
この内容は第56回日本癌治療学会学術集会 学術セミナー35(2018年10月20日)の講演内容に基づき作成しました。

クリニカルパス導入から実践まで

がん性腹水へのCART
腹水濾過濃縮再静注法（CART：Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy）は1981年に
難治性胸水、腹水症に保険適用になり、30年以上に渡って肝硬変を中心に実施されてきました。近年がん患者
の増加に伴い、消化器、婦人科や緩和ケア領域の悪性腹水患者にCARTが施行される機会が増えてきまし
た。CARTの導入に関しては院内連携を含めていくつかの課題があります。本日は佐賀大学医学部附属病院
の柏田知美先生に腎臓内科、透析室のスタッフ、看護師等と協力してCARTを導入したご経験を中心にご講演
いただきます。

中島 信久 先生（琉球大学医学部附属病院 地域医療部 診療教授）座 長
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演 者 はじめに
消化器がんの悪性腹水は患者のQOL低下を招き、非常に苦慮する症状のひとつ
です。当院では外来で穿刺排液とアルブミン製剤の投与で対応するケースが
多かったのですが、アルブミン製剤の適正投与の観点を考慮し、2016年より
CARTの導入を検討・推進してまいりました。本日はCART導入時の工夫と実際の
運用についてご報告いたします。

CART導入の背景
消化器がんの悪性腹水には苦慮しており、これまで悩みながら外来で穿刺排液とアルブミン製剤の投与を行ってきました。
CART導入のきっかけは、アルブミン製剤の使用を保険で査定され、再審査請求書の作成依頼があったことです。アルブミン
製剤の使用については厚生労働省から平成30年9月に「血液製剤の使用指針」が出されており、タンパク質源としての栄養
補給や血清アルブミン濃度の維持、終末期患者への投与等は「不適切な使用」とされています。アルブミン製剤投与に変わる
治療法を検討した結果、CARTという治療法があることを知りました。腎臓内科、透析室のスタッフにCARTを緩和ケア
のみではなく、外来で化学療法を行っている患者の症状コントロールの一環として位置づけたいと相談したところ、透析や
ICU業務を考慮したCARTの時間配分の相談をしましょうと快く受けてもらえました。また、看護師や関係各所とそれぞれ
の業務内容に配慮したCARTの円滑な運用方法について知恵を出し合いました。

アルブミン製剤の適正使用ガイドラインへの準拠を。
｢科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン｣　平成27年6月1日　日本輸血・細胞治療学会
｢血液製剤の使用指針｣　平成30年9月　厚生労働省医薬・生活衛生局

当院でもCARTはできますよ。処方科の先生から依頼されていないので行っていなかった
だけです。当院には緩和ケア病棟がないからCARTは行わないのだと思っていました。

透析治療が一段落する時間帯なら、CARTを施行できます。
腎臓内科の先生方にも相談してください。

柏田先生、腹水穿刺時に投与されたアルブミン製剤が保険で査定されています。
再審査請求書類を作成してください。

MEさん、何で当院ではCARTができないのですか？

（それ、早く言ってよー。）ベストサポーティブケア(BSC)の患者さんだけではなく、
外来化学療法中の患者さんにもCARTの実施をお願いしたいのです。

柏田先生

透析室のスタッフ(ME)

医事課



CARTに関わる全てのスタッフが迅速かつ安全に作業出来るよう、治療の流れを単純化
し、視覚化したマニュアルを作成しました。マニュアルをラミネート加工したものを処置
カートに装備し、確認出来るようにしています。その結果、手技の統一による誤操作
防止が可能になりました。

 巧くて 早くて 安全
効率的なCARTの実践

CARTの看護マニュアル

エコーで穿刺部位を決定します。　
ガイド下穿刺時は、
滅菌手袋で被覆します。

スワブスティックを用いて消毒後、
丸穴ドレープをかけます。　 留置針を用いて穿刺します。1 2

腹水採取ライン(CART専用の
腹水貯留バッグにつなげる回路)を
医師へ渡し留置針に接続後、固定
します（看護師施行）。

4 ベッドの高さを上げ、回路が床へ
触れないように配置します。5

3

穿刺排液の方法

＜固定方法＞

1）フィルムドレッシングを縦半分に切り、留置針を
　上下から挟むようにして固定します。
2）ガーゼをチューブの下に丸めて置きます。
3）留置針の穿刺角度を保つようにガーゼをテープで
　Uの字に固定します。

留置針

フィルムドレッシング フィルムドレッシング

腹部

垂直に固定
することが重要

● POINT ●

CART専用の腹水貯留バッグと各種回路の接続箇所をシールで貼付した写真やサンプルです。

よく確認して、
接続して
下さい

CART準備品の視覚化

輸血セットを
ここに接続します

特定保険医療材料名称

腹水濾過器、
濃縮再静注用濃縮器

【包括評価制度 (DPC)における診療報酬算定について】
「K635 胸水･腹水濾過濃縮再静注法｣は､ 手術の部で算定されます。
手術の部で算定する特定保険医療材料及び手術料は出来高による算定が可能です
ので、 CARTにかかる材料価格、 手数料は、 出来高で算定が可能です。

64,100円
4,990点

胸水･腹水濾過濃縮再静注法

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 （平成30年4月） 【診療報酬算定方法に伴う実施上の留意事項について】

【特定保険医療材料の定義について】

●K635 胸水･腹水濾過濃縮再静注法
　一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を
　目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を
　算定する。

●腹水濾過器、濃縮再静注用濃縮器(回路を含む｡)
　次のいずれにも該当すること。
　(1)薬事承認又は認証上、類別が｢機械器具(７)内臓機能代用器｣であって、一般的名称が
　 ｢腹水濾過器｣又は｢腹水濃縮器｣であること。
　(2)難治性胸水、腹水症等の患者について、当該患者の胸水又は腹水中の自己有用蛋白成分の
　 再利用を行うことを目的に、患者胸水又は腹水中の除菌、除細胞等を行う濾過器及び濾過後
　 の胸水又は腹水を適正な有用蛋白成分濃度に調整する濃縮器(回路を含む｡)であること。

(保医発0305第13号･平成30年3月5日)

(保医発0305第1号･平成30年3月5日)
（回路含む）

材料価格 手術料



CARTの導入には、施設の状況に応じた運用・ルールを多職種のスタッフと共に作り上げることが必要です。今回、医師、
看護師、透析室のスタッフ等が以下の二つの貢献を実感したことによって、協力体制の下にCARTの安全で効率的な運用
が可能になりました。
①　治療への貢献：
　　CARTによる患者症状(精神的苦痛、腹部膨満感等)改善、悪液質への移行抑制、悪液質からの脱却、
　　PS改善によるQOL、ADL向上
②　社会資源、病院収益改善への貢献

まとめ

CART導入後の変化

■ CART実施件数 ■ アルブミン処方件数
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2015 2016 2017

悪性腹水の治療選択肢がCARTに移行し、CARTの
実施件数が2016年より増加し、アルブミン処方件数
が減少しました。

当院のCART実施件数と
アルブミン処方件数の推移です。

1) 速やかな腹部膨満感の軽減による身体的
　 苦痛及び精神的苦痛の軽減
2) ボディーイメージと気力の変化
3) 悪液質への移行抑制、悪液質からの脱却
4) PS(Performance Status)改善による
　 行動範囲の拡大

■ 患者の変化 CARTの一つ目のメリットは、患者の症状改善です。高度な腹部膨満感のため車椅子
で入院した患者がCART翌日には歩いて帰宅することを当院ではよく経験します。
二つ目のメリットはCARTによる患者の自身に対するボディーイメージと気力の
変化です。患者は「悪性腹水」になったら「おなかが張って、どんどん膨らむ」
ボディーイメージと同時に「もう死んでしまうのではないか」という不安感を抱きます。
この不安感をCARTでリセットし、生きること、治療を受けることに前向きな気力を
持たせることはCARTの非常に大きなメリットの一つと考えています。
三つ目のメリットは悪液質の改善が挙げられます。CARTによって悪性腹水患者の
栄養学的に非常に悪化した状態を抑えられることは意味のあることです。
四つ目のメリットはPS改善です。行動範囲を広げられることによって患者のQOL、
ADLが向上します。

1) 終末期緩和ケアのイメージが強かった悪性
　 腹水患者のPS改善
2) 化学療法＋CART併用による抗腫瘍効果
　 1), 2)より → 積極的にクリニカルパス作成、
　　　　　　　   マニュアル 改善へ協力

■ 看護師の変化 看護師はCARTに自身が関わり、終末期緩和ケアのイメージが強い悪性腹水
患者のPS改善や、化学療法とCARTを併用する抗腫瘍効果を見ることで成功
体験を得ます。これにより、看護師1人1人に悪性腹水の患者の状態をなんとか
良くしてもう一度家に帰してあげたいという気持ちが芽生えました。
結果として、CARTのクリニカルパスやCART運用マニュアル作成にも協力的
に自ら進めるなど私達医師との協力体制が出来ました。

1) 透析室の稼働実績の上昇
2) 悪性腫瘍患者の治療やアルブミン製剤処方減少への貢献の実感
3) 病院収益改善への貢献の実感

■ 透析室のスタッフの変化
透析室のスタッフはCARTの稼働数が上がることで、がん
患者の治療やアルブミン製剤処方減少に加え病院収益への
貢献を実感しています。

患者の症状は顕著に改善しました。看護師は成功体験をもとにCARTの運用工夫に積極的に取り組むようになりました。
また、透析室のスタッフは患者の治療や病院の収益改善への貢献を実感する等、院内に正の連鎖が生まれています。

CART導入による患者・看護師・透析室のスタッフの変化です。

2018年
~6月
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以下のクリニカルパスは看護師が中心となって作成しました。クリニカルパスは指示簿として機能すると共に、
リスクマネジメント上も有用です。
当院では15:00までに透析室に採取腹水を提出し、17:00頃病棟に濾過濃縮後腹水が届くように運用しています。
（ 就寝までには再静注終了、翌日退院 )

特別な栄養管理の必要性　　　　□　有　　・　　□　無

血液検査

注１　病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。 注２　入院期間については現時点で予想される期間です。    佐賀大学医学部附属病院

腹水を抜く前に
身長、体重、
腹囲を測定します

ベッド上で腹水を抜く処置を
開始します

開始時に痛み止めを腹部に
注射します

腹水を抜いた後に体重・腹囲を
測定します

入院診療計画書 腹水濾過濃縮再静注法（ＣＡＲＴ）を受けられる患者さんへ　 2階北病棟南　　　2017.3作成

患者ＩＤ： 病名（　難治性腹水症　） 症状（ 　） 説明日：　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

患者氏名            様 主治医： 担当看護師：　担当医： サイン（本人・家族）：

月　　日

経　　過

薬剤

検査

活動・安静度

栄養管理

清潔

達成目標

治療・処置

栄養（食事）

退院後の

療養の注意点

患者さん及び

ご家族への

説明

生活指導

排泄

入院日　　　　　　　　／ 入院翌日　　　／　　　～　　　／

入院から腹水穿刺まで 腹水濾過 再静注開始から終了まで 再静注翌日退院の場合　　～　　再静注6日目退院

・予定どおり入院できる

・予定量の腹水が除去できる

・濾過した腹水を再静注できる

・発熱なく濾過した全量が再静注

　できる

・発熱、悪寒、血圧の変動がなく退院できる

・退院の注意事項が理解できる

・家族の協力が得られる

腹水濾過濃縮処理が

予定どおり完了する

腹水を除去する前に点滴を

開始します
点滴を続けます 退院処方の受領を確認します

点滴を続けます

退院処方を確認します

貯留バッグ（腹水）

穿刺した腹水を透析室で
濾過濃縮します

腹水

濃縮バッグ
（濾過濃縮腹水）

濾過濃縮が終了した腹水を
点滴につなげて投与します

時間をかけて発熱に注意
しながらゆっくり投与します

退院時に
体重、腹囲を測定します

持続点滴を終了します

穿刺部のガーゼを除去し保護剤に
変更します

穿刺中は針を腹部に穿刺して
いますので安静になります
穿刺前にトイレにいきましょう

尿意がありましたら
看護師にお知らせください
血圧を確認して
車椅子で移動します

歩行時は状態をみて
車椅子で移動します

付き添いますので
お知らせください

制限はありません 制限はありません 制限はありません
制限はありません

病院食は昼食の配膳はありません

発汗等の場合は、清拭を
行います

創部を確認して問題なければ
シャワーができます

制限はありません
腹水を穿刺する前にトイレに
行きましょう

トイレへ移動可能です
付き添いますので
お知らせください

付き添いますので
お知らせください

発熱がある場合や体調が不良な場合は
ご連絡ください

・発熱  ・悪寒（おかん）

・頭痛  ・血圧上昇  ・血圧低下

・嘔吐（おうと）  ・血色不良

・ほてり又は呼吸困難

腹水濾過再静注を繰り返すこと
により、以下の症状が出現しや
すいため、不快な症状がある場
合はすぐにお知らせください

次回外来受診についての受診の確認を
行います

退院後の生活について説明を行います

入院診療計画書を説明し
お渡しします

看護師による入院オリエン
テーションを行います

治療の流れを確認します

入院費用の書類に次回外来受診日が
記載されています


