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図 1： 実施症例の原発巣別
の割合（2018年度）

当院における携帯型ディスポーザブル注入ポンプを用いた
化学療法の取り組み～変化をもたらせた3つの要因～

はじめに
2019年 4月に発表された国立がん研究センターのデータによ
ると、2008年～ 2010年にがんと診断された人の 5年生存率
は 67.9％であった。これは、1990年代後半から伸び続けてお
り、がんの早期発見や治療の進歩が貢献していると考えられる。
その一方で、患者さんは治療を継続しながら生活する“がんサ
バイバー”が増加し、個人差はあるものの様々な苦痛や困難を
抱えながら生活している。苦痛や悩みを最小限にし、よりその
人らしく生活ができるよう医療従事者のサポートは重要である。
副作用対策だけでなく、生活の質に関わる治療関連器具の選定
も患者サポートとして軽視することはできない項目であり、携
帯型持続ポンプの検討もその中のひとつである。
当院における化学療法は、年間 1,805例（2018年度）実施され
ており消化器がんを中心に肺がん、乳がんなどに対する治療が

行われている。対象患者の原発巣別の割合は図 1のとおりである。
登録されているレジメンは 169療法で、携帯型持続ポンプを
使用し治療を行っている症
例は、5-FU 持続静注が必要
な mFOLFOX6、FOLFIRI、
FOLFIRINOX療法を含むレジ
メンであり、その実施割合は実
施症例のうち約 3割を占める。
そのほとんどは、外来通院で治
療を受け携帯型持続ポンプを接
続した状態で帰宅するため、不
安と行動制限が伴っている現状
がある。

新たな携帯型ディスポーザブル注入ポンプの検討
以前より 3社ほどの携帯型持続ポンプを試用、検討してみたが、
流量が採用品と異なり総充填量が分かりづらい、薬剤注入口が
投与ルート側についており、薬剤注入の際にエアが入り投与に
支障をきたさないか、経費の削減にはつながらないなどの理由
でそれらの製品への採用変更には至っていなかった。

今回、使用していた携帯型持続ポンプの一時的な流通遅延をきっ
かけとし、見直しを行ったのでその過程と結果を紹介する。
Homepump試用にあたり、患者さん、薬剤師、看護師を対象
にそれぞれ評価票をもとに使用内容を評価し、採用品との比較
を行った。

施設概要
当院が属する佐賀県北部医療圏（2次保健医療圏）は佐賀県北部に位置し、病床数
193床、17診療科を持ち、化学療法室は 11床で運用している。2018年度の化学療
法件数は、外来 1,569件、入院 236件で、当院の特徴として化学療法室で入院患者
の化学療法も行っている。



使用感に関するアンケートを実施し評価した結果、「やや良い」の評価が多く、 
評価点の平均も採用品よりも高かった。患者さんによる評価も同様であった。
Homepumpによる治療の 9名の患者さんにアンケートを実施した。複数回答があり、有効回答数は 10とした。
また、同時に薬剤師のアンケート（薬剤師の有効回答数＝ 9）、看護師は接続時に開通等をダブルチェックするため 1患者さんにつき
2名からアンケートの回答と抜針時でのアンケート回答を得た。（看護師の有効回答数＝ 27）その結果を表 1に示す。

試用評価結果からおおむね好評価を得ることができ、採用に至った。 
経済的メリットも大きく、採用後も大きなトラブルなく経過している。

・治療効果が確実に得られる
・良好な患者さんの使用感
・薬剤師や看護師の管理の簡便さ

以上の項目を現行品と比較した結果を化学療法委員会にて報告、
検討し、採用に至った。
採用後は、院内看護師を対象に取り扱いについての説明周知を
行い、患者さんの意見や困りごとがないかその都度確認してい

る。Homepump採用後、現在までに大きなトラブルはなく経
過している。
評価の結果は、薬剤師、看護師共に採用製品と比較し「やや良い」
の評価が多く、評価点の平均も現在使用中の製品よりも高かっ
た。患者さんによる評価も同様であった。
また、費用に関しても従来よりも経費の削減が見込まれたため、
当院の化学療法委員会へ切り替えとして提案し承認された。

色々な工夫で、試用時あった課題が大きく改善へ
Homepump導入後により、患者さん側から小さく、目立たな
くなるという喜びの声、医療従事者側からも治療の効果が確実
に得られ、管理の簡便さ、また経費削減の効果も得られた。

一方で、試用時に直面した課題が残っており、それらを克服
するため、薬剤師および看護師の立場から実際に行っている
Homepump使用における工夫をいくつか紹介する。

平均流入量

接続時と抜針時の重量を計測し算出。
平均 86.68g　最大 94.98g　最少 79.15g

価　格

既採用品と比較して大幅なコスト削減が見込めた。

患者さん

薬剤師

看護師

聞き取り時の意見（自由記載）：

採用の基準としたこと

表 1
薬剤師 看護師①

（接続時）
看護師②
（接続時）

看護師
（抜針時） 患者 合計

かなり良い

やや良い 9 6 6 6 3 30（65.2%）

あまり変わらない 2 3 3 6 14（30.4%）

やや悪い 1 1（ポーチ） 2（4.4%）

かなり悪い

・ 時間と共にポンプ全体が小さくなるため、衣類の中でも目立た
ない点は良い。
・ 注入に応じて軽くなるため良さそう。全体的に小さく動きやすい。
・ ポーチのひもは採用品の方が扱いやすく、しっかりしていた。
・ 量を確認するのは採用品の方がよく見える。

・ 容器本体が小型になり取り扱い・保管が行いやすい
・ エアフィルターがありエアの流入にさほど気を遣わなくてもい
いのではないか？
・ 薬剤注入時に力が必要で特に女性のスタッフには手間がかかる。
・ Homepumpでは患者名をどこに記載するか、記載しない場
合取り違えの原因とならないか？

・ 薬液注入に伴い Homepumpはしぼむため、携帯には便利だ
と思う。

・ 流量制御器を肌に固定時、スキントラブルを起こさないよう注
意が必要。

・ 採用品はルートを容器に巻き付けて、ポーチに収納できたが、
Homepumpはループを作ってポーチ内に収納となる。

・ 接続に問題はない。
・ スケールがないので、入院中継時的に注入されているか計測す
るものがないため何を基準にすればよいか不安。記録に残しに
くい。

・ ポーチのひもが長いので、使用時のひも調整が必要。
・ 腰に巻く場合は固定しづらい。



この部分にマジックで
患者名を記入

薬剤師の工夫点
比較検討時に問題となった患者名の記載に関しては、製品の外
側のビニール部分にマジックで患者名を記入、付属の保護袋に
注射ラベルを貼付しバーコード認証を行い、患者取り違えを防
止するようにした。
薬剤の注入方法に関しては、製品に記載してある取り扱いに準
じて行っていたが、注入方法を見直すことでやや軽減できるの
ではないかと考えている。
また、エアフィルターが取り付けられているが、エアフィルター
より先のチューブにエアが混入し、除去する操作に時間を要し
たため、これに関しても取り扱い方法を検討した。
これらをもとに、当院での取り扱い方法を作成し共有すること
で、試用時に問題となった点はかなり改善できたと考えている。
以前使用していた製品で、薬剤注入時にバルーンが破裂した経

験があったが、ハードケースで保護されているため容器外への
汚染は防ぐことができた。Homepumpの場合、ソフトなシェ
ルで保護されており通気用のためか穴が開いているため、バ
ルーンが破裂した際の薬剤汚染を懸念した。しかし、バルーン
の耐圧性能の説明を受けバルーンの破裂の可能性はかなり低い
ものと考え、現在までそのようなことは起こっていない。
Homepumpへ切り替えたのち、数名の患者さんにおいて持
続投与終了予定時間より 5～ 6時間ほど早く投与が終了してし
まったと思われる事例があった。これに関しては携帯型持続ポン
プにおける注持続注入速度に影響を及ぼす要因について多くの
検討と報告がなされており、それらを参考に今後検証を行って
いきたいと考えている。

当院での操作手順

❶患者氏名の記入 ❸ 充填ポートキャップを取り付ける

❹ 保護キャップを取り付けたままルアーロック側を上に
してチューブを軽くはじき、混入したエアを除去する

❺ 保護キャップを外し、プライミングを行う。薬液が患者側のルアー
ロックから出ることを確認しクランプをロックして薬液の流れを遮
断した後、保護キャップを取り付ける

❻ 再度充填ポートより 5-FUを注入し、充填ポート
キャップを取り付ける

❼ 薬剤注入後のホームポンプを添付の保護袋に入れ、
患者認証注射ラベルを保護袋に貼付する

※手順については、添付文書に従うこと

※ 注意シリンジ先端部が破損するおそれがあるため、充填中にポンプが動かない
ようにしっかり固定して注入する

❷生理食塩液の注入（クランプはロックしない）
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患者さんからの評価も良好で順調に推移
採用後は、薬剤師や看護師などを対象に取り扱いについての説
明周知を行い、患者さんの意見や Homepump接続中に困った
ことはないかをその都度確認している。その結果、現在までに
薬剤師の注入時の手技や、看護師の取り扱いに大きな問題はな
く経過している。患者さんからも、Homepumpはコンパクト
で目立たず、軽量であり、治療の進行が感じられるとの声が聞
かれている。

また、アンケートで看護師の意見にあった、入院中の継時的注
入量の確認ができないという点に関しては、残量の目安となる
写真を作成し対応中である。また、担当者へ相談し前向きに検
討していただいている。私共の意見も届きやすく、安全確実に
治療を提供する側としてはストレスなく使用している。

❶ カット調整 ❷ オリフィス（流量制御器）の固定方法

看護師の工夫点
看護師の立場から、流量制御器を肌に固定する際のスキントラ
ブルを低減するための工夫、ポーチの調整、管理について紹介
する。ポーチのひもが長い点については、不要なひもをカット
して長さ調整ができる（❶）。なお、当院ではポーチのファスナー

部分に個人用ネームホルダーを付けている。流量制御器を肌に
固定については、皮膚炎のある患者さんに皮膜剤を塗布しテー
プ固定している（❷）。

オリフィス
の固定

カットして処理

名札


