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一 般 演 題

我那覇直美（看護師）
泉川　寛剛、上原りよ子、赤嶺　正樹、
楠　　憲夫、大浦　　孝
（医）十全会、おおうらクリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

超高齢者（100歳老人）の
血液透析療法

O-01

【結果】

【背景】
日本の人口動態によると既に高齢社会に突入し、透
析者も導入期、維持期とも年々高齢となっている。
年齢別分布をみても90歳以上の実数はみられるが
100歳老人の実数は定かではない。

【目的】
沖縄県は長寿県であるから100歳老人の透析者もあ
りうる。当院でも100歳老人の透析療法を続行中で
あるのでその臨床経過を報告する。

【症例】
100歳の女性で、原疾患不明のCKDで某総合病院へ
通院していたが、腎機能が低下した2015年9月に内
シャント造設術施行となる。
2016年3月、発熱があり救急外来受診。尿路感染症
にて入院となる。
その後、CD腸炎合併した後より更に腎機能低下み
られ著明なアシドーシスを認めた為、同年4月透析
導入となる。離脱も検討されたが腎機能の回復は見
込めず維持透析となる。2014年に介護施設入所され、
そこから通院透析していた。2016年6月、介護施設
から近い当院へ転院となる。その後、肺炎、尿路感
染症等軽微な合併症を併発したが現在まで順調に経
過している。

1）�100歳までも透析療法は継続できる。
2）�短時間透析で血行動態を安定させ生体内環境（水
分、電解質、尿毒症物質等）を可及的正常範囲に
維持することが肝要である。

3）�CKD-MBDに起因する二次性副甲状腺機能亢進
症による心血管系の骨化現象の予防が重要であ
る。

4）�感染症等の合併症の対策には入居施設→透析施設
→センター施設との迅速な連携が必要となる。

【結論】
今後とも高齢者透析は増加するがその適応の可否に
ついては倫理上の問題、医療上の問題としては認知
症を含め合併症対策が課題となる。いわゆる長寿遺
伝子（klotho：1997年、kuro‐O.M.発見）の発現動
向を探索する必要がある。

東里　若奈（看護師）
比嘉ゆかり、筒井あゆみ、宮城　真弓、
謝花　政秀、宮里　朝矩
（医）八重瀬会同仁病院　B病棟

発 表 者
共同演者

所属施設

初めての認知症患者の 
腹膜透析管理・看護について 

～退院に向けて家族指導を含めた取り組み～

O-02

【はじめに】
血液透析施行困難な認知症患者に腹膜透析を導
入し、看護支援を行い自宅療養に繋げることが
できた。

【目的】
家族が安全に不安なく腹膜透析ができる。

【方法】
A氏　80代　女性
現病歴　2016年12月5日血液透析導入したが、
認知症状進行し血液透析困難となり、腹膜透析導
入となった。
家族　娘50代

【結果】
認知症患者への血液透析の問題点は医療事故が起
きる可能性が高いことである。一方、腹膜透析は
高齢者および認知症患者には家族の協力が得られ
れば良い適応となり得る。今回腹膜透析を行うに
あたり、スタッフも知識を深めながら患者に合わ
せた工夫をすることで、家族とともに安全に腹膜
透析を行えた。

【まとめ】
血液透析施行困難な認知症患者に腹膜透析を導入
し、看護支援を行うことができた。



28

一 般 演 題

荷川取智鶴子（看護師）
前里　博之、知念　功喜

おもろまちメディカルセンター  
血液浄化センター

発 表 者
共同演者

所属施設

当院における
腹膜透析患者導入の取り組み

O-03

【目的】
当院における腹膜透析導入患者の継続した患者指
導の標準化を検討した。

【方法】
1）�腎内科医師とPD担当看護師、透析室、病棟看
護師、医療スタッフでの情報�交換を行う

2）�クリニカルパスや出口部チェックリストを利
用した患者指導チェック表を作成し、統一し�
た指導を行った。

【結果】
腹膜透析を選択してからPD担当看護師は医師の
指示のもと病棟スタッフへPD機器の説明を行い、
見学の場を設けた。また、PDカテーテル挿入術
後よりバック交換や出口部のチェックリストを利
用することで患者がどこまで手技を習得できてい
るのかがわかり、個人に合わせた指導内容を見直
すことができた。

【まとめ】
これまで各部署でそれぞれ患者指導をおこなって
おり情報を交換し共有する機会が少ない状況で
あった。患者指導チェック表を作成したことで患
者指導の質の維持を図ることができたと考える。
また、患者指導チェック表を利用することで、透
析室、病棟スタッフ、PD担当看護師とともに、
継続した看護を実践し、習得状況に合わせた指導
内容を行うことができた。

玻名城真里衣　（看護師）
金城　一志、兼城真理子、上里まどか、
山田　伊織、与那嶺怜奈、砂川はるな、
新川　哲子、松田　　恵、玻名城真里衣、
松　　悠子、城間　理恵、新垣　愛子、
比嘉　清香

（社医）敬愛会　中頭病院

発 表 者
共同演者

所属施設

腹膜透析中に心機能低下を来した
1例を通して

O-04

【目的】
PDは循環動態に及ぼす影響が一般的に少ないとされ、
HDと比較して心不全への進行が少なく、またその管
理も容易であると考えれられている。しかし、実際に
はPDで心不全のコントロール困難なことも多く、管
理に難渋する場面もある。今回、PD歴3年目の女性
A氏54歳が除水不全に至らないまでもマイナス除水
が続き、除水不足に陥った。導入時には、できていた
塩分制限も認識が異なり下肢浮腫が持続した。教育入
院にて塩分指導、体重コントロールの改善を認めたが
12/18EF24.6心機能低下を来たし入院となり、HDへ
移行しDW55から48kgまで調整した。退院後は併用療
法となったA氏との関わりをとおして患者指導、除水
調整へ難渋したので報告する。

【方法】
A氏　54歳　女性　既婚　夫婦2人暮らし　
原疾患：不明
2015年.11/12　腹膜透析開始　透析液：レギュニール
HCa2.5�1.5L×3回+エクストラニール
（7時・13時・18時・22～0時交換）
既往歴：��慢性腎不全　高血圧　右網膜静脈分枝閉塞症�

北部で基地内図書室勤務。通勤1～2時間かか
る。シフト制　帰宅時間　18～20時頃　

方　法：�電子カルテによる経過、背景、看護の事実を
整理、分析する

【結果】
HDへ移行しDW55から48kgまで調整し19日間で7.1kg
除水した。　CAGにて有意狭窄なし　胸部レントゲン
は顕著な改善は見られなかったが、うっ血は改善した
自覚症状の倦怠感や咳嗽も改善した。1/4シャント造
設を行い今後、併用療法となった。

【まとめ】
塩分過剰は体液コントロール不良を招き、心機能低
下の要因になりうる。除水不良時は早めの血液透析
移行を考慮される。
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一 般 演 題

重田　昌代（看護師）
前原　絵美、冨名腰政美、翁長　博一、　
新川　良子
とよみ生協病院

発 表 者
共同演者

所属施設

足のセルフケア向上を目指して
～自分の足に興味を待たせよう～

O-05

【目的】
当院では月1回のフットチェックを行っている
が、今年だけで2例の下肢大切断があった。
重症化した症例もあり、患者自身が自分の足に興
味を持ち、セルフケアへ繋げるため本研究に取り
組んだので報告する。

【方法】
・2018年6月～2019年3月当院患者204名
・�調査内容　�足病変のある患者の人数と病変内容

ABI・SPPデーターのハイリスクカ
テゴリー化

【結果】
データ分析を行ったことでABI・SPPの集計から、
ハイリスク郡にあたる患者は、糖尿病のある男女共
多いという事も分かった。又、足病変のある患者
が127名おり、その中で白癬が64％を占めていた。
そこで、12月からテーマを決め月1回ポスター掲
示を行い、患者自身が足に興味を持ち、自らケア
観察ができるよう働きかけた。
患者から聞き取り調査を行い、ポスターの反応や
どのようにしたら足病変の改善に繋げていく事が
できるか、興味を持つための工夫を施行錯誤し取
り組んでいる段階である。

【まとめ】
月1回ポスター掲示を継続して行く中で、患者の意
見も取り入れセルフケアに繋げていきたい。一人
でも多くの患者が自分で足を見ることができ、き
づいたことを話してもらえるようにしていきたい。

安里　沙里（准看護師）　
金城　民子、照屋　寿子、天願　和美、
親里　真子
中部徳洲会病院

発 表 者
共同演者

所属施設

多職種を巻き込んだ足病変へのアプローチ 
～フットチームを編成し難治性潰瘍患者を

通して見えてきたこと～

O-06

【目的】
当院の透析室は、月に1回定期的に足病変のチェックを行な
い、傷の早期発見に努めているが、発見の遅れや有効な介入
が出来ない事で切断に至る事例があった。
そこで今回、フットチームを立ち上げ、フットチェックの観
察内容・評価の方法について見直しを行った。
その中で、難治性潰瘍のある患者へフットチームで関わり、
治癒に至った事例を体験した。
足病変の悪化により、切断に至るのを防ぐ目的で立ち上げた
チームアプローチを検証する事を目的とし研究に取り組んだ。
【方法】
対象：外来透析患者全員
1）�2016年6月1日～10月30日の間、当透析室における潰瘍形
成患者の把握� �
過去2年間の下肢潰瘍形成における改善・アンプタ率を
算出
2）�当施設登録患者全員に対し、下肢チェックを施行
　①データ収集の方法と分析
　・�checkシート（1回/月）。病変のある患者に対しては2回
/月で評価、電子カルテに記入し、経過を追って介入

　　対象事例：難治性潰瘍のA氏
3）�潰瘍形成のある70代女性、コンプライアンス良好、透析歴
19年　非DM患者の症例へ行ったチームアプローチの分析

【結果】
調査の結果から、当透析室における下肢潰瘍発生率は全体の
2.8％と低いが、発生からアンプタに至ったのは88.8％と高い。
平成30年4月フットチームの立ち上げにより、下肢救済への
取り組みとしてフローチャート作成と運用を開始する事が出
来た。定期的な評価、医師へ上申、他科紹介といった他職種
を交えたケアの展開により、チームで治癒に向けたアプロー
チを行う事ができた。
定期的な評価により下肢潰瘍発生率4.3％と上昇し、フット
チームの介入、チームアプローチによりアンプタ率28.5％と
低下に繋がった。

【まとめ】
フットチームによるチームアプローチは、専門家の介入によ
り最善の治療を提供することができ、潰瘍の治癒率を高め、
切断に至る事を防ぐ事が出来る。看護師の役割は、フットケ
アや生活管理をしながら経過を追い、他職種の意見を取り入
れてより良い選択が出来るようマネージメントする事である。
厚生省チーム医療推進のための基本的な考え方と、実践的事
例集より、チーム医療を推進するためには、患者に対して最
高の医療を提供するために患者の生活面や心理面のサポート
を含めて各職種がどのように協力するかという視点を持つこ
とが重要である。また、患者も自らの治療等の選択について
医療従事者に全てを任せるのではなく、医療従事者からの十
分な説明を踏まえて選択等に参加することが必要である、と
述べている。
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一 般 演 題

高里美由紀（看護師）　
洲鎌　盛一、友寄　文江

（医）博愛会　牧港中央病院

発 表 者
共同演者

所属施設

高除水を繰り返す患者への 
セルフケアアプローチ

安全な透析を目指し、行動変容プログ
ラムを用いて

O-07

【目的】
プロチャスカの行動変容の段階（多理論総合モデ
ル=TTM）を活用し、体重管理に重点を置き生活
習慣を見直した。

【方法】
事例検討　研究期間：平成30年5月～同11月
対象：�2型糖尿病　閉塞性動脈硬化症　PAD　� �

透析導入2年目

【結果】
介入前は体重増加率が6～7％で経過していたが、
目標を3～5％に設定し看護介入を行った。
毎日体重測定を行った。結果、体重増加率を目標
内で経過し行動変容を促すために自己効力が高め
られ看護者との信頼関係も高まった。

【まとめ】
①�行動変容ステージの行動強化法を活用した指導
により、体重増加の減少が見られた。

②�「今後も継続して出来る」という言葉も聞かれ、
自己効力が高まったと評価できた。

金城　真実（看護師）
玉城真由美、長嶺　　茜、名嘉　栄勝

（医）以和貴会　西崎病院　 
透析センター

発 表 者
共同演者

所属施設

快適なアメニティーを求めて　パートⅡ 
～エコムシュウ導入後の　　　　 

  ニオイ指数の変化～

O-08

【目的】
当院は、高齢者が多い為、透析中にオムツ交換す
る機会も多くニオイ対策が必須である。今回、「エ
コムシュウ：使用済みオムツ密封パックシステ
ム」を導入し、ニオイ対策に効果があるか検討し
たので報告する。

【方法】
1.調査期間　
　2018年7月24日～8月1日
2.方法
①�1時間おきに透析室内の7地点のニオイ数値を
測定。
②�オムツ交換前後の数値測定とオムツ交換後の7
地点の数値を測定。
③�スタッフへ「エコムシュウ」導入についてのア
ンケートを実施・集計。

【結果】
・�定時測定によるニオイ指数に変化はなかった。
・�オムツ交換直後のニオイ指数が高かったが、エ
コムシュウ導入によってニオイ指数が下がった。
・�オムツ交換近くでフェイススケールの上昇がみ
られたがエコムシュウ導入後はフェイススケー
ルの下がった地点が増えた。
・�スタッフアンケートで全員がエコムシュウを取
り入れてよかったとの回答であった。

【まとめ】
療養と医療が混在する中で患者やスタッフに快適
で安全なアメニティーを提供する大切さを改めて
考えさせられた。
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一 般 演 題

城村　絵里　（看護師）
市川　栄子、山内みずみ、古田　夏海、
松田　香澄、吉野　晴美、上原喜美子、
洲鎌　勝美、満名　明子、宮川　光子、
与那覇朝樹
（医）ゆいまーる　よなは医院　

発 表 者
共同演者

所属施設

「エロビキシバット」（グーフィス）
を導入した便秘改善の取り組み

O-09

【目的】
便秘を訴えている当院維持透析患者を対象に、エ
ロビキシバットを導入し、服用前～6ヵ月後まで
の期間（6月～12月）でアンケートを実施・評価
したので報告する。

【方法】
便秘患者（20名）に対し、対象期間で1ヵ月毎に
排便状況に関するアンケートを実施。
当院非便秘患者（40名）と便秘患者（20名）に対し、
JPAC-QOLを実施。対象期間で3ヵ月毎にスコア
集計を行い、便秘に対するQOL評価を行った。

【結果】
アンケート結果より、服用前は毎日の排便回数が
0％であったが、6ヶ月後には65％の患者に毎日
排便があるという結果に至った。
エロビキシバットのみで排便コントロールは困難
であったが、他の下剤との併用でコントロール良
好となった。そして目標であった、刺激性下剤の
服用が減るという結果に到達した。
JPAC-QOL最終評価では、身体・精神的不快感・
心配/関心の各スコアで初回評価より優位な点数
差が見られ、満足度に関しては、非便秘者よりス
コア点数が上回る結果となった。

【まとめ】
エロビキシバットは腸に刺激を与えない薬効の
為、即効性という点では効果が得られにくいが、
服用を持続することで、緩徐に効果を発揮し、満
足度向上に繋がった。

新垣かおり（看護師）
上園　亜希、嘉数　清香、大城　貴子、
伊波　祐子、大城　健治、赤嶺奈美子
（医）ネプロス　吉クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

エムラクリーム使用による 
穿刺時疼痛緩和への取り組み

O-10

【目的】
透析患者にとって穿刺時に伴う疼痛は、肉体的、
精神的に大きな苦痛を与える。当院ではリドカイ
ンテープにて痛みの軽減を図っているが、紅斑
や痛みの軽減が少ない等の症例があり、エムラク
リームへ変更した症例においてその有用性を検討
したので報告する。

【方法】
2018年6月～12月までエムラクリーム使用者20
名を対象にアンケート調査を行う。

【結果】
エムラクリームは患者さんの痛みや不安が大きく
緩和され、患者の満足度も高く継続して続けたい
という意見が多かった。

【まとめ】
エムラクリームは透析患者さんの穿刺時の疼痛緩
和に有効と考えられるがすべての症例には難しい
ので、患者さんの意見を聞きながら個々にあった
局所麻酔を使用する必要がある。
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城田　香織（看護師）
岸本　美香、比嘉　陽子、長山　綾乃、
座間味宗明、仲田　祐子、仲村奈津樹、
宮平　　健
たいようのクリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

北部地区における 
シャントトラブル時の現状と当院の課題

O-11

【目的】
現在の北部地区においては、シャントトラブル時
に対応していただける施設がなく、当院では中南
部の施設に紹介せざるを得ないのが現状である。
そこで、北部地区のクリニック、また受け入れ先
である施設へアンケート調査にご協力いただき、
他施設の現状を知り、当院での問題点並びに課題
について検討した。

【方法】
北部地区のクリニック、また受け入れ先である施
設へアンケート調査を実施した。

【結果】
シャントトラブル時の受け入れ先は主に中頭病
院、ちばなクリニックで、離島を含め沖縄県全域
の患者を対象に祝日、時間外を問わず365日24
時間体制をとっていた。

【まとめ】
透析にとって欠かすことのできないシャントを長
期に保つには、患者自身とスタッフの日常的な管
理が必要である。シャントトラブルの予防には、
透析条件はもちろんシャントの原理、狭窄の関係、
患者個々のシャントの特性や問題点、治療内容な
どを正確に把握しておくことが最も重要である。

比嘉　　晋（看護師）
比嘉　陽子、朝岡真由美、宮平　　健

たいようのクリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

当院における 
バスキュラアクセス感染対策 

～穿刺前シャント肢洗浄開始後の経過～

O-12

【目的】
全患者シャント肢洗浄開始後に様々な問題が発生
した為、業務改善を行った。洗浄開始から現在ま
での状況、継続のためには何が必要なのか検討し
実践したことを報告する。

【方法】
体温測定方法を変更し、家族への協力依頼を行
なった。穿刺前の観察と共に確認を行い、意識付
けを継続。否定的な患者に対しては洗浄しない限
り穿刺は行わないという意識を共有し、対応した。

【結果】
業務内容の変更により時間的余裕ができ、人的負
担は軽減し、家族へ協力依頼を行うことでバス
キュラアクセス（以下VA）に対する関心の向上
に繋った。事前の指導で行動変容を促し、その
後に必要性を説明する事により実践的な理解が深
まった。スタッフのストレスを軽減させ、意識を
共有し洗浄の重要性を理解し行動を継続する事で
感染を防ぐことができた。感染だけでなく、VA
の状態を観察し適切な処置が行えるような関わり
が必要である。

【まとめ】
洗浄継続のためには業務内容を検討し、チームで
患者に関わることが重要である。行動変容を促し、
根拠を根気よく説明していく必要がある。スタッ
フ間で意識を共有し、同じ目標に向かって業務を
行い、専門的な知識を獲得する事で開存率の向上、
生命予後の改善が期待できる。
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伊志嶺牧子（看護師）
米須　静香、大城ひろの、比嘉　美鈴

沖縄協同病院　血液浄化療法室

発 表 者
共同演者

所属施設

当院のカフ型カテーテルを挿入した
患者の現状について 

～患者は透析導入を予期していたか～

O-13

【目的】
当院は近隣病院の依頼によりバスキュラーアクセ
ス造設を行っており、その中にはカフ型カテーテ
ルも含まれる。当院におけるカフ型カテーテル挿
入患者の現状について明らかにする。

【方法】
2010年～2018年6月に当院でカフ型カテーテル
を挿入した24症例について、カルテより情報収
集を行い、その結果について検討した。

【結果】
当院でのカフ型カテーテル挿入例の13例は維持
透析患者で、11例は緊急導入者であった。
緊急導入者で入院前のeGFRが確認できる9例の
うち、eGFR45未満が7例（78％）であった。一方
で残り2例はeGFR60以上であった。
緊急導入者で、入院以前に「透析導入の可能性」
について説明を受けていたのは4例で、透析に対
する拒否感情を確認したのは3例あった。
当院でのカフ型カテーテル感染による死亡例が3
例あった。

【まとめ】
当院のカフ型カテーテル挿入の45.8％が透析緊急
導入者であった。
緊急導入者の78％が以前から腎機能低下を認め
ていたが、腎機能正常範囲でも病状悪化により透
析導入となることがある。
緊急導入者のうち、透析に対する拒否感情を示し
ていた症例もあり、患者や家族への支援が重要で
ある。

玉城　　学（臨床工学技士）
平良　　誠、中村　　哲、金城　建志、
友寄　昌恵、蓮見　朋恵、中村　啓亮、
中村　颯太、山内　康彦

（医）清心会　徳山クリニック附属血液
浄化センター

発 表 者
共同演者

所属施設

オンラインHDFにおけるTMP制御
QSコントロールによるアルブミン 
漏出量の検証と溶質除去性能評価

O-14

【目的】
JMS社製GC-110Nに搭載されたTMP制御QSコ
ントロールにて定圧濾過法を行い目標アルブミン
漏出量3gの検証と溶質除去特性を従来の定速濾
過12L/hrと比較検討した。

【対象】
安定維持透析患者5名、平均年齢62.8歳、平均透
析歴13年を対象とした。�

【方法】
装置：JMS社製GC-110N、ヘモダイアフィルター：
ABH-22PA、治療時間4時間、　前希釈オンライン
HDF、QB：250mL/min、tQD：600mL/min、ア
ルブミン漏出量3gになるようTMPを時間制御に
て行った。TMP制御による目標アルブミン漏出量
3gの達成度と定速濾過12L/hrとの溶質除去特性の
比較をした。

【結果】
TMP制御QSコントロールによるアルブミン漏出
量3gの達成度は誤差範囲3g±20％範囲内に67％
となり、溶質除去特性では定速濾過12L/hrと比
較しβ2-MGとα1-MGの除去率が高かった。

【考察】
TMP制御QSコントロールは定速濾過12L/hrに
比べ、β2-MGとα1-MG除去率が上昇しており、
総置換量の増加が影響していると考えられる。一
方で小分子除去率の大きな低下は見られずアルブ
ミン漏出量もコントロールされていた。

【結語】
オンラインHDFにおいて、TMP制御QSコントロー
ルは、溶質除去率を上げ過度なアルブミン漏出を
抑制するのに有用である可能性がある。
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柴田　幸世（臨床工学技士）
前田　　弥、新川桂一朗、大濵　健太、
城田　由人、田名　　毅、比嘉　啓
（医）麻の会　首里城下町クリニック第二

発 表 者
共同演者

所属施設

当院における 
前希釈オンラインHDFの経過

O-15

【目的】
当院は2014年から前希釈オンラインHDF（以
下OHDF）を導入し、2018年12月末時点で全患
者の約7割がOHDFを施行している。当院での
OHDFの経過を調査する。

【方法】
当院でのOHDFの設定条件（QD500ml/min、
QS200ml/min、totalQD700ml/min）における
治療の経過とOHDF移行前、移行3ヶ月後、6ヶ
月後のKt/v、β2-MG、血清Alb、Hb、nPCR、
GNRI、％ CGRを比較した。

【結果】
2018年 12月末時点における当院でHDから
OHDFへ移行した患者は97名で、そのうち45
名において64件のヘモダイアフィルタの変更
があった。また、2名が過度なTMP上昇により
OHDFを断念した。臨床経過は、血清Alb値は
3.9g/dl→3.8�g/dl→3.8�g/dlと移行前と比較して
有意差をもって低下したが、大幅な低下はなかっ
た。他の項目は、有意差は認められなかった。

【まとめ】
OHDF導入初期は、Alb漏出量を抑えるためAlb
漏出量の少ない膜を選択していた。そのため大幅
なAlb低下はなく栄養状態も保たれた。OHDFの
設定条件を固定していることで小さい膜面積を使
用している患者においてTMPが上昇したため、
膜面積を大きくしたり、断念した症例があった。
ヘモダイアフィルタの選択は重要であると共に、
設定条件の見直しが必要である。

国吉　　蘭（臨床工学技士）
宮平　　晃、島尻　一也、長濱　博吉、
名嘉真友繁、兼次　誠也、高江洲　裕、
田里　　祥

（医）待望主会　安立医院　ME室

発 表 者
共同演者

所属施設

当院における 
SPP値とABI値の比較検討

O-16

【目的】
透析患者の動脈硬化合併症として末梢動脈硬化症
（PAD）があり、潰瘍・壊死を呈する重症下肢虚
血（CLI）になるとQOLや生命予後に関わる大き
な問題となる。
当院ではその対策としてフットケアや上腕・足関
節血圧比（ABI）をスクリーニング検査として行っ
てきたが、H30年9月に皮膚灌流圧（SPP）の測定
装置を導入した。それに伴い測定したSPP値を
ABI値と比較し検討した。

【対象】
当院慢性維持透析患者128名252肢。男性82人、
女性46人。平均年齢63.8±12.8歳。平均透析歴
9.6±8年。糖尿病22人、非糖尿病106人。PAD
患者24人（疑も含む）。

【方法】
128名全員のSPPとABIを測定。SPPは透析中に
ベッド上にて測定し測定部位は足底部とした。こ
れらの条件で当院のSPP値とABI値の関係性を比
較した。

【結果】
SPP値が40mmHg以下は252肢中13肢で当院透
析患者全体の5％だった。
ABI値が0.7以下は252肢中22肢で当院透析患全
体の8.7％だった。
SPP値とABI値の相関関係はr=0.36で弱い相関
を認めた。

【まとめ】
透析患者のPAD評価はSPPの方が適していると
言われているが、ABIと両方から評価することに
よって多角的に患者の状態をとらえ合併症の早期
発見、治療に繋げることができる。
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鈴木　貴憲（臨床工学技士）
池城　浩紀、知念　遥香、上原　慎也、
高良啓太郎、山内　昌祉、城間友梨子、
大城　智彦、鈴木　壮彦、山城　一清、
吉浜　清安、平良　浩健

豊見城中央病院

発 表 者
共同演者

所属施設

高TG血症を伴う急性膵炎に対して、
血漿交換療法+血液透析を施行した一例

O-17

【目的】
高TG血症を起因とした急性膵炎に対して、血漿
交換療法（以下：PE）+血液透析（以下：HD）を施
行し良好な結果が得られたので報告する。

【方法】
対象：�21歳女性。1型糖尿病でインスリン治療中

だがコンプライアンス不良。11月下旬強い
腹痛を伴い当院救急外来を受診。急性膵炎
にて入院となり治療開始となる。入院時TG
は8000mg/dl以上。また、ケトン体3+と
DKAも併発しており代謝性アシドーシスの
進行もみとめた。

方法：�治療条件、ブラッドアクセス：右鼠径ダブ
ルルーメンカテーテル。

PE；使用装置：ACH-Σ・IQ-21、血漿分離器：プ
ラズマキュアーPE-08、抗凝固剤：ヘパリンナト
リウム、置換液：FFP、置換量：2880ml。
HD；透析機：NDF-21、 ダイアライザ：FB-
110UP、透析液：カーボスターを使用し、PEとHD
は同時に行った。

【結果】
PE+HDを2回施行し、TG8000→350mg/dlへ低
下。TGの低下と共に膵炎の症状・代謝性アシドー
シスも改善。第4病日ICU退室。第10病日退院。
また、PE+施行の際に血漿が白濁しており、漏血
アラームが発生したため、漏血アラームはOFF
として施行。

【まとめ】
高TG血症を伴う急性膵炎に対して、PE+HDを2
回施行し、症状の改善を図ることができた。

上間　美香（理学療法士）
伊波亜津美、小橋川　敦、長間　正樹、
山城　麗子、米須　　功、砂川　博司
すながわ内科クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

足趾把持力と開眼片足立ち時間の
病態の検証

O-18

【目的】
サルコペニアは高齢者の転倒、骨折、寝たきりな
どの要素ともなり老年症候群の一つとして重要で
あり、介護重症化予防の大きなターゲットである。
今回我々は、転倒骨折予防の実践を目指して、転
倒の二大要因である下肢筋力低下と足趾把持力低
下のうち、足趾把持力に的を絞って新たな転倒ハ
イリスク患者の開眼片足立ち時間短縮の病態につ
いて検証したので報告する。

【方法】
当院維持透析患者15名を含む外来通院患者60歳
以上107名（男47、女60）
①年齢　②開眼片足立ち時間　� �
③椅子座り立ち時間　④ビー玉テスト
【解析方法】
足趾把持力と開眼片足立ち時間の相関について、
男女別、下肢筋力低下の段階別に、�t検定分析を
用いて解析する。

【結果】
女性「下肢筋力軽度低下群」「正常群」では足趾把
持力の低下により開眼片足立ち時間が短縮し優位
に相関が得られた。男性の下肢筋力高度低下群で
は、足趾把持力の低下とは無関係に開眼片足立ち
時間の短縮がみられた。

【まとめ】
筋力低下が重度化する前段階において足趾把持力
の低下を認め、転倒ハイリスクへとつながること
が予想される。転倒リスクを減らすためにも足趾
把持力の維持改善が重要である。
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高良啓太郎（臨床工学技士）
吉浜　清安、平良　浩健、下地　國浩

（社医）友愛会　豊見城中央病院

発 表 者
共同演者

所属施設

低栄養患者に対する
ポリフラックスH使用前後の比較

O-19

【目的】
当院ではヘモダイアフィルタはFIX-Sのみを使用
していたが、昨今の研究及び症例報告ではs-Alb
値の漏出が多いことが報告されている。今回、低
栄養患者に対してGAMBRO社製ポリフラックス
210H（以下、PFX）を使用した経験を報告する。

【方法】
対象はFIX-SにてI-HDF施行中のs-Alb値3.5g/dl
未満の維持透析患者　男性3名　女性3名で平均年
齢71.2±13.6歳、平均透析歴10.7±4.8年、原疾患
は�Non�DM　2名、DM�4名とした。
膜変更前後3か月のs-Alb値、GNRI値、IP値を比
較し、統計学的解析にはMann-WhitneyのU検定
を用い、p<0.05にて有意差ありとした。

【結果】
変更前Alb�3.1±0.2g/dl、変更後Alb�3.3±0.2g/
dl、変更前GNRI�86.5±2.5、変更後GNRI�90.2±2.0、
変更前IP�5.4±0.6mg/dl、変更後IP�5.7±1.0mg/
dlとなった。s-Alb値とGNRI値の比較ではPFX使
用後が有意に高値を示した。IP値では有意差はみ
られなかった。

【まとめ】
PFXは低栄養患者に対して有用なヘモダイア
フィルタである。

川邉　慎也（臨床工学技士）
仲里　亮平、具志堅　靖、西江　昂平、
與儀健太郎、嘉手納貴暁、櫻木千沙世、
大畑　雪絵、仲村みさき、中村　和江、
金城　政美、謝花　政秀、宮里　朝矩

（医）八重瀬会同仁病院腎センター

発 表 者
共同演者

所属施設

KYT実施による
新卒技士教育の取り組み

O-20

【目的】
医療事故は起こりうることとして認知され、チー
ムや組織全体の在り方を改善しなければ防止でき
ないといわれている。KYT（危険予知トレーニン
グ）を実施し、ヒヤリハット、インシデントの未
然防止に取り組んだ。また、指導者、新卒技士相
互の考え方や視点を共有することができるのか検
討した。

【方法】
新卒技士4名、透析実務経験3年以上の指導者4
名（看護師含む）からなるKYTチームに対して、
当院オリジナルの実臨床の一場面を中心とした
KYT写真を4枚作成し、実施した。また、安全
意識に対するアンケート調査も実施した。

【結果】
4枚のKYT写真から予測できた件数は新人46件、
指導者63件であった。アンケートでは新卒技士
の安全意識の向上が認められ、指導者の新卒技士
に対する理解が深められた。

【まとめ】
指導者とともにKYTを実施することで、指導者
の経験から予測されうることを新卒技士が疑似体
験することができたのではないかと考える。また、
指導者は新卒技士がどの程度の理解があるのか再
確認することができた。KYTは新人教育に有用
である可能性がある。
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古謝　真子（臨床工学技士）
神野　竜治、仲田　　獏、寺塩　秀剛、
瑞慶山真嗣、平良　　太、大石　朋英、
田里　友司、斉藤　大地、長嶺　由幸、
大石　尚広、佐野　貴広

那覇市立病院

発 表 者
共同演者

所属施設

CKD教育入院における 
臨床工学技士の取り組み

O-21

【目的】
2016年4月、那覇市は、「健康なは21」プランの重
点取組項目の一つとして透析導入の予防・遅延に
つながる対策を掲げた。それに伴い那覇市CKD病
診運営事業の一環として県内初CKD教育入院を那
覇市の中核病院として当院でスタートさせた。

【方法】
当院ではCKD教育入院カリキュラムの透析療法
分野についての説明を担うこととなった。患者
にわかりやすいようにイラストを用いて腎臓の働
きや腎不全の症状、治療方法などについてのスラ
イドを作成・説明を行った。更に、血液に見立て
た着色液を用いて透析療法についての説明を行っ
た。対象としてCKD教育入院患者数計10名。内
訳男性7名女性3名（64歳から87歳）。

【結果】
当初、患者個々に対し説明を行うと、患者のペー
スに合わせて説明を行うことができるので理解を
得られた。しかし、複数人に対し同時に説明を行っ
たところ、患者それぞれ理解力が異なるので理解
を得られたかの判断が難しかった。また、導入患
者の超高齢化に伴い、家族の理解と協力も必要と
なるので家族同伴が望ましいと考えられた。

【まとめ】
一人でも多くのCKD患者および家族のCKDに対
する理解を深めるために今後も引き続きCKD教
育入院を行っていく必要があると考えられた。

座間味宗明（臨床工学技士）
比嘉　　晋、宮平かつよ、山入端さゆり、
仲田　保幸、宮平　　健
たいようのクリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

当院における 
災害時伝言ダイヤル訓練の現状と課題

O-22

【目的】
近年、地震や津波・台風などの様々な災害が発生
しており日頃の災害対策が重要となる。当院でも
災害時伝言ダイヤル訓練を実施していたが、2年
間訓練が行えていない期間があった。今回訓練を
再開する事となり、新たに災害意識アンケートを
とり実際に訓練を行い、当院の伝言ダイヤル訓練
の現状把握と今後の課題について検討した。

【方法】
当院透析患者73名に災害意識調査アンケートを
依頼。アンケート後に伝言ダイヤル訓練を行い過
去の訓練結果との比較検証、現状を把握した。ま
た、訓練実施後患者より聞き取り調査を行い、今
後の課題を検討した。

【結果】
アンケート結果より、患者の災害意識の低さがみ
えた。2年間の訓練空白期間により、以前行って
いた訓練内容を忘れている人も多く、災害時伝言
ダイヤルを利用できる人も減少していた。

【まとめ】
今回災害意識アンケートをとり、災害時伝言ダイ
ヤル訓練を再開した。その後の聞き取り調査を行
う事で、当院の伝言ダイヤル訓練の現状と多くの
課題が見えてきた。患者が災害対策の必要性をき
ちんと理解し訓練に参加できる様、再度指導・説
明を行い、訓練を継続して行う事がもっとも重要
と考えられる。
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山内　昌祉（臨床工学技士）
池城　浩紀、知念　遥香、上原　慎也、
大城　智彦、高良啓太郎、鈴木　貴憲、
鈴木　壮彦、山城　一清、吉浜　清安、
平良　浩健

（社医）友愛会　豊見城中央病院

発 表 者
共同演者

所属施設

個人用透析用水作成装置の過酢酸
系除菌洗浄剤による水質管理

O-23

【目的】
個人用透析用水作製装置（以下、個人用RO）の過
酢酸系除菌洗浄剤（以下、過酢酸）洗浄開始後の
水質検査経過を報告する。

【方法】
2017年12月より個人用RO3台（No.1～No.3）の
洗浄を開始。洗浄方法は、「水洗」「希釈過酢酸洗
浄剤にて循環」、「浸漬」、「水洗」とした（過酢酸
希釈倍率はNo.1は35倍、No.2及びNo.3は50倍）。
洗浄頻度は1回/週から開始した。水質検査はRO
水供給ホースに設置した採液ポートより採取し、
頻度は1回/月実地。

【結果】
個人用RO�No.1、No.2は約1年間の洗浄では透析
液水質基準の生物学的汚染基準を満たさなかった。
No.3は開始後2ヶ月以降、水質基準を満たした。

【まとめ】
個人用RO装置の過酢酸洗浄は水質管理に有効で
あるが、使用経年の長い装置に対しては、より効
果的な洗浄方法を検討すべきである。

山城　裕麻（臨床工学技士）
伊佐　英倫、玉城　雅也、宮城　　希、
石川二三朗、又吉　　徹、宮城　一夫、　
山田　伊織、上里まどか、金城　一志
中頭病院

発 表 者
共同演者

所属施設

急速進行性糸球体腎炎に対する
DFPP療法の経験

O-24

【目的】
急速進行性糸球体腎炎（以下RPGN）を2症例経験
したので報告する。

【方法】
症例1は63歳女性、腎生検で抗糸球体基底膜（以
下GBM）抗体型RPGNの診断となりステロイドパ
ルスと二重膜濾過血漿交換（以下DFPP）を隔日で
2クール施行した。症例2は15歳女性、腎生検で
抗GBM抗体型RPGNの診断となりステロイドパ
ルスとDFPPを連日で2クール行った。

【結果】
DFPP�2クール終了後の採血結果は症例1では、
抗GBM抗体282.2U/min→6.2U/min� と低下し
たがCre1.38mg/dl→6.05mg/dl、eGFR30.7ml/
min→6.1ml/minと腎機能の改善に乏しく透析
療法導入となった。症例2では、抗GBM抗体
592.9U/min→17.6U/min�と低下しCre3.68mg/
dl → 1.78mg/dl、eGFR15.8ml/min → 35.1ml/
minと腎機能が改善したため透析療法導入に至ら
なかった。

【まとめ】
DFPP�2クール終了後、両症例とも抗GBM抗体
値の低下は見られたが、症例1では腎機能の改善
に乏しかった。症例2では、①若年であったこと
②症例1での経験を踏まえてDFPPを連日行った
ことが透析導入に至らなかった理由として考えら
れた。
また、抗GBM抗体型RPGNの腎機能低下速度は
速く、治療開始の遅れにより不可逆的な腎障害と
なるため早期診断および連日のDFPP療法が有効
であったと考えられる。
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宮城　厚夫（臨床工学技士）
津山　　桂、友寄　艶子、上原真利子、
上間　愛子、平安山英機
（医）道芝の会　平安山医院

発 表 者
共同演者

所属施設

当院で経験したコントロール不良の
SHPTに対する薬剤スイッチの効果

O-25

【目的】
シナカルセトよりエテルカルセチド塩酸塩に変更後、副
甲状腺が退縮した症例と、PTx後SHPT�を再発した症
例に対してエテルカルセチド塩酸塩の効果を報告する。

【方法】
症例1.　�70歳、男性、原疾患：慢性糸球体腎炎、透析歴：

31年7ヵ月
症例2.　�63歳、女性、原疾患：慢性糸球体腎炎、透析歴：

27年4ヵ月

【検査項目及び頻度】
Ca・P　4回/月　W-PTH・Alp　1回/月
骨代謝マーカー（TRACP-5b・Total�.P1NP）　2回/年
骨密度の測定（DXA法）　2回/年
副甲状腺エコー　1回/年

【結果】
症例1.
70歳、男性、原疾患：慢性糸球体腎炎、透析歴：31年
7ヵ月
平成19年シナカルセト投与にて副甲状腺推定体積　右
上葉　2700mm3→61mm3退縮したが、平成26年頃よ
り左上葉が腫大し平成29年2681mm3→エテルカルセ
チド塩酸塩投与にて839mm3に退縮した。

症例2.
63歳、女性、原疾患：慢性糸球体腎炎、透析歴：27年
4ヵ月
平成29年6月よりシナカルセト50mg/日からエテルカ
ルセチド塩酸塩に切り替えW-PTH　154pg/mlから837�
pg/mlに上昇。副甲状腺推定体積　右上葉838mm3・
右下葉1147mm3、同年12月総合病院でPTxを施行。
OPE後、W-PTH　11.2�pg/mlに低下。しかし2ヵ月で
W-PTHが420�pg/ml上昇、移植病院にて副甲状腺機
能シンチ施行。過機能副甲状腺腫の残存や再発を疑う
所見なしとの報告を受け、現在エテルカルセチド塩酸
塩4.2mg/回、マキサカルシトール1.7μg/回にて平成
30年12月W-PTH　41.4�pg/mlに低下。

【まとめ】
症例1．�薬剤をスイッチすることで副甲状腺が退縮した。
症例2．�PTx後、短期間でSHPT�を再発した症例に対し

てエテルカルセチド塩酸塩と低用量のマキサカ
ルシトールの併用投与は有効であった。

安里　祐貴（臨床工学技士）
仲里　則男、城間　俊正、屋宜　　勝、
屋嘉部一樹、澤岻　盛和、瑞慶覧拓哉
（医）ネプロス　吉クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

積層型ダイアライザーでのトイレ離脱～
（リサキュレーションの取り組み）

O-26

【目的】
積層型ダイアライザー使用下でのトイレ離脱は、
メーカーなどから一旦返血を行う、もしくは、リ
サキュレーション中は補液を行って下さいと言わ
れています。通常の手順での対応は不可となり、
離脱と再接続の操作が煩雑となる。今回、中空糸
型の様にトイレ離脱が出来ないのかを検証する為、
シミュレーションを行ったので報告します。

【方法】
積層型ダイアライザー　サンプル品を使用。
模擬的に透析工程、停止行程（透析ラインの遮断）、
離脱中のリサキュレーション再接続後の透析工程
を再現し検証した。

【結果】
透析液ラインを遮断した状態で、血液回路リサ
キュレーション中は回路内圧が低下補液を必要と
した。再接続後も透析液圧の変動があり安定しな
かった。

【まとめ】
以上を踏まえて、積層型ダイアライザーでのトイ
レ離脱方法をマニュアルした。
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佐野　詩乃（臨床工学技士）
上地　　遥、上間　勇輝、宮城　浩樹、
座波　智光、諸喜田　猛、友寄　隆仁
沖縄赤十字病院

発 表 者
共同演者

所属施設

安全なCART施行を目指して 
～濾過濃縮前後での　　　　　 
　　　　腹水検体検査の実施～

O-27

【目的】
今回、腹水濾過濃縮再静注法（以下CART）にお
いて濾過濃縮後の腹水が赤褐色を呈し、明らかな
溶血反応を示した症例を経験した。この経験から、
安全なCART施行を目指し以下の取り組みを行っ
たので報告する。

【方法】
①腹水処理工程前後に検体検査を行う
②�その結果から医師に再静注の可否の指示を受
け、再静注を実施する。
検査項目については、比較的迅速に結果を得られ
る「溶血反応・Na・K・Cl・Alb」を検査項目とし、
関係職種（医師・看護師・臨床検査技師）へ通達
し、実施した。

【結果】
運用変更後のCART実施は17件で、濾過濃縮後
溶血反応陽性は5件。溶血反応が陽性であったも
のの、医師の判断で再静注が行われた件数は4件
であった。

【まとめ】
医師がカルテに腹水再静注の可否の記入を行って
いることから、上記運用は機能していると考えら
れる。また、臨床工学技士の視点から上記の取り
組みを実施することで、安全なCART施行に大き
く貢献できたと自負している。今後も、関係職種
間で情報を共有し安全なCART施行を追及してい
きたい。

池城　浩紀（臨床工学技士）
鈴木　貴憲、吉浜　清安、平良　浩健

（社医）友愛会 豊見城中央病院

発 表 者
共同演者

所属施設

血漿交換療法と 
血液透析の同時施行法を経験して

O-28

【目的】
血漿交換療法（以下：PE）・血液透析（以下：HD）
を同時に行う際、当院施行方法のメリット・デメ
リットを報告する。

【方法】
対象は2018年2月1日～2019年1月5日までの
PE・HDの同日施行患者で、施行回数は23回。
方法はPEの回路より脱血、返血部をHD回路のA
チャンバに接続し、HD回路より返血。直列回路
として血液ポンプは、PE側のみを使用し、HD側
は空回しとした。抗凝固薬は、ヘパリンの場合PE
側からのみ、ナファモスタットメシル酸塩の場合
はPE：HD=2：1で投与。

【結果】
メリットはPE単独施行の際には、FFPによるCa
低下が起こるが、同時施行の場合HDによるCa補
正によってCa低下は起きなかった。
更に、単独施行では合計約8時間かかっていた治
療時間が約4時間と短縮された。
デメリットは装置2台を直列接続した為、手技や
アラーム対応が複雑であった。また、回路内充填
血液量増加による施行時の血圧低下が考えられた
が、現在までの症例では起こっていない。

【まとめ】
施行では手技やトラブル対応に若干の難しさはあ
るが、治療時間短縮や低Ca症状防止に有用な方
法であると考える。
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嘉手納貴暁（臨床工学技士）
與儀健太郎、西江　昂平、具志堅　靖、
仲里　亮平、川邉　慎也、金城　政美、
謝花　政秀、宮里　朝矩
（医）八重瀬会　同仁病院　腎センター

発 表 者
共同演者

所属施設

コンソール新規設置が 
水質検査に与える影響

O-29

【目的】
当院では生菌数、ET活性値は共に検出感度未満
で超純水透析液基準を満たしてきた。今回、コン
ソールを更新したことによる生物学的汚染を経験
した。生菌は検出されたが、ET活性値の変化は
なかった。コンソール新規設置における生物学的
汚染への対策を検討した。

【方法】
期間はコンソール新規設置の前後1年間（2015年
8月より2017年8月）で透析装置入口、透析液サ
ンプル口から採取した透析液の水質を評価した。
水質検査はET活性値、生菌検査ではTGEA培地
によるMF法を用いた。生物学的汚染が確認され
たことでアクションレベルに至ったと判断し、滞
留方式での洗浄剤気色濃度を200倍から160倍へ
変更した。

【結果】
消毒希釈倍率変更後、生菌数は減少し、6週間後
には測定感度未満となった。

【まとめ】
業者との協議のうえ設置時間の短縮・手袋を着け
ての設置等が必要であったのではないかと考える。
コンソール新規設置では最適な測定方法を選択
し、正しい結果を評価することが重要で、バリデー
ション（検証）を適切に施行する必要がある。

棚原　武蔵（臨床工学技士）
又吉　沙耶、東輝　　昇、伊波亜津美、
小橋川　敦、上間　美香、長間　正樹、
山城　麗子、砂川　博司、米須　　功
すながわ内科クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

透析中の透析患者に対する 
運動療法法の実践

O-30

【目的】
運動療法は、患者のADL維持向上やQOL改善目
的に推奨されており、近年は、心機能や肺機能、
生命予後の改善についても多くの報告がある。今
回我々は、透析患者に対して、透析中の運動療法
を実施したので、その経過を報告する。

【方法】
1．�運動療法希望者で主治医の同意が得られた21名
（男5、女16）
2．�透析開始後90分以降、有酸素運動、筋力強化、
ストレッチを30分間実施する

3．�運動療法介入前後における血圧、透析効率、栄
養状態を比較検討する

【結果】
全員が意欲的に参加し、半年間継続している。現
在のところ透析効率、血圧、栄養状態において大
きな変化は認められないが、参加意欲は高く、活
動量も増加した。

【まとめ】
今後も継続しながら長期的な視点から介入効果に
ついて検証していく必要がある。
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我喜屋　薫（看護師）
長嶺　直美、橋本美和子、依田千恵美、
知念さおり、熊代　理恵、徳山　清之
（医）清心会　徳山クリニック　外来

発 表 者
共同演者

所属施設

当院透析患者の 
睡眠障害の原因について  

～睡眠アンケート調査から～

O-31

【目的】
当院の血液透析患者の睡眠状態を調査し関連因子
について検討した。

【対象】
当院透析患者193名中、アンケートに回答の得ら
れた177名。男/女：104/73名　平均年齢：64.2�
±�11.4

【方法】
2018年8月～9月睡眠アンケート（PSQI・ESS
に①かゆみ②むずむず③痛み④いびきの有無を追
加）を用い、睡眠状態を調査した。睡眠時無呼吸
検査の有無、栄養状態（MIS）、透析運動療法の有
無と睡眠障害の関連も検討した。

【結果】
1）PSQIで睡眠不良群（以下不良群）は93名（53％）
ESS（要注意+治療要）は47名（27％）だった。�2）
不良群の睡眠障害の原因は皮膚のかゆみ82％、下
肢のむずむず47％、息苦しさ・咳22％、痛み
19％、トイレに起きた19％であった。3）不良群で
は原因の重複がみられ、1項目のみ32％、2項目
29％、3項目18％、4項目以上10％だった。4）睡眠
時無呼吸症候群（SAS）を疑う症状は、全体の15％
にみられ不良群には22％、良好群には7％だった。

【結語】
当院透析患者では睡眠障害の原因が重複した患者
が多かった。

東風平美智子（看護師）
比屋根まゆみ、古謝　松子、石田百合子、
田名　　毅、比嘉　　啓
（医）麻の会　首里城下町クリニック第二

発 表 者
共同演者

所属施設

当院の家庭血圧測定状況

O-32

【目的】
家庭血圧測定の重要性を理解し血圧測定を習慣づ
けることが出来る。

【方法】
1．�受け持ち患者への家庭血圧測定と血圧手帳へ
の記録を指導する。

2．�家庭血圧測定状況を把握するためのアンケー
ト調査を行う。

【結果】
アンケート調査の結果より、86％の患者が毎日、
家庭血圧測定を行っていたが透析日に血圧手帳を
持参されている方は46％と半数にとどまっていた。

【まとめ】
家庭血圧測定が出来ていない14％の患者に対し
測定出来ていない理由を把握し、生活習慣の中で
無理のない程度で血圧測定ができるようサポート
していく。
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兼久まゆみ（看護師）
比嘉さゆり、豊浜かなえ、志良堂清幸　
比嘉　弥生
待望主会　安立医院

発 表 者
共同演者

所属施設

低栄養状態からの脱却を目指して 
～クリニックにおける　　　　 
　　　ミニNSTの立ち上げ～

O-33

【目的】
これまで透析患者には食事制限などの指導を行っ
てきたが近年、制限に伴う低栄養状態や高齢化に
伴う筋肉量の低下などの報告があがってきてい
る。そこで低栄養患者の現状と背景を知り栄養状
態の改善、予後やQOLの向上につなげるためミ
ニNSTの立ち上げに向け取り組んだ。

【方法】
①低アルブミン（ALB3.5mg/dl以下）10名　
②�高リン（P6.0mg/dl以上）かつ低アルブミン血
症の患者18名を対象に栄養状態の改善に向け
て他職種とのカンファレンスの実施、介入を
行った。

【結果】
各専門的な意見を取り入れ情報の共有や課題を抽
出することができた。また栄養状態や身体面、家
族背景などを把握し介入につなげることができた。

【まとめ】
今回の活動を通して患者や家族はこれまでの食事
制限にとらわれ蛋白制限をしている可能性がある
ことが分かった。しかし、短期間での改善は難し
く継続的な介入が必要だと感じた。立ち上げたば
かりのチームだが一丸となって取り組み透析生活
を支えていきたい。

澤村　直樹（看護師）
當山　　望、金城　　隆、金城　克朗、
重永　寛子、我那覇斉子、友利　周平、
長尾　英光、佐久田朝功
（医）功仁会　さくだ内科クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

就労透析患者における夜間及び 
昼間透析からオーバーナイト透析 

移行による就労内容の変化

O-34

【目的】
就労透析患者にとって勤務時間と透析時間の調整
が必要になるが実際には苦労しているとの声を多
く聞く。当院では就労透析患者の一助になればと
オーバーナイト透析を開始している。今回、オー
バーナイト透析移行によって生じた就労内容の変
化を調査した。

【方法】
当院にてオーバーナイト透析施行中の患者10例
（男8例、女2例）を対象にオーバーナイト透析移
行前後での労働時間、収入満足度、疲労度を個別
に聞き取る。

【結果】
オーバーナイト透析移行前の就労スケジュールは、
昼間透析時では透析日の就労時間確保に難渋し、
夜間透析時は通院のため早退することがあるとの
回答が多く占めた。オーバーナイト透析移行後は
週40時間労働の確保、更には残業も可能となり、
我々も場合によっては入室制限時間を緩和して対
応した。また、疲労感が軽減したと答えた症例が
多かったことには、深夜睡眠時間を利用し、7～8
時間の長時間透析を可能としたことによって不定
愁訴の軽減ができ、良好な体調管理ができたこと
によるものと考えた。

【まとめ】
就労透析患者にとってオーバーナイト透析は充実
した就労を継続するための一助になると考える。
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坊上百合子（看護師）
長嶺　　茜、名嘉　栄勝

（医）以和貴会　西崎病院　 
透析センター

発 表 者
共同演者

所属施設

かゆみ軽減を目指した取り組み 
～ライスパワーを使用して～

O-35

【目的】
透析のかゆみはQOLを著しく低下させる合併症
であり、生命予後にも関連することが知られてい
る。当院透析患者へかゆみの現状について調査し、
かゆみ軽減を目的とした取り組みを行ったので報
告する。

【期間】
2018年7月～10月

【対象及び方法】
当院透析患者68名中38名にかゆみの現状につい
てアンケート実施。かゆみがあると回答した23
名の患者に、パンフレットを用いた生活指導及び
ライスパワーを使用した。
ライスパワー使用患者に対し、指導前後でVAS
を用いた評価及び皮膚水分量測定を行った。

【結果】
生活指導前のVASの平均は日中5.3夜間は4.9で、
指導後は、日中が4.1夜間は3.2とかゆみが軽減し
ていた。またVASが昼夜ともに最大値だった患
者が指導後5～4まで軽減した。
皮膚水分値では、大きな変化は見られなかったが、
ライスパワーの効果があると答えた患者は48％
で、かゆみの指導に満足した患者は39％だった。
今後もかゆみのセルフケアを継続したいと答えた
患者は61％いた。

【考察】
ライスパワーは皮膚の水分量維持には効果は見ら
れなかったが、かゆみの軽減には有効であった。
指導することでスキンケアに対するセルフケアの
意識が芽生えた。

【結語】
今後も患者のQOL向上を目指してかゆみのケア
を継続したい。

稲嶺　未来（看護師）
玉城　文子、野小生裕子、仲宗根順子、
小田口尚幸

（社医） 敬愛会 ちばなクリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

SAP（Sensor Augmented Pump）
療法の外来導入を経験して

O-36

【目的】
SAP療法を糖尿病透析患者に外来導入した。その
経過を報告し、メリット及び外来導入に関する課
題について検討する。

【方法】
MDI療法で無自覚性低血糖を繰り返す患者、1）
1型糖尿病、2）2型糖尿病の計2名を対象とした。
SAP療法導入前後の血糖値、HbA1c、GAの推移
を追跡し、患者や家族の意見を参考に治療のメ
リットや問題点を検討した。

【結果】
1）�平均血糖値、GA、HbA1cは変化はないが、低
血糖値の件数は減少した。患者、家族の意見と
して、事前に低血糖アラートが鳴り対応できる
ので、救急車を要請することがなくなり助かっ
ている、機器の対応ができるスタッフが少なく
不安、などがあった。

2）�アラート対応やポンプ装着の煩わしさからCSII
を中止した。

【まとめ】
SAP療法は低血糖予防ができ、患者や家族のQOL
の向上に繋がる。患者や家族背景を把握し、外来
か入院導入のいずれかを検討すべきである。患者
が安心して治療を継続できるよう、糖尿病専門医、
栄養士との連携と、家族の協力が重要であり、手
技指導や心理的サポートができるスタッフの育成
と、トラブル時に速やかに対応できる体制作りが
必要である。



45

一 般 演 題

川上小百合（看護師）
新城真奈美、中尾　良枝、中村　　哲、
島袋　美穂、知名　千秋
（医）清心会徳山クリニック附属血液浄
化センター

発 表 者
共同演者

所属施設

一次救命処置（BLS） 
トレーニングの効果

O-37

【目的】
当院血液浄化センターでは、平成25年1月に救
急対応の訓練を目的に専門スタッフの指導による
3ヶ月毎のシュミレーショントレーニングを実施
してきたが、手技の方法にバラつきが見られた為、
その改善を目的に、平成30年1月よりBLSトレー
ニングへ変更した。今回、その効果を評価した。

【対象】
当院血液浄化センター看護師15名、臨床工学技
士6名、メディカルエイド6名

【方法】
①�半年間で1人当たり計2回、BLSトレーニング
を実施。

②�トレーニング前後で、BLSの知識テストと手技
習得について5段階の自己評価を行い比較した。

　�メディカルエイドは、業務内容を考慮し質問項
目を一部省いた。

【結果】
知識テストでは、看護師・技士は、4つの質問全
てで正解率が上昇した。メディカルエイドは、3
つの質問のうち2つで正解率が上昇し、1つは低
下した。
手技の自己評価は、看護師・技士は、6項目全て
で「できる」の割合が増加した。メディカルエイ
ドは、4項目全てで「まあまあできる」が増加し「で
きない」が消失した。

【結語】
今回のBLSトレーニングにより、知識、手技の自
己評価ともに向上がうかがえた。
一方で、職種に応じた対応は、今後更に必要と思
われた。

金城　政美（看護師）
吉浜佳菜子、宮城　尚子、中村　和江、
仲村みさき、嘉手納貴暁、川邉　慎也、
謝花　政秀、宮里　朝矩
（医）八重瀬会同仁病院腎センター

発 表 者
共同演者

所属施設

院内認定腎不全看護師育成について
－第2報－

O-38

【目的】
腎センター以外の各病棟スタッフにおける腎不全
治療を向上させる目的で院内認定腎不全看護師育
成講座を開始し、育成後の活動について報告する。

【方法】
平成28年～平成29年に院内認定腎不全看護を取
得した5人
1）定例会の開催
2）VFラウンドの実施
1）2）について聞き取り調査を行った

【結果】
院内認定腎不全看護師の資格を取得しても、その
後、どのように活動してよいか迷いが生じ、各部
署での定期的なAVFラウンドやスタッフ育成に
ためらいを感じていた。

【まとめ】
院内認定腎不全看護の活動を定例化するため、次
年度から取得者対象の運営の在り方を検討する。
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金城　政美（看護師）
大城　丁之、宮城　貴子、町田のぞみ、
松田　　恵、平良　千夏
沖縄県PDナースゆいの会

発 表 者
共同演者

所属施設

沖縄県PDゆいの会 
　平成30年度活動報告

O-39

【目的】
沖縄県PDゆいの会は、PD看護の水準向上、情報
共有を目指し活動を行っている。対象者は、初心
者から経験者まで幅広く今年度は新たに、訪問看
護師のみを対象としたコースを開講した。その振
り返りも含めて今年度の活動報告を行う。

【方法】
対象：�PDに従事している、もしくはこれから従

事する臨床・訪問看護師
平成30年4月～平成31年1月
方法：�各コース受講者へのアンケート結果�

【結果】
イントロダクションコースでは初めてPDに触れ
る看護師が多いため、例年通り「良い経験となっ
た」という回答が多かった。
エキスパートコースでは、初めて訪問看護師を対
象としたコースを開催した。通常のPD関連講義
に加え、座談会を行い訪問看護師側から感じた問
題点や病院、病棟側から訪問看護師への質問、提
案など垣根を超えた話し合いが出来、訪問看護師
との交流はPDの在宅支援を行うことについてか
なり有用であった。

【まとめ】
今後も沖縄県でのPD看護を円滑に提供できるよ
う講義内容や形式も見直し、在宅医療側との連携
も深めて活動を継続していきたい。

松山　明美（看護師）
平良まゆみ、我那覇志真子、橋崎　奈々、
中里　啓三、上原　千明、斎藤ひとみ、
金城微奈子、奥川めぐみ、知念佐和子、
比屋根　豊、前田　　勉、具志堅　亨、
上江洌良尚

うえず内科クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

災害対策マニュアル作成を通して 
見えてきたもの

O-40

【目的】
当院は以前に患者を含めた火災訓練を実施したが
定期的な訓練の実施や具体的な災害マニュアルが
なかった。
今回、南部地区における沖透南災連が立ち上がっ
たのを機に当院の災害対策を見直し検討したので
報告する。

【方法】
①当院の災害対策の現状把握
②災害対策勉強会の開催
③�落差返血・緊急返血・緊急離脱の方法・避難経
路の確認と実施
④災害時のスタッフ個々の役割の明確化
⑤緊急連絡網の見直し
⑥災害手帳の整備
⑦災害対策マニュアルの作成

【結果】
今回、災害対策マニュアルを作成し、災害訓練を
行った事で災害への関心が高まり、災害対策の必
要性を実感した。
災害訓練を実施する事でスタッフの役割を明確化
する事が出来、新たな疑問点の解決や実施方法の
改善点を発見でき、訓練の重要性や継続の必要性
を再認識した。

【まとめ】
災害対策を見直すことで、災害を想定した訓練を
行うことが出来た。
今後も継続して訓練を行い、突然の災害の際にも
適切に対応できるように備えていきたい。
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新垣　愛子（看護師）
金城　一志、與那覇俊美、上里まどか、
山田　伊織、與那嶺怜奈、砂川はるな、
塩浜　康平、宮城　　希、新川　哲子、
松田　　恵

中頭病院

発 表 者
共同演者

所属施設

台風災害支援透析を経験して

O-41

【目的】
台風災害で災害拠点病院として初めて支援透析を
行ったので報告する。

【方法】
2018年9月に発生した台風で支援透析を行った経
験を近隣透析施設と情報交換会を行い、拠点病院
としての方針の紹介。

【結果】
近隣施設と情報交換を行うことで、各施設の災害
対策方法が共有できた。拠点病院としての方針の
周知ができた。

【まとめ】
災害拠点病院をはじめ、近隣施設と普段から顔の
見える関係づくりを築く為地域防災ネットワーク
の確立と強化をしていく事が自助・共助・公助、
この3つの役割を十分に機能させていく事につな
がると考える。

源河沙弥佳（看護師）
松田美千代、知念　　幹、東　かおり、
上間留美子、徳元　里美、神谷　乗史、
米須　　功、砂川　博司

すながわ内科クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

BCP策定・実施へむけた 
災害対策マニュアルの見直し

O-42

【目的】
昨年9月、沖縄本島に台風24号、25号が襲来し、
当院でも二日間の停電を経験した。今後も台風の
大型化に伴う長期の停電が予想されることから、
災害リスクに備えた、事業継続計画（BCP）の策定
が急務である。今回われわれは、BCPの策定・実
践へ向けて、災害対策マニュアルの見直しを行っ
たので報告する。

【方法】
①�災害マニュアルについて事業継続の視点からア
ンケート調査を行う。
②�災害対策、災害時・災害後の対応について、職
種の特性に配慮した役割分担をする。

【結果】
①�各職種の役割が明確化し、看護師が取り組むべ
き優先課題が明確になった。
②�災害後に遭遇する病態を予測したハイリスク患
者の層別化、個別指導箋を作成した。

【まとめ】
当院災害チームにおける各職種の役割が明確にな
り、メンバーの意識向上に繋がった。今後は、近
隣の透析施設および災害拠点病院と連携を取りな
がら、二次医療圏におけるBCPの作成、地域医療
連携システムを活用した患者情報の共有へ繋げて
いく必要がある。
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一 般 演 題

友寄　友奈（看護師）
嘉手苅正美、友利美津子、冨名腰美智子、
内間　香苗
（医）信和会　沖縄第一病院

発 表 者
共同演者

所属施設

全館停電トラブルの経験と 
その後の取り組み

O-43

【目的】
当院は2018年11月26日に全館停電の経験をした。
透析室では今までにない長時間の停電となり対応
に困ったとの意見が多かったことから、アンケー
ト調査を行った。停電時の対応の振り返りをし、
機械操作の確認と指示系統の見直しを行ったので
報告する。

【方法】
①�スタッフ（NS、クラーク、助手）31名を対象に
アンケート調査
②手動での回収手技の確認とシミュレーション
③マニュアル作成

【結果】
今回、殆どの患者さんが透析を終了していた状態
での停電だった事から大きなトラブルはなかった。
アンケート調査の結果より、手動返血の手技に対
する不安と災害時のマニュアルに沿った訓練を
やってほしい等の意見があった。

【まとめ】
災害時患者に不安を与えることなく、迅速に対応
できるようにマニュアルに沿って継続したシミュ
レーションは必要である。

與古田涼子（看護師）　
池間　　稔、金城　晃之、上原　貴子、
高安　聖美、高畠　輝美
瑞愛翔　みのり内科クリニック　透析室

発 表 者
共同演者

所属施設

台風24号による 
長時間停電を経験して

O-44

【目的】
平成30年10月、台風24号が非常に強い勢力で沖
縄本島を通過。
長時間にわたり広範囲の停電被害をもたらした。
当院も長時間停電により地域医療機関への支援透
析要請を余儀なくされた。
この経験から、今後、災害時における患者、スタッ
フ、施設間での円滑な連携を目的とし、支援要請
から透析実施までの現状を報告する。

【方法】
被災当日透析施行の患者27名
当日出勤の職員、透析技師2名、看護師12名、看
護助手1名、事務2名に対し、被災時を振り返り
聞き取り調査を行った。

【結果】
以前よりSNS（LINE）を活用した地域医療機関と
の情報共有を実施していたため、支援要請をスムー
ズに行うことができた。しかし、支援決定から透
析実施までの限られた時間の中で、患者との連絡、
スタッフ間での情報共有、物品準備、医療保険の
手続きなど、混乱をきたす場面もみられた。
後日、被害を振り返り、院内での聞き取り調査を
行った。また地域医療機関においてもディスカッ
ションが行われ問題点が明確となった。
日常より災害に対する意識を深め、円滑な対応に
向けての取り組みが必要であった。

【まとめ】
上記と同様に記する。
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一 般 演 題

謝花　政秀 1）（医師）
名城　文雄 1）、知念　善昭 2）、 
宮里　朝矩 1）

1）（医）八重瀬会同仁病院腎センター
2）（医）八重瀬会浦添医院

発 表 者
共同演者

所属施設

高齢者認知症患者への 
腹膜透析導入の経験

O-45

【目的】
高齢者認知症患者へPD導入した2例を経験した。

【方法】
2症例ともに高齢者認知症患者であった。2例と
もに腹壁前壁固定を行った。トンネル部は背側ま
でのばし、患者の手の届かない部位に出口部を作
製した。両症例ともに注液排液時間に問題なく、
腹膜炎および出口部感染の発症も認めなかった。

【結果】
術後経過は良好であった。透析効率も良好であっ
た。腹膜透析の合併症は認めなかった。

【まとめ】
出口部を背側に作製することに関しては感染症発
症のリスクが高まる可能性があるが、認知症患者
の血液透析による透析トラブル発症のリスクを考
慮する場合は腹膜透析がより安全な腎代替療法と
思われた。高齢者認知症患者への腹膜透析導入は
有用である。

米須　　功（医師）
小橋川　敦、上間　美香、伊波亜津美、
長間　正樹、山城　麗子、上間留美子、
徳元　里美、東　　輝昇、神谷　乗史、
砂川　博司

（医）貴和の会　すながわ内科クリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

外来血液透析患者運動機能の 
年次推移

O-46

【目的】
透析患者に対する運動療法により、運動耐容脳能、歩
行機能、身体的QOLの改善が期待されるが、運動不足
が常態化している現代社会において、既に体力、筋力
が低下している透析患者の運動習慣を改善させる事は
容易ではない。そこで当院では毎年体力測定を実施し、
独自のレーダーチャートを作成し患者に自身の体力を
客観的にフィードバックしトレーニングを促している。
今回、患者の体力測定の年次推移を報告する。また運
動療法を導入するための理学療法士採用による費用対
効果も検討してみた。

【方法】
昨年に引き続き今年度体力測定をし得たADLが自
立した血液透析患者32人を対象とした。Functional�
Independence�Measure（FIM）を用いADLを評価し、
InBody�S20を使用し四肢骨格筋肉量（SMI）を透析後に
測定した。体力測定は膝伸展筋力、Functional�Reach�
Test（FRT）、開眼片脚立位保持テスト、Timed�Up�＆�
Go�Test（TUG）、5回立ち座りテスト、10m歩行テスト
（歩行速度）、握力を測定した。平均年齢65.5±10.7歳。
平均透析歴6.2±6.5年、原疾患は糖尿病13名、非糖尿
病19名。リハビリ介入群は21例、非介入群は11例。

【結果】
全症例では、FRT30.7±6.5cm、開眼片脚立位保持
24.8±23.5秒、TUG7.6±2.8秒、5回立ち座り9.8±3.6
秒、握力23.9±8.3kgは前年度より低下していた。膝
伸展筋力0.44±0.15WBIと10m歩行（歩行速度）1.4±
0.4m/sは、介入群は有意に前年度より改善していた。
理学療法士は2人を採用し運動器リハビリテーション
料（II）が算定でき、月平均9万点程度の診療報酬であっ
た（透析患者はその約半分）。

【まとめ】
透析患者は運動耐容能が年々低下するため、定期的に
体力を評価し、トレーニングを促し続けなければなら
ないと感じた。理学療法士を採用する事は費用対効果
を鑑みても患者のモチベーション維持のために望まし
いと思われた。
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一 般 演 題

諸見里拓宏 1）（医師）
古波蔵健太郎 2）、徳山　清之 2）、 
潮平　芳樹 2）、上原　　元 2）、 
當間　茂樹 2）、井関　邦敏 2）、 
OCTOPUS 研究グループ 2）

1） 沖縄県立南部医療センター・こども
医療センター

2）沖縄県人工透析研究会 

発 表 者
共同演者

所属施設

維持血液透析患者における 
アンジオテンシンII受容体拮抗薬の 

長期生命予後に及ぼす効果 
～OCTOPUS終了後フォローアップ～

O-47

【目的】
維持血液透析患者へのレニン－アンジオテンシン
系（RAS）阻害薬使用は、降圧作用以外でも長期
生命予後の改善効果が期待される。我々は、2006
年に開始したランダム化比較試験；Olmesartan�
Clinical�Trial�in�Okinawan�patients�under�OKIDS�
（OCTOPUS研究）終了後5年間追跡し、生命予後へ
影響を検討した。

【方法】
OCTOPUS研究へ参加した降圧治療中の維持血液
透析患者469名を、2018年7月まで追跡（追跡率
98％）。Olmesartan割り当て群（232人）と非RAS
降圧薬使用群（229人）の総死亡率と死因割合を比
較した。

【結果】
Olmesartan割り当て群の死亡率は43.5％、�非RAS
降圧薬使用群では48.0％。Log-rank検定にて生存
率に統計学的有意差はなく（p=�0.40）、死因にも差
はなかった。（p=0.41）�Cox-ハザード多変量解析に
て、年齢、糖尿病、低アルブミン血症、高リン血
症が有意な死亡危険因子であった。

【まとめ】
維持血液透析患者へのRAS系阻害薬投与には、降
圧効果を除き長期生命予後を改善する効果を認め
なかった。

比嘉　　司 1）（医師）
兼城真理子 2）

1）川根内科外科
2）中頭病院

発 表 者
共同演者

所属施設

透析患者への亜鉛補充

O-48

【目的】
当院透析患者79人中1人を除き78人が亜鉛80μ
g/dl未満で内48人が60μg未満であった、この為
亜鉛を補充してみた。

【方法】
ノベルジン150mg/日を内服させ3か月追跡でき
た74人を対象に達成率、症状（創傷遅延、味覚異
常、食欲低下、 痒）の変化、EPO製剤の増減を
みた。

【結果】
補充達成80μg以上は64人（86％）悪心は13人発
生内10人が内服継続が出来ず未達成となった。味
覚異常の2人と創傷遅延の3人は改善した。食欲
低下13人中6人と 痒14人中9人が改善し止痒剤
の減量、中止がみられた。無症状は45人であった。
銅欠乏65μg/dl以下は41人内8人が銅欠乏性貧
血となり無視できない数値である。EPO製剤増量
は16人おり内6人が銅欠乏性貧血であった。増減
なしは42人と最も多く、減量は16人と増量と同
数であるが内6人が鉄剤投与中であった。

【まとめ】
創傷遅延、味覚異常などの特異的な症状は亜鉛補
充で改善するが 痒、食欲低下は非特異的で止痒
剤も漫然と投与していた可能性がある。又、ノベ
ルジン内服で亜鉛補充はできるが銅欠乏、悪心に
対し用量、投与期間に工夫が必要である。
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一 般 演 題

演 題 取 消

O-49

桑江　紀子（医師）
長嶺　好弘、知花　隆朗

翔南病院

発 表 者
共同演者

所属施設

炭酸ランタンの消化管内沈着を 
認めた維持透析3症例の報告

O-50

【目的】
高い安全性および良好な忍容性から広く使用され
ているランタン製剤に関して、最近、消化管粘膜
への沈着の報告が散見される。

【方法】
今回我々は当院でランタン製剤服用歴のある患者
11人に上部消化管内視鏡検査（FGS）を施行、3例
に消化管粘膜内のランタンの沈着を認めた。2症
例について、4カ月後、12カ月後FGSを再検した。

【症例 1】
69歳、男性。ランタン製剤服用開始後5か月目よ
り、嚥下困難を主訴として、たびたび精査を施行
するも、原因は明らかでなく、服用開始2年後の
FGSで十二指腸粘膜に発赤、粘膜粗造、マクロ
ファージの集簇を確認。

【症例2, 3】
58歳、男性。症例3、39歳男性。いずれも特に症
状なく、ランタン製剤より他剤へ変更後数か月後
の時点のFGSで胃、十二指腸粘膜に白色微細顆粒
状、粘膜粗造所見及びマクロファージの集簇を確
認。

【結果】
病理組織学的診断、走査電顕及びエネルギー分散
型X線解析を用いた元素マッピングにより、沈着
物に一致してランタン存在を認めた。後日4か月
後、1年後FGSを再検した2症例ともランタン沈
着の持続を認めた。

【結語】
ランタン沈着の機序、その病理学的意義及び可逆
性に関しては、明らかでない。文献的考察を交え、
報告する。今後とも症例の蓄積が必要と思われる。
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小田口尚幸（医師）
島尻　艶子、下地　陽子、髙江洲義滋

（社医）敬愛会 ちばなクリニック

発 表 者
共同演者

所属施設

過粘稠度症候群を合併しTMP上昇を
来したシェーグレン症候群の1例

O-51

【目的】
TMPが上昇したシェーグレン症候群合併透析患
者に対してステロイドを投与し、改善したので報
告する。

【方法】
60代女性。2015年9月腎硬化症により血液透析
を導入。同年11月β2MGが36.6mg/lと高値。
2017年11月52.8mg/lとさらに高値であったた
め精査したところSS-A抗体、SS-B抗体ともに陽
性で、また唾液腺シンチで唾液分泌量の低下を認
め、シェーグレン症候群と診断した。眼の乾燥
や口渇の症状はなかった。症状が乏しく経過観
察していたが、オンラインHDF治療下でTMPが
270mmHgまで上昇し予定までの継続が困難なこ
とがあり、過粘稠度症候群の合併と考えステロイ
ド投与を開始した。

【結果】
投与開始1週間後にはTMPが200mmHgほど、�
1か月後には150mmHgほどまで改善した。シェー
グレン症候群では悪性リンパ腫を合併することが
あるが、リンパ節腫脹がなく血液検査所見からも
現時点では明らかではない。

【まとめ】
透析導入後にシェーグレン症候群と診断し、過粘
稠度症候群からTMP上昇を来した症例を経験し
た。ステロイド投与で改善しているが今後悪性リ
ンパ腫の続発がないか注意が必要である。

比嘉　　司 1）（医師）
兼城真理子 2）

1）川根内科外科
2）中頭病院

発 表 者
共同演者

所属施設

1型DM透析患者にみられた 
高血糖高浸透圧症候群の1例

O-52

【目的】
1型DMのインスリン欠乏はDKAに陥るが今回、
高血糖高浸透圧症候群HHSに至った症例を経験
した。

【方法】
40代男性、統合失調症、アルコ―ル依存症、ニコ
チン依存症を合併する透析患者である。インスリ
ン自己注射中であるが血糖コントロールは雑であ
る。10/2、定期HD日、傾眠傾向、10/3、本人よ
り電話連絡あり脱力感からフラフラするとのこと
であったが応対はしっかりしていた。非ケトン体
脳症を疑い直接ERを受診するよう指示した。

【結果】
搬送先のガス分析ではアシドーシスはなく、補液
とインスリンで翌日には脱力感は改善、入院時の
浸透圧は推定式から292mOsm/kgであったが、
偶然前日が定期検査日で血糖値1,034㎎ /dl、と高
くこれより浸透圧が320mOsmと計算された、4
病日に退院となる。

【まとめ】
普段より高血糖にならされていたこと、インスリ
ンクリアランスが腎不全の為延びていること、曲
がりなりにも自己注射で絶対的インスリン不足で
はなかったこと、透析後ある程度高血糖が是正さ
れていたこと、治療が迅速であったことなどから
比較的軽症で済んだものと思える。
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一 般 演 題

辺士名克彦 1）（医師）
照屋　妹奈 1）、兼城　達也 1）、 
與那覇俊美 1）、平安山英義 1）、

砂川はるな 2）、與那嶺怜奈 2）、 
山田　伊織 2）、上里まどか 2）、 
高江洲義滋 2）、島尻　艶子 2）、 
下地　陽子 2）、小田口尚幸 2）、 
金城　一志 2）

（社医）敬愛会　中頭病院、 
ちばなクリニック
1）血管外科　2）腎臓内科

発 表 者
共同演者

所属施設

当院におけるアクセス関連 
盗血症候群26例の治療経験

O-53

【目的】
盗血症候群はその治療に難渋する。
薬物等でコントロールできない疼痛、感染を伴わない潰
瘍形成をきたしている症例に対しての治療。

【方法】
盗血症候群をきたしている患者26人に対し下記手技を
施行。
①3mmバルーン留置下シャント静脈縫縮術
②直視下吻合部縫縮術
③�感染あるいは壊死の進行をきたし、手指切断の可能
性が高い症例に対しては、内シャント閉鎖術を施行
し、創部の治癒を待って遠位血行再建兼吻合部間結
紮術（以下DRILL法）を施行

【結果】
3例に①を施行し、その内1例は手指の血流改善なく、
②を追加。
14症例に②を施行し、10例は潰瘍の治癒等、症状の改
善を認めた。
②無効例4例と、潰瘍、壊死、感染の急速進行例10例に
対し、シャント閉鎖術を行い、内5例は後日③DRILL法
にてアクセスを確保するも1例が閉塞をきたし、動脈表
在化術を施行した。
シャント閉鎖術を施行した他9例に対しては動脈表在化
を5例に、カフ付きカテーテル留置を4例に施行した。
経過中、手指切断術を余義なくされたのは4例であった。

【まとめ】
やはり、振り返ってみても盗血症候群の治療には難渋
した。
高齢者、長期透析患者、DM腎症の増加を考えれば、
今後、増加してくる病態だと思われる。


