
注意事項

各部名称
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TRAN-Q（トランク）取扱説明書 ●品番　MTQ

●本製品はストレッチャー用のマットレスです。必ずストレッチャーの上へ設置してください。また、ストレッチャーの
サイズ（幅、長さ）をご確認のうえ使用してください。
サイズの合わないストレッチャーで使用すると転落してケガをする恐れがありますので使用しないでください。

●ストレッチャーに付属のマットレスがある場合は付属マットレスを取り外して、ベース部分に直接トランクを設置してください。
ストレッチャーに付属のマットレスとトランクを重ねて使用すると、バランスが悪くなり転落してケガをする恐れがありますので、重ね
て使用しないでください。

●ストレッチャーおよびベッドのサイドレールは必ず使用してください。
特に搬送や背上げの場合などは転落の恐れが高いので、必ずサイドレールをご使用ください。また、サイドレールとマットレスの間に
体がはさまれないように注意してください。

●マットレスは必ず表と裏をご確認のうえ設置してください。
寝心地を損ねたり、本来の性能が発揮されず、転落や症状悪化などの原因になります。

●トランスファーシートがマットレスや体の下に入り込んでいないか確認してください。
トランスファーシートがマットレスや体の下に入り込んでしまうとマットレスや体が動いてしまい転落してケガをする恐れがあります。
移乗の場合以外は、トランスファーシートを必ずトランク裏面のポケットに収納してください。

●トランスファーシートで移乗する場合は、ストレッチャーおよびベッドのキャスターをロックし、動かないことを確認
して移乗を行ってください。
●シーツを取り付ける場合は、マットレス裏面の滑り止め部分に掛からないようにして取り付けてください。
シーツで滑り止め全面を覆ってしまうと滑り止めが機能せず、ストレッチャーから転落する恐れがあります。
また、転落防止のため、必ずストレッチャーのサイドレールをご使用ください。

●取っ手を持ち、マットレス本体のみでの搬送や移乗は転落しケガをする恐れがありますのでおやめください。
取っ手はマットレスの持ち運び用のものです。必ずストレッチャーの上に設置してください。

●本製品は日本国内専用です。
海外では使用できません。

●熱いものの近くに置かないでください。
火災・変形・破損の原因になりますのでご注意ください。

●長期間マットレスの上に重量物を置かないでください。
マット表面には柔かい素材を使用していますので、ウレタンフォームの変形やマットカバーに跡が残る恐れがあります。

●マットレスを折りたたんで保管しないでください。
マットレスの変形・破損の原因となります。

●マットカバーのファスナーを開いたまま使用しないでください。
マット内部に水分などが入り込み、マットレスの汚染や破損の原因となります。

●インナーカバーのマットレス取出し口にある重なりが必ず足元側の床面になるように取り付けてください。
●直射日光の当たる場所では保管しないでください。
直射日光に当てると材質・色などが変化することがあります。

●本来の目的以外に使用しないでください。
本来の目的以外に使用すると、思わぬ事故やケガを招く恐れがあります。

●マットレスの修理・改造はしないでください。
思わぬ事故やケガ・破損の原因となります。

●インナーマットは洗浄しないでください。

警　告
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注　意
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設置方法

移乗方法

トランク

ベッド

マットレス

マットレスの
上面

ストレッチャー

肩から
かかとまでが
のるように

肩甲骨が
少しのる程度

【シートを全部引き出した状態】

【足元側からみた図】

シートの端

【敷き込み量の目安】

体の中心部 マットレス
トランク

トランスファーシート

①ベッドの横にストレッチャーを
移動させ、すき間の無いように
してください。

②ベッドとストレッチャーのキャス
ターがロックされ、しっかり固定
されているか確認してください。

③ベッドとストレッチャーの高さを調整します。移乗するベッドの方をスト
レッチャーより少し低くします。

●ストレッチャーに付属のマットレスがある場合は付属マットを取り外し
て、ベース部分に直接トランクを設置してください。

●シーツが滑り止め全面を覆わないように、またトランスファーシートが
マットレスの下に入り込まないように設置してください。

　シーツで滑り止め全面を覆ってしまうと、滑り止めが機能せず、ストレッ
チャーから転落しケガをする恐れがあります。

●ストレッチャーおよびベッドのサイドレールは必ず使用してください。

！ 警告

●ストレッチャーからベッドへの移乗方法

④トランク裏面のポケットから移
乗させる側に収納されたトラ
ンスファーシートを引き出しま
す。

⑤トランスファーシートを折り返
して患者様の下に敷き込みま
す。目安としてシートの端が体
の中心部あたり、体の半分程度
がのるまで敷き込みます。

⑦トランスファーシートを体の下
から引き抜いて、トランク裏面
のポケットに収納しください。

⑧ストレッチャーをベッドから離し
て移乗完了です。

⑥体を押してベッドの方へ移乗させてください。

マットレスをストレッ
チャーの上に直接設
置してください。

シーツを取り付ける
場合は、裏面のマッ
トレス滑り止めを覆
わないように取り付
けてください。

シーツ

滑り止めストップシート
（裏面全面）
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体の中心部
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【シートを全部引き出した状態】

【足元側からみた図】

シートの端

【敷き込み量の目安】

トランスファーシート

トランスファー
シートの端

トランク裏面のポケットにトランスファーシートを下記の手順で折りたたんでください。

●トランスファーシートを出したままストレッチャーを移動・背上げ動作をさせると、転落の危険がありますの
で、必ず収納した状態で移動を行ってください。！ 警告

①ベッドの横にストレッチャーを
移動させ、すき間の無いように
してください。

②ベッドとストレッチャーのキャス
ターがロックされ、しっかり固
定されているか確認してくだ
さい。

③ベッドとストレッチャーの高さを調整します。移乗するストレッチャーの
方をベッドより少し低くします。

●ベッドからストレッチャーへの移乗方法

④トランク裏面のポケットから移
乗させる側に収納されたトラ
ンスファーシートを引き出しま
す。

⑤トランスファーシートを患者様
の下に敷き込みます。目安とし
てシートの端が体の中心部あ
たり、体の半分程度がのるまで
敷き込みます。

⑦トランスファーシートを体の下
から引き抜いて、トランク裏面
のポケットに収納しください。

⑧ストレッチャーをベッドから離し
て移乗完了です。

⑥体を押してストレッチャーの方へ移乗させてください。

①

② ③
滑り止めストップシート トランスファーシート

ポケット

マットレス
①トランスファーシートを内側に向かって
3つ折り（Z状）に折りたたみます。

②3つ折りにした状態から、さらに3つ折
り（Z状）に折りたたみます。
③トランスファーシートの外側の端が一番
上の手前になります。
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お手入れ方法

マットレス取り出し口

ベルクロテープ

ベルクロテープ

トランクと
トランスファーシートを
取り外す

80℃以下の
1時間以内

80℃の
10分以内

●洗　浄（マットカバー）

塩素系洗剤で洗浄された場合は変色する恐れがありますので
使用しないでください。
シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
酸性洗剤は絶対に使用しないでください。素材を痛める恐れがあります。
漂白剤は使用しないでください。色落ち・変色の原因になります。
インナーマット（ウレタンフォーム）は丸洗いしないでください。
マットレスの変形・破損の原因となります。
洗浄・乾燥を行う場合は、必ず80℃以下で行ってください。

汚れが少ない場合は、マットカバー表面を市販の中性洗剤、またはアルコールを布などに含ませて
汚れを取り除いてください。
汚れがひどい場合には、マットカバーを取り外し、洗濯機などで丸洗い洗浄してください。
その場合、トランスファーシートは取り外し、洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
洗浄後は乾燥機または日陰干ししてください。

●消　毒（マットカバー）

次亜塩素酸ナトリウムを使った消毒は常温で清拭してください。
使用方法、注意事項をよくお読みの上、必ず100～200倍（水
に対して0.06～0.03％の濃度）に希釈してご使用ください。
※消毒薬はメーカー指定の希釈倍率でご使用ください。
　原液のまま使用するとマット表面が劣化する恐れがあります。
有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）は使用しないでください。

消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
消毒装置をご使用になる場合は《80℃以下の1時間以内》に設定してください。
熱水消毒をする場合は《80℃の10分》に設定してください。
トランスファーシートは取り外し、別途熱水消毒してください。
※消毒後、色落ちする場合がありますが、機能上問題ありません。

●マットカバーの取り付け方法
マットレスにマットカバーを取り付けます。
マットカバーは、ロゴのある面が上になり、ロゴのついている側が足元側です。
インナーカバーのマットレス取出し口にある重なりが足元側の床面に
くることを確認し、マットカバーとインナーマットの向きを合わせて
取り付け、ファスナーをしめてください。
トランスファーシートをトランクの内ポケットにある
ベルクロテープに取り付けてください。
※ポケットを閉じるための短いベルクロテープ（3ヶ所）
　には取り付けないでください。

●保　管
汚れを取り除き、よく乾燥させて保管してください。
直射日光の当たらない場所で保管してください。（材質、色が変化する恐れがあります）
湿気の多い場所で保管しないでください。（カビ発生の原因になります）
折りたたんだり、丸めた状態で保管しないでください。（変形の恐れがあります）
重量物を上に置いたまま保管しないでください。

頭側

足元側

！

！

！

この絵表示は、してはいけない｢禁止｣の意味です。

この絵表示は、必ず実行していただく｢強制｣の意味です。！

トランク
●サイズ：幅53×高さ190×厚さ6cm　　
●重　量：4.7kg
●素　材：マット＝ウレタンフォーム、
　　　　　トランスファーシート＝ナイロン＋ポリエステル、
　　　　　マットカバー＝合成皮革（防水仕様）

品番 MTQ

仕 様

2015.10

開発・製造元

ISO9001認証取得

ISO13485認証取得
※床ずれ防止マットレス・体動センサの
　設計、製造および付帯サービスにて
　取得


