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●気化器取付けバー
●アプソーバー
キヤニスター容量 :1 500om
気道内圧計 :‑10〜 +60om H20
呼吸バッグ部 :フ リーアーム方式
)
(こ 使用しやすいポジションに止まります。
Xソ ーダライムの交換は、ワンタッチ レバーにより容易に行
えます。
●アプツーバー取付けホルダー
ワン八ン ドによ り任意の高さに調節できます。
調節可能上下動45cm(360・ 回転可能)
●ガスボンペ搭載 02中 型ボンベ用 (100)… ……… ………… 1
N20中 型ボ ンベ用 (75k3)… ……………… 1
来オブションによ リパイ ビングホース接続兼
用 にもな ります。
●サイズ 本 本 :530mm(W)× 550mm(D)× 1320mm(H)
モニターシェルフ:400mm(W)× 200mm(D)× 1320mm(H)
テーブルトップ :480mm(W)× 320mm(D)× 850mm(H)
下段ショルフ :480mm(W)× 32Dmm(D)× 300mm(H)
引出し内寸法 :415mm(W)× 285mm(D)× 125mm(H)
●重量 約68kg
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■ オ プ シ ョン
●エ トレン気化器 エンフルウィックTYPE100(容 量 120ml)
●エ トレン気化器 エンフルウィックTYPE200(容 量230ml)
0フ ローセン気化器 ハローウイック (容 量 120mQ)
●気管内麻酔セッ ト

言
載

エンフルウ4ッ クTYPE100

警
載 載

●フローメーターセーフガー ドシステム
最低酸素濃度が21%以 下にならないように制御する安全機
構 システムです。
※特に02用 流量調節 ノブは誤操作防止のため、」IS規 格 に
基づいた特殊形を採用 しています。
●酸素圧低下セーフガー ドシステム
酸素供給圧力が 3kg‐ cm以 下にな ります と笑気 ガスの流れ
を自動的に停止させ、同時に可聴警報システムが働くシス
テムです。
来システムが作動しますと、 3m離 れた位置 においても十
分可聴の55dB以 上の警報音 を10秒 以上発 し続けます。
●余剰ガス排除装置 SAFTHRU"を 装備
この装置を吸引ポ ンプ等に接続する ことにより、余剰 ガス
を室外へ排除させることができます。

■標準付属品
………………各
。耐圧ホ ース (02・ N20長 さ lm)… … …………… ……………各
●チム ニ ー Yピ ース …………………………… ……… ……………
0マ スク (大・小 )… …………………………………………………… …各

0減 圧弁 (02・ N20)… ……… ………………………

0蛇 腹管………………………… ………………………………………
0呼 吸バ ッグ (5Q)… ………………………………¨¨…………………
●ヘ ッドバン ド(大 )… ………………………………………………………
…………… …………各
0プ ラスチックエアウェイ (大・中・′
Jヽ )…
0ソ ーダライム (3kg入 )… …… …………… ………………………
●モンキーレンチ……………………… ………… ……………………
●余剰ガス排出用蛇管 (lm)… ………… …… ……………………

●麻酔用ベンチレーター Vi!la"
●酸素モニター MO… 101"
(プ レッシャーセンサー MP‑100"含 む)
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