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ハクゾウ分娩キットピンク

【管理医療機器】分娩時処置用具セット

承認番号：21900BZZ00020000　　　販売名：ナートキット

ハクゾウ分娩キットピンク

構成内容はご相談を承ります。　　　　　　　　　本製品は受注生産品です。

詳細は各営業にお問い合わせください。　　　　　製造販売元：大衛株式会社

【主な部材一覧】

分娩に必要な器具・シーツ類を一括して滅菌した

ディスポ—ザブルキットです。



　分娩室には、青色の分娩台、青色のガウンを着たお医者さん・看護師さん・助産師さん、まわりに

並ぶ見たことのないたくさんの機械…。痛みをこらえるお母さんが、不安をさらに募らせてしまう可

能性もあります。

　でもピンク色の分娩キットなら、分娩台まわりも介助者の方もこんなに明るく可愛く、華やかにな

ります。　ピンク色には気持ちを落ち着かせる効果があるとも言われています。

　『分娩キットピンク』は感染対策だけでなく、お母さんの気持ちを和らげるお産のサポートをいたし

ます。

防護具

◎ SMS（５層構造）による高バリア性。

◎ ラグラン袖のため、腕が通しやすく、

 　肩のツッパリ感がなく、動きやすく

　 機能性にすぐれています。

◎ ガウンテクニックが容易にできます。

◎ 横結びタイプ

サイズ：M , L

素　材：ポリプロピレン（撥水）

サイズ：フリーサイズ（着丈 100cm）

素　材：ポリエチレン（防水）

　

品　名：OW キャップ　＃10 ピンク

規　格：フリーサイズ

　

品　名：OW サージカルマスク

　　　　　　　　ピンクゴムタイプ

規　格：フリーサイズ、不織布 3 重

OW 手術用ガウン  #712 OW エプロン ピンク

OW キャップ ＃10 ピンク

OW サージカルマスク ピンクゴムタイプ

なんだか
　　手術室みたい……

やさしい雰囲気！

部材紹介

術者・介助者・立会者のカバーアイテムとして。



オイフ

素　材：ポリプロピレン（撥水）

OW オイフ

サイズ：30×86cm　縫い 56cm

素　材：ポリプロピレン（撥水）

特　長：スタンダードタイプ、ヒモ式

レギンスカバー ＃712 30×90

レギンスカバー

サイズ：45×100cm 折り返し 10cm 縫い 60cm

素　材：ポリプロピレン（撥水）

特　長：股受けタイプ、ヒモ式

レギンスカバー ＃712
　　　　45×100 ヌイ 60

サイズ：30×86cm　縫い 56cm

素　材：ポリプロピレン（撥水）

特　長：スタンダードタイプ、ゴム式

レギンスカバー ＃712
　　　　30×90 ゴムタイプ

マット / シーツ

サイズ：マット 60×90cm

　　　　シーツ 100×125cm

重　量：マット 140g、シーツ 110g

吸収量：1,000ml

◎ナート時にマットがはがせます。

分娩シーツ セパレートピンク

【S80100】

サイズ

　マット 80×82cm

　シート 80×100cm

重　量：180g

吸収量：2,000ml

アルファマットプラス ピンク

【S80140】

サイズ

　マット 80×120cm

　シート 80×140cm

重　量：270g

吸収量：2,000ml

【M80×100 ピンク】

サイズ：80×100cm

防水シーツ（ピンク）

【L100×120 ピンク】

サイズ：100×120cm

【＃50】

サイズ：80×50cm

防水シーツ（ホワイト）

【M80×100 ホワイト】

サイズ：80×100cm

血液・体液の吸収に。

【S6090】

サイズ：60×90cm

重　量：140g

吸収量：1,000ml

アルファマットプラス

【120×120　ピンク H】

サイズ：120×120cm

【87×90　ピンク H】

サイズ：87×90cm

【87×120　ピンク H】

サイズ：87×120cm　

妊産婦の腹部カバーとして。器械台シーツとして。

妊産婦の脚部カバーとして。汚染防止、感染防止に。



　　　　　　　　　　NNT-083 ニプロ　　

　　　　　　　　　　NNT-123 ニプロ　　

　　　　　　　　　　NNT102 ニプロ　　

　　　　　　　　　　NNT-122 ニプロ　　

ネラトンカテーテル　NNT-142 ニプロ　　

　　　　　　　　　　NNT-082C ニプロ

　　　　　　　　　　NNT-102C ニプロ

　　　　　　　　　　NNT-122C ニプロ

　　　　　　　　　　NNT-142C ニプロ

ネラトンカテーテル

新生児の羊水吸引に。

トラップ容量：20ml

チューブ外径

　カテーテル側　：3.33mm（10Fr）

　吸引チューブ側：4.0mm（12Fr）

羊水吸引カテーテル　アトム

臍帯結さつに。

素　材：ポリアセタール製

臍帯クランプ　アトム

吸引カテーテル

ネラトンカテーテル 吸引カテーテル

製品名　　　　　　　　　　　　カテーテルサイズ　　　外径　　　　全長　　　先端状態　　側孔数　　　　　接続口

分娩前の妊産婦への導尿に。　※個包装（滅菌済）での組み込みになります。

　　　　　　　　NSC-8（TA1）ニプロ

　　　　　　　　NSC-10（TA1）ニプロ

　　　　　　　　NSC-8（TA1）C ニプロ

吸引カテーテル　NSC-10（TA1）C ニプロ

　　　　　　　　NSC-12（TA1）C ニプロ

　　　　　　　　NSC-10（TA1）CS ニプロ

　　　　　　　　NSC-12（TA1）CS ニプロ

製品名　　　　　　　　　　　　　　　　タイプ　　　Fr サイズ　　 外径　　　  全長　　　　　　先端状態　　　　　接続口

新生児の羊水吸引に。　※個包装（滅菌済）での組み込みになります。
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先端開口ラウンドタイプ　ライトブルー

先端開口ラウンドタイプ　ブラック

先端開口ラウンドタイプ　ライトブルー

先端開口ラウンドタイプ　ブラック

先端開口ラウンドタイプ　ホワイト

先端開口ラウンドタイプ　ブラック

先端開口ラウンドタイプ　ホワイト

臍帯の切断に。

規　格：13cm

剪刃

医療機器 用途に応じてカテーテル、注射器、注射針等が選べるよう豊富な品揃えをしています。

＊ コネクター部 30mm 含む

＊

＊

＊

＊



注射器

【20ML 針なし ニプロ】

容　　量：20ml

最小目盛：1ml

補助目盛：25ml

筒先形状：ルアーチップ

【10ML 針なし ニプロ】

容　　量：10ml

最小目盛：0.2ml

補助目盛：12ml

筒先形状：ルアーチップ

【2.5ML 針なし ニプロ】

容　　量：2.5ml

最小目盛：0.1ml

補助目盛：—

筒先形状：ルアーチップ

注射針

【18GX11/2RB ニプロ】

針基色　 ：ピンク

刃　　先：レギュラーべベル

針の太さ：1.2mm

針の長さ：38ｍｍ

会陰縫合時の麻酔に。

薬液を注射器に抜きとる時に。会陰縫合時の麻酔に。注射用に。

【22GX11/4RB ニプロ】

針基色　 ：ブラック

刃　　先：レギュラーべベル

針の太さ：0.7mm

針の長さ：32ｍｍ

【23GX11/4RB ニプロ】

針基色　 ：ブルー

刃　　先：レギュラーべベル

針の太さ：0.6mm

針の長さ：32ｍｍ

衛生材料

妊婦の顔拭き、大腿部清拭、陰部消毒、肛門

保護、会陰保護、新生児拭きに。

尺角ガーゼ

【4 折】　　 30×30cm　4 折

【8 折並】　 30×30cm　8 折並

【7 折 #1】30×30cm　7 折

【星折 #1】30×30cm　星折

妊婦の顔拭き、大腿部清拭、陰部消毒、肛門

保護、会陰保護、新生児拭きに。

脱脂綿

消毒用として。

綿球

【裁断綿 8×17】

規　格：カット綿

サイズ：8×17cm

【#14】　φ1.4cm

【#20】　φ2.0cm

【#25】　φ2.5cm

【#30】　φ3.0cm

【#40】　φ4.0cm

術者・介助者のカバーアイテムとして。

◎主成分…天然ゴムラテックス　　◎曲指型　　◎紙包装入１双

手術用手袋

【#7】

中指の長さ：7.7cm

掌部の幅　：8.9cm

全長：28cm

【#6.5】

中指の長さ：7.4cm

掌部の幅　：8.3cm

全長：28cm

【#7.5】

中指の長さ：8.0cm

掌部の幅　：9.5cm

全長：28cm

用途に応じて選べる豊富な品揃えをしています。

【カクメン 8×8】

規　格：カット綿

サイズ：8×8cm

4 折

星折＃1 7 折＃1



胎盤入れ、使用済みガーゼ入れなどに。

膿盆　N-1500

容　量：1500ml

サイズ：32.5×19×6cm

素　材：ポリプロピレン製

胎盤入れ、使用済みガーゼ入れなどに。

ディスポトレー

【DT-1】

サイズ：16.5×12×3cm

素　材：紙製

【DT-2】

サイズ：21×13×3cm

素　材：紙製

【DT-3】

サイズ：28.5×18×3cm

素　材：紙製

薬液入れに。

洗浄カップ

【中 95cc】

容　量：95ml

素　材：ポリプロピレン製

【大 195cc】

容　量：195ml

素　材：ポリプロピレン製

滅菌用包材。器械台シーツとして。

インナーラップ

サイズ：87×90cm、87×120cm、120×120cm

素　材：ポリプロピレン（撥水）

上記掲載製品以外もございます。詳しくは各営業にお問い合わせください。

その他

ベビー受け

【＃50】

サイズ：80×50cm

【M80×100 ホワイト】

サイズ：80×100cm

防水シーツ（ホワイト）

サイズ：フリー　着丈 115cm

素　材：ワッフル生地（綿 100%）

　柄 　：ピンク

マタニティガウン

分娩衣

【M80×100 ピンク】

サイズ：80×100cm

【L100×120 ピンク】

サイズ：100×120cm

防水シーツ（ピンク）

サイズ：100×100cm

素　材：レーヨン

OW ベビータオル 100×100 シロ

OW 患者用ガウン ロイヤル

生まれたばかりの赤ちゃんをやさしく包み込みます。

サイズ：フリー　着丈 110cm

素　材：コットン 100（吸水）

　柄 　：ピンクチェック

ゆったりとした着心地のよい妊産婦さん用のガウンです。

多くのラインナップで分娩をサポートします。
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