
CLINICAL SPOTLIGHT
患者のQOLの向上を狙った小型の 
インフュージョンポンプを用いた 
化学療法の実際
朝倉医師会病院　外来化学療法センター
がん化学療法看護認定看護師　川上 理絵 さん

はじめに
国立がん研究センターの最新の情報によると、生涯でがんに罹患する確率は男性が
62%、女性が 42%で、２人に１人ががんに罹患すると言われています。がん腫により
男女比率の違いはありますが、毎年多くの方ががんと診断され治療を受けられています。
がん治療における化学療法の分野は、日々目覚ましい発展を遂げ、昔では考えられなかっ
た程の長期間の生存を可能にするようになりました。その分、患者さんが受ける治療期
間も以前に比べ長くなり、日々の生活を送りながら治療を受ける事が当たり前になって
います。また、国の方針（がん対策基本法における「がん対策推進基本計画」）では入院
化学療法から外来化学療法への移行を推進しているため、現在では外来で化学療法を受
ける事が主流となり、数日かかる治療も通院で行うようになりました。自宅へ抗がん剤
を持ち帰り、数日間治療を受ける患者さんたちの中には、仕事をしながら治療をされる
方もいます。誰もががんになる今の時代、「ながら治療」が当たり前になってきています。
仕事をしながら、育児をしながら、家事をしながら、それぞれの生活をしながらがん治
療を受ける事が生活の一部になりつつあります。そんな中、患者さんが治療を受けなが
らでも安心して今までと変わらない日常の生活を保持できるよう、私たち医療従事者が
その環境を整えていく必要性があると感じました。



当院について
当院は福岡県と大分県の県境に近い朝倉二次医療圏にある 300
床の中核病院で、地域がん診療病院に指定されているため外来
化学療法を積極的に推進してきました。さらに、地域柄、高齢
者が多く、全国の高齢化率が 26.6%なのに対し朝倉医療圏は
31%まで高齢化が進んでおり、当院の患者さんの多くは 65歳
以上の高齢者です。外来化学療法を受けられる患者さんも例外
ではなく、その多くが 65歳を超える方たちで、中には「仕事」
をしながら化学療法を受けられている高齢の患者さんもおられ
ます。「外来で治療を受けられる患者さんたちの環境を整える」
ためには、高齢者を含めた患者さんたちが何に困っていて、何
を望んでいるのか、まずそこから知っていく必要があると思い
ました。「仕事」を持つ高齢者を含む患者さんたちが、日常生活
で気になっていること、改善して欲しいことが私たちの考える
改善点と一致するのかが分かりませんでした。
そんな折、ある患者さんから「これ（長時間持続注入型ポンプ）
が大きくて、恥ずかしいから治療中は外に出られない。もっと
小さい物に変えることはできないのか？」と言われました。正直、
私たちは長時間持続注入型ポンプ（以下ポンプと省略）に対し「大
きい」という認識はありませんでした。大きさで日常生活に不
便さを感じていることにも気づいていませんでした。
そこで、当院の外来化学療法センターで持ち帰りの治療を受け
られる患者さん一人一人に治療を受ける時に何か不便に思って
いることはないか、改善して欲しいことはないか等の聞き取り
を行う事としました。

聞き取り対象者
大腸がんで術前・再発・切除不能を問わず FOLFOX/FOLFIRI
を受けられている方、膵臓癌で FOLFIRINOXを受けられている
方、肝細胞癌の動注化学療法で自宅に抗がん剤を持ち帰る方を
対象とし、その方々に聞き取り調査を行いました。
　聞き取り当時の対象患者さんは以下のとおりです。

上記患者さん方の約半数の方が何らかの仕事をしながら治療を
受けられており、また、7名の方が 70歳以上の高齢者でした。
仕事をされていない方でも、何らかの趣味を持ち自宅で過ごす
時間より外で過ごす時間が多い方たちもいらっしゃいました。

聞き取りの内容
下記 3問の設問に絞り、看護師が患者さん一人一人に治療来院
時に対面式で聞き取りを行いました。患者さんが生活の中で感
じている不便をより詳しく知るために、アンケート形式で聞き
取りを行うのではなく、直接対面しながら会話の中から聞き取
りを行いました。
1．ポンプを使用して、不便を感じることはないか？
2．不便だと感じるのはどんな時か？
3． どんな手助けがあれば不便を感じずに生活することができる
か？

聞き取りの結果
上記３つの設問に対して以下のような意見が聞かれました。

設問 1の結果から、自宅へ持ち帰りの治療をしている患者さん
の全ての方が何かしらの不便を感じ、改善して欲しいと思って

年齢・性別 疾患 状況 レジメン

50代女性 S状結腸癌 肺転移 リンパ節転移
腰椎転移 BV+FOLFIRI

70代女性 下行結腸癌 多発肝転移 BV+FOLFOX

70代女性 横行結腸癌 肝転移 BV+sLV5FU2

60代女性 S状結腸癌 肺転移 肝転移
リンパ節転移 BV+sLV5FU2

70代男性 虫垂癌 虫垂癌術後再発
腹膜偽粘液腫 BV+FOLFIRI

60代女性 盲腸癌 術後補助化学療法 FOLFOX

70代男性 直腸癌 肺転移 早期胃癌 sLV5FU2

60代女性 直腸癌 肺転移 肝転移 RAM+FOLFIRI

60代男性 直腸癌 術前補助化学療法 FOLFOX

50代男性 S状結腸癌 進行 ･切除不能 BV+sLV5FU2

設問 1 •不便を感じる 15/15、全員が何らかの不便を感じている。

設問 2

•針が刺さっている間、入浴ができない。
•汗をかいて固定テープが痒い。
•ポンプが大きくて仕事の邪魔になる。
•ポンプが大きくて外に出ると人の目が気になる。
•ポンプが大きいから服の中に隠せない。
•ポンプが邪魔で仕事の道具を装着できない（腰部）。
• 寝る時にポンプの位置や、置く場所、置く方向を気にしな
いといけない。

•外側のケースで中身が見にくい。
•減っているのか確認しづらい。
•終わっているのかが分かりにくい。
•ポンプ用のバッグも大きくて目立つ。

設問 3

• 投与時間がもっと短くなるといい。
• 治療中も安心して入浴できるようになると嬉しい。
• 固定のテープが無くなるといい。
• ポンプの大きさが小さくなると便利。
• とにかくポンプが小さくなればいい。
• 服の中に隠れるサイズにしてほしい。
• 減っているのや、終わっているのが分かり易くなるといい。
• 不便は感じるが、治療がうまくいっているので何も手助け
はいらない。

• 小さくなって周りの人に分からないようになるといい。
• 仕事をするのに邪魔にならないサイズがいい。

50代女性 S状結腸癌 腹膜 ･リンパ節転移 BV+FOLFIRI

70代男性 直腸癌 肝転移 P-mab+FOLFIRI

70代男性 上行結腸癌 左鎖骨上窩
リンパ節転移 sLV5FU2

70代男性 膵頭部癌 進行 ･切除不能 FOLFIRINOX

60代男性 肝細胞癌 肝細胞癌術後再発 Low dose FP



いることを改めて実感しました。入浴ができないことや固定テー
プが汗で痒くなり不便を感じているであろうことは予想してい
ましたが、意外にポンプの大きさに不便を感じている患者さん
が多かったことに驚きました。投与時間の短縮や、固定テープ
の除去、治療中の入浴などは私達では改善できませんが、ポン
プを今より小さい物に変更することならば、私達にもできるの
ではないかと思い、ポンプの採用見直しを行う事としました。
また、設問 3の結果よりポンプが小さくなるだけではなく容易
に残量確認ができることが、患者さんにとってのストレス軽減
に繋がるのではないかと考え、残量の見易さ等もポンプの選定
に際し考慮することとしました。

ポンプの選定
当院では A社のポンプを使用していました。A社のポンプはそ
の他の多くのポンプと同じく薬剤を入れるバルーンの外装にプ
ラスチックケースがついており、中のバルーンには触れられな
い構造になっていました。そのため、抗がん剤が時間とともに
減ってバルーンが小さくなっても外側の外装は変化せず、患者
さんにとっては「大きい」という評価に繋がっていたように感
じました。そこで、いろいろなメーカーのポンプをインターネッ
トで事前に確認した上で、業者へ「可能な範囲で小さいものを
探してください」とお願いをして実物を確認してからポンプを
選定することとしました。
選定基準として①現在のポンプより小さい事、②より簡便に残
量確認ができること、③現在のポンプと価格が変わらないもの、
という 3つを上げました。もちろん、安全性が確保されている
ことは選定基準以前の問題であり、あえて安全性に対する基準
は設けませんでした。国内のメーカーで「薄型」を特徴として
販売されているポンプも確認しましたが、薄くはなっているも
のの全体的な大きさは変わらず、やはり目立つものでした。そん
な時、業者から提案されたのが AVANOSのインフュージョン
ポンプでした。
AVANOSのインフュージョンポンプは従来のバルーンの外装
にプラスチックケースがついておらず、バルーンそのものがむ
き出しになっている形状で、第一印象は「より小さいポンプで
はあるが、安全性が担保されているかが不安」でした。「特殊な
3層構造になっており、通常の使用方法、普通の生活での安全性
は保障されています」と説明を受けましたが、外観を見る限り
では「本当に大丈夫？」と不安を拭いきれなったのが正直な気
持ちでした。
AVANOSのインフュージョンポンプが恐らく国内で一番最小
のポンプだろうとのことから患者さんへ紹介することとしまし
たが、私たち医療者は「きっと患者さんはこの形状に不安を感
じて使用するのは難しいだろう。」と予想を立てていました。し
かし、実際に患者さんにサンプルを見せたところ「こんなに小
さくなるならこっちのポンプがいい。」との声が多数聞かれ、患
者さんたちから「これ（AVANOSのインフュージョンポンプ）
に変えられるのなら、早く変えてほしい。」との要望が高まり、
採用する方針としました。
当初定めていた選定基準である、①現在のポンプより小さい事、
②より簡便に残量確認ができること、③現在のポンプと価格が
変わらないもの、という 3つの項目も、形状的に①は難なくク

リアし、②も外装がなくバルーンが直接触れるため、容易に残
量確認が可能となりクリアしました。③に関しても現行で使用
していたポンプよりも安価であり、患者さんへのメリットだけ
でなく病院経営の視点から見てもより経済的であり、選定基準
を問題なくクリアしたため、最終的には化学療法カンファラン
スで慎重に検討した結果、A社のポンプから AVANOSのイン
フュージョンポンプに切り替えることを決定しました。病院側
へ採用の交渉を行う時も、障害となるものはなくスムーズに採
用が決定し、患者さん方の「少しでも早く切り替えてほしい」
という希望に沿うため、早急に切り替えを行う事となりました。

実際の使用経験
1 再指導が必要であった項目
AVANOSのインフュージョンポンプ（以下同様にポンプと省
略）を使用するにあたって、以前のポンプと仕様が違う点があり、
自宅での自己抜針患者に対し再指導を行いました。以前のポン
プにはルートにクレンメが付いておらず、抜針後、生食注シリン
ジのゴムキャップのみで液漏れを防いでいました。今回のポン
プにはクレンメが装着されているため、抜針時のクレンメ操作
についての指導を行いました。また、治療途中での事故抜針や
液漏れが起こった場合の操作についても、以前はルートを 3つ
折りにしてテープ等で固定してから病院を受診していただくよ
うに指導していましたが、今回のポンプはクレンメが付いてい
るので、クレンメ操作だけで来院が可能になった事をポンプ使
用患者全員へ指導しました。

2 以前のポンプと変化がなかった項目
以前使用していた A社のポンプも温感センサーで流量調整をし
ていましたが、AVANOSのポンプも同様に温感センサーで流
量調整を行うため、センサーを皮膚に密着させる必要がありま
す。センサーのプラスチック部分を皮膚に直接テープで張り付
けることは、発赤や潰瘍形成を引き起こすのではないかという
考えから、当院では、センサーの部分の下に薄くガーゼを敷い
て固定する事にしています。ガーゼを敷いて固定する事で、現
在までに温感センサーによる皮膚障害は起こっていません。

3 調整が必要であった項目
当院はフルオロウラシルを 5%ブドウ糖で調整しポンプに注入
しているため、粘張度の問題により 10%程度の注入速度に遅れ
がみられます。このポンプは外装のプラスチックがなく、外気
温からの影響を今まで以上に受けるとのことであったため、5%
ブドウ糖の量の調整が必要だと考え、事前に 5%ブドウ糖の量
を 10%減量し運用を開始しました。その後、投与後のポンプを
回収し、残量が実際にどれだけあるのか、開始から終了までの
時間がどれくらいかかるのかを運用しながら計測し、データ収
集を行いました。当院がある地域の外気温や、治療を受ける方
たちの生活環境に合わせた治療ができるよう調整を行いました。

4 再確認が必要であった項目
意外と多かった声が、ポーチに対する評価でした。ポンプ同様
小さくコンパクトなポーチになったのですが、薄くて小さくなっ
た事が「目立たなくなって良くなった」と評価する人もいれば、
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「薄くて頼りなくなった」と評価する人と、意見が二分化しまし
た。そのため、ポーチを新しく薄くて小さいものを使用するのか、
以前のポンプで使用していたものをそのまま使用するのか再確
認して、使い分けが必要になりました。

使用した患者さんからの声
実際にポンプを使用した患者さんからは以下のような声が聞か
れました。

結果
ポンプの大きさが患者さんの日常生活に与える影響が意外と大
きかったことを知り、今回ポンプの再検討を行いましたが、使
用している患者さん方からは高評価を得て運用 3カ月を過ぎま
したが、問題なく使用できています。患者さんのQOLも全体
的に改善し、外出の頻度や、仕事に与える影響も改善されてい
ることを感じました。また、高齢の患者さんが多い当院の外来
化学療法センターにおいて、高齢者の方々に対してもポンプを
小さくすることでQOLを保つメリットがあると考えられます。
今後も患者さん方の良好なQOLを維持しながら治療の継続が
できる様にサポートしていきたいと考えています。

販売名： Homepumpインフュージョンシステム
承認番号： 22900BZX00275000
製造販売元：アバノス・メディカル・ジャパン・インク

① ③

② ④

  ワンポイントアドバイス
治療中に誤ってクランプが閉じてしまうことで、治療が中断
されることを避けるため、当院では以下のように工夫してい
ます。
① インフュージョンポンプを患者さんに取り付けた後、ク
ランプ部分からチューブを横に引き出す。
② チューブを横に引き出した状態のままクランプを止める。
③ クランプを止めた後、引き出したチューブとクランプを一
緒にテープで固定する。
④ 投与終了時にクランプを使用するため、テープの端は折り
返しておき、自己抜針の患者さんがテープを剥がし易い様
にする。

使用開始後の患者さんの声

改善点

• ポンプが小さくなったから外に出ていくのが苦痛じゃなく
なった。

• 仕事中に邪魔になることがなくなった。
• 胸のポケットに入れていても誰も気づかず、存在が気にな
らなくなった。

• プラスチックの外装がなくなったから、残量の確認がしや
すくなった。

• ポーチも小さくなって、目立たなくていい。
• 全体的に軽くなって持ち運びがしやすくなった。
• 小さくなって目立たないから、以前に比べ外出が増えた。
• 終わっているのが以前よりわかりやすくなった。

悪化点

• 以前に比べ、若干終わるのが遅くなった。
• ポーチが布一枚で、頼りない。
• ポーチが頼りないから、外からの衝撃に耐えられるか心配。
• ポーチは前の方がしっかりしていて安心して使えた。
• フィルター部分の存在が気になる。（丸くて当たる）

＊注）「使用した患者さんからの聞き取り」は、以前の A社のポンプを使用したこと
があり、今回 AVANOSのインフュージョンポンプに変更になった患者さんのみを対
象に行っています。新規で治療が開始になり、AVANOSのインフュージョンポンプ
しか使用していない患者さんへは比較ができないことを考慮し、使用感の聞き取りは
行っていません。


