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製販者 販売名 NPPV/TPPV 使用場面 機器詳細URL 販売会社 問い合わせ先 備考

アコマ
医科工業

アコマ人工呼吸器
ART-300

NPPV/TPPV 集/一/搬

https://www.acom
a.com/products/?at
te=1

アコマ医科工業
https://www.acom
a.com/support/sup
port-list/

アコマ人工呼吸器 ART-
21EX

TPPV 集/一

アイ・エム・アイ

人工呼吸器
Tバードシリーズ
VELAモデル

NPPV/TPPV 集/一/搬
https://www.imime
d.co.jp/medical/pro
duct/ventilator/vela

アイ・エム・アイ
https://www.imime
d.co.jp/contact/?su
bject=none

AVEA
ベンチレーター

TPPV 集/一

https://www.imime
d.co.jp/medical/pro
duct/ventilator/ave
a

人工呼吸器
MONNAL T50

NPPV/TPPV 一/在/搬

https://www.imime
d.co.jp/medical/pro
duct/ventilator/mon
nal-t50/

人工呼吸器
MONNAL T60

NPPV/TPPV 集/一/在/搬

https://www.imime
d.co.jp/medical/pro
duct/ventilator/mon
nal-t60/

人工呼吸器
MONNAL T75

NPPV/TPPV 集/一/搬

https://www.imime
d.co.jp/medical/pro
duct/ventilator/mon
nal-t75/

【略称】集：集中治療室 一：一般病床 在：在宅療養 搬：搬送

個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工呼吸器一覧 2020/10/31時点

※当該一覧に記載のある人工呼吸器以外にも、各企業が確保している人工呼吸器があります。在庫等については各企業あてお問い合わせください。

https://www.acoma.com/products/?atte=1
https://www.acoma.com/support/support-list/
https://www.imimed.co.jp/medical/product/ventilator/vela
https://www.imimed.co.jp/contact/?subject=none
https://www.imimed.co.jp/medical/product/ventilator/avea
https://www.imimed.co.jp/medical/product/ventilator/monnal-t50/
https://www.imimed.co.jp/medical/product/ventilator/monnal-t60/
https://www.imimed.co.jp/medical/product/ventilator/monnal-t75/
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製販者 販売名 NPPV/TPPV 使用場面 機器詳細URL 販売会社 問い合わせ先 備考

フクダ電子
（株）

サーボベンチレータシステム
＜SERVO-U>

NPPV/TPPV 集/一

https://www.fukud
a.co.jp/medical/pro
ducts/ventilator/ser
vou.html

フクダ電子
（株）

https://www.fukud
a.co.jp/form/medic
al/

サーボベンチレータシステム
SERVO-i アダルト

NPPV/TPPV 集/一

https://www.fukud
a.co.jp/medical/pro
ducts/ventilator/ser
voi.html

https://www.fukud
a.co.jp/form/medic
al/

成人・小児用

サーボベンチレータシステム
＜SERVO-air>

NPPV/TPPV 集/一

https://www.fukud
a.co.jp/medical/pro
ducts/ventilator/ser
vo_air.html

レスメド
（株）

クリーンエアASTRAL
<27093-

ASTRAL150>
NPPV/TPPV

一/在/搬
（院内）

https://www.fukud
a.co.jp/medical/pro
ducts/inhome_medi
cal/astral.html

【略称】集：集中治療室 一：一般病床 在：在宅療養 搬：搬送

個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工呼吸器一覧 2020/10/31時点

※当該一覧に記載のある人工呼吸器以外にも、各企業が確保している人工呼吸器があります。在庫等については各企業あてお問い合わせください。

https://www.fukuda.co.jp/medical/products/ventilator/servou.html
https://www.fukuda.co.jp/form/medical/
https://www.fukuda.co.jp/medical/products/ventilator/servoi.html
https://www.fukuda.co.jp/form/medical/
https://www.fukuda.co.jp/medical/products/ventilator/servo_air.html
https://www.fukuda.co.jp/medical/products/inhome_medical/astral.html
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製販者 販売名 NPPV/TPPV 使用場面 機器詳細URL 販売会社 問い合わせ先 備考

コヴィディエン
ジャパン

ニューポートベンチレータ
モデル e360

NPPV/TPPV 集/一

（株）東機貿まで
お問合せください

（株）東機貿 03-5762-7252
ニューポートベンチレータ

モデル HT70
NPPV/TPPV 一/在/搬

試用品（中古品）
のみ在庫有り

（株）TKB bellavistaベンチレータ NPPV/TPPV
集/一/搬
/NICU

日本光電工業
（株）

NKV-550 NPPV/TPPV 集/一 ー

日本光電工業
（株）

03-5996-8000

https://www.nihon
kohden.co.jp/feedb
ack/index.html

NKV-330 NPPV/TPPV 集/一/搬

https://www.nihon
kohden.co.jp/iryo/p
roducts/resp_resus/
ventilator/nkv330.h
tml

搬＝院内搬送
自発呼吸のある患者
さんでTPPV可能

【略称】集：集中治療室 一：一般病床 在：在宅療養 搬：搬送

個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工呼吸器一覧 2020/10/31時点

※当該一覧に記載のある人工呼吸器以外にも、各企業が確保している人工呼吸器があります。在庫等については各企業あてお問い合わせください。

https://www.nihonkohden.co.jp/feedback/index.html
https://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/resp_resus/ventilator/nkv330.html
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製販者 販売名 NPPV/TPPV 使用場面 機器詳細URL 販売会社 問い合わせ先 備考

（株）
スカイネット

オールインワンVOCSN
ベンチレータ

<PRT-00853-100>
NPPV/TPPV 集/一/在/搬

https://www.c-
ventec.jp/products/
vocsn-ventilator/

カフベンテック（株）

03-5805-5835

https://www.c-
ventec.jp/contact/

NPPV・TPPV・ネーザル
ハイフローのほか、酸素
濃縮器や吸引機ネブラ
イザ、排痰補助機能を
搭載している。

オールインワンVOCSN
ベンチレータ

<PRT-00973-100>
NPPV/TPPV 集/一/在/搬

https://www.c-
ventec.jp/products/
vocsn-vc-
ventilator/

NPPV・TPPV・ネーザル
ハイフローのほか、排痰
補助機能を搭載してい
る。

（株）
フィリップス
ジャパン

V60ベンチレータ
<R1053618>

NPPV/TPPV
集/一/搬
（院内）

https://www.philips
.co.jp/healthcare/pr
oduct/HCNOCTN96/
v60/sapurai

（株）
フィリップス
ジャパン

各事業所まで

https://www.philips
.co.jp/a-w/about-
philips/company-
profile/sleep-and-
respiratory-care-
retailer.html

TPPVは自発のある患者
のみ

トリロジーO2plus
<R1040004TP>

NPPV/TPPV
一/搬
（院内）

https://www.philips
.co.jp/healthcare/pr
oduct/HCNOCTN98/
o2-plus

オリジン医科
工業(株)

オリジン人工呼吸器
Puppy-X

NPPV/TPPV 一/在/搬
http://www.origin-
med.co.jp/products
/product00.html

オリジン医科
工業(株)

03-3815-4621

【略称】集：集中治療室 一：一般病床 在：在宅療養 搬：搬送

個別の要請に基づき国内在庫等を確保いただいている人工呼吸器一覧 2020/10/31時点

※当該一覧に記載のある人工呼吸器以外にも、各企業が確保している人工呼吸器があります。在庫等については各企業あてお問い合わせください。

https://www.c-ventec.jp/products/vocsn-ventilator/
https://www.c-ventec.jp/contact/
https://www.c-ventec.jp/products/vocsn-vc-ventilator/
https://www.philips.co.jp/healthcare/product/HCNOCTN96/v60/sapurai
https://www.philips.co.jp/a-w/about-philips/company-profile/sleep-and-respiratory-care-retailer.html
https://www.philips.co.jp/healthcare/product/HCNOCTN98/o2-plus
http://www.origin-med.co.jp/products/product00.html

