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適応と考え方

特定保険医療材料
006 体外式連続心拍出量測定用センサー



フロートラック センサーを
ご使用いただくにあたって
フロートラック センサーは特定保険医療材料です。
ハイリスクな手術、症例における循環・輸液管理に広く使用されています。

本ページは、平成30年厚生労働省告示第43号、47号、保医発0305第10号、13号を
参考に作成しております。また、適応に関する考え方、具体的な適応症例については、
「特材算定ハンドブック」に記載がありますので、ご案内いたします。

体外式連続心拍出量測定用センサー006

■定義
　◆一般的名称が単回使用圧トランスデューサである。
　◆ 心拍出量を連続的に測定することを目的として、患者の 

動脈内に留置されたカテーテル等に接続して用いられる 

専用のセンサーである。

■機能区分　１区分
体外式連続心拍出量測定用センサー　36,500円
レセ 710010035

■留意事項
　一人の患者について、体外式連続心拍出量測定用センサー
とサーモダイリューション用カテーテル又は循環機能評価用
動脈カテーテルを同時に使用した場合はいずれか主たる 

もののみ算定する。

■関連手技等
D207　体液量等測定
　３　 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定（色素

希釈法以外によるもの）、脳循環測定（色素希釈法に 

よるもの） 150点
　注１　 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合

は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点
を加算する。この場合において、挿入に伴う画像 

診断及び検査の費用は算定しない。
　注２　 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として 

算定する。
D225　 観血的動脈圧測定（カテーテルの挿入に要する費用

及びエックス線透視の費用を含む。）
　１　１時間以内の場合 130点
　２　１時間を超えた場合（１日につき） 260点
　注　 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

【留意事項】⑴ 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテー
テルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿
入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。⑵ 穿
刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定でき
ない。

■主な適応1

　ハイリスク手術症例

■解説1

　体外式連続心拍出量測定用センサーは、動脈に留置され
ているカテーテルと接続して用いる専用のキットであり、そこ
から得られる動脈圧を専用の機器で解析する事により、心拍
出量（CO）、一回拍出量（SV）、一回拍出量変化（SVV）を連続
して測定する事が出来る。心臓疾患等の既往歴のある患者の 

手術のみならず、大量出血及び大量輸液が予想されるような
ハイリスク手術の周術期、及び循環動態の大きな変動が予想
される症例等では、心拍出量、血圧等の血行動態管理を 

連続的に行う必要があり、有用とされている。また、手術中の
適正輸液は、術後の腸管機能の回復をはじめとしてPONV 

（術後悪心嘔吐）予防、感染症リスクの軽減及び縫合不全の
発生率の低減など術後回復促進策のひとつとして推奨されて
いる。体外式連続心拍出量測定用センサーによって得られる
心拍出量、一回拍出量、一回拍出量変化は、輸液反応性を
みる指標として優れており、これらを使用した輸液適正化が、
術後合併症を減少させることが示されている。

（参考）
ハイリスク手術症例の具体例
・ 手術そのものがハイリスクな場合
　腹部大動脈瘤手術、食道全摘術、肝切除、膵頭十二指腸
切除、肺全摘、臓器移植、骨盤内全摘術、外傷による緊急
手術、熱傷に対する緊急手術、感染性疾患による消化管穿
孔等に対する緊急手術、脳神経外科関連（くも膜下出血、
頭部外傷等）の緊急手術、長時間手術、大量輸液（輸血）、
出血性ショック
・既往等で患者自身のリスクが高い場合
　循環器系併存疾患（冠動脈疾患、弁膜症疾患、重症不整
脈、ショック、心機能低下）、腎機能併存疾患（腎障害、透析
患者）、高齢、出血傾向、敗血症
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循環動態の大きな変動が予想されるようなハイリスクの症例では、術中のモニタリングを適切に行い、
輸液の最適化により、術後合併症のリスクを低下させることが重要となってきます。

 輸液は多すぎても少なくても合併症に影響2-4

術中の輸液量は、多すぎても少なすぎても、術後合併症のリスクを高めることが指摘されており、合併症リスクが最も少なくなる
輸液量を維持することが重要です。特にハイリスクといわれる手術や患者では、適切な輸液量の安全域が狭いと考えられてお
り、適切な輸液管理のための対策が必要です。

 最適な輸液管理で術後合併症が低減5-7

心拍出量モニターを用いた輸液管理は、輸液投与量の調整に役立ち、最適な輸液投与量の維持、合併症の低減につながること
が数多く報告されています。減少が報告されている合併症は、心血管系の合併症、術後嘔気嘔吐などの消化管機能の回復の遅
れ、腎機能障害、肺炎、手術部位感染など多岐にわたります。合併症を発生させないことで、術後の食事、離床などの回復が 

促進され、患者負担の軽減、在院日数の短縮にもつながります。

 心拍出量モニターを用いた輸液管理はさまざまなガイドラインで推奨8,9

適切な輸液量がもたらす循環の安定は、十分な組織酸素供給をもたらし、よりよい術後回復を助けます。各種報告に基づき、心
拍出量モニターを用いた循環・輸液管理は術後回復促進を目指した消化器手術の周術期管理ガイドラインや学会で推奨されています。

体液量不足
●循環不全
●腎不全
●頻脈
●腸管機能低下
●縫合不全

体液量過剰
●呼吸不全
●浮腫
●腸管機能低下
●縫合不全

図：輸液量と合併症リスクの関係（Bellamy MC. Br J Anaesth.2006;97:755-7より許諾を得て引用、改編）

フロートラック センサーはEV1000 クリティカルケアモニター及びビジレオ モニターにて使用する製品です。
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心拍出量モニターによる血行動態最適化が有用と考えられる症例

3. 循環器系併存疾患患者
・冠動脈疾患 

・弁膜症疾患 

・重症不整脈の既往 

・各種ショック

・心機能低下

4. その他併存疾患
・腎障害　

・透析患者　

・敗血症

・出血傾向

5. その他
・長時間手術

・出血性ショック

・大量輸液（輸血）が必要となる手術

・高齢　

2. 緊急手術 

・外傷

・熱傷

・感染性疾患（腸管穿孔など）

・脳神経外科関連（くも膜下出血、頭部外傷）

1. 侵襲が高い手術
・腹部大動脈瘤手術 ・片肺全摘

・食道全摘術 ・臓器移植

・肝切除 ・骨盤内臓全摘術

・膵頭十二指腸切除

  ハイリスク手術症例の具体例（特材算定ハンドブック1 参照）

手術

・胸部大動脈瘤手術

・産科ハイリスク症例

・出血が予測される緊急帝王切開術

・脳神経外科関連（頭蓋内血腫）

・尿量の測定できない手術（膀胱全摘など）

その他併存疾患や身体的状態

・重篤なイレウス

・胸水／腹水

・高度肥満

・予備能の低下

・再手術

  その他、使用されている症例
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