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透析室におけるリン・カルシウム
管理の取り組み

○小石原典子 今下和子 入江弘子

京丹後市立弥栄病院 透析室

はじめに

透析患者の死亡原因第1位

心血管疾患！

↓ 
↓ 原因は

血管石灰化！
↓ ↓   

P・Ca管理が必要！
↓ ↓                                                  

管理目標値内に管理

することが重要！！

注）P：リン

Ca：カルシウム

以前のP・Ca管理 ➡ 現在のP・Ca管理

医師：治療・処
方のﾂｰﾙ

看護師：患者へ
の指導

臨床工学技士
透析効率

ﾀﾞｲｱﾗｲｻﾞｰ
の検討

P・Ca管理表

医師

臨床工
学技士

看護師

P・Ca管理表を
用いてのｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

はじめに、透析患者の死亡原因第１位は心血管疾
患であり、その原因となる血管石灰化は、リン（ス
ライドではP）・カルシウム（スライドではCa）の
管理不良により進行するため、リン・カルシウム管
理が、透析患者の生命予後に大きな影響を及ぼしま
す。そのため、日本透析医学会のガイドラインでは、

治療管理法、「９分割図」により、リン・カルシウ
ムを、管理目標値内に管理することが望ましいとし
ています。

A病院透析室では、医師は、リン・カルシウム管
理表を、治療や、処方のツールとして活用し、看護
師は、検査データをもとに、個別指導をおこない、
臨床工学技士は、透析効率や、ダイアライザーの検
討をおこなっていました。しかし透析患者にとって、
リン・カルシウム管理は大切な治療法のひとつであ
り、看護師だけの管理には、限界があると感じてい
ました。そこで、医師・看護師・臨床工学技士がチー
ムとなり、管理表を活用しながら、カンファレンス
を繰り返しおこなうことで、患者に対して共通した
認識を持ち、チームでリン・カルシウム管理をおこ
なうことが必要ではないか、と考え取り組みをおこ
ないました。

研究目的

● P・Ca管理は、

チームでの管理が必要であることを

検査データで比較し、検証する。

研究目的は、スライドを参照してください

用語の定義

●9分割図：血清P値濃度と血清補正Ca濃度を指標に

9パターンに分け治療法を選択できる図。

●P・Ca管理目標値：透析患者の生命予後を保つために

決められた適正値。

血清P濃度：3.5～6.0㎎/dl

血清補正Ca濃度：8.4～10.0㎎/dl
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用語の定義は、スライドを参照してください。

研究方法

●対象：A病院透析患者67名のうち、研究期間

中、入院していた患者、また研究への

参加同意が得られなかった患者を除く

37名。

●研究期間：平成25年1月～6月（取り組み前）

平成26年1月～6月（取り組み後）

研究方法、対象、研究期間はスライドを参照して
ください。

●方法：①スタッフ勉強会の開催

2週間に1回、テーマを

決めて、P・Caに関する

勉強会をおこなった。

②患者カンファレンスの開催

P・Ca管理表を用いて

チームでカンファレンスを

おこない、患者に対して

共通認識を持つ。

方法、まず２週間に１回、リン・カルシウムに関
する勉強会を開催し、知識の向上に努めました。ま
た、リン・カルシウム管理表を用いて、患者カンファ
レンスを開催し、患者に対して共通認識を持ち、リ
ン・カルシウム管理をおこないました。

③ 検査データ比較

月別目標達成率、P値の変化、

P・Ca値の比較と管理目標値

達成率を、取り組み前・後で

比較する。

④分析方法

統計学的解析はStatcel3の

t検定をおこない、有意水準

p<0.05とした。
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データ数 平均値 不偏分散 標準偏差 標準誤差

介入前 222 9.291892 0.179934 0.424186 0.02847
介入後 222 9.15045 0.242964 0.492913 0.033082

合計 444 9.221171 0.215984 0.464741 0.022056

検査データ比較、分析方法はスライドを参照して
ください。

倫理的配慮

●本研究は、京丹後市立弥栄病院看護部

倫理委員会の承諾を得ている。研究の趣

旨、研究参加の任意性の自由と個人情報

の守秘について説明した。そして同意書に

署名を得た対象者のみに研究を実施した。

倫理的配慮はスライドを参照して下さい。

結果・考察

月別の管理目標値

達成人数の比較

■取り組み前 ■取り組み後

・6月、達成率に増加がみられな
かった。

↓
・季節の食材（魚介類）を過剰

摂取➡ 高Pに傾く

・梅雨時期、体調変化から食欲
減退➡ 低Pに傾く
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結果・考察、月別のリン・カルシウム管理目標値
達成率は、１～５月は、達成率に増加がみられまし
たが、６月は、増加がみられませんでした。これは、
高リン・低リンに傾いたことが原因だと思われま
す。高リン・低リンの要因についてはスライドを参
照してください。透析患者は、服用している薬につ
いて、理解できているように思われますが、食べら
れない状態にあっても、食事摂取量に関係なく、指
示通り、リン吸着剤を服用するため、食事摂取量や、
内容だけでなく、薬の量が適切かどうかも含めて考
え、医師に情報提供していく必要があると考えます。
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・取り組み後、低P・高Pが減少し、P値の目標達成率が増えた。

取り組み前後のP値の変化 取り組み前後のP値の

（全体） 管理目標値達成率

高Ｐ18.0% 高Ｐ16.0％

低Ｐ5.0％ 低Ｐ4.0％

77.0% 79.9%

■低Ｐ ■高Ｐ ■正常
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リン値の変化では、取り組み後、低リン、高リン
それぞれ減少がみられました。リン値の管理目標値
達成率では取り組み後に増加傾向がみられました。

・高Pと同様に、低Pも低栄養状態となり死亡リスクが上昇する。

チームカンファレンス
・しっかり食べて、きちんと内服してもらう。
・食事管理能力をアセスメントする。
・薬の量が適切かを考える。

食事摂取量に関係なく

P吸着剤を服用する

体重管理・Pコントロール

から過度の食事制限を
おこなう

高齢者は基礎代謝の

低下に伴い食事摂取

量が減る傾向にある低P
になる

リン・カルシウムをコントロールすることは、生
命予後を改善するといわれていますが、高リンだけ
でなく、低リンでも死亡リスクが上昇するといわれ、
低栄養状態も生命予後に影響を与えます。したがっ
て、過度の食事制限で、リンをコントロールするよ
りも、しっかり食べて、きちんと服薬することが大
事となります。そのためには、患者に知識を提供す
るだけでなく、患者の食事管理能力をアセスメント
しながら支援することが重要だと考えます。特に高
齢者では、基礎代謝の低下に伴い、食事量が少なく
なる傾向があり、その結果、容易に低栄養になりや
すいという特徴を踏まえ、指導する必要があると考
えます。

・Caの管理目標値達成率は、取り組み後に増加がなかった。

取り組み前後のCaの

管理目標値達成率

93.7%             91.0% 要因としては、

Ca値は、食事指導では改善で

きず、薬剤に起因するもので

あるためだと考えられる。
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カルシウム値の管理目標値達成率は、取り組み後
に、増加がみられませんでした。これは、カルシウ
ムが、食事指導では改善できず、薬剤に起因するた
めだと考えられます。しかし、今回の取り組みの中
で、勉強会によりカルシウムに関する知識を深め、
カンファレンスを行ったことで、医師のカルシウム
コントロールや、治療方針が理解しやすくなりまし
た。吉田は、「検査データは、透析治療の効果や、
栄養状態の評価となり、食事管理状況をみるための
重要な情報である。」と述べています。従来のように、
管理表にデータを記入するだけでなく、定期的にお
こなわれている、検査データの推移に変化があった
場合や、管理目標値から逸脱した場合は、要因がど
こにあるのかを考え、カンファレンスの中で話し合
い、チームでリン・カルシウムの管理をおこなうこ
とが重要だと考えます。

・P・Ca管理目標値達成率は、取り組み後、増加傾向にある。

取り組み前後の
管理目標値達成率

（全体）

69.8% 71.6% t検定では明らかな有意差は
みられなかった。

↓
要因としては

・研究対象が少なかった。

・研究期間が短かった。0
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リン・カルシウム管理目標値達成率は、取り組み
後が増加傾向ですが、ｔ検定では明らかな有意差は
みられませんでした。これは、研究対象者数が少な
く、研究期間も６カ月と短かったため有意差がみら
れにくかったと考えられます。しかし、リン・カル
シウム管理をチームでおこなう取り組みは、透析患
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者の生命予後を改善する意義のあるものだと考えま
す。

中原は、

「医師は医療チームのリーダではあるが、患者の
生活面やセルフケアに関わる部分は看護師が
つかんでおり、適切な情報を医師に伝えること
で、治療ケアが、有効に進められる。」と述べて
いる。

↓

P・Ca管理は従来のような個別指導ではなく、チームで

管理することが有用であるといえる。

中原は、「医師は医療チームのリーダではあるが、
患者の生活面やセルフケアに関わる部分は看護師が
つかんでおり、適切な情報を医師に伝えることで、
治療やケアが、有効に進められる。」と述べています。
このように、リン・カルシウム管理は、従来のよう
な個別指導ではなく、チームで管理することが有用
であるといえます。

結論

●生命予後の観点から高Pだけでなく

低Pの管理も必要である。

●チームで、P・Ca管理をおこなうことは

有用である。

結論、生命予後の観点から、高リンだけでなく、
低リンの管理も必要である。チームで、リン・カル
シウム管理をおこなうことは有用である。

おわりに

＊今後もチームでの関わりを大切にし、P・Ca

管理に努めていきたい。

終わりに、今回の研究において、データ的には、
明らかな有意差が得られませんでしたが、取り組み
の中で得た知識と、チームとしてリン・カルシウム
管理をおこなうことの重要性に気付くことができ、
意義のある研究であったといえます。今後も、チー
ムでの関わりを大切にし、リン・カルシウム管理に
努めていきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

引用文献、参考文献は省略させていただきます。
ご清聴ありがとうございました。




