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バスキュラーアクセスのベッドモニタリングの実際 
ー診察から超音波までー 

 
池田バスキュラーアクセス・透析・内科クリニック 

池田潔 



（3) VA 機能のサーベイランス・モニタリング 
GL-：VA 機能をモニターする確かなプログラムを確立することを推奨する（1-B）． 
GL-：AVF のサーベイランスとしてはVA の血流量の測定を推奨する（2-C）． 
GL-：AVG のサーベイランスとしてはVA の血流量の測定を推奨する（2-C）． 
GL-：AVG のモニタリングとしての静脈圧測定が望ましい（1-C）． 
GL-：AVF・AVG のサーベイランスとしては再循環率の測定が可能である（2-C）． 
GL-：AVF・AVG のサーベイランスとして超音波検査も可能である（2-D）． 

サーベイランス：調査監視のシステム 
モニタリング：観察記録 

2011年版社団法人日本透析医学会 
「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関するガイドライン｣ 



図1 VA機能モニタリング・サーベイランスのフロー図 

毎透析時の理学的所見 
 ・聴診 
 ・触診 
 ・静脈圧 
 ・ピロー状態 

定期的検査 
 ・血流量測定 

超音波検査 
 ・形態的狭窄部位の確認 
血流量測定 

DSA・CT・MRA PTA・外科的再建 
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表1 
評価項目                                           機能    形態    血流量 
   

1）DSA                                        ○ 
（デジタル・サブトラクション血管造影） 
2）超音波法 
(パルスドップラー法)                              ○ 
（カラードップラー法）                             ○      ○       ○ 
3）超音波流量計HT310（術中）                              ○ 
4）超音波流量計HD02  (透析中)              ○                 ○ 
5）クリットラインモニター                      ○ 
6）クリアランス・ギャップ法                   ○ 
7）再循環率                             ○ 
8）VA トラブルスコア                        ○ 
9）3D-CT                                                      ○ 
 



 

 
 stent留置した上腕drainage vein  

1)DSA 

放射線の線量は、パルス撮影が可
能な装置であれば、１秒4コマ程度

でも十分であり、被爆線量を抑制
できる。 

動画供覧 



DSA装置による造影方法 
  
１）肘部の上腕動脈に20Gの留置針を末梢に向けて穿刺して行う方法が全体を把握 
 する上では、確実となる。 
 
２）造影剤はイオパミロン150以下の濃度で十分である。1回の注入量は5～10ｃｃ。 
 
３）AVFのrun off veinに末梢に向けて18G以上を穿刺して行う場合は、上腕の腋にター  
 ニケットを巻いて行うと、より鮮明な画像が得られる。 
 
４）術者も被爆するため操作する造影透視の装置の性能を把握しておく事や、防護の 
 プロテクターは、頚部を保護するもの、白内障防止に眼鏡の上からも装着できる物 
 などを用意しておきたい。 
 
５）放射線の線量は、パルス撮影が可能な装置であれば、１秒4コマ程度でも十分で 
 あり、被爆線量を抑制できる。あくまで2次元撮影のためVAの角度を変えて撮影す 
 る必要のあるケースも存在する。 
 
６）造影剤アレルギーは、回を重ねるごとに出現するケースも存在するので、閉塞の 
 ケースではルートキープし、造影剤アレルギーに対する用意をして望みたい。 
 



VAIVT前後での超音波検査による 

  F.V.（Flow Volume；血流量） 

  R.I.（Resistance Index；抵抗係数)  

の有用性 

 

               

              

 

超音波によるVA管理 

(第１５回 日本アクセス研究会総会：東京) 

P.I.（Pulsatility Index；拍動係数） 

R.I.より大きく動く指標である 

 
胎児血流の評価・頸動脈エコー等に用いられる 



血流量の基準値 

『慢性透析用バスキュラーアクセスの作製 

 および修復に関するガイドライン』・・・ 

 

 血流量が 

 500ml/min(AVF) 650ml/min(AVG)未満またはベースの血流量
より20％以上の減少は狭窄病変が発現している可能性がある 

 



超音波を使用したAVFにおける過去の報告 

慢性血液透析用
ﾊﾞｽｷｭﾗｰｱｸｾｽの
作製および修復
に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

村上氏ら：腎
と透析２００３ 

春口氏：VA超音波ﾃｷｽ
ﾄ２０１１．３第１版 

当クリニックの指標 

F.V. 
（ml/min）   

５００ 以下      － ３００～３５０ 以下 ５００～７００以下 

R.I.           － ０．６ 以上 ０．７～０．８ 以上 ０．６～０．７ 以上 

P.I.            －      －            －    － 

（P.I.が指標にされた文献は存在しない） 



F.V. 

R.I. P.I. 

R.I.   F.V.   P.I.  の値を総合的に判断し、PTAの適応を決定する。 



血管抵抗指数(resistance index；R.I.)について 

R.I.は末梢への血流の流れにくさを反映する指標 

  

Ｒ.Ｉ.＝  PSV－EDV 

EDV 

ＰＳＶ：収縮期最高血流速度 

ＥＤＶ：拡張末期血流速度 

PSV EDV 
シャント肢上腕動脈 
パルスドップラにて計測 



良好なＶＡと不良なＶＡ 

R.I.=0.49 
血流量=1339ml/min 

R.I.=1.0 
血流量=307ml/min 

良好 閉塞 狭窄 

R.I.=0.78 
血流量=483ml/min 



エコーレポート（完成） 

エコー画像 

写真・穿刺部位 

ＲＩ・血流量 

血管までの距離 
血管径 

穿刺コメント 

ＰＴＡ・シャントオペ 
履歴 

Ｖ側穿刺部位と向き 
(    ) 
Ａ側穿刺部位と向き 
(    ) 
プローブの向き 
(黒丸がノッチ) 
(    ) 



短軸 長軸 

エコーレポート 
（エコー画像） 

血管径：０．７２ｃｍ 

血管までの距離 
：０．２９ｃｍ 

新Ｖ側 



図 7  HT300 ｼﾘｰｽ 

 術中の血流確認を行うシステムとしては、Transonic社製 HT310 Ultrasonic Transonic 
-Time Flowmetersが血管径1～36mmまで対応しており簡便であり確実な血流量の確
認ができる。 
 

図 9 HT300 の原理 



図 8  HD02 ＨＤ02は透析中の回路に装着したセンサによっ

て血液ポンプ流量を測定する。いずれの装置も、
原理には超音波トランジットタイム法が使用され
ている。血管ないし血液回路に装着したセンサ
から超音波信号を上流と下流に向け、血流を横
切るように発信することで、順方向と逆方向で
の超音波伝達時間の差から血管内血液の流速
または回路内血液の流速を算出する。（図10）
HD02では、さらに超音波指示薬希釈法によって、

アクセス再循環率、アクセス流量、心拍出量が
測定できる。 



図 6 クリットラインモニター 

血液回路のダイアライザ動脈側手前に取り付け
られた専用血液チャンバ内を通過する患者血液
に、波長の異なる近赤外線発光すると血液中の
赤血球に近赤外線は吸収・散乱されセンサ受光
部に到達する近赤外線は減少する。 

この原理を用いて、血液中のヘマトクリット値酸
素飽和度、シャント流量を測定することができ、
回路内に生理食塩水を一定量注入しヘマトク
リットの変化からシャントのリサーキュレーション
率まで算定可能である。 



クリアランス・ギャップ法（CL-Gap法） 
  
 小野らは、CL-Gap法を用いてVA機能低下やシャント部再循環を早期に発見できる
としている。元来Kt/Vの質的管理法であるが、いくつかの文献は、CL-Gap法が早期
にVA機能低下を定量的に把握でき、PTA後のCL-Gap値を基準値とした継続的測定

が有意義である可能性がある。自動計算されるプログラムへのいくつかの値を入
力することで得られるように準備されている。（http://juns.cool.ne.jp） 
      ｔＣＬ－e ＣＬ 
CL-Gap＝ 
        ｔＣＬ 
  

ｔＣＬ：クリアランス理論値（血流量、透析液流量、ダイアライザの総括物質移動係数
から算出したダイアライザににおけるクリアランス 
e ＣＬ：有効クリアランス値（採血により得られたKt/V実測値に透析時間を掛け、体
液量に総除水量を加えて割った値 
  
  
 

http://juns.cool.ne.jp/


7) 尿素希釈法による再循環率の測定法 
 

 
 
血液透析開始後30分に限外濾過を停止して測定する． 
 
ａ．動脈側（A）と静脈側（V）からサンプルを採血する． 
ｂ．採血後すぐに血流量を120 ml／min に低下させる． 
ｃ．血流を下げた後10秒後に血液ポンプを停止する． 
ｄ．動脈側のサンプルポートの下流をクランプする． 
ｅ．動脈側のサンプルポートより採血する（S）． 
ｆ．クランプをはずし，血液透析を再開する． 
ｇ．A，V，S の尿素窒素濃度を測定し，再循環率（R）を計算する． 
 

R＝(S−A)／(S−V)＊100 



＊３点以上でDSA or PTAを検討 

１） 異常なし 

２） 狭窄音を聴取 

３） 狭窄部位を触知 

４） 静脈圧の上昇１６０mmHg以上 

５） 止血時間の延長 

６） 脱血不良（開始時に逆行性に穿刺） 

７） 透析後半１時間での血流不全 

８） シャント音の低下 

９） ピロー部の圧の低下 

１０） 不整脈 

    ０ 

１ 

２ 

（自家：１，ｸﾞﾗﾌﾄ：３） 

２ 

５ 

１ 

（自家：２，ｸﾞﾗﾌﾄ：３） 

２ 

１ 

Co-medical staff のために 

シャント トラブル スコアリング (S.T.S)  第Ⅰ版 

臨床透析:｢インターベンション治療ー適応範囲と新しい器材・技術の発展ー｣２００５；２１ 

改定ガイドライン 第４章ー（３）ＶＡ機能のサーベイランス・モニタリング  



｢バスキュラーアクセス実践ガイド｣２００７ 

シャント トラブル スコアリング (S.T.S) 
大項目  １）脱血不良（血流200ｍｌ/min以下） 
       ２）再循環による透析効率の低下（10%以上） 
       ３）吻合部でのスリル（またはシャント音）の低下（拍動の増強） 
       ４）血栓性閉塞 
   以上のどれかがあれば絶対的PTAの適応となります。 

小項目   A)駆血にて狭窄部位の触知 

        B)狭窄部位での狭窄音の聴取（高調音の聴取） 

        C)静脈圧の上昇（Graft留置時またはPTA直後と比較して 

                  50mmHgの上昇） 

        D)止血時間の延長（以前より明らかに5分以上延長） 

        E)不整脈        

              F)ピロー部の圧の低下 

   以上のうち２項目あればシャント造影を実施、３項目以上あれば 

      早期DSAあるいはPTAとなります。 

改定ガイドライン 第４章ー（３）ＶＡ機能のサーベイランス・モニタリング  
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左前腕内グラフトの症例 



≪狭窄部位を触知≫ 

①シャント肢の血管に沿って指または手の平で軽く触れスリル
（拍動とは異なる血流）を確認する。 
 

②外表から見える範囲に凸凹を認めれば凹の部位に指先で触
れてみる。特に吻合部近傍（吻合口から4cm程度の範囲）の狭窄
が血流不全の原因の30％近くを占める。 
 

駆血によらず狭窄部位は硬く触れることが多く狭窄が強くなれば
狭窄の末梢では血流を拍動としか触れなくなる。肘部に穿刺位
置がある場合、周辺への血流の逃げ道がないようなケースでは、
止血部より中枢に狭窄が触れるようになるので注意したい。肘を
曲げることが原因のことも多いが弁の部分で形成された血栓から
の狭窄であることのほうが多い。 
 

 狭窄部位の存在が強く疑われ、透析中の血流低下の主因と考
えられるようであれば、早期にエコーや血管造影検査を施行して
おくのも管理の方法である。 



≪静脈圧の上昇160mmHg以上≫  

１）穿刺針の太さと血液回路のチューブの太さ。 

２）静脈圧の上昇も同じ血流200ml/min で針や回路の条  

  件を変化させると最大約60mmHg上昇。 

  血流量が増せばさらにこの変化は大きくなる。 

３）ガイドラインでは、150mmHg以上の圧が持続した場合 

  又は、50mmHgの上昇を目安。 

４）人工血管留置術後の静脈圧から約50mmHgの上昇で 

  血管造影等を試みておくのも管理の上では、有益で 

  ある。  
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≪止血時間の延長≫  

１）静脈圧の上昇と関連して起こる事項。 

２）残血やHbの変化、血圧の上昇。 

３）抗凝固作用のあるワーファリン等の内服。 

  透析患者の冠動脈形成や弁置換術。定期的なINRの測定。 

４）過剰な透析時の抗凝固剤投与と関連するヘパリン量。 

  過抗凝固状態の止血時間延長。 

  （血栓性閉塞は生じにくいが、狭窄によるVA閉塞の前兆を 

   見逃す。） 



≪シャント音の低下≫  

１）自家静脈では、吻合部の問題かrun off vein の強い狭窄。 

２）肘部では深部に静脈が走行し音が低下。 

  （エコーや造影検査で走行方向の確認。） 

３）人工血管留置例では、静脈側吻合部とdrainage  veinに 

  狭窄が高頻度に生じる。 

４）動脈側吻合部の狭窄は、静脈側吻合部狭窄を放置をする 

  と生じてくる。 

５）ポリウレタングラフトは、キンクによる動脈側狭窄も生じる。 

  （グラフトの種類にも留意必要。）  



① ② ③ 

DSA 

PTA後 

1.1mm 

2.5mm 

5mmX4cmのバルーンにて拡張 



②拡張の前後 

POST 

PRE 



≪止血時間の延長≫  

１）静脈圧の上昇と関連して起こる事項。 

２）残血やHbの変化、血圧の上昇。 

３）抗凝固作用のあるワーファリン等の内服。 

  透析患者の冠動脈形成や弁置換術。定期的なINRの測定。 

４）過剰な透析時の抗凝固剤投与と関連するヘパリン量。 

  過抗凝固状態の止血時間延長。 

  （血栓性閉塞は生じにくいが、狭窄によるVA閉塞の前兆を 

   見逃す。） 



≪シャント音の低下≫  

１）自家静脈では、吻合部の問題かrun off vein の強い狭窄。 

２）肘部では深部に静脈が走行し音が低下。 

  （エコーや造影検査で走行方向の確認。） 

３）人工血管留置例では、静脈側吻合部とdrainage  veinに 

  狭窄が高頻度に生じる。 

４）動脈側吻合部の狭窄は、静脈側吻合部狭窄を放置をする 

  と生じてくる。 

５）ポリウレタングラフトは、キンクによる動脈側狭窄も生じる。 

  （グラフトの種類にも留意必要。）  



9)左前腕３D-CT angiography 

来院時所見 



まとめ 

① バスキュラーアクセスのモニタリングは、維持透析を継続的に十分に 
  行うために日常的に管理すべき問題である。 
 
② 超音波や造影などの器機を使用する目的は、臨牀所見の正確な把握 
  なくして的確な理解は得られない。 
 
③ バスキュラーアクセスは、十分な透析量も身体にもたらすが、過剰な 
  心負荷によって生命予後を脅かすものでもあり、そのような視点をもっ 
  て観察・記録されなければならない。  


