
クリニック紹介 
2010年9月1日開院 

池田バスキュラーアクセス 
透析・内科クリニック 

院 長 ： 池田 潔 
  （昭和63年卒業  平成15年入局） 

副院長 ： 安田 透 



院長自己紹介 
 
1991年 福岡赤十字病院 腎ｾﾝﾀｰに勤務 
1992年      同上   ガンバイオプシーを開始 
1993年      同上   人工血管移植術開始 
1995年      同上   シャントPTAを開始 
1999年      同上   パラシュートテクニック変法を開始し 
                 腎不全外科で2006年発表 
2004年      同上   シャントトラブルスコアリングを発表 
2008年      同上   PTAの低圧拡張法を第12回アクセス研究会で発表 
2009年      同上   第13回アクセス研究会を開催 
2010年 池田バスキュラーアクセス・透析・内科クリニック開院 
2012年            EDTAで低圧拡張法を発表 
2014年            EDTAにて低圧頻回拡張とSuper-non-compliance 
                 の有意性を発表 



クリニックの特徴 
    
 ACCESS 部門 
  １）バスキュラーアクセスの管理を中心とした修復術の受け入れ 
        PTA,縫縮術、再建術、穿刺困難の評価など、 
  ２）PTAの実技指導 
  ３）外来アクセス作製 
        カフ付きカテーテルの挿入、人工血管留置など、 
  
 NEPHROLOGY 部門 
      １）慢性糸球体腎炎120名、糖尿病性腎症50名 
     保存期腎不全から外来アクセス作製と外来維持透析導入 
      25名（46ヶ月） 
 
 DIALYSIS 部門 
  １）透析室の画像管理・電子カルテシステムの構築 
  ２）チーム医療による回診 



クリニック紹介 外観 

薬院駅（地下鉄、バス、西鉄電車）に直結 

紙与薬院ビル1Ｆ・2Ｆ 



クリニック紹介 1F透析室 

透析カルテ：future net web 
透析台数：１階32台 
       ２階16台 
       （個室：３室）  

患者入室：8：30～10：00 
 10分間隔で3-4名入室、 
 入室時間と穿刺時間は個人 
 で固定。 

２F透析室：男性フロア 



透析室説明書 同意書一覧 

・PTA同意書 

・透析同意書 

・人工血管を用いた内シャント同意書 

・内シャント閉塞・狭窄に対する 

    シャント再建手術についての同意書 

・動脈表在化法についての同意書 

・内シャント作成の説明と同意書 

・留置カテーテル挿入同意書 

・分岐結紮術の同意書 

・留置カテーテル内血栓除去術の同意書 

・内シャント瘤除去の同意書 

・過剰血流シャント縫縮術同意書 

・結紮術の同意書 

 



クリニック紹介 診察室 

電子カルテ：メディコム（パナソニック） 
画像システム：富士フィルム 
 
保存期外来：予約200名（月） 

第２診察室；血管エコーなど 





クリニック紹介 手術中 

池田 

安田 

間接介助 

直接介助 

ハイビジョンカメラ 

手術は全症例 ハイビジョン撮影し記録 



診察室にてOPEの状況が
確認できます 
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紹介医療機関 都道府県別内訳 
内訳 件数 

福岡市中央区 234 

福岡市博多区 181 

福岡市南区 297 

福岡市城南区 78 

福岡市早良区 9 

福岡市西区 152 

福岡市東区 6 

大野城市 12 

糟屋郡 29 

筑紫郡 50 

筑紫野市 46 

春日市 29 

久留米市 2 

筑後市 6 

柳川市 1 

大牟田市 18 

北九州市 1 

遠賀郡 3 

宗像市 5 

飯塚市 36 

田川市 1 

福岡県 
1196 

佐賀県 
48 

大分県 
17 

長崎県 
40 

岡山県 2 

兵庫県 2 

東京都 3 



検査機器の紹介 
 
 １）超音波 ３台（エコー下PTA用、アクセス評価用、エコーガイド下穿刺用） 
 ２）ABI 
   ３）NICAS 
   ４）BCM 
   ５）SPP 
   ６）Cアーム 



診察室エコー：LOGIQe (GE-Healthcare) 

用途 検査目的 検査所要時間 

VA管理・評価 RI・PI・FV・狭窄径 5分 

オペ前評価 血管走行・血管径など 5分 

心臓エコー 心機能評価 15分 

腹部エコー 肝臓・腎臓の評価 20分 



オペ室エコー：LOGIQS8 (GE-Healthcare) 

用途 検査目的 検査所要時間 

VAIVT前後のVA評価 RI・PI・FV・狭窄径 5分 

B-Flowによる血管内腔の確認・評価 狭窄部位の特定 5分 

エコー下PTA － － 

心臓エコー 心機能評価 15分 



透析室エコー：SITERITE5 (BIRD) 

用途 検査目的 検査所要時間 

穿刺困難患者へのエコー下穿刺 － 5分 

穿刺針の針先確認 － 5分 

穿刺トラブル時の血腫・血塞確認 － － 



血圧脈波検査装置：BP-203PEⅢ (omron) 

用途 検査目的 検査所要時間 

動脈硬化の程度 比較的太い動脈の狭窄・閉塞の有無 5分 



NICaS：NICaS 2004 Slim (日本アメリケア) 

用途 検査目的 検査所要時間 

心機能評価 心拍出量・心機能パラメータ 5分 
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心機能とシャント血流量の関係 
（2013/12/26～2014/4/30） 

  年齢 透析歴 

A 70歳以上 10年以上 

B 70歳未満 10年以上 

C 70歳以上 10年未満 

D 70歳未満 10年未満 

（mℓ/分） 
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体組成分析装置：H022011 (フレゼニウスメディカルケアジャパン) 

用途 検査目的 検査所要時間 

透析患者の体液管理 体液状態と体組成を測定する 5分 



皮膚灌流圧測定装置：PAD4000 (KANEKA)  
SPP: skin perfusion pressure  

用途 検査目的 検査所要時間 

皮膚表面の血行動態をみる 
透析患者の下肢虚血評価 
糖尿病・透析症例の重症度評価 

30分 

適応 
①重症虚血肢（CLI）のアセスメント 
②PTA、下肢バイパス術のモニターリング 
③難治性潰瘍の治癒予測 
④四肢切断レベルの判定 

⑤糖尿病性足病変などの石灰化症例の重症度評
価 
 



Cアーム：OEC9900Elite (GE-Healthcare) 

用途 検査目的 検査所要時間 

VAIVT時 － － 



クリニックスタッフ内訳 

役割 人数 

医師 2 

看護師 19 

臨床工学技士 7 

臨床検査技師 2 

放射線技師（パート） 1 

管理栄養士 1 

事務員 ※ 8 

看護助手 7 

計 47 名 

※事務員の資格 

A 38歳 医師事務作業補助者・医療事務・秘書 

B 39歳 医師事務作業補助者・医療事務 

C 32歳 医療事務・秘書 

D 42歳 医療事務・介護事務労務士・秘書 

E 32歳 医療事務 

F 36歳 医療事務・医師事務作業補助者 

G 39歳 看護師・秘書 

顧問弁護士：同意書の管理、事故管理 



クリニック紹介 透析室個室・廊下 

外来廊下に学会発表の 
ポスターを掲示 



年月日 タイトル 学会名 

2011/6/17 バスキュラーアクセスにおけるPTAの開存期間を再考する 第56回日本透析医学会 

2011/9/22 バスキュラーアクセストラブルに対するスコアリングシートの活用 第7回茨城バスキュラーアクセス研究会 

2012/3/3 超高耐圧バルーン時代の当来とその死角は？ 
第17回バスキュラーアクセスインターベン
ション治療研究会 

2012/3/3 仮性瘤の3症例 
第17回バスキュラーアクセスインターベン
ション治療研究会 

2012/5/24 
Importance of low-pressure enhancing that controls 
endothelial lining damage in VAIVT 

第49回ヨーロッパ腎臓学会 
(49th ERA-EDTA) 

2012/7/15 
PTA治療がバスキュラーアクセスに与える影響 
－OCT画像からの新たな知見・臨牀症例－ 

第14回日本アクセス研究会セミナー 

2012/6/23 
New observations and surgical repair in the PTA repair 
technique for VA narrowing 

第57回日本透析医学会 

2012/6/23 VAIVTにおける内膜損傷を抑制した低圧拡張の重要性 第57回日本透析医学会 

2012/6/23 PTAについて 第57回日本透析医学会 

2012/10/13 当院のVAトラブルに対する治療戦略～診療報酬後の影響～ 第16回日本アクセス研究会 

2012/10/14 
バスキュラーアクセスの管理 
～透析における重要性と意義について～ 

第1回三重バスキュラーアクセスセミナー 

2012/10/23 改訂ガイドラインからみたバスキュラーアクセスの管理の考え方 第14回東葛シャント管理勉強会 

2012/11/4 
バスキュラーアクセスの超音波診断 
～診断のコツから治療の現状まで～ 

アスリードステップアップエコーセミナー 

クリニックにおける活動報告 1-1 
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年月日 タイトル 学会名 

2012/11/20 改訂ガイドラインからみたバスキュラーアクセスの管理の考え方 第41回長崎県北腎懇話会 

2013/3/9 ＶＡについて 第31回宮崎県北地区腎不全研究会 

2013/3/16 透析患者におけるカルニチンの有用性 カルニチンを考える会 

2013/4/19 新デバイスと開存成績～ＰＴＡ3ヵ月からの視点～ 第29回日本医工学治療学会 

2013/6/21 バスキュラーアクセスの修復 ～ガイドライン作成の立場から～ 第58回日本透析医学会 

2013/6/23 新デバイスによる新戦略 ～開存期間を探る～ 第58回日本透析医学会 

2013/7/14 
バスキュラーアクセスのベッドモニタリングの実際 
－診察から超音波まで－ 

第15回日本アクセス研究会セミナー 

2013/9/21 VAIVTの今後の方向性を考える ～AngioSculpt PTAの可能性～ 第17回日本アクセス研究会 

2013/11/30 エコー下PTAの実際（ライブ デモンストレーション） 
第１回九州バスキュラーアクセスライブ
フォーラム 

2014/3/1 3ヶ月ルールの問題点とその対応 
第19回バスキュラーアクセスインターベン
ション治療研究会 

2014/4/6 バスキュラーアクセスの最前線 第29回備後透析懇話会 

2014/5/22 バスキュラーアクセス管理と治療の最前線 第4回静岡VAマネジメントセミナー 

2014/5/31 New Low Pressure Technique (LPT) to Improve Patency Period 
第51回ヨーロッパ腎臓学会 
(51th ERA-EDTA) 

当院における活動報告 1-2 
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年月日 タイトル 学会名 

2014/6/14 新型PTAバルーン・NSEの対象病変を探る 第59回日本透析医学会 

2014/6/14 VAIVT温故知新 第59回日本透析医学会 

2014/6/14 新たな低圧拡張法による開存期間の改善と高圧拡張の問題点 第59回日本透析医学会 

当院における活動報告 1-3 
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題名 雑誌名 巻・号数 

バスキュラーアクセスの作製－私の工夫－ 透析フロンティア Vol20・No2・2010 

人工血管シャント作製ならびに管理上の留意点 透析フロンティア Vol20・No2・2010 

シャントの管理とは？－その見方治療の時期－ 福腎協 No.223 

研修医の未来、医師の資質 臨床透析 Vol26・No1・2010 

バスキュラーアクセスの選択と作成時期 透析ケア Vol16・No10・2010 

バスキュラーアクセスの管理 透析ケア Vol16・No10・2010 

VAの機能・形態に関わる画像などの診断法、血流量の測定 臨床透析 Vol.27・No.7 

シャント肢の洗浄・消毒 透析ケア Vol.17・No.8 

バスキュラーアクセスへの穿刺と感染予防 クリニカル エンジニアリング Vol23,No8,2012 

PTAか？外科的再建か？選択の分水嶺を見極める 腎と透析 72巻別冊 アクセス2012 

透析患者に対する薬の使い方ブラッドアクセス感染症 「腎と透析」2013年増刊号 14巻・2013 

３．狭窄の管理 シャントトラブルスコアリング 腎と透析 76巻2号・アクセス2013 

脱血不良・静脈圧上昇 日本メディカルセンター - 

VA管理合併症 透析スタッフ vol.2・No3・2014 

当院における活動報告（著書） 1-4 
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年月日 タイトル 学会名 

2011/2/〇 上腕橈側皮静脈の解剖学的構造による血流不全 福岡市バスキュラーアクセス研究会 

2011/3/5 VA機能不全がPTAでは改善せずGraft部分置換を必要とした一例 
第16回バスキュラーアクセスインターベンション治療
研究会 

2011/6/9 
VAIVT 
（ライブ デモンストレーション） 

Kanazawa-VALID研究会2011 

2011/8/〇 YOROIを用いた症例 YOROI meeting研究会 

2012/6/9 
超高耐圧バルーンを用いた低圧VAIVT 
（ライブ デモンストレーション） 

Kanazawa-VALID研究会2012 

2013/3/2 低圧拡張による血管内抵抗の変化 
第18回バスキュラーアクセスインターベンション治療
研究会 

2013/6/8 
超高耐圧バルーンを用いた低圧VAIVT 
（ライブ デモンストレーション） 

Kanazawa-VALID研究会2013 

2013/11/30 カフ型カテーテル留置の留置手技 第１回九州バスキュラーアクセスライブフォーラム 

2013/11/30 
エコー下 VAIVT 
（ライブ デモンストレーション） 

第１回九州バスキュラーアクセスライブフォーラム 

2014/5/24 
コンクエストを用いた低圧頻回拡張VAIVT 
（ライブ デモンストレーション） 

Kanazawa-VALID研究会2014 

当院における活動報告 2 
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New Low Pressure Technique (LPT) 
 to Improve Patency Period 

○ Kiyoshi  Ikeda, Toru Yasuda  
IKEDA VASCULAR ACCESS/DIALYSIS/INTERNAL MEDICINE CLINIC 



【Methods and Subjects】 

Data : From September 2010 to November 2013.  

Cases : 798 VAIVT Cases.  

Ratio: AV-f : AV-g, 505 : 293         

Considered views : 

            Balloon size ,Balloon specifications , Average atmosphere,           
            Patency Period , Number of stenosis points 

Analysis : the Kaplan Meier Method and Log-rank Test.   



Table :  The results of analysis(Kaplan Meier Method)  

Fig. Research conditions group Cases Comparison parameters 
Average  

atmosphere 
Average  

balloon size 
P value 

1 
Specification 
Atmosphere 

A 171 Using super-non-compliance balloon 7.98±3.78 4.61±0.62 
P<0.05 

B 219 Using  other balloons at 6ATM or higher 8.08±4.17 4.28±0.58 

Specification 
Atmosphere 

A 158 Using super-non-compliance balloon 7.93±3.75 4.5±0.50 
P<0.05 

B 187 Using  other balloons at 6ATM or higher 8.00±4.31 4.33±0.44 

Specification 
Atmosphere 
Constriction point 

A 64 
Using super-non-compliance balloon  
constriction (narrowing) point eliminated 

8.47±4.26 4.52±0.50 
0.637 

B 54 
Using  other balloons at 6ATM or higher  
constriction (narrowing) point eliminated 

7.68±2.15 4.33±0.45 

2 
Specification 
Atmosphere 
Constriction point 

A 61 
Using super-non-compliance balloon at 6ATM or higher  
constriction (narrowing) point remained 

8.93±3.08 4.54±0.59 
P<0.01 

B 38 
Using symmetry balloon at 6ATM or higher 
constriction (narrowing) point remained 

8±3.29 4.39±0.51 

Specification 
Atmosphere 
Constriction point 

A 76 
Using super-non-compliance balloon  
constriction (narrowing) point remained 

7.89±3.48 4.51±0.50 
P<0.05 

B 109 
Using other balloons at 6ATM or higher  
constriction (narrowing) point remained 

7.72±2.66 4.33±0.44 

Specification 
Atmosphere 
Constriction point 

A 64 
Using super-non-compliance balloon  
constriction (narrowing) point eliminated 

8.47±4.26 4.52±0.50 
0.708 

B 54 
Using super-non-compliance balloon  
constriction (narrowing) point remained 

7.89±3.48 4.51±0.50 

Specification 
Atmosphere 
Constriction point 

A 54 
Using  other balloons at 6ATM or higher  
constriction (narrowing) point eliminated 

7.68±2.15 4.33±0.45 
0.187 

B 109 
Using other balloons at 6ATM or higher  
constriction (narrowing) point remained 

7.72±2.66 4.33±0.44 

3 
Number of  
stenosis points 

A 104 One narrowing point 6.65±3.28 4.60±0.66 
0.521 

B 155 Two narrowing points 6.97±3.67 4.32±0.64 

4 
Number of  
stenosis points 

A 104 One narrowing point 6.65±3.28 4.60±0.66 
0.193 

B 232 3 or more narrowing points 7.52±4.35 4.43±0.59 

5 
Number of  
stenosis points 

A 155 Two narrowing points 6.97±3.67 4.32±0.64 
0.454 

B 232 3 or more narrowing points 7.52±4.35 4.43±0.59 

Number of  
stenosis points 

A 104 One narrowing point 6.65±3.28 4.60±0.66 
0.213 

B 387 2 or more narrowing points 7.3±4.09 4.39±0.61 



New Low Pressure Technique (LPT) 

①New Low Pressure Technique (LPT) is   
 an attempt to maximize blood flow  
 rate when using maximum pressure is  
 not an option.  
②In this example of LPT we take a  
 balloon rated to 15atm but only using  
 it up to its nominal pressure of 6atm.  
    Beginning at 1atm and expanding  
 and contracting the balloon 20 to 25  
 times a minute  while increasing the  
 pressure by 1 atm every minute up  
 to the nominal pressure of  6atm.  
 Total time is 6 minutes and in some  
 cases slight more time.  
 

Pre PTA 

2atm x 30sec 

3atm x 30sec 

4atm x 30sec 



New Low Pressure Technique (LPT) 

③Balloon expansion is gradually  
 increased during the first 5 minutes  
 to full vein size in  the final minute.  
 ④This method applies to all balloon  
 pressures and is used accordingly  
 based on the balloon's rated pressure  
 and nominal pressure.  
  
One of the goals of this technique is to 
achieve full expansion at low pressure.   
 

6atm x 30sec 

7atm x 30sec 

8atm x 30sec 

Post PTA 



【Results】 

                           ―Ａgroup：Super-non-compliance (n:171) 
                           ―Ｂgroup：others over 6 atm.        (n:219) 
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Fig. 1  Compares group A using super-non-compliance balloon to group B using 
other balloons at over 6 ATM with no significant difference in balloon size and 
pressure. There was a significant difference in the Patency period of group A which 
was longer than group B. Therefore, showing the advantages of using super non-
compliant balloons.  

《Fig. 1 ：Super-Non-compliant Balloon VS Other Balloons Over 6ATM》 



Super-non-compliant balloon vs Others 

Super-non-compliant Balloon 

As shown in the figure, group A, using 
a super non-compliant balloon 
eliminates the occurrence of dog bone 
phenomenon.   
Vein damage is also avoided because 
the balloon is limited in its expansion.  

7atm 

Dog-bone phenomenon 

As shown in the figure, group B, when 
using a semi-compliant balloon that 
looks like it is being bitten by a dog, 
causes intimal injury and the main 
objective is not achieved due to the 
fact that the balloon expands beyond 
the optimal size. 

6atm 



【Conclusions】  

#1 Dog-bone phenomenon can be avoided by using a  
      super-non-complianｔ balloon.  
#2 LPT, using nominal pressure, resulted in very good   
      patency period.  
#3 LPT prevents intimal injury and vein damage.  



年月日 発表者 タイトル 学会名 

2012/6/22 平口 当院透析患者におけるカルニチンの有用性について 第57回日本透析医学会 

2012/6/22 山部 
当院におけるフットケアの 現状と課題 
 ～総合病院との連携を通して～ 

第57回日本透析医学会 

2012/12/2 山部 病診連携にて改善した 足病患者の一例 第45回九州人工透析研究会 

2013/6/20 米田・松尾 当院における外来透析導入の評価検討 第58回日本透析医学会 

2013/6/20 平川・兼光 当院における外来手術の現状 第58回日本透析医学会 

2013/11/24 松尾・米田 当院における外来透析導入の現状評価 第46回九州人工透析研究会 

2013/11/24 平川・兼光 当クリニックにおける外来手術の現状 第46回九州人工透析研究会 

2014/6/14 鎌田・野中 当院における導入期指導の現状評価 第59回日本透析医学会 

当院における活動報告 3 

― 看護師 ― 



当院における導入期指導の現状評価 

池田バスキュラーアクセス・透析・内科クリニック 

○鎌田 紗貴子 野中 福美 飯田 輝昭   

米田 奈美江  安田 透  池田 潔  
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導入期 3ヶ月 6ヶ月 

入院群  8.8 11.5 11.4 

外来群 11.3 11.5 11.7 



看 護 師 

【看護計画立案】 

問題：治療計画管理促進準備状態：目標達成の意欲はあるが
知識が不足している 

目標：自己管理上の問題点に気づき、解決方法が見出せる  

    ３年後の透析導入まで腎機能を保持し、透析導入まで 

        のサポートを行う 

T-P ①パンフレットの使用 

    ②患者の理解の程度や習得状況に合わせて指導を行う 

E-P 1.自己管理表の継続的な記録の必要性について説明 

          する 

     「腎ぞうの手帳」渡し、起床時血圧測定記録指導 

     本人の希望を支援できる様自己管理のためサポート 

           していく。 

CKD外来での指導 透析室での指導（導入後3ヶ月間ベッドサイドで実施） 

指導項目 
指導日 
（時間） 

指導内容・患者の反応 

①ヘモグロビ
ン 

 7/3 
 （5分） 

貧血状態確認すると、ふらつき・めまいは
自覚あり。注意するよう説明。 

②尿と汗 
 7/8 
 （7分） 

水分管理については日々の体重増加を見
ると指導必要。その都度説明していく。 

③PTH 
 7/5 
 （5分） 

Ca・ＩＰについて説明。栄養士よりCaの摂取
について指導されたとの事。 

④運動 
 7/8 
 （3分） 

無理な運動はしないよう説明する。 

⑤足病 
 7/8 
 （5分） 

足のしびれの訴えなし。定期的なフット
チェックを行っていく。 

⑥血圧 
 7/8 
 （5分） 

理解されていた様子。 



CKD外来での指導 

管理栄養士 

【栄養指導】 

  栄養指導内容：食事記録表より（食事内容全般） 

 S：以前は昼食のみ主食を低タンパク食品を使っていた 

      がクレアチニンが上昇したため３食とも主食のみ 

      低たんぱく食品を使用している。       

 S：肉・魚はどうしても食べ過ぎてたんぱく質を摂り過ぎ 

      てしまうので、極力食べない様にしている。 

 Ａ：主食でたんぱく質をコントロールしている為、その分、 

       主菜となる肉、魚、豆腐などの大豆製品は適度に 

       摂取するように指示。          

 P：あまりに制限しすぎると、体の筋肉や脂肪を燃やして 

       しまい、逆に腎臓に負担をかけてしまうので極端な 

       制限 は辞めるよう指示行う。 

透析室での指導（導入後3ヶ月間ベッドサイドで実施） 

指導項目 
指導日 
（時間） 

指導内容・患者の反応 

①カリウム 
 7/3 
 （5分） 

再度茹でこぼしの説明を行
う。 

②リン 
 7/3 
 （3分） 

全体的に理解あり。 

③塩分 
 7/8 
 （5分） 

特に塩分水分には気をつけ
ており、味噌汁も具だけ食
べて汁は飲んでない。 

④導入直前後指導 
 7/3 
 （5分） 

全体的に理解あり。 

⑤採血データについて 
 7/3 
（1０分） 

中性脂肪上昇傾向にあった
ため、資料にて説明行う。 



CKD外来での指導 

臨床工学技士 

【VAの管理や指導】 

問題：初めてのVA作成・管理 

 

目標：VA自己管理の基本的な内容が理解できる 

 

実際：外来時、検査等で現在の状況・不安感など 

         聴取し対応方法など分かりやすく説明した 

     ①シャント音の聞き方 

     ②清潔に保つ 

     ③重いものを持たない   

     ④VAの発達のための運動  など 

      

透析室での指導（導入後3ヶ月間ベッドサイドで実施） 

指導項目 
指導日 
（時間） 

指導内容・患者の反応 

①心胸比 
 7/1 
 （3分） 

現在心胸比：44.5％と良好。胸
部症状なし。 

②VAアクセス 
 7/3 
 （10分） 

左前腕AVF 聴診器購入予定。 

③DW 
 7/1 
 （3分） 

下肢浮腫（＋）にて今後DW下げ
ていく方針を説明する。 

④血流量 
 7/1 
 （3分） 

理解されていた様子。 

⑤除水量 
 7/1 
 （5分） 

食事、水分管理はきちんと行っ
ているとのこと。現在体重増加
量問題なし。 



年月日 発表者 タイトル 学会名 

2011/2/〇 谷口 グラフト狭窄の早期発見 －エコーを使った経過観察 福岡市バスキュラーアクセス研究会 

2011/9/19 谷口 
LOGIQP5（GE Health Care社）を使用した遅超音波検査による 
バスキュラーアクセスの機能評価の有効性 

第15回日本アクセス研究会 

2012/2/〇 川原田 ＡＶＦにおける バスキュラーアクセス管理についての検討 福岡市バスキュラーアクセス研究会 

2012/6/22 川原田 ＡＶＦにおける バスキュラーアクセス管理についての検討 第57回日本透析医学会 

2012/6/22 上野 積層型ダイアライザ―AN69による下肢の血流改善効果の検討 第57回日本透析医学会 

2012/10/13 谷口 VAIVTにおけるAVFでの F.V.・R.I.・P.I.の評価検討 第16回日本アクセス研究会 

2012/10/13 川原田 当クリニックにおける エコーレポート作成の報告 第16回日本アクセス研究会 

2012/12/2 川原田 当クリニックにおける エコーレポート作成の報告 第45回九州人工透析研究会総会 

2013/6/20 谷口 AVFにおける 超音波検査によるVA管理 第58回日本透析医学会 

2013/6/20 岩下 当院でのバスキュラーアクセス（VA）管理の現状 第58回日本透析医学会 

2013/9/21 谷口 PTAにおける血管エコー検査によるAVFのVA管理 第17回日本アクセス研究会 

2013/9/21 岩下 当院でのバスキュラーアクセス（ＶＡ）管理の現状 第17回日本アクセス研究会 

2013/11/24 川原田 AVFにおける当院のVA管理 第46回九州人工透析研究会 

2013/11/30 谷口 エコーガイド下穿刺のすすめ 
第１回九州バスキュラーアクセスライ
ブフォーラム 

2014/6/13 川原田 当クリニックの穿刺の現状 第59回日本透析医学会 

当院における活動報告 5 

― 臨床工学技士 ― 



メディコン社製 サイトライト5 モニター 

穿刺困難例に対するエコーガイド下穿刺 

穿刺針 



透析中の定期的超音波モニタリング 



VAエコー 

・FV 
・RI 
・PI 
・吻合部径 
・狭窄部位 
・瘤測定 

※測定項目内容 

現在、超音波エコーは3台で診察室、手術室、

透析室に設備してある。※理学的所見から異
常などが生じた場合VAエコー実施。 

透析前、透析後、透析中の時間を利用して検
査を行う。 

2010年9月
導入 

2011年6月
導入 

検査室用 手術室用 透析室用 

2012年9月
導入 



年月日 発表者 タイトル 学会名 

2014/6/14 山田 栄養士から見たチーム医療による透析室回診の報告 第59回日本透析医学会 

当院における活動報告 6 

― 管理栄養士 ― 



栄養士からみたチーム医療による 
透析室回診の報告 

池田バスキュラーアクセス透析・内科クリニック 

                    

○山田久美子 米田奈美江 鎌田紗貴子 川原田貴士 安田透 池田潔 



方法 管理栄養士 

臨床工学技士 看護師 

医師 

第6回 患者勉強会 
～カリウムについて～ 

メディカルクラーク 

個人栄養指導の実施 
（～ベッドサイドにて～） 

食生活調査表 

・回診時にはチーム医療に参加し、患者状況を把握する。（週1回、夜回診にも参加している） 

・定期採血の結果を回診に先立ち、食事内容を聴き取り、その内容を回診時に情報提供する。 

・年2回（春と秋）、病院主催の「患者勉強会」を開催している。 

・食生活調査を行い、個別のデータ改善に役立てる。 

・ipadを用いたリアルタイムの血圧変動などの情報共有。 

実施日 　　　年　　月　　日 （　　）

★指導を受ける人　　 （　本人：　　　　　　　　　　　/　配偶者　/　その他：　　　　　　　　　　）

＜本人の場合＞

　a．生年月日：　　　　　　/　　　　/　　　　（　　　　歳）

　b．性別：　　　  男　・　女

★家族構成 （　１人　/　2人　/　3人　/　4人以上　）

★起床と就寝 （　起床時間　　　　～　　　時　/　就寝時間　　　　～　　　時　）

★日常生活活動量 （　低い　/　普通　/　高い　）

★食事を作る人 （　本人　/　配偶者　/　嫁　/　兄弟・姉妹　/　その他：　　　　　　　）

　a．在職中　/　無職　

　b．調理形態：　焼く　/　揚げる　/　煮る　/　蒸す　/その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

★食事回数 （　1食　/　2食　/　3食　/　その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　a．間食　 有　（　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　/　無

　b．食事にかける時間 （　20分以内　/　20～40分　/　1時間以上　/　その他：　　　　　　　）

★夜食習慣 有　（　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　/　無

★嗜好品

　a．アルコール （　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　b．菓子類 （　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　c．清涼飲料水 （　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　d．その他 （　内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

★外食・中食 （　ファストフード　/　コンビニ　/　その他　　　　　　　　　　　　　　　　）

　a．頻度 （　1～2回/週　/　ほぼ毎日　/　その他：　　　　　　　　　　　　　　　　）

★汁物 （　　　杯/日　/　1～2回/週　/　それ以外　/　飲まない　）

★麺類（汁） （　残す　/　半分残す　/　全部飲む　）

　　　　（種類） （　うどん　/　そば　/　素麺　/　ラーメン　/　その他：　　　　　　　　）

★喫煙 有　（　　本/日）　/　無　

★運動習慣 有　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　/　無

★その他

★食事に対して気を付けていること
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年月日 タイトル 講師 所属 

2011/3/3 保存期及び透析導入後のCKD の管理について 鶴屋 和彦 先生 九州大学病院 

2011/6/7 アンチメタボ・アンチエイジング対策 食事編 明比 祐子 先生 福岡大学病院 

2012/6/26 CKD-MBD治療のコツ 谷口 正智 先生 九州大学病院 

2012/9/25 
糖尿病足病変と皮膚病変  
～足白癬・爪病変などの診断と治療～ 

竹之下 博正 先生 福岡大学病院 

2013/1/24 透析患者の急変・突然死 藤﨑 毅一郎 先生 九州大学病院 

2013/5/30 認知症について 二宮 利治 先生 九州大学病院 

2013/8/15 不妊症・アンチエイジング 池田 史郎 先生 池田レディスクリニック 

2013/9/12 足病変の見方・考え方 石井 義輝 先生 健和会大手町病院 

2013/11/7 心臓突然死・抗不整脈薬 高橋 尚彦 先生 大分大学病院 

2014/1/28 C型肝炎とHDの話題 古庄 憲浩 先生 九州大学病院 

2014/3/4 腎性貧血、ESAの話（ネスプとミルセラの使い分けなど） 満生 浩司 先生 福岡赤十字病院 

2014/5/15 もしかしてうちの子（人） 発達障害？ 山下 裕史朗 先生 久留米大学病院 

2014/6/26 透析患者の外科手術 本山 健太郎 先生 福岡赤十字病院 

― 院内勉強会 ― 



当院における活動報告 8-1 

年月日 参加医療機関 県名 診療科 参加者 

2011/9/29 藤崎病院      佐賀県 泌尿器科 藤崎 雅史 先生 

  呉医療センター   広島県 腎臓内科 高橋 俊介 先生 

  中央内科クリニック   広島県 腎臓内科 河合 徹  先生 

  中央内科クリニック   広島県 臨床工学部 宮本 技士長 

2011/12/6 つくばセントラル病院 茨城県 腎臓内科 多留 賀功 先生 

  友愛日進クリニック  埼玉県 副院長 四宮 敏彦 先生 

2012/7/19 北松中央病院 長崎県   大塚 公一朗 先生 

  北松中央病院 長崎県   松田 純子 先生 

  北松中央病院 長崎県   上野 ひとみ先生 

2012/10/4 豊見城中央病院 沖縄県 循環器内科 新崎 修 先生 

  済生会二日市病院 福岡県 腎臓内科 玉井 路加子 先生 

  済生会二日市病院 福岡県 臨床工学技士 村上 史和 さん 

  清瀬病院 大分県 脳神経外科 日下部 隆則 先生 

― PTA/OPE手技 見学・指導 ― 
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年月日 参加医療機関 県名 診療科 参加者 

2013/1/16 池田病院 鹿児島県 腎臓内科 阿部 正治 先生 

2013/7/18 上山病院 鹿児島県 循環器科 新村 英也 先生 

  上山病院 鹿児島県 外科 岩下 龍史 先生 

  上山病院 鹿児島県 生理検査技師 木下 聖也 さん 

  牧港中病院 沖縄県 循環器科 真栄平 直也 先生 

  牧港中病院 沖縄県 腎臓内科 野村 敬史 先生 

  牧港中病院 沖縄県 看護師 武内 まゆみ さん 

2013/7/23 熊本中央病院 熊本県 腎臓内科 山内 栄治 先生 

  藤崎病院 佐賀県 泌尿器科 藤崎 雅史 先生 

  藤崎病院     佐賀県 泌尿器科 瀬戸 公介 先生 

  藤崎病院    佐賀県 泌尿器科 中西 茂雄 先生 

2013/11/12 千代田病院 宮崎県 腎臓内科 稲垣 浩子 先生 

  千代田病院 宮崎県 循環器内科 川本 理一朗 先生 

―  PTA/OPE手技 見学・指導 ― 



施設見学をご希望の方は・・・ 

〒810-0012 
福岡市中央区白金1-20-3 
紙与薬院ビル1F・2F 
 
TEL 092-526-4810 
FAX 092-526-4812 

受付は 2F です 



透析室看護師 

外来看護師 

事務 管理栄養士 

臨床工学技師 

臨床検 
査技師 

看護助手 


