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再使用禁止 
 

【禁忌・禁止】 
• 送気以外の目的で使用しないこと

• 本品は一回限り使用のディスポーザブル品なので、再使用し

ないこと。

• 火気のある場所で使用しないこと。

• 当社が指定した機器以外を接続しないこと。

 

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造 

本品の構成品は、以下のとおりである。

（１）送気延長チューブ

（２）付属品（ロータリーコネクタ）

 

・送気延長チューブ

 

 

 

 

・ロータリーコネクタ

 

2. 寸法等 

送気延長チューブ：

ロータリーコネクタ：

 
 
【使用目的・効能又は効果】

送気装置と他の器具との接続に用いる柔軟性のあるチューブであ

る。 

 

 

【品目仕様等】 

・送気延長チューブを

き、復元すること。

・送気延長チューブ内に異物が付着していないこと。

・送気延長チューブ及びロータリーコネクタに折れ曲がり、傷、

割れがないこと。

・ロータリーコネクタが回転すること。

 

 

【操作方法又は使用方法】

１．送気延長チューブの適切なサイズを選択する。

２．送気延長チューブの一方を送気装置等に緩み無くしっかりと

接続する。

３．送気延長チューブの一方をロータリーコネクタに緩み無く

しっかりと接続する

 

 

 

月 19 日改訂（

月 19 日（初版）

医療機器 

 
送気以外の目的で使用しないこと

本品は一回限り使用のディスポーザブル品なので、再使用し

ないこと。 

火気のある場所で使用しないこと。

当社が指定した機器以外を接続しないこと。

【形状・構造及び原理等】 

 

本品の構成品は、以下のとおりである。

（１）送気延長チューブ 

（２）付属品（ロータリーコネクタ）

・送気延長チューブ 

・ロータリーコネクタ 

送気延長チューブ：100 m (

ロータリーコネクタ：62 ｍｍ

【使用目的・効能又は効果】 

送気装置と他の器具との接続に用いる柔軟性のあるチューブであ

 

・送気延長チューブを 180 度曲げ

き、復元すること。 

・送気延長チューブ内に異物が付着していないこと。

・送気延長チューブ及びロータリーコネクタに折れ曲がり、傷、

割れがないこと。 

・ロータリーコネクタが回転すること。

【操作方法又は使用方法】 

送気延長チューブの適切なサイズを選択する。

送気延長チューブの一方を送気装置等に緩み無くしっかりと

接続する。 
送気延長チューブの一方をロータリーコネクタに緩み無く

しっかりと接続する。 

（第 2 版） 

版） 

機械器具

送気以外の目的で使用しないこと。 

本品は一回限り使用のディスポーザブル品なので、再使用し

火気のある場所で使用しないこと。 

当社が指定した機器以外を接続しないこと。

本品の構成品は、以下のとおりである。 

（２）付属品（ロータリーコネクタ） 

 

 

 

100 m (最大) 

ｍｍ (最大) 

送気装置と他の器具との接続に用いる柔軟性のあるチューブであ

度曲げ 30 分固定した後、開放したと

・送気延長チューブ内に異物が付着していないこと。

・送気延長チューブ及びロータリーコネクタに折れ曲がり、傷、

・ロータリーコネクタが回転すること。 

送気延長チューブの適切なサイズを選択する。

送気延長チューブの一方を送気装置等に緩み無くしっかりと

送気延長チューブの一方をロータリーコネクタに緩み無く

 

取扱説明書を必ずご参照ください。

 
機械器具(21)  

送気送水チューブ

TMT Extension

本品は一回限り使用のディスポーザブル品なので、再使用し

当社が指定した機器以外を接続しないこと。 

 

送気装置と他の器具との接続に用いる柔軟性のあるチューブであ

分固定した後、開放したと

・送気延長チューブ内に異物が付着していないこと。 

・送気延長チューブ及びロータリーコネクタに折れ曲がり、傷、

送気延長チューブの適切なサイズを選択する。 
送気延長チューブの一方を送気装置等に緩み無くしっかりと

送気延長チューブの一方をロータリーコネクタに緩み無く

取扱説明書を必ずご参照ください。

1/1 

  医療用嘴管及び体液誘導管

送気送水チューブ (70326000

TMT Extension チューブ
 

本品は一回限り使用のディスポーザブル品なので、再使用し

送気装置と他の器具との接続に用いる柔軟性のあるチューブであ

分固定した後、開放したと

・送気延長チューブ及びロータリーコネクタに折れ曲がり、傷、

送気延長チューブの一方を送気装置等に緩み無くしっかりと 

送気延長チューブの一方をロータリーコネクタに緩み無く

 
【使用上の注意】

重要な基本的な注意

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
 
【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 

 

2. 

 

 

【包装】

TM

TM

ロータリーコネクタ

ロータリーコネクタ

 
 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

住

・お客様窓口

  

 
製造業者：

 
国

取扱説明書を必ずご参照ください。 

医療機器

医療用嘴管及び体液誘導管

70326000) 

チューブ 

【使用上の注意】 

重要な基本的な注意

 チューブが途中で折れ、ねじれ、潰れ等していないことを確認

すること。 

 一患者専用とし、再使用しないこと。

 使用期限に留意

 本品に破損、閉塞、異物が無いことを確認すること。

 本品を使用中は火気厳禁を順守し、火気の近くでは使用しない

こと。[タバコは吸わないこと

 長期間使用する際は、患者の分泌液等による閉塞がないかを定

期的に確認すること。

 医薬品（目薬等）、化粧品、アルコール

[変色、変質、劣化の恐れ

やかに新しいものと交換すること。

 本品を接続又は取り外す場合は、無理な力を入れないこと

 当社が指定した機器以外には接続しないこと。

 ロータリーコネクタのコネクタの詳細な寸法については、当社

までお問い合わせください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 使用・保管環境

• 水のかからない場所に保管すること。

• 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ

分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのな

い場所に保管すること。

• 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意す

ること。 

• 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に

 

2. 有効期間・使用期限

• 製造日より３年（自己認証による）

【包装】 

TM-10：10 袋 (10m /1

TM-100：100m／

ロータリーコネクタ

ロータリーコネクタ

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社ティエムトレーディング

住    所：埼玉県朝霞市根岸台七丁目３１番３２号

・お客様窓口 

  電 話：048

 
製造業者：NAN HA

APPLIANCE CO.,LTD
 
国  名：中華人民共和国

医療機器届出番

医療用嘴管及び体液誘導管 

 

重要な基本的な注意 

チューブが途中で折れ、ねじれ、潰れ等していないことを確認

一患者専用とし、再使用しないこと。

使用期限に留意し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと

本品に破損、閉塞、異物が無いことを確認すること。

本品を使用中は火気厳禁を順守し、火気の近くでは使用しない

タバコは吸わないこと

長期間使用する際は、患者の分泌液等による閉塞がないかを定

期的に確認すること。 

医薬品（目薬等）、化粧品、アルコール

変色、変質、劣化の恐れ]。本品に変質等があった場合は、速

やかに新しいものと交換すること。

本品を接続又は取り外す場合は、無理な力を入れないこと

当社が指定した機器以外には接続しないこと。

ロータリーコネクタのコネクタの詳細な寸法については、当社

お問い合わせください。 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

環境 

水のかからない場所に保管すること。

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ

分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのな

い場所に保管すること。 

傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意す

 

化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に

有効期間・使用期限 

製造日より３年（自己認証による）

(10m /1 袋)／箱 

／1 袋／箱 

ロータリーコネクタ RC-22SM

ロータリーコネクタ RC-22MM

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社ティエムトレーディング

埼玉県朝霞市根岸台七丁目３１番３２号

048-468-2260 

NAN HAI TOSHANCITY TENG HUA MEDICAL

APPLIANCE CO.,LTD

中華人民共和国 

番号  11B2X10029

チューブが途中で折れ、ねじれ、潰れ等していないことを確認

一患者専用とし、再使用しないこと。 

し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと

本品に破損、閉塞、異物が無いことを確認すること。

本品を使用中は火気厳禁を順守し、火気の近くでは使用しない

タバコは吸わないこと]。 

長期間使用する際は、患者の分泌液等による閉塞がないかを定

医薬品（目薬等）、化粧品、アルコール等を接触させないこと

。本品に変質等があった場合は、速

やかに新しいものと交換すること。 

本品を接続又は取り外す場合は、無理な力を入れないこと

当社が指定した機器以外には接続しないこと。

ロータリーコネクタのコネクタの詳細な寸法については、当社

 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

水のかからない場所に保管すること。 

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ

分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのな

 

傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意す

化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に

製造日より３年（自己認証による） 

 

22SM：10 個／1 袋 

22MM：10 個／1 袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社ティエムトレーディング

埼玉県朝霞市根岸台七丁目３１番３２号

平日 9 時～

TOSHANCITY TENG HUA MEDICAL

APPLIANCE CO.,LTD 

TMT_02_A

11B2X10029000002

チューブが途中で折れ、ねじれ、潰れ等していないことを確認

し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと

本品に破損、閉塞、異物が無いことを確認すること。 

本品を使用中は火気厳禁を順守し、火気の近くでは使用しない

長期間使用する際は、患者の分泌液等による閉塞がないかを定

等を接触させないこと

。本品に変質等があった場合は、速

本品を接続又は取り外す場合は、無理な力を入れないこと。

当社が指定した機器以外には接続しないこと。 

ロータリーコネクタのコネクタの詳細な寸法については、当社

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ

分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのな

傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意す

化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

 

袋 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

株式会社ティエムトレーディング 

埼玉県朝霞市根岸台七丁目３１番３２号 

時～17 時 

TOSHANCITY TENG HUA MEDICAL

 
 
 

TMT_02_A 

02 

チューブが途中で折れ、ねじれ、潰れ等していないことを確認

し、使用期限を過ぎたものは使用しないこと。 

本品を使用中は火気厳禁を順守し、火気の近くでは使用しない

長期間使用する際は、患者の分泌液等による閉塞がないかを定

等を接触させないこと

。本品に変質等があった場合は、速

。 

ロータリーコネクタのコネクタの詳細な寸法については、当社

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ

分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのな

傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意す

しないこと。 

TOSHANCITY TENG HUA MEDICAL 


