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第43回全国腎疾患管理懇話会学術大会は、東京勤労者医療会東葛病院の主管で、2019年10月18日～19日に

開催されます。東葛病院主管というのは、永い全腎懇の歴史の中でも初めてのことですので、試行錯誤を重

ねながら、全腎懇の歴史を引き継ぎつつ、新しい息吹を感じられる大会にしようと準備を進めまいりました。

今大会のテーマは、「健康格差と透析医療」です。病気も貧困も自己責任とされる世の中になり、結果と

して健康格差という現実が一般化しています。私たちが診療する腎臓病患者、とりわけ透析患者には、社会

・経済が与える負の影響が濃いように感じます。加えて、「透析医療の手控え（非導入）」や「透析医療から

の離脱（中止）」が、倫理的理由のみならず、経済的事情によって拡大されようという動きすら出ています。

生命と健康を司る「医療」は、お金で取引される「商品」なのか、それとも憲法25条に謳われる、どんな

人でも同じように有している、「基本的人権」の一部なのかが、今、鋭く問われています。

本大会では、そういった社会的要素はもちろんのこと、至適透析、腎臓リハビリテーション、サイコネフ

ロロジー、介護問題、認知症透析、災害対策など、自由闊達に議論していきたいと考えています。

ランチョンセミナーでは、政金生人先生により、ひとりひとりの透析患者を大切にする透析医療を、

iPOD、在宅血液透析、至適透析などを通して考えていきます。

分科会では、60を超える演題が医師、看護師、臨床工学技士のみならず、薬剤師、理学療法士から登録し

ていただいており、幅広い内容での議論が行われます。

記念講演では、渡辺治先生より、なぜ医療制度が良くならないのか、患者負担は増える一方なのか、現場

のスタッフは忙しいのか、そしてそれをどうしたら変えていけるのかという壮大な問題に対して、やさしさ

の視点でお話しいただきます。

さらに今回、新企画として用意した文化人講演では、我々透析医療従事者を empower するためのメッセ

ージソングを準備していただいているそうですので、併せてご期待ください。

2日間の最後に行われる特別講演では、透析医療従事者が日々困惑させられる、透析患者特有の精神状態

について、西村勝治先生が明快に解説され、これからの患者対応に自信が持てるようになるでしょう。今年

の全腎懇は最後まで目が離せません。

また、大交流会も、総勢100名もの高校生によるブラスバンドや地酒飲み比べなど、美味しい食事と楽し

い企画を、格安（！）で準備しております。しかも、柏駅前は大きな繁華街になっていますので、美味しい

お店もそろっています。

第43回全国腎疾患管理懇話会が皆様方にとりまして、実りのあるものとなるよう、準備しております。ど

うぞ、よろしくお願いいたします。

大会長あいさつ

第43回　全国腎疾患管理懇話会　学術大会 ㏌ 東葛

大会長　土谷 良樹
　　　　東京勤労者医療会　東葛病院
　　　　（腎臓内科）
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参加される皆さまへ

1．参加受付

場　所：ハート柏迎賓館
日　時：2019年10月18日（金）午前11時～
　　　　　　　　　19日（土）午前 8時30分～

【事前に参加登録がお済みの方】
送付しました参加証を「事前参加登録者受付」に提示し、ネームホルダー等をお受け取り下さい。

【事前に参加登録をされていない方】
「当日参加受付」にて参加費をお支払いの上、参加証と抄録集等をお受け取り下さい。

＊会場内では必ず参加証を着用してください。参加証のない方は入場できません。

2 ．大会参加費

当日参加受付
医　師　15,000円（ 1日参加　8,000円）
他職種　 8,000円（ 1日参加　4,000円）

3 ．クローク

下記の場所・時間に開設します。貴重品、ＰＣ、壊れ物はお預かりできませんので、ご了承ください。
場　所：ハート柏迎賓館 2階
時　間：10月18日（金）11：00～20：30
　　　　10月19日（土） 8：30～13：00

4 ．プログラム・抄録集

1 ． 事前参加登録された方には抄録集を送付いたしますので、当日忘れずにお持ちください。
2． 加盟施設には抄録集を 1冊送付致します。
3． 当日 1冊1,000円で販売致します。

5 ．日本透析医学会　全国規模学術集会　参加証の交付について

参加受付の際に、「日本透析医学会　全国規模学術集会　参加証交付受付」にて所定の手続きを行っ
て下さい。
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6 ．慢性腎臓病療養指導看護師・透析技術認定士　認定単位について

本大会では、透析療法指導看護師、及び透析技術認定士の認定更新単位が取得可能です。

7 ．優秀賞について

各分科会より 1演題、優秀な発表について、交流会にて表彰させて頂きます。

8 ．交流会

時　間：10月18日（金）18：30～
会　場：ハート柏迎賓館　 4Ｆセレブリティー
会　費： 5,000円（事前予約制となっています）

9 ．関連会議日程

全腎懇世話人会
　10月18日（金）　10：00～11：00　バッキンガム（ 3階　第 2会場）
全腎懇総会
　10月18日（金）　12：45～13：05　セレブリティー（ 4第　 1会場）

10．企業展示

4 階ホワイエにて開催いたします。お立ち寄りください。
10月18日（金）11：00～18：30
10月19日（土） 8：30～12：30

協和キリン株式会社
ニプロ株式会社
バクスター株式会社
日機装株式会社
富士フィルム株式会社
株式会社紀伊国屋書店

11．その他

1 ．会場では携帯電話の電源をお切りいただくか、マナーモードに設定して下さい。
2．会場内での呼び出しは原則として行いません。緊急の場合は受付へお申し出下さい。
3．講演会場内での撮影・録音はご遠慮下さい。
4． 当日は企業展示にて書籍の販売がございます。8,000円以上のご購入で送料無料となりますので、購入
をご検討ください。
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演者・座長の皆さまへ

演者の皆さまへ

・ 発表データは基本、全腎懇ウェブサイトでの事前受付です。出来る限りお早めにウェブサイト上（htt

ps://www.zenzinkon43.com/）にアップロードしていただきますようお願いいたします。当日の追加、

修正は原則できませんのでご了承下さい。

・ 発表データを事前にアップロードしている方は、試写の必要はありません。

・ やむを得ず、発表データを当日ＵＳＢで提出される方は、10月18日午前10：15までに受付にお越し下

さい。試写を行います。

・ 演者は、前演者の発表と同時に次演者席にお着き下さい。

・ 発表 7分、質疑 3分の時間厳守をお願いいたします。

・ 発表時のページ送りＰＣ操作は演者自身でお願いいたします。操作方法で分からないことがありまし

たら会場内実行委員にお問い合わせ下さい。

・ＭＡＣを御希望の方は、御自身のパソコンをお持ち下さい。

座長の皆さまへ

・ 分科会座長打ち合わせを10月18日（金）午前10：30から、 2階本部事務局で行います。

・ 座長 2人で各分科会の全演題を担当します。

・ 質疑方法は座長の判断でお願いします。

・ 適宜休憩を入れて構いませんが、時間厳守の運営進行をお願いします。
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東京駅

大宮駅
（埼玉県）
つくば駅
（茨城県）
成田空港
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京急空港線快特
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JR上野東京ライン特別快速

約20分
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約25分
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井

東口

中央口改札
JR・東武柏駅

東口デッキ（１F)

ビックカメラ

企業バス乗降所バス

バス

一般車両レーン

タクシーレーン
交
番丸

井

柏駅

会場アクセス
ハート柏迎賓館
〒277-0005　千葉県柏市柏233　TEL04-7163-1111

送迎バスのご案内（28人乗り）

ＪＲ柏駅（東口）指定企業バス乗降所より10月18日（金）10：00～　10月19日（土） 7：30～（10分～20分

間隔）運行致します。片道約15分かかります。

尚、28人乗りのバス 2台でピストン輸送となります。開始直前は込みあうことが予想されますので、お時間

に余裕をもってお越し下さい。

お車でお越しの場合

駐車場は施設内にございます。数に限りがございますので、なるべく公共交通機関でお越しください。

電車でお越しの場合
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JR常磐線・千代田線

旧水戸街道

柏　駅
東口

西口

旭町交番前

柏保健所前

柏市役所前

柏公園入口

北柏入口
柏駅西口 あけぼの2丁目

呼塚

旧水戸街道入口
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会場案内図
ハート柏迎賓館　 2階・ 3階

講師
控室正面玄関

EV

EV

受付

WC WC

クローク

本部
事務局

２F

３F

第2会場
バッキンガムバッキンガム

第3会場
ロワールロワール

第4会場
シオンシオン

第5会場
アルハンブラアルハンブラ

EV EV

WC WC
ドリンク
コーナー

ステージ

ステージ

ステージ

ステージ
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会場案内図
ハート柏迎賓館　 4階

ドリンク

４F 第１会場　セレブリティ

企業展示スペース
日機装 Baxtor Nipro キリン 紀伊國屋

富士
フイルム

書籍
販売 EVEV

WCWC

ステージ出入口 出入口
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日　程　表
10月18日金1 日目

９：００

10：００

1１：００１１：0０～受付

1２：００

1３：００

1４：００

1５：００

1６：００

1７：００

1８：００

1９：００

２０：００

２１：００

第２会場
バッキンガム

第３会場
ロワール

第１会場
セレブリティー

ホワイエ

１１：３０～１２：３０
ランチョンセミナー

最新の透析処方の考え方　～栄養とCKD-MBDの視点から～
演者：政金 生人（本町矢吹クリニック院長）
座長：野崎 裕美（東京勤労者医療会 東葛病院）
共催：協和キリン株式会社

１０：００～１１：００

世 話 人 会

１３：１５～１５：４５

第２分科会

座長： 南 彩
（ 石川勤労者医療協会
城北病院）

　　　 横小路 斉
（ 東京勤労者医療会
東葛病院）

１３：１５～１５：４５

第３分科会

座長： 若林美香
（ 富山医療生活協同組合
富山協立病院）

　　　 中村 亮
（ 東京勤労者医療会
東葛病院）

１８：３０～２０：３０

交　流　会

１６：１５～１７：４５

記念講演
安倍内閣はなぜ社会保障費抑制に固執するのか？

演者：渡辺 治（一ツ橋大学名誉教授）
座長： 土谷 良樹

（東京勤労者医療会 東葛病院）

１３：１５～１５：４５

第１分科会

座長： 島 隆雄
（石川勤労者医療協会 寺井病院）

　　　 代田 和博
（東京勤労者医療会 みさと協立病院）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１１：００
〜

１８：３０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
　
　
業
　
　
展
　
　
示

１２：３０～１２：４５　開会式
１２：４５～１３：０５　全腎懇総会
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８：００

8：3０８：30～受付

９：００

1０：００

1１：００

1２：００

1３：００

1４：００

第１会場
セレブリティー

ホワイエ

１１：４５～１２：００
全腎懇統計調査委員会企画

１２：００～１２：２０
閉　会　式

10月19日土2 日目

　
　
　
　
　
　
８：３０
〜

１２：３０
　
　
　
　
　
　
企
　
　
業
　
　
展
　
　
示

９：００

10：００

1１：００

1２：００

1３：００

1４：００

1５：００

1６：００

1７：００

1８：００

1９：００

２０：００

２１：００

第４会場
シオン

第５会場
アルハンブラ

１３：１５～１５：４５

第４分科会

座長： 田中 美穂
（ 石川勤労者医療協会
城北病院）

　　　 増本 睦美
（ 東京勤労者医療会
東葛病院）

１３：１５～１５：４５

第５分科会

座長： 松島 博枝
（ 石川勤労者医療協会
城北病院）

　　　 葛原 則子
（ 東京勤労者医療会
東葛病院）

９：００～１０：００

文化人講演
演者：Serikana（Singer Song Writer）
座長： 土谷 良樹

（東京勤労者医療会 東葛病院）

１０：１５～１１：４５

特別講演
透析療法とサイコネフロロジー

演者：西村 勝治
（東京女子医科大学教授）

座長： 野崎 裕美
（東京勤労者医療会 東葛病院）



プ ロ グ ラ ム
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プ
ロ
グ
ラ
ム

プログラム

1日目　10月18日（金）

11：30～12：30　　　ランチョンセミナー 第 1 会場（セレブリティー）

 座長：野崎　裕美（東京勤労者医療会　東葛病院）

最新の透析処方の考え方　～栄養と CKD-MBDの視点から～

政金　生人（医療法人社団清永会矢吹病院　本町矢吹クリニック院長）

12：30～12：45　　　開会式 第 1会場（セレブリティー）

12：45～13：05　　　全腎懇総会 第 1会場（セレブリティー）

13：15～15：45　　　第 1分科会 第 1会場（セレブリティー）

座長：島　　隆雄（石川勤労者医療協会　寺井病院）　　

代田　和博（東京勤労者医療会　みさと協立病院）

1 -01　当院におけるエボカルセト錠の使用状況調査および評価

西尾 祐規（薬剤師）

県連：大阪　　　社会医療法人同仁会　耳原総合病院

1 -02　外来透析における薬剤師外来の取り組み

中田 典江（薬剤師）

県連：富山　　　富山医療生活協同組合　富山協立病院

1 -03　民医連の協力を得て実現できた当院の新規透析施設開設

眞川 昌大（医師）

県連：宮崎　　　宮崎医療生活協同組合　宮崎生協病院

1 -04　当院で腹膜透析選択率が向上した取り組みと今後の展望

五十嵐 謙人（医師）

県連：北海道　　　公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院
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プ
ロ
グ
ラ
ム

1 -05　 非典型的な病理所見を呈した抗糸球体基底膜抗体型急速進行性糸球体腎炎の
一例

神 英里（医師）

県連：北海道　　　公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院

1 -06　 6 か月間隔で測定した血中カルニチン濃度から考察したレボカルニチンの補
充方法の検討

熊谷 悦子（医師）

県連：長野　　　社会医療法人　健和会　健和会病院　透析センター

1 -07　 診断的治療をした non-HIV 透析患者のニュｰモシスチス肺炎（ＰＣＰ）の 3
症例

国府田 りえ（医師）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健友会　中野共立病院

1 -08　 心不全対策プロジェクトチームの活動による心不全急性増悪症例減少効果の
検証

火爪 健一（医師）

県連：富山　　　富山医療生活協同組合　富山協立病院

1 -09　 当院透析バスキュラーアクセスインターベンション治療における放射線被ば
くの検討

山崎 完（医師）

県連：岡山　　　倉敷医療生活協同組合　総合病院　水島協同病院

1 -10　当院における維持透析患者の急性期治療の変遷

金城 紀代彦（医師）

県連：沖縄　　　沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

1 -11　 2 回の自然軽快がみられた微少変化型ネフローゼ症候群の 1例

池松 麻奈（医師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

1 -12　診断に難渋した偽膜性腸炎による反応性関節炎の透析患者の 1例

野崎 裕美（医師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院
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1 -13　医師労働を考える

土谷 良樹（医師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

13：15～15：45　　　第 2分科会 第 2会場（バッキンガム）

座長：南　　　彩（石川勤労者医療協会　城北病院）

横小路　斉（東京勤労者医療会　東葛病院）　

2 -01　ＨＨＤでのトラブルを経験して

川尻 寛子（臨床工学技士）

県連：長野　　　社会医療法人　健和会　健和会病院

2 -02　当院における緊急離脱法の検討

井上 雅登（臨床工学技士）

県連：岡山　　　倉敷医療生活協同組合　水島協同病院

2 -03　 急な転機をたどり透析導入となった患者の思いに寄り添い 3回 /週透析から
2回 /週透析変更後の経過とQOLについて

嶋形 優夏（臨床工学技士）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

2 -04　当院における腎臓病教室の活動報告

藤澤 亜惟（管理栄養士）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

2 -05　 前希釈On-line HDF の low-volume と High volume におけるABH-22PAと
ABH-22LA の性能比較

宮野 伸也（臨床工学技士）

県連：大阪　　　社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

2 -06　多人数用透析液供給装置（DAB-40NX）の送液ポンプ停止を経験して

井上 暁雄（臨床工学技士）

県連：福岡　　　社会医療法人　親仁会　米の山病院
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2 -07　シャントトラブルスコアリング（STS）シート試験導入による当院ＶＡ管理

関根 拓哉（臨床工学技士）

県連：東京　　　社会医療法人財団　城南福祉医療協会　大田病院

2 -08　入院を期に低栄養となった患者への栄養介入事例

大築 悟志（臨床工学技士）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健生会　すながわ相互診療所

2 -09　D-FAS機能付き透析装置導入における臨床工学技士の取り組み

森田 優貴（臨床工学技士）

県連：京都　　　公益社団法人　京都保健会　京都民医連中央病院

2 -10　スクロオキシ水酸化鉄の使用に伴う腹部症状の調査

内田 早紀（臨床工学技士）

県連：埼玉　　　特定医療法人財団　健和会　みさと健和クリニック

2 -11　逆流防止弁付穿刺針の評価

近藤 由佳（臨床工学技士）

県連：山梨　　　公益社団法人　山梨勤労者医療協会　甲府共立病院

2 -12　慢性腎臓病患者の生命予後の検討

古町 和弘（臨床工学技士）

県連：長野　　　社会医療法人　健和会　健和会病院

2 -13　30歳代で腎代替療法意思決定を迫られた患者への療法選択支援の関り

上條 隆介（看護師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

13：15～15：45　　　第 3分科会 第 3会場（ロワール）

座長：若林　美香（富山医療生活協同組合富山協立病院）

中村　　亮（東京勤労者医療会　東葛病院）　　　

3 -01　透析室における標準予防策～第 4報

伊坂 将（臨床工学技士）

県連：千葉　　　社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院
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3 -02　災害時における全自動コンソールの離脱方法の検討

望月 裕貴（臨床工学技士）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健友会　中野共立病院

3 -03　メシル酸ナファモスタットが原因と推測されるアナフィラキシ―を経験して

仲松 美由紀（臨床工学技士）

県連：大阪　　　一般財団法人　淀川勤労者厚生協会　西淀病院

3 -04　D-FAS導入による利点と今後の課題の報告

武藤 慧（臨床工学技士）

県連：神奈川　　　川崎医療生活協同組合　川崎協同病院

3 -05　災害時アクションカードの作成への取り組み

秋山 和輝（臨床工学技士）

県連：岡山　　　倉敷医療生活協同組合　水島協同病院

3 -06　当院の血液透析患者の身体機能と栄養調査について

伊藤 良子（理学療法士）

県連：福岡　　　公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

3 -07　当院におけるエコーガイド下穿刺の取り組みとＶＡ管理

秀島 一徳（臨床工学技士）

県連：福岡　　　公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

3 -08　血液透析から on-line 血液透析濾過へ治療モード変更に際する自覚症状の変化

黒澤 美穂（臨床工学技士）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

3 -09　当院のシャントトラブルスコアリング導入の試み

齊藤 裕太（臨床工学技士）

県連：北海道　　　公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院

3 -10　 透析中に抜針を繰り返す患者に対し安全性確保のために行ってきた取り組み
について

山村 洋一（臨床工学技士）

県連：福岡　　　公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院
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3 -11　透析回路のテープ固定における強度調査

長尾 一希（臨床工学技士）

県連：大阪　　　社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

3 -12　血清銅低下により重篤な貧血を呈した 2症例

日向野 淳（臨床工学技士）

県連：東京　　　特定医療法人財団　柳原腎クリニック

13：15～15：45　　　第 4分科会 第 4会場（シオン）

座長：田中　美穂（石川勤労者医療協会　城北病院）

増本　睦美（東京勤労者医療会　東葛病院）　

4 -01　シャント管理の一貫　～透析患者の自己管理状況を知る～

白木 紀代子（看護師）

県連：福岡　　　公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

4 -02　透析患者へのインスリン自己注射導入支援

柏倉 三四子（看護師）

県連：山梨　　　公益社団法人　山梨勤労者医療協会　甲府共立病院

4 -03　長期留置カテーテル管理の変容と管理方法の見直し

島田 よしの（看護師）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健生会　健生会ふれあい相互病院

4 -04　温かい透析食が楽しみで通院するＡ氏からみえてきた健康格差

浅川 恵美子（看護師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

4 -05　腹膜透析外来を始めて～見えてきた課題と役割～

中島 美奈（看護師）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健生会　健生会ふれあい相互病院

4 -06　患者満足度調査 2年目での変化

土屋 友紀（看護師）

県連：千葉　　　社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院



― 19 ―

プ
ロ
グ
ラ
ム

4 -07　腎臓病教育指導・腎関連教育ツールの見直しと評価

吉田 祐弥（看護師）

県連：鹿児島　　　鹿児島医療生活協同組合　総合病院鹿児島生協病院

4 -08　認知症の透析患者とその家族に対する関わりを振り返って

堀田 春菜（看護師）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健生会　すながわ相互診療所

4 -09　精神疾患患者の外来透析継続に苦慮した 1例

後藤 照美（看護師）

県連：岐阜　　　岐阜勤労者医療協会　すこやか診療所透析センター

4 -10　腎不全教育入院におけるスタッフ教育と理解度調査

岡崎 史高（看護師）

県連：大阪　　　社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

4 -11　認知症と腹膜透析　～患者にあったQOLを考える～

小野 詩菜（看護師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

4 -12　栄養指導の要望調査の結果から

酢崎 美奈子（看護師）

県連：千葉　　　社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院

4 -13　 糖尿病性腎症で若年透析導入した患者への看護　～治療に向き合えない患者
とどう向き合うかを考える～

丸山 真理子（看護師）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健生会　すながわ相互診療所

4 -14　災害に備えたパンフレットを活用した取り組み

関根 美知子（看護師）

県連：群馬　　　利根保健生活協同組合　利根中央病院
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13：15～15：45　　　第 5分科会 第 5会場（アルハンブラ）

座長：松島　博枝（石川勤労者医療協会　城北病院）

葛原　則子（東京勤労者医療会　東葛病院）　

5 -01　透析患者シャント穿刺ミス軽減に向けた穿刺レポートの導入効果

高橋 微香（看護師）

県連：福岡　　　公益財団法人　健和会　戸畑けんわ病院

5 -02　両下肢切断の予後不良透析患者の訴え　～糖尿病腎症患者との関わりから～

米澤 緋那（看護師）

県連：長野　　　社会医療法人　健和会　健和会病院

5 -03　透析導入に対し否定的なＡ氏と今後の生き方を考える

川崎 彩夏（看護師）

県連：千葉　　　社会医療法人財団　千葉県勤労者医療会　船橋二和病院

5 -04　外来患者さんの慢性腎不全（CKD）に対する意識の変容

太鼓 侑里（看護師）

県連：福岡　　　公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

5 -05　 50歳代で糖尿病腎症により透析導入となった患者へのインタビューから見え
てきたもの

大貫 美奈（看護師）

県連：東京　　　医療法人財団　勤労者医療会　東葛病院

5 -06　高齢患者・家族への透析導入期の栄養指導を通して学んだこと

岩原 伊吹（看護師）

県連：東京　　　社会医療法人財団　城南福祉医療協会　大田病院

5 -07　 透析室手指衛生遵守にむけた取り組み

岩坪 志和（看護師）

県連：沖縄　　　沖縄医療生活協同組合　とよみ生協病院

5 -08　社会復帰をきっかけにセルフケアが向上した患者の看護

伊藤 佳子（看護師）

県連：大阪　　　社会医療法人　同仁会　耳原総合病院
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5 -09　貧困によるセルフネグレクト患者への看護支援

御代田 真紀（看護師）

県連：東京　　　特定医療法人財団　柳原腎クリニック

5 -10　当院における腹膜透析（PD）15年間の現況と考察

井原 光子（看護師）

県連：長野　　　社会医療法人　健和会　健和会病院

5 -11　腹膜透析立ち上げ報告と早期離脱した患者から見えた今後の課題

島原 志保（看護師）

県連：東京　　　社会医療法人社団　健生会　立川相互病院

5 -12　透析を拒否する統合失調症の患者との関わりを通してACPを考える

黒岡 正子（看護師）

県連：岡山　　　倉敷医療生活協同組合　水島協同病院

5 -13　透析通院患者の自死について考える

久保田 祐子（看護師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

5 -14　 コミュニケーション困難であったA氏が入院し多職種が介入する中での変
化からの学び

見嶽 加奈恵（看護師）

県連：東京　　　医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

16：15～17：45　　　記念講演 第 1会場（セレブリティー）

座長：土谷　良樹（東京勤労者医療会　東葛病院）

安倍内閣はなぜ社会保障費抑制に固執するのか？

渡辺 治（一ツ橋大学名誉教授）

18：30～20：30　　　交流会 第 1会場（セレブリティー）
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2 日目　10月19日（土）

9 ：00～10：00　　　文化人講演 第 1会場（セレブリティー）

座長：土谷　良樹（東京勤労者医療会　東葛病院）

“地球”に寄り添う　シンガーソングライター

Serikana（音楽家・プロデューサー・画家）

10：15～11：45　　　特別講演 第 1会場（セレブリティー）

座長：野崎　裕美（東京勤労者医療会　東葛病院）

透析療法とサイコネフロロジー

西村 勝治（東京女子医科大学　医学部精神医学講座教授）

11：45～12：00　　　全腎懇統計調査委員会企画 第 1会場（セレブリティー）

12：00～12：20　　　閉会式 第 1会場（セレブリティー）



講 演 抄 録
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最新の透析処方の考え方
～栄養と CKD-MBDの視点から～

政金 生人（まさかね　いくと）
医療法人社団清永会矢吹病院　本町矢吹クリニック院長

21世紀の医療の中心概念は価値観を医療者サイドから患者サイドへ

転換することであり、キーワードは Patient centeredness, Patient 

and family engagement, Shared decision making である。つまり、

EBMに必要となる生死や合併症発症のアウトカムだけではなく、患

者のQOLや患者にとってメリットのあるアウトカムを設定し、患者

と協働しながら作業を進めるという事である。我々は2005年から「愛

Pod 計画」と称して、患者の訴えに基づく透析治療を十分な愛情で実

践するというコンセプトを提唱してきた。

愛Pod計画は、透析患者を愁訴のない状態にする、栄養状態がよく活

動性の高い状態に維持するという 2つの骨格からなっている。我々は

栄養状態を良好に維持することに務めてきたが、栄養スクリーニング

ではサルコペニアのリスクを評価できていないことに気がついた。ス

コアを上げるための栄養管理が重要なのではなく、サルコペニアを惹

起しない、患者の活動性を落とさない視点が栄養管理には必須である。

2012年の CKD-MBDガイドライン以降、異所性石灰化や心血管合

併症予防を予防するために、従来の PTHを抑制することに主眼を置

いた薬剤選択から、リン・カルシウムを適切にコントロールするため

の薬剤選択に変わってきた。つまりビタミンD中心の治療から、Ca

受容体作動薬を効果的に使用する処方パターンへの転換である。Ca

受容体作動薬は、活性型ビタミンDが必然的にもつCa・リン積の増加、

FGF23の増加を抑制し、ビタミンDの多面的効果を際立たせるかも

しれない。

近年透析患者の生存や骨折のリスクにおけるリンの毒性は、蛋白摂

取量やマグネシウム、フレイルなどの影響を受けることが明らかにな

ってきた。画一的なリン制限の指導は、良質な蛋白摂取量不足による

希少ミネラル摂取不足やサルコペニアの進行を招くリスクがある。今

日、様々な領域において「多様性」への対応が重要視されている。本

ランチョンセミナーでは、透析医療における多様性への対応を、患者

中心のアウトカムの設定とCKD-MBDの治療を通して考えてみたい。

学　　歴

1986年
山形大学医学部卒業
同医学部第 1内科　入局

1990年
同大学院医学研究科　修了

職　　歴

1990年
同医学部付属病院第 1内科

2017年
医療法人社団清永会　本町矢吹クリニック院
長

2018年
同腎不全総合対策室　室長

専　　門

透析療法（適正透析、生体適合性）、ＨＤＦ療法、
在宅血液透析、透析液水質浄化法

所属学会

日本内科学会【認定医・専門医】
日本腎臓学会【指導医・専門医】
日本透析医学会（理事）【指導医・専門医】
日本ＨＤＦ研究会（常任幹事）
日本腹膜透析医学会（幹事）
在宅血液透析研究会（幹事・事務局）
ASN, ISN, ISPD, ERA―EDTA, ISBP会員

著　　書

『東日本大震災学術調査報告書　―災害時透析
医療展開への提言―』（共編著、日本透析医学会、
医学図書出版、2013）、『患者視点の新しい透析
治療』（新興医学出版社、2011）、『透析膜の生
体適合性』（共編著、東京医学社、2010）

ランチョンセミナー １０月１８日（金）１１：３０～１２：３０　第１会場（４Ｆ　セレブリティー）
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安倍内閣はなぜ社会保障費抑制に
固執するのか？

渡辺 治（わたなべ　おさむ）
一橋大学名誉教授

学　　歴

1972年
東京大学法学部卒業

職　　歴

1973年
東京大学社会科学研究所助手

1979年
同助教授

1990-2010年
一橋大学教授

2011～2014
日本民主法律家協会理事長

専　　門

政治学、憲法学

著　　書

『戦後史のなかの安倍改憲』（新日本出版社）、
共編著『日米安保と戦争法に代わる選択肢』（大
月書店）、『現代史の中の安倍政権―憲法・戦争
法をめぐる攻防』（かもがわ出版）、共著『大国
への執念―安倍政権と日本の危機』（大月書店）、
九条の会編『安倍 9条改憲は戦争への道』ほか

記念講演 １０月１８日（金）１６：１５～１７：４５　第１会場（４Ｆ　セレブリティー）

講演では、安倍内閣の社会保障費抑制政策がなぜ行われるのかに焦点を絞
って検討したい。
2012年に政権復帰した安倍内閣は、1990年以来、30年にわたって支配層が

求めてきた 2つの改革―自衛隊の海外での武力行使を可能とする軍事大国化
と、グローバル企業本位の社会経済をつくるための新自由主義改革―を、再
稼働、完成することを期待されて登場した政権であった。アメリカの要請に
応えて自衛隊の海外での武力行使を可能にするため、安倍内閣は、2014年の
閣議で、日本が攻撃されない場合にも米軍の戦闘に加担できるよう、 9条に
ついての政府解釈を変更し、15年には安保法制でそれを立法化した。その完
成を求めて現在、安倍首相が 9条改憲に執念を燃やしているのは周知のこと
である。
しかし、安倍内閣にはもう一つの大きな課題―新自由主義改革の再起動と

いう課題があった。安倍内閣がこの課題実現のために掲げたのが、「アベノ
ミクス」である。この改革の中心に、医療、社会保障費の削減、消費税引き
上げがあるのである。
では一体、新自由主義改革とは何か。これは、1970年代末に英米など一部

の先進国で始まり、90年代冷戦後のグローバル化の時代に世界を席巻し現在
も続いている政治をさす。グローバル企業の競争力を強化するために既存の
政治経済体制を一新する、これが新自由主義改革である。企業の競争力を強

化するには、企業の利潤を増やすしかない。その柱は、 3つある。第 1は、労働者の賃金を圧縮する。第 2は、企業負
担とりわけ法人税を軽減する。第 3は、規制緩和により企業の市場を拡大する、の 3つである。第 2の柱を実現するには、
財政とりわけ福祉関係の財政を圧縮することが不可欠となる。財政が大きくなれば、それに対処するために税の引き上
げが不可避となるからである。現代国家ではどこでも財政の最大の費目は社会保障費であり、とりわけ年金、医療となる。
また削減だけでは足りず、法人税に代わる財源として眼をつけられるのが、消費税である。新自由主義改革のターゲッ
トがどこの国でも社会保障費に向けられ、また社会保障費の拡充に力を入れてきた福祉国家が目の敵になるのは、「当然」
のこととなる。
現代日本ではこうした新自由主義改革は、小泉政権の「構造改革」として本格的に遂行された。しかし、それは長続

きしなかった。大企業は未曾有の収益を上げたが、リストラ・非正規化がすすみ、失業者が頼るべき医療、社会保障費
が大規模に削減された結果、新自由主義改革の矛盾は、貧困化、社会の分裂という形で劇的に現れた。新自由主義改革
から反新自由主義に転じた民主党が伸張し政権交代が起こって新自由主義にブレーキがかかった。財界の圧力を受けて
民主党政権も新自由主義への再転換を図ったが、国民から倍する不信を買って退場、代わって新自由主義の再起動を期
待されて登場したのが、第 2次安倍内閣だったのである。しかし、安倍内閣の新自由主義改革の手法は、小泉政権とは
著しく異なるものであり、それが安倍内閣の下での選挙 6連勝、長期政権を生む理由ともなっている。
講演では、こうした視点から、安倍内閣の新自由主義政策の特質、それが国民に何をもたらすのかを明らかにし、新

自由主義政治の転換は可能か、にもふれたい。
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“地球”に寄り添う
シンガーソングライター

せりかな（serikana）
音楽家・プロデューサー・画家

私は学生時代から、”人”にしか興味がなく、特に”心の健康状態”

が、世の中の状況を左右すると考えています。

音楽と言葉によって、人の心を少しでも楽にできたらと、その想い

を楽曲に込め、色々な場所で歌いメッセージを届けています。

特に、健康状態は人の心に大きな影響を及ぼします。

高い知識技術を以って人々の健康を守っている医療従事者の方々を

心より尊敬しています。

私の家系は腎臓が弱く、私自身も腎盂炎で初の入院を経験しており、

故に健康、特に腎臓に関する危機感は高く持っております。

このご縁を通して、腎臓・ひいては医療や健康に対する知見を深め、

医療の助けを必要とする方はもちろん、助ける側の医療関係の皆様方

の心にも、そっと明かりを灯せるような、そんな活動ができるよう、

自分自身を高めて参りたい想いです。

自身のモデルである”地球ギター”が相棒の、
福井出身シンガーソングライター。筑波大、リ
クルートを経て　2014年～音楽家へ。 2年連続
出演を果たしたサマソニをはじめ、全国のフェ
スやイベント、学祭など広く出演。

ＣＭタイアップや番組挿入歌など、制作面でも
数多く起用されている。　芯の強いメッセ　ー
ジ・親しみある甘い声で、空間を笑顔にするポ
ップな楽曲とライブが人気。音楽の他、画家・
モデル・ＭＣなど多彩に活動中。

略歴

福井県越前市出身
筑波大学　第二学群　人間学類　卒
株式会社　ＲＥＣＲＵＩＴ　入社
音楽専門学校　入学
2014年
音楽活動　開始

特技・資格

百人一首競技かるたＡ級四段
中学（社会）・高校（公民）　教員免許
カラーコーディネーター
心理学（自尊感情と他尊感情）　研究

ＨＰ

http://serikana.com

文化人講演 １０月１９日（金）９：００～１０：００　第１会場（４Ｆ　セレブリティー）
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透析療法とサイコネフロロジー

西村 勝治（にしむら　かつじ）
東京女子医科大学　医学部精神医学講座教授

サイコネフロロジーのゴールは「こころ」の視点からCKDの患者

・家族を中心とした医療（patient/family-centered care）を支えるこ

とである。

腎代替療法（人工透析、移植）の進歩には目を見張るものがあるが、

これらの治療を受けながらCKDとともに生きる患者が抱えるストレ

スは大きい。このため「こころ」の病気が現れることもまれではなく、

患者を支えつづける家族の心理社会的負担も大きい。近年では高齢化

に伴い、エンドオブライフケアの倫理的課題などにも直面している。

このような「こころ」の問題は患者のQOLを低下させるばかりで

なく、予後にも悪影響を与えることが知られている。このため「ここ

ろ」を支えるケアはCKDの医療において欠かせない重要なケアの一

部と言うことができる。しかし残念ながら、多くの「こころ」の問題

が見逃され、ケアに繋がっていないのが現状である。適切なケアを提

供するために必要な知見もまだ十分には蓄積されていない。

これからのサイコネフロロジーには 3つの課題がある。①CKDと

腎代替療法が患者・家族の「こころ」にどのような影響を与えるのか、

逆に「こころ」の問題はCKDの経過や予後にどのような影響をもた

らすのかを明らかにすること、②これらの知見を基づき、「こころ」

の問題に対する適切なケアを実践的に明らかにすること、③「こころ」

のケアを全国どこでも提供できるように普及させること、である。

CKD治療には医師（腎臓内科医、透析医、移植医）、看護師、臨床

工学技士、移植コーディネーター、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、

ソーシャルワーカーなど多くの職種がかかわっている。これらの医療

者とともに、「こころ」の専門家である精神科医、心療内科医、公認

心理師がお互いに尊重しあい、協働して取り組んでいくことができる

「多職種協働」の仕組みを構築することが、サイコネフロロジーの大

きな課題である。

学　　歴

1986年
熊本大学医学部卒業
東京女子医科大学医学部精神医学講座　入局

1988年
同　助手

1993-1995年
ドイツ・ＲＷＴＨアーヘン大学医学部精神医
学　留学

職　　歴

2008年
東京女子医科大学医学部精神医学講座　講師

2012年
同　臨床准教授

2015年
同　准教授

2016年
同　教授・講座主任

専　　門

コンサルテーション・リエゾン精神医学（特に
臓器移植、膠原病、循環器）
臨床精神病理学

所属学会

日本総合病院精神医学会（理事）【指導医・専
門医】
日本精神神経学会（代議員）【指導医・専門医】
日本サイコネフロロジー研究会（会長）
日本移植学会【認定医】
日本循環器心身医学会（理事）
日本女性心身医学会（理事）
日本精神科診断学会（評議員）
日本神経精神薬理学会（評議員）
日本臨床精神神経薬理学会
日本リウマチ学会
日本医学教育学会
Academy of  Consu l ta t ion-L ia ison  
Psychiatry

特別講演 １０月１９日（土）１０：１５～１１：４５　第１会場（４Ｆ　セレブリティー）
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【目的】エボカルセト（以下本剤）は日本で 2つめの
内服Ca受容体作動薬として開発され、2018年 5 月22
日に薬価収載となった。今年 7月当院でも特例からの
採用が決定したため、改めて本剤の評価を行った。

【方法】シナカルセト（以下先薬）からの本剤に変更
となった患者15名、もしくは本剤が開始された患者 6
名を対照に行う（計21名）。それぞれの PTH-I 値を比
較し、目標値の60-240pg/ml の範囲内であるかを調査。
また、先薬にて消化器症状が発現した患者の本剤の継
続可否。本剤での患者の血清Ca値を観察した。

【結果】本剤開始前・先薬切り替え前の最終測定目標
PTH-I 達成値は23.8%（ 5 /21）。本剤内服時平均または、
観測最終点は38.1%（ 8 /21）であった。消化器症状に
て本剤に変更となった 8名中 2名が嘔気で中断となっ
た。また 1名が低 Ca で中止となり、継続可能である
のは85.7%（18/21）であった。全件Ca補正薬剤投与
あるが、本剤開始にて血清Caが低下し、7.6<Ca<8.
6mg/dl となった件数は90.5%（19/21）、Ca<7.5mg/dl
まで低下したのは19.0%（ 4 /21）であった。

【考察】本剤は使用期間がまだ浅く、目標 PTH-I に届
かなかった患者が多かったと考える。嘔気で中止とな
った 2件は、訴えが継続しているため本剤と因果関係
は不明。その点も踏まえ継続性は高い。しかし血清
Ca低下はほぼ全件で発生し、約14～45日で大きく低
下する傾向が見られたため、要注意観察期間と考える。

【結論】先薬と比較し継続性は高いため、薬剤の恩恵
を受けられる患者は多いと思われる。しかし、低Ca
血症には十分注意が必要。

【まとめ】件数を増やし、精度を上げていく。

当院におけるエボカルセト錠の使
用状況調査および評価

県連：大阪

社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

○西尾 祐規（にしお　ゆうき　薬剤師） 
丸岡 真琴

Keywords：エボカルセト

1-01

【目的】当院では約50名の外来透析患者がおり、院
内処方にて処方している。透析患者の服薬コンプラ
イアンス向上のため、2019年 4 月より透析薬剤師外
来を開始したため 7月までの取り組み状況について
報告する。

【方法】院内の担当薬剤師が月に 1度外来透析患者
の処方内容を確認。その中で別包薬剤が多いなど薬
剤の管理が煩雑だと思われる患者・高カリウム血症
治療剤などの残薬がある患者をピックアップした。
月に 1回の定期処方の翌週に透析室に行き、患者の
ベッドサイドで聞き取り、服薬指導等介入を行った。

【結果】計25名　29件介入（2018年10、11月に行っ
た 5件も含む）
①剤形・薬・フレーバー変更提案　15件中12件変更
②分包方法変更の提案　17件中15件変更
③服薬コンプライアンス向上のための服薬指導　 7
件中用法　変更例 3件
④減薬提案　 1件中 1件変更
⑤新規薬剤採用の提案　 3件中 3件採用

【考察・まとめ】透析室に直接薬剤師が出向くこと
により、処方前の患者さんとの合意・コンプライア
ンス確認・薬剤変更の提案などが行いやすくなった。
結果として患者さんの服薬コンプライアンス向上に
寄与できたと考える。また、薬剤師が定期的に透析
室に入ることにより、透析スタッフからの薬剤につ
いての質問や要望に応えるなど薬剤科と透析室の連
携強化にも寄与できたと考える。

外来透析における薬剤師外来の取
り組み

県連：富山

富山医療生活協同組合　富山協立病院

○中田 典江（なかだ　のりえ　薬剤師） 
火爪 健一

Keywords：服薬コンプライアンス

1-02
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【緒言】2017年 4 月から2019年 7 月現在で、腹膜透
析（PD）患者の管理数は 3人から23人に増加して
いる。その際に行った多職種連携を中心とした取り
組みを報告する。

【経過】2017年 4 月より腎臓内科医が 2名から 4名
に増加した。腎代替療法として PD選択率が上昇し
徐々に管理数が増加していった。それに伴い院内シ
ステム整備の必要性が増加した。PDCAサイクル
（P；Plan、D；Do、C；Check、A；Action）に基
づきシステム整備を行った。まず、地域事情、当院
の役割、将来を見据えた長期戦略の作成などの現状
分析を行った。その中で、早急に解決すべき課題と
して院内 PD周知の低さや煩雑な指示体系システム
等の問題点が挙げられた。解決のために多職種が集
まる機会を設けるため「腹膜透析同好会」という非
公式な会を立ち上げ、勉強会とともに各部署で困っ
ていることを持ち寄り議論した。そして、統一した
管理を行うため、クリニカルパスをこの会を通して
多職種で協議して作成した。現在は院内周知が徐々
に高まり、混乱のあった物品管理・指示体系・患者
指導はシステム化されつつある。また、看護師によ
る腎代替療法外来を設立し腎外来よりほぼ全例紹介
している。今後、定期的な多職種カンファレンスを
行い、情報共有を図ること、全道の民医連診療所と
連携し、適切な腎代替療法を多くの患者に提供して
いきたい。

【考察】PD認知が院内で低ければ導入数の増加は
難しく、院内各部署・多職種に協力を得られなけれ
ば適切な管理はできない。多職種が顔と顔を合わせ
る「場」を設けることが PD普及には必要と考える。

当院で腹膜透析選択率が向上した
取り組みと今後の展望

県連：北海道

公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病
院

○五十嵐 謙人（いがらし　けんと　医師） 
水上 健一、入宇田 智子

Keywords：腎代替療法、多職種連携、腹膜透析
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宮崎県は透析患者が多く、2017年末で100万人あたり、
3560人（全国 3位）で、前年より6.3% 増加し、高
齢化と糖尿病患者の増加により、今後も増加が予想
される。地域では患者受け入れが限界にきている施
設があり、特に入院受け入れ施設が不足していた。
また、医療生協組合員から透析導入後の継続した診
療の要望を受け、第 5次 5カ年計画（2014～2018年）
で、透析施設の設置を展望した。腎透析専門医の配
置は実現できなかったが、以前の勤務先で透析患者
の診療経験がある医師が複数おり、当院では急性期
血液浄化療法の経験はあった。また、2017年から鹿
児島生協病院腎臓内科より専門医の診療支援を受け、
院内での議論を重ね、2018年 6 月18日の総代会で開
設が決まった。鹿児島生協病院の透析室スタッフか
ら開設準備に関する助言を定期的にもらい、また見
学を何度か行い多大な協力を得た。また、当院と同
一規模の奄美中央病院の見学も行いスタッフより助
言を得た。その後、当院内科医師 1名が鹿児島生協
病院で 1年間の研修、看護師が千鳥橋病院での研修、
臨床工学技士 1名が約 1年間の近隣クリニックでの
研修を行った。2018年の全腎懇で当院透析施設開設
の支援をお願いし、健和会病院から臨床工学技士の
開設前後の数ヶ月の支援を受けることになった。
2019年12月の開設に向けて、民医連の複数の施設の
協力を得て準備を行っており、その経過を報告する。

民医連の協力を得て実現できた当
院の新規透析施設開設

県連：宮崎

1）宮崎医療生活協同組合　宮崎生協病院
2）鹿児島医療生活協同組合　鹿児島生協病院

○眞川 昌大（さながわ　まさひろ　医師）1 ） 
遠藤 豊 1 ）、上村 寛和 2 ）、佐伯 英二 2 ）

Keywords：透析施設、連携、民医連
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【はじめに】透析患者では種々の要因でカルニチンが欠乏
しやすく、貧血、骨格筋症状、心機能障害、運動耐用能
低下の要因となる。2018年 1 月から透析患者の血中カル
ニチン濃度の測定が 6か月に 1回を限度として算定でき
るようになった。 6か月間隔に測定した血中遊離カルニ
チン値 (FC) から見たレボカルニチン (LC) 補充方法につ
いて検討した。

【対象】維持透析患者145例、男性98名、女性47名、年齢
71.2±12.29歳、透析歴7.32±6.31年、基礎疾患慢性糸球体
腎炎63、糖尿病性腎症57、多発性嚢胞腎11、その他14例。

【方法】カルニチン欠乏症の診断指針に基づきFC20μ
mol/L未満を欠乏、74μmol/L以上を過剰と診断すでに
LC投与されていた30例は全例過剰だったため投与を中止 (
1群 )。LC非投与の115例中、FC20μmol/L未満の13例に
LC投与（ 2群）、FC20μmol/L以上の102例は経過観察（ 3
群）。いずれも 6か月後にFCを測定。LC投与はレボカル
ニチン（LC)1000mgを透析終了時に静注。

【結果】 1群はFCが262.5μmol/Lから70.8μmol/Lに有
意に低下。FC20μmol/L未満は無し。 2群は17.4μmol/
Lから193.9μmol/Lに有意に上昇、全例が74μmol/L以
上 .3群は、49.2μmol/Lから44.2μmol/Lに有意に低下。
8例（7.8％）がFC20μmol/L未満。

【考察】Evans らは「透析前ＦＣの平均が19.5±5.6μ
mol/L の12例に、20mg/kg の LCを透析毎に 9週間投与
したところ、透析前ＦＣの平均が191±54.1に上昇。 6週
間中止後の透析前FCは43.4μ mol/L に維持された。透
析毎に LCを投与すると約 8週間で FC濃度が定常状態
となることから、骨格筋を含む深部組織のプールに蓄積
され、中止後も血中濃度が維持される。」と述べている。
適切なFCを維持するには 2 - 3 月単位の測定が必要と思
われる。FC<20μ mol/L の患者に LC投与を行った我々
の研究では、 6か月にカルニチン欠乏となった患者は5.5
％、過剰となった患者は20.7％であった。 6か月に 1回
という測定頻度のなかでカルニチン欠乏をきたさないた
めには LC投与対象者をどこまで広げるか今後さらに検
討を要する。

6 か月間隔で測定した血中カルニ
チン濃度から考察したレボカルニ
チンの補充方法の検討

県連：長野

社会医療法人　健和会　健和会病院　透析センター

○熊谷 悦子（くまがい　えつこ　医師） 
伊壺 優希、熊崎匠

Keywords：血液透析、カルニチン濃度、レボカルニチン
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【緒言】抗糸球体基底膜抗体型（抗GBM抗体型）
腎炎は急速に腎不全が進行する予後不良の疾患であ
る。特徴的な病理像として通常、ボウマン腔に形成
される半月体と、蛍光抗体法にて糸球体係蹄壁に
IgG・C 3 の線状沈着がみられる。

【症例】83歳女性、基礎疾患に関節リウマチがあり、
プレドニゾロン・メトトレキセートを長期内服して
いた。以前から慢性腎臓病G 3 b だったが、2019年
3 月に全身性浮腫を認め、 4月に腎機能が増悪し紹
介となった。抗GBM抗体が3.2U/mLと陽性であり、
抗GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎（RPGN）が
疑われ、 5月に腎生検を施行の上、ステロイドパル
ス療法が開始された。その後、抗GBM抗体が上昇し、
入院39日目から血漿交換を開始したが、感染・DIC
も加わり多臓器不全となり入院63日目死亡した。

【考察】臨床所見としてはRPGNとして矛盾のない
ものであったが、腎生検の病理所見で半月体形成を
認めず、また蛍光抗体法で IgG（-）、IgA（+）と、
抗GBM抗体型RPGNとしては典型的ではなかった。
IgA陽性の抗GBM病で血漿交換とステロイド治療
により救命はできたという報告もあり、本症例でも
非典型的な病理所見ではあったが、早期に血漿交換
の治療介入を検討してよかったと考える。

【結語】抗GBMが陽性で蛍光抗体法で典型的な所
見がなくても特異的治療介入を検討すべきと考える。

非典型的な病理所見を呈した抗糸
球体基底膜抗体型急速進行性糸球
体腎炎の一例

県連：北海道

公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病
院

○神 英里（じん　えり　医師） 
五十嵐 謙人、水上 健一、入宇田 智子

Keywords：抗糸球体基底膜抗体陽性、抗GBM抗体、RPGN
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【はじめに】近年 non-HIV-PCP が増加傾向だが、透
析患者についての報告はあまりない。ステロイドや
免疫抑制剤の投与はないが、PCPと思われる症例
を経験したので報告する。

【症例】
①66歳男性。糖尿病性腎症、左慢性膿胸、ASO。
201X 年12月インフルエンザA感染症と心不全で大
学病院入院、人工呼吸器管理、血液透析導入された。
誤嚥性肺炎反復しリハビリ目的に201X ＋ 1 年 4 月、
当院回復期リハビリ病棟に転院。 1 ヵ月後、胸部
CTでスリガラス影を認め、β－Dグルカン47.4、
PCP 疑い ST合剤内服し改善した
②60歳男性。アルコール性＋HBV肝硬変、左大腿
頸基部骨折術後。肝腎症候群にて透析歴 1年 6ヶ月。
左足骨髄炎からのMRSA敗血症、肺炎で201Y 年 8
月当院に入院。抗生剤で加療し改善したが入院 1ヶ
月半後、胸部CTでスリガラス影を認め、PCP疑
い ST合剤内服し改善した
③42歳女性。先天性腎異型性により腎移植するも拒
絶で摘出、透析歴28年。脳出血、脳梗塞既往あり。
201Z 年 8 月から慢性咳そうあり異型肺炎疑い加療
するも改善せず。201Z ＋ 1 年 5 月β－Dグルカン
238、胸部 CTでスリガラス影認め PCP疑い、入院
し ST合剤とステロイドで加療し改善した。その後
再燃し、長期内服治療中

【考察】当院では気管支鏡検査が行えず、患者の状
態（易感染宿主）と胸部CT所見、β－Dグルカ
ン値等から PCPを疑い、治療し改善した 3症例を
経験した。透析患者で瀰漫性スリガラス影を認めた
ら PCPも疑うことが重要である。

診断的治療をした non-HIV 透析
患者のニューモシスチス肺炎
(PCP) の 3 症例

県連：東京

社会医療法人社団　健友会　中野共立病院

○國府田 りえ（こうだ　りえ　医師） 
伊藤 浩一、中川 美和

Keywords：non-HIV、PCP
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【目的】維持透析患者の長期予後改善を目的に、多
職種による心不全対策プロジェクトチームを結成し
た。プロジェクトチームの取り組みが心不全急性増
悪を減らすことに寄与できたか検証した。

【方法】2017年10月、心不全急性増悪患者を減少さ
せることを目的に医師、看護師、臨床工学技士によ
る対策プロジェクトチームを結成した。全透析患者
を対象に、臨床経過、検査データ（血液検査、放射
線検査、生理機能検査等）を定期的にチェックし、
ドライウェイト設定を綿密に設定することを中心に、
患者の生活、食事、服薬等につき積極的に介入した。

【結果】介入前後での心筋ストレスマーカーを比較
検討したところ、有意な改善効果が得られた。

【考察】多職種によって患者を総合的にかつこまめ
に観察することにより、心不全増悪リスクを早期に
発見し、高リスク患者に対して積極的に介入するこ
とにより、心不全増悪をより効果的に減少させるこ
とができた。

心不全対策プロジェクトチームの
活動による心不全急性増悪症例減
少効果の検証

県連：富山

富山医療生活協同組合　富山協立病院

○火爪 健一（ひづめ　けんいち　医師） 
松井 法生、古野 利夫

Keywords：心不全増悪、予防、プロジェクトチーム
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【緒言】2009年に急性期疾患病院へ分離後、当院で
は維持透析外来を行わず、維持透析患者の急性期疾
患に対して入院治療を行っている。急性期疾患にて
入院治療を行った維持透析患者の現状分析を行った。

【方法】2009年 6 月 1 日～2019年 5 月31日の期間、
心カテなどの検査入院を除外し、また当院で透析導
入となった症例を除外した維持透析患者1453例で分
析を行った。

【結果】入院患者数にはばらつきを認めるが、明ら
かな増加 /減少傾向を認めなかった。入院患者の平
均年齢は、有意に高齢化する傾向を認めた。入院日
数は平均15.9日で、次第に入院日数が長くなる傾向
を認めた。入院患者の透析導入疾患は、糖尿病性腎
症が糸球体性病変による腎障害をやや上回り、糖尿
病性腎症は上昇傾向であった。入院時疾患としては、
シャント関連、心血管系、消化器系疾患、呼吸器疾
患が多かった。死亡率はほぼ横ばい（平均13.6%）
であった。

【考察】入院患者年齢の上昇は、透析患者の高齢化
を反映すると思われた。糖尿病性腎症による透析導
入例が上昇傾向で、今後も同症による導入患者の比
率は上昇すると予想される。一方、2017年統計では、
入院時疾患は心疾患、バスキュラー・アクセス関連、
感染症、整形外科疾患の順であったが、当院では消
化器系疾患が多く、消化器外科症例や胆管胆嚢炎に
よる敗血症症例が多いことが主因と思われた。

当院における維持透析患者の急性
期治療の変遷

県連：沖縄

沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院
1）沖縄医療生活協同組合　とよみ生協病院
2）沖縄医療生活協同組合　中部協同病院

○金城 紀代彦（きんじょう　きよひこ　医師） 
中村 成男 1 ）、高嶺 朝広 1 ）、林 世源 1 ）、斎藤 保 2 ）

Keywords：急性期疾患、維持透析患者
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【背景】バスキュラーアクセス不全に対する
VAIVT（バスキュラーアクセスインターベンショ
ン治療）は比較的侵襲の小さい治療法である。しか
し血管狭窄は繰り返すことが多く、術者の治療件数
も多くなり、診療報酬のいわゆる 3か月ルールによ
り十分な血管拡張で治療効果を得る必要がある。放
射線を使用するため患者及び術者に放射線被ばくに
よる障害を生じうるため、適切な放射線防護を行わ
なければならない。当院透析センターで患者および
術者の被ばく線量低減の工夫を行い、現状を報告す
る。

【対象・方法】当院VAIVT症例は、当院と系列病
院の維持透析患者のべ年間172例であった。うち年
3回以上施行した症例が32例であった。照射野を絞
るなどの放射線量低減策を行い、対策前と比較した。

【結果】いずれも現時点で明らかな臨床症状は認め
なかったが、平均すると僅かではあるが線量の減量
が可能であった。術者の個人線量計は防護衣内側で
は僅かであった。

【考察】IVRの放射線防護において、術者は線量を
不必要に増加させない対策を行うべきである。線量
が減量できれば患者と医療従事者の双方の被ばく軽
減につながることを念頭に置きながら今後も処置を
行う必要があると考える。

当院透析バスキュラーアクセスイ
ンターベンション治療における放
射線被ばくの検討

県連：岡山

倉敷医療生活協同組合 総合病院 水島協同病院

○山崎 完（やまざき　かん　医師） 
戸田 真司、稲葉 雄一郎、杉山 信義

Keywords： バスキュラーアクセスインターベンション治療、
放射線
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【はじめに】微少変化型ネフローゼ症候群（MCNS）
はわが国の一次性ネフローゼの約40％を占め、ステ
ロイドに対する反応性は良好で、90％以上の症例は
初期治療で寛解に至る。しかし、ステロイド減量に
よる再発は30-70％と高頻度である。ステロイドの
治療が基本のMCNSであるが、今回、ステロイド
治療前に尿蛋白が著減、約 3年の寛解維持後に急激
な再発と改善をみた症例を経験したので報告する。

【症例】
38歳女性。2016年 3 月末、下腿の著明な浮腫を自覚。
2016年 4 月 4 日ネフローゼ症候群で当院入院。入院
時血清Alb1.8g/dl、尿蛋白（ 4＋）であった。腎生
検後、 4月 9日のステロイド加療開始前には尿蛋白
（±）0.2g/gCr となっており、ステロイドの減量
を早めたが完全寛解を維持していた。2019年 3 月27
日上気道炎症状があり、 3日後に浮腫の出現、 4日
後に嘔吐、下痢があり、 5日後の2019年 4 月 1 日ネ
フローゼの再発、胃腸炎の診断で当院入院した。入
院時の血清Alb1.4g/dl、尿蛋白26.4g/gCr であった。
4月 2 日から PSL30mg/ 日を開始したが、 4月 4
日には2.7g/gCr、 4 月 5 日には0.5g/gCr と著減し、
完全寛解を維持している。

【考察】今回、自然軽快を繰り返した稀なMCNS例
を経験した。治療方針は個別対応のステロイド早期
減量であり、現在のところ経過良好である。自然寛
解例の報告は散見され、治療方針が定まっているわ
けではない。今後も注意深く経過をみていく必要が
あると考える。

2 回の自然軽快がみられた微少変
化型ネフローゼ症候群の 1例

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○池末 麻奈（いけまつ　まな　医師） 
野崎 裕美、土谷 良樹

Keywords：MCNS、自然寛解
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【はじめに】反応性関節炎は何らかの感染をきっか
けに非感染性に生じる多関節炎であるが、特別な検
査方法、診断基準はなく、臨床経過から診断に至る。
今回、診断に難渋した 1例を経験したので報告する。

【症例】慢性糸球体腎炎による慢性腎不全で血液透
析歴23年の55歳男性。2017年 8 月、間欠的な発熱が
みられるようになり抗生剤投与を開始。数日で両側
のアキレス腱部痛、多関節炎が出現し歩行困難とな
り入院。37℃台の発熱の継続と両下腿の多発有痛性
結節性紅斑、四肢の浮腫も出現した。WBC24640/
μｌ、CRP25mg/dl と上昇したが、血液培養陰性、
膠原病、血管炎のスクリーニング検査陰性、心エコ
ー、眼科検査、皮膚生検も特異的な所見は無く、
MRI、CTで熱源、悪性疾患など指摘出来なかった。
転医後、骨髄検査、PET－ CTでも特異的な所見
は無かった。便Clostridium difficile（CD）検査は
2回陰性であったが下部消化管内視鏡を行ったとこ
ろ、偽膜性腸炎の所見がみられた。CD腸炎の診断
でメトロニダゾールによる治療開始した直後から発
熱、関節症状の改善がみられた。経過からCD腸炎
による反応性関節炎と診断に至った。

【考察】CD腸炎は頻度の高い疾患であるが、下痢
症状が軽度であり、スクリーニング検査が陰性であ
ったため鑑別疾患から除外していた。結果として関
節症状が出現してから診断・治療に至るまで 1か月
以上が経過し、廃用がすすんだ。CDスクリーニン
グ検査が陰性の場合、下部内視鏡検査も検討すべき
と考えられた。

診断に難渋した偽膜性腸炎による
反応性関節炎の透析患者の 1例

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○野崎 裕美（のざき　ひろみ　医師） 
土谷 良樹

Keywords：反応性関節炎、偽膜性腸炎、透析
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【目的】当院では2012年から在宅血液透析（以下
HHD）を開始し現在 6名の患者がHHDを行って
いる。開始してから約 3年間は冬季に水漏れのトラ
ブルが多く何回か緊急訪問に行き対応してきた。そ
の時に原因を考え対策をとりトラブル軽減につなげ
た。それから 4年経過した現在の状況を報告する。

【経緯】導入して約 3年間は冬季に水漏れのトラブ
ルが多く発生していた。特に多かった SV 3 からの
水漏れは低水温で小さな傷が発生し開閉動作時に傷
が拡大して亀裂が入り水漏れに至ったと推察された。
対策として、メーカー推奨交換時期より早目に部品
交換を行うこととした。この結果、冬季特有の水漏
れのトラブルが減った。それから 4年たった現在、
対策の効果もあり SV 3 からの水漏れは 1件もなく
経過している。又この間トラブル時の対応も通常電
話からテレビ電話に変更した。それによりスタッフ
側がトラブル内容を即時に把握でき患者に的確な指
示を出し迅速なトラブル解消につながっている。

【まとめ】HHDは施設透析とは違い各家庭それぞれ
の環境があり、それに対応した適切な対処をするこ
とで大きなトラブルにならず安全に透析を行なうこ
とができる。今後も増えるであろう患者に対して適
切な対処ができるよう今までの経験を生かしいろい
ろな状況を予想しトラブル解消につなげていきたい。
そして安全で快適なHHDが行なえる環境を提供し
ていきたい。

HHDでのトラブルを経験して

県連：長野

社会医療法人　健和会　健和会病院

○川尻 寛子（かわじり　ひろこ　臨床工学技士） 
佐々木 剛、武松 邦洋、木村 由香里、宮澤 俊典、 
大沼 桂、熊谷 悦子

Keywords：在宅血液透析、トラブル、冬季
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【はじめに】日本の過労死は医師の過労死からはじま
った。医師法による応召義務があることを曲解し、36
時間以上にわたる長時間連続勤務も当たり前のことと
して受けとめられてきた。今年報告された石野働き方
改革検討会議の報告によると、2024年以降、一部の医
師は年間1860時間までの時間外労働を許可されること
になるという。一部の医師といっても、地域医療を担
う医療機関はその一部に入るとされるため、かなりの
医療機関が一部の医師として認定されることが推測さ
れる。今回我々は、当院の医師の労働実態を通して、
1860時間の時間外労働の意味について検討する。

【方法】レトロスペクティブに、自分の労働時間を検
討し、時間外労働を計算した。また、実際の働き方を
振り返った。

【結果】勤務時間前の労働絵の労働や当直時間を時間
外労働に算定すると、1400時間ないし2000時間の時間
外労働があった。当直明けの午後は労働から解放され、
勤務間インターバルを 9時間を確保するとすると、
1860時間には到達しなくなることがわかった。一方で、
当直明けの午後にあるであろう病棟医療、外来診療、
会議などについての手当は、予定がないこともわかっ
た。

【考察】 2次救急を担う医療機関においては、当直労
働の中に救急医療が含まれる。この場合、かなりな肉
体的および精神的負担が当直医に与えられている。今
回の検討で、週 1回の当直を連続勤務として継続させ、
翌日の午後勤務を免除する程度で対応しようとしてる
が、そのための手立ては現場任せであり、おそらくな
しえない病院も多数あるという医療界の実態がわかっ
た。医療の質、医師の基本的人権、患者の受療権につ
いての検討はなされていない様であった。当面は、医
師の個人的奮闘と、コメディカルスタッフへの業務移
管により乗り切っていくしかない状況である。

医師労働を考える

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会 東葛病院

○土谷 良樹（つちや　よしき　医師）

Keywords：医師労働、働き方改革、業務移管
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【目的】当院透析センターにおいて現在の緊急離脱
法は、抜針後止血バンドを用いる方法である。今回、
逆流防止弁付き穿刺針を導入したので、透析中の緊
急離脱法を災害対策チームにて再検討することとな
った。

【方法】
①ディスカッションにて新離脱法の提案
②新旧離脱法のタイム計測
③計測後のディスカッション
④新離脱法の決定

【結果】
①穿刺針を残した状態での離脱法
②止血バンドを用いる方法（平均90.57秒） 　穿刺
針を残す方法（平均44.14秒）
③穿刺針を残す方法は離脱操作がスムーズで時間短
縮出来るメリットがあり、止血バンドを用いる方法
は離脱時間を要し出血リスクがあるデメリットがあ
げられた。
④穿刺針を残した状態での離脱法を採用

【考察】 今回検討した逆流防止弁付き穿刺針を残し
た状態での離脱法は今までの再出血や血液暴露、離
脱時間等の問題点を補え、通常業務で訓練された操
作であり共通認識を持ちやすいものであった。この
ことから逆流防止弁付き穿刺針を残す方法は、迅速
で安全な離脱操作が可能であると考えられた。

【まとめ】 災害対策チームによる今回の検討にはま
だ課題を残している。全スタッフへの紹介、学習、
実技訓練、意見集約と進めていきマニュアル作成ま
で行う必要がある。今後はこれらの課題に取り組み、
さらなる技術、意識向上に努めていきたい。

当院における緊急離脱法の検討

県連：岡山

倉敷医療生活協同組合　水島協同病院

○井上 雅登（いのうえ　まさと　臨床工学技士） 
北井敏邦、山根章義

Keywords：緊急離脱法
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【はじめに】強皮症は皮膚硬化と血管病変を特徴とし、全
身の結合組織に炎症と変性、ならびに小血管病変も伴い、
急性経過で腎不全へと発展し透析導入率は高く、透析離
脱も難しい。今回強皮症腎クリーゼを併発し血液透析導
入となった患者の 3回 /週透析から 2回 /週透析へ変更
後の経過について報告する。

【症例】69歳、女性。2010年よりレイノー現象が出現し他
院にて強皮症と診断。2017年 4 月14日、動作時に息切れ、
食欲不振を認め当院へ受診。胸部X-P より軽度肺水腫所
見あり、心不全管理のため入院となった。

【入院中経過】入院時腎機能BUN （29.9mg/dL）、Cre 
（1.79mg/dL）であったが腎機能は徐々に増悪しBUN
（174mg/dL）、Cre（7.4mg/dL）上昇、呼吸状態も悪化、
うっ血性心不全により 4月24日血液透析を導入した。そ
の後心不全、胸水改善、になるも食欲不振は続き 7月 3
日透析中に栄養点滴（イントラリポス100mL/50％ブドウ
糖200mL＋ネオアミュー200mL＋サブビタミンN50
mL）開始となる。 9月 4日退院し、外来にて管理を行う
こととなった。

【退院後経過】腎機能はBUN（40～50mg/dL）、Cre（2.5
～3.5mg/dL）、栄養状態Alb（3.5g/dL）、で推移していた。
腎機能は悪化なく経過、患者の希望もあり他院にて 2回
/週透析への検討がされ、当院にて2018年11月10日より
2回 /週透析となる。その後、栄養状態も改善が見られ、
2019年 2 月14日栄養点滴が中止となった。

【まとめ】 3回 /週透析時と 2回 /週透析時の腎機能の検
査結果を比較した。 3 回 /週透析時 BUN（40～50mg/
dL）、Cre（2.5～3.5mg/dL）を推移。 2回 /週透析変更
後はBUN （70mg/dL）を推移している。Cre については
変更後でも（2.5～2.8mg/dL）を推移し変化はみられない。

【考察】 2回 /週透析に変更したことにより患者のQOL
が上昇、栄養状態に変化がみられた。 3回 /週透析時
Alb（3.5～3.8g/dL）であったが、 2 回 /週透析時には
Alb（4.0g/dL）と上昇した。

急な転機をたどり透析導入となっ
た患者の思いに寄り添い 3回 /週
透析から 2回 /週透析変更後の経
過とQOLについて

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○嶋形 優夏（しまがた　ゆうか　臨床工学技士） 
スタッフ一同

Keywords：QOL、透析回数
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【目的】ABH-22PAと ABH-22LAを使用して前希
釈On-lineHDF（ 以 下OHDF） の Low-volume と
High-volume の溶質除去性能を確認する。

【方法】安定期慢性維持透析患者 7名に対して Low-
volume（置換量12Ｌ /session）と High-volume（置
換量48L/session）をABH-22PA, ABH-22LAを用
いてクロスオーバーにて施行し（以下 PA12L, 
PA48L, LA12L, LA48L）、血液採血と廃液採取を行
いKt/V, β 2 -MG除去率 , α 1 -MG除去率 ,Alb 漏
出量の比較検討を行った。治療条件はQB=250ml/
min,t-QD=500ml/min, 治療時間 4時間で統一した。

【結果】評価結果を PA12L, PA48L, LA12L, LA48L
の順に示す。Kt/V：1.58, 1.53, 1.63, 1.58　β 2 -MG
除去率：78.6％ ,81.9％ ,77.6％ ,83.4％α 1 -MG除去
率：20.7 ％ ,25.8 ％ ,8.9 ％ ,17.9 ％　Alb 漏 出 量：
0.96g, 1.92g, 0.32g, 0.76g であった。β 2 -MG除去
率は PA,LAいずれも12L 群と48L 群の間に p＜
0.05と有意な差を認めたが、PA48L 群と LA48L 群
には差を認めなかった。α 1 -MG除去率は PA12L
群と LA12L 群の間に有意な差を認めた。

【考察】ABH-PAは濾過流量を上昇させるとAlb 漏
出量が増加するが Low-volume でも良好な除去効率
を発揮でき、ABH-LAは濾過流量を上昇させても
Alb 漏出量の増加は軽度であった。

【結語】On-lineHDFを施行する際、ヘモダイアフ
ィルタと濾過流量の組み合わせを考慮した条件設定
を行う必要がある。

前希釈On-line HDFのlow-volume
とHigh volumeにおけるABH-22PA
と ABH-22LAの性能比較

県連：大阪

社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

○宮野 伸也（みやの　しんや　臨床工学技士） 
畑 尚登、林 研、熊澤 実、植田 祐美子、 
大矢 麻耶

Keywords：On-line HDF、ABH-22LA、置換量
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【目的】当院では、ＣＫＤステージＧ 3ｂ以降の保
存期患者、血液透析患者、腹膜透析患者、その家族
を対象に外来集団腎臓病教室を定期的に実施してい
る。ＣＫＤの食事療法は、各ステージにより塩分制
限は共通だが、指示エネルギー量、蛋白質量、カリ
ウムの制限が異なる。さらに、ＣＫＤ患者は家族と
別メニューにしなければいけないと思っている人が
多いように感じる。当院の腎臓病教室では、家族全
員が同じ食材や工程で美味しく食事ができるよう、
調理・献立の工夫を学習する。今回はこの教室の現
状と今後の課題について報告する。

【方法】 3か月に 1度、医療スタッフが講義と調理
実習を実施する。
①管理栄養士、多職種による講義
②調理師によるデモンストレーション
③調理実習
④患者の自己紹介とアンケート調査

【結果】定期的に教室を実施することにより、「初心
に帰って、また食事療法に取り組もうと思う」とい
った食事療法に対する前向きな声が聞けた。また、
前回より新たな取り組みとして、自己紹介・情報交
換の時間を設けた。患者同士の交流の場となり、よ
り繋がりを深めることができた。

【考察】患者、その家族、医療スタッフが共同して
腎臓病教室に取り組むことで、食事療法への関心を
深めることができたと考える。今後の課題として、
個々の状況に適した栄養指導を継続することで、低
栄養予防、QOL維持に繋げたい。

当院における腎臓病教室の活動報
告

県連：東京

1）医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院
2）一般社団法人　給食協同サービスリップル

○藤澤 亜惟（ふじさわ　あい　管理栄養士）1 ） 
丸山 智永子 1 ）、島根 佐江子 1 ）、城 裕子 1 ） 
竹家 いおり 1 ）、佐藤 秀幸 2 ）

Keywords：腎教室、管理栄養士
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【目的】当院、透析室は看護師16名、臨床工学技士
3名、病床数は36床、患者数は105名で月・水・金
3クール　火・木・土 2クールの透析治療を施行し
ている。2019/ 6 /26（水）13:20透析施行中、突如
セントラル（日機装社製：DAB-40NX、以下DAB）
より「送液圧警報下限警報」が発生し、その後
16:53には「貯槽透析液濃度下限警報」も発生した。
この機械トラブルの経験を報告する。

【方法】当日トラブル発生から通常運転までの時系
列を基に初期対応・原因の追求を行い今後の対応を
検討した。

【結果】初期対応として迅速な対応が見られたが、
必要のない対応また継続するべき対応を中断してい
たことが分かった。「送液圧警報下限警報」の原因
は送液ポンプ停止であり送液ポンプを動かすコント
ローラー基盤の故障によりポンプが駆動しなくなっ
たことが原因であった。また、「貯槽透析液濃度下
限警報」の原因は送液ポンプの駆動力低下が原因で
透析液がセンサー内で澱んでしまったことが原因で
あった。

【考察】DAB出口に設置しているダイセン・メンブ
レン・システムズ社製ET- 4 F の送液ポンプが
DABの送液ポンプのバックアップとして機能した
ことで透析を継続することが出来た。今回、突然の
トラブルであったが他職種との連携をスムーズに行
うことができた。今後もこの経験を活かし、トラブ
ル等が発生した際に安全かつ迅速に対応していきた
い。

多 人 数 用 透 析 液 供 給 装 置
（DAB-40NX）の送液ポンプ停
止を経験して

県連：福岡

社会医療法人　親仁会　米の山病院

○井上 暁雄（いのうえ　あきお　臨床工学技士） 
野島 秀次

Keywords：多人数用透析液供給装置、警報、トラブル
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【目的】適切なVA管理に役立てるため STS を試験
導入した。今回明確になった課題について報告する。

【対象】当院外来透析患者27名　透析室スタッフ

【方法】 1 ヶ月半透析毎に、対象患者に対して当院
のVA管理に合わせ改編した STS を用いてNs と
CEで VAの評価をした。チェックは透析前・透析
中・透析後の 3回実施した。その後スタッフ全員に
アンケートを行った。

【結果】STS にて合計点数が 0点の患者が16名、 2
点以内が 9名、 3点以上が 1名となった。内 3点以
上の患者に対して PTAを施行し点数の低下を確認
した。アンケート結果では使いやすい 2名、使いに
くい14名、使用していない 5名だった。使いにくい
と記入した人は、穿刺前で記入する時間が無いとい
う理由が一番多かった。

【考察・まとめ】試験期間は短かったが、STS は簡
易的なツールとして、閉塞等の判断材料の 1つにな
りうると考えられる。個人差による点数の誤差は、
V圧のチェック項目だった。これは穿刺部位の項目
を分ける事で、誤差を減らしより正確な判断が出来
るものと考えられる。アンケート結果より使いにく
いとの回答が大半を占めた。時間が無いとの理由に
は、穿刺者が記載していたため時間の余裕がなかっ
たと分かり、介助者が記入を行うことで改善できる
と考えられる。今後簡易化と記入方法を変更する事
によって、継続的に STS を運用していきスタッフ
のVAに対する意識を向上させ、適切な管理に繋
げていきたい。

シャントトラブルスコアリング
（STS）シート試験導入による
当院VA管理

県連：東京

社会医療法人財団　城南福祉医療協会　大田病院

○関根 拓哉（せきね　たくや　臨床工学技士）

Keywords：STS、VA管理
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【はじめに】栄養チームでは定期採血にてGNRI91
以下を抽出し、ドライウエイトの変化などから対象
を絞り、MIS シート 8点以上で介入を検討する。
今回、脊柱管狭窄症を合併し入院を期に低栄養とな
った患者への介入事例を報告する。

【事例】
①70代男性透析歴42年、関節拘縮があり手押し車を
使用するも転倒リスクあり。栄養点滴を開始し体脂
肪率は上昇。
②70代女性透析歴11年、食事は夫が作るが、夕食は
宅配弁当利用。歯が悪く摂取量は 2 / 3 程度。胸腰
椎骨折で入退院を繰り返し、 6回目の退院後から介
入、栄養状態改善。
③80代男性透析歴10年、腰痛は有るが何とか家事を
こなし、偏食も食事は摂れている。 3回目の入院後
より介入し栄養状態改善。
④80代男性透析歴28年、食事療法を勉強した妻が食
事を作る。口腔癌を併発し通過障害が見られてきた
ため点滴を開始する。

【結果】入院する毎に体重は 2 ㎏程度減少、5.2㎏と
著しかった例もあり、減少率は平均4.7% で、筋肉
量よりも体脂肪率の減少に影響を受けていた。介入
後は体脂肪率の増加が見られていた。

【考察】高齢透析患者は PEWの状態に陥る事が多く、
栄養点滴は体重減少を止めるまでには至らないもの
の、透析中のカロリー消費とアミノ酸類の漏出分を
補充していると考えれば効果はあると思われ、外来
で通院するために必要なADLの維持には、自宅で
の蛋白質とカロリー摂取量を増やす方法の検討が必
要となる。

入院を期に低栄養となった患者へ
の栄養介入事例

県連：東京

社会医療法人社団　健生会　すながわ相互診療所

○大築 悟志（おおつき　さとし　臨床工学技士） 
斎藤 雪子、中原 博昭、池田 清己、平野 祐子、 
菅野 祥子、堀田 春菜、市川 理香、小泉 博史

Keywords： 入院後の体重減少、PEW（protein-energy wasting）
栄養チームの介入
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【目的】2019年11月に病院移転し、透析室が65床と
な る。日 機 装 社 製D-FAS（Dialysis-Full Assist 
System）機能付き透析装置DCS-100NX（以下、
D-FAS 装置）が増台するため、現病院でD-FAS 装
置10台の導入を行った。移転後のD-FAS運用のため、
臨床工学技士（以下CE）でD-FAS委員（以下委員）
を発足し、安全使用や手技・工程の学習会、トラブ
ル対応の活動を行っているので、その取り組みを報
告する。

【方法】担当者を決めて、D-FAS 装置の安全運用、
手順作成、トラブル対応、移転後拡大に向けて活動
を2018年11月より開始した。作成した手順を用いて
模擬回路での学習会 7回、業者への質疑応答会 5回、
患者説明会 1回を行い、D-FAS 装置を知る機会を
設けた。運用開始後トラブルでは、洗浄時サンプル
ポート開放、穿刺部コネクタ緩みによる回路内への
空気混入、脱血不良、一時中断の事例があり、必要
により模擬回路で検証した。

【結果】サンプルポート開放は終業時に開閉の緩み
確認を行う事で発生は無くなった。D-FAS 装置で
の回路内空気混入・脱血不良は脱血側回路の返血方
法、一時中断の回路離脱の手技考案を行い、スタッ
フへ周知を継続していく。委員の活動より、透析患
者の 2割弱までD-FAS 運用拡大ができた。

【結語】委員発足から中心となり学習会を行い、透
析室スタッフの手技確認など委員活動が実施できて
いる。移転後に検討するオンラインHDF、I-HDF
で重要な位置づけになり、患者の症状に応じた治療
条件、ヘモダイアフィルタ選定も視野に入れて活動
を継続する。

D-FAS機能付き透析装置導入に
おける臨床工学技士の取り組み

県連：京都

1）公益社団法人　京都保健会　京都民医連中央病院
2）　　 同 　　　腎・透析科

○森田 優貴（もりた　ゆうき　臨床工学技士）1 ） 
岡林 由悟 1 ）、水野 純平 1 ）、箕輪 武輝 1 ）、森本 慶太 1 ）、 
山口 信也 1 ）、神崎 勇 1 ）、三宅 康裕 1 ）、木下 千春 2 ）

Keywords：病院移転、D-FAS装置導入、D-FAS委員発足
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【目的】当院でスクロオキシ水酸化鉄（商品名ピー
トル®）を採用した際、スクロオキシ水酸化鉄を
使用した患者の中で下痢を含む消化器症状を訴えた
ため内服を中断する例が多かった。このためピート
ル®の使用開始に伴う、スクロオキシ水酸化鉄の
内服状況、消化器症状の調査をした。

【対象】2018年 6 月以降にスクロオキシ水酸化鉄内
服を開始した男女 6名（平均年齢59.83±14.16）

【方法】出雲スケール（10）～（14）、「便秘症状チ
ェックシート」を用いて内服開始前、内服後 1日、
内服 1週間、内服 2週間後に分け調査をした。

【結果】 6名の患者のうち、全員に便の軟化が確認
された。内、下痢症状の訴えが 1例あった。結果と
して 5例で、消化器症状の悪化もなく便が軟化した。
このことからスクロオキシ水酸化鉄はリンの管理に
平行し、透析患者の抱える便秘の問題が改善する可
能性がある。今後もスクロオキシ水酸化鉄を使用す
る新規患者に、聞き取り調査を続けていく。

スクロオキシ水酸化鉄の使用に伴
う腹部症状の調査

県連：東京

特定医療法人財団　健和会　みさと健和クリニック

○内田 早紀（うちだ　さき　臨床工学技士） 
山口 明良、吉田 茂生、山口 千美、松山 公彦

Keywords：スクロオキシ水酸化鉄、腹部症状
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【はじめに】患者の血液を扱う透析業務において院
内感染と針刺し裂傷のリスクは極めて高く、スタッ
フ一人一人に感染対策を意識させる工夫が必要であ
る。また、感染対策のため有効なデバイスを導入す
ることで、リスクを軽減させ環境整備として重要で
ある。

【目的】逆流防止弁付穿刺針を使用したときの穿刺
者と回収者の手袋の汚染を弁付と弁なしで比較し、
逆流防止弁付穿刺針の評価を行う。

【方法】穿刺者と回収者の手袋の血液汚染を1. 弁なし、
2. 弁付サンプル使用時、3. 弁付 1カ月使用後にて、
手袋の血液汚染をルミノール反応試薬にて評価する。

【結果】ルミノール反応試薬での穿刺者手袋の血液
汚染率では、76.3% / 46.4% / 39.1%。回収者では、
100% / 100% / 86.9% であった。穿刺者と回収者の
手袋の血液汚染は、弁付穿刺針を 1カ月間使用した
後が、最も血液反応が少ない結果となった。

【考察】穿刺者と回収者の手袋の血液汚染は、使用
する穿刺針により血液汚染のリスクを軽減できるこ
とが示唆された。

【結語】逆流防止弁付穿刺針は、感染対策としても
有効なデバイスであると考えられる。

逆流防止弁付穿刺針の評価

県連：山梨

公益社団法人　山梨勤労者医療協会　甲府共立病院

○近藤 由佳（こんどう　よしか　臨床工学技士） 
石田 優衣、深沢 昇市、飯窪 護、宮澤 果歩、
大森 泉、小澤 直子、木戸 美之

Keywords：逆流防止弁付穿刺針、感染対策、血液汚染
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【目的】慢性腎臓病（CKD）患者の生命予後を検討
した。

【対象】2007年10月から2015年 8 月までに健和会病
院CKD外来にて腎代替療法選択説明（選択説明）
を受けたCKDステージⅢ a以上の187人を対象者
とした。

【方法】初回の選択説明から 3年以内の全死亡をア
ウトカムとし、Cox 比例ハザードモデルを用いてリ
スク因子を検討した。選択説明時の年齢、性別、糖
尿病（DM）の既往、e-GFR 値、尿蛋白、カールソ
ンスコアを説明変数として多変量解析を行った。

【結果】年齢の中央値は75歳（IQR 66-83）、女性は
36.9％、DMは38.5％であった。観察期間内の死亡
は41人（21.9％）であり、多変量解析では年齢（HR: 
1.073、95％ CI: 1.033-1.1192）とカールソンスコア
4点以上（4.153、1.448-12.107）が有意なリスク因
子であった。年齢を中央値により層別化し多変量解
析を行った結果、75歳未満ではDM既往あり（63.1、
4.4-2832.8）、e-GFR 値10mL/ 分 未 満（14.6、
1.1-641.2: vs 15～19mL/ 分）、75歳以上ではカール
ソンスコア 3点（3.8、1.1-12.5 vs 0 点）、 4点以上
（4.2、1.3-14.2: vs 0 点）であった。

【考察】75歳未満は糖尿病の既往と e-GFR 値、75歳
以上は併存疾患の有無が予後規定因子であることが
示唆された。

慢性腎臓病患者の生命予後の検討

県連：長野

社会医療法人　健和会　健和会病院

○古町 和弘（ふるまち　かずひろ　臨床工学技士） 
井原 光子、熊谷 悦子

Keywords：CKD、カールソンスコア、生命予後
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【はじめに】当院では保存期腎臓病外来で腎代替療
法選択支援を行っている。外来診察後に看護師が面
談を行い、数か月かけて療法選択の意思決定へ繋げ
ている。今回、腎代替療法の説明を受けないまま末
期腎不全となり意思決定を迫られた30歳代の患者へ
の関りを報告する。

【事例】30歳代、男性、海綿腎による末期腎不全、
都内証券会社勤務、妊娠中の妻・第 1子と居住

【経過】先天性腎障害で小児期から治療を受け、転
居にて当院紹介。紹介時Ｃｒ（8.5）ｅＧＦＲ（ 6）
の末期腎不全状態。しかし腎移植・透析について詳
細な説明はされておらず、何も分からない状態であ
った。当院初診時に近日中に腎代替療法が必要であ
り早期に療法選択の意思決定が必要と告げられ、整
理がつかず「透析は出来る限り先に延ばしたい。今
出来ることをともかく頑張りたい」と受け止められ
ず保存期治療の継続を懇願する発言がみられた。初
診時から看護師が腎代替療法選択支援で関り、心境
の傾聴と希望に応じて保存期治療を詳細に説明。受
診の度に腎代替療法と仕事・子育てをどう組み立て
るか具体的な説明を重ねた。その結果、ＰＤ治療を
希望、通院しやすい施設へ転医となり、転医先で義
母から生体腎移植の方向となり先行的生体腎移植を
施行した。

【まとめ】末期腎不全になるまで病状を理解できず
・説明されず腎代替療法移行となる患者は数多くい
る。今事例のように看護師が心理状態に合わせて腎
代替療法選択支援を行うことで、腎代替療法を意思
決定できスムーズに移行することが可能となる。看
護師の関りを必要とする患者は多く、今後は多くの
看護師が療法選択支援を担える仕組みの構築が重要
である。

30歳代で腎代替療法意思決定を迫
られた患者への療法選択支援の関
り

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○上條 隆介（かみじょう　りゅうすけ　看護師）

Keywords：療法選択、意思決定
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【目的】当院透析室の感染対策を強化するべく標準
予防策の手指衛生の徹底に取り組み、その報告を第
40回全国腎疾患管理懇話会から行ってきた。しかし
ながら、いまだに手指消毒剤の使用量が院内基準の
840[ml/ 月 ] に達していない為、更なる試みを行っ
たので報告する。

【方法】標準予防策ガイドラインに基づき、穿刺前
後で手指衛生 5か所のタイミングの実施状況の調査
を行う。調査は無作為に選出した複数のスタッフで
行い、対象は技士、看護師21名とした。対象者に結
果をフィードバックし前後 2か月間の手指消毒剤の
平均使用量を比較する。

【結果】手指消毒剤の平均使用量は調査前の 2か月
が719〔ml/ 月〕、735〔ml/ 月〕。調査後が806〔ml/
月〕、796〔ml/ 月〕となった。目標未達成者は21名
中11名で、その中で調査後に400〔ml/ 月〕以上増
加したのは 4名だった。手指衛生 5か所を 8割以上
実施していたのは21名中 7名だった。目標未達成者
の多くはチームリーダーや非常勤の看護師であった。

【考察】調査結果をフィードバックすることや調査
者自身が手指衛生を意識することで意識改善に繋が
り手指消毒剤の使用量増加に表れたと考えられる。
チームリーダーや非常勤看護師は、患者との接触回
数が少なく目標まで至らなかった可能性がある。

【まとめ】今後は一概に使用量のみではなく業務内
容や出勤日数等を考慮した評価方法の見直しも必要
である。一方で一定数の未達成スタッフへ焦点を当
てた試みも必要である。

透析室における標準予防策～第 4
報

県連：千葉

社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和
病院

○伊坂 将（いさか　まさる　臨床工学技士） 
松隈 英樹

Keywords：標準予防策
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【目的】近年、各地で地震や災害が発生している。
首都圏でも大地震の発生が想定されている。そこで、
災害時のために対策が必要である。当院では、全自
動機能を搭載した東レ・メディカル社製品TR-3300
シリーズの透析装置を使用している。返血時には、
透析液を使用しているが、災害時等で透析液が使用
できなくなった状況を想定し、生理食塩水を用いた
返血を行い緊急離脱の検討を行った。

【方法】
生理食塩水での返血方法のマニュアル作成し、マニ
ュアルに沿って行うことができるか。また、それに
対してのアンケート調査と評価。さらに、返血後の
離脱方法の検討。

【結果・結論】
アンケート調査の結果、マニュアルを見ながらなら
出来たが実際の災害時には慌てずに出来るかという
質問には不安という声が上がり、職種間の違いや、
経験年数の差で意見が分かれた。他には、細かい作
業を忘れそう、何回かやってみたいという意見が多
かったため、後日訓練の日を設けた。逆流防止弁付
きの針については、今まで使用していたクランプ針
のように鉗子をしなくてよいので時間短縮になる、
血液暴露がないので災害時にも役立つという意見が
あった。返血後の離脱については、紙シーツを巻き
ベルトをする、ベルトがない人はマンシェットを巻
くとよいと考えられる。

【まとめ】
災害時には慌てずに臨機応変に対応することが重要
だが、基本的な操作技術を習得し、継続的な訓練を
行って行うことが必要だと考えられる。

災害時における全自動コンソール
の離脱方法の検討

県連：東京

社会医療法人社団　健友会　中野共立病院

○望月 裕貴（もちづき　ゆうき　臨床工学技士） 
透析スタッフ一同

Keywords：透析
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【はじめに】メシル酸ナファモスタット（以下NM
と略す）は出血を有する患者や術後の患者に透析施
行時に使用される抗凝固剤である。今回、NMが原
因と推測されるショックを経験したので報告する。

【症例】70代、男性、平成18年 8 月透析導入　現疾患、
糖尿病性腎症

【病歴】平成22年 1 月、他院にて胃生検により早期
胃癌Group Ⅴと診断され、同年 3月に他院入院し
内視鏡的粘膜下層剥離術（以下ESDと略す）を施
行された。同院での透析時、抗凝固剤にNMの後
発品であるコアヒビター使用。以後複数回使用され
ていた。平成25年以降下血、白内障・手根幹手術後
などのため当院でもNMであるフサンで透析を複
数回実施。

【経過】令和元年 5月某日、他院にてESD定期フォ
ローのため内視鏡検査で生検実施。翌日当院にてフ
サンで透析施行。透析開始直後に気分不良出現。顔
面紅潮となり呼吸状態悪化。すぐに透析停止するも
改善せず。嘔気、嘔吐あり。血圧低下と意識障害あ
り。救急外来に搬送。顔面腫脹、全身発赤あり。ア
ナフィラキシーとして対応し改善が見られた。

【考察】本症例は過去に使用歴があるにも関わらず
アナフィラキシーを起こした。NMアナフィラキシ
ーは複数回の使用経験があってもアナフィラキシー
を起こす報告があり、使用の際には十分な注意が必
要であると考える。

【まとめ】過去の使用歴の把握等スタッフ間で情報
共有を行い、アナフィラキシー症状発生時の対応マ
ニュアルの整備等を行う必要がある。

メシル酸ナファモスタットが原因
と推測されるアナフィラキシーを
経験して

県連：大阪

一般財団法人　淀川勤労者厚生協会　西淀病院

○仲松 美由紀（なかまつ　みゆき　臨床工学技士） 
小林 誠、吉田 秀之、藤井 正裕、有井 梨恵、
砂川 貴久、坂本 裕子、島本 聖香

Keywords： アナフィラキシー、メシル酸ナファモスタット、
フサン

3-03

【背景】当院では2019年 4 月より、日機装社製
DCS-100NX 6 台の D-FAS の利用を開始している。
D-FAS 使用開始が施設と臨床工学技士にもたらし
た利点と問題点を検討・報告する。

【対象】当院所属の臨床工学技士 8名（男性 7名、
女性 1名）技士歴：平均 8年（最小 4年、最大17年）
使用機器：日機装社製DCS-100NX

【方法】
①拘束時間の比較 朝のプライミングからガスパー
ジまでの治療準備にかかる、技士の拘束時間を測定
し、透析液自動プライミングと生食使用時の差異を
割り出した。
②コスト比較　専用回路及び生食と透析液のコスト
を算出し、 1年あたりのコストを比較した。
③聞き取り調査　D-FAS 使用開始から現在までの
利点・問題点を技士に聞き取り調査を行った。

【結果】治療準備に拘束される時間は、 1日平均18
分42秒の短縮となった。コスト面では主に生食と透
析液の差から、年間で574,600円のコストダウンと
なった。 聴き取り調査の結果、利点として手順の
簡素化があげられる一方、動脈側の返血に不満の声
が多かった。また透析液プライミング・返血開始時
より、体調不良を訴える患者がおり、その患者のみ
生食に戻している。

【考察】D-FAS の導入により、大幅なコストダウン、
拘束時間の短縮が可能である。今後は浮いたマンパ
ワーをどうするか、検討が必要である。また動脈側
返血や、透析液に過敏な患者の問題など課題も残さ
れている。

D-FAS導入による利点と今後の
課題の報告

県連：神奈川

川崎医療生活協同組合　川崎協同病院

○武藤 慧（むとう　さとし　臨床工学技士） 
根岸 道哉、宍戸 修平、實川 守、古川 智恵、
吉澤 裕太、三津間 英儀、稲垣 大輔、鈴木 勇輝

Keywords：D-FAS、DCS-100NX
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【はじめに】当院では、病院全体のアクションカー
ドが配置された。全体の動きが把握でき、共通認識
を持ちやすいものであった。透析センター内でも独
自のアクションカードを作成することにより、役割
や動きを明確に出来るのではないかと考え作成に取
り組んだ。

【方法】
①災害発生から避難までの全体の流れを作成
②職種、職責別のアクションカード作り
③災害訓練を行いスタッフの意見集約
④災害委員スタッフ間でディスカッションし内容修
正

【結果】
①簡易フローシートを作成、災害委員スタッフと話
し合い文章検討
②看護師職責、看護師、ＭＥ職責、ＭＥの 4種のカ
ード作成
③次の行動が分かるので便利、慣れるために繰り返
し訓練が必要などの意見があげられた
④アクションカードの完成、次回の訓練に備える

【考察】アクションカードを使用することでスタッ
フ全体の行動を理解でき、有用性を認めた。しかし、
日常見る機会がないことや使い慣れていない等の問
題点も挙げられた。今後、ポケットサイズのカード
作成を行い、常に携帯できるなどの改善を考えてい
る。

【まとめ】アクションカードの作成により各スタッ
フがどのような行動をし、自らがどう行動するべき
であるかを明確にすることができ、カード作成が有
用であることが認められた。今後も災害訓練を繰り
返し行い、カードの改善と意識向上に努めていきた
い。

災害時アクションカードの作成へ
の取り組み

県連：岡山

倉敷医療生活協同組合　水島協同病院

○秋山 和輝（あきやま　かずき　臨床工学技士） 
山根 章義、北井 敏邦

Keywords：アクションカード、災害対策

3-05

【目的】当院の外来血液透析患者は平均年齢70.9歳
と高齢であり、身体機能の低下から透析通院が困難
になる患者が増えている。さらに血液透析患者の低
栄養は生理的機能の低下とともに身体機能の低下を
引き起こす可能性が高いとされている。そこで当院
の血液透析患者を身体機能評価である Short Physi-
cal Performance Battery（SPPB）高得点群（ 9点
以上）と低得点群（ 8点以下）の 2群に分類し、患
者の身体機能と栄養状態を調査した。また、生活歴
を聴取しその関連性を検証した。

【方法】当院に通院している血液透析患者45名を対象
とし、SPPB高得点群と低得点群の 2群に分け、体重、
身長、握力、Hb、Alb、GNRI（geriatric nutritional risk index）、
生活歴（透析歴、生活保護、介護保険等）を変数と
し、身体機能と栄養状態、生活歴の関連について統
計学的検定を用い、有意差 5％未満とした。

【結果】SPPBとの関連は年齢、生活保護に有意差
を認めたが、栄養状態、その他の項目では認められ
なかった。

【考察】当院の外来血液透析患者において加齢によ
り身体機能が低下することが明らかになった。また、
高得点群であっても低栄養を約40％に認め、栄養は
身体機能に影響を与える因子であると考える。透析
歴では高得点群平均6.1年に対し低得点群は7.5年と
差は認めず、10年以上の長期透析患者でも身体機能
が維持できていれば比較的栄養状態が高い傾向にあ
った。生活保護が身体機能の低下に影響していると
示唆され、経済状況と一概に決定することは困難だ
が身体機能に何らかの影響を及ぼしていることが考
えられる。

当院の血液透析患者の身体機能と
栄養調査について

県連：福岡

公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

○伊藤 良子（いとう　りょうこ　理学療法士） 
古野 裕隆、川瀬 弘義

Keywords：血液透析患者、身体機能、栄養
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【背景】　当院では2014年よりエコーガイド下穿刺
（以下エコー下穿刺）の取り組みを開始した。開始
した当初はエコー下穿刺を行えるスタッフが少ない
うえ習熟度もまちまちであり、エコー下穿刺でも穿
刺に失敗してしまうことが多々あった。

【目的】　
①エコー下穿刺技術の向上及び、初めてエコー下穿
刺を行うスタッフのための教育プログラム作成。
②バスキュラーアクセス（以下VA）の走行把握、
血流機能・形態評価のためのVAシートの作成。以
上二点を到達目標とした。

【方法】
①エコーの操作方法マニュアルを作成し、学習会を
行う。学習会については複数回行い、疑似血管によ
るシミュレーションを行った。またチェックリスト
を作成し、それに沿ったエコー下穿刺の技術を学ぶ
ことで技術の向上を狙った。　
②手術記録やシャント造影結果をもとにエコーを用
いてVA評価を行い、VAシートを作成する。

【結果】すべての臨床工学技士がエコー下穿刺を習
得できた。全患者のVAシートを作成した結果、穿
刺対象患者の再穿刺率を下げることができた。

【考察】技術の向上に伴い、エコー下穿刺での失敗
が減少した。VAシートを作成することで、ブライ
ンド穿刺でも血管走行の把握が容易となり穿刺ミス
が減少した。

【まとめ】技術習得、向上のための環境を作ること
でスタッフ全体の熟練度が上がった。穿刺ミスの削
減により、患者のみならずスタッフのストレス軽減
にも繋がった。

当院におけるエコーガイド下穿刺
の取り組みとＶＡ管理

県連：福岡

公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

○秀島 一徳（ひでしま　かずのり　臨床工学技士） 
山村 洋一、石井 崇史

Keywords：エコーガイド下穿刺、バスキュラーアクセス管理

3-07

【目的】当院では2014年から透析治療に関する自覚症状調
査（以下愛 Pod）を行っている。2018年 6 月にコンソー
ルの更新があり外来透析室では全台 on-line 血液透析濾過
（以下OHDF）が実施可能になった。血液透析（以下
HD）からOHDFに切り替えたことによって、患者の自
覚症状にどのような変化が見られたのかまとめた。

【対象】HDからOHDFに切り替えを行った当院外来透
析通院患者。愛 Pod の回答を 2回とも回答しており、調
査前後に入院等のイベントがない患者53名（男性39名、
女性14名）、透析歴5.97±4.98年、年齢72.5±10.4歳。

【方法】pre-OHDF切り替え前と切り替え 1年後に愛 Pod
調査を行った。比較項目として、関節痛、かゆみ、イラ
イラ、だるさ、動悸、血圧低下、下肢攣れの 7項目を比
較対象とし、各項目介入基準である 3点以上（かゆみに
関しては 2点以上）をボーダーラインとした。各項目基
準値以上の数を抽出し、OHDF切り替え前後の比較を行
った。

【結果】当院では関節痛、かゆみ、だるさ、イライラの順
で愁訴を訴える患者が多いことが分かった。大きく変化
した項目は見られなかったがイライラを訴える患者は増
加し、その他の項目では改善が見られた。

【考察】当院は高齢者も多く、慢性的に関節痛やかゆみ、
だるさを訴えている患者がいるため上記のような結果に
なったと考えられる。関節痛を訴えている患者ではβ
2 -MGが高値の人や透析歴が長い人が 9名見受けられた。
イライラを訴えている患者の共通点としては、透析治療
や普段の生活で不満や不安を抱えており、それらがイラ
イラに繋がっていることが分かった。

【まとめ】愛 Pod の結果から、患者のOHDFに切り替え
てからの自覚症状の変化をまとめた。愛 Pod だけで治療
条件を決めることは難しいが、愛 Pod 調査をすることに
よって普段は聞けない患者の不安や思いを知ることがで
き、患者とのコミュニケーションに役立っている。当院
では年 1回愛 Pod 調査を行っているので、条件変更と併
せて経過を追っていきたい。

血液透析から on-line 血液透析濾
過へ治療モード変更に際する自覚
症状の変化

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○黒澤 美穂（くろさわ　みほ　臨床工学技士） 
スタッフ一同

Keywords：愛 Pod
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【目的】当院透析室のシャント管理は穿刺時の理学
所見の観察が主であり、脱血不良や静脈圧上昇など
があった際にシャントエコーを行っている状況であ
った。またシャントエコーを行う回数も少なくエコ
ーを行える人材が育成できていない現状がある。そ
こで定期的なシャント管理を行うためにシャントト
ラブルスコアリングの導入を検討した。

【方法】他院が使用しているシャントトラブルスコ
アリングを参考に当院のシャントトラブルスコアリ
ングを作成を行い使用と評価を行う。

【結果】シャントトラブルスコアリングを使用した
ことによってシャントエコーを行う回数が多くなっ
た。　

【考察】シャントトラブルスコアリングを使用する
ことによって早期での狭窄発見につながるのではな
いか。閉塞などの評価でないシャント評価の回数が
多くなればエコーを行う人材育成にも繋がるのでは
ないか。

【結論】シャントトラブルスコアリングの使用によ
りシャントエコーを行う回数が多くなった。 シャ
ントエコーの回数の増加により、シャント再建や緊
急的な PTAの減少を期待したい。

当院のシャントトラブルスコアリ
ング導入の試み

県連：北海道

公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協中央病
院

○齊藤 裕太（さいとう　ゆうた　臨床工学技士） 
片山 勇輝、五十嵐 謙人

Keywords：シャントトラブル、スコアリング、エコー

3-09

【目的】抜針行為を繰り返す患者に対し、いかにし
て安全な透析を提供する事が出来るかを考え、実践
すること。

【症例】84歳女性　2009年、2012年尿管癌のため腎
摘　透析導入2012年レビー小体型認知症と診断され
精神科に入院　送迎希望のため、当院での外来透析
を開始。独歩で通院していたが2018年 7 月に大腿骨
骨折にて入院。痛みや治療のための拘束に伴い不穏
も出現し、透析中も落ち着かない事があった。

【方法】患者がどのように抜針するのか、なぜ抜針
をするのかを PDCAサイクルを活用し評価した。
①抜針行為に対して抑制帯や家族の付き添いで対応。
②技士自作の離床センサーを活用。
③行動療法（透析中に防水シートを折り曲げる業務
のお手伝いを患者に依頼する。）

【結果】不穏行動や抜針行為はなくなり安全に透析
が実施できるようになった。

【考察】センサー技術を活用した技士と行動療法を
提案した看護師、それぞれの得意分野を活かしたチ
ームワークと、PDCAサイクルの取り組が、抜針
に至る迄の気持ちと欲求を汲み取ることを可能にし、
抜針事故や不穏行動を最小限に抑え、安全性向上に
つながった。高齢化の進む社会の中で医療を安全に
継続出来ない症例も増加すると思われるが対応策を
見つける手段として有効と考えられる。

透析中に抜針を繰り返す患者に対
し安全性確保のために行ってきた
取り組みについて

県連：福岡

公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

○山村 洋一（やまむら　よういち　臨床工学技士） 
秀島 一徳、梅林 晶子、白木 紀代子

Keywords： 抜針行為、PDCAサイクル OODAループ、 
Arduino マイコン
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【背景】透析回路に用いるテープ固定は、α固定、
Ω固定が推奨されている。

【はじめに】透析回路をテープにて固定する際に、
当院では 2種類の止め方を行っている。通常のまま
テープを固定するのか、Ω固定をするのかの 2種類
である。その 2種類の固定において、どのような強
度の違いがでるのか、テープの太さ、 2種類の固定
方法を組み合わせ、専門の機械を用いて調査を行っ
た。アグリス社の粘着固定テープを用いる。

【目的】テープ固定をする際、固定方法、テープの
太さを変えることにより、どのような固定強度の違
いが出るのか、また、固定方法を変える事により、
患者に対しより安全なテープ固定を追求することが
できるのか。

【方法】まず、テープ固定の種類は、通常の固定と
Ω固定の 2種類で行う。テープの種類は太いテープ、
細いテープの 2種類を用い、専門の機械にてNを
測定し各 3回ずつ計 8種類のテープ固定を用いて測
定を行い、平均値を算出する。※針先の固定部は通
常固定とする。

【結果】様々な測定方法を用い平均値を算出した結果、
太いテープと細いテープの固定では、太いテープを
用いた方が固定強度は強い事が分かった。 2種類の
固定方法では差異は明確に見られなかった。細いテ
ープのみでの固定は強度が明白に下がる為、細いテ
ープを用いる際は太いテープを共に使用しテープ固
定を行う事が安全に繋がる事が分かった。

透析回路のテープ固定における強
度調査

県連：大阪

社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

○長尾 一希（ながお　かずき　臨床工学技士） 
田中 実優、宮野 信也、大矢 麻耶

Keywords：テープ固定
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【目的】当クリニックにて血清銅低下により貧血を呈した
症例を 2例報告する。

【症例】症例 1：年齢70台、男性、透析導入日：2014年 8
月、原疾患：糖尿病性腎症
2016年 1 /08 Hb：10.7 ネスプ10開始
9 /30 Hb：8.2 徐々に ESA製剤増量し、ネスプ60μg/W
へ
10/ 1  便中ヒトヘモグロビン潜血（-）
10/28 Hb：8.1 ネスプ120μ g/Wへ増量
11/24 便中ヒトヘモグロビン潜血（-）
12/28 Hb：7.3 輸血施行 照射赤血球 LR 2 単位
2017年 2 /15 Hb：6.3 輸血施行 照射赤血球 LR 2 単位
2 /17輸血施行 照射赤血球 LR 2 単位
3 /22 日本医大血液内科にて骨髄異型性症候群（MDS）
と診断される。
3 /31 Hb：8.1 ネスプ120⇒180へ増量
4 /14 Hb：7.4 輸血施行 照射赤血球 LR 2 単位
6 / 5  Hb：7.6 ネスプ180⇒240へ増量
8 / 4  Hb：6.7 輸血施行 照射赤血球 LR 2 単位
8 /28 血清 Cu：10以下（正常値70～150μg/dl）
セルロプラスミン： 3（正常値21～37mg/dl）銅欠乏状
態と判断される。ポラプレジンク（プロマック®）服用
による銅吸収障害が疑われ、ポラプレジンク（プロマッ
ク®）内服中止となる。セルロプラスミン：肝臓で産生
される蛋白で銅や鉄の運搬と代謝に関与している。
9 / 4  Hb：6.6 輸血施行 照射赤血球 LR 2 単位
9 / 8  栄養指導にて血清銅改善まで牛レバーを食べる
（100g/ 日）
11/01 Hb11.0 ネスプ240⇒180へ減量
11/15 Hb11.8 ネスプ180⇒60へ減量と徐々にネスプ減量
し現在はESA製剤投与せずHb12台を維持中

【まとめ】どちらの症例も貧血の原因は亜鉛化合物の胃薬
の服用による銅欠乏症が疑われた。銅欠乏症は銅摂取の
制限、亜鉛の長期摂取により銅が欠乏することで貧血、
汎血球減小、神経変性等を引き起こす症状の事である。
亜鉛化合物の胃薬を中止した後は適切な栄養指導を行っ
たこともあり貧血は改善された。今後も原因不明の貧血
の場合、亜鉛化合物の胃薬などを服用している場合は銅
不足を疑う必要がある。また患者さまの飲まれている薬
の把握、薬の副作用なども理解しておく必要がある。

血清銅低下により重篤な貧血を呈
した 2症例

県連：東京

特定医療法人財団健和会　柳原腎クリニック

○日向野 淳（ひがの　あつし　臨床工学技士） 
下村 里美、土屋 和美、ワサンタ、関口 聖人、 
秋山 拓穂、妹尾 篤、片寄 智子、佐藤 誠太、 
内ヶ崎 佑紀、秋山 厚子、岩城 敏彦

Keywords：貧血、鉄欠乏、銅欠乏
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【はじめに】透析開始前に初めてシャント閉塞に気
づいて対応に追われた事例が最近続いたため、当院
の多くの透析患者が自己管理できていないのではと
考えた。

【目的】患者の自己管理状況を確認し、統一した指
導を行う。

【研究方法】当院の外来維持透析患者全員に、シャ
ント自己管理についてのフローチャート式のアンケ
ートを行い結果に合わせて指導を行った。

【対象】維持透析患者105名、平均年齢70.0歳（2019
年 4 月）

【結果】毎日シャント音を確認している /していな
い→70人 /35人 誰が確認しているか：自分 /家族
もしくは施設スタッフ、医療スタッフ→78人 /22人

【指導内容】①毎日、朝・夕 2回は耳を当てて音を
確認しましょう。②シャント部分に触れて、拍動が
感じられるか確認しましょう。③シャントを圧迫し
ないように。　

【考察】毎日シャント音を確認していない患者が33
％と予想以上に多かった。透析導入時には、シャン
ト音を毎日聴くことで異常の早期発見ができると指
導していたが、現状は 3分の 1の患者ができていな
かった。今回、アンケートより患者のシャント音確
認方法を把握することができた。そして繰り返し指
導する重要性を再認識することができた。また、患
者にはシャント音を毎日聴くことでシャントの異常
に早く気づく必要性を理解してもらい、私たちスタ
ッフが統一した指導を行い本人の生活環境に応じた
患者教育が大切であると考えた。

シャント管理の一貫～透析患者の
自己管理状況を知る～

県連：福岡

公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

○白木 紀代子（しらき　きよこ　看護師） 
豊田 節、丹生 麻貴、太田 聡美、寺井 明日香

Keywords：シャント音、自己管理
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【はじめに】末期腎不全により血液透析を受ける患
者たちはセルフケアへの支援・教育が不可欠である。
今回インスリン自己注射の導入に向けた患者教育を
行う中で、患者に寄り添い負担なくインスリン自己
注射を導入するための援助について学びを得たため
報告する。

【患者紹介】Ａ氏、70歳、男性、透析歴12年、原疾患：
2型糖尿病、32年前に糖尿病を発症、これまでもイ
ンスリン注射の必要性を医師より勧められてきたが
受け入れることができず血糖コントロールは不良で
あった。透析導入後もインスリン自己注射を勧めら
れてきたが受け入れずにいた。

【看護師による介入と結果】インスリン注射導入に
同意した日からパンフレット、インスリン製剤と消
毒綿を用いて説明を行った。説明をしていく中でＡ
氏はどうしてインスリン注射を受け入れる気になっ
たのか、人生の中で家族への思いを語った。その日
から透析終了後は毎日インスリン自己注射の指導を
行った。初めのうちはなかなか出来ず、妻に指導も
検討されたがＡ氏はインスリン自己注射できるよう
になりたいと意欲があった。時間はかかったが次第
にインスリン自己注射を自立することができた。

【考察】インスリン自己注射の導入を決めてから自立
に関わる中ではじめのうちは幼い頃から恐怖心や痛
みなどから、本当にできるようになるか本人にも医
療者にも不安が強かった。繰り返し指導する事で時
間はかかったが自らもインスリン自己注射をどのよ
うにすればできるようになるかを考え、自発的な行
動が生まれるなど自立していった。透析患者はいつ
どうなるか分からない中で不安を抱えながら生活し
ている。自分自身が生きていく中で支えてくれる家
族への感謝の気持ちから今までの考えを変え、時間
をかけながらもインスリン自己注射を自ら取得した。

透析患者へのインスリン自己注射
導入支援

県連：山梨

公益社団法人　山梨勤労者医療協会　甲府共立病院

○柏倉 三四子（かしくら　みよこ　看護師） 
木戸 美之、野沢 みなり

Keywords：インスリン指導、自己導入、自己注射取得
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【はじめに】当院での長期留置カテーテル（以下カテ）
管理患者は2017年 1 月時点で90名中 0名であったが、
2019年 5 月時点で100名中10名と増加した。これら
の管理患者にカテ出口部感染・皮下トンネル感染・
カテクランプ破損のトラブルを経験した。今回これ
らのトラブルを振り返り、管理方法を見直したので
報告する。

【方法】2017年 1 月から2019年 5 月までにカテ管理
となった患者について以下の項目を調査し、患者指
導用パンフレットを見直した。調査項目：カテ作成
日から抜糸までの期間・カテの種類と挿入部位・入
浴方法・自宅での管理者・感染の有無・感染部位

【結果】・活動量の多い患者に対し、カテの固定方法
を変えたところ、出口部感染が減った・自己管理が
難しい患者に対しては訪問看護など、サポート体制
を強化したことで、カテ関連のトラブルが減少した
・自宅の管理を把握し適切な指導につなげるために
家庭訪問は有益だった・活動量が少ない方がカテト
ラブルも少ない

【考察】透析患者の高齢化や様々な合併症から、バ
スキュラーアクセスとして長期留置カテーテルが選
択されるケースが増加している。導入期から活動的
に生活する患者もいるが、挿入直後から適切な指導
が重要と思われる。少ない症例数ではあるが皮下ト
ンネルをしっかり形成させることが出口部感染防止
につながると考えられた。

長期留置カテーテル管理患者の変
容と管理方法の見直し　

県連：東京

社会医療法人社団　健生会　健生会ふれあい相互病院

○島田 よしの（しまだ　よしの　看護師） 
則近 佳津江、許斐 裕子、中島 美奈、田中 恵子

Keywords： 長期留置カテーテル、カテーテルトラブル、患者
指導
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【はじめに】Ａ氏は当院の保存期外来にＡＮＣＡ関連腎炎
で通院。受診の際に腎障害増悪にて緊急入院。入院中に
透析導入になってしまったことへ気持ちの整理がつかな
いＡ氏を支援してきたことを報告する。

【患者紹介】Ａ氏　60代　男性　独居　生活保護者対象の
宿舎で集団生活。

【看護展開】Ａ氏は透析について全く考えておらず、透析
導入に拒否的な態度が続いた。透析室見学もできないま
ま導入日を迎えてしまったため、透析が悪い印象を受け
ないよう入室時間を工夫し、不安を抑えた状態で透析導
入を実践した。不均衡症候群などの合併症も起きず無事
に退院。退院後は笑顔で外来透析通院する姿があり、導
入時の態度と違う為、Ａ氏の思いを改めて聞くと、入院
中に色々話を聞いてもらい覚悟決められ前向きになれた
ことや、外来透析に通院すると病院透析食の温かい食事
を食べられることが嬉しく、通院が楽しくなったと感想
が聞かれた。

【考察】Ａ氏は緊急入院となり、透析導入という事実を突
き付けられショックを受けていた。訴えを傾聴し思いを
受け止めることに専念した。Ａ氏がどの心理状態である
のかアセスメントし病棟や透析室看護師も情報が共有で
き統一した対応ができた。統一した対応をすることで不
安をなるべく抑えて初回透析に臨めたと考える。Ａ氏の
思いを傾聴することで、Ａ氏自身が気持ちの整理ができ、
前向きな気持ちへと変化し透析を受け入れる支援ができ
たのではないかと推測する。またＡ氏は、生活保護者対
象の宿舎で集団生活をしており、療養の辛さを宿舎の人
達には理解しがたい環境のようであった。そんなＡ氏に
とって、通院してくる透析室は冗談を話せ、温かい食事
が食べられる憩いの場に変化していることがうかがえた。
社会的背景まで捉え、患者の話を聞き、寄り添うことの
大切さを学んだ。

【おわりに】気持ちの整理がつかないＡ氏に寄り添い、様
々な思いを傾聴し透析導入の支援ができた。楽しみを持
ち通院してくるＡ氏の笑顔を大切にし、安心して通院で
きるよう支援していきたい。

温かい透析食が楽しみで通院する
Ａ氏からみえてきた健康格差

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○浅川 恵美子（あさかわ　えみこ　看護師） 
上條 隆介

Keywords：透析導入
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【はじめに】H30年診療報酬の改定に伴い、適切な
腎代替療法推進がせまられるようになった。当院で
も腹膜透透析（以下 PD）患者の管理を行っていく
こととなり、プロジェクトチームを立ち上げて PD
外来の準備を開始し 1年が経過した。症例を経験す
る中で見えてきた課題を報告する。

【PD外来症例紹介】A氏　PDのカテーテルを挿入
されており今後 PDを導入する予定だった。入院前
に PD外来受診時に視力障害があることが判明。入
院直前に自宅で死亡。B氏　腹膜透析を開始したが
腹膜炎を 2回繰り返す。家はごみ屋敷。PD離脱し
血液透析へ移行。C氏　PDと HDについて夫同席
で説明し本人の希望で PDを選択され良好に経過さ
れている。

【考察】健生会では患者の PD選択時から導入後まで、
3施設がそれぞれの過程で関わっている。 3施設が
患者の情報を共有し、次の過程（院所）に円滑につ
なげていくことが今後の課題であると感じて、連携
を始めた。今回症例を経験する中で、患者の療法選
択から丁寧にかかわることが、その後の自己管理に
も大きく影響することも分かった。保存期の患者に
早い段階で透析療法に向き合ってもらうことが必要
である。療法選択の説明を希望する患者もふえ、自
身の生活に見合った治療ができつつある。

【まとめ】 1年が経過しまだまだ勉強中である。各
院所での役割を学びあって連携していきたい。

腹膜透析外来を始めて～見えてき
た課題と役割～

県連：東京

社会医療法人社団　健生会　健生会ふれあい相互病院

○中島 美奈（なかじま　みな　看護師） 
小島 恵、田中 恵子、福井 佳枝

Keywords：腹膜透析、連携、療法選択
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【目的】昨年度に初めて外来透析患者の医療スタッ
フに対する満足度調査を行い、毎年行う必要性を感
じ、2018年度も実施した。その結果を報告する。

【対象】外来透析患者134名

【方法】2019年 3 月昨年度と同じ設問と期間でアン
ケートを実施した。

【結果】回収率74.3％ いずれの職種も満足度は低下。
医師、看護師については不満度も上昇。臨床工学技
士のみ不満度が下がる結果を得た。コメントには「毎
回変わると自分の主治医が誰なのか分からない」等
が挙げられていた。看護師に対しては「非常によく
やってくれている」という反面、「人によってスキ
ルに差がある」等、臨床工学技士については「穿刺
がうまい」等が挙げられていた。

【考察】昨年の調査から、 2つの業務改善を行い、
まず医師回診の時間を早め、患者一人に対応できる
時間を延ばした。しかし、日替わりで複数の医師体
制に変化したことがまだ受け入れきれていないこと
が満足度に影響していると考える。 2つめには技士
も穿刺や定時バイタル測定を行い、看護師がケアの
時間を多く取れるようにして患者と接する時間を確
保し満足度の維持に努めた。患者の意見を聞くこと
は信頼関係を構築していく上で大切であり、また高
い満足度はスタッフのやる気や自信にもつながるの
ではないか。

【まとめ】調査を行うことで患者の要望や心理を明
らかにし、満足度向上のために業務改善へ繋げるこ
とが出来る。

患者満足度調査 2年目での変化

県連：千葉

社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和
病院

○土屋 友紀（つちや　ゆき　看護師） 
松隈 英樹、阪 名月

Keywords：患者満足度、業務改善
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【目的】慢性腎臓病 ( 以下 CKD) の重症化を予防す
るためには、透析導入に至るまでの生活指導や腎臓
病に関する患者教育が重要であり、透析時期の遅延
も期待できるため、今回CKD患者が不安の軽減と
知識が向上し、透析に至らないように保存期腎不全
治療を充実させ、治療を継続できること、腎関連教
育の流れをフローチャートを作成することで可視化
し、スタッフが患者の段階や目的に合わせた指導を
行えることを目的に教育パンフレットの見直しとフ
ローチャートを作成した。

【方法】①腎関連教育のフローチャートの作成 ②腎
教育パンフレットの改訂

【結果】腎内科病棟に入院する患者は様々であり、
CKD増悪・血液透析 ( 以下 HD) 導入・腹膜透析導
入など、それぞれの入院目的に合わせたパンフレッ
トの選択、指導や退院までの流れをフローチャート
化した。また、CKD教育パンフレットを見直し、
腎移植についてやCKD重症度分類などの項目を追
加した。

【考察】教育や指導の流れを分かりやすくしたこと
でスタッフの指導もスムーズに行え、またパンフレ
ットの改訂によりHD導入の時期の遅延、またHD
導入になっても患者の不安が軽減できるようにする
ための内容となり患者の不安の軽減につながる。

【まとめ】 　パンフレットを改訂して日も浅いため、
引き続き患者・家族の反応を元に読みやすく安心し
て治療を受けられるような教育・指導を行っていく。

腎臓病教育指導・腎関連教育ツー
ルの見直しと評価

県連：鹿児島

鹿児島生活協同組合　鹿児島生協病院

○吉田 祐弥（よしだ　ゆうや　看護師） 
4 階東病棟腎内科チーム一同

Keywords：慢性腎臓病
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【はじめに】軽度の認知症を抱えながら、外来透析
に通う患者とその家族への介入事例を報告する。

【経過】A氏、80代女性、同居家族は孫と聾啞の嫁。
夫は施設入所中。キーパーソンは別居している孫夫
婦。2016年冬、認知症症状が出現。2018年 4 月物忘
れ外来受診しHDS-R19/30・MMSE17/30、脳血管
性認知症の診断でバイアスピリン・ドネペジル内服
開始。家族はA氏の周辺症状に困惑し、施設入所
を検討するがA氏は拒否。その為、家族含めサー
ビス担当者会議を実施、A氏の周辺症状を把握し
看護計画を立案、調整と連携を強化した。問題点は
# 1  内服自己管理困難、# 2  体重コントロール困難、
# 3  透析日・非透析日に関わらず来院してしまう、
である。

【関わり】家族負担の軽減の視点から、送り出し・
迎え入れ・内服介助のためヘルパーを導入、非透析
日にデイサービスに行ってもらう、残体重に応じて
臨時透析の検討を行う、非透析日に来た際には送迎
車で送り届けるなど、自己管理と日常生活支援につ
いても介入を図った。

【結果】サービス介入により内服状況は改善し臨時
透析の回数は減ったが、送り出しヘルパーの訪問前
に来院してしまうことが続いている。我々はA氏
が毎日のように独歩で来院しても強く責めたりはせ
ず、都度臨機応変に関わり続けており、現在も地域
で生活しながら外来透析に通えている。

【まとめ】医療的観点だけでなく、患者・家族を取
り巻く生活にもしっかりと目を向ける必要がある。

認知症の透析患者とその家族に対
する関わりを振り返って

県連：東京

社会医療法人社団　健生会　すながわ相互診療所

○堀田 春菜（ほった　はるな　看護師） 
大築 悟志、中里 奈緒、池田 清巳、藤本 知夏子、
小泉 博史

Keywords：認知症、看護、透析
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【目的】精神疾患を抱えながら、透析通院を継続し
てきた患者が、妄想、幻聴が顕著となり、外来透析
継続が困難となった。この患者と家族との関わりか
ら、限られた治療環境の中で精神症状を有する透析
患者の看護や対応について考える。

【症例】A氏、50歳代、女性、夫、娘との 3人暮らし、
透析歴23年、慢性腎不全、統合失調症

【経過】2019年 3 月頃より腰部、右下肢の痛みが増強。
整形外科では対症療法の判断となった。次第に透析
中に大声で痛みを訴えることや妄想による独語が増
え、他患者からの苦情が出るようになった。他患者
の治療環境を考え、母体病院である透析センター（最
大 7床）で透析を実施。自宅での精神症状や飲食の
制限ができない状況から、家族との面談の結果、精
神科単科病院に入院しながら、当センターへ透析通
院に至った。入院後、精神症状は徐々に安定化した。

【考察】この症例のような入院治療が必要と考えら
れる患者の場合、本来ならば精神科病棟を有する総
合病院に入院できることが望ましい。今回は精神科
単科病院に入院しながら、透析通院となったが、専
門医により精神症状を正確に把握し適切な対応をす
ることで、症状の改善が得られた。認知症を含む精
神症状を有する患者の透析継続は、課題が多い。精
神疾患、透析はそれぞれが専門性が高い医療である。
患者や家族が安全、安心に治療を継続できるよう私
達、医療者は情報共有、連携を取りながら、治療援
助を行うことが重要だと考える。

精神疾患患者の外来透析継続に苦
慮した 1例

県連：岐阜

岐阜勤労者医療協会　すこやか診療所透析センター

○後藤 照美（ごとう　てるみ　看護師） 
神谷 厚子 
すこやか診療所透析センタースタッフ一同

Keywords：精神疾患、外来透析継続

4-09

【目的】A病院では腎不全 4期の患者に対し 1週間
の教育入院を行っている。教育入院は患者に疾患の
理解してもらうことが重要と考える。患者が理解し
ているか把握するためには看護師の知識を深める必
要がある。現状を把握し、学習会を行い看護師の知
識を深め、腎不全教育入院の充実を図るため、腎臓
グループとしてスタッフへの教育を行う。

【方法】病棟スタッフへの腎不全教育入院の理解度
調査、スタッフへの学習会開催、腎疾患DVDの再
視聴

【結果】 学習会開催し前後でアンケートにて理解度
評価、当日データ発表する。

【考察】 腎不全教育入院は患者に疾患、病態を理解
してもらうことが重要と考える。そのため、患者が
自身の腎機能の程度、食事療法での腎負担の軽減、
薬物療法の大切さの把握は必須になると考える。こ
れらの事から、看護師は患者からの反応の確認を徹
底し、何が不明で理解できなかったかという事を聞
き、情報共有することが必要である。そのため、看
護師の理解を深め指導できるよう、病棟スタッフの
教育は必須条件になる。以上の点から、定期的な学
習会の開催や理解度調査は必要であると考える。

【結論】 腎不全教育入院は他職種の協力が必要。 病
棟スタッフへ腎不全教育入院の看護師の役割を伝え、
記録記載方法などの統一化が必要。

【まとめ】 腎不全教育入院の見直しを行ったことで、
今後入院される患者の疾患理解度を深め、退院後の
生活につなげていきたい。

腎不全教育入院におけるスタッフ
教育と理解度調査

県連：大阪

社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

○岡崎 史高（おかざき　ふみたか　看護師） 
大矢 摩耶医師、本多 比佐代師長、岡本 由佳
主任、森 美奈子、藤本 結衣、藤川 夏海、 
西村 真子、玉置 明日香

Keywords：腎不全教育入院、スタッフ指導、学習会
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【はじめに】認知機能の低下が進む中、妻の協力の
もと腹膜透析を在宅管理している事例を報告する。

【倫理的配慮】本原稿をまとめるにあたり、患者に
関する情報は発表以外に使用しない。

【患者紹介】80歳代男性。2018年 4 月より腹膜透析（以
下 PDと略す）を在宅管理中。

【看護展開】今回の入院は妻の負担軽減の為のレス
パイト入院であったが、実際に PDを行うと実施時
間忘れや途中の手技が分からなくなる事が多々見ら
れた。また、自室に機械があると時間以外に始めて
しまう事もあり PDの物品は別室で保管した。認知
症があり自立施行困難だが、妻の介護負担の軽減の
ため、手技を忘れないよう誘導し、なるべく本人の
力で施行してもらった。

【考察】療法選択の際、本人は血液透析の穿刺や血
液を見る事に不安があり家族で相談し PDとなった。
認知機能低下に伴い手技の自立は困難、全面的にサ
ポートしていた妻へも攻撃的になり在宅での介護に
は限界があった。それでも妻は息子の仕事に支障を
与えたくない、自分 1人で頑張ればいいと負担を貯
め込み、心身ともに疲労が見られた。負担軽減を図
るため他職種カンファレンスを繰り返し、現在は
PD患者も受け入れ可能な いちごいちえ（小規模多
機能施設）でショートステイを利用出来ている。
PDを選択しても患者と家族が共にQOLを向上で
き安心した生活を送れるよう、社会的援助や情勢へ
の浸透が更に必要だと考えた。

【おわりに】認知症や老々介護、患者と家族への悪
循環が生じている。透析医療が多くの人へ周知され
支援体制の発達が進むよう発信していく必要がある。

認知症と腹膜透析
～患者にあったQOLを考える～

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○小野 詩菜（おの　しいな　看護師） 
新開 智子、駒ヶ峯 杏菜

Keywords：認知症、家族負担、地域のサポート
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【目的】透析患者栄養指導の要望を調査し、今年度
の栄養指導係の取り組みに活かす

【対象】外来患者120名

【方法】2019年 6 月調査実施

【結果】回収率52.5％（63名 /120名）
①栄養指導内容「少人数制の調理実習15名」「医師
講師の勉強会21名」「透析時にパンフレット配布24
名」「透析室待合室のポスター掲示・レシピ閲覧26名」 
②お手軽レシピを知りたいか「はい51名」「いいえ
5名」
③「栄養士に聞きたいこと」「日頃気になっている点」
「普段食事で気をつけていること」の設問で「リン、
カリウム、水分、塩分」が上位をしめた。
④普段、我慢している食べ物の設問「果物20名」「乳
製品 7名」

【考察】 現在、当院の栄養指導は、月 2回の血液検
査の結果返し時に加え、年数回の調理実習と学習会
の中で行ってきた。結果①②より、透析時や待合室
ポスター掲示で学べる機会を希望する結果が分かっ
た。結果③④から、「もっと知りたい」「今の食生活
で良いのか」と感じていること、気を付けなければ
ならないものを我慢しているが分かった。

【結論】 待合室ポスター掲示、レシピの情報提供を
充実していけるように工夫する。 アンケートの疑
問にそった調理実習、学習会を、企画する。 食事
を楽しめるように、採血結果をみながら、個別指導
を継続する。

【まとめ】 事前調査をおこなうことで、患者の要望
にそった活動につなげることができる。

栄養指導の要望調査の結果から

県連：千葉

社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和
病院

○酢崎 美奈子（すざき　みなこ　看護師） 
松隈 英樹、阪 名月、スタッフ一同

Keywords：栄養指導
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【はじめに】再三の療養指導に一見受容を見せるが、
行動変容に繋がらない若年透析患者との一進一退の
関わりを振り返る。

【症例】A氏30歳代 . 女性 . 無職 . 身長 :181.0㎝、
DW:101.4㎏、BMI:31　20歳時、血糖700mg/dl と高
値を示し 2型糖尿病と診断され治療開始もすぐに自
己中断。32歳時、低血糖で再入院も自主退院。35歳
時、管理不足を一切怒らない担当医に好感を持ち再
治療に取り組む。HbA 1 c5.7％までに改善もすでに
腎症悪化し透析導入。体重・血糖コントロール不良
が続いた為、根気強く聴き取りをした結果、母親の
食事管理の努力がある反面、本人に危機意識がなく
夜間の買い食いをする等、ほぼ引きこもり生活であ
る事が分かった。高校時代のスポーツでの挫折経験
から神経症を生じ、意欲が持てず治療も他人事のよ
うな印象。自らスポーツクラブに入会するという意
欲を見せるも関節炎の増悪をきたし中断している。

【考察】A氏との関わりより、挫折経験が治療に前
向きになれない一因であると分かった。行動の一歩
を踏み出しても症状が悪化し継続困難な場合もあり、
A氏の苦労が垣間見えた。外来透析は来院時の限
られた条件下で患者と向き合う必要があるが、結果
だけを求めず諦めない姿勢で関わり続けることが重
要である。

【まとめ】若年透析患者の自己管理への関わりの難
しさを痛感した。患者の持つ背景や思いに耳を傾け
相手を知り、根気強く諦めない関りで療養生活支援
を継続していこうと考える。

糖尿病性腎症で若年透析導入した
患者への看護　～治療に向き合え
ない患者とどう向き合うかを考え
る～

県連：東京

社会医療法人社団　健生会　すながわ相互診療所

○丸山 真理子（まるやま　まりこ　看護師） 
藤本 知夏子、斉藤 雪子、池田 清巳、中里 奈緒 

Keywords：若年透析導入、 2型糖尿病、自己管理
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【はじめに】当病院は災害拠点病院であり、避難訓
練と災害訓練を実施している。透析室では定期的な
災害マニュアルの見直しをおこなっている中で、透
析患者の安全を守るためには、患者自身も災害発生
時の行動について学んだ方がよいとの意見がだされ、
また患者からも災害時についての不安の声が聞かれ
る事も多くなった。そこで、災害が起きた時にどの
ように行動をしたらよいのかパンフレットを作成し
指導した内容をまとめたのでここに報告する。

【目的】患者自身が災害時に適切な行動をとれるよ
うにする。

【方法】患者指導用パンフレットを用いて指導し、
アンケート調査を行い評価する。

【結果】パンフレットは患者が災害について自ら行
動するという認識を持つことに重点を置き、内容も
特に重要と思われる事項のみを簡潔に記載し、挿絵
や文字も工夫した。アンケート結果では多くの患者
から質問や意見がだされると考えていたが、大多数
の患者がパンフレットのみで理解できたという結果
であった。

【終わりに】災害対策で特に重要なのは、自分の命
は自分で守るという自助の意識と行動だといわれる。
患者が災害時の行動を知ることは、自身の身を守る
為の術を知ることであり、被害を最小限にする減災
へつながる。今後も医療者と患者が共に災害につい
て学び、いつ起こりうるかわからない災害に備えて
いきたい。

災害に備えたパンフレットを活用
した取り組み

県連：群馬

利根保健生活協同組合　利根中央病院

○関根 美知子（せきね　みちこ　看護師） 
倉澤孝代

Keywords：災害、パンフレット
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【目的】血液透析治療において内シャントへの穿刺
業務は必須であるが、シャント狭窄などにより再穿
刺を行う事がある。当院では、シャント穿刺ミスの
減少と穿刺技術の向上を目的として狭窄している箇
所や血流が良い箇所を可視化した、穿刺レポートを
作成した。穿刺レポートを活用することで、穿刺が
スムーズに行え、患者ケアの充実に繋げるのではな
いかと考え取り組みを行った。

【方法】穿刺レポート作成後、スタッフでカンファ
レンス実施導入を開始した。穿刺レポート導入前後
で、スタッフにアンケートを行った。また、穿刺レ
ポートの導入前後で、穿刺時間に影響があるのか調
査を行った。

【結果】穿刺レポート活用後も穿刺ミスはみられた。
穿刺終了までの時間に大きな変化はみられなかった。
アンケートの結果は57%のスタッフがシャント穿
刺への苦手意識を軽減できたと感じ、今後も穿刺レ
ポートを活用し穿刺技術の向上に努めたいと回答し
たスタッフは100%であった。

【考察】シャント穿刺を安全に実施していくために
は穿刺困難患者に対して早期から穿刺レポートを作
成し、穿刺が患者やスタッフの苦痛とならないよう
に努める必要がある

【結論】シャント穿刺ミスの減少までには至らなか
ったが、シャント穿刺レポートを使用することで、
スタッフの穿刺に対する精神的ストレスの軽減に繋
げることができた。

透析患者シャント穿刺ミス軽減に
向けた穿刺レポートの導入効果

県連：福岡

公益財団法人　健和会　戸畑けんわ病院

○高橋 微香（たかはし　そよか　看護師） 
川津 純子、江口 由香子、児玉 好子

Keywords：穿刺レポート、苦痛の軽減、精神的ストレス緩和
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【はじめに】両下肢切断後末期心不全患者のA氏。
右下肢断端部に疼痛、感染兆候が出現。疼痛コント
ロールや透析に対する思い、水を飲みたいという欲
求を病棟と連携を図るなかで透析室でのA氏との
関わり、今後の課題について検討する。

【症例】A氏　50歳代　男性　糖尿病性腎症　透析
歴 8 年　201X － 1 年 VF、その 2 日後VT頻発し
ICD挿入。心不全からの胸部症状あり週 4回透析
施行中。201X－ 2 年12月左下腿切断。201X－ 1 年
11月右大腿切断。201X 年 1 月右下肢断端部に疼痛
と少量の浸出液。 2月右下肢断端部感染兆候出現。

【結果】臨床倫理 4分割法を行いA氏にとって何が
最善なのか、A氏への関わりを多職種間で検討。
疼痛コントロール：麻薬の使用について確認を行っ
たが麻薬使用の希望はなくトラマドール塩酸塩 /ア
セトアミノフェン（トラムセット配合錠）、アセト
アミノフェン（カロナール）で疼痛コントロール。
水分管理：牛乳、リーナレンを含め750ml/ 日で毎
日管理。
透析管理：透析看護師カンファレンスで病棟での水
分管理、疼痛コントロール方法など情報を共有する
とともに、透析方法やシャント管理について透析多
職種カンファレンスで検討。

【結語】両下肢切断後末期心不全患者は様々な苦痛
を抱えており、終末期に至る前の段階から患者家族
のQOL改善のためにも多職種による介入が重要。
患者の透析治療への希望、どう生きていきたいかな
どの意思決定への支援を治療の早期から確認してい
くことが重要。

両下肢切断の予後不良透析患者の
訴え　～糖尿病腎症患者との関わ
りから～

県連：長野

社会医療法人　健和会　健和会病院

○米澤 緋那（よねざわ　ひな　看護師） 
熊谷 奈美、西川 美瑛、木村 由香里、井原 光子、
熊谷 悦子

Keywords：意思決定への支援、多職種介入、QOL
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【目的】高齢患者の透析の実施、見合わせについて
は日々議論がなされている課題である。その人らし
く生きることの援助について考えることができたた
め、ここに報告する。

【症例】A氏、80代男性、慢性腎不全、腎機能悪化
のため入院となる。本人は透析に対しては否定的で
あった。

【方法】A氏入院時から介入。A氏のこれまでの人
生を傾聴し、透析についての情報提供、透析をした
場合、しなかった場合のメリット・デメリットにつ
いて説明、透析室の見学の設定、患者会会長との話
の場の設定、 4分割カンファレンスを実施。退院後
外来受診日にその後の思いを聴いた。

【結果】透析に対する理解が深まり、興味が出た様
子だった。その後の外来受診日、透析をしようと思
う、と話してくれた。

【考察】情報提供や生き生きとしている透析患者と
出会い、自分の今後の生活のイメージができたよう
だった。A氏の今までの人生、これからの人生に
ついて共に考え、情報提供していくことが、A 氏
らしく生きていく援助になったのではないかと考え
る。

【結論】透析をするかしないか、その人らしい選択
ができるよう、今まで生きてきた過程を見つめなが
ら、これからの人生の過ごし方について共に考え支
援していくことが看護師としての役割である。

【まとめ】この症例で学んだことを生かし、患者と
今後の生活を共に考え、その人らしい生活を支えて
いきたい。

透析導入に対し否定的なA氏と
今後の生き方を考える

県連：千葉

社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会　船橋二和
病院

○川崎 彩夏（かわさき　あやか　看護師） 
鈴木 瑠莉

Keywords：慢性腎不全、透析、高齢者
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【はじめに】当院腎内科では、透析導入の遅延QOL
維持を目的に2015年12月より慢性腎不全 (CKD) 教
育パス運用を開始。しかし、外来CKD患者におけ
る教育入院の認知度は低く、受講者はすべて腎外来
に通う患者で主に stage 4 、 5 の患者だった。受講
後アンケートでは ｢もっと早く聞いておけばよかっ
た｣ などの声もあり腎不全末期で教育を受けるより
もっと早くに教育を受けてもらう為の工夫が必要と
考えた。

【目的】CKD教育入院を広くCKD患者に知っても
らう 対象：2019.7.8～7.12の 5 日間に外来にきた eG
ER45mg/dl 未満の患者

【方法】
①糖尿病科と循環器科の外来患者にCKDに関する
アンケートを実施して②の案内をした腎臓内科の外
来患者には②の案内のみを配布
②CKD教育入院の紹介を含めた医師・栄養士によ
る講義を企画
③講義参加者には事後のアンケートを実施

【結果】事前アンケート配布者：190名 ( 対象者56名
) アンケート回収：48名（対象者41名）アンケート
結果、CKDの病名の認知度は46％で、自分の
e-GFR を答えられた人はいなかった。CKD教育入
院を知っているが45％。教育入院をしてみたいが17
％だった。講義参加者は11名（循環器 0名・糖尿病
1名・腎内 4名・入院患者 6名）CKDを理解出来
た人は10名。教育入院をしてみたい 7名だった。

【考察】今まで外来通院していて知り得なかった
CKD患者さんに対し、教育入院を紹介することが
出来た。今回が初の講習会開催となったが、日常生
活を見直すきっかけとなり透析導入の遅延や腎機能
悪化の予防に繋がると考える。

外来患者さんの慢性腎不全
（CKD）に対する意識の変容

県連：福岡

公益社団法人　福岡医療団　千鳥橋病院

○太鼓 侑里（たいこ　ゆうり　看護師） 
福田 マリア、山本 沙弥香、中村 愛里、常住 恵子、
山下 美希、古賀 琴恵、寺井 明日香先生

Keywords：ＣＫＤ、外来患者
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【はじめに】救急搬送後、緊急透析となったA氏との関
わりを以下に報告する。

【倫理的配慮】事例をまとめるにあたり、個人情報が特定
されないよう表記する

【患者紹介】男性　父親と同居

【既往歴】198X 年糖尿病の診断も放置
201X 年糖尿病性網膜症
副煙流による 2次性糖尿病で刑事告訴中
201X 年アレルギー B病院、201X 年咳喘息A病院、
201X 年腎不全　201X 年に視力低下でA病院受診。以後
糖尿病治療を同院通院していたが201X 年から C病院腎
臓内科へ変更となる。C病院受診中から透析の説明受け
たたが強く拒否していた。

【看護実践】連日の透析で38Kg の除水施行。まだ50歳台
と若いA氏が、なぜここまでの症状になるまで受診しな
かったのか経過が気になった。
両親が糖尿病であり、自身は発症しないようにと、食事
や運動に気を使っていたが発症してしまったという経過
があった。A氏の話を聞く中で、裁判中に透析導入とな
ると判決結果に影響が出るとの考えから拒否していた事
実がわかった。しかし今回生死の危機を感じ透析で症状
改善あり、その効果を実感することができ、受け入れら
れるようになった。また患者参加型看護計画を行ったこ
とで、シャント管理をはじめとするセルフケアや隔日の
透析が、QOL維持のために必要な事として前向きに受け
入れられるようになった。
また、初めは父には頼りたくない思いもあったが、家族
の支援は必須。父と共に栄養指導を受けてもらった。現
在は意欲的にリハビリに励んでいる。

【考察】入院前の状況を知るため、今までの経過や疾患に
対する理解度等の情報を収集し認識を確認する必要があ
った。その中で糖尿病を発症した事、網膜症になった事
を受けとめきれていなかった心理的危機が、入院前の健
康危機状況に陥った原因ではないかと推測された。A氏
の今までの経過を尊重し、今後の本人の望ましい生活を
聞き取ったことで、同じ目標に向かいセルフケア習得に
向け取り組む事ができた。健康状態を維持するためには
心理、精神的ケアも重要であると学んだ事例だった。

【おわりに】A氏の望んだ生活はまた音楽をやりたいとい
うのもであった。この望みを聞き出せたのは、透析療法
に対する受容ができたからではと考えられる。今後も個
別性を意識し、患者の今までの経過に共感し、今後へつ
なげていけるような看護が出来る様、努力していきたい。

50歳代で糖尿病腎症により透析導
入となった患者へのインタビュー
から見えてきたもの

県連：東京

医療法人財団　勤労者医療会　東葛病院

○大貫 美奈（おおぬき　みな　看護師） 
スタッフ一同

Keywords：健康危機状況、患者参加型看護計画、変容過程
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【目的】透析導入し 5ヶ月が経過したA氏と家族に
対し、栄養指導を実践し学びを得たため報告する。

【倫理的配慮】得た情報を研究以外には使用しない
ことを文章で説明し同意を得た。

【症例】A氏70歳代女性、膜性腎症。自己管理の必
要性は感じているが、めんどくさがり。夫と二人暮
らし。夫が全て料理をしている。K、IP の高値が続
く。

【看護の実際】
① 1週間の食事記録の依頼。カステラを好んでいる
ことが分かった。
②家庭訪問を実施。A氏と夫から食事は何を料理
したら良いか等質問があった。
③透析中ベッドサイドでの聴取。食事記録の記載内
容以外に乳製品や果物など間食が多く、嗜好に合わ
せたパンフレットの作成をした。Kと IP の影響を
説明すると、よく頷いて聞いていた。
④ 2週間に一度A氏とともにデータの確認を行った。
その結果、間食を控えることができ、検査値も目標
値に近づいた。

【考察】食事記録の記載で本人の嗜好をある程度把
握することができるが、全てを記載しているとは限
らないことが分かった。家庭訪問する事により、夫
がA氏の食事を準備するなど家事全般をして支え
ていることが知れた。また、食事記録以外のことを
知ることができると分かった。透析室でもスタッフ
がベッドサイドでの指導を行い、間食に対する意識
付けを行うことができた。A氏とデータを確認し、
がんばったことを認めることで、A氏の達成感に
繋がったと考える。

高齢患者・家族への透析導入期の
栄養指導を通して学んだこと

県連：東京

社会医療法人財団　城南福祉医療協会　大田病院

○岩原 伊吹（いわはら　いぶき　看護師） 
岩下 真理

Keywords：栄養指導、透析導入期、高齢透析患者
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【はじめに】下肢病変の予防は多くの透析患者の課
題となっている。導入後一時失業しセルフケア不良
であった患者が、再就職を機に行動に変化が見られ、
症状の改善がみられた症例の経験を報告する。

【患者紹介】50代、男性、原疾患：糖尿病性腎症、
導入前ＡＤＬ自立、独居

【問題点と経過】退院前から下肢病変は見られてい
たが、ＡＤＬ低下し退院後失業した。独居で協力・
援助者がおらず、自宅で受傷した傷が痛み増強、感
染が疑われる状態となっても皮膚科受診、履物の変
更が出来ないなどの問題点があった。皮膚科受診の
有無、処置の確認、来院時は傷の確認を行い、状態
を伝えセルフケア指導を繰り返した。創の状況を記
録し、ＷＯＣの指導の元適切な処置を行い、スタッ
フ一同で指導継続を図った。 3ヶ月経過した頃、創
の処置・軟膏塗布を自分で行うようになっていった。
再就職も叶い、皮膚科にも通院するようになり、傷
は現在も改善に向かっている。

【方法】SF-36アンケートを痛みがひどかった時期と
改善が見られたあとの二回聴取し、患者の身体的、
心理的変化を客観的に評価した。

【まとめ】経済的レベルの改善は問題解決能力を高
める。ＡＤＬレベルの変化、改善点を把握し客観的
評価をすることが適切な介入につながる。

社会復帰をきっかけにセルフケア
が向上した患者の看護

県連：大阪

社会医療法人　同仁会　耳原総合病院

○伊藤 佳子（いとう　けいこ　看護師） 
植埜 正毅、植田 やよい、佐野 広美、福井 千穂、
岩川 知恵美

Keywords：セルフケア、足病変
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【目的】透析患者は、感染症に罹患すると重症化の
リスクが高い。透析室スタッフは、菌やウイルスを
媒介しないよう手指衛生を遵守し患者に対応する必
要がある。当院では平成30年に手指衛生がWHO 5
つのタイミングで実施できているか直接観察法にて
調査し介入を行った。その結果、タイミング別の遵
守率、使用量共に上昇につながった。しかし、継続
した介入ができなかったこともあり、手指衛生の定
着には繋がらず遵守率、使用量が低下している現状
があった。 今回、再度直接観察法を実施し、その
結果から必要な介入を行い手指衛生遵守向上、定着
に向け取り組んだので報告する。

【方法】平成31年 5 月～ 9月
・午前の穿刺時にNS 3 場面 CEは 2 場面に絞り手
指衛生の直接観察を再開した
・結果をカンファレンスでフィードバック ・毎月
のアルコールの使用量掲示デザインの工夫 　

【結果】
・アルコール使用量の結果が介入前と比較して倍近
くに上昇した
・手指衛生のタイミングで実施できる回数が増えた

【考察】スタッフの意見を取り入れ、手指衛生のタ
イミングを絞ったことで遵守率が向上した。この事
から、手指衛生は 5つのタイミングで実施する事が
理想ではあるが、実現可能な目標を立てて実践して
いく事で、手指衛生に対しての意識も変化していき
定着につながると考える。

【結論】手指衛生の遵守率向上、定着の実現のため
には、定期的に遵守状況を把握し、その結果のフィ
ードバックを行い継続的な介入をしていくことが必
要である。

透析室手指衛生遵守にむけた取り
組み

県連：沖縄

沖縄医療生活協同組合　とよみ生協病院

○岩坪 志和（いわつぼ　しより　看護師） 
嘉数 民子、銘苅 照美、冨士田 都子、 
玉那覇 美奈子、田中みゆき

Keywords：手指衛生、直接観察、タイミング
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【目的】最近様々な問題を抱えているセルフネグレク
ト患者に対し、対応に苦慮する事例が増加傾向にある。
当院でも長期留置カテーテル挿入の可能性がある患者
を取り巻く環境に問題があり、今後の為にその問題点
の抽出と対応策を検討したのでここに報告する。

【症例】Y氏、60歳代男性、HD歴 7 年、息子と二人
暮らし、要支援 2

【方法】
①娘含め面談
②家庭訪問
【結果】
〈問題点〉
①処方箋期限切れが何回もあり、残薬多数あり
②お金の管理が出来ず、保険料未納
③他科受診拒否傾向
④自宅の部屋は劣悪な環境で清潔が保てない
〈対応策〉
①内服を 3回 /日→朝 1回 /日に変更し着実に内服す
る
②未納分は娘と息子で支払う予定。今後は年金からの
自動引き落としの手続きを考慮中
③理由の第 1はお金の問題である事が判明
④検討中

【考察】長期カテーテルになると、自宅が劣悪な環境
では感染の危険性が増し、透析治療に支障をきたし、
生命の危機に瀕する可能性がある。「死ぬまで透析を
続けたい」と話されているが、現状では透析継続が困
難になりかねない。内服・金銭の管理を行なう必要が
ある。Y氏の「何も困っていることは無い」との発言
は病識に乏しく、自己のおかれている状況を理解して
いないセルフネグレクトの状態といえる。説明と傾聴
を繰り返し本人の思いを尊重しながら、透析生活を支
援していく必要があると考える。

【結論】今後も多職種と協働し、段階を追って、Y氏
と家族に対して支援としていきたい。

貧困によるセルフネグレクト患者
への看護支援

県連：東京

特定医療法人財団健和会　柳原腎クリニック

○御代田 真紀（みよた　まき　看護師） 
石島 みゆき、真船 美智江、小林 富子、 
岩城 敏彦

Keywords：健康格差、セルフネグレクト、多職種連携
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【目的】当院における腹膜透析（PD）患者のまとめ

【対象・方法】2003年から2017年の期間内に当院に
て PDを導入し、2018年 3 月末迄追跡が可能であっ
た50名を対象とし、PD導入時の基本情報と分析、
2018年 3 月末時点の転帰、PD導入からHD（F）と
の併用までの期間および PD離脱までの期間を
Kaplan-Meier 法の分析を用いた。

【結果】対象男性33名、女性17名、PD導入時の平
均年齢は73.0±12.4歳、家族構成は独居 2 ％、二人
暮らし40％、 3人以上54％、導入原疾患は慢性糸球
体腎炎24名、糖尿病性腎症17名、その他 5名、不明
4名であった。2018年 3 月末現在の PD患者は PD
単独 4 名、HD（F）との併用 4 名、PDを離脱し
HD（F）にて治療継続中の患者14名であった。PD
離脱理由は除水不良 5名、透析不全 4名、カテーテ
ル感染 3名、腹膜炎 2名であった。PD単独による
治療継続期間の中央値は23.0ヶ月であり、PD導入
から離脱迄の期間の中央値は41.0ヶ月であった。観
察期間内の死亡総数28名、PD単独での死亡 9名で
あった。

【考察】PDは幅広い年齢層で選択され、家族構成
3人以上54％であった。半数は比較的早期にHD（F）
との併用療法に移行。PDラストはいずれも80歳以
上であったが、在宅での PD治療において家族や地
域の事業所との連携、往診や各種サービスの利用に
より治療継続が可能であった。

【まとめ】PDは腎代替療法の初期治療として位置
づけられ、特に終末期を見据えた高齢者にとっては
本人及び家族の満足度が高い治療方法である。

当院における腹膜透析（PD）15
年間の現況と考察

県連：長野

社会医療法人　健和会　健和会病院

○井原 光子（いはら　みつこ　看護師） 
木村 由香里、古町 和弘、熊谷 悦子

Keywords：腹膜透析、高齢者

5-10
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【症例】A氏　40歳代　男性　独居　無職　他者と
の関りが苦手な性格　原疾患： 2型糖尿病　合併
症：腎症・重度視力障害・神経障害

【結果】PD導入から 4か月間で出口部感染 1回、
腹膜炎 3回罹患し離脱①視力障害、神経障害②無職
・独居③不衛生な生活環境（自宅訪問で発覚）④
PD理解不足、治療維持に対する医療者側とのズレ
⑤医療者側の全体像状況把握、介入の遅れ

【考察】療法選択の時点で「PD好条件」に当ては
まる条件が極めて少なく、最初から PDハイリスク
患者であったが PDの手技獲得にばかりに重点をお
いてしまい、生活環境を把握する時期が遅れたこと
が大きな原因。離脱が決まった時、A氏は「治療
選択に後悔はないが自分には合わなかった」と述べ
ている。生活環境を変えてまで PD継続の意思はな
かったととらえることもできる。医療者側は療法選
択の時点で、患者の生活背景や優先順位を正確に理
解し慎重に導入すべきである。指導は療法選択の時
点で始めなくてはならない。療法選択外来では十分
な情報提供ができるスキルと時間が必要である。病
棟では生活環境改善の指導、精神的サポートができ
る総合的指導力が必要である。

【結論】
・PD外来の充実（看護師体制の強化）
・療法選択時の十分な情報提供ができるスキルと環
境づくり
・患者の全体像を早期にとらえ問題解決できる総合
的指導力
・透析看護認定看護師の配置、プライマリー制の検
討
・多職種、在宅部門（往診、訪看、診療所）との連
携

腹膜透析立ち上げ報告と早期離脱
した患者から見えた今後の課題

県連：東京

社会医療法人社団　健生会　立川相互病院

○島原 志保（しまはら　しほ　看護師） 
手塚 真帆、上島 由美

Keywords：療法選択、腹膜炎、PDファースト

5-11

【目的】近年、その人らしい透析ライフを送るため
にＡＣＰが重要視されてきている。この度、透析を
拒否する統合失調症の患者との関わりを経験し、Ａ
ＣＰを考える機会となったので報告する。

【症例】Ａ氏79歳歳女性、夫、長男夫婦の 4人暮らし。
2型糖尿病、末期腎不全にて週 3回維持透析を行っ
ている。

【経過】統合失調症にて他院精神科通院中であった
が中断。精神不安定となり「あの病院はつぶれてい
るから透析は必要ないの」と透析を拒否するように
なった。キーパーソンの夫とＭＳＷ、透析看護認定
看護師、医師と数回に渡り話し合いを行い、訪問看
護を導入し体調確認、情報交換を行った。精神科受
診を拒否してるためハロペリドールデカン酸エステ
ル（月 1回筋注）が投与できておらず、薬剤投与を
行うことが最優先され、当院の精神科医と相談し、
当院精神科でフォロ－アップする方針となったが受
診拒否。その間透析拒否のため尿毒症、溢水状態の
可能性があり、薬剤投与も危惧される状況となった。

【考察・まとめ】症例との関わりの中で、キーパ－
ソンである夫と多職種との連携を通してチームプレ
イの大切さを学ぶことができた。本人の価値観、自
分らしさに合った意思決定が少しでもできるよう週
3回の透析時間を有効に活用し、A氏の人生の物
語をしっかり傾聴することができていたらまた違う
展開になっていたかもしれない。意思決定能力の低
下は精神状態の悪化によっていつでも起こす可能性
があるため、早期よりＡＣＰを行う必要がある。

透析を拒否する統合失調症の患者
との関わりを通してACPを考え
る

県連：岡山

倉敷医療生活協同組合　水島協同病院

○黒岡 正子（くろおか　まさこ　看護師） 
世登 洋美、山崎完

Keywords：ＡＣＰ、透析拒否、統合失調症
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【はじめに】2017年度日本透析医学会まとめでの透
析患者の死亡原因の第12位が自殺によるものであっ
た。当院では2017年に立て続けに 2人の透析患者を
自死にて亡くし、その事例について学んだことを報
告する。

【患者紹介】
A氏　59歳　男性　
B氏　71歳　男性

【A氏経過】元々の性格が頑固でわがままな面があり、
透析治療についても必要性や効果を感じられておら
ず、入室するも、気に入らないことがあると、透析
をしないで帰ることや、大きな声で怒鳴ることも度
々ある方で、仕事をしていた頃は一家の大黒柱とし
て頑張っていたが、徐々にADLの低下、合併症、
下肢壊疽を起こすことで生きていても仕方ない。い
つ死んでもいいと漏らすようになり、下肢血流の再
建が必要と話した際、受診を拒否され、その 2日後
に自死される。

【B氏経過】まじめな性格で、自分の母が寝たきり
で世話をしてきた経緯があり、足腰を悪くしたくな
くて、下肢の筋力が落ちないよう毎日散歩を欠かさ
ない方だった。転倒をきっかけにADLの低下を起
こし、整形外科を受診し精査をして行こうとなった
矢先に自死される。

【まとめ】 2例の自死を受けて、辛さや悩みを表出
する患者もいれば、いつも変わりないですと答える
だけの患者もいる。私たちは 3回 /週関わる中で、
十分に言動を観察し、患者の背景をとらえ、表出さ
れない SOS に気付く力を養わなければいけないと
考える。透析患者が抱える心の問題に対する理解を
深め今後の看護に生かしていきたい。

透析通院患者の自死について考え
る

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○久保田 祐子（くぼた　やすこ　看護師） 
鈴木 佳世

Keywords：自死、傾聴、サイコネフロロジー

5-13

【はじめに】A氏は元々口数が少なく、スタッフと
のコミュニケーションをとりたがらない方であった。
検査拒否やシャントトラブル時のアクセス外来受診
拒否、透析にも連絡なく来院せず、気に入らないこ
とがあると怒鳴るなどの言動もあった。今回長期入
院からの在宅調整を通してみえたA氏の変化から
の学びを以下に報告する。

【患者紹介】A氏、50歳代男性、透析歴20年、生活
保護、独居、姉はいるが音信不通

【経過】シャント閉塞からのグラフト作成をきかっ
けに心不全増悪して入院。弁膜症の治療ため専門病
院で経皮的僧房弁修復術施行。その後在宅調整目的
で当院へ転院。在宅調整中に透析室・リハビリ・病
棟看護師・MSWで自宅の清掃も兼ねて家屋評価を
行い、サービス調整をして退院。現在介護サービス
を利用し通院され、以前より表情は穏やかでスタッ
フとの会話も増え、拒否されていた検査も施行して
くれるようになる。

【考察】コミュニケーションが困難な患者の場合、
スタッフの関わりも表面的なものになりがちである。
A氏の場合、体重コントロール不良からの徐水量
増加で透析治療後の体調不良が繰り返され、透析治
療・医療スタッフに対し悪い印象が強くあったのだ
と思われる。
今回、A氏が生活する上で不安に感じる点や問題
点を他職種の目線で捉え在宅調整することで、A
氏が安心して生活でき透析通院できる環境を整える
事が出来た。退院後のA氏の様子からこの関わり
が信頼関係構築に繋がったのだと考える。これまで
のA氏の様々な拒否的言動は病状や生活に対する
不安等の現れだったとも考えられる。今後も患者の
言動や表情の変化から、患者を取り巻く環境にも目
を向けチーム全体で必要な援助に繋げていきたい。

コミュニケーション困難な患者へ
の多職種による在宅調整の中でう
まれた変化とその学び

県連：東京

医療法人財団　東京勤労者医療会　東葛病院

○見嶽 加奈恵（みたけ　かなえ　看護師） 
森上 恵子

Keywords：コミュニケーション、他職種、サイコネフロロジー
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県連 名 前 事業所名 職　種 演　題　名 演題番号

北海道 五十嵐 謙人 公益社団法人　北海道勤労者医療協会
勤医協中央病院 医師 当院で腹膜透析選択率が向上した取り組みと

今後の展望 1 -04

北海道 神 英里 公益社団法人　北海道勤労者医療協会
勤医協中央病院 医師 非典型的な病理所見を呈した抗糸球体基底膜

抗体型急速進行性糸球体腎炎の一例 1 -05

北海道 齊藤 裕太 公益社団法人　北海道勤労者医療協会
勤医協中央病院 臨床工学技士 当院のシャントトラブルスコアリング導入の

試み 3 -09

群馬 関根 美知子 利根保健生活協同組合
利根中央病院 看護師 災害に備えたパンフレットを活用した取り組

み 4 -14

埼玉 内田 早紀 特定医療法人財団　健和会
みさと健和クリニック 臨床工学技士 スクロオキシ水酸化鉄の使用に伴う腹部症状

の調査 2 -10

千葉 伊坂 将 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会
船橋二和病院 臨床工学技士 透析室における標準予防策～第 4報 3 -01

千葉 土屋 友紀 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会
船橋二和病院 看護師 患者満足度調査 2年目での変化 4 -06

千葉 酢崎 美奈子 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会
船橋二和病院 看護師 栄養指導の要望調査の結果から 4 -12

千葉 川崎 彩夏 社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会
船橋二和病院 看護師 透析導入に対し否定的なA氏と今後の生き方

を考える 5 -03

東京 國府田 りえ 社会医療法人社団　健友会
中野共立病院 医師 診断的治療をした non-HIV 透析患者のニュー

モシスチス肺炎（PCP）の 3症例 1 -07

東京 池末 麻奈 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 医師 2 回の自然軽快がみられた微少変化型ネフロ

ーゼ症候群の 1例 1 -11

東京 野崎 裕美 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 医師 診断に難渋した偽膜性腸炎による反応性関節

炎の透析患者の 1例 1 -12

東京 土谷 良樹 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 医師 医師労働を考える 1 -13

東京 嶋形 優夏 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 臨床工学技士 急な転機をたどり透析導入となった患者の思いに寄り添い 3

回 /週透析から 2回 /週透析変更後の経過とQOLについて 2 -03

東京 関根 拓哉 社会医療法人財団　城南福祉医療協会
大田病院 臨床工学技士 シャントトラブルスコアリング（STS）シー

ト試験導入による当院VA管理 2 -07

東京 大築 悟志 社会医療法人社団　健生会
すながわ相互診療所 臨床工学技士 入院を期に低栄養となった患者への栄養介入

事例 2 -08

東京 上條 隆介 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 看護師 30歳代で腎代替療法意思決定を迫られた患者

への療法選択支援の関り 2 -13

東京 望月 裕貴 社会医療法人社団　健友会
中野共立病院 臨床工学技士 災害時における全自動コンソールの離脱方法

の検討 3 -02

東京 黒澤 美穂 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 臨床工学技士 血液透析から on-line 血液透析濾過へ治療モー

ド変更に際する自覚症状の変化 3 -08

東京 日向野 淳 特定医療法人財団
柳原腎クリニック 臨床工学技士 血清銅低下により重篤な貧血を呈した 2症例 3 -12

東京 島田 よしの 社会医療法人社団　健生会
健生会ふれあい相互病院 看護師 長期留置カテーテル管理の変容と管理方法の

見直し 4 -03

東京 浅川 恵美子 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 看護師 温かい透析食が楽しみで通院するＡ氏からみ

えてきた健康格差 4 -04

東京 中島 美奈 社会医療法人社団　健生会
健生会ふれあい相互病院 看護師 腹膜透析外来を始めて

～見えてきた課題と役割～ 4 -05

東京 堀田 春菜 社会医療法人社団　健生会
すながわ相互診療所 看護師 認知症の透析患者とその家族に対する関わり

を振り返って 4 -08

東京 小野 詩菜 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 看護師 認知症と腹膜透析

～患者にあったQOLを考える～ 4 -11

東京 丸山 真理子 社会医療法人社団　健生会
すながわ相互診療所 看護師 糖尿病性腎症で若年透析導入した患者への看護

～治療に向き合えない患者とどう向き合うかを考える～ 4 -13

演題一覧（県連別）
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東京 大貫 美奈 医療法人財団　勤労者医療会
東葛病院 看護師 50歳代で糖尿病腎症により透析導入となった

患者へのインタビューから見えてきたもの 5 -05

東京 岩原 伊吹 社会医療法人財団　城南福祉医療協会
大田病院 看護師 高齢患者・家族への透析導入期の栄養指導を

通して学んだこと 5 -06

東京 御代田 真紀 特定医療法人財団
柳原腎クリニック 看護師 貧困によるセルフネグレクト患者への看護支

援 5 -09

東京 島原 志保 社会医療法人社団　健生会
立川相互病院 看護師 腹膜透析立ち上げ報告と早期離脱した患者か

ら見えた今後の課題 5 -11

東京 久保田 祐子 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 看護師 透析通院患者の自死について考える 5 -13

東京 見嶽 加奈恵 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 看護師 コミュニケーション困難な患者への多職種に

よる在宅調整の中でうまれた変化とその学び 5 -14

神奈川 武藤 慧 川崎医療生活協同組合
川崎協同病院 臨床工学技士 D-FAS 導入による利点と今後の課題の報告 3 -04

富山 中田 典江 富山医療生活協同組合
富山協立病院 薬剤師 外来透析における薬剤師外来の取り組み 1 -02

富山 火爪 健一 富山医療生活協同組合
富山協立病院 医師 心不全対策プロジェクトチームの活動による

心不全急性増悪症例減少効果の検証 1 -08

山梨 近藤 由佳 公益社団法人　山梨勤労者医療協会
甲府共立病院 臨床工学技士 逆流防止弁付穿刺針の評価 2 -11

山梨 柏倉 三四子 公益社団法人　山梨勤労者医療協会
甲府共立病院 看護師 透析患者へのインスリン自己注射導入支援 4 -02

長野 熊谷 悦子 社会医療法人　健和会
健和会病院　透析センター 医師 6 か月間隔で測定した血中カルニチン濃度か

ら考察したレボカルニチンの補充方法の検討 1 -06

長野 川尻 寛子 社会医療法人　健和会
健和会病院 臨床工学技士  HHDでのトラブルを経験して 2 -01

長野 古町 和弘 社会医療法人　健和会
健和会病院 臨床工学技士 慢性腎臓病患者の生命予後の検討 2 -12

長野 米澤 緋那 社会医療法人　健和会
健和会病院 看護師 両下肢切断の予後不良透析患者の訴え

～糖尿病腎症患者との関わりから～ 5 -02

長野 井原 光子 社会医療法人　健和会
健和会病院 看護師 当院における腹膜透析（PD）15年間の現況と

考察 5 -10

岐阜 後藤 照美 岐阜勤労者医療協会
すこやか診療所透析センター 看護師 精神疾患患者の外来透析継続に苦慮した 1例 4 -09

京都 森田 優貴 公益社団法人　京都保健会
京都民医連中央病院　 臨床工学技士 D-FAS 機能付き透析装置導入における臨床工

学技士の取り組み 2 -09

大阪 西尾 祐規 社会医療法人同仁会
耳原総合病院 薬剤師 当院におけるエボカルセト錠の使用状況調査

および評価 1 -01

大阪 宮野 伸也 社会医療法人　同仁会
耳原総合病院 臨床工学技士 前希釈On-line HDF の low-volume と High volume

における ABH-22PA と ABH-22LA の性能比較 2 -05

大阪 仲松 美由紀 一般財団法人　淀川勤労者厚生協会
西淀病院 臨床工学技士 メシル酸ナファモスタットが原因と推測され

るアナフィラキシーを経験して 3 -03

大阪 長尾 一希 社会医療法人　同仁会
耳原総合病院 臨床工学技士 透析回路のテープ固定における強度調査 3 -11

大阪 岡崎 史高 社会医療法人　同仁会
耳原総合病院 看護師 腎不全教育入院におけるスタッフ教育と理解

度調査 4 -10

大阪 伊藤 佳子 社会医療法人　同仁会
耳原総合病院 看護師 社会復帰をきっかけにセルフケアが向上した

患者の看護 5 -08

岡山 山崎 完 倉敷医療生活協同組合
水島協同病院 医師 当院透析バスキュラーアクセスインターベン

ション治療における放射線被ばくの検討 1 -09

岡山 井上 雅登 倉敷医療生活協同組合
水島協同病院 臨床工学技士 当院における緊急離脱法の検討 2 -02
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岡山 秋山 和輝 倉敷医療生活協同組合
水島協同病院 臨床工学技士 災害時アクションカードの作成への取り組み 3 -05

岡山 黒岡 正子 倉敷医療生活協同組合
水島協同病院 看護師 透析を拒否する統合失調症の患者との関わり

を通してＡＣＰを考える 5 -12

福岡 井上 暁雄 社会医療法人　親仁会
米の山病院 臨床工学技士 多人数用透析液供給装置（DAB-40NX）の送

液ポンプ停止を経験して 2 -06

福岡 伊藤 良子 公益社団法人　福岡医療団
千鳥橋病院 理学療法士 当院の血液透析患者の身体機能と栄養調査に

ついて 3 -06

福岡 秀島 一徳 公益社団法人　福岡医療団
千鳥橋病院 臨床工学技士 当院におけるエコーガイド下穿刺の取り組み

とＶＡ管理 3 -07

福岡 山村 洋一 公益社団法人　福岡医療団
千鳥橋病院 臨床工学技士 透析中に抜針を繰り返す患者に対し安全性確

保のために行ってきた取り組みについて 3 -10

福岡 白木 紀代子 公益社団法人　福岡医療団
千鳥橋病院 看護師 シャント管理の一貫

～透析患者の自己管理状況を知る～ 4 -01

福岡 高橋 微香 公益財団法人　健和会
戸畑けんわ病院 看護師 透析患者シャント穿刺ミス軽減に向けた穿刺

レポートの導入効果 5 -01

福岡 太鼓 侑里 公益社団法人　福岡医療団
千鳥橋病院 看護師 外来患者さんの慢性腎不全（CKD）に対する

意識の変容 5 -04

宮崎 眞川 昌大 宮崎医療生活協同組合
宮崎生協病院 医師 民医連の協力を得て実現できた当院の新規透

析施設開設 1 -03

鹿児島 吉田 祐弥 鹿児島医療生活協同組合
総合病院鹿児島生協病院 看護師 腎臓病教育指導・腎関連教育ツールの見直し

と評価 4 -07

沖縄 金城 紀代彦 沖縄医療生活協同組合
沖縄協同病院 医師 当院における維持透析患者の急性期治療の変

遷 1 -10

沖縄 岩坪 志和 沖縄医療生活協同組合
とよみ生協病院 看護師 透析室手指衛生遵守にむけた取り組み 5 -07

東京 藤澤 亜惟 医療法人財団　東京勤労者医療会
東葛病院 管理栄養士 当院における腎臓病教室の活動報告 2 -04


