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感染に係る薬剤投与関連

創部ドレーン管理関連

循環動態に係る薬剤投与関連

特定行為

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 皮膚損傷に係る薬剤投与関連

特定行為

特定行為

特定行為 特定行為

装着式採血静注キット
”SASUKE” 

外科包帯法シミュレータ

装着式採血静注キット
”SASUKE” 

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

採血・静注シミュレータ 
 “ シンジョーⅢ ” 

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

装着式上腕筋肉注射
シミュレータ

NM29NM29

MW50MW50

MW50MW50

MW9MW9

MW25MW25

MW9MW9

MW9MW9

M67BM67B

創部ドレーンの抜去

※参考　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077114.html

・抗けいれん剤の臨時の投与　・抗精神病薬の臨時の投与　・抗不安薬の臨時の投与

感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与

抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び
投与量の調整

11338-00011338-000

11431-00011431-000 11388-00011388-000

11404-000 11404-000 11388-00011388-000

11297-20011297-200

11431-00011431-000 11388-00011388-000

縫合手技トレーニング
腹部セット 
腕部セット 

動脈血液ガス分析関連
特定行為

動脈採血シミュレータ

M99M99

直接動脈穿刺法による採血、
橈骨動脈ラインの確保

11351-00011351-000

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

特定行為

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

11388-000

区 分 別 科 目

区 分 別 科 目 共 通 科 目

栄養に係るカテーテル管理
（中心静脈カテーテル管理）関連

栄養に係るカテーテル管理 
（末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理）関連

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

創傷管理関連
特定行為 特定行為 特定行為

CVC 穿刺挿入
シミュレータⅡ 

末梢挿入中心静脈カテーテル　
PICC シミュレータ 

外傷模型キット

M93BM93B MW18MW18 LE-1LE-1
LE-2LE-2

M62M62

中心静脈カテーテルの抜去 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入

特定行為

・侵襲的陽圧換気の設定の変更
・非侵襲的陽圧換気の設定の変更
・人工呼吸管理がなされている者に対する
   鎮静薬の投与量の調整

・人工呼吸器からの離脱

・褥瘡又は慢性創傷の治療における
   血流のない壊死組織の除去 

・創傷に対する陰圧閉鎖療法11347-30011347-300 11398-00011398-000 12800-00012800-000
12800-10012800-100

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

MW25MW25 11404-000 11404-000 

11253-00011253-000

呼吸器 ( 長期呼吸療法に係るもの ) 関連

P.2 ～ 3 へ P.11 へ

・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整など

特定行為

教育用エコー装置 
コンベックス
リニア　　     

多職種連携ハイブリッド
　シミュレータ “SCENARIO”
一括購入：
レンタル： 

吸引シミュレータ
“Q ちゃん ” 

術後疼痛管理関連
特定行為

硬膜外麻酔シミュレータ胸
椎・腰椎穿刺モデル

MW3MW3

硬膜外カテーテルによる
鎮痛剤の投与及び投与量の調整

11382-00011382-000

小児看護実習モデル “ まあちゃん ”  
A 形　
B 形　

透析管理関連
特定行為

腎臓病と透析の看護　全 3 巻

急性血液浄化療法における血液透析器
または血液透析濾過器の操作及び管理

12976-54012976-540

M85M85

血糖コントロールに係る
薬剤投与関連

特定行為

気管カニューレの交換

インスリン注射練習用
腹部モデル

呼吸器 ( 気道確保に係るもの ) 関連

インスリンの投与量の調整

11229-00011229-000

M83M83

特定行為

M83M83

11219-02011219-020

11219-00011219-000

DAM シミュレータ
トレーニングモデル

気管挿管器具セット A

W44765W44765 11443-00011443-000

ろう孔管理関連
特定行為

経管栄養シミュレータ

MW13MW13

女性膀胱ろうシミュレータ
男性膀胱ろうシミュレータ

MW8MW8

MY-9MY-9

・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
・膀胱ろうカテーテルの交換

11386-00011386-000

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整

M56AM56A
M56BM56B

 11355-010   11355-010  
11355-00011355-000 MW59( 女性 )　MW59( 女性 )　

MW58( 男性 )　MW58( 男性 )　
11441-00011441-000
11440-00011440-000

11392-00011392-000 12022-90012022-900

MW49MW49 11430-00011430-000

特定行為に係る看護師の研修制度
シミュレータのご提案

MW27MW27 11406-100/00011406-100/000

この記事は、特定行為研修 教材カタログ (2020 年 9 月発行 ) を抜粋したものです
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経静脈内投与

認定看護分野と科目別シミュレータ一覧

救急看護・集中ケア（A 課程）/  クリティカルケア（B 課程）

口腔ケア

口腔ケアモデル
 アドバンスド

MW29MW29 11408-00011408-000

がん化学療法看護（A 課程）/  がん薬物療法看護（B 課程）

経静脈内投与

専  門  科 目 区 分 別 科 目

循環動態に係る薬剤投与関連
特定行為

※  参考：https://nintei.nurse.or.jp/nursing/qualification/cn

がん放射線療法看護（A 課程）
  /  がん放射線療法看護（B 課程）
緩和ケア・がん性疼痛看護（A 課程）
  /  緩和ケア（B 課程）

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
特定行為

・持続点滴中のカテコラミンの 
   投与量の調整

・持続点滴中のナトリウム、カリウム 

   又はクロールの投与量の調整

・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液
   の投与量の調整

・持続点滴中の利尿液の投与量の調整

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、
脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

現行の認定看護分野 
（特定行為研修を組み込んでいない教育課程：A 課程教育機関） 

新たな認定看護分野 
（特定行為研修を組み込んでいる教育課程：Ｂ課程教育機関）

専門科目 /
区分別科目

共通科目

感染管理 感染管理
P.4 へがん放射線療法看護 がん放射線療法看護

緩和ケア 
緩和ケア

がん性疼痛看護
がん化学療法看護 がん薬物療法看護

P.5 へ
救急看護  

クリティカルケア
集中ケア
慢性呼吸器疾患看護　 呼吸器疾患看護

P.6 へ P.11 へ
手術看護　 手術看護
訪問看護　　 在宅ケア P.7 へ
小児救急看護 小児プライマリケア

P.8 へ
新生児集中ケア 新生児集中ケア
慢性心不全看護 心不全看護
透析看護 腎不全看護　

P.9 へ
摂食・嚥下障害看護 摂食嚥下障害看護
不妊症看護 生殖看護　
糖尿病看護 糖尿病看護
乳がん看護 乳がん看護
認知症看護 認知症看護

P.10 へ
脳卒中リハビリテーション看護 脳卒中看護
皮膚・排泄ケア 皮膚・排泄ケア

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

採血・静注シミュレータ 
 “ シンジョーⅢ ” 

LE-1LE-1
LE-2LE-2

12800-00012800-000
12800-10012800-100

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容

特定行為

特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

・侵襲的陽圧換気の設定の変更
・非侵襲的陽圧換気の設定の変更
・人工呼吸管理がなされている者に
   対する鎮静薬の投与量の調整

・人工呼吸器からの離脱

MW9MW9 11388-00011388-000

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

末梢挿入中心静脈カテーテル　
PICC シミュレータ 

MW18MW18

感染に係る薬剤投与関連

11398-00011398-000

多職種連携ハイブリッド
　シミュレータ “SCENARIO”
一括購入：
レンタル： 

CVC 穿刺挿入
シミュレータⅡ 

M93BM93B

特定行為

11347-30011347-300

教育用エコー装置 
コンベックス
リニア　　     

感染管理（A 課程）/  感染管理（B 課程）

感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与

特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

装着式採血静注キット
”SASUKE” 

MW50MW50 11431-00011431-000

MW49MW49 11430-00011430-000

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

MW25MW25 11404-000 11404-000 

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

MW25MW25 11404-000 11404-000 

認定看護師教育
シミュレータのご提案

MW27MW27 11406-100/00011406-100/000
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フィジカルアセスメント

フィジカルアセスメントモデル
“Physiko”

呼吸音聴診シミュレータ
“ ラングⅡ ”

M55M55 MW28MW28

慢性呼吸器疾患看護（A 課程）/ 呼吸器疾患看護（B 課程）

11354-00011354-000 11407-00011407-000

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連
特定行為

在宅における医療処置管理

循環動態に係る薬剤投与関連
特定行為

・侵襲的陽圧換気の設定の変更
・非侵襲的陽圧換気の設定の変更
・人工呼吸管理がなされている者
   に対する鎮静薬の投与量の調整

・人工呼吸器からの離脱

フィジカルアセスメント在宅に特徴的な病態の
理解と看護

・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液

   の投与量の調整

フィジカルアセスメント

呼吸音聴診シミュレータ
“ ラングⅡ ”

フィジカルアセスメントモデル
“Physiko”

肺ファントム
経鼻胃管ファントム

MW26MW26

M55M55

11407-00011407-000

1354-0001354-000

呼吸器（人工呼吸療法に
係るもの）関連

訪問看護（A 課程）/ 在宅ケア (B 課程 )

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

吸引シミュレータ
“Q ちゃん ” 

M85M85 11229-00011229-000

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

特定行為

・侵襲的陽圧換気の設定の変更
・人工呼吸器からの離脱

MW9MW9 11388-00011388-000

多職種連携ハイブリッド
　シミュレータ “SCENARIO”
一括購入：
レンタル： 

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

多職種連携ハイブリッド
　シミュレータ “SCENARIO”
一括購入：
レンタル： 

創傷管理関連
特定行為

外傷模型キット

Ｍ 62Ｍ 62

・褥瘡又は慢性創傷の治療における
   血流のない壊死組織の除去

・創傷に対する陰圧閉鎖療法

11253-00011253-000

術後疼痛管理関連
特定行為

硬膜外麻酔シミュレータ
胸椎・腰椎穿刺モデル

硬膜外カテーテルによる
鎮痛剤の投与及び投与量の調整

MW3MW3 11382-00011382-000

手術看護（A 課程）/ 手術看護（B 課程）

呼吸器 ( 気道確保に係るもの ) 関連
特定行為

DAM シミュレータ
トレーニングモデル

気管挿管器具セット A

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整

MW13MW13 11392-00011392-000
MY-9MY-9 12022-90012022-900

呼吸器 ( 長期呼吸療法に係るもの ) 関連
特定行為

吸引シミュレータ
“Q ちゃん ” 

小児看護実習モデル “ まあちゃん ”  
A 形　
B 形　

M85M85

気管カニューレの交換

11229-00011229-000 M56AM56A
M56BM56B

 11355-010   11355-010  
11355-00011355-000

ろう孔管理関連
特定行為

経管栄養シミュレータ

MW8MW8

・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテー
   テル又は胃ろうボタンの交換

11386-00011386-000

US-19US-19 41946-00041946-000
　41947-000　41947-000US-20US-20

動脈血液ガス分析関連
特定行為

動脈採血シミュレータ

直接動脈穿刺法による採血、
橈骨動脈ラインの確保

M99M99 11351-00011351-000

MW49MW49 11430-00011430-000

採血・静注シミュレータ 
 “ シンジョーⅢ ” 

経管栄養シミュレータ

MW8MW8 11386-00011386-000

呼吸音聴診シミュレータ
“ 小児ラング ”

MW57MW57 11439-00011439-000

呼吸音聴診シミュレータ
“ 小児ラング ”

MW57MW57 11439-00011439-000

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

MW25MW25 11404-000 11404-000 

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

MW25MW25 11404-000 11404-000 

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

MW25MW25 11404-000 11404-000 

MW27MW27 11406-100/00011406-100/000

MW27MW27 11406-100/00011406-100/000
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創部ドレーン管理関連
特定行為

創部ドレーンの技去

乳がん看護（A 課程）/ 乳がん看護（B 課程）
栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

外科包帯法シミュレータ

NM29NM29 11338-00011338-000

M66M66 11273 -00011273 -000

フットケア技術 血糖コントロールに係る
薬剤投与関連

特定行為

インスリン注射練習用腹部モデル

呼吸器 ( 長期呼吸療法に
係るもの ) 関連

インスリンの投与量の調整

特定行為

小児看護実習モデル ” まあちゃん ” 
 A 形　 
 B 形　

糖尿病看護（A 課程）/ 糖尿病看護（B 課程）

M56 A M56 A 
M56 BM56 B

気管カニューレの交換

11355 -01011355 -010
11355- 00011355- 000

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

メディカルフットケアモデル
　” フッティー ”

フットケア

メディカルフットケアモデル
　” フッティー ”

M66M66 11273 -00011273 -000

透析看護（A 課程）/腎不全看護（B 課程）
栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

万能トレーニング・ベビー超低出生体重児モデルNCPR モデル　PlusⅡ NCPR モデル

M18M18MW33MW33MW21BMW21BMW32MW32

新生児集中ケア（A 課程）/ 新生児集中ケア（B 課程）

11212 -00011212 -00011413 -00011413 -00011400 -30011400 -30011400 -100 11400 -100 

新生児集中ケア技術 / 新生児の蘇生法（NCPR）

小児救急看護（A 課程）/ 小児プライマリケア（B 課程）
栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

特定行為

小児の手背静脈注射
シミュレータ

M95M95

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

11350 -00011350 -000

透析管理関連
特定行為

腎臓病と透析の看護　全 3 巻

急性血液浄化療法における血液透析器
または血液透析濾過器の操作及び管理

12976-54012976-540

フィジカルアセスメント

不妊症看護（A 課程）  / 生殖看護（B 課程）
栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

フィジカルアセスメントモデル
“Physiko”

呼吸音聴診シミュレータ
“ ラングⅡ ”

M55M55 MW28MW28

摂食・嚥下障害看護（A 課程）/ 摂食嚥下障害看護（B 課程）
栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

口腔ケア

 口腔ケアモデル 
アドバンスド 

MW29MW29 11408-00011408-000

11354-00011354-000 11407-00011407-000

慢性心不全看護（A 課程）/ 心不全看護（B 課程）
栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

循環動態に係る薬剤投与関連
特定行為

・持続点滴中のカテコラミンの 
   投与量の調整

・持続点滴中のナトリウム、カリウム 

   又はクロールの投与量の調整

・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液
   の投与量の調整

・持続点滴中の利尿液の投与量の調整 点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

多職種連携ハイブリッド
　シミュレータ “SCENARIO”
一括購入：
レンタル： 

W44765W44765 11443-00011443-000

万能型看護実習モデル
” 八重 ” 

MW25MW25 11404-000 11404-000 

呼吸音聴診シミュレータ
“ 小児ラング ”

MW57MW57 11439-00011439-000

MW27MW27 11406-100/00011406-100/000



製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。 一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。このマークはナーシングチャンネル対応DVDです。 詳細はお問い合わせください　 1110
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このほかにも、ご提案品ございます。詳しくは お問合せください

臨床病態生理学

フィジカルアセスメント

疾病・臨床病態概論

特定行為実践

臨床推論 医療安全学
教育内容

教育内容

教育内容

教育内容

教育内容 教育内容

人体解剖模型　M-100 型

山内豊明教授の
フィジカルアセスメント　
全 10 巻　

超音波診断ファントム
上腹部モデル  ECHOZY  セット

DVD 人体の構造と機能
全 20 巻

認知症看護（A 課程）/ 認知症看護（B 課程）
栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

精神及び神経症状に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

・抗けいれん剤の臨時の投与・抗精神病
薬の臨時の投与・抗不安薬の臨時の投与

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

装着式採血静注キット
”SASUKE” 

MW50MW50 11431-00011431-000

フィジカル
アセスメントモデル  
“Physiko”

山内豊明教授の
バイタルサインの測定 
全 3 巻　

検査時のケア

山内豊明教授の症状別
・徴候別フィジカルアセスメント 
 全 8 巻　

研修医のための診察手順  
全 10 巻  

改訂版   生命・医療倫理学
入門    全 16 巻  

臨床診断推論入門  
全 10 巻

A1AA1A

US-1US-1

臨床解剖学、臨床病理学、臨床生理学を学ぶ

身体診察・診断学（演習含む）を学ぶ

多職種協働実践
（他職種と事例検討等の演習を含む）を学ぶ

特定行為実践のための関連法規を学ぶ

根拠に基づいて手順書を医師、歯科医師等とともに作成し、
実践後、手順書を評価し、見直すプロセスについて学ぶ

特定行為の実践におけるアセスメント、
仮説検証、意思決定、検査・診断過程を学ぶ

臨床診断学、臨床検査学、
症候学、臨床疫学を学ぶ

医療倫理、医療管理、医療
安全、ケアの質保証（Quality 
Care Assurance）を学ぶ

11001-00011001-000

12953-10012953-100

41900-00041900-000

12979-72012979-720

12972-04012972-040

12975-80012975-800

12972-08012972-080

12975-86012975-860

12974-58012974-580

12973-54012973-540

共 通 科 目

主要疾患（5 疾病）の臨床診断・治療を学ぶ、年齢や状況に応じた臨床診断・治療（小児、高齢者、救急医学等）を学ぶ

呼吸音聴診シミュレータ
“ ラングⅡ ”

MW28MW28 11407-00011407-000
M55M55 11354-00011354-000

臨床薬理学

目で見る薬理学入門
 第 3 版
￥384,000（税別）

臨床薬理学

目で見る薬理学入門  第 3 版

教育内容 薬剤学、薬理学を学ぶ
12977-23012977-230

教育内容 薬剤学、薬理学を学ぶ
12977-23012977-230

多職種連携ハイブリッド
　シミュレータ “SCENARIO”
一括購入：
レンタル： 

教育用エコー装置 
コンベックス
リニア　　     

腹部アセスメントモデル

MW43MW43 11423-00011423-000

呼吸音聴診シミュレータ
“ 小児ラング ”

MW57MW57 11439-00011439-000

排泄障害の管理

創傷管理関連
特定行為

外傷模型キット

Ｍ 62Ｍ 62

・褥瘡又は慢性創傷の治療における
   血流のない壊死組織の除去

・創傷に対する陰圧閉鎖療法

11253-00011253-000

皮膚・排泄ケア（A 課程）/ 皮膚・排泄ケア（B 課程）

LE-1LE-1
LE-2LE-2

12800-00012800-000
12800-10012800-100

女性導尿・浣腸モデル　装着式
男性導尿・浣腸モデル　装着式

おむつ交換トレーニングモデル膀胱内尿量測定ファントム

膀胱内尿量測定ファントム

MW23MW23US-16US-16

US-16US-16

11402-000        11402-000        41932-00041932-000

41932-00041932-000

排泄障害の管理

フットケア技術

メディカルフットケアモデル
” フッティー ” 

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整、脱水症状に対する輸液による補正

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

精神及び神経症状に係る
薬剤投与関連

教育内容特定行為

・抗けいれん剤の臨時の投与・抗精神病
薬の臨時の投与・抗不安薬の臨時の投与

点滴静注シミュレータ  
 “V ライン ”

MW9MW9 11388-00011388-000

脳卒中リハビリテーション看護（A 課程）/ 脳卒中看護（B 課程）

装着式採血静注キット
”SASUKE” 

MW50MW50 11431-00011431-000

MW54（女性） MW54（女性） 
MW53（男性）MW53（男性）

11435-00011435-000
11434-00011434-000

M66M66 11273 -00011273 -000

教育用エコー装置 
コンベックス
リニア　　     

教育用エコー装置 
コンベックス
リニア　　     

LE-1LE-1
LE-2LE-2

12800-00012800-000
12800-10012800-100

LE-1LE-1
LE-2LE-2

12800-00012800-000
12800-10012800-100

MW27MW27 11406-100/00011406-100/000


