
Stryker Prime X™

Big wheel®/ 第5車輪 モデル
救急処置台ストレッチャーベッド

多機能 機動力
そして、イメージクオリティ



Stryker Prime X™

先進の機動性と安全性、使いやすさとClearViewテクノロジー

Prime Xは救急初療室での外傷処置や X 線撮影に優れた幅広 77cm の二重寝台を装備したストレッチャーです。
ストレッチャー、処置台、ベッドの機能を併せ持つPrimeに対して、外傷処置と手技中の速やかな撮影、それに
続く院内搬送に特化したモデルです。
一秒を争うタイミングの治療をサポートする Prime Xと、幅広い症例や部署に合う Prime は、寝台以外の作り
は同等で混在してご使用頂いても、スタッフが混乱せずに幅広い症例に備えることができます。

Lift Assist™ 背板
増力機構により、患者様から目を離さずに
レバー操作で背上げができます。
カセッテを壊す心配もありません。

先進の移動性能
収納式の第 5 車輪により、思い通りの旋回や
スピード調整ができます。Big Wheel® は始動
時の力を50%、カーブでの力を60%軽減します。

ブレーキ・ステア ペダル
金属ギアの旋回固定と、車輪側面圧迫の
回転固定の強力なブレーキ機構です。
ペダルは四方にあり、患者様から目を離
さずにすぐ操作できます。

Gridaway™ サイドレール
昇降時に挟みこみにくく、ベッド移動時の隙間
ゼロで、患者安全を優先した設計です。

内蔵式スケール（オプション）
患者様を乗せたまま正確な体重が計測できま
す。自動洗浄や手動クリーニングに耐えられ
る密閉式です。

ClearView™ テクノロジー
ABS 樹脂外殻に構造発泡剤を充填した構造で、
撮影台に近いイメージクオリティです。患者
寝台～トレイ距離は 7.5cm で操作性と撮影へ
の影響のバランスを取っています。

台の水平部の幅が17インチなので、患者の正
中に合せた横位置合わせが盲目的にできます。

360度の全方向から、どの位置にもカセッテを
設置できます。
目盛により縦位置の調整も簡単です。

背板と下肢寝台をあげ、処置中の汚れも隅々
まで清掃できます。（ベッド洗浄器にも対応）



トラウマ症例に適した「安全で使いやすい」Prime XTM ストレッチャー

患者様とスタッフの安全を第一に考えたPrimeシリーズに、外傷症例に
適した幅広寝台と撮影台と同等の透過寝台を備えた Prime X。
優れた基本性能のPrimeと組合せて、先進的な急性期病院の
治療効率と安全向上に貢献いたします。

標準機能 オプション

酸素ボンベホルダー 拡張型トレイ＊ フットボードチャートホルダー

四役フットボード＊ 除細動器用トレイ＊

＊ 耐荷重 13.6kg

縦型酸素ボンベホルダー

一体型 2 段式
IV ポール
頭尾側

（写真 頭側）

多用途トレイ

スライディング
ボード
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カタログ番号

仕様

救急処置台マルチERベッドPrime Xシリーズ（X 線撮影対応）
1105-000-000X　プライム X ストレッチャー 1105X 76cm 幅寝台 X 線撮影機能付き
1115-000-000X　プライム X ビッグウィールストレッチャー 1115X 76cm 幅寝台 X 線撮影機能付き

標準装備
• ABS 樹脂製トレイ付ベースカバー
• 寝台下酸素ボンベホルダー
• 縦型酸素ボンベホルダー（1115-130-000）
• スライディングボード 76cm 用 三折式（1105-045-310）
• 4 輪同時ブレーキ
• ハイ・ロー ペダル（両サイド、脚部 3 ヶ所）
• ブレーキ・ステアペダル（四方）
• Glideaway™ サイドレール
• IV ポール取付穴（4 ヶ所）
• 空気圧バックレスト（背上げ部）
• ポップアップ 移動用ハンドル
• 一体型 2 段式 IV ポール（頭尾側）
• 着脱型 IV ポール 737/747/ プライム用 （1 本、0390-025-010）
• 自動洗浄器対応

仕様

オプション

全長

全幅
　　　                   サイドレール上昇時

　　　　　                   サイドレール下降時
本体重量（付属品含まず）
耐荷重
昇降レンジ（寝台天面高　　 　　　　最高位
マットレス厚含まず）　　 　　　　　最低位
寝台上げ角度　背部
トレンデレンブルグ角度（正逆）
寝台寸法
サイドレール寸法
キャスター径

1070-060-360 ＊

0390-025-010
1703-034-301
1704-034-301
1105-045-200 ＊＊

1105-045-400 ＊＊

1105-045-500 ＊＊

1105-045-310
1105-045-700
1105-045-800 ＊＊＊

1115-130-000
0785-155-000

1105-000-000X

製品名

1115-000-000X
216 cm
96.5 cm
77.5 cm
140.3 kg
318 kg
92.7 cm
59.1 cm
0°－ 90°
± 17°
76 × 191 cm
36 × 147 cm
20 cm

体重計システム　プライム 30 インチ用
着脱型 IV ポール 737/747/　プライム用  
ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 7.6cm
ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 10cm
除細動器用トレイ  
四役フットボード 機器トレイ / 記録台 / 延長ボード  
フットボード　チャートホルダー  
スライディングボード 76cm 用 三折式  
拡張型トレイ　プライム用  
拡張型トレイホルダー　1105-045-700 用  
縦型酸素ボンベホルダー　ストレッチャー用  
IV キャディ　ストレッチャー用 要取付作業 

216 cm
96.5 cm
77.5 cm
156.0 kg
318 kg
92.7 cm
59.1 cm
0°－ 90°
± 17°
76 × 191 cm
36 × 147 cm
20 cm

＊計量法の検定なし。当製品で測定した計測値は取引・証明に使用できません。
＊＊装着すると体重計表示が見えなくなります。
＊＊＊装着すると一体型 IVポールが立てられなくなります。


