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医療機器認証番号

21700BZY00348

機械器具21 内臓機能検査用器具
管理医療機器 単回使用圧トランスデューサ 35927000

フロートラック センサー
再使用禁止
＊
＊

Ⅰ．フロートラック

【警告】

センサー キット

＊＊

［空気塞栓や圧読
1.気泡が回路内に入らないようにすること。
み取り異常を生じるおそれがあるため。
（【使用上の注意】
不具合・有害事象参照）
］
ȪˍȫסΓΛΠ!

＊

【禁忌・禁止】

使用方法
1.再使用禁止
2.再滅菌禁止
＊ 併用医療機器（相互作用の項参照）
＊ 1.本品を輸液ポンプと組み合わせて使用しないこと。
［流路内
にフラッシュ溶液が規定の流量を超えて流れるおそれがあ
るため。］
2.クローズドシステムのサンプリングサイトには、金属針を
用いないこと。
［サンプリングサイトを破損させ、薬液漏れ
や汚染の可能性があるため。
］
＊

ᚇၠဥסρͼϋ!

ȪˎȫΓϋུఘ!

!
ȪˏȫգκΣΗςϋΈΙνȜή

Ȫˑȫ΅λΛί! Ȫːȫ२༷!ڰ

＊＊
＊【形状・構造及び原理等】
＊＊ 本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2－エチルヘキシ

＊

Ȫˑȫ΅λΛί

Ȫ˒ȫΥ·ΗΉȜήσ!

ˎ
ル）等）を使用しています。また、本品の構成品にはABS樹脂、
図2のキットに加えて、下記内容が含まれたキットを用意してお
MABS樹脂、ポリアミド、ポリカーボネート、シリコーン、ガラ
ります：
ス、ポリエチレン、シリコーン潤滑剤、ポリプロピレン、ポリ
・センサ本体から30cmの位置に三方活栓を1個追加
イソプレン、シリコーンエラストマー、コポリエステル、イソ
・コネクタケーブルの先端にコネクタカバーを装着
プレンゴム、シリコーンゴムを使用しているものがあります。
＊＊ ・パーツとして、三方活栓1個および閉鎖型ルアーキャップを同
本品のセンサ本体部分の形状は図1の通りです。
封
!ס
ΓΛΠ௰!

ΑΛίΗή!
!

ۛ৪௰!
൲ྤգฏၾ!
௶౾͒Ȫႂȫ!

ࠬգ௶౾͒Ȫȫ!

ΓϋαϋΠεȜΠ!

ˍ!ΓϋུఘȪΟνͺσΠρϋΑΟνȜȫ!

フロートラック センサーキットは滅菌されており、圧モニタ
リングカテーテルに接続して使用する単回使用のキット製品で
す。赤色シールド付コネクタケーブルは、血圧監視装置に接続
された当社製品専用の血圧中継ケーブルのみに接続するもので
す。緑色シールド付コネクタケーブルは、動脈圧心拍出量測定
装置に接続されたフロートラックケーブルのみに接続するもの
です。センサ本体部には、ストレートでフロースルーの設計と
なった、フラッシュ装置と一体型の圧力センサがあります。
＊＊ 本品は滅菌され、予め接続されたモニタリングキットとして供

給されます。キットとしては、次の三種類に大別されます。
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Ⅱ．フロートラック

センサーVAMP採血リザーバー付 キット
＊

＊＊

非直線性およびヒステ 読取値の±1.5%または±1mmHgのどちら
リシス
か大きい方

＊ 励起インピーダンス
ȪˍȫסΓΛΠ!

＊

ᚇၠဥסρͼϋ!

350Ω±10%
ただし、専用モニタケーブル接続時

シグナルインピーダン
300Ω±5%
ス

＊ ゼロオフセット

≦±25mmHg

＊ 位相シフト

＜5°

＊ 上記仕様は、他に規定のない限り6.00VDC、25℃でのものです。
ȪˑȫWBNQनࠬ!
ςΎȜΨȜ!

＊ 全ての仕様は、抵抗形ブリッジ方式のタイプ血圧トランス

デューサ性能互換性に関するAAMI基準を満たしています。

ȪˎȫΓϋུఘ!

ȪˏȫգκΣΗςϋΈΙνȜή!

＊ また、圧トランスデューサはIEC 60601-2-34:2000（JIS T0601-

Ȫ˒ȫ
[ͼΠ!

Ȫ˓ȫ΅λΛί! ȪˏȫΥ·Η!
ΙνȜή!
Ȫ˔ȫΥ·ΗΉȜήσ!

2-34:2005と同等）の箇条51.103周波数応答での確認を行ってい
ます。
当該品目に含まれる他の一般的名称：
・圧力モニタリング用チューブセット 35529000
・圧モニタリング用ストップコック 35375052
・採血ポート付採血キット 70360000
・自然落下式針なし輸液セット 70370000
・輸液用アクセサリーセット 70326001
・自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 70371000
・輸血・カテーテル用延長チューブ 12170012

Ȫːȫ२༷ !ڰȪ˓ȫ΅λΛί!

ˏ
図3のキットに加えて、下記内容が含まれたキットを用意してお
ります：
・コネクタケーブルの先端にコネクタカバーを装着
＊＊ Ⅲ．フロートラック

センサーVAMP Optima採血リザーバー付

キット

＊＊【使用目的又は効果】

使用目的

＊＊

＊＊ 本品は、患者の動脈に留置されたカテーテル等に接続して用い

られ、動脈圧波形より連続的に心拍出量を測定する専用のユ
ニットに使用するキットであり、連続的な動脈圧心拍出量の測
定、血圧の測定、血液採取、薬液注入（輸液バッグからの生理
食塩水またはヘパリン加生理食塩水）等を行うために用いられ
る。使用者の利便性及び迅速な測定のため、必要な医療機器を
予め組み合わせてある。

ȪˍȫסΓΛΠ!
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＊＊
＊【使用方法等】
＊＊ 以下のパターンに分けて、一般的な使用方法を示します。医療

機関スタッフの責任の下に、以下の手順を参考にして正しい規
定および手順を決めてください。
Ⅰ．フロートラック センサー キット
Ⅱ．フロートラック センサーVAMP採血リザーバー付 キット
＊＊ Ⅲ．フロートラック センサーVAMP Optima採血リザーバー付
キット
Ⅰ．フロートラック

5
＊＊ 図4のキットに加えて、
（1）輸液セットおよび（2）センサ本体

が含まれないキットを用意しております。
＊＊ フロートラック

センサーVAMP Optima採血リザーバー付 キッ
トは、安全かつ簡便な方法で血圧モニタリングラインから血液
サンプルを採取することができる製品です。本品は動脈カテー
テルに接続し、採血後にフラッシュ洗浄することができます。
原理
本品は、患者の動脈に留置されたカテーテル等に接続し、デュ
アル圧トランスデューサを用いて観血的に得られた動脈圧波形
データを専用の動脈圧心拍出量測定装置や血圧測定装置等に取
り込むことで、連続的に動脈圧心拍出量（APCO）や血圧の測定
等を行います。また、動脈圧測定用ラインを通じ、血液採取、
薬液注入等を行います。

なお、コネクタケーブルの先端にコネクタカバーが付いた
キットの場合には、接続の前にコネクタカバーを外します。
(5)緑色シールド付コネクタケーブルを、動脈圧心拍出量測定
装置に接続されたフロートラックケーブルに接続します。

＊ 仕様
＊ 感度

センサー キット

1.セットアップ：
(1)使用モニタ装置の機種に合った中継ケーブルであることを
確認します。中継ケーブルをモニタ装置に接続し、モニタ
装置の電源を入れウォームアップします。
(2)無菌的操作で、製品を一次包装から取り出します。
注意：フロートラック センサーキットの変更は、ダイナ
ミックレスポンスを低下させ血行動態モニタリング
性能を損なう可能性があります。
＊ (3)各接続部が確実に締まっていることを確認します。
＊ 注意：締め過ぎに注意してください。
(4)赤色シールド付コネクタケーブルを、血圧測定装置に接続
された血圧中継ケーブルに接続します。

5.0μV/V/mmHg±1%
2/8

チューブ、緩い接続、漏れなどによって起きることが
あります。

なお、コネクタケーブルの先端にコネクタカバーが付いた
キットの場合には、接続の前にコネクタカバーを外します。
(6)医療機関の規定に従い、フラッシュ溶液（ヘパリン加生理
食塩水等）が入った輸液バッグから空気を抜きます。
注意：全ての空気がバッグから抜かれていない場合、フ
ラッシュ溶液が排出されバッグが空になったとき、
患者の心血管系に空気が入り込む可能性があります。
注意：回路内が閉塞する可能性があるため、フラッシュ溶
液として、粘性が高い薬剤や結晶化しやすい薬剤
（糖質補給剤等）を使用しないでください。
(7)輸液セットのローラークランプを閉じ、輸液セットを輸液
バッグに接続します。患者から約60cmの高さにバッグをつ
るします。この高さは充填するのに約45mmHg（6kPa）の圧
力を与えます。
(8)点滴筒をつまみ、点滴筒に半分ほどフラッシュ溶液を満た
します。ローラークランプを開放します。
(9)スナップタブを引っ張るとフラッシュ溶液が流れ、スナッ
プタブを放すと止まります。
(10)センサ本体の活栓のハンドルを回してセンサベントポート
を開きます。フラッシュ液を最初にセンサ本体内に入れて
センサベントポートから排出し、適切な活栓のハンドルを
回してキットの残りの部分を通します。全ての気泡を除去
します。
注意：セットアップ中に生じた気泡によって、圧力波形の
激しい歪みまたは空気塞栓が生じる場合があります。
＊ (11)活栓サイドポートの全ての開放型ルアーキャップを閉鎖型
ルアーキャップに付け替えます。
＊ 注意：開放型ルアーキャップのまま使用すると、血液およ
び薬液漏れ、空気混入、感染のおそれがあります。
(12)適切なクランプおよびホルダを使用して、センサ本体をIV
ポールに取り付けます。センサ本体をホルダにパチンとは
めます。
(13)輸液バッグを加圧します。流速はフラッシュ装置に加わる
圧力によって変化します。輸液バッグを300mmHg（40kPa）
まで加圧した場合、流速は、3±1mL/hrです。
(14)あらかじめ輸液で満たしたカテーテルに、キットの患者側
末端オスルアーコネクタをしっかり接続します。
(15)医療機関の規定に従って、システムをフラッシュします。
注意：急速フラッシュ操作後、点滴筒を観察し、所定の連
続した流量であるか確認してください（【使用上の注
意】不具合・有害事象参照）。

4.定期的保守：
センサ本体と血圧監視装置のゼロバランス調整と校正の頻度、
および圧モニタリングラインの交換と日常の維持管理につい
ては、医療機関の規定および手順に従ってください。動脈圧
心拍出量測定センサはあらかじめ校正されており、経時変動
は無視できる程度のものです（仕様参照）
。
(1)患者の体位が変わる度に、ゼロバランス調整を行います。
＊ 注意：ゼロ点を再確認する、または精度の確認を行う際は、
センサ本体のセンサベントポートを大気に開放する
前に、閉鎖型ルアーキャップが外されていることを
確認してください。
(2)定期的に気泡がないか流路をチェックします。また、ライ
ンと活栓の接続部等が確実に締められていることを確認し
てください。
(3)所定の連続した流量であるか定期的に点滴筒を観察してく
ださい。
マクロドリップタイプ：20滴で約1mL
（60秒で1滴落ちれば1時間で約3mL
流れていることになります。
）
(4)輸液バッグへの加圧は定期的にチェックしてください。
(5)本品の接続部位に過度の引っ張り、またはねじれ応力が加
わっていないことを確認してください。また、ルアー接続
部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩みが生じるこ
とがありますので注意して使用してください。
Ⅱ．フロートラック

センサーVAMP採血リザーバー付 キット
ςΎȜΨίρϋΐλ!

ςΎȜΨ!
ΏȜσ!
ۛ৪௰!
ϋίςϋΈͼΠ!

ٳΨσή! ςΎȜΨ!
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1.セットアップ：
(1)前述の「Ⅰ．フロートラック センサー キット」の「1.
セットアップ」の（1）～（9）を参考として、ラインをフ
ラッシュする前までの準備を行います。
(2)リザーバプランジャが閉じてロックされた位置に下りてい
ることを確認します。
(3)センサ本体の活栓のハンドルを回してセンサベントポート
を開きます。
フラッシュ液を最初にセンサ本体内に入れてセンサベント
ポートから排出します。
＊ (4)活栓サイドポートの全ての開放型ルアーキャップを閉鎖型
ルアーキャップに付け替えます。
＊ 注意：開放型ルアーキャップのまま使用すると、血液およ
び薬液漏れ、空気混入、感染のおそれがあります。
(5)V A M P キ ッ ト に 充 填 す る に は 、 開 閉 バ ル ブ の ハ ン ド ル が
チューブと並行になっていることにより開閉バルブが開放
位置にあることを確認します。プランジャ彎曲部でリザー
バを持ち、リザーバが上向きの垂直位置で、サンプリング
サイトがリザーバの上約45度にあるようにキットを向けま
す。
この位置で、プランジャ彎曲部を軽く摘んで持ち、そのま
ま流路が広くなるように少しプランジャを引き、キットの
残りの部分にゆっくりフラッシュ溶液を通します。キット
が充填されたら、プランジャを閉じ彎曲部を放します。
注意：空気塞栓のリスクを軽減するために全ての気泡を除
きます。
(6)適切なクランプとホルダを使用して、センサをIVポールに
取り付けます。センサをホルダにパチンとはめます。

2.ゼロバランス調整および校正：
(1)センサ本体のセンサベントポート（液体－大気接点）の位
置を圧力測定する心房／心室と同じ高さに調整します。例
えば、心臓のモニタリングにおいては、右心房の位置でゼ
ロにします。これは、中腋窩線と第4肋間腔の交点
（Phlebostatic axis）にあります。
＊ (2)センサ本体の活栓の閉鎖型ルアーキャップを外し、活栓の
ハンドルを回してセンサベントポートを大気開放します。
(3)読みがゼロとなるよう血圧監視装置を調整します。
＊ (4)センサベントポートを閉じ、閉鎖型ルアーキャップを再び
付けます。
(5)システムは、圧力モニタリングを開始する用意ができまし
た。
3.ダイナミックレスポンス テスト：
オシロスコープまたは血圧監視装置上の圧力波形を見て、シ
ステムダイナミックレスポンスを評価することができます。
カテーテル、血圧監視装置、キットおよびセンサシステムの
ダイナミックレスポンスの決定は、キットがフラッシュされ、
患者に接続され、ゼロバランス調整され、そして校正された
後、ベッドサイドで行われます。スナップタブを引き、すぐ
に放すことで矩形波試験を行うことができます。
注意：ダイナミックレスポンスの不良は、気泡、凝固、長過
ぎるチューブ、過度に柔軟なチューブ、内径の細い
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(7)医療機関の規定に従いリザーバを患者の腕または、適切な
クランプとホルダを用いてIVポールにセットします（図6）
。
(8)輸液バッグを加圧します。流速はフラッシュ装置に加わる
圧力により変化します。輸液バッグを300mmHg（40kPa）ま
で加圧した場合、流速は、3±1mL/hrです。
(9)あらかじめ輸液で満たしたカテーテルに、キットの患者側
末端オスルアーコネクタをしっかり接続します。
(10)医療機関の規定に従って、システムをフラッシュします。
注意：急速フラッシュ操作後、点滴筒を観察し、所定の連
続した流量であるか確認してください（【使用上の注
意】不具合・有害事象参照）。
(11)前述の「Ⅰ．フロートラック センサー キット」の「2.ゼ
ロバランス調整および校正」を参考として、ゼロバランス
調整等を行ってください。
(12)また、ダイナミックレスポンス テストおよび定期的保守
についても、前述の「Ⅰ．フロートラック センサー キッ
ト」の当該手順を参考としてください。

C!
!ςΎȜΨ!
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＊ (4)採血するには、別売りされている、単体のVAMPカニューレ

と別シリンジの組み合わせを使用します。
(5)無菌的操作で、VAMPカニューレの一次包装を開けます。
(6)VAMPカニューレの内側が汚染されないように取り出します。

ͺȜθζ;ϋΠ!
εȜσζ;ϋΠ!

9!WBNQΣνȜτ

(7)VAMPカニューレのルアーロックをシリンジのルアーチップ
に合わせて、VAMPカニューレをシリンジに取り付け、固定
されるまで捻ります。
(8)シリンジのプランジャがシリンジ外筒の底まで押し下げら
れていることを確認します。
(9)カニューレをサンプリングサイトに差し、必要量の血液を
シリンジの中に引きます（図9）
。

7!

2.採血操作：
＊ 注意：医療機関の手順に従い、患者の症状、および体重に応

じて、必要量のフラッシュ溶液を吸引してください。予
備吸引量は、サンプリングサイトまで血液が到達した際
のリザーバ内の溶液量の2倍以上です。凝固検査を行う
場合は、追加の予備吸引量が必要となります。

ΣνȜτັ!
Ώςϋΐ!

採血では様々な技法が使用できますが、医療機関の手助けと
して、次のようなガイドラインを提供致します。
VAMP採血システムを用いての採血には2通りの方法が使用でき
ます。方法1は、シリンジ／VAMPカニューレとトランスファー
ユニットを用います。方法2は、ラインから直接採血する方法
で、VAMPカニューレ付トランスファーユニットを用います。

ۛ৪௰!

ϋίςϋΈͼΠ!
:!

方法1を用いた採血
(1)リザーバプランジャ彎曲部を軽く摘みます。プランジャが
止まり容量の5mLになるまで、滑らかにかつ均一にプラン
ジャを引き上げます（図7A）
。
注意：引きが困難な場合、カテーテルの閉塞やラインの不
具合をチェックしてください。
注意：吸引速度が過度に速い場合、一時的な陰圧状態にな
り、リザーバ内やラインに気泡が発生したり、外部
より空気を吸い込む可能性があるため、完全な開放
位置までリザーバプランジャを引く推奨時間は3～5
秒です。
(2)ラインがクリアできるだけの血液が吸引されたら、リザー
バの開閉バルブのハンドルをチューブに垂直になるまで回
し、開閉バルブを閉じます。これで血液サンプルがリザー
バからでなく患者から採取されることになります。
(3)医療機関の規定に従い、サンプリングサイトをアルコール
またはポビドンヨード消毒液で拭きます。

注意：引きが困難な場合、カテーテルの閉塞やラインの不
具合をチェックしてください。
(10)シリンジ／カニューレをサンプリングサイトから真っ直ぐ
に引き出して取り外します。
注意：引き抜くときに、シリンジを回さないでください。
(11)採血したら、チューブと並行になるようにハンドルを90度
回して開閉バルブを開きます。
(12)リザーバプランジャが完全に閉じた位置でロックされ、リ
ザーバ内の全ての溶液がラインへ再注輸されるまで、プラ
ンジャを滑らかにかつ均等に押し下げます（図7B）
。
注意：リザーバ内やラインに過剰の圧力が加わり、血液
リークの要因になるおそれがあるため、完全に閉じ
た位置までリザーバプランジャを押すのに推奨する
時間は、3～5秒です。
注意：リザーバ内を3分以上血液で充填した状態にしないこ
とを推奨します。
(13)サンプリングポートに残った過剰の血液を取り除けるよう
に、ラインをフラッシュし、また、サンプリングサイトを
拭きます。
方法2を用いた採血
(1)リザーバプランジャ彎曲部を軽く摘みます。プランジャが
止まり容量の5mLになるまで、滑らかにかつ均一にプラン
ジャを引き上げます（図7A）
。
注意：引きが困難な場合、カテーテルの閉塞やラインの不
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具合をチェックしてください。
＊＊ Ⅲ．フロートラック センサーVAMP Optima採血リザーバー付
注意：吸引速度が過度に速い場合、一時的な陰圧状態にな
キット
り、リザーバ内やラインに気泡が発生したり、外部 ＊＊
1.セットアップ
より空気を吸い込む可能性があるため、完全な開放 ＊＊
(1)キットに圧トランスデューサが含まれていない場合には、
位置までリザーバプランジャを引く推奨時間は3～5
保護キャップを外して末端のメスルアーロックコネクタを
秒です。
センサ本体のオスルアーコネクタに接続します。
(2)ラインがクリアできるだけの血液が吸引されたら、リザー ＊＊
(2)前述の「Ⅰ．フロートラック センサー キット」の「1.
バの開閉バルブのハンドルをチューブに垂直になるまで回
セットアップ」の（1）～（9）を参考として、ラインをフ
し、開閉バルブを閉じます。これで血液サンプルがリザー
ラッシュする前までの準備を行います。
バからでなく患者から採取されることになります。
＊＊ 注意：接続箇所が濡れていると締まり過ぎることがありま
(3)医療機関の規定に従い、サンプリングサイトをアルコール
す。接続箇所を締め過ぎた場合、亀裂や漏れを起こ
またはポビドンヨード消毒液で拭きます。
すことがあります。
＊
＊＊ (3)VAMP Optima採血リザーバー（以下、リザーバ）のプラン
૯ߗनࠬ!ۯ
ジャが閉じてロックされた位置になるまで、プランジャを
押し込みます（図17）。プランジャが閉じてロックされた位
置にあることを確認します。
＊＊ (4)リザーバの三方活栓をフラッシュ／プライミング側に切り
替えます（図11）。続いて、LASSサンプリングサイト（以
ΣνȜτັ!
下、サンプリングサイト）のハンドルがフラッシュ／プラ
ΠρϋΑέȜ!
ξΣΛΠ!
イミングポジションになっていることを確認します（図
ϋίςϋΈ!
15）。さらに、プランジャが下側を向き、サンプリングサイ
ͼΠ!
トがリザーバの上方約45度に位置するように本品を配置し
ます。
21
!

(4)カニューレ付トランスファーユニットを用意し、次の手順
で採血します。
1)無菌的操作で、カニューレ付トランスファーユニットを
一次包装から取り出します。
2)カニューレがしっかりトランスファーユニットに固定さ ＊＊
れていることを確認します。
3)サンプリングサイトが上向きになるように、患者の腕の
位置を決めます。
4)トランスファーユニットのカニューレをサンプリングサ
23 ϋίςϋΈεΐΏοϋ
22 έρΛΏνȟίρͼηϋΈεΐΏοϋ!
Ȫۛ৪௰ͬङȫ
イトに差します。
Ȫ̳͓͈̀εȜΠ̦ၠႹͅచ̱̀ٳ༶̯ͦͥȫ
5)真空採血管をトランスファーユニット口に差し込み、内
部針が真空採血管のゴム栓に突き刺さるまで押し込みま
す。
注意：真空採血管内容物（空気を含む）が流路へ逆流す
ることを防ぐために、許容量一杯になる前に真空
採血管を取り外してください。
＊＊
6)必要量の血液を満たします。
注意：引きが困難な場合、カテーテルの閉塞やラインの
不具合をチェックしてください。
7)患者血液の検査要求事項に従い、上記手順5)と6)を繰り
25 գκΣΗςϋΈεΐΏοϋ
24 ֨ݟȟठಕවεΐΏοϋ
Ȫ२༷͈ڰΧϋΡσષ͈ႂρͼῧ
返します。
ȪΠρϋΑΟνȜȟסΨΛΈ௰ͬङȫ
ڰષ໐͈ႂΖȜϋ̵ࣣͬͩͥȫ
8)採血を終えるときは、最初に真空採血管を取り外し、そ
＊＊
の後トランスファーユニットのカニューレをしっかりつ
かんで真っ直ぐに引き抜きます。
注意：トランスファーユニットを回したり、真空採血管
をつけたまま引き抜かないでください。
(5)採血したら、チューブと並行になるようにハンドルを90度
回して開閉バルブを開きます。
ΠρϋΑ
(6)リザーバプランジャが完全に閉じた位置でロックされ、リ
ۛ৪௰
ΟνȜ௰
ザーバ内の全ての溶液がラインへ再注輸されるまで、プラ
ンジャを滑らかにかつ均等に押し下げます（図7B）
。
注意：リザーバ内やラインに過剰の圧力が加わり、血液
26 έρΛΏνȟίρͼηϋΈεΐΏοϋ
リークの要因になるおそれがあるため、完全に閉じ
た位置までリザーバプランジャを押すのに推奨する
＊＊ (5)フラッシュ溶液に圧力をかけずに、キットを輸液バッグに
時間は、3～5秒です。
接続します。センサ本体の活栓のハンドルを回してセンサ
注意：リザーバ内を3分以上血液で充填した状態にしないこ
ベントポートを開きます。重力でフラッシュ液を最初にセ
とを推奨します。
ンサ本体内に入れてセンサベントポートから排出します。
(7)サンプリングポートに残った過剰の血液を取り除けるよう
＊＊ (6)活栓サイドポートの開放型ルアーキャップを閉鎖型ルアー
に、ラインをフラッシュし、また、サンプリングサイトを
キャップに付け替えます。
拭きます。
＊＊ (7)リザーバの三方活栓をサンプリングポジション（患者側を
閉塞）にし、リザーバ内部を満たします（図12）。ゆっくり
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とリザーバを12mLまで満たし、三方活栓を吸引／再注入ポ
ケットからリザーバを取り外します。リザーバを片手で持
ジション（トランスデューサ／輸液バッグ側を閉鎖）にし
ち、プランジャのロックを外します。プランジャが止まり、
ます（図13）。全ての気泡がリザーバから出るようにリザー
リザーバがその許容量の12mLになるまで、プランジャを引
バ内の溶液を押し出します。空気塞栓や圧力信号の喪失を
き、リザーバを溶液で満たします。
＊＊ 注意：引きが困難な場合、カテーテルの閉塞やラインの不
防止するため、全ての気泡が除けるまでこの操作を繰り返
します。
具合をチェックしてください。
＊＊ (8)リザーバの三方活栓を圧モニタリングポジションにしてリ
＊＊ 注意：推奨するリザーバの充填時間は、1mLあたり約1秒で
ザーバ側を閉鎖します（図14）。その後、重力でライン内を
す。その際、リザーバプランジャを真っ直ぐに引い
満たします。サンプリングサイトがリザーバの上約45度に
てください。
＊＊ (2)必要な量をリザーバに引いたら、後述の「3. 採血操作」で
あるようにキットを向け、気泡抜きを行います。
＊＊ (9)輸液バッグを加圧します。流速はフラッシュ装置に加わる
概説する方法の一つに従って採血します。
圧力によって変化します。輸液バッグを300mmHg (40kPa)ま
＊＊ 3.採血操作（LASSサンプリングサイトを含むキット）
で加圧した場合、流速は3±1mL/hrです。
＊＊ (10)あらかじめ輸液で満たしたカテーテルに、キットの患者末
＊＊ 採血では様々な技法が使用できますが、医療機関の手助けと
端オスルアーコネクタをしっかり接続します。医療機関の
して、次のようなガイドラインを推奨します。LASSサンプリ
規定に従って、システムをフラッシュします。
ングサイトを用いての採血には2通りの方法が使用できます。
＊＊ 注意：急速フラッシュ操作後、点滴筒を観察し、所定の連
方法1は、シリンジとトランスファーユニットを用います。方
法2は、ラインから直接採血する方法で、ルアーロック／ル
続した流量であるか確認してください（【使用上の注
意】不具合・有害事象参照）。
アースリップ対応型血液トランスファーユニットを用います。
＊＊ (11)前述の「Ⅰ．フロートラック センサー キット」の「2.
＊＊ 方法1を用いた採血
ゼロバランス調整および校正」を参考として、ゼロバラン
＊＊ (1)
ス調整等を行います。
「2.採血準備における予備吸引」に従って採血の準備をしま
＊＊ (12)また、ダイナミックレスポンス テストおよび定期的保守
す。
＊＊ 注意：挿入および抜去後にサンプリングサイトの隔壁がつ
についても、前述の「Ⅰ．フロートラック センサー キッ
ト」の当該手順を参考としてください。
ぶれるのを防ぐため、採血には、ISO 80369-7（もし
くはISO-594）に適合する採血用シリンジを使用して
＊＊ 2.採血準備における予備吸引方法
ください。
＊＊ 注意：医療機関の手順に従い、患者の症状、および体重に応
＊＊ (2)サンプリングサイトがサンプリングポジションになってい
じて、必要量のフラッシュ溶液を吸引してください。
ることを確認します（図18）
。
予備吸引量は、患者接続部からサンプリングサイトま ＊＊
での回路容量の2倍以上です。凝固検査を行う場合は、
追加の予備吸引量が必要となります。
＊＊ VAMP Optima採血リザーバーにラインの予備吸引をするには2

つの方法が使用できます。
ΠρϋΑ
ΟνȜ௰

＊＊ 片手ポールマウント法

ۛ৪௰

＊＊ (1)リザーバの三方活栓を吸引／再注入ポジション（トランス

デューサ／輸液バッグ側を閉鎖）にします（図13）。専用
ディスポーザブル圧力トランスデューサホルダにセットさ
れたリザーバのプランジャロックを外します。プランジャ
が止まり、リザーバがその許容量の12mLになるまで、プラ
ンジャとリザーバエクステンションフィンガーホールドを
挟むことでプランジャを引き、滑らかにかつ均等にリザー
バ内を溶液で満たします（図16）
。
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＊＊ (3)医療機関の規定に従って、アルコール系の消毒剤でサンプ

リングサイトを拭きます。
＊＊ 注意：ニードルまたはニードルレスカニューレをサンプリ

ングサイトに挿入しないでください。
＊＊ (4)シリンジをサンプリングサイトに慎重に接続してください。

シリンジを真っ直ぐにした状態で、時計回りに回転させな
がらサンプリングサイトにゆっくりと押し込み、完全に固
定されるまで挿入します（図19）
。
＊＊

＊＊

ςΎȜΨٜͬ༶̳ͥ
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＊＊ 注意：引きが困難な場合、カテーテルの閉塞やラインの不

具合をチェックしてください。
＊＊ 注意：推奨するリザーバの充填時間は、1mLあたり約1秒で
す。その際、リザーバプランジャを真っ直ぐに引い
てください。
＊＊ (2)必要な量をリザーバに引いたら、後述の「3. 採血操作」で
概説する方法の一つに従って採血します。
＊＊ シリンジを手で持つ方法
＊＊ (1)リザーバの三方活栓を吸引／再注入ポジション（トランス

デューサ／輸液バッグ側を閉鎖）にします（図13）。ブラ

2:
＊＊ 注意：シリンジを斜めにした状態で挿入しないでください。
＊＊ 注意：サンプリングサイトの隔壁のスリットを無理に開け

ようとしないでください。スリットは、シリンジを
接続すると自動的に開くようになっています。
＊＊ 注意：シリンジを接続する際に過度な力をかけないでくだ
さい。
＊＊ (5)採血をします。
＊＊ (6)採血を終えるときは、LASSサンプリングサイトを圧モニタ
リングポジションにします（図20）
。
＊＊ (7)採血したら、シリンジを反時計回りに回転させながら、サ
6/8

ンプリングサイトから抜去します。サンプリングサイトの
まにしないでください。
隔壁は、使用後に閉鎖されます。
＊＊ (8)下記の「リザーバから溶液を戻す際の手順」欄に示す手順 ＊＊ 4.リザーバから溶液を戻す際の手順
＊＊
に従って、患者にリザーバ内の溶液を戻します。
＊＊ (9)ルアーロック／ルアースリップ対応型血液トランスファー
ユニット（以下、血液トランスファーユニット）を用いて、
シリンジ内の血液サンプルを真空採血管に移します。
＊＊ (10)無菌的操作で、血液トランスファーユニットを一次包装か
ら取り出します。
＊＊ (11)全ての接続部がしっかりと固定されていることを確認しま
ΠρϋΑ
ۛ৪௰
ΟνȜ௰
す。
＊＊ (12)血液トランスファーユニットを採血したシリンジに接続し
31 գκΣΗςϋΈεΐΏοϋ
ます。
＊＊ (13)真空採血管を血液トランスファーユニット開口部に差し込
＊＊ (1)リザーバプランジャをゆっくりと押し、1秒あたり約1mLの
み、内部針が真空採血管のゴム栓に突き刺さるまで押し込
速度で血液を排出します。閉鎖／固定ポジションで固定さ
みます。
れるまでリザーバエクステンションを押し込みます（図
＊＊ (14)必要量の血液を満たします。
17）
。
＊＊ (15)必要に応じて「手順13」および「手順14」を繰り返し、別
＊＊ (2)サンプリングサイトおよびリザーバの三方活栓のハンドル
の真空採血管に血液を満たします。
を回して、フラッシュ／プライミング側に切り替えます
＊＊ 注意：リザーバ内を90秒以上血液で充填した状態にしない
（図11、15）。
でください。
＊＊ (3)フロートラック センサーのスナップタブを引き、サンプ
リングサイト、リザーバおよびラインをフラッシュして残
＊＊ 方法2を用いた採血
留血液を除去します。
＊＊ (1)
「2.採血準備における予備吸引」に従って採血の準備をしま
＊＊ (4)ラインを洗浄した後、サンプリングサイトのハンドルを圧
す。
モニタリング側に戻します（図20）。リザーバの三方活栓の
＊＊ 注意：挿入および抜去後にサンプリングサイトの隔壁がつ
ハンドルを回して圧モニタリング側に切り替えます（図
ぶれるのを防ぐため、採血には、ISO 80369-7（もし
14）
。
くはISO-594）に適合する採血用シリンジを使用して
＊＊ 注意：サンプリングサイトおよびリザーバの三方活栓を圧
ください。
モニタリング側にしない場合、圧力信号のダイナ
＊＊ (2)サンプリングサイトがサンプリングポジションになってい
ミックレスポンスに悪影響を及ぼします。
ることを確認します（図18）
。
＊＊ (5)医療機関の規定に従って、サンプリングサイトに血液が
＊＊ (3)医療機関の規定に従って、アルコール系の消毒剤でサンプ
残っていないようによく拭き取ってください。
リングサイトを拭きます。
＊＊ 注意：ニードルまたはニードルレスカニューレをサンプリ
ングサイトに挿入しないでください。
＊＊
＊【使用上の注意】
＊＊ (4)ルアーロック／ルアースリップ対応型血液トランスファー
重要な基本的注意
ユニットをサンプリングサイトに慎重に接続します。血液
＊ 1.高分子材料を冒す局所クリームや軟膏と接触させないように
トランスファーユニットを真っ直ぐにした状態で、時計回
してください。[製品に影響を及ぼす可能性があります。]
りに回転させながらサンプリングサイトにゆっくりと押し
2.脂肪乳剤および脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成
込み、完全に固定されるまで挿入します。
分、界面活性剤またはアルコール等の溶解補助剤などを含む
＊＊ 注意：血液トランスファーユニットを斜めにした状態で挿
医薬品を投与する場合およびアルコールを含む消毒剤を使用
入しないでください。
する場合は、構成品のひび割れについて注意してください。
＊＊ 注意：サンプリングサイトの隔壁のスリットを無理に開け
［薬液により構成品にひび割れが生じ、血液および薬液漏れ、
ようとしないでください。スリットは、血液トラン
空気混入等の可能性があります。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、
スファーユニットを接続すると自動的に開くように
抗悪性腫瘍剤および免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量
なっています。
が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性があります。
＊＊ 注意：血液トランスファーユニットを接続する際に過度な
なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付けおよび増し
力をかけないでください。
締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となります。
］
＊＊ (5)真空採血管を血液トランスファーユニットの開放端に差し
3.
フロートラック
センサーキットの変更は、ダイナミックレ
込み、血液トランスファーユニットの内部針が真空採血管
スポンスを低下させ血行動態モニタリング性能を損なう可能
のゴム栓に突き刺さるまで押し込んで必要量の血液を満た
性があります。
します。
4.
脳せき（脊）髄液圧測定に用いている圧モニタリング用
＊＊ 注意：真空採血管の内容物（空気を含む）が流路から逆流
チューブセットの流路切替えを行って他の圧力測定に用いな
するのを防ぐため、最大許容量に達する前に真空採
いでください。また、他の圧力測定に用いている圧力モニタ
血管を取り外してください。
リング用チューブセットの流路切替えを行って脳せき（脊）
＊＊ (6)必要に応じて「手順5」を繰り返し、別の真空採血管に血液
髄液圧測定に用いないでください。
を満たします。
＊ 5.異常血圧の読み取りは患者の臨床的発現と相関します。治療
＊＊ 注意：血液サンプルの引きが困難な場合は、カテーテルの
を開始する前に既知の圧力値でセンサの機能を確認してくだ
閉塞やラインの不具合をチェックしてください。
さい。
＊＊ (7)採血を終えるときは、LASSサンプリングサイトを圧モニタ
＊ 6.電気的接続部を液体と接触させないでください。
［圧力波形が
リングポジションにします（図20）
。
出力されなかったり、変動する原因となります。
］
＊＊ (8)最初に真空採血管を取り外し、その後血液トランスファー
＊＊ 7.MRI安全性情報
ユニットを反時計回りに回転させながら、サンプリングサ
＊＊ ・フロートラック センサー本体
イトから抜去します。サンプリングサイトの隔壁は、使用
＊＊ 米国材料試験協会（ASTM International）の規格F2503－
後に閉鎖されます。
13.Standard Practice for Marking Medical Devices and
＊＊ 注意：クリアリング液を90秒間以上リザーバ内に入れたま
7/8

Other Items for Safety in the Magnetic Resonance
Environmentに規定された用語に従い、次の条件下で、フロー
トラック センサー本体はMR Conditional（MRでは条件付）
と判断されました。
＊＊ 非臨床的試験により、次の条件下で、フロートラック セン
サー本体はMR Conditional（MRでは条件付）と確認されまし
た。
＊ 3テスラ以下の静磁場
＊＊ 最も高い空間的傾斜磁場で4,000gauss/cm（40T/m）以下
＊＊ 付属のケーブルを含むフロートラック センサー本体はMRシ
ステムのボア内での使用を意図しておりません。患者への深
刻な健康被害を避けるため、患者に接触させないでください。
＊＊ 付属のケーブルを含むフロートラック センサー本体はMRI検
査室内に持ち込むことはできますが、MRI検査時には使用する
ことも圧モニタリングシステムへの接続もできません。
＊＊ フロートラック センサー本体に接続されているチューブは
MR Safeに区分され、MRI検査時にMRシステムボア内に留置で
きます。
＊＊ ・VAMP採血リザーバー
＊＊ VAMP採血リザーバーはMR Safeに区分されます。
＊＊ ・VAMP Optima採血リザーバー
＊＊ 非臨床的試験により、次の条件下で、VAMP Optima採血リザー
バーはMR Conditional（MRでは条件付）と確認されました。
＊＊ 3テスラ以下の静磁場
＊＊ VAMP Optima採血リザーバーはMRシステムのボアの外側に配置
し、MRI検査時に患者に接触させないでください。
＊＊ MRI検査前に、VAMP Optima採血リザーバーを固定してくださ
い（例：テープによる固定）
。
＊＊ 付属装置のMR安全性が不明な場合、それらをMR Unsafeと想定

量を生じることがあります。これは危険な血圧上昇と輸液
の過剰投与をきたす可能性があります。
＊ 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
＊ 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ

（2－エチルヘキシル）が溶出するおそれがあります。妊婦、授
乳婦への適用については代替品の使用を検討してください。
＊ その他の注意
＊ IEC 60601-1への適合性は、フロートラック

センサーが耐除細
動形CF形の入力コネクタを持つ患者モニタまたは装置に接続さ
れたときのみ維持されます。他社製の患者モニタまたは装置の
使用を試みる場合は、IEC 60601-1適合機器であること、および
フロートラック センサーへの適合性のある機器であることを
確認してください。確認を怠った場合は、患者または使用者へ
の電撃のリスクが増加する可能性があります。

＊【保管方法及び有効期間等】

保管方法
＊ 涼しく乾燥した場所に保管してください。
＊ 温度：0-40℃、湿度：5-90%RH

使用期間
米国CDC（疾病管理センター）は96時間毎に単回使用圧トランス
デューサを交換することを推奨しています。センサ本体を交換
する際に、輸液セット、コネクタチューブ、活栓およびフラッ
シュ溶液等も含めて、他の構成品も交換してください。
有効期間
＊ 24カ月

し、MR環境に入れることを許可しないようにしてください。
＊ 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）
＊ 併用禁忌（併用しないこと）
＊ 医療機器の名称等

臨床症状・措置方法 機序・危険因子

＊ 輸液ポンプ

本品と組み合わせて 流路内にフラッシュ
使用しないこと。
溶液が規定の流量を
超えて流れるおそれ
がある。

＊ 金属針

クローズドシステム
のサンプリングサイ
トには金属針を用い
ないこと。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

エドワーズライフサイエンス株式会社
電話番号：03－6894－0500（顧客窓口センター）
＊ 設計を行う外国製造業者（国名）：
エドワーズライフサイエンス社（米国）
Edwards Lifesciences LLC

サンプリングサイト
を破損させ、薬液漏
れや汚染のおそれが
ある。

不具合・有害事象
重大な有害事象
1.敗血症／感染症
圧モニタリングラインの汚染により感染を生じることがあ ＊＊ Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、エドワーズライフサイエンス、定型化されたEロゴ、
FloTrac、フロートラック、VAMP、ヴァンプおよびVAMP OptimaはEdwards Lifesciences Corporationの商
ります。敗血症および菌血症のリスク増加は、採血、輸液
標です。その他の商標は全てそれぞれの商標権者に帰属します。
灌注やカテーテル関連の血栓症と関連づけられています。
2.空気塞栓
＊＊ 本品は、以下の複数の米国特許7,220,230; 7,422,562の下、製造および販売を行っており、諸外国の特許
にも対応しています。追加の特許は出願中です。
不注意によって活栓が開放されたままであったり、圧モニ
タリングラインの偶発的な外れ、またはフラッシング残存
気泡により患者の体内に空気が入ることがあります。
3.血圧読み取り異常
適切な校正の失効、接続の緩みやシステム中の気泡により、
血圧の読み取りが急変したり激変する場合があります。
その他の有害事象
1.カテーテルでの血液凝固、および血液の逆流
フラッシュ装置が患者の血圧と比較して適切に加圧されて
いない場合、血液の逆流やカテーテルの血液凝固が起こる
場合があります。
2.過剰注入
＊ 300mmHg（40kPa）以上の圧力がかかることにより過度の流
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