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はじめに ～このシンポジウム企画に至った理由～

Blue toe患者の治療法は確立していない。

発症した患者はとても強い苦痛に悩まされ、苦
しむ患者を前に看護師としてできることに限界
を感じている。

フットケア専門看護師として、治療を提案して
も実施できる医療機関は少なく、患者の苦痛を
軽減するには至らなかった。

血管内インターベーション治療が普及している
現在、治療後のリスクとしてBlue toe発症にも
目を向ける必要がある。



当院の取り組み

 当院では、透析毎のフットケアに取り組み、足
病変の早期発見・発症予防をはじめ専門医療施
設との連携に注力している。

 看護師は透析業務に加え当たり前のように毎回
足を看て生活状況のアセスメントを行い、セル
フケア教育を行っている。また、当院の訪問看
護と連携して在宅支援も行っている。

 その中で問題なのがBlue toe 患者のアセスメン
トや看護である。



透析室

１Ｆ３３床・２Ｆ１３床
有料個室３室
感染個室１室

（ＯＨＤＦコンソール４０台）



当院のフットケア

１．フットチェック
全ての患者のチェック：スコアリング使用
循環器科Ｄｒの回診（１回/月）
形成外科Ｄｒの回診（１回/２ヶ月）

２．フットケア
下肢泡洗浄・爪切り・胼胝処置・保湿ケア
温熱療法・巻き爪治療・創傷処置

３．患者教育
集合教育（院内学習会の開催：２回/年）

２０２０年は未開催

フットチェック・フットケア時の指導



ＰＡＤスコアリングシート

評価項目 配点

1 年齢60歳以上である 1

2 透析歴が10年以上である 1

3 糖尿病の診断がある 1

4 原疾患（導入疾患）が糖尿病性腎症である 1

5 前潰瘍病変（胼胝鶏眼・巻き爪・亀裂・発赤・腫脹・変形・潰瘍歴）がある 2

6
足に関心がない

1～2
※1点：ケア不十分 2点：セルフケア不可

7
後脛骨動脈触知不可

1～2
※1点：弱・微弱 2点：触知不可

8
足の冷感（Fontaine Ⅰ）：無症状

1～3※1点：冷感あり自覚なし 2点：冷感あり自覚あり

3点：冷感強く自覚伴う

9
歩行時の痛み（Fontaine Ⅱ）：間歇性跛行

1～4
※0～4点のスケールで選んでもらう

10
安静時の痛み（Fontaine Ⅲ）：安静時疼痛

1～5
※0～5点のスケールで選んでもらう

合計

２０２０/５一部改訂



ＰＡＤスコアリングシート

評価項目 配点

1 年齢60歳以上である 1

2 透析歴が10年以上である 1

3 糖尿病の診断がある 1

4 原疾患（導入疾患）が糖尿病性腎症である 1

5 前潰瘍病変（胼胝鶏眼・巻き爪・亀裂・発赤・腫脹・変形・潰瘍歴）がある 2

6
足に関心がない

1～2
※1点：ケア不十分 2点：セルフケア不可

7
後脛骨動脈触知不可

1～2
※1点：弱・微弱 2点：触知不可

8
足の冷感（Fontaine Ⅰ）：無症状

1～3※1点：冷感あり自覚なし 2点：冷感あり自覚あり

3点：冷感強く自覚伴う

9
歩行時の痛み（Fontaine Ⅱ）：間歇性跛行

1～4
※0～4点のスケールで選んでもらう

10
安静時の痛み（Fontaine Ⅲ）：安静時疼痛

1～5
※0～5点のスケールで選んでもらう

合計

２０２０/５一部改訂

●点数上昇時はＤｒ報告
フットケアチーム共有

●Ｄｒ指示の精査
必要に応じた医療連携



実際のフットケア：看るポイント
みる

 観る 目でよく観察をする
きく

 聴く 話を傾聴する
さわる

 触る ふれる
かぐ

 嗅ぐ においはどうか
はかる

 測る 計測する
とる

 撮る 写真に撮る
のこす

 残す 記録に残す
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２０１６～２０１８年日本透析医学会統計調査より

図１：維持透析患者の平均年齢：全国比較

平均年齢
（歳）

JSDT
全国平均
との比較

２０１６ 62.６ 68.15 - 5.６（歳）

２０１７ 63.0±13.3 68.43 - 5.４（歳）

２０１８ 62.6±12.7 68.75 - 6.２（歳）



図２：維持透析患者の平均透析歴：全国比較

平均透析歴
（年）

JSDT
全国平均
との比較

２０１６ 8.25 7.35 0.9（年）

２０１７ 8.54±9.2 7.34 1.2（年）

２０１８ 9.05±8.9 7.34 1.7（年）

２０１６～２０１８年日本透析医学会統計調査より



図３：維持透析患者の原疾患別分類 n=117
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図４：維持透析患者のＰＡＤ n=117
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図５：PAD患者の原疾患別分類 n=28

１９人：６８％

３人

３人

１人
２人

糖尿病性腎症

慢性糸球体腎炎

高血圧性腎硬化症

多発性腎嚢胞

その他

２０２０/９現在



図６：PAD患者の心疾患合併率

IHD : 虚血性心疾患

AS : 大動脈弁狭窄症

AAA : 腹部大動脈瘤

２１人：７５％

１人
１人

５人

IHD（疑い含む）

AS

AAA

なし

２０２０/９現在

n=28



図７：血管内インターベーション件数
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図７：血管内インターベーション件数

（延べ）
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２０１６年度診療報酬改定
下肢末梢動脈疾患指導管理加算



図９：維持透析患者の過去３年間の死因

※返書未到着分は不明に含む

２０２０/９現在

n=29
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不明



図１０：過去３年間の死亡患者のＰＡＤ

２０２０/９現在

n=29

１６人：

５５％
１３人

PAD
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維持透析患者のまとめ

 ＰＡＤを有する患者は２４％であった。

 ＰＡＤ患者の７５％はＩＨＤを合併していた。

 過去３年間の当院患者の死因は感染症が
第１位であった。

 しかし、死亡患者の５５％はＰＡＤ患者で
感染症や不明の中には心血管合併症を契機に
死亡している患者が含まれている。
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７０歳代 女性 ＰＡＤスコア：１５点

原疾患 慢性糸球体腎炎

透析歴：３１年

既往歴 洞不全症候群（ＰＭ留置後）
大動脈弁狭窄症

発症 ＥＶＴから２週間

症例①



症例① 経過 ＥＶＴから２週間



フットケア介入時に左足趾を
中心とした色調不良に気が付く

症例① 経過 ＥＶＴから２週間

循環器科受診し経過観察となる

透析毎のフットケア介入継続



症例① 経過 発症から１ヶ月



症例① 経過 発症から２ヶ月



＃１ Blue toeに関連した足趾の疼痛
 内服での疼痛コントロール
 透析開始時鎮痛剤服用
 愛護的な保湿ケア
 温熱療法の実施
 前半多めの除水計画

症例① 経過 発症から２ヶ月



症例① 経過 発症から３ヶ月



循環器科で再ＥＶＴとなる

＃１ Blue toeに関連した足趾の疼痛

 内服での疼痛コントロール
 透析開始時鎮痛剤服用
 適宜座薬の使用
 処置前に局所麻酔ゼリーの使用
 温度過敏：かなりぬるめの温湯洗浄
 愛護的な保湿ケア
 前半多めの除水計画
 透析時間の確保が困難→時間調整

症例① 経過 発症から３ヶ月



症例① 経過 発症から４ヶ月



症例① 経過 発症から６ヶ月



治療経過
循環器科から血管外科へ
左膝窩動脈－足背動脈バイパス
右膝窩動脈―前脛骨動脈バイパス
左第１・３・４足趾切断術
右第２・４・５足趾切断術

非閉塞性腸管壊死を合併し死亡

症例① 経過 発症から６ヶ月



疼痛コントロールに難渋し、透析中の創傷処
置にも苦痛があった。

透析治療、特に除水が耐え難い影響を与え
た。

血行再建を再度施行したが、重症下肢虚血

状態で効果は乏しかった。

病診連携を重ねたが、治療に難渋した。

発症から６ヶ月で、両足趾切断となった。

末梢動脈疾患が契機となり合併症を発症し

死亡に至った。

看護師としてなすすべがなかった。

症例① 結果・考察



６０歳代 男性 ＰＡＤスコア：１５点

原疾患 糖尿病性腎症

透析歴：８年

既往歴 虚血性心疾患

ＣＡＢＧ・ＰＣＩ後

発症 自然発症

症例②



症例② 経過 自然発症



症例② 経過 自然発症

フットケア介入時に
右第５趾の色調不良に気が付く

循環器科受診し経過観察となる

透析毎のフットケア介入継続



症例② 経過 発症から１ヶ月



症例② 経過 発症から１ヶ月

ゴルフシューズによる圧迫で
第５趾自壊

透析毎の創傷処置 妻との連携
自宅では妻が創傷処置施行



症例② 経過 発症から４ヶ月



症例② 経過 発症から４ヶ月

＃１ 透析中の心房細動を認め、透析困難
→ 循環器科受診し心臓カテーテル検査

＃２ Blue toeに関連した足趾の疼痛

 内服での疼痛コントロール
 透析開始時鎮痛剤服用
 愛護的な処置と保湿ケア
 温熱療法の実施
 疼痛強い時は自宅での創傷処置



症例② 経過 発症から６ヶ月



症例② 経過 発症から６ヶ月

＃１ 透析中の心房細動を認め、透析困難
→ ＰＣＩ施行

＃２ Blue toeに関連した足趾の疼痛

 内服での疼痛コントロール
 透析開始時鎮痛剤服用
 愛護的な処置と保湿ケア
 温熱療法の実施
 疼痛強い時は自宅での創傷処置



症例② 経過 発症から９ヶ月



症例② 経過 発症から９ヶ月

＃１ 両下肢の血流低下あり
→ ＥＶＴ施行

＃２ Blue toeに関連した足趾の疼痛

 内服での疼痛コントロール
 透析開始時鎮痛剤服用
 愛護的な処置と保湿ケア
 温熱療法の実施
 疼痛強い時は自宅での創傷処置



症例② 経過 発症から９ヶ月

＃１ 両下肢の血流低下あり
→ ＥＶＴ施行

＃２ Blue toeに関連した足趾の疼痛

 内服での疼痛コントロール
 透析開始時鎮痛剤服用
 愛護的な処置と保湿ケア
 温熱療法の実施
 疼痛強い時は自宅での創傷処置

＃３ 両下肢潰瘍による感染ハイリスク状態

 入院加療
 高気圧酸素療法
 メンテナンスデブリ継続



症例② 経過 発症から１８ヶ月

両下肢バイパス術
両足趾切断術施行し治癒に至る

歩行を守るために足趾切断術をようやく
受容される

→ ＃２・＃３の問題解決



症例② 経過 発症から１８ヶ月



 Blue toe 発症から治癒までに１８ヶ月要した。

疼痛コントロールに難渋した。

心疾患の合併があり、救命のためにはカテー
テル治療が必須であった。

血行再建を施行したが、重症下肢虚血状態で
効果は乏しかった。

病診連携を重ねたが、治療に難渋した。

両下肢潰瘍の感染ハイリスク状態で命に危険
が生じた。

ボディーイメージの変化に対する受容ができ
ずに治療が長期化した。

症例② 結果・考察



症例③

７０歳代 男性 ＰＡＤスコア：１１点

原疾患 高血圧性腎硬化症

透析歴：３年

既往歴 脳底動脈瘤

虚血性心疾患 ＰＣＩ後

末梢動脈疾患 ＥＶＴ後

発症 ＰＣＩから１１日目



症例③ 経過



現在、疼痛なく創傷発生なし。

重症化予防目的：透析毎のフットケア・温熱
療法・炭酸泉浴・自宅での保湿ケア・足趾運
動・レジスタンス運動の実施継続中。

悪化した場合の治療法が確立していない。

ＰＣＩ後のBlue toe に対する認識が患者・ス
タッフ共に確立していない。

医療スタッフの教育不足・連携不足が明らか
になった。

症例③ 結果・考察



症例のまとめ

比較的侵襲の少ない血管内インターベーショ
ン治療により多くの命が救われている。

なくてはならない治療だからこそ、治療後の
リスクとしてBlue toe の発症にも目を向け、
治療法の確立が期待される。

救命・救肢に対する看護の第一歩として、
Blue toe について理解を深め早期発見、早期
治療を念頭に置く必要がある。
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血管内治療前後の継続看護体制の確立

血管内インターベーション

下肢チェックリストの作成

目的

下肢病変に対するスタッフの認識向上

継続した観察

観察視点の統一

情報共有



下肢チェックリスト 内容

患者氏名

年齢

性別

Blue toeリスク要因
高血圧・糖尿病・高コレステロール血症・喫煙歴・虚血性心疾患

・脳血管障害・腹部大動脈瘤・その他（ ）

インターベーションに関する情報
検査・治療日付・内容・アプローチ部位

評価のタイミング
インターベーション前 １回

インターベーション後 ２週間 毎透析時
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Blue toe（ＣＣＥ）の治療について

プロスタグランジ製剤

高脂血症治療薬

：HMG-CoA還元酵素阻害薬

ステロイド療法

ＬＤＬアフェレーシス
（日医大医会誌２００６；２（２）-症例から学ぶ- コレステロール結晶塞栓症（CCE）ステロイド
療法と LDL アフェレーシス併用の効果

高気圧酸素療法

温熱療法
（末梢動脈疾患の治療ガイドライン２０１５年改訂版）



Blue toe（ＣＣＥ）の治療について

プロスタグランジ製剤

高脂血症治療薬

：HMG-CoA還元酵素阻害薬

ステロイド療法

ＬＤＬアフェレーシス
（日医大医会誌２００６；２（２）-症例から学ぶ- コレステロール結晶塞栓症（CCE）ステロイド
療法と LDL アフェレーシス併用の効果

高気圧酸素療法

温熱療法
（末梢動脈疾患の治療ガイドライン２０１５年改訂版）

可能な治療は全て施行



「血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関す
るガイドライン」 第８章 末梢動脈疾患

３．治療

５）その他の治療法

救肢をめざす血管内治療や外科的血行再建術の補助的治療
法として、これらの治療法での効果が十分でないと判断さ
れた場合にＬＤＬアフェレーシス、高気圧酸素療法などが
適応となる。ＬＤＬアフェレーシスは脂質代謝異常例で適
応があり、その作用機序としてＬＤＬ除去とは直接関係な
いと認識され、血管拡張作用、レオロジー的改善、抗炎症
作用などが報告されている。ＬＤＬアフェレーシスは比較
的早期の例で有効例が多い。

ＬＤＬアフェレーシスについて



【手技料】 血漿交換療法 1日につき4,200点

【消耗品】 ﾘﾎﾟｿｰﾊﾞｰLA-15 82,100円/（償還価格）

ｻﾙﾌﾗｯｸｽ（回路込み） 29,000円/（償還価格）

賦活液 500円/（保険請求不可）

【その他の必要物品】

1）生理食塩水 2.5L /（保険請求可）

２）ca3mEq入りの電解質溶液

3～4L（血漿処理量と同量）/（保険請求可）

３）抗凝固剤/（保険請求可）

４）マシンレンタル料 15,000円/回（定価、保険請求不可）

ＬＤＬアフェレーシス コスト表

※高額治療で福岡では実施されておらず



【手技料】 血漿交換療法 1日につき4,200点

【消耗品】 ﾘﾎﾟｿｰﾊﾞｰLA-15 82,100円/（償還価格）

ｻﾙﾌﾗｯｸｽ（回路込み） 29,000円/（償還価格）

賦活液 500円/（保険請求不可）

【その他の必要物品】

1）生理食塩水 2.5L /（保険請求可）

２）ca3mEq入りの電解質溶液

3～4L（血漿処理量と同量）/（保険請求可）

３）抗凝固剤/（保険請求可）

４）マシンレンタル料 15,000円/回（定価、保険請求不可）

ＬＤＬアフェレーシス コスト表

※高額治療で福岡では実施されておらず

この治療法が確立すれば、
変わるのか？



おわりに

～Blue toeに明かりを～

治療の明かりを

希望の明かりを

救命のための明かりを

救肢のための明かりを

切に願う



ご清聴ありがとうございました


