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Epidural Anaesthesia

スミスメディカルでは、PortexⓇ（ポーテックス）ブランドとして世界中で40年以上局所麻酔製品の開発、販売に携わっておりま
す。硬膜外針単品から硬膜外麻酔カスタムパックまで、術者のニーズに合わせた製品をご提供致します。また、硬膜外カテーテル
固定用デバイスやEpiFuseⓇフィルタカバー等も取り揃え、カテーテル抜けや刺入部の感染等のリスクを軽減する構成品もご用意
し、より安全な硬膜外麻酔をご提案致します。

硬膜外麻酔製品

品番 ゲージ 長さ 目盛 内針 販売単位

100/395/180/J 18G 80mm 帯 樹脂内針 10本

100/395/160 16G 80mm 帯 樹脂内針 10本

100/385/018/J 18G 80mm 線 金属内針 10本

100/385/018/PJ 18G 80mm 線 樹脂内針 10本

様々な術者のニーズに応えるべき穿刺抵抗の高い針から鋭利な針まで、豊富な硬膜外針を取り
揃えております。
これらの硬膜外針は、単品、ミニパック、標準キット、カスタムパックでの供給が可能です。

硬膜外針（ツーイ針）

販売名：局所麻酔カスタムパック
承認番号：21100BZZ00354000

販売名：ポーテックス・エピジュラル・システム
承認番号：15900BZY00856000

100/395/180/J

100/395/160

100/385/018/J

100/385/018/PJ
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Epidural Anaesthesia

品番 サイズ 長さ 内径 外径 販売単位

100/382/118 18G用 915mm 0.45mm 0.83mm 10本

100/382/116 16G用 915mm 0.55mm 1.03mm 10本

硬膜外カテーテルは、3側孔の各孔が120度ずつずれた角度に配置されており、薬液が広がり易
い構造になっております。
ナイロン製の本体は適度な硬さがあり、カテーテル留置後にキンクしづらい構造です。
カテーテルにはラベルとガイドが付属されております。

硬膜外カテーテル

販売名：ポーテックス・エピジュラル・システム
承認番号： 15900BZY00856000

品番 仕様 カテーテルサイズ 販売単位

EPX/EPIFUSE リング無 16～18G用 10個

EPX/EPIFUSER リング付 16～18G用 10個

ユニークな形状のEpiFuseⓇコネクタは、ワンタッチで接続が得られます。一度ロックしたコネ
クタは容易に開けることが出来ない構造になっております。
リング付コネクタはフィルタとの接続時に過剰な締め付けを防止します。

EpiFuseⓇコネクタ

販売名：局所麻酔カスタムパック
承認番号：21100BZZ00354000

品番 容量 販売単位

100/398/000 10mL 10本

ロスオブレジスタンス（LOR）シリンジは、液体、空気、液体と空気の混合による抵抗消失法に
ご使用頂けます。
ガラスLORシリンジならびに7mLのLORシリンジは、キット製品の構成品として販売しております。

ロスオブレジスタンス（LOR）シリンジ

販売名：ポーテックス・エピジュラル・システム
承認番号：15900BZY00856000

側孔

リング
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Epidural Anaesthesia

品番 ポアサイズ 充填量 販売単位

100/386/010 0.2µm 0.8mL 10個

硬膜外麻酔用フィルタは、0.2µmのポアサイズの疎水性膜を採用しております。少ない充填量
（0.8mL）で、効率的に異物を除去することが可能です。

硬膜外麻酔用フィルタ

販売名：ポーテックス・麻酔用フィルタ
承認番号：22300BZX00023000

品番 サイズ 販売単位

100/399/218 18G用 50個

100/399/216 16G/17G用 50個

硬膜外カテーテル刺入部からカテーテルが偶発的に抜ける事象を防ぐため、スミスメディカル
では様々な固定用デバイスをご用意しております。
ロキット プラスは下記品番にて単体販売をしており（キット品にも対応）、フィックスキットEpi
ならびにステリストリップはキット製品の構成品として販売しております。

カテーテル固定用デバイス

販売名：ロキット プラス
届出番号：13B1X10107000009

品番 種類 販売単位

EFC-5 安全ピン用フックあり 5個

EFC-5N 安全ピン用フックなし 5個

EpiFuseⓇフィルタカバーは、コネクタとフィルターを保護し、コネクタ外れを防止し、カテーテ
ルがコネクタから抜けてしまう事象を軽減します。
EpiFuseⓇフィルタカバーにはカテーテル固定用シールが付属されております。

EpiFuseⓇフィルタカバー

コネクタ・フィルタ・カテーテルは
含まれません。

フィックスキットEpi

ロキット・プラス

使用例
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Epidural Anaesthesia

System1 品番 ゲージ 長さ 目盛 内針 カテーテル フィルター コネクタ LORシリンジ 販売単位

915/018/0001/J 18G 80mm 線 金属 3側孔 ○ リング付 10mL 5セット

915/018/0001/PJ 18G 80mm 線 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL 5セット

915/018/0011/J 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL 5セット

915/018/0012/J 18G 80mm 線 金属 3側孔 ○ リング無 7mL 5セット

915/018/0013/J 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング無 7mL 5セット

100/391/116 16G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング無 10mL 10セット

100/391/019 19G 50mm 帯 樹脂 先端孔 ○ リング無 10mL 10セット

System2  品番 ゲージ 長さ 目盛 内針 カテーテル フィルター コネクタ LORシリンジ 販売単位

915/018/0002/J 18G 80mm 線 金属 3側孔 ○ リング付 × 10セット

915/018/0002/PJ 18G 80mm 線 樹脂 3側孔 ○ リング付 × 10セット

915/018/0021/J 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング付 × 10セット

System3 品番 ゲージ 長さ 目盛 内針 カテーテル フィルター コネクタ LORシリンジ 販売単位

915/018/0003/J 18G 80mm 線 金属 3側孔 × リング無 × 10セット

915/018/0003/PJ 18G 80mm 線 樹脂 3側孔 × リング無 × 10セット

915/018/0031/J 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 × リング無 × 10セット

品番 ゲージ 長さ 目盛 内針 カテーテル フィルター  EpiFuseⓇ
コネクタ

LOR
シリンジ

 EpiFuseⓇ
フィルタカバー

カテーテル固定・
ドレッシング その他

EPK4000/118 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL × 10×10cmパット付 ■ シリンジ： 
5mL ルアスリップ×1本

■ 10mL ルアスリップ×1本
■ 注射針： 

18Ｇ-1 1/2RB×1本 
23Ｇ-1 1/4RB×1本 
25Ｇ-1RB×1本

■ スポンジブラシ×2本
■ ガーゼ： 
コットン8ツ折×5枚

■ ラッピング材： 
90×90cm

■ フィルムドレープ： 
60×90cmスリット入り

■ カップ： 
丸型×1個 
角型×1個

EPK4000/118C 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL ○ 10×10cmパット付

EPK4000/118FC 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL ○ フィックスキットEpi

EPK4000/118GC 18G 80mm 帯 樹脂 3側孔 ○ リング付 ガラス5mL ○ 10×10cmパット付

EPK4100/118 18G 80mm 線 金属 3側孔 ○ リング付 10mL × 10×10cmパット付

EPK4100/118C 18G 80mm 線 金属 3側孔 ○ リング付 10mL ○ 10×10cmパット付

EPK4100/118FC 18G 80mm 線 金属 3側孔 ○ リング付 10mL ○ フィックスキットEpi

EPK4100/118GC 18G 80mm 線 金属 3側孔 ○ リング付 ガラス5mL ○ 10×10cmパット付

EPK4200/118 18G 80mm 線 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL × 10×10cmパット付

EPK4200/118C 18G 80mm 線 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL ○ 10×10cmパット付

EPK4200/118FC 18G 80mm 線 樹脂 3側孔 ○ リング付 10mL ○ フィックスキットEpi

EPK4200/118GC 18G 80mm 線 樹脂 3側孔 ○ リング付 ガラス5mL ○ 10×10cmパット付

硬膜外麻酔用ミニパック

硬膜外麻酔用フルキット

販売名：局所麻酔カスタムパック
承認番号：21100BZZ00354000

販売名：局所麻酔カスタムパック
承認番号：21100BZZ00354000

販売名：ポーテックス・エピジュラル・システム
承認番号：15900BZY00856000

上記品番以外にも複数ご用意しております。
詳しくは弊社営業担当までご確認ください。

フルキットの販売単位は1箱15セットとなります。
上記品番以外にも複数ご用意しております。詳しくは弊社営業担当までご確認ください。

915/018/0001/J

100/391/019

フルキット例
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Spinal Anaesthesia

PortexⓇ（ポーテックス）脊椎麻酔針は、針の内径を肉薄にすることにより、迅速な脳脊髄液（CSF）のフラッシュバックを実現
し、透明なクリアハブにより、フラッシュバックをよりスピーディーに確認することが可能です。これにより、くも膜下腔での適切な
針の位置をより速く確認することが期待できます。
針先形状はペンシルポイントとランセットの2種類を取り揃え、サイズバリエーションも豊富に取り揃えております。 PortexⓇ

（ポーテックス）脊椎麻酔針は単品ならびにカスタムパックにて販売しております。

脊椎麻酔製品

品番 ゲージ 長さ 針先形状 ガイド針 販売単位

100/496/125 25G 90mm ペンシルポイント 20G 20本

EN25GX070RP 25G 70mm ランセット なし 10本

100/495/025/J 25G 90mm ランセット なし 10本

100/496/126 26G 90mm ペンシルポイント 20G 20本

100/496/127 27G 90mm ペンシルポイント 20G 20本

100/496/027 27G 90mm ランセット 20G 20本

販売名：局所麻酔カスタムパック
 承認番号：21100BZZ00354000

販売名：ポーテックス局所麻酔カスタムパック
承認番号：20600BZY01059000

25G

ペンシル・ポイント

ランセット・ポイント26G 27G
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Combined Spinal Epidural Anesthesia

PortexⓇ（ポーテックス）セキュア・スパイナル・エピデュラル・システムは独自のインターロック・システムを採用し、安全性と操
作性を追求した脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔針です。
硬膜外針に脊麻針をロックできるため、脊椎麻酔を容易に行うことが可能であり、0.5mm毎に目盛りが付いているので脊麻針の
突出長の微調整が可能です。
脊麻針の側孔の向きは、ハブの突起の向きで確認が可能なため、薬液投与の方向を容易に調整することが出来ます。

脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔製品

品番
硬膜外針 脊椎麻酔針

販売単位
ゲージ 長さ 目盛 内針 ゲージ 針先形状

100/396/318 18G 80mm 帯 樹脂 27G ランセット

10セット100/396/716 16G 80mm 帯 樹脂 27G ペンシルポイント

100/396/718 18G 80mm 帯 樹脂 27G ペンシルポイント

セキュア脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔針

セキュアミニパック

販売名：局所麻酔カスタムパック
承認番号：21100BZZ00354000

販売名：ポーテックス局所麻酔カスタムパック
承認番号：20600BZY01059000

品番
硬膜外針 脊椎麻酔針

カテーテル フィルター コネクタ LOR 
シリンジ 販売単位

ゲージ 長さ 目盛 内針 ゲージ 針先形状

100/491/318 18G 80mm 帯 樹脂 27G ペンシルポイント 3側孔 あり リング付 10mL
10セット

100/491/718 18G 80mm 帯 樹脂 27G ランセット 3側孔 あり リング付 10mL

突出長は
最大15mm

脊髄くも膜下麻酔針硬膜外針

18G 16G
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Combined Spinal Epidural Anesthesia / Prep Trays

スミスメディカルでは、硬膜外麻酔、脊椎麻酔、脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔の準備に必要な各種構成品をキットとしてご提案し
ております。
標準キットからカスタムパックまで、各施設のニーズに合った消毒キットは手技の効率化や物品管理の簡易化にもつながります。

消毒キット

セキュアフルキット

販売名：局所麻酔カスタムパック
承認番号：21100BZZ00354000

品番
硬膜外針 脊椎麻酔針 EpiFuseⓇ

フィルタ 
カバー

カテーテル固定・ 
ドレッシング その他

ゲージ 長さ 目盛 内針 ゲージ 針先形状

EPS4000/118CL 18G 80mm 帯 樹脂 27G ランセット × 10×10cmパット付
■ カテーテル： 

3側孔×1本
■ コネクタ：リング付×1個
■ LORシリンジ： 

10mL×1本
■ シリンジ： 

5mL ルアスリップ×1本 
10mL ルアスリップ×1本

■ 注射針： 
18G-1 1/2RB×1本 
23G-1 1/4RB×1本 
25G-1RB×1本

■ スポンジブラシ×2本
■ ガーゼ： 
コットン 8ツ折×5枚　　　

■ ラッピング材： 
90×90cm

■ フィルムドレープ： 
60×90cm スリット入り

■ カップ： 
丸型×1個 
角型×1個

EPS4000/118CP 18G 80mm 帯 樹脂 27G ペンシルポイント × 10×10cmパット付

EPS4000/118CPC 18G 80mm 帯 樹脂 27G ペンシルポイント ○ 10×10cmパット付

EPS4000/118CPFC 18G 80mm 帯 樹脂 27G ペンシルポイント ○ フィックスキットEpi

フルキットの販売単位は1箱15セットとなります。
上記品番以外にも複数ご用意しております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

品番 用途 カテーテル固定・ 
ドレッシング 付属品 販売単位

EPD500E 硬膜外麻酔用 10×10cmパット付
■ シリンジ： 

5mL ルアスリップ×1本 
10mL ルアスリップ×1本

■ 注射針： 
18Ｇ-1 1/2RB×1本 
25Ｇ-1RB×1本

■ ラッピング材：90×90cm

■ スポンジブラシ×2本
■ ガーゼ： 
コットン 8ツ折×5枚　

■ フィルムドレープ： 
60×90cm スリット入り

■ カップ： 
丸型×1個 
角型×1個

20セットEPD500F 硬膜外麻酔用 フィックスキットEpi

EPD500S 脊椎麻酔用 5×7cmパット付

販売名：局所麻酔カスタムパック
承認番号：21100BZZ00354000
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 Custom Packs

カスタム化のご提案

スミスメディカルでは、局所麻酔製品のカスタムパックの製造・滅菌を国内で実施しております。
幅広い構成品の中から術者のニーズに合ったキットをご提案し、より安全でより簡易的な製品の供給に勤めております。局所麻酔
において必要な構成品を一元化することにより、院内で構成品を個別に揃える手間やコストの削減にも貢献しております。詳しく
は営業担当までお問い合わせください。

上図以外の構成品も数多く取り扱っております。

硬膜外針

LORシリンジ

セーフティーデバイス

セキュア 脊麻針

硬膜外カテーテル EpiFuseⓇコネクタ 硬膜外フィルタ

針刺し事故やカテーテル抜けを防止する
セーフティーデバイスも推奨しております

ラベル カテーテル（16G・18G）

ガイド

EpiFuseⓇ
フィルタカバー

ポイントロック

10mL

5mLガラス
ルアロック

5mLガラス
ルアスリップ

7mL

18G

16G
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 Custom Packs

詳しくは営業担当までお問い合わせください。

ガーゼ

カテーテル固定用デバイス ドレッシング材

注射針 シリンジ

薬液カップ 消毒用デバイス

ドレープ 内包材

サイズ・材質・折り方をお選び
いただけます

刻印入りやカラーカップ等種類を豊富に取り揃えております

刻印入りやカラーカップ等種類を豊富に取り揃えて
おります

18Gから27Gまで、用途に合ったサイズ・針先形状の
注射針をご用意しています

シリンジ容量は1mLから20mLタイプ、色やルアー
形状のバリエーションも数多く取り揃えております

豊富なサイズ・色の内包材を取り揃えて
おります

販売名：局所麻酔カスタムパック　　承認番号：21100BZZ00354000

フィルム
ドレープ
吸水体付き

フィルムドレープ

H吸水
ドレープ

スポンジブラシ

ワイパーホルダ 綿球

フィックスキットEpi

ロキット プラス

3M™ ステリストリップ™

カテリーパッド 3M™ メディポア™

プラスパッドドレッシング
3M™ テガダーム™

トランスペアレント
ドレッシング



MKEECA-0148

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.  ©2017 Smiths Medical. All rights reserved.   RA196411JA-062017  0302014-2017066000IB01akk

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、局所麻酔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
• ポーテックス・エピジュラル・システム
• ロキット プラス
• ポーテックス・麻酔用フィルタ

FROM PUMP TO PATIENT

From Pump...

...To Patient


