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多用途生体アンプ

Biotop mini

８チャンネル多用途生体アンプ
Biotop mini は、脳波・筋電図・心電図・
胃電図・腸電図・眼球運動・脳誘発電
位などの生体電気信号の計測を目的と
する、低ノイズ生体信号増幅器です。
各チャンネル毎にフィルターを設定で
きます。二次電池の仕様で携帯型のBCI 
(Brain Computer Interface) 機器としても
使用できます。

・リアルタイムアナログ信号出力

・小型軽量で低ノイズ

・液晶画面で各種設定を確認可能

・４種類の設定パターン

・CAL波形内蔵

・充電池で５時間使用可能

・⾧時間使用は外部バッテリ

仕様特徴

基礎医学研究用機器

脳波計
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収録ソフトウェア

Vital Recorder2

AD変換（CONTEC 社製） Vital Recorder2Biotop mini

アナログ信号の出力 USBタイプのAD変換ユニットに接続 パソコンでデータ収録

BIMUTASⅡ ATAMAPⅡ EPLYZERⅡ

・入力チャンネル数 : 32ch

A/D 仕様 ・入力レンジ : ±10 V, ±5 V
・分解能 : 16 bit

・TEXT 変換も可能
・LABVIEW で解析も可能

オプション：解析ソフトウェア

多用途生体情報解析プログラム EEGマッピング研究用プログラム 誘発電位研究用プログラム

脳波、筋電図、心電図などの
波形データに自由度の高い
データ編集や加工、豊富な
データ解析が可能。

多チャンネル・自由部位での
誘発の電位マッピング・脳波
の周波数帯域別マッピングを
実現。

誘発脳波のリアルタイム加算
から解析まで可能。
誘発脳波の研究を強力にサ
ポート！

・筋疲労の解析（周波数、Mean、
Median）や筋放電量の解析など

・R-Rインターバルからのトレンド
表示や周波数解析

・脳波データのFFT解析や経時的変化
のCSA表示

・自己相関、相互相関、加算平均、
コヒーレンス等

・脳波解析に特化

・マッピングにより脳波の変化を視覚化

・周波数解析（含有率、優位周波数など）

・スペクトル、自己相関、相互相関、
コヒーレンス

・左右差マップ

・誘発脳波解析に特化

・リアルタイムでの加算平均
・P300、ABR（聴性脳幹反応）、

CNV（随伴陰性変動）
・プリトリガ、ポストトリガにより

トリガ点を任意に変更可
・波形の単項演算やグランドアベ

レージが可能

筋電解析 心電解析

脳波解析 誘発解析

脳波解析 誘発解析 誘発解析

脳波計
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多用途DCデジタル脳波計

BIO-NVX24 /NVX 36 / NVX 52 
基礎医学研究用機器

NVX は、２４ｃｈ・３２ch・４８ch の
モノポーラチャンネルと、４つの
NeoSens 用補助バイポーラチャンネル
(NVX36/52）を有しています。
主に脳波などの生体信号を測定するため
の研究用機器としてお使いいただけます。
チャンネル数や補助チャンネルの数は、
モデルによって異なります。

NeoRec は 記録したデータを様々なファイル形式
(EDF+, BDF+, GDF, EEG, SM) に変換でき、他社のソフト
ウェアでの分析や処理に対応できます。
記録したデータの確認や処理を行う場合は、下記の
第三社製プログラムとソフトウェアを推奨します: 
EDFbrowser, Polyman, SigViewer, EEGLAB, ERPLAB, 
OpenViBE, BioSig

NVX 用収録ソフト

仕様

EEG DCモノポーラチャンネル 36 ch (NVX36) ; 52 ch (NVX52) AUXチャンネル入力インピーダンス 100 MOhm @ DC

AUXバイポーラチャンネル 独立ガルヴァニック 4 ch AUXチャンネルノイズ 0.9μVp-p以下 @ 0.1 ~ 30 Hz

TTLトリガ (24 ) 入力 8（１） / 出力 1（１） AUXプローブ電源 +5 V (±5 %) 電子保護付き プローブ毎

ディスプレイ グラフィックOLEDディスプレイ デジタル化 24 bit 第6デルタシグマ変換器、64xオーバーサンプリング
各チャンネルにコンバータ 1 つ

EEGダイナミックランジ ±400 mV ハイパス反応 ソフトウェアによるDC結合デジタルフィルター

EEGチャンネル入力インピーダンス 100 MOhm以上＠DC サンプリングレート
125, 250, 500, 1000, 2000 Hz @ 全チャンネル

5000 Hz @ 24EEGモノポーラ / バイポーラチャンネル
10000 Hz @ 16EEGモノポーラ / バイポーラチャンネル
50000 Hz @ 4EEGモノポーラ / バイポーラチャンネル

EEGチャンネルノイズ 0.9μV p-p @ 0.1~30 Hz 電源 USB +5 V、450 mA

テスト信号 200μV (±1 %)、1 Hz 安全性基準 IEC60601-1、IEC60601-2-26 classⅡa、type BF

電極インピーダンス測定福 1 ~ 120 kOhm (±10 %) @ 30 Hz 寸法 200×155×40 mm

AUXチャンネルダイナミックランジ 0 ~4 V 重量 650 g

脳波計
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Chごとに設定可能
EEG,EMG,ECG,EOG,EGG,EGEGが測定可能



NVXで取得したデータ（0.01-0.15Hz）3cpmの解析波形

Datastudioでの取得波形 周波数マップ

TRSens RespSens VGASens FPSens

GSRsens AXSens XSens Neurotest7

NVX外部入力付属品 （NVX36：52）

NVX 24:36:52用光刺激スタンド 電極箱スタンド

脳波計

6



８チャンネルワイヤレス脳波キャップ
ＮＢ１−ＥＥＧ８

EEGチャンネル
Fz リファレンスの８ ch のモノポーラ:

F3, F4, C3, C4, P3, P4, PO3, PO4

ダイナミックレンジ ±300μV

周波数レンジ 1..40 Hz＠ -3dB

ノイズ 3.5μV p-p 以下

出力サンプリングレート
121.37 Hz (8ch), 241.83 Hz (4ch),

480.07 Hz (2ch), 946.06 Hz (1ch)

内部加速度計
X, Y, Z軸、±2Gダイナミックレンジ、256レベル

出力サンプリングレート: 2 Hz

入力トリガ
外部光発生器から最大５個のイベントを受信する

赤外チャンネル

無線
Bluetooth 4.0 low energy (BLE, Bluetooth Smart)

50 mまでの発生器からのレンジ

取得時間 40時間以上

充電
外部 Qi 2.0 標準充電器

充電時間: 2時間以下

サポートOS Windows 10, Android

アンプサイズ 64×38×16 (mm)

アンプ重量 40 g 以下

NB1-EEG8 は、小型で軽量な 8 ch ワイヤレス脳波

アンプです。脳波と３軸加速度、及び IRトリガ

イベントの、各フォーマット（EDF+、BDF+、

GDF）への変換が可能です。MATLAB や OpenViBE

SIMLINk 等の第三者ソフトウェアを用いたスト

リーミング解析のためのデータ転送を行うこと

で、ニューロコンピュータインターフェース、

バイオフィードバック （BCI）、ニューロマーケ

ティング、ニューロゲーミング、ブレイン

フィットネスの研究および開発への適応が可能

です。また電極はAG/AGCLを使用しているので

安定な脳波を40時間以上取得することかできま

す。Bluetooth 4.0 low energy にてパソコンと通信

を可能にします。

脳波計

基礎医学研究用機器

脳波計
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41チャンネル多機能デジタル脳波計
4チャンネル短潜時誘発計 32/64チャンネル⾧潜時誘発計

Neuron-Spectrum-5 
基礎医学研究用機器

Neuron-Spectrum-5は、持ち運び可能な
デジタル脳波計です。USB 1本でパソコンと
接続可能であり、使用場所を選ばず収録・
解析を行うことが出来ます。
オプションプログラムにて睡眠ポリグラフ、
短潜時の誘発電位も測定可能です。

特徴
・32/64* EEG チャンネル（35/70* デジタルアンプ）

・10-10 法、32/64* 単極導出での収録可能
・4/8* 広域チャンネルを使用しEOGや短潜時の誘発電位、

EMGなどを測定できるアンプを搭載
・ECGチャンネル
・2/4* 直流（DC）チャンネル

・SpO2 チャンネル
・呼吸チャンネル
・USB 接続

**SpO2 チャンネルはオプションとなります
*アンプ2台使用

構成

・本体

・スタンド

・LED 光刺激装置

・LED 光刺激装置用スタンド

・EEG 記録用 アクセサリセット

・ソフトウェア Neruon-Spectrum.NET
（収録プログラム、ロレッタ表示、マッピング）

・ユーザーマニュアル

・技術仕様書

脳波計
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脳波計Neuron-Spectrum 61 62 63 64 65

脳波計

基礎医学研究用機器

・EEG11ch
・他生体信号4ch
・音・画像刺激出力

・EEG19ch
・他生体信号4ch
・音・画像刺激出力

・EEG21ch
・他生体信号6ch
・音・画像刺激出力

・EEG25ch
・他生体信号6ch
・音・画像刺激出力

・EEG39ch
・他生体信号8ch
・音・画像刺激出力

61

62

63

64

65

Neuron-spectrum 61-65は超高性能なDC脳波計です。
USB1本で脳波・筋電・眼球運動・心電図・光刺激・音刺激ができサンプリングは
16khz/ch ADC24bit DC-600hHzまでありDC offsetは±1100mVまであり過大な電圧が
かかっても正確に信号を再現できます。誘発用のソフトウエアによって⾧潜時の誘発
電位も計測できます。

＋
・EEG78ch
・他生体信号16ch
・音・画像刺激出力

65 65＋
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携帯型ワイヤレスEEG/PSG記録装置

Neuron-Spectrum-AM 
基礎医学研究用機器

・10-20法に基づく脳波用チャンネル 16-21ch

Andoroid 用アプリケーション
をダウンロードすれば、
スマートフォンやタブレット
でもNeuron-Spectrum-AMを
ご使用いただけます。

・4つのボタンで簡単に操作可能
→液晶画面に収録パラメータと動作モードが

表示されます。

・10ch筋電図が収録可能（周波数特性 500Hz）

・PSG 記録用睡眠ポリグラフチャンネル
（AASM基準）

・Wi-Fi 接続可能

・動作中の本体ステータスを表示
（収録ON/OFF、バッテリ残量、メモリーカード空き容量）

・メモリーカード内に保存されている検査の一覧表示

・デフォルトのテンプレートから新しい検査を作成

・インピーダンスチェック

・収録中の電極インピーダンスの表示

・収録中の検査データのモニタリング

特徴

スマートフォン・タブレット用
アプリケーション

脳波計 脳波計
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EEG記録解析用ソフトウェア

Neuron-Spectrum.NET 基礎医学研究用機器

測定

Neuron-Spectrum.NET は、8 chから64 ch
のNeuron-Spectrum シリーズでのEEG 測
定解析を可能にします。収録中は、単極、
双極または10-10法と10-20法の複合モン
タージュが使用でき、モンタージュはい
つでも切り替え可能です。

印刷

標準的なグリッド、導出名、収録パラ
メータの印刷を行います。
収録中であっても、印刷したい部分を特
定し、収録停止後すぐに印刷することが
出来ます。

解析

脳波測定の標準帯域 (35Hz) だけでなく、
更に広範囲においてスペクトル解析が可
能です。

・睡眠ポリグラフチャンネル
EEG, EMG, EOG, エアフロ―, 胸部および腹部
の動き, いびき, 体動, SpO2

・チャンネル毎に異なるパラメータの設定が可能

・スクリーン分割モード：一方の画面で収録中の
EEGを表示し、他方の画面で記録したEEGの確認が
可能

・刺激の間隔やシークエンスは自由に設定可能

・マッピング：様々な周波数領域でパラメータ
のマッピングが可能

・トレンド：スペクトルのトレンドや脳波
パラメータ、信号の振幅、心拍数、てんかん用
活動の数や大きさ等を表示

・鋭波や棘波の自動検出機能

脳波計
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Neuron-Spectrum.NET 標準機能

脳波計
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マルチモーダル脳波解析プログラム

EMSE®
EMSE®は脳波、脳磁図の解析

プログラムと 、MRI による頭部の画像映

像を統合して解析結果を立体的な画像と

して表示できるソフトウェアです。

波形解析部と MRI 画像統合解析部で構成

され、フィルタリング、アベレージ、

FFT、時間周波数解析、マッピング、ICA、

PCA、信号源推定などを行うことが

出来ます。

Data Editor
時系列表示、フィルタリング、モンタージュ変換、マッピング表示など波形表示と解析の
ベースとなるプログラムです

脳波計

豊富な波形表示・解析機能
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● FFT 解析＋Mapping 表示

● 時間周波数解析（WaveLet 法）

● 加算結果のスーパーインポーズ表示 ● ICA / PCA

● Voltage Mapping（２次元法）

● コヒーレンス解析

主成分・独立成分分析を行います

図では 1 ch（Fp1）を基準に各チャネル
間のコヒーレンスを解析します
（基準チャネルは任意に変更可能）



脳波計

Visualizer
EEG・MEGなどの解析データとMRI画像
データから3Dレンダリングイメージを
作ります。レンダリングしたイメージ
は、ズーム・回転・拡大・縮小表示が
可能です。

ダイポール・LORETA・sLORETA・
Beamformer などによる信号源推定を
３層球モデル・実形状モデルで解析。
結果はMR Viewer、Visualizerで重畳表示
できます。

3D Raw (Lumped)、Analyze、Dicom MRI、
Raw、VMI、XImage、Siemens、GE Signa、
MINC、Free Surferフォーマットをサポー
ト。各種信号源推定結果を重畳表示。

MR Viewerからのデータを受け取り、セ
グメンテーション・境界メッシュ・展
開皮質などをサポート。リアルなヘッ
ドシェイプモデリングを提供します。

抽出したデータを3Dマッピング表示

Source Estimator
信号源推定に威力を発揮

MR Viewer
MRI 画像表示用プログラム

Image Processor
MRI 画像から頭皮・脳表の3Dを作成

電極位置を３次元的にデジタル化する
プログラムです。MRI 画像と重畳表示す
る時や信号源推定を計算する際に必要
になります。

Locator System
電極位置計測システム
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臨床用デジタル脳波計

ニコレーワン (クリニカル) 

ニコレーワンは、脳波検査のオールラウンドを

カバーする新発想デジタル脳波計システムです。

高性能増幅器と多彩なアプリケーションを装備

しています。

医療機器認証番号
21900BZX0251000

特徴

・最大 36 ch

・ペーパレス設計で鮮明な脳波や画像、音声を
1つの媒体に保存可能

・モンタージュ図表示により、現在の誘導パターン
を視覚的に把握可能

・同相弁別比 110 db 以上

脳波ワイヤレスアンプ

ニコレーEEG  ワイヤレスアンプ

仕様

・有線／無線 選択可能

・サンプリング 4 kHz

・36 ch／64 ch

・32 GB   600時間

・NICU、OPE室、ICU

ニコレーワンとの組合せにより、臨床や研究における
広い範囲で優れた移動性とパフォーマンスを提供

脳波計
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MCScapは取り外し可能な電極を国際10-
20法や10−10法に従って配置したキャッ
プ型脳波検査用電極です。
布地には弾性に優れたネオプレン素材を
採用しており、スムーズな着脱を可能に
しています。キャップ表面の穴により電
極を簡単かつ正確に配置できます。使用
しない穴は通気孔となり、頭皮の蒸れを
防ぎます。
多様なサイズ展開により、成人を始め小
児、乳児、新生児にも対応しています。

脳波用電極キャップ

MCScap
医療機器認証番号
17B2X10003000001

脳波計

電極 Ag/AgCl 電極を採用しているため、安定した信号導出が可能です。
22 ch～最大128 chまで対応し、全て取り外しできます。

標準電極 皿電極

①電極取付位置に
アダプタを固定

②電極にアダプタ
を挿入

③シリンジでゲル
を注入

16



MCSキャップは、取り外し可能な電極を国際10-20法、10-10法もしくは
10-5法に従って配置したキャップ型脳波検査用電極です。

布地には弾性に優れたネオプレン素材を採

用しており、スムーズな着脱を可能にして

います。キャップ表面にはいくつもの穴が

あり、電極の配置位置または通気孔として

使用できます。通気孔は綿棒などを使って

皮膚抵抗を低下させることが可能な設計に

なっています。

サイズ 頭囲 対象

XL 60-66 cm

成人
XL/L 57-63 cm

L 54-60 cm

L/M 51-57 cm

M 48-54 cm
小児・女性向け

M/S 45-51 cm

S 42-48 cm

乳児・幼児S/XS 39-45 cm

XS 36-42 cm

InfⅠ 32-36 cm

新生児・未熟児InfⅡ 28-32 cm

InfⅢ 24-28 cm

サイズ 胸囲 対象

Adult 70-120 cm 成人

Child 40-70 cm 7歳までの子供

Infant 30-40 cm 1歳までの小児

■ キャップ ■ 胸部ベルト

サイズラインナップ

E電極T電極

NT電極

脳波計

医療機器認証番号
17B2X10003000001
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MCScap-T

横になった状態での測定、もしくは新生児、⾧時間
測定する高い患者快適性が必要とされる臨床に適し
た薄い焼結Ag/AgCl脳波皿電極です。また磁気刺激を
使用する場合も利用可能です。

⾧時間脳波・小児・磁気刺激

MCScapコネクタ付き

MCScapに付属する電極は、高品質なAg/AgCl焼結センサー

をベースとした、再使用可能なパッシブ電極です。導電

性ゲル及び導電性ペーストの使用が可能です。

MCScap-E
標準電極Ｅ電極 Ag / AgCl焼結脳波電極は、洗浄
と消毒が容易な臨床のための脳波電極です。電極
部分とキャップ部分を別々に洗浄可能です。

脳波検査・ルーチン検査

MCScap-NT

MCScap-NTC

横になった状態での睡眠もしくは新生児において、
高い快適性が必要で⾧時間測定する臨床に適した薄
い焼結Ag/AgCl皿電極です。磁気刺激を使用する場合
も利用可能です。 ⾧時間脳波・小児・磁気刺激

MCScap-NTH

頭部への電極装着の浮きが少なく、より密接接触が
可能なAg/AgCl焼結脳波電極です。布地キャップへの
電極の取り付け及び取り外しが容易に可能です。

脳波検査・ルーチン検査

ハット型 Ag/AgCl焼結EEG脳波電極は、患者の頭部
にしっかりとフィットするように設計されています。
幅広い基部形状は、研究臨床を通して患者の快適性
を提供します。ハット型は電極ゲルの電極ボディか
らの流出を防ぎます。脳波検査・ルーチン検査

【電極ラインナップ】

● ５種類の電極ラインナップ
目的に応じて様々な形状の電極をご利用い
ただけます。

● 迅速な測定を提供。
● 素晴らしいAg/Agcl電極で低インピーダンス

及び高安定性を実現。
● 伸縮性の素材により頭皮に快適にフィット
● 国際10-20法、10-10法もしくは10-5法に

従った電極配置が可能。

脳波計

医療機器認証番号
17B2X1000300000２
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※本カタログの記載内容は、2018年4月時点の情報です。記載内容は予告なく変更する場合があります。

● ハット型 Ag/AgCl 電極を使用。
● 10-20電極配置(19チャンネル)。
● エレクトロキャップと同配線のコネクタ。
● Ag/Agcl電極で低インピーダンス及び高安定性を実現。
● 成人から小児・新生児まで豊富なラインアップを用意。
● 汎用品。

MCSキャップ CLINIC

ディスポーザブル脳波キャップ

DEC-22

●Ag/AgCl頭皮電極を用いた、使い捨てのディスポー
ザブルEEGキャップです。事前に電極にゲル塗布
されているため、素早く装着が可能です。感染症患
者などへの適用を目的としています。

● 電極配置Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz, Cz, C3, C4,
Pz,T3, T4, P3, P4, A1, A2, T5, T6, O1, O2, GND

● 装着時間 5分以内
● 電極インピーダンス 1KΩ以下

＊1: DEC-22 DB25アダプタケーブル(Dsub25付脳波計）
＊2: DB25-タッチプルーフコネクタ（Dsub25無し脳波計は
＊1:2が必要です。リューザブル）

*1:DEC-22*2:DB25

脳波計

医療機器認証番号
17B2X10003000003

医療機器認証番号
17B2X10003000004
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使い捨て脳波用電極キャップ

DECcap

応用領域
感染症患者様 脳波測定用

・DEC22-DB25アダプター

・DB25-TouchProofアダプター

特徴

・10-20 法に従った電極配置

・不活性 Ag/AgCl 電極を使用

・電極がゲル化されており、すぐに使用可能

・使い捨てであるため消毒不要

・３サイズをご用意
S: 42-48 cm, M: 48-54 cm, L: 54-62 cm

追加アクセサリ

DECcapは、内表面に 18個 または 22個 の不

活性 Ag/AgCl 電極を備えており、装着時の

頭皮への電極糊の塗布の手間を省いて脳波

記録検査を行うことを可能にします。各電

極には、導電性のゲルが浸漬されているス

ポンジが付属しており、シリンジ等での電

極へのゲル注入の手順を必要とせず非侵襲

的です。使い捨て商品であるため、感染症

患者様における脳波測定に適しています。

共通コネクターを持つEEGアンプとして使用

様々なEEGアンプとの接続に使用

医療機器認証番号
17B2X10003000003
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脳波計



使い捨て脳波用電極キャップ

DECcap12

応用領域
小児感染症患者様 脳波測定用

・DB25-TouchProofアダプター

特徴

・10-20 法に従った電極配置

・不活性 Ag/AgCl 電極を使用

・使い捨てであるため消毒不要

・３サイズをご用意
S: 42-48 cm, M: 48-54 cm, L: 54-62 cm

追加アクセサリ

DECcapは、内表面に 12個 の不活性 Ag/AgCl 

電極を備えており、装着時の頭皮への電極

糊の塗布の手間を省いて脳波記録検査を行

うことを可能にします。各電極に導電性の

ペーストをつけ、⾧時間での測定を可能に

していて非侵襲的です。使い捨て商品であ

るため、感染症患者様における脳波測定に

適しています。

様々なEEGアンプとの接続に使用

医療機器認証番号
17B2X10003000014

脳波計
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Multi Trigger Systemは、画像または音を

発生させ、医学・人間工学・心理学など

幅広い分野の多様な実験を支援します。

呈示する課題には煩わしいプログラミングは

不要です。画面上の条件を設定するだけで、

簡単に用意することができます。

呈示時間はミリセカンドの精度で設定可能で

す。タキトスコープ（瞬時呈示・瞬間露出）

的な実験について課題を検討しながら、直ぐ

に試すことができる実験支援型システムです。

多目的条件呈示システム

Multi Trigger System 基礎医学研究用機器

種類

・画像・音声刺激システム
・画像刺激システム

特徴

・事象関連電位（CNV・P300）などの聴覚実験に伴う
画像や音声刺激

・画像・音声の表示順序（刺激の発生パターン）を
任意に指定可能

・特定の画像や音声に対して、被験者に手押しスイッチを
押させることにより、反応速度の判定及び判定結果の
ヒストグラムを表示

脳波計

22
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磁気刺激装置

MEP磁気刺激装置

Neuro-MS/D
Neuro-MS/Dは、間隔の短い磁気パルスを

使用しています。発生した強い電磁波は

容易に衣服や頭蓋骨、軟組織を貫きます。

Neuro-MS/Dより発する磁気刺激は、神経

中枢や末梢神経、大脳の索状組織や脊髄

など、他の刺激では到達できない部分を

非侵襲的に刺激することが出来ます。

特徴

・刺激出力 最大４テスラ
（最大パルス量 10,000回／セッション）

・多様なコイルラインナップにより、様々な
ニーズに合わせた診断が可能

・USB接続によるデータの統合が可能

・外部トリガ入出力有

モジュール構成

医療機器認証番号
229ADBZX00012000

MEP用磁気刺激装置
シングルパルス
・磁気刺激装置
・角度付8の字コイル(AFEC-02-100C）
・架台

バイスティムパルス
（2連発刺激 mono Biphasic）
磁気刺激装置
・磁気刺激装置本体
・拡張ユニット
・角度付8の字コイル(AFEC-02-100C）

・架台
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磁気刺激装置

高頻度磁気刺激装置

Neuro-MS/D
Neuro-MS/Dは、間隔の短い磁気パルスを

使用しています。発生した強い電磁波は

容易に衣服や頭蓋骨、軟組織を貫きます。

Neuro-MS/Dより発する磁気刺激は、神経

中枢や末梢神経、大脳の索状組織や脊髄

など、他の刺激では到達できない部分を

非侵襲的に刺激することが出来ます。

特徴

・刺激出力 最大４テスラ
・冷却ユニット及び冷却コイルにより⾧時間の

連続運転が可能
（最大パルス量 10,000回／セッション）
・多様なコイルラインナップにより、様々な

ニーズに合わせた診断が可能
・USB接続によるデータの統合が可能

構成

24

医療機器認証番号
229ADBZX00012000

高頻度磁気刺激装置
・磁気刺激装置本体
・冷却ユニット
・パワー電源ユニット
・台車
・コイル固定用fissoアーム
・冷却角度付８の字コイル
・コントロール用PC

OPTION
・ＭＥＰ導出用誘発筋電計 NEURO-MEP-MICRO
・電動ＭＥＰ用チェアー COMFORT
・角度付８の字コイル
・角度付８の字冷却コイル
・8の字コイル
・ダブルコーン１５０ｍｍコイル
・ダブルコーン１５０ｍｍ冷却コイル
・１５０ｍｍ円形コイル
・１００ｍｍ円形コイル
・５０ｍｍ８の字コイル
・小動物用20mm 8の字冷却コイル

(世界最小）
電動TMS CHAIR

MEP用筋電計
Neuro-Mep-Micro

磁気刺激装置



オプション：筋電誘発計 MEP誘発筋電計

Neuro-MEP-Micro 電動 TMS CHAIR

コイルラインナップ
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基礎医学研究用機器

磁気刺激装置

TMS Navigation System

・磁気トラッキング
光学系のように視線を遮るものはありません。
システムには3つのトラッキングプローブを備
えた3D位置追跡装置と磁気送信機が含まれてい
ます。 PCの場合は、内蔵トラッキングデバイス
を利用できます。ラップトップの場合は、USB
を介して接続された外部ユニットを利用できま
す。

・MRIナビゲーションTMSを使用すると、TMS治
療ははるかに効率的になり、 Neural Navigatorは、
⾧年にわたって世界中のいくつかの研究室や診
療所で使用されてきました。それは使いやすく、
軽量、携帯そして手頃な価格です。

・正確なNeural NavigatorはTMSコイルの配置を
より正確にします。それは4 mm以上の精度で
MRIスキャンで示された脳領域を標的にするこ
とができます。それは個々のMRIスキャン、
ティッシュマップ（例えば灰白質）、fMRI活性
化マップおよび開頭顔面マーカーをロードして
視覚化することができます。これにより、どの
領域がターゲットになっているのかを正確に確
認できます。事前に設定された神経解剖学的標
的マーカーを正確に特定することができます。
仮想カメラをTMSコイルの中心にリンクさせて、
TMSパルスに沿って見下ろしているかのように
脳の鳥瞰図を得ることができます。

特徴
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磁気刺激装置

経頭蓋磁気刺激装置 NEURO-MS

NEURO-MS 
Monophasic 単発

NEURO-MS
Biphasic

NEURO-MS
QUAD

基礎医学研究用機器

Monophasic, Paired-Monophasic,Quad System

・ 7インチの大きなカラースクリーンとクリックホイール
により、操作が容易

・多様な刺激コイルを用意
・シングルパルスとペアパルスとクワッドパルスの３機種

を構成
⇒パルス間インターバルは、0~999 msで調節可能
⇒第一及び第二パルスの独立した強度調節が可能

・低レベルのEMI
・ USBポートを通したコンピュータとの接続
・研究に向けた高強度な単相パルス
・2800ｖの強力な刺激強度

・

特徴

125mm円形コイル 100mm角度付8の字コイル

100mm8の字コイル
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1チャンネル経頭蓋直流電気刺激装置
NEUROSTIM

経頭蓋直流刺激装置

・小型軽量のTDCS機器
・二重盲検刺激
・250セッションの記録
・tDCS、tPCS、tRNS、tACSの刺激が可能
・0-5mA 25μAごとの設定可能
・刺激時間間隔 40分

非常に簡単な3STEPで研究が行えます。
持ち運びも簡単で5mAまでの電流を出力でき
ます。価格も安価です。

基礎医学研究用機器

簡単な3stepにて開始 簡単な設定画面

特徴
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筋電誘発計

Neuro-MEP-Micro

パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけ

で末梢神経の測定や大脳誘発電位、事象関連

電位の測定が可能です。また大脳皮質運動野

のTMS刺激によるMEPが測定でき、運動閾値

を定義することもできます。

特徴

医療機器認証番号
229ADBZX00012000

・2 ch の超小型ポータブル EMG 及び NCS・EP アンプ

・刺激、収録、制御、表示機能を備えたオールインワン

・高品質の収録： 100 KHz ADS 24 Bit

測定可能項目

■ NCS

■ SEP

■ Fwave

■ Hwave

■ VEP

■ P300

■ CNV

■ MMN

■ REP-TEST

■ ABR

MCV SCV

ABR QEMG

１台で数多くの検査の
実施が可能です

筋電計・誘発電位検査装置
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4/8チャンネル誘発計
Neuro-mep-4 
Neuro-mep-8

筋電計・誘発電位検査装置筋電計・誘発電位検査装置

・USBケーブルのみで脳聴覚反応 脳
視覚 反応 脳知覚神経反応テスト
が実行できる装置です。

・ワンタッチで現場に持ち込みができ瞬
時に 計測が可能です。
しかもDC駆動のためノイズが非常に少
なく安定した計測が可能です。

特徴

基礎医学研究用機器

Neuro-mep-4 Neuro-mep-8

Pattern 刺激LED goggles Auditory 刺激
30



術中モニタリング装置

エンデバーCR
医療機器認証番号
21900BZX01247000

エンデバーCRはコンパクトなボディによる省スペースを

実現した多機能・高性能な術中モニタリング装置です。

いつでも手術中に必要とされる高精度なモニタリング

データをご提供します。

特徴

・高性能な16 chアンプを搭載

・患者台帳ソフト (NicVue) や電子カルテとの連携により

データ管理が可能

・4 ch の電気刺激で 13 組 (LLI) 刺激部位の組合せを同時に

設定可能

・マルチモダリティモニタリングとマルチ WINDOW 表示

筋電計・誘発電位検査装置
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筋電図・誘発電位検査装置

ニコレーEDX
医療機器認証番号
223ADBZI00124000

同社製ニコレーバイキングとメデレックシナジーが

融合。抜群の性能を誇ります。

特徴

・信頼性のある、高性能なアンプ

・ネットワーク環境で求められる多彩な機能

・検査中に簡単操作で図表示可能

・波形の精度をサポート

（ロールバック機能とレプリケート機能）

・データの自動保存が可能

・高精度のリモートプローブ機能

バイキングクエストは先進的なソフトウェアと専用

の操作パネルにより容易な操作性を有するポータブ

ル臨床検査システムです。2 chまたは4 chの高性能

アンプにより信頼性の高い検査をサポートします。

ポータブル臨床検査システム

バイキングクエスト 医療機器認証番号
21600BZY00578000

特徴

・症状別メニューにより操作を簡単化

・小型、軽量、信頼ある低ノイズアンプ

・マイクロソフトオフィスでレポートプログラムによる報告書

の作成

・ネットワークとデータベースソリューションによる患者

データマネジメント

筋電計・誘発電位検査装置
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テレメトリー筋・心電計

MQ 16 MQ16 は従来の計測機と比べはるかに小型・軽量

なワイヤレスタイプの携帯型筋電計です。また、

ビデオ画像やアナログ信号の同時収録も可能と

しております。

特徴

・筋電・心電計測がワイヤレスで行えるポータブル

・1台につきアナログ16 ch（EMGかECG）、デジタル4

ch、内臓トリガ 1 chの収録が可能

・収録データはBIMUTASⅡ、BIMUTAS-Video

KineAnalyzerで解析

・最大10時間の⾧時間連続収録が可能

・アクティブ電極方式なため、雑音が少ない

オプション：解析ソフトウェア

EMG研究プログラム

BIMUTAS-Video
EMG研究用プログラム BIMUTAS-Videoは、動

作の負荷を筋電図により評価する研究者に最

適なプログラムです。筋電図などの生体信号

とデジタルビデオカメラからの動画像をオフ

ラインで同期させ、表示・解析することがで

きます。

特徴

・筋電図解析に特化したプログラム

・ビデオとアナログ波形の同期再生

・わずらわしいファイル管理は不要、目的のデータを
簡単に検索

・繰り返し動作の1回毎を抽出、正規化が可能

・多彩なレポート出力機能を装備

筋電計・誘発電位検査装置
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携帯型２ch 聴覚誘発反応装置

Neuro-Audio 
Neuro-Audioは、一台で多くの聴覚誘発電位

や耳音響放射（OAE）検査の実施が可能な

機器です。USB 1本でパソコンと本体を接続

し、収録・解析が可能です。

筋電計・誘発電位検査装置

測定可能項目

■ ABR

■ DPOAE

■ ASSR

■ SOAE

■ MLR

■ P300

■ LLR/CAEP

■ VEMP

■ Multi-ASSR

■ ECochG

■ TEOAE

■ MMN

ABR潜時

ASSR Redsponse probability
charts

ABRｸﾘｯｸ音 chirp音

VEMP

基礎医学研究用機器
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テレメトリー筋・心電計

MQ 16
MQ16 は従来の計測機と比べはるかに小型・軽量

なワイヤレスタイプの携帯型筋電計です。また、

ビデオ画像やアナログ信号の同時収録も可能と

しております。

特徴

・筋電・心電計測がワイヤレスで行えるポータブルタイプの計測機器

・1台につきアナログ16 ch（EMGかECG）、デジタル4 ch、内臓トリガ

1 chの収録が可能

・収録データはBIMUTASⅡ、BIMUTAS-Video、KineAnalyzerで解析

・最大10時間の⾧時間連続収録が可能

・他の収録機器と同期収録が可能（別途A/Dコンバータ使用）

・アクティブ電極方式で採用しているため、従来に比べ前処理に

要する時間が短縮

・電極付近で信号をデジタル化するため、信号にノイズが載らない

オプション：解析ソフトウェア

EMG研究プログラム

BIMUTAS-Video
EMG研究用プログラム BIMUTAS-Videoは、動

作の負荷を筋電図により評価する研究者に最

適なプログラムです。筋電図などの生体信号

とデジタルビデオカメラからの動画像をオフ

ラインで同期させ、表示・解析することがで

きます。

特徴

・筋電図解析に特化したプログラム

・ビデオとアナログ波形の同期再生

・繰り返し動作の1回毎を抽出、正規化が可能

・多彩なレポート出力機能を装備

筋電計・誘発電位検査装置

基礎医学研究用機器

基礎医学研究用機器
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Poly-Spectrum-Radio
生体信号無線チャンネル

Poly-Spectrum-Radioシステムは、900 MHz周波数

の無線チャンネルによるヒトもしくは動物から

の生理学的シグナル（ECG及び呼吸リズム）の

記録及び伝送を対象としています。

・２つのECGチャンネルと１つの呼吸チャンネル

・900 MHz周波数の無線チャンネルによる最大300メートルまで

の生理学的シグナルのリアルタイム伝送

・検査データを貯蔵する内蔵メモリ

・防水ケース（オプション品）

・心理学、運動医学、リハビリテーション医学及び研究に適用

特徴

レシーバー

トランスミッター

心電図モニター

VNS-Micro
生体信号解析装置

VNS-Microは、心拍数及び呼吸数変動解析のため

のECGシステムです。

・自律神経系の複雑な研究が可能

・心拍数及び呼吸数の同時解析

・D. Ewing による心血管性反射テストの実施

・持ち運び可能

・レポートの自動作成及び印刷が可能

特徴
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非観血式連続血圧計

CNAP Monitor®
基礎医学研究用機器

非観血式連続血圧計 CNAP Monitor®は、簡単

な上腕と指先のカフでの測定からリアルタイ

ムで連続血圧波形を表示することが出来ます。

・遅滞なく血流の変化を検知

・動脈内測定に相当する正確性・連続性

・非侵襲的測定法で、被験者のリスク負担

を軽減

・USBでCSV出力 ｱﾅﾛｸﾞ出力 標準装備

特徴

収録ソフトウェア

Vital Recorder2

AD変換（CONTEC 社製） Vital Recorder2CNAP Monitor®

アナログ信号の出力 USBタイプのAD変換ユニットに接続 パソコンでデータ収録

※A/D仕様は p.●に記載

非観血式連続血圧計

Option
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非観血式連続心拍質量計

非侵襲インピーダンス心拍出量計

フィジオフロー Q-Link

エルゴメーター

モナーク・エルゴメーター

・インピーダンス式非侵襲心拍出量計

・ポータブル／有線タイプ

・安静～運動負荷時の心拍出量をリアルタイムに

モニター

・構成機器は『PC』『Q-Link本体』

『ペイシェント・ケーブル』のみ

・Q-Link本体の電源／通信はPCのUSBポートより供給

・使用する消耗品は6枚の市販ストレス用電極のみ

測定表示項目

■ CO

■ SV

■ SVi

■ HR

■ SVR

■ SVRi

■ LCWi

■ EDV

■ CI

■ BP

■ VET

■ EF

■ EDFR

■ CTI

モナーク社のエルゴメーターは100年以上に

わたり全世界の医療施設、スポーツ施設、

リハビリセンター等で多くの実績を確立し

ています。

モナーク社独自の特徴として、フライホ

イールとブレーキベルトによる摩擦抵抗を

利用したエルゴメーターです。スタンダード・エルゴメーター

828E
電動スタンダード・エルゴメーター

939novo
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スタンダード・エルゴメーター 828E

モナーク･エルゴメーターの中でも、特に評価
の高いスタンダード型です。負荷テスト用とし
てはもちろん、ハイレベルのトレーニング等に
も最適のエルゴメーターです。
電源の必要がないエルゴメーターです。

＜仕 様＞
●負荷量：0-7kp
●寸法：1120(L)×640(W)×1295(H)mm
●重量：52kg
●使用者最大重量：250kg
●モニター：デジタルメーター[単3電池×2本]
●心拍：チェストバンド[5kHz]

電動スタンダード・エルゴメーター 939novo

PC又は外部機器にてコントロールする電動式の
エルゴメーターです。負荷制御はペンドラム式
を採用し、電動で負荷量をコントロールします。
負荷量表示はWattです。
専用PCソフトウェアでプログラムを作成可能。
又、外部機器から制御することも可能です。
＜仕 様＞
●負荷量：4-1400W[200rpm]
●寸法：1240(L)×640(W)×1260(H)mm
●重量：58kg
●利用者最大重量：250kg
●電源：100V 50/60Hz[ACアダプタ]
●モニター：NOVOモニター
●心拍：チェストバンド[ANT+、BT]

医療機器認証番号
13B2X00381000005

医療機器認証番号
13B2X00381000004

スウェーデン モナーク社

スウェーデン モナーク社
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アスリート用・エルゴメーター LC7TTnovo、LC6novo、LC4

アスリート専用のエルゴメーターです。
ハンドル上下/前後、サドル上下/前後が任意に
調整できます。
ハンドル、サドル共にレーシンング仕様です。
＜仕 様＞
●負荷量：
4-1400W[200rpm] (LC7TTnovo)
4-1400W[200rpm] (LC6novo)
15-700W (LC4)
●寸法：
1630(L)×640(W)×1500(H)mm (LC7TTnovo)
1630(L)×640(W)×1265(H)mm (LC6novo)
1405(L)×640(W)×1240(H)mm (LC4)
●重量：77kg
●利用者最大重量：180kg
●電源：100V 50/60Hz[ACアダプタ]
●モニター：NOVOモニター (LC4はG3モニ
ター)
●心拍：
チェストバンド[ANT+、BT] (LC7TTnovo、
LC6novo)
チェストバンド[ANT+5kHz] (LC4)

アスリート用トレーニング・エルゴメーター LT2

アスリート専用のトレーニング・エルゴメー
ターです。
ハンドル上下、サドル上下/前後が任意に調整
できます。
＜仕 様＞
●負荷量：0-1200W
●寸法：1405(L)×640(W)×1240(H)mm
●重量：57kg
●利用者最大重量：180kg
●電源：100V 50/60Hz[ACアダプタ]
●モニター：G3モニター
●心拍：チェストバンド[ANT+、5kHz]

基礎医学研究用機器

基礎医学研究用機器

スウェーデン モナーク社

スウェーデン モナーク社
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ポータブル・エルゴメーター 881E、881EM、881ET
上肢下肢で使用できるエルゴメーターです。ペ
ダルをハンドグリップに取替える事によりハン
ドエルゴメーターとして使用できます。又、被
験者の運動能力に応じて、ハンドルの回転軸位
置は左右別々の位置にセット出来る為、回転軸
を左右それぞれずらす事が可能です。
※オプションのアンギオマットを使用すること
により仰臥位で使用することが可能。
※オプションのテーブルを使用することにより
椅子に座った状態や車いす状態で使用すること
が可能。
＜仕 様＞
●負荷制御方式：ベルトブレーキ方式
●負荷量：0-100W[50rpm]
●寸法：540(L)×470(W)×550(H)mm
●重量：22kg
●モニター：デジタルメーター[単3電池×2本]
●負荷量、回転数、タイマー、カウンター

881EM アンギオマット

＜仕 様＞
●寸法：1940(L)×490(W)mm
●重量：約16kg

881ET テーブル

＜仕 様＞
●寸法：815(L)×760(W)×710～940(H)mm
●重量：25kg

医療機器認証番号
13B2X00381000003

スウェーデン モナーク社
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ヘルスケア・エルゴメーター 928E

電動式のエルゴメーターです。負荷制御はペン
ドラム式を採用し、電動で負荷量をコントロー
ルします。
＜仕 様＞
●負荷量：15-700W
●寸法：1240(L)×640(W)×1260(H)mm
●重量：58kg
●利用者最大重量：250kg
●電源：100V 50/60Hz[ACアダプタ]
●モニター：G3モニター
●心拍：チェストバンド[ANT+、5kHz]

ウェイト・エルゴメーター 874E

ウェイトのバランスによって負荷量が設定され、
微細な負荷調節（0.1KP単位）まで正確に実行
できます。
※標準ウェイトバスケットは1kgです。
0.5kgウェイトバスケットはオプションです。
＜仕 様＞
●負荷量：0-12kp
●寸法：1120(L)×640(W)×1295(H)mm
●重量：57kg
●利用者最大重量：250kg
●モニター：デジタルメーター[単3電池×2本]
●心拍：チェストバンド[5kHz]

ウィンゲート・エルゴメーター 894E

ウインゲートテスト専用のエルゴメーターです。
通常のウエイト・エルゴメーターとしても使用
可能です。
専用ペダル、サドルWindows用のソフトウェア
付
＜仕 様＞
●負荷量：0-2400W[200rpm]
●寸法：1120(L)×640(W)×1295(H)mm
●重量：65kg
●利用者最大重量：125kg
●電源：100V 50/60Hz[ACアダプタ]
●モニター：デジタルメーター[単3電池×2本]
●心拍：チェストバンド[5kHz]

基礎医学研究用機器

基礎医学研究用機器

基礎医学研究用機器
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リカンベント・エルゴメーター RT2

リカンベントで使用するエルゴメーターです。
負荷調整もWattで調整可能です。
＜仕 様＞
●負荷量：0-1200W
●寸法：1900(L)×680(W)×1065(H)mm
●重量：87kg
●利用者最大重量：250kg
●電源：100V 50/60Hz[ACアダプタ]
●モニター：G3モニター
●心拍：チェストバンド[ANT+、5kHz]

リカンベント・エルゴメーター RC6、RC4

リカンベントで使用するエルゴメーターです。
負荷調整もWattで調整可能です。
＜仕 様＞
●負荷量：4-1400W[200rpm] LC4は15-700W
●寸法：1900(L)×680(W)×1065(H)mm
●重量：107kg
●利用者最大重量：250kg
●電源：100V 50/60Hz[ACアダプタ]
●モニター：NOVOモニター(RC4はG3モニター)
●心拍：
チェストバンド[ANT+、BT] (RC6)

ハンドウィンゲート・エルゴメーター 891EW

ハンドウィンゲート･エルゴメーター891EWは
上半身のウィンゲートテストができるウェイト
式のハンド･エルゴメーターです。専用バス
ケットにウェイトを載せることにより正確な負
荷量を再現できます。
専用の架台によりハンドル高さが自由に調整で
きます。又、車椅子での使用も可能で、移動用
キャスターが付いてます。
※PCは付属しておりません。
※891EWはWindows用のソフトウェア付

基礎医学研究用機器

基礎医学研究用機器

基礎医学研究用機器

スウェーデン モナーク社

スウェーデン モナーク社

スウェーデン モナーク社
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非観血式連続血圧計

44

アンギオエルゴメーター

750HE/750LH-2

トレッドミル

Valiant2

運動負荷自動血圧計

Tango M2

アンギオcept HEアンギオcept LH-2

上肢下肢用のエルゴメーターで、低負荷領域の精度が高く、

心臓リハ、負荷心電、呼気ガス分析等の負荷装置として有

効に使用できます。750HEは主に上肢で使用するエルゴ

メーターです。750LH-2では専用のチェアがついており、エ

ルゴメーターとチェアの移動は電動です。外部通信はデジ

タルの通信を搭載しており、様々な心電計や呼気ガスとの

通信が可能です。

医療機器認証番号
13B2X00381000012

医療機器認証番号
228AIBZX00019000

Tango M2はR波ゲート法とDKA法の両者による二
重フィルターで、雑音を低減し、血圧測定が困難
な運動負荷時において、血圧測定を行うことがで
きます。

Tango M2は聴診法を進化させたDKAテクノロ
ジーにより、高精度な運動負荷血圧測定装置を実
現しました。この技術は、特にノイズや体動の多
い環境において比類のない能力を発揮します。
心電計やPCに接続することで、あらかじめ決めら
れたプログラムの流れにのっとり自動で血圧測定
を行う事が出来ます。

・床面より17cmのロー･ステップ･モデルのため
乗降に危険がなく、前面がフラットなため鏡や
カメラで正面から走りをモニターできます。
・0km/hからスタートのスムーズな加速を持ち、
最高速度25km/hでアスリートの期待に応えます。
・周辺機器との通信にはRS232CとUSBを備え、
あらゆる検査ニーズに応えられます。

サンテック社

医療機器認証番号
225AIBZX00055000



呼吸、重心、赤外線測定装置

■ OMEGA MONITOR

BOM-L1 TR W / BOM-L1 TR SF
レーザー組織血液酸素モニター

「OMEGA MONITOR」は、レーザー光を用いて、筋肉などの
いろいろな部位の組織酸素化血液量、組織脱酸素化血液量、
組織全血液量を非侵襲で連続的に測定する装置です。

近赤外レーザーを用いた BOM-L1TRW は測定体積が大きいの
で、人体筋肉の代謝測定や手術中の脳循環のモニターに適し
ています。

赤外レーザー光を用いた BOM-L1 TRSF は、皮膚の血液動態測
定、小動物の脳や臓器の測定などに適しています。

BOM-L1 TR W

BOM-L1 TR SF特徴

・酸素化血液量、脱酸素化血液量、全血液量、酸素飽和度の４つの要素が測定できる
・非侵襲による連続測定
・浅部と深部の同時測定により、皮膚の血液動態の影響を減らすことができる
・照射点と受光点の間隔を変えることにより、測定深度を変えることが可能
・照射光強度を常にモニターして演算の補正を行っているので、照射光強度の変動による値の変化がない

■ OMEGA FLO

FLO-N1 / FLO-C1 / FLO-C1 BV 
レーザー（組織）血流計オメガフロー

OMEGAFLOは、皮膚、胃粘膜、脳表、腸管などのいろいろな
部位の組織血流量、組織血液量、血流速度を連続的に測定で
きる装置です。生体に対して無侵襲で組織血流を測定するこ
とができるため、基礎から臨床まで幅広く使用することがで
きます。

FLO-N1

FLO-C1

FLO-C1 BV

FLO-N1:
光ファイバープローブを生体組織に接触させないで測定が可能。
血流を測定しながら生体組織に処理を施すことができる。
軟組織、創傷等の血流測定が可能。

FLO-C1:
光ファイバープローブを生体に接触させて血流を測定する、
一般的なレーザー血流計。色々な形のプローブが使用できる。
最細プローブ：φ 0.25 mm×2本

FLO-C1 BV:
FLO-C1に比べて5倍の検出範囲を有するため、速い血流測定に適している。
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呼吸、重心、赤外線測定装置

FLO-C1 EL 
顕微鏡下組織測定用レーザー血流計

■ OMEGA FLO

FLO-C1 ELは、顕微鏡下の生体組織を観測しながら血流を測定する
器械です。ラットの開腹時の内臓などの生体組織を顕微鏡で観測
しながら血流を測定できます。プローブを生体組織に接触させる
必要がないので、プローブ接触による影響がなく、また入り組ん
だ場所の測定も可能です。測定対象の場所に合わせて照射点の大
きさも可変でき、プローブ先端には外光を受光しないように光学
フィルターが設置されています。

OMEGAFLO-Lab 
コンピュータベースレーザー血流計

これまでハードウェアにより血流演算していた部分をコン
ピュータのソフトウェアで行うことにより、低流速の組織血流
から、高流速の組織血流までを測定することが可能になりまし
た。さらに光検出器で受光したレーザー散乱光を光電変換した
原波形をFFTで観測することができるので、血流速度に合わせ
た検出周波数範囲を設定できます。1 ch型と2 ch型の2種類あり、
2 ch型では正常部位と比較部位の関心部位の比較ができます。

前腕皮膚の血流信号FFT 指先皮膚の血流信号FFT

特徴

・演算周波数の設定機能
・検出周波数範囲が120 KHz
・自動ゼロ調整
・データの保存が簡単
・FFTデータの保存
・USB電源
・2 ch型では表示CH選択機能付
・プローブはオメガフロー用プローブが使用可能

OZ-2 
２次元レーザー血流画像装置

■ OMEGA ZONE

２次元の組織血流を色による分布で表す２次元組織血流画像装置
OMEGA ZONEは、いろいろな部位の組織血流量分布をほぼ連続的
に、高速・高解像度で測定できる装置です。
標準モデル、ミニモデル、プロモデル、皮膚・頭皮用モデルをご
用意しております。

・脳血流測定

・臓器血流測定

・皮膚血流測定

・粘膜血流測定

・脊髄、神経血流測定

・歯肉血流測定

・血管拡張、収縮、虚血時の血流測定

・熱傷時の血流測定

・皮弁血流測定

・アレルギー研究

・環境生理研究

応用例
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呼吸、重心、赤外線測定装置

肺運動負荷モニタリングシステム

AE-310S 医療機器認証番号
219AGBZX00095000

心臓/呼吸リハビリテーション
・心臓疾患や呼吸器疾患では、運動負

荷を与えながら、呼吸代謝、血圧、
心電図等を測定する心肺運動負荷
テスト(CPX）を施行し、結果をも
とに有酸素運動の運動処方を作成し
、医師監視下のリハビリテーション
を行います。

運動
・ 所定の運動負荷を行い、最大酸素

摂取量を測定し、体力を評価します。

栄養管理/糖尿病管理
・栄養管理では、個別の症例に適した

エネルギー所要量を求めることが最
優先である。呼吸代謝から熱量を求
める方法です。

心臓/呼吸リハビリテーション
測定例

栄養管理/糖尿病管理 測定例運動負荷 測定例
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呼吸、重心、赤外線測定装置

肺運動負荷モニタリングシステム

AE-100i

電子式診断用スパイロメータ

AS-507

医療機器認証番号
222AGBZX00283000

医療機器承認番号
21700BZZ00109000

被検者が専用のリュックを背負ったまま呼吸代謝を

計測することができます。携帯型でありながら据置

型に匹敵する精度で計測できる呼吸代謝モニタシス

テムです。

特徴

・病院内や日常生活、リハビリテーションの現場などあらゆる

場所での計測が可能

・実際に運動療法が行われている現場での計測による、

正確でリアルなデータの取得

・フローメータに省電力熱線駆動を採用

・経年変化の少ないジルコニア式ガスメータ

・タッチパネル付き 3.5 インチ液晶パネル

肺の生活習慣病（COPD）の早期発見に役立つスパ

イロ検査に対応。やさしいフォルムに高機能を搭載

し、最先端のスクリーニング検査を可能にしました。

特徴

・B5サイズのコンパクトなボディ

・大型液晶を採用し、視認性が格段に向上

・操作し易いタッチパネルを採用

・日本呼吸器学会ガイドラインに基づく精度管理機能を搭載
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呼吸、重心、赤外線測定装置

運動負荷用自動血圧計

EBP-330 医療機器認証番号
224AIBZX00060000

コロトコフ音により
信頼性の高い測定を
行います。
簡単な操作で測定が
実現。

定価 1,300,000-
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呼吸、重心、赤外線測定装置

小型高機能圧分布計測システム

Win FDM-S

・広い計側面により、歩行及び走行解析に最適

（２枚連結接合も可能）

・USB2.0接続でPCとの高速データ転送

・容易で迅速なテスト、解析及びレポート出力、比較レポート出力が可能

・サンプリング増設／ビデオ映像同期／筋電計同期／同期信号

出力等豊富なオプションをご用意

・ASCⅡデータ出力のほか、インソール作成用データ出力も可能

特徴

製造販売届出番号
13B2X00181ZF0507

ハンディー型分光色差計

NF 555
NF 555 は軽量・コンパクトで持ち運びが可能なハン

ディー型分光色差計です。サンプルの分光反射率・各種

色彩値・反射濃度の 3 項目が波⾧ 400 nm～ 700 nm、20 

nm 間隔出力で同時に測定が可能です。

皮膚粘弾性測定装置

Cutometer DUAL MPA580
皮膚の「粘弾性（はり）測定プローブ」1本と「油分測定

プローブ」を標準装備しており、さらに水分測定など、

他に測定プローブを4本まで接続できるマルチ皮膚測定装

置です。

50



NIRS 測定器

■ 光トポグラフィ装置

ETG-7100 医療機器認証番号
21700BZZ00207000

１台で最大120チャンネル計測可能なハイスペックな装

置で、かつ、利便性も維持。48、72、96、120チャンネ

ル構成があります。

ETG-4100 / ETG-4100P 医療機器認証番号
227ABBZX00048000

ETG-4100は、プローブを軽量化するとともに臨床現場

での操作性を向上させ、臨床研究をサポートする機能

を搭載。24, 31, 48, 52チャンネル構成があります。

ETG-one
医療機器認証番号
229ABBZX00031000

脳活動に伴う大脳皮質の血中ヘモグロビン濃度変化
を計測する光トポグラフィ装置を、精神科で活用し
ます。2014年4月より光トポグラフィー検査の診療報
酬（D236-2)として「抑うつ症状の鑑別診断の補助に
使用するもの」が適用されました。

ロックイン方式の採用により、周波数で変調さ
れた光を受信時に復調し、外来光（迷光）に強
く高感度で多チャンネル同時計測ができます。
光検出器には、室内照明下での計測に適した高
感度なアバランシェフォトダイオードを採用し
ています。
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磁気刺激装置NIRS 測定器

赤外線酸素モニタ装置

NIRO-200NX
生体に安全な光を用いて組織の酸化状態を非侵襲

的・連続的に測定することができる赤外線酸素モニ

タ装置です。バッテリー搭載により、医療現場での

機能性を大幅に向上。医療現場の脳酸素管理から臨

床研究まで幅広い用途に対応します。

特徴

・２種類の測定原理を用い脳の酸素化・代謝を詳細に表現します
・各ヘモグロビンの濃度変化量により、脳の状況がより詳しく

わかります
・タッチパネルと日本語で直感的な操作を実現
・専用ソフトでデータの収集・表示
・ランニングコストを抑えるコンパクトなリユーザブルプローブ

医療機器認証番号
221AFBZX00122000

近赤外線組織酸素モニタ装置

PocketNIRS HM/Duo
本製品は、ワイヤレスデータ通信を搭載した小型・軽量
な近赤外線組織酸素モニタ装置です。ヘモグロビン
（Oxy-Hb, Deoxy-Hb, Total-Hb）濃度変化をリアルタイム
にパソコン等に転送します。これまで計測困難だった
様々なフィールド及びシチュエーションでの計測が可能
になりました。

ヘッドマウント型のPocketNIRS HM、及び携帯型の
PocketNIRS Duoの２タイプをご用意しております。 PocketNIRS HM

PocketNIRS Duo

特徴

・計測データは無線通信技術を用いてパソコンに転送され、専用
ソフトでリアルタイムに解析・表示・記録されます。

・単４乾電池を２本使用した場合、２チャンネル計測で連続６時間
の計測が可能です。

・小型・軽量を実現したことで、被験者の動きを制限せず、⾧時間
の計測でも負担になりません。

・２箇所のヘモグロビン濃度の変化を同時に計測することができます。
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超音波診断装置

Noblus 医療機器認証番号
224ABBZX00092000

超音波骨密度測定装置

AOS-100SA 医療機器認証番号
223AABZX00139000

二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置

ALFHYS LF
医療機器認証番号
230AABZX00024000

超音波診断装置 Noblus は抜群の柔軟性で、様々な使用シーンに

対応します。そして、どんな場面でも求められる「信頼できる検

査」を充実の機能とクリアな画像で、しっかりと果します。

特徴
Noblusは、Real-time Tissue Elastography※やContrast Harmonic Imaging※

など詳細な評価に欠かせない機能も充実。それを可能にしたのは

Ultra BE（Ultrasound Broadband Engine)です。Noblusに搭載するにあ

たって、パワフルな送受信はそのままに、その性能をぎゅっとコン

パクトに凝縮しました。

AOS-100SAは日常の検査からスクリーニングまで、高齢者から小

児まで、気温の変化など、超音波骨密度測定装置に求められる

様々な使用環境において頼もしいオールインワンタイプの装置で

す。

場所やスペースを選ばない、コンパクト設計。「最小

限のスペースで、最高水準の測定精度を実現できれば

…」そんな想いをかたちにしたのが、ALFHYS LFです。

腰椎・大腿骨用*1のX線骨密度測定装置

超音波測定装置
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動作解析装置

モバイル型アイマークレコーダー

EMR-9
特徴

オプション

■ EMG

■ ACC

■ RESP

■ ECG

■ EEG

■ GSR

■ Temp

■ BVP

BIMUTAS-Video NVX36 NVXシステムとの併用

により、生体信号の同期計測・解析が可能です

取得可能な生体信号

・コンパクトで軽量

・両眼計測による正確な実空間計測

・外部の計測器と同時計測可能

・音声の入出力機能

・240 Hz まで高サンプリング計測可能

・屋外計測に対応

（外光の影響を受けない）

・どこでも、様々なシーンでスムーズ

にセットアップ可能

・SDカードでのデータ管理

（約1時間分のデータ保存可能）

■ EGG

■ EGEG

EMG研究用プログラム BIMUTAS-Videoは、動作の負荷を筋電図により評価する

研究者に最適なプログラムです。筋電図などの生体信号とデジタルビデオカメ

ラからの動画像をオフラインで同期させ、表示・解析することができます。

基礎医学研究用機器
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動作解析装置／MRI 室用機器

光学式三次元動作分析装置

VICON
世界最高峰の高解像度と高速度カメラを有した

フルデジタルモーションキャプチャシステムで

す。ダイナミックな演技や微妙な表情の変化、

微細な指先の挙動、そして動物や機械など、あ

らゆる被写体の運動を高精度かつ無制限に解析

が可能です。

・床反力計や筋電計などのアナログデータと完全同期計測が可能

・マーカ軌跡、床反力軌跡、カメラ状態など各種情報をリアルタイム対応

・マーカ位置、速度、加速度、角度など基本的な解析機能を標準搭載し他ソフトへ出力可能

・外部入力（64 ch）とスティックピクチャーとの同期表示が可能

特徴

MRI 室用パルスオキシメータ

7500FO
強力な磁場が発生する MRI 検査室での測定を可

能にしました。MRI 検査は⾧時間を要するため、

患者様の安全な呼吸状態を観察する手段として、

非常に有効です。大型の LED ディスプレイを採

用しており、操作室の観察窓から観察し易く

なっています。

・呼吸障害時、麻酔下、鎮静下、造影剤使用時、小児などのリスクマネジメント

・ディスプレイ上の点滅、音による確実なアラーム

・パルス強度、信号の質によりインジケータが変化

・70 時間以上記録可能なメモリー機能

・３テスラ MRI システムに対応

特徴

医療機器認証番号
220AHBZX00001000
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動作解析装置

床反力計

フォースプレート
AMTI社製フォースプレートは、力学解析、エンジニアリング、および工業用などに利用されます。

特に運動競技のパフォーマンス解析、歩行解析、靴のデザインなどにおける力、パワー、運動量

の解析に最適です。

モデル名 BP400600-1000/2000/4000

寸法 (mm) W400×L600×H82.5

重量 (kg) 32

最大荷重 (N) 4450 / 8900 / 17800

固有振動数 400Hz (Fz)   ※ 2000の場合

特徴 標準型

モデル名 BP400600HF-1000/2000

寸法 (mm) W400×L600×H82.5

重量 (kg) 18

最大荷重 (N) 4450 / 8900

固有振動数 830Hz (Fz)   ※ 2000の場合

特徴 スポーツ用、高・固有振動数

モデル名 BP400800-1000/2000/4000

寸法 (mm) W400×L600×H102

重量 (kg) 32

最大荷重 (N) 4450 / 8900 / 17800

固有振動数 530Hz (Fz)   ※ 2000の場合

特徴 縦⾧

モデル名 BP600900-1000/2000/4000

寸法 (mm) W600×L900×H102

重量 (kg) 28

最大荷重 (N) 4450 / 8900 / 17800

固有振動数 450Hz (Fz)   ※ 2000の場合

特徴 中型

モデル名 BP6001200-1000/2000/4000

寸法 (mm) W600×L1200×H102

重量 (kg) 36

最大荷重 (N) 4450 / 8900 / 17800

固有振動数 410Hz (Fz)   ※ 2000の場合

特徴 大型

モデル名 OR6-GT-1000/2000

寸法 (mm) W464×L508×H82.5

重量 (kg) 48

最大荷重 (N) 4450 / 8900

固有振動数 275Hz (Fz)   ※ 2000の場合

特徴 ガラストップ型

モデル名 OR6-WP-1000/2000

寸法 (mm) W464×L508×H82.5

重量 (kg) 45

最大荷重 (N) 4450 / 8900 

固有振動数 530Hz (Fz)   ※ 2000の場合

特徴 防水型

モデル名 AccuGait

寸法 (mm) W500×L500×H44.4

重量 (kg) 11.4

最大荷重 (N) 1334

固有振動数 150Hz (Fz)  

特徴 可搬型、アナログ・シリアル出力

フォースプレート用
マウント各種

GEN-5
（６チャンネルアンプ）

基礎医学研究用機器
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金沢学院大学人間健康学部
藤原勝夫 教授 監修

姿勢外乱刺激装置

床移動方向は、水平、傾斜及び回転が

可能で、床反力計も測定可能です。姿

勢適応能や姿勢制御切り替え能の評

価・訓練にも使用でき、なお且つ同時

に脳波筋電を計測してもノイズが乗ら

ない設計となっております。

水平、傾斜のほかに回転刺激

を加え、かつその組み合わせ

を可能にしました

上からみた図側面からみた図

水平＋傾斜 水平＋回転

刺激 ・ フォースプレート部

刺激部電源 / コントローラ 刺激コントローラ

外部出力

製品概要

大学共同研究機器

基礎医学研究用機器
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• 心拍・血圧・ゆらぎリアルタイム解析プログラム
• MemCalc/Tonam2C

• 自律神経系の指標として幅広く用いられている1心拍
毎のR-R間隔変動（HRV）と最高血圧の変動（BPV）を
リアルタイムに解析。8拍のエントロピー、LF、HFな
どの短時間相関からULF、1/f ゆらぎのような⾧時間相
関までを解析・保存するシステムです。

• 時系列データ解析プログラム
• MemCalc/Win

• 時系列解析の理論と実際に関する最新の成果を取り込んだ汎用
解析システムです。既に1000施設以上に導入されさまざまな
データ解析に利用されています。

• 心拍ゆらぎリアルタイム解析システム
• MemCalc/Tarawa

• 心拍変動のゆらぎに内包される極短時間相関から⾧時間相関までを、
リアルタイムに測定・解析・表示するシステムです。

• 24時間R-Rデータ解析プログラム
• MemCalc/Chiram 3
• ホルター心電図など24時間にわたる心拍変動解析を行いそれらの結果

を日内変動リズム解析も行うプログラムです。周波数領域・時間領

域・幾何学的な解析を一度に行うことができます。

• 心拍変動リアルタイム解析プログラム
• MemCalc/Bonaly Light
• 心電波形を表示しながらリアルタイムに心拍変動解析とデータを同時

保存します。測定中に心拍変動解析の経過を画面で確認することがで
きます。

㈱ジー・エム・エス
基礎医学研究用機器
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イーストメディック株式会社

〒920-0062 石川県金沢市割出町702-2
Tel: 076-239-4761   Fax: 076-239-1771 

【本社】

※本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更する場合があります。


