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◆動物用一般医療機器

Aチューブ（滅菌済）
A-tube indwelling teat cannula, sterilized

◆動物用一般医療機器

導乳管 N　中
Milking tube N, Metal

牛の各種乳頭病変の排乳障害（乳頭口狭窄、乳漏
等）の治療に使用します。
衛生的で、挿入棒を使用することで容易に挿入がで
きます。
電子線滅菌されておりますので単回使用です。

For treatment of milking disorder (stenosis, 
milk leakage etc.).
Hygienic and easy to insert the tube with en-
closed stick.
Sterilized by electron beam irradiation. For 
single use.

牛の各種乳頭病変の排乳障害等の治療に使用します。
挿入部先端に孔が2ヵ所、基部に埋没防止のツバがつ
いています。

For treatment of milking disorder.
There are 2 holes on the point edge. A brim 
prevents the tube being buried in teat.

コード番号
Code No. 09019300

構成
Composition

Aチューブ　 差込栓×24　カバー　 挿入棒
A tube　Insertion plug×24　A tube cover　 Insertion stick

材質
Material

Aチューブ：シリコン　差込栓：ポリカーボネート　カバー：ポリエチレン　挿入棒：ポリカーボネート
A tube：Silicon　Insertion plug：Polycarbonate　A tube cover：Polyethylene　Insertion stick：Polycarbonate

コード番号
Code No. 09012400

型式
Type

中
Medium

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size φ3×72mm

材質
Material

ステンレス
SUS
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◆動物用一般医療機器

乳頭切開器 SI式
Teat slitter, SI type

◆動物用一般医療機器

乳頭鋭匙
Tissues scraper for clogged teat

乳管狭窄、乳頭硬化、乳管炎等の治療時に乳管内の
肥厚部組織を取り除きます。

Remove intramammal thickened tissues in 
the case of lactiferous duct stenosis, galac-
tophoritis, etc.

乳頭狭窄時に乳頭管内膜の肥厚部組織、付着している異物等
の除去を先端匙部で除去します。

Remove the thickened tissue or adhering substance 
in case of clogged teat.

コード番号
Code No. 09025000

サイズ
Size

φ4×158mm（挿入部：90mm）
φ4×158mm (Insert length：90mm)

刃長
Blade length 10mm

質量
Weight 15g

材質
Material

刃部：ステンレス　 本体：黄銅、メッキ
Blade：SUS
Main part：Brass, plated

コード番号
Code No. 09028000 09029000

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size

160mm（挿入部：125mm）
160mm (Insert length：125mm)

匙部幅
Tip width 3mm 2.5mm

質量
Weight 19g 18g

材質
Material

挿入部：ステンレス　柄：黄銅、メッキ
Insert part：SUS Grip：Brass, plated

大
Large

小
Small

※先端拡大写真
*Enlarged photo of tip

販売
中止

販売
中止
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◆動物用一般医療機器

乳頭套管針
Teat trocar

乳頭管内膜が癒着、閉鎖して鋭匙の挿入が困難な場合に、乳
頭管中央部を穿刺して拡張します。

乳房炎治療用の抗生物質、治療薬液を乳管内に注射注入する
場合に使用します。

When it is difficult to insert the scraper due to adhe-
sion of intramammal tissue, pierce and enhance the 
route by this trocar.

For injection of antibiotics, liquid medicine for teat 
treatment.

コード番号
Code No. 09030000

サイズ
Size

套管部：φ2×135mm　穿刺部：φ1.5×160mm
Outer cylinder：φ2×135mm　Needle：φ1.5×160mm

挿入部
Insert length

105mm（刃長：14mm）
105mm (Blade：14mm)

質量
Weight 20g

材質
Material

柄：黄銅、メッキ　外筒、穿刺部：ステンレス
Grip：Brass, plated   Outer cylinder, Needle：SUS

◆動物用一般医療機器

乳房炎治療用ペニシリン針
Teat injection cannula for penicillin

コード番号
Code No. 09034000

型式
Type

細　10基
Small   10Base

入数
Contents

12本
1dozen

サイズ
Size φ2×55mm

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated
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乳頭口の狭窄時、乳漏等に使用します。
注射筒10先、ゴム管等を接続して薬液、油剤等を注入できます。

For treatment of lactiferous duct stenosis, milk leak-
age, etc. Connect with syringe (point 10), rubber tube, 
etc. for administration of liquid medicine.

◆動物用一般医療機器

乳房炎治療管
Infusion catheter for teat disease

コード番号
Code No. 09035000

型式
Type

太
Large

サイズ
Size φ3×60mm

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated

コード番号
Code No. 09043000

構成
Composition

本体×2　ジョイナー×8
Main part×2　Joiner×8

サイズ
Size（Outside.Innerside.Thickness） φ190×φ80×23mm

質量
Weight

約100g
100g approx.

材質
Material

ポリウレタン
Polyurethane

サブヒール ジョイナー付
Teat protection ring Sub-heel

乳牛の乳房踏傷防止のため、左右後脚に取りつけて使用
します。
分娩後約10日から泌乳期2～3ヵ月まで装着することをお
勧めします。

For prevention of damaging teat by stepping on it. 
To be installed in both hind legs.
Recommended to use from 10days to 2-3months 
after delivery.
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