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2 Temperature Management

手術中低体温について

手術中に中枢温が正常範囲より低下した患者様を対象とした調査において、
UPHと有害事象の発現率増加が相関することが明らかにされています2）。

手術創感染が認められた患者様は、正常体温群で
104例中6例にとどまった一方、低体温群では96例中
18例であり、正常体温群の3倍に上りました。

患者様の平均入院日数は、正常体温群では12.1日で
したが、低体温群では14.7日と、正常体温群よりも約
2.6日（21%）延長しました。

手術中低体温（UPH）が及ぼす影響 1）

200例の患者様を対象とした多施設共同試験の結果
正常体温群104例　低体温群96例

参考文献
1）Hart SR, Bordes B, Hart J, Corsino D, Harmon D. Unintended Perioperative Hypothermia.
    The Ochner Journal. 2011;11:259-270.    
2）Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R. Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. 
    New England Journal of Medicine. 1996;334:1209-1215.
3）Mahoney C and Odom J. Maintaining intraoperative normothermia a meta-analysis of outcomes with costs. AANA. 1999;67:155-164.

メタアナリシスの結果から、手術中の低体温の影響によって入院期間が延長し、患者様1人当たり2,500～7,000ドルの医療費
増大につながることが明らかになりました（米国の例）３）
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・多様な種類があり、患者様の状況や術野に応じて測定部位の選択が可能です。

・エチレンオキサイドガス滅菌済みの単回使用製品である為、感染リスクの軽減が期待
できます。

・ラテックスフリーです。コネクタは防水加工されています。

・食道や直腸温の測定に適しています。
・先端が挿入時に優しいテーパー加工です。

・食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。
・先端が挿入時に優しいテーパー加工です。
・表面が熱圧着されスムースになっており低刺激です。

・メタリックフィルムが外部からの光と熱を遮断します。
・センサーがフォームに埋め込まれ、接着面が平らな剥
がれにくいデザインです。

・フォームには低刺激性の接着フィルムを使用しています。
温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して
各社患者モニタ装置、温度モニタとの接続が可能
です。

温度プローブおよび接続ケーブルは、米国YSI社
の400シリーズと同じ特性のサーミスタを使用し
ていますので、YSI400シリーズと互換性のある機
器でお使いいただけます。

・外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけにくい柔らかい
フォームです。

・適切な位置に保持しやすく、外気の影響を受けにくい
よう、先端のフォームにセンサーが埋め込まれています。

一般用※1　

温度プローブ 接続ケーブル

食道聴診用※1

皮膚用※2

鼓膜用※2

温度プローブ

品番 仕様 販売単位

ER400-9 9Fr 1箱（20本入り）

ER400-12 12Fr 1箱（20本入り）

品番 仕様 販売単位

ES400-9 9Fr 1箱（20個入り）

ES400-12 12Fr 1箱（20個入り）

ES400-18 18Fr 1箱（20個入り）

品番 仕様 販売単位

C400-10 3m スタンダード  Non SP 1箱（1本入り）

C400-20 6m スタンダード 1箱（1本入り）

品番 仕様 販売単位

C400-10HP 3m フィリップス／HP用  Non SP 1箱（1本入り）

C400-20HP 6m フィリップス／HP用 1箱（1本入り）

品番 販売単位

STS-400 1箱（20個入り）

品番 仕様 販売単位

TTS-400 成人用 1箱（20個入り）

TTS-400J 成人用（小） 1箱（20個入り）

TTSP-400 小児用 1箱（20個入り）

レベル 1 温度プローブ

麻酔導入後から 1時間以内に中枢温は 1.6℃低下します。中枢温の管理は
患者管理において大きな要素であり、かつ、低体温、高熱、悪性高熱症の
早期診断において極めて重要です。手術時の麻酔中あるいは集中治療室に
おいては、血圧や脈拍数を連続的にモニタするのと同様に、バイタルサイ
ンの 1つである体温も連続測定することが推奨されています。　

※1 販売名：RSP・温度プローブ 
　   承認番号：20300BZY00819000

※2 販売名：RSP・温度センサープローブ 
　   届出番号：13B1X10107000023

温度プローブ

接続ケーブル

サーミスタ 400シリーズ



加温チューブ
DI-60HL
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輸血・輸液加温システム

・迅速に急速輸血・輸液を行うと同時に、低体温を防止するための優れた加温効果を発揮します。

・300mmHgの加圧装置が標準装備されているので、急速輸血・輸液が行えます。

・スパイク部分から患者様への接続部分までオールインワンなので、緊急時にも迅速に使用で
きます。プライミングボリュームは74mLです。

・2つの加圧装置は交互に使用できるため、急速投与を行いながら予備の薬液を準備できます。

① 加圧インフューザ
本体にコンプレッサを内蔵しているので、外部
の機器は不要です。安全のため加圧は280
～300mmHgに自動調節されます。加圧インフ
ューザには1000mLまでの縦長ソフトバッグが
セットできます。

② アルミニウム熱交換器
輸血・輸液は広い面積で熱を受け取れるよう、アル
ミニウム表面に施した螺旋状の溝を上から下に
流れます。

③ 2重構造の加温チューブ
外側には約42℃の循環水が流れ、患者様の直前
まで輸血・輸液を加温します。

④ ガスベント付フィルタ
加温により発生する気
泡は、オレンジキャップ
内の疎水膜により自動
的に除去されます。
孔径170μmのスクリー
ンフィルタは、一般的な
輸血フィルタと同等の
濾過性能です。

外傷におけるショックの 90％以上、手術室における死亡原因の 50％は出血に起因
しています。レベル 1 システム 1000は危機的出血に対応できる急速輸血・輸液加
温システムです。

DI-60HL 最大流量（生食）
550mL／分 @37.6℃

300 400 500 600
流量（mL／分）

レベル1 システム1000加温性能（10℃の血液・生食）
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DI-60HL 最大流量（血液）
260mL／分 @39.3℃

レベル 1 システム 1000　急速輸血・輸液加温システム

血液・輸液（内側）42℃の循環水（外側）

① ①

②

③

④

システム1000
H-1025

※3 販売名：レベル1　システム1000 
　   承認番号：20900BZY00861000

※4 販売名：システム1000　加温チューブ
　   承認番号：20900BZY00862000

急速輸血・輸液加温システム

品番 品名

H-1025 レベル1  システム1000 ※3

（本体、加圧インフューザ、IVポール一式）

[ 仕 様 ]

循環水温度表示 LCD表示

加圧装置 373hPa～400hPa
（280mmHg～300mmHg）まで自動調節

警報装置 加温チューブ取付確認、循環水の補充確認、過熱確認

電源 AC 100V 50 / 60Hz 1200VA

重量（循環水含まず） 28.5 kg

販売単位 1台

品番 品名

DI-60HL システム1000用 加温チューブ ※4

[ 仕 様 ]

対応機種 システム1000

プライミング容量 74 mL

滅菌方法 EOG滅菌（患者ルートのみ）

販売単位 1箱（1本入）

品番 品名

F-10 システム1000用 ガスベント付フィルタ（DI-60HL 交換用） ※4

[ 仕 様 ]

対応機種 システム1000

ガスベント付フィルタ 気泡除去機能付 170μmフィルタ

滅菌方法 EOG滅菌（患者ルートのみ）

販売単位 1箱（20個入）
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※5 販売名：レベル1　ホットライン 
　   認証番号：229AIBZX00025000

※6 販売名：ホットライン加温チューブ
　   承認番号：20900BZY00498000

・2重構造の専用回路の外側に約42℃の温水が循環するので、              
内側の患者ルートをチューブ全域で体温レベルに温めます。

・専用回路はワンタッチで装着できるので、セットアップが容易です。

・プライミングボリュームはわずか20mLです。

参考文献
4）Ohtsuka N, Yamakage M, Chen X, et al. Evaluation of four techniques of 
    warming intravenous fluids. J Anesth 2002;16:145-9.
5）山蔭道明：なぜ輸血は温める？ LiSA 2003;10（6） : 558-9

ホットライン加温性能
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5）

ホットライン ホットライン

輸血・輸液加温システム

品番 品名 販売単位

L-70 ホットライン加温チューブ 1箱（30本入）※6

L-10 ホットライン用ガスベント 1箱（20個入）※6

TPC-2 ツインチューブ コネクタキャップ 1袋（50個入）

OT-LVHL-IVP ホットライン用 IVポール 1台

輸血・輸液加温システム

品番 品名

HL-90 ホットライン（輸血・輸液加温装置）

[ 仕 様 ]

循環水温度表示 LCD表示

アラーム 加温チューブ取付確認、循環水の補充確認、過熱確認

プライミング容量 20mL（加温チューブ：L-70）

電源 AC 100V、50/60Hz、3.8A

重量 3.5kg（本体のみ）

販売単位 1台 ※5

レベル 1 ホットライン　輸血・輸液加温システム

輸血・輸液の優れた加温性能を、
幅広い流量に渡って安定して提供します。4）

加温チューブ
L-70

ホットライン
HL-90

ガスベント
L-10

ツインチューブ
コネクタ用ソケット

タンク背面の
ドレーンチューブ42℃の循環水

（外側）

血液・輸液
（内側）
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多彩なブランケットで患者様に適した体温管理を提供します。

温風式加温システム

レベル 1 イクエーター /スナグルウォーム 加温ブランケット　温風式加温システム

全身用・小児
（102cm×146cm）

付属の吸水パットでブランケ
ット上の液体滞留量を減らし
ます。
通常のホース接続可能(ホー
ス口上下2口)透明ドレープ
付き。
体重9kgまで。

使いやすいコントロールパネル

小児用
敷タイプ
（66cm×94cm）

SWU-2002

小児用
敷タイプ（大）
（102cm×137cm）

付属の吸水パットでブランケ
ット上の液体滞留量を減らし
ます。
通常のホース接続可能（ホー
ス口上下2口）透明ドレープ
付き。
体重36kgまで。

SWU-2011

SWU-2009

小児用

手術中の麻酔、侵襲、出血、室温などの影響により、手術を受ける患者様の45％は
低体温になるといわれています。

温風式加温装置から送られる温かい空気と、加温ブランケットが患者様を包み、周術
期の体温管理を効果的に行います。

ブランケットは柔らかく、破れ、水分等に耐久性のある素材を使用しています。　

加温・保温効果を追求した独自のデザインで、それぞれの形状に適したエアー・フロー・
チャンネル（送風流路）を温風が流れます。

SWU-2009

SWU-2011

イクエーター
EQ-5000
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全身用・成人
（102cm×203cm）

下半身用
（102cm×164cm）

上半身用
ストラップ付
（198cm×76cm）

全身用中央
ミシン目
（102cm×203cm）

全身用敷タイプ
スリット入
（102cm×203cm）
様々な体位に対応可能です。

U字型
（76cm×178cm）

左側臥位用
右側臥位用
（102cm×203cm）

全身用マルチアクセス
（102cm×203cm）

ポンチョタイプ
スリット入
（102cm×164cm）

上半身用
（203cm×102cm）

SWU-2001

SWU-2004

SWU-2010

SWU-2016

SWU-2113

SWU-2007

SWU-2014L
SWU-2014R

SWU-2018

SWU-2119

SWU-2003

成人用

温風式加温システム

SWU-2001

SWU-2004

SWU-2016

SWU-2113

SWU-2119

ブランケットにあるパネルの
上のミシン目によって、使用
可能部位のカスタマイズが
可能です。

砕石位用及びプレウォーミン
グ用の両方に使用可能です。

伏臥位 側臥位

仰臥位



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.  SM196405JA-082019.  0401015-2017078000CL02adf
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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

製造販売業者

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。

MPAUCA-1428

温風式加温システム

品番 品名 販売単位

EQ-5000 レベル1  イクエーター ※7 1台

[ 仕 様 ]

温度表示 LED表示

温度設定（ホース先端） 室温（送風）、低温、中温、高温の4段階　　低温：36℃±1℃　中温：40℃±1℃　高温：44℃±1℃

フィルタ膜 0.2μm

警報装置 ディスコネクトインジケーター　オーバーテンプアラーム　アンダーテンプインジケータ

電源入力 100VAC、50/60Hz、900VA

サイズ 幅24cm×高さ30cm×奥行19cm

重量（加温装置のみ） 6.8kg

*1 加温システム（EQ-5000）に同梱されています。
*2 オフセットローリングスタンド（M00713-001）専用です。

アクセサリ

品番 品名 販売単位

RC-5000 イクエーター用　ローリングカート 1台

F3-5000 イクエーター用　フィルタ 1個*1

SC-5000 イクエーター用　シーツクリップ 1個*1

SW5-HOSE-7 イクエーター用　ホース（2.1m） 1本*1

M00713-001 オフセットローリングスタンド 1台

M00713-002 マルチバスケット 1個*2

オフセットローリングスタンド
M00713-001

（イクエーターは別売です。）

ローリングカート
RC-5000

シーツクリップ
SC-5000

イクエーター
EQ-5000

スナグルウォーム 加温ブランケット※8

品番 仕様 販売単位 小児用

SWU-2001 全身用・成人

10枚/箱

SWU-2002 全身用・小児 ●

SWU-2003 上半身用

SWU-2004 下半身用

SWU-2007 U字型

SWU-2009 小児用敷タイプ ●

SWU-2010 上半身用ストラップ付

スナグルウォーム 加温ブランケット※8

品番 仕様 販売単位 小児用

SWU-2011 小児用敷タイプ（大）　

10枚/箱

●

SWU-2014L 左側臥位用

SWU-2014R 右側臥位用

SWU-2016 全身用中央ミシン目

SWU-2018 全身用マルチアクセス

SWU-2113 全身用敷タイプ スリット入

SWU-2119 ポンチョタイプ スリット入

※8 販売名：レベル1　イクエーター　未滅菌ブランケット 
　   認証番号：223AIBZX00024000

※7 販売名：レベル1　イクエーター 
　   承認番号：21700BZY00108000


