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一 般 演 題

P-Dr1-1

濵小路隆史（医師）
東　　治道、松井　　礼、坂井健太郎、
矢田　知隆、大田　　修、吉澤　尚吾

筆頭演者
共同演者

当院における腹膜透析（PD）単独
からPD+血液透析（HD）併用療法

への移行症例の検討

【背景】
PD+HD併用療法の主な目的はPDにおける溶質
除去不足と水分過剰を改善することである。
【方法】
当院でPD単独からPD+HD併用療法へ移行した3
名を対象に体液循環動態（体重、血圧、心胸郭比）、
溶質除去能（Kt/V、HD前血清β2-マイクログロ
ブリン（β2-MG））に関して併用療法開始前後の
変化を比較検討した。
【結果】
併用療法開始前時点において、すべての症例で体
液過剰を、2例で溶質除去不足を認めた。併用後
はいずれの症例も体重減少、血圧低下、心胸郭比
縮小が得られ、体液コントールは良好となった。
溶質除去不足の症例は、PD自体でのKt/Vは併
用後も変化なかったが、HD によるKt/Vが加算
され小分子除去能は改善した。β2-MGに関して
は十分な低下を得られず、目標値の30mg/Lを達
成した症例はなかった。
【考察】
PD単独治療からPD+HD併用療法に移行する
ことで、体液過剰と小分子除去能は改善した。 
β2-MGに関しては併用療法後も十分な低下を得
られなかった。β2-MG値を低下させるにはオン
ラインHDF や透析時間延長などが対策として考
えられる。今回の検証ではβ2-MGはHD前のみ
の測定であり、HD併用によるβ2-MGの除去能
の変化を正確に評価するためにはHD前後の測定
が必要である。

所属施設（医）雪の聖母会　聖マリア病院　腎臓内科

P-Dr1-2

馬場　明子（医師）
黒田　彩加、植村　倫行、落合　彰子、
石﨑　友梨、岩切太幹志、稲垣　浩子、
菊池　正雄、藤元　昭一、海北　幸一

筆頭演者
共同演者

視神経脊髄炎関連疾患に対する選択
的血漿交換の使用経験

視 神 経 脊 髄 炎 関 連 疾 患（neuromyelitis optica 
spectrum disorder： NMOSD）では、初期治療
としてステロイドパルス療法が施行される。しか
しパルス療法への反応が不良の場合や、重症度が
高い場合には、速やかな血漿交換療法の開始が
勧められている。そこで当院において血漿交換

（plasma exchange： PE）を施行したNMOSD患
者について検討した。患者は2020年1月～2022
年7月までにPEを施行した11名（男性1名、女性
10名）。全例、抗アクアポリン4抗体陽性であり、
ステロイドパルス療法を1～2クール施行するも
効果に乏しく、PEを依頼された。選択的血漿交
換を選択し、週1～2回の頻度で計5回施行した。
全ての症例でフィブリノーゲン低下などの有害事
象を認めず、治療を完遂できた。初発例は4例、
再発例は7例であった。発症からPE施行までの
期間は、初発例40.5±34.8日、再発例21.1±9.1
日と初発例で長く（P=0.34）、改善に乏しかった

（P=0.04）。ただ、今回の検討では発症20日以上
経過後に施行した症例でも改善効果を認めている
ものもあり、PEはたとえ時間が経過していても
試みるべき治療法であると考えられた。

所属施設 宮崎大学医学部付属病院
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一 般 演 題

P-Dr1-3

諸見里拓宏 1（医師）
橋本　頼和1、上原　裕子1、近藤　和伸1、
中西　研輔 1、高江洲　怜 2、三塚　智彦 3

筆頭演者
共同演者

COVID-19感染後に発症した悪性
症候群に対し、持続血液透析ろ過を

行い救命しえた症例

【目的】
悪性症候群の発症機序解明は十分でなく、抗精
神病薬の進化で悪性症候群の典型例は減った
が、致命率は依然10～20%と高い。今回我々は、
COVID-19感染患者に発症した異常高熱を伴う
悪性症候群の一例を経験し、持続血液ろ過透析

（CHDF）と冷却コイルの使用が、病態を改善し
た症例を経験したので報告する。
【方法と結果】
レボメプロマジン内服中の30代女性が、診断8日
目のCOVID-19感染で来院。来院日翌日に意識変
容、中枢体温が42.5度を超え、自発呼吸も行えず
挿管。ダントロレン投与と、CHDFと冷却コイル
により急速冷却すると、2時間で38度まで解熱。
冷却装置を外すも、CHDF中は平熱で病態も改善、
CHDFを外すと持続的な発熱が再燃した。
【考察】
当症例から、1） COVID-19感染に関連した抗精
神病薬内服の中止が悪性症候群の発症に寄与し
た、2）悪性症候群の異常高熱へCHDFに併用し
た急速冷却装置が著効した、3） 冷却装置なしで
もCHDFにより悪性症候群の病勢を抑制できた、
などの可能性が示された。持続血液ろ過透析が
悪性症候群の病態に有効であったとする報告は
少ない。
【結語】
抗精神病薬使用中のCOVID-19感染患者に発症し
た悪性症候群の症例を経験した。COVID-19感染
が、悪性症候群発症を誘発した可能性と、CHDF
の冷却器使用と血液ろ過の両方が病態の改善に著
効する可能性が示唆された。

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　集中治療科、

3 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　精神神経科

P-Dr1-4

瀬尾　友太 1（医師）
具志堅　靖2、川邉　慎也2、金城　政美2、
長谷川　望2、知念　善昭2、謝花　政秀2、
宮里　朝矩 2

筆頭演者
共同演者

透析導入時のドライウェイト設定と
体成分及び透析導入後維持期の体成

分評価の検討

【背景】
血液透析導入時におけるドライウェイト（以下
DW）を決定するのに、体成分測定装置が利用さ
れ、さらに維持期においても栄養評価方法の一つ
として報告されてきた。
【目的】
今回、透析導入時および維持期の胸部レントゲン、
血圧の変動および体成分の推移、採血結果との関
係を観察することを目的とした。
【対象】
透析導入患者3名、全員男性、平均年齢77.7±
12.6歳、原疾患は3名とも糖尿病であった。
【方法】
透析導入時の患者に対して、血圧の変動、循環血
液量変化率（以下ΔBV）と体成分（ECW/TBW）
の関係を検討し、さらにint-PTHの変動について
検討した。ECW/TBWはInBody S10、ΔBVは
日機装社製100NX、200Siに搭載された濃縮血液
割合監視装置を用いて測定した。
【結果】
3症例共に透析導入後、血圧正常化、体重減少、
胸部レントゲン（CTR）の正常化、浮腫の緩解を
認めた。しかし、1症例は体重減少し、溢水改善
を認めているが、ECW/TBWの増加とint-PTH
低下が持続する状態を認めた。
【考察】
今回1症例が、ECW/TBWの増加とともに、int-
PTH低下が持続した。原因は一時的な高カルシ
ウム血症、副甲状腺部の動脈硬化が推測されたが、
今後も慎重に経過観察し治療方針を総合的に検討
する必要があると思われた。
【結論】
透析導入および維持期の総合評価に体成分装置は
有用である。

所属施設 1（医）仁愛会　浦添総合病院、
2（医）八重瀬会　同仁病院
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一 般 演 題

P-Dr1-5

橋本　頼和 1（医師）
上原　裕子1、近藤　和伸1、大田　大樹2、
牧港　庸一3、小田　祥平3、玻名城　誉3、
山口　貴乃 4、諸見里拓宏 1

筆頭演者
共同演者

持続的腎代替療法（CRRT）におけ
る回路寿命に関わる因子について：
COVID-19症例への使用も含め

【目的】
持続的腎代替療法（CRRT）は、ICUにおける腎保
護や循環管理、臓器障害を呈した全身炎症反応症
候群（SIRS）の治療等に用いられる。出血等の合
併症を予防しつつ、CRRTの回路寿命を保つこと
も重要であるが、回路寿命に関わる因子について
は不明な点も多い。患者の背景、病態、抗凝固薬
や透析処方などの要因から、回路寿命に相関する
因子を検討した。
【方法】
2021年4月1日から2022年3月31日に、当院で
CRRTを施行した63症例への559本のヘモフィ
ルターの使用背景や効果、回路寿命、中断・交換
の理由などの情報を前向きに収集し、回路寿命に
関わる因子を多変量COX-比例ハザード回帰分析
を用いて評価した。COVID-19患者へ用いられた
33本のヘモフィルター寿命も検討した。
【結果】
ヘモフィルターの半分が24時間で閉塞した。回
路寿命を有意に短縮した因子は活性化凝固時間
（ACT）の短縮、ろ過量の多さ、高齢であった。
ろ過量の設定を細かく変更することと、CRRT
中にACTを適宜モニタリングすることは回路寿
命を延長させ、医療資源を守ることに繋がる。
COVID-19症例のヘモフィルターの回路寿命は他
疾患と違わなかった。
【結語】
CRRTの回路寿命短縮に相関する因子は、活性化
凝固時間（ACT）の短縮、ろ過量の多さ、高齢、
であった。COVID-19感染の易血栓形成傾向は、
体外では認めない可能性がある。

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　救急・集中治療科、

3 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　臨床工学科、

4 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　看護部

P-Dr1-6

中西　裕美 1（医師）
前川　暢秀1、山田　翔大1、古賀　彩華1、
松尾　朋博1、大庭康司郎1、望月　保志2、
西野　友哉 2

筆頭演者
共同演者

維持透析患者に発生した 
特発性腎出血5例の経験

透析患者における自然破裂を伴う腎出血による
後腹膜血種の発生率は0.08%と少なく、原因とし
ては後天性腎嚢胞疾患（ACDK）と抗血栓療法が2
大因子と報告されている。治療は保存的療法、選
択的動脈塞栓術（TAE）、腎摘除術が選択される。
当院では、2016年9月から2022年6月までに維
持透析患者の腎出血を5例経験した。透析歴は7
～13年で、うち3例が透析歴10年を超えていた。
発症時の症状は全症例が、突然の腹痛・腰痛であ
り、出血の原因特定は困難であったが、ACDK
から出血を認めた症例は2例であった。また、う
ち4例が抗血小板薬を投与されていた。すべての
症例に対し、TAEが施行された。1例のみ、片腎
のTAE後に対側腎の腎出血を発症し、いずれの
症例においてもTAE後の再出血は認めず、良好
な止血効果を認めた。
特発性腎出血は、致命的合併症を生じる可能性が
あり、早急な対応が必要である。各種治療方法が
選択されるが、透析患者においてTAEが効果的
であると考えられた。透析患者に発生した特発性
腎出血に関して若干の文献的考察を加えて、当科
の経験をまとめて報告する。

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
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一 般 演 題

P-Dr1-7

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

筆頭演者
共同演者

透析患者に発症した外傷性脾損傷に
対してTAEを施行し, 脾臓を温存し

得た1例

【症例】
55歳男性。糖尿病性腎症の診断で、X-2年Y月18
日より血液透析を施行されていた。X年Y月9日
に電子機器を左脇に抱えた状態で転倒し、左第7
～8肋骨骨折の診断で保存的加療をされていた。
受傷後、血液透析時の抗凝固薬は、低分子ヘパ
リンが使われていた。Y月12日の夕方に家庭血
圧sBP 80mmHgと低下し、維持透析病院に入院
となり輸液負荷された。血圧低下に伴う意識消失
発作も認めていたが、輸液継続で低血圧および症
状は一旦軽快していた。しかし、同日深夜に腹部
全体の圧痛が出現し、ショック状態となり当院
に緊急搬送となった。腹部造影CTを施行し、肝
周囲腹腔内の血性腹水と脾腫および脾内のlow 
density areaを認め、脾損傷（Ⅲb型）の診断と
なった。小結節状の濃染像を複数認めていたため、
緊急血管造影を行い、出血部位に transcatheter 
arterial embolization （TAE） を施行し止血した。
術後経過は良好であり、Y月20日の腹部造影CT
で増悪を認めず全身状態も安定していたため、前
医へ転院となった。
【考察】
 脾臓は鈍的な外傷でも損傷を生じやすい臓器で
あり、遅発性の破裂も報告されている。本症例は
受傷3日後に脾損傷を疑う症状が出現したが、速
やかな診断および加療によって良好な経過を辿っ
たと考えられる。

所属施設 佐賀大学医学部附属病院　腎臓内科

P-Dr2-1

照喜名重朋（医師）
平良　翔吾、江田はるか、安達　崇之、
喜久村　祐、玉寄しおり、永山　聖光、
関　　浩道、西平　守邦、井関　邦敏

筆頭演者
共同演者

血清Na 105mEq/Lを呈した 
急性腎障害に対して血液透析を 

行った1例

70歳女性。糖尿病性腎症にて他院通院していた。
2週間前より手関節、膝関節痛、発熱を繰り返し
当院整形外科を受診したところ、採血にてCRP 
26mg/dL、Cre 3.8mg/dL、Na 115mEq/Lと異
常を認め内科に紹介され入院した。身体所見で多
関節炎を認めたが、発熱、疼痛ともに自然軽快し
ており、膠原病科より偽痛風と診断された。低
Na血症に関してはトリクロルメチアジドの影響
を疑い中止したが、その後乏尿、心不全、意識障
害を呈した。Na 105mEq/Lまで低下したため、
血液透析を施行したところNa上昇と意識レベル
の改善が得られた。炎症の自然軽快に伴い尿量も
上昇し、血液透析は3回で離脱することができた。
透析患者において、Naの緩徐な補正が必要かど
うかについては意見が別れており、若干の文献的
考察を加えて報告する。

所属施設（医）友愛会　友愛医療センター
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一 般 演 題

P-Dr2-2

宮原　弘樹 1（医師）
實吉　帝奈1、中野　　薫1、浦江　憲吾1、
名取　千桂1、玻座真琢磨1、伊東　直城2、
植田　浩介 2、井川　　掌 2、深水　　圭 1

筆頭演者
共同演者

免疫チェックポイント阻害薬により
半月体形成性糸球体腎炎を来し 

維持透析となった1例

【概要】
免疫チェックポイント阻害薬による腎障害（irAE）
は、急性間質性腎炎が最も多く、ステロイド治療
に奏効することが報告されている。今回、免疫
チェックポイント阻害薬加療後にネフローゼ症候
群を伴う急性腎障害を来し、腎生検にて半月体形
成性腎炎を認めた症例を経験したので報告する。
【症例】
65歳の男性。20XX年2月当院泌尿器科で両腎癌、
右水腎症、肺転移と診断された。20XX年3月よ
り月1回のイピリムバムとニボルバム併用療法を
開始し、6 月 1 日Cr 4.32mg/dL、Alb 2.0g/dL、
推定尿蛋白 9.41g/gCrと腎機能障害、ネフロー
ゼ症候群を認め、精査加療目的に入院となった。
【経過】
irAEを疑い6月6日よりステロイド加療を開始し
たが、腎機能は更に悪化、体液貯留を認め6月10
日より血液透析を開始、6月30日に腎生検を施
行した。組織所見は蛍光免疫染色でIgA、IgG、
C3、κ、λが基底膜に顆粒状に陽性、中等度の
尿細管間質障害と半数以上の糸球体で細胞性半月
体を認め、活動性腎炎の所見であった。治療抵抗
性であり、ステロイドを漸減しながら維持透析の
継続、腎癌の治療を進める方針となった。
【まとめ】
免疫チェックポイント阻害薬による半月体形成性
腎炎は稀であり、数例の報告のみである。irAE
はステロイドの反応が良好といわれているが、本
症例では効果が乏しく、維持透析となった。文献
を交えて詳細に考察する。

所属施設 1 久留米大学　医学部　内科学講座　腎
臓内科部門、

2 久留米大学　医学部　泌尿器科学講座

P-Dr2-3

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

筆頭演者
共同演者

抗糸球体基底膜（GBM）抗体型腎
炎に対して選択的血漿交換（SePE）

を施行した1例

症例は40代女性。1か月前から発熱・嘔気・食
思不振が出現、炎症反応上昇（CRP 9.7 mg/dL）、
腎障害（Cr 1.8 mg/dL）、肉眼的血尿で当科紹介
となり、急速進行性腎炎疑いで腎生検を予定した
が入院第5病日にCr 6.0 mg/dLまで増悪したた
め血液透析とmPSL125mg×3日のステロイドパ
ルス（後療法PSL30mg/日）を開始した。第8病
日に抗GBM抗体陽性（559 U/L）が判明、腎生検
でも61%の全節性硬化、残存糸球体の半月体形成、
係蹄壁に沿ったIgGの線状沈着を認め抗GBM抗
体型腎炎と診断、mPSL500mg×3日の追加投与
と血漿交換を開始した。FFPでの単純血漿交換
で皮疹等が出現したためAlb製剤を使用し、フィ
ブリノーゲン（Fib）低下に対しSePEへ変更した
ところFib>100 mg/dLを維持しつつ計14回の血
漿交換を施行できた。透析離脱は困難だったが
GBM抗体価は17.8 U/Lまで低下した。抗GBM
抗体型腎炎は腎予後不良で、肺出血を伴えば生
命予後も不良なため速やかな炎症鎮静化と抗体
除去が必要である。本症例はステロイド及び血
漿交換で加療したが、置換液をAlb製剤にしたと
ころFibの低下を認め肺胞出血も危惧されたため
SePEを選択した。SePEの血漿分離器はFibの篩
係数0とされており本症例でもFibを保持しつつ
抗体を除去でき。

所属施設 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

P-Dr2-4

謝花　政秀（医師）
長谷川　望 、知念　善昭、宮里　朝矩

筆頭演者
共同演者

当院透析患者における腎細胞癌の 
臨床的検討

【目的】
維持透析患者に発症した腎細胞癌を検討したので
報告する。
【対象】
2011年から2020年までの10年間に腎細胞癌を発
症した維持透析患者8例。
【方法】
性別、年齢、透析導入原疾患、治療方法、病理組
織学的分類、予後、その他について臨牀的検討を
行った。
【結果】
男性8名女性0名、平均年齢63.6±9.6歳、透析導
入から発症までの平均期間は13.3±10.7年であっ
た。血液透析の原疾患は全例慢性糸球体腎炎で
あった。病理組織学的には摘出された9腎中7例
が透析関連腎癌、2例がclear cell carcinomaで
あった。病理学的進展度は pT1a 5例、pT1b 1例、
pT2a 2例、pT3b 1例であった。
【考察】
透析腎癌患者は定期検査にて腫瘍が発見される割
合が高かった。当院透析腎癌患者の性別は全例男
性、原疾患は全例慢性糸球体腎炎であった。
【結語】
原疾患が慢性糸球体腎炎の男性長期透析患者では
慎重な定期スクリーニング検査が望まれる。

所属施設（医）八重瀬会　同仁病院　泌尿器科

P-Dr2-6

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

筆頭演者
共同演者

血液透析患者に生じた感染性膵嚢胞
の1例

【症例】
60代女性。X-4年に関節リウマチに伴うアミロ
イドーシスを原疾患とし血液透析導入となった。
X-4年に肝機能障害精査のため、当院肝臓内科に
紹介となり、多発する肝嚢胞と分枝型IPMNを認
め、定期的な画像フォローが開始された。X年4
月のMRIでは増悪認めなかったが、5月より心窩
部痛を自覚し、再評価したところIPMNの増大、
膵実質への粘液貯留様病変を認め、症状改善して
おり経過観察となった。7月に再度心窩部痛と炎
症反応上昇を認め7月20日に入院となった。軽度
アミラーゼ上昇も伴い、造影CTではIPMNの破
綻や炎症波及による膵炎発症が考えられ7月21日
にERCP施行しENPDチューブを留置した。内瘻
形成後の7月28日にチューブ抜去したところ、腹
痛、アミラーゼ上昇を認め、膵炎発症と判断し8
月1日に再度ENPDチューブ留置、絶食、抗菌薬
管理で全身状態改善を認めた。
【考察】
膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）は、緩徐に進行す
る腫瘍性病変で、最近では検診の超音波検査や、
CT、MRI検査で偶然発見される機会が増えてい
る。透析患者の場合、透析導入時や定期スクリー
ニング検査で発見され、癌化に注意しながらサイ
ズフォローされていることが多い。今回、IPMN
の増大および感染合併を認め、ドレナージにて改
善した症例を経験したため報告する。

所属施設 佐賀大学　医学部　腎臓内科
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一 般 演 題

P-Dr2-7

【はじめに】
昨年、維持透析患者に対してニボルマブ・イピリ
ムマブ投与を施行した症例について報告した。そ
の後の経過を報告する。
【症例】
患者は58歳男性、透析歴5年、原疾患は腎硬化
症であった。近医より右腎腫瘍の精査加療目的
で2020年1月紹介となった。CTにて下大静脈浸
潤、肺転移を認めた。2月26日右腎摘出術、腫瘍
血栓摘出を施行した。病理は淡明細胞型腎細胞癌、
G2>G3、pT3bであった。4月25日からニボルマ
ブ・イピリムマブ投与を開始した。3回目コース
終了後に、肝機能障害出現したため、4回目は中
止した。投与開始後4か月目の肺CTで転移巣は
縮小消失した。その後、ニボルマブ単独療法を開
始した。末梢神経障害、間質性肺炎発症したが、
他に大きな副作用は認めていない。2022年3月に
肺転移の再発あり。現在も治療継続中である。
【考察】
透析患者の進行性腎がんに対してニボルマブ・イ
ピリムマブは有用であるが重篤合併症の発症が高
いため十分な注意が必要である。
【結論】
透析患者の進行性腎がんに対してニボルマブ・イ
ピリムマブは有用である。

長谷川　望（医師）
宮里　朝矩、謝花　政秀、知念　善昭

筆頭演者
共同演者

所属施設

維持透析患者に発症した進行性腎癌
に対してニボルマブ・イピリムマブ投
与を施行した症例の経験－第2報－

（医）八重瀬会　同仁病院　泌尿器科

P-Dr3-1

水田　将人 1（医師）
中村　　恵1、松本圭一郎1、石井麻梨奈1、
石井　博修 2

筆頭演者
共同演者

精神疾患が背景にあり、血液透析継
続が困難となった患者に対し、腹膜

透析への移行を行った1例

【目的/方法/結果】
症例は74歳男性。X-1年1月より腎硬化症を原疾
患とした末期腎不全に対して、血液透析を開始し
た。同時点で不安神経症や統合失調症に対して精
神科での薬物加療も行われていた。以降は当科外
来で維持透析の継続を行っていたが、X-1年12月
頃より透析間体重の増加が著明となった。原因と
して本人の飲水過剰が考えられ、本人や家族を含
めた指導を行うも改善得られなかったため、臨時
透析を行いながら体液調整を継続した。X年3月
に本人より穿刺痛を理由に血液透析離脱し腹膜透
析へ移行の希望されたが、家族としては血液透析
の継続を希望された。本人と家族の意見のすり合
わせを行い、腹膜透析へ移行する方針とした。X
年4月に腹膜透析カテーテル挿入術を施行し、同
入院中より腹膜透析へ移行した。その後は外来で
加療継続とし、定期的な経過観察や家族を含めた
指導、訪問看護を含めた包括的なサポートを行い、
現在も体液管理を含め良好な維持透析の継続が得
られている。
【結果/考察】
体液調整の困難や穿刺時の疼痛のため血液透析よ
り腹膜透析へ移行した1例を経験した。腹膜透析
へ移行することで肉体的苦痛の軽減が得られ、患
者本人の治療参加に伴う意識変容や包括的な医療
サポートにより治療状況の改善が得られたと考え
られた。

所属施設 1 佐賀県医療センター　好生館　腎臓内科、
2 佐賀県医療センター　好生館　精神科



24

一 般 演 題

P-Dr3-2

宿理　朋哉（医師）
中井健太郎、原　裕一郎、井上めぐみ、
原　　雅俊、中川　兼康、德本　正憲

筆頭演者
共同演者

腹膜炎パス導入による 
腹膜炎入院期間の短縮効果の検討

【背景】
腹膜透析（PD）関連腹膜炎の治療において、当院
では以前はクリニカルパス（以下：パス）を使用
しておらず、入院期間が長い傾向にあった。そこ
で入院期間の短縮を目的に腹膜炎パスを作成し、
2020年12月より導入した。
＊ パスの概要：抗菌薬を腹腔内に間欠投与し、腹

膜炎が改善すれば起炎菌の感受性が判明する第
5病日頃に経口抗菌薬に変更する。

【目的】
腹膜炎パスのPD関連腹膜炎による入院期間の短
縮効果について検討する。
【方法】
2019年1月～2022年6月までの当院におけるPD
関連腹膜炎患者を、腹膜炎パス導入前群と後群に
分け、入院時の臨床背景、入院期間、治療成績を
後ろ向きに調査し、パス導入の効果を検討した。
【結果】
対象は22名で、導入後群は11名（50.0%）であっ
た。導入前群と後群で年齢、性別、BMI、糖尿病
の有無やPD継続期間に有意差を認めなかったが、
導入後群は入院期間が有意に短かった（13.9±3.2
日vs 9.4±2.5日、p<0.05）。導入前群、後群とも
それぞれ1名に反復性腹膜炎を認めたが、両群と
も腹膜炎の治療失敗や再発性腹膜炎、再燃性腹膜
炎は認めなかった。
【結語】
腹膜炎パスの導入によりPD関連腹膜炎の入院期
間を有意に短縮することができた。治療成績もパ
ス導入前後で差はなく、PD関連腹膜炎治療に対
するパスの導入は有用であると考えられる。

所属施設 福岡赤十字病院　腎臓内科

P-Dr3-3

園田慎一郎（医師）
恒吉　章治、岩田　寛子、橋本　諒司、
佐藤　克樹、高波百合那、安部　和人、
北園　孝成、中野　敏昭

筆頭演者
共同演者

Rhizobium radiobacterによる 
腹膜透析関連腹膜炎の1例

【背景】
土壌や植物中に存在する好気性グラム陰性桿菌で
あるRhizobium radiobacter （以下R. radiobacter）
による腹膜透析関連腹膜炎は稀であるが、難治性
や再発性の経過をたどりカテーテル抜去を要する
ことも多い。今回、抗菌薬2剤併用での腹腔内投
与により治療奏効した症例を経験したので文献的
考察も含めて報告する。
【症例】
61歳男性。2型糖尿病を原疾患としてX-6年前に
腹膜透析（PD）を開始した。X-5年に初回の腹膜
炎、X-4年に2回目の腹膜炎を発症した。X年2月
より週1回の血液透析（HD）併用を開始した。X
年6月に3回目の腹膜炎を発症し入院した。腹水
培養でR. radiobacterを検出したが、土壌や植物
との接触歴は明らかでなかった。感受性良好で
あったMEPM、LVFXの2剤併用での腹腔内投
与を3週間行った。治療反応性は良好で、排液細
胞数、臨床所見は改善し、第25病日に退院した。
R. radiobacterによる腹膜炎に対する最適な治療
期間は不明であったため、退院後もLVFX経口投
与を2週間追加し、計5週間の治療を行った。腹
膜炎再燃に注意し慎重に経過観察中である。
【結語】
R. radiobacterによる腹膜炎に対し、ニューキノ
ロン系抗菌薬を含む抗菌薬の2剤併用での腹腔内
投与を行い、カテーテル温存に成功した。

所属施設 九州大学大学院　病態機能内科学
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一 般 演 題

P-Dr3-4

新里　勇樹 1（医師）
大濱　千夏1、工藤　祐樹1、勝連　英亮1、
中村　卓人 1、座間味　亮 1,2、
山里　正演 1、石田　明夫 1、
古波蔵健太郎 1,2、大屋　祐輔 1

筆頭演者
共同演者

肝性脳症に対し部分的脾動脈塞栓で
症状改善しえた透析患者の1例

【症例】
54歳女性
【主訴】
意識障害
【経過】
慢性腎炎症候群による末期腎不全、献腎移植後透
析再導入となっていた。 消化管出血で入院中よ
り日内変動のある意識障害を認めていた。退院後
も変動のある意識障害持続、定期の透析外来も受
診できなくなるほど増悪し、尿毒症疑いで入院と
なった。精査により高アンモニア血症を認めたこ
とから肝性脳症と診断し、肝不全用成分栄養剤散、
ラクツロース、リファキシミン内服を開始した。
一旦は意識障害をきたすことなく経過したため退
院としたが、退院数日で意識障害をきたし再入院
となった。 経過中、血小板減少に対しての部分
的脾動脈塞栓術（PSE）を施行後より、血清アン
モニアの低下がみられ、意識障害をきたすことな
く経過している。
【考察】
末期腎不全患者の意識障害の鑑別においても、網
羅的な精査が重要と考えられた。また、PSEは一
般的に、脾機能亢進症への治療とされているが、
肝性脳症への効果を示した報告も散見され、本症
例にも有効な治療だったと考えられる。
【結語】
肝性脳症による意識障害を繰り返す透析患者へ
PSEにより改善しえた症例を経験したため、文献
的考察を含め報告する。

所属施設 1 琉球大学病院　循環器・腎臓・神経内
科学、

2 琉球大学病院　血液浄化部

P-Dr3-5

松尾　朋博 1（医師）
倉田　博基1、中西　裕美1、光成　健輔1、
大庭康司郎 1、望月　保志 1,2、
西野　友哉 2,3

筆頭演者
共同演者

維持透析中の尿路上皮腫瘍患者に 
対するエンホルツマブベドチンの 

使用経験

【はじめに】 
最近、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な
尿路上皮がんに対してエンホルツマブベドチン

（EV）が使用可能となった。維持透析患者への施
行例は少ないと思われるが、今回我々が経験した
2症例について報告する。
【症例①】
85歳男性 X-3年11月：膀胱がん初発 X-2年4月：
下部尿管に再発所見あり、腹腔鏡下右腎尿管全摘
除術を施行（病理：小細胞がん） X-2年8月：血液
透析を導入 X-2年9月：CDDP+CPT-11療法を開
始したが骨髄抑制あり、6コースで治療終了 X-1
年8月：膀胱内に再発し、また播種性病変もあり、
ペンブロリズマブを開始も副腎不全で中止 X年2
月：EV開始。現在まで、播種病変の若干の増大
は認めるも、大きな有害事象はなく治療継続中 
【症例②】
73歳男性 Y-8年5月：右尿管がんに対して腹腔鏡
下右腎尿管全摘除術施行 Y-5年8月：膀胱がんに
て膀胱全摘術を施行 Y-3年10月：左腎盂がんに
対して腹腔鏡下左腎尿管全摘除術施行。以降、血
液透析施行。 Y-3年11月：膀胱全摘標本の病理
結果、pT4との診断、術後補助化学療法として
CDDP+GEMによる治療を開始 Y-2年9月：病勢
の進行あり、ペンブロリズマブを開始 Y年2月：
進行認め、EVを開始 Y年5月：さらなる進行を
認め、ベストサポーティブケアへ移行となった 
【まとめ】
2例とも大きな有害事象はなく治療継続可能であ
るが、その後の経過を踏まえ、報告したい。

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 長崎大学病院　腎臓内科
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一 般 演 題

P-Dr3-6

嶋野　勝太 1（医師）
相澤　直輝1、山﨑　景介2、友岡　知加2、
東　　和樹 2、中尾能理子 2、有村　美英 2

筆頭演者
共同演者

造影剤アレルギー患者へのシャント
PTA時の低圧バルーン引き抜き評価法

【背景】
シャントPTAにおいて、血管形態評価は、全体
像の把握、治療ターゲットの決定、効果判定など
に欠かせないステップである。造影剤投与は非常
に有用な評価法であるが、一部にアレルギーのた
め使用できない症例が存在する。造影剤アレル
ギー患者への血管評価法として、ステロイド使用、
エコー、炭酸ガス使用などの方法が報告されてい
る。我々は、造影剤アレルギー患者に対して、バ
ルーン内にのみ造影剤を充填し、低圧で拡張後イ
ンデフレーターのロックを解除しつつ引き抜くこ
とでシャント全体の形態評価を行うバルーン引き
抜き法を用いて血管評価法を行ってきた。
【方法】
重度の造影剤アレルギーのため、造影剤投与が許
容されないシャント狭窄患者に対し、バルーン引
き抜き法による血管評価の後、通常のPTAを行っ
た。治療効果評価もバルーン引き抜き法で行った。
【結果】
全例、良好な拡張を得た。造影剤アレルギーは発
生しなかった。長期的には標的部位での再狭窄は
認めたものの、その他の部位での新規狭窄等の発
生は認めなかった。
【考察】
バルーン引き抜き法は、いくつかの注意点に気を
付ければ、特別な道具を必要としない簡便かつ有
用な評価法であるが、エコーや炭酸ガス造影法と
競合するものではなく、状況に応じて使い分けや
併用を検討するものである。

所属施設 1 大浜第一病院　透析センター、
2 門司掖済会病院　腎臓内科

P-Dr3-7

中井健太郎 1（医師）
原　裕一郎1、井上めぐみ1、宿理　朋哉1、
原　　雅俊1、中川　兼康1、德本　正憲1、
中原　由紀 2、池田　　綾 2、田嶋　信子2

筆頭演者
共同演者

肝炎ウイルスのスクリーニングに 
おける検査フローチャート作成の 

効果

【背景】
「透析施設における標準的な透析操作と感染予防
に関するガイドライン」は、転入時および6か月
に1回のHBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、HCV
抗体の測定を推奨している。免疫抑制による再活
性化も問題となっており、転入出が頻回な当院に
おける肝炎ウイルス検査の実態を明らかにし、検
査を適正に行うために作成したフローチャートの
検証を行った。
【方法】
2週間以上の入院透析が見込まれる患者を対象と
して、HBVおよびHCVの検査に関するフロー
チャートを作成した。作成前の2016年から2020
年まで（Group1, n=4889, 在院日数の中央値13日）
と作成後の2021年（Group2, n=960, 在院日数の
中央値12日）の各検査状況を比較検討した。
【結果】
両群で、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体の測定
率・陽性率は同等だったが、HBc抗体の測定率
は 増 加 し（5.8% vs 11.7%,p<0.01）、HCV-RNA

（15.6% vs 37.0%, p<0.01）および HBV-DNA（31.0% 
vs 78.2%, p<0.01）の測定率の増加につながった。
HCV-RNA陽性であった 13 例中 4 例が、HBV-
DNA陽性であった11例中3例が抗ウイルス治療
の対象となった。
【結論】
フローチャートの作成により、ガイドラインに
沿った検査が促進された。抗ウイルス治療の積極
的な推進が今後の課題である。

所属施設 1 福岡赤十字病院　腎臓内科、
2 福岡赤十字病院　看護部
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一 般 演 題

P-Dr3-8

末永　裕子 1（医師）
古寺　紀博1、福長　直也1、柴冨　和貴1、
麻生　泰弘2、縄田　智子3、福田　顕弘4、
柴田　洋孝 4

筆頭演者
共同演者

偶発性低体温証に対して緊急血液透
析により復温した維持血液透析患者

の1例

【症例】
87歳男性。81歳から近医で週3回の血液透析を
施行中。202X年3月初旬に船を係留し、陸に上
がろうとした時に足を踏み外して海へ転落。通行
人に救助されたが、引き上げまでに20分間要し
た。救助後に当院救急科へ緊急搬送された。来
院時JCS2で、直腸温は30.9℃の低体温であった。
速やかな復温が必要であると考えた。前日に血液
透析が行われていたが、復温目的に緊急血液透析
を施行した。透析前採血ではK 4.0 mEq/Lであっ
たが、透析による低カリウム血症のリスクや、低
体温からの復温時の致死性不整脈のリスクを考慮
し、塩化カリウム製剤を持続投与した。復温時の
虚血からの血流再開時の出血リスクも考慮し、抗
凝固薬としてナファモスタットを使用した。透析
液温度37.1℃で3時間血液透析を行い、透析開始
後30分で直腸温36.3℃まで改善し、意識レベル
も改善した。経過良好であり翌日には自宅退院が
可能となった。透析患者の低体温症に対し復温目
的に緊急で血液透析を施行し、早期の復温に成功
した症例を経験したので報告する。

所属施設 1 大分県立病院　腎臓内科、
2 大分県立病院　神経内科、
3 中津第一病院　内科、
4 大分大学医学部附属病院　内分泌代謝・
膠原病・腎臓内科

P-Tc1-1

松雪　実奈（臨床工学技士）
芝田慶太郎、清水　正剛、荒谷　周作、
谷口　正智、平方　秀樹

筆頭演者
共同演者

透析液供給装置内減圧弁に生菌の 
発生及び結晶化物を形成した事例

【背景】
当院の透析液供給装置内には洗浄剤が流入しない
減圧弁を含む配管（A配管部）が存在する。透析
液供給装置より生菌を検出した際は、RO（Reverse 
Osmosis）水配管とA配管部に生菌が存在するの
ではないかと推測し過酢酸にて洗浄を行う。今回
洗浄を行っても生菌を検出した為減圧弁を分解し
たところ、RO水が接しないダイアフラム上部に
粘液と結晶化物が形成されていた。 
【方法・結果】
スワブ検査にて生菌（Pseudomonas sp）を検出し
た。結晶化物は元素分析・赤外吸収スペクトル分
析により、炭酸亜鉛に類似する物質であった。 
【考察】
減圧弁ダイアフラムに微小ピンホールが生じ、
RO水が流入し滞留した為バイオフィルムが形成
されたと考えられた。結晶化物はダイアフラムの
ゴム配合原料が溶出した可能性が考えられた。 
【結論】
透析液供給装置内減圧弁に結晶化物を形成した事
例を経験した。炭酸亜鉛に類似した結晶化物が何
か原因究明中である。今後生菌検出時は、減圧弁
の分解点検及びA配管部の洗浄を行い、減圧弁ダ
イアフラムの交換頻度を2年毎から1年毎へ変更
することで対処する。

所属施設（医）医心会　福岡腎臓内科クリニック
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一 般 演 題

P-Tc1-2

嘉手納貴暁（臨床工学技士）
西江　昂平、仲里　亮平、具志堅　靖、
奥野　耕司、川邉　慎也、金城　政美、
長谷川　望、謝花　政秀、宮里　朝矩

筆頭演者
共同演者

当院における 
透析液清浄化方法の検討

【はじめに】 
2021年5月に南新棟増築時に透析室が移転し、そ
れに伴いセントラル機器が一新され、透析液清浄
化方法も刷新されたので報告する。
【目的】 
旧透析室と南新棟透析室での透析液清浄化方法の
検査、管理を比較検討してみた。
【方法】 
期間は旧透析室での移転1年前（2020年5月から
2021年4月）から移転直前までと、移転後1年間

（2021年5月から2022年4月）を比較した。測定
部位はRO装置、供給装置、コンソールで、測
定方法は、エンドトキシン測定（以下ET測定）
はLAL試薬による比濁時間分析法、生菌検査は
TGEA培地によるMF法を用いた。
【結果】 
移動前の1年間は、測定部位からET・生菌が基
準値内だが検出されていたが、移動後の1年間は
移転当初はわずかながら、検出されていたが、徐々
に検出されなくなり、2021年9月以降は検出感度
未満になった。
【考察】 
検出感度未満になった要因としては、セントラル
の機器を一新したことと、消毒液濃度を希釈から
原液に変更、RO装置後に膜を設置、透析液供給
ラインに微粒子カットフィルターを設置したこと
が要因と思われた。
【結語】 
透析液の清浄化には最適な測定方法を選択し、正
しい結果を評価することが重要である。

所属施設（医）八重瀬会　同仁病院　腎センター

P-Tc1-3

古波蔵　大 1（臨床工学技士）
座間味　亮1、平良　浩菜2、金城興次郎3、
井関　邦敏 4、古波蔵健太郎 1

筆頭演者
共同演者

維持血液透析患者における疲労感の
実態と細胞外水分量との関連

【目的】
維持血液透析 （HD） 患者における疲労感と細胞
外水分量/体水分量比（ECF/TBF） との関連を検
討した。
【方法】
対 象 は 沖 縄 県 内 6 施 設 の 外 来HD患 者 90 名。
KDOQIのQOL評価法を一部改訂した質問票を
用いて疲労度をスコア化し、In bodyで評価した
ECF/TBFとの関連を検討した。
【結果】
対象者 （平均年齢63才, 男性54%）の56%に疲労
感を認めた。疲労感（+）群は、ECW/TBWが高
く、ECF/TBFと疲労スコアとの間に正の相関を
認めた。ロジスティック解析で年齢、性、透析歴、
血清Alb, Na, Hb, TSAT, CRPで補正後も疲労感
にECW/TBW中央値以上 （OR 3.3, 95%CI 1.14 - 
9.81） が有意に関連していた。
【結論】
維持HD患者の約 5 割に疲労感を認め、ECF/
TBFが関連していた。ECF/TBFに対するアプ
ローチが疲労改善に有効なのか検討する必要が
ある。

所属施設 1 琉球大学病院　血液浄化療法部、
2 天の川病院、
3 こくら台ハートクリニック、
4（医）HSR　名嘉村クリニック
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一 般 演 題

P-Tc1-4

仲里　亮平（臨床工学技士）
具志堅　靖、西江　昂平、嘉手納貴暁、
川邉　慎也、金城　政美、長谷川　望、
知念　善昭、謝花　政秀、宮里　朝矩

筆頭演者
共同演者

当院における副甲状腺カルシウム 
受容体作動薬（エボカルセト）投与

による臨床的検討－第2報－

【背景】 
透析患者におけるカルシウム（以下Ca）、リン（以
下P）のコントロールは血管石灰化等の悪化の抑
制にもつながり生命予後に影響する為重要な因子
である
【目的】 
副甲状腺カルシウム受容体作動薬（以下エボカル
セト）による、副甲状腺ホルモン（以下I-PTH）
およびCa、Pのコントロール状態を検討したので
報告する
【対象】 
当院外来透析患者5名
【方法】 
対象患者のエボカルセト投与前後のI-PTH、Ca、
Pの値を描出後、標準偏差を出し、活性型ビタミ
ンD3製剤およびP吸着剤使用状況を調査した
【結果】 
エボカルセト投与前と投与後を5人平均後比
較し、 I-PTHは前値 490.43 ± 10.42 後値 295 ±
214.56 Ca は前値9.05±0.28 後値8.7±0.82 Pは
前値6.23±0.8 後値5.49±0.9 となり概ねコント
ロール良好となった
【考察】 
エボカルセト投与により、I-PTHをコントロール
することができ、さらにCa、Pのコントロールも
容易になった。さらに骨粗鬆症の予防及び治療に
繋がることも示唆された
【結論】 
エボカルセト投与によりI-PTH、Ca、Pをコント
ロールすることができた

所属施設（医）八重瀬会　同仁病院　腎センター

P-Tc1-5

森川　耕丞（臨床工学技士）
高橋　裕尚、白石　幸代、穴井　　俊、
田口　　裕、後藤　昌希、坂梨　俊彦

筆頭演者
共同演者

所属施設

ハートカルテを用いた透析患者情報
管理の活用

【背景と目的】
当院では、ハートカルテを作成して受診時のバイ
タルや検査データを貼付し、経時的に病状の把握
を行なっている。透析患者に対しても効率的な管
理を行い、また他院受診時等に医療情報を共有す
ることで他施設等と連携し安全な医療を提供す
る。
【方法】
ハートカルテを用いて、病歴、禁忌、透析履歴の
記入、透析条件、毎月の検査データと定期・臨時
薬シールの貼付、ドライウエイト（DW）・ヒト
心房性ナトリウム利尿ペプチド（hANP）・心胸
郭比（CTR）の値を時系列的に表示した。回診時
の資料や患者教育として活用し、他施設等の受診
時には持参してもらう。
【結果・まとめ】
ハートカルテを管理することで、最新の透析情報
が共有可能となり、データ・治療薬などが時系列
的に把握可能となった。 透析症例では腎機能に
応じた薬剤適正使用が必要あり、病状を把握し
DW・食事管理を効果的に指導を行い易くなり個
別性の把握に有用である。また、災害時の情報共
有ツールとしても利用できる。

（医）坂梨ハート会　坂梨ハートクリニック
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一 般 演 題

P-Tc1-6

穴井　　俊（臨床工学技士）
高橋　裕尚、白石　幸代、森川　耕丞、
田口　　裕、後藤　昌希、坂梨　俊彦

筆頭演者
共同演者

災害時アクションカードの有用性

【背景及び目的】
 2012年の九州北部豪雨によって水害を経験し、
2016年の熊本地震により停電、断水を経験した。
その経験をもとに良かった点や悪かった点をまと
め、今後起こり得る災害に対する当院の対策を再
検討した。今回、透析を行っている時・行ってい
ない時に、スタッフ・透析患者がどのように行動
するかマニュアルを再考、アクションカード（以
下AC）を作成しスタッフ・透析患者が円滑に行
動できるように共有する。
【方法】 
ACカードを作成し読み合わせを行う。ACカー
ドを使用した訓練を定期的に行い、その有用性や
課題について検討した。
【結果】
初回ACカード使用して訓練を行ったがスムーズ
に行うことができなかった。しかし、読み合わせ
や訓練を重ねていくと、スムーズに行うことがで
き、個々の実技レベル向上にも繋がった。
【考察】 
今後も読み合わせや訓練を行い、ACカードの内
容を検討・アップデートする必要がある。またス
タッフがどの役割にも対応できるように心がけ、
常に災害に対する意識を持つようにする。

所属施設（医）坂梨ハート会　坂梨ハートクリニック

P-Tc2-1

藥眞寺香奈 1（臨床工学技士）
佐保　直哉1、安藤　忠助2、中田　　健3、
福田　顕弘3、秦　　聡孝2、柴田　洋孝3、
三股　浩光 2

筆頭演者
共同演者

第Ⅴ因子欠乏症患者の透析導入を 
経験した1例

【はじめに】
第Ⅴ因子は凝固系を構成するタンパク質であり、
第Ⅴ因子欠乏症は約100万人に1人の凝固異常
を有する疾患である。第Ⅴ因子欠乏症患者の透
析導入例の経験を報告する。
【症例】
77歳男性。2022年5月に右胸水の増加、腎機能
の悪化、凝固異常を認め、当院に救急搬送され
入院となった。精査の結果、凝固異常について
は第Ⅴ因子欠乏症と診断された。既往歴として
糖尿病、狭心症PCI後、ASOバイパス術後、腎
不全、心不全を認めたが、止血困難のエピソー
ドはなかった。
腎不全の急性増悪と心不全の診断で酸素投与を
開始し、FFPと血小板を輸血した後FTL挿入後、
血液透析（HD）を開始した。HD4回目までは無
抗凝固としたが、ダイアライザとVチャンバに
残血を認めたため、5回目HDからはナファモス
タットを使用し、残血は消失した。
凝固異常の改善後に内シャントを作製し、内シャ
ント穿刺によるHDを開始した。その後、FFP、
血小板を輸血しても改善しない血液検査上の凝
固異常を認めたが、内シャントを用いた無抗凝
固HDでも内シャントの止血困難や回路内の残
血は認めず、転院となった。
【結語】
第Ⅴ因子欠乏症はパラ血友病と称され、血友病
に比較して臨床症状は比較的穏やかで無症候例
もある。したがって、検査上は凝固異常を認め
られても、本症例のように止血困難がなく無抗
凝固HDが可能であることが示唆された。

所属施設 1 大分大学医学部附属病院　臨床工学・
歯科部門、

2 大分大学医学部附属病院　腎泌尿器外
科学講座、

3 大分大学医学部附属病院　内分泌代謝・
膠原病・腎臓内科学講座



31

一 般 演 題

P-Tc2-2

片岡　理一（臨床工学技士）
髙山　晴暉、森口莉以良、平山　信介、
梶　　雅克、一ノ瀬　浩、金本　康秀、
松下　哲朗、新里　健暁、新里　　健

筆頭演者
共同演者

リクセル使用者に対し積層型ダイア
ライザの使用を試みた例

【背景】
当院では低Alb血症患者に対し積層型ダイアライ
ザ（AN69）を使用している。リクセルを使用中
の患者に対しても使用経験があり、低Alb血症の
改善が得られた。今回リクセル使用中で低Alb血
症患者に対しAN69とリクセルで治療を実施し、
Albの他にβ2MGの各検査値がどのように推移
したか報告する。
【方法】
リクセル使用中患者でAlbが3.0g/dl以下となっ
た患者2名を対象に最初の3ヶ月をAN69、後の
3ヶ月はPS膜を使用しAlb、β2MG、α1MG、
Kt/Vの各検査値の推移を比較した。
【結果】
＜患者1：0M→3M→6M＞Alb（g/dl）2.8→3.0→2.8、
β2MG（mg/L）24.4 → 27 → 20.1、α1MG（mg/L）
100.2→105.8→91.5、 Kt/V1.67→1.38→1.52
＜患者2：0M→3M→6M＞Alb（g/dl）2.9→3.1→2.8、
β2MG（mg/L）17.5→17.5→16.6、α1MG（mg/L）
86.4→88.4→75.9、Kt/V1.67→1.66→1.76
【結論】
AN69使用時には2名ともに、低Alb血症が改善
傾向であり、β2MG、Kt/Vも目標値内であった。
リクセルを併用することでAN69の弱点を補いな
がら低Alb血症の改善が期待でき、これからの高
齢化する透析医療において重要な選択肢の一つに
なるのではないかと示唆される。

所属施設 健昌会　新里メディケアセンター　新里
クリニック浦上　透析治療科

P-Tc2-3

前田　　弥 1（臨床工学技士）
勝連　盛彰1、新川佳一郎1、大濵　健太1、
柴田　幸世1、渡具知武正2、城田　由人1、
石田百合子 1、比嘉　　啓 1、田名　　毅 1

筆頭演者
共同演者

当院における排水基準への対応

【はじめに】 
2019年に透析排水基準が定められた。当院では
アムテック社製塩素系薬剤ECO-200と過酢酸系
薬剤Sanacide-NXを使用していた。また、当院
では中和装置は持たず、排水時、希釈槽にて毎
分25Lの加水を行っているが,生物化学的酸素要
求量（以下BOD）の基準値は満たしていたものの、
pH値は基準値内に至っていなかった。排水基準
を満たすため薬剤を見直すことにした。
【目的】 
両薬剤を変更し、排水時のpH値および洗浄除菌
効果などの検証を行う。 
【方法】 
塩素系薬剤をECO-200からアムテック社製の
HIDEC、過酢酸系薬剤をSanacide-NXからアイ
ティーアイ社製のパラクリアpH5に変更し、排水
時のpH値、変更後3か月間の洗浄除菌効果、部
材への影響などを観察する。
【結論】 
両薬剤で排水基準を達成した。部材の劣化や付着
物なども確認されなかった。 過酢酸系薬剤パラ
クリアでは、コスト面でまだ高価であり今後の課
題となる。

所属施設 1（医）麻の会　首里城下町クリニック第二、
2（医）道芝の会　平安山医院
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一 般 演 題

P-Tc2-4

玻名城　誉 1（臨床工学技士）
小田　祥平1、玉城　由尊1、池宮　裕太1、
玉城　　智1、諸見里拓宏2、西田　武司3、
大田　大樹 3、山口　貴乃 4

筆頭演者
共同演者

当院のCOVID-19治療における 
体外式人工心肺（ECMO）使用と

その管理

【目的】 
体外式人工心肺 （ECMO） は、重症COVID-19感
染に対する治療の砦である。当院における重症
COVID患者へ用いたECMOの治療経験と安全管
理を、持続緩徐式血液濾過透析（CHDF） 併用方
法も含めて紹介する。
【方法】 
2020年3月から2022年7月の間に、当院に来院
した2,500人近いCOVID感染者のうち、ECMO
が必要であった 9症例の特徴を提示し、ECMO
管理上の問題点やCHDF併用時の注意点を検討
する。
【結果】 
9例のうち、7例が転院患者、2例は通常の搬送
患者であった。うち4例が死亡。平均で、症状発
症から10日、診断から9日、来院から3日目で
ECMOが開始、平均使用期間は21日間であった。
3例でCHDFを併用した。4例が、ECMO使用に
よる合併症であるカテーテル感染と出血を合併。
ECMOの使用が長期化するため、感染管理や出
血の予防等が重要であったが、個人防護具（PPE）
着用中の対策に要する負担は重い。ECMO対応
中は、他の業務に対応できず、夜勤者にかかる負
担も多い、等の問題が浮かんだ。CHDFを併用例
ではECMO回路が頻繁に凝固し、凝固管理に難
渋した。
【結論】
COVID-19感染患者に用いるECMOは通常管理
以上の業務負担が必要で、他重症疾患への対応の
遅れにつながる勤務システム上の問題点も顕在化
した。日頃よりのECMO使用のトレーニングも
有用である。

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　臨床工学科、

2 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、

3 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　救急科、

4 沖縄県立南部医療センター・こども医
療センター　看護部

P-Tc2-5

川邉　慎也（臨床工学技士）
西江　昂平、嘉手納貴暁、具志堅　靖、
仲里　亮平、奥野　耕司、金城　政美、
謝花　政秀、宮里　朝矩

筆頭演者
共同演者

当院透析死亡患者及び 
現在透析患者の栄養状態の評価

【はじめに】 
透析患者の栄養状態は不良である事が多く、生命
予後に影響を及ぼすためその評価が重要である
【目的】 
死亡した透析患者の栄養状態を検討しリスク因子
を分析することを目的とした
【対象】 
当院透析死亡患者5名及び現在透析患者9名の計
14名
【方法】 
血清Alb値、n-PCR、GNRI、BNIを後ろ向きに
観察した死亡患者と生存患者の検査値を比較した
【結果】 
死亡患者はBMI、GNRIおよび血清Alb値は低値
であった。n-PCRの値に有意差は認めなかった
【考察】 
死亡の12か月前より体重減少、血清Alb値低下
を認めた。死亡の原因が感染症、心不全、老衰が
主な要因であった。フレイルが進行する前に食事
内容を細かく調整し、透析効率の改善を図るなど
の介入が必要だと考える
【結論】 
著しい体重減少、血清Alb値低下は生命予後に影
響するため早期の栄養状態改善が必要である

所属施設（医）八重瀬会　同仁病院　腎センター
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一 般 演 題

P-Tc2-6

北田　恭平 1（臨床工学技士）
吉野　秀章2、中嶋　幸海2、小嶺　真耶2、
河津　多代1、前川　明洋3、澤瀬　健次2、
橋口純一郎 1、原田　孝司2、舩越　　哲 2

筆頭演者
共同演者

リン吸着薬（PB）の適正化を 
目指す～PB減量フローチャートと 

患者教育の有用性～

【背景】
血液透析患者へのPBは多量に処方されることが
多く、その服薬アドヒアランスは患者にとって大
きな負担となる。当院では、多職種でチームを結
成しPB調整フローチャート運用と患者教育を実
施している。
【目的】
2021年1月よりPB調整フローチャートの運用を
行っているが、今回新たに食品のリン含有量につ
いてまとめた当院独自の小冊子を同年8月に患者
に配布しその有用性を検討した。
【対象】
当院外来血液透析患者のうち、2021年1月時点
で過去3回の平均血清リン値が適正範囲となった
PB内服患者94名（男性58名、女性36名、平均年
齢66.4±9.7歳、平均透析歴9.4±8.6年）。
【方法】
PB調整フローチャートに準じたPB調整と小冊子
を用いた患者教育を実施し、両者併用5か月後の
PB処方量と血清リン値の推移を比較した。
【結果】
小冊子配布後のPB処方量は月平均一人当たり
127.2±102.2錠から103.1±101.1錠へ有意差は
認められなかったが、減少傾向であった。血清リ
ン平均値は5.2±1.0mg/dlから5.3±1.0mg/dlで
有意な変化は認められなかった。
【考察】
今回、PB調整フローチャートと小冊子を用いた
患者教育併用により血清リン値を適正範囲に保
ちながらPB処方量の減量が可能であったことは、
PB処方量調整の明確な基準化とリン含有食品に
対する患者の意識変化が合致した結果であると推
察された。

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、
3（医）衆和会　大村腎クリニック

P-Tc3-1

吉満　拓哉（臨床工学技士）
岡田　卓也、船原　拓馬、小川憲太朗、
豊田　竜也、浦田　英明

筆頭演者
共同演者

新築移転に伴う災害時対応について

【背景】
当院は2021年4月より新築移転し、災害発生時
には地域の支援拠点として活動を継続できる環境
が整えられた。透析室も新しい環境となったため、
今後起こりうる災害に対し、新たな透析室災害時
対応マニュアルが必要となった。
【目的】
災害発生時の対応方法の見直しと、患者及びス
タッフの理解度を検証すること。
【方法】
対象は2021年4月から当院で維持透析施行中の
患者27名とし、福岡市防災メールの案内や、患
者カードの配布と説明、地震発生直後の身の守り
方について説明を行った。スタッフに対しては、
透析施行中に震度7の地震が発生したと仮定し、
透析離脱から患者移送までのシナリオに沿った訓
練を3ヶ月に1回実施した。訓練後は、新病院で
の課題や検討項目を集め、災害時の対応方法を見
直すとともに、アンケートによる理解度確認を実
施した。
【結果】
災害訓練を定期的に実施することで対応方法を吟
味でき、その対応内容もスタッフ間で共有するこ
とができた。また透析患者の防災メール登録率と
患者カード保持率が上昇し、災害に対する意識が
向上した。
【考察】
災害訓練の定期的な実施と、患者への防災に関す
る情報提供は今後も求められる。

所属施設（医）白十字会　白十字病院　臨床工学部
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一 般 演 題

P-Tc3-2

木田　百香 1（臨床工学技士）
左野　翔太1、伊藤　隆洋1、井原　　肇1、
多田　育弘 1、福島　辰郎 2、野田　律矢2、
高村　宏明 2

筆頭演者
共同演者

当院の入院透析患者のサルコペニア・
フレイルの現状

【背景】　
当院はケアミックス病院であり、入院透析患者は
平均77.6歳と高齢化がみられ、サルコペニア・フ
レイルは重要な評価である。サルコペニアが進行
するとADL、QOL低下さらには死亡リスクの増
大につながるとされている。また高齢者のサルコ
ペニアの発症には低栄養状態あるいは運動量の低
下が原因となっている。
【目的】　
当院入院透析患者におけるサルコペニアの現状を
評価する。
【方法】　
当院入院透析患者69名を対象に、AWGS2019を
用いてバイオインピーダンス法による骨格筋量の
評価、10m歩行、握力測定を行いサルコペニアの
有無、また栄養の指標となるGNRIと透析効率を
示すKt/vとの相関を検討した。
【結果】　
測定不可を除く41名中サルコペニアが2名
（4.8%）、重症サルコペニアが33名（80.4%）、サ
ルコペニア疑いが6名（14.6%）であった。GNRI
はアルコぺニア群35名で全員が98未満であり、
栄養障害リスクが認められた。Kt/vはサルコペ
ニア群で未評価4名を除く18名（62%）が1.2以下、
1.6以下であった。
【考察】　
当院入院透析患者の多くに低栄養状態、運動量低
下がみられ、その結果サルコペニアの発症につな
がったと考える。リハビリ・栄養士の介入はもち
ろん、透析治療における臨床工学技士の視点から
も様々なアプローチでフレイルを予防していく必
要があると考える。

所属施設 1（医）恵光会　原病院　臨床工学部、
2 腎臓内科

P-Tc3-3

西　　郁哉 1（臨床工学技士）
左野　翔太1、井原　　肇1、伊藤　隆洋1、
多田　育弘1、福島　辰郎2、野田　律矢2、
高村　宏明 2

筆頭演者
共同演者

当院のCOVID-19における感染対策

【背景】
当院は中長期入院患者の多いケアミックス病院で
あり、当院透析患者185名中、外来患者119名、
入院患者66名である。当院では、第1、2、3透析
室で入院や外来、その他施設等の患者を混合して
治療を行っている。R4年6月末現在、外来6名、
入院9名がCOVID-19陽性となった。透析室での
感染拡大を防ぐ為、対策と現状を報告する。
【対策】
・ フロアを超えた感染拡大を防ぐ為、患者の治療

スケジュールの見直しを図った。
・ 入院陽性患者は院内施設に隔離病棟を設け、透

析室のスタッフで搬入・搬出を行い、外来患者
は、当院の送迎は利用せず、施設、家族での送
迎を依頼した。

・ 陽性、濃厚接触患者は時間的、空間的隔離とし、
治療を行った。

・ 対応した職員は、翌日抗原検査を実施し、陰性
確認後、業務可能とした。

・ 感染が認められなかった患者に対しても、病棟、
外来、施設毎にスケジュール変更し、追跡調査
を行い易いようにした。

・ 検温によって発熱があった患者はPCR検査を
実施後、感染専用の個室で陽性患者と同様な対
応をとった。

【結語】
R4年6月末現在、透析患者185名中、陽性者が
15名認められたが、今回の対応によって透析室
経由での感染拡大を防ぐ事が出来た。

所属施設 1（医）恵光会　原病院　臨床工学部、
2 腎臓内科
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一 般 演 題

P-Tc3-4

小濱　　輝（臨床工学技士）
又吉　倭子、稲嶺　大成、池城　浩紀、
山内　昌祉、平良美穂子、宮國　克秀、
平良　浩健、大城　智彦、鈴木　壮彦

筆頭演者
共同演者

新型コロナウイルス感染患者の透析
にwebカメラを用いて遠隔モニタリ
ングを施行した当院の取り組み

【目的】 
非感染エリアからWebカメラを使用し、透析中
のモニタリングをする取り組みを行ったため報告
する。
【方法】
透析開始後、患者、穿刺肢、透析装置の画面が映
るように感染病棟のベッドサイドに Webカメラ
を設置。 非感染エリアから、Wifi通信を使用し
たタブレットを用いて、患者と透析の経過を観察
した。血圧測定は1時間ごとの自動計測とした。
【結果】 
2020年8月～2022年7月の期間にて46名の患者
に合計198回透析を施行した。 非感染エリアに
て監視中に警報が発生時は感染エリア内の病棟看
護師に警報対応を依頼、または技士が感染エリア
に入り対応した。 警報の内容は脱血側の気泡検
知と脱血不良の頻度が高かった。
【考察】 
循環動態が安定している軽症の新型コロナウイ
ルス感染患者が対象であったため問題なく遠隔
モニタリングが施行できたと考える。 警報が発
生した際、フルPPEを装着するのに時間がかか
り対応に遅れてしまうこと、Wifi通信環境が不
安定なため画像が途切れる事があったことが課
題である。
【結語】 
新型コロナ感染患者に対する透析中の遠隔モニタ
リングを取りいれ、問題なく施行できた。

所属施設（医）友愛会　友愛医療センター　臨床工
学科

P-Tc3-5

具志堅　靖（臨床工学技士）
仲里　亮平、西江　昂平、嘉手納貴暁、
川邉　慎也、金城　政美、長谷川　望、
知念　善昭、謝花　政秀、宮里　朝矩

筆頭演者
共同演者

透析患者の透析時血圧と循環血液量
変化率と体成分の関係についての臨

床的検討

【背景】
血液透析における適正体重を決定するのに、体成
分測定装置が利用されるようになってきた。
【目的】
今回、血液透析時に血圧低下による除水中断する
症例に対して、血圧の変動、循環血液量変化率（以
下ΔBV）と細胞外水分比の関係を検討した。
【対象】
維持透析患者6名、平均年齢72.8±4.0歳
【方法】
2021年1月から2021年12月までの12か月間に
おいて、細胞外水分比はInBody S10、ΔBVは日
機装社製100NX、200Siに搭載された。濃縮血液
割合監視装置を用いて測定した。細胞外水分比と
ΔBVに加え透析前後の収縮期血圧、除水中断回
数を検討した。
【結果】
細胞外水分比が0.4以上ではΔBVの下降が少なく
ても除水中断回数が多かったが、細胞外水分比が
0.4未満の患者ではΔBVの下降幅が大きくても血
圧は安定し除水中断回数が少なかった。
【考察】
細胞外水分比が0.4未満を達成するためには栄養
状態の改善が必要不可欠であると考える。
【結論】
細胞外水分比0.4未満にすることで安全な透析を
行える可能性がある。

所属施設（医）八重瀬会　同仁病院　腎センター
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一 般 演 題

P-Tc3-6

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

筆頭演者
共同演者

臨床工学技士によるVAエコーにより、 
Cephalic Arch Stenosisが発見

できた症例

【症例】
60代女性、透析歴10年、シャントPTAを繰り返
していた。透析中静脈圧上昇によりエコー施行。
VF182ml/min、RI0.72にて紹介となる。PTA後、
初回透析は透析中静脈圧が高値であったが、問題
無く終了した。次の透析日、透析前にシャント肢
穿刺部周囲内出血痕、腫脹が確認された。いつも
の部位に穿刺できる状態では無かったため、返血
は上腕に変更。開始するもやはり静脈圧が高値で
あった。穿刺部位をエコーで確認すると、内膜剥
離様部位に針先が当たっていること、また回路接
続時に異常な逆血、拍動様を感じたため、使用困
難と考えシャント血管ではない静脈に返血を確保
し、透析を終了した。穿刺部より中枢側の狭窄を
疑いエコーを施行。Cephalic Arch Stenosisを発
見する。
【まとめ】
当クリニックでは治療をする際、他施設に紹介し
ており、受け入れまでに時間を要することがある。
その場にいる臨床工学技士がエコーを扱えること
で、透析に支障をきたすことなく紹介に繋げるこ
とができた。今までは、エコー評価をする際は、
腕が腫れているなどの場合を除いては、洋服で隠
れていない部分の上腕中枢までの評価しか行って
いなかった。今回の症例で改めて、鎖骨下静脈ま
で描出する必要性を実感した。

所属施設 豊崎メディカルクリニック

P-Ns1-1

山佐　規子 1（看護師）
山口　史恵 1、山下　佳子 1、堀内　清孝 1、
杵築　弘実 1、井上　高博 3、森本　美智 2、
岩田　麻有 2、井上　　大 2、山下　　裕 2

筆頭演者
共同演者

A病院外来血液透析患者の 
低栄養状態と口腔機能の関連について

【目的】
A病院血液浄化療法室（以下A病院HD室）の外来
透析患者（以下外来HD患者）の低栄養状態と口腔
機能の関連について示唆を得る。
【方法】
A病院HD室の外来HD患者57名中同意を得られ
た43名を対象に、2020年10月～2021年6月の
アルブミン値・GNRIを算出し、EAT-10・MNA-
SF・歯科定期受診状況・口腔内トラブルの有無等
の無記名の質問紙調査を実施した。質問紙は、同
封した返信用封筒に封入しHD室の専用BOXに
て回収した。GNRI≧91%・MNA-SF≧12点を
栄養状態良好群、GNRI<91%・MNA-SF≦11点
を栄養状態不良群、GNRI≧91%・MNA-SF≦
11点とGNRI<91%・MNA-SF≧12点を栄養状態
不良予備群の3軍に分類し、良好群と不良群につ
いてx2検定とリスク比を用いて比較し、有意水準
5%以下とした。
【結果】
対象者43名は、良好群20名、不良群10名、不
良予備群17名であった。不良群になるリスク
は、EAT-10の合計「3点以上」は「3点未満」に比
べて2.67倍（P=0.05）、「口の渇きが気になる」は
「気にならない」に比べて2.85倍（P=0.04）、「歯
磨きをしていない」が「している」に比べて0.7倍
（P=0.04）高値であった。
【結論】
外来HD患者の低栄養状態と口腔機能の関連性が
示唆され、定期的な栄養評価と口腔機能について
も評価する必要がある。

所属施設 1（地独）長崎市立病院機構　長崎みなと
メディカルセンター　血液浄化療法室、 

2（地独）長崎市立病院機構　長崎みなと
メディカルセンター　腎臓内科、  

3 活水女子大学　看護学部
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一 般 演 題

P-Ns1-2

志村太衣子（看護師）
仲宗根順子、仲宗根幸枝、高里あゆみ、
當山　久枝、安慶田和恵

筆頭演者
共同演者

透析患者の生活習慣調査と 
排便コントロールに向けての取り組み

【目的】
当院通院中の透析患者を対象に排便状態を調査
した看護研究結果から、当クリニックでも慢性
的な便秘状態にある患者が多数いることがわ
かった。今回患者個々の排便状況をアセスメン
トし日常生活指導や適切な下剤の選択など透析
患者の排便コントロールの改善にむけて取り組
んだので報告する。
【方法】
1.生活習慣調査と分析（生活習慣） 2.指導介入（下
剤の調整と生活指導介入）
【結果】
刺激性下剤を服用している患者が半数以上おり、
長期服用により排便促進効果が減弱し、大腸メラ
ノーシスを来すといわれている。便秘症が悪化し
大腸癌になる可能性が指摘されているため、患者
の症状や便秘の分類別にあった下剤の選択が必要
であると考えた。
【考察】
症例を通して大腸通貨遅延型と排便困難型に分類
された。適切な下剤と選択することで、排便回数
だけでなく便性状の改善につながった。食事に関
しては長年の食生活や、透析特有のリンやカリウ
ムを抑えた食事を考慮すべき面からも介入が難し
い。
【結語】
便秘の原因をアセスメントして適切な薬剤の選
択、生活習慣の評価・見直しをおこない、継続的
に介入を深めていく必要性がある。

所属施設（医）敬愛会　ちばなクリニック　血液
浄化センター

P-Ns1-3

高木　香織 1（看護師）
久保　美香1、福屋喜美子1、宇都宮良恵1、
久永　修一 2

筆頭演者
共同演者

高齢患者のフレイル予防を目指した
取り組み

【目的】
外来通院中の高齢透析患者におけるフレイル予防
のため1か月間運動療法を行い高齢透析患者のフ
レイル予防の為に身体機能の実態調査を行いレジ
スタンス運動（以下運動療法）取り入れることで
運動耐容能、歩行機能、身体QOLの向上支援に
繋げられる事ができる。
【対象】
透析中の下肢攣り・血圧低下を認め、同意を得ら
れた当院外来患者10名
【方法】
理学療法士監修の元DVD作成し、対象者患者に
DVDを見ながら10から20分間の運動を実施。運
動開始前・1か月後でインボディ測定・聞き取り
調査実施。
【結果】
研究対象者10名だけではなく、透析患者全員に
声掛けし外来患者約30%が運動に参加した。イ
ンボディの結果として、体脂肪率の低下が10名
中4名。筋肉量の増加10名中4名と体脂肪が低下
し筋肉量の増加が10名中2名であった。運動療法
を行った事で意欲がなかった患者が、現在は時間
になったら自らチャンネルを合わせ運動療法を行
うようになった。また、スタッフも勉強会を行っ
た事で、運動療法の必要性が理解でき研究メン
バーが不在の時でも患者へ声掛けを行う事が出運
動療法を継続する事が出来る様になった。
【考察】
超高齢化が進む現代で今後も心身の管理、理解が
困難な患者が増えていくと推測される。心身共に
運動の効果を見ることができた。今後も患者に無
理のないメニュー等を工夫し楽しく運動を継続し
ADLの維持・QOLの向上を目指していきたい。

所属施設 1（医）同心会　古賀総合病院　透析室、
2（医）同心会　古賀総合病院　腎臓内科
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一 般 演 題

P-Ns1-4

金城　政美 1（看護師）
吉浜佳菜子1、江田はるか2、謝花　政秀1、
宮里　朝矩 1

筆頭演者
共同演者

A病院における慢性腎不全期患者へ
の腎代替療法説明導入後の経過

【はじめに】　
本邦では、数年前より慢性腎不全期の患者が、種々
の透析療法の中から、本人の病状、生活様式にあっ
た透析療法を、患者が選択できるよう、腎代替療
法の説明が勧められるようになってきた。2020
年に慢性腎不腎代替療法説明に対して保険収載さ
れ、患者の透析療法の自己選択が更に進んできた。 
【目的】 
A病院においても保存期腎不全患者に対し腎代替
療法の説明を行い、患者に透析療法を選択してい
ただいたので報告する。
【方法】　
期間は2019年1月から2021年12月で、腎不全代
替療法説明依頼を受けた外来腎不全保存期患者
23例を対象とした。説明方法は6学会合同の腎代
替療法パンフレットを用いて、外来1部屋を利用
し1回30-60分で、1-3回に分けて説明を行った。
【結果】　
外来患者の多くが血液透析について周知していた
が、腹膜透析や移植についての情報はほとんど知
識を得ていない状態であった。導入する透析療法
は大半が血液透析を希望されたが、就業している
患者に腹膜透析を検討される患者も見受けられ
た。腎移植については、献腎生体共にこの段階で
は希望されない患者が多かった。腎代替療法の説
明をすることにより、以前より透析療法への治療
導入が円滑になったことが伺えた。今後、更に丁
寧な段階的な説明を設け、導入前腎不全患者の精
神的ストレス軽減に貢献したい。
【結語】　
腹膜透析、腎移植について今後更なる情報開示が
必要である。

所属施設 1（医）八重瀬会　同仁病院、
2（医）友愛会　豊見城中央病院

P-Ns1-5

澤井奈保子 1（看護師）
前田　利朗1、中島　　唯1、都知木康行2、
藤﨑　勝恵 1

筆頭演者
共同演者

オーバーナイト透析と肥満

オーバーナイト透析を開始して6年になるが、経
過とともにドライウエイト（以下DW）が増大し
て、いわゆる、肥満傾向となることが観察された。
今回、DWの増大・BMIの変化について調査した
ので報告する。 
【対象】
当院でオーバーナイト透析（8時間）を実施してい
る患者54名（男47名、女7名）
【方法】
転院時体重、最低DW、現在のDW、BMIを比較
検討 
【結論】
DWが増大したものは、43名（79%）にみられ、
そのBMIの平均は 26%で、BMI25%以上の患
者は 30 名（56%）に達した。また、DW80Kg以
上の17名についてみてみると、そのBMIは平
均30.6%であった。中には、DW100Kg以上で
BMI37.2%という症例もあった。 
【考察】
オーバーナイト透析では8時間の長時間透析であ
り、これが良好な体調や旺盛な食欲に結びついて
いると考える。オーバーナイト透析を受けている
患者は、仕事上の付き合いや会食の機会も多いこ
とから、カロリー過多となり肥満につながってい
ると考えられた。 特に福岡は、外食産業が盛ん
なため手軽に美味しく食すことができる地域で
ある。 透析患者では、やや太っている方が予後
が良いというデータもあり、現在まで放任状態で
あったが、糖尿病患者が少なくないことから今後
は外食の仕方、食事の摂り方についても指導が必
要と考えている。

所属施設 1（医）幸善会　天神オーバーナイト透析
クリニック、

2（医）幸善会　前田病院



39

一 般 演 題

P-Ns1-6

小田奈都紀（看護師）
宮城　博二、吉嶺　智子、志堅原紀子、
山口　貴乃

筆頭演者
共同演者

公立三次救急医療機関における 
血液浄化センターの役割と 

安全管理の現状

【目的】
三次救急医療機関に所属する当血液浄化療法セン
ターにおいて、重症患者が頻繁に転院してくる中、
透析を安全に行い、患者個人への看護実践の質を
高める方法を、症例を交えて紹介し、当院の役割
や地域にとってよりよいサービスのあり方を検討
する。
【方法】
腎代替療法を必要とする心血管疾患、脳卒中症
例、精神科症例、発達障害、小児症例、産後腎不
全、感染症症例等の実際の症例とその頻度を紹介
する。また、安全性を保つために試みている工夫、
問題点と今後の課題について検討する。
【結果】 
個々の症例の問題点に応じた多様な対応が必要で
あり、迅速に情報を共有して事故を予防し、ケア
の質を上げる試みを続けている。具体的には、①
来院時に必ず主科から申し送りを受ける②透析開
始前に医師・看護師が問題点のリストを作りチー
ム内で網羅的に共有する③必要時の積極的なチー
ムカンファレンス実施④電子カルテ上の患者管理
の見えやすさ改善 ⑤多職種や他科と問題を共有
しやすい環境を作る⑥退院時の申し送り事項不足
の確認⑦患者の社会支援体制の不足を最低月一で
確認する⑧MEと看護師との詳細な業務調整、等
の対策を続けている。
【結論】
多様な専科が集う三次救急医療機関における血液
浄化療法センターの看護は特殊で、重症で複雑な
患者の入転院の頻度が速い。社会背景や問題点の
把握の遅れを防ぐため、チームで素早く情報を共
有するなどの安全対策が重要である。

所属施設 沖縄県立南部医療センター・こども医療
センター　血液浄化センター

P-Ns2-1

浦　　陽子（看護師）
興梠　麻由、小倉　涼司、黒木　彩愛

筆頭演者
共同演者

終末期透析患者との関わりから 
看護師の感情労働を考える

【はじめに】
自身が期待する精神状態を作り出すために、自分
の感情を制御することを、感情労働と呼ぶ。看護
は感情労働に位置づけられる。今回、終末期の患
者との関わりから看護師が抱いた感情を表出し、
共有することでストレス軽減に繋がった事例を経
験したので報告する。 
【目的】 
感情労働のストレスと軽減できる方法を検討する
ことを目的とする。
【事例紹介】
A氏。70代男性。慢性腎不全にて血液透析中。原
疾患は糖尿病性腎症。主膵管型IPMNにてBクリ
ニックに入院中。入院当初は発語による対話が可
能であったが、自分の意志を言葉で伝えることが
困難となり、苛立つことが増えてきた。次第に、
看護師らから患者の所に行くのが嫌だ。怖い。と
の声が聞かれるようになった。カンファレンスで
患者に対して抱いている感情の表出をおこなった
ことで、「感情を制御できないのは、自分が未熟
なせいだと自分を責めて辛かった。」とストレス
軽減が図れた。 
【考察】 
武井は、「感情労働は抑うつ、バーンアウト、ア
イデンティティの危機との隣合わせで、これが感
情労働のコストである」という一方で、川又郁子・
渡邊岸子は、個人の成長の機会にもなり得るとい
う肯定的な側面も持ち合わせていると指摘してお
り、周囲のサポートがストレス軽減、個人の成長
を助けるものと考える。 
【結語】
看護師が自身の感情を適切に制御するためには、
感情の表出と共有ができる場が必要である。

所属施設 南宮崎ヤマモト腎泌尿器科
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一 般 演 題

P-Ns2-2

又川　千恵 1（看護師）
河口真由美1、山本　美恵1、原　久美子1、
原田　五月1、梶原　美和1、本田　宜久2、
中下さつき 2、飛野　杏子 2

筆頭演者
共同演者

難治性下肢壊疽を合併した 
高齢透析患者・家族との関わり、 

看護を振り返って

【目的】
処置に対して抵抗、拒否をする患者との関わりの
中で、患者の意思を尊重し、寄り添いながら看護
を行えたかを振り返り、今後の看護ケアのあり方
について再検証する。
【倫理的配慮】
個人を特定できないように配慮し、家族からの同
意、倫理委員会の承認を得た。 
【方法】
看護記録より患者（家族）の言動、患者に行った
援助を振り返り、検討した。
【症例】
A氏80代男性　透析歴：8年　糖尿病性腎症　高
度難聴
娘家族と同居　自分のこだわりが強い頑固者
透析導入時より掻爬、深爪等による皮膚トラブル
が原因の潰瘍形成も多々あった。下肢閉塞性動脈
硬化症から右下肢壊疽となる。もともと援助を拒
み、積極的な治療は希望しなかった。下肢の処置
を行う際も、大声を上げる、足を過度に動かし拒
否する行為が続いた。 
【結果】
創状態の悪化により疼痛増強、疼痛コントロール
も試みたが拒否する姿勢は変わらなかった。患者
の希望に沿い処置を拒否された際には無理に処置
を行わないなど、本人のペースに合わせケアを実
施することで、次第に受け入れることが増えた。
また、家族と密に情報共有することで、家族の思
い、心情の変化に気づくことができ、家族が望む
ケアができた。
【考察】
患者の表情や言動から不安や苦痛を共感し、患者
の意向に添いながらケアを行っていくことで受け
入れる姿が見られたと考える。
【結語】
患者の特徴、家族背景を理解し、意思も含めたケ
アの立案が大切だと再認識した。

所属施設 1（医）博愛会　頴田病院　看護部、
2（医）博愛会　頴田病院　医師

P-Ns2-3

大倉みどり（看護師）
小山田久美、井上亜由実、村上　千秋、
川越　伸俊、中村亜輝子

筆頭演者
共同演者

難治性下肢潰瘍を発症した 
アルツハイマー型認知症患者への 

関わり

【はじめに】
近年、高齢透析患者の増加に伴い、認知症も増加
傾向にある。今回、長年透析の経過において下肢
潰瘍を発症し、高度認知症・ADL低下により下
肢潰瘍の悪化を認めた為、入院治療を選択した。
患者の症状に応じてチーム全体で看護を実施し治
癒に繋がった症例を報告する。
【症例】
77歳女性　Ⅹ-17年高血圧性腎硬化症により腹膜
透析導入　Ⅹ-8年血液透析へ移行　Ⅹ年アルツハ
イマー型認知症を発症（HDS-R10点）　夫と2人
暮らし
【経過】
Ⅹ+1年　打撲による左足背・足関節内果・アキ
レス腱部に潰瘍を発症。A病院で閉塞性動脈硬化
症の急性増悪に対し、血管内治療を施行し退院し
たが、広範囲に及ぶ創部感染を併発し潰瘍は悪化
傾向であった。高度認知症があり夫も高齢であっ
た為、自宅での管理は困難と判断し当院での入院
加療となった。患者はガーゼを外すなどの不潔行
為がみられ、さらに下肢の疼痛の為、ADL低下
を伴っていた。スタッフと情報を共有し、頻回な
創処置を行い、食事管理・運動療法などを積極的
に行うことにより感染・潰瘍が改善した。発症よ
り4か月後、植皮目的にB病院を受診。再度、下
肢血流評価を実施し植皮に至った。
【考察】
入院治療により栄養状態の改善、創部の頻回な洗
浄処置及び、リハビリを積極的に行ったことで、
下肢救済に繋がったと考えられる。

所属施設（医）中村クリニック
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一 般 演 題

P-Ns2-4

大坪　千夏 1（看護師）
金原　直美 1、水田　将人 2、松本圭一郎 2、
中村　　恵 2

筆頭演者
共同演者

血液透析患者に共同意思決定を 
実践し腹膜透析へ移行した1例

【方法】
対象：70歳代男性、妻と二人暮らし、既往歴は
慢性腎臓病・慢性心房細動・パーキンソン症候
群・統合失調症、本症例の診療記録より支援内容
を抽出し、後方視的検討を行った
【結果】
X年4月A病院を受診し、末期腎不全の状態であっ
たことから、患者と妻に腎代替療法選択説明が
行われた。在宅療養に抵抗があるとの理由から
血液透析（以下HDとする）を選択し、X+1年1月
にHD導入。自宅退院後はA病院の外来維持透析
へ移行した。X+1年12月頃から認知機能低下の
ため体重管理やシャント管理が困難な状態となっ
た。HDに対しても拒否的な発言が聞かれ、2回
目の腎代替療法選択説明が実施された。患者は
HDによる長時間拘束や穿刺が苦痛であること、
妻は一人で在宅療養をサポートすることに不安が
あることが分かった。患者と妻のそれぞれの思い
に対して、在宅療養を7サポートする訪問看護な
どの情報提供を行い、患者の思いを妻と共有した。
患者の思いを尊重しつつ、妻の不安に寄り添い、
一緒に改善策を考えることで腹膜透析（以下PD
とする）に移行するとの共同意思決定（以下SDM
とする）につながり、X+2年4月にPD導入となっ
た。自宅退院後は妻の支援のもとPDを実施し、
体重増加や身体症状増悪なく経過した。
【考察】
患者の病期や身体症状、思いの変化に沿って
SDMを実践したことで、患者と妻の希望に沿っ
た腎代替療法の継続ができた。

所属施設 1（地独）佐賀県医療センター好生館　3 階
西病棟、

2（地独）佐賀県医療センター好生館　腎臓
内科

P-Ns2-5

倉持　綾子（看護師）
伊東菜美子、持永　周子、福田　　誠、
宮園　素明

筆頭演者
共同演者

腹膜透析患者の感染症における 
現状と課題

【目的】
A病院では、病棟看護師が腹膜透析外来でのケ
ア・指導を行い退院後の継続的なケアを提供して
いる。しかし腹膜透析患者指導管理シートによる
集計で腹膜炎の発症率が全国平均を上回っている
ことがわかった。そこで今回、腹膜炎の発症要因
について、患者指導に携わる看護師の要因を調査
し、課題が明らかになったため報告する。
【方法】
B病棟では毎年、看護師を対象に腹膜透析に関す
る学習会を実施している。今年度は、腹膜透析指
導に携わる23名を対象に、指導アンケートと感
染管理テストを行い、看護師が抱いている不安を
抽出した。
【結果】
アンケートでは「自信がある」と回答した看護師
は環境調整や手技指導に関して91%で、感染対
策に関しては63%であった。テストでも、出口部・
排液の異常や腹痛出現時・カテーテル汚染時の対
応について、それぞれ1～2名の看護師が不正解
となった。
【考察】
環境調整や手技指導については学習会での知識獲
得に加え、入院中に指導する機会も多いことから
自信に繋がった反面、退院後の出口部の観察やケ
ア、感染症に関しては、知識は獲得していても、
受診行動に繋げる症状を経験する機会がないこと
が自信のなさに繋がっていると考える。
【結語】
今後も、学習会や研修による知識の獲得を継続し、
退院後の生活を見据えたケア・指導を学習項目に
取り入れ、すべての看護師が同じ指導ができるよ
う検討していく。

所属施設 佐賀大学医学部附属病院　腎臓内科
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一 般 演 題

P-Ns2-6

芦刈　幸子 1（看護師）
大島　誠吾1、津村　　礼1、田原　　恒1、
末廣　貴一 2、満生　浩司 2

筆頭演者
共同演者

慢性腎臓病外来で行う共同意思決定
支援に関する看護師の現状評価

【目的】
CKD外来の看護師が行っている腎代替療法選択
の説明が、どの程度SDMの概念に沿っているか
を把握する。
【方法】
看護師11名を対象として、国立長寿医療研究セ
ンターより出されている。日本語版SDM-Q-Care
提供者用アンケートを実施した。内容は、腎代替
療法の治療選択について限定して行った。
【結果】
全9項目中7項目で全対象者が、当てはまるを選
択していた。「ケアを受ける方々と私は、それぞ
れのケアについて入念に比較検討した」の問いで
1名が当てはまらないを選択した。また、「ケア
を受ける方々と私は、一緒にケアを選択した」の
問いで2名が当てはまらないを選択した。
【まとめ】
看護師が行う腎代替療法選択の説明について、お
おむねSDMの概念に沿って行えているが、個々
の看護師の裁量に委ねられている部分は少なくな
い。看護師教育をより適切なものにするため、現
状の問題点を明確にし、系統的なマニュアルを検
討していく。

所属施設 1 原三信病院　看護部、
2 原三信病院　腎臓内科

P-Ns3-1

高江洲　裕（看護師）
宮平　　晃、長濱　博吉、名嘉真友繁、
兼次　誠也、田里　　祥、国吉　　蘭

筆頭演者
共同演者

当院での次亜活性水活用法

透析排水対策として洗浄消毒を2021年3月に導
入した三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株
式会社製RO装置DCnanoⅡ-Radicalで精製され
る弱酸性にpH調整を行った次亜活性水に変更す
ることで透析排水基準の「5を超え9未満」で維持
する事ができたと本年の7月に行われた日本透析
医学会で報告した。
また、次亜活性水は殺菌消毒に優れていることは
さることながら弱酸性で皮膚にも優しく直接手に
触っても問題がないため穿刺前に次亜活性水にて
シャント肢の洗浄を行える穿刺部洗浄装置を作製
した。
また、未だにCOVID-19の終息が見えない中、殺
菌消毒に優れている次亜活性水を有効活用するべ
く鉗子など使用物品の消毒、ベッド周りの清拭、
スプレーを使った空間除菌、加湿空気洗浄機での
空間除菌、エレベーター内の空間除菌、送迎車の
空間除菌など様々なところで用途を広げ活用して
おり、今回その内容を報告する。

所属施設（医）待望主会　安立医院　ME 科



43

一 般 演 題

P-Ns3-3

倉橋　知伽 1（看護師）
林田　佳子 1、中原　由紀 1、池田　　綾 1、
中井健太郎 2、徳本　正憲 2、田嶋　信子 3、
坂田　理枝 3、石丸　敏之 3

筆頭演者
共同演者

当院の血液透析用カテーテル関連血
流感染の低減に向けた取り組み

【目的】
当院では、緊急透析導入やアクセストラブルの際
に、短期型血液透析用カテーテル（以下透析カテ）
を使用している。患者は、透析カテによる中心ラ
イン関連血流感染（CLBASI）により透析カテの
挿入、抜去を繰り返し苦痛は大きい。今回、透析
カテによるCLBASIサーベイランスを行い、透析
カテ管理上の課題が明らかになった。サーベイラ
ンスと並行してチームで取り組むケアバンドルに
ついて報告する。 
【方法】 
当院において、透析カテによるCLBASIを日本環
境感染学会のサーベイランスマニュアルに従い検
査確定血流感染（LCBI）及び臨床的敗血症（CSEP）
で評価し、血液培養検査採取マニュアルを作成し、
手技や採取方法の統一を図る取り組み前の2021
年1月～6月（A群）と取り組み後の7月～12月（B
群）を比較した。 
【結果】
対象患者は、A群102名（男性66%、年齢70.6歳
± 14.4 歳 ）、B群 79 名（ 男 性 49%、 年 齢 70.2 ±
15.5歳）で延べ留置期間はA群2563日、B群2020
日であった。1000人あたりの感染率はLCBIでA
群1.95、B群0.50（p=0.18）、LCBI+CSEPはA群
3.90、B群3.47であった（p=0.81）。 
【結語】 
今回有意差は認められなかったが、サーベイラン
スで効果を検証していきながら、継続的な感染率
の低減にチームで取り組んでいきたい。

所属施設 1 福岡赤十字病院　看護部、
2 福岡赤十字病院　腎臓内科、
3 福岡赤十字病院　感染防止対策室

P-Ns3-4

岡田　光代 1（看護師）
下村　由香1、松田由香理1、小黒　由美1、
大仲正太郎 2

筆頭演者
共同演者

腹膜透析患者への災害指導の取り組み　
～訪問看護ステーションとの連携と自

助の必要性～

【背景】
A病院では2021年より腹膜透析（PD）患者へ災害
対策指導を開始した。一方で同院では日常管理の
手助けとして訪問看護を活用している。先行研究
で災害について患者調査を行ったところ、緊急時
にも訪問看護へ頼りがちな傾向があることがわか
り、訪問看護を活用した指導・連携について見直
す必要があると考えた。 
【目的】
訪問看護ステーションとPD患者の関係性と今後
の指導のあり方を検討する。
【方法】
PD患者を請け負っている訪問看護ステーション
9事業所に対し、患者と関わっている内容、ステー
ションの内情（重症患者等）、災害時対応の現状、
などについて紙面にて調査を行った。 
【結果】
各ステーションは、災害に備えて、避難先の確認
などの声掛けをしている、予備電源を用意してい
る、優先度を考慮した連絡網を用意している、と
いった取り組みをしていた。一方で、重症患者を
抱えているステーションも多く、必ずしもPD患
者を最優先で対応できないとの声も聞かれた。
【考察】
訪問看護ステーションは重症者を抱えながらも災
害時にも最大限の対応ができるよう備えていた。
しかし、セルフケアの可能な腹膜透析患者は、有
事に自助の行動をとれるよう指導しておく必要が
ある。訪問看護に頼る現状から、訪問看護を活用
して自立できるような指導を考えたい。 
【結語】
腹膜透析患者にとって訪問看護がセルフケア向上
を目的としたものであれば、災害時の自助にもつ
ながる。

所属施設 1 田川市立病院　透析センター、
2 田川市立病院　腎臓内科
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一 般 演 題

P-Ns3-5

熊川智恵子 1（看護師）
前田　利朗1、中島　　唯1、都知木康行2、
一木　理奈 1、

筆頭演者
共同演者

オーバーナイト透析中のアクシデント

当院のオーバーナイト透析は、午後9時～午前7
時までの深夜帯で、8時間透析を行っている。開
院から6年半が経過、オーバーナイト透析に関連
したアクシデントについて調査を行った。
【結果】
アクシデント報告件数は13件であった。このう
ち、重大事故として寝ぼけに伴う自己抜針1件、
固定テープの緩みによる抜針1件、回路設置ミス
による出血1件があった。回路内凝血による血液
破棄が1件。透析時間短縮が1件あった。また、ベッ
ド上起座時に生じた意識消失と、トイレ離脱で
の起立時の意識消失が各1件あった。ダイアライ
ザーの血液リーク1件。体重測定ミスやシステム
設定ミスによる除水不足が4件あった。供給装置
漏水による透析中断が1件みられた。透析中の急
病発生は2件あり、1例は胃潰瘍出血による下血、
1例は腎嚢胞出血による腹痛でそれぞれ救急搬送
となった。 
【考察】 
抜針事故やプライミングミス、体重関連のアクシ
デントはどの時間帯の透析でも常に起こりうる事
象であり、オーバーナイト透析に限らず、スタッ
フ一人一人が決められたルールを守り、業務遂行
できる環境を整えることがアクシデント発生を未
然に防ぐことにつながると考える。

所属施設 1（医）幸善会　天神オーバーナイト透析
クリニック、

2（医）幸善会　前田病院

P-Ns3-6

荒巻久美子 1,2（看護師）
大島　誠吾 1,2、津村　　礼 1,2、
田原　　恒 1、石田伊都子 2、
末廣　貴一 3、満生　浩司 3

筆頭演者
共同演者

抜針事故防止に向けた職員の 
意識改革

【目的】
A病院で指定されている血液透析回路固定法の手
技統一を行うための方策を検討し、実際に実施さ
れているのかを明らかにする。
【方法】
1）バネ秤によるテープ固定力実験 Ω貼りとΩ貼
りでない固定2種類の計3種類の固定を行い、バ
ネ秤を水平方向に牽引し、その牽引力をテープ固
定力として測定した。2）テープ固定法の啓発活
動　テープ固定法のポスターを作製掲示し、週1
回、朝礼時に職員全員で読み合わせを行い啓発活
動を強化した。3）直接観察法によるテープ固定
の評価　指定の固定法が実施されているか、医療
安全管理者が抜き打ちで直接観察にて評価を行
い、介入前と介入後1年を比較した。
【結果】
テープ固定力の実験では、Ω貼りの強度が一番強
かった。テープ固定法の啓発活動は継続して実施
できていた。Ω貼りの実施率は、介入前23%か
ら介入1年後78%に上昇した。
【まとめ】
テープ固定に対する意識改革を出来るような介入
をすることが抜針事故未然防止策の1つとなる。
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