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注意: 米国連邦法により、本製品の販売は、医師が処方し
た場合に限定されています。

警告: LMA Protector™ および LMA Protector™ Cuff 
Pilot™ は単回使用を目的として滅菌済みの状態で供給さ
れるため、使用後は廃棄し再使用することはできません。
再使用することは、交差感染の原因となるだけでなく、製
品の信頼性や機能性を低下させることにもなります。

単回使用のみを目的とした LMA Protector™ および 
LMA Protector™ Cuff Pilot™ を再処理すると、性能低下や
機能不全をもたらす可能性があります。単回使用のみの
製品を再使用した場合、ウイルス性、細菌性、真菌性、ま
たはプリオン性病原体に曝露する可能性があります。 
LMA Protector™ および LMA Protector™ Cuff Pilot™ はエ
チレンオキサイドガスでによって最終的に滅菌されてい
ます。本製品については、検証済みの洗浄法および滅菌
法、元の仕様を回復するような再処理の方法はありませ
ん。LMA Protector™ および LMA Protector™ Cuff Pilot™ 
は洗浄、消毒、再滅菌されるよう設計されておりません。

一般事項

本取扱説明書内で「本装置」と記述する場合、特に言及しない
限り、LMA Protector™ および LMA Protector™ Cuff Pilot™ の両
バージョンを意味することとします。

本装置は気道確保法のトレーニングを受けた医療従事者の
みが使用できます。

装置の説明 

本装置は天然ゴムラテックスやフタル酸エステルを使用して
おりません。本装置は単回使用を目的としており、滅菌済み  
(エチレンオキサイド滅菌) の状態で出荷されます。 

本装置は気道や消化管へのアクセスおよび気道と消化管と
の機能分離を可能にします。解剖学的に形成されたエアウェ
イチューブは断面が楕円で本ラリンジアルマスクの遠位端ま
で伸びています。カフは空気注入が可能であり、マスクの内
腔を喉頭口に向けたときに、下咽頭の輪郭に合うように設計
されています。

本装置にはドレナージチャネルが2つあり、近位端でポートが
別れています。これらのドレナージチャネルは遠位端に続い
ており、カフの凹みの後部にあるチャンバに入ります。このチ
ャンバは遠位端で狭くなっており、カフの末端に位置する開
口部に入り、遠位端が上部食道括約筋に接触します。吸引チ
ューブはオス吸引ポートに取り付けられ、上部食道括約筋に
よる胃液の除去を可能にします。あるいは、十分に潤滑剤を
塗布された胃管がメスドレナージポートを通って胃に達し、
胃の内容物の排出を可能にします。このメスドレナージポー
トを介したドレナージチャネルにより、本装置挿入後、正しい
位置に留置されているか監視でき、使用中のマスクのずれも
継続的に監視できます。 
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図2:LMA Protector™ Cuff Pilot™ コンポーネント

図1: LMA Protector™ コンポーネント
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本装置は容易な挿入が可能であり、指によるまたはイントロ
デューサーツールのガイドが必要ありません。本装置は柔軟
性が高いため、患者の頭部がいかなる方向に動いても、所定
の位置からずれません。一体型のバイトブロックにより、咬合
によるエアウェイチューブの損傷または閉塞の危険を低下し
ます。

本装置の固定システムは近位のずれを防ぎます。本装置が正
しく使用されていれば、上部食道括約筋周辺の遠位端での高
いシールが得られ、消化管から気道を分離して胃の内容物の
誤嚥リスクを低下させます。

LMA Protector™ のインフレーションシステムは、パイロットバ
ルーン付きのインフレーションラインと、カフの空気注入や
脱気用のチェックバルブから構成されています。パイロットバ
ルーンにはカフ内圧の目安が示され、チェックバルブは空気
の漏れを防ぎ、カフ内圧を維持します。

LMA Protector™ Cuff Pilot™ のインフレーションシシステム
は、Cuff Pilot™ 付きのインフレーションラインから構成されま
す。Cuff Pilot™ により、マスクカフの内圧を常に確認すること
ができます。これは標準パイロットバルーンの代替となり、同
様にカフの空気注入および脱気に使用することができます。 

LMA Protector™ は MRI 条件付き対応です。MRI 環境で本装置
を使用する前に、MRI情報のセクションを参照してください。

LMA Protector™ Cuff Pilot™は MRI 安全です。「MRI 安全」と
は、あらゆるMR環境で既知のリスクをもたらさないことを意
味します。 

使用の適応

本装置は、自発換気または陽圧換気下 (PPV) において、通常
の麻酔管理処置中の絶食患者の気道を確保し維持する際の
使用に適応します。

従来のLMA ProSeal™、LMA Classic™ または LMA Unique™ が
使用されている、CPR　（心肺蘇生）　時において救命エアウ
ェイ装置としての使用にも適応します。既知、あるいは予期せ
ぬ気道確保困難症例における、「救命エアウェイ装置」として
も適応となります。さらに、舌咽の反射や咽頭反射が認めら
れず、人工呼吸が必要な重度の意識不明患者の蘇生中の即
時の気道確保にも使用できます。

専門知識または装置の不足により気管挿管が不可能な場合、
または気管挿管の試みが失敗した際の、即時の気道確保に
も使用できます。

リスク-ベネフィット情報

蘇生の必要な重度無反応患者または緊急経路上の気道確保
困難患者 (すなわち「挿管不能、換気不能」) に使用する場合、
逆流や誤嚥のリスクと気道確保のベネフィットの可能性を比
較して判断する必要があります。

禁忌

本装置は次の場合には使用できません。

•  下咽頭を含む頸部に放射線治療を受けている患者。外傷の
リスクおよび/または効果的シールの失敗の可能性がある
ためです。

•  挿入が可能な程度に口を開けることができない患者。

•  急性腸閉塞またはイレウスのような病態により、重度の逆
流リスクのある患者で緊急手術のために来院した患者。ま
たは、かなりな量の食事直後に負傷した患者 (上記の使用
の適応を参照)。

•  頭部または頸部の手術が必要であり、本装置があることに
より外科医が患部に十分に接近できない患者。

•  完全な咽頭反射の反応が認められる CPR 実施中の患者。

•  腐食性物質を摂取した患者。

警告

•  第 2 世代のLMA装置についての有望な症例報告はあるも
のの、本装置が正しい位置に固定した場合であっても、常
に誤嚥を防ぐことができるかどうか現時点では不明です。 

•  本装置が正しく留置されず、所定の位置に固定されない場
合、胃管があっても誤嚥が発生する可能性があります。 

•  固定性閉塞性気道疾患により肺コンプライアンスが低下し
ている患者への本装置の使用は有効でない場合がありま
す。気道陽圧の必要量がシール圧を上回るためです。 

•  既知の食道の病変または食道の病変が疑われる場合は、ド
レナージチャネルを介して胃管を胃に通そうとしないでく
ださい。 

•  ドレナージチャネルの末端を直接吸引すると、理論的には
浮腫または血腫を引き起こすリスクがあります。 

•  本装置で換気を確立するベネフィットと次の状況などでの
誤嚥リスクの可能性とを比較して判断する必要があります。
症候性または未処置の胃食道逆流患者、14週を超える妊
婦、多発性または重度の損傷の患者、急性損傷、腹膜感染
症または炎症過程にある患者でオピエート剤を使用してい
るなどの胃内容排出遅延に関連する病態の患者。 
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•  K-Y® Jelly などの水溶性潤滑剤を使用する必要があります。
シリコンベースの潤滑剤は装置のコンポーネントを劣化さ
せるため、使用しないでください。リドカイン含有の潤滑剤
の使用は推奨しません。リドカインは本装置を抜去後の患
者の防御反射の回復を遅らせることがあり、アレルギー反
応を引き起こしたり、声帯などの周辺器官に影響を及ぼす
可能性があります。

•  本装置はレーザーや電気焼灼器の使用下で引火する可能
性があります。

注意

•  使用前に本装置を液体で濡らしたり浸さないでください。

•  必ず取扱説明書の推奨手順で使用してください。

•  本装置に損傷がある、もしくは包装が破損または開封され
ている場合には使用しないでください。 

•  潤滑剤を塗布する場合、エアウェイ開口部を塞がないよう
にしてください。 

•  外傷を避けるため、本装置の挿入中またはドレナージチャ
ネルを介した胃管の挿入中には、常に過度の力を加えない
でください。

•  挿入後にカフを膨らませ過ぎないでください。適切なカフ
内圧は 60 cmH2O です。この圧力を超えてはなりません。カ
フ内圧が高過ぎると、正しく留置されず、咽頭痛、嚥下障害、
神経障害などの咽喉頭疾患を招くおそれがあります。 

•  気道の問題が解決されない場合や、換気が不十分な場合、本
装置を抜去し、別の手段で気道を確保する必要があります。

•  慎重な取り扱いが不可欠です。本装置は医療グレードのシ
リコンでできており、破れたり、穴が開いたりする可能性が
あります。常に、鋭利な物体や先のとがった物体に触れない
ようにしてください。挿入に関する説明に記載のとおり、カ
フが完全に脱気されていない場合は本装置を挿入しない
でください。

•  エアウェイの汚染を最小限に抑えるため、準備や挿入の際
には手術用手袋を使用してください。 

•  本装置は直射日光および極端な温度を避けて、冷暗環境下
で保存してください。

•  使用済み装置は地域および国のすべての規制に従ってバ
イオハザード製品の取扱いおよび廃棄プロセスを実施す
る必要があります。

•  カフの空気注入および脱気には、標準ルアーテーパー端を
持つ注射器のみを使用してください。

•  カフ内へ亜酸化窒素が拡散すると、カフ圧が上昇します。拡
散速度および結果として生じたピーク圧は、カフに注入さ
れた空気の初期容量、カフを膨らませるために使用したガ
スの種類、および吸入混合物内の亜酸化窒素の割合によっ
て異なります。

副作用

咽頭マスクエアウェイおよび気管内チューブの使用に関連す
る副作用が報告されています。具体的な情報については、標
準的なテキストおよび既刊文献を参照する必要があります。
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サイズ
3 4 5

エアウェイコネクタ 15 mm オス (ISO 5356-1)

インフレーションバルブ ルアーコーン (ISO 594-1)

換気経路の内容積 19 mL 22 mL 23 mL

ドレナージ経路の内容積 33 mL 41 mL 42 mL

正常な内部換気経路長 17.5 cm 18 cm 20 cm

正常な内部ドレナージ経路長 19.3 cm 21 cm 23 cm

圧力低下 60 L/min で 0.8 cm H2O  
未満

60 L/min で 0.5 cm H2O  
未満

60 L/min で 0.5 cm H2O  
未満

最大カフ圧 60 cm H2O 60 cm H2O 60 cm H2O

最小の上下の歯間距離 28 mm 32 mm 32 mm

本装置と解剖学的標識との正しい位置関係

カフ (患者端)

輪状軟骨

カフ (換気用開口部)

喉頭口

コネクタ (外部端コネクタ)

舌骨

食道

気管

カフ (シーリング機構)

甲状軟骨

エアウェイチューブ (換気経路)

喉頭蓋

門歯
鼻咽腔

頬腔
舌

表1: 本装置の仕様™
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タブ
1.0 ～ 2.5 cm

輪状軟骨

食道

気管

甲状軟骨
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サイズの選択

通常の成人には第 1 選択肢としてサイズ 4 の装置を使用し
てください。挿入後、本装置を固定し推奨圧まで空気を注入
してください。固定タブと患者の上唇の間が 1 cm 以上空い
ている必要があります。 

使用前性能検査

本装置使用前には次の点検および検査を実施しなければな
りません。この性能検査は一般に認められた医療行為と同様
の場所および方法で実施する必要があり、挿入前に本装置の
汚染を最小限に抑えるためのものです。

警告: 次の点検または検査で一つでも不合格であれば、
本装置は使用しないでください。

•  本装置の表面に亀裂、裂け目、引っかき傷、ねじれをなどの
損傷がないか検査してください。

•  エアウェイチューブの内部を検査し、閉塞や外れた小片が
ないことを確認してください。チャネル内の小片はすべて除
去する必要があります。閉塞や小片が除去できない場合、エ
アウェイを使用しないでください。

•  カフを完全に脱気してください。脱気した時点で、カフに自
発的な膨張がないかチェックしてください。カフに自発的な
膨張がある場合、本装置を使用しないでください。

挿入前の装置の脱気

1.  50 mL 以上のシリンジをインフレーションポートにしっかり
と接続した後、図 5 に示すようにシリンジと本装置を固定
します。図示のとおり、接続したシリンジを本装置から遠ざ
ける方向に、インフレーションラインをわずかに伸ばしつ
つ動かしてください。本装置の遠位端を人差し指と親指を
使って圧縮し、真空になるまで空気を抜いてください。

2.  図 5 に示すように、脱気と同時に遠位端をわずかに前側に
曲げて本装置を保持してください。

通常より小柄または大柄な成人患者に対しても、サイズ 4 の
装置を使用して良い結果を得ることが多くあります。いずれ
の場合もカフには十分な空気が注入され、陽圧換気で漏れ
を防ぐ必要があります。ただしカフ圧は 60 cmH2O を超えて
はなりません。この圧力に達するのに必要な空気の容量は、
小柄な患者では比較的少量ですが、大柄な患者では多量に
なります。しかし、適切なサイズが不確かな場合は、患者の顔
の側面の図 4 に示す位置に装置をそれぞれあててみると、お
よその見当がつけられます。

図3: LMA Protector™ サイジング

図5: LMA Protector™ 脱気

図4: LMA Protector™ サイジング (方法 2)
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3.  シリンジ内の張力でマスク内が真空になったことがわかる
まで本装置を脱気してください。 

4.  シリンジは張力を保持したまま、インフレーションポートか
ら素早く切り離します。これにより、図 6 に示すとおりマス
クが正しく脱気されることを確認します。

図6: 脱気中にカフが楔形になったら、シリンジをインフレー
ションラインから切り離してください。
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挿入

1.  挿入直前に潤滑剤をマスクとエアウェイチューブの背面に
塗布してください。

2.  患者の頭部の後部あるいは側面に立ってください。

3.  頭部を通常の位置またはわずかに「スニッフィング」体位  
(スニッフィング体位 = 頭部の伸展 + 首部の屈曲) に配置し
てください。

4.  図 7 に示すように本装置を保持してください。

5.  上部の歯あるいは歯肉の内側に対して遠位端を押しあて
ます。

6.  わずかに対角線アプローチ (先端を中心線から遠ざける方
向に向ける) をとり、内側にスライドさせます。

7.  装置を舌部後方の弯曲面に沿わせるように、円を描くよう
に手を回転させて、さらに内部にスライドさせます。

8.  抵抗が感じられたら、本装置の遠位端が上部食道括約筋
に達したことになります。これで挿入が完了です。

挿入に関する考慮点

麻酔深度が不十分な場合、挿入中に咳嗽や息こらえを引き起
こすことがあります。この場合、吸入薬または静脈投与薬を用
いて直ちに麻酔を深め、用手換気を開始してください。

患者の開口度が不十分でマスクを挿入できない場合、患者
が十分に麻酔されていることをまず確認し、補助者に指示し
て下顎を下方向に引っ張ります。この手順により、口腔内が覗
いてマスクの位置が確認しやすくなります。しかし、マスクが
歯の位置を通り過ぎたら、顎を下に引っ張り続けないでくだ
さい。

この挿入手順中は、カフによってチューブを口蓋に押し当て
ておく必要があります。そうしない場合、先端が曲がったり、後
咽頭の異常または腫脹 (例: 扁桃肥大) の原因となる可能性
があります。進むにつれてカフが平らでなくなかったり、丸ま
り始めた場合、マスクを抜去して再挿入する必要があります。
扁桃腺閉塞の場合、マスクを斜めにシフトするとうまくいくこ
とが多くあります。

図7: 硬口蓋に対してマスクの先端を押しつけます。

図9: 硬口蓋および軟口蓋の湾曲面に押し当てながら、装置を
円を描くように内部へ回し入れます。

図8: 口蓋に対する圧力を維持して、カフを口腔内にさらに押
しつけます。

図10: 抵抗を感じるまで、本装置を下咽喉へ進めます。
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固定

本装置は粘着テープを使用して以下の手順で患者の顔面に
固定します。 

•  30 ～ 40 cm の粘着テープ 1 片を用い、両端を水平にして
持ちます。

•  固定タブをまたいで粘着テープを貼付け、さらに押し下げ
ます。そうすることで、テープの端が患者の頬に付着し、本
装置自身を内側へ軽く押し付けることができます。 

•  本装置の近位端の周囲でテープを回転させないでくださ
い。

•  本装置には一体型バイトブロックがあるため、ゲデルエアウ
ェイは使用しないでください。 

LMA PROTECTOR™ の空気注入 

カフには十分な空気を注入し、陽圧換気で漏れを防ぐ必要が
あります。ただし、カフ圧は 60 cmH2O または特定の最大カフ
装置容量を超えてはなりません。マノメータがない場合、漏れ
なく換気するために十分なシールを得られるだけの空気を
注入してください。

図11: 粘着テープを使用して所定の位置に固定します。表示  
(図 11a 参照) のように粘着テープを伸ばし、テープ中央部分
をタブの上から垂直下方に押し当てます (図 11b)。

図12a: グリーンゾーンのカフパイロットバルブ

図11a

図11b

表2: LMA Protector™ および LMA Protector™ Cuff Pilot™ の
選定ガイド 

LMA PROTECTOR™ CUFF PILOT™ 

のインフレーションシステム 

1.  LMA Protector™ Cuff Pilot™ にはカフパイロットバルブが
あり、患者の気道への挿入されている間、マスクのカフ内
圧を視認手段によって監視することができます。カフパイ
ロットバルブには、3 つの圧力ゾーン - イエロー、グリーン
およびレッドがあります。ふいご上の黒い線の位置がカフ
内圧を示します。

2.  グリーンゾーンは、最適なカフ内圧である 40 ～ 60 cmH20 
を示します。黒い線がこのゾーン内に達するまでカフに空
気が注入され、シールを得られます。

3.  イエローゾーンは、40 cmH20 未満の内圧を示します。イエ
ローゾーンでもシールを得られますが、処置中にふいご上
の黒い線がイエローゾーンに移動した場合、内圧が低下し
たか、空気の注入不足の可能性があります。

エアウ
ェイサ
イズ

患者の体重 OG チュー
ブの最大
サイズ

ETTの最
大サイズ

最大カフ内
圧

3 30 ～ 50 kg 16 Fr 6.5 60 cm H2O

4 50 ～ 70 kg 18 Fr 7.5 60 cm H2O

5 70 ～ 100 kg 18 Fr 7.5 60 cm H2O

http://www.lmaco.com
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4.  レッドゾーンは、70 cmH20 を超える内圧を示します。これ
は、内圧の増加または注入超過の可能性を示します。ふい
ご上の黒い線がグリーンゾーンに戻るまで内圧を下げるこ
とを推奨します。

警告: 絶対に、カフに空気を注入し過ぎないでください。

正しい位置 

マスクが正しく留置されると、声門に対して空気漏れのないシ
ールが得られ、マスクの先端は上部食道括約筋に位置します。
一体型バイトブロックは歯の間に配置する必要があります。

マスク位置が正しいか否かを判断するには、オス吸引ポート
の近位端に少量 (1 ～ 2 mL) の、適度に粘性で水溶性の潤滑
剤を塗布し、親指でメスのドレナージポートを塞ぎます。マス
クが正しく留置されると、潤滑剤の塗布後にわずかな上下の
メニスカス移動が認められ、胸骨上切痕内が減圧されます。
この移動により、ドレナージチャネルの遠心端が正しく留置さ
れ、上部食道括約筋の周囲でシールされていることがわかり
ます (「胸骨上切痕試験」)。同様な移動が、本装置を通して気
道に軽い用手陽圧が加えられた場合にも見られます。

胃ドレナージ 

ドレナージチャネルは、胃からの液体やガスを排出しやすく
します。胃ドレナージを円滑に行うには、麻酔中の任意の時
点で、胃管をメスのドレナージポートを介して胃に挿入しま
す。胃管の最大サイズについては、表 2 をご参照ください。胃
管には潤滑剤を十分塗布し、ゆっくりと注意深く挿入してくだ
さい。胃管が胃に達するまで吸引は行わないでください。ドレ
ナージチャネルの末端を直接吸引しないでください。ドレナ
ージチャネルがつぶれて、理論上は上部食道括約筋に損傷
を与える可能性があります。

図12b: イエローゾーンのカフパイロットバルブ

図12c: レッドゾーンのカフパイロットバルブ

http://www.lmaco.com
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麻酔の維持 

本装置は揮発性剤または静脈麻酔を使用した場合に、自発
呼吸患者で良好な忍容性を示します。ただし、麻酔が外科刺
激剤のレベルと一致した適切なもので、カフが過度に空気注
入されていないことが条件です。

本装置を陽圧換気中に併用する場合、1 回換気量が 8 mL/kg 
を超えないようにして、ピーク時吸気圧を最大エアウェイシー
ル圧以下に抑える必要があります。

PPV 中に漏れが発生した場合に原因として考えられるのは、
ある程度の声門閉鎖を引き起こす不十分な深度の麻酔、手
順または患者因子に関連する肺コンプライアンスの重度の
低下、頭部の回転またはけん引による、固定の不十分なマス
クでのカフのずれまたは移動です。

ドレナージチャネルの使用

警告: ドレナージチャネルからガス漏れがある場合、ある
いは食道の病変または損傷が既知または疑われる場合
は、本装置のドレナージチャネルに胃管を通そうとしない
でください。

胃管を胃に通すことが臨床的に必要な場合、胃管が胃に達す
るまで吸引を実行しないでください。

警告: ドレナージチャネルの末端を直接吸引しないでくだ
さい。つぶれてしまうことがあります。その場合、上部食道
括約筋が損傷をうける可能性があります。

ドレナージチャネルの主な機能は消化管との往来のための
別の導管を提供することです。また、ドレナージチャネルは患
者からのガスまたは液体を通し、麻酔中には適宜、経口胃管
の盲目的挿管のガイドとして機能します。胃管の最大サイズ
については、表 2 をご参照ください。

警告:冷凍により硬直した経口胃管を使用しないでくださ
い。チューブが室温、または室温を超えていることを必ず
確認してください。

挿入時 (図 13)、カテーテルの先端が上部括約筋に軽く圧迫さ
れるため、若干の抵抗を感じることが多くあります。過度の力
を決して加えないでください。該当するサイズのチューブが
通せない場合、マスクがねじれているか、位置が間違ってい
る可能性があります。このような場合には、マスクを抜去後再
挿入してください。経口胃管を抜去するj時期の決定には、臨
床的な判断が必要です。

警告: 外傷を防ぐため、本装置のドレナージチャネルを介し
た胃管の挿入中は常に、力を加えないようにしてください。

挿入後の考慮点

不十分な麻酔深度
挿入後に最も多く認められる問題は、適切なレベルの麻酔を
維持できないことです。この場合、吸入剤または静脈投与剤
を用いて直ちに麻酔を深め、用手換気を開始してください。 

不十分なシール/空気漏れ
症例の開始時または期間中に、エアウェイシールが十分でな
いか、空気漏れの徴候が認められた場合、次の手段のうち1 
つまたは複数を選択できます。

•  麻酔深度が十分であることを確認し、必要に応じて深め 
ます。

•  症例開始時および症例中に定期的に (特に亜酸化窒素を使
用している場合)、カフ圧を確認します。

•  カフ内圧が 60 cmH2O を超えないことを確認してください。
適切なシールを保持しながら必要に応じてカフ内圧を下げ
ます。

•  咽頭に装着されたマスクの位置が高すぎる場合は、さらに
押し入れて上部食道括約筋に接触することを確認してくだ
さい。

•  所定の位置に本装置をテープでとめ、口蓋圧力を加えるこ
とで、正しく固定されていることを確認してください。

•  留置前にカフの完全性を必ず確認してください。

図13: LMA Protector™ を介した、経口胃管の上部食道括約
筋への挿入

http://www.lmaco.com
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エアウェイ製品の留置位置の不正
通常、エアウェイ製品の位置が正しくない場合、カプノグラフ
または 1 回換気量の変化 (例: 呼気 1 回換気量の減少) の観
察によって評価することができます。位置不正が疑われる場
合、甲状軟骨下部になめらかな卵形の頸部の腫脹の有無を
確認します。腫脹がなければ、特に呼気相が異常に長い場合
は、マスク先端が喉頭口に挿入される際、誤って上側に留置
された可能性があります。本装置の位置が正しくない場合
は、抜去し、再挿入に十分な麻酔深度になった時点で再挿入
します。

カフへの過度の空気注入、カフの変形および/または偶発的
なずれによって、本装置が使用中に移動/回転する可能性が
あります。症例開始時および症例中に定期的にカフ圧を確認
し、使用前にはカフの完全性を検証し、正しく固定されている
ことを確認してください。本装置が挿入中に口から飛び出し
た場合、遠位端が咽頭で後方にに折り曲げられているため
に、マスクの留置位置が正しくない可能性があります。このよ
うな場合には、抜去後再挿入してください。 

回復

抜去は、適切なトレーニングを受け知識を身につけた担当者
によってのみ実施される必要があります。本装置の抜去は通
常手術室で行います。ただし、侵襲性が低いため、回復期の
気道維持は麻酔後回復室 (PACU) で行っても構いません。回
復は咽頭の緊張の増加を伴うため、PACU に患者を移送する
前にカフ内の空気量を下げることは理にかなっています。し
かし、この時点でカフを完全に脱気してはいけません。

カフを完全に脱気し同時に本装置を抜去するのは、患者が指
示に従って開口できるようになったときのみです。有効な嚥
下と咳反射が戻る前にカフを完全に脱気すると、上部咽頭内
の分泌物が喉頭に入り、咳嗽または喉頭けいれんを引き起こ
す可能性があります。

回復期を通して患者モニタリングを継続する必要がありま
す。酸素は適宜、麻酔回路またはエアウェイ装置の近位端に
接続された T 字形部品を通して継続的に供給しても構いま
せん。

http://www.lmaco.com
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磁気共鳴映像法 (MRI) との併用 

MR MR Conditional

LMA Protector™ with Metallic Spring は MRI 条件付き対応 
です。

非臨床試験において、本製品は条件付きで MRI に対応して
いることが証明されています。本装置を留置している患者は、
以下の条件下において、留置後すぐに安全にスキャンを実施
できます。

•  患者が MRI 検査室に入る前に、エアウェイが移動したり外
れたりしないように、適切な位置に粘着テープ、布テープま
たはその他の適切な方法で固定しておく必要があります。

• 3 Tesla 以下の静磁場

•  18,000 Gauss/cm 以下の最大空間勾配磁場

•  MRI 撮像での最大値は、15 分間のスキャン (パルスシーケ
ンスあたり) で全身の平均高周波吸収率 (SAR) が、4-W/kg
(第一次水準管理操作モードでの MRI 撮像) であったと報告
されています。

MRI に関連する温度上昇
上記のスキャン条件下で、LMA Protector™ は 15 分間の連続
スキャン後、最大で 2.3℃ の温度上昇を示すと予測されます。

アーチファクト情報
勾配エコーパルスシーケンスおよび 3-Tesla MR システムで認
められる最大のアーチファクトサイズは、LMA Protector™ with 
Metallic Spring のサイズおよび形状を約 25 mm 超過します。

MR Safe

MR Safe

LMA Protector™ Cuff Pilot™ はMRI 安全です (すなわち、あら
ゆる MRI 環境で既知の危険性をもたらしません)。

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com
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製造業者 

IFUについては、こちらのウェブサイトを
ご覧ください: www.LMACO.com

空気注入の量/カフ内圧

患者の体重

ご使用の前に、取扱説明書をお読みく
ださい

天然ゴムラテックス不使用

壊れ物、取扱注意

直射日光を避けてください

湿気厳禁

この面を上にすること

製品コード

ロット番号

CE マーク

MR
MR Conditional

MR Safe

再使用禁止

再滅菌禁止

フタル酸エステル未含有 

エチレンオキサイド滅菌

使用期限

包装が破損している場合は使用禁止

シンボルの説明: 

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com
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マスクを正しく留置しやすくするための手順

•  挿入後、カフ内圧が 60 cmH2O を超えないようにカフに空
気を注入します。

•  麻酔回路に接続し、ドレーンチャネルとエアウェイチューブ
からの漏れをチェックします。

•  バイトブロックの位置を確認します。

•  オス吸引ポートの近位端に少量の潤滑ジェルを塗布し、親
指でメスドレナージポートを塞ぎ、バッグを軽く絞って動き
を評価します。

•  必要に応じて、経口胃管をマスク先端の末端まで通し、ドレ
ーンチャネルの開存性を確認します。

•  正しい位置に留置されたら、所定の位置にテープで固定す
るあいだエアウェイチューブに口蓋圧をかけます。

正しい配置 正しくない配置

先端が披裂軟骨と輪状
軟骨の後部にある

先端が咽頭の高すぎる
位置にある

先端が喉頭前庭内に 
ある

先端が後方に折れ曲が
っている

ドレーンポートか
らのガス漏れ:

なし あり あり なし

バイトブロック: 歯のほぼ中間 高すぎる 歯のほぼ中間 高すぎる

潤滑剤試験:
わずかなメニスカス移
動

位置によって移動が認
められる場合がある

激しい上下挙動

潤滑剤の放出または自
発的な気泡形成

メニスカス移動なし

追加の検証:
OG チューブをマスク先
端まで通してドレーンチ
ャネルの開存性を示す

さらに押し込むと漏れ
が解消する

さらに押し込むと閉塞
が悪化する

OG チューブを通すこと
が困難な場合、ドレーン
チャネルの閉塞を示す

http://www.lmaco.com
http://www.teleflex.com
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挿入後の問題 考えられる原因 可能な対処法

十分に気道がシールさ
れない/空気が漏れる  
(空気の漏れる音が聴こ
える、換気が不十分)

マスクが咽頭の高すぎる位置に装
着されている

マスクをさらに進め、エアウェイチューブをテープで再度固定

麻酔が不十分 麻酔深度を深くする

固定が不十分 口蓋圧をかけ、正しく固定

カフへの過度の空気注入
症例開始時および症例中に定期的に (特に亜酸化窒素を使用して
いる場合)、カフ圧が 60 cmH2O を超えないことを確認 (必要に応じ
て調整)

カフの変形 使用前にカフの完全性を確認

PPV の使用時または不
使用時のドレーンチュー
ブまでのガス漏れ

咽頭の高すぎる位置にマスクが装
着されている

マスクをさらに進め、エアウェイチューブをテープで再度固定

喉頭前庭での間違った配置 抜去後、再挿入

上部食道括約筋が開いている 監視する

気道閉塞 (換気困難、発
声困難、喘鳴)

喉頭前庭での正しくない配置 抜去後、再挿入

マスクの遠位端が声門入口を圧迫
し、声帯が機械的に閉鎖

–  麻酔が十分で、カフ膨張圧が適正であることを確認、

–  患者の頭頸部をスニッフィング体位に配置

–  PPV を試すか、PEEP を加える

カフ壁が内側に折れ曲がっている
–  1 つ小さいサイズの LMA Protector™ の挿入を検討

–  カフ膨張圧が適切であることを確認します

胃送気

マスクの遠位端が後ろに折れ曲が
っている

抜去し、再挿入するか、先端背面を指で一掃する

咽頭の高すぎる位置にマスクが装
着されている

マスクをさらに進め、エアウェイチューブをテープで再度固定

移動/回転/マスクの口か
らの飛び出し

カフへの過度の空気注入
症例開始時および症例中に定期的に (特に亜酸化窒素を使用して
いる場合)、カフ圧が 60 cmH2O を超えないことを確認

カフの変形 使用前にカフの完全性を確認

偶発的なずれ 確認し正しく固定

マスクの遠位端が後ろに折れ曲が
っている

抜去し、再挿入するか、先端背面を指で一掃する

固定が不十分 口蓋圧をかけ、正しく固定

OG チューブの挿入に
対する抵抗

潤滑剤の塗布が不十分 潤滑剤を塗布し OG チューブを再挿入

マスクの遠位端が後ろに折れ曲が
っている

抜去し、再挿入するか、先端背面を指で一掃する

咽頭の高すぎる位置にマスクが装
着されている

マスクをさらに進め、エアウェイチューブをテープで再度固定

喉頭前庭での間違った留置 抜去後、再挿入

カフへの著しく過度の空気注入
症例開始時および症例中に定期的に (特に亜酸化窒素を使用して
いる場合)、カフ圧が 60 cmH2O を超えないことを確認

LMA PROTECTOR™ 挿入後の考慮点

http://www.lmaco.com
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Copyright © 2021 Teleflex Incorporated.

All rights reserved.発行者の事前の許可なく、本書のいかなる
部分を電気的、機械的、写真複写、録音などのいかなる形態
や方式によっても、複製したり、検索システムへ保存または伝
送したりすることを禁じます。

LMA、LMA Better by Design、LMA Protector、Cuff Pilot および 
Teleflex は、Teleflex Incorporated またはその関連会社の商標
です。LMA Protector™ は一連の取得済みおよび申請中の特
許により保護されています。

本取扱説明書に記載の情報は、出版時点で正確なものです。
製造元は事前予告なく製品を改良または変更する権利を有
します。

適応、禁忌、警告および予防措置について、あるいは LMA™ エ
アウェイが様々な臨床適用において最適であるための情報
については、本説明書を必ずご確認ください。

製造元による保証: 

LMA Protector™およびLMA Protector™ Cuff Pilot™ は単回使
用を目的としており、出荷時点での製造上の不具合に対して
保証されます。製品の保証は正規販売店から購入された場合
のみ適用されます。 

TELEFLEX MEDICAL は、明示か黙示かにかかわらず、市場
性または特定用途への適合性を含む、その他すべての保証
を否認します。

  Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park, 
Dublin Road, Athlone, 
Co. Westmeath, アイルランド 
www.LMACO.com

米国内連絡先:  
米国外: (919) 544-8000 
米国内: (866) 246-6990

Issue: PBE-2125-000 Rev D JP
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