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楽々フューザー®

わかりにくいPCA操作、誤接続のリスク、煩雑な流量設定

疼痛管理をもっと”楽々”に

スライダーを希望する流量の
表示位置に合わせることにより、
流量を8、もしくは12段階（OFF
を含む）に容易に設定できます。

楽々フューザー®の種類

ロックキーを取り外すとロック
がかかり流量が固定され、医療
従事者以外の方による流量変
更を防ぎます。

患者様側コネクタに
疎水性フィルター付きキャップを装備

エアだけを通すので、キャップをつけたまま
容易にプライミングを行うことができます。
エアだけを通すので、キャップをつけたまま
容易にプライミングを行うことができます。

楽々フューザー

PCA型

一体型

FC
タイプ

FC
タイプ

流量固定
タイプ

接続型

標準型

FC
タイプ

流量固定
タイプ

PCA型は一体型（PCA用装置と流量制御チューブが
接続されているタイプ）と接続型の2種類があります。

PCA型と標準型、それぞれFC(フローコントローラー：
流量可変型）タイプと流量固定タイプがあります。

ボトル容量は300mLと150mL、PCA装置は2mLと
3mLがあります。

流量設定が”楽々”に ～わずらわしさからの開放～

プライミングがさらに”楽々”に ～利便性の向上～

▼LOCK
▲UNLOCK

（mL/hr）

スライダー

ロックキー



携帯型ディスポーザブル注入ポンプ

わかりにくいPCA操作、誤接続のリスク、煩雑な流量設定

疼痛管理をもっと”楽々”に

ボトルとPCA装置を一体化することにより、接続する手間
が省け、接続部からの液漏れを心配する必要はありません。

＊一体型のみ

誤接続および感染のリスク軽減が期待できます。

インジケータが下が
り切ると、再びカチッ
という音がして薬剤
投与は終了です。

カチッと音がするま
で押せば、ボタンを押
す作業は終了です。

インジケータとボタンが
自動的に戻り、PCA内に
次回分の薬剤充填が始ま
ります。

インジケーターが下がり
始め、薬剤投与されてい
ることが確認できます。

PCA操作が“楽々”

バネの力を利用するので
P CAボタンを押し続ける
必要がありません。

投与の確認が“楽々”

聞く：クリック音でポーラス
投与完了を確認できます。

見る：インジケータの動き
で薬液の投与状況を確認
できます。

8段階
0～7mL/hr

（OFF,1,2,3,4,5,6,7）mL/hr (OFF,1,2,3,4,5,6,8,
10,12,14,15) mL/hr

(OFF, 0.5, 1.0, 1.5, 
2.0,2.5, 3.0, 4.0, 

5.0, 6.0,7.0,7.5) mL/hr

12段階
0～7.5mL/hr

12段階
0～15mL/hr150mL 300mL 2mL用 3mL用

PCA操作が”楽々”に ～直感的なPCA操作～

準備がさらに”楽々”に ～接続不要～*

8段階8段階8段階

PCAドーズ完了

PCAドーズ開始

ボトル容量 PCA装置 FC（フローコントローラー）

PCA一体型FC（フローコントローラー）タイプ
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〒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

販売業者

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。

販 売 名：ベセルフューザー
承認番号：20600BZZ01302000
製造販売業者：オーベクス株式会社

*1 

*2 販 売  名：輸液セット
承認番号：21300BZZ00485000
製造販売業者：
フォルテ グロウ メディカル 株式会社

品番 品名 仕様

21-ABX-81751070

21-ABX-SS01

スパイク、一方向弁、クランプ付

最大500g 目もり

5セット

1個

販売単位

アクセサリ

楽々薬液充填器※2

バネばかり

カラーコーディングされています。
①ボトル容量（ボトルキャップ）
②PCA量（PCAボタン）

MKOMCA-1001

PCA量
（カラー②）

ボトル容量
（カラー①）

フロー
コントローラー

例 ： PCA接続型フローコントローラータイプ

品番 品名
仕様

21-ABX-150P2FC

21-ABX-150P3FC

21-ABX-300P3FC

楽々フューザー 一体型 150FC-PCA2-LOT30

楽々フューザー 一体型 150FC-PCA3-LOT30

楽々フューザー 一体型 FC-PCA3-LOT30

特定保険医療材料価格:019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(3)PCA型:4,430円（平成30年度4月時点）

可変（0～7mL）

可変（0～7mL）

可変（0～7mL）

30分 5セット

①ボトル容量 持続流量/hr ②PCA量/1回 ロックアウトタイム
販売単位

PCA 一体型 フローコントローラータイプ ※1

150mL

150mL

300mL

2mL

3mL

3mL

300mL

品番 品名
仕様

21-ABX-81751010 楽々フューザー FC-PCA3-LOT30

特定保険医療材料価格:019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(3)PCA型:4,430円（平成30年度4月時点）

可変（0～15mL） 30分 5セット

①ボトル容量 持続流量/hr ②PCA量/1回 ロックアウトタイム
販売単位

PCA 接続型 フローコントローラータイプ ※1

3mL

300mL

300mL

300mL

3mL

3mL

3mL

品番 品名
仕様

21-ABX-300P3C3

21-ABX-300P3C4

21-ABX-300P3C5

楽々フューザー 一体型 3mL/h-PCA3-LOT30

楽々フューザー 一体型 4mL/h-PCA3-LOT30

楽々フューザー 一体型 5mL/h-PCA3-LOT30

特定保険医療材料価格:019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(3)PCA型:4,430円（平成30年度4月時点）

3mL

4mL

5mL

30分 5セット

①ボトル容量 持続流量/hr ②PCA量/1回 ロックアウトタイム
販売単位

PCA 一体型 流量固定タイプ ※1

5セット

品番 品名
仕様

21-ABX-81751120

21-ABX-81751130

特定保険医療材料価格:019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(2)標準型:3,210円（平成30年度4月時点）

可変（0～15mL）

可変（0～7.5mL）

①ボトル容量
販売単位

標準型 フローコントローラータイプ ※1

楽々フューザー300FC

楽々フューザー150FCS

持続流量/hr

300mL

150mL

5セット

品番 品名
仕様

21-ABX-81751090

21-ABX-81751100

特定保険医療材料価格:019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(2)標準型:3,210円（平成30年度4月時点）

4mL

2mL

①ボトル容量
販売単位

標準型 流量固定タイプ ※1

楽々フューザー4mL/h-300 

楽々フューザー2mL/h-150

持続流量/hr

150mL

300mL


