の

　　　検出

　ミクロゾームキット“ウエルカム”AD11……ヒト甲状腺マイクロゾー

　　　ム抗体の検出

　サイログロブリンキット“ウエルカム”AD12……ヒトサイログロブリ

　　　ン抗体の検出

●細菌学的検査用試薬　　（各種）

ll3

“

ウエルカム”臨床化学精度管理プログラム

BC・・07

　本プログラムは，6ヵ月を1周期として臨床化学検査31項目のうちから

任意の項目だけ参加できるもので，次のような特長を持っています。

（1）2週間に1回（計12回）測定テータを送付していただく。

（2）送付データの各項目ごとに次のコメントが返送される。

　　　全測定方法（全参加施設）のデータに対する結果とコメント

　　　貴施設と同じ測定方法群によるデータに対する結果とコメント

　　　貴施設と同じ測定方法によるデータに対する結果とコメント

　　　貴施設のデータに対するコメント

（3）1周期（6ヵ月）終了時に各項目ごとの総括コメントが返送される。

（4）引き続いてご参加いただいた場合，前周期のデータとの比較による

　　　精度管理の経時的な評価を追跡できる。

（5）世界中約2000施設が参加しているので，世界的規模における精度管

　　　理が行なえる。

（6）送付いただいた検査データはもとより，返送される解析結果につい

　　　ても完全な秘密が守られる。



ll4 5継舗工一・デビエス
〒630奈良市四条大路1－3－43　　　TELO742｝34－4560

　昭和51年設立，生化学機器，ME機器，印刷機器を中心としたOEMの

開発製造からスタートし，これらの技術をべ一スとして，現在汎用画像処

理装置の製造，販売を行なっている画像処理専門メーカーである。

　パソコンの下でも十分効果的な処理が出来る安価な画像処理装置は画像

処理に対するイメージを一新し，過去2年間で300台以上の販売実績を持

っている。臨床検査機器の分野にも生化学関係を中心に画像処理応用シス

テムの開発実績を持っており，今後も独自の認識技術，計測技術を中心に

新製品の開発を計画している。

　従業員84名，資本金9860万円

〔営業品目〕

　●PlPシリーズ
　　用途に応じて内部の機能構成を自由に選択でき，各種の研究，実験か

　　ら実用機まで幅広い応用力を持っています。

　●FlPシリーズ
　　強力なCPU，　OS等が内蔵されたスタンドアロンタイプで，本格的な実

　　用機システムを構成しています。

　●BlPシリーズ
　　画像の特徴パラメータをリアルタイムに抽出する低価格の画像処理機

　　で，欠陥検出や分類，さらにロボットアイ等，実用的な用途に適して

　　います。

　●ElPシリーズ
　　画像処理の入門用として開発されたもので，最小限の処理機能を備え

　　た低価格のシリーズです。

　●画像処理応用システム例

　　細胞電気泳動解析システム，二次元電気泳動解析システム，粒子分布

　　計測システム（細胞，血球，コロニー，生体組織，その他）

粒子分布計測システムシリーズ

GRAPE
　粒子解析システム「GRAPE」は，光学・電f一顕微鏡などから取り込ま

れた像に対して各種の補正，修正を行ない，各粒子の面積や長さを計測し，

統計処理を行ないます。

〔特長〕

1．強力な画像処理機能……豊富な画像処理機能により，低コントラス

　トや解析しにくい画像の処理を容易にします。

2．高効率なシステム構成……画像処理装置とパソコンの組み合わせに

　よるコンパクトなシステム構成です。

3．高速処理……リアルタイム演算や専用アルゴリズムの高速ソフトウ

　ェアで，スピーディに粒子解析か行なえます。

4．簡単な操作一……画像処理の専門的知識を必要とせず，簡単な操作

　で誰にでも使用出来ます。

〔応用例〕

　　llll球，コロニー，生体組織，バクテリア，医薬用粉末料r－，その他

ig　x
』⑫讐
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川5

】日K．JK”クス51一トラ《くノ→備式会社

TRAVENOL　第一営業本部　AHS理科学機器部
〒105東京都港区虎ノ門2－3－13第18森ビル　　TELO3－59　1　－642　1

　アメリカン・ホスヒタ’し・サフライ・コー一ホレー一一一ションいMISC）の」’・

会社として設、lt二された日本法人です‘AHSCの半世紀に㌦る豊富な経験と

技術革新を駆f吏し，優れた医療サービス，最先端の医療機器を全世界に提

供して参リました

　エイ・エ・チ・エス・ジャハン株式会社はA日SCの保有する一連の医療

機器ならびに世界各国のより優れた画期的製品の中から，日本ll∫場に適合

するものを導人し，医療の発展に弛みない努力を・Pね，ヘノしス・ケアー一に

ガi献しております

〔営業品目〕

■遠、じ・方」’VI’i重力〃♪↑斤才㌧IFi　COBAS　FARA　BIO

■1司時多∫貞日生化学二自動〃♪析装置　　PARAMAX

■電解」e”t　1’1動分析装置　NOVAシリ…ズ（Nパ，K＋，　Cl，Ca＋＋，　T－Ca）

■超微量簡易型生1ヒ学分析装置　1．M－3，　GM　7

■ML液凝固自動；lll定装置　KCシリーズ（1，　！，10チャンネノしノ

■lflLノ」・↓反i疑i集illllフ、じ装llti　C　 400・5（）O・600シリー一ズ

■ホノしモン・薬物自動分析装10；　STRATUS（螢光酵素免疫分析法）

■細菌1【fj定・感’受／叶1自動読取装置　AUTO　SCAN4システム

■自重加llU求XAL　・Xfi一器・　SEROCENT24，　DAC，　C－一一7M，　Immfllge　II

■生∫里関連　誘発反応り」‖激装置（Qunltum84，　C　A－　5200　A）

■病理関連　ビブラトーム，LKBミクロトーム各種，ヒストレジン｛包川）

■その他　各種洗剤（アルコノ・クス）

NOVA血液ガス電解質同時分析装置

START　Profile　　l．2．3

　電解質自動分析装置としてのハイオニア，NOVAバイオメティカル社よ

り，待望のII’ll，液ガス分W装置，電解質分析装置，ヘマトクリ・／ト遠心器の

三機種を一一体化し，しかもコンハクトにまとめ，永年の技i小1を結集させて

の登場です

〈製品ライン〉

　■STARTProfile　l　　〔PO2，　PCO2，　PII，　Ilet，Na←，　1ぐ，　Caい）

　■STAT　 P1’，）file　L）　　l　l）02，　PCO2，　PH，　Ilct，Na†，　K’｝

■STAT　PFofil（・　3　　1　PO2，　PCO2，　PH｝

〈仕様〉

．・サンフルlil．

o自動し1卜

・⊃処理能力

∩電源

・サイズ

130，　2r）o，ft～

1点較ll・．（検体毎）s　2点較ll・．（2時間毎）

シンク）しモー一一一ドt20検体．鴎〕、

バ・チモード136検体、時／
lOOV，　50　　6011z　・　Efi　I“一一　　45kg

56．3×56．3×46．lcmlD×VV×II）



ll6 ♂栄研化学株式会社
〒ll3　東京都文京区本郷1－33－8　　　TELO3－813－5401

　昭和14年，当社は株式会社興亜栄養化学研究所として創立，臓器系医薬

品の製造販売を開始しました。昭和21年，社名を日本栄養化学株式会社と

改称。昭和24年，我が国で初めて粉末培地の工業化に成功し，翌25年には

サルモネラ，シゲラ検査用の“SS寒天培地”の販売を開始し，我が国の公

衆衛生の基盤と臨床検査の発展に大きく寄与しました。昭和44年，創立30

周年を記念して，栄研化学株式会社と社名を改称し，臨床検査薬の総合メ

ー カーとして，細菌検査用培地，生化学検査試薬，自動分析用試薬，免疫

血清検査器機試薬，RIA検査試薬の製造販売を行い，現在，ソルトペーパ

ー，血糖自己測定システムなどの健康産業分野から，体外診断用医薬品ま

で，広範囲な新商品開発を続けております。

〔営業品目〕

1．ラテックス凝集反応測定装置

　多目的免疫化学分析装置　LA－2000

　免疫化学分析装置　　　　LA－1000

2．LA－2000用LA試薬

　IgG，　IgA，　IgM，　IgD，　CRP，　AFP，　B2一マイクログロブリン

　フィプロネクチン，hCG，　hPL，　RF，　C3，　C4，　E3－16G，　E3－16G－2。

　pd－3G－2

3．LA－1000用EX試薬

　β2一マイクログロブリン，AFP，　CRP，　hPL，　hCG，　E3－16G

4．血糖自己測定装置

　血中ブドウ糖測定用　　　グルコスキャンシステム

5．グルコスキャン専用試験紙

　血中ブドウ糖測定用　　　セラペーパー栄研G

6．グルコスキャンシステム付属器具　試薬

　ペンレット（ペン型採血用具），モノレット（採血用穿刺針），グルコス

　キヤン標準液。

グルコスキャンシステム

血中ブドウ糖測定用

●グルコスキャンシステムは，血糖測定に必要な用具がすべてセットされ

　ています。しかもコンパクトで，携帯に便利〃いつでもどこでも血糖が

　測定できますので，血糖の自己測定，ベッドサイド検査および外来検査

　に最適です。

●専用試験紙，セラペーパー“栄研”Gは1枚ずつパックされていますの

　で湿気に強く，また必要な枚数だけ持ち歩くことができます。

　採血時の余分な血液はプロッティングペーパー（吸い取り紙）で吸い取

　るだけで除去でき，水洗いの手間がいりません。

〈グルコスキャンメーター仕様〉

電源：Jサイズアルカリ電池（6V）　電池寿命：約1000テスト

　測定範囲：25～450mg／d2（測定範囲以下の測定値のときディスプレーに

LOと表示，測定範囲以上の測定値のときディスプレーにHlと表示）

　測定時の許容温度：10～35℃　寸法：（D×W×H）14．7×84×1．6cm

　重量：1709

k瓶ts・　ge
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◎－azm－；kiKfi杜
〒532大阪市淀川区三国本町2－12－4　　’TELO6－396－0501

　当社は，1966年に設立され，科学機器部門，医科機器部門から構成され

ています。科学機器部門は創設以来，生化学関連機器を母体に近年はソフ

トウェアをバックにHPLC及びその周辺機器の輸入・販売・技術サービスを

行い，多様なニーズに満足いただけるよう努力しています。

　医科機器部門は，従来からの泌尿器科領域での機器類とは別に，新しい

緊急検査システム作りのお手伝いをすべく，分析機，コンピューターを中

心にして，商品開発・ソフト開発を行っています。

　基礎研究分野・臨床分野での多種多様なニーズにお応えできるようソフ

トウェアの開発に，又，安心して御使用いただける確実な技術サービスに

日夜励んでいます。

　　〔営業品目〕

　　　〈生化学機器，低温冷却器〉

　　●ギルソン高速液体クロマトグラフシステム（ポンプ302，圧力モニター

　　　802C，ダイナミックミキサー811，フラクションコレクター201／202，

　　　UVディテクター，UV／VISディテクター，屈折率ディテクター，

　　　蛍光ディテクター，オートサンプルインジェクター231－401，記録計，

　　　システムコントローラーMS－1他）　●カラム液体クロマトグラフシ

　　　ステム　LP－200C●HPLC用カラム　●ミニパルスポンプ　●電

　　　気泳動装置　●低温循環熱交換器（CFT，　HXシリーズ　他）　●低

　　　温バスサーキュレーター（RTE，　EXシリーズ　他）　他

　　　〈リキッドハンドリング〉

　　●ピペットマンP　●リペットマン　●マイクロマン　●EDP　●サン

　　　プルチェンジャー●リキッドハンドラー●ダイリューター401他
　　　〈医科機器部門〉

　　●AGシステム（患者監視システム）　●血液ガス分析器，電解質分析器，

　　　浸透圧計，微量蛋白分析機　他

川7　●泌尿器科・婦人科用透視撮影台，手術台，検診台　●ウロダイナミック

　　　システム（尿路機能検査システム）　●開創器類

全自動血液ガス測定装置

SYSTEM－2000シリーズ
　西ドイツ　エシュヴァイラー社は，35年の歴史をもつ，Ml液ガス・pH・

電解質測定装置の専門メーカーです。

　SYSTEM2000シリーズは，同社の技術を結集して完成された新世代の全

自動血液ガス測定装置です。pH，　PO2，　PCO2の3項目測定機種からNa，

Kの電解質を同時測定できる機種まで，9モデル揃っており，目的に応じ

た機種選択ができます（モテルチェンジも簡単にできます）。

又，2000シリーズは，監視モニターとのオンライン接続により，患者単位

のモニターシステムとして使用できます。

　特長

●少量のサンプル（SOxie～100／t　e）で迅速な測定（約40秒）

●キャリブレーション中の緊急割り込み測定か可能

●ポーラログラムによる適切な電圧設定

●トノメトリー法による精度管理が可能

●大気圧測定による正確な測定

●経済的なランニングコスト



川8

刀VE’NCENηve　GROUP

〒101東京都千代田区神田錦町3－6共同ビル（錦町3丁目）

エル・ケー・ビージ“A°ン株式会社

TELO3－293－5141

マルチガンマシスァム　1261

　エル・ケー・ビー　　ジャパンは，スウェーデン，ストックホルムにある

LKB社の日本法人として，　LKB製品をフルラインで，しかもアプリケ

ー ションカをさらに充実させて提供しています。LKB社は世界て最初に

超遠心機を開発しました。またラジオイムノアッセイ装置，電気泳動，ウ

ルトラミクロトーム，微少熱量測定，クロマトグラフィーの各分野では常

にパイオニア的役割を果してきており，これら各種科学機器は生化学，分

析化学，生物化学，遺伝子工学又は，臨床試験の基礎研究，応用研究分野

で使われています。スウェーデンを拠点に世界60数ヶ所に事業拠点を有し，

世界的スケールで躍進するLKBグループの中で最も新しく，その成長が

期待される拠点が59年9月に設立されたエル・ケー・ビージャパンです。

〔営業品目〕

ガンマカウンター，液体シンチレーションカウンター，亘気泳動装置，デ

ンシトメーター装置，螢光免疫測定装置，高速液体クロマトグラフィー装

置，アミノ酸分析装置，ペプチドシンセサイザー，ミクロトーム，液体ク

ロマトグラフィー用試薬，電気泳動用試薬，診断用試薬，分光光度計

　1261マルチガンマ　システムは，最小限の作業で高品質のRIA結果を

出す様デザインされております。サンプルの測定を簡単にする為，バラメ

ー ター設定やキャリブレーションを無くしましたc、最新技術のマルチチャ

ンネル　アナライザー（MCA）が作業の全てを行ないます。MCAは最

適の条件設定を行ない測定中の変化も表示するので，硲実で信頼性の高い

結果が得られます。皆様はプログラムを呼出し，サンプルをセットし，ボ

タンを押すだけです。結果は1自二ちに出ます。特徴は以下の通りです。

＜ユ0本あるいは20本のディテクター

＜わずか（620×500mm）のシステムで，同時に20検体迄のサンプルを測定。

＜MCAによる完全自動の測定とキャリブレーションで操作時間は最小限。

＜「。i性能ディテクターと信頼性の高いilll」定　測定中サンプル変化を表示。

＜各サンプルに対して最適のプログラム呼出が．可能。

＜ヘルプ機能が常時，操作進行をサポート。

＜RIAあるいはIRMA（シングルあるいはダブルラベル）だけでなく

　RASTあるいはRENINのような特別のサンプルも最適条件で測定。

＜毎日のルーティーン作業を正に，ボタン操作1つで処理。
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⇔継会稔ヱル？
〒101東京都千代田区鍛冶町2－4－5　　　　　TELO3－256－0911

　㈱エルマは，1908年の創業以来，臨床検査機器及び理科”∫：機器の製造lt’

び輸出入よ務を行なってまいりましたが，近年では特に［血液検査機器川∬1

小板凝集・ATP放出｛1｛：測定装置，凝固阻1卜・線溶因1’・測定装置，　TEG

測定装置，その他凝固検査機器，全1f旧1｜L小板計数装置等）を初め高速液体

クロマトグラフ及びその検出器である超高感度小差屈折計，UV検出器、

脱気装置，充鎭カラム，超純水用微粒r一カウンター等，独自の技術開発に

より国内はもとより広く海外に販売致しております、

〔営業品目〕

〈血液学検査機器〉

　全血flL小板計数装置，自動lll｜球計数装1『ll，1血小板凝集能及びATP放出

量測定装置，凝固阻止・線i2ミ因］t・測定装置，スロンボエラストクラム測定

装置，多項目lnL液凝固測定装置，全llll凝固時間i貝1淀装置，白［llL球分類II｛’算

器，デジタIL　Hbメーター．、

〈生化学検査機器〉

　全｜fllグルコースアナラィザー，胃液酸度訂，　lCGメーター，高速液体

クロマトグラフ，脱気装置，充垣カラム，その他

〈循環器検査機器〉

　デジタル酸素飽和度計，心拍出量測定装liオ〔

〈病理，生理学検査機器，他〉

　滑走式ミクロトーム，回転式ミクロトーム，氷結ミクロトーム，ハラフ

ィンf申展器，パラフィン溶融器，厄子冷凍装置，生検針セ・ト，各柿キモ

グラフィオン，微粒f’カウンター，

トロンボスタット
（血小板粘着，凝集過程及び出血時間測定装置）

　本器は，西ドイツ，ミュンヘン大”∫：のM．A．A．　Kraτzer博Lと比｛蜀法

による血小板・砿集、；1’a）㍑1発者として有名なイギリスのG．V．R．　B・）rn博lr

により新らたに考案された装置ですt一本装置によリ　・次止llllに和要な役割

を果たすll1レj・板の粘着，凝集皮び出llll時間（川．）かハターン1忍。止でき，併せ

てllH液粘・性も，ワンステッフて算出します、

〔測定操作法〕

1　3．8％クエン酸加【111液，lmeを｝、箒用」験］’1’に入れ、3～4分37℃に

　　ノ川温しま寸『

2．フラスチックセIL内の多孔質フィノしターL面（フィノレターの一ヒ面に

　　はコラー一ゲンカ1布してあり，中心i，1；には150／～mψの穴か空いてい

　　ます）　に10mM・・｜a）ADP溶1夜ヒ稀薄Cこ1Cl2を各20，’〃　注入し放

　　置します、，

　　　（切れた［k］管グ）損傷部分に代用l

lS．フラスチ’クセルを試料力・フの上側にセ・卜L，　一定吸引圧にて

　　試料を吸引させテータはマイコンにて解析しフリントアウトします

1
簾



，2・　E＊？rt－－y・sitア～ツグ漏ズ騰社

　　〒105東京都港区芝公園3－1－38秀和芝公園3丁目ビルTELO3－438－2944

　当社は世界最大のヘルスケア製品の総合メーカーであるジョンソン＆ジ

ョンソングループの一員であり，米国Ortho　Diagnostic　Systems　Inc．の

日本法人として1981年に設立されました。輸」血検査領域では，多くの医師，

医療技術者より長年にわたる信頼を寄せられていますが，最近では免疫検

査に革新をもたらす「モノクローナル抗体：オーソミューン　OKシリー

ズ」と「レーザー・フローサイトメーター：オーソ　スペクトラムIII」に

よる細胞機能検査システムを中心に，血液，生化学の各分野でシステム・

サービスを展開しております。

〔営業品目〕

☆輸血検査用試薬・機器

　　　　　各種血液型判定用血清，ltlL球試薬，クームス試験用試薬，他

　　　　　オーソ　CF－III（輸llE検査専用遠心機）

☆血液凝固検査用試薬・機器

　　　　　オーソ・ブレーン・トロンボプラスチン，他

　　　　　コアグラブ40－A（全自動血液凝固測定装置）

☆コントロール血清

　　　　　OQCセーラ，他

☆モノクローナル抗体

　　　　　オーソミューン　OKシリーズ

☆レーザー・フロー・サイトメトリー・システム

　　　　　オーソ・スペクトラムIII（細胞t’1動解析装置）

　　　　　データ解析装置　DS－1

　　　　　専用蛍光粒子（フローサイトメーター調整用，定量用）

☆自動血球カウンター

　　　　　OCD－9，他

細胞自動解析装置オーソスペクトラムIII

Ortho　Spectrum　III

　オーソ　スペクトラムIIIは，フローサイトメトリー（FCM）法の原理に

基づいて個々の細胞のサイズ，内部構造、表面抗原．RNAiき：，1）NA量な

どの特性を同時に検出して解析することにより，細胞を自動的に分類して

計数することができます。内部の動作は完全に自動化されており，サンプ

ルを吸引させるだけで結果が得られます（1分間）。また，ユニークなフロ

ー セル機構を採用することにより，全101でのサンプル調整が可能になり，

省力化か計れるとともに大量検体の処理が可能となりました。種々の臨床

応用が可能ですが，特に「モノクローナル抗体　オーソミューン」を用い

た「リンパ球サブセット検査」は，ヒトの免疫機能を知るための有力な手

段であり，AIDSをはじめとする免疫不全症，自己免疫疾患，感染症，

かんなどの病態把握や治療経過のモニター，白血病の鑑別などに広く応用

されています。さらに，異なる2種類の抗体を同時に用いる二重染色法は，

リンパ球のより詳細な解析をII∫能にし，ヒトの免疫機構を研究するための

有力なf’段として期待されています。その他，穎粒球の機能検査，網赤血

球の計数，リンパ球幼弱化検査などの臨床応用以外に，研究目的にも対応

できる汎用性も持っています。

講鞠幽｝移烈＼バ㈱膨碗濠がぷぷ溺鉢ジM｛口・：w▽・’〈・　・’“・’

‖

tt，▽・・cr※禄》ジシ〈珍w来“ぷ・
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聞小野薬品工業株式会社
〒541大阪市東区道修町2－14　　　　TELO6－222－－5551

　小野薬品は，1717年（享保2年）に薬種問屋“伏見屋”として創業

　九代目社長小野市兵衛（現代表取締役）によって昭和23年，小野薬品工

業株式会社と改称し，現在に至るまで260年以上に亘って薬ひとすじに歩

んできました。創業時より常に独創的な医薬品を提供するとともに，人類

の健康に寄与してきた自信は，現在にも受け継がれています。そして世界

最古の薬品会社として，また伝統ある企業として，その長い歴史の上に一

層大きな花を咲かせるべく，鋭意努力しています。又，1958年以来製薬企

業としては他社に先駆けて診断用試薬の輸入販売を開始しました。

　国際化時代を迎え，プロスタグランジンを始め多くのオリジナル製品が

世界各国に紹介され，人びとの健康に役立っています。

〔営業品目〕

1．臨床検査薬

　1．生化学検査用試薬　ウリカラー・エース，リピドス・エース，コレ

　　　　スカラー・エース，ウルトレートシリーズ，ダイヤカラーシリーズ

　2．．血清免疫用試薬　イムノボールCEA，　AFP，　IRI，フェリチン，　IgE

　　　　血中薬物濃度測定TDAシリーズ

　3．血液検査用試薬　PT，　APTT，　Fb試薬，欠乏血漿

　4．一般検査用試薬　工一ムス製品

　5．精度管理用試薬　アシュアー，BGC

II．臨床検査用機器

　1．生化学検査用

　2．一般検査用

　3．血糖検査用

　4．ミクロトーム

　5．血液凝固用

III．臨床検査用器材

　1．

　2．スポメート

セラライザー

クリニテックSG，クリニラブII

デキストロメーターII

ティッシュテックIIミクロトーム・クリオスタット

コアグーA　メイト×2

分離剤入り血液凝固促進型スピッツ

　　　　　　3．・キャリーメート

ブンリメートMF

クレアチニン測定試薬

タイヤカ『5－・CRNN

クレアチニン

クレアチン

ザルコシン

クレアチニンアミドヒドロラーゼ
　　　　　　　　　　　　　　→クレアチニン

クレアチンアミジノヒドロラーゼ
　　　　　　　　　　　　　　　ザルコシン

ザルコシンオキシダーゼ
　　　　　　　　　　ー一一→1王202

　　　　　　　　　　　　ペルオキシダーゼ
2H202⊥4　AA十EHSPT－一一→キノン色素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（λmax．555nm）

　　EHSPT：N　エチルーN　（2一ヒドロキシンー3一スルポプロピ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル）－m一トルイジン
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★ オリ7「ン理研株式会社

　　　　　Tl14　東京都北区西ケ原2－41－17
R／ON　　　　　　　　　　　　　　TEL　o3－917－0452

　オリオン理研株式会社は，昭和47年創立以来，病院の臨床検査部，大学，

製薬会社の研究部などに機械，器具の販売を行なっています。日進月歩の

昨今の情勢を踏え，更に，努力を重ね，優れた製品の開発，発展に遇進し

たい所存です。

〔営業品目〕

◎浸透圧計（オズモトロン20，オズモトロン10，オズモトロン5）

◎分注器（モルトロニックディスペンサー2，5、10me）

◎マイクロピペット

　（モルトロニックマイクロピペット，固定，可変式10～1000～5000μ1）

　（フローピペット，ミューピペット、ミューマイクロン）

◎サンプルカップ洗浄器（カップクリーナ，試験管洗浄器）

◎電気泳動装置（ポリアクリルアミド，ディスク，』源，他）

◎フラクションコレクター

◎撹絆装置（マグネチックスタラー，ミキサー）

◎サンプルカップドライヤー

◎ディスポーザブル製品，他

自動デジタルミクロオズモメーター

OSMOTRON－20
〔特長〕

◎マイクロコンピューターKOR－68型制御による電∫・冷却氷点降下法

◎微量のサンプル50～100μ1で測定ii∫能。

◎電子冷却方式採用により冷媒（水冷）は不要。

◎測定時間は約2分間でオズモル単位直読印字方式（0～2000）

◎コンピューター制御でピーク値のホールド，及びデジタル表示，プリン

　トアウト方式。

◎検量線自動補正ノ∫式

〔仕様〕

サンプル容量

測定時間

測定範囲

・t法

重量

電源

50～100μ1

約2分（1検体）

0～2000mOSM／kg
24×29．5×300　（h）　cm

gkg

lOOV100W　50～60Hz
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OLYMPUS 株式会社オリンパス
〒101東京都千代田区神田駿可台3－4龍名館ビル　　TELO3－251－8941

　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一カ

ー として発足しましたが，現在ではカメラ・、内視鏡，超自二波顕微鏡，医療

器械，　ビテオディスク等，　光と電∫・を応用した製品づくりをめざすオフ

トエレクトロニクスの総合メーカーです

　臨床検査分野では，1971年に1’1動分析装置ACA　・IIIをll∫場参入して以

来，現在までに各種自動分析装il’〔，自動電気泳動装；r｛1等，　f固性豊かな製品

をラインア・7し，広く皆様ノ∫にご愛用いただいており圭すか，今後は免

疫関係も含め、　・1曽臨床検在システムの高度化にし‘U歌することが使命と考

えております、、

〔営業品目〕

医療器械

顕微鏡

測定器

内視鏡

カメラ

録音機

ビデオ

レーザー用機器

自重力ク｝f斤㌢ξ；lt；－　　A（r5000，　　AU700，　AU550¶

　　　PK300，　PK7100、　GI．li－－2，　CRE　　l，

　　　BUN　　1、　NAKI、　2，
㌔EタG永重力装i日　 AES600，　ノ＼ESisoo，

最高＄及’∫∫真システム顕微鏡　AIIBS，AllB’F，

その他顕微9，yt，川1辺機器

MTM，　STMfti

ファイバースコーフ　OEsシリーズ，　oEs光源装置f也，

硬性鏡，1ぱ三用内視鏡，電r・スコーフ！医用，工業用｝

高級1眼レフ　OM－－3，0M－－4，0M．25／r，　OM　40

・j・型カメラ　ピカソ…S，XA，　トリ・ソフAFIO，

ピカソAF－　1

ノ・一ルコーダー－1、200，　S920他

ビデオシステム，Vx　．307，　VX　308、　VX　．402他

　　：光学：用ヒtt．・クアt・tコフTAO日S

自動分析装置

AU5000
「オリン・・7．、自動分析装；i’ll　A　U50001は，多項目をllij時分析するソ）に最適

なマルチチャンネルの最新型1’1動分w装置です、

　検体数の少ない病院ク）検査室力・ら，　多数検体を処理する大規模｝り～在セン

ター－2で巾広いニーズに対応できる6タイフをシリーズ化，それぞれの施

、，iに合一・た最」巴システムを選択することができます

　圭た，経済性，操作性、耐久性，メンテナンス性を徹底的に追求，従来

製品ノ）技仙ノ「1ノハウも随所に折り込み，完成度の高い〔1動分析システムを

実現し£した

◎主な特長

q㌔1200テスト　時から9600テスト　時ク）処理能ノJに応L：た6種のクイフが

　あり，検在ぷソ）規｛胞に応じて最川機f；i「か選択てき圭す

（2｝反応槽ク）］1〔温．1ヒはドライバス万式ノ）ため恒i：ltlll液による汚れソ）影響かなく

　キ・ペ…トク）メンテ＋ンスか不要です

、3．データー処理はフロクラムハ・ケージノJ式を払用　必要な機能だけを選

　択紺合せて，最適システムを日㍑丁ることが出米ます

『li■則触r■陶
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　≒［k

～



124 恩8・株式会社力イノス
Tl　13　東京都文京区本郷7－2－l　　　　TELO3－816－4480

　昭和50年にパラメディカルな分野での独特な製品の開発を主旨として設

立しましたカイノスは，御陰をもちまして10周年を迎えさせていただきま

した。臨床検査技術の革新の一端を担ってきた弊社は，当初から酵素的測

定法を中心とした生化学検査試薬に独自の道を切り拓いてきました。現在

は生化学検査試薬をはじめ，EIA試薬，免疫血清学試薬，輸lflL検査関連

試薬，器具などの製品群が揃い，また近年は自動分析機用の免疫血L清学試

薬の充実に力を注ぐなど，臨床検査の広範な分野にわたりユーサーの皆様

のご要望に応えるべく鋭意努力を重ねており，今後も前進を続け，広く社

会に貢献する所存です。

〔営業品目〕

臨床検査薬

o生化学検査試薬
　　キ・ソト製［「凸

　　単品大包装試薬

　　自動分析機用試薬

　　日立自動分析機用試薬

　　標準液・標準血清

　　管理」llL清

O酵素免疫測定法試薬

　　EIAキット　　　　　IRシリーズ

　　ELISAキ・ノト　　　LBシリーズ（定量，

o免疫血清検査試薬

　　免疫比濁法試薬　　　　　TKシリーズ

　　ANTISERA，　IFA，　RI1）　KLシリーズ

　　抗ENA抗体キット　　　　HAシリーズ

O輸血検査関連試薬　　　　BBシリーズ

Oその他の試薬，器具　　　HR，　DPシリーズ

DRシリーズ

MGシリーズ
AS，　AL，　CL，　KD，　AUシリーズ

ST，　STM，　STE，　STKシリーズ

CS，　STSシリーズ

CRシリーズ

スクリーニング）

日立自動分析装置用

免疫血清検査試薬

　最近の医療における免疫血清検査の重要性はますます高まっており，そ

れに対応する高精度の定量が可能なオート用試薬が望まれています。日立

化成工業株式会杜に於て開発された免疫血清検査試薬は，ラテックス凝集

比濁法および免疫比濁法などの原理を利用した日立705形／736形‘享用試薬

です。

〔特　長〕

●ラテックス試薬（CRP－H，　RF，　ASO）のため高感度で再現性が

　良く，安定性に優れています。

●客観性の高い定量値による測定か可能です。

●ラテックス試薬は検体の前処理が不要で他の生化学項目と同時測定が

　u∫能です。

〔測定項目〕

0705形

　　CRP－H／RF／ASO／lgG／lgM／C3／C4

0736形

　　CRP／CRP－H／RF／／AsO
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▼舳化学工＝mx　ft　il
〒541大阪市東区道修町3－7番地　　　　TELO6－203－3441

　当社は大正7年4月創業，昭和23年8月片山化学工業株式会社に改組し，

試験研究用試薬のトップメーカーとしてスフィンクス印の愛称で学界産業

界に大きく寄与してまいりました。

　当社は，一般試薬，臨床検査用試薬，特殊研究用試薬を製造，輸入，販

売してまいりましたが，多様化するユーザーの要求に応えて臨床検査用試

薬，クロマトグラフ用関連試薬，生化学用試薬，電気泳動用試薬等を充実

させるとともに，本社を始め各地の営業所，出張所，連絡所できめ細かな

サービスに努めております。

　飛躍的な発展を続けている医学，化学業界に貢献すべく今後ますます研

究開発に努力し，明るい未来に限りなき前進を続けたいと願っております。

〔営業品目〕

　一　般　試　薬：無機試薬，有機試薬，JIS標準試薬，認証試薬

　輸　入　試　薬：シグマ，アルドリッチ，クローマ，コダック，その他

　臨床検査用試薬：自動分析装置用試薬，生化学検査キット，一般検査試

　　　　　　　　　薬，染色液，規定液，標準液，その他

　特　殊　試　薬：精密分析用，原子吸光分析用，吸収スペクトル用，

　　　　　　　　　螢光分析用，アミノ酸自動分析用，ポーラログラフ用，

　　　　　　　　　シンチレーション用，電気泳動用，高速液体クロマト

　　　　　　　　　グラフ用，カラム液体クロマトグラフ用等の特殊精製

　　　　　　　　　試薬

　公害関連試薬：残留農薬，残留PCB，残留フタル酸エステル分析用試

　　　　　　　　　薬，水質分析用，有害金属測定用試薬，その他公害関

　　　　　　　　　係分析用試薬

　医　　薬　　品：抱水クロラール，クエン酸，クエン酸ナトリウム，

　　　　　　　　　その他

特殊合成薬品：医薬品原料，染毛薬品原料，特殊工業薬品原料

　食品添加物：グルタミン酸ナトリウム，メタ重亜硫酸カリウム

　肥　　　料：硝酸カルシウム，リン酸一アンモニウム，その他

オリンパスAU550専用試薬

未来を先取りした
　　　　　　高濃度試薬

　オリンパスAU550専用試薬

〔特　長〕

　1．コンパクトな高濃度試薬

　2．冷蔵庫のスペースが最小

3　試薬調製がシンプル

4　溶解後の安定性随一

〔測定項目〕

AcP，　Alb，　Ald，　AlP，　Amy，ASO，　D－Bil，　C　3，C4，Ca，　ChE，

F－Cho，　HDL－Cho，T－Cho，　CPK，　Cre，　CRP，　Cu，　Fe，　TIBC，　GLu，

GOT，　GPT，　r－GTP，α一HBD，　ICDH，　IgA，　IgG，　IgM，　IP，　LAP，

LDH，β一Lip，　Mg，　NEFA，　PL，　RF，　TBA，　TG，　TP，　TTT，　uA，　uN，

ZTT．



126（　∈KDS一）萱垣医理科－業株式会社

〒113東京都文京区本郷3　14　16　　TEL　O3－8　1　2－5285

　創業約70年，弊社は一’1’1して臨床検査機器を中心に理科学器械及び薬局

調剤器械等の研究開発に日夜精進を重ね，近代科学近代の技術革新の…端

をになってまいりましたc，きびしい今日の経済展望の中，化学技術の進歩

発展はILむところを知りません。弊社も常にニーズにマッチすべくより高

度な機器の研究開発に日夜研鐙し，諸先生万のご期待にそうようなシステ

ムをすでに完成しております。今後共さらに積極的に努力を致し皆様のご

期待にそうべく前進してまいります，，

〔営業品目〕

血液検査器械

化学検査器械

血清検査器械

細菌検査器械

病理検査器械

一般検査器械

臨床データー集中管理システム

デジタル分類計算器，∬ll球計算盤各種

デイスポーザブル製品

デンシトメー一ター各種，電気泳動装置，電子冷却泳動装

置，フラクションコレクター

オートドロ・・バー，オートダイリコー一ター，フレートミ

キサー，フレートウオッシャー，フレートインキユベー

ター，ダイリューター，ドロッバー，マイクロプレート、

梅毒診断器具

モルトン栓，コロニーカウンター，滅菌瓶

ハラフイン溶融器，標本箱，　ミクロトーム，病理検査器

具

卓ヒ恒温槽，マグネチソクスターラー，シェーカー

ふらん器，乾熱滅菌器，定温乾燥器，低温ふらん器，

実験室，蒸留器，実験台各種，ドラフトチャンバー，

薬局万試験　　崩壊度試験器，滅菌瓶，局方試験器具

TK蒸留器

臨床データー集中管理システム

MMT－120　MOS
　近年臨床検査室のシステム化にともない，検査データーのコンピュータ

入力か強く要望されてまいりまし仁，この臨床データー集中管理システム

は，複数の端末器（データー人力機器）と集中管理装置（データー処理器）

および出力機器（オンライン・オフライン）の3郡に分かれております。

　このシステムは端末器の選択により，白lllロ求像，骨髄像，尿沈渣分類と

多用途に活用できる機能をもっております。

　各検査室におかれましては独自のフ」ログラム構成により，多項目分類等

検査能率を今まで以ヒにスピードアップすることができますt，

〔特長〕

　　　●集中管理装置の吊ll御能力は8台（標準）～12台（オフション）

　　　●端末器は7種類か用意されております、，

　　　●集中管理装置1ノ寸蔵機能〈モニター機能〉　〈データメモリー機能〉

　　　　〈プリント機能〉　ぐシリアルNo．，　ソート機能〉

　　　●集中管理装置1ま他の測定器よりのデータ管理にも使用できます。

　　　※くわしくは単晶カタログご請求下さい．，

潮

匂
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（Sl！li！！i関東化学株式会社

〒103東京都中央区日本橋本町　3－7　　　TELO3－279－1751

　当社は昭和19年，試薬の生産，販売を中心的事業として創業し，以来時

代の変遷に伴って，臨床検査薬，電fIl業用薬品，高純度化字薬品，有機

合成薬品等多岐多様な製品を業界に先駆けて開発整備し，全国的な販売網

の拡充を図るとともに生産および研究体制の強化を巡めてまいりました、

　現在，当社製品の関連する諸分野において，永年の試薬製造の実績に基

づく品質管理と分析技術の進展あるいは産業界の発展に適応した商品開発

か認められ好評を博しております，，

　また，世界の試薬のリーダーともいえる西独メルク社と協業し，両社の

伝統と最新の技術を結集したCica－MERCKブランド製品の製造販売を行な

っております、

　臨床検査薬キット類も早くから手がけ，1963年に国産第…号のキットと

して，トランスアミナーゼ測定用「エスゴソト」以来，ALP測定用「シカ

フォス」などを着々と発売してきました。…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り

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ます。またディスクリート用試薬として，

ll立705の専用試薬である，　CiCa－705－Testシ1）一ズをはじめ，大型自動分

析装置用として，システムー100シリーズを取り揃えております。また大川

自動分析装置の㌧享用試薬化にともない，日立736シリーズ，東芝TBA－Sシ

リーズ，オリンハスAU－5000シリーズ用の専用試薬，あるいはオリンパス

AU－500／550用の濃縮言式薬のERIS　Testシリーズを取り揃え，製品群の拡充

をはかっております。

　細菌検査関係では，英国オクソイド社の国内総代理店として，培地素材

として各種ペプトン，粘製寒天，その他多村類の調製培地および嫌気培養

システムの嫌気ジャー，ガス発生キット，低温触媒を発売しております、、

　また西独ブランド社の精密分注用製品，ディスペンセッテ，マイクロデ

ィスペンサー，ディルエッテなどの発売も行なっております。

Cica－MERCK製品

　1981年5月にCica－MERCK製品第一り＾のMer（・k－1－Test　CK／CK－MBを発

売して以来，着々と製品群の充実化を巡めています。

　用丁：法および小川自動分析装置用試薬

OMerck－1－Test　CK（NAC）　CK－MB（NAC）

cMerckotesl　CK（NAC）　CK－MB（NAC）　U．＼〔ALDH）（；Lucose（GLUC－

　Dll）　　中・大型自重力分・手斤川」式薬

○システムー100シリーズ　　全24品n

O日立736シリーズ，東芝TBA－Sシリーズ，オリンハスAU5000シリーズ
　用E．t〔用試薬　　　全18‖II目

　オリンパヌ、AU500／550月j専用。JL薬

OERIS’1’e　．s　t　CK，　CK－MB，7・－GT，　Glucose，　AMYの5品目

　前、71腺性酸性ホスファタ…ゼ測定用、、式薬

OMerck　ImmUlloaSSay　l）AP　　（96回用）

（免疫酵素法）
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〒601

　　　　　　椋式
　　　　　　会社

京都市南区東九条西明田町57

京都第一科渉
　　　　　　　　　TELO75－672－5311

全自動尿分析装置
スーパーオーションアナライザー⇔SA－4220

　当社は創業以来，二十有余年の社歴のなかで物性の基礎技術を原点とし，

海外の技術を模倣することなく常に新しい分野に意欲的に取り組み，臨床

化学分析機器メーカーとして独自の分野を切り拓いてまいりました。

　こうしたパイオニア精神が社会のニーズを的確にとらえ，ユニークな製

品群を作り出し，広く世界の人々の，健康問題と取り組み社会に大きく貢

献いたしております。

　当社は，今後も，この分野において全精力を傾注し，技術革新はもとよ

り常に新しい経営感覚をもって運営し，信頼される株式会社京都第一科学

として皆様方にお応えできるものと確信しております。

〔営業品目〕

●スーパーオーションアナライザー

ぽ∴1㌶：∵二

●PSP－AUTO

SA－4220

HS－7
MA　4210

PSP－3110

　尿検査の機械化，自動化にチャレンジし，高速オーションアナライザー

〈HS　7＞，　ミニオーションアナライザー〈M　A　－4210＞で培った経験

を基礎に，このたび〔Dip＆Read方式〕を全『］動で行うスーパーオーシ

ョンアナライザー〈SA　4220＞を開発いたしました。

　〔特長〕

1．測定が全自動化：検体を専用スピッツに入れターンテーブルにセット

　するだけで尿化学8項目と尿比重か全自動測定できます。

2．高速処理：18秒間隔で測定。多検体でもスムーズに処理します。

3．ユリフレットAが使用可能：既に，HS　7，　MA　4210で，ご利用

　いただいている試験紙ユリフレットAを，そのまま使用できます。

4．独自の測定技術で正確な値が得られます：積分球式二波長反射率測定

　法により安定した測定結果が得られます。また，専用試験紙のブランク

　パットにより着色尿の影響をキャンセルします。

5．コンピュータ機能を充実：マイクロコンピュータコントロールによる

　信頼性の高いシステムです。内部メモリを持ちオンライン化が容易で，

　専用プリンタ〈DP－11＞との組み合わせも機能的です。

●Osmotic　Pressure　AUTO＆STAT－一

●OSMOSTAT

●グルコースモニター

OM－6010

0M　6020

●Glucose　AUTO＆STAT

GM－1320

●Urine　Glucose　AUTO＆STAT

GA－1120，GA－1122

●グノしコヌ、コ　／　ト

●AUTO　Alc

UG－1121

GT－4320

●アグリコーダII

HA－8110A，　HA－8111A

　　　　　　PA－3220
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e：e：e協和メデックス株式会社
　KYrOWA
〒100　東京都千代田区1－6－1　　　　TELO3－20・1・－72・11

　当社は昭和56年に設立した協和発酵工業㈱が100％株式を保有する，体

外診断用医薬品の専門メーカーです。特に酵素的測定法で，コレステロー

ルの酵素的定量法を世界に先がけキット化したことは周知のとおりです。

現在生化学検査薬「デタミナ」シリーズの製造販売，世界的に有名なデン

マークのDAKO社と提携してDAKO抗血1清の輸入販売，及び免疫検査薬で

は，ラテックス凝集法によるエクステルシリーズ，専用測定機EL－1000

の製造販売を行なっております。

〔営業品目〕

○生化学検査試薬（デタミナーシリーズ）

　　コレステロール定量試薬，リン脂質定量試薬，中性脂肪定量試薬，

　　遊離脂肪酸定量：試薬，過酸化脂質定量試薬，

　　尿酸定量試薬，尿素窒素定量試薬，無機リン定量試薬

　　コリンェステラーゼ測定試薬，α一アミラーゼ測定試薬

　　γ一GTp測定試薬，　LAp測定試薬，　MAo測定試薬，その他

○標準ML清（リカートンシリーズ）

　　酵素・脂質・電解質測定用

ODAKO抗］flL清，　PAPキット，モノクローナル抗体

○免疫化学自動試薬（エクステルシリーズ）

　IgG，　IgA，　IgM

　C3，　C4，

　CRP，　ASO，　RF，

　AFP，／82　一ミクログロブリン，フエリチン，

　ブイブリノーゲン，FDP

全自動免疫化学分析装置

ELIOOO
　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　1000は，

日本工業規格に規定された積分球濁度ノ∫式を採用しております。ラテック

ス凝集反応による特異蛋白の濃度測定とは，濁度の変化量の測定にほかな

らないわけです。日本工業規格できめられた濁度測定に散乱光i蜀度・透過

光濁度・積分球濁度がありますが，積分球濁度とは散乱光・透過光の比を

求めているため，それぞれの測定結果がもっている測定システムのうえか

ら不可避の測定誤差を比率演算でキャンセルすることができるため，高い

精度を保証することが実証されています、，又同様の理由により，着色1∬L清

の影響を，ほとんどうけることがありません，，又CRTによる↑剣｝｛1線のグ

ラフ表示，故障箇所の表・J：，データのフリント打出しなどすべて，自動化

されており，1時間120検体の処理がliJ“能です、，

全自動免疫化学分析装置EL

ラテックス凝集～去にもとづく

1000，エクステル⑭シリーズ

全自動免疫化学分析装置EL



13・ ㊨極東製薬工業株式会社
　　〒103　東京都中央区日本橋本町3－9　　　　　　TELO3－270－1641

　弊社は医療品及び医療用原料の製造並びに販売のため昭和8年に創立し

以来細菌培養基材であるペプトン，肉エキス，精製寒天，その他調整培地

であるSS寒天培地，標準寒天培地，各種培地，薬剤耐性培地等を製造し

て参りましたが，近代医学の進歩に従い，臨床検査用試薬，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の製造販売，生培地の製造販売及び

検査に関連する器材の販売をもって現在に至っています。今後共，時代の

ニーズに答えるべく研究開発に努力し，医療の発展に貢献してまいります。

〔営業品目〕

○生化学的検㌔試薬

　シアル酸テスト他26項目

Or1重力分析機用試薬

　ランピアシリーズ他
○血清学的検査用試薬

　RA　Kテスト試薬，AFP試薬，CRPラテックス，乾燥補体他
○⊥血清分離用ltlL液凝固促進剤

　クロットー7，クロットーH，クロットチューブスーバーH，他

○真空採血管（インセハック）

　一般1血用凝固促進タイプ，1血沽分離剤入り一般」flL用凝固促進タイプ

○組織培養用lll1清及び培地

　C．C．Serum，　D　M　170培地，リンスマイヤースクープメデウム他

○生培地

　ifu液寒天培地（馬，羊）チョコレート寒天培地，ブルセラHK培地

　他10種

○その他各種粉末培地，結核菌検査用培地，培地用基材

OBECKMAN社製品

ランピア SIAL　£

　近年，注目されていますシアル酸は，その変動が疾病に対しきわめて特

徴的で，特に炎症，癌，悪性腫瘍，リウマチ，膠原病などの経過，治癒予

後の判定に有用であります。

　シアル酸測定には，レゾルシノール法，チオバルビツール酸法など多く

の方法かありますが，いずれも操作が繁雑で，非特異的なものが多く実用

的ではありません。

　シアリレートは，結合型のシアル酸をノイラミニダーゼの作用で，遊離

のシアル酸（NANA）にし，さらにNANA　アルドラーゼを作用させN一

アセチルマンノサミンとピルビン酸を生成します。この時のNADHの340

nnlにおけるUV吸収の減少を測定することによって，シアル酸値を測定し

ます。

　本品は，自動分析機への適用が可能であり，これまで特に，炎症のパラ

メーターとして適切なものかない現状から，今後，その臨床的意義はます

ます高まるものと考えられています。

蓼
桓こ冒
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＝1瓢脇51ク≒ノ←ノ‘」ジオメデ」7カル株式蜜社

〒108東京都港区三田3－9－ll　日本生命三田ビル　　TELO3－457－7541

　クーハーバイオメディカル株式会社は，アメリカでバイオテクノロジー

分野における製品の研究，開発，製造，販売を行なう医療企業COOPER

Biomedical　lnc．の日本法人です。現在は，その豊富な製品ラインの内か

ら，日本でも馴染み深いハイランドやウォーシントンの臨床検査試薬機器

の販売を中心に、国内での活動の輪を拡げております．将来は，遺伝It組

替え技術，リボゾーム，モノクロナル抗体等の先端技術を駆使し研究開発

中の数々の製品群を日本に紹介すべく，その準備を整えています．

　また，日本の優秀な技術を吸収，活用し，川内のニーズに合致した製品

の開発，供給にも努め、臨床医学の分野によリ…層の蠕r献をしていきたい

と考えております、

〔営業品目〕

免疫血清検査

　●レーザーネフェロメーター　DISC120　JX－－1システム

　●LAS　R試薬　●イムノブレートIV　●抗lllL清各手・巨他

血液凝固検査

　●クロテ・・クIITS　　　●コアトロン　　　●フLロトロンビンテスト

　●PTTテスト　　　●AAPTT　　　●フィブリノーゲンテスト

管理物質

　●OMEGAシリーズ　　　●Q－PAKシリーズ
　●ltlL球計数用PARAシリーズ　　　●特殊コントロール各種

生化学検査（ウォーシントン）

　●UV用pi式薬各種（G（）T，　GPT，　CPK，　LDII，　IIBD，　GGT，　CHO，

　　BUN，　GLU）

　●UV用CPKアイソザイム　他

血液凝固時間自動測定装置

コアトロン

　コアトロンは，凝固機序のフィブリン析出点を，透過光の変化率から検

出するML；夜凝固時1］ll自動測定装；；’llですD式薬の分注，検体の加温時lnl管理

及び測定を完全自動で行ない，データは秒，及び必要に応じて比，活性等

に換算しフリントアウトを行ないますr試薬分注部は2ヶ所に分かれ，1

試薬系，2式薬系のいすれにも対応でき，かつ試薬ステーションにはマグ

ネソトスターつが内蔵されているため，試薬成分や，活性化剤の沈澱を回

避てきるように11　」〈一されています

　PT，　APTT、トロンビン時間の測定キーカ設けられ、内蔵のスヘシャ

ルフログラムモー一ドを利用すると，一・・段法を用いた凝卜｝il因∫・定最もll」’育ヒと

なります、

　自動化による省力化，　多機能，高粘度，　コンハクトで，かつ低価格を実

現した1｛II液凝固時lll］自動測定装ii’｜1，コアトロンは，今，クーハーバイオメ

ディカルからお届けします．、



132　∋久保田商事株式会社

　　〒ll3東京都文京区本郷3－29－9　　　TELO3－815－j331

　久保田商事株式会社は昭和37年3月に遠心機・超音波の専門メーカーで

ある株式会社久保田製作所の営業部門を分離し設立されました。以来全国

各地に出張所を設置し（礼幌・仙台・新潟・名古屋・大阪・広島・四国・

福岡）久保田製品の販売とアフターサービスにつとめています。現在では，

広く海外のメーカーにも目を向けバイオテクノロジー関係の培養装置を米

国NBS社から，すぐれた超遠心分離機その他をDAMON／IEC社から，分

析用遠心機をハンガリーのMOM社から，そして最近全自動洗浄機を西ドイ

ツ・ミーレ社から輸入・販売をしています。

〔営業品目〕

久保田製作所各種遠心分離機：

DAMON／IEC社：

MOM社：

NBS社：

BIOSEARCH社

ミーレ社：

高速冷却遠心機，大容量冷却遠心機，

多本架遠心機，卓上多本架遠心機，

多種検査用小形遠心機

分離用超遠心機，大容量冷却遠心機

クリオスタットミクロトーム

分析用超遠心機

バイオテクノロジー関係培養装置各種

研究用各種発酵培養装置

DNAシンセサイザー

ペプチドシンセサイザー

全自動洗浄機各種

マイクロプロセッサ制御

大容量冷却遠心機　　　KR－3200C

①インテグレーター（積分器）機能を内蔵しています。

②9通りの運転条件をメモリー／操作が簡単です。

③見易い大型のディジタル表示を採用しています。

④ローターの3条件（最高回転数・最大回転半経・温度補正値）をメモリ

　ーしているので，手数のかかるチェックが省けます。

⑤加速・減速はそれぞれ9段階に選択できます。

⑥遠心力（Xg）設定で運転可能です。

⑦異常部表示機能と自動停止機能があります。

⑧熱効率のすぐれた半球チャンバーを採用しています。

⑨室内環境をさまたげない静かな運転音です。

⑩スペースをとらない使いやすいデザインです。



罐ov・コ襲肌“hSte杜

〒541大阪市東区淡路町2－40－1ユニ船場404号 TELO6－227－1915
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設立　昭和50年8月23日

　　　　　　寺内ケミカル株式会社創立

　　　昭和54年11月

　　　　　　現住所に本社移転

　　　昭和57年7月

　　　　　　クリーンケミカル株式会社に商号変更

　　　昭和57年8月

　　　　　　東京出張所を東京営業所に変更

　　　昭和59年6月

　　　　　　茨木ラボセンター設立（－1揚・研究所・発送センター）

〔営業品目〕

●殺菌・消毒剤

●との他，理化学用特殊処理剤

●金属表面処理剤

●鉄，及びステンレス用洗浄剤

●アルミニウム及びその他合金用洗浄剤

●防鍵青剤

●銅及び真鍮変色防止剤

医療・理化学用洗浄剤

乱肌綱圃
クリーン99K　（無リン）

　　　　　　　自動分析装置用洗浄剤

ニューハンドアウェイ　（イルガサンDI

　　　　　　　殺菌，消毒用石けん液

クリーン99K－一一200（無リン）

　　　　　　　特殊塩素系洗浄剤

クリーン99　LO　 （無リン）

　　　　　　　超音波洗浄機兼浸漬用

クリーナー＃1000（無リン）

　　　　　　　恒温槽用防藻斉1」

300配合）



134　N国際試薬株式会社
　　〒651神戸市中央区浜辺通2－1－30　　　TELO78－231－4151

　国際試薬は「高品質」　「技術革新」　「サービス」をモットーに信頼でき

る製品とゆき届いた技術サービスの提供に努めております。

　特に自動化時代の検査室のニーズにお応えするため，

○各種の分析機に応用できる豊富な製品群

○局いレベルのテクニカルサービスを行っテクニカル・セールス・スペシ

　ャリスト。

を揃えております。

　更に臨床検査の総合的な精度管理を保証するTQA（Total　Quality

Assurance）の概念に基づき，　QAP，　CRRP，　MCP等のデータサービスに

も力を入れております。

〔営業品目〕

1．臨床検査試薬

　血液学関係試薬：血球計算用試薬　コントロール血球，ほか

　血液凝固関係試薬：PT測定用試薬，　APTT測定用試薬，フィブリノゲ

　　ン測定用試薬，標準血漿，因子欠乏血漿，ほか

　輸血検査関係試薬：血液型判定用血清（ABO式，　Rh式，ほか）

　　クームス血清，プロメリン，アルブミン，ほか

　血清学関係試薬：HBV測定用試薬，　AFp測定用試薬，ほか

　生化学関係試薬：脂質検査用試薬，酵素検査用試薬，無機質検査用試

　　薬，自動分析用試薬，コントロール血清，ほか

　染色関係試薬：パパニコロ染色液，ギムザ，ライトほか

　一般検査関係試薬：ユリチューブ，ユリコントロール

　検査室用洗剤：ニューコントラッド70

2．臨床検査用機器

　血液凝固分析装置：コアグースタット，コアグースタット・オートII

　分注器，半自動ピペット：ラスメントシリーズ

全自動血液凝固分析装置BC－2220型
コアグースタット⑧オートII

測定原理：微少視野走査測光方式による散乱光度法

特徴：（1）全ての測定操作が自動化され，測定に必要な材料の装着だけ

　　　　　　で全自動測定が可能である。

　　　　　（2）微少視野走査測光により，優れた感度と広い測定範囲をもつ。

　　　　　（3）PT，　APTT，　FIB．の基本3項目の他，因子定量等が比較的

　　　　　　容易な操作で測定できる。

　　　　　（4）同一項目の多検体処理にも，少数検体複数項目処理にも活用

　　　　　　でき，用途に応じた機動的な測定機能が活用できる。

　　　　　（5）不安定な試料にさいして，試料待機部は冷却機能を備えてい

　　　　　　るので，試料の安定化が計れる。

　　　　　（6）FIBの検量線用及び被検血漿は自動希釈できる。

　　　　　（7）検量線は必要に応じて任意設定できるため，繁雑な活性値換

　　　　　　算作業が自動化される。また、各項目の検量線情報は自動記

　　　　　　憶により随時活用できる。



◎：コスr≡株ヨ凝ネエ
〒ll3東京都文京区本郷3－26－10　　　TELO3－811－6477
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　当社は設立以来，世界各国の優れた製品を日本の市場に紹介するととも

に，電気泳動関係を中心とした各種の臨床検査機器を製造，販売しており

ます。また製品は国内はもとより，世界数十ヵ国に送りだすことにより，

世界の医療の発展に貢献しております。

〔営業品目〕

○電気泳動装置

　・血清蛋白分画及び各種アイソザイム，免疫電気泳動用

　・ザルトフォー：西ドイツ・ザルトリウス社製，セルロースアセテート，

　　　　　　　　マイラーサポート，ゲル，等電点，二次元定量免疫，

　　　　　　　　　クロスオーバー等の電気泳動が可能なシステム

○全自動電気泳動分析装置・血清塗布よりデンシトメトリーまで完全自動

　・FED－III：血清蛋白分画の全自動　CRT内蔵により波形編集可能

　・FED－IV：　　　　　〃　　　　　163検体／時間の高速処理

○電気泳動データー処理システム

　・FX－III：FED－II，　FED－IIIと接続してホストコンピューター

　　　　　　　より属性情報をもらいCRTにて編集後に波形，データー

　　　　　　属性等を一括で出力するシステム

○デンシトメーター

　・D－110：蛋白分画，アイソザイム，ディスク等の万能型

　・D－607：蛋白分画，アイソザイム用　CRTディスプレー内蔵

　・D－708：蛋白分画，アイソザイム用　200検体連続

　・F－808：可視域・紫外部・蛍光測定の万能型

○洗浄機　ジェット噴射式の全自動型で各種のガラス器具の洗浄

　・S－100N：大型洗浄機　イタリア・イタルグラス社製

　・G－7733，7735：小型洗浄機，西ドイツ・ミーレ社製

その他，各種比色計，屈折計，大型替刃メス，臨床検査器械一般

全自動電気泳動分析装置

FED－III

　コスモFED－IIIは，発売以来，日本国内はもとより世界中で，ご好評

いただいておりますFED－　IIをよりコンパクトに，よりローコストにし

て，これからは血清蛋白分画は全自動でという検査室の声に答えて発売い

たしました全自動電気泳動分析装置です。

〔特長〕

1．血清塗布からデンシトメトリーまで完全自動（1シート20検中）でカセ

　ット及び膜をセットすれば、あとは装置がすべて行ないます。

2．CRTにより操作は対話形式になっていますのでだれにでも簡単にでき

　ます。

3．波形編集システム内蔵により（100検体メモリー）一度測定した検体は、

　CRTに呼び出すことにより編集できます。
〔仕様〕

支持体：セルロースアセテート膜

設定項目：泳動時間，泳動電流，染色時間，脱色時問，乾燥時間

外形・r法：1060（W）×526（D）×806（H）mm

重量　：約100kg

亘

⑭



136 0小西六写真工業株式会社
〒163　東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル TELO3－349－5216

　小西六写真工業株式会社は明治6年（1873年）写真および石版印刷材料

の取り扱い業務をもって創業し，写真総合メーカーとして躍進を続けてま

いりました。そして現在では映像・情報産業の将来性に着目し，多方面に

わたる展開によって一大飛躍を期しております。

医療分野では，国産初の医療用Xレイフィルムを開発し，以後放射線診断

関連用品を次々と世に送り出してまいりました。そしてこのたび，コニカ

ドライケミストリーシステムを開発し，初めて臨床検査分野に進出いたし

ました。

今後更に，永年にわたり蓄積されました当社の感材技術，光学機器技術そ

してエレクトロニクスの技術を結集し，臨床検査システムの拡充をめざし

より広く社会に貞献すべく努力を重ねる所存でございます。

〔営業品目〕

医療用製品

　◎放射線診断関連用品

　　●医療用Xレイフィルム

　　●Xレイ自動現像機

　　●Xレイ処理薬品

　　●デーライトシステム

　　●メディカルイメージ診断用

　　　マルチフォーマットカメラ

　　●濃度測定機器

　　●医用画像処理システム

　◎臨床検査用品

　　●生化学分析システム

　　　　コニカドライケミストリーシステム（学術参考品）

コニカドライケミストリーアナライザー

（学術参考品）

　コニカドライケミストリーアナラィ＋，F’．“は，テスクト・フの多層フィル

ム式生化学分析装置です．測定する専川スライドを挿入し、ヒへ・・ターで

Ifll清（lflLM．S－）を．・1工着するだけで測定できます、，測定は反射測光し，測定結

果は自動的にフリントアウトします、、測定項目は順次，追力IIしていくi’定

です。

特徴

　●エンド項目とレート項目力則定可育ヒ

　●項目誠別マーク付のスライドで操作か簡単

　●操作はヌ、ライド挿入と検体の点着ですみ束縛時間か短い

　●検イ本カミf扱｛辻　（10μ～）

　●試薬の調製，廃液の処理か不要
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魍闇コネ・ジャパン株式会社

〒102　東京都千代田区飯田橋4－2－l　　TELO3－237－9500

　弊社は，フィンランド国　KONE　Corporationの子会社として，1982

年4月に設立された日本法人です。

　医療機器部は，KONE社，機器事業部の製品を，日本を含むアジアに販

売しております。

　私達は，ニーズにあった製品を，お届けしたいと優れた製品の開発に，

たゆまぬ努力を続けております。

〔営業品目〕

■電極式電解質分析装置　マイクロライト1型，II型，　III型

　○マイクロライト　1型（Na＋，　K＋，　Ca2＋）

　○マイクロライト　II型（Na＋，　K＋）

　○マイクロライト　III型（Na＋，　K＋，　C　l－）

　　●特長

　　　●全血で測定できます。　（全血，1血清，血漿，希釈尿）

　　　●サンプル量は，50μ／又は，IOOKt　lです。

　　　●コンパクトです。　（巾32cm，奥行21．5cm，高さ22．5cm）

　　　●コンピューターでコントロールしていますので，操作が簡単で，

　　　　信頼性にすぐれ，電極の状況がすぐ分り，標準液等の無駄使いが

　　　　ありません。

■生化学自動分析装置　プログレス

　コンバクトに設計され，専用の給排水設備不要のディスク．トップ型で，

　実験テーブルに置ける分析装置です。

生化学自動分析装置
プログレス

　プログレスは，フィンランド国KONE　Corporationで開発された生化

学自動分析装置です。試薬，検体の微量化を実現しながら，高い精度を保

っております。装置は，非常にコンパクトに仕1二っており，給排水設備も

必要なく，実験テーブルに置いて操作ができます。試薬，検体は，保冷さ

れていますので，安定したネ目度か得られます。

　下記の仕様を持っております。

　　○†灸イ本≒｛：2／zlカ・ら，　最糸冬反）、　tz　’；夜量100ノ〃～20「o／d

　　O検体，試薬，キュベットの残量監視

　　○一項目当り最大4試薬までの試薬分注可能

　　024試薬を設置口∫能

　　○グラフィソクディスプレイによる反応速度，↑剣1｛：線のチェ・ク

　　○一ヶ月分の各項目のQCデータ保存

　　○最大50項目の測定条件を記憶

　　○任意にセット検査の設定

　　○迅速な緊急検体処理

　　○電解質（Na＋，　K←，　Cl－）の測定（己極法，オフション）



138 晶サ⇔ラ繍幾株式E肚
〒103　東京都中央区日本橋本町3　9－1　TELO3－270－1666

　あらゆるサイエンス，エンジニアリングが日進月歩の昨今，コンピュー

タを駆使して，より高い「安全性」と「信頼性」に挑むME機器，より良

い病院を目指して建築設計の段階からお手伝いするシヌ、テム思考，より高

度の院内感染防止対策に威力を発揮するハードウェア，ソフトウェア等の

開発・製造，バイオテクノロジー分野への不極的なアプローチ等々の為に

私どもは海外のユーザー，メーカーとも仁極的に手を結ぶなど，国際的視

野に立って努力を続けています。

　サクラ精機とサクラクループはより良い手段　　すなわち，より優れた

製品をお届けする為に今後も一層努力を続けます。信頼される製品づくり

こそ，サクラの使命です。

〔営業品目〕

サクラ医用機器・理化学機器

千代田顕微鏡

GLP，　GMP関連機器
バイオテクノロジー関連機器

GD社製品（ヘマトラック）

アムスコ社製品

その他輸入製品

サクラ血液標本自動作製装置

BAS－300
　［AI液像検査における検体の撹拝・分取・滴ド，さらに塗抹・乾燥・染色

・ 収納までの標本作製作業を全自動で大li｛：高速処理する，　llll液標本作製装

置です。マイコン制御により，操作はいたって簡単。ハイクォリティな標

本かできあかります。さらに全作業中に血液に直接触れることがないので、

感，農の心配かなく，非常に衛生的です。塗抹方法としてウェッジ方式を採

用している為，本装置で作製した標本はヘマトラック⑧用にも，目視分類

用にも対応します。

〈特　長〉

　●完全自動で，飛躍的な作業効率をもたらします。　●1時間に300検

　体の処理ができますt）　●均質で信頼できる標本が作製できます。

　●1rl1液に触る必要がなく衛主的です。　●ヘマトラソク⑪用にも目視分

　類用にも対応します、，　●テーブルトップを可能にしたコンバクト設計。

〈仕　様〉

　●最大処理速度300検体／H　●血液分取　5－一　10，a　1

　●外法・1’法：980（W）×7（）0（D）×720（H）mm　●AC100V　3A



⑩サーマル化学産業株式会冠
〒176東京都練馬区平和台3－6－16　T　E　L　03－550－91　71

セル洗浄器

AB－lOO　CB－lOO
　サーマル化学産業株式会社は，昭和45年創立以来，常に一歩先を見つめ

独創的な技術を駆使し各種製品を開発し、使い易さ，精度の高さ，そして

低価格をモットーに努力しています。

　臨床検査部門では，他社に先がけ試験管立てごと50本，100本の試験管を

同時に撹拝できる機械を開発し，創立以来RIAや各種試験の混合に，振盤，

撹拝，抽出に現在も広く愛用されています。また小型から大型までの1市温

水槽，バリウムの撹拝器，肺ガン検診の喀疾細胞診用トータルシステム器

械，各種の洗浄器械を販売し，これからも独自の技術開発により皆様に愛

され，喜こばれるよう日夜努力致しております。

　各種自動分析用サンプルカップ，連結用セルをモーター回転による各種

サンプルカソプや各種セルを，専用ホルダーに入れ回転による水の入替と

サイホン現象を利用し洗浄するc、単時間で洗浄か可能です。また水の節約

にもなります。

｜39

〔営業品目〕

◎臨床検査機器　　O喀疲細胞診用撹拝装置　　マルチブレンターBX

8・B　X－20・MSカクタンキットL・メルティブルー，マイクロミキサ

ー　O撹梓振漫器　　ダイレクトミックスTS　50・TS　IOO，ポィント

ミキサー　TS－1，ローリングミキサー一一TS－t－5・TS－15・BL

25，スウィングロールミキサーSR－20・SR－40・SR　60，バリウム

シ土一カー－BR－6・BR－－12，パウダーミキサーBP　一一3・BP　5

0恒温水槽　　オートテンバーSW－707・SW－707　P，　GW－901・GW－

gOIp，　IC　300・IC－305・IC　305　D，　IC　400，血液凝固バス，CH　lO

A・CH－10B，防錆剤　　クリーンA，クリーンS，クリーンM，熱媒

体，フルゾールP，フルゾールPS。

羅㌫脇。，，

椥杷の沈縮

光ラ争奉AB－100



140 琴三光純薬株式会社
〒101東京都千代田区岩本町1－10－6　　TELO3－863－3261

　昭和29年設立以来，三光純薬は全国すべての臨床検査施設，研究所を網

羅する販売網を築き上げてきました。これら諸施設第一線の実情に精通し

臨床化学，免疫血清，輸血，血液，細菌，組織培養等，あらゆる分野，項

目にわたって，常に自社ブランド，内外メーカーの高品質の試薬，機器を

取り揃え，いつでもそのニーズに即応できる態勢を整えております。

〔営業品目〕

〈試薬〉

●臨床化学一サンテスト，サンアッセイ，オリンパス専用試薬，NAG

　　　　　　HbAlc，　E　XAコントロール」血清

●免疫血清一TPHA，　HBs，抗HBs，　TG，　MC，　RA，　CRP，　IAP

　　　　　　ASO，HBsAgEIA，KBeAg／AbEIA，　インスリンELA

　　　　　　AFPEIA，　CEAEIA，　ICEIA

●血液検査一Fib，　AT－III，　FDP　他

く機器〉

●EIAシステムーオートリーダー，オートウォッシャー，プレートイン，

　　　　　　　　　キュベーター

●マイクロタイター一オートダイリューター，オートドロッパー

●血液凝固時間自動測定装置一サンクロットS

●マイクロピペットーエクセル7000，エクセルディバイダー　他

SJ・EIAオートリーダー

　測光パターンの設定が10種頬メモリーでき，初期設定後，ワンタッチ操

作で測定ができます。

●項目名（アルファベット），担当者名（アルファベット）のζ禿録　●ブ

レートバターンの設定　●プレート内のプラン久標恒夜，検体位置の設

定　●同一液の2，3重測定の設定　●波長の設定　●標準液の濃度値の

設定　●吸光度，濃度のランク別表示の設定　●1～3次の多項式及び，

S次曲線により，吸光度から濃度を算出します。

　グリーンモニターとの対話型ですので，操作が簡単です。又，測光パタ

ー ン及び，96ウェル分の測定値がモニターに表示されますので，印字する

前に結果の検討ができます。
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⑳塩野義製薬株式会社

〒541大阪市東区道修町3－12　　　　TELO6－202－2161

　シオノギは1878年創業以来，治療薬を主体に動植物薬，工業薬品などの

研究，製造および販売を行う会社として発展してまいりました。この間シ

オノギは，それぞれの時代における最もよい薬を提供するための努力を重

ねてまいりました。

　臨床検査薬については1957年テステープの発売以来，この分野に注力し，

1978年（創業100年目）には検査薬品部を新設して，よりよい検査薬の提

供に一層努力しております。

〔営業品目〕

生化学検査試薬　NAGテストシオノギ，ファデバスカイネティックアミ

　　ラーゼテスト，アミラーゼテストAシオノギ，ファデザイムRAST

　　ファデザイムIgEプリスト，ファデザイムβ2一マイクロテスト他

Rl検査試薬　RASTシオノギ，　IgEリアシオノギ，β2一マイクロリアシ

　　シオノギ，ファデセブインシュリンリア，PSTIテストシオノギ，　C

　　一ペプチドテストシオノギ，アルドステロンテストシオノギ，ファル

　　マシアAFPリア，フルマシアHGHリア他

一般検査試薬　　便潜血スライドシオノギ，便潜血スライド5シオノギ，

　　テステープ，BMテスト8－II，　BMテスト6－II，　BMテスト4－

　　II，　BMテストGPS－II，　BMテストPGU－II，　BMテスト　B　U，

　　BMテストS－II，　BMテストWBC他
微生物検査試薬　ファデバクトストレプトコッカステスト，風疹抗原シオ

　　ノギ，バクチェッ久ファデバクトストレプトDテスト，ファデバク

　　トニューモコッカステスト，鞭毛染色液シオノギ他

検査用機器　　ウロトロン，ロータリーミキサー，シオノギチューブ（キ

　　ャップつき，キャップなし），ストックチューブシオノギ

141

尿自動分析装置

ウロトロンRL－9
　ウロトロンRL－9な，11個の固定したLight　Emitting　diodes（LED）

を持った反射光度計で，BMテストRL－9試験紙を用い，尿中白血球を

含む9項目の尿検査ができる尿自動分析装置です。

特長
　○尿中白］flL球を含む9項目の測定ができます。

　　（白ltlL球，細菌，　pH，タンパク質，ブドウ糖，ケトン体，ウロビ

　　リノーゲン，ビリルビン，潜血）

　○各試験項目に適した波長設定がなされています。

　○検体処理数　　　　300検体／時間又は150検体／時間

　○ホストコンピューターおよびパーソナルコンピューターとの接続

　　もできます。

　　　　　鷹
愁・　　繭

　　＿ノ⊇幣
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142囚 シグマ精器株式会社
〒140東京都品川区北品川1－22－17－202 TEL　O3－474－9591

　当社は，昭和57年設立以来，臨床検査分野の機械，器具の販売を通じて，

より社会に貢献するという理念のもとに，信頼できる製品とゆき届いた技

術サービスの提供に努めて参りました。当社の営業目標は，最高の品質，

最高の効果，最高のサービスをユーザーの皆様方に提供することであり，

全員この目標遂行のため，開発，販売，サービスの一流プロ集団をめざし，

日々努力を続けております。

　今後とも，最先端の技術力と独創的な開発力で，より皆様方のご満足を

得られるよう頑張って参ります。

　　　　　　　　　　　免疫と凝固のシグマ

〔営業品目〕

1）EIA多機能マイクロプレー1・用全「1動比色計

　　バイオリーダー　FS－340

2）IlIL液凝固時間測定装置

　　バイオマティックB－10（同時10検体，全血可，同時5項目）

　　コアグレーター1＆IV（同時4項目　tl1il定u∫）

3）CAPP社　マイクロプレート用8チャンネルマイクロヒベ・・ト

　　　　　　　　マイクロプレート用12チャンネルマイクロピペット

ElA多機能マイクロプレート用全自動比色計

バイオリーダーF340

《特　　徴》
●広範囲な測定波長域340～750nmを実現。

●優れた光学設計から生まれた高い精度と正確性。

●測定時間はプレート1枚当たり45秒（吸光度単波長測定時）。

●自己診断機構を内蔵。

●紙幅110mmの大型プリンター内蔵。

●外部コンピューターから自由にコントロールできる双ノ∫向インターフ

　ェイス（オアション）。

●大型LCDディスフ：レイを採用。測定条件を一度に表示。

●測定条件の指定と確認はダイレクトコマンド方式ですばやくセット。

●測定条件フロファイル15種類才録可能L，

●プレートの各列ごとに異なった波長の測定が可能なマルチ測光プログ

　ラム。

●自由に分割数と吸光度の設定範囲を入力できるn分割プログラム。

●サンプルフォーマ・・ト，ブランクフォーマ・ソトは各COL，　ROW，

　ポイントごとに指定可能。



システムエイジ株式会社

〒140東京都品川区南品川4－14－2 TELO3－450－3211

　システムエイジ株式会社は、昭和49年4月創、Z以来マイクロコンピュータ

　ー開発の分野で世界のIC業界の最大f‘である米1日インテル社と協力関係を

　結び，医療、産業制御，OA，科学計算、測量等巾広い実績を収めてまいり

　ました。近年医療の分野では自動化の動きが昂っていますがシステム化に

　対する認識は浅く問題に直面して対応策の検討を余儀なくされている例か

　少なくありません。弊社はこれらシステム化の時代の要請に対し“インタ

　ーフェーズ’のオンライン技術を以って機種の如何を問わず対処しており

　ます．新しい情報に対しては絶えすソフトアプリケーションの開発に努め，

　又，システム化については将来の拡張性を考慮して，病院のニーズに応え

　る内容を御提供申しヒげ，医療の近代化に貢献したいと考えています

　　〔営業品目〕

　　OBIAC　80／20　臨床検査データ処理コンビュータシステム

　　　生化学，血液，血清，その他一・般検査等の検査業務に係る自動データ

　　　処理システムです。拡張性があり，各種医療機器とオンラインが可能，

　　OBIAC　80／20　1CU患者監視コンピュータシステム

　　　OP室，リカバ11一ルーム，　ICUセントラルルーム，検査室をネ・・トワ

　　　ークし，患者の生体データのロギング及びその表示を行ないます一

　　〇SAC－8000細菌検査データ処理コンピュータシステム

　　　細菌検査の検体受付けと問合わせ，検査成績の入力及び報告書の作成，

　　　データの統計，分析表の作成をコンピュータ処理します。

　　OPC9801パソコン用　各種システム

　　　血液ガスデータ分析システム，ウォータバランスデータ処理システム

　　　輸血業務管理システム，臨床データ収集システム（赤血球，白血球，尿

　　　沈渣等のデータ収集），ICUデータ表示，演算パラメータ等etcご

　　OBIAC一ネットワークシステム

　　　各種医療システム間のネットワークを優れた柔軟性と機能性を基に，

　　　実現することが，il能です。特別な処理をすることなく，異機種を接続

143　　でき，経済的な総合医療情報ネットワークシステムができますu

総合医療情報ネットワークシステム
BIAC－NET　馨ラ8繋燃蒜ムエンジニアリング事業部

　BIAC－NETは，医療システムで』実紬のあるBIAシリーズのノウハウを基

に，開発，発売した最新の医療ネットワークシステムです

〔特長〕

1．BIAC－NETは、米国アンガマンバス社のNET－ONEを採用した拡張性

　　のあるネットワークシステムです、、

2．BIAC－NETは，通信ネットワークの分野で，世界的な標i？6に準拠Lて

　　いるため、異機種を接続する場合も，柔軟に対応できます、

3．BIAC－NETは、各種ネ・ソトワークシステムと比較しても，高速に通信

　　を行なうことができるネットワークです、

4．BIAC－NETは，総合医療システムに重要な機能である、画像処理及ひ

　　画像の伝送を可能にしました、CTスキャン，　X線フィルム，カルテ及

　　び弔要，1｝：類の画像管；理等，動1由i，静止画を問わず処理できる機能があ

　　ります

5．BIAC－NETは，ソフトウェア構築にも強ノJなサポート機能があります，、

　　アプリケーションも豊富な実績かあり，皆様の期待に応えることかで

　　きます。。羊細は資料を御請求一ドさい。

UN；tl
胞思廷舗ノスfム
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144 珊Vh：ト商事端会
〒102東京都千代田区一番町10　　　TELO3（239）3741

　当社は日本の臨床検査試薬の祖・故篠原亀之輔博士（昭和34年紫綬褒章受

賞）設立によるシノテスト研究所営業部門を母体として発足し，その後臨

床検査の発展に伴い生化学検査の部門に進出，酵素検査，脂質検査などを

中心に研究・開発を行なってまいりました。

　昭和も60年代に入り，時代の要請が自動機械化を更に進めるとともに，

検査薬の質的向上が大いに望まれています。そんな折，当社は㈱シノテス

ト研究所との協力体制を一層密とし，シノテスト独自の技術を活かした高

付加価値，高品質の新製品発売に専念するとともに，精度管理血清，免疫

検査試薬，血清検査試薬等ハイランド製品も販売し，より一層ユーザー各

位の御期待に応えるべく更に発展を期しております。

〔営業品目〕

《シノテスト製品》

●臨床検査薬　LDHリニアーネオ，　TAネオ，　GLUネオ，　LAP，　UA，　HD

　Lコレステロール，TG　II，　CHOネオ，　Feダイレクト，　Feネオ，　Cuネオ，

　PL，α一HBDH，ポリアミン，　Ch－Eネオ，　CPKカラーネオ，　CRPネオ，

　RAネオ他〈自動分析機用試薬〉マイクロテストシリーズ，オートメ

　イトシリーズ，オートセットF・Cシリーズ，ラボメイトシリーズ，S

　VRシリーズ他
●臨床検査機器　全自動グルコース分析機：グルコローダーE，ニューグ

　ルコローダー，グルコローダーMK　II，全自動電解質分析機：エレクトロ

ー ダー　分注器：エグザクタスーパーシリーズ，マイクロディスペンサ

ー，ボトルトップディスペンサー，生培地シリーズ，採血分離器材：コ

　アラチューブシリーズ，医療用洗剤，手袋，消臭剤，その他

《ハイランド製品》

●精度管理血清：Q－PAK，　OMEGAシリーズ　●免疫検査試薬：レーザー

　イムノアッセイシステム，SRID．　IEP　●血清検査試薬：RAテストキ

　ット　他　●血液凝固時間測定器：クロテックIITS　●分注器測定器

　：VC－100　●血漿蛋白完全自動測定機：DISC120JX－1

全自動電解質分析機

EletSroder
　グルコローダーグループ㈱AIC・シノテスト商事㈱の技術と，徳山曹

達㈱のイオン選択膜技術の出会いが革新的な電解質分析装置を産み出しま

した。その主な特長は

■最先端のイオン選択膜技術……クラウン・エーテル膜

　従来のガラス電極や液膜電極の性能を凌駕する性能を実現しました。

■Na／Kは電極法，　Clは電量滴定法

　測定データの信頼性，選択性を第一に，最良の技法を採用しました。

■高処理能力

　約180～200検体／時（540～600Test／時）は従来最速のものの2倍です。

■内蔵標準液による全自動キャリブレーション

　検体を並ベスタートボタンを押すだけで，常に安定したデータを出力。

■容易な操作のために……対話方式による操作や自己診断機能

■大型プリンタを採用

　40桁サーマルプリンタを採用、，検体毎に3項目を横1行にプリント。

■豊富な諸機能

　カレンダー／時計，頓複測定，自己診断，メッセージ等の機能を内蔵。
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㊥株式会社島津製“p7fi

〒604　京都市中京区河原町通二条南　　　　TELO75－251－2811
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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，臨床検査機器の開

発に積極的に取り組んでいます。

　自動生化学分析装置CL－20形は，20チャンネルで100検体／時の処理

能力をもち，ごく微量の検体と試薬で豊富な情報が得られる装置として，

多方面から注目されています。このほか，あらたに自動生化学分析装置

CL－7000形（300分析／時間）および臨床用分光光度計CL－　750形を

加え，大規模から中・小規模向けに，臨床検査室の多面的なニーズに対応

する島津CLシリーズ自動生化学分析装置をラインアップしています。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 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。

　また，当社では，東京と京都に島津臨床分析センターを設け，分析技術

の普及，開発につとめています。センターでは，最新の臨床検査機器を設

置し，臨床分析の卑門技術者を配し，依頼分析や分析相談，講習会やセミ

ナーなどを通じて，生化学分析に関する情報を提供しています。

〔営業品目〕

■臨床化学検査機器

　自動生化学分析装置

　臨床検査室自動化システム

　クリニカルイオンメータ

　グルコース計

　浸透圧計

　ラジオイムノアッセイ装置

　遠心分離機

　分注器

■超音波診断装置

■分析測定機器

■医用機器

島津自動生化学分析装置

CL－7000形
　CL－7000は，ユニークな“DRPS”システムとハイテクを駆使し，

検体処理スピードの大幅アップと測定精度の向上を同時に達成した，シン

グルマルチ自動生化学分析装置の新鋭機です。

〔CL－7000形の主な特長〕

1．Doublu　Ro　tor　P　ho　to・　me　tr　ic　Systemにより検体処理能力が300テヌ、

　　ト／時間と大幅にアップしました。　同時分析項目は22項目です。

2．DRPSにより，分析項目間のクロスコンタミか非常に少ない高精度

　　の測定値が得られます。

3．DRPSにより，分析項目選択の制限が少ないため，ランダムアクセ

　　スが一段と威力を発揮します。

4．試薬使用量は，1テスト当りわすか340μ／です。

5．一般生化学項目から特殊項目まで幅広い測定が可能です。

6．分析条件や分析データは全てフロッピーディスクに格納します。

　　CRTとの対話によって必要な分析条件の設定やデータ処理が行なえ

　　操作性にすぐれています。

7．キュベットの洗浄等，分析前後の手間を極力少なくしました。

㌘該　緩☆
　　　繋．



1妬 ▲真興交易株式会社
　　〒106東京都港区南麻布2－8－18 TELO3－798－3311

全自動血液ガス・電解質（カリウム）分析装置

ABL　4

　真興交易株式会社は，デンマーク・ラジオメーター社の日本総代理店と

して，酸塩基平衡・電解質などの最新の臨床用測定装置を各種輸入・販売

し，医療研究の分野に貢献しております。東京に本社をおき，札幌・仙台

・ 名古屋・金沢・大阪・広島・福岡に営業所を設置し，日々進歩している

技術水準に対応しながら，迅速なサービスに努力しております。

　世界初のマイクロプロセッサ・コントロールによる全自動血液ガス分析

装置ABL　1，その後多くの改良を加えたABL　2は，最も信頼でき，誰にで

も容易に使用できる装置として，多数の納入実績を得ています。

　ABL3は，さらに高度なコンピュータ技術を駆使して，測定精度を向上

させ，またユーザーの多様な要望に応えるべく，便利な各種プログラムも

内蔵しています。ABL30は，　ABL3と同様の精度を保ちながら，経済性を

徹底的に追求したもめです。

　ABL4は，　ABL3の基礎技術に基づき，血液ガスの測定項目に新たにカ

リウムを加えて開発されました。最新型のABL300は，測定精度を犠牲に

することなくサンプル量を減らすことに成功し，ABL4と同様のユニーク

なクオリティ・コントロール・プログラムを内蔵しています。

〔仕　様〕

○測定工頁目

○入力項目

○演算項目

○サンプル量

○測定時間

○処理能力

○患者体温補正

○自動較正

○電源

○サイズ

○重量

血液：pH，　Pco2、　Po2，　K▲，　Hb

ガス：Pco2，　Po2

患者体温，Fio2，　Pso，サンプルタイプ，患者ID．　No．など

血液：HCO3，　TCO2，　ABE，　SBE，　SBC，　SAT，02CT

ガス：CO2，02
血液：（吸引）165μ1，（注入）265μ1

ガス：30ml

110秒

18サンプル／時

15．0～45．0°C

1，㌧；1津交工E　：　1，　　2日キ横］ごと　よ　り選ま尺

2点較正：2，4，6，8時間ごとより選択
110（93．5～121）V，50／60Hz±5％，280VA

83×30×58cm（W×卜1×D）

45kg

〔営業品目〕

デンマーク・ラジオメーター社：全自動血液ガス・電解質（カリウム）分

　　析装置　ABL4／全自動血液ガス分析装置　ABL300，　ABL30／経皮酸

　　素・炭酸ガス分圧測定装置TCM222／ナトリウムカリウムアナライザ

　　ー　KNA1／イオン化カルシウムアナライザー　ICA　1／ヘモオキシメ

　　ーター　OSM2／クロライドタイトレーター　CMT10／その他

ドイツ・クナウァー社：浸透圧計　SMO－1／デジタル自動浸透圧計

　　DI－SMO
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醒株式会社常炎
〒ll3東京都文京区本郷3－19－4 常光ビル　TELO3（815）1717
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　㈱常光は，昭和22年6月創業以来40年に亘り血液分析装置の研究と開発，

生産，販売に精魂を傾けて参りました。機種も増え，電メ〈泳動装置を始め，

電解質測定装置，血液ガス分析装置，自動身長体重計，等発売して以来川頁

調に伸びており，これもユーザの諸先生並びにご指導頂いた先生方の御支

援のお陰と心から感謝申し上げます。今後も新製品の開発に全力を傾け，

ユーザの先生方に一層信頼されるよう努力致して参りたいと覚悟しており

ます。

〔営業品目〕

●電気泳動装置　　：全自動電気泳動装置CTE300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　CTE1200　1～III型

　　　　　　　　　デンシトメータ　　マイコン20AS，　PANFV

　　　　　　　　　　　　　　　　　　PAN－802

　　　　　　　　　電子冷却泳動装置ECP10，他各種泳動装置

●電気泳動支持体　：セルローズアセテート膜，セパラックス，セハラッ

　　　　　　　　　クスS，オキソイド，セアゲル・アガロースブレー

　　　　　　　　　　ト

●生理関連装置　　：全自動lnl液ガス分析装置JBA－3，　JBA－5K

●電解質分析装置　：ナトカリクロールアナラィザ、IT－3，10N　3，

　　　　　　　　　　IT－150AT，10N　150AC，　NK　60P，クロ
　　　　　　　　　ライドメータ，C－200AP，カルシウムメータ，

　　　　　　　　　Ca／Mg，　C　A30

●一般検査　　　　：PSP排泄機能試験装置PSP－DP希釈分注装置

●健康管理関連装置：自動身長体重計，HWS－・200

●専用試薬類およびコントロール血清：分画トロール・ノーマル・アブノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　ーマル・LDH。式薬キット

全自動電気泳動装置

CTE－150
　　全自重力電1気1永重力装置　

‘’

CTE－150”
　昨年の学会で発表して以来ユーサーの先生ノ∫には好評を戴き心から感謝

申しヒげます。

従来の装置と比べ非常にコンバクトになり，スペースの悩みを解消しまし

た。

　℃TE－150”のi三な特長は

①横幅が72．5cmと全日動型では最小ですので，狭い場所でも楽に使用でき

　ます。

②ワンタッチ交換のカセ・ト・セルロースアセテート膜のカセット（100

　枚入）採用により，支持体のセ・トが容易です。

③サンプルはMAXlo5検体分まで同時にセ・トできますn完全密閉です

　ので，蒸発の心配はありません、、

④本体にCRTを搭載し，画面を見なから操作できる対話）｛ll」。画面一ヒでの

　分画修正，患者番号，T・P，のインプt・／トなど簡単な操作て報告書が

　迅速に出てきます。

⑤1fiL清の塗布は，ミニゾーン　（4mln）と標準（7mnl）の2種があります。
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住友電気工業株式会社
住電システム株式会社
〒107　東京都港区元赤坂1－3－12 TELO3－423－5901

　住友電気工業株式会社は，1976年我国で初めてミニコン2台を用いて，

1000床規模の大病院の医事・中検コンピュータシステムの開発実用化に成

功して以来，一環してMUMPS（マンプス）をべ一スに病院トータルシス

テムをはじめ医事システム・検査システム等多くの実績を重ねてまいりま

した。住電システム株式会杜は，住友電工が長年にわたって育成蓄積した

システム技術を，さらに大きく飛躍させるために設立されたソフト＆エン

ジニアリング会社です。両社は共同でシステムの開発・製作・販売に取組

んでおり，メディカルフィールドにおいては大規模な病院情報シヌ、テムか

ら，パソコン版MUMPS「SP－MUMPS」を用いた小規模システムまで製

品群を充実させ，規模に応じた最適システムを御提供することができるよ

うになりました。

〔営業品目〕

OU－MUMPSメディカルステーション
　　スーパーマイクロコンピュータとMUMPSを使って統合患者データ

　ベースを実現　　病院管理運営をサポートする1台多役の強力なシス

　テムです。

　　　●医事会計システム

　　　●臨床検査システム

　　　●薬局管理システム

　　　●給食管理システム

○健診システム

U－MACS
U－CLAS
U－PHRM
U－DIET

年々，充実の傾向にある予防医療をサポートするシステムです。

　●総合自動化健診システム　U－HELS

　●企業内健診データ処理システム　HELCOM

U－MUMPS臨床検査システム

U－CLAS
　U－CLASは，検査室内の業務の効率化，迅速化，正確化を達成するこ

とはもちろん，よりトータルな視点から診療業務をサポートし，病院機能

の効率化に寄与することを目的として開発された臨床検査パッケージシス

テムです。

〔特長〕

　1．高速MUMPS（U－MUMPS）によるデータベース型臨床検査シス
　　テム。時系列検索など患者中心の処理に威力を発揮します。

　2．ユーザの固有条件に適合できるフレキシビリティを備えたパッケー

　　ジ型ソフトウェア。カルテ番号体系，入力画面・出力帳票様式，検査

　　報告書の出力順序など柔軟に対応できます。

　3．ビルドィンブロック方式により小規模システムから大規模システム

　　まで拡張自在。

　4．使い易さに最大限の配慮。日本語処理・会話型入力・充実したHE

　　LP機能。負荷試験における負荷後時間の入力等例外処理にもキメ細
　　力・く寿『F芯。
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◆住友へi一クライト株式会社
〒100　東京都千代田区内幸町1－2－2 TELO3－595－9431

　当杜は日本におけるプラスチック工業の草分けであり，約70年に亘って

蓄積したプラスチックに関する高度な技術を医療の分野に役立てようと，

医療用具，組織培養用器具，臨床検査用器具，ME機器の各分野の製品を

市場へ登場させました。

　人類の幸福に直接結びつく医療の充実に，当社は英知を結集し，貢献し

ようと努力しています。

〔営業品目〕

　組織培養関連器具

　　　　　　マルチプレート

　　　　　　ンヤーレ

　　　　　　遠沈管

　　　　　　凍結保存用チューブ

　ELISA関連器具
　　　　　　エリザ用プレート

　　　　　　アミノプレート

　臨床検査関連器具

　　　　　　マルチプレートテラサキ

　　　　　　血液反応板

　　　　　　尿比重計

　連続分注器

　　　　　　マルチディスペンサー　他

　各種ピペット

マルチディスペンサー

MS－60400
マルチディスペンサー400はマイクロプレートに正確かつ迅速に分注で

きる4連シリンジ式連続分注器です。

〔特長〕

　○マイクロタイトレーション，エライザー等のプレートへの分注に最適

　　です。

　○一度だけの吸入で4列つつ連続的に分注できます。

　○高精度分注が可能で，試薬ロスも最少です。

　010μ1～100μ／まで6段階の分注器が選択できます。

　○ディスポシリンジの交換で，クロスコンタミネーションかありません。

w…　』囎灘灘織灘 緊購瀬

。、．f、’ぷ蕊よジご．∴’tt、



15・（⇔生化学工業株式会社
　　〒103東京都中央区日本橋本町2－9　　　　TELO3　－270－0536

　弊社は昭和22年発足し，社名が示す通り生化学分野において，開拓者精

神をもって新製品，新技術および新用途の開発に力を注いできました。

　ここ数年の生化学分野の進展の進歩は目覚しく，分子生物学，細胞生物

学および免疫学領域における細胞工学など，その範囲が広がり，研究内容

もますます高度化してきております。

　弊社はこれらの研究成果を臨床診断検査薬に生かすべく努力し，各種検

査薬の開発，製品化に努め，なお，優れた製品の輸入にも心掛けておりま

す。

　今後も多様化する各種の要望に，お答えできるようなオリジナルでユニ

ー クな新製品，新技術，新用途を開発するよう，鋭意努力いたします。

〔営業品目〕

●生化学試薬

　酵素，基質，アミノ酸，ペプチド，タンパク，thl．液タンパ久免疫化学

　試薬，レクチン，糖質，核酸，分子生物学試薬，脂質，他。

●各種測定キット

●グリコヘモグロビン測定キット

　クイック・セップ……イオン交換樹脂充」眞による簡易ミニカラム法で総

　ヘモグロビンA1測定キットです。

　グリク，アフィンGHb……原理的にも優れた，アフィニテー樹脂充墳ミ

　ニカラム法で，従来の問題点を解消し，簡便で迅速な本来のグリコヘモ

　グロビン測定キットです。

●アミラーゼアイソザイム測定キット

　アミラーゼアイソザイムAIテストは，小麦より抽出したアミラーゼイ

　ンヒビターを利用して，膵臓由来のP型アミラーゼと唾液腺由来のS型

　アミラーゼを分別定量するための測定キットです。

●その他

　溶連菌感染測定キット，ヒトlgGサブクラス測定キット，各種アイY一ザ

　イム泳動用膜，各種逆受身血球凝集反応，NUシリーズ等

血中エンドトキシン測定試薬
トキシカラーテスト

　従来より，iflL中の細菌内毒オ1（エンドトキシン）の測定にカブ1・ガニlfll

球抽出液（ライセート）を用いたリムルステストか使われておりましたが，

ML中に混在する非特異的アミダーゼ活性と各榑のリムルス反応阻害物質の

ために，測定に困難な面が多く，実用化の要望か多いにも拘らず，実現で

きずに支障をきたしており．ました。

　本キットは反応阻害物質除去法として優れた過塩素酸処理法を採用し，

今までの問題点を解決するとともに，ライセートと発色合成基質を｝三剤に

した高感度の比色定舅法です。

　また，本キットは検体の希釈度や抗凝固剤の種類を問わず，IfH中のエン

ドトキシンの回収かできる優れた試薬キットとなっております。

　特　長

・ 比色法を採用していますので，測定結果が数値化できます、，

・ 直線性，再現性に優れ，高感度測定ができます。感度：o．oo3EU／【1】e

　　！惑∫度　：0．003EU／／mψ，　　ll）9／m？

・ プラスコントロール1点のみで検体のエンドトキシン量が算出てきます，，

・ 545nmの吸光度を測るため，黄疸1血液等，黄色の影響を受けません、，
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セイ：】一電子工業株式会社
〒136　東京都江東区亀戸6　－31－l　　TEL30－682－llll

　SEIKOが時計づくりを始めて間もなく一世紀。　SEIKOグループの中核

企業のひとつセイコー電子工業では伝統の精密加工技術に加え，クオーツ

ウオッチの開発を通じて得た最新の電子技術も備えています。両者の合体

したメカトロ技術こそ新しい時代を創造する原動力であり，現在幅広い分

野に技術の領域を広げ，積極的に多角化を図っています。自社技術で育て

たCAE／CAD／CAMシステムおよび周辺機器，精密分析機器，ロボット

をはじめとする数多くの製品群……さらにメカトロニクスと光を結ぶオプ

トメカトロニクス技術やDNAに関するバイオテクノロジー技術など，21

世紀社会に欠かすことのできない分野へと力強く始動しています。

〔営業品目〕

○時計　情報機器部門……各種腕時計　懐中時計　携帯型コンピュータ

○電子機器部門……超LSIデザインシステム　三次元CAD／CAMシス

　テム　カラーグラフィックディスプレイ　カラーハードコピー　静電

　プロッタ　知能ロボット

○科学機器部門……マッピングアナライザ　プラズマ発光分光分析装置

　原子吸光分光光度計　ケイ光X線微小部膜厚計　熱分析システム

　ケミカルロボット　超音波破砕装置　シリンジポンプ　ラボラトリー

　ロボット。

○音響部門……デジタルキーボード　メトロノーム　チューナー

　ラジオ　ヘッドホン付ラジオ。

○電子部品部門……サーマルプリンタ　光ファイバコネクタ　カプラ

　水晶振動子　半導体　カラー液晶表示素子　液晶表示モジュール

　表面研磨機　電子体温計。

CHEMICAL
LAS　2000

ROBOT

　SEIKOの時計作りが生んだファクトリーオートメーション技術から今，

生命科学分野に新しい技術として，CHEMICAL　ROBOT　LAS2000が誕

生しました。

　ラボラトリーロボットとして，あらゆる分野の分析　サンプル識別，分

取，分注，移動，測定　などのさまざまな作業をすべて自動化します。特

に臨床検査分野では，各検査室個有のニーズに応えるラボラトリーロボッ

トとして，化学，血液，血沽，細菌，などのすべての検査の自動化を約束

します。

　CHEMICAL　ROBOT　LAS2000により，臨床検査の完全1’｜動化と㌔度

向Eの夢が達成されるのです。

展示システム 免疫lfll．清検査システム

ELISAシステム

睡：＼u
憲

　　　　　／

　　．／／／
　　　　　　　　　　　　t－v

呂



152 ●積水化学工業株式会社
〒530大阪市北区西天満2－4－4　　　丁ELO6－365－4156

設　立　昭和22年3月

資本金　161億円

代表者　代表取締役会長　小幡謙三

　　　　　〃　〃　社長　広田　馨

従業員　6200名

事業内容①化学品部門　②生活用品部門　③包装・工業資材部門

　　　　　④医療部門　⑤住宅部門　⑥土木資材部門　⑦住宅設備部門

　　　　　⑧環境改善部門⑨その他

〔営業品目〕

医療部門

　臨床検査関連

　　〔検査システム〕

　　　オートAlc　（グリコヘモグロビン自動分画測定装置）

　　　エスクリニカーE（血中エストロジェン自動分画測定装置）

　　　オートセラマウト（液クロ自動血清前処理装置）

　　　その他　液クロ用カラム

　　〔検査試薬関連〕

　　　試薬用ラテックス・ラテックス試薬

　　　EIA・RIA用ビーズ・EIA試薬
　　　特殊用途ゲル・酵素・抗血清

　　〔検査器材関連〕　　　　　　　　　　　　〔その他〕

　　　各種スピッツ　　　　　　　　　　　　パップ剤固定用シート

　　　真空採血管「インセバック」　　　　　検体輸送箱

　　　ヘパリン加血用凝促滴下剤

　　　ラテックス凝集判定プレート

　　　組織培養用シャーレ

インセパック
（プラスチック真空採血管）

品　種 1．一般血用

2．ヘバリン加血用

3．1血球検査用

4．血糖検査用

特長●プラスチック製（PET）のため害llれにくい→オート用（ロボット

　　　　●ガラス製より軽い　　　　　　　　　　　　等）に最適

　　　　●透析検体用を品揃え

　　　　●検査値への影響がない

澗

ノ殉
，声

幅
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（）0難Z牲当〆【『元低科学貿易

TllO　東京都台東区三ノ輪2－2－7　　　TELO3－806－4361

　日本の医療機関及び理化学の発展のために最新かつ優秀な外国機器と有

能な技術を供給すべく，昭和42年創立以来新しい人間研究ともいうべき総

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

世界の60余社のメーカーから最新鋭の医療器類をシステム的に導入し業界

の発展に寄与しております。

〔営業品目〕

1．高速電解質分析装置　　　（AIC杜）

2．全自動アミノ酸分析装置（マイクロメディック社）　（ビオトロニクス社）

3．RIA装置　　　　　（マイクロメディック社）

4．血液凝固自動測定装置　　（エルビ社）

5．細胞分析，分取装置　　　（ヒルシュマン社）

6．プログラムフリーザー　（FIS社）

他各種医療機器，理化学機器

高速電解質分析装置

PVA一α

　PVA　αは最先端のイオン選択模技術か生んだ電極法装置の傑作で，

従来の電極法の装置と比べ処理能力もさる事ながらデーターの信頼性にお

いて全く妥協のない機種です

PVA一αの特色

　1．時間当り200検体の高速処理

　2．60μ1の微量測定

　3．電極法で尿検体の満足のいくテータが得られる数少ない機種です。

　4．コンピューターとのオンラインか可能

㌘

醐



154［唖璽蟹相互生物医学研究所
〒160東京都杉並区高円寺南1345　TELO3－316－Olll

　日本国内では屈指のクリニカルラボラトリーとして，北は北海道から南

は沖縄まで全国主要都市65ヶ所に営業拠点を設けています。営業拠点は全

てコンピュータオンラインにより結ばれており、全国どこでも当社の均質

なサービスを受けることができます。全国で集められた検体は昭和59年12

月に完成した総合研究所（埼E県川越市）で分析・検査されます。

　総合研究所は総面桓1万平米，1日5万検体の処理能力を持ち，処理項

目数とともに東洋一の規模を誇っています。当社では新しい検査の開発に

も積極的に力を注いでおり，既にその結果が日本での初めてのHbA】cのル

ー チン化，キット化等の成功に生かされています。

〔営業品目〕

●臨床検査受託業務

　内分泌，ItlL漿蛋白，生化学，ウィルス，免疫lflL　1　i‘i－，　lflL液学，

　細胞性免疫，細菌，病理組織等

●安全性試験

●ヘモグロビンA1，　Alc測定法キット製造販売

グリコヘモグロビンA1，AIc分画測定キット

モニターGカラム

　ヘモグロビン（HbAic）の分llhi測定がミニカラムで可能です、、

HbAicは糖尿病のllll糖管理の指↑！1｛として広く臨床に応用されていますt－）

「モニターGカラム」はIlbAlcの分画測定がll」’能なディスポーザブノしミニ

カラムキ・トで，昭和55年に発売以来ご好、i】’いただいております，

温度特性に優れ，簡単な操作とJl・1確なデー一タ、お手許に比色計があれば今

日からでも始められます，、

〔特長〕

●IlbAlcの分画測定かll∫能です、　（保険点数150，・1川

●㌔準カラム法，IIPLC法とよく相関します、

●不安定成分の影響は受けません。

●厳密な温度管理は不要です，，20～26℃で温度の影響は68《めて伴かです。

●数時間で100検体以ヒの測定が可能です、検体数に応じた測定ができま

　すのでムダがありません、

●シアンなどの有毒物質は含みません、測定者の健康Lの不安ベー）排水汚染

　の心配がありません，

鍵



高園産業硫武会社
〒575　大阪府四条畷市岡山2－12－22 TELO720－77－3431（代）

ラノし　　　－t－

ti又　．1ム

　資本金

　代表者

従業員数

事業内容

昭和38年8月

　7000万円

代表取締役　園部尚俊

180名

医療機関および調剤薬局などで使用する薬剤自動分割分包機

調剤設備機器，その他関連医療機器の総合メーカー、，

〔営業品目〕

〈臨床検査機器分野〉

ヒブリチン

臨床検．査迅速報告システム

各種実験台

ドラフトチャンバー

クリーンベンチ

オートクレープ各種

電気バーナー

血清分離補助具
ヒブリチン

キ与i敗として，Q）t米1（IL～」星・し・日与1昌Jo）兜」糸宿

　　　　　　③分離境界面がシャー一フ

　　　　　　（lr））デー・一ター一への影響がない

　　　　　　⑦経済的です

　治療の原則は，適切な方法の選択と1川励也行にあるといえます，その適

切な治療法の選択には，」Fl確な診断と病∫態把握が必要で，各種の生体情報

が不可欠であると思われます、‘臨床検査がそれらの中核であることからし

て，粘度は高ければ高いほどよく，速ければ速いほどいいということにな

ります、、これは院内臨床検査が，タイムリー．一一な報告という患者側の利益に

直結して医療需」要の拡大につながることにより，病院経営のこノ：場からも今

後屯視されるものと思われます。このRRCLシステムの特徴として，エ

ンドレスコンベアーを中心とした実験台により悟線の短縮をはかり，《ヒブ

リチン》により血清分離を簡素化いたしました　これらにより，1日・数項

目の検査が30分以内に報告できるようにルーチン化いたしました、、又，こ

のシステムに不可欠な【CII、清分離補助具《ヒブリチン》とは，

　　　　　　　　　　L　Et．　　、 （2）溶lrlL，コンタミかない

Cわスピソツの再使川rl∫6旨

（G）血」：求｝J文分・（7甘采耳疋力ごtV｝：易

⑧糖尿病患者の」flL清分離に効果的です．

　　　　な

葱、∴⑬∵

　　べ　ミ　

③、

F、遠沈　　　　　　3フrsフ）ρの袴認

　採血後3導分以上のもの

〔淺骸t、．煤餅　ルぽ参れたも・：））

4ヒゴぴチン杏入れる　　　い鬼汰

　　　　　　サ

ピ萱
・血餅確認　　　・4ヒ騨3チン書入れる

i
　

‖

鴎

爵

㌘灘

烈き

5砿熟～砺

　、

8鳶

入簿綴難

　、
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1560mRon立石電機株式会社
〒616　京都市右京区花園土堂町IO TEL　O75－463－ll61

　立石電機は昭和8年の創業以来，独自のエレクトロニクス技術を盛り込

んだ独創的な機器・システムを開発し，生産工場・銀行窓口・交通管制・

駅業務・小売業などの自動化・省力化に貢献してきました。さらに，人類

の悲願である“健康で幸せに長生きしたい”　　を実現するため，ME機

器の開発に取り組んでいます。すなわち，ストレス・メータ，東洋医学物

理療法自動診断機，ガン細胞自動診断機，電動義肢，電子血圧計，電子体

温計，血液細胞自動分析装置，血清分取分注装置，ガン温熱療法装置など

を開発して参りました。この間，昭和49年には㈱立石ライフサイエンス研

究所を別会社として分離・独立させ，より一層MEの分野に注力する態勢

を整え，今日に至っています。

護　　業品目〕

　　液細胞自動分析装置…MICROX　HEG－120

0自動血液標本作成装置…HEG－120AS

嚇心塗抹装置…HEG－SP
〆自動染色装置…HEG－ST

O血清分取分注装置…HEU－500シリーズ，　HEU－300シリーズ

○自動グルコース分析器…DIAGLUCA
g／白血球分類計数器…LADIC－11

0骨髄像分類計数装置…LADIC－31

0尿沈渣分類計数装置…LADIC－51

0集中管理装置…LADIC－S

Oラクテートアナライザー…HER－100

0生化学分析装置…ジェムスター

○乳酸測定装置…HER－100

オムロン血液細胞自動分析装置

MICROX　HEG－120
　立石電機は昭和53年に国産初の血液細胞自動分析装置「MICROX

HEG－35」を開発して以来，シリーズ化をはかってきました。このたびパ

ターン認識法の決定版とも言えるMICROX　HEG－120を完成しました。

このMICROX　HEG－120は検査室での使用状況を徹底的に分析、さらに

将来の動向をも見すえたうえで毎時120検体処理の高速化を実現しました。

また、最大300検体の全細胞を呼び出せるレビュー機能をはじめ，検査モ

ー ドの自動切換，各種の精度管理機能なども充実させました。

〔特長〕

○標本の作成から分類計数までを自動化

○毎時120検体の高速処理を実現

○豊富なレビュー機能

○高分解能画像の実現

○操作性の向上

○精度管理機能の充実

○豊富なCRTの表示内容

OID管理の簡素化
○豊富なオプション機能

一撃国
3c⇔1
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帯1

株式会社ダイアヤトロン

東京都千代田区東神田2－5－12　TELO3－863－6241
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　株式会社ヤトロンと三菱化成工業株式会社は，昭和55年に遊離脂肪酸測

定キットの上市に際して，業務提携し，以後ともに本分野における事業活

動をより一層拡大するため販売体制の整備および強化を夫々検討した結果，

共同で新会杜を設立し，広範に提携する事が効率的・効果的であるとの結

論を得ました。それにより新会社　株式会社ダイアヤトロンを設立し，昭

和56年8月業務開始以来，医療用・診断用・分析用試薬・機器および材料

の販売業務を進めさせていただいております。

　新会社は，両社の提携により相互の特性を生かして人間の健康保持のた

め日々要求の高まる医療，臨床検査分野において貢献すべく念願致してお

ります。

〔営業品目〕

●臨床検査用試薬

　　　　ヤトロン社製

●分析用器具

キット試薬・自動分析装置用試薬

　　　　西独エッペンドルフ社製　ピペット・遠心分離器・その他

●分析用器械

　　　　ヤトロン社製　TLC／FIDイアトロスキャンTH－10

●血液検査装置

　　　　米国ORTHO　DIAGNOSTIC　SYSTEMS製　ELT－8／ds・800

●動的赤血球膜物性検査装置

　　　　三菱化成工業社製　CPC

●自動免疫血清検査システム（ラテックス近赤外比濁システム）

　　　　三菱化成工業社製　mci　LPIA－1・100・300

●血糖計（グルコース・アナライザー）

　　　　三菱化成工業社製　mci　MODEL　GL－101

●その他　モノクローナル抗体，各種抗血清，遺伝子組換標識，

　　　　　生理活性物質，組織染色試薬，下痢原性毒素検出試薬，

　　　　　β一溶連菌（A群）抗原迅速試験用キット

全自動免疫血清検査システム
mClll　LPIA－lOO

　LPIAシステムは，ラテックス凝集反応の光学的定量法（ラテックヌ、

近赤外比濁法）として，世界に先駆けた免疫血清検査システムです。RI

A・EIAに匹適する測定感度を有し，煩雑な免疫血清検査の自動化，検

査業務の簡素化，検査結果の臨床への迅速なフィードバックを可能にしま

した。

　LPIA－100は，姉妹商品であるLPIA－1・300の開発で得られた

ノウハウを最大限にいかしながら，コンパクトなボディにまとめた卓上型

全自動免疫血清検査システムです。簡単な操作で高感度，高精度の測定結

果が得られるほか，処理能力も高く（80～100テヌ、ト／時間），同時3項目

測定，抗原過剰自動判定，反応経過のモニタリングなど数多くの機能を有

しており，検査室の幅広いニーズにお答えできます。

・ 測定項目：AFP，β2m，フェリチン，　IgE，　CRP，　ASO，　RF，　FDP－E，　AT

　　　　　　III，プラヌ、ミノゲン（開発中CEA，　hCG，　hPL，　E3，　HBs，その

　　　　　　他）

・ タービディメトリー測定項目（開発中）：lgG，lgA，lgM，　C3，　C4

・ 本体寸法，重量：760（W）×585（D）×440（H）mm　70kg

　製造元　三菱化成工業株式会社

一

灘呼 褐＿詳．



158 ㊨第一化学薬品株式会社
〒103東京都中央区日本橋3－j3－5　TELO3－272－0671

　第一化学薬品の歴史は，戦後間もない昭和22年　市場に枯渇していた高

純度試薬の創製に始まりました。その後，一貫して試薬の周辺領域の開発

に取り組み，特に臨床検査薬，ラジオアイソトープの分野では，常に業界

をリードする地位を保っています。また試薬のみならず，医療産業の一翼

を担うものとして，優れた合成技術を生かした各種ファインケミカルの製

造，また最近ではアイソトープを用いた動物実験受託研究等を企業化しま

した。このように，創立以来，未開拓の領域に先鞭をつけてきたパイオニ

アスピリットは現在もさらに受け継がれ，経営体質の一層の強化発展とと

もに臨床検査薬，試薬アイソトープ，ファインケミカル，受託研究業務の

各部門において，確固たる地位を築いています。

〔営業品目〕

・ 血液凝固・線溶因子測定用

　テストチーム⑪ATIIIキット，テストチーム＠APLキット，テストチー

　ム⑭PLGキット，
・ アポタンパク測定用

iiilll躍1：璽∴li二1｝SRID法

　アポA－1オート「第一」，アポA－IIオート「第一」，アポBオート「第一」

　　自動分析用

・ 血清中胆汁酸濃度測定用

　エンザバイル⑯

・血中薬物濃度測定用

　エミット⑪シリーズ
・ 自動分析装置用試薬

　　クリニメイト⑪

　オートセラ⑪

　ダイテスト＠

血液凝固・線溶因子測定用
テストチーム⑭ATIIIキット　テストチーム・lbAPLキット
テストチーム⑪PLGキット

　1血液のIl血機構は，　l／ll液中に含まれる凝固因子，線溶因子及び凝固線溶

系のインヒビター，アクチベーターのバランスによって保たれています。

これらの因fはDIC，悪性腫瘍末期，重症感染症及び肝疾患などにおい

て変動します。このような患者の凝固・線溶能を知ることは病態の把握・

治療に重要な情報を与えます。テストチーム⑭キットは血漿中ATIII，APL，

PLGを発色性合成基質を用いることにより，その生理活性を特異的に測定

することかできます。

〔特長〕　1．極めて特異性の高い発色性合成基質を用いています。

　　　　　2．定量性に優れ，精度，感度とも良好です。

　　　　　3．操作か簡単で結果は短時間で得られます。

　　　　　4．自動分析装置への応用が可能です。

商　　品　　名 包　装
一一

　．
テストチーム｝’ATIIIキ’ト

テストチーム1’APLキ　’ト
テストチ…ム加PLGキ・ト　　　　　　　　　　　ー一

65　201日1用

65・20回用
65　20回用一｝一．一一．一

IrH漿ll

l｛ll川

【∬lllXl1

　　　　適　　　　　応

If［l！X中アンチトロンヒンIllのilll」定

if［1芦中α2一フラスミンインヒヒターの測定

【ll㍗IX中フラスミノーケンの測定
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顯ダイナボット株式会社
TlO5東京都港区虎ノ門3－8－21第33森ビルTEL　O3－437－9441

ダイナボット株式会社は，米国ABBOTT　Lab・lat・riesと，大日本製薬株

式会社との共同出資により，昭和58年9月1日に設立されました。

当社は，医薬品事業部および診断薬・機器事業部から成り，診断から治療

まで「トータルヘルスケア」をめざし，日米の最先端の技術力と独創的な

開発力で，未来の医療のあるべき姿を追いつづけます。

〈診断薬・機器事業部〉

“

診断は情報集約です。”

ダイナボットは，生体内に種々の形で存在する微量物質，例えばホルモン，

ガン関連物質，ウイルス，酵素，薬物，細菌等を最新のテクノロジーで測

定可能に致しました。また製品開発の段階から，ハード（測定装置）とソ

フト（試薬類，測定プログラム）の両者を結びつけ，システムとして提供

し診断のための数多くの情報を「正確」かつ「迅速」に入手できるよう常

に考えつづけております。

〔営業品目〕

1．TDXシステム　：TDXおよびTDX試薬キット
　測定項目／生化学（新発売），抗てんかん剤，気管支拡張剤，抗不整脈

　剤，強心配糖体，抗生物質，抗腫瘍剤，解熱鎮痛消炎剤，ホルモン

2．生化学自動分析システム　：スペクトラム，VPスーハー，ABA　200

　およびa－gent試薬（28項目）

3．EIAシステム　：アボットコンタムII，アボットコンタマチックおよ

　びEIA試薬キット

　測定項目／血中HTLV一田抗体（新発売），ltlL中ガン関連物質，ウイ

　ルス肝炎関連抗原抗体，他

4．RIAシステム　：ANSRおよびRIA試薬キ・ト
　測定項目／」血中ガン関連物質，ウイルス肝炎関連抗原抗体，ホルモン他

5．細菌検査システム　：アボットコンタムII－BID（細菌同定検査），

　ms　2アバンテージシステム（感受性・同定検査他／多項目同時処理）

全血・緊急検査システム

＠VISION・Mシスァム

　　　　全血・生化学緊急検査装置　VlSlON　の特徴
1．全血検査が可能

　　検体は全lilL，　ML，；：tt，　lflL消のいすれでもII∫能です。その場の状況により

　　都合のよい検体で測定してドさい、、

2．抜群の操作性

　　操作は3ステ・フ。もちろん正価なピへ・ト操作など不要です。

　　　　1）全［rll2滴をVISIONハ・・クに滴加。

　　　　2）VISIONハ・・クを本体ホルダーにのせる。

　　　　3）「RUN」ボタンを押す。あとは結果を待つだけです。

3．迅速な検査

　　約8分間で10テストを終一∫，，測定項目の組合せは，全く自由です。

これらの特徴を”∫能にしたのは，　「VISIONハ・・ク」を用いた「二次

元遠心法」という全く新しいテクノロジーの開発です。測定に必要なIAL漿

分離，IllL　，iittの秤｝1｛：，、、λ薬のE’F　itii，，λ薬とlrll漿の混合撹抄などは全てVIS

IONバ・ク内で完全に自動的に行なわれています．



16・ ㊥大日本製薬株式会社

　　〒564大阪府吹田市江の木町33－94　　TELO6－386－2164

当ラボラトリープロダクツ部では，ブロウ社（アメリカ），ビオテスト社

（西独），セロテック社（英国）などの機器メーカー，試薬メーカーと提

携し，組織培養i関連製品（細胞，血清，培地など），免疫研究用試薬（モ

ノクローナル抗体，抗血清など）や免疫研究用機器（標的細胞障害実験で

の上清採取システム，マルチチャンネルピペットなど96穴マイクロプレー

トを対象とした機器）など各種実験研究用機器，試薬などを販売していま

す。また以下のような自社開発の臨床検査用試薬，機器も販売しており，

大学や病院，検査センター，企業の研究所など研究開発分野，臨床検査分

野に幅広くご愛用いただいております。

〔営業品目〕

〔機器類〕

・ EIA用遠心式自動反応装置…マーセンティアMR24

・96穴マイクロプレートEIA用機器…ツインリーダー，マルチスキャン

MCC，マルチスキャンMCC／340（以上，分光光度計），フルオロスキ

ャン（蛍光光度計），マイクロプレートウォッシャー120（プレート用洗浄

装置），オートドロップ（自動分注装置），マルチチャンネルピペット，他

〔試薬類〕

・ EIA法による各種定量用キット…マーキット……血中抗てんかん薬定

量用5種，血中強心配糖体定量用2種，」血中アミノグルコシド系抗生物質

定量用3種，1血中テオフィリン定量用，血中α一フェトプロテイン定量用，

血中インスリン定量用，血中サイロキシン定量用，キニン定量用

・ 人工基質によるヒト血中リパーゼ定量用キット…リパーゼキットS
・ 溶連菌エステラーゼ抗体（SAE）定量用試薬キット…アーゼキット
・ 輸血検査用試薬（西独，ビオテスト社）…ABO式血液型（亜型），　Rh

式血液型，その他の血液型，血球試薬，HLA判定用，抗Gmなど

マーセンテイア

MOD－24
MR－24

マーセンティアMR24は，　B／F分離を必要とする酵素免疫測定法（EI

A）において，試薬の連続分注，インキュベーションを要する抗原抗体反

応，酵素反応，また遠心分離によるB／F分離，洗浄などの一連の操作を

自動的に行なうためのユニークな装置です。

各プロセスの操作条件は，マイクロコンピューターにより正確に制御され

ますので，高精度で再現性の良い測定結果が得られます。

試薬，検体をセットした後，条件設定パネルで各プロセスの操作条件を設

定すれば，あとは操作バネルの簡単な操作で自動的に反応が進みます。さ

らに条件設定と操作プロセスを選ぶことにより，EIA法以外の測定法に

も広く応用することができます。

またマニュアル操作で単独のプロセスを実行することもできます。

擁

　　　一．一一、

1鮮

　　　　　　㌘
　　　　　　蘂
　　　　　　㌢
　　　　　ぶ

、 咋陸・騨



チバ・コー＝ンタ・タイアクソステイックス株式会社

〒150東京都渋谷区恵比寿1－19－15ウノサワ東急ビルTELO3－440－24・1　1
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　コーニングの蓄積されたエレクトロニクス技術と，チバガイギーのバイ

オテクノロジーに関する研究開発力が一体となり，1985年12月，チバ・コ

ー ニングとして明日の医療産業への第一歩を踏み出しました。

　近年，臨床検査機器の自動化に伴い，ルーチン検査でのデーター報告は

一段とスピードアップされました。しかし緊急検査では，ICUや手術場

からの急な問い合わせに対し柔軟な対応が要求されるため，単にrl動化に

よる迅速なデーター報告だけでは十分だとはいえません。そこでチバ・コ

ー ニングでは，ICUやf’術場へ，リアルタイムで確実なデーター報告が

行える緊急検査ネットワーク・システムを展開しています。

〔営業品目〕

pH／」血液ガス分析装置　　178，170，168，158

Na／Kアナライザー　　614

COオキシメーター　　2500
炎．光光度計　　480

クロライドメーター　　925

生化学分析装置　　IMPACT400E，　SBA300

分光光度計　　ステーサーIII

アガロース電気泳動システム

螢光デンシトメーター　　780

ラジオイムノアッセイキット　　イモフェイズ・シリーズ，Mシリーズ

理化学用吸光度測定システム　　レスポンス

全自動pH／血液ガス分析装置

コーニング178型
　血液ガス分析装置に求められる簡便性と正確なデータ管理。コーニング

178は，すべての操作を信頼性の高いコンピュータが全自動で処理します。

〔特長〕

1．コーニング独自のロータリーサンプルポート，ソリッドステートヒ

　　ーター付きの透明サンプルチャンバーが，40μ／の　微量検体を的確

　　に測定します。

2．1点・2点較正、呼気ガスの測定，温度補正，屯極のドリフトチェ

　　ック，エンドポイント自動検出，測定，演算，自動洗浄，ラストサ

　　ンプルリコールなど全機能は，コンピュータ制御。

3．チケットまたはロールプリンターとの連動により，」flL液ガス分析と

　　Na／K測定データを同時フ［リント。

4．Na／Kアナライザー，　COオキシメーターとの連動も可。

5．COオキシメーター，コンピュータとの接続により“緊急検査ネッ

　　トワーク・システム”などへの発展も可。



162圏 中外製薬株式会社
〒104　東京都中央区京橋2－1－9 TELO3－281－6611

血清ガンマーセミノプロテイン濃度測定用（酵素免疫法）

γ一Sm「中外」

　中外製薬は大正14年に創業し，以来，一貫して「かけがえのない人間の

生命と健康に奉仕する」ことをモットーに，常に医療・保健への質の高い

貢献を目指してきました。

　現在，臨床検査薬の分野の主要製品として生化学検査では，RaBAシス

テム，コンクマイトシリーズ，アミテストシステム，免疫検査においては，

i－PiTシステムを発売しております。また，　CSF－“CHUGAI”（骨髄細

胞コロニーアッセイ用試薬）やγ一Sm「中外」（血清ガンマーセミノプロテ

イン濃度測定試薬）など独創性のある製品をも提供しております。私共は，

今後共皆様のお役に立ちますことを一番とし，地道に努力してゆく所存で

ございます。

　前立腺癌の診断，治療の経過観察に前立腺酸性フォスファターゼ（PA

P）が測定されていますが，臨床的に十分とはいい難く，更にすぐれた方

法の開発が望まれておりました。1966年，原らは，法医学的見地から精漿

の特異抗原を検索した結果，免疫電気泳動でγ一グロブリン領域に泳動され

る分子量23，000の糖蛋白を発見し，これをγ一seminoprotein（γ一Sm）と命

名しました。γ一Smはその後，免疫組織化学的検索により，前立腺上皮細

胞に局在する前立腺特異抗原であることが確認され，更に臨床的意義につ

いては前立腺癌の血清学的診断法として有用なことが報告されました。γ一

Sm「中外」は，酵素免疫法により血清中のガンマーセミノプロテインを

測定するキットです。

〔営業品目〕

自動分析機用試薬

簡易分析機器

用手法検査薬

Rl検査薬

コンクマイトシリーズ（16項目）

コンクマイトレートシリーズ（11項目）

RaBA－ACE
RaBA－HisupER

RaBA一Σ

i－PiT

アミテストメーター

ヘムメーター

γ一Sm「中外」

シアル酸テスト「中外」

TIAテスト「中外」（IgG，　IgA，　IgM）

CSF－“CHUGAI”
　　　　　　　　　他

サイロテストー3

サイロテストリアー4

謹繍醸鵜
　　　　㍉
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OU　PONT デュポン・ジャパン・リミテッド

〒107東京都港区赤坂1－N－39第2興和ビルTELO3－585－5511

　当社は，　「デュボン・ファーイースト・日本支社」と「デュポン・ジャ

パン株式会社」の統合により，昭和58年10月1日に設、乞された，米1．illデュ

ポン社の全額出資∫会社です。

　デュポン社は，研究開発こそが企業の原動力であると確信し，世界各国

50ヶ所余りの研究施設に，年間邦貨換算2000億円もの研究費を投入してお

ります。その中でも，ライフサイエンス関係長期プロジェクトでは，臨床

検査部門でも，免疫学等の新しい分野の製品を次々と導入し続け，医学の

進歩と共に多様化する需要にお応えしております。

　今後共，高品質製品，ユニークな新製品の供給を通じ，医療，臨床検di

分野に積極的に貢献してまいります。

〔営業品目〕

〈臨床検査関連製品＞

1．臨床用自動化学分析装置

　1）デュポン［acaシリーズ」

　2）ディメンション380（発売予定）

II．臨床用自動化学分析装置用試薬

　1）デュポンaca用　テストパック

　　・酵素活性測定：アミラー一ゼ，CKMB等13項目

　　・電解質　　　：HCOC　CI等4項目

　　・凝固系　　　：ATIII，プラヌ、ミノーゲン等5項目

　　’i血中薬物　　：バルプロ酸，テオフィリン等20項目

　　・一般化学　　：アルブミン，BUN等21項目

　　・免疫関係　　：lgG等3項目

　　・内分泌　　　：T4等2項目

　2）ディメンション380用　フレック7．　、∫k薬カートリッジ（発売予定）

臨床用自動化学分析装置

一ディメンション380
　ディメンション380は，特に中小施設のルーチン検査川に開発された装

置で，ルーチン検査，緊急検dl　，特殊検査を迅速，簡便，高粘度で行う生

化学自動分析装置です、、

〔特長〕

　（1）ランダムアクセス測定ノ∫式一必要に応じ最大37項目まで常時測定可育ヒ

　　です。緊急検査の割り込みも随意に行うことができます、

　（2）デュポン独自の試薬カートリ・・ジ（フレ・・クス）一．式薬はすべて試薬

　　ヵ一トリッジ（フレックヌ、）中の各コンハートメントに封入されてお

　　り，自動的に溶解されますので，試薬の調製は不用です∪

　（3）電解質（Na，　K，　Cl，　TCO2）測〃セ用電極（ISI・二）をt、、準装備一ISE

　　による電解質測定と。∫、薬カー一トリ・ジによる測定が同時進イ’i一しますの

　　で，最大380テスト／時間も可能です

　（4）迅速な検査結果一検査結果は3～5分で報告用紙にフリントアウトさ

　　れます．，

咋 　t、＿、t　蕃

∠
ピぷ音≡～否



164 陶丁 Oデンカ生研株式会社

〒103　東京都中央区日本橋兜町12－1 TELO3－669－9091

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

●

昭和20年12月1日　陸軍：申：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。

昭和25年2月11日　株式会社生物理化学研究所として独立。

昭和26年8月28日　東芝化学工業株式会社と社名変更。

昭和54年7月10日　電気化学工業株式会社の傘下に入る。

昭和57年1月11日　デンカ生研株式会社と社名を変更し，現在に至る。

当社は，その生い立ちに基づ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続けています。

〔営業品目〕

（1）予防用製剤（ワクチン類）

（2）細菌検査試薬

（3）ウイルス検査試薬

（4）臨床化学検査試薬

　※　東芝自動化学分析装置（TBAシリーズ）及びその他分析装置用試

　　　薬

（5）免疫学的検査試薬

（6）実験動物用試薬

臨床化学検査試薬
新製品クレアチニン測定用試薬（酵素・UV－Rate法）

　通常クレアチニンは，Jaffと反応を利用したFolin－Wu法で測定した場

合，クレアチニン以外のアセトン，ピルビン酸，葉酸などの，Jaff6反応

陽性物質（non－Creatinine　Chr（）mogen）も検出され，真のクレアチニンよ

り高値となる傾向があります。

　当社ではクレアチニンを酵素的測定法により共存物質の影響をうけにく

い試薬を開発致しました。

〔特長〕

1）クレアチニンに特異的に反応する酵素を使用しています。

2）自動分析装置及び用手法に使用できます。

3）1血清と尿が同一測定系で測定できます。

4）各種共存物質の影響を受けにくい反応系です。

5）クレアチニンとクレアチンが同一測定系で測定できます。

（各機種のモデルダイヤグラムを用意しております）



SSyJgsrm＠》x〈　東亜医用電子株式会社

〒675加古川市野口町北野314－2 TELO794－24－ll71

165

　東亜医用電子は，臨床検査機器，特に血球計数装置の専門メーカーとし

て，25年間にわたり数々の製品をお届けしてまいりました。「正確な検査

結果をお届けする」という企業理念のもとに，医療ニーズを敏感にとらえ

て装置の開発・生産・販売を行ってきた結果，今日では国内はもとより世

界の病院や医療機関で高い評価を受けるようになりました。

　今後，ますます高度化が進む医療分野において，東亜医用電子は機器と

いうハードの提供だけでなく，付帯するソフトを含めたトータルシステム

をお届けし，広く人々の健康に貢献すべく努力を続けてまいります。

〔営業品目〕

○多項目自動血球計数装置

　E　－5000，E－4000，　E　3000，　E－2000，　CC－780，

○自動1（IL球計数装置

　CC－180，　CC－170，　CC－150，　CC－130

0自動Ml小板計数装置

　PL－100
0全自動血液凝固測定装置

　CA－4000，　CA－3000

0自動血液凝固測定装置

　CA－100
0自動血小板凝集測定装置

　AA－100
0血液検査用データ処理装置

　DPS－600，　DPS－300，　DPS－100

0各種関連機器及び試薬・ディスポーザブル製品

全自動血液凝固測定装置

CA－4000
　CA－4000は，従来，煩雑であった血液凝固検査の前処理を大rPk｛に簡略

化し，ヌ、ピーディに高精度測定します。コストパフォーマンスも一層向上

しました。

〔特長〕

1．遠心した検体をそのままセットするだけ。サンプラーと液面センサー

　　付き分取分注ノズルにより，検体分取や希釈分注などの前処理を自動

　　化し，スピーディに測定します。

2．緊急検体への対応も充分。遠心済みの検体を専用ホルダーにセットす

　　れば，ルーチン検査を乱すことなく，緊急検体を優先処理します。

3．前処理の簡略化により，測定時間の短縮だけでなく，経済性に優れた

　　測定を実現しました。

〔仕様〕

○測定項目…PT，　APTT，　Fbg（3項目同時測定可能），　TT，　IIPT（］fn漿

　　　　　　法；2項目同時測定可能），因子定量

○処理能カ…約55検体／時間（PT，　APTT，　Fbg　3項目同時測定）



166TOSHIBA 東芝メディカル株式会社

〒113東京都文京区本郷3－26－5 TELO3－815－7211

東芝メディカル株式会社は，株式会社東芝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，臨床検査機器など，数々の医用機器・医

用システムを製品化し，医療技術の向上に貢献してまいりました。

「医療と健康に先端技術を……」をモットーに，絶え間ない技術開発と技

術革新をもとに，コンサルテーションからファイナンス営業，アフターサ

ー ビスまで万全の体制で責任あるフォローができるように心掛けておりま
す。

〔営業品目〕

●X線診断装置

X線テレビ装置，X線テレビ関連機器，一般診断用，循環器総合診断シス

テム，DFシステム，胸部間接撮影用，胃部間接撮影用，回診用，断層撮

影装置，X線検診車，特殊撮影装置，その他各種関連機器

●コンピュータX線断層診断装置（X線CT）

全身用CTスキャナ，頭部用CTスキャナ，独立型診断用システム，磁気

共鳴コンピュータ断層撮影装置，その他各種関連

●超音波診断装置

セクタ電子スキャナ，リニア電子スキャナ，カラードプラー，その他各種

超音波診断装置

●核医学装置　ガンマカメラ，その他各種関連機器

●放射線治療装置　　医用ライナッ久　その他各種関連機器

●検体検査装置　　自動化学分析装置，分光光度計，臨床検査システム，

　その他

●医療情報システム

　総合健診システム，漢字レセプトコンピュータ，端末機器，その他

多項目自動化学分析装置

TBA－50S
　多項目自動化学分析装置TBA－50S型は，ルーチン検査で必要な27項

目（オプションのNa，　K，　Clを含む）を100検体／時の高速で測定します。

しかも試料量は，2．5μe～25μρ，試薬量は300／パ～600μe，測定波長は

340nm～828nm（16波長固定）と測定条件の幅が広く，さらに3試薬系の測

定ができ，各反応の時間も自由に設定できますので，最適の条件で化学反

応を行ない，正確なデータを提供することかできます。

　特長

　1．試料ごとに希釈倍率の選択か可能

　2．微量分注の精度ll1川こおよびJ更応管直接測光方式により，試料量2．5μψ、

　　試薬量300μρでの測定可能

　3．圧力センサの採用により，試料サンプリング時の詰りの検知可能

　4．血L清情報の自動測定

　5．複数のコントロールを測定し，当日および月間の精度管理を行なう。

一
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囲東洋曹達工業株式会社
〒107東京都港区赤坂1－7－7（東曹ビル）　　TELO3－586－9141
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　東洋曹達は，高速液体クロマトグラフィの総合システムメーカーとして，

TSK－GELで知られる高性能各種充填剤，　CCP＆8000シリーズに代表さ

れる各種のHPLC，またそれらを支える豊富なソフト技術のトータルシス

テムをもって世界のクロマトグラファの意識，価値感に追随してまいりま

した。今後共「分離技術のTOYO　SODA」をスローガンに広くそして深く，

一層の技術開発をすすめてまいります。

　東洋曹達では長年にわたる高速液クロの技術を生かし「全自動グリコヘ

モグロビン分析計，HLC－723GHb」「全自動カテコールアミン分析計，　HLC

－825CA」等を上市し，医化学分野への展開も積極的にすすめております。

〔営業品目〕

■全自動グリコヘモグロビン分析計，HLC－723GHb

　ロHbAlc値を8分間でプリントアウト，糖尿病検査の新たな片腕

■全自動カテコールアミン分析計，HLCr825CA

　ロ繁雑な試料の前処理が一切不用です。

　口すべての分析を酸性下で行なうため，塩基下では不安定なカテコール

　　アミンの回収率が飛躍的に向上しています。

■高速液体クロマトグラフ，CCP＆8000シリーズ

　ロ小型高性能コンピュータコントロールポンプ（CCP）2種とその周辺

　　機器8000シリーズで構成されるモジュール型の高速液体クロマトグラフ

　　です。CCPにはマルチファンクションのCCPM，デュアルタイプの

　　CCPDがあり，ポンプヘッドを独立に運転でき，1台で2台分のポン

　　プとしてつかえるなどユニークな機能をもっています。

　　CCP＆8000シリーズの自在な組み合わせはHPLCのあらゆるモード，

　　バリエーションを可能としています。

■TSK－GELシリーズ

　ロ高速液クロのすべての分野をカバー。用途に合わせてお選び下さい。

全自動グリコヘモグロビン分析計

HLC－723GHb
　高速液体クロマトグラフィの東洋曹達の，その技術を結集して開発し

た全自動グリコヘモグロビン分析計です。発売以来，多くの病院，臨床検

査センターで糖尿病検査装置の決定版として高い評価をいただいておりま

す。そのすぐれた性能，機能的デザインによりグリコパックは，昭和59年

度グットデザイン商品（Gマーク商品）に選定されました。

■特長

　●HbAlc値か1サイクル8分で連続的に得られます。

　●Alc・Ala，　A，b，　HbFなどのクロマトグラム，数値を同時プリントア

　　ウトします。

　●ランニングコストは大巾ダウン、省力化で終夜運転でも安心です。

　●コンピュータ制御で操作は簡単，しかも自己診断機能内蔵で信頼性は

　　抜群です。

　●ルーチンの自動分析の他に，必要に応じ，精密分画もできるなど拡張性

　　をもたしてあります。



168 TOYOBO 東洋紡績株式会社
〒530大阪市北区堂島浜2－2－8 TELO6－348－3333

　すでにスタートした東洋紡の第2世紀。それは新素材を核に，ハイテク

ノロジーに裏付けられた生活創造産業です。

バイオケミカル，プラスチック，省資源，印刷，電r材料，高付加価値繊

維など。時代はまさにハイテクノロジーの開花期，東洋紡のパイオニアス

ピリットはますます精彩を放ちます。健康，環境，ファッションに新しい

可能性を求めてあくなき挑戦を続けます。
“

ゆたかな未来のパートナー”東洋紡は，高度な技術と，ゆたかな創造性

をべ一スに，21世紀の皆さまのくらしにお役にたちたいと願っております。

〔営業品目〕

o臨床検査機器

　・ダイヤグルカ　ラクテート分析器

　・ダイヤグルカ　血糖分析器

　・ダイヤグルカ　尿糖分析器

o酵素免疫測定機器

　・全自動マイクロプレート光度計：EL－310，　EL－309

　・マイクロプレート光度計：EL－307

o他
　・多機能型ピペッティング・システム。

DIAGLUCAダイヤグルヵ

ラクテート分析器　HEK－30L
　ラクテート分析器：DIAGLUCA（ダイヤグルカ）は固定化酵素膜と，

H202電極を採用したコンパクトで高性能アナライザーです。

　操作性は極めて簡単で信頼性の高いデーターが得られます。

ICU，　CCUでの外傷，術後，ショ・ソク時のモニターに，外科，小児科，

産科，整形外科でのモニター，リハビリの指標に。

又スポーツ医学，運動生理関係の指標に最適です。

　■特徴

　・検体として全lllL・lflL漿・」hL清など検体を選びません。

　・簡単なボタン操作で自動分析が可能

　・LOD固定化膜一H202電極法で経済的です。

　・0．1mg／dゼの粘度で測定

　■仕様

　・測定対象　　：生体体液試料　・処理能力：100検体／時

　・必要検体量　：150／tl　　　　・直線性　：0～180mg／dl

　・検体セ・ソト数：36検体　　　　　　　・精度　　：CV　1％以下　（50mg／dl）

　・］輻i原　　　　　：ACIOOV　　　　・占文置面不責：W710×D410

／



△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 TELO3－665－3174

　当社は150年に渡る古い歴史と輝やかしい伝統を持つ化学品専門商杜で

す。昨今の医療分野での目ざましい発展の中にあって，当杜は常に新規商

品の開発を手掛け業界各方面をリードしてきました。

　医療産業分野においても長い歴史を持っており，ナガセ医療グループの

傘下で関連部門が活発に活動しております。当部は主として医療診断方面

の製品（ドライケミストリー自動分析装置，遠心方式自動分析装置，細菌

検査自動分析装置，診断試薬用酵素，免疫測定装置，コンピューターシス

テム，放射線モニターシステムなど）を担当し，堅固なサービス体制をも

って多様なニーズに応えてまいりました。今後も新製品のラインアップを

一層充実し積極的な活動を展開してまいります。

〔営業品目〕

1．ドライケミストリー自動分析装置（イーストマン・コダック社製）

　　　・コダック　エクタケム　700N

　　　・コダック　エクタケム　400

　　　・コダック　DT60シスァム

　　　　測定に必要なすべての試薬が多重層的に一枚のスライド上に塗

　　　　布されており，微量検体で高精度なデータが得られるドライケ

　　　　　ミストリー方式の分析装置。

2．遠式方式自動分析装置（べ一カー・インスツルメンツ社製）

　　　・セントリフィケム・アンコール

　　　　　　　ルーチン検査・緊急検査・特殊項目検査及び研究用に対応でき，

　　　　　　　反応曲線もプリント可能，また特殊蛋白，蛍光，凝固因子，血

　　　　　　　中薬物測定も可能になった最新式遠心方式自動分析装置。

　　3．細菌検査感受性測定装置及び蛍光免疫測定装置（ダイナテック社製）

　　　　　・MIC2000プラスシステム

　　　　　・マイクロフルオロ

169　4．コンピューターシステム（ワング社製，NCC社製）

　　　　　　　検査業務の簡素化，省力化，オンライン化等。

コダック

エクタケムDT－60システム
　エクタケムDT60システムは，ドライケミストリーの技術を応用した卓

上型生化学自動分析機で，以下の項目の測定が可能である。

・ 電解質　　　ナトリウム，カリウム，クロライド

・ 生化学項目　グルコース，BUN，尿酸，中性脂肪，コレステロール

　　　　　　総ビリルビン，総蛋白，アミラーゼ，クレアチニン，

　　　　　　アンモニア，GOT，　GPT，　ALP，γ一GT，

　　　　　　　LDH，　CPK
また以下のような特徴を備えている。

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

電動ピペッターを用いている為，誰でも同じデータが出せる

バーコードを用いて項目変更が容易である。

小型機ながら精度の高い結果が得られる

測定前の試験調整が不要で，すぐに測定できる。

検体量は各テストIOμ　eと非常に微量である

給水，排水の設備を必要とせずコンパクトで設置場所を選ばない。

1時間当り約100テストの処理能力がある。

ポンプ，チューブ類が全くなくメンテナンスが容易である。
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〒j41東京都品川区西五反田2－7－ll　光洋ビル　TELO3－490－6411

　当社は昭和37年創業以来，主として欧米の臨床検査機旨9及び理科学機器

を輸入販売して参りましたか，昭和40年代に人り，IflL小板凝集メーターの

国産化に初めて成功し，今日に至るまで名実ともにこの分野のオけジネー

ターとして，高い評価を獲得しております、、又一ノ∫では米国ESA社との

販売・技術提携により，世界で初めての電極式ll｜L清鉄アナライザー皮びH

PLCのユニークな電気化学検出器を通して，新らたなる測定法の確立にも

寄与して参リました。昭和56年に至り，西独べ一リンガーマンハイム社と

合弁契約を締結し資本・技術開発力の充実をはかり，　・層の高付加価lll；1製

品の開発と供給を果たすべく，専門技術商社として着実な歩みをつづけて

おります。

〔営業品目〕

　日動lflL小板凝集能測りじ装置　ヘマトレーサーシリーズ

　　　　　　　NKK　ヘマトレーサー1　（2～6ch）

　　　　　　　NBS　ヘマトレーサーV　（4ch）

　　　　　　　NBS　ヘマトレーサーVI　（8ch）

　1’1動ifJL液凝固測定装置　　　ヘマトレーサー　III　（2ch）

　1「n清鉄／／llll．Vi’銅／TIBC・アナラィザー

　　　　　　　フェロケム　II　（ESA社製）

　川）LC用クーロメトリー電気化学椥｝儲1

　　　　　　　クーロケム　5100A　　（ESA社製）

　EIA専用自動分析装置
　　　　　　　エンチムンテスト　ES22　（西独べ一リンガー社製）

　血小板凝集能測定用、、式薬

　　　　　　　PAテストADPINBS」
　　　　　　　PAテストコラーゲ』ン「NBS」

8チャンネル自動血小板凝集能測定装置

NBS　HEMA　TRACER　6
　NBS　ヘマ1・レー一サー6は，　li］1小板凝集能｛ll」定装置のハイオニアであ

る当社が，世界に先かけて開発した8チャンネノしの多機能システムです

すでにご好評を得ているNKKヘマトレーサー1の改良機仲であり，特に

中央検査室でのルーチン検査を効率的に実現できるように設計された最lt‘；i

機種であります

　〔特長〕

　　　1．多数検体処理

　　　2．多数項日同時処理

　　　3．微量検体測定

　　　4．カラー一フロ・・ターによる鮮明ハタン］ll」報提伊｛

　　　5．データファイノし装備1200テスト　1ソァイノい

　　　6．MIノ」・板凝集能パターン解析ソフトウェア

　　　7．多種濃度測定モード
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　　NE
　　　　　⑧

〒659　神戸市中央区野崎通3－3－14

s4ヲ1理1塗M子杭苦」苦呑孟t

TELO78－231－3531

　昭和8年3月1日満州国新京特別ili（現中国長春市）に満州硝子器材工業

株式会社（代表取締役社長霜’ド英太郎）を設、ン：，ワクチン瓶理化医学獣医

用，特殊硝J’・の製造操業を開始する。第二次大戦後，昭和23年2月現本社所

在地にて霜下硝子器械工業（株）本社開設営業再開。昭和36年12月，日電理

化硝i’一株式会社と社名変更する、，以後大阪，東京に営業所開設，昭和39年

現伊丹工場にてNEG印強化硬質全F’1動試験管，サンプルチューブを始め，

国産初のワクチン瓶，試験管の全白動機械成型化による量産化に成功。昭

和41年3月「強化硝fの製造工法」開発，昭和53年12月薬事法に基づくG

・M・P自主適合一1：場に改造。今日全国市場の70％の市場lli有率を有する

我国最大の試験管，管瓶メーカーであります。

〔営業品目〕

　NEG印強化硬質。λ験管・ネグチューブ（ディスポ試験管）・サンプル

チューブ・ダラム管・遠心沈澱管・共↓｛≧試験管・ねじ日試馬灸管・ねじ口瓶

・ ポリ栓付サンプル瓶・バキュームバイアル・ガスクロバイアル・採lfll．管

瓶・シリコセン・アルミセン・かぶせ式ゴム栓・差し込み式ゴム栓・ブリ

ー ジングコンテナ・フリージングトレー・試験管立て・ヘマトクリットt；

細管・キャピラリーピペット・ハンドクリッハー・プライヤー・比色ビー

カー・ミニオートクレープ・ひずみ検査機

強化硬質全自動試験管

強化硬質全自動管瓶

　NEG印強fヒ硬質試li灸管は強fヒ成型リ・ソフL法を全lrll払用した画期的な

製品で，基本のA試験管，特に自動分析機器用に開発したサンフノしチコ・一

ブは耐水性が優れ，底部・側壁のP寸厚か均．・・で，測定部分に対しても，す

ぐれた効果を発揮しますt／又，内容物によるユ，材の溶出現象もなく，最も

安全で安定した機能を綿持します、A試験管，ダラム・サンプルチューブ，

ネグチューブ（ディスホ試験管）パし栓試験管，ネジロ試験管等150種類の

サイズがあります、、

　NEG強化硬質管｝IJ・1もキュベノト用，セノし用としてすぐれたノ」を発］’ドし

ます／．］ねじ口瓶，ポリ栓付サンフル瓶，バイアル瓶，バキコt－一ムバイアノし，

ガスクロバイアル等IOO秤頒のサイズがあります、、

　試験管，管瓶とも別製サイズ加Lも致します、

　これらの試険管，管瓶をより有効ll｛」に御利川いただく為，フリー一ジング

コンテナ，コンテナトレー，試験管、1／1て，ハンドクリt　・　／ハ…等も用意コ’父し

ております、

■鉱石・ガラス、・セラミックス分析皮び各打製品llld久テスト用に聞発さ］し

　た〈ミニオートクし一ブ〉を新発売いたしました、

㌣
｝
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　　〒IOi東京都千代田区示申田松永町l　　TELO3－25　1　－698　1

　株式会社ニチリョーは，分注器，希釈器，マイクロピペットの国内唯一

の専門メーカーです。

　1944年，化学用硝子体積計の製造販売を目的として創立以来ディスペン

サーのパイオニアとして，国内はもとより全世界にもリキッドハンドリン

グシステムを提供しています。

　なかでも，マイコン制御のマイリューター，マイペンサーは，高精度で

敏速に，しかも簡単に試薬の分注や前処理を行なうことができる製品です。

　コンピュータ制御の新製品のラインアップを充実し，今後ともさらに高

品質な製品の開発を通じて積極的に医療社会に貢献してまいります。

〔営業品目〕

●オートディスペンサーサンプラーシステム

マイリューター，マイペンサー，オートダイリューター，オートピペッ

　ターMKIII

●ディスペンサーシステム

　アキュペンサージュニア，MODEL8100，　MODEL600，ディスペット

　MODEL500，他
●サンプラーシステム

　ジャスター1100デジタル，ジャスター1100　F＆V，ジャスターU＆V，

MODEL800，　MODEL　100　，他

※新製品のご案内

　マイペンサー

　　　　　マイリューターの姉妹機でシングルシリンジ

　　　　　タイプの分注ユニットです。

　　　　　マイコンコントロールによる高精度な多機能

　　　　　分注装置として多用途にご利用いただけます。

プログラム方式多機能ダイリュータ

マイリューター

　マイリューターは，マイコンとステップモータによる高性能多目的分注

装置です。試薬やサンプルを迅速に高料1度に処理することができます。

〔特長〕

●多目的に使用可能な15モード，希釈はもとより，検量線作成に便利な倍

　率変希釈モード，倍率設定モード，サンプル分注モード等を選定できま

　す。

●50プログラムまでメモリーが可能です。

〔仕　様〕

精度，再現性：AC＜±1％　　CV〈O．2％
シリンジ容量：SAMPシリンジ1　OOx，　1，　REAGシリンジ2．Smμ

　　　　　　　500μ1，1m£，2．Sm9，5me，　IOm£，2Sm£，取付可能

設定容量　　：試薬やサンプルの吸入及び排出量は，セットされているシ

　　　　　　　リンジの容量に対し1／1000単位で設定可能

動作速度　　：2秒～11秒／ストローク（10段階可変）

外部接続端予：TTLレベル＆プリンター用出力（セントロニクス）

本体寸法　　：W184×H295×D197
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〒102東京都千代田区一番町22－1一番町セントラルビル TELO3－264－8191
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　株式会社日科機は，昭和40年米国コールター社との代理店契約協定に基

づいて同社のコールター・カウンター自動1血L球計数機器の輸入販売，サー

ビスを目的として設立されて以来，JM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，理化学機器を販売してきております。

　当社の主力商品であるSシリーズから，現在では高速処理能力，安全性，

経済性，簡単な操作性を備えた最新機構のS－Plusシリーズへと発展し，

コールター製品の信頼の証として絶大なる御支持をいただくとともに注目

を集めております。

　今後ともこの道一筋に自信と誇りをもってたゆまざる誠実な歩みを続け

皆様方に信頼されるユニークな卑門商社として精進する次第です。

〔営業品目〕

〈臨床検査機器分野〉

●米国コールター社

　血球計数装置・多項目lfiL球計数装置，細胞分析分取装置

●米国オリオン社

　ナトリウム／カリウム分析器

●米国YSI社
　グルコース分析器，ラクテート分析器

●カナダペイント社

　血小板凝集メーター

●米国スペクトラ・フィジックス社

　高速液体クロマトグラフィー

●米国アプライド・バイオシステムズ社

　シーケンサー，DNAシンセサイザー，ペプチド・シンセサイザー

●米国センテック・メディカル社

　クリニカル・アナライザー

コールター・カウンター

T6／60型
Tシリーズ

　血球カウンターの新スタンダード・モデル，COULTER　Tシリーズの

T6／60型を紹介いたします。

　T6／60型は全自動6項目測定＝WBC／RBC／Hgb／Hct／MCV／

PLT。
　PLT（lflL小板数）を含む」llL液検査データがその場で得られます。

　Tシリーズの即時測定機能により患者診断プロセスにおける時間的ロス

をなくすことができます。

〈特長〉

●シンプルな操作性と高速処理能力

　操作は簡単なプッシュ・ボタン方法で，．希釈操作不要。採1血したサンプ

　ルをダイレクトに測定できます。必要サンプル量は全」血100μ1です。60

　秒以内に測定結果がプリントアウトされます。

●合理性と安全性を追求した設計。

●コールター・テクノロジーによる正確な測定データ。

1　　鑑
鞍：鑑曝瀞講

　麟勤雀㌶鯨＿＿診影髪r



1潤 日水製薬株式会示土
〒170　東京都豊島区巣鴨2－ll－1 TELO3－918－8161

自動分析用CRP測定用試薬

AUTO　T■A－CRP
方一トTIA－CRP「；・・ズィ。

　日水製薬株式会杜は，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社（日産）傘下の五大水産会杜の総合研究所機関と

して，水産に関する諸研究を行うことを目的とし，昭和11年日本水産の発

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上動物の臓器等

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販

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，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をはじめとする血清学

的試薬，AMテストをはじめとする生化学的試薬，管理用血清としてコン

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自動分析装置の普及に応じて，ジアゾγ一GTP－Cセッ

トをはじめとする各種自動分析用試薬を製造販売し，臨床検査薬の総合メ

ー カーとして重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方の御期待に沿

うように努力していきたいと考えております。

　リウマチ因Jt（RF）の検出にはラテックス凝集法による定性的，，Jk験や

RAHAテストによる検査が行なわれて来ました、tこれらのノ∫法は簡便てあ

るうえ，特殊な機器も必要としないので日常検査に適したものと言えます、

しかし，特異性，感度，定刷生，の点で満足すべきものでないことか指摘さ

れ，改良が望まれていました。

　免疫比濁法によるリウマチ因r定｝1｛：用、、λ薬・TIAテス1・．－RFはそれ

ら諸点を改良するために開発されました．

　●測定法の原理

　熱変閂三したヒトlgGである抗原を試薬とし，検体と反応させる。検体中

にRF（変性lgGに対する抗体）がイf：在すれば抗原抗体反応物を形成する。

これを光学的に濁度として測定し，検吊線からRF最を定㍑する、、

　●特長

1．1fll清中のリウマチ因J’・を定｝ll：的に測定することかできるr，

2．リウマチ因f“に対する特異性か高い、，

3．免疫比濁法を原理としており，再現性か優れている，、

4．共存物質の影響かほとんど無い、、

〔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．血清学的試薬

　4．生化学的試薬

IV．自動分析用試薬

V．器材・機器

：黛

難繊誉
　　　　§？i42　吋製粥麟　・　㌍
　　　　　別］i肘F？95　t｝
　　　　　　　　　　　紮6　　　　■㊧　銭鯵　　　4（扁×1車
　　　　鯵if　L☆綾　　　2願×昧｝
　　　　靹標準綿　　　2tU㈲×昧
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　　　　　（1’v　　　題透

　　　藩一　一わべ鰯蹴

職欝巖
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◆躰インターメット株式会社

〒105東京都港区虎ノ門4－1－40虎ノ門山勝ビルTEL　O3－438－0547

　日本インターメッドは，イギリスINTERMEDグルーフ「40社のメンバー

でこれら各社の日本における輸入販売を目的として，1980年にInter　Med

と日本資本の合弁で発足しました。以来，組織培養用プラスチック器具で

あるNUNC社製品を中心に，大量培養機（TECHNE社）各種動物ll［L清，ブ

リーズドライヤー，恒温槽など幅広い商品群をあっかっております。一ノi，

輸入の拡充と併行して，国産品開発にも着手し，自動比色計NJ－2000，そ

してイムノウォッシャーNK－300を発表するに致りました。今後バイオテ

クノロジーの分野において1幅広く貞献すべく精進する次第です、，

〔営業品目〕

NUNC社一組織培養器具全般，及び免疫分析用器具，ウォ・・シャー

TECHNE社　マイクロキャリアーヌ、ターラーMCSシリーズ

FILTRON社　FCS等各種動物1血L清

HETO社一フリーズドライヤー，各種温度コントローラ’1亘温槽，キャリブ

　　　　　　レイションバス，1血漿凍結用プラズマフリーザー

BIOCONSEPT社　ALPディスポピペット
BOLMETRIX社一ディスポピペット

自社製品　NJ－2000イムノリーダーイムノウォッシャーNK－300，凍結保存

　　　　　用ラック及びボックス

マイクロウェルプレート測定用全自動比色齢

イムノリーダーNY－2000

イムノリーダーNJ－2000はマイクロフロセッサー制御による全自動酵才、

免疫測定用比色計です㍉操作は簡単かつ迅速に行うことか出来ます。

●直線性は2．00（）まで保証（：3　．　000まで測定可能）

●単波長及び二波長i‖ll光可能，

●10種類の測定モー1ご、、

●’ピ均値・標準fj｝6差を自」’i’二出力出来る，

●測定結果を何度でも，どのような出力形式に変えても印宇出力で

　きる

●ルーチン川に11種のフログラムが半固定化出来る，，

●サンプル，及びブランクの設定が自山に出来る、、

●バ・／クアッフノ＼・テリーにより電源かoffにな’、てもハラメータ

　を保持している、、

●「渉フィルターは白動切換で8枚まで装着可能、、

●RS　232Cによりコンピコ．一一ターと〃）↓※糸売ltJ’、

　尚，自動供給機かOpti・nとして用意されており，フレートの連続

　測定を行うことか出来ます、

ば　　　　　㌢

　　　　　　　　　　　　辮

■

⑳毒 離磯 　　　　　　　　、＿撫▲撫
　　　　　一　ma㍗一　蜘　

甑翻轍



⑭日本醇株式会社
　　〒540大阪市東区石町2－30　　　　　　TEL　O6－941－0308

　当社は大正9年の創業以来，医薬品流通の一翼を担う医薬・臨床検査試

薬・医療品の卸販売業として「良い医薬・臨床検査試薬・医療品の安定供

給，品質保持」を基本姿勢に歩む一方，自社品の開発・製造にも着手し，

昭和35年に茨木製薬工場を，46年には医薬研究所をそれぞれ建設し，さら

に41年には外科手術用縫合糸の専門工場として東京工場を建設して，医療

品業界では医薬・臨床検査試薬・医療品の販売を中心に製造，貿易を行う

総合商社としてユニークな地位を築いています。また昭和56年4月に操業

を開始した岡山製薬工場は，薬事法上のGMP（医薬品の製造と品質管理

に関する規範）に適合した工場として，内外の期待をあつめています。

〔営業品目〕

　〔臨床検査関係製品〕

1．臨床検査用試薬（自動分析機用，用手法）

　1．生化学検査用試薬

　　　脂質，酵素，糖質，電解質，含窒素検査用各種製品

　2．精度管理用血清

　　　正常域異常城コントロールならびにプール血清

　　　脂質コントU一ル血清，酵素コントロール血清，精度管理用ヘモグ

　　　ロビン溶液，ビリルビン水溶性標準液

　3．その他

　　　血中ヘモグロビン測定用試薬，ABO式血液型判定用血清，血液検

　　　査用抗凝固剤，血糖測定用解糖阻止剤，細胞診水溶性エアゾル固定

　　　剤，高純度合成りン脂質各種

II．臨床検査用機器

　　（アーチ電気泳動法）ポルーE一フィルムシステム，日商ディスポ製

　　品，フィンピペットシステム

ijiie　tii小一γξ

血清リパーゼ測定用試薬
　ネスコートリパーゼキットーVEは可溶化し澄明溶液とした天然型基質で

ある1，2一ジリノレオイルグリセロールを用い，加えてコリパーゼ及び

デオキシコール酸により膵リパーゼに対する特異性を高め，さらに感度よ

く測定するために脂肪酸のβ酸化系のサイクリング反応を応用した膵リバ

ーゼ活性を求める高感度リバーゼ測定用試薬です。

　特　徴

　　1．膵リパーゼにより遊離される脂肪酸を5倍に増幅して，酵素法に

　　　　より高感度に測定するUV法です。

　　2．基質として水に可溶化した1，2一ジリノレオイルグリセロール

　　　　を用いているため，リバーゼ反応の再現性が優iれています。

　　3．250u／Lまで直線性を有し正常値から高活性値まで広範囲にわたり

　　　　測定が可能です。

　　4．コリパーゼ及びデオキシコール酸を活性化剤として用いているた

　　　　め，膵リパーゼに対して特異性が高く，エステラーゼ，肝リバー

　　　　ゼ及びリポプロテインリパーゼの影響を受けません。

　　5．自動分析機への応用が可能です。
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〒192　東京都八王子市中野上町4－8－5　TELO426－26－7　1　94

免疫血液学用遠心器

ACW－4
　日本テクトロン㈱は．臨床検査自動化機器，免疫lllL液学用遠心器，微生

物㌔養自動測定機器ノ吏び臨床検査情報ネットワークシステムを主力とする

国産専門メーカーです。昭和50年会社創設以来，臨床化学自動分析装置，

XA，　XD，　XSと，ユニークな原理による画期的な生化学自動分析機を

次々と完成してまいりました。またその間、臨床検査室の自動化に適合し

た，効率がよく使い易い臨床検査自動化システムTECLAS　48SX－D，320，

380等を並行開発し，ユーザー各位に御愛顧を賜ってまいりました。また

微生物培養自動測定装置Orgaは昭和52年基礎研究に着子，現在に至って

おります。昭和60年からは免疫IflL液学用遠・d・器ACW－4を新たに商品系列

に加え，新分野への布石といたしました。

　此度，独自の技術に更にみがきをかけ，ワールドワイドに社業を進展さ

せるべく，スミスクライン・ベソクマン社（米国）及び㈱インテック（日

本）と資本提携をいたしました。今後一層ユーザー各位の御期待に｝1｝うべ

く，鋭意努力いたす所存でございます，、

免疫【rlL液学用遠L・器　ACW．－4は，　llll球洗浄，クー一ムス試験の省力化に

優れた］生能を発揮します、

〔特徴〕

■希釈検体をセットし，スタートボタンを押すだけで，

　ムス試薬の添／川まで，全自動）

　　　検体セ・ノト数：1～24検体

川1求1先i争からクー一

■洗浄サイクル・クームスサイクルは，スイッチで簡単に。ご定II∫能、、

洗浄サイクル：1～6回までド

検体処理時間：約13分

　　　　　　24検体，　3回θ〕］

　1。1定

’，　クー∠，ス、自重加恭／川
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〔営業品目〕

●多用途型自動分析装置　TectronXM（新製品）

　生化学以外に免疫，IkL中薬物濃度，竜解質等の多機能分析が可能。

●免疫血液学用遠心器（オートセルウォ・・シャー）　ACW－4

　クームステスト自動機（詳細は主要製品紹介欄）

●臨床検査情報ネ・ソトワークシステム　TECLAS　450　（新製品）

　臨床検査情報の高速処理及び高度処理が可能な，最新方式の検査業務ネ

　ットワークシステム。
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178 日本テク：コ⊃株式会社

〒107東京都港区北青山2－5－8ハザマビル12階TELO3－405－7311

　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

技術の開発に取り組み，現在，そして未来へのビジョンをもって，世界的

規模で弛みない研究を重ねています。そうした中で，日本テクニコンは常

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，販売姿勢も機器を販売するのではなく，販売した機器で

分析された分析データーを販売するということを主眼としております。です

から，お客様に機器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，生化学，血液学分野はもと

より，自動化の遅れている緊急検査のトータルシステム，免疫血清学，総

合臨床検査情報システム化など幅広い分野で，検査機器を通して，日本の

医療の進歩に貞献致したいと努力しています。

〔営業品目〕

　〔生化学分野〕AA－II　（標準型汎用オートアナライザーII型）

　　　　　　　SSR　（超高性能多自的分析装置），　SSR－2X

　　　　　　　SMAC－II・III（完全自動制御多項目血液情報処理装置）

　　　　　　　SRA3589（超高度汎用臨床検査システム）

〔lflL液学分野〕THMS　（総合血液学情報管理システム）

　　　　　　THMS　　H・1（総合lflL液学検査装置）

テクニコンTHMS　H・1
総合血液学検査装置

　疾病の複雑多様化に伴い検査室のあり方も時代と共に変化しております。

しかし，検査室の役割は，いつでも，どのような要求にも対応でき，しか

も信頼性の高い検査結果を，いち早く臨床医に提供することにあるといえ

ます。そして今日では病院経費の節減も厳しい現実的な問題となってきて

おります。そうした検査室の要求に応え技術開発されたテクニコンTHM

S　H・1（総合血液学検査装置）は，いま血液学分野において，高い評

価を得ております。さきに発表されて，いまでも好評をはくしているTH

MS（総合」nL液学情報管理システム）を，く“っとコンバクトにしたTHMS

H・1は，血1液学に必要な情報，つまりlnl算13項目，白lflL球5分類，形態

異常情報15項目の他にヒストグラムを含めた一元的なデータを瞬時に提供

し，大規模病院はもとより，中・小規模の病院でも充分活用でき，i血液学

検査に大きな威力を発揮するものと確信しております。

　日本テクニコンでは，国際ltlL液学シンポジウムをはじめ，　ltlL液学研究会

を毎年開催，日本の血1液学分野の進歩に臨床検査機器を通し，企業の枠を

越えた努力を絶えすつづけております。
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ZVEC日本電気株式会社
〒108東京都港区芝5－33－　7　　　　　TELO3｝453｝55　1　l

C＆C時代の〔臨床検査システム〕

　NEC日本電気では，汎用コンピュータを使った臨床検査システム「LA

CS」の開発によって，多くの病院検査室，臨床検査センターのシステム化

を進めてまいりました。豊富な経験とC＆C（コンピュータとコミュニケ

ー ションの結合）技術を駆使したこのLACSは，日本語処理，キーボード

レス入力などといったOA機能や，光w一カルエリアネットワークによる

総合システム化など，明日の臨床検査を見つめて開発されています。

〈LACSの特徴〉

●汎用コンピュータを，使用しています。

●本格的な日本語システムを実現します。

●最新OA機器が，接続できます、、

●日動分析装置とのオンライン接続が，可能です。

●豊富な業務プログラムパッケー一ジを完備しています。

●拡張性・柔軟［’H三に富んでいます。

●高信頼性を誇っています、，

●トータルシステムを，指lf｜Jしています。

〈LACSの導入効果〉

●検査処理能力が，増大しますc、

●依頼Jtに対するサービスが向ヒします。

●検査データの精度が，向ヒします。

●検査データの管理能力が，向ヒします。

●正しい売一ヒ管理が可能となります。

NEC■床検査システム

岨己
LACSの分類

　LACS　l

lOO～4、OOO杉こイ本

　　～30台

　　～48台

　　～90日

　LACS　2

1，000検体以L

任　　患、

～ 128台

任　　ノロ、



18・ 戚日本電子株式会社
　　Tl　96　東京都昭島市中神町1418　　　　　TELO425－43－llll

　日本電子は，JEOLのブランド名で，電子顕微鏡を初めとする高級理科

学機器専門メーカーとして，世界74ヶ国で貢献しています。

　国内では，総合理科学機器のトップメーカーとして，産業機器，医用機

器にも底辺を広げ，時代の先端を行く半導体技術やバイオテクノロジーに

代表されるハイテク産業に貢献する研究用機器，検査機器，生産機器を提

供し，ハイテク企業として注目を浴びています。そして医療分野では，」血

液中の成分検査を自動化した生化学自動分析装置〈クリナライザ〉が健康

診断に役立っています。また最近では，当社のサーモグラフィー装置，

NMR装置，　GC－MS装置などが新しい医療診断に貢献しています。

〔営業品目〕

　電r顕微鏡／走査顕微鏡／分析電f顕微鏡／X線マイクロアナライザ／

オージェマイクロプローブ／けい光X線分析装置／X線回折装置／核磁気

共鳴装置／電子スピン共鳴装置／質量分析装置／生化学自動分析装置／臨

床検査システム／フーリエ変換赤外分光光度計／レーザラマン分光光度計

／光電r分析装置／シーケンスアナライザ／全自動アミノ酸分析装置／医

用・工業用サーモグラフィー装置／電子ビーム描画装置／集束イオンビー

ム装置／EB測長機イオンプレーティング装置／高周波応用装置／電子ビ

ー ム応用装置／トランジスタインバータ

海外製品（輸入販売）：高速フローアナライザ（ALPKEM社），強制展開

密閉薄層クロマトグラフィー（Newman　Howell社），酵素免疫測定装置

（DYNATECH　Lab社），　ICP発光分光分析計（Leeman　Lad社），超音

波診断装置（SMS社）

■生化学自動分析装置クリナライザ

　JCA－VX1000，　JCA－RXシリーズ（新製品）

　JCA－VSシリーズ

■臨床検査情報処理システム

　JCS－2000，　JCS一ユ000　（来斤製占h）

■臨床検査化学システム

　JCS－200，　JCS－10／20／30（新製品）

生化学自動分析装置

クリナライザJCA－RXシリーズ
　1台の装置で検査の合理性を追求したクリナライザRXシリーズは，高

性能と豊富な機能で，検体処理のスピードアップはもち論のこと，臨床医

への迅速なデータフィードバック，緊急医療への優れた対応など幅広い生

化学検査のニーズにお応えします。

多様化する検査部門の要望にお応えし

■1～36項目まで高速ランダムアクセス分析処理

■最大300検体／時の高速処理

■リアルタイム自動再検機構による正硲な検査

■検体／試薬を大幅に微tlll化（検体2．0～30μ～・試薬300μ1平均）

■新開発のバーチカル回転反応／測定システムか高精度を保証

■夜間・休日を問わず緊急／迅速検査にいつでも対応

■溶血などの［IILWi情報を［tl」時測定

■CRT対話ノ∫式による容易なオペレーション
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囲警泪勅光メデeYカル
〒ll3東京都文京区本郷3－24－2イナミビルTELO3－816－4351

　日本分光は25年の歴史をもつ分析機器の専門メーカーです。レンズ，プ

リズム，回析格子，光検出器等を原材料より製造しており，又各種の分光

光度計，液体クロマトグラフ，セルソータ，及びコンピュータ応用製品を

主製品としています。

　㈱日本分光メディカル杜は臨床検査用の機器を専門に販売しております。

臨床分析器の精度，耐久性，操作性，及び省力化の向上に努力しておりま

す。製品の主な分野は，分光光度計，炎光光度計，クロライドメータ，グ

ルコースメータ，単項目自動分析装置，オートダイリュータ，及び各種オ

ー トサンプラ等です。コンピュータによるデータ処理の為のオンライン用

インターフェーヌ、及びテープパンチャを用意しています。

〔営業品目〕

1，分光光度計（ウビデック）44型

2．炎光光度計（フレーム）

3．

4．

5．

6．

7．

クロライドメータ

グルコースメータ

ロボットアナライザ

ロボットダイリュータ

ォートサンプラ

8．パソコンプログラム

50型

40型

66型

　　　定量分析専用分光光度計

　　　メータ方式の簡易型

　　　デジタル方式の万能型

　　　生化学検査用，マイコン方式

66E型　酵素活性測定装置

77型　CRT付，臨床検査用

　　　　　　　　　（レート法可能）

　　　　全自動炎光光度計

　　　　マイクロフレーム光度計

　　　オートスタート，プリンタ内蔵

　　　　固定化酵素電極，全血可

　　　単項目の自動分析装置

30C型
303型

12型

20A型
60S

自動希釈器

AS－50XY，　UAS－3，　CS40
FAS－3等分光，炎光用があります。

臨床検査報告書作成システム「技」わざ

ロボット・アナライザ

RA－60S
　ロボ・トアナライサは単項目の全自動生化学分析装置です。

これから自動分析装置を導人されるユーサ，既に大規模のfi動分析装置を

設置しており，バ・クアッフを用f：にてイ1っているユーサに最適の単項目

の自動分析装置です。

導入後即実行でき操作方法も簡単です、，分析部（RA－60S）と比色部，

（ウビテ・・ク　77又は66型）からなりたっており精度，再現性は抜群です。

1試薬系，2試薬系，3試薬系のいすれのメソドでも可能であり，日常行

なわれている検査項目のほとんどをカバーできます、、

なお，特別な消耗品を必要とせす，純水，通常の分析試薬だけで測定かで

き，サンブルディスクには，100検体を同時にセ・トできます。

1試薬系の場合には，3項目をスタンバイさせることが可能であり，試薬

の分注タイミング，加温時間，ブランク，スタンダード測定は，分析部の

マイコンがすべて指令する優れた分光技術とコンピュータ技術を応用した

1時間あたり最高240検体の処理能力を保持する自動分析装置です。
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〒160東京都新宿区西早稲田3　－3111　　　　　　TELO3－207－1311

　H本のユーサーに生化学自動分析装置を納入してから既に8年，サービ

ス苗視の基本方針の元で，1号機の稼動は今も順調，働き盛りで活躍中。

いかに優れた性能・品質もそれを紺持するためにはアフターサービスの積

み・亘ねか不可欠，、日本モニター社は米国本社アメリカン　モニター社が開

発した生化学自動分析装置の機能が充分発揮されユーザーに役立てるよう

ハー ドソフト両面にわたり総合的な技術サポートを実施してきました。

アメリカン　モニター社は常に市場のニーズを一歩先取りする装置の開発

に挑戦し，これまで幾つもの難関を突破してまいりました。

モニターKDA，スーパーマルチシステムの先かけザ・パラレル，自動再

検システムR2，そして今，48項目分析装置モニタースパイラルの誕生。

〔営業品目〕

○モニタースパイラル生化学自動分析装置

　測定項目数　：48項目（16L液生化学検査，尿検査，免疫1血清検査他）

　分析速度　　：最大1000テスト／時

　再検機能　　：リアルタイム精度管理による自動再検機能付

　操f乍　　　　　　：カラーCRTによる簡単操作，　漢字対応

○ザ・ハラレルR2臨床化学検査システム

　測定項目数　：30J’“／d（Na／Kユニ・ト標準装備一フレーム／ISE）

粘度管理　　：ウェストガードマルチルールおよび測光モニタリングに

　　　　　　　よるリアルタイムデータチェック

　再検機能　　：内検指示バネル表示および自動再検機能付

　サンプルID：バーコードによる自動識別，ランダムアクセス可能

⊃臨床検査管理システム　ラボエース（拡張コンピューターシステム）

oモニターKDA生化学自動分析装置

∪酵素法CO2試薬／Fe・UIBC試薬

　適用機種　　：736，60S，80S，サ・パラレル，　KDA他

○マルチスタンダード　オムニキャル1／オムニキャルII

∩コントロール1｛ILi目　クオリファイ1／クオリファイII

生化学自動分析装置
モニタースパイラル

Spiral

　モニタースパイラルでは試薬の切り換えなしで，48項目にわたる検査が

自動化できます。単に生化学検査にとどまらず免疫血清検査他を含む巾広

い応用が可能です。

分析速度も時間1，000テストの高速処理能力を持っているため，1台で多

項目の分析が実質的に可能です。また，サブ機としての応用性もあり，活

用範囲の広い装置です。　（蛍光々度計の組込開発中）

また，検体測定に人る前のスタートアップ，分析終了後のシヤットダウン

時間もわずかで従来機のように手間がかかりません。ディスポ方式の反応

容器を使用しているためです。勿論，給排水設備は不要です。

サンプル量はボードンチューブ方式により1μρから微≦サンプリングが可

能で，デッドボリュームも25μe．まで口∫能です。

試薬および分析法はモニター社の「化学優先」の設計思想を受け継いで，

様々な試薬メーカー，分析法がオリジナルの特性を生かして組込めます。

分析データの精度管理は「マルチルール」と測光モニタリングによりリア

ルタイムで行われ，再検の要否の判定，再検項目の測定指示，希釈再検等

が全て自動的に行われ極めて実用性能の高い装置です。



ROCHE日本ロシュ株式会社
〒lOO東京都千代田区丸の内3－2－3富士ビル732号　TEL　O3－214－5153
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　日本ロシュ株式会社は，医薬品業界のハイオニアとして1896年スイスに

設立されたエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社を中心とするロシュグループの

一員であり，1904年より活動を開始しております。1971年には臨床検査診

断薬を扱う試薬部を新設し，細菌の簡易同定システムであるエンテロチュ

ー ブIIやオキシファームチューブII，　lf［L液培養のBCBシステム等の細菌検

査試薬の他，RIA法及びEIA法によるCEA測定キット等のユニークな商品

を提供して参りました。また，遠心方式自動分析装置COBAS　BIOやCOBAS

FARAの輸入及び，ディスクリートノi式臨床化学自動分析装置COBAS　M

ZRA，遠心方式全自動細菌検査装置COBAS　BACT，血液凝固時間測定装置

COBAS　FIBROの販売など，検査機器の分野にも積極的に取り組んでおります。

〔営業品目〕

■細菌学的検査試薬

　・エンテロチューブII（腸内細菌同定用）

　・オキシファームチューブII（ブドウ糖非発酵性グラム陰性桿菌同定用）

　・マイコチューブ（酵母様真菌同定用）

　・BCBシステム「ロシュ」　（血液培養及び分離培養用培地）

■免疫学的検査試薬

　・CEA「ロシュ」　（RIA法によるtf｜L中CEAの測定）

　・CEA「ロシュ」－EIA（EIA法による血中CEAの測定）

　・HBsAg「ロシュ」－EIA（EIA法によるHBs抗原の測定）

　・Anti　HBs「ロシュ」－EIA（EIA法によるHBs抗体の測定）

　・Anti　HBc「ロシュ」－EIA（EIA法によるHBc抗体の測定）

■生化学的検査試薬

　・コバスU一キット

　・MAキット「ロシュ」他

■血液凝固検査試薬

　・PT，　APTT，フィブリノーゲン測定用試薬

ディスクリート方式臨床化学自動分析装置

餓0｛認as

COBAS　MIRAの名前は“Mini　Random　tyccess　System”に由来しますが，

本装置はその名の示す通り，検体と検査項目を自由に選ぶことができる小

型マルチアナライザーです。入力したlo4項目から，検体毎に必要な項目

を任意に指定することができますので，比較的検体数の少ない場合のルー

チン検査や，大型分析機のバックアップ用として最適であり，さらに曲が

り検量線解析機能や抗原過剰チェックか標準装備として備わっております

ので生化学検査の他，911清，ltlL液，薬物lfl1中濃度測定など巾広い分野での

応用か可能です。また，装置の始動に要する時間がわずか5分，緊急検体

の割込みも随時可能など，累急検査用としても充分ご満足頂けるものです。

次にその他の主な特長を示します。

●分析はシングルラインマルチチャンネル方式で行われ，ラ・クシステム

　の採用により最高90検体，または最高30種類の試薬を設置できます。

●総反応液量150μeから測定可能であり，検体及び試薬の微量化に貢献し

　ます。

●反応は3試薬系まで可能であり，反応時間，分注，撹抄のタイミングを

　任意に設定することができます。

’ 1



184圖晒ノ白ウtテi凹三7株式会i1
〒113　東京都文京区本郷3－18－12　トップビル　　TELO3－816－6931

　一滴の血液からの，数々の情報の解析と，その応用のための周辺機器を

通して，社名のとおり，バイオ時代のテクノロジー推進の補佐役として医

療分野に貢献することを念頭におき，輸血関連検査，急速な展開をみせつ

つある免疫学・血清学的検査研究機器，遺伝子工学関連機器などについて

それぞれの分野の専門家と一体となっての開発により次々に新製品を送り

出している。酵素抗体法関連の使い易く省力化のはかれる機器を，システ

ム的とらえ方で供給している。又，PHA，　R－PHA法など血球凝集反応に

用いる機器は特に感度と再現性が評価されtiu小板抗体検査試薬など輸血関

連検査，バイオテクノロジー関連の試薬や機器の開発も手がけており，機

器と試薬のマッチングによる効果を重視している。

〔営業品目〕

酵素抗体法システム機器

　　　セラウオッシャー　MW－96シリーズ

　　　オートドロッバーEDR，オートダイリュータEDLシリーズ

HB抗原抗体検査機器

　　　マイクロ　アッセイシステム機器

HLA検査機器

　　　ドッティングマシン　セラドット　6072シリーズ

MPHAシステム機器と試薬

EIA用，　RIA用ビーズウオッシャー

　　　プレート用　BW－20，　BW－25

　　　チューブ用TBW－50，　RBW－300，　SBW－300

その他の自動機器

　　　オートチップチェンジサンプリングステーション

　　　連続自動処理ハーベスタ

オートセラウオッシャ

AMW－96S
マイクPプレートを使った酵素免疫測定法（ELISA）が急速な普及をみ

せている一方，このために最も適した機器の開発整備の必要性が叫ばれて

います。弊杜の酵素免疫測定法システム機器，特にここにご紹介するMW

－ 96S－Dシリーズは過去数年来各種のビーズウオッシャーやペーパーディ

スクウオッシャーの開発市販を続けている中から積み上げられた数多くの

ノウハウを生かして完成したものであります。

基本操作プログラムは内蔵の8ビットCPUによる集中制御により迅速処

理性を安定した信頼性が得られる構成であります。　又，従来品にみられ

ない特長として，洗浄モードの選択範囲が広くとれます。　即ち，標準洗

浄の場合いつでも最終回に必ず確認再吸引をするのもその1つですが，途

中の吸引方法も，毎回完全吸引する方法がとれるほかモノレーヤーなどプ

レート底層を保護する吸引法もとることができます。又最終回を分注して

完結させる事もできる様プログラミングされています。連続自動処理タイ

プの機種であるELISAに通したオートドロッパーADRやオートダイリュー

タADLと共に，酵素抗体法システム機器の構成の中心として開発され製作

されております。
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　　　株式会社JCココ甘y：Pコ
PASCO－flO4東京都中央区八丁堀2－3－2TEL・03－553－52・1・2

　各種の臨床検査機器や理化学機器を取扱う株式会社パスコサイエンスは

画期的な病理関連機器・生化学自動分析装置及び」血L液検査機器（完全密閉

型包埋装置ヒストマティックやグライナーなど）を大学・病院・各種研究

所に販売してまいりました。

　今後も豊富な技術力を生かして，斬新な新製品を導入し，新分野の開拓，

アフターサービスの充実，積極的な販売活動を展開し，皆様のお役に立ち

未来杜会に貢献したいと願っています。

〔営業品目〕

医療機器，理化学機器，その他機種の販売サービス

　1）生化学自動分析装置

　　　○グライナーG400

　　　0モナーク

　2）病理関連商品

　　　○自動包埋装置　ヒストマティック166MP・266MP

　　　O染色装置　ヒマトマティックスライドステイナー172

　　　0包埋センター　ティッシュマティック　77A

　3）その他

　　　OYAGレーザー　YAGメディカル100

　　　0MRI装置　ACTSCAN
　　　O微生物増殖分析装置　マルサスシステム

　　　○ジンマンマン　細胞融合システム

　　　○連続無担体電気泳動装置　バイオストリーム

「Monarch」

遠心方式自動分析装置

　新しい分析器として登場した“Monarch”は，マルチモードを備え，完

全な自動方式を取り入れた遠心方式の分析装置です、，

　生化学や免疫検査を主体とした日常ルーチンや緊急検査に対応でき，微

｝垂モ法も可能な汎用性に富んだ装置です。

　最新のエレクトロニクス技術と人間工学に基いて完成された本装置は，

コンピューターコントロール下で処理され，まさに，新世代の器種と言え

ましょう。

〔特長〕

○生化学　免疫検査や薬剤分析用自動分析装置（全自動型遠心方式）

○マルチモード機構を採用　：分析法則に任意選択

　　イ）吸光法：レート法，エンドポイント法，EIA

　　ロ）螢光法：　FIA　　　　ハ）光散乱法

　　二）選択性イオン電極法：Na，　K，　Cl

O処理スピード：約600テスト／H（ランダムアクセス方式で能率処理）

○サンプリング量：2～20　Lt　1

0試薬量：最大200μ～



186 ＠株式餉眩製佗所
　　〒100　東京都千代田区丸の内1－5－l　　TELO3－212－lIll

　各種臨床検査機器をはじめとする理化学機器や計器を取扱っている計測

器グループは，㈱日立製作所計測器事業部を中心に，那珂工場を製造部門

に，販売面では㈱日立メディコ，日製産業㈱のルートを敷き，これらを支

える日立計測器サービス㈱のアフターサービス体制が全国に張りめぐらさ

れております。

　日立は豊富な技術の蓄積を生かし，100社をこえるグループ各社との緊

密な連携のもとに，人間生活に役立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口会社。日立製作所製造の

自動分析装置及びMRIの販売，　X線，　RI，超音波などの製造，販売を行っ

ています。特にX－CTの自主開発，電子走査式超音波診断装置の開発に

みられる技術力は著名です。

日製産業株式会社　当社は，日立製作所直系の工業専門商社で，精機部門

においては，電子顕微鏡を初めとする日立理化学機器，日立工機遠心機，

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。

生化学自動分析装置

736－15
　736－15形は，能率の良い連続分析が行えるランダムアクセス方式を採

用しています。依頼項目が少ない場合は処理検体数が増え，実質処理能力

は大幅に向上します。さらに検体ID装置（特別付属装置）を取付ければ，

サンプルのセットは自由自在にできます。また日立独自の全反応過程測定

方式の採用により，高精度なレート測定，検体ブランク測定，」血清情報な

どが測定チャンネルを減らすことなく行えます。さらに多点検量線の作成

機能により，生化学はもちろん，免疫血清など応用分野も大きく広がりま

した。

（仕様）

1．同時分析項目：最大23項目（Na，　K，　Clはオプション）

2．処理能力　　：1200テスト／時（60～300検体／時）

3．試料量　　　：3～10μ1／項目

4．試薬量　　　：平均300μ1／項目

5．精度管理　　：リアルタイム，日内，日差



⑳輸入元富士工業株式会社

〒113　東京都文京区湯島4－1－14　TELO3－814－3621

　当社は，1930年に設立され臨床検査機器及理化学器械の輸入，販売を行

い，検査室に便利な使い易い器械の提供をモットーに全国的に営業を拡め

ております。

　新製品としてご紹介させていただきました米国アドバンス社の滲透圧計

は，近代オスモメーターの創案社でもあり，そのすぐれた再現精度は，御

使用者各位より御好評をいただいております。

　米国病理学系大学の調査発表で米国施設の786ヶ所で63％がアドバンス

社製品を採用しており精度も優れていることが実証されました。

日本に於ても最も多数ご採用いただいております。

〔営業品目〕

〈主な取扱い製品〉

米国アドバンス社

　　〃
〃

　　〃

米国クレット社

米国ベックマン社

新製品

英国7・ックアンドタッカー社

米国ケンブリッジ社

　　　　　　　　　　　　　新製品

187他にストップウオッチホルダー・FSピペット洗浄器等を販売

ドイツ　ホフマン社

米国ハミルトンベル社

米国ドラモンド社

米国トランスダイン社

秋山電機製作所

　　〃

アドバンス滲透圧計　CII・DII・WII

マイクロ・オスモメーター

アドバンス　ミルク　クライオスコープ

ビリルビン　スタット　アナライザー

クレット光電光度計

サンズ式超微量自動ピペット

自動希釈装置・分注器

尿沈渣用URI染色液・染色液等を除去

するスティンリムーヴァー

電気バーナー

アングル遠心器

CMピペット

TGデンシトメーター

ADS富士デジタル濃度計

ADS富士デジタル濁度計

アドバンス滲透圧計

3CII
多検体完全自動型：スタートボタンを押すだけで，1～44検体を自動測定

検体番号と共にプ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：スタートボタンの操作だけで優先測定ができます。

万全な警告装置：サンプルの不備などで測定に異常があった時は，その内

　容をプリントアウトし，ブザーで知らせます。

試験管セット方式：測定用試験管をセットするので，Fibrin等でフローチ

　ューブがつまる心配や，各検体間の吸引，排出，洗浄時間が不要です。

完全なプラトーの形式：±0．1℃に保たれたバスの中で，サンプル全体を

　充分刺激し均一な氷結をさせ，完全なプラトーを形式します。

電子回路による測定値検出：正確な氷点に達する時間は検体によって異な

　りますが，電子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：0．3m2の微量で変化せず他の検査に使えます。

簡単で安定したキャリブレーション：2点補佐を一度行うと，部品交換等

　の要因がなければほとんど変化せず，毎回調整する必要はありません。

測定範囲：0～2000mOsm／kg　　測定時間：1検体約2分

再現性：±3mOsm／kg　O～600mOsm／kg　±0．5％600～2000mOsm／kg

鱈漉　，
　　’1昧　lab‘
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富士メテir’カルンステ赫旅i弐合社

MEDICAL
〒104　東京都中央区銀座7－13－　8 TELO3－545－3321

　当社は，昭和42年，富士フイルムが製造する医療用X一レイフィルム，

薬品・処理機器の販売とアフターサービスを業務とする富士X一レイ㈱と

して発足しました。昭和57年10月に，FUJI－CRの事業化を機に富士メデ

ィカルシステム株式会社と社名変更し業務を拡大，さらに昭和57年6月世

界初の全血使用によるドライケムシステム「グルコーヌ、アナライザー富士

ドライケム1000」を発売し臨床検査分野に進出しました。その後60年9月

に「多項目アナライザー富士ドライケム2000」を発売いたし，「電解質アナ

ライザー富士ドライケム800」「比色，酵素用アナライザー」等を今後発売

していく予定にしております。今後も新製品の開発に努め，総合医療商社

として医療社会に貢献したく願っています。

〔営業品目〕

○臨床検査機器システム

　●グルコースアナライザー　ドライケム1000

　●多項目アナライザー　ドライケム2000

　●電解質アナライザー　ドライケム800

0メディカルイメージングシステム

　●サーマルイメージャーFTI100

　●メディカルイメージングカメラFIM2025他

○医療用X線画像診断システム

　●FUJI　COMPUTED　RADIOGRAPHY
O医療用X一レイフィルム

　●直接医療用●間接医療用●CRT用他
○自動現像機

　●メディカルフイルムプロセサーFPM4000他

○明室システム

　●ECシリーズ

電解質アナライザー

富士ドライケム800
　電解質アナライザー「富七ドライケム800」は「電解質検査」の主要3

項目（ナトリウム，カリウム，クロール）を，一枚のスライドに微量の血L

液（全血又は1血漿，tflL清）を1回点着することにより同時に測定できるド

ライ方式の多層フイルム式臨床化学検査システムです。

　特長

　①全血での測定か可能で，測定結果は高精度

　②ナトリウム，カリウム，クロールが同時測定（1枚のスライド）

　③測定（3項目）は，50μ1の微量の検体量で行え，所要時間は1分

　④測定前の調整，測定後の廃液処理は一切不用

　⑤アナライザーの保守はほとんど不要

　⑥アナライザーの・j’法はB5サイズで重さは3kg

　⑦各病院で現イ1使川it・のものとの相関を合わせることも可能

冷，・・
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田
東京都新宿区西新宿2－7－1

士Lじフ「株式　　　　会社

TELO3－348－0691

　富士レビオ株式会社は昭和25年設立以来，臨床検査※，医療用医薬品，

lflL漿製剤を3本の柱として発展してまいりました。臨床検査薬分野では免

疫血清検査試薬をメインにしてまいりましたが，今後の検査方法の主流に

なりつつあるEIA法試薬の品揃えをめざして研究開発を行い，今日に至

っております。

FASTEC　gO　l

FASTEC　501
OFASTEC901（ハターンアナラィザー）

　　PA反応，　HA反応パターン判読機，判定をフリントアウトまで行う。

OFASTEC501（1’1動摘一ド希釈装置）

　　日動摘下装置と自動希釈装置が組みこまれており多量検体処理施設に

　適しているU
〔営業品目〕

試薬　●血清検査一梅毒HA抗原，セロディアATLA，セロディア

　　　　　　　　　　ASK，セロディアAMC，セロディアATG，

　　　　　　　　　セロディアHBs，セロディアアンティHBs，

　　　　　　　　　セロディアHB。他

　　　●EIA検査一イムノクロンCA19　9，イムザインAFP，
　　　　　　　　　イムザインαi－M，イムザインβ2－M，イムザイ

　　　　　　　　　ンスクリーニングTSH他

　　　●生化学検査一ステロザイム545，ステロザイムIIDL545，　ACE

　　　　　　　　　カラー，Ch－EオートUV
　　　●培地　無」血清培地HB　101，　HB102，　HB103，　HB104，　IVIS，

　　　　　　　　　セレックステンド，チャン培地他

機器　●EIAオートシステムーEIMA．X　241，　EIMAX201他

　　　●ファステックオートシステムーファステック105，ファステック

　　　　　　　　　　　　　　　　305，ファステック．301E他
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輸入販売

ヘキスト9”VJ　W株式会社

Hoechst魎
提携

べ一リングベルケ社

〒107　東京都港区赤坂8－io－16 TEL　O3－479－7529

　創立以来120余年，ヘキストは化学のあらゆる分野で，また世界130ヵ

国におよぶ国々で活躍を続けている総合化学会社（本社：ドイツ連邦共和

国）です。伝統に培われた高水準の製品を，この日本ではヘキストジャハ

ン㈱がご紹介しています。特に医薬品の分野では今年の話題の新薬，新高

血圧治療剤「べ一タプレシン⑧」を始め，各科領域におよぶ治療用医薬品

の数々，さらには免疫血清学的製剤で世界的に高い評価を得ているドイツ

ヘキスト社べ一リング研究所製の診断用医薬品，検査・研究用試薬，RI試

薬などを全国の医療機関，検査センターに提供しています。加えて現在で

は，技術の枠を集めたコンピュータ内蔵の各種検査機器，医療用具類も取

扱い，その幅広い活動は，日本の医療向上に大きく貢献しています。

検査試薬，検査機器営業品目

■ヘキスト抗血清：抗ヒト全1血清，抗ヒト特異1血清，他

■ヘキスト標識抗血清：FITC標識抗血清，ペルオキシダーゼ標識抗rfll“清

■血漿蛋白定量用免疫拡散板：NORバルチゲン，　Mパルチゲン，他

■べ一リングレーザーネフェロメーター定量用試薬：LN一抗1血1清，　LN一ラテックス

　ASL／CRP
■免疫比濁法定量用試薬：T一抗d｜L清

■リウマチ試薬：ラピテックスASO，　ASPキットHJ，他

■血液凝固検査試薬：ベリクロームATIII，PLG，α2AP，トロンボレル，ハトロン

　チン，他

■血液型検査試薬：抗ルイス血清，抗PII血清，他

■ヒト白血球抗原検査試薬：HLA抗1fiL清，　HLA－ABC／DRプレート，他

■臨床化学検査試薬：バントラックE．K．アミラーゼ，テストマーC，他

■尿検査用試験紙：ラピグノスト

■エンザイムイムノアッセイ試薬：エンザイグノストHBsAg，　Anti－HBc，他

■ヘキスト検査機器：べ一リングエライザプロセッサーII（酵素免疫測定

　装置），べ一リンクネフェロメーターアナライサー（1血漿蛋白自動定量装置）

　べ一リングフィブリンタイマー（［1｜L液凝固測定装置），他

全自動免疫化学分析装置

ぺi一リー20”ネフエロメーターアナラ’「ザ」

　本装置は，光散乱分析法に基づきフィクスタイムネフェロメトリー，又

は，エンドポイントネフェロメトリによりlflL清中の蛋白成分等を自動的に測

定する機器である。ハードディスク内蔵の端末装置（べ一リング・ネフェロ

メータ・ターミナル）により自動的に作動・制御・演算処理がなされる。結果

は，CRTスクリーンヒに表示され同時にブリンターに印字される。

〔特長〕

●全自動“Walk　away”方式

●高い検体処理能力：225テスト／時　又は，75テスト／時

●簡便，フレキシブルな操作性（バーコード入力、対話方式）

●経済性（キュベットの再利用，検量線の再利用）

●検体毎の測定項目の容易な選択，操作性（プロファイリング機能）

●Ll］・い測定結果

●抗原過剰：容易かつ迅速な再測定が得られる。

●フレキシブルな検量線の選択（多点近似・ワンポイントキャリブレーシ

　ョンなど）

轟灘
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③Aしゴ研究所
〒336埼玉県浦和市常盤9　－21－19　　TELO488－333208

　電気泳動法の進歩，普及はこの10年にも目覚ましいものがあります。特

に医学においては，電気泳動法から得られる情報は，まさに強力な武器と

なってまいりました。

　電気泳動のトータルシステムを扱う当社は，米国ヘレナラボラトリーズ

の日本法人として，1976年に設立されました。以来，アイソザイム検査を

中心とした　　タイタンmシステム　　　また，血清蛋白分画では，理想

的な設計思想を持つ全自動電気泳動装置などによって注目を集めております、．

　さらに新しい時代のハイレベルな検査のために，今後とも努力致してま

いりますっ

　　〔営業品目〕

●全自動電気泳動装置

●デンシトメーター

●電気泳動用器材

●タイタンIIIシステム

クリニスキャン　SA　V

クリニス、キャン　2

EDC（Electrophoresis　I）こ1ta　Cenler＞

ヘレナ電気泳動装置キット

Ifll　iI’i’蛋　　［’1　ク♪1lhj

アイソサイム：LI川，　CPK，　AL－P

　　　　　　　γGTP，アミラーゼetc
脂　　　　　　質：リボ蛋白，IIDLコレステロール

●タイタンジェル　アガロースシステム

　　　　　　　　　　　免疫固定キ・・ト

　　　　　　　　　　　免疫電気泳動キソト

　　　　　　　　　　　高分解能蛋白電気泳動キット

　　　　　　　　　　　銀染色試薬etc．

汎用デンシトメーター

クリニスキャン2　Cat．No．1260

電気泳動のメリットを最大限に活用する

ハイレベルな検査室に
　　クリニフ、1（’t／∠

　CLINISCAN　2

ロディスクドライブ内蔵

　　　　波形も含めたテー一タをフロ　・ヒーディスクに保存円’能

■オーバーレイ表示

　　　　コントローノしや1ビ常パター一ンをアミ掛けで表示し，患者

　　　　バターンと屯ね合わせてフリントすることか可能

　ロオペレーション　メモリーシステム
　　　　　測定∫n目ごとに設定する操作r川1を記’Lt保存日∫能

　　　　　　多項Uの測定に使わ］しる汎用テンシトメーターとして、

　　　　　理想的な機能

可視，蛍光，1〈射測定／48検体〔1動測定、1山日蛋白分画，アイソサイムe｛c・

＼
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〒105東京都港区虎ノ門3－IO－ll虎の門MFビル10号館　T　E　L　03－432－3　1　51

　当社は，昭和48年西ドイツ，べ一リンガー・マンハイムGmbHの子会社べ

一 リンガー・マンハイム・ジャパン株式会社と山之内製薬株式会社との共

同出資会社として営業が開始されました。

　べ一リンガー・マンハイムGmbHの良質な臨床診断用試薬をはじめとして

各種研究用試薬（生化学研究用，遺伝子工学用，組織培養用，食品分析用）

を販売しております。全国主要都市に8営業所を設け，全国の御得意様の

御要望にお応えし、試薬の供給を通じて日本の医療や種々の研究に深く貢

献しております。今後も，ますます研究，開発に努力し，正確に情報をよ

り早くお届けするように皆様方のお役に立ちたいと願っております。

〔営業品目〕

■自動分析用試薬

　●　日　立二736丹1多片j

　　GOT，　AMYなど酵素12項目　CRE，　GLUなど基質11項目

　●日立705／7050形用

　　GOT，　AMYなど酵素15項目　T－BIL，　TGなど基質11項目

　●日立706／706D，712，726形用

　　GOT，　AMYなど酵素10項目　CRE，　GLUなど基質12項目

　●クリナVX1000用

　　GOT，　AMYなど酵素11項目　BUN，　GLUなど基質6項目

　●クリナライザー用（JCA－MS，　HS，　SI－6，i，’S）

　　GOT，　AMYなど酵素11項目　CRE，　TGなど基質g項目

　●TBA－Sシリーズ用

　　GOT，AMYなど酵素10項目　T－CHO，　TGなど基質5項目

　●自動分析用試薬（TBA，島津，テクトロン用）

　●エンチムンテスト　ES22シリーズ用（T3，　T4，　TBK等）

■その他の自動分析装置用試薬及び用手法試薬

　●生化学検査　●免疫学的検査　●血液凝固検査　●コントロールlllL消

EIA試薬用全自動分析装置

エンチムンテストES600
　エンチムンテストES600は，EIA法における多項目i・i］時測定を・1能

にした，全自動分析装置です、

　本機器は，BMYの抗体固相チューブを用いたEIA法に適応し，検体

分注，インキュベーション，洗浄操作，試薬分注，吸光度測定，濃度打ち

出しに至るまで全自動で行います。

〔特長〕

1．最大15項目まで同時測定可能です、，

2．最大600テストまで同時測定可能です、、

3．最大150検体まで同時測定可能です。

4．検量線および精度管理データーの保存か可能です。

5．甲状腺ホルモン・腫瘍マーカー等，測定項目が充実しています。

測定項目　T4，　T3，　TBK，　TSH，　CEA，　AFP，

　　　　　フェリチン，ジゴキシン，　（近日発売　lgE，　IICG，

　　　　　TSHbasal，インス、リン）

6
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　米国ベックマン社は，世界で初めてのpHメーターを開発したことにより

1934年に設立されました。以来約半世紀にわたり，あらゆる分野で時代の

ニーズを先取りし，医用システム部門，科学機器部門を2本の柱として数

多くの開発新製品を誕生させてまいりました。現在はベックマン社と米国

の総合医薬品メーカー，スミスクライン社との合併により誕生したスミス

クラインベックマングループの中核企業として，また総合分析機器のトッ

プメーカーとして，豊富な経験と卓越した技術を生かして未来を見つめた

研究開発に全力をあげて取り組んでいます。

　ベックマン・ジャパン株式会社は1977年に設立されました。皆様のご信

頼に確実にお応えするベックマンの機器を日本全国にお届けしています。

〔営業品目〕

■緊急ルーチン全自動生化学分析装置　アストラ・アイデアル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アストラ8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アストラ4

■緊急ルーチン全自動電解質測定装置　システムE4A（Na，K，Cl，CO2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　システムE3A（Na，K，Cl）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　システムE2A（Na，K）

■専用生化学分析計　　　　　　　　　　グルコース2型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　BUN2型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレアチニン2型

■全自動イムノケミストリーシステム

■電気泳動装置

■高品位デンシトメータ

■高速アミノ酸分析装置

■コントロール血清・標準液

■臨床検査試薬

■胎児肺成熟度検査

オートICS

パラゴン

アプレイズ

シスァム7300

デシジョン，アルティメイトD

ID－Zone，アルティメイト

Amy，　Glu，　CPK，γ一GTP，　LDH，

GOT，　GPT，　ALP

ルマデックス

緊急／ルーチン全自動生化学分析装置

ASTRAシリーズ
最新のエレクトロニクス技術と電気化学分析技術を駆使した，ベックマン

全自動生化学分析装置ASTRAシリーズは，ベックマン独自開発のモジュ

ー ル方式を採用しています。電解質・化学物質・酵素と大別できるモジュ

ー ルは，検査室の要求に応じた組み換えや追加が可能で，機能別検査を経

済的かつスピーディに処理します。もちろんルーチン検査中の緊急割り込

み検査もワンタッチでOK。1～2分で信頼性の高いデータをプリントアウ

トします。また，内蔵のマイクロコンピュータは操作性を向上させたばか

りではなく，数々の新機能を生み出し検査室の省力化に実力を発揮します。

検査室のご要望にあわせた機種を選択してください。

■ASTRA　IDEAL　最大23項目

■ASTRA
■ASTRA
測定項目：

8　　　最大13項目

4　　　最大5項目
GOT，　GPT，γGT，　CPK，　ALP，　LDH（L），　LDH（P），

BUN，　Na，　K，　Cl，　CO2，　Glu，　Crea，　T．P．，　Alb，　Ca，

Amy，　T．Bili，　D．Bili，　TG，Cho，UA，無機リン

い璽難



194マ1「』脇二竃・≡共株式芸社

〒104東京都中央区銀座1－g－7 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社によって設立された合弁会社です。豊富な臨床検査用試

薬・機器を擁し，品質の高さ，正確さ，簡便・迅速性を特長としています。

とくにトータル尿検査システム，グルコスター／グルコスティックスを中

心にした糖尿病検査システムは高く評価されています。

　グルコスター／グルコスティックスは使い方2WAY（肉眼比色，機器

測定）の血糖測定システムで，いつでも，どこででも，だれにでも，簡便

にスピーディにしかも信頼できる血糖値が得られたら，という時代のニー

ズに応えるもので，診察室，ベッドサイド検査はもとより糖尿病患者のセ

ルフモニタリングまで，広い領域で利用していただけます。

　治療医学はもちろん，予防医学，公衆衛生などの分野で検査情報の重要

性はますます高まっています。疾病の早期発見から治療，フォローアップ

まで，科学的診療に役立ち，しかも迅速なデータマネージメントなど時代

のニーズに応え得るより多くの信頼できる製品をお届けできるよう，今後

も一層の努力を続けてまいります。

〔営業品目〕

●トータル尿検査システム：多項目尿検査用試験紙（N一マルティステイッ

クスSGほか）／尿分析システム（クリニテック10，クリニテック200）／尿自

動分析装置（クリニラブII）／精度管理用製品／尿検査試験管セット

●糖尿病検査システム：尿糖検査用試験紙（ダイアスティックスII）／」血中

ブドウ糖測定システム（グルコスター／グルコスティックス）ほか

●血液化学検査システム：生化学検査システム（セラライザーリフレクタン

スフォトメーター）ほか

●血中薬物濃度測定システム：エームスTDA測定用螢光光度計（エームス

フルオロスタット）／±一ムスTDAシリーズ（アミノグリコシド系抗生物質，

抗てんかん剤，抗不整脈剤，テオフィリン，循環器系薬剤血中濃度測定用キット）

●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ほか）

●ラブ・テック製品：病理組織標本作製のトータルシステム（ティシュー・テック）ほか

血中ブドウ糖測定システム
グルコスター／グルコスティックス⑭

　本システムは，ポケットにもらくらく入るポータブルミニサイズのグル

コスターと，血液吸い取り方式の試験紙グルコスティックスから成り，機

器測定，肉眼比色法を使い分けできる2WAYシステムです。

測定原理　グルコスティックスの呈色の反射光度を測定し，電子回路で全

血中ブドウ糖濃度に変換し，mg／d1単位でデジタル表示します。

特長●精密な血糖値40～399mg／d1が50秒で得られます●試験紙は低

濃度域・高濃度域別2パッド方式。血糖値20～800mg／dlの9段階比色表

を用い，肉眼での判定も可能です●扱いやすい血液吸い取り（プロッティ

ング）方式です●校正も測定も，ボタン操作で簡便に行なえます●ポケッ

トに入るミニサイズ。どこへでも携帯できます●デキストロチェックコン

トロール，チェックチップによる独自の精度管理システムを用意していま

す。

主な仕様　●電源：9Vアルカリ電池●・丁法：12．8（幅）×6．5（奥行）×2．4

（高さ）cm　●重量：約200　g（屯池を含む）

用途　●診察室・ベッドサイド、術中・術後，緊急時，往診時のikl糖検

査に●糖尿病患者のセルフモニタリングに。
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株式Sttミズホメディー

〒841佐賀県鳥栖市藤木町6　7　　　　TELO942－85－0303

　弊社は，昭和52年に臨床検査試薬販売会社として設立しましたか，皆様

方のご要望に応えるべきより良い商品の開発・品質改良のための製造販売

を目指して事業の拡大を計り，昭和57年に臨床検査試薬製造販売会社とし

て，発足しました。同年には日本で初めてニトロソPSAP法によるFeの

キット化に成功しました。生化学検査試薬の充実を計る一一ノ∫，免疫1｛ll沽1‘L

液凝固部門と，メーカーとしての幅を拡げ、今年からは新たにMAS社製

（米）の液状管理血L清ケムトラックを導入し，又SERATECH社（豪り・1・1）と提

携し動物血清製品群の充実化を図るなど，より深くユーサーのニースに応

える事をモ・トーに，今後も幅広い視野に立った研究開発を進めて行く所

在でございます。

〔営業品目〕

〈臨床検査用試薬〉

◆生化学検査試薬

　自動分析装置用

　自動分析装置用

　自動分析装置用

　自動分析装置用

　キット製品

日“／：736・TBA－S　（ARシリーズ）

日一ilt17050・日一iltl　705（AT・APシリーズ）

クリナライザーVX1000（VXシリーズ）

全般　　　　　　　　　（KE・KRシリーズ）

　　　　　　　　　　（SRシリーズ）

◆免疫血清検査試薬

　自動分析装置用　　　　　　　　　　　（KIシリーズ）

　キット製品　　　　　　　　　　　　　（SIシリーズ）

◆血液凝固関連検査試薬

　スターゴ社製品（仏）　　　　　　　　（CGシリーズ）

◆血液検査試薬

　「｛動⊥血王求計数，　白血1求分類装置用　　　　　（BT・BC・BSシリーズ）

〈基礎研究関係＞

　SERA－LAB社製品（英国）・SERATECH朴製品（豪州／
　FCS・モノクローナル抗体・ポリクローナル抗体・動物血消

自動分析装置用試薬　　　　液状精度管理用血清

クレアチニン酵素法　ケムトラック

自動分析装置用試薬

　多様化する最新の微量・多項目分析装置に要求されるテータの信頼↑ノ川1」

ヒ，試薬調製の簡易化，長期安定化，専用容器化，品揃えに対応でき，独

自のテクノロジーかそれぞれに生かされています

　特にクレアチニン酵素法は

・ ヤ・ノフェ法で問題となっていたクルコース・ヒリルビン・アセトン・薬

　剤（CEPS系）などの共了∫物質の影響を解消lll来ます
・ 尿の測定も可能です、

・ 直線’性は［30tng　d（’以Lあります

・ 試薬調製後は冷1畠1りi（2～10℃）保イfて1週間以ヒ安定てす

・ 低値での直線↑η．も良好です

・ セノレやチコー一ブへの汚れがありません

精度管理用血清

　ケムトラックは，今までにない液状lllh白て，溶解のf：間や誤差，粘性か

らくる誤差，人血泊山来による感染をなくしイオン電極法による測定及ひ

長期安定化を実現したMAS社製困を日村川ノ・Jて独占販売しています



1％
∠LQ込山之内製薬株式芸社

　　Tl　03　東京都中央区日本橋本町2－5　　TELO3－244－3000

　当社は，治療医薬メーカーとして多年に日1る蓄積した情報，ノウハウを

生かして，診断検査試薬やマイクロプロセッサーを駆使した機器をはじめ

各種診断検査試薬の製造をしております。多くの新製品の開発，製造販売

を通じ社会に貞献すべく今後とも一層の努力を重ね，ユーザー各位のご期

待に沿えるようにと念願しています。

〔営業品目〕

尿簡易検査用試験紙　BMテストストリ・・プ

　○判定が容易　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1生が高い一薬剤等による反応

　阻害が僅少です。

簡易1｛IL糖測定機一レフロラ・・ノクスII

　O操作がきわめて簡単。○軋電池式のハンディタイフ。　○マイコン使

　用で正確です。○試験紙はめんどうな水洗い不要です。　○試験紙はB

　S20－800　R〔～i用で，20mg／（leから800mg／（Kまで目視でも測定できます。

　OlOmg／deから500mg／deまで測定できます。

Ifn　1　F‘i一中フェリチン測定用試薬キットーフェリチンテスト「山之内」

　○迅速簡単に大量検体が処理できます。　○微量検体処理可能。　○潜

　在的鉄欠乏状態から悪性腫瘍まで1幅広い臨床応用か可能です。

HBs打じ原検li　j月（R　PHAI去）キ・ソト　　リバーセル

HBs抗体検出用　（pHA法）キ・ソト　　リバーセルAb

　O手技が簡易で多数検体も短時間で処理できます。

　○感度は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。　○確認試験を行うことにより信頼性の高い結果が得られます。

BMテスト専用尿自動分析機
メディグラフ

概　要

　新しい電子工学技術をとり入れて，山之内製薬が長年蓄積した技術力・

情報力から生まれた画期的な尿自動分析機です。

　試験紙は，西独べ一リンガーマンハイム社のすぐれた生化学技術から開

発された，BMテスト紙試験‘享用で，精度の高い測定結果が簡単に得られ

る新しい分析システムです。

特　長

　○目視用のBMテスト紙をそのまま使用できます。　○操作が簡便で，

どなたでも尿分析を行なえます。　○精度，再現性がすぐれています。

○検体数が多いときは，高速で処理できます。

仕　様

○使用試験紙：BMテスト（8－II，6－II，4－、3－II，PGU－II，　GPS－II）

○測定項目：拒硝酉菱塩（細菌），pH，蛋白質，ブドウ糖，ケトン体，ウロビ

リノーゲン，ビリルビン，潜lllL。　○電源：AC100V　O消費電力：6W

O外形・j▲法：W24，　H　18，　D　43crn　O重量：約3kg　O記録方式：サーマ

ルプリンターによる自動記録　○処理能力：329検体／時間（連続測定日寺

最高），120検体／時間（通常測定時）
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4岨｝》株式会社ユニフレックス

〒113東京都文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F　　TELO3－816－1004
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　我社は“ラボラトリービジネスをスタディする”をモットーとして，明

日のラボラトリーに貢献すべく日夜努力を惜しまずラボラトリービジネス

の将来を追求する事を目的として設立されました。設立と同時に米国エル

ケイプロダクツ社より研究検査用各種ディスポ製品の輸入販売を開始“よ

り良い物をより安くより早く”のディスポビジネスベースを理解，御支援

賜わり好評を博しました。更に米国アナリティケムインターナショナル社

よりGC，　LC，　HPLC，　RIA，　MASなどの分離分析用サンプル前処理カラム
“

ボンドエルード”，“エクスチューブ”を輸入し，クロマトグラファー悩

みの前処理簡素化を実現し好評を戴き現在に至っているラボラトリービジ

ネスの専門商社です。

〔営業品目〕

1）米国エルケイプロダクツ社製：

　研究検査用：ピペットチップ各種，自動分析機用サンプルカップ各種，

　RIA及び汎用テストチューブ，ディスポスポイド，各種チュービング

　等のプラスチックディスポーザブル製品各種。

2）米国アナリティケムインターナショナル杜製：

　GC，　LC，　HPLC，　RIA，　MASなど分離分析用，サンプル前処理用オー

　　プンディスポカラム。

3）米国エルケイプロダクツ社製：

　　固定式，可変式，デジタル式エルケイピペッター，XLシリーズ

米国ELKAY社製：
研究・検査・分析用ディスポ製品

〔特長〕

　研究，検査，分析用ディスポ製品を手掛けて20年，エルケイ社は年々新

製品の開発を心掛け，生化学，血液学，ltll．清学はもとより，核医学，免疫

学，細菌学，微生物学等の幅広い分野にわたり，各種自動分析装置用から

マニュアル分析用品まで多品目を取揃え，更に高品質で安価な為“安定し

た分析コスト管理；’が行えます。

〔製品用途別〕

〈生代学〉　サンプルカップ／ピペットチップ／カルチャーチューブ／テ

ストチューブ／ディスポスポイド／キュベット／ポンプチューブ／メンブ

レン／チャートペーパー／ミクロチューブ／スピッツ

〈血液学〉　ダイルバイアル／フィブリンカップ・チップ／ピペットチッ

プ／ミクロチューブ／テストチューブ／ヘマトロジーペーパー

〈細菌学〉　滅菌スペシメンカップ，チップ，ディスポスポイド，バィオ

ルーフ

〈核医学〉　テストチューブ各サイズ／ピペットチップ

〈その他〉　ピペッターXLシリーズ／チップ／ディスポヌ、ボイド／テス

トチューブ／スペシメンカップ／ミクロチューブ

司K　⑨
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igs　qSeSee ラボシステム・ジャパン株式会社

〒160東京都新宿区新宿1－34－15東興第2ビル TELO3－355－5630

　ラボシステム・ジャパン株式会社は，ブインランドのヘルシンキに本社

を置くラボシステムズ社の日本法人です。ラボシステムズ社は1960年代に

世界に先駆けてフィンピペットを世に問い，また唾直測光方式による各ff

分光分析装置を独自に開発してまいりましたf、

　また，ラボシステムズ社は癌診断研究を始めとして，生化学，感染症学，

免疫学，微生物学等の分野において，常に世界中の研究機関やユーザーと

の連携をはかり，ユニークな開発の視点から世界のバイオテクノロジーを

リードする製品を提供し統けています。ラボシステム・ジャパン株式会社

はこうした背景をもとに，我が国の医学研究ならびに応用微生物学研究へ

の積極的な貢献をめざしています。

〔営業品目〕

○フィンピペット：マイクロピベットのオリジナル．可変・固定容量各柿

OFP－900シリーズ分析装置：生化学，ElA各種自動分析に

OFP　glOコアグレーションアナライザー：（学術参考出品）

○ユニスキャン分光分析計：経済的かつコンパクトタイプの分光分析計

○バイオスクリーン：全自動微生物増殖解析装置

○モノクローナル抗体：Intermediate　filaments検出，腫瘍キャラクタリ

　　　　　　　　　　ゼーション用試・薬

○ラボザイムシリーズEIA試薬：各種感染症抗体検出用試薬

○フェカツインセンシティブ、ラボザイムFECA－EIA：便潜lrll，検査試薬

自動血液凝固分析装置
FP・910コアグレーションアナライザー（学術参考出品）

　FP　910コアグレーションアナライザーはラボシステムズ社か開発し

たクロット及び合成基質の両川lj定がliJ“能な自動加液凝固分析装置です「

〈特徴〉

　○百直測光方式によりクロットおよび合成基質の両測定が可能、

　09穴キュベ・トプロノクノ∫式により9検体の同時測定か可能

　o各項目別の測定フログラムを内蔵．、

　○測定結果は時間，活性伯（％，U／1），　Rati〈），濃度（rng／（le）て』示さ

　　れフリントアウトされます、

　OFrL401インキュベータ及びFP　444（36検体用），FP　441C9検
　　体用），キュベ・・トブロックトレー（ベルティエ方式）との組み合わせ

　　使JUにより効率的な測定が行えます、



■ei慷商事株式会社

〒162東京都新宿区西五軒町34－6　　　TELO3－267－1211

　当社は日本で血液ガス分析装置“アイエルメーター”を発売して以来，

今年で25周年目を迎えております。　当社はド記に示しました営業品目の

他にも，世界各国のより優れた製品をお届けしてまいっております、

今後とも今までの経験と実績をもとに，世界の最先端技術を応用した製品

を通して積極的に医療に貢献してまいります、，

〔営業品目〕

1）臨床化学分析機器

●アイエル社：全自動炎光光度計，

●フィスケ社：自動浸透圧計

2）1血液検査機器

●バイオデータ社：

亘極式Na／Kアナライザー

　　　　　　　　　　　微量自動lflL液凝固測定装置C　M（’A）

　　　　　　　　　　　ド1重力」丘1ノ」、布反潅走集損ll宕三装liう1　（P∫VP　4　）

　　●ヘリゲ社：スロンボエラストグラフ

　　●利康商事：」flL液線溶活性自動記録装置

　　3）珪三理．機育旨検イ｝モ機器

　　●アイエル社：全自動ltlL液ガス分析装置，　COオキシメーター

　　●ヘリゲ社：自動心ltl：心電；1’，　ホルター心電図記録解析♪、置

　　●MGC社：全自動肺機能検査装置，　ボディフレチスモグラフ

　　　　　　　　肺循環機能運動負荷検査システム

　　●クイントン社：運動負荷心電図自動解析装置，　トレ・ドミル，

　　　　　　　　　　エルゴメーター

　　●TCS社：酸素解離結合曲線自記装置

　　4）病理検査機器

　　●リップショウ社：クリオトーム，　ハラフィンディスヘンサー，

　　　　　　　　　　　パラフィンブロック包埋装置，　自動染色・包埋装置

　　5）その他の臨床検査機器

lgg　●ヨーク社：自動分注希釈装置（オートマチックダイリューター）

　　　　　　　　分注装置（ジェットピペット）

アイエルメーター（全自動血液ガス分析装置）

lLBGM　l312
　lll！液ガス分析の世界的リーダーであるアイエル社か新開発したアイエル

メーターIL　BGM1312は，5インチフロ・・ピーディスクを備え長期間のデ

ー タマネージメントを可能にしました　　1・tj度管理まで自動化した，　lrll液

ガス分析装置の新基4｛．となる製品でド記の特長があります、

〔特長〕

1．

2．

3．

4．

5．

6．

サンプル測定毎の連続一点自動較止か高精度，高信頼性を実現。

70ノパの微量サンフルを全自動測定

1ヶ月問の粘度管理および患者データ（512サンフル）をストア，一

バt・・クフラ・・シュシステムとインラインマイクロバルブにより日常

メンテナンスは簡単です

誤動作の防止のためにサンプル測定キー以外のキーをロ・・クするこ

とで較正条件，日付，時刻等のフロクラムを保。隻できます

11．282　COオキシメー一ターと接続することでP，u，シャント率等

ク）新ハラメーターを測定します

一

ロ 1

嘘艦
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2・・ ◎和光純薬工業株式会社
　　〒541大阪市東区道修町3－10　　TELO6－203－3741

全自動EIA分析装置「PK・300」用試薬

「グラオザイム」シリーズ

　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，臨床検査試薬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ご愛顧を賜っております。

　また医学界の要望に応えて，臨床検査用試薬キットはもとより，最近の

機器分析の急速な進歩に対応した自動分析装置用試薬の研究開発，さらに

免疫血清学や遺伝子工学研究のための試薬，機器の製造，輸入，販売と幅

広い活躍を続けております。

〔営業品目〕

試薬／一般試薬・各種輸入試薬・生化学用試薬・各種用途別試薬・

　　　環境汚染物質測定用試薬・特殊合成用試薬・特殊分析用試薬

　　　免疫血清研究用試薬・遺伝子工学研究用試薬

臨床検査薬／臨床検査用キット（脂質・．酵素・無機物・蛋白・糖類・

　　　ホルモン・潜血等の検査薬）・自動分析装置用試薬・標準液・

　　　コントロール血清・調製液・免疫血清学的検査薬

機器・器具／レーザーコアグロメーター・ビリルビンテスター・尿比重計

　　　ユリペット・エンドトキシン測定用トキシノメーター・分注器・微

　　　量分注器

化成品／重合開始剤・酸化防止剤・エレクトロニクス関係薬品・重合禁止

　　　剤・合成原料及び中間体・医療品原料他。

　オリンパス光学工業・三洋化成工業・和光純薬工業の三社共同開発によ

る，フルオートメーションEIA分析装置「オリンパスP　K　－300」の専用

試薬として開発された商品です。ガラスビーズ固相法を用いたEIAサン

ドイッチ法です。

　「PK－300」用試薬・「グラオザイム」シリーズとして，下記商品を発

売・開発致しております。

○発売品目

　・グラオザイム　CEA

　・グラオサイム　Insulin

　・グラオザイムβ2－Microglobulin

　・グラオザイム　α一Fetoprotein

　・グラオサイム　IgE

061年度開発品目

　・T3

　・T4

　・HCG
　・Ferritin

　・TSH
　・HBs（Ag）

瓢熟

　癬

一
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社　　　　　　　　　　名 本杜及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

ア　ス　カ　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都千代田区神田須田町2－4 （03）254－0576

福岡事務所 812 福岡市博多区東比恵2－20－27　イワキビル （092）473－9561

仙台事務所 983 仙台市銀杏町19－8　イワキビル （022）256－5202

株式会社アナリィティカル・インスツルメンツ 本　　　　社 191 東京都日野市日野320－11 （0425）86－0033

大阪支所 531 大阪市淀川区宮原町1－3－20新大阪ステーションビル604 （06）395－8545

株式会社　　ア　　　　ム　　　　コ 本　　　　杜 162 東京都千代田区飯田橋4－8－7 （03）265－4261

大　　　　阪 540 大阪市東区釣鐘町2－36 （06）942－5971

名　古　屋 466 名古屋市昭和区鶴舞3－23－20 （052）741－6051

福　　　　岡 812 福岡市博多区東光2－6－15 （092）441－7461

札　　　　幌 060 札幌市中央区北三条東2－2 （011）241－4428

仙　　　　台 980 仙台市春日町2－8 （022）223－4060

広　　　　島 830 広島市中区幟町9－18 （082）223－2511

金　　　　沢 920 金沢市割出町633－1 （0762）37－6490

高　　　　松 760 高松市中央町17－30 （0878）31－1301

ニユーヨーク 41Madison　Ave　New　York　N．　Y．10010　U．S．A． （212）689－7711

ア　　ロ　　カ　株　　式　　会　　社 本　　　　社 181 東京都三鷹市牟礼6－22－1 （0422）45－5111

札幌営業所 060 札幌市北区北7条西4丁目　東カン札幌駅前ビル （011）726－6604

仙台営業所 980 仙台市国分町3－9－8　田山ビル （022）262－7181

新潟営業所 950 新潟市東大通り2－2－18　タチバナビル （0252）41－8171

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－6－12　白川ビル （052）203－0571

大阪営業所 530 大阪市北区堂島浜1－4－28　日本無線㈱大阪支社ビル （06）344－5391

広島営業所 733 広島市西区南観音1－1－4　矢島ビル （082）292－0019

高松営業所 760 高松市番町2－10－4　番町第2ビル （0878）22－5217

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7　博多センタービル （092）411－5735

熊本営業所 862 熊本市新屋敷1－8－1　森田ビル （096）366－9201

医学書院器械株式会社 本　　　　社 166 東京都杉並区高円寺北2－2－1　巳善ビル （03）339－5511

大阪出張所 541 大阪市東区道修町2－1　㈱三星堂内 （06）222－5030

乾　　商　事　株　式　　会　社 本　　　　社 534 大阪市都島区東野田町1－5－15 （06）352－4321

東京出張所 113 東京都文京区本郷2－16－7 （03）812－5650
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社　　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

仮事務所 101 東京都千代田区岩本町1－5－8 （03）256－0911

営業本部 113 東京都文京区湯島1－5－32 （03）818－6261

札幌営業所 011 札幌市北区北13条西3－16 （011）746－1401

大阪営業所 530 大阪市北区南森町1－3－9 （06）364－7981

福岡営業所 812 福岡市東区馬出2－2－6 （092）651－2377

埼玉工場 333 埼玉県川口市根岸2985 （0482）81－1913

オーソ・ダイアグノスティック・システムズ株式会社 本　　　　杜 105 東京都港区芝公園3－1－38　秀和芝公園3丁目ビル1F （03）438－2944

札幌営業所 060 札幌市中央区南2条東1丁目1－14住友生命札幌中央ビル6F （011）241－4545

仙台営業所 980 仙台市北目町4－7　東北堂ビル8F （022）224－7551

東京営業所 105 東京都港区虎ノ門3－22－1　秀和第2芝公園3丁目ビル2F （03）431－3871

名古屋営業所 465 名古屋市名東区一社2－171 （052）703－5256

大阪営業所 564 吹田市豊津町10－34　日本生命江坂駅前ビル5F （06）338－2581

広島営業所 730 広島市南区京橋町1－23　三井生命広島駅前ビル7F （082）264－3631

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南1－2－3　住友博多駅前ビル5F （092）451－2874

小野薬品工業株式会社 本　　　　杜 541 大阪市東区道修町2－14 （06）222－5551

札幌支店 064 札幌市白石区中央1条2－15－1 （011）841－8611

仙台支店 980 仙台市上杉1－10－25 （022）221－3676

東京纂三支店 101 東京都千代田区神田錦町1－21 （03）293－8521

名古屋支店 460 名古屋市中区丸ノ内3－8－20 （052）961－6421

大阪支店 541 大阪市東区平野町2－29　四井ビル3F （06）222－5581

京都支店 604 京都市中京区鳥丸通御池上ルニ條殿町明治生命京都ビル3F （075）211－2191

高松支店 760 高松市木太町四区2160－1　佐々木ビル3F （0878）33－5141

広島支店 730 広島市中区幟町6－7 （082）228－0331

福岡支店 812 福岡市博多区奈良屋町2－12 （092）281－1154

オ　リ　オ　ン理研株式会社 本　　　　社 114 東京都北区西ヶ原2－41－17 （03）917－0452

本郷営業所 113 東京都文京区本郷2－17－1 （03）816－4520

株式会社　　オ　　リ　ン　パ　　ス 本　　　　社 101 東京都千代田区神田駿河台3－4 （03）251－8941

札幌支店 060 札幌市中央区北3条西4 （011）222－2551

仙台支店 980 仙台市一番町1－3－1 （022）223－7821
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

大宮営業所 330 大宮市土手町3－19 （0486）44－8122

金沢営業所 920 金沢市香林坊1－2－24 （0762）62－8257

名古屋支店 460 名古屋市中区錦2－19－25　日生広小路ビル （052）201－6901

大阪支店 542 大阪市南区南船場2－12－26 （06）252－6695

高松営業所 760 高松市天神町10－5 （0878）33－0670

広島支店 730 広島市中区上八丁堀16－11　日生広島第ニビル （082）228－1921

福岡支店 810 福岡市中央区天神1－14－1 （092）711－1881

株式会社　　カ　　イ　　　ノ　　ス 営業本部 113 東京都文京区本郷7－2－1 （03）816－4480

札幌営業所 064 札幌市中央区南十条西十丁目 （011）511－3551

仙台出張所 980 仙台市五橋1－1－58 （022）264－3421

東京第一営業所 113 東京都文京区本郷3－38－11 （03）816－4481

東京第二営業所 113 東京都文京区本郷3－38－11 （03）816－4481

名古屋出張所 465 名古屋市名東区上社1－1802 （052）775－8730

大阪営業所 541 大阪市東区道修町2－51 （06）201－0916

松山出張所 790 松山市千舟町6－4－2 （0899）33－2118

福岡営業所 812 福岡市博多区駅東1－14－8 （092）441－6996

広島（布施商会） 730 広島市中央区鶴見町8－57 （082）245－4355

片山化学工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－7 （06）203－3441

東京営業所 101 東京都千代田区岩本町2－14－8 （03）864－1177

名古屋片山化学㈱ 460 名古屋市中区丸の内3－11－4 （052）971－6531

岡山出張所 703 岡山市神下82－3 （0862）79－2542

徳島出張所 770 徳島市南矢三町2－6－33 （0886）32－3138

九州連絡所 813 福岡市東区多の津1－1 1092））622－3011

尼崎工場 660 尼崎市東難波町3－26－22 （06）481－6769

越谷工場 343 埼玉県越谷市南荻島869 （0489）74－9411

萱垣医理科工業株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－14－16 （03）812－5285

大阪営業所 540 大阪市東区内平野町2－39　筒井マンション301 （06）947－0704

名古屋営業所 452 名古屋市西円明町1　コーポ円明302 （052）501－2774

仙台営業所 980 仙台市国見3－9－8 （022）234－1433



（五十音順）

206

社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

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

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 （022）284－0175

埼玉出張所 364 埼玉県北本市中丸3－82 （0485）92－2361

京浜出張所 223 横浜市港北区新羽町2055 （045）542－0801

静岡出張所 422 静岡市中村町393 （0542）81－2010

中京出張所 491 愛知県一宮市大和町妙興寺字中之町4 （0586）24－1725

　　　　一広島営業所 730 広島市南区大州1－7－2 （082）285－6221

九州出張所 869－04 熊本市宇土市松山町1004 （09642）3－2166

株式会社　　京　都　第　一　科　学 本　　　　社 601 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－5311

東京支店 103 東京都中央区日本橋兜町11－11　ニッシンビル4階 （03）664－1841

札幌営業所 062 札幌市豊平区月寒東3条3丁目1－21　吉田ビル1階 （011）851－1122

仙台営業所 980 仙台市堤通雨宮町2－21　日装ビル2階 （022）234－1516

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－9－30　栄山吉ビル7階D号室 （052）211－4555

京都営業所 601 京都市南区東九条西明田町57 （075）672－5316

広島営業所 733 広島市西区天満町6－12　岩崎ビル204号室 （082）294－0533

高松営業所 760 高松市松島町1－13－10　カントビル4階 （0878）34－1545

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－4－17　第6岡部ビル5階 （092）472－3655

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 100 東京都千代田区大手町1－6－1 （03）201－6598

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－8－17 （06）341－0981

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内3－21－25 （052）962－7370

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前2－2－1 （092）474－5222

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西7－1 （011）271－7211

仙台営業所 980 仙台市本町1－12－12 （022）262－7691

広島営業所 732 広島市南区稲荷町2－16 （082）262－6612

四国営業所 790 松山市一番町1－15－2 （0899）45－1287

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
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国　際　試　薬　株　式　会　社 大　　　　阪 541 大阪市東区北久宝寺町2－50－2 （06）262－2181

福　　　　岡 812 福岡市博多区東比恵2－20－2 （092）411－2187

コ　ス　モ　株　　式　　会　　社 東京本社 113 東京都文京区本郷3－26－10 （03）811－6477

大　　　　阪 532 大阪市淀川区西三国4－3－46 （06）392－1721

広　　　　島 733 広島市西区鈴が峰町30－5－502 （082）278－3641

福　　　　岡 816 福岡県大野城市大池2－7－6 （092）504－2215

小西六写真工業株式会社 本　　　　社 163 東京都新宿区西新宿1－26－2　新宿野村ビル （03）349－5216

関西支社 542 大阪市南区周防町28－1　千代田生命御堂筋ビル （06）252－5246

名古屋営業所 460 名古屋市中区大須2－3－2 （052）231－6241

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅前4－2－1　住友海上福岡ビル （092）451－4811

札幌営業所 060 札幌市中央区北三条西1－1－1　ナショナルビル （011）261－0261

仙台営業所 980 仙台市一番町2－2－13　仙建ビル （022）267－5246

広島営業所 730 広島市中区中町8－6　フジタビル （082）244－5246

高松営業所 760 高松市番町1－7－5　安田生命高松ビル． （0878）22－8366

コ　ネ・ジャパン株式会社 本　　　　社 102 東京都千代田区飯田橋4－2－1 （03）23卜9500

サ　ク　ラ　精　機　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町3－9－1 （03）270－1666

本郷営業所 113 東京都文京区湯島2－16－10　マスビル1F （δ3）814－2811

横浜営業所 211 横浜市神奈川区鶴屋町3－35－11　ストーク横浜二番館5F （045）311－7971

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条西5－18　郵政互助会札幌ビル4F （011）222－5831

仙台営業所 980 仙台市国分町1－7－18　明治生命国分町ビル7F （022）263－5131

名古屋営業所 461 名古屋市東区白壁3－12－13　中産連ビル新館4F （052）932－0485

大阪営業所 530 大阪市北区梅田1－11－4－2100　大阪駅前第4ビル21F （06）34卜3788

中・四国営業所 700 岡山市幸町8－29　三井生命岡山ビル11F （0862）23－0324

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－4－16　福泉第1ビル5F （092）441－7340

練馬分室 176 東京都練馬区氷川台3－1－18 （03）937－1831

三　光　純　薬　株　式　会　社 本　　　　社 101 東京都千代田区岩本町1－10－6 （03）863－3261

東京支店 101 東京都千代田区岩本町1－10－6 （03）863－3261

大阪支店 532 大阪市淀川区宮原5－8－5 （06）391－2501

札幌営業所 065 札幌市東区北6条東2丁目一8 （011）711－3696
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三　光　純　薬　株　式　会　社 仙台営業所 980 仙台市一番町1－15－11 （022）267－2291

横浜営業所 231 横浜市中区尾上町6－89 （045）641－2531

名古屋営業所 453 名古屋市中村区長箴町5－49 （052）412－3772

広島営業所 730 広島市東区光町2－11－17 （082）264－5411

福岡営業所 815 福岡市南区清水3－1－2 （092）511－0611

新潟・茨城・西東京・松山・熊本

塩　野　義　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－12 （06）202－2161

東京支店 150 東京都渋谷区渋谷2－17－5　シオノギ渋谷ビル （03）406－8111

福岡支店 812 福岡市博多区上呉服町10－1　博多三井ビル （092）271－6773

札幌支店 060 札幌市中央区大通り西4－1　道銀ビル （011）261－1301

シ　グ　マ　精　器　株　式　会　社 シ　　　グ　　　マ

精器株式会社
140 東京都品川区北品川1－22－202 （03）474－9591

九州出張所 813 福岡市東区多の津2－7－12㈱ユニファ2課内 （092）622－0233
関西地区代理店メディカル・エージェント

607 京都市山科区大宅田の辻22－7 （075）501－6013

システムエイジ株式会社 本　　　　社 140 東京都品川区南品川4－14－2 （03）450－3211

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 （03）239－3741

札幌支店 060 札幌市中央区北大通り16丁目　大重ビル3F （011）641－1878

仙台支店 980 仙台市北目町2－39　東北中心ビル （022）262－5708

東京第一支店 102 東京都千代田区一番町10 （03）239－5091

東京第二支店 102 東京都千代田区一番田］10 （03）239－3748

名古屋支店 460 名古屋市中区新栄1－27－27　広瀬ビル4F （052）261－5818

大阪支店 550 大阪市西区靱本町2－2－22　ウツボパークビル （06）448－3101

広島支店 730 広島市中区中町4－16　オレンジハットビル3F （082）244－3051

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前3－5－7　博多センタービル （092）473－0261

株式会社　　島　津　製　作　　所 本　　　　社 604 京都市中京区河原町通二条南 （075）251－2811

東京支社 163 東京都新宿区西新宿2－1－1　新宿三井ビル40階 （03）346－5656

大阪支社 530 大阪市北区芝田1－1－4　阪急ターミナルビル14階 （06）373－6547

京都支店 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 （075）811－8191

福岡支店 812 福岡市博多区冷泉町4－20 （092）271－0331

名古屋支店 450 名古屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル5階 （052）562－3522
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株式会社　　島　　津　　製　　作　　所 広島支店 730 広島市中区袋町4－25　明治生命ビル15階 （082）248－4311

仙台支店 980 仙台市二日町1－23　熱海ビル3階 （022）221－6231

札幌支店 060 札幌市中央区北二条西4－1　北海道ビル6階 （Ol1）231－8811

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

真　興　交　易　株　式　会　社 東京本社 106 東京都港区南麻布2－8－18 （03）798－3311

札幌営業所 001 札幌市北区北7条西4丁目　ノースセブンビル （011）726－6353

仙台営業所 980 仙台市北目町2－39　東北中心ビル （022）262－4874

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦3－16－30　住友生命栄ビル （052）961－6881

金沢営業所 920 金沢市香林坊1－2－20　朝日生命金沢第2ビル （0762）62－2315

大　阪　店 550 大阪市西区新町1－21－11　天祥ビル （06）531－6247

広島営業所 730 広島市中区大手町2－5－11はるぜんビル （082）249－3771

福岡営業所 810 福岡市中央区大手門2－1－10　西鉄大手門ビル （092）751－1868

株式会社　　　常　　　　　　　光 本社・東京営業所 113 東京都文京区本郷3－19－4　常光ビル （03）815－1717

大阪支店 530 大阪市北区天満4－14－］9　天満バークビル （06）353－2441

名古屋支店 460 名古屋市中区千代田5－8－30　第1三英ビル （052）251－3878

福岡支店 812 福岡市博多区古門戸3－12　やま利ビル （092）281－5757

広島営業所 730 広島市中区竹屋町3－22　米田ビル （082）241－3252

仙台営業所 983 仙台市卸町1－6－15　卸町セントラルビル （022）236－0972

札幌支店 001 札幌市北区北7条西2丁目　常光ビル （011）736－1311

帯広営業所 080 帯広市東3条南10丁目　常光ビル （0155）24－3057

旭川営業所 070 旭川市神楽2条4丁目　常光ビル （0166）61－1381

東京技術研究所 213 川崎市高津区宇奈根731－1 （044）811－9211

住友電気工業株式会社／住電システム株式会社 東　　　　京 107 東京都港区元赤坂1－3－12 （03）423－5901

大　　　　阪 530 大阪市北区堂島1－2－5 （06）347－7511

住友べ一クライ　ト株式会社 本　　　　社 100 東京都千代田区内幸町1－2－2　日比谷大阪ビル （03）595－9431

大阪支店 530 大阪市北区中之島3－6－32　大阪ビル （06）441－7734

名古屋支店 460 名古屋市中区錦2－18－19　住友銀行ビル （052）211－1540

福岡駐在 812 福岡市博多区博多駅前3－2－8　住友生命博多ビル （092）411－1354

生　化　学　工　業　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町2－9 （03）270－0536
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社　　　　　　　　　　　名 石［及出先機関1 ＝ヨーT　　　　　　　　　　住　　　　　　　　　　　　　　　所
一

二電
生　化　学　工　業　株　9「蚕　社 大阪営業所

　　　　　　　　一一一　一一一’－
54　　大阪市東区高麗橋2－45

一「一（・6）

　1　（03）セイコー電子工業株式会社 LS技術推進室 136
　　　　　　　　　　　　　一　一　一　　『　『『一『　　　　一一一一一r－一一一一一一
東京都江東区亀戸6－31－3　　　　　　　一一〕一一一』一一一一．一　㎜　　一．一一一

積水化学工業株式会社 大阪営業所 530 大阪市北区西天満2－4－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一

東京営業所 105 東京都港区虎ノ門3－4－7　　　　　　　　　　　　　一一一一一 （03）

名占屋営業所 450 名古屋市中村［メ：名駅4－7－35　毎日名占屋会館　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　ww　『一．一一 （052）皿一

株式会社　　セントラル科学貿易
一一

本　　　　社 110 東京都台東区三ノ輪2－2－7

大阪支店 533 　　　　　　　　　　　　　　　一一大阪市東淀川区西淡路1－1－36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一　’一一

　　　　（03）　　：…　一

「106））一

　　　　　一’　　　　（092）
福岡営業所一一一一

310 福岡市中央区大名1－15－38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一『

札幌出張所　　一一一 060 札幌市中央区北4条　　　　　　　　　　　　　　ぷ一v－一一　 （011）

株式会社　　相互生物医学研究所 本　　　　社 166 東京都杉並区高P持南1－34－5　　　　　　－一一．一’一一　’一一一一一⊥‥一一一一．一一一 （03）

総合研究所 350 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『埼長県lll越市的場1361－1　　　　　　　　　　　　　　　－一一　一一一一一一一 （0492

札幌営業所 札幌「｝∫中央区北1条東8－1－3－一一一一一一一一一一一 （OID

（022）　仙台営業所一一｝『『

060一一一

983 仙台市卸町5－2－10　卸町斉喜ビル　　　　　　　　　　　　　　ー一一一一　一一一『一一　
一寸一一一一一一一．

930－11 6∫LLI｜1∫r戸∫｝了’「二1芭1ナq害lj　g　　　3一一一‥一一一　一　一一．一一一一．一一一 （0764　一

　大阪営業所一　　『一一一一　一 533 大阪市東淀川区東中島1－20－14　　　　－一一一．｝一．一一一一一一一一．一

広島営業所　　　一 730 広島市中区宝町9－19　　　　　　　　　　　　　－一一一

　　　（06）

福岡営業所 812 福岡市博多区博多駅南4－18－2
　　　　　　　　　　　　　一一　高　園　産　業　株　式　会　社 ／l‖台　支店 983 　　　　　　一一1　『一一一一．一’一A．一一

仙台市宮丁・代1－18－1 一一一1一で万

｝｝　一
札幌営業所 060 　　　　　一一一一一一一一一一札幌市中央区南二条東5－1

東京支店 113 　　　　　　　一一一一一一｝　一　一一一一一一一一一一東京都文京区本郷2－12－12　　　　　　　　　　　　　　　－一一一一一一一一

　（011）一一一一　一一

　（03）　一一

453

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一．一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝－名古屋市中村［メ：T・成通6－5　　　　　　　　　　　　　一ガー一一一一’『一一一　一1－一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1－一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　（052）一一一．一

大阪支店 575 大阪府四条畷市岡ll」2－12－22　　　　　　　　　　　　　　－一一一一一

神戸営業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　．一一一一一｛一一一一一
神戸市中央区下山手通4－2　7　　　　　　　　　　　　　1　　　　－　A一一－　一一一一一一一一一　一一一一一一一『一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
高松営業所

650

ラ苗
高松市一宮町710－1一一一一一一一一一一一一一．．－1－一．一一

　（0720

　（078）一　

　（0878皿一一一『‥一一

　（082）広島営業所 広島市西区楠木町1－15－15－『『一一一一一A－　一一一．『一一一一一一一一．一．一．一

⌒一一　『一　一一一一一．一一一

福岡　支店

733－－

815 福岡rl∫南区清水3－4－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　（092）

本　　　　社 575 大蹴1・1条畷，刷［ll　2．12…22－一一

立　石　電　機　株　式一蚕　社 札　　　　幌　　　一一 酬，｝∫中央区緬＝1rl口1輸札鰍通ビ・し6T－

仙　　　　台

060　一一

980
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『一一一一　　†一一一一一仙台市大町2－2－10　住友生命仙台［I」菓通りビル11F　　　　（022）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一一一一一一一一一L

　　（五｝・音川頁）

fi3÷
　　　　　　一　　682－6564　　1

　　　一一一一一一一d
　　325－3171　　・

　　　　　　一

1懸
　　　　　　　　　　　
（Ol1）　261－8910　　1

　　　、一一　　H

㌫脚
　　一一一一一一一1
（082）　246－7714　　1

　　　　　　　　　　　’1
（092）　471－6190　　1

　　　．一　一一一一一斗
（022）　284－0577　　1

　　－．一一　　L－一一寸
（011）　221－8871　　i

　　8亘∋
（052）　482－5522　　1

　　　　　　　　　　－H
（0720）　77－3431　　1

　　　　　　　　　　す
（078）　332－6238　　1

　　　－　　　　　　　　　
（0878）　86－8151　　1

　　　　－一一一一
（082）　292－8262

（092）　551－4582

　　　77－3431　　i
　　　－一一．一斗
（011）　271－7821　　r
　　－一一一一．一一」
（022）　222－4761　　1

　　　　－一　■



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

立　石　電　機　株　式　会　社 東　　　　京 105 東京都港区虎ノ門3－4－10　虎ノ門35森ビル （03）436－7055

名　　占　屋 450 名古屋市中村区名駅3－28－12　大名古屋ビル4F （052）56仁0621

大　　　　阪 541 大阪市東区南久宝寺町4－39　御堂筋センタービル （06）282－2576

京　　　　都 600 京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町8　京都三井ビルディング3F （075）223－1135

広　　　　島 730 広島市中区紙屋町1－2－27　広島日興ビル7F （082）247－0201

福　　　　岡 812 福岡市博多区博多駅前3－2－1　日生博多駅前ビル9F （092）451－5622

株式会社　　ダイ　アヤ　ト　ロ　ン 本　　　　社 101 東京都千代田区東神田2－5－12 （03）863－6241

札幌営業所 060 札幌市中央区南一条西七丁目15　興和ビル （011）271－6961

仙台営業所 980 仙台市北根1－10－18　ファミール北根ビル （022）272－2011

名古屋営業所 465 名古屋市名東区高社一丁目253　一社プラザ （052）772－9561

大阪営業所 533 大阪市東淀川区東中島1－18－31　星和地所ビル （06）325－3621

広島営業所 733 広島市中区南観音7－13－20　ヒライチビル （082）291－4601

福岡営業所 812 福岡市博多区東光1－1－2 （092）471－7188

第一化学薬品株式会社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋3－13－5 （03）272－0671

東京第一営業所 103 東京都中央区日本橋3－13－5 （03）272－1991

東京第二営業所 103 東京都中央区日本橋3－13－5 （03）272－1991

大阪営業所 540 大阪市東区大手通2－32 （06）941－8091

福岡営業所 812 福岡市博多区山王1－10－37 （092）451－0511

札幌営業所 003 札幌市白石区東札幌6条1－2－30 （011）822－2345

名古屋出張所 464 名古屋市千種区内山町3－8－10 （052）733－5631

広島出張所 730 広島市中区中町8－6 （082）241－7210

ダイ　ナボッ　ト株式会社 本　　　　社 105 東京都港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル （03）437－9441

札幌営業所 060 札幌市中央区北三条西1－1－1　ナショナルビル6F （011）221－8239

仙台営業所 980 仙台市本町2－10－28　千代田生命仙台本町ビル8F （022）265－2473

東京支店 105 東京都港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル （03）437－9427

名古屋営業所 450 名古屋市中村区名駅4－23－13　名占屋大同生命ビル12F （052）562－0781

大阪支店 530 大阪市北区堂島2－2－2　近鉄堂島ビル15F （06）347－1621

岡山営業所 700 岡山市柳町1－1－1　住友生命岡山ビル14F （0862）33－7235

広島営業所 730 広島市中区大手町2－7－10　広島三井ビル8F （082）245－7401
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　　　社　　　　　　　　　　名

ダイナボット株式会社

本社及出先機関

福岡営業所

〒

812

　　　　　　住　　　　　　　　　　　　　　所

福岡市博多区中呉服町6－10　大日本製薬福岡ビノ

（五十音順）

大日本製薬株式会社

チパ・コーニング・ダイアクソスティックス株式会社

中外製薬株式会社

デュポン　ジャパン　リミテッド

デンカ生研株式会社

本 社

詰z尉蔀
ラ　ボ　・　フ　ロ

’営業剖～（大阪）

ラ　ボ　・　プ　ロ
営’業部（東京）

本　　　　社

札幌営業所
f山　台営業戸斤

関東営業所

東京営業所

名古屋営業所

大阪営業所

福岡営業所
中　　・　IJLI　国

技術センター一

本　　　　社

東京第一支店

東京第二支店

仙台　支店

札幌支店
名占屋支店

大阪支店
広島支店
福岡支店
高松支店
本 社

大阪支社
本 社

新潟営業所

大阪営業所

541

564

564

110

150

003

980

150

150

466

564

812

733

104

160

160

980

060

460

541

730

812

760

107

541

103

950

530

大阪市東区道修町3－25

大阪府吹田市II．の木町33　一　94

大阪府吹田r†∫江の木町33－94

東京都台東区谷中3－25－6

東京都渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル

札幌市白石区東札幌2条5－5－1

仙台市春日町4－13

東京都渋谷区恵比寿1－19－15　ウノサワ東急ビル

東京都渋谷区恵比ス」・1－19－15　ウノサワ東急ビル

名占屋市昭和区御器所通り2－10

大阪府吹田市垂水町3－18－9　ユーコービル

福岡市博多区博多駅前3－10－24

広島市西区西観音町9－7

中央区京橋2－1－9

新宿区西新宿1－22－2　新宿サンエービル3F

新宿区西新宿1－22－2　新宿サンエービル4F

仙台市一番町4－7－17　小田急不動産仙台ビル

札幌市中央区大通り西15－3

名占屋市中区丸の内3－21－20　T一代田生命ビル

大阪市東区平野町3－6－1　’王野町センチュリービル

広島市中区八丁堀5－7　住友生命八丁堀ビル

福岡市博多区駅南1－3－11　博多南ビル

高松市天神前10－・12　栄泉高松ビル

東京都港区赤坂1－11－39　第2興和ビル

大阪市東区高麗橋5－45　興銀ビル別館

東京都中央区日本橋兜町12－1

新潟市新光町17

大阪市北区梅田1－12－39

（06）

（03）

（03）

（011）　831－4855

（022）　222－6296

（03）　　440－5377

（03）　　440－3601

（052）　852－7333

（06）　　380－0333

（092）　474－3640

（082）　295－8411

（03）　　281－6611

（03）　　346－0213

（03）　　346－0231

（022）　225－8551

291－6651

203－5321

386－2164

386－2164

828－6543

440－2411

話　　　　一一

6651

5321

2164

一

2164

6543

2411　　｝

一

4855

6296

5377

3601－一一｝

7333

0333

3640

8411一

6611－一〇213

一

（011）　631－6311

（052）　961－8511

（06）　　222－5533

（082）　227－1331

（092）　451－8181

（0878）　33－8600

（03）　　585－5511

（06）　　228－0825

（03）　　669－9091

（0252）　85－8640

（06）　　344－5538



（五i’音順）
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　　　　　　　　　　　　　　｜社　　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電 　1↓Lコ
デ　ン　カ　生　研　株　式　会　社 福岡営業所 810 福岡市中央区天神2－14－8 （092）714－7421

札幌営業所 060 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一札幌市中央区南1条西2丁目5 （011）222－4178

名古屋営業所 464 名占屋市千種区今池南29－24 （052）732－5561

仙台出張所 980 仙台市1翻11－4－1－ 　　　　→ （022）264－1138

東亜　医　用電子株式会社 営業本部 675 　　　　一　．一一一’　一力n古lllr†了里∫7口田∫」ヒ§｝f314－　2 （0794）24－1171
‘一

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西13丁目1　SKビル （011）281－6136

仙台営業所 980 仙台市二日町7－32　勾当台ハイツ （022）223－7411

大宮営業所 330 　　　　　　　　　　　　　　一大宮市宮原町2－23－11

東京営業所 113 東京都文京区本郷2－30－11 （03）814－5046

横浜営業所 222 横浜市港北区新横浜3－6－5　新横浜第一生命ビル （045）473－3696 一

一名古屋営業所 465
名占屋市名東区上社1－119　　　一一 ．⊥・52唖ゴ廻一

大阪営業所 532 　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一大阪市淀川区西中島5－9－2　新大阪サンアールビル東館 （06）301－9352

広島営業所 733 広島市中区十日市町1－3－37　「代田生命十日市町ビル （082）292－7710
｝一一’

一
福岡営業所 812 福岡市博多区L⊥」王1－17－17　第三よしみビル （092）411－4314　　　　一一一

東芝メディ　カル株式会社 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－26－5 （03）815－7211

北海道支店 060 札幌市中央区北三条西4丁目　日本生命札幌ビル （011）231－9116

東北支店 980 仙台市大町2－2－10　住友生命青葉通ビル （022）262－3511

関東支社 330 大宮市桜木町4－256　ユニオンビルティング （0486）44－4361

東京支社 104 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一東京都中央区京橋1－19－8　大野ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー－－一一 （03）562－0211　　　一

中部支杜 450 名古屋市中村区名前南1－4－12　ガーテンビル （052）581－9311

関西支社 530 大阪市北区西天満5－2－18　高橋ビル東館 （06）362－6341

中国支店 730 広島市中区紙屋町1－2－22　第一広電ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーr－一一 （082）248－2421

四国支店 760
高松市寿町1－3－2　高松第一生命ビル　　　　　ー〉

（0878）51－3786

九州支社 810 福岡市中央区渡辺通2－1－82　電気ビル （092）712－5811

東洋曹達工業株式会社 科学計測事業部 107 東京都港区赤坂1－7－7 （03）586－9141

大阪支店 530 大阪市北区堂島浜1－2－6　新大ビル （06）344－3857　　－一一一’一一一｝一

一｝ず

福岡支店 810 福岡市中央区天神1－13－2　興銀ビル （092）781－0481

名占屋支店 460 名古屋市中区錦1－17－13　名興ビル （052）21仁54

仙台　支店 980 仙台市一番町2－4－1　興和ビル
（㎜随劃
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社 名

東洋曹達工業株式会社

東洋紡績株式会社
畏瀬産業株式会社医療システム部

二光バイオサイエンス株式会社

日電理化硝子株式会社

株式会社　　ニ　　チ　　リ　　ョ　ー

株式会社　　日 科 機

本社及出先機関

南陽営業所

睾三㌻竺

南陽工場
本 杜

東京支店

〒「一『　一「一一

746

252

746

530

103

東京支社　　103

大阪本社
名占屋支店

福岡支店
本　　　社

大阪営業所

550

460

810

114

533

福岡出張所　 815

札幌出張所

本　　　　社

営業本部
神戸営業所

東京出張所

本　　　社

工　　　場

本　　　社

大阪営業所

名占屋営業所

福岡営業所

札幌営業所

盛岡出張所

広島出張所

仙台出張所

高松出張所

金沢出張所

060

651

664

651

132

101

343

102

532

461

812

060

020

730

980

761

921

山口県新南陽市大字富田4560

所 コ：電

∵

（lll　l音順）

一一一一

三コ

神奈川県綾瀬市早川2743・－1

山口県新南陽市大字富田4560

大阪市北区堂島浜2－2－8

東京都中央区日本橋小網町17－9

（0834）　63－0020

（0467）　76－82

（0834）　63－00

（06）

（03）

一一一一　†一二ご
　　　　（03）

348　一　33

660－48

東京都中央区日本橋小舟町5－1 665－31

大阪市西区新町1－1－17

名占屋市中区丸の内3－20－22　’｝ξ和生命ビル6F

㌔】岡市博多区博多駅東2－17－5　モリメンヒル4F

東京都品川区西五反田2－7－11　光洋ビル

大阪市東淀川区東中島1－6－14　第2日大ヒル

　　　　1

－一一

（06）　535　　　　　　　一

一　一　｝一

ル6F （052）962

ビル4F
（092）473　　　　　一

（03）490　　　　　　　一

ビル

内　　　　　一

一一一一→一一一一一一一一一一一一一一　一
一一旦竺　　　1　（092）　　　　　　　　　　　　552　　　　　　　　　　　『一

BMY内　　一

　　　　一一計一一．…一ト＝一一÷　　　　　　　　　1（078）

（011）251

　　　　　231　　　　　｝’一

（0727）81　　　－一一

（078）231　　　　　　　一

　　　　　　

一一一

r－一

（03）　612　　　－　一

（03）251

（0489）89

二：　　　一一　一
フノレビノレ （03）264

一一 　　一

　　（06）396

535－2612

福岡市南区向野2－1－3　　　　　　　　　　　岩城ビルBMY内

札幌市中央区大通東2－3　松村ビル2号館BMY内

神戸市中央区野崎通3－3－14

伊丹市寺本1－114

神戸市中央区野崎通3－3－14

東京都江戸】li区平井6－27－6

東京都千代田区神田松永町1

埼玉県越谷市西方2760－1

東京都千代田区一番町22－1

大阪市淀川区宮原5－7－43

名占屋市東区代官町35－16　第一富｝：ビル

一 番町セントラルヒル

490－64
323－0218　　ト

　　　　ー

　　　　　　

∋　　　⊇

劃

　＿7f［」

　一一一

訂

612一劃
251－69

264－81

396－18

福岡市博多区博多駅前1－3　2　八重洲博多駅前ビル

札幌市中央区大通西10－4　南大通ビル

　　　　－＿＿　ぐ
（092）441一旦］

盛岡市内丸16－15　内丸ビル

広島市南区東荒神町3－35　第二広島オフイスセンタービル

仙台市国分町3－3－5　リスズビル

高松市西ハゼ町333　河進ビル

金沢市新神田4－4－13　村［Hビル

　纂劃

（011）　271－1935

（0196）　24－5867

（082）　264－18

一

⊥
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 1」　　　　　　　　　　　　　　　所 　　　　　　一電　　　　　話

日　水　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 170 東京都豊島区巣鴨2－11－1 （03）918－8161

東京営業所 170 東京都豊島区巣鴨2－11－1 （03）940－6461

関東営業所 330 埼玉県大宮市宮原町2－24－7 （0486）52－2314

大阪営業所 540 大阪市東区常盤町2－6 （06）942－5661

名古屋営業所 456 名古屋市熱田区森後町8－23 （052）682－2818

広島営業所 730 広島市中区中島町9－1 （082）243－2235

福岡営業所 815 福岡市南区塩原2－2－14 （092）512－1251

仙台営業所 980 仙台市錦町2－1－3 （022）222－1406

札幌営業所 060 札幌市中央区北8条西20－2－3 （011）642－6222

日本インターメッド株式会社 本　　　　社 105 東京都港区虎ノ門4－1－40 （03）438－0547

日　本　商　事　株　式　会　社 本社・大阪営業所 540 大阪市東区石町2－30 （06）941－0308
東　京　支　店試薬営業所

156 東京都世田谷区桜1－62－7 （03）428－4155

横浜駐在所 232 横浜市南区白妙町3－41 （045）261－9649

札幌営業所 060 札幌市中央区北四条西18－7 （011）64仁8763

仙台営業所 980 仙台市北目町4－2 （022）266－4901

金沢営業所 920 金沢市小金町9－20 （0762）52－1921

名古屋支店 460 名古屋市中区丸の内2－6－11 （052）211－4641

高松営業所 761－01 高松市春日町1706　春日ビル （0878）4仁3088

広島支店 730 広島市中区幟町11－4 （082）221－2954

福岡支店 810 福岡市中央区渡辺通3－10－5 （092）751－5054

日本テク　トロン株式会社 本　　　　社 192 東京都八王子市中野上町4－8－5 （0426）26－7194

日本テクニ　コ　ン株式会社 本　　　　社 107 東京都港区北青山2－5－8　ハザマビルヂング （03）405－7311

大阪支社 541 大阪市東区安土町2－30　大阪国際ビルディング （06）264－7311

九州支店 812 福岡市博多区博多駅前3－27－25　第2岡部ビル （092）471－7311

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦2－17－30　河越ビル （052）231－7895

広島営業所 730 広島市中区宝町1－15　宝町ビル （082）249－3611

札幌営業所 060 札幌市中央区北5条西6丁目1－23　道通ビル （Ol1）222－3841

仙台営業所 983 仙台市大和町2－24－2 （022）239－5528

日　本　電　気　株　式　会　社 病院情報シヌ、
テム事業部

108 東京都港区芝5－33－7　徳栄ビル （03）453－5511



（伍十音順）
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1
社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 　　　　　　一電　　　　　話

日　本　電　気　株　式　会　社 北海道支社 060 札幌市中央区大通西4－1　新大通ビル （011）231－0161

東北支社 980 仙台市一番町4－7－17　小田急不動産仙台ビル （022）261－5511

中部支社 460 名古屋市中区栄4－15－32　日建住生ビル （052）262－3611

北陸支社 920 金沢市香林坊1－2－24　千代田生命金沢ビル （0762）23－1621

関西支社 541 大阪市東区北浜5－15　住友ビル （（06）220－4711

中国支杜 730 広島市中区中町7－41　三栄ビル （082）247－4111

四国支社 760 高松市番町1－6－1　住友生命高知ビル （0888）25－0201

九州支社 810 福岡市中央区渡辺通1－1－1　サンセルユビル （092）713－5151

日　本　電　子　株　式　会　社 本社・昭島製作所 196 東京都昭島市中神町1418 （0425）43－1111

東京事務所 100 東京都千代田区丸ノ内3－3－1　新東京ビル （03）211－8611

東京第3事務所 104 東京都中央区銀座1－15－6　共同ビル （03）567－4741

大阪支店 532 大阪市淀川区西中島5－14－22 （06）304－3941

名古屋支店 450 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル （052）581ゴ406

福岡支店 812 福岡市博多区博多駅前2－1－1 （092）411－2381

札幌営業所 001 札幌市北区北15条西4 （011）726－9680

仙台営業所 980 仙台市大町1－1－10 （022）222－3324

広島営業所 730 広島市中区袋町3－19 （082）248－2831

高松営業所 760 高松市今新町7－17 （0878）21－8478

株式会社　　日本分光メディカル 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－24－1　イナミビル （03）816－4351

札幌営業所 064 札幌市中央区北6条26丁目　山京ビル （011）621－1151

仙台営業所 983 仙台市六丁目字鶴代10－3 （022）236－2658

名古屋営業所 453 名古屋市中村区椿町21－2　第2大閣ビル （052）452－6031

大阪営業所 530 大阪市北区万才町4－12　浪速ビル （06）315－7353

広島営業所 730 広島市中区鶴見町13－1　藤島ビル （082）246－2951

福岡営業所 812 福岡市博多区東比恵2－1－15　比恵重松ビル （092）471－7925

日本モ　ニ　タ　ー株　式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区西早稲田3－31－11 （03）207－1311

大阪営業所 541 大阪市東区淡路町2－49 （06）222－2881

九州サービス
セ　　ン　　タ　　ー

812 福岡市博多区博多駅前3－30－15－704 （092）474－9151

東北サービス
セ　　ン　　タ　　ー

963 郡山市方八町2－4－4－504 （0249）44－6591
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

日　本　ロ　シ　ュ　株　式　会　社 本　　　　社 100 東京都千代田区丸の内3－2－3　富士ビル （03）214－5153

東京営業所 100 東京都千代田区丸の内3－2－3　富士ビル （03）214－5151

札幌営業所 001 札幌市中央区大通西11丁目　エスコビル （011）221－5644

仙台営業所 980 仙台市本町2－5－1　オーク仙台ビル （022）265－1450

名古屋営業所 460 名古屋市中区錦1－11－20　大永ビルヂング （052）203－5252

大阪営業所 541 大阪市東区平野町5－30　不動建設ビル （06）202－0645

広島営業所 730 広島市中区中町8－6　フジタビル （082）241－3905

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅前3－19－5　博多石川ビル （092）431－6832

バイ　オテ　ッ　ク株式会社 本社・機器部 113 東京都文京区本郷3－18－12 （03）816－6931

本社・試薬部 113 東京都文京区本郷3－18－12　トップビル （03）818－0677

株式会社　　パスコサイエンス 本　　　　社 104 東京都中央区八丁堀2－3－2　小林ビル本館3F （03）553－5212

大阪営業所 550 大阪市西区西本町1－10－7　第2新松岡ビル7F （06）533－1513

札幌営業所 060 札幌市中央区北1条西3－3－31　古久根ビル603 （011）231－0095

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅東2－4－30　いわきビル405 （092）471－5900

沖縄営業所 900 那覇市若狭2－3－11　森岡ビル7F （0988）67－4808

株式会社　　日立製作所（日立グループ） 計測器事業部 100 東京都千代田区丸の内1－5－1　新丸ビル （03）212－1111

㈱日立メディコ 101 東京都千代田区内神田1－1－14 （03）292－8111

日製産業㈱ 105 東京都港区虎ノ門1－26－5　第17森ビル （03）504－7260

日立工機㈱ 312 茨城県勝田市武田1060 （0292）73－8111

コロナ電気㈱ 312 茨城県勝田市東石川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

富士メディカルシステム株式会社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座7－13－8 （03）545－3321

東京支店 104 東京都中央区銀座7－13－8 （03）545－3341

札幌営業所 060 札幌市中央区北2条西4－2 （011）271－7777

仙台営業所 980 仙台市一番町4－6－1 （022）224－1733

名古屋営業所 460 名古屋市中区栄2－5－1 （052）221－7871

大阪支店 541 大阪市東区備後町4－13 （06）227－1071

広島出張所 730 広島市中区小町3－25 （0822）46－4666

高松出張所 760 高松市亀井町8－11 （0878）34－8844



1　　杜　　　　名　　1本椴識機関 〒！　　　　li
巨亘ディカルシステム株式会社・

福岡営業所 812 福岡市博多区住吉3－1一　　　　　　一｝A一

富　士　レ　ビ　オ　株　式　会　社 本　　　　社 160 東京都新宿区西新宿2－7

ヘキストジャパン株式会社 本　　　　社　　　一皿一 107一 東京都港区赤坂8－10－16一一一一一一一一一一一

東京第一支店一一一一　一 107 東京都港区赤坂4－10－33

107 東京都港区赤坂4－10－33　　　　　　　　『一東京第二支店

大阪支店
　一．一一一了

541」．大阪市東区備後町2二1＿

名古屋支店
4601名占屋市中区栄1－31－41＿＿＿＿4＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿

L鐘一岡支店

巴
　　　　　　　812　福岡市博多区奈良屋町1－

i仙台支店　・1仙舗本町1－5－31日
」逝一潟支店 新潟市米山4－1－31　紫

÷巖：i㎜
　　　　　　　一一一一一一広島市中区八丁堀2－31　　　　　　　一

　0601 札幌市中央区南1条東1一

株式会社　　ヘ　レ　ナ　研　究　所　　　本　　　　社 336 浦和市常盤9－21－19

所 「三）281－3655

　　新宿第一生命ビル

新ヘキストビル

t　－　u
　　（03）

三゜3＞

〔f　，1十音順）

話一

348－。6「］

479－7529

ヘキストビル5F

ヘキストビル4F　　　　　i
＿＿＿＿＿＿　　　　一

（03）

585－9591

585－9371
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘキストビル4F　　　　　　l（06）271・一・1201　1
rrt－『　tt一一一一　　　一一　　m－Tnv一十一　　　　　　　　　一
＿＿±i口ロレ4F．＿　　⊥旦i2）203一翌］
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べ一リンガー一・マンハイム山之内株式会社

大阪支社　　540　大阪市東区農人橋2－7　第6松屋ビル7F

本　　　　社　　105

札幌営業所　 060

f山台営’業戸斤　　　980

東京都港区虎ノ門3－10－11　虎の門MFビル10号館

札幌市中央区大通東2－3　札幌松村ビル2号館
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一
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欝∵慧
　　　432－3151

　（011）　251－1331

東京第一営業所　　103　東京都中央区日本橋本町4－・10　第20中央ビル

　　（022）　224－6491

「一（・3）662－3161

一
⊥一一一一一一一一一一　　　一■

東京第二営業所　　103　東京都中央区日本橋本町4－10　第20中央ビル （03｝　　662－8451

名握撲所ト464名握市千駆内UI　3　－1°－171KK°今池セントラノレビル⊥（°5亙741－2931
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大阪営業所「532 大阪市淀川区宮原4－1－45　新大阪八千代ビル　　　　　　　　　　396－5711」一旦）＿＿
広島営業所已3° 広島市中区鉄砲町8－18　広島日生みどりビル

　　　　　　　」（082）223：旦r］　　　　　　　i

福岡営業所 815 福岡市南区向野2－1－3　岩城ビル （°92）552　3261 1
ベックマン・ジャパン株式会社 本　　　　社 102 東京都千代田匠麺’旦旦　　　　⊥（°3）221－5891

テ　ク　ニ　カ　ノし

セ　　ン　　タ　　ー
108 東京都港区海岸3－3－8　安田8号ビル （03）452－4115

札幌営業所 060 札幌市中央区南1条東1－3　日生大通東ビル （Ol1）222－5761

仙台営業所 980 仙台市一番町1－2－25　f山台NSビル （022）264－7148

つくば営業所 300　　， 土浦市文京町5－4阿部ビル （0298）24－4308

名古屋営業所 460　名占屋市中区丸の内3－5－10　住商名古屋丸の内ビル （052）971－4381　　　　　　　一



（五十音順）
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社　　　　　　　名　　　｛ 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 電　　　　　話

ベックマン・ジャパン株式会社 大阪営業所 541 大阪市東区道修町3－23　塩野日生ビル （06）203－2821

広島営業所 730 広島市中区大手町2－9－1　広島三井ビル別館 （082）241－7821

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町2－2　福岡第1ビル （092）271－0962

株式会社　　堀　　場　　製　　作　　所 本杜・工場 601 京都市南区吉祥院宮の東町2 （075）313－8122

東京支店 101 東京都千代田区岩本町3－1－2 （03）861－8231

九州営業所 812 福岡市博多区博多駅南4－3－3 （092）472－5041

栃木出張所 312 宇都宮市東宿郷5－3－5　コーポ・ルベーレII （0286）34－6098
北海道サービススァーショ　ン

065 札幌市東区北16条東2　ライオンズマンションビル （011）742－3395
東孔サービススアーショ　ン

980 仙台市中央3－2－27　日産生命ビル （022）266－2183
「’菓サービスス、アーショ　ン

260 千葉市今井2－14－13 （0472）63－2903
横泡サービスズ、アーショ　ン

230 横浜市鶴見区豊岡町18－24　イナホビル （045）574－0732
名占屋サービススァーショ　ン

461 名古屋市東区葵3－17－26　三栄ビル （052）937－0755

中国サービスス、アーショ　ン

734 広島市南区仁保新町2－7－20 （082）283－3378

マイルス　・三共株式会社 本　　　　社 104 東京都中央区銀座1－9－7　大和本社ビル （03）567－5511

札幌営業所 060 札幌市中央区大通西9－1－1　丸菱ビル （011）271－4038

仙台営業所 980 仙台市大町1－1－6　第一青葉ビル （022）225－2205

東京営業所 103 東京都中央区日本橋本町1－6　日本橋大和ビル （03）270－7177

名古屋営業所 460 名古屋市中区丸の内2－16－1　マルジュウビル （052）211－6281

大阪営業所 541 大阪市東区南久太郎町1－56　三菱紙販ビル （06）261－6489

広島営業所 730 広島市中区八丁堀1－17　広島大本ビル （082）228－8283

福岡営業所 812 福岡市博多区綱場町8－31福岡松村ビル （092）281－2651

株式会社　　ミズホメディ　ー 本　　　　社 841 佐賀県鳥栖市藤木町6－7 （0942）85－0303

東京営業所 111 東京都台東区浅草橋3－20－12 （03）861－7447

大阪営業所 553 大阪市福島区福島1－2－7 （06）458－5711

鹿児島出張所 891－01 鹿児島市上福元町5169－167 （0992）67－5324

ミスホメディー
中　　　　　　国

700 岡山市野田3－1g－11 （0862）41－6216

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 本　　　　社 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000

東京第一支店 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000

東京第二支店 103 東京都中央区日本橋本町2－5 （03）244－3000



（五十音順）
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社　　　　　　　　　　名 本社及出先機関 〒 住　　　　　　　　　　　　　　　所 　　　　　　　一電　　　　　話

山　之　内　製　薬　株　式　会　社 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 高松市寿町1－1－12　東京生命館 （0878）22－1326

福岡　支店 812 福岡市博多区奈良屋町3－1 （092）271－5111

名占屋支店 461 名古屋市東区泉1－6－25 （052）962－5111

札幌支店 060 札幌市中央区大通西5－8 （011）281－5111

仙台支店 980 仙台市大町2－2－28 （022）225－5111

広島支店 730 広島市中区幟町13－6 （0822）28－2375

株式会社　　ユニ　フ　レ　ッ　クス 本　　　　社 113 東京都文京区本郷3－26－4　ドルミ本郷7F （03）816－1004

大阪営業所 533 大阪市東淀lll区東中島1－17－5　ステユディオ新大阪1155 （06）323－8344

ラボシステム・ジャパン株式会社 本　　　　社 160 東京都新宿区新宿1－34－15　東興第2ビル （03）355－5630

西日本連絡所 560 大阪府豊中市寺内2－9－1－405 （06）866－1887

利　康　商　事　株　式　会　社 札幌営業所 060 札幌市中央区北二条西14－3 （011）271－5541

仙台営業所 980 仙台市春日町10－18 （022）262－4811

東京営業所 162 東京都新宿区水道町22－1 （03）267－1211

名古屋営業所 450 名占屋市中村区名駅5－10－7 （052）581－2491

大阪営業所 550 大阪市西区北堀江1－8－12 （06）541－0125

高松出張所 760 高松市玉藻町7－17 （0878）22－4681

福岡営業所 812 福岡市博多区山1三1－10－27 （092）441－0178

和光純薬工業株式会社 本　　　　社 541 大阪市東区道修町3－10 （06）203－3741

東京支店 103 東京都中央区日本橋本町4－7 （03）270－8571

札幌出張所 001 札幌市北区北15条西4－10 （011）741－5057

仙台出張所 983 仙台市小田原6－8－34 （022）222－3072

筑波出張所 300－21 茨城県筑波郡谷田部町大字谷田部藤ヶ入6117－3 （02975）5－1741

大宮出張所 330 大宮市吉敷町1－118 （0486）41－1271

横浜出張所 221 横浜市神奈川区鶴屋町3－29－9 （045）341－4571

名古屋出張所 465 名古屋市名東区八前2－914 （052）772－0788

広島出張所 735 広島県安芸郡府中町緑ヶ丘6－40 （082）285－6381

福岡出張所 813 福岡市東区松島3－8－16 （092）622－1005

株式会社　　工一・ディー・エス 本　　　　社 630 奈良市四条大路1－3－43 （0742）34－4560



（五十音順）
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株式会社　　工一・ディー・エス 大阪支店 541 大阪市東区道修町4－6－1　新芝川ビル4F （06）222－5234

東京支店 107 東京都港区元赤坂1－1－7　オリエント赤坂モートサイドビル2F （03）403－1411

サーマル化学産業株式会社 本　　　　社 176 東京都練馬区平和台3－6－16 （03）550－9171



編集後記

　日本臨床検査自動化学会第18回大会の開催に当っ

て，恒例の展示目録を作成いたしました。

　今回は，一昨年の第16回大会が開催された東京・

千代田区の日本教育会館（学会）と科学技術館（展

示）を会場として行われます。学会の開催期間は9

月5日（金），6日（土）ですが，展示会はその開

始を半日早めて4日（木）午後から行います。これ

は従来の2日間では見学の期間が短いので期間を延

長してほしいとの多数のご要望にお応えして実施し

たものであります。

　なお本年は見学者・展示会社の便宜をはかるため，

カード電話あるいはテレファックスの新設，アンケ

ー トの実施などを行います。また昨年初めて作成致

しました英文展示案内状，展示目録は海外からの見

学者に好評でしたので，今年も続けて作成すること

に致しました。

　第18回大会および展示会の盛会を祈ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山田光男）

　　1986．9．4

昭和61年度業務委員
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（島津製作所）
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（東亜医用電子）

（ダイアヤトロン）

日本臨床検査自動化学会第18回大会・展示会

EXHlBITOR’S　CATALOGUE

発行：日本臨床検査自動化学会・業務会

　　　T113東京都文京区本郷2－3－2
　　　　　　（パレスお茶の水ビル）

　　　　　　電話　03（818）3205

印刷：壮光舎印刷株式会社
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