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糖 尿 病を
打ち 負 か
す！

テルモのバイタル商品シリーズ
プロのための電子血圧計。軽くて、コンパクト

電子血圧計 エレマーノ血圧計H55
販売名：テルモ電子血圧計H55 〈医療機器認証番号：
２１４００ＢＺＺ０００３７〉
管理医療機器［特定保守管理医療機器］
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あらゆる病態の患者さんの確実な血圧測定をめざして
●手動加圧方式で簡単な片手操作
●様々な患者さんに対応するための３つのモード

「迅速」
「正確」
「安心」な
検査機器のご紹介

自動測定
（ノーマルモード、
スローモード）
、
聴診モード
（聴診器を用いた聴診法用）

●テルモ独自の技術「ダブルカフ方式」で測定値をより確実に
●腕帯サイズ（布仕様）はSS／S／M／L／LL
Mは標準付属。SS〜Lはナイロン仕様腕帯あり

バイタルグリーン

●単3アルカリ乾電池1本で約1000回測定可能

体内シグナルを見逃さない！

水銀を使用しないエレマーノ血圧計
メーカー希望価格 ￥２６，
０００

「水銀に関する水俣条約」が発効されると、
水銀含有製品は2020年までに、
製造、輸出、輸入が原則禁止になります。

■製品コード：ES-H55（ホワイト）、ES-H55P（ピンク）、ES-H55B（ブルー）
■本体：70（幅）
×46（高さ）
×169（奥行）mm
重さ:130ｇ
（電池含まず）
■腕帯：150（幅）
×520（長さ）mm（M サイズ） 重さ：150g

電子体温計 【病院様向け】

ワキ下用

テルモ電子体温計 C205S

【薬局様向け】

テルモ電子体温計 C231

バイタルチェック

管理医療機器〈医療機器認証番号：221AABZX00109〉

外来・病棟での体温管理に

日々の体調管理としての体温測定に

●清潔に使うため、丸洗いできます。
本体・ケースもアルコール消毒可能

【薬局様向け】 ワキ下用

●丸ごと水洗いできる防水仕様

本体：7.4cm(長）
×4.1cm（幅）
×3.0cm（高)
重量：51g（電池除く）

◆アキュチェックアビバ ナノセット
（セミディスポ）
メーカー希望価格 ￥10,000

ワキ下用

無償交換します）

●血糖値記入シート「ACCU-CHEK360°
View」を同梱

●どなたでも扱いやすい大きな試験紙

日内変動パターンを把握することで、患者さん自身に合った血糖の

●簡単操作で衛生的なセミディスポ穿刺器具

販売名：マシモ SET フィンガーパルスオキシメータ マイティサット
管理医療機器（クラスⅡ）
［特定保守管理医療機器］
〈医療機器認証番号：227ADBZX00082000〉

（保証期間内に正常な使用状態で万一故障した場合、

●薬局で自費購入される方向けのお求めやすい価格設定

●厳しい精度基準をクリア（ISO15197:2013に完全適合)

メーカー希望価格 ￥3,790 1本入り

●本体内部のシリコンパット
上下のシリコンパットが優しくフィットし、
外れにくい
●Bluetooth タイプ
データをモバイル端末に表示し、
電子メールで測定データの転送が可能
●適用規格：ISO80601-2-61 に適合
●消毒：70％イソプロパノールでの消毒が可能
●保証期間：2 年間

◆アキュチェック ST メーター 血糖測定キット
メーカー希望価格 ￥9,800
より良い治療に。
生活習慣のふりかえりに

Simple
（シンプル）
+Accuracy
（精確性）

大きな音で聞き取りやすい

体動・低灌流により正確な測定が
困難な患者さんにも信頼性の高い測定値を提供

メーカー希望価格
￥49,800（スタンダードタイプ）
￥65,000（Bluetoothタイプ）

つき

血糖測定に必要なものが
すべて入ったオールインワンセット

体動、低灌流時に動脈と動脈以外の拍動成分を
識別する技術【マシモＳＥＴ技術】が搭載されており、
動脈のみの良質な信号をとらえ、SpO 2 を測定します。

血糖測定システム（音声ガイドつき）

メディセーフフィットスマイル

表示項目
動脈血中の酸素飽和度
（SpO2 ％）

血糖測定システム

®

メディセーフフィット®

高度管理医療機器［特定保守管理医療機器］
〈医療機器承認番号：22600BZX00387〉

脈拍数
（PR/BPM）

高度管理医療機器［特定保守管理医療機器］
〈医療機器承認番号：22100BZX00858〉

◆メディセーフフィット血糖測定セット
メーカー希望価格 ¥13,000

◆メディセーフフィットスマイル
スターターセット
（ファインタッチ）
メーカー希望価格 ¥18,680

灌流指標
（PI）
（末梢の循環状態を％で表示）
脈波形
シグナルＩQ
（測定値の信頼性を示す指標）

コントロール方法が見つかります！

音声ガイドと見やすい画面で
使いやすい、わかりやすい

療養指導のしやすさ、イラストと日本語で
わかりやすく使い方をナビゲーション

●医療機関でも在宅でも使用できる

●患者さんへの血糖コントロール指導がしやすい

●音声ガイドと見やすい画面。カラー表示でわかりやすい

●血糖値が良好なときに

調剤薬局様向け
セットは別途あり

マークを表示

共通ツール
メディセーフフィットチップ

（体外診断用医薬品）
〈承認番号:22100AMX02223〉

立体形状で扱いやすく
湿気や汚染のリスクが少ない個包装。
着脱が簡単で血液がつけやすい
30個入り

メーカー希望価格は税抜きです。

メーカー希望価格 ￥3,600

メディセーフファインタッチ

〈医療機器届出番号：13B1X00101000032〉

5段階の穿刺深さ調整機構や
パイプ状針の採用で、
採血時のやさしさを追求
1本

メーカー希望価格 ￥2,100

メーカー希望価格は税抜きです。

糖尿病関連

MightySat Rx

わかりやすい
操作説明DVD

メーカー希望価格 ￥2,500 1本入り

管理医療機器〈医療機器認証番号：225ADBZX00062〉

ケースからの出し入れだけで電源ON/OFF
メーカー希望価格 ￥2,850 1本入り

高度管理医療機器［特定保守管理医療機器］
〈承認番号：22500BZX00334000〉

●片付け

テルモ電子体温計 P330

管理医療機器〈医療機器認証番号：222AABZX00106〉

Ⓡ

シンプルな操作で
「教えやすい」「覚えやすい」

●平均約20秒（予測式）の
スピード検温式

【薬局様向け】メロディ音体温計

テルモ電子体温計 C205P

アキュチェック ST メーター

●準備

◆10本入りケース付（ET-C205H） ￥27,500

パルスオキシメータ

高度管理医療機器［特定保守管理医療機器］
〈承認番号：22300BZX00273000〉

●電池交換可能

メーカー希望価格 ￥2,850 1本入り

自己検査用グルコース測定器 【薬局様向け】

アキュチェックアビバ ナノ

ワキ下用

管理医療機器〈医療機器認証番号：222AABZX00106〉

●信頼の精度、平均約30秒（予測式）の
スピード検温式

自己検査用グルコース測定器

POC生化学分析装置

cobas b 101
®

医療専門家向け PT-INR 迅速測定装置

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈届出番号：13B1X00201000060〉

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈届出番号：13B1X00201000038〉

●大型分析装置による測定結果との高い相関性
●保管管理が容易（冷蔵保存不要（2 〜 30℃保存）
）
●指先からの直接血液点着が可能
●バーコードによるロット・有効期限管理機能

あらゆる場所で、生活習慣病の早期発見や
モニタリングをサポートします

コアグチェックは、
約１分でPT-INRを測定できる装置です

●簡単3ステップ操作
●装置精度管理用光学ディスクが同梱

検体量：2μL
測定時間：6分

●別売プリンターによる測定結果印刷機能

検体量：19μL
測定時間：6分

●処方変更がある場合でもラグタイムが発生しないので
より安全な管理が可能

●軽量・コンパクトデザイン（長3封筒サイズ）
6cm

6cm

◆HbA1c測定試薬ディスク

●画面は日本語表示だから、操作がカンタン

（体外診断用医薬品）
〈届出番号：13A2X00206000143〉

大きさ：135（W）
×234（D）
×184（H）mm
重量：2㎏

￥4,900

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈届出番号：13B1X10041000018〉

◆コアグチェックXS

（体外診断用医薬品）
〈届出番号：13A2X00206000144〉

10テスト

￥5,500

10テスト

生活習慣病関連

臨床化学分析装置

アリーア Aﬁnionアナライザー

多項目自動血球計数装置

多項目自動血球分析装置

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈医療機器製造販売届出番号：28B2X10007000105〉

一般医療機器［特定保守管理医療機器 設置管理医療機器］
〈医療機器製造販売届出番号：28B2X10007000129〉

pocH -80

大きさ：170
（W）
×320
（D）
×170
（H）
mm
重量：
５ｋｇ

※1
※2
※3
※4

2016 年 4 月現在
HbA1c 約 3 分、
脂質 約 8 分、
ACR 約 5 分
2015 年 11 月発売開始
HbA1c、CRP 1.5μL
（血液）
、
脂質 15μL
（血液）、ACR 3.5μL
（尿）

◆DCA2000HbA1cカートリッジ
（体外診断用医薬品）
〈自己認証番号：13A2X10031000030〉

10テスト

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈届出番号:13B1X10094002015〉

メーカー希望価格は税抜きです。

●診断補助（オプション）
網赤血球分類、幼若血小板比率、
体液測定が可能

●Ａ3サイズの小さなボディ

●簡単操作

◆DCA2000ミクロアルブミン・
クレアチニンカートリッジ
（体外診断用医薬品）
〈製造販売承認番号：20900AMY00171000〉

￥9,000

10テスト

メーカー希望価格
￥1,300,000

測定項目

赤血球数、
白血球数、
血小板数、
ヘモグロビン量、
ヘマトクリット値他14項目

大きさ：185（W）
× 460（D）
× 350（H）㎜
重量：約14㎏

測定項目

メーカー希望価格
￥6,000,000

赤血球数、
白血球数、
血小板数、
ヘモグロビン量、
ヘマトクリット値、好中球数、
リンパ球数、単球数、
好酸球数、
好塩基球数他27項目
（オプション含む）

大きさ：450（W）
× 460（D）
× 440（H）㎜
重量：約35㎏

尿分析装置

クリニテック ステータス プラス

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈届出番号:13B1X10041000022〉

◆試験紙：

正確な尿検査データを楽に得られます！

マルティスティックスPRO
10LS

●簡単操作で結果は自動印字

メーカー希望価格
￥20,000

スタートメニューに触れて測定後、結果は内蔵プリンターで自動印字

（体外診断用医薬品）
100枚入り
〈製造販売承認番号：
16100AM203365000〉

IDバンドによる自動認識機能で9種類の尿試験紙を識別し測定

◆アリーア
◆アリーア
◆アリーア
◆アリーア
Afinion HbA1c
Afinion CRP
Afinion ACR
Afinion リピッド パネル
15テスト ￥7,350 15テスト ￥6,750
15テスト ￥3,750 15テスト ￥13,500

（体外診断用医薬品）
（体外診断用医薬品）
〈製造販売届出番号：
〈製造販売届出番号：
12A2X10002000006〉 12A2X10002000009〉

（体外診断用医薬品）
（体外診断用医薬品）
〈製造販売届出番号：
〈製造販売認証番号：
12A2X10002000008〉 227ADEZX00144000〉

乾式臨床化学分析装置

●シンプルで簡単な操作、キャリブレーションも不要
●測定範囲

グルコース：10〜900mg/dL ケトン体：0.1〜7.0mmol/L

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈届出番号：13B1X10094005012〉

重量：1.66kg

検体検査 保険点数一覧

判断料

項目名

●検査室の生化学分析装置と高い相関性を実現

大きさ：59.9（Ｗ）
×21.2（Ｄ）
×97.9（Ｈ）ｍｍ
重量：約66g

大きさ：171（W）x272（D）x158（H）mm

HbA1c

脂質

144点

検体量：1.2μL
測定時間：6秒

◆ケトン体

中性脂肪（TG）

11点

総コレステロール

17点

HDL-コレステロール

17点

グルコース（GLU）

144点

11点

ケトン体

144点

30点

プロトロンビン時間（PT-INR)

125点

18点

検体量：0.8μL
測定時間：10秒

対象項目
HbA1c、グルコース（GLU）
中性脂肪（TG）、総コレステロール、HDL-コレステロール
末梢血液一般検査
プロトロンビン時間（PT-INR)、C反応性蛋白（CRP）
尿中一般物質定性判定量検査

判断料

項目名
49点

血球計数

125点

C反応性蛋白（CRP）

144点

尿

34点※3

実施料
末梢血液一般検査

21点

末梢血液像（自動機械法）※1

15点

尿中一般物質定性判定量検査

26点

アルブミン定量（尿）※2
アルブミン定性（尿）
クレアチニン（尿）※4

ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定性※5

採取部分

点数
①静脈

（最大5項目）

②その他

※2

16点
108点
49点
11点
55点

144点

血液採取（１日につき）

1項目：10点

※1

検体検査に関する保険点数は「検体検査判断料」と「検査実施料」の合計です。
検体検査判断料：1ヵ月に1回のみ請求可能（同一の判断料枠に入る項目を測定した場合は重複不可）
検査実施料：検査項目ごとに請求可能（包括項目あり）

実施料

125点

外来迅速検体検査加算
◆グルコース

測定項目

蛋白質／クレアチニン比・ブドウ糖・蛋白質
高濃度域・蛋白質低濃度域・ケトン体・比
重・クレアチニン・pH・潜血（A）
・亜硝酸
塩・白血球

【別売品】
◆クリニテック ステータス コネクタ メーカー希望価格 ￥79,800
◆バーコードスキャナ
メーカー希望価格 ￥60,000

項目別保険点数

１台でグルコースとケトン体（3-ヒドロキシ酪酸）
の測定が可能

メーカー希望価格
￥19,000

※ロングテーブルを使用する試験紙とショートテーブルを使用する試験紙では、
テーブルの交換が必要です。

メーカー希望価格 ￥148,000

【POCTキャンペーン対象機種】

ニプロスタットストリップＸＰ3

●干渉物質による影響を除去したグルコース値
マルトースや溶存酸素の影響を排除
●透析前後のグルコース値の確認
ヘマトクリットを実測・補正し、その影響を排除
●血糖上限値を900㎎/dLまで拡大

検体量：1.2μL
測定時間：6秒

少ない血液量（約 25μL）で
白血球 5 分類が測定可能

すべての操作はタッチパネルに対応

高い精度のグルコース値

大きさ：58.4（Ｗ）
×22.9（Ｄ）
×91.4（Ｈ）ｍｍ 重量：約75g

検体量：
（尿）40μL
測定時間：7分

●白血球 5 分類測定

●アルブミン／クレアチニン比や
蛋白／クレアチニン比を算出可能
●カセット検査（尿中HCG）
も測定可能
●尿試験紙の設定不要

スタットストリップ エクスプレス900

◆グルコース

XN-450

●迅速測定
約125秒後に結果出力

≪安心の感染対策≫
測定後のテストカートリッジは密封される安全設計

医療機関向け 小型グルコース分析装置

メーカー希望価格
￥15,000

XN-Lシリーズ

※3
※4
※5

抹消血液像の検査については、
少なくともリンパ球、単球、好中
球、好酸球、好塩基球の5分類以
上の同定・比率計算を実施の時
請求可能です。
尿中マイクロアルブミン定量は、
糖尿病または早期糖尿病性腎症
の患者であって微量アルブミン
尿を疑うものに対して行なった場
合3ヶ月に一回に限り請求可能です。
P/C比もしくはA/C比を測定した
場合に限り判断料（34点)が請求
可能です。(その他条件あり）
クレアチニンを測定した場合に実
施料（11点）が請求可能です。
（生化学検査と重複不可）
妊娠診断を目的とした検査の場
合は請求不可です。

点数
25点
6点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
6歳未満の乳幼児に対して行なった場合は、①②それぞれ20点を加算する。
血液回路から採血した場合は算定しない。

血糖自己測定器に関しては
「血糖自己測定器加算」が請求可能です。
（詳しくは担当MSにお問合わせ下さい）

メーカー希望価格は税抜きです。

尿検査

●CRPは約4分の迅速測定※2
●タッチスクリーン採用＆
３ステップの簡単操作
●ACR（アルブミン/クレアチ
ニン比）が新登場※3
●1.5μLの微量採血※4なので
低侵襲

メーカー希望価格
￥550,000

検体量：1μL
測定時間：6分

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈製造販売届出番号：12B1X10004000011〉

POC業界最速※１の約３分で
HbA1cが測定可能

総メモリー数：2,000件
患者ID入力可

pocHがさらにお求め安くなりました

￥4,950

大きさ：287（Ｗ）
×277（Ｄ）
×254（Ｈ）ｍｍ
重量：3.88kg

大きさ：98（W）
×185（D）
×42（H）㎜
重量：311g（電池除く）

®

≪使いやすいカートリッジ≫
●操作に最適な形状のカートリッジ試薬
●検体吸引をしやすいキャピラリー

●HbA1cは免疫法で測定

メーカー希望価格
￥380,000

メーカー希望価格 ￥180,000

大きさ：78（Ｗ）
×138（Ｄ）
×28（Ｈ）ｍｍ
重量：127ｇ
（電池除く）

※脂質（総コレステロール、HDL-コレステロール、
トリグリセライド） ※LDL-コレステロール、
non-HDL-コレステロール、 総コレステロール／HDL-コレステロール比を計算式により算出可能

●機器の操作手順も少なく簡単操作
●HbA1cを全血わずか1μL、
6分で測定
●微量アルブミン定量を尿40μL、
7分で測定
●測定結果は内蔵プリンターで
自動印字
●オンライン接続可能

◆コアグチェックXSプラス

メーカー希望価格 ￥120,000

血液検査

信頼性の証
使用台数No.1（日本国内 約6000台）

（体外診断用医薬品）
〈承認番号：21900AMX00266000〉

◆脂質測定試薬ディスク※

小型HbA1c,Malb/Cアナライザー

DCAバンテージ

◆試験紙：
ロシュ PT テストストリップ（24枚）
メーカー希望価格 ￥14,000

●血液量わずか10μLで測定（静脈・指頭全血が可能）

●感染に配慮した装置と試薬の設計

メーカー希望価格
￥498,000

一般医療機器［特定保守管理医療機器］
〈届出番号：13B1X00201000037〉

循環器疾患関連

コアグチェック®XS／コアグチェック®XSプラス

≪大型分析装置と同じ測定原理を採用！≫

