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CADD®-Solis PIB

CADD®-Solis PIBは、従来のCADD®ポンプシリーズに更な
る安全性と利便性を追求した次世代PCAスマートポンプです。
疼痛管理に必要な4つの投与モードを搭載し、それらを自由に
組み合わせることが可能なため、きめ細かな設定が出来ます。

Smiths独自のPIBモード（p.3参照）は、持続投与と比較し、薬液
の拡散を促し、少ない投与量で効率良く鎮痛効果を高めること
が期待出来ます。その他にも専用ソフトウェアによる設定の簡略
化、見やすい画面、わかりやすい操作ガイド機能、パスコードロッ
ク機能等を備えたCADD®-Solis PIBは、よりスマートでより安
全な疼痛管理をお手伝いします。

実物大
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SETTINGS

CADD®-Solis PIBは、疼痛管理に必要な4つの投与モード（持続、間欠、PCA、随時）を搭載し、それらを自由に組み合わせる
ことができます。

iv-PCA、PCEA、持続末梢神経ブロック等の投与ルート別、小児・成人・高齢者等の患者別、食道全摘・腹腔鏡下胆摘・産科麻
酔等の症例別にプロトコルを設定するのは煩雑で大変手間がかかります。
CADD®-Solis PIBでは簡単に様々な投与モードを設定することが可能で、きめ細かい疼痛管理が可能になり、患者満足度の
向上が期待できます。

投与モード

PCA投与モード
間欠投与モード

随時投与モード

持続投与モード

［設定例］
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持続投与は0～100mL/hrの
範囲で設定可能

随時投与は随時任意で
0～50mL/回が可能

間欠投与は0～50mL/hrの
範囲で設定可能

PCAは0～50mL/回、
ロックアウトタイムは
1分~24時間で設定可能
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末梢神経ブロック

［間欠投与のみ］
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［年齢・体重・性別に応じた持続投与+PCA］

高齢者・小児の場合（iv-PCA）
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［随時投与+間欠投与+PCA］

食道切除（PCEA）

投
与
量
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■  持続　■  随時　■  間欠　■  PCA
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ContentsPIB

PIBとは、「間欠投与」と「PCA」を組み合わせた投与
モードを指します

■  PIBモードは機械的に間欠投与するだけではなく、
PCA投与後の間欠投与を自動的に遅延させます

■  これにより短時間の過量投与を防止することが可能
です

PIBモードにより使用薬剤を減少させ、合併症のリスク
および薬剤経費削減が期待できます

■  産科麻酔に於いて『間欠投与＋PCA』と『持続投与＋
PCA』の消費薬剤量を比較（硬膜外投与）

■  ブピバカインの消費薬剤量は『間欠投与＋PCA』の
方が有意に低かった

■  患者満足度は『間欠投与＋PCA』の方が有意に高
かった

Cynthia A. Wong, et al.: A Randomized Comparison of Programmed 
Intermittent Epidural Bolus with Continuous Epidural Infusion for Labor
Analgesia Anesth Analg, 2006; 102:904-9

間欠投与は持続投与と比較すると薬剤の拡散が大きい
といわれています

■  持続投与と間欠投与の拡散域比較実験例
■  多孔式カテーテルを通してメチレンブルーを吸収紙
上に1時間送出して比較

■   間欠投与の方が持続投与より約5倍拡散した

A.Murat Kaynar, MD. K.B.Shankar, MD.: Epidural Infusion: Continuous or 
Bolus? ANESTH ANALG 1999: 89:531-8 LETTERS TO THE EDITOR 534

そのため、従来よりも少ない投与量で効率良く鎮痛効
果を得ることができると考えられています

■  持続投与と間欠投与の手術から15時間後の知覚遮断
域を比較

■   間欠投与の方が、右側・左側とも知覚遮断域（無痛範
囲）が広かった

Kenichi Ueda, M.D., Wasa Ueda, M.D.,PH.D, Masanobu Manabe, M.D., 
Ph.D.: A Comparative Study of Sequential Epidural Bolus Technique and 
Continuous Epidural Infusion. Anesthesiology, 2005:103:126-9
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PIB（Programmed Intermittent Bolus）

持続投与

間欠投与

（10.5mL/h）

（3.5mLを20min毎）

1inch

PIB（間欠投与とPCA）

1時間あたりのブピバカインの総消費量
硬膜外麻酔開始～分娩まで

間欠投与と持続投与の比較（15時間後）

持続投与

持続投与

間欠投与

間欠投与
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SAFETY FEATURES

パスコードロック機能による誤操作防止
■  医療従事者以外のポンプ設定値の変更を防ぎます
■  職責ごとのパスコード設定により、医師と看護師の
操作範囲を分けることも可能です

過量投与防止機能
■  ポンプ側でソフトリミットを超えた投与量を設定した
場合、確認を求めるメッセージが表示されます

■  ハードリミットを超えた設定はできないため、過量投
与のリスクを低減します

カラーコーディング機能
■  ルート別など、運用に沿って画面の背景色を5色から
選ぶことができます

操作ガイド機能
■  画面上に随時次の操作説明が表示されるので簡単に
操作できます

■  アラームの発生原因も表示されるので、迅速な対応
が可能です

MSS（Medication Safety Software）
MSSは、CADD®-Solis PIBをより安全かつ便利にお使いいた
だくためのソフトウェアです
■  PC画面上で投与ルート別、患者別、症例別に応じたプロトコ
ルの作成編集ができ、ライブラリとして管理できます

■  投与量、PCA回数等の上限をソフトリミットとハードリミッ
トの二段階で事前に設定することができます

■  作成したライブラリをポンプにダウンロード出来るため、ポ
ンプの操作が簡略化されます

大きく明るい画面表示
■  画面面積が4.6倍（当社比）になり、投与中のプロトコルがひ
とめでわかります

■ 暗い室内等でも、液晶バックライトで画面が鮮明に見えます

ポンプ動作中の設定変更可
■  ポンプ動作中に設定値を変更できるので、治療を中断する
ことなく、リスタート忘れの心配もありません

投与履歴のレポート表示
■ 実施中の投与履歴がリアルタイムで表示できます
■  PCA回数・空打ち回数等が表示されるので患者アセスメン
トに活用できます

安全機構

利便性の向上

パスコード入力画面

ルート別に画面色を変更した例

投与量上限設定画面 プロトコル編集画面

投与履歴のレポート表示例

ソフトリミットを超える際の
確認画面

操作ガイド例

CADD-LegacyⓇ PCA CADDⓇ-Solis PIB

IV PCA

ホーム
［センタク］ヲ　オシテヘンコウ

レポート

ジゾクトウヨソクド

タスク

1 mL/hr

PCA ドーズリョウ
PCAロックアウトタイム
1 ジカンセイゲン

0.5 mL
 15 フン
12 mL

モルヒネ1mg/ml mL
スタンダードドーズ

99.7 mL ドウサチュウ

ホーム
［センタク］ヲ　オシテヘンコウ

カンケツボーラス 10 mL

ボーラス カンカク
ジカイノ ボーラス
PCAドーズリョウ

1 ジカン 0 フン
 45 フン
5 mL

249.8 mL ドウサチュウ
シンケイブロック

レポート タスク

ロピバカイン0.2%
カンケツ_ボーラス

約4.6倍ドウサチュウ
リザーバ　　　        100. 0ml
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SPECIFICATION

CADD®-Solis PIB

MSS  Medication Safety Software

品番 21-2111-0300-09

製品名 CADD Solis PIBポンプ

内容品 CADD®-Solis PIB本体1台、Solis用リモートドーズ
コード1本、鍵、単三形アルカリ乾電池4本

ポンプ方式 フィンガ・ペリスタルティック

寸法 127mm×102mm×41mm
（カセット、付属品を除く）

質量 595g（単三形アルカリ乾電池4本を含む）

注入精度 ±6%以内

電気的定格 直流電源：6V（単三形アルカリ乾電池×4本）
3.7V（充電式バッテリパック）
ACアダプタ（100V, 50/60Hz）：入力7V±10%, 3A

単三型アルカリ乾電池の
寿命

124時間
（持続投与5mL/hr、バックライト照度3の場合）

気泡検出 低感度：0.40mL以上
高感度：0.15mL以上
累積気泡：1.0mL以上

閉塞検出 124.1±62.1kPa

アラーム機能 気泡検出、電圧異常、輸液セット異常、下流閉塞、 
上流閉塞、キーパッド異常、薬液量低下、薬液量ゼロ、
ポンプ停止

動作条件 温度：＋2℃～＋40℃（結露なきこと）

保管条件 温度：－20℃～＋60℃
湿度：20%～90%

機器の分類 保護形式：内部電源機器及びクラスⅡ機器
保護程度：CF形装着部又はBF形装着部
水の浸入に対する保護程度：防沫形（IPX4）

投与予定量
（リザーバ容量）

0～9999mL

薬液設定単位 ミリリットル（mL）
ミリグラム（mg）
マイクログラム（mcg）

持続投与速度 0～100mL/hr（mgまたはμg相当量）

PCAドーズ 0～50mL（mgまたはμg相当量）

PCAロックアウトタイム 1分～24時間

間欠投与 0～50mL（mgまたはμg相当量）

間欠投与間隔 1分～4時間

初回間欠投与遅延時間 0分～4時間

随時投与量 0～50mL（mgまたはμg相当量）

PCA、随時及び
間欠投与速度

40～250mL/hr

品番 21-2194-0300-22

製品名 CADD Solis MSS V3.0

内容品 CADD®-Solis MSS アドミニストレータ V3.0（CD1枚）

対応OS Windows XP Professional（32/64 Bit） 日本語 
Windows 7 Professional（32/64 bit） 日本語 
Windows VistaおよびServerへのインストールは
事前にご相談ください

販売名：CADD-Solisポンプ
承認番号：22400BZX00216000

（イメージ）

・ソフトウェアのみです。
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DISPOSABLES & ACCESSORIES

ディスポーザブル品　EOG滅菌済・単回使用

アクセサリー

DEHP：可塑剤（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）　 
TOTM：可塑剤（トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシル）

品番 21-7301-24（50mL）
21-7302-24（100mL）
21-7308-24（250mL クリア）
21-7309-24（250mL キイロ）

製品名 メディケーションカセットFS

■ 材質：50mL, 100mL…ポリ塩化ビニル（DEHP使用）
■ 材質：250mL…ポリ塩化ビニル（TOTM使用）

品番 21-0270-25

製品名 Solis用ACアダプタ パワーコード付

■  専用ACアダプタを使用してポンプを外部電源で作動
させることが可能

品番 21-6118-24

製品名 ポールマウントブラケット

■  ポールマウントアダプタと組み合わせてポンプ単体を
ポールや点滴スタンドに固定することが可能

品番 21-2100-25

製品名 Solis用リモートドーズコードグリップ

品番 21-2160-09

製品名 リチウムバッテリパック

品番 21-2185-51

製品名 Solis用ポンプ鍵

■  ポンプ本体を購入すると1個付属
■  追加で必要な場合にご購入可能
■  CADD Legacy®ポンプにも使用可能

品番 21-2186-25

製品名 Solis用リモートドーズコード

■  ポンプ本体を購入すると1個付属
■ 追加で必要な場合にご購入可能

品番 21-2135-25

製品名 ポールマウントアダプタ

■  ポンプ単体をポールや点滴スタンドに固定する際に、
ポールマウントブラケットと組み合わせて使用

品番 21-2183-25

製品名 ポールマウントスイベル

■  ポールマウントブラケットとアダプタの間に接続する
ことによりポンプを回転させることが可能

品番 OT/PUC-ADM-BK（クロ）
OT/PUC-ADM-BL（ブルー）
OT/PUC-ADM-GR（グリーン）

製品名 CADD®ポンプ用ポーチ アドミニ用

■  薬液バッグとアドミニストレーションセットの組み合
わせでポンプを使用する場合に使用

品番 OT/PUC-CST-BK（クロ）
OT/PUC-CST-BL（ブルー）
OT/PUC-CST-GR（グリーン）

製品名 CADD®ポンプ用ポーチ カセット用

■  カセットでポンプを使用する場合に使用

品番 21-7060-24（76cm）
21-7061-24（114cm）
21-7062-24（152cm）
21-7106-24（フィルタ付152cm）

製品名 エクステンションセット

■ メディケーションカセット専用チューブ
■ 材質：ポリ塩化ビニル（TOTM使用）

品番 21-FGM-6167

製品名 フレキシブル メディケーション
バッグ（350mL）

■ 分離した薬液注入側チューブとポンプ側チューブ
■  ルアーロックシリンジを用いてニードルレス薬液注入可能
■  アドミニストレーションセット - オスルアーFSと組み
合わせて使用

品番 21-7321-24

製品名 アドミニストレーションセット -
メスルアーFS 

■  回路接続側（患者側）はオスルアー、薬液接続側は 
メスルアーの構造

■  材質：ポリ塩化ビニル（TOTM使用）

品番 21-7359-24

製品名 アドミニストレーションセット -
オスルアーFS 

■ メディケーションバッグ用のセット
■  メスルアーのチュービングセットやコネクタと接続し
て使用も可能

■ 材質：ポリ塩化ビニル（TOTM使用）

品番 21-7322-24

製品名 アドミニストレーションセット -
スパイクFS 

品番 21-7394-24

製品名 アドミニストレーションセット -
スパイクFS フィルタ付

■  先端のスパイクを一般の薬液バッグへ刺し込んで使用
することが可能

■ 材質：ポリ塩化ビニル（TOTM使用）

■  先端のスパイクを一般の薬液バッグへ刺し込んで使用
することが可能

■ 材質：ポリ塩化ビニル（TOTM使用）



MPAUCA-1679

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

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Please see the Instructions for Use/Operator’s Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings 
and precautions. Smiths brand names (used in document’s text), Smiths trade names (used in document’s text) and the Smiths Medical and design marks (logos used in document) are trademarks of 
Smiths Medical. The symbol ® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. All other names and marks mentioned are the trademarks or 
service marks of their respective owners.  ©2019 Smiths Medical. All rights reserved.   IN193548JA-072019  0701040-2019075000IB5afb

製造販売業者

ポンプから患者様まで。
スミスメディカル・ジャパンは、疼痛管理の領域において患者様と医療従事者の皆様の
トータルソリューションプロバイダーを目指しております。

• CADD®-Solis PIB（PCAスマートポンプ）
• CADD® ポンプ用輸液セット

• 局所麻酔カスタムパック
• ポーテックス局所麻酔カスタムパック

FROM PUMP TO PATIENT

From Pump...

...To Patient


