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お使いのフィルター付き
延長チューブをご確認ください

A BType Type

Aタイプ（スミスメディカル・ジャパン社製）の
フィルター付延長チューブをお使いの方は、
P4のContentsをご覧ください。

Bタイプ（ニプロ社製）のフィルター付延長
チューブをお使いの方は、P6のContentsをご
覧ください。

どっち？

P4のコンテンツへ P6のコンテンツへ
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（間違いを防ぐため、最初にP83～138をこの冊子から取りはずしてください。）

Aタイプ（スミスメディカル・ジャパン社製）の
フィルター付延長チューブをお使いの方は、
こちらのページをご覧ください。

この冊子の使い方 8

在宅療法で特に注意しなければならないこと 10

トレプロストの持続静脈内投与療法 12

入院治療から在宅療法までの流れ 13

在宅療法支援会社のサポートの一例 13

用意する薬剤および用具について 14

使用済みのビン、シリンジ、注射針などの廃棄について 17

8はじめに

2

3

4
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21Ⅱ．薬液の調製とフィルター付
延長チューブの
交換

ContentsA

18薬液交換前の
準備

START

Ⅰ．
1

2

3

手洗い 19

作業台の消毒 20

薬剤および用具の準備 20

1

● 薬液・カセット・フィルター付延長チューブ・ポンプを交換する場合の手順です。

薬液と調製液をカセットに注入する。 24

カセットとフィルター付延長チューブをつなぐ。 40

薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。 41

これから使用するポンプを設定する。 43

ポンプをスタートさせる準備をする。 47
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作業内容の目安
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目

（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日
薬液の調製とフィルター付き延長チューブの交換 ● ●
薬液の調製と交換 ● ● ● ●
カテーテル挿入部の消毒 1～ 3日に1回、適宜（入浴後は必ず実施し、常に清潔を保つ）

1

2

139

手洗いと消毒 140

カテーテル挿入部の消毒 142

Ⅳ．カテーテル挿入部の消毒

145
カテーテル感染 145

カテーテル・チューブのトラブル 145

体調の異変 146

トレプロストの副作用 147

ポンプのアラーム一覧表 148

連絡先   150 

緊急時の対応Ⅴ．

1

2

3

4

52Ⅲ．薬液の調製と交換 ● 薬液・カセット・ポンプを交換する場合の手順です。

薬液と調製液をカセットに注入する。 55

薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。 71

これから使用するポンプを設定する。 73

ポンプをスタートさせる準備をする。 77

8日目終了後は最初から繰返します
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（間違いを防ぐため、最初にP21～ 82をこの冊子から取りはずしてください。）

Bタイプ（ニプロ社製）の
フィルター付延長チューブをお使いの方は、
こちらのページをご覧ください。

この冊子の使い方 8

在宅療法で特に注意しなければならないこと 10

トレプロストの持続静脈内投与療法 12

入院治療から在宅療法までの流れ 13

在宅療法支援会社のサポートの一例 13

用意する薬剤および用具について 14

使用済みのビン、シリンジ、注射針などの廃棄について 17

8はじめに

ContentsB

18薬液交換前の
準備

START

Ⅰ．
1

2

3

手洗い 19

作業台の消毒 20

薬剤および用具の準備 20

1

2

3

4

5

83Ⅱ．薬液の調製とフィルター付
延長チューブの
交換

● 薬液・カセット・フィルター付延長チューブ・ポンプを交換する場合の手順です。

カセットとフィルター付延長チューブをつなぐ。 86

薬液と調製液をカセットに注入する。 87

薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。 100

これから使用するポンプを設定する。 102

ポンプをスタートさせる準備をする。 106
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145
カテーテル感染 145

カテーテル・チューブのトラブル 145

体調の異変 146

トレプロストの副作用 147

ポンプのアラーム一覧表 148

連絡先   150

緊急時の対応Ⅴ．

1

2

139

手洗いと消毒 140

カテーテル挿入部の消毒 142

Ⅳ．カテーテル挿入部の消毒

111Ⅲ．薬液の調製と補充

6

5

2

1

3

4

● 薬液・ポンプを交換する場合の手順です。

薬液と調製液をシリンジに取る。 114

残った薬液を抜き取る。 123

薬液と調製液をカセットに注入する。 126

薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。 131

これから使用するポンプを設定する。 133

ポンプをスタートさせる準備をする。 137

作業内容の目安
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目

（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日（　）曜日
薬液の調製とフィルター付き延長チューブの交換 ● ●
薬液の調製と交換 ● ● ● ●
カテーテル挿入部の消毒 1～ 3日に1回、適宜（入浴後は必ず実施し、常に清潔を保つ）

8日目終了後は最初から繰返します
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この冊子の使い方

　医療機関で十分なトレーニングを受けることで、多くの場合に在宅でのトレプロス
ト療法が可能になります。
　この冊子は、在宅療法を間違いなく安全に行えるように薬液の用意やポンプの操
作方法などを図解しながら、できるだけ実際の手順に則して説明しています。
　在宅療法開始後は、この冊子をいつでも見られるところに置いて活用していただく
とともに、家族や介助をされる方にも読んでいただくようお願いいたします。

この冊子の目的1

　この冊子は、一般的な手順を掲載しています。
　医療機関によって、手順が一部異なる場合がありますので、各医療機関の指示に
従ってください。また、異なる箇所や注意すべき箇所は、間違いのないようにこの冊
子に書き込んでください。

各医療機関の指示に従いましょう2

　使用するフィルター付延長チューブは2種類あり、それぞれのフィルター付延長
チューブで手順が異なります。
　この冊子には、それぞれの手順が掲載されています。
　使用するフィルター付延長チューブではないページは、間違いを防ぐために予め取
りはずしましょう。

不要なページを取りはずしましょう3
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　巻末に医療機関や在宅療法支援会社の連絡先を記載できるようにしています。こ
の冊子を受け取られたら、予期せぬ事態に備えて連絡先を書きとめておきましょう。

連絡先を書きとめておきましょう4

A
P83～138を取りはずしてください。

針がなく、白いスライドクランプが特徴です。

Aタイプ（スミスメディカル・ジャパン社製）の
フィルター付延長チューブをご使用の方

B Bタイプ（ニプロ社製）の
フィルター付延長チューブをご使用の方

P21～ 82を取りはずしてください。

針と緑のクランプが特徴です。
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在宅療法で特に注意しなければならないこと

　トレプロストの在宅持続静脈内投与を行う際に最も注意しなければならないこと
はカテーテル感染です。感染を予防するためには、手洗いや作業台の消毒をていね
いに行って、薬液の調製やカセット、フィルター付延長チューブの交換を行う際には常
に清潔な操作を心がけてください。また、カテーテル挿入部を常に清潔に保ち、入浴
やシャワーの際にカテーテルやフィルター付延長チューブの接合部、フィルター部分
を食品用ラップなどで保護し、水に濡らさないようにすることも重要です。

清潔な操作を心がけましょう1

　カテーテル感染には、皮膚のカテーテル挿入部に細菌が繁殖して起こるトンネル
感染とカテーテルを介して血液中に細菌が侵入する血流感染があります。トンネ
ル感染の場合、カテーテル刺入部からカテーテルにそって、発赤（皮膚が赤くなる）、
痛み、腫れ、滲出液や膿などの異常がみられたり、肩に痛みが現れます。血流感染
の場合、全身のだるさや寒気、発熱などの全身症状が起こります。また、重くなると
敗血症という命を脅かす状態になることもあります。

このような異常や症状が現れたら、かかりつけの医師に連絡して
指示を受けましょう。

カテーテル挿入部の
発赤、痛み、腫れ、
滲出液、膿など

全身のだるさ、寒気、
発熱など
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　自宅で行う主な作業は、次の3つです。
　① 薬液の調製とポンプおよびカセットの交換
　② フィルター付延長チューブの交換
　③ カテーテル挿入部の消毒

在宅療法での作業2

作業頻度の目安3

薬剤の保存および取扱い４

薬液の調製とポンプおよびカセットの交換
2日に1回
（ポンプは2台以上用意し、
  交互に使用してください）

フィルター付延長チューブの交換 4日に1回

カテーテル挿入部の消毒
1～ 3日に1回、適宜
（入浴後は必ず実施し、常に清潔に保つ）

　① 調製（希釈）後の薬剤は48時間以内に投与を終了してください。
　② 薬液交換時に、古い薬液に新しい薬液を追加しないでください。
　③ 使い始めた薬液のビンは30日以内に使用してください。



はじめに
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●トレプロストの投与方法

　トレプロストの持続静脈内投与では、カテーテルを鎖骨下の静脈から心臓に近い
中心静脈まで入れます。カテーテルの反対側は、皮膚の下を通して胸のあたりに出
し、その先に薬液の入ったカセットを装着した携帯型精密輸液ポンプをフィルター付
延長チューブでつないで持続的に薬液を注入します。

トレプロストの持続静脈内投与療法

ポンプ

携帯型精密輸液
ポンプで薬液を
一定速度で注入

カテーテルを
静脈内に留置

カテーテルの
皮下への挿入部
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　トレプロストによる肺動脈性肺高血圧症の治療は長期に及びます。一般的に下記
のような流れで、入院下で治療を行い、症状が安定した後に、自己投与方法のトレー
ニングを完了することにより、在宅療法に移行することができます。

退院後、定期的に通院する

在宅療法に切り替え

患者自らがトレプロスト持続静脈内投与の自己管理が十分に可能で
在宅療法が可能な状態にあると主治医が判断

清潔な操作、薬液の調製、携帯型ポンプの操作方法など自己投与方
法のトレーニングを開始し、習得する

入院加療により、症状が安定し、在宅医療が可能な状態にあると
主治医が判断

入院し、トレプロスト持続静脈内投与を開始する

主治医と患者および家族等の介助者が在宅療法について話し合い、
十分理解し、トレプロストの在宅療法を強く希望する

在宅療法
支援会社

入院治療から在宅療法までの流れ

在宅医療支援会社のサポートの一例

院外処方箋

院外処方箋

在宅医療支援会社

受診
患者

ポンプレンタル契約
（医材料などの申込み）

医療機関

配送

　在宅療法には、在宅医療支援会社によるサポートがあります。

携帯型精密輸液
ポンプ、薬剤、
必要な医療材料・
衛生材料など

トラブル対応
メンテナンス

コールセンターへポンプの
トラブルその他、電話相談
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薬剤
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　薬剤は次の4種類があります。

　トレプロスト®注射液20mg

　トレプロスト®注射液50mg

　トレプロスト®注射液100mg

　トレプロスト®注射液200mg

　使用する薬剤および投与量は患者さんによって異なり、同じ患者
さんでも病状によって変わることがあります。主治医の指示に従っ
て使用してください。

用意する薬剤および用具について

トレプロスト®注射液（薬剤）
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　一般にスミスメディカル・ジャパン社製のCADD-Legacy PLUS

を使用します。ポンプ本体に50mLまたは100mLのメディケーション
カセット（カセット）を取り付けて使用します。
　ポンプは2台以上用意し、交互に使用します。
　また、単3アルカリ乾電池2本とコイン1枚を使用します。

携帯型ポンプおよびカセット

TOP-8100（ポンプ）

ポンプ カセット

コイン単3アルカリ乾電池



はじめに
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調製液（50mL）
（日局注射用水又は日局生理食塩液）

調製液用シリンジ
（ロックタイプ、50mL）

調製液用注射針
（18G、20G1/2）

薬液用注射針
（23G、25G5/8）フィルター付延長チューブ

Bタイプ
（ニプロ社製）

Aタイプ
（スミスメディカル・ジャパン社製）

B

アルコール消毒綿 チューブ固定用テープ

滅菌ガーゼ

薬剤用シリンジ
（ロックタイプ、2.5mL、5mL、10mL）
※調製液の端数を取る際にも使用
します。シリンジは使用する薬液量
に合わせて選択してください。

注射針用廃棄箱

刺入部保護用
ドレッシングテープ

消毒液付滅菌綿棒
（ポピドンヨード、ヘキシジン、
ベンザルコニウムなど）

※医師・看護師の指示に従って使用
   してください。

A



使用済みのビン、シリンジ、注射針などの
廃棄について

　薬液の調製や用具の交換で使用済みとなった薬剤のビン、シリンジ、注
射針などの医療用具の廃棄方法は地域ごとに異なります。通院している
病院やお住まいの自治体に処理の仕方を相談しましょう。

• 薬剤のビン、調製液（容器）
• シリンジ
• 注射針（専用の廃棄箱に入れる）
• メディケーションカセット（カセット）
• フィルター付延長チューブ

　次のものは家庭で廃棄してください。廃棄方法は自治体によって異な
りますので、お住まいの自治体に問い合わせ、その方法に従って廃棄して
ください。

• アルコール消毒綿
• チューブ固定用テープ
• 刺入部保護用ドレッシング（保護テープ）
• 滅菌ガーゼ
• 消毒液付滅菌綿棒
• シリンジなどを包装した袋
• アルカリ乾電池

17



Ⅰ. 薬液交換前の準備
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1  手洗い
2  作業台の消毒
3  薬剤および用具の準備

アルコール消毒綿

準備するもの

【注意】
作業場所は湿気や細菌の少ない清潔な部屋が望ましく、日常的によく清掃しておいてください。
作業中に埃が立たないようエアコンはあらかじめとめてください。ペットを飼っている場合、少
なくとも作業中はペットが入ってこないようにしてください。
作業台（テーブル・ステンレストレイなど）は作業専用のものを用意し、食べ物や飲み物を置か
ないようにしてください。

ペーパータオル
または清潔なタオル手洗い用せっけん
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事前準備

　手洗いは感染を防ぐために重要な作業ですので、せっけんを使い十分な
流水で洗いましょう。

1  手洗い

手首までよく洗います。

親指をもう片方の手で包んで
洗います。

指先をもう片方の手のひらで
もみ洗いします。

手の甲をもう片方の手のひらで
洗います。

手や指の汚れを流水で流し
てから、せっけんをよく泡立
てて手をもみ洗いします。

1

流水でよく洗い流した後、
ペーパータオルまたは清潔
なタオルで拭きます。

2

※洗い終わった手で蛇口を直接触らないようにしてください。

洗い終わった後は顔や髪の毛など、体や周囲のものに触れない
ように注意しましょう。

3

・爪を切る ・時計や指輪をはずす
・衣服の袖口は肘までしっかりと捲り上げる
・長い髪は束ねる ・マスクを着用する



20

　作業台にはステンレス製トレイなどを使用し、アルコール消毒綿で中心か
ら外側へ、円を描くように丁寧に拭きます。2回拭いた後自然乾燥させます。
乾燥させるために、口で吹いたり、手であおいだりしないでください。

　あらかじめ必要な薬剤、用具を準備します。

2  作業台の消毒

3  薬剤および用具の準備

B

A
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薬液・カセット・フィルター付延長チューブ・ポンプを交換する場合の手順です。

※医師の指示に従って、4日に1度を目安に行ってください。

Ⅱ. 薬液の調製と
 フィルター付延長チューブの交換

Aタイプのフィルター付延長チューブをお使いの方のページです。

1  薬液と調製液をカセットに注入する。
2  カセットとフィルター付延長チューブをつなぐ。
3  薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。
4  これから使用するポンプを設定する。
5  ポンプをスタートさせる準備をする。
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保護カバー
（使用しない時は、このカバーを付けて保管します。）

（ここから薬液を注入します。）
側管

カセットロック
（コインを使って、回します。）

カセット 50mLと100mLの2種類があります。

Aタイプのフィルター付延長チューブ

ポンプ

フィルター

スライドクランプ

こちらを体側のカテーテルに
接続します。

液晶画面

数値の確定とリセット

プライミング
（チューブ内空気抜き）

プログラムの数値変更

ポンプの
スタート・ストップ

ロックレベルの切り替え

プログラム画面のスクロール（切り替え）
アラーム音の消音

ポンプ電源の
ONとOFF

こちらをカセットに
接続します。

正面 右側

下面

100mL 50mL

スライドクランプ
付属の赤いキャップ
は使用しません。
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準備するもの

あらかじめ手洗いと作業台の消毒をしてから始めましょう。

※100mLのカセットを使用した場合の作業手順について説明しています。

カセット
（100mL） ポンプ

フィルター付
延長チューブ

紙コップ単3アルカリ乾電池 注射針用廃棄箱

アルコール消毒綿

薬剤用シリンジ、
注射針

コイン

トレプロスト®注射液
（薬剤）

調製液（50mL）
（日局注射用水又は日局生理食塩液）

調製液用シリンジ、
注射針
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1） 薬液をシリンジに取る

薬液のビンのふたを開け、ゴム栓（中央部の円
の部分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓部分には手を触れ
ないでください。

薬液のビンのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針
を取り出します。針を半透明のキャップが付
いたまま、シリンジの先にねじこみます。

【注意】
薬液の必要量に合ったシリンジを使用してくだ
さい。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

シリンジの押子（おしこ：白い不透明なプラス
チック部分）を一杯まで押しこみます。次に押
子を引いて、必要な薬液量（ｍL）の目盛り位
置でとめます。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。

空気を必要な薬液量（mL）の目盛りまで吸いこむ3

1  薬液と調製液をカセットに注入する。
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半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

針のキャップを抜く4

薬液のビンを底が上を向くように持ち、針が
薬液の中にあることを確認します。右手（又は
左手）の親指と人差し指でシリンジを固定し、
押子をゆっくり押して中の空気を全部薬液の
ビンの中に入れます。中指でゆっくりと押子
を元の位置に引いて、薬液をシリンジに移し
ます。

【注意】
ビン内の薬液を泡立てないようにゆっくりと
行ってください。
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

薬液のビンを上にして、シリンジで薬液を吸いこむ6

右手（又は左手）でシリンジを針が下になる
ように持ちます。薬液のビンを作業台の上に
左手（又は右手）でしっかり固定し、針をゴム
栓中央部に上部から垂直に刺し入れます。

薬液のビンのゴム栓にシリンジの針を突き刺す5

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
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薬液のビンをゴム栓が上を向くように戻して
からシリンジを持ち針を抜きます。薬液のビン
はそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

薬液のビンのゴム栓から針を抜く7

シリンジは、キャップを針にかぶせ、そのま
ま作業台に置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

キャップを針に取り付ける8
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2） 調製液をシリンジに取る

調製液A（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Aのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを
取り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れないように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

再び調製液Aを左手（又は右手）で持ち、針を
ゴム栓中央部に刺し入れます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Aのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる3
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シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台の
先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並べて
そのまま置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジを作業台に置く6

調製液Aをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Aのゴム栓から針を抜く5

調製液を底が上を向くように持ち、針が調製
液の中にあることを確認します。左手（又は
右手）で調製液を固定し、右手（又は左手）の
親指と人差し指でシリンジを持ち、中指で
ゆっくりと押子を引いて、50mL全量の調製液
をシリンジに移します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

調製液Aをシリンジに取る4
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3） 調製液の一部をシリンジに取る
※調製液の必要量に小数点以下の端数がない場合はこの操作を行いません。

調製液B（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Bのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針
を取り出します。針を半透明のキャップが付
いたまま、シリンジの先にねじこみます。

【注意】
2.5mLの薬剤用シリンジを使用してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

針のキャップを抜く3
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調製液Bを左手（又は右手）で持ち、針をゴム
栓中央部に刺し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液を底が上を向くように持ち、針が調製
液の中にあることを確認します。左手（又は
右手）で調製液を固定し、右手（又は左手）の
親指と人差し指でシリンジを持ち、中指で
ゆっくりと押子を引いて、必要な調製液のう
ち小数点以下の端数（例えば97.3mLであれば
0.3mL）の調製液をシリンジに移します。

調製液Bをシリンジに取る5

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。
調製液Bはそのまま作業台に置いておきます
（後で使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Bのゴム栓から針を抜く6

シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台
の先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並
べて置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

シリンジを作業台に置く7
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4）残りの調製液をシリンジに取る

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける1

再び調製液Bのゴム栓（中央部の円の部分）を
アルコール消毒綿で消毒します。調製液Bを
左手（又は右手）で持ち、針をゴム栓中央部に
刺し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 
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調製液を底が上を向くように持ち、針が調製液
の中にあることを確認します。左手（又は右手）
で調製液を固定し、右手（又は左手）の親指と
人差し指でシリンジを持ち、中指でゆっくりと
押子を引いて、必要な調製液のうち調製液Aで
取った50mLと最初に取った端数分を引いた
残り（例えば97.3mLであれば97.3－50－0.3＝
47mL）の調製液をシリンジに移します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

調製液Bをシリンジに取る3

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。調製液Bはそ
のまま置いておきます（以降使用しません）。

調製液Bのゴム栓から針を抜く4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台の
先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並べて
そのまま置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジを作業台に置く5
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5）薬液をカセットに移す

薬液を取ったシリンジを作業台から取り上げ
て、シリンジからキャップごと針をはずし、針
はそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

【注意】
針をはずす際シリンジの先端に手を触れないよ
うに注意してください。

薬液を取ったシリンジから針をはずす2

カセットの袋を開封し取り出します。カセット
から出ているチューブ先端にあるキャップをは
ずします（以降使用しません）。チューブ先端
をそのまま作業台に置いておきます。

カセットを袋から取り出す1

【注意】
カセット付属の赤いキャップは使用しません。 

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。薬液を取っ
たシリンジをチューブ先端の接続部にねじこ
みます。

カセットのチューブにシリンジを取り付ける3
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カセットのスライドクランプをはずし、押子を
ゆっくりと押して薬液をカセットに注入しま
す。シリンジを接続したままカセットのスライ
ドクランプをとめます。

薬液をカセットに注入する4

カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブをそのまま作業台に置きます。シリン
ジはそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

カセットのチューブからシリンジをはずす5
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6）調製液をカセットに移す
はじめに調製液Aを50mL取ったシリンジについて、次の操作を行ってください。
調製液の必要量に小数点以下の端数がある場合には、調製液Bの一部を取ったシリンジ
（2.5mLシリンジ）についても、同様の操作を行ってください。（※調製液Bを取ったもう1本
のシリンジ（50mLシリンジ）はここでは使用しません。）

調製液を取ったシリンジを1本作業台から取り
上げて、シリンジからキャップごと針をはずし、
針はそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

調製液を取ったシリンジから針をはずす1

【注意】
針をはずす際シリンジの先端に手を触れないよ
うに注意してください。

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。調製液を
取ったシリンジをチューブ先端の接続部にね
じこみます。

カセットのチューブにシリンジを取り付ける2

カセットのスライドクランプをはず
し、押子をゆっくりと押して調製液を
カセットに注入します。シリンジを接
続したままカセットのスライドクラン
プをとめます。

調製液をカセットに注入する3
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調製液を取ったシリンジから針をはずす5

カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブをそのまま作業台に置きます。シリン
ジはそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

調製液を取ったシリンジ（2.5mLシリンジ）を
作業台から取り上げて、シリンジからキャップ
ごと針をはずし、針はそのまま置きます（以
降使用しません）。

※調製液の必要量に小数点以下の端数がない場合は、以下の操作を行いません。

カセットのチューブからシリンジをはずす4
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カセットのチューブにシリンジを取り付ける6

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。調製液を
取ったシリンジをチューブ先端の接続部にね
じこみます。

カセットのチューブからシリンジをはずす

調製液をカセットに注入する

8

7

カセットのスライド
クランプをはずし、
押子をゆっくりと
押して調製液をカ
セットに注入しま
す。シリンジを接続
したままカセット
のスライドクラン
プをとめます。

カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブをそのまま作業台に置きます（以降
使用しません）。
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7）カセットへの残りの調製液注入と気泡の除去

調製液を取った残りのシリンジ1本を作業台
から取り上げて、シリンジからキャップごと針
をはずし、針をそのまま置いておきます（以降
使用しません）。

【注意】
針をはずす際シリンジの先端に手を触れないよ
うに注意してください。

調製液を取ったシリンジから針をはずす1

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。調製液を
取ったシリンジをチューブ先端の接続部にね
じこみます。

カセットのチューブにシリンジを取り付ける2

カセットのスライドクランプをはずし、押子を
ゆっくりと押して調製液の2/3程度の量をカ
セットに注入します。調製液はシリンジに残し
ておきます。シリンジを接続したままでカセッ
トのスライドクランプをとめます。

調製液をカセットに注入する3
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カセットを薬液の出入り口が上になるように
もち、カセット内の空気をすべて出入り口に
集めます。

カセット内の空気を集める4

カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブの先端をアルコール消毒綿で包み、作
業台に置きます。シリンジはそのまま置いて
おきます（以降使用しません）。

カセットのチューブからシリンジをはずす6

カセットのスライドクランプをはずし、シリン
ジの先端が下になるように持ち、押子をゆっ
くりと引き、空気をカセットおよびチューブか
ら抜きます。残りの調製液をゆっくり注入しま
す。カセットおよびチューブから気泡がなくな
るまで繰り返します。
空気を抜き終わったらカセットのスライドク
ランプをとめます。

カセット内の気泡を除去する5

【注意】
カセットをたたかないでください。
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（1）新しいフィルター付延長チューブの青
キャップ（フィルターから遠い側の先端）
とカセットから出ているチューブ先端の接
続部を手に取ります。

（2）フィルター付延長チューブの青キャップを
はずします。

（3）それぞれの接続部をアルコール消毒綿で
消毒します。

（4）先端を合わせ、回転させてしっかりと接続
します。

【注意】
フィルター付延長チューブを誤った向きに接続
すると、プライミング時に薬液がフィルター部
分で閉塞し流れません。

新しい薬液の入ったカセット（調製したもの）と、フィルター付
延長チューブをつなぐ

1

2 カセットとフィルター付延長チューブをつなぐ。
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これから使用するポンプに付いている保護カバーをはずす1

ポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計回りに90度回してポンプ
の保護カバーをはずします。

【注意】
保護カバーは廃棄しないでください。

（1）カセットのスライドクランプがとまってい
ることを確認します。

（2）カセットのツメをポンプの左側にかけ、カ
セットを右手で持ち、接続面を上に立て
て作業台に置き、左手で持ったポンプの
底面を合わせ、下に押し下げます。

ポンプに薬液の入ったカセットを取り付ける2

3 薬液の入ったカセットをこれから使用する
ポンプに装着する。

ツメ

閉閉
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ポンプをカセットに押し付けながら、そのま
まポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計と反対側に90度回して固
定します。

カセットロックをとめてカセットを固定する3

カセットロックがしっかりとしまり、ポンプの
溝とカセットロックが溝に一直線になっている
ことを確認します。

カセットロックの溝と、ポンプの溝が、一直線になっていること
を確認する

4
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ポンプを裏返し電池ボックスに単3アルカリ乾
電池を2本セットします。ピッピーとなり電源
が入り設定値が次々に表示されます。

【注意】
電池ボックスの蓋が完全に閉まっていることを
確認してください。

ポンプに電池を入れる1

「セルフテストオマチクダサイ」と表示され、
画面が「ストップ」と変わるのを確認します。

セルフテストが始まります2

薬液量の設定3

（1）スクロールキーを押し「リザーバ ヨウリョ
ウ」画面にします。

4 これから使用するポンプを設定する。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正
しく入力されていることを確認します。

（2）△または▽キーでカセットの薬液量
（100mL）を入力します。

【注意】
50mLのカセットを使用する場合は50mLを入
力します。

投与速度の設定4

（1）スクロールキーを押し「トウヨ ソクド」画
面にします。

※画面には前回の投与速度が入力されて
います。

（2）△または▽キーで医師から指示された
投与速度（1時間あたりの薬液流量（mL/

hr））を入力します。

【注意】
小数点間違いに注意してください。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正
しく入力されていることを確認します。

※入力/リセットキーを押し忘れると、「セッテイ
ガ セーブサレテイマセン」と表示されます。

※数値を入力後15秒以上放置すると、アラー
ム音が鳴り、変更前の数値に戻ります。

スクロールキーを押し、画面に「キホウ ケン
チ Off」と表示されることを確認します。

気泡の確認6

投与済み用量のリセット5

（1）スクロールキーを押し、「トウヨ ズミ」画面
にします。

（2）画面に、「トウヨ ズミ」と、ポンプスタート
後に投与された薬液の量が表示されます。

（3）入力/リセットキーを押します。
（4）画面に「トウヨ ズミ　0.00mL」と表示さ

れることを確認します。
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スクロールキーを押し、画面に「アップスト
リーム センサ Off」と表示されることを確認
します。

アップストリームセンサの設定67

スクロールキーを押し、画面に「ヘイソク
ケンチカンド High」と表示されることを確
認します。

閉塞感度の設定8

スクロールキーを押し、「ストップ」画面に
します。

設定を終え、ストップの状態にする9
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これから使用するポンプのスクロールキーを
押し、ポンプの設定を確認します。

準備したポンプの設定を確認する1

プライミング（薬液をチューブに満たす）を行う2

（1）カセットとフィルター付延長チューブのス
ライドクランプおよび半透明のキャップ
（フィルターに近い側の先端）をはずし、
薬液が通るようにします。

（2）新しいポンプの画面に「プライム ____ 

____ ____」という3本の線が出るまで
「プライム」を押し続けます。

（3）いったん手を離し、再度プライムキーを押
します。ポンプから薬液が早送りされます。

（4）薬液がフィルター付延長チューブの先端か
ら出てくるまで、プライムキーを繰り返し押
します。

5 ポンプをスタートさせる準備をする。
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（5）薬液が出てきたところでプライミン
グ終了です。フィルター付延長チュー
ブのスライドクランプをとめます。

【注意】
アラームが鳴ったら、フィルター
付延長チューブの接続方向を確認
してください。

（1）ポンプのON/OFFキーを長押しします。
（2）画面に、「デンゲン OFF ●●●● ●●●● 

●●●●」と表示されるまで押し続けます。

ポンプの電源を切る4

【注意】
電源を切らずに作業を進めると、アラームが出
る可能性があるため、電源を切ることをお勧め
します。

これまで使用していたポンプの停止/作動
キーを「ストップ ____ ____ ____」のよう
に3本の棒が出るまで押し続けます。

※「ストップ ____ ____ ____」の文字
が出た後、3本の棒が消えるとポンプが
ストップします。

使用中のポンプをとめる3

開 開



A

49

（1）カテーテルとフィルター付延長チューブ
の接続部をアルコール消毒綿で消毒し
ます。

（2）先端を合わせ、回転させてしっかりと
とめます。

カテーテルに、新しいフィルター付延長チューブをつなげる7

（1）使用していたフィルター付延長チューブ
とカテーテルの結合部分を持ちます。

（2）回転させて、カテーテルからフィルター
付延長チューブをはずします。

使用していたフィルター付延長チューブをカテーテルからはずす6

【注意】
空気がはいらないよう注意して接続してく
ださい。

カテーテル、フィルター付延長チューブ、カセットのスライドクランプをとめます。

【注意】　薬液や血液の逆流を防止するために、必ずスライドクランプをとめてください。

使用中のカテーテル、フィルター付延長チューブ、カセットの
スライドクランプをとめる

5

閉
閉 閉
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（1）新しいポンプの停止/作動キーを押し
ます。画面には「スタート ____ ____ 

____」という3本の線が表示されます。

 

（2）3本の線が消えるまで、キーを押し続
けます。

（3）設定内容が表示され、「ドウサチュウ」
になったことを確認します。

（4）ポンプをケースにしまいます。

ポンプをスタートさせる9

※3本の線が消えると、ポンプがスタートし
ます。

※設定した数値が表示されますので、再度
確認しましょう。

薬液が通るように、カテーテル、新しいフィルター付延長チューブおよびカセット
のスライドクランプをすべてはずします。

【注意】　投与中は、スライドクランプははずしたままにします。

カテーテル、新しいフィルター付延長チューブおよびカセットの
スライドクランプをはずす

8

開 開 開
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（1）コインを使って、使い終わったカセットを
はずし、ポンプの保護カバーを付けます。
また、電池は取り出しておきます。

（2）ポンプは予備として、携行するようにしま
しょう。

使用していたポンプをしまう10

使い終わった用具を廃棄する11

薬剤の入っていたビンや、使用したシリンジ、カセットなどは廃棄します。
廃棄の方法は、通院している病院やお住まいの自治体に相談しましょう。
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Ⅲ．薬液の調製と交換

薬液・カセット・ポンプを交換する場合の手順です。

※2日に1度を目安に行ってください（薬液の交換は、薬液の調製から48時間以内
に行ってください）。

1  薬液と調製液をカセットに注入する。
2  薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。
3  これから使用するポンプを設定する。
4  ポンプをスタートさせる準備をする。

Aタイプのフィルター付延長チューブをお使いの方のページです。
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保護カバー
（使用しない時は、このカバーを付けて保管します。）

（ここから薬液を注入します。）
側管

カセットロック
（コインを使って、回します。）

カセット 50mLと100mLの2種類があります。

Aタイプのフィルター付延長チューブ

ポンプ

フィルター

スライドクランプ

こちらを体側のカテーテルに
接続します。

液晶画面

数値の確定とリセット

プライミング
（チューブ内空気抜き）

プログラムの数値変更

ポンプの
スタート・ストップ

ロックレベルの切り替え

プログラム画面のスクロール（切り替え）
アラーム音の消音

ポンプ電源の
ONとOFF

こちらをカセットに
接続します。

正面 右側

下面

100mL 50mL

スライドクランプ
付属の赤いキャップ
は使用しません。
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準備するもの

あらかじめ手洗いと作業台の消毒をしてから始めましょう。

※100mLのカセットを使用した場合の作業手順について説明しています。

カセット
（100mL） ポンプ

紙コップ

単3アルカリ乾電池

注射針用廃棄箱

アルコール消毒綿 コイン

トレプロスト®注射液
（薬剤）

薬剤用シリンジ、
注射針

調製液（50mL）
（日局注射用水又は日局生理食塩液）

調製液用シリンジ、
注射針
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1） 薬液をシリンジに取る

薬液のビンのふたを開け、ゴム栓（中央部の円
の部分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓部分には手を触れ
ないでください。

薬液のビンのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針
を取り出します。針を半透明のキャップが付
いたまま、シリンジの先にねじこみます。

【注意】
薬液の必要量に合ったシリンジを使用してくだ
さい。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

シリンジの押子（おしこ：白い不透明なプラス
チック部分）を一杯まで押しこみます。次に押
子を引いて、必要な薬液量（ｍL）の目盛り位
置でとめます。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。

空気を必要な薬液量（mL）の目盛りまで吸いこむ3

1  薬液と調製液をカセットに注入する。



56

半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

針のキャップを抜く4

薬液のビンを底が上を向くように持ち、針が
薬液の中にあることを確認します。右手（又は
左手）の親指と人差し指でシリンジを固定し、
押子をゆっくり押して中の空気を全部薬液の
ビンの中に入れます。中指でゆっくりと押子
を元の位置に引いて、薬液をシリンジに移し
ます。

【注意】
ビン内の薬液を泡立てないようにゆっくりと
行ってください。
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

薬液のビンを上にして、シリンジで薬液を吸いこむ6

右手（又は左手）でシリンジを針が下になる
ように持ちます。薬液のビンを作業台の上に
左手（又は右手）でしっかり固定し、針をゴム
栓中央部に上部から垂直に刺し入れます。

薬液のビンのゴム栓にシリンジの針を突き刺す5

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
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薬液のビンをゴム栓が上を向くように戻して
からシリンジを持ち針を抜きます。薬液のビン
はそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

薬液のビンのゴム栓から針を抜く7

シリンジは、キャップを針にかぶせ、そのま
ま作業台に置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

キャップを針に取り付ける8
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2） 調製液をシリンジに取る

調製液A（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Aのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを
取り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れないように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

再び調製液Aを左手（又は右手）で持ち、針を
ゴム栓中央部に刺し入れます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Aのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる3



A

59

調製液Aをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Aのゴム栓から針を抜く5

シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台の
先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並べて
そのまま置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジを作業台に置く6

調製液を底が上を向くように持ち、針が調製
液の中にあることを確認します。左手（又は
右手）で調製液を固定し、右手（又は左手）の
親指と人差し指でシリンジを持ち、中指で
ゆっくりと押子を引いて、50mL全量の調製液
をシリンジに移します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

調製液Aをシリンジに取る4
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3） 調製液の一部をシリンジに取る
※調製液の必要量に小数点以下の端数がない場合はこの操作を行いません。

調製液B（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Bのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針
を取り出します。針を半透明のキャップが付
いたまま、シリンジの先にねじこみます。

【注意】
2.5mLの薬剤用シリンジを使用してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

針のキャップを抜く3



A

61

調製液Bを左手（又は右手）で持ち、針をゴム
栓中央部に刺し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液を底が上を向くように持ち、針が調製
液の中にあることを確認します。左手（又は
右手）で調製液を固定し、右手（又は左手）の
親指と人差し指でシリンジを持ち、中指で
ゆっくりと押子を引いて、必要な調製液のう
ち小数点以下の端数（例えば97.3mLであれば
0.3mL）の調製液をシリンジに移します。

調製液Bをシリンジに取る5

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。
調製液Bはそのまま作業台に置いておきます
（後で使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Bのゴム栓から針を抜く6

シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台
の先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並
べて置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

シリンジを作業台に置く7
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4）残りの調製液をシリンジに取る

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける1

再び調製液Bのゴム栓（中央部の円の部分）を
アルコール消毒綿で消毒します。調製液Bを
左手（又は右手）で持ち、針をゴム栓中央部に
刺し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 
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調製液を底が上を向くように持ち、針が調製液
の中にあることを確認します。左手（又は右手）
で調製液を固定し、右手（又は左手）の親指と
人差し指でシリンジを持ち、中指でゆっくりと
押子を引いて、必要な調製液のうち調製液Aで
取った50mLと最初に取った端数分を引いた
残り（例えば97.3mLであれば97.3－50－0.3＝
47mL）の調製液をシリンジに移します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

調製液Bをシリンジに取る3

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。調製液Bはそ
のまま置いておきます（以降使用しません）。

調製液Bのゴム栓から針を抜く4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台の
先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並べて
そのまま置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジを作業台に置く5
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5）薬液をカセットに移す

薬液を取ったシリンジを作業台から取り上げ
て、シリンジからキャップごと針をはずし、針
はそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

【注意】
針をはずす際シリンジの先端に手を触れないよ
うに注意してください。

薬液を取ったシリンジから針をはずす2

カセットの袋を開封し取り出します。カセット
から出ているチューブ先端にあるキャップをは
ずします（以降使用しません）。チューブ先端
をそのまま作業台に置いておきます。

カセットを袋から取り出す1

【注意】
カセット付属の赤いキャップは使用しません。 

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。薬液を取っ
たシリンジをチューブ先端の接続部にねじこ
みます。

カセットのチューブにシリンジを取り付ける3
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カセットのスライドクランプをはずし、押子を
ゆっくりと押して薬液をカセットに注入しま
す。シリンジを接続したままカセットのスライ
ドクランプをとめます。

薬液をカセットに注入する4

カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブをそのまま作業台に置きます。シリン
ジはそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

カセットのチューブからシリンジをはずす5
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6）調製液をカセットに移す
はじめに調製液Aを50mL取ったシリンジについて、次の操作を行ってください。
調製液の必要量に小数点以下の端数がある場合には、調製液Bの一部を取ったシリンジ
（2.5mLシリンジ）についても、同様の操作を行ってください。（※調製液Bを取ったもう1本
のシリンジ（50mLシリンジ）はここでは使用しません。）

調製液を取ったシリンジを1本作業台から取り
上げて、シリンジからキャップごと針をはずし、
針はそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

調製液を取ったシリンジから針をはずす1

【注意】
針をはずす際シリンジの先端に手を触れないよ
うに注意してください。

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。調製液を
取ったシリンジをチューブ先端の接続部にね
じこみます。

カセットのチューブにシリンジを取り付ける2

カセットのスライドクランプをはず
し、押子をゆっくりと押して調製液を
カセットに注入します。シリンジを接
続したままカセットのスライドクラン
プをとめます。

調製液をカセットに注入する3
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カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブをそのまま作業台に置きます。シリン
ジはそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

調製液を取ったシリンジから針をはずす5

調製液を取ったシリンジ（2.5mLシリンジ）を
作業台から取り上げて、シリンジからキャップ
ごと針をはずし、針はそのまま置きます（以
降使用しません）。

カセットのチューブにシリンジを取り付ける6

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。調製液を
取ったシリンジをチューブ先端の接続部にね
じこみます。

カセットのチューブからシリンジをはずす4

※調製液の必要量に小数点以下の端数がない場合は以下の操作を行いません。
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カセットのチューブからシリンジをはずす

調製液をカセットに注入する

8

7

カセットのスライド
クランプをはずし、
押子をゆっくりと
押して調製液をカ
セットに注入しま
す。シリンジを接続
したままカセット
のスライドクラン
プをとめます。

カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブをそのまま作業台に置きます（以降
使用しません）。
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7）カセットへの残りの調製液注入と気泡の除去

調製液を取った残りのシリンジ1本を作業台
から取り上げて、シリンジからキャップごと針
をはずし、針をそのまま置いておきます（以降
使用しません）。

【注意】
針をはずす際シリンジの先端に手を触れないよ
うに注意してください。

調製液を取ったシリンジから針をはずす1

カセットから出ているチューブ先端の接続部
をアルコール消毒綿で消毒します。調製液を
取ったシリンジをチューブ先端の接続部にね
じこみます。

カセットのチューブにシリンジを取り付ける2

カセットのスライドクランプをはずし、押子を
ゆっくりと押して調製液の2/3程度の量をカ
セットに注入します。調製液はシリンジに残し
ておきます。シリンジを接続したままでカセッ
トのスライドクランプをとめます。

調製液をカセットに注入する3
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カセットを薬液の出入り口が上になるように
もち、カセット内の空気をすべて出入り口に
集めます。

カセット内の空気を集める4

カセットのチューブからシリンジをはずし、
チューブの先端をアルコール消毒綿で包み、作
業台に置きます。シリンジはそのまま置いて
おきます（以降使用しません）。

カセットのチューブからシリンジをはずす6

カセットのスライドクランプをはずし、シリン
ジの先端が下になるように持ち、押子をゆっ
くりと引き、空気をカセットおよびチューブか
ら抜きます。残りの調製液をゆっくり注入しま
す。カセットおよびチューブから気泡がなくな
るまで繰り返します。
空気を抜き終わったらカセットのスライドク
ランプをとめます。

カセット内の気泡を除去する5

【注意】
カセットをたたかないでください。
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これから使用するポンプに付いている保護カバーをはずす1

ポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計回りに90度回してポンプ
の保護カバーをはずします。

【注意】
保護カバーは廃棄しないでください。

（1）カセットのスライドクランプがとまってい
ることを確認します。

（2）カセットのツメをポンプの左側にかけ、カ
セットを右手で持ち、接続面を上に立て
て作業台に置き、左手で持ったポンプの
底面を合わせ、下に押し下げます。

ポンプに薬液の入ったカセットを取り付ける2

2 薬液の入ったカセットをこれから使用する
ポンプに装着する。

ツメ



72

ポンプをカセットに押し付けながら、そのま
まポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計と反対側に90度回して固
定します。

カセットロックをとめてカセットを固定する3

カセットロックがしっかりとしまり、ポンプの
溝とカセットロックが溝に一直線になっている
ことを確認します。

カセットロックの溝と、ポンプの溝が、一直線になっていること
を確認する

4
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3 これから使用するポンプを設定する。

ポンプを裏返し電池ボックスに単3アルカリ乾
電池を2本セットします。ピッピーとなり電源
が入り設定値が次々に表示されます。

【注意】
電池ボックスの蓋が完全に閉まっていることを
確認してください。

ポンプに電池を入れる1

「セルフテストオマチクダサイ」と表示され、
画面が「ストップ」と変わるのを確認します。

セルフテストが始まります2

薬液量の設定3

（1）スクロールキーを押し「リザーバ ヨウリョ
ウ」画面にします。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正
しく入力されていることを確認します。

（2）△または▽キーでカセットの薬液量
（100mL）を入力します。

【注意】
50mLのカセットを使用する場合は50mLを入
力します。

投与速度の設定4

（1）スクロールキーを押し「トウヨ ソクド」画
面にします。

※画面には前回の投与速度が入力されて
います。

（2）△または▽キーで医師から指示された
投与速度（1時間あたりの薬液流量（mL/

hr））を入力します。

【注意】
小数点間違いに注意してください。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正
しく入力されていることを確認します。

※入力/リセットキーを押し忘れると、「セッテイ
ガ セーブサレテイマセン」と表示されます。

※数値を入力後15秒以上放置すると、アラー
ム音が鳴り、変更前の数値に戻ります。

スクロールキーを押し、画面に「キホウ ケン
チ Off」と表示されることを確認します。

気泡の確認6

投与済み用量のリセット5

（1）スクロールキーを押し、「トウヨ ズミ」画面
にします。

（2）画面に、「トウヨ ズミ」と、ポンプスタート
後に投与された薬液の量が表示されます。

（3）入力/リセットキーを押します。
（4）画面に「トウヨ ズミ　0.00mL」と表示さ

れることを確認します。
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スクロールキーを押し、画面に「アップスト
リーム センサ Off」と表示されることを確認
します。

アップストリームセンサの設定67

スクロールキーを押し、画面に「ヘイソク
ケンチカンド High」と表示されることを確
認します。

閉塞感度の設定8

スクロールキーを押し、「ストップ」画面に
します。

設定を終え、ストップの状態にする9
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4 ポンプをスタートさせる準備をする。

これから使用するポンプのスクロールキーを
押し、ポンプの設定を確認します。

準備したポンプの設定を確認する1

プライミング（薬液をチューブに満たす）を行う2

（1）カセットのスライドクランプをずらし、薬
液が通るようにします。

（2）新しいポンプの画面に「プライム ____ 

____ ____」という3本の線が出るまで
「プライム」を押し続けます。

（3）いったん手を離し、再度プライムキーを押
します。ポンプから薬液が早送りされます。

（4）薬液がフィルター付延長チューブの先端か
ら出てくるまで、プライムキーを繰り返し押
します。
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（1）ポンプのON/OFFキーを長押しします。
（2）画面に、「デンゲン OFF ●●●● ●●●● 

●●●●」と表示されるまで押し続けます。

ポンプの電源を切る4

【注意】
電源を切らずに作業を進めると、アラームが出
る可能性があるため、電源を切ることをお勧め
します。

これまで使用していたポンプの停止/作動
キーを「ストップ ____ ____ ____」のよう
に3本の棒が出るまで押し続けます。

※「ストップ ____ ____ ____」の文字
が出た後、3本の棒が消えるとポンプが
ストップします。

使用中のポンプをとめる3

紙コップ
（薬液を受ける）

（5）薬液が出てきたところでプライ
ミング終了です。カセットのスライ
ドクランプをとめます。開
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（1）使用していたカセットのチューブとフィ
ルター付延長チューブの結合部分を持
ちます。

（2）回転させて、カセットのチューブとフィ
ルター付延長チューブをはずします。

使用していたカセットのチューブをフィルター付延長チューブ
からはずす

6

カテーテル、フィルター付延長チューブ、カセットのスライドクランプをとめます。

【注意】　薬液や血液の逆流を防止するために、必ずスライドクランプをとめてください。

使用中のカテーテル、フィルター付延長チューブ、カセットの
スライドクランプをとめる

5

閉
閉 閉

はずす
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（1）カセットのチューブとフィルター付延長チューブの接続部をアルコール綿
でしっかりと消毒します。

（2）先端を合わせ、回転させてしっかりと接続します。

【注意】　空気がはいらないよう注意して接続してください。

7 新しい薬液の入ったカセットとフィルター付延長チューブを
つなげる

つなぐ

薬液が通るように、カテーテル、新しいフィルター付延長チューブおよびカセット
のスライドクランプをすべてはずします。

【注意】　投与中は、スライドクランプははずしたままにします。

カテーテル、新しいフィルター付延長チューブおよびカセットの
スライドクランプをはずす

8

開 開 開
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（1）コインを使って、使い終わったカセットを
はずし、ポンプの保護カバーを付けます。
また、電池は取り出しておきます。

（2）ポンプは予備として、携行するようにしま
しょう。

使用していたポンプをしまう10

使い終わった用具を廃棄する11

薬剤の入っていたビンや、使用したシリンジ、カセットなどは廃棄します。
廃棄の方法は、通院している病院やお住まいの自治体に相談しましょう。

（1）新しいポンプの停止 /作動キーを押し
ます。画面には「スタート ____ ____ 

____」という3本の線が表示されます。

（2）3本の線が消えるまで、キーを押し続け
ます。

（3）設定内容が表示され、「ドウサチュウ」
になったことを確認します。

（4）ポンプをケースにしまいます。

ポンプをスタートさせる9

※3本の線が消えると、ポンプがスタートし
ます。

※設定した数値が表示されますので、再度確
認しましょう。
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薬液・カセット・フィルター付延長チューブ・ポンプを交換する場合の手順です。

※医師の指示に従って、4日に1度を目安に行ってください。

Ⅱ. 薬液の調製と
 フィルター付延長チューブの交換

Bタイプのフィルター付延長チューブをお使いの方のページです。

1  カセットとフィルター付延長チューブをつなぐ。
2  薬液と調製液をカセットに注入する。
3  薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。
4  これから使用するポンプを設定する。
5  ポンプをスタートさせる準備をする。

薬
液
の
調
製
と
フ
ィ
ル
タ
ー
付

延
長
チ
ュ
ー
ブ
の
交
換

Ⅱ
B
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保護カバー
（使用しない時は、このカバーを付けて保管します。）

カセットロック
（コインを使って、回します。）

ポンプ

液晶画面

数値の確定とリセット

プライミング
（チューブ内空気抜き）

プログラムの数値変更

ポンプの
スタート・ストップ

ロックレベルの切り替え

プログラム画面のスクロール（切り替え）
アラーム音の消音

ポンプ電源の
ONとOFF

正面 右側

下面

B タイプのフィルター付延長チューブ

フィルター クランプ

側管
（ここから薬液を
注入します。）

こちらを体側のカテーテルに
接続します。

こちらをカセットに接続します。

カセット 50mLと100mLの2種類があります。

100mL 50mL

スライドクランプ
付属の赤いキャップ
は使用しません。
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カセット
（100mL）

フィルター付
延長チューブ

紙コップ単3アルカリ乾電池

アルコール消毒綿 コイン

ポンプ

注射針用廃棄箱

トレプロスト®注射液
（薬剤）

薬剤用シリンジ、
注射針

調製液（50mL）
（日局注射用水又は日局生理食塩液）

調製液用シリンジ、
注射針

準備するもの

あらかじめ手洗いと作業台の消毒をしてから始めましょう。

※100mLのカセットを使用した場合の作業手順について説明しています。
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（1）フィルター付延長チューブとカセットの袋
を開封し、それぞれを取り出します。フィ
ルター付延長チューブの左図の位置に緑
色のクランプを取り付けます。

（2）フィルター付延長チューブのフィルターか
ら遠い側の先端とカセットから出ている
チューブの先端を手に取ります。

（3）フィルター付延長チューブとカセットの
キャップをはずします。

（4）先端を合わせ、回転させてしっかりと接続
します。

新しいカセットとフィルター付延長チューブを接続する1

1  カセットとフィルター付延長チューブをつなぐ。
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1） 調製液をカセットに移す

調製液A（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Aのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れないように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

再び調製液Aを左手（又は右手）で持ち、針を
ゴム栓中央部に刺し入れます。

調製液Aのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる3

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

2 薬液と調製液をカセットに注入する。
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調製液Aのゴム栓から針を抜く5

調製液Aをシリンジに取る4

調製液Aをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。シリンジは作
業台にそのまま置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

針が調製液の中にあることを確認します。左手
（又は右手）で調製液を固定し、右手（又は左
手）の親指と人差し指でシリンジを持ち、中指
でゆっくりと押子を引いて、50mL全量の調製
液をシリンジに移します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

緑のクランプをとめ、薬液が流れないように
します。
※カセットの白いスライドクランプは、はずし
たままにします。

新しいフィルター付延長チューブの緑のクランプをとめる6

閉 開
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側管に針を刺し、押子をゆっくり押してシ
リンジの調製液をカセットに注入します。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジの調製液をカセットに注入する8

側管からシリンジをはずし、針を注射針用
廃棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置い
ておきます（以降使用しません）。
側管をそのまま作業台に置きます。

側管からシリンジをはずす9

側管をアルコール消毒綿で消毒する7

フィルター付延長チューブの側管のキャップを
はずし、アルコール消毒綿でゴムの部分を拭
き、消毒します。

【注意】
側管のキャップは清潔な場所に置きます。
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2） 薬液をシリンジに取り、カセットに移す

薬液のビンのふたを開け、ゴム栓（中央部の
円の部分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

ゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取り
出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針を取
り出します。針を半透明のキャップが付いたま
ま、シリンジの先にねじこみます。

シリンジに針を取り付ける2

【注意】
薬液の必要量に合ったシリンジを使用してくだ
さい。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジの押子（おしこ：白い不透明なプラス
チック部分）を一杯まで押し込みます。次に押
子を引いて、必要な薬液量（ｍL）の目盛り位
置でとめます。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。

空気を必要な薬液量（mL）の目盛りまで吸いこむ3
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薬液のビンを底が上を向くように持ち、押子
をゆっくり押して中の空気を全部薬液のビン
の中に入れます。
右手（又は左手）の親指と人差し指でシリンジ
を固定し、中指でゆっくりと押子を元の位置
に引いて、必要な量の薬液をシリンジに移し
ます。

【注意】
ビン内の薬液を泡立てないようにゆっくりと
行ってください。
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

ビンを上にして、シリンジで薬液を吸いこむ6

半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

針のキャップを抜く4

右手（又は左手）でシリンジを針が下になるよ
うに持ちます。薬液のビンを作業台の上に左
手（又は右手）でしっかり固定し、針をゴム栓
中央部に上部から垂直に刺し入れます。

薬液のビンのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる5

【注意】
ビン内の薬液を泡立てないようにゆっくりと
行ってください。
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薬液のビンをゴム栓が上を向くように戻して
からシリンジを持ち針を抜きます。ビンはそ
のまま置いておきます（以降使用しません）。

ビンのゴム栓から針を抜く67

シリンジは、キャップを針にかぶせ、そのま
ま作業台に置きます。

キャップを針に取り付ける8

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

側管をアルコール消毒綿で消毒してから側管
に針を刺します。押子をゆっくり押してシリン
ジの薬液をカセットに注入します。

シリンジを側管に刺し、薬液をカセットに注入する9

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 
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側管からシリンジをはずす10

側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管をそのまま作業台に置きます。
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3） 調製液の一部をカセットに注入する
※調製液の必要量に小数点以下の端数がない場合はこの操作を行いません。

調製液B（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Bのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取り
出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針を取
り出します。針を半透明のキャップが付いたま
ま、シリンジの先にねじこみます。

【注意】
2.5mLの薬剤用シリンジを使用してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

針のキャップを抜く3
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調製液Bを左手（又は右手）で持ち、針をゴム
栓中央部に刺し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

針が調製液の中にあることを確認します。左手
（又は右手）で調製液を固定し、右手（又は左
手）の親指と人差し指でシリンジを持ち、中指
でゆっくりと押子を引いて、必要な調製液のう
ち小数点以下の端数（例えば97.3mLであれば
0.3mL）の調製液をシリンジに移します。

調製液Bをシリンジに取る5

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。
調製液Bはそのまま作業台に置いておきます
（後で使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Bのゴム栓から針を抜く6
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側管をアルコール消毒綿で消毒してから側管
に針を刺します。押子をゆっくり押してシリン
ジの調製液をカセットに注入します。

【注意】
緑のクランプを忘れずにとめてください。
針を手に刺さないよう注意してください。

シリンジの調製液をカセットに注入する8

側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管をそのまま作業台に置きます。

側管からシリンジをはずす9

シリンジはキャップを針にかぶせ、そのまま
作業台に置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

キャップを針に取り付ける7
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4）残りの調製液をカセットに注入する

再び調製液Bのゴム栓（中央部の円の部分）を
アルコール消毒綿で消毒します。調製液Bを左
手（又は右手）で持ち、針をゴム栓中央部に刺
し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます。

シリンジに針を取り付ける1

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。
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針が調製液の中にあることを確認します。左手
（又は右手）で調製液を固定し、右手（又は左
手）の親指と人差し指でシリンジを持ち、中指
でゆっくりと押子を引いて、必要な調製液のう
ち調製液Aで取った50mLと最初に取った端数
分を引いた残り（例えば97.3mLであれば97.3

－50－0.3＝47mL）の調製液をシリンジに移
します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

調製液Bをシリンジに取る3

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。シリンジは作
業台にそのまま置きます。調製液Bはそのまま
置いておきます（以降使用しません）。

調製液Bのゴム栓から針を抜く4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

側管をアルコール消毒綿で消毒してから側管
に針を刺します。押子をゆっくりと押して調製
液の2/3程度の量をカセットに注入します。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジの調製液をカセットに注入する5
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5）気泡の除去

カセットを薬液の出入り口が上になるように
もち、カセット内の空気をすべて出入り口に集
めます。

カセット内の空気を集める1

シリンジの先端が下になるように持ち、押子を
ゆっくりと引き、空気をカセットおよびチューブ
から抜きます。残りの調製液をゆっくり注入し
ます。カセットおよびチューブから気泡がなく
なるまで繰り返します。

カセット内の気泡を除去する2

【注意】
カセットをたたかないでください。

側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管にキャップを取り付けます。

側管からシリンジをはずす3
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これから使用するポンプに付いている保護カバーをはずす1

ポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計回りに90度回してポンプ
の保護カバーをはずします。

【注意】
保護カバーは廃棄しないでください。

カセットのツメをポンプの左側にかけ、カセッ
トを右手で持ち、接続面を上に立てて作業台
に置き、左手で持ったポンプの底面を合わせ、
下に押し下げます。

ポンプに薬液の入ったカセットを取り付ける2

ツメ

3 薬液の入ったカセットをこれから使用する
ポンプに装着する。

閉 開
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ポンプをカセットに押し付けながら、そのま
まポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計と反対側に90度回して固
定します。

カセットロックをとめてカセットを固定する3

カセットロックがしっかりとしまり、ポンプの
溝とカセットロックの溝が一直線になってい
ることを確認します。

カセットロックの溝と、ポンプの溝が、一直線になっていること
を確認する

4
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ポンプを裏返し電池ボックスに単3アルカリ乾
電池を2本セットします。ピッピーとなり電源
が入り設定値が次々に表示されます。

【注意】
電池ボックスの蓋が完全に閉まっていることを
確認してください。

ポンプに電池を入れる1

「セルフテストオマチクダサイ」と表示され、画
面が「ストップ」と変わるのを確認します。

セルフテストが始まります2

薬液量の設定3

（1）スクロールキーを押し「リザーバ ヨウリョ
ウ」画面にします。

4 これから使用するポンプを設定する。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正
しく入力されていることを確認します。

（2）△または▽キーでカセットの薬液量
（100mL）を入力します。

【注意】
50mLのカセットを使用する場合は50mLを入
力します。

投与速度の設定4

（1）スクロールキーを押し「トウヨ ソクド」画
面にします。

※画面には前回の投与速度が入力されてい
ます。

（2）△または▽キーで医師から指示された
投与速度（1時間あたりの薬液流量（mL/

hr））を入力します。

【注意】
小数点間違いに注意してください。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正し
く入力されていることを確認します。

※入力/リセットキーを押し忘れると、「セッテイ
ガ セーブサレテイマセン」と表示されます。

※数値を入力後15秒以上放置すると、アラーム
音が鳴り、変更前の数値に戻ります。

スクロールキーを押し、画面に「キホウ ケン
チ Off」と表示されることを確認します。

気泡の確認6

投与済み用量のリセット5

（1）スクロールキーを押し、「トウヨ ズミ」画面
にします。

（2）画面に、「トウヨ ズミ」と、ポンプスタート
後に投与された薬液の量が表示されます。

（3）入力/リセットキーを押します。
（4）画面に「トウヨ ズミ　0.00mL」と表示さ

れることを確認します。



B

105

スクロールキーを押し、画面に「アップスト
リーム センサ Off」と表示されることを確認
します。

アップストリームセンサの設定67

スクロールキーを押し、画面に「ヘイソクケン
チカンド High」と表示されることを確認しま
す。

閉塞感度の設定8

スクロールキーを押し、「ストップ」画面にし
ます。

設定を終え、ストップの状態にする9
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これから使用するポンプのスクロールキーを
押し、ポンプの設定を確認します。

準備したポンプの設定を確認する1

プライミング（薬液をチューブに満たす）を行う2

（1）フィルター付延長チューブの緑のスライド
クランプおよび半透明のキャップ（フィル
ターに近い側の先端）をはずし、薬液が通
るようにします。

（2）新しいポンプの画面に「プライム ____ 

____ ____」という3本の線が出るまで
「プライム」を押し続けます。

（3）いったん手を離し、再度プライムキーを押
します。ポンプから薬液が早送りされます。

（4）薬液がフィルター付延長チューブの先端か
ら出てくるまで、プライムキーを繰り返し押
します。

5 ポンプをスタートさせる準備をする。
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（5）薬液が出てきたところでプライミング終了です。フィルター付
延長チューブのスライドクランプをとめます。

（1）ポンプのON/OFFキーを長押しします。
（2）画面に、「デンゲン OFF ●●●● ●●●● 

●●●●」と表示されるまで押し続けます。

ポンプの電源を切る4

【注意】
電源を切らずに作業を進めると、アラームが出
る可能性があるため、電源を切ることをお勧め
します。

これまで使用していたポンプの停止/作動
キーを「ストップ ____ ____ ____」のよう
に3本の棒が出るまで押し続けます。

※「ストップ ____ ____ ____」の文字が出
た後、3本の棒が消えるとポンプがストップ
します。

使用中のポンプをとめる3

開開

紙コップ
（薬液を受ける）
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（1）カテーテルと新しいフィルター付延長
チューブの接続部をアルコール消毒綿
でしっかりと消毒します。

（2）フィルター付延長チューブ側の青い点
と、カテーテル側の青い線が重なるよ
うに、奥まで差し込みます。

（3）差し込んだら、回転させてしっかりと
とめます。

カテーテルに、新しいフィルター付延長チューブをつなげる7

【注意】
空気がはいらないよう注意して接続してくだ
さい。

（1）使用していたフィルター付延長チューブ
とカテーテルの結合部分を持ちます。

（2）回転させて、カテーテルからフィルター
付延長チューブをはずします。

使用していたフィルター付延長チューブをカテーテルからはずす6

カテーテル、フィルター付延長チューブ、カセットのスライドクランプをとめます。

【注意】　薬液や血液の逆流を防止するために、必ずスライドクランプをとめてください。

使用中のカテーテル、フィルター付延長チューブ、カセットの
スライドクランプをとめる

5

閉 閉 閉
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薬液が通るように、カテーテル、新しいフィルター付延長チューブおよびカセット
のスライドクランプをすべてはずします。

【注意】　投与中は、スライドクランプははずしたままにします。

カテーテル、新しいフィルター付延長チューブおよびカセットの
スライドクランプをはずす

8

（1）新しいポンプの停止 /作動キーを押し
ます。画面には「スタート ____ ____ 

____」という3本の線が表示されます。

 

（2）3本の線が消えるまで、キーを押し続け
ます。

（3）設定内容が表示され、「ドウサチュウ」
になったことを確認します。

（4）ポンプをケースにしまいます。

ポンプをスタートさせる9

※3本の線が消えると、ポンプがスタートし
　ます。
※設定した数値が表示されますので、再度
　確認しましょう。

開 開 開
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（1）コインを使って、使い終わったカセットを
はずし、ポンプの保護カバーを付けます。
また、電池は取り出しておきます。

（2）ポンプは予備として、携行するようにしま
しょう。

使用していたポンプをしまう10

使い終わった用具を廃棄する11

薬剤の入っていたビンや、使用したシリンジ、注射針、カセットなどは廃棄します。
廃棄の方法は、通院している病院やお住まいの自治体に相談しましょう。
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薬液・ポンプを交換する場合の手順です。

※2日に1度を目安に行ってください（薬液の交換は、薬液の調製から48時間以内
に行ってください）。

Ⅲ．薬液の調製と補充

Bタイプのフィルター付延長チューブをお使いの方のページです。

1  薬液と調製液をシリンジに取る。
2  残った薬液を抜き取る。
3  薬液と調製液をカセットに注入する。
4  薬液の入ったカセットをこれから使用するポンプに装着する。
5  これから使用するポンプを設定する。
6  ポンプをスタートさせる準備をする。
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保護カバー
（使用しない時は、このカバーを付けて保管します。）

カセットロック
（コインを使って、回します。）

ポンプ

液晶画面

数値の確定とリセット

プライミング
（チューブ内空気抜き）

プログラムの数値変更

ポンプの
スタート・ストップ

ロックレベルの切り替え

プログラム画面のスクロール（切り替え）
アラーム音の消音

ポンプ電源の
ONとOFF

正面 右側

下面

B タイプのフィルター付延長チューブ

カセット 50mLと100mLの2種類があります。

フィルター クランプ

側管
（ここから薬液を
注入します。）

こちらを体側のカテーテルに
接続します。

こちらをカセットに接続します。

100mL 50mL

スライドクランプ
付属の赤いキャップ
は使用しません。
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準備するもの

あらかじめ手洗いと作業台の消毒をしてから始めましょう。

※100mLのカセットを使用した場合の作業手順について説明しています。

ポンプ

単3アルカリ乾電池

アルコール消毒綿 コイン

注射針用廃棄箱

トレプロスト®注射液（薬剤）

薬剤用シリンジ、
注射針

調製液（50mL）
（日局注射用水又は日局生理食塩液）

調製液用シリンジ、
注射針
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1） 薬液をシリンジに取る

薬液のビンのふたを開け、ゴム栓（中央部の円
の部分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓部分には手を触れ
ないでください。

薬液のビンのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取り
出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針を取
り出します。針を半透明のキャップが付いたま
ま、シリンジの先にねじこみます。

【注意】
薬液の必要量に合ったシリンジを使用してくだ
さい。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

シリンジの押子（おしこ：白い不透明なプラス
チック部分）を一杯まで押しこみます。次に押
子を引いて、必要な薬液量（ｍL）の目盛り位
置でとめます。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。

空気を必要な薬液量（mL）の目盛りまで吸いこむ3

1 薬液と調製液をシリンジに取る。
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半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

針のキャップを抜く4

薬液のビンを底が上を向くように持ち、針が
薬液の中にあることを確認します。右手（又は
左手）の親指と人差し指でシリンジを固定し、
押子をゆっくり押して中の空気を全部薬液の
ビンの中に入れます。中指でゆっくりと押子
を元の位置に引いて、薬液をシリンジに移し
ます。

【注意】
ビン内の薬液を泡立てないようにゆっくりと
行ってください。
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

薬液のビンを上にして、シリンジで薬液を吸いこむ6

右手（又は左手）でシリンジを針が下になるよ
うに持ちます。薬液のビンを作業台の上に左
手（又は右手）でしっかり固定し、針をゴム栓
中央部に上部から垂直に刺し入れます。

薬液のビンのゴム栓にシリンジの針を突き刺す5

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
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薬液のビンをゴム栓が上を向くように戻して
からシリンジを持ち針を抜きます。薬液のビン
はそのまま置いておきます（以降使用しま
せん）。

薬液のビンのゴム栓から針を抜く7

シリンジは、キャップを針にかぶせ、そのま
ま作業台に置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

キャップを針に取り付ける8
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2） 調製液をシリンジに取る

調製液A（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Aのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを
取り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れないように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

再び調製液Aを左手（又は右手）で持ち、針を
ゴム栓中央部に刺し入れます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Aのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる3
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調製液を底が上を向くように持ち、針が調製
液の中にあることを確認します。左手（又は右
手）で調製液を固定し、右手（又は左手）の親
指と人差し指でシリンジを持ち、中指でゆっ
くりと押子を引いて、50mL全量の調製液をシ
リンジに移します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

調製液Aをシリンジに取る4

調製液Aをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Aのゴム栓から針を抜く5

シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台の
先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並べて
そのまま置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジを作業台に置く6
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3） 調製液の一部をシリンジに取る
※調製液の必要量に小数点以下の端数がない場合はこの操作を行いません。

調製液B（使用する50mL調製液2本のうちの
1本）のふたを開け、ゴム栓（中央部の円の部
分）をアルコール消毒綿で消毒します。

【注意】
ふたをはずすと現れるゴム栓の部分には手を触
れないでください。

調製液Bのゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する1

薬剤用シリンジの袋を開封し、シリンジを取り
出します。薬剤用注射針の袋を開封し、針を取
り出します。針を半透明のキャップが付いたま
ま、シリンジの先にねじこみます。

【注意】
2.5mLの薬剤用シリンジを使用してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける2

半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

針のキャップを抜く3
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シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台
の先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並
べて置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。

シリンジを作業台に置く7

調製液Bを左手（又は右手）で持ち、針をゴム
栓中央部に刺し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液を底が上を向くように持ち、針が調製
液の中にあることを確認します。左手（又は
右手）で調製液を固定し、右手（又は左手）の
親指と人差し指でシリンジを持ち、中指で
ゆっくりと押子を引いて、必要な調製液のう
ち小数点以下の端数（例えば97.3mLであれば
0.3mL）の調製液をシリンジに移します。

調製液Bをシリンジに取る5

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。
調製液Bはそのまま作業台に置いておきます
（後で使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

調製液Bのゴム栓から針を抜く6
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4）残りの調製液をシリンジに取る

調製液用シリンジの袋を開封し、シリンジを取
り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
半透明のキャップをまっすぐ抜きます。キャッ
プはそのまま作業台に置いておきます（後で
使用します）。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

シリンジに針を取り付ける1

再び調製液Bのゴム栓（中央部の円の部分）を
アルコール消毒綿で消毒します。調製液Bを左
手（又は右手）で持ち、針をゴム栓中央部に刺
し入れます。

調製液Bのゴム栓にシリンジの針を刺し入れる2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 
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調製液を底が上を向くように持ち、針が調製液
の中にあることを確認します。左手（又は右手）
で調製液を固定し、右手（又は左手）の親指と
人差し指でシリンジを持ち、中指でゆっくりと
押子を引いて、必要な調製液のうち調製液Aで
取った50mLと最初に取った端数分を引いた
残り（例えば97.3mLであれば97.3－50－0.3＝
47mL）の調製液をシリンジに移します。

【注意】
押子は末端の突き出した部分以外は手を触れ
ないでください。
シリンジ内の空気はシリンジを爪で軽く叩いて
上部に集め、押子を押して抜いてください。

調製液Bをシリンジに取る3

調製液Bをゴム栓が上を向くように戻してから
シリンジを持ち針を抜きます。調製液Bはその
まま置いておきます（以降使用しません）。

調製液Bのゴム栓から針を抜く4

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジは、キャップを針にかぶせ、作業台の
先ほど薬液を取ったシリンジの近くに並べて
そのまま置きます。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

シリンジを作業台に置く5



B

123

（1）ポンプのON/OFFキーを長押しします。
（2）画面に、「デンゲン OFF ●●●● ●●●● 

●●●●」と表示されるまで押し続けます。

ポンプの電源を切る2

【注意】
電源を切らずに作業を進めると、アラームが出る可
能性があるため、電源を切ることをお勧めします。

これまで使用していたポンプの停止/作動
キーを「ストップ ____ ____ ____」のよう
に3本の棒が出るまで押し続けます。

※「ストップ ____ ____ ____」の文字が出
た後、3本の棒が消えるとポンプがストップ
します。

使用中のポンプをとめる1

緑のクランプをとめる3

緑のクランプをとめ、薬液が流れないように
します。
※カセットの白いスライドクランプは、はずし
たままにします。

2 残った薬液を抜き取る。

閉 開
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（1）ポンプ側面にあるロックボタンの溝にコ
インを差し込みます。

（2）時計回りに90度ほど回して、カセットをは
ずします。

ポンプからカセットをはずす4

残液吸引用シリンジの袋を開封し、シリンジを
取り出します。
調製液用注射針の袋を開封し、針を取り出し
ます。半透明のキャップが付いたまま、シリン
ジの先にねじこみます。
シリンジを半透明のキャップが付いたまま作
業台に置いておきます。

【注意】
針を取り付ける際シリンジの先端に手を触れな
いように注意してください。

空のシリンジに注射針を取り付ける5
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フィルター付延長チューブの側管のキャップを
はずし、アルコール消毒綿でゴムの部分を拭
き、消毒します。

【注意】
側管のキャップは清潔な場所に置きます。

側管をアルコール消毒綿で消毒する6

側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管をそのまま作業台に置きます。

側管からシリンジをはずす8

【注意】
抜き取った薬液は使わず、廃棄しましょう。

シリンジの半透明のキャップをまっすぐ抜き、
そのまま作業台に置きます。
側管に針を刺し、押子を引き、カセットの中の
薬液を抜き取ります。

シリンジを側管に刺し、残った薬液を抜き取る7

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
緑のクランプがしっかりととまり、体側から薬
液が流れてこないことを確認しながら、抜き
取ってください。

閉 開
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1） 薬液をカセットに移す

アルコール消毒綿でゴムの部分を拭き、消毒
します。

側管をアルコール消毒綿で消毒する1

薬液を取ったシリンジの半透明のキャップを
まっすぐ抜き、そのまま作業台に置きます。
側管に針を刺し、押子をゆっくり押してシリン
ジの薬液をカセットに注入します。

シリンジを側管に刺し、薬液をカセットに注入する2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管をそのまま作業台に置きます。

側管からシリンジをはずす3

3 薬液と調製液をカセットに注入する。
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2）調製液Aをカセットに移す

アルコール消毒綿でゴムの部分を拭き、消毒し
ます。

1 側管をアルコール消毒綿で消毒する

調製液Aを取ったシリンジの半透明のキャップ
をまっすぐ抜き、そのまま作業台に置きます。
側管に針を刺し、押子をゆっくり押してシリン
ジの調製液をカセットに注入します。

シリンジの調製液をカセットに注入する2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管をそのまま作業台に置きます。

側管からシリンジをはずす3
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3）調製液の一部（調製液B）をカセットに移す

アルコール消毒綿でゴムの部分を拭き、消毒し
ます。

側管をアルコール消毒綿で消毒する1

調製液の一部（調製液B）を取ったシリンジの
半透明のキャップをまっすぐ抜き、そのまま作
業台に置きます。
側管に針を刺し、押子をゆっくり押してシリン
ジの調製液をカセットに注入します。

シリンジの調製液をカセットに注入する2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管をそのまま作業台に置きます。

側管からシリンジをはずす3

※調製液の必要量に小数点以下の端数がない場合はこの操作を行いません。
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4）残りの調製液（調製液B）をカセットに移す

アルコール消毒綿でゴムの部分を拭き、消毒し
ます。

1 側管をアルコール消毒綿で消毒する

残りの調製液（調製液B）を取ったシリンジの
半透明のキャップをまっすぐ抜き、そのまま作
業台に置きます。
側管に針を刺し、押子をゆっくり押してシリン
ジの調製液をカセットに注入します。

シリンジの調製液をカセットに注入する2

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。 

カセットを薬液の出入り口が上になるように
もち、カセット内に空気がないことを確認し
ます。

カセット内に空気がないことを確認する3
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側管からシリンジをはずし、針を注射針用廃
棄箱に廃棄し、シリンジはそのまま置いておき
ます（以降使用しません）。
側管にキャップを取り付けます。

側管からシリンジをはずす5

カセット内に空気があった場合は、カセット内
の空気をすべて出入り口に集めます。シリンジ
の先端が下になるように持ち、押子をゆっく
りと引き、空気をカセットおよびチューブから
抜き、シリンジ内の調製液をゆっくり注入しま
す。カセットおよびチューブから気泡がなくな
るまで繰り返します。

カセット内の気泡を除去する4

【注意】
カセットをたたかないでください。
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これから使用するポンプに付いている保護カバーをはずす1

ポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計回りに90度回してポンプ
の保護カバーをはずします。

【注意】
保護カバーは廃棄しないでください。

（1）カセットのスライドクランプがとまってい
ることを確認します。

（2）カセットのツメをポンプの左側にかけ、カ
セットを右手で持ち、接続面を上に立てて
作業台に置き、左手で持ったポンプの底面
を合わせ、下に押し下げます。

ポンプに薬液の入ったカセットを取り付ける2

4 薬液の入ったカセットをこれから使用する
ポンプに装着する。

ツメ

閉
開開
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ポンプをカセットに押し付けながら、そのま
まポンプの右側にあるロックボタンの溝にコ
インを差込み、時計と反対側に90度回して固
定します。

カセットロックをとめてカセットを固定する3

カセットロックがしっかりとしまり、ポンプの
溝とカセットロックの溝が一直線になってい
ることを確認します。

カセットロックの溝と、ポンプの溝が、一直線になっていること
を確認する

4
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ポンプを裏返し電池ボックスに単3アルカリ乾
電池を2本セットします。ピッピーとなり電源
が入り設定値が次々に表示されます。

【注意】
電池ボックスの蓋が完全に閉まっていることを
確認してください。

ポンプに電池を入れる1

「セルフテストオマチクダサイ」と表示され、画
面が「ストップ」と変わるのを確認します。

セルフテストが始まります2

薬液量の設定3

（1）スクロールキーを押し「リザーバ ヨウリョ
ウ」画面にします。

5 これから使用するポンプを設定する。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正
しく入力されていることを確認します。

（2）△または▽キーでカセットの薬液量
（100mL）を入力します。

【注意】
50mLのカセットを使用する場合は50mLを入
力します。

投与速度の設定4

（1）スクロールキーを押し「トウヨ ソクド」画
面にします。

※画面には前回の投与速度が入力されてい
ます。

（2）△または▽キーで医師から指示された
投与速度（1時間あたりの薬液流量（mL/

hr））を入力します。

【注意】
小数点間違いに注意してください。
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（3）入力/リセットキーを押し、表示を見て正し
く入力されていることを確認します。

※入力/リセットキーを押し忘れると、「セッテイ
ガ セーブサレテイマセン」と表示されます。

※数値を入力後15秒以上放置すると、アラー
ム音が鳴り、変更前の数値に戻ります。

スクロールキーを押し、画面に「キホウ ケン
チ Off」と表示されることを確認します。

気泡の確認6

投与済み用量のリセット5

（1）スクロールキーを押し、「トウヨ ズミ」画面
にします。

（2）画面に、「トウヨ ズミ」と、ポンプスタート
後に投与された薬液の量が表示されます。

（3）入力/リセットキーを押します。
（4）画面に「トウヨ ズミ　0.00mL」と表示さ

れることを確認します。
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スクロールキーを押し、画面に「アップスト
リーム センサ Off」と表示されることを確認
します。

アップストリームセンサの設定67

スクロールキーを押し、画面に「ヘイソク
ケンチカンド High」と表示されることを確
認します。

閉塞感度の設定8

スクロールキーを押し、「ストップ」画面にし
ます。

設定を終え、ストップの状態にする9
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フィルター付延長チューブのクランプをはずす1

6 ポンプをスタートさせる準備をする。

（1）新しいポンプの停止 /作動キーを押し
ます。画面には「スタート ____ ____ 

____」という3本の線が表示されます。

（2）3本の線が消えるまで、キーを押し続け
ます。

（3）設定内容が表示され、「ドウサチュウ」
になったことを確認します。

（4）ポンプをケースにしまいます。

ポンプをスタートさせる2

※3本の線が消えると、ポンプがスタートし
　ます。
※設定した数値が表示されますので、再度
　確認しましょう。

開開開
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（1）コインを使って、使い終わったカセットを
はずし、ポンプの保護カバーを付けます。
また、電池は取り出しておきます。

（2）ポンプは予備として、携行するようにしま
しょう。

使用していたポンプをしまう3

使い終わった用具を廃棄する4

薬剤の入っていたビンや、使用したシリンジ、注射針、カセットなどは廃棄します。
廃棄の方法は、通院している病院やお住まいの自治体に相談しましょう。
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準備するもの

使用する消毒液や、消毒の手順は、医師・看護師の指示に従ってください。

Ⅳ. カテーテル挿入部の消毒

1  手洗いと消毒
2  カテーテル挿入部の消毒

アルコール消毒綿

チューブ固定用テープ

ペーパータオル
または清潔なタオル手洗い用せっけん

カ
テ
ー
テ
ル
挿
入
部
の
消
毒

Ⅳ

刺入部保護用
ドレッシングテープ

消毒液付滅菌綿棒
（ポピドンヨード、ヘキシジン、
ベンザルコニウムなど）

※医師・看護師の指示に従って使用
   してください。
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手首までよく洗います。

親指をもう片方の手で包んで
洗います。

指先をもう片方の手のひらで
もみ洗いします。

手の甲をもう片方の手のひらで
洗います。

手や指の汚れを流水で流し
てから、せっけんをよく泡立
てて手をもみ洗いします。

1

流水でよく洗い流した後、
ペーパータオルまたは清潔
なタオルで拭きます。

2

洗い終わった後は顔や髪の毛など、体や周囲のものに触れない
ように注意しましょう。

3

1  手洗いと消毒

事前準備

　手洗いは感染を防ぐために重要な作業ですので、せっけんを使い十分な
流水で洗いましょう。

・爪を切る ・時計や指輪をはずす
・衣服の袖口は肘までしっかりと捲り上げる
・長い髪は束ねる ・マスクを着用する
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あらかじめ必要な薬剤、用具を用意します。
使用する消毒液や、消毒の手順は、医師・看護師の指示に従ってください。

2）作業台を消毒する

3）作業台に用具を並べる

　作業台にはステンレス製トレイなどを使用し、アルコール消毒綿で中心から
外側へ、円を描くように丁寧に拭きます。2回拭いた後自然乾燥させます。
乾燥させるために、口で吹いたり、手であおいだりしないでください。
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　消毒の手順は、医師・看護師の指示に従いましょう。
図に、カテーテルの挿入位置、消毒する場所などを描き込みましょう。

こうした症状が現れたら、医師・看護師に相談しましょう。

カテーテル挿入部 ● 皮膚が赤くなる
● 痛みを感じる
● 膿がでる

2 カテーテル挿入部の消毒
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消毒に使用する消毒剤や用具、および使用方法を書き留めておきましょう。
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Ⅴ. 緊急時の対応

カテーテル感染

カテーテル・チューブのトラブル

　トレプロストの在宅持続静脈内投与で最も注意すべきトラブルは、カテーテル感染で

す。カテーテルには細菌が付着しやすく、感染症を起こしやすいです。そのため、自宅で行

う作業はできるだけ清潔に行う必要があります。もし次の様な症状が現れたら、カテーテ

ル感染の可能性がありますので、 直ちに医療機関に連絡して、指示に従ってください。

　カテーテルやチューブにトラブルが生じ、一時的にトレプロストを投与できなくなっても、

すぐに効果がなくなるわけではありません。あわてずに落ち着いて対処しましょう。また、対

処しきれない場合や、心配な時は主治医に連絡しましょう。なお、一時的にトレプロストを

中断したからといって、 ポンプの投与流量を速めることは絶対にしないでください。

症状 高熱が出る、寒気がする

カテーテル挿入部の発赤、痛み、はれ、滲出液（じくじくした液が出る）、膿

トラブル 原因 対処

カテーテル内で血液が
固まって閉塞し、
薬液が注入できない。

血液の逆流など。

最寄りの救急病院を

受診する。

その後、主治医に連絡する。

カテーテルが傷つき、
薬液が漏れだした。

カテーテルに強い力が

加わった。

ポンプを停止する。薬液が

漏れ出している前後の部分

のクランプをとめ、最寄りの

救急病院を受診する。その

後、主治医に連絡する。

カテーテルが抜けた。
カテーテルに強い力が

加わった。

直ちに挿入部を滅菌ガーゼ

で圧迫し、最寄りの救急病院

を受診する。その後、主治医

に連絡する。
緊
急
時
の
対
応

Ⅴ
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体調の異変
　以下のような体調の異変を感じたら、ポンプやチューブに原因がある場合がありますの

で、あわてずに原因を探してください。原因が分からない場合や、対処しても体調が改善

しない場合は、主治医に連絡してください。

体調の異変 原因 対処

顔が赤くなる
顔が青くなる
脈拍を強く感じる
めまいがする
ふらつく

ポンプが停止している。 ポンプを始動する。

カセット内に薬液がない。
直ちに薬液を調製し、カセット

を交換する。

チューブが閉塞している。

チューブが折れ曲がっていれ

ば元に戻し、クランプがとめら

れていればはずすなど、チュー

ブの閉塞状態を解除する。

血液が逆流している。

チューブの接続部が緩んで

いないか確認する。ポンプや

チューブに異常が見つからな

い場合、ポンプを停止し、カ

テーテルをクランプでとめ、

最寄りの救急病院を受診する。

その後、主治医に連絡する。

ポンプの設定が

間違っている。
設定を直す。

トラブル 原因 対処

チューブの接続部が
はずれた。

接続部がゆるんでいた。

ポンプを停止する。新しい

チューブとカセットに交換す

る。はずれた直後に発見し、

清潔な状態であれば、アル

コール消毒綿で接続部を消

毒し、再度接続してもよい。
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トレプロストの副作用
　トレプロストの投与中、特に増量中に、次のような副作用が現れることがあります。症

状が強い場合は、主治医に相談してください。

副作用 対処・注意すべきこと

頭痛
症状が続く場合は主治医に相談する。市販の鎮痛薬を服用す

る場合は主治医に確認してから服用する。

下痢
症状が続く場合は主治医に相談する。市販の下痢止めを服用す

る場合は主治医に確認してから服用する。

皮膚の赤み、ほてり 直射日光を避ける。

あごの痛み
やわらかい食事を取る。冷たいものや熱いものは刺激になる

ので、適温にしてから食べる。

むくみ、だるさ 症状が強い場合は、主治医に相談する。

吐き気 症状が続く場合は、主治医に相談する。

めまい、血圧低下
急に立ち上がることを避け、しばらく安静にする。

症状が続く場合は、主治医に相談する。

足の底の痛み 症状が強い場合は、主治医に相談する。
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ポンプのアラーム一覧表
アラームが発生した時は、必ず表示の内容を確認してから、スクロールキーを押し、

アラーム音を解除してください。

その後下記のポンプのアラーム一覧表を参考に対応してください。

対応に時間がかかる場合はポンプを新たなものに交換し、注入を再開してから、対応

してください。

体調に異変がある場合はすぐに医療機関に連絡してください。ポンプが故障した可能

性のある場合も連絡してください。新たなポンプと交換します。

アラーム音「ピープー・ピープー」

No. パネルの表示 アラーム
発生時期

ポンプ
状態 対応 注意点

1 プログラムガ

セッテイサレテ

イマセン

作動前 停止 投与速度などを設定してポン

プをスタートしてください。

2 コウアツ

アラーム

ヘイソクアリ

作動中 作動⇒
停止

スクロールキーを押す前に

チューブとカテーテルを確認

し、折れなどがあれば直して

ください。スライドクランプが

閉じていないか確認してくだ

さい。閉塞がなくなればポン

プは再度動きます。

他の原因として、チューブが逆

に接続されている、フィルタが

詰まっている、カテーテルが

閉塞している場合があります。

チューブを交換しても発生す

る場合は連絡してください。

スクロールキーを押した

場合はポンプを再度ス

タートさせてください。

3 カセットナシ　

クランプ　

カクニン

作動前
または
作動中

停止
または
作動⇒
停止

カセットの止めねじを確認し、

閉めなおしてください。

電源を切らずにカセットを

はずすと発生するのでカ

セットの交換は電源を切っ

てから行ってください。

4 カセットナシ　

ドウサ　

フノウ

作動前 停止 カセットが正しく取り付けら

れていることを確認してくだ

さい。

5 リザーバ

ヨウリョウ

ヤクエキナシ

作動中 作動⇒
停止

薬液がなくなったので、新たな

カセットと交換してください。
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No. パネルの表示 アラーム
発生時期

ポンプ
状態 対応 注意点

6 デンチ

フリョウ

作動中 作動⇒
停止

ポンプが停止しているの

で、すぐに新しい電池と交

換し、再スタートさせてく

ださい。

このアラームはスクロールキー

を押しても解除できません。

このアラームの前に「デンチギ

レ」アラームが表示されるので早

めに電池を交換してください。

7 画面表示なし 作動中 作動⇒
停止

電池が外れているので

電池をいれなおし、再ス

タートさせてください。

8 ドウサ

デンアツ

テイカ

作動中 作動⇒
停止

作動中に電池が外れた場

合、電池をいれなおすと

でます。スクロールキーで

解除してください。

電源を切らずに電池をはずす

と発生するので電池の交換

は電源を切ってから行ってく

ださい。

9 キーガ

オサレテイマス

ハナシテクダサイ

作動前
または
作動中

停止
または
作動⇒
停止

ボタンが押されていない

のにこのアラームがでた

場合は、予備のポンプに

交換するとともに、連絡し

てください。

10 Error 作動前
または
作動中

停止
または
作動⇒
停止

予備のポンプに交換すると

ともに、連絡してください。

11 テイキテンケンビ

XX

トリアツカイショ

ミテクダサイ

作動前 停止 予備のポンプに交換すると

ともに、連絡してください。

ポンプの故障ではありません

が点検のため交換します。

アラーム音「ピピピ」

1 XXXXXX

リザーバ　Low

作動中 作動 薬液が少なくなったので、

新たなカセットと交換す

る準備をしてください。

残量が5mL、4mL、3mL、2mL、

1mLになったときそれぞれア

ラームがなります。

アラーム音「ピープ・ピープ・ピープ」

1 XXXXXX

デンチギレ
作動中 作動 早めに電池を

交換してください。

アラーム音「なし」

1 LEC XXXX 作動前 停止 予備のポンプに交換すると

ともに、連絡してください。

ポンプのアラーム
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連絡先

主治医

医師名

電話番号

医療機関名

住所

かかりつけ医

医師名

電話番号

医療機関名

住所

在宅療法支援会社

会社名

電話番号

住所

親族・介助者

氏名（1）

電話番号

住所

氏名（2）

電話番号

住所

本人

氏名

電話番号

住所
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