スタンダードを、
変えよう。

私たちは、
常にカテーテルを
再発明し続けています。
SpeediCath® は、開封後すぐに使用できる親水性コーティングカテーテルを発明した初めての
ブランドであり、コンパクトな親水性コーティングカテーテルを初めて発明したブランドであり、
カテーテル先端にフレキシブルチップを採用した初めてのブランドでもあります。

SpeediCath® は、このようにカテーテルのデザインと性能の新たな “標準（スタンダード）” を
打ち立ててきました。
これからも私たちは、革新的な発想と技術により、スタンダードを新たに塗り変えてまいります。
そして、あなたのすべての患者ニーズに応える努力を決して止めません。

スピーディカテが選ばれている理由
すべてのスピーディカテ製品に受け継がれる１つの共通点。それは、ユーザーのニーズを常に
念頭に置いてデザインされていることです。
この揺らぐことのない真摯な姿勢が、
スピーディカテをヨーロッパのトップブランドへと導きました 1。

スピーディカテ

一人ひとりに合ったカテーテル

スピーディカテ ネラトン

長年愛され続けてきた標準的なカテーテル

スピーディカテ チーマン

尿道狭窄や前立腺肥大症など挿入困難なシーンで活躍するカテーテル

スピーディカテ コンパクト
最もコンパクトなカテーテル

スピーディカテ ナビ

男性の尿道特有の湾曲・屈曲に沿うようデザインされた Coloplast 独自のフレキシブルな先端を持つカテーテル

スピーディカテ
ネラトン

スピーディカテ
チーマン

スピーディカテ
コンパクト

スピーディカテ
ナビ

スピーディカテ シリーズは、
ユニークな製品特性で、
尿道に対して愛護的な導尿を提供し続けています。
1 独自の親水性コーティング
尿道粘膜は、粘液でおおわれていて、微生物の付着を阻止しています。粘膜は上皮細胞の薄層で構成されている
ため、外傷に対して非常に脆弱です。したがって、不快感、痛み、および尿道外傷の危険性を最小限に抑えながら、

カテーテルと尿道粘膜との間の摩擦を軽減するカテーテルを探すことが重要です 2。

スピーディカテは、
ベースコートとトップコートの

潤滑液
トップコーティング

「2 層コーティング」です。

ベースコーティング トップコーティング
ベースコートは、トップ

コートが剥がれ落ちる

ベースコーティング

のを防ぐよう、コーティ
ング素材の分子結合を
強化しています。

潤滑液

トップコートには、主成

パッケージに潤滑液が

分のポリビニルピロリド

入っているため、
コーティ

ンがより多く含まれ、カ

ングが常に活性化され、

テーテル表面と尿道と

開封後すぐに使用でき

の摩擦を抑えます。

るようになっています。

2 エッジが磨かれ、かつコーティングされた側孔
側孔のエッジは、側孔とカテーテル表面の間が滑らかに
移行する様に、丸みを帯びています。
尿道損傷のリスクを最小限に抑え、患者の快適さを最大
限にすることを目指し、カテーテルの挿入時および抜去
時に尿道粘膜が側孔を滑らかに通過していく様、細部に
スピーディカテ

もこだわっています。

エッジのある側孔

3 開封後 “すぐに” 使えるシンプルさ
使用するたびに繰り返す
再利用型カテーテル
単回使用 親水性コーティング

カテーテルを
洗浄する

ケースを
洗浄する

乾燥させる

消毒液を
交換する

カテーテルに
キャップを付ける
ケースに収める

挿入する

膀胱を空にする

カテーテルの衛生管理は、患者に任されている

間欠導尿の遵守（コンプライアンス）は、膀胱の健康を維持
するための鍵ですが、患者の半分は遵守できていないと言わ
れています 3。
間欠導尿の維持継続を考える時、コンプライアンスは重要な
要素です。手技の複雑さを軽減することが、コンプライアンス
の向上および治療の持続性の向上と関連していることが、確
認されています 4。
使い捨て型カテーテルを用いた間欠導尿は工程が少なく、治
療への遵守率が高いことが示されています 5。

廃棄するだけ

カテーテルを
洗浄する

カテーテルに
キャップを付ける
ケースに収める

世界初の開封後すぐに使える
親水性コーティングカテーテル

世界初の親水性コーティング
コンパクトカテーテル

世界初のフレキシブルチップ技術を
採用したカテーテル

シンプルで直感的に使えるから、ユーザーに好まれています
スピーディカテは、
ユーザーの 88％が非常に使いやすいと感じています。
また 76％のユーザーが、導尿時間が早くなっ
たと評価しています。患者にとっては、間欠導尿を遵守しやすくなるという重要な満足感があります 6。

生活の質を改善するようにデザインされています
スピーディカテ コンパクトを使用すると、間欠導尿に関連する生活の質が 28％向上することが報告されています 87。
導尿がユーザーに与える大きな物理的、心理的、感情的な影響を考慮すると 8、これは大きな改善です 7。

人目につかないようデザインされています
全てのスピーディカテ製品は、外観が可能な限り医療機器に見えないようにデザインされています。

臨床優位性が報告されています
スピーディカテは、多くの臨床試験で評価されています。スピーディカテは、利便性、使いやすさ、目立ちにくさ、
患者の好みなどの主要なパラメーターにおいて優れた結果を示しています 6、7、9-12、
。

あらゆるニーズ、状況、および手技に対応します
間欠導尿に関して近年発表されたガイドライン 8、13 に従うと、導尿の手技は状況と患者の能力に応じて、無菌、ノンタッチ、
あるいは清潔操作のいずれかで実行される必要があります。

SpeediCath®

スピーディカテ ネラトン／チーマン

長年愛されている初代スピーディカテ：
豊富なバリエーションで、幅広いユーザーへ

スピーディカテ ネラトン／チーマンは、親水性コーティングされたカテーテルを
開封後すぐに使用できるようになった初めての製品です。

スピーディカテ ネラトン／チーマンの利点
●

6 フレンチからの豊富なラインナップで、新生児から高齢者まで対応可能

●

尿道狭窄や前立腺肥大症など、挿入困難なシーンで活躍するチーマンタイプも利用可能

●

リングプル機能が、手指の巧緻性が低下しているユーザーの開封操作をサポート

●

パッケージ裏の粘着シールを壁などに貼り付けると、両手がフリーになり導尿時の準備や片付けが容易

SpeediCath® Compact

スピーディカテ コンパクト

最もコンパクトなカテーテル：
人目が気になる状況でも
間欠導尿が欠かせないユーザーへ
革新的で受賞歴のあるデザインは、
間欠導尿の新しい基準を打ち立てます。

スピーディカテ コンパクトの利点
男性用
●

目立たないデザイン 9、10

●

間欠導尿に関連した生活の質が向上 7

●

ノンタッチテクニックが可能 8、9、11

●

挿入中のカテーテルコントロールが向上 9、10、11

女性用
●

目立たない小さいデザイン（口紅サイズ）

●

挿入中の取り扱いが簡単 12

男性用

女性用

SpeediCath® Navi

スピーディカテ ナビ

男性の尿道特有の湾曲・屈曲に沿うようにデザイン：
学童児から高齢者まで、幅広い男性ユーザーへ

スピーディカテ ナビは、世界で初めてのフレキシブルチップテクノロジーを採用しています。
カテーテルが繰り返し挿入されることによる尿道への負担や摩擦に配慮し、
尿道損傷の予防をサポートします。

フレキシブルチップ
ボール状で軟らかくたわむカテーテル
先端が、男性の尿道特有の湾曲・屈
曲に沿いながら、スムーズに膀胱まで
誘導していきます。
さらに、カテーテル先端付近は、細く
くびれているため全方向性に曲がりや
すく、尿道への負担や摩擦が少ないの
が特徴です。これにより、斜め方向からでもカテーテルを尿道に挿入しやすく、また、カテーテ
ル先端が尿道内壁に押し付けられにくいので、尿道の中心を通過しやすくなっています。

インサーション グリップ
衛生的なカテーテル挿入をサポートする
デザインです。先端や本体に触れずにカ
テーテルを取り扱うことが可能で、容易
に少しずつ挿入できます。グリップはコー
ティングを傷めることなく、確実にカテー
テルをつかめる設計になっています。

柔軟な先端とコシのあるしなやかなカテーテルが、
膀胱まで優しくスムーズにナビゲート

尿道狭窄

前 立 腺

尿道の屈曲

製品一覧表
スピーディカテ
製品名

製品番号

スピーディカテ ネラトン 20

スピーディカテ ネラトン 30

スピーディカテ ネラトン 40

スピーディカテ チーマン 40
スピーディカテ ナビ 30

NEW

スピーディカテ ナビ 40

NEW

販

売

28506
28508
28510
28512
28514
28608
28610
28612
28408
28410
28412
28414
28490
28492
29021
29022
29010
29012
29014
29016

名 ： スピーディ カテ

6
8
10
12
14
8
10
12
8
10
12
14
10
12
10
12
10
12
14
16
区

一 般 的 名 称 ： 間欠泌尿器用カテーテル

外径（CH / Fr）

EANコード
5708932333948
5708932333962
5708932333986
5708932334006
5708932334020
5708932673297
5708932668798
5708932668767
5708932333801
5708932333825
5708932333849
5708932333863
5708932333887
5708932333900
5708932136389
5708932136440
5708932697989
5708932698009
5708932698023
5708932698047

分 ： 管理医療機器 クラスⅡ

全長（cm）

包装単位

本体価格

20

30

30本/箱

39

6,600円

（220円/本）
税抜き

39
30

39

※CH（シャリエール）はFr（フレンチ）と同規格です。

医療機器認証番号 ： 219ACBZX00025000

J M D N コ ー ド ： 36125000

スピーディカテ コンパクト
製品名

製品番号

スピーディカテ コンパクト F 女性用

28578
28580
28582
28584

スピーディカテ コンパクト M 男性用

28692

販

売

名 ： スピーディ カテ コンパクト

一 般 的 名 称 ： 間欠泌尿器用カテーテル

外径（CH / Fr）

8
10
12
14
先端部分カテーテル 12
手元部分カテーテル 18
区

EANコード

カテーテル 使用時の
有効長（cm） 全長（cm） 包装単位

5708932415798
5708932415811
5708932415835
5708932415859

7

14

30本/箱

5708932627559

30

33

30本/箱

分 ： 管理医療機器 クラスⅡ

本体価格

9,000円

（300円/本）
税抜き

12,000円

（400円/本）
税抜き

※CH（シャリエール）はFr（フレンチ）と同規格です。

医療機器認証番号 ： 220ACBZX00051000

J M D N コ ー ド ： 36125000
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