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イレウス チューブNew
 ファイコン 親水性イレウスチューブ セット

使 い 易 さに こ だ わ っ た 新 機 能 を 満 載して 新 登 場。
①滅菌包装より丁寧に取り出し、破損等が生じていないことを確認してください。

②バルーンは滅菌蒸留水以外で膨張させないでください。

③ファネル表示の注入量は推奨値です。

④バルーンは鉗子等で把持しないでください。

⑤無理に引張ったり、切断、穴をあける等の追加工はしないでください。

⑥本製品は単回使用製品です。再使用はしないでください。

⑦使用後は、廃棄物処理法に基づき適正に処理してください。

⑧ご使用前には、必ず添付文書をお読みください。

［使用上の注意］

製品の安全・安心マーク

［シリコーン100％］
医療用に適したシリコーン100％の
原料を使用した製品です。

［X線造影ライン］
X線不透過の造影ラインが入っています。

［滅菌済］
各製品には、材質に適した
滅菌が施されています。

［医療機器クラス分類］
管理医療機器
（クラスⅡ）

〈ファイコンプレミアムシリーズ〉は高品質で付加価値のある製品で、
　もっとも大切な「安心」を提供します。

※本カタログに掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販　売　名：イレウスチューブⅢ
一般的名称：腸管用チューブ
クラス分類：管理医療機器
医療機器認証番号：222ADBZX00106000
特定保険医療材料請求名：イレウス・スプリント
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腸管用チューブ New イレウスチューブ セットの特徴

◀イレウスチューブ全製品に親水性ガイドワイヤ
がセットされました。ソフト／ハードタイプから
処置内容に合わせて選択できます。
（外径サイズ:0.052インチ）

［親水性ガイドワイヤ］

◀イレウスチューブ全製品は、先端のボール部
から2mの部分まで親水性潤滑コーティング
（本体表面）が施されたシリコーン製チューブ
です。優れた潤滑効果により、挿入時の滑り
が一段と向上し、スムーズな操作が可能になり
ます。

［高い親水性がもたらす潤滑効果］

◀シリコーン製チューブの内腔を広くすること
でドレーン効率を向上させるとともに、患者
さんの苦痛を緩和します。処置内容に合わせ
てソフト／ハードタイプの2種類から選択でき
ます。

［内腔の広いチューブ］

次世代の
 先進的ファイコン イレウスチューブが、
卓越した新機能を加えて新登場。

高い弾力性を備えた先端部分の「スプリング効果」と親水性潤滑コーティング
（本体表面）の「潤滑効果」によって、小腸屈曲部や腸管壁にやさしく滑らかに
追随。スムーズな進入・通過を可能にします。

▲小腸屈曲部を先端ボール部分のスプリング効果と親水性コーティングの潤滑
効果でやさしく滑らかに進入し通過します。

▶ファネル操作部をコンパクトに
軽量化した新設計です。先端部
挿入処置の微妙な手元反応がで
きるよう操作性を高めました。

［使いやすいファネル］

イレウスチューブの優れた進入性



 ファイコン 親水性イレウスチューブ セット

シングルバルーン
 ファイコン 親水性イレウスチューブ セット

ダブルバルーン
スプリングによって弾力性がアップした先端部と
親水性潤滑コーティング（本体表面）により、
屈曲部へのスムーズな進入を実現した、高品質イレウスチューブです。 ダブルバルーンにより、選択的小腸造影が可能です。

Silicone
Single Balloon

Silicone
Double Balloon

Balloon Control
ILEUS

Wing tip Control
ILEUS

Silicone
Single Balloon

Silicone
Double Balloon

Balloon Control
ILEUS

Wing tip Control
ILEUS
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■シングルバルーン型（親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ +Tコネクタセット）

製品番号 外径（mm） 先端 チューブ
本体

親水性ガイドワイヤ チューブ
本体全長（m） 包装単位

ソフト ハード 長さ（m） 外径（インチ）
0113634 4.7（14Fr）

開口 ソフト

● ー 3.5 0.052

3.0

1セット
／箱

0113636 5.3（16Fr）
0113638 6.0（18Fr）
0113934 4.7（14Fr）

ー ● 3.5 0.0500113936 5.3（16Fr）
0113938 6.0（18Fr）
5113934 4.7（14Fr）

開口 ハード ー ● 3.5 0.050 3.05113936 5.3（16Fr）
5113938 6.0（18Fr）
0114034 4.7（14Fr）

開口 ソフト ー ● 4.5 0.050 3.00114036 5.3（16Fr）
0114038 6.0（18Fr）
5114034 4.7（14Fr）

開口 ハード ー ● 4.5 0.050 3.05114036 5.3（16Fr）
5114038 6.0（18Fr）
0113514 4.7（14Fr）

閉鎖 ソフト ● ー 3.5 0.052 3.00113516 5.3（16Fr）
0113518 6.0（18Fr）
5113514 4.7（14Fr）

閉鎖 ハード ー ● 3.5 0.0505113516 5.3（16Fr） 3.0
5113518 6.0（18Fr）

■ダブルバルーン型（親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ +Tコネクタセット）

製品番号 外径（mm） 先端 チューブ
本体

親水性ガイドワイヤ チューブ
本体全長（m） 包装単位

ソフト ハード 長さ（m） 外径（インチ）

5113976 5.3（16Fr）

開口 ハード ー ● 3.5 0.050 3.0

1セット／箱
5113978 6.0（18Fr）

5114076 5.3（16Fr）

開口 ハード ー ● 4.5 0.050 3.0
5114078 6.0（18Fr）

滅菌済　単回使用

■ファネル操作部
　シングルバルーン

ソフトチューブ

滅菌済　単回使用

ハードチューブ

プレミアム製品 プレミアム製品



 ファイコン 親水性イレウスチューブ セット

 先端可動型 　バイラテラル／ユニラテラル
 ファイコン 親水性イレウスチューブ セット

 内視鏡誘導型

Tコネクタ

向用

先端
Tコネクタ

片側

先端

■先端可動型 外観図
・バイラテラル

バイラテラル：左右方向に屈曲

・ユニラテラル

ユニラテラル：1方向へのみ屈曲

ウイング

Tコネクタ
■内視鏡誘導型 外観図

ウイングを鉗子で掴む。 鉗子を収納する。

◀内視鏡用生検鉗子が把持しやすい
ウイングをチューブ先端部（２ヶ所）、
本体チューブ（２ヶ所）に備えています。
確実なチューブの挿入および進入手技
が可能になり、内視鏡処置がよりス
ムーズに行えるようになります。

◀イレウス処置において、困難だった幽門輪通過や
屈曲部のチューブ挿入が容易に行えます。バイラテ
ラルは２つのバルーンをコントロールしながら先端
部を左右方向へ屈曲させます。ユニラテラルはバルー
ンが１つなので、シンプルなバルーン操作でスムー
ズな進入をサポートします。処置時間の短縮につな
がり、患者さんの身体的ストレスも軽減できます。 イレウスチューブを進め幽門輪

を越える。

バルーン操作可能な先端部が、スムーズな進入を実現します。

Silicone
Single Balloon

Silicone
Double Balloon

Balloon Control
ILEUS

Wing tip Control
ILEUS

Silicone
Single Balloon

Silicone
Double Balloon

Balloon Control
ILEUS

Wing tip Control
ILEUS

ファイコンの最先端技術から生まれた、可動用バルーンにより
先端部を左右方向に移動可能な、究極のバルーンコントロール機能を搭載しました。

イレウス専門医のアイデアから生まれた、
4ヶ所のウイングが内視鏡処置のスムーズな挿入を可能にします。
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■内視鏡誘導型（親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ +Tコネクタセット）

製品番号 外径（mm） ウイング 先端 チューブ
本体

親水性ガイドワイヤ チューブ
本体全長（m） 包装単位

ソフト ハード 長さ（m） 外径（インチ）

5113924 4.7（14Fr）

4個 開口 ハード ー ● 3.5 0.050 3.0 1セット／箱5113926 5.3（16Fr）

5113928 6.0（18Fr）

滅菌済　単回使用

▼先端可動用バルーン注入コネクタに、シリンジ（10mL）を接続してエアーを
　注入するだけで、先端が可動し容易に目的部位まで挿入できます。

■先端可動型（親水性チューブ本体 + 親水性ガイドワイヤ +Tコネクタセット）

製品番号 外径（mm） 先端可動タイプ 先端 チューブ
本体

親水性ガイドワイヤ チューブ
本体全長（m） 包装単位

ソフト ハード 長さ（m） 外径（インチ）

0113616 5.3（16Fr）
バイラテラル 開口 ハード ー ● 3.5 0.050 3.0

1セット／箱

0113618 6.0（18Fr）

0114016 5.3（16Fr）
バイラテラル 開口 ハード ー ● 4.5 0.050 3.0

0114018 6.0（18Fr）

0114026 5.3（16Fr）
ユニラテラル 開口 ハード ー ● 4.5 0.050 3.0

0114028 6.0（18Fr）

滅菌済　単回使用

プレミアム製品 プレミアム製品

バイラテラル ユニラテラル


