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Ｏ-1 血栓性血小板減少性紫斑病（thrombotic thrombocytopenic purpura:TTP）患者に対する血漿交換療法の１経験 

 

    砂川市立病院臨床工学科       

○三浦良一、白川和樹 足達 勇 佐々木勇人 中鉢 純 中島孝治  

 

【目的】血栓性血小板減少性紫斑病（thrombotic thrombocytopenic purpura:TTP）は血小板減少、溶血性貧血、動揺性 

精神神経症状、発熱、腎機能障害をMoschcowitzの5徴候とする全身疾患で、1960年代までは死亡率90%であったが、 

血液浄化の進歩により、血漿交換の有用性が示され死亡率は25～8％に減少した。しかしながらADAMTS13活性低下 

など一部の機序の解明はされたものの不明な点も多い。今回我々は、TTP症例に対し薬物療法に加え血漿交換(PE) 

を行た症例を経験したので報告する。 

【方法】症例は74歳男性、入院２日前より発熱、めまい主訴に救急外来受診、電解質輸液・解熱剤投与後翌日内科受 

診を条件に帰宅となる。入院当日発熱・めまい・全身倦怠感にて救急搬入、内科入院となった。血小板の著明な減少 

（1.1×10-4）、CRP（30.3mg/dl）・GOT（490IU/l）・GPT（383 IU/l）・LDH（447 IU/l）の上昇、腎不全を認めその後の経過よ 

りTTPと診断され血漿交換（PE）開始となる。 

PEの治療条件は、FFP3.6Liter置換の単純血漿交換で血漿分離器にはPlasma cureを使用した。治療間隔は連日3回 

施行後翌々日より隔日3回計6回を実施した。 

【結果】6回の3.6liter置換のPEにより血小板数は0.7×10-4から25.7×10-4まで上昇、症状の改善ADLの拡大を認めた。

しかしPE中止7日目より再び血小板数の減少が始まり現在大量ステロイド投与など薬物治療にて経過観察中である。 

【結論】①今回我々は原因不明のTTP症例に対し6回のPEを施行した。 

②PE後TTPは一時軽快したが、PE中止7日後再燃したTTPに対しては大量ステロイド投与など薬物治療にて経過観察 

中である。 

 

Ｏ-2  37mm クオリティモニターを用いた細菌検出法       

 

NTT 東日本札幌病院 臨床工学科       

○ 佐々木 正敏、石川 健、桑田 大輔、棚田 智之、杉本 親紀、櫻田 克己 、高橋秀一 

 

【目的】ISO透析液清浄化基準案にてultrapure透析液では細菌数0.1CFU/ml未満（10ml中に１コロニー未満）という基準 

を示している。大量の試料を採取、培養するには膜濾過法での培養が必要である。通常、膜濾過法は、一定量の試料 

を濾過した、フィルターを寒天培地に乗せ培養するが、手技が煩雑になり、一般の透析施設においても簡便に行なえる 

方法とはいえない。今回、膜濾過法を簡便に行なえる37mmクオリティモニターを用いた細菌検出法を検討する。 

【方法】培養キットは、37mmクオリティモニター（日本ポール）を使用した。RO水及び透析液を10ml、50ml、100ml、500ml 

採取し37mmクオリティモニターに濾過した後、液体培地を培養キットの入口側より、膜表面に注入し7日間培養した。 

比較としてR2A寒天培地を用い、キットと同様の条件にて培養した。 

【結果】培養結果は液体培地の組成違いにより、R2A培地に比べ、検出される細菌に差が見られた。 

【結語】従来の膜濾過法の作業工程は、時間を要し、煩雑になりやすいが、37mm クオリティモニターを使用した濾過法

は培地に移す手間が省け、環境からの汚染の危険性も減少し、何処の施設でも簡便に細菌を検出することができる。 

 

 

 

 



Ｏ-3  蛍光染色フィルタ法を用いた細菌数測定の使用経験 

  

1)東京女子医科大学東医療センター ME 室、2)東京女子医科大学東医療センター 内科 3)松下エコシステムズ  

○坂口 祥章1)、小池章弘1)、檜垣洋平1)、船木威徳2)、佐中孜2)、島北寛仁3)     

 

【はじめに】透析液清浄化の指標として生菌培養法があるが、従来の方法では結果が出るまでに数時間から数日を要 

するなど問題点が多い。それに対し、微生物迅速検査装置バイオプローラ(パナソニック社製)は、蛍光染色法を用いて 

細菌(生菌・死菌)数をリアルタイムに評価できる。今回、バイオプローラによる菌数の測定と培養法による生菌の有無 

およびET値との関連性について検討したので報告する。 

【方法】検体は末端透析装置3箇所とRO貯水槽後1箇所より採液し、毎月1回、5ヶ月間測定した。培養法にはR2A培地 

およびセンシメディアを用いた。 

【結果】1.バイオプローラを用いることにより簡便かつ迅速に菌数を測定することができた。2.培養法で陰性であった箇 

所においてもバイオプローラでは菌が確認され、その分布は生菌数30～170個/mlと幅広い結果となった。3.培養法の 

結果が陽性群と陰性群間において、バイオプローラ菌数に有意差が見られた。4.バイオプローラの生菌数と死菌数に 

相関が得られた。5.バイオプローラの生菌数・u・00個/ml以上かつ死菌数40個/ml以上では、両培養法の結果は陽性で 

あった。6.ET値が検出感度以下かつ培養法で陰性であった箇所においても、バイオプローラでは菌が確認された。また、

ET値検出感度以下の群とET値が検出された群(～61EU/L)では、菌数の分布に明らかな違いが見られた。 

【考察】厳密な水質管理をする上で、ET測定および培養法での評価だけでは不十分であり、バイオプローラ測定の必

要性が示唆された。しかし、現時点での性能には課題も残るため、さらなる測定法や精度の確立が望まれる。 

 

Ｏ-4  通常の血液回路での落差圧による安全な返血方法の検討         

 

     医療法人 高橋内科クリニック  

 ○正代 愛、占部幸一、下田英津子、乾 環、真崎優樹、下池朋子、下池英明、由宇宏貴、高橋 尚   

 

【目的】最近自動返血の行える装置や血液回路が開発されている。これらの装置や回路は返血操作をし始めると 

すべての返血操作の工程にわたってベッドサイドにいる必要がないため別の患者に緊急事態が発生した場合、その患 

者のケアを行うことが可能である。今回われわれは特別な装置や血液回路を必要としない通常の血液回路で安全に 

返血できる方法についてバイパス付き血液回路と比較したので報告する。また血液ポンプを使用する通常の返血方法 

とも比較した。 

（返血操作）バイパス付血液回路はポンプチューブをバイパスした部分のコッヘルを外し落差圧で返血する。また通常 

の血液回路は血液ポンプ部のポンプチューブを外し落差圧で返血する。 

【方法】返血方法についてバイパス付き血液回路と通常の血液回路での落差圧返血方法についてスタッフにアンケート 

調査を行った。また返血に要する時間、拘束時間について血液ポンプを使用する通常の返血方法と比較した。 

【結果】アンケート結果より通常の血液回路での生食落差圧返血のほうが操作は簡単であった。患者の静脈圧により、 

返血時間に差が生じた。生食バッグにある生食がすべて入るため体重の引き残しになることがあった。 

【まとめ】血液ポンプを使用する通常の返血と生食落差圧での返血の時間に差は見られたが、返血時間の重複した時 

や他の患者の様態が急変したときなどスタッフの拘束時間が短縮されスムーズな対応が容易になった。落差圧返血で 

は通常の血液回路のほうが操作は簡単であり、特殊な装置や回路の必要なく災害時などの緊急時に於いても一斉に 

多数の返血を行うことが可能であり有用性があると思われる。 

 

 

 



Ｏ-5  当院における返血手技の標準化      

 

NTT 東日本札幌病院 臨床工学科       

○ 石川 健、桑田 大輔、佐々木 正敏、杉本 親紀、櫻田 克巳、高橋 秀一、山本 理恵 1）、岡本 延彦 1） 

深沢 佐和子 1）      

     

     【目的】日本透析医学会で策定した「透析医療事故防止のための標準的操作マニュアル」により、多くの施設で生食置 

換返血法が普及してきたが、その手技は各施設においてばらつきがある。今回我々は、生食置換返血法を行ううえで 

の、標準的操作マニュアルについて検討したので報告する。 

【対象および方法】慢性維持透析患者４４名、平均年齢56.5±14.1歳、平均透析歴2.7±2.0年、膜面積1.5㎡以上３５名 

 1.5㎡以下９名。方法は血液流量を100ml/minで生理食塩水を300ml流し、フラッシングを行う手技(以下マニュアル①) 

と行わない手技(以下マニュアル②)の二通りで返血し、クロスオーバーにて比較検討した。また静脈チャンバー内の赤 

血球数を膜面積1.5㎡以上・以下で比較し、残血具合を５段階にて評価した。 

【結果】マニュアル①で返血を行った場合、静脈チャンバー内の赤血球数は0.06±0.01(×106／μｌ)、マニュアル②で返 

血を行った場合、静脈チャンバー内の赤血球数は0.16±0.03(×106／μｌ)とマニュアル②で有意な高値を示した。  

膜面積1.5㎡以上・以下の比較ではマニュアル①で返血を行った場合、静脈チャンバー内の赤血球数は0.07±0.01(× 

106／μｌ)、0.02±0.01(×106／μｌ)マニュアル②で返血を行った場合、静脈チャンバー内の赤血球数は0.2±0.04(× 

106／μｌ)、0.03±0.01(×106／μｌ)と膜面積1.5㎡以上においてマニュアル②で有意な高値を示した。目視による残血 

評価については膜面積1.5㎡以上のダイアライザーにおいて、マニュアル①、マニュアル②で大きな差が認められた。 

【考察】フラッシングは有効であり、膜面積が大きくなればマニュアル①とマニュアル②とでは静脈チャンバー内の赤血 

球数に大きな差ができた。目視による残血評価においても同様の結果であった。  

【結語】返血手技において、フラッシング工程は有効であるといえる。 

 

Ｏ-6 当院における透析装置の保守管理         

１）昭和大学横浜市北部病院 ME センター、２）同内科、３）昭和大学藤が丘病院      

○田村 好伸１）、野川 悟史１）、菊地 武１）、佐藤 聖和１）、宮島 真悟１）、森本 嘉純１）、大石 竜１）   

佐藤 宜伯１）、衣笠 えり子２）、小林 力３）  

【目的】当院では主に臨床工学技士(CE)が透析装置の定期的な保守管理を施行している。そこで今回我々は、当院で 

の保守管理状況について報告する。 

【方法】当院は個人用透析装置10台（DBB-26：5台，DGB-02：5台）多人数用透析装置13台（DCS-26：13台）を保有して 

いる。2002年から定期的な消耗品交換（メーカー推奨時間の1.2倍）や、装置の外装や内部の目視点検を月1回程度，

また、除水精度、各種流量・各圧力精度等の定期点検を年2回に施行している。そこで開院時から現在に至る修理件

数･内容の全記録から、装置毎，また全体における修理件数，コストの推移および治療中のトラブル頻度等を比較検討

した。 

【結果】目視点検の件数は、2002年：22件，2003年：59件，2004年：69件，2005年：184件，2006年：227件であり、定期点 

検はそれぞれ24件，49件，44件，48件，47件であった。修理件数はそれぞれ、3件，8件，20件，17件，30件であり、内メ

ーカー修理は2006年の1件のみであった。各透析装置の稼働時間は、装置の使用条件が異なる事により最小6,500時

間、最大14,000時間と2倍以上の開きがある装置があった。コスト面においては、定期点検や修理を当院CEで施行する

ことにより、メーカーへの修理依頼はほとんどなく、全ての点検･修理をメーカーに依頼した場合と比較し約85％以上の

コストが抑えられた。また、治療中の装置に関するトラブル頻度（トラブル件数/総治療件数）は2002年：0.0183％，2003

年：0.0267％，2004年：0.0129％，2005年：0.0121％，2006年：0.0341％であった。 

【結語】CEが定期的な保守管理を行うことにより、装置トラブルを未然に防ぐことが可能となり、メンテナンスコストの低 

下にもつながったと考えられた。 



Ｏ-7  PES-150Eα，PES-150Sαの臨床性能   

 

釧路泌尿器科クリニック   

○伊藤正峰，山本英博，大澤貞利 

 

【目的】中空糸がウェーブ状のリップル構造を特徴とし，β2-MGの高い除去性能とアルブミンロスを低減させることを開 

発コンセプトとした，ニプロ社製の新しいダイアライザPES-αタイプの臨床評価を行った。 

【方法】慢性維持透析患者4例を対象として，QD500mL/min，QB200mL/min，4時間の透析を行い，Ⅳ型のPES-150E 

αとⅤ型のPES-150Sαをクロスオーバーで使用した。クリアランス，除去率，アルブミン損失量の除去特性について検 

討した。 

【結果】小分子量物質のクリアランス，除去率はダイアライザ間でほとんど差はなく，β2-MGのクリアランスと除去率は 

PES-150Eα60±2mL/min，61.1±6.8%，PES-150Sα66±3mL/min，64.9±5.0%となり，アルブミン損失量はPES-150E 

α228±58mg，PES-150Sα594±103mgであった。 

【結語】β2-MGの除去性能からみるとアルブミン損失量は比較的少なく，シャープな分画特性を有するダイアライザで 

あった。 

   

O-8  APS－２１SA の性能評価         

 

1）砂川市立病院臨床工学科 2）同 泌尿器科        

○足達 勇 1) 白川 和樹 1) 佐々木 勇人 1) 中鉢 純 1) 三浦 良一 1) 中島 孝治 1) 柳瀬 雅裕 2) 

    

     【はじめに】(株)旭化成メディカル社製 APS-SA シリーズは、溶質除去性能と生体適合性の向上を目的として開発され 

たダイアライザーである。今回我々は、この APS-SA シリーズを臨床使用する機会を得たので、当院で使用されている 

(株)東レメディカル社製 TS-UL シリーズとの性能について比較検討を行った結果、APS-SA シリーズにおいて、低分子 

量蛋白および小分子量物質の除去性能、Alb 漏出量、生体適合性に優れた結果を得ることができたので報告する。 

【対象及び方法】当院で週 3 回 4 時間の慢性維持透析を施行している安定期患者 5 名を対象に、血液流量(Qb)＝232 

±13.0ml/min、透析液流量(Qd)＝500ml/min、透析液温度 37.0℃の条件下において、TS-2.1UL(以下 TS)→ 

APS-21SA(以下 APS)の順に 1 週間毎クロスオーバーで使用、検体採取は週の中日に行った。 

評価項目は、除去性能として除去率(R)・除去量(M)・アルブミン(Alb)漏出量・クリアスペース(CS)率を、生体適合性とし 

て白血球(WBC)および血小板(Plt)変化率を評価した。 

【結果】統計解析結果から、低分子量蛋白であるβ2-MG と小分子量物質である IP の除去率において、APS が TS に 

対し有意に高値を示した。Alb 漏出量については p＜0.01 で APS が TS に対し有意に低値を示している。WBC 変化率 

では APS が TS に対し変化傾向が小さく、早く前値に復していた。 

【結語】APS はシャープな分画特性を有し生体適合性にも優れた特徴を持っている事から、低分子量蛋白や小分子量 

物質の除去を目的として使用するだけでなく、高齢の患者や栄養不良の患者にも用いることのできるダイアライザーで 

あると言える。   

 

 

 

 

 

 

 



O-9 東レ社製透析患者モニタ TR-3000 に搭載された血液粘度変化率測定機能の臨床評価  

  

      旭川赤十字病院 救急部 臨床工学課, 1)腎臓内科，2)救急部     

 ○脇田邦彦，細矢泰孝，太田真也，貝沼宏樹，佐藤あゆみ，陶山真一，奥山幸典，飛島和幸、見田 登 

河端秀賢 1)，山岸優雅 1)，小林広学 1)，買手順一 1)，和田篤志 1)，住田臣造 2) 

 

【目的】東レ社製透析患者モニターTR-3000に搭載された血液粘度変化率測定機能は動脈側チャンバーと静脈側 

チャンバーの差圧変化率から循環血漿量の変化を把握しようと考えられた機能である。この機能の有用性を確認す 

るために臨床評価を行った。 

【方法】当院維持透析症例５例に対して、TR-3000に搭載された血液粘度変化率測定機能とクリットラインのΔBVを 

同時に測定し比較検討を行った。 

【結果】差圧変化率とクリットラインのΔBVにおいて、症例１：－0.985、症例２：－0.911、症例３：－0.764、症例４：－ 

0.916、症例５：－0.314、（いずれもP＜0.0001）の負の相関を認めた。症例５では血液流量、除水速度、体位を仰臥位 

から坐位、側臥位へ変換した際の両者の変動を確認したところ、それらのイベントにより差圧変化率ではアーチファ 

クトのような波形の変化が現れ、クリットラインのΔBVの変化と異なる結果となった。 

【結語】1.クリットラインの循環血漿量変化率と動・静脈チャンバーの差圧変化率は有意な相関を示した。特に血流量、

および除水速度が一定である場合は極めて強い相関を示した。 

2.血流量の増減、除水速度の増減、体位変化によりクリットラインのデータと合致しないケースがある。 

3.欠点はダイアライザー、チャンバーに血栓が付着して圧力が変動した場合、および血流量、除水速度、体位を頻繁 

に変更するような症例には今のソフトウェアversionでは補正が十分ではないと考えられた。 

4.誤差の特性を把握すれば、除水にともなう血管内volume変化の指標のひとつとして利用可能であると思われた。 

 

O-10 東レ社製モイストタイプ透析器CS-1.6Uの性能評価      

 1)石心会さいわい鹿島田クリニック、2)川崎クリニック、3)昭和大学横浜市北部病院ME室 

4)昭和大学藤が丘病院臨床工学室  

        

○武田勝1)、今野忍1)、平井まどか1)、城所淑乃1)、吉川美穂2)、山本浩靖2)、長澤建一郎2)、高木真澄2) 

亀井信貴2)、佐藤健2)、鶴澤一行2)、佐藤宜伯3)、小林 力4)、灰塚尚敏1)、朝倉裕士1)、宍戸寛治2)  

        【目的】東レ社製モイストタイプ透析器CS-1.6Uの溶質除去性能およびプライミング量別の残留溶出物について検討 

         した。 

【対象及び方法】安定期透析者5名を対象にCS-1.6U(CS)、TS-1.6UL(TS)、APS-15SA(APS)を用いHDおよびOn-line 

HDF pre40L、post10Lの各治療法におけるUN、Cr、iP、β2-MG、α1-MGのクリアランスおよび除去率、除去量、 

Alb損失量、クリアスペースを測定した。透析条件は血液流量200ml/min透析液流量500ml/minとし、除去量は透析 

液廃液を全量貯留し測定した。また、0～1000mlの生食で透析器を洗浄したプライミング廃液中の残留溶出物を紫外 

線吸光度で比較した。 

【結果】β2-MGの除去量はHDでCS163.2、TS159.1、APS147.6 mg、pre40Lにおいても各々178.9、171.7、165.4mgと 

        CS、TS、APSの順に高値を示したが有意な差は認められなかった。Alb損失量はHDでAPS0.4±0.1gに比しCS0.9 

        ±0.1g、TS0.7±0.1gと有意に高値であった。クリアランスは全ての治療法においてUNでAPS、TS、CSの順に有意 

        な高値を示したが、β2-MGでは有意な差はみられなかった。β2-MGのクリアスペースはpre40LでAPS6.4Ｌに比し        

        CSで7.2Lと有意な高値を示した。他の治療法においてCS、 TS、APSの順に高値を示したが有意な差はみられな 

        かった。紫外線吸光度による残留溶出物はCS＜APS＜TSの順に低値を示した。 

       【結論】CS-1.6Uは小分子量物質から低分子量蛋白まで良好な溶質除去性能を有し、洗浄後の残留溶出物が少 

        ない臨床上有用な透析器と考えられた。         


