
販売名：クリオドレーンバック 医療機器認証番号：222AABZX00089000
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CLIO DRAIN VAC®

series

手術・ドレナージ

PAT.

クリオドレーンバック®

クリオドレーンバック®クローバーシステム
腹腔用低圧持続ドレナージシステム



生食、洗浄液などを簡便に注入できる
サイドルーメンを設けており、
膿瘍の持続洗浄などが容易にできます。

ソフトタイプの先端は肉薄で
スタンダードタイプに比べ
非常に柔軟です。

側孔タイプではないので
ネッツなどを巻き込んでも
抜去することができます。

ニードルレス
検体採取ポート

陰圧解除ポート

広くて排出しやすい設計です。

排液口

コネクティングチューブに
サンプリングポートを設けました。

排液に混じって出てくる
気泡を効率よく排出します。

腹腔内において、従来の持続吸引器に比べ
緩い安定的な低圧吸引を追求しました。

撥水性の通気フィルタ

スタンダードタイプ（先端スリット）

ソフトタイプ（コネクタ一体型）

イリゲーションタイプ

スタンダードタイプ（コネクタ付）

クリオドレーンバック®/クリオドレーンバック®クローバーシステム

内腔はプリーツ（ヒダ）付きで、
チューブ効果と毛細管効果を
併せ持つ構造です。
適度なコシと柔軟さを兼ね備え、
用途に応じて4種類を
選択できます。

プリーツドレーンチューブ（クリオドレーンバック®）

吸引操作が簡単
ゴム球をプッシュします。

陰圧解除ポートのつまみを強く摘まみます。 

吊り下げ紐掛け用フック
フックを利用することによってゴム球頭頂部が支えられ、
ゴム球が前に傾くのを防止することができます。

経路内腔の広い逆流防止弁
弁は内腔を広く設計し、
詰まり防止に配慮しています。

吸引圧と集液量の関係

・・・

腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求
ドレナージシステム全体の視認性を高めて、
体内情報の変化をいち早くキャッチできます。

ゴム球内の陰圧を解除できます。

ゴム球プッシュ

4つのスリット（外溝）ルーメンと1つの先端開口ルーメンの両方からドレナージ可能です。
先端開口ルーメンからガイドワイヤーによるドレーン交換をサポートします。

クローバードレーンチューブ（ラウンド・フラット）
（クリオドレーンバック®クローバーシステム)

①「GW」カットラインで
　ドレーンを切断。

②ガイドワイヤを白い不透過ラインのあるルーメンに
　挿入、ドレーン先端まで誘導します。

穿刺針

先端開口
ルーメン

【ガイドワイヤ挿入方法】
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SBバック スリム®



・ 本製品は本製品の目的用途以外の用途には使用しないでください。
・ 本製品は本製品の使用に熟練した医師、またはその管理下でご使用ください。
・ 本製品の使用に際しては、添付文書をご確認の上ご使用ください。
・ 本製品の製品ラベルにより、有効期限を確認してください。
  有効期限切れのものは使用しないでください。

・ 本製品は1回限りの使用で使い捨て、再度の使用は避けてください。
・ 本製品の包装に破損、水濡れがあるものは汚染されている危険性がありますので、
  使用しないでください。
・ 本製品は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
・ 本製品に関して不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

お願い

※製品の規格・外観・その他を改良するために、予告なく仕様を変更することがあります。

sumius、クリオドレーンバックは住友ベークライト株式会社の登録商標です

【製造販売業者】
【お問い合わせ先電話番号】 東　京　☎��-����-����

札　幌　☎����-��-����
仙　台　☎���-���-����
北関東　☎����-��-����

大　阪　☎��-����-����
名古屋　☎���-���-����
広　島　☎���-���-����
福　岡　☎���-���-����
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吸引器に
接続→

キャップ
イリゲーションチューブ

側孔

クランプ

コネクタ
60mm

チューブ本体
390mm

固　定　部

【形状・構造及び原理等】
1. 構造
1）プリーツドレーンチューブ
スタンダードタイプ（コネクター付）

スタンダードタイプ（先端スリット）

ソフトタイプ（コネクタ ー一体型）

チューブ本体断面形状

柔軟部断面形状 固定部断面形状 コネクター部断面形状

側孔

柔軟部 腹壁横断部 体表固定部

コネクター

コネクター部

10mm

10mm

チューブ本体X線不透過ライン

先端スリット部断面形状

スリット コネクター

10mm

チューブ本体X線不透過ライン

X線不透過ライン X線不透過ライン X線不透過ライン

チューブ本体
断面形状

X線不透過ライン

10mm

断面
イリゲーションルーメン

チューブ先端部

側孔はちどりになっています。

クリオドレーンバック® 

イリゲーションタイプ

イリゲーションルーメン排出口
▼

60ｍｍ350mm

吸引器に接続→

200ｍｍ
※Φ6は165mm

60ｍｍ
※Φ6は95mm

60ｍｍ80ｍｍ

吸引器に接続→

スタンダードタイプ
（コネクタ付）

ソフトタイプ
（コネクタ一体型）

ソフトタイプ

スタンダード
タイプ

先端スリット部
断面形状

スリット部
35ｍｍ

1ｍｍ

吸引器に接続→

チューブ本体
350ｍｍ 60ｍｍ

チューブ先端部

スタンダードタイプ
（先端スリット）

【用途】  
腹腔内、後腹膜腔の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ
骨盤腔、ダグラス窩内のドレナージ

（消化器領域、肝胆膵領域、腎・泌尿器領域、産婦人科領域などにご使用いただけます）

スタンダードタイプ（コネクタ付）

ソフトタイプ（コネクタ一体型）

スタンダードタイプ（先端スリット）

イリゲーションタイプ

クリオドレーンバック®クローバーシステム

吸引部：30cm

吸引部：30cm

接続部：25cm

接続部：25cm

留置位置表示マーク

ラウンドタイプ

フラットタイプ

　①ラウンドタイプ

　②フラットタイプ

吸引部断面形状

X線不透過ライン X線不透過ライン X線不透過ライン

接続部体壁横断部吸引部

留置位置表示マーク
交換時切断マーク 針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

体壁横断部断面形状 接続部断面形状

GW

吸引部断面形状

X線不透過ライン X線不透過ライン X線不透過ライン

接続部体壁横断部吸引部

留置位置表示マーク 交換時切断マーク
針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

体壁横断部断面形状 接続部断面形状

GW

ラウンドタイプ

フラットタイプ

接続部
25cm

体壁横断部

吸引部：30cm

留置位置表示マーク
交換時切断マーク 針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

GW

接続部
25cm

体壁横断部

吸引部：30cm

留置位置表示マーク

交換時切断マーク
針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

GW

製品番号 タイプ ラウンド部外径
（mm）

幅
（mm）

容量
（mL） 梱包単位 JANコード

MD-43705
ラウンド

5 ー

300 10個/ケース

4545499060990
MD-43706 6.5 ー 4545499061003
MD-43707

フラット
5 7 4545499062888

MD-43701 6.5 10 4545499062871

医療機器認証番号：226AFBZX00144000
分野番号・分野名：029　吸引留置カテーテル
分類名：（1）能動吸引型④創部用　ア 軟質型　クラス分類Ⅱ

【EOG 滅菌済】

クリオドレーンバック クローバーシステム

ラウンドタイプ

フラットタイプ

吸引部：30cm

吸引部：30cm

接続部：25cm

接続部：25cm

留置位置表示マーク

ラウンドタイプ

フラットタイプ

　①ラウンドタイプ

　②フラットタイプ

吸引部断面形状

X線不透過ライン X線不透過ライン X線不透過ライン

接続部体壁横断部吸引部

留置位置表示マーク
交換時切断マーク 針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

体壁横断部断面形状 接続部断面形状

GW

吸引部断面形状

X線不透過ライン X線不透過ライン X線不透過ライン

接続部体壁横断部吸引部

留置位置表示マーク 交換時切断マーク
針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

体壁横断部断面形状 接続部断面形状

GW

ラウンドタイプ

フラットタイプ

接続部
25cm

体壁横断部

吸引部：30cm

留置位置表示マーク
交換時切断マーク 針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

GW

接続部
25cm

体壁横断部

吸引部：30cm

留置位置表示マーク

交換時切断マーク
針

針キャップ
（X線不透過ライン入り）

GW

医療機器認証番号：222AABZX00089000
分野番号・分野名：029　吸引留置カテーテル　
分類名：（1）能動吸引型④創部用　ア 軟質型　クラス分類Ⅱ

製品番号
プリーツドレーン®チューブ 

吸引器容量
（mL） 梱包単位 JANコード

タイプ 外径
（mm）

MD-43606
スタンダードタイプ

（コネクタ付）

6
300

10個/ケース

4545499057761
MD-43608 8 4545499057136
MD-43610 10 4545499057143
MD-43646

ソフトタイプ
（コネクタ一体型） 

6
300

4545499057792
MD-43648 8 4545499057150
MD-43650 10 4545499057167
MD-43628 イリゲーション

タイプ
8

800
4545499057778

MD-43630 10 4545499057785
MD-43606S

スタンダードタイプ
（先端スリット）

6
300

4545499059307
MD-43608S 8 4545499059314
MD-43610S 10 4545499059321

【EOG 滅菌済】

クリオドレーンバック

【用途】  
腹腔内、後腹膜腔の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ
骨盤腔、ダグラス窩内のドレナージ

（消化器領域、肝胆膵領域、腎・泌尿器領域、産婦人科領域などにご使用いただけます）


