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図
貧血スクリーニング・治療パスは2種類。投与する薬剤によって使い
分けている。

大阪府大阪市西区南堀江1-26-10
▶透析ベッド数：84床
▶透析スタッフ数：
　泌尿器科医師 4名　内科医師 5名
　看護師 25名　臨床工学技士 19名
　看護助手 5名　クラーク 4名
　事務 2名

“透析長寿日本一”を目指し
チームで取り組むCKD医療

社会医療法人寿楽会  大野記念病院

すべてのCKD患者さんのために、
フットケア、クリティカルパス、療法選択外来などに取り組む

̶貴院の透析医療の特徴について教えてください
岡村　当院では、腎臓病センターにおいて泌尿器科、腎臓内科の医師
が、互いに連携を取りながら透析医療を行っています。
吉本　泌尿器科は、血液透析と腹膜透析における診療に加えて
シャント外来において、バスキュラーアクセスの手術を行っていま
す。なお、腹膜透析については、病棟看護師がケアを担当し、24時
間体制で患者さんに対応しています。
佐井　腎臓内科では、CKDのあらゆるステージにおいて、患者さ
んに寄り添った治療を行っています。その延長線上で年間70～80
名の透析導入患者さんを診ています。

̶具体的な取り組みについて教えてください
岡村　「すべての腎臓病患者さんの健康への願いに応える」という
理念のもと、透析医療に関しては「透析長寿日本一」をビジョンに掲
げて、フットケア、多種多様なクリティカルパスの運用などに取り組
んでいます。そしてこれらの基本となっているのが、医師、看護師、
臨床工学技士、事務など各職種の連携による「チーム医療」です。そ
もそも当院のチーム医療は、約10年前、一人の看護師が提案した

「透析患者さんへのフットケア」から始まりました。
　まずは全職種を対象に創傷ケアワークショップを開催し、1回目は
知識の共有、2回目以降は各職種がフットケアのためにできること
を自律的に考える場としました。こうして、フットケアのチーム医療
が動き出し、足病変の予防に効果を上げることができました。

̶クリティカルパスについてお聞かせください
岡村　「貧血治療パス（図）」「慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異
常（CKD-MBD）治療パス」を運用し、医療の標準化を目指してい
ます。貧血治療に関しては、パスの導入後、エリスロポエチン製剤
の使用量を増やすことなく、ヘモグロビン、ヘマトクリットの管理目
標を達成した症例が増加していきました。

　CKD-MBD治療では、医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師、栄養
士でチームを結成し、パスを作成、運用しています。また、薬剤師や栄
養士が作成したパンフレットをもとに、患者さん指導にも努めてきま
した。その結果、パスの導入前に比べて、リン、カルシウム値を適正に
維持している患者さんの割合が増加するという成果を得ました。
佐井　これらのパスでは、看護師やスタッフがデータの記入を行
い、異常があれば医師に伝える仕組みになっています。そのため、
スタッフもデータの変化を意識するなど、積極的に治療に関わる
ようになりました。

̶他に力を入れている取り組みはございますか
岡村　2010年から、内科外来看護師による腎代替療法選択外来
を開設しています。これは、腎代替療法が必要となった患者さんと
その家族に、看護師が十分な情報を提供し、治療法の選択につい
てサポートを行います。この外来の開設後、腹膜透析や腎移植を
希望する患者さんが増えてきました。看護師が関わることで、患者
さんの選択肢が広がったのは大きな成果です。

̶今後の抱負について教えてください
吉本　血液透析では、標準化透析量が1.2Kt/V以下の場合、
1.4Kt/V以上を目標に透析量を上げようと、各主治医が患者さん
に指導を行っているところです。腹膜透析では、腹膜炎の発症をで
きる限り抑えることが課題であり、看護師が出口部を観察し、その
状態を点数化して管理するなど、感染予防に力を入れています。
佐井　透析患者さんでは、多くの合併症のリスクがあります。そのた

め、現在も定期検査に力を入れていますが、今後も新しい検査を取り
入れながら、合併症の早期発見に努めていきたいと考えています。
岡村　透析医療の前には、必ずCKDの診療があります。CKDの
予防や早期発見、進行を抑えるためには、かかりつけ医と腎臓専門
医との連携が重要になります。そこで当院では、地域の病院や診
療所とともにネットワークを構築し、「CKD医療連携パス」の運用
を進めています。また、腎臓病教室を開催し、患者さんにもCKDに
ついてさらに知ってもらえるように努めていきます。
　透析患者さんを含め、CKD患者さんの満足度を高めていきた
いというのが私たちの思いです。その思いを実現するために、当
院のスタッフのみならず、地域の病院、診療所、患者さんを含めた
チーム医療で取り組んでいきたいと考えています。

医師、看護師、臨床工学技士、事務など各職種の力で、
透析患者さんを支える

透

析
室 イ

ン タ ビ ュ ー

　2014年に創立90周年を迎えた大野記念病院。腎臓内科、泌尿器科、消化器外科など、各診療科による
高度専門医療に加えて一般急性期入院医療、救急医療を提供し、地域医療に貢献してきました。透析治
療の歴史も長く1976年に始まり、現在では約340名の患者さんに血液透析、腹膜透析を提供していま
す。また、オンラインHDFなど、最新の透析設備により安全で質の高い透析治療を実施するとともに、多
診療科の連携でのトータルケアを展開しています。そんな同院の取り組みについてお話を伺いました。

腎臓病センター所長・泌尿器科部長

佐井 吉永 先生

腎臓病センター副所長・腎臓内科

̶各職種の取り組みについて教えてください
　透析長寿日本一を目指して、フットケア
やバスキュラーアクセスの管理などに取
り組んでいます。フットケアでは、すべての
透析患者さんの足をスクリーニングし、リ
スクに応じた頻度でチェックを行います。
その結果に応じて、看護師によるフットケ
ア外来、または外科医師による創傷外来
につなげています。
　バスキュラーアクセスの管理では、月に
1回、シャントトラブルスコアリングシート

を用いた評価を行います。閉塞のリスクの高い患者さんはシャント
外来につなぎ、血管の閉塞を未然に防ぐように努めています。

　臨床工学科では、血液透析やオンライ
ンHDFの他に特殊血液浄化療法など多
様な依頼に応えるための体制を整えると
ともに、水質管理にも力を入れています。
例えば、透析液を送るラインには汚れが
つきにくいテフロン管を使用し、さらに次
亜活性水※作成装置を導入しました。非常
に高い殺菌効果をもつ次亜活性水を透析
液供給配管内の洗浄に活用しています。
こうした取り組みにより、エンドトキシンが

検出されることなく、安全で質の高い透析治療を実現しています。

　腎代替療法選択外来では、基本的に
は、医師から依頼のあった患者さんに対
し、腎代替療法について説明を行います。
患者さんの負担が少なくてすむように、
診察時の検査結果が出るまでの待ち時
間を利用し、単に説明をするのではなく、
患者さんの気持ちを傾聴して、患者さん
個々に合った対応を心がけています。

内科外来看護師

西村 真由美 さん

腎臓病センター
看護師長

松尾 智美 さん

　医事データの管理や治療に必要な
データの抽出・入力などを行っています。
迅速に的確なデータを抽出するために
は、やはり医学的知識が必要です。その
ため、看護師の勉強会に参加して知識を
深めています。また、腎臓病センターに常
駐しているため、透析患者さんにもっとも
ふれる機会が多いので、コミュニケーショ
ンを大切にしています。

診療情報サービス課

太田 真美 さん

臨床工学科科長代理・
臨床工学技士

疋田 英嗣 さん

※次亜塩素酸ナトリウムと酢酸を希釈混合し中和したもの

腎臓病センター。ワンフロアに84床のベッドが並んでいる。
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大阪府大阪市西区南堀江1-26-10
▶透析ベッド数：84床
▶透析スタッフ数：
　泌尿器科医師 4名　内科医師 5名
　看護師 25名　臨床工学技士 19名
　看護助手 5名　クラーク 4名
　事務 2名

“透析長寿日本一”を目指し
チームで取り組むCKD医療

社会医療法人寿楽会  大野記念病院

すべてのCKD患者さんのために、
フットケア、クリティカルパス、療法選択外来などに取り組む

̶貴院の透析医療の特徴について教えてください
岡村　当院では、腎臓病センターにおいて泌尿器科、腎臓内科の医師
が、互いに連携を取りながら透析医療を行っています。
吉本　泌尿器科は、血液透析と腹膜透析における診療に加えて
シャント外来において、バスキュラーアクセスの手術を行っていま
す。なお、腹膜透析については、病棟看護師がケアを担当し、24時
間体制で患者さんに対応しています。
佐井　腎臓内科では、CKDのあらゆるステージにおいて、患者さ
んに寄り添った治療を行っています。その延長線上で年間70～80
名の透析導入患者さんを診ています。

̶具体的な取り組みについて教えてください
岡村　「すべての腎臓病患者さんの健康への願いに応える」という
理念のもと、透析医療に関しては「透析長寿日本一」をビジョンに掲
げて、フットケア、多種多様なクリティカルパスの運用などに取り組
んでいます。そしてこれらの基本となっているのが、医師、看護師、
臨床工学技士、事務など各職種の連携による「チーム医療」です。そ
もそも当院のチーム医療は、約10年前、一人の看護師が提案した

「透析患者さんへのフットケア」から始まりました。
　まずは全職種を対象に創傷ケアワークショップを開催し、1回目は
知識の共有、2回目以降は各職種がフットケアのためにできること
を自律的に考える場としました。こうして、フットケアのチーム医療
が動き出し、足病変の予防に効果を上げることができました。

̶クリティカルパスについてお聞かせください
岡村　「貧血治療パス（図）」「慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異
常（CKD-MBD）治療パス」を運用し、医療の標準化を目指してい
ます。貧血治療に関しては、パスの導入後、エリスロポエチン製剤
の使用量を増やすことなく、ヘモグロビン、ヘマトクリットの管理目
標を達成した症例が増加していきました。

　CKD-MBD治療では、医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師、栄養
士でチームを結成し、パスを作成、運用しています。また、薬剤師や栄
養士が作成したパンフレットをもとに、患者さん指導にも努めてきま
した。その結果、パスの導入前に比べて、リン、カルシウム値を適正に
維持している患者さんの割合が増加するという成果を得ました。
佐井　これらのパスでは、看護師やスタッフがデータの記入を行
い、異常があれば医師に伝える仕組みになっています。そのため、
スタッフもデータの変化を意識するなど、積極的に治療に関わる
ようになりました。

̶他に力を入れている取り組みはございますか
岡村　2010年から、内科外来看護師による腎代替療法選択外来
を開設しています。これは、腎代替療法が必要となった患者さんと
その家族に、看護師が十分な情報を提供し、治療法の選択につい
てサポートを行います。この外来の開設後、腹膜透析や腎移植を
希望する患者さんが増えてきました。看護師が関わることで、患者
さんの選択肢が広がったのは大きな成果です。

̶今後の抱負について教えてください
吉本　血液透析では、標準化透析量が1.2Kt/V以下の場合、
1.4Kt/V以上を目標に透析量を上げようと、各主治医が患者さん
に指導を行っているところです。腹膜透析では、腹膜炎の発症をで
きる限り抑えることが課題であり、看護師が出口部を観察し、その
状態を点数化して管理するなど、感染予防に力を入れています。
佐井　透析患者さんでは、多くの合併症のリスクがあります。そのた

め、現在も定期検査に力を入れていますが、今後も新しい検査を取り
入れながら、合併症の早期発見に努めていきたいと考えています。
岡村　透析医療の前には、必ずCKDの診療があります。CKDの
予防や早期発見、進行を抑えるためには、かかりつけ医と腎臓専門
医との連携が重要になります。そこで当院では、地域の病院や診
療所とともにネットワークを構築し、「CKD医療連携パス」の運用
を進めています。また、腎臓病教室を開催し、患者さんにもCKDに
ついてさらに知ってもらえるように努めていきます。
　透析患者さんを含め、CKD患者さんの満足度を高めていきた
いというのが私たちの思いです。その思いを実現するために、当
院のスタッフのみならず、地域の病院、診療所、患者さんを含めた
チーム医療で取り組んでいきたいと考えています。

医師、看護師、臨床工学技士、事務など各職種の力で、
透析患者さんを支える
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　2014年に創立90周年を迎えた大野記念病院。腎臓内科、泌尿器科、消化器外科など、各診療科による
高度専門医療に加えて一般急性期入院医療、救急医療を提供し、地域医療に貢献してきました。透析治
療の歴史も長く1976年に始まり、現在では約340名の患者さんに血液透析、腹膜透析を提供していま
す。また、オンラインHDFなど、最新の透析設備により安全で質の高い透析治療を実施するとともに、多
診療科の連携でのトータルケアを展開しています。そんな同院の取り組みについてお話を伺いました。

腎臓病センター所長・泌尿器科部長

佐井 吉永 先生

腎臓病センター副所長・腎臓内科

̶各職種の取り組みについて教えてください
　透析長寿日本一を目指して、フットケア
やバスキュラーアクセスの管理などに取
り組んでいます。フットケアでは、すべての
透析患者さんの足をスクリーニングし、リ
スクに応じた頻度でチェックを行います。
その結果に応じて、看護師によるフットケ
ア外来、または外科医師による創傷外来
につなげています。
　バスキュラーアクセスの管理では、月に
1回、シャントトラブルスコアリングシート

を用いた評価を行います。閉塞のリスクの高い患者さんはシャント
外来につなぎ、血管の閉塞を未然に防ぐように努めています。

　臨床工学科では、血液透析やオンライ
ンHDFの他に特殊血液浄化療法など多
様な依頼に応えるための体制を整えると
ともに、水質管理にも力を入れています。
例えば、透析液を送るラインには汚れが
つきにくいテフロン管を使用し、さらに次
亜活性水※作成装置を導入しました。非常
に高い殺菌効果をもつ次亜活性水を透析
液供給配管内の洗浄に活用しています。
こうした取り組みにより、エンドトキシンが

検出されることなく、安全で質の高い透析治療を実現しています。

　腎代替療法選択外来では、基本的に
は、医師から依頼のあった患者さんに対
し、腎代替療法について説明を行います。
患者さんの負担が少なくてすむように、
診察時の検査結果が出るまでの待ち時
間を利用し、単に説明をするのではなく、
患者さんの気持ちを傾聴して、患者さん
個々に合った対応を心がけています。

内科外来看護師

西村 真由美 さん

腎臓病センター
看護師長

松尾 智美 さん

　医事データの管理や治療に必要な
データの抽出・入力などを行っています。
迅速に的確なデータを抽出するために
は、やはり医学的知識が必要です。その
ため、看護師の勉強会に参加して知識を
深めています。また、腎臓病センターに常
駐しているため、透析患者さんにもっとも
ふれる機会が多いので、コミュニケーショ
ンを大切にしています。

診療情報サービス課

太田 真美 さん

臨床工学科科長代理・
臨床工学技士

疋田 英嗣 さん

※次亜塩素酸ナトリウムと酢酸を希釈混合し中和したもの

腎臓病センター。ワンフロアに84床のベッドが並んでいる。


