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クリニフロー™ コーチ2™ アカペラ™ アカペラデュエット™イージーパップ™

呼吸療法器具の使用により閉塞や狭窄した気道が再び開通し、分泌物の排出が促進され、咳嗽力の改善と呼吸の促進に

繋がることが期待できます。気管支炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）など、スミスメディカルの呼吸療法製品は、

治療をサポートし、回復を促進するための幅広いオプションをご提供いたします。

呼吸療法器具
呼吸器疾患の予防と改善、治療をサポートするために。
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肺拡張および気管支清浄化　製品決定フローチャート

患者が肺拡張および／または気管支清浄化療法の適応を満たしていること

予防戦略

YES YESNO NO

治療戦略

臨床的に必要であれば、噴霧式気管支拡張薬を併用

転帰を毎日評価

患者はインセンティブスパイロメトリーの
ノモグラムにより正常な吸気量があり、

次の吸気を息止めできるか？

患者は慢性的な分泌物滞留および
乾性咳嗽を認めるか？

コーチ2™

クリニフロー™

インセンティブ
スパイロメトリー

イージーパップ™

気道陽圧（PAP）
療法システム

アカペラ™

振動型・呼気陽圧（PEP）
療法器具

イージーパップ™

気道陽圧（PAP）
療法システム

臨床適応 徴候および症状 転帰の評価
●　慢性閉塞性肺疾患（COPD）
●　分泌異常が見られる肺疾患
●　気道クリアランス障害
●　胸部／腹部手術の術後
●　肺炎
●　嚢胞性線維症
●　気管支拡張症
●　無気肺
●　神経筋疾患
●　喘息

●　粘液産生
●　肺ガス交換の低下
●　無気肺／機能的残気量（FRC）の減少
●　肺浸潤
●　副雑音

●　分泌物滞留の予防
●　分泌物滞留の回復
●　無気肺の予防
●　無気肺の回復
●　治療に対する主観的反応
●　徴候および症状の改善

治療法は予防戦略か治療戦略か？



販売名：ポーテックス・クリニフロー
承認番号：13B1X10107000014
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インセンティブスパイロメトリー

幅広い流速設定
様々な患者様に対応できるように
吸気フローを100、200、300、400、
500、600mL／秒に調節可能

インセンティブスパイロメトリーは、治療をサポートするための吸気（呼吸）トレーニングを目的としております。
個別の治療ニーズを満たすため、容量ベースのトレーニング用にコーチ2、流量ベースのトレーニング用にクリニフローの、
2種類のインセンティブスパイロメトリーをご用意しました。

クリニフロー TM  インセンティブスパイロメトリー

品番 品名 販売単位

22-1200 クリニフロー 12個/箱

肺活量が非常に少ない患者様や、横隔膜の機能不全である慢性閉塞肺疾患（COPD）や

拘束性肺疾患の呼吸筋トレーニングに役立ちます。

クリニフロー TM インセンティブ スパイロメトリー
[流量型 ]

22-1200 フローインジケータ
適切な吸気フローを指導

酸素供給用ポート
背面に酸素供給用ポートが
付いているので、酸素吸入
しながら訓練可能

マウスピースホルダー



販売名：ポーテックス・コーチ2 
届出番号：13B1X10107000013

コーチ2 TM  インセンティブスパイロメトリー

品番 品名 販売単位

22-2500 コーチ2　2500 12個/箱

22-4000 コーチ2　4000 12個/箱
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ポート
一方向弁が吸気時に開き呼気時
に閉じるので、再呼吸を防止

容量メモリ
両面に付いているので、
どちらからでも吸気量を
確認可能

インセンティブスパイロメトリー

総吸気量が見えるため、到達すべき目標が明確です。指標マーカーとフローインジケータにより、

練習の目標設定および達成度の確認が容易にでき、自己管理しやすくなります。

コーチ 2 TM インセンティブ スパイロメトリー
[容量型 ]

22-2500

フローインジケータ
適切な吸気フローを指導

酸素供給用ポート
背面に酸素供給用ポートが
付いているので、酸素吸入
しながら訓練可能

マウスピースホルダー
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気道陽圧（PAP）療法システム

酸素

呼気 呼 気

0～15L／分の恒圧式流量計を
50～60psiの酸素（または空気）
ガス源に接続

❶

15cmH2Oになるように
マノメータ／圧力計で
管理

❸

5L／分から開始し、
適切なPEEPに
なるよう流量を調節

❷

ジェットエンジンの原理を応用したフィン
の形状により、流入した流量に対して出口
では約4倍の吸気流量が得られます。

コアンダ効果

吸 気
（約4倍の流量）空気

100％の酸素を
使用した場合の
口元の酸素濃度は

約 40％酸
素

呼気時のフロー 接続イメージ

吸気時のフロー

酸素ポートはO2フローメーター
または壁のガス源にチューブ
経由で接続

22mmOD患者コネクターで
マウスピースまたは
フェイスマスクの接続が可能

閉塞しないよう特別に設計
された遠位排気口を有する
外気流入口

呼気に陽圧（10～20cmH2O）をかけ、
肺胞の虚脱を防いで排痰を促します。

取り外し可能なキャップ付き
圧モニタリングポートに
マノメーターを取り付けて
モニタリングが可能

販売名：ポーテックス・イージーパップ（EzPAP）
承認番号：22100BZX01066000

イージーパップ－気道陽圧（PAP）療法システムは小型でポータブルな非侵襲性の呼吸補助器です。

肺（肺胞）の機能不全の予防及び治療や、ウィーニング等を目的としてデザインされています。

患者様の呼気時のみでなく吸気時にも持続的に加圧されます。

イージーパップ  TM  気道陽圧療法システム

品番 品名 販売単位

23-0757 イージーパップ マノメータ付き 5個/箱

イージーパップ TM 気道陽圧（PAP）療法システム



アカペラ 動作原理

吸気時のフロー

呼気時のフロー

口元側

シーソー

吸気用一方弁

調節ダイヤル

アカペラ  TM  振動型・呼気陽圧（PEP）療法器具

品番 品名 適用 販売単位

21-1015 アカペラブルー ≧15L/分の呼気フロー　小児/高齢者用 1個/箱

21-1530 アカペラグリーン < 15L/分の呼気フロー　成人用 1個/箱

直接ネブライザボトルを取り付けることで、振動・PEP療法に吸入療法も

併用できます。ネブライザ使用後は分解、再生が可能です。

吸入（ネブライザ）療法と振動・PEP療法を併用することで

気道クリアランス法の時間短縮につながり、患者様のQOL

向上が期待できます。

アカペラデュエット  TM  振動型・呼気陽圧（PEP）療法器具

品番 品名 販売単位

27-9000 アカペラデュエット　ネブライザ キット付 1個/箱
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開閉するシーソー式弁付の器具に息を吹き込むことで抵抗と振動を生じ

させ、振動・PEP療法を提供します。磁石と磁石の引き合う力を使用して

いるので、重力などによる影響がなく、さまざまな姿勢で行え、調節ダイ

ヤルを変更することで呼気抵抗と振動数も調整できます。

呼気陽圧＋振動

販売名：ポーテックス・アカペラ 
届出番号：13B1X10107000010

販売名：ポーテックス・アカペラ デュエット 
届出番号：13B1X10107000012

振動型・呼気陽圧（PEP）療法器具

アカペラ TM

アカペラデュエット TM

振動型・呼気陽圧（PEP）療法器具

振動型・呼気陽圧（PEP）療法器具

アカペラは喘息、嚢胞性線維症、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、

あるいは分泌障害や無気肺等の疾患のためにデザインされています。

患者様の体位に関わらず使用することが可能です。
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〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1
お問い合わせ先：0120-582-855  受注センター

製造販売業者

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
ご使用の前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

MHYTCA-1272


