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 大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワークでは、

開業医でよく使用される医療機器を幅広く取扱っておりま

す。医薬品や消耗品と違い、長年使用する医療機器はメー

カーにより定価設定にバラツキがあり、「適正価格で購入

できているのか？」との声もよくお聞きします。 

 大阪府保険医協同組合・M&D保険医ネットワークでは、

数多くの販売実績を元に、先生の立場に立ってメーカーと

価格交渉を行い適正価格での販売に努めております。 

どのようなことでもお気軽にお問合せ下さい。 

INDEX 

組合員特別価格でお見積りします。 



スリッパ殺菌ボックス（大信工業）
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。

　　　クリーンボックス　スリム8 　　クリーンボックススリム8ワイド
8足用　W320ｘD360ｘH1100 　　　　16足用　W650ｘD360ｘH1100

　　　　扉カラー　アイボリー・グリーン・ピンク・ブルー（価格はすべて税別です）
　　　6716-27　DM-SLT（タイマー付） 　　　6716-52　DM-SLTW（タイマー付）

　　　定価　￥148.000-　組合価格￥95.700- 　　　定価　￥258.000-　組合価格￥165.500-
　　　6716-26　DM-SL（タイマー無） 　　　6716-51　DM-SLW（タイマー無）

　　　定価　￥138.000-　組合価格￥89.300- 　　　定価　￥248.000-　組合価格￥160.000-
　　　　扉カラー　木目調 （価格はすべて税別です）

　　　6716-95　DM-SLT-M（タイマー付） 　　　6716-97　DM-SLTW-M（タイマー付）

　　　定価　￥158.000-　組合価格￥102.200- 　　　定価　￥278.000-　組合価格￥179.800-
　　　6716-96　DM-SL-M（タイマー無） 　　　6716-98　DM-SLWーM（タイマー無）

　　　定価　￥148.000-　組合価格￥95.700- 　　　定価　￥268.000-　組合価格￥173.400-

　　　殺菌灯付スリッパロッカー　DM-HS　（大信工業）

引き違い戸タイプなので　狭い場所でも

スリッパの出し入れが容易です。

20足用　W650ｘD450xH1365
　　6716-161　

　　　定価　￥290.000-　組合価格￥187.650-
（税別です）
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　デジタル画像診断システム
　　X線フィルムや処理液の価格が上昇している今、お求めやすくなったデジタル画像診断システムをお勧めします

　　Fuji　FCR PRIMAⅡ（CRシステム） 　　　  　　　Fuji CALNEO Smart（DRシステム）
　大角で毎時６８枚の高速処理。部分の拡大表示や 　従来よりも軽量化。内蔵メモリを搭載し、パネル

　診断目的に応じた画像処理がボタンひとつで行えます。 　単体での撮り溜めが可能に。認識性を高める
　外形寸法：560（W）×約540（D）×約392（H）mm 　５色の側面センサーLED。

　コニカミノルタREGIUSΣⅡ（CRシステム） コニカミノルタAeroDR1417（DRシステム）
　28ｋｇの軽量コンパクト設計。毎時４８枚の処理能力。 　軽量2.5ｋｇ。堅牢なボディ。防水仕様で失禁など
　濃度コントラスト変更や拡大など指先１つで自由自在。 　にも対応。性能劣化が少なく、交換や追加購入の
　外形寸法：510（W）×約610（D）×約355（H）mm 　必要なし。

　Ｘ線撮影装置

一般撮影用から在宅医療用まで
各社、お見積りが可能です。

・島津メディカルシステムズ(株)

・日立製作所

・キャノンメディカルシステムズ(株)

・(株)ケンコートキナー
　　　　　（ポータブルＸ線撮影装置）
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　ファイバースコープ
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい。

　　　　　　FUJIFILM LED光源搭載内視鏡6000システム

　　　白色光　観察 　　LCI(Linked　Color　Imaging)観察
・観察モードはスコープボタンで切り替えることができます ・プロセッサー、光源を一体型にしたコンパクトモデル

・ワンステップコネクターを採用し、着脱性を向上 ・ワイドモニター対応の画面表示

６０００システム専用スコープ 上部消化管用
1）経鼻スコープ　EG-6400N 2）汎用スコープ　EG-6600R

先端部径　　　5.8ｍｍ 先端部径　　　9.2ｍｍ

鉗子口最少径　2.4ｍｍ 鉗子口最少径　2.8ｍｍ

視野角　　　１４０度 視野角　　　１４０度

下部消化管用
3）汎用スコープ　EC-6600R 4）細径スコープ　EC-6600P
先端部径　　12.0ｍｍ鉗子口最少径　3.8ｍｍ 先端部径　　11.1ｍｍ鉗子口最少径　3.2ｍｍ

視野角　　　１7０度 視野角　　　１7０度

　　ペンタックス鼻咽喉ファイバースコープ FNL-10RBS
　         　　   嚥下機能を観察可能。誤嚥評価や食塊形成の確認などに

・鮮明で明るい画像 ・130°のワイドな湾曲角により挿入がスムーズに
・丸洗い洗浄、薬液浸漬が可能
・Medical　USB　カメラ ・USBカメラ画像処理ソフトウエアS181P（SW）
・専用LED式バッテリ光源装置 ・S181P専用タブレットPC
・タブレットPC　専用キーボード　他
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 
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自動血球計数・CRP測定装置
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。お気軽にお問合せ下さい

  フクダ電子Microsemi LC-767CRP 　　　  　Fuji CALNEO Smart（DRシステム）　日本光電セルタックα+
　血算18項目+CRP同時測定。測定時間4分 　　不慣れな方でも簡単に検査できる「操作ガイダンス機能」

　感染症・炎症の早期発見に有用 　　異常値検出時にカラｰ表示でお知らせ。測定時間4分
　外形寸法：220（W）×440（D）×430（H）mm 　　外形寸法：230（W）×428（D）×450（H）mm

血球計数のみ、CRPのみの測定機器もございます。

各種検査機器
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。お気軽にお問合せ下さい

  ミナト医科学　スマートオージオ チェスト　電子スパイロメータ-　HI-301U
　軽量・コンパクトでハンディ操作が可能 18L/sまでのピークフロー値を高精度に計測
　ダイレクトキーで簡単操作。わずか250ｇ 2万件の測定データを内蔵メモリに保存

A&D　デジタル身長体重計 新和精工　電光式視力検査器
AD-6350

壁掛け式とスタンド式があります。

収納・移動が楽な軽量コンパクト 指定したところだけが開くので、暗記

お年寄りや子供も安全に計測 不可能です。本体と操作器は7ｍ

出来る、床上65ｍｍの薄型設計 離せます。検査距離3ｍ用、5ｍ用が

パソコンへの出力可能です。 ございます。
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血圧計・血圧脈波検査装置
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい。

　　　　フクダ電子　ＶａＳｅｒａ　ＶＳ-2000 　　　  　Fuji CALNEO Smart（DRシステム）　　　オムロンヘルスケア　ＨＢＰ-8000
　　ＣＡＶＩ（心臓足首血管指数）とＡＢＩ（足関節上腕血圧比） 両上腕血圧測定で心血管リスクを評価。ＡＢＩモード、

　　カラーレポートをパソコンから印刷可能 ＰＷＶモードに簡単切り替え可能。

　　　　　　日本光電ＮＡＳ-1000 　　パラマテック自動血圧計　ＦＴ-205
　　片腕・座位の従来の検査でＡＰＩ／ＡＶＩを表示。 　机・椅子・説明パネル付き。プリンター機能
　　検査時間２分。シンプルなボタン操作。 　定価　￥433.720-　組合価格　￥145.000-

　セール期間価格はお問合せ下さい（税別です）

自動体外式除細動器

ＣＵ-ＳＰ1
成人モード-小児モード切替

バッテリ残量表示・電極パット期限表示

キャリングケースサービス・交換用パット

１回分サービス（購入後２年後に発送）

定価￥340.000-

　セール期間価格はお問合せ下さい
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１2月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 
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　高圧蒸気滅菌器

　　ユヤマ　YS-A-C108 ユヤマ　YS-A-C006J 　　ユヤマ　YS-A-C008
　フルオートクレーブです。静かです。 イラストキーでワンタッチ運転 　コストパフォーマンスに優れた
　液体滅菌が可能です。 セミオートです。 　セミオートクレーブです。
　　　　定価￥630.000- 　　定価￥492.000- 　　　定価　￥380.000-

　　タカゾノ　Steriwit 　タカゾノ　Steriwit-V 　キャノンライフケア　MAC-580
 フルオートです。吸水口とフィルターを セミオートです。毎回給水方式 　フルオートです。大型フロントパネルで
前面に配置で設置場所を選びません。 ECOモード搭載。 　操作がラクです。
　　　定価￥598.000- 定価￥358.000- 　　定価　￥620.000-

 　不二光学　HAC-240XP  不二光学　HAC-220FD 不二光学　HAC-220F
　フルオートです。滅菌温度を安定化。 フルオートです。デジタル表示 人気No1！この価格で
　アラーム音声ガイド 定価　￥458.000- フルオートです！
　　定価￥578.000- 定価　￥418.000-

組合員価格はお気軽にお問合せ下さい

　ユヤマ　YS-A-C501B（クラスB準拠）

ヨーロッパ規格EN13060準拠の最高水準クラスB滅菌対応

滅菌前にチャンパー内の滞留空気を吸引して真空状態と加圧蒸気の
注入を繰り返し行うことで、従来の高圧蒸気滅菌器では滅菌できな
かったチューブなどの中空品内部の空気を抜き取ったり、様々な
形状物のあらゆる機器等の滅菌が可能です。

定価　￥980.000- 組合員価格はお気軽にお問合せ下さい
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　骨密度測定装置
　　 一般的なものから、前腕で測定するタイプまで。

ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。お気軽にお問い合わせ下さい。

東洋メディック　X線骨密度測定装置 B-Cube 日立製作所　X線骨密度測定装置 ＡＬＰＨＹＳ　Ａ

DXA法による前腕骨専用骨密度測定装置 標準モードに加え、高速モードと高精度モードを搭載

骨密度測定を気軽に，すばやく、簡単に。 昇降型の台車（オプション）でラクラク測定。
15秒の高速測定。 標準色に加え、5色カラー（オプション）が選べます。

日立製作所X線骨密度測定装置 ALPHYS　LF キャノンライフケア超音波骨密度測定装置 ＣＭ-300
　設置場所を選ばない省スペース設計。 超音波方式なので、どこでも検査が可能。踵骨の骨内伝播

　前腕以外にも腰椎、大腿骨測定に。 速度を測定。骨粗鬆症の集団検診や一次スクリーニングに。

体成分分析装置 インボディジャパン

　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。お気軽にお問合せ下さい

生体電気インピーダンス分析法（BIA法）の体成分
分析装置。世界８０か国で販売。BMIや体重だけでは
分析できない高い精度の測定が可能です。

InBody770
体成分項目に加え、体水分の情報をより詳しく分析します。

結果用紙は体成分・体水分の2つ様式から選択し、40個以上の

豊富な結果項目から選択することができます。

InBody570
体水分を細胞内水分と細胞外水分に分けて分析します。

      InBody770         InBody570 高周波を含む多周波数分析。測定時間わずか約30秒。
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 



　超音波診断装置（院内向け）
ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい。

GE　LOGIQV5 　　　GE　LOGIQeV2      Fuji FC1-X
見やすい１９インチモニタ。 　　ポータブルタイプ。１５インチ 　　振動・落下に強い５年保証のプローブ

　　　　　　　　　　本体５年保証。人気機種。 　モニタ。モバイルバッテリ搭載 　　新開発のMPUプロセッサーでノイズ軽減

　　キャノンメディカル　Xario100 　　　日立ARIETTA 65 　日立　FUTUS
　　１９インチモニタ搭載。操作がカンタン プロトコルアシスタントでボタン操作 驚きのスマートコンパクト
　　軽量かつ省電力で多機能・高画質 回数を大幅に削減しました。 静かな動作音。２１．５インチ

　キャノンメディカル　Xario200 コニカミノルタSonimageHS-1 コニカミノルタSonimage613
　　ワンランク上のパフォーマンス 　整形外科分野で一番人気 コストパフォーマンスに優れた

　　操作パネルの高さも調整可能 　　高分解能な血流表示 機種。上下２段表示
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　超音波診断装置（コンパクトタイプ）
ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい。

　GE　Vscan　Extent      Fuji SonoSite iViz
　　　　　　　　　　　　リニア・セクタ深触子搭載 いつでも、どこでも。あらゆる臨床現場へ

　　436ｇ・3.5インチディスプレィ 液晶タッチスクリーン　驚異の高画質

　　　コニカミノルタ　SonimageMX1 　　　キャノンメディカル　Viamo　SV7
　　　　　　　１２．１インチモニタ搭載　4.5ｋｇ 　　　　　　　１２インチモニタ搭載　1.2ｋｇ

簡単操作で画像を最適化 ３時間バッテリ　256GBメモリー

　         日立ARIETTA Prologue 　　　コニカミノルタ　SonimageP3
院内でも往診でも使えるコンパクトサイズ。 わずか390ｇ　内臓出血や腹水・胸水の有無などに
上位機種並みの高画質です。 在宅診療・災害現場など、携帯可能な１台です。
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 



心電計・ベッドサイドモニタ
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい。

　　  フクダ電子　ＦＣＰ-8800 　　  フクダ電子　ＦＣＰ-8600
   合成18誘導心電図を用いたACS診断補助機能 　12.1インチ縦置き画面で12誘導同位相表示

  ホルター心電図再生可能な、ハイエンド機種 　多彩なレポートフォーマット。見やすい画面。

  外形寸法：360（W）×375（D）×450（H）mm   外形寸法：360（W）×340（D）×96（H）mm

   　フクダ電子　ＦＣＰ-8200 　フクダエムイー工業Cardisuny C330
 　　記録紙巾110ｍｍの軽量小型タイプ。解析機能は 　カラー表示で見やすい波形画面。ＳＤカードで
　　 ハイエンド機種と同じものを採用。往診にも使える。 　大容量データ保存が可能。手書き入力機能。
 　　外形寸法：260（W）×206（D）×66（H）mm 　外形寸法：318（W）×213（D）×77（H）mm

　　　　日本光電　ECG-2450 　　　　日本光電　ECG-2320
　高精細の液晶タッチパネルを採用。 　大型７インチカラー可倒式ディスプレイを搭載。
　波形をさかのぼり記録できるフリーズ機能 　コンパクトモデルながら210ｍｍ巾の記録紙
外形寸法：340（W）×502（D）×502（H）mm 外形寸法：256（W）×435（D）×127.5（H）mm

　　　 A&D バイタルセンサＳ　ＴＭ-2590 　フクダ電子ベッドサイドモニタＤＳ-8001
　タッチパネル方式。メーカー独自の血圧測定アルゴリズム 　小型ボディに機能を凝縮。

　外形寸法：244（W）×95（D）×165（H）mm 　外形寸法：225（W）×142（D）×201（H）mm
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　電子カルテ
　　 電子カルテ導入を考えてみたけれど…

・本当に使いこなせるのか不安…
・セキュリティは本当に大丈夫？
・サポートはしっかりしていただけるのか？
・価格はどれくらい？
・今使っているレセコンとの関係は？

ぜひ大阪府保険医協同組合へご相談下さい！

   組合員のニーズに合ったご提案を行っております。お気軽にお問合せ下さい。

取扱いメーカー（抜粋）　ここに掲載のないメーカーもお問い合わせください

・日立製作所　　Hi-SEEDシリース ・セコム　　セコムOWEL
・パナソニック　　Medicomシリーズ ・富士通　　HOPEシリーズ
・キャノンメディカル　TOSMECシリーズ ・ダイナミクス　　Dynamics
・ユヤマ　　Brain Boxシリーズ ・メディクラーク　　Dｒ.電カルなど

　ＯＲＣＡ　　　　日医標準レセプトソフト
・全国　17.000以上の施設で稼働

・オンラインで即、改訂対応（更新毎の費用無し！）

・低価格で導入可能！
　　　（システム入替はハード入替のみでOK）
組合員特別価格でお見積りします。デモも可能です。お問合せ下さい

　AmiVoice　医療事業者向け音声入力システム
キーボード入力に時間がかかってしまい、カルテや診断書も後回し…

このようなお悩みを解決します
医療用音声認識ソフト　16診療対応汎用　電子カルテ用

AmiVoice　Ex7　Clinic
SpeechMike　Pro　LFH3200　ハンドマイクセット
音声入力で電子カルテ・診断書などをラクラク入力

定価￥200.000-　組合員特別価格　￥180.000-（税別）
別途初年度保守料￥20.000-（税別）が必要です　（2年目以降は任意契約）
デモのご用命もお気軽にお申し付け下さい
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 
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物理療法機器
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。お気軽にお問合せ下さい

テクノリンク　ネオテクトロンONE-P6 OG技研　マイクロサーミー　（１基・２基）
6つの出力波形で幅広い治療。症状に合わせた 独自の2wayアプリケータにより体形・患部問わず治療できます
ハンマーレベル設定。使いやすいディスプレイ。 ワンタッチ伸縮アームで操作がラクラク。

ミナト医科学　アクアタイザーQZ260 シグマックス超音波骨折治療器　アクセラス2
柔軟性向上につながる筋肉の選択的マッサージ 骨形成の促進に。２プローブ設計で的確で効率的な治療。
（メディカルモード）搭載。高身長にも対応。 超音波出力は２段階選択可能。AC電源・バッテリー選択可

　ミナト医科学　トラックタイザー OG技研　ファインレーザー　EL-1000
シートのチルティング角度を制御し、治療部位に 短時間で痛みを緩和する光作用によるレーザー

適した牽引ポジションを提供 治療。生体透過性の高い830ｍｍの波長
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電動診察台
ここに掲載されていない機種も多数取扱いしております。お気軽にお問合せ下さい

タカラベルモント診察台　ＣSシリース

天板サイズ（８種類）・カラー（24種類）が選べます
45ｃｍ～95ｃｍ昇降でお年寄りもラクラク
低圧電動油圧技術でスムーズなポジション移行

ＣＳ2… スタンダードタイプ
ＣＳ3… プリセット・オートリターン機能搭載
ＣＳ6… 自在に移動できるキャスター採用タイプ

カラーバリエーション・天板サイズ等詳しく掲載されたカタログがございます。

お見積り・カタログご請求はお気軽にお申し付け下さい

　　　タカラベルモント椅子型診察台　Ｃｒｅｘ
椅子が診察台になります。
キャスター付きで移動もラクラク

お見積り・カタログご請求はお気軽にお申し付け下さい

パラマウントベッド
    ＩＮＴＩＭＥ　1000
　　　いつものベッドが介護用ベッドになります。
　　　リクライニング・フットレスト・ハイロー機能
　　　従来のセミシングルに、新発売のセミダブルが
　　　ラインナップに加わりました。

　　ショールームでご覧いただけます
　　　組合員特別割引がございます
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 



自動分割分包機
　　　　ここに掲載されていない機器もお取り扱いできます。

　　　　ユヤマ　Reno-S 　タカゾノ　Stala21S
　　　全幅わずか56ｃｍ。分包紙交換も簡単です。 シンプル操作とメンテナンス性を徹底追及
　　　　お手入れ簡単。水洗いもOK。 掃除機能を本体に内蔵　奥行スリムです。
　　　オプションで印字装置もございます。 オプションで印字装置もございます。
　　　　　　W560ｘD392ｘH936 　W748ｘD330ｘH905

調剤台・カルテ棚

調剤台  ユヤマ ユニエースver.M ユニエースver.DS カルテ棚 タカゾノ　モナラック

　タカゾノ 　CEDIC 　サカセ　カセッター 　リヒト　サウザンドカルテラック

　サカセ　カセッター
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組合員特別価格でお見積りします。お問合せ下さい 

販売地域によっては取り扱えない機種、メーカーがございます。また搬入設置費用や廃棄費用が必要な場合がございます。 
（２０１８年１１月現在のラインナップです。機種変更、廃番になる場合がございます） 

お問い合わせ、お見積り カタログのご請求は 

大阪府保険医協同組合・M＆D保険医ネットワーク TEL06-6568-2741 FAX0120-02-9381 
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