
 2016年に制定された下肢末梢動脈疾患（PAD）指導管
理加算は、背景に下肢病変によって切断する患者が多く、
他科に紹介しても治療に難渋するケースが少なくないとい
う状況があり、下肢救済、切断率を下げるために設けられ
ました。この加算では、慢性維持透析を実施しているすべ
ての患者を対象にして、PADに関するリスク評価と指導管
理を行い、月1回を限度として100点が認められています。
臨床所見や検査実施日、検査結果や指導内容は診療録に
記載して、ABI検査で0.7以下、SPP検査で40mmHg以下
の患者については、同意を得た上で、循環器科や血管外科
など専門的な治療体制のある医療機関に紹介します（ス
ライド1）。 
　PAD指導管理加算を届け出た施設の割合は、2018年
は全国4,026施設の76.7%が届け出ており、2022年7月
現在では全国の施設数は4,563施設に増えて、届出率も
78.4%に増加しています。全国の総数としては増加傾向で
すが、都道府県のなかには届出割合が減少しているところ
もあります（スライド2）。下肢救済については、2016年以
降も透析患者の下肢切断率は減っていないと報告されて
います。当初の目的が達成できていない要因には何がある
のか、現場で考えるべき時期にきています。
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ABI検査とSPP検査は大血管しか評価しないので、末
梢の血流評価には使っていません。表面の血流を見る
には、ポケットLDFのほうが勝っています。足の所見と
皮膚表面の血流が、足の傷には重要だと思います。
ABI検査値が正常でも、ポケットLDFの数値が低いこ
とはあります。当院は末梢血管治療（EVT）を実施して
いて、治療後に血管が映る場合が多いのですが、なか
には血管が映らないこともあります。そういうときに、
ABI検査とポケットLDF検査の矛盾が生じるのだろう
と思います。そういう患者こそ、重症化リスク分類の上
のほうに置かないと。大丈夫と思い込んでいると、
ちょっとした傷で悪化します。
褥瘡と同じで、大きな傷になると処置の方が大変です。
前もって予防していくことが、切断率を下げるためには
大事です。ポケットLDFで測定するときに、足をしっか
り指の間まで見て、傷を早めに治してもらうと、切断す
る人はぐんぐん減ると思います。

不随意運動が細かく出る人は、どの検査もむずかしい。
ポケットLDFはずっと測定できるので、つけっぱなしに
しておいて、不随意運動のない部分のデータを取るの
が一番良いと思います。

貼るタイプですか。
クリップです。僕はすごい発明だと、大絶賛しています。
ポケットLDFで測定中に血流量40mL/minぐらいで
維持していても、間歇的に20mL/min台に下がる理由
を教えてほしいという質問も来ています。
テープ止めをしていると、ちょっとした体動でずれるこ
とがあります。クリップで同じ圧力で止めてもらえると、
数値が安定すると思います。
いろいろ有益な情報が得られました。ポケットLDF使
用の注意事項一覧表を盛り込んだ透析室マニュアル
を、ぜひ作っていただきたいです。

透析患者の血流評価に、ポケットLDFをぜひ使ってい
ただきたいと思います。使用マニュアルの必要性を強く
感じました。
ポケットLDF導入にあたって、臨床工学技士もフットケ
アに介入していくべきだろうと思います。今回の勉強会
はとても有意義でした。
4年近く透析の現場にいて、足病変を発見して早めに
処置することに追われていました。現在は外来に異動
しましたが、こちらでもポケットLDFを用いてデータを
集めてみようと思います。
先生方から、いろいろなご意見や現場のお話をうかが
うことができました。本日はありがとうございました。
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下肢末梢動脈疾患指導管理加算は取得しています…って

2022年9月13日（火） 18：00 ～ 19：30　日　時

本当に患者の下肢救済できてるの？
その血流評価で大丈夫？

スライド1、2出典：一般社団法人 Act Against Amputation.“資料ダウンロード”.Act Against Amputation.
2022-08-12.https://www.aaa-amputation.net/media/20220812-094913-707.pdf,（参照2022-10-26）

最後にみなさんからひとことを。

ABI検査やSPP検査では左右差はないのに、
ポケットLDFで左右差が出る理由は何でしょう。

●視聴者からの質問

不随意運動があるときの注意点は。
●視聴者からの質問
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私の母親も10年間透析を受けて、血行が悪くて針の上を歩いているようだと何年も言いながら亡くなり
ました。今回は新しい血流評価の医療機器を紹介しながら、2016年の下肢末梢動脈疾患指導管理加算
に対して、きちんと結果を残すためにポケットLDFを有効活用したいという結論に達しました。そのため
には使用マニュアルの必要性が高まっています。今後、透析医や検査技師の先生方にも参加していただ
いて、第2弾を企画したいと思います。

総 括
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スライド4▶加算について スライド6▶フットチェック表をバージョンアップ

循環器科のクリティカルパス作成をきっかけに、透析サテライトとのASOの連携
パス作成し、外来でも「フットケア」を行った結果、足病変再発率や下肢切断率の
低下に繋がることを実感し、以後フットケア技術等の啓発に取り組んでいる。
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透析クリニックでの血流評価
ーポケットLDF を活用してー
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ポケットLDFの活用法をさぐる
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　2016年から、下肢末梢動脈疾患指導管理加算が始ま
りました。目的は、血流評価を行って下肢閉塞性動脈疾患
を早期発見し、大きい病院に紹介して早期治療を開始する
ことにあります。下肢閉塞性動脈疾患と腎不全の合併頻度
は、透析導入期で24.3%、維持期は32.7%とされ、その約
70%は無症状です。症状が乏しいまま急速に重症化する
場合があり、血行再建治療を要する虚血肢（CLTI）患者の
半数が、透析患者というのが現状です。慢性維持透析を実
施している患者のうち、四肢切断患者数とその割合の推移
に目を向けます（スライド3）。2016年から加算が算定でき
るようになりましたが、切断患者数、切断率ともに減ってい
ません（スライド3）。
　下肢末梢動脈疾患指導管理加算では、ABI測定の間隔
は年1回を推奨しています。スクリーニングとしては有用で
すが、透析患者の血管は石灰化しているため、ガイドライ
ンでも末梢での血流評価が必要とされています。このため
多くの施設では、月1回のフットチェックが行われています。
足背動脈と後脛骨動脈の触知、皮膚色や状態の変化、
冷感、しびれ、疼痛の有無などをチェックしますが、視診や
触診、自覚症状には個人差があり、CLTI予備群を確実に見

スライド3▶下肢末梢動脈疾患指導管理加算後の切断率 スライド5▶レーザー血流計

つけ出すのは困難です（スライド4）。
　血流は数値化してモニタリングした方が良く、透析患者
は週3回、同じ時間に来院しますので、同じ条件で血流測
定することが可能です。当院ではポケットLDFを用いて、
透析開始から30分以内に、第1趾に専用のクリップを用い
て測定します（スライド5）。測定値は、アプリのポケット
LDF viewerを用いて数値化したものを出力します。フット
チェック表をバージョンアップして血流量を記載し、測定
結果が低値の場合はABI検査などを行うので、記入欄も作
成しました（スライド6）。ポケットLDFは操作が簡便で、
短時間で測定可能です。受診や精査につなげる簡易モニ
タリングツールとして有用です。

ここからは加納先生、千葉先生に入っていただいて、オ
ンラインセミナー視聴者の質問やコメントも交えながら
進行します。ポケットLDFの使用状況はいかがですか。
ポケットLDFは3カ月前に導入したばかりです。操作が
簡便で2分ほどで測定が終わり、数値がブレなく出てく
るので使い勝手のいい医療機器です。
当院では、重症虚血肢に対してはABI検査やSPP検査
を半年とか3カ月に1回行っているので、それなりに変
化は見えます。ただし、これらの検査は検査室に行かな
いと受けられない。透析室のフットケアで足を見て、
色や温度に違和感があり、前回の血流量と比較して緊
急性を把握するには、ポケットLDFは使いやすい医療
機器です。
算定では、加算をとるために血流評価を重視していま
すが、ここにABI検査やSPP検査の名称が示されてい
るのはいかがですか。
ABI検査やSPP検査に限らず、要は、血流評価ができ
ればいいので、ドップラーで聴くだけという施設もある
かもしれません。
足背動脈と後脛骨動脈の触知、それで触れがなければ
ドップラーで音を聴くという検査になるわけですが、こ
れらの方法ではスタッフが新人かベテランか、経験値
の差によって把握しきれないという懸念があります。
ポケットLDFを使えば、血流量を数値化して早期発見
につなげることができます。

当院では同じ条件で測定できるように、透析開始後30
分を目安にしています。
冷暖房の影響で、透析室は冬のほうが暖かく、夏のほう
が寒く感じることはあります。患者さんが入室して1時間
くらいたてば同一条件と考えていいと思います。
患者ごとに条件をそろえるのがよいと思います。
間歇補液療法（IHDF）をやっていると、補液を入れたと
きのタイミングで測定すると過大評価につながります。
ポケットLDFの測定は2分間で終わるので、補液しない
タイミングで測るようにしています。
IHDFは血圧を上げるから、ポケットLDFの血流量も変
化しますね。勉強になります。

2台あれば両足を同時に測定できるのでよいと思います。
同感です。最低2台は必要です。
視聴者からのコメントでも、左右差測定のために2台は
必要とあります。
1台しかないです。1台だと倍の時間がかかるので、条
件をそろえるという意味では2台のほうが的確に測れ
ます。
左右同時に測ることが大事だということがわかる、よい
情報でした。

ポケットLDF測定のタイミングは、
透析開始時、中間時、終了時、どこがいいですか。

●視聴者からの質問

ポケットLDFは2台必要ですか。
●視聴者からの質問
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て測定します（スライド5）。測定値は、アプリのポケット
LDF viewerを用いて数値化したものを出力します。フット
チェック表をバージョンアップして血流量を記載し、測定
結果が低値の場合はABI検査などを行うので、記入欄も作
成しました（スライド6）。ポケットLDFは操作が簡便で、
短時間で測定可能です。受診や精査につなげる簡易モニ
タリングツールとして有用です。

ここからは加納先生、千葉先生に入っていただいて、オ
ンラインセミナー視聴者の質問やコメントも交えながら
進行します。ポケットLDFの使用状況はいかがですか。
ポケットLDFは3カ月前に導入したばかりです。操作が
簡便で2分ほどで測定が終わり、数値がブレなく出てく
るので使い勝手のいい医療機器です。
当院では、重症虚血肢に対してはABI検査やSPP検査
を半年とか3カ月に1回行っているので、それなりに変
化は見えます。ただし、これらの検査は検査室に行かな
いと受けられない。透析室のフットケアで足を見て、
色や温度に違和感があり、前回の血流量と比較して緊
急性を把握するには、ポケットLDFは使いやすい医療
機器です。
算定では、加算をとるために血流評価を重視していま
すが、ここにABI検査やSPP検査の名称が示されてい
るのはいかがですか。
ABI検査やSPP検査に限らず、要は、血流評価ができ
ればいいので、ドップラーで聴くだけという施設もある
かもしれません。
足背動脈と後脛骨動脈の触知、それで触れがなければ
ドップラーで音を聴くという検査になるわけですが、こ
れらの方法ではスタッフが新人かベテランか、経験値
の差によって把握しきれないという懸念があります。
ポケットLDFを使えば、血流量を数値化して早期発見
につなげることができます。

当院では同じ条件で測定できるように、透析開始後30
分を目安にしています。
冷暖房の影響で、透析室は冬のほうが暖かく、夏のほう
が寒く感じることはあります。患者さんが入室して1時間
くらいたてば同一条件と考えていいと思います。
患者ごとに条件をそろえるのがよいと思います。
間歇補液療法（IHDF）をやっていると、補液を入れたと
きのタイミングで測定すると過大評価につながります。
ポケットLDFの測定は2分間で終わるので、補液しない
タイミングで測るようにしています。
IHDFは血圧を上げるから、ポケットLDFの血流量も変
化しますね。勉強になります。

2台あれば両足を同時に測定できるのでよいと思います。
同感です。最低2台は必要です。
視聴者からのコメントでも、左右差測定のために2台は
必要とあります。
1台しかないです。1台だと倍の時間がかかるので、条
件をそろえるという意味では2台のほうが的確に測れ
ます。
左右同時に測ることが大事だということがわかる、よい
情報でした。

ポケットLDF測定のタイミングは、
透析開始時、中間時、終了時、どこがいいですか。

●視聴者からの質問

ポケットLDFは2台必要ですか。
●視聴者からの質問



 2016年に制定された下肢末梢動脈疾患（PAD）指導管
理加算は、背景に下肢病変によって切断する患者が多く、
他科に紹介しても治療に難渋するケースが少なくないとい
う状況があり、下肢救済、切断率を下げるために設けられ
ました。この加算では、慢性維持透析を実施しているすべ
ての患者を対象にして、PADに関するリスク評価と指導管
理を行い、月1回を限度として100点が認められています。
臨床所見や検査実施日、検査結果や指導内容は診療録に
記載して、ABI検査で0.7以下、SPP検査で40mmHg以下
の患者については、同意を得た上で、循環器科や血管外科
など専門的な治療体制のある医療機関に紹介します（ス
ライド1）。 
　PAD指導管理加算を届け出た施設の割合は、2018年
は全国4,026施設の76.7%が届け出ており、2022年7月
現在では全国の施設数は4,563施設に増えて、届出率も
78.4%に増加しています。全国の総数としては増加傾向で
すが、都道府県のなかには届出割合が減少しているところ
もあります（スライド2）。下肢救済については、2016年以
降も透析患者の下肢切断率は減っていないと報告されて
います。当初の目的が達成できていない要因には何がある
のか、現場で考えるべき時期にきています。

スライド1▶下肢末梢動脈疾患（PAD）指導管理加算スライド1▶下肢末梢動脈疾患（PAD）指導管理加算 スライド2▶PAD指導管理加算届出割合スライド2▶PAD指導管理加算届出割合

佐賀大学医学部形成外科 石橋 理津子先生
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ABI検査とSPP検査は大血管しか評価しないので、末
梢の血流評価には使っていません。表面の血流を見る
には、ポケットLDFのほうが勝っています。足の所見と
皮膚表面の血流が、足の傷には重要だと思います。
ABI検査値が正常でも、ポケットLDFの数値が低いこ
とはあります。当院は末梢血管治療（EVT）を実施して
いて、治療後に血管が映る場合が多いのですが、なか
には血管が映らないこともあります。そういうときに、
ABI検査とポケットLDF検査の矛盾が生じるのだろう
と思います。そういう患者こそ、重症化リスク分類の上
のほうに置かないと。大丈夫と思い込んでいると、
ちょっとした傷で悪化します。
褥瘡と同じで、大きな傷になると処置の方が大変です。
前もって予防していくことが、切断率を下げるためには
大事です。ポケットLDFで測定するときに、足をしっか
り指の間まで見て、傷を早めに治してもらうと、切断す
る人はぐんぐん減ると思います。

不随意運動が細かく出る人は、どの検査もむずかしい。
ポケットLDFはずっと測定できるので、つけっぱなしに
しておいて、不随意運動のない部分のデータを取るの
が一番良いと思います。

貼るタイプですか。
クリップです。僕はすごい発明だと、大絶賛しています。
ポケットLDFで測定中に血流量40mL/minぐらいで
維持していても、間歇的に20mL/min台に下がる理由
を教えてほしいという質問も来ています。
テープ止めをしていると、ちょっとした体動でずれるこ
とがあります。クリップで同じ圧力で止めてもらえると、
数値が安定すると思います。
いろいろ有益な情報が得られました。ポケットLDF使
用の注意事項一覧表を盛り込んだ透析室マニュアル
を、ぜひ作っていただきたいです。

透析患者の血流評価に、ポケットLDFをぜひ使ってい
ただきたいと思います。使用マニュアルの必要性を強く
感じました。
ポケットLDF導入にあたって、臨床工学技士もフットケ
アに介入していくべきだろうと思います。今回の勉強会
はとても有意義でした。
4年近く透析の現場にいて、足病変を発見して早めに
処置することに追われていました。現在は外来に異動
しましたが、こちらでもポケットLDFを用いてデータを
集めてみようと思います。
先生方から、いろいろなご意見や現場のお話をうかが
うことができました。本日はありがとうございました。
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下肢末梢動脈疾患指導管理加算は取得しています…って

2022年9月13日（火） 18：00 ～ 19：30　日　時

本当に患者の下肢救済できてるの？
その血流評価で大丈夫？

スライド1、2出典：一般社団法人 Act Against Amputation.“資料ダウンロード”.Act Against Amputation.
2022-08-12.https://www.aaa-amputation.net/media/20220812-094913-707.pdf,（参照2022-10-26）

最後にみなさんからひとことを。

ABI検査やSPP検査では左右差はないのに、
ポケットLDFで左右差が出る理由は何でしょう。

●視聴者からの質問

不随意運動があるときの注意点は。
●視聴者からの質問

佐賀大学医学部形成外科　 石橋 理津子 先生             

私の母親も10年間透析を受けて、血行が悪くて針の上を歩いているようだと何年も言いながら亡くなり
ました。今回は新しい血流評価の医療機器を紹介しながら、2016年の下肢末梢動脈疾患指導管理加算
に対して、きちんと結果を残すためにポケットLDFを有効活用したいという結論に達しました。そのため
には使用マニュアルの必要性が高まっています。今後、透析医や検査技師の先生方にも参加していただ
いて、第2弾を企画したいと思います。

総 括


