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◆動物用一般医療機器

投薬カテーテル
Dosing catheter

◆動物用一般医療機器

鼓脹症用カテーテル（太 牛用）
Stomach catheter for bovine bloat

牛、馬用の経鼻投薬に使用するカテーテルで、鼻孔内から挿入
し薬液はガートル等を使用して送液します。

Dosing catheter for cattle and horse. Insert it from 
nostril to apply liquid medicine.

牛の第1胃（急性鼓脹症）に使用するカテーテルで、
鼻孔内から挿入して使用します。先端形状は横穴（2
穴）式です。

Catheter for the treatment of rumen (acute 
bloat) of cattle. To be inserted from nostril.
Two side holes in the end of catheter.

コード番号
Code No. 10005000 10008000

型式
Type

中、横穴
Medium/side hole

中、先穴
Medium/point hole

サイズ
Size

φ12.5×1,300mm（内径：φ6.5mm）
φ12.5×1,300mm (Inside：φ6.5mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

コード番号
Code No. 10010000

サイズ
Size

φ14×2,000mm（内径：φ7mm）
φ14×2,000mm (inside：φ7mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

中、先穴
Medium/point hole

横穴
Side hole

先穴
Point hole

横穴
Side hole
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◆動物用一般医療機器

尿道カテーテル
Urethral catheter

◆動物用一般医療機器

胃カテーテル
Stomach catheter

牛、馬の尿閉、尿結石、膀胱洗浄、尿検査の採尿等に使用します。

For bladder stones treatment, bladder washing and urine 
collection, etc. for cattle and horse.

急性胃拡張等、胃の内容物排出や胃洗浄に使用し
ます。

For gastric evacuation or lavage due to acute 
gastric dilatation, etc.

コード番号
Code No. 10020000 10021000

サイズ
Size

φ7×900mm（内径：φ4mm）
φ7×900mm (inside：φ4mm)

φ7×1,500mm（内径：φ4mm）
φ7×1,500mm (inside：φ4mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

コード番号
Code No. 10012000

サイズ
Size

φ22×2,000mm（内径：φ15mm）
φ22×2,000mm (inside：φ15mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

横穴
Side hole
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◆動物用一般医療機器

イルリガートル
Irrigator

リンゲル液、生理食塩水の点滴、洗浄液を大量に送液する場
合、カテーテル等に接続して使用します。

For irrigation of Ringer solution, physiological saline, 
etc.

コード番号
Code No. 10035000 10036000

サイズ
Size

樹脂製　2L
Plastic　2L

樹脂製　1L
Plastic　1L

構成
Composition

本体　シリコン管1.5m　ピンチコック
Main unit   Silicone tube 1.5m   Pinch cock

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10037000 10038000

型式
Type

シリコン管　1.5m
Silicone tube 1.5m

ピンチコック
Pinch cock

樹脂製　2L
Plastic　2L

イルリガートル台
Irrigator stand

イルリガートル、輸液バック等を2個吊り下げるため
に使用します。伸縮式でキャスターが付属している
ため、移動も簡単です。

Hung two irrigators, or infusion bags, etc.
Casters provided. Height adjustable.

コード番号
Code No. 10040000

サイズ
Size

高さ1,200～1,800mm
H：1,200～1,800mm

質量
Weight

約4kg
4kg approx.

シリコン管　1.5m
Silicon tube 1.5m

ピンチコック
Pinch cock

別売部品　Option
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接続具
Connector

◆動物用一般医療機器

ストマックチューブⅡ
Stomach tubeⅡ

子牛への初乳・補液・薬剤等の経口投与が簡単確実にできま
す。液送管と継ぎ管がワンタッチで接続できるようになり、従
来品と比較して使い勝手が向上しました。

For oral intake of fluid feeding and medicine for calf. 
Improved efficiency with easy connection of tubes.

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10070001 10070002 10070003 10070004

型式
Type

薬液バック
Fluid vessel

投与管
Dosing tube

チューブコック
Tube cock

接続具
Connector

材質
Material

塩化ビニール
Vinyl chloride

ポリプロピレン
PP

ポリアセタール
Polyacetal

ポリカーボネート
Polycarbonate

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10050101

型式
Type

哺乳瓶用乳首
Nipple

哺乳瓶
Plastic nursing bottle for calf

ポリエチレン瓶にゴム乳首がついています。子牛の補乳、補液
等に使用します。

Rubber nipple provided.
For nursing of calves with milk, etc.

コード番号
Code No. 10070000

構成
Composition

薬液バック（液送管付属）　投与管（継ぎ管付属）
チューブコック　接続具 
Fluid vessel 　Fluid tube 　Dosing tube

サイズ
Size

チューブ：1,650mm（投与管：420mm）　
薬液バック：550×210mm（容量：2L）
Tube：1,650mm (Dosing tube：420mm) 
Fluid vessel：550×210mm (Capacity：2L)

質量
Weight

約220g
220g approx.

チューブコック
Tube cock

投与管先端部
End of dosing tube

コード番号
Code No. 10050100

構成
Composition

哺乳瓶（容量2L）　乳首
Bottle (Capacity2L)　Nipple

サイズ
Size

φ125×350mm（乳首：φ22×90mm）
φ125×350mm (Nipple：φ22×90mm)

質量
Weight 190g

材質
Material

容器：ポリエチレン　乳首：天然ゴム
Bottle：Polyethylene　Nipple：Natural rubber

哺乳瓶用乳首
Nipple

別売部品　Option

別売部品　Option
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◆動物用一般医療機器

投薬器 子馬用
Dosing syringe for colt

水溶性薬物を容易に、口腔内に直接投薬ができるように
金属製ノズルがついています。

Metal nozzle provided for direct dosing of liquid 
soluble medicine into mouth.

コード番号
Code No. 10060000

構成
Composition

先端ノズル　専用ポンプ（50mL） 
Nozzle  Pump

サイズ
Size

160mm（先端ノズル：φ11.5×115mm）
160mm (Nozzle：φ11.5×115mm)

材質
Material

ポンプ：PP　ノズル：黄銅、メッキ
Pump：PP　Nozzle：Brass, plated

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10060001 10060002

型式
Type

子馬用ポンプ
Pump

子馬用Oリング
O-ring

材質
Material

ポリプロピレン
PP

合成ゴム
Synthetic rubber

投薬・浣腸用器械　Dosing and irrigation instruments

156 外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.


