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使用目的

Medcomp® テンポラリー アクセス カテーテルは、血液透析および血液成分分離用に設計されてお
り、皮膚から内頸静脈、鎖骨下静脈、または大腿静脈に挿入します。 Medcomp® C.A.V.H. カテーテ
ルは、連続的動静脈血液ろ過用に設計されています。 Medcomp® テンポラリー アクセス カテーテ
ルは、30日未満の使用を目的としています。

禁忌

このカテーテルは、指定されている用途以外には使用できません。血栓のある血管には挿入しな
いでください。

予想される合併症

• 空気塞栓
• 菌血症
• 腕神経叢損傷
• 心不整脈
• 心臓タンポナーデ
• 中心静脈血栓症
• 心内膜炎
• 出口部位の感染
• 失血
• 大腿動脈出血
• 大腿神経損傷
• 血腫
• 出血
• 血胸
• 下大静脈穿刺
• 血管の裂傷
• ルーメン血栓症
• 縦隔損傷
• 血管の穿孔
• 胸膜損傷
• 気胸
• 後腹膜出血
• 右心房穿刺
• 敗血症
• 鎖骨下動脈穿刺
• 皮下血腫
• 上大静脈穿刺
• 胸管裂傷
• 皮下トンネル感染
• 血栓症
• 静脈狭窄

挿入を始める前に、前述の合併症や合併症が発生した場合の緊急処置に精通しておいてください。

警告

まれに挿入処置の時点または使用中にハブまたはコネクターが本体からはずれた場合、あらゆ
る必要な処理を講じ、失血や空気塞栓を防ぐ注意を払い、カテーテルを抜去してください。

異常な抵抗が確認された場合は、ガイドワイヤーまたはカテーテルの挿入を進めないで下さい。

関連器具からガイドワイヤーを無理に挿入したり、引き抜いたりしないでください。ワイヤーが破
損したりはずれる原因になることがあります。 ガイドワイヤーが損傷した場合、カテーテルとガイ
ドワイヤーを一緒に取り外す必要があります。

医師自身あるいは医師の指示で医療器具を販売することは米国連邦法によって禁止されています。

このカテーテルは1回の使用に限られています。 2
カテーテルや付属部品は、どのような方法でも再減菌しないでください。

再使用すると、感染症や疾患または傷害の原因になることがあります。

このカテーテルや付属部品の再使用や再減菌で生じた損害に対して、製造業者は一切責任を負
いません。

次のように表示されている、未開封で損傷していない包装内の内容物は、無菌で、発熱性物質を
含んでいません。
STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE (エチレンオキサイド減菌済) STERILE   EO  

包装物が開封されていたり、損傷しているカテーテルや付属部品は、使用しないでください。

製品が損傷しているような様子が確認される場合は、そのカテーテルや付属部品は使用しない
でください。

カテーテルの予防策

延長チューブまたはカテーテルのルーメンの近くでは、尖った器具を使用しないでください。

包帯を外すときにハサミは使用しないでください。

このキットに付属しているクランプ以外のクランプを使用すると、カテーテルが損傷します。

チューブの同じ場所を何回もクランプで止めると、チューブが弱くなる可能性があります。カテーテ
ルのルアーとハブの近くでチューブをクランプで止めることは避けてください。
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処置の前後にカテーテルのルーメンと延長セットを検査して、損傷がないかどうかを確かめてく
ださい。

事故を防ぐために、処置を始める前と次の処置に移る前に、すべてのキャップと血液チューブの連
結部位を確認してください。

このカテーテルには (糸を通した) ルアー ロック コネクターのみを使用してください。

血液チューブ、注射器、キャップを何度も繰り返しきつく締め過ぎていると、コネクターの寿命が短
くなり、やがてはコネクターが破損する可能性があります。

注記: IJ カテーテルのルーメンを真っ直ぐにしたりねじったりしないでください。内部ルーメンにね
じれが生じて、治療中の流れが妨げられます。

シリコン製カテーテルのみ:

このカテーテルには、ヨウ素またはヨウ素ベースの製品は使用しないでください。カテーテルが
劣化することがあります。 このカテーテルに使用可能な消毒液として、アルコールベースの溶液
を推奨します。

挿入部位

患者を改良型トレンデレンブルグ体位にし、上胸部を露出した状態で、頭部を挿入部位とは反対側に
少し曲げます。胸部を拡張するために、肩甲骨の間に小さく丸めたタオルを差し込むこともあります。

内頸静脈 (推奨カテーテル: Duo-Flow®、Soft Line®、Raulerson IJ、Duo-Flow® IJ、シリコン製ダブ
ル ルーメン、シリコン製シングル ルーメン、Duo-Split®)

患者の頭をベッドから持ち上げて、胸乳突筋を確認します。 胸乳突筋の 2 本の頂部から成る三角
形の頂点でカテーテルを挿入します。この頂点部位は、鎖骨から上方におよそ指 3 本の幅の場所
にあります。頸動脈はカテーテル挿入部位の内側で触診する必要があります。

鎖骨下静脈 (推奨カテーテル: 鎖骨下)

鎖骨後方、第 1 肋骨上部、鎖骨下動脈の前方にある鎖骨下静脈の位置を確認します。(鎖骨と第 1 
肋骨から成る隅角の真横の位置)。

警告: 人工呼吸器による補助を必要とする患者は、鎖骨下静脈へのカニューレ挿入中に気胸となる
危険性が増加します。鎖骨下静脈を長く使用すると、鎖骨下静脈の狭窄が生じる可能性があります。

大腿静脈 (推奨カテーテル： 大腿、C.A.V.H.)

患者をあお向けに寝かせます。挿入部位の選択とその結果評価のため、両側の大腿動脈を触診しま
す。挿入部位と同じ側の膝を曲げて、大腿部を外転させます。足首を反対側の足と交差させます。大
腿静脈は動脈の後方または内側に確認できます。

注意： 拡張器/探し針は、挿入後カテーテルから必ず取り外してください。 
一体型の拡張器/探し針を抜去する前に、ルーメンをクランプしないでください。

注意: 大腿静脈挿入により、感染症の発生率が増加する可能性があります。

胸部 X 線写真でカテーテルの最終位置を確認します。このカテーテルの最初の挿入後の定期的な 
X 線検査で、使用前にチップが正しい位置に設置されていることを確認します。

セルジンガー法による挿入の手順:

この器具を使用する前に、使用説明書を注意してお読みください。カテーテルの挿入、取り扱い、
抜去は、資格があり、免許を取得した内科医または内科医の指示の下で処置を行う医療専門家
が行わなければなりません。この使用説明書に記載されている方法や手順は、医学上容認される
すべての治療方針を示しているわけではなく、また、特定の患者を治療する上で医師の経験や判
断の代用として示しているわけではありません。病院の標準的な実施要綱に該当するものがあれ
ば、それに従ってください。

1.  挿入、保守、およびカテーテルの抜去処置中は、厳格な無菌法を適用してください。無菌室を
準備します。カテーテルの設置を行うには、手術室が最も好ましい場所です。無菌の布、器具、
および補助器具を使用してください。挿入部位上下の剃毛を行います。手術時と同じ手洗い
を行います。 手術用のガウン、帽子、手袋、およびマスクを着用します。患者にマスクを着用さ
せます。

2.  適切なカテーテルの長さの選択は、医師の判断で行います。 チップの設置を適切に行うに
は、適切なカテーテルの長さを選ぶことが重要です。 このカテーテルの最初の挿入後に必ず
日常的な X 線検査を実施して、使用前にチップが正しい位置に設置されていることを確認し
ます。

チップの位置

3. 十分な局所麻酔薬を投与して、挿入部位を完全に麻酔します。
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4.  付属の注射器で、挿入針を対象の血管に挿入します。適切な場所に挿入されたことを確認す
るために、吸引します。 

5.  注射器を取り外して針の先端に親指を置き、 失血や空気塞栓を防止します。ガイドワイヤ
ーの柔軟性のある先端部をアドバンサーに戻し、ガイドワイヤーの先端のみが見えるように
します。 アドバンサーの先端チップをニードル ハブに挿入します。ガイドワイヤーを前方に
進め、ニードル ハブを通過して対象の血管に到達させます。

注意: 挿入するワイヤーの長さは、患者のサイズによって決定します。この処置を行う間、不整脈が
ないかどうか患者を常に監視してください。この処置を行っている間は、患者を心臓モニターで監
視する必要があります。ガイドワイヤーが右心房に到達すると、心不整脈が発生する可能性があり
ます。この処理を行っている間は、ガイドワイヤーをしっかりと固定する必要があります。

注意: 挿入針を使用する場合は、ガイドワイヤーの切断を防止するために、針のベベルに逆らって
ガイドワイヤーを引き抜くことがないようにしてください。

6.  針を取り外し、血管にガイドワイヤーを残します。手術用メスを使用して、皮膚穿刺部位を大
きくします。

7.  拡張器をガイドワイヤーの最も近い先端に通します。 対象となる静脈をカテーテルが簡単に
通過できるように、皮下組織および静脈壁を拡張します。

注意: 十分に組織が拡張していないと、ガイドワイヤーによりカテーテルのルーメンが圧迫され
て、ガイドワイヤーを挿入したりカテーテルから取り外すのが困難になります。 これが原因で、ガイ
ドワイヤーが曲がる可能性があります。

8.  拡張器を取り外し、ガイドワイヤーを残します。

9.  カテーテルを生理食塩水で満たし、次に生理食塩水が間違ってカテーテルから流出しないよ
うに、カテーテルの延長チューブを固定します。付属のクランプを使用してください。

注意: カテーテルのデュアル ルーメン部分をクランプしないでください。延長部分のみクランプ
してください。 鋸歯状のピンセットは使用せず、付属のインライン クランプのみを使用してくださ
い。

10.  静脈用延長クランプを開きます。 カテーテルをガイドワイヤーの最も近い先端に通します。

注記: Duo-Split® カテーテルは、事前にシースと組み立てられています。 静脈用チップは、シース
の先端チップから 1mm 突き出るようにします。

11.  カテーテルを皮下組織から対象の静脈まで慎重に動かします。

12.  透視下でカテーテルを必要に応じて調整します。 カテーテルの先端チップは、上大静脈と右
心房の接合点の直前に置く必要があります。

13.  適切に設置されたことを確認したら、ガイドワイヤーを取り外します。

注記: Duo-Split® カテーテルの場合、まずシースを取り外してからガイドワイヤーを取り外します。

14.  注射器を延長チューブと開いているクランプの両方に取り付けます。血液は動脈と静脈の両
方から簡単に吸引されます。いずれかのカテーテルで血液吸引に過度の抵抗が確認された
場合、カテーテルを回転するか設置し直して、適切な血流を確保する必要があります。

15.  十分な吸引が確認されたら、両方のルーメンに注射器からボーラスで生理食塩水を注入し
ます。注入時に延長クランプが開いていることを確認してください。

注記: シリコン製延長チューブ付きカテーテルの場合、10cc 未満の注射器を使ったり、プランジャ
ーに過度の力をかけたりしないでください。 最後の手段として過度の力をかける必要がある場合
は、圧力を加えるとき、ルアーと延長ラインの接続部が絶対に膨らまないようにします。これは、ル
アーがカテーテルのシリコン製延長ラインに接着されていないためです。

16.  延長クランプを閉じて、注射器を取り外し、各ルアー ロック コネクターに注入キャップを取り
付けます。使用されていない場合は常に延長チューブを止めておき、使用する前ごとに吸引
してカテーテルを生理食塩水で満たして、空気塞栓を防ぎます。チューブ接続に変更が生じ
るたびに、カテーテルおよびすべての接続チューブおよびキャップから空気を取り除きます。

17.  開存性を維持するために、両方のルーメンにヘパリン ロックを確保する必要があります。病
院でのヘパリン投与のガイドラインを参照してください。

注意: カテーテルおよび延長チューブからすべての空気が吸引されたことを確認してください。こ
の作業を怠ると、空気塞栓が発生する可能性があります。

18.  カテーテルがヘパリンでロックされたら、クランプを閉じて、注入キャップを延長の雌ルアー
に取り付けてください。

19.  透視下でチップが適切な位置に設置されていることを確認します。 静脈用の先端チップは、
上大静脈と右心房の接合点の直前に置く必要があります。

注意: カテーテルの位置を確認しないと、重大な外傷または致命的な合併症が発生する可能性
があります。

カテーテルの固定および傷口の処置:

20.  取り外し可能な縫合ウイングを使用して、カテーテルを皮膚に縫合します。 カテーテルのチュ
ーブは縫合しないでください。

注意: カテーテルのルーメンの近くで尖った物や針を使用する場合には、注意が必要です。尖った
物がカテーテルに接触すると、カテーテルが傷付く可能性があります。

21. 閉鎖包帯を使用して挿入部位を塞ぎます。

22. カテーテルの留置中は常にカテーテルを固定/縫合する必要があります。

23. 患者のカルテにカテーテルの長さとカテーテルのロット番号を記録します。
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血液透析治療

患者の全身のヘパリン化を防ぐために、透析を開始する前に、各ルーメンからヘパリン溶液を取
り除く必要があります。吸引は透析ユニットの治療方針に基づく必要があります。

透析を開始する前に、カテーテルとのすべての接続および体外循環回路を注意深く確認する必
要があります。

失血または空気塞栓を防ぐために、漏れを検出する目的で、頻繁に目視検査を行う必要がありま
す。

漏れが確認されたら、カテーテルを直ちにクランプで止める必要があります。

注意: 直列クランプ付きのクランプ カテーテルのみが提供されています。

透析治療を継続する前に、必要な治療を行ってください。

注意: 過度な失血によって、患者がショック状態に陥る可能性があります。

血液透析は、医師の指示の下で行なう必要があります。

ヘパリン化

治療にカテーテルをすぐに使用しない場合は、推奨されるカテーテルの開存性ガイドラインに従
ってください。

治療間の開存性を維持するには、カテーテルの各ルーメンにヘパリン ロックを確保する必要が
あります。

ヘパリンの濃度は、病院の実施要綱に基づいて決定してください。

1.  動脈用および静脈用の延長チューブに指定されている量のヘパリンを、2 つの注射器に吸引
します。注射器に空気が入っていないことを確認します。

2. 延長チューブから注入キャップを取り外します。

3. ヘパリン溶液を含む注射器を各延長チューブの雌ルアーに取り付けます。

4. 延長クランプを開きます。

5. 吸引して、空気が患者に送られないことを確認します。

6. 各ルーメンにヘパリンをボーラスで注入します。

注記: 効果を確実にするために、各ルーメンは完全にヘパリンで満たす必要があります。

7. 延長クランプを開きます。

注意: 延長クランプを開くのは、吸引、洗浄、および透析を行うためだけです。

8. 注射器を取り外します。

9. 無菌の注入キャップを延長チューブの雌ルアーに取り付けます。

ほとんどの場合、ルーメンで吸引または洗浄が行われていないかぎり、48～72 時間はヘパリンを
追加する必要はありません。

部位の治療

カテーテルの周りの皮膚を消毒します。閉鎖包帯を使用して出口部位を覆い、医療スタッフが処置
できるように延長チューブ、クランプ、およびキャップは露出した状態にします。

傷口の包帯は清潔で乾燥した状態に保つ必要があります。

注意: 患者は水泳をしたり、シャワーを浴びたり、入浴中に包帯を濡らしたりしてはいけません。

大量に発汗したり誤って包帯を濡らして、包帯の粘着性が弱くなった場合、医師や看護職員は無菌
状態で包帯を取り替える必要があります。

シリコン製カテーテルのみ

警告: このカテーテルには、ヨウ素またはヨウ素ベースの製品は使用しないでください。 カテーテ
ルが劣化することがあります。 これらのカテーテルに使用可能な消毒液として、アルコール性の溶
液を推奨します。

カテーテルの性能

注意: カテーテルの性能に関する問題に対処するために物理的または化学的な処理を実行する
前に、病院またはユニットの治療方針、発生する可能性のある合併症およびその治療方針、警告、
および予防策を必ず確認してください。

警告: 次の処置は、適切な技術を熟知している医師のみが行なう必要があります。

血流不足:

次の症状が原因となり、血流不足が引き起こされる可能性があります。

- 凝固またはフィブリンによる動脈閉塞。

- 静脈壁との接触による動脈閉塞。
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解決方法:

- 抗血栓溶解剤を使用した化学治療。

片側閉塞の管理:

片側閉塞は、ルーメンは簡単に洗浄できるものの、血液が吸引できない場合を指します。これは通
常、チップが正しい位置に設置されていない場合に生じます。

次のいずれかの補正を行うと、この障害を解決できます。

- カテーテルの位置を正しく調整する。

- 患者の体位を正しく調整する。

- 患者に咳をさせる。

-  抵抗がないことを前提として、滅菌生理食塩水でカテーテルを一気に洗浄して、チップを静脈
壁から離す。

-  血液チューブの方向を逆にする。 上記の方法で片側閉塞が解消されない場合は、動脈用血
液チューブを静脈用アダプターにつなぎ、静脈用血液チューブを動脈用アダプターにつない
で、患者を透析することができます。 再循環量が著しく増加することがあります。

感染:

注意: HIV (ヒト免疫不全ウィルス) またはその他の血液媒介病原体への曝露の危険性があるた
めに、医療専門家は患者の看護に当たる場合には常に普遍的血液/体液予防策を適用する必要
があります。

減菌操作手順を常に遵守する必要があります。

臨床的に確認されているカテーテル出口部位での感染は、適切な抗生物質療法を用いて治療す
る必要があります。

カテーテルを留置している患者が発熱した場合は、カテーテルの出口部位から離れた部位から血
液を最低 2 回採血して培養します。血液の培養結果が陽性である場合、カテーテルをすぐに取り
外して、適切な抗生物質療法を始める必要があります。48 時間待機する必要があります。可能であ
れば、元のカテーテル出口部位とは反対側の位置で挿入します。

カテーテルの取り外し

警告: 次の処置は、適切な技術を熟知している医師のみが行なう必要があります。

注意: カテーテルを抜去する前に、病院またはユニットの治療方針、発生する可能性のある合併症
およびその治療方針、警告、および予防策を必ず確認してください。

1.  縫合ウイングから縫合糸を切り離します。皮膚の縫合糸を抜糸する場合は、病院の治療方針
に従ってください。

2. カテーテルを出口部位から引き抜きます。

3. 出口部位を約 10～15 分間または出血が止まるまで圧迫します。

4. 傷ができるだけ早く治癒する方式で包帯を当てます。

保証

Medcomp® は、本製品が適切な基準と規格に基づいて製造されていることを保証します。 本製品の性能は、
患者の健康状態、治療、製品の保守の状況によって影響を受けることがあります。 本製品は医師が作成した使
用説明書に従って使用する必要があります。

製品は継続的に改善されているため、価格、規格、モデルは予告なく変更される場合があります。 Medcomp® 
は、製品またはその内容を予告なく変更する権利を留保します。

Medcomp®、Duo-Flow®、Soft-Line®、および Duo-Split® は、Medical Components, Inc.の登録商標です。
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