
18J-ML

©
 L
ae
rd
al
 M
ed
ica
l. A
ll r
ig
ht
s r
es
er
ve
d.
 2
41
02
01
8V
03

臨床手技教育製品カタログ
手技向上のためのシミュレーション教育

※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。

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

お問い合わせ先     0120-309-060
CustomerService.jp@laerdal.com

● 腹部領域に関する知識と解剖の理解
● 腹部の触診、聴診、打診のトレーニング
● 正常と異常病理の判別能力
● シフティングダルネスと波動感知による腹水の同定
● ガス貯留と腸閉塞の同定
● 腎臓の浮球感（Ballottement）
● 医師と患者とのコミュニケーション

カリキュラム 解　　説 引　　用

学部生 「総合健康診断を実施する。履歴、健康診断などに基づく所見を解釈する。患者が抱える問題の
初期診断と鑑別診断を実施する」

Outcomes for Graduates
 (Tomorrow’s Doctors) 2015, page 4-5

大学院生
（1年生、2年生）

「SLE（教師あり学習イベント）による検討・サンプリングを実施すべき事例的な問題としては、消化
器系の問題があげられる」

Foundation Programme Curriculum, 
2012, updated for 2014, page 57

コア・メディカル・
トレーニング

「受講生は腹痛を訴える患者を診断し、有効な鑑別診断を実施し、適切な調査を実施し、管理計画
を策定し、実施することができる」

Core Medical Training Curriculum,  
2013, page 51

コア・サージカル・
トレーニング 「急性腹症：急性腹症の症状および兆候がみられる患者を診断し、初期治療を行うことができる」 Core Surgical Training Curriculum, 

2013, page 6

GPトレーニング
（一般開業医）

「消化器に問題を抱える患者に対し初期診療を実施できる。一般診療に広く見られる症状（消化不良、
腹痛など）を解釈する方法を把握する。一般的な消化器症状を調査する系統的な方法を実演する」

rcgp.org.uk/training-exams/ 
gpcurriculum-overview/
onlinecurriculum.aspx

消化器病学
トレーニング

「腹痛を訴える患者の病歴を徹底的に聴取し、身体的症状に関する情報を引き出すことができる。適
切な調査計画を策定し、診断を下し、管理計画を策定することができる」

Specialty Training Curriculum for 
Gastroenterology And Sub-Specialty Training 
Curriculum For Hepatology, August 2010

上級ナース・
プラクティショナー

「未分類・未診断の問題を抱える患者を受け入れ、看護に関する高度な知識およびスキル（健康診
断など、通常は看護師による訓練を実施しないスキルを含む）に基づいて患者の医療に関するニー
ズを評価する」

RCN Competences:
Advanced Nurse Practitioners, page 4

救急医療隊員
トレーニング

「成人の救急救命：腹部：腹部のすべての区分にて圧痛および筋性防御の反応を触診し、腸音を確
認する」

UK Ambulance Service Clinical Practice 
Guidelines (2006), page 4

英国における腹部診断トレーナ カリキュラムに関する参考文献

カタログ番号 商品名 カタログ番号 商品名
LIM-60005 腹部診断用ベースユニット LIM-60011 腹部診断用脾臓（2種セット）

LIM-60006 腹部診断用スキン LIM-60012 腹部診断用腎臓（2個）

LIM-60007 腹水バッグ LIM-60013 腹部診断用膀胱

LIM-60008 腹部診断用臓器ロケータ LIM-60014 腹部診断用病変（6種セット）

LIM-60009 腹壁 LIM-60015 腹部診断用大動脈（2種セット）

LIM-60010 腹部診断用肝臓（3種セット） LIM-60016 腹部診断用膨満セット

構成品習得スキル

エグザミネーション ●価格はすべて税抜きです。

腹部診断トレーニングキット
¥1,350,000
聴診、打診、触診に対応し、学習者の課題解決を導くためのシ
ミュレータ。
病変モジュールは多様な病状を再現。また、腹水や腸閉塞、
大動脈瘤のシミュレーションも可能です。
CADデータを基に制作された解剖学的にも正確な成人モデ
ルで、腹部と胃腸・消化器系検査のシミュレーションを聴診、
打診、触診で行うことができます。

LIM-60000

医師向け

助産師向け 救命士向け
OSCE 特定

看護師
看護師向け

医師向け 看護師向け

OSCE



産科婦人科 ●価格はすべて税抜きです。

アドバンスド ¥1,300,000
アドバンスドは、スタンダードの機能の他、Bluetooth
フォースモニタリング機能とシナリオトレーニング機能
を搭載しています。
肩甲難産のトレーニング時に胎児の頭部にかかる牽引
力を記録し、その値を視覚的に画面に表示します。

シナリオトレーニング機能を使って、実施した治療介入
や胎児の分娩に要した時間など、分娩時に取った行動
をモニタリングし、記録することができます。またPDF（ダ
ウンロード可能）により受講者の行動記録を作成し、シ
ナリオ実施後に客観的なディブリーフィングを行うこと
ができます。

■フォースモニタリング（ワイヤレス）
・ 分娩時に胎児頸部にかかる牽引力をリアルタイムでフィードバック
・ 介入内容（アクション）名を編集し、施設独自のカリキュラムに設定可能
・ Bluetoothによるワイヤレス接続に改良され、スムーズなシミュレーションが可能
・ 演習レポートのPDF保存機能はディブリーフィングツールに有効

LIM-80106

胎児頸部への負荷をリア
ルタイムでフィードバック。
Bluetooth対応のお持ち
のタブレットやスマートフォ
ンにアプリをダウンロード
するだけの簡単設定。

シミュレーション画面の介
入項目（アクション）名を
編集（日本語入力可能）す
ることで、施設独自のカリ
キュラムでのシミュレーショ
ンが可能です。

シミュレーション結果のレ
ポートはPDFファイルに保
存が可能です。シミュレー
ション後のディブリーフィン
グツールに有効です。

limbsandthings.comから
シミュレータソフトウェアを
ダウンロード

PROMPT Flex スタンダード・アドバンスドは、
人体に極めて近い構造と柔軟性を兼ね備えており、正常分娩や
さまざまな難産管理シナリオに基づくトレーニングを行うことができます。

正常分娩 骨盤位分娩

肩甲難産

●コミュニケーションとチームワークに関するスキル（SP）
●正常分娩 ●骨盤位分娩
●肩甲難産管理 ●器具の使用（鉗子、吸引装置）
●胎盤娩出 ●臍帯脱出
●尿路カテーテル留置 ●筋肉注射
●胎児の頭部にかかる牽引力のフィードバック
●シナリオの記録、牽引力のモニタリング

＊タブレットは別料金です

助産師向け 救命士向け

デザインの改善と機能性が向上した新型PROMPT 
Flexスタンダードは、正常分娩から異常分娩まで多様
な分娩トレーニングが可能です。

さらにオプションモジュールを使い、分娩第一期のトレー
ニングや帝王切開、産後出血管理など、様々なケース
を想定したトレーニングをすることができます。

スタンダード ¥930,000
LIM-80100

●コミュニケーションとチームワークに関する
　スキル（SP）
●正常分娩
●骨盤位分娩
●肩甲難産管理
●器具の使用（鉗子、吸引装置）
●胎盤娩出
●臍帯脱出
●尿路カテーテル留置
●筋肉注射

カタログ番号 商品名
LIM-80120 母体

LIM-80121 スタンダード胎児

LIM-80123 胎盤

LIM-80124 腹部スキン

LIM-80125 会陰と産道

LIM-80130 ベッドストラップ

構成品
カタログ番号 商品名
LIM-80120 母体

LIM-80122FM フォースモニタリング用胎児

LIM-80123 胎盤

LIM-80124 腹部スキン

LIM-80125 会陰と産道

LIM-80130 ベッドストラップ

構成品

習得スキル

習得スキル

医師向け

LIM-80122FM

フォースモニタリング用胎児
（ワイヤレス／充電式）
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産科婦人科 ●価格はすべて税抜きです。

●以下の項目に関するビショップスコアの評価：
・子宮頸管拡張（1～ 10 cm） ・子宮頸管展退（0～ 100%）
・子宮頸部熟化／硬度（軟、中、硬） ・子宮頸管の位置（前、中、後）
・胎児下降度（-3～ +3）
●羊膜の評価と人工破水
●先進部の評価
・屈位、反屈位、額位、顔位、骨盤位、頭位、応形、産瘤形成

●腹壁や子宮壁の切開・閉合
●頭位分娩、骨盤位分娩
●子宮口全開時の帝王切開
・  膣圧縮法を用いた脱嵌入
・  バルーン型脱嵌入装置の使用
・ 逆骨盤位娩出
●横位
●帝王切開分娩補助器具
●胎盤娩出
●緊急帝王切開時のチームワークと
　ヒューマンファクターに関する
　トレーニング

PROMPT Flex スタンダード・アドバンスド用オプションモジュールを使って、
教育ニーズに合わせたトレーニングを行うことができます。
PROMPT財団（Southmead Hospital, Bristol）との協力のもとで設計され、
実践的産科複合専門トレーニング（PROMPTコース）に欠くことのできない製品です。

このモジュールは、PROMPT Flexスタンダード／アドバンスド用のオプションです。この
モジュールを使って、分娩第一期（潜在期と活動期）の対応をトレーニングすることができます。

この製品は、横切開（Pfannenstiel法、Joel-Cohen法）を実施する際に必要なスキルの
トレーニングに最適な製品です。この製品を使って、各層の縫合や、臨床現場での子宮壁の
修復トレーニングを行うことができます。また児頭嵌入を生じている胎児や横位の胎児など、
難産時の分娩介助トレーニングも可能です。

子宮頸部診断モジュール

帝王切開モジュール

¥350,000

¥350,000

LIM-80102

LIM-80103

カタログ番号 商品名 カタログ番号 商品名
LIM-80138 会陰 LIM-80143 ダイナミック子宮頸部

LIM-80139 骨盤リング LIM-80144 胎児頭部パーツ（5つ）

LIM-80140 スタティックリグ LIM-80145 難産用胎児頭部（２つ）

LIM-80141 ダイナミックリグ LIM-80146 羊膜セット

LIM-80142 子宮頚部モジュール（７つ） LIM-80162 胎児頭部セット

構成品

キルの
宮壁の
など、

¥350,000

習得スキル

習得スキル

羊膜

表皮 真皮
皮下脂肪

腹直筋鞘
腹直筋

壁側腹膜

膀胱

臓側腹膜

浅腹壁静脈

尿管壁

カタログ番号 商品名
LIM-80104 帝王切開手術パッド（×2）

LIM-80138 会陰

LIM-80170 帝王切開用子宮

LIM-80171 切開前スキン

LIM-80172 スキン

LIM-80173 帝王切開モジュール用子宮頸部

LIM-80175 子宮サポートフォーム

LIM-80176 拡張時骨盤

構成品

分娩進行シミュレータ

分娩後出血モジュール

¥840,000

¥262,000

この製品は、分娩の進行を定量的に再現しながら子宮頸管拡張および展退トレーニングを
行うことができます。

分娩後出血時の圧迫縫合を行い、産後の出血管理トレーニングが可能です。
PROMPT Flex スタンダードまたはアドバンスドともに使用するモジュールです。

LIM-80109

LIM-80112

●以下のコンピテンシー向上
・子宮頸管拡張（1～ 10cm） ・子宮頸管展退（0～ 100%）
・子宮頸部硬度（軟、中、硬） ・子宮頸管の位置（前、中、後）
・胎児下降度（－3%～＋3%）
●人工破水
●先進部の評価
・額位、顔位、骨盤位
●頭蓋の変形
●コミュニケーションとチームワークに関するスキル
●ビショップスコア

●産後の出血管理
・基礎マッサージ
・双手圧迫法
・止血バルーン挿入および管理
●出血量の推定
●圧迫縫合（B-Lynch、Hayman、Pereira法）
●靱帯切開
●患者とのコミュニケーション

習得スキル

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-80120 母体（大腿部付属）

LIM-80102 子宮頚部診断モジュール

LIM-80124 腹部スキン

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-80101 PROMPT Flex産後出血モジュール

LIM-80111 圧迫縫合用子宮（2つ）

LIM-80171 切開前スキン

構成品

助産師向け医師向け

切開創付分娩専用スキン
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産科婦人科 ●価格はすべて税抜きです。

全体下肢オプション

乳房診察トレーナアドバンスド

産後出血モジュール

¥135,000

¥150,000
このモジュールは、弛緩子宮と収縮子宮を忠実に再現して
おり、産後異常出血の管理に関するトレーニングを行うこ
とができます。

PROMPT Flexスタンダード・アドバンスド用のオプション
です。

肩甲難産の練習時や模擬患者の使用時に膝関節付下腿1組を
併用すれば、より実際に近い状況を再現することができます。

PROMPT Flexスタンダード・アドバンスドに接続できます。

繊細な乳房診察（CBE）用の技術取得の為のトレーナです。病変部は交換可能。
リアルな乳房の柔らかさと感触を実現しました。
卓上使用と模擬患者が装着する二通りの使い方ができます。

LIM-80101

LIM-80110

LIM-40201

検査＆診断－乳房トレーナー

産科婦人科向け
内診トレーナー

¥129,000

¥967,000

リアルな感触の乳房トレーナーにより検査手順と診断技術のトレーニングが可能です。

女性骨盤部の診察や病変異常の診断トレーニングが可能です。7種類のモジュールがありさまざまな状況設定ができます。

LIM-40044

LIM-60905

●病状の診断： 癌腫、線維腺腫
●嚢胞の吸引
●自己乳房検査（SBE）

●骨格を含む会陰および骨盤の解剖学的構造
●膣部内診
●双合診
●子宮頸部の塗抹標本

●直腸指診
●異常内診トレーニング（7種）
●患者とのコミュニケーション

習得スキル

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-40040 検査＆診断用ブレストスキン

LIM-40106 乳吸引液（50㎖）

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-60910 腹部モジュール

LIM-60920 子宮モジュール1 : 正常－未経産 子宮頚部

LIM-60921 子宮モジュール2：筋腫（大）－未経産 子宮頚部外反症

LIM-60922 子宮モジュール3 : 筋腫（小）－未経産 子宮頚部ポリープ

LIM-60923 子宮モジュール4 : 卵巣嚢胞－経産 子宮頚部

LIM-60924 子宮モジュール5 : 子宮後屈症－経産 子宮頸部

LIM-60925 子宮モジュール6 : 妊娠10～12週

LIM-60926 子宮モジュール7 : 妊娠14～16週

構成品

ケ ション

助産師向け医師向け

●乳房診察技術（CBE、SBE）
●医師と患者とのコミュニケーション
●解剖学的なランドマークとリンパ節の認識（腋下、鎖骨上、鎖骨下）
●病変部の位置と診断

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-40204 乳房診断病変

LIM-40205 乳房診断インサート（ペア）

LIM-40206 乳房診断サポート（ペア）

LIM-40207 乳房バックプレート（ペア）

LIM-40208 乳房診断胴体

LIM-40203 リンパ節パッドおよびリンパ節

構成品

¥272,000

産科婦人科 ●価格はすべて税抜きです。OSCE医師向け
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産科婦人科 導尿 ●価格はすべて税抜きです。

会陰切開トレーナー アドバンスドカテーテル導尿トレーナ

アドバンスド男性尿道
カテーテルトレーナー

アドバンスド女性尿道
カテーテルトレーナー

会陰切開修復トレーナー

¥159,000 ¥430,000

¥313,000

¥313,000

¥167,000

会陰切開、縫合および会陰裂傷の修復トレーニングモデルです。 尿道から膀胱までのカテーテル挿入トレーニング
交換可能な男性器と女性器
リアルな柔軟性と感触を実現

品番LIM-60150の男性用トレーナーです。

品番LIM-60150の女性用トレーナーです。

会陰切開術、会陰縫合術、会陰修復処置の3段階トレーニングシステムです。

LIM-60225 LIM-60150

LIM-60151

LIM-60155

LIM-60450

●会陰切開
●深部筋縫合
●皮下縫合
●表面縫合

●男性器および女性器の正しい扱い方
●無菌導尿
●カテーテル挿入 :男性用は14－16F、女性用は12－16Fに対応
●液体（尿）の処理
●カテーテルの抜去

●第 1段階 :会陰切開術
●第 2段階 :会陰縫合術
●第 3段階 :会陰修復処置

習得スキル

習得スキル

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-60226 会陰切開パッド

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-60451 会陰切開パッド（×6）

LIM-60452 会陰切開＆会陰パッド（×2）

LIM-60453 会陰切開＆会陰ブロック

LIM-60454 会陰修復モジュール

LIM-60455 会陰修復モジュール固定具

LIM-60456 会陰修復フレーム＆クリップ

LIM-60457 胎児頭部

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-60152 男性カテーテルユニット

LIM-60154 カテーテル挿入包皮（3パック）

LIM-60156 女性カテーテルユニット

LIM-60158 恥骨バング（2パック）

LIM-60161 スタンダードバング

LIM-60159 男性カテーテル括約筋キット

LIM-60162 女性カテーテル括約筋キット

LIM-60160 無菌カテーテルスリーブ

LIM-50183 シリンジ付きモックLAジェル

LIM-50185 ミルトン殺菌液500㎖（抗真菌）

構成品

助産師向け医師向け 医師向け 看護師向け
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採血・穿刺採血・穿刺 ●価格はすべて税抜きです。

静脈穿刺トレーニングパッド

静脈穿刺パッド

皮内・皮下・筋肉注射トレーナ

肘前窩穿刺トレーニングパッド
LIM-00140

LIM-00161

LIM-00211

LIM-00310

静脈穿刺のトレーニング

右腕の前肘窩（ACF）を想定した大型パッドです。
静脈の触知、穿刺、カニューレ挿入のスキルをトレーニングすることが
できます。

皮内、皮下および筋肉注射練習用

3本の静脈を内包しています（1本は小児サイズ）。

●患者への接し方
●静脈穿刺
●カニューレ挿入
●血流の管理

●患者への接し方
●触感を通した血管位置の認識
●静脈穿刺
●カニューレ挿入
●血流の管理

●静脈穿刺と留置針の挿入

●患者とのコミュニケーション
●皮内注射
●皮下注射
●筋肉注射
●皮膚および軟部組織のマネジメント

¥31,000

¥31,000

¥30,000

¥29,000

習得スキル

習得スキル

習得スキル

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-00180 ACFパッド用静脈

LIM-00170 ACFパッド用表皮

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-00213 静脈穿刺パッド用静脈

LIM-00200 静脈穿刺パッド用表皮

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-00311 スキンパッド＆マッスルブロック

LIM-00320 注射トレーナー用表皮（×2）

構成品

IVトレーニングアームアドバンスド ¥140,000
静脈穿刺とIVカニューレ挿入までのリアルさを考慮
耐久性、リアリティ、使いやすさに優れています。
指導医、研修生、コメディカルの基本的なニーズを
満たす技術向上のためのトレーナ

LIM-00290

●静脈穿刺
●静脈へのカニュレーション

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-00291 静脈穿刺アームスキン－ライト

LIM-00292 AVアーム静脈

LIM-00295 AV静脈モジュール

LIM-00333 SV腕静脈取替用 シングル

LIM-00334 スタンダード静脈穿刺モジュール

LIM-00335 静脈穿刺腕注入チューブ

LIM-00336 バッグ＆スタンド静脈穿刺腕－模擬血液供給

LIM-00337 加圧式静脈穿刺腕－模擬血液供給

LIM-00020 静脈血－スターターパック

LIM-00302 静脈穿刺アームレスト

LIM-00303 詰め替えボトル

LIM-00300 IVトレーニングアーム装着具

LIM-00301 IVトレーニングアームADVキャリーケース

構成品

希釈し2.5リットルの静脈血を作ること
ができます。

静脈血の色、粘度を忠実に再現した
合成水溶液です。

濃縮静脈血－詰め替え
¥3,000

模擬血液－静脈（250㎖）
¥2,000

LIM-00021 LIM-00223

看護師向け 看護師向け救命士向け
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●価格はすべて税抜きです。外科基本手技

外科基本手技キット

糸結びトレーナー

¥68,000

¥38,000

糸結び、縫合、止血等、医師向け基本スキルキットです。

外科手術に必要なあらゆる糸結びを包括的にトレーニングすることができます。

LIM-50070

LIM-50050

●糸結び
●縫合技術
●皮膚病変と皮膚嚢胞の切除
●止血
●腸の結節縫合
●腱の修復

●片手こま結び
●器械結び
●外科結び
●スリップノット
●小さな開口部での結紮
●大きな開口部での垂直方向の深部結紮
●大きな開口部での斜め方向の深部結紮

習得スキル

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-50061 腸管モデル 30mm

LIM-50074 病変および嚢胞パット

LIM-50051 外科スキルボード

LIM-50056 腱修復トレーナー

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-50164 2色コード（3パック）

LIM-50158 糸結びチューブ（3パック）

構成品

皮脂嚢胞パッド

脂肪腫パッド
LIM-00081

LIM-00071

皮脂嚢胞切除のトレーニングが可能です。

皮下脂肪腫切除のトレーニングが可能です。

●切開のデザイン
●脂肪腫のマーキング
●切開
●鈍的切開
●除去
●縫合

●嚢胞のマーキング
●楕円を作る
●切開
●鋭的剥離
●鈍的切開
●バースト卵巣嚢腫の管理
●除去
●縫合

¥10,000

¥9,000

習得スキル

習得スキル

創傷閉鎖パッド（小） 12パック

創傷閉鎖パッド（大） 6パック

LIM-00042

LIM-00041

創傷閉鎖に必要な基本技術を習得できます。

創傷閉鎖に必要な基本技術を習得できます。

●切開 ●皮膚接着剤の塗布
●結節縫合 ●ステイプリング

●切開 ●皮膚接着剤の塗布
●結節縫合 ●ステイプリング

習得スキル

習得スキル
●パッド寸法：145mm×125mm

●パッド寸法：125mm×72mm

000

0000

●パッド寸法：125mm×72mm

●パッド寸法：125mm×72mm

¥6,000

¥6,000

OSCE 特定
看護師医師向け ●価格はすべて税抜きです。
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エグザミネーション ●価格はすべて税抜きです。

外科基本手技 ●価格はすべて税抜きです。

プロフェッショナルスキンパッド
Mk2（小） 4パック

プロフェッショナルスキンパッド
Mk2（大） 2パック

スキンパッド固定具 Mk3

腫瘍ケアトレーナ

LIM-00091

LIM-00092

LIM-00550

LIM-50075

表皮、真皮、皮下層からなる3層構造のスキンパッドで、さまざまな切開および
縫合のトレーニングが可能です。

表皮、真皮、皮下層からなる3層構造のスキンパッドで、さまざまな切開および
縫合のトレーニングが可能です。

各種スキンパッドの固定具です。大小どちらのサイズのパッドでもご使用できます。

膿瘍ドレナージと外傷性壊死組織切除のトレーニング

●切開 ●皮下組織剥離
●結節縫合 ●皮下縫合
●連続縫合 ●ステイプリング
●粘着ストリップの使用

●切開 ●皮下組織剥離
●結節縫合 ●皮下縫合
●連続縫合 ●ステイプリング
●粘着ストリップの使用

●膿瘍ドレナージ
●外傷性壊死組織切除

習得スキル

習得スキル

習得スキル

●パッド寸法：125mm×72mm

●パッド寸法：145mm×125mm

¥9,000

¥9,000

¥3,000

¥12,000

カタログ番号 商品名
LIM-50061 腸管モデル 30mm

LIM-50074 病変および嚢胞パット

LIM-50051 外科スキルボード

LIM-50056 腱修復トレーナー

構成品

胸部ドレナージ＆ニードル減圧トレーナー

直腸検査トレーナー Mk2

¥835,000

¥281,000

エコーガイド下での胸腔穿刺をはじめ、胸腔ドレーン挿入、縫合によるチューブ
固定などさまざまな胸腔ドレナージ・穿刺トレーニングが可能です。

臀部、肛門および直腸の検査トレーニングが可能です。正常・病変の2つの直腸
検査用会陰が付属されています。

LIM-60230

LIM-60120

●緊張性気胸の脱気（第 2および第 5肋間）
●胸腔ドレーン挿入
●胸壁へのドレーン縫合
●超音波ガイド下での胸腔穿刺およびドレナージ
●胸水の管理

●前立腺と直腸指診検査
●直腸鏡の挿入
●患者とのコミュニケーション

習得スキル

習得スキル

カタログ番号 商品名
LIM-60231 ニードル減圧パッド

LIM-60232 アドバンスド胸部ドレインパッド（２個）

LIM-60234 スタンダード胸部ドレインパッド（２個）

LIM-60240 胸部ドレインリブ 12パック（使用時8個、予備用4個）

LIM-60235 胸ドレインリブフレーム（左）

LIM-60237 胸ドレインリブフレーム（右）

LIM-60238 胸ドレイン肺

LIM-60239 胸部ドレン隔膜

構成品

カタログ番号 商品名
LIM-60122 Mk2 直腸検査－会陰－正常

LIM-60123 Mk2 直腸検査－会陰－病変

LIM-60121 直腸検査Mk2 前立腺（5個セット）

LIM-00293 AV潤滑剤

構成品

アドバンスド胸部ドレインパッド（２個） スタンダード胸部ドレインパッド（２個）

医師向け

医師向け
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