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2010年9月1日 開院

2021年5月1日現在

☆アクセス・腎臓内科外来

250～270人/月

☆VA作成術：60人／10年

☆透析導入：60人以上/10年

人工透析

通院維持透析：122人

在宅透析： 11人

腹膜透析： 1人

☆訪問看護 10数名を管理

医 師 ：4名
看護師・保健師 ：20名
うち訪問看護担当 5名

臨床工学技士：10名
検査技師：3名
管理栄養士：2名
鍼灸あん摩マッサージ師 1名
メディカルクラーク：2名
看護助手：4名
事 務 ：8名

透析室1Ｆ：34台、2Ｆ：15台

医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科

腎臓リハビリテーション（透析中＋自宅）

フットケア
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はじめに

周手術期看護：手術医療の実践ガイドライン第 3 版より



患者にとってVAとは？
「生きるために重要」

「希望」

透析治療の要

不快感
「ジャージャー」

「ざーざー」「ドクドク」

違和感
「私ではない感じ」

「繋がれ逃げられない」

羞恥心

「デコボコ」「膨らみ」

「見っともない」

恐怖感
合併症や

透析できないこと

怒り
「なぜ私が」「痛い」

苦痛
「穿刺の非日常性」

1）紺野寛子ら：慢性腎不全患者の内シャントの存在が患者に及ぼす影響,金沢大学 2018

2）春木繫一：サイコネフロロジーの臨床, ―透析患者のこころを受けとめる・支える , 2010/11/17

負担感
「自己管理」

「合併症」



患者にとってVAIVTや手術は？
患者であることの

再認識

葛 藤

「やはり透析患者だった」

自己尊重の低下

「もうだめだ」

恐怖感

「手術すること」

怒 り

「なぜ私が透析に」

疑 問

「透析には当然？」

ショック

「透析・透析・透析」

1）藤田祐子ら：糖尿病性腎症患者の内シャント増設が透析生活に与える影響,
Journal of Japan Academy of Diabetes Education and Nursing Vol.22 No.1 pp.7～17, 2018

2）春木繫一：サイコネフロロジーの臨床, ―透析患者のこころを受けとめる・支える , P6,2010、メディカ出版 ほか

「忘れもしない」
春木先生



【VAIVTの担当部門】

• VAIVT施設：VA専門のクリニック、透析施設、

総合病院など様々な施設で実施

＊施設によって看護師が担うVAIVT業務は異なる。

•担当部署：外来看護師、透析室看護師、臨床工学技士

もしくは、透析治療には直接関わらない

IVR（Interventional Radiology）部門

救急外来、手術室など

様々な部署が担当、統一された看護基準などはない



年間約900例のアクセス関連の日帰り手術

開業以来10年間

VAの狭窄・閉塞により

入院治療を要した例や、

シャント感染による入院例はない。

当院は、VAに特化したクリニック



VA専門外来

＜外来スタッフ数＞

医 師 : 4名

＊専任看護師：4名

臨床検査技師：2名

管理栄養士：1名

臨床工学技士：6名

（透析室兼務）うちCVT1名

☆アクセス・腎臓内科外来 250～270人／月

この4名が、VAIVT、手術、
CKD外来の担当を担ってい

る。



VAIVTおよび外来手術件数の推移
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紹介患者のVAIVT・OPが多い

• 紹介患者 平均87.4％

• 年々紹介率も上昇
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VAIVT 看護の実際

1. 患者が安心して安楽にVAIVTが受けられる
① 更衣・待機
② 手術室案内
③ 手術台への移動介助
④ 体幹固定、体位の工夫
⑤ 血圧計・モニター類装着
⑥ バイタルサインの確認
⑦ 表情言動に注意、不安へのケア
⑧ 疼痛ケア

2. 合併症を起こさない
① 麻酔合併症
② 疼痛緩和
③ 出血等 緊急時対策



Ⅰ VAIVT・OP 前 看護

① 患者アセスメント

② 患者とのコミュニケーション

③ 予定麻酔の説明

④ 治療中の看護計画説明

⑤ オリエンテーション

⑥ 内服薬確認

⑦ 心理的支援

⑧ 意思決定支援

⑨ 安全管理：転倒、やけどなど

周手術期看護：日本手術学会「手術医療の実践ガイドライン第 3 版」より

• 普段のバイタ
ルサイン

（普段の透析時との差）

• 透析後の止血
状況

• 血圧変動



Ⅱ VAIVT/OPの理解とケア
A）機械だし

① 器械・機材の準備

様々なメーカー・種類

のどれを使用するか

② 器械展開

手術進行に応じて

器械を使用する順番に

並べ、整備する

B）外回り看護師
① 室内の準備

・医療機器、器材、物品の使用目

的や使用方法について熟知す
る。

② 室内配置

③ 体温管理

④ 室内環境

⑤ 体位管理、皮膚損傷予防

⑥ 緊急時対応準備

⑦ 麻酔後のケア

⑧ 看護計画と記録

⑨ 患者モニタリング

参考：第6章周手術期看護「手術医療の実践ガイドライン第 3 版」



Ⅲ VAIVT/手術 後
1. 転倒転落予防

2. 看護計画、実施・評価

3. 継続看護
・患者が受けた治療、術中の状況及び継続す
る問題と看護計画を正確に申し送る。

4. 患者教育
パンフレットを使用し、帰宅後も、いつでも
確認できるように



継続看護用紙の実際 2019年より運用

患者氏名 男性 生年月
日

術式 時間
（ ： ）～

（ ： ）
麻酔

局所麻酔

筋皮神経ブロック

バイタルサ
イン術前
（ ： ）

体温 ℃ 脈拍 回/分 血圧 mmHg SPO2 ％

術中
（ ： ）

脈拍 回/分 血圧 mmHg SPO2 ％

術後
（ ： ）

脈拍 回/分 血圧 mmHg SPO2 ％

手術の
経過

＜術前＞点滴：ソルデム1 500ml＋ミノマイシン100mg 1A ＋トランサミン10％ 1A＋ア

ドナ50mg 1A

内 ml投与

＜術中＞ 手術経過にあわせて説明を行いながら表情を観察し、不安の軽減に努めた。

＜術後＞・神経障害（術中固定） ： 無し

・皮膚トラブル（対極板、圧迫部位の褥瘡） ： 無し

・創部ドレーン留置 ： 創部皮下 本有り

術後処方薬
下の投薬をお願い致します。

１）セフゾン100ｍｇ 2CP 2×朝・夕（ 日分） 月 日 朝・夕より開始

２) ロキソニン60ｍｇ 1錠／回 5回分 疼痛時



看護問題

共同問題

＃１ 急性疼痛
＃２ 術後出血リスク
＃３ VA 閉塞リスク
＃４ 術後感染リスク
＃５ セルフケア不足／清潔・更衣

看護ケア
および
伝達事項

＃１疼痛
１ 創部の安静
２ 疼痛の程度、範囲、手先の痺れや皮膚の色調変化などの確認。
３ 疼痛時指示：

①ロキソニン内服 ②ボルタレン坐剤(50)1個 ③ソセゴン（15mg）１Ａ
＃２出血リスク

１ 創部の安静、肘部の屈曲や固定に伴う圧迫を避けてください。
２出血時は、当院連絡後、当院医師の指示を受けてください。

＃３VA閉塞リスク
１ 疼痛の有無や程度、シャント音の確認（マーキング部を中心に）
２ 血圧測定・採血はVA側を避けてください。
３ VA側上肢は脇閉じないよう開いた状態を保持させてください。
４ 臥床時は、手枕などで末梢を挙上した肢位としてください。また、VA側を下にした

体位は避け、VA側での腕枕は禁止です。
＃４術後感染リスク

１ 創部は濡らさない様にし、創部の汚染・掻痒時にはポピドンヨードまたはグルコン酸
クロルヘキシジンにて消毒後、ガーゼ貼布。

２ 抗生剤の確実な服用
＃５ セルフケア不足

１ 清潔ケア （洗面介助・・・術当日、翌日 シャワー・・当日禁忌、清拭介助）
２ 更衣援助。患肢の腫脹、疼痛などの状況に合わせて援助。

本人へ
の説明

内容:
家族へ
の
説明

続柄:
理解度:
内容:

他院の看護師へ

起こりうる看護問題と
看護計画を申し送る



患者にとっては大きなイベントVAIVT

•低侵襲の治療とはいえ、患者にとっては大きなイベ
ントであり、意識があるため心理的負担が大きい

•日帰り治療であるため、帰宅後の症状観察や

異常の早期発見は患者や家族に委ねられる

⇒ 術後管理教育は大変重要

繰り返し患者・家族に話を聞く
（医師の紹介状はあっても看護情報は送られてこない）
電話等で看護情報の確認、直近3回の透析記録が欲しい

不安やストレスの有無、コーピングパターン
説明をどう受け止めているか
パンフレットは読んだか

多くの高齢者は十分読んでない。
CKD患者は読みたくない



看護師にとってのVAIVT

1. 患者ケア（意識下治療）
不安の軽減：不安が表出しやすいように

リラクゼーション

2. VAIVT治療援助
安全・安心・安楽、疼痛緩和

3. 患者教育
VAIVT治療、VA管理

エコー下VAIVTになり、
患者の傍に寄り添う時間が
十分確保できるようになった

エコー下VAIVTが増え
細やかな患者ケア、状態観察

が可能になった。

医師も患者との距離が近い
リピーターが多く、患者が流れ

を自然と覚えている

画像が
見えない

by患者



閉塞予防 血管評価及び体液量評価

• VA評価、スコア化

•身体状況、心胸比、血圧、生活状況のアセスメント

• VAトラブルリスクの高い患者
血管エコー：全患者に年1回以上実施

BCMによる身体組成評価

下大静脈経(IVC)による循環血漿量の評価

チームで適正体重を検討

＊ 生活の変化はVAにも様々に影響する重要な情報源

看護介入：患者の生活を聴く力

BCM/IVC
は？



当院では【BCM/IVC】 が 日常のキーワード

2013年導入

体組成分析装置；Body Composition Monitor(BCM ® )

ドライウエイト（DW）評価目的で導入

4000例を超えるデータを基にVA管理に活用

VAエコーでの管理に加え、適正な体液量管理は
VAにとって極めて重要

1)『The1st Volumetric Dialysis Conference 2019年2月3日開催』

「BCMが唯一の体液量を正確に評価できる機器」
2)新里高弘：透析患者の体液異常のメカニズム P92

「BCMで測定した細胞内液量はgold standard 40Kによる測定値とほぼ一致」



 体液過剰・不足量（OH：overhydration）を測定
DWを設定する上での判断材料

“DW＝理想体重＋OH”を評価の基準

＜検査＞ 週終わりの透析後、夜間HD患者は翌日早朝

BCMでのDW設定

DW = －0.5＜ 理想体重＋OH ＜+1.0

点 ではなく、線



期間：2014.1～2015.12

VAIVT歴ない群；適正なDWを維持
VAIVT歴ある群；約1.0Kgの体液不足傾向

N.S.

維持透析患者のBCMとVAIVT歴



VAIVT－看護の視点

VAIVTの看護を経験したスタッフ7名の視点

「すべてが重要だけれど・・・」

1. 患者が、安心安楽安全に、落ち着いて治療を受
けているか、異常はないか、つらい表情はして
いないか。

2. 情報共有・声掛け：チームで行う治療なので、
常に気を張っている。

3. 進行状況の確認：今何が行われているか、先回
りして予測。



看護師の視点

はじめに患者の全体を看て

VAIVT治療をアシストする

「VAIVT自体、血管がどうかとか、もちろん忘れて
いないし重要。しっかり見たうえで、先ずは患者さん」

大きな声では言えないけれど・・・
「術者の状況ーこれはかなり、重要です。」
「術者に対する総合アセスメント」

「それが一番気を遣う」



医師より

•進行状況の把握と予測

•その場の雰囲気作りを望む

•患者の緊張を和らげてくれるとやりやすい

＜第6章 チーム医療＞
１．チームの統合力
手術チームの総合力は、個人の技術・知識と、それを統

合するチームワークが決定する。

2．医師のチーム医療における役割
手術に関わる医療スタッフ間の相互理解、協調、効果的

なコミュニケーションを促進するため、医師は開かれた
公正な組織風土を醸成する。

日本手術学会周手術期ガイドライン 勧告より



まとめ 看護師の視点からのVAIVT多職種連携

はじめに 「患者」。

1.患者の不安や恐怖を軽減し、治療を受
けとめられるよう援助

2.安全・安心・安楽の看護

3.医師およびチームスタッフへの気配り
＝ 普通に看護する、声を出す。

＊備考 ２：患者に悟られないよう医師をサポートする


