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製造終了製品 
血流計リンクソフト Smart-V-Link for Windows® Version 1 

双方向血流計 スマートドップ® 20 / 20EX 

双方向血流計 スマートドップ®  30 / 30EX 

単方向血流計 ES-1000SPⅡ / ES-1000SPM 

胎児診断装置 ES-102S / 102EX 

双方向血流計 DVM-4300 

血流量測定装置 QFM-1100 / QFM-21 

ニューモドップ®  HD-2200Ⅱ 

マルチドップ®  HD-2020 

双方向血流計 スマートドップ®  50シリーズ / 50EXシリーズ 

双方向血流計 HD-307 

超音波チューブ流量計 HD-800 

双方向血流検知器 ES-100VⅡ 

血流検知器 MODEL 820 / MODEL 500 

エコーサウンダー ES-101EX (2&8MHz) 

超音波ドプラ式 痔核動脈検知器 KM-25 

ヘモシューター HS-25 

血流計リンクソフト V-LINK for Windows® 

 

 

血流計リンクソフト 

Smart-V-LINK for Windows® Version 1 

(v.1.0/v1.1/v1.2/v1.3) 
 

<特徴> 

1. オートゲイン機能により、波形表示をコントロール。 

2. ABI、TBI および動脈血流速度の計測。 

3. 波形をリアルタイムで表示。 

4. 将来データ参照する為の波形保存。 

5. 簡単な操作・ドキュメンテーションを考慮し、標準化されたテストモジュール 

6. ダウンロードに対応している機種との併用で、波形データのダウンロードが可能。 

 

※Smart-V-Link V1 専用アップデートソフト（更新：Aug. 24, 2006）は 

サポートページにて御利用いただけます。 

（Smart-V-Link バージョン確認方法： オプションを開くと画面の下端にバージョン 

が表示されます。） 
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<スクリーンショット> 

 テストモジュール スクリーンショット 備考 

1. メインスクリーン 

 

 

2. PPG モデル 

 

 

3. 
PPG 静脈逆流検査 

モデル 

 

 

4. PV モデル 
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5. 静脈モデル 

 

 

6. 下肢モデル 

 

 

7. 上肢モデル 

 

 

8. (汎用)個別波形 
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9. ダウンロード 

 

ダウンロード機能に

対応した機種でのみ

利用可能。 

（100V3, SD45, 

SD50EX, SD50EX-F） 

 

 

★ 必要なシステム 

OS Windows(R)98/2000/XP（日本語版）が動作し、CPU が 

486/100MHz 以上のパソコン 

CPU Pentium 400MHz 以上 

メモリ 64MB 以上 

ハードディスク 空き容量10MB 以上 

ディスプレイ SVGA(800×600 ドット)以上の解像度をもつカラーディスプレイ 

(256 color 以上) 

対応血流計 USB ポート又はRS-232 接続キットを有したHadeco 血流計： 

ES-100V3, Smartdop 45/50EX/50EX-F, DVM-4300, 4300T 

（平成19 年8 月現在） 

インタフェース 専用USB ケーブル又はRS-232 接続キットに付属のケーブル（ストレート） 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

スマートドップ®20 

定価 350,000 円（税別） 

 
 

 

スマートドップ®20EX 

定価 350,000 円（税別） 

 

 

双方向血流計 スマートドップ® 30 

定価 470,000 円（税別） 

 
 

＊プリンター付小型双方向血流計 

[医療用具承認番号 04B0309] 

 

＊プリンター付小型双方向血流計 

＊血流レベルと方向をLED バーグラフに表示 

[医療用具承認番号 21200BZZ00666000] 

 

＊自動加圧によるABI 計測 

＊プリンタ内蔵 

＊最高血流速デジタル表示 

[医療用具承認番号 05B1114] 
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双方向血流計 スマートドップ® 30EX 

定価 470,000円（税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単方向血流計 ES-1000SPⅡ / ES-1000SPM 

ES-1000SPⅡ 定価 198,000 円（税別） 

ES-1000SPM 定価 215,000 円（税別） 

 
 

 

 

胎児診断装置 ES-102S 

定価 168,000 円（税別） 

 

 

＊プリンター付き小型血流計 

＊血流レベルと方向をLED バーグラフに表示

（ES-1000SPM のみ） 

[医療用具承認番号 02B0663, 03B0753] 

＊高感度プローブ、大型スピーカ搭載 

＊充電池又はAC 電源方式 

〔医療用具承認番号 02B0664〕 

 

＊ABI/TBI計測に最適な自動加圧機能付き双方向血流計 

＊血流速波形、血圧波形、各種パラメーターの表示・印刷 

＊30波形メモリーとUSBインターフェース 

＊見やすいバックライトLCD 

＊空気圧脈波機能を内蔵 

＊血流計データ管理ソフト Smart-V-Link for Windows (オ

プション） 

＊ニッケル水素充電池またはACアダプタ 

＊2本のプローブ接続が可能 

＊光電脈波プローブ（オプション） 

〔医療機器製造販売承認番号 22000BZX00736000〕 

〔JANコード 4562256950219〕 
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胎児診断装置 ES-102EX 

定価 168,000 円（税別） 

 

 

双方向血流計 DVM-4300 

定価 1,380,000 円（税別） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊大型スピーカ搭載の胎児診断ドプラ 

＊胎児心拍数と心拍モーションをLCD表示 

＊充電池又はAC 電源方式 

〔医療用具承認番号 21500BZZ00185000〕 

 

＊脳神経外科における脳動脈クリッピング術等の手術に

有用 

＊8mmペンタイププローブを2本装備 

＊血管径入力により、血流量を算出 

＊直径 2mm、または直径 1.2mm の超小型術中用プロー

ブ使用可能（オプション） 

＊TCD 機能付きオプションモデル （定価 1,740,000 円/ 

税別） 

[医療用具承認番号 20900BZZ00335000] 

[JAN コード 4562256950370] 

 

プローブ 

プリントサンプル 

TCDモデルプリントサンプル 
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血流量測定装置 QFM-1100 

定価 4,500,000 円（税別） 

 

 

超音波血流量計 QFM-21 

定価 2,980,000 円（税別） 

 

 

 

ニューモドップ® HD-2200Ⅱ 

定価 1,150,000 円（税別） 

 
 

 

 

＊動脈硬化の判定 

（各種パラメータ：SPβ，Z0 等） 

＊リアルタイムで血流量・血流速度・血管径偏位を表示 

＊総頸動脈年代別データとの比較機能 

[医療用具承認番号 63B1209] 

 

＊動脈硬化の判定（各種パラメータ：SPβ，ZO等） 

＊リアルタイムで血流量・血流速度・血管径偏位を表示 

＊総頸動脈年代別データとの比較機能 

＊大型 10.4 インチカラーLCD（タッチパネル） 

[医療用具承認番号 21200BZZ00667000] 

＊下肢動・静脈の閉塞・狭窄・逆流検査 

＊ドプラ・光電脈波・空気脈波 

〔医療用具承認番号 03B0811〕 
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マルチドップ® HD-2020 （V-Link ソフト対応） 

定価 1,238,000 円 （税別） （コンピュータとラックは別売り） 

 

 

 

＊Windows 対応ソフトを組み合わせた総合検査システム 

＊血流計リンクソフト V-LINK for Windows （標準添付） 

＊ドプラ・光電脈波・空気脈波 

〔医療用具承認番号 04B0916〕 
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双方向血流計 スマートドップ®50 シリーズ 
スマートドップ 50: 双方向血流計 /定価 390,000 円（税別） 

スマートドップ 50-F: 周波数分析付双方向血流計（エンベロップ）/ 定価 438,000 円（税別） 

スマートドップ 50-FG: 周波数分析付双方向血流計（グレースケール＆エンベロップ）  

/ 定価 438,000 円（税別） 

 
 

＜スマートドップ 50 印刷サンプル＞ 

 
 

＜スマートドップ 50-FG/ 50-F 印刷サンプル＞ 

 

＊大きなLCD にリアルタイムに波形を表示 

＊標準化されたパラメーターを表示 

＊充電池仕様 

＊RS-232 インターフェースによるパソコン接続が可能 

（オプション） 

＊血流計リンクソフト V-Link for Windows （オプション） 

＊光電脈波・空気脈波プローブ 

（オプション / スマートドップ 50, 50-F のみ） 

〔医療用具承認番号(共通) 20900BZZ00806000〕 
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双方向血流計 スマートドップ®50EX シリーズ 
スマートドップ 50EX: 双方向血流計 /定価 390,000 円（税別） 

スマートドップ 50EX-F: 双方向血流計(FFT機能付きオプションモデル) /定価 438,000 円（税別） 

 

 

＜スマートドップ 50EX 印刷サンプル＞ 

 
 

＜スマートドップ 50EX-F 印刷サンプル＞ 

＊血流速波形や各種パラメータをLCD表示 

＊32波形メモリ 

＊ニッケル水素充電池またはACアダプタ  

＊USBコンピュータインターフェース  

＊血流計リンクソフト Smart-V-LINK for Windows  

（オプション） 

＊光電脈波・空気脈波プローブ（オプション） 

〔医療用具承認番号(共通) 20900BZZ00806000〕 
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双方向血流計 HD-307 

定価 350,000 円（税別） 

 

 

 

超音波チューブ流量計 HD-800 

定価 780,000円（税別） 

  

 

双方向血流検知器 ES-100VⅡ 

定価 153,000 円（税別） 

 

 

 

＊微小血管の位置確認 

＊直径2mm 超小型術中プローブ装備 

〔医療用具承認番号 04B0660〕 

＊血流速をレベル表示又はデジタル表示 

＊胎児心拍数をデジタル表示 

（2MHz プローブ使用時） 

[医療用具承認番号 05B0555] 

 

＊人工心肺又は透析回路の血流量測定 

＊チューブを切らずに測定可能 

〔医療機器製造販売承認番号 20600BZZ00973000〕 

[JANコード 4562256950202] 
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血流検知器 MODEL 820 / MODEL 500 

定価 47,000 円（税別） 

 

 

エコーサウンダー ES-101EX ( 2MHz ) 

定価 36,000円（税別） 

 
 

 

エコーサウンダー ES-101EX (8MHz) 

定価 47,000円（税別） 

 
 

 

＊ペンタイプ血流検知器 

〔医療用具承認番号 53B1082, 53B1080〕 

 

＊ハンディサイズのスピーカー・プローブが一体型の 

血流用ドプラ 

＊最高・平均血流速値などが見やすいLCDデジタル表示 

＊単三アルカリ乾電池 

[医療用具承認番号 21600BZZ00130000] 

[JANコード 4562256950134] 

＊ハンディなプローブ・スピーカが一体型の胎児用ドプラ 

＊胎児心拍数を見やすくLCD表示 

＊単三アルカリ乾電池 

[医療機器製造販売承認番号 21600BZZ00130000] 

[JANコード 4562256950127] 
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超音波ドプラ式 痔核動脈検知器 KM-25 

定価 368,000 円（税別） 

 

 
 

 

 

 

ヘモシューター HS-25 

定価50,000円（税別） 

 

 

 

＊第14回神奈川工業技術開発大賞 大賞受賞 

＊HAL診断への上痔核動脈の位置を検知 

（HAL: Hemorrhoidal Artery Ligation / 痔核動脈結紮） 

＊上痔核動脈結紮及び硬化療法前・後の血流判定 

〔医療用具承認番号 20700BZZ00979000〕 

 

ドプラ本体とモリコーン 

 

＊吸引方式なので痛みが少ないです 

＊滅菌することにより繰返しご使用になれます 

〔医療機器製造販売届出番号 14B2X00047000013〕 
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血流計リンクソフト V-LINK 3.3 for Windows® 

定価 100,000 円（税別）（RS232 接続キット含） 99/05/14 更新 

＜特長＞ 

1. 血流計の全ての操作はパソコンによりリモートコントロール 

a) メニュー画面 

メインメニュー 

 
サブメニュー 
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2. リアルタイム血流波形を表示 

 

3. 血流波形データのファイリング 

 

4. 標準的な総合脈管テストモジュールを搭載 

a) 下肢モデル 

 
 

b) 頚動脈モデル 
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c) 泌尿器科モデル 

 
 

d) （汎用）個別測定 
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5. 便利なユーティリティモジュール 

a) アナライズ 

 
 

b) 仮想キーボード（マウス操作） 

 
 

c) V-LINK ランチバッド 
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必要なシステム 

対応パソコン Windows(R)95/98 （日本語版）が動作し、CPU が486/100MHz 以上のパソコン 

OS Windows(R)95/98 （日本語版） 

メモリ 8MB 以上 

ハードディスク 空き容量4MB 以上 

サウンド WAVE 録音・再生機能 

ディスプレイ VGA(640×480 ドット)以上の解像度をもつカラーディスプレイ(256 color 以上) 

対応血流計 RS-232 接続キットを有したHadeco 血流計： 

DVM-4300、DVM-4300T, スマートドップ 20EX, 50/50-F/50-FG、50EX/50EXF, 

HD-2020                          （平成11 年5 月14 日現在） 

インタフェース RS-232 接続キットに付属のケーブル（ストレート） 

 

 

 


