
高度管理医療機器／特定保守管理医療機器
製造販売承認番号：15700BZY00944000

JMDNコード：17591000

シリコンマスク サイズ一覧

レールダル・シリコン・レサシテータ 構成内容

CE規格製品 はEEC 93/42の医療機器の指針に基づき、その規格に拠っております。

ディスプレイケース 成　人　87060005
 小　児　86030005
 新生児　85070005

コンパクトケース 成　人 86042005
 小児･新生児　86041005

カートンケース

27mm

48mm

37mm

59mm

47mm

75mm 109mm

84mm 94mm

126mm

87005005 ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

86005005
ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

85005005
ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

小児用 新生児用

87005205 スタンダード
マスク4/5+  カートン

構成内容

86005205 スタンダード
マスク3/4  カートン

構成内容カタログ番号

86005605 スタンダード
マスク0/1  カートン

87005105 コンプリート
マスク3/4, 4/5+ カートン

構成内容カタログ番号

86005105 コンプリート
マスク0/1, 2, 3/4 カートン

構成内容カタログ番号

85005105 コンプリート
マスク0/0, 0/1 カートン

構成内容カタログ番号

87005305 コンプリートマスク
3/4, 4/5+ コンパクトケース 86005305

コンプリートマスク
0/1, 2, 3/4 コンパクトケース 85005305 コンプリートマスク

0/0, 0/1 コンパクトケース

87005505 コンプリートマスク
3/4, 4/5+ ディスプレイケース 86005505

コンプリートマスク
0/1, 2, 3/4 ディスプレイケース 85005505 コンプリートマスク

0/0, 0/1 ディスプレイケース

成人用

カタログ番号
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効率的な換気を実現

レールダル・シリコン・レサシテータ

53190105  酸素リザーバー バッグ  2,600mL  
53190605  酸素リザーバー バッグ  2,600mL   

87520005

87100005 シリコン延長チューブ（28cm）  

85150005 85160005 85170005

86022005 87022005

86520005

注1：パーツ図解に記載していない部品／付属品もあります。  注2：製品仕様は予告なく変更される場合があります。

85050005

85090005

87012005

87130005

87040005

多機能マスクカバー 小児用

多機能マスクカバー 成人用

54010505

85125005

55190605
酸素リザーバー バッグ  600mL
（50枚）

55190105
酸素リザーバー バッグ  600mL
（1枚）

87195005

51040405

85125205

85125005

85110305

85135005

53190105 酸素リザーバー  バッグ  2,600mL（1枚）
53190605 酸素リザーバー バッグ  2,600mL（50枚）

87015005 換気バッグ 成人用 1.600mL（LSR）  

86015005 換気バッグ 小児用 500mL（LSR） 

85015005 新生児用バッグ 240mL（LSR）

85160005

86022005

87022005

87540005

54010305

56020005

87520005

レールダル・シリコン・レサシテータ パーツ図解

（10個）

（10枚）

（10枚）

（2枚）

（1枚）

86520005

多機能マスクカバー 成人用

多機能マスクカバー 
小児用

インテーク／リザーバ バルブ（LSR）

リザーバ バルブ

510103　
インテークバルブキャップ（LSR）  （3個）

18FF・HS



インテーク/リザーバ バルブ（3サイズ共通）
デザインを一新し、安全かつ有効な操作を
可能にしました。

安全性
・組み合わせを間違えることがないようにコネクタは規格
サイズでできています。

・換気した空気の逆流がありません。

・インテーク/リザーバ バルブにより、酸素供給が途絶えた
場合も自動的に大気を利用し有効な換気が維持できます。

・再組立後の機能試験が容易にできます。

・35cmH2O圧限定バルブにより、過度換気圧のリスクを軽減
します。（小児・新生児用に限ります。）

・患者バルブにより、自発呼吸においても抵抗を最小限に
抑えた酸素吸入ができます。

・すべての構成部品および付属品はラテックスフリーです。

・高い透明度のシリコンとポリスルホンを採用し、異物混入時
の視認が容易です。

効率性

・改良されたシリコンバッグ、インテーク/リザーバ バルブ
および患者バルブにより、換気バッグは速やかに再膨張し、
効率的に換気ができます。

・すべての商品群は付属の酸素リザーバ バッグの使用に
より高濃度の酸素供給ができます。

経済性

・耐久性に優れた材料を採用し、高レベルの消毒・滅菌処理
にも強い耐久性が証明されています。

・インテーク/リザーバ バルブと酸素リザーバ バッグの構成
により、効率的に酸素供給ができます。

・バッグは容易に折りたたみでき、収納スペースを節約します。

・滅菌・消毒の為の分解・再組立が容易にできます。

シリコンマスクに多機能マスクカバーが付きました

・ソフトなシリコン素材による優れたフィット感があります。

・患者側ポートは15/22mmコネクタに適合します。

・多機能マスクカバーがマスクをしっかりとサポートします。

・多機能マスクカバーはすべての3/4および4/5+のシリコン
マスクに標準装備し、必要に応じて容易に取外しできます。

・マスクとカバーは高レベルの消毒および滅菌処理ができ
ます。

※多機能マスクカバーはマス
クの追加サポートが必要な
ときや、両手で換気を行う
際に患者の顔面にシリコン
マスクを保持するときに使
用します。オプションとして
ヘッドストラップもご用意し
ています。

体重2.5kg未満の患者 2.5kg～25.0kgの患者 25.0kg以上の患者

35cmH2O圧限定バルブは小児用
および新生児用の全てのモデルに
標準装備しています。

換気バッグ
あらゆる温度において速やかに再膨張します。
患者の肺コンプライアンスを的確に感じとることができます。

患者バルブ
換気の逆流を防ぎながら最大限の換気効率を実現します。

回転式コネクタ
様々なポジションでの
換気が可能です。

マスク/多機能マスクカバー
透明な材質で口と鼻の状態が容易に
目視確認できます。

自発呼吸
患者バルブにより、自発呼吸においては抵抗を最少限に
抑えて100%濃度の酸素吸入を可能にします。

推奨消毒/滅菌方法
次の条件で滅菌・消毒を行ってください。
1. 132～137oCのスチーム・オートクレーブ
2. フタラール
3. 次亜塩素酸ナトリウム
※添付文書の基準に従ってください。

シリコン延長チューブ（オプション）
延長チューブにより、搬送中でも安全・確実に換気操作がで
きます。換気中もフレキシブルに対応し、気管内チューブな
どが外れるリスクを軽減します。
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━ Pretrm（20mL×60bpm）　　　━ Adult（600mL×20bpm）
━ Paediatric（300mL×20bpm）

レールダル・シリコン・レサシテータ

レールダル・シリコン・レサシテータは、35年に
わたりその品質・性能・有用性について高い評価
をいただいて参りました。
現行のシリコン・レサシテータは、シリコンの組成
とデザインを改良し、より優れた操作性と耐久性
を実現しています。

新生児用 小児用 成人用



インテーク/リザーバ バルブ（3サイズ共通）
デザインを一新し、安全かつ有効な操作を
可能にしました。

安全性
・組み合わせを間違えることがないようにコネクタは規格
サイズでできています。

・換気した空気の逆流がありません。

・インテーク/リザーバ バルブにより、酸素供給が途絶えた
場合も自動的に大気を利用し有効な換気が維持できます。

・再組立後の機能試験が容易にできます。

・35cmH2O圧限定バルブにより、過度換気圧のリスクを軽減
します。（小児・新生児用に限ります。）

・患者バルブにより、自発呼吸においても抵抗を最小限に
抑えた酸素吸入ができます。

・すべての構成部品および付属品はラテックスフリーです。

・高い透明度のシリコンとポリスルホンを採用し、異物混入時
の視認が容易です。

効率性

・改良されたシリコンバッグ、インテーク/リザーバ バルブ
および患者バルブにより、換気バッグは速やかに再膨張し、
効率的に換気ができます。

・すべての商品群は付属の酸素リザーバ バッグの使用に
より高濃度の酸素供給ができます。

経済性

・耐久性に優れた材料を採用し、高レベルの消毒・滅菌処理
にも強い耐久性が証明されています。

・インテーク/リザーバ バルブと酸素リザーバ バッグの構成
により、効率的に酸素供給ができます。

・バッグは容易に折りたたみでき、収納スペースを節約します。

・滅菌・消毒の為の分解・再組立が容易にできます。

シリコンマスクに多機能マスクカバーが付きました

・ソフトなシリコン素材による優れたフィット感があります。

・患者側ポートは15/22mmコネクタに適合します。

・多機能マスクカバーがマスクをしっかりとサポートします。

・多機能マスクカバーはすべての3/4および4/5+のシリコン
マスクに標準装備し、必要に応じて容易に取外しできます。

・マスクとカバーは高レベルの消毒および滅菌処理ができ
ます。

※多機能マスクカバーはマス
クの追加サポートが必要な
ときや、両手で換気を行う
際に患者の顔面にシリコン
マスクを保持するときに使
用します。オプションとして
ヘッドストラップもご用意し
ています。

体重2.5kg未満の患者 2.5kg～25.0kgの患者 25.0kg以上の患者

35cmH2O圧限定バルブは小児用
および新生児用の全てのモデルに
標準装備しています。

換気バッグ
あらゆる温度において速やかに再膨張します。
患者の肺コンプライアンスを的確に感じとることができます。

患者バルブ
換気の逆流を防ぎながら最大限の換気効率を実現します。

回転式コネクタ
様々なポジションでの
換気が可能です。

マスク/多機能マスクカバー
透明な材質で口と鼻の状態が容易に
目視確認できます。

自発呼吸
患者バルブにより、自発呼吸においては抵抗を最少限に
抑えて100%濃度の酸素吸入を可能にします。

推奨消毒/滅菌方法
次の条件で滅菌・消毒を行ってください。
1. 132～137oCのスチーム・オートクレーブ
2. フタラール
3. 次亜塩素酸ナトリウム
※添付文書の基準に従ってください。

シリコン延長チューブ（オプション）
延長チューブにより、搬送中でも安全・確実に換気操作がで
きます。換気中もフレキシブルに対応し、気管内チューブな
どが外れるリスクを軽減します。
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━ Pretrm（20mL×60bpm）　　　━ Adult（600mL×20bpm）
━ Paediatric（300mL×20bpm）

レールダル・シリコン・レサシテータ

レールダル・シリコン・レサシテータは、35年に
わたりその品質・性能・有用性について高い評価
をいただいて参りました。
現行のシリコン・レサシテータは、シリコンの組成
とデザインを改良し、より優れた操作性と耐久性
を実現しています。

新生児用 小児用 成人用



インテーク/リザーバ バルブ（3サイズ共通）
デザインを一新し、安全かつ有効な操作を
可能にしました。

安全性
・組み合わせを間違えることがないようにコネクタは規格
サイズでできています。

・換気した空気の逆流がありません。

・インテーク/リザーバ バルブにより、酸素供給が途絶えた
場合も自動的に大気を利用し有効な換気が維持できます。

・再組立後の機能試験が容易にできます。

・35cmH2O圧限定バルブにより、過度換気圧のリスクを軽減
します。（小児・新生児用に限ります。）

・患者バルブにより、自発呼吸においても抵抗を最小限に
抑えた酸素吸入ができます。

・すべての構成部品および付属品はラテックスフリーです。

・高い透明度のシリコンとポリスルホンを採用し、異物混入時
の視認が容易です。

効率性

・改良されたシリコンバッグ、インテーク/リザーバ バルブ
および患者バルブにより、換気バッグは速やかに再膨張し、
効率的に換気ができます。

・すべての商品群は付属の酸素リザーバ バッグの使用に
より高濃度の酸素供給ができます。

経済性

・耐久性に優れた材料を採用し、高レベルの消毒・滅菌処理
にも強い耐久性が証明されています。

・インテーク/リザーバ バルブと酸素リザーバ バッグの構成
により、効率的に酸素供給ができます。

・バッグは容易に折りたたみでき、収納スペースを節約します。

・滅菌・消毒の為の分解・再組立が容易にできます。

シリコンマスクに多機能マスクカバーが付きました

・ソフトなシリコン素材による優れたフィット感があります。

・患者側ポートは15/22mmコネクタに適合します。

・多機能マスクカバーがマスクをしっかりとサポートします。

・多機能マスクカバーはすべての3/4および4/5+のシリコン
マスクに標準装備し、必要に応じて容易に取外しできます。

・マスクとカバーは高レベルの消毒および滅菌処理ができ
ます。

※多機能マスクカバーはマス
クの追加サポートが必要な
ときや、両手で換気を行う
際に患者の顔面にシリコン
マスクを保持するときに使
用します。オプションとして
ヘッドストラップもご用意し
ています。

体重2.5kg未満の患者 2.5kg～25.0kgの患者 25.0kg以上の患者

35cmH2O圧限定バルブは小児用
および新生児用の全てのモデルに
標準装備しています。

換気バッグ
あらゆる温度において速やかに再膨張します。
患者の肺コンプライアンスを的確に感じとることができます。

患者バルブ
換気の逆流を防ぎながら最大限の換気効率を実現します。

回転式コネクタ
様々なポジションでの
換気が可能です。

マスク/多機能マスクカバー
透明な材質で口と鼻の状態が容易に
目視確認できます。

自発呼吸
患者バルブにより、自発呼吸においては抵抗を最少限に
抑えて100%濃度の酸素吸入を可能にします。

推奨消毒/滅菌方法
次の条件で滅菌・消毒を行ってください。
1. 132～137oCのスチーム・オートクレーブ
2. フタラール
3. 次亜塩素酸ナトリウム
※添付文書の基準に従ってください。

シリコン延長チューブ（オプション）
延長チューブにより、搬送中でも安全・確実に換気操作がで
きます。換気中もフレキシブルに対応し、気管内チューブな
どが外れるリスクを軽減します。
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━ Pretrm（20mL×60bpm）　　　━ Adult（600mL×20bpm）
━ Paediatric（300mL×20bpm）

レールダル・シリコン・レサシテータ

レールダル・シリコン・レサシテータは、35年に
わたりその品質・性能・有用性について高い評価
をいただいて参りました。
現行のシリコン・レサシテータは、シリコンの組成
とデザインを改良し、より優れた操作性と耐久性
を実現しています。

新生児用 小児用 成人用



高度管理医療機器／特定保守管理医療機器
製造販売承認番号：15700BZY00944000

JMDNコード：17591000

シリコンマスク サイズ一覧

レールダル・シリコン・レサシテータ 構成内容

CE規格製品 はEEC 93/42の医療機器の指針に基づき、その規格に拠っております。

ディスプレイケース 成　人　87060005
 小　児　86030005
 新生児　85070005

コンパクトケース 成　人 86042005
 小児･新生児　86041005

カートンケース

27mm

48mm

37mm

59mm

47mm

75mm 109mm

84mm 94mm

126mm

87005005 ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

86005005
ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

85005005
ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

小児用 新生児用

87005205 スタンダード
マスク4/5+  カートン

構成内容

86005205 スタンダード
マスク3/4  カートン

構成内容カタログ番号

86005605 スタンダード
マスク0/1  カートン

87005105 コンプリート
マスク3/4, 4/5+ カートン

構成内容カタログ番号

86005105 コンプリート
マスク0/1, 2, 3/4 カートン

構成内容カタログ番号

85005105 コンプリート
マスク0/0, 0/1 カートン

構成内容カタログ番号

87005305 コンプリートマスク
3/4, 4/5+ コンパクトケース 86005305

コンプリートマスク
0/1, 2, 3/4 コンパクトケース 85005305 コンプリートマスク

0/0, 0/1 コンパクトケース

87005505 コンプリートマスク
3/4, 4/5+ ディスプレイケース 86005505

コンプリートマスク
0/1, 2, 3/4 ディスプレイケース 85005505 コンプリートマスク

0/0, 0/1 ディスプレイケース

成人用

カタログ番号
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効率的な換気を実現

レールダル・シリコン・レサシテータ

53190105  酸素リザーバー バッグ  2,600mL  
53190605  酸素リザーバー バッグ  2,600mL   

87520005

87100005 シリコン延長チューブ（28cm）  

85150005 85160005 85170005

86022005 87022005

86520005

注1：パーツ図解に記載していない部品／付属品もあります。  注2：製品仕様は予告なく変更される場合があります。

85050005

85090005

87012005

87130005

87040005

多機能マスクカバー 小児用

多機能マスクカバー 成人用

54010505

85125005

55190605
酸素リザーバー バッグ  600mL
（50枚）

55190105
酸素リザーバー バッグ  600mL
（1枚）

87195005

51040405

85125205

85125005

85110305

85135005

53190105 酸素リザーバー  バッグ  2,600mL（1枚）
53190605 酸素リザーバー バッグ  2,600mL（50枚）

87015005 換気バッグ 成人用 1.600mL（LSR）  

86015005 換気バッグ 小児用 500mL（LSR） 

85015005 新生児用バッグ 240mL（LSR）

85160005

86022005

87022005

87540005

54010305

56020005

87520005

レールダル・シリコン・レサシテータ パーツ図解

（10個）

（10枚）

（10枚）

（2枚）

（1枚）

86520005

多機能マスクカバー 成人用

多機能マスクカバー 
小児用

インテーク／リザーバ バルブ（LSR）

リザーバ バルブ

510103　
インテークバルブキャップ（LSR）  （3個）

18FF・HS



高度管理医療機器／特定保守管理医療機器
製造販売承認番号：15700BZY00944000

JMDNコード：17591000

シリコンマスク サイズ一覧

レールダル・シリコン・レサシテータ 構成内容

CE規格製品 はEEC 93/42の医療機器の指針に基づき、その規格に拠っております。

ディスプレイケース 成 人 87060005
小 児 86030005
新生児 85070005

コンパクトケース 成 人 86042005
小児･新生児 86041005

カートンケース

27mm

48mm

37mm

59mm

47mm

75mm 109mm

84mm 94mm

126mm

87005005 ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

86005005
ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

85005005
ベーシック
マスク無しカートン

構成内容カタログ番号

マスクは付属しません。

小児用 新生児用

87005205 スタンダード
マスク4/5+ カートン

構成内容

86005205 スタンダード
マスク3/4 カートン

構成内容カタログ番号

86005605 スタンダード
マスク0/1 カートン

87005105 コンプリート
マスク3/4, 4/5+カートン

構成内容カタログ番号

86005105 コンプリート
マスク0/1, 2, 3/4カートン

構成内容カタログ番号

85005105 コンプリート
マスク0/0, 0/1カートン

構成内容カタログ番号

87005305 コンプリートマスク
3/4, 4/5+コンパクトケース 86005305

コンプリートマスク
0/1, 2, 3/4コンパクトケース 85005305 コンプリートマスク

0/0, 0/1コンパクトケース

87005505 コンプリートマスク
3/4, 4/5+ ディスプレイケース 86005505

コンプリートマスク
0/1, 2, 3/4 ディスプレイケース 85005505 コンプリートマスク

0/0, 0/1 ディスプレイケース

成人用

カタログ番号

ベ
ー
シ
ッ
ク

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

コ
ン
プ
リ
ー
ト

www.laerdal.com

効率的な換気を実現

レールダル・シリコン・レサシテータ

53190105  酸素リザーバー バッグ  2,600mL  
53190605  酸素リザーバー バッグ  2,600mL   

87520005

87100005 シリコン延長チューブ（28cm）  

85150005 85160005 85170005

86022005 87022005

86520005

注1：パーツ図解に記載していない部品／付属品もあります。  注2：製品仕様は予告なく変更される場合があります。

85050005

85090005

87012005

87130005

87040005

多機能マスクカバー 小児用

多機能マスクカバー 成人用

54010505

85125005

55190605
酸素リザーバー バッグ  600mL
（50枚）

55190105
酸素リザーバー バッグ  600mL
（1枚）

87195005

51040405

85125205

85125005

85110305

85135005

53190105 酸素リザーバー  バッグ  2,600mL（1枚）
53190605 酸素リザーバー バッグ  2,600mL（50枚）

87015005 換気バッグ 成人用 1.600mL（LSR）  

86015005 換気バッグ 小児用 500mL（LSR） 

85015005 新生児用バッグ 240mL（LSR）

85160005

86022005

87022005

87540005

54010305

56020005

87520005

レールダル・シリコン・レサシテータ パーツ図解

（10個）

（10枚）

（10枚）

（2枚）

（1枚）

86520005

多機能マスクカバー 成人用

多機能マスクカバー 
小児用

インテーク／リザーバ バルブ（LSR）

リザーバ バルブ

510103　
インテークバルブキャップ（LSR）  （3個）

18FF・HS

102-0075東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル


