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Perifix® Safety Epidural System
ペリフィックス硬膜外麻酔システム
持続硬膜外麻酔カテーテルキット

セーフティーエピデュラル
安全な硬膜外麻酔を追求し、製品を通じてサポートします。



ペリフィックス・ワン カテーテル
長年のノウハウを集約し独創的なカテーテルを開発

■ 側孔からの薬液の拡散状況 ■ カテーテルの構造
● 6カ所の側孔から薬液が容易に拡がり
ます。

● 側孔は2組ずつのマイクロホールが異な
る3つの方向に開いています。

● 外層は適度な柔らかさのポリウレタン
（PUR）です。

● 内層は腰のあるポリアミド（PA）と3本の
黄色のX線不透過ラインが入っています。

本体外径
∅0.84mm

先端部外径
∅0.6mm 低侵襲的先端形状

レーザー加工による
3組のマイクロホール

拡大 10:1

三本の黄色いライン

一体成形技術

※18G用カテーテルの場合
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先端部テーパー形状カテーテル
先端部をテーパー形状にすることで柔軟性をもたせた硬膜外カテーテルです。

その特徴を活かし血管内・くも膜下腔への迷入リスクを低減した手技を行うことができます。

■ カテーテルの構造 ■ 適度な腰の強さのカテーテル本体
● 先端にポリエーテルブロックアミドを使用し
本体にポリアミド（PA）を使用しています。

● 側孔3孔式により薬液の広がりが良く、片効き
のリスクを低減します。

 硬膜外腔での直進性をサポートします。

先端部ソフトチップカテーテル
先端部のみ柔軟なソフトチップにすることで放散痛や硬膜への影響と、血管内・くも膜下腔

への迷入リスクを低減します。

■ 生体適合性を考慮したカテーテル
 カテーテル挿入に伴うトラブルを低減するソフト
チップカテーテルです。

セット製品
品番 製品名 製品仕様 包装単位 販売単位

PMS-Y18N ぺリフィックス　ミニセット 18G用ペリフィックス･ワン カテーテル /ペリカン18G×80mm/
カテーテルコネクター 10セット／箱 1箱

PFS-Y18N ぺリフィックス　フィルターセット 18G用ペリフィックス･ワン カテーテル /ペリカン18G×80mm/
カテーテルコネクター /フラットフィルター

10セット／箱 1箱

PFS-Y18LN ぺリフィックス　フィルターセット 18G用ペリフィックス･ワン カテーテル /ペリカン18G×80mm/
カテーテルコネクター/フラットフィルター/LORシリンジ

10セット／箱 1箱

PFS-Y20LN ぺリフィックス　フィルターセット　小児用 20G用ペリフィックス･ワン カテーテル /ペリカン20G×80mm/
カテーテルコネクター /フラットフィルター / LORシリンジ

10セット／箱 1箱

PFS-YP20N ぺリフィックス　フィルターセット　小児用 20G用ペリフィックス･ワン カテーテル /ペリカン20G×50mm/
カテーテルコネクター /フラットフィルター

10セット/箱 1箱

PFS-YP20LN ぺリフィックス　フィルターセット　小児用 20G用ペリフィックス･ワン カテーテル /ペリカン20G×50mm/
カテーテルコネクター /フラットフィルター / LORシリンジ

10セット/箱 1箱



ソフトチップカテーテル
安全な硬膜外麻酔への貢献

■ 側孔からの薬液の拡散状況 ■ カテーテルの構造
● 6カ所の側孔から薬液が容易に拡がり
ます。

● 側孔は2組ずつのマイクロホールが異な
る3つの方向に開いています。

● 外層は適度な柔らかさのポリウレタン
（PUR）です。

● 内層は腰のあるポリアミド（PA）と3本の
黄色のX線不透過ラインが入っています。

本体外径
∅0.84mm

先端部外径
∅0.6mm 低侵襲的先端形状

レーザー加工による
3組のマイクロホール

拡大 10:1

三本の黄色いライン

一体成形技術

※18G用カテーテルの場合
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先端部テーパー形状カテーテル
先端部をテーパー形状にすることで柔軟性をもたせた硬膜外カテーテルです。

その特徴を活かし血管内・くも膜下腔への迷入リスクを低減した手技を行うことができます。

■ カテーテルの構造 ■ 適度な腰の強さのカテーテル本体
● 先端にポリエーテルブロックアミドを使用し
本体にポリアミド（PA）を使用しています。

● 側孔3孔式により薬液の広がりが良く、片効き
のリスクを低減します。

 硬膜外腔での直進性をサポートします。

先端部ソフトチップカテーテル
先端部のみ柔軟なソフトチップにすることで放散痛や硬膜への影響と、血管内・くも膜下腔

への迷入リスクを低減します。

■ 生体適合性を考慮したカテーテル
 カテーテル挿入に伴うトラブルを低減するソフト
チップカテーテルです。

セット製品
品番 製品名 製品仕様 包装単位 販売単位

PMS-S18N ペリフィックス　ミニセット 18G用ソフトチップ カテーテル /ペリカン18G×80mm/カテーテルコネクター 10セット／箱 1箱

PFS-S17N ペリフィックス　フィルターセット 18G用ソフトチップ カテーテル /ペリカン17G×80mm/カテーテルコネクター /
フラットフィルター 10セット／箱 1箱

PFS-S18N ペリフィックス　フィルターセット 18G用ソフトチップ カテーテル /ペリカン18G×80mm/カテーテルコネクター /
フラットフィルター 10セット／箱 1箱

PFS-S18LN ペリフィックス　フィルターセット 18G用ソフトチップ カテーテル /ペリカン18G×80mm/カテーテルコネクター /
フラットフィルター / LORシリンジ

10セット／箱 1箱



ペリフィックス FXカテーテル
硬膜外麻酔用カテーテルの新たな提案

■ 柔軟性を得るための工夫
 カテーテル内部のコイルの疎密を調整することで、
 より臨床に適した柔軟性を実現しています。

■ 滑らかに成形された先端部

■ コイル式カテーテルとして初の側孔タイプ

■ ポリアミド製のカテーテル本体

 挿入時の抵抗を軽減します。

 薬液の広がりが向上し、片効きのリスクを低減します。

 適度な柔軟性とコシの強さを併せ持っています。

スプリングコイル内蔵カテーテル（19G）
X線不透過性で留置後の位置確認が容易になります。また、キンク抵抗性が高い為薬液の注

入流量の安定性が向上しました。

セット製品
品番 製品名 製品仕様 包装単位 販売単位

PFS-W17N ペリフィックス　フィルターセット 17G用ペリフィックス FXカテーテル /ペリカン17G×80mm/
カテーテルコネクター /フラットフィルター

10セット／箱 1箱



■ 柔軟性を得るための工夫
 カテーテル内部のコイルの疎密を調整することで、
 より臨床に適した柔軟性を実現しています。

■ 滑らかに成形された先端部

■ コイル式カテーテルとして初の側孔タイプ

■ ポリアミド製のカテーテル本体

 挿入時の抵抗を軽減します。

 薬液の広がりが向上し、片効きのリスクを低減します。

 適度な柔軟性とコシの強さを併せ持っています。

スプリングコイル内蔵カテーテル（19G）
X線不透過性で留置後の位置確認が容易になります。また、キンク抵抗性が高い為薬液の注

入流量の安定性が向上しました。

硬膜外カテーテル

ペリフィックス® 
フラットフィルター

Particle filter  
(μm)

販売単位
（個） 品番

0.2 5 4515501N-01

ペリフィックス® 
カテーテルコネクター

適合カテーテルサイズ
（G）

販売単位
（個） 品番

20 / 24 25 4513800N-01

19 5 4513801N-01

アクセサリ

ペリフィックス®

LＯＲシリンジ
販売単位
（本）

品番

Slip NRFit®

25 4637110

Lock NRFit®

25 4638110

ペリフィックス®

フィルターストロー
Particle filter  

(μm)
ストロー長さ  

（cm）
販売単位
（個） 品番

5 4.5
50

4550250N

5 10 4550200N

ペリフィックス® カテーテル 外径（G）／長さ
（mm）

適合硬膜外針
（G）

販売単位
（本） 品番

ペリフィックス® ソフトチップカテーテル

20G×1000 18 25 4515048N-01 

ペリフィックス® ワン カテーテル

20G×1000 18 25 45131501N-01



ペリフィックス スタンダードキット
品番 製品名 製品仕様 包装単位 販売単位

PSK-Y1000N
ペリフィックス　スタンダードキット
NRFit

ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ワンカテーテル /
カテーテルコネクター /フラットフィルター / LORシリンジ /
消毒用スポンジ /注射針 /シリンジ/透明ドレープ /ドレッシング

10セット／箱 1箱

PSK-Y2000N
ペリフィックス　スタンダードキット
NRFit

ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ワンカテーテル /
カテーテルコネクター /フラットフィルター /ガラスシリンジ /
消毒用スポンジ/注射針 /シリンジ /透明ドレープ /ドレッシング

10セット／箱 1箱

PSK-S1000N
ペリフィックス　スタンダードキット
NRFit

ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ソフトチップカテーテル /
カテーテルコネクター /フラットフィルター / LORシリンジ /
消毒用スポンジ /注射針 /シリンジ /透明ドレープ /ドレッシング

10セット／箱 1箱

PSK-S2000N
ペリフィックス　スタンダードキット
NRFit

ペリカン18G×80mm/18G用ペリフィックス ソフトチップカテーテル /
カテーテルコネクター /フラットフィルター /ガラスシリンジ /
消毒用スポンジ /注射針 /シリンジ /透明ドレープ /ドレッシング

10セット／箱 1箱

PSK-W1000N
ペリフィックス　スタンダードキット
NRFit

ペリカン17G×80mm/17G用ペリフィックス FXカテーテル /
カテーテルコネクター /フラットフィルター / LORシリンジ /
消毒用スポンジ /注射針 /シリンジ /透明ドレープ /ドレッシング

10セット／箱 1箱

PSK-W2000N
ペリフィックス　スタンダードキット
NRFit

ペリカン17G×80mm/17G用ペリフィックス FXカテーテル /
カテーテルコネクター /フラットフィルター /ガラスシリンジ /
消毒用スポンジ /注射針 /シリンジ /透明ドレープ /ドレッシング

10セット／箱 1箱



脊麻針挿入時 硬膜外カテーテル挿入時

● ドッキングシステムにより脊麻針を自由な位置で固定できます。
● 脊麻針が開口部を通過するようスリープを付けています。
● ツーイ針は大型ウィング付きです。
● 硬膜外カテーテルはソフトチップとペリフィックス・ワンの2種類からお選び頂けます。

● 矢印方向に回すことで、脊麻針を一時的に
固定します。

● ツーイ針の先端部に脊麻針用の開口部（バックアイ）を設置しました。
● 硬膜外カテーテルは通常のツーイ針使用時と同様のルートにて挿入されます。

ペンシルポイントタイプ（ペンカン）

ドッキングシステム

エスポカン
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔用カテーテル穿刺針セット

品番 製品名 製品仕様 包装単位 販売単位

EFSD-S1827PN エスポカン フィルターセット
エスポカン18G×80mm/ペンカン27G×130mm
18G用 ソフトチップカテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター

10セット／箱 1箱

EFSD-Y1827PN エスポカン フィルターセット
エスポカン18G×80mm/ペンカン27G×130mm
18G用ペリフィックス･ワン カテーテル/カテーテルコネクター/フラットフィルター

10セット／箱 1箱



BRO-RA005-02 2021.01.1000SPI
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター
TEL 0120-401-741(フリーダイヤル)

www.bbraun.jp

製造販売元

販売名： 承認/届出番号：
ペリフィックス 20200BZY00051000
ビー・ブラウンLORシリンジ 13B1X00218448003
ペリフィックス　カテーテルコネクタ  13B1X00218451015
麻酔用フラットフィルタ 22900BZX00240000
ペリフィックスカテーテル 22100BZX00467000


