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大館市立総合病院人工透析室	



人工透析室の概要	

場　所	 大館市立総合病院内	 管理棟　３　F	 

透析ベッド数	 ２７床	 
一　般　：２４床	  

個　室　：　３床	 
最大透析患者数：８１名	 

透析クール	 
月・水・金　２クール	  

火・木・土　１クール	 

１クール目　→　９：００開始	  

２クール目　→１４：００開始	 

透析室スタッフ	 
泌尿器科医師：３名	  

(透析専門医１名）	 

　　　看護スタッフ：９名	  

　　　臨床工学技士：４名	 



水処理システム	 
ＪＷＳ逆浸透水処理装置	 

型式　MIZ255C-MH	 
日本ウォーターシステム（株）	 

透析液供給	 

システム	 

A末溶解装置	 

B末溶解装置	 

透析液供給装置	 

PTS-200S	 

NPS-40S	 

NCS-400S	 

株式会社ニプロ	 

透析用コンソール	 

個人用透析装置	 NCU-12	 株式会社ニプロ	 

透析用	 

患者監視装置	 

NCU-8	 

NCV-1	 
株式会社ニプロ	 

DCS-26	 

DCS-73	 
日機装株式会社	 

透析室関連医療機器	



毎透析時のチェック	  
・聴診	  
・視診	  
・触診	  
・静脈圧	  
・ピロ－状態	

定期的検査	  

・超音波	  
・血流測定	

超音波検査	  
・形態的狭窄部位の確認	  
・血流量測定	  
・RI	

血管造影	 PTA・再建術	

バスキュラ－アクセス(VA)	

異常	

異常	

異常なし	

異常	

異常	



	   	       
	 	 	 	 	 		

項目／日付	 スコア	

狭窄部位を触知	 2	

狭窄音（高調音）を聴取	 1	

脱血不良（ピロ－部の圧の低下）	 5	

静脈圧の上昇（200mHg以上）	 1	

血管痛	 1	

瘤の有無	 2	

静脈高血圧（前腕上腕の浮腫）	 2	

合計（5点以上で医師報告）	 /13	

止血時間の延長	 2	

透析後半1時間での脱血不良	 1	

不整脈	 1	

シャント肢挙上で吻合部スリル減弱	 3	

参　

  

考	

ＶＡ　トラブルスコア	

（大館市立総合病院人工透析室　2010/1/11）	



大館市立総合病院人工透析室	  

医療安全委員会	



防
災
対
策	

水
質
管
理	

HIV,	  肝炎,	  MRSA,	  結核,	  	  
インフルエンザ（新型、鳥）ノロイウイルス,	  
CD	  

エンドトキシン,	  細菌,	  ETRF	

インシデント事例検討会,	  マニュアル作成・修正	  
勉強会,	  機械・薬・消耗品の検討	

Ⅰ感染対策	

Ⅲ	  防災対策	

Ⅱ医療事故防止対策	

Ⅳ	  水質管理	

地震、火災	



感染対策	Ⅰ.	

更新のため、準備中	



Ⅱ．医療事故防止対策	

Ⅲ-‐1　インシデント事例検討会	

Ⅲ－2　マニュアル	

Ⅲ-‐3　勉強会	



透析室安全マニュアル	

  プライミング	  

  患者入室時	  

  バスキュラーアクセスへの接続	  

  透析開始	  

  透析終了	  

  離床	  

（一部抜粋）	

【担当】駒ヶ嶺健、花田俊将、石山沙織、本多沙都季、佐藤幸子	



プライミング	
【使用物品】	

•  ダイアライザー	

•  血液回路	

•  生食1000ml 

•  抗凝固剤	

•  鉗子２本	

【プライミング開始前の点検】	

•  患者監視装置に破損や汚染がないか外観チェックを行う。	

•  カルテを参照し、使用するダイアライザーに間違いがないか確認する。	

【プライミングの注意事項】	

•  回路を不潔にしない。	

•  接続部は緩みのないようしっかり接続する（空気混入、血液漏出の原因となる） 



プライミングの実際	

ラベルが 
見えるように 

2. 　ダイアライザーのV側　(青)　を上にし、	  
　　ラベルが見えるようにホルダーにセットする。	  

３．静脈側回路を用意し、薬液注入ラインと	

　　液面調整ラインのクランプを閉じ（矢印）　	

　　Vチャンバーをホルダーにセットする。 	

　　ダイアライザーＶ側のキャップを外し、	

　　 回路のダイアライザー接続部をつなぐ。	

　　　回路をガイドに通す（丸印）	

         Ｖ圧ラインのキャップを外す。	

1.  患者監視装置タッチパネルの　サポート　　　プラ補助	  
　　　の順に押しプライミング画面を呼び出す。	  
　　　透析液が流れてきたら　準備　を押す。	  



４．Vチャンバー下流のラインを	

　①気泡検出部（　　）	

　②ガイド青（　　　）	

　③クランプ部（　　）	

　④ガイド青（　　　）　	

　　　　の順に通す。	

　5.	  　Ｖ側接続部を廃液カップへ固定し、	

　　　　緊急離脱部に接続の緩みがないか	  
　　　　確認する。	  

6.  動脈側回路を用意し、輸液ラインのAチャンバーを	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ホルダーに逆さに取り付ける。	  

	  ※ドライタイプのダイアライザー使用の	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  場合は、Aチャンバー下流のラインを 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ダイアライザーへ接続しておく。	



患者入室時	

※患者さんとコミュニケーションを行い、業務を

円滑に行うことを目的とする。	

【通常の体重測定】 
１．体重計のスイッチを入れ、デジタ

ル表示「ゼロ」を確認。	  
※体重計の下に隙間があり、異物（筆記用具、

キャップなど）が挟まっていたりすると体重

に誤差が生じることがあるため。	  

２．患者さんに体重計前に整列して

いただく。	  

【体重測定】:透析間の水分増加量を正確に測定し、安全に適切な除水
を   行う為、もっとも重要な情報となる。患者名、体重読み間違え等のな
いよう注意する。	

「おはようございます。準備できま

したのでどうぞ。」	  



４．体重計中央部に乗って静止してもらう。

（ふらつきのある患者さんには手すりに

つかまってもらう。）	  
※中央部に乗らないと測定に誤差が出たり、時間がか

かるため。	

５．「ピッ」と音が鳴り、「○」表示が出たら体

重を確認。	

６．体重表に記載する。	

７．浄化記録に記載する。	

　※義肢などのある患者さんは体重より義肢の重さを引

くのを忘れないよう注意する。	  

３．名前を確認する。服装（重いものを着ていないか、ポケットに重い物が入ってない

か）、荷物を持っていないかの確認をする。	  
※上着（ジャージ、ベスト）など注意する。以前、透析前後で体重が違い、	  
服装が違ったのが原因ということがあったため。　	  
※ホルター心電図装着中の患者さんは、把握していないとホルタ-‐心電図も	  
体重に含まれてしまう為、あらかじめ確認が必要。	  

※スリッパが体重計に乗ってい

ないか確認。	  



【スケールベッドでの体重測定】 
　→ストレッチャーでの来室時などに使用。	  

　○最初の状態がベッドに何も乗っていない時○ 

1. ベッドの確認をする。（デジタル表示の確認、布団、毛布、

枕が乗っているか）	

2. 測定条件の設定をする。	

3. ベッドに患者さんが移乗する前にスケールの「元体重」を

「ゼロ」にする。	

4. 患者さんが移乗したらスタッフはベッドから離れ、患者さん

に静止してもらい、「元体重」を押し、浄化記録の体重欄に

記載する。	

5. ベッド上に乗っているもの（敷き、掛けバスタオル・枕のタ

オルなど）確認し、表示されている体重より引き算し、浄化

記録の備考欄に計算式とともに記載する。	  

　ゼロ確認！	



バスキュラーアクセスへの接続	

【バスキュラーアクセスの観察】	  
	  	  	  透析開始前には必ず、視診・触診・聴診を行う。	  

≪観察項目≫	  

　視診・・・血管の拡張や狭窄、手や腕に変色や浮腫、	  

　　　　　　　冷感、しびれ、チアノーゼがないかを観察	

　触診・・・手掌か指先で、シャント吻合部からシャント	  

　　　　　　　血管に触れ、スリルの有無や硬軟を観察	

　聴診・・・聴診器でシャント吻合部からシャント音を聞き、	  

　　　　　　　シャント音の強弱、狭窄音の有無を観察	  
・・・穿刺困難な場合等必要時・・・	  

　　　エコー・・血管の走行、　太さ、　流量などエコー画像で観察	



≪手順≫	  
１．シャント肢の下に　　　　　　　　　２．ペンレスorユーパッチを剥がし	  

　　防水シーツと駆血帯を敷く。　　　バスキュラーアクセスの観察。	  

４．駆血し、血管の走行確認。　　３．刺入部を中心に円を描くように	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消毒。　　	  



５．血管を指で固定（利き手と反対の指で、穿刺する血管を固定）	  
　　血管の走行に沿って穿刺針を刺入する。	



透析開始	
【体外循環開始時の患者監視装置の操作】	  

1.  患者監視装置の外観等を確認する。	

2.  プライミングの状態を確認する。	

3.  穿刺等バスキュラーアクセスA-‐Vを確保し、A側回路をバスキュラーアクセスA
側に接続する。	

4.  血液回路A、Vの両クランプを開放し血液ポンプスイッチを入れ血液流量を
100ml/min前後に調整する。	

5.  必要に応じシリンジポンプのワンショット操作を行う。	

6.  血液がダイアライザーまで達したら、V側クランプを閉じるとともに血液ポンプ
を停止する。	

7.  V側回路をバスキュラーアクセスV側に接続する。	

8.  V側クランプを開放し、血液ポンプ流量を０ml/minに落とし、血液ポンプス
イッチを入れる。	

9.  脱血状況、バスキュラーアクセス部位、静脈圧を観察しながら徐々に血液ポ
ンプ流量を上げ、100ml/minまで上げる。	



【透析条件設定】	  

1. カルテの血液浄化条件指示を確認して患者監視装置の設
定を行う。	

2. 抗凝固剤ラインの開放と、血液抗凝固剤のワンショットを確
認し、シリンジポンプの持続注入速度を入力する。	

3. 血液流量を確認し血液ポンプの速度を入力する。	

4. 本日の透析前体重からドライウエイトを除した値を目標除
水量として入力する。ドライウエイト未決定の場合は医師の
指示を受ける。また、透析記録の除水履歴を参照に除水量
を調整する場合もある。	

5. 除水速度を入力する。このとき除水残時間で確認する。	

6. 透析液温度を入力する。	

7. 条件入力が終わったら『透析（運転）』スイッチを入れる。	



【透析中の観察事項】	  

•  透析中は定時に装置の運転状況や患者バイタルを確認し、記録
用紙に記入する。	

•  また、血圧低下や履歴などからリスクが予測される場合は、タイ
マー等を利用し随時状態観察を行う。	  

【患者監視装置の運転状況の確認】　	  

1. 現在除水量、目標除水量、除水速度、シリンジポンプ、血液ポン
プ、透析液温度、除水残時間をチェックし、患者監視装置の運
転状況を確認する。	

2. 静脈圧、透析液圧、バスキュラーアクセス、脱血状態をチェック
し、体外循環状態を確認する。	

3. その他、チャンバ液面、回路の折れや引っ張り等の目視確認、
また装置の異音などにも気を配る。	





3.  透析終了時の注射指示に従い、エリ

スロポエチン製剤等をＶ側薬剤注入

ラインより注入する。　図	  

　　ダイアライザーを通さない静脈（V）側血液回路

から注入することで、薬剤を確実に体内に入れ

ます。返血操作に入る前に必ず投与する注射

薬の指示を確認します。	

【通常返血】	  

1. 除水が完了したら（終了の音楽が鳴ったら）、目標除水量と透析予定時間が全てこ

なされていることを確認し、ブザー停止を押す。	

＊透析予定時間を経過する前に目標除水量が終了する場合もある。その場合、目標透析

時間が経過する前で待ち、返血する。	  	  

2. 準備・回収ボタン及び液停止ボタンを押す。除水積算量を確認・記録後リセットす

る。血液流量を１００ｍｌ／ｍｉｎへ下ろす。	



7.  留置カニューラと回路の接続部を

外し、返血ラインへ接続する。　図　　　　	

8.  クランプを３ヶ所外し、患者の血圧

や自覚症状に応じた流量（通常は

１００ｍｌ／ｍｉｎ）で生食２００ｍｌを

用いて血液を回収する。この時、

ダイアライザーを回転させ、無駄

なく血液を回収する。	  



離床	
【ＡＤＬが自立している患者さん】 

•  バイタルサイン測定後、穿刺部の出血がないか確認をし、ゆっくり起き上がってもらう。めまい

などの有無を確認し、なければ離床してもらう。また、スリッパを患者さんの履きやすいように

揃え、バッグなどがあればベッドの下から取り出す、バスタオルを畳むなどの援助を適宜行う。	  

	  	  	  	  	  	  (ベッド下を覗き込んで頭が下がった時、低血圧を起こす危険性もあるため）	  

•  起立後や歩行中に低血圧を起こし、ふらつきや転倒を起こす危険性があるため、声かけや観

察を行う必要もある。必要時、車いすの使用、見守り、支えるなどの援助を行う。	  

【介助が必要で家族の送迎がある患者さん・送迎ヘルパーを利用している患者さん】 

•  バイタルサイン測定後、穿刺部の出血がないかを確認した後、家族の方またはヘルパーさん

に終了した事を伝え、ベッドサイドまで迎えに来ていただく。また車いすの必要な場合は持っ

てきていただく。家族またはヘルパーさんと共に患者さんの車いす移乗及びベッド上の片づ

けを行う。	



離床後に起こりやすいトラブル	
【起立性低血圧】 

　　　透析患者さんは透析終了時、血圧が低下している事が多い。また血圧の変動が大きく、起立性の低血

圧が起きやすい状態である。返血にて一時的に血が上昇しても、終了して座位になった時、ベッドから降

りて立ち上がった時、体重計までの歩行時、更衣室での更衣時などに起立性の低血圧を起こして、ふら

つきや意識が消失したりバランスを崩して転倒することがよくある。特に、高齢者は注意が必要であり、

糖尿病を合併している患者さんは血管病変もあるため注意が必要である。その為、起き上がり時や離床

時には観察が必要であり、体重測定をした後も歩行状態や、ふらつきの有無を観察していく必要がある。	  

◎起立性低血圧への対策 

・終了時の血圧が低めの時はベッド上にて十分休養してから起き上がってもらう。	  

　（臥床→半座位→座位→端座位→立位と段階的に進める。）	  

・血圧が低い場合は歩行時の付き添いや、車いすを使用して移動する。	  

・返血後も血圧が低値の場合は、V側を抜針せずに生食100mlをつなぎDr報告し血圧が安定するまで様子観

察をする。	  

・「大丈夫」と患者さんが言っても、看護師の判断で休んでもらう。　　　	  



【出血】 
　大量の出血時には失血性ショックなど重大な事故につながる危険性がある
ため、迅速な対応・患者指導が大切である。	  

◎止血時間の延長、止血確認後の再出血の原因 

•  穿刺孔からずれて圧迫したり、止血バンドがずれている時	  
•  絆創膏（リバピタールなど）を剥がす時間が早かった場合	  
•  穿刺部をこすったり、ぶつけた場合	  
•  止血バンドが外れた時、早く外した時	  
•  皮膚が薄い所に穿刺している時	  
•  中枢部が狭窄あるいは閉塞している時	  
•  吻合部近くを穿刺した時	  
•  高血圧の時	  
•  凝固異常がある時	  
•  血小板が減少している時	  
•  透析中のヘパリンなど坑凝固剤が多すぎる時	  
•  ワーファリンなどの抗凝固剤、パナルジンなどの抗血小板薬を投与されている場

合等。	  



Ⅲ.　防災対策	

Ⅲ-‐2.　災害時に備えて（準備）	

Ⅲ-‐3.　地震発生直後の行動と対策	

Ⅲ-‐1.　名称の定義	

Ⅲ-‐4.　地震発生3時間後の行動と対策	

Ⅲ-‐5.　支援透析　(被災側）	

Ⅲ-‐6.　支援透析（支援側）	

（一部抜粋）	



透析室内の対策	

①　患者監視用装置のキャスタ－はロックしないでフリ－に	 

　　しておく	 

②　透析ベッドのキャスタ－は床面に固定しないでロック	 

　　だけにしておく	 

③　透析液供給装置とRO装置は床面にアンカ－ボルトなどで	 

　　固定しておく。あるいは免震台に乗せておく	 

④　透析液供給装置およびRO装置と機械室壁面との接続部は	 

　　フレキシチュ－ブを使用しておく。	



災害情報ネットワ－ク	

h:p://www.touseki-‐
ikai.or.jp/	



トリア－ジ	

優先度１；緊急治療群（直ちに治療をおこなわないと死亡）	

優先度2；重症だが，短時間なら状態は安定	

優先度3；軽傷（致命的ではない、帰宅可能な者）	

優先度4；死亡（ただし，トリア－ジは死の判定ではない）	



水質対策	Ⅳ
.	

　透析用水・透析液　　1回/月　　ＥＴ濃度・生菌数測定	

透析液管理計画	

（一部抜粋）	

○「透析用水」の生物学的汚染管理として、毎月、ＲＯ水のＥＴ活性値及び生菌数
を測定する。	

 ○「透析液」の生物学的汚染管理として、毎月、コンソール数台を順次選択し、透
析液のＥＴ活性値及び生菌 数を測定する。尚、１年間で全てのコンソールが実施
対象となる。	

○年１回、特定個所についてＥＴ活性値を測定し、透析用水及び透析液ラインの
汚染管理を行う。 　また、毎月の測定値に異常があった場合も同様に測定し、汚
染部位の特定を行う。 	



透析液の清浄化	

透析液エンドトキシン測定（エンドスペシー）	

採取場所	 エンドトキシン濃度(EU/ｍｌ）	

①	 ＲＯ水タンク後	 サンプルポート	 0.001以下	

②	 ＥＴＲＦ後	 末端コンソールカプラ	 0.001以下	

③	 ＲＯモジュール後	 サンプルポート	 0.001以下	

④	 ＥＴＲＦ前	 末端コンソール給液ライン	 0.001以下	

⑤	 原水タンク後	 サンプルコック	 0.144	

⑥	 カーボンフィルタ後	 サンプルコック　	 0.37	

⑦	 A末溶解装置	 Ａ液タンク内	 0.02以下	

⑧	 B末溶解装置	 Ｂ液取液ライン	 0.02以下	

　　　　　　　　　　　　　外注検査：（株）SRL	
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Ａ末溶解装置	

Ｂ末溶解装置	
多人数用	  

透析液供給装置	
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①

②

③

④

⑤⑥

⑦

⑧

逆浸透水処理装置	

透析液供給ラインと検体採取部位	


