THINK FAST
THINK CLEAN
THINK SINGLE-USE

Ambu® aScope™ ガストロ

Coming soon

予定外の緊急症例
夜間などの時間外症例に理想的

THINK FAST
いつでも、どこでも

迅速な設置、簡単な操作

シングルユース上部消化管内視鏡、aScopeTM ガストロ
は、滅菌済みでいつでも、すぐに使用できるため、予定
外の緊急症例や時間外の症例など、時間と可用性が
重要な場面において理想的です。

aScope ガストロと、併用するタッチパネル内蔵の
コンパクトなプロセッサ エーボックス 2は設置面積
が小さく、狭い場所や移動を伴う使用に適してい
ます。

再処理、修理が不要

業務をよりシンプルに

aScope ガストロは、他の症例に内視鏡が使用され
ている場合でも予定を変更する必要がありません。
また、シングルユースなので、内視鏡や再処理装置の
修理や交換に伴う待ち時間も必要ありません。

使用済みのaScope ガストロは廃棄して、新しい
パッケージを開けるだけで、次の患者さんへの使用
準備が整います。

THINK CLEAN
再処理、洗浄の心配をする必要はありません
リユーザブル内視鏡では、洗浄しにくい部分、処理や
再処理による劣化、表面の摩耗により、微生物が
繁殖しやすい環境にあり 1,2,3,4、 交差感染のリスク
が報告されています。
新品の滅菌済み内視鏡を一人ひとりの患者さんに
aScope ガストロは、患者さん一人ひとりに、新品
の滅菌済み内視鏡の使用を可能にします。これは特
に、免疫不全や感染リスクの高い患者さんなどにと
って重要なことです。

内視鏡由来の
交差感染リスクを低減

コストの透明化と再処理に使用
する消耗品、薬品、水の削減

THINK SINGLE-USE
シンプルで分かりやすいコスト

再処理に費やすコストと資源の削減

1回の処置に1本の内視鏡を使用するので、コストの
計算が容易です。シングルユースのセットアップに
より、最小限の先行投資で、検査数の増加やこれまで
無かった場所に内視鏡設備を追加する道が開かれ
ます。さらに、サービス契約も必要としません。

aScope ガストロはシングルユースであるため、再
処理、修理の調整や内視鏡のトラッキングに費やし
ていた時間を他の業務に利用することができます。

一貫性のある品質、感覚、性能
リユーザブル内視鏡は、毎日何度も使用され、厳格
な再処理が繰り返されます5。そのため、内面や外面
の摩耗や機械的性能の劣化につながります。

リユーザブル内視鏡の製造、再処理、修理には、大き
な環境負荷がかかり6、これが見落とされていること
もあります。
シングルユース内視鏡では、再処理に使用される多く
の資材(薬品、水、ブラシ、スポンジ、布、容器、PPEな
ど)が不要となります。

aScope ガストロでは、劣化がないため、常に安定
した品質、感覚、性能が保証されています。

aScope ガストロ
• 軽量で波型加工のハンドル
• 210°後屈
• 副送水ノズル(ウォータージェット)
• 洗練されたデザイン

製品情報
製品名

入数／箱

Ambu® aScopeTM ガストロ

6本／箱

(併用モニタ) Ambu® エーボックス 2

1台／箱

販売名：Ambu aScope ガストロ

認証番号：304AFBZI00033000

販売名：Ambu エーボックス 2

届出番号：13B2X00117000054

LEDs

製品仕様
Ambu ® aScope™ ガストロ
視野角

カメラ

140°
送気送水口

被写界深度

3-100 mm

先端外径

9.9 mm

ワーキングチャンネル内径

2.8 mm

有効長

1030 mm

屈曲角度 (上下/左右)

210°/90°/100°/100°

副送水口 (ウォータージェット)

あり

画像補正

赤色強調補正
(ARC : Advanced Red Contrast)

ワーキングチャンネル

副送水口

Ambu aScope ガストロ

Ambu エーボックス 2
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選任製造販売業者：株式会社メッツ

製造販売業者：株式会社メッツ

製造元：Ambu A/S（デンマーク）

製造元：Ambu A/S（デンマーク）
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