※価格はすべて税抜きです。

婦人科、導尿

L|M-40201

乳房診察
トレーナアドバンスド

¥280,000

繊細な乳房診察
（CBE）
用の技術取得の為のトレーナ
交換可能の病変部
リアルな乳房の柔らかさと感触を実現
卓上使用と模擬患者が装着する二通りの使い方
OSCE 対策製品

臨床⼿技教育製品カタログ

学習項目

手技向上のためのシミュレーション教育

●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

L|M-60150

アドバンスドカテーテル導尿トレーナ
¥430,000
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

© Laerdal Medical. All rights reserved. 22052017V01

学習項目
●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

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

※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。

製品の動作方法、
トラブル、技術的なお問い合わせ

「いいね！」お願いします

ヘルプデスク
0120-993-559
HelpDesk.jp@laerdal.com

17E-ML

Learning has never been more lifelike

PROMPT Flex スタンダード・アドバンスドは、

380-10600

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。
肩甲難産

※価格はすべて税抜きです。

¥1,350,000

アドバンスド

アドバンスドは、スタンダードの機能の他、Bluetooth

シナリオトレーニング機能を使って、実施した治療介

フォースモニタリング機能とシナリオトレーニング機

入や胎児の分娩に要した時間など、分娩時に取った

能を搭載しています。

行動をモニタリングし、記録することができます。ま

肩甲難産のトレーニング時に胎児の頭部にかかる牽

た PDF
（ ダウンロード可能）
により受講者の行動記録

引力を記録し、その値を視覚的に画面に表示します。

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。

正常分娩

骨盤位分娩

スタンダードや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。
limbsandthings.com から
シミュレータソフトウェアを
ダウンロード

（子宮頸管拡張・展退、帝王切開、産後異常出血
（PPH）
）
子 宮 頸 管 拡 張・展 退

帝王切開

産後異常出血

180122

＊タブレットは別料金です

フォースモニタリング用の
胎児
（ワイヤレス／充電式）

学習項目
●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

■フォースモニタリング
（ワイヤレス）

●肩甲難産管理

・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

●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
●筋肉注射パッド
●胎児の頭部にかかる牽引力のフィードバック

これらの製品は、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

●シナリオの記録、牽引力のモニタリング

製品です。これらの製品は、PROMPT 財団
（Southmead Hospital, Bristol）
との協力のもと

で設計されています。

PROMPT Flex の使用が適したその他の産科コースについては、5ページの一覧をご覧ください。
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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。

オプション・消耗品・アクセサリ
●
●
●

PROMPT Flex 下肢

濃縮静脈血 スターターパック
（×2）
PROMPT 分娩用潤滑剤（250㎖）

＊価格はお問い合わせください

3

※価格はすべて税抜きです。

379-10200

¥350,000

子宮頸部診断モジュール

※価格はすべて税抜きです。

380-10100

産後出血モジュール

¥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

このモジュールは、PROMPT Flex スタンダード／アドバ

しており、産後異常出血の管理に関するトレーニング

ンスド用のオプションです。このモジュールを使って、分

を行うことができます。

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。

PROMPT Flex スタンダード・アドバンスド用のオプ
ションです。

学習項目
●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

379-11000
379-10300

全体下肢オプション

¥360,000

帝王切開モジュール

¥135,000

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。

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

PROMPT Flex スタンダード・アドバンスドに接続で

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

きます。

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。
学習項目
●腹壁や子宮壁の切開・閉合

切開創付分娩専用スキン

●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

は、次の産科トレーニングプログラムに適した製品です。
表皮

●横位

真皮

浅腹壁静脈
皮下脂肪

●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

腹直筋鞘
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腹直筋

尿管壁

膀胱
壁側腹膜

臓側腹膜

羊膜

BEOC
（重要な産科治療に関する基礎コース）

PROMPT
（実践的産科複合専門トレーニング）

BLSO
（産科における生命維持に関する基礎コース）

ROBuST
（RCOG 分娩手術シミュレーショントレーニング）

CEOC
（重要な産科治療に関する総合コース）

SCOTTIE
（スコットランド中核産科指導および緊急時トレーニング）

MOET
（産科における緊急治療・外傷ケア）

TeamSTEPPS
（業績および患者安全性を強化するチーム戦略およびツール）

MORE OB
（産科リスクの効率的なケア）
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※価格はすべて税抜きです。

採⾎・穿刺

※価格はすべて税抜きです。

エグザミネーション

L|M-00140

L|M-60000

肘前窩穿刺トレーニングパッド ¥31,000

腹部診断
トレーニングキット

3本の静脈を内包しています
（1本は小児サイズ）
。

¥1,500,000

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。

学習項目
●患者への接し方
●静脈穿刺
●カニューレ挿入
●血流の管理

L|M-00161

OSCE 対策製品

静脈穿刺トレーニングパッド

¥31,000

学習項目
●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

静脈穿刺のトレーニング
学習項目
●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

●腎臓の浮球感（Ballottement）
●医師と患者とのコミュニケーション

外科基本手技

L|M-00290

IVトレーニングアーム
アドバンスド

L|M-50075

¥160,000

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
学習項目

腫瘍ケアトレーナ

¥22,000

膿瘍ドレナージと外傷性壊死組織切除のトレーニング
学習項目
●膿瘍ドレナージ
●外傷性壊死組織切除

●静脈穿刺
●静脈へのカニュレーション
オプション
カタログ番号

商品名

金額

LIM-00300 IVトレーニングアーム装着具

￥35,000

LIM-00301 IVトレーニングアーム ADV キャリーケース

￥38,000

L|M-00310

皮内・皮下・筋肉注射トレーナ

¥35,000

皮内、皮下および筋肉注射練習用
学習項目
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●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
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