
ノースアメリカンレスキュー

救命救急製品



NARターニケット
CAT(Combat Application Tourniquet)

レッドティップテクノロジ－は
昼間に見易く暗視ゴーグルでも明視で
きる。秒を争うターニケット装着を容易
にする米軍要求仕様に基づく長楕円形
挿入赤色ティップ

「The  Jounal of Trauma 誌 2008年2月号」以来、ベストの病院前ターニケットと認められて
いるNARレッドティップターニケット

●素早く装着できる
●正しい使用法のみが止血効果を保証する
●誤った装着操作は止血効果を保証しない
●きつく締めるほどよいと考えると、誤った操作に直結する
●誤った使用はそのままターニケット本来の機能効果と事後の医療処置に影響する
●IEDあるいはその種の爆裂に対処できるよう複数のターニケットを装備すべきであろう
●米軍は負傷時に救命者がすぐ手当てできるよう、右肩と下肢ポケットに携帯している
●「止血は秒を争う救急処置」である

Military Medicine(軍事医療)誌は2011年にThe Military Emergency Tourniquet 
Program’ Lesson Learned With Devices and designs(各種軍用ターニケット機能検討)
並びに米軍機関紙スターズ＆ストライプス紙2011年7月5日付号はNARレッドティップター
ニケットによる止血を前記のように評価している。

NARレッドティップターニケットは米軍に正式採用され受傷現場における四肢の救急止血
に成功し、プリヴェンタブルデス(防ぎ得る死)の減少に有意な効果を実証した。今日では民
生救急医療においても、同様の効果が認められている。

約 65g

製  品  名
製品番号
サ  イ  ズ
重　    量

NAR ターニケット CAT
NAR3001( クロ ) / NAR3023（オレンジ）/NAR3033（ブルー・練習用）

長 86cm x 巾 4cm

止血

医療技術の進歩にも係わらず、外傷出
血は軍事医療においても民間医療におい
ても依然として最大の致命因である。失血
死は戦傷死の60％に達し、民間においても
失血死は80％に及び全外傷の起因の2 位にあ
り、外傷現場における止血の重要性が叫ばれて
いる。ターニケットはもともと米軍の受傷現場に
おける「防ぎ得る死」の撲滅を目標に制定された
標準戦傷ケアー戦術に基づき開発された。
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止血

NAR救急外傷包帯・ガーゼ

IPOKオフィサーパトロールキット

・強度と伸縮性に優れ十分な長さと幅広は
  束になったりよじれたりしない
・創傷パッドは非粘着型
・包帯素材は強力弾性ポリエチレン製
・マジックテープが30cm毎に装備されている
・包帯が垂れ下がらない
・的確に患部に装着出来る
・終端にはクロージュアーバー装着
・アメリカ製、Berry Amendmentに準拠

NAR3093
救急外傷フラット包帯04(S)

パッケージ : 長さ11.4x 幅8.9x 厚 2.9cm
包　帯 :         長さ177.8 x  幅 10.1cm
創傷バッド:  15.2 ｘ10.1ｃｍ
重　量:   約74ｇ
 

パッケージ : 長さ15.2x 幅8.9x 厚 2.5ｃｍ. 
包　帯 :         長さ177.8 x  幅 15.2cm
創傷バッド:  15.2 ｘ15.2ｃｍ
重　量:   約113.4ｇ

NAR3094
救急外傷フラット包帯06（M）

NAR3092
Z折ガーゼ

NAR3093                                          NAR3094          
　　    救急外傷フラット包帯 04(S)   救急外傷フラット包帯 06(M)
                          177.8x10.1cm                             　177.8x15.2cm     

                11.4x8.9x2.9cm                             15.2x8.9x2.5cm 
                                     74g                                                   113.4g                 

NAR3092      
Z 折ガーゼ
11.4x375cm     
9.5x6.6x2.2cm 

31.2g                 

製品番号
製品名
包　帯
パッケージ
重　さ

オフィサーパトロールキットと呼ばれる止血必需品のキット
構成 ： NARZZ99 グロ－ブx1ペア
　　　NAR3001ターニケットｘ1
　　　NAR3093救急外傷フラット包帯04ｘ1
　　　NAR3092Ｚガーゼ　x1　

製品番号：NAR8167 
サイズ :  H10cm x W16cm x D7cm
重　量：218.3ｇ
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血液循環

コンストリクション　IVバンドBOA

製品番号：NAR3009
サイズ：径約 2.0cm x 長さ 19-20cm
重さ：70g
素材：本体　ネオプレーン　
　　　留めホック　プラスチック

駆血帯
特徴

●素早く、効率的に静脈にアクセス
●転がし、適正な位置にセット
●ワンタッチで装着し、2本の指で脱着できる
●丈夫で衛生的な真空密封パーケージ

NAR  IVバンド(6本入り）
駆血帯

製品番号：NAR3006
サイズ： 長さ 48cm
重さ：53g

身体保護

 NAR  グローブ
外傷処置専用高信頼性グローブ

・検査グローブより長尺強靭
・ユーザーの手指の触 覚を完全維持
・ユーザーの手指の完 全プロテクション
・掌には十分な厚 みと高耐久性と高信頼性
・シボ加工で指先の動作 性と感触を良好確保
・迅速装着性のため にビーズ状に織られた手首部

Black Talon Nitrile Gloves

Black Talon Nitrile Gloves
Bear Claw Gloves

Bear Claw Gloves

濡れた肌上での安全 IV 確保

NAR7003 NAR グローブ -L/ 100 枚 BOX 入り
NAR7002 NAR グローブ -M/100 枚 BOX 入り
NAR0216 NAR グローブ -L 25 ペア　バッグ入り
NAR0217 NAR グローブ -M25 ペア　バッグ入り

NAR7011 NAR グローブ -L/ 100 枚 BOX 入り
NAR7010 NAR グローブ -M/100 枚 BOX 入り
NAR0248 NAR グローブ -L 25 ペア　バッグ入り
NAR0247 NAR グローブ -M25 ペア　バッグ入り

素材：ニトリルゴム（無アレルギー）
サイズ：S：長30cm / 掌回り19cm
　　　M：長30cm / 掌回り22cm
　　　 L：長30cm / 掌回り24cm
厚み：手首0.12mm / 掌0.15mm / 指0.20mm
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低体温症防止

NAR 断熱シェルHRS

身体保護
NAR レスピレーター /グローブ黒　キット

製品名：　　NAR PPE キット
製品番号：　NAR7007
内容物：　　レスピレーター（N95 認定の微粒子用マスク）1ケ
 　　  タロングローブ ( 黒）　2組
サイズ：           フリー
重　量：　　 約 56.7ｇ( パッケージ）
パッケージ：  L9.5cm x W10.1cm x H3.8cm

軍用民生両用のNIOSH-N95 レスピレイターマスク＆グローブのセット
マスク　1ヶ / グローブ　2個
・ NIOSH　N95 基準に合致 
・ 単回使用 
・ 粒子状レスピレーター 
・ カーボンレイヤーが戦場、災害地の汚染物質や有機物飛散から身を守る 
・ 呼吸弁が熱気を減らし、暑気 /湿気環境下での呼吸を容易にする。 
・ 調節可能なストラップ 
・ 装着時の呼吸に全く支障がない 

TCCC 推奨の低体温防止キット
断熱シェル（HRS）と自己発熱シェルライナーを装備した TCCC
推奨の低体温防止キット、プラスチック真空バッグ
酸素活性化自己発熱ライナー（外部電源は必要ありません）で
40ºC に連続乾熱 6時間を維持
HRS は多層複合構造で優れた断熱性を提供する
テーパー形状は、等温能力を最大限にする

手当て/搬送時に傷病者を完全に包み込むように設計された
強靭で柔軟で軽量のカバー
・優れた断熱用の非導電性反射層から成る4層複合織物
・テーパー形状が傷病者を完全に包み温能力を最大限にする
・ビルトインフード

・

・

・
・

製品番号：NAR0051
サイズ：198.1 x 109.2cm
パッケージサイズ：25.4 x 17.1 x 6.3cm
重量：822.15ｇ

製品番号：NAR8027
サイズ：198.1 x 109.2cm
パッケージサイズ：19 x 24 x 7.6cm
重量：1300ｇ
内容品：シェルライナー /断熱シェルHRS
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傷病者避難搬送

①八つ折りコンパクト
②人間工学に基づいて設計されたハンドルは格納可能
③自動でヒンジ固定
④本体は、傷病者の滑り止め、化学薬品への耐性、
　服の切断防止がされたメッシュ織り面
⑤点滴用ポールの設置ポイント、6か所
⑦傷病者固定ストラップ、２つ
⑧USAF・USA　飛行安全基準認証
⑨NTOA(National Tactical Officers Association) の製品基準認定
⑩国防総省認定MRAP（Mine Resisitant Ambushed Projected) 
　仕様車両用の標準担架
⑪米軍の要求仕様に基づく開発特許製品 /NATO仕様にも適合
⑫イヴァキュエーション＆治療
⑬米国特許番号：6842923＆5598592

NAR タロンⅡ・パーフェクト担架
製品番号：NAR6002
使用時：約 229x57x15cm
　　　　約 198x57x15cm（ハンドル格納時）
折畳時：約 52x22x24cm

ハンドルの格納が可能 折り畳んだ状態
約 52x22x15cm

アクセサリー
NAR6009(BLACK 別売 )
NAR6010(FOLIAGE 別売）
担架キャリアー
・ショルダーストラップ
・キャリーハンドル
・背面保護プレート
・ウェィストベルト
サイズ：50x23x25cm
重　量：450g

NAR6027
バックレスト
角度調整90°or 45°
高安全ノーメックス・
ケブラー製

（別売） 担架スタンド

高84cm /
ベース巾 60cm

折畳時
  

450ｇ
アルミ製

（別売）

点滴ポール
長46cm～81cm
450g

NAR6008（別売）

NAR6014

OldGreen

NAR タロン -Ⅱ・90C パーフェクト担架

背負った
ところ

展開した状態

ヒンジの
オートロック

NARタロンⅡ90C
パーフェクト担架

NAR6030
キャリーハーネス (2 本組 )
サイズ：約 101x10cm
重量：623.7g/ 本

：86x6x64cm

重　量：約 7.4kg
地上高：約 4cm
耐荷重：544.3kg
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NARエーマージェンシー携帯担架 (EEL)
Emergency Evacuation Litter

Stingray Poleless Litter

NAR 簡易ストレッチャー
    Tactical Extrication Device (TED)

                ・携帯用キャリングケース付き
・狭隘な現場で少人数での初期退避に最適

傷病者避難搬送

700g

480g

300kg

545.8kg
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・   IR 対応加工
・   軽量、コンパクトな緊急避難担架
・   優れた耐久性、耐荷重約 317.5Kg
・   8 つの搬送ハンドルで 2-8 人による搬送可能
・  ボタンベルトで戦闘防弾チョッキに装着出来る
・  ストラップを引くだけで簡単に展開できる

NAR6049（オリーブ）

NAR6149 ( 黒）

約 19.0cm

約 24.7cm

NAR6048（コヨーテ）

製品番号 :　  NAR6149( 黒）          NAR6048( コヨーテ）
                          NAR6049 ( オリーブ）
         担架カラー：黒　( 共通）
製 品 名：       NAR エーマージェンシー携帯担架 (EEL)
ポーチサイズ :　 W 約 24.7cm. x H 19.0m. x D 6.3cm
担架サイズ :         L 約 198.1ｃｍ x W76.2cm

     重　量：　約 850g      耐荷重：　約 317.5Kg.
　素　材：　コーデュラナイロン     製　造：      米国製



NAR スパインボード
軽くて薄いが、耐荷重約 499kg、浮力約 113kg の実力がある。傷病者を安定
して運べる大型のグリップや傷病者を迅速に固定するためのスピードクリッ
プ対応のピンが付いている。特殊加工されたHDPE（高密度ポリエチレン）
素材のボード表面は滑り止め、清掃及び消毒が簡単である。
NARスパインボードには小児用のスロット ( 溝 ) が備わっている。

特徴
●10ヶ所のぴんと大きなハンドホールドにより
     ストラップを素早く安全に取付可能
●平らな表面は、傷病者の頚髄損傷を悪化させない
●X線、CT、MRI に対応
●機動性を重視したテーパーデザイン ( 先細り )
●簡単グリップ、バランスのある搬送、吊上げ
●特殊加工されたHDPE 素材のボード表面は
    滑り止め、清掃及び消毒が簡単

NAR スパインボード

NARスパインボードⅡ

特徴
●平らな表面は、傷病者の頚髄損傷を悪化させない
●X線、CT、MRI に対応
●機動性を重視したテーパーデザイン ( 先細り )
●14 個の大きなハンドホールドはバランス良く
    持ち上げられる
●高くしたハンドホールズが握り易い
●扱いやすい大きさ
●-40℃でも耐えられる耐久性
●わずか 7.25ｋｇで耐荷重約 499kg

製品番号  ：NAR5021
サイズ ：約 183x40.6x4.5cm
重量 ：約 6.35kg
耐荷重 ：約 499kg
浮力 ：約 113kg
素材 ： HDPE( 高密度ポリエチレン )
カラー ：クロ

製品番号  ：NAR5013(Od グリーン）
                        NAR5014( オレンジ）
サイズ ：約 183x40.6x4.5cm
重量 ：約 6.35kg
耐荷重 ：約 499kg
浮力 ：約 113kg
素材 ： HDPE( 高密度ポリエチレン )

NARレスキュースリーブⅡ

NARレスキュースリーブⅡ
製品番号：NAR5011/NAR5012( クロ / オレンジ )
使用時：約 185x51x5cm
折畳時：約 51x30x13cm
重　量：約 6.4kg
耐荷重：453.6kg
材　質：ビニールラミネートナイロン ( 軍用基準 )

交換パーツ(オレンジ）

キャリングケース：NAR5002
ヘッドロック：　     NAR5003
チンストラップ：      NAR5001

①垂直・水平方向、吊上げストラップの留め具
②脱着可能なヘッド固定ブロック
③調整可能な、頭・顎の固定ストラップ
④吊上げケーブル、保管場所
⑤頭部固定場所、パッド入り
⑥バックボード挿入ポケット
⑦キャリングハンドル、パッド入り
⑧容易なバックボードへの取り付け
⑨交換パーツあり（ヘッドブロック、チンストラップ）
⑩US Navy の 艦船に標準配備

簡単にバックボードへ装着
傷病者を素早く固定

傷病者固定ストラップ
引張り強度
約 2,700kg

吊上げリング荷重
垂直方向：約 2,270kg
水平方向：570kg

傷病者固定

特徴
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製品番号 ：NAR5023/5026
サイズ    ：約 12.7x5cm
重量    ：約 113/221g
バックル：プラスチック
留め具    ：ループ / クリップ
カラー    ：クロ、オレンジ

製品番号 ：NAR5027/5029
サイズ    ：約 12.7x5cm
重量    ：約 227/332g
バックル：金具
留め具    ：ループ / クリップ
カラー    ：クロ、オレンジ

製品番号  ：NAR5031
サイズ ：約 42x10x1.5cm（折畳み時 )
重量 ：約 480g
カラー ：クロ

製品番号  ：NAR5020
サイズ ：約 25.4x40.6x14.6cm
重量 ：約 980g
素材 ： ウレタンパッド、
                  ベルクロストラップ
カラー ：クロ

傷病者固定

- 7 -

NAR ヘッドイモビラーザー

頸部の損傷の時は、スピードと効率性を要求されるとともに慎
重に扱うことも要求させる。そのような要求に、NARヘッドイ
モビライザーは答える

　　　　　　　　　特徴
●高荷重に耐えられるメタルバックル
●ループストラップが多種類のスパインボードや
　バスケットストレッチャーに装着可能
●クリップが素早く確実にスパインボードや
    バスケットストレッチャーに装着

NAR ストラップ ( プラスチックバックル、ループ /クリップ )

特徴
●使用性が驚くほど簡単で、非常に効率的
●着用したまま傷病者の頭、耳にアクセスし状態の確認可能
●数秒でベースパッドを固定完了

特徴
●ポリプロピレン製のベルトはベルクロのフックと
    ループ状の締め付けベルトの一体型
●ショルダーストラップ２つとチェスト・ヒップ・
    タイツ・アンクルストラップ４つとアンカー
    ( センター ) ストラップが 1つ
●首を締め付けない V字型ショルダーストラップ

NAR バックボードストラップ

一体型バックボードストラップは
早くしっかりと身体を固定する

特徴
●高荷重に耐えられるメタルバックル
●ベルクロが多種類のスパインボードや
    バスケットストレッチャーに装着可能
●クリップが素早く確実にスパインボードや
    バスケットストレッチャーに装着

NAR ストラップ ( メタルバックル、ループ /クリップ )

NAR ストラップ

スパインボードやバスケットストレッチャーへの傷病者の迅速で
実戦的な固定を提供する
高荷重に耐えるナイロン製のベルトと扱い易いバックルが素早く
確実に固定する

発注単位 4個

発注単位 4個



レスキュー

NAR ヘイスティーハーネス
（HASTY  HARNES)

製品番号：NAR9001
重　量：266.5g
サイズ：2.54 x 660cm
耐荷重：2000kg
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バッグ

NAR 外傷キットシートバッグ（グレー）

商品コード：NAR8068
サイズ：Open   

 

H105.4ｘW54.6ｘD6.6cm
　　　　Folded H51.5ｘW54.6ｘD12.7cm
重さ：2154.5g　　　

・高耐久性 /軽量 / ソフト / 耐水性
・摩擦に強い
・引き裂きに強い
・擦り切れない
・クリアなウィンドウで中が見易い

NAR 救急救護キット担架付-WALK

・

製品番号：NAR8059(DUC) / NAR8060(OdGreen) 
                       NAR8089(Coyote) / NAR8097(Black)
サイズ :  H57.15cm x W 41.9cm x D29.1cm
重量：約 13.58Kg

ウォーリアーキットWALK(Worrier Aid & Litter Kit) と呼ばれる

装備品目はNAR NetPage 参照（オプションあり）：
標準品目は、二トリルグラヴ/鼻咽頭エアウェイ /携行バッグ /
チェストシール /胸脱気針／ＣＡＴ／ドレッシング／ガーゼ /
サムスプリント /はさみ / 低体温防止キット /タロン II 担架 /
その他

救急救護キット
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ノースアメリカンレスキュー社（米国・サウスカロライナ州）

Web カタログアドレス
http://www.ACCORD-INTL.com

文献 / 資料請求・問合せ先
E-mail:ACCORD@accord-intl.com
TEL:０ ３－３ ２ ９ ９－６ ７ ５ １
FAX:０ ３－３ ２ ９ ９－６ ７ ５ ２


