
本カタログの記載内容は2021年12月現在のものです。 NH_2112_840K

下肢伸び上がり運動器具 / GH-915

Rehabilitation Equipm
ent

Sliding Up Board
2METs ボードシリーズ スライディングアップボード

〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

オージーウエルネス 検索

物理療法機器•リハビリ機器•介護用入浴機器

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。　また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に”非課税”と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。　　○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

北日本支店（宮城・山形・福島）
札幌営業所（北海道）
盛岡営業所（岩手・青森・秋田）
北関東支店（埼玉・群馬・栃木・茨城）
新潟営業所（新潟）
南関東支店（東京・山梨）
横浜営業所（神奈川）

千葉営業所（千葉）
中部支店（愛知・岐阜・三重・静岡）
金沢営業所（石川・富山・福井）
長野サテライト（長野）
関西支店（大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山）
神戸営業所（兵庫）
中四国支店（岡山・鳥取）

広島営業所（広島・島根・山口）
高松営業所（香川・愛媛・徳島・高知）
九州支店（福岡・大分・熊本・長崎・佐賀）
鹿児島営業所（鹿児島・宮崎）
那覇出張所（沖縄）

取 扱 店

岡 山 本 社

東 京 本 社

[平日受付コールセンター] 

0120-01-7181
受付時間 / 9：00～17：00

[休日受付コールセンター] 

0120-33-7181
受付時間 / 9：00～17：00

○休日専用/土・日・祝・年末年始

電 源 コイン電池３V 1個 （カウンターに使用）
※1日あたり500回使用した場合、10年間交換不要

外形寸法 900（W）×550（D）×105（H）mm
質 量 7.8kg
負荷調整 無段階（ベットのリクライニング角度で設定）
安全機能 挟み込み防止シート、滑り止めシート、スライドロック

スライディングアップボード GH-915 ￥160,000（税別）

［付帯機能］
カウンター機能（0～999表示） オート表示OFF（１０分）

オプション

仕様

カラーバリエーション

足受けユニット（ハーネス2本付）
GH915-001
1個

足部固定用ベルト 
GH915-002 
1本

傾斜台 
GH915-003 
1個

￥80,000（税別） ￥10,000（税別） ￥36,000（税別）

※ 本製品は、医療法人北辰会 西条市民病院の首藤 貴 先生のご指導のもとに
開発した製品です。

グリーンオレンジグレー
（標準カラー）

パープル

※本体レザーカラーは４色。
　 標準カラー以外（＊）は受注生産のため別途実費として￥5，０００（税別）申し受けます。 

本カタログの記載内容は2022年3月現在のものです。 NH_2203_322
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［ GH-915］
Rehabilitation Equipment

急性期から在宅まで
自重による低負荷の下肢伸び上がり運動器具

早期からスタートできる低負荷なスクワット様のトレーニング

自重による低負荷で安全なトレーニング

病室でもリハビリ室でもトレーニング可能

運動回数の管理が可能

※患者さまの状態によります。必ず目を離さないでください。

病室 リハビリ室

■ベッドやチルトテーブルにセッティングするだけで、歩行よりも低負荷でトレーニングがおこなえます。
■スクワットのような運動であり、同時に複数の関節や筋肉（日常生活で必要な下肢の抗重力筋群である
　大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリング、下腿三頭筋 等）のトレーニングがおこなえます。

ベッド上でおこなうトレーニングのため、転倒リスクや介助負担等を軽減した状態で安全にトレーニングがお
こなえます。また、自重による低負荷のため、下肢への負担も軽減され、継続的にトレーニングをおこなえます。

■本体の軽量化により女性のスタッフでも持ち運びができるため、リハビリ室からベッドサイドへ持ち運んで
   使用できます。
■電源が必要ないため、コンセントの位置を気にすることなくセッティングができます。

■本体に付属しているカウンターで運動回数を管理
　することができます。

ベッド上での自動運動のため、介助の必要がなく、
見守りで対応できます。

病棟のベッドで、早期リハビリ

廃用症候群を予防
マットプラットホームやチルトテーブルで、
下肢の筋肉トレーニング

※患者さまの状態によります。必ず目を離さないでください。

広い範囲、複数の筋の
トレーニング

起立訓練に近い
トレーニング

患者さま自身による
トレーニング

［前］ ［立］ ［座］［後］

立位保持・歩行困難な方でも
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