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1. 新旧対照表

対象文書 
医師用リードマニュアル 

ENDOTAK RELIANCE™ G 
ENDOTAK RELIANCE™ SG 

本品の MRI 対応に伴い改訂した箇所を次ページからの新旧対照表に示します。 

改訂箇所は下線で示した部分です。本新旧対照表で示したページは、医師用リード

マニュアル本文のページ数と対応しており、本文記載に対する最新の内容は新旧

対照表のとおりです。MRI 検査に関わる有害事象については、弊社の医療従事者

向けの取扱説明書および製品マニュアルのためのウェブサイトで公開している

『ImageReady MR Conditional Defibrillation System MRI Technical Guide』をご参照く

ださい。また、最新の有害事象については、本品の添付文書をご参照ください。 

弊社ウェブサイト 

www.bostonscientific-elabeling.com

http://www.bostonscientific-elabeling.com
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医師用リードマニュアル本文 1 ページ目～4 ページ目 

新 旧 

製品の説明 （DEVICE DESCRIPTION）
ENDOTAK RELIANCE G リード Model 

0184/0185/0186/0187 および ENDOTAK 

RELIANCE SG リード Model 0180/0181 は、突出／格

納可能スクリュー付きの、ステロイド溶出型心内膜カーデ

ィオバージョン／除細動およびペース／センススクリュー

インリードである。 

 

・・・（中略）・・・ 

 

このフィジシャンズリードマニュアルは、適用される本体

の取扱説明書等、VENTAK® 体外式除細動測定器

（ECD）の取扱説明書等、ENDOTAK SQ ARRAY リード

の取扱説明書およびその他関連説明書等、ENDOTAK 

SQ ARRAY リードと ICD Y コネクタを使用する場合は

ICD Y コネクタ製品データシートと共に参照すること。 

 

製品の説明 （DEVICE DESCRIPTION）
ENDOTAK RELIANCE G リード Model 

0184/0185/0186/0187 および ENDOTAK 

RELIANCE SG リード Model 0180/0181 は、突出／格

納可能スクリュー付きの、ステロイド溶出型心内膜カーデ

ィオバージョン／除細動およびペース／センススクリュー

インリードである。 

 

・・・（中略）・・・ 

 

このフィジシャンズリードマニュアルは、適用される本体

の取扱説明書等、VENTAK® 体外式除細動測定器

（ECD）の取扱説明書等、ENDOTAK SQ ARRAY リード

の取扱説明書およびその他関連説明書等、ENDOTAK 

SQ ARRAY リードと ICD Y コネクタを使用する場合は

ICD Y コネクタ製品データシートと共に参照すること。 

 

条件付 MRI 対応システムについて(MR 

Conditional System Information) 

上記リードは、弊社製条件付 MRI 対応パルスジェネ

レータに接続した場合、条件付 MRI 対応ペーシング

システムまたは除細動システムの一部として使用でき

る。条件付 MRI 対応システムを利用している患者

は、『MRI Technical Guide』3 で規定されているすべ

ての使用条件を満たす場合、MRI 検査を受けること

ができる可能性がある。植込んだシステムが条件付

MRI 対応と見なされるためには、弊社製条件付 MRI

対応パルスジェネレータ、リード、附属品、およびプロ

グラマ、プログラマソフトウェアアプリケーションが必要

である。使用条件を満たすために必要なパルスジェネ

レータ、その他のシステムコンポーネントのモデル番

号については『MRI Technical Guide』を参照するこ

と。 

（新設） 

植込みに関する MRI 使用条件(Implant-

related MRI Conditions of Use) 

⚫ 以下に示す MRI 使用条件の一部は植込みに

関するものであり、条件付 MRI 対応システム全

体の植込みを確実にするためのガイドとして記

載されている。使用条件の一覧については、

『MRI Technical Guide』を参照すること。植込

んだシステムが条件付 MRI 対応と見なされる

ためには、使用条件の一覧に挙げられているす

べての項目を満たす必要がある。 

（新設） 
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新 旧 
⚫ ボストン・サイエンティフィック社製 MRI 対応植

込み機器 4 が使用されていること。 

⚫ 併用可能な MRI 対応植込み機器以外の機器

(植込み機器、リード、附属品など)が、体内に植

込まれていないもしくは体内に遺残していないこ

と。 

⚫ MRI 対応パルスジェネレータを植込む場所は左

または右胸部に制限すること。 

⚫ MRI 対応植込み機器の植込み術、リードの交

換術または植込み機器の交換術後、少なくとも

6 週間経過していること。 

⚫ リードの破損やパルスジェネレータおよびリード

システムが異常を示す兆候がないこと。 

適応 （Indications for Use） 

ENDOTAK RELIANCE G リード Model 

0184/0185/0186/0187 および ENDOTAK 

RELIANCE SG リード Model 0180/0181 は ICD/CRT-

D システムのペーシング、レートセンシングおよびカーデ

ィオバージョン、除細動ショック放電に使用される。 

適応 （Indications for Use） 

ENDOTAK RELIANCE G リード Model 

0184/0185/0186/0187 および ENDOTAK 

RELIANCE SG リード Model 0180/0181 は ICD/CRT-

D システムのペーシング、レートセンシングおよびカーデ

ィオバージョン、除細動ショック放電に使用される。 

脚注 

1. DF-1 は ISO 11318:2002 参照。 

2. IS-1 は ISO 5841.3:2000 参照。 

3. www.bostonscientific-elabeling.com で閲覧可能 

4. すべてのポートにリードあるいはポートプラグが接

続された状態の弊社製条件付 MRI 対応パルスジェ

ネレータおよびリード。 

脚注 

1. DF-1 は ISO 11318:2002 参照。 

2. IS-1 は ISO 5841.3:2000 参照。 

 

http://www.bostonscientific-elabeling.com/
http://www.bostonscientific-elabeling.com/
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新 旧 

警告（Warnings） 

以下の警告にページ番号が示されている場合は、本書

内の具体的な参照先を示している。注意内容に関する

詳細については、示されているページを参照のこと。 

本体 ／リードの適合性（ICD/CRT-D ／ Lead 

Compatibility） 

⚫ ENDOTAK リードシリーズ製品は、安全性、有効

性が確認された ICD/CRT-D システム以外と接

続してはならない。テストで安全性および有効性

が実証されていない組み合わせを使用したことに

より起こる障害としては、心拍活動の検出不全、

必要な治療が実施されない等が挙げられるが、こ

れらに限定されない。 

警告（Warnings） 

以下の警告にページ番号が示されている場合は、本書

内の具体的な参照先を示している。注意内容に関する

詳細については、示されているページを参照のこと。 

本体 ／リードの適合性（ICD/CRT-D ／ Lead 

Compatibility） 

⚫ ENDOTAK リードシリーズ製品は、安全性、有効

性が確認された ICD/CRT-D システム以外と接

続してはならない。テストで安全性および有効性

が実証されていない組み合わせを使用したことに

より起こる障害としては、心拍活動の検出不全、

必要な治療が実施されない等が挙げられるが、こ

れらに限定されない。 

（削除） 

MRI の使用（MRI Exposure） 

⚫ MRI（磁気共鳴システム）を患者に使用してはなら

ない。MRI の強力な電磁場が本体およびリード

システムに影響を与え、患者に傷害を与える可能

性がある。 

ジアテルミの使用（Diathermy Exposure） 

⚫ 患者にジアテルミ治療器を使用してはならない。

短波またはマイクロ波ジアテルミは患者に傷害を

与えるおそれがある。 

 

⚫ MRI 施設 Zone III で植込みを実施しない。シ

ステムの植込みを、『American College of 

Radiology Guidance Document for Safe 

MR Practices』5  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。パルスジェネレータおよびリードに同梱

されている、トルクレンチ、スタイレットワイヤ

などの附属品には MRI 非対応のものもあ

る。これらは MRI 検査室、制御室、MRI 施設

Zone III または IV エリアに持ち込まないこ

と。 

 

脚注 

4. Kanal E, et al., American Journal of 

Roentgenology 188:1447-74, 2007. 

（新設） 
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新 旧 

植込み時（Implantion） 

⚫ チップ電極を心室中隔中部より上へ固定した場合

の安全性および有効性に関しては、臨床的には

確認されていない。 

 

・・・（中略）・・・ 

 

リードの固定とトンネリング（Securing and 

Tunneling） 

⚫ リードの絶縁被覆の摩耗損傷の原因になるので、

リードをキンクさせたり、曲げたり、撚ったりしては

ならない。 

植込み時（Implantion） 

⚫ チップ電極を心室中隔中部より上へ固定した場合

の安全性および有効性に関しては、臨床的には

確認されていない。 

 

・・・（中略）・・・ 

 

リードの固定とトンネリング（Securing and 

Tunneling） 

⚫ リードの絶縁被覆の摩耗損傷の原因になるので、

リードをキンクさせたり、曲げたり、撚ったりしては

ならない。 

植込み後(Post-Implant) 

⚫ 磁気共鳴画像診断装置(MRI)による影響。 

すべての MRI 使用条件(『MRI Technical 

Guide』に記載)を満たさない場合、患者に対

する MRI 検査の実施は、植込まれているシ

ステムに対する MRI 対応要件を満たさない

ので、患者の重大な傷害、死亡、植込まれた

システムの損傷につながるおそれがある。使

用条件を満たす場合または満たさない場合に

予想される有害事象、および MRI に関する

警告および使用上の注意の一覧について

は、『MRI Technical Guide』を参照すること。 

⚫ ジアテルミ。パルスジェネレータやリードを植

え込んだ患者にジアテルミ治療を行ってはな

らない。ジアテルミ治療は、誘導電流によって

心細動、心筋の熱傷、パルスジェネレータへ

の回復不可能な損傷を引き起こすことがあ

る。 

（新設） 

その他（Other） 

⚫ 漏れ電流が原因で発生する細動を防止するため

に、リードの植込み中、および試験中は電池電源

による機器の使用を推奨する。 

 
・・・（以下、略）・・・ 

 

その他（Other） 

⚫ 漏れ電流が原因で発生する細動を防止するため

に、リードの植込み中、および試験中は電池電源

による機器の使用を推奨する。 

 
・・・（以下、略）・・・ 
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医師用リードマニュアル本文 6 ページ目 

新 旧 

リードの特徴（LEAD FEATURES）  
ENDOTAK RELIANCE G および ENDOTAK 

RELIANCE SG スクリューインリードの特徴を次に示

す: 

 

リードの特徴（LEAD FEATURES）  
ENDOTAK RELIANCE G および ENDOTAK 

RELIANCE SG スクリューインリードの特徴を次に示

す: 

 

⚫ 条件付 MRI 対応。上記リードは、弊社製条件

付 MRI 対応パルスジェネレータに接続した場

合、条件付 MRI 対応ペーシングシステムまたは

除細動システムの一部として使用できる。 

（新設） 

⚫ ステロイド含有遠位チップ部：チップ電極内のシ

リコーンカラーに酢酸デキサメタゾンを 1.0 mg 

含有している。体液に晒されると外側のカラーか

らステロイドが溶出する。 

 

・・・（以下、略）・・・ 

 

⚫ ステロイド含有遠位チップ部：チップ電極内のシ

リコーンカラーに酢酸デキサメタゾンを 1.0 mg 

含有している。体液に晒されると外側のカラーか

らステロイドが溶出する。 

 

・・・（以下、略）・・・ 
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医師用リードマニュアル本文 14 ページ目 

新 旧 

植込み（IMPLANTATION） 植込み（IMPLANTATION） 

注記: 条件付 MRI 対応システムの一部としてのリー

ドの植込みについては『MRI Technical Guide』を参照

すること。植込んだシステムが条件付 MRI 対応と見な

されるためには、弊社製条件付 MRI 対応パルスジェ

ネレータおよびリードを使用する必要がある。パルス

ジェネレータ、リード、附属品、および使用条件を満た

すために必要なその他のシステムコンポーネントのモ

デル番号については『MRI Technical Guide』を参照

すること。 

注記: その他の植込み型医療機器や患者の状態に

より、患者の条件付 MRI 対応ペーシングシステムの

状態とは関係なく、MRI 検査を受けられなくなる可能

性もある。 

 

（新設） 

スタイレットの挿入（Inserting the Stylet）  

目的の硬さのスタイレットを選択する。別のスタイレッ

トを挿入するときは、前に挿入したスタイレットを抜去

した後に挿入する。リードを静脈に挿入する前に、ス 

タイレットは完全にリードに挿入しておく。 

 

・・・（以下、略）・・・ 

スタイレットの挿入（Inserting the Stylet）  

目的の硬さのスタイレットを選択する。別のスタイレッ

トを挿入するときは、前に挿入したスタイレットを抜去

した後に挿入する。リードを静脈に挿入する前に、ス 

タイレットは完全にリードに挿入しておく。 

 

・・・（以下、略）・・・ 
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医師用リードマニュアル本文 33 ページ目  

改訂後：医療機器の図記号（Symbols on Packaging） 

図記号 定義 

 

開封方法 

 
再使用禁止 

 
再滅菌禁止 

 

取扱説明書参照 

www.bostonscientific-elabeling.com 

 
エチレンオキサイド滅菌済 

 
温度制限 

 
Reference number 

 
使用期限 

 
製造日 

 
ロット番号 

 
シリアル番号 

 
CE マークの適合機器を示す 

 
製造業者 

 
欧州共同体の指定販売業者 

 
Australian Sponsor Address 

 
包装破損時使用不可 

 

MR Conditional 
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ENDOTAK RELIANCE G/SG
製品の説明 （DEVICE DESCRIPTION）

1

製品の説明 （DEVICE DESCRIPTION）
ENDOTAK RELIANCE G リードModel 0184/0185/0186/0187および EN-
DOTAK RELIANCE SGリードModel 0180/0181 は、突出／格納可能スク
リュー付きの、ステロイド溶出型心内膜カーディオバージョン／除細動お
よびペース／センススクリューインリードである。シリコーンリード本体に
は滑らかなコーティングが施されている。コイル電極は GORE™1延伸ポリ
テトラフルオロエチレン（ePTFE）で被覆されている。ENDOTAK RELIANCE
Gリード（デュアルコイル）と ENDOTAK RELIANCE SGリード（シングル
コイル）は共に DF-12 および IS-13 接続部を有する植込み型除細動器（ICD）
および植込み型除細動機能付き両心室ペーシングパルスジェネレータ
（CRT-D）（以下、本体）に接続して使用する。  

このフィジシャンズリードマニュアルは、適用される本体の取扱説明書等、
VENTAK® 体外式除細動測定器（ECD）の取扱説明書等、ENDOTAK SQ
ARRAY リードの取扱説明書およびその他関連説明書等、ENDOTAK SQ
ARRAYリードとICD Y コネクタを使用する場合はICD Y コネクタ製品デー
タシートと共に参照すること。

適応 （Indications for Use）
ENDOTAK RELIANCE GリードModel 0184/0185/0186/0187 およびENDOTAK
RELIANCE SG リード Model 0180/0181 は ICD/CRT-D システムのペーシン
グ、レートセンシングおよびカーディオバージョン、除細動ショック放電
に使用される。

禁忌 （Contraindications）
適用しないことまたは併用しないことを原則とするが、診断あるいは治療
上特に必要とする場合には慎重に適用または併用すること。詳細は「使用
上の注意 」または併用医療機器の取扱説明書・添付文書を参照。

下記の患者には、ENDOTAK RELIANCE G および ENDOTAK RELIANCE SG
スクリューインリードの使用は禁忌である。

単極ペースメーカが植込まれている

単回量 1.1 mg の酢酸デキサメタゾンの投与に過敏性を示す

三尖弁に疾患がある

三尖弁に機械弁を使用している

1. GOREはW. L. Gore and Associatesの商標である。
2. DF-1  ISO 11318:1993を参照。
3. IS-1  ISO 5841-3:1992 を参照。
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本リードが植込まれた患者に対して短波またはマイクロ波式ジアテルミ
治療器を使用してはならない。（誘発された電流により、植込まれたリー
ドの使用の有無に係らず、電極周辺部の心筋に熱傷を生じる場合があ
る。）

警告（Warnings）
以下の警告にページ番号が示されている場合は、本書内の具体的な参照先を
示している。警告内容に関する詳細については、示されているページを参照の
こと。

本体 ／リードの適合性（ICD/CRT-D／ Lead Compatibility）
ENDOTAK リードシリーズ製品は、安全性、有効性が確認された ICD/
CRT-D システム以外と接続してはならない。テストで安全性および有効
性が実証されていない組み合わせを使用したことにより起こる障害とし
ては、心拍活動の検出不全、必要な治療が実施されない等が挙げられる
が、これらに限定されない。

MRI の使用（MRI Exposure）

MRI（磁気共鳴システム）を患者に使用してはならない。MRIの強力
な電磁場が本体およびリードシステムに影響を与え、患者に傷害を与
える可能性がある。

ジアテルミの使用  (Diathermy Exposure)

患者にジアテルミ治療器を使用してはならない。短波またはマイクロ
波ジアテルミは患者に傷害を与えるおそれがある。

植込み（Implantation）

チップ電極を心室中隔中部より上へ固定した場合の安全性および有効性
に関しては、臨床的には確認されていない。

リードの損傷、離脱、磨耗あるいは不完全な接続は、間欠的あるいは持
続的なレートセンシング不全の原因となることがあり、その結果不整脈
の検出不全、レートのオーバーセンシング、除細動ショックの不適切な
実施、または不十分な除細動エネルギを生じることがある。

リードは柔軟ではあるが、過度の曲げ、たわみ、引っ張りに耐えられる
ように設計されていない。構造が脆弱化し導体の断線あるいはリードの
離脱を生じる場合がある。（13ページ）

電極は最適な位置に装着できるようにする。不適切な場合、除細動閾値
が高くなる場合や、ICD/CRT-D除細動システムで除去できる可能性のあ
る頻拍性不整脈を、そのリードでは除去できなくなる場合がある。（19
ページ）
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植込み時にリード先端が心尖部に向かって挿入されているかをX線透視
装置で確認すること。リード先端を心尖部以外の位置に配置すると、
結果としてリードが移動して除細動効果に影響を及ぼす場合がある。

電気的特性（Electrical Performance）
リードと ECD ケーブル、 あるいはその後に本体と接続する時は、正しく接
続することが非常に重要である。 ペース／センス用のチップ電極を通じ
て高電圧除細動パルスが流れると、心臓に大きな傷害を与えることがあ
る。（23ページ）

除細動閾値試験（Conversion Testing）
外部除細動ショック放電からの電流が ENDOTAK リードシステムに入る
と、広範な組織の損傷を引き起こすことがある。（24ページ）
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リードの固定とトンネリング（Securing and Tunneling）
リードの絶縁被覆の摩耗損傷の原因になるので、リードをキンクさせたり、
曲げたり、撚ったりしてはならない。（27ページ）

その他（Other）
漏れ電流が原因で発生する細動を防止するために、リードの植込み中、
および試験中は電池電源による機器の使用を推奨する。

交流電源コードによる機器を患者の至近距離で使用するときは、適切な
接地を行うこと。

リード固定位置移動、コネクタ接続不良またはリード断線によるペーシ
ング不良およびセンシング不全の発生や適切な治療が行われない場合が
ある。

心内膜面への過度な押し付けは避けること。

一度留置されたリード本体に不用意に外力をかけないこと。

患者の心房または心室壁の厚さによっては、術後に、心穿孔、心タンポ
ナーデ、気胸、血胸などが起こることがあるので、リードの留置位置に
ついて、十分に考慮すること。

再使用禁止。（ディスポーザブル製品のため。）

再滅菌禁止。（現場での再滅菌を想定して設計されていないため。）

改造禁止。（意図した機能を保てなくなる。）

注意事項（Precautions）
リードおよびその付属品（アクセサリ）は単回使用である。再使用して
はならない。

三尖弁の疾患はリードの存在により増悪することがある。三尖弁の疾患
が既往の患者の場合は、医学的判断に基づいてリードの植込みを判断する
こと。

本リードに使用されている低濃度で局所的な徐放性酢酸デキサメタゾン
の警告や合併症が、通常の注射用酢酸デキサメタゾンと同様であるかは
明確にされていない。発現する可能性のある有害事象については、米国
医薬品便覧（ ）を参照すること。

ENDOTAK RELIANCE リードシリーズ製品特有の取扱い、植込み、およ
びテストに関する具体的な注意は、本マニュアルの「植込みに関する情
報（Implant Information）」、「植込み（Implantation） 」、「植込み後の評価
（Post-implant Evaluation）」の項を参照すること。注意事項が守られな
い場合、不適切なリード植込み、リードの損傷あるいは患者に傷害を与え
る可能性がある。
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予想される有害事象（Potential Adverse Events）
文献あるいはリード植込みの経験に基づき、ENDOTAK RELIANCE G リード
またはSGリードを植込む際に発生する可能性のある患者への影響を英文ア
ルファベット順に示す。

製品保証（Warranty）
リードは不適切な取扱いによって損傷しやすく、また過酷な環境下で使用さ
れるため、本リードは様々な理由により正常に機能しない可能性がある。弊
社ではリード設計、原材料、製造および品質管理の強化に努めているが、リー
ドが機能する環境が様々であるため、弊社ではリードの保証は行っていない。 
ただし、弊社は瑕疵のあるリードが弊社に返送された場合に限り、現品の
交換に対応する。返送されたすべてのリードの所有権は製造業者に帰属す
る。

フィジシャンズリードマニュアル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。

空気塞栓症（Air embolism）
アレルギー反応（Allergic reaction）
出血（Bleeding）
心穿孔／タンポナーデ
（Cardiac perforation/tamponade）
慢性的神経損傷
（Chronic nerve damage）
死亡（Death）
ペーシング閾値の上昇
（Elevated thresholds）
びらん／突出（露出）
（Erosion/extrusion）
過度の線維組織の増大
（Excessive fibrotic tissue growth）
血腫または嚢胞の形成
（Formation of hematomas or cysts）
不適切な治療／ショック
（Inappropriate therapy/shocks）
本体との不完全な接続
（Incomplete connection with pulse
generator）
感染（Infection）
ケロイド形成（Keloid formation）
リードの磨耗（Lead abrasion）
リードの移動／離脱
（Lead displacement/dislodgment）
リードの断線、絶縁体の破損
（Lead fracture, insulation break）

リードチップの変形／破損
（Lead tip deformation and/or
breakage）
局所組織反応
（Local tissue reaction）
低振幅心室細動シグナル
（Low amplitude VF signals）
心筋損傷（Myocardial injury）
心筋易刺激性
（Myocardial irritabillity）
オーバーセンシング／アンダーセン
シング（Oversensing/
undersensing）
気胸（Pheumothorax）
ショック後の調律障害
（Post-shock rhythm disturbances）
予測不可能な構成部品の損傷
（Random component failures）
体内または体外パドルによる除細動
中の心筋への電流短絡あるいは絶縁
（Shunting current or insulating 
myocardium during defibrillation 
with internal or external paddles）
閾値の上昇（Threshold elevation）
血栓症／血栓塞栓症
（Thrombosis/thromboemboli）
静脈閉塞（Venous occlusion）
静脈穿孔（Venous perforation）
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リードの特徴（LEAD FEATURES）
ENDOTAK RELIANCE Gおよび ENDOTAK RELIANCE SG スクリューイ
ンリードの特徴を次に示す :

ステロイド含有遠位チップ部：チップ電極内のシリコーンカラーに酢酸
デキサメタゾンを 1.0 mg 含有している。体液に晒されると外側のカラー
からステロイドが溶出する。ステロイドは、ペーシング電極植込み時に
通常出現する閾値上昇の原因と考えられる炎症性反応を抑制する。安全
マージンの増加およびペーシングに必要なエネルギの低減が可能になる
ため、低閾値が望ましい。

突出／格納可能固定スクリュー：突出／格納可能スクリューにより、心
内膜の表面に肉柱が無くても遠位チップ電極の固定が可能であり、チッ
プ電極のために様々なリード配置が可能となる。突出／格納可能スク
リューは Cathode（－）極として作用し、右心室電位のレートセンスお
よびペーシングを行う。スクリューの突出／格納はターミナルピン機構
により行われる。

X線透視マーカ：本リードには、遠位チップの近くに X線不透過マーカ
が付いており、X 線透視下で見ることができる。このマーカによりスク
リューを完全に格納した状態または突出させた状態を知ることができる。

コイル電極：遠位コイル電極はレートセンシングおよびペーシングの
Anode（＋）極として、並びにカーディオバージョン／除細動ショック
の Cathode（－）極または Anode（＋）極として働く。ENDOTAK
RELIANCE G リードの近位コイル電極はカーディオバージョン／除細
動ショックの Anode（＋）極または Cathode（－）極として働く。
ENDOTAK RELIANCE リードシリーズ製品 は、植込まれたパルスジェ
ネレータの金属製の筐体が追加の除細動電極として作用する。

GORE™ ePTFE被覆コイル：除細動コイルの ePTFE被覆により、コイ
ル電極部への細胞組織の浸潤を防ぐ。

リード本体：直径が均一なリード本体には１本のペーシング／センシン
グ用導体が入っている。ENDOTAK RELIANCE G リードは除細動用導
体 2 本、ENDOTAK RELIANCE SG リードは除細動用導体 1 本を有す
る。導体は PTFEで被覆されており、シリコーン製リードの本体にそれ
ぞれ独立した内腔で絶縁されている。リード本体に塗布された第２層の
シリコーンにより絶縁性が向上しリードの径が均一化する。固定用タイ
ン、ターミナルヨーク、スーチャスリーブおよびターミナル部はシリコー
ン成型体で作られ、均一な径のリードに成型されている。リード本体は、
リードのターミナルが色分けされていることにより、長さが目視で容易
に確認できる。リードの長さの色は適合するスタイレットのキャップの
色と同じ色分けである。

ルブリシャスコーティング：ENDOTAK RELIANCE リードシリーズ製品
では、シリコーンリードの表面の滑性を向上させる独自のコーティング
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が施されている。このコーティングは静止および動摩擦係数を減らし、シ
リコーンの信頼性を有し、リード表面にポリウレタンの感触と操作性を保
持している。

ターミナル：ENDOTAK RELIANCE G リードは、DF-1 （ショック）2
本と IS-1双極（ペース／センス）1本のターミナルを有する。ENDOTAK
RELIANCE SGリードは、DF-1（ショック）1本と IS-1双極（ペース／
センス）1 本のターミナルを有する。ペース／センスターミナルは管状
でスタイレットガイドが取り付けられていてスタイレットが挿入され
る。

本リードは、上大静脈（SVC）、右心房、および右心室内の恒久的植込みに使
用される。突出／格納可能スクリュー設計により、右心室内の様々な場所
へチップ電極を留置することが可能である。推奨されるリード位置につい
ては、図 11を参照のこと。本体と接続されると、植込みリードは次の機能
を示す。

レートセンシングおよびショック電極の電位をとる。

カーディオバージョン／除細動電気ショックを本体から心臓へ放電する。

ペーシングを行う。

スクリューインリードの標準的な全長は以下の通りである。

ENDOTAK RELIANCEリードの電極間距離（遠位チップ電極基部から近位
コイル電極の遠位端まで測定）は 18 cmである（図 1）。

ENDOTAK RELIANCE G 0184 0185 0186 0187
59 cm 64 cm 70 cm 90 cm

ENDOTAK RELIANCE SG 0180 0181
59 cm 64 cm

図 1. ENDOTAK RELIANCEリードの電極間距離は遠位チップ電極基部
から近位コイル電極の遠位端まで測定される。

18 cm
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リードの評価（LEAD EVALUATION）

植込みに関する情報（Implant Information）
専門医は適切な手術手順、技術をもって植込みを遂行すること。リードの
植込みに関する説明は、専門的医学知識／技術を有する専門医に、使用に
ついての情報のみを提供するものである。リードの植込みは、外科的処置
／技術に習熟した医師によって行われなければならない。

ICD/CRT-D 除細動リードシステムの植込みで最も侵襲の少ないのは ENDO-
TAK RELIANCE GおよびENDOTAK RELIANCE SGリードのみの植込みであ
る。ENDOTAK RELIANCE G/SGリードのみでは所定の DFT が得られない
場合、頻拍性不整脈を除去するために、ENDOTAK SQ ARRAYリードシリー
ズを、ENDOTAK RELIANCE G/SG リードに併せて植込むこともある。
ENDOTAK リードシステムの他の構成については、ENDOTAK SQ ARRAY
の取扱説明書を参照すること。

ENDOTAK RELIANCE リードシリーズ製品を選択する上での主要な理由
は、開胸手術を必要としないことである。医師は、追加の電気生理学的
（EP）試験（不整脈の誘発・除去）に患者が耐えられるか否かと、このリー
ドシステムが有効でなかった場合は開胸手術を必要とする可能性を十分考慮
して使用すべきである。

心肥大あるいは薬剤治療等種々の要因によって、不整脈の治療をより効果
的にするために、除細動リードの再留置あるいは別のリードシステムへの
変更が必要になることもある。場合によっては、本体で利用可能なエネル
ギレベルでは、いかなるリードも信頼性をもって不整脈の除去が得られな
いこともある。

ペースメーカと ICD が相互作用によって ICD の検出不全を惹起しない限り、
双極ペースメーカは ENDOTAK RELIANCE リードシリーズ製品 および
ICD との併用が可能である。「ペースメーカとの相互作用（Minimizing
Pacemaker Interaction）」（22ページ）の項を参照すること。

本リードは、適応以外の目的で設計されたものではなく、適応以外の目的
で販売／使用してはならない。

本品とともに次の物品が同梱されているが、付属品については全てが含ま
れない場合もある。内容については各製品包装の記載等を確認のこと。

ストレートスタイレット、Softa 
ストレートスタイレット、Firmb 
スクリュー操作器具（Fixation Tool）
スタイレットガイド（Stylet Guide）
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開封方法（Opening Instructions）

外装包装は手術室等清潔な環境の中で開封する。滅
菌状態を確実に維持するため、一般的な滅菌操作を
行い、手洗い、滅菌ガウン、マスク着用の清潔状態
の術者あるいは介護者が内側滅菌容器を受け取らな
ければならない。滅菌容器は図のように角のシール
を引っ張って開封する。

滅菌（Sterilization）
リードおよび付属品は、最終梱包前にエチレンオキサイドガス（EO）で滅
菌されている。製品受領時は滅菌状態であり使用可能状態である。包装が
濡れている、穴が開いている、開封されている場合には、弊社へ返送する
こと。絶対にリードを再滅菌しないこと。

保管（Storage）
水のかからない場所に保管すること。

気圧、温度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分を含んだ空気等による
悪影響のおそれのない場所に保管すること。

傾斜、振動、衝撃　（運搬を含む）等安定状態に注意すること。

化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所には保管しないこと。

使用期限（USE BY）は有効期限に基づいている（本品の包装に記載）。
使用期限を過ぎた本品を植込まないこと。

推奨保管温度は 20ºC ～ 25ºCである。50ºC以上は避けること。

手術の準備（Surgical Preparation）
ECG モニタ装置、X 線（透視）装置、除細動器、リード信号の測定装置等
は手術前に準備しておくこと。電気機器を使用する場合は、漏れ電流の危
険から保護するため、患者を電気的に絶縁すること。すべての植込み用製
品は、不慮の損傷や汚染の場合に備えて、滅菌された予備を用意しておく

TVIツール（Transvalvular Insertion Tool: 経弁的挿入ツール）
ベインピック（Vein Pick）
リードキャップ（Lead Caps）DF-1; 2本、IS-1; 1本
DF-1 ポートプラグ（ENDOTAK RELIANCE SGリードのみ）
取扱説明書 1式、登録用紙 1式

a. 緑色ノブ、直径 0.014 in (0.36 mm)
b. 白色ノブ、直径 0.016 in (0.41 mm)
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ことを推奨する。

注意： 使用前または使用中に製品に異常（導線コイルの延び、絶縁体の変
形、スタイレットの変形・操作不良等）が認められた場合には、使
用を中止すること。（リードに断線等の損傷が発生する可能性があ
る。）

注意： 植込みに際しては、推奨する径のイントロデューサを使用するこ
と。

注意： リードを介する電気特性の測定などには、必ず CF 形装着部（JIS
T 0601-1の定義による）に接続して使用すること。

注意： リードの植込み中や測定中には不整脈を誘発するような危険があ
るので、常に心電図を監視し、除細動器をすぐに使用できる状態に
しておくこと。
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付属品類（Accessories）
スーチャスリーブ（Suture Sleeves）
スーチャスリーブは外部絶縁体上にあり、移
動調整可能な筒状の位置固定用補強材である
（図 2）。リードを留置した後、静脈への挿入
部でリードを固定し、保護する目的で使用す
る。スーチャスリーブを使用することにより、
リード本体への直接結紮による構造的損傷の発生を予防する。

スーチャスリーブを移動するには、リードに対して慎重にねじって適切な
位置まで引っ張る。

注意： リード本体を直接結紮すると、リードの構造的損傷が生じるおそれ
があるので、リード本体を直接結紮してはならない。スーチャスリー
ブを使用してリードを静脈への挿入部位で固定すること。

リードには次の物品が同梱されているが、別売付属品としても用意されて
いる。

スクリュー操作器具（Fixation Tool）
スクリュー操作器具をターミナルピンに装着
し、時計方向または反時計方向に回してスク
リューを突出または格納することができる（図
3）。

スタイレット（Stylets）
各リードには Firm および Soft スタイレットが同梱されている。心臓へ
のリード先端の留置を容易にするため、スタイレットをリードに挿入す
る。スタイレットは長さと硬さにより、色が異なるキャップにて区分さ
れている（表 1）。詳細については、「スタイレットの挿入（Inserting the
Stylet）」（14ページ）を参照のこと。

表 1. スタイレット

スタイレット長（cm） ノブの色 キャップの色

ストレート

59
緑色 ＝ Soft
または

白色 ＝ Firm

黄色
64 緑色
70 黒色
90 橙色

図 2. スーチャスリーブの先が
細くなっている長い方を静脈
側に向ける。

図 3. スクリュー操作器具。
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スタイレットガイド（Stylet Guide）
スタイレットガイドは、スタイレットをペース／センスリードの中へ挿入
する際に使用される（図 4）。

TVI ツール（Transvalvular Insertion Tool：経弁的挿入ツール）
TVI ツールは、ENDOTAK RELIANCE G および ENDOTAK
RELIANCE SG リードシリーズ製品とピールアウェイ止血弁
付きイントロデューサの併用を可能にするための滅菌済み
ディスポーザブル非毒性プラスチック製品である。TVIツール
は、止血弁を一時的に拡張して e-PTFE被覆コイルを止血弁に
スムーズに通すために使用される（図 5）。

植込み時には以下の手順に従う。

1. 止血弁付きイントロデューサを静脈に挿入してダイレータを抜去した
後、TVIツールの近位側の剥き出しになった開口部に親指をあて、TVI
ツールを止血弁の中に軽く押しながら TVI ツールの遠位端を止血弁付
きイントロデューサの近位側に挿入する。 

注記： ガイドワイヤを保持する際、TVIツールをガイドワイヤの側面では
なく、必ず上に配置すること。

空気塞栓や血液の逆流を防ぐため、TVI ツールの近位側の剥き出しに
なった開口部に親指をあて続ける。TVI ツールのハンドル基底部がイン
トロデューサの近位端に接触すれば、TVI ツールは完全に挿入されてい
る。

2. リードを TVI ツールを通してイントロデューサに挿入する。ショック
コイルが止血弁を通過するまで、リードを前進させる。

3. リードがイントロデューサ内に収まったら、TVI ツールを止血弁から
抜去する。再配置を容易にするため、TVI ツールを一時的にリード本
体にそのままにしておいてもよい。リードが所定の位置に配置された
ら、必ず TVIツールをピールアウェイすること。

ベインピック（Vein Pick）
ベインピックは滅菌済み単回使用の非毒性非発熱性のプラスチック製品
で、血管へのリードのチップ電極挿入を容易にする。

図 4. スタイレットガイド使用法

図 5. 
TVIツール
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静脈切開には、適切なメスあるいは剪刀で挿
入する静脈を分離して切開を加える。ベイン
ピックの先端を切開部から静脈内に挿入する
（図 6）。リードを挿入しようとする方向にベ
インピックを向けて、入れて軽く持ち上げ、
斜めに傾ける。リードをベインピックの下に
くぐらせて静脈に挿入する。

注意： ベインピックは静脈穿刺あるいは静脈切開法（カットダウン法）のと
きの組織切開用の器具ではない。ベインピックでリードのシリコーン
絶縁被覆に穴を開けないように注意すること。リードの機能が正常に
働かなくなるおそれがある。

リードキャップ（Lead Caps）
シリコーン製のリードキャップは、手術中
にリードのターミナルピンの保護のため
に使用する（図 7）。リードキャップは、
本体あるいは ICD Y コネクタ（使用した場
合）に接続しなかったリードターミナルピ
ンの絶縁あるいは蓋をするために使用され
る。結紮用の糸をリードキャップの溝にかけて、リードキャップをリードター
ミナルに固定する。

リードの取扱い方法（Handling the Lead）
リードを取り扱う際は次の点を遵守する。

警告： リードは柔軟ではあるが、過度の曲げ、たわみ、引っ張りに耐えられ
るように設計されていない。構造が脆弱化し導体の断線あるいはリー
ドの離脱を生じる場合がある。

注意：

リードの先端を掴んだり持ったりしてはならない。

ステロイド溶出容量が減少するため、リード植込み時に電極を拭
いたり液の中に浸したりしてはならない。

漫性期にリードの位置を変更すると、既にステロイドが減少して
いるため、低閾値特性が得られない場合がある。

電極を変形させないこと。電極先端に圧力を加えないこと。

リードの絶縁被覆のシリコーンは、粒子状物質等を引き寄せる性
質があるので、表面が汚染されないように常時保護すること。 

図 6. べインピック使用法

図 7. IS-1ターミナルには IS-1リード
キャップ、DF-1ターミナルにはDF-
1リードキャップを使用する。

IS-1 DF-1
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ePTFE被覆ショックコイルにオイルベースの潤滑剤を塗布しない
こと。

注記： ECD ケーブル、本体あるいは ICD Y コネクタに接続する際、滑りを
よくするため滅菌水の使用を推奨する。

植込み（IMPLANTATION）

スタイレットの挿入（Inserting the Stylet）
目的の硬さのスタイレットを選択する。別のスタイレットを挿入するとき
は、前に挿入したスタイレットを抜去した後に挿入する。リードを静脈に
挿入する前にスタイレットは完全にリードに挿入しておく。

滅菌された滑らかな表面の器具（例えば 10また
は 12 cc の注射筒等）を使って選択したスタイ
レットに緩やかな曲がりをつけ、コネクタの
ルーメンに注意深くスタイレットを挿入する
（図 8）。鋭い角度で曲げられたスタイレットは
ターミナルピンのルーメンを通すと直線にな
る。緩やかな曲がりでは直線になりにくい。

注意： スタイレットが挿入された状態でリード
を屈曲させないこと。導体および絶縁材質
に損傷を与えるおそれがある。

注意： スタイレットを過度の力でリードに挿入したり、押し進めたりしない
こと。リードのコイル導線に損傷を与えたり、スタイレットが絶縁被
覆を突き破ったりするおそれがある。

注記： リードに適切に挿入するため、スタイレットに体液を付着させては
ならない。

固定スクリューの取扱い（Handling the Fixation Helix）
リードを植込む前に、ターミナルピンを回してスクリューが突出および格
納できることを観察し、リードが機械的に正常であることを確認する。ター
ミナルピンを時計方向に回すとスクリューが突出し、反時計方向に回すと
格納される。

注記： スクリューの固定方法については「リードの固定（Lead Fixation）」の
項（19ページ）、スクリューの突出／格納のための予想および最大回
転数については「仕様（SPECIFICATIONS）」の項（31ページ）を参
照のこと。

図 8. スタイレットの曲がり

シリンジ

6 cm

70º-90º
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注意：

スクリューを突出させ過ぎたり、格納し過ぎたりしてはならない。格納
し過ぎると、最初にスクリューを固定する際にねじれの抵抗が生じること
がある。

スクリューの突出／格納が不可能な場合、そのリードを使用してはなら
ない。

電極を変形させてはならない。またスクリューが変形したリード、スク
リュー固定機構が損傷を受けたリードを使用してはならない。固定スク
リューを真っ直ぐに伸ばしたり再形成したりしてはならない。

注記：  

スクリューを突出させたままリードを静脈へ挿入してはならない。
ターミナルピンを半時計回りに回転させ、スクリューをチップ部に格
納してから静脈へ挿入すること。
スタイレットに施した曲がりにより、スクリューを突出／格納するため
に必要な回転数が多くなる可能性がある。

リードの挿入 （Inserting the Lead）
リードは次に示すいずれかの方法で挿入すること。

静脈切開法により右または左橈側皮静脈から挿入する。

鎖骨の下に１ヵ所切開を加え三角筋・大胸筋溝の橈側皮静脈から心内
膜リードを右心室まで挿入する。

リードに同梱されているベインピックは、静脈切開法で血管へリードを
挿入する際の補助に使用する。リードを挿入する前に、ベインピックの
使用に関して「付属品類（Accessories）」の項（11ページ）に記載
されている説明を参照すること。

経皮的あるいは切開法により鎖骨下静脈または内頸静脈から挿入する（通
常は左鎖骨下または右内頸静脈）。

鎖骨下静脈穿刺に使用するイントロデューサセットは弊社からも入手
可能である。

ピールアウェイ止血弁付きイントロデューサを使用する場合、本
リードに同梱されている TVI ツールを使用する。使用法について
は、「付属品類（Accessories）」の項を参照のこと。推奨される
ピールアウェイ止血弁付きイントロデューサのサイズは 9.5F
(3.17mm)である。 

注意：

ピールアウェイ止血弁付きイントロデューサを使用する場合は常に TVI
ツールを併用すること。
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鎖骨下静脈穿刺法によりリードを挿入する場合は、鎖骨を 3 分割した正
中側 3 分の 1より内側からリードを挿入してはならない。リードが損傷
する可能性が高くなる。鎖骨下静脈から挿入する場合は、第一肋骨外側
縁付近から穿刺し、鎖骨下筋を貫通しないように注意する。これらのリー
ドの挿入時の注意事項は、鎖骨／第一肋骨間におけるリードの損傷を防
ぐ上で重要である。鎖骨下筋、肋骨／烏口靭帯、肋骨／鎖骨靭帯のよう
な軟部組織にリードが挟まれることによって生じるリードの損傷につい
てはすでに文献等で報告されている。4

鎖骨下静脈穿刺法でリードを植込む場合は、スーチャスリーブと静脈へ
の挿入部との間に適度の弛みを作っておくこと。これにより、スーチャ
スリーブ部の屈曲や、リードと鎖骨／第一肋骨部位との摩擦等を最小限
にすることができる。

リードを経皮的鎖骨下静脈穿刺法で挿入する場合は、狭い肋骨／鎖骨部位
の鎖骨下筋あるいは靭帯組織に挟まれることを避けるため、鎖骨下静脈が
第一肋骨の上を越えた位置（真中の方ではなく）に穿刺するようにする。5

弊社は、第一肋骨の外側端位置の鎖骨下静脈からリードを挿入することを推
奨している。

腋窩動脈、鎖骨下動脈あるいは、腕神経叢に注射針が接触しないように、シ
リンジは腋窩静脈の直上かつ平行に位置するようにする。透視装置を使用
して第一助骨の位置を確認し、穿刺針を導く。次に皮膚の穿刺点の判断方
法と、第一肋骨と鎖骨下静脈の交差点に向けた針の進路を説明する。

1. 図 9を参照し、St点（胸骨角）とCp点（肩甲骨上縁突起）を確認する。

2. 腋窩静脈の直上でSt点とCp点を結ぶ線を３分割した中央と外側の境界
線上を穿刺する。（Ax点）

3. 鎖骨を３分割した中央の正中側境界線上（V 点）に人差し指をおく。そ
の位置の下方に鎖骨下静脈がある。

4. Magney JE, et al. Anatomical mechanisms explaining damage to pacemaker leads, defibrillator leads, and 
failure of central venous catheters adjacent to the sternoclavicular joint. PACE. 1993;16:445-457.

5. Magney JE, et al. A new approach to percutaneous subclavian venipuncture to avoid lead fracture or 
central venous catheter occlusion. PACE. 1993;16:2133-2141.
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4. 人差し指の向かい側を親指で指す。 鎖骨の下 1～ 2 cmを親指で示し、
針で鎖骨下筋を穿刺するのを防ぐ（胸筋が厚いときは、鎖骨下筋も同
様に厚いことが考えられるので親指は鎖骨の下2 cmぐらいのところを
指す。図 10参照。）

5. 穿刺点から穿刺し、筋膜表面を通して針の進行を親指で感じながら鎖
骨下静脈および、その下にある第一肋骨に向けて針を組織内へ深く刺し
ていく。この時、透視下で針が第一肋骨の下方を通り、肺に挿入され
ないよう注意確認しながら行うこと。

図 9. 経皮的鎖骨下静脈穿刺位置

Costoclavicular lig. （肋骨／鎖骨靭帯）

Subclavius muscle （鎖骨下筋）

Costocoracoid lig. 
（肋骨／烏口靭帯）

V

St

Ax

Cp
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リードの位置決め （Positioning the Lead）
Ｘ線透視下でスタイレットを挿入し
た状態で右心室心尖部の奥まで可能
な限りリードを進め、チップ電極を右
心室心尖部に確実に留置する（図 11
および図 12）。遠位側コイル電極は
右心室の三尖弁下方に、近位側コイル
電極（ENDOTAK RELIANCE G リー
ドのみ）は上大静脈の右心房上部に
位置していることをＸ線透視下で確
認する。リードシステムが正しく機
能するには電極が適正な位置に留置
されていることが必要である。

図 10. 親指と穿刺点の位置

St

V Cp

図 11. ENDOTAK RELIANCE G 
リードの心内推奨電極位置

近位側コイル
電極

遠位側コイル 
電極
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注記： ペーシング機能を有する ICDと
リードを併用する場合は、リード
の先端を心尖部の正常な心筋に留
置する。

警告： 

植込み時にリード先端が心尖
部の方向に向いていることを X
線透視下で確認する。心尖部方
向を向いていない場合、リード
が移動し、除細動の有効性に影
響する可能性がある。

電極は最適な心内部位に装着できるようにする。不適切な場合、除
細動閾値が高くなる場合や、通常は ICD/CRT-D除細動システムで
除去できる可能性のある頻拍性不整脈を、そのリードでは除去で
きなくなる場合がある。

注意： 双極ペースメーカが植込まれている患者に対して、ICDとペースメーカ
の間の相互感知を防止するために、ペース／センス電極（チップ電極
と遠位コイル電極）をペースメーカ電極から可能な限り離れた場所に
留置する。

リードの固定 （Lead Fixation）
ENDOTAK RELIANCE G および ENDOTAK RELIANCE SGスクリューイ
ンリードのスクリューは導電性があり、電極位置のマッピングを行うことが
できる。マッピングとは、スクリューを組織に突出させずにペーシングおよ
びセンシング閾値を測定できることを意味する。リードの遠位チップを組織
に配置して測定を行うことができる。データが適切であれば、リードの固
定を行う。リードの位置変更の回数を減らせるので、リードを固定する前
にマッピングを行うことを推奨する。

注記： スタイレットはリードの固定あるいは再留置中は完全に挿入しなけ
ればならない。

1. 正しい位置が得られたら、スクリュー操
作器具をターミナルピンに装着する。両
方のハンドルを同時に押し、ターミナル
ピンを溝に入れる。ハンドルの握りを緩
め、ターミナルピンをスクリュー操作器
具に嵌め込む（図 13）。

2. リード本体を前方向に押し、遠位電極を
目的の固定部位に対して配置し、スク
リュー操作器具を時計方向に回して遠位

図 12. ENDOTAK RELIANCE SG 
リードの心内推奨電極位置 

遠位側コイル
電極

図 13. スクリュー操作器具の装
着と回転
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電極スクリューを心壁に装着する。固定用スクリューが完全に突出し
たら、X 線透視下で X 線不透過マーカを観察して識別する。X 線不透
過マーカ同士が合わさり、固定用スクリューが遠位側Ｘ線不透過マー
カの外側まで突出すれば、スクリューは完全に突出している（図 14）。
スクリューの突出／格納に要する予想される回転数については、「仕様
（SPECIFICATIONS）」の項（31ページ）を参照のこと。

注意： 「仕様（SPECIFICATIONS）」の項（31 ページ）で各モデルに示され
ている最大回転数を超えてターミナルピンを時計方向に回さないこと。
スクリューが（X線透視下で示されているように）完全に突出／格納さ
れた後もターミナルピンを回し続けると、リードを損傷する可能性が
あり、リードの移動の原因やペーシング閾値が急激に上昇する原因と
なる可能性がある。

注意： 固定はスクリューを突出させ確実に行うこと。スクリューの突出を確
実に行わないと固定や適切なセンシングができない場合がある。

注記： スタイレットの曲がり、植込み時間の延長、複数回のリード再留置に
よって、スクリューの突出／格納に要する回転数が多くなることがあ
る。

3. リードの近位端を軽く持ち、スクリュー操作器具から手を離す。

注記： 手順 3の後、ターミナルピンに最小限の逆回転がみられることがある。

4. スクリュー操作器具のハンドルを合わせて押し、スクリュー操作器具
をターミナルピンから外す。

再留置の際にスクリュー機構が正しく働かない場合、リード抜去時に組織
を損傷する可能性を防ぐため、以下の注意事項に慎重に従うこと。

注意： 植込み時にスクリューが格納不可能となった場合、そのリードを使用
してはならない。不測の組織損傷を防ぐには、連続的にリード本体を
反時計方向に回しながらリードを抜去することが必要である。反時計

図 14. 可能性のあるスクリュー電極の外観

X線透視下X線透視下

目視 目視

完全に格納された状態 完全に突出した状態
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方向にリードを回転させると、不慮の固定を防止し、組織に引っ掛かっ
た時にスクリュー電極を外すことができる。

注意： リード先端部固定の際に、患者の心筋の状態および手術中に発生した
先端部の変形等により、手術時間が延長されることがある。

注意： リードの再留置の際に、患者の状態などにより、先端部が患者の心筋
から外れない場合があるが、過度の力で引っ張らないこと。

リードの安定性のチェック （Checking for Lead Stability）
固定後、スタイレットを 8 ～ 10 cm 引き抜き、X 線透視下でリードの安定
性を確認する。可能ならば、患者に咳あるいは何回か深呼吸をさせる。電
極の位置に問題がなければ、スタイレットを完全に抜去する。

注意： 電極が移動した場合は直ちに電極位置補正および心内膜の傷害を最
小にするため適切な医学的処置を行う。

リードの再位置決め （Repositioning the Lead）
リードの位置を再度決定する必要がある場合は、リードにスタイレットが
完全に挿入されていることを確認した上で、スクリュー操作器具を再び装
着し、スクリュー操作器具を反時計方向に回してスクリューを格納する。X
線透視下で、スクリューが格納されていること、および心臓から完全に離
れていることを確認してからリードの位置決めを行う。前述の「リードの
位置決め （Positioning the Lead）」、「リードの固定 （Lead Fixation）」、
「リードの安定性のチェック （Checking for Lead Stability）」の項の手順を
用いて、スクリュー電極を再固定する。スクリュー操作器具は、「仕様
（SPECIFICATIONS）」（31ページ）に示されている最大回転数を超えて回
さないこと。スクリューを突出または格納し過ぎる（X 線透視下で示され
ているとおり）と、最初にスクリューを固定する際にねじれの抵抗が生じ
ることがある。

リード位置の評価 （Evaluating Lead Position）
電気的特性の確認は、局所組織の傷害が治まる有効な時間が経過してから、
リードを本体あるいは ECD に接続する前に行う。X 線透視装置を使用して
手術中にリードの位置と安全性を確認する。テスト結果が良好でない場合
はリードシステムの再留置あるいは交換が必要となることもある。

注記： 本リードを使用して心内電位を測定するとき、良好な測定が不可能な
ときはスクリューを突出させてから測定することを考慮することを
推奨する。
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ペースメーカとの相互作用の最小化 （Minimizing Pacemaker 
Interaction）
ICD とペースメーカとの相互作用の可能性を最小限にするために、次のこと
を考慮する。6 , 7

ペーシングリードを留置した後に、ペース／センス電極からの信号を測
定記録し、ペースメーカのアーチファクトが最も小さくなる位置を探す。
（最小のペースメーカアーチファクトを確認できるように、少なくとも
2000 Hz の帯域を持つ記録装置を使用する。）

ICDの Tachy Modeを Monitor + Therapyにし、ペースメーカを非同期
モードで最大出力にプログラムして患者の全形態の心室頻拍および心室
細動を誘発しなければならない。これはペースメーカのアーチファクト
によって不整脈の検出が最も抑制されやすい状態にして試験をするため
である。アーチファクトが現れないように、ペーシングリードの位置変
更が必要となることもある。

ペースメーカのアーチファクトおよび慢性期のあるいは EP テストで誘
発される各不整脈の電位図の相対的振幅を予測するのは難しいため、
アーチファクトを最小にすることが重要である。

ペースメーカは、(1) 慢性期においても安全に捕捉される最低の出力振
幅、(2) 最高感度、(3) 患者にとって許容される最も低いペーシングレー
トへのプログラミングを考慮する。さらにペーシング用リードは電極間
の距離が短いペースメーカリードを使用する（例えば 1 ～ 2 cm）。

基線測定 （Taking Baseline Measurements）
リードのターミナルピンをペーシングシステムアナライザ（PSA）に接続し、
次の項目の測定により位置の可否を評価する。

本体を利用した測定値と PSA で測定した値とは、信号フィルタの相違に
よって完全には一致しないことがある。基線測定値は、表 2 に示した推奨
値の範囲内であること。

6. Epstein AE, et al. Combined automatic implantable cardioverter-defibrillator and pacemaker systems: 
implantation techniques and follow-up. JACC. 1989;13:121-131.

7. Calkins H, et al. Clinical interactions between pacemakers and automatic implantable 
cardioverter-defibrillators. JACC. 1990;16:666-673.

R波振幅
ペーシング閾値
ペーシングリードインピーダンス
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心内電位が低い、R 波の幅が広い、ペーシング閾値が高い場合、電極が虚
血あるいは瘢痕のある組織に留置されている可能性を示唆している。信号
の質的低下をきたすため、必要に応じて、可能な限り最大の振幅、最小の
信号幅および最低ペーシング閾値が得られる心室内位置にリードの電極を
再留置すべきである。

注意： R波振幅が推奨値より低い場合は、不整脈の検出不全や正常調律を不
整脈として誤認する可能性がある。プログラムされた本体の不応期よ
り信号の幅が長いと、心拍数の不正確な測定、もしくは高電圧ショッ
クパルスの不適切な放電、あるいはその両方が起こり得る。

測定値が推奨値に達しない場合は、スタイレットを再び挿入し、前述の方
法でリードの再留置が必要となる。測定された値が推奨値の範囲内である
ことを確認する。試験結果が良好でない場合は、さらにリードの再留置ある
いは交換などが必要となることがある。

電気的特性 （Electrical Performance）
リードを接続し、本体あるいは ECDを使用してリードの信号を評価する。

警告： リードを本体あるいは ECDに接続するときは完全に正確に行うこと
が重要である。高電圧除細動電流がペース／センスチップ電極を通じ
て流れると心臓に大きな傷害を与えることがある。

注記： カーディオバージョン／除細動リードを ECDに接続する前に、必ず
ECDの出力回路を非作動にし、電気焼灼器等は電源をOFFにしてプ
ラグをコンセントから抜いておく。これらの器具の使用により、電
極に高電流が流れ、心細動を誘発したり心臓組織に損傷を与えるこ
とがある。ECDケーブルと ECD、ECDとチャートレコーダの接続
方法については、当該製品の取扱説明書を参照すること。

本体を用いた評価 （Evaluating with the Device）
取扱説明書に従ってターミナルピンを本体に接続し、本体を植込みポケット
に入れる。詳細は、「本体との接続（Connection to the Device）」（29ペー
ジ）を参照。

表 2. 推奨リード信号パラメータa

a.装着約 10分後の測定値

信号の種類 振幅
a, b , c

b.この測定値には傷害電流を含めない
c.正常洞調律時

幅
a, b, c

ペーシング
閾値 d 

d.パルス幅 0.5 ms 設定

インピーダンス

ペーシング／
センシング

>5 mV <100 ms <1.6 V 450-1800 Ω

除細動 >1 mV <150 ms NA 20-80 Ω
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リアルタイム EGM を観察し、リード信号を評価する。植込まれたリード
からの信号は連続性でアーチファクトを含まず、体表心電図に近似してい
ることが条件である。非連続的な信号からは、導体の断線または他の部品
の損傷、あるいは絶縁被覆の損傷が予測されるため、リードの交換を要す
る場合がある。不適切な信号により、ICD/CRT-D除細動システムの不整脈
検出不全あるいは不必要な治療を生じることがある。

ECDを用いた評価 （Evaluating with the ECD）
ペース／センスリードのターミナルピンを滅菌された双極ケーブルに接続
する。除細動リードターミナルピンを高電圧ケーブルに接続する。双極ケー
ブルおよび高電圧ケーブルを ECDの各コネクタに接続する。

プログラマ／レコーダ／モニタ（PRM）プログラミングシステムあるいは
外部の心電図記録装置を用いて、リード信号を評価する。記録紙上では、植
込まれたリードからの信号は連続性でアーチファクトを含まず体表心電図
に近似していることが条件となる。非連続的な信号からは、導体の断線ま
たは他の部品の損傷、あるいは絶縁被覆の損傷が予測されるため、リード
の交換を要する場合がある。不適切な信号により、ICD/CRT-D除細動シス
テムの不整脈検出不全あるいは不必要な治療を生じることがある。

注意：

ECDは、高エネルギパルス（最大 40 J）を患者に供給可能な同期
型体外式除細動器である。ECDを使用する際は、リードを接続す
る前に ECD の操作に十分習熟しておくことが必要である。必ず標
準的な体外式除細動器を予備として直ちに使用できる状態にして
おくこと。

リードを双極ケーブルに接続する前に、リードからスタイレット
を抜去しておくこと。リード内にスタイレットを残しておくと、
(1) 信号の誤った測定、(2)リード穿孔、(3) リードの位置修正が必
要な時に新しいスタイレットが使用できない等の原因となる。

除細動閾値試験 （Conversion Testing）
適切な信号が得られた後、患者のテストができる状況であれば、本体ある
いは ECDを用いて、心室細動（VF）および心室頻拍（VT）を信頼性をもっ
て除去する能力をテストする。除去テスト中、ECDは本体の代用として使
用できる。このテストでは、不整脈を誘発し、本体あるいは ECDから除細
動電極を通じて高電圧ショックパルスを心臓に供給する。

注意： 低振幅 VF信号により、高エネルギショック放電の不実行、レートの
誤積算、検出の遅れ、検出不全等が生じた場合は、リードの再留置、も
しくは別のレート積算用電極システムへの変更が必要となることがあ
る。電極間が離れていると、リード信号が 本体の不応期より広くなる
ため、正常調律のオーバーセンス、あるいは多形性心室頻拍のアンダー
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センスが生じることがあるので、別のペース／センス電極を使用する
場合は、電極間距離が 1 ～ 2 cm を超えないようにすること。

ペース／センス電極の電極間距離が長いと、T 波（再分極波）の増大
を生じ T波のオーバーセンス（TWOS）の原因となることがある。ま
た、その結果レート基準を満たしてしまうことがある。

本体の最大エネルギ設定より低いレベルで VF が確実に除去されることが
実証される必要がある。弊社では、除細動の信頼性の判定および患者の除
細動閾値（DFT）の測定のために、VFの誘発除去テストを複数回実施する
ことを推奨している。不整脈除去の実際の信頼性については臨床上の判断
である。1 回のみのテストでは統計的に変動を受けやすいため、将来にわ
たってこのエネルギレベルで必ずしも異常調律を除去できるとは限らな
い。本体の取扱説明書の不整脈除去のガイドラインを参照すること。

患者が退院後、確実に不整脈を除去する確率に対して、本体のエネルギ設
定の有効性および複数回の不整脈の誘発に対して患者が耐えられるか否か
を比較考慮すること。

ENDOTAK RELIANCE Gあるいは ENDOTAK RELIANCE SGリードのみ
では信頼性をもって不整脈を除去できない場合、補足的に ENDOTAK SQ
ARRAY リードあるいは同等のリードシステムを植込むのであれば、追加の
除細動閾値テストが必要になる。ENDOTAK SQ ARRAY リードと ENDOTAK
RELIANCE G および ENDOTAK RELIANCE SGリードを併用するときは、
ENDOTAK SQ ARRAY リードの取扱説明書を参照すること。

注意： ENDOTAK SQ ARRAY リードシステムが植込まれていると、経胸郭
パドルによるカーディオバージョン／除細動に要するエネルギ値が高
くなることがある。体外式除細動用のパドルは直接 ENDOTAK SQ
ARRAYリードの上に置かないようにする。

警告： 体外からの除細動ショック電流が ENDOTAK リードシステムに入ると、
組織に与える傷害が大きくなる。

植込みの決定は、どのような設定のリードシステムにおいても、DFTある
いは CER（カーディオバージョン必要エネルギ）試験で測定されたプログ
ラムショックエネルギ時での充分な安全マージンの実証に基づいて行われ
るべきである。該当する本体の取扱説明書の DFTおよび CER試験必要条
件のページを参照すること。

注記： 開胸術を行う場合、長期に及ぶ多数回の VFを誘発した後は、後日に
施行することを検討する。

ECD を使用している場合、不整脈除去の試験が終了したら、ECD の取扱
説明書に従い ECD電源を OFFにし、ケーブルを外す。
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リードの固定 （Securing the Lead）
電極が適切な位置に留置され、除細動閾値試験が終了した後に、恒久的な
止血とリードの安定のため静脈にリードを固定する。スーチャスリーブ結
紮はリード挿入法によって異なる。

経皮的植込み法 （Percutaneous Implant Technique）
1. イントロデューサのシースを裂いてスーチャスリーブを皮下の奥の方
へ移動させる（図 15）。

2. 両溝を用いて、スーチャスリーブをリードに固定する。

3. 次に、スーチャスリーブとリードを筋膜に固定する。

4. スーチャスリーブを固定した後、スーチャスリーブが安定しているこ
と、および滑らないことを確認するために、スーチャスリーブを指で
掴みリードを両方向へ動かしてみる。

静脈切開法 （Venous Cut-Down Technique）
1. あらかじめ形成されている遠位側の結紮溝までスーチャスリーブを静
脈の中へ移動させる。スーチャスリーブの上から静脈を結紮して止血
する。次に、同じ結紮溝を利用して、リードと静脈を近くの筋膜に固
定する（図 16）。

図 15. 経皮的（静脈穿刺）植込み法におけるスーチャスリーブの使い方

第一の結紮：
スーチャスリーブをリードに

　　固定する。

第二の結紮：
スーチャスリーブとリードを筋膜に

　　固定する。

遠位、近位側
結紮溝共に同
様に結紮する。
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2.  あらかじめ形成されている近位側の結紮溝を使用し、スーチャスリー
ブをリードに固定する。同じ結紮溝で、スーチャスリーブとリードを
近くの筋膜に固定する。

3. スーチャスリーブを固定した後、スーチャスリーブが安定しているこ
と、および滑らないことを確認するために、スーチャスリーブを指で
掴みリードを両方向へ動かしてみる。

警告： リードをキンクさせたり、ねじったり、他のリードと撚ったりしてはな
らない。リードの絶縁被覆が損傷することがある。

注意：

静脈を結紮する場合は、強く締め過ぎないようにすること。強く締
め過ぎると、リードのシリコーン絶縁被覆が損傷する、または静脈
が切れることがある。固定処理中に電極が移動しないようにするこ
と。
リード損傷の原因となるため、スーチャスリーブをリードから除去
したり切断したりしてはならない。

図 16. 静脈切開法におけるスーチャスリーブの使い方

遠位側結紮溝：
第一の結紮：静脈とリードを固定する。
第二の結紮：静脈とリードを筋膜に固定する。

近位側結紮溝：
第一の結紮：スーチャスリーブをリードに固定する。
第二の結紮：スーチャスリーブとリードを筋膜に固定する。
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腹部植込み (Abdominal Implants)（Model 0187のみ）
リードが引っ張られるのを和らげるため、
リードが静脈へ挿入されている横のスーチャ
スリーブの外側上にリードの弛みを作り、体
組織とリードを結紮する（図 17）。この弛み
は本体の重さおよび上肢の動きによってリー
ドが心腔内から離脱するのを防止する。

注記： リードを鎖骨下静脈穿刺法で留置した
場合は、遠位側スーチャスリーブと静脈
挿入口との間にゆとりをもたせる。これ
により、スーチャスリーブ部の屈曲や、
リードと鎖骨／第一肋骨付近との摩擦
等を最小限にすることができる。

腹部ポケットへのリードのトンネリング
（Tunneling the Lead to the 
Abdominal Pocket）
本品を腹部に植込む場合は、リードトンネラ等の使用を推奨する。胸部から
腹部の本体植込み部位で皮下にリードを通す。トンネリング操作が遅れる場
合はリードターミナルピンにキャップを被せて、コイル状に巻いたリード
のために一時的なポケットをつくる。ターミナルピンにキャップをすると、
ターミナルピンが保護されリードルーメンへの体液の浸入を防止する。

注記： 弊社製リードトンネラを使うときはキャップを使用しないこと。

注意：

リードは胸部から本体植込み部位へトンネリングする。本体植込
み部位から胸部へのトンネリングは絶対に行わないこと。リードが
恒久的に伸長して、電極またはリード本体を損傷することがある。

リードをトンネリングする際、リードに過度な力を加えないよう
に注意する。構造的な脆弱化あるいは導体の断線またはその両方
が起こる可能性がある。

トンネリングが完了した後、トンネリングに伴ってリード信号に
顕著な変化が認められないこと、およびリードに損傷が見られな
いことを再評価する。

再度リードのターミナルと本体あるいは ECD ケーブルを接続する。もし測
定値が許容できる範囲でなければケーブルの接続を調べる。信号が不連続
あるいは異常な場合は、リードの移動、接続不良、リードの損傷等が疑わ
れる。必要に応じて、許容される値が得られるまでリード電極の再留置を
試みる。再留置するときは注意深くリードを静脈へ挿入した部位まで引き
戻す。固定された結紮を解き、前述の方法でリードを再留置する。

適度な弛み

図 17. 適度な弛みループの位
置と形状（Model 0187のみ）
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本体との接続 （Connection to the Device）
本体の取扱説明書を参照しリードを本体に接続する。

スタイレットを完全に抜去してからリードを本体と接続する。

注意： IS-1 リードターミナルはリードポート内へ真直ぐ挿入する。リード
とヘッダの接続部付近でリードを曲げてはならない。挿入が不適切な
場合、ターミナルリング近くで絶縁被覆が損傷し、その結果リードが
損傷する場合がある。

注記：  

必要に応じて、リードターミナルに滅菌水を少量塗ると、挿入が容易に
なる。
リードターミナルピンを本体と接続しない場合は、リードを植込む時点
で、ポケットを閉じる前に必ずリードコネクタにキャップを被せる。
リードキャップが移動しないように糸で固定すること。
本体上の未使用の DF-1 リードポートに DF-1 ポートプラグを装着する
（ENDOTAK RELIANCE SGリードのみ）。

pacing/sensingと識別された本体 のリードポート内にペース／センスター
ミナルを挿入する。除細動ターミナルは本体の defibrillating と識別され
たリードポート内に、DFT 試験で測定された極性および電極構成に従って
挿入する。

余分なリードは緩やかに巻き、リードの張力および本体の移動を考慮しな
がら、本体の裏側ではなく、ヘッダの上方部または横に置く。圧迫が最小
限になるような形、またリード相互あるいはリードと本体の接触を減少さ
せるような形でリードをポケット内に配置することが重要である。

植込み後の評価 （POST-IMPLANT EVALUATION）
該当する本体の取扱説明書等の推奨に基づいて術後に再評価を行うこと。

注意： 一部の患者については、植込み時の測定値では、慢性期における値は
予測できない。患者が退院する前に植込み後のフォローアップ EP テ
ストを行うことを強く推奨する。テストでは少なくとも１回は心室細
動を含む不整脈の誘発・除去の試験を行うこと。

本体のフォローアップテストに加えて、ビープ音を用いてペーシング／セ
ンシングの完全性を評価する。適切にプログラムされていれば、マグネッ
トを作動中の本体の上に置いて保持すると、ペース／センス電極の R 波と
同期したビープ音を発する。ペース／センス電極あるいは本体との接続に
何らかの問題がある場合は、本体が発する音を判断することで問題を発見
できる場合がある。具体的な方法は、該当する本体の取扱説明書を参照す
ること。

スクリュー機構に体液あるいは線維組織が浸潤するため、慢性期に於ける
リードの位置変更が困難な場合がある。
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摘出（Explantation）
摘出された、あるいは体液が付着した本リードの処理は、感染性廃棄物とし
て関係法規および現地の所轄官公庁の指導に従うこと。苦情現品等、分析調
査が必要な場合に限り、廃棄物処理法の趣旨に照らし、施設外へ持ち出され
る場合と同様に必ず梱包して感染を防止する手段を講じた後に、摘出理由、
所見を明記の上、弊社へ返送すること。なお、分析調査を依頼された苦情現
品等は製造業者に帰属し、返品されないので注意すること。
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仕様（SPECIFICATIONS（Nominal） ）
ENDOTAK RELIANCE SG ENDOTAK RELIANCE G

型式番号および全長

0180-59 cm
0181-64 cm

0184-59 cm
0185-64 cm
0186-70 cm
0187-90 cm

スクリュー突出／格納予
想回転数a

0180, 0181- 11回転
0184, 0185, 0186-
          11 回転
0187- 15 回転

スクリュー突出／格納最
大回転数 

0180, 0181-20回転
0184, 0185, 0186-
          20回転
0187- 25回転

ターミナル形式 (1) IS-1 双極、 
(1) DF-1

(1) IS-1 双極、 
(2) DF-1

推奨イントロデューサ径
b

止血弁なしイントロ
デューサ（ガイドワ
イヤ不使用） 

9F (3.0 mm) 9F (3.0 mm)

止血弁なしイントロ
デューサ（ガイドワ
イヤ使用） 

10.5F (3.5 mm) 10.5F (3.5 mm)

止血弁付イントロ
デューサおよび TVI
ツール（ガイドワイ
ヤ不使用）

9.5F (3.17 mm) 9.5F (3.17 mm)

止血弁付イントロ
デューサおよび TVI
ツール（ガイドワイ
ヤ使用）

11F (3.67 mm) 11F (3.67 mm)

チップ電極から近位側コ
イル電極までの距離

NA 18 cm

チップ電極から遠位側コ
イル電極までの距離

12 mm 12 mm

固定スクリュー最大侵入
深度

1.9 mm 1.9 mm

直径：

挿入径 3.0 mm 3.0 mm

リード本体 2.7 mm 2.7 mm

コイル電極 2.7 mm 2.7 mm

固定スクリュー 1.3 mm 1.3 mm
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電極部分有効表面積：

450 mm2

NA

5.7 mm2

450 mm2

660 mm2

5.7 mm2

遠位コイル電極

近位コイル電極

チップ電極部分
　（スクリューおよび
　　チップ基部）

導体抵抗：

IS-1ターミナルピン
からスクリュー電極
までの最大リード導
体抵抗 

150 Ω 150 Ω

IS-1ターミナルリン
グから遠位側電極ま
での最大リード導体
抵抗 

150 Ω 150 Ω

DF-1遠位側ターミナ
ルピンから遠位側電
極までの最大リード
導体抵抗

0180, 0181-1.9 Ω 0184, 0185, 0186-
1.9 Ω 

0187- 2.5 Ω 

DF-1近位側ターミナ
ルピンから近位側電
極までの最大リード
導体抵抗 

NA 2.0 Ω

材質：

外部絶縁体 シリコーン

DF-1ターミナルピン チタン

IS-1ターミナルピン ステンレススチール

ペース／センス導体 MP35N ニッケル・コバルト合金、PTFEコーティング

ショック用導体 引き抜き撚線 (DBS)、PTFEコーティング

チップ電極
（スクリュー） プラチナ・イリジウム合金

コイル電極被覆 ePTFE

ステロイド 酢酸デキサメタゾン約 1.0 mg  

適合性 ICD/CRT-D、ENDOTAK SQ ARRAYリード、ICD Yコ
ネクタ

a.X線透視マーカを使い、スクリューの完全な突出／格納を確認する。
b.イントロデューサのシース内にガイドワイヤを留置したままリードを挿入する方法の
場合は、10.5F (3.5 mm)の径が必要である。
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医療機器の図記号 (SYMBOLS ON PACKAGING)

開封方法

１回の使用に限る、再使用禁止

使用に関する助言説明

エチレンオキサイドガス滅菌済み製品

製造会社のカタログ番号

使用期限、製品を安全に植込むための時限

製造日

ロット番号

製造番号

マークの使用を許可する認証団体 ID の入った、
適合機器を示す CEマーク

REF



9  

   G  
AFx  

0184, 0185,
0186, 0187

22000BZX01633000

   SG   
AFx  

0180, 0181 22000BZX01634000


	01 Endotak_G_SG_Helix_PLM_MRI_新旧対照表_v1
	02 92194523-01A



