
腎機能代替療法 
Renal Replacement Therapy（RRT） 

（後編） 
CRRT開始～終了まで 

JSEPTIC CE教材シリーズ 
対象：レベル１ 

ICUで働く新人CE（1～3年目程度） 
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第1章 開始準備 

第1章の到達目標 

• 開始準備のチェックが確実にできる 

• 使用薬剤を用意することができる 
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1-1 開始準備 

• CRRTを開始する前に、再度回路の準備が完了してい
るかチェック 

   ・エアーの有無   ・回路接続部の緩みがないか 

   ・必要な部分でクランプされているか 

   ・不必要な部分でクランプされていないか 

   ・医師に指示された血液濾過器であるか 

 

• 血圧が低い場合、昇圧剤、輸液等を負荷してもらう。
また、血液製剤にてプライミング液を置換して開始す
ることも検討に入れる。 
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1-2 CRRT基本回路図 
生理食塩水へ 

血液ポンプ 

Aチャンバ 

Vチャンバ 

濾液ポンプへ 

透析液ポンプより 

カテーテル 

血液濾過器 

ピロー 

入口圧 

濾過圧 

濾過チャンバ 

返血圧 

補液ポンプより シリンジポンプ 
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1-3 使用薬剤 

CRRT施行するための使用薬剤を準備する 

 ・抗凝固剤 

    （メシル酸ナファモスタット、 

           ヘパリン、低分子ヘパリン等） 

 ・透析液 

   （濾過型人工腎臓用補液） 

 ・補液 

   （濾過型人工腎臓用補液、細胞外液 等） 
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1-4 設定 

• 設定の確認 
  各種ポンプは、各病院の初期設定に従う。 
   
  東京医大の場合(TR-525使用) 
   血液ポンプ 60～120ml/min 
   補液ポンプ 300ml/h 
   濾過ポンプ 800ml/h 
   透析液ポンプ 500ml/h 
   抗凝固剤ポンプ 20mg/h 
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1-5 各薬剤投与量 

• 各病院にて初期設定があるが、濾過型人工腎
臓用補液、抗凝固剤（メシル酸ナファモスタット）
には保険適応上限量がある。 

  

  

濾過型人工腎臓用補液  15L/day 

         15000（ml）÷24（hour）=625（ml/h） 

メシル酸ナファモスタット 720mg/day 

         720（mg）÷24（hour）=30（mg/h） 

※DPC参加病院は除く 
※但し、上限値は各都道府県によって若干異なる。 

東京都の場合(2013/01現在） 
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第1章 チェックテスト 

Q1.CRRTを開始する前に、回路の（①）の有無、

（②）の緩み、必要な部分で（③）されているか、
不必要な部分で（④）されていないか、医師に
指示された（⑤）であるか、チェックする。 

 

 
正解はこちらへ 
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1-1 開始準備 

• CRRTを開始する前に、再度回路の準備が完了してい
るかチェック 

   ・エアーの有無   ・回路接続部の緩みがないか 

   ・必要な部分でクランプされているか 

   ・不必要な部分でクランプされていないか 

   ・医師に指示された血液濾過器であるか 

 

• 血圧が低い場合、昇圧剤、輸液等を負荷してもらう。
また、血液製剤にてプライミング液を置換して開始す
ることも検討に入れる。 
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第1章 チェックテスト 

Q2.CRRTに必要な薬剤は、（⑥）、（⑦）、（⑧）で
ある。 

 正解はこちらへ 

11 



1-3 使用薬剤 

CRRT施行するための使用薬剤を準備する 

 ・抗凝固剤 

    （メシル酸ナファモスタット、 

           ヘパリン、低分子ヘパリン等） 

 ・透析液 

   （濾過型人工腎臓用補液） 

 ・補液 

   （濾過型人工腎臓用補液、細胞外液 等） 
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第2章 開始 

第2章の到達目標 

• 開始時の注意点が説明できる。 
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2-1 開始時 

• 患者に回路を接続する前に必ず『監視OFF』

になっているか確認する。患者接続中には絶
対に『準備』にしない。 

    ⇒『準備』工程では全てのアラームが無視さ
れるため危険 

• 開始後に血圧低下を示すことがあるので注
意する（Initial drop） 

 

 

 

 

14 



2-2 Initial drop 

• 血液希釈により血圧低下を起こす。 

体外循環前 

体外循環すると血液希釈が起こる 

膠質浸透圧の低下により、循環血液量を
減らそうとする。 

循環血液量が減少したため、血圧低下を招く。 

① 

② 

③ 

④ 
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第2章 チェックテスト 

• 患者に回路を接続する前に必ず（①）になっ
ているか確認する。患者接続中には絶対に
（②）にしない。 

    ⇒（②）工程では全てのアラームが無視され
るため危険 

• 開始後に（③）を示すことがあるので注意する
（Initial drop） 
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2-1 開始時 

• 患者に回路を接続する前に必ず『監視OFF』

になっているか確認する。患者接続中には絶
対に『準備』にしない。 

    ⇒『準備』工程では全てのアラームが無視さ
れるため危険 

• 開始後に血圧低下を示すことがあるので注
意する（Initial drop） 
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第3章 施行中 

第3章の到達目標 

• 施行中の点検項目を説明できる 

• 測定圧の意味、測定範囲を説明できる 

• 測定圧アラームの原因、対処が説明できる 
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3-1 バイタルチェック 

• 人工腎臓用補充液による低カリウム血症、 
代謝性アシドーシスに注意する。 

• ACT、APTTにて抗凝固がしっかりと行われて

いるかを確認する。採血は、毎回同じ部位か
ら行う。 

• 医療材料やメシル酸ナファモスタットのアレル
ギーが発生する可能性があるため注意する。 
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3-2 回路目視・接続部点検 

• Aチャンバ、Vチャンバ、血液濾過器の色の変化。 

  ⇒黒く変色している場合は凝固の可能性あり。 
 

• 抗凝固剤ラインに析出物が無いか。 

  ⇒析出物によりライン閉塞する可能性あり。 
 

• 接続部はルアーロックであるが、緩みがないか十分に確
認する。 

  ⇒接続が緩いと、陰圧部ではエアーを引き込み、陽圧部
で出血になる可能性がある。 

 

• 圧ラインに液面上昇が認められる場合はレベルを下げる。 

  ⇒フィルタが濡れてしまうと正確な圧力が測定できない。 
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3-3 各圧力値の変化 

• 各圧力値を確認 

 ⇒どの圧力値が高いか、低いか 

• 圧力値の経時的変化の確認 

 ⇒経時的変化により、どの圧力がどの程度高
くなったか 
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3-4 入口圧（動脈圧） 

• 入口圧は、血液ポンプから返血側カテーテル
先端までの圧力を反映している。 

• 陽圧であり、各圧力の中で最も高い。 

 

 

 

アラーム 原因 対処 

上限 

回路凝固 回路交換 

回路の屈曲 回路の屈曲を確認 

カテーテル
先当たり 

体位変換 
カテーテル位置変更 

下限 回路外れ 回路の接続部を確認 

アラーム原因・対処方法 
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3-5 返血圧（静脈圧） 

• 静脈チャンバから返血側カテーテル先端まで
の圧力を反映している。 

 

 

アラーム 原因 対処 

上限 

回路凝固 回路交換 

回路の屈曲 回路の屈曲を確認 

カテーテル
先当たり 

体位変換 
カテーテル位置変更 

下限 回路外れ 回路の接続部を確認 

アラーム原因・対処方法 
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3-6 濾過圧 

• 血液濾過器から返血側カテーテル先端まで
の圧力を反映している。 

• 膜の状態や濾過ポンプ速度によって圧力が
変動する。 

アラーム 原因 対処 

上限 

回路凝固 回路交換 

回路の屈曲 回路の屈曲を確認 

カテーテル
先当たり 

体位変換 
カテーテル位置変更 

下限 
回路外れ 回路の接続部を確認 

過濾過 濾過速度を下げる 

アラーム原因・対処方法 
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3-7 採血圧 

• 測定圧力の中で常時陰圧となる唯一の圧で
ある。 

• 直接圧力計にて計測している場合と、ピロー
にて間接的に圧力を使用している場合がある。 

アラーム 原因 対処 

ブラッド
アクセス
異常 

脱血不良 
体位変換 

カテーテル位置変更 

回路の屈曲 回路の屈曲を確認 

ピロー外れ 
ピローが 

外れていないかを確認 

アラーム原因・対処方法 
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3-8 TMP（膜間圧差） 

• TMPとは、計算上で求められる値であり、  
下記の式で表わされる。 

   TMP=（入口圧+返血圧）÷2－濾過圧 

• 膜内外にかかる圧力差を表わしており、膜に
対する負荷を示している。 

TMP アラーム 原因 対処 

上限 
膜凝固 回路交換 

過濾過 濾過速度を下げる 

下限 

血液濾過器
リーク 

回路交換 

機器故障 機器交換 

アラーム原因・対処方法 
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3-9 各圧力測定範囲 

 

採血圧 

入口圧 

濾過圧 

TMP 

静脈圧 
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3-10 圧力測定値の落とし穴 

• 圧力測定範囲内であるにも関わらず、下記の
ポイントが閉塞した場合に圧力変化が起きに
くい事がある。 

• 各種ポンプ前後の閉塞は要注意 

圧力変化が起きにくい 
ポイント 
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第3章 チェックテスト 

• 人工腎臓用補充液による（①）、 （②）に注意
する。 

• （③）、（④）にて抗凝固がしっかりと行われて
いるかを確認する。採血は、毎回（⑤）から行
う。 

• 医療材料やメシル酸ナファモスタットの（⑥）
が発生する可能性があるため注意する。 

 

 

 

 

 

正解はこちらへ 
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3-1 バイタルチェック 

• 人工腎臓用補充液による低カリウム血症、 
代謝性アシドーシスに注意する。 

• ACT、APTTにて抗凝固がしっかりと行われて

いるかを確認する。採血は、毎回同じ部位か
ら行う。 

• 医療材料やメシル酸ナファモスタットのアレル
ギーが発生する可能性があるため注意する。 
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• Aチャンバ、Vチャンバ、血液濾過器の（①）の変化。 

  ⇒黒く変色している場合は凝固の可能性あり。 
 

• 抗凝固剤ラインに（②）が無いか。 

  ⇒（②）によりライン（③）する可能性あり。 
 

• 接続部はルアーロックであるが、（④）がないか十分に確
認する。 

  ⇒接続が緩いと、陰圧部では（⑤）を引き込み、陽圧部
で（⑥）になる可能性がある。 

 

• 圧ラインに液面上昇が認められる場合はレベルを下げる。 

  ⇒フィルタが濡れてしまうと正確な（⑦）が測定できない。 

第3章 チェックテスト 

31 
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3-2 回路目視・接続部点検 

• Aチャンバ、Vチャンバ、血液濾過器の色の変化。 

  ⇒黒く変色している場合は凝固の可能性あり。 
 

• 抗凝固剤ラインに析出物が無いか。 

  ⇒析出物によりライン閉塞する可能性あり。 
 

• 接続部はルアーロックであるが、緩みがないか十分に確
認する。 

  ⇒接続が緩いと、陰圧部ではエアーを引き込み、陽圧部
で出血になる可能性がある。 

 

• 圧ラインに液面上昇が認められる場合はレベルを下げる。 

  ⇒フィルタが濡れてしまうと正確な圧力が測定できない。 
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第3章 チェックテスト 

• 各（①）を確認 

 ⇒どの（①）が高いか、低いか 

• （①）の（②）変化の確認 

 ⇒（②）変化により、どの圧力がどの程度高く
なったか 

 

 
正解はこちらへ 
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3-3 各圧力値の変化 

• 各圧力値を確認 

 ⇒どの圧力値が高いか、低いか 

• 圧力値の経時的変化の確認 

 ⇒経時的変化により、どの圧力がどの程度高
くなったか 
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第3章 チェックテスト 

• 入口圧とは?上昇、下降する場合に考えられることは? 
 
 
• 返血圧とは?上昇、下降する場合に考えられることは? 
 
 
• 濾過圧とは?上昇、下降する場合に考えられることは? 

 
 

• TMPとは?上昇、下降する場合に考えられることは? 
 

 

正解はこちらへ 

正解はこちらへ 

正解はこちらへ 

正解はこちらへ 
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3-4 入口圧（動脈圧） 

• 入口圧は、血液ポンプから返血側カテーテル
先端までの圧力を反映している。 

• 陽圧であり、各圧力の中で最も高い。 

 

 

 

アラーム 原因 対処 

上限 

回路凝固 回路交換 

回路の屈曲 回路の屈曲を確認 

カテーテル
先当たり 

体位変換 
カテーテル位置変更 

下限 回路外れ 回路の接続部を確認 

アラーム原因・対処方法 
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3-5 返血圧（静脈圧） 

• 静脈チャンバから返血側カテーテル先端まで
の圧力を反映している。 

 

 

アラーム 原因 対処 

上限 

回路凝固 回路交換 

回路の屈曲 回路の屈曲を確認 

カテーテル
先当たり 

体位変換 
カテーテル位置変更 

下限 回路外れ 回路の接続部を確認 

アラーム原因・対処方法 
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3-6 濾過圧 

• 血液濾過器から返血側カテーテル先端まで
の圧力を反映している。 

• 膜の状態や濾過ポンプ速度によって圧力が
変動する。 

アラーム 原因 対処 

上限 

回路凝固 回路交換 

回路の屈曲 回路の屈曲を確認 

カテーテル
先当たり 

体位変換 
カテーテル位置変更 

下限 
回路外れ 回路の接続部を確認 

過濾過 濾過速度を下げる 

アラーム原因・対処方法 
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3-8 TMP（膜間圧差） 

• TMPとは、計算上で求められる値であり、  
下記の式で表わされる。 

   TMP=（入口圧+返血圧）÷2－濾過圧 

• 膜内外にかかる圧力差を表わしており、膜に
対する負荷を示している。 

TMP アラーム 原因 対処 

上限 
膜凝固 回路交換 

過濾過 濾過速度を下げる 

下限 

血液濾過器
リーク 

回路交換 

機器故障 機器交換 

アラーム原因・対処方法 
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第3章 チェックテスト 

 

（①） 

（②） 

（③） 

（⑤） 

（④） 

正解はこちらへ 40 



3-9 各圧力測定範囲 

 

採血圧 

入口圧 

濾過圧 

TMP 

静脈圧 
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第4章 トラブルシューティング 

第4章の到達目標 

• メジャートラブルの現象、原因、対応が説明で
きる 
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4-1 ブラッドアクセス異常（脱血不良） 

• どの様な現象が起きるか? 
  採血圧が過度に陰圧になる 

• 原因として考えられる事は? 
 カテーテル（患者）側が問題の可能性 
 カテーテルの位置が悪い、内腔の凝固 
 血管内ボリュームの不足（血圧低下等） 

 ピローが機械より外れた 
 ピロー受け（機械）側の調整の不良 

・対処は? 
  カテーテル位置調整、入れ替え、体位変換、 
  送脱血の接続入れ替え、機器調整 
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4-2 Aチャンバ凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

入口圧の上昇 

• 回路の見た目は? 

Aチャンバが黒ずんで見える 

• 対策は? 

回路交換、抗凝固剤増量、血液流量を下げる    
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4-3 血液濾過器凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

      入口圧上昇、TMP上昇 

• 回路の見た目は? 

血液濾過器が黒ずんで見える 

• 対策は? 

     回路交換    
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4-4 Vチャンバ凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

入口圧上昇、濾過圧上昇、返血圧上昇 

• 回路の見た目は? 

Vチャンバが黒ずんで見える 

• 対策は? 

回路交換、抗凝固剤増量、血液流量を下げる    
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4-5 気泡検知 

• どの様な現象が起きるか? 

気泡検知アラーム 

• 原因として考えられる事は? 

気泡検知部にエアーがある 

気泡検知部から回路が外れた  

・対処は? 

気泡を除去（必要ならば回路交換） 

気泡検知部に回路を戻す 
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4-6 漏血・溶血 
• どの様な現象が起きるか? 
濾過側に薄い赤色、ワイン色の液体が排液される 

漏血センサ検知 
（漏血と溶血の機械での区別はできない） 

• 漏血・溶血の違いは? 
漏血は血液濾過器からのリーク 
溶血はCRRT施行に問題はない 

・対処は? 
漏血の場合、即座に返血する 

返血後、回路は捨てないで、保存する  
    （問題精査の必要があるため） 
溶血の場合、溶血原因の除去 
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4-6-1 漏血 

• 血液濾過器が何らかの原因で破損し、本来、
中空糸内にある血球成分が中空糸外に漏れ
出すこと 
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4-6-2 溶血 

溶血とは一見わかりませんが・・・ 

排液は赤い・・・ 

PCPS施行中患者で溶血が起きている状態 
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4-7 トラブル対応の極意 

• カテーテル保護を第一優先項目とする 

 カテーテル内腔が凝固してしまうと、再挿入が
必要となってしまうため 

 

• 回路血はなるべく返血する 

 返血ができないで回路破棄すると、出血扱い
になる 
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 ブラッドアクセス異常（脱血不良） 

• どの様な現象が起きるか? 

（①） 

• 原因として考えられる事は? 

 （②）、（③）、（④）、（⑤）、（⑥） 

・対処は? 

  （⑦）、（⑧）、（⑨）、（⑩）、（⑪） 

 

第4章 チェックテスト 

正解はこちらへ 
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4-1 ブラッドアクセス異常（脱血不良） 

• どの様な現象が起きるか? 
  採血圧が過度に陰圧になる 

• 原因として考えられる事は? 
 カテーテル（患者）側が問題の可能性 
 カテーテルの位置が悪い、内腔の凝固 
 血管内ボリュームの不足（血圧低下等） 

 ピローが機械より外れた 
 ピロー受け（機械）側の調整の不良 

・対処は? 
  カテーテル位置調整、入れ替え、体位変換、 
  送脱血の接続入れ替え、機器調整 
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第4章 チェックテスト 

• どの様な現象が起きるか? 

（①） 

• 回路の見た目は? 

（②） 

• 対処は? 

（③）、（④）、（⑤）    

正解はこちらへ 

Aチャンバ凝固 
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4-2 Aチャンバ凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

入口圧の上昇 

• 回路の見た目は? 

Aチャンバが黒ずんで見える 

• 対処は? 

回路交換、抗凝固剤増量、血液流量を下げる    
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血液濾過器凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

（①）、（②） 

• 回路の見た目は? 

（③） 

• 対処は? 

（④）    

第4章 チェックテスト 

正解はこちらへ 
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4-3 血液濾過器凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

      入口圧上昇、TMP上昇 

• 回路の見た目は? 

血液濾過器が黒ずんで見える 

• 対処は? 

     回路交換    
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Vチャンバ凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

（①）、（②）、（③） 

• 回路の見た目は? 

（④） 

• 対策は? 

（⑤）、（⑥）、（⑦）    

第4章 チェックテスト 

正解はこちらへ 
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4-4 Vチャンバ凝固 

• どの様な現象が起きるか? 

入口圧上昇、濾過圧上昇、返血圧上昇 

• 回路の見た目は? 

Vチャンバが黒ずんで見える 

• 対策は? 

回路交換、抗凝固剤増量、血液流量を下げる    
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気泡検知 

• どの様な現象が起きるか? 

（①） 

• 原因として考えられる事は? 

（②） 

（③）  

・対処は? 

（④）（必要ならば（⑤）） 

（⑥） 

 

第4章 チェックテスト 

正解はこちらへ 
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4-5 気泡検知 

• どの様な現象が起きるか? 

気泡検知アラーム 

• 原因として考えられる事は? 

気泡検知部にエアーがある 

気泡検知部から回路が外れた  

・対処は? 

気泡を除去（必要ならば回路交換） 

気泡検知部に回路を戻す 
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漏血・溶血 
• どの様な現象が起きるか? 

濾過側に（①）、（②）の液体が排液される 
（③） 

（漏血と溶血の機械での区別はできない） 
• 漏血・溶血の違いは? 

漏血は血液濾過器からのリーク 
溶血はCRRT施行に問題はない 

・対処は? 
漏血の場合、（④）する 

返血後、回路は捨てないで、保存する  
    （問題精査の必要があるため） 

溶血の場合、（⑤） 

第4章 チェックテスト 

正解はこちらへ 
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4-6 漏血・溶血 
• どの様な現象が起きるか? 
濾過側に薄い赤色、ワイン色の液体が排液される 

漏血センサ検知 
（漏血と溶血の機械での区別はできない） 

• 漏血・溶血の違いは? 
漏血は血液濾過器からのリーク 
溶血はCRRT施行に問題はない 

・対処は? 
漏血の場合、即座に返血する 

返血後、回路は捨てないで、保存する  
    （問題精査の必要があるため） 
溶血の場合、溶血原因の除去 
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第5章 機器トラブルシューティング 

第5章の到達目標 

• 機器トラブルの現象、原因、対応が説明できる 
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5-1  補液、濾液、透析液計量異常
アラーム 

• 計量異常は、計量センサに持続して液体       
がある場合と無い場合が考えられる。 

 

• 持続して液体がある場合 

  フィルタ等の接続の緩み、クランパに         
回路がはまっていない等 

• 持続して液体が無い場合 

  クレンメが閉じている等 
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5-2 電源供給遮断 

• TR-525では、バッテリ搭載機で10分間駆動が
可能である。 

• バッテリが切れる、電源投入時に電源コード
を挿さないで主電源を入れると、画面は真っ
暗のまま『ピー』と連続音が鳴る。  

 機器背面に『停電警報リセット』を押すと警報
音が消すことができる。 
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5-3 シリンジサイズ検出不良 

• シリンジが所定のサイズになっていない可能性がある。 

• シリンジのセット状態を確認                
シリンジを機器から外す時にはクランプを忘れずに。 

• パネル内のシリンジメーカーを確認 

• シリンジサイズ検出の精度が落ちている可能性がある。
機器内部の点検が必要となる。 
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5-4 シリンジセット位置不良 

• TRシリーズでは、開始時にシリンジ液量が少
ないとアラームを鳴らす。 

• この警報が鳴った場合は、シリンジは作動す
るが、『シリンジ残量注意』、『液切れ』警報が
鳴らないため注意 
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補液、濾液、透析液計量異常アラーム 

• 計量異常は、計量センサに持続して（①）       
がある場合と無い場合が考えられる。 

 

• 持続して（①）がある場合 

  フィルタ等の（②）、クランパに         回路が
はまっていない等 

• 持続して（①）が無い場合 

  （③）が閉じている等 

 

第5章 チェックテスト 
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5-1  補液、濾液、透析液計量異常
アラーム 

• 計量異常は、計量センサに持続して液体       
がある場合と無い場合が考えられる。 

 

• 持続して液体がある場合 

  フィルタ等の接続の緩み、クランパに         
回路がはまっていない等 

• 持続して液体が無い場合 

  クレンメが閉じている等 
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第6章 終了 

第6章の到達目標 

• 終了手技を安全に施行でき、説明できる 
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6-1 終了 

• 回収は生理食塩水にて置換を行う。 

  回収作業でエアー返血は安全上問題である。 

• 排液は、汚染物のため扱いは注意する。 

 

• 機器は患者ベッドサイドで使用されるため、
血液や体液等の汚染物が付着している可能
性があるため、しっかりと清拭する。 
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第6章 チェックテスト 

• 回収は（①）にて置換を行う。 

  回収作業で（②）返血は安全上問題である。 

• 排液は、汚染物のため扱いは注意する。 

 

• 機器は患者ベッドサイドで使用されるため、
血液や体液等の汚染物が付着している可能
性があるため、しっかりと清拭する。 

正解はこちらへ 
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6-1 終了 

• 回収は生理食塩水にて置換を行う。 

  回収作業でエアー返血は安全上問題である。 

• 排液は、汚染物のため扱いは注意する。 

 

• 機器は患者ベッドサイドで使用されるため、
血液や体液等の汚染物が付着している可能
性があるため、しっかりと清拭する。 
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ポストテスト 

  Q. CRRTを開始する前に、再度回路の準備が
完了しているかチェックするポイントは? 
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ポストテスト 

• 入口圧220mmHg 

• 返血圧 80mmHg 

• 濾過圧 80mmHg 

• TMP    70mmHg 

『入口圧上昇アラーム』 

が鳴っている。 

 

Q.考えられるトラブル箇所を説明せよ。 
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ポストテスト 

• 入口圧220mmHg 

• 返血圧 80mmHg 

• 濾過圧 20mmHg 

• TMP    130mmHg 

『入口圧上昇アラーム』 

が鳴っている。 

 

Q.考えられるトラブル箇所を説明せよ。 
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ポストテスト 

• 入口圧220mmHg 

• 返血圧200mmHg 

• 濾過圧180mmHg 

• TMP   30 mmHg 

『入口圧上昇アラーム』 

が鳴っている。 

 

Q.考えられるトラブル箇所を説明せよ。 
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ポストテスト(解答) 

• CRRTを開始する前に、再度回路の準備が完了してい
るかチェック 

   ・エアーの有無   ・回路接続部の緩みがないか 

   ・必要な部分でクランプされているか 

   ・不必要な部分でクランプされていないか 

   ・医師に指示された血液濾過器であるか 

 

• 血圧が低い場合、昇圧剤、輸液等を負荷してもらう。
また、血液製剤にてプライミング液を置換して開始す
ることも検討に入れる。 
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ポストテスト（解答） 

• 入口圧220mmHg 
• 返血圧 80mmHg 
• 濾過圧 80mmHg 
• TMP    70mmHg 
『入口圧上昇アラーム』 
が鳴っている。 
 
入口圧のみが高い事に注目。青、黄線内は問題がない 
ので赤線内のみの部分の異常。 
 
Answer. Aチャンバの凝固、赤線内のみの部分の回路屈曲 
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ポストテスト（解答） 

• 入口圧220mmHg 
• 返血圧 80mmHg 
• 濾過圧 20mmHg 
• TMP    130mmHg 
『入口圧上昇アラーム』 
が鳴っている。 
入口圧、TMPが高いことに注目。青線内は問題がない。 
赤線内のみの部分の異常。TMPが高いので膜の負担が 
大きい。 
Answer.  Aチャンバの凝固、赤線内のみの部分の回路屈曲、 
      血液濾過器凝固、過剰な濾過速度 
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ポストテスト（解答） 

• 入口圧220mmHg 
• 返血圧200mmHg 
• 濾過圧180mmHg 
• TMP   30 mmHg 
『入口圧上昇アラーム』 
が鳴っている。 
 
すべての圧が高い事に注目 
一番狭い圧力反映部分は青線 
Answer. 青線内の凝固、回路屈曲、 
      カテーテルトラブル 
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