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透析医療の現場を訪ねて

● 病院概要
所在地 〒
 760-0018
香川県高松市天神前 4-18
開 院 1951年6月18 日
（高松共済診療所として開設）
病院長 厚井文一
一般病床 179 床

【 国家公務員
】
共済組合連合会 KKR高松病院（香川県高松市）

血液浄化センター透析ベッド数 19 床
透析患者数 約 60 名
診療科目 内
 科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、
アレルギー科、神経内科、外科、泌尿器科、
眼科、放射線科、リハビリテーション科、
婦人科、糖尿病内分泌内科、腎臓内科、
脳神経外科、リウマチ科、消化器外科、
人間ドック、各種健康診断、特定健診

香川県高松市の中心にあるKKR高松病院は、24時間対応で可能な限り救急患者さん
を診療する急性期病院として大きな役割を担ってきた中で、腎臓内科では慢性腎疾患や
透析治療の拡充に努めてきたという。施設の血液浄化療法の特徴について伺った。
Interview

松原啓介先生
KEISUKE MATSUBARA

国家公務員共済組合連合会 KKR 高松病院
腎臓・高血圧センター長

施設の概要
当院は、
高松市内の中心にある病床数200床弱を
有する中規模の高松医療圏の二次救急輪番病院

ペースを拡大してもらうことができました（写真1）
。現

にあたるということで患者さんも安心感を得られると

在は、透析ベッド数は19 床に増え、維持透析患者さ

いったメリットがあります。

んは約60名になりました。それに伴い、
スタッフ数も倍

看護師にとっても、透析だけではなく、腎臓内科

になり、職場に活気も出てきて、個々のケアの質向上

治療、高血圧治療や腎生検等にも対応することによ

にもよい影響を与えています。

り、治療への理解が広がることで、透析ケアの向上に

例えば、水質管理の面も、
しっかり技士が管理して
くれるようになりました。技士も、透析室専門に配置さ

フィードバックできます。

れることでスキルアップできています。また、看護師や

カテーテル治療やシャント手術等もケア

技士が率先して透析室の運営をしてくれるようになり、

また、腎臓内科では、前述のように検尿から腎臓

です。病院の開設は1951年ですが、
腎臓内科および

医師も大学病院から確保でき二人体制になりました。

病治療、
透析まで、
さらに透析治療に関連する、
シャン

腎臓・高血圧センターは9 年前（2007 年）に新設され、

ある程度の規模を保って、慢性期透析治療に対応し

ト作成、カテーテル治療（PTA）
、腹膜透析カテーテ

私はその1 年後に赴任しました。透析治療はそれ以

ながら急性期にも対応できる施設にしてきたというの

ル挿入等、全てトータルに診ることをモットーとしてい

前から行われており、泌尿器科の受け持ちでしたが、

が、ここ数年の経緯です。

ます（写真 3・4）。血液透析患者さんのシャントトラ

腎臓・高血圧センター立ち上げ後は腎臓内科で全て
診ています。腎臓内科（腎臓・高血圧センター）では、
検尿異常から透析療法まで、つまり、腎疾患の始まり

幅広い血液浄化センタースタッフの業務
急性期病院の場合、病棟勤務する看護師の割合

ブルに対しては、第一選択で手術を行う事はなく、全
例血管造影を行いシャントPTAで対処しております。
カテーテル治療やシャント手術等については、他科が

から末期に至るまで、一元的に治療を行っております。

が非常に高く、7 対 1 看護等の問題で、夜勤可能な

主として使用している血管造影室、手術室を問題な

また、急性期病院なので、救急車で搬送されるよう

看護師が非常に重視されます。子供が小さいなどの

く使用できる関係を構築しているので、緊急を要する

な急性期の透析患者さん、腎臓疾患患者さんも受け

理由で夜勤や時間外勤務ができない看護師も血液

治療でも困ることはありません。また、
当院はカテ室や

入れています。さらに、
当院は循環器、
呼吸器疾患を

浄化センター（以下透析室）でできるだけ活躍しても

手術室専属の看護師がいますが、
シャントPTAの場

得意とする病院として知られており、そうした疾患の

らえるよう配慮しています。また透析室では医師や技

合やシャント手術の場合も、透析室の看護師が介助

患者さんで急性血液浄化が必要な場合も多く、他科

士からも透析技術を学べるので、
しっかり身につけて

に入るので患者さんにとっては安心だと思います。

としっかり連携をとって、各疾患の受け入れを行って

透析技術関連の資格取得や学会発表にも積極的

いることが治療の大前提としてあるのも当科の特徴

に臨んでもらっています。

といえます。

急性期病院での透析治療の難しさ

透析室では穿刺・回収時の朝 8-9 時、昼 11-13 時、

置だけでなく、手術やカテーテル治療の実際を間近
で見られるので、知識が得られ幅広い看護に役立ち

夕方16-17時は、
準備・穿刺等で非常に忙しい時間が

ます。例えば造影剤が流れる血管を直接モニターで

あるのですが、それ以外の時間は透析室内では比較

見て学ぶことができます。
そういう情報を共有できるこ
とは穿刺にも非常に役立ちます。

私の赴任当時は、維持透析患者さんは25 名程度

的業務に余裕があるので、看護師には、腎臓内科の

で、透析ベッドは12 床しかなく、それを維持透析用だ

外来業務も兼務してもらっています。急性期の大病院

けでなく、救急用、導入用にと共用していました。私

だと外来と透析、病棟が完全に縦割りになるので、透

は、
大学病院での透析治療経験から、
透析治療はあ

析室のスタッフが外来に足を踏み込むのは難しい場

る程度規模が大きくないと透析医療に従事する看護

合も多くあると思います。当院では、
朝の場合、
透析業

師、技士の常駐が望めず、
スタッフ教育も不十分にな

務は8 時に開始し、9 時になると穿刺が概ね終了しま

ることから、透析治療のレベルアップは望めないと痛

す。外来業務自体は透析室の業務が落ち着く9 時か

感していました。その点が大学病院や急性期総合

らスタートなのでスムーズに移行できます（写真 2）。
そうすることで患者さんとの関係構築にもよい影響

こで当院に赴任してからは、何とか施設の規模を拡

があり、例えば、外来通院中の透析導入になりそうな

大し、スタッフを充実させたいと常々考えていたので

患者さんを前もって把握でき、透析導入時の教育が

すが、その後、病院の増築の際に、2 期に渡ってス

しやすく、透析導入以後も顔なじみの看護師がケア

写真 4 シャント手術風景

⬅

⬅

⬅

写真 2 外来風景。血液浄化センターの看護師が担当する。

写真 3 カテーテル治療風景

⬅

病院での透析部門の運営の難しさだと思います。そ

写真1 血液浄化センター

一方、看護師にとっても、透析室内で行われる処
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【国家公務員共済組合連合会 KKR高松病院】
このように看護師の業務内容が広がり、透析医療
の知識が増えることによって、
例えば看護師自身がフッ
トケアの重要性を認識するようになり、その後透析中
の空き時間を見計らってベッドサイドでのフットチェック
も自ら取り組んでくれるようになりました。また、率先し
てフットケアの資格取得に動いてくれましたし、私が意

【スタッフから一言】

岩田康伸臨床工学科主任

にon-line HDFを施行しています。
施行に当たっては、水質確保加算 2を取得しているの
は当然ですが、患者さんに合った膜の材質、サイズを決

血液浄化センターでは、技士は

定してその後に機械の設定をしていきます。設定を行う

4 人が常駐、2 人が心臓カテーテル

際に、何をメインに除去するかで内容が変わりますが、中

検査や内視鏡業務を兼任しており

分子物質の場合は濾過を、小分子物質であれば拡散を

図して透析室を大きくしてきた部分もありますが、
スタッ

ます。特徴的なのは、急性期病院なので急性血液浄化

メインにするなど細かく設定します。

フも私の方針を理解して、チームとして自ら発案し、動

も手がけるところかと思います。血液浄化センターでは、

概ね透析は血液流量 200mL/ 分ぐらいで施行します

けるようになってくれたことも大きな収穫です。

HD、on-line HDF、PDに加え、重症患者さんや循環器

が、on-line HDFでは300mL/ 分ぐらいまで上げて、尿

血液浄化チーム DAT の立ち上げ

疾患等に対して、CHDF、血漿交換、エンドトキシン吸着

毒素を積極的に除去するようにしています。その分、若

などの急性血液浄化療法や、LDLアフェレシス、KM－

い患者さんであればどんどん食事を摂りましょうという指

CART（腹水濾過濃縮再静注法）
、LCAP、GCAPなど

導を行っています。一方、高齢者にはマイルドなon-line

の特殊血液浄化療法も手がけています。

HDFで、膜面積も縮小し、除去量を調節しながら、あえ

当院は、
もともと部署間の敷居が本当になく、様々
なチームによる医療を実践しています。そこで、腎臓・
高血圧センターにおいても、血液浄化チームを立ち

急性血液浄化への対応

てアルブミンを漏出しないようにして、極力血圧を下げな
いということを心掛けています。

上げ、DAT（dialysis and apheresis team）
と名づ

当院には、HCU（High Care Unit：高度治療室）が 3

こうした設定は、基本的に技士に任せてもらえるところ

けて活動を開始しています。医師、
看護師、
技士に加

階の血液浄化センターの上階（4 階）にあり、そこでの急

が、
この病院のやりやすいところです。
そのため我々が主

え、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法

性血液浄化も腎臓内科が対応しています。血液浄化セ

体となって採血のデータや透析の排液を定期的にチェッ

ンターの横に配管があり、RO 水の作製をしています。そ

クして、そのデータをもとに皆でディスカッションをして、設

の配管が上階のHCUにも配されており、個人用の透析

定を全員で調整しています。

士等多くのスタッフにも加わってもらい、月1 回会合を
開き、
治療、
ケアから栄養指導、
服薬指導、
腎臓リハビ
リまで様々な問題についてチームで対処しています。
活動開始後は、栄養士、薬剤師も透析ベッドサイドま
で出向くようになり現場スタッフとお互い刺激になって
おり、明らかに透析室全体のケアの質が向上してい
ます。また、腎臓リハビリについては、理学療法士が
ベッドサイドで指導するのはまだ難しいので、理学療
法士のアドバイスをもとに技士や看護師がメニューを

透析液については、セントラルには粉末型透析剤

機と透析液をHCUに持ち込めば対応でき、3 階、4 階の
透析の一元管理が可能です。

on-line HDFも細かく設定

（Ca2.5mEq/L, ブドウ糖 100mg/dL）
、個人用にはキ
ンダリー透析剤 AF3 号を使い分けています。キンダリー
は多くの施設で使われているという安心感があり、慢性

治療の特徴ということでは、on-line HDFに結構こだ

期からHCUでの急性期まで幅広く使用しています。ブ

わって取り組んでおります。方法は前希釈方式が多いの

ドウ糖 150mg/dL が含まれているということで糖尿病の

ですが、物質の除去状況によっては後希釈も行います。

患者さんの血糖コントロールには使いやすい印象です。

透析患者さん約 60 名のうち35～ 40 名、全体の6 割近く

決めて患者さんにベッド上での運動に取り組んでも
らっています。
多くの急性期病院において、透析は導入期だけ
対応し、その後の対応は他施設との連携を図りなが
ら行っていると思います。当院としては小規模の透
析室では慢性期医療の対応としても不十分だし、急
性期医療としての質も向上しにくいので、安全性を担

【スタッフから一言】

中島隆文看護主任

生ら医師 2 名はコメンテーターのような役割で参加しても
らっています。
月1 回大会議室にてスライドを使って会議を行います

血液浄化センター専任の看護師

が、透析患者さん、保存期腎不全患者さんの状況につ

は6 名で、前述のように腎臓内科外

いて確認し、今後の対応策を検討しています。そこでは

来、腹膜透析外来、血管造影室で

各種透析治療法の施行状況、
月の統計や、年間の統計

応えるためにどうすればいいのか、
また当院の中では

のシャントPTAや手術室でのシャント手術や腹膜透析カ

等も報告されます。
また、
医師の治療設定やシャント管理

テーテル挿入手術での介助も担当し、保存期から導入

等についても全員でディスカッションしたり、ケアの細かい

歴史の浅い腎臓内科部門の地位向上をいかに図っ

期、手術、入院中も極力血液浄化センターの看護師が

点、例えば、食事で困っている患者さんの報告があれば

関わるようにしています。患者さんとしては顔なじみの看

その場で管理栄養士がアドバイスを行ったり、今後の栄

護師が治療の全ての場面で関わってくれるということで

養指導に役立てています。

保し、スタッフの教育も行いながら、急性期医療にも

ていくか、
といったことが課題であり、スタッフ全員で
協力し合いながらその答えを求めて努力していると
ころです。現場スタッフの中だけでなく、院長、事務長、
看護部長や他科医師、大学病院、近隣透析施設な
どとも、日頃から意思疎通するように心がけ、我々の
現況や要望への理解をお願いし、人員配置や業務
分担に配慮してもらっています。

安心して治療が受けられるのではと思います。

チームカンファレンスを積極的に実施

また、月1 回の会議の際は毎回、全員持ち回りでミニ
レクチャーみたいな感じで、透析の基礎的なこと等につ
いて10 分ぐらい各部署から教育講演をしてもらっており、

前述のDATは、多職種の壁を取り払った象徴的な

透析ケアだけでなく他の治療についても非常に良い勉

チーム医療の形を具現化しています。DATの会議には

強の機会にもなっています。このように、
当院では話し合

私と臨床工学科岩田主任が司会を務めます。松原先

いの場を多く設けて、
コミュニケーションをなるべく緊密に
取る努力をしており、
コメディカルスタッフだけで透析デー

⬅

スタッフの皆さん

タのカンファレンスも行っています（写真 5）。
血液浄化センターに配属された看護師はこうした活
動を通じて、透析そのものの理解を深め、3 年くらいで透
析技術認定士などの資格取得につなげられるような心
構えでケアに臨んでいます。

⬅

写真 5 チームカンファレンス風景

