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婦人科学
着用式乳房検診シミュレーターセット
平均的なサイズの女性胸部からのナチュラルキャストで作られた，ストラップ付乳
房自己検診シミュレーターです。着衣することで，より実際的な立位での自己検診
手技を習得することができます。また，専用の台座が付属しており，台座に設置し
て臥位や立位など様々な角度で学習することも可能です。
左右の乳房や周縁部には良性や悪性の症状を表す6個の異なるしこりと，悪性の乳
癌と併発することが多い皮膚症状，および陥没乳頭等が含まれます。表皮には実際
の皮膚の感触の再現性に優れた特殊新素材3B SKINlike™ を使用しています。「女
性胸部」チャート（英語版），タルクパウダー，多言語（日本語を含む）での取扱
説明書，検査方法説明書，設置台，キャリングケース付。
56x44x24 cm; 11.5 kg
説明書言語：英・独・日，ほか

品番：L50  

着用式乳房検診シミュレーター
L50と同内容ですが,「女性胸部」チャートとキャリングケースが省略されていま
す。
51x37x15 cm; 6.3 kg
説明書言語：英・独・日，ほか

品番：L51

乳房疾患モデル（授乳期・非授乳期）
左右の乳房モデルのセットで，それぞれ以下の内容を見る
ことができます。
授乳期の右乳房：
• 中央で2つに分割され，磁石で固定されます。

外側の断面は健康な授乳期の乳房組織を表示。
• 内側半分の切断面は乳腺炎を表示。
非授乳期の左乳房：
• 2箇所の矢状断で3つのパーツに分割でき，磁石で固定さ

れます。
• 外側パーツの断面は健康な乳房の解剖学的構造を表示。

外側パーツの皮膚には所属リンパ節を表示。
• 中央パーツ外側断面には嚢胞と線維腺腫を表示。
• 中央パーツ内側断面には乳房結合組織の進行病変（乳腺

線維嚢胞症）を表示。
• 内側パーツの断面には悪性腫瘍を表示。
説明書言語：ラテン・英・独・日，ほか

品番：L56 

乳房検診シミュレーター
異なる3人の乳房からのナチュラルキャストで作られた，乳房検診シミュレーターです。正常な乳房
と，2個の良性しこりのある乳房，3個の悪性しこりとそれに伴う皮膚症状・陥没乳頭のある乳房からな
ります。3B SKINlike™ を使用し皮膚の質感は本物のようです。設置台，タルクパウダー，多言語（日本
語を含む）での取扱説明書が付属しています。
52x24.5x9.5 cm; 2.3 kg
説明書言語：英・独・日，ほか

乳房検診シミュレーター・3点セット

品番：L55

乳房検診シミュレーター・良性腫瘍

品番：L55/1
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部位名確認用
の番号を記載

妊娠・出産

双子の胎児発達・胎位チャート
記載言語：英語
片面は，二卵性および一卵性双生児（胎盤を共有する一卵性双生児を含む）の発
達を，反対側は，双子の場合に可能性のある6種類の胎位を示しています。チャ
ートはラミネート加工されています。89 x 58.5 cm

品番：W43094 

専門知識のない方でも
わかりやすい，ステー
ジごとの表記

ヒトの生殖器学習セット
記載言語：英語
W40212〜W40220，9項目をレリーフモデルで詳しく学習することがで
きます。バインダーに綴じられた英文の解説書（用語集，OHP用カラープ
リント，学習キーポイントなどを含む）が付属します。

品番：W40211

胎児25倍大モデル
約4週目の胎児の拡大モデルです。
12x12x23 cm; 0.3 kg
説明書言語：ラテン・英・独・日，ほか
品番：L15

９種類の学習レリーフシリーズ
月経周期 品番：W40212
出産 品番：W40218
減数分裂 品番：W40220
有糸分裂 品番：W40219
胚細胞 品番：W40215
4ヶ月の胎児 品番：W40216
満期胎児 品番：W40217
女性生殖器 品番：W40214
男性生殖器 品番：W40213

卵成熟と胚の発達モデル
このモデルでは原子卵胞，排卵など
の卵形成・卵成熟の過程から，受精
卵が子宮壁に着床し胚盤胞にいたる
までの胚の発達の様子がわかりま
す。卵巣，卵管，子宮内における発
達段階は模型で再現し，台座では卵
と胚の様子を大きくイラストで描い
ています。台座付。
35x21x20 cm, 1.2 kg
説明書言語：ラテン・英・独・日，
ほか

品番：L01

4ヶ月の胎児学習セット
記載言語：英語
6，8，10，12，14，16週目の実物大の胎児モデルが順番に表示されて

います。実際の胎児のサ
イズや身体的特徴，位置
が説明されているため，
生殖器の学習に役立つ教
材です。

品番：W40216

このページ掲載以外にもチャートがございます
3B Scientific ® 医学チャート
3B Scientific ® の医学チャートは，世界各国で高い評価と信頼をいた
だいており，数多くご利用いただいております。
学校教育，患者教育，医療関係のノヴェルティアイテムに欠かせない
ツールであると同時に，医学をテーマにした壁の装飾物としても大変

ユニークです。

詳しくは
210〜213ページ
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妊娠モデル，クラシックシリーズ
子宮内胎児の発育過程を分かり易く示すと共に，数種の胎位，双生児
をも取入れた価値あるシリーズです。各スタンド付。（L10/1〜L10/8
の８点セット）
3.2 kg
説明書言語：ラテン・英・独・日，ほか

品番：L10 

妊娠モデル，スタンダード・シリーズ
妊娠中の主要な段階を示す，胎児の入った子宮のモデル（L10/1，L10/2，L10/3
，L10/5，L10/8）の5点から成るセットです。5点を1枚のベースにマウントし
たモデルです。
20x41x31 cm; 1.8 kg
説明書言語：ラテン・英・独・日，ほか

品番：L11/9

分娩過程・5段階モデル，実物大
次の5段階の分娩過程を示します。
• 子宮頚閉鎖（胎児，子宮）
• 子宮口開大（胎児，子宮）
• 児頭娩出開始（胎児，子宮）
• 児頭娩出終了（胎児，子宮，骨盤）
• 分娩完了（胎盤，子宮）
モデルごとにベースボードが付いたセパレート型。
17x28x46 cm; 8.6 kg

品番：VG392

妊娠モデル，デラックスシリーズ
子宮内胎児の発育過程を分かり易く示すと共に，数種の胎位，双生児
をも取入れた価値あるシリーズです。各スタンド付。（L10/1〜L10/8
，L15の9点セット）
説明書言語：ラテン・英・独・日，ほか

品番：L11 

個別でもご購入いただけます

妊娠1ヶ月の子宮モデル 0.2 kg	 品番：L10/1
妊娠2ヶ月の子宮モデル 0.3 kg 品番：L10/2
妊娠3ヶ月の子宮モデル 0.3 kg 品番：L10/3
妊娠４ヶ月の子宮モデル 胎児は横位，胎児取外し可能 0.4 kg 品番：L10/4
妊娠５ヶ月の子宮モデル 胎児は骨盤位，胎児取外し可能　0.4 kg 品番：L10/5
妊娠5ヶ月の子宮モデル 胎児は横位，胎児取外し可能 0.4 kg 品番：L10/6
妊娠5ヶ月の双生児子宮モデル 胎児は頭位と骨盤位，胎児取外し可能 0.6 kg 品番：L10/7
妊娠７ヶ月の子宮モデル 胎児は頭位，胎児取外し可能 0.6 kg 品番：L10/8
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With Child～妊娠実
物大ディスプレイ
記載言語：英語
妊 娠 中 （ 1 カ 月 ， 2 カ
月，3〜4カ月，5〜6カ
月，7〜8カ月，9か月）
の母体と胎児の様子が描
かれた実物大ディスプレ
イ。
重なり合ったリアルな絵
をめくりながら妊娠中の
母体の変化と母体内での
胎児の成長過程を説明で
きます。受胎前の計画か
ら産後6週目までの解説
（英語）も記載されてい
ます

品番：W43076

妊娠骨盤，3分解モデル
妊娠40週の骨盤を正中矢状断した実物大モデルです。内
部の胎児を取り外して，子宮内の正常な胎児位置（胎位，
胎向，胎勢）の学習に最適です。台座上には，妊娠３ヶ月
目の子宮と胎児のモデルが付いています。
38x25x40 cm; 3.8 kg

品番：L20 

子宮内の胎児位置がわかります 

分娩デモンストレーション用骨盤モデル
児頭が骨盤から出てくる過程を再現できます。寛骨，仙骨，尾骨，2個の腰椎か
ら成る本体に，胎児の頭蓋骨を自在に動かせるフレキシブル管でつないでいま
す。仙腸関節と恥骨結合部はネジを回して固定をゆるめることができます。スタ
ンド付。
33x26x18 cm; 1.8 kg

品番：L30

胎児は取り外せます

分娩過程・5段階モデル，縮尺型
VG392と同内容ですが，1/2 倍大です。台座付。
次の5段階の分娩過程を示します。
• 子宮頚閉鎖（胎児，子宮）
• 子宮口開大（胎児，子宮）
• 児頭娩出開始（胎児，子宮）
• 児頭娩出終了（胎児，子宮，骨盤）
• 分娩完了（胎盤，子宮）
40x31x13 cm; 1,4 kg

品番：VG393 

3B Scientific ® 医学チャート
3B Scientific ® の医学チャートは，世界各国で
高い評価と信頼をいただいており，数多くご利用
いただいております。
学校教育，患者教育，医療関係のノヴェルティア
イテムに欠かせないツールであると同時に，医学
をテーマにした壁の装飾物としても大変ユニーク

です。

詳しくは
210〜213ページ
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新生児ケア体験モデル
新生児が必要とする様々なケアを疑似体験できるユニークなモデルです。
育児にあこがれているティーンエージャーが現実の世界を体験できるよう
に開発されました。
新生児のマネキンはケアを必要とする時は泣いて知らせます。ケアをする
と泣く，ゲップをする，うれしそうな声を出すなどの反応を示します。
付属の記入用紙を使用して，いつマネキンが世話を必要としたか，マネキ
ンのニーズに対する学生の対応が簡単にチェックできます。
生徒用のキーと教師用のキーが各1セット，おむつ，9V乾電池が付いてい
ます。
51 cm; 2.49 kg

新生児ケア体験モデル，白人系男児 品番：W44214
新生児ケア体験モデル，白人系女児 品番：W44215
新生児ケア体験モデル，アフリカ系男児 品番：W44218
新生児ケア体験モデル，アフリカ系女児 品番：W44219
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新生児ケア

哺乳瓶虫歯4段階モデル
赤ちゃんがジュース，母乳，粉ミルク，その他の糖分を含む液体の入った哺乳
瓶をくわえたまま寝てしまった場合や長時間過ごした場合の虫歯リスクを視覚
的にわかりやすく示しています。台座付。
27x9x9 cm

品番：W43141

哺乳瓶虫歯モデル
このモデルは小児の口から型を取り，開口できます。赤ちゃんが哺乳瓶をくわえたまま寝ると，糖が口の中
を覆い，歯科疾患を起こす可能性があることを示しています。
6x5x5 cm

品番：W43157

新生児のケアを体験できるユニ
ークなモデル

ベビーケアモデル
学校や妊婦の講習会などの実習に最適です。着せ替
え，清拭，おむつの交換をはじめ，さまざまな練習が
できます。実際の新生児と同じ大きさなので，通常の
ベビー服も使用できます。首，肩，股の関節は動かせ
ます。

シェイクンベビー
揺さぶられっ子症候群の仕組みを理解するのに
役立つモデルです。頭が透明なので，過度に揺
さぶられることで脳がダメージを受ける様子が
よく見えるようになっています。また，首を支
えることの重要性を印象付ける事ができ，過度
な揺さぶりによる脳への恒久的なダメージや視
覚的障害，最悪の場合は死に至るケースがある
ことを説明できます。
48.5cm

品番：W43117

頭部が透明なので脳がダメージを受
ける様子を観察できます

白人系
男児 品番：W17000
女児 品番：W17001

アジア人系
男児  品番：W17002
女児 品番：W17003

アフリカ人系
男児 品番：W17004
女児 品番：W17005
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糖尿病ディスプレイパネル
記載言語：英語
糖尿病のリスク因子・症状・合併症についての情報，異なる型の糖尿病と治療
法について説明しています。
全開時　147x57 cm

品番：W43213

糖尿病フリップチャート
記載言語：英語
1型，2型および妊娠性糖尿病とそ
のリスク因子や徴候について説明し
ています。糖尿病の前兆，検査，合
併症についての情報も記載していま
す。チャートは6枚，各チャート裏
面に説明者向け解説付き。
30x43 cm

品番：W43212

重度糖尿病患者の足モデル
切断されたつま先，シャルコー足，壊疽など，更に重篤な状態を表しています。糖尿病患者
の足モデル（W43107）を補うものとしてご使用いただけます。
説明カード（記載言語：英語）
キャリングケース付。
10x23x11 cm

品番：W43107A

糖尿病患者の足モデル
皮膚に近い質感の材質で作られた実物
大の足モデルです。異なる段階の3つ
の潰瘍と糖尿病の典型的な特徴を表し
ています。正しいフットケアの重要性
を知るのに役立ちます。
説明カード（記載言語：英語）
キャリングケース付。
9x24x10 cm

品番：W43107

足背，足底で糖尿病による病変が
確認できます

糖尿病

インスリン注射練習パッド
インスリン注射の指導に最適な装着
型練習パッドです。皮膚パッドはス
トラップにより腹部，大腿部，上腕
部などに装着できます。皮膚は十分
な厚さがあり，すべてのインスリン
注射用の針が使用できます。パッド
の底には硬質プラスチック板が取り
付けられ，針の貫通を防ぐので安全
にご使用いただけます。
15.5x11x2 cm; 0.16 kg

品番：W44724

インスリン注射練習用腹部モデル
この柔らかい腹部模型は，臍の周囲5cmの部
分を避けてインスリンポンプ用輸液セットを
正しく接続する方法の患者への指導と自己注
射の練習のための非常に有用なツールです。
本物のような皮膚で覆われており，実際の腹
部組織に近い感触があります。注射針の貫通
を防ぐためのプラスチックの裏地が付いてい
ます。乾きやすいように通気孔が設けられており，蒸留水を注射することができ
ます。細い注射針を使用し，穿刺する場所を変えるようにすれば長期にわたり使
用することができます（消耗部分の交換部品はございません）。輸液セットと注
射器は付属していません。説明書言語：英

品番：W44765 

インスリン注射練習キット
皮膚に近い質感の材質で作られた注射用皮膚パッドと指先穿刺用モデルです。皮
膚パッドは腕や脚にストラップで装着できます。指先モデルはランセット穿刺の
練習ができます。どちらも繰り返し穿刺できます。
タルクパウダー，キャリングケース付。
皮膚パッド15x11x4 cm
指先穿刺用モデル3x11x3 cm

インスリン注射練習キット，白 品番：W43123BE
インスリン注射練習キット，黒 品番：W43123BR




