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【OH-01】  
 * 2017 年 2 月 (第 2 版) (新記載要領に基づく改訂) 

   2013 年 6 月 (第 1 版) 医療機器届出番号:27B1X00116000224

機械器具 12 理学診療用器具 

一般医療機器 再使用可能な止血帯 (JMDN コード：17230000) 

 

ＯＨＫタニケット 

再使用禁止 

 

*【禁忌・禁止】 

<適用対象（患者）> 

 1. 末梢血流の乏しい、浮腫または静脈血栓塞栓症の患者 [有

害事象が発現するおそれがある。「重大な有害事象」の項

参照。]  

 2. 四肢に感染または悪性腫瘍のある患者 [感染症の増悪ま

たはがん細胞の転移のおそれがある。] 

<使用方法> 

 1. 再使用禁止 

** 2. 再滅菌禁止 

 3. 本品を 120 分間以上連続で使用しないこと。[組織壊死が

発生するおそれがある。] 

 4. 尺骨神経または腓骨神経の位置を止血部としないこと。

[神経麻痺が発生するおそれがある。] 

 

【形状・構造及び原理等】 

<形状> 

 

カタログ番号 サイズ カラー 外径(mm) 

PRH-028-PI-01A S ピンク 70 

PRH-040-YE-01A M イエロー 90 

PRH-060-OR-01A L オレンジ 120 

PRH-090-BW-01A XL ブラック／ホワイト 150 

<組成> 

ストッキネットスリーブ：綿、ポリウレタン弾性繊維 

シリコンリング    ：シリコーン樹脂 

<作動・動作原理> 

シリコンリングの圧迫により四肢の血管を末端から近位へ順に

圧迫し術野への血流を抑制又は遮断する。 

 

【使用目的又は効果】 

<使用目的> 

本品は患者の四肢血管をシリコンリングで圧迫することにより

術野への血流を抑制又は遮断する。本品は滅菌済みである。 

 

【使用方法等】 

<使用方法> 

 1. 患者の止血部の四肢周囲長、患者の血圧および指先/つま先

から止血部の距離を測定し、本品のサイズを選択する。 （止

血部：上腕または前腕の中部、踝の 15cm 上方または大腿中

部）（図①） 

カタログ番号 サイ

ズ 

カラー 四肢 

周囲長

(cm) 

収縮期

血圧

(mmHg)

指先 /つ

ま先から

止血部ま

での距離

(cm) 

PRH-028-PI-01A S ピンク 14-28 130未満 50 未満

PRH-040-YE-01A M イエロー 24-40 190未満 70 未満

PRH-060-OR-01A L オレンジ 30-55 160未満 105 未満

PRH-090-BW-01A XL
ブラック/

ホワイト 
50-90 160未満 120 未満

 2. 手術部の消毒を行い、必要に応じて、滅菌ドレープを使用す

る。（図③） 

 3. プルハンドルを患者の外側に向けて、指を閉じた状態で手/

つま先に差し込む。プルハンドルを持って、ストッキネット

スリーブを止血部まで巻き上げる。（図④・図⑤） 

 4. シリコンリングの遠位側で、プルストラップを四肢の周囲に

回して結ぶ。（図⑥） 

 5. 滅菌水や生理食塩水で手術野部のストッキネットスリーブ

をスポンジ等で濡らしてからストッキネットスリーブを切

って手術野を確保する。もしくは、滅菌水や生理食塩水で指

先/つま先側のストッキネットスリーブをスポンジ等で濡ら

してから切断し、ストッキネットスリーブを手術野が確保さ

れる位置まで巻き上げる。（図⑦） 

 6. 止血開始から終了までの時間を記録する。 

 7. 止血終了後は、プロテクティブカード（本品に付属）で腕を

保護しながら、ストッキネットスリーブとシリコンリングを

切断した後、メスでストッキネットスリーブを切り、本品を

取り外す。（図⑧） 

 

上肢への使用方法の図 
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下肢への使用方法の図 

 

 

 

 

<使用方法等に関連する使用上の注意> 

 * 1. 本品は以下の患者に使用すること。 

  (1) 収縮期血圧が 190mmHg 未満の患者 

  (2) 四肢周囲長が 14～90cm の範囲内の患者 

  (3) 指先/つま先から止血部の距離が 10～120cm の範囲内の患

者 

 2. 本品を覚醒した患者に使用する場合は、シリコンリングの圧

迫による不快感などを十分に説明しておくこと。 

 3. 止血部は血管や神経を保護するために十分な筋肉量がある

部位を選択すること。 

 4. 本品のタイプ、四肢周囲長および止血部までの距離から得ら

れる圧力が、患者の血圧よりも高いことを確認すること[適

切な止血ができず、手術中の出血につながるおそれがある。] 

 5. 患者の止血部の四肢周囲長、患者の血圧および指先から止血

部までの距離を考慮して、必要最小限の設定圧となるタイプ

を選択すること。また、止血時間も最小限に抑えること。[合

併症のリスクが高くなるおそれがある。] 

 6. 骨折や転移などにより四肢が不安定な場合は、四肢を安定さ

せるために牽引を行うこと。 

 7. ストッキネットスリーブを手術野部、もしくは指先/つま先

側で切断する前に、滅菌水もしくは生理食塩水で切断部分の

ストッキネットスリーブをスポンジ等で濡らしておくこと。

[手術野に本品の繊維が付着するおそれがあるため。] 

 8. 本品で四肢の止血が出来なかった場合は、直ちに本品を取り

外すこと。 

 9. 止血中はタニケットペインなどの痛みや体温の上昇などの

症状を適切にモニタリングすること。 

10. 本品を取り外して血流を再灌流させた後、神経障害、皮膚障

害、浮腫などの合併症の有無、タニケットから遠位の脈拍、

酸素飽和度、および体温など適切に評価を行うこと。  

 

四肢周囲長と止血部までの距離による本品の圧力 

カタログ番号：PRH-028-PI-01A（ピンク） 

 

カタログ番号：PRH-040-YE-01A（イエロー） 

   

カタログ番号：PRH-060-OR-01A（オレンジ） 

  

カタログ番号：PRH-060-OR-01A（オレンジ） 
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カタログ番号：PRH-090-BW-01A（ブラック／ホワイト） 

 

 

【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) 動脈が石灰化した患者[血流の遮断が不十分になるおそれ

がある。] 

  * (2) 褥瘡等の重篤な皮膚障害のある患者[皮膚障害が悪化する

おそれがある。] 

 2. 重要な基本的注意 

  (1) 予防的に抗生物質などの薬剤を投与する場合は、本品を装

着する前に薬剤の有効性が確保できる時間を十分に空け

ること。 

 3. 不具合・有害事象 

本品の使用において、次のような不具合・有害事象が現れた

場合は直ちに適切な処置を施すこと。 

  (1) 重大な不具合 

本品の破損 

  (2) 重大な有害事象 

     1. 肺塞栓症 

     2. コンパートメント症候群 

     3. 神経障害 

  (3) その他の有害事象 

     1. 一時的な神経障害 

     2. 手術中の出血 

     3. 手術時間の延長 

     4. 皮膚障害 

     5. 痛みや不快感 

     6. タニケットペイン 

     7. タニケット症候群 

 

 *【保管方法及び有効期間等】 

 1. 保管上の注意 

直射日光および高温多湿を避け保管する 

（温度 7～40℃、湿度 60%RH 未満）。 

<有効期間> 

3 年間[自己認証による] 

本品のラベルの使用期限を参照すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売元 

 日本メディカルネクスト株式会社 

 電話番号：06-6222-6606 

* 製造元 

 オネグ ハカメル社(イスラエル) 

ONEG HAKARMEL LTD. 


