
医学研究用機器カタログ
2018-2019

Research
Medicine
Instruments
医学研究用機器カタログ
2018-2019

このカタログは、「植物油インキ」「水なし印刷」で印刷しています。

CAT.NO.45-033S ’18.7.SE.C.NC-905 9442

本カタログ記載の製品価格（税別）の有効期限は平成30年12月末日までとさせていただきます。
都合により外観・仕様等の変更や販売中止もございます。あらかじめご了承ください。
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日本光電の
Solution Business
本カタログでご紹介している製品のほか、
当社では研究実験等に必要な環境設備の
問題解決（Solution）を積極的にご提案しております。
システム実験のコンサルティング、定期点検等、
当社営業員へお気軽にご相談ください。

★薬事法関連表記は2018年6月現在のものです。
★薬事法関連表記区分：
　スペースの都合により以下のとおり省略形をとることがあります。
　医療機器承認または認証番号→〈　　〉
　製造販売届出番号→《　　》
　クラス分類：一般医療機器→クラス分類：一般
　クラス分類：管理医療機器→クラス分類：管理
　特定保守管理医療機器→特管
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システム紹介
ポリグラフシステム RMT-1000

さまざまな実験データを一元管理
RMT-1000はPEG-1000の後継機として開発したポリグラフシステムです。
解析ソフトにADInstruments社のLabChartTMを採用することにより操作性が向上、
各種研究から学生実習まで、研究者のための実験環境を提供します。

短絡電流測定装置
CEZ-9100

多チャネル増幅器
MEG-6108/6116

超音波血流計
T-400シリーズ

微小電極用
増幅器
MEZ-8301

高感度増幅器
MEG-5100/5200

患者監視装置 TM-258
TM-2581

センサカプラ
PP-100H

ECGカプラ
PC-104H

センサカプラ
PP-101H

BIOカプラ
PB-101H

BIOカプラ
PB-100H

特長
			最大24チャネルの生体信号を同時計測。アンプ入力16ch、アナログ
入力8ch、計24chの計測が可能です。

			実験中の心拍同期音をモニタリング可能。心拍の変動を音で確認でき
ます。

			9種類のカプラを用意しており、さまざまな実験に対応できます。
			ヘッドアンプ方式を採用し、実験スペースを有効に使えます。
			患者監視装置	TM-258（TM-2581）（エー・アンド・デイ製）を接続可能。
			ユーザーご自身のPCでもご使用できます（要仕様確認）。

測定項目
心電図、呼吸、筋電図、脳波、神経インパルス、
眼振、観血血圧、非観血血圧*、指尖脈波、
張力、変位、呼吸流量、呼吸圧、体温、標準
12誘導心電図1ch
アナログ入力8chを標準装備

*外部機器接続

ポリグラフシステム
RMT-1000

P14〜15参照

※パソコンは別途ご用意ください。

※アンプ・カプラ群は、一部のカプラを除きLEG-1000・PEG-1000と共通のため、LEG・PEGをお持ちのお客さまは継続して使用できます。

EMG電極用
カプラ
SS-2120 センサカプラ

PP-106H
センサカプラ
PP-104H

センサカプラ
PP-105H
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生理学実験システムセット例

ポリグラフシステム  
RMT-1000

P14参照P8参照短絡電流測定装置  
CEZ-9100

入力箱  

膜

膜

入力箱  
チャンバ

チャンバ

Ⅰ1Ⅰ1

Ⅴ1Ⅴ1

Ⅰ2Ⅰ2

Ⅴ2Ⅴ2

Ⅰ1Ⅰ1

Ⅴ1Ⅴ1

Ⅰ2Ⅰ2

Ⅴ2Ⅴ2

電磁シールド付防振台

電気刺激装置  SEN-3401

ポリグラフシステム  
RMT-1000

微小電極用増幅器  
MEZ-8301

P9参照

P8参照

P14参照

チャンバ
環流液

細胞

環流液 ガラス
電極

プローブ

温度コントロール

短絡電流測定（ショートサーキットカレント）
消化管膜などのイオン能動輸送を研究・測定するためのシステムです。
膜両面をチャンバで隔絶し、膜面に発生する電位をゼロにするよう、「Ⅰ1」から「Ⅰ2」に流す電流を検出します。

細胞内誘導・カレントクランプ測定
細胞、神経などにガラスまたは金属電極を刺入し、細胞内の静止電位を測定します。
また、外部からの刺激用電圧を定電流化し、同一電極で電位誘導と刺激通電（カレントクランプ）が同時に行え、細胞の
興奮活動を観察・記録します。

○システム価格につきましては、当社営業員にお問合せください。
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ポリグラフシステム  
RMT-1000

BNC
接続ケーブル  
SS-2107（SS-2106）

P14参照

P10参照
P24参照

P10参照

P25参照

収容ケース本体  
MEG-6116M（MEG-6108M）

高感度増幅器  
AB-611J

入力箱  
JB-611J他

リード線

4,8,16chから選択

1〜16チャネル生体現象（筋電、脳波など）測定
生体から検出される電気信号（細胞外誘導）を1〜16チャネル測定します。バッファアンプを内蔵した入力箱を生体近くに
配置し、その信号を増幅器に導きます。
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生理実習システムセット例

P23参照 P8参照 P10参照

P10参照

実験台

〈実験イメージ〉 変位の測定例：TD-111T

簡易型刺激装置  
SEN-5201

高感度直流増幅器
AD-611J

収容ケース本体  
MEG-6108M

FDピックアップ  
TB-611T

ポリグラフシステム  
RMT-1000

P14参照

ポリグラフシステム  
RMT-1000

P14参照P23参照

P16参照

P8参照

P16参照

P17参照

簡易型刺激装置  
SEN-5201

BIOカプラ  
PB-101H
生体電気用アンプ  
AB-100H

センサカプラ PP-101H

収容ケース JA-100H

P16参照
センサ用アンプ AP-100H

FDピックアップ  
TB-611T

生体信号計測画面 筋電図FFT画面

オーバーレイ表示画面

実験台

心筋動物実験用具
カエルの心筋活動を実験するシステムです。生理用変位計を用いて、固定台に固定されたカエルの心臓の動き（拍動）を
電気信号に変換し、記録器に記録します。心臓に電気刺激をあたえることによる拍動リズムの変化、刺激波形を変えた
場合の変化などの実験も可能です。

神経筋動物実験用具
生理学の授業において、動物の神経および筋活動実習を行うためのシステムです。

1．雑音に強いアイソレーション型増幅器
2．活動を誘発する電気刺激装置

上記の機器を実験台に配置し、動物の電気生理実習を行います。
増幅された信号はデジタル化され、雑音に強い信号として、ポリグラフシステムRMT-1000で観察・記録などを行います。
増幅器、刺激装置は、実験動物近くに配置し、誰でも見やすい位置になるよう構成されています。

○システム価格につきましては、当社営業員にお問合せください。
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薬理研究システムセット例

P10参照

P10参照

P23参照

実験台

P8参照

4チャネルバスドライブ
増幅器  
SEG-3104

ひずみ圧力用増幅器  
AP-610J

恒温漕  
（循環ポンプ付）

収容ケース本体  
MEG-6108M

P9参照
電気刺激装置  SEN-3401 FDピックアップ  TB-611T

温度コントロール

白金板
刺激電極

筋

ポリグラフシステム  
RMT-1000 P14参照

ポリグラフシステム  
RMT-1000

FDピックアップ  
TB-611T

センサカプラ PP-101H

収容ケース JA-100H

市販ノートPC・プリンタ

P14参照
P23参照

P16参照

P17参照

P16参照

恒温漕  
（循環ポンプ付）

実験台

センサ用アンプ AP-100H

フィールドスティムレーション測定
摘出筋、その他の摘出組織を生体内と同じ温度管理された栄養液などに浸して、電気刺激に対する張力あるいは変位を
測定します。電気刺激は、刺激電極を通して栄養液（フィールド）へ直接通電します。

薬理実習装置
ラットより摘出した試料（回腸など）を温度管理されたマグヌス管に吊します。
生理用変位計で各種薬物による試料の収縮・弛緩距離を検出し、増幅後、PCベースのデータ観察記録装置にて表示、
保存および印刷を行います。使いやすいパソコンベースの構成です。
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細胞内用アンプ・電気刺激装置

生理機器

	●		静止電位や活動電位、シナプス電位の研究に不可欠な細胞内誘導法用のアンプです。
通電誘導が可能で、通電量のデジタル設定、薬物・色素注入のための入力端子付。
プローブ	JZ-101J	1本付。

簡易型刺激装置
SEN-5201

微小電極用増幅器
MEZ-8301

■ 主な規格
カレントクランプ（電圧測定） 可（1ch、電極10MΩ時最大1000nA：JZ-101J）
ボルテージクランプ（電流測定） 不可
チャネル 1ch
ノイズ 350µVp-p以下（10MΩ、10kHz）
電極抵抗値測定 可
CAL 可
表　示 電圧DCレベル　LED表示
電　源 AC100V  15VA
寸法・質量 幅440×高さ100×奥行300mm　6kg

￥422,000
  オプション
 ●   微小電極用プローブ　 JZ-102J ���������������������������������������������������������������������������������￥106,000
 ●   バズコントローラ　SS-1433 ��������������������������������������������������������������������������������������￥58,000
 ●   電極ホルダ　EH-10等 �������������������������������������������������������������������������������������������������￥11,000
 

	●		学生実習用等に簡便に使用できる1チャネルスティムレータです。

■ 主な規格
モード 単発、連続
チャネル数 1

出　力
トランスアイソレータ内蔵
0 〜 10V、0 〜 100V

（片極性）
クロック 水晶発振（FREQUENCYのみ）
トリガ 内部／外部
トレインパルス 外部GATE入力時　出力
MIX（合成） 不可
MODU（変調） 可
DELAY 1ms 〜 1.1s、OFF
FREQUENCY 0.2 〜 500Hz　11段
DURATION 100µs 〜 3ms
電　源 AC100V　20VA
寸法・質量 幅406×高さ100×奥行200mm　3.6kg

￥170,000

■ 主な規格
入　力 0 〜＋10V
出力方式 定電圧モード-OFF-定電流モード
定電圧出力 0 〜 50V
定電流出力 0 〜 400mA
電　源 AC100V  130VA
寸法・質量 幅406×高さ100×奥行200mm　6.5kg

￥212,000

4チャネルバスドライブ増幅器
SEG-3104
	●		フィールドスティムレーション用の大電流増幅器で、刺激装置の出力信号の増幅が
行えます。マグヌス管などを用いた摘出組織の刺激実験に最適。出力条件設定は4
チャネル独立に行えます。

短絡電流測定装置
CEZ-9100
	●		膀胱膜・腸管上皮細胞などのイオン能動輸送を研究する際に必要なショートサーキッ
トカレントを測定するための増幅器です。

	●		コマンドパルスジェネレータを内蔵しており、インターバルやパルス幅、出力量を
設定できます。さらに、正極、負極、両極パルスを選択することにより、上皮抵抗
を自動で一定時間ごとに測定が可能です。

	●		2チャネルの独立したアンプが内蔵されており、2つの組織の測定を同時に平行して
行えます。また、各チャネルとも測定状態や目的に応じて独自の設定が可能です。

	●		ショートサーキットカレントを測定する上で、誤差となりうる分極電圧や、溶液中
に電流を流した時のシリーズレジスタンスにより生じる電圧を簡単に補正できます。

	●		電流供給用アンプ、電圧検出用アンプが高電圧まで動作するので、高い電極抵抗値
まで対応できます。

■ 主な規格
カレントクランプ（電圧測定） 可
ボルテージクランプ（電流測定） 可（100µA 〜 1000µA/V）
チャネル 2ch
電極抵抗値測定 溶液抵抗補正
CAL 不可
表　示 電圧・電流DCレベル（切換）　LED表示
電　源 AC100V　35VA
寸法・質量 幅440×高さ200×奥行300mm　11kg

￥724,000
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生理機器
細胞内用アンプ・電気刺激装置

電気刺激装置
SEN-3401

電気刺激装置
SEN-8203

	●		Biphasic刺激波（二相性）を、スイッチを押すだけで簡単に出力できます。
	●		オルタネート刺激により、刺激の極性をサイクルごとに交互に出力可能。刺激アー
チファクトの除去対策としても利用できます。

	●		あらかじめ設定した刺激条件をプリセットボタン	P1、P2に記憶できるので、瞬時
に刺激条件を切り換えたり、元の設定へ戻したりする場合に便利です。

アイソレータ
SS-203J
	●		電気刺激装置	SEN-3401と組み合わせて、Biphasic刺激が可能です。
	●		モニタ端子に接続することにより、刺激出力波形の観察ができます。刺激と反応波
形の同位相記録が行えるので、刺激に対する反応波形の妥当性を判断できます。

	●		新・旧電気刺激装置に対応。

■ 主な規格
アイソレーション方式 フォトカプラによるアナログ信号伝送方式
定電圧出力 1、10、100V

定電流出力 10、100µA　1、10mA
（定電流オーバー検出機能付）

出力量表示 3桁パネルメータ
電圧・倍率計 1 〜 10（23段階）
電　源 電気刺激装置より供給
寸法・質量 幅160×高さ100×奥行250mm　2kg

￥238,000

■ 主な規格
モード 単発、連続、トレイン、DC
チャネル数 1

出　力 非アイソレート　0 〜±10V
0 〜±50V（アイソレータ別売）

クロック 水晶発振 トリガ 内部／外部
トレインパルス N=1 〜 999 MIX（合成） 可
MODU（変調） 可 メインインタバル 1ms 〜 9990s
セットサイクル 0 〜 999 INTERVAL 100µs 〜 999s
DURATION 10µs 〜 99.9s 二相性出力 可
交互極性出力 可 プリセット 2設定可
電　源 AC100V　120VA
寸法・質量 幅430×高さ98×奥行300mm　8.3kg

￥480,000

	●		メインインターバル方式を採用した3チャネルスティムレータ。独自に設定した刺激
波形を3チャネル取り出すことができます。任意に設定した波形によるフィールドス
ティムレーションも可能（1チャネル）。

■ 主な規格
モード 単発、連続、トレイン、DC
チャネル数 3

出　力
非アイソレート　0 〜±10V

（1chのみ0 〜±50Vも可能）
（アイソレータ別売）

クロック 水晶発振
トリガ 内部／外部
トレインパルス N=1 〜 999
MIX（合成） 可
MODU（変調） 可
メインインタバル 1ms 〜 9900s
セットサイクル 0 〜 999
DELAY 10µs 〜 99s
INTERVAL 100µs 〜 999s
DURATION 10µs 〜 99.9s
電　源 AC100V　110VA
寸法・質量 幅440×高さ200×奥行400mm　15kg

￥819,000

アイソレータ
SS-104J
	●		高電圧、大電流出力タイプです。
	●		Biphasic刺激は非対応です。

■ 主な規格
信号伝送方式 高周波トランスによるパルス信号伝送方式
定電圧出力 1、10、200V

定電流出力 1、10、30mA
（定電流オーバー検出機能付）

出力量表示 3桁パネルメータ
電圧倍率計 無
浮遊容量 100pF以下
電　源 電気刺激装置より供給
寸法・質量 幅160×高さ120×奥行250mm　2.2kg

￥244,000
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多目的計測用アンプ

生理機器

	●		生体電気信号、圧力、張力などの各種パラメータの多チャネル測定に対応できます。
	●		MEG-6108は最大8チャネル、MEG-6116は最大16チャネルまでコンパクトに構成
できます。

	●		プラグインユニットとして高感度増幅器、ひずみ圧力用増幅器、高感度直流増幅器、
張力用アンプの4種類を用意しています。

	●		生体電気信号の測定では、平衡入力型アンプ内蔵の入力箱により、外来雑音の影響
を受けにくくなっています。

	●		圧力・張力の測定では、広範囲かつ高精度のオートバランス機能により、測定準備
がすばやく行えます。

多チャネル増幅器
MEG-6108/MEG-6116

  ユニット
 

高感度直流増幅器　AD-611J
筋張力・変位および血圧、呼吸などのトランス
デューサを接続することにより各現象の定量的
な測定を可能とします。

感　度 1、2、5、10　4段
×10mmHg/DIV、×1g/DIV、×1mm/DIV、×1mV/DIV

感度微調整 有り（15dB以上）
周波数特性 DIRECT 60Hz、MEAN出力 2秒
供給電圧 3V DC ゲインファクタ 有り
ZERO-BAL ダイヤル式
接続トランス
デューサ

TD-111T、TB-611T/612T、TR-851T、
TR-852T、TR-861T、血圧トランスデューサ

寸　法 幅50×高さ100×奥行185mm（突起部含まず）

￥198,000

高感度増幅器　AB-611J
生体電気信号用の交流増幅器です。入力箱と組
み合わせて使用。

感　度 5µV 〜 10mV/V　11段

周波数特性 HI CUT　30Hz 〜 10kHz、OFF　7段
LO CUT　0.08 〜 150Hz　7段

入力抵抗 100MΩ
弁別比 80dB以上（100Hz、正弦波）
CAL 50µV、1mV
ハムフィルタ 有

寸　法 幅25×高さ100×奥行185mm
（突起部含まず）

￥88,000

張力用アンプ　EF-610J
アイソメトリックトランスデューサ TB-650Tシ
リーズ用のアンプです。

ひずみ圧力用増幅器　AP-610J
血圧・張力の測定では、広範囲・高精度のオート
バランス機能により、すばやくゼロバランスが
とれます。ゲインファクタつまみ付で、多種類
のセンサに対応できます。
感　度 2 〜 100mmHg/V　6段
周波数特性

（HI CUT）
DIRECT 20/100Hz
MEAN出力 2秒

トランスデューサ供給電圧 6VP-P、3kHz、矩形波

オートバランス
範囲
　±400mmHg（血圧トランスデューサ）
　±400% FS（TB-611Tなど）
オフセット　±30mV以内

感度微調整機能 有 ゲインファクタ 有

寸　法 幅50×高さ100×奥行185mm
（突起部含まず）

￥158,000
  収容ケース本体
 

収容ケース本体　MEG-6116M
16チャネルの収容ケースです。AD-611J、EF-610J、AP-610Jは最大8本収容可能。
電　源 AC100V　30VA
寸法・質量 幅440×高さ150×奥行300mm（突起部含まず）　約8kg

￥301,000

収容ケース本体　MEG-6108M
8チャネルの収容ケースです。AD-611J、EF-610J、AP-610Jは最大4本収容可能。
電　源 AC100V　20VA
寸法・質量 幅220×高さ150×奥行300mm（突起部含まず）　約5.5kg

￥263,000

感　度
0.2、0.5、1、2、5、10　6段
×0.5gf/DIV、×1gf/DIV、×5gf/DIV、
×20gf/DIV、×10mmHg/DIV

周波数特性 DIRECT 20/100Hz、MEAN出力 2秒
供給電圧 3Vrms、5kHz
ZERO-BAL ダイヤル式
接続トランスデューサ TB-650Tシリーズ

寸　法 幅50×高さ100×奥行185mm
（突起部含まず）

￥228,000

MEG-6108

MEG-6116

※AP-610JとEF-610Jを同一筺体で使用することはできません。

  その他

予備パネル　SS-1531
収容ケース本体で、ユニットを挿入しないスロッ
トを保護するためのものです。

￥5,000

入力箱
JB-611J
寸　法 幅70×高さ190×奥行45mm

￥111,000（4ch用)
JB-621J
寸　法 幅135×高さ190×奥行45mm

￥168,000（8ch用)
JB-641J
寸　法 幅265×高さ190×奥行45mm

￥279,000（16ch用)

￥78,000

BNC接続ケーブル　SS-2106
MEG-6108Mと接続するための角型20Pin（本
体）−BNC8端子BOXです。

￥124,000

BNC接続ケーブル　SS-2107
MEG-6116Mと接続するための角型20Pin（本
体）−BNC16端子BOXです。
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生理機器
多目的計測用アンプ／生体電気用アンプ

生体電気用アンプ

高感度増幅器
MEG-5100
	●		電源を内蔵し、高感度低雑音設計の高性能な生体電気用増幅器です。
	●		低雑音アンプ内蔵の入力箱	JB-101J付で、5µV/Vの最大感度を有しています。
	●		他の機器からの制御が可能です。
	●		観測波形の振幅に合わせて、校正信号が2段階に変更できます。GAIN、HI	CUT、
LO	CUTが広範囲に設定できるので、あらゆる目的に対応可能です。

	●	心電図、脳波、筋電図、神経インパルスを測定できます。

■ 主な規格
入力インピーダンス 100MΩ以上
最大入力電圧 100mVp-p以上
同相弁別比 80dB以上（100Hz、1Vp-p正弦波）

周波数特性 HI CUT 30、100、300、1k、3k、10kHz、OFF　7段
LO CUT 0.08、0.5、1.5、5、15、50、150Hz　7段

ハムフィルタ 50または60Hz（背面切換）
インスト 有り（外部制御も可能。適合プラグ SH-3603）
出力インピーダンス 1KΩ以下
内部雑音 5µVp-p以下（HI CUTフィルタ　10kHz）

感　度 5µ、10µ、20µ、50µ、0.1m、0.2m、0.5m、1m、2m、5m、10mV/V
11段

校正電圧 1mVまたは50µV
校正電圧外部制御 入力電圧　4 〜 15V（適合コネクタ　BNC型）
筐体漏れ電流 100µArms以下
絶縁抵抗 50MΩ以上
絶縁耐圧 AC1500V　1分間
使用温度範囲 0 〜 40℃

寸法・質量 本体　幅206×高さ100×奥行200mm　2.5kg
入力箱　幅50×高さ150×奥行50mm　0.4kg

電　源 AC100V　5VA

￥223,000

2チャネル高感度増幅器
MEG-5200
	●		高感度増幅器	MEG-5100型の2チャネル型増幅器です。
	●		チャネル1には心電図測定が簡単にできるように、心電図標準四肢誘導（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
誘導）の切換え可能な入力箱を用いています。入力箱	JB-210J付。

	●	心電図、脳波、筋電図、神経インパルスを測定できます。

■ 主な規格
入力インピーダンス 100MΩ以上
最大入力電圧 100mVp-p以上
同相弁別比 80dB以上（100Hz、1Vp-p正弦波）

周波数特性 HI CUT 30、100、300、1k、3k、10kHz、OFF　7段
LO CUT 0.08、0.5、1.5、5、15、50、150Hz　7段

ハムフィルタ 50または60Hz（背面切換）
インスト 有り（外部制御も可能。適合プラグ SH-3603）
出力インピーダンス 1KΩ以下
内部雑音 5µVp-p以下（HI CUTフィルタ　10kHz）

感　度 5µ、10µ、20µ、50µ、0.1m、0.2m、0.5m、1m、2m、5m、10mV/V
11段

校正電圧 1mVまたは50µV
校正電圧外部制御 入力電圧　4 〜 15V（適合コネクタ　BNC型）
心電図誘導切換 標準四肢誘導（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ誘導）MEG-5200のみ
筐体漏れ電流 100µArms以下
絶縁抵抗 50MΩ以上
絶縁耐圧 AC1500V　1分間
使用温度範囲 0 〜 40℃

寸法・質量 本体　幅406×高さ100×奥行200mm　3.5kg
入力箱　幅150×高さ100×奥行80mm　0.7kg

電　源 AC100V　8VA

￥329,000

入力箱 JB-101J 入力箱 JB-210J
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神経筋動物実験用具  ポリグラフシステム RMT-1000

学生実習装置・データ収録解析装置

筋に刺激をあたえ、筋収縮を観
察します。刺激周期を変えて、
筋収縮波形がどのように変わる
のかを観察します。	

生体信号（心電図・節電図）の観
察をします。

ポリグラフシステム	RMT-1000（P14参照）をベースに、神経
筋動物実験用具を構成しました。RMT-1000を用いることによ
り、筋および神経についてわかりやすく学ぶことができます。

生理学実習
1．筋	 （1）刺激	 （2）収縮	 （3）心筋・平滑筋
2．神経	 （1）神経細胞・神経筋接合部の構造と機能
	 （2）中枢神経	 （3）末梢神経	 （4）自律神経
3．感覚	 （1）嗅覚	 （2）聴覚・平衡感覚
	 （3）視覚	 （4）味覚
	 （5）皮膚感覚	 （6）深部感覚
4．循環
5．呼吸

特　長
1．生理学実習書および新・生理学実習書に記載されている筋に
関する実験として、刺激強度と筋収縮の収縮高、収縮の加
重と強度、疲労曲線の観察を行えます。

2．生理学実習書および新・生理学実習書に記載されている興
奮に関する実験として、神経活動電位の細胞外記録を行え
ます。

3．生体電気用増幅器は、アイソレーション方式を用いており、
生体の脳波、筋電、心電図等の実習を行えます。

4．実験台に置く増幅器と波形観察を行う本体は、ノイズに強
いデジタル転送方式により、実習環境の向上を図りました。

  構成例

刺激電圧を徐々に上げていく
と、神経の興奮が始まります。
刺激強度と振幅の変化を観察し
ます。

導出位置を変えた時の反応時間
の変化を観察します。

商品名 型式 数量
RMT-1000	システム本体 DC-300H 1
RMT-X用LabChartソフトウェア MLS060NK/8 1
収容ケース JA-100H 1
センサカプラ PP-101H 1
センサ用アンプ AP-100H 1
空きユニット AK-100H 3
簡易型電気刺激装置 SEN-5201 1
生理用変位計 TD-111T 1
解析用PC 1
プリンタ 1

  画面例
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学生実習装置・データ収録解析装置
神経筋動物実験用具／心筋動物実験用具

心筋動物実験用具  生理用変位計・増幅器

生理用変位計や増幅器をベースに、心筋動物実験用具を構成し
ました。
生理学実習の心筋機能（心臓の動き）について、わかりやすく学
ぶことができます。

心臓の動き（変位）を記録紙に記録します。記録波形から、拍動数、薬物投与によ
る振幅や拍動周期を考察できます。

リズミカルな心拍動に対して、任意に設定した電気刺激をあたえることによる変化を観察・記録できます。

心臓に電気刺激をあたえ、拍動リズムの変化を考察できます。

特　長
1．新・生理学実習書に記載されている八木式環流装置を用いた
摘出心筋の実習を行えます。

2．カエルの心臓の動きを直接観察・記録できます。
3．センサは医学部学生実習で多く用いられている生理用変位
計を用いました。

4．増幅器は変位センサ、張力センサ、血圧センサ共通で使用
できます。

5．増幅器のゼロバランス範囲が広いので、センサ側の上下微
調整は不要です。

簡易型刺激装置
SEN-5201
※アイソレータ内蔵

電気刺激装置
SEN-3401

アイソレータ
SS-203J

  記録例

  関連製品

  構成例

商品名 型式 数量
RMT-1000	システム本体 DC-300H 1
RMT-X用LabChartソフトウェア MLS060NK/8 1
収容ケース JA-100H 1
BIOカプラ PB-101H 1
生体電気用アンプ AB-100H 1
センサカプラ PP-101H 1
センサ用アンプ AP-100H 1
空きユニット AK-100H 2
簡易型電気刺激装置 SEN-5201 1
生理用変位計 TD-111T 1
FDピックアップ TB-611T 1
脳波用電極コード　BE-401B BE-401B 1
解析用PC 1
プリンタ 1
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多用途生体情報記録装置

学生実習装置・データ収録解析装置

ポリグラフシステム
RMT-1000

生体信号計測画面
高性能アンプと使いやすいソフトウェアで研究をバックアップ
RMT-1000は、トランスデューサ、増幅器を選択して組み合わせることにより、多チャネルの各種生体現象
を同時に記録・計測・演算・解析できるPCベースのポリグラフです。多岐にわたる研究分野に対し、9種類の
カプラを用意しました。研究目的に合わせてカスタマイズが可能です。

最大24チャネルの生体信号を同時計測
9種類あるカプラを自由に組み合わせ、ヘッドアンプを介して最大16チャネルの入力が可能です。アナログ
入力端子は8チャネルを標準装備しており、ヘッドアンプ入力、アナログ入力を組み合わせ最大24チャネル
の計測が可能となります。また、アナログ入力8チャネル以上を希望する場合は、直流信号用カプラ、セン
サ用アンプを使用することにより8チャネル以上の増設も可能です。

9種類のカプラを用意、研究目的に合わせてカスタマイズ可能
9種類のカプラを用意しました。心電図、12誘導心電図、心内心電図、筋電図、脳波、神経インパルス、直
流信号、血圧、指尖脈波、張力、変位、加速度、呼吸曲線、体温、呼吸流量、呼吸圧などが計測できます。
9種類のカプラは、3種類あるアンプと組み合わせ使用します。カプラ、アンプの脱着はワンタッチで行える
ため、カプラの交換が簡単に行えます。これにより、複数あるカプラから目的の1台を選択して、アンプに
装着して使用することができ、アンプの有効利用が可能です。

高性能アンプを採用
すべてのアンプは、デジタルアイソレーション化されています。高い安全性が確保されているため、さまざま
な実験への活用が可能です。また、高い耐ノイズ性能を有しており、ノイズの少ない高品質な計測が行えます。

データ収集・解析ソフトウェア LabChartTMを採用
データ収集・解析ソフトウェア	LabChartTMは、操作が簡単でありながら、数多くのすぐれた解析・演算・表
示機能を有しています。同時計測されたデータの表示、オンライン・オフライン解析、多数の解析ウインド
ウの表示、データ抽出など多彩な機能を利用できます。

既存設備を有効利用
多チャネルテレメータシステム	WEBシリーズ、多チャネル増幅器	MEGシリーズ、細胞内アンプ群、ポリグ
ラフシステムなどのアナログ出力波形を、システム本体	DC-300Hの外部入力端子に接続して取り込めます。
また、フロントエンドは基礎医学研究用システム	LEG-1000、ポリグラフ	PEG-1000と共通となっているた
め、これらの収容ケース・カプラ・アンプ類をお持ちの方は、一部のカプラを除きそのまま使用することがで
きます。

実験スペースをシンプルにレイアウト
フロントエンドは、小型軽量のカプラ、アンプ、収容ケースで構成されています。各種生体信号、トランスデ
ューサ類を直接接続して、最大16チャネルの入力構成が可能です。フロントエンドと本体間は、最大20mま
で延長することができ、フロントエンドは被験者または検体の近くに、本体部は少し離れた操作しやすいス
ペースに設置するなど、シンプルにレイアウトできます。

非観血血圧の計測が可能
患者監視装置	TM-258（TM-2581）を接続することにより、非観血血圧の測定が可能です。

心拍同期音
心拍同期音をリアルタイムに音として出力しています。これにより、聴覚によるリズムのモニターが可能です。

筋電図FFT画面

オーバーレイ表示画面

HRV解析画面（HRVモジュール使用）

※パソコンは別途必要です。

  画面例
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学生実習装置・データ収録解析装置
多用途生体情報記録装置

RMT専用構成品

DC-300H

  分野別構成例

動物実験用 … 心電図1ch、観血血圧2ch、体温1ch 
品名 型式 数量

システム本体（PCは別途用意）	 DC-300H 1
RMT-X用LabChartTMソフトウェア MLS060NK/8 1
収容ケース JA-100H 1
BIOカプラ PB-101H 1
生体電気用アンプ AB-100H 1
センサカプラ（血圧、脈波、張力、変位用） PP-101H 2
センサカプラ（体温用）	 PP-105H 1
センサ用アンプ AP-100H 3
血圧モニタリングキット	DX-100 S591 1
インタフェースケーブル	TC-NK L296A 2
サーミスタ温度プローブ（ITP321-1注射針型など） 	 1
延長ケーブル	ITPCAB-14 L286 1

薬理実験用 … 張力4ch
品名 型式 数量

システム本体（PCは別途用意）	 DC-300H 1
RMT-X用LabChartTMソフトウェア MLS060NK/8 1
収容ケース JA-100H 1
センサカプラ（血圧、脈波、張力、変位用） PP-101H	 4
センサ用アンプ AP-100H 4
FDピックアップ TB-611T	 4

生体計測用 … 筋電図4ch
品名 型式 数量

システム本体（PCは別途用意）	 DC-300H 1
RMT-X用LabChartTMソフトウェア MLS060NK/8 1
収容ケース JA-100H 1
EMG電極用カプラ	 SS-2120 4
センサ用アンプ AP-100H 4
筋電図用電極 NM-512G	 4

  基本構成機器
システム本体

■ 主な規格

計測パラメータ
外部直流入力、生体電気信号（脳波、眼振図、筋電図、心内心電図）、心電図、
観血血圧、指尖脈波、加速度、呼吸（サーミスタ、胸郭）、体温、呼吸流量、
呼吸圧、筋張力、変位

入力部 収容ケースからの入力を最大16ch

外部アナログ入力
チャネル数　8ch
入力インピーダンス　100kΩ
入力範囲　±5V

波形データ処理 入力波形は最大24ch（16+8）

トリガ入力 チャネル数　1ch
TTLレベルパルス入力

同期パルス検出
任意の1chを選択し同期検出パルスを出力
出力チャネル数　1ch
オープンコレクタ出力
検出範囲　30〜 1000bpm

同期音 同期検出されたパルスを音として出力
PCインタフェース USB通信によるパソコンとのコマンドおよびデータの授受

対応パソコン
Windows®7（32/64bit）　USB搭載
Windows®10（64bit）
※別途パソコンが必要です。

電　源 AC100V　80VA　

寸法・質量 幅330×高さ80×奥行250mm
4.7±0.4kg

￥1,514,000（システム本体、LabChartTMソフトウェアを含む)
※�LabChartTMの取扱説明に関しては、別途有償で対応いたします。
詳しくは担当営業員にお問合せください。
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多用途生体情報記録装置

学生実習装置・データ収録解析装置

BIOカプラ　PB-101H
心内電位図、神経インパルス、筋電図、食道内誘導などの中域か
ら高域の周波数成分を含む生体信号用。

BIOカプラ　PB-100H
心内電位図、神経インパルス、筋電図、食道内誘導などの中域か
ら高域の周波数成分を含む生体信号用。

BIOカプラ；生体信号入力用カプラ
生体信号の周波数帯域、電気メス・デフィブリレータ対策の有無により2種類を用意。生体電気用アンプAB-100H用。

生体電気用アンプ　AB-100H
BIOカプラ群を受けるアンプです。

生体電気用アンプ
BIOカプラと接続して用います。

ECGカプラ　PC-104H
ECG 1チャネル（標準12誘導）用カプラ。

ECGカプラ；心電図入力用カプラ
心電図入力に対応したカプラです。心電図用アンプAC-100H用。

心電図用アンプ　AC-100H
ECGカプラを受けるアンプです。

心電図用アンプ
ECGカプラと接続して用います。

収容ケース　JA-100H（4ユニット）
ドッキングしたカプラ・アンプを4本まで収容するケースです。本
体から離して、検体周りに自由にセットできます。

関連オプション機器

■ 主な規格
測定対象項目 神経インパルス〜一般生体電気信号
使用電極 針、注射針、皿電極

入力インピーダンス 500MΩ（AB-100H）+150PF（PB-101H）

入力端子 2mmφMEチップ受け座
（＋、E、−）3コ付

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥29,000

■ 主な規格
測定対象項目 心電図（標準12誘導）
使用誘導コード 心電図誘導コード�BJ-607E

入力インピーダンス 100MΩ以上（AC-100H）+450PF（PC-104H）
入力端子 D-SUB�15Pin受け座付

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥32,000

■ 主な規格
入力抵抗 100MΩ以上
同相弁別比 100dB以上（全誘導、60Hz�sin波）
最大感度 200µV/DIV
内部雑音 入力換算10µVP-P以下（HI�CUT　100Hz）
耐分極電圧 ±500mV以上

誘　導 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1 〜 V6の標準
12誘導

時定数 3.3s�max 高域特性 〜 300Hz
A/D変換精度 最大16bit
出　力 フォトカプラアイソレーション

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行140mm　500g
（カプラ、アンプ接続時）

￥190,000

■ 主な規格
測定対象項目 神経インパルス〜一般生体電気信号
使用電極 針、注射針、皿電極

入力インピーダンス 500MΩ（AB-100H）+150PF（PB-100H）
入力端子 DIN（＋、E、−）3コ付

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥38,000

■ 主な規格
入力抵抗 500MΩ以上
同相弁別比 100dB以上（60Hz�sin波）
最大感度 10µV/DIV
内部雑音 入力換算5µVP-P以下（HI�CUT　10kHz）
耐分極電圧 ±500mV以上 最大入力電圧 200mVP-P以上
時定数 2s�max 高域特性 〜 10kHz
INST 有
A/D変換精度 最大16bit
出　力 フォトカプラアイソレーション

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行140mm　500g
（カプラ、アンプ接続時）

￥180,000

■ 主な規格
エキサイタ電圧 ±1.5VDC　最大30mA
最大感度 平衡入力　DIV/24µV（TB-611T）
時定数 DC〜 高域特性 〜 1kHz
ゼロバランス範囲 血圧測定の場合で±500mmHg相当以上
最大入力範囲 血圧測定の場合で±600mmHg相当以上
A/D変換精度 最大16bit
出　力 フォトカプラアイソレーション

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行140mm　500g
（カプラ、アンプ接続時）

￥185,000

※ DC-300Hには、システム本体・収容ケース間に使用する接続ケー
ブル（5m）が1本付属されています。

 ●  延長ケーブル
JC-123H（0.5m）
収容ケース・収容ケース間に使用。

￥25,000
JC-121H（20m）
収容ケース・システム本体間に使用。

￥85,000

■ 主な規格
アンプ収納数 4本
スレーブ接続 4台まで可能（最大16ch）
通信方式 生体情報とアンプコントロールのシリアル双方向通信
最大通信速度 100k�word（2ch）
通信距離 最大20m
表示情報 収容ケースID（1〜 4）をLED表示

寸法・質量 幅165×高さ100×奥行172mm
（足部含まず、足高5mm）約1.5kg

￥250,000

センサ用アンプ
センサカプラと接続して用います。

センサ用アンプ　AP-100H
センサカプラ群を受けるアンプです。

RMT-1000構成機器（ハードウェア)
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センサカプラ；各種センサ入力用カプラ
各種センサ群、外部入力に対応したカプラです。センサ用アンプAP-100H用。

EMG電極用カプラ　SS-2120
筋電図電極 NM-512G用。

空きユニット　AK-100H
空きチャネル目隠し用ユニットです。

■ 主な規格
測定対象項目 筋電図
接続可能センサ 筋電図電極�NM-512G

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

※アース線 NM-501Bが必要です。

￥30,000

■ 主な規格
寸法・質量 幅35×高さ80×奥行140mm　100g

￥3,600

センサカプラ　PP-106H
呼吸フロー（差圧トランスデューサ）、張力（アイソメトリックトラ
ンスデューサ）用。

センサカプラ　PP-100H
外部機器からの信号入力用。
±10mV以下の直流信号まで扱えます。

■ 主な規格
測定対象項目 張力、差圧
エキサイタ 3Vrms、sin波5kHz
入力端子 ヒロセ5Pin丸

接続可能センサ
アイソメトリックトランスデューサ
TB-651T 〜 654T
差圧トランスデューサ
TP-602T 〜 604T

その他 C-BAL、R-BALのVR付

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥45,000

■ 主な規格
入力端子 BNC受け座

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥27,000

センサカプラ　PP-101H
血圧、変位、張力等のトランスデューサ用。

センサカプラ　PP-104H
呼吸ピックアップ用。

センサカプラ　PP-105H
体温用。

■ 主な規格
測定対象項目 血圧、内圧、指尖脈波、変位、張力
入力端子 ヒロセ5Pin丸

接続可能センサ ピックアップ�TB-611T/612T
生理用変位計�TD-111T

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥27,000
 ●  脈波用中継コード　SS-2035

脈波プローブ接続用。
￥18,000

■ 主な規格
測定対象項目 サーミスタ式呼吸曲線、胸郭呼吸曲線
入力端子 3.6mmφミニホーンジャック

接続可能センサ 呼吸ピックアップ
小型サーミスタ呼吸ピックアップ

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥27,000

■ 主な規格
測定対象項目 体温

入力端子 6mmφホーンジャック
（ミニホーンアダプタ付属）

接続可能センサ
サーミスタ温度プローブ
401J・402J・409J・ITP300シリーズ
（製造販売�日機装サーモ）

寸法・質量 幅35×高さ80×奥行45mm
（突起部含まず）100g

￥27,000

その他
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	●		多チャネルテレメータシステムWEB-1000/WEB-7000は、リハビ
リ研究やスポーツトレーニングなどの運動時において、無拘束な筋
電図測定を可能とするワイヤレス・テレメータシステムです。デー
タ収集から解析・レポートまでトータルにサポートします。

	●		WEB-1000は、被検者が近い位置（約10m：測定環境による）にい
る場合の測定に有用な、近距離伝送タイプのシステムです。

	●		WEB-7000は、被検者が離れた位置（約150m：測定環境による）に
いる場合の測定に有用な、長距離伝送タイプのシステムです。競技
用グラウンドほぼ全域をカバーします。

	●		わずか10g※のテレメータ電極「テレメータピッカ®」が画期的な装
着感を実現。従来の有線電極方式では不可能であった、複雑かつ高
度な動きの測定が可能です。

	●		測定パラメータは、筋電図、心電図、呼吸、角度、加速度3軸、SpO2
値、脳波、眼振図、体温の生体情報の他、直流信号も測定できます。
用途に応じて最適な構成が可能です。

	●		測定項目から最大16チャネルを選択可能です（加速度3軸、SpO2、
脳波は、最大4チャネル）。また、受信機の背面に4チャネル外部信
号入力ポートを標準装備しています。

	●		オプションのアナログ出力キットを使用することで、最大20チャ
ネルの外部信号出力が可能です（160ms固定時間遅れあり）。

	●		各種波形処理機能・FFT解析、RMS・ARV、Mean/Median周波数
演算機能を標準装備、筋電図測定に最適。

テレメータ電極「テレメータピッカ®」
	●		「テレメータピッカ®」は、送信機と電極を一体化し、完全コードレ
ス化※を実現。運動中でも邪魔になりません。

	●		測定部位の皮膚をアルコール綿で拭き、両面テープで電極を貼り付
けるだけで簡単に測定を開始できます。角質層の除去は必要なく、
電極ペーストも不要なので、装着時間を大幅にカットすることが可
能です。

	●		動作時間は最長で連続5時間。充電して繰返し使用可能です（充電回
数約300回）。

※筋電図用テレメータピッカ	ZB-150H

多チャネルテレメータシステム
WEB-1000/WEB-7000

WEB-1000

WEB-7000

	●		EMG研究用プログラム
BIMUTAS-Video for WEB
WEBシリーズで収録した生体信号とデジタル
ビデオカメラで記録した画像を、同期・再生
することが可能です。
（キッセイコムテック社製）

ビデオ画像同期画面例

	●		データ統合解析プログラム
KineAnalyzer
WEB-7000と三次元動作解析システム床反力な
どのデータを統合し、解析することができます。
（キッセイコムテック社製）

※詳細はお問合せください。

		オプション
●		テレメータ用チェッカ　AX-501H ￥231,000
●	アナログ出力キット　QI-600H ￥198,000
●	出力ボックス　JC-130H ￥72,000
●	フットスイッチ　911275A　 RPC 

※価格はお問合せください

WEB-7000専用
送信機（バイオリピータⓇ）　ZB-700H
周波数 444.7625MHz、449.4250MHz
受信チャネル数 16ch
送信データチャネル数 最大16ch
到達距離 150m以上（電波環境による）
連続使用時間 6時間、約500回使用可

寸法・質量 幅235×高さ92×奥行56mm　約380g
（アンテナ、装着ベルト類含まず）

電　源 リチウムイオン電池
（ACアダプタによる充電式）

￥586,000
受信機　ZR-700H
外部信号入力 4ch入力可
イベントマーク
入力

前面パネルスイッチまたは
背面専用端子より2ch入力可

寸法・質量 幅330×高さ73×奥行300mm
（ゴム足、コネクタ突起含まず）約5.5kg

電　源 AC100V　40VA

￥1,466,000
￥3,404,000〜（WEB-1000)
￥3,810,000〜（WEB-7000)

※筋電図4ch構成の場合

■ 主な規格
送信機（テレメータ電極）「テレメータピッカⓇ」

測定項目
筋電図、心電図、加速度、角度、
呼吸波、直流信号、SpO2値、
脳波、眼振図、体温

使用時間 連続5時間（筋電図送信機の場合）

寸法・質量

筋電図送信機 ZB-150H：
幅25×高さ34.5×奥行12mm　10g
SpO2送信機 ZB-157H：
幅98×高さ20×奥行44mm　72g

（本体のみ）
その他送信機：
幅25×高さ38×奥行13mm　12g

電　源 コイン型リチウムイオン電池　充電式

パーソナルコンピュータ　CC-700H

OS Windows®7
（表示解析ソフト含む）

収録解析機能 有
寸法・質量 幅338×高さ37×奥行240mm　約2.54kg

￥770,000

充電器　SB-221H（ZB-157H充電機能付）
寸法・質量 幅288×高さ50×奥行95mm　1kg以下
電　源 AC100V　5VA

￥196,000

		オプション

テレメータ用チェッカ　AX-501H ￥231,000

WEB-1000専用
受信機　ZR-100H
外部信号入力 4ch入力可
イベントマーク
入力

前面パネルスイッチまたは背面
専用端子より2ch入力可

寸法・質量
ZR-100H：幅330×高さ73×奥行300mm

（ゴム足、コネクタ突起含まず）約5.5kg
ZB-100H：幅95×高さ44×奥行19mm

（アンテナ、ケーブル含まず）約60g
電　源 AC100V　40VA

￥1,646,000
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⑦

⑧

⑨

⑥

⑤④

③

②
①

筋電図送信機
ZB-150H (①）
	●		運動中の筋電図の測定が可
能な送信機です。

	●		アンプ内蔵タイプです。
	●		目的の筋の表面に、専用粘
着テープで固定します。

	●		最大16コまで測定可能です。

￥198,000

		筋電図用テレメータピッカ

		オプション
	●	 	EMG粘着テープ　 H648A
	

直流送信機
ZB-152H (③）
	●		外部機器で測定されたアナ
ログ信号を取り込むことが
可能な送信機です。

	●		DKH社製感圧センサと組み
合わせることで、歩行時の
離地および接地のタイミン
グを見るなど、フットセン
サや反応キーとして利用す
ることも可能です。

	●		最大16コまで測定可能です。

￥230,000

		直流信号用テレメータピッカ

		オプション
	●	センサ粘着テープ　 H649
	●	感圧センサ	S50　PH-461	他
	●	フットスイッチ接続ケーブル
		 H-0780
	

角度送信機
ZB-154H (⑤）
	●		運動中の関節角度の測定が
可能な送信機です。

	●		送信機1コで1軸分の関節角
度を測定します。

	●		用途に合わせてバイオメト
リクス社製ゴニオメータと
組み合わせて使用します。

	●		最大16コまで測定可能です。

￥260,000

		角度用テレメータピッカ

		オプション
	●	センサ粘着テープ　 H649
	●	ゴニオメータ　SG65	他
	

SpO2送信機
ZB-157H (⑦）
	●		運動中の脈拍数とSpO2値の
測定が可能な送信機です。

	●		SpO2プローブ	TL-101Hと組
み合わせてSpO2値を測定し
ます。

	●		送信機は付属のショルダに収
納し、TL-101Hを粘着テー
プおよびセンサ固定テープで
体表に固定して使用します。

	●		最大4コまで測定可能です。

￥466,000

		SpO2用テレメータピッカ

		オプション
	●	 SpO2プローブ　TL-101H
	●	装着テープ　6113-056247A
		  RPC 
	●	センサ固定用テープ
		 6114-146941A　 RPC 
	

（注）テレメータピッカは水中で使用することはできません。

心電図送信機
ZB-151H (②）
	●		運動中の心電図の測定が可
能な送信機です。運動時で
も安定した心拍数の検出が
可能です。

	●		付属のHRコードを経由して
ディスポ電極Mビトロード
を接続し、心電図測定を行
います。

	●		最大16コまで測定可能です。

￥230,000

		心電図用テレメータピッカ

		オプション
	●	センサ粘着テープ　 H649
	●	ディスポ電極Mビトロード
		 M-150　 G236
	

呼吸送信機
ZB-153H (④）
	●		呼吸波の測定が可能な送信
機です。

	●		呼吸用センサと組み合わせ
て使用します。

	●		最大16コまで測定可能です。

￥230,000

		呼吸用テレメータピッカ

		オプション
	●	胸郭呼吸ピックアップ　
		 TR-101H
	●	サーミスタ呼吸ピックアップ
		 TR-103H
	●	センサ粘着テープ　 H649
	

加速度3軸送信機
ZB-156H (⑥）
	●		運動中の腕の振りなどの加
速度の測定が可能な送信機
です。

	●		センサ内蔵タイプで、最大
4Gまで測定可能です。

	●		最大4コまで測定可能です。

￥280,000

		加速度用テレメータピッカ

		オプション
	●	センサ粘着テープ　 H649
	

脳波送信機
ZB-159H (⑧）
	●		脳波の測定が可能な送信機
です。

	●		付属のBIO中継コードおよ
び脳波用皿電極	NE-512G
を用いて脳波を導出します。

	●		推奨使用個数は4コまでです。

￥250,000

		脳波用テレメータピッカ

		オプション
	●	BIO中継コード　739915
		  RPC 
	●	脳波用皿電極　NE-512G
		 H725
	●	脳波・筋電図用ペースト
		 エレフィックス　Z-401CE
		 F510
	●	頭部バンド　1114-182649
		 H765
	●	ヘッドキャップ　 H568
	

体温送信機
ZB-161H (⑨）
	●		体温を測定するための送信
機です。

	●		最大16コまで測定可能です。
	●		専用体温プローブ	TW-101H
を使用して体温を測定しま
す。

￥250,000

		体温用テレメータピッカ

		オプション
	●	センサ粘着テープ　 H649
	●	体温プローブ　TW-101H
	●	体表断熱カバー　336468
		 P252
	

寸法
・

質量

筋電図送信機 ZB-150H：
幅25×高さ34.5×奥行12mm
10g
SpO2送信機 ZB-157H：
幅98×高さ20×奥行44mm
72g（本体のみ）
その他送信機：
幅25×高さ38×奥行13mm
12g
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超音波血流計
T402/T403
	●		ナノプローブで、マウスなど小動物の血流量を急性・慢性どちらで
も連続測定可能。

	●		モジュール方式の採用により、多様な研究目的に対応できます。
	●		1チャネルから3チャネルまで構成可能。
	●		血管形状に左右されず、精度の良い血流測定を行えます。
	●		静脈の血流も測定できます。
	●		血管に無拘束（ルーズフィット）な状態でも、正確に測定できます。
	●		外部用アナログ出力付。外部記録、モニタ、PC等に接続できます。

T402（2チャネルタイプ）

■ 主な規格
電　源 AC100V　50VA

寸法・質量 幅231×高さ130×奥行300mm　9.4kg（T402）
幅336×高さ130×奥行300mm　13.6kg（T403）

※価格は構成により異なります
輸入元　ニプロ・トランソニック

  構成機器

コンソール
2チャネルコンソール　T402
	◦	モジュールを2ユニットまで任意に構成可能。

￥958,000
3チャネルコンソール　T403
	◦	モジュールを3ユニットまで任意に構成可能。

￥1,198,000

モジュール

TS420　血管用

	●		動脈・静脈用、大動脈用プローブ専用
のモジュールです。

	●		マウスの心拍数を十分カバーできる
160Hzの広帯域で測定。

	●		新ナノプローブで血管径0.3φからの
マウスの埋込み測定が可能。

	●		慢性（埋込み）測定用に各種の専用コ
ネクタを用意（オプション）。

￥2,335,000

TS410　チューブ用

	●		体外循環チューブ用プローブ専用の
モジュールです。

	●		体外循環等のチューブの上から流量
を測定可能。

	●		クランプオンプローブ、インラインプ
ローブによりチューブ内部の血流量
を測定可能。

	●		血液以外の液体も測定可能。

￥2,160,000

プローブ（動脈、静脈用）

ナノプローブ
	◦		0.3mm以上の血管において、急性および埋込
み時の血流測定が可能です。プローブ径
0.5mmと0.7mmを各2種類用意しています。

	◦		J型リフレクタ、フレキシブルハンドル。
【例】
MA0.5PSB （急性用、0.5mm）
MA0.7PSB （急性用、0.7mm）
MC0.5PSB （カスタム、0.5mm）
MC0.7PSB （カスタム、0.7mm）

各￥420,000〜

PS-シリーズ　小型タイプ
	◦		PSB（後面ケーブル）、PSS（側面ケーブル）は、
急性および慢性血流測定用を各11種類（2〜
20mm）用意しています。

	◦		PSL（垂直ケーブル）は、プローブ径1.5mmと
2.5mmの急性および慢性血流測定用を各2種
類用意しています。

【例】
MA1.5PSL （急性用、1.5mm、垂直ケーブル）
MC1.5PSL （カスタム、1.5mm、垂直ケーブル）

MA2PSB (急性用、2mm、後面ケーブル）
MC2PSB (慢性用、2mm、後面ケーブル）

各￥510,000〜

各￥288,000〜

V-シリーズ
	◦		0.25mm以上の血管において、急性血流測定
が可能です。

	◦		V型リフレクタ、ハンドル付。
MA0.5VB （急性用、0.5mm）
MA0.7VB （急性用、0.7mm）

各￥435,000〜

PR-シリーズ　標準タイプ
MA1PRB （急性用、1mm、後面ケーブル）
MA1PRS （急性用、1mm、側面ケーブル）
MA1.5PRB （急性用、1.5mm、後面ケーブル）
MC1PRB （カスタム、1mm、後面ケーブル）
MC1PRS （カスタム、1mm、側面ケーブル）
MC1.5PRB （カスタム、1.5mm、後面ケーブル）

各￥288,000〜

MP-シリーズ　ハンドルタイプ
	◦		急性血流測定用を8種類用意しています（2〜
14mm）。

【例】
MA3PMP （急性用、3mm）

各￥483,000〜

プローブ（大動脈用）
PAU-シリーズ
	◦		8サイズ（8、10、12、14、16、20、24、28mm）、
スタンダードと特別注文を選択いただけます。

【例】
MA8PAU スタンダード
（対象血管径：8mm、ケーブル長：2m、
 コネクタ：CRA10コネクタ）
付属品：8mmライナー（ディスポ）　
　　　　U型（急性）・O型（慢性）　各1コ

MC8PAU 特別注文（カスタム）
（対象血管径：8mm、ケーブル長：カスタム、
 コネクタ：10ピン／12ピンを選択ください）
付属品：8mmライナー（ディスポ）　
　　　　U型（急性）・O型（慢性）　各1コ

プローブ（体外循環チューブ用）

XL-シリーズ　クランプオンタイプ
	◦		計14種類（外径約3.2 〜約32mm）を用意して
います。

【例】
ME2PXL （外径約3.2mm）

各￥555,000〜

XN-シリーズ　インラインタイプ
	◦		計11種類（内径約1.2 〜 25mm）を用意してい
ます。

【例】
ME4PXN （内径約3.2mm）

各￥598,000〜

アクセサリ
延長ケーブル
	◦		ナノプローブ、PS/PR/AX各シリーズのプ
ローブに必要なケーブルです。

【例】
CRA10-S-CRA10 （血管用、1.25m）
CC16-S-CC16 （チューブ用、1m）

各￥98,000〜

カスタムコネクタ
（カスタムコネクタキャップ）
【例】
CRS10 （プラスチック製）

￥30,000
CB12 （チタン製）

￥71,000

T403（3チャネルタイプ）

各￥485,000〜
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用品
心電図測定

粘着カラー20
H261
	●	 	皮膚表面電極固定用。
	●	 	外径φ30、内径φ10。
￥3,800（100シート）

皮膚前処理剤 スキンピュア
F020 YZ-0019
	●	 	ストレステスト、ホルター心電
図検査時に皮膚の接触抵抗を下
げるためにご使用ください。

	●	 	安定した波形が得られ、データ
処理結果の信頼性が向上します。

￥2,700（135g×2本）

カルジオクリーム
F010 Z-101BC
	●	 	薄くよく伸びるクリームタイプ
の心電図用ペースト。

￥1,100（2本）

ファストクリップ
H068A

￥5,200（4コ／箱、ラベル2シート付）
《13B1X00206000142》
クラス分類：一般

2ウェイジャック
Y080 092766
	●	 	ME（φ2）チップとMC（φ3）チッ
プの接続アダプタとしてご使用
ください。

￥7,500（5本）

吸着電極φ3（シリコン）
6144-011825
H041A
	●	 	柔らかいシリコンゴムを採用。
￥2,250（3コ）
《13B1X00206000151》
クラス分類：一般

ディスポ電極 NC-032 
ビトロード
G270A NC-032Y
	●	 	肌に優しい粘着性のゲルを電極
全面に採用しました。

	●	 	袋はチャック付きで開封後も電
極をフレッシュに維持します。

￥8,800（100コ／ 5袋／箱）
《13B1X00206000304》
クラス分類：一般

ディスポ電極 J
ビトロード
G250 J-150
	●	 	外径φ40、強粘着フォームパッド。
	●	 	薬液等が付着してもはがれにく
く、しっかり固定。

￥18,000（30コ×5袋）
《13B1X00206000193》
クラス分類：一般

吸着電極（子供）φ3
H042C （タコ）
H042D （クマ）
	●	 	柔らかいシリコンゴムを採用。
￥2,250（各3コ）
《13B1X00206000146》
クラス分類：一般

皮膚表面電極A
H221A NS-331T（赤）
H222A NS-332T（黄）
H223A NS-333T（緑）
H224A NS-334T（白）
H225A NS-335T（黒）
	●	 	コード長2m。
	●	 	1芯シールドバラ、電極素子
Ag/AgCl。

※�電極固定には「粘着カラー 20」を
ご使用ください。
￥2,600（各色共1本）

ワニロ・ディスポ電極
アダプタ
Y086
	●	 	φ3ソケットリード線タイプ。
	●	 	長さ15cm。
￥11,000（6色10本）

誘導コード BJ-607E
K059F

￥16,000
《13B1X00206000089》
クラス分類：一般

心電図誘導コード 
BJ-901D
K079
	●	 	電極を付けた状態で除細動が可
能な耐デフィブリレータ仕様。

￥18,200
《13B1X00206000100》
クラス分類：一般

心電図誘導コード 
BJ-903D
K082
	●	 	電極を付けた状態で除細動が可
能な耐デフィブリレータ仕様。

￥29,800
《13B1X00206000102》
クラス分類：一般

高圧タンク用リード線
K266 BR-417U
	●	 	コード長1.5m。
	●	 	高圧タンク内で使用できる難燃
性線材を採用しています。

￥12,000（5本組）

電極リード線A
K246 BR-331S（赤）
K247 BR-332S（黄）
K248 BR-333S（緑）
K249 BR-334S（白）
K250 BR-335S（黒）
	●	 	ピンチ式、シールド付。
	●	 	コード長2m。
￥1,100（各色共1本）

電極リード線C
K251 BR-331U（赤）
K252 BR-332U（黄）
K253 BR-335U（黒）
	●	 	ピンチ式、コード長2m。
￥800（各色共1本）

使い捨て電極リード線
BC-IRE3 赤 K021

BC-IYE3 黄 K022

《13B1X00206000040》
クラス分類：一般（上記共通）
	●	 	コード長45cm。
	●	 	小児、高齢者の心電図測定時な
どにディスポ電極を使用する際の
アダプタとしてご使用ください。

￥850（各色共1本）

《13B1X00206000044》

《13B1X00206000048》

《13B1X00206000042》

《13B1X00206000046》

BC-IGR3 緑 K023

BC-IWH3 白 K024

BC-IBK3 黒 K025

MEチップ
RPC 186594

	●	 	増幅器	MEG-5000、MEG-6000
シリーズ、および入力箱JB-611J/	
621J/641Jに適応。

	●	 	φ2
※価格はお問合せください
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用品
心音図測定／脈波測定／観血血圧測定／ SpO2測定

心音センサ TA-701T
P027
	●	 	心音信号を体表面で検出する加
速度型心音センサで、心音アン
プと組み合わせて使用します。

	●	 	センサ本体がフローティング形
になっており、患者漏れ電流は
極めて少なく、安全性に優れて
います。

感　度 約0.25V/(m/s2)
周波数特性 20 〜 600Hz±6dB以内

寸法・質量 φ20×16mm　16g
（コード含まず）

￥48,000
〈21900BZX00501000〉
クラス分類：管理、特管

＜TA-701T使用例＞

※本ページに記載の適用患者体重は目安です。

膜付ドーム
TA-1019
	●	 	P10EZ-1用。
￥27,000（12コ）
〈15800BZY00559000〉
クラス分類：管理
製造販売　メリットメディカル・ジャパン

TBG固定用ポールクランプ
S701 TMM
	●	 	トランスデューサ固定板	TBG2
をポールに取り付ける時に使用。

￥9,000（1コ）
販売元　メリットメディカル・ジャパン

トランスデューサ固定板
S700A TBG2
	●	 	血圧モニタリング・キットDXシ
リーズを取り付ける固定板。

￥1,800（1コ）
販売元　メリットメディカル・ジャパン

インタフェースケーブル
L296A TC-NK
	●	 	メリットメディカル・ジャパン
製血圧モニタリング・キットDX
シリーズと当社製ポリグラフ・
血圧モニタ機器との接続用。

￥10,000（1本）
販売元　メリットメディカル・ジャパン

インタフェースケーブル
L294A BA-IFCN
￥12,000（1本）
販売元　エドワーズ ライフサイエンス

BluPRO® BluPRO®

マルチプローブ TL-220T
P225G
	●	 	コード長1.6m。
	●	 	成人または小児3kg以上、手
指／足趾用。小児3kg以下、足
甲用。

￥40,000（1本）
《13B1X00206000032》
クラス分類：一般

フィンガープローブ TL-201T
P225F
	●	 	コード長1.6m。防水構造で水
洗い可能。

	●	 	成人または小児20kg以上、手
指用。

￥40,000（1本）
《13B1X00206000030》
クラス分類：一般

脈波用中継コード
SS-2035
	●	 	脈波プローブ接続用。
￥18,000

血圧モニタリング・キット
S580 DX-360
	●	 	ポールマウント型。
	●	 	TC-NKまたはJP-900Pが必要。
￥40,000（5キット／箱）
〈15800BZY00559000〉
クラス分類：管理
製造販売　メリットメディカル・ジャパン

血圧モニタリング・キット
S591 DX-100
	●	 	フラッシュデバイスなし。
	●	 	TC-NKまたはJP-900Pが必要。
￥65,000（10キット／箱）
〈15800BZY00559000〉
クラス分類：管理
製造販売　メリットメディカル・ジャパン

TW7000NKS

血圧モニタキット
S873D TW7000NKP
	●	 	三方活栓付プラネクタとオフラ
インリザーバーを組込み、キッ
トの汚染と被検者の感染リスク
を軽減したキットです。

	●	 	BA-IFCNが必要。
￥60,000（5キット／箱）
〈20100BZZ01182000〉
クラス分類：管理
製造販売　エドワーズ ライフサイエンス

モニタキット
S873A TW7000NKS

（シングルタイプ）
￥75,000（10キット／箱）
S873B TW7000NKW

（ダブルタイプ）
￥75,000（5キット／箱）
〈20100BZY01182000〉
クラス分類：管理
製造販売　エドワーズ ライフサイエンス

粘着カラー20
H261
	●	 	皮膚表面電極固定用。
	●	 	外径φ30、内径φ10。
￥3,800（100シート）
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用品
心音図測定／脈波測定／観血血圧測定／SpO2測定／脳波・誘発電位測定／力・変位測定

脳波・誘発電位測定／力・変位測定

脳波用皿電極 NE-113A
H503A
	●	 	電極素材Ag、コード長1.5m。
	●	 	DINタイプ。
￥30,000（26本組）
《13B1X00206000118》
クラス分類：一般

中継コード
K622 BM-502B
	●	 	コード長1.5m。
￥12,000（3本）
K622A BM-504B
	●	 	コード長3m。
￥21,600（3本）

ショートリード
K617C NE-432B
	●	 	リード長15cm。
￥16,000（5本組）

生理用変位計
TD-111T
	●	 	生理学および薬理学の分野にお
いて、摘出臓器（腸管、子宮な
どの平滑筋）の薬物による収縮・
弛緩の現象を一定荷重下で測定
できます。

アイソメトリック
トランスデューサ
TB-651T/TB-652T/TB-653T/TB-654T
	●	 	筋、生体組織に発生する張力を
小さな変位でIsometric（等尺
的）に測定可能。

	●	 	差動インダクタンスによる新し
い変換原理採用。

	●	 	ドリフトが少なく、微小張力の
測定が可能です。

FDピックアップ
TB-611T/TB-612T
	●	 	筋あるいは生体組織に発生する
張力または変位を簡単に計測で
きます。

	●	 	スプリングの変換により、gか
らkgまで幅広く測定できます。

ショートリード
K617B NE-430B
	●	 	リード長15cm。
￥16,000（5本組）

脳波用電極リード
K516 BE-401B
	●	 	ミノムシクリップコード長　	
1.5m。

￥8,100（30本組）

脳波・筋電図用ペースト
エレフィックス
F510 Z-401CE
￥9,000（400g×3コ）

脳波用コロディオン電極
NE-134A
H526
	●	 	コード長1.5m。
	●	 	DINタイプ。
￥16,000（12本組）
《13B1X00206000126》
クラス分類：一般

脳波用耳電極 NE-311A
H540A
	●	 	コード長1.5m。
	●	 	DINタイプ。
￥1,400（1セット）
《13B1X00206000137》
クラス分類：一般

誘発脳波用皿電極 
NE-132B
H852A
	●	 	コード長1.5m。
	●	 	DINタイプ。
￥20,000（1セット）
《13B1X00206000131》
クラス分類：一般

誘発脳波用
コロディオン電極
NE-134B
H853
	●	 	コード長1.5m。
￥18,000
《13B1X00206000120》
クラス分類：一般

フックの長さ 100mm

測定範囲 先端フックにて0 〜 50mm
中心フックにて0 〜 25mm

分解能 先端フックにて0.2mm
中心フックにて0.1mm

付属分銅 1、2、4、6g

接続機器 AD-611J
PP-101H→AP-100H

￥123,000

最大変位 ±0.25mm（FS印加時）

使用範囲
0 〜 20gf（TB-651T）
0 〜 50gf（TB-652T）
0 〜 200gf（TB-653T）
0 〜 1kgf（TB-654T）

感　度 約25mV/V/FS

寸法・質量 幅27×高さ32×奥行200mm
350g

接続機器 EF-610J
PP-106H→AP-100H

￥123,000（TB-651T/652T/653T)
￥157,000（TB-654T）

最大変位 ±2mm

使用範囲
10、20、200g、1kg

（TB-611T）
0 〜 5g（TB-612T）

感　度 約0.5mV/V/FS

寸法・質量 幅33×高さ30×奥行200mm
約380g

接続機器 AP-610J、AD-611J
PP-101H→AP-100H

￥157,000(TB-611T/TB-612T)
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用品
眼振図・筋電図測定

ディスポ電極 J
ビトロード
G250 J-150
	●	 	外径φ40、強粘着フォームパッド。
	●	 	薬液等が付着してもはがれにく
く、しっかり固定。

￥18,000（30コ×5袋）
《13B1X00206000193》
クラス分類：一般

ショートリード
K617C NE-432B
	●	 	リード長15cm。
￥16,000（5本組）

ショートリード
K617B NE-430B
	●	 	リード長15cm。
￥16,000（5本組）

粘着カラー8
H760
	●	 	小型生体電極φ8、φ12の固定
用。

	●	 	外径φ15、内径φ5。
￥2,800（20シート）

脳波・筋電図用ペースト
エレフィックス
F510 Z-401CE
￥9,000（400g×3コ）

ディスポ電極 V
ビトロード
G272A V-090M3
￥18,000（3本／袋×30）
《13B1X00206000154》
クラス分類：一般

接地電極中継コード
K622 BM-502B
	●	 	コード長1.5m。
￥12,000（3本）

中継コード
K621 BM-501B
	●	 	コード長1.5m。

K622A BM-504B
	●	 	コード長3m。
￥21,600（3本）

DIN変換プラグ
Y085

￥7,500（5本）

DIN-PIN変換プラグ
Y087 YE-202A
	●	 	DINコネクタをPINコネクタに
変換するプラグです。

￥4,600

筋電図電極
NM-512G
	●	 	筋電図測定用のアクティブ電極
です。電極リード線から混入す
るノイズをシャッタアウト。体
動によりリード線が揺れてもノ
イズを発生しません。

	●	 	電極部分は防水構造になってお
り、洗浄も可能です。

	●	 	EMG電極用両面テープが必要
です。

EMG電極用カプラ
SS-2120
	●	 	RMT-1000用。
￥30,000

増幅度 5倍
CMRR 86dB以上
内部雑音 1µVrms以下
入力保護 有
接続機器 SS-2120→AP-100H

￥80,000

小型生体電極
H730 NT-211U（赤）

小型生体電極
H735A NT-611T（赤）

H731 NT-212U（黄） H736A NT-612T（黄）
H732 NT-213U（緑） H737A NT-613T（緑）
H733 NT-214U（白） H738A NT-614T（白）
H734 NT-215U（黒）
	●	 	φ8。電極素材Ag/AgCl、
		 コード長1.5m。
￥3,000（各色共1本）
《13B1X00206000228》
クラス分類：一般

H739A NT-615T（黒）
	●	 	φ12。電極素材Ag/AgCl、
		 コード長1.5m。
￥3,000（各色共1本）
《13B1X00206000228》
クラス分類：一般

電極リード線K
K281 BR-611U（赤）
K282 BR-612U（黄）
K283 BR-613U（緑）
K284 BR-614U（白）
K285 BR-615U（黒）
	●	 	ハサミ式。
	●	 	コード長0.8m。
￥1,600（各色共1本）

NM-501B

NM-501B H662

	●	 	成人手首用（45cm）。
	●	 	コード長1.5m。
￥5,300（リード線共／ 1組）
《13B1X00206000212》

	●	 	成人足首用（75cm）。
	●	 	コード長1.5m。
￥5,300（リード線共／ 1組）
《13B1X00206000213》

NM-502B H663

	●	 	小児手首用（31cm）。
	●	 	コード長1.5m。
￥5,300（リード線共／ 1組）
《13B1X00206000214》
クラス分類：一般（上記共通）

NM-503B H664

￥6,000（3本）
適応機種 PB-100H

適応機種 PB-100H
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用品
眼振図・筋電図測定／体温測定／圧力測定／角度測定／呼吸測定／その他ケーブル類

体温測定／圧力測定／角度測定／呼吸測定／その他ケーブル類

表面型サーミスタ温度プローブ
P242D 409J

（体表用）
サーミスタ温度プローブ
P241B 402J

（小児直腸用）
P240B 401J

（成人直腸用）
感熱部 サーミスタ

コード長 3.4m（402J、409J）
3.1m（401J）

感熱部寸法
φ10mm（409J）
φ3.2×5mm（402J）
φ4.8×8mm（401J）

接続機器 PP-105H→AP-100H

￥30,000（409J、1本）
￥26,000（402J、1本）
￥16,000（401J、1本）
《13B2X00125000001》（409J）
クラス分類：一般
〈20200BZZ00551000〉（402J、401J）
クラス分類：管理
製造販売　日機装サーモ

サーミスタ温度プローブ
P291 ITP321-01

（ステンレス注射針型）
￥42,000（1本）
P292 ITP322-01

（中間ケーブル針型）
￥44,000（1本）
P293 ITP323-01

（画鋲型）
￥44,000（1本）
P294 ITP324-01

（チューブ型）
￥41,000（1本）
P295 ITP325-01

（チューブ型）
￥41,000（1本）

（日機装サーモ製）

延長ケーブル
L286 ITPCAB-14
	●	 	上記プローブ接続用。
接続機器 PP-105H→AP-100H

￥5,500（1本）
（日機装サーモ製）

体表断熱カバー
P252 336468
	●	 	409Jの感熱部の固定と放熱防
止の役目をします。

￥3,000（5ダース）

プローブカバー
P249A
	●	 	成人直腸温度プローブ用ディス
ポカバーです。

	●	 	401J、PV、THR-PVなどにご
使用ください。

￥4,000（10本）
〈20200BZZ00551000〉
クラス分類：管理
製造販売　日機装サーモ

感圧センサ S50
PH-461（φ5mm、ケーブル長130cm）
感圧センサ S100
PH-462（φ10mm、ケーブル長約130cm）
感圧センサ S120
PH-463（φ12mm、ケーブル長約130cm）
感圧センサ S338
PH-464（38×38mm角型、ケーブル長約130cm）
	●	 	非常に薄いシート状のセンサで
す。

	●	 	WEB-1000/7000と接続するこ
とで、フットセンサや反応キー
として使用できます。

（DKH製）
※詳細はお問合せください。

ゴニオメータ
	●	 	柔軟性に富み、装着による動作
への影響はほとんどありません。

	●	 	出力感度が調整されており、セ
ンサごとの感度調整が不要です。

	●	 	指の小関節、腕や足の中大関節、
前腕の回内／回外角度などを同
時に計測できます。

接続機器 SS-2118→AP-100H
ZB-154H

2軸ゴニオメータ
SG65/SG110/SG150
	●	 	関節の2軸（上下と左右など）の
動きを同時に計測できます。

精　度 ±2度以下
（90度以上計測時）

センサ部
長さ

65mm（SG65）
110mm（SG110）
150mm（SG150）

適　応
手首関節等（SG65）
肘・手首関節等（SG110）
膝関節・股関節等（SG150）

足関節用2軸ゴニオメータ
SG110/A
	●	 	足関節の計測専用です。
センサ部長さ 110mm
その他 SG65に同じ

背関節用2軸ゴニオメータ
SG150/B
	●	 	背関節・腰関節の計測用で、エ
ンドブロックの長いタイプです。

センサ部長さ 150mm
適　応 背関節・腰関節など
その他 SG65に同じ

（イギリス　バイオメトリクス製）
※詳細はお問合せください。

捻りゴニオメータ
Q110/Q150
	●	 	前腕の回内／回外や首の軸回旋
の角度を1軸で計測します。

センサ部長さ 110mm（Q110）
150mm（Q150）

計測レンジ ±90度
その他 SG65に同じ

（イギリス　バイオメトリクス製）
※詳細はお問合せください。

1軸ゴニオメータ
F35
	●	 	手指関節および足指関節の屈
曲／伸展角度を1平面で測定し
ます。

センサ部長さ 35mm
その他 SG65に同じ

（イギリス　バイオメトリクス製）
※詳細はお問合せください。

①

呼吸ピックアップ
① P610B TR-851T
	●	 	コネクタ1Pプラグ。

小型呼吸ピックアップ
② P611B TR-852T
	●	 	コネクタ1Pプラグ。

接続機器 AD-611J、
PP-104H→AP-100H

￥39,000（1本）

接続機器 AD-611J、
PP-104H→AP-100H

￥39,000（1本）

BNC接続ケーブル
SS-2106
	●	 	角型20Pin（本田）-BNC	8コ。
	●	 	MEG-6108Mの出力信号をBNC
コネクタ（8コ）に出力するため
のケーブル。

￥78,000

BNC接続ケーブル
SS-2107
	●	 	角型20Pin（本田）-BNC	16コ。
	●	 	MEG-6116Mの出力信号をBNC
コネクタ（16コ）に出力するた
めのケーブル。

￥124,000

小型サーミスタ
呼吸ピックアップ
P630B TR-861T
	●	 	コネクタ1Pプラグ。 測定範囲

－5 〜 5cmH2O（TP-602T）
－50 〜 50cmH2O（TP-603T）
－200 〜 200cmH2O（TP-604T）

出力感度 20mV/V（FS）
零点温度ドリフト 0.03％ F・S/℃

寸法・質量 幅58×高さ89×奥行31mm
350g

接続機器 AR-601G、
PP-106H→AP-100H

￥177,000（TP-602T、TP-603T）
￥202,000（TP-604T）

差圧トランスデューサ
TP-602T/TP-603T/TP-604T

接続機器 AD-611J、
PP-104H→AP-100H

￥49,000（1本）

②

SS-203J接続ケーブル
RPC 699521D

	●	 	コード長2.5m。

SEN-SS接続コードB
RPC 730701A

	●	 	コード長3m。
※ SS-203J以外のアイソレータに適

応。
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用品
多チャネルテレメータシステム （WEB-1000／7000用）

ディスポ電極 J
ビトロード
G250 J-150
	●	 	外径φ40、強粘着フォームパッド。
	●	 	薬液等が付着してもはがれにく
く、しっかり固定。

￥18,000（30コ×5袋）
《13B1X00206000193》
クラス分類：一般

装着テープ
① RPC 6113-056247A
	●	 	SpO2プローブ	TL-101Hのセン
サ部を体表に貼り付け用。

※価格はお問合せください

① ②

EMG粘着テープ
① H648A
	●	 	テレメータピッカ	ZB-150H
		 固定用。
￥1,500（5枚×5シート）

センサ粘着テープ
② H649
	●	 	テレメータピッカ	ZB-151H〜156H
およびZB-159H〜ZB-161H固定用。

￥1,500（5枚×5シート）

①

②

充電接続コード
RPC 719322B

	●	 	ZB-151H〜 156H、ZB-159H
〜 161H充電用。

	●	 	テレメータピッカを充電器に接
続する際に使用します。

	●	 	ケーブル長220mm。
※価格はお問合せください

HRコード
RPC 719367A

	●	 	ZB-151H用。
	●	 	心電図用テレメータピッカと
ディスポ電極Mビトロードを接
続する際に使用します。

	●	 	ケーブル長120mm。
※価格はお問合せください

頭部バンド
H765 1114-182649
	●	 	ZB-159H/160H用。
	●	 	テレメータピッカを頭部に固定
するために使用します。

￥1,500（1コ）

脳波用皿電極 NE-512G
H725
	●	 	ZB-159H用。
	●	 	4本1組、ショートリード1本付。
￥10,000（1組）
《13B1X00206000139》
クラス分類：一般

脳波・筋電図用ペースト
エレフィックス
F510 Z-401CE
	●	 	脳波用皿電極	NE-512G用。
￥9,000（400g×３コ）

粘着カラー8
H760
	●	 	小型生体電極	NT-512Gの固定
用。

	●	 	外径φ15、内径φ5。
￥2,800（20シート）

感圧センサ S120
PH-463
	●	 	柔軟で非常に薄いシート状のセ
ンサです。

	●	 	手足や履物、スポーツ用具に貼
り付け、フットセンサや反応
キーとして幅広く応用すること
ができます。

	●	 	直流送信機	ZB-152Hに接続し
て使用します。

	●	 	感圧センサとZB-152Hを接続
する場合、フットスイッチ接続
コード	H-0780が必要です。

	●	 	センサ部φ12mm、ケーブル長
約130cm。

	●	 	その他のサイズもご用意してい
ます（P25参照）。

（DKH製）

センサ固定用テープ
② RPC 6114-146941A
	●	 	SpO2プローブ	TL-101Hのセン
サ部を上から固定用。

※価格はお問合せください

①

②

汎用入力コード
RPC 719358B

	●	 	ZB-152H用。
	●	 	ケーブル長1000mm。
※価格はお問合せください

ゴニオ用コード
RPC 719349A

	●	 	ZB-154Hとバイオメトリクス
社製ゴニオメータ接続用。

	●	 	ケーブル長80mm。
※価格はお問合せください

胸郭呼吸ピックアップ
① TR-101H
小型サーミスタ呼吸ピックアップ
② TR-103H
	●	 	ZB-153H用。
￥38,000（TR-101H、1コ）
￥45,000（TR-103H、1コ）

フットスイッチ接続コード
H-0780
	●	 	ZB-152HとDKH社製感圧セン
サ接続用。

￥8,000（1本）

SpO2プローブ
TL-101H
	●	 	ZB-157H用。
	●	 	ケーブル長743mm。
￥30,000（1コ）

2軸ゴニオメータ
SG65他
	●	 	ZB-154H用。接続にはゴニオ
用コードが必要です。

	●	 	関節の2軸（上下と左右など）の
動きを同時に測定できます。

	●	 	その他ゴニオメータもご用意し
ています（P25参照）。

（イギリス　バイオメトリクス製）
※詳細はお問合せください。

ショルダ
RPC 6113-056292

	●	 	ZB-157用。
※価格はお問合せください

ヘッドバンド
RPC 737053

	●	 	ZB-157H用。
	●	 	SpO2測定中に、SpO2プローブ
のケーブルの揺れを防ぐために
使用します。

※価格はお問合せください

除細動用ペースト 
ゲルエイド
F015A Z-101BA
	●	 	小型生体用電極	NT-512G用。
￥1,400（100g×2本）

体温プローブ
TW-101H
	●	 	ZB-161H用。
￥62,000

ヘッドキャップ
H568
	●	 	ZB-159H/160H用。
	●	 	脳波、眼振図測定に使用します。
￥1,200

小型生体電極
H726 NT-512G
	●	 	ZB-160H用。
	●	 	眼振図測定に使用します。
	●	 	4本1組、ショートリード1本付。
￥15,000（1組）
《13B1X00206000228》
クラス分類：一般

ゴクボソUSBケーブル
mini-B 0.5m
RPC 737017

	●	 	SpO2テレメータピッカを充電
器に接続する際に使用します。

	●	 	ケーブル長0.5m。
※価格はお問合せください

出力ボックス
JC-130H
	●	 	QI-600Hからのアナログ信号を外部
機器へ出力するためのボックスです。

	●	 	1つのボックスにBNC座メスが10ch
分ついています。テレメータピッカを
11コ以上使用する場合、またはEXT出
力を必要とする場合には、本機は2台
必要です。

￥72,000（1コ）

体表断熱カバー
P252 336468
	●	 	TW-511Gの感熱部の固定と放
熱防止の役目をします。

￥3,000（5ダース）
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用品
多チャネルテレメータシステム／マルチテレメータ

マルチテレメータ （WEB-9000／9500用）

ディスポ電極 J
ビトロード
G250 J-150
	●	 	外径φ40、強粘着フォームパッド。
	●	 	薬液等が付着してもはがれにく
く、しっかり固定。

￥18,000（30コ×5袋）
《13B1X00206000193》
クラス分類：一般

小型生体電極
H726 NT-512G
	●	 	4本1組、ショートリード1本付。

脳波用皿電極 NE-512G
H725
	●	 	4本1組、ショートリード1本付。

電極リード線
K730 BR-511G
	●	 	ディスポ電極用。コード長80cm。

粘着カラー8
H760
	●	 	小型生体電極φ8、φ12の固定
用。

	●	 	外径φ15、内径φ5。
￥2,800（20シート）

カルジオクリーム
F010 Z-101BC
	●	 	薄くよく伸びるクリームタイプ
の心電図用ペースト。

￥1,100（2本）

脳波・筋電図用ペースト
エレフィックス
F510 Z-401CE
￥9,000（400g×3コ）

皮膚前処理剤 スキンピュア
F020 YZ-0019
	●	 	ストレステスト、ホルター心電
図検査時に皮膚の接触抵抗を下
げるためにご使用ください。

	●	 	安定した波形が得られ、データ
処理結果の信頼性が向上します。

￥2,700（135g×2本）

￥15,000（1組）
適用機種 AN-512H 適用機種 AE-512H

￥10,000（1組） ￥14,000（1組）
適用機種 AC-511H

ヘッドキャップ
H568

￥1,200
頭部バンド
H765 1114-182649
￥1,500 プローブカバー

P249A
	●	 	成人直腸温度プローブ用ディス
ポカバーです。

	●	 	TW-521Gの感熱部の固定と放
熱防止の役目をします。

￥4,000（10本）
〈20200BZZ00551000〉
クラス分類：管理
製造販売　日機装サーモ

体表断熱カバー
P252 336468
	●	 	TW-511Gの感熱部の固定と放
熱防止の役目をします。

￥3,000（5ダース）

EMG電極用両面テープ
H648
	●	 	筋電図電極	NM-512G固定用。
￥3,000（5枚×10シート）

二酸化マンガンリチウム電池
X210 CR17450E-R-CP3
	●	 	藍色の送信機に対応（新型）。
	●	 	電圧3V。
￥18,000（20コ／箱）

ショートリード
K531 2144-006365
	●	 	3本組、EEGテレメトリ用。
￥840（1組）
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臨床用医療機器・動物用医療機器のご案内
脳波計／筋電図・誘発電位検査装置

◦		P28・29に掲載の製品は、臨床用医療機器もしくは動物用医療機器です。
◦		これらの機器をご使用の際は、薬事法による制限等をご理解いただいたうえでお取り扱いください。詳細は当社営業員に
お問合せください。

脳波計　EEG-1200シリーズ　ニューロファックス
EEG-1200

◦		最大250チャネル表示、ネットワーク対応、ペーパーレスタイプのデジタル脳波計です。脳波データは、ハ
ードディスク、CD-R/RW、DVD-R/RWに保存可能です。多入力電極対応の電極接続箱（オプション）により、
最大256電極入力を実現、高速サンプリングによる脳波測定が可能です。測定したデータは電極単位で保
存し、リモンタージュ、リフィルタリングが可能です。

◦		大型カラー液晶ディスプレイを2台搭載するデュアルディスプレイ表示（オプション）にも対応。脳波波形
や患者映像とともに、標準装備の3D電位マップ、オフライン・オンライン周波数マップ、周波数スペク
トルなどを余裕のあるレイアウトで表示することができます。

EEG-1200	 ￥3,685,000
※以下構成時の価格です。
本体（電源ユニット)／パソコンユニット／電極接続箱 JE-921A（ディスプレイ、架台、光刺激はオプションです）

医療機器認証番号　218AHBZX00013000
クラス分類：管理医療機器、特定保守管理医療機器

脳波計	EEG-1250	ニューロファックス
◦		NICU、ICU、ER、病棟での脳波測定に適した省スペース設計。PC本体と一体化したディスプレイは、直
感的に操作できるタッチパネル方式を採用。高性能デジタル入力箱は、外部からのノイズを大幅にカット
し、信頼性の高い脳波測定を実現します。

◦		EEGトレンドプログラム（※）により、aEEG、周波数解析（DSA）、バースト・サプレッションなどの定量
解析結果をトレンドグラフ表示。長時間にわたる脳波データの変化を一目で捉えやすくなります。

	 ※	オプション対応。

EEG-1250	 ￥4,100,000
※以下構成時の価格です。 
パソコンユニット（ディスプレイ一体型）、電極接続箱 JE-921A、架台 KC-125A

医療機器認証番号　224ADBZX00090000
クラス分類：管理医療機器、　特定保守管理医療機器

睡眠ポリグラフィ装置　PSG-1100
◦		終夜睡眠ポリグラフィ（PSG）検査のための専用機です。記録から解析、レポート作成まで、幅広くサポー
トします。

◦		小型・軽量のヘッドボックスに当社脳波計と同等の高性能アンプを搭載。ヘッドボックスをワンタッチで
取り外すだけで、センサ類を装着したまま移動できます。

PSG-1100	 ￥3,920,000
※以下構成時の価格です。
ヘッドボックス、メインユニット、パソコンユニット（ディスプレイはオプション）

医療機器認証番号　223ADBZX00130000
クラス分類：管理医療機器、特定保守管理医療機器

筋電図・誘発電位検査装置　MEB-2300シリーズ　ニューロパック　X1
MEB-2312/MEB-2306

◦		従来の4／8チャネルのラインアップから6／12チャネルのラインアップに一新。プラスアルファのチャネ
ルが検査の幅を拡げます。入力箱は電極コネクタを頭図配置したモンタージュ方式を採用し、さらに18Bit
の高分解能A/D変換により、従来品（16Bit）の4倍の細かさで波形を表現でき、使いやすさと高性能を実
現しました。聴覚・体性感覚・視覚の各種誘発電位のメニューを標準装備。電気刺激ではバイフェージック
出力や最大4系統（オプション含む）の電気刺激が可能です。

◦		各チャネル独立して解析時間や加算条件を設定できるマルチタイムベース機能、6チャネルのトリガ（In/
Out可）、8チャネルのアナログ入出力機能により研究分野へも柔軟に対応します。検査結果はニューロレ
ポートによりまとめてレポートとして出力することができます。OSにはWindows®を採用、ネットワー
クへも柔軟に対応します。

MEB-2312	 ￥9,980,000（12ch）
MEB-2306	 ￥7,980,000（6ch）
※架台を含む。

医療機器認証番号　221ADBZX00003000
クラス分類：管理医療機器、特定保守管理医療機器

オプション搭載例
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本カタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。

臨床用医療機器・動物用医療機器
脳波計／筋電図・誘発電位検査装置／動物用モニタ／動物用心電計／全自動血球計数器

筋電図・誘発電位検査装置

動物用医療機器

◦		ノートパソコンをベースにしたコンパクトなマシンで、メインユニットには操作部、電気刺激装置、音
刺激装置、光刺激装置を搭載。大型キャスター付きの専用架台で持ち運びも簡単、使う場所を選びません。

◦		幅広い検査に対応可能なプログラムモジュール方式を採用し、必要な検査ソフトウェアのみを搭載した専
用のカスタムメイドマシンとしてご提供します。

誘発電位検査関連オプション
◦	体性感覚誘発電位検査ソフトウェア	 QP-960B
◦	聴覚誘発電位検査ソフトウェア	 QP-961B
◦	視覚誘発電位検査ソフトウェア	 QP-962B
◦	トレンドモニタソフトウェア	 QP-968B
◦	自律神経系検査ソフトウェア	 QP-967B
◦	ABR測定キット	 NY-902B
◦	SEP測定キット	 NY-903B

MEB-9404MB	 ￥3,600,000（4ch）
MEB-9402MB	 ￥2,635,000（2ch）
※検査ソフトウェア、測定キットは含みません。

医療機器認証番号　218AHBZX00009000
クラス分類：管理医療機器、特定保守管理医療機器

筋電図・誘発電位検査装置　MEB-9400シリーズ　ニューロパック　S1
MEB-9404MB/MEB-9402MB

◦	 	A4レターサイズ、約2kg（本体のみ）のコンパクトボディ。
◦	 	波形と文字情報との識別がしやすいカラーディスプレイで、見やすさは抜群です。
◦	 	内蔵メモリに約40件、SDカード（オプション）に約3000件の心電図データを保存。再記録も可能です。
◦	 	動物専用の筋電図フィルタ・ドリフトフィルタを搭載。混入ノイズを的確に除去します。
◦	 	動物の種別・年齢はもちろん、体位によって異なる解析論理を適用。信頼性の高い解析結果を提供します。

ECG-1950	 ￥1,714,000
(バッテリパック1.5万円、架台4.6万円、 コードハンガ KH-100D 2.8万円含む）
動物用製造販売届出番号　26動薬第1713号
クラス分類：一般医療機器（Ⅰ）

◦		イヌ・ネコ・ウシ・ウマは21項目、ラット・マウスは13項目に対応する全自動血球計数器。
◦		約60秒／検体の迅速測定。
◦		本体内蔵のメモリに最新の数値データ400件分を記憶可能。
◦		内蔵プリンタで、測定結果や日本語フラグメッセージなどを印字可能。
◦		あらかじめ設定されている動物種以外の血球を測定するための「スレッショルドサーチ」機能搭載。	
未知の動物種※の最適な測定感度及び閾値をその場で検出・設定し、測定可能です。	
※有核赤血球を持つ鳥類・爬虫類などの動物種に対しては対応できません。ご注意ください。

MEK-6550	 ￥3,850,000（プリンタ内蔵）
動物用医療機器承認番号　26動薬第1525号
クラス分類：管理医療機器

◦	 	高輝度12.1型カラー液晶ディスプレイ。タッチパネル方式で操作は簡単です。
◦	 	心電図、呼吸、SpO2、体温、非観血血圧に加え、観血血圧、CO2を選択し、測定することができます。
さらに動物用マルチガスユニット（オプション）の接続で、高度な手術にも対応可能です。

◦	 	モニタ内に数値および連続波形保存機能を標準装備。
◦	 	リモコン操作でNIBP測定開始、アラーム解除などが容易に可能です。呼吸・心拍同期音やSpO2トーンに
より、状況変化がモニタを見ずに確認可能で、NIBP終了音で測定終了がわかります。

◦	 	アラームの緊急度に応じて、赤または黄色のLEDが点滅・点灯。アラームの発生・緊急度をひと目で確認
できます。

BSM-3592
※価格はお問合せください

動物用製造販売届出番号　23動薬第2623号-2
クラス分類：一般医療機器（Ⅰ）

全自動血球計数器　MEK-6550　セルタックα

動物用心電計　ECG-1950
犬猫専用

動物用モニタ　BSM-3592　ライフスコープ　VS
犬猫専用

◦  イヌ・ネコ・ウシ・ウマ（白
血球4分類を含む21項目）

   WBC/RBC/HGB/HCT/
MCV/MCH/MCHC/LY%/
LY#/MO%/MO#/EO%/
EO#/GR%/GR#/RDW-CV/
RDW-SD/PLT/PCT/MPV/
PDW

◦  ラット・マウス（13項目）
   WBC/RBC/HGB/HCT/

MCV/MCH/MCHC/RDW-
CV/RDW-SD/PLT/PCT/
MPV/PDW

測定項目
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構成機器ガイダンス
RMT-1000をベースとした生体情報計測システム

研究分野 測定項目

心電図
（3電極）

血圧
（動脈系）

血圧
（静脈系）

呼吸圧
（食道内圧）

張力
（変位）

心電図
（3電極）

心電図
（標準12誘導）

内圧

表面筋電図

筋電図

神経インパルス

張力

変位

指尖脈波

非観血血圧

筋電図

脳波

眼振図

表面筋電図

体温

呼吸曲線

心内心電図

センサ／電極 カ　プ　ラ ヘッドアンプ 本体等

動
　物
　研
　究

組
織
研
究

臨
　床
　研
　究

心
電
図

血
圧
・
血
流

呼
吸

呼
吸

神
経
・
筋

臓
器
・
組
織

循
環

そ
の
他

心拍数

平均血圧

呼吸数

心拍数

S/D/M

速度波形

dp/dt
平均血圧
S/D/M
心拍数

電極3本

カテーテル電極

サーミスタ温度プローブ
400シリーズ/ITP320シリーズ

差圧トランスデューサ
TP-603T

筋電図電極
NM-512G

生理用変位計
TD-111T

誘導コード
BJ-607E

患者監視装置
TM-258（TM-2581）

拡張ボックス

各種電極

各種電極

小型生体電極

各種電極

DINチップリード3本

血圧モニタリング・キット
DX-100
ほか

FDピックアップ
TB-611T/TB-612T

アイソメトリック
トランスデューサ
TB-651T～654T

フィンガープローブ
TL-201T ほか
脈波用中継コード
SS-2035

小型サーミスタ呼吸ピックアップ
（鼻呼吸）

 呼吸ピックアップ（胸郭）

血圧モニタリング・キット
DX-100
ほか

生体電気用アンプ
AB-100H

センサ用アンプ
AP-100H

センサ用アンプ
AP-100H

センサ用アンプ
AP-100H

生体電気用アンプ
AB-100H

生体電気用アンプ
AB-100H

生体電気用アンプ
AB-100H

生体電気用アンプ
AP-100H

センサ用アンプ
AP-100H

センサ用アンプ
AP-100H

BIOカプラ
PB-100H/PB-101H

センサカプラ
PP-101H

センサカプラ
PP-105H

センサカプラ
PP-104H

呼吸曲線 呼吸数
小型サーミスタ呼吸ピックアップ

（鼻呼吸）
 呼吸ピックアップ（胸郭）

センサカプラ
PP-104H

センサカプラ
PP-106H

センサカプラ
PP-101H

センサカプラ
PP-101H

センサカプラ
PP-106H

センサカプラ
PP-101H

センサカプラ
PP-101H

BIOカプラ
PB-100H/PB-101H

センサカプラ
SS-2120

BIOカプラ
PB-100H

心電図用アンプ
AC-100H

ECG カプラ
PC-104H

センサカプラ
SS-2120

BIOカプラ
PB-100H/PB-101H

収容ケース
JA-100H（4ch）
4台接続可能

システム本体
DC-300H

※別途パソコン  
およびデータ収集・
解析ソフトウェア
LabChartTMが
必要です。

各種電極

生体電気用アンプ
AP-100H

筋電図電極
NM-512G

センサ用アンプ
AP-100H
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商品名による索引／型式による索引

索引

商品名による索引
ア

アイソメトリックトランスデューサ 23
アイソレータ 9
空きユニット 17
足関節用2軸ゴニオメータ 25
アナログ出力キット 18

イ
EMG研究用プログラム 18
EMG電極用カプラ 17・24
EMG電極用両面テープ 27
EMG粘着テープ 26
ECGカプラ 16
1軸ゴニオメータ 25
インタフェースケーブル 22

エ
SEN-SS接続コードB 25
SS-203J接続ケーブル 25
SpO2送信機 19
SpO2プローブ 26
HRコード 26
FDピックアップ 23
MEチップ 21
エレフィックス 23・24・26・27
延長ケーブル 16・20・25

カ
角度送信機 19
カスタムコネクタ 20
加速度3軸送信機 19
カルジオクリーム 21・27
感圧センサ 25・26
簡易型刺激装置 8

キ
吸着電極 21
胸郭呼吸ピックアップ 26
筋電図送信機 19
筋電図電極 24
筋電図・誘発電位検査装置 28・29

ケ
血圧モニタキット 22
血圧モニタリング・キット 22
ゲルエイド 26

コ
高圧タンク用リード線 21
高感度増幅器 10・11
高感度直流増幅器 10
小型呼吸ピックアップ 25
小型サーミスタ呼吸ピックアップ 25・26
小型生体電極 24・26・27
呼吸送信機 19
呼吸ピックアップ 25
ゴクボソUSBケーブルmini-B 0.5m 26
ゴニオメータ 25
ゴニオ用コード 26

サ
差圧トランスデューサ 25
サーミスタ温度プローブ 25
3チャネルコンソール 20

シ
システム本体 15
充電器 18
充電接続コード 26
収容ケース 16
収容ケース本体 10
受信機 18
出力ボックス 18・26
ショートリード 23・24・27
除細動用ペースト 26
ショルダ 26
心音センサ 22
心電図送信機 19
心電図誘導コード 21
心電図用アンプ 16

ス
睡眠ポリグラフィ装置 28
スキンピュア 21・27

セ
生体電気用アンプ 16
生理用変位計 23
背関節用2軸ゴニオメータ 25
接地電極 24
セルタックα 29
センサカプラ 17
センサ固定用テープ 26
センサ粘着テープ 26
センサ用アンプ 16
全自動血球計数器 29 

ソ
送信機（バイオリピータ） 18
装着テープ 26

タ
体温送信機 19
体温プローブ 26
体表断熱カバー 25・26・27
多チャネル増幅器 10
多チャネルテレメータシステム 18
短絡電流測定装置 8

チ
中継コード 23・24
超音波血流計 20
張力用アンプ 10
直流送信機 19

ツ
2ウェイジャック 21
使い捨て電極リード線 21

テ
ディスポ電極 21・24・26・27
DIN-PIN変換プラグ 24
DIN変換プラグ 24
TBG固定用ポールクランプ 22
データ統合解析プログラム 18
テレメータピッカ 19
テレメータ用チェッカ 18
電気刺激装置 9
電極リード線 21・24・27

ト
動物用心電計 29
動物用モニタ 29
頭部バンド 26・27
トランスデューサ固定板 22

ニ
二酸化マンガンリチウム電池 27
2軸ゴニオメータ 25・26
2チャネル高感度増幅器 11
2チャネルコンソール 20
入力箱 10
ニューロパック 28・29
ニューロファックス 28

ネ
捻りゴニオメータ 25
粘着カラー 20 21・22
粘着カラー 8 24・26・27

ノ
脳波・筋電図用ペースト 23・24・26・27
脳波計 28
脳波送信機 19
脳波用コロディオン電極 23
脳波用皿電極 23・26・27
脳波用電極リード 23
脳波用耳電極 23

ハ
パーソナルコンピュータ 18
BIOカプラ 16
汎用入力コード 26

ヒ
BNC接続ケーブル 10・25
微小電極用増幅器 8
ひずみ圧力用増幅器 10
ビトロード 21・24・26・27
皮膚前処理剤 21・27
皮膚表面電極 21
表面型サーミスタ温度プローブ 25

フ
ファストクリップ 21
フィンガープローブ 22
フットスイッチ 18
フットスイッチ接続コード 26
BluPRO 22
プローブ 20
プローブカバー 25・27

へ
ヘッドキャップ 26・27
ヘッドバンド 26

ホ
ポリグラフシステム 3・14

マ
膜付ドーム 22
マルチプローブ 22

ミ
脈波用中継コード 22

モ
モジュール 20
モニタキット 22

ユ
誘導コード 21
誘発脳波用コロディオン電極 23
誘発脳波用皿電極 23

ヨ
予備パネル 10
4チャネルバスドライブ贈幅器 8

ラ
ライフスコープ VS 29
LabChart 14

ワ
ワニロ・ディスポ電極アダプタ 21

型式による索引	
A

AB-100H 16
AB-611J 10
AC-100H 16
AD-611J 10
AK-100H 17
AP-100H 16
AP-610J 10
AX-501H 18

B
BA-IFCN 22
BC-IRE3・IYE3・IGR3・IWH3・IBK3 21
BE-401B 23
BJ-607E・901D・903D 21
BM-501B 24
BM-502B・504B 23・24
BR-331S 〜 335S 21
BR-331U・332U・335U 21
BR-417U 21
BR-511G 27
BR-611U 〜 615U 24
BSM-3592 29

C
CB12 20
CC-700H 18
CC16-S-CC16 20
CEZ-9100 8
CR17450E-R-CP3 27
CRA10-S-CRA10 20
CRS10 20

D
DC-300H 15
DX-100・360 22

E
ECG-1950 29
EEG-1200 28
EEG-1250 28
EF-610J 10

F
F35 25

H
H-0780 26

I
ITP321-01 〜 325-01 25
ITPCAB-14 25

J
J-150 21・24・26・27
JA-100H 16
JB-611J・621J・641J 10
JC-121H・123H 16
JC-130H 18・26

M
MA0.5PSB・MA0.7PSB・
MC0.5PSB・MC0.7PSB 20
MA0.5VB・MA0.7VB 20
MA1.5PSL・MC1.5PSL 20
MA1PRB・MA1PRS・MA1.5PRB・
MC1PRB・MC1PRS・MC1.5PRB 20
MA2PSB・MC2PSB 20
MA3PMP 20
MA8PAU・MC8PAU 20
ME2PXL 20
ME4PXN 20
MEB-2306・2312 28
MEB-9402MB・9404MB 29
MEG-5100 11
MEG-5200 11
MEG-6108・6116 10
MEG-6108M・6116M 10
MEK-6550 29
MEZ-8301 8
MLS060NK/8 12・13・15

N
NC-032Y 21
NE-113A 23
NE-132B 23
NE-134A 23
NE-134B 23
NE-311A 23
NE-430B・432B 23・24
NE-512G 26・27
NM-501B 〜 503B 24
NM-512G 24
NS-331T 〜 335T 21
NT-211U 〜 215U 24
NT-512G 26・27
NT-611T 〜 615T 24

P
PB-100H・101H 16
PC-104H 16
PH-461 〜 464 25・26
PP-100H・101H・104H 〜 106H 17
PSG-1100 28

Q
Q110・Q150 25
QI-600H 18

R
RMT-1000 3・14

S
S50・S100・S120・S338 25
SB-221H 18
SEG-3104 8
SEN-3401 9
SEN-5201 8
SEN-8203 9
SG65・110・150・110/A・
150/B 25・26
SS-104J 9
SS-1531 10
SS-2035 22
SS-203J 9
SS-2106・2107 10・25
SS-2120 17・24

T
T402・T403 20
TA-1019 22
TA-701T 22
TB-611T・612T 23
TB-651T 〜 654T 23
TBG2 22
TC-NK 22
TD-111T 23
TL-101H 26
TL-201T 22
TL-220T 22
TMM 22
TP-602T 〜 604T 25
TR-101H・103H 26
TR-851T・852T・861T 25
TS410・420 20
TW-101H 26
TW7000NKS・NKW・NKP 22

V
V-090M3 24

W
WEB-1000・7000 18

Y
YE-202A 24
YZ-0019 21・27

Z
Z-101BA 26
Z-101BC 21・27
Z-401CE 23・24・26・27
ZB-150H 〜 159H・161H 19
ZB-700H 18
ZR-100H・700H 18

数字
092766 21
1114-182649 26・27
186594 21
2144-006365 27
336468 25・26・27
401J・402J・409J 25
6113-056247A 26
6113-056292 26
6114-146941A 26
6144-011825 21
699521D 25
719322B 26
719349A 26
719358B 26
719367A 26
730701A 25
737017 26
737053 26
911275A 18
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