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良質の透析医療を行うことが透析患者の生存率，社会復帰やQOLの向上のために重要なこ

とはいうまでもない．日本透析医会（以下，透析医会）では現在まで多岐にわたって各種の

活動をしてきたが，良質の透析医療実施のために力を注ぐことも大切な課題の一つである．

良質の透析（至適透析）を行うために先ず必要なことは，至適透析の条件として現在なに

がどれだけ欠けているかを知ることである．名古屋大学の前田憲志教授は日本透析医学会の

統計調査の結果から，わが国の透析医療の状態は至適透析というにはかなり遠い実情である

と述べている．すなわち，至適透析の指標として体重減少率，1回透析時間，Kt/V，％クレ

アチニン産生速度，血清アルブミン濃度，血清リン濃度（透析前），・2ミクログロブリン濃度

（透析前），ヘマトクリット値（透析前），心胸比（透析前），平均血圧をあげながら，これら

の達成率がかなり低いというのである．たとえば，1回透析時間とKt/Vの達成率はそれぞれ

10数％と非常に低い．またその他のものについても40～50％程度に過ぎないという1）．わ

が国の透析医療が世界に冠たるものがあり，その成績が欧米諸国のそれに比べてずば抜けて

優れているとされている．しかし，統計調査の結果はわが国の透析医療が「至適」であると

するにはほど遠く，なお多くの努力や工夫が必要であることを示している．

それでは，至適透析はどのような方法でなされるべきであろうか．治療技法（透析効率，

生体適合性，透析方法など），合併症（たとえば骨障害，循環器障害，感染症，透析アミロイ

ドーシスなど）への適切な対策，低栄養の治療，患者の心理や家庭・社会問題に対する援助

など，多角的なアプローチを通して包括的に行うことが必要である．

至適な透析医療が行われるためには，先ずスタッフがそれぞれ十分な基本的知識，より進

んだ新しい治療技術を会得し経験を積み，全員がチームとなって望ましい治療を行う体制を

つくる必要がある．そのために各種の研究会・学会への参加や内外の新しい研究論文に目を

通すことも必要となる．

一方，透析施設の状況についての十分な検討もなされなければならない．たとえばその基

本構造，設備内容，人員構成，透析供給体制などが十分に整備されているか確認する必要が
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ある．これについては透析医会では，その第一歩として昨年度に透析医療経済部会 実施基準

検討作業班により透析医療機関の実態調査が行われた．その結果は日本透析医会雑誌15巻1

号122～126頁に掲載されているが，これによりわが国の透析施設の実態を知ることができ

る．そして，これに続いて施設の望まれる状態についての検討がなされることになる．たと

えば，集計結果を基に「透析施設基準」を検討することも不可能ではない．そして，もし看

護婦および臨床工学技士数や，透析室面積の基準が設けられると，これに基づき診療報酬上

の要求も可能となるかもしれない．たとえば透析看護料や臨床工学技士の技術料（わが国で

国家認定を受けた医療資格を有する者の中で，唯一診療報酬上の技術料が設定されていない）

を設定することなどである．また，透析室については従来からその基準がまったくなかった

ため，今回の調査結果に基づき標準的な透析医療を定義した場合，これに該当しない施設が

出てくることもありうる．

そこで，上述した委員会作業班では全国で展開中の病院機能評価にならって，透析施設が

自らの医療機能を自己評価するためのガイドラインを作製することになった．現在，これに

ついて鋭意検討中であるが，委員会案が出来次第，支部長を始めとする多くの方々の意見を

伺った後に公開する予定ときく．このことも良質の透析医療を達成するために重要なことと

いえる．

危機管理も良質の透析医療実施のために重要な要因である．5年前に発生した阪神・淡路

大震災では多くの透析患者が甚大な被害を受けたことは今もなお記憶に新しいことであるが，

昨年は某診療所でウイルス肝炎の院内感染事件があり，劇症肝炎が発生して数名の患者が死

亡した．本年は北海道で有珠山の噴火があり，一時とはいえ現地の透析患者の生命，生活や

安全な治療の継続がおびやかされた．また，去る5月には一透析患者が透析終了時に空気栓

塞をきたして死亡した事件が発生している．これらに対して透析医会ではその支部とともに

それぞれに対して適切な対処をしてきたり，その予防のためにマニュアルを作製してきた．

これらも良質の透析医療のために欠くべからざることがらである．

このようにして，治療技法・合併症や低栄養への対策・患者への心理的・社会的な援助な

どの透析治療と，それを可能にするスタッフの熟練した知識と技術，透析施設状況の整備，

危機管理など，広い視野から全人的で良質な透析医療がなされる必要がある．そのためにわ

れわれは以上に述べた改善すべき問題の所在とその解決策を正しく理解し，そのための最善

の努力を払う必要がある．

文 献

1） 前田憲志，他：維持透析患者の血液浄化による是正目標病態．透析会誌，32;1357，1999．
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はじめに

平成12年度の診療報酬改定が済んで，はや3カ月

が過ぎようとしている．この改定に関して（社）日本

透析医会では，従来にもまして準備し対応してきたが，

結果的にはダイアライザーの大幅値下げと，主として

介護施設（介護老人保健施設・長期療養型病床群）に

入院（または入所）する患者のエリスロポエチンの使

用が認められたに止まった．

それぞれの医療機関の事情によって異なるが，平均

的な透析施設の計算では，透析1回当たり約1,000円

程度のマイナス改定となった．

今回の診療報酬改定についての評価は，たとえば入

院環境料，入院管理料，看護料を包括化した入院基本

料の新設や，継続管理加算の新設，外来管理料の引き

上げなどで，それぞれの医療機関の機能を明確に評価

したことなどによりかなりメリハリのついた改定とな

り，将来の診療報酬体系のあり方を示唆する改定であっ

た，と日本医師会・厚生省のいずれもが一定の評価を

している．

しかし一方で，薬価差益を医師の技術料である処方

料へという日医の要求は，支払い側の激しい抵抗にあ

いながら，不満足ながらもそれなりの成果が挙げられ

た反面，日本透析医会最大の要望項目である「ダイア

ライザー（やエリスロポエチンの）差額を技術料に」

は，受け入れられなかった．

本稿では，今回の診療報酬改定にかかわる日本透析

医会の動き，改定に関する厚生省担当官による説明会

の内容とこれに関するQ＆A，毎年透析医学会総会時

に開催される「透析保険審査に関する懇談会」につい

て触れる．

1 平成12年診療報酬改定について

1） 要望書

日本透析医会は，診療報酬改定時には独自の要望を

厚生省に提出してきた．今回の改定についても，2度

にわたり要望書を提出した．

最初の要望書は，7月21日付けで保健医療局エイ

ズ疾病対策課課長宛に提出された．これは，エイズ疾

病対策課が所管する法人の要望をとりまとめ，内容を

検討した上で，保険局医療課へ助言していただくシス

テムに乗ったものである．要望内容は表 1の通りで

あった（本号掲載：総会資料参照）．時期的には，加

古川のB型劇症肝炎の対応について，エイズ疾病対

策課の指導のもとに感染対策を策定中であり，本音の

ところでは，要望の2にある「専用透析室感染対策加

算」などに期待をしたものである．

2度目の要望書提出は，例年通り10月半ば（19日）

に，保険局医療課課長，保健医療局エイズ疾病対策課

課長，老人保健福祉局老人保健課課長あてに提出する

と同時に，日本医師会会長，保険担当副会長にも提出

し，理解を得た．ちなみに，老人保健福祉局老人保健

課は，「療養型病床群および老人保健施設に入院（入

所）する患者の人工腎臓に際して，エリスロポエチン

投与と透析前後の検査を包括外で算定」できるように

という要望の4は，ここの担当となる．

7月の要望と10月の要望の内容は当然同一である

が，いずれの要望書にも，外保連（外科系学会社会保

険委員会連合）方式に基づいた透析技術料に関する試

案が添付された．ここでは，配慮された種々の試算条
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件については省略するが，透析患者60人を変則2シ

フトで透析する場合（1シフトあたり，患者20人，

医師1人，スタッフ7人を想定），現在1,770点の透

析技術料が2,317点であれば，「もの」の差額が0で

も，透析施設経営が成り立つというものであった．

加えて，この要望書を提出後，外保連方式に基づく

技術料の妥当性を検証することと，さらに別な方法を

用いた適正な透析技術料の試算の必要が生じた．そこ

で当会では，平成11年9月単月分の透析医療機関の

経営実態調査を実施した．これは，診療報酬改定に先

立って毎回実施される医療機関の経営実態調査に準じ

たものである．協力が得られた透析施設のうち，透析

技術料算定の資料として妥当な回答について集計し，

適正技術料の試算が実施された．詳細は省略するが，

適正な技術料は，

① 集計された医業費用の内，変動費である材料費

を除く固定費を算出し，透析回数で除して仮の技

術料を算定

② 再診料，加算点数や，変動費に含まれる保険請

求不能な診療材料費などを仮の技術料に加減し基

本技術料を算出（考えてみればこの基本技術料は，

「もの」の差益0，医業収支差額0の条件でぎり

ぎり透析施設が経営されるに必要な技術料である）

③ 将来の投資も見込んだ適正な収益を先の基本技

術料に加えた適正技術料

として算出された．これによって算出された適正技術

料は，2,350点であった．言い換えると，現在の

1,770点が 2,350点となれば，「もの」の差益は 0で

も技術料が2,350点であれば，透析施設の経営が成り

立ち，かつ将来の患者増に対応する投資が可能である

といえることになる．また，この点数は，先に示した

外保連方式により算出された技術料とほぼ一致する．

ちなみに，透析施設経営実態調査のために集計された

施設の平均的な規模は，患者数約90人，透析ベッド

30台であり，これは平成11年9月に別の目的で実施

された透析施設実態調査の数値にきわめて近似したも

のである（日本透析医会雑誌15巻第1号参照）．

年末に入り，幸いにも保険局医療課担当官にこの資

料を説明する機会がもたれ，外保連方式による技術料

試算の妥当性と，改めて要望内容が確認された．

2） 診療報酬改定結果と説明会

以上のような経過で要望が実施されたが，結果はご

承知の通りである．

交渉過程の中では，「ダイアライザーの下げ幅を予

定より大きくして，その分だけでも技術料に」とぎり

ぎりの要望も行われたが，実現はされなかった．透析

はなお収益性が高いという評価もあるが，それにもま

して医療費抑制という大きな流れの中では，竿も櫓も

無益であったと思われる．ただ，適正な透析技術料の

算定方式として，外保連方式と経営実態調査からの算

出方式が確立されたことは，次回の改定に際しても有

力な道具と思われ，特に経営実態調査は毎年の定点観

測として実施したいと考えている．

慢性維持透析患者外来医学管理料の引き下げは，検

査料の値下がりとリンクしているものと推測される．

診療報酬改定時のダイアライザー価格については，

従来より医会の交渉マターではなく，工臓協の担当で

ある．また，今回の診療報酬改定でも，従来と同様，

改定財源として薬価および診療材料の引き下げ分が充

てられてきた．R幅が他の材料に比して大きかった

ダイアライザーは，当然引き下げの対象であった．結

果的には 17.5％ の R幅は 14％ に圧縮されたとされ

ているが，それよりもこの間の実勢価格の値下がりが

著しく，Ⅱ型 1.5m2以上のダイアライザーで，650円

のマイナスとなった．

期待した加算（要望の2及び 3）については，透析

部門に限ったことではなく，医療施設の責任において

当然実施するべきものであるという評価だったのであ

ろうか．

唯一，要望の4のみが認められたが，これとても，

全腎協の改定に関する要望に対して，「高い薬剤だか

らといってエリスロポエチンのみを介護保険の包括か

らはずすことは考えていない」と回答された時期もあ

り，関係者の努力が実ったものといえよう．
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表1 平成12年度診療報酬改定に対する

（社）日本透析医会の要望事項

1. 人工腎臓点数の適正評価

2. 専用透析室内感染対策加算の新設

3. 隔離・術後透析点数の新設

4. 療養型病床群および老人保健施設に入院（入所）する患者

の人工腎臓に際して，エリスロポエチン投与と透析前後の検

査を包括外で算定

5. 透析患者に対するB型肝炎およびインフルエンザワクチ

ンの保険適用



なお，要望の5については予防接種法などとも関

係するため，議論の対象にならなかったものと考える．

以上のような診療報酬改定内容が告示された後，平

成12年4月9日に，保険局医療課担当官を招いて説

明会（支部長の出席）が実施された．多くの質問が事

前に寄せられたが，最も難解な問題は，介護保険と医

療保険の使い分けであった．特に透析については，介

護施設に入所する患者の通院透析をどのように扱うか

が焦点であった．最終的には表 2に示すごとくなっ

たと聞いているが，現在確認中である．

2 透析保険審査に関する懇談会

1） 背 景

（社）日本透析医会では，毎年（社）日本透析医学会

学術集会・総会時に，「透析保険審査に関する懇談会」

を開催してきた．これは，医会会員の中で，各県で保

険審査を担当する方々に集まっていただき，透析に関

する保険審査上の情報交換をする会で，本年で5回目

を迎えた．今年は日本透析医学会 藤見会長の好意に

より，6月17日に学会場内の会議室を提供していた

だき開催された．出席者は平澤会長を始めとして27

都道府県37名であった．

この懇談会は，原則的にはそれぞれの県での透析に

関する保険審査の現状について情報を交換するもので

ある．しかし，同じ診療行為についても，それぞれの

県で審査の基準が異なることは往々にして見られるた

め，可能な範囲で審査の基準を統一化することも，意

図するところである．

したがって，話し合われる内容についてはかなり微

妙な部分も含まれ，従来，その内容については公開さ

れてこなかったが，今回については，許される範囲で，

主たる検討内容を以下に示す．

重ねて断っておくが，審査の基準は，現時点では，

それぞれの県の審査委員会に委ねられているものであ

る．

2） 検討事項

① 基本診療料

i） 透析日の同日再診

これが「査定の対象となることはない」とい

う県が圧倒的に多い．

ii） 時間外加算/休日加算の取り扱い

通常の透析では夜間/休日加算で対応するが，

臨時の透析については，基本診療でいう夜間／

休日加算は当然とする県が圧倒的に多い．

② 指導管理料

i） 透析患者に対する特定疾患指導管理料の適用

この問題は「主病」についての解釈が難しく，

一定の見解は得られなかった．

③ 在宅医療

i） 同一日に実施したウイルス抗原/抗体検査，

あるいは数種類の検査

紹介状を含めて，診断が確立している場合に

は，治療の目安とするためなどに，同一日に数

種類の検査をすることは可とする県が多かった．

コメントが必要と考えられる．なお，診断のた

めには，スクリーニング的な検査のみとする県

が多い．

ii） 訪問看護に関する医療と介護の使い分け

介護保険に関与する各県の審査員は少なく，

不明な部分が多かったが，経験者からは，原則

的には介護保険の適用であるとの考えが示され

た．

iii） 1回のレセプトで何日分の材料を認めるか

主として高額となるCAPD材料と考えるが，

コメントをつけて2カ月分までとする県が圧倒

的であった．

④ 検査・画像診断

i） 慢性維持透析患者外来医学管理料を請求する
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表2 介護施設入所者の通院透析

特別養護老人ホーム

ケアハウス

通常の通院透析とすべて同じ

介護老人保健施設 透析は外来包括点数（J0381）

ダイアライザーは請求可

エリスロポエチンは請求可

その他の内服・注射薬剤は介護保険に包

括

通常の検査・画像診断・食事は介護保険

に包括

介護療養型病床群 透析は外来出来高点数（J0382）

透析に関する処置薬剤（透析液・抗凝固

剤・生食）は請求可

ダイアライザーは請求可

エリスロポエチンは請求可

その他の内服・注射薬剤は介護保険に包

括

通常の検査・画像診断・食事は介護保険

に包括



患者について，検体検査管理料（D026検体検

査判断料の注3）の算定

まだ，ほとんどの県で問題となる経験はすく

ない模様．

ii） 慢性維持透析患者外来医学管理料以外の検

体検査に関する審査

傾向的なもの（骨型Alp/出血凝固など）

については問題とする県があった．

前回検査日などのコメントが望ましいとする

審査員もいた．

iii） シャントに対する血管エコー検査

まだ多くの県で問題となるほどの経験は少な

い模様．

iv） 全身骨時の頭部と頚椎/腰椎と骨盤は一連か

社保では，一連とする解釈の県が多かった．

v） 検体検査以外の検査の注釈

ほとんどの県では，病名等でその必要性がわ

かる場合は，コメント不要．

⑤ 投薬・注射

i） プロタミン製剤

外来透析点数に包括されるという県が圧倒的

であった．（平成6年4月20日付けの日本透析

医会ニュースに，局所ヘパリン化に用いられる

硫酸プロタミンやこれを溶解する生食などは，

透析外来包括点数に含まれるという厚生省見解

が示されている）

ii） 沈降炭酸カルシウム製剤（局方）の使用と

使用量

ほとんどの県ではまだ認めているという見解

であった．

iii） 低分子ヘパリン/フサンの適用

入院の場合の適応については，外来時の適応

とは異なり，かなり広い範囲で可とする県が多

かった．

外来/眼底出血では，低分子ヘパリンについ

ては，6回以上でも認めるとする県が多かった．

また，外来透析包括点数には，一定頻度の低分

子ヘパリンの使用が勘案されているため，出来

高での請求は6回程度までとする県もあった．

iv） EPOの使用量と投薬回数

ほとんどの県では薬事法の承認通り．

v） グリセリン製剤の使用

半分以上の県で可とする考えが示された．

透析困難症の病態には，急激な除水による循

環血漿量の減少の他に，血液 脳脊髄液間の尿

素濃度の差による脳圧亢進状況が存在するとい

う考えも報告された．

vi） エルシトニン/リプル/パルクスの長期（継

続または断続）使用

ほとんどの県では，可とする考えが示された．

リプル/パルクスについては，一定期間の試用

の後一旦中止し，その後の評価をつけて再使用

するという薬事法承認事項に準ずるとする県も

あった．

vii） シャント閉塞時のウロキナーゼ

使用量/回数に差はあるが，認めるとする県

が圧倒的であった．

viii） エホチールなどの溶解用の生食

認めているとする県が圧倒的であった．

ix） CAPD患者へのEPO使用頻度と1回使用量

来院時に薬事法承認通りとする県が圧倒的で

あった．

x） 院外処方箋回数

多くの県で，制限なしに認めるとされている．

ただし，指導に際しては問題となることがある

と指摘した県があった．

⑥ 処 置

i） CAVH時の置換液使用量について

薬事法上の承認範囲内とする県がほとんどで

あった．

ii） 身障加算の適用（著しく人工腎臓が困難な）

と頻度

その頻度などについて一定の見解は見いだせ

なかった．

iii） 介護老人保健施設/長期療養型病床群/一般

病床他施設入院時の通院透析に際しての人工腎

臓は出来高請求か包括請求か．

原則的には透析可能な施設への転院か，対診

扱いが望ましい．

介護老人保健施設に入所する患者の外来透析

→外来包括点数＋ダイアライザー

介護療養型病床群に入所する患者の外来透析

→外来出来高請求＋透析に必須の処置薬剤（透

析液＋抗凝固薬＋生食）＋ダイアライザー
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特養やケアハウス利用中の患者の外来透析→

通常の外来透析（検査/透析関連薬剤以外の薬

剤などの請求も可）

⑦ 手 術

i） シャント手術時の血管拡張カテーテル使用本

数および血管拡張術時のPTAバルーンカテー

テルの使用本数

原則1本であるが，破損などコメントがあれ

ば複数本も可とする県が圧倒的であった．

ii） 血管内超音波検査用プローブの使用

まだ経験の少ない県が圧倒的であった．

鎖骨下静脈以上の中枢の静脈のみ可とする県

があった．

iii） シャントへの血管拡張術算定要件

特に定められている県はなかった．ただし血

栓除去術として審査する県があるという報告が

あった．

iv） 同一日または同時の血栓除去術と動静脈�

形成術（シャント設置術）

手技料については，いずれか一方とする県が

圧倒的であった．

v） 人工血管を用いたシャントは，血管移植術

とする県が数県あり，血管移植術として請求し

ている．

vi） 同一日の同一手術

1回のみの請求とする県が圧倒的であった．

⑧ 特定保険医療材料

i） 入院中の患者に対するCAPD材料の請求

入院中でも認めるとする県が圧倒的であった．
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はじめに

社会的入院の解消は医療経済上は勿論のこと，限り

ある入院ベッドの有効利用の点からも重要な課題であ

る．しかし透析患者においては，通院に対する援助や

食事療法を含む自宅療養の環境が整わない限り退院を

強制することはできない．

われわれはこれらの要介護透析患者対策として，通

院援助，私的な宿泊施設（やすらぎ寮），老人保健施

設（桃寿苑）および併設の透析クリニックを運営して

いるので，その概要を述べるとともに問題点を検討し

てみたい．

1 透析患者の家族形態と通院状況

当院の通院患者525名に対する調査を行った1）．家

族形態では各年代とも15％前後が独り暮らしであり，

全体として独り暮らしが80名（15％），夫婦のみの家

庭が131名（25％）であり，60歳以上では半数が独

居または夫婦のみの生活であった．

通院の方法は電車，バスなどの公共交通機関利用者

が40％，自家用車が35％で，この両者で大半を占め

る．タクシー利用者は10％，病院職員による送迎が

7.5％であった．通院所要時間は大部分が1時間未満

であり，それ以上のものは11.7％であった．通院に

付き添いを必要としている者は全体として15.8％で

あるが，60歳以上では201名中47名，23.4％が付き

添いを必要としていた．介助者の大部分は配偶者であ

り，公的ヘルパーの利用は6.8％と少数であった．介

護保険施行後はヘルパー利用の増加が期待される．

病院による送迎は最寄り駅までのシャトルバスの運

行と自宅までの送迎である．シャトルバスは 1日 9

往復，1日の平均利用者数は107名である．自宅まで

の送迎は公共交通機関の利用が困難でかつ通院介助者

がいない場合に限っているが，1日の平均利用者数は

13.5名である．送迎に要する費用は人件費，車輌代，

維持費の合計年間3,770万円と試算されており，乗車

1回当たり1,083円，全患者1名当たり月額5,236円

となる．

2 宿泊施設「やすらぎ寮」について

1997年度の入院患者の状況をみると，約半数が社

会的入院であった．社会的入院患者は疾病による入院

に比しより高齢であり，在院日数の長期化が著明であっ

た．社会的入院を続けている理由は老人性痴呆，歩行

障害が多く，将来とも在宅への移行はほぼ不可能と考

えられた．

「やすらぎ寮」（写真1）は1992年，通院困難者の

ための施設として開設した2）．一室 4名で，入所定員

は20名である．付帯設備として事務室，食堂，カラ

オケルーム，浴室，トイレ，洗面・洗濯室がある．当
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初は身の回りのことが自分でできることを入寮の条件

とし，ケースワーカー1名を配置していたが，介護度

が年々高くなり現在ではケースワーカー2名，看護助

手1名が介護に当たっている．食費を含めた入寮費は

月額6万円としているが，実際の経費は12～13万円

が必要である．

1998年1年間の長期入寮者（3カ月以上）は23名

であったが，身体的状況や介助者の問題で通院または

自宅での生活が困難なことが入寮の理由であり，歩行

が不自由な者，視力障害を伴った者が多く，約70％

では入浴，歩行，洗面，排便などになんらかの介助が

必要であった．

一方で3カ月以内の短期入寮者が42名あった．入

院ベッドが満床のためやむを得ず入寮してもらった者

が大部分であるが，家族の病気入院，出産，旅行のた

めの入寮者もあった．

老健開設後の現在では，入寮者17名中65歳未満が

約半数であり，介護保険による施設入所の対象となら

ない者が60％を占めるが，いずれもなんらかの理由

で在宅生活が困難なケースであり，「やすらぎ寮」の

存在はなお貴重である．

3 老健施設「桃寿苑」について

老健，特養では一般に透析患者の入所については消

極的であり，事実上不可能に近いと思われる．また入

所が可能であっても透析施設への通院が問題となるこ

とも多い．

医療法人桃仁会では前述のごとく，患者送迎，宿泊

施設を利用して，入院対象外の要介護患者の対応を行っ

てきたが，すでに限界に達しており，透析患者を積極

的に受け入れることを目的として，1999年4月老健

施設（写真2，3）を開設した．

看護職員の配置は定数通りであるが，ほぼ全員透析

療法の経験者とした．透析患者の管理上，水分制限を

含む食事療法はきわめて重要であり，栄養士，調理師

ともに十分な経験と知識をもったスタッフを配置して

いる．

透析患者が入所した場合，シャント，水分，体重の

管理，感染予防などに特別の配慮が必要であり，一般

入所者に比べて内服薬の種類が多く，与薬準備にかな

りの時間を要する．また，透析スケジュールの関係で

全体行事が日曜日に限られるとか，入浴可能日が限定

されるなど，透析患者ならではの問題も生ずる．さら

に，透析患者では再入院の比率が高く（表 1），老健

運営上最大の問題である入所率が低下するおそれがあ

る．

ちなみに過去1年間の再入院をみると，一般入所者

が28件，5.4％であったのに対し，透析患者では70

件，16.5％と圧倒的に多い．入院理由の第 1位はい

ずれも上気道感染ないしは肺炎であり，透析患者で

35件，一般入所者で8件であった．その他透析患者

に特徴的なものとして，シャント関連合併症，消化管
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写真2「桃寿苑」ロビー



出血，下肢壊疽があった．再入院後死亡例は一般入所

者の4名に対し，透析患者では突然死の1名のみであっ

た．

透析患者の年齢は57～93歳，平均78.2歳であり，

透析期間は3カ月～24年，平均5.9年であった．一

般入所者の年齢は66～97歳，平均81.7歳とより高齢

であった．

透析患者の要介護度（図1）は，一般入所者と比較

して要支援，要介護4がやや多く，要介護2が少な

かったが，大きな差は認められない．ただし，透析を

考慮に入れた要介護度認定では要支援はなく，要介護

1～4がほぼ同じ割合となった．要介護5は透析患者，

一般入所者とも10％未満であった．

4 併設透析施設「桃仁会クリニック」について

1999年4月老健開設後，透析患者の入所が少しず

つ増加し，本年に入り40名を超え，送迎が困難になっ

てきたため，本年2月隣接地に併設の透析クリニック

（写真4）を開設した．

老健と透析クリニックは渡り廊下で接続（写真5），

車イス使用者が大部分であるため，透析室内部は十分

なスペースをとった他，カウンターを設けず，スタッ

フが透析室内を自由に移動できるよう配慮した．

要介護度と透析看護上の困難度を比較したものが図

2である．透析室までの移動，ベッドへの移動，体位

変換，排泄ができるか，症状を訴えることが可能か，

抑制が必要か否かの9項目について，自力でできる
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写真3「桃寿苑」居室

表1 老健入所者の入院頻度と理由
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透
析

入院 3 6 6 2 3 2 5 7 1712 4 3 70 16.5
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心不全・不整脈

脳梗塞・出血

骨折・外傷
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一般入所者（n＝47）要支 1 2 3 45

透析患者（n＝45）

年齢：57～93歳

（78.2歳）
要支 1 2 3 4 5 非透析の場合

透析歴：3月～24年

（5.9年）
1 2 3 4 5 透析の場合
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図1 透析患者の要介護度
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写真4 桃仁会クリニック 透析室

写真5 桃寿苑との連絡通路
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図2 看護の困難度と要介護度の比較（n＝44）



ものを0点，一部介助を要するものを1点，全面介

助を要するものを2点として点数化してみた．その

結果，要介護度と透析看護上の困難度はほぼ一致して

おり，要介護3以上ではほとんどすべてにわたって，

一部または全面介助が必要であり，特に要介護5で

は全面介助を要することがわかった．

老健入所者の透析治療においては，慢性維持透析管

理料，再診料，処方箋料，エリスロポエチンを除く注

射，抗癌剤を除く内服薬などの請求ができないため

12～15％程度の減額となる．本年4月時点での透析

1回当たりのコストは28,320円（表 2）で，一般通

院患者（夜間加算を除く）に比し 3,460円のマイナ

スであった．

5 結 語

要介護透析患者であっても医学的に入院の必要がな

い限り，在宅，通院透析とすべきことは当然である．

通院の援助によって在宅生活が可能となる場合には，

できるだけのサポートを試みるべきであり，経済的問

題がなければ自宅送迎は有効な手段となりうる．

家庭環境により在宅では体調が維持できない場合に

は，宿泊施設を利用してきたが収容能力，介護力に限

界があり，透析患者の受入が可能な老健施設および透

析クリニックを開設することとした．

以上の対策により，現時点では要介護透析患者に対

してほぼ満足すべき対応が可能となっているが，老健

の健全な運営には入所の稼働率が95％でかつ短期入

所サービス5名，通所サービス25名が必要と試算さ

れており3），経営的自立は困難な状況にある．

要介護透析患者では透析中濃厚なケアを必要とする

ことが多く，老健入所透析患者であっても一般通院患

者と同等の請求が可能になることが望まれる．
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表2 老健入所透析患者の保険請求

保険請求金額
（透析1回当り）

2000年
2月 3月 4月

一般通院

（夜間加算なし）

33,020 32,850 31,780 ▲1,160

（3.6％）

老健入所 28,770 28,850 28,320 ▲ 490

（1.7％）

▲4,250

（14.8％）

▲4,000

（13.9％）

▲3,460

（12.2％）

保険請求不可のもの
（老健入所者）

1.慢性維持透析管理料（2,800点）

2.再診料

3.処方箋料

4.注射その他（EPOを除く）

5.透析食加算（老健で食事のため）

内服・注射料 20,850（月額，1名平均）
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1 東金病院事故調査委員会運営要綱

2 事故調査委員会委員名簿

3 事故調査委員会審議経過

4 事故調査委員会提出資料

5 東金病院の概要

6 東金病院がこれまで行ってきた取り組み

7 本件事故における関係者の記号

I はじめに

平成12年5月25日，県立東金病院において，人工

透析の入院患者が医療事故により，死亡するという事

故が発生した．

まず，本委員会においては，今回の事故で亡くなら

れた患者さんへ，心からご冥福をお祈りするとともに，

ご遺族の方々には，心からお悔やみを申し上げる．

今回の事故は，県立病院の信頼を大きく傷つけたこ

とを深く認識するとともに，全国で人工透析を受けて

いる多くの患者に対し，不安と動揺を与えたことは重

大なことであり，厳粛に受け止めなければならない．

そこで，緊急に事故原因の究明と再発防止対策への

取り組みが必要であることから，平成12年6月9日，

「東金病院事故調査委員会」が設置され，医療の専門

的な立場から，事故の調査及び原因究明と再発防止の

ための具体的な方策について検討を重ねてきたところ

であり，本報告書はその結果を取りまとめたものであ

る．

II 概 要

1 事故の概要

平成12年5月25日（木），病院の透析室において，

入院中であった65歳の男性患者に対し，以前より行っ

ていた人工透析を終了した後，返血操作後の透析回路

を使用して抗生物質の点滴投与を行った．この点滴投

与終了時に，医師及び看護婦・士等が連携の欠如及び

機器の操作ミス等により，大量の空気が血管内に流入

し，死亡されたものであり，司法解剖の結果，空気塞

栓であることが明らかになった．

2 委員会の設置経過

病院においては，事故発生後直ちに患者の家族に事

情を説明し，医師法第21条に基づき所轄の東金警察

署へ届け出た．

翌26日（金）には，遺族の了解を得て，記者会見

を行い事故の概要を公表した．

県としては，専門的・客観的な視点から事故を調査，

検討するため，関係者以外の第三者に依頼し，6月9

日（金），外部委員による「東金病院事故調査委員会」

（以下「委員会」という．）を設置することとした．

………………………………………

…………………………………………

…………………………………

………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………

…………………………

…………………

………………………………………
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3 委員会の設置目的

委員会の設置目的は，今回の事故について，事故の

事実確認及び原因究明を行い，もって事故の再発防止

を図るため調査，検討することである．

4 委員会の審議経過

委員会は，今回の事故の事実確認については，病院

から報告された事実経過をもとに検討，確認し，原因

究明については，病院から事実の説明を受けるととも

に事故の再現などを行い調査，検討を重ねた．

委員会としては，限られた資料，期間など一定の制

約がある中で，今回の事故のより根本的な原因究明及

び事故再発防止に向けた提言を行うものである．

III 透析室の概要

1 透析室の配置図

2 透析室の運営と勤務体制

（1） 透析ベッド数：17床

（2） 治療日：月～土曜日 平成11年6月より夜間

透析開始

（3） 透析患者と治療：総患者数44名（平成12年

5月25日現在）

平成12年5月25日の透析実施患者数17人

（当日は，夜間透析は無し）

・透析治療は，通常週3回．1日おきに実施．透

析時間は3～4時間である．

・通院透析が大半である．

・入院患者透析は，導入期や病状が悪化し通院が

困難なケースである．

・現在，昼間透析者34名，夜間透析者10名．入

院透析患者は平均4名程度．

（4） 透析治療体制一覧

（5） 職員構成と勤務体制

ア 職員構成

（ア）医 師 4名

（イ）看護職員 9名

看護士長 1名（兼臨床工学技士）

副看護士長 1名（兼臨床工学技士）

看護婦・士 7名（兼臨床工学技士1名）

（ウ）臨床工学技士1名（専任）

イ 看護方式
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（単位：人）

昼間

勤 務 帯 8:30～17:15 月 火 水 木 金 土

透析時間

1クール
10:00～14:00

17 17 17 17 17 17

2クール
15:00～19:00

1～2 1～2 1～2

夜間
勤 務 帯 14:00～22:45

透析時間 17:00～21:00 10 6 10

（単位：人）

医師

4人（内科3，外科1
の内1名が担当） 月 火 水 木 金 土

当

番

制

昼間
8:30～17:00

A A C A
A&
D

Aor
Bor
C

夜間
17:00～21:30頃

C B A

夜間待機
（ポケベル）

C B B C A
Bor

C

看護婦
・士
臨床工
学技士

2人
勤
務
制

昼間
8:30～17:15

5～65～65～65～65～6 5

夜間
14:00～22:45

4 3 4



機能別看護

リーダー・メンバー・臨床工学技士の役割

分担で業務を遂行する．

（6） 業務分担

（7） 業務の流れ

＊「透析室の日課」（下記参照）

（8） 透析室の勤務割当

＊「勤務割当表」（次頁参照）

IV 患者の入院経過

患者P氏（65歳，男性）

1 初診日

糖尿病性腎症による慢性腎不全にて，平成10年6

月1日，公立長生病院から紹介され当院受診．

2 第 1 回入院

平成10年6月29日～7月22日（糖尿病性腎症に

よる慢性腎不全の治療及びシャント造成手術）

6月29日シャント造成を目的に入院となる．入院

時血液尿素窒素（BUN）49.5mg/dl，クレアチニン

（Cre）7.6mg/dlであった．左前腕内シャント手術を

施行した．手術後の時点でクレアチニンクリアランス

（Ccr）は7.4ml/minで尿毒症の症状に乏しいため，
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業 務 分 担

業 務 内 容 医 師
看護婦
・士
リーダー

看護婦
・士
メンバー

臨床工
学技士

患者の透析治療内容の指示 ○

医師からの指示受け ○

業務分担・ミーティング ○ ○ ○

透析機器，薬剤等の準備 ○ ○ ○

患者入室，状態把握 ○ ○

透析機器設定チェック ○

穿刺 ○ ○

透析開始 ○ （○） ○ ○

回診 ○

透析中，観察，測定 （○） ○ ○ ○

透析終了 （○） ○ ○ ○

患者退室，後片付け ○ ○

（○）は必要時

透析室の日課

特に記載が無いものについては看護婦・士もしくは臨床工学技士が行う

夜間透析は，月水金に施行している．
火木土に2クールがある場合は，夜間の2クール目を施行する．
臨時，緊急，病棟透析時は，随時対応する．

日勤

前日に医師から治療の指示を受ける．（リーダー）

2クール 夜間

前日に医師から治療の指示を受ける．（リーダー）
8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00
17:15

ミーティング

プライミング・薬剤の準備
患者入室・一般状態の観察
機器の動作チェック，透析条件の設定（臨床
工学技士が行う）

透析開始（医師もしくは臨床工学技士が直接介助，
看護婦・士が間接介助を行う）
患者の状態観察
機器の動作チェック

昼食の配膳
昼食の下膳
透析条件の再設定（臨床工学技士が行う）

血液回収・後片付け

止血処置
帰棟の世話
病棟申し送り（看護婦・士が行う）

記録・後始末
夜間のプライミング
患者入室・一般状態の観察
夜間透析開始

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

22:45

ミーティング
2クール目の準備 プライミング・薬剤の準備
機器の動作チェック，透析条件の設定（臨床工学
技士が行う）
患者入室・一般状態の観察
透析開始
患者の状態観察

前日に医師から治療の指示を
受ける．
夜間のプライミング・薬剤の準備
患者入室・一般状態の観察

透析条件の設定
夜間透析開始
患者の状態観察 機器の動作

チェック
夕食の配膳

血液回収
後片付け 夕食の下膳
止血処置 透析条件の再設定（臨床工学
帰棟の世話 技士が行う）
病棟申し送り

（看護婦･士が行う）

HD3時間の血液回収・
後片付け

止血処置
帰宅の世話

血液回収・後片付け

止血処置

帰宅の世話
記録・後始末
翌日の準備
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いったん外来通院となった．

3 第 2 回入院

平成10年9月28日～11月14日（慢性腎不全及び

うっ血性心不全の治療と透析導入）

軽度の呼吸困難，浮腫が出現し，入院．胸部X線

にて心胸比（CTR）56.5％と拡大．胸水貯留あり．

BUN80.2mg/dl，Cre9.1mg/dlのため，透析導入

の適応と考え，9月29日血液透析を開始した．週2

回の透析で諸症状改善し，経過良好のため通院透析と

なった．

4 第 3 回入院

平成11年1月23日～2月6日（慢性腎不全及びうっ

血性心不全の治療）

平成11年1月20日夜間，呼吸困難が出現，1月23

日にはCTR56％，肺うっ血・胸水貯留がみられたた

め入院となる．心エコー上左室機能低下あり，駆出率

39％であった．体外式限外濾過法（ECUM）による

除水を併用して4.8kgの体重減少（73.6kgから）を

図り，ようやく胸水は消失し，68.8kg体重をドライ

ウエイトとした．

その後，透析間の体重増加が多くなり，平成11年

3月より週3回の透析となり，7月より1回4時間の

透析となった．体重増加が次第に多くなり（2日おき

で4kg～6kg），同年12月頃より右葉間胸水が出現，

外来でのECUMではコントロールが困難になりつつ

あった．

5 第 4 回入院

平成12年2月24日～3月7日（慢性腎不全・うっ

血性心不全の治療とその教育）

入院時CTR54.6％，少量の右葉間胸水あり．蓄尿，

体重測定，食事水分計量記録を行ない，水分体重管理

の重要性について教育し，栄養指導を行った．胸水消

失し，体重管理良好となり退院した．

6 第 5 回入院

平成12年4月18日～4月29日（慢性腎不全・うっ

血性心不全・肺水腫の治療）

平成12年4月18日夜間，呼吸困難が出現し，救

急車にて来院．CTR59.8％及び著明な肺うっ血及び

胸水貯留を認めた．酸素投与（5l/分）にてPO267.6

mmHg，PCO231.7mmHg，体重増加は 5.1kgで

あった．ドライウエイトを1.8kg下げ，肺うっ血は

速やかに改善した．透析中の血圧低下を避け，循環動

態を安定させるため ECUM30分を継続していくこ

ととした．

7 第 6 回入院

平成12年5月23日（呼吸器感染症を合併したうっ

血性心不全の増悪の治療）

前夜，呼吸困難あり，血液ガス検査施行PO253.6

mmHg，PCO229.6mmHg，BE－3.1mEq/l，SpO2

89％，CTR58.2％，胸水貯留あり，透析後入院となっ

た．体重67.6kg（体重増加3.8kg）であった．同夜

38.6℃ の発熱がみられ，呼吸器感染の合併が考えら

れたため，5月24日より抗生剤投与（生理食塩液50

ml＋ハロスポア 1g）を開始した．5月 25日 SpO2

の改善はみられたが，胸水は残存していた．

8 患者 P 氏の留置針穿刺部位の決定について

（1） 一般的には，図のように内シャント（動脈，

静脈一部吻合）を前腕に作成すると，表在して

いる静脈血管が発達（血管内を流れる血液量が

増え，径が太くなる）する．患者P氏は筋肉質

であり，血管の走行が触診では判別しがたい状

態であったため，太い留置針を2～3cm刺し込

んで留置しておく適切な場所が見つからなかっ

た．
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（2） 最初は，図中の①と②に A（脱血）側，V

（返血）側の留置針を穿刺していたが，回数を重

ねることで皮膚が堅くなり，さらに血管内への

留置針刺入が難しくなったために，③に A側

（血液量を十分確保するためにシャントに近い場

所から脱血する），④にV側を刺すようになっ

た．

V 事故の経過

患者（P氏：65歳・男性）は，平成10年9月29

日から，糖尿病性腎症による慢性腎不全で，週3回，

1回4時間の維持透析施行中であった．

今回の入院は，呼吸器感染症を合併したうっ血性心

不全による増悪の治療のため5月23日から，入院治

療することとなった．前夜，呼吸困難があり，血中酸

素飽和度が 89％ に低下し，胸水貯留も認められ，

38.6℃ の発熱もあることから，5月24日から抗生物

質（ハロスポア1gを生理食塩液50mlで溶解したも

の．以下『抗生剤』という．）投与を開始することに

した．

5月25日には，血中酸素飽和度の改善はみられた

が，胸水は残存していた．

経過1（5月23日 9:40）

① 患者P氏，透析室に入る．

② 検査を実施する．

③ 10:14 透析開始．

④ 検査の結果，入院を決定．

⑤ 14:44 透析終了

⑥ 15:15 患者P氏，独歩で第1病棟へ入院．

経過2（5月24日）

医師D1は，医師D2から電話にて依頼され，

5月24日から毎朝，『抗生剤』の点滴をするよう

にオーダー表に記入する．

（考察1）

（1） 医師D1は，点滴のオーダーを出す際，患者

P氏の透析日を確認しておらず，医師D1，D2

の連携が不十分であった．

（2） 透析日の朝も『抗生剤』を投与するよう記入

されており，この抗生物質（ハロスポア）は，

透析前に投与しても，効果が低下することから，

不適切なオーダーであると言える．

（3） 透析する日の『抗生剤』投与は，いつの時点

で（例えば，「透析終了後」）施行するのか明確

にすべきである．

経過3

この朝は，オーダーに基づき『抗生剤』の点滴を

病棟で実施した．

（ハロスポアを，この日は2g投与した．この日

は，透析をする日ではない．）

経過4（5月25日）

① 透析室に患者P氏が，透析施行のため独歩

で入室する．（9:40）

② 病棟の看護婦N5は，『抗生剤』点滴のオー

ダーが，朝に投与するよう出ているが，透析前

に入れても抗生物質の効果が低いことから，ハ

ロスポア1gと生理食塩液50mlのボトルを透

析終了後に点滴するように，透析室の看護婦

N2に申し送る．

透析担当の医師D2がそばに居り，「今日は

『抗生剤』の点滴があるね」，病棟の看護婦N5

「オーダーはでています．」と言い交わす．

（考察2）

内科専門の第2病棟では，透析後の点滴を透析室

に依頼することを厳禁としていたが，患者P氏が入

院した第1病棟では，これが徹底されていなかった．

経過5

① 透析室の看護婦N2は，点滴ボトルに貼られ

たラベルをみると，患者 P氏の名前 2文字

（姓）の1字が違っていることに気づいたが，

調合をした．

② 透析室の看護婦N3が，「抗生物質の点滴は，
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透析室ではやらない，私は，以前には抗生物質

は病棟に返した」と言った．

③ そこで，看護婦N2は，《透析が終わってか

ら点滴は，病棟に返そう》と考え，病棟の看護

婦N5に電話をした．看護婦N2「ラベルの名

前が違っているが？」，看護婦N5「書き間違

いです．内容は間違いないので，名前を訂正し

て，点滴をお願いします．」と依頼され，病棟

へ返すことを取り止めた．

（平成9年から，透析室では，透析後の抗生

物質の点滴はやらないことが，申し合わせになっ

ており，この1年の実績では，透析終了後の点

滴は，実施されていないが，透析室の看護婦

N2は，この4月に透析室勤務となったばかり

で，その説明を受けていなかった．）

④ このやりとりを透析室の看護婦N1が聞いて

おり，《『抗生剤』は50mlだから15分位で済

む．100mlなら（時間がかかるので）病棟に

返すが…》と思ったが，この時には，10人以

上の患者の対応で忙しかったので，それ以上は

考えなかった．

（考察3）

（1） 透析室では，「透析後の抗生物質の点滴は，原

則として施行しない」と申し合わせていたのに

もかかわらず，透析室のスタッフの認識が統一

されておらず，当事者の判断に委ねられ，医師

からは，『抗生剤』の点滴の具体的な指示（投与

方法，投与の時期）が不備であった．

医師を含め，透析室スタッフ全員が，統一さ

れた基準や方針を明確にすべきであり，透析後

の点滴に関する業務システムが整備されていな

かった．

（2） 次に，ラベルの名前を誤記入したことについ

ては，患者名が異なっていた場合には，安全性

の観点から，原則として名前を記入した部署

（ここでは第1病棟）に返して，そこで再確認を

してから名前を書き直すべきである．電話のや

りとりで簡単に訂正したことが，インシデント

に相当するという意識に看護婦N2，N5ともに

欠けていた．

（3） さらに，透析室の看護婦 N1，看護婦 N2及

び看護婦N3は，通常，透析室では行わない透

析終了後の点滴をしようとしているにもかかわ

らず，スタッフの考え方や行動を統一しようと

する連携がなされていなかった．

経過6（10:18）

【透析開始】

経過7（13:00頃）

① 透析中の患者P氏に透析室の看護婦N1が聞

く．「昨日（5/24）は，点滴はどこからやりま

したか？」，患者P氏：「2回も針を刺されて，

とても痛かった」（患者P氏は，穿刺に敏感で

あり，留置針刺入に際しても局所麻酔剤の貼付

を必要としていた．）

② ここで透析室の看護婦N1は，《針を刺すこ

とで，痛いのは気の毒であり，しかも 50ml

と少ない量であり，また，患者P氏のシャン

トが肘の裏側にあって接続することが難しいた

め，透析回路を用い，『抗生剤』の点滴を行お

う》と考え，医師D2に指示を受けようと思っ

た．

（考察4）

透析室の看護婦N1は，患者P氏の痛みを思い，

通常は行うことのない方法で，点滴を行うことを考え

てしまったが，このような場合には，安全性を十分考

慮する必要があることから，単独で考えるのではなく，

透析室の看護士長HN及び透析室の医師D2をはじめ，

当時勤務していた透析室スタッフとコミュニケーショ

ンを図る必要があった．

経過8（14:10）

透析室の看護士長HNは，出張のため病院を

出る．看護士長HNは『抗生剤』の点滴がある

ことは知っていたが，透析回路を使用して投与す

るという認識はなかった．

（考察5）

看護士長HNは，『抗生剤』の点滴があることは承
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知していたのに，不在となる前に，看護婦N1に，安

全な方法『V側の留置針への付け替えによる点滴か，

あるいは病棟で行わせるか』を確認し，明確な指示を

していない．

また，透析後の点滴の取り扱いについての問題意識

が欠けており，透析室の危機管理が確立されていない．

経過9（透析中）

① 透析が終わりそうなので，看護婦N1は，医

師D2に「患者P氏のシャントV側が肘の裏

側にあり，接続し直すのは難しいので，点滴を

回路からやっていいですか」と許可を求めた．

（この時患者は数人位）

② これに対して，医師 D2も，同様に考え，

「いいですよ」と口頭で許可した．

③ 看護婦N1は，透析が終わってから回路をそ

のまま用いて『抗生剤』の点滴を入れるように

看護婦N2に指示した．

④ 看護婦N2は，指示を受けてから点滴の準備

を始める．

（考察6）

（1） 医師D2は，透析中に回路から点滴すること

はビタミン剤などで，よくあるが，透析終了後

に透析回路を用いて『抗生剤』の点滴を施行す

る方法は，行っていない操作なので，その施行

にあたっては，十分注意するように，看護婦

N1を指導すべきであった．

（2） また，医師D2は，オーダーを口頭で出し，

オーダー表にも記録されていないことは，カル

テ記載の義務を果たしておらず，間違いや勘違

いなどインシデントにつながりかねないことで

ある．

（3） 看護婦N1も，オーダーを受けたといって，

経験の浅い看護婦N2に，操作方法の指導や確

認を取らずに指示したことは，問題であった．

経過10（14:53）

① 透析が終了した．

② 看護婦 N2は，回路内の血液（約 200ml）

を返血する作業に入る．

③ 血液ポンプを停止（OFF）し，A側の留置

針を抜去する．（図1参照）

④ 生理食塩液をセットし，血液ポンプを作動

（ON）させて，準備していた生理食塩液（100

ml）と空気で返血を開始する．（図2・図3参

照）

⑤ ダイアライザーと，V側エアートラップの

間をペアンで止めると同時に血液ポンプを停止

（OFF）した．（図4参照）

【透析，返血終了】

経過11（透析終了後）

① 看護婦N2は，抗生物質の点滴をV側エアー

トラップにセットして輸液ポンプを作動させた．

（図5参照）

② 看護婦N2は，血液ポンプを再作動（ON）

にする．（速度設定を 1分間 60mlに設定）．

（図6参照）

返血後の点滴施行を経験したことがなかった

看護婦N2は《血液ポンプを止めると，回路内

の血液が凝固するのではないか》さらに《透析

中に点滴を行っているときは，ポンプは回って

いるのが普通である》と思い，ペアンは所定の

位置に止めたまま作動させた．

【これにより，空気が回路内に流入するが，ペ

アンで，ダイアライザーとV側エアートラッ

プとの間が止められているため回路の中で空気

の圧力が高まり，貯留する．】

③ 『抗生剤』点滴の輸液ポンプのアラームが鳴

り，看護婦 N2が手間取っていると，看護婦

N1が様子を見にきて，輸液ポンプの調子が悪

いと判断，これを交換して点滴が始まる．

【この時，看護婦N1は，血液ポンプが作動し

ていることに気づいていない．】

④ 看護婦 N1と看護婦 N2は，点滴終了まで

15分程度を要するので，患者P氏の傍を離れ

る．

（考察7）
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（1） 看護婦N2が，自らが，《回路の途中をペアン

で止めたままでは，回路内の血液が凝固してし

まうのではないか》，あるいは《透析中に点滴を

行っているときには，ポンプは回っているのが

普通である》と勘違いして，血液ポンプを再作

動させた．このことが事故の大きな原因のひと

つといえる．

（2） 看護婦N2の認識そのものに問題があり，勘

違いした2点は根拠のない考え方で，透析機器

の操作の意味を理解していないと言える．

ペアンで回路を止めたまま血液ポンプを作動

させることにより，回路内に空気の圧縮が起こ

るという知識を持っていない．

また，一連の透析業務を経験動作で習得する

のではなく，透析機器操作のメカニズムや危険

な操作は何かを学ぶ必要がある．

さらに，透析後に点滴施行の経験がなかった

ことから，ここでリーダーである看護婦N1に，

方法についてよく確認をし，二重のチェックを

行うべきである．

（3） 輸液ポンプのアラームが鳴ったときに，看護

婦N1及び看護婦N2は，単に《機器の調子が

良くない》と判断して交換した．この段階で看

護婦N1が，血液ポンプが必要もないのに作動

しているのを発見していれば，事故を回避でき

た可能性があった．

経過12（15:05）

① 患者P氏は点滴ボトルが空になり，滴下が

止まったので「点滴が終わりました」と傍を通

りかかった看護婦N1に声をかける．

（この時点では，V側エアートラップ内には，

『抗生剤』が半分位残っている．）

② 看護婦N1は，最終の過程であるトラップ内

に残っている『抗生剤』を自然落下で静脈に入

れるための作業に入る．

（輸液ポンプをOFFにして，V側エアートラッ

プの前の点滴ラインをクリップで止めた．）

③ この時，看護婦N1は，はじめて血液ポンプ

が動いていることに気がついたので，血液ポン

プを止めた．（OFFにした．）（図7参照）

【OFFにしても回路内に加圧された空気が溜まっ

ているという認識はしていない．】

（考察8）

（1） 看護婦N1は，患者P氏に声をかけられた際

には，点滴の処置は看護婦N2が行っているこ

とから看護婦N2を呼び処置をさせるべきであ

る．当時は，2名の患者であり，看護婦N2も

忙しい状況ではなかった．

（2） 2人が同一患者の処置にあたる場合には，両

者で十分な引継ぎや連携を確認しながら行動し

ないと間違えを起こし，業務分担がおろそかに

なり，責任の所在が不明確で，事故を招きやす

いことを認識すべきである．

（3） 看護婦N1は，血液ポンプが回っていること

に気づいた時点で，単に止める（OFF）のでは

なく，何故，誰が，何のために回しているのか

を透析室内に声をかけて確認すべきであった．

また，透析室の看護士N4（兼臨床工学技士）

を立ち合わせるなどして，血液ポンプが必要な

いのに動いていた場合，回路内にどのような影

響が出ているのかを把握すべきであった．

ここでも危機管理の意識が欠如していると思

われる．

経過13（15:10）

① 看護婦N1は，ペアンがついているのをみて，

《これでは点滴が入らない》と思いダイアライ

ザーとV側トラップとの間に止めてあるペア

ンを外した．

② この瞬間に加圧された空気が，一気に患者P

氏の静脈内に入ってしまった．『推定で 300

ml～400ml（当委員会の再現実験から推定）』

（図8参照）

③ ペアンを外したのに続いて，圧モニタライン

を外した．（図9参照）

（考察9）

（1） 看護婦N1は，《ペアンがV側トラップとV

側留置針との間にあっては，エアートラップ内

に残留している『抗生剤』を体内に入れること
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ができない》と誤認して，外したものと考えら

れる．

ペアンを外す前にペアンが，どの間にあるの

かを管をたぐって確認すべきであった．

（2） 看護婦N1は，ペアンの位置を誤認したとし

ても圧モニタラインを先に外していれば，静脈

への空気の流入は回避できたと判断できる．（当

委員会の再現実験による）

経過14（15:15）

① 患者P氏は，「手がシパッとした」と言った

ので，看護婦N1は，ラインをみると液体はな

く，《空気が血管内に流入した》と直感し，V

側留置針手前をペアンで止めた．

② 患者P氏に声をかけ，状態を観察したが返

答がないため，急変と判断し，医師D2に連絡

し，酸素吸入，ECGモニタの指示を受け，開

始した．

③ 患者P氏は，徐々に全身チアノーゼが進み，

呼吸回数の減少を起こしたため，看護士N4は，

アンビューバッグにて加圧呼吸を行った．

経過15（15:20頃）

① 医師D2により，22G留置針刺入にて血管ラ

インが確保され，まもなく医師D3が気管内挿

管及びCVラインを確保．

② プレドパ 600を 20ml/hで投与し，心肺蘇

生を開始．

③ 15:50に第 1病棟のリカバリールームに搬

送する．

④ 人工呼吸器を装着し，心肺蘇生を続行した．

経過16（17:09）

医師D4は，死亡を確認する．

経過17（17:20）

医師D4は，医師法第21条の規定により，東

金警察署に届け出る．
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図－1 透析終了．血液ポンプ（⑪）を停止．A側留置針

（①）を抜去する．

図－2 生理食塩液（③）をセットし，血液ポンプ（⑪）

を作動
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図－3 生理食塩液導入終了，そのまま末端を開放

（図中 ）

図－4 空気を透析回路内に導入し，V側エアートラップ

（④）の手前で血液ポンプ（⑪）を停止．ペアン

（⑤）で止める．

図－5 抗生剤の点滴（⑦）をV側エアートラップ（④）

にセット，輸液ポンプ（⑧）を作動する．

図－6 点滴しながら（図中 ），血液ポンプ（⑪）を

再作動．



VI 事故の再現

平成12年7月4日（火）午後4時45分から午後

5時45分までの約1時間にわたり，東金病院外来管

理棟4階大会議室において，事故調査委員会が事故

関係者立会いの下，事故機種と同形式の透析装置を使

用して事故の再現を行った．

1 目 的

（1） 血液ポンプで空気を送った場合の血液回路内

の圧力．

（2） 血液回路内に充填された空気が，どの程度体

内に入ったか．

（3） 血液回路を止めてあったペアンと圧モニタラ

インを外す順序を変えた場合の空気の流入量．

以上を明らかにすることを目的とした．

2 前提条件

（1） 事故時の点滴所要時間が，約15分であった

ことから血液ポンプの作動時間を15分とした．

（2） 血液ポンプの回転速度を事故時と同じ 60

ml/minとした．

（3） 圧力測定は，マノメーター（最大5kg/cm2）

を使用した．

（4） 空気量の測定は，メスシリンダー（500ml）
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図－7 次のスタッフに交代．点滴終了，輸液ポンプ（⑧）

停止，血液ポンプ（⑪）を停止．

図－8 V側エアートラップ（④）の手前のペアン（⑤）

を開放する．血管内に加圧された空気が流入．空

気塞栓を起こす．

図－9 圧モニターライン（⑫および⑬）を開放する．
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返血操作の回路の説明 返血操作終了時，ペアン

（□矢印）で回路を止めるV側エアートラップ（□矢印）

A側エアートラップ（ 矢印）

実験水槽（ □ 矢印），輸液ポンプ（

矢印），透析装置（ 矢印），血液ポン

プ（ 矢印）V側エアートラップ（ 矢印）と

輸液ポンプ（□矢印）の接続
輸液ポンプ（□矢印）

再現実験装置の全容

『抗生剤』点滴ライン（□矢印）

パトロールランプ（ 矢印）
除水量調整透析装置 TR-322M

ダイアライザー（□矢印）

血液ポンプ（ 矢印）
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実験3－（2）の流入した

空気量（約400ml）

実験3－（3）のアラーム音の実験

（鳴るまで時間測定） 実験3－（4）の圧モニタライン

を先に外した時の空気量

（0ml）

看護婦N1の説明によるペアンの位置確認（□矢印） 看護婦N2の説明によるペアンの位置確認（□矢印）

加圧15分経過後の回路内圧値

（2.1kg/cm2）

血液ポンプの作動（ON）

（□矢印）
加圧時間の計測



を水封して用いた．

（5） 事故のあった透析装置は，警察で事故現場を

保存しているため使用できないので，事故機種

と同形式（TORAY TR-322M）の装置を使用

したため測定結果に若干の差が生じる可能性が

ある．

3 再現実験

（1） 血液ポンプで空気を送った場合，圧力上昇は

マノメーター表示では2.1kg/cm2であった．

この結果を踏まえ，以下の実験では血液回路

内の圧力を2.1kg/cm2に設定して行った．

（2） 血液回路内が加圧された状態でペアンを外し，

空気の排出量を調べると，患者側血液回路から

排出された空気の量は，最大400mlであった．

この時，約3秒後に血液回路圧警報が鳴った．

（3） 看護婦N1は，事故発生時には「圧モニタラ

インは外してあった」，「血液回路圧警報は鳴っ

ていない」と説明していることから，ペアンを

外した後，圧モニタを外した可能性について検

証した．

加圧された状態でペアンを外し，2秒後に圧

モニタラインを外したところ，患者側血液回路

から排出された空気の量は250mlであった．こ

の時は，血液回路圧警報が鳴った．

実験結果からは，血液回路圧警報が鳴り，事

故当時の状況は再現できなかった．（説明どおり

の立証はできなかった．）

（4） 通常の返血手順で，圧モニタラインを外した

後にペアンを外した場合，空気は圧モニタライ

ンから全量排出され，患者側血液回路からは排

出されず0mlであった．

4 透析装置のパトロールランプについて

（1） 赤：警報ランプで静脈異常・透析液圧異常・

温度異常・気泡混入・漏血・装置の故障など直

ちに対処が必要な場合に表示する．

（2） 黄：注意ランプで除水完了・気泡OFFスイッ

チがONになっている．

血液ポンプの蓋が閉まっていないなど注意が

必要な場合に表示する．

（3） 緑：透析，ECUM行程に入っている表示．

透析開始前の準備完了時に点滅する．

透析開始と同時に，透析またはECUM行程

にセットするが，キチンと移行しているか表示

する．

（4） 青：洗浄工程に入っている状態を表示する．

VII 事故原因の分析

今回の事故経過の詳細な分析により，事故の直接原

因として第1は返血操作後の血液ポンプの再作動であ

り，第2は点滴終了時のペアンの開放であることが明

らかになった．すなわち，透析操作及び透析後の返血

操作自体は何のトラブルもなく終了したが，返血操作

後に透析回路を用いて抗生剤の投与を行う過程で透析

室スタッフの1人が血液ポンプを再作動させたことに

より，透析回路内に空気が流入・加圧され，さらに抗

生剤の点滴が終了した時点で，別の透析室スタッフが

透析回路を止めていたペアンを開放したことにより，

加圧された空気が瞬時に血管内に流入し，空気塞栓を

起こしたものである．

従って，今回の事故は通常の透析操作中に生じた事

故ではなく，透析終了・返血操作後に透析回路を用い

て抗生剤の点滴をするという，東金病院では通常は行

わない操作の過程で生じた事故であることに注目すべ

きである．

1 直接的原因の究明

（1） なぜ通常は行わない返血後の透析回路を用い

た抗生剤の点滴を行ったのか．

（2） なぜ返血終了後に血液ポンプを再作動させた

のか．

（3） なぜ点滴終了後にペアンを開放したのか．

これらの点を中心に的を絞ってさらに分析を加えた

結果，以下の点が明らかになった．

2 その背景因子

まず，返血操作後に透析回路を用いて抗生剤の点滴

を行うことになった背景因子として，以下のことがあ

げられる．

（1） 患者P氏が，穿刺を痛がった．また抗生剤の

量が50mlと少量であった．

（2） 抗生剤の点滴についての医師オーダーが不備

であった．（投与時期及び投与方法の未記載）
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（3）『透析室では，透析後の抗生剤の点滴を行わ

ない』との申し合わせが全病棟に徹底されてい

なかった．

（4） 透析中及び透析後の点滴についての透析室マ

ニュアルが整備されておらず，透析室における

抗生剤の点滴について，医師を含めた透析室ス

タッフ内での認識が統一されていなかった．

（5） 通常は行わない返血終了後の点滴業務を実施

するか否かについて，透析チーム内で相談・連

絡・意思統一などの連携が不足していた．

次に，直接原因となった血液ポンプの再作動とペア

ンの開放について，その背景因子として以下のことが

あげられる．

ア 透析装置を含めたメカニズムの理解の欠如

返血終了後，血液ポンプを再作動させたことは誤っ

た認識によるものである．すなわち，《血液ポンプを

止めると，回路内の血液が凝固するのではないか》，

《透析中の点滴の際には血液ポンプが回っているので，

点滴を行うときにはポンプは回っているのが普通であ

る》との認識によって血液ポンプを再作動させた．す

なわち，返血操作終了後，透析回路には空気しか入っ

ていない状態でペアンを止めたまま，血液ポンプを再

作動させることが，回路内に空気を送り込み，回路内

の空気を加圧するという知識を持っていなかった．透

析装置や回路のメカニズムの理解の欠如と言わざるを

得ない．

一連の透析業務を経験動作で習得するのではなく，

透析装置のメカニズムを踏まえた操作方法の理解，あ

るいはどんなことが危険操作なのかを学ぶ必要があっ

た．

イ 医療機器管理システム，特に，透析室における

点滴に関するマニュアルの不備

体外循環操作の一種である透析治療には，通常の医

療行為に比べて，より厳しい安全性の確保が要求され

る．そのため，機器操作及び各種の手技について，詳

細なマニュアルが必要である．しかしながら，当院で

は透析中及び透析後の点滴についての透析室マニュア

ルは整備されておらず，返血後に透析回路を用いて抗

生剤の点滴を行うことになったにもかかわらず，その

具体的な実施方法，あるいは実施する際の注意点など

が明確になっていなかった．その結果，通常行わない

返血後の透析回路を用いた点滴業務の安全性の確保が

図れなくなってしまった．

ウ チームナーシング及びチームナーシングを支え

るコミュニケーションの不足

返血操作後に透析回路を用いて抗生剤の点滴をする

という，東金病院では通常は行わない業務の実施にあ

たっては，十分な打ち合わせや緊密な作業の連携が不

可欠であったにもかかわらず，それがなされてはいな

かった．東金病院の透析室の看護体制（看護方式）は，

業務ごとに仕事を分担して行う機能別看護方式をとっ

ていた．

そのため，スタッフ同士連携して業務を実施するチー

ムナーシングの体制が十分に確立されておらず，通常

は行わない返血終了後の透析回路を用いた点滴を実施

するという新たな業務が発生した時に，それにかかわ

る問題を解決するために報告，連絡，相談し，共に考

えるというチームナーシングとしてのシステムが十分

機能しなかった．

エ 危機管理意識の欠如

一連の過程を分析する中で，危機管理意識に欠けた

と思われる行為が複数みられた．その一例が，抗生剤

のバイアルの氏名の誤記訂正を，当事者同士が電話の

やり取りだけで済ませてしまったことである．このこ

とがインシデントに相当するという意識が当事者に欠

如していることは明らかである．

最も注目すべきことは点滴終了時に，血液ポンプが

回っていることに気づいた際に透析室スタッフがとっ

た行動である．危機管理の観点から言えば，通常回る

はずがない血液ポンプが回っているのを発見した時に

は，これは異常事態であると判断し，なぜ，誰が，何

のためにポンプを回しているのかを透析室内のスタッ

フに声をかけて確認するべきであり，また，回路内に

どのような影響が出ているのかを把握するべきであっ

た．しかしながら，単にポンプのスイッチを切り，次

の操作に直ちに取りかかってしまった．危機管理意識

が欠如していると言わざるを得ない．

また，ペアンを開放する際にラインをたぐって止め

てある位置を確認する作業がなされていなかった．前
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述のように，透析室スタッフが血液ポンプの誤作動に

より回路内に加圧された空気が貯留して致命的な事故

を引き起こす危険性があるとのリスク認識を持ってい

れば，血液ポンプが回っているという事態に直面した

後，回路を遮断するために用いられているペアンの位

置を慎重に確認したはずである．日頃から透析操作に

ついて手順を正確に行うことへの注意のみでは事故防

止には不十分である．どんな危険要因が内在している

のか，医療機器の操作手順を間違えるとどんな事故を

起こす危険性があるのかなどについての危機管理意識

を持つべきであった．

3 背景因子となった根本的な問題

次に，これらの背景因子の分析から導き出されるこ

とは，今回の事故の根底には次のような問題点が存在

している．

（1） 東金病院における透析室のあり方の問題

最近の公的病院における透析部門の位置付けとして

は，医師，看護婦，臨床工学技士からなる透析部を中

央診療部門の一環として整備する方向にある．しかし

ながら，東金病院の透析室は看護部門の1単位として

位置付けされており，透析医療の責任者としての透析

部長は置かれておらず，システム管理をはじめ，危機

管理体制上問題がある．

（2） 体外循環操作に対する危機管理意識の欠如

今回の事故は透析中や返血操作中に起きた事故では

ない．しかしながら，返血操作後ではあっても透析回

路を用いて点滴を行っているのであるから，透析中と

同様の緊張感を持って作業がなされなければならない．

しかしながら，返血終了後透析回路を用いた抗生剤の

点滴を行うことを決定するプロセスから，その実施に

至るまでの一連の過程を分析してみると，返血操作後

の透析回路を用いた点滴操作が内在している危険性

（注）について配慮された形跡は乏しく，また，医師

を含めた透析室スタッフ間相互の連携にも問題があり，

体外循環操作に対する危機管理意識が欠如していると

言わざるを得ない．

（注） 返血終了後に続けて透析回路を利用して点滴

操作に入ると，回路や手順が複雑になり様々な

要因がからんで危険性が高くなる．その中の一

つとして，何らかの原因で圧縮された空気の流

入があった場合，患者さんの血管内に流入して

しまう危険性がある．

（3） 医師の指示行為における危機管理意識の欠如

上述したように，今回の事故の契機あるいは発端と

なったのは，患者P氏への抗生剤の点滴についての

医師オーダーが不備であったことである．透析当日に

抗生剤の投与を行う場合には，その時期（透析終了時

か透析終了後か）及び投与方法（投与するルート）に

ついて明確に記載する必要がある．

しかしながら，今回はその記載がなかったために，

結果的には透析室で返血操作後に透析回路を用いて点

滴が行われることになったのである．担当医師は自分

が出した指示内容が不備の場合，どのようなことが起

こる可能性があるかについて十分に配慮したうえで，

指示を出すべきであった．

次に指摘したいのは，担当医師が返血終了後に透析

回路を用いて点滴を行うことを透析室スタッフに許可

した際の許可の仕方とその後の指導の欠如である．こ

の指示は口頭でなされ，オーダー表への記載はされて

いなかった．しかも，返血操作後の透析回路を用いた

点滴は，東金病院では通常行わない業務であるにもか

かわらず，その実施にあたっての注意点などの具体的

な指導は行われなかった．これらは，いずれも医師の

指示行為における危機管理意識の欠如を物語っている．

透析医療のように多職種のスタッフからなるチーム

医療において，全体を見渡し，提供する医療の安全性

を確保するために最も責任ある立場にあるのが医師で

ある．今回，返血後の透析回路を用いた点滴業務の実

施に際して，医師により十分な指導がなされていれば，

事故は避けられたかも知れない．

このように，今回の一連の事故原因の分析を進めて

いく中で，医師の危機管理意識，特に，医師の指示行

為における危機管理意識の欠如が明らかになった．こ

の根底には，人の生命を預かる仕事に従事していると

いう強い責任感とチーム医療の最高責任者としての自

覚が医師において希薄化していることがあると考えら

れる．

4 結 論

日々進歩する医学・医療の最前線にあって，医療従
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事者は常に広い視野を持ち，最新の情報を取り入れな

がら，自由闊達にお互いに意見を出し合い，切磋琢磨

しながら自分達の提供する医療サービスが，常に第一

級のものであることに努めなければならない．今回の

事故の最も根元的なところとして，大きなトラブルも

なく，日々の業務が過ぎゆく中で，『慣れ』が生じ，

この気概がいつの間にか希薄化し，県立病院の職員と

して，県民の生命を預かり，県民の健康を守るという

最も大切な行動規範を見失っていたのではないだろう

か．

組織機構の不備，医療機器の操作・管理システムの

不備，医師をはじめとする透析室スタッフの危機管理

意識の欠如，チーム医療にとっては不可欠の職員相互

のコミュニケーションの不足，そして職員一人ひとり

の自己啓発・自己研鑚の姿勢の欠如など，これらが重

なり合って今回の事故につながったものと考えられる．

VIII 事故の再発防止対策

1 事故発生直後に行った再発防止対策

（1） 返血操作の見直し：生理食塩液への全面切替

えと返血マニュアルの改訂

東金病院では，事故の翌日である5月26日に臨時

の医療安全委員会を開催し，事故原因の解析を行うと

ともに，可及的速やかな再発防止策について検討を行っ

た．

その結果，透析終了後に透析回路内に残された血液

を体内に戻す返血操作の方法について，これまで実施

していた生理食塩液100mlと空気を用いる方法では，

この事故のように，透析機器の誤操作により体内への

空気誤入の危険性がある．

従って，返血操作時の透析回路の充填には，生理食

塩液に引き続いて空気を血液ポンプで送り込むそれま

での操作方法を取り止め，生理食塩液のみを使用する

方法に改めることに決定した．

透析室ではこの決定を受けて，直ちに，返血マニュ

アルの改訂を行い，5月27日から生理食塩液のみを

使用する新しい返血方法に切り替えた．

（2） 透析室における点滴治療についての見直しと

各種マニュアルの整備

体外循環操作の一種である透析治療には，厳しい安

全性の確保が要求されるが，東金病院透析室には透析

中及び透析後の点滴についてのマニュアルが整備され

ていなかった．

今回の事例では，返血後に透析回路を用いて抗生剤

の点滴を行うことになった際，東金病院では通常は行

わない業務であるにもかかわらず，具体的な実施方法，

あるいは実施する際の注意点など透析室内の意識が統

一されていなかったために，業務の安全性が確保され

ず，事故発生の背景因子の一つとなった．

そこで，以上の点に留意して，透析中及び透析後の

点滴に関するマニュアルを新規に作成し，6月1日か

ら実施している．

主な点としては，

ア 透析室での点滴は透析中に終了するように行う．

イ 入院患者の透析終了後の点滴は，原則として病

棟で行う．

ウ 透析終了後に透析室で点滴を行う場合には，返

血操作を終了し，透析回路を取り去った後，残さ

れた留置針から行う．透析回路は絶対に使用しな

い．

さらに，透析室のマニュアルリストの全面的見

直しを行い，「静脈注射マニュアル」，「輸血マニュ

アル」などを新たに作成するとともに，既に作成

済のマニュアルについても総点検のうえ，改訂作

業を行い運用されている．

（3） 透析室における業務分担及びチーム医療体制

の見直し

東金病院透析室の看護方式は今まで機能別であり，

リーダーナースとメンバーナース，臨床工学技士で業

務分担していた．しかし，業務中心のためスタッフは

受け持ち患者を持たず，一人の患者に一人の看護婦・

士が最後まで治療・看護に責任を持つという看護体制

ではなかった．

今回の事例のように，返血操作・点滴を施行した看

護婦・士と点滴終了後の操作を行った看護婦・士が別々

の場合，責任があいまいとなり，一人の看護婦・士が

一連の操作を安全確認しながら実施することが難しく，

エラーを起こしやすい環境にあったと考えられる．

事故の再発防止にはチームナーシング制やプライマ

リーナーシング制等を採用して，一人ひとりの患者に

受け持ち看護婦・士を配置して看護の責任を明確にす

る看護体制への改善が不可欠である．さらに，各スタッ
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フ間のコミュニケーションの充実を図るとともに，医

師も含めたチーム医療を強化する必要がある．

そこで，今回の事故後，透析室の業務分担及びチー

ム医療体制に関して現在までに行った改善策は以下の

とおりである．

ア 看護方式の改善：臨床工学技士の機能別業務の

他受け持ち方式をチームナーシング制へ転換．

イ リーダーナースとメンバーナースの業務分担連

絡体制業務マニュアルの改善．

ウ チーム業務計画表の作成（医師の指示表を含み，

詳細な指示を徹底）．

エ 各種記録の見直し：施行サイン欄の追加（血液

透析記録，透析設定チェックリスト）など．

2 事故発生直後に行った再発防止対策の事故調査委

員会の評価

事故後，東金病院では直ちに返血操作の見直しを行

い，透析終了後に回路に残された血液を静脈に戻す返

血操作法について，透析回路の充填に生理食塩液のみ

を使用する安全な方法に改良し，体内への空気誤入の

危険性が回避されている．また，透析室における点滴

治療についても，新たなマニュアルを作成するととも

に，既存のマニュアルも見直すなど透析業務の周知に

努めている．

さらに，従来，業務ごとに仕事を分担して行ってい

た機能別看護方式をチームナーシング制へ転換すると

ともに，チーム業務計画表の作成など医師も含めたチー

ム医療体制の強化・コミュニケーションの充実に努め

ていることなど，事故防止への病院の取り組みは意欲

的で評価できる．

しかしながら，以上の取り組みはあくまでも，事故

直後，可及的速やかに行なわれた改善策であり，今回

の事故の原因究明で明らかにされた根本的な問題点に

ついては，以下に示すような病院組織をあげての抜本

的な改革が不可欠である．

3 東金病院における再発防止対策

今回の事故は，透析医療の安全性に疑問と不安を投

げかけ，全国で20万人と言われる透析患者並びに透

析医療に関わるすべての医療関係者を震撼せしめた．

まさに医療人として痛恨の思いがある．今求められて

いるのは，いかに安心して透析治療を受けられるよう

になるのか，その具体的な改善策の提示と，一日も早

いその実践である．また同時に，地域住民の信頼回復

という観点から，地域中核病院としての東金病院の存

在が根本から問われていることを胆に銘じなければな

らない．

今回の事故の原因究明で明らかにされた背景因子あ

るいは問題点を整理すると，（1）東金病院において安

全な透析医療を再構築するために，透析部門において

必要である再発防止対策と，（2）地域住民の信頼回復

に向けて安心して受診できる医療を提供するために，

病院全体で取り組まねばならない医療事故防止対策と

に分けることができる．

（1） 透析部門における再発防止対策

まず，透析部門においては，以下に述べるように組

織改革を伴う透析部門の位置付けの見直しと透析治療

に関わるスタッフの教育方法の見直し並びにその評価

方法の整備が最も重要な課題である．

ア 透析部門の位置付けの見直しと組織改革

最近の公的病院における透析部門の位置付けとし

ては，医師，看護婦・士，臨床工学技士からなる透

析部を中央診療部門の一環として整備する方向にあ

る．しかしながら，東金病院の透析室は，看護部の

1単位として位置付けられており，透析医療の責任

者としての透析部長は置かれておらず，システム管

理体制をはじめ，危機管理体制上問題がある．従っ

て，今後，透析に関わる事故再発防止のためには透

析部門の組識改革が不可欠である．

まず，第1は，現在の透析室を透析部として中央

診療部門の一つに独立させることと，透析医療の責

任者である透析部長を設置することである．

第2は，必要な改革として，臨床工学技士の位置

付けの見直しがあげられる．現在，東金病院では透

析室看護士長の下に看護婦・士及び臨床工学技士

（診療部から出向）が配置されている．一部の看護

士は臨床工学技士の資格を有しており，看護士とし

てのみならず，臨床工学技士としても同院の透析医

療を支えている．

現在，多くの国立病院や自治体病院，公的病院に

おいては臨床工学技士を看護部から独立させて，病

院長直属または透析部長の下に位置付けているとこ

ろが多い．
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今後，東金病院では透析医療の質と信頼性の向上

のために，透析部の組織改革が必要であり，下図の

ような体系が望ましい．

イ 透析室スタッフの教育方法の見直しとその評

価方法の整備

（ア） 透析スタッフの資質の向上

医療事故の原因としてはシステムに起因するミ

スが数多くある一方，専門スタッフとしての必要

な知識や技術が未熟であったり，経験が不足して

いるために起こる事故やミスも少なくない．

今回の事故では，透析装置のメカニズムの理解

不足による誤操作（血液ポンプの再作動）と透析

装置を取り扱う際の危機管理意識の欠如による操

作ミス（ペアンの開放）が直接の原因となった．

今後，透析医療の安全性を確保していくためには，

技術・知識のレベルなどの向上あるいは危機管理

意識の高揚を通じて透析室スタッフの資質を保証

していく体制が極めて重要である．

（イ） 教育システムの充実

今回の事故原因の分析で明らかにされたように，

安全な透析医療を提供するためには，透析操作に

ついて手順を正確に行うことへの注意やうっかり

ミスについての対策だけでは事故防止には不十分

である．すなわち，透析治療が透析装置を用いた

体外循環の一種であることから，日常業務や教育・

研修を通じて，透析装置をはじめとする透析に用

いられる各種医療機器のメカニズムを十分に理解

したうえで，これらの機器の操作方法を習得し，

さらには，どのようなことが危険操作なのかを学

ぶことが不可欠である．

換言すると，透析に関わるスタッフ教育のあり

方を根本から見直す必要があり，『経験則や手技

の習得を重視した教育』だけでなく，『メカニズ

ム・理論に基づいた教育とその実践』という教育

システムを取り入れ，充実を図ることが必要であ

る．

（ウ） 教育・研修の評価システムの導入

医師をはじめとして透析に関わるスタッフの教

育に関しては，研修プログラムの見直しとともに，

重要な点として，教育・研修の成果をどのように

評価するかそのシステムの確立をあげたい．具体

的には透析関係の各種装置のメカニズムの理解度

や業務内容の習熟度（練度・経験度）を評価する

ためのシステム，例えば，チェックリスト制など

の導入が急がれる．

今後は，透析医療に関わる医師，看護婦・士，

臨床工学技士のそれぞれについて教育・研修評価

方法の整備が必要になると考えられる．

（エ） 危機管理意識の高揚

危機管理意識の高揚に関しては，具体的には透

析のような体外循環にはどんな危険要因が内在し

ているのか，医療機器の操作手順を間違えるとど

んな事故を起こす危険性があるのかなどについて

の，危機管理の視点からの教育プログラムの整備・

充実が急務である．例えば，今回の事例のように，

通常は返血操作後回るはずのない血液ポンプが回っ

ているのを発見したときには，これは異常事態で

あると認識して，お互いに声を掛け合って，なぜ

ポンプが回っているのか，また回路内にどのよう

な影響が出ているのかをチーム全体で把握するこ

とが自然に行えるようなスタッフとその環境を育

てることが必要である．

（2） 東金病院全体で取り組むべき医療事故防止対

策

今回の事故から，学ぶことは極めて多い．それは，

透析室のみに止まるものではなく，病院のすべての部

署においてあてはまることである．

すなわち，公的医療機関としての東金病院のあり方

の根幹にふれる問題である．

医療従事者は『良質な医療の追求は同時に医療の安

全性・信頼性の確保と表裏一体のものである』ことを
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肝に銘ずるべきである．

今後，東金病院が地域住民の信頼を回復し，地域の

基幹病院として常に第一級の医療を提供していくため

には，次に示すような病院をあげての抜本的な改革が

必要であり，そのために最大限の努力をするべきであ

る．第1は，医療の安全性と信頼性を確保するための

危機管理体制の整備・強化であり，第2は，医師をは

じめとする病院職員の意識改革，特に危機管理意識の

改革である．

ア 東金病院医療安全委員会の整備・強化

東金病院に設置されている「医療安全委員会」は，

平成11年の春，全国で相次いだ医療事故をふまえて

発足したものである．院内の各部門を統括し，事故防

止について病院全体の中枢となる組織であり，その役

割は，事故防止に関する各種の具体的措置やマニュア

ル，職員研修，その他事故防止に関する一切のことを

決定する機関である．

医療事故防止の危機管理として，「人はミスを起こ

すものである」ということを前提にして，ミスが起こ

りにくいシステムや，たとえミスが起きてもそれが事

故に直結しないような組織横断的な事故防止体制によっ

てシステムを改善していくことが重要である．

院内に設置されている感染対策委員会等でとりあげ

られる議題の中には医療事故やその防止に関わりの深

いものも多い．したがって，医療安全委員会ではこれ

らの委員会の情報もうまく共有し，活用することによっ

て，より効率的で効果のある事故防止システムを構築

することが必要である．

そこで，医療安全委員会の活動に関して，各種の作

業を適切にサポートする体制整備を図ることが重要と

なる．

事故・ニアミス報告の分析等については，医師や看

護婦・士などの協力が不可欠であり，事故・ニアミス

の報告を推進するような環境を整備するとともに，専

任スタッフの配置ということも含めて，適切な支援体

制がなければ十分に機能を発揮することは困難である．

また，委員長を務める病院長のリーダーシップを補佐

し，実際の作業を担当するスタッフを適切に指導する

存在として，事故防止・安全問題を担当するゼネラル

リスクマネジャーを新たに任命することも効果的であ

ると考える．

イ リスクマネジャーの任命

医療安全委員会は，病院全体の立場から事故防止に

関する諸問題を検討し決定する組織であるが，これと

は別に，それぞれの医療現場で事故防止に取り組む体

制を整備することが必要である．

このため，院内の各部門での事故防止・安全問題に

ついての中心的な役割を担う職員を，「リスクマネジャ

ー」として任命することが必要である．

リスクマネジャーは，各部門と医療安全委員会とを

結ぶ役割を担うものであり，両者の密接な連絡を図る

とともに，各部門相互間の連絡も密にし，常に院内の

縦横の連絡を緊密に確保するように努めることが必要

である．

また，リスクマネジャーは，各部門内における事故

に関する情報を収集し，事故の背景要因を分析し，そ

の結果を現場にフィードバックすることにより，職員

に注意を促し，事故を未然に防止する役割を担うもの

である．特に，事故が起きた場合は，必ず医療安全委

員会に報告し，事故の再発防止に活かすことが重要で

ある．

その他，リスクマネジャーは，医療安全委員会と連

携した医療事故の監視及び各部門を定期的に巡視し，

チェックリストにあげた問題への対応が取られている

かを確認するなどの業務を担うものである．
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ウ 医師の意識改革と責任の自覚について

近年，病因・病態の解明，診断や治療技術は長足の

進歩を遂げている一方，インフォームド・コンセント

やクオリティオブライフなどの患者中心の医療が一層

求められている．医師はこれまでとは異なった責任と

自覚を持つことが要求されている．すなわち，医師は

安全で信頼される第一級の医療を提供するため，中心

的な役割と責任を果たすべく努力することが問われて

いる．

医療事故防止のために組織が整備されたとしても，

それを支える医療スタッフの意識改革なしには，実効

のある改革は成し得ない．透析医療に限らず，多職種

で構成されるチーム医療においてはその最高責任者で

ある医師の意識改革，特に，危機管理意識の改革が医

療事故を防止するうえで極めて重要である．チーム医

療においては，医師は医療チームの最高責任者として，

自らの診療行為について責任を負うとともに，医師の

指示の下，チームメンバーである看護職員や他のスタッ

フが行う行為についても自分が最終的な責任を負って

いることを自覚して診療にあたらなければならない．

しかし，今回の事故では，医師の危機管理意識，特

に，指示行為における危機管理意識の欠如が明らかに

なった．一つは指示内容の不備であり，もう一つは指

示の実施にあたっての具体的な指導の欠如である．医

師は自らが責任を持つ医療チームが行う医療行為につ

いて，チーム全体を見渡してその指示が適切にかつ安

全に実施されるよう最大限の努力を払わなければなら

ない．医師はわかりやすく正確な指示を出す一方，医

療チームの全体を見渡して必要な指導を行うことが要

求される．また，日頃からチーム全体を見渡してどの

ような問題点があるのか，特に，危機管理体制の不備，

教育研修システムの不備などを把握し，先頭に立って

その改善に取り組むことも必要である．

従来，医療事故防止については，医療の安全性・信

頼性の確保のみに焦点がしぼられる傾向があった．し

かし，医療の安全性・信頼性の確保は良質な医療の追

求と表裏一体のものであることから，今後は両者を一

体のものとしてとらえる視点が必要になってくると思

われる．

既に，複数の国立大学医学部においては，外部組織

による評価システムが導入され，医学教育・研究の改

革に大きな成果をあげている．今後医療の現場で積み

重ねられる，安全でかつ質の高い医療を構築するため

の改革努力とその実績を第三者により評価し，今後の

反省と改革目標にするための『外部組織による医療評

価システム』の導入について考慮すべき時期にきてい

るのではないだろうか．このような外部評価システム

の導入は，医師の意識改革をもたらすことが期待され，

東金病院が地域の中核病院としての改革を進めるうえ

で重要である．

エ 職員の自己啓発・自己研鑚

医療は，様々な職種の専門性を持つ，医療従事者に

より，提供されるものであり，即ちスタッフや患者が

医師に気軽に診療内容を確認できる雰囲気作りに努め，

相互チェックできるようにすることが重要である．

医療従事者は，常に患者の信頼に応えて質の高い医

療を目指し，人命を預かる仕事に従事しているという

強い責任感と使命感を持つことが大切である．このた

め，より安全な機械・器具の操作方法の見直しやマニュ

アルの見直しが必要であることから，定期的にカンファ

レンスによる研修システムの確立を図ることが重要で

ある．

近年，医療技術や医療機器は益々進化しており，患

者の権利意識の高まりなど医療に対する意識も変化し

ている状況に，適確に対応していくためには，職場内

研修はもとより，職員一人ひとりが自己啓発・自己研

鑚に励むことが重要である．

また，病院全体として，職員の能力向上に取り組み，

そのバックアップ体制をハード・ソフト両面で整備す

ることにより，病院全体の活性化が図られ，事故の再

発防止に役立つものと思われる．

4 提言：より安全な透析医療を目指して

（1） 透析装置の改良：動脈側回路の圧モニタ監視

装置の搭載

返血操作終了後，誤って血液ポンプを再作動させ，

回路内が加圧された場合，動脈側のエアートラップに

加圧に対する監視警報装置が内蔵されている透析機器

であれば，過大な圧が加わる前に警報を発して血液ポ

ンプを自動的に止めることができ，今回のように誤操

作をしても事故に至らないと考えられる．

現在，国内で使用されている透析装置には，動脈側

回路の圧モニタ監視装置が搭載されているものは少な

い．海外においては，ドイツのように動脈側回路の圧
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モニタ監視装置の搭載を義務付けている国もある．

人間はエラーを犯すものという前提を考える時，医

療従事者が誤操作をしても，安全装置が働く透析機器

の改良を強く要望する．

（2） 透析業務用として容量の大きい生理食塩液の

バッグの製品化

返血操作時に透析回路内に血液ポンプを用いて，生

理食塩液を送り込む場合は，通常200mlから300ml

が必要とされている．一方，透析前に透析回路を洗浄

し，プライミングするためには最低1,000mlの生理

食塩液が必要とされている．限られた透析診療報酬の

枠内で返血用として新たに200mlから300mlの生理

食塩液を購入するのは難しく，そのために返血操作に

は空気を用いざるを得ない現状がある．

プライミング操作と返血操作に用いる必要量をカバー

する1,300ml規格の生理食塩液のバッグが製品化さ

れることを強く要望する．

IX 事故調査委員会 委員意見

1 医師の立場から

千葉大学医学部附属病院人工腎臓部 志賀英敏

千葉社会保険病院透析部 室谷典義

（1） 事故発生後の東金病院の取り組み方に関して

医療事故が相次ぎ，医療者の対応の遅さや隠蔽等が

取りざたされている状況の中で，今回の医療事故に対

し，東金病院は臨時の医療安全委員会を開催し，事故

の分析，業務の見直しを行い，さらには改善策を実行

しており，こうした対応の迅速さは特筆すべきである．

病院長を始めとした病院スタッフが，今後の事故防止

対策に一丸となって真剣に取り組んでいる姿が印象的

であった．同じ医療関係者として敬服に値する．

（2） 事故防止のための提言

事故防止のための対策に関しては，報告書の本文中

に記載したが，人的な面から，透析周辺機器の面から，

の二面から意見を述べる．

ア 人的な面から

（ア） 透析療法を施行する際に，人工心肺等と同じ

・体外循環・を施行しているという認識，すな

わち小さなミスが直ちに患者さんの生命に関わ

るという認識を，スタッフ一人ひとりが持って

施行すること．

（イ） 透析スタッフの教育体制の確立．

（ウ） 医師，看護婦・士，臨床工学技士の役割分担

を見直し，チーム医療としての透析医療を行う

こと．

（エ） 臨床工学部を設置し，その位置付けを確立す

ること．

（オ） 医療安全委員会やリスクマネジメント委員会

の活動を高め，インシデントレポート，アクシ

デントレポートの提出を徹底し，分析・改善を

繰り返し行うこと．

等が事故防止に重要である．

イ 周辺機器の面から

（ア） いわゆるエアー返血をなくす，すなわち回路

にエアーを入れることなく返血作業ができるよ

うにする．透析用として1,300ml生理食塩液

バッグがあれば，透析回路のリンシングとプラ

イミングに1,000ml使用した残り300mlを用

いて，返血時にエアーを入れることなく返血す

ることが可能である．この1,300ml生理食塩

液バッグを全国規模で要望し，製薬会社の協力

を得て市販してもらう．1,300ml生理食塩液

バッグの製造コストは，現在市販されている

1,000mlバッグとほとんど変わらないと考え

られる．

（イ） 透析回路のA側のエアーチャンバーにもV

側エアーチャンバー同様，圧モニタを設置し，

回路内圧が異常になると警報が鳴り，血液ポン

プが停止するように設定する．

等，製薬会社・医療機器製造会社の協力を得て，対策

をとるべきであろう．

（3） 対策の取り方に関して

『Humanistoerr.』といわれるように，人間は，

間違いを犯す生き物である．人的ミスに対し，ミス自

体を無くすといったエラーレジスタント方式で事故を

減少させようとすることも大切であるが，各部署で人

は入れ替わり，徹底されないことも多い．麻酔器の酸

素や笑気を接続する際，ミスを犯して誤接しようとし

ても，ジョイントの色だけでなく形状も異なり，接続

できないようにしてあるといったエラートレラント方

式を各所に取り入れていくこと，すなわち，返血時に
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エアーが血管内に流入しないように，エアーを回路内

に全く入れないといった対策をとる．また，それを医

療界全体で考えていくことが重要であると思われる．

2 看護の立場から

川崎製鉄健康保険組合千葉病院 近藤明子

今回，東金病院事故調査委員会の委員として，看護

の立場から事故の調査及び原因究明にあたった．提言

事項，調査内容については報告書にまとめられ報告さ

れているとおりであり，マニュアルの改良，看護方式

の見直し等，即対応され整備されていた．なお，その

うえで今回の事故を振り返り私見を述べたい．

毎日のように医療事故の報道がなされているが，そ

のなかで私達はいかに患者さんが安全に，安心して医

療が受けられるか日夜悩みながら努力している．そし

て多くの事故を，各々が他人事としてではなく自分の

事として謙虚に受け止め共有していかなければならな

い．

今回の事故は，患者さんの痛みや苦しみを少しでも

少なく安楽にしてあげたいという優しさのみを最優先

したため，本来専門職として持ち合わせているはずの，

冷静でかつ緻密な判断能力が働かなかったことで起き

た事故であると考える．事故を分析していくうえで，

誰が事故を起こしたのかではなく，なにが事故を招い

たのかという観点にたつことが大切である．その背景

に隠れている事実を，医療関係者以外の人達にも正し

く認識していただきたい．

看護婦・士は，常に医療の最前線にいて患者さんと

直接関わり，多くの判断を瞬時に要求される．また時

には終末期の患者さんとゆっくり話をし，豊かな気持

ちで最後が迎えられるように関わりたいと，勤務時間

が過ぎてまでも関わろうと努力している．一般病棟の

夜勤は3人程度のスタッフで携帯ナースコールを持ち，

50人からの患者さんをケアしており，常にケアの過

密状態のなかで勤務が行われている．この状態は決し

て特別ではない，一般病院の姿である．

何か事があるごとに看護職の質の問題，量の問題が

取りざたされるが，多くは取りざたされるだけで根本

的な解決策までには至らず，常に姑息的な対策に止まっ

てしまうことが多い．現在の看護教育の中でも専門的

知識，一般教養等のカリキュラムの内容，時間数の不

足等まだまだ多くの問題を抱えている．患者さんが心

から安心して医療が受けられるよう，そして現場にい

る看護職が少しでもゆとりを持った看護が提供できる

ような体制を，国の政策に組み入れ，早急に検討され

ることをこの場を借りて望みたい．

3 事故調査委員会として

最後に，今回の事故で亡くなられた患者さんのご冥

福を心からお祈り申し上げるとともに，ご遺族の方々

に心からお悔やみ申し上げます．また今後の医療事故

の減少を切望し，この報告書がそのために少しでも貢

献することを願うものであります．

X おわりに

今回の県立東金病院の医療事故について，関係者か

らの事情聴取や事故再現などを含め，様々な角度から

調査を行ったところ，この事故は，透析中の事故では

なく，透析終了後，透析回路を用いて行った抗生剤の

点滴中に発生した事故であることが判明した．

事故の直接の原因は，返血操作後に，血液ポンプを

再作動させたことと，本来，開けてはならないペアン

を開放したことによるものであるが，事故発生の背景

には，チーム医療を提供する上で大切な職員相互間の

連携の不足，危機管理意識の欠如，機器操作知識の欠

如などの要因が重なり合って発生したものである．

医療事故は，一つのミスが重大な結果を招くという

認識を常に持つことが重要なことである．

東金病院においては，本報告書が示した対策を着実

に実行するとともに，事故再発防止に全力で取り組み，

組織をあげて安全管理体制を確立し，一日も早く信頼

が回復されるようあらゆる努力を傾注しなければなら

ない．

また，東金病院だけの問題に止めることなく，他の

千葉県立医療機関全体の問題として関係者全員が強く

反省し，医療事故防止のための安全対策を図り，県民

が安心して医療が受けられるような医療体制の確立を

期待する．
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資料1

東金病院事故調査委員会運営要綱

制定 平成12年6月9日

（目的及び設置）

第1条 東金病院において，平成12年5月25日に起

きた医療事故（以下「事故」という．）につい

て，事故の調査及び原因究明を行い，もって事

故の再発防止を図るため，東金病院事故調査委

員会（以下「調査委員会」という．）を置く．

（所掌事務）

第2条 調査委員会は，前条の目的を達成するため，

次の事項について調査・検討する．

（1） 事故の調査及び分析について

（2） 事故の原因究明について

（3） 再発防止策の検討について

（4） その他必要なことについて

2 調査委員会は，前項の業務に関し，報告書を

作成し，健康福祉部長に提出するものとする．

（委員）

第3条 調査委員会は，健康福祉部長が委嘱する次の

者をもって構成する．

（1） 千葉大学医学部付属病院に勤務する医師1

人

（2） 県内の病院に勤務する医師1人

（3） 県内の病院に勤務する看護婦1人

2 調査委員会に委員長を置く．

3 委員長は健康福祉部長の指名する者とする．

（職務）

第4条 委員長は，調査委員会を統括し，調査委員会

を代表する．

（特別委員）

第5条 健康福祉部長は，第1条の目的を達成するた

め，医療に関する専門家を特別委員として委嘱

することができる．

2 特別委員は，必要に応じて委員会に出席する

ものとする．

（参考人の出席等）

第6条 委員長は，必要があると認めるときは，事故

の関係者に対し出席を求め，第2条に定める業

務に関し，意見を求めることができる．

2 委員長は，第1条の目的を達成するため，第

3者に意見を求めることができる．

（会議）

第7条 調査委員会の会議は委員長が召集し，その議

長となる．

（庶務）

第8条 調査委員会の庶務は，県立病院課及び東金病

院において行う．
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附則

この要綱は平成12年6月9日から施行する．

この要綱は業務の終了をもって廃止する．

資料2

東金病院事故調査委員会委員名簿 （敬称略）

資料3

事故調査委員会審議経過

資料4

東金病院事故調査委員会提出資料一覧

資料5

千葉県立東金病院の概要

1 所 在 地 東金市台方1229

2 開設年月日 昭和28年8月1日

3 開 設 者 千葉県

4 診 療 科 目 内科，呼吸器科，消化器科，循環

器科，小児科，外科，整形外科，

脳神経外科，小児外科，皮膚科，

泌尿器科，産婦人科，リハビリテー

ション科，放射線科，麻酔科，耳

鼻咽喉科，眼科

（17診療科）

5 病 床 数 191床

（内 訳） 一般病床 179床

結核病床 12床

6 組織・人員

（1） 組織
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氏名 職名 主な役歴 備考

志賀英敏
し が ひでとし

千葉大学医学部

付属病院

人工腎臓部副部長

日本透析医学会会員

日本救急医学会

認定医

委員長

室谷典義
むろたにのりよし

千葉社会保険病院

透析部長

日本透析医学会

評議員

千葉県透析研究会

会長

近藤明子
こんどうあき こ

川崎製鐵健康保険

組合

千葉病院看護部長

社団法人千葉県看護

協会理事

社会経済福祉委員会

担当

（医療事故関係）

回 開 催 日 議 事 内 容

第1回 6月30日（金） 【県立病院課及び東金病院からの

主な説明】

1 委員会の設置目的と役割

2 事故の概要

3 東金病院の概要

【議事内容】

1 今後のスケジュール

2 事故報告に対する質疑

3 報告書の方針決定

第2回 7月4日（火） 【東金病院からの主な説明】

1 透析室の概要

2 患者の入院経過

【議事内容】

1 事故の経過（聞き取り調査）

《事故再現》

第3回 7月14日（金） 【議事内容】

1 事故原因の分析

2 報告書（案）検討

第4回 7月19日（水） 【議事内容】

1 事故の再発防止対策

2 報告書（案）検討

第5回 7月24日（月） 【議事内容】

1 報告書（案）最終稿確認

7月26日（水） 報告書提出

回 数 資 料 の 内 容

第1回資料 1 東金病院の概況

2 東金病院がこれまで行ってきた取り組み

3 東金病院の人工透析について

4 東金病院の医療事故について（経過状況）

5 東金病院記者会見要旨

6 患者への連絡について

7「緊急センター長・病院長会議」について

第2回資料
1 透析室の概要

2 患者の入院経過

診療部

医療局長 看護部

病院長 薬剤部

事務局長 庶務課

医事課



（2） 種別人員

平成12年5月25日現在

7 診療実績（平成11年度）

外来患者数 127,305人（一日平均433人）

延入院患者数 54,339人（一日平均149人）

人工透析患者数 6,447人（一日平均 22人）

資料6

東金病院がこれまで行ってきた取り組み

1 信頼回復のための方策

（1） 県立病院としての経営理念（哲学）の確立

（2） 二次救急輪番制の導入に伴う重症・救急患者

の積極的な受入体制の整備

（3） 患者サービスの向上

（4） 病診連携・医薬分業の推進

（5） 全員参加による病院経営の基礎固めと働きが

いのある病院づくり

2 病診連携

地元医師会との学術交流，院内スタッフの活性化を

図る「東金病院イブニングカンファレンス」，重症症

例などの「ケースカンファレンス」を通じ，院内外の

医師たちの相互理解を進めるとともに，平成10年か

ら一層の研修支援窓口として地域医療支援室を開設し

ている．

また，平成12年からは山武医療圏治験ネットワー

クを通して，医師会及び診療所との連携により，地域

完結型の病診連携を図っている．

3 医療事故対策

当院では，県民への医療の質の向上に資することを

目的として，平成11年5月に「東金病院医療安全委

員会」を設置している．

会議は，毎月1回開催し，各部局からどんな些細な

ものであっても，インシデント・アクシデント報告を

行うこととしており，報告書には，予測される危険度

評価スコア，患者影響レベルスコアを記入することに

より，患者への影響の実態，危険度の予測や今後の事

故防止対策への活用を図っている．

4 訪問看護・在宅医療支援

当院が，医療圏で目指すものは「従来の病院完結型

在宅医療から新たな地域完結型在宅医療への転換」で

ある．

現在，在宅医療支援による地域医療のレベルアップ

を図るため，在宅中心静脈栄養療法を中心に新たな在

宅医療システムを立ち上げつつある．

当院は，在宅患者の急変時には無条件で受け入れを

する地域医療支援型病院として整備を図っている．

5 医薬分業（薬局との連携）

従来，当院の院外処方箋発行率は極めて低かったが，

平成10年8月から院外処方を全面導入し，現在では

85％前後である．

院外処方は，待ち時間の短縮化をはじめ，通院患者

の服薬指導を地域の調剤薬局の薬剤師が行うことによ

り「コミュニティー単位での服薬指導」が可能となっ

ている．

6 治験

当院は，平成10年度に治験関連施設を整備し，高

血圧，糖尿病，痛風，変形性関節炎などの治験を積極

的に引き受け，地域の方々と協力してこれらに対する

新しい治療法の開発に取り組んでいる．

現在，地域医療支援事業の一環として，複数の診療

所が治験に参加する山武地域治験ネットワークを立ち

上げ，治験を機軸に新たな地域医療連携のあり方を模

索している．

7 ネットワーク（院内）の整備

院内スタッフの活性化を目指した院内LANが，平
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（単位 人）

職 種 人 員 職 種 人 員

医師 20 臨床検査技師 7

事務職員 11 薬剤師 5

技術職員 5 看護婦・士 109

臨床工学技士 1 助産婦 7

栄養士 3 看護助手 8

調理員 4 マッサージ士 4

理学療法士 2 医療助手 9

放射線技師 5 人員合計 200



（本論文は東金病院事故調査委員会の許可を得て本誌に掲載した）

成10年12月に完成，これにより，24時間のインター

ネット接続が可能となり，院内外のコミュニケーショ

ンの充実・強化を図っている．

資料7

本件事故における関係者の記号について
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記号 職種・職位等 事故発生当日の役割等

P氏 患者 人工透析後，点滴を受けた患者

HN 看護士長 透析室看護の責任者

途中から出張

N1 透析室看護婦 看護士長のサブ

当日のリーダーナース

N2に透析後の回路使用点滴を指示

輸液ポンプをオフにし，ペアンをはず

した当事者

N2 透析室看護婦 点滴セットの当事者

血液ポンプを再作動させ，Pから離れ

る．

N3 透析室看護婦 患者には直接かかわらず．

N2に点滴は病室でやるべきとアドバ

イス

N4 透析室看護士

（兼臨床工学技士）

透析室内で他の患者の処置をしていた．

N5 第一病棟看護婦 N2に透析終了後の点滴を依頼

D1 内科医師 透析担当医師

毎朝の抗生物質の点滴を指示

D2 内科医師 透析主任担当医師 主治医

透析後の回路使用点滴を口頭指示

D3 外科医師 透析担当医師

気管内挿管を施行

D4 院長 院長

死亡確認・警察署へ連絡



はじめに

わが国に透析医療が導入された頃は，ウイルス肝炎

研究の黎明期でもあった．HBVがオーストラリア抗

原として認知され，SRID法の測定が普及し始めた頃，

わが国の透析室では，患者が，また職員が次々とB

型肝炎に罹患する事態が発生していた．

透析以外の分野でも輸血後の肝炎が問題となってお

り，米国の駐日大使が暴漢に襲われ，受傷した際に用

いられた輸血でB型肝炎が発症し，この事件を契機

に，それまでの売血制度が献血制度へと変更された．

その後，B型肝炎抗原の測定法が確立されると，輸

血用血液のスクリーニングが開始され（1972年），

新規の感染は激減するに至った．しかし，その後も輸

血後肝炎は残存し，nonA nonB肝炎と呼称されてい

たが，この内の大部分がカイロン社製の抗体測定法で

陽性を示し，C型肝炎ウイルスとして同定された．C

型肝炎もまた，輸血のスクリーニングが開始され

（1989年），新規の感染は激減している．

この他GBV C（G型肝炎ウイルス）や，TTVに

よる肝炎などと透析患者との関連の報告もあるが，そ

の意義などについてはなお検討中である．

一方，透析の分野では，集団で体外循環を実施する

という治療法の特性から，輸血によらないウイルス肝

炎の集団的または散発的発生は続いており，改めて院

内感染としてクローズアップされるに至った．

1 透析医療機関におけるウイルス肝炎の蔓延度

表1に，透析施設の各種肝炎ウイルスの感染状況

を示した1）．HCV－RNAについてみると，患者の透

析期間が長いA，B，Fの3施設で20％以上の陽性率

を呈しており，透析歴が長いほど陽性率が高いことを

裏付けている．

日本透析医学会は東京都の劇症肝炎集団発生の直後

の1994年10月に全国調査を実施し，HCV抗体陽性

率23.7％，HBs抗原陽性率3.7％と報告している2）．

また，1999年9月に実施された日本透析医会の調

査では，HCV抗体陽性率 17.7％，HBs抗原陽性率
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増子記念病院

表1 8透析施設における肝炎ウイルス感染状況1）

Dialysis
centers n GBV C

RNA
HCV
RNA AntiHBs/HBc† HBsAg Duration

（years） Transfusions

A

B

C

D

E

F

G

H

41

295

59

81

49

47

46

27

4（10％）

24（8％）

4（7％）

4（5％）

2（4％）

2（4％）

0

0

13（32％）

71（24％）

8（14％）

8（10％）

6（12％）

11（23％）

6（13％）

2（7％）

13（32％）

85（29％）

19（32％）

35（43％）

19（39％）

10（21％）

21（46％）

9（33％）

0

4（1％）

0

1（1％）

1（2％）

0

0

0

9.5±6.6

10.3±7.1

7.2±6.3

6.0±4.6

5.9±6.0

9.7±6.6

4.5±3.6

1.2±1.4

29（71％）

189（64％）

51（86％）

26（32％）

33（67％）

32（68％）

22（48％）

6（22％）

Total 645 40（6.2％） 125（19.4％） 211（32.7％） 6（0.9％） 8.2±6.7 388（60.2％）

† PositiveforantiHBsorantiHBc,orboth,intheabsenceofHBsAg.



2.9％であった3）．

また，日本透析医学会統計調査委員会は随時調査と

して，1999年12月末時点での調査に肝炎ウイルスの

蔓延率を加え報告しているが4），これによれば，HCV

抗体陽性率 15.5％，HBs抗原陽性率 2.1％ となって

いる．

それぞれの統計の対象患者などには差異があるもの

の，これら大規模調査の結果を見る限りでは，透析患

者における肝炎ウイルスの蔓延率は低下してきている

ものと考えられる．

2 最近の肝炎集団発生の事例から

1） B型肝炎

最近，報道などで大きく取り上げられた透析室内で

のB型肝炎の集団発生は，1994年の東京都と1999年

の兵庫県の例である．東京都の場合は，5人のB型肝

炎発症，うち4人の劇症化による死亡であり，兵庫県

の場合は7人の肝炎発症，うち6人の劇症化による死

亡というケースであった．

いずれのケースも行政の関与する中で，ウイルス肝

炎疫学の専門家を中心に厳格な調査が進められ，報告

書が作成されており，これを参照されることを勧める

が，ここで調査結果の概要をまとめてみると表2の

ようになる5,6）．

2） C型肝炎

兵庫県のB型肝炎の集団発生が報道されて以降，

報道機関を通して問題となった透析室内のウイルス肝

炎院内感染は，広島県・岩手県・静岡県に見られる．

前二者については，報道内容から想像するにいわゆる

集団発生とは考え難く，長年にわたる散発発生例の集

約と考えられる．一方，静岡県のケースは，ほぼ同時

期に発生した集団発生と思われ，現在調査が進行中で

あるが，病院管理者の発言からは，ヘパリンや生食な

どの注射薬剤の関与した可能性が示唆されている．

昨年（1999年4月）より施行された感染症新法に

よれば，新規発生のウイルス肝炎は届け出が義務づけ

られている．厚生省の集計では，毎週約5～10件前後

の急性ウイルス肝炎の届け出が見られ，この中には透

析施設からのものもあると考えるが，感染症新法施行

以前は，必ずしも透析医療機関での肝炎の集団発生は，

なんらかの形で外部に報告されることもなかったと想

像され，これ以外にも集団感染は存在したと推測され

る．

3 新規感染の頻度

透析施設内において，ウイルス肝炎がどの程度の頻

度で発生するかは大変重要な問題である．院内感染で

あるという立場をとるならば，1例といえども感染さ

せてはならないことが原則である．しかし現実的には，

感染経路が不明なウイルス肝炎の新規発生は皆無とは

いえない．事実，当院においても，感染症新法が施行

された直後の平成11年5月に，数年ぶりに通院透析

患者のC型肝炎の新規発生があり，当時は兵庫県の

一透析施設におけるB型劇症肝炎の集団発生が新聞

報道されていた時期で，・恐る恐る・保健所へ届け出

た経験がある．

表3に示した信州大学を中心とするグループの調

査では，5年間にわたり，179人のHCV抗体陰性患
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表2 東京都および兵庫県の一透析施設における

B型劇症肝炎の特徴について5）,6）

1） 感染源とウイルス株

① HBV DNA検索より，透析中のキャリアーの1人のウ

イルス株と一致し，このウイルスによる感染と断定された．

（東京都・兵庫県）

② 原因となったウイルスは野生株ではなく，変異株であっ

た．（東京都・兵庫県）

2） 感染時期

① 東京都の場合は，発症が1994年9月 10月以内に集中

しており，ほぼ同時期の感染の可能性が高いと推測された．

② 兵庫県の場合は，発症の時期が4カ月にわたっており，

複数回の感染の機会があったと推測された．

3） 感染経路

① 東京都の場合，同時期の感染を前提として考えるなら，

感染源となったキャリアと5人の共通の（感染の可能性

がある）医療行為は，rHuEPOの注射のみであるが，日

常的にはそれぞれ別のディスポーザブル注射器と針で実施

されており，これが原因とする確証はない．

② 兵庫県の場合，同時に検索されたHCV抗体陽性率が異

常に高いことから，日常的に感染が生じる可能性があった

ことが示唆されており，特に返血用生理食塩液を介した感

染の可能性が示唆されているが，確証はない．

表3 信州大学グループの報告7）

HCV抗体陰性 179人

5年間追跡

HCV抗体陽転例 9人

陽転率 5.0％

年間陽転率

HCV抗体陽性率別

30％以上 3施設 2.2％

20％未満 4施設 0.2％



者を追跡調査し，7人のC型肝炎の新規発生をみた

と報告した7）．またこれを HCV抗体陽性率 30％以

上の3施設と，20％未満の4施設に分けて観察する

と，前者では 2.2％/年の，後者では 0.2％/年の新規

陽転率であったとしている．

また，表 4の九州グループでは，HCV－RNA陰性

患者169人を平均7.1年間追跡調査し，年間のHCV

抗体新規陽転率は 2.6％としている8）．

HCV抗体陽性率の高い施設で新規に感染する可能

性が高いものか，新規に感染する確率の高い施設は

HCV抗体陽性率が高いものかの検討はないが，一般

の社会生活の中でHCV抗体が陽転する確率，たとえ

ば繰り返す献血者については 1.78または 5.38/

100,000/人・年という報告があり9,10），これと比較す

ると透析施設での陽転率は圧倒的に高いこととなる．

4 ウイルス肝炎の院内感染予防対策

1） 同時期集団発生予防対策

ほぼ同時期に，集団的にウイルス肝炎の院内発生が

生じることを考えると，透析手順の中では共通に使用

された薬剤が感染経路として最も考えられる．

① 注射薬剤の調合

東京都の事例および浜松の事例（なお検討中である

が）から考えると，同時期に集団発生したウイルス肝

炎の院内感染には，同時に用いられた共通の薬剤によ

る感染が経路として考えられている．わが国の多くの

透析室では，透析時に用いられる注射薬剤の作成は，

透析室内の調剤カウンターで実施されており，ほとん

どの施設では，ここに採血済みの血液や注射器・針な

ども集まる作業工程と考えられる．たとえば糖尿病性

腎症患者が増加した現在では，透析中の血糖測定が頻

繁に実施され，採血した血液は注射器・針とともに

（多くの場合，調剤カウンター共通の）測定場所へ持

ち帰られる可能性がある．この使用済みの注射器や針

が間違って使われる可能性は皆無とはいえない．した

がって透析中に用いられる注射薬剤の準備は，できる

なら透析室以外で，また透析室内であっても，これの

みを実施する独立したカウンターで行われるべきであ

る．

② 作り置き薬剤・共通使用の薬剤

一般的に透析室には作り置きのヘパリン生食が存在

することが多い．ブラッドアクセス用カテーテルや，

IVHカテーテルの処置に際して，この作り置きの生

食が複数の患者に用いられる可能性は高い．ヘパリン

生食が汚染された場合，またこれが透析中に用いられ

るヘパリン生食と共通であった場合，同時期集団発生

は不可避となる．できることならば，作り置きのヘパ

リン生食をなしにする作業手順の工夫が必要と考える．

この他共通使用の薬剤では，現在では皮膚に貼付する

局所麻酔薬が普及したためその使用は少なくなってい

ると考えるが，穿刺痛対策に用いられた局所麻酔薬の

汚染なども，集団発生の原因となりうる．

2） 一般的（散発的発生）予防対策

兵庫県の事例は集団発生したかに見えるが，散発的

発生が日常的に繰り返されていたものであると解釈す

べきである．今回特に集団発生様に劇症肝炎が多発し

た原因は，感染源となったB型肝炎ウイルス陽性者

がキャリアとして認識されていなかったことと，同患

者で，感染力が高まるような病態の変化（ウイルス量

の増大など）がこの時期にあったものと推測される．

この散発的な発生を予防することは，過去の事例を

考えてみても感染経路の推測が困難なことから，一般

的な予防対策を徹底して実施する以外にないと考える．

① 兵庫県調査委員会の提言

兵庫県B型肝炎院内感染調査委員会は，その報告

書の中で，再発防止に関する提言を示しているが6），

基本的には厚生省の示す「ウイルス肝炎感染対策ガイ

ドライン―医療機関内―」を遵守するとともに，特に

透析医療機関に対して，表 5のような対策を提示し

ている．この提言は，直接の感染対策以外にも，透析

室の面積や職員の配置，感染が生じた際に感染経路の

解明が行われやすいように，透析記録のあり方にまで

言及している．

ちなみに日本透析医会調査3）による透析ベッド1床

当たりの面積と，職員 1人当たりの受け持ち患者数

について表6に示しておく．
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表4 九州グループの報告8）

（平成11年感染症学会）

HCV抗体およびHCV RNA陰性 169人

3―10年間（平均7.1年）追跡

HCV抗体陽転例 26人

陽転率 15.4％

年間陽転率 2.6％

スクリーニング以前の輸血 1例



② 日本透析医会の感染対策マニュアル11）

日本透析医会の感染対策マニュアルは，最終的には

厚生科学特別研究事業の報告書として示され，日本透

析医会会員をはじめ透析関係者に広く配布されている．

その抜粋を表 7に示したが，「院内感染予防からみ

た透析診療内容のチェックリスト」には，施設と透析

医療機器に始まって院内感染対策に至る感染対策の要

点が20項目にわたって示されている．この中で特に

透析操作時における重要な点は，

ⅰ）十分な手洗いのできる場所と頻回の手洗い

ⅱ）開始・終了操作を2人で

ⅲ）肝炎ウイルス陽性患者の透析ベッドの固定

ⅳ）透析中に投与される薬剤の準備

と考えられる．

ⅰ）の頻回の手洗いについては，医療従事者が当然

身につけるべき習性である．ⅱ）については，感染防

止もさることながら，事故防止としても重要である．

ⅲ）は透析ベッドの効率的利用を考えると，現在のわ

が国の透析事情ではかなり困難なこととも考えるが，

マニュアルでは，ベッドの固定が困難な場合には，陽

性患者には専任のスタッフが関与するか，透析開始・

終了の順序を陰性者→陽性者の順とするなどの提案が

示されている．ⅳ）については，集団発生の項で記し

た．

③ CDCよりの提言

CDC（CentersforDiseaseControlandPreven-

tion:アメリカ防疫センター）は，1994年に米国内

5カ所で集団発生したB型肝炎について，その原因

は

ⅰ）B型肝炎感染患者の同定が遅れたこと

ⅱ）患者間でスタッフ・機器・用具を共有したこと

ⅲ）B型肝炎ワクチンが投与されなかったこと

と結論づけた12）．またその対策として

ⅰ）HBs抗原検査を毎月実施すること

ⅱ）HBs抗原陽性患者の部屋・透析装置・器具・

薬剤・医療材料・担当スタッフは isolateする

ⅲ）器具・薬剤・医療材料はすべての患者で共用し

てはならない

ⅳ）清潔物と汚染物を扱う場所は区別する

ⅴ）B型肝炎ワクチンを投与する

を挙げている13）．

5 職員への感染

冒頭にも示した通り，わが国の透析黎明期は肝炎ウ

イルスの検査が十分普及しておらず，かつ感染防止に

ついても十分な対策がなされないまま実施され，患者

はもちろん職員の肝炎発生も重大な問題であった．図

1に1972年に当院の透析患者に集団発生したB型肝

炎の経過を示すが，幸いなことに透析患者はすべて急

性肝炎の経過を辿り治癒したものの，透析室に配置さ

れていた看護学生が劇症肝炎を発症し，血漿交換など

の治療にもかかわらず死亡したという悲劇的な経験を

有している．この他にも透析やシャント作成に関係し

た医師や看護婦の感染も少なくはなかった．

当院では，これを機に透析室の感染対策に力を入れ，
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表5 再発防止のための提言（抜粋）―兵庫県6）―

1） 透析ベッド数に応じて十分な面積を確保する

2） 透析に使用する医療器具等は原則としてディスポーザブ

ルとする

3） 透析ベッド数に応じて必要な看護婦等の人員を確保する

4） 一定以上の透析ベッドを有する医療機関においては，臨

床工学技士を配置する

5） 観血的処置を行う場合は，患者が変わる毎に手袋を取り

替える

6） 透析ベッド番号，穿刺担当者など，記録すべき事項を記

載した透析記録を，一人一回につき1枚作成する

7） 肝炎感染者等については，プライバシーの保護に配慮し

つつ，本人に告知するとともに院内関係者に周知徹底する

8） 透析医療機関の適正配置を検討し，基幹医療機関を整備

するとともに，連絡体制を構築する

表6 日本透析医会の施設調査3）より（抜粋）

1） 透析室の面積（ベッド1床あたり）

病院：9.6m2 診療所：7.6m2 全体：8.7m2

2） スタッフ一人当たりの受け持ち患者数

診療所 病 院 全 体

朝シフト 3.2人 3.1 3.1

夜シフト 4.1 3.7 3.9

全 体 3.3 3.2 3.3

†スタッフ＝看護婦＋臨床工学技士

表7 日本透析医会のマニュアル11）（抜粋）

1） 毎回手袋を替える

2） 二人で開始・終了操作を行う

3） 十分な手洗い設備の配置

4） 注射薬の準備は透析室から区別された区画で

5） 汚れたリネンは毎回交換

6） ベッド固定，スタッフ固定，穿刺順の検討

7） 肝炎感染者等については本人に告知

8） HBワクチンの接種

9） 年2回以上のウイルス検査，1―2回/月の肝機能検査



特に当時の都立臨床研の真弓グループ（現自治医大）

の協力の下に，職員の血液汚染事故の届け出と追跡調

査，早期よりHBIGの使用やB型肝炎ワクチンの試

用を心がけてきた．

表8および表9は当院における職員の血液汚染事

故届け出状況であるが，できる限り注射針のリキャッ

プ時の誤刺を減少させる工夫などに取り組んでいるに

もかかわらず，届け出件数は減少しない．むしろ届け

出された血液汚染事故の内容（たとえば汚染血液の

HCV抗体陽性率が高いことなど）を分析するならば，

なお届け出られていない事故がかなり存在すると考え

られる．

当院の場合，血液を扱うスタッフはすべて1/月の

肝機能検査が義務付けられている．したがって血液汚

染事故を生じたスタッフも，汚染源が肝炎ウイルス陽

性・陰性にかかわらず，必然的に1/月の検査が実施

される．HBV陽性の事故については，HBIGとHB

ワクチンの投与は労災保険の適用となり，原則的には

これで発症は防止される．HCV抗体陽性血の汚染事

故については，単回のインターフェロン投与を実施す

る施設もあるが，発症を予防する効果については否定

的である．図2は当院の事故の内，HCV－RNA陽

性血による汚染事故について，スタッフの感染成立を

追跡調査したものであるが14），68例中7例にHCV－

RNAが検知され，そのうち5例で発症（ALT異常
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図1 当院開設初期の肝炎（1973～1974）

表8 年度別血液汚染事故報告件数

年
汚 染 源

総計
B型（B＋C型） C型 B型（―），C型（―） 不明

1993

1994

1995

1996

1997

1998

7（3）

2（1）

5（0）

0（0）

2（0）

1（0）

25

26

16

23

20

13

18

32

35

26

27

23

3

3

3

1

3

1

53

63

59

50

52

38

表9 当院における職員血液汚染事故（1999年）

延べ件数 47件

針事故 40件（85.1％）

HD室 39 （83.0）

看護婦 38 （80.1）

HCV 14 （29.8）

HBV 2 （ 4.3）

＊医師を除く職員数 291人



高値）がみられ，決して少ない頻度ではないと考えて

いる．

6 危機管理からみた感染

もし，表10に示すようなニュースが新聞に報道さ

れたとすると，M病院には行政の調査が入ると同時

に，刑法上の事件性（この場合業務上過失致死の可能

性であろう）の有無が問われることになる．行政の調

査で，明らかに院内感染であり，感染防止対策がきわ

めて杜撰であったとされると，食中毒を出した食堂同

様，営業停止処分が出される可能性がある．その先で

は，保険医療機関の取り消し処分もありうる．また，

感染経路がはっきりし，明らかな人為的ミスによる感

染とされると，管理者または担当者は業務上過失致死

罪を問われることとなる．さらに，日常的な感染対策

がそこそこに実施されており，今回の感染が不可避で

あったと判断され，行政処分や刑事責任を問われなかっ

たとしても，民事上のトラブルは避けられないであろ

う．

また，たとえ死亡するまでには至らない急性肝炎で

済んだとしても，感染症新法に則って届け出をする場

合には，本人への説明と同意が必要である．この時，

「透析室では，一定の比率で新規のウイルス肝炎感染

は存在するから，仕方がないです」と納得する感染患

者は少ないであろう．

これらを総合的に考えると，まさに院内感染は透析

施設の存続を脅かす危機であり，「皆無または限りな

く0に近づける」努力を必要とし，危機管理の一貫と

して，施設を挙げて早急に取り組むべき問題である．

結 語

この総説は，日本透析医会カレントトピックスの講

演内容をもとに書かれており，従来の「透析とウイル

ス肝炎」とは異なる視点（危機管理）にたって述べて

きたつもりである．したがってウイルス肝炎の臨床や

治療にはまったく触れられておらず，この点について

は成書を参照されたい．

最後に，愛知県透析医会は会員施設に呼びかけて，

各施設における現在までのウイルス肝炎の新規感染を

調査するとともに，日本透析医会の感染対策マニュア

ルの内容を徹底的に遵守することで，新規の感染がど

こまで予防できるかを実証的に検証する研究を予定し

ていることを記しておく．
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図2 HCV感染事故（職員）14）

表10 C型肝炎院内感染またも透析施設で

透析を中心とした診療を行っている名古屋のM病院
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はじめに

わが国において，昭和29年以来減少を続けてきた

結核症罹患率は43年ぶりに前年を上回り，人口10万

対33.9人（前年比0.2増）となった．また，38年間

減少してきた新規発生結核患者数も平成9年に前年を

上回り増加傾向に転じる事態となり，厚生省は平成

11年7月26日「結核緊急事態」を宣言した1）．国際

的にみれば日本の結核罹患率は高く，1996年の

WHO統計による結核罹患率（人口10万対率）は，

米国7.9，英国10.7，日本34.4と高率である．また，

国内においては，結核の地域間格差が拡大傾向にあり，

大阪府（市を含む）の罹患率は68.5，長野県が最も

低く罹患率16.9と両地域の罹患率は4倍であり，こ

の状況が約20年間継続し，拡大傾向にあるという1）．

透析患者における結核症は，これらの社会的要因の影

響を受けているものと推測される．新潟市の平成10

年罹患率は28.9と全国平均より低い値となっている2）．

今回，当院における30年以上の透析治療経験を基に

透析患者における結核症の至近の状況を検討した．

1 結核の診断

表1には結核の診断方法を列挙した．喀痰塗抹・

培養検査の重要性は現在でも変わりはない．近年用い

られているPCR法も有用な診断方法であるが，死菌

でも陽性となるため，結核治療の経過判定には適さず，

各検査法の適応と限界を把握して検査を行うことが重

要である．

2 透析患者の結核症

透析患者の結核罹患率についての主な報告を表 2

に示した3～10）．これらの罹患率は，一般罹患率の数十

倍の値である．現時点までの当院平均罹患率（全期間）

は3.6％（87/2,409）であった．透析患者の結核症発

症は，透析導入期に多いことが指摘されている．結核

発症時期を年代別に検討した結果，昭和59年までは

50％の症例が導入6カ月以内に発症していた．しか

し，昭和 60～平成 6年では 32％，平成 7年以降

（平成10年末まで）は，導入600日以内の発症はみ

られなくなっている．さらに，透析歴10年以上の症

例における結核発症は，昭和59年までは2.6％と低

率であったが，平成7年以降は55.6％と長期透析例

での発症が急増している．透析患者の結核症では肺外
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表1 結核の診断法

喀痰直接検査

培養検査

感受性（耐性）

同一株由来の判定

画像検査：内視鏡

検査

病理検査

免疫学的診断

生化学検査

結核菌塗抹：蛍光法 Ziehl-Neelsen法

核酸診断（DNA増幅PCR法，LCR法

/RNA増幅MTD法）

抗酸菌培養検査（小川法） 液体培地

（MGITTM法）

＊培養した菌のDNA診断：

AccuProbeTM 結核菌同定法 DDHTM

法（非定型抗酸菌）

検査培地による耐性検査

制限酵素断片長多型性（RFLP）分析

CT（HRCT） MRI X線検査

気管支鏡：採痰 ブラッシング TBLB

BAL

組織学的検索

ELISA法：デタミナー TBGL法 マイ

コドット法

ADA測定



結核の割合が高いことが知られている．当院において

も結核症の約70％が肺外結核であった．平成8年1

月1日より肺結核，肺外結核の定義が変更になって

おり，過去の統計資料と比較する場合注意を要する．

従来の分類では，透析患者の結核症例に多くみられた

結核性胸膜炎・膿胸・肺門リンパ節腫脹・粟粒結核症

は統計上肺結核に含まれていたが，新分類では肺外結

核に含まれるため，透析患者の肺外結核の割合は上昇

することが予測される．透析治療が粟粒結核発生に関

与していることが青柳により報告されている11）．当院

おいては粟粒結核が肺外結核のなかで占める割合は平

均20％で推移していたが，近年，その発症例はみら

れていない．結核発症時の年齢は，昭和 41～49年

49.6歳，昭和 50～59年 54.0歳，昭和 60～平成 6年

54.5歳，平成7年以降62.0歳と高齢化が認められた．

3 ツベルクリン反応

透析患者において，一般診断用精製ツベルクリン

（PPD）を0.05μg相当量/0.1mlを接種し，48時間

後に発赤長径の計測を行った．判定基準は，結核予防

法施行規則の一部改正により平成7年4月1日から

用いられているツベルクリン反応の判読基準に従った

（表 3）．276例中，陽性は 141例（51.1％），陰性は

135例（48.9％）であった．当院の職員検診における

ツベルクリン反応陽性率は87.6％あり，透析患者で

の陽性率は一般の6割弱であった．透析歴別にみた

ツベルクリン反応陽性率では，透析導入1年以内の

症例で陽性率は 62.5％ であったが，透析歴 20年以

上の症例では40％と陽性率の減少が認められた．

4 透析患者の易感染性とその改善

透析患者は細胞免疫能が低下した状態にあることが

知られている．保存期腎不全末期での尿毒症症状の出

現，全身状態・栄養状態不良となっている時期に，生

体不適合性の部材を用い，浄化度の低い透析液による

透析を行い，発熱を繰り返す状況下では，生体の免疫

力は疲弊した状態に至り，容易に感染を合併すること

が考えられる．近年の透析治療環境を考えると，透析

膜の生体適合性の向上，透析液の浄化など，透析技術

の進歩により透析治療による有害な生体反応は大幅に

改善されており，透析治療後の発熱などはほとんどみ

られない．さらに，保存期腎不全時期よりEPO製剤

が使用され，腎性貧血は著しく改善しており，ひいて

は栄養状態の改善，免疫能の改善などがもたらされて

いるものと考えられる．このような透析治療法自体の

進歩と腎不全病態の改善が透析導入期の結核合併例を

激減させた要因であると思われる．

5 透析患者の結核治療

1996年に「結核医療の基準」が一部改訂となり，

PZA（pyrazinamide）が初回標準療法に加えられ

た12）．その他の一次抗結核薬であるINH（isoniazid），

RFP（refampicin），EB（ethambutol），および二次

抗結核薬 SM/KM（streptomycin/kanamycin）の

透析症例における使用方法を表4に示した13～15）．近

年，一般菌の感染症治療において汎用されているニュー
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表2 透析患者の結核発症 主な報告3～10）

透析患者数 結核発症数 発生率（％）

Pradhan（1974）

薄田（1978）

稲本（1979）

Sasaki（1979）

136

516

7,274

367

5

19

151

12

3.7

3.7

2.1

3.3

Andrew（1980）

平澤（1985）

原田（1989）

174

1,203

848

10

54

44

5.9

4.48

5.2

甲田（1993） 1,833 74 4.04

表3 ツベルクリン反応の判定基準

方法 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）を皮内注射

接種量：0.05μg相当量/0.1ml 判定：48時間後

判定基準

発赤の長径9mm以下 ：陰性

発赤の長径10mm以上 ：陽性：弱陽性

硬結を伴うもの ：陽性：中等度陽性

硬結，二重発赤，水疱，壊死を伴うもの：陽性：強陽性

結核予防法施行規則の一部改正によるH7年4月1日からのツベルクリ

ン反応の判読基準

表4 透析患者での抗結核薬使用法

抗菌薬 腎機能正常者 透析患者

INH

RFP

EB

PZA

SM/KM

200～500mg/日

450mg/日

0.75～1.0g/日

1.5～2.0g/日

0.5～1.0g/日

200～300mg/2～3日

450mg/日

0.5g/2～3日

40mg×3/週

60mg×2/週

0.5g/5～7日



キノロン系薬剤において OFLX,LVFX,CPFX,

SPFXなどには抗結核菌作用が認められており16），今

後の検討が待たれる．

6 結 語

① 透析患者における結核羅患率は，一般の数十倍

と高い値を示し，低下傾向はみられない．

② 透析導入期の結核発症は激減し，長期透析例で

の発症が増加し，結核発症年齢は高齢化がみられ

る．今後，透析患者の高齢化，長期透析例の増加

する状況下では，これらの症例に対する注意が必

要である．

③ 透析患者の結核症の約70％が肺外結核であっ

た．粟粒結核は肺外結核の約20％を占めていた

が，近年，その発症は減少している．

④ 透析患者のツベルクリン反応陽性者は約50％

にとどまり，透析歴の長期化とともに陽性率は低

下する傾向にある．
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はじめに

院内感染の原因微生物として，最近深刻な問題になっ

ている感染症の1つに MRSA（methicillin-resistant

staphylococcusaureus）感染症があり，各透析施設

でもその感染予防対策が検討されている．compro-

misedhostである透析患者においては，しばしば致

死的感染症となることがあり，透析患者の高齢化およ

び糖尿病性腎症由来透析患者の増加により，今後さら

に重要な問題となると考えられる．そこで，院内感染

としての MRSA の診断，治療および透析室におけ

る感染予防対策について概説する．

1 MRSA出現の歴史

健常人の皮膚，鼻腔や咽頭などの常在菌として存在

している黄色ブドウ球菌の中に，ペニシリン耐性のペ

ニシリナーゼ産生黄色ブドウ菌が出現したために，ペ

ニシリナーゼにより分解されないメチシリンが開発さ

れた．1961年にメチシリン耐性の黄色ブドウ球菌が

英国で出現し，その後欧米で院内感染として問題になっ

た．MRSA はメチシリンのみならず，セフエム系を

含むβ-ラクタム系抗菌薬にも耐性を示し，その後他

の抗菌薬に対しても多剤耐性を示すようになった．こ

のような菌はmecAという遺伝子を有し，PBP-2'と

いう細胞壁を合成する酵素を産生しペニシリンやセフ

エム系抗菌薬に耐性となる1）．分離菌の推移から推察

されることは，種々の抗菌薬の繁用によって分離菌の

変換が起こり，耐性菌の出現がみられるようになった

ことも考えられる（図1）．特にわが国では，1980年

代に第３世代セフエム系抗菌薬の繁用により，セフエ

ム系抗菌薬耐性の黄色ブドウ球菌として爆発的に増加

し，その後院内感染としてMRSA感染が臨床上大問

題になっているのである．
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1928 ペニシリン発見

1944 ペニシリンG実用化

ペニシリナーゼ産生黄色ブドウ球菌出現

ストマイ

クロラムフェニコール
開発

エリスロマイシン

テトラサイクリン

カナマイ

1958 バンコマイシン開発

1960メチシリン開発

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌出現（英国）

アンピシリン開発

第一世代セフエム系開発

グラム陰性菌院内感染増加

1972

第二世代セフエム系開発

1977

第三世代セフエム系開発

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌院内感染増加

1981 ニューキノロン系開発

カルバペネム系開発 ペニシリナーゼ産生陽性球菌出現

モノバクタム系開発 ペニシリン耐性肺炎性球菌出現

ニューマクロライド系開発

バンコマイシン耐性陽性球菌出現

1990 バンコマイシン注射承認

バンコマイシン低感受性黄色ブドウ球菌出現

図1 抗菌薬開発の歴史とMRSA出現



2 院内感染としてのMRSA

黄色ブドウ球菌は常在菌であり，健常人の30―40

％は皮膚，鼻腔および咽頭に保有していると考えら

れているが，この中にMRSAが常在することがある．

メチシリン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）に比べ

て MRSAは病原性が弱いので，健常者では発症は少

ないが透析患者のような免疫不全患者や術後の易感染

性患者に感染し発症することが多い．臨床材料から分

離される黄色ブドウ球菌（MSSA）の中で MRSAが

分離される頻度は他の先進各国に比し，日本では施設

によっても異なるが50％以上ときわめて高頻度であ

る．透析施設におけるMRSAを有する患者の頻度の

増加が危惧されるが，米国においては40％を占める

との報告もある2）．長崎大学病院における黄色ブドウ

球菌中に占める MRSAの割合は図 2に示すごとく，

現在はブドウ球菌中の60％近くを推移している．

3 MRSAの迅速判断と交差感染診断

まず検体の採取法に関して留意しておくべきことが

あり，血液培養の血液採取は動脈血のほうが陽性率は

少し高いが，静脈血でもよく，複数回培養で分離され

ると病原性の確定にもなる．抗菌薬が投与されていた

ら抗菌薬を吸着する薬剤が含有された血液培養ボトル

を使用する．咳痰は口腔内常在菌の汚染を避けるため，

咳出前に歯磨やうがいを行ってもらう．気管内採痰は

侵襲となるので適応を考慮する．透析患者においては，

迅速診断が望まれるが，グラム染色による塗抹検鏡に

てグラム陽性球菌が白血球の多い濃性痰の中にあり，

好中球に貪食されている所見があれば，病原的意義が

高い．MRSAの判定基準はオキサシリンの MICが

4μg/ml以上か，オキサシリンの感染性ディスクの

阻止円の直径が10mm以下である．培養による迅速

診断には OPA （オキサシリン，ポリミキシン，ア

ズトレオナム含有）培地の選択培地によって翌日には

MRSA の有無の診断が可能である．院内感染による

交差感染であるかは，MRSAの起源が同じか調べる

のに種々のマーカーが用いられている．ファージ型別，

コアグラーゼ型別，エンテロトキシン型別および

DNA 遺伝子診断がある．図 3には核酸遺伝子を制

限酵素により切断し，DNA断片をアガロースゲル上

に分離したパルスフィールド電気泳動を示す．切断パ

ターンの遺伝子タイプを比較することにより，複数の

患者の検体に遺伝子タイプ 1のように同じMRSAで

あるかどうか判断できる．しかしながら複数菌感染の

可能性もあり，慎重な判断が望まれる3,4,5）．

4 MRSA感染症

MRSA感染症として呼吸器感染症，敗血症，腸炎，

感染性心内膜炎，腹膜炎，創感染などがあるが，感染

が制御できないときには多臓器不全へ進行し重篤とな

る6）．
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図2 MRSAの分離頻度の推移

（長崎大学医学部附属病院検査部）



1） MRSA肺炎

MRSA 肺炎は感染経路として経気道感染と血行性

感染があり，臨床症状には発熱，咳，膿性または粘液

膿性痰，ときに血痰，胸痛，呼吸困難などがあり，早

期から呼吸不全，ショックおよびDICを合併しやす

い．MRSA肺炎の診断は他の定着菌や混合感染など

から診断困難な場合がしばしばある．咳痰が膿性また

は粘液膿性で感染症状を伴い，グラム染色で多数の好

中球があり，グラム陽性球菌の貪食像が認められ，さ

らに定量培養でMRSA の菌量が107CFU/ml以上で

あればMRSA肺炎の可能性が考えられるが7），CRP，

白血球増多，血沈が少ない場合がある．鼻腔，咽頭か

らの落ち込みのこともあり，確定診断は困難である．

但し高齢者の場合は可能性が高いと考えられる．上記

のような咳痰の所見や臨床症状がない場合はMRSA

保菌者と考える．黄色ブドウ球性肺炎の胸部X線像

は多様で，単発あるいは多発の巣状陰影が急速に拡大

し，空洞形成や鏡面形成がみられ，胸水を伴うことも

多い．

2） MRSA敗血症

透析患者ではブラッドアクセストラブルや術創など

から侵入し， 血液培養にて MRSAが検出され

MRSA敗血症を発症することがある．臨床的には38

℃ 以上の発熱あるいは 36℃以下の低体温，心拍数

90/分以上の頻脈，呼吸数20/分以上あるいは PCO2

32mmHg以下，12,000/mm3以上の白血球増多また

は 4,000mm3以下の減少があり，あるいは 10％ 以

上の未熟な悍状核球を認め，心内膜炎，関節炎，骨髄

炎などを合併しやすく，いわゆる全身性炎症反応症候

群 （systemic inflamatory response syndrome,

SIRS）を呈することがある．重症になると DICや

ショックおよび心不全を合併する．MRSAによるショッ

ク状態を呈する toxicshocksyndromeの発症機序

は図4に示すようなMRSAの菌体外毒素がスーパー

抗原としてTcellreceptorのVβ領域を活性化し，

TNFα，IL1,IL2,IL6,IFNαなどの産生亢進を

きたし，発熱，血圧低下，下痢，意識障害，白血球減

少，血小板減少，肝・腎機能障害などの全身症状を

呈する8）．

3） MRSA腸炎

MRSA腸炎の場合は腹部膨満，腹痛，発熱，下痢

で発症し，悪心，嘔吐を伴い，大量の下痢による脱水
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図3 MRSAのパルスフィールドゲル電気泳動法

患者A,B,C間で交差感染が確認された（遺伝子パターン1）

（長崎大学附属病院検査部 宮崎義継提供）

MRSA感染（管腔内および組織内の増殖）

菌体外消毒

（スーパー抗原）

TcellreceptorVβ領域の活性化

TNFα，IL 1，IL 2，IL 6，IFNα↑

全身症状（発熱，血圧低下，下痢，意識障害，白血球減少，

血小板減少，肝・腎機能障害）

図4 MRSAによるtoxicshocksyndromeの発症機序



を起こし，意識障害，白血球減少，血小板減少，腎機

能障害を伴うtoxicshocksyndrometoxin-1が関与

するショック状態を呈する重篤な例がある．C.

difficile腸炎との鑑別を要することがあり，便の性状

は C.difficile腸炎が泥状粘液状から水様で腐敗臭が

強いのに比し，MRSA 腸炎は水様便が多く，粘膜も

C.difficileが偽膜形成であるのに対してMRSA腸炎

は充血し，微出血や浮腫状である．

4） 術後MRSA創感染

透析患者は易感染性に加え，創傷の治療遅延がある

ため，手術創の MRSA 感染をきたしやすい．術後

の創処置にはパット付の創被覆材を使用し，血液など

による汚染が進行していなかったら48時間開かない

方法も行われている．膿の貯留を認めたら積極的に排

膿し，創内を強酸性水にて洗浄する方法もとられてい

る．ブラッドアクセスの感染では人工血管への感染例

は抜去を余儀なくされることが多い．

5 MRSA感染症の治療－血中濃度モニタリング－

現在日本で MRSA 感染症の治療に認可されてい

る注射用抗菌薬は，アミノグリコシド系のアルベカシ

ンとグリコペプチド系のバンコマイシンとテイコプラ

ニンの3つである（表 1）．それぞれ単独で用いるか

単独で改善しない場合は，リファンピシンかST合剤

の併用も試みられている．その他 MRSA腸炎に対し

ては経口用塩酸バンコマイシン散や，鼻腔のMRSA

にたいしてはMRSA除菌用の局所薬のムピロシンが

ある．透析患者に薬剤を用いる場合は薬剤の透析性に

関与する因子を考慮する必要がある（表 2）．薬剤の

蛋白結合率，体内分布量，透析膜の種類と面積，透析

方法，透析条件などの違いにより，その透析性は異なっ

てくる（表2）．塩酸バンコマイシンは通常，成人で1

日2g（分2または分4で）使用するが，腎排泄性で

半減期が長いので透析患者においては減量を要する．

初回投与は1gでもよいが，次回は2－4日に1回

0.5g投与でよい．血中濃度のモニタリングを行い，

点滴静注1－2時間後の血中濃度が25－40μg/mlを，

トラフ値が10μg/mlを超えないことが望ましいとさ

れている．しかしながら蛋白結合率が低く，分子量は

1,486で蛋白結合率が10－50％であるので，透析時

の除去を考慮する必要がある．透析膜によって除去率

はかなり差があり，特に高機能膜を使用するときはク

リアランスが大きくなる．透析膜によっては除去率が

50％ 以上を示すものもあるのでVCM濃度が透析後

低下することを考慮し，透析終了時の補充が必要であ

る．ハベカシンは常用量は1日150－200mg（分2）

であるが，腎排泄性であるので，透析患者は1日75

mgを1－2日に1回使用する．透析性があるので透

析終了時に使用するのが望ましい．血中濃度のモニタ

リングではピーク値が9－12μg/mlでトラフ値は 2

μg/ml以下が勧められている．テイコプラニンは常

用量は初回 400-800mg（分 2）で，以後は 250－

400mgの 1回静注であるが，蛋白結合率が 60－90

％と高く，半減期も長い．したがって透析によって

も除去されにくく，透析患者では投与間隔を3－5日

とするか，または維持量は1/5とする．血中濃度は

トラフレベルを5－10μg/mlに保ち，トラフ値の最

高を60μml/分以上にならないようにする．経口用塩

酸バンコマイシンは腸管から吸収されることはほとん
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表1 MRSA感染症の治療薬（透析患者）

薬 剤
（商品名） 初回量 維持量

血液濃度
モニタリング（μg/ml）
（ピーク） （トラフ）

半減期
（h）

蛋白結合率
（％） 透析性†

塩酸バンコマイシン

（塩酸バンコマイシン点

滴静注用）

1g/日 0.5g/2―4日 40以下 10以下 200―250 10―50 （＋）

テイコプラニン

（注射用タゴシッド）

400― 800mg/

日

200―400mg/3―5日 †† 5―10 62―230 60―90 （＋）

硫酸アルベカシン

（ハベカシン注射液）

150― 200mg/

日

75mg/1―2日 9―12 2以下 48―96 3―12 （＋）

塩酸バンコマイシン

（塩酸バンコマイシン散）
1―2g/日 1―2g/日 吸収されない

†透析膜の種類によってかなり差がある

††トラフ値が60μg/mlを超えないようにする



どなく，MRSA腸炎に用いられる．通常0.25－0.5g

を1日4回経口投与する．なお，点滴静注では腸管内

の MRSA感染症には効果は期待できない．

6 バンコマイシン耐性菌の問題

バンコマイシンの繁用にて今後バンコマイシン耐性

菌の出現が考えられるが，1986年に欧米でバンコマ

イシン耐性腸球菌（vancomycin-resistantentero-

coccus,VRE）が発見され院内感染が問題になって

きている．このVREは耐性遺伝子（Vam A.B.C.

D）を有し，伝達性プラスミドにより菌から菌への伝

達が可能である．細胞壁前駆物質中のpentapeptide

C末端の D-alanyl-D-alanineが D-alanyl-D-lactate

となり，バンコマイシンが結合できなくなる．バンコ

マイシンの MICが 8－16μg/mlは低感受性で，32

μg/ml以上が耐性とされており，現在までバンコマ

イシン耐性黄色ブドウ球菌は報告されていないが，

1987年平松らは MICが 8μg/mlである低感受性の

菌を報告している9）．今後バンコマイシン耐性MRSA

の出現，および増加が危惧されている．米国 CDC

が1995年にバンコマイシン耐性防止のためのガイド

ラインとして表3のような使用法の戒めを提示して

いる10）．

7 MRSA保菌者

通常MRSAの生体への定着は一過性であるが，宿

主の抵抗力の低下や皮膚や粘膜に傷があると化膿巣を

つくり，長く定着することになる．創傷がなく単なる

キャリアーであれば菌量も少なく，隔離の必要はない

が，周囲に散布しないようにキャリアーの手洗いやう

がいなどの感染遮断予防策を励行してもらう．また易

感染者との接触は避けるのが望ましい．術前には鼻腔

へのムピロシン軟膏1日3回3日間の塗布による除

菌を試みる．除菌の判定は3回以上MRSA培養陰性

が指標である．漠然とした使用はムピロシン耐性を生

じる可能性があるので避ける．陰菌が望ましい

MRSA保菌者にはMRSA 感染症発症の危険性が高

い易感染性患者，易感染性患者からの隔離が困難な患

者，易感染性患者に接触する医療従事者，皮膚炎を有

する医療従事者，手術室，ICU，透析室に勤務する医

療従事者などが考えられる．

8 MRSA院内感染対策

院内感染対策として米国のCDCから血液のみなら
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表3 バンコマイシン耐性防止のためのガイドライン

（使用法の戒め） （米国CDC 1995）

1.感染予防に使用（外科手術時，低体重新生児，CAPD，

透析患者）

2.empirictherapyに使用

3.血液培養でコアクラーゼ陰性ブドウ球菌陽性で直ちに使

用

4.血管留置カテーテルへの感染や定着予防に全身または局

所に使用

5.定着の除去のために使用

6.抗生物質関連大腸炎の治療に直ちに使用

7.局所や洗浄に用いる

表4 透析室におけるMRSA感染予防対策

保菌透析患者

鼻腔：ムピロシン軟膏1日3回3日間

咽頭：ポピドンヨードによるうがい1日3回

感染症透析患者

排菌が多い深部または開放性感染（呼吸器感染，広範囲の

皮膚病変，気管切開，便失禁など）は基本的に個室にて隔

離透析

医療従事者

入退室時の手洗いまたは速乾性擦り込み式消毒

直接接触する場合は手袋，ガウン，プラスチックエプロン，

マスクの着用

面会者・家族

入退室時の手洗いまたは速乾性擦り込み消毒

直接接触しなければガウン，エプロン，マスクは必要無い

医療器具

専用とする．ベッドは専用で防水性シーツが望ましい

食 器

配膳・下膳は通常どおり，通常の湯食器洗浄

透析機器

通常の透析機器を用いる

患者の移動・搬送

移動前の手洗い，洗濯済みの衣服の着用

呼吸器疾患で痰，咳が多い患者はマスク使用

広範な皮膚落屑物がある患者はシーツで巻いて搬送

皮膚炎などはドレッシング材で覆う

リハビリには他の患者との時間帯の区別，使用器材の消毒

車椅子，ストレッチャーの消毒

表2 薬剤の透析性に関与する因子

蛋白結合率

体内分布容量

使用する透析膜の種類および面積

透析方法の違い：血液透析，血液濾過，血液透析濾過，

持続透析濾過，CAPD

透析条件：血液流量，透析液流量，濾過量，透析時間，

CAPD液，交換回数および貯留時間



ず体液のすべてに対して standardprecautionのガ

イドラインが示されたが，MRSA感染予防対策の基

本としてはこれらに触れたときは必ず手洗いし，触れ

る可能性が予想される場合は手袋を着用し，使用後は

必ず手を洗うことである．飛散する可能性がある場合

はマスクや眼鏡やフェイスマスクを使用し，ガウンま

たはプラスチックエプロンを着用することを勧めてい

る．MRSA感染予防対策の基本を表 4に示す11）．

MRSA感染症の患者に対しては排菌量が多いので周

囲を汚染する可能性が高く，透析室では原則として個

室に収容し，隔離透析を行う．個室使用が困難な場合

はカーテン・スクリーンで仕切り，使用するベッドは

専用にする．どうしてもベッドを共用しなければなら

ないときは浸透しないようなデイスポーザブルのシー

ツ（ファインシーツなど）を使用することを考慮する．

感染源隔離が望ましい患者は排菌量が多い深部または

開放性感染を有する患者で，呼吸器感染，広範囲の皮

膚病変，気管切開，便失禁などを有する患者である．

場合によっては易感染者の予防隔離が必要なこともあ

る．隔離の解除は1－2週間で3回培養が陰性の場合

に考慮する．患者の移動，搬送およびリハビリテーショ

ンに関しては移動前の手洗いや咳痰の多い患者はマス

ク使用，皮膚落屑物の多い患者はシーツで巻いたり，

皮膚炎をドレッシング材で覆って搬送する．透析室に

おいては手洗いを設備し，ペーパータオル，消毒剤，

手袋，ガウンまたはプラスチックエプロンなどを使用

し，専用の診察用具を用いる．透析装置は通常の透析

装置で食器は通常通りの配膳，消毒でよい12,13,14）．

院内感染対策として各病室の出入口に速乾性手指消毒

薬を設置し，月に1回院内感染対策委員会の開催と1

週間に1回の院内の MRSA 分離状況のレポートの

作製により院内感染対策加算が算定できるようになっ
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患者名
番号 MRSA検出患者報告書
診療科

検出日 年 月 日 主治医名

入院病名 病室 ICU・個室・一般（ ）号室

分離材料 喀痰・咽頭・鼻腔・開放膿・非開放膿・血液・尿・便・

その他（ ）

基礎疾患・合併症・体内挿入物などのリスクファクター

有（ ）

無

MRSA検出までの抗菌薬投与

ペニシリン系･第 1世代セフェム系･第 2世代セフェム系･第 3世代

セフェム系･カルバペネム系･ニューキノロン系･マクロライド系･テ

トラサイクリン系･アミノ配糖体系･その他（ ）･無

本患者はMRSAの a.感染者と考えられる

感染症診断名（ ）

感染症状（ ）

炎症所見（ ）

b.保菌者と考えられる

感染経路 a.当病院で感染したと考えられる

b.前医（ ）より持ち込んだと考えられる

c.不明

患者および家族に対する説明 a.した

b.予定している

c.しない

感染対策 a.大部屋から個室へ隔離する

b.すでに個室なので消毒・ガウンテクニックを実施する

c.大部屋でカーテン隔離する

d.その他（ ）

＊この報告書は検査部微生物室まで提出して下さい

図5 MRSA検出患者報告書



ているが，MRSA感染および保菌者は現在のところ

減少していないようである．長崎大学医学部附属病院

における毎月報告されているMRSA分離状況の例を

示すが，MRSAが検出されたらMRSA検出患者報

告書を検査部へ提出することになっており，毎月

MRSAの検出状況が各病棟および外来別に報告され

ている．図5は主治医から提出されるMRSA検出患

者報告書で，図 6には毎月の病院各病棟における

MRSAの検出状況が示されている．日本透析医学会

の調査でも MRSA 感染者用の専用ベッドの固定は

46.6％に留まっており，大病院のみでなく，一般の

透析施設における院内感染対策の充実や医療に携わる

すべてのスタッフへの啓蒙が必要であると考えられる．

9 MRSA陽性者の人権擁護

MRSAが陽性にでたとき保菌者と感染者の区別を

はっきりさせ，隔離を要するときは患者と家族に原因

菌や感染経路，隔離の必要性と方法，治療法などを丁

寧に説明し，理解してもらう必要がある．保菌者の場

合はあまり過剰な隔離やガウンテクニックは患者の人

権を考慮しないことになり，医療従事者側も感染経路

をしっかり把握し，過度の対応を行わない配慮が必要

と思われる．

結 語

医療施設において院内感染症としてMRSA感染が

深刻な問題になっており，院内感染事故訴訟も増加傾

向にある．特に透析医療施設においては透析患者の高

齢化と易感染性から院内感染の機会が多く，MRSA

感染は重篤になりやすいと考えられる．すべての医療

従事者が院内感染対策に関し十分に認識して適切な対

応を実践すべきであると考える．
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はじめに

血液透析療法（HD）に必要不可欠なブラッドアク

セス（BA）は，絶えず種々の合併症の危険性に晒さ

れている．BA関連の感染症もその一つであり，罹病

率や死亡率に大きな影響を与えるものである．外シャ

ントがBAの主体であった時代には，血栓形成と感

染とがHD継続上大きな問題であった．今や，外シャ

ントは例外的に使用されるに過ぎなくなった．

1998年12月末，本邦131,909名のHD患者の分析

によれば，人工血管使用BAが5.0％で外シャントは

0.2％である1）．しかし近年では，緊急導入時やBA

トラブル時に頻用される血管内カテーテル留置法に感

染の危険度が高いとの指摘がなされ，新たな問題を提

起している．本論では，BA関連の感染症についての

現況を概観する．

1 わが国におけるBAの形態

内シャントが96.2％，動脈表在化が2.5％，外シャ

ント0.2％で，その他が1.1％の比率である．内シャ

ントの4.8％，動脈表在化の0.2％に人工血管が使用

されており，人工血管の使用率は全体の 5.0％ であ

る1）．本邦のBAにおける人工血管の使用率がアメリ

カの約70％2）に比較して格段に低いことは明白であ

るが，わが国においても施設の性格によって施設間格

差は相当に大きいことは銘記しておきたい．

最近の傾向として重要な点の一つは，緊急HD導

入やBAトラブル時における血管内カテーテル留置

法の頻用である．北海道のアンケート調査3）（74施設：

4，576例）によれば，1998年に血管内カテーテル留

置法は51施設で延総数397回行われている．内訳は

導入期に277回でBAトラブル時に120回であった．

北海道における1998年のアンケート回答74施設の新

規導入HD例は820人であり，33.8％（277/820）が

カテーテル留置法によるHD導入と概算される．内

シャント設置が，種々の理由から導入時期に間に合わ

ない症例が多いことが窺われる．ここに一つの問題が

存在する．

2 BAに関連する感染症

BA関連感染症は，

① 術中・後

② BA穿刺時・抜針時

③ 血管内カテーテル挿入時・脱着時

に発生する危険性がある．血液に汚染された穿刺針に

よる［患者⇒スタッフ］［患者⇒スタッフ⇒患者］へ

の肝炎感染も重大な問題であるが，ここでは割愛する．

さらに，局所感染か敗血症または転移性感染症かを分

析する必要が出てくる．

1） BA作製術後の創感染

当院で 1993～1998年 10月までに BAを作製した

246症例，延べ手術回数449回を分析した4）．創感染

率は，

① 自己血管内シャント0.63％（2/319）

② 人工血管使用内シャント2.27％（1/44）

③ 動脈表在化1.31％（1/76）

④ その他0％（0/10）

であり，起炎菌はMRSA3例，MSSA1例であった．

人工血管例は，グラフト抜去を余儀なくされた．
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2） 内シャント穿刺に関連する感染症

前出の北海道アンケート調査3）の結果によれば，局

所感染は自己血管内シャントで5年間で1例で，算術

計算すれば0.005％となる．

本例は穿刺部を中心に直径6cmの発赤・腫脹が認

められ，自発痛・圧痛を訴えた．原因菌はブドウ球菌

で抗菌薬によく反応し完全治癒したと報告されている．

穿刺部感染の局所徴候が僅かな発赤か微量の浸出液な

どの軽微な例は報告されなかったと推測されるが，い

ずれにせよ自己血管内シャントの穿刺部感染は局所的

には大きな問題となっていない．

しかし，5年間に27例のBA穿刺部感染に由来す

る菌血症が報告され，年間の発生率は0.12％と概算

される．1例がこのために死亡し，残る26例は治癒

している．人工血管使用例では局所感染の年間発生率

が概算 2.1％ であり，敗血症のそれは 1.2％ となる

（表 1）．局所感染および菌血症のいずれも，人工血管

使用BAにおいて頻度が高いことがわかる．人工血

管内シャント感染25例中2例がこれを原因として死

亡し，残る23例全例に人工血管抜去術が施行されて

いる．被感染人工血管をsalvageすることがきわめて

困難なことがわかる．

3） 外シャントの感染

外シャントは今日では例外的に使用されるに過ぎな

いため，その重要性は薄らいでいる．

1980年の1カ年観察した北海道の32症例では，カ

テーテル出口部感染が6例（19％）に認められている．

同期間に自己血管内シャントの感染率が 2.0％

（30/1,486）で，人工血管使用内シャントでは 15％

（6/40）であった5）．外シャントの感染率は，人工血

管のそれよりも高率であったといえよう．この時期以

降，外シャント保有患者の数は急速に減じたのは周知

のごとくである．また，人工血管穿刺に際しての皮膚

消毒や種々の操作が一層厳密に滅菌的となって，近年

では人工血管の穿刺に関連する感染症は初期よりも減

少している．

4） 血管内留置カテーテルに関連する感染症

近年，血液透析導入時やBAトラブル時に本法が

用いられる頻度が高い．先に述べたごとく，北海道に

おいて1998年1年間では新規導入患者の約34％がカ

テーテル留置法による導入であった．カテーテル留置

法は簡便な優れたBAの一法ではあるが，血栓形成

や種々の程度の感染症が不可避に或る比率で発生する

ために，Schwabら6）の述べたように本法は・double-e

dged sword・（諸刃の剣）であり ・Hemodialysis

catheterconundrum:Hatelivingwiththem,but

can'tlivewithoutthem.・という彼等の感慨に，同

感せざるをえない．

Poweら7）は 7年間の追跡調査で，HD4,005例の

11.7％，PD913例の9.4％が最低1回septicemiaを

発症し，高齢と糖尿病とが独立した危険因子であると

報告している．HD例では，低アルブミン血症・留置

カテーテル法・透析器の再利用がsepticemiaのリス

クを高めると結論している．また，septicemiaの危

険度はカテーテル使用例で自己血管内シャント例の

1.50倍であり，人工血管使用例では1.33倍であった

という．Canaud8）の報告によれば，カテーテル留置

による菌血症（bacteremia）の頻度は 0.3―13/1000

患者・日であり，テンポラリー・カテーテルで高くパー

マネント・カテーテルで低い．カテーテル留置法によ

る菌血症の頻度は自己血管内シャントの場合に比較し

て7.64倍（Hoenら9））とも報告されているが，カテー

テル感染（率）はその留置期間・カテーテルの形式・

対象患者の種類・透析歴等に大きく影響されるため，

個々の報告の評価には慎重でありたい．基本的には

BA関連感染の診断は局所的感染はともかく，septi-

cemiaまたはbacteremiaではその厳密な診断に困難

性が伴うことも記憶しておきたい10）．これ等を考慮に

入れたとしても，自己血管内シャントに比較してカテー

テル留置法に随伴する感染症がより高頻度に発生する
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表1 ブラッドアクセスの感染

（1993―1998年，北海道，回答施設＝74;患者総数＝4,576人）

感染例なし 感染例あり

自己動静脈内シャント

局所感染

菌血症

57施設

なし

なし

17施設：4,340例

（1998年 12月末）

1施設 1例＊

16施設 27例

（死亡1例）＊

人工血管使用内シャント

局所感染

菌血症

28施設

なし

なし

18施設：236例

（1998年 12月末）

18施設 25例＊

16施設 14例＊

＊5年間の集計



と考えられる11）．

3 転移性感染症（metastaticinfection）

①BAの穿刺操作，②BA穿刺部処置，③カテーテ

ルの挿入留置操作，④カテーテルの脱着操作，⑤カテー

テル出口部処置，などに関連して局所的または全身的

感染症が生じる．全身的感染（septicemia）では時に

転移性感染が生じ，私共はかつて左大腿に移植したE

PTFEの穿刺部感染から septicemia，さらに両側肺

膿瘍をきたした症例を経験している5）．少し古い報告

になるが，Dobkinら12）はBA由来の敗血症44回中

16回（37％）に転移性感染症を認めている．

その内訳は

① septicpulmonaryemboli 6回

② endocarditis 4回

③ meningitis 2回

④ metastaticurinaryinfection 2回

⑤ empyema 1回

⑥ myocardialabscess 1回

の計16回である．Marrら13）はダブルルーメンカテー

テルを挿入した102症例（留置延べ日数16,081日）

の41例（40％）に菌血症が生じ，この41例中9例

（22％）に11回の転移性感染症を認めている（骨髄炎

6回，関節炎1回，心内膜炎4回）．菌血症発症時に

は骨髄炎・心内膜炎も高頻度に発生するものと推測さ

れる．

4 考 察

慢性血液透析患者のBAには，感染症の観点から

も自己動静脈内シャントが優れていることを再確認い

たしたい．カテーテルによる緊急導入が一般的な風潮

は好ましくはなく，できる限り予定されるHD導入

に先んじ，十分なBA成熟期間を見込んでのBA作

成を期したいところである．Chesserら14）はHD予定

82例中74例（90％），PD予定96例中53例（55％）

がテンポラリー・カテーテル留置を要したとし，当該

患者自身の医療機関受診や院内対診依頼の遅延が主因

であったとしている．緊急カテーテル留置127例の透

析導入初期死亡率は，カテーテル非使用51例のそれ

と比較して有意に高かったともコメントしている．わ

が国においても実際に起こっている状況であり，自

己動静脈内シャントを患者と医療側の協力で適正な時

期に作製する努力が第一義的に重要である．しかし，

カテーテル留置を緊急に要する事態は皆無ではなく，

この場合には

① 留置期間の短縮化

② 適正な器材の選択使用

③ カテーテルに関わるすべてに対する厳密な無菌

的操作・処置

が求められる．人工血管が自己血管よりも易感染性で

ある事実も多くの統計的調査の示すところであるが，

人工血管使用BAを使用せざるをえない症例は存在

する．この場合にも関連する諸操作・処置を厳密に無

菌的に行うことが肝要である．人工血管および血管内

留置カテーテルの材質に関しては，抗血栓性・抗感染

性に優れた製品15）の開発が一層望まれよう．

結 語

HDに必要不可欠なBAには種々の合併症が付きま

とうが，この中でも感染性合併症は罹病率と死亡率を

有意に高め，透析医にとって大きな関心事である．現

時点では，できうる限り自己動静脈を使用した内シャ

ントを導入直後から使用できるように配慮することが

最も大切であると考えられる．
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はじめに

25年以上の長期生存例は，1998年末には全国で

1,485名存在し，その数は毎年増加してきている．透

析医学の大きな進歩がもたらした結果であることに疑

いはないが，この患者群に長期生存に値するQOLが

維持されているかどうかは問題のあるところである．

少しでもよい条件で長期生存を達成することが求めら

れている．信楽園病院には1968年以来の透析カルテ・

経過表が保存されており，これらをもとに，透析歴

25年以上の患者群（超長期生存群）の特徴と経過を

調査した1）．25年以上の生存に重要な要素はなにか，

また，さらに良い成績を得るためにはどのようなこと

が必要かについて，若干の考察をした．

1 超長期生存者の栄養指標

代表的な栄養指標について，それぞれがどの体構成

成分に対応するかを示したのが表1である．透析歴

25年以上の超長期生存者29名について，透析歴5年

未満をコントロールとして栄養指標を比較した1）（表

2）．超長期透析患者はBMIが低値であり，脂肪，内

臓蛋白，体蛋白（筋肉）のいずれもがコントロールよ

りも劣っていた．特に，BMI，透析前Cr，Cr産生

速度，％AMCに代表される体蛋白（somaticpro-

tein）の低下が著しく，蛋白・エネルギー性の低栄養

状態にある．

次に，これらの症例の25年間の経過を経時的に調

査した結果を図1，図2に示した．このような長期生

存例の経時的データは，30年にわたる記録の良好な

保存により得られたものであり，きわめて貴重なもの

と思われる．経時的追跡では，アルブミン，Crとも
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表1 Bodycompositioncomponentandcorresponding

nutritionalparameter

fat

viscera

somatic

（skeletalmuscle）

tricepsskinfold,bioelectricimped-

ance

albumin,transferrin,lymphocyte

Cr,Crgenarationrate,arm muscle

circumference

表2 Nutritionalstateinverylong-termpatients（HDover

25years）andcontrols（HDlessthan5years）

verylong-tern
（HD＞25yrs） controls P-

value

age

gender（M/F）

weight（kg）

height（cm）

BMI

TSF（mm）

％AMC

％fat

53.3±8.4

20/9

50.4±7.4

159.7±9.8

19.7±2.1

8.7±5.3

81.8±6.8

12.7±6.7

53.6±8.5

20/9

55.6±11.2

161.5±9.5

21.2±3.0

10.7±7.3

86.9±8.3

15.8±7.2

NS

NS

＜0.05

NS

＜0.05

NS

＜0.05

0.06

Ht（％）

TC（mg/dl）

HDL―C（mg/dl）

TG（mg/dl）

Lp（a）（mg/dl）

albumin（g/dl）

transferrin（mg/dl）

CRP（mg/dl）

Cr（mg/dl）

Cr産生速度（mg/日）

lymphocyte（/cmm）

intPTH（pg/ml）

MBP（mmHg）

aluminum（mcg/l）

35.0±5.5

192.6±35.5

55.6±16.3

120.7±55.6

29.1±27.7

4.0±0.36

317.4±170.2

0.49±0.79

11.2±1.9

1218.4±266.3

1092.5±409.6

491.3±473.5

89.0±17.2

22.7±12.9

32.4±4.1

172.6±35.1

44.5±13.3

116.9±56.2

26.2±26.8

4.1±0.37

219.6±158.3

0.40±0.47

12.5±2.1

1389.6±307.9

1415.7±533.3

152.8±146.7

105.6±20.6

14.5±8.5

＜0.05

＜0.05

＜0.01

NS

NS

NS

＜0.05

NS

＜0.05

＜0.05

＜0.05

＜0.001

＜0.01

＜0.01

BMI:bodymassindex,TSF:tricepsskinfold,AMC:arm muscle

circumference,±SD



透析開始10年後にピークに達するが以後は緩慢に低

下し続けている．Htは長期例で高値となることは知

られていたが，図2のように経時的観察でも明らかに

上昇し続けている．

超長期生存例のアルブミン，透析前Crの変化の特

徴を明らかにするため，当院で透析した全症例（n＝

1,474，1998年）の中から，透析開始510年で死亡

した症例群（average群），15―20年で死亡した症

例群（long-term群），25年以上生存した症例群

（verylong-term群）の3群を抽出した（表 3）．ave-

rage群は高齢で糖尿病が多いという特徴があった．

この3群の透析前Cr，アルブミンの経時的変化を比

較したところ興味深い結果が得られた（図 3）．very

long-term群の Crは 25年目に他の 2群と同レベル

まで低下しているが，アルブミンはまだ良好に保持さ

れていた．average群とlong-term群は，Crおよび

アルブミンの両者の低下が著しく，日本人透析患者の

生命予後を示す基準値であるCr12mg/dl，アルブミ

ン4mg/dlより低下していた．通常，Crとアルブミ

ンは相前後して変動するものであり，very long-

term群のアルブミンもいずれは低下することが予測

される．しかし，長期生存を達成するには，内臓蛋白

指標であるアルブミンが維持されていることが特に重

要であることを示唆している．

2 低栄養，慢性炎症，動脈硬化と長期透析

透析患者の低栄養状態は一つの独立した合併症なの

か，他の重篤な合併症の反映なのかは議論のあるとこ

ろである2）．しかし，長期例が低栄養状態を示してお

り，また，アルブミン，Crはともに予後との関連が
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図1 AlbuminandCrchangeovertime（n＝29,longitudinaldata）

図2 LongitudinalHtchangeincasessurvived

over25years

表3 Patient'sdemography

average
（5―10yrs）

longterm
（15―20）

verylongterm
（25―35） Pvalue

n＝

age（±SD）

genderM

F

DM Yes

No

38

60.3±12.5

26

12

10

28

15

45.5±13.4

9

6

3

12

29

27.0±8.9

20

9

0

28

＜0.01

NS

＜0.01



強く認められている指標であることを考えると，この

背景を解明することは，さらに良い生存率を達成する

ためにきわめて重要なことと思われる．

血清アルブミン濃度の決定因子は栄養のみではない．

アルブミンは negativeacute-phasereactantとし

ても知られているとおり，炎症反応指標でもある（図

4）．また，一部の透析患者には原因を明確に特定で

きない軽度のCRP上昇が認められている．炎症反応

が予後，特に心血管系事故と関連することが一般人口

で注目されているが3），透析患者においても心血管系

死が約50％を占めており，この三者の関連が注目さ

れる．炎症と動脈硬化は相互に増幅しあうといわれて

おり，透析患者の慢性炎症のコントロールは動脈硬化

に対する直接的対策とともに重要視されるべきである．

当院透析患者のCRP値別の生存率を図 5に示す．

CRP値が 0.24～1.5mg/dlの臨床的に明らかな感染

症を認めないCRP軽度上昇群は全透析患者の約20％

を占め，CRP0.24mg/dl以下の正常群よりも生命予

後は悪い．CRPは透析患者の予後をよく示すとした

Owenらの結果と一致する4）．
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図4 CorrelationbetweenalbuminandCRP

inhemodialysispatients

図5 Kaplan-Meyersurvivalanalysisinpatients

groupedbyCRP（n＝404）

図3 Crandalbuminchangeovertime（longitudinaldata）
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controls,n＝105.

Lp（a）concentration（mg/dL）

controls,n＝105.

Lp（a）concentration（mg/dL）

図 6 Histogram demonstratingthedistributionofLp（a）se-
rum concentrationsin105controls（above）and390
hemodialysispatients（below）inJapanesepopulation.
EachbarshowsasumofLp（a）incrementwith5mg/dl.

p＜0.05,logranktest

（％）

months

図7 Percentsurvivalover28months
in390patientsstratifiedbyLp（a）
≧30mg/dl（ ）versus＜30mg/-
dl（―）.［p＜0.05］5）

relative
risk

low high low high
Lp（a） Lp（a） Lp（a） Lp（a）
overalldeath cardiovascular

death

＊high-Lp（a）:・30mg/dL,low-Lp（a）:・30mg/dL

図 8 Relativeriskfordeathinrelation
to overall and atherosclerotic
causes.Adjustmentweremadefor
age,diabeticstateandalbumincon-
centration（n＝390）.5）



リポプロテイン（a）（Lp（a））は動脈硬化との深い

関連が知られているリポ蛋白である．私たちは当院で

透析中の透析患者において，Lp（a）と生命予後との

関係を調査した5）．対象は透析患者390名（男/女：

241/149，DM/非 DM：57/333）で，年齢は 56.6±

14.1歳，透析歴は10.1±7.5（0.3―29）年の患者群で

ある．

Lp（a）は透析患者では健常者よりも約２倍高値で

あった（図 6）．この患者群を75percentile値である

Lp（a）30mg/dlで，2群に分類し予後をみるとLp（a）

高値群は有意に生命予後が悪い（図 7）．さらに心臓

血管死に限定して，性，年齢，糖尿病の有無で補正し

て相対リスクを計算すると，Lp（a）30mg/dl異常群

はLp（a）30mg/dl未満群よりも4倍もリスクが高い

ことが判明した（図8）5）．

LP（a）の濃度は，従来より遺伝的に決定される部

分が大きいとされている．しかし，最近，低蛋白血症

や炎症に強く影響されることが明らかになってきてお

り，急性期反応物質と認識されている6）．私たちの調

査でも，Lp（a）は相関係数は小さいが，CRPと正相

関，アルブミンと逆相関していた（図 9）．炎症，動

脈硬化，心血管死，低栄養の繋がりが議論されている

今日，Lp（a）はこのような関係を介在する重要な因

子であることが推測できる．

3 超長期透析を考慮した対策…慢性炎症のコントロー

ル

透析患者において微弱な炎症を誘発している因子が

なんであるかは不明である．CRPを上昇させる特定

の炎症性疾患があるわけではない．そうであるとすれ

ば，透析液汚染，透析膜の生体不適合，尿毒症物質の

蓄積など，透析患者特有の要因が疑われるが，これら

にも十分な証拠があるわけではない．しかし，長期例

の低栄養，動脈硬化，心臓血管死そしてQOLを考慮

したとき，いわゆる prospectiveevidenceが不十分

であるといって良い治療法が諦められてはならない．

すなわち，膜―血液間の炎症反応を最小化するハイフ

ラックス生体適合膜と無エンドトキシン化透析液は，

長期透析患者のQOLと生存に十分貢献すると思われ，

これらは推進されなければならない7）．

超長期透析を考慮するとき，尿素Kt/Vなどの小

分子透析量と・2Mなどの大分子フラックスに加えて，

慢性炎症のコントロールが治療目標になってきたよう

に思われる．抗炎症薬，ステロイド，抗サイトカイン

薬，抗酸化食品などの応用が考えられる．少量ステロ

イド療法はすでに透析アミロイド症の疼痛コントロー

ルに用いられた実績があるが，長期的な栄養面からの

検討も必要である．

Lp（a）濃度を直接コントロールできる薬剤はほと

んどない．しかし，一部の低分子ヘパリンで透析する

とLp（a）が低下することが指摘されており8），他に
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も，透析方法の改善によるリスク因子除去の余地は多

いと思われる．

結 語

低栄養と動脈硬化の予防は，透析患者の長期生存に

おける重要な課題である9）．複雑に影響しあう低栄養，

炎症状態，動脈硬化に注意し，最も大きな死因である

心臓血管死を低下させなければならない．CRPとア

ルブミンの定期的なモニターは，透析患者の予後を考

察し，さらに異常値の原因である微弱炎症に対し早期

介入を行うために有用と思われる．
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1 はじめに

上皮小体（副甲状腺：parathyroidgland）は生体

内に存在する最も小さな臓器で，1850年ロンドン動

物園で死亡したインドサイの剖検の際 Richard

Owenが最初に発見した．人での発見は1880年Swe-

denUppsala大学のIvanSundstromによる記載が

最初である．その生理的役割が認識されるようになっ

たのは1920年代になってからである．上皮小体より

分泌されるparathyroidhormone（PTH）は生体内

の Ca，P代謝をつかさどる最も重要な hormoneで

ある．PTHは vitaminD（vitD）を活性化するとと

もに腎と骨でのCaとPの出納をコントロールするこ

とにより，血清カルシウム（Ca），リン（Pi）値をき

わめて狭い範囲内に維持している．細胞外濃度の低下

などの刺激が上皮小体に加わると瞬時にPTHが分泌

され，さらに刺激が加わればPTHの合成が促進され，

さらに長時間強い刺激が続けば上皮小体細胞は増殖し，

より多くのPTHを補充しようとする．腎不全では続

発性に上皮小体に対して長期間強い刺激が加わり，上

皮 小 体 機 能 亢 進 症 （secondary hyperpara-

thyroidism:2HPT）が引き起こされることはよく知

られている．2HPTは透析療法の進歩にもかかわらず

依然として腎不全患者において，QOLを損なうばか

りか生命予後をも左右する最も重要な合併症の1つで

ある．本稿では現在までに判明している本疾患の病態

とそれに基づく治療法について概説する．

2 腎性上皮小体機能亢進症の発症機序

腎不全下では糸球体濾過量の減少に伴いPiの蓄積

が起こり，それにひき続き起こる低Ca血症，活性化

vitDの欠乏が上皮小体を刺激する．最近ではPiの

蓄積が低 Ca，活性 vitDの減少を伴わないで直接

PTHの分泌，上皮小体細胞の増殖を引き起こすこと

が判明してきた．細胞外Caを感知するCasensing

receptor（CaR）が発見され，また上皮小体細胞の核

に存在するvitaminDreceptor（VDR）の存在が判

明した．腎不全下での2HPTの進展にそれら受容体

の異常（発現の減少）が関与していることが判明し病

態は複雑である1）．さらに腎不全下では骨でのPTH

の作用に抵抗性が存在し，そのことが無形成骨，

2HPTの進展に関与していることが提唱されている．

長期間の低Ca血症，Piの蓄積，活性型vitDの低下

が上皮小体の過形成を引き起こすことは明らかである

が，どのような機序で上皮小体細胞の増殖が引き起こ

され，また制御されているのかといった点はよく判明

していない．

Parfittは腎不全での上皮小体細胞の増殖の機序と

してsetpointmutationという概念を提唱している．

上皮小体細胞でのそれぞれの因子の感知機構に異常が

生じるため，たとえば正常な細胞外Ca濃度であって

も上皮小体細胞はそのCa値を正常とは感知できずに

増殖してしまう，という異常が過形成の機序であろう

という仮説である2）．それぞれの感知機構はいくつか

の因子によって制御されているらしい．たとえば

CaRはその発現がvitD，Piの蓄積によって制御され

ているとの報告があり事態はさらに複雑である3）．
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3 腎性上皮小体機能亢進症の病理組織学的，病態

生理学的特徴

われわれは内科的治療に抵抗する2HPTで上皮小

体摘出術（parathyroidectomy:PTx）を施行し，得

られた検体を用い上皮小体の病理組織学的，病態生理

学的検討を施行してきた．

2HPTの病理組織学的特徴は

① 不均一な増殖（同一症例においても4腺は必ず

しも同様に腫大しない）

② 結節を形成する傾向

③ oxyphilic/transitionaloxyphiliccellの増加

に要約される4）．2HPTの過形成は，正常小葉構造を

維持したまま上皮小体実質細胞がびまん性に増殖する

びまん性過形成と，線維性被膜によって囲まれたいく

つかの結節を有する結節性過形成に分類される．さら

に前者より後者への移行型と考えられ，厚い線維性被

膜を有しない結節を有するearlynodularityと分類

される腺が存在する．また，１種類の細胞種によって

全腺が占められており，1つの結節のみが著しく増殖

したと考えられ primaryHPTの腺腫に形態的には

類似した腺が存在し，singlenodularglandとよん

でいる．腺重量と上述した4つの組織型を比較する

と，腺重量の小さな腺ではびまん性過形成の比率が大

きく，腺重量が大きくなるに従いearlynodularity，

結節性過形成，singlenodularglandの比率が増加

する（図 1）．500mg以上の腺では結節性過形成の

頻度は85％以上となる．これらの結果より2HPTの

上皮小体はびまん性過形成より結節性過形成へ，さら

にsinglenodularglandへと進行していくと考えら

れる4）．

imagecytometricDNA analysis，ki67の免疫組

織染色を用いた検討で，結節性過形成の結節を構成し

ている細胞はびまん性過形成の細胞に比して有意に増

殖能が亢進していることをわれわれは明らかにしてい

る5）．

結節性過形成の構成細胞はほぼ均一な細胞種によっ

て占められ，各結節の構成細胞はmonoclonalに増殖

していると推測された6）．その仮説を立証するためわ

れわれは， clonalanalysisを施行した． clonal

analysisは X chromosome linked geneである

phosphoglycerokinaseがrandomにinactivateされ

ることを利用した方法で，polymerasechainreac-

tionを用いて行った．検索したびまん性過形成はす

べてpolyclonalを示したのに対し，結節性過形成の

7結節はすべてmonoclonalであった7）．これらの結

果より 2HPTでは最初，上皮小体はびまん性に

polyclonalに増殖し，やがていくつかのmonoclonal

な結節を有する結節性過形成（multiclonal）に進行

すると考えられた．monoclonalな増殖が生じるため

には前述したsetpointmutationの次になんらかの

遺伝子学的異常（genetichit，somaticmutation）

が必要と考えられる．genetichitは細胞分裂の機会

が多い程起こりやすく，しかもatrandomに起こる

と推察される．この推論に立てば，2HPTでは上皮小

体が不均一に増大することも説明可能である8）．

さて，2HPTにおいて，どのような遺伝子学的異

常が生じているのであろうか9）．散発性原発性（pri-
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図1 切除した上皮小体の重量と過形成patternの関係



mary:1）HPTの腺腫では，約30％で多発性内分泌

腫瘍（MEN1）suppressorgeneの欠失が報告されて

いる．さらに最近では上皮小体腺腫において染色体

1p，6q，11p，11q，15q，Xにおいて高率にlossof

heterozygosity（LOH）が見つかり，novelsup-

pressorgeneの関与が推測されている．cellcycle

regulatorとして重要な働きをする cyclinD1は

PTH geneの一部が逆位することによって過剰発現

することが明らかとなり，1HPTの腺腫の腫瘍化の

原因と考えられている10）．Hsiらの免疫染色による検

討では18％の上皮小体腺腫で，われわれの検討では

40％でcyclinD1の過剰発現が確認されている5,11）．

以上散発性原発性上皮小体腺腫ではいくつかの腫瘍化

の可能性が提唱されてはいるものの，1つの異常のみ

では説明困難で，様々な異常の関与が推察される．

前述した，1HPTでの遺伝子学的異常が2HPTで

も発現しているのかが検討されている．いくつかの研

究では 2HPTでは MEN1geneの LOHは検出でき

なかったと報告され，MEN1geneの関与は少なくと

も大きくないと考えられる．われわれの研究によると

2HPTでは cyclinD1の著しい過剰発現は認められ

ず，2HPTでは PTHgeneの逆位は腫瘍化の大きな

原因とは考えられない5）．いくつかの報告で 1,3,6,

10,11,12,13,X-chromosomeで LOHを確認してい

るがその頻度は15％にすぎない．結論的には現時点

では，1HPTで認められている遺伝子学的異常は少

なくとも2HPTの上皮小体腫瘍化の主たる要因とは

考えにくい．

1HPT，2HPTの上皮小体細胞で CaRが減少して

いることが報告され，さらに2HPTにおいては，結

節性過形成でびまん性過形成に比して，CaRが

mRNA level，蛋白levelでも減少していることが報

告されている12）． この事実は結節性過形成を組織培

養し，培養液中のCa濃度を上昇させたときのPTH

分泌抑制が，びまん性過形成に比して抑制されないこ

とを裏付けるものである4）．しかしながら現時点では，

1HPT，2HPTの上皮小体腫瘍化の原因として CaR

geneの異常は否定的である．腎不全患者においては，

上皮小体細胞の核に存在するVDRが減少しており，

これが2HPTの進行の一因であると考えられている．

われわれは，VDRは結節性過形成でびまん性過形成

より有意に減少しており13），結節性過形成においては，

vitDパルス療法に抵抗する根拠と考えている．VDR

geneの異常の可能性も充分考えられるのだが確認さ

れていない．最近VDRのgenotypeの違いが1HPT，

2HPTの進行に関与しているとの報告がいくつか存在

し，その違いがvitDの上皮小体細胞での反応性に関

与している可能性は否定できないが，腫瘍化の機序と

は考えにくい．

要約すると2HPTでは初めpolyclonalなびまん性過

形成が生じ，やがて増殖能が亢進したいくつかの

monoclonalな結節を有した結節性過形成に進展する．

それらの細胞ではCaR，VDRが減少しており，細胞

外Caの上昇，calcitriolの投与にも抵抗し，内科的

治療では改善困難と考えられる．実際，現在用いるこ

とができる最も強力な内科的治療法であるvitDパル

ス療法に抵抗し，PTxが必要となった症例の95％で

少なくとも 1つ以上の結節性過形成の腺を認めてい

る14）．

さて，如何にして結節性過形成の存在を知るかであ

るが，前述した如く500mg以上に腫大した上皮小体

の85％が結節性過形成である．超音波検査で腺の3

方向を測定し，腺を楕円形にたとえるとa×b×c×π

×1/6で腺の体積を推定できる．比重は約1と考えて

よく，500mm3以上の腺は結節性過形成と考えてよ

い15）．長径1cm以上あればパルス療法に抵抗すると

報告されており，この値も結節性過形成判断の基準と

なる16）．

4 腎性上皮小体機能亢進症の治療方針

上述した2HPTの病理組織学的，病態生理学的特

性を考慮して2HPTの治療戦略を企てる．

1） 腎不全患者（維持透析患者）にとって適正な

上皮小体機能

今日まで透析患者における腎性骨異栄養症の管理は

いかに2HPTの進行を阻止するかに重点が置かれて

きた．近年維持透析患者において，PTHの相対的低

下，PTHの骨での反応性の低下によると考えられる

無形成骨（adynamicbone），low turnoverbone

が注目されるようになり，至適PTH濃度に対する議

論が再燃している．PTH低値群では生命予後が悪い

という報告があるが，その機序，無形成骨の臨床的意
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義についてはまだよく判明されていない．高度な上皮

小体機能亢進症は心臓の弁，血管の石灰化を引き起こ

す大きな要因であり，生命予後に大きな影響を与える

と考えられるので，治療の原則は高度な2HPT（結節

性上皮小体過形成）に陥らせないことにあると考えて

いる．過度な活性型vitDの投与による低PTHは避

けるべきと考えるが，以上の見地より，現時点では，

日常診療の場での至適PTH値はコントロール可能な

intact（i-）PTH100－200pg/ml，HS-PTH10－20

ng/ml程度が妥当と考えている．この範囲内であれ

ば適当量のvitDの投与によって維持可能と考える．

実際の臨床の場では，i-PTH値100pg/ml，HS-PTH

値 10ng/ml以下では，透析前血清 Ca値 8.0－9.0

mg/dlを目標に管理し，血清Ca値がこの値を超える

ようであれば，活性型vitD製剤の投与量を減少させ

るか中止している．i-PTH値が100pg/mlを超える

か，HS-PTHが10ng/mlを超えた場合には適当量の

活性型vitD製剤を投与し，透析前血清Ca値を9.0－

10.0mg/dlに管理し，この範囲内にPTH値を維持を

するように努めている17）．

Piの蓄積は，2HPTを悪化させ，血管壁をはじめと

する異所性石灰化の原因となるため，Piの管理は重

要であるが，臨床的には困難なことが少なくない．適

切な Pi摂取量の制限，効率のよい透析，または

CAPD，適当量なPi吸着剤の投与により透析前血清

Pi濃度を3.5－6.0mg/dlに管理するよう努める．現

在広く使用されているPi吸着剤である炭酸カルシウ

ム，酢酸カルシウムはCaを含有しており高Ca血症

の原因となりうるところにジレンマがある．PTHが

低値で高 Ca血症，高 Pi血症を示す症例では低 Ca

（2.5mEq/l）透析液の使用も考慮すべきである．た

だし低Ca透析液の使用は2HPTの急速な進行を惹起

することがあるため，症例を選び，しかも注意深い観

察が必要である．

2） 高度腎性上皮小体機能亢進症の治療

現在用いることが可能な高度2HPTの治療法とし

てはvitDパルス療法，PEIT（経皮的エタノール注

入療法），PTxが存在する．前述した病態を考慮して

それぞれの治療法を選択する．

（A） vitaminDパルス療法

本治療の理論的根拠は，VDRの減少している腎不

全患者の上皮小体で薬理量の calcitriol（1,25（OH）2

D3）を投与することにより，PTHの分泌，合成，上

皮小体増殖を抑制することにある． 高濃度の

calcitriolは当然高Ca血症を招くため，それを予防

するために間欠的に投与される．投与薬剤としては，

半減期の短いcalcitriolが適切と考えられている．vit

Dパルス療法の適応を表 1に示す．Ca×Pi積が上昇

すれば異所性石灰化の危険が高くなるので，Piのコ

ントロールができていない症例には使用すべきでない．

また，PTH値が高値であっても骨回転の亢進してい

ない症例も適応とならない．そのような症例ではアル

ミニウム骨症を合併していることがあるので，DFO

テストによるアルミニウムの蓄積の検査が必要となる．

超音波検査により求めた推定体積が500mm3を超す

腺では結節性過形成の可能性が高く，本療法にも抵抗

すると考えた方がよい．わが国では現在のところ静注

用のcalcitriolが使用できないため,calcitriol4μgを

週2回透析終了時に内服させるのがスタンダードな投

与方法である．アルブミンで補正した透析前血清 Ca

濃度 （補正 Ca濃度 （mg/dl）＝実測 Ca濃度

（mg/dl）＋（4-Alb（g/dl）））が10.5mg/dl（少なくて

も11.5mg/dl）を超えたとき，または Ca×Pi積が

70を超えたときには投与量を減量するか中止すべき

である．異所性石灰化の進行にはくれぐれも注意し，

いたずらに高Ca，高Pi血症を放置してはならず，反

応しない場合は観血的治療に委ねるべきである．過度

なPTH値低下による低回転骨の誘導にも注意が必要

で，議論のある処ではあるが，i-PTH値 150pg/ml

以下，あるいは200pg/ml以下となれば，本療法を

中止して少量の活性型vitDの毎日少量投与に切り替
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表1 vitaminDパルス療法の適応

（1） intact PTH値が少なくとも300pg/ml以上または高

感度HS-PTHが30ng/ml以上

（2） 補正血清Ca値が少なくとも10.5mg/dl以下

（3） 血清リン値が6.0mg/dl以下に管理可能

（4） 骨代謝マーカー，骨シンチグラム，骨生検などで高骨回

転の確認（骨型AlP正常上限以上，intactosteocalcin

80ng/ml以上が目安）

（5） 高度なあるいは進行している異所性石灰化がないこと

（6） 超音波検査で上皮小体の長径が1cm以上または推定体

積が500mm3以上の腺が存在する場合は反応しない可

能性が高い



えるべきである．

（B） 選択的経皮的上皮小体エタノール注入療法

（percutaneous ethanolinjection therapy：

PEIT）

本療法は腫大した上皮小体（特に結節性過形成）を

選択的にエタノール注入により壊死させ減量し，その

後vitDパルス療法も含む適切な内科的療法によって

2HPTをコントロールすることが目的である．表 2に

副甲状腺PEIT研究会によって作成したPEITの適応

と，除外項目を示す18）．vitDパルス療法が効果があ

ると考えられるi-PTH400pg/ml程度の症例でも，

穿刺可能な位置に腫大した上皮小体が存在すれば試み

てもよい．全身麻酔下にPTxが施行できないような

highrisk症例はよい適応といえる．vitDパルス療

法，PTxの適応と同様，高回転骨が存在しない症例

では適応とはならない．当然なことながら超音波検査

で確認できない位置（異所性上皮小体），穿刺不可能

な位置に上皮小体が存在する場合には適応とはならな

い．1腺のみ腫大している症例はよい対象といえるが，

3腺以上の上皮小体が腫大している場合はPEITによ

る2HPTのコントロールは困難といえる．すべての

上皮小体を壊死させることはできないので，PEIT後

はvitDパルス療法などで残った腺のコントロールが

必要となる．頸部にエタノールを注入するのであるか

ら，頸部の超音波検査，本治療法に精通した術者が施

行すべきである．最も注意しなくてはいけない合併症

は反回神経麻痺である．両側の反回神経麻痺を起こす

と気道閉塞により窒息し，気管切開が必要となること

があるので，必ず片側のみ施行する．PEITも効果判

定を適切に行い2HPTの管理が困難と考えれば，い

たずらに放置するのではなく，PTxにゆだねるべき

である．われわれもhighriskのためPTxが困難な

症例に対してPEITを施行しているが，PTxに比し

て 2HPTの改善効果は確実でないため，また PEIT

施行により上皮小体周辺には癒着が存在し手術時操作

がやりにくいことがありうるため，内科的治療に抵抗

する高度2HPTに対してはPTxをfirstchoiceとし

ている．

（C） 上皮小体摘出術

高度2HPTの最終治療手段ではあるが，治療効果

は最も確実であり，内科的治療に抵抗する2HPTの

firstchoiceとしている．われわれは今日までに

1,028例の2HPTに対してPTxを施行してきた．わ

れわれの方針と手術戦略について以下に述べる19,20）．

a） 上皮小体摘出術の適応

わが国における2HPTの外科的治療（PTx）の適

応に関してはすでにコンセンサスが得られていると考

える．われわれの手術の適応は表 3を参照されたい．

厚生省の班研究で提示された適応基準とほぼ同じであ

る．高度な2HPTはPTH値，腫大した上皮小体の確

認にて判断する．たとえPTH値がPTx適応の基準

値を超え，しかも腫大した上皮小体が画像診断にて確
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表2 選択的副甲状腺PEITに関するガイドライン（暫定案）

適応について

〈初回PEIT† の適応〉

（1） 生理的血清カルシウムレベル（透析前の血清補正カルシウム濃度≦10.5mg/dl）で，intactPTH≧400pg/ml

（2） 線維性骨炎または高回転骨の存在の証明（画像,骨代謝マーカーなど）

（3） 超音波検査による腫大した副甲状腺††の確認

（4） 内科的治療†††に抵抗

（5） 副甲状腺PEITに対する同意が得られること

† PTxの適応のある患者で，手術に耐えられないhighrisk症例は良い適応となる．

†† 目安としては副甲状腺の長径1cm以上または推定体積0.5cm3以上，ただし，3腺以上の腺がこの値を超えて腫大している

場合には，長期的には副甲状腺PEITの効果が不十分となる可能性がある．

††† 超音波検査で腫大した副甲状腺が確認されたが，上記の大きさに達しない症例では，ビタミンDパルス療法の選択も有りう

る．

以上の5つの条件をすべて満たす症例を適応とする．ただし，以下の場合は除外する．

除外項目

（1） 超音波ガイド下に穿刺不可能な部位に腫大した副甲状腺がある場合

（2） 対側に反回神経麻痺が存在する場合

（3） 甲状腺腫瘍などで頸部手術が必要となる場合

（4） 手技の項で述べる機器が完備されておらず，熟知した術者が存在しない場合



認されても，骨の回転が亢進していない症例では術後

低回転骨になる危険性が高いため，手術の適応とはな

らない．前述したように上皮小体が結節性過形成ま

で進行すればvitD パルス療法を含めた内科的治療

には反応しないと考えてよい．長径1cm，推定体積

500mm3を超す上皮小体は結節性過形成である可能

性が高いと考えてよく，手術適応を考える際の重要な

要因となる4,19）．高PTH値，腫大した上皮小体の確

認，高回転骨の3つの条件を満たし，かつ内科的治療

に抵抗する症例がPTxの適応となる．その基準とな

る項目は次の如くである．高Ca血症，管理不可能な

高リン血症，特に血管，心臓の弁，肺，関節周囲（tu-

morcalcinosis）などの異所性石灰化の進行，骨関節

痛，筋力低下，掻痒感，イライラ感などの自覚症状の

存在，高度線維性骨炎所見（手指骨骨膜下吸収像，

Jensenの分類でgrade4，5は絶対適応，grade3は

少なくとも適応），四肢末端の壊死であるcalciphyla-

xis，骨量の進行的な減少，エリスロポエチン製剤に

反応しない貧血などである．高度な2HPTをいたず

らに放置することは患者のQOLを妨げるばかりか，

心・循環器系の合併症により生命予後を悪くするため，

上記の項目を満たせばたとえ自覚症状がなくても適切

な時期にPTxに踏み切るべきである．

b） 術前検査と留意点

手術に際してはいくつかの留意点が存在する．手術

は通常全身麻酔下に施行するため，全身麻酔をかける

上のriskfactorがないかどうかを検討する必要があ

る．高度な2HPTを有した患者では前述した如く，

心・循環器系の合併症を有した症例が多いため，心エ

コーで心収縮力の状態，弁疾患の有無は検査すべきで

ある．最近ではさすがに著しい骨格変形を伴ったよう

な症例（shrinkingmansyndrome）は減っている

が，vitDパルス療法など内科的治療を強力に行うた

めか，あるいは高年齢の症例が増加しているためか，

虚血性心疾患を合併した症例が多く，術前に冠動脈造

影，intervention，さらに冠動脈バイパス術を施行後，

PTxを行う症例が増加しつつある．高度胸郭の変形，

肺の石灰化は換気障害を招くので注意が必要である．

肝硬変も長期透析患者で頻度の高い合併症の1つであ

り念頭におくべきである．透析歴が長くなるにつけ，

脊髄症状を有するような頸部破壊性脊椎症，脊髄管の

アミロイド沈着を有する症例も増加しており，挿管，

手術の際に頚部の過伸展が制限される症例も増えてき

ており留意が必要である．

c） 術式および，手術に際して留意すべき点

わが国で一般に用いられている2HPTに対する術

式は，上皮小体全摘出後前腕筋肉内自家移植術である．

わが国においては腎移植の機会が少なくPTx後も長

期間の血液透析を強いられることが多いため，残存さ

せた上皮小体が腫大して再発する危険が大きい．頸部

に正常な上皮小体とほぼ同じ大きさの上皮小体を残存

させる亜全摘出術では，再発した際に頸部再開創が必

要となる．頸部の再手術は反回神経麻痺のriskが増

すなど困難であるし，患者の侵襲も大きくなる．そこ

で再発を見越して全摘出し，前腕筋肉内に自家移植す

る術式が一般的である．再発した場合には局所麻酔下

で腫大した上皮小体組織の切除が可能である20）．

（i） すべての上皮小体を確認すること

上皮小体全摘出後自家移植術は，すべての上皮小

体を確認して摘出することが前提となる．残存させ

れば持続性HPT，再発の原因となる．最近他院に

て初回手術が行われ，不十分な手術により持続性

HPT，再発のため当科に紹介され，再手術を施行

する症例が増えているが，それらの症例では残存腺

の部位確認が困難で，繰り返し手術を必要とし難渋
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表3 腎性上皮小体機能亢進症に対する上皮小体摘出術の適応

〈内科的治療に抵抗する高度に進行した腎性上皮小体機能亢進

症〉

（1） PTH高値（C PTH＞20ng/mlorHS PTH＞50ng/

mlorintactPTH＞500pg/ml）

（2） 画像診断による上皮小体腫大の確認

（3） 骨X線写真上での線維性骨炎所見の存在または骨代謝マー

カーでの骨回転亢進の確認†

以上（1）,（2）,（3）の項目を同時に認めかつ内科的治療に

抵抗する症例

†骨シンチグラムでのbone/softtissueratioの亢進，

骨型アルカリフォスファターゼの上昇，オステオカルシ

ンの上昇（intactosteocalcin＞150ng/ml）

〈内科的治療に抵抗性を示す基準〉

（1） 高カルシウム血症

（2） 異所性石灰化の進行

（3） 自覚症状（�痒感，骨関節痛，筋力低下，イライラ感な

ど）

（4） 高度な線維性骨炎（Jensenの分類のgrade4,5は絶対

適応，grade3は少なくとも適応）

（5） コントロール不可能な高P血症

（6） calciphylaxis

（7） 骨量の進行的な減少

（8） エリスロポエチンに抵抗性の貧血



する症例が多く，初回手術ですべての腺を確認する

ことの重要性を痛感している．そのためには上皮小

体の解剖学的特徴と，2HPTの病態を考慮して手術

を行う必要があり，それらに精通した外科医に委ね

るべきである．正常な上皮小体は米粒大であり，脂

肪組織と色が類似しているため確認は必ずしも容易

ではない．上皮小体は必ずしも甲状腺側後面に存在

するわけではなく，異所性に存在することも稀でな

い．さらに５腺以上の過剰上皮小体が約20％の症

例で存在する．これらの理由がすべての上皮小体を

確認することを困難にしている．これらに対処する

ため，われわれは術前に非侵襲的な画像診断を施行

し，特に異所性に存在する腺（胸腺内など甲状腺よ

り離れた位置，甲状腺内に完全に埋没している腺な

ど）の確認をしている．最低限超音波検査か，CT，

および201TlClまたは99mTcMIBIscintigramは

施行しておいたほうがよい．われわれはroutineに

最も過剰上皮小体が存在しやすい胸腺組織（胸腺舌

部）を頸部創より可及的に切除し，両頸動脈鞘を開

放し，周囲および旁食道，旁気管領域の検索をして

いる．甲状腺に腫瘤がないかも術中に触診して

checkしている21）．甲状腺病変の合併も高頻度に認

められ留意が必要である22）．

われわれの973例の初回手術では97.9％の症例

で４腺以上摘出し，内12.1％の症例では５腺以上

摘出している．しかしながら PTx直後の最低

i-PTH値が正常の上限である60pg/ml以下に低下

しない症例では残存腺が存在すると考え，持続性

HPTと定義しているが，そのような症例が 4.2％

存在する．それらの大半の症例は内科的治療で管理

可能であるが，13例（1.3％）で再手術が必要であっ

た．内９例は縦隔内に存在する過剰上皮小体であり，

aorticopulmonarywindowとよばれる大動脈弓

と肺動脈起始部の間に最も高頻度に存在した．縦隔

内に存在する過剰上皮小体由来の持続性HPTは避

けることができない23）．

本手術に特異的な合併症としては，反回神経麻痺

と創部出血がある．反回神経は上皮小体摘出に先だっ

て確認しており，まず損傷はない．2％程度で一過

性の嗄声を認めている．腎不全患者は易出血性のた

めドレーンをroutineに留置しているが，約0.5％

で再開創止血が必要である．自験例では術後１カ月

以内の死亡は脳虚血，多臓器不全を合併した１例の

みである．

（ii） 自家移植の方法と留意点

自家移植に際しては十分な上皮小体機能を保持す

ること，移植腺由来の再発をいかに少なくするかと

いうことに配慮する必要がある．機能低下症を避け

るために，われわれは1×1×3mmの上皮小体切

片を30個とやや多めに前腕筋肉内に移植している．

移植上皮小体の機能は移植側と対側の肘静脈で採血

し，i-PTH値を測定することによって知ることが

できる．両者の比（PTH gradient）が1.5を超せ

ば有意と考え，移植腺は機能していると判断してい

る．ほぼすべての症例で移植腺は機能しており

routineに凍結保存しているが，解凍して凍結上皮

小体組織の再移植を必要とした症例を経験していな

い24）．移植上皮小体由来の再発は無視できず，自験

例での再発率はPTx後3年，5年，7年でそれぞれ

約10％，20％，30％程度である．再発率は結節性

過形成の組織を移植した場合びまん性に比して有意

に高く，再発を予防するためには結節性過形成を避

け，可及的にびまん性過形成の腺を移植すべきであ

る20,24,25）．

d） 術後の管理

PTx後の特別な管理としてはCa補充療法がある．

PTx後はPTH値は急速に低下し，移植上皮小体が機

能し始めるのには約2～3週間必要である24）．PTx後

は急速に骨吸収が低下するためしばらくは骨形成が優

位となり，血中の Ca，Piが骨へと移行することが

PTx後の骨生検，骨代謝マーカーの推移の検討より

判明している26）．そこで，多量なCa補充療法が必要

で，線維性骨炎（hungrybone）が高度な症例程多

量なCa補充療法を必要とする．われわれは残存上皮

小体の存在を早期に知るため，血清Ca値が7mg/dl

以下となってからCa補充療法を開始している．腫大

した残存腺が存在する場合は，血清 Ca値は術後 7

mg/dlまで低下しないことが多い．カルチコール20

A/日持続静注，Cacarbonate12g/日，1α（OH）D3

3μg/日の内服より開始し，血清Ca値が8－10mg/

dlとなるように適宜増減している．アルカリホスファ

ターゼ（Al-P）が正常化する頃より骨へのCaの移行

はおさまり，血中Ca，Pi値が上昇してくる19）．この

段階でPTH値をみながら目標とする血清Ca値を定
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めている．つまりi-PTH＜100pg/mlでは透析前Ca

値を8－9mg/dlと低めにコントロールし，必要があ

ればvitDの投与も中止している．PTH値はPTx後

徐々に上昇してゆき，i-PTHが100pg/mlを超える

ようになれば，少量のvitDを加え透析前Ca値を9－

10mg/dlに管理するようにしている．

PTH値が再上昇してきたときの過剰PTH分泌ori-

ginとしては次の4つの可能性を考慮すべきである．

① 移植上皮小体組織

② 頸部又は縦隔に残存した（過剰）上皮小体

③ 頸部に播種した上皮小体組織

④ 上皮小体癌の肺などへの転移

4者の鑑別は時として容易ではない．特に他院にて

初回手術が行われ，初回手術の詳細な内容が不明な場

合は悩むことが多い．最も頻度の高いのは移植腺由来

であり，PTHgradientが高値，Casanovatest（移

植側の上腕を駆血後に対側の肘静脈で採血しi-PTH

を測定）でPTH値が低下，腫大した上皮小体の触診，

MRIなどの画像診断で腫大した移植上皮小体組織の確

認，によって多くは診断可能であるが，同時に頸部ま

たは縦隔にも残存腺が存在する場合もあり，検索困難

な場合も存在する．そのような場合は再手術の侵襲の

少ない移植腺切除を先に行うことにしている．移植腺

腫大以外の原因が考えられる場合でも，画像診断にて

その存在位置が判明しなければ手術を施行していない．

（D） 腎性上皮小体機能亢進症の新しい治療法

いくつかの新しい治療法が開発されている．Caを

含有しない新しいPi吸着剤として，ポリカチオンポ

リマーであるsevelamer（RenaGel），希土類元素で

あるランタンが開発されている．これらのPi吸着剤

は高Ca血症をきたさないため，vitDパルス療法の

際のPiの管理に有用と考えられる．それぞれ欠点も

存在するため，すべての症例で現在使用されている

Pi吸着剤に取って代わることはないと考える27）．

静注用のcalcitriolは日本での治験も終了し，近い

将来使用が可能となることが予測されている．vitD

パルス療法では経口投与に比して血中濃度を高くする

ことの可能な静注製剤に取って代わると考えられる．

当然のことながら高Ca血症には注意が必要である．

エタノールに代わってcalcitriolをエコーガイド下に

直接上皮小体に注入する方法も考えられている．

新しいvitDアナローグがいくつか開発されている．

22oxa-calcitriolはvitD結合蛋白との親和性が低く，

ラットの実験では高Ca血症をきたさずにPTHを低

下させると期待されたが，人での臨床治験では血清

Ca値の上昇が認められた．本剤も，vitDパルス療法

と同様な基準で使用されることとなるであろう28）．近

い将来使用可能となる予定である．米国では19-nor-

1,25（OH）2D229），１α（OH）D2が発売されており30），

2HPTに有効と報告されている．

新しい薬剤としては CaRの agonistである calci-

mimeticsが注目されている．本剤はCaRにCa疑似

的に作用し，上皮小体細胞内 Ca濃度を上昇させ

PTHの分泌を抑制させる．1HPT，2HPTともに臨

床治験がなされ，PTH値の有意な低下が報告されて

いる31）．

結 語

腎不全下のCa，Pi代謝異常については近年新たな

事実が解明されてきており，それに基づいた新しい治

療法が出現しているものの依然として高度な2HPTは

維持透析患者の大きな合併症の1つである．1997年

末の日本透析医学会の統計調査によれば，5,201人

（4.3％）の慢性腎不全患者でPTxが施行されている32）．

2HPTに対するPTxはその適応，術式も確立された

感がある．われわれは新しく判明した2HPTの病理

組織学的，病態生理学的側面を考慮しながらPTxの

適応，術式，術後管理を考え診療にあたっている．長

期透析患者が増加する現在，長期予後，経済的側面か

ら考えると，PTxをもう少し早めに施行してもよい

のではと感じている．
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はじめに

ハイパフォーマンス膜の出現はオンラインHDFや

push& pullHDFを可能にした．これらの治療は膜

を介し透析液を積極的に血液へ注入するため透析液中

のエンドトキシン（ET）が問題とされ，ETを除去

すべく様々な工夫が成されてきた．その成果はオンラ

インHDFやpush& pullHDF施行の際に限らず，

透析液中のETをフリーにするためにも活用すべきで

ある．エンドトキシンに汚染された透析液を使う理由

はない1,2）．

当院では以下の透析液管理を講じてきた．

① ハイドロトリーターやトルマリンの設置．

② 市水の受水槽，高架槽の洗浄．

③ 配管のデッドスペースの排除．

④ RO水の初期抜水．

⑤ B液タンクの洗浄．

⑥ B液の粉末からの作成．

⑦ 定期的次亜塩素酸消毒および酢酸洗浄．

⑧ カプラーの洗浄．

⑨ 酸性水の利用．

⑩ コンソール毎の全濾過によるエンドトキシンカッ

トフィルター（ETCF）の設置，など．

これらのうち，②，③，⑤，⑦，⑧はすでに多くの

施設で実施されていると思われるが，洗浄頻度と濃度

測定のタイミングの関係などから透析液作成ラインお

よび送液ライン各所のET測定値は必ずしも一定して

おらず，それぞれの部位毎の洗浄効果の定量的および

経時的判定は煩雑でもあり難しい．しかしながらET

対策の基本であり，②～⑧は厳守すべきであろう．①

のハイドロトリーターやトルマリンは赤サビの発生や

滑りを抑えることが報告3,4）されているが，ETに関し

ては不明である．透析液中のETをフリーにするため

には，カットフィルターの設置が最も手軽で，唯一の

方法であり，セントラル方式とコンソール毎にセット

する方式があり，それぞれ全濾過あるいは部分濾過が

用いられている．当院では各コンソールのダイアライ

ザー直前に設置し，全濾過方式を行っている．3台の

push& pullHDF装置には，このETCFを2本セッ

トし使用している．現在普及している除水コントロー

ラー付コンソールであれば簡単に設置可能で，なんら

問題なく使用できる．われわれは3ヵ月毎にエンドト

キシンカットフィルターを交換し，この10年間トラ

ブル無く使用してきた．以下エンドトキシンカットフィ

ルターについて述べる．

1 目詰まりは生じないか

フィルターによる透析液の濾過を行うとき，流量を

維持できる期間はどの程度であろうか．透析液中の様々

なゴミや，エンドトキシンなどによる目詰まりのため

透析液の流量不足を生じないか，そのため過剰な除水

をきたさないか．このような疑問はinvitro及びそ

の結果に基づく透析（invivo）を行うことで以下の

ごとく検証された5）．

コンソールへ供給する通常の透析液ラインから，透

析液を一定の圧と流量で 2種類（PAN，PS）の

ETCFを 3～6ヵ月連続的に通過させたところ，

ETCFへの注入圧は低下したが（図 1），濾液中のエ

ンドトキシンは検出限界であった．フィルターの汚れ

を認めたが，これは目詰まりを意味しておらず，肉眼
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でわかる程度の大きなゴミは，この期間の濾過の妨げ

にはならず，圧の減少は膜の劣化によるポアーサイズ

の増大と判断された．

また透析液の密閉回路内にETCFをセットし（図

2），バルブを用いて，フィルター前後の圧差を意図

的に発生させても（in350mmHg,out90mmHg），

血液側からの除水は生じないことも確認した．構造上，

この部では膜の破損は圧の変化を反映しない．

2 リークを見つける方法はあるか

一般的にフィルターの破損を発見するには，注入圧

の下降と濾液のET濃度の上昇を監視する方法が採ら

れている．しかしピンホールやポアーサイズの増大に

よるリークが，どの程度，圧の下降や濾液のET濃度

の上昇をもたらすのか報告はない．膜の破断がどの程

度の大きさで生じうるものかも不明である．少なくと

も先に示した圧変化（図1）の範囲では濾液のETは

検出できなかった．

そこで次の実験を行った（図 2）．ETCFとして

FLX-18GWを用いた．コンソールを稼動し，生理食

塩水をダミー血液回路に100mmHgの圧で循環させ，

①新品のETCFと，②中空糸を1本切断したETCF

のETのリークと圧変化の比較，③中空糸を1本切断

したETCFを用いた高濃度のETを含む水道水の濾

過，④これらのETCFの空気圧300mmHgによる加

圧試験（図3）である．

①，②のETCFに，図2の如く透析液を流し，フィ

ルターにかかる圧を測定すると，in,out間に有為な

差は認められず，透析液の密閉回路内での圧測定は有

用ではなかった．ついで，①，②を使用中のコンソー

ルへ設置し，濾液のET濃度をみたが，①と②いずれ

も1EU/L以下であり（表1），圧変化も（図4）と

もにリークとして確認することはできなかった．当院

での通常の管理下にある透析液 ET濃度はほぼ常に

10EU/L以下である．そこでさらに高濃度の ET

（1,250～2,280EU/L）を含む水道水の濾過を行って

みたが，ET濃度は1EU/L以下であった（表2）．

これは切断されていないファイバーからの濾過も行わ

れているため，クリーンな濾液により切断されたファ

イバーからのETは希釈され，同様に圧も変化しない

ものと考えられる．1本の ETCF濾液の ET濃度は

8.8EU/Lを示したが，後日採取された2回の検体で

は1EU/L以下であり，検体採取時の汚染が疑われ

た．

この「ファイバーを1本切断した」フィルターを空

気で 300mmHgまで加圧し 2分間放置すると 69

mmHgに低下した．新品であるコントロールは278

mmHgであり，これに比べ有意に（p＝0.0039）低い．

3ヵ月使用後のフィルターのそれは236mmHgであっ

た（図5）．
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図1 透析液を3～6ヵ月間連続してETCFを通したと

きの注入圧の変化



これらの結果はコンソールに設置した状態での透析

液の密閉回路内における圧やエンドトキシン濃度のモ

ニターは，膜の広範な破断に至らない限り，無効であ

ることを示している．一方，加圧試験ではETCFの

1本が切断されたことを確認できた．

3 いつまで使えるのか

一定の条件下で製作されたフィルターは均一の物性

を有するものと考えられる．このようなフィルターを

或る条件下で使用したとき，その物性の経時的劣化は

加圧試験などにより予測しうるものと思われた．

今回，筆者は一定期間使用した後に前記の加圧試験
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図2 ETCFの圧測定方法

図3 ETCFの加圧試験の方法

図4 中空糸を1本切断したETCFの圧変化

（コンソールへ装着時）

表1 コンソールへETCFを装着したときの透析液

エンドトキシン濃度

透析液エンドトキシン濃度

ETCF 入 口 濾 液

通常使用時 n＝5

1本切断後 n＝5

6.2±7.4

6.9±5.4

＜1.0

＜1.0

（エンドスペシー法：EU/L）



を行い，事後にフィルターの性能を保障することがで

きたと考えている．さらに既知の物質による阻止率の

評価も加えれば，信頼性は高まろう．われわれは

1991年に 22週の耐性試験を行い，そのフィルター

からミニモジュールを作成し，分子量5万程度の蛋

白の阻止は 3ヵ月後で 95％，6ヵ月後も 70％ 保持

できていることを確認した（図6）．今回の加圧試験

の結果からもETCFの連続使用は少なくとも3ヵ月

は可能と判断した．今後ETCFの加圧試験を自動化

することにより，使用前に毎回フィルターの性能を確

認する方法を確立して行きたい．
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図5 エンドトキシンカットフィルターの加圧試験の結果

図6 各種蛋白の阻止率

表2 水道水のエンドトキシン濃度の変化

フィルター入口 1本切断後の濾液

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

1610

1710

1250

1850

2280

＜1.0

8.8

＜1.0

＜1.0

＜1.0

（エンドスペシー法：EU/L）



4 費用について

ETCFの設置に必要な物品は，シリコンチューブ

（6φ），カプラー，ホルダー，サンプリングポート，

T字管，ETCFなどで，これにエンドトキシン検査料

1回分を加えて，コンソール1台あたり17,740円で

ある．3ヵ月毎にETCF交換とエンドトキシン測定を

行えば，初年度約4万円，次年度以降約3万円の経費

が必要になる．ETCFのみの交換であれば，年間1万

円程度の出費で済む．

結 語

① 中空糸を1本切った程度のETCFからのリー

クは，現場で稼働中の圧モニターおよび濾液の

ET濃度の変化からは発見できない．

② 空気による加圧試験のほうが精度は高い．

③ 3ヵ月後に加圧試験を行い，事後にETCFの信

頼性を保障可能である．

エンドトキシンカットフィルターの設置はメインテ

ナンス・フリーで，機器の増設・改造も不要で，コス

トも低く，信頼性も高い，今すぐどこの施設でも可能

な透析液エンドトキシン対策である．当院ではすべて

のpush& pullHDF装置とコンソールにETCFを

設置しており，これまでトラブルは皆無である．
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はじめに

最近透析症例にカルニチン補充を行う試みがなされ

ている．ここではカルニチンの働きと腎不全症例での

代謝異常，そして補充の効果の順に述べ，透析症例の

カルニチン代謝の問題を検討したい．

1 カルニチンとは1）

カルニチン（γ-trimethyl-β-hydroxybutylobetaine）

は分子量162の水溶性アミンで，生体内では図1の

反応により脂肪酸と結合していない遊離カルニチンと

脂肪酸とエステル結合しているアシルカルニチンが存

在する．この反応はcarnitineacyltransferaseによ

り触媒され，アシル基が可逆的にcoenzymeAとカ

ルニチンの間を転移する．

カルニチンは細胞のエネルギー代謝に必須である．

第1にカルニチンは脂肪酸のミトコンドリア内への

輸送担体である．脂肪酸はミトコンドリア内でのβ酸

化とTCA回路により最も効率よくエネルギーを産生

する基質であるが，長鎖脂肪酸（炭素原子14以上）

はミトコンドリア内では活性化されず，また活性型の

長鎖アシルCoAはミトコンドリア内膜を通過できな

い．図2にパルミチン酸のミトコンドリアへの転送

様式を示す．カルニチンは carnitineacyltransfer-

ase・carnitine-carnitineestertranslocaseにより

長鎖アシルCoAをミトコンドリア内に移送し，β酸

化を受けうるようにする．第2にカルニチンはCoA

プールの緩衝作用を担う．アシルCoAの蓄積は表1

に示すエネルギー代謝に必要な各種酵素を阻害して細

胞機能を障害する．アシルCoAからアシル基をカル

ニチンに転移することで，細胞外からさらに生体外へ

排泄し，CoAが遊離されアシル基の代謝が促進され

る．このためカルニチンの正常な作用には一定量のア

シルカルニチンの排泄とそれを補う遊離カルニチンの

供給という新陳代謝が必要である．また，カルニチン

は赤血球膜のリン脂質取り込みを改善して赤血球膜を

安定化させ，赤血球の抵抗性を高める．

2 正常ヒトのカルニチン代謝

正常ヒトのカルニチンは，食事から75％が供給さ

れ，25％が生体内で合成される．食肉や乳製品に多

く含まれ，通常1日に100―300mg摂取している．

カルニチンは図3に示すように主にlysineからγ-tri-

methyllysine，γ-butylobetaineを経て肝，腎，脳で

合成される．trimethyllysineは多くの組織で合成さ

れるがbutylobetaineの水酸化は肝と腎でのみ行われ，

ヒトではtrimethyllysineからcarnitineを合成する

までのすべての酵素が肝より腎に多く存在する．肝や

腎で合成されたカルニチンは血漿を介して他の組織に

移送され能動的に取り込まれる．

遊離カルニチンやその前駆物質は糸球体で濾過され，

尿細管で90％以上が再吸収される．これとは対照的
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carnitine+acyl-coenzymeA acylcarnitine+coenzymeA

図1 カルニチンの存在様式



にアシルカルニチンの尿細管での吸収には限界があり，

腎臓でのアシルカルニチンのクリアランスは遊離カル

ニチンの4－8倍になる2）．このように腎はカルニチ

ンの合成とともにアシルカルニチンの選択的排泄によっ

て遊離・アシルカルニチンの平衡を保っている．カル

ニチンは主な合成組織と利用組織が異なり，さらにア

シルカルニチンの排泄組織が異なるため，生体におけ

る新陳代謝には一定の血漿濃度が必要と考えられる．

全身の総カルニチン量は約 100mmolであり，ほ

とんど（95％）が骨格筋と心筋内にある．肝・腎に

約2％，細胞外液に約0.2％が含まれている．骨格筋

中では血漿濃度の約70倍になる．カルニチンホメオ

スターシスは組織限局性であり，血漿濃度は肝濃度を

反映するが，骨格筋濃度は必ずしも反映しない．カル

ニチン濃度を表2に示すが，骨格筋濃度は報告によ
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細胞質 ミトコンドリア外膜 ミトコンドリア内膜 ミトコンドリア内

①．PCSで活性化，②．palmitol-CoAは外膜を通過，③.CPT-1によりcarnitineesterに変換，

④．CTによりミトコンドリア内膜を通過．⑤．CPT-2によりpalmitol-CoAに再合成，⑥．palmitol-CoAはb

酸化，TCA回路，呼吸鎖で酸化．PCS:palmitoylCoAsynthetase,CPT-1:carnitinepalmitoyltransferase-1

CT:carnitine-carnitineestertranslocase.CPT-2:carnitinepalmitoyltransferase-2

図2 脂肪酸代謝

図3 カルニチンの生合成

表1 アシルCoAによって阻害される酵素

AcetylCoA carboxylase

Adeninenucleotidetranslocase

Citratesynthetase

Pyruvatedehydrogenase

Pyruvatecarboxylase

A acetylglutamatesynthetase



り差が大きい．血漿カルニチン濃度の正常値は，総カ

ルニチンが45－91μmol/lであり，遊離型が大部分

で，アシルカルニチン/遊離カルニチン比は0.4以下

である．

3 カルニチン欠乏の臨床像

カルニチン欠乏はどのような影響を与えるのであろ

うか．高度の欠乏である先天性一次性欠乏症は1973

年にEngelとAngeliniにより報告され3），全身型と

筋型の2群に分類された．全身型は細胞のカルニチン

取り込み障害などが原因と考えられており，吸収障害

と尿中への喪失によりカルニチン濃度は著明に低下す

る（正常ヒトの10％または5μmol/l以下）．小児期

に低血糖・低ケトン性昏睡というライ症候群様クリー

ゼを反復し，骨格筋・肝に脂質が沈着し，進行性の心

筋症を呈する．Lカルニチンの補充が有効である．筋

型では脂質蓄積性ミオパチーによる筋力低下が主症状

である．

二次性カルニチン欠乏はpivalate投与で誘導され，

56日間の投与で血清カルニチン濃度の高度の低下と

骨格筋濃度の中等度の低下を認めた4）．肝臓での脂肪

酸代謝の低下，最大酸素摂取量・最大心拍数の低下か

ら心機能の低下が示された．骨格筋の解糖系は抑制さ

れたが，運動負荷時のATP，creatininephosphate

濃度は減少せず，骨格筋のエネルギーは十分利用でき

ていたと考えられた．

長期間の中等度欠乏の影響はpivalate飼育動物で

観察された．Paulsonらは心臓への影響を検討し，短

期間（12週）の障害では代謝基質が変移するものの

心機能は障害されないが，欠乏が長期間（26週）に

及び，過剰負荷がかかっているときに心機能の低下を

認めている5）．

以上のようにカルニチン欠乏は高度であれば著明な

エネルギー代謝障害を起こし，脂質蓄積とエネルギー

欠乏による全身症状をきたすが，中等度の低下では他

のエネルギー産生機序などにより代償され，長期間の

欠乏によりエネルギー不全が表出すると考えられる．

4 慢性腎不全症例のカルニチン代謝

1） 保存期腎不全症例

慢性腎不全保存期では，カルニチンやその原料（ly-

sine，methionine）を豊富に含む食事が制限され，

腎での合成低下によりカルニチンの供給が減少するが，

腎からの排泄の低下により総カルニチン濃度は高値に

なる．腎からのアシルカルニチンの選択的な排泄機能

が低下してくることや，アシル基の代謝低下によりア

シルカルニチン/遊離カルニチン比が上昇してくる6）．

2） 血液透析症例

透析症例では保存期腎不全症例の病態に加えて，透

析液への非選択的なカルニチン除去が行われ，腎の残

存カルニチン産生機能も廃絶してくる．透析液への総

カルニチン排泄量は健常ヒトの尿中排泄と同等であ

り2），また一回の血液透析で血漿中総カルニチンの
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表2 正常ヒトのカルニチン濃度

〈血漿中濃度〉（μmol/l）

総カルニチン 遊離カルニチン アシルカルニチン（短鎖/長鎖）

ReboucheCJら（1983） 全体30―89

男59.3±11.3

女51.5±11.6

RoessleCら（1985） 51.5±2.2 38.9±0.8

CederbladGら（1976） 男57.0±12.8

女46.5±12.4

CorsiMら（1986） 50.8 43.5 6.9/2.5

〈骨格筋内濃度〉

総カルニチン 遊離カルニチン

ReboucheCJら（1986） 20.5±8.4nmol/mg（noncollagenprotein）

LennonDLFら（1986） 4.25±1.27μmol/g（wetweight） 2.98±1.02μmol/g（wetweight）

CederbladGら（1976） 17.9μmol/g（dryweight）

MoorthyAVら（1983） 5230.5±142.7nmol/g（wetweight）



70－80％が除去されるものの次回の透析までには組

織からの移行により血漿濃度は回復する7）．そのため，

透析治療開始当初は血漿遊離カルニチン濃度は低下せ

ず，総カルニチン量も減少していない．しかし，透析

期間とともに血漿遊離カルニチン濃度は指数関数的に

低下が認められることが報告され8），骨格筋などの組

織中の遊離・アシルカルニチン濃度も透析期間ととも

に変化する9,10）．以上のように末期腎不全で生体内に

含有されたカルニチンは，透析による除去に対して生

体内での合成が補いきれず，年余にわたり徐々に減少

し欠乏してくる．さらにアシル基が尿毒症での代謝不

全と透析治療では選択的除去が行われないため蓄積し，

相対的な血漿アシルカルニチン濃度高値が進行する．

図 4に当院での血液透析症例の血漿カルニチン濃度

と透析期間との関連を示す．血漿遊離カルニチン濃度

には血液透析導入期数年の指数関数的減少と直線的な

漸減が見られるが，5－10年以上の経過でほぼ一定に

なってくる．

報告されている血液透析症例の血漿，骨格筋カルニ

チン濃度を表 3に示す．数年以上の透析期間を持つ

症例では，血漿・骨格筋とも遊離カルニチンは健常対

照に比べて有意に低く，血漿アシルカルニチン/遊離
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図4 慢性血液透析症例の血漿カルニチン濃度の推移

表3 血液透析症例のカルニチン濃度

〈血漿中濃度〉（μmol/l）

対 象 総カルニチン 遊離カルニチン アシルカルニチン（短鎖/長鎖）

Rodriguez-Segadeら 血液透析症例54名 62.7±22.3 39.9±16.5 23.4±10.9

（1986） 透析期間2―82カ月 （53.3±8.4） （47.1±7.7†） （6.2±2.4†）

WannerCら（1986） 血液透析23名 49.9±3.9 31.6±2.8 17.0±1.8/1.2±0.2

6.1±0.8年 （46.0±2.5） （37.4±1.3†） （7.2±0.9†/0.6±0.1†）

GolperTAら（1990） 血液透析82名 61±2 31±2 19.59±1.02/5.44±0.23

透析期間60.7±7.9カ月

HiattWRら（1992） 血液透析8名 48.3±9.5 28.7±5.4 13.8±4.5/5.8±1.9

透析期間0.5―16年 （54.7±7.2） （42.2±8.3†） （6.5±6.4†/6.0±1.4）

〈骨格筋内濃度〉

（非コラーゲン蛋白当り） 対 象 総カルニチン 遊離カルニチン アシルカルニチン（短鎖/長鎖）

SevicaVら（1983） 血液透析症例14名 9.88±1.09μmol/g 1.13±0.27μmol/g

透析期間23±4カ月 （19.34±1.19†） （2.41±0.36）

SiamiGら（1991） 血液透析症例14名 17.8±4.6μmol/g

透析期間記載なし （31.2±7.4†）

HiattWRら（1992） 血液透析8名 2,320±1190nmol/g2,190±1190 130±130/21±11

透析期間0.5―16年 （3,800±940†） （3,420±910） （340±190†/41±16†）

（ ）内は健常対照．†は有意差が有ることを示す．



カルニチン比は約0.6に上昇している．

3） 腹膜透析症例

腹膜透析症例でも血液透析症例と同様に透析液への

総カルニチン排泄量は健常ヒトの尿中排泄と差が無い

が，遊離カルニチンの喪失が大きい11）．CAPD症例

の血漿カルニチン濃度は報告により様々である（表4）．

米国やドイツの報告12,13,14）ではCAPD症例の血漿総

カルニチン濃度は低くなく，29カ月間の追跡でも有

意の低下は無いとしている13）．英国の報告11）では遊離

血漿カルニチン濃度は低く，アシルカルニチンが相対

的に高値であった．堀江ら15）も，総カルニチンの不足

は認めないが，遊離カルニチンの低下が著しい質的異

常を認めている．われわれの施設のCAPD症例（年

齢54.2±14.8歳，透析期間4.6±2.4年）の血漿カル

ニチン濃度を図5に示す．遊離カルニチンは低く，

アシルカルニチンが透析期間とともに上昇した．アシ

ルカルニチン/遊離カルニチン比は透析期間に正相関

した．

以上のように食事や透析期間により差があるが，

CAPD症例でも遊離カルニチンの欠乏とアシルカル

ニチンの蓄積が起こり，年余にわたり進展する．これ

らの変化は血液透析に比べ軽度であるが，これは血液

透析のような急激な血液からの除去による骨格筋プー

ルからの変移が無いことや残腎機能の保持によるもの

と思われる．

5 透析症例のカルニチン代謝異常が組織脂肪酸代謝

に与える影響

中等度のカルニチン欠乏，アシルカルニチン蓄積と
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図5 CAPD症例の血漿カルニチン濃度の推移

表4 CAPD症例のカルニチン濃度

〈血漿中濃度〉（μmol/l）

対 象 総カルニチン 遊離カルニチン アシルカルニチン（短鎖/長鎖）

AmairPら（1982） CAPD4.5例 男28.8±10.8

（1986） 男12.6±12.7カ月 （34.6±4.3）

女23.6±12.9カ月 女28.2±7.9

（32.9±10.8）

MoorthyAVら（1985）CAPD35例 62.98±17.96 38.05±13.7 27.0±11.8

1―70カ月 （50.45±8.7） （42.5±8.14） （7.93±3.3†）

WannerCら（1986） CAPD15例 49.9±3.9 35.6±3.2 11.8±0.8/1.5±0.2

12.1±3.0カ月 （46.0±2.5） （37.4±1.3） （7.2±0.9†/0.6±0.1†）

Constantin- CAPD8例 42.8±1.6 28.5±1.4 ?8.56±1.93

TeodosiuTら（1996） 4―120カ月 （43.1±2.3） （36.2±2.5†） （?2.39±0.93†）

HorieMら（2000） CAPD13名 31.3±7.4 14.8±4.2

平均43.8カ月

（ ）内は健常対照．†は有意差が有ることを示す．



いう透析症例のカルニチン代謝異常は実際にエネルギー

代謝に影響しているのであろうか．慢性血液透析症例

の心筋脂肪酸代謝をinvivoでLカルニチン補充前

後で検討した16）．心筋は脂肪酸代謝を主なエネルギー

源とし，この脂肪酸アナログとしてI123で標識され

た BMIPP（β-methylparaiodephenylpentade-

canoicacid）が開発されている．また心機能は透析

症例の予後に最も影響する．

慢性血液透析症例11名（年齢60歳，透析歴21年）

を対象としてLカルニチンを1g/日4週間とその後

0.5g/日4週間経口投与した．血漿カルニチン濃度は

図 6に示すように遊離カルニチンは全症例が正常範

囲以下であったものが，正常またはそれ以上になり，

アシルカルニチン/遊離カルニチン比は低下して正常

範囲に近くなった．BMIPP心筋シンチグラムでは，

細胞内ATP含有量に依存する心/縦隔比（H/M）と

脂肪酸代謝を表す洗い出し率（WOR）を計測した．

図 7に示すように，心/縦隔比は対照より高く，Lカ

ルニチン補充前後で変化が無かったが，洗い出し率は

対照より低く，補充後正常対照と同等になった．その

ため血液透析症例ではカルニチン代謝異常により心筋

脂肪酸代謝が障害され，Lカルニチン補充はこれを

修正すると考えられた．

カルニチン濃度と透析症例に見られる臨床的状態と
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図6 カルニチン血中濃度の変化

図7 BMIPP心筋シンチグラフィ指標



の関連を示した報告もある2）．工藤17）は血漿カルニチ

ン濃度と心胸比の逆相関を認めた．Sakurauchiら18）

は骨格筋症状のある透析症例ではより血清遊離カルニ

チン濃度が低いことを認めた．Hiattら10）は骨格筋内

カルニチン濃度が運動耐容能に相関することを報告し

た．Kooistraは血漿カルニチン濃度と erythropoi-

etin必要量の関連を示した19）．このようなカルニチン

濃度に依存する尿毒症病態は，透析症例に見られるカ

ルニチン欠乏が関与していると考えることができる．

6 透析症例に対するカルニチン補充の効果

透析症例の尿毒症病態に対するLカルニチン補充

の効果は，骨格筋・心機能，運動耐容能，透析中合併

症，腎性貧血，脂質代謝異常，栄養状態，そして

QOLに関して検討されてきた．

比較的評価が定まっているのは，骨格筋機能，透析

中合併症（筋痙攣・血圧低下），腎性貧血に対する効

果である（表 5）．最も対象が多く，二重盲検法で行

われているのはAhmad20）らの検討であるが，骨格筋

筋力の改善，上腕筋肥大，透析中筋痙攣の軽減を50－

60％の症例に認めており，Siamiら21）も同様の報告

をしている．効果を認めなかったのはFagherら22）で

あるが，前者に比べて投与量はほぼ同じであるものの

投与期間が短かった．また筋力の変化や痙攣の軽減は

2－3カ月で見られるが，骨格筋の肥大や酸化代謝を

特徴とする1型線維の増加などの骨格筋形態の変化

が認められるには6カ月以上かかっている．

腎性貧血に対する効果は 1982年に Trovatoら23）

によりヘマトクリットの増加で報告された（表 6）．

rHuEPO導入後はその節減効果が認められ，

Labonia24）やKletzmayrら25）は偽薬対照試験を行い，

半数以上の症例でヘマトクリットを維持する

rHuEPO必要量が減量できたことを報告している．

Matsumuraら26）は，血液透析症例で減少していた赤

血球の浸透圧抵抗性がカルニチン補充で改善すること

から，カルニチンの膜抵抗性改善が貧血改善の機序で

あることを示した．

心機能に対する効果の評価は様々である（表 7）．

収縮機能の改善を認めたという報告はCoratelli27），

Khoss28），VanEs29）らによりなされているが，変化

を認めなかった報告も多い．これらの結果の差には，

対象症例の投与前の心機能が影響している．VanEs

らは透析中血圧低下のある群と無い群を比較し，前者

では収縮機能の改善を見るが後者では変化が無く，カ

ルニチン補充の効果は前者でのみ認めた．Golperら30）

は著明な心肥大と収縮機能低下を示した2症例の心筋

カルニチン濃度の低値と補充の有効性を示した．一方

効果を認めえなかった報告では，投与前の心機能が正

常に近かった．このように心機能に障害を認めている

症例ではカルニチン補充が有効であると考えられてい

る．しかし，われわれの検討ではカルニチン補充に

より心筋脂肪酸代謝はほぼ全例で改善しており，心不

整脈への効果など安静時心エコー図による心収縮機能

評価だけではカルニチン代謝異常とその補充効果は評
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表5 透析症例の骨格筋に対するL―カルニチン補充の効果

報告者（年） 対象症例 投与量・方法・期間 効 果

BellinghieriGら（1983） 血液透析症例14名 2g/日・経口・60日 血漿・骨格筋カルニチン濃度上昇

骨格筋形態変化無し

血液透析中筋脱力・痙攣軽減

FagherBら（1985） 血液透析症例28名 2g/日・静脈内・3回/週 血漿・骨格筋カルニチン濃度上昇

二重盲検法 6週間 骨格筋機能改善無し

AhmadSら（1990） 血液透析症例82名 20mg/kg・静脈内・6カ月 上腕筋・三頭筋厚増大

二重盲検法 透析中筋痙攣軽減

SpagnoliLGら（1990） 血液透析症例22名 2g/日・静脈内・12カ月 血清・骨格筋カルニチン濃度上昇

骨格筋肥大・I型線維増加

SiamiGら（1991） 血液透析症例14名 2g/日・静脈内・3回/週・ 筋力改善（4例/7例）遊離脂肪酸酸化

二重盲検法 6カ月 改善するも有意差に至らず

FeinfeldDAら（1996） 血液透析症例6名 1.98g/日・経口・8週間 血清ミオグロビン濃度低下

透析中筋脱力・痙攣軽減

SakurauchiYら（1998） 血液透析症例30名 0.5g/日・経口・12週間 血漿・骨格筋カルニチン濃度上昇

筋力低下・疲労・痙攣の軽減



価不十分とも考えられる．透析時血圧低下の減少31），

運動耐容能改善の報告もあり10,20），負荷時の心機能な

ど心予備能も検討すべきであろう．

脂質代謝に対する効果の評価も様々である（表 8）．

末期腎不全症例では肝臓や脂肪組織などの脂質代謝酵

素活性の異常に基づき血清脂質濃度の異常として，中

性脂肪高値，HDLコレステロール低値が見られる．

Lacourら32）は経口投与で中性脂肪低下，HDLコレス

テロール増加を認めた．しかし，WeschlerA33）や

Wanner34）らはカルニチンの多量投与で血清脂質濃度

の異常が悪化することを報告した．最も大きい二重盲

検試験はColperら35）の報告であるが，半年間の投与

で血清脂質濃度は変化していない．対象症例・投与期

間の差も考えられるが，多量投与ではカルニチンが十

分に利用されず，かえって脂質濃度が上昇しており，

尿毒症病態の脂質代謝異常の律速段階がカルニチン欠

乏だけではなく，その補充だけでは十分には改善しな

いのであろう．

最近はカルニチン補充で透析症例のQOLが高めら

れるという検討がされている．Sloanら36）は広く受け

入れられている指標であるSF36を用いて，Lカルニ

チン 1g透析前後経口投与で約 3カ月の観察期間で

generalhealth，physicalfunctionの改善を認めて

いる．しかしその後6カ月までの投与でこの改善は

持続しなかった．これに対して，Lカルニチンの長

期投与が血液透析症例の栄養状態を改善するという報

告がされた．Trovatoら37）は血液透析症例に偽薬を

対照にしてLカルニチン1g/日を2－5年間投与し，
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表7 透析症例の心機能に対するL―カルニチン補充の効果

報告者（年） 対象症例 投与量・方法・期間 効 果

SuzukiYら（1982） 血液透析症例17名 2g/回・経口・透析開始2時間後 透析中血漿カルニチン濃度減少の抑制

透析中血漿遊離脂肪酸増加の抑制

透析中不整脈発生抑制

FagherBら（1985） 血液透析症例28名 2g/回・静脈内・3回/週・8週間 血漿・骨格筋カルニチン濃度増加

心機能（駆出率・拡張機能）改善無し

KhossAEら（1989） 小児血液透析症例6名 15―30mg/kg・18カ月 心機能（左心室内径短縮率・短縮速度）

改善

VanEsAら（1998） 血液透析症例16名 1g/回・静脈内・3回/週・3カ月 心機能（左心室駆出率）改善・

特に透析時血圧低下症例

TrovatoGMら（1998） 血液透析症例60名 1g/日・静脈内透析後・3回/週と 心機能（駆出率）改善

二重盲検 1g/日・経口・4回/週・3年

TopalogluRら（1998） 小児血液透析症例13名 20―40mg/kg・静脈内透析後 心機能（駆出率）改善無し

3回/週・3カ月

SakurabayashiTら（1999）血液透析症例10名 20―10mg/kg/日・経口・8週間 心機能（左心室内径短縮率）改善無し

表6 透析症例の貧血に対するL―カルニチン補充の効果

報告者（年） 対象症例 投与量・方法・期間 効 果

TrovatoGMら（1982） 血液透析症例24名 1.6g/日・経口・1年間 ヘマトクリット増加

無作為二重盲検

BerardEら（1992） 小児血液透析症例2例 1―3mg/回・静脈内・9―12カ月 EPO抵抗性貧血改善

LaboniaWDら（1995） 血液透析症例24名 1g/日・静脈内・6カ月 rHuEPO必要量減少（7例/14例）

偽薬対照

BoranMら（1996） 血液透析症例14名 0.04―0.06mg/kg/週・静脈内 rHuEPO必要量半減

投与・9カ月

DelosReyesBら（1997） 血液透析症例30名 3―5mg/kg・透析後 赤血球カルニチンパルミチン酸転移

静脈内投与・1または6カ月 酵素活性・長鎖アシルカルニチン・

遊離カルニチン比改善

KletzmayrJら（1999） 血液透析症例40名 5または25mg/kg・透析後 rHuEPO必要量減少（8例/19例）

無作為二重盲検 静脈内投与・8カ月 赤血球寿命延長（2例/5例）



血清蛋白，アルブミン濃度が有意に高くなること，蛋

白摂取率が改善することを示した．このようにカルニ

チン補充は患者厚生に有用であると考えられるように

なってきている．

以上のような透析症例の合併症はカルニチン補充に

よって改善しうるため，これらの病態にはカルニチン

欠乏が関与していると考えられる．一方これらの報告

から幾つかの問題が浮かび上がってくる．第１にカル

ニチン補充の効果が症例毎に異なることである．透析

維持期間によりカルニチン代謝異常はその程度が異な

るため，効果の評価には対象症例の透析期間を考慮す

べきであろう．しかし，骨格筋・透析時合併症・腎性

貧血改善ともに5－6割の症例に効果が認められ，ま

たrHuEPO必要量が多い症例ほどその節減効果が高

い，心機能低下例にその改善効果が著明であるなど，

症例毎にカルニチン感受性が異なっていることが明ら

かである．カルニチン欠乏による骨格筋・心筋・赤血

球の障害程度が個々の症例で異なるのであるが，その

原因は明らかではない．第２に投与期間の問題である．

骨格筋形態の変化，すなわち痩せや筋原線維の増加に

は長期間の投与が必要である．これとは対照的に長期

投与の効果減衰も認められる．カルニチン代謝がエネ

ルギー代謝の律速因子であるのか，他の因子が重要で

あるのか，いずれにしてもカルニチン補充だけで尿毒

症におけるエネルギー代謝異常を正常にできるとは考

えにくい．カルニチン補充によりアシルカルニチンが

著増するように，アシル化合物の蓄積，すなわち酸化・

エネルギー産生の障害が反応経路のその他の部位にも

存在し，カルニチン補充の効果減衰の原因になってい

るのかもしれない．第３に投与方法の問題である．投

与量は未確定で，当初多量に投与されたが，脂質代謝

に悪影響が示唆され，少量投与が遜色ない効果を果た

すことから最近は比較的少量投与が推奨されている．

投与経路は欧米では静脈内投与が主体である．経口投

与・透析液混入との比較検討はされていない．

7 現状と問題点

以上に透析症例におけるカルニチン欠乏の意義とそ

の補充の効果について記述した．長期透析症例に現れ

るカルニチン代謝の異常は他の臨床病態や動物実験モ

デルには無いユニークなもので，透析症例の尿毒症病

態にどのように関与しているか研究されている段階で

ある．カルニチンが関与する生体機能を直接計測でき

なければ，補充による効果から推測することになる．

これらの生体機能を正常にするには尿毒症状態でカル

ニチンをどのような代謝状態に置くのがよいのか．と
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表8 透析症例の脂質代謝に対するL―カルニチン補充の効果

報告者（年） 対象症例 投与量・方法・期間 効 果

LacourBら（1980） 血液透析症例51名 DLカルニチン2.4g/日・ 中性脂肪濃度減少・HDLコレステロール

経口投与・30日間 濃度増加

WeschlerAら（1984） 血液透析症例10名 Lカルニチン3g/日・ 中性脂肪濃度増加・血小板凝集能亢進

偽薬対照 経口・5週間

WannerCら（1986） 血液透析症例23名 Lカルニチン1g/回・ 中性脂肪濃度増加・総HDLコレステロー

透析後静脈内・12週間 ル濃度変化なし

AhmadSら（1989） 血液透析症例8名 Lカルニチン20―10mg/kg・ 脂肪酸分画改善（必須脂肪酸欠乏の一部改

透析後静脈内・6―18カ月 善）

ZillerueloGら（1989） 血液透析症例9名 Lカルニチン1g/回・ 酢酸透析症例で中性脂肪減少・HDLコレ

偽薬対照 透析後静脈内・3カ月 ステロール濃度増加

緩衝液比較（酢酸と重曹）

GloegglerAら（1989） 小児血液透析症例7名 Lカルニチン5mg/kg・ 中性脂肪濃度減少・HDLコレステロール

IV型高脂血症 透析後静脈内・5カ月 濃度増加

MaedaKら（1989） 血液透析症例12名 Lカルニチン1.2g/日・ 酢酸透析中の遊離脂肪酸増加抑制・酢酸濃

経口・12週間 度低下

GolperTAら（1990） 血液透析症例82名 Lカルニチン20mg/kg・ 脂質濃度に変化無し

二重盲検 透析後静脈内・6カ月

ElisafMら（1998） 血液透析症例28名 Lカルニチン5mg/kg・ 中性脂肪濃度減少（中性脂肪高値症例のみ）

緩衝液比較（酢酸と重曹） 透析後静脈内・6カ月 緩衝液（酢酸と重曹）で差無し



りあえずは血清濃度を参考にするが，健常人から求め

たいわゆる正常値ではなく，透析症例における至適値

が定められるべきであろう．前記の投与適応症例の選

別，投与量・方法・時期・期間の問題が解決されなけ

ればならない．

現在日本ではLカルニチンは透析症例に保険適応

となっている製剤は無く，限られた先天性疾患（プロ

ピオン酸血症・メチルマロン酸血症）にのみ使用可能

なorphandrugとして扱われている．また濃度測定

も保険適応外である．経口薬では剤型によるcompli-

anceの問題もある．治療法の確定には，医療経済面，

QOLの評価を含めた二重盲検試験と，投与効果の有

無を決定する因子の解明による対象症例の層別化が必

要である．

8 勧められる投与法

カルニチン補充の適応となる腎不全症例は現在のと

ころ以下のように考えられる．

透析導入後数年を経過し，血清遊離カルニチン濃度

が健常人の正常範囲以下で，

① 筋力低下・透析時筋痙攣

② エリスロポエチン抵抗性貧血

③ 心収縮力低下・不整脈

④ IV型高脂血症

である．

投与量・方法は，10mg/kg/日の経口・連日また

は透析後投与とし，3－6カ月を1コースとして効果

を判定し，継続投与の適否を決定する．

9 結 語

尿毒症症例の長期生存を可能にしてきた透析療法は，

代用腎として生体内に蓄積する尿毒症物質の除去とホ

メオスターシス維持のために行われるが，不完全な非

選択的除去であるため，カルニチンの場合にみられる

ような代謝異常を形成してくる．生体環境の補正で長

期健康寿命を得るためには，この不完全な治療を補う

手段が確立されなければならない．カルニチン補充は

その一歩と考えられる．長期透析症例に起こる骨格筋

や心臓合併症は治療より予防が第一で，カルニチン投

与は骨格筋・心機能維持のために必要な補充と位置付

けられるべきであろう．
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はじめに

日本の透析患者数は20万人に達し，年間医療費も

概算で一兆円程度にもなります．このような末期腎不

全患者の透析導入を阻止すること，たとえ透析導入に

なっても合併症を予防することは，医療費削減の意味

からも重要です．まず腎炎予防対策として，われわれ

腎臓病学研究者はいまだにヒトの腎炎と類似の実験モ

デルも作成できていないという問題点があります．そ

こで，ヒトにおける腎炎惹起物質の可能性を持つ遺伝

子であるMegsinというものの研究の経緯とその未来

について，宮田先生に概説していただきました．

2番目の問題は透析導入を必要とする基礎疾患で，

最も頻度が高い糖尿病性腎症にスポットをあてました．

この糖尿病性腎症の進展に関連する有力な危険因子と

考えられているnonenzymaticglycosylationの問題

もcarbonylstressという新しい概念で近年論じられ

ようとしています．そこで，この問題についても精力

的に研究活動している宮田先生に概説していただきま

した．

この講演内容は日本透析医会雑誌の読者にも興味深

い問題点と思いますので，その講演内容を総説として

報告したいと思います．

1 遺伝子情報としてのMegsinの発見と腎炎との

関連

1） Megsin発見の経緯

進行性糸球体障害の中で重要な役割を果たす細胞

はメサンギウム細胞と考えられます．そこで，ヒトの

メサンギウム細胞に発現している遺伝子を同定するこ

とにより，腎炎関連遺伝子がみつかるのではないかと

の発想から，mesangium genom projectを行ってい

ます．まず，メサンギウム細胞からlibraryを作成し，

その中から2,000個のクローンを取り出し，ヒトのメ

サンギウムにしか発現していない遺伝子情報を検索し

ています．このクローンのsequenceを解析すると，

fibronectinが沢山含まれることがわかります．さら

に翻訳された蛋白にどのような機能があるのかという

ことをコンピューター解析による類似蛋白から解析し

てみると，serineproteaseinhibitor（serpin）の機

能と非常に似た蛋白をみつけることができました．こ

の蛋白がserpinと似た構造を有していることに着目

して，その蛋白をMegsinと命名しました．そして，

そのMegsinのc-DNAからgenomをとってみると，

その遺伝子は染色体の18番目の長腕にマップされる

こともわかりました．ちょうどその部分はserpinが

クラスターをつくっているところですから，Megsin

もそのような役割を生体内ではたしていることが推測

されるわけで，メサンギウム基質の代謝回転を考える

上で非常に面白い物質とわれわれは考えました．

2） Megsinは本当にメサンギウム特有か

次に重要なことは，このMegsinが本当にメサンギ

ウムのみに特異的かということです．これをnothern

blotという手法で心臓・脳・腎臓などで検討します

と，培養メサンギウム細胞にしか発現していません．
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腎臓全体の検討で発現が明らかでないのは，腎臓の中

でメサンギウムが占める割合が小さいからと推論され

ます．次にPCRという手法で各種培養細胞を使って

検討もしたのですが，この結果からもメサンギウムに

特異的な遺伝子であることが確認されました．3番目

に行った仕事はinsituhybridizationという手法で，

組織上で遺伝子の発現をチェックするものです．この

結果からもMegsinは糸球体にあって尿細管にはない

ことが確認されています．実際，Megsinに対する抗

体を作成し，ヒト腎組織で染色してみますとメサンギ

ウムが染色されることも確認されています．ただ細胞

が染まるのか基質が染まるのかについては，酵素電顕

などの手法で今後確認していきたいと思っています．

さて，ヒトの遺伝子というものはDNAレベルでは

すべての細胞が同様に持っているわけですが，何故メ

サンギウム細胞のみにMegsinが発現するのかという

問題について考えてみたいと思います．われわれは

Megsinの上流にpromotorを見つけています．ただ，

このpromotorは，Megsinとは異なる遺伝子を試験

的に繋げてみて，メサンギウム細胞や線維芽細胞や血

管内皮細胞に発現させると，メサンギウム細胞に繋げ

た状態のみで効率よく働いていることがわかります．

つまり，メサンギウム細胞特有の核転写調節因子とい

うものが働いていることが推測されるのです．このよ

うに細胞のDNAはすべての遺伝子を持っていますが，

細胞毎にその発現は微妙にコントロールされていると

いっても過言ではないでしょう．

3） Megsinと腎炎との関連

それではこのMegsinが本当に腎炎で重要なのかと

いう問題が起こってきます．ヒトの腎生検組織で

Megsinの染色性を検討しますと，膜性腎炎や微小変

化型ネフローゼ症候群では陽性になりませんが，メサ

ンギウム細胞や基質の増殖が顕著な糖尿病性腎症や

IgA腎炎では陽性になることが判明しています．た

だこれが原因なのか結果なのかということはまだ解明

されていません．ラットの実験腎炎モデルでは，ラッ

ト特有の抗原であるThy-1に対する抗体を1度注射

するだけで典型的な腎炎変化が観察されるThy-1腎

炎という面白いモデルが確立されています．そして，

この腎炎モデルでは抗体注射後１週間程度のメサンギ

ウム細胞が最も増殖する時期に，ラットMegsinの発

現が最も高まることが解明されています．前述しまし

たように，Megsinは serpinの機能を有していると

推測されます．serpinは蛋白分解酵素の阻害作用を

有し，基質のリモデリングを抑制することが証明され

ています．現実的にserpinの仲間であるplasmino-

genactivatorinhibitor-1をどんどん産生するよう

な transgenicmouseに bleomycinを投与すると肺

線維症が起こることが確認されています．このような

報告から，MegsinがIgA腎炎とか糖尿病性腎症の糸

球体硬化になんらかの関与をしていることが示唆され

ます．実際，サイトメガロウィルスのenhancerにこ

ういうMegsinのプロモーターを含むunitをマウス

に強制発現させると，まず糸球体肥大が起きること，

ついでメサンギウム細胞数や基質の増加が確認されま

した．つまり，Megsin1つの遺伝子操作によって進

行性腎障害モデルが作成されたのです．今後は，この

遺伝子のノックアウトマウスで糖尿病性糸球体硬化は

どうなるのか，serpinに対抗できるような薬剤はな

いかなどの研究を進めていきたいと考えています．

2 遺伝子とはまったく関係ないnonenzymatic

glycosylationと腎臓病

1） 糖尿病性腎症とAGEs

今日のもう１つの話題は遺伝子とはまったく関係な

い代謝の仕事です．糖尿病は血糖が高い状態が続きま

す．その結果としてMaillard反応が起こり，蛋白が

糖で修飾された AGEs（advancedglycation end-

products）ができるということは有名です．実際，

試験管の中では pentosidine，carboxymethyllysine

（CML），pyrralineなどが産生されます．私は当初こ

の様々なAGEsの抗体を使ってヒトの腎生検組織を

染めてみました．すると，糖尿病性腎症の初期の段階

で，メサンギウム基質の軽度拡大がある患者さんの組

織では pentosidineや CMLは染色されますが，

pyrralineは間質には染色されますが糸球体は陰性で

す．この結果で私が最初に抱いた疑問は，高血糖が問

題で AGEsが障害を与えるならば，なぜ pyrraline

は染色されないのかということでした．

この疑問について考えている間に，これら AGEs

にもその生成段階に若干の違いがあることがわかって

きました．それは，糖化だけではなくて酸化という状

態により生成物が異なるということです．たとえば
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pentosidineとCMLは酸化反応がないと構造ができ

ません．ですから，酸素の無い状態で幾ら蛋白とリボ

ース・糖を混ぜてもこの 2つはできません．一方

Pyrralineは酸素がなくても生成されます．つまり，

糖尿病性腎症の典型的な部位に前 2者があって

pyrralineが無い理由は，おそらく酸化ストレスが原

因ではないかという仮説を立てました．

2） 酸化ストレスとcarbonylcompounds

酸化ストレスという状態は活性酸素というものが多

い状態を示します．細胞は酸素を取り込み，効率よく

燃焼させて生命活動を行っていますが，酸素の代謝過

程で活性酸素ができます．この活性酸素は2通りの方

法で蛋白を修飾します．1つは蛋白のmethionineや

tyrosineを直接修飾する方法です．もう1つは，糖・

炭水化物・脂質などを修飾し，これが二次的に蛋白を

修飾するという方法です．私達はこのような状況を

carbonylstressと名付けました．生体には活性酸素

による障害を防御する機構が存在します．たとえば，

superoxidedismutase（SOD）という酵素やgluta-

thione系，NADPH系といったものです．その他に

も細胞膜にある脂質も防御機構の1つです．これらが

bufferとして活性酸素を受け取ると，自らのレベル

を下げる代わりに以下に述べるような様々な化合物

（glyoxal，arabinose，pentosidine，CML）を生成

させ，前述したAGEsができるわけです．また，ア

スコルビン酸もデヒドロアスコルビン酸に変性し蛋白

を障害する可能性があります．脂質膜二重層の中心構

成成分であるアラキドン酸も同様で，リポフスチンを

つくります．hydroxynonenalといったアルツハイマー

病との関連で注目されている物質もあります．これら

の物質は「―C＝O」という構造を持つのが特徴です

が，糖由来のものはAGEsとよべても，それ以外の

ものはAGEsという呼称は相応しくありません．そ

れで，glucoseのGをlipidのLに変えてALEsといっ

た名前で最近はよばれています．

3） 糖尿病性腎症組織にcarbonylcompoundsは

存在するか

さて，糖尿病性腎症組織にAGEsがあるのは何故

か．pyrralineが無いから糖化だけではない．酸化ス

トレスに起因するものならば，脂質やアミノ酸由来の

carbonicstress産物も存在するだろうという仮説で，

脂質由来の malondialdehyde，hydroxynone-nalと

いった抗体を使って染色をすると，拡大したメサンギ

ウムや結節に陽性所見が認められました．つまり，糖

尿病では高血糖があるのでAGEsと短絡的に考えや

すいのですが，実際は糖だけでなく脂質・アミノ酸な

ど酸化ストレス下で生成される構造体が病変部に存在

し，なんらかの病的意義を示すと考えられます．ただ

最近の知見ではイミダゾロンというAGEsの仲間で

carbonyl化合物でもあるのですが，これは酸化スト

レス下では生成されません．しかし，このような物質

も糖尿病の病変部に存在するので酸化ストレスのみで

すべてが説明できないことも明らかです．

4） carbonylcompoundsの消去系は関与するか

そこでcarbonyl化合物を消去する系について考え

てみます．最近注目されているのは methylglyoxal

というcarbonyl化合物で，糖尿病患者に増加してい

るのですが，これがglutathioneを介して代謝されて

いることが判明しました．そして，glyoxalaseとい

う酵素がこの過程に働くこともわかっています．この

酵素は以前からその存在が知られていたのですが，そ

の生体内における位置づけは不明でした．しかし，

carbonyl化合物消去系を司る酵素として，今後その

重要性はまた注目されるでしょう．もう1つ注目すべ

きは glutathioneの再生機構です． どうやって

glutathioneを再生するかということでは NADPH

の役割が注目されています． NADPHは自らを

NADPに変換することでglutathionereductaseを活

性化して還元型glutathioneを産生します．

これらの機構から糖尿病の病変部においてgluta-

thioneや NADPHのレベルが低下していれば car-

bonyl化合物の消去は困難となる可能性が示唆されま

す．実際，糖尿病ではpolyol経路という代謝過程が

働いています．高血糖があるとaldosereductaseと

いう酵素のブドウ糖をソルビトールに変換します．こ

のソルビトールは代謝されないので細胞浸透圧に影響

を与え，糖尿病性末梢神経障害や網膜症の一原因とも

考えられています．そして，この代謝過程で必要な補

酵素がNADPHで，高血糖存在下ではpolyol系が働

きNADPHが減ってしまいます．このように糖尿病

では様々な機構を通じて，酸化ストレスを防御する機

日本透析医会雑誌 Vol.15 No.2 2000258



構に障害がある可能性が示唆されるのです．

5） AGEs蓄積のまとめ

糖尿病患者においてAGEsという最終産物が蓄積

されていることは間違いのない事実です．ただ，この

原因は単純なものではなさそうです．前述したように，

糖化の問題だけではありません．2番目に述べた酸化

ストレスだけでもありません．3番目に提起した局所

におけるcarbonyl化合物消去系の低下も考えられま

すが，まだまだ幾つかの可能性がありえます．したがっ

て，この一連の動きを総体的に評価する必要があると

考えられます．

6） carbonylstressとその展望

糖尿病性腎症の病変部にcarbonyl化合物が蓄積さ

れていることは証明されました．つまり，病変部では

carbonyl化される状態が存在するのではないかと考

え，carbonylstressとわれわれは提唱しています．

しかし，carbonylstressが結果なのか，原因なのか

はまだ決着していません．ただinvitroの仕事では，

培養メサンギウム細胞にcarbonylstressを与えると

基質産生が増加することが証明されています．また，

名古屋大学の中島教授等との共同研究で，carbonyl

stressとシグナリングとの関係をMAPkinasesをか

らめて行っていますが，今後も研究を続けていきたい

と思っています．

さて，carbonylstressを利用した予防的治療も今

後の重要な研究項目です．可能性としては，消去系を

高める系の開発，もう1つはできたcarbonyl化合物

を抑制する系ではないかと考えています．前者として

は直接glutathioneを投与する，あるいはSH基を持

つ cysteinの投与なども考えられます． aldose

reductaseinhibitorも興味ある薬剤の1つです．後

者の観点からはaminoguanidineなどがcarbonyl化

合物をトラップする可能性がありますし，糖尿病薬と

して使用されている metoforminにもこのような作

用がある可能性があります．最後にCAPDに使用さ

れる腹膜透析液は多量のブドウ糖を使用しています．

この透析液がcarbonylstressにどのような影響を与

えているかも今後注目したい領域です．

結 語

われわれが日常臨床の場で直面している慢性糸球体

腎炎，さらには頻度が急上昇中の糖尿病性腎症の成因

ならびに進展機構についての最新の考え方について概

説していただきました．特にcarbonylstressの問題

は，透析患者の重大な合併症である透析アミロイドー

シスにも関与するということが証明されている新たな

発見です．今後，このような酸化ストレスの解除とい

うことがわれわれ臨床医の重要な使命となる日も遠く

ないと推測されます．

雑駁な「まとめ」で読者の方の十分の理解が得られ

なかった場合には，文責の渡邊の責任ですので，私宛

にご批判の言葉をお伝え下さい．
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はじめに

千葉県透析医会では平成8年度に医療廃棄物の多

い透析医療機関の感染性廃棄物処理等の現状の把握が

必要と考え，第1回目のアンケート調査を行い，非常

に貴重なデータを得て本誌に掲載した．現在社会的問

題となっている環境ホルモン・ダイオキシンの問題意

識の向上を併せて図るためにも，継続的調査が必要で

あり，データの蓄積が大切であると考えられた．そこ

で，今回，前回調査に準ずる形で透析医療機関の感染

性廃棄物の処理等に関して，アンケート形式で調査を

行ったので報告する．

1 感染性廃棄物処理に関するアンケート調査内容

アンケート内容は以下である．

＊ ＊ ＊

1） 透析施設の概要（設問1）

1 透析主体の無床 （透析ベッド数 床）

診療所

2 透析主体の有床 （透析ベッド数 床）

診療所

3 透析主体の病院 （透析ベッド数 床）

4 透析施設を併設 （透析ベッド数 床）

する診療所

5 透析施設を併設 （透析ベッド数 床）

する病院

2） 平成10年6，7，8月の延べ透析回数（設問2）

6月 回

7月 回

8月 回

3） 廃棄物処理業者について（設問3）

1 依託していない．

2 一部依託している．

3 全部依託している．

2，3の施設について

＃ 依託費用は1kg当り約 円（税抜き）

＊kg当りの費用が不明の場合，月当たりの

処理費用を記載して下さい．

＃ 廃棄物業者名を記入して下さい．

運搬業者名

わかれば中間処理業者名

4） 透析関連「感染性医療廃棄物」の総重量

（設問4）

6月 kg

7月 kg

8月 kg

（マニフェスト参照）

＊感染性廃棄物と一般廃棄物を混合処理されている

施設におきましてもマニフェストに記載されてい

る重量を記入して下さい．又，自己施設で処理さ

れている場合には推定量を記入して下さい．

2 回答と集計

1） アンケート回収状況について

① アンケートは千葉県透析医会に所属する42施

設に送られた．

② 42施設中 33施設から回答があった．回答率
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［実 態 調 査］

千葉県透析医会感染症委員会 1＊市川クリニック（委員長） 2＊三愛記念病院 3＊玄々堂君津病院 4＊前帝京大学市原病院

5＊浦安駅前クリニック



は78.6％であった．

③ 平成8年に施行した第1回目のアンケートは，

42施設中28施設から回答があり，回答率66.7％

であった．今回の調査ではより多くの施設より回

答が得られた．

④ 本調査は平成10年6月から8月の状況を対象

として，平成10年11月4日発送，平成10年12

月5日に締め切りとした．

2） 集計結果

① 透析施設の概要（設問1）

回答のあった33施設の概要を表1に示す．

② 施設分類別透析回数の分布（設問2）

a） 施設分類別透析回数

各分類施設別の1カ月当りの透析回数分布を表

2に示す．これは，設問1による各分類群の6，

7，8月合計延べ施設数を総施設数で除し，百分

比を算出したものである．表に示されているよう

に， 1―1に分類されている施設では月間

1,000～2,000回の透析を行っている施設が最も多

い．この傾向は第1回目の調査と同様であったが，

1―2，1―3に分類されている施設では，月間

2,000～3,000回にピークがあり，前回調査の

2,000回以下のピークと比べると，増加している．

1―4の施設はすべて月間2,000回以下であり，1―

5の施設の分布は幅広く全体にわたっている．こ

の傾向は前回調査と同様である．

b） 月別全施設透析回数合計

6月 47,578回〈41,572回〉

7月 49,459回〈44,607回〉

8月 48,182回〈44,710回〉

平均±標準偏差48,406±960回

〈43,630±1,783回〉

〈 〉内は平成8年第1回調査時のデータを示

す．平成8年第1回調査時と比較すると月当たり

の透析回数は増加している．

c） 施設分類別各月透析回数占有率（％）

b）で示した各月の全施設透析回数合計で，1―

1～5に分類される施設の合計透析回数を除して

算出した百分比を表 3に示す．各月，前回の調

査同様，1―1の施設が多く，ついで 1―5の施設

が多く，この2形態の施設で全体の約70％を占

めている．

③ 中間処理の方法について（設問3）

廃棄物処理業者への依託状況を，施設分類別に施設

数を集計した結果を表 4に示す．前回の調査と同様

に，ほとんどの施設が中間処理業者に依託しているこ

とが確認された．

④ 処理依託費用について（設問3）

アンケートにより各施設から回答があった医療廃棄

物1kg当りの処理価格を価格帯で分類して，施設数

とその割合の百分比を表 5に示す．回答には一部に

業者が処理用に提供する箱の容量による価格の記載が

あったが，複数の業者に問い合わせ，容量当りの重量
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表1 透析施設の概要

診 療 形 態 施設数 ％

1―1 透析主体の無床診療所

1―2 透析主体の有床診療所

1―3 透析主体の病院

1―4 透析施設を併設する診療所

1―5 透析施設を併設する病院

16

1

2

4

10

48.5〈46.5〉

3.0〈 0〉

6.1〈10.7〉

12.1〈10.7〉

30.3〈32.1〉

合 計 33 100〈100〉

〈 〉内は平成8年第1回調査時のデータを示す

表2 施設分類別透析回数／月 （％）

透析回数/月

分類

1,000

以下

1,001～

2,000

2,001～

3,000

3,001

以上
合 計

1―1

1―2

1―3

1―4

1―5

18.75

0

0

75.0

60.0

68.75

0

0

25.0

20.0

12.5

100.0

50.0

0

10.0

0

0

50.0

0

10.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

全施設に占める

比 率

36.4

〈33.3〉

42.4

〈46.4〉

15.2

〈9.6〉

6.0

〈10.7〉

〈 〉内は平成8年第1回調査時のデータを示す

表3 施設分類別各月透析回数占有率 （％）

月

分 類
6月 7月 8月 平 均 前 回

1―1

1―2

1―3

1―4

1―5

46.0

5.5

16.6

7.5

24.4

45.9

5.3

16.7

7.5

24.6

45.8

5.4

16.7

7.3

24.8

45.9±0.8

5.4±0.1

16.7±0.6

7.4±0.1

24.6±0.2

40.6±0.5

なし

16.7±0.6

4.2±0.1

34.2±0.3

合 計 100.0 100.0 100.0



の平均値を算出し，その数値で価格を除し，kg当り

の価格に換算した．参考値として80l箱＝17.5kg，

40l箱＝9.8kgとした．

最多価格帯は 100～200円の間に集中しており，

60％以上の施設がこの価格帯に入っていた．この傾

向は前回の調査とほぼ変わらなかったが，医療廃棄物

kg当りの処理費の平均値±標準偏差は，前回調査の

145±82.6円と比較すると199.4±101.1円と，平均値

kg当り約50円上がっていた．

⑤ 施設分類別透析関連感染性廃棄物月間排出量に

ついて（設問4）

施設分類毎にマニフェストに記載されている感染性

廃棄物量を集計して表6に示した．1―5の施設では，

排出重量として透析以外に発生する感染性廃棄物重量

を記載したものも多く含まれていたので，1―1～4の

施設での透析１回当りの廃棄物排出重量を算出して，

その平均値に月間透析回数を乗じたものを透析関連感

染性廃棄物量と推定した．その結果，月平均の透析関

連感染性廃棄物総排出推定重量は 33施設で 48,398

kgであった．施設分類別廃棄物排出重量の多さは1―

1,5,3,4,2の順であった．

各施設の月間排出量を月間透析回数で割り，透析１

回当りの感染性廃棄物排出量を算出した．施設分類別

の平均値，標準偏差を表7に示す． 1―5の施設につ

いては先程と同様に1―1～4の施設の平均値を用いて

算出した．前回の調査では1透析当り1.02±0.53kg

の廃棄物が排出されていたのに比べ，今回の調査では，

0.94±0.23kgに減少していた．

前回の調査と比較すると②のb）より，調査した施

設全体の総透析回数は増加しているものの，排出され

ている総廃棄物量は変化していなかった．このことは

1透析当りの廃棄物排出量が減少していることによる

と考えられた．

⑥ 運搬業者および中間処理施設について（設問3）

調査した範囲では，運送会社14社，中間処理業者

7社であった．そのうち双方を兼ねるものが2社であっ

た．

3 考 察

アンケートを依頼した42施設中33施設（78.6％）

より回答があった．これは前回調査での回収率を上回
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表4 中間処理方法

施設分類

処理方法
1―1 1―2 1―3 1―4 1―5 合 計 前 回

依託せず

一部依託

すべて依託

0

0

16

0

0

1

0

0

2

0

0

4

1

2

7

1（3.0％）

2（6.0％）

30（91.0％）

1（3.6％）

3（10.7％）

24（85.7％）

表5 処理依託費用

価 格 帯（円） 施 設 数 百 分 比（％）

100以下

101～200

201～300

301以上

記載なし

不 詳

3

21

3

2

3

1

9.1

63.6

9.1

6.1

9.1

3.0

合 計 33

平 均 値 199.4±101.1

前回平均値 145.7±82.6

表6 施設分類別廃棄物月間排出量

（ ）内推定値（kg）

月

分 類
6月 7月 8月

1―1

1―2

1―3

1―4

1―5

21,847

2,633

7,892

3,548

（11,634）

22,713

2,638

8,260

3,690

（12,158）

22,075

2,609

8,045

3,499

（11,954）

合 計 47,554 49,459 48,182 145,195

平均 48,398/月

表7 施設分類別，透析1回当り廃棄物重量推定値

施 設 分 類 廃棄物重量（kg）

1―1

1―2

1―3

1―4

1―5

1.00±0.23

1.29±0.09

0.73±0.19

0.78±0.08

0.95±0.01

平 均 0.94±0.23

前回平均 1.02±0.53



るものであり，透析施設の感染性医療廃棄物への関心

の向上のためと考えられる．回収率が高かったことで，

透析医療の実体が前回調査と比べより明確に把握され

ていると考えられる．千葉県透析医会会員の先生方に

ご理解頂けたのは幸いである．

アンケートによる調査はデータの蓄積を目標とした

ため，前回の調査とほぼ同じ設問項目を用い，集計を

行った．設問1で施設の概要を調査したが，前回調査

とほぼ同じ傾向を示し，月間平均50,000回行われて

いる血液透析はほとんどが，無床診療所と総合病院で

のものであった．ただ，併設診療所，有床診療所の割

合が増加しており，構成比率が微妙に変わっており，

母集団としては一定でないため，正確な比較は難しい

と考えられる．しかし，こうした傾向の中でも，前回

の調査と比較して月 2,000～3,000回透析を行う施設

の割合が増加している．

廃棄物処理方法について設問3で調査したところ，

91％の施設が業者に処理を委託していた．処理価格

に関しては前述のごとく，最多価格帯は 1kg当り

100～200円に集中しており，平均価格は 199.4円，

中央値168円であった．平均価格でみると，前回調査

と比べて1kg当り50円値上がりしていることも見逃

せない．ばらつきが大きい中でも平均価格が上昇する

ことは好ましいことではなく，このようなアンケート

調査を定期的に行い，その実態を報告することは意義

があると考えられる．

こうした中で，今回，透析回数が前回調査より多い

条件の中，廃棄物の月間排出量が前回調査並に抑えら

れていることは注目に値する．施設分類で1―5の病

院については，調査結果上推定値を使わざるをえなかっ

たが，1透析当りの廃棄物排出量が前回調査の 1.02

±0.53kgから今回の 0.94±0.23kgに減少している

ことは評価に値することである．このことは前述した

処理費用の増加により，各施設が感染性廃棄物の分別

をより徹底したことによるものか，前回調査時に本報

告で，感染性廃棄物について，厚生省の処理マニュア

ルでは，廃棄物の大部分を占める使用済みダイアライ

ザー及び回路に関しては，排出する場合，専門知識を

有する者（医師等）によって，感染の危険がほとんど

無いと判断された時には，感染性廃棄物とする必要が

無い，という情報を提示した事によるものか不詳であ

るが，本アンケートのような調査を行い，調査結果の

報告・解析を継続することが，いかに大切かというこ

とを示していると考えられる．

結 語

1. 千葉県透析医会では，平成8年度に続き平成10

年度第2回目の透析医療機関での感染性廃棄物のア

ンケート調査を行い，医会に所属する42施設中33

施設から回答を得た．

2. 回答を得た施設では総計，月間平均50,000回の

血液透析が行われており，ほとんどが無床診療所と

総合病院でのものであった．

3. 廃棄物処理方法について91％の施設が業者に処

理を委託していた．処理に係わる価格は1kg当り

100－200円に集中しており，平均価格は199.4円で

あった．

4. 1透析あたりの平均廃棄物排出量は 0.94±0.23

kgであった．
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お 知 ら せ

第13回日本透析医会シンポジウム

透析医療におけるConsensusConference2000

「透析液の清浄度基準」

日 時 平成12年11月12日（日）

AM 9:30～PM 3:30

場 所 津田ホール（JR千駄ヶ谷駅前）

〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1－18－24

TEL（03）3402－1851

司 会 秋澤 忠男（和歌山県立医科大学血液浄化センター）

鈴木 正司（信楽園病院腎臓内科）

演者および演題

田中 重則（生化学工業㈱機能化学品事業部）

「透析液細菌汚染の検出・測定法」

竹沢 真吾（鈴鹿医療科学大学医用工学部）

「透析液清浄化の現状と評価上の問題点」

金 成泰（北九州ネフロクリニック）

「透析液清浄化の手法と効果」

政金 生人（山形大学医学部第一内科）

「透析液清浄化の臨床効果」

武本 佳昭（大阪市立大学医学部附属病院人工腎臓室）

「透析液清浄度の品質保証」

斎藤 明（東海大学医学部腎代謝内科）

「透析液清浄度基準はいかにあるべきか」

�日本透析医会

会長 平澤由平

事 務 局 〒1010041 東京都千代田区神田須田町1152

淡路建物ビル2F

TEL 0332556471 FAX 0332556474
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［総会資料と決定事項］

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項

日本透析医会通常総会が平成１2年5月2１日（日）午後2時からホテルニュー

神田（東京）にて開催された．以下に，その際の資料（抜粋）と主な決定事項

等を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料

Ⅰ 平成11年度事業報告書

Ⅱ 平成11年度収支決算書

Ⅲ 平成12年度事業計画書（案）

Ⅳ 平成12年度予算（案）

平成12年度通常総会での主な決定事項

（社）日本透析医会通常総会議事録

（社）日本透析医会役員名簿
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（社）日本透析医会通常総会資料

［第1号議案］

Ⅰ 平成11年度事業報告書

第1 会 議

1. 総 会

平成11年度通常総会 平成11年5月16日

第1号議案 平成10年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成11年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

2. 理事会

●平成11年5月16日

協議事項

1. 平成11年度通常総会提出議案について

第1号議案 平成10年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成11年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

2. その他

報告事項

1. 会員の入・退会者について

2. その他

3. 常務理事会

●平成11年4月14日（臨時）

協議事項

1. 平成10年度収支決算書について

2. 助成事業について

〈参考〉 � 社団法人日本透析医会定款

� 社団法人日本透析医会会計処理規則

3. 在宅血液透析返還分の使途について

4. 監査について

5. その他

報告事項

1. 医療技術評価推進検討会報告書

2. その他

●平成11年5月16日
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協議事項

1. 平成11年度通常総会の開催について

� 平成10年度事業報告及び収支決算について

� 平成11年度事業計画及び予算について

� 役員の選任について

� 顧問名簿について

� その他

2. 厚生省C型肝炎班研究発表について

3. その他

報告事項

1. 診療録等の電子媒体による保存について

2. 法令に保存義務が規定されている診療録及び診療録記録の電子媒体による保存に関するガイ

ドライン等について

3. 3階会議室賃貸借契約の解除について

4. 事務局職員 須藤典子退職について

5. 佐藤威先生 斉藤和夫先生のご逝去について

6. 透析医療費の実態調査（医会雑誌）の結果説明について

7. 日医総研セミナーについて

8. その他

●平成11年6月5日（臨時）

協議事項

1. 劇症肝炎の発生について

2. その他

報告事項

1. 平成11年度の医療法第25条の規定に基づく立入検査の実施について

2. その他

●平成11年6月19日（臨時）

協議事項

1. 委員会について

2. 学会等の助成について（第45回（社）日本透析医学会学術集会総会）

3. 学会・研究会に関する調査 「日本の医学会・研究会ディレクトリー」登録票等について

4. その他

報告事項

1. 患者誤認事故防止方策に関する検討会報告書

2. 腎不全治療マニュアルの執筆者一覧

3. 劇症肝炎の経過について

4. 感染症対策委員会について

5. レセプト分析調査について

6. その他

●平成11年7月17日

協議事項

1. 県下で発生した劇症肝炎のその後の経過について
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2. 厚生省医薬安全局安全対策課との面談結果について

3. 診療報酬改定の要望について

4. 理事会の開催について

5. その他

報告事項

1. 平成11年度各委員会担当理事等について

2. 特定公益増進法人の総事業費について

3. 会員の入・退会者について

4. 感染症対策委員会の報告について

5. 血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について

6. 医療機関におけるコンピュータ西暦2000年問題危機管理計画の策定等について

7. その他

●平成11年9月11日

協議事項

1. 第12回国際サイコ・ネフロロジー協賛の依頼等について

2. ウイルス性肝炎感染多発施設向け血液透析暫定マニュアル

3.「要望書」関連について

4. 特定公益増進法人の申請について（第3回アクセス研究会）

5. 透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル

6. その他

報告事項

1. 第9回日本臨床工学技士会学術大会及び全腎協「第15回腎不全対策を語るつどい」講演会

の後援依頼について

2. 全腎協より「西暦2000年問題」への対応について（要望）

3. 日本臨床工学技士会の「2000年問題危機管理計画策定ガイドライン」

4. 透析患者のウイルス性肝炎の感染防止について（兵庫県健康福祉部長）

5. 維持透析療法委員会（第二委員会）委員の変更について

6. 感染症対策委員会及び医療事故対策委員会の議事録について

7. 会員の入・退会者について

8. 米病院チェーン日本進出の件

9. 第12回日本透析医会シンポジウム「プログラム」

10. 大阪府堺市における透析事故について

11. 第3回院内感染調査委員会（兵庫県健康増進課疾病対策室）

12. その他

●平成11年9月25日（臨時）

協議事項

1. 米病院チェーン日本進出の件

2. 要望書について

3. 拡大理事会の開催について

4. 台湾の大地震について

5. 全腎協の産経新聞社に対する抗議について

6. その他
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報告事項

1. 第9回日本臨床工学技士会学術大会懇親会の出欠について

2. 透析部門の「コンピュータ西暦2000年問題」への対応について

3. レセプト分析調査の最終集計について

4. 施設機能アンケート調査の中間報告について

5. 世界の透析事情

6. 個別請求分及び包括分に含まれる医薬品，材料

7. その他

●平成11年11月13日

協議事項

1. 平成11年度要望書について

2. 透析医療経済実態調査について

3. メールによる質問について

4. 会員名簿の作成について

5. 特定公益増進法人の申請について

� 第9回腎不全外科研究会

� 第3回弥彦Podocyteセミナー

6. その他

報告事項

1. 広島県における院内感染問題について

2. 研修セミナー（開催日平成12年2月27日）の内容について

3. 会員の入・退会者について

4. 全腎協ブックレット（腎不全対策を語るつどい）

5. 医会ニュース「2000年問題と透析医療における危機管理計画」

6. 透析医療と介護保険

7. 施設機能アンケート調査の中間報告について

8. その他

●平成11年12月25日（臨時）

協議事項

1. 全腎協による後援名義使用許可について

2. 特定公益増進法人の申請について

� 第11回国際腎臓病栄養代謝学会

3. 旅費・宿泊費等の銀行振込について

報告事項

1. 診療報酬の改定について

2. 劇症肝炎新聞記事（読売新聞12月7日発刊）

3. 兵庫の劇症肝炎に係る全腎協の声明文について

4. 平成11年度年会費納入状況・会費別会員数等について

5. 介護予防・生活支援対策について

6.（社）日本透析医会研修セミナー プログラムについて「透析医会におけるCurrentTop-

ics2000―維持透析患者の感染症―」

決 裁
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1.（社）日本透析医会会員規程の一部改正の決裁について

2. 拡大理事会の議事録の作成について

その他

1. エイズ疾病対策課による監査結果への対応について

●平成12年2月12日

協議事項

1. 特定公益増進法人の申請について

第6回日本腹膜透析研究会

2. 第52回保健文化賞の推薦について

3. 定款の改正について

報告事項

1. 中医協関連事項について

① 中医協総会資料（第187回2月2日実施）

② 医業経営実態調査からみた適正技術料

2. 広報委員会報告について

3. 人工臓器処置料試案について（人工臓器学会試案）

4. 平成11年度年会費納入・会費数等の状況について

決 裁

1. 規程等の施行及び改正の決裁について

① 職員就業規則

② 会計処理規程

③ 公印管理規程（新規）

2. 学会等助成審査委員会規則（新規）について

その他

1. 日本医師会会長選挙について

2. 医会雑誌A4判（次回号）のレイアウト等について

3. 常務理事会及び委員会議事録（12月25日（土）実施分）

4. 全腎協発行雑誌「人工透析療法で長生きするには」

5. 奈良県医師会透析部会によるマニュアル作成計画（透析患者の食事について）

●平成12年2月26日（臨時）

協議事項

1. 職員の採用について

報告事項

1. 医療審議会諮問及び答申書（案）等について

2. 透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアルについて（厚生科学

研究）

3. メディファクス情報について

① 米国TRC 医療機関合併買収について

② 広島のC型肝炎について

③ 診療報酬 諮問・答申関連について

4. 医療保険制度・老人保健制度の改革について

5. 議事録について（2月12日実施）
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その他

1. 日本医師会会長選挙お祝いに係る礼状について

2. 第3回日本腎不全看護学会総会開催について

●平成12年3月11日（臨時）

協議事項

1. 平成12年度通常総会資料について

① 平成12年度事業計画（案）について

② 平成12年度予算（案）について

③ 定款の変更等について

報告事項

1. 平成12年度診療報酬改定関係について

2. 2000年問題（閏日）について

3. 透析医療機関における院内感染対策の推進について（公文書）

4. 会員名簿について

決 裁

1. 4月1日付け事務局職員の採用について

その他

1. 臨時常務理事会議事録について（2月26日（土）実施）
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（平成11年4月1日～平成12年3月31日）

委 員 会 開催年月日 備 考

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入委員会

� 維持透析療法委員会

� 適正透析普及委員会 平成11年11月21日

� 適正医療経済委員会 平成11年04月07日

平成11年04月14日

平成11年05月19日

平成11年06月16日

平成11年07月14日

平成11年07月20日

平成11年07月21日

平成11年08月07日

平成11年08月25日

平成11年09月16日

平成11年09月22日

平成11年10月27日

平成11年11月10日

平成11年11月17日

平成11年11月25日

平成11年12月04日

平成11年12月10日

平成11年12月18日

平成11年12月25日

平成11年12月29日

平成12年01月19日

平成12年02月12日

平成12年02月16日

平成12年03月01日

ワーキング

ワーキング

ワーキング・工臓協

ワーキング

レセプト

レセプト

ワーキング・工臓協

レセプト

レセプト

要望書

ワーキング・工臓協

実態調査

実態調査

ワーキング

経営実態

経営実態

経営実態

経営実態

ワーキング・工臓協

経営実態

経営実態

ワーキング

ワーキング・工臓協

ワーキング・工臓協

� 医療廃棄物対策委員会

� 在宅透析委員会

� 医療制度検討委員会 平成12年02月26日

2.危機管理委員会

� 災害時透析医療対策委員会 平成11年09月11日

平成11年11月13日

� 感染症対策委員会 平成11年07月03日

平成11年07月24日

平成11年08月27日

平成11年09月25日

� 医療事故対策委員会 平成11年08月26日

平成11年10月13日

平成11年11月18日

3.合併症対策委員会 平成11年09月10日

第2 委員会

平成11年度委員会開催状況
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平成11年度委員会報告

1. 適正透析療法委員会

� 適正透析導入委員会

透析導入者審査委員会設置支部（新潟・栃木・愛知）に助成した．

� 適正透析普及委員会（平成11年度1回理事会と共同開催）

日時：平成11年11月21日（日）午後3時～午後5時 場所：津田ホール

1） 平成12年度要望書について

2） 米国の病院チェーン日本進出について

3） 兵庫県の劇症肝炎について

4） 入会申込の推薦会員について

� 適正医療経済委員会（平成11年度24回開催）

1） 施設機能に関するアンケート調査を行い，集計結果については平成12年度第1号の日本透析医

会雑誌に報告予定です．

2） 透析医療費の分析について検討を行い，平成10年6月分外来透析レセプト集計結果が報告され

た．（平成11年3月発行の日本透析医会雑誌に報告）

3） DRG関連の内外透析医療比較について，医会と工臓協の合同による欧米各国の透析事情調査が

実施された．

4） 透析施設基準検討委員会（W・G）について，11回にわたり討議された．今後も引続き検討し，

作業を進めていきます．

2. 危機管理委員会

� 災害時透析医療対策委員会（平成11年度2回開催）

災害時情報ネットワークシステムの設立について検討し，支部あてに情報ネットワーク委員の選出

の依頼をした．

� 感染症対策委員会（平成11年度4回開催）

「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル（案）」が検討された．

� 医療事故対策委員会（平成11年度3回開催）

事故対策マニュアル作成について検討した．

3. 合併症対策委員会（平成11年度1回開催）
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委 員 会 開催年月日 備 考

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会 平成11年11月24日

6.研修委員会 平成11年08月26日

平成12年02月27日

7.広報委員会 平成11年07月17日

平成11年09月25日

平成11年11月13日

平成12年03月11日

8.情報管理委員会 平成11年06月02日

平成11年06月12日

9.内規委員会

10.倫理委員会



平成11年度透析患者の合併症とその対策「肝炎関連ウイルス」の発刊等について検討した．

4. 腎移植普及推進委員会

� 平成11年度腎普及推進月間及び第14回腎移植推進国民大会の助成を検討した．

� 同推進月間のポスター及び小冊子「献腎」，パンフレットを会員に配布した．

5. 腎不全予防医学調査研究委員会（平成11年度1回開催）

「腎不全マニュアル」の発刊（平成12年4月発送）をした．

6. 研修委員会（平成11年度2回開催）

� 学術研究に助成した．

1） 広島県透析連絡協議会

研究課題：「ヒト腹膜線維芽細胞におけるadvancedglycationend-products（AGE）の影響に

ついての研究」

2） 香川県透析医会

研究課題：「透析患者における動脈硬化進展阻止の試み―ビタミンEによるIsoprostane産生制

御の検討―」

� 下記支部が開催した講習会・講演会に助成した．

� （社）日本透析医会シンポジウムを開催した．

「ブラッドアクセストラブルに対するインターベンション治療の適応と限界―操作・設備，医療経

済性，予防的治療効果についても考える―」

日 時：平成11年11月21日（日曜日） 午前9時～午後3時

場 所：津田ホール

司 会：天野 泉（社会保険中京病院） 成松芳明（慶應義塾大学）

講演者：春口洋昭（東京女子医科大学）ほか6名

出席者：150名

� （社）日本透析医会研修セミナーを開催した．

「透析医療におけるCurrentTopics2000―維持透析患者の感染症―」

日 時：平成12年2月27日（日曜日） 午前9時30分～午後3時35分

場 所：津田ホール

司 会：頼岡徳在（広島大学医学部附属病院）ほか4名

講演者：山崎親雄（増子記念病院）ほか4名

出席者：150名

7. 広報委員会（平成11年度4回開催）

� 日本透析医会の企画・編集等について，上記4回にわたって，討議された．

� 医会雑誌 Vol.14No.3発刊
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支 部 名 会 場 開 催 年 月 日

北海道透析医会

青森県透析医会

宮城県透析医会

愛知県透析医会

大阪透析医会

岡山県支部

香川県透析医会

熊本県透析連絡協議会

鹿児島県透析医会

札幌医師会館

弘前文化センター

斎藤報恩会館

名古屋国際ホテル

天満研修センター

岡山アークセンター

観音寺グランドホテル

済生会熊本病院

鹿児島城山観光ホテル

平成11年11月 7日

平成11年 6月 6日

平成11年12月 5日

平成11年11月28日

平成11年 7月24日

平成11年 7月10日

平成11年 7月11日

平成11年 5月 9日，23日

平成11年 5月22日



1） 透析診療報酬の変遷と透析医会の歩み

2） 日本版DRG/PPSを巡る諸問題

3） 透析の30年の歴史とわれわれに残された今後の問題

4） 透析医療での危機管理を考える―阪神淡路大震災現場からの報告―

5） 1998大分県透析医会防災対策

6） 兵庫県透析医会のパソコン通信ネットワーク

7） 第11回（社）日本透析医会シンポジウム―維持HDF（血液透析濾過）の考え方と使い方―

8） 腎不全患者における画像診断のポイント

9） 透析アミロイドーシスとHLA

10） 各種pH，各種グルコース濃度条件下におけるヒト腹膜中皮細胞の動態と凝固・線溶系バランス

について

11） 透析医療費実態調査概要報告

12） 支部だより

� 医会雑誌 Vol.14No.4発刊

1）「お知らせ」2000年問題

2） 米国における血液透析治療の現状

3） 欧州主要国における血液透析治療の現状

4） 透析患者の介護度

5） 老人保健施設における透析医療

6） 有床診療所における透析医療

7） 病院における透析医療

8） 介護保険における透析医療

9） 岡山県医師会透析部会「災害対策マニュアル」

10） 透析医療機関におけるウイルス肝炎院内感染発生後の対応について

11） 高知県透析要介護者の実態とその対応を考える

12） 平成11年度岡山県血液透析患者の実態に関するアンケート結果

13） 透析液清浄化およびオンライン血液透析濾過（HDF）の展望

14） コーディネーターからみた我が国初の脳死移植の経緯

15） 和歌山県下における緊急血液浄化法診療ネットワーク作成について

16） 慢性腎不全患者血中の造血刺激・抑制因子の研究

17） 法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒体による保存に関するガイドラ

イン

18） アルブミン製剤の適正使用について

19） 支部だより
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［第1号議案］

Ⅱ 平成11年度収支決算書

1. 収支決算書（平成11年4月1日から平成12年3月31日まで）

日本透析医会雑誌 Vol.15 No.2 2000276

（単位：円）

科 目 平成11年（案） 決 算 額 差 異 備 考

Ⅰ 収入の部

1. 会費収入

2. 入会金収入

3. 寄付金収入

助成協賛金

助成金

寄付金

寄付金収入合計

4. 受取利息収入

5. 会場収入

6. 雑収入

7. 保証金戻し収入

当期収入合計（A）

前期繰越収支差額

収入合計（B）

Ⅱ 支出の部

1. 事業部

透析医療適正化事業費

地域透析医療システム事業費

腎移植普及推進事業費

腎不全予防医学調査研究費

研修等事業費

広報活動費

その他の事業

事業費合計

2. 管理費

人件費

家 賃

その他経費

管理費合計

3. 固定資産取得支出

什器備品購入支出

固定資産取得支出合計

4. 予備費

基本財産組入額

当期支出合計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

72,000,000

300,000

64,500,000

0

0

64,500,000

300,000

0

137,100,000

42,000,000

179,100,000

17,411,890

14,473,860

8,194,940

3,370,320

12,011,550

12,357,840

73,263,600

141,084,000

9,580,000

3,250,000

8,950,000

21,780,000

2,000,000

0

2,000,000

2,000,000

0

166,864,000

－29,764,000

12,236,000

73,826,000

480,000

101,409,000

101,409,000

277,195

266,000

10,350

5,000,000

181,268,545

47,917,559

229,186,104

8,494,205

8,912,749

6,571,615

70,842

10,937,868

6,038,301

90,947,176

131,972,756

7,862,002

3,342,958

8,791,866

19,996,826

0

0

0

0

0

151,969,582

29,298,963

77,216,522

1,826,000

180,000

36,909,000

0

0

36,909,000

－22,805

266,000

10,350

5,000,000

44,168,545

5,917,559

50,086,104

－8,917,685

－5,561,111

－1,623,325

－3,299,478

－1,073,682

－6,319,539

17,683,576

－9,111,244

－1,717,998

92,958

－158,134

－1,783,174

0

0

－2,000,000

－2,000,000

0

－14,894,418

59,062,963

64,980,522



2. 正味財産増減計算書（平成11年4月1日から平成12年3月31日まで）
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（単位：円）

科 目 金 額

Ⅰ 増加の部

1. 資産増加額

当期収支差額

資産増加額

2. 負債減少額

受入保証金減少額

負債減少額

増加の部の合計

Ⅱ 減少の部

1. 資産減少額

建物附属設備除去額

什器備品除去額

什器備品減少

災害時システム減少

建物附属設備減価償却額

災害時システム設備減価償却額

什器備品減価償却額

資産減少額

減少の部の合計

当期正味財産増加額

前期繰越正味財産額

29,298,963

－5,000,000

51,622

341,666

1,151,845

86,851

1,900

40,683

597,490

29,298,963

－5,000,000

2,272,057

24,298,963

2,272,057

22,026,906

292,102,988

期末正味財産合計額 314,129,894



3. 貸借対照表（平成12年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

Ⅰ 増加の部

1. 流動資産

現金預金

仮払金

流動資産合計

2. 固定資産

基本財産

定期預金

基本財産合計

その他の固定資産

建物附属設備

災害時システム設備

什器備品

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

雇用保険預り金

流動負債合計

2. 固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

正味財産

（うち基本金）

（うち当期正味財産増加額）

正味財産の部の合計

負債及び正味財産合計

77,513,015

102,260

232,000,000

232,000,000

0

0

0

563,372

6,300,000

50,000

6,913,372

104,000

164,220

16,400

114,133

2,000,000

77,615,275

238,913,372

398,753

2,000,000

316,528,647

2,398,753

314,129,894

（232,000,000）

（22,026,906）

314,129,894

316,528,647



4. 計算書類に対する注記

� 重要な会計方針

1） 固定資産の減価償却について

有形固定資産については，定率法による減価償却を実施している．

2） 資金の範囲について

資金の範囲には，現金・預金，及び仮払金，及び預り金を含めている．

なお，当期末残高は，下記�に記載するとおりである．

� 基本財産の増減額及びその残高は，次のとおりである．

� 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである．

� 有形固定資産の取得価格，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである．
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（単位：円）

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

定 期 預 金 232,000,000 0 0 232,000,000

合 計（基本金） 232,000,000 0 0 232,000,000

（単位：円）

科 目 当期末残高

現 金 預 金

仮 払 金

合 計

会 費 預 り 金

所得税預り金

住民税預り金

雇用保険預り金

合 計

77,513,015

102,260

77,615,275

104,000

164,220

16,400

114,133

398,753

次期繰越収支差額 77,216,522

（単位：円）

科 目 取得価格 減価償却累計額 資産減少 当期末残高

建物附属設備

災害時システム

什 器 備 品

322,907

337,870

6,420,614

271,285

251,019

4,927,103

51,622

86,851

1,493,511

0

0

0

合 計 7,081,391 5,449,407 1,631,984 0



5. 財産目録（平成12年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

現金預金

現 金 現金手許有高

郵便振替

普通預金 東京三菱銀行神田支店

住友銀行神田支店

第一勧業銀行神田支店

さくら銀行神田小川町支店

あさひ銀行神田支店

あさひ銀行神田支店

定期預金 東京三菱銀行神田支店

仮 払 金

流動資産合計

2. 固定資産

� 基本資産

定期預金 東京三菱銀行神田支店

� その他の固定資産

建物附属設備

什器備品

災害時システム設備

電話加入権

保証金 淡路建物ビル保証金

警備保証金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

預り金

年会費

職員等に対する源泉所得税

職員等に対する住民税

職員等に対する雇用保険

流動負債合計

2. 固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産

32,227

393,839

4,043,879

255,906

77,821

119,761

969,875

10,619,707

61,000,000

102,260

232,000,000

563,372

6,300,000

50,000

6,913,372

104,000

164,220

16,400

114,133

2,000,000

77,615,275

238,913,372

398,753

2,000,000

316,528,647

2,398,753

314,129,894
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管理費内訳

給 料

法 定 福 利 費

通 勤 費

旅 費 交 通 費

会 議 費

交 際 接 待 費

福 利 厚 生 費

印 刷 製 本 費

通 信 運 搬 費

消 耗 品 費

委 託 費

6,775,586

737,298

349,118

287,380

9,765

5,250

90,262

920,850

643,010

618,294

2,866,200

報 酬（要 源 泉）

水 道 光 熱 費

家 賃

諸 会 費

租 税 公 課

慶 弔 費

雑 費

常 任 理 事 会 費

総 会 ・ 理 事 会 費

666,666

250,764

3,342,958

420,159

5,000

65,750

390,133

165,740

1,386,643

合 計 19,996,826



［第2号議案］

Ⅲ 平成12年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1. 透析医療の適正化に関する調査・研究事業

適正な透析療法の検討に関する調査・研究

適正透析療法委員会

＊透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究

� 適正透析導入部会

適正な導入時期に関する調査・研究

� 維持透析療法部会

適正な維持透析療法に関する調査・研究

� 適正透析普及部会

適正な透析療法の普及推進を行なう

� 適正医療経済部会

適正な透析医療経済に関する調査・研究

1） レセプト分析

2） 施設機能評価の調査・研究

3） 透析医療経営実態調査

� 医療廃棄物対策部会

医療廃棄物対策に関する調査・研究

� 在宅透析部会

在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究

� 医療制度検討部会

医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2. 地域医療システムに関する調査・研究

＊透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立するための調査・研究

① 危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究

危機管理委員会

� 災害時透析医療対策部会

ブロック別災害時救急透析医療システムの構築

� 感染症対策部会

院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究

� 医療事故対策部会

医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究

② 長期透析患者の合併症に対する調査・研究

合併症対策委員会

1） 透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究

2） 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究

3） 患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3. 腎移植普及推進に関する事業

腎移植普及推進委員会
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＊会員及び患者に対しての協力・普及を目的とする。

1） 臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力事業

2） 会員に対する腎移植の啓発・教育事業（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）

3） 患者に対する腎移植推進事業（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進事業）

4） 関係団体への協力事業（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）

5） 腎移植コーディネーター問題の研究

4. 腎不全予防医学の調査・研究事業

腎不全予防医学調査研究委員会

＊透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための事業

1） 透析導入前の慢性腎不全患者に対する保存的維持療法の調査・研究事業

2） 関係団体への協力事業

5. 研修等事業

研修委員会

1） 腎不全臨床医療スタッフの研修会の開催

2） 学術研究への協力

3） 関係学会・団体との研究協力

4） 国内講演会等の開催

6. 広報活動及び刊行物の発行に関する事業

広報委員会

① 機関誌等の発行

1） 雑誌 1,500部 （年4回発行）

2） 医会ニュース 1,200部

7. 会員の教育・指導及び倫理向上に関する調査・研究

倫理委員会

＊会員の倫理向上に関する調査・研究

8. その他の事業

情報管理委員会

＊医会が行なう各種のアンケート調査結果の管理運用
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［第2号議案］

Ⅳ 平成12年度予算（案）
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［収入の部］
（単位：円）

区 分 平成11年度予算 平成12年度予算（案） 増 減

1.会費収入

2.受取利息

3.入会金収入

4.前年度繰越金

5.寄付金収入

6.雑収入

72,000,000

300,000

300,000

42,000,000

64,500,000

73,000,000

150,000

300,000

47,900,000

82,500,000

1,000,000

－150,000

0

5,900,000

18,000,000

計 179,100,000 203,850,000 24,750,000

［支出の部］
（単位：円）

区 分 平成11年度予算 平成12年度予算（案） 増 減

1.事業費

2.管理費

3.予備費

4.次年度繰越金

5.固定資産取得支出

141,084,000

21,780,000

2,000,000

12,236,000

2,000,000

167,343,000

21,185,000

2,000,000

11,322,000

2,000,000

26,259,000

－595,000

0

－914,000

0

計 179,100,000 203,850,000 24,750,000

区 分 平成11年度予算 平成12年度予算（案） 増 減

基 本 財 産 累 計 232,000,000 232,000,000 0
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支出の部内訳
（単位：円）

区 分 平成11年度予算 平成12年度予算（案） ％ 増 減

Ⅰ 事業費（調査研究事業費）

1. 適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会

� 適正医療経済部会

� 医療廃棄物対策部会

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会

2. 地域透析医療システム

� 危機管理委員会

� 合併症対策委員会

3. 腎移植普及推進委員会

4. 腎不全予防医学調査研究委員会

5. 研修委員会

6. 広報委員会

7. 情報管理委員会

8. 内規委員会

9. 倫理委員会

10. その他の事業

� 学会助成費

Ⅱ 管理費

1. 人件費

2. 家賃

3. その他の経費

Ⅲ 予備費

Ⅳ 次年度繰越金

Ⅴ 固定資産取得支出

141,084,000

17,411,890

1,966,020

1,454,300

2,577,740

6,523,780

1,008,010

511,720

3,370,320

14,473,860

10,888,110

3,585,750

8,194,940

3,370,320

12,011,550

12,357,840

792,580

40,000

0

72,431,020

72,431,020

21,780,000

9,580,000

3,250,000

8,950,000

2,000,000

12,236,000

2,000,000

167,343,000

17,111,015

1,936,060

1,439,545

2,532,575

6,403,190

993,030

496,515

3,310,100

18,154,045

10,692,320

7,461,725

8,044,240

7,633,230

11,785,350

12,116,360

777,525

40,000

777,525

90,903,710

90,903,710

21,185,000

9,580,000

2,500,000

9,105,000

2,000,000

11,322,000

2,000,000

100.0

1.2

0.9

1.5

3.8

0.6

0.3

2.0

6.4

4.5

4.8

4.6

7.0

7.2

0.5

0.5

54.2

26,259,000

－300,875

－29,960

－14,755

－45,165

－120,590

－14,980

－15,205

－60,220

－195,790

3,875,975

－150,700

4,262,910

－226,200

－241,480

－15,055

0

777,525

18,472,690

－595,000

0

－750,000

155,000

0

－914,000

0

計 179,100,000 203,850,000 24,750,000



平成 12 年度通常総会での主な決定事項

平成12年5月21日（日）午後2時から当会の通常総会がホテルニュー神田で開催された．平成11年

度の事業報告書及び収支決算書が第1号議案として提出され承認された．第2号議案として平成12年度事

業計画（案）及び予算（案）が，また，第3号議案として定款の変更及び諸規定の施行規定等についてが

審議され総会の承認をえた．第4号議案は，役員の交替について諮られ了承された．自由討論では，昨年

に引き続いて役員選出についての意見が述べられた．

承認された議案から主だった事項と最近の関連活動を説明したい．

1） 危機管理委員会（委員長 吉田豊彦）の事業活動について

昨年度の総会で緊急設置された当委員会の活動は活発であった．当委員会は，災害時透析医療対策委員会・

感染症対策委員会・医療事故対策委員会の3委員会を統轄している．

災害時透析医療対策委員会は，有珠山噴火による透析者の避難と収容に関し北海道支部と緊密な連絡をと

り，厚生省との対応や調整作業を行った．北海道支部は，洞爺で透析医療を提供していた病院が噴火により

廃院となりその透析者への治療継続に対策本部を設置し，積極的な活動を展開した．逐一，当会事務局に絶

えざる報告がなされた．幸い噴火は沈静化し，ことなきを得たことはなによりである．北海道支部に対し，

深甚な感謝を表したい．なお，災害時透析医療対策委員会も地域災害の対処をさらに綿密な活動とする目的

で，現地視察を行うとの意向である．

感染症対策委員会の活動は目覚しいものがあった．秋葉委員長は，厚生省厚生科学特別研究事業「透析医

療における感染症の実態把握と予防対策に関する研究班」の主任研究者となり，分担研究者と共に『透析医

療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル』を上梓した．会員各位にはすでに送付さ

れている本マニュアルは，透析医療の現場から高く評価され非会員からの送付要請が絶えない．

医療事故対策委員会は，総会後に起きた空気塞栓による死亡事故を重視し，コ・メディカルの協力下に透

析医療の事故対策活動をすでに開始した．

諸規定等の変更と関連する事項であるが，委員会の下に3委員会が存在する組織を改編して，今後は，危

機管理委員会に災害時透析医療対策部会・感染症対策部会・医療事故対策部会の3部会が設置される．他の

委員会も同様である．

2） 適正透析療法委員会適正医療経済部会（部会長 山崎親雄）の事業活動について

4月から診療報酬が改定された．透析医療では，医療材料が大幅な引き下げとなり潜在技術料部分が技術

料の上乗せとならなかったのは，ここに当医会が総力を挙げていたものから，甚だ遺憾な結果となった．し

かしながら，入院部門の引き上げやEPOの療養型病床への請求が例外として認められたこと等は，当会の

要望に沿ったものである．2002年と言われる次回改定には，透析技術料の適正評価を勝ち取るべく，当部

会の活動を期待したい．

介護に該当する外来透析，すなわち，入所者に提供される透析医療が外来透析と見なされることに厚生省

老人保健福祉局では決定したようであるが，保険局との間での意見統一がなされたという段階には至ってい

ないようである．この点を踏まえ，当部会は，保険局医療課に依頼して4月9日（日）に開催された診療

報酬改定の説明会での請求上の疑問点と併せて，決定次第，会員に向けて早急な手段を以って周知する意向

である．本年6月17日には，各支部の保険請求や審査に関する代表が日本透析医学会の開催地福岡に集合
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して，各支部の審査状況を確認した．この事項についても，会員に連絡する旨の報告がある．

2000年6月分のレセプト分析作業が開始される．前回の結果は，第3回透析医療費実態調査報告として

医会雑誌（15巻1号）に掲載した．同様に，当部会のワーキンググループで実施された透析医療機関実態

調査についても，前述の医会雑誌にアンケート結果が発表されている．良質な透析医療を確保するために，

標準的な透析医療の提供について提案する目的で調査された結果である．全国で展開中の病院機能評価にな

らって，透析施設が自らの医療機能を自己評価するためのガイドライン作成を検討中である．

3） 医会雑誌の発刊（委員長 飯田喜俊）・腎不全予防医学調査研究委員会（委員長 小出桂三）等の事業

活動について

内容の充実を目的として医会雑誌が装丁を新たに発刊された．会員からは手応えのある反響が聞こえてい

る．『腎不全マニュアル 2000』が斬新な切り口から発刊された．評判が良く，これまた非会員からの問い

合わせがしきりである．タイムリーな企画で合併症シリーズも巻を重ね『肝炎関連ウイルス』で9巻となっ

た．

研修委員会によるセミナーとコンセンサスカンファランスも生涯教育にふさわしいテーマを会員に提供し

ていると呼び声が高い．

4） 定款の変更・関連規程の施行について

通常総会において，定款の変更および関連規程が，会員各位の協力により可決承認された．おって，会員

各位のお手元に新しい定款をお届けするが，ここでは，定款の変更および関連規程の概要について報告する．

なお，定款は，通常総会で可決承認をいただいたのち，厚生大臣に変更認可の申請をした．

① 定 款

当会は，平成11年3月24日に厚生省の公益法人実地検査を受けた．その際に，是正改善を指摘され

た事項が「常務理事会を定款に定めること」であった．現行の定款には「常務理事会」の定めがなかっ

た．しかしながら，常務理事会は本会設立当初より，永年にわたり，理事会から委任された事項や緊急

を要する事項について，その処理を担ってきた．そのことを踏まえ，この度，定款の変更を図ることと

した．

定款の変更要点は，次のとおりである．

・常務理事会を「常任理事会」に名称を変更する．

・「常任理事」を定め，その定足数を7人以内とする．

・常任理事会で議決した事項は，その後に理事会に報告し，その承認を求めることとする．

・常任理事会の業務は，理事会から委任された事項及び緊急を要する事項の処理に当たることである．

② 常任理事会設置規程

定款に常任理事及び常任理事会が規定されることに伴い，定款を支援する規程として，「常任理事会

設置規程」を新規に整備する．

同規程は，常任理事及び常任理事会の業務の範囲を明確にし，本会の運営に寄与することを目的に発

足する．

常任理事会設置規程の施行要点は，次のとおりである．

・構成員は常務理事会のときと同じで会長・副会長・専務理事・常務理事の7名が担当する．

・常任理事会が議決を委任された事項は次のとおりである．

1） 透析医療及び関連事項で緊急を要するものに関すること

2） 大規模災害等への対応に関すること

3） 期限に定めのある事項の処理に関すること
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4） 助成事業に関すること

5） 委員会に関すること

6） 会員の入退会及び事務局職員の任免に関すること

③ 学会等助成審査委員会規則

学会等への助成事業の推進については，定款にも定められているとおり重要な事業の一つである．従

来から常務理事会が理事会より委任を受けて，その審査などを実施してきたが，審査基準の明文化した

ものはなかった．

厚生省は実質上，適正に審査が実施されていることを認めたうえで，公益法人の実地検査では「学会

助成事業の公明化を図るため助成基準等を策定すること」と指摘した．そこで，この度「学会等助成審

査委員会規則」を新規に発足することとする．

学会等助成審査委員会規則の施行要点は次のとおりである．

・構成員は，常任理事及び理事会で指名した者とする．

・審査基準は，研究・調査・学術・教育・研修・保健・福祉などを対象分野として，次の事項との適合

性と公益性の観点で審査をする．

1） 人工透析療法の普及，技術の向上・腎不全対策の推進

2） 医療従事者の生涯教育ならびに研修

3） 国民の保健並びに福祉の向上

4） 会員相互の倫理の昂揚並びに資質の向上

5） 要望書の関連事項について

総会資料（265頁）に厚生省保険局医療課に提出した要望書添付資料の人工腎臓処置料試案がある．現行

の技術料に見合う算定は，本試案から，連日2シフトを多人数で行う場合に該当するという結果を得た．

非常に貴重な資料と認識している．

（文責 鈴木 満）
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（社）日本透析医会通常総会議事録

開 催 場 所：ホテルニュー神田（千代田区神田淡路町2―10）

開 催 日 時：平成12年5月21日

会 員 総 数：1,147名

出席会員数：867名（うち書面出席840名 欠席280名）

出席者及び欠席者氏名は別添会員名簿に記載

通常総会を平成12年5月21日午後2時から開催した．

司会者事務局長加藤和男より，この通常総会が所定の定数を満たし有効に成立したことを報告し，会長平

澤由平の挨拶の後，議長の選出について諮ったところ，全会一致で，副会長飯田喜俊を指名し，飯田喜俊が

議長となり，挨拶等の後，議長より，本日の議事録署名人に，小出桂三，秋葉隆の両名を指名し，全員の賛

同を得た後，直ちに議案の審議に入った．

第1号議案 平成11年事業報告書及び収支決算書の承認を求める件

常務理事山崎親雄より，平成11年度事業報告の説明をし，議長より議決を行なった結果

賛 成

監事大森伯より，監査報告の説明をし，議長より議決を行なった結果

賛 成

第2号議案 平成12年度事業計画及び予算の承認を求める件

常務理事吉田豊彦より，事業計画の説明をし，議長より議決を行なった結果

賛 成

専務理事鈴木満より，予算の執行方針の説明をし，議長より議決を行なった結果

賛 成

第3号議案 定款の変更及び諸規程の施行等について

賛 成

事務局長加藤和男より，定款の変更及び諸規定の施行等について各条文ごとの説明をし，議長より各条文

ごとの議決を行なった結果は，次のとおりである．

1 定款の変更の承認について

定款第5章の2 常任理事及び常任理事会

� 第33条の2関係

① 第33条の2 常任理事会の設置

② 第33条の2第2項 常任理事の互選

③ 第33条の2第3項 常任理事会組織と議決事項

④ 第33条の2第4項 規程の準用

賛 成

� 第33条の3関係

① 第33条の3 常任理事会の構成

② 第33条の3第2項 常任理事会の開催
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③ 第33条の3第3項 常任理事会の招集

④ 第33条の3第4項 常任理事会の招集請求

⑤ 第33条の3第5項 常任理事会議決報告事項

⑥ 第33条の3第6項 規程の準用

賛 成

� 附則関係

附 則 定款の変更時期

賛 成

2 常任理事会設置規定の施行について

① 第 1条 常任理事会の設置とその目的

② 第 2条 常任理事の構成

③ 第 3条 常任理事会の議決範囲

④ 第 4条 常任理事会開催の定足数

⑤ 第 5条 常任理事の議決

⑥ 第 6条 会員等からの意見聴取

⑦ 第 7条 規程の改正等

⑧ 第 8条 施行時期

賛 成

3 学会等助成審査委員会の規則の施行について

① 第 1条 委員会の設置

② 第 2条 委員会の目的

③ 第 3条 委員会の権限

④ 第 4条 委員会の会長及び構成員

⑤ 第 5条 委員会の開催及び定足数

⑥ 第 6条 委員会の議決

⑦ 第 7条 委員会の審査基準

⑧ 第 8条 委員会での学識経験者等の意見聴取

⑨ 第 9条 審査の通知手続き等

⑩ 第10条 規定の改正等

⑪ 第11条 施行時期

賛 成

4 会員規定の一部改正について

① 第2条第2号 推薦会員の変更

② 附 則 改正時期

賛 成

第4号議案 理事の辞職及び後任理事の改選の承認を求める件

専務理事鈴木満より，理事高杉敬久の平成12年7月31日付け辞任及び後任者原田知の改選について説

明があり，議長より議決を行った結果

賛 成

以上を以て通常総会の議事全部の審議を終了したので議長は，閉会を宣して解散した．時に3時10分で

あった．
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上記の議決を明確にするため，議長及び議事録署名人において次に記名捺印する．

平成12年5月21日

社団法人日本透析医会通常総会において

議 長 飯田 喜俊

議事録署名人 小出 桂三

同 秋葉 隆
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（社）日本透析医会 役員名簿

日本透析医会雑誌 Vol.15 No.2 2000292

平成12年7月31日現在

役 職 名 氏 名 現 職

名誉会長

会 長

副 会 長

〃

専務理事

常務理事

〃

〃

理 事

（北海道）

（東 北）

（東 北）

（関 東）

（甲信越）

（甲信越）

（中 部）

（関 西）

（関 西）

（関 西）

（中 国）

（中 国）

（四 国）

（九 州）

（九 州）

監 事 （甲信越）

〃 （関 東）

〃 （関 東）

稲 生 綱 政

平 澤 由 平

今 忠 正

飯 田 喜 俊

鈴 木 満

吉 田 豊 彦

山 崎 親 雄

秋 葉 隆

太 田 和 夫

山 下 眞 臣

小 出 桂 三

石 丸 隆 治

前 田 憲 志

藤 見 惺

松 田 鈴 夫

秋 澤 忠 男

廣 田 紀 昭

関 野 宏

村 上 秀 一

杉 崎 弘 章

土 屋 隆

鈴 木 正 司

指 出 昌 秀

後 藤 武 男

小 野 利 彦

小野山 攻

土 谷 晋一郎

原 田 知

寺 尾 尚 民

後 藤 宏一郎

工 藤 寛 昭

大 森 伯

岩 月 史 郎

伊 原 美 好

医療法人大坪会 東和病院 院長

社会福祉法人 信楽園病院 顧問

札幌北クリニック 院長

淀川キリスト教病院 教育顧問

医療法人松圓会 理事長

医療法人社団誠仁会 理事長

医療法人衆済会 増子記念病院 院長

東京医科歯科大学 助教授

太田医学研究所 所長

社会福祉法人 恩賜財団済生会 理事長

社会保険都南総合病院 名誉院長

財団法人日本公衆衛生協会 会長

名古屋大学医学部 教授

福岡赤十字病院 副院長

国際医療福祉大学 教授

和歌山県立医科大学 血液浄化センター 教授

廣田医院 院長

医療法人宏人会 理事長

医療法人三良会 村上新町病院 院長

府中腎クリニック 理事長

医療法人輝山会 理事長

社会福祉法人 信楽園病院 内科部長

医療法人一秀会 理事長

高砂市民病院 院長

医療法人桃仁会 理事長

医療法人小野山診療所 理事長

医療法人あかね会 理事長

医療法人社団一陽会 原田病院 院長

医療法人尚腎会 理事長

後藤クリニック 院長

工藤医院 院長

大森内科医院 院長

弁護士

公認会計士



千葉県透析医会は，千葉県の透析医を囲む環境が当

時それまで専制君主制に近い状況にあったなかで，そ

の民主化を求め，有志により結成された経緯がありま

す．というのも，当時千葉県はO氏の絶対的支配下

にあり，彼の了承なしには何もできない状況でしたの

で，透析に関連する人達は，否応なしにO氏の意思

の決定を仰ぐしか仕方のない有様でした．

しかし，時を経て全国的にもかつてのようなO氏

の支配力が薄らぐ一方，日本透析医会も立派に活動で

きるような状況になってきていましたので，千葉県透

析医会会則の中に，会員の資格として（社）日本透析

医会並びに（社）千葉県医師会の会員であること，と

いうしばりを入れ，昭和63年3月26日より発足す

ることができました．

初代会長は小出桂三先生で，会設立当初の目的であ

る千葉県の透析医の民主化に実に涙ぐましいご尽力を

頂きました．それについては一々具体的に記述は致し

ませんが，今振り返ってみても驚嘆に値するものがあ

りました．

小出会長の時代に，それまでの千葉県の透析の学術

団体で，O氏の支配下にあった千葉県透析懇談会の民

主化が始められ，千葉県血液浄化療法研究会を誕生さ

せようとしましたが，選挙に全面敗北したO氏の納

得が得られず，一時空白の時代が現出しました．

そういう中で，小出会長が転勤に伴い退職され，次

期会長を横山健郎先生が引き継いでくれました．もと

もと横山先生は，小出会長を助けて民主化を熱心にす

すめていましたので，会長になられてからも実に忍耐

強く事業をすすめられ，ようやく昨年，千葉県の学術

団体としての千葉県透析研究会を誕生させることに成

功しました．新生千葉県透析研究会の役員には， O

氏周囲の方々と民主化を推し進めた千葉県透析医会の

幹部は一切加わらず，若い人達を中心に設立致しまし

た．

このように，千葉県の透析医の民主化を誰一人傷つ

けることなく，面子を立てながら達成されたことは絶

賛に値することだと思います．

千葉県透析医会発足以来その主な事業は，①千葉県

災害時透析システムの設立，②感染性医療廃棄物対策，

③ヘルス財団（腎バンクを含む）への協力，の３つが

あげられます．

①の詳細については（社）日本透析医会雑誌に掲載

されていますが，その後の動きとして重要なことが２

つあります．１つは，皆様のご協力により千葉県で開

発したシステムを中心としたものが，本年より全国的

な災害対策になろうとしていること，そしてもう１つ

は昨年暮れに千葉県医師会の分科会として千葉県透析

医会がようやく認められたことです．数多くある医会

の中で，それまで分科会として認められていたのは，

13分科会に限られていましたが，その中で本医会が

災害時透析システムを充実させるためには，県医師会

並びに行政の関与が絶対必要であると訴えていたとこ

ろ，異例の早さでそれを認めていただけました．これ

により名実ともに，千葉県の行政も参加した災害時透

析システムが設立できることになったわけです．

②についても，日本透析医会雑誌に掲載されている

とおりで，その後も鋭意活動が続けられています．

③について，千葉ヘルス財団設立当初より本医会が

協力しています．そして，その腎部会会長には千葉県

透析医会会長である横山先生がなされており，臓器移
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表1 千葉県透析医会役員名簿

会 長

副 会 長

幹 事

〃

〃

〃

〃

〃

監 事

〃

横山健郎（国立佐倉病院）

吉田豊彦（みはま病院）

鈴木 満（東葛クリニック病院）

入江康文（三愛記念病院）

田島知行（市川クリニック）

茅野嗣雄（玄々堂君津病院）

服部義博（みはま病院）

田畑陽一郎（東葉クリニック）

畠 亮（東京歯科大学市川総合病院）

原 徹（原クリニック）

現会員数55名

植推進月間には役員も街頭運動を行っているところで

す．

また，毎年の総会時には特別講演を組んでいて，平

成6年3月には現（社）日本透析医会会長の平澤由平

先生にもご来臨いただきました．

千葉県透析医会の現役員は表 1の通りで，今後も

（社）日本透析医会の千葉県支部として，より一層充実

したものに成長して行くものと思います．
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昭和58年に兵庫県透析医会が原信二先生のご努力

で，県下16施設を中心として出発したのがその始ま

りでありました。その後徐々に会員を増やし128施

設181名の会員数にいたっており，現在，さらに多

くの入会予定施設が日とともに増加しつつあるのが現

状であります．

ご存知の如く兵庫県の広さは非常に広大であり，ま

た淡路島地方も控え，その連携機能の充実はきわめて

困難な問題でもありました．本医会は結成後常に連携

を密にし，すでに藤田前日本透析医会副会長（前兵庫

医科大学人工透析部教授）が主催されておりました透

析研究会，腎臓病研究会，および一部泌尿器科医会と

も共同し，技術的にもまた学問的にもレベルアップを

こころみてまいりました．また，本県にはすでに県立

西宮病院に腎移植センターが昭和40年代より設置さ

れており，本医会とタイアップして大きな成果を重ね

ており，現在も努力を結集しつつあります．発会時よ

り本医会は，原前会長のご努力で兵庫県医師会分科会

として登録されており，標榜科として認められるよう

常に県当局へ働きかけております．当時兵庫県では，

透析医会のメンバーは前述のように，腎に関する他の

学術的な研究会とオーバーラップしており，常にお互

いに協力を重ねつつ現在にいたって参りました．その

間透析療法の進歩は著しく，中央より平沢会長をはじ

め山崎常務理事，松田理事および鈴木専務理事をはじ

め各方面における諸先生においで頂きご講演とともに

多くの示唆を賜り日々の診療に役だててまいりました．

また同時にスタッフの研究，教育にも意をそそぎ，年

2回の定期総会のうち1回は透析従事者研究会と合同

で幅の広いテーマについて研究会を行っております．

さらに透析従事者研究会も定期的に開催されており，

透析医会より常に支援を行っているのが現状でありま

す．

1995年1月早朝に発生した阪神淡路大地震には実

に大変な試練をあたえられました．当時，被災地の中

心およびその近縁の透析施設の被害は実に言語に絶す

る状態にありました．被災地のなかでも被害の程度が

異なり，ライフライン等の機能もまちまちでありまし

たが，被災された患者さんの緊急治療について，その

大変な修羅場での透析医会の会員およびスタッフの臨

機応変の活躍は瞳目に値するものでありました．また

大阪の前川前会長より翌朝早々と電話頂き，また京都

および近隣の透析医会からの迅速な対応は大変な救い

でありました．当時の現場とその周辺の医会会員の情

報の伝達，連繋，緊急透析の実施等についてはすでに

本医会の内藤，関田，寺杣，申，澤田の各会員がそれ

ぞれ報告したとおりであります．結果として，患者さ

んに対して最少の被害に止まったことは多少の救いで

もありました．この厳しい経験から兵庫県透析医会で

は，広報，情報委員会とタイアップして災害対策委員

会がいち早く発足し，日本透析医会，および日本透析

医学会，その他多くの団体より頂きました義援金の一

部を利用させて頂き，ニフティのパソコン通信ネット

ワークシステムを応用して，県下の各ブロックの連携，

連絡のネットワークが完成いたしました．この連携シ

ステムは40施設以上を網羅し，日々の様々な伝達事

項にもしばしば利用しその効果をあげているのが現況

であります．

ようやく大震災から徐々に復旧し以前の軌道に戻っ

てまいりましたが，昨年発生しました院内感染にはさ
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らなる衝撃をあたえられました．まったく想像だにで

きなかった現象でもあり驚きましたが，透析医会では

ただちに幹事会を緊急に開き，届け出翌日より急遽幹

事会会員および感染対策委員を派遣し，国，県の技官

と協調して技術面および患者サイドの問題点の対応に

全力を傾倒いたしました．届け出当日より，患者さん

達が収容された近隣の病院より中央へ山崎親雄常務理

事を通じて状態を連絡するとともに，種々のアドバイ

スを頂きながら，長期間にわたり当該施設に出向し，

周辺の医会会員等と協力し，現場の技術的な調整，患

者の移動等に対応いたしました．当該施設は，人口

20数万の広汎な地域に透析施設として僅か1カ所し

かなく，周辺の施設との連携および院内の状態につい

ての情報が比較的乏しく不明な点が多く，実態の把握

が多少とも困難でありました．当時鈴木専務理事，秋

葉常務理事，松田理事にもご来県頂き，以前のご経験

から様々な問題点について多くのアドバイスを賜り，

大変に参考になりました．その後の長期間にわたる県

当局の調査の結果は本誌上に発表されたように，感染

経路はなお不明確で，事実の究明が不可能とのことで

ありました．

この院内感染の事実により，医療に携わる施設にお

いては防御対策をいかにすべきか，について厳しい討

論が何度となく行われたことはいうまでもありません．

はたしてこの対応をいかにすべきかはきわめて重要な

課題であります．院内の感染に対するシステム，日本

透析医会，日本透析医学会と密接に連繋しての教育，

啓蒙等，エンドレスの問題と痛感する次第です．しか

しながらこれらに対応するシステムを各施設のスタッ

フのすべてに如何にして浸透させてゆくことが可能か

は難しいことであります．

以上様々な問題に遭遇しつつ本医会は，各委員会の

視点により常に反趨を重ねつつ，医会の連帯の充実と

ともに，よりよき透析医療の実現と普遍化にいたるた

め意をつくしているのが現状であります．

兵庫県透析医会組織

兵庫県透析医会

顧 問 藤田嘉一 前兵庫医科大学教授

会 長 後藤武男 高砂市民病院

副会長 坂井瑠実 坂井瑠実クリニック（学術 統計，

移植推進，保険，広報情報各委員

会担当），

副会長 寺杣一徳 三田寺杣泌尿器科医院（感染対策，

災害対策，医療計画，庶務各委員

会担当）

幹 事 芦田乃介 芦田内科（医療計画委員）

永井博之 尼崎永仁会病院（広報，情報委員

長）

石田正矩 石田内科クリニック（災害対策委

員長 庶務委員）

岩崎 徹 岩崎クリニック（医療計画委員長）

江尻一成 江尻病院内科（広報，情報委員）

中川清彦 川崎病院内科（感染対策委員）

九鬼章尚 くきクリニック（災害対策委員）

金津和郎 県立尼崎病院内科（学術，統計委

員長）

松尾武文 県立淡路病院内科（学術，統計委

員）

関田憲一 服部病院内科（学術，統計委員）

安本詔夫 日高病院内科（医療計画委員）

依藤良一 仁成クリニック（会計委員長）

中尾一清 腎友会病院内科（広報，情報委員）

井上聖士 住吉川病院内科（学術，統計委員）

大前博志 原 泌尿器科病院（移植推進委員

長 保険委員）

彦坂幸治 彦坂病院泌尿器科（保険委員長）

中西 健 兵庫医大人工透析部（学術，統計

委員）

宮本 孝 宮本クリニック（庶務委員長 学

術，統計委員）

申 曽洙 元町 HDクリニック（感染対策

委員長）

吾妻真幸 六甲アイランド病院血液浄化セン

ター（災害対策委員）
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1． 加古川が一段落したと思ったら，有珠山が噴火し，浜松のC型肝炎の院内感染が報じられ，千葉での

エアー事故が発生し，最近では三宅島に引き続き神津島の地震と，息つく暇もなく（社）日本透析医会危

機管理委員会の力量が試されている．

2． ほぼ同時期に集団発生する透析室のウイルス肝炎は，特殊な場合を除き，透析中に共通に使用された

回路内への薬剤が原因である可能性が高いといっても過言ではないだろう．実際，浜松の場合には，施設

管理者が記者会見の席上で，共用したヘパリンまたはヘパリン溶解のための生食が最も疑わしいとしてい

る．ヘパリン生食を作成したり，エリスロポエチンなどの薬剤を溶解したりする作業での汚染を確実に予

防できる工夫と，作り置きのヘパリン生食をなくせば，集団的なウイルス肝炎はほぼなくなるのではと考

えるが．

3． エアー事故の問題は，現在医療事故対策部会（秋澤部会長）のもとで，臨床工学技士や看護婦などス

タッフを交えて検討が行われているが，透析終了操作にエアーを用いないことが，単純で，確実な対策で

あるという中間的な結論が出ている．手順の問題，残血の問題，経営上の問題（廃棄物処理費用を含めて）

など，反論もあるかとは思われるが，事故防止がこれらに優先すると考えている．なお事故対策部会では，

エアー事故のみならず，透析中に生じる可能性のある事故について，その防止のための「安全な透析マニュ

アル」の作成を予定している．

4． 自然災害に伴う透析患者の被災は，情報の収集から始まる．「透析患者20万人」という数字の持つ意

味は，日本国民600人に1人の透析患者が存在することである．したがってたとえば「6,000人に避難

勧告が出された」という報道は，その中に10人の維持透析患者が存在することになる．透析に関連する

スタッフは，常にこのことを念頭に置いて災害報道に接するべきであるし，現地の患者に関連する情報が

あれば，是非日本透析医会へご連絡願いたい．ちなみに，有珠山周辺の約 20人，三宅島の4人，神津島

の3人の透析患者さんは，本人および周辺透析施設の努力などで，現在安全な場所で維持透析を受けて

おられる．

5． 現在，日本透析医会は定点観測としてお願いしている施設の，6月分外来透析レセプトを集計中である．

これを過去 3年間の調査と比較してみれば，診療報酬改定の保険点数への影響が分析可能となる．また，

これと，昨年から実施され本年も予定している9月分の経営実態調査と併せれば，明確な数字として透

析施設の経営の悪化が示されることとなる．これ以上の点数の引き下げは，増加する患者の治療に責任が

持てない状況と考える．
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6． 福岡で開催された日本透析医学会学術集会の会期に合わせて，日本透析医会の重要な二つの会合が持

たれた．一つは「透析保険審査に関する懇談会」で，内容は本号に掲載されている．今一つは，災害時の

情報収集に関する集まりで，この会議では，7月7日にインターネットを用いた情報収集の模擬テストが

実施されることとなっている．この結果は別の機会に日本透析医会雑誌に掲載されるが，まだ災害時の体

制が整わない支部では，これを参考に是非システムの構築をお願いしたい．

（文責：山崎親雄常務理事）
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１.本誌は（社）日本透析医会の機関誌として年3回以上発

行する．

２.投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以

外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの

限りでない．

３.本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．

４.投稿原稿の〆切は会誌発行の2カ月前とする．

投稿原稿は

〒101－0041

東京都千代田区神田須田町1－15－2 淡路建物ビル2F

（社）日本透析医会事務局

に，簡易書留便で送る．

５.掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．

６.編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

７.校正は初校のみ著者が行い，再校以後は広報委員会に

おいて行う，校正は誤植の訂正程度にとどめ，版の組み

かえになってはならない．

８.原則として掲載料は無料とする．別刷は30部までは無

料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

９.掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．

10.原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

� 原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．

� 原稿は邦文とし，B5版400字詰原稿用紙を用い，

横書き，口語体，平仮名，当用漢字，現代仮名使いを

使用する．ワードプロセッサーの使用を推奨する（ワ

ードプロセッサーを使用した場合，用紙は原稿用紙で

なくても良い．原稿とともに使用機種とソフト名を記

載し，テキストファイルで保存したフロッピィディス

クを添付する）．

� 図はレタリングしたものとする．図表はB5版大の

紙に四隅をのりづけし，邦文の標題を図は下方に，表

は上方につける．写真は図とする．カラー写真は原則

として著者の実費負担とする．

� 図表の引用の場合は，その出典を明らかにする．

� 図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．

� 外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用

い，タイプまたは，明瞭な活字体とする．

� 度量衡はCGS単位とし，km，mm，�，	，
，

kg，g，mg，mEq/�，mg/	などを用い，数字は算

用数字（1，2，3など）を用いる．

� 学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に

記載する．

� 引用文献は，本文の引用箇所に順次番号を付し，本

文の末尾に一括して，次の形式に従い引用順に記載す

る．

① 書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の

時は3名まで記載し，以下は，「他」，または「etal」

として省略する．）:論文名.書籍名;編者名，出版社名，

所在地，頁数（始めの頁），西暦年.の順に記載する．

（例1）浅野 泰 :透析低血圧の病因.AnnualRe-

view腎臓1998;長澤俊彦，河邊香月，伊藤克己，他

編，中外医学社，東京，P148，1998．

（例2）Andress DL and Shettad DJ: The

osteodytrophyofchronicrenalfailure.Diseases

oftheKidney5thed;editedbySchrierRW and

GottschalkCW,Little,BrownandCo,Boston,P

2759,1993.

② 雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の

時は3名まで記載し，以下は，「他」，または「etal」

として省略する．）:論文名.雑誌名，巻;頁数（始めの

頁），西暦年.の順に記載する．

（例1）村山直樹，赤羽知二，亀掛川良宣，他:宇都宮

市の基本健康診査における腎疾患関連調査と有所見者

の継続受診率について.日本透析医会雑誌，11;180，

1995．

（例2）MantoA,CotroneoP,MarraG,etal:Effect

ofintensivetreatmentondiabeticnephropathy

inpatientswithtypeIdiabetes.KidneyInt,47;

231,1995.

雑誌名は略名で（外国雑誌はWorldMedicalPeriodicals，

邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載する．但し種々

の学会の「予稿集」は，引用文献としては認められない．
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編 集 後 記

9月に入ったとは云え，なお暑い日が続いております．

先生方にはいよいよお元気でご活躍のことと存じます．

お手元に日本透析医会雑誌15巻2号をお届けします．本号は本来8月中にお届けする予定でし

たが，8月になって東金病院事故調査委員会の報告書が出ましたので，これを転載させていただく

ことになり，発行が遅れてしまいました．

この報告書を読みますと，日常何気なく行っている業務の一寸した不注意，不勉強や間違いが人

間の生命を失わせると云うことを教えてくれます．全く他人事でなく，自分自身の問題として注意

深く診療に当たるべきかと思います．そのような意味で，是非この報告書をご一読下さい．

本号も診療報酬，介護問題，感染対策，臨床と研究，実態調査など多方面にわたって多くの論文

をいただき，充実したものとなりました．いずれも透析医として知っておくべきことや日常臨床に

必要なことが記されております．お忙しい先生方がこのようにすばらしい論文を執筆して下さった

ことに対して，この場をお借りして厚くお礼申し上げます．

本年2月27日に津田ホールで行われた研究セミナー『維持透析患者の感染症』の発表内容も

『感染対策』の論文として掲載しました．いずれも重要なテーマですので，会員の方々，とくに本

セミナーに出席出来なかった方々はこれをご熟読下さい．なお，日本医大 飯野靖彦先生の『維持

透析患者のhelicobacterpylori感染症』は論文未着のため残念ながら掲載することが出来ません

でした．

5月21日に日本透析医会の定例総会が東京のホテルニュー神田で開催されましたが，当日の資

料（抜粋）とその際の主な決定事項とを掲載しました．これは透析医会の今後の活動の基礎となる

もので重要ですので，やはりご一読をおすすめします．

現在，透析施設ではとくに医療事故，災害，院内感染の問題が発生し表面化しております．透析

医療の質の向上と透析患者のQOLの向上のためにも，注意深く安全，至適な透析を行い，かつリ

スクの回避やそのための対策を立ててこれらを克服したいものです．

広報委員会委員長 飯 田 喜 俊
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