転倒ケア

■滑ったりつまずいたりして、深刻な大腿骨頚部骨折の経験
者が10万人を突破。65歳以上の、実に3人にひとりがま
さかの転倒。
骨折すると、かなりの痛みに耐えなければならず、自力で
の行動にも大きな制限がつくことになります。

転倒時のヒップ
（大腿骨頚部）骨折予防のプロテクター

セ ー フ ヒ ッ プ

®

SELECT PROTECTION

ヒッププロテクター

■更年期をすぎた女性に特有の、加齢により骨が脆弱にな
る症例が、1千万人を突破したとの疫学報告もあります。
■セーフヒップ®は、
ヨーロッパを中心に多くの生産・実績を
持つデンマークの医療用繊維メーカー、
タイテックス社の
製品です。
タイテックス社では1993年より転倒時の大腿骨頚部骨
折のリスクを軽減するプロテクターの研究がなされてお
り、現在では北米をはじめ欧州の多くの国で使用され、効
果を上げています。
■セーフヒップ製品は、転倒した際の大腿骨頚部骨折を防止
するようにデザインされています。
セーフヒップ製品のプロテクターは特許を取得しており、
大腿骨頚部にかかる衝撃を分散させることにより、
ダメー
ジを最小限にします。

高齢者の大腿部頚部骨折による、
自力で可能な行動への変化

着替え
立ち上がる
歩行
階段
約1kmの歩行

骨折前
86%
90%
75%
63%
41%

骨折から半年後
49%
32%
15%
8%
6%

骨折により、
生活上で出来ることに大きな制限がかかってしま
います。
生活の質を守るために、
事故を事前に予防することが
重要なのです。

輸入販売元

All for Health Care

TYTEX
O R T H O

®

C A R E

製造元

なくそう、骨折への不安と心配
深めよう、骨折予防の正しい理解
高めよう、安全装具が支える安心

ソルブ株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15
パレアナビル4F
電話 ： 045-476-3005
FAX： 045-476-3006
E-mail ： info@solve.co.jp
URL ： http://www.solve-net.com
TYTEX A/S (デンマーク)

世界で使用されている医療用高級繊維メーカー

エアーシールドが衝撃を吸収
反発する分散効果

TYTEX
O R T H O

®

C A R E

®

セーフヒップ ヒッププロテクター

リハビリテーション、活動的な方へ
セーフヒップ® ドルソー
ベルト式、腰痛緩和タイプ

®

SELECT PROTECTION

DORSO

●セーフヒップ ドルソー
24,800円 (税抜価格）

骨粗鬆症、認知症、
アルツハイマー症、
パーキンソン病、虚弱体質、痩せ型女性、

製品番号

転びやすい高齢者、
術後管理（人工関節置換、人工骨頭の挿入）
など

（アウターモデル）
リハビリテーション、活動的な方へ
セーフヒップ® アクティブ
ベルト式タイプ

「A ir X ™ 」
は「
、セーフヒップ

ソフト「
」セーフヒップ

ソフト オープン」
のシールドを構成する繊維です。

ACTIVE
留めるだけなので、素早く簡単に装着することができ、手間
がかかりません。
活動的な高齢者及びリハビリ中の患者様におすすめです。
ます。

→ブラックS

（ヒップ 85〜 95cm）

→ブラックM

(ヒップ 95〜105cm)

▶ 819150-05

→ブラックL

(ヒップ 105〜115cm)

▶ 819150-07

→ブラックXL

(ヒップ 115〜125cm)

▶ 819151-01

→アプリコットS

（ヒップ 85〜 95cm）

▶ 819151-03

→アプリコットM

(ヒップ 95〜105cm)

▶ 819151-05

→アプリコットL

(ヒップ 105〜115cm)

▶ 819151-07

→アプリコットXL (ヒップ 115〜125cm)

素材：85％ポリエステル 15％エラステン
ソフトシールド 材質：ポリオレフィン

（スタンダードモデル）

■セーフヒップアクティブは、腰に巻いてマジックテープで

アウター（ズボン・スカート等）の上からの装着に適してい

■大腿骨の骨折予防と同時に、腰痛を緩和す
るサポーター機能を兼ね備えたタイプです。
日常的な生活（家事や徒歩・ジョギングなど）
での装着に適しています。活動的な高齢者及
びリハビリ中の患者様におすすめです。
アウター（ズボン・スカート等）
の上からの装着
に適しています。

▶ 819150-01
▶ 819150-03

AirX

™

シールド

大腿骨を保護するシールド

病院、特老、老健向け
セーフヒップ® ソフト
パンツ式タイプ

SOFT

●セーフヒップ ソフト
9,300円 (税抜価格）

製品番号

●セーフヒップ アクティブ
14,800円 (税抜価格）
製品番号
▶ 819050-01

→サイズ：S

（ヒップ 85〜 95cm）

▶ 819050-03

→サイズ：M

(ヒップ 95〜105cm)

▶ 819050-05

→サイズ：L

(ヒップ 105〜115cm)

▶ 819050-07

→サイズ：XL

素材：85%ポリエステル 15%エラステン
ソフトシールド 材質：ポリオレフィン

・ 100％繊維

(ヒップ 115〜125cm)

・ 通気性が良く、湿気を溜めない
・ 衝撃を分散・吸収
・ 着け心地のよさ
（装着感が少ない）

■医療機関および福祉施設向けにデザインさ
れた製品です。下着や“尿取りパッド”といっしょ
に装着することもでき、違和感もありません。下
着やスウェットの上から装着可能で、薄いので
外目からも目立ちません。

▶ 326756-01

→男性用S

（ヒップ 70〜 95cm）

▶ 326756-03

→男性用M

(ヒップ 90〜110cm)

▶ 326756-05

→男性用L

(ヒップ 100〜120cm)

▶ 326756-07

→男性用XL

(ヒップ 110〜140cm)

▶ 326556-01

→男女兼用S

（ヒップ 70〜 95cm）

▶ 326556-03

→男女兼用M

(ヒップ 90〜110cm)

▶ 326556-05

→男女兼用L

(ヒップ 100〜120cm)

▶ 326556-07

→男女兼用XL

(ヒップ 110〜140cm)

素材：71％コットン 25％ポリエステル 4％エラステン
AirXシールド 材質：ポリエステル・エラステン

・ 軽量
・ ラテックス不使用で肌にやさしい
・ 蹄型シールド
パッドがパンツに縫い付けられているので、
ずれることがありません。
「セーフヒップ ソフト「
」セーフヒップ ソフト

重度の看護・介護利用者へ
セーフヒップ® ソフト オープン
パンツ式、尿取りパッド併用タイプ

SOFT OPEN

●セーフヒップ ソフト オープン
9,500円 (税抜価格）
製品番号

オープン」 は、下着として着用するため、洗
濯に適したAirXがシールドに採用されま
ソフトシールド
（セーフヒップアクティブ、
セーフヒップ

腰に巻いて、お腹のあたりでマジックテープを留める

ドルソー用のシールドです）馬蹄型になっており、転倒

だけです。馬蹄型ソフトシールドの凹み部分が大転子

した際に大腿骨頸部に直接衝撃がかからないように

にくるように、
しっかり巻いてください。

作られています。
厚みがあり柔軟性にも優れている為、
安全・安心です。

した。

■この製品は、重度の介護利用者向けにデザイ
ンされたタイプです。股の部分が開いていますの
で、排泄の際も取り外す必要がなく、利用者およ
び介護者の負担を軽減できます。
体にしっかりフィットし、
ずれ動きません。

▶ 326856-01

→サイズ：S

（ヒップ 70〜 95cm）

▶ 326856-03

→サイズ：M

(ヒップ 90〜110cm)

▶ 326856-05

→サイズ：L

(ヒップ100〜120cm)

▶ 326856-07

→サイズ：XL

(ヒップ110〜140cm)

素材：71％コットン 25％ポリエステル 4％エラステン
AirXシールド 材質：ポリエステル・エラステン

