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   2021 年  1 月  改訂（第 3 版）    
2017 年 10 月  改訂 

医療機器認証番号 20700BZY00636

 
機械器具 51 医療⽤嘴管及び体液誘導管 

管理医療機器 卵管形成術⽤カテーテル（JMDN コード︓70350000） 
（送気送水チューブ（JMDN コード︓70356000）） 

（非血管系バルーン⽤加圧器（JMDN コード︓17541020）） 

ＦＴカテーテルキット 
再使⽤禁止 

 
【禁忌・禁止】 

再使⽤禁止、再滅菌禁止 
＜適⽤対象（患者）＞ 
妊娠又は妊娠している可能性のある患者。［流産の可能性がある。］ 

 
【形状・構造及び原理等】 

＜構造図＞ 

 

体液に接触する部分の原材料⼀覧 
部品名 原材料 

バルーン ポリアミドエラストマー（PAE）、ポリエチレン、 
エチレン酢酸ビニル共重合体 

ボールチップ ポリアミド（PA）、PAE 

外筒 PA、インク、ポリイミド、 
ポリエーテルポリエステルエラストマー 

内筒 PA、PAE 

灌流ポート ポリエーテルイミド、ポリカーボネート、 
ポリウレタン、ステンレス鋼 

潤滑剤 シリコーン油 

導液チューブ ポリ塩化ビニル 
（可塑剤︓トリメリット酸トリ（2-エチルヘキシル）） 

エラストマー部 熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン 

びん針 アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂 

点滴筒 スチレンブタジエン樹脂 

 
＜原理＞ 
内筒内側に FT 卵管鏡を挿⼊し、FT 拡張器でバルーンを加圧し
ながら内筒を押し込むことによって、バルーン部分が内側より卵 
管内へめくり返りながら前進し、卵管形成を⾏う。 
 

【使用目的又は効果】 
＜使用目的＞ 
卵管鏡下において、カテーテル先端のバルーンで卵管内腔を押し
広げ、卵管内にバルーンを前進させることにより、卵管内腔の観
察を⾏うと同時に、卵管通過性の回復を目的とする。 

 
【使用方法等】 
「組み合わせて使⽤する医療機器」 
本品は FT 卵管鏡（医療機器承認番号︓20700BZY00639）と併 
⽤して使⽤する。 

「組み合わせ可能な医療機器」 
本品は下表と適合することが確認されている。 

販売名 承認/認証/届出番号 
FT 灌流ポンプ VS-4000 承認番号︓21200BZZ00777 
FT 灌流ポンプ VS-4100 認証番号︓302AKBZX00015 
FT 卵管鏡 

（アイピースアダプタ） 
承認番号︓21200BZZ00153 

FT 卵管鏡 
（アイピースアダプタ） 

届出番号︓13B2X00388000016 

FT 内視鏡光源 VS-2000 届出番号︓13B1X00277000105 
⾼輝度光源装置 CLH-SC 届出番号︓13B1X00277000082 
光源ケーブル 届出番号︓13B1X00277000175 
ライトガイドケーブル 届出番号︓13B1X00277000397 
FT ビデオカメラ VS-1000 
及び FT ビデオカメラ VS-
1000（ビデオアダプタ VS-
901） 

届出番号︓13B1X00277000104 

ビデオシステム OTV-SC 届出番号︓13B1X00277000101 
ビデオシステム OTV-SC2 届出番号︓13B1X00277000568 
OES ビデオシステム 
OTV-S5 届出番号︓13B1X00277000097 

 
1. 準備 
1-1 使⽤部位と解剖学的⾒地から、適切なバルーン⻑を選択す

る。 
1-2 トレーを包装から取り出す。 
1-3 本品の FT 拡張器（以下、FT 拡張器）をトレーから取り出

し、プランジャーロックボタンを押してロックを解除し、
そのままプランジャーを引いてルアーコネクターから滅菌
水又は⽣理⾷塩液を吸引する。 

1-4 FT 拡張器を上向きにして内部のエアーを排出する。 
1-5 FT 拡張器に本品の FT 延⻑チューブ（以下、FT 延⻑チュ

ーブ）を取り付け、FT 延⻑チューブ内のエアーを排出する。 
1-6 本品の FT カテーテル（以下、FT カテーテル）を取り出し、

FT 延⻑チューブを拡張ポートに確実に取り付け、同様に本
品の FT ポンプチューブセット（以下、FT ポンプチューブ
セット）を灌流ポートに確実に取り付ける。 

注意・ FT カテーテルを取り出すときは、外筒スライダーを動か
さないこと。［FT カテーテルが破損する可能性がある。］ 
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・ 各ポートの接続部は付属のチューブとの接続専⽤の仕様
となっているため、他のチューブ等は接続しないこと。 

・ FT カテーテルをトレーから取り出す際は、FT 延⻑チュ
ーブと FT ポンプチューブセットを留めている W クラン
プが外れないようにすること。また灌流ポートを拡張ポ
ートに対して回転させないこと。［FT カテーテルが破損
する可能性がある。］ 

1-7 FT ポンプチューブセットのびん針を⽣理⾷塩液の容器の
排出⼝に刺し、エラストマー部を FT 灌流ポンプのヘッド
部に装着する。 

1-8 内筒止めネジを緩め、内筒を完全に引いた状態で、内筒止
めネジを時計回りに回し、内筒を固定する。FT 卵管鏡をス
コープコントローラー側から慎重に挿⼊し、スコープコン
トローラーを親指で回転させながら、FT 卵管鏡を FT カテ
ーテル先端より約 1 cm 出る位置まで進める。 

注意・ FT 卵管鏡を挿⼊するときは、必ずバルーン圧を陰圧にし
て、FT カテーテル内筒を完全に引いた状態で内筒止めネ
ジで内筒を固定した後、挿⼊すること。［FT カテーテル
は使⽤前にはバルーンが蛇腹状になっているため、内筒
を引かないで FT 卵管鏡を挿⼊すると FT 卵管鏡がキン
クし破損、又はFT カテーテルが破損する可能性がある。］ 

1-9 FT 灌流ポンプを作動させ、FT カテーテル先端から灌流液
が流れ出ることを確認する。 

2. テスト 
2-1 FT 拡張器のプランジャーを操作して 0.4 MPa（4 気圧）ま

で加圧し、内筒止めネジを反時計回りに回し、内筒の固定
を解除後、ゆっくりと内筒を押し出し、バルーンを全⻑ま
で前進させる。その後、灌流液を流しながらゆっくり内筒
を引き、バルーンを FT カテーテル内に戻す。 

注意・ FT カテーテルからの液漏れ、圧の減少や嵌合部の緩みが
無いこと及びバルーンがスムーズに進むことを確認す
る。 

・ バルーンを FT カテーテル内に戻す際は慎重に操作し、
バルーンが外筒内に⼊ったら戻し操作を終了すること。

［バルーンが加圧された状態で過剰な負荷を加えたり、無
理に内筒を引ききるとバルーン接合部で破断する可能性
がある。］ 

2-2 FT 拡張器のプランジャーロックボタンを押してロックを
解除しバルーン内を陰圧に保ち、スコープコントローラー
を回し、FT 卵管鏡を FT カテーテル先端から 5 cm 引いた
位置まで戻す。 

2-3 FT 卵管鏡のライトガイドコネクターに光源ケーブルを接
続し、FT 卵管鏡のイメージガイドコネクターにアイピース
アダプタを接続した後、カメラの焦点を合わせる。 

2-4 外筒スライダーを FT カテーテル先端に向けてゆっくりと
進めると FT カテーテル先端がまっすぐになり、引き戻す
と湾曲することを確認する。 

3. 挿⼊・卵管形成 
3-1 内筒を完全に引ききった状態で、内筒止めネジを時計回り

に回し、内筒を固定する。 
3-2 外筒スライダーを FT カテーテル先端に向けてゆっくりと

進め、FT カテーテル先端をまっすぐにする。 
3-3 FT カテーテルを経頸管的に⼦宮底まで挿⼊し、診療する側

の卵管⼝に FT カテーテル先端を留置する。 
注意・ FT カテーテルを⼦宮内へ挿⼊する場合は、外筒スライダ

ー先端を FT カテーテル先端（ボールチップ）まで確実
に押し付けること。［FT カテーテル湾曲部の途中で止め
ると外筒スライダー先端が⼦宮内壁を傷つける可能性が
ある。］ 

 
 
 

・ 外筒スライダー先端が FT カテーテル先端（ボールチッ
プ）に達したら外筒スライダーを止めること。［押し続け
ると外筒スライダー先端が FT カテーテル先端（ボール
チップ）を乗り越え、FT カテーテルが破損する可能性が
ある。］ 

・ FT カテーテルを⼦宮内に挿⼊後は外筒スライダーを前
進させないこと。［外筒スライダー先端が⼦宮内壁を傷つ
ける可能性がある。］ 

・ FT カテーテルが外⼦宮⼝から⼦宮頸管を通過できない
場合は、ゾンデを使⽤すること。 

3-4 ゆっくりと外筒スライダーを引き戻す。 
3-5 ゆっくりとスコープコントローラーを操作し、FT 卵管鏡を

FT カテーテル先端まで進め、FT 卵管鏡画像で卵管⼝を確
認する。 

注意・ 卵管⼝確認時、FT カテーテルを前後に動かすときは、⼦
宮内に強く押しつけないこと。［FT カテーテル及び FT 卵
管鏡を破損し⼦宮を傷つける可能性がある。］ 

・ 内筒止めネジで確実に内筒を固定すること。［内筒が押し
進むと FT カテーテル先端から FT 卵管鏡が⾶び出し、⼦
宮や卵管を傷つける可能性がある。］ 

3-6 内筒止めネジを反時計回りに回し、内筒の固定を解除する。 
3-7 スコープコントローラーをゆっくりと回転させ、FT 卵管鏡

を約 2 cm（FT 卵管鏡 2 目盛）引き戻す。 
3-8 FT 拡張器でバルーンを 0.6 MPa（6 気圧）まで加圧する。 
3-9 FT 卵管鏡画像を確認しながら FT 卵管鏡先端がバルーン先

端に⼀致し、卵管内腔が観察できるまでゆっくりと FT カ
テーテルの内筒を押し進め、バルーンを前進（卵管形成）
させる。（内筒 1 目盛の前進でバルーン⻑は 1 cm 前進す
る。） 

3-10 FT 卵管鏡先端がバルーン先端に⼀致し、卵管内腔が観察さ
れたら、FT 拡張器でバルーンの圧を 0.2 MPa（2 気圧）に
下げ、灌流液を流しながらスコープコントローラーをゆっ
くりと回転させ、FT 卵管鏡画像を確認しながら FT 卵管鏡
先端をバルーン内に後退させる。（FT 卵管鏡 1 目盛の後退
で FT 卵管鏡は 1 cm 後退する。） 

注意・ 灌流してもコントローラーが空回りして FT 卵管鏡が動
かない場合はバルーンが蛇腹状になり FT 卵管鏡にから
まっているか、卵管が屈曲している可能性が⾼いので、
0.2 MPa（2 気圧）で灌流しながら内筒を完全に引き、
バルーンを FT カテーテル内に戻すこと。［FT カテーテ
ルと FT 卵管鏡を破損して卵管を傷つける可能性があ
る。］ 

3-11 3-8〜3-10 の操作を繰り返し、バルーンを押し進める。 
3-12 3-9 の操作中にバルーンが進まなくなった場合は、FT 拡張

器でバルーン圧を最大で 0.9 MPa（9 気圧）まで徐々に上
げ、バルーンの前進を試みる。 

注意・ バルーンの前進が困難と判断された場合は、操作を中止
すること。 

4. 卵管内腔の観察 
4-1 バルーンの圧を 0.2 MPa（2 気圧）にする。 
4-2 灌流液を流しつつ、FT カテーテル内筒を手前に引きながら

スコープコントローラーで FT 卵管鏡の位置を調整する。 
5. カテーテルの抜去 
5-1 バルーンを FT カテーテル内に完全に引き戻し、FT 卵管鏡

を FT カテーテル先端から 5 cm 引いた位置まで戻す。 
注意・ バルーンを FT カテーテル内に戻しきったとき、内筒を

必要以上に引き戻さないこと。［FT カテーテルバルーン
部が破損する可能性がある。］ 

5-2 FT カテーテル全体を 1 cm 程引き戻して、FT カテーテル
先端の卵管⼝への留置を解く。 

5-3 外筒ハブを持ち、全体をまっすぐ引き、抜去する。 
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注意・ ⽚側卵管の診療を終了し、引き続いてもう⼀⽅の卵管を
診療する場合は、いったん FT カテーテルを抜去してか
ら再度⼦宮頸管より挿⼊すること。［⼦宮内で FT カテー
テルの⽅向を変えようとすると⼦宮内を傷つけたり、卵
管⼝が⾒つけにくくなる可能性がある。］ 

 
【使用上の注意】 

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞ 
（1） 卵管周囲癒着がある患者。［卵管が蛇⾏しているため、閉

塞部の通過性回復が困難。］ 
（2） 卵管留水症の患者。［卵管が拡張・延⻑しているためバル

ーンが病変部に届かない可能性がある。］ 
（3） 卵管膨大部に病変部がある患者。［バルーンが病変部に到

達できない可能性がある。］ 
（4） 筋腫などにより⼦宮が腫大している患者。［FT カテーテル

先端が卵管⼝まで到達できない可能性がある。］ 
（5） クラミジア感染症患者。［卵管内再癒着の可能性がある。］ 
 
＜重要な基本的注意＞ 

（1） 卵管内に多発性の閉塞や狭窄がある場合や、感染症等によ
り卵管周囲の強度な癒着が疑われる症例では、FT カテー
テルのバルーンを無理に挿⼊しないこと。［FT カテーテル
のバルーンが引き戻せなくなり、バルーン部の破損、切断
が⽣じる可能性がある。］ 

（2） 操作時に異常を感じた場合は、直ちに操作を中止し、その
原因を確認し、適切な処置を⾏うこと。［卵管を損傷した
り、本品の破損、切断を⽣じる可能性がある。］ 

（3） 卵管形成時、FT 卵管鏡の先端はバルーン先端より先に突
出させないこと。［卵管壁を損傷する可能性がある。また、
FT 卵管鏡の破損、切断が⽣じる可能性がある。］ 

（4） バルーンを前進させた状態でFTカテーテル外筒スライダ
ーを動かさないこと。［FT カテーテルバルーン部及び FT
卵管鏡の破損、切断が⽣じる可能性がある。］ 

（5） 卵管内に挿⼊中のバルーンを鉗⼦等で卵管越しに動かさ
ないこと。［FT カテーテルバルーン部の破損、切断が⽣じ
る可能性がある。また、FT 卵管鏡の先端が FT カテーテ
ルのバルーン先端より先に突出し、卵管壁の損傷、FT 卵
管鏡の破損、切断が⽣じる可能性がある。］ 

（6） バルーン加圧時に灌流せずにFT卵管鏡の位置を前後に動
かさないこと。［FT カテーテルバルーン部の破損、切断が
⽣じる可能性がある。］ 

（7） バルーンの圧は 0.9 MPa（9 気圧）を超えて上げないこ
と。［バルーンが破裂する可能性がある。］ 

（8） バルーンを前進させた状態でFTカテーテル外筒を動かさ
ないこと。［FT 卵管鏡の先端が FT カテーテルのバルーン
先端より先に突出し、卵管壁の損傷、FT 卵管鏡の破損、
切断が⽣じる可能性がある。］ 

（9） 本品の操作に熟練するまでは、腹腔鏡を併⽤すること。 
（10） 患者の月経周期に注意し、卵管⼝が⾒つけにくい分泌期は

避けること。 
（11） チューブを鉗⼦等でつまんで傷をつけないように、また、

注射針の先端、はさみ等の刃物、その他鋭利物等で傷をつ
けないように注意すること。［チューブに液漏れ、破断が
⽣じる可能性がある。］ 

（12） 内筒の押し出し、及び引き戻しの際は、灌流ポートを拡張
ポートに対し回転させないこと。［FT カテーテルバルーン
部及び FT 卵管鏡が破損する可能性がある。］ 

（13） 消毒⽤アルコール等、有機溶剤を含む薬剤への浸漬、又は
薬剤による拭き取りを⾏わないこと。［本品の破損、切断
が⽣じたり、潤滑性が損なわれる可能性がある。］ 

 

＜不具合・有害事象＞ 
［重⼤な不具合］ 
・バルーン破損 ・バルーン切断 

［重⼤な有害事象］ 
・卵管及び⼦宮組織損傷 
・卵管穿孔 

 
【臨床成績 1）】 

7 施設における臨床試験にて、両側卵管閉塞症例 65 症例を対象
とした本品の有効性、安全性を検討した結果、判定が可能であっ
た 60 症例中 49 例（82％）において、卵管疎通性に対する有⽤
性が認められた。 

 
【保管方法及び有効期間等】 

＜保管方法＞ 
水ぬれに注意し、直射日光及び⾼温多湿を避けて保管すること。 
＜有効期間＞ 
使⽤期限は外箱に記載（自己認証による） 
 

【主要文献及び文献請求先】 
主要文献 
1） 末岡浩ほか︓基礎と臨床．1994︔28（10）︓3001〜3013． 
文献請求先 
テルモ株式会社 
電話番号︓0120-12-8195 テルモ・コールセンター 

 
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者︓テルモ株式会社 
電 話 番 号︓0120-12-8195 テルモ・コールセンター 
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