
_ 

 
 
 
 

第 56回 四国透析療法研究会 
 

 

 

日 時 令和 4 年 9 月２5 日(日)（9：50～15：50） 
会 場 高知商工会館 

            〒780-0870 高知県高知市本町 1 丁目 6-24  
TEL (088)875-1171／FAX (088)825-3238   

https://www.kochi-syokokaikan.com  

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 56 回 四国透析療法研究会代表世話人 谷村正信（ 高知県透析医会 会長 ） 

高知県透析医会 副会長  大田和道、入口弘英、伊東秀樹、島津裕和、 

吉村和修、香川 亨 

   同     世話人  寺尾尚民、島津栄一、桑原和則、三宅 晋、 

中村章一郎、沼田 明、田村雅人、堀野太郎 

   同     顧 問  寺田典生、井上啓史 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プ ロ グ ラ ム・抄 録 集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ご 挨 拶 
 

四国透析療法研究会  会 長  金山 博臣 
（徳島大学大学院 医歯薬学研究部 

泌尿器科学分野 教授） 
 

 仲秋の候、会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は四国透析療法研究会活動

にご尽力いただき感謝申し上げます。 
 今年も新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が続いています。すでに 3 年目となり、第７波で

は感染者数はますます増加しています。昨年の本研究会が開催された頃には 1 年後は落ち着いているの

ではないかと期待していましたが、昨年よりさらに感染が拡大しています。しかし、オミクロン株では

感染力は強くなっていますが、無症状や軽症が多く、重症化率・死亡率は低下しています。早くインフル

エンザ並みの扱いにしていただきたいところです。今後、見直しが検討されるものと期待しています。

学会も現地開催が多くなっていますが、一方で、ハイブリッド開催や WEB 開催の便利さにも気付きま

した。主催者側としては、ハイブリッド開催は経費が増えてしまいますので難しいところです。いずれ

にしても、早く元に戻って欲しいものです。 
 ところで、世界がコロナで困難の中、現代社会では考えられないような、ロシアによるウクライナ侵

攻が勃発しました。すでに６ヶ月以上経過していますが、いまだに停戦・終戦にはほど遠い状況です。大

きな戦力・核兵器を保有する大国が、主権を有する国家に一方的に戦争を仕掛けることなどあるはずが

ないと思っていましたが、現実には起こってしまいました。兵士だけではなく、多くの民間人が犠牲に

なっており、いたたまれない気持ちになります。おそらく透析療法をはじめ医療体制も不十分ではない

かと危惧します。ロシアはプーチン大統領による独裁政治のような状況にありますが、世界には同様の

国が他にもあり、世界が不安定な状況にあることが明らかになりました。国際連合が機能しておらず、

何か新しい国際的な平和維持組織が必要です。1 日も早い解決をお祈りします。 
 第 56回四国透析療法研究会は現地開催の予定です。状況によっては変更があるかもしれませんが、本

研究会の企画・運営を担当されています代表世話人の谷村正信先生はじめ、高知県透析医会の皆様には

大変お世話になります。この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。多くの会員の皆様の参加をお願

い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご 挨 拶 
 

第 56 回 四国透析療法研究会 
        代表世話人 谷村 正信 

（ 高知県透析医会 会 長 ） 
 
昨年はコロナ禍で自由に往来も出来ず、Web 開催を余儀なくされておりましたが、今年こそは現地対

面での研究会開催をと準備進めて参りました。今年も毎年の様に全国で、猛暑・豪雨・台風・地震と自然

災害の凄さをまざまざと見せつけられておりますが、4 年前の高知も 7 月の西日本豪雨で高速道路の橋

脚が流され、一時高速道路や JR が不通になるなど大変の状態であったと、この原稿を書きながら思い出

しておりました。今のところ、本県の透析施設には、大きな被害もなく、日常の透析は通常通りできてお

り、本研究会も、会員の皆様の御協力のもと無事開催に至ることが出来ました。厚く御礼申し上げます。 
尚、この場をお借りしまして、豪雨・水害など、災害の被害に遭われた皆様方に対して、心よりお見舞

い申し上げます。 
さて、高知県においても南海トラフ大震災に対する対策・訓練を行ってはおりますが、高知県単独で

の対応は困難であり、四国 4 県の連携や、中国地方も巻き込んだ対応・対策が必要になって参ります。

その点、本研究会は、四国 4 県の透析関係者が一堂に会し、顔の見える関係を築くのに良い場となって

おります。2 年振りの対面開催となっておりますので、本日も透析療法に関する議論を進めながら、会員

の皆様方同士が、良好な関係を築くことができれば幸いです。 
今年は特別講演、ランチョンセミナーに 4 人の先生方をお招きしております。特別講演としては、矢吹

病院の政金生人先生をお迎えして、「原点回帰 ～透析療法を患者の目線で見直す～」と題した講演を頂

きます。ランチョンセミナーでは、岡垣腎クリニックの村山憲一先生に、「透析中管理の標準化を目指し

て〜自動除水・AIソフトの試み〜」と題した講演を、大町土谷クリニックの高橋直子先生には「エムラ

クリームを使いこなす秘訣とは！」と題した講演を、また大阪医科薬科大学の美馬晶先生に「腎性貧血

治療の新展開～HIF-PH阻害薬、エナロイに期待すること～」と題した講演を頂きます。 
一般演題としては、募集時期がコロナの第 7 波と重なり、4 年前に比べると若干減ったものの、32題

の貴重な演題の応募を頂きました。本研究会では、今年も優秀演題に対して学会奨励賞の授与を予定し

ております。本年度は演題数の関係と、コロナ感染対策として可能な限り本会を早く終了し、各県にお

戻り頂くために、一般演題を全て午前中に配置し、奨励賞候補としております。本日の午前中、高知県の

選考委員の先生方に選考して頂き、集計後、表彰の手順となっております。一般演題に対する、参加会員

の活発な発表・討論を宜しくお願いいたします。 
本日ご参加の先生方には、御施設からの往復・発表・討論とハードスケジュールとは思いますが、この

研究会での講演・発表・討論の内容が、参加会員各位の日常業務にお役に立てられれば幸いです。 
 
 
 
 
 
 



お知らせとお願い 
１．参加される方へ 

 （１）受付時間：9時 00分～14時 00分  受付場所：高知商工会館 ３階および４階 ロビー 

       （医師のみ、３階での受付となりますので宜しくお願いいたします。） 

 （２）研究会参加費：医師 2,000 円 その他 1,000 円 

 （３）四国透析療法研究会幹事会について 

    幹事会が 11時 00分から 12時 00分まで高知商工会館 ２階桂の間において開催されますので 

ご参加下さい。 

 （４）参加証の発行(医師のみ) 

    専門医制度のための参加証（５単位）を受付にて発行します。参加証をご持参のうえ、記名簿 

    に記入してお受け取り下さい。 

 （５）本会は日本腎不全看護学会 透析療法認定指導看護師地方会ポイントが認められております。 

 （６）呼び出し 

    会場内での呼び出しは緊急の場合に限り各階の受付にお申し出下さい。 

 

２．発表される方へ 

 （１）発表時間は６分、討論時間は２分です。予定時間で必ず終了してください。 

（２）発表はすべてコンピュータープレゼンテーションです。演台上においてある事務局のパソコン 

    （Windows 10、PowerPoint2016）に発表ファイルを前もって入れておき、各演題毎に係りが

立ち上げますので、演者の方は、カーソルまたはリターンキー、マウスの何れかを使いご自分

でスライド画面を進めて発表してください。自分のパソコン持ち込みは一般演題では不可です。 

＊各会場 ご発表の際のポインターはパソコン上のマウスにてお願いします。 
 

 

※ 発表用の PowerPoint ファイルは原則として９月１５日（木）までに E-mail に添付して送付し

てください。事務局のコンピューター（Windows10, PowerPoint 2016）で動作確認を行い会場に持って

行きます。当日はご自身のコンピューターの持ち込みは不可ですので、動画などを使われる方はご注意

ください。また研究会当日は発表ファイルの受付はありませんのでご了承下さい。 
スライドの試写を希望される方は、会場３階「試写コーナー」にてご確認ください。 

 
 

 （３）発表ファイルを E-mail にてお送りいただいた方は、研究会当日、動作不良のバックアップのた

めご自身のファイルを USBメモリーを持っておいてください。 

 

３．座長の方へ 

 （１）１０分前までに次座長席においで下さい 

 （２）プログラムに余裕がなく申し訳ありませんが、各セッションが時間内に終わるようにご配慮を 

お願いいたします。    

 

 



※※ コロナ禍の状況では、皆様方のご参加が難しくなるかもしれません。可能な限り現地開催 

として準備進めておりますが、場合によりプログラム差し替えや Hybrid 方式に変更になる場合もあ

りますので、その際は早めに皆様方に御連絡差し上げますので、何卒ご容赦お願いいたします。 

 

 

※※※ 第一会場のみは、Webinar 配信を行います。原則、発表は現地で登壇して頂きますが、 

所属病院の規制により、現地での発表が叶わなくなった場合は、下記 Webinar での発表を奨励賞 

表彰後に、臨時発表枠を作成しますので、Web での発表をお願いします。その場合は、9月２２日（月） 

までに事務局までに御連絡下さい。Webinar パネリストとしてリンク先をお知らせします。 

尚、時間・準備の都合上、奨励賞の選考からは除外させて頂きますので御了承下さい。 

 

Webinar adress： 

https://us06web.zoom.us/j/87952305388?pwd=QlFtRUEyM0tDcVo2RVdpSnJYZ0NQdz09 
パスコード：214318 

 

四国透析療法研究会の HPに本プログラムの PDFファイルを載せる予定ですが、コピペで Zoomに入

るのが難しければ、下記の Webinar ID パスコードでお入り下さい。 

 

Zoom ID:879 5230 5388 

パスコード：214318 

 

※※※※ Webinar 視聴のみで御参加の皆様方は、プログラム送付時に同封する留意事項お読みの

上、参加芳名録に記載・返送して頂き、参加費のご入金と視聴ログが確認でき次第、参加証を送付

いたします。申し訳ございませんが、少々お時間を頂戴いたします。 

  



 

会 場 案 内 

「 高知商工会館 」 
〒780-0870 高知県高知市本町 1 丁目 6-24  

      TEL (088)875-1171／FAX (088)825-3238 
https://www.kochi-syokokaikan.com 

 

 

 

 

【 会場アクセス 】 

■ JR 高知駅より徒歩 15 分 

■ 土電はりやま橋電停より徒歩 7分 

■ 土電堀詰電停・バス停より徒歩 3分 

■ 高知龍馬空港より車で 30〜40 分 

 

 



研究会会場について 
 

総合受付 ３階および４階ロビー（医師は３階のみですのでご注意下さい） 

第１会場 ４階 光の間 

一般演題(臨床工学科技士部門、看護師・コメディカル部門)  

ランチョンセミナー１、特別講演(ﾒｲﾝ会場)、総会、学術奨励賞表彰式 

第２会場 ３階 寿の間 

一般演題(臨床工学技士部門) 

ランチョンセミナー２、特別講演(ｻﾌﾞ会場)、総会(サブ会場) 

第３会場 ３階 松竹梅の間 

一般演題(医師部門) 

ランチョンセミナー３ 

役員会会場 ２階 桂の間 

四国透析療法研究会役員会（11:00～12:00） 

試写受付 ３階 ロビー特設スペース 

発表演者試写（※当日のスライド受付はありません。） 

機器展示 今回は会場の都合で機器展示はありません。 

事 務 局 ４階 福の間 

スタッフ事務室 

【その他】  

喫煙について：館内、会場内は禁煙ですので御協力をお願いいたします。 

 

ドリンクサービス：今回は会場の都合で準備しておりません。会場周辺にコンビニエンスス

トアなどもございますので、各自ご持参願います。 

 



  

研究会会場 フロア案内

 

 



第 56 回四国透析療法研究会日程表 

  第１会場 （ 光の間 ） 第２会場 （ 寿の間 ） 第３会場 （松竹梅の間） 

9：50 開会挨拶     

10：00 

一 

斉 

開 

始 

 

 

１０：0０ － １０：４０ １０：００ － １０：４０ １０：００ － １０：４８ 

セッション① 

学術奨励賞候補 技士 

Ｎｏ．１～５ 

セッション③ 

学術奨励賞候補 技士 

Ｎｏ．１２～１６ 

セッション⑤ 

学術奨励賞候補 医師 

Ｎｏ．２２～２６ 

１０：４０ － １１：２８ １０：４０ － １１：２０ １０：４８ － １１：２８ 

セッション② 

学術奨励賞候補  

看護師・コメディカル 

Ｎｏ．６～１１ 

セッション④ 

学術奨励賞候補 技士 

Ｎｏ．１７～２１ 

セッション⑥ 

学術奨励賞候補 医師 

Ｎｏ．２７～３２ 

11：30 弁当配布＆休憩 

11：45 

ランチョンセミナー１ ランチョンセミナー２ ランチョンセミナー３ 

座長：松田 卓也 先生 

｢透析中管理の標準化を 

目指して〜自動除水 

・AIソフトの試み〜」 

講師：村山 憲一 先生 

(岡垣腎クリニック） 

共催：協和キリン株式会社 

座長：大田 和道 先生 

｢エムラクリームを使い 

こなすための秘訣とは！｣ 

講師：高橋 直子先生 

（大町土谷クリニック） 

共催：扶桑薬品株式会社 

座長：香川 亨 先生 

｢腎性貧血治療の新展開 
～HIF-PH阻害薬エナロイ 

に期待すること～｣ 

講師：美馬 晶 先生 

（大阪医科薬科大学） 

共催：鳥居薬品株式会社 

12：45 弁当回収＆休憩 

13：00 

特別講演（メイン会場） 
特別講演 

（サブ映像会場） 

 

座長：谷村 正信 先生 

「 原点回帰  〜透析療法を患者の目線で見直す〜 」 

講師：政金 生人 先生（(医)社団清永会 矢吹病院） 

14：10 総会 
総会 

（サブ映像会場） 

14：20 学術奨励賞表彰   

14：30 
臨時セッション枠 

（Web 発表） 
 

 

 

15：40 閉会式(繰り上げあり)  
 

 



ＭＥＭＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

第 56 回 四国透析療法研究会 

 

 

演 題 プ ロ グ ラ ム 

（第１会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１会場 （ ４階 光の間 ) 

 

[ 開 会 の 辞 ]（ ９：５０ ）      第 56回 四国透析療法研究会 代表世話人 谷村正信 

 

 

●学術奨励賞候補演題（ 技 士 ） 

［ セッション① ］（ １０：００～１０：４０） 

       座 長 上田 晃司 （ 高知高須病院 ） 

１．CL-Gapを用いた推定 Kt/V 算出式の精度評価 

（医）尚腎会 高知高須病院 臨床工学部 

○小出
こ い で

貴史
たかふみ

（臨床工学技士）、小川晋平、濵田あすか、水口 隆(腎臓内科)、大田和道(泌尿器科) 

 

 

２．止血効果を持たせた 2 種類の絆創膏の評価 

（医）仁栄会 島津病院 臨床工学科 

○西村
にしむら

亜美
あ み

(臨床工学技士)、松田卓也 

 

 

３．当院におけるエコーガイド下穿刺の導入 ～エコー初心者の MEでも安全に導入できる～ 

つるぎ町立半田病院 腎センター 

〇佐藤祐樹
さ と う ゆ う き

（臨床工学技士）、福田喬太郎、西 真琴、古本知穂、井上有佐子、真鍋明子、齋藤君子、

岡本 紅、新居慎也、庄司良子、割石大介、森山貴弘、須藤泰史 

 

 

４．頻回のシャント狭窄に対し薬剤溶出性バルーン治療を行った経験 

（医）仁栄会 島津病院 臨床工学科 

○仙波
せ ん ば

大英
ひろひで

(臨床工学技士)、久保貴史、松田卓也 

 

 

５．当院における Drug-Coated Balloon の有効性と超音波検査による経時的変化について 

（医）社団恵仁会 三島クリニック 

〇井上徹也
いのうえてつや

（臨床工学技士）、野村祐介、佐藤竜二、藤原繁彦、溝渕剛士、溝渕正行 

 



●学術奨励賞候補演題（ 看護師・コメディカル ） 

［ セッション② ］（１０：４０～１１：２８） 

       座 長 有澤 正剛 （ 高知高須病院 ） 

６．リリーフ看護師の育成 ～「プライミング・穿刺・回収」研修 DVD を活用した学習の効果～ 
市立大洲病院 透析室 

〇篠崎明美
しのざきあけみ

（看護師）、福居正美、宮尾道子 

 

 

７．血液透析患者の活動量は足関節底屈筋力と関連し転倒恐怖感の影響を受ける 

（医）社団樹人会 北条病院 リハビリテーション科 

〇増野
ま し の

雄一
ゆういち

（理学療法士）、前田明信、辻 彰、三好麻希、髙石義浩 

 

 

８．障害受容困難・アドヒアランス不良な患者への看護 

松下クリニック 

〇滝本幸貴
たきもとみゆき

（看護師）、須﨑由美、松下 仁 

 

 

９．「身寄りのない透析患者に成年後見制度を利用した経験から」 

～患者の状況に応じた支援体制の構築～ 

（医）尚腎会  高知高須病院 地域医療連携室  

〇氏
うじ

次
つぐ

飛鳥
あ す か

（社会福祉士・MSW）、三好可奈、大倉恵子、安藤由美、藤田真依 

 

 

１０．認知症患者の自己抜針防止に向けての取り組み 

～抜針予防のアセスメントスコアシートを活用して～ 

（医）尚腎会 高知高須病院 透析室 

〇古味
こ み

恵里
え り

花
か

（看護師）、柳本周美、田村恵子、西岡佳代、堀井美智、前川三智子 

 

 

１１．透析患者が入所する介護施設の新型コロナウイルス感染症対策について 

～クラスター発生後の対応を見直す～ 

有料老人ホームながきの杜 1）  （医）佐藤循環器科内科 2） 

〇渡邊
わたなべ

 歩
あゆみ

（介護福祉士）1）、堀部圭利 1）、小川治美 2）、佐藤 譲 2） 



ランチョンセミナー 1（ 11:45～12:45 ） 

（ ４階 光の間 ） 

 

            共催：四国透析療法研究会/協和キリン株式会社  

座 長 島津病院 臨床工学技士長 松田 卓也 先生 

『 透析中管理の標準化を目指して 

〜自動除水・AI ソフトの試み〜 』        

              講 師：村山 憲一  先生 

（ 岡垣腎クリニック 事務長･臨床工学技士長） 

 

 透析治療においては、安定した血行動態を維持したうえで、十分な除水を行い、治療を終了する

ことが最重要である。そのためには、血圧・脈拍等の変動に応じて透析条件の変更や処置を必要と

するが、その際、多くの選択肢から最適解を選びだすことが求められる。しかしながら、この対応

は個人の経験や知識、性格などに依存するため、同一施設内でも、スタッフ全員が望まれる一定の

レベルを保持しているとは言い難く、結果にムラが生じているのが現状である。対応のいかんによ

っては、患者の安全性をも左右するため、誰しも悩むところであり、透析中管理の標準化（一定の

水準に達した診療）が急務である。 

 透析中管理の標準化を目的に、除水方法として自動除水（Blood Volume Ultra Filtration 

Control、以下、BV-UFC）を使用した。さらに、除水管理や処置を提案する AIソフトウェア（以

下、透析アドバイザー）を開発・試用し、これらの有用性を検討した。 

 日機装社製コンソールに装備された BV-UFCは、ブラッドボリューム（BV）計で測定した⊿BV

（循環血液量変化率）、目標除水量・残除水量、透析時間から除水速度を算出し制御する機能であ

る。BV-UFCを用いることで、従来に比べて透析中の緊急補液回数が減少した。透析アドバイザー

は、過去実績から総除水量を予測し透析治療を開始するが、透析中のアクシデントを回避するため

に、除水量の修正、測定血圧値の正確さの検証、血圧測定間隔の変更、ドライウエイトの再検討

等、多岐にわたる項目を AIが提案する。透析アドバイザーに従った対応・処置を行うことで、ス

タッフ全員が、その力量の多寡に依存することなく、一定のレベルに到達した透析業務を遂行する

ことが可能であった。 

 BV-UFCおよび透析アドバイザーを活用することで、透析中管理の標準化がなされ、安定した質

の高い治療や安全性の向上が得られるのみならず、スタッフの業務軽減にも寄与するものと思われ

た。 

 

 



【村山憲一先生御略歴】 

 
福岡県出身  

 

昭和４１年１０月２８日生まれ  

昭和６３年３月 川崎医療短期大学臨床検査科 卒業  

昭和６３年４月 臨床検査技師免許取得  

昭和６３年６月 町立芦屋中央病院透析室 就職  

平成０５年４月 臨床工学技士免許取得  

平成１２年８月 医療法人社団清涼会岡垣記念病院 就職  

平成２６年６月   岡垣腎クリニック 事務長・臨床工学技士長  

 

平成６年〜９年 福岡県臨床工学技士会 役員  

平成８年〜９年 福岡県臨床工学技士会 副会長 

 

所属学会 

日本臨床工学技士会  

福岡県臨床工学技士会  

日本血液浄化技術学会  
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特別講演（ 13:00～14:00 ） 

（ ４階 光の間：メイン会場 ） 

 

 主催：四国透析療法研究会  

座 長 JA 高知病院 泌尿器科 副院長 谷村 正信 先生 

 

『 原点回帰 
〜透析療法を患者の目線で見直す〜 』 

講 師：政金 生人 先生 

（ 医療法人社団清永会 矢吹病院 院長 ） 

 

21 世紀の医療のコンセプトは患者中心の医療である。これはリサーチや臨床の目的（アウトカム）

を、従来の生存死亡、入院率などの EBM の指標となるハードアウトカムから、QOL や満足度など

患者にとってメリットのあるアウトカムに転換することである。我々はある介入治療の長期生存を

治療の質として重要視するが、患者達は、働けるのか、旅行に行けるのかといった生活上の現実的

な問題を重要視している。人口の高齢化や価値観の多様化により、いかに長く生きるかではなく、

どんな風に生きるか、そして終えるかが問われる時代である。私たちは、患者の訴え（Patient-
reported outcome：PRO）を治療のゴールに設定し、それを治療の質の評価指標とする臨床パター

ンを確立する必要がある。私たちの施設は、患者の訴えに基づく透析をコンセプトに、PRO で透析

の質を評価する臨床パターンを 2005 年から続けている。本講演では、これまでの臨床経験を振り

返り、我々が再認識すべき原点「患者の視点でよい透析治療とはどういうものか」を皆さんと一緒

に考えてみたい。 

 

 

 

 

 



【政金生人先生御略歴】 

１９６１年１１月１０日生まれ 

１９８６年３月  山形大学医学部卒業 

１９８６年４月  山形大学医学部第１内科入局 

１９９３年４月  山形県立日本海病院内科 

１９９６年４月  山形大学医学部第１内科 

２０００年１０月 公立置賜総合病院内科 

２００１年５月  矢吹病院入職、以後病院長、クリニック院長を経て現職 

２０１８年５月  医療法人社団清永会 腎不全総合対策室 室長 

２０２１年９月  医療法人社団清永会 矢吹病院 院長 

 

所属学会 

日本内科学会、日本腎臓学会、日本透析医学会、日本在宅血液透析学会、 

日本サイコネフロロジー学会、ASN,ISN,ERA-EDTA,ISBP会員 

専門分野 

透析療法（適正透析、QOL）、HDF療法、在宅血液透析 
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総  会 （ 14:10～14:20 ） 

（ ４階 光の間 ） 

 

四国透析療法研究会会長 

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 

泌尿器科学分野 教授 金 山 博 臣 

 

 

 

 

学術奨励賞表彰式（ 14:20～14:40 ） 

 

 

 

 

閉会式（ 14:40〜） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第 56 回 四国透析療法研究会 

 

 

演 題 プ ロ グ ラ ム 

（第２会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２会場 （ ３階 寿の間 ） 

 

●学術奨励賞候補演題（ 臨床工学技士 ） 

［ セッション③ ］（ １０：００～１０：４０） 

        座 長 小松 晋也 （ 島津病院 ） 

 

１２．腹水濾過濃縮再静注療法における新しいシステムを用いた専用装置 e-CARTの開発 

公立学校共済組合四国中央病院 医務局 臨床工学科 

〇福原
ふくはら

正史
ま さ し

（臨床工学技士）、大西悠翔、青野宏樹 

 

 

１３．透析患者における Phase angle（位相角）の有用性について 

（医）尚腎会 高知高須病院 臨床工学部 

○小川
お が わ

晋
しん

平
ぺい

(臨床工学技士)、畠中祥悟、小出貴史、千谷 翔、濵田あすか、水口 隆（血液透析科）、 

大田和道（泌尿器科） 

 

 

１４．血尿スケールを用いた血液透析開始時の簡易な貧血評価 

公立学校共済組合四国中央病院 透析センター 臨床工学科 1） 看護部 2） 外科 3） 

〇青野宏樹
あ お の ひ ろ き

1）、大西悠翔 1）、福原正史 1）、杉岡志穂 2）、岡崎智子 2）、石川靖子 2）、高橋真理子 2）、 

石川 寛 2）、田代善彦 3） 

 

 

１５．代替血液回路を使用したことにより透析量に影響を及ぼした経験 

（医）仁栄会 島津病院 臨床工学科 

○松田
ま つ だ

卓也
た く や

(臨床工学技士)、小松晋也、仙波大英、斧 武志 

 

 

１６．中長期で見た多用途透析装置の故障についての検討 

（社医）川島会 川島病院 

○福留悠樹
ふくどめゆうき

(臨床工学技士)、吉岡典子、松浦翔太、道脇宏行、 岡田一義 

 

 
 



●学術奨励賞候補演題（ 臨床工学技士 ） 

［ セッション④ ］（１０：４０～１１：２０） 

       座 長 岡本 香織 （ 近森病院 ） 

 

１７．テーラーメイド透析にて透析低血圧が改善された 1例 

（医）佐藤循環器科内科 技士室 

○山
やま

本
もと

良
りょう

輔
すけ

（臨床工学技士）、大西 彩、小川治美、佐藤 譲 

 

 

１８．残血により透析困難が続いた症例に対し、積層型 AN69膜が著効した 1例 

（社医）近森会 近森病院 臨床工学部 

○中内
なかうち

百々
も も

(臨床工学技士)、小椋博明、野島のぞみ、岡本歌織、吉村和修 

 

 

１９．難治性潰瘍に対してレオカーナを使用した 1例 

（医）社団 重信クリニック 透析室 

〇松下
まつした

祐
ゆう

太
た

(臨床工学技士)、池本尚子、杉田 潤、浅海浩子、佐々木豊和、島本憲司、別宮 徹 

 

 

２０．当院におけるレオカーナ®記録用紙、チェックリストの作成 

松山赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

○山下
やました

由美子
ゆ み こ

（臨床工学技士）、児島佳大、大野純一、水谷嘉男、永見一幸、大林輝也、 

上村太朗（腎臓内科） 

 

 

２１．当院の COVID-19透析患者に対する取り組み 

JA 徳島厚生連 吉野川医療センター 腎センター 

○大西章太
おおにししょうた

（臨床工学技士）、工藤優李、友竹永美理、岡田享大、阿部太志、森岡弘匡、山田向志、

原 拓也、山本雅之、梯 洋介、林 秀樹、橋本寛文 

 

 

 

 

 



ランチョンセミナー ２（ 11:45～12:45 ） 

（ ３階 寿の間 ） 

 共催：四国透析療法研究会/扶桑薬品株式会社  

座 長 高知高須病院 院長 大田 和道 先生 

『 エムラクリームを使いこなすための 

秘訣とは！ 』 

            講 師： 高橋 直子 先生 

（ 特定医療法人あかね会 大町土谷クリニック 院長 ） 

 

血液透析患者にとってバスキュラーアクセスの穿刺痛は苦痛であり、患者のQOLを低下させる一因

となるほか、穿刺を行う透析室スタッフにとってもストレスとなる。 

1994年に貼付用局所麻酔薬が発売されたが、穿刺痛緩和効果が不十分であったり、接触皮膚炎を生

じたりする問題点が指摘されている。これに対して、2012年の発売後、2015年に「注射針・静脈留

置針穿刺時の疼痛緩和」が適応追加となり、血液透析患者のバスキュラーアクセス穿刺時にも使用

可能となったエムラクリームは、クリーム剤であるため皮膚や血管の形状に合わせて塗布すること

ができ、皮膚への透過性が良好で穿刺痛緩和効果に優れる一方、皮膚刺激性は低いとされている。 

当院において、貼付用局所麻酔薬で穿刺痛緩和効果が不十分な患者17名に対して、エムラクリーム

に変更し穿刺痛緩和効果を比較した結果、VASおよびVRSの中央値は有意に低下し、穿刺に対する患

者の満足度も上昇した。さらに、貼付用局所麻酔薬で接触皮膚炎を生じた患者5名をエムラクリー

ムに変更したところ、1名でアレルギー性接触皮膚炎が出現したため使用中止となったが、1名で接

触皮膚炎は消失した。3名で一過性に刺激性接触皮膚炎が出現したが、スキンケアや治療により改

善し継続した使用が可能であった。 

また、強い穿刺痛の緩和のためエムラクリームの適応であると考えられても、血液透析患者の高齢

化に伴う認知機能や巧緻機能の低下によりエムラクリームの導入が困難である患者が増加してお

り、透析室スタッフや家族などによるサポートの必要性も高まっている。 

本講演では、エムラクリームの有用性とさらに期待される可能性のほか、シャント肢のスキンケア

を併用した接触皮膚炎の予防や治療、認知症合併高齢患者へのエムラクリーム導入の取り組みにつ

いても概説したい。 

 

 

 

 

 

 



【高橋直子先生御略歴】 

１９８４年３月  福岡大学医学部医学科卒業 

１９８６年３月  広島大学内科研修医修了 

１９８６年４月  広島大学第２内科腎臓グループ入局後、 

         医療法人あかね会土谷病院（現、土谷総合病院）人口腎臓部に派遣 

１９９５年４月  医療法人あかね会大町土谷クリニック副院長 

２０００年７月  医療法人あかね会大町土谷クリニック院長 

２０１３年７月  保存期 CKDと透析の「かゆみ外来」新設 

 

所属学会 

日本内科学会・会員 

日本腎臓学会・会員 

日本透析医学会・会員・認定医・指導医・評議員・理事 

日本腎臓リハビリテーション学会・会員・代議員 

日本腎不全スキンケア研究会・代表 
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特別講演（ 13:00～14:00 ） 

（ 3 階 寿の間：サブ映像会場 ） 

 主催：四国透析療法研究会  

座 長 JA 高知病院 泌尿器科 副院長 谷村 正信 先生 

 

『 原点回帰 
〜透析療法を患者の目線で見直す〜 』 

講 師：政金 生人 先生 

（ 医療法人社団清永会 矢吹病院 院長 ） 
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第 56 回 四国透析療法研究会 

 

 

演 題 プ ロ グ ラ ム 

（第３会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３会場 （ ３階 松竹梅の間 ） 

 

●学術奨励賞候補演題（ 医 師 ） 

［ セッション⑤ ］（１０：００～１０：４８）   

    座 長 井上 紘輔 （ 高知記念病院 ） 

 

２２．歯科治療により反復性腹膜炎が改善された腹膜透析患者の１例 

高知大学附属病院 内分泌代謝・腎臓内科 1） 訪問看護ステーションあき 2） 

○松本
まつもと

竜
たつ

季
き

1）（医師）、寺田典生 1）、西岡みわ 2）、吉田美香 2）、伊吹智梨美 2） 

 

 

２３．腸管虚血による腹膜透析関連腹膜炎の治療経験 
高松赤十字病院 腎臓病総合医療センター 腎不全外科 1） 泌尿器科 2） 

○三宅
み や け

毅志
た け し

1）（医師）、山中正人 1）、喜多秀仁 2）、宇都宮聖也 2）、林 泰樹 2）、辻岡卓也 2）、 

泉 和良 2）、川西泰夫 2） 

 

 

２４．膀胱癌初発から 12年後に再発した血液透析患者の 1例 

つるぎ町立半田病院 泌尿器科 腎センター 

〇福田喬太郎
ふくたきょうたろう

（医師）、西 真琴、古本知穂、井上有佐子、真鍋明子、齋藤君子、岡本 紅 

佐藤祐樹、新居慎也、庄司良子、割石大介、森山貴弘、須藤泰史 

 

 

２５．アルコール性劇症肝炎後の急性腎障害の一例 

徳島大学病院 腎臓内科 

〇田蒔昌憲
たまきまさのり

（医師）、宮上慎司、清水郁子、山口純代、上田紗代、柴田恵理子、長谷川一宏、脇野 修 

 

 

２６．内シャント血栓性閉塞に対する経皮的血管内治療の検討 

高松赤十字病院 腎臓病総合医療センター 腎不全外科 1）、泌尿器科 2） 

〇宇都宮聖也
うつのみやせいや

1）（医師）、山中正人 1）、喜多秀仁 2）、林 泰樹 2）、三宅毅志 2）、辻岡卓也 2）、泉 和良 2）、

川西泰夫 2） 

 

 



２７．当院での薬剤コーティングバルーン（IN.PACT™ AV）の使用経験 

JA 徳島厚生連 阿南医療センター 泌尿器科 

○小居浩之
お い ひ ろ ゆ き

（医師）、田上隆一、井上善雄、玉置俊晃 

 

 

●学術奨励賞候補演題（ 医 師 ） 

［ セッション⑥ ］（１０：４０～１１：２８） 

   座 長 吉村 和修 （ 近森病院 ） 

 

２８．エテルカルセチドからウパシカルセトへの切り替えの後ろ向き臨床検討 
（医）尚腎会 高知高須病院 

〇大田
お お た

和道
かずみち

（医師）、西山美月、廣田圭祐、川田 愛、吉道 丈、伊野部拓治、松下和弘、水口 隆、 

吉本幸生、福冨 敬、戦 泰和、沼田 明 

 
 

２９．エボカルセトからエテルカルセチド塩酸塩への変更に関する検討 

JA 徳島厚生連 吉野川医療センター 泌尿器科 

〇駒坂
こまさか

みずき（初期臨床研修医）、矢野哲弘、尾崎啓介、中島 英、林 秀樹、橋本寛文 

 

 

３０．女性血液透析患者における低骨密度とサルコペニア有症率の関連 

衣山クリニック 

〇藤方史朗
ふじかたしろう

（医師）、岡本正紀 

 

 

３１．血液透析患者の骨粗鬆症に対するデノスマブ投与～当院での経験 
（医）清香会 北村病院 透析室 

〇岡
おか

﨑
ざき

曜子
あ き こ

(医師)、西森秀明、岡﨑泰長 

 

 

３２．腎性貧血管理におけるフェリチンの変動は生体内の鉄のシフトを反映する 
（医）社団樹人会 北条病院 泌尿器科 

〇前
まえ

田
だ

明信
あきのぶ

（医師）、髙石義浩 

 



ランチョンセミナー３（ 11:45～12:45 ） 

（  ３階 松竹梅の間 ） 

 

 共催：四国透析療法研究会/鳥居薬品株式会社  

座 長 高知記念病院 腎臓内科 香川 亨 先生 

『 腎性貧血治療の新展開〜HIF-PH 阻害薬、  
エナロイに期待すること〜 』 

講 師： 美馬 晶  先生 

（大阪医科薬科大学 腎臓内科 教授 ） 

 

 

腎性貧血は慢性腎臓病(CKD)の合併症として重要である。腎性貧血の治療には鉄製剤、エリスロポイエ

チン製剤(ESA)投与が含まれる。低酸素誘導因子(HIF)はエリスロポイエチン(EPO)の産生を介して赤血

球造血を促進する。HIF の発現量はプロリン水酸化酵素(HIF-PH)により調節されているが、HIF-PH阻
害薬は HIF の分解を抑制、安定化することで EPO遺伝子の転写を誘導する。この作用機序により HIF-
PH阻害薬は結果的にヘモグロビン(Hb)を上昇させる。 
 
CKD では慢性的な炎症状態によりヘプシジンが賦活化されることで、鉄利用障害が認められるが、これ

は ESA治療抵抗性の一因と考えられている。一方で、HIF-PH阻害薬は鉄利用障害の改善をもたらす可

能性が報告されている。さらに、高用量の ESA投与による心血管イベント上昇の可能性が指摘されてい

るが、ESA による血管内皮細胞障害がその原因と考えられる。これらを鑑みると、ESA抵抗性貧血治療

に対して HIF-PH阻害薬が有利と考えられる。 
 
HIF は EPO遺伝子以外に血管内皮細胞増殖因子(VEGF)遺伝子の転写活性を上昇させるため、癌細胞転

移や糖尿病性網膜症が悪化する可能性が指摘されている。しかしながら、実際に HIF-PHI を投与した際

の蛋白レベルでの VEGF 上昇は軽度かつ一過性である。もちろん、今後の長期間にわたる慎重な観察が

必要であるが、これら疾患が増悪する可能性は過度に懸念する必要はないと思われる。 
 
また、HIF-PH 阻害薬による Hb 上昇が急峻である場合に血栓症リスクが増大する可能性が指摘されて

いる。その中でエナロデュスタット（エナロイ）は他剤 HIF-PH阻害薬に比して Hb 上昇速度が緩やか

な特徴を有する。本講演では HIF-PH阻害薬であるエナロデュスタットの特性を理解した上での腎性貧

血治療について論じたい。 
 

 



【美馬 晶先生御略歴】 

昭和４５年４月２３日生まれ 

平成３年３月 私立洛星高等学校 卒業 

平成９年３月 秋田大学医学部医学科卒業 卒業  

平成９年６月 京都大学医学部附属病院内科 研修医 

平成１０年６月 大阪赤十字病院内科 研修医 

平成１２年６月 静岡市立静岡病院腎臓内科 専攻医 

平成１４年４月 京都大学大学院医学研究科博士課程内科系専攻入学 

平成１８年９月 同上 終了 

平成１８年４月 京都大学医学部附属病院腎臓内科 医員、院内助教 

平成２０年４月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 腎臓内科 助教 

平成２０年１０月 ハーバード大学医学部ジョスリン糖尿病センター 博士研究員 

平成２４年４月 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 腎臓内科 助教 

平成２６年４月 近畿大学医学部奈良病院血液（腎臓）内科 講師 

平成２８年１月 近畿大学医学部奈良病院腎臓内科 診療科長・講師 

平成３１年４月 大阪医科大学内科学講座内科学 III 腎臓内科 教授（特別教務担当教員） 

令和３年４月 大阪医科薬科大学 腎臓内科 教授（特別職務担当教員） (校名変更) 

 

所属学会 

日本内科学会内科認定医、内科専門医、指導医、近畿支部評議員 

日本透析医学会透析専門医、指導医 

日本腎臓学会腎臓専門医、指導医、評議員、症例評価委員会委員 

日本医師会認定産業医、厚生労働省臨床研修指導医 

米国内科学会上級フェロー 

日本老年病学会老年医学専門医、代議員 

奈良県医療政策部地域医療連携課糖尿病診療ネットワーク 専門医協議会 委員 

 
賞罰 

平成１８年４月  シンポジウム糖尿病 優秀賞 

平成１９年１１月、平成２０年１１月  CKD Award 奨励賞 

平成２１年７月  腎疾患と高血圧研究会 奨励賞 

平成３０年９月  Asia Pacific AKI-CRRT Travel Grant Award 
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１．CL-Gapを用いた推定 Kt/V 算出式の精度評価 

（医）尚腎会 高知高須病院 臨床工学部 

○小出
こ い で

貴史
たかふみ

（臨床工学技士）、小川晋平、濵田あすか、水口隆(腎臓内科)、大田和道(泌尿器科) 

【背景】透析効率を上げるには血液流量(以下 Qb)，透析時間，膜の除去性能，透析液流量(以下

Qd)の検討を行う必要がある．また CL-Gapは脱血状態の評価に広く用いられてきたが，それらに

問題が無くとも CL-Gapが生じていることが多い．今回我々は脱血不良に依らない CL-Gapは患者

固有の透析量の乖離とみなせるという仮説を立て CL-Gapを用いた推定 Kt/V 算出式を作った． 

【目的】推定 Kt/V 算出式の精度評価を行う． 

【対象】慢性維持透析患者 49 名(男性 45 名，女性 4 名)，年齢 64.5±10.8歳，透析歴 2.5±3.5

年，IHDF，透析時間 4h 

【方法】算出式は推定 Kt/V＝(1-CL-Gap)×Qb×透析時間×効率÷体液量とした．過去 3年間を振り

返り Qb 変更前の採血時データ（CL-Gap，透析時間，効率，体液量）と変更後の Qb を代入して推定

Kt/Vを算出し，Qb 変更後の定期採血時の実測 Kt/Vと比較する． 

【結果】推定 Kt/V と実測 Kt/V の間に高い直線相関があった（R2=0.85）．変更前 CL-Gap8.3（3.7-

12.2）%と変更後 CL-Gap7.2（2.2-10.6)%に有意差があった（p=0.0348）． 

【考察】CL-Gapに有意差を認めたことから仮説通りとはいかなかったが，推定 Kt/Vと実測 Kt/Vの

相関の強さから，良好な脱血状態が確保されているという条件下であれば，算出式は臨床上参考値

としての使用は可能であると考えられる． 

【結語】推定 Kt/V 算出式は Qb 変更後の実測 Kt/Vの近似値を推定することができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．止血効果を持たせた 2 種類の絆創膏の評価 

（医）仁栄会 島津病院 臨床工学科 

○西村
にしむら

亜美
あ み

(臨床工学技士)、松田卓也 

【はじめに】血液透析患者は、一般的に透析治療終了後に穿刺針を抜去し絆創膏で止血を行ってか

ら帰宅している。しかし、一定の割合で止血困難者がおり止血に時間を要する場合がある。 

【目的】止血に時間を要する患者を対象に止血効果を持たせた 2 種類の絆創膏を使用して止血効果

を検証した。 

【対象】対象は 12 名で男性９名、女性 3 名であった。年齢は中央値で 83 歳(49～93)、AVF10 名、

AVG2 名であった。そのうち抗血小板薬の服用者は 7 名(58.3%)であった。 

【方法】穿刺針抜去後の止血時間を調べるため、従来の絆創膏と止血効果を持たせた A 社製絆創膏

(カチオン化セルロース)および B 社製絆創膏(アルギン酸塩)について比較した。それぞれの絆創膏

で止血した日の止血開始 5分後、10分後に止血の有無を確認した。止血時間の確認は、止血手技の

統一を図るためすべて同一スタッフが実施した。 

【結果】止血効果を持たせた 2 種類の絆創膏は、従来の絆創膏に比べ両者ともに止血時間が短縮し

た。 

【考察】止血効果を持たせた絆創膏では、それぞれの効能により止血時間の短縮が可能であった。

しかし、両者の絆創膏は従来の絆創膏に比べ高価であるため全例に使用することが難しい。 

【結論】止血時間の延長は本人やスタッフの身体的・精神的な拘束のみならず送迎車の運行にも影

響を与えている。円滑な透析治療の運行のためにも止血時間の短縮は重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．当院におけるエコーガイド下穿刺の導入 

～エコー初心者の MEでも安全に導入できる～ 

つるぎ町立半田病院 腎センター 

〇佐藤祐樹
さ と う ゆ う き

（臨床工学技士）、福田喬太郎、西 真琴、古本知穂、井上有佐子、真鍋明子、齋藤君子、

岡本 紅、新居慎也、庄司良子、割石大介、森山貴弘、須藤泰史 

 

【背景】シャント血管穿刺が困難な症例へのエコー（以下 US）ガイド下穿刺は徐々に普及している。

当院でも穿刺が困難な症例で穿刺に難渋していた。現状を改善するため、2021 年 8 月から US ガイ

ド下穿刺を開始した。USガイド下穿刺の導入の有用性について報告する。 

【方法】メディコン社 SITERITE5を用いて 1人法・短軸法で USガイド下穿刺を開始した。2022年 4

月下旬からの 3ヵ月間において、穿刺が困難な 4例に対する穿刺者 3 名（A: ME9年目･US使用歴 6

ヵ月、B: ME14年目･US使用歴 5ヵ月、C: ME18年目･US使用歴なし）の USガイド下穿刺とブライン

ド穿刺の結果を検討した。 

【結果】穿刺成功率は、USガイド下穿刺 207/225回（92.0％）、ブラインド穿刺 87/96回（88.7％）

であった。穿刺時の合併症はなかった。穿刺者別の USガイド下穿刺成功率は、A: 81/86回（94.2%）、

B: 66/75回（88.0%）、C: 45/47回（95.7%）であった。USガイド下穿刺成功率を観察期間の①前半・

②後半で比較したところ、A: ①93.3% vs ②95.1%（p = 0.72）、B: ①85.0% vs ②92.8%（p = 0.32）、

C: ①96.0% vs ②95.5%（p = 0.93）であった。 

【結語】当院において、USガイド下穿刺はエコー初心者の MEでも安全に導入できた。当院での導入

期の取り組みと文献的考察を含めて報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．頻回のシャント狭窄に対し薬剤溶出性バルーン治療を行った経験 

（医）仁栄会 島津病院 臨床工学科 

○仙波
せ ん ば

大英
ひろひで

(臨床工学技士)、久保貴史、松田卓也 

【はじめに】血液透析治療を受けるためにはバスキュラーアクセスが必須であり、その多くは自己

血管内シャントである。内シャントは経時的に狭窄する場合があり、その治療の第一選択として経

皮的血管形成術(PTA)を行い修復しているが、再狭窄が多いことが問題である。 

【目的】シャント狭窄を繰り返す患者に対し薬剤溶出性バルーン(DCB)治療を行い、開存期間が延長

した経験を報告する。 

【対象】透析歴 26年の 50代で自己血管内シャントである。原疾患は慢性糸球体腎炎で糖尿病の併

存疾患は無い。 

【経過】2020年のシャント再建術から 1年 3ヶ月間に 7回の PTA(保険診療適用内)を行っており、

PTA間隔は平均 57日であった。2021年 9月 DCB 治療を行った。DCB 治療後、毎月エコーによるシャ

ント評価を行い経過観察した。2022年 5月再狭窄を認め 2回目の DCB 治療を実施、治療間隔は 248

日と延長していた。 

【考察】我々、臨床工学技士が直接的に DCB 治療に関与することは無かったが、シャント評価や穿

刺など日常的にシャントに接している。繰り返す狭窄に対し穿刺ミスや脱血不良などのイベントが

発生していたが、DCB 治療後はスムーズに穿刺や透析治療が行えていた。 

【結論】DCB 治療によりシャント開存期間は延長し、頻回の PTA や外科的再建術を回避することが

できた。頻回の PTA 回避により患者の肉体的・精神的な苦痛および社会生活への影響を最小限に抑

え QOL維持に貢献できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．当院における Drug-Coated Balloon の有効性と超音波検査による経時的変化について 

（医）社団恵仁会 三島クリニック 

〇井上徹也
いのうえてつや

（臨床工学技士）、野村祐介、佐藤竜二、藤原繁彦、溝渕剛士、溝渕正行 

【目的】昨年より Drug-Coated Balloon (以下 DCB)が血液透析患者の自己血管内シャントに対して

保険適応となり、当院でも DCB VAIVTを開始して 1年が経過した。そこで今回当院での DCBの有効

性と超音波検査による経時的変化について検討した。 

【対象・方法】当院で 2021年 6月～2022年 1月までに DCBを使用した 15例の頻回再狭窄病変を対

象とした。DCB 前の VAIVT間隔は平均 105±19日であり DCB使用後の VA回路全体に対する開存期間

について分析した。また DCB後は 1 カ月毎に超音波検査を実施し 6 カ月間の変化を評価した。 

【結果】15 例中 12 例で開存期間延長が認められ、うち 6 例は現在も VAIVT を実施することなく平

均 278±82日(2.6倍)が経過している。残りの 6例については DCB後 6 カ月頃より再狭窄もしくは

新規狭窄病変の発生により平均 234±38 日で VAIVT 介入となったが、2.2 倍の延長が得られた。15

例中 3 例については開存期間の延長は認められなかった。VAIVT 件数は 2021 年上半期 64 例→2022

年上半期 40 例と 37.5％減少した。DCB 後 6 カ月間の観察期間で明らかとなった狭窄病変について

は、再狭窄が 5例、再狭窄および新規狭窄病変の発生が 3例、再狭窄がなく新規狭窄病変の発生が

6 例、狭窄なしが 1 例であった。新規狭窄病変が確認されるまでの平均日数は 75±44 日であった。 

【考察】従来の頻回 VAIVT患者に対する DCB使用は臨床的に非常に有効であり患者負担を軽減する。

また DCB 後においては再狭窄の有無だけではなく、比較的早期に現れる新規狭窄病変にも十分に注

意する必要がある。 
 

 

６．リリーフ看護師の育成 
～「プライミング・穿刺・回収」研修 DVD を活用した学習の効果～ 

市立大洲病院 透析室 

〇篠崎明美
しのざきあけみ

（看護師）、福居正美、宮尾道子 

【目的】リリーフ看護師 8名は、月平均 0～7 回透析業務を行っている。依頼頻度に差があり、「穿

刺が怖い」など不安がある。オリジナルの「プライミング・穿刺・回収 DVD」を視聴することで、

安心して業務が出来たかＤＶＤの効果を明らかにする。 
【方法】研修 DVD を作成し、リリーフ看護師の勤務部署に 1枚ずつ配布、3ヶ月間自由に視聴。リ

リーフ看護師には、3 か月間の視聴結果を毎月質問紙法にて調査。 
【結果】【考察】「プライミング・穿刺・回収」の 1 か月目の視聴は 4名。視聴の効果は、各項目に

おいて「効果的と思う」2名、「やや効果的」2名と効果的との結果を得られた。ＤＶＤの影響（複

数回答）は、「安心できた」2 名「見直すことが出来た」4 名「期間が空いても覚えている」2 名。

2・3ヶ月視聴は、1名のみ。各項目では「効果的と思う」影響も「期間が空いても覚えている」と

回答。1 回も視聴していない 4名は、所属経験がある為視聴の必要性がなかったと言える。 
研修 DVD は、基本的な知識・技術が振り返れ、安心や自信に繋がると言える。また、基本的な知

識・技術を身に着けることができるため、今後は新人看護師の教育にも活用できる。 
 



７．血液透析患者の活動量は足関節底屈筋力と関連し転倒恐怖感の影響を受ける 

（医）社団樹人会 北条病院 リハビリテーション科 

〇増野
ま し の

雄一
ゆういち

（理学療法士）、前田明信、辻 彰、三好麻希、髙石義浩 

【はじめに】高齢者の日常生活活動、身体機能において歩行は重要な機能である。歩行は様々な筋

肉の協調的な活動によって実現し、活動度の指標となる 1 日平均歩数（以下、歩数）と膝関節伸展

筋力は関連があるとの報告は散見される。足関節底屈（以下 AP）筋力は歩行時の蹴り出しに働く筋 

であり、昨年の本会において歩行能力の評価に有用であることを発表したが、歩数との関連性を考

察した報告はない。 

今回、血液透析（以下 HD）患者の歩数と AP筋力、また身体機能との関連性、さらに歩行意欲を低

下させる転倒への恐怖感が歩数や身体機能に影響があるかを検討した。 

【方法】対象は独歩可能な HD 患者 27 名、平均年齢 75.8 ± 9.8歳。評価項目を歩数、AP筋力、バ

ランスの指標となる Functional Reach Test（以下 FRT）、歩行速度として相関を検討、さらに、各

項目を転倒恐怖感の有無で比較した。 

【結果】歩数は AP筋力、FRT、歩行速度と正の相関を認めた（p＜0.05）。転倒恐怖感は有り群 10 名、

無し群 17 名であり、有り群は歩数、AP 筋力、FRT、歩行速度において、有意に低値であった（p＜

0.05）。 

【考察】日常生活における歩数、AP筋力、バランス、歩行速度は互いに関連し、これらの低下は ADL

の障害因子となる。さらに転倒への恐怖感は HD 患者の社会参加の制約を助長する。HD 患者が自身

の身体能力、歩行能力を把握し、運動の重要性を認識することが転倒のリスクの回避につながり、

活動量、QOLの向上に重要である。 

 

８．障害受容困難・アドヒアランス不良な患者への看護 

松下クリニック 

〇滝本幸貴
たきもとみゆき

（看護師）、須﨑由美、松下 仁 

【目的】透析患者の足病変は、足の局所の問題だけでなく全身疾患の一症状であることが多い。足

病変を生ずる大きな原因として抹消動脈疾患（PAD）が挙げられる。 

透析期間が長くなるにつれ、動脈硬化が進行し、冠動脈疾患や脳梗塞、そして PADの合併頻度が高

くなる。今回、下肢の創傷処置が必要なアドヒアランス不良な患者に有効で安全な処置を継続する

ために、どのように関わり方が有効であったのか、また患者の個別性に合わせた看護展開ができた

かを検討する。 

【考察】患者に合わせた目標を設定し、全ての看護師が同じ目標に向けて関わりを持ち処置を行う

ことで、一時創部の改善が認められたが、アンプタの必要性告知により患者自身の処置・観察への

拒絶がみられた。そこで安全で有効な処置の継続が必要だと認識するためにどのような関わり方が

有効であったか、早期から充実させていくことが課題となった。 

【結果】患者が自身の損傷を受け入れられていないまま、患者のニーズを考えず損傷を治癒させた

いという看護師の思いを押し付ける看護になってしまった。結果的に疼痛による苦痛から、創傷処

置に拒否感が強く、創部の悪化につながったため障害の受容過程であるキューブラ・ロスの受容過

程により①否認②怒りの段階で適した看護行う必要があったと考える。 



９.「身寄りのない透析患者に成年後見制度を利用した経験から」 

   ～患者の状況に応じた支援体制の構築～ 

（医）尚腎会 高知高須病院 地域医療連携室 

〇氏
うじ

次
つぐ

飛鳥
あ す か

（社会福祉士・MSW）、三好可奈、大倉恵子、安藤由美、藤田真依 

【はじめに】近年家族の形態も変化し、身寄りのない人への支援が課題となっている。今回、病状

悪化をきっかけに、身の回りの支援が増加し成年後見制度利用につなげた透析患者の事例を報告す

る。 

【事例紹介】S 氏（70歳代、男性）要介護３。認知機能低下なし。透析歴２年以上。 

【経過】透析室より緊急連絡先について確認依頼あり。S 氏より身内との交流なく、ケアマネージャ

ーが対応していることを聞きとる。その後、他疾患による体調不良を繰り返し、ケアマネージャー

への連絡が増加、「本来なら本人家族が担う役割をすべて代行する事は難しい」と連絡あり。これを

機に緊急連絡先、金銭管理、死後の事務手続き等の課題について、S 氏と今後の支援体制について話

し合った。 

【結果】支援者として S 氏は知人を希望していたが、同意を得られなかったため成年後見制度利用

を検討。成年後見サポートセンターと連絡調整し、3か月後、任意後見人と契約が成立した。 

【考察】2021年の統計で成年後見制度の利用者は全国で 24万人、潜在的な後見ニーズのわずか 2％

にすぎないと言われており、契約までの事務手続きの煩雑さや患者の費用負担が発生することから、

利用できる患者も限定されると考えられる。しかし患者が安心して必要な医療を受けられる環境を

整えるためには当制度を利用することが有効であった。 

【結語】成年後見制度につながる第一歩となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０．認知症患者の自己抜針防止に向けての取り組み 

～抜針予防のアセスメントスコアシートを活用して～ 

（医）尚腎会 高知高須病院 透析室 

〇古味
こ み

恵里
え り

花
か

（看護師）、柳本周美、田村恵子、西岡佳代、堀井美智、前川三智子 

【研究目的】自己抜針防止の為の抜針アセスメントスコアシート（以下アセスメントシートと省略）

を作成しアセスメントツールとして活用に繋げる 

【研究方法】 

① 11 年間の自己抜針によるインシデント・アクシデントレポートを集計し独自の抜針アセスメ

ントシート作成し危険度を点数化 

② 看護師 37 名に抜針アセスメントシートの改善点を記載してもらい修正 

③ 抜針アセスメントシートの実施、アンケート調査 

【結果】「アセスメントシートは抜針対策に効果的だと思う」という回答が 65％で最も高かった。意

見として、「定期的に周知することで効果的」「どんな対策が有効かまではわかりにくい」「アセスメ

ント後のフローチャートの対策が知りたい」等があった。 

【考察】抜針アセスメントシートを使用し、危険度を点数化する事で抜針リスクをより客観的に評

価でき、個々のリスクを速やかに把握できたと考える。定期的に評価し結果を情報共有、対策を立

案する事で事故防止の意識も高まり、抜針を予測し未然に防ぐアセスメント能力も高めていけるの

ではないかと考える。今後、危険度に応じたフローチャートと対策方法を作成し抜針予防対策の標

準化を検討していきたい。 

【まとめ】 

① 抜針アセスメントシートの使用は患者の抜針リスクを客観的に評価できる。 

② 自己抜針防止に向けた意識が高まり抜針対策に効果的である。 

③ 危険度に応じたフローチャートを作成し抜針対策の標準化を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１．透析患者が入所する介護施設の新型コロナウイルス感染症対策について 

～クラスター発生後の対応を見直す～ 

有料老人ホームながきの杜 1）  （医）佐藤循環器科内科 2） 

〇渡邊
わたなべ

 歩
あゆみ

（介護福祉士）1）、堀部圭利 1）、小川治美 2）、佐藤 譲 2） 

【はじめに】維持透析患者が入所する介護施設で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し

た。今回経験した感染防止対策について報告する。 

【経過】A施設の入所者 42 名中維持透析患者は 15 名、職員は 29 名である。この内、入所者 7名

（内透析患者 5名）、職員 3 名が新型コロナウイルスに感染した。濃厚接触者は職員 15 名、入所者

5名（内透析患者 3名）であった。感染確認の翌日、感染した透析患者 5名は指定医療機関に入院

した。 

【結果】施設は 3 つのフロアから成り、2 名の感染者は最上階の自室で隔離療養となった。2 名は

認知症があり自室を出ることが懸念される為、透析時に出入りの必要がある透析患者は接触回避目

的で階下に居室を移した。濃厚接触者の職員は、毎出勤時に抗原検査で陰性・無症状を確認し、健

康観察期間中も就業した。又、各フロアの職員は専任とし他との往来を避けた。保健所の助言で感

染者の食器は使い捨て容器に変更、確実な PPEの着脱方法やゾーニング・環境整備の周知徹底を図

った。透析スタッフと連携し、濃厚接触者を含む 10 名の透析患者は、透析曜日・時間・ベッド等

を調整し、出発前の体重測定等、他の透析患者との接触を避けた。送迎車は窓を開けて走行し、透

析室での職員は患者各々に専任とした。 

施設・透析室共に新たな感染者を出すことなく終息した。 

【考察】透析室との連携や感染対策を強化・徹底したことで感染拡大防止に繋がったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２．腹水濾過濃縮再静注療法における新しいシステムを用いた専用装置 e-CARTの開発 

公立学校共済組合四国中央病院 医務局 臨床工学科 

〇福原
ふくはら

正史
ま さ し

（臨床工学技士）、大西悠翔、青野宏樹 

【背景】腹水濾過濃縮再静注法（CART）は，難治性腹水患者に対して腹水を抜水し，腹水中の細胞

成分を濾過器で除去し濃縮器で蛋白濃度を調整して，自己蛋白を体内に戻す治療法である．しかし，

膜閉塞による処理完遂不能，再静注時の発熱，回路構成や操作などの複雑なシステムが問題となっ

ている．その問題点を改善するため，直接落差式濾過採取や濃縮膜に PMMA 膜を用いた方法を報告し

てきた． 

【目的・方法】腹水濾過濃縮用装置は簡単なシステム，処理時間の短縮，小型軽量化，低価格が求

められている．そこで，落差式外圧濾過法とポンプ式定圧再循環濃縮法を組み合わせた新しいシス

テムの腹水濾過濃縮用装置 e-CARTを開発し，臨床使用した． 

【結果】シンプルな回路構成により輸液ポンプサイズまで小型化でき，重量 7kg と片手で持ち運び

が可能で，製造コストを削減することができた． 

更に，従来の装置と同等の蛋白回収率が得られ，処理時間は大幅に短縮した． 

【考察】新しいシステムにより簡単な回路構成，操作の自動化，発熱軽減，膜洗浄，小型軽量，低

価格となり，誰でも簡単に短時間に施行することが可能となった．さらに，日本アフェレシス学会

が策定した安全基準をすべて満たしている． 

【結語】e-CART が多くの医療機関で施行され，難治性腹水で苦しむ患者の治療として CART が普及

していくことを願う． 

 

１３．透析患者における Phase angle（位相角）の有用性について 

（医）尚腎会 高知高須病院 臨床工学部 

○小川
お が わ

晋
しん

平
ぺい

(臨床工学技士)、畠中祥悟、小出貴史、千谷 翔、濵田あすか、水口 隆（血液透析科）、 

大田和道（泌尿器科） 

【はじめに】BIA法による位相角（phase angle）は、リアクタンスとレジスタンスの値より算出さ

れる角度のことであり、細胞膜の生理的機能レベルを反映するとされる.また栄養指標や筋肉量,生

命予後などとの関係性が報告されている. 

【目的】透析患者における位相角の有用性について検討する. 

【対象】2021年 9月から 2022年 7月の期間に東レ MLT550N（MLT）で身体組成を測定した維持透析

患者 323 名（男性 207 名,女性：116 名）,年齢 71.5±12.3歳とした. 

【方法】MLT 測定値から位相角（位相角絶対値（50kHz）[°]）を算出し,血清値（Na,K,P,UN,CRE,ALB,H

ｂ）及び GNRIとの相関関係を評価した.また一部症例についても報告する. 

【結果】位相角との相関関係は,Na（p<0.0001,r=0.31）,K（p<0.0001,r=0.29）,P（p<0.0001,r=0.34）,UN

（p<0.0001,r=0.34）,CRE（p<0.0001,r=0.69）,ALB（p<0.0001,r=0.59）,Hb（p<0.0001,r=0.25）,GNRI

（p<0.0001,r=0.63）であった. 

【考察】位相角が栄養指標や筋肉量との関係性がみられたことより生命予後とも関係は深いと考え

られた.また細胞の状態を数値化しているので患者状態をより正確かつ客観的に評価できる指標で

はないだろうか. 

【結語】位相角は患者状態を客観的に評価できる指標と成りうる. 



１４．血尿スケールを用いた血液透析開始時の簡易な貧血評価 

公立学校共済組合四国中央病院 透析センター 臨床工学科 1） 看護部 2） 外科 3） 

〇青野宏樹
あ お の ひ ろ き

1）、大西悠翔 1）、福原正史 1）、杉岡志穂 2）、岡崎智子 2）、石川靖子 2）、 

高橋真理子 2）、石川 寛 2）、田代善彦 3） 

【はじめに】維持透析患者の定期検査では緊急性が低く，検査結果までに多少のタイムラグが存在

し，出血による急激な貧血の進行症例などに対して，赤血球輸血などの対応が遅れる場合がある．

今回，血液透析開始時に血尿スケールを用い貧血評価を行ったので報告する． 

【方法】0～7段階の血尿スケールを用い，血液透析開始時に脱血側回路の脱血色を評価し，検査結

果の Hb値との関係性を調査した．血液透析回路は日機装社製アーチループ回路を使用した． 

【結果】調査件数は 71件．スケール 4が 5件，スケール 5が 14件，スケール 6が 49件，スケール

7が 3件であった．Hb値はスケール 4が 7.86±1.48g/dL，スケール 5が 10.5±0.94g/dL，スケール

6が 12.1±1.05g/dL，スケール 7が 11.5±0.57g/dLであり，スケール 7は全てカテーテル留置患者

であった．スケール 5からスケール 4に変化するにあたり，Hb値は有意に低下した(p＜0.05)． 

【考察】貧血を早期に発見することは患者の QOL向上に期待できるが，スケール 4と評価した場合

は Hb値 10g/dL未満となっている可能性が高いと考える．しかし，血液透析回路の種類や照明によ

り色調は容易に変化するが，定期検査日以外でも簡便に評価できるため，その後の検査をスムーズ

に施行できると考える． 

【結語】血尿スケールを用いて簡便な貧血の評価が期待できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１５．代替血液回路を使用したことにより透析量に影響を及ぼした経験 

（医）仁栄会 島津病院 臨床工学科 

○松田
ま つ だ

卓也
た く や

(臨床工学技士)、小松晋也、仙波大英、斧 武志 

【はじめに】当院は COVID-19の影響により血液回路の生産・供給が滞り 2021年 9月から 12月まで

代替血液回路で透析治療を行った。使用期間中には様々な問題点が発生した。我々が経験した問題

点は不良品の増加、血液回路内の凝血、作業時間の増加、在庫スペースの増加などに加え透析量の

悪化があった。 

【目的】代替血液回路に変更後、透析条件を変更していないにも関わらず多くの透析患者に透析量

の低下が認められた。代替血液回路使用前後の透析量の変化についてレトロスペクティブに観察し

た。 

【対象】代替血液回路の使用前後の期間中に透析量(Kt/V)を測定していた 214 名を対象とした。 

【方法】代替血液回路に変更する前の従来血液回路での Kt/V、変更 1ヶ月後、2ヶ月後、さらに従

来の血液回路に復旧後の Kt/Vを比較した。 

【結果】従来の血液回路での平均 Kt/Vは 1.57±0.34であったが、変更 1ヶ月後 1.51±0.33、2ヵ

月後 1.52±0.31と有意に低下(P<0.01)していた。また、従来の血液回路に復旧後 1.56±0.30と有

意差は無くなった。 

【考察】我々は Kt/V の低下の原因は従来の血液回路に比し血流量の低下が起こっていたと推測し

た。コンソールで設定する指示血流量に対し実際の血流量に乖離が生じていた可能性がある。 

【結論】代替血液回路は在庫スペースの増加、作業効率の悪化など様々な問題が生じた。また、今

回の様に透析量の低下など治療に影響を及ぼす可能性も念頭に置かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１６．中長期で見た多用途透析装置の故障についての検討 

（社医）川島会 川島病院 

○福留悠樹
ふくどめゆうき

(臨床工学技士)、吉岡典子、松浦翔太、道脇宏行、 岡田一義 

【背景・目的】2015 年に当院では、4 社の多用途透析装置(以下:コンソール)を導入し 2021 年で 6

年が経過した。不具合の内容からコンソールの取り扱いについて確認した。 

【方法】管理記録より、導入から 3年まで(以下:前期)と 4年目から 6年まで(以下:後期)の不具合

件数・内容を精査し以下のように比較した。 

1.前期で行ったメーカ改修部品が後期で不具合を生じていないか。 

2.前期で最も故障頻度の多い部品 2 項目が、後期ではどのような傾向を示したか。 

【結果】 

1.A社では血液ポンプが 14件から 4件、B社ではカスケードポンプが 9件から 8件、C 社では減

圧弁が 7件から 0件、D 社では対象部品はなかった。 

2.A社では除水ポンプが 2件から 9件、シリンジポンプが 3件から 1件、B社ではカプラが 11件

から 4件、複式ポンプが 7件から 4件、C 社ではクランプが 4件から 1件、配線関連が 4件から 0

件、D 社では電磁弁が 4件から 0件、補液ポンプが 3件から 7件であった。 

【考察】 

1.A社では部品劣化、B社では部品交換時の手技間違いがあり、部品の交換頻度、手技を見直す必

要がある。 

2.A社の除水ポンプ、D 社の補液ポンプでは炭酸カルシウムの付着による異音等があり、部品交換

又は清掃頻度の見直しが必要と考える。 

【まとめ】管理記録から不具合の要因を精査する事で、施設に適した機器管理を行えるように体制

を見直すことが可能であると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７．テーラーメイド透析にて透析低血圧が改善された 1例 

（医）佐藤循環器科内科 技士室 

○山
やま

本
もと

良
りょう

輔
すけ

（臨床工学技士）、大西 彩、小川治美、佐藤 譲 

【背景】透析低血圧（以下：IDH）は透析中に急激な血圧低下を引き起こし、治療の継続を困難にし、

患者の予後や QOLに悪影響を与えている。今回 IDH を有する透析困難症の患者に対し間歇補充型血

液透析濾過（以下：IHDF）の導入と患者に合わせた透析条件変更を試みたので報告する。 

【症例】対象は 75歳女性、原疾患は糖尿病性腎症、透析歴 6年 9ヶ月。透析導入時より前希釈血液

透析濾過（以下：OHDF）を施行するも、透析後半に急激な血圧低下となり補液や除水調整で対応し

ていた。2020年 6月より IHDF（100ml/30分、計 7回）に変更、2020年 7月にプログラム補液（以

下：PG）を導入し、透析前半に回収を積極的に行い、血圧低下をきたし易い後半に補液のみを行う

プログラムで対応した。しかし、一時的な除水達成率の向上には繋がったが、症状の改善はなかっ

た。2020年 9月より透析時間を 4時間から 4.5時間 IHDFに変更し、導入前より除水達成率や処置

回数の軽減が見られた。その後再度の IDH のため処置回数が増加したが、PGの見直しを行い処置回

数の減少に繋がった。 

【考察・結語】OHDFから IHDF変更直後は IDH の改善はみられなかったが、透析時間の延長や PGに

よる透析中の血圧低下時に補液を行うことで、除水達成率の向上や処置回数の減少が達成された。

患者に合わせた透析条件の設定が IDH に対して有効であったと考える。 

 

 

 

１８．残血により透析困難が続いた症例に対し、積層型 AN69膜が著効した 1例 

（社医）近森会 近森病院 臨床工学部 

○中内
なかうち

百々
も も

(臨床工学技士)、小椋博明、野島のぞみ、岡本歌織、吉村和修 

【症例】当院外来維持透析患者 72歳 男性。膀胱癌 膀胱全摘術・回腸導管造設術後で当院泌尿器科

フォロー。2020年 4月より慢性腎不全で血液透析導入。透析条件〔モード:IHDF、透析膜:PES膜、

抗凝固剤:低分子ヘパリン(血尿が度々あり、血尿スケールを用いて抗凝固剤を変更）〕。 

【経過】導入初期より時折回路内に残血±程度見られていた。2021年 9月頃、透析終盤の回路内圧

上昇が続き抗凝固剤をヘパリンに変更。2021 年 10 月頃、ヘパリンを増量しても回路内圧上昇や著

明な残血が続き、透析膜を ATA に変更。目立った改善は見られなかったが、炎症反応の低下に伴い

凝固イベントも減少した。2022年 2月頃、回路内圧上昇や回路交換に至るケースが増え、癌の進行

による凝固能亢進が原因と考えられた。AN69 膜によるサイトカイン吸着を期待して膜変更すると、

著明な残血の改善が見られ、以後はほとんど残血なく経過した。 

以前から悪性腫瘍により凝固能亢進が起こることが知られているが、今回それによる透析困難に対

し AN69膜での効果を認めた。本症例に対し文献的考察を含めて報告する。 

 

 



１９．難治性潰瘍に対してレオカーナを使用した 1例 

（医）社団 重信クリニック 透析室 

〇松下
まつした

祐
ゆう

太
た

(臨床工学技士)、池本尚子、杉田 潤、浅海浩子、佐々木豊和、島本憲司、別宮 徹 

【目的】レオカーナは LDL コレステロール及びフィブリノーゲンの吸着による血液レオロジーの改

善によって、難治性潰瘍を伴う閉塞性動脈硬化症の治療を目的に使用される。今回、血液透析患者

1例に対してレオカーナを施行した経験について報告する。 

【対象】78歳男性、透析歴 4年、原疾患は腎硬化症。2020年より計 4回血管内治療を行うも改善が

見られず徐々に状態が悪化する。2022年 6月から基幹病院にてレオカーナを導入開始する。6回施

行後、当院に転院治療継続となる。 

治療条件：週 2 回(月・金曜日)透析前にレオカーナを施行。抗凝固剤：未分画ヘパリン(初回投与

3000 IU、持続投与 1500 IU)、血流量 30～50 ml/min(30 ml/min で開始、5分毎に 10ずつ upし Max

は 50) 

【評価項目】レオカーナ施行前後(LDL-C、HDL-C、Fib)、CRP、WBC、ABI、施行中の血圧変動、レオカ

ーナ前後の圧力差、終了後の残血評価、創部の観察、下肢症状の変化等を評価した。 

【結果】当院にて 10回施行時点では LDL-C:54.8 mg/dl→41.8 mg/dl(p<0.05)、Fib:311.8 mg/dl→

258.3 mg/dl(p<0.05)と有意な低下を認めた。他は変化なし。施行中の血圧は 30分後に若干の低下

を認めたが、問題なく施行できた。レオカーナ前後の圧力差の上昇もなく、血液回路内の残血はな

かった。創部の大きさは 1.5 cmから 1.0 cmと縮小した。 

【考察・結語】血液検査結果、創部の状態改善から閉塞性動脈硬化症患者の難治性潰瘍に対しての

レオカーナは有効である。現在の時点では潰瘍自体は完全治癒していない為、今後の追加加療を検

討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２０．当院におけるレオカーナ®記録用紙、チェックリストの作成 

松山赤十字病院 医療技術部 臨床工学課 

○山下
やました

由美子
ゆ み こ

（臨床工学技士）、児島佳大、大野純一、水谷嘉男、永見一幸、大林輝也、 

上村太朗（腎臓内科） 

【背景】2021年 3月閉塞性動脈硬化症による難治性下肢潰瘍にレオカーナ®が可能となり、当院も治

療を行った。当初は他アフェレーシス療法の記録用紙を流用したが、安全なレオカーナ®実施には従

来用紙では不十分と感じた。そのため独自のチェックリストと記録用紙を作成した。 

【方法】 

①治療開始前の服薬を含めた患者情報や指示抜けをなくすため、チェックリストと治療経過を記

載する記録用紙を分けた。 

②治療効率を考慮しバイタルや設定変更の時間を固定し、担当者の経験によらずに対応可能にし

た。 

③治療経過をスタッフ間で共有しやすい形式にした。 

【結果】レオカーナ®は、ACE 阻害薬やネプリライシン阻害薬の併用は禁忌であり、チェックリスト

は必須である。チェックリストには同薬剤の有無に加え治療計画、抗凝固薬量も含まれる。開始後

30分は血圧低下しやすく、頻回の血圧測定が必要で血流量調整を要する可能性がある反面、以降は

安定することが経験的に分かっていた。開始 30 分までは血圧測定、血流量などの記録を 5 分毎と

し、以降は 15分毎とした。従来の記録用紙から変更を行うことで、担当者の経験によらずバイタル

チェックが可能となった。 

【考察】チェックリストと記録用紙を別にし、治療開始前と治療開始後の作業を明確に分けた。各

作業に集中でき治療中は固定した時間のバイタルチェックで最低限の業務負担で安全な治療を実施

することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２１．当院の COVID-19透析患者に対する取り組み 

JA 徳島厚生連 吉野川医療センター 腎センター 

○大西章太
おおにししょうた

（臨床工学技士）、工藤優李、友竹永美理、岡田享大、阿部太志、森岡弘匡、山田向志、

原 拓也、山本雅之、梯 洋介、林 秀樹、橋本寛文 

【目的】 COVID-19感染拡大に伴い、2020年 8月より当院では感染専用病棟に、透析用個室を設け、

COVID-19陽性透析患者の隔離透析が可能となった。 

今回 COVID-19陽性と診断された透析患者に対して感染専用病棟で血液透析を行ったので、取り組み

について報告する。 

【方法】COVID-19陽性と診断された患者に対する、病棟個室隔離透析の対応、感染対策についてま

とめた。 

【対象】COVID-19陽性と診断された維持透析患者 18 名。男性 11 名、女性 7 名。 

うち当院透析患者 8名。 

【考察】今回 PPE の使用や当院維持透析患者に対する退院後の対応によって院内二次感染はなかっ

た。COVID-19陽性者に対する取り組みを行うことによってスタッフの感染対策に対しての意識向上

に繋がると考えられる。他院の COVID-19陽性透析患者の受け入れもしており、今後も増加していく

可能性もあるためスタッフの負担増加、スケジュール管理などの問題に対しても検討する必要があ

る。 

【結語】今後も基幹病院としての役割を担えるよう感染対策に努めていきたい。 

 

２２．歯科治療により反復性腹膜炎が改善された腹膜透析患者の１例 

高知大学附属病院 内分泌代謝・腎臓内科 1） 訪問看護ステーションあき 2） 

○松本
まつもと

竜
たつ

季
き

1）（医師）、寺田典生 1）、西岡みわ 2）、吉田美香 2）、伊吹智梨美 2） 

【症例】７３歳男性。X-1年、腎硬化症による末期腎不全のため腹膜透析導入となった。 

【経過】X年 8月、定期的な腹膜機能検査の際、透析排液混濁を認めた。発熱や腹痛、出口部感染徴

候は認めなかったが、排液中細胞数・好中球割合増加を伴い、排液培養からグラム陽性連鎖球菌

（Streptococcus属）を検出した。腹膜炎として抗生剤治療し、排液混濁はすみやかに改善した。以

降半年間で４回腹膜炎を繰り返した。以前から手指衛生が不充分な症例であったため、訪問看護協

力のもと手洗い・マスク着用を促し、自宅の衛生環境整備も試みたが、再発を防げなかった。訪問

看護師から、口腔内環境が悪いことの指摘あり、歯科で抜歯排膿処置したところ、以降腹膜炎は再

発しなくなった。 

【考察】 

腎機能障害と歯周病の進行には関連性を示す報告が多い。腹膜透析患者における連鎖球菌性腹膜炎

は口腔由来と推定され、口腔ケア習慣が良い患者では腹膜炎発症率が低いことも報告されている。

今回訪問看護における気づきから、適切な歯科処置によって腹膜炎を防げた症例を経験した。腹膜

炎は腹膜透析患者の生命予後や透析継続に関わる重要な合併症であり、歯科治療の重要性を改めて

感じた症例であった。 

 

 



２３．腸管虚血による腹膜透析関連腹膜炎の治療経験 
高松赤十字病院 腎臓病総合医療センター 腎不全外科 1） 泌尿器科 2） 

○三宅
み や け

毅志
た け し

1）（医師）、山中正人 1）、喜多秀仁 2）、宇都宮聖也 2）、林 泰樹 2）、辻岡卓也 2）、泉 和良 2）、

川西泰夫 2） 

【症例】66歳女性 
【主訴】腹膜透析（CAPD）排液混濁 
【病歴】当院外来で末期腎不全に対して CAPD 加療を行っていた。2022年 6 月に直腸潰瘍出血に

よる出血性ショックのため緊急入院となった。第 2 病日に CAPD排液混濁が出現、CAPD排液検査
結果は CAPD-WBC 3801/μL（Neut 86.9%）であり CAPD関連腹膜炎と診断、CEZ+AMK腹腔内
投与を開始した。第 3 病日 CAPD-WBC 4530/µL と改善がなく、入院時の出血性ショックによる腸

管虚血などによる腸管関連腹膜炎が疑われた。単純 CT 検査では腸管穿孔などを疑う所見はなかっ

た。第 4 病日には CAPD-WBC 5205/μL にまで増悪、外科的治療介入を考慮したが全身状態が不良

であり困難と判断、抗生剤を CEZ+CAZ+VCM に変更、第 6 病日には TAZ/PIPC+VCM+F-FLCZ に

変更し、保存的加療を継続した。その後も改善はなく、第 9 病日に局所麻酔下での CAPDカテーテ

ル抜去術を施行した。第 11 病日、第 6 病日に提出していた CAPD 排液培養検体より

Bac.thetaiotaomicron が検出された。抗生剤を MEPM に変更、以降腹膜炎兆候は改善傾向となり、

腹膜炎は軽快した。 
【考察】本例は腸管関連の難治性 CAPD関連腹膜炎であったと考えられる。全身状態が悪く外科的

治療介入が施行できなかったが、発症早期からの抗生剤加療と CAPDカテーテルによるドレナージ

効果により治癒が得られたと考えられた。 
 
 
２４．膀胱癌初発から 12年後に再発した血液透析患者の 1例 

つるぎ町立半田病院 泌尿器科 腎センター 

〇福田喬太郎
ふくたきょうたろう

（医師）、西 真琴、古本知穂、井上有佐子、真鍋明子、齋藤君子、岡本 紅、佐藤祐樹、

新居慎也、庄司良子、割石大介、森山貴弘、須藤泰史 

症例は 74歳女性。X-12年に初発の膀胱癌に対して前医で経尿道的膀胱腫瘍切除術（以下 TURBT）を

施行した。病理結果は Urothelial carcinoma（以下 UC）, high grade, pTa であった。術後 8年間

再発なく経過したため前医でのフォローアップは終了した。その後、X 年 3 月に糖尿病性腎症によ

る末期腎不全、うっ血性心不全のため当科で血液透析を導入した。同時期から反復する膀胱炎症状

があり、X 年 7 月に尿細胞診を提出したところ ClassⅢであった。膀胱鏡検査、CT で膀胱癌の再発

を認めた。X年 8月に TURBTを施行し、病理結果は UC, high grade, pTa であった。その後も短期

間で再発したため TURBTを 2回施行したが、萎縮膀胱となった。急性腎盂腎炎を反復し、膀胱癌の

再発も認めたため X+1 年 6 月に開腹膀胱全摘除術+両側尿管皮膚瘻造設術を施行した。病理結果は

UC, high grade, pT1であった。その後は再発なく経過している。今回、長期間再発を認めなかった

稀な膀胱癌・血液透析患者の 1例を経験した。文献的考察を追加し報告する。 

 

 



２５．アルコール性劇症肝炎後の急性腎障害の一例 

徳島大学病院 腎臓内科 

〇田蒔昌憲
たまきまさのり

（医師）、宮上慎司、清水郁子、山口純代、上田紗代、柴田恵理子、長谷川一宏、 

脇野 修 

【症例】30歳女性 

【現病歴】生来健康。X 年 7 月 Y 日嘔吐、意識混濁のため救急受診した。来院時意識 GCS14、血圧

65/47mmHg とショック状態であり、AST 17940IU/L、ALT 5180IU/L と著明高値、血清クレアチン値

5.8mg/dlと AKIを認めた。アルコール性劇症肝炎、AKIの診断で CHDF+PEを開始した。劇症肝炎に

対しステロイドも Y 日より mPSL 1000mg3 日間投与し、その後漸減し Y+10 日で PSL5mg 内服となっ

た。肝障害は Y+7日で回復し、CHDFを中止したが腎機能障害と乏尿は遷延し、週 3回の間欠的透析

となった。Y+17日に腎生検を施行し、急性間質性腎炎と診断した。肝庇護薬等を中止して経過観察

したが腎機能が改善せず、Y+31日より間質性腎炎に対しステロイド療法を開始した。Y+40日より自

尿 1700－2000ml程度を認めるようになり、Y＋45日で透析離脱となり、Y＋53日に退院となった。

現在血清クレアチニン値は 1.06mg/dlと軽快している。 

【考案】劇症肝炎後の AKI として急性間質性腎炎を認めた。薬剤中止ににもかかわらず腎不全が遷

延したため、肝炎自体が間質性腎炎の発症に関与したと考えられる。劇症肝炎合併 AKI の病因を考

えるうえで興味深いと考えられた。 

 

 

 

２６．内シャント血栓性閉塞に対する経皮的血管内治療の検討 

高松赤十字病院 腎臓病総合医療センター 腎不全外科 1）、泌尿器科 2） 

〇宇都宮聖也
うつのみやせいや

1）（医師）、山中正人 1）、喜多秀仁 2）、林 泰樹 2）、三宅毅志 2）、辻岡卓也 2）、泉 和良 2）、 

川西泰夫 2） 

【背景】内シャント血栓性閉塞に対する治療は外科的血栓除去術と経皮的血管内治療（Vascular 

access intervention therapy，VAIVT）に大別される。当院では内シャント血栓性閉塞に対しての

治療として VAIVTを選択することが多い。 

【方法】当院で 2019年 1月から 2022年 7月までに内シャント血栓性閉塞に対して VAIVTを施行し

た 36例を再開通にかかわる要因について後方視的に検討した。また再開通が得られた症例群につい

ては 3か月二次開存に関わる要因を検討した。 

【結果】36 例中 31 例で再開通が得られた。また 31 例中 25 例で３か月二次開存が得られた。再開

通群では非開通群と比べ閉塞から VAIVTまでの期間が短い傾向があり（0.45日 vs 1.20日）、３か

月二次開存群では非開存群と比べ再開通直後の血流量が多く（632ml/min vs 308ml/min）、RIが低

い（0.61 vs 0.77）傾向が見られた。 

【結語】当院における内シャント血栓性閉塞に対する VAIVTの検討を行った。 

 

 



２７．当院での薬剤コーティングバルーン（IN.PACT™ AV）の使用経験 

JA 徳島厚生連 阿南医療センター 泌尿器科 

○小居浩之
お い ひ ろ ゆ き

（医師）、田上隆一、井上善雄、玉置俊晃 

【緒言】薬剤コーティングバルーン（IN.PACT™ AV）は再狭窄を抑制し、頻回に PTAが必要な症例に

対して開存期間延長が期待されている。 

【目的】当院での IN.PACT™ AVを使用した症例に対して検討を行う。 

【対象】2022年 4月〜7月までの９症例。男性 8例、女性 1例。原疾患は全て糖尿病性腎臓病であ

った。PTA間隔は中央値 81日であった。 

【結果】他因死が１例、前回 PTA間隔が 35日であった 1例は 70日で再度 PTAが必要であった。そ

れ以外の症例では再狭窄なく経過している。 

【結語】薬剤コーティングバルーンの有用性が示唆された。 

 

 

 

 

２８．エテルカルセチドからウパシカルセトへの切り替えの後ろ向き臨床検討 

（医）尚腎会 高知高須病院 

〇大田
お お た

和道
かずみち

（医師）、西山美月、廣田圭祐、川田 愛、吉道 丈、伊野部拓治、松下和弘、水口 隆、 

吉本幸生、福冨 敬、戦 泰和、沼田 明 

ったが、実臨床での使用経験について報告例は少ない。今回、エテルカルセチド（以下 ETeｌ）から

の切り替え経験について報告する。 

【対象と方法】SHPT治療のため ETを使用中の症例で、iPTH値が CKD-MBD 管理目標(60-240pg/mL)を

維持している 31症例。切替え方法は、補正 Ca値が 9.0mg/dL以上の症例は UPa を 50μgに、9.0mg/dL

未満の症例は、UPa を 25μgに切替を行った。 

【検討項目】切り替え前後の iPTH、P、補正 Ca の変動、UPa および併用静注 D3製剤の使用量、薬剤

切替えに伴う有害事象 

【結果】①UPa25μg変更群：iPTH166.5pg/mLが、4か月目に変更前値以上に上昇傾向を認めた。補正

Ca値は 8.91pg/mLは 9.27mg/dLに上昇を認めた。 

②UPa50μg変更群：iPTH149.7pg/mLが 2か月後には変更前値を超え、以後上昇を認めた。補正 Ca値

は 9.13pg/mLは 9.36mg/dLに上昇を認めた。 

③UPa使用量：変更時 1回投与量 41.4㎎が最終 75mgに増加傾向を認めた。 

④有害事象：UP使用中止を必要とする有害事象の発生は認めなかった 

【結論】ETeｌから UPa への切替えで、iPTH 値は切替え 2～4 か月以降に前値以上の上昇と UPa と静

注 D3製剤の増量を認めた。また、有害事象の発生なく安全に切替えを行うことができた。 

 

 

 



２９．エボカルセトからエテルカルセチド塩酸塩への変更に関する検討 

JA 徳島厚生連 吉野川医療センター 泌尿器科 

〇駒坂
こまさか

みずき（初期臨床研修医）、矢野哲弘、尾崎啓介、中島 英、林 秀樹、橋本寛文 

【目的】経口カルシウム受容体作動薬は、高用量になると服薬錠数が増え、また薬剤費も高額とな

る。今回われわれは、比較的高用量のエボカルセトを投与している患者を対象に、エテルカルセチ

ド塩酸塩に変更し、臨床的検討を行った。 

【対象と方法】血液透析患者 6名（男性 3 名、女性 3 名）。年齢：37～81歳（中央 66歳）。原疾患：

慢性腎炎 4 名、糖尿病性腎症 1 名、多発性嚢胞腎 1名。透析歴：60-328 カ月（中央 200 カ月）。エボ

カルセト投与量（／日）は 6mg：3 名、7mg、10mg、11mg：各 1 名。エボカルセトから、エテルカル

セチド塩酸塩 5mg/HDへ切り替え後 6 カ月間、①CKD-MBD管理目標値の推移、②投与量の推移および

費用対効果について検討を行った。 

【結果】①P値、補正 Ca値は安定して推移した。Intact PTH値は変更前：195.1±68.6pg/mLから変

更後 1ヵ月目：335.9±149.4pg/mLに上昇後低下し、6 カ月目：177.2±75.4pg/mLであった。②変更

後 intact PTH値の上昇に伴い、エテルカルセチド塩酸塩の増量が必要であった。6 カ月目の平均投

与量は 7.5mg/HDであった。 

【考察】本薬剤は確実な投与が可能であり、また費用対効果の面でも有用であることが示唆された。 

 

 

 

３０．女性血液透析患者における低骨密度とサルコペニア有症率の関連 

衣山クリニック 

〇藤方史朗
ふじかたしろう

（医師）、岡本正紀 

【目的】女性血液透析患者に対する低骨密度とサルコペニア有症率の関連性を検討した。 

【方法】当院で維持透析を行っている女性透析患者 58例について骨密度とサルコペニア有症率を

評価した。骨密度低下の診断基準は中手骨骨塩量（DIP法）で対年齢比 80％以下とした。 

サルコペニアの評価は Ishii score（年齢，握力，下腿周囲長に基づき 160以上をサルコペニア）

を用いた。 

【結果】平均年齢±標準偏差は 77.3±7.74 歳であった。低骨密度、サルコペニアと判定された患

者はそれぞれ 28/50（48.3%）23/50（39.8%）であった。低骨密度群（28例）は対照群（22例）と

比較してサルコペニア有症率が有意に高く（53.6%vs26.7%）、Ishii score項目のうち年齢・握力

の項目で有意差を示した。低骨密度群について、筋肉量の低下（Cr低値）、低栄養（GNRI低値）の

項目も対照群と比較して有意差を認めた。 

【考察】女性血液透析患者において低骨密度、サルコペニア有症率とも高く、低骨密度はサルコペ

ニア有症率、筋力低下、低栄養と相関していた。骨密度低下予防対策として薬物療法（Denosumab

投与）・運動・食事（蛋白補給）の３つの治療法を患者の状態に応じて取り組んでいる。 

 
 
 



３１．血液透析患者の骨粗鬆症に対するデノスマブ投与～当院での経験 

（医）清香会 北村病院 透析室 

〇岡
おか

﨑
ざき

曜子
あ き こ

(医師)、西森秀明、岡﨑泰長 

【目的】血液透析患者では、高齢化と透析長期化により、副甲状腺ホルモン(PTH)高値に伴う高回転

骨のみならず、骨粗鬆症についても適切な治療介入が必要であると考える。【方法】当院では、H29

年から現在までの期間において、DXA 法を用いた腰椎(L1～4)および大腿骨頸部の骨密度(BMD)測定

により、骨粗鬆症と診断した血液透析患者 5例(全例女性)に、6か月に 1 度のデノスマブ 60㎎皮下

投与を行い、3例で治療継続している。【結果】投与継続ができている 3例では、脆弱性骨折発生は

認めていない。その 3例での治療前と現在における BMD変化量平均値は、腰椎で＋0.017g/㎠/年、

大腿骨頸部で＋0.005ｇ/㎠/年と、わずかではあるが正の値であった。主な副作用である低カルシウ

ム血症に関しては、投与後 4週間までは、活性型ビタミン D3製剤の投与調整が必要であったが、そ

の後は通常治療が可能であった。治療継続不能 2 例のうち 1 例の中止理由は、PTH 値の劇的上昇の

ためであった。【考察】自験例より、骨粗鬆症合併透析患者におけるデノスマブ投与は、二次性副甲

状腺機能亢進症(Ⅱ°HPT)を合併していない患者では効果的で安全であると考えられる。一方、Ⅱ°

HPT 合併骨粗鬆症透析者については、残念ながらまだ介入できていない。血液透析患者に対するデ

ノスマブ投与について、文献的考察を加えて報告する。 

 
 
 
３２．腎性貧血管理におけるフェリチンの変動は生体内の鉄のシフトを反映する 
（医）社団樹人会 北条病院 泌尿器科 

〇前
まえ

田
だ

明信
あきのぶ

（医師）、髙石義浩 

【はじめに】腎性貧血における鉄評価には血清フェリチン値、トランスフェリン飽和度 TSAT を用

いることが推奨されているが、一般的にフェリチン値と体内の貯蔵鉄量は相関すると考えられてい

る。そのため、フェリチンの上昇を体内の鉄過剰と判断し、鉄補充を中止すべきかとの判断に悩む

ことが少なくない。今回、腎性貧血管理におけるフェリチンの変動に伴う体内の鉄量について検討

した。 
【方法】総体内鉄量 TBI（total body iron）はヘモグロビン（Hb）鉄と貯蔵鉄とで大半が占められ

る。鉄補充、ESA投与に伴うフェリチン、Hb の変動と体内の鉄量およびその分布との関係を Cable
らの TBI推定式を用いて検討した。 
【結果】鉄欠乏期に鉄を補充した時、Hb とフェリチンは連動して上昇し、Hb鉄、貯蔵鉄、TBI は
増加した。また、鉄充足期に ESA投与量を調整した時、Hb とフェリチンの上下および Hb鉄と貯

蔵鉄の増減変動は互いに鏡像関係を示し、TBI は不変であった。 
【まとめ】安定した腎性貧血管理において、ESA や HIF-PH阻害薬を投与した時のフェリチン値の

変動は生体内における Hb鉄と貯蔵鉄との間の体内鉄のシフトであり、それらの総和である TBI は
不変である。Hb鉄と貯蔵鉄の量・割合および TBI は性別、体重、Hb値、血清フェリチン値から推

測が可能であり、腎性貧血治療時の鉄の充足状態を判断する指標となる可能性がある。 

 



 


