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Sウェーブカット蛇管

品番 品名 滅菌状態 販売単位

100/594/000 カテーテルマウント 回転コネクタ付  ※1 滅菌 10個/箱

100/590/000 カテーテルマウント 回転コネクタなし  ※1 滅菌 20個/箱

65-68-130 ダブルスイベル・カテーテルマウント（リユーザブル） ※2 未滅菌 10個/箱

002837 フレックスチューブ ※3 未滅菌 50個/箱

100/594/000 100/590/000 65-68-130 002837

※2 販売名： VBMダブルスイベル・
  カテーテルマウント

承認番号： 22000BZX01116000

※1 販売名： カテーテルマウント
認証番号： 20200BZY00661000

※3 販売名： PORTEX・呼吸回路
承認番号： 22100BZX00952000
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酸素療法関連製品

断面図

●チューブは折れや閉塞しにくいスタールーメン構造になっています。

高濃度酸素マスク 酸素カニューレ酸素チューブ

呼吸酸素濃度は患者の呼吸の状態
により大きく変化します。

左記の吸入酸素濃度はあくまでも
目安です。

●スリーインワン型は非再呼吸タイプ、部分再呼吸タイプ、中濃度タイプの3
種類の使い分けができるマスクです。

●天然ゴムは使用していません。

●柔軟なビニル素材でできています。
●オーバーザイヤー型です。
●フレアカーブチップは鼻孔粘膜への刺激を少なくするため柔かく湾曲させ
てあります。

●チューブは折れや閉塞しにくいスタールーメン構造になっています。

●加温加湿時に蓄積する復水を回収します。

酸素流量
（L/分）

吸入酸素濃度

中濃度タイプ
中高濃度タイプ 高濃度タイプ
（部分再呼吸） （非再呼吸）

5～6 約40％ － －
6～7 約50％ 約40％ 約60％
7～8 約60％ 約50％ 約70％

8～10 － 約70％ 約80％
10～12 － 約90％ 約90％

販売名： 経鼻酸素カニューレ
認証番号： 226AIBZX00034000

販売名： S ウェーブ　カット蛇管
承認番号： 22000BZX01125000

販売名： 酸素供給用チューブ
認証番号： 226AIBZX00033000

販売名：高濃度酸素マスク
認証番号： 226AIBZX00032000

品番 品名 販売単位

001289 酸素カニューレフレアカーブチップ　酸素チューブ付　成人用 50個/箱

001261 酸素カニューレノンフレアチップ　酸素チューブ付　乳幼児用 50個/箱

品番 品名 販売単位

001860 S ウェーブ　カット蛇管 183cm 50個/箱

001861 S ウェーブ　カット蛇管 152cm 50個/箱

●マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
●顔にフィットしやすいノーズクリップ付です。
●天然ゴムは使用していません。

中濃度酸素マスク

販売名： 酸素療法マスク
認証番号： 226AIBZX00031000

品番 品名 販売単位

001121 中濃度酸素マスク　成人用　酸素チューブ付 25個/箱

001171 中濃度酸素マスク　小児用　酸素チューブ付 50個/箱

エアゾールマスク

●マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
●顔にフィットしやすいノーズクリップ付です。
●内径22mmの蛇管に接続できるコネクタ付です。
●天然ゴムは使用していません。

販売名： 酸素療法マスク
認証番号： 226AIBZX00031000

品番 品名 販売単位

001126 エアゾールマスク　成人用 50個/箱

001176 エアゾールマスク　小児用 25個/箱

品番 品名 販売単位

001203 酸素チューブ 2.1m 50個/箱

品番 品名 販売単位

001123 高濃度酸素マスク  スリーインワン  成人用  酸素チューブ付 25個/箱

●マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
●内径22mmの蛇管に接続できるコネクタ付です。
●天然ゴムは使用していません。

フェイステント

販売名： 酸素療法マスク
認証番号： 226AIBZX00031000

品番 品名 販売単位

001190 フェイステント　成人用 1個/箱

トラキマスク

●マスク部は透明なビニル素材なので、患者の状態が観察しやすくなっています。
●内径22mmの蛇管に接続できるコネクタ付です。
●吸引用ポートとコネクタはそれぞれ回転させることができます。
●天然ゴムは使用していません。

販売名： 気管切開用トラキマスク
認証番号： 226AIBZX00030000

品番 品名 販売単位

001305 トラキマスク　成人用 50個/箱

販売名： ウォータートラップ・ドレナージバッグ
届出番号：13BIX10107000055

品番 品名 販売単位

001274 ドレナージバッグ　Tコネクタ付 50個/箱

001123

001126

001305

001121 001289

001274

001203

001190

カテーテルマウント・
フレックスチューブ

ドレナージバッグ
 Tコネクタ付

100/255/150 225-3507-800 001575

コネクタ

品番 品名 規格・サイズ 販売単位

100/255/150 ダブル回転コネクタ ※4 15mm O.D./15mm I.D. 10個/箱

225-3507-800 L型クリアーエルボー ※5 22mm O.D.,15mm I.D./15mm O.D. 10個/箱

001575 トラキTアダプタ ※6 22mm O.D./22mm O.D./22mm O.D.,15mml.D. 50個/箱

※5 販売名： PORTEX・麻酔回路セット
承認番号： 21700BZY00320000

※6 販売名： ＰＯＲＴＥＸ・呼吸回路
承認番号： 22100BZX00952000

※4 販売名： カテーテルマウント
認証番号： 20200BZY00661000

001860


