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*2014 年 8 月（第 4 版） 

機械器具 7 内臓機能代用器 

高度管理医療機器   胆管用ステント   17672000 

エクスプレス LD ビリアリーステント システム 

再使用禁止 

 【禁忌・禁止】 

 1. 適用対象（患者） 

 (1) 出血傾向を有する患者[経皮経肝的胆道ドレナージによって

刺入部から大量出血するリスクが増える] 

 (2) 重度の腹水を有する患者[経皮的胆管形成術によって腹水漏

れ、胆汁の逆流、胆汁腹膜炎のリスクが増える] 

 2. 使用方法 

 (1) 再使用禁止 

 (2) 胆管穿孔への留置[胆管からの胆汁の漏れがステントによって

増悪する可能性がある] 

  

 【形状・構造及び原理等】 

 エクスプレス LD ビリアリーステント システム（以下、本品とい

う）は、316 L 外科用グレード・ステンレススチール製バルーン・エ

クスパンダブル型のステント、及びノンコンプライアント・バルーン

を装着したオーバザワイヤ型のステントデリバリーシステム（以下、

SDS という）によって構成されている。ステントは SDS にマウントさ

れている。 

 SDS バルーンカテーテルのシャフト部には 2 個のエックス線不透

過性マーカが埋め込まれており、これらはステント配置の際に目

印として使用される。 

 SDS は 0.89 mm（0.035 in）のガイドワイヤと適合する。 

 SDS バルーンが最初のステント配置及びその後のステント拡張の

際に用いる最大拡張圧は、1216 kPa（12atm）である。 

 本品には、各種の長さのステントが用意されている。それぞれ

SDS バルーンが附属しており、ステントを直径 6～10 mm に拡張

できるようになっている。個々の製品コードに対応する仕様につ

いては、表１を参照のこと。 

 (1) 外観図 

  

 

 

 

 

 

 (2) 主な原材料 

 ステンレススチール、ポリエーテルブロックアミド、硫酸バリウム、

親水性コーティング、ポリエステルエーテルエラストマ 

  

 【使用目的又は効果】 

 胆管狭窄部に対し、胆管の拡張又は管腔の維持を目的に、経皮

的又は経内視鏡的に胆管内に留置して使用するステントである。

  

 【使用方法等】 

 1. 用具の準備 

 (1) 推奨される器具・用品として以下を準備する。 

 ① 穿刺用キット 

 ② 適切な長さの 0.89 mm（0.035 in）ガイドワイヤ 

 ③ 適切なサイズと長さの止血バルブ付きシースイントロ

デューサ 

④ シリンジ（SDS 準備用、容量 10 mL 以上） 

⑤ 三方活弁 

⑥ 加圧デバイス（20 mL 以上） 

 2. 使用方法 

(1) 患者への準備 

胆管系にステントを経皮的に留置する場合は、適正な画像装

置を備えた処置室で実施すること。患者への準備及び滅菌

に関する用法注意は、経皮胆管造影法の場合と同じとする。

胆管造影は、胆管系の狭窄部位の範囲を分かりやすくする

ために実行する。 

(2) 適切なサイズの選択 

① 目標狭窄部の長さを測定して必要なステントの長さを決

定する。ステントの長さは、狭窄部に対してやや近位寄り

側から遠位側まで伸びるサイズとする。適切なステントの

長さは、一本のステントで狭窄部全体を覆うことができるこ

とを基本として選択すること（製品ラベルを参照）。 

② 適切な直径のステントとデリバリーバルーンを決定するた

め、対照胆管の直径を測定する。（表 1 参照） 

③ 適切な本品の長さを選択するため、狭窄部と刺入部位と

の間の距離を概算する。（表 1 参照） 

(3) 本品の準備 

① 本品の箱を開けて、滅菌包装を取り出す。開封する前に

無菌包装を慎重に点検すること。無菌包装の完全性が損

なわれている場合には使用しないこと。 

② フープに付いているフラッシュ・ポートを使用し、生理食塩

液でデバイスをフラッシュして親水性コーティングを活性

化する。本品をフープから取り出す。 

③ 近位側と遠位側の 2 つのバルーンマーカの間にステント

が配置されていることを確認する。このプレマウント・ステン

トは、絶対に手動で位置を変えてはならない。曲がり、ね

じれ及びその他の損傷がないことを点検する。何らかの欠

陥が認められた場合には、そのデバイスを使用してはなら

ない。 

④ 本品のガイドワイヤルーメン内腔を生理食塩液でフラッ

シュする。ステントを生理食塩液ですすぐ。 

⑤ 加圧デバイス及び希釈した造影剤入りのシリンジを準備

する。標準的な拡張用溶液は、造影剤と生理食塩液を

50/50 の割合で混合したものである。空気又は気体状の

物質をバルーン拡張剤として絶対に使用してはならない。

⑥ 加圧デバイス及びシリンジを活栓に取り付ける。SDS バ

ルーン拡張用ポートへの取り付けは、SDS ハブ上に「バ

ルーン」と記載されている箇所に行うこと。 

⑦ 本品側の活栓を開く。バルーンの遠位側を下に向け、シリ

ンジの高さより下に配置して、20～30 秒間陰圧に引く。慎

重にニュートラル位置へリリースし、造影剤を充填する。 

⑧ 本品側の活栓を閉じ、加圧デバイス/シリンジ内の空気を

すべて除去する。 

⑨ すべての空気が除去されるまで、上記の手順⑦と⑧を繰

り返す。気泡が残る場合は、本品を使用しないこと。 

⑩ シリンジを使用している場合は、準備した加圧デバイスを
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活栓に取り付ける。 

 ⑪ 本品と加圧デバイスの間の活栓を開く。 

 (4) デリバリーの手順 

 ① 適切な長さの 0.89 mm（0.035 in）ガイドワイヤを目標狭窄

部に通過させて進める。 

 ② 本品用に選択した適切なシースイントロデューサを挿入

する。（表 1 参照） 

 ③ 必要であれば、バルーン拡張カテーテルを用いて通常の

手技により狭窄部を事前に拡張させる。 

 ④ 狭窄部が適切に事前拡張された後に、拡張カテーテルを

抜去する。 

 ⑤ 目標狭窄部上にあるガイドワイヤの位置を保持しながら、

0.89 mm（0.035 in）のガイドワイヤの手元部を本品にロー

ディングしていく。 

 ⑥ 本品をシースの止血バルブ内に慎重に送り込む。本品を

胆管内に送り込む前にシースの安定性を確認する。 

 ⑦ 直接透視により、本品をガイドワイヤに沿って目標狭窄部

まで進める。 

 ⑧ 狭窄部にステントを配置する際は、近位・遠位側のエック

ス線不透過性マーカ、さらにエックス線不透過性ステント

を目印として利用する。配置中、ステントが依然としてマー

カ・バンドに位置し、ずれていないことを確認する。ステン

トがバルーンの中央に正しく配置され、かつ目標狭窄部

内に正しく配置されていない限り、ステントを展開させては

ならない。狭窄部内でステントの位置が最適でない場合

は、慎重に配置し直すか、又は抜去する必要がある。 

 ⑨ ステント留置の準備がこれで完了する。 

 (5) 留置の手順 

 ① ステントを留置するには加圧デバイスを使用し、推奨拡張

圧まで SDS バルーンをゆっくり拡張させる。 

 ② ステントを十分に拡張させて狭窄部壁へ密着させるため、

拡張圧を上げる必要がある。ただし、バルーン圧は定格

破裂圧 1216 kPa (12 atm）を超えてはならない。（表 1 参

照） 

 ③ ステントが留置されたら、拡張デバイスで圧を陰圧に引き

バルーンを完全に収縮させる。 

 ④ シースを適切にサポートしたままの状態で、バルーンを反

時計方向に回転させながらゆっくりと抜去する。透視下で

観察し、バルーンがステントからきちんと外れたかどうかを

確認すること。 

 ⑤ ステントの位置及び留置状況をエックス線透視下で確認

する。最良の結果を得るには、ステントが狭窄部全体を

覆っていることが必須である。近位側・遠位側の対照胆管

径と比較した場合にステントの拡張径が最適になっている

ことを正しく判定するため、透視下で観察を続ける必要が

ある。 

 ⑥ サイズの再決定が必要な場合は、通常の方法によりSDS

又は適切なサイズの別のバルーンカテーテルをステント

留置領域まで再び進める。 

 ⑦ 透視下で観察しつつ、バルーンを希望する圧まで拡張さ

せる。この場合、最大拡張圧を超えないこと。また、最大ス

テント径を超えるまで拡張を行ってはならない。（表1参

照）バルーンを収縮させた後、上記の「（5）留置の手順

③」の説明に従うこと。 

 ⑧ ステントの位置及び透視の結果を再確認する。必要な結

果が得られるまでバルーンの拡張を繰り返す。 

 ⑨ バルーン内への陰圧を維持しながらSDSを反時計回りに

回転させ、体内からシースを通して取り出す。 

  

 ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

 (1) 本品の吸引用には 10 mL シリンジの使用が推奨される。 

 (2) 本品との併用には 20 mL 加圧デバイスの使用が推奨される。

 (3) 穿刺部位を保護するため、必ず留置手技にふさわしいサイズ

のシースを使用すること。狭窄部を通過させるのに十分な長

さのシースの使用が推奨される。シースを使用することによっ

て、デリバリーシステム挿入中にステントがバルーンから外れ

るリスクを最小限に抑えることができる。 

(4) 本品の準備において、バルーン内の空気をすべて除去する

こと。空気が残留していると、ステントの留置及びバルーンの

収縮が困難になるおそれがある。 

(5) 本品の送り込み中に強い抵抗が感じられる場合は、本品を動

かすことを止め、まず抵抗の原因を突き止めてから、次の処

置に進むこと。抵抗の原因を突き止められない場合は、本品

とシースを一体化した状態で抜去する。 

(6) 拡張させていないステントの抜去：拡張させていないステント

をシースイントロデューサへ引き戻そうとすると、バルーンから

ステントが移動することがあるため、そのような操作を行っては

ならない。SDS はステントの近位端がシースの遠位端と一列

に並ぶ位置まで引き抜く。シース及びデリバリーカテーテル

は一体化した状態で抜去すること。 

(7) 手技が完了するまで、ガイドワイヤは狭窄部を通過したままの

状態にすることを強く推奨する。 

(8) 抜去の前にバルーンが完全に収縮するのに十分な時間をみ

ておくこと。また、バルーンが完全に収縮していることをエック

ス線透視下で観察すること。 

(9) 抜去を試みる際に抵抗感が感じられた場合は、無理に抜去

しようとしないこと。手技を進める前に、エックス線透視及び従

来の方法で抵抗の原因を見極め、処置を講じること。 

(10) 留置後により大きな径のバルーンを使用してステント径を拡張

する場合もある。ただし最大ステント拡張径を超えないこと。 

 

【使用上の注意】 

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） 

(1) 本品は体内に留置して使用されるものであり、含有金属が溶

出することにより金属アレルギーを惹起するおそれがある。こ

のような場合には、ステント本来の効果が減弱するおそれがあ

るとする報告があるので、必ず問診を行い金属アレルギーの

患者については、ステント治療を実施することの妥当性につ

いて再度検討を行うこと。 

2. 重要な基本的注意 

(1) 主胆管の分岐にまたがるステントの留置が、将来的に診断及

び治療の障害となることがある。 

(2) 複数の狭窄部に手技を行う場合は、最初に穿刺部位の遠位

側の狭窄部にステントを留置し、次に近位側の狭窄部への留

置を行うこと。この順序でステントを留置すると、遠位側のステ

ントを留置する際に近位側のステントを横切らせる必要がない

ため、近位側のステントが SDS バルーンから外れる危険性が

少なくなる。 

(3) 本品の SDS を急速に拡張するとバルーンに損傷を生じる可能

性がある。圧モニター器具を使用し、バルーンに過剰な圧力

がかかるのを防ぐこと。 

(4) SDS バルーンからステントを手作業で取り外したり調整をしたり

してはならない。 

(5) シースの最小許容フレンチ・サイズは包装ラベルに印刷され

ている。ラベルに表示されているよりも小さいサイズのシースイ

ントロデューサを通して SDS を押し進めようとしてはならない。

 (6) 体内に挿入されたカテーテルを操作する場合は、必ずエック

ス線透視下で行うこと。バルーンが減圧し完全に収縮していな

い限り、カテーテルを進めたり引っ張ったりしてはならない。 

(7) SDS は、必ずガイドワイヤが先端から延び出ている状態で進

めること。 

(8) 手技を終了する前に、エックス線透視下でステントが適切に留

置されていることを確認すること。目標狭窄部がステントで完

全に覆われていない場合は、必要に応じてステントを追加使

用し、狭窄部の処置を適切に行う。 

(9) バルーン拡張カテーテルを拡張する際は、拡張経過をモニ
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表1：仕様表 

製品コード 
ステント長 

（mm） 

バルーン･サイズ カテーテル

有効長 

（cm） 

推奨 

拡張圧 

kPa（atm） 

最大 

拡張圧 

kPa（atm） 

最大 

ステント拡張径

（mm） 

最小シース 

イントロデューササイズ

F（内径 mm/in） 
直径 

（mm） 

長さ 

（mm） 

38046-63075 27 6 30 75 811（8） 1216（12） 9 6（2/0.085） 

38046-64075 37 6 40 75 811（8） 1216（12） 9 6（2/0.085） 

38046-66075 57 6 60 75 811（8） 1216（12） 9 6（2/0.085） 

38046-83075 27 8 30 75 811（8） 1216（12） 9 6（2/0.085） 

38046-84075 37 8 40 75 811（8） 1216（12） 9 6（2/0.085） 

38046-86075 57 8 60 75 811（8） 1216（12） 9 7（2.33/0.099） 

38046-10207 25 10 30 75 1013（10） 1216（12） 11 7（2.33/0.099） 

38046-10407 37 10 40 75 1013（10） 1216（12） 11 7（2.33/0.099） 

38046-10607 57 10 60 75 1013（10） 1216（12） 11 7（2.33/0.099） 

ターすること。製品ラベルに記載されている最大拡張圧を超え

てはならない。この圧を超えると、バルーンの破裂及び胆管損

傷に至る可能性が高くなる。 

 (10) 十分な拡張が得られるように、バルーンは少なくとも製品ラベ

ルに記載されている推奨拡張圧まで膨らませること。 

 (11) ステントを拡張させる前に、高解像度のエックス線透視装置を

使用してステントの破損・移動が配置手技中に生じていないこ

とを確認すること。ステントが胆管内に正確に配置されていな

い場合は、ステントを拡張させないこと。また、ステントの配置

が最適でない場合は拡張させてはならない。 

 (12) 部分的に拡張させたステントの位置を変えようとしてはならな

い。位置を変えようとすると、患者に傷害が生じることがある。

ステントの拡張が不完全な場合（ステントが完全に開いていな

いなど）、有害事象を引き起こして患者が傷害を受けることが

ある。 

 (13) 補助器具を使用して一部又は完全に留置されたステントに交

差してステントを留置する場合には、最大の注意を払う必要が

ある。 

 (14) SDS を有機溶剤（例、アルコール）にさらさないこと。 

 (15) 複数のステントを留置する場合で、ステント同士が接触する際

は、同構成素材のステントを使用すること。 

 (16) 患者が損傷を被る可能性を少なくするため、バルーンの拡張

径は狭窄部位のすぐ近位側及び遠位側の胆管径とほぼ等し

くなるようにすること。［胆管を過度に拡張すると、患者に損傷

を生じさせることがある。］ 

 3. 相互作用（他の医薬品・医療品等との併用に関すること） 

 (1) 併用注意（併用に注意すること） 

 磁気共鳴画像診断(MRI) 

 ① MRI 適合性 

 ベンチテストの結果から、本ステントは留置直後より規定の条

件下での MR 適合性を示している。 

・ 静磁場強度：1.5 又は 3.0 T（テスラ） 

・ 最大空間傾斜：1900 ガウス/cm 以下 

・ MR システムの通常動作モード 

・最大全身平均吸収率(SAR)：2.0 W/kg 

 本品は、この MRI 環境下で移動することはない。静磁界強度

が 1.5 又は 3.0 T 以外の状況でステントが移動しないことを確

認するベンチテストは実施されていない。 

 ② 高周波誘導加熱 

 ベンチテストの結果、上記の MRI 環境下で 15 分間スキャンし

た場合の本品の温度上昇は最大で 4℃である。 

 ③ イメージング・アーチファクト 

 スピンエコーシーケンス／スピンエコー法では、イメージング・

アーチファクトはステントの周囲から 7 mm 程度、ステントの両

端から6 mm程度広がっているのが確認された。また、グラディ

エントエコーシーケンス/グラディエントエコー法では、イメージ

ング・アーチファクトはステントの周囲から 13 mm 程度、ステン

ト全長の両端より12 mm 程度広がっているのが確認された。い

ずれのシーケンスでもルーメンを部分的に密閉した 3.0 Tesla 

Intera (Achieva Upgrade) (Philips Medical Solutions)、ソフト 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ウェアバージョンリリース 2.5.3.0、送受信ヘッドコイル付 MR シ

ステムを用いた。 

4. 不具合・有害事象 

 (1) 重大な有害事象 

① 死亡 

② 敗血症/感染症 

③ 穿孔、破裂及び切開をはじめとする胆管損傷 

④ 腹膜炎 

(2) その他の有害事象 

① 出血/血腫 

② 実質内出血 

③ 胆道出血 

④ 胆管炎 

⑤ 膵炎 

⑥ 膿瘍 

⑦ 薬物反応 

⑧ アレルギー反応（薬物、造影剤、製品など） 

⑨ 合併症を処置するための緊急手術 

⑩ 再発性狭窄症 

⑪ スラッジ閉塞 

⑫ 組織やステント内への腫瘍の増殖による再狭窄又は閉塞

(3) その他の不具合 

① ステントの移動 

② 展開されたステント内でのデリバリーシステムの引っ掛か

りによる抜去困難 

③ ステントの誤留置 

④ ステントの破損 

  

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。有機溶剤や電離

放射線にさらさないこと。 

2. 有効期間 

3 年（自己認証による） 
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