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◆動物用一般医療機器

子宮頸管鉗子 3爪
Uterocervical forceps

◆動物用一般医療機器

腟洗浄ポンプ 一本管式
Vaginal Flushing pump for cow

牛の子宮頸腟部を挟んで経腟部を引き寄せること
に使用します。
また、人工授精（頸管鉗子法）の補助具としても使
用できます。

Bind the cow uterus cervix to pull.
Used as a supporting tool for artificial in-
semination (cervical forceps method).

牛、馬の子宮及び腟洗浄に用いる洗浄液液送ポンプとして使用し
ます。

Vaginal flushing pump for cow and mare.

コード番号
Code No. 03021000 03021100

型式
Type

3爪
3 claws EM

サイズ
Size

全長：490mm（爪幅：11mm）
Length：490mm (Width：11mm)

全長：525mm（爪幅：12mm）
Length：525mm (Width：12mm)

質量
Weight 210g 340g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 03025500

構成
Composition

ポンプ　専用ゴムホース
Pump　Exculsive rubber horse

サイズ
Size

ポンプ：φ26×415mm　ホース長：2,000mm
Pump：φ26×415mm  Hose length：2,000mm

材質
Material

ポンプ：黄銅、メッキ　ホース：合成ゴム
Main part：Brass, plated   Hose：Synthetic rubber

先端爪部

3爪
3 claws

11mm

12mm

EM

3爪
3 claws

EM
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◆動物用一般医療機器

子宮洗浄管 馬用
Uterine flushing cannula for mare

◆動物用一般医療機器

子宮内薬液注入器 中原式
Intrauterine injector for cow, Nakahara-Type

馬専用の子宮洗浄用器具として使用します。
イルリガートル、ゴム管等を接続します。

Uterine flushing cannula, exclusive for mare.
Connect the illrigator , rubber cap etc. to use.

牛、馬の子宮内に薬液を注入する注入管として使用します。
挿入しやすく、粘膜を損傷することが少ない注入口になってい
ます。

Injection tube for injecting liquid medicine into the 
uterus of cow and mare.
The injector end is designed for easier insersion and 
less damage to membrane.

コード番号
Code No. 03028000

サイズ
Size φ16×230mm

質量
Weight 40g

材質
Material

エボナイト
Ebonite

コード番号
Code No. 03039000

構成
Composition

本体   消毒ケース   10先50基変換アダプター
Main unit　Disinfection case　 Conversion adapter

サイズ
Size

本体：φ5×480mm（10基）　ケース：φ13×570mm
Main：φ5×480mm (10base)   Case：φ13×570mm

質量
Weight 180g

材質
Material

本体：黄銅、メッキ　ケース：エラストマー
Main：Brass/Plating   Case：Elastomer

繁殖障害器械　Reproductive disorder treatment instruments

83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.



◆動物用一般医療機器

子宮内薬液注入器Ⅱ
Intrauterine injectorⅡ for cow

牛の子宮内に薬液を注入する注入管として使用します。
5先注射器を接続して使用してください。
シース管（P.30）を装着するので安全、衛生的に使用できます。

To be used to inject liquid medicine to cow uterus. 
Connect with syringe.
Exclusive cover provides hygiene condition.

コード番号
Code No. 03038000 03038100 03038200

型式
Type

450型
450 type

510型
510 type

550型
550 type

サイズ
Size

約467mm
467mm approx.

約520mm
520mm approx.

約560mm
560mm approx.

材質
Material

ステンレス
SUS

550型
550 type

510型
510 type

450型
450 type
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◆動物用一般医療機器

卵巣注射器
Ovarian parenchyma injector for cow

牛の卵巣内に直接性腺刺激ホルモン剤等を注射して、疾患の
治療に使用します。

To be used for direct injection of gonadotropins or 
other drugs into cow ovaries for diseases treatment.

コード番号
Code No. 03034000

構成
Composition

本体 専用注射針×12本
Main unit　Injection needle×12

サイズ
Size 460mm

質量
Weight 160g

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass/Plating

別売部品　Option
コード番号
Code No. 03035100

型式
Type

専用注射針 5基
Needles 5base

入数
Contents

12本
1dozen

サイズ
Size φ0.8×35mm

質量
Weight 20g

牛、豚の子宮内薬液注入、膀胱からの排尿に使用します。内芯
付きです。
5先注射器に直接接続ができます。10先注射器はシリコンチュ
ーブを使用して接続します。

Inject medicinal solution into ovaries, or urinate from 
the bladder of cow and pig. 
Inner core included. Connectable to injector.

コード番号
Code No. 03042000

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size

シース管：φ4.5×500mm　内芯：φ3.5×550mm
Sheath tube：φ4.5×500mm　Core：φ3.5×550mm

材質
Material

塩化ビニール
Vinyl chloride

◆動物用一般医療機器

シース薬液注入管（子宮内薬液注入器）10入
Sheath injector tube for cow
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◆動物用一般医療機器

メトリブラシセット 牛用
Mucus sampler for cow

牛の子宮内膜細胞診時に使用します。内芯先端のブラシで子
宮内の粘液等を採取します。内芯先端ブラシは外筒に収納する
ことができるため挿入時は汚染されることなく子宮内に挿入で
きます。

コード番号
Code No. 16133300

構成
Composition

外筒　内芯×10　保持器
Outer cylinder   Inner core×10   Grip

サイズ
Size

外筒：φ4×550mm　内芯：611mm（ブラシ部：25ｍｍ）　保持器：φ20×33mm
Cylinder：φ4×550mm   Core：611mm (Brush：25mm)   Grip：φ20×33mm

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16133301 16133302 16133303

型式
Type

メトリブラシ外筒
Outer cylinder

メトリブラシ内芯
Inner core 

メトリブラシ内芯保持器
Inner core grip

入数
Contents

5本
5pcs

10本
10pcs

1個
1pcs

外筒
Outer cylinder

内芯
Inner core

内芯保持器
Inner core grip

別売部品　Option

For endometrinal cytology examination of cow. Use 
the inner brush to collect mucus inside uterus.
Inner brush is stored in the cylinder, so it is possible 
to insert to the uterus without contamination.
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