
リセプタル®

医療用排液吸引システム



リセプタル

安全性 職業感染の予防
• 

• 

固形化剤とライナーが一体型になるこ
とにより、排液を大気にさらすことなく、
凝固させます。（一体型ライナーのみ）

セカンダリライナー（チューブ色 青色）に
は、0.3µのバクテリア除去フィルター付
きのシャットオフバルブが内蔵されてい
ます。

視認性 排液量の確認が容易
• 

• 

メモリは円柱状のキャニスターに大き
く印字されており、視認性に優れます。

ライナーに含まれる消泡剤は排液の泡
や飛沫の発生を抑えます。

密閉性 落ちない吸引力
• 

• 

キャニスター上部のリムシールは、ライ
ナーとの密閉性を高め、吸引力を維持
します。

シームレスなライナーは上部のリッドと
強固に接着され、出荷前に全数エア
リークテストが実施されています。

固形化剤

ライナー

2連 2連 + 2連

• 

• 

吸引の切換が容易にできるので、症例に応じて、単独
使用から4連使用まで変更可能です。（オプション品は
必要ありません）

トロリーの高さ調節が可能です。（630mm～900mm）

汎用性 カスタマイズが容易なトロリー

リセプタル®は院内の排液を適切、効率的に
処理する医療用排液吸引システムです。



医療用排液吸引システム

プライマリーライナー セカンダリーライナー

チューブ色　透明
チューブ先端のアダプタ　L型

チューブ色　青色
チューブ先端のアダプタ　I型

容器がいっぱいになれば、 
自動的に次のライナーへ 
流れ込みます。

シャットオフバルブを内蔵して
おり、容器がいっぱいになれ
ば自動的に吸引を中止します。

ライナー

キャニスター 固形化剤

固形化剤一体型
品番 品名 販売単位

43121S8201 ※1 ライナー 2000mL一体型プライマリー 40個/箱
43120S8201 ※1 ライナー 2000mL一体型セカンダリー･シャットオフバルブ付 40個/箱

排出型
品番 品名 販売単位

0L6548201 ※1 ライナー 1500mL排出型セカンダリー･シャットオフバルブ付 50個/箱
0L6508201 ※1 ライナー 2000mL排出型プライマリー 50個/箱
0L6518201 ※1 ライナー 2000mL排出型セカンダリー･シャットオフバルブ付 50個/箱
0L6569701 ※1 ライナー 3000mL排出型プライマリー 50個/箱
0L6559701 ※1 ライナー 3000mL排出型セカンダリー･シャットオフバルブ付 50個/箱

密封型
品番 品名 販売単位

0L6589701 ※1 ライナー 2000mL密封型プライマリー 50個/箱
0L6599701 ※1 ライナー 2000mL密封型セカンダリー･シャットオフバルブ付 50個/箱
0L6579701 ※1 ライナー 1500mL密封型セカンダリー･シャットオフバルブ付 50個/箱

43121S8201

434450411

0L6569701

0L6589701

435036118

すべてのライナーには、排液の泡や飛沫の発生を防ぐ消泡剤が入っています。 
固形化剤ボトルがついているのは、一体型ライナーのみです。

サイズ毎にカラーコーティングされています。
1500mL（水色）、2000mL（黄緑色）、3000mL（青色）
ポリカーボネート製で、耐衝撃性に優れ、滅菌可能です。

固形化剤ボトル

品番 品名 販売単位
439808201 リセプタル固形化剤　50g 50個/箱
439818201 リセプタル固形化剤W　100g 25個/箱

品番 品名 販売単位
434230421 ※1 キャニスター 1500ｍL用 1個
434450411 ※1 キャニスター 2000ｍL用 1個
435036118 ※1 キャニスター 3000mL用* 1個

＊リムシールはついていません。

トロリータイプ
品番 品名 仕様 販売単位

4347697P2 スタンダードトロリーセットS 
トロリー＋キャニスターサポート×4 
＋オンオフバルブ 1台

4347697P3 スタンダードトロリーセットL 
トロリー＋キャニスターサポート3000mL用×4 
＋オンオフバルブ 1台

4347697J2 リセプタルトロリーセットS 
トロリー＋キャニスターサポート×4 
＋レギュレーターアダプタ 1台

4347697J3 リセプタルトロリーセットL 
トロリー＋キャニスターサポート3000mL用×4 
＋レギュレーターアダプタ 1台

43426P8201 キャニスターサポート 1500mL/2000mL用　トロリー対応 1個
43436P8201 キャニスターサポート 3000mL用　トロリー対応 1個

4347697P2

439808201



MKOMCA-1017

www.smiths-medical.com/jp/

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。

〒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
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製造販売業者

壁掛け吸引タイプ
品番 品名 仕様 販売単位

439268201 キャニスターサポート 1連1500mL用 1個
439288201 キャニスターサポート 1連1500mL用2穴 1個
434268201 キャニスターサポート 1連2000mL用 1個
439568201 キャニスターサポート 1連2000mL用1穴 1個
434288201 キャニスターサポート 1連2000mL用2穴 1個
434298201 キャニスターサポート 2連2000mL用 1個
434448201 固定用プレート ネジ型 1個
434458201 固定用プレート ポール型 1個
439528201 固定用プレート 川重型 1個
439578201 固定用プレート アムコ型 1個
439588201 固定用プレート セントラルユニ型 1個439568201439528201

バキュームレギュレーター
品番 品名 仕様 販売単位

439068201 ※2 バキュームレギュレーター ネジ型トロリータイプ 1個

439048201 ※2 バキュームレギュレーター ネジ型 1個

439058201 ※2 バキュームレギュレーター 差込型 1個

439058201

スタンドタイプ
品番 品名 仕様 販売単位

434328201 スタンドフロアータイプ 2000mL　2連用 1台
434468201 スタンドフロアータイプ 2000mL　4連用 1台
434478201 スタンドフロアータイプ 2000mL　直列4連用 1台
434768201 スタンドフロアータイプ 2000mL　6連用 1台
434758201 スタンドトールタイプ 2000mL　2-6連用（トールタイプ） 1台
434488201 スタンドトールタイプ 2000mL　4連用（トールタイプ） 1台
434048201 チューブコネクター 1個

434468201

※1
届出番号：13B1X10107000059
販売名：リセプタル排液吸引システム

※2
製造販売業者：株式会社ムラコメディカル
届出番号：13B1X00254000001
販売名：バキュームレギュレーター

アクセサリ
品番 品名 仕様 販売単位

433060411 ※1 アキュメジャー （433050420と同時使用） 12個/箱
433050420 キャニスターブラケット 10個/箱
439508201 バキュームアダプター アムコ型（耐圧ホース付） 1個
439518201 バキュームアダプター 川重型（耐圧ホース付） 1個
443000415 ※1 キャニスターティー 5個/箱
434730415 ※1 リセプタルテーパーMM 外付シャットオフバルブ／チューブ接続用 25個/箱
439538201 三方コネクター 1個
433096111 ※1 外付シャットオフバルブ（スーパーバルブ） 10個/箱
433030411 ※1 スペシメントラップ 24個/箱
434559213 サクションチューブ30.48m 1箱

433096111

433060411
433050420

439518201 439508201

434730415443000415


