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ご協賛頂いた企業・団体（広告・寄付含む）

一般社団法人 長岡市医師会
公益社団法人 新潟県看護協会
全国消防長会東北支部
日本赤十字社新潟県支部

社会医療法人 嵐陽会 三之町病院
新潟県厚生農業協同組合連合会 小千谷総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター
新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会 三条総合病院
新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院
医療法人社団 伊藤医院 伊藤皮膚科クリニック
医療法人社団 三間内科医院
医療法人社団 森下皮膚科医院
医療法人社団 わきや医院

（以下五十音順）
旭化成ファーマ株式会社
アステラス製薬株式会社
アボットメディカルジャパン合同会社
エアロファシリティー株式会社
エーザイ株式会社
株式会社グッドケア
シーメンスヘルスケア株式会社
ジェイメディカル株式会社
武田薬品工業株式会社
ニプロ株式会社
一般社団法人日本血液製剤機構
株式会社福田組
フクダ電子新潟販売株式会社
株式会社メディス
メルクバイオファーマ株式会社
ラジオメーター株式会社
株式会社ワコー商事

（令和 2 年 6 月現在）

　第 34 回東北救急医学会総会・学術集会（第 30 回日本救急医学会東北地方会）開催にあたり、上記の企業、
団体をはじめとして皆様の多大なるご協力ならびにご厚情を賜りました。
　この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

第 34 回東北救急医学会総会・学術集会
会長　江　部　克　也
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CAPTURING 
THE RHYTHM 
OF LIFE

植込み型心電図記録計Confirm Rx™️で不整脈を見つける−−

SharpSense テクノロジーを搭載したConfirm Rx™️は AF、徐脈

及びポーズの偽陽性エピソード検出を大幅に低減しました。

精度高く検出したエピソードを漏らさず確認することで早期診断

を目指します。

スマートフォンを用いた容易なデータ送信 

SharpSense™️テクノロジーを用いた精度の高い検出

検出したらその日のうちに全てのエピソードのEGMを遠隔モニタリングに送信します。

詳細な患者所見が正確な診断につながります。

販売名：コンファーム Rx AF　　承認番号：23000BZX00050000

注  意 ： 本品のご使用に際しては、添付文書等を必ずお読みください。
™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.
‡  Indicates a third-party trademark, which is property of its respective owner.  
Bluetooth and the Bluetooth logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.
©2019 Abbott. All rights reserved.

AD-CRM-061E-1(19-SEP)

製造販売元

アボットメディカルジャパン合同会社
〒105-7115 東京都港区東新橋一丁目5番2号
汐留シティセンター
TEL 03-6255-6372   FAX 03-6255-6373
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株式会社 メディス

長 岡 本 社 〒940-0840 長岡市旭岡 1 丁目 19 番地 

ＴＥＬ 0258（86）7891  ＦＡＸ 0258（86）8757 

新潟営業所 〒950-0982 新潟市中央区堀之内南 1 丁目 33 番 21 号 

ＴＥＬ 025（244）3535  ＦＡＸ 025（244）3388 

上越出張所 〒942-0084 上越市五智新町 13 番 18 号 ハイツヤマセⅡ101 

ＴＥＬ 025（545）3914  ＦＡＸ 025（520）7729 

                            Ｅ-ｍａｉｌ  group-medis@hkg.odn.ne.jp 

                                 ＵＲＬ  http://www.team-medis.co.jp/ 





名 古 屋 市 中 区 伊 勢 山１－１－１　伊 勢 山ビ ル 7 B
TEL 052-322-0627　FAX 052-322-0640
E-mail  i n fo@goodcare . jp





企業広告③_A4 1-2（H148mm×W210mm）_1C



本　　社／〒951-8668 新潟市中央区一番堀通町3番地 1 0
東京本社／〒102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番4号

メヂカルフレンドビル
本・支店／新潟・東京／東北・名古屋・大阪・九州・中越・北海道
URL http://www.fkd.co.jp/



α2作動性鎮静剤
劇薬、習慣性医薬品注1）、処方箋医薬品注2）

先発・代表薬剤：プレセデックス静注液 200 ㎍ /50mLシリンジ「マルイシ」
プレセデックス静注液 200 ㎍ /50mLシリンジ「ファイザー」

薬価基準収載

（ ）

先発・代表薬剤：プレセデックス静注液 200 ㎍「マルイシ」
プレセデックス静注液 200 ㎍「ファイザー」（ ）

α2作動性鎮静剤
劇薬、習慣性医薬品注1）、処方箋医薬品注2）

その技術は、人のために。

●「効能・効果」、「用法・用量」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」等については各製品添付文書をご参照ください。
注1）注意－習慣性あり　注2）注意－医師等の処方箋により使用すること

W210×H148

大阪市北区本庄西3丁目9番3号　
http://www.nipro.co.jp/

2020年1月作成（DK）
（2001270207）

（資料請求先）
製造販売



〒251-0871  神奈川県藤沢市善行7-3-5
www.wako-shoji.com/      E-mail  info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485    FAX 0466-84-2484

世界で認められた品質、実績と信頼性。
救急現場での迅速な止血処置。
▶ キトサンが血液を吸収、粘着性ゲルを形成することで傷口を塞ぎます。
▶人体の止血機能に依存せずに作用します。
▶ヘパリンなどの抗凝固薬を使用している患者にも使用可能。
▶ 傷口のサイズや形状により複数タイプから選択可能。（10×10, 20×20, Z折）

 止血ガーゼ
CELOX 止血ガーゼ

CELOXの作用機序

英国軍・NATO正式採用

◦ 本品で出血面（部位）を覆うと、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の
　赤血球および血小板が引き寄せられて凝固し出血が抑制される。
◦ 赤血球と血小板が不織布ガーゼに凝固するため、再出血のリスクを防ぐ。

1. 血液,体液を吸収。
2.  粘着性のゲル状プラグ(栓)を形成。
3.  ゲル状プラグがはがれないよう周辺組織へ粘膜付着。
4.  ゲル状プラグにより血栓の形成環境を提供。

吸収 ゲル状
プラグ（栓）形成

周辺組織
へ粘着 血栓形成

迅速に作用抗凝固薬
使用傷病者

再出血リスク
低減

TACTICAL MEDICINE
タクティカルメディシン／事態対処医療

医療機器届出番号：14B1X00018MT0001, 14B1X00018MT0002　
クラス分類：一般医療機器　　

▲CELOX EMS(10x10, 20x20) ▲CELOX ラピッド(Z折）

　
※仕様は予告なく変更することがあります。   ※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。




