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2010年9月1日 開院

2019年9月1日現在の状況

☆アクセス・腎臓内科外来

☆月：250～270人

維持透析導入：50人/9年

☆人工透析

通院維持透析；117人

在宅透析； 11人

(2015年開始)

☆訪問看護ステーション：
医師；4名
管理栄養士：2名
看護師；26名
工学技士；9名
検査技師；3名
メディカルクラーク；2名
看護助手；3名
事務；7名
訪問看護：2人

透析室1Ｆ：34台、2Ｆ：15台
(有料個室：3床）

医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科



バスキュラーアクセス(VA)管理と治療の変遷

2007年版のJSDTガイドラインにてVAIVTが、VAトラ
ブルに対する治療の第1選択と提唱され、VA管理
治療することが定着しました。

*2011年から本邦では、3ヵ月ルールが治療の制約となっています。
よってVA管理をアクセスセンター等で定期的に行い、治療として
VAIVTで血管が温存されることとなりました。

*近年では、定期的超音波検査によるVA管理が透析室で臨床工学
技士らによってなされるようになってきています。

2002年日本透析医学会総会（JSDT）にて動静脈グ

ラフト内シャント閉塞に対して経皮的血管内治療
（VAIVT）が治療の第1選択と認知された。



VA管理をどこで行うのが正しいのか？

治療を受けたアクセスセン
ターで定期的に経過観察さ
れている。もしくは、トラブル
時のみ紹介している。

問題点
① 短期・頻回VAIVT症例がある割合で出現。
② VAIVT施行医が、透析医ではなく多くの科
によってなされる。

透析患者のVAを見ている透析医・透析室のス
タッフでできる管理はないのか！

①エコー下穿刺を導入し穿刺ミスをなくす
②適正なＤＷ管理で血圧低下をなくす

③VAIVT施行部位の加圧マッサージ
（PVM）を導入し再狭窄を防止
④アクセストラブル患者の定期外来指導



＊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）
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（自家：２，ｸﾞﾗﾌﾄ：３）
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Co-medical staff のために

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

表 【シャント トラブル スコアリング (S.T.S)  第Ⅰ版】



①エコー下穿刺を導入し穿刺ミスをなくす

血腫による狭窄部位形成と閉塞回避のために透析時の穿刺にエコー下穿刺を
活用し極力穿刺ミスの軽減を図るようにした。（2010年～)

②適正なＤＷ管理で血圧低下をなくす

ＤＷ設定を血圧、心胸郭比（CTR）、下大静脈径（IVC）、
ブラッドボリューム計（BV計）、Body Component Moniter（BCM）
を使って多面的に評価を行う。(2013年～

③VAIVT施行部位の加圧マッサージ（PVM）の導入

VAIVT施行部位の加圧マッサージを透析穿刺時に狭窄部の治療として導入。
紹介施設に対しても指導。(2014年～)

④アクセストラブル患者の定期外来指導

血管エコーによる上腕動脈血流量、狭窄部位の評価から脱血不良、閉塞の時
点を予想し治療計画を確立した。(2010年～)

集学的アクセストラブル管理と対策のために考慮した事項

（治療の第1選択としてVAIVTでアクセスを温存するために）



エコーガイド下穿刺図1. エコーガイド下穿刺用に開院時2010年に購入したUS

未使用で1年間放置され画面中央に傷が入っているが2年目以降7
年目まで修理不能となるまで使用された。



【エコーガイド下穿刺とは】

穿刺ミスの問題解決には『見える化』を行う

皮下の血管も、そこに進んでいく針も、

見えるようにしてしまえばミスは減らせます。

車のバックモニタも、
現在では当たり前の機能。

見えないところが見えることで、
より安全に運転できる。



診 触聴

「血管のイメージ・穿刺のイメージ」
を自分の中に作っていく作業。

穿刺準備の基本作業



【エコーガイド下穿刺について】

「エコーガイド」での情報

①血管の深さ（㎜単位）

②血管径（内径）

③血管走行（蛇行、途絶）

④血管の状態（血種、内膜肥厚）

「理学所見」での情報
①診る
②聴く
③触る

→イメージする

＜最大のメリット＞

穿刺の経過がすべて見える

＋



診

触

聴

確



短軸エコー画像
短軸エコー画像
（穿刺針留置後）

針先

①短軸



長軸エコー画像
長軸エコー画像
（穿刺針留置後）

針先

②長軸



【2017年穿刺実績】

2017年 穿刺人数 エコー使用率 再穿刺率

技士① 2226 13.4% 0.34%

技士② 2093 2.9% 0.43%

技士③ 2490 7.2% 0.10%

技士④ 898 0.2% 0.66%

技士⑤ 1573 9.1% 0.38%

技士⑥ 2137 13.6% 0.49%

技士⑦ 2484 14.0% 0.70%

技士⑧ 1924 5.2% 0.41%

技士合計 15825 9.0% 0.42%

穿刺数 エコー使用率 再穿刺率

技士 15825 9% 0.40%

看護師 1235 0% 0.60%

全体 17060 8.3% 0.45%

・1週間に再穿刺が1.5回発生
・エコー下穿刺における再穿刺率 0.02％
・年間で最も再穿刺をされた患者K:年間８回



穿刺実績 個人成績（ピックアッ
プ）

穿刺歴
（年）

エコーガイド下穿刺
実施率
（2014）

上級難易度
穿刺率 再穿刺率

（2014）
2013年 2014年

技士① 8 4.6% 25.6% 25.6% 0.23%

技士② 3 9.5% 20.3% 24.1% 0.08%

技士③ 22 0.3% 7.5% 8.6% 0.09%

１．エコーガイド下穿刺実施の多いスタッフが、上級難易度穿刺・穿刺
ミスの割合において高水準の成果となっている。

２．エコーガイド下穿刺によって経験の差を埋めることができる。



0.68%

2.15%

3.80%
4.34%

8.30%

1.20%
1.90%

0.87% 0.54% 0.45%

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

エコーガイド下穿刺実施率

再穿刺率

【エコーガイド下穿刺と再穿刺】

穿刺成功率

99.55%

実施回数

2583回



エコー機の種類

Mﾒｰｶｰ
サイトライト5

スタンド式
12.1インチモニタ
バッテリ駆動可（AC有）

大型画面で見やすい
が，スタンドをベッドサイ
ドに置き，画面だけを見
ながら刺す必要がある．

Gﾒｰｶｰ
Vscan

ポータブル式
3.5インチモニタ
バッテリ駆動のみ

スマートフォン程度の
小型なため，患者の側
に本体を置いて穿刺が
行える．

小型でバッテリー駆
動のものが，設置場
所を選ばずエコー下
穿刺には向いてい
る．
穿刺だけに限れば，
機能は少なくても良
い．



VRエコーの時代には穿刺ミスがなくなる？



深部（5mm以上）の血管も穿刺可能



小括１

＃１ エコーガイド下穿刺の比率が高まることで、ミ
ス穿刺は1.2％から0.45％まで低下した。

＃２ エコー下穿刺は、穿刺経験を容易に凌駕してお
り穿刺ミスが起こす血腫による狭窄・閉塞回避
に有用である。



①エコー下穿刺を導入し穿刺ミスをなくす

血腫による狭窄部位形成と閉塞回避のために透析時の穿刺にエコー下穿刺を
活用し極力穿刺ミスの軽減を図るようにした。（2010年～)

②適正なＤＷ管理で血圧低下をなくす

ＤＷ設定を血圧、心胸郭比（CTR）、下大静脈径（IVC）、
ブラッドボリューム計（BV計）、Body Composition Moniter（BCM）
を使って多面的に評価を行う。(2013年～)

③VAIVT施行部位の加圧マッサージ（PVM）の導入

VAIVT施行部位の加圧マッサージを透析穿刺時に狭窄部の治療として導入。
紹介施設に対しても指導。(2014年～)

④アクセストラブル患者の定期外来指導

血管エコーによる上腕動脈血流量、狭窄部位の評価から脱血不良、閉塞の時
点を予想し治療計画を確立した。(2010年～)

集学的アクセストラブル管理と対策のために考慮した事項

（治療の第1選択としてVAIVTでアクセスを温存するために）



① VAの管理
② DWの設定
③ 検査データの管理（透析効率、電解質、貧血）
④ 造血剤の投与と管理
⑤ 副甲状腺のチェック（MBD）
⑥ 心機能のチェック
⑦ 足病のチェック
⑧ 悪性疾患早期発見のための検査
（消化管の定期検査、全身CT等、腫瘍マーカー）

⑨ 骨そしょう症の管理（骨密度測定）
⑩ 頸動脈のチェック
⑪ 認知症の管理
⑫ 通院状況の管理
⑬ 他科・他院の受診手続き
⑭ 透析処方・内服カードの更新（６ヶ月）

表 【維持透析患者の管理】



～超音波診断装置～

～体組成分析装置～

～非侵襲的心拍出量モニタ～

～皮膚組織灌流圧検査装置～

～血圧脈波検査装置～

様々な
モニタリング装置



理学的所見：浮腫など

心胸郭比 (CTR)

血 圧 (BP)

透析後の下大静脈径の測定（IVC）

ＢＣＭ検査(examination of BCM)

表 【ＤＷの指標】

それ以下の体重では、透析中血圧を維持できな
い限界の体重？



【心胸比】 【血 圧】【身体所見】

DWを決定する指標図



透析中モニタリング



ブラッドボリューム計（ΔBV計）

コストゼロ：測定のための消耗品不要！

血液回路をセットするだけです！
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＜基礎情報の入力＞
①身長
②体重
③年齢
④性別

図 ＢＣＭ （Body Compostion Monitor：体組成計）



同じ体重の人でも筋肉量や脂肪量は違うため、DW
も違う。

BCM®体組成分析装置では体液過剰・不足量（OH）

が測定できるので、透析患者のDWを設定する上で
必要な値が得られ、判断材料とすることができる。

過剰水分がない状態が理想のDWであるため、
当院では、 DW＝理想体重＋OH と設定している。

【BCMは週末の透析後に測定】



表 狭窄と閉塞の原因

#1 過凝固状態

#2 血圧低下による閉塞

#3 有意狭窄部位の放置

#4 強度の圧迫

#5 穿刺ミスによる血腫形成

#6 静脈圧上昇の放置



【閉塞原因】
（2016年10月～2017年9月）

3

49

16

2 1
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1．穿刺関連 2．体液関連 3．脱水関連 4 5．ADL関連 6．その他（高度狭窄）

水分量の問題
63%



+0.3±1.9K

g

+0.2±2.1K

g

-0.4±1.8Kg -0.9±1.6Kg

-1.0

-0.8

-0.5

-0.3

0.0

0.3

0.5

春 夏 秋 冬

年間；-0.2±1.9 Kg

DW

体液量の評価 (DW－理想BW)

秋・冬は、DW不一致の傾向が強い。

平均±SD（n=96）BCM



n=139(male/female:83:56)

Age year:66.9(12.8)

n=258(male/female:186:72)

Age year:61.2(12.6)

0.0

0.2

-0.4

-0.6

-1.0

-0.2

-0.8

0.4

(Kg) 

+0.09(1.68)kg

-0.96(8.95)kg

Fig.4  OH result of Our Clinic’s Dialysis Patients

PTA groupNon PTA group

※P<0.05
Mean(SD)kg

OH



DW ー （NH weight）

- 0.1 ｋｇ≧

DW ー （NH weight）

- 0.6 ｋｇ≧

DW ー （NH weight）

- 1.1 ｋｇ≧

当院維持透析患者
1752例

734例（41.9%） 498例(28.4%) 318例(18.2%)

外来透析患者（他院）
2916例

1286例（44.1%) 885例（30.3%) 566例(19.4%)

全透析患者
4668例

2020例（43.3%) 1383例（29.6%) 884例（18.9%)

2017年閉塞症例
87例

44例（50.6%) 37例（42.5%)

**P=0.02 *,#P＜0.01

25例(28.7%)

*P=0.02 **P=0.03 #P=0.01

閉塞症例におけるBCMの結果
（過剰除水症例の割合を比較）

NH weight（normohydration weight) ;理想体重

＊

NS ＊
＊

#

＊
＊

＊

#



小括2

＃１ DWの設定を血圧のみで行うと季節変動や体液量
に関する十分な検討が行えず狭窄閉塞原因とな
る可能性が示唆された。

＃２ BV計やBCMの活用がDWの適正な設定に有用で
あったことが、VA閉塞の検討にも役に立つ。



①エコー下穿刺を導入し穿刺ミスをなくす

血腫による狭窄部位形成と閉塞回避のために透析時の穿刺にエコー下穿刺を
活用し極力穿刺ミスの軽減を図るようにした。（2010年～)

②適正なＤＷ管理で血圧低下をなくす

ＤＷ設定を血圧、心胸郭比（CTR）、下大静脈径（IVC）、
ブラッドボリューム計（BV計）、Body Component Moniter（BCM）
を使って多面的に評価を行う。(2013年～

③VAIVT施行部位の加圧マッサージ（PVM）の導入

VAIVT施行部位の加圧マッサージを透析穿刺時に狭窄部の治療として導入。
紹介施設に対しても指導。(2014年～)

④アクセストラブル患者の定期外来指導

血管エコーによる上腕動脈血流量、狭窄部位の評価から脱血不良、閉塞の時
点を予想し治療計画を確立した。(2010年～)

集学的アクセストラブル管理と対策のために考慮した事項

（治療の第1選択としてVAIVTでアクセスを温存するために）



図 【加圧式ＶＡマッサージ（PVM）とは 】

～ポイント～
当院の加圧式VAマッサージは、両手で狭窄部位を挟むようにして行う。
①片方の手は狭窄の中枢でシャントの流れを一時的に遮断。
②もう片方の手で末梢から血管を加圧する。

※これにより狭窄部位の血管を伸展させる方法である。



【対 象】

（１）PTA歴がある

（２）自己血管内シャント（AVF）一部のAVG

（３）吻合部以外の狭窄を認める

（４）血栓形成のない内膜肥厚型の狭窄病変



週3回、穿刺前に狭窄部位へのPVMを30～60秒施行

上流から狭窄病変へ血液を送り込む

【加圧式ＶＡマッサージ（PVM）とは】

動画

狭窄病変（加圧ポイント）



＜PVM効果による血管イメージ＞

【加圧式ＶＡマッサージ（PVM）とは】

狭窄病変を加圧
動画

内側から加圧することで、血管を伸展させ
る



駆血なし

右前腕AVF

圧迫



加圧式VAマッサージ

右前腕AVF

未滅菌手袋



加圧式VAマッサージ（上腕）

右前腕AVF

上腕の狭窄



加圧式VAマッサージ（前腕）

駆血なし

右前腕AVF



加圧式VAマッサージ（吻合部直上）

左前腕AVF

エコー用ゼリー



加圧式VAマッサージ（グラフト吻合部）

左前腕AVG

グラフト静脈吻合部



当院通院患者における
マッサージ直後の血流量変化
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加圧式VAマッサージ直後490

610

420

480

※（改善率%） ※（改善率%）

急性効果においても改善の傾向がみられた

症例① 症例②

【結果＋α】 VAエコー検査データ比較
急性効果（PVM直前直後）

（+29.5%）

（+24.5%）

（+9.5%）
（+19.5%）

（+29.9%）

（+14.3%）

（+21.4%） （+28.1%）
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VAマッサージ開始前 VAマッサージ開始後

n=6 n=4

症例① 症例②

【検証】 即効性があるのか？

開存期間（ day ）
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【検証】 持続性があるのか？
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＜3ヶ月開存率＞

PVM介入前 (n=38) vs PVM介入後 (n=36)
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介入前：52.6%

介入後：83.5%

（P＜0.01）

【検証】 開存率は？観察期間：2013年11月～2016年10月



開存期間3ヵ月未満の割合

45%

11%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

介入前 介入後

（17/38症例）

（4/36症例）

約5割→1割へ削減



まとめ

＃１ エコー下穿刺による穿刺ミスの低減
＃２ 定期的血管エコー評価の実施
＃３ 透析時全身状態の把握として、DW管理をより正確に行うために

BCMやIVCを実施し過剰除水をなくし低血圧・過凝固対策の実施。
＃４ 有効な狭窄部への透析前PVMを行うことで、短期の開存期間延長

に寄与した。

VA管理・治療には、第1選択のVAIVTを適切な時期
に行うための透析室で行う集学的対策を透析室で
行うことで開存成績とアクセスの温存が可能であ
る。



小括3

＃１ VA狭窄部に対して、VAIVT後に加圧しながらマッ
サージを透析前に行った。

＃２ 指導は患者にも行い急性期、慢性期ともに効果
がある症例が存在し３ヵ月ルールと頻回症例の
開存率に寄与した。



①エコー下穿刺を導入し穿刺ミスをなくす

血腫による狭窄部位形成と閉塞回避のために透析時の穿刺にエコー下穿刺を
活用し極力穿刺ミスの軽減を図るようにした。（2010年～)

②適正なＤＷ管理で血圧低下をなくす

ＤＷ設定を血圧、心胸郭比（CTR）、下大静脈径（IVC）、
ブラッドボリューム計（BV計）、Body Component Moniter（BCM）
を使って多面的に評価を行う。(2013年～

③VAIVT施行部位の加圧マッサージ（PVM）の導入

VAIVT施行部位の加圧マッサージを透析穿刺時に狭窄部の治療として導入。
紹介施設に対しても指導。(2014年～)

④アクセストラブル患者の定期外来指導

血管エコーによる上腕動脈血流量、狭窄部位の評価から脱血不良、閉塞の時
点を予想し治療計画を確立した。(2010年～)

集学的アクセストラブル管理と対策のために考慮した事項

（治療の第1選択としてVAIVTでアクセスを温存するために）



＃１ VAIVT後１～３か月おきにBCM
と血管エコーで定期的来院検査の実施

＃２ VAIVT頻回症例・閉塞症例には、積極
的に原因の指導（DWの検討、PVM指導）

VAセンターとしてのVA管理方法
2010年～

2014年～



・穿刺ミスからのシャントトラブル
・穿刺困難
・穿刺部位の荒廃



図 エコーレポート（改訂版）

外来VAトラブル患者情報用



バスキュラーアクセス外来－１－緊急紹介対応

脱血不良 閉塞 感染

初回のみ・再診
＊胸写
＊降圧剤・透析状況の確認
＊BCM+IVC（心ｴｺｰ）
＊血管エコー

VAIVT適応時
穿刺部位の助言
DWの再検討
PVMの指導

などを治療後の返事
に追加

初回・再診
＊BCM+IVC（心ｴｺｰ）
＊血管エコー
＊降圧剤・透析状況の確認
＊胸写

VAIVT非適応時は検査
結果と助言を行う。

輸液とヘパリン5000単位+ウ
ロキナーゼ3万～6万を局所
に投与後1～3時間待機

VAIVT単独 or +OPEのHybrid治療

敗血症の有無を確認

yes
no

外来対応

入院可能病院
に搬送

閉塞原因を明らかにし助
言を含めた返事を作成



バスキュラーアクセス外来－2－定期受診管理

狭窄・閉塞によるVAIVT後

＊初回治療後：3ヵ月目に定期受診
＊短期治療後（3ヵ月以内再治療群）：

1－2ヵ月目に再診

＊ BCM+IVC
＊ 血管エコー

過剰血流抑制術後

3,6,12,24ヵ月おきに血流量
と心負荷のチェック

＊ BCM+IVC
＊血管エコー
＊胸写
＊ NiCAS
＊手のSPP
＊心エコー
（＊ホルター心電図）



透析中の定期的な超音波検査



まとめ

＃１ VAの管理と治療を透析室でも行える。

＃２ 開存成績に変化をもたらしたのは、
透析室における管理が大きな影響を与えた。



当院での取り組み

当院では、患者さんに向けて、年に2回定期学習会を開催しています。



カルシウムやリンについての内容

開催回 日付 テーマ 発表者

第 1回 2011年5月22日 カルシウムとリンの話 副院長 安田

第 7回 2014年5月11日 リンコントロールについて 管理栄養士 山田

第 8回 2014年11月2日 リン吸着と食事 管理栄養士 山田

第 9回 2015年4月26日 みんなが注文しているお弁当について 管理栄養士 山田

第11回 2016年4月24日 リンと老化
福岡腎臓内科クリニック

谷口正智先生



当院のチーム医療における提案型回診の実際

医療法人 心信会
池田バスキュラーアクセス・透析・内科

理事長・院長 池田 潔

キッセイ薬品工業 ブリーフィングセッション企画



VA外来

腎臓内
科

血液透
析

Access

Nephrology

Dialysis



回診前ミーティング

メディカルクラーク

臨床工学技士

訪問看護専属看護師

透析室専属看護師

回診前に患者問題点を事前に討議

特に透析療法以外の問題（通院困難・独居・介護申請・その他クレーム等）を事前に把握し
ベットサイドに移動する。



Tc.

当院の回診風景 － 透析室回診をチーム医療で



Ns.

当院の回診風景 － 透析室回診をチーム医療で



MCの電子カルテ入力

MC

当院の回診風景 － 透析室回診をチーム医療で



事前討議の内容（ベットサイドでは、周囲の患者に配慮して話しにくい内容の提言）

（看護師）
月２回の採血データに目を通して提言、患者病態に関する提言、患者やその家族の合同面談の提起

例1）認知症も進んでいるようですので、家族にも一度お話をしておきたいのですが一緒に同席頂い
てもよいですか。

例2）筋力低下もあり通院が困難になってきました。今後の方針を家族と決めていきたいので一緒に
同席していただいてもよいですか。

（臨床工学技士）
透析条件の提言、バスキュラーアクセス管理に関する提言

例１）体重増加が多いので、患者と相談し透析時間を延長してもいいでしょうか。
例２）年齢が若い患者ですのでβ2が４０以上だったのでon-lineHDへ試してみたいのですがいかがで

しょうか。

各職種からの専門的立場に立った提言を行っていく－－ 1－－



事前討議の内容（ベットサイドでは、周囲の患者に配慮して話しにくい内容の提言）

（管理栄養士）
栄養指導のみならず食事量に見合ったリン吸着材の細やかな提言

例１）間食を多くするようです。間食を許可して間食時のリン吸着材の追加処方をお願いします。
例２）リン吸着剤が飲み忘れが多く、１週間処方が不要だそうです。
例３）体格が大きくて食事摂取量が多いので透析効率をアップするように技士に提案してもよろしい

でしょうか。
例４）鉄材を含んだリン吸着材による黒色便に違和感があるそうです、元の薬に戻してよいでしょう

か、食事量的には250mgで良いそうです。

（訪問看護専門看護師）
独居や家族との関係を把握し介護申請の提言、訪問での在宅での環境整備の提言

例１）高齢の御夫婦のみで介護申請がされていません。食事や掃除も行き届いていない状況です。
回診事に介護申請を進めていただけませんか。

例２）通院が困難になってきましたが、介護の受け入れが困難です。面談を一緒にお願いします。

各職種からの専門的立場に立った提言を行っていく－－ 2－－



管理栄養士 臨床工学技士 看護師
医師

メディカルクラーク

回診風景

iPadを使用した回診風景



回診時の提言内容（検査や処方に対する患者の承諾を医師が説明して取得するような提言）

（看護師）
月２回の採血データに目を通して提言、患者病態に関する提言、患者やその家族の合同面談の提起

例1）採血で貧血が進行しています。造血剤の変更はありますか。
例2）フットケアを介入していますが、骨髄炎の所見があるようですレントゲンを撮ってもいいで
しょうか。

例３）フットケアを介入していますが、下肢血流が悪いと思われますのでSPP検査を予定してもいい
でしょうか。

検査や処方に対する患者の承諾を医師が説明して取得

（臨床工学技士）
検査データを確認して透析条件の提言、バスキュラーアクセス管理に関する提言

例１）BUNが高いので血流量を上げてもいいでしょうか。QBを200から250に。
例２）

各職種からの専門的立場に立った提言を行っていく－－ 1－－



回診時の提言内容（検査や処方に対する患者の承諾を医師が説明して取得するような提言）

（管理栄養士）
栄養指導のみならず食事量に見合ったリン吸着材の細やかな提言

例１）リンの上昇（またはカリウムの上昇）は、前日の外食が原因のようです。今回だけの上昇です
から、様子を見てもいいと思います。

例２）食事量に対するリン吸着剤が不足していると思います。増量を検討してください。例えば今の
吸着剤の増量では飲みにくいようなので、鉄不足による貧血対策も含めてとして鉄剤を含んだ
リン吸着剤はいかがでしょうか。

（訪問看護専門看護師）
独居や家族との関係を把握し介護申請の提言、訪問での在宅での環境整備の提言

例１）透析後の帰宅時に倦怠感が強く対策が必要です。介護タクシー等は検討できないでしょうか。

各職種からの専門的立場に立った提言を行っていく－－ 2
－－



リン吸着薬の基本的考え方

１） リン値は、月２回の採血結果で考慮している。

２） リン値のコントロール範囲は、5.5以下を考えて指導している。

３） CaXPのコントロールとしては、50以下が目標。

４） Caのコントロールはより低いことが推奨されはじめたので、7＜Ca＜9.0。

５） 炭酸カルシウムの使用はしていない。

６） 透析時間は、５時間が基本で、体格によっては６時間を推奨している。

７） 薬剤の選択は、新たな薬剤の良さを考慮して患者に推奨する。飲みやす
さや、副作用によってまたは吸着力で変更することもある。

８） 吸着薬は、食事の途中で飲むように指導。

９） 検査結果を踏まえて管理栄養士がインタビューを回診前に行う。
この情報によって、管理栄養士が推奨する投薬内容を考案し決定処方。



第7回九州アクセスライブフォーラム2019
（KALF 2019）

会期 2019年9月8日(日) 12：30～16：30

会長 宮田 昭先生
（熊本赤十字病院 副院長兼腎臓内科部長）

事務局長 池田 潔
（池田バスキュラーアクセス・透析・内科）

【メイン会場】
熊本会場：熊本赤十字病院
福岡会場：JR博多シティ会議室

【サテライト会場】
北九州会場：KMMビル会議室
佐賀会場：サンシティ会議室
大分会場：ホルトホール大分
長崎会場：長崎新聞文化ホール
宮崎会場：宮崎グリーンホテル

鹿児島会場：天文館ビジョンホール

【テーマ】 アクセス管理を極める

【学会ホームページ】 http://www.kyushu-alf.com/





第25回透析バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会
（透析VAIVT研究会）

会期 2020年3月7日（土） 9:00～17:00

会場 都市センターホテル（東京）

会長 天野 泉
（名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所）

事務局長 池田 潔
（池田バスキュラーアクセス・透析・内科）

【テーマ】アクセス管理の新潮流

【学会ホームページ】 http://hd-vaivt.jp/



ご不明な点は
当院までお問い合わせください。

施設見学も受付中。

院長 池田潔

ご清聴ありがとうございました。


