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一 般 演 題

O-Dr1-1

升谷　耕介 1（医師）
出口　英孝1、坂本　篤彦2、中村　信之3、
岡部　安博4、三浦　敬史4、羽賀　宣博3、
廣松　賢治 5、鍋島　茂樹 2

筆頭演者
共同演者

腎移植患者におけるSARS–CoV–2
ワクチン接種後の抗体獲得状況

【目的】
腎移植患者におけるSARS–CoV–2ワクチン接種
後の抗体獲得状況を検討する。
【方法】
対象は維持期の成人腎移植患者106例、女性40
例（38%）、年齢49±12歳、生体腎移植90例（85%）、
移植後期間9±6年。接種前と2回目接種から1ヶ
月、3ヶ月、6ヶ月後、および3回目接種から1ヶ
月後に血液を採取し、SARS–CoV–2 S–protein 
receptor binding domain のリコンビナント蛋白
を抗原としたELISA法を用いて抗体測定を行っ
た。性・年齢をマッチさせた健常人57例を対照
群とした。
【結果】
腎移植患者の1ヶ月後の抗体陽性率は35.0%、陽
性者の抗体値（中央値）は 4.8 A.U.と対照群（そ
れぞれ100%、106.4 A.U.）と比べ著しく低値で
あった。6ヶ月間経時的に抗体測定を行った結果、
対照群では陽性率は100%のまま抗体値が106.4
から17.7 A.U.まで低下した。 腎移植群では抗体
陽性率、陽性者の抗体値に明らかな変動はなかっ
た。腎移植群のうち、3回目接種を行った80例
で抗体測定を行った結果、1ヶ月後の抗体陽性率
は72.5%、陽性者の抗体値75.6 A.U.と大きく上
昇した。
【結語】
わが国の腎移植患者における抗体陽性率および
抗体値は海外の報告と同様に著しく低値であっ
たが、3回目接種後に抗体獲得状況は大きく改善
する。

所属施設 1福岡大学　医学部　腎臓・膠原病内科学、
2 福岡大学病院　総合診療部、
3 福岡大学　医学部　腎泌尿器外科学、
4 九州大学　大学院　臨床・腫瘍外科学、
5 福岡大学　医学部　微生物・免疫学

O-Dr1-2

岩田　麻有 1（医師）
太田　祐樹1、黒木　亮磨1、上条　将史1、
片渕　瑛介 2、中山　敏幸 2、西野　友哉 3

筆頭演者
共同演者

COVID–19ワクチン接種後のネフ
ローゼ症候群再発で血液透析を要し

た膜性腎症の1例

所属施設

75歳男性。X–16年にネフローゼ症候群 （NS） を
発症し、腎生検で膜性腎症の診断となった。プ
レドニゾロン （PSL） とシクロスポリン（CyA）
で治療を開始し、寛解したが5回の再発を認め
る長期治療依存型であり、 PSL 6.5 mg/日、CyA 
75 mg/日で寛解を維持していた。X年6月末に
COVID–19ワクチン（BNT162b2）を接種し副反
応はなかった。接種1か月後より浮腫の増強があ
り、2か月後の検査で血清Alb 1.5 g/dL、尿蛋白
/Cr比 （UPCR） 10.86 g/gCrとネフローゼ症候群
を呈し、血清Cr 1.07→2.50 mg/dLと腎機能も増
悪した。膜性腎症の再発と考えPSL 40 mg/日に
増量したが改善が得られず尿量が低下し、血液透
析 （HD） を開始した。また他の糸球体疾患の可
能性も考慮し腎生検を施行したがこれまでと同様
に膜性腎症の診断であった。CyAを100 mg/日
に増量し、徐々に蛋白尿は減少、尿量は回復し
HDは開始26日後に離脱した。その後UPCRは1.5 
g/gCrまで減少し、PSL 30 mg/日まで漸減し退
院とした。COVID–19ワクチン後の腎炎やNSの
再燃は一過性のもので治療反応性は良好であるこ
とが多いといわれているが、再燃後の腎予後に関
連するリスク因子はわかっていない。今回、治療
抵抗性でかつHDまで要したCOVID–19ワクチン
後のNS再発症例を経験したため報告する。

1 佐世保市総合医療センター　腎臓内科、
2 産業医科大学　第 2病理学講座、
3 長崎大学　病院腎臓内科



18

一 般 演 題

O-Dr1-3

原　　雅俊 1（医師）
原　裕一郎1、井上めぐみ1、宿理　朋哉1、
中川　兼康1、中井健太郎1、徳本　正憲1、
中村　綸杜 2、渡部　　遥 2、石丸　敏之 2

筆頭演者
共同演者

当院におけるCOVID–19透析患者
の入院中の対応及び経過について

【背景・目的】
2019年に武漢で発生したSARS –CoV–2による
COVID–19はこれまでに6回の感染拡大・収束を
繰り返してきた。ワクチン接種や治療薬の開発が
進むも、ウイルスの変異により2022年8月現在
第7波の真っ只中にある。当院は第二種感染症指
定医療機関として、これまでにCOVID–19透析
患者43名を受け入れており、その患者背景と治
療経過を明らかにする。
【結果】
平均年齢は63.6±15.7歳、男性が74.4%、原疾患
は糖尿病性腎症が48.8%、透析歴は中央値で6.5
年であった。入院COVID–19透析患者は第2波か
ら第6波で有意な高齢化の傾向が見られ（P for 
trend=0.01）、CTにおける肺炎像は有意に減少
する傾向にあった（P for trend =0.004）。死亡が
1例（2%）、転院が9例（21%）、自宅退院が32例

（74.4%）という転帰であった。入院後の治療薬に
ついては、感染の波を経るごとにステロイドの使
用頻度が有意に減った。第6波では79%がソトロ
ビマブ、11%がカシリビマブ/イムデビマブの中
和抗体薬による治療が行なわれたが、有害事象な
く経過した。
【考察・結語】
COVID–19感染拡大下では、透析患者において
も感染者の高齢化が進んでいるが、肺炎像を呈す
る症例は減っていた。また治療として中和抗体を
安全に使用できた。

所属施設 1 福岡赤十字病院　腎臓内科、
2 福岡赤十字病院　感染症内科

O-Dr1-4

上原　裕子 1（医師）
諸見里拓宏1、近藤　和伸1、橋本　頼和1、
上原　裕子 1、上地　静香 2

筆頭演者
共同演者

COVID–19流行期間中に腎内科外
来通院患者が感じた、生活満足度の

経時的変化

【目的】
2020年3月からのCOVID–19パンデミックは、
特に社会的弱者の生活を困窮させたが、必要なサ
ポートが適時行われたか疑問が残る。パンデミッ
ク発生により腎外来患者が感じた生活満足度の変
化を通じて、届けるべきであった支援とそのタイ
ミングを検討する。
【方法】
2020年1月から2021年12月31日までの間に、
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
の腎内科外来にて前向きに収集した情報を解析し
た。収集項目は、生活満足度情報（健康状態、仕
事と生活、社会とのつながり、治療への満足度、
全般的な不安の5項目）と患者背景因子。平静時
と比較し第1波～第5波の流行期に起こった満足
度の変化を捉えた。
【結果】
外来患者257人から、延べ1,376回（1人当たり平
均5.4回）の返答を得た。健康状態の満足度は平
均3.7/10点、仕事と生活の満足度は平均6.1/10点、
社会とのつながりの満足度は6.9/10点、治療満
足度は2.7/3点、高い不安を有する人は52.7%で
あった。第1～2波では社会とのつながりの満足
度、第3～4波では仕事と生活度の満足度、第5
波においては健康状態の満足度の低下が目立っ
た。
【考察と結論】
COVID–19パンデミック中に、健康に問題を持
つ人々に起こった生活満足度の変化を捉えた。パ
ンデミックの期間が長くなるほど、人は社会との
つながりの欠如に慣れ、現実的な問題に不満を感
じる。

所属施設 1 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　腎リウマチ科、

2 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　看護部



19

一 般 演 題

O-Dr1-5

近藤　和伸 1（医師）
上原　裕子1、橋本　頼和1、中西　研輔1、
松川美和子 2、張　　慶哲 3、成田　　雅 3

筆頭演者
共同演者

COVID–19患者入院後の血清クレ
アチニンの変化パターンに基づいた
入院理由、腎障害原因と予後の検討

【目的】
慢性の腎機能低下はCOVID–19感染の重症化リ
スクであるが、COVID–19感染や薬剤使用に伴
う急性腎障害もCOVID–19感染の予後を悪化さ
せうる。入院COVID–19患者の腎機能の継時的
変化パターンごとに、入院理由や予後を検討した。
【方法】
2020年1月から2022年7月に、当院に入院した
COVID–19患者において、急性腎機能障害を呈
した患者、慢性腎臓病を有する患者、と透析患者、
の3群間で、入院理由と生命予後を比較する。急
性腎機能障害を合併したCOVID–19感染患者に
おいて、クレアチニンの変化パターンと腎障害原
因との相関を求めた。
【結果】
2022年8月までに、当院では1,326名のCOVID–19 
患者が入院し、うち60名が死亡。75名が慢性腎
臓病を持ち、50名が急性腎障害を発症、36名が
透析中であった。慢性腎臓病を持つ患者の8% 

（6/75名）、急性腎障害を呈した患者の22% （11/50
名）、透析患者の2.8% （1/36名）が入院中に死亡
した。入院時に急性腎障害を呈した症例は腎前性
腎不全が多く、入院後3～5日で腎機能が悪化し
た症例は薬剤性腎障害が多く、入院後5日を過ぎ
ると急性尿細管壊死の頻度と重症例が増えた。
【結論】
慢性腎臓病の患者や急性腎障害を呈した入院
COVID–19患者は生命予後が不良であった。急
性腎障害は、入院日から遅れて発症する際に、重
症化の指標となった。

所属施設 1 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　腎リウマチ科、

2 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　カルテ室、

3 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　感染症科

O-Dr2-1

橋口純一郎 1（医師）
河津　多代1、澤瀬　健次2、原田　孝司2、
舩越　　哲 2

筆頭演者
共同演者

維持透析患者の高頻度併用薬剤 
によるMg値への影響

【目的】
透析患者のマグネシウム値への影響因子として
は、食事摂取・Mg下剤・透析液Mg濃度・PPI併
用などが考えられているが、透析患者に高頻度に
使用する各種薬剤でマグネシウム値に対する影響
を検討する。
【方法】
外来通院中の慢性維持透析患者106名のMg値と
使用薬剤を調査する。
【結果】
既報どおりに胃薬ではPPI投与群でMg値は低値
だった。リン吸着薬ではカルシウム製剤とポリ
マー投与群が、これらの薬剤の非投与群より有意
に高値だった。鉄製剤とランタン製剤は、有意差
を認めなかった。ビタミンD製剤（内服/注射）・
カルシミメティクス・非Mg下剤投与群でも有意
差を認めなかった。透析液でも、Ca濃度2.5mEq
透析液と2.75mEq透析液の間に有意差を認めな
かった。カルニチン（注射）投与群では、非投与
群より有意に高値であった。
【結論】
透析患者のMg値は、PPIやMg含有薬以外でも変
動する

所属施設 1（医）衆和会　長崎腎クリニック、
2（医）衆和会　長崎腎病院
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一 般 演 題

O-Dr2-3

山﨑　政虎（医師）
神林眉裕里、後藤　憲人、広松　　悟、
野中枝理子、池田　裕貴、平田　早恵、
福田　　誠、吉原　万貴、宮園　素明

筆頭演者
共同演者

感染性腎嚢胞と肝嚢胞に対し、 
経皮的ドレナージを施行した1例

【症例】
68歳、男性。X–18年に多発性嚢胞腎と指摘され
た。X–5年に血液透析を導入され、以後維持透析
を行っていた。X年9月15日に発熱、肉眼的血尿、
腹痛を自覚し、近医に救急搬送となった。敗血症
と診断され、メロペネムの投与が開始された。造
影CTでは腎嚢胞感染が疑われた。9月17日にド
レナージ術の可否含めた治療目的に当院に転院と
なった。転院時は発熱以外のバイタルは比較的安
定していたため、ST合剤での抗菌薬治療を継続
した。しかし、その後も発熱は持続し、ミノサイ
クリンの投与を追加するも解熱せず、11月25日
にCTガイド下ドレナージを施行し、ドレナージ
チューブを留置した。連日チューブより洗浄・硬
化剤の注入を行った。ドレナージ検体の培養で
E.coliが検出され、シプロフロキサシンの内服へ
抗菌薬を変更し、12月1日にドレーンを抜去した。
治療経過中に食思不振が著明に増悪し、全身状態
は悪化した。食思不振の原因として肝嚢胞が腹部
を圧迫していることが原因と考え、12月2日に肝
嚢胞に対し、CTガイド下ドレナージを施行し、
ドレナージチューブを留置したが、同日にチュー
ブを自己抜去した。これ以上の積極的治療は困難
な状態であり、12月9日に近医に転院となった。
【考察】
感染性腎嚢胞と肝嚢胞に対し、それぞれ経皮的ド
レナージを行った症例を経験したため、文献的考
察を含めて報告する。

所属施設 佐賀大学　医学部　腎臓内科

O-Dr2-4

海津　嘉毅 1（医師）
永田　雅治2、郄　　月玲1、三谷　博通3、
海津　嘉蔵 3

筆頭演者
共同演者

血液透析患者における 
グリコアルブミンと突然死との 

関連の検討

【背景】
『透析患者糖尿病治療ガイド2012』においてグリ
コアルブミン（GA）目標値は20%未満とされて
いるが、透析患者におけるGAと突然死の関連は
明らかではない。
【目的】
血液透析患者におけるGAと突然死との関係を検
討する。
【方法】
対象は2016年1月から2017年12月までに当院
でHDを施行した260名で、2021年12月までを
観察期間とした（平均観察期間4.6年） 突然死は
外傷、窒息を除く発症後24時間以内の内因子と
定義 GA3分位[GA<15.2群 15.2–18.6群18.6<GA
群]に分け、解析にはロジスティック 回帰デル
を用いて調整因子には性・年齢・アルブミン・
CRP・心胸比を用いて GAレベル別にみた突然
死のオッズ比を算出した [結果]観察期間中91例
の死亡の内、突然死は23例でGAレベル別で突
然死累積発症率は各々3.5% ,7.1% ,16.1%（傾向性
p=0.012）と段階的に増加した。性・年齢別に分
けた検討でも同様な傾向であった GA<15.2群に
比べた18.6<GA群の 性・年齢調整後の突然死発
症オッズ比（95%信頼区間）は5.3（1.3–21.5）と有
意に上昇、 多変量調整後も6.1（1.4–25.9） とその
関係は変わらなかった。
【結論】
血液透析患者においてGA 18.6%以上は突然死の
有意な危険因子であった。

所属施設 1 北九州腎臓クリニック、
2 新栄会病院、
3 新北九州腎臓クリニック
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一 般 演 題

O-Dr2-5

【目的】
2017年、我が国で初めて亜鉛製剤が認可された。
これに呼応して2018年、日本臨床栄養学会が亜
鉛欠乏の治療指針（2018）ガイドラインを決定し
た。透析医学会への亜鉛関連報告を分析し、ガイ
ドラインの問題点を指摘する。
【方法】
日本透析医学会の亜鉛関連報告を分析。
【結果および考察】
1.【腎不全では、しばしば血清亜鉛値が低値であ

る。】 →透析患者で亜鉛が低いのは低アルブミ
ン血症による見かけの低値である。

2.【これら疾患では、亜鉛欠乏症状が認められな
くても、亜鉛補充を考慮してもよい。】 →亜鉛
補充は原則、不要である。

3.【亜鉛投与による有害事象として、…同欠乏に
よる貧血・白血球減少、鉄欠乏性貧血が報告さ
れている。】 →偽性骨髄異形成不全症や亜急性
連合性脊髄変性症など重篤な副反応についての
記載がない。

4.【血清亜鉛値が250μg/dLになれば減量する。】 
銅欠乏症を惹起しない亜鉛上限値は透析者123
μg/dL、健診群は401μg/dLである。但し、
胃摘除者、慢性腸炎などの潜在性銅欠乏者の
上限値は、より低くなる。 透析患者で亜鉛と
銅の両者がwin–winの安全域にあるのは亜鉛

（41.3–78.3μg）、銅（66.5–96.5μg）である。透
析患者で銅欠乏症を来した報告例はすべて亜鉛
78.3μg以上である。

【結語】
亜鉛欠乏の治療指針（2018）による銅欠乏症の増
加が指摘され、早急な改訂を要する。

西銘　圭蔵（医師）筆頭演者
共同演者

所属施設

なぜ、維持透析者の亜鉛負荷銅欠乏
症が多発するのか  

【亜鉛欠乏の治療指針2018】の影響

將山会　北部山里クリニック　腎臓内科

O-Dr2-6

【はじめに】
開業して以来、当院で維持透析をされ死亡され
た患者の中から事例を挙げて、今後の当院での
SDMやACPの在り方について検討した。
【方法】
死亡された9人の患者の内、1人は自宅での突然
死で、6名は病院で看取られ、残る2名は御自宅
で死亡。その2名を提示する。
【症例1】
74歳男性、透析歴4年。他院で透析導入する際、
本人は拒否されていたが、主治医の熱意ある説得
により導入を決意。今回、シャント閉塞をきっか
けに、透析の継続は断固拒否。ご家族とも説得に
あたるも最終透析日から12日目に死亡。丁度そ
の日、訪問診療医に引き継ぎの最中だった。
【症例2】
75歳男性、透析歴1年。他院で導入され、当院へ
紹介となるも、都度の検査が嫌になり、維持透析
も途絶えがちに。本人希望で元の導入施設へ戻る。
コロナ感染で入院され退院後から外来透析拒否。
御自宅で死亡される。
【考察】
どちらも、ふいに透析通院を拒絶し、その後、ご
家族とは話し合いは持てたが、本人とはできな
かった。普段の回診では伺い知れない、本人の考
えや透析に対するご負担や信念を主治医のみなら
ず、受け持ち看護師、技士らと多職種で、ACP
のカンファ等で、関わりを早くから行うべきと考
えられた。
【まとめ】
当院は病院での看取りの割合が高いが、今後は自
宅での看取りを選択される機会も増えると思わ
れ、患者、家族が満足できるような取り組みが必
要と思われた。

下地　國浩（医師）筆頭演者
共同演者

所属施設

当院での終末期患者さんへの 
アプローチと今後の課題

豊崎メディカルクリニック
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一 般 演 題

O-Tc1-1

【背景】
生体インピーダンス分析法（以下、BIA法）を用
いたIn Body S10では位相角（以下、PA）が測定
可能である。PAは体水分抵抗であるR、細胞膜
抵抗であるXcのベクトル和であるZとのなす角
θのことである。第64回日本透析医学会にて、
PAはGNRIおよびSMIとの強い正の相関、年齢
およびECW/TBWと非常に強い負の相関が認め
られ、栄養指標および生命予後の指標として有用
であり、根拠ある値であると報告した。
【目的】
In Body S10を用いDW評価を行う際、PAがDW
評価因子に有用かどうか当院と本院重松クリニッ
クの透析患者で検討した。
【方法】
過去4年間における当院と本院の透析患者のうち
In Body S10で測定を行った患者数331症例（検
査数895回）を対象とした。In Body S10で測定
したPAに対してDWの指標として考えられる
細胞外水分比（以下、ECW/TBW）、体格指数
であるBMI、骨格筋指数（以下SMI）、測定時体
重（透析終了時体重、以下BW）、体脂肪率（以下
%BF）、5項目との相関を評価した。
【結果】
PAはBMI、SMI、BWの3項目で強い正の相関
が認められた。 PAはECW/TBWと非常に強い
負の相関であった。 PAと%BFは相関なしであっ
た。
【考察】
PAがBMI、SMI、BW、ECW/TBWと有意な相
関関係であったことから体水分量の変化を表すこ
とが示された。

岡本　真博 1（臨床工学技士）
重松　啓子 1,2

筆頭演者
共同演者

所属施設

位相角（Phase Angle）の経時的
な変化はDW評価に有用である。

1（医）信愛会　信愛クリニック、
2（医）信愛会　重松クリニック

O-Tc1-2

【目的】
当院は「がん診療連携拠点病院」に指定されてお
り、腹水濾過再静注療法（以下CART）の件数も
年々増加傾向にある。現行機種におけるCART
の課題として、癌性腹水に多く見られる血性蛋白
による一次膜の目詰まりの影響で、原腹水の全量
処理がしきれず、破棄せざるをえない状況が度々
あった。今回、旭化成社から販売されているプラ
ソートμにて施行したので、現行機種との比較検
討を報告する。
【方法】
対象は2021年7月から2021年12月までのCART
を全例プラソートμで施行し、現行機種と全量処
理の有無、手技時間、濃縮率を比較した。
【結果】
現行機種では膜圧上昇のため原腹水を破棄する症
例があったが、プラソートμでは全例で全量処理
することができた。また、プラソートμに搭載
されている自動膜洗浄機能により、TMP警報の
発生頻度が減少し、原腹水処理時間の短縮にも繋
がった。現行機種との濃縮率には大差はなかった。
【考察】
プラソートμは原腹水の血性・非血性の選択が可
能で、それぞれで自動膜洗浄機能の設定TMP圧
が異なる。この自動膜洗浄機能が当院の課題であ
る膜の目詰まりに対する一時予防として機能した
ため、原腹水の全量処理に繋がったのではないか
と考える。
【結語】
当院は透析業務とCART業務を並行で施行して
おり、この機能は従来の手動操作を減少させ、
CART業務における臨床工学技士の負担軽減を
図ることが出来たと考えられた。

喜納尚太郎（臨床工学技士）
西江　昴也、来間　　麗、仲宗根杏里紗、
大石　尚広、佐野　貴広

筆頭演者
共同演者

所属施設

血液浄化装置プラソートμを用いた
CARTを経験して

（独）那覇市立病院	ME室
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一 般 演 題

O-Tc1-3

堀　幸一郎 1（臨床工学技士）
林田　征俊1、矢野　利幸1、高木　伴幸1、
前川　明洋4、澤瀬　健次2、橋口純一郎3、
原田　孝司 2、舩越　　哲 2

筆頭演者
共同演者

HIF-PH 阻害薬 enarodustat から
roxadustat への切り替えによる 

臨床評価

【背景】
HIF–PH阻害薬は、HIF経路を活性化しEPO産
生と鉄の動員を増加させる経口腎性貧血治療薬で
ある。今回我々は、HIF–PH阻害薬であるEnaと
Roxの特性を比較した。
【目的】
EnaからRoxへ切り替えを行い、貧血改善効果等
を縦断的に検討する。
【対象・方法】
当院の維持血液透析患者で、Enaを内服中の11
名を対象とし、HIF–PH阻害薬EnaからRoxへ
切り替えた。Ena内服患者で同意が得られたT–
SAT≧20%の症例に対し、内服開始から4週間
は用量を一定とし、以降はHb値10.0～12.0g/dl
を目標に調整を行い、貧血改善効果と鉄動態を
16週間観察した。
【結果】
Roxでは内服開始後すぐに上昇が認められ、4週
目までHb値は上昇する傾向にあった。内服量の
調整によりHb値は安定した。
【考察】
RoxはEnaと比較して鉄代謝の顕著な変動とHb
値の上昇がみられ、各剤の特色が示唆された。

所属施設 1（医）衆和会　長崎腎病院　臨床工学課、
2（医）衆和会　長崎腎病院　医師部、
3（医）衆和会　長崎腎クリニック　医師部、
4（医）衆和会　大村腎クリニック　医師部

O-Tc1-4

桑俣　英明（臨床工学技士）
稲﨑　　渉、古里　直人、田代　文隆、
田中　晋吾、久木山清貴、久木山厚子

筆頭演者
共同演者

当院における看護師のエコー下穿刺
教育への取り組み

【背景・目的】
糖尿病性腎症や腎硬化症から透析導入となる患者
の増加、患者の高齢化、透析歴の長期化により穿
刺困難症例が増加している。当院では、臨床工学
技士がエコー下穿刺を行ってきたが、対象患者の
増加に伴い、臨床工学技士だけでの対応が難しく
なってきた。そのため、看護師のエコー下穿刺教
育を試みた。
【方法】
看護師14名を対象とし、手順書に基づいてエコー
の仕組みを説明し、模擬血管を用いて練習した。
その後、技士の指導の下、反復して患者に対し穿
刺を行った。穿刺難易度を患者ごとに（易）（普）

（難）の3つに分類して、教育完了後は（易）から
始め、徐々に難易度を上げていくこととした。
【結果】
穿刺回数を重ねることで、エコーの操作・手技は
上達する一方で、技士の指導から離れることには
不安を感じ、教育完了までに時間がかかった。そ
のため、チェックリストの作成、穿刺回数と教育
期間を定め、独り立ちまでの基準を設けた。対象
14名中9名が教育完了したが、難易度（難）を穿
刺できるスタッフの育成には至らなかった。
【結語】
教育完了後も、スキルアップが求められるため、
新たなプログラムの作成が必要とされる。 エコー
下穿刺によって、スタッフの穿刺ミスに対する不
安は軽減されるが、エコーの操作・手技を身につ
けなければならない。指導者側は、習得までにか
かるストレスやプレッシャーなどに配慮しながら
教育していく必要がある。

所属施設（医）三村・久木山会　宇土中央クリニック
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一 般 演 題

O-Tc1-5

峯浦　達雄 1,2（その他）
大熊　茉宥1、重見　拡秀1、今村　健郎1、
今村　克郎 1、今村　敦郎 1

筆頭演者
共同演者

血液透析患者に対する脳と足を同時
に鍛えるリハビリプログラムの開発

【目的】
血液透析患者は週3回、約4時間の安静臥床を余
儀なくされ、フレイルやサルコペニアに陥りやす
い。そのため適切なリハビリテーション介入によ
る運動耐容能・身体活動量の改善へのアプローチ
は重要である。近年、ウォーキングと脳トレを組
み合わせた二重課題が効果的という報告は散見さ
れるが、起立着席訓練と脳トレーニングを組み合
わせた研究はみられない。そこで本研究の目的は
血液透析患者に対して、脳と足を同時に鍛えるプ
ログラムを実施し、歩行能力や意欲との関連性に
ついて検討した。 
【方法】
2022年2月から6月に当院外来血液透析患者15
名を対象とし、脳と足を同時に鍛えるリハビリプ
ログラムを週3回透析前に実施した。1回の起立
回数は約100～150回前後実施した。評価方法は
開始時と介入3カ月後に5m最大歩行、Time up 
go test、 開眼片足立ち、ファンクショナルリーチ
等実施した。 
【結果】
15名全員の各運動能力テストは向上した。また
15名全員が脱落することなく継続することがで
きた。意欲の指標であるVitality Indexも向上し
た。 
【結論】
筋活動が豊富な下肢筋に焦点をあてた起立着席訓
練と脳トレを組み合わせたリハビリプログラムは
血液透析患者に効果的であった。今後も増加が予
想される血液透析患者が生きがいを持って、自立
した生活を営むためには、椅子からの立ち上がり
動作能力が重要な要素であることが示唆された。

所属施設 1（医）今村クリニック、
2（大）群馬大学大学院　保健学研究科

O-Tc2-1

【はじめに】
近年、透析患者の栄養・QOL改善やMIA症候群
の予防を目的に至適透析を目指し、長時間透析や
高血流透析が注目されている。しかし高血流にな
れば設定血流 量と実血流量に乖離が生じてしま
うことや、赤血球に過度な陰圧がかかると溶血を
起こすという報告もある。今回、設定血流量に対
して過度な陰圧がかからない適性な脱血側穿刺針
ゲージ数を検討したので報告する。 
【方法】
循環液に44%グリセリン水溶液を使用し、血液
回路A側に外套針（17.16.15G： 30mm）を接続。
グリセリン水溶液を貯めた容器の中で循環させ、
生食ラインにコパル 電子社製PG–100ハンディマ
ノメータを装着し脱血圧を測定した。許容脱血圧
を–180mm Hgに設定し、各ゲージにおいて許容
脱血圧時の設定血流量を調査した。 
【結果】
脱 血 圧–180mmHg時 の 設 定 血 流 量 は 17G：
180ml/min、16G：250ml/min、15G： 330ml/
minであった。 
【考察】
患者に使用する脱血側穿刺針のゲージ数は設定
血流量に対し、17G：180ml/m in未満、16G：
250ml/min未満、15G：330ml/min未満が過度な
陰圧を避けることができ、 適性であると考える。 
【結語】
赤血球に過度な陰圧をかけてしまうのは、生体適
合性が悪くなる要因のひとつであり、乖離を抑え
るには適性な穿刺針の選択と脱血状況に見合った
血流量の設定が重要である。

古庄　雄太（臨床工学技士）
青野　由佳、内藤くるみ、井上　孝生

筆頭演者
共同演者

所属施設

脱血圧から考察した適正な 
脱血側穿刺針ゲージ数の検討

（医）製鉄記念八幡病院　臨床工学部
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一 般 演 題

O-Tc2-2

青野　由佳（臨床工学技士）
堤　真奈美、内藤くるみ、古庄　雄太、
井上　孝生

筆頭演者
共同演者

当院における加圧式VAマッサージ
（PVM）の効果について

【背景・目的】
当院では、バスキュラーアクセス（以下VA）の
狭窄・血流不全に対しVAIVTを施行している。
頻回なVAIVT治療は、患者に精神的・肉体的苦
痛を与え、VAに対する不安も大きい。そこで、
当院でも2019年よりPVMを開始しその効果につ
いて検証したので報告する。 
【対象】
VA開存期間が短く頻回VAIVTを繰り返す維持
透析患者6名、シャントエコーにて狭窄が認めら
れた非VAIVT維持透析患者3名、計9名を対象
とした。 
【方法】
週3回、穿刺前に狭窄部位へのPVMを60秒間施
行する。 また、CEによるシャントエコーを月に
1回実施し狭窄径・FV・RIの検査を行った。 
【結果】
VAIVTを繰り返す患者6名のうち4名は、VA開
存期間の延長が認められた。また、非VAIAT患
者3名は狭窄径・FV・RIの改善又は維持が認め
られ、PVMの効果が得られた。 
【考察】
PVMは、狭窄部位の血管を伸展させる効果があ
るため狭窄径・FV・RIの改善又は維持、VA開
存期間の延長に繋がったと考えられる。しかし、
その効果について患者毎にばらつきがあり弾性狭
窄、内膜肥厚による狭窄、石灰化や血栓の有無の
違い等でPVMの有効性に差があると思われた。
【結語】
PVMの実施はVA開存期間の延長に繋がること
が示唆された。 今後、PVMの有効性を検討し効
果的なアプローチをしていきたい。

所属施設（医）製鉄記念八幡病院　臨床工学部

O-Tc2-3

大城　　安（臨床工学技士）
國場　佳奈、新城　敦宙、前田　　慧、
仲間　大雅、下地　國浩

筆頭演者
共同演者

VAエコー下穿刺教育3年目の評価
～エコー下穿刺教育の課題～

【目的 】
当院は2020年4月より、透析室看護師・技士全
スタッフがエコー下穿刺や穿刺トラブル時のエ
コー下調整ができる事を目標に掲げ、スタッフ教
育を実践して3年目になる。 そこで、これまでの
当院の教育カリキュラム、ハンズオンエコー下穿
刺を含め教育の評価を行い、今後のエコー下穿刺
教育の指針とする。

【方法 】
当院の教育カリキュラム、エコー下穿刺評価
チェックリストを基に記名式調査を実施し、教育
カリキュラムの難易度評価を行う。 調査はカリ
キュラムの理論及び実技を「非常に易しい」から

「非常に難しい」の難易度を5段階で評価した。
【対象 】
看護師8名 臨床工学技士2名

【結果 】
教育カリキュラム理論は準備、機器設定、ハンズ
オンエコー下穿刺、患者さんへのエコー下穿刺の
項目で概ね理解しているとの結果が出た。 実技
は理論よりハンズオンエコー下穿刺、患者さんへ
のエコー下穿刺の項目で難易度が高いとの結果が
出た。 特にエコー下穿刺細項目で「長軸像針先
描出」「刺入直後からの画像注視」が難易度が高
いとの結果が出た。

【考察 】
調査結果よりシミュレーター教材によるハンズオ
ンエコー下穿刺が重要で、血管に近い血管刺入感
触のある模擬血管、穿刺痕の無い画像描出教材の
採用がエコー下穿刺教育に重要と思われる。

【結語】 
エコー下穿刺教育には理論は元より、実技のハ
ンズオンで使用するシミュレーター教材が重要
である。

所属施設 豊崎メディカルクリニック
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一 般 演 題

O-Tc2-4

堤　真奈美（臨床工学技士）
青野　由香、内藤くるみ、古庄　雄太、
井上　孝生

筆頭演者
共同演者

当院における血液透析患者の
COVID–19陽性患者への対応

【はじめに】
当院では、血液透析患者のCOVID–19陽性者は
ICUとCOVID–19専用病棟個室にて血液透析（以
下HD）を行ったのでその対応を報告する。
【対応】
病棟個室HD時は、CEが1名個室に残り、2名
交代制で警報対応等を行った。また、本格的な
COVID–19専用病棟が設置された際に個人用RO
装置と個人用透析装置の一体型を購入し、 webカ
メラと穿 刺部漏血センサーの導入を行うことで
グリーンゾーンにてHD中の監視を行えるよう体
制を整えた。
【結果】
病棟個室にてHDを行う際は、常に個室の中で待
機していなければならず感染リスクが懸念された
が、webカメラや穿刺部漏血センサーを用いるこ
とでグリーンゾーンにてHDの監視ができ、感染
リスクを軽減することができた。
【まとめ】
今後も、COVID–19に関する情報収集や他職種
との連携や教育を行い、より安全で有効的な治療
の提供ができるよう邁進していきたい。

所属施設（医）製鉄記念八幡病院　臨床工学部

O-Tc2-5

阿南　　敬（臨床工学技士）
益守　直子、近藤　敦司、高橋　　剛、
松原　孝典、酒本　貞昭

筆頭演者
共同演者

当院におけるCOVID–19陽性患者
の対応の1例

【はじめに】
2020年3月大分県で初COVID–19陽性が確認さ
れた。
当院も看護感染管理者の指示の元、マニュアルを
作成し感染対策を強化した。
しかし2021年2月当院で初の透析患者のCOVID–19
陽性が確認された。
また2022年2月に当院2例目の陽性が確認され両
者とも中等症と診断され、保健所の指示にて指定
入院施設に転院となった。
同月3例目初めて軽症（自宅待機）と診断され当院
で通院治療を行っていたが、隔離最終日に容態が
急変したため転院と至った症例を報告する。
【背景と症例】
患者：70代　女性
透析歴：3年11か月
既往歴：慢性糸球体腎炎、くも膜下出血、リウマチ
陽性までの経緯：20XX年2月22日濃厚接触者と
食事を行う。
24日咳嗽、咽頭痛にて当院受診。抗原検査にて
陽性判明。
軽症のため保健所の指示の元当院で外来通院のま
ま個室透析となる。
3月4日（陽性期間最終日）透析開始時より37.5度
咳嗽症状みられるも 自覚症状なし。透析終了後
38.7度まで上昇、倦怠感訴える。
CT実施し肺炎症状確認、SPO2 91%、呼吸苦訴
え酸素2L開始する。
保険所へ連絡し、指定施設へ緊急搬送となる。
【まとめ】
基礎疾患がある高齢者は急激に症状が悪化するこ
とを実感した。
2022年7月現在までに外来通院陽性患者4名の個
室透析を実施。
いずれも感染拡大なく経過している。
　今後も感染対策マニュアルを遵守しつつ感染拡
大を防いでいきたい。

所属施設 恵愛会　中村病院
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一 般 演 題

O-Tc2-6

馬原　華穂 1（臨床工学技士）
牧野　　稔1、吉武　和剛1、桑原　史佳1、
川上隆太郎1、久保　亮太1、大里　幸也1、
徳冨　高志 1、加藤　英司 2、松下　和孝 3

筆頭演者
共同演者

当院におけるCOVID–19感染対策
の取り組み

【目的】
COVID–19患者の増加により、無症状または軽
症の患者は自院での通院透析継続が必要となっ
た。当院は感染対策を施した施設設計を行い、
2021年3月に移転した。専用出入口を有する感染
透析室の設置、個室透析室を6床に増床、自動換
気ができる換気装置を設置した。今回、移転施設
での感染対策の取り組みを報告する。 
【方法】
感染リスクに応じたゾーニングを行い、COVID–19
感染患者は2階感染透析室、濃厚接触者・発熱患
者は3階個室、転院後の患者は4階個室、施設入
居者は個室利用と時間的ゾーニングをした。職
員教育として個人防護具の着脱訓練を月1回実施
した。
【結果】
 2021年3月から2022年8月に9名（あけぼのクリ
ニック4名、当院5名）のCOVID–19感染患者の
透析を実施し、療養解除まで外来通院を維持する
ことができた。職員および患者への二次感染は認
められなかった。二酸化炭素濃度は厚生労働省推
奨の1000ppm以下を維持できた。 
【考察】 
今回、当院での感染対策の取り組みは院内感染を
発生させなかったことからCOVID–19の感染制
御に有効であると考えられた。しかし、家庭内・
入居施設内感染や無症状病原体保有者の存在とと
もに軽度の風邪症状、花粉症症状など、患者や家
族、入居施設から情報が届きにくい状況のまま施
設に入り込む可能性もある。患者・家族・入居施
設への協力要請を繰り返し行う必要があると考え
られる。

所属施設 1（医）松下会　あけぼの第 2クリニック　
臨床工学部、

2（医）松下会　あけぼの第 2クリニック　
循環器内科、

3（医）松下会　あけぼの第 2クリニック　
泌尿器科

O-Dr3-1

【症例】
78歳の女性。腎硬化症による末期腎不全に対し
腹膜透析を希望され導入の方針となった。SMAP
法にて腹膜透析カテーテル（スワンネックカテー
テル）を留置し、連続携行式腹膜透析（CAPD）を
開始した。導入2日目にカテーテル位置異常に伴
う排液不良となり、α修復法を行い注液・排液は
改善した。その33日後に同様に排液不良となり、
腹腔鏡下カテーテル腹壁固定術を行った。手技は
通常結紮とエンドクローズを用いてカテーテル遠
位側を2ヵ所固定した。その後、問題なくCAPD
再開となったが、術後14日目に再度同様に排液
不良となり、2度目の腹腔鏡下カテーテル腹壁固
定術を行った。前回の固定糸から頭側にカテーテ
ルが脱落しており、腹直筋膜縫合の際に第一カフ
が腹壁に対し垂直に固定されていることにより抵
抗が生じていることが、反復する位置異常の原因
と判断した。そのため、エンドクローズを用いて
カテーテル先端を骨盤底へ向けるように腹腔内
カテーテルを第一カフに近い位置で4ヵ所固定し
た。術後は注液・排液不良なく腹膜透析を継続で
きている。
【考察】
エンドクローズを用いた腹腔鏡下カテーテル腹壁
固定術は術後の液漏れも少なく有用であると報告
されている。カテーテルの屈曲が強い場合でもエ
ンドクローズは腹直筋膜上で結紮することでカ
テーテルを強固に固定でき、腹腔内からの結紮固
定より結紮糸が脱落する可能性も低いため有用な
手技と考えられる。

大塚　　武（医師）
西　　桂子、前田幸志郎、竹原　俊幸

筆頭演者
共同演者

所属施設

腹膜透析カテーテルの腹腔内位置異
常に対して2度の腹腔鏡下カテーテ
ル腹壁固定術を要した1例

おがわクリニック



28

一 般 演 題

O-Dr3-2

芦澤　香子 1（医師）
池見　恵梨1、辻　　清和1、浦松　　正1、
三原　　智 2、石井　拓馬 3、西野　友哉 4

筆頭演者
共同演者

腹膜透析患者に発症した
Mycobacterium chelonaeによる

カテーテル出口部感染の1例

【症例】
45歳女性。IgA腎症を原疾患とした末期腎不全
でX–8年11月に腹膜透析 （PD） を導入した。こ
れまでに出口部感染を複数回起こし、抗菌薬内服
で改善していた。X–2年12月末に出口部から排
膿を認め、ST合剤内服にて軽快したが排膿は継
続した。X–1年6 月に抗酸菌塗抹培養を提出し、
Mycobacterium chelonaeが検出された。7月6日
も抗酸菌培養陽性であり、出口部感染の治療目的
に8月27日に入院した。まずは、腹腔内洗浄のた
めPDカテーテル抜去は行わず、CAM400 mg/日
内服、LVFX250 mg/隔日内服、AMK100 mg/
日点滴、IPM0.25 g/日点滴を開始した。抗菌薬
治療の間、内シャント造設を行い、HDへ移行し
た。治療にて出口部の抗酸菌塗抹培養は陰性化
した。X年1月11日にカテーテルを抜去し、退院
後1か月はSM0.5 g/日筋注 （週2回） を継続した。
その後、創部からの排膿は認めなかった。
【考察】
Mycobacterium chelonaeによる出口部感染に対
する治療方法は確立されていない。今回、長期
PD患者のMycobacterium chelonaeによる出口
部感染に対し、抗菌薬加療後にカテーテルを抜去
し、その後1か月の加療にて再燃なく経過した一
例を経験した。Mycobacterium chelonaeによる
出口部感染の報告は稀であり、文献的考察を含め
て報告する。

所属施設 1JCHO諫早総合病院　腎臓内科、
2JCHO諫早総合病院　呼吸器内科、
3 泉川病院　腎臓内科、
4 長崎大学病院　腎臓内科

O-Dr3-3

橋本　諒司（医師）
松隈　祐太、岩本　早紀、古原　千明、
嶋本　　聖、植木　研次、恒吉　章治、
山田　俊輔、北園　孝成、中野　敏昭

筆頭演者
共同演者

血液透析導入時に急性閉塞隅角緑
内障を発症した1例

【症例】
75歳女性
【主訴】
左眼痛
【現病歴】
55歳時に右腎癌に対して右腎摘除術を施行され、
64歳時に腎癌の膵転移を認めVEGF阻害薬のス
ニチニブを開始された。その後腎機能障害が出現、
徐々に進行し、X年7月に血液透析（HD）導入目
的で入院した。3回目のHD終了後の夜間より頭
痛、嘔気が出現し、不均衡症候群を疑い、アセト
アミノフェンで経過観察とした。翌朝も同症状は
持続しており、左視力低下・眼球結膜充血・瞳孔
散大を認め、緑内障発作の可能性も考えられたた
め、眼科を受診したところ、眼圧67mmHgと上
昇しており急性閉塞隅角緑内障発作の診断となっ
た。直ちにD–マンニトール、アセタゾラミド点
滴投与し点眼薬を開始し、速やかな症状と眼圧の
改善を認めた。今後の緑内障発作の予防目的に両
側水晶体再検術を施行された。その後、HDを継
続したが症状の再燃なく第28病日に退院とした。
【考察】
血液透析による急激な血漿浸透圧低下は眼房水と
の浸透圧差を形成し、血漿から眼房水への水分移
動をきたすが、通常は隅角からの眼房水流出によ
り眼圧は上昇しない。しかし、流出路狭窄がある
場合は、透析による眼圧上昇の既報がある。本症
例は潜在的に狭隅角を有しており、血液透析によ
り血漿から眼房水へ移動した水分を排出できず、
眼圧が上昇し緑内障発作をきたしたと考えられ
た。透析導入時の頭痛の鑑別として、閉塞隅角緑
内障発作を鑑別に挙げるべきである。

所属施設 九州大学大学院医学研究院　病態機能内
科学
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一 般 演 題

O-Dr3-4

浦野　　凌 1（医師）
荒木　慎平 1、坂本　良輔 1,2、	 	
鳥越　健太 1、山下　鮎子 1,2、	 	
阿部　伸一 1、牟田久美子 1、	
望月　保志 2、西野　友哉 1、

筆頭演者
共同演者

誘因なく筋肉内血種を繰り返した 
長期透析患者の1例

73歳女性、妊娠中毒症を契機とする末期腎不全
でX–32年4月に血液透析導入となり近医で外来
維持透析を行っていた。X年4月、右前胸部の皮
下出血を自覚し、翌日の透析中に右腋窩の腫脹と
疼痛を認めた。透析後のCTで右腋窩から前胸部
にかけて血腫形成を認めたため当院へ紹介となっ
た。来院時Hb 6.8 g/dLと貧血を認め、造影CT
では活動性の出血を示す造影剤漏出を認めたた
め、動脈塞栓術（IVR）を施行した。IVRによる止
血と輸血でHb 9.2 g/dLへと改善した。しかしな
がら入院5日目に右側腹部の筋内血腫、20日目に
左大腿後面の筋内血腫を新たに認めた。左大腿後
面の血腫は造影剤漏出を伴っていたため輸血に加
え再度IVRを要したが、その後は新たな血腫の出
現や貧血の進行はなかった。出血の原因として大
動脈弁置換術に対して服用しているワルファリン
の影響も疑われたがPT–INR 1.13程度と過延長
はなく、血液疾患など出血性素因の検索を行った
が原因となり得るものは認めなかった。そのため
今後も再出血するリスクは高く、自宅退院は難し
いと判断して入院42日目に近医へ転院した。今
回、誘因なく筋肉内血種を繰り返した長期透析患
者の症例を経験した。出血の原因究明には至らな
かったが、検討すべきいくつかの可能性に関して
文献的考察を交えて報告する。

所属施設 1 長崎大学病院　腎臓内科、
2 長崎大学病院　血液浄化療法部

O-Dr3-5

望月　保志 1,2（医師）
光成　健輔 3、松尾　朋博 3、	
大庭康司郎 3、山下　鮎子 1,4、	
坂本　良輔 1,4、阿部　伸一 4、	
錦戸　雅春 2,5、松屋　福蔵 2,5、	
西野　友哉 1,4

筆頭演者
共同演者

長崎県における慢性透析療法の現況 
～長崎県腎不全対策協会の取り組み

から～

長崎県では、県内全透析施設（現在66施設）が長
崎県腎不全対策協会に加入している。協会を中心
に、慢性維持透析患者の動向について統計調査を
行い、県内透析施設に発信し、情報共有を行って
きた。2021年までは、各施設より月毎の追跡調
査結果を集計してきたが、個人情報保護の観点お
よび集計作業の煩雑化により、2022年以降は追
跡調査から定点調査に移行する方針となった。こ
れを機に、これまでの長崎県独自の追跡調査によ
る県内の慢性維持透析患者の実態調査結果をまと
め、全国調査と比較を行ったので報告する。
長崎県の慢性維持透析患者は2021年現在、血液
透析 4054名、腹膜透析 134名、計4188名であり、
年度末透析患者の平均年齢70.9歳、導入患者の平
均年齢 71.0歳であった。全国調査同様、本件で
も透析患者、導入患者の高齢化が顕著であった。
導入患者の腎硬化症の割合は、全国調査と比較し
て、相当以前より高率となっていた。
長崎県の慢性維持透析患者の動向調査では、導入
患者における腎硬化症の割合が大きく、全国に先
んじて高齢化の波が押し寄せている印象であっ
た。高齢透析患者の特徴を把握しつつ、合併症発
症予防を考慮した透析医療の継続が必要であると
考えられた。

所属施設 1 長崎大学病院　血液浄化療法部、
2 長崎県腎不全対策協会、
3 長崎大学病院　泌尿器科・腎移植外科、
4 長崎大学病院　腎臓内科、
5 長崎医療センター　泌尿器科
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一 般 演 題

O-Dr4-1

はじめに今回、石垣島で一般の透析クリニック
でゼロからVA I V T導入をおこなった。このよ
うな離島や、僻地では、V A I V T治療は本島
や、遠方の施設に委託しているのが現状と考えら
れる。今回、そのような環境の中、自施設で、ゼ
ロからV AI V T導入を立ち上げた。その経緯と
実際の問題点、治療内容を報告する。現在、石
垣島には、約170名の透析患者が存在する。こ
の数字は、右肩上がりである。透析施設は3施設
あり、自施設は、約70名の透析患者を抱えてい
る。そんな中、VAIVT治療ができる施設は、1
施設のみであった。この施設も、放射線科医が対
応しており、いつでも紹介を受け入れてもらえ
る状態ではなかった。ハード面の準備P T Aの可
能な部屋　清潔度は基準なし空調は必要術野の
清潔度の確保、CV挿入レベル治療用ベッド、手
台、エコー器、モニターデバイスはその都度、仲
介業者にオーダーソフト面クリニック医院長は購
入した、エコー器で患者様のエコー評価M E、N 
SもV A I V Tに習熟いただく資料、写真を提供
2022.4.8VA I V T開始に至る現在、月2回　金曜
日施行、安全を第一に毎回2症例までとし、前の
週にカンファを行い、症例を決定。また、今まで、
VA I V T歴がある場合は、画像、記録を確認。
幸いトラブルなく、良好な成績を得ている。

毛利　教生（医師）筆頭演者
共同演者

所属施設

透析クリニックにおけるゼロからの
VAIVT導入

（医）博愛会　牧港中央病院　心臓血管外科

O-Dr4-2

木村　幸輝（医師）
伊藤佐久耶、山下　裕也、三ツ石祐太、
藤井麻紀子、中野　　薫、田口　顕正、
那須　　誠、松本有里子、深水　　圭

筆頭演者
共同演者

当院における人工血管閉塞に対する
VAIVT治療の現状

【背景】
本邦における血液透析（HD）患者に対するブラッ
ドアクセスは、透析期間の長期化、高齢化により
Arterio–Venous Graft（AVG）が増加している。
自己血管内シャントと比較し、血栓閉塞の頻度が
高く、緊急対応を必要とすることも多い。
【目的】
当院におけるAVG閉塞症例のVAIVT治療成績
を検討する。
【方法】
2015年1月から2021年1月までのAVG閉塞症例
39人 （男：女 21：18、平均年齢68.0±18.7歳）
に対するVAIVT治療成績を検討した。
【結果】
ほとんどの症例が静脈側吻合部狭窄による閉塞
症例であった。当院でのAVG閉塞症例に対する
VAIVT治療の再開通率は100%であった。合併
症は血管損傷を1例に認めた。ウロキナーゼ使用
症例（投与量：3万から18万単位）は全体の51.3%

（20人）であった。ウロキナーゼの投与方法は、
ほとんどがシースからの直接投与であったが、術
後の血栓残存が問題となるケースがある。血栓に
対してパルススプレー法を使用することで、術後
血栓残存は有意に改善していた。
【考察】
AVG閉塞に対するアプローチとして、パルスス
プレー法が血栓性AVG閉塞に有効であった。血
栓吸引法や外科的血栓除去のメリット、デメリッ
トも含め、文献的考察を交えて報告する。

所属施設 久留米大学　医学部　内科学講座腎臓内科
部門
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一 般 演 題

O-Dr4-3

倉田　博基 1（医師）
松田　　剛1、松尾　朋博1、大庭康司郎1、
望月　保志2、山口　貢正3、澤瀬　健次3、
舩越　　哲 3、西野　友哉 2、

筆頭演者
共同演者

内シャント感染から敗血症性肺塞栓症、
多発腸腰筋膿瘍を呈した維持透析患

者の1例

【症例】
64歳男性。20XX年4月から糖尿病性腎症による
末期腎不全で維持透析中であり、右自己血管内
シャント血流不全にて、右人工血管内シャントを
造設し、使用していた。20XX年12月人工血管周
囲腫脹・皮膚発赤、発熱、腰痛を認め、前医での
膿瘍穿刺培養にてMRSA陽性であった。バンコ
マイシン投与開始されるも症状軽快なく、精査・
加療目的に当院転院となり、緊急人工血管抜去
術施行となった。血液培養でMRSA陽性であり、
精査目的の全身CTにて敗血症性肺塞栓症および
多発腸腰筋膿瘍を指摘された。右腸腰筋膿瘍に対
して穿刺ドレナージ術を施行した。以後も発熱、
腰痛、血液培養MRSA陽性が持続し、さらに両
側腸腰筋膿瘍ドレナージを追加施行した。その後、
長期の抗菌療法を要したが、次第に膿瘍も縮小傾
向となり、敗血症に伴う症状、所見も徐々に軽快
傾向となった。入院加療3か月を経て、前医転院
となった。アクセスは、以前に使用していた右自
己血管内シャントを再使用している。
【結語】
透析合併症であるアクセス関連の血流感染由来の
MRSA全身性感染症では致命的となることも多
い。適切な外科的加療および抗菌薬加療にて救命
できた1例を経験したので文献的考察を加えて報
告する。

所属施設 1 長崎大学病院　泌尿器科・腎移植外科、
2 長崎大学病院　血液浄化療法部、
3（医）衆和会　長崎腎病院

O-Dr4-4

宮本　　哲 1（医師）
田村　紀子2、白水　智大2、石田　大史2、
上野　啓道2、中園　和利2、長谷川恵美1、
久間　昭寛 1、片岡　雅晴 2

筆頭演者
共同演者

血栓除去に術中PTAを併用して 
改善した透析シャント閉塞の1例

【症例】
75歳女性。多発性嚢胞腎による慢性腎不全のた
め、X–12年に左前腕内シャント造設術（橈骨動
脈–撓側皮静脈吻合）を施行し維持血液透析導入
となり近医にて外来透析中、X年2月シャント血
栓閉塞のため加療目的で当科紹介となった。シャ
ント狭窄のため頻回PTAとなっていたためアク
セス再建の方針とした。吻合部瘤の直上および肘
関節付近に2カ所高度狭窄を認め今回の閉塞の一
因と考えられた。血栓除去に加え肘関節付近の狭
窄に対して術中PTAを追加し、抹消側狭窄の直
上で再吻合を行い、これまでと同様の穿刺部で透
析可能となり軽快退院となった。
【考察】
自己血管内シャントは穿刺部確保やハイフロー
シャント回避の観点から前腕末梢での動静脈吻合
が望ましいが、前腕の静脈や動脈の狭窄のため末
梢での吻合を断念せざるを得ない症例も多い。こ
のような症例において術中PTAを併用すること
で前腕末梢での吻合が可能となる症例も存在す
る。本症例を含め、中枢の動静脈狭窄合併例に当
院で初回AVF作成や再建で術中にVAIVTを併
用し前腕末梢で動静脈吻合を行った症例について
報告する。

所属施設 1 産業医科大学病院　腎センター、
2 産業医科大学病院　第 2内科
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一 般 演 題

O-Dr4-5

関　　浩道（医師）
伊是名純弥、江田はるか、平良　翔吾、
安達　崇之、照喜名重朋、玉寄しおり、
喜久村　佑、永山　聖光、西平　守邦

筆頭演者
共同演者

自己静脈パッチを狭窄部に使用し 
内シャントの開存期間を延長できた 

症例

【目的】
自己静脈で狭窄部分にパッチを行い、内シャント
の開存期間を延長できた症例を経験したので報告
する。
【症例】
70代男性。2018年より血液透析を導入された。
2018年1月に手関節付近で橈側皮静脈と橈骨動脈
の吻合による左前腕内シャントを作製されるも、
その後吻合部近くを中心に大体3か月ごとにPTA
を繰り返されていた。2019年7月となり前腕中央
辺りの橈側皮静脈と外側橈側皮静脈分岐部でも狭
窄を認め、7月2日PTAされたが、9月20日、10
月29日と同部位の治療が必要となり、PTAで維
持するのは困難と判断し、血管形成術を検討した。
2020年1月吻合部近くにほぼ血流がない手背枝静
脈を摘除し1.5cm×0.4cm程度のパッチに形成し、
それを外側橈側皮静脈の分岐部の対側に連続吻合
で縫い付け血管内腔の改善を狙い、良好な血流を
得ることができた。
【結果】
その後、同部位を含めてPTAを行う必要はある
が、概ね3か月以上の開存期間を得ることはでき
ており、依然として同内シャントで穿刺し透析を
施行できている。
【考察】
比較的中枢に難治性の狭窄が生じてしまうと、内
シャントを再建しても、穿刺部位が限られたり、
更に再建部位より中枢で狭窄を生じたりする可能
性がある。今回の症例では自己静脈のパッチを狭
窄部に使用することにより、上記のデメリットを
避けることができた。
【結語】
自己静脈パッチを狭窄部に使用し内シャントの開
存期間を延長できた。

所属施設（医）友愛会　友愛医療センター　腎臓内科

O-Dr4-6

動静脈内シャントの作製・維持は、血液透析の継
続において最重要項目である。一方で、上肢の皮
静脈が細くシャントに適した皮静脈の確保に苦慮
する場合や中枢側の内シャント静脈の狭窄が原因
でシャント閉塞を来たす場合は、人工血管を使用
したシャント作製あるいは上腕動脈の表在化で対
応する場合も少なくない。今回、上腕部のシャン
ト静脈狭窄が原因で前腕から上腕部に渡るシャン
ト閉塞を来たした症例に対して、シャント血管の
自家移植により再建した症例を経験したので報告
する。 症例は57歳男性。原因不明の慢性腎不全
に対して、13年前に血液導入。前腕肘部の正中
皮静脈と腋窩の高さの橈側皮静脈に狭窄を認めて
おり、橈側皮静脈から肘部の正中皮静脈まで血液
が逆流して尺側皮静脈へ流入していた。 シャン
ト閉塞の報告を受け診察したところ、橈側皮静脈
は吻合部の前腕部から上腕部、肘部にかけて血栓
が充満していた。橈側皮静脈は全長にわたって閉
塞をきたし動静脈の単純吻合による再建では上腕
動脈を使用した内シャントは選択できない状況で
あった。上腕部の橈側皮静脈の狭窄を解除して
シャントとして使用するために、前腕部のシャン
ト血管を採取、採取した血管内の血栓除去後に上
腕部の橈側皮静脈狭窄部を置換する事で深部交通
枝と上腕動脈の内シャントを作製できた。
【結語】
シャント静脈の狭窄によるシャント閉塞に対し
て、シャント血管の自家移植は有効な選択肢とな
りうる。

田崎　新資（医師）
横井　那哉、与那嶺智子、呉屋　真人、
大城　吉則

筆頭演者
共同演者

所属施設

シャント血管の自家移植により 
再建した左内シャント閉塞の1例

中部徳洲会病院
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一 般 演 題

O-Tc3-1

野元　俊希 1（臨床工学技士）
池田　大輝1、築地　秀典1、酒井　　亮1、
岩元　公希2、横山　嘉寛2、岡村　龍也1、
松浦　朝代 2、尊田　和徳 1、白石　幸三 1

筆頭演者
共同演者

各社透析装置における 
吸着型血液浄化器の使用経験

【目的】
 血行再建術が不適応な閉塞性動脈硬化症（ASO）
患者の潰瘍改善を目的にカネカメデックス社製吸
着型血液浄化器「レオカーナ」が発売された。そ
こで当院にて各社透析装置で実施可能かの検討を
行った。
【方法】 
レオカーナ施行条件はメーカー推奨条件に準じ、
各社透析装置にて、透析前に2時間施行した。体
外循環に必要な血液回路は生食ライン、動静脈側
回路内圧モニター可能な回路を使用した。 
【結果】
体外循環において血液回路内圧をモニターする事
が必須であるが、レオカーナでは動静脈回路内圧
差、または動脈側回路内圧のモニターが吸着器内
部凝血の判断に有効であった。 
【考察】 
現行使用されている透析装置においては体外循環
時に静脈側回路内圧のみをモニターしている装置
もあるため、その場合は動脈側回路内圧をモニ
ターする工夫が必要であると思われた。また、回
路内圧以外の体外循環モニタリングの併用も考慮
すべきであると考えた。 
【結語】 
各社透析装置において安全に実施する事が可能で
あった。

所属施設 1（医）白光会　白石病院、
2（医）白光会　白石記念クリニック

O-Tc3-2

三浦　正司 1（臨床工学技士）
重松　　勝2、財部　隆弘1、今村　美香1、
西本　怜生 1

筆頭演者
共同演者

HDからOHDFに治療形態の移行に
おける透析効率の比較検討

【目的】
当院は約220名の透析患者を有するクリニックで
ある。2018年4月に血液濾過透析が診療報酬に
加算され、全体の約70%が血液透析（HD）だった
が、これを機に95%が前希釈方式血液濾過透析

（OHDF）に治療形態を移行した。今回2016年・
2017 年のHD時と 2020 年・2021 年のOHDF時
の血液デ–タを中心に小中分子量の透析効率を評
価・考察した。
【結果】
小分子除去率の指標であるKT/V・Cre除去率の
データに差異はなく、血清P値及びリン吸着剤使
用量においても同様であった。 中分子除去率の
指標であるβ2–MG除去率はHDよりもOHDFが
高効率であり、有意差も認められた。 アルブミ
ン値では年齢別、治療形態における差異はなかっ
たが、年齢を重ねるごとに低値になった。また栄
養指標であるGNRIも低値になった。
【考察】
OHDFにおいては透析液流量の一部が濾過に取
られる為、小分子除去の拡散能力の低下が懸念さ
れたがKT/V・Cre除去率においては遜色なく除
去された。また血清P値及びリン吸着剤において
も殆ど差異はなかった。 中分子除去においては
HDよりもOHDFが優れている結果となった。ま
たアルブミン値においては濾過による露出が懸念
されたが変化は見られず、加齢によるアルブミン
値の低下、栄養状態不良、体重低下は当然ながら
認められた。

所属施設 1（医）信愛会　重松クリニック　臨床工
学技士、

2（医）信愛会　重松クリニック　医師
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一 般 演 題

O-Tc3-3

糸数　洋貴 1（臨床工学技士）
花城　　緑1、具志　幸樹1、山内　敦煕1、
久場　　豪1、砂川　翔梧1、池田　健司2、
比嘉　勇吾 1、兒玉　健志 1、上地　正人 3

筆頭演者
共同演者

高トリグリセリド血症に対し 
レオカーナを使用した1症例

【はじめに】
高トリグリセリド（以下TG）血症に伴う急性膵
炎に対しLDL吸着療法が有効だと論文で報告さ
れている。LDL吸着カラムであるレオカーナは
閉塞性動脈硬化症に対してのみ保険適応となって
いるが、今回急性膵炎によるTG血症に対して使
用した症例を経験した。
【症例・経過】 
40代、女性、急性膵炎にて入院中。 （採血データ）
AMY：71U/l、TG：7743mg/dl、活性化凝固時
間（以下：ACT）：220秒、膵炎の治療としてナ
ファモスタットメシル酸塩投与、TG血症に対し
てはレオカーナの使用を行う方針となった。
【方法】 
右内頚静脈バスキュラーアクセスはダブルルー
メンカテーテル、抗凝固剤はヘパリンで行った。
TGは1000 mg/dl以下を目標設定した。
【結果】
① 1回目の治療でTG：5946→2248mg/dl、2回

目のTG：3552 →1481mg/dlまで低下、3回
目治療前に826 mg/dlであったことから治療
終了となった。

② 1回目はカラムが凝固し途中終了となった。2
回目はヘパリン持続投与量とQB設定を変更し
問題なく終了した。

【考察】
① TGに対しては短時間で60%前後の除去率と

なった。
② 1回目の回路凝固の原因としてはACTが延長

していたが、ヘパリンの投与量が少なかった
ことに加え低潅流が原因だと考えられる。

【結語】 
急性膵炎に対するTG血症はレオカーナにおいて
重症化を防いだ可能性があると考えられた。

所属施設 1（医）仁愛会　浦添総合病院　ME科、
2（医）仁愛会　浦添総合病院　透析室、
3（医）仁愛会　浦添総合病院　腎臓内科

O-Tc3-4

【はじめに】
当院では透析監視装置ETRF前の基準は超純粋透
析液を目標としている。定期の水質検査時に複数
の透析監視装置のETRF前から、超純粋透析液の
基準を逸脱する状況が続き、その解決に難渋した
ため報告する。
【方法】
解決策として薬液洗浄濃度の変更及び送液配管
と透析監視装置の熱水消毒を行った。加えて
洗浄プログラムの変更も行った。変更後の薬液
濃度は①原液6%次亜塩素酸Na300ppm～400 
ppm+1000ppm（1000ppmはシングルパス方式洗
浄60分）。②過酢酸120ppm ～170 ppm。とした。
③送液配管と透析監視装置（熱水対応）の熱水消
毒実施。④方法③を週3回実施した。
【結果】
対応①②③の薬液濃度の変更及び週1回の熱水消
毒ではET値は超純粋透析液の基準を満たさず。
対応④の週3回の熱水消毒でET値は超純粋透析
液の基準を満たした。
【考察】
生菌検査では超純粋透析液を維持できていたにも
関わらず、ET値の上昇に関しては、送液側配管
でのバイオフィルム形成の可能性が考えられる。
それが今回、頻回の熱水消毒を実施した事により、
形成されたバイオフィルムが剥離除去されたと考
える。
【結語】
今回の事例を通してET値上昇の原因追求はで
きなかったが、頻回熱水消毒が最も有効であっ
た。 今後も継続して透析液水質管理維持に努め
ていく。

藤元　哲也（臨床工学技士）
沖永　一樹、山本はるみ、東　　昌宏

筆頭演者
共同演者

所属施設

透析液水質管理に難渋した1例

（株）飯塚病院　臨床工学部
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一 般 演 題

O-Tc3-5

【目的】
A・B原液用サブタンク（以下tank）を用いた透
析治療が実施可能か検討する。 
【方法】
B原液用模擬タンク（PE、500ml密閉容器、16本）
を用いた基礎実験を1ヶ月間実施し、生物学的汚
染度を確認する。生物学的汚染度は生菌検査（MF
法）・ET検査（リムルス試験法）を行う。tank導
入実験後の生物学的汚染度、作製された透析液の
浸透圧、組成（1時間毎、0～5時間目）、伝導度（0、
1、3、5時間目）を測定する。浸透圧は浸透圧計
OM–6060（アークレイ社製）、組成は血液ガス分
析装置ABL80（ラジオメーター社製）、伝導度は
透析液供給装置NCS–W（ニプロ社製）内の伝導度
計を使用する。
【結果】
B原液模擬タンクを使用した基礎実験は0日～2
週目は超純粋透析液の基準を満たし、3週目～1ヶ
月は標準透析液の基準を満たした。tank導入後
の生物学的汚染度、作製された透析液の浸透圧、
組成、伝導度は基準範囲内であり、供給装置の濃
度調整は必要なかった。
【考察】
基礎実験より2週間目まで超純粋透析液の基準を
満たすことが分かったが、実際の運用では、開放
型タンクかつ治療中30分に一度の液補充を想定
しており、液汚染の一因となりえる。この液汚染
が臨床的に問題となるか検討が必要である。また、
開放型タンクが故の透析液組成の経時変化につい
て中・長期間の観察が必要である。 
【結語】
短時間使用でのtankを用いた透析治療実施は可
能と思われる。

池田　勝哉 1,2（臨床工学技士）
久留嶋貴至 1,2、本田　宜久 3

筆頭演者
共同演者

所属施設

A粉末溶解装置・B粉末溶解装置ト
ラブルシューティングに対する検討

1（医）博愛会　頴田病院　臨床工学科、
2（株）麻生飯塚病院　臨床工学部、
3（医）博愛会　頴田病院

O-Tc3-6

射場　浩史 1（その他）
佐藤　修一 1、小嶋　幸徳 1、舩越　　哲 2

筆頭演者
共同演者

所属施設

維持透析患者における肺の転移性石
灰化（MPC）の解析

【背景】
MPCは無症候性に進行し、原因の多くは慢性
腎不全における二次性副甲状腺機能亢進症に起因
するとされ、従来の報告では血清Ca,IP,iPTHレ
ベルとの関連が指摘されているが、長期の透析歴
と発症についての既存の研究は少ない。
【目的】
当院の透析患者372名について、MPC発症に与
える因子を解析した。
【対象と方法】
対象者は当院で過去9年間のうちに胸部CT画像
を撮影した維持透析患者372名。MPCが疑われ
た26症例（MPC群：平均年齢71.1歳、平均透析
歴15.0年）と疑われなかった346症例（非MPC
群：平均年齢70.9歳、平均透析歴9.3年）におい
て、血液学的データや患者背景について比較し、
MPCとの関連を検討した。
【結果】
透析歴を共変量とした共分散分析を行ったとこ
ろ、Ca,IP,iPTHなどにいずれも有意差は見られ
なかったが、MPC群でCRP値が高く、Alb値が
低値となり、血中IP濃度や石灰化スコアとの相
関が見られた。また、治療薬に関しては、MPC
群でワーファリン服用率が高く、オッズ比は13.2
であり、石灰化が多い症例ほどPT–INR値は低値
であった。
【考察】
MPC群と非MPC群で性別や年齢はほぼ等しく、
長期の透析歴がMPC発症に関与した可能性が高
い。また、ワーファリン使用による長期的なビ
タミンK抑制は、動脈のみならずMPCなどの異
所性石灰化を促進的に作用する可能性が示唆さ
れた。

1（医）衆和会　長崎腎病院　放射線課、
2（医）衆和会　長崎腎病院　医師部
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一 般 演 題

O-Ns1-1

【目的】
当院で発生したインシデントの大半は透析開始時
に関連している。多くの工程でダブルチェックを
取り入れているに関わらず、同じインシデントが
繰り返されているのはなぜか、分析した結果から
行った取り組みとその効果を報告する。
【方法】
看護師、臨床工学技士へ聞き取り調査し分析。確
認手順を統一することでインシデントが削減でき
るのか検証をした。
【結果】
確認項目、手順、透析開始時の確認作業に対する
考え方に個人差があった。
【考察】
同様のインシデントが繰り返されるためチェック
回数を増やすも効果が得られない、その最大の理
由は過信である。一度インシデントが起きるとダ
ブルチェックを取り入れようという風潮が根付い
ているが、チェックすることが目的となり、なぜ
インシデントが起こったのかという根本原因の探
求がなされていない。効果的なダブルチェックの
あり方を検討する必要性は明らかである。そして、
価値観の差が根底に存在することも大きな原因と
考える。価値観や経験から生じる差を埋めるため
のツールとして、透析開始時に行う手順の統一化
に取り組んだ表を用いた。可視化された結果、意
識向上につながったと考える。
【結語】
確認手順統一はインシデント削減に効果的であ
る。 長期に渡り効果が持続されるかを今後も検
証していく必要がある。

屋久　瑠依（看護師）筆頭演者
共同演者

所属施設

確認手順統一によるインシデント 
削減の効果

（医）水光会　宗像水光会総合病院　透析
センター

O-Ns1-2

早瀬　彰太（看護師）
千々岩千佳子、増永　淳子、足立　千晶、
山本真由美

筆頭演者
共同演者

透析室における急変対応に対する取
り組み　～患者が安心して透析を受

けられるために～

【目的】
透析中急変対応の経験が無く不安を抱いている当
院透析室職員に対し、様々な症例の急変研修を通
して、理解度の向上、不安の軽減を図る。
【方法】
透析室職員全員（13名）を対象に急変時の役割・
対応・知識・技術について研修前後のアンケート
を実施。BLS・不整脈の勉強会を実施。4つの症
例（VT・アナフィラキシーショック・窒息・脳
梗塞）に対し、それぞれリーダー・受け持ち・直
接介助・間接介助に役割に分けた対応マニュアル
を作成。職員全員が経験できるように回数を重ね
実施。アンケートを比較し評価を行った。
【結果】
役割・対応・知識・技術の大半の項目において理
解度の向上がみられた。そのことにより職員から
急変対応に対する不安が軽減したとの回答も得ら
れた。
【考察】
勉強会・研修の実施により、慣れない急変対応を
繰り返し経験できたことが、職員の急変対応に対
する理解度の向上・不安軽減につながったと考え
られる。理解度の向上が得られなかった項目は、
研修時間の不足により実施不十分や指導不足が考
えられる。今後継続し研修を行うことで理解を深
めることができる項目があると感じた。
【結語】
職員の急変対応に関する不安の軽減に研修は有効
であった。改善が見られなかった項目を強化し、
今後継続していく事で、職員の自信と患者が安心
できる看護の提供につなげていきたい。

所属施設（医）順和　長尾病院　透析室
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一 般 演 題

O-Ns1-3

米田　直子（看護師）
八尋　由香、一ノ瀬純子、堀江　昌子、
本村　謙一

筆頭演者
共同演者

介護サービスを必要とする認知症透
析患者の医療と介護の連携

【はじめに】
透析患者の高齢化が進み、同時に認知症患者も増
加している。当院では連絡ノートを作成し情報の
共有を図っていたが、さらなる連携が必要だと感
じていた。今回担当者会議に参加し得られた成果
について報告する。
【方法】
介護保険サービスを利用しており介入が必要と感
じた認知症患者の担当者会議に参加、介護との連
携を強化する。
【事例紹介】
（症例1） A氏70代女性、姉と2人暮らし、要介護1、

混合性認知症、短期記憶障害が著明。
（症例2） B氏80代女性、独居、要介護3、アルツ

ハイマー型認知症、ストーマ造設。
【結果】
医療側からは患者の状態、食事・水分管理やシャ
ント管理について情報を提供、介護側から自宅で
の日常生活・デイサービスでの様子について情報
を得た。実際に顔を合わせることで、ケアプラン
だけではわからない、正確で詳しい情報を入手し
た。また担当者会議が自宅で行われるため生活環
境を知ることができた。参加後は、連絡ノートへ
の記入や電話連絡の回数が増え、情報を共有する
ことで本人の望む生活を継続することができた。
【考察】
介護者と対面することで顔の見える関係を築き、
連絡が密になることでお互いの情報の理解が深
まった。そして医療と介護が共通の意識を持ち、
個人に応じた取り組みを進めることによって、
その人の生活が継続されQOLが維持されたと考
える。
【倫理的配慮】
個人の特定がされないよう配慮した。

所属施設（医）本村内科医院

O-Ns1-4

江島　容子（看護師）
眞鍋　倫子、坂本　千秋、久木山清貴、
久木山厚子

筆頭演者
共同演者

透析患者のアドヒアランス介入 
～高齢透析導入患者の事例を経験して～

【はじめに】
透析患者の平均導入年齢は70歳を超え、80歳代
での導入も当たり前のようになっており、今後介
護保険等の社会的支援を活用しながら安全な維持
透析ができるよう患者のQOLを維持、高める支
援が必要である。 今回、同居家族の協力が得ら
れない独居状態に近い患者に対し多職種と連携し
援助した事例を経験したので報告する。 事例紹
介 M氏80歳代、男性。杖歩行。3年前よりHOT
導入。三男と2人暮らしだが生活を個々にされて
おり独居状態。導入時介護保険申請なし。年相応
の物忘れがあり残薬多い。

看護の実際 M氏が外来維持透析の継続ができる
ことを目的に本人、三男が同席し面談（医師、看
護師、社会福祉士、管理栄養士同席）を行う。面
談では内服管理、酸素管理、食事管理、通院時
の付添いがいないことが問題点であることを確
認。医師は内服の再検討を行い最小限とした。介
護保険を申請し、訪問看護を週に1回導入、服薬
管理と酸素管理を依頼。他科受診時は孫へ付き添
いを依頼。食事については本人が好きな物を食べ
たいとのことで現状のままとした。？ 考察 患者
の家庭の事情、社会的問題への対応には医療機関
だけでは難しく、多職種、他機関と連携し支援す
ることが必要である。家族の支援が得られない患
者にとって社会的支援の活用は有効であった。今
後も患者の意向を確認しながら社会資源を活用し
QOLを維持できるよう介入が必要である。

所属施設（医）三村・久木山会　宇土中央クリニック
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一 般 演 題

O-Ns1-5

盛田　篤志（看護師）
安東　由奈、小平　隆三、高田　亜紀、
岡本　威志、岩根　美紀、武居　光雄

筆頭演者
共同演者

しあわせを模索する退院支援　 
～意思決定～

透析患者は、年齢や透析歴を重ねれば重ねる程、
合併症や重複障害を有すれば有する程に、介護や
通院がネックとなり地域での生活が困難になる。
また、現在社会を写す核家族化や地域コミュニ
ティの脆弱による介護力や互助力の低下、人間
関係の希薄さも地域での生活継続を更に困難に
する。
私たちは多くの透析患者に携わり、退院に難渋す
る経験も重ねている。この様なケースでは、透析
患者や家族、医療者が各々の立場で葛藤する。そ
して、時として医療者や家族は、意思決定を優先
すべきか生命予後を優先すべきかの選択など、理
想と現実の狭間で「何がベストなのか」を考えさ
せられる。だが、透析患者は地域で生活している
人であるという視点だけは逸らさずに、多職種で
検討を重ねながら包括的チームアプローチを段階
的に展開し、それぞれが納得できる退院に携わっ
て行く。
今回、透析患者の希望する退院に家族や医療関係
者が応えなかった2症例に、その人らしさを大切
にしつつ「幸せのかたち」を共に模索し導き出し
た退院支援を紹介する。様々な問題や課題に直面
したが、透析患者の希望に添えた支援ができたと
振り返る。この報告が、透析患者が地域で生活し
ている人と捉える意識の向上に繋り、退院支援に
おいてのパターナリズムに変化が起きることを期
待する。透析患者が、退院に幸福感や希望が持
てる支援は権利や自律を保護し、その人らしい
人生を全うする真の意思決定にも繋がると考え
ている。

所属施設（医）光心会　諏訪の杜病院

O-Ns2-1

野中　　雄 1（看護師）
荒木　真理1、前田　篤宏1、前田　麻木1、
林　　和歌1、伊達　沙織1、中島　明希1、
中島　　唯 2、河端　俊英 1、前田　利朗 2

筆頭演者
共同演者

在宅血液透析普及に向けての取り組み

【目的】 
現在当院の在宅血液透析（以下 HHD）患者数は3
名である。これまでHHD導入にむけてアンケー
ト調査やポスター掲示などを行ったが、2018年
以降は増加に至らなかった。今回HHDが普及し
ない要因をアンケート調査したので報告する。
【対象及び方法】 
70歳以下の外来維持透析患者105名（男性80名　
女性25名）平均年齢61.9±7.9歳、 透析歴の中央
値5.5年、糖尿病性腎症は対象の50名であった。 
HHDの動画を作成し、視聴後にアンケートを実
施した。
【結果】 
動画を視聴した患者が84名、拒否した患者が21
名であった。アンケートに答えた84名のうち
HHDに興味がある患者が5名、どちらとも言え
ない患者が32名、興味がない患者が47名であっ
た。 どちらとも言えない・興味がないを選んだ
理由として多かったのは「針刺しが怖い」17.3%、

「介助者の理解が得られない」16.7%であった。
【考察】
今回の調査でHHDの導入を妨げる要因として、
自己穿刺に対する不安感と介助者の問題が挙げら
れた。自己穿刺については、トレーニング期間の
十分な確保やバスキュラーアクセスの変更等の方
法がある事を伝えていく必要性が考えられた。ま
た、介助者の問題については、理解が得られない
現状があり、今後は患者だけでなく介助者に向け
たHHDの紹介も進めていく必要があると考えら
れた。

所属施設 1 幸善会　前田病院　腎センター、
2幸善会　天神オーバーナイト透析&内科
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一 般 演 題

O-Ns2-2

【はじめに】
当院では半年に1回体組成計による全身の骨格筋
量の測定を行っている。筋力の低下は明らかで
あったが運動をするように勧めるだけに留まって
いた。過去2年間で外来透析患者が自宅や通院途
中で転倒した件数は26件。うち4名が入院という
現状である。
【目的】
透析開始前の時間を利用し看護師の監視のもと安
全、継続的に運動を行い運動に対する意識の向上
を図ることが出来たため報告する。
【方法】
外来透析患者全員に転倒経験や運動習慣について
アンケート調査。希望者に対して透析開始前の時
間を利用し運動を取り入れた。また体組成計によ
る全身の骨格筋量を定期的に測定し比較を行い筋
力の低下を予防するための取り組みを行った。
【結果】
自分の足で透析に通院できるのか不安に感じてい
た患者が大半を占めいていた。外来透析患者（ア
ンケートに答えた者）57名中運動を希望した患者
は41名。その中で数回運動を一緒に行ったが筋
肉痛や透析時に行うことが面倒と感じて中断した
患者が13名、運動を継続出来ている28名の患者
のうちに11名に関しては自宅でも運動も継続し
ている。
【考察】
透析開始前の時間を有効活用すること、透析室ス
タッフが声を掛けることで継続することが出来る
ようになった。また運動の方法を知ることで自宅
でも継続的な運動や日頃から運動を心がけるよう
になり意識の向上に繋がった。

田中奈緒美（看護師）
黒田　　希、日野有希子、木村　文男

筆頭演者
共同演者

所属施設

外来透析患者の筋力低下予防に 
対する意識向上への取り組み

福岡県済生会　八幡総合病院

O-Ns2-3

【背景・目的】
透析患者は健常者に比し、高率にフレイルを認め
る事が報告されている。現在日本における透析患
者の約7割が65歳以上の高齢者である。難聴は老
年症候群の中で頻度の高い症状であり、フレイル
発生の要因となる報告がある。今回当院の透析患
者における難聴のサーベイを行い、これとフレイ
ルの状況について検討した。
【対象・方法】
重度の認知症や高度難聴のない維持透析患者229
名を対象に、J–CHS基準を用いてフレイルを評
価し、オージオメーターを用いて聴力を測定した。
得られたデータを集計し、フレイル、聴力、透析
歴、糖尿病の有無、血液検査データ等を変数とし
て統計学的に分析した。
【結果】
平均年齢69.1歳±11.7歳、平均透析歴8.1年±7.7
年、性別は男性150名・女性79名であった。フ
レイル判定では、フレイル24.8%、プレフレイ
ル63.3%、ロバスト（健常）11.7%であった。聴
力測定では低音域（1000Hz）の難聴を69%、高音
域（4000Hz）の難聴を80.3%が有していた。フレ
イル発症と各因子には年齢・難聴（低音域・高音
域）・介護度・糖尿病において正の相関、透析時
間・身長において負の相関を認めた。
【考察】
当院の透析患者のフレイル発症において、過去の
報告と同様に低音域の難聴や、糖尿病が影響して
いた。また対象例90%という高確率でフレイル・
プレフレイルがみられ、高齢化の影響が強く考え
られる。

本田　綾（看護師）
林田　征俊、舩越　　哲

筆頭演者
共同演者

所属施設

透析患者の難聴とフレイルの関連

（医）衆和会　長崎腎病院
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一 般 演 題

O-Ns2-4

田尻真紀子（看護師）
池田　友紀、	エディッロラナ	レア	パブアヨン、
牛島　洋子、園田　佳枝

筆頭演者
共同演者

独自のシャントトラブルスコアリン
グシートの統一した視点でのバス
キュラーアクセス管理を目指して

【目的】
バスキュラーアクセス（以下VA）管理・観察を
する上で、透析スタッフ間に情報の共有や観察の
視点に経験値の違いがあった。そこで、当院独自
のシャントトラブルスコアリングシート（以下
STS）を作成し導入した。そのことにより、透析
スタッフ全員が統一した視点でVA観察や異常に
対しての報告、情報の共有が出来る。
【方法】
研究期間：2021年5月～2022年3月 研究対象：
透析室スタッフ15名 研究方法：独自で作成した
STSに関してのアンケートとSTSにより状況を点
数化し定量的研究をした。
【結果】 
アンケート内容「観察のポイント」で全スタッフ

「だいたい分かる」が使用後増加した。「医師へ
の報告のタイミング」では経験年数2年以上のス
タッフは変化ないが、2年未満のスタッフが使用
後に狭窄音がある時点の報告が増加した。「異常
所見」で「発見しやすかった」が88%「医師への報
告」では「しやすかった」が81%「STSを継続した
いか」では「そう思う」が94%であった。
【考察】
1） STSの観察項目を点数化した事でスタッフが

統一した目線で観察・報告できるようになっ
たと考えられる。

2） STSの観察項目を明文化したことで異常の発
見・報告がしやすくなり、継続使用希望の意
見も多くなったと考えられる。

【結語】
1） STS使用によりVAに対する情報共有をする事

が出来た。 
2） 継続して使用したいとの意見も多く、活用し

ていく。

所属施設（医）シーエムエス　杉循環器科内科病院　
透析室

O-Ns2-5

中川　香織（看護師）
皆川　由香、荒木　　環、河野喜代美、
谷口　正智、平方　秀樹

筆頭演者
共同演者

安全に対する意識調査 
～医療安全文化調査を用いて～

【目的】
当院の医療安全の達成度を評価し、課題を明確に
する。
【方法】
医療安全文化調査票で、安全に関する意識調査を
実施した。2021年9月、当院、看護部23名、臨
床工学技士部6名、事務部6名を対象として、無
記名で調査を実施した。 
【結果】
医療安全文化を12領域で評価した。「部署内の
チームワーク」「エラーに関するフィードバック
とコミュニケーション」は80%以上と評価が高
かった一方、「エラーに対する処罰のない対応」
は36%、「自由なコミュニケーション」は52%と
評価が低かった。部署ごとで評価が分かれたのは、

「院内の情報伝達」と「出来事報告の姿勢」であっ
た。 
【考察】
評価の低かった領域で、「エラーに対する処罰の
ない対応」に関しては、日頃よりエラー報告が個
人の評価に影響しないことを説明していたが、そ
のように捉えていないということが明らかになっ
た。「自由なコミュニケーション」に関しては、
日本では制度的、文化的背景により、組織内で自
由に発言できる雰囲気に乏しいと考えられる。部
署ごとで評価が分かれた領域に関しては、透析室
で長時間、患者へ医療を提供している部署と、透
析室外で事務サービスを提供している部署では、
患者への関わりの程度に差があり、その違いがこ
の結果につながったと考える。 
【結語】
医療安全文化調査票を用いることにより、当院の
医療安全に関する課題が明確になった。

所属施設 福岡腎臓内科クリニック
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一 般 演 題

O-Ns2-6

佐田　芳江 1（看護師）
勝山　智子1、本田　千春1、原田　直美1、
松下　和孝2、田中　元子2、松本　賢士3、
光冨沙耶佳 4

筆頭演者
共同演者

当院における高カリウム血症患者へ
の患者指導に対する1考察

我が国における血液透析患者は増加しており、長
期透析患者の増加や導入年齢の高齢化を背景とし
て多様な患者に対応した指導が求められる。
透析患者が良好な生命予後とQOLを維持する為
には、カリウムコントロールは重要であり、投薬
治療と栄養管理は双方重視されるべきである。ま
た近年、高カリウム血症に対する新しい治療薬が
開発され、治療戦略が多様化してきている。
そこで、当院での外来透析患者で高カリウム血症
治療薬を服用している患者の血清カリウム値の推
移を調査したところ、全体の6割で治療薬開始後
も改善が見られない、もしくは直後には低下した
カリウム値が時間経過とともに再び高カリウムに
転じているという結果が得られた。高カリウムに
転じた要因を調査したところ、患者指導を改善す
ることでカリウム値の改善が期待できることが示
唆された。そこで、改善した患者指導を実施し、
実施後の効果について検討したので報告する。

所属施設 1（医）松下会　あけぼのクリニック　看護部、
2（医）松下会　あけぼのクリニック　腎臓内科、
3（医）松下会　あけぼのクリニック　泌尿器科、
4（医）松下会　あけぼのクリニック　代謝内科

O-Ns3-1

勝山　智子 1（看護師）
本田　千春1、原田　直美1、松下　和孝2、
田中　元子 2、松本　賢士 3、光冨沙耶佳 4

筆頭演者
共同演者

有床診療所における感染制御の
取り組み

新型コロナウィルス感染症（COVID–19）が日本
でも感染拡大を起こし、2020年3月に血液透析患
者の感染例が報告されて以来、増加の一途である。
当院では、2021年末にクラスターを経験し、自
院で陽性患者の透析を実施せざるを得ない状況よ
り、既存の透析室内での感染制御を行いながら維
持透析を継続した経験を持つ。その後、個室を増
設し、陽性自宅待機者の透析を自院で実施してい
る現状である。
当法人は有床診療所と介護老人保健施設を併設、
特別養護老人ホーム、グループホームが隣接して
おり、すべての施設に透析患者が所属している。
また、他法人の介護施設に入所している患者や、
在宅生活を送っている患者もいる。陽性患者や濃
厚接触者発生時は、個室の活用、患者同士の交差
範囲を限定するベッド配置や入室時間調整を行う
等の感染制御を行い、院内感染を起こすことなく
維持透析を継続している。新規受け入れ患者の場
合も個室隔離期間を設け感染制御を行っている。
これまでの経験を通して、有床診療所で院内感染
を起こさない感染制御と維持透析の継続について
検討したので報告する。

所属施設 1（医）松下会　あけぼのクリニック　看護部、
2（医）松下会　あけぼのクリニック　腎臓内科、
3（医）松下会　あけぼのクリニック　泌尿器科、
4（医）松下会　あけぼのクリニック　代謝内科
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一 般 演 題

O-Ns3-2

高橋　聖子（看護師）
高橋　沙織、丸田麻莉絵、舩越　　哲

筆頭演者
共同演者

長期透析患者の新型コロナ感染後の
療養環境の調整

【背景】
新型コロナ感染症は、ワクチン接種の普及とオミ
クロン株への置き換わりにより、透析患者であっ
たも多くは継承であり、外来透析を継続する流れ
となっている。しかし、患者の背景から通院が困
難で、隔離入院がやむを得ない症例もある。今回、
重度のアミロイドーシスを有する長期透析患者が
新型コロナ陽性となったが、自力での通院不能で、
かつ妻の日常介護が必要で夫婦での入院となった
症例を経験した。
【症例】
71歳、男性、透析歴40年、要介護5。認知機能
低下はないが不安神経症で妻と二人暮らし。透析
アミロイド症で関節の可動域は極めて小さく、過
去の入院でも終日妻の付き添いが必要であった。
コロナ陽性後に通院介護事業所の介入が不能とな
り、入院加療となった。
【対応】
患者は妻の付き添いなしの入院では精神的に耐え
られないと訴え、妻はコロナ陰性であり、個室の
密閉された環境で一緒に過ごすことで陽性となる
可能性が高いことを了解の上、付き添い入院（個
室に妻用のベッドと入れる）を希望された。妻は
退院までコロナ陽性とならなかった。
【考察】
新型コロナ感染と通院介護不能のため入院となっ
たが、妻の付き添い入院により患者の不安軽減に
繋がった。ただ、日常生活介助の目的で、非感染
者が感染者と同室で過ごすことに関しては、今後
も慎重な倫理的検討が必要と考える。

所属施設（医）衆和会　長崎腎病院

O-Ns3-3

吉門　角子（看護師）
倉橋　幸乃、桃原　倫子、茂　　里美、
神谷あゆみ、山城　一清、照屋　栄子、
玉城　　誠、永山　聖光、幸地　政子

筆頭演者
共同演者

当院透析室における新型コロナウイ
ルス感染症クラスターの経験と対策

当院透析室では、新型コロナウイルス感染症 
（COVID–19） の第5波までは発症例の経験がな
かったが、2022年1月からの沖縄県内での感染者
の急激な増加 （第6波） に伴ってクラスターが発
生した。維持透析中の患者90名中10名、職員27
名中3名の感染が確認された。透析室内の感染収
束まで、透析室全体をレッドゾーンとする対策を
とり、2週間で透析室内の感染は収束した。その
後、患者指導の強化や濃厚接触者の隔離の徹底な
どを行い、第7波に至るまで孤発例はあるものの、
クラスター再発には至っていない。当院透析室の
クラスターの経験と、その後の感染対策について
報告する。

所属施設（医）友愛会　豊見城中央病院
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一 般 演 題

O-Dr5-1

蒲原　将暉 1（医師）
林　はるか1、山下　　裕1、明穂　尚基1、
大塚絵美子1、東　江里夏2、阿部　伸一3、
西野　友哉 3

筆頭演者
共同演者

中毒性表皮壊死症を発症した血液透
析患者に対し、血漿交換療法を行い

救命が可能であった1例

69歳男性。糖尿病性腎臓病と術後片腎を背景に
した末期腎不全にて内シャントを造設し、血液透
析導入予定であった。呼吸困難のため緊急入院し
た際に心筋梗塞の診断となり、経皮的冠動脈イ
ンターベンション（PCI）後に冠動脈バイパス術
（CABG）を施行した。その後は維持血液透析とリ
ハビリを行いながら入院療養中であった。第35
病日から好酸球増多を伴う皮疹を認め、薬疹疑い
にて皮膚科紹介となった。全身の広範囲に紅斑と
水疱を認め、口唇や口腔粘膜には表皮剥離やびら
んも出現したことから中毒性表皮壊死症（TEN）
と診断された。被疑薬を中止のうえ、プレドニゾ
ロン50㎎ /日の内服を開始したが改善に乏しく、
新鮮凍結血漿による単純血漿交換療法を合計5回
行ったところ著明な改善を認めた。全身状態の改
善に伴い、第83病日には自宅退院した。腎不全
患者にTENが合併した場合の致命率は極めて高
い。血液透析と単純血漿交換療法を行い、救命で
きた症例について報告する。

所属施設 1 長崎みなとメディカルセンター　腎臓内科、
2 長崎みなとメディカルセンター　皮膚科、
3 長崎大学病院　腎臓内科

O-Dr5-2

戸高　航平 1（医師）
金田　幸司1、内田　英司1、木本美由起1、
福田　顕弘 2、柴田　洋孝 2

筆頭演者
共同演者

アルコール性ケトアシドーシスに 
対しCHDFを行い、救命できた1例

【症例】
64歳男性。元来大酒家であり、X年5月退職後よ
り飲酒量が増えていた。X年10月2日前からの連
続飲酒後の嘔気、めまい、視野障害を主訴に当院
へ救急搬送された。pH 6.65、HCO3– 2.6mmol/l
と著明な代謝性アシドーシスを認め、アルコール
性ケトアシドーシスと診断された。ビタミン・糖
の補充や補液行うも、アシドーシスの改善認めず、
乏尿でありAKI（max Cr 2.17mg/dl）であったこ
とから血液浄化療法の適応と判断し、CHDFを開
始した。開始後2時間でpH 7.19とアシドーシス
改善を認めた。経時的に尿量増加、アシドーシス
の改善続き18時間でCHDFを終了した。その後
も補液を継続したが、利尿期による脱水、膵酵素
上昇を認めた。急性膵炎としての治療を行い、全
身状態改善後退院となった。
【考察】
アルコール性ケトアシドーシスの治療は糖補充で
のインスリン分泌による肝でのケトン体産生の低
下、補液による腎からのケトン体排泄の促進であ
る。アシドーシスの補正のため炭酸水素ナトリウ
ム投与も行われるが、重篤例に対しては本症例の
ようにCHDFを含む血液浄化療法が推奨されて
いる。しかしどのような症例にCHDFを施行す
べきかは一定の基準はなく、アルコール性ケトア
シドーシスに対するCHDFの適応について検討
する。

所属施設 1 大分赤十字病院　腎臓内科、
2 大分大学　医学部　内分泌代謝・膠原病・
腎臓内科学講座
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一 般 演 題

O-Dr5-3

露木　智久 1（医師）
桑田　　亮1、髙木　博人1、今西　大介1、
竹島　史直 1、牟田久美子 2、西野　友哉 2

筆頭演者
共同演者

治療抵抗性高カルシウム血症に対し
RANKL製剤および血液透析併用下
で化学療法を導入した成人ヒトT細胞

【症例】
66歳女性。食思不振、悪心を主訴に当院を受診し、
血液検査で補正カルシウム（Ca） 15.1mg/dLと
高値を認め精査加療目的に入院した。可溶性IL–2
受容体高値で血液悪性腫瘍が疑われた。輸液・カ
ルシトニン製剤・利尿剤を投与したが反応は不良
だった。腎機能障害・意識障害が出現し第6病日
にデノスマブを投与し緊急血液透析を開始した。
HTLV–1抗体陽性および頚部リンパ節生検から
成人ヒトT細胞白血病/リンパ腫（ATLL）と診断
した。第8病日より血液透析を継続しながら化学
療法を導入しCa値は正常化し第13病日に血液透
析を終了とした。
【考察】
腎機能障害を合併した初期治療抵抗性の重症高
Ca血症に対してRANKL製剤の投与および血液
透析を施行した1例を経験した。RANKL製剤と
血液透析を施行することで血液悪性疾患による高
Ca血症の制御や化学療法の導入を容易にするな
ど示唆に富む症例であった。

所属施設 1 五島中央病院　内科、
2 長崎大学病院　腎臓内科

O-Dr5-4

岡田　美月 1（医師）
髙橋　宏治1、冷牟田浩人1、渡邊　真穂1、
安野　哲彦1、伊藤　建二1、上杉　憲子2、
久保　真一 3、升谷　耕介 1

筆頭演者
共同演者

正常腎機能患者に発症したバラシク
ロビル脳症と急性腎障害の1例

【症例】
66歳、男性。
【主訴】
発熱、意識障害、顔面発赤。
【現病歴】
64歳時の健診では異常を指摘されていなかった。
入院3日前に発熱、2日前に顔面の浮腫状紅斑が
出現し、前医で帯状疱疹と診断され、バラシクロ
ビル塩酸塩3000mg/日を、鎮痛薬としてロキソ
プロフェン 60mg 3錠/日が処方された。この時
のCrは0.92mg/dLであった。入院日に言動異常・
行動異常を認め、当院を受診した。受診時、JCS
Ⅰ–2、髄液検査、頭部MRI、脳波検査からバラ
シクロビルによるアシクロビル脳症を発症したと
考えられた。同時にCr 6.4 mg/dLと急性腎障害
を認めており、補液を行ったが、腎機能も意識状
態も改善を認めず、第2病日に血液透析を施行、
第3病日には意識障害の改善を認めた。バラシク
ロビル血中濃度は第1病日が9.0 ng/mLで、第4
病日には検出感度未満となった。第5病日に施行
した腎生検では尿細管内の結晶形成は認めず、急
性尿細管障害の所見を認めた。経時的に腎機能は
改善し、第13病日に自宅退院となった。
【考察】
アシクロビル脳症は、透析患者や高齢者など、腎
機能低下を背景に発症した例は散見されるが、本
症例は治療開始時の腎機能は正常であった。腎機
能が正常であっても、非ステロイド系消炎鎮痛薬
との併用は急性腎障害や脳症のリスクを高めるた
め、注意するべきである。

所属施設 1福岡大学　医学部　腎臓・膠原病内科学、
2 福岡大学　医学部　病理学、
3 福岡大学　医学部　法医学
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O-Dr5-5

古野郁太郎 1（医師）
宮本　　哲 2、片渕　瑛介 3、高水間亮治 1

筆頭演者
共同演者

抗VEGF受容体抗体投与後に 
ネフローゼ症候群および急性腎障害

を発症したIgA腎症の1例

【症例】
73歳男性。胃癌胃切除後、多発肝転移のため他
院外科にてラムシルマブ、ニボルマブ等の分子標
的薬による加療中、約1ヶ月前より全身性浮腫が
出現していたが胸腹水を伴う急性腎障害（血清ク
レアチニン3.7mg/dl、乏尿）で当科紹介入院となっ
た。高度腎障害に加えネフローゼ症候群（11.0g/
gCrの蛋白尿、血清アルブミン2.1g/dl）を併発し
ており、補液およぴ利尿剤に反応せず第13病日
に経カテーテル血液透析を開始した。第28病日
に経皮的腎生検を行い、細胞性半月体を伴うIgA
腎症、急性尿細管障害と診断した。分子標的薬投
与以前は検尿異常が乏しいことから薬剤性腎障害
の可能性が示唆された。体重補正と経管および経
静脈栄養にて全身状態の立て直しを図るも、栄養
障害と身体機能低下が進行し、深在性真菌症を併
発し、第72病日に死亡した。
【考察】
本症例の糸球体病変は内皮下沈着が目立つ活動
性IgA腎症で、抗VEGF受容体抗体による薬剤性
二次性IgA腎症の可能性も示唆される稀な所見で
あったことから文献的考察を含め報告する。

所属施設 1 北九州総合病院　総合内科、
2 産業医科大学病院　腎センター、
3 産業医科大学　第 2病理学

O-Dr6-1

【背景】
AVF狭窄に対するDrug–coated balloon （DCB）
の治療成績は通常型バルーンよりも良好であるこ
とが報告されている。だが、治療が困難かつ長期
開存が期待できない慢性閉塞病変に対するDCB
の効果については未だ報告がない。今回我々は
AVFの慢性閉塞病変に対するDCBの治療効果を
検証した。
【対象と方法】
2021年4月～2022年6月までにAVF慢性閉塞病
変に対して再開通を行いDCBで拡張した症例9例
を対象とし、その開存期間を検討した。
【結果】
平均手技時間は58分（中央値45）、平均出血量は
52g（中央値10g）で、術中合併症（エクストラバ
ゼーション）は1例に認めた。観察期間の中央値
は249日（10–401日）であった。DCB使用後の一
次開存率は3か月で43%、6か月で14%、標的病
変開存率は、3か月で86%、6か月で43%（カプラ
ンマイヤー法）と、両者に統計的有意差はなかっ
たものの（p=0.097）TLR回避率が良好な傾向に
あった。1年二次開存率は100%であった。今回
の成績を狭窄病変に対するそれ（2021年本研究
会で発表）と比較すると、標的病変開存率は慢性
閉塞病変の方が良好であった（p=0.044）。
【考察】
AVF慢性閉塞病変に対して外科的修復術は選択
されることが多いが、より低侵襲な治療を希望さ
れる患者ではDCBの使用も有効な治療の選択肢
になりえると考えられた。

江口　大彦（医師）
吉良　　碧、川久保英介

筆頭演者
共同演者

所属施設

AVF慢性閉塞病変に対するDrug–
coated Balloon （IN. PACT AV）

の治療成

福岡市民病院　血管外科
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O-Dr6-2

【背景】
自己血管シャント（AVF）狭窄に対するDrug–
coated balloon （DCB）の治療成績は通常型バ
ルーンよりも良好であることが報告されている。
しかし本邦において、中心静脈狭窄を対象とし
たDCBの効果については報告がない。そこで、
AVFの中心静脈狭窄病変に対するDCBの治療効
果を検討した。
【対象と方法】
2021年4月～11月までにAVFの中心静脈狭窄病
変に対してDCBを使用した8症例を対象として、
患者背景、開存期間を検討した。なお、鎖骨下静
脈より下流の静脈に対するDCB使用は保険適応
外となるため、本研究については当院の倫理委員
会の承認を得ている（受付番号242）。
【結果】
平均手技時間は22分、平均出血量は11g、観察
期間の中央値は393日（257–534日）であった。手
技中の合併症は認めなかった。DCB使用後6ヶ月
の一次開存率、標的病変開存率、二次開存率は、
それぞれ33.3%、54.7%、100%であった。DCB
使用前の標的病変開存率は6ヶ月で25%で、DCB
使用により有意に開存期間が延長した（25% vs 
54.7%, p=0.019）。
【考察】
中心静脈病変（鎖骨下静脈以遠）に対するDCB使
用はoff–label使用となるため安易な使用は避ける
べきであるが、通常型バルーンで長期間の開存が
得られない症例においてはDCB使用により開存
率が延長する可能性が示唆された。

吉良　　碧（医師）
江口　大彦、川久保英介

筆頭演者
共同演者

所属施設

中心静脈狭窄病変に対するDrug–
coated Balloon （IN. PACT AV）

の治療成績

福岡市民病院　血管外科

O-Dr6-3

田﨑　絢子（医師）
工藤　明子、野口恵美子、幸松　展央、
沖田　　純、丸尾　美咲、内田　大貴、
中田　　健、福田　顕弘、柴田　洋孝

筆頭演者
共同演者

COVID19ワクチン接種後に発症し
た第Ⅴ因子欠乏症の透析導入期管理

症例は70代男性。腎硬化症による慢性腎臓病、慢
性心不全で通院中であった。X年2月にCOVID19
ワクチン3回目を接種後に心不全増悪と凝固異常

（PT–INR 4.00, APTT 63.4秒）で前医入院し,精査
で凝固第V因子（FV）欠乏が判明した。
腎不全が進行し透析導入目的にX年5月に当院へ
搬送された。PT–INR 3.93, APTT 97秒, FV活
性 5%（正常70–120）で新鮮凍結血漿（FFP）、血
小板輸血後に、カテーテルを挿入し無抗凝固で血
液透析を開始した。凝固異常は軽快し15病日に
内シャントを作成した。しかし心臓カテーテル
検査後から再燃し、FFPや血小板を投与しても
効果は限定的であった。追加検査で抗FV抗体を
検出したことより自己免疫性FV欠乏症と診断し
た。凝固異常は持続していたが、シャント穿刺や
止血は問題なく、経過観察の方針とした。

自己免疫性FV欠乏症は何らかの機序で抗FV
抗体が生じ凝固異常をきたす稀な疾患である。
COVID19感染後の発症が数例報告されているが、
ワクチン接種後の報告はない。無症状のものから
致死性の出血をきたすものまで様々で、治療はス
テロイド投与や血漿交換が行われるが、無治療で
も無症状で経過する例もあり、確立された治療指
針はない。本症例は本入院中にはFV活性<1%で
も止血困難や出血傾向は認めなかった。

今後止血時間の延長や出血傾向に注意し透析管理
を行う必要がある。

所属施設 大分大学医学部附属病院　腎臓内科
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【目的】
ステントグラフト（Gore VIABAHN、以下SGと
略）は、人工血管シャント（AVG）静脈吻合部の
難治性狭窄例に対する有効なデバイスだが、その
サイズ選択では、静脈径がSG径より広径となる
elephant trunk形態がexpert opinionレベルで推
奨されている。今回、我々はelephant trunkの有
無による標的病変の再介入及び病変局在の差異を
検証した。
【対象と方法】
当院で2020年6月から2022年6月までにAVG
静脈吻合部およびその中枢の単独狭窄に対して
SGを初回留置した37例 （観察期間中央値230
日）。elephant trunk（ET）群（SG径>静脈径）と
非elephant trunk（nET）群（SG径≦静脈径）の2
群での開存率、狭窄部位を検証した。
【結果】
37 例 中、ET群 25 例、nET群 12 例。6 か 月 で、
標的病変開存率はET群 84.4% vs nET群 91.7%

（p=0.176）で有意差を認めなかった。標的病変に
対する再介入例は12例（ET群8例 vs nET群4例）
で、SG下流エッジ狭窄11例（8例 vs 3例、有意
差なし）、SG下流側静脈狭窄1例（nET群）だった。
またSG下流エッジ狭窄例のうち3例（全てET群）
にSG下流側静脈狭窄も伴っていた。
【結語】
elephant trunkには、開存期間の改善効果はなく、
ほぼ同等に下流エッジ狭窄を発症することが示さ
れた。

川久保英介（医師）
江口　大彦

筆頭演者
共同演者

所属施設

VIABAHN留置後再狭窄部位の検討

福岡市民病院　血管外科

O-Dr6-5

【目的】
TCCの適応拡大については、高齢者透析導入の
第一選択肢としての妥当性、AVF/AVG/表在化
にならぶ選択肢としての妥当性を検討したいと考
えた。
【方法】
2015年5月から2021年12月に留置した、102本、
61症例について検討した。経過中の死亡が36例、
透析導入症例が8例、Bridge症例が4例であった。
【結果】
使用したカテーテルの内訳は、パリンドローム：
53本、メドコンブスプリット：8本、メドコンブ
ヘモキャセ：10本、UKカフ付きカテーテル：12
本、ブラッドアクセスUKプレカーブシンメトリ：
6本、ブラッドアクセスUKストレートシンメト
リ：1本、ブラッドアクセスU K：4本（不明：8本）
であった。アプローチについては、内頸静脈：27
本、鎖骨下静脈：54本、大腿静脈：21本であっ
た。C Tで先端部位が確認できた症例が32本あり、
S V C：11本、RA：17本、I V C：4本であった。
感染は、102本中7本に確認され、平均使用期間
は7.5ヶ月（1～52ヶ月）であった。
【考察】
平均使用可能期間が7ヶ月あるが、死亡症例が半
数を占めており、より長期間使用可能であること
が予想される。感染の発生率は、7/102であり、
許容できると考えられた。
【結後】
感染の発生率が許容範囲であり、より正確な使用
可能期間が確認できれば、アクセスの一つの選択
肢として、積極的に使用できる可能性があると考
えられた。

毛利　教生（医師）筆頭演者
共同演者

所属施設

カフ型カテーテル（TCC）の適応拡
大についての検討

（医）博愛会　牧港中央病院　心臓血管外科
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今回、中心静脈閉塞の静脈高血圧について、イン
ターベンションを行い、良好な経過を得た。術
後、今まで閉塞していた中心静脈が再還流するこ
とで、急激な血行動態の変化が生まれると考えら
れる。F V、R Iの変化、心拍出量の変化、術後
心不全の有無について、検討したのでこれを報告
する。
症例1： 70歳男性　透析歴：1年　左からP M I

リードあり、右腕頭静脈閉塞症例、右上
腕にA V Gストレートがある。シャント
肢は高度に腫脹、疼痛を伴い、自力では、
動かしにくい状態。手術：右A V Gから
アプローチ、閉塞解除に成功、スマート
ステント12/40を留置術後、約1週間で
腫脹は改善した。術前F V：1065ml/min 
RI：0.58術直後F V：1131ml/min FV：
0.51術前Dd/Ds：5.22/3.89 術後dd/ds：
5.67/3.93

症例2： 64歳男性　透析歴：22年　左鎖骨下静脈
の閉塞。左にA V Fあり。手術は、左上
腕静脈からアプローチ、開存に成功、ス
マートステント14/60を留置、術後1週
間で、腫脹は消失。術前F V：1634ml/
min RI：0.73術後FV：1118ml/min RI：
0.69術前Dd/Ds：5.93/4.83 術後心不全傾
向あり、臨時透析を追加した。

術後FVの増加には反映されないが、心拡大、心
不全の出現を考えると、循環血液量は急激に増加
する可能性が示唆され、治療後は注意が必要と考
えられた。

毛利　教生（医師）筆頭演者
共同演者

所属施設

中心静脈閉塞による静脈高血圧治療
後の心不全の検討

（医）博愛会　牧港中央病院　心臓血管外科

O-Dr6-7

【目的】
長期に及ぶコロナ禍、ウクライナ情勢などに伴う
物価上昇、インフレ、透析患者の高齢化、フレイ
ル患者の増加などの様々な状況の中、沖縄県透析
施設による透析食提供の実態について調査し、今
後の対策につなげる。併せて、透析運動療法加算
についての調査も行った。
【対象】
沖縄県内で透析施行している74施設
【方法】
アンケート調査を実施

1. 夜間透析の有無
2. 1ベッドあたりの透析回数
3. 厨房の有無
4. 運営の主体 
5. 透析中の食事の有無
6. 食事の提供時間
7. 食事の費用負担
8. 今後コスト増の対応
9. 食事提供について

10.  透析運動療法加算について
等の質問を実施した。
【まとめ】
夜間透析を行っている施設は18施設（25％）、厨
房は自施設に有りは44施設（61％）、厨房の運営
の主体は自施設28施設（62％）、食事の提供時間
については、終了後が最も多く24施設であった。
現在の食事提供の状況は、中止が20施設約40％
に及んでいる。また今後の食事提供については、
継続27施設、検討中21施設、中止5施設となっ
ている。
運動療法において、取れないが最も多く35施設
となった。

知念さおり 1（医師）
徳山　清之1、比嘉　　啓2、古波蔵健太郎2、
井関　邦敏 3

筆頭演者
共同演者

所属施設

沖縄県透析施設における食事提供と
運動療法について

1	（医）清心会　徳山クリニック、
2 沖縄県透析医会、
3 沖縄県人工透析研究会


