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医療機関向け二酸化炭素吸収剤 

YABASHI LIME®-f 



安全な麻酔をサポートします。 

NaOH 

Free 

Easy to 

USE 

Made in 

Japan 
・国産の材料を使い、 

 国内で生産 
・CO、Compound A 

 を産生しない 

・使いやすい紙パック 

・粉化の少ない顆粒 

・発色がわかりやすい 

第23回中小企業優秀新技術・新製品賞 優良賞受賞 

登録特許 第3433493号 、 第4689417号、第5074372号 

医療機関向け二酸化炭素吸収剤 

ヤバシライム®-f 



高い安全性 

CO(一酸化炭素)産生試験 

 一般的にソーダライムは乾燥時の異常発

熱により吸入麻酔薬と反応しCOを産生さ

せますが、ヤバシライム-f  はNaOHを含有

しないので不慮に吸収剤を乾燥させてし

まった場合でもCO(一酸化炭素)を産生さ

せません。 

CO産生量(乾燥時) 

ヤバシライム- f ソーダライム 

他社品 

※吸収能力が大幅に低下しますので、 

 吸収剤は乾燥させないでください。 

Compound A産生試験 

 ヤバシライム-f  はセボフルランを分解

させる主な原因であるNaOHを用いてい

ないため、ソーダライム他社品と違い

Compound Aを産生しません。そのため

Compound Aの産生し易い低流量麻酔に

おいて特に効果を発揮します。 

ヤバシライム- f ソーダライム 

他社品 

Compound A産生量 

※自社モデル実験 

※Compound A測定方法は丸石製薬㈱様にご指導頂きました。 

※Compound A = fluoromethyl-2,2-difluoro-1-( trifluoromethyl ) vinyl ether 

0ppm 

デスフルラン 3vol%、二酸化炭素吸収剤水分 0%、反応温度80℃、反応時間3分 

流量6L(開始)→0.5L→6L(終了) セボフルラン濃度2% 

0ppm 



高い吸収性能 

最大径約4mm 

10mm 

多孔質内部構造(SEM画像) 

粒径の大きい 
三弁花型特殊形状 

多孔質な内部構造を持ち 
吸収性能に優れます 

製品形態について 

 弊社独自技術により三弁花型

の特殊形状を実現しました。強

度が高く粉化し難く、多孔質で

吸収性能のよい理想的な吸収剤

に仕上がりました。また粒径も

大きくキャニスターからこぼれ

にくいため、多くの麻酔器、肺

機能測定装置でお使いいただけ

ます。 

製品イメージ 

キャニスター内温度上昇 
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 ソーダライムは二酸化炭素吸収時に

大量の熱を発生させますが、ヤバシラ

イム-f  はアルカリ性の強いNaOHを使

用しないことによりキャニスターの温

度上昇を緩和します。熱がこもり易い

低流量麻酔での安全性向上に特に適し

ています。 

 試験時間3時間 CO2流量 250mℓ/min 

ヤバシライム- f 

キャニスター内温度上昇 

ソーダライム他社品 

※自社モデル実験 



長い耐用時間 

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

一般的なソーダライム 

ヤバシライム-f 

経過時間 (hour) 

吸
気
側

C
O

2
 
濃
度

 (
 m

m
H

g
 )
 

 比表面積の高い特殊形状と特

殊成分により高い吸収性能を実

現しました。NaOHを含むソー

ダライムと比較しても十分な吸

収性能を有しています。 

吸収剤充填量 790g  

一回換気量300mℓ 呼吸数12回/min 

CO2流量250mℓ/min  

ヤバシライム-f 

耐用時間試験 

ソーダライム他社品 

※自社モデル実験 

使い易い製品設計 

粉化率測定 

ヤバシライム-f 

 特殊技術により強度の高い

特殊形状を実現しました。粉

化を強力に抑制し機器への混

入など様々な問題を解決して

います。 

粉化率 
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ソーダライム 

他社品 

※自社モデル実験 

ロータップ振とう機 10min 



機器への対応 

大粒径で 

こぼれ 

落ちない 

ヤバシライム-f 

粒が小さく 

こぼれ 

落ちる 

 大粒径(最大径4mm)で粉化し難いため、各種麻酔器、肺機能

測定装置のキャニスターに広く安心してご使用いただけます。 

ソーダライム 

他社品 

使用前、使用後の変色 

発色が均一で、色戻りがしにくくなっています。 

使用前 使用後 24h後 

※交換タイミングの判断はCO2モニターを用いることを推奨しています。 
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