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本取扱説明書は、英語版マニュアルを邦訳した取扱説明書です。製品に同
梱されている添付文書が本邦における関連法規上の正式な文書となります。
スペースの制約上、添付文書では詳細な取扱方法等を網羅できない等の理
由により、製品をご使用になる前には本取扱説明書をご熟読いただきます
ようお願い申し上げます。
本取扱説明書内の注意事項に反して使用された場合には、弊社は製造責任
その他の法的責任を負えなくなる場合があります。
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概要 (DESCRIPTION)

EMBLEM S-ICD Electrode Delivery System (EDS)は、ボストン・サイエンティフィック社製 S-ICD システ
ムの構成品の 1 つで、不整脈管理が必要な患者に対して使用する。EDSは、イントロデューサシースがあらか
じめ取り付けられている 2本のトンネリングツールから構成され、皮下トンネルを作成して S-ICD皮下植込み
型電極の植込みを円滑に行うために用いられる。EDSは、S-ICD皮下植込み型電極モデル 3501と適合性がある。

関連情報 (RELATED INFORMATION)

S-ICDシステムの他の構成品の詳細については、以下を参照すること。

・ 『S-ICDパルスジェネレータ取扱説明書／ S-ICD PULSE GENERATOR USER’S MANUAL』

・ 『S-ICDリード 皮下植え込み型電極取扱説明書／ SUBCUTANEOUS ELECTRODE USER’S MANUAL』

対象となる読者 (INTENDED AUDIENCE)

本書は、装置の植込みやフォローアップ手順の訓練を受けたまたは経験のある医療従事者用である。

適応 (INDICATIONS FOR USE)

S-ICDシステムは、症候性徐脈がない患者、ならびに抗頻拍ペーシングにより確実に停止される頻発性心室頻
拍または頻繁に再発する特発性心室頻拍がない患者の致死的な心室性頻拍性不整脈の治療において、除細動治
療を行うためのものである。

禁忌 (CONTRAINDICATIONS)

単極ペーシング機能およびインピーダンスを利用した機能と S-ICD システムとの併用は禁忌である。
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警告 (WARNINGS)

注記 :  S-ICDシステムを使用する前に、『S-ICDパルスジェネレータ取扱説明書』に記載のすべての警告と使用
上の注意を読み、指示に従うこと。

一般的な警告

・ 記載事項の確認 :パルスジェネレータや皮下植込み型電極の損傷を避けるため、S-ICD システムを使用する
前に本取扱説明書を熟読すること。パルスジェネレータや皮下植込み型電極の損傷は患者の傷害または死
亡につながるおそれがある。

・ 単回使用 :本品は 1 回限りの使用とし、再使用、再処理または再滅菌しないこと。装置の構造上、支障が生
じる可能性があるとともに、装置の故障、ひいては故障が原因となって患者の傷害、疾病または死亡が引
き起こされる可能性がある。また再使用、再処理または再滅菌により装置が汚染されるリスクが生じると
ともに、患者間の感染症の伝染など、患者の感染または交差感染を引き起こすおそれがある。装置が汚染
された場合、結果的に患者の傷害、疾病または死亡につながる可能性がある。

・ 構成品の適合性 :ボストン・サイエンティフィック社製 S-ICD 植込み型構成品はすべて、ボストン・サイ
エンティフィック社製 S-ICDシステムとの併用専用に設計されている。適合しない構成品と S-ICDシステ
ム構成品を接続すると、救命のための除細動治療を送出できなくなるおそれがある。

・ バックアップ除細動の準備 :植込み術中およびフォローアップテスト中は、体外式除細動器を直ちに使用で
きるよう準備し、心肺蘇生法に熟知した医療従事者が常に待機していること。誘発された心室性頻拍性不
整脈は適時に停止されないと患者の救命が困難となり死亡につながることがある。

取り扱い

・ 適切な取り扱い : S-ICD システムの構成品は常に注意して取り扱い、適切な無菌操作を維持すること。その
ような対処を怠った場合、結果的に患者の傷害、疾病または死亡につながる可能性がある。術者の損傷を
避けるため、トンネリング時は注意を払うこと。
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・ 構成品に損傷をもたらす行為の禁止 : S-ICD システムの構成品の変形、切断、ねじれ、押しつぶし、引き伸
ばしなど損傷をもたらす行為を行わないこと。S-ICDシステムが損傷すると、患者に不適切なショックが
送出されたり、治療を実施できなくなったりするおそれがある。

・ 皮下植込み型電極の取り扱い :皮下植込み型電極コネクタの取り扱いに注意すること。鉗子、止血器具、ク
ランプなどの手術器具をコネクタに直接接触させないこと。コネクタが損傷するおそれがある。コネクタ
が損傷すると密封性が低下し、センシングの低下、治療不能または不適切な治療につながるおそれがある。

植込み (IMPLANTATION)

・ 腕の位置 :デバイス植込み時および VF誘発またはショック送出前に患者が背臥位である間は、尺骨神経お
よび腕神経叢が損傷しないように、デバイス植込み部位と同側の腕の配置に注意する必要がある。植込み
の手技中は患者の腕を 60度まで外転させ、前腕を回外位 (掌を上 )に置くことが望ましい。アームボード
に腕を固定してデバイス植込み中の腕の位置を維持することは、標準的な方法である。除細動試験中は腕
を強く締めすぎないこと。ウェッジを使って体幹を挙上すると肩関節に負荷がかかるため、除細動試験中
はこれを避けること。

・ システムの移動 : S-ICD システムの移動やずれを防ぐため、植込み術で示された適切な固定法を用いること。
S-ICD システムの移動やずれにより、患者に不適切なショックが送出されたり、治療が実施されないおそ
れがある。

・ MRI 施設 Zone III 区域での植込みの禁止 : MRI 施設 Zone III 区域での植込みの禁止。システムの植込み
を、『AmericanCollege of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices』に定義されている
Zone III 以上と規定されたMRI 区域で行うことはできない１。パルスジェネレータおよび電極とともに使用
される、トルクレンチ、電極植込みツールなどの附属品にはMR Conditional でないものもある。これらは
MRI 検査室、制御室、MRI 施設 Zone III または IV 区域に持ち込まないこと。

１. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007
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使用上の注意 (PRECAUTIONS)

臨床的注意事項

・ 小児での使用 : S-ICD システムは小児での使用については評価されていない。

・ 実施可能な治療 : S-ICD システムは長期の徐脈ペーシング、心臓再同期治療 (CRT)または抗頻拍ペーシン
グ (ATP)は実施できない。

滅菌と保管

・ 包装の損傷 :パウチとその内容物をエチレンオキサイドガスで滅菌する。EDSの受領時に無菌パウチに
破損がない場合は無菌である。包装が濡れていたり、穴が開いていたり、その他の破損が生じた場合は、
EDSをボストン・サイエンティフィック社へ返品すること。

・ 使用期限 :包装ラベルにある使用期限日は有効使用期限を示しているため、EDSはこの日までに使用する
こと。例えば 1月 1日とあった場合、1月 2日以降のものは使用しないこと。

・ 保管温度 :推奨保管温度は -18～ +55°Cである。

植込み (IMPLANTATION)

・ 皮下トンネルの作製 :皮下植込み型電極の植込みおよび位置決めの際、皮下植込み型電極の植込み用に設計
されたボストン・サイエンティフィック社製のツールおよび附属品を用いて皮下トンネルを作製すること。
皮下に植込まれた他の医療機器または構成品 (例えば植込み型インスリンポンプ、薬剤投与のためのポンプ、
以前の胸骨切開時の胸骨ワイヤ、または心室補助装置など )の近くでのトンネル作製は避けること。

・ 上方トンネルの長さ :上方トンネルが十分に長く、除細動コイルが折れ曲がったり湾曲したりすることなく
電極の遠位端からスーチャスリーブまでの部分を留置可能であることを確認すること。上方トンネル内で
除細動コイルが折れ曲がったり湾曲したりすると、センシングの低下や不適切な治療送出につながるおそ
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れがある。上方トンネルに電極を挿入した後、エックス線またはエックス線透視を使用して、折れ曲がり
や湾曲が生じていないことを確認できる。

・ 糸かけ位置 :植込みに関する説明で示された領域のみに糸かけをすること。

・ 皮下植込み型電極本体への直接糸かけ禁止 :皮下植込み型電極本体に直接糸かけをしてはならない。電極の
構造的損傷の原因となる。スーチャスリーブを使用して皮下植込み型電極を固定する。

・ 胸骨ワイヤ : S-ICD システムを患者に植込む際に胸骨ワイヤを使用する場合は、胸骨ワイヤと遠位および近
位センシング電極が接触していないことを確認する (例えば、エックス線透視下で確認する )。センシング
電極と胸骨ワイヤの金属部どうしが接触していると、センシングが低下するおそれがある。必要な場合は、
センシング電極と胸骨ワイヤが十分に離れるように、電極のトンネリングを再度行うこと。

病院またはその他の医療環境に関する使用上の注意は、該当する『S-ICDパルスジェネレータ取扱説明書／
S-ICD PULSE GENERATOR USER’S MANUAL』を参照のこと。

潜在的な有害事象 (POTENTIAL ADVERSE EVENTS)

S-ICD システムの植込みに関連する潜在的な有害事象には以下のものがある (ただし、これらに限定されるも
のではない )。

・ 心房性または心室性不整脈の増悪／誘発

・ 誘発した不整脈の停止不全

・ 除細動システムまたは投薬によるアレルギ／不具合

・ 出血

・ 導線破断

・ 嚢胞形成

・ 死亡
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・ 治療の遅延

・ 不快感または切開部の治癒遅延

・ 電極の変形や破損

・ 電極の絶縁不良

・ びらん／突出 (露出 )

・ 治療不送出

・ 発熱

・ 血腫／血清腫

・ 血胸

・ 電極と装置との不適切な接続

・ 装置とプログラマとの通信不能

・ 除細動またはペーシング不全

・ 不適切なショック後ペーシング

・ 不適切なショック送出

・ 感染

・ 鎖骨、肩部および腕を含む上肢の損傷または疼痛

・ ケロイド形成

・ 移動または脱落

・ 筋刺激／神経刺激

・ 神経損傷
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・ 気胸

・ ショック後／ペーシング後の不快感

・ 電池早期消耗

・ 部品の故障

・ 脳卒中

・ 皮下気腫

・ 再手術または除細動システムの交換

・ 失神

・ 組織の発赤、炎症、無感覚または壊死

有害事象が発生した場合、侵襲的な是正措置か、S-ICD システムの交換、摘出と再手術のいずれかまたは両方
が必要となる。S-ICD システムを植込まれている患者には、以下を含む心理的障害が生じる可能性がある (た
だし、これらに限定されるものではない )。

・ うつ病／不安

・ 装置の故障に対する恐怖

・ ショックに対する恐怖

・ ファントムショック

植込み前の情報 (PRE-IMPLANT INFORMATION)

手術の準備 (Surgical Preparation)

植込み術の前に以下の点を考慮すること。
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S-ICDシステムは解剖学的ランドマークを用いて位置決めされるよう設計されている。しかしながら、患者に
顕著な非定型的解剖学的構造 (右胸心など )がないことを確認するため、植込み前に胸部エックス線像を調べる
ことを推奨する。術前に、システムの構成品の植込み予定位置や切開予定位置を、解剖学的ランドマークまた
はエックス線透視を手掛かりとしてマーキングすることを検討すること。さらに、身体サイズや体型に合わせ
るために植込みに関する指示から逸脱せざるを得ない場合は、植込み前に胸部エックス線像を検討することを
推奨する。

警告 : デバイス植込み時および VF誘発またはショック送出前に患者が背臥位である間は、尺骨神経および腕神
経叢が損傷しないように、デバイス植込み部位と同側の腕の配置に注意する必要がある。植込みの手技中は患
者の腕を 60度まで外転させ、前腕を回外位 (掌を上 )に置くことが望ましい。アームボードに腕を固定してデ
バイス植込み中の腕の位置を維持することは、標準的な方法である。除細動試験中は腕を強く締めすぎないこと。
ウェッジを使って体幹を挙上すると肩関節に負荷がかかるため、除細動試験中はこれを避けること。

本装置に同梱されている附属品 (Items Included in Package)

清潔で乾燥した区域で保管すること。EDSの包装には以下の滅菌済みの物が含まれている。

・ 側方トンネリングツール

・ 側方シース (装着済み )

・ 上方トンネリングツール

・ 上方シース (装着済み )

その他、製品に関する文書が含まれている。
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植込み (IMPLANTATION)

概要 (Overview)

本項では、EMBLEM S-ICD Electrode Delivery System (以下 EDSとする )を用いた S-ICD皮下植込み型電
極 (モデル 3501)の植込みに必要な情報を示す。

警告 : ボストン・サイエンティフィック社製 S-ICD 植込み型構成品はすべて、ボストン・サイエンティフィッ
ク社製 S-ICD システムとの併用専用に設計されている。適合しない構成品と S-ICDシステム構成品を接続する
と、救命のための除細動治療を送出できなくなるおそれがある。

警告 : システムの植込みを、『American College of Radiology Guidance Documentfor Safe MR Practices』に
定義されている Zone III 以上と規定されたMRI 区域で行うことはできない２。パルスジェネレータおよび電極
とともに使用される、トルクレンチ、電極植込みツールなどの附属品にはMR Conditionalでないものもある。
これらはMRI検査室、制御室、MRI 施設 Zone III または IV区域に持ち込まないこと。

注記 :  電極植込み時に電極端子をパルスジェネレータに接続させない場合は、ポケットの切開を閉じる前に電
極端子にキャップをすること。リードキャップはこの用途専用である。リードキャップが所定の位置に維持さ
れるよう、その周囲に糸かけをすること。

パルスジェネレータおよび皮下植込み型電極は通常、左胸部の皮下に植込む。電極植込みツールを、電極を挿
入する皮下トンネルの作製に用いる。除細動コイルは胸骨中線から約 1～ 2cmの位置で、脂肪組織の下、深部
筋膜に近接または接触する深さにおいて胸骨に平行にしなければならない (図 1. S-ICDシステム (モデル 3501
電極 )の配置、および図 2. 皮下組織層 )。

２. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007



10

図 1. S-ICDシステム (モデル 3501電極 )の配置
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① 皮膚、② 皮下層、③ 脂肪組織、④ 深部筋膜、⑤ 筋膜下組織 (筋肉または骨 )、 
⑥ 皮下トンネルおよび S-ICD皮下植込み型電極の正しい位置

図 2. 皮下組織層

①

②

③

④

⑤
⑥
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パルスジェネレータおよび電極の配置はさまざまな手技で行うことができる。筋膜面に皮下植込み型電極を正
しく配置するため、植込み方法を選択する際には医師の好みと患者の評価を検討することが望ましい。

下層の脂肪組織ではなく筋膜に電極およびデバイスの両方を直接配置するように注意すること。ショック電極
インピーダンスが高いときは、電極のコイルの下に脂肪組織がある可能性がある。このような場合は、筋膜上
に電極を再配置する必要が生じる可能性がある。

パルスジェネレータと電極の間の心臓質量が最大となるよう、許容可能なセンシングパラメータを維持しなが
ら、中腋窩線または後腋窩線に前方の電極およびデバイスを置くことで経胸腔式除細動が行われる。

除細動テストまたはその後の自由行動下で自然発生したエピソードのいずれかにおいて、VT/VFコンバージョ
ンに失敗し十分な安全性マージンが得られない場合、医師は解剖学的ランドマークまたはエックス線／エック
ス線透視を用いて電極およびデバイスの位置を確認すること。デバイスをより後方に移動させることで除細動
閾値が低下することがある。

患者の体型および解剖学的構造に応じて、医師は、前鋸筋と広背筋の間にデバイスを置くこともできる。デバ
イスの位置を固定し、性能を保証し、また創合併症を最小限に抑えるためには、デバイスを筋肉組織に固定す
る必要がある。

センシングおよび治療を最適化するためには、電極およびパルスジェネレータと組織との十分な接触が重要で
ある。標準的な外科的手技を用いて十分な組織の接触を確保すること。例えば、組織を湿潤状態に保ち、滅菌
済みの生理食塩液でフラッシュする、切開部を閉鎖する前に空気を切開部から抜く、また皮膚を閉鎖する際は
皮下組織に空気が入らないようにするなどである。

皮下植込み型電極を植込む前に、パルスジェネレータのポケットを作製しなければならない。電極を植込む際
にこのポケットの切開部を利用する。皮下ポケットの作製に関する情報は、該当する『S-ICDパルスジェネレー
タ取扱説明書／ S-ICD PULSE GENERATOR USER’S MANUAL』を参照のこと。
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S-ICD皮下植込み型電極の植込み (Implant the EMBLEM S-ICD Subcutaneous Electrode)

以下には電極植込みのための 2つの手技、すなわち 2切開法 (2 Incision Technique)と 3切開法 (3 Incision 
Technique)を詳述する。システム配置の要件を達成できる場合は、他の外科的アプローチを検討してもよい。
医師は、電極の植込みと位置決めに使用するツールおよび外科的手技を、患者の解剖学的特性に基づいて判断
する。3切開法による植込みの経験を積んだ医師が 2切開法を行うことが推奨される。

以下に示す切開に加え、電極の植込みにはポケットの切開部を利用する。

① ハンドル、② 上方トンネリングツールのマーク、③ 側方トンネリングツールのマーク、 
④ ロッキングカラー、⑤ ハブ、⑥ シース (装着済み )、⑦ 遠位チップ、⑧ スーチャホール

図 3.植込みツール
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手技 1: 2切開法 [2 Incision Technique] (電極を剣状突起切開部にのみ固定する )

この方法で S-ICD皮下植込み型電極を植込む際は、ポケットの切開と、剣状突起の位置での電極用切開を行う。
異なる長さの 2本のトンネリングツールを利用する。このツールにはいずれもあらかじめシースが取り付けら
れており、電極を皮下トンネルに円滑に押し出すために用いられる。電極は筋膜に 1か所 (剣状突起切開部 )で
のみ固定される。
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(1)ポケット切開部、(2)剣状突起切開部、(3)側方トンネル、(4)上方位置または上方切開部、 
(5)上方トンネル

図 4. 電極植込みの概略図
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側方トンネル

1. 剣状突起の位置で、横に小さく 2cm切開する (剣状突起切開 )。切開の大きさや方向は、患者の体型に
合わせて変えてよい。

注記 :  必要に応じて、電極留置後に行うスーチャスリーブ固定を円滑にするため、剣状突起切開部で、
筋膜の 2 か所に縫合糸を縫い付けてもよい。
注記 :  縫合糸を軽く引っ張って、縫合糸が筋膜にしっかり固定されていることを確認する。

2. 側方トンネリングツール (長い方 )を用いて、あらかじめ取り付けられているシースにロッキングカラー
が固定されていることを確認する。

注記 :  ロッキングカラーを過剰に回転させると、トンネリングハンドルからシースが外れる。
3. トンネリングツールの遠位チップを (あらかじめ取り付けられているシースとともに )剣状突起切開部か

ら挿入し、トンネリングにより遠位チップがポケットの切開部から現れるまで外側方向に進める (図 5. 
側方トンネル )。
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(上 )側方トンネルを作製する。(中 )電極をポケットからシースを通し、ポケットから剣状突起切開部に通す。 
(下 )シースを抜去し、電極を所定の位置に留置する。

図 5.側方トンネル
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注意 : 皮下植込み型電極の植込みおよび位置決めの際、皮下植込み型電極の植込み用に設計された
ボストン・サイエンティフィック社製のツールおよび附属品を用いて皮下トンネルを作製すること。
皮下に植込まれた他の医療機器または構成品 (例えば植込み型インスリンポンプ、薬剤投与のため
のポンプ、以前の胸骨切開時の胸骨ワイヤ、または心室補助装置など )の近くでのトンネル作製は
避けること。

4. ロッキングカラーを解除し、トンネル内で安定させるようハブに向けてシースを前側に押しながら、ト
ンネリングツールを外すこと (図 5. 側方トンネル )。

5. ポケットの切開部の位置でシースの遠位端から始め、除細動コイル全体がシースを通過して剣状突起切
開部から現れるまで、電極の遠位チップを押し込むこと (図 5. 側方トンネル )。

6. ポケットの位置で電極の近位端を把持し固定させ、剣状突起切開部を通してシースを抜去すること (図 5. 
側方トンネル )。

7. 剣状突起切開部から約 14cm上方 (上側部位 )で、電極の遠位チップの目標位置を特定すること (図 4. 
電極植込みの概略図 )。上方トンネルの長さは、皮下植込み型電極の近位のセンシング電極から電極本体
の遠位チップまでの部分を収容できるものでなければならない。電極本体の露出した部分を皮膚上にお
いて測定を行う場合は、組織の厚さを考慮し、トンネルの必要な長さが過少評価されないようにすること。

剣状突起切開部での電極の固定

8. S-ICD皮下植込み型電極 3501を使用する場合は、スーチャスリーブは電極本体に恒久的に固定 (一体化 )
されている。あらかじめ固定されているスーチャスリーブを、2-0シルク縫合糸または類似の非吸収性縫
合糸で、4つの結紮溝のうち少なくとも 2つを使って深部筋膜に固定すること。あらかじめ固定されて
いるスーチャスリーブは水平方向、垂直方向または湾曲方向に固定することができる (図 1. S-ICDシス
テム (モデル 3501)の配置 )。

オプション : あらかじめ固定されているスーチャスリーブに加えて附属品のスリットスーチャス
リーブが必要な場合は、これを電極本体に以下のように取り付ける。スーチャスリーブを、あらか
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じめ固定されているスーチャスリーブ、センシング電極または除細動コイルを覆わないように電極
シャフトに取り付ける。あらかじめ作られている溝を使用し、スーチャスリーブを 2-0シルク縫合
糸または類似の非吸収性縫合糸で皮下植込み型電極のシャフトに固定する。スーチャスリーブを電
極本体に固定した後、指でスーチャスリーブをつかみ電極本体に沿って両方向にスライドさせて、
スーチャスリーブが安定していることを確認する。附属品のスーチャスリーブを、2-0シルク縫合
糸または類似の非吸収性縫合糸で深部筋膜に固定する。附属品のスーチャスリーブは水平方向、垂
直方向または湾曲方向に固定することができる。

警告 : S-ICD システムの移動やずれを防ぐため、植込み術で示された適切な固定法を用いること。
S-ICD システムの移動やずれにより、患者に不適切なショックが送出されたり、治療が実施されな
いおそれがある。

注意 : 皮下植込み型電極本体に直接糸かけをしてはならない。電極の構造的損傷の原因となる。スー
チャスリーブを使用して皮下植込み型電極を固定する。

注意 : 植込みに関する説明で示された領域のみに糸かけをすること。

注記 :  剣状突起切開部での皮下植込み型電極の筋膜への固定は、医師の好みに応じて、上方トンネ
ルの作製の前後のいずれで行ってもよい。
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図 6.剣状突起切開部での皮下植込み型電極の固定
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上方トンネル

9. 上方 (短い方の )トンネリングツールを用いて、あらかじめ取り付けられているシースにロッキングカラー
が固定されていることを確認する。

注記 :  ロッキングカラーを過剰に回転させると、トンネリングツールハンドルからシースが外れる。
注意 : 上方トンネルが十分に長く、除細動コイルが折れ曲がったり湾曲したりすることなく電極の
遠位端からスーチャスリーブまでの部分を留置可能であることを確認すること。上方トンネル内で
除細動コイルが折れ曲がったり湾曲したりすると、センシングの低下や不適切な治療送出につなが
るおそれがある。上方トンネルに電極を挿入した後、エックス線またはエックス線透視を使用して、
折れ曲がりや湾曲が生じていないことを確認できる。

10. トンネリングツールの遠位チップを脂肪層と筋膜面の間に作成した剣状突起切開部に挿入し、上方に向
けて皮下トンネルを作製する。このとき、胸骨中線に並行に、脂肪組織の下で深部筋膜にできるだけ近
接させること (図 7. 上方トンネル )。皮膚を触り、トンネリングツールの遠位端の位置を確認すること。
これはステップ 7にある、電極の遠位チップの目的の位置に合っていることが望ましい。
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(左 )上方トンネルの作製。(中 )トンネリングツールを外した後、電極をシースに挿入する。 
(右 )電極を固定しながらシースを外してトンネルから抜去し、電極を所定の位置に留置する。 
点線は胸骨中線を示す。

図 7.上方トンネル
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11. ロッキングカラーを反時計周りに回転させて、シースから外す。トンネル内でシースが動かないようハ
ブを前方に押しつけながらトンネリングツールをシースから抜去する。

12. シースのハブを分割する。

13. 剣状突起切開部から電極の遠位チップを挿入し、シースを通してセンシング電極遠位端が上方に達する
まで進める。電極の先端を触り、正しい位置にあることを確認する (図 7. 上方トンネル )。

14. シース抜去時に電極が所定の位置に留まるようにするため、剣状突起切開部および /または先端部から
動かないよう電極を固定する。シースを外して抜去する (図 7. 上方トンネル )。

15. EDSを処分する際は、使用済み製品を元の包装に戻してから廃棄物処理容器に入れて廃棄する。

16. 空気混入を避けて、植込んだ皮下植込み型電極と組織との十分な接触を確保するために、滅菌した生理
食塩液ですべての切開部をフラッシュし、電極に沿ってしっかりと圧力を加え、閉鎖前に切開部から残っ
た空気を抜く。切開部閉鎖前にエックス線透視下で電極の位置を確認する。

手技 2: 3切開法 [3 Incision Technique] (電極を剣状突起切開部と上方切開部に固定する )

この S-ICD皮下植込み型電極植込み法では、ポケットの切開に加え、剣状突起および上方位置の 2か所で更に
電極用の切開を行う。長い方のツールを使用し、皮下トンネルから電極を引き抜く。電極は、剣状突起切開部
と上方切開部の 2か所で深部筋膜に固定する。

側方トンネル

1. 剣状突起の位置で、横に小さく 2cm切開する (剣状突起切開部 )。切開の大きさや方向は、医師の判断
により、患者の体型に応じて変えることができる。

注記 :  必要に応じて、電極留置後に行うスーチャスリーブ固定を円滑にするため、剣状突起切開部で、
筋膜の 2 か所に縫合糸を縫い付けてもよい。
注記 :  縫合糸を軽く引き、縫合糸が筋膜に固定されていることを確認する。
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2. 装着済みのシースは、医師の好みに応じて使用しても取り外してもよい。シースの使用方法は手技 1ス
テップ 2に従うこと。シースの抜去には、シースが外れるまでトンネリングツールのロッキングカラー
を反時計周りに回転させる。

3. 側方 (長い方の )トンネリングツールの遠位チップを剣状突起切開部から挿入し、トンネリングにより遠
位チップがポケットの切開部から現れるまで外側方向に進める。

注意 : 皮下植込み型電極の植込みおよび位置決めの際、皮下植込み型電極の植込み用に設計された
ボストン・サイエンティフィック社製のツールおよび附属品を用いて皮下トンネルを作製すること。
皮下に植込まれた他の医療機器または構成品 (例えば植込み型インスリンポンプ、薬剤投与のため
のポンプ、以前の胸骨切開時の胸骨ワイヤ、または心室補助装置など )の近くでのトンネル作製は
避けること。

4. 通常の縫合糸を使用して皮下植込み型電極遠位端のアンカリングホールとトンネリングツール遠位端の
スーチャホールを結び、長さ15～16cm程度のループを作製すること (図8. 電極と側方トンネリングツー
ルの接続 )。
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図 8.電極と側方トンネリングツールの接続

5. 皮下植込み型電極を固定し、トンネリングツールを近位センシング電極が現れるまで剣状突起切開部へ
と慎重に引き戻す。

6. S-ICD皮下植込み型電極モデル3501を使用する場合は、スーチャスリーブは電極本体に恒久的に固定 (一
体化 )されている。
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オプション : あらかじめ固定されているスーチャスリーブに加えて附属品のスリット
スーチャスリーブが必要な場合は、これを電極本体に以下のように取り付ける。  
スーチャスリーブを、あらかじめ固定されているスーチャスリーブ、センシング電極または除細動
コイルを覆わないように電極シャフトに取り付ける。あらかじめ作られている溝を使用し、スーチャ
スリーブを 2-0シルク縫合糸または類似の非吸収性縫合糸で皮下植込み型電極シャフトに固定する。
スーチャスリーブを電極本体に固定した後、指でスーチャスリーブをつかみ電極本体に沿って両方
向にスライドさせて、スーチャスリーブが安定していることを確認する。

注記 : 皮下植込み型電極の筋膜への固定は、医師の判断により、上方トンネルの作製の前後のいず
れで行ってもよい。剣状突起切開部での固定については、本項の後半 “剣状突起切開部での電極の
固定 ”を参照のこと。

上方トンネル

注記 : 上方シースの長さは 3切開法に合わせて設計されていないため、電極の遠位チップがシース
端から突出しない場合がある。

7. 剣状突起切開部から約 14cm上方 (上側部位 )で、電極の遠位チップの目標位置を特定すること (図 4. 
電極植込みの概略図 )。上方トンネルの長さは、近位のセンシング電極から電極本体の遠位チップまでの
皮下植込み型電極の部分を収容できるものでなければならない。電極本体の露出した部分を皮膚上にお
いて測定を行う場合は、組織の厚さを考慮し、トンネルの必要な長さが過少評価されないようにすること。

8. 上方切開を行う。あらかじめ上方切開部の筋膜の 1～ 2か所に縫合糸を縫い付けておく。長期保持のた
めに適切なサイズの非吸収性縫合糸を使用する。縫合糸を軽く引くことで組織への固定を確認する。縫
合針は後で電極のアンカリングホールに縫合糸を通す際に使用するため縫合糸に残しておく。
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9. 電極が固定したままの側方 (長い方の )トンネリングツールの遠位チップを、剣状突起切開部の脂肪層と
筋膜面の間に挿入し、上方切開部に向けて皮下トンネルを作製する。このとき、脂肪組織の下で深部筋
膜にできるだけ近接させる (図 9. 上方切開部へのトンネル作製 )。

注意 : 上方トンネルは、除細動コイルが折れ曲がったり湾曲したりすることなく電極の遠位端から
スーチャスリーブまでの部分を収容するのに十分な長さであることを確認すること。上方トンネル
内で除細動コイルが折れ曲がったり湾曲したりすると、センシングの低下や不適切な治療送出につ
ながるおそれがある。上方トンネルに電極を挿入した後、エックス線またはエックス線透視を使用
して、折れ曲がりや湾曲が生じていないことを確認できる。
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図 9.上方切開部へのトンネル作製

10. 上方切開部からトンネリングツールの遠位チップが現れたら、縫合糸ループをトンネリングツールの遠
位チップから取り外し、これを把持する。外科用クランプで縫合糸の両端を把持し、トンネリングツー
ルを抜去する。

11. 上方切開部で把持した縫合糸ループを用いて、アンカリングホールが現れるまで縫合糸および皮下植込
み型電極をトンネルから慎重に引く。皮下植込み型電極は除細動コイルが脂肪組織の下にある深部筋膜
に近接し、かつ胸骨中線と平行であることが望ましい。

12. 縫合糸を切断し、廃棄する。
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剣状突起切開部での電極の固定

13. 剣状突起切開部の位置に 2-0シルク縫合糸または類似の非吸収性縫合糸を用いて、皮下植込み型電極を
筋膜に固定する。

S-ICD皮下植込み型電極 (モデル 3501)を使用する場合は、4つの結紮溝のうち少なくとも 2つを使っ
て電極を筋膜に固定する。あらかじめ固定されているスーチャスリーブは水平方向、垂直方向または湾
曲方向に固定することができる。

警告 : S-ICD システムの移動やずれを防ぐため、植込み術で示された適切な固定法を用いること。
S-ICD システムの移動やずれにより、患者に不適切なショックが送出されたり、治療が実施されな
いおそれがある。

注意 : 皮下植込み型電極本体に直接糸かけをしてはならない。電極の構造的損傷の原因となる。スー
チャスリーブを使用して皮下植込み型電極を固定する。

注意 : 植込みに関する説明で示された領域のみに糸かけをすること。

注記 :  縫合糸を軽く引っ張って、縫合糸が筋膜にしっかり固定されていることを確認してから、スー
チャスリーブおよび皮下植込み型電極に結紮すること。

14. 上方切開部において、ステップ (8)にて縫い付けておいた縫合糸を使用して、電極の遠位端でアンカリン
グホールを筋膜に固定する (図 10. 皮下植込み型電極の遠位チップの固定 )。
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図 10.皮下植込み型電極の遠位チップの固定

注記 :  縫合糸を軽く引っ張って、縫合糸が筋膜にしっかり固定されていることを確認してから、皮
下植込み型電極のアンカリングホールに結紮すること。

15. 上方切開部で皮下植込み型電極を軽く引き、アンカリングホールが筋膜に固定されていることを確認
する

16. EDSを処分する際は、使用済み製品を元の包装に戻してから廃棄物処理容器に入れて廃棄する。

17. 空気混入を避けて、植込まれた皮下植込み型電極と組織の十分な接触を確保するために、滅菌した生理
食塩液ですべての切開部をフラッシュしながら、切開部閉鎖前に電極に沿って残った空気を切開部から
押し出す。切開部閉鎖前にエックス線透視下で電極の位置を確認する。
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皮下植込み型電極とパルスジェネレータの接続 (Connect the Subcutaneous Electrode to the Pulse 
Generator)

皮下植込み型電極とパルスジェネレータの接続に関する情報のほか、パルスジェネレータおよび除細動試験の
設定については、該当する『S-ICDパルスジェネレータ取扱説明書／ S-ICD PULSE GENERATOR USER’S 
MANUAL』を参照のこと。その他、植込み後のフォローアップおよびシステムの摘出に関する情報は、該当す
る『S-ICDパルスジェネレータ取扱説明書／ S-ICD PULSE GENERATOR USER’S MANUAL』にも記載され
ている。

EMBLEM S-ICD EDSの図 (EMBLEM S-ICD ELECTRODE DELIVERY SYSTEM DIAGRAM)

① ハンドル、② ロッキングカラー、③ ハブ、④ 遠位チップ、⑤ スーチャホール、 
⑥ 側方トンネリングツールのマーク、⑦ 上方トンネリングツールのマーク

図 11.モデル 4712の寸法



32

EMBLEM S-ICD EDSの仕様 (EMBLEM S-ICD ELECTRODE DELIVERY SYSTEM 
SPECIFICATIONS)

表 1.仕様 (公称 )

構成品 仕様

トンネリングツールの材料 • アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)
• ステンレス鋼
• ポリプロピレン

シースの材料 • ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
• ポリメチルペンテン (TPX™)a

側方トンネリングツール長 39.2cm

側方シース長 25.7cm

上方トンネリングツール長 27.9cm

上方シース長 14.8cm

側方および上方トンネリングツールの先端径 3.78mm
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表 1.仕様 (公称 )(続き )

構成品 仕様

シースサイズシース先端の内径 3.84mm

輸送、取り扱いおよび保管温度の範囲 -18～ +55°C

a. TPXはMitsui Chemicals America, Inc.の商標である。

包装ラベル記号の定義 (DEFINITIONS OF PACKAGE LABEL SYMBOLS)

以下の記号は包装およびラベル上に使用されることがある。

表 2.包装上の記号

記号 説明

エチレンオキサイドガス滅菌済み

製造日

欧州共同体の指定販売業者
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表 2.包装上の記号 (続き )

記号 説明

使用期限

ロット番号

カタログ番号

温度制限

ここから開ける

取扱説明書参照
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表 2.包装上の記号 (続き )

記号 説明

再滅菌禁止

再使用禁止

包装破損時使用不可

製造業者

保証免責 (WARRANTY DISCLAIMER)

本書内に他の規定がある場合を除き、ボストン・サイエンティフィック社は本品に関する明示または黙示の一
切の保証 (商品性および特定の目的に対する適合性に関する黙示的な保証を含むがこれに限定されない )から
免責されます。ここに示すあらゆる保証のもとでのボストン・サイエンティフィック社の義務は、本品の交換
に厳密に制限されます。本品の使用により発生する損失および損害のあらゆるリスクは購入者が負うものとし
ます。
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