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本体

本体＋カバー

ベッドでの位置修正方法

位置修正前
対象者を側臥位にし、
本製品を対象者の下に
敷き込みます。

本製品を敷いた後、
対象者を仰臥位に戻します。

対象者を側方へ位置修正します。

介助者Bは安全の
為に対象者を受け
止める姿勢をとっ
てください。

介助者Aは対象者
を少し傾けてスラ
イドさせます。

対象者をスライドさせた後、
対象者を少し傾けて本製品の
下側を持って引き抜きます。

1 2

ベッドからストレッチャーへの移乗

対象者をスライドさせた後、
対象者を少し傾けて
本製品の下側を持って
引き抜きます。

ベッドストレッチャー

上記②～④の要領で対象者を
ベッドの端に寄せます。
その後、ストレッチャーを
ベッドに横付けします。

1 2

3 4 5

エタックストレッチャーボード
スライディングシートの中に
芯材を組み合わせたユニークなボード

デモ機
あり

●摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
●ベッド上での位置修正やベッド・ストレッチャー間の
臥位移乗に使用します。
●カバーは交換可能です。
●最大移動距離は20cmです。

品番 26180329（本体＋カバー） 26180330（本体） 26180331（カバー）
サイズ 幅50×長さ190cm 幅50×長さ170cm

最大使用者体重 300kg 本体準拠
材質 プラスタゾート＋ナイロン ナイロンプラスタゾート

￥79,000 ￥69,500 ￥14,500
（税抜）

送料 A

移乗用具

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。送料の詳細はP182をご覧ください。デモ機
あり
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エタックマルチボード
エアーマット上でも沈み込みにくいスライディングツール

デモ機
あり

●エアーマットや柔らかいマットレス上でも位置修正や移動が容易にできます。
●床から対象者を持ち上げる際にもお使いいただけます。

ベッド上での上方への位置修正

品番 26180313
サイズ 幅44×長さ100cm
重量

JAN

850g
最大使用者体重 150kg

材質 表材・裏材/ナイロン　シート材/ポリエチレン
握り手/ポリエステル

￥85,000（税抜）送料 A

4524491005406

介助者は、それぞれの握り手を握っ
て図のように、腰を捻らない作業姿
勢で構えます。この時、脊柱は自然な
カーブを保持し、膝は軽度屈曲位で
体重は前側の足にかかっています。

臀部側の握り手に、適切な布を
通して、一つにまとめて握り手
を作り、しっかりと握ります。も
う一方の手で、手前の肩側の
握り手を持ちます。

前側の足から、後側の足に体重を
移動する事によって、対象者は、
ゆっくりとベッドの上方に引き上が
ります。（腕力で引っ張って対象者
を動かそうとしないでください）

作業姿勢、作業技術は左図
（2人介助の場合）と同じです。

2人介助の
場合

1人介助の
場合

1 12 2

移乗用具

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。送料の詳細はP182をご覧ください。デモ機
あり

エタックスライディングシート
スライディングシート

デモ機
あり

●摩擦を軽減し、少ない力で移動・位置修正ができます。
●ベッド上での位置修正やベッド・車椅子間の移乗に使用します。

ベッド上での上方移動

本製品を頭の
下に敷き込み
ます。

肩の下にも敷
き、シートの両
側を引っ張っ
て広げます。

両足を合わせ、
脚を曲げます。

対象者上方向に
スライドさせます。

スライドした後、
本製品を引き抜
きます。

1 2 3 4 5

長さ
幅

品番 26180311 26180312
仕様 小 大
サイズ 幅72×長さ100cm 幅72×長さ130cm
重量 120g 170g

最大使用者体重 300kg 300kg
材質
JAN

ナイロン
4524491005291

￥11,000 ￥11,500
（税抜）

送料 A

4524491005307
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移乗用具

エタックサテンシートベース（左右スライド）

エタックアシストシート

エタックサテンシートコンビ（上下スライド）

左右方向の移動が楽に

介助による対象者の左右方向の位置修正に

介助による対象者の位置修正に

デモ機
あり

デモ機
あり

デモ機
あり

●左右方向にのみ滑りやすい低摩擦素材がベッド上での位置修正や寝返りを容易にします。
●ベッドシーツとしてマットレスへの常時装着が可能です。
●シートの両サイドは滑りにくい生地となっており、端座位が可能です。

●エタックサテンシートベース（左右スライド）の上に重ねて使用します。
●アシストシートを持って介助すれば対象者の身体に直接触れず、優しい位置修正や体位変
換が可能です。

●身体の下に敷いたままお使いいただけます。

●エタックサテンシートベース（左右スライド）の上に重ねて使用します。
●サテンシートコンビを持って介助すれば、上下左右いずれの方向へも位置修正が可能です。
●エタックアシストシートのように体位変換にもお使いいただけます。
●身体の下に敷いたままお使いいただけます。

利用者自身による臥位から端座位への起き上がり

ベッド上での横移動（エタックサテンシートベース・エタックアシストシート使用） 介助による体位交換（アシストシート）

1 12 2 3

品番 26180320 26180321
品名 エタックアシストシート（小） エタックアシストシート（大）
サイズ 幅200×長さ100cm 幅200×長さ140cm
重量 320g 330g

最大使用者体重 200kg
材質
JAN

綿60％、ポリエステル40％
4524491005345

￥8,000 ￥8,000
（税抜）

送料 A

4524491005352

品番 26180322
サイズ 幅200×長さ140cm
重量 450g

最大使用者体重 200kg
材質
JAN

綿60％、ポリエステル40％（サテン低摩擦面/ポリエステル）

￥21,000（税抜）送料 A

4524491005369

摩擦面

体位変換器等を挿入します。

本製品を引き出し、イラストのようにして介助者が持
ちます。このときできるだけ対象者に近い位置で本
製品を握るようにします（イラストでは握り方をお示
しするために、介助者が対象者から離れています）。

この位置を
持つようにする

介助者は両足を肩幅に開き、かつ前後に
足を開いて立ちます。背筋を伸ばした状
態で、下肢の筋力を使いながらゆっくり
本製品を引いて対象者を移動させます。

左記の方法で左右どちらかに移
動したあと、寝返る向きと反対
側の本製品で対象者の身体を
包み込みます。

介助者は本製品の端を握り、
ゆっくり手前に引きます。このと
きできるだけ対象者に近い位置
の本製品を握るようにします。

体位変換器等を利用し、希望す
る体位を保持します。

貸出機をご用意しておりますので、ご購入前にご試用いただけます。送料の詳細はP182をご覧ください。デモ機
あり

品番 26180317 26180318 26180319
品名 サテンシートベース（左右スライド） サテンシートベース（左右スライド） L サテンシートベース（左右スライド）Lボックス
サイズ 幅200×長さ140cm 幅200×長さ200cm 幅90×長さ200×マチ20cm
重量 510g 640g 580g

最大使用者体重 200kg
材質
JAN

綿60％、ポリエステル40％（サテン低摩擦面/ポリエステル）

￥13,500 ￥15,000 ￥20,500
（税抜）

送料 A

4524491005314 4524491005321 4524491005338

長さ

幅

Ｌ ボックス 左右スライド

長さ 幅
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