Quick, Easy, and Hygienic
Suction Unit with disposable liner and pre-set solidiﬁer

Product

YOX DISPO S-711
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1. Products description
- A suction device that aspirates waste liquid by using the suction/gas pressure
- Used to vacuum patient's saliva, secretion or body ﬂuid at hospital
【Usage Example】
- Tracheal aspiration (mainly ICU, general ward)
- Large-volume suction of blood, body ﬂuids, and washing ﬂuids
(mainly operating rooms and endoscope rooms)
2. Advantages
- Quick & Easy Cleaning. Free from infection by solidifying contamination in the disposable liner
- Compatible with reusable suction/portable suction device when at emergency and at home
- Easy one-hand operation to connect/disconnect and gaugeless function to set suction pressure
- Safe suction system with automatic shut-oﬀ function
3. Sales Performance
- 50 companies including major trading companies of general medical equipment
- Overseas branch / factory: Indonesia (start operation in September 2020)
4. Expected customers and partners
- Medical Institutuion (General ward, OP, ICU)
- Medical Device Distributors handling Respiratory Equipment

Company

KOIKE MEDICAL CO., LTD.

http://www.koike-medical.co.jp/eng/

Please send your inquiry to: Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241 FAX +81-3-5822-7240 E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/en/
Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

製品名

すばやく、かんたん、清潔
固めて処理するディスポ吸引機
ヨックスディスポ S711

一般的名称︓真空吸引器（一般医療機器 クラスⅠ）
医療機器届出番号︓10B2X00014C00011

※
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１. 製品について

病院のガス配管設備、またはガスボンベから供給される圧力を利用して、
汚物吸引を行う吸引器です。
医療従事者が、患者の汚物、体液を吸引するために用います。
【使用例】
✓ 口腔、気管吸引（主に ICU、一般病棟）
✓ 血液・体液・洗浄液等の大量吸引（主に手術室、内視鏡室）

２. 製品のメリット

※ 一般的名称︓吸引器用キャニスタ（一般医療機器 クラスⅠ）

・

医療機器届出番号︓10B2X00014A00003
汚物を固める廃液バック（※ライナー）は使い捨て︕
汚物廃棄作業が簡素化され、接触感染、2 次感染のリスクを押さえます。
・ 使いきりライナーは、リユーザブル吸引機、電動吸引機との組み合わせが可能︕
救急、在宅でも使えます。
・ ワンタッチ・ゲージレス︕脱着や開閉・吸引圧の設定が容易です。
・ 安心の自動停止︕

３. 販売実績
・
・

納入先︓大手総合医療機器商社等 50 社
海外現地法人 / 工場︓インドネシア（2020 年 9 月稼働開始）

・
・

医療機関（一般病棟、手術室、ICU）
呼吸器関連機器を取り扱う医療機器販売業者

４. 求める販売先、パートナー

企業名

株式会社 小池メディカル

http://www.koike-medical.co.jp/

2020 年 5 月 1 日〜 2023 年 4 月 30 日
Please send your inquiry to: Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241 FAX +81-3-5822-7240 E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/
Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

