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Manufactured by:
Applied Medical 
22872 Avenida Empresa
Rancho Santa Margarita, CA 92688 
USA

  　　 バルーン直径 　 　バルーン容量 　　　   カテーテル径  色  　　           長さ                     製品番号        　　      JANコード

  Syntel® 血栓除去用カテーテル

 4 mm  　0.08 ml  2F  　　　　60 cm 　A4F00　     4571191913241
 4 mm  　0.08 ml  2F  　　　　80 cm 　A4F01*　    4571191913395
 6 mm  　0.20 ml  3F  　　　　40 cm 　A4F02 　    4571191913258
 6 mm  　0.20 ml 3F  　　　　80 cm 　A4F03 　    4571191913265
 9 mm  　0.75 ml  4F  　　　　40 cm 　A4F04　     4571191913272
 9 mm 　0.75 ml  4F  　　　　80 cm 　A4F05 　    4571191913289
 11 mm 　1.50 ml  5F 　　　　80 cm 　A4F06 　    4571191913296
 13 mm  　2.00 ml  6F 　　　　80 cm 　A4F07*　    4571191913401
 14 mm  　2.50 ml  7F 　　　　80 cm  　A4F08*　    4571191913418

　　　  バルーン直径 　　　　 バルーン容量 　　　　カテーテル径          色     　     　 長さ       　　          製品番号  JANコード

  Python®　スルールーメン　カテーテル (.035”ガイドワイヤー、 6F シース使用可能)
 5 mm 　　0.15 ml  　　5F 　　　　　　   40 cm 　　A4E01     　4571191913302
 5 mm 　　0.15 ml 　　5F 　　　　　　   80 cm 　　A4E02    　 4571191913319
 9 mm  　　0.50 ml 　　5F 　　　　　　   40 cm 　　A4E03    　 4571191913326
 9 mm 　　0.50 ml 　　5F 　　　　　　   80 cm 　　A4E04     　4571191913333
 11 mm 　　0.90 ml 　　5F 　　　　　　   40 cm 　　A4E05     　4571191913340
 11 mm 　　0.90 ml 　　5F 　　　　　　   80 cm 　　A4E06     　4571191913357
 13 mm  　　1.40 ml 　　5F 　　　　　　   40 cm 　　A4E07     　4571191913364
 13 mm 　　1.40 ml 　　5F 　　　　　　   80 cm 　　A4E08     　4571191913371
 14 mm 　　1.60 ml 　　5F 　　　　　　   80 cm 　　A4E09   　 4571191913388

 
この仕様は保障されたものではありません。製品の向上のために予告なしにかわることがございます。詳細は担当営業にご確認ください

Syntel® 血栓除去用カテーテル
Python® スルールーメン　カテーテル

Python  スルールーメン カテーテル

Syntel 血栓除去用カテーテル

レメイト・バスキュラー合同会社
〒102-0074
東京都千代田区九段南2-9-4
久保寺ツインタワービル1F

Tel. 03-5215-5681
Fax.03-5215-5682

レメイトの血栓除去カテーテル製品群に新しい製品が加わりました。
ラテックスフリーのSyntel 血栓除去カテーテルとPython スル―ルーメンカテーテルです。

特定保険医療材料機能区分
血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き ダブルルーメン
販売名 ：  Python　スル―ルーメン　カテーテル

医療機器認証番号 ： 21600BZY00628Z00

Python　スル―ルーメン　カテーテル

特定保険医療材料機能区分
2F：　血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 極細型
3F-7F：　血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル バルーン付き 一般型
販売名 ：  Syntel 血栓除去カテーテル

医療機器認証番号 ： 229AGBZX00036Z00

Syntel 血栓除去用カテーテル

 * 印の製品は受注発注品です。詳細はお問い合わせ下さい。

 ・ 使用前に必ず添付文書をお読み下さい。
 ・ 再使用 ・再滅菌禁止

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LA
TE

X LATEX


