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はじめに

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が、トレーニングを受けた医
師・看護師などの医療関係者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。
　特に、持続皮下投与時は、注射部位の痛みが高頻度に発現するため、入院期間中
に、痛みの発生時期、注射部位の選択、対処法等に関する情報をしっかりと確認し、
ご自身にあった対処法を相談してください（P38「Ⅲ．注射部位の痛みと対策」参照）。

医療関係者の指示に従い、わからないことは
入院期間中に確認しておきましょう

2

　巻末に医療機関や在宅医療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3
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　トレプロストの在宅持続皮下投与療法を行う際は、清潔な操作を心がけてくださ
い。清潔な操作を行うために、手洗いや作業台の消毒をていねいに行い、薬液の調
製やシリンジ、チューブおよび留置針の交換を行う際には常に注意を払うようにして
ください。

清潔な操作を心がけましょう1

　自宅で行う主な作業は、次の2つです。
　①薬液の調製とポンプおよびシリンジの交換
　②チューブおよび留置針の交換

在宅療法での作業2

　トレプロストの取り扱いについては以下の3つを守ってください。
　• 調製後は72時間以内に投与を終了してください。
　• 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。
　• 使い始めた薬剤のビンは30日以内に使用してください。

薬剤の取り扱い4

はじめに

在宅療法で特に注意しなければならないこと

作業頻度の目安3

薬液の調製とポンプおよびシリンジの交換 3日に1回

チューブおよび留置針の交換 2～ 3日に1回
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　トレプロストの投与方法には持続皮下投与と持続静脈内投与の2つの方法があり
ます。
　このうち持続皮下投与では、留置針と呼ばれる針を皮下に刺し、そこからチュー
ブで携帯型のポンプをつなぎます。ポンプから一定の速度で送りだされた薬液は、
チューブ、留置針を通り、持続的に皮下へ注入されます。

トレプロストの持続皮下投与療法

ポンプ

携帯型のポンプで薬液を
一定速度で注入
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はじめに

入院治療から在宅療法までの流れ

　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。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。

在宅医療支援会社のサポートの一例
　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。

退院後、定期的に通院する

在宅療法に切り替える

患者自らがトレプロスト持続皮下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
自己投与方法をトレーニングし、習得する

入院加療により、症状が改善および安定し、在宅療法が可能な
状態にあると主治医が判断

入院し、トレプロスト持続皮下投与を開始する

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、在宅療法を強く希望する場合

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

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

　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。

トレプロスト®注射液（薬剤）

用意する薬剤および用具について



携帯型ポンプ
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はじめに

　一般にトップ社製のTOP-8200を使用します。ポンプ本体に
シリンジ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4アルカリ乾電池1本を使用します。

ポンプ

単4アルカリ乾電池 アルコール消毒綿

トップ留置針携帯ポンプ用
（チューブとセットになっている）

チューブ

留置針

注射針用廃棄箱

トップシリンジ
携帯シリンジポンプ専用

（採液用の注射針とセットになっている）



9

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
• シリンジ
• 注射針（専用の廃棄箱に入れる）
• チューブ
• 留置針（専用の廃棄箱に入れる）

　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
• シリンジなどを包装した袋
• アルカリ乾電池
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1  手洗い
2  作業台の消毒

Ⅰ. 手洗いと消毒

準備するもの

【注意】
作業場所は湿気や汚れの少ない専用の部屋などが望ましく、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止めてください。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 アルコール消毒綿
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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

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



1212

作業台は消毒用アルコールをペーパータオルなどに浸みこませ、中心から
外側へ、円を描くようにていねいに拭きます。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。

2  作業台の消毒
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1  ポンプの設定
2  薬剤のシリンジへの採取
3  シリンジとチューブの接続
4  シリンジのポンプへのセット
5  針刺し
6  チューブと留置針の接続
7  注入開始
8  使用後のポンプの保管と使用済み用具の廃棄

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。

トレプロスト®注射液（薬剤）

Ⅱ. 投与の準備と投与開始

アルコール消毒綿 注射針用廃棄箱

ポンプ

単4アルカリ乾電池

トップシリンジ
携帯シリンジポンプ専用

（採液用の注射針とセットになっている）
トップ留置針携帯ポンプ用
（チューブとセットになっている）

チューブ

留置針
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1  ポンプの設定

ポンプに電池を入れる1

電池のプラス側（“＋”のマークが

ある側）が奥に入るように、電池

を入れます。

電池カバーを取り付けた後、硬

貨等を使用して、カバーを時計回

りに回しロックします。

例示の画像は注入量を18.0μL /hrに設定しています。
なお、画像中のポンプの表示画面のうち、現在日時は2013年3月2日8:20に統一しています。

単位をμLに設定する2

（1） キーを2秒以上押します。

「ピー」という音や振動と共に電

源が入り「動作インジケーター」

が赤く点灯し、画面が表示され

ます。

（2）TOPのロゴマーク表示中に　　

キーを2秒以上押します。

ピーと鳴り、振動

赤色で点灯

2 は、ポンプを初めて使用する場合の操作です。すでに、注入単位の切り替えを「μL」に済ませている
方は、3 へ進みます。
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（4）単位切換画面で“μL”を選択し、

キーを押します。

（7）電源OFF確認画面で“YES”を

選択し、 キーを押して一旦

電源を切ります。

（3）MENU画面で“単位切換”を選

択し、 キーを押します。

（5）注入単位が設定され、設定完了

画面が表示されます。

設定完了画面表示後は、MENU

画面に戻ります。

（6）MENU画面で“電源OFF”を選

択し、 キーを押します。

【注意】
この画面で30秒放置すると、「液晶ブ
ラインド機能」が働き、“NO”が自動選
択され、2 の（3）の画面に戻ります。
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日時を設定する3

（1） キーを2秒以上押します。

「ピー」という音や振動と共に

電源が入り、「動作インジケー

ター」が赤く点灯し、画面が表

示されます。

赤色で点灯

ピーと鳴り、振動

（2）日時設定画面で キー

を押して設定したい項目を選

択し、 キーを押します。

選択枠が点滅したら、

キーを押して日時を設定し、

キーを押します。

 日時の設定が終了後、“確定”を

選択し キーを押すと、待

機画面に戻ります。
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閉塞圧を設定する4

（1）待機画面でMENUを選択し、

キーを押します。

（4）閉塞圧が設定され、設定完了

画面が表示されることを確認

します。設定完了画面表示後

はMENU画面に戻ります。

（2）MENU画面で“閉塞圧”を選択

し、 キーを押します。

（3）閉塞圧設定画面で“低”を選択

し、 キーを押します。

閉塞検出圧力が低いほど、閉塞
感度が高くなります。
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“A”～“D”のいずれを選んでも
かまいません。トレプロストによ
る肺動脈性肺高血圧症の治療で
は、通常、複数の投与パターンを
使用することはありません。

注入量を設定する5

（1）MENU画面で“基礎注入”を選

択し、 キーを押します。

（2）パターン選択画面で設定を行う

パターンを“A”～“D”の中から

選択し、 キーを押します。

点滅

（3）パターンAの設定項目選択画面

で“設定”を選択し、 キー

を押します。

（4）設定画面で キーを押すと

「●●.●μL/h」が点滅します。

ここでは「パターンA」を選択して操作しています。
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（5） または キーで時間当たり

の注入量を設定し、 キー

を押します。（0：00の注入量の

みを設定することで、24時間一

定の注入量が設定されます）。

注入量の選択枠の点滅が点灯

に変わることを確認します。　

“確定”を選択し、 キーを

押します。

（6）設定したパターンと、24時間の

注入量が表示されることを確認

します。

点灯

【注意】 注入量は医師の指示どお
りに正しく設定してください。

現在セットされているパターン
と、設定を行ったパターンが異な
る場合、設定を行ったパターンで
投与を行うには“セット”を選択
し、 キーを押します。

（7）設定完了画面の表示後、パ

ターンAの設定項目選択画面に

戻ります。 キーを3回押す

と、待機画面に戻ります。

【注意】 
現在セットされているパターン
は待機画面に表示されます。
待機画面に表示されたパターン
が、設定したパターンであるこ
とを確認してください。
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ゴム栓をアルコール消毒綿で消毒する

薬剤のキャップを取りはずす1

2

シリンジに針を取り付ける3

シリンジと針の入った包装を開封

し、シリンジと針を取り出します。

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。

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。

薬剤のビンを固定し、キャップを

取りはずします。

2  薬剤のシリンジへの採取
使用する薬剤のビンが2回目以降の場合は 1 の作業はありませんので、2 へ進みます。

【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。

【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。
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空気を必要な薬剤量（mL）の目盛りまで吸い込む4

薬剤のビンにシリンジの針を刺し入れる6

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、必要な薬剤量（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。

【注意】
針を手に刺さないよう注意してください。
針は垂直に刺し入れてください。また、使
用する薬剤のビンが2回目以降の場合、
同じ箇所を避けて刺し入れてください。

針のキャップを抜く5

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。

シリンジを針が下になるように持ちます。

薬剤を作業台の上にしっかり固定し、針

をゴム栓中央部に垂直に刺し入れます。

押子をゆっくり押して中の空気を全部薬

剤のビンの中に入れます。
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薬剤のビンを上にして、薬剤をシリンジに移しとる7

薬剤のビンの底が上を向くよう

に持ち、針が薬剤の中にあるこ

とを確認します。押子をゆっくり

と元の位置に引いて、薬剤をシ

リンジに移します。

薬剤のビンから針を抜く8

薬剤の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。薬剤はそのまま置

いておきます（以降、今回の調

製では使用しません）。

【注意】
針を奥まで刺しすぎていると、薬
剤ではなく空気を吸ってしまい
ますので、注意しましょう。
薬剤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。
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キャップを針に取り付ける9

【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、そのまま作業台に置きます。
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留置針の包装を開封する

チューブの保護栓をはずす

包装を開封し、チューブのみ取り

出します。

チューブ先端のピンク色の保護

栓を、ねじってはずします。

1

2

薬剤を採取したシリンジの針をキャップごとはずす3

3  シリンジとチューブの接続

2 で薬剤を採取したシリンジの

針を、半透明のキャップごとね

じってはずします（以降、この針

は使用しません）。

【注意】
接続部には手を触れないよう注
意してください。
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チューブとシリンジを接続する

チューブの接続部をシリンジの

先にねじこみ、ねじこみ部分が動

かないことを確認します。

4

チューブの保護キャップをはずす5

チューブの先端の透明の保護

キャップをはずします。

手動で、チューブに薬液を満たす操作（プライミング）を行う6

シリンジの押子を押し、チューブ

の先端に届く程度まで薬液を満

たします。

【注意】
シリンジ内に空気が残っている
場合は、空気を押し出すようにし
ましょう。



26

4  シリンジのポンプへのセット

シリンジをセットする

ポンプのドアを開く

ポンプのドアロックレバーを矢

印の方向に移動させ、ドアを開

きます。

2

1

解除ラベル

フランジ

ドアロックレバー

押子クラッチ

クラッチレバー

溝

溝

（1）チューブを接続したシリンジを、

フランジを溝にはめこむように

してポンプに取り付けます。

（2）シリンジの押子に押子クラッチを押し当てます。突起部が突出しクラッチ

レバーをかける溝ができたことを確認します。

ドアが解錠されると、解除ラベ
ルが現れ、解錠を確認すること
ができます。
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（3）シリンジの押子に押子クラッチを押し当てたまま、クラッチレバーを下ろ

し、押子クラッチで押子をロックします。押子クラッチが、シリンジの押子

を完全に保持していることを確認してください。

（4）薬液の残量を確認しやすくす

るため、シリンジの目盛りが窓

から見えるように、シリンジを

回転させて向きを調節します。

ドアを閉める3

ドアを閉め、ドアロックレバーを

矢印の方向に移動させ、ドアを

ロックします。
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【注意】
チューブを引き出す方向に注意しなが
ら刺してください。
垂直に刺さないと針が曲がる場合が
あるので注意しましょう。

針を刺す部位を消毒する1

留置針の剥
はく

離
り し

紙を一部はがす

留置針を皮膚に穿刺する

2

3

5  針刺し
※例示の画像では右手を利き手としています。

おなかなどの針を刺す部位を露出させます。このとき衣服はあらかじめクリッ

プなどで留めておきます。

アルコール消毒綿を取り出し、針刺し部分をアルコール消毒綿でよく拭き自然

乾燥させます。

留置針を利き手にもち、反対の

手で固定テープの剥離紙を一部

はがしておきます。

固定テープ

チューブ
引き出し方向

（1）利き手と反対の手で針刺し部位の皮

膚を軽くつまんで緊張させ、留置針

を垂直に一気に押し込みます。

剥離紙の先端が固定テープの外
側にくるようにしておくと、後の
作業がやりやすくなります。

（2）残りの剥離紙をゆっくりと剥し取って、固定テープを皮膚に貼ります。
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（3）利き手と反対の手で、固定テー

プ部分をしっかり押さえ、利き

手で、留置針中央の青い部分を

まっすぐ引き抜きます。

【注意】
この時、針全体の押さえが不十
分だと、針が抜けてしまいます
ので注意しましょう。

針（テフロン針）が皮下に留置
されます。
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早送り（ポンプによるプライミング）を行う1

1 はポンプ操作です。

6  チューブと留置針の接続

（1）待機画面で マークを選

択し、 キーを押します。

（3）早送り中画面が表示され、早送

りが開始されます。

“スタート”が“ストップ”に変わ

ることを確認します。

（2）“スタート”が選択されているこ

とを確認し、 キーを押し

ます。

スタートせずに放置すると、10秒
後に待機画面に戻ります。
待機画面に戻った場合は、（1）か
ら再度行います。
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チューブと留置針を接続する2

【注意】
シリンジの交換やドアを開け
た場合は、必ずポンプでの早送
りを行ってください。

（5）早送り画面で キーを押し

て、待機画面が表示されること

を確認します。

【注意】
薬液にはふれないでください。

（4）チューブ先端の針先から薬液が

出てきたら“ストップ”が選択

されていることを確認し、　　

キーを押し早送りを停止し

ます。

チューブ先端の接続キャップを留置

針本体に接続します。

接続時に「カチッ」と音が鳴ること

を確認します。

【注意】
留置針本体がピッタリ合うよう
に接続キャップの向きに注意しま
しょう。

接続キャップ
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7  注入開始

残量を設定する1

（1）待機画面で を選択し、

キーを押します。

この画面で3分間放置すると、注
意表示画面が表示されます。ま
た、残量設定がOFFの場合は、こ
の画面は表示されません。

注入が開始されます。

（2）残量設定画面が表示されるの

で、 キーを押して薬液の
残量（医師から指示された薬

液量）を設定します。

（3）“確定”を選択し、 キーを

押します。
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注入開始を確認する2

注入中画面が表示され、注入開

始と同時にキーロックがかかり、

が順次点灯し、 と

が と に変わる

ことを確認します。

緑色で点滅

注入中にキーロックを解除した
状態で30秒間放置し、「液晶ブ
ラインド機能」が働くと、同時に
キーロックがかかります。

【注意】
注入開始時にはポンプの動作音
を確認することを心がけてくだ
さい。
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8  使用後のポンプの保管と使用済み用具の廃棄

ポンプを停止する1

（1）注入中はキーロック機能が働き、

キー操作ができないようになっ

ています。

いずれかのキーを押し、キー

ロック解除画面を表示します。

（2）“YES”を選択し、 を押し、

キーロックを解除します。

（3）操作項目から、 を押して

を選択し、 を押します。

（4）注入が停止し、操作項目の

が に変わったことを確認

します。

キーロックマーク
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ポンプの電源を切る2

（1）MENU画面に入り、 を押し

て、“電源OFF”を選択して

を押します。

（3）画面が消灯し、電源が切れたこと

を確認します。

（2）電源OFFの選択画面で“YES”を

選択し、 を押します。
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ポンプの保管3

使用済み用具の廃棄4

薬剤のビンに薬剤が残っている場合は、次回使用するので保管してください。

以下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

　・シリンジ

　・注射針（専用の廃棄箱に入れる）

　・チューブ

　・留置針（専用の廃棄箱に入れる）

以下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、お住まいの自治体の方法に従ってください。

　・アルコール消毒綿

　・シリンジなどを包装した袋

　・アルカリ乾電池

【注意】
注射針は注射針用廃棄箱に入れて処理してください。

【注意】
長期間（１ヵ月以上）使用せずに
保管する場合は、漏液による端子
の破損を防ぐため、忘れずに電池
を取り外してください。

使用を終了し、ポンプを保管す

る場合は、電源を切り、電池を抜

いてください。
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Ⅲ. 注射部位の痛みと対策

1. 注射部位の痛みの発生頻度

2. 注射部位の管理

　国内でトレプロストの持続皮下投与を受けた患者さん（31人）の全員に、注射部位の痛
みや何らかの注射部位の反応（赤くなる、はれる、熱くなる、かたくなる、かゆくなるなど）が
発現しました。薬剤などの処置が行われましたが、13人（41.9%）が持続静脈内投与へ注射
方法を変更し、4人（12.9%）が注射部位の痛みや注射部位の反応のために投与を中止しま
した。トレプロストの持続皮下投与を1年以上継続した患者さんは、4人（12.9%）でした。

　これまでのところ、トレプロストの注射部位の痛みに関しては、発現のしくみは明らかになっ
ておらず、個人の感受性が大きく影響し、患者さんごとに有効な対策が異なると考えられてい
ます。そのため、自分にあった対処法を医師・看護師などの医療関係者と相談し、医療関係者
からの指示に従うことが大切です。以下に記載された情報を入院期間中に確認しましょう。

注射部位の痛みは個人によっても、また、注射部位によっても異なります。注射部位は、個人
によって、注射に適した部位と、痛みを鋭敏に感じたりして注射に適さない部位があります。

注射している部位が注射に適さない部位であると感じたらすぐに注射部位を変更します。

新たな部位に注射を開始してから2～ 5日が最も強く痛みを感じるという報告があります。

トレプロストの投与量が多くなるほど、注射部位の痛みが強くなるわけではないという報告
があります。

注射部位の痛みに対しては、注射部位を冷やしたり、温めたり、薬剤（鎮痛剤など）を使用し
たりしますが、効果は患者さんによって異なります。

毎回の注射以降、何日目に痛みが発生したか、どの注射部位が痛くなかったか、どの薬剤が
効果的であった等を把握するためにも、毎日日誌をつけましょう。

注射部位の痛みと注射部位の反応の発現状況（注射開始から12週間）

国内でトレプロストの持続皮下投与を受けた患者さん（31人）
発現人数（%）

発現頻度 静脈内投与へ
注射方法変更 投与中止

注射部位の痛み 31（100.0） 13（41.9） 4（12.9）

注射部位の反応

　注射部位が赤くなる 31（100.0） 5（16.1） 1（3.2）

　注射部位がはれる 31（100.0） 5（16.1） 2（6.5）

　注射部位が熱くなる 24（77.4） 5（16.1） 1（3.2）

　注射部位がかたくなる 10（32.3） 0（0.0） 0（0.0）

　注射部位がかゆくなる 6（19.4） 0（0.0） 0（0.0）

持田製薬社内資料（国内患者対象試験）
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初めて持続皮下投与療法を行う場合は、自己注射が容易で、注射部位の観察や外用薬が

使いやすいおなかに注射してください。

注射部位の選択

二の腕の背中側

わき腹の下側

太もも

おしりの上側

おなか

次の部位にも投与が可能です。

おしりの上側
わき腹の下側
二の腕の背中側
太もも

神経が通っていそうな場所、赤くなっている場所、かたくなっている場所、傷になっている
場所、すじになっている場所、傷あとが残っている場所、むくんでいる場所、ふくらんだ場
所、ベルトライン等への注射は避けてください。



Ⅳ. 緊急時の対応

留置針・チューブのトラブル
　留置針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

の投与を中断したからといって、自己判断でポンプの注入量を速めることは絶対にしな

いでください。

トラブル 原因 対処

留置針が抜けた。
留置針またはチューブに

強い力が加わった。

直ちに新たな留置針を刺し、

投与を再開する。

その後、主治医に連絡する。

チューブから薬液が
漏れた。

チューブに強い力が

加わった。

ポンプを停止する。直ちに新

たなチューブを用意し、投与

ルートの準備を行い、投与を

再開する。

その後、主治医に連絡する。

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。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。清潔とは

いえない場合は、新しいも

のに交換する。

40
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警報・警告が発生したときの処置

警報名および表示 警報音 処　置

名称：閉塞警報

表示：動作インジケーターが赤く

点滅します。

ブザー音あり：

警報音「ピ―――」が鳴動

します。

マナーモード：

振動「ブー、ブー、ブー」を

1分間隔で10回繰り返した

後、警報音「ピ―――」が

鳴動します。

輸液ラインをクランプして閉

塞の原因を取り除いてくださ

い。

注入を再開するときは、必ず

「早送り（プライミング）～穿

刺」に従ってプライミングを

行ってください。

● 警告
輸液ラインのチューブの折れ、フィル
ターの詰まり、針の詰まり等による閉
塞が生じた場合、輸液ラインの内圧
が高くなっています。この状態で閉塞
の原因を取り除くと、薬液が一時的に
過大に注入されてしまいます。輸液ラ
インをクランプするなどの適切な処
置をしてから、閉塞の原因を取り除い
てください。

名称：ドアオープン警報

表示：動作インジケーターが赤く

点滅します。

ブザー音あり：

警報音「ピ―――」が鳴動

します。

マナーモード：

振動「ブー、ブー、ブー」を

1分間隔で10回繰り返した

後、警報音「ピ―――」が

鳴動します。

ドアが確実に閉じられている

ことを確認してください。

ドアが確実に閉じられている

のにもかかわらず、再度この警

報が発生する場合は、本機の

故障が考えられますので、直

ちに使用を中止し、製造会社

担当者まで連絡してください。

警報が発生したとき

※警報音は キーを押すことで消音できます。警報音を消しても、警報状態が解除さ
れていないと、2分後に再度警報音が発生します。

※警報発生中は、「動作インジケーター」が赤く点滅します。

※注入中に警報が発生すると、注入動作は停止します。
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警報名および表示 警報音 処　置

名称：操作忘れ警報

表示：動作インジケーターが赤く

点滅します。

ブザー音あり：

警報音「ピ―――」が鳴動

します。

マナーモード：

振動「ブー、ブー、ブー」を

1分間隔で10回繰り返した

後、警報音「ピ―――」が

鳴動します。

待機状態で操作が3分以上行

われておりません。

長時間停止させるときは、電

池の消耗を防ぐために、電源

をOFFしておいてください。

名称：内部故障

表示：動作インジケーターが赤く

点灯します。

警報音「ピ―――」が鳴動

します。 

本機の故障です。（Er-00～ 99）

一度、電池を取り外して電源を

切ります。再度、電池を取り付

けて電源を入れてください。電

池を入れ直しても動作インジ

ケーターが赤く点灯している

場合は、電池を取り外した状態

で赤いランプが消えるまで放

置し、本機を完全放電させま

す。完全放電後に電池を取り付

け、電源を入れてください。

繰り返しこの警報が発生する

場合は、本機の故障が考えら

れますので、購入先または最寄

りの製造会社営業所まで連絡

してください。

名称：電池切れ警報

表示：動作インジケーターが赤く

点滅します。

● 注意
液晶画面は消灯します。

警報音「ピー、ピー、ピー」

が鳴動します。
「電池の取り付け/取り外し」に

従って、新しい電池に交換して

ください。
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警告名および表示 警告音 処　置

名称：電池電圧低下警告

表示：動作インジケーターが赤く

点滅します。

警告音「ピピピッ」が鳴動

します。

「電池の取り付け・取り外し」に

従って、新しい電池に交換して

ください。

● 警告
この警告発生後、駆動時間は約30分
程度です。

名称：メンテナンス警告

表示：動作インジケーターが赤く

点滅します。

ブザー音あり：

警告音「ピピピッ」が鳴動

します。

マナーモード：

振動「ブー、ブー、ブー」を

１分間隔で１０回繰り返し

た後、警報音「ピ―――」

が鳴動します。

予定された定期点検の時期に

なりました。定期点検終了後

は、メンテナンスタイマーの設

定をリセットするか、新たに設

定をしてください。

● 注意
上記の操作を行わないと、メンテ
ナンスマークが表示されたままにな
ります。

警告が発生したとき

※警告音は キーを押すことで消音できます。

※警告発生中は、「動作インジケーター」が赤く点滅します。

※警告発生中は、注入動作は続いています。
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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もあります。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。

シリンジ内に薬液がない。
直ちに薬液を調製し、シリン

ジを交換する。

チューブが閉塞している。

チューブが折れ曲がっていれ

ばもとに戻し、チューブの閉塞

状態を解除する。

留置針が抜けている。 留置針、チューブを交換し、

刺しなおす。留置針が曲がっている。

ポンプの設定が

間違っている。
設定をなおす。
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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。

※赤くなる、はれる、熱くなる、かたくなる、かゆくなるなど

副作用 対処・注意すべきこと

注射部位の痛み
注射部位を冷やしたり、温めたりする。医師に処方された鎮痛

薬を使用する。症状が強い場合は、主治医に相談する。

注射部位の反応※ 症状が強い場合は、主治医に相談する。

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
やわらかい食事をとる。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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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

在宅医療支援会社

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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