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基礎看護

IVトレーニングアームキット

小児IVトレーニングアームキット

バーチャルI.V.

レサシアン with QCPR

リトル アン

ミニアン Plus

静脈注射

心肺蘇生

● 成人の心肺蘇生

学習目的

● 手技の体得
＊注意点を含んだ一連の流れ

学習目的
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レサシアン シミュレータPLUS

※製品版のケーブルは、SimPadリンクボックスと
　直接つなげられる形状になっています。

※製品版のケーブルは、SimPadリンクボックスと
　直接つなげられる形状になっています。

ナーシング ベビー

※血圧測定、ECGモニタリングには
　対応していません。

※血圧測定、ECGモニタリングには
　対応していません。

SimPad血圧トレーナ SimPadサウンドトレーナ

ナーシング アン ナーシング キッド

▶▶▶▶お問い合わせはお気軽にカスタマーサービスまで　0120-309-060◀◀◀◀

フィジカルアセスメント

● 血圧測定
● 脈拍測定
 （不整脈の判断）
● 呼吸測定
● 聴診器利用
 （肺音、心音、腸音の異常の判断）

学習目的
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成人看護・老年看護・精神看護

レサシアン シミュレータPLUS

ナーシング アン

ナーシング アン

レサシアン シミュレータPLUS

ナーシング アン

NGチューブ・気道ケア
トレーナ

フィジカルアセスメント

看護ケア、看護処置

状況設定に応じた看護実践

学習目的

● カテーテル管理 ●褥創処置
●吸引 ●口腔ケア
●筋肉注射 ●ストーマケア
● 創傷処置 ● NGチューブ処置

● シナリオ実習 ：
 寝衣交換、術後患者ケア、
 体位変換、急変時対応

学習目的

学習目的

● 血圧測定 ●脈拍測定（不整脈の判断）
● 呼吸測定 ●聴診器利用（肺音、心音、腸音の異常の判断）
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ナーシング アン

ナーシング アン 産後子宮底モジュール

※ナーシング アン本体は別売。
※ケースの用意はございません。
　ご了承ください。

ママナタリー

PROMPT出産シミュレータ

▶▶▶▶お問い合わせはお気軽にカスタマーサービスまで　0120-309-060◀◀◀◀

母性看護

産褥期ケア、看護処置

● 分娩の介助
● 産褥期の手技の体得
 ＊注意点を含んだ一連の流れ
● 子宮底マッサージ

学習目的

2016education_kangoshi_0721.indd   #5 16.7.25   6:10:12 PM



6

SimJunior

SimBaby

小児IVトレーニングアームキット

ナーシング ベビー

ナーシング キッド

※血圧測定、
　ECGモニタリングには
　対応していません。

※血圧測定、
　ECGモニタリングには
　対応していません。

小児気道管理トレーナ 乳児気道管理トレーナ

小児看護

フィジカルアセスメント

看護ケア、看護処置

● 小児の血圧測定 ●小児の脈拍測定（不整脈の判断）
● 小児の呼吸測定 ●聴診器利用（小児の肺音、心音、腸音の異常の判断）

学習目的

● カテーテル管理
● 泉門評価（乳児）
● 吸引
● 口腔ケア
● 筋肉注射
● ストーマケア
● 創傷処置

学習目的
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SimJunior

レサシ ジュニア

SimBaby

レサシ ベビー with QCPR

▶▶▶▶お問い合わせはお気軽にカスタマーサービスまで　0120-309-060◀◀◀◀

状況設定に応じた看護実践

● シナリオ実習 ：
 小児の寝衣交換、術後患者ケア、
 体位変換、急変時対応

学習目的

心肺蘇生

● 小児・乳児の心肺蘇生

学習目的
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SimPadサウンドトレーナ

レサシアン with QCPR

IVトレーニングアームキット

小児IVトレーニングアームキット

バーチャルI.V.

リトル アン

ミニアン Plus

※製品版のケーブルは、SimPadリンクボックスと
　直接つなげられる形状になっています。

※製品版のケーブルは、SimPadリンクボックスと
　直接つなげられる形状になっています。

SimPad血圧トレーナ

在宅看護

看護ケア、看護処置

● カテーテル管理
● 褥創処置
● 吸引
● 吸入療法、酸素療法
● NGチューブ管理
● 口腔ケア
● 筋肉注射
● ストーマケア
● 創傷処置
● 体位変換

学習目的
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レサシアン シミュレータPLUS

乳児気道管理トレーナ NGチューブ・気道ケアトレーナ

ナーシング アン

ナーシング キッド
※血圧測定、
　ECGモニタリングには
　対応していません。

SimJunior
SimBaby

ナーシング ベビー

※血圧測定、
　ECGモニタリングには
　対応していません。

▶▶▶▶お問い合わせはお気軽にカスタマーサービスまで　0120-309-060◀◀◀◀

小児気道管理トレーナ
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レールダル看護教育ソリューション  製品比較一覧

基礎看護 成人看護・老年看護・精

静脈注射 心肺蘇生 フィジカル
アセスメント

フィジカル
アセスメント

看護ケア、
看護処置

IVトレーニングアームキット ●

小児IVトレーニングアームキット ●

バーチャルI.V. ●

レサシアン with QCPR ●

リトルアン ●

ミニアン Plus ●

SimPad血圧トレーナ ●

SimPadサウンドトレーナ ●

レサシアン シミュレータPLUS ● ●

ナーシング アン ● ● ●

ナーシング アン 産後子宮底モジュール

ナーシング キッド ●

ナーシング ベビー ●

SimJunior

SimBaby

レサシ ジュニア

レサシ ベビー with QCPR

小児気道管理トレーナ

乳児気道管理トレーナ

NGチューブ・気道ケアトレーナ ●

ママナタリー

PROMPT出産シミュレータ
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神看護 母性看護 小児看護 在宅看護

状況設定に
応じた看護実践

産褥期ケア、
看護処置

フィジカル
アセスメント

看護ケア、
看護処置

状況設定に
応じた看護実践 心肺蘇生 看護ケア、

看護処置

●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

▶▶▶▶お問い合わせはお気軽にカスタマーサービスまで　0120-309-060
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Circle of LearningCircle of Learning

手技の熟達臨床実務

チーム
シミュレーション

コンピュータ
シミュレーション

知識の習得

■専門的知識と技術の統合による実践力と安全面の強化に向けて
レールダルは単にタスクトレーナの販売という側面だけでなく、看護教育における専門的知識と技術の統合
による実践力と安全面の強化をシミュレーション教育を通じてサポートしています。Circle of Learningの
コンセプトの下、特に“手技の熟達”および“チームシミュレーション”の領域におけるシミュレーションシナリオ
の作成と導入をはじめ、Circle of Learningのコンセプトに則った総合的ソリューションを提供しています。

■ファカルティ・デベロップメントのサポート活動
レールダルは看護教員の知識・技術向上のため、多面的に活動を実施、支援しています。シミュレーションを用いた
看護教育者間のディスカッション、最新の知識の獲得やハンズオンを主としたNursing-SUN（Simulation User 

Network）。ハワイ大学とSimTikiシミュレーションセンターと共催して行う指導者向けコースであるFunSimJ

（Fundamental Simulation Instructional Methods for Japanese）ではシミュレーション教育における指導
の基本（概念、ディブリーフィング、評価等）を、さらに iSim-J（Improving Simulation Instructional Methods 

for Japanese）ではハワイ大学 SimTiKiに加え、アメリカマイアミ大学ゴードンセンター、ピッツバーグ大学
WISERで開発・実施されているコースも日本語で学んで頂くことができます。他にも看護教育カリキュラム
構築・運用のためのサポートや独自の教育サービスを提供しています。

■専門スタッフが皆様の教育活動を支援
質の高い教育を実践していくためには、マネキンなどの教育機材を揃えるとともに、適切に使いこなし、どのよう
に授業や講習で活かしていくのかがそれ以上に重要且つ難しいことである、と私達は理解しています。レールダル
ではお客様の個別の事情やニーズにお応えするため、専門スタッフによる導入・活用・保守の為のサポート体制を
構築しました。目的に合わせた様々なサービスメニューをご用意しています。詳細はお問い合わせください。

■看護師国家試験対策にも応用できる
レールダルのシミュレータはシナリオを入力して看護実践のトレーニングをすることも可能です。看護師国家
試験の状況設定問題をシナリオに入力して行うトレーニングはいかかでしょうか？

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町8  住友不動産一番町ビル

価格、納期、修理についてのお問い合わせ
カスタマーサービス     0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com

製品の動作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ
ヘルプデスク     0120-993-559
HelpDesk.jp@laerdal.com

16G-ML

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。
　予めご了承ください。
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受け致します。

Circle of Learningは5つの学習ステップを示して
おり、医療従事者の能力向上に至る一連のプロセスを
図解したものです。私達は、これらのステップに沿った
トレーニング製品やソリューションを提供することで、 
医療技術の向上を目指す為のお手伝いができると確信
しています。

レールダルは、高い教育効果、経済性、臨床的な正確性などの、
様々なニーズに応える高付加価値のトレーニング製品とソリューションを

提供することに取り組んでいます。
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