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インターサージカル i-gel 
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Airway management has evolved

A wide range of use
インターサージカル i-gel は、全身麻酔時の気道確保、挿管
困難症例時の気道確保、 気管支ファイバースコープを使用した
挿管の補助具まで幅広くご使用いただけます。さらには人工
呼吸使用時や、救命救急時における気道確保デバイスとしても
ご使用いただけます。

Second generation
インターサージカル i-gel は、内蔵バイトブロックと胃管ライ
ンを備え、また高いフィット性を実現した第二世代の声門上 
デバイスです。NAP4（4th National Audit Project of  
The Royal College of Anaesthetists and The Difficult 
Airway Society）においても、第二世代の声門上デバイスの
使用が推奨されております。

i-gel and natural airway management
インターサージカル i-gel は、独創的なディスポーサブル気道
確保デバイスです。長年にわたる豊富な研究開発の集大成で、
65体もの解剖体を用いて喉頭周囲の解剖学的構造を写し 
出した形状を実現しております。

The non-inflatable cuff
インターサージカル i-gel におけるこの革新的なコンセプトと
形状は、従来の膨張させるカフ構造を必要としないことを意味
し、また柔軟性に富んだ材質の採用によって画期的なフィット
性を作り出し、その結果組織への圧迫や外傷を有意に排除・
低減することが出来ます。

The simple, safe and rapid solution
挿入時の手技においては、カフを脱気して膨らますような従来の
手技を必要としないため、シンプルで安全に、かつ迅速な挿入
を提供いたします。

❶舌根　　❷喉頭蓋　　❸被裂喉頭蓋襞　　❹梨状陥凹
❺喉頭外部の軟骨　　❻甲状軟骨　　❼輪状軟骨　
❽上部食道開口部



Features and benefits

ドレイン（胃管）

ドレイン（遠位端）

内蔵されたバイトブロック

肉厚で幅の広いチューブ
容易な挿入を補助し、捻じれや

回転のリスクを軽減します。

喉頭蓋レスト
喉頭蓋をおさえることで
気道閉塞を予防します。

非膨張性カフ

i-gel のサイズ 胃管カテーテル  対応サイズ

サイズ 1 （使用できません）

サイズ 1.5 最大10Fr

サイズ 2 最大12Fr

サイズ 2.5 最大12Fr

サイズ 3 最大12Fr

サイズ 4 最大12Fr

サイズ 5 最大14Fr

i-gel のサイズ 気管チューブ  対応サイズ

サイズ 1 最大3.0mm

サイズ 1.5 最大4.0mm

サイズ 2 最大5.0mm

サイズ 2.5 最大5.0mm

サイズ 3 最大6.0mm

サイズ 4 最大7.0mm

サイズ 5 最大8.0mm

15mm コネクタ

サイズ、適用患者の体重（目安）

ポジションガイド（切歯線）
（サイズ3、4、5のみ）

ラテックスフリー
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Innovative packaging
インターサージカル i-gel の専用ケースは、サイズごとにカラーコードによって色分けされ、視角的なサイズ選択を容易にして 
おります。また解剖学的形状を保護する役割があります。

Ordering information

カタログ番号 製品名 包装単位 カラーコード 適用患者の体重（目安）

8201000 i-gel  サイズ1 5入  2～ 5kg

8215000 i-gel  サイズ1.5 5入  5～12kg

8202000 i-gel  サイズ2 5入 10～25kg

8225000 i-gel  サイズ2.5 5入 25～35kg

8203000 i-gel  サイズ3 5入 30～60kg

8204000 i-gel  サイズ4 5入 50～90kg

8205000 i-gel  サイズ5 5入 90kg超
販売名：インターサージカル i-gel　医療機器認証番号：22200BZX00120000

Related products

i-gel O2 レサシパック
カタログ番号 製品名 包装単位 カラーコード 適用患者の体重（目安）

8703000 i-gel O2 レサシパック サイズ3 6入 30～60kg

8704000 i-gel O2 レサシパック サイズ4 6入 50～90kg

8705000 i-gel O2 レサシパック サイズ5 6入 90kg超
販売名：インターサージカル i-gel　医療機器認証番号：22200BZX00120000

i-gel O2 レサシパックにおいては挿入に必要な、i-gel O2本体、水溶性潤滑剤、 
固定用ストラップ、吸引チューブがワンパッケージとなっており、開封後すぐにご使用
いただけます。

※ インターサージカル i-gel 及び i-gel O2 レサシパックは、滅菌済みのディスポーサブル製品です。 
※ 再滅菌・再使用は行わないで下さい。
※ 使用される患者の標準体重を基に、「適用患者の体重（目安）」を考慮してサイズ選択することを推奨します。

水溶性潤滑剤
カタログ番号 製品名 包装単位 備　考

5469000 水溶性潤滑剤 5g 150入 滅菌済み

一回分が個別包装になった水溶性潤滑剤です。使い切りのため清潔にご使用いただ
けます。

本品は雑品です。


