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添付⽂書：ユーザー向けの情報

TISSEELすぐに使⽤できます
シーラントのソリューション

ヒトフィブリノーゲン、ヒトトロンビン、合成アプロチニン、塩化カルシウム⼆⽔和物

この薬を使い始める前に、このリーフレットをすべてよく読んでください。
‒このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。

‒さらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。
‒副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されて

いない可能性のある副作⽤が含まれます。セクション4を参照してください。

このリーフレットの内容：

1. TISSEELとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

2.TISSEELを使⽤する前に知っておくべきこと
3.TISSEELの使⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.TISSEELの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. TISSEELとは何か、そしてそれは何のために使われるか

TISSEELとは
あなたの薬の名前はTISSEELReadytouseです。このリーフレット全体を通して、TISSEEL 
ReadytouseはTISSEELと呼ばれます。TISSEELは2成分の組織シーラントであり、⾎栓を作
る2つのタンパク質が含まれています。これらのタンパク質は、フィブリノーゲンおよびト
ロンビンと呼ばれます。これらのタンパク質が塗布中に混合すると、外科医が塗布する場
所に⾎塊を形成します。TISSEELは、2つの溶液（Sealer ProteinSolutionと
ThrombinSolution）として調製され、塗布すると混合します。

TISSEELの⽤途
TISSEELはフィブリンまたはティッシュシーラントです。⼿術中、組織が出⾎する可能性があり、
外科医がステッチを使⽤して、または圧⼒を加えることによってこの出⾎を制御することができな
い場合があります。TISSEELは、⽔密シールを作成することにより、出⾎を制御するため、または
他の種類の液体の漏れを防ぐ（または防ぐ）ために、組織の表⾯に適⽤されます。TISSEELは、⾎
栓症に対してヘパリンで治療されている場合など、⾎液が適切に凝固しない場合でも使⽤できま
す。また、接着/シーリングを実現するための組織接着剤として、または⼿術での縫合⽷のサポー
トとしても使⽤されます。さらに、TISSEELはヘルニア修復⼿術中にメッシュを固定するために使
⽤されます。
TISSEELによって⽣成される⾎餅は、⾃然の⾎餅と⾮常によく似ており、これ
は、⾃然に溶解して残留物を残さないことを意味します。ただし、アプロチニ
ンは、⾎餅の寿命を延ばし、その早期溶解を防ぐために追加されます。

2.TISSEELを使⽤する前に知っておくべきこと
次の状況ではTISSEELを使⽤しないでください。
•TISSEELは、⼤量または活発な出⾎には使⽤しないでください。
•TISSEELは、⾎管（静脈または動脈）または組織に注射してはなりません。

TISSEELはそれが適⽤される場所で⾎塊を形成するため、TISSEELを注⼊すると
深刻な反応を引き起こす可能性があります。TISSEELは、必要な薄層として組織
の表⾯にのみ塗布する必要があります。冠状動脈バイパス⼿術を受ける場合は、
TISSEELを⾎管に注⼊しないように特別な注意を払う必要があります。

•この薬の活性物質または他の成分のいずれかにアレルギーがある（過
敏）場合。
TISSEELには、アプロチニンと呼ばれる合成タンパク質が含まれています。このタンパク質を
⼩さな領域に適⽤した場合でも、アナフィラキシーと呼ばれる反応、または重度のアレルギー
（過敏）反応のリスクがあります。

TISSEELには特に注意してください
•• ⽣命を脅かす/致命的な空気またはガス塞栓症（深刻または⽣命を脅か

す可能性のある⾎液循環に⼊る空気）は、フィブリンシーラントを投与
するために圧⼒調整器を使⽤するスプレー装置を使⽤して⾮常にまれに
発⽣しました。これは、推奨圧⼒よりも⾼い圧⼒で、および/または組
織表⾯に近接してスプレー装置を使⽤することに関連しているようで
す。COと⽐較して、フィブリンシーラントに空気を噴霧した場合のリ
スクは⾼いように思われるため、開放創⼿術で噴霧した場合にTISSEEL
で除外することはできません。

•• スプレー装置とアクセサリチップは、圧⼒範囲と組織表⾯からのスプ
レー距離に関する推奨事項とともに使⽤するための指⽰を提供します。

•• TISSEELは、指⽰に厳密に従って、この製品に推奨されるデバイスでの
み投与する必要があります。

•• TISSEELをスプレーするときは、⾎圧、脈拍、酸素飽和度、および呼気
終末COの変化を監視して、ガス塞栓症の発⽣の可能性を監視する必要
があります。

•以前にTISSEELまたはアプロチニンを投与したことがある場合は、体がそれに敏感
になっている可能性があります。最初の塗布に反応がなかったとしても、この材
料にアレルギーがある可能性があります。以前の⼿術でいずれかの製品を受け
取ったと思われる場合は、これについて医師に通知する必要があります。

•外科医または⼿術チームは、TISSEELの適⽤中にアレルギー反応の兆候
を⾒つけた場合、TISSEELの使⽤を直ちに停⽌し、適切な措置を講じま
す。
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TITLE - APROTININ + FIBRINOGEN + THROMBIN / ARTISS TISSEEL MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-aprotinin-fibrinogen-thrombin-artiss-tisseel-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1801.pdf


他の薬の服⽤または使⽤

TISSEELと他の医薬品との間に既知の相互作⽤はありません。

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other 
medicines, including medicines obtained without a prescription.

Oxidised cellulose containing preparations may reduce the efficacy of TISSEEL and 
should not be used as carrier materials.

TISSEEL with food and drink

Please ask your doctor. The doctor will decide if you are allowed to eat and drink 
before the application of TISSEEL.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to 
have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. Your 
doctor will decide if you can use TISSEEL during pregnancy or breast-feeding.

The effects of TISSEEL on fertility have not been established.

Driving and using machines

TISSEELは、他のタイプのマシンを運転または操作する能⼒に影響を与えません。

TISSEELのいくつかの成分に関する重要な情報
ポリソルベート80は、接触性⽪膚炎などの局所的に限定された⽪膚刺激を引き起こす可能性があります。

ドナーヒト⾎漿からの感染の潜在的リスクに関する重要な情報

薬が⼈間の⾎液や⾎漿から作られる場合、感染が患者に伝染するのを防ぐため
に特定の措置が取られます。⾎液および⾎漿のドナーは、感染症を患うリスク
のある⼈が確実に除外されるように慎重に選択されています。

さらに、各寄付と⾎漿プールは、ウイルスまたは感染の兆候についてテストされま
す。これらの製品の製造業者は、ウイルスを不活化または除去する可能性のある⾎
液または⾎漿の処理のステップも含みます。

これらの対策にもかかわらず、⼈間の⾎液や⾎漿から作られた薬を投与する場合、
感染を引き継ぐ可能性を完全に排除することはできません。これは、未知のウイル
スや新たなウイルス、またはその他の種類の感染にも当てはまります。

3.TISSEELの使⽤⽅法

•TISSEELは、外科⼿術中にのみ適⽤されます。TISSEELの使⽤は、TISSEELの使⽤に
ついて訓練を受けた経験豊富な外科医に限定されています。

使⽤されるTISSEELの量は、⼿術の種類、⼿術中に治療される組織の表⾯
積、TISSEELの適⽤⽅法など、さまざまな要因によって異なります。外科
医は、適切な量を決定し、組織上に薄く均⼀な層を形成するのに⼗分な量
を塗布します。これでは不⼗分と思われる場合は、2番⽬のレイヤーを適
⽤できます。ただし、TISSEELは重合層に付着しないため、既存の重合
TISSEEL層へのTISSEELの再塗布は避けてください。TISSEELの2つのコン
ポーネントを別々に順次適⽤することは避けなければなりません。

•⼿術中、外科医は、提供されている特別な塗布装置を使⽤して、関連す
る組織表⾯にTISSEELを塗布します。このデバイスは、両⽅のコンポー
ネントが同時に適⽤されることを保証します。これは、TISSEELの最適
な効果にとって重要です。

•ヘルニア修復⼿術の場合、外科医はスプレーまたはドロップを使⽤してTisseelを適⽤し、メッシュを所定
の位置に固定します。

•TISSEELを適⽤する前に、創傷の表⾯積を標準的な⼿法で乾燥させる必
要があります（たとえば、湿布、綿棒の断続的な適⽤、吸引装置の使
⽤）。

•サイトの乾燥に圧縮空気またはガスを使⽤しないでください。

•TISSEELは、⽬に⾒えるアプリケーションサイトにのみスプレーする必要があります。

スプレー装置を使⽤してTISSEELを適⽤する場合は、次のように、製造
元が推奨する範囲内の圧⼒と組織からの距離を使⽤してください。

TISSEELのスプレー塗布に推奨される圧⼒、距離、および装置
おすすめ-

修正
距離

ターゲットから

組織

おすすめ-
修正
噴射

プレッシャー

プレッシャー

レギュレーターになる

使⽤済み
スプレーセット

利⽤される

アプリケーターのヒント

利⽤される
⼿術

Tisseel/
アーティススプレー

セットする

Tisseel/
アーティススプレー

10パックセット

na EasySpray
1.5〜2.0バー

（21.5-

28.5 psi）。

開ける
傷 10〜15cm

na EasySpray



TISSEELのスプレー塗布に推奨される圧⼒、距離、および装置
Duplospray MIS
アプリケーター20cm

Duplospray MIS
アプリケーター30cm

腹腔鏡-
スコピック/

最⼩限
侵襲的

⼿順

Duplospray MIS
アプリケーター40cm デュプロスプレー

MISレギュレーター

1.5バール

1.2〜1.5バール

（18-22 psi）
na スプレーセット360

内視鏡
とアプリケーター
スナップロック

スプレーセット360

内視鏡
とアプリケーター
テザー

2〜5 cm

交換可能なチップ

TISSEELをスプレーするときは、空気塞栓症またはガス塞栓症が発⽣する可能
性があるため、⾎圧、脈拍、酸素飽和度、および呼気終末COの変化を監視す
る必要があります。（セクション2を参照） 。
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必要以上にTISSEELを服⽤した場合
TISSEELは外科⼿術中にのみ適⽤されます。それは外科医によって適⽤され、
TISSEELの量は外科医によって決定されます。
この製品の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してく
ださい。

⼦供での使⽤
⼩児における製品の安全性と有効性は確⽴されていません。

4.考えられる副作⽤
すべての薬と同様に、TISSEELは副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを⼿に⼊れるわけ
ではありません。副作⽤が深刻になった場合、またはこのリーフレットに記載されていない副作⽤に気付い
た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

副作⽤は、以下の頻度カテゴリーに基づいて評価されています。

ごく普通：10⼈に1⼈以上に影響します。 ⼀般：100⼈中

1〜10⼈のユーザーに影響します。 珍しい：1,000⼈中

1〜10⼈のユーザーに影響します。 レア：10,000⼈中1〜

10⼈のユーザーに影響します。

⾮常にまれな：治療を受けた10,000⼈の患者のうち1⼈未満に影響を及ぼします。

不明：⼊⼿可能なデータから頻度を推定することはできません。
TISSEELによる治療では、以下の副作⽤が観察されています。
⼀般的な領域 副作⽤

術後の創傷感染
周波数
⼀般感染症と

寄⽣⾍病
⾎液とリンパ管
システム障害

フィブリン分解産物の増加 珍しい

免疫系
障害

過敏反応
アレルギー（アナフィラキシー）反応

アナフィラキシーショック

不明
不明
不明
不明⽪膚のうずき、刺すような感覚、または

しびれ感
胸の圧迫感
呼吸困難
かゆみ
⽪膚の発⾚
感覚障害

不明
不明
不明
不明
⼀般神経系

障害
⼼臓障害
⾎管障害

脈拍数の増減
腋窩静脈⾎栓症
⾎圧の低下
あざ
⾎管系の気泡*
⾎管内の⾎栓
脳内の動脈の閉塞
呼吸困難

不明
⼀般
レア
不明
不明
不明
不明
不明呼吸器、および

胸部障害
胃腸
障害

吐き気
腸閉塞
⽪膚の発疹。

じんましん

治癒障害
四肢の痛み

珍しい
不明
⼀般
不明
不明
⼀般

肌と
⽪下組織
障害
筋⾻格と
結合組織
障害



⼀般的な障害
と管理
サイトの状態

⼿順によって引き起こされる痛み

痛み
体温の上昇
⽪膚の発⾚

珍しい
⼀般
⼀般
不明
不明体液の蓄積による腫れ（浮腫）

けが、中毒
および⼿続き
合併症

⼿術部位付近のリンパ液やその他の透
明な体液の蓄積（漿液腫）

⾮常に
⼀般

真⽪、⽪下組織、粘膜および粘膜下
組織の急速な腫れ
（⾎管浮腫）

不明

*⾎管系への気泡または気泡の導⼊は、フィブリンシーラントが加圧空気またはガスを使⽤するデ
バイスに適⽤されたときに発⽣しました。これは、スプレー装置の不適切な使⽤が原因であると
考えられています（たとえば、推奨圧⼒よりも⾼く、組織表⾯に近接している場合）。

フィブリンシーラントで治療されている患者では、過敏反応またはアレルギー反応が発⽣する可能
性があります。それらはまれですが、深刻な場合があります。
アレルギー反応の最初の兆候には、
-⽪膚の⼀時的な発⾚（「紅潮」）
- かゆみ
-じんましん

-吐き気、嘔吐
- 頭痛
-眠気
-落ち着きのなさ
-アプリケーションサイトでの燃焼と刺痛
-うずき
-悪寒
-胸の圧迫感
-唇、⾆、喉の腫れ（呼吸や飲み込みが困難になる可能性があります）

-呼吸困難
- 低⾎圧
-脈拍数の増減
-⾎圧の低下による意識の喪失
孤⽴したケースでは、これらの反応は重度のアレルギー反応（アナフィラキシー）
に進⾏する可能性があります。このような反応は、特に製剤を繰り返し適⽤する場
合、または以前にアプロチニンまたは製品の他の成分に対して過敏症を⽰した患者
に投与した場合に⾒られる可能性があります。
TISSEELによる反復治療が⼗分に許容されたとしても、その後のTISSEELの投与また
はアプロチニンの注⼊は、重度のアレルギー（アナフィラキシー）反応を引き起こ
す可能性があります。
担当の外科チームは、このタイプの反応のリスクを⼗分に認識しており、
過敏症の最初の兆候が発⽣した場合、TISSEELの適⽤を直ちに中断しま
す。重度の症状の場合、緊急措置が必要になる場合があります。

軟組織へのTISSEELの注射は、局所組織の損傷につながる可能性があります。
⾎管（静脈または動脈）へのTISSEELの注射は、⾎塊（⾎栓症）の形成につな
がる可能性があります。
⾎管内投与は、感受性の⾼い患者の急性過敏反応の可能性と重症度を⾼め
る可能性があります。
TISSEELは献⾎による⾎漿に由来するため、感染のリスクを完全に排除することは
できません。ただし、メーカーはこのリスクを軽減するために多くの対策を講じて
います（セクション2を参照）。
まれに、フィブリンシーラントの成分に対する抗体が発⽣する場合があります。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師または看護師に相談してください。これには、このリーフレットに記載
されていない可能性のある副作⽤が含まれます。イエローカードスキームを介して直接副作⽤を報
告することもできます。ウェブサイト：www.mhra.gov.uk/yellowcardorGooglePlayまたは
AppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索してください。
副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役
⽴ちます。

5.ティッシュの保管⽅法
•⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。

•「EXP」以降の容器に記載されている有効期限が切れた後は、この薬を使⽤しないでくだ
さい。

•≤‒20°Cで保管します（冷凍庫で）。冷蔵チェーンは、使⽤するまで中断しないでくださ
い。
•光から保護するために、元のパッケージに保管してください
•解凍後、溶液を冷蔵または冷蔵しないでください。

6.パックの内容およびその他の情報
TISSEELに含まれるもの
TISSEELには2つのコンポーネントが含まれています。 コンポー

ネント1=シーラープロテインソリューション：

シーラープロテイン溶液1mlに含まれる活性物質は次のとおりです。ヒトフィブ
リノーゲン、72〜110mg/ml。アプロチニン（合成）、3000 KIU/  ml。
賦形剤は、ヒトアルブミン、L-ヒスチジン、ナイアシンアミド、ポリソルベート80、クエ
ン酸ナトリウム⼆⽔和物、および注射⽤⽔です。



コンポーネント2=トロンビンソリューション：

1mlのトロンビン溶液に含まれる活性物質は次のとおりです。ヒトトロン
ビン、500IU/ml。塩化カルシウム⼆⽔和物、40 µmol/ml。賦形剤は、ヒ
トアルブミン、塩化ナトリウム、注射⽤⽔です。
TISSEELの外観とパックの内容
TISSEELシーラープロテインソリューションとトロンビンソリューションの両⽅のコン
ポーネントは、ポリプロピレン製の使い捨てダブルチャンバーシリンジに充填されていま
す。両⽅の成分は無⾊または淡⻩⾊です。
TISSEELの各パックには
•シーラープロテインソリューション（アプロチニンを含む）が⼊った、事前に充填されたダブル

チャンバーシリンジ1つ、急速凍結、1つのチャンバー内。もう⼀⽅のチャンバーで、トロンビ
ン溶液（塩化カルシウム⼆⽔和物を含む）を急速凍結します。

•滅菌アクセサリデバイスの1セット（2つの接合部品と4つのアプリケーションカニューレを備えたデバイ
ス）。

TISSEELは、次のパックサイズで⼊⼿できます。
•TISSEEL2ml（1mlのシーラープロテイン溶液と1mlのトロンビン溶液を

含む）
•TISSEEL4ml（2mlのシーラープロテイン溶液と2mlのトロンビン溶液を

含む）
•TISSEEL10ml（5mlのシーラープロテイン溶液と5mlのトロンビン溶液を含
む）
TISSEELは、2 ml、4 ml、および10mlのパックサイズで⼊⼿できます。すべての

パックサイズが販売されているわけではありません。

販売承認取得者および製造元
販売承認取得者：
バクスターヘルスケア
キャックストンウェイ、セットフォード、

ノーフォーク、IP24 3SE、

英国
メーカー
武⽥製造オーストリア
AGIndustriestraße67
A-1221ウィーン
オーストリア

このリーフレットは2022年1⽉に最後に改訂されました

以下の情報は、医療またはヘルスケアの専⾨家のみを対象としています。

使⽤および取り扱いと廃棄に関する指⽰
全般的
TISSEELを投与する前に、薬が望ましくない部位の組織に付着しないよう
に、意図された適⽤領域の外側の体の部分が適切に覆われていることに
注意してください。
最⼩限の量のフィブリンシーラントを必要とする外科的処置の場合、
TisseelReadyの最初の数滴を使⽤しないでください。シーラータンパク
質成分とトロンビン成分の完全な混合を確実にするために、使⽤直前に
アプリケーションカニューレから製品の最初の数滴を搾り出し、それら
を処分します。
TISSEELが⼿袋や器具に付着するのを防ぐために、接触する前にこれらを⽣理⾷塩⽔で濡
らしてください。
アルコール、ヨウ素、または特定の種類の⾦属（これらは通常、消毒剤または防腐剤に含
まれています）を含む⼀部の溶液は、TISSEELが正常に機能する能⼒を低下させる可能性
があります。これらの物質は、TISSEELを適⽤する前に、可能な限り除去する必要があり
ます。
表⾯をシールするためのガイドラインは次のとおりです。TISSEEL2mlの1つのパッケージ（つま
り、1mlのシーラータンパク質溶液）プラス 少なくとも10cmの表⾯には1mlのトロンビン溶液で
⼗分です。2。
線量は、シールする表⾯のサイズによって異なります。
TISSEELの2つのコンポーネントを別々に適⽤しないでください。両⽅のコンポーネントを⼀緒に適⽤する
必要があります。
TISSEELを37°Cを超える温度にさらさないでください。電⼦レンジは使⽤しないで
ください。⼿に持って解凍しないでください。
TISSEELは、完全に解凍されて33°C〜37°Cに温まるまで使⽤しないでください。解
凍と加温が完了した場合にのみ、シリンジの保護キャップを取り外してください。
シリンジからチップキャップを簡単に取り外せるように、チップキャップを前後に
動かして揺り動かし、保護キャップをシリンジから引き抜きます。シリンジからす
べての空気を排出してから、接合部品とアプリケーションカニューレを取り付けま
す。TISSEELを服⽤するたびに、製品の名前とバッチ番号を記録することを強くお
勧めします。これにより、使⽤されたバッチの記録が保持されます。

取り扱いと準備
事前に充填されたダブルチャンバーシリンジは、無菌状態で2つの滅菌済みビ
ニール袋に詰められて密閉されています。外側のパッケージの完全性が損なわ
れない限り、内側のバッグとその中⾝は無菌です。
滅菌技術を使⽤して、滅菌インナーポーチと内容物を滅菌フィールドに移しま
す。



PRIMAシリンジ内のTisseelは、次のいずれかの⽅法を使⽤して解凍および加温すること
ができます。
1.急速解凍/加温（滅菌ウォーターバス）-推奨される⽅法
2.⾮滅菌ウォーターバスでの解凍/加温
3.インキュベーターでの解凍/加温
4.すぐに使⽤できるシリンジは、解凍して室温（25°Cを超えない）で最⼤72時間

保持することもできます。使⽤前に加温する必要があります。

1）急速解凍/加温（滅菌ウォーターバス）-推奨される⽅法
33〜37°Cの温度で滅菌⽔浴を使⽤して、2つのシーラントコンポーネントを解
凍して温めることをお勧めします。
•ウォーターバスはいいえ 37°Cの温度を超えます。指定された温度範囲を

監視するために、温度計を使⽤して⽔温を制御し、必要に応じて⽔を交
換します。

•解凍と加温に滅菌ウォーターバスを使⽤する場合は、事前に充填されたシリンジをバッグ
から取り出してから、滅菌ウォーターバスに⼊れてください。

指⽰：
インナーバッグを滅菌エリアに持ち込み、すぐに使⽤できるシリンジをインナーバッグか
ら取り外し、滅菌ウォーターバスに直接置きます。すぐに使⽤できるシリンジの内容物が
完全に⽔に浸されていることを確認してください。
表1-PRIMAシリンジ：滅菌ウォーターバスを使⽤した最⼩の解凍時間と加
温時間

最⼩解凍/加温時間
33°Cから37°C、滅菌ウォーターバス

バッグなしの製品
パックサイズ

2ml
4ml

10ml

5分
5分

10分

2）⾮滅菌ウォーターバスでの解凍/加温
指⽰：
すぐに使⽤できるシリンジを両⽅のバッグの中に⼊れたままにし、適切な時間、滅菌領
域の外側のウォーターバスに⼊れます（表2を参照）。解凍時間全体を通して、バッグが
⽔に浸されたままであることを確認してください。解凍後、ウォーターバスからバッグ
を取り出し、外側のバッグを乾燥させ、すぐに使⽤できるシリンジとプランジャーを備
えた内側のバッグを滅菌領域に持ち込みます。
表2-PRIMAシリンジ：⾮滅菌ウォーターバスを使⽤した最⼩の解凍
時間と加温時間

最⼩解凍/加温時間33°C〜
37°C、⾮滅菌ウォーターバス

バッグに⼊った製品
パックサイズ

2ml
4ml

10ml
3）インキュベーターでの解凍/加温

15分
20分
35分

指⽰：
すぐに使⽤できるシリンジを両⽅のバッグの中に残し、適切な時間、滅菌領域
の外側のインキュベーターに⼊れます（表3を参照）。解凍/加温後、インキュ
ベーターからバッグを取り出し、外側のバッグを取り外し、すぐに使⽤できる
シリンジを備えた内側のバッグを滅菌領域に持ち込みます。
表3-PRIMAシリンジ：インキュベーターでの最⼩解凍時間と加温時間

最⼩解凍/加温時間
33°C〜37°C、インキュベーター

バッグに⼊った製品
パックサイズ

2ml
4ml

10ml

40分
50分
90分

4）加温前の室温（25℃以下）での解凍
指⽰：
すぐに使⽤できるシリンジを両⽅のバッグの中に⼊れたままにし、室温で
滅菌領域の外で適切な時間解凍します（表4を参照）。解凍後、製品を温
めて使⽤するために、インキュベーターの外袋に⼊れて温めます。
表4-PRIMAシリンジ：滅菌フィールド外の室温での最⼩解凍時間と、
33°Cから37°Cまでのインキュベーターでの追加の加温時間

室温での製品の最⼩解凍
時間

（25°Cを超えない）
バッグに⼊った製品

RTで解凍した後、インキュ
ベーター内で33°Cから最⼤37°C

まで使⽤する前の加温時間
バッグに⼊った製品

パックサイズ

2ml
4ml

10ml

80分
90分
160分

+
+
+

11分
13分
25分

室温で解凍した後、製品は冷凍庫から取り出してから72時間以内に使⽤
する必要があります。



解凍後の安定性
後解凍と加温 （（33°Cから37°Cの間の温度、⽅法1、2、および3）で、
化学的および物理的な製品の安定性が33°Cから37°Cで12時間実証されて
います。
製品について解凍 未開封のバッグ（⽅法4）内の室温で、25°C以下の温度
で72時間、化学的および物理的な製品の安定性が実証されています。使
⽤直前に33℃〜37℃に温めてください。
微⽣物学的観点から、開封/解凍の⽅法が微⽣物汚染のリスクを排除しな
い限り、製品は33°Cから37°Cに温められた直後に使⽤する必要がありま
す。
すぐに使⽤しない場合、使⽤中の保管時間と条件はユーザーの責任です。

解凍が開始されたら、再凍結または冷蔵しないでください。
管理
2つの溶液の最適な混合とフィブリンシーラントの最適な凝固を達成するために、適⽤する
まで、2つのシーラントコンポーネントを33°C〜37°Cに維持します。シーラープロテイン
とトロンビンソリューションは、透明またはわずかに乳⽩⾊である必要があります。曇っ
ている、または堆積物がある溶液は使⽤しないでください。使⽤する前に、解凍した製品
に粒⼦、変⾊、その他の外観の変化がないか⽬視で確認してください。上記のいずれかが
発⽣した場合は、溶液を廃棄してください。
解凍したシーラータンパク質溶液は液体ですが、わずかに粘性があります。溶
液が固化したゲルの粘稠度を持っている場合、それは変性したと想定する必要
があります（おそらく冷蔵チェーンの中断または加温中の過熱による）。この
場合、どのアカウントでもTISSEELを使⽤しないでください。
•使⽤直前にシリンジをバッグから取り出します。
•TISSEELは、解凍して完全に温めた場合にのみ使⽤してください（液体の粘稠度）。
•適⽤直前にシリンジから保護キャップを取り外します。シリンジからチップ
キャップを簡単に取り外せるように、チップキャップを前後に動かして揺り動
かし、保護キャップをシリンジから引き抜きます。
TISSEELのアプリケーションには、製品に付属のアクセサリデバイスを備えたプレフィルドダブル
チャンバーシリンジを使⽤してください。

取扱説明書
適⽤のために、シーラープロテインソリューションとトロンビンソリューショ
ンを備えたダブルチャンバーシリンジを、付属のデバイスセットに提供されて
いる接合部品とアプリケーションニードルに接続します。ダブルチャンバーシ
リンジの共通プランジャーは、塗布針で混合されて排出される前に、等量が接
合部品を通して供給されることを保証します。

ダブルプランジャー
テザーストラップ

ダブルチャンバーシリンジ

ジョインピース

アプリケーションカニューレ

•アプリケーションデバイスを取り付ける前に、シリンジからすべての空気を排出します。
•ダブルチャンバーシリンジノズルを接合部品に接続し、テザーストラップをダブルチャンバーシ

リンジに固定して固定します。プルストラップが破れた場合は、予備の接合部品を使⽤してく
ださい。利⽤できるものがない場合でも、さらに使⽤することができますしかし 漏れのリスク
を防ぐために、接続がしっかりしていることを確認してください。

•アプリケーションカニューレを接合部品に取り付けます。
•実際の塗布を開始するまで、接合部または塗布針の内部に残っている空気を排出し

ないでください。そうしないと、針の開⼝部が詰まる可能性があります。
•混合フィブリンシーラータンパク質-トロンビン溶液をレシピエントの表⾯または

シールする部品の表⾯に塗布します。
•Tisseelをメッシュ固定に使⽤する場合、外科医の好みに応じて、ドロップとして、およ

び/またはスプレー技術によって適⽤できます。通常、Tisseelのドロップは、外科医が
定期的にステープルを配置する場所に適⽤され、スプレーで達成されるフィブリンシー
ラントの層により、収縮したり折りたたまれたりすることなくメッシュ全体を所定の位
置に固定できます。

•フィブリンシーラント成分の塗布が中断されると、針の詰まりがすぐに
発⽣します。塗布を再開する直前にのみ、塗布針を新しいものと交換し
てください。接合部の開⼝部が詰まっている場合は、パッケージに含ま
れている予備の接合部を使⽤してください。

ノート：シーラント成分の混合後、トロンビン濃度が⾼い（500 IU / ml）た
め、フィブリンシーラントは数秒以内に硬化し始めます。
内視鏡的使⽤、低侵襲⼿術、広い領域やアクセスが困難な領域への適⽤などに
特に適した、BAXTERが提供する他のアクセサリを使⽤して適⽤することもで
きます。これらのアプリケーションデバイスを使⽤するときは、デバイスの使
⽤説明書に厳密に従ってください。
2つのコンポーネントを適⽤した後、傷⼝を配置します。接着した部分を
希望の位置に約3〜5分間穏やかに押し続けて固定または保持し、硬化
フィブリンシーラントが周囲の組織にしっかりと付着するようにします。

特定の⽤途では、コラーゲンフリースなどの⽣体適合性材料が担体物質ま
たは補強材として使⽤されます。



廃棄
未使⽤の製品または廃棄物は、地域の要件に従って廃棄する必要がありま
す。
スプレー装置を使⽤してTISSEELを適⽤する場合は、次のように、製造元
が推奨する範囲内の圧⼒と組織からの距離を使⽤してください。

のスプレー塗布に推奨される圧⼒、距離、および装置
TISSEEL

おすすめ-
修正
距離

ターゲットから

組織

おすすめ-
修正

噴射
プレッシャー

プレッシャー

レギュレーターから

利⽤される

スプレーセット

使⽤する
アプリケーターのヒント

使⽤する⼿術

Tisseel
/Artiss
スプレーセット

na EasySpray
1.5-2.0

バー
（21.5-28.5

psi）。

開ける
傷 Tisseel

/Artiss
スプレーセット

10パック

10〜15cm

na EasySpray

Duplospray MIS
アプリケーター20cm

Duplospray MIS
アプリケーター30cm

腹腔鏡-
スコピック/

最⼩限
侵襲的

⼿順

Duplospray MIS
アプリケーター40cm デュプロスプレー

MIS
レギュレーター1.5
バー

1.2〜1.5バール

（18-22
psi）

na スプレーセット360
内視鏡
とアプリケーター
スナップロック

2〜5 cm

スプレーセット360
内視鏡
とアプリケーター
テザー
交換可能なチップ

TISSEELをスプレーするときは、空気塞栓症またはガス塞栓症が発⽣する可能性
があるため、⾎圧、脈拍、酸素飽和度、および呼気終末COの変化を監視する必要
があります。（セクション2を参照） 。
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