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一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000379
一般的名称 ： 挿管用喉頭鏡
販　売　名 ： HEINE LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン

スタンダード スリム ショート

LED喉頭鏡ハンドル イージークリーン

電池を取り外すことなく流水洗浄および浸漬消毒※が可能。

洗浄/消毒/
滅菌の方法 流水洗浄 浸漬消毒 過酸化水素

ガス滅菌
高圧蒸気
滅菌

WD
熱消毒/乾燥など

アルコール
等消毒液
または

水による清拭

電池を入れた状態

電池を外した状態

※

※使用する電池の耐熱温度を超えないようにしてください。

ウォータープルーフの喉頭鏡

洗浄、浸漬消毒における作業効率を考慮した設計。

波型のハンドルは使用の際に滑りにくく、清拭の際に
汚れを落としやすいデザインです。

ISO 7376適合。

（スタンダード）約φ30×L155㎜
（スリム）約φ20×L155㎜
（ショート）約φ30×L115㎜
（スタンダード）約270g
（スリム）約210g
（ショート）約240g
（スタンダード）単２形アルカリ乾電池2本
（スリム）単3形アルカリ乾電池2本
（ショート）単4形アルカリ乾電池3本
約5000K±500K
約50000時間
約82

サイズ

重　量（電池含まず）

電　源

色温度
ＬＥＤ寿命
演色評価数（ＣＲＩ）

136-055-78 F008.22.820 スタンダード ￥54,800

注文コード 標準価格規　　格品　　番

136-055-79 F008.22.821 スリム ￥54,800

136-055-81 F008.22.822 ショート ￥54,800
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軽量で耐衝撃性に優れたABS樹脂を採用。
ISO 7376適合。
EOG滅菌可能。
※超音波洗浄はできません。

136-090-02 ￥30,000F000.22.763 134㎜

注文コード 標準価格品　　番 規　　格 全　長 先端幅

136-090-01 ￥30,000F000.22.762 114㎜

136-090-03 ￥30,000F000.22.764 154㎜

No.3 成人用スタンダード

No.2 成人用ミニ

No.4 成人用ラージ

14㎜

10㎜

14㎜

マッキントッシュ型 バリューパック 1箱（25本入）

136-090-11 ￥1,480F000.22.763/1 134㎜

注文コード 標準価格品　　番 規　　格 全　長 先端幅

136-090-10 ￥1,480F000.22.762/1 114㎜

136-090-12 ￥1,480F000.22.764/1 154㎜

No.3 成人用スタンダード

No.2 成人用ミニ

No.4 成人用ラージ

14㎜

10㎜

14㎜

マッキントッシュ型 シングルパック 1袋（1本入）

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000049
一般的名称 ： 挿管用喉頭鏡
販　売　名 ： ＸＰディスポーザブルブレード

ＸＰディスポーザブルブレード

No.2

No.3

No.4

材　質 ステンレス鋼

669-103-02* ￥4,200中 200㎜

注文コード 標準価格規　　格 全　　長

669-103-01* ￥3,900小 170㎜

669-800-03** ￥5,200大 250㎜

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000184
一般的名称 ： チューブ導入用鉗子類
販　売　名 ： マギール鉗子（0914）

* 一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000425
一般的名称 ： チューブ導入用鉗子類
販　売　名 ： MMI マギール鉗子

**

マギール鉗子
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ブレード内にファイバーを6500本収束しています。
優れたシーリング技術により、オートクレーブ滅菌4000サイクルを超え
る耐久性を誇ります｡
メンテナンスフリーの一体構造で、洗浄・滅菌の際は分解の必要がありません。
溝の無い滑らかな形状で、ウォッシャーディスインフェクターでの洗浄が可能です｡
ISO 7376適合。
※超音波洗浄はできません。

136-050-51 ￥39,800F000.22.101 93㎜

注文コード 標準価格品　　番 規　　格 全　長 先端幅

136-050-41 ￥39,800F000.22.100 82㎜

136-050-61 ￥39,800F000.22.102 115㎜

136-050-71 ￥39,800F000.22.103 135㎜

136-052-01 ￥39,800F000.22.143 135㎜

136-050-81 ￥39,800F000.22.104 155㎜

136-050-91 ￥39,800F000.22.105

No.1 小児用

No.0 小児・新生児用

No.2 成人用ミニ

No.3 成人用スタンダード

No.3m 成人用スタンダード（強弯）

No.4 成人用ラージ

No.5 成人用エクストララージ 176㎜

11㎜

9㎜

13㎜

15㎜

15㎜

15㎜

15㎜

マッキントッシュ型

136-051-10 ￥25,000F000.22.111 95㎜

注文コード 標準価格品　　番 規　　格 全　長 先端幅

136-051-00 ￥25,000F000.22.110 82㎜

No.1 小児用

No.0 小児・新生児用

13㎜

12㎜

ハイネ型

No.2

No.1

No.0

No.3m

No.3

No.4

No.5

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000048
一般的名称 ： 挿管用喉頭鏡
販　売　名 ： 喉頭鏡

ファイバーオプティクス喉頭鏡ブレード

マッキントッシュ型

ハイネ型

ハイネ型　No.0

ハイネ型　No.1
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一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000215
一般的名称 ： 開孔器
販　売　名 ： MMIバイトブロックＳＴ

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000075
一般的名称 ： 開孔器
販　売　名 ： MMIバイトブロック

A
B

C

ラテックスフリー。
柔軟性素材を使用しているので歯牙に対して負担の少ないソフトタイプです。
内側にはチューブが付いているので内腔閉鎖を防止します。
メタルフリー。
ツバにある2つの穴は、必要に応じてバンドで固定することができます。

EOG滅菌済

未滅菌

材　質 ポリ塩化ビニル

注文コード 標準価格規　　格 サイズ（A×B×C（楕円））

030-145-03 ￥500No.3 小 50×31×12（11）㎜

030-145-02 ￥500No.2 中 63×38×16（14）㎜

030-145-01 ￥500No.1 大 68×43×18（15）㎜

未滅菌（EOG滅菌可/耐熱温度70℃）　1個入

1003502-005-81 ￥6,000S 50×31×13（11）㎜

1004502-005-82 ￥6,000M 63×38×16（14）㎜

1005502-005-83 ￥6,000L 68×43×18（15）㎜

注文コード 標準価格品　　番 規　　格 サイズ（A×B×C（楕円））

EOG滅菌済　1箱（20個入）

注文コード 標準価格規　　格 サイズ（A×B×C（楕円））

030-145-03 ￥500No.3 小 50×31×12（11）㎜

030-145-02 ￥500No.2 中 63×38×16（14）㎜

030-145-01 ￥500No.1 大 68×43×18（15）㎜

1003502-005-81 ￥6,000S 50×31×13（11）㎜

1004502-005-82 ￥6,000M 63×38×16（14）㎜

1005502-005-83 ￥6,000L 68×43×18（15）㎜

注文コード 標準価格品　　番 規　　格 サイズ（A×B×C（楕円））

バイトブロック

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000357
一般的名称 ： 再使用可能な気管内チューブスタイレット
販　売　名 ： MMI チューブ用スタイレット

有効長

シャフト直径
材　質

φ3㎜
ステンレス鋼

030-181-11 ￥2,000中 390㎜ 325㎜

注文コード 標準価格規　　格 全　　長 有効長

030-181-10 ￥2,000小 330㎜ 265㎜

030-181-12 ￥2,000大 430㎜ 365㎜

チューブ用スタイレット

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000361
一般的名称 ： 開孔器
販　売　名 ： エアウェイ

材　質 ポリエチレン

502-029-27 ￥30035105 50㎜

注文コード 標準価格品　　番 全　　長

502-029-28 ￥30035104 40㎜

502-029-26 ￥30035106 60㎜

502-029-24 ￥30035108 80㎜

502-029-25 ￥30035107 70㎜

502-029-23 ￥30035109 90㎜

502-029-22 ￥30035110 100㎜

エアウェイ（バーマン氏）

材　質 ポリエチレン、ポリプロピレン

502-029-15 ￥3006305 50㎜

注文コード 標準価格品　　番 全　　長

502-029-14 ￥3006304 40㎜

502-029-16 ￥3006306 60㎜

502-029-18 ￥3006308 80㎜

502-029-17 ￥3006307 70㎜

502-029-19 ￥3006309 90㎜

502-029-20 ￥3006310 100㎜

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000361
一般的名称 ： 開孔器
販　売　名 ： エアウェイ

ゲデルエアウェイ
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単回使用で金属疲労からくる折損リスクを低減します。
滅菌済の個別包装です。
自在に折り曲げることができます。

適用チューブ内径
材　質
入　数
滅菌状態

（中）≧φ5.0㎜　（大）≧φ6.0㎜
（芯部）ステンレス鋼　（カバー部）ポリ塩化ビニル
1箱（5本入）
※EOG滅菌済

注文コード 標準価格品　　番 規　　格 サイズ

502-003-16 ￥2,500109033 中 φ3.3×370㎜

502-003-17 ￥2,500109043 大 φ4.3×370㎜

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000289
一般的名称 ： 単回使用気管内チューブスタイレット
販　売　名 ： ディスポスタイレット

中

大

ディスポスタイレット

管理医療機器
認 証 番 号 ： 230ADBZX00078000
一般的名称 ： 麻酔回路セット
販　売　名 ： MMI 麻酔/呼吸 回路 Y型

麻酔/呼吸 回路 Y型

患者側接続コネクタ

吸気コネクタ/呼気コネクタ

外径φ22㎜
内径φ15㎜
内径φ22㎜

サンプリング
ポート

患者側
接続コネクタ

吸気コネクタ／呼気コネクタ

502-031-12 ￥26,00070121-1.8 180㎝ 1箱（20個入）

注文コード 標準価格品　　番 全　　長 入　　数

502-031-11 ￥22,00070121 150㎝ 1箱（20個入）

チューブ内を呼気と吸気に仕切った軽量構造。
取り回しがしやすく麻酔管理に適しています。
ディスポーザブル。

材　質

重　量

患者側接続コネクタ

（呼気・吸気コネクタ）ポリプロピレン
（回路）EVA及びLDPEの混合物
（患者側接続コネクタ）ポリプロピレン
（150㎝）約150g
（180㎝）約190g
（300㎝）約270g
外径φ22㎜
内径φ15㎜

吸気
コネクタ

呼気
コネクタ

患者側接続コネクタ

サンプリング
ポート

使用例

麻酔/呼吸 回路 Theta
シータ

管理医療機器
認 証 番 号 ： 227ADBZX00076000
一般的名称 ： 麻酔回路セット
販　売　名 ： 麻酔/呼吸 回路 Theta

502-029-92 ￥50,000AT18-MU1 180㎝ 1箱（20個入）

注文コード 標準価格品　　番 全　　長 入　　数

502-029-91 ￥40,000AT15-MU1 150㎝ 1箱（20個入）

502-029-93 ￥30,000AT30-MU1 300㎝ 1箱（10個入）

呼気用と吸気用に
仕切られた構造

Θ型
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素早く容易に気管チューブを固定できます。

使用例

バイトブロック

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000292
一般的名称 ： チューブ用クランプ
販　売　名 ： MMI チューブホルダー パーシー

チューブの閉塞や破損を防ぐバイトブロックが付いています。
多様なサイズの気管チューブに対応できます。
ラテックスフリー。
ディスポーザブル。

サイズ

適応気管チューブサイズ
材　質

重　量

（マウスピース）約W114×D43.5×H65.6㎜
（ヘッドストラップ）約W20×L550㎜
外径φ6～18㎜
（マウスピース）ポリプロピレン
（パッド）エチレン酢酸ビニル共重合体（EVA）
（ヘッドストラップ）ポリエステル
約35ｇ

チューブホルダー パーシー

注文コード 標準価格品　　番

135-021-11 ￥1,200ETH02B-TW

成人用

管理医療機器
認 証 番 号 ： 229ADBZX00018000
一般的名称 ： 麻酔用マスク
販　売　名 ： MMI エアークッションフェイスマスク

W

L

フックリング

成人用 大

小児用 大 

小児用

乳児用 大

乳児用

柔らかな透明のエアークッションマスクがやさしく
フィットします。
透明のエアークッションにより呼吸の状態が確認できます。
ラテックスフリー。

サイズ

コネクタ径 

材　質 

入　数

（5311）W53.5×L63×H46㎜
（5312）W67×L81×H55㎜
（5313）W82×L100×H67.5㎜
（5314）W91×L110×H73.5㎜
（5315）W100×L131×H83.5㎜
（5316）W107.5×L131.5×H83.5㎜
（乳児用・乳児用大）外径φ15㎜
（小児用・小児用大・成人用・成人用大）内径φ22㎜ 
（コネクタ・ドーム・エアークッション）ポリ塩化ビニル
（フックリング）高密度ポリエチレン
1箱（6個入） 

エアークッションフェイスマスク 麻酔用

注文コード 標準価格品　　番 サイズ

502-029-61 ￥3,6005311 0 乳児用

502-029-62 ￥3,6005312 1 乳児用 大

502-029-63 ￥3,6005313 2 小児用

502-029-64 ￥3,6005314 3 小児用 大

502-029-98 ￥3,6005315 4 成人用

502-029-99 ￥3,6005316 5 成人用 大

W
L

フック
サイズ

内　径
材　質
滅菌条件

（5181）W80×L101×H70㎜
（5182）W90×L115×H80㎜
（5183）W100×L125×H80㎜
φ22㎜
（マスク）シリコーン　（フック）ポリカーボネート
オートクレーブ滅菌可

管理医療機器
承認番号 ： 22000BZX01043000
一般的名称 ： 麻酔用マスク
販売名 ： シリコン麻酔用マスク

シリコン麻酔マスク

注文コード 標準価格品　　番 サイズ 重　　量

502-014-46 ￥7,0005181 3 小児用 大

502-014-47 ￥7,0005182 4 成人用 

502-014-48 ￥7,0005183 5 成人用 大

約59g

約80g

約105g

ラテックスフリー。
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A

B

C 大、4点留め

小、4点留め

サイズ 

材　質
滅菌条件

　　　　　　　　A×B×C
（大､4点留め）710×137×137㎜
（小､4点留め）477×110×110㎜
シリコーン
オートクレーブ滅菌可

シリコンヘッドバンド

注文コード 標準価格品　　番 サイズ

502-014-02 ￥4,00015271 大、4点留め

502-014-07 ￥3,00015273 小、4点留め

ラテックスフリー。

サイズ

コネクタ径
入　数

（70505）W64×L190㎜
（70506）W94×L263㎜
（70507）W112×L336㎜
（70508）W142×L395㎜
内径φ22㎜ 
1箱（10袋入） 

管理医療機器
認 証 番 号 ： 229ADBZX00109000
一般的名称 ： 単回使用麻酔用呼吸回路バッグ
販　売　名 ： MMI ディスポ麻酔バッグ

ディスポ麻酔バッグ
ラテックスフリー。

注文コード 標準価格品　　番 容　　量

502-031-00 ￥12,00070505 0.5ℓ

502-031-01 ￥12,00070506 1ℓ

502-031-02 ￥12,00070507 2ℓ

502-031-03 ￥12,00070508 3ℓ

サイズ

コネクタ径
材　質
滅菌条件

（70096）約W94×L200㎜
（70097）約W94×L260㎜
（70098）約W113×L310㎜
（70099）約W140×L360㎜
内径φ22㎜
シリコーン
オートクレーブ滅菌可

管理医療機器
承 認 番 号 ： 22000BZX01045000
一般的名称 ： 再使用可能な麻酔用呼吸回路バッグ
販　売　名 ： シリコン呼吸バッグ

シリコン呼吸バッグ
ラテックスフリー。

注文コード 標準価格品　　番 容　　量

502-014-42 ￥12,00070096 0.5ℓ

502-014-43 ￥12,00070097 1ℓ

502-014-44 ￥12,00070098 2ℓ

502-014-45 ￥12,00070099 3ℓ

関節アーム

コラム

レールクランプ

ホルダー

取付例

固定ノブ

セット内容 ホルダー、コラム50㎜（関節アーム付）、
レールクランプ（9×32㎜、10×25㎜レール対応）

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000074
一般的名称 ： 手術台アクセサリー
販　売　名 ： FISSO　ホルダーシステム（麻酔蛇管・呼吸器チューブ等用）

ホルダーシステム（麻酔蛇管等用）
フレキシブル。
高い安定性。
メンテナンスフリー。

注文コード 標準価格品　　番

737-004-10 ￥150,0003628.12

737-004-20 ￥160,0003640.10

関節アーム可動範囲

280㎜

400㎜

A

B



RS2208.2000


	01-08_Part1
	02-03
	04-05
	06-07
	01-08_Part2

