
THEJOURNALOFJAPANESEASSOCIATION OFDIALYSISPHYSICIANS

日本透析医会雑誌
Vol.16 No.1 2001

［巻 頭 言］

抜本改革への対応 日本透析医会専務理事 鈴 木 満… 1

［透析液の清浄度基準］

（第13回日本透析医会シンポジウム，透析医療におけるConsensusConference2000）

透析液細菌汚染の検出・測定法

生化学工業㈱機能化学品事業部学術企画グループ 田 中 重 則… 3

透析液清浄化の現状と評価上の問題点 鈴鹿医療科学大学 竹 澤 真 吾… 8

透析液清浄化の手法と管理 レメディ北九州ネフロクリニック 金 成 泰… 14

透析液清浄化の臨床効果 公立置賜総合病院 政 金 生 人

矢吹病院 佐 藤 幸 一 矢 吹 清 一… 17

透析液清浄度の品質保証 大阪市立大学医学部泌尿器科人工腎部 武 本 佳 昭

土 田 健 司 仲 谷 達 也… 23

透析液清浄度基準はいかにあるべきか 東海大学医学部腎不全病態科学講座 斎 藤 明… 29

透析液の生物学的清浄度基準案 新潟市社会事業協会信楽園病院 鈴 木 正 司

和歌山県立医科大学 血液浄化センター 秋 澤 忠 男… 33

［災害時対策］

災害時情報ネットワーク ―愛知県水害・鳥取西部地震の情報伝達―

危機管理委員会 災害時透析医療対策部会 部会長 吉 田 豊 彦

情報ネットワーク本部長 服 部 義 博

情報ネットワーク本部技士長 武 田 稔 男… 35

愛知県集中豪雨による透析施設の被害調査（中間報告）

愛知県透析医会 事務局長 宗 宮 信 賢

愛知県透析医会 会長 山 � 親 雄… 43

［感 染 対 策］

広島県C型肝炎感染調査報告書の掲載にあたって 日本透析医会専務理事 鈴 木 満… 49

広島県C型肝炎感染調査報告書 肝炎感染調査委員会… 50

［臨床と研究］

Acetate-freeBiofiltration―20世紀からの旅立ち―

日本大学医学部第二内科学教室 久 野 勉… 65

在宅血液透析の現状と将来

長寿会長寿クリニック 吉 本 忍 進 士 弘 和

近畿大学医学部堺病院 今 田 聰 雄… 71

目 次



［保険医療材料］

特定保険医療材料について 増子記念病院 山 � 親 雄… 78

［実 態 調 査］

第4回透析医療費実態調査報告（その1）

医療経済委員会 透析医療費調査分析作業部会 鈴 木 満

吉 田 豊 彦 山 � 親 雄… 85

［た よ り］

北海道支部だより 北海道透析医会副会長 菅原剛太郎…101

広島県支部だより 広島県透析連絡協議会会長 辰 川 自 光…103

常任理事会だより 日本透析医会常務理事 山 � 親 雄…106

［事務局通信］

第2回肝炎対策に関する有識者会議における会長の意見陳述について

専務理事 鈴 木 満

事務局長 加 藤 和 男…108

投稿規定 118

編集後記 飯 田 喜 俊…119

お知らせ

社団法人日本透析医会平成13年度通常総会開催について 99

第45回日本リウマチ学会総会・学術集会ご案内 99

財団法人腎研究会平成13年度透析療法従事職員研修のお知らせ 100



新世紀を迎えた．世紀末に議論された医療制度抜本改革は持ち越しの宿題となり，2005年をめ

ざす．日本の21世紀が見えない，誰でもが思っていることである．今世紀の日本は少子・高齢・

多死の時代という．医療分野への抜本改革が日本の不況・低迷下では不可欠の改革ではあるが，

改革を受ける側は患者とともに辛いものがある．自由競争・市場原理の中で，一般企業ではすで

に繰り返して改革を自力で成就したものが勝ち残り，脱落者には無情の風が吹いて当たり前とい

う．医療環境は企業とは異なり，いわば国営管理下にある．抜本改革とはこの管理体制の変貌を

いうが，国営管理は継続して行われる．また，「何時でも・何処でも・誰でも」がスローガンとなっ

た国民皆保険制度があるが，医者も患者も好き放題と判断され，節度をもって再構築することを

改革と理解すべきなのかもしれない．

本年1月から実施された健保法等の改正に伴う老人の自己負担が，200床という規模で線引き

があり異なる徴収が始まった．医療費に対するコスト意識を喚起させ大病院志向を是正し，大病

院の本来の役割分担である入院機能を充実させる意向と思う．高齢者の受診抑制に2,000円の自

己負担差額が影響するのか，影響するまで自己負担に比重をかけるのか判断は困難をきわめると

思われる．

第4次医療法改正により，2003年3月までに病院は看護配置基準とインフラを整備し，急性

期病院か慢性期病院になるかを自ら判断しなければならない．急慢では当初専門病院が議論され

ていたが立ち消えになった．平均在院日数の計算に透析患者が除外されたためか，一般病院で入

院透析を検討する傾向があるやにも聞いている．

抜本改革への対応は，明白である．すなわち，情報インフラを整備し，標準化を推進しそして

患者本位の医療を行うことである．医療の国際標準は，透明性・説明責任・倫理がすべてである

といわれている．例外はあっても，この数年間にわたって報道された透析現場の医療および院内

感染事故が，如実にこの真実を教えている．

薬価制度，診療報酬，医療供給体制，高齢者医療制度そして透析，いずれも難問題であり対応

は容易ではないが，良質の医療を供給する施設はこれらを克服できる．現在をひとまずおいて，

常任理事会だより 1

抜本改革への対応

（社）日本透析医会

専務理事 鈴 木 満

［巻 頭 言］



良い医療と標準化への意識改革が必須である．当会は，感染症マニュアルに続いて医療事故対策

マニュアルを作成中である．次年度には，危機管理対策を踏まえて透明性の観点から情報開示を

基本とし，標準化に連結する事業を行い，会員各位の一助に応えたいと考えている．
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透析液が細菌に汚染されると菌由来の種々の物質が

混入してくるが，なかでもごく微量で強力な発熱性ほ

か様々な生物活性を示すのが，グラム陰性菌細胞壁由

来のエンドトキシンである．この検出法としてはリム

ルステストが最も優れており，その実際の測定法とし

ては比色法と比濁法に大別される． 筆者らは

Wellreaderを用いてカイネティック比色法により，

水道水から臨床透析液まで透析全ラインのエンドトキ

シン濃度の管理に便利な広範囲のエンドトキシン

（0.5～100,000EU/l）が定量できる日常検査法を確

立した．また，インラインにおいてリアルタイムでエ

ンドトキシン濃度をモニタリングする6連バルブ型

モニタリング装置も考案した．

はじめに

透析液が細菌に汚染されると，グラム陰性菌の場合

は，その細胞壁由来の内毒素（endotoxin；ET），グ

ラム陽性菌の場合は，それより産生される菌固有の外

毒素，細胞壁由来のペプチドグリカン等の物質が透析

液に混入することになる．なかでもETは微量で最も

強力な発熱性を示すほか，多彩な生物活性を持ってい

るため1），早くから種々のET検出法が考案されてき

た．ウサギ発熱試験，鶏胚致死試験などのinvivo試

験やリムルステスト，ラジオイムノアッセイ，エンザ

イムイムノアッセイ，ガスマススペクトル法などの

invitro試験がその代表的なものであるが，感度，簡

便性，経済性においてリムルステストが最も優れてお

り，医薬品，水，透析液などの汚染試験，臨床検査な

ど多方面で活用されている．

リムルステストは，カブトガニの血球抽出液

（amebocytelysate）がETにより凝固（ゲル化）す

る現象を肉眼的に判定する，いわゆるゲル化法に始ま

る．この反応機構が，日本産カブトガニ（Tachypleus

tridentatus）を用いて解明され，発色合成基質を用い

た比色法が考案された．また，ゲル化する過程で生じ

る濁度変化を測定する比濁法も考案された．さらにリ

ムルステストは，ETだけでなく真菌細胞壁成分とし

て知られる（1→3）β D グルカン（BG）とも反応

することが明らかにされ，それぞれに特異的なリムル

ステストが開発された．また，測定手技もエンドポイ

ント法やカイネティック法が考案され，より高精度，

簡便，迅速，経済的な方法へと改良・改善が試みられ

ている1）．一方，外毒素については，ETのようにす

べての菌種由来のものを一括して測定する方法はなく，

また，ペプチドグリカンについては，現在までのとこ

ろ特異的な測定法が開発されていない．したがって，

細菌汚染の指標として最も重要であるETに的をしぼ

り，その測定法として最もよく用いられているリムル

ステストの反応機構，特異性，日常検査用ET広範囲

測定法，透析液監視用ET濃度インラインモニタリン

グ法ならびに測定上の留意点について述べる．

1 リムルステストの反応機構

リムルステストの反応機構はT.tridentatusの血球

抽出液を用いて解明された．すなわち，図 1に示し

たように，ETによりC因子（ET感受性因子）が，

またBGによりG因子（BG感受性因子）がそれぞれ

最初に活性化され，それに続く連鎖的酵素反応が別の

経路によって順次惹起され，最終的に活性化された凝

固酵素がコアグロゲンを限定水解してコアグリン（ゲ

透析液細菌汚染の検出・測定法 3

透析液細菌汚染の検出・測定法

田中重則

［透析液の清浄度基準］

生化学工業（株）機能化学品事業部学術企画グループ



ル化蛋白質）に変換し，白濁するとともにゲルを形成

するか，あるいはBoc―Leu―Gly―Arg―pNA等の

発色合成基質を加えておくと，それを水解してpNA

（黄色）を遊離するという一連のセリンプロテアーゼ

前駆体の活性化を介するカスケード機構を内蔵した反

応である1,2）．これらの反応に関与する個々の因子の

諸性質ならびに各々の因子の活性化機序の詳細につい

ては文献3を参照されたい．

2 リムルステストの特異性

上述したように血球抽出液全体を用いて調製された

通常のリムルス試薬は，C因子系，G因子系の両反応

系が存在するため，ETとBGに反応する．このリム

ルス試薬の特異性を改善すべく種々検討がなされてい

るが，ここでは筆者らの開発した比色法を紹介する．

ETとBGとではその血球抽出液の活性化経路が図１

に示したように異なるため，この両経路を分離するこ

とに成功し，C因子系反応因子またはG因子系反応

因子とBoc―Leu―Gly―Arg―pNAとを組み合わせ

て，それぞれに特異的な比色法リムルス試薬を開発し

た（前者（ESテスト）:エンドスペシーＲ◯シリーズ，

エンドスペックＲ◯シリーズ（体外診断用医薬品）；後

者（G テスト）:ファンギテックＲ◯シリーズ（体外診

断用医薬品），生化学工業）2,4）．ET特異的比色法リ

ムルス試薬（ESテスト）は，ET（リポ多糖）のみに

しか反応しない（ただし，リピドAならびに合成リ

ピドAとも反応するが，その反応部位はこれらの共

通部分のリピドA（ETの主要生物活性を担う本体物

質）であり，広義ではすべてETとみなされている）．

一方，BG特異的比色法リムルス試薬（Gテスト）は，

直鎖のBGのほかに，BGを成分とするレンチナン，

シゾフィラン，クレスチン，ザイモザン，そのほか，

酵母やカビ，キノコ等の真菌細胞壁 BGならびにセ

ルロース系血液透析膜の洗浄液（BGが夾雑してお

り，それが溶出される）等，多くのBG類と反応す

る1,4,5）．
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3 日常検査としてのET測定法

1） Wellreader法

リムルステストの実際の測定手技としては，エンド

ポイント法とカイネティック法があり，それぞれ，よ

り高感度，高精度，簡便，迅速，経済的な方法へと改

良・改善が試みられている．特にカイネティック法は

専用測定装置を必要とはするが，自動測定が行え，簡

便，迅速な点で普及してきている．カイネティック法

は，反応速度法と反応時間法とがあり，前者は短時間

で低濃度のETが測定でき，後者は測定時間は長いが

広範囲のETを測定できるという特徴を有している．

最近，水道水から臨床透析液までの透析全ラインの

ET濃度の管理を行う透析施設が増え，1回の測定で

短時間で広範囲のETを定量する方法が望まれるよう

になった．

WellreaderSK603（生化学工業）には，エンドポ

イント法と上記２種のカイネティック法の解析プログ

ラムが標準装備されており，１回のカイネティック測

定により種々の条件で再解析が行えるようになってい

る．そこで上記の課題を解決すべく，２種のカイネティッ

ク法の特徴を生かして，両法を組み合わせることを検

討した．ET標準液100と500EU/lの2濃度および

ブランク液を用いて，エンドスペシーでカイネティッ

ク法（反応速度法または反応時間法）により30分反

応後，100EU/lまでを反応速度法で，100EU/lを

超えた検体を反応時間法で再解析することにより，

0.5～100,000EU/lという広範囲のETを測定するこ

とができた6）．本法は，透析分野において，検体を希

釈する必要がないため，操作時間の短縮とコストの低

減となり，かつ希釈によるETの吸着・失活をも含め

た誤差もなくなり，精度アップにつながる簡便，迅速

な方法といえる．

なお，従来の WellreaderSK601でも Windows

converterを接続することによって，SK603と同様

の結果が得られる7）．また，ET標準液を 200と

1,000EU/lの2濃度ならびにブランク液を用いれば，

反応速度法のみで同様に広範囲のETが測定できる．

以上の3種の方法によって，実際に透析ラインの

水道水，活性炭処理水，RO水および臨床透析液につ

いて測定したが，どの方法でもすべて希釈なしで１回

で同時に定量することができた．

2） インラインモニタリング法

上記のような測定法では，どうしてもある時点での

ET濃度を定量したにすぎない．透析施行中の透析液

の安全性管理としては，インラインにおいてリアルタ

イムでET濃度をモニタリングするのが最も望まれる．

筆者らは，早稲田大学理工学部応用化学科酒井研究室

とともにこの課題を解決するため，ET濃度モニタリ

ング装置の開発を行っているが，最近，エンドポイン

ト比色法で反応を停止せずに，一定反応時間後に遊離

したパラニトロアニリンの黄色を 405nmで測定す

れば，カイネティック法同様に自動測定が行えること

に着目し，その解析法をインラインモニタリング装置

に応用した．また，透析中のモニタリングを想定して

いるため，4時間以上安定なリムルス試薬溶液を用い

なければならない．エンドスペシーは通常，主剤を緩

衝液で溶解して用いるが，調製後15分以上放置して

おくとブランク値が高まり本研究には不適であると考

えられてきた．この主剤をETフリーの蒸留水で溶解

したところ，長時間安定となり使用することができる

ようになった．以上のような改良を加えて6連バル

ブ型インラインモニタリング装置を開発した（図2）．

この装置は，吸光度ピークの高さを測定するもので，

透析液細菌汚染の検出・測定法 5

図2 6連バルブ型インラインモニタリング装置の

透析ラインへの設置



1回の測定は液置換を含めて40分で終了する（反応

時間は20分）．実際には以下の反応手順を繰り返す．

① ブランク液の測定

消毒液（洗浄液；たとえば，次亜塩素酸ナトリウム

液）の注入→ブランク液の注入による洗浄→ブランク

液の注入→緩衝液の注入→水溶解エンドスペシー主剤

溶液の注入→反応液を検出器に誘導して測定

② ET標準液の測定

標準液の注入および液置換→緩衝液の注入→水溶解

エンドスペシー主剤溶液の注入→反応液を検出器に誘

導して測定

③ 検体の測定

検体の注入および液置換→緩衝液の注入→水溶解エ

ンドスペシー主剤溶液の注入→反応液を検出器に誘導

して測定→消毒液の注入および液置換

この操作を以降も繰り返すことにより，リアルタイ

ムのモニタリングを効率的に行うことができる．

本法により透析液で調製した ET試料において

0～30EU/lの範囲で良好な直線関係が得られた（図

3）8）．あらかじめ，ブランクとET標準液を測定して

おけば，4時間の透析時間中に最大6回の測定が可能

である．本装置は，吸引部の6連バルブを切り替え

るだけで各溶液を装置へ導入でき，操作が簡便であり，

透析ラインに設置（図2）すれば，透析液ET濃度が

危険値に達したときに警告でき，さらに使用した透析

液に含まれるET量の積算値が透析時間内に求められ

る．また，濾過型血液浄化法は今後さらに普及するこ

とが予想され，透析液ET濃度の管理に本装置は有用

といえる．

4 測定上の留意点

1） 器具

ガラスや金属器具類は水でよく洗浄後，250℃以上

で2時間以上乾熱したものを使用する．プラスチッ

ク製品を用いる場合は，ETおよびBGフリーの保証

されたものを用いる．

2） リムルス試薬の性能・特異性

現在，リムルス試薬はゲル化法，比濁法，比色法の

3種の方法のものが，その測定手技としてエンドポイ

ント法とカイネティック法に大別されて市販されてい

る．それらの測定原理は図１に示した通りであるが，

ゲル化法と比濁法は最終的に生じた凝固酵素のプロテ

アーゼ活性能を測定するものであり，比色法は凝固酵

素のアミダーゼ活性能を測定するものである．いずれ

にしても市販のリムルス試薬はメーカーならびに測定

法の違いによって品質にかなり差がある9～14）ため，

標準物質による検量線の有効性（信頼性）を確認し，

さらに反応干渉因子試験（添加回収試験）を行い，阻

害または促進がないことをあらかじめ確認する1）．透

析液ETを測定する場合は， HDF研究会バリデーショ

ンを行い，各試験基準に適合するリムルス試薬ならび

に測定方法により行うことが望ましい．なお，透析液

を汚染なく採取するには部位によってそれぞれ工夫が

必要だが，透析液ET活性は保存により低下するため，

HDF研究会バリデーションに適合した安定化剤入り

保存容器に分注する．詳細は文献 9,10，12～18を参

照されたい．また，リムルス試薬には３種の特異性を

示すものが市販されているので，目的に応じて使い分

ける1,8）．

3） ET測定値の比較

カブトガニの血球抽出液全体を用いて調製された通

常のリムルス試薬には，C因子系，G因子系の両反応

系が存在し，ETだけでなくBGとも反応するため，

これまでのリムルステストを用いたET測定に関する

報告は見直す必要がある．特異性も含めて異なるリム

ルス試薬，異なる標準物質による測定値は比較するこ

とはできない1,11）．
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おわりに

近年，ポアサイズの大きなハイパフォーマンスメン

ブレンの普及に伴い，特にグラム陰性菌成分である

ETの血中へのバックフィルトレーションが問題とな

り，透析液のET汚染の日常管理の必要性が高まって

いる．

ET測定法としてのリムルステストは数種の血液凝

固因子（セリンプロテアーゼ）前駆体の活性化を介す

るカスケードを内蔵した増幅機構のゆえに，高感度に

反応するゆえんでもあるが，逆に反応ステップが多い

ため，種々の物質によって影響を受ける原因ともなっ

ている．そのため，測定原理，測定方法ならびに特異

性などを異にした製品が市販され，それぞれ，より高

感度，高精度，簡便，迅速，経済的な方法へと改良・

改善が試みられているが，品質，性能には差があるの

が現状である．あらかじめ添加回収試験やHDF研究

会バリデーション等により，品質，性能について十分

検討した上で，目的に応じて使い分けることが大切で

ある．また測定の際には，検体の採取，調製，分注，

保存ならびにリムルス反応時の分注等，全操作をすべ

てETおよびBGフリーの器具，容器を用いて行うこ

とが必須である．
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1 はじめに

長期慢性透析患者合併症の一つである透析アミロイ

ド症を克服するためには，アルブミンがリークする程

度の溶質除去が望ましいといわれてきた．その結果，

逆濾過が発生するほどのハイパフォーマンスメンブレ

ンが誕生し，アミロイド症は徐々に減少しつつある．

しかし，この治療には透析液中に存在するエンドトキ

シン濃度が深く関与しているとの報告1）があり，透析

液清浄化は現在の血液透析治療において必要不可欠な

技術である．さらに，通常の透析では限界があると考

えられる患者にはHDF療法，とりわけコストがかか

らないonlineHDF療法も一部で行われている2）．

OnlineHDFあるいはpush& pullHDFが国内

で行われるようになってから，10年近くが経過した．

その間，海外も含めて数多くのすばらしい臨床効果が

報告3）されているが，多くの患者へ適応したときに同

じような臨床効果を期待するためには，徹底した透析

液管理が不可欠である．

逆濾過が発生するダイアライザー，onlineHDF，

push& pullHDFが次世代人工腎治療方法として位

置付けられるためには，治療効果を多くの施設で確認

し，安全性の確立とともに適応症例を見極めなければ

ならない．そのためには，水質管理方法，インフォー

ムドコンセント，患者状態の的確な把握など，施設側

での努力が必要である．そこで，今後急速に普及する

と思われるこれら治療方法を行う際に参考となる水質

管理とその評価方法について述べる．

2 エンドトキシン実測例

透析液が低濃度エンドトキシンで汚染されていると，

患者にどのような影響が出るのかは徐々に明らかとなっ

ている．過去の文献では，汚染透析液を用いたときに

患者白血球のエンドトキシン刺激によるサイトカイン
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図1 ET濃度の異なる透析液

図2 ET刺激によるTNFα濃度



の産生量が多いと報告4）されている．透析液エンドト

キシン濃度は図 1のごとく 30EU/lと 130EU/lだ

が，安定化剤を用いたサンプリングではないので，実

際の濃度はこの数倍と考えられる．低濃度汚染透析液

で1カ月間透析後採血，その後高濃度汚染透析液で1

カ月透析を行い，再び採血している．TNFαの産生

量は図 2のように高濃度汚染透析液で透析した場合

のほうが多い．

エンドトキシンは図 3のようにグラム陰性菌外膜

に存在している．構造上脂質部分と糖鎖からなるため，

リポポリサッカライド（以下 LPS）とよばれる．

LPSの分子量は2,000以上である．脂質部分の存在

によってLPS単体では水中で不安定なため，複数の

LPSが塊をつくって存在している．エンドトキシン

の分子量が数百万にもなるといわれているのは，この

塊で存在しているためである．しかし，透析膜へ

LPSが付着したときに塊の状態からLPS単体へ乖離

することは十分考えられる．一般的には，単体の

LPSをエンドトキシンフラグメントとよんでいる．

分子量が数千のLPS5）が透析液側から血液側へ侵入す

ることは，十分にありうる．したがって，高透過性膜

使用時のみならず，通常の透析膜であっても透析液中

に存在するエンドトキシンは透析膜を介して血液側へ

侵入する可能性がある．

ある透析施設において透析液エンドトキシン濃度を

測定したところ，測定開始時にはかなり高値を示して

いた．これはROタンク内や配管内で菌が数多く繁殖

していたためである．この状態では，日本透析医学会

の透析液水質基準である250EU/l以下6）を満たせな

いコンソールがあったため，徹底した洗浄を行ったと

ころ，基準以内に低減することが可能となった．図 4

はそのときの夏に測定した結果である．活性炭部分で

透析液清浄化の現状と評価上の問題点 9
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菌が大量に繁殖しており，ROより上流部分での菌対

策が必要である．ROモジュールが旧型のため，みか

けのエンドトキシンふるい係数は0.4％程度となって

いる．RO装置稼働直後の初期抜水を行うとさらに減

少すると考えられる．エンドトキシン濃度を徹底的に

低下させるため，大型のエンドトキシンフィルターを

ROタンク後に設置したところ，フィルター出口で

1.7EU/lであった．このときはまだB原液タンク内

で菌の繁殖がみられたため，透析液中のエンドトキシ

ン濃度は50EU/l程度である．原液タンクの洗浄を

ルーチン化することによって一層の低減が可能である．

一方，別の施設ではROモジュールにおいてエンドト

キシンがほぼ完全に阻止されており，B原液タンク内

でも菌の繁殖がないため，透析液中のエンドトキシン

濃度は10EU/l以下ときわめて低値である．このよ

うに，エンドトキシンフィルターを装着しなくても適

切なシステムを選定すれば，エンドトキシン濃度を低

くすることが可能である．今後はこの水質をいかにし

て維持するかが課題である．

3 逆濾過促進型人工腎

ハイフラックスダイアライザーの使用によって逆濾

過が発生し，汚染透析液が体内へ入ることは周知の事

実7,8）である．さらに，逆濾過のみならず，逆拡散に

よっても分子量1万前後の物質が体内へ大量に入っ

ていることも明らかになっている．したがって，通常

の透析であっても透析液の水質管理は十分に行わなけ

ればならない．大量の逆濾過が発生するようなダイア

ライザーの場合には，きわめて慎重な対応が必要であ

る．

大量の逆濾過を発生させる逆濾過促進型人工腎とし

ては，次の3通りの方法があげられる．

① ダイアライザー内部で逆濾過が促進されている

もの

② Push& pullHDFのように，圧力変化によっ

て逆濾過を発生させるもの

③ OnlineHDF/HFのように，ポンプを用いて

ダイアライザーとは異なるモジュールで血液側へ

の濾過，すなわち逆濾過を発生させるもの

Push& pullHDFやonlineHDF/HFの場合に

は明らかに血液側へ透析液を入れているため，実施に

あたっては十分検討するだろうが，ダイアライザー内

部で大量の逆濾過が発生する場合には，通常の透析と

まったく同様に使用できてしまう．すなわち，血液側

へ透析液を入れているという意識の無いまま使用され

る可能性が強い．特に，導入初期には担当者がそれな

りに注意しているものの，その後の引継時に十分な申

し送りがされず，安易に使用されることは容易に考え

られる．

大量の濾過，逆濾過方式は低分子蛋白質領域の除去

効果が高く，次世代の血液透析方法として定着させる

べきものと考える．しかし，安易な使用による事故の

発生は，新しい可能性を秘めたこれら治療方法の芽を

摘むことになり，厳に慎まなければならない．

4 OnlineHDFの現状

現在慢性透析医療にて行われているonlineHDF

は，血液ポンプを利用した各施設独自のものであり，

施設側の責任においてなされている．日本における市

販装置は皆無に等しく，ヨーロッパで市販されている

マシンを医療者側の責任において改造，使用する方法

もあるが，オンライン部分は医療機器としての認可が

取れていないため，使用者側の責任を問われることに

なる． ヨーロッパ 市 販 品は GAMBRO社，

FREZENIUS社，日機装社の3製品があり，間欠的

なケースも含めたonlineHDF治療患者数は1万人

以上と推定される．日本では1,000名ほどがonline

HDF治療を1回以上受けていると思われる．

ヨーロッパ市販品の実績はすでにあるため，日本向

けに改造した製品が一日も早く日本の市場で医療機器

として使用できることが望まれる．

臨床的効果はいくつか報告されており，関節痛の減

少，エリスロポエチン使用量の減少すなわち造血阻害

因子の除去，β2マイクログロブリン濃度の低下，栄

養状態の改善がみられている．しかし，これらの改善

症状は1年から2年程度維持したのち元に戻るとも

いわれている．治療効果が薄れていくのか，あるいは

患者の加齢によるものなのか，症状改善に伴った食事

摂取量，運動量の増加が原因なのかは不明である．

OnlineHDFでは，透析液を補液として直接血液

に入れるため，透析液の水質は医薬品レベルであるこ

とが必要である．日本透析医学会などでは保険上の区

別をつけるため，補液という言葉は用いずに置換液と

しているが，置換液中の菌体数は1CFU/l未満，エ
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ンドトキシン濃度は1EU/l未満であることとしてい

る．実際には20l置換における菌体数は0CFU/l，

エンドトキシン濃度は0.5EU/l未満である．しかし，

この値を常に保証するにはエンドトキシンカットフィ

ルターの性能維持をしなければならず，カットフィル

ターを複数本用いた治療が行われている．また，コス

ト面からフィルターはディスポーザブルではない場合

が多く，そのメンテナンス方法，交換時期についての

明確なデータはきわめて乏しい．

水質基準にて関しては，日本透析医学会にて通常の

血液透析における基準として，透析液中の菌体数が

100CFU/ml以下，エンドトキシン濃度が250EU/l

以下をあげている．また，エンドトキシン濃度は2

段階となっており，望ましくは100EU/l以下とすべ

きとされている．ハイパフォーマンスダイアライザー

を使用している施設では，必ず100EU/l以下である

ように心がけるべきである．しかし，長年にわたって

エンドトキシン濃度を無視したライン管理を行ってい

ても，問題がないように思われているのが実状ではな

かろうか．透析液中のエンドトキシンあるいはそのほ

かの物質がアミロイド症などに関与していたり，免疫

異常などとのかかわりを示唆する報告9,10）がみられて

いる．また，比較的低濃度のエンドトキシンであって

も透析患者の免疫能に影響を与えていることもここ数

年発表されており，徹底したライン管理が望まれる．

さらに，大量の透析液を体内へ入れた場合，どの程

度のエンドトキシン濃度が許されるのかについては医

学的な見解がない．急性の発熱試験はあるものの，血

液透析で問題とすべきことは低濃度エンドトキシンに

よる慢性的な影響である．また，現時点で一般的に検

出可能な物質はエンドトキシン，すなわちリポポリサッ

カライドのみであり，エンドトキシンをマーカーとし

て手探りの状態でライン管理を行っているに過ぎない．

このような状況を考えると，現状ではエンドトキシン

濃度を精一杯下げることが必要と思われる．すなわち，

最終的な補充液用透析液のエンドトキシン濃度は 1

EU/l以下とすべきであろう．

5 清浄化を評価する上での問題点

1） エンドトキシンの侵入経路

透析液中のエンドトキシン濃度が高い施設では，B

原液タンクでの菌の繁殖や透析液ライン途中での繁殖

が考えられる．しかし，洗浄を行ってもエンドトキシ

ン濃度が低下しない場合は，さらに上流側であるRO

装置からのリークを疑うべきである．RO膜がカタロ

グ通りに機能を発揮すればエンドトキシンは検出下限

程度にまで低下する．しかし，原水が汚染されている

ためにRO膜が劣化したり，RO水の採取率を上げた

ために膜に負荷がかかりすぎ，耐用年数を待たずにリー

ク率が上がってしまうことがある．さらにROモジュー

ルの形状によっては，RO装置が稼働していないとき

に内部のシール部分から原水が透過水側へ漏れる場合

があり，膜が正常でもエンドトキシンを検出すること

がある．膜の劣化によるリークには効果がないが，多

くの装置ではROの加圧ポンプが稼働した直後の初期

水を捨てる初期抜水を行うことにより，かなりの低減

を図ることができる．

都市部での水道水はかなりエンドトキシンに汚染さ

れており，水道水中のエンドトキシン濃度は8,000～

15,000EU/lときわめて高値である．さらに，RO膜

を保護すべき活性炭カートリッジ内でも菌が繁殖して

いるため，RO膜面上のエンドトキシン濃度はかなり

のレベルに達していると予想される．しかし，このよ

うな状態でRO膜を洗浄すると目詰まりの原因物質が

取り除かれるため，かえってエンドトキシンのリーク

率が上がってしまうことも予想される．本来ならば毎

晩の自動洗浄のように頻繁なメンテナンスをすべきだ

が，市販されている透析用のRO装置ではそこまで考

えられていないため，根本的な対応策がとれない．

RO水中のエンドトキシン濃度を下げるためには，

RO装置の初期抜水，ROタンク後のエンドトキシン

フィルター設置が考えられる．エンドトキシンフィル

ターに頼ることはあまり得策ではないが，エンドトキ

シン濃度の低減にはきわめて有用である．フィルター

は全濾過式でもよいが，頻繁な強制排水を行ってフィ

ルター内部にエンドトキシンが溜まることのないよう，

工夫しなければならない．また，エンドトキシンフィ

ルターで除去できるのは，濃度測定可能なLPSであ

ることも念頭に入れるべきである．分子量がさらに小

さく，現状で測定不可能な未知物質が存在している場

合はエンドトキシンフィルターを透過している．

2） エンドトキシン測定の留意点

エンドトキシン分析の際は安定化剤入りの容器に採
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取した検体としなければならない．血漿の場合は蛋白

質を含んでいるため，安定化剤を入れる必要はないが，

透析液やRO水の場合には安定化剤を入れないと採取

容器への吸着などによって濃度が激減する．凍結解凍

回数にもよるが，採取直後の濃度の1割程度にまで

低下することもまれではない11）．

RO装置からの採取や水道蛇口からの採取では，採

取口での汚染の影響を強く受けてしまうため，正確な

濃度を知ることが困難である．なるべく採取口をブラ

シなどで洗浄し，錆や水垢が少ない状態としてから採

取することが望ましい．複雑に微細な凹凸のある部分

は菌の温床となっており，多少流水しても菌が流れに

乗って大量に含まれてしまう危険性がある．採取口を

充分洗浄したら5分ほどゆっくりと流し，コックや

栓にさわることなく採取する．可動部分も菌の温床と

なっており，わずかな振動でも菌が流れに乗ってしま

い，エンドトキシン濃度が上昇するケースもある．

透析ラインあるいはROラインの途中からの採取に

は，図 5のような採取ポートをあらかじめ設置して

おき，シリンジを利用する．酒精綿で拭き取ってから

針を刺し，採取するが，採取部分のラバースリーブは

フラットな形状となっていて，アルコールが残らない

ようになっている．また，酒精綿は臨床で用いている

ものとは別に用意したほうがよい．その際，酒精綿か

らの汚染がないよう，保存などには十分注意する．

ダイアライザー直前での採取では，カプラージョイ

ントを用いてダイアライザーへ装着している状態を再

現して採取する．カプラー内のOリングに大量の菌

が繁殖しているので，カプラージョイントを用いずに

採取するときわめて高値となる．

3） 組織的対応

日本透析医学会では，onlineHDFを施行するた

めの施設基準としていくつか設定12）している．学会認

定医の存在などを項目としてあげているため，具体的

に行うべき施設選定について日本透析医会においても

検討する時期にきている．

6 まとめ

透析液中のエンドトキシンが血液側へ侵入する可能

性がある限り，透析液エンドトキシンは極力低減させ，

患者のQOLがどのように変化するかを長期的に調べ

る必要がある．医療経済からみれば余計なコストは削

減すべきだが，徹底したライン管理はアミロイドや合

併症の発症を遅らせる可能性があり，医療全体からみ

れば経済効果は大きいはずである．重要なことは，質

の高い日本の透析を維持しつつ，一人でも多くの透析

患者を透析者へ移行させることではないだろうか．
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透析液調製は，まず水道水から透析用水を精製し，

次に透析原液あるいは粉末を透析用水で希釈する工程

からなっている．微生物学的にみると，水道水には高

濃度のエンドトキシンと若干の生きた水棲菌が含まれ

ており，これを1次汚染と定義する．水道水の1次

汚染は前処理工程の活性炭吸着により塩素種が除去さ

れた後，さらに増大する．このような高度の汚染水は

逆浸透装置により浄化されるが，逆浸透装置には

0.001％から数％のオーダーのリークが存在する．

逆浸透水にも細菌が含まれること，配管の開放系から

細菌が侵入しうることから，配管内は常に細菌増殖の

ポテンシャルにさらされている．配管内で細菌が増殖

してエンドトキシンレベルが上昇する現象を2次汚

染と定義する．2次汚染を極力起こさないことがライ

ン管理の目的であり，これは施設の責任である．限外

濾過フィルターによる浄化はエンドトキシンや細菌の

除去にはきわめて有用であるが，小分子の汚染の排除

には無効であること，フィルターの下流で汚染されれ

ば効果が無意味となることに注意が必要である．

1 水道水の汚染（1次汚染）とその増長

河川などの水源から採取された水は浄水場において，

凝集剤の添加による沈殿形成，砂利による濾過，次亜

塩素酸ソーダの添加などの工程を経て水道水として配

水される．これらの工程では元々の水源の水に含まれ

ていたエンドトキシンは除去されないため，水道水の

エンドトキシン濃度は水源の水質を反映して，数十

EU/lから数万EU/lの値を示し，地域差や季節変動

があることに注意を要する．また，塩素種の添加でも

生菌は死滅せず，100CFU/ml未満の菌数が保証さ

れているにすぎない．透析施設においては，逆浸透装

置への難溶性塩類の負荷を低減し，塩素除去を補完す

るために，軟水処理および活性炭吸着処理を行う．軟

水処理ではエンドトキシン濃度は変化しない．しかし，

活性炭吸着により塩素が除かれると，水生菌は増殖を

始め，細菌数およびエンドトキシンともに上昇がみら

れる（1次汚染の増長）．活性炭後のエンドトキシン

の上昇率は施設格差が大きく，20％増から数倍増を

示す．

2 逆浸透装置の性能（1次汚染の除去）

水処理の中核をなす最も重要な工程は逆浸透である．

逆浸透膜が分画できる分子サイズが限外濾過膜とは比

較にならないほど小さい領域までにおよび，エンドト

キシンフラグメントを含め，微生物由来の毒素や有機

物，無機汚染に至るまで阻止することができる．しか

しながら実際に市販されている膜の性能を調べると，

大分子物質に対しても 0.001～数％ 程度のリークが

存在することが知られている．理論的に逆浸透膜を大

分子が透過することはありえないので，モジュールの

組立の際に接合部でシール不全が生じるためだと考え

られている．1％リーク率を固有性能とする逆浸透装

置を使用した場合，原水のエンドトキシン濃度が

10,000EU/l，細菌数が1,000CFU/mlの場合，得ら

れる純水の水質は，エンドトキシン濃度が100EU/l，

細菌数が10CFU/mlと劣悪なものとなる．逆浸透装

置に対し，エンドトキシン阻止能に関する品質規制は

ないので，ユーザーが購入の際に劣悪品を選択しない

ように注意する必要がある．購入の際には，保証でき

るエンドトキシン低減レベルおよび既設置施設での実
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績について確認しておく必要がある．逆浸透装置の設

置に関しては，逆浸透装置自体の性能に加え，供給配

管の汚染を回避し，安定した水質の逆浸透水を下流に

供給する配管設置能力も問われる．透析液調製工程に

おいては，A原液，B原液および逆浸透水をそれぞれ，

1：1.26：32.74に混合するのが一般で，割合から考

えて原液の汚染は30倍程度に希釈されるので，逆浸

透水中に含まれる汚染の寄与率が最も高くなる．

3 ライン管理（2次汚染の発生防止）

清浄に製造された逆浸透水も完全には無菌でないた

め，下流域における菌増殖のポテンシャルを有してい

る．逆浸透以下の下流における菌の増殖とこれに基づ

くエンドトキシンレベルの上昇を2次汚染と呼ぶ．

ライン管理とは施設の責任において2次汚染を防止

することにほかならない．2次汚染を起こす菌の由来

には逆浸透装置をリークしてきたもの，および開放系

から混入したものとがある．2次汚染防止の原則は，

菌が配管に付着して汚染巣を形成しやすいような複雑

な配管構造を廃することと，菌が増殖する時間をあた

えないことである．具体的には，配管のデッドスペー

ス（盲端）をなくし，分岐・接続・段差を最小限に抑

え，配管に十分な流量を維持し，治療終了後の停滞時

には消毒薬を充填することである．いったん回路内に

細菌のバイオフィルムが形成されると，消毒を行って

も除菌は不可能となり，持続的に菌体とエンドトキシ

ンを遊離し続ける感染源となる．こうなると上流から

供給されてくる水質とは無関係なほどに高い汚染レベ

ルを示すことになる．配管内の消毒薬貯留をするに際

し，配管材質の劣化を最小限にするために消毒薬の濃

度を必要最低限にすることにも留意する．

4 パイロジェン除去フィルターの管理

水処理の中核は逆浸透工程であり，パイロジェン除

去フィルターによる限外濾過処理はあくまで補完的と

認識すべきである．エンドトキシンは分子同士が会合

し，大分子量となるため，限外濾過膜によっても

99.9～99.99％程度の阻止率が得られるが，小分子の

汚染はリークすることを認識すべきである．膜材質と

しては疎水性ポリマーのほうがリピドA部分を介し

てエンドトキシンを吸着阻止しうるので阻止率が高い．

パイロジェン除去フィルターを装着する際には，部分

濾過方式で配管と接続することが最も重要である．す

なわち，フィルターへの流入路，濾過流路に加え，素

通り流路を確保することを忘れてはならない．素通り

流路を確保せず，全濾過で使用すると，膜面にトラッ

プされた物質が濃縮され，いずれは阻止限界を超えて

リークすること，膜の目詰まりを起こし透水性が早く

低下すること，空気が流入した場合に逃げ場がなくな

り有効膜面積を低下させるとともに，デッドスペース

が形成されるといった問題点が生じる．治療中は全濾

過としても，洗浄時には部分濾過に変更してフラッシ

ングをしなければならない．また，濾過側のノズルの

一方を盲端にすると汚染することがある．盲端形成は

ライン管理の禁忌事項である．パイロジェン除去フィ

ルターはその阻止性能や透水性が低下する前に余裕を

もって交換しなければならない．フィルターの寿命は

負荷される水の汚染度やフラッシングの多少により決

まる．

5 水質管理のピットフォールのチェックリスト

日常的に見落としやすい管理の落とし穴を以下に列

挙する．定期的にチェックすることが望ましい．

●透析液エンドトキシンは定期的に測定し，経時分

析を行っている．

●透析液エンドトキシンに管理目標値を定めている．

●透析液エンドトキシンは採取直後に測定している．

●透析液エンドトキシン検体を保存する場合は安定

化剤入り専用容器を使用している．

●水道水の貯水槽は定期的に洗浄している．

●水道水の貯水槽は小動物や昆虫が侵入しないよう

に工夫している．

●水道水・原水のエンドトキシンレベルの季節変動

を把握している．

●活性炭後の汚染レベルの増大の程度を把握してい

る．

●水処理設備は清潔区域に配置している．

●逆浸透システムのエンドトキシンリーク率を把握

している．

●逆浸透水タンク直前に初期抜水機構を設けている．

●逆浸透水タンクの容量は必要最低限としている．

●逆浸透水タンクは定期的に排水している．

●逆浸透水タンクに紫外線殺菌灯を装着し，耐用期

間内に交換している．
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●逆浸透水タンクのエアーフィルターは定期的に交

換している．

●逆浸透水タンクの付属配管にデッドスペースがな

い．

●配管マニフォールドに盲端が残されていない．

●配管に不要な分岐・接続・屈曲や段差がない．

●配管が長すぎない．

●配管に汚れやバイオフィルムが付着していない．

●配管は適宜，最低でも数年に1度は更新してい

る．

●原液タンクは連日，排水・水洗・乾燥している．

●原液タンクの水洗は細菌フリーの逆浸透水を使用

している．

●原液タンクの落下菌遮蔽に配慮している．

●粉末タイプの原液を溶解する逆浸透水は細菌フリー

としている．

●原液タンクとセントラル透析液調製装置間の配管

も連日消毒されている．

●セントラル透析液調製装置内に消毒されないスペー

スがない．

●カプラはマニュアルで定期的に浸漬消毒している．

あるいはバイオクリーンカプラを使用している．

●カプラの汚染を確認している．

●コンソール内に液だまりがない．

●末端のコンソールの供給配管にも十分な流量を確

保している．

●長時間停滞時には配管に消毒剤を充填している．

●パイロジェン除去フィルターは定期的に消毒して

いる．

●パイロジェン除去フィルターは間欠的・連続的に

ドレーンしている．

●パイロジェン除去フィルターの透水性・エンドト

キシン阻止能を定期的に調べている．

●パイロジェン除去フィルターは定期的に交換して

いる．

●パイロジェン除去フィルターにデッドスペースや

空気だまりがない．
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近年透析液の微生物菌体成分による汚染が，透析ア

ミロイド症をはじめとした透析遠隔期合併症に関与し

ているのではないかと考えられるようになった．山形

市内の一施設において，透析液を清浄化しただけで血

清β2 MGの低下，貧血の改善，血清アルブミンの上

昇，透析時低血圧の改善，ドライウエイトの増加といっ

た現象が認められ，HPM透析における透析液清浄化

の重要性が認識された．さらに東北地方で行った透析

液水質検討会の調査では，長期透析患者では末端透析

液エンドトキシン濃度50EU/l未満の施設において，

血清総蛋白，Kt/V，蛋白異化率の高値を認めた．ヘ

モグロビン，コレステロール，β2 MGに違いはなかっ

た．透析導入5年生存率について，年齢，性別，原

疾患，透析液水質を共変量としたCoxの比例ハザー

ドモデル解析を行った結果，60歳以下の症例で透析

液水質は有意な予後決定因子であった．これまでの成

績と，諸家の報告を総合的に判断すると，透析液清浄

化は直接的あるいは間接的に透析患者のQOL向上に

寄与し，生存率の向上につながると考えられる．

1 はじめに

近年透析アミロイド症の予防や，骨痛の改善を目的

としたハイパフォーマンス膜（HPM）の使用が一般

化してきた1,2）．しかしHPＭ の使用に伴い，透析液

側からの微生物菌体成分（エンドトキシンやペプチド

グリカン）の逆濾過，逆拡散という新しい問題が認識

されるようになった3,4）．われわれは1997年から透

析液の清浄化を行っただけで血清β2 MGが低下する

こと，貧血が改善すること，血清アルブミンが上昇す

ることを報告5～7）し，透析液清浄化の重要性をアピー

ルしてきた．透析液から生体内に流入したエンドトキ

シンは，慢性炎症反応を惹起し遠隔期透析合併症を引

き起こすと推測されるようになった8～10）．最近血液中

の炎症反応が炎症性の動脈硬化のリスクファクターで

あることが認識され12,13），透析によってもたらされ

る微弱な炎症反応が透析患者の動脈硬化を進行させて

いるのではないかと容易に想像される．しかも透析患

者の死因の約43％は心臓，脳血管障害によるいわゆ

る循環器系合併症であり11），循環器系合併症の予防は

今後の透析医療において非常に重要である．このよう

に透析液清浄化の問題は様々な側面からクローズアッ

プされ，HPM膜が主流の現在の透析療法において透

析液の清浄化は不可欠といえる．本論文ではわれわれ

が一貫して報告してきた透析液清浄化の長期臨床効果

を総括し，あわせて東北地方で行われた透析液水質検

討会の調査結果を報告する．

2 方 法

1） 透析液清浄化対策と臨床所見の変化

山形市の矢吹病院において1996年6月にRO装置

の更新，供給装置の更新，エンドトキシンカットフィ

ルターの装着からなる透析液清浄化対策が行われ，末

端の平均エンドトキシン濃度は 329EU/lから 1

EU/l以下を維持するようになった．安定した維持透

析患者80人を対象として血清β2 MG，ヘマトクリッ

ト（Hct），血清総蛋白を経時的測定した．同時にド

ライウエイト，昇圧薬の使用頻度，シャント閉塞事故

の発生件数を調査した．

2） 東北血液透析水質検討会
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東北血液透析水質検討会は1999年1月に発足し，

東北地方47施設の参加で，年4回の透析液エンドト

キシン濃度の測定，透析液清浄化のためのライン管理

のノウハウなどをテーマにした教育プログラムに加え，

長期透析患者の臨床データ調査，導入患者の予後調査

を行った．透析液エンドトキシン濃度は季節による原

水の汚染を考慮して年4回の測定を行った．測定は，

原水，RO水，供給装置後，ダイアライザー前後の5

ポイントで測定した．エンドトキシン活性の測定は和

光純薬のトキシノメーターを用い，同一ロット試薬で

手技を統一して行った．

長期維持透析患者調査は非糖尿病性腎症では透析歴

7年以上，糖尿病性腎症では5年以上を長期維持透析

患者と規定した．生命予後調査は1993年の1年間に

維持透析を導入した患者で，1999年6月1日現在転

帰が追跡可能であった211例について行った．双方

の調査結果について末端透析液エンドトキシン濃度

50EU/l未満，以上で施設を二群にわけ比較を行った．

生命予後は統計解析ソフト StatView5.0forWin-

dowsを用い，群間比較はStudent・Ttestを，生命

予後解析はKaplanMayer解析とCoxの比例ハザー

ドモデルを用いた．いずれもP＜0.05を統計学的に

有意とみなした．

3 結 果

1） 透析液清浄化対策後の臨床所見の変化

第42回日本透析医学会において，透析液清浄化3

カ月後，ダイアライザー等の透析条件に一切の変更を

行わなかったにもかかわらず，血清β2 MGの低下，

Hctの上昇，血清総蛋白の上昇が認められ，その傾向

はHPM群で強かったと報告5）した．血清β2 MGの

その後の変化をみてみると，前述のように1年後に

は前値の約70％にまで低下したが，その後プラトー

に達し，さらにやや上昇して，現時点では平均 30

mg/l付近を推移している（図 1）．血清総蛋白は 1

年半後まで持続的に上昇しその後7.0g/dl前後で安

定，Hctは3カ月後に上昇したがその後30％前後で

ほとんど変化はなかった（図 2）．Kt/V，PCRには

一定の傾向は認めなかった．

維持透析患者 80名でエリスロポエチン投与者は

86％から1年後には80％に減少し，平均投与量も

週あたり1年後には4,350単位から3,975単位に減

少した．しかしその後再び上昇傾向にあり，長期的に

はエリスロポエチンの使用量の低下は認められなかっ

た（図 3）．透析液清浄化後ドライウエイトは徐々に

増加し，2年間で平均2.1kg増加した．それにもか

かわらず胸部X線上心胸比は53％で変化は認めなかっ

た（図 4）．透析時低血圧の緊急処置として昇圧薬の

投与を，1カ月の間に1度でも必要とした症例数の割

合とシャント閉塞事故の発生件数を経時的に比較した．

透析液清浄化対策前は44％の患者に昇圧薬の処置を

必要としたが，3カ月後には34％，最終的に0％に

まで減少した．シャント閉塞事故発生件数は6カ月
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図1 β2 MGの経時変化

図2 血清総蛋白とヘマトクリットの変化

図3 エリスロポエチン使用量の変化



平均で6回から1―2回に減少した（図5）．

2） 東北血液透析水質検討会調査結果（透析液エ

ンドトキシン濃度調査結果）

初回の測定では，実に82％の施設において，ダイ

アライザー前で採取された透析液中のエンドトキシン

濃度は100EU/l未満で，なんらかの透析液清浄化へ

の取り組みがなされていた．さらにその後，検討会に

よる啓蒙活動に伴い，1999年12月には92％の施設

でダイアライザー前透析液エンドトキシン濃度が50

EU/l未満となり，エンドトキシン濃度が250EU/l

以上の施設は存在しなくなった．

長期維持透析患者の臨床データの比較では50EU/l

未満の施設で，血清総蛋白，Kt/V，蛋白異化率が高

く，ヘモグロビン，コレステロール，β2 MGに違い

はなかった（表1）．

1993年導入の211人の患者生存について，年齢，

性別，原疾患，透析液水質を共変量としたCoxの比
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図5 昇圧薬使用頻度と内シャント閉塞事故件数の推移

昇圧薬の使用頻度の低下に伴い，内シャント閉塞事故件数が激減している

図4 ドライウエイト（DW）と心胸比（CTR）の変化

表1 長期維持透析患者臨床データの比較

50EU未満 50EU以上 unpairedT

患者数（男性）

平均年齢

平均透析歴

468

55.6

12.6

145

59

12.6
P＜0.05

ns

ヘモグロビン（g/l）

EPO（U/W）

鉄剤頻度（％）

9.9

4,141

29.6

9.8

3,294

35.9

ns

p＜0.01

血清総蛋白（g/dl）

Kt/V

nPCR

6.5

1.51

1.05

6.3

1.39

0.91

P＜0.01

P＜0.01

P＜0.01

β2 MG（mg/l）

除水率

濃縮率

31.5

5.1

1.16

31.1

4.7

1.20

ns

P＜0.05

p＝0.05



例ハザードモデル解析を行った．総数ではp＝0.0761

であったが，60歳以下に限定した場合p＝0.0075と

生命予後に対する透析液水質の影響が示唆された．透

析液水質による死亡の相対危険度は 4.18であった

（図6，表2）．

4 考 察

われわれは透析液を清浄化するだけで短期的に血清

β2 MG，貧血，低蛋白血症が改善することを報告5,6）

したが，はたしてそれが実際どれだけ患者のQOLに

貢献しているか，これまで明らかではなかった．透析

液の微量のエンドトキシン汚染が，単球を活性化し

炎症性サイトカインを誘導して生体に慢性炎症性プ

ロセスを誘導する8～10）．その結果としてβ2 MGの

産生亢進14），貧血，低アルブミン血症を惹起していた

ものと考えられる．これまでの報告15～17）にもあるよ

うに，透析液の清浄化は血清β2 MGの低下，慢性炎

症の消退を通して透析アミロイド症の発症を遅延させ

ることはほぼ受け入れられていると考えてよいだろう．

それ以外に観察された透析液の清浄化の臨床効果は，

ドライウエイトの増加，透析低血圧の解消，シャント

閉塞事故の激減であった．ドライウエイトは増えてい

るが，胸部X線上の心胸比はむしろ減少した．この

ことから透析時血圧の安定は，ドライウエイトを上げ

たためではなく，生体内流入エンドトキシンの直接的

影響の消失，貧血の改善，血清アルブミンの上昇によ

るplasmarefillingの改善などが総合してもたらさ

れたものと推測している．透析による不安定な血行動

態が解消され，血管収縮性の昇圧薬の影響がなくなっ

たためシャント閉塞事故が激減したものと考えられた．

このように透析液を清浄化しただけで様々な臨床所見

の改善が認められ，遠隔期合併症の予防だけでなく生

命予後の改善も期待されるに至った．

東北血液透析水質検討会の調査結果では，透析液の

クリーンな施設において長期維持透析患者では血清総

蛋白，Kt/V,nPCR，体重の増加率が高かった．この

ことは透析液のクリーンな施設において維持透析患者

の栄養状態がよいことを示唆するデータと思われ，わ

れわれの経験したデータとも一致した所見である．

1993年の1年間に透析を導入した患者211人につ

いて年齢，性別，原疾患，透析液水質を共変量とした

Coxの比例ハザードモデルをたてた．その結果60歳

以下の症例においては透析液の水質が最も大きな予後

規定因子であった．この結果は非常にセンセーショナ

ルな所見である．しかし透析患者の予後を左右する因

子はJSDTの統計18）をみてもKt/V,PCR，クレアチ

ニン産生速度など多くある．また今回の研究は多施設
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図6 透析液水質別追跡5年生存率

末端透析液エンドトキシン活性50EU/l未満の施設で60歳以下の症例は有意に予後がよい

表2 各共変量の死亡についてのリスク

死亡数
全症例（211）

87
60歳以下（85）

18

性別

年齢

原疾患

透析液水質

1.81（p＝0.0111）

2.59（p＜0.0001）

1.02（p＝0.9446）

1.58（p＝0.0761）

2.11（p＝0.2504）

0.96（p＝0.1706）

1.92（p＝0.1851）

4.18（p＝0.0075）



の共同研究であるが，施設間の治療成績を左右する因

子もまた非常に多くあると推測される．もちろん透析

液水質もその中の大切な因子ではあるが，そのほかに

病院の性格，医師や透析専任スタッフの数といった社

会的な側面から，治療方針や水準といった医学的な面，

さらには地方の特色，透析医療の歴史といった数値化

されない非常に多くの因子の影響を受ける．透析液水

質はこれらの中のいくつかと連動するものと予想され，

統計学的には有意な所見であるが，純粋に透析液の効

果であるかどうかには疑問が残る．しかしながらダイ

アライザーなどの透析条件を変更せず透析液を変える

だけで血清β2 MGが低下し，貧血が改善した等の報

告はわれわれの施設にかぎったことではない19）．これ

らの事実はHPMで透析を行う以上，透析液汚染がな

んらかの形で生体に悪影響を与えている，また透析液

の汚染がHPMの利点を生かし切れない方向に働いて

いるといった認識を確固としたものにしている．

以上述べてきたように透析液の清浄化はより具体的

な形で患者のQOLに深くかかわっており，さらに生

命予後改善に関与する可能性が強く示唆された．この

認識のもとに透析液水質浄化加算等の実現をにらんだ

透析医療の展開を考えていく必要があるだろう．

5 結 語

① 透析液清浄化は直接的あるいは間接的に透析患

者のQOL向上に寄与し，生存率の向上につなが

る可能性が示された．

② ハイパフォーマンス膜を使用した透析が標準的

な治療法になりつつある現在の透析医療において，

透析液の清浄化は必須である．

本論文の要旨は第13回日本透析医会シンポジウム

で発表した内容をまとめた．
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はじめに

血液透析を施設で施行するということは，治療薬剤

としての透析液を生産することである．このように考

えると，透析液の品質保証（qualityassurance）を

各施設が行うことは当然の義務といえる．従来から透

析液濃度，組成については毎日チェックされ，品質管

理が行われてきたが，透析液の清浄度に関してはこの

ような品質管理が一般的には行われていないのが現状

である．したがって，透析液清浄度に関しては品質が

どのようになっているかを供給側である施設自体がしっ

かりと把握していないと考えられる．一方，最近透析

液を清浄化することで，種々の治療効果があることが

報告1,2）されるようになってきており，特に on-line

HDFを施行している施設では，注射薬として透析液

を使用している現状から考えると，透析液の清浄度に

関しても品質保証を行うことが必要であることはいう

までもないと考えられる．

透析液清浄度の品質保証とは，ただ単に定期的に透

析液中のエンドトキシン濃度を測定することではなく，

品質管理システムを構築することで，消費者である透

析患者に安心して満足に透析を受けられるような透析

液を供給することであると考えられる．

そこで本検討では，透析液清浄度の品質保証をする

ために，品質保証の方針および品質管理による品質保

証の達成の可能性を模索する．

1 品質保証（qualityassurance）と品質管理

（qualitycontrol）

透析液の生物学的清浄度をある一定レベルに保ち，

血液透析患者へ供給するためには，供給者である医療

機関が透析液の品質保証という問題と正面から取り組

まねばならない．従来から，ダイアライザーの洗浄方

法の変更や透析液供給ラインの管理を十分に行うこと

で，透析液中のエンドトキシンレベルを改善できた

という報告3～5）がなされてきている．これらの報告は

品質管理の方法を変更することで透析液の品質が向上

したという報告であると位置づけられる．このように

品質管理の具体的な方法を変更することで透析液の品

質が変化することは当然のことであるが，もう一歩踏

み込んで品質保証ということを考えていく場合には，

品質保証と品質管理ということを区別する必要がある

と考えられる．一般的に製造業などにおける品質保証

と品質管理を考えると，図1のように定義6）されてい

る．この定義を透析液を供給する医療の世界に当ては

めてみると，品質保証というのは血液透析患者が透析

液の品質に満足して安心および安全に血液透析が受け

られることを保証することであるといえる．ここで，

品質保証における「満足して安心および安全に」とい

うことを突き詰めて考えると，透析液供給側が透析液
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透析液清浄度の品質保証

武本佳昭 土田健司 仲谷達也

［透析液の清浄度基準］

大阪市立大学医学部泌尿器科人工腎部

品質保証（qualityassurance）とは，お客様が安心して製

品を買い，満足して使用することを保証すること．

（お客様の立場で表現）

品質管理（qualitycontrol）とは，お客様が満足する製品

を経済的につくるために行う活動で，その手段として主に統

計的手法を用い，活動は全社的に行う．

（つくる側の立場で表現）

図1 品質保証（qualityassurance）と

品質管理（qualitycontrol）の定義



の生物学的清浄度を管理するために品質管理を徹底し

て行うことは当然のこととして，透析液供給側の情報

開示が必要になると考えられる．すなわち，血液透析

患者と透析液供給側である医療関係者の間に情報の非

対称が存在すれば品質保証が十分にできないと考えら

れる．具体的に透析液の生物学的清浄度について検討

してみると，透析液中のエンドトキシン濃度を 1

EU/l以下にした優れた品質の透析液を供給している

ことを医療側が提示した場合に，その作製方法，管理

方法，測定方法などに関する十分な説明ないしは情報

開示がなされていなければ，患者側は提示された内容

について真実かどうかの評価ができないことは当然の

ことである．すなわち，このような場合には患者は満

足して安心，安全に自分が血液透析を受けられている

かどうかを評価できないといえる．

したがって，透析液の生物学的清浄度の品質保証を

全うするためには，患者と医療関係者の情報の非対称

をできるだけ小さくする必要がある．具体的な方策と

しては，医療側が透析液の生物学的清浄度を保つため

にどのような取り組みを行っているか，またどのよう

な方針で対応しているのかを患者側に対して宣言する

必要がある．その上で，現在までに行ってきている品

質管理システムについて情報を開示することで，患者

の満足が得られるような品質の透析液を供給していく

ことが必要であると考えられる．

以上をまとめると，透析液の生物学的清浄度の品質

保証とは，患者と医療者が情報を共有することで消費

者である患者の満足のいく透析液を供給することであ

るといえる．

2 品質保証のための方法論

1） 品質管理的手法の応用

a） 目標の設定

品質管理的手法の第一段階として，現状に問題があ

るかどうか評価することが不可欠である．まず現状を

分析しあるべき姿（目標）とのギャップが存在するか

どうかを検討する必要がある．透析液の生物学的清浄

度について考えると図 2に示すようなステップでの

目標設定が考えられる．

ステップ1；透析液の生物学的清浄度に関して日本

透析医学会などから水質基準案が提案されているこ

とを認識する（あるべき姿の認識）．

ステップ2；現状の透析液の生物学的清浄度を評価

し，水質基準案とのギャップを分析する（問題の認

識）．

ステップ3；ギャップが引き起こされている原因を

究明し，対策を講じることで透析液の生物学的清浄

化を進めていく．具体的には，透析液中のエンドト

キシン濃度を測定し，ライン管理を含めた透析液作

製システムの欠点の洗い出しを行う．目標とした水

質基準をクリアーすることができれば，さらなる品

質のレベルアップを目指して透析液作製工程の管理

を行っていくことが必要である．

このように目標を定めることで，現状の問題点が明

らかになり，品質向上を目指した品質管理を徹底して

いくことが推進される．

b） デミングサークル

品質管理の生みの親ともいうべきデミング博士が，

品質管理を進めていく上での方針を図示したものがデ

ミングサークルである（図3）．

品質のレベルアップを目指して，品質管理を行う場

合はまず標準的作業プランを立てる必要がある（P；

plan）．すなわち，標準的な作業の手順書をつくるこ

とで，品質に異常が発生した場合にどの作業工程に問

題があるかを明確にすることができる．透析液の清浄

化に関していえば，洗浄頻度，洗浄薬剤の種類，薬剤

使用濃度などについて，作業手順を決定し，その手順

に基づいて実際に作業を行う（D；do）．ついで生産

されたものの品質をチェックする（C；check）．この

時点で目標とした品質が達成できていない場合には，
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よりきれいな透析液を供給する

透析液エンドトキシン濃度の基準をクリアする

透析液清浄化を始める

現在の透析液のエンドトキシン濃度を知る

まず透析液の水質基準があることを知る

図2 透析液品質管理の目的



最初に決定した作業プランのどこかに欠点があると考

えて修正処置を行う（A；action）．デミング博士が

提唱している，PDCAを日々行うことによって品質

管理のレベルアップが行われ，最終的な生産物の品質

のレベルアップが図られることとなる．

透析液の生物学的清浄度を管理する場合に，エンド

トキシン濃度をどの程度の頻度で測定すればよいかが

議論されることがよくある．しかし，品質管理的な方

針からいえばエンドトキシン濃度の測定は検査に関す

ることであり，検査を施行するだけでは品質保証はで

きないと思われる．検査について考えてみると図 4

に示すような問題点がある．すなわち，透析液エンド

トキシン濃度の検査の場合には，検体採取時のコンタ

ミネーション，保存法などの問題がある．特に大きな

問題は，エンドトキシン濃度の測定結果が出るにはあ

る程度の時間がかかり，測定に用いられた透析液が使

用された後になるということである．透析液の生物学

的清浄度に関しては，検査時と使用時では常に品質が

異なっているといえるのである．

したがって，品質は工程でつくり込むという姿勢が

最も大切であり，ここで示したデミングサークルを回

転させて品質のレベルアップを目指す必要がある．

c） パレート図（図5）

パレート図は，種々の工程のうちなにが一番大きな

問題となっているかを洗い出す際に用いられる．

横軸に種々の不良を，縦軸に相対的な不良の累積頻

度を記入する．このようにすると，どのような不良が

一番大きな問題となっているかが一目でわかるように

なる．つまり，この図ではAという不良が全体の約

50％を占めているため，Aという不良をなくせば不

良品を50％低減できることが一目でわかる．

このようにパレート図を用いると，不良品を効果的

に減らす改善法を絞り込むことができるようになる．

d） 特性要因図（図5）

生産工程にかかわる種々の要因をすべて洗い出し，

それらを相互に関連づけて図示したものである．別名

fishbonefigureとよばれている．

ここでは，不良品が発生する工程に関連する要因を

すべて考慮に入れることが大切である．したがって，

ここで洗い出した要因について詳細に検討することで

不良の原因究明をすすめることとなる．

e） 層別（図5）

特性要因図で問題となった工程をさらに細分化して

いくことを目的とする．たとえば，特性要因図では多

くの要因が不良品の出現にかかわっているため詳細に

検討することは不可能である．そこで，層別の手法を

用いて，ある要因にかかわるものの重みをつけて評価

することで原因を究明していくことになる．

f） 管理図（図5）

作業改善により不良品の頻度が経時的にどのように

変化するかを図示したものである．ある一定レベル以

上の不良の発生頻度（管理限界）を超えた場合には，

工程の一部に異常が起こったと考えられるため，迅速

に対応するために用いられる．

g） 透析液清浄化への具体的な応用

図 6の左に透析液清浄化におけるパレート図をエ

ンドトキシン濃度の変化に着目して作成した．

この図をもとに考えると，RO膜によるエンドトキ

シンの除去が大半を占めており，そのほかの要因につ

いてはあまり問題にならないようにみえる．しかし，

末端でのエンドトキシン濃度に着目してパレート図を

作成し直してみると図6の右のように，RO出口から

セントラルまでの配管，セントラルからモニターまで

の配管，ETカットフィルターなども，かなりエンド

トキシン濃度の変化に寄与していると考えられた．

このように，適切なデータの抽出を施行して透析液
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図3 デミングサークル

1.検査には必ずミスが生じる

（ET:採取法，採取から測定までの時間，保存法，測定

手技，測定法）

2.検査時と使用時で品質の違うものがある

（透析液においては常にこの問題が存在する）

「品質は工程でつくり込む」

品質保証の基本的な姿勢

図4 検査で品質保証はできるか



の生物学的清浄度を管理していく必要がある．

透析液の生物学的清浄化に対する特性要因図を図 7

に作成した．このように，透析液作成にかかわる要因

は多種多様であり，それぞれの要因の重要度は各施設

で異なるものになると考えられた．

たとえば，われわれの施設ではこの中からROタン

クを含めたRO水のラインに問題があり，個人用透析

機末端での透析液中のエンドトキシン濃度がETカッ

トフィルター前で36.1±14.5EU/lであった．そこで，

図7に示しているようにRO水のラインにインバー

ター装置をつけ，夜間にRO水が循環されるように改

良を施した．その結果，末端でのETフィルター前の
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図5 簡単なQC手法を用いた問題の解決手順

図6 パレート図



透析液中エンドトキシン濃度は0.47±1.0EU/lへと

改善を得ることができた．

このように，品質管理的手法を用いて透析液の品質

管理を日々行っていく必要がある．

図 8にわれわれの近隣の4施設の透析液エンドト

キシン濃度の月ごとの推移を示す．ここで，管理限界

として50EU/lを想定すると，AおよびC施設につ

いては現状の品質管理システムで十分であると考えら

れるが，BおよびD施設では管理限界を超えている

月があり，なんらかの品質管理システムの改善が必要

であると結論づけられる．

2） ISO9000シリーズ

ISO9000シリーズは，各企業の品質保証に関する

透析液清浄度の品質保証 27

図7 透析液清浄化特性要因図

図8 透析液清浄度における管理図



国際的なスタンダードである．ISO9000シリーズの

特徴を表 1に示すが，この国際スタンダードは簡単

にいえば品質保証をいかに達成していくかを問題にし

ているものである．

したがって，ISO9000シリーズを取得したからと

いって製品の品質が向上するわけではない．しかし，

ISO9000シリーズを取得するということは，その企

業が製品の品質管理システムを十分に構築しているこ

とを第三者機関が証明してくれることになる．このよ

うに考えると，病院における透析液の生物学的清浄度

の品質を保証するためには，ISO9000シリーズを取

得するというのは非常に有益なことと考えられる．

しかし，ISO9000シリーズの要求事項は表1に示

すように非常に複雑な問題を含んでいる．現在の医療

機関のおかれている経済的な状況のもとでは，ISO

9000シリーズの取得は非常に難しいかもしれな

い．

一方，21世紀に向かって医療の情報開示が望まれ

てくる中では，医療機関がISO9000シリーズ取得を

要求される日がくるのではないかと考えられる．

おわりに

透析医療において，水の品質は避けて通れない問題

であり，今後も水質の改善を目指して有効な品質管理

システムを構築していく必要が高まってくることは当

然のことと考えられる．
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表1 ISO9000シリーズの特徴

1） 企業の品質についての方針を定め

2） 品質にかかわる各人の責任と権限を明確にし

3） 品質を実現するための品質システムを品質マニュアルの

形に文書化し

4） 現場が間違いなく品質マニュアルどおりに実行している

ことを

5） 記録することにより証明し

6） 顧客の要求する品質を確保していることをいつでも開示

できるようにしている



透析液への細菌混入と，それに伴うエンドトキシン

など外因性パイロジェン物質の蓄積がどこまで抑制さ

れるべきかの考え方は，透析療法の進歩とともに変遷

してきた．従来，薬局方の輸液におけるエンドトキシ

ン濃度基準にみられるように，基準値の基本的視点は

エンドトキシン混入による生体の急性反応を防止する

ところにあった．しかし，近年，長期に繰り返すエン

ドトキシンの血液中への侵入により生体側の慢性反応

が存在し，それが患者の合併症の悪化に影響すること

が問題とされている．そこで，生体の急性反応のみな

らず，慢性反応をも防止しうるようなエンドトキシン

基準値の設定が望まれる．透析液純度の患者の病態に

及ぼす影響の評価は，透析液純度以外の血液流量，透

析液流量，透析膜，透析時間などの条件を極力一致さ

せ，評価期間中に感染症に罹患した症例は対象から除

外するなどの評価基準に従ってなされることが必要で

ある．透析液に混入する生理活性物質にはエンドトキ

シン以外の細菌由来物質がありうるが，現在のところ

微量測定が可能なのはエンドトキシンのみであり，そ

れをマーカーとして測定せざるをえない．微量金属な

どの混入物は，RO導入後臨床上問題とならないほど

低値に維持されており，現在主に外因性パイロジェン

物質に焦点が絞られている．

はじめに

透析液に混入する非生理的物質は微量であっても透

析膜を通って血液中へ移行しうる．週3回，長期に

わたって繰り返される透析により相当量の非生理的物

質が体内に蓄積することになる．軟水装置，活性炭，

逆浸透装置などの装備により，従来問題とされた水道

水中の塩素，微量金属，そのほかの不純物質の体内蓄

積については無視できる値にまで透析液純度を上げら

れるようになった．最終的に残ったのは細菌由来のパ

イロジェン物質，特にエンドトキシンの混入による問

題である．

本邦の薬局方における輸液中エンドトキシン濃度基

準は250EU/l未満となっている．これは，エンドト

キシンの混入による急性反応を防止するための基準で

ある．輸液の場合，年余にわたり繰り返される大量投

与は考えられず，単回投与により入るエンドトキシン

により，悪寒，戦慄，発熱，血圧低下などの急性生体

反応が発生することを防止するための基準である．

1995年に日本透析医学会学術委員会は透析液エンド

トキシン濃度基準値を250EU/l未満とした1）．透析

膜の対側の透析液エンドトキシン濃度基準を直接血液

中に入る輸液の基準値以上に厳しくする必然性がなかっ

たからである．しかし，透析治療が繰り返されること

から，達成目標値を100EU/l未満としている1）．そ

の時点ではエンドトキシンによる慢性反応は確認され

ていなかった．

今回，ここでは透析液清浄度について，特にエンド

トキシン濃度基準はどのようにあるべきかを中心に述

べてみたい．

1 透析液清浄度で考慮されるべき因子

慢性維持透析における透析液の清浄化は，長期頻回

治療が前提となることより，患者体内への有害物質の

蓄積を防止する意味で従来から重要な問題として捉え

られていた．透析療法が本邦へ導入された初期には，

透析治療はそのまま発熱との闘いであった．これは，

透析液清浄度基準はいかにあるべきか 29
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体外循環に伴う細菌侵入機会の増加，なかでも機材の

滅菌操作の遅れや，透析液，透析液回路などの管理の

未熟さなど，初歩的問題が十分に解決されていなかっ

たことによっていた．また，米国などで硬水を軟水化

することなく透析液として使用したことによる副作用

（hardwatersyndrome）が現れ2），以後軟水化装置

が導入されるようになった．種々の物質の混入につい

ては，活性炭を用いて吸着除去されるもの，また，水

道水に含まれる塩素やクロラミン，そしてアルミニウ

ムなどの金属イオンなどは逆浸透により除去されてき

た．現在，これらの混入物については，長期頻回治療

によっても蓄積による合併症の発現を防止できるレベ

ルにまで除去されえていると考えられている．

現在に至るまで十分な解決がなされていない因子と

して，混入細菌からのパイロジェン物質がある．外因

性パイロジェン物質にも種々のものが存在すると考え

られているが，微量測定法の確立されたものは，グラ

ム陰性菌の出すエンドトキシンのみである．そこで，

輸液，そのほかの患者体内に補充する水系医薬品など

の清浄化基準には，外因性パイロジェン物質の中で，

エンドトキシン濃度基準が用いられているのが一般的

である．表 1には，エンドトキシンの生物活性を示

した．前述した本邦の薬局方における輸液剤のエンド

トキシン濃度基準は250EU/l未満とされているが，

これは輸液注入に伴うエンドトキシン混入に対する急

性反応を防止するための基準である．細菌，真菌など

の微生物の出すパイロジェン物質はエンドトキシンの

みではないが，そのほかの外因性パイロジェン物質も

低値に維持される環境を設定する上で，エンドトキシ

ンが1つのマーカーとして評価されているというの

が現状である．表 2には，日本の薬局方と米国の

FDAガイドラインにおける注射用水のエンドトキシ

ン濃度基準を比較して示した．わが国の透析センター

においても以前にはなんらかの外因性パイロジェン物

質により，治療中の患者全員が発熱するようなことが

しばしば起きた．近年，そのような事故は皆無ではな

いにしても激減している．現時点で問題とされるのは，

発熱などの急性反応よりもむしろ繰り返される治療に

伴い，急性反応を引き起こさない程度のパイロジェン

物質の血中への侵入による慢性反応というべきものが，

患者への新たな合併症の発症と進展に関与していない

かどうかという点である．その事実関係を明らかにす

ることと，それを防止するために必要な外因性パイロ

ジェン物質の代表としてのエンドトキシンの濃度レベ

ルを明らかにすることである．
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表1 エンドトキシンの生物活性

分子レベル

補体系 LPS代替経路

リピドA 古典経路
などの活性化

（血液凝固系 XII因子）

（カブトガニ C因子）

細胞レベル

単球マクロファージ サイトカイン放出

IL 1，IL 6，TNFなど

好中球 アラキドン酸カスケード

PG，TX，LTなど

内皮細胞 respiratoryburst

スーパーオキシド，NO

リンパ球 血小板活性化因子

組織因子

線維芽細胞 接着因子

ICAM，ELAM 1など

血小板 B細胞分裂増殖

凝集

ケミカルメディエーター放出

セロトニン，カテコールアミン

キニンなど

エンドルフィン放出

病態生理

発熱

徐波睡眠

悪液質

血圧低下

組織低灌流

無酸素，アシドーシス

組織障害

白血球接着

白血球減少

血小板減少

シュバルツマン反応

汎発性血管内凝固（DIC）

多臓器障害

ショック

致死

アジュバント作用

非特異的防御

抗腫瘍効果

トレランス



2 エンドトキシンの慢性反応とは

維持血液透析により，繰り返し透析液に混入するエ

ンドトキシンが患者血液中へ入ることが，患者の病態

になんらかの悪影響をきたすかどうかは，1995年の

時点では明らかでなかった．血液透析以外に慢性的な

エンドトキシンが血液へ混入するような局面や治療法

は存在しておらず（体外循環で長期生存するほかの疾

患も存在しない），他領域にもそれを確認できるよう

な事実関係は見当たらないからである．しかし，近年

エンドトキシンの繰り返す血液への混入によると思わ

れる血液透析患者の病態変化がいくつか指摘，報告さ

れてきている．エンドトキシンの血液への混入による

慢性反応が存在すると考えられるのである．

Schindlerら3）は，ultra-puredialysateを用いて

血液透析を受ける患者の血清 interleukin-1recepter

antagonisit（IL-1RA）が有意に低下することを指

摘しており，またKimら4）は同様な低エンドトキシ

ン透析液を用いた透析，またはHDFにより治療を受

けた患者の血清tumornecrosisfactor（TNF）レベ

ルが有意に低値であることを明らかにした．エンドト

キシンの繰り返す血液中への混入が患者血液中のサイ

トカイン産生を亢進させていることが示唆される．

松山ら5）は，100EU/l程度の透析液エンドトキシ

ン濃度を数EU/l未満に低下させることにより，患者

のヘマトクリット値を30％に維持させるのに必要な

リコンビナント・エリスロポエチン量が漸減し，平均

3,000U/週から2年後には2,500U/週まで低下した

ことを示している（図1）．また，ハノーバー･グルー

プのSchwalbeら6）は，超高純度透析液を使用するこ

とにより，患者の手根管症候群の手術頻度が低下した

ことから，超高純度透析液の使用により透析アミロイ

ドーシスの進展が抑制される可能性を指摘している．

政金ら7）は，エンドトキシン・レベル１EU/l以下の

超高純度透析液を用いた血液透析による透析治療に変

更することにより，患者の血清中β2 microglobulin

（β2 M）が有意に低値になることを示した．さらに，

超高純度透析液の使用により，治療患者のCRP値が

有意に低下することが報告8）されており，血液透析に

伴う慢性炎症反応の持続による動脈硬化症や心不全の

進展が，超高純度透析液を使用することにより抑制で

きることが推測されている．

エンドトキシン・レベルを250EU/l未満に維持す

ることは，エンドトキシンによる急性反応を防止する

には十分な値であるかもしれないが，慢性的に繰り返

される透析で血液中へ侵入する値として十分に高い値

である可能性が強い．したがって，慢性反応を防止し

うる新たな透析液エンドトキシン基準値が設定される

必要があると考えられる．

現在までのところ，100EU/l程度の透析液エンド

トキシン･レベルで貧血に悪影響を与えていることよ

り，これ以下のレベルに低下させることが望ましいと

考えられる．

3 透析液清浄度評価はいかに行うべきか

透析液のエンドトキシン･レベルをいかに低下させ

るかについては，しかるべき客観評価を行って決定さ

れるべきである．評価期間には，透析液の清浄度を変

化させること以外の透析患者の治療条件は一定にする

ことが必要である．すなわち，使用透析膜，透析液流
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表2 日本および米国の医薬品についてのエンドトキシン

濃度基準

出 典 対象医薬品 エンドトキシン
濃 度

日本薬局方

第12改正

注射用水 0.25EU/ml

FDA

ガイドライン

注射用水

生理食塩水

リンゲル液

ブドウ糖注射液

炭酸水素ナトリウム注射液

ヘパリンナトリウム注射液

0.25EU/ml

0.50EU/ml

0.50EU/ml

0.50EU/ml

1.20EU/ml

0.003EU/unit
図1 透析液エンドトキシン濃度低下に伴うエリスロポエチ

ンの節約効果（松山ら5）による）

透析液を清浄化してヘマトクリット値を30％に維持

したときのエリスロポエチン投与量の低下



量，血液流量などの透析法を一定にし，評価期間中に

それらの条件を変更せざるをえなかった症例や重篤な

感染症などに罹患した症例は評価対象から外すべきで

ある．純度の低い透析液の期間と純度の高い透析液の

期間で同一の評価マーカーを測定し，その変化をみる．

評価期間は6カ月以上欲しい．評価項目には，一般

血液検査以外にCRP,サイトカイン（IL-6など），C

D14，β2 microglobulin，酸化LDL，そのほかを入

れることが評価上望ましい．動脈硬化性変化や心不全，

透析アミロイドーシスなどの変化を評価するには年余

の長期的観察が必要である．できれば長期評価をした

いものである．

透析液から血液へのエンドトキシン移行には透析膜

性能が大きく関与するので，Ⅰ型，Ⅱ型，またはⅢ型

によるグループ分けも必要である．ベンゼン環を有す

る膜素材では，エンドトキシンを吸着することが確認

されており，その評価も行いたい．

4 エンドトキシン慢性反応の評価

エンドトキシンの慢性反応として現在までに考えら

れているのは，貧血，透析アミロイドーシス，骨病変，

慢性炎症反応の結果としての動脈硬化，心不全などで

ある．貧血の進行には，造血抑制と赤血球寿命の低下

が考えられるが，エンドトキシンによる赤芽球のアポ

トーシス惹起の事実より，造血低下が主因と考えられ

る．透析アミロイドーシスは，エンドトキシンによる

サイトカイン産生の亢進や酸化的ストレスを介する

β2 microglobulinのAGEs化の促進を介して悪化さ

れることが考えられる9,10）．慢性炎症反応はヨーロッ

パにおいてCRP値上昇で評価されているが，動脈硬

化や心不全とエンドトキシンとの明らかな関連は証明

されているといえないのが現状であろう．今後のこの

点での研究の前進が待たれる．
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Ｉ.通常の血液透析施行時（現行のＩないしII型血

液透析器使用時）

1.測定項目

●ET濃度

2.検体と採取部位

●透析用水（RO水）

●透析液

コンソールカプラジョイント出口部

3.検体採取の方法

●無菌的に採取

検体容器：採取直後に測定しない場合は安定化

剤入り専用容器を用いる

検体の保存法：冷蔵保存 1週間以内 ただし

RO水は3日以内

4.測定法

ET：リムルス試験法（比濁法・比色法）

5.基準値

ET：透析用水：100EU/L未満

透析液：100EU/L未満

（目標値：10EU/L未満）

6.達成方法

●適切な機器の選択と保守管理

7.品質保証

●月1回以上測定すること

●異常値が見られた場合には直ちに再測定するこ

と

●異常値が持続した場合には，透析液管理責任者

が速やかに適切な対策を取ること

●II型透析器中高機能な透析器の使用ついては，

可能な限り目標値の達成につとめること

II.逆濾過促進型血液透析あるいは透析液を置換液と

する大量液置換型血液透析濾過施行時（on-lineあ

るいはpushandpullHDFを含む）

1.測定項目

●ET濃度

2.検体と採取部位

●透析用水（RO水）

●調整透析液（ET除去フィルター前の透析液）

●透析液（コンソールカプラジョイント出口部）

●置換液（最終フィルター後）

3.検体採取の方法

●無菌的に採取

検体容器：採取直後に測定しない場合は安定化

剤入り専用容器

検体の保存法：冷蔵保存 1週間以内 ただし

RO水は3日以内

4.測定法

ET：リムルス試験法（比濁法・比色法）

5.基準値

ET：透析用水：100EU/L未満

調整透析液：100EU/L未満

（目標値：10EU/L未満）

透析液：1EU/L未満

置換液：1EU/L未満

6.達成方法

●適切な機器の選択と保守管理

●ET除去フィルターを使用する

●置換液に関しては複数のET除去フィルターを

使用する

7.品質保証
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●適切なインフォームドコンセントをとること

●基準を逸脱した場合は，当該治療法を直ちに中

止すること

●2週に1回以上ETを測定すること

●当該治療を行いうる設備を有する施設で，緊急

対応可能であること

●教育修練カリキュラムが整備されていること

●透析液管理マニュアルが完備されていること

●透析液水質を管理する院内委員会が設置されて

いること

●議事録・測定結果などの記録書類を作成し，診

療録に準じて保存されていること

●重篤な有害事象発症時は，次の処置をとること

病院（医院）管理者への報告

医薬品等安全基準情報報告制度に基づく対処

透析医会への報告
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はじめに

日本透析医会危機管理委員会災害時透析医療対策部

会情報ネットワーク（以下ネットワーク）がホームペー

ジを開設し，本部として本格的に始動したのは2000

年2月10日です．その後，メーリングリストを4月

4日に開設しました．また，本部が被災した場合を考

慮し，副本部のホームページおよびメーリングリスト

を6月24日に開設しました．前後しますが，6月17

日には，福岡において初会合を開き，22県の災害担

当者が参集し，ネットワークのシステムについての説

明と，第1回情報伝達訓練への協力を依頼しました．

訓練は7月7日に実施され，18都府県104施設，延

べ149件の情報登録がありました．

一方，ネットワークがホームページを開設してまも

なくの3月31日，北海道有珠山の噴火があり，9月

11日から12日にかけては，愛知県を中心とした豪

雨水害が発生，さらに10月6日鳥取県西部，10月

31日には愛知県から三重県にかけて震度5を超える

地震が起こりました．ここで，被災されました方々に

対し心からお見舞い申し上げます．

ネットワークでは，これら災害時透析医療の情報を

ホームページに掲載してきました．本稿では，愛知県

の水害と鳥取西部地震におけるネットワークでの情報

伝達の経過，情報伝達の流れと問題点，その後の活動

経過についてご報告いたします．

1 愛知県豪雨水害

9月11日から12日にかけて東海地方を襲った記

録的な豪雨と水害は，愛知県を中心に伊勢湾台風以来

という被害をもたらし，わずか2日足らずの間に年

間雨量の3分の１以上という大雨を降らせました．

この災害により，7人の犠牲者，床上・床下浸水

74,000戸と，被災者の数は愛知県だけで4万人を超

えました．

［9月12日］ 8時55分，愛知県透析医会会長山崎

親雄先生より，「現在，県下の情報を収集中」で，「大

野副会長から連絡がある」こと，「昨日帰れなかった

和美患者と職員が若干．本日来院できていない職員と

患者が若干名」おり，「サテライトの一つが避難勧告

地域となっていて，ここでの透析は本院で実施する予

定」との電子メール（以下メール）が届きました．

9時52分には，愛知県透析医会副会長大野和美先

生より「愛知県での集中豪雨による被害状況がわかり

次第連絡」が入ること，「現在のところは避難勧告地

区の透析施設あり（他の施設にて透析開始），その他

の地区で職員や患者が来院できない施設」もあるとの

緊迫した状況をメールにて送信いただきました．

これらのメールをネットワークでは11時30分に

受け，11時55分メーリングリストに「愛知県内の

集中豪雨にて避難勧告地域の透析施設発生，患者，職

員の来院が出来ない施設発生」との情報を発信すると

ともに，山崎先生，大野先生あてに「メール受取」の

返信メールを送っています．

13時31分，山崎先生より「関連のありそうな６

施設に電話で連絡した結果は，約 10人程度（推計）

が，自宅が冠水したりしてなお通院ができていない」

が，「病院とのコンタクトはできている」とのメール

を，16時12分には，大野先生より「16：00現在の

愛知県透析医会の調査での被害状況65施設より回答
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（95施設中）」と「今後も被害が拡大する恐れがある

が，現在においては各透析施設にて対応出来てる」と

のメールをいただきました．

ネットワークは大野先生より，メーリングリストな

らびにホームページへの情報公開の許可を受け，16

時53分にメーリングリスト，19時にホームページ

へ情報掲載しました．また，災害時情報収集・集計シ

ステムには，「名西クリニック」から情報登録があり

ました．

［9月14日］ 大野先生より，「14日現在，各施設

概ね通常通りの透析が行われており，閉鎖している1

施設は，水位が下がったもののまだ施設の周りには足

首まで水が溜まっている状態で，来週の月曜日には稼

動できるように進めている」こと，「患者さん達の透析

は確保されているが，避難所から通院されたり，避難

先の親戚宅から通院されたり，また通院先の施設に入

院されている方」があるものの，「適正な透析がされて

いる」とのメールを受け，直ちにメーリングリストへ

の情報送信，ホームページへの情報掲載を行いました．

［9月18日］ 大野先生より，「閉鎖されていた一施

設は通常通り稼動した」こと，「他施設へ移っていた

患者さんも，一部戻り透析を施行している」とのメー

ルを受け，メーリングリストへの情報送信とホームペー

ジへの情報掲載を行いました．

（詳細については日本透析医会雑誌15巻3号361

頁の資料4参照）

2 鳥取県西部地震（資料1）

10月6日13時30分，鳥取県西部でマグニチュー

ド7.1，震度6強（境港市,鳥取県日野町）の大きな地震

が発生しました．この地震は揺れの範囲も広く，大阪

府を含む1府8県で負傷者110人，家屋の全半壊や

一部損壊は約1,990棟，避難者数は2,800人を超え

ました．幸いにも翌7日午前までに電気は回復し，

ガスや水道などライフラインの復旧も速やかだったよ

うです．

［10月6日］ 事務局では地震直後の13時50分か

ら鳥取県および島根県会員あて安否の電話を開始しま

したが，「鳥取県会員施設へ電話連絡を行ったが，回

線は混乱しており不通」との状況が発生していました

（その後鳥取県倉吉市の萬治医院と通話が開始される

までに1時間15分を要しています）．

ネットワークでは，14時34分に鳥取県を震源と

する地震に対する被害報告についてホームページを利

用いただくようメーリングリストへの送信とホームペー

ジへの掲載を行いました．

事務局は引き続き電話連絡を行い，15時 5分に

「萬治医院と連絡がとれ，異常なし」，15時 20分

「島根県安木第一病院（非会員）より情報があり，揺

れによる倒壊はなく，患者さんに被害なし」，「松江市

では，停電・水道管の破裂数カ所あり．米子市の情報

が入らない」との情報が入りはじめていました．また，

厚生省保険医療局エイズ疾病対策課あての FAXを

15時25分から開始しました．

その後事務局では，16時3分から16時27分の間

には，「鳥取県 博愛病院・国立米子病院・萬治医院・

吉野三宅ステーションクリニックの4施設，島根県

松江日赤・おおつかクリニック・岩本内科病院・松江

生協病院・北村内科クリニックの5施設に被災なし」

との情報，16時45分には，「済生会境港病院の（患

者さん40から50名）は，博愛病院の外来で受け入れ，

鳥取大学付属病院（患者さん3名）は，水道管破裂の

ため，博愛病院の外来で受け入れ」，17時28分「島

根県 森脇医院・公立雲南総合病院・町立広瀬医院・

平成記念病院の4施設，鳥取県 上増クリニックの

被災なし」と，続々と情報収集が行われていました．

ネットワークは17時2分に，岡山県医師会透析医

部会会長草野功先生あてに，岡山県下の情報について

メールで問い合わせ，17時49分に「岡山県医師会

透析医部会災害対策本部に入った県下の透析施設の被

害状況は27施設からの情報では透析患者・施設に特

に困る被害は出ていない」，18時 53分には，「17:

30現在，県下の透析施設62のうち47施設から連絡

あり，ほとんど問題なし」「島根・鳥取県の状況がま

だ，わからない」とのメールをいただきました．なお，

岡山県医師会透析医部会では，8月2日にホームペー

ジ http://www.gis.or.jp/otb/にて，『透析医療災害

時情報ネットワーク』を発足され，また，8月24日

にはこのシステムを使った情報伝達訓練も実施済みで，

今回の地震においても迅速な情報収集をされていまし

た．

ネットワークはこれらの情報を受け，18時15分

より，随時メーリングリストへの情報送信とホームペー

ジへの情報掲載を行いました．また，ネットワーク副
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本部の申先生から，19時3分に「兵庫県透析医会パ

ソコン通信ネットワークからの情報」として「被災情

報はない」，「震度の大きかった淡路の県立淡路病院被

災なし，鳥取県に近い日高病院も被災なく透析他，緊

急の受け入れを整えている」との情報が寄せられまし

た．19時18分に，「兵庫医大でエレベーターが3基

停止も透析治療に関しては全く問題はなかった」，米

子真誠会の小田貢先生から，「透析は問題なし．介護

士の背部からテレビ，テレビ台が倒れて腰，肩を打撲．

棚の小物は沢山落ちて散乱．患者さんの精神的ショッ

クはまだ続いている」などの情報がメーリングリスト

を通じて送信されました．また，災害時情報収集・集

計システムには，静岡県の菅野医院分院から，救援可

能との情報が登録されました．

［10月7日］ 岡山県医師会透析医部会副会長西崎

哲一先生，同災害対策委員笛木先生，管先生より

FAXにて情報を，申先生からは「小田先生から，透

析が稼働不能であった境港済生会病院もすでに通常稼

働している」というメール情報をメーリングリストに

送信され，これらをホームページに追加掲載しました．

同時に，岡山県医師会透析医部会ホームページへのリ

ンクも追加しました．

［10月11日］「余震続く状況下の透析医療体制に

ついて」という事務局からのFAX情報をホームペー

ジに追加掲載しました．

3 災害時情報の流れと問題点

ネットワークでは，各地域別の災害時対策策定と情

報伝達システムの構築をお願いしています．そして，

各地域情報伝達システムの後方支援と情報の共有化，

平時における相互連絡体制強化を目的として，災害時

の施設情報を収集・集計するシステムをホームページ

（http://www.hf.rim.or.jp/～to-ikai/）に，またメー

ル自動配信システム（電子会議室）としてメーリングリ

ストを有しています（図 1）．そこで，これまでに起

きた災害での情報の流れと問題点，対策などをまとめ

ました．

1） 情報の流れと問題点

① ホームページへの文書掲載

事務局などで得られた情報は，FAXまたはメール

でネットワーク本部に伝達されました．ネットワーク

はこの情報をホームページ用の文書として作成し，サー

バに送信しました．文書がサーバに受信された時点で

ホームページで情報が閲覧可能，すなわち「ホームペー

ジに掲載した」ということになります（図 2）．した

がって，ホームページ掲載までには，情報の量に比例

した文書作成のための時間が必要でした．

② 情報収集・集計のシステム

ホームページ上にある情報収集・集計のシステムは，
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個々の施設で，自施設の状況を入力・送信すれば，そ

の時点で，「ホームページに掲載した」ことになりま

す．このため情報伝達がより直接的で，かつ登録情報

が自動集計されるため迅速です（図 3）．しかし，こ

れは個々の施設がホームページにアクセスして情報送

信をしていただくことが前提です．残念ながら，ネッ

トワークのこのシステムはまだまだ広く知られていな

いのが現実で，被災した施設からの情報登録は愛知水

害の際に1施設，救援可能との情報登録も１施設で

した．FAXやメールで受けた情報をネットワークで

情報収集・集計のシステムに入力する方法も考えまし

たが，これまでの災害では，いただいた文章をそのま

ま掲載するほうが迅速であると判断しました．

③ メーリングリスト

メーリングリストは，ネットワークのメーリングリ

スト用メールアドレス（to-ikai＿ml＠hf.rim.or.jp）に

メールを送ることで，メーリングリストサーバに登録

されたメンバー全員にメールが自動配信されるもので

す（図 4）．本部からの連絡事項配信や，副本部 申

先生からの情報発信も，このシステムを通じて行われ
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ました．

④ 地域ネットワークホームページへのリンク

岡山県では，県医師会透析医部会のホームページを

利用した独自のネットワークシステムが完成していた

ため，今回の鳥取西部地震でも迅速な情報伝達が可能

だったと拝察します．地域での情報伝達システムが奏

功した例といえます．ネットワークでは，岡山県透析

医部会ホームページへのリンクを掲載することで，岡

山県下の情報がどこにあるのかを提示できました（図

5）．加えて，静岡県透析災害時ネットワークと千葉

県支部ホームページへのリンクも掲載しました．

2） 今後の対策

鳥取西部地震では，鳥取県，島根県には透析医会が

なく，ネットワークについてもほとんど知られており

ませんでした．このような施設間の情報網がない地域

に，災害が発生してしまった場合の対策をどうするか

検討しておく必要もあると感じました．

現在考えられる対策として以下があげられます．

① FAXソフト
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電話での安否確認と並行して，FAXソフトを利用

した被災地域およびその周辺施設への情報収集用紙配

布が考えられます．ただし，電話回線の混乱は避けら

れないものとなります．鳥取西部地震でも阪神淡路大

震災ほどの規模ではなかったものの，事務局と鳥取県

倉吉市の萬治医院と通話が開始されるまでに1時間

15分を要していますし，神戸の副本部も「繋がりに

くかった」，岡山でも「地震直後の電話回線は混乱」

したとのことでした．

② メーリングリスト

さらに，メーリングリスト登録者の拡大で情報網の

充実を図りたいと考えます．施設としてインターネッ

ト接続環境はなくても，個人で利用している方は多い

と思います．できるだけ多くの先生，スタッフに登録

していただき，ネットワークの存在を周知できたらと

考えます．

メーリングリストへの登録については後述しました

ので，メールアドレスをお持ちの先生はぜひ御参加を

お願いいたします．

4 各地のネットワーク構築状況

1） 愛知県透析医会の災害時情報ネットワーク完成

愛知県透析医会のホームページ（http://www2s.

biglobe.ne.jp/～hd-aichi/）に大野先生作成による災

害時情報伝達システムが完成しました．このシステム

は愛知県内の透析施設専用ですが，災害発生時には，

本部ネットワークへの情報登録も同時に行われること

になっています．

2） 長野県透析医会の災害時情報ネットワーク

完成間近

11月11日，長野県透析医会の災害時情報伝達ネッ

トワークシステム（サーバは特定医療法人慈泉会相澤

病院所有）の構築を行ってきました．これは，本部ネッ

トワークのシステムを長野県用に一部変更したもので，

使用方法もネットワークのものと同じです．長野県透

析医会のホームページが完成の際には使用可能になり

ます．相澤病院の相澤先生，スタッフの方々にはお世

話になり感謝申し上げます．

3） 鳥取県，島根県の災害対策策定とネットワー

ク構築に向けて

11月18日，鳥取県米子市の米子真誠会医院の小

田先生に，鳥取県の地域災害時情報ネットワーク作成

に向けてのご協力をお願いしてきました．鳥取西部地

震では，小田先生より副本部申先生あてにメールで情

報を送っていただいたこともあり，これをきっかけに

なんとかお願いできないかと考え，申先生を通じてコ

ンタクトをとらせていただきました．

小田先生には，鳥取・島根両県の情報ネットワーク

構築に向けたご尽力を快諾していただきました．大変

心強く，感謝申し上げます．

おわりに

ネットワークの情報伝達システムは完璧なものでは

ありませんが，活用できるレベルにはあると自負して

います．現在のところこれらの存在自体が広く浸透し

ているわけではありませんし，残念ながらこのような

状況はしばらく続くと考えます．しかし，「IT基本法

案」の情報インフラの整備へ向けた動きや，企業向け

特定情報通信機器の即時償却制度，いわゆる「パソコ

ン減税」など，コンピュータネットワーク化への追い

風もあります．

2000年は火山，地震災害が頻発した年でした．幸

い，多大な人的被害はありませんでしたが，患者さん

にとっては避難所からの通院や，他施設での透析を余

儀なくされる災害が発生しました．そして阪神淡路大

震災から6年が経過しています．各地域の災害時対

策策定，情報伝達システムの構築へさらなる前進をお

願いいたします．

ネットワークメーリングリストへ登録のお願い

メールアドレスをお持ちの先生は，ネットワークの

メーリングリストに御参加ください．都道府県名，施

設名，ご芳名，ご職位（医師・臨床工学技士など）を

ご記入の上 to-ikai＠hf.rim.or.jp 宛てにお願いいた

します．メールを確認後，登録させていただきます．

日本透析医会災害時情報ネットワーク本部E-mail

to-ikai＠hf.rim.or.jp

日本透析医会災害時情報伝達ホームページ

http://www.hf.rim.or.jp/～to-ikai/

日本透析医会災害時情報伝達副本部ホームページ

http://www4.osk.3web.ne.jp/～touseki/
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地 区 施 設 名 透析
医療状況

周辺の
医療状況

鳥取県倉吉市

鳥取県鳥取市

島根県出雲市

島根県益田市

島根県松江市

島根県浜田市

島根県安木市

萬治医院

吉野・三宅ステーション

クリニック

おおつかクリニック

岩本内科病院

松江生協病院

北村内科クリニック

安木第一病院

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

支障ない

資料1

鳥取県西部（境港南）大地震ホームページ掲載

内容全文

鳥取県西部（境港南）大地震情報

10月6日鳥取県西部（境港南）大地震情報に関する

透析医会での連絡事項を掲載いたします．

10月11日現在 余震続く状況下の透析医療体制に

ついて

10月7日

災害対策委員 笛木先生 管先生 西崎先生 より情

報をいただきました

岡山県下の情報

47医療機関（全体62）

・福島内科医院

厨房の壁が一部はげた．

透析の水供給装置の一部配管がゆるんで少し水が漏れ

た．それ以外に問題はなかった．

・康愛クリニック

地震が起きたとき，ちょうど終了後でしたので患者に

被害はありませんでした．

壁が少し落ちた程度です．

・進藤内科

透析回収中でしたが，大半終了しており患者さんに実

害ありませんでした．壁が少し落ちた程度です．

・医療法人天成会 小林内科診療所

配管破損・数時間で復旧見込み

以上，岡山県の災害情報は，岡山県医師会透析医部会

ホームページhttp://www.gis.or.jp/otb/の「透析医

療災害時情報ネットワーク」に掲載されています．

なお，当部会の笛木災害対策委員長が，鳥取の情報収

集を依頼した山陰労災病院から，済生会境港病院の水

道管破裂による夜間透析の中止，繰り延べ以外は，他

の全施設，全く軽微な被害であり，島根県は松江日赤

に県下の被害状況を依頼しましたが，ここでもごく軽

微なもので透析に支障を来す状況は1件も無いとの

報告を受けました．

兵庫県透析医会申先生より情報をいただきました

透析が稼働不能であった済生会境港病院もすでに通常

稼働している

19時03分

兵庫県透析医会 申先生より情報をいただきました

兵庫県透析医会パソコン通信ネットワークから同報

メールで県下の情報を依頼しましたが，今のところ，

特に被災情報はネットワークにも事務局にも入ってい

ません．

17時49分

岡山県医師会透析医部会会長 草野先生より報告をい

ただきました

17：30現在，県下の透析施設62のうち47施設から

連絡あり，ほとんど問題ありません．

17時28分施設状況の追加

松江地区

・森脇医院・出雲南総合病院・町立広瀬医院・平成記

念病院：被害なし

米子地区

・上増クリニック：被害なし

16時45分透析不能施設のその後の状況について

・済生会境港病院（患者さん40から50名）は，米子

保健所の指導により博愛病院の外来で受け入れ

・鳥取大学付属病院（患者さん3名）は，水道管破裂

のため，博愛病院の外来で受け入れ

16時3分から16時27分

鳥取県・島根県の会員施設並びに患者さんの状況につ

いて

鳥取地区

・医療法人三樹会吉野・三宅ステーションクリニック:
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被害なし

・萬治医院：被害なし

島根地区

・松江生協病院：被害なし

・松江日赤：被害なし

・腎友会北村内科クリニック：被害なし

・岩本内科医院：被害なし

15時45分現在

島根県安木市安木第一病院 福村臨床工学技士より情

報あり

・松江地区：松江生協病院，松江日赤は被害なし

・米子地区：博愛病院・国立米子病院は被害なし

・境港市：済生会境港病院は，現在透析は稼働不能の

模様

15時20分現在

島根県安木市安木第一病院（非会員）よりの情報

透析台・ベッド等は，揺れによる倒壊はない．患者さ

んに被害なし．

15時05分現在

鳥取県会員あて電話連絡．萬治医院と連絡がとれ，

建物，道路被害なし，透析関係異常なしとの解答．
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1 はじめに

平成12年9月10日（月）から11日（火）にか

けて愛知県を襲った豪雨災害は，一般被害としては浸

水などを主とした被害約7万件，死者6名，災害救

助法の適用団体27市町村と報告されている．

かつて愛知県は，伊勢湾台風では，死者・行方不明

者約5千名，浸水以上の被害25万件という超大規模

災害を経験しており，それとは質・量とも比較にはな

らないものの，社会基盤が当時に比して遥かに整備さ

れた状況下での災害であったにもかかわらず，多くの

混乱を生じた都市型災害であった．特に個人的な印象

としては，11日の名古屋市内には河川が決壊した地

域以外でも，道路のあちこちに冠水した自動車が泥に

まみれて放置されており，あたかも「死屍累累」とい

う感じを受け，都市であるが故の災害と実感できた．

この報告は，県下の透析医療機関に対して，愛知県

透析医会が二次にわたりアンケート調査した結果の中

間集計であり，最終的な報告書は後日医会雑誌に報告

予定である．特にこの集計では，最も被害が甚大で，

5日間にわたり透析が実施できなかった1施設の当時

の現状が含まれていないことを予めお断りしておく．

2 災害の実態と一般医療

名古屋気象台の報告によれば，平成12年9月10

日（月）午後7時の降り始めから12日午前9時まで

の雨量は，名古屋市で562mmに達し，11日1日で

も428mmと，1891年以来，名古屋気象台の観測史

上最多を記録した．名古屋市では図1にみるように，

名古屋西部を流れる庄内・新川の堤防決壊と下流域で

の堤防を越えた溢水，東部を流れる天白川の溢水が最

も被害の甚大であった箇所とされている．

県医師会では，こうした状況下で，13地区医師会

の管轄範囲に被害が及び，1日以上の休診を含む被災

医療機関121件（うち床上浸水93件）であったが，

人身に重大な被害はなかったと報告している．

3 透析施設被害

1） 調査方法

� 予備調査の実施

平成12年9月に，以下の点についてアンケート方

式による予備調査が実施された．

① 施設が被害を受けて透析が実施できなかった施

設

② 他施設へ患者の透析を依頼した施設

③ 患者自身が他施設へ透析を受けにいった施設

④ 他施設で透析を受けている患者を引き受けた施

設

⑤ そのほか，施設・職員・患者に被害を受けた事

例

（①～④はチェック方式，⑤は記述式）

� 二次調査の実施

全会員施設126施設にアンケート調査をし，56施

設から回答を得た． 回答のなかった施設については，

施設の所在する地域より考え，大部分は上記の①～⑤

に関係がなかった施設と推測された．

この予備調査をもとに，さらに詳細な状況を把握す

るために，予備調査の①～④の項目について「該当あ

り」と回答された27施設に対し，平成12年12月に

二次調査を実施し，25施設から回答を得た．ただし
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最も被害が甚大であった施設からの回答はまだなく，

今後担当者が施設を訪問し，聞き取り調査を予定して

いる．

2） 調査結果

� 一次調査からみた被害状況

① 施設等の被害状況

浸水した施設：床下浸水4施設

床上浸水7施設

透析施設・外来・事務・レントゲン室などに浸水，

パソコン・電話機・FAXなどの備品の水没，また，

地下室水没のため配電盤・自家発電機の停止による

停電などの被害，さらに避難勧告を受け避難した施

設が合計8施設あった．そのなかで透析実施には

支障なかった施設が4施設，透析実施不能または

安全を期して透析を見合わせた施設が4施設あっ

た（詳細は後述）．

② 患者・職員の自宅等の被害状況

自宅の浸水

＜患者＞ 床下浸水4名以上

床上浸水16名以上

＜職員＞ 床下浸水2名以上

床上浸水18名以上

このほか，車の水没による被害が多く，患者で4

名以上，職員で10名以上あった．また，施設の地

下駐車場が冠水したところが3施設あった．

③ 患者・職員の通院・通勤状況

道路の冠水や渋滞，鉄道の不通など交通網の混乱

により，患者の通院や職員の通勤に多くの支障をき

たした（調査では12施設より回答）．

特に，交通渋滞のため来院時間に遅れた患者が多

く（4施設より回答），半日遅れや旅行先からの帰

宅中新幹線がストップし，丸1日透析施行が遅れ

た例もあった．

また，他府県在住の方が鉄道の不通により帰宅で

きず，透析実施を受け入れた施設が3施設あった．

施設ではシフトの変更や，時間外透析を実施する

ことで対応した（そのほか来院できなかった例など

については後述）．

職員では，交通渋滞のため出勤に遅れたり途中で

引き返さざるをえなくなった例が多く，施設では通

勤不可能となった職員を休暇とし，施設の近くに住
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むスタッフや通院できる休暇中のスタッフの応援を

呼びかけ対応した．

そのほか，患者では避難勧告地域のため近隣の体

育館に避難したと報告した施設1件，患者･職員が

帰宅できず，施設に宿泊した例が1施設あった．

� 二次調査まとめ

透析実施不能 4施設

透析実施を依頼 6施設

患者自身が他施設へ 4施設

透析実施を引き受け 22施設

① 透析実施不能となった施設の状況

A施設では，HDセンター全体が床上（15cm）

浸水になり，また，浄化槽が雨水のためあふれセン

ター内に逆流した．これにより，電気系統の一部が

漏電しHD装置の運転が困難となった．さらに床

の掃除，消毒，電気設備の確認，復旧に一昼夜必要

であった．このため，透析実施を諦め，患者の透析

を他施設へ依頼した．透析実施回復まで1日（20

時間程度）かかった．

B施設では，9月12日早朝より庄内川の水位が

上昇し，施設がある地域に「避難勧告」が出された．

「避難勧告地域に患者が集まってくることの危険」

を考え，当日朝シフト（20名）の治療を行わず，

本院で透析を行うことにした．施設に被害などなかっ

たので，2.5時間程度で回復した．

C施設では，施設の1Fおよび地下室の浸水によ

り，配電盤のショートによる停電があった．また，

貯水槽への送水ポンプの使用不可による透析用水の

使用不可により，透析施行不能となった．実際には

非常用の発電装置で透析可能であったが，安全を期

して他施設に患者の透析を依頼した．翌日復旧し朝

から透析可能であった．

また，事務局で把握している最も被害の大きかっ

たD施設では，近隣一帯が水没し施設も床上浸水

し，配電盤のショートなどで透析実施不能となり，

患者も施設に近づけないという状況であった．施設

での透析実施は5日間不能であった（調査未回答）．

② 透析を他施設へ依頼，または患者自身が他施

設で透析を受けたという施設の状況

施設への被害はなかったが，透析を他施設へ依頼

しなければならなくなったという施設の事情は以下

の通りである．

●冠水による道路の遮断で通院手段が断たれたた

め，従来の施設に通院できなかった．

●出先で宿泊中に豪雨となり，当施設までは遠く

て（交通渋滞など）通院できなかった．

●避難所から救急隊に他施設へ搬送された．

●避難所からの通院が困難なため，他施設へ入院

透析を依頼した．

また，患者自身が他施設へ透析を受けに行った理

由としては以下の通りである．

●患者自身が災害報道を聞いて通院不可能と判断

し，以前臨時透析を受けたことのある近隣の透

析施設へ自主的に連絡をとった．

●避難所から通院できず，他施設へ救急搬送して

もらった．

●職場が近いため，退社後夜間透析を受けていた

が，通勤経路の鉄道が不通となり復旧の見込み

が不明なため，自宅近くの透析施設を探した．

●出張中，新幹線がストップし，帰名できなかっ

たため近隣の施設を探した．

●道路の不通により来院できなかった．

施設で依頼した場合も自分で透析ができる施設を

探した場合も，交通網の遮断・麻痺が原因である場

合がほとんどであった．

③ 帰院までの期間

他施設で透析を受けることになった患者が元施設

へ帰院または帰宅するまでの期間は，ほとんどの場

合1日間であったが，中には長い人で3日～1週間，

さらに入院した人で2カ月間と様々であった．

これは，元施設では透析の実施が復帰していても，

自宅から元施設までの交通網の復旧や，自宅が受け

た被害の程度，また避難所に入り通院距離が遠くなっ

たなどの事情と関係していると考えられる．

④ 他施設で透析を受けられた患者の人数

この調査で把握できたものとして，元施設での透

析が実施できなくなり，他施設で受けた患者の人数

は，A施設で16名（依頼施設数 1），B施設で 20

名（依頼施設数1），C施設で22名（依頼施設数1），

D施設では依頼を受けた施設からの回答より計算す

ると80名（依頼施設数14）となる．

また，なんらかの理由で他施設へ患者の透析を依

頼したり，患者自身で探し透析を受けに行った患者
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数は，前者で11名（依頼施設数9），後者で10名

（依頼施設数9）であった．

以上から，今回の集中豪雨により従来の施設で透

析ができず，他施設で透析を受けた患者は合計159

名であった．

⑤ 透析予定日（時間）からの遅れ

施設が透析実施不能となったり患者が通院不能と

いう状況で，施設が，また患者自身が透析実施可能

先を探し透析を実施することができたとき，通常の

開始予定時間からどれくらい開始時間が遅れたかと

いう点では，回答を得た半数以上が0～2時間以内

で，2～5時間遅れが4例，6時間遅れが3例，8

時間遅れが2例，一番遅れた例で 24時間が 2例

あった．概ね，予定日に透析が実施できたといえる．

⑥ 患者との連絡方法と患者への対応

透析実施不能となった施設の患者，または通院不

能となった患者との連絡方法は，凡そ電話および携

帯電話によるものであった．

透析実施不能となった施設の対応として，「当院

では高齢患者が多く，患者がほとんど家にいたため

電話で連絡できた．集合場所を決め当院所有の車両

で依頼施設まで送迎した．中には社会福祉協議会の

手配により依頼施設まで送られた方もあった」とい

うものや，「電話にて連絡（かかりにくい患者もあっ

た）．スタッフが現地に待機し，来院してくる患者

に指示を出した」，また「電話の緊急回線，携帯電

話による連絡を行い，連絡のできない患者は，直接

職員が訪問して対応．また，職員の車で病院に集合

した後，タクシーに分乗して依頼施設に移送．一部

の人は職員が自宅から直接移送した」というもので

あった．

また，患者との連絡がとれず，市役所に連絡し協

力を要請したり，先にあげたような社会福祉協議会

の協力を得た例もあった．

⑦ 他施設からの患者を引き受けた施設の実施し

た透析内容

他施設からの患者を引き受けた施設の実施した透

析内容は以下の通りであった．

●従来施設から連絡があったため，元施設と同様

の透析を実施した．

●透析条件等は患者所持の災害手帳と記憶により

準備実施した．不明な点については標準的に行っ

た．

●受け入れ施設の標準的な血液透析を実施．

●透析方法等の情報を従来施設から電話および

FAXで受け取り実施．

●本人より透析条件を確認し，透析施行．

●透析内容は，通常の臨時透析と同様な扱いとし

た．

●受け入れ施設の事情により 3.5時間透析を実

施．

今回，被災施設との連絡がとりにくかったため，

透析条件などを確認するのに苦労し，多くの施設で

は事後確認した．

⑧ 透析実施回復後の状況

透析実施回復後は，ほとんどの患者が元施設に戻

り通常の透析を実施できるようになったが，被災し

た患者の中には，「被災者用に確保された住居に転

居され通院再開．家賃の無料期間終了とともに再転

居」，「後日1名当院へ転院」，というように，施設

を替えた人もあった．

また，今回の経験をもとに「当院でも緊急事態の

発生に備え，透析条件を記入した人工透析管理手帳

を通院透析されている患者に渡した」という施設も

あった．

4 今回の経験で得られた問題点

今回の調査の中で，集中豪雨で透析実施に関するこ

とで困ったこと，また，愛知県透析医会の災害対策の

システムについて今後望まれることについても回答・

意見を頂いたので以下に列記する．

1） 被害状況・患者受け入れ状況に関して

●受け入れ可能施設について，早めに把握できるシ

ステムが望まれる．

●患者個人からの依頼がほとんどで，どこか統一し

たところから，患者を振り分けるということが今

後必要．

●災害対策本部へ情報を集中させ，振り分けが必要．

●被災施設職員の対応が誠実迅速であり，良かった

と思うが，被害状況が不明であり，援助をしたく

ても連絡がないと動けないところが難しいと考え

る．

2） 患者個人情報
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●患者が自分の透析条件についてなにも知らない人

が多いのを実感した．簡単でいいから，なにか持

たせる（透析管理ノートなど）必要がある．

●透析条件，処方内容が不明な上，元施設が混乱し

ていて連絡が取れても十分な確認ができなかった．

災害手帳を持っていない，または持っていても内

容が古く役に立たないなど，活用ができなかった．

●HD 条件など不明な点が多く，充実した内容の

災害手帳の所持が必要と思われた．

●できれば，患者に自分の透析条件・内服薬・注射

薬がわかるものを携帯して頂けないだろうか．元

施設とコンタクトが取れない状況では手探りで

HDを行わなければならない．

●施設からの依頼ではなく，患者本人よりの依頼が

多く，透析条件等の情報提供が少なく困った．

●患者が良く自分のことを理解していたので助かっ

た．

3） 施設間・施設―患者間の連絡手段

●電話がかかりにくかった．

●避難所に行った患者に連絡が取れなかった（どこ

の避難所に行ったかわからない）．

●携帯電話にも災害時優先をしてほしい．

●水害に遭った施設に連絡がとれなかった．危機管

理体制が万全で無いことが証明されたと思う．コ

ンピューター以外で危機管理ができる体制を確立

することも必要と思われる．コンピューターは停

電の際に無力．無線設備，あるいはNTTとの専

用回線の確保．

4） 患者の輸送手段

●来院できなかった患者さんの緊急時の通院手段

（多くは救急車で来院できたが）．

●局所的な道路状況が不明のため，安全に通院でき

るかわからない．

●今回依頼施設のご厚情により1クール全員（ど

うしても行きたくない入院の人を除いて）を一度

に受け入れて頂いたため搬送等が助かった．

●災害時における患者の通院手段について対策がほ

しい．

5） その他，システム

●患者移送時に，高齢者，または家族であった場合，

保険証等書類の持参が不備なこともある．その場

合や，ダイアライザーなどの機材，受け入れ側に

発生する人件費，そのほか費用などを事務的にど

う処理すべきかなど，混乱する現場では戸惑うこ

ともあった．大まかなルール等が示されると，あ

る程度スムーズになるかと思う．

●実害はなかったが，「避難勧告地域」でHDを開

始するか否かという判断は，各施設ごとに任され

ていると思うが，今後このような場合，透析医会

として「避難勧告地域に該当する施設では外来透

析を見合わせることが望ましい」などの文言を，

マニュアルなどに盛り込むのはどうか．

●最初に連絡を受けてから，患者に対する情報が入っ

てこなかったため，準備ができなかった．元施設

ではぎりぎりまで透析ができないかと努力されて

いたようだが，引き受ける施設ではそういった判

断をできるだけ早く下して連絡がほしい．また，

患者がまとまって来ないため（各自で来院される

方もあった），案内に手間取った．

5 愛知県透析医会事務局の対応と課題

1） 事務局の対応

① 情報の収集と発信

●9/12，AM8：30．会長よりの指示で，会員各

施設にFAXによる被害状況調査を実施．事務局

および会長より，関連すると思われる施設へ電話

連絡．被害状況，自施設患者およびスタッフ状況，

他施設よりの患者受け入れ状況などの情報収集．

●個々の医療機関で，概ね適切な対応が行われてい

ることを確認．

●随時状況がわかり次第，情報を集約して（社）日

本透析医会へ報告．

●最も被害があったと予想されるD施設とはコン

タクト不能．この施設の状況は，D施設の患者受

け入れ施設からの受け入れ状況で推測．

●9/13PM．最も被害があったと予想されるD施

設と携帯電話により連絡．状況確認．D施設の患

者で透析実施未定患者確認．入院先へ連絡．依頼

先への連絡済を確認．

② 被害予備調査実施（9月末締め切り）

二次調査実施（12月末締め切り）．
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③ 被災施設への義援金募集（日本透析医会経由）

2） 今後検討されるべき課題

① 情報の集約と発信

●災害対策本部の設置と情報の収集，発信．

●当時，進行中であったHPを通じてのネットワー

クシステムの完成．しかし，あらゆる災害での対

応を考えると，電話回線での情報伝達だけでは問

題があると考える．

●患者への情報伝達が必要．

●テレビ･ラジオ・行政機関を通じての情報提供．

●実際に被害を受けた施設は，混乱して冷静な状況

報告は難しい．

● 支援先は冷静な状況報告を期待する．

② 災害手帳

●患者情報としては有用だが，定期的な書き換えが

必要．

③ 輸送手段

●救急車による搬送が何例かあった．

●受け入れ先の準備などを考えると，まとまった搬

送ができないか．

④ 危機管理マニュアル

●危機管理マニュアルの充実．

●回復時期の予想が難しい．判断を誤ると被害が大

きくなる．

●費用や実効などを考えると対策には限界がある．

限界を明確にして対処．

●支援依頼方法や，受け入れ方法についての約束．

6 考察とまとめ

平成12年9月，愛知県を襲った集中豪雨による透

析被害と対応について，二次にわたる調査の中間報告

をまとめてみた．

結果的には，実質，3施設で透析の実施が不可能と

なったが，2施設については受け入れ先施設を絞って

依頼ができ，1施設では大部分の患者が，それぞれの

判断で受け入れ先施設へでかけ，透析が可能となった．

この差は，施設被害の差と考え，施設の災害対策の差

とは思われない．また，施設は被害を受けなかったも

のの通院の手段がなく，自宅近隣の透析施設を受診し

た患者については，多くの場合本来の施設からの情報

提供が可能であったと推測している．

受け入れ先の施設からは，患者の個人情報がなかっ

たことが指摘されているが，施設の状況に応じて標準

的な透析が実施されており，災害時の透析に個人情報

は必須とはいえないと考える．最も被害の大きかった

D施設に近い公的病院では，深夜におよぶ透析が準備

され，3.5時間の透析となったケースもあった．災害

時の緊急透析としては妥当と考えるものの，さらに後

方の支援施設を事務局から紹介する必要があったと反

省している．

情報の収集システムについては，日本透析医会の呼

びかけに応えて準備中であった．災害後，平成12年

11月に会員施設に呼び掛け，（社）日本透析医会災害

情報システムと愛知県透析医会独自の情報収集システ

ムについての講習会を開催した．また，平成13年1

月にサーバー機を購入し，システムのハード部分が完

成する．しかし実用のためには，今後模擬訓練などを

経て，ソフト部分の充実が必要である．

これ以外にも，当会の災害対策は未熟な部分が多く，

今後会員の意見を取り入れながら，実効性のある災害

対策マニュアルを作成したい．

愛知県透析医会会員に呼び掛けた義援金については，

169万円の寄付を集めることができた（この中には兵

庫県透析医会からの寄付も含まれており，この場を借

りてお礼申し上げます）．この寄付については，実質

的な被災3施設に，透析が不可能であった日数比例

で，お見舞い金として配布されることが平成13年1

月の理事会で決定した．

最後に，今回の災害でも患者自身の冷静な判断と，

受け入れ施設の自主的かつ献身的な努力により，被災

患者に対して安全で適切な透析が供給できたことは，

今後の災害対策を考える上でも重要な点であることを

強調しておく．
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広島県福祉保健部は，県内の医療機関において，C型肝炎ウイルスによる院内感染が疑われる事案が

生じたことから，肝炎感染調査委員会を設置し，調査および指導に取り組み，平成13年1月に同委員

会でとりまとめられた『広島県C型肝炎感染調査報告書』を公表されました．以下にこの報告書を掲

載いたします．また，同報告書を本紙に掲載することについて，快諾していただいた福祉保健部医療対

策課に衷心より感謝の意を表します．

本報告書によりますと，「感染源および感染経路については，どちらも特定までに至らなかった」と

結論がくだされましたが，「7名の患者について院内でC型肝炎に感染したと考えられる蓋然性がある」

とした調査結果を透析医療の現場を担うわれわれ会員は厳粛に受けとめなければなりません．

調査の経緯としては，平成9年11月に本件が発生し，平成11年6月初頭に肝炎の院内感染があっ

た旨の「投書」から端を発し，所轄保健所による立ち入り調査が行われた，と述べられています．感染

源や感染経路の追求が不可能であったと推測されます．また，改善指導事項については，本会の「マニュ

アル」（「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」）を参考にされたと

思われます．肝炎感染調査委員会の委員長である吉澤浩司広島大学医学部教授は，厚生労働省の「肝炎

対策に関する有識者会議」の構成員でもあり，去る平成12年12月21日に開催された第2回有識者

会議の席上で，本会平澤会長の意見陳述を受け，「マニュアル」の遵守で改善可能であり，マニュアル

遵守の実施以降は院内感染の発生が防止されている，とマニュアルを高く評価しています．

本報告書の教示により，われわれ会員は，一層の院内感染防止への再認識および透析施設としての患

者への率直な対応，すなわち，情報開示に伴う透明性を提供し，モラルハザードに留意しなければなら

ないことを申し添えます．

なお，前述の「肝炎対策に関する有識者会議」については，本誌の108頁に第2回有識者会議にお

ける本会平澤会長の意見陳述関係記事を掲載いたしました．こちらもあわせてお読み下さい．
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三原市内の医療機関における透析患者の

C型肝炎ウイルス感染状況について

1 概 要

平成11年6月に，「三原市内の病院で平成9年11

月に人工透析患者7人が同時期にC型肝炎ウイルス

（HCV）に感染しており，院内感染が疑われる」旨の

投書が所轄保健所にあり，所轄保健所では当該病院に

対して立入調査等を行なったところ，平成9年11月

以後にもHCVに対する抗体反応（以下「抗体反応」

という．）の陽転例が認められた．広島県福祉保健部

では，「HCV感染の因果関係究明」と，「今後の肝炎

感染の予防及び再発防止に役立てること」を目的とし

て，感染症の専門家等からなる「肝炎感染調査委員会」

（以下「調査委員会」という．）を設置し，当該病院に

おけるHCVの感染状況についての調査分析を行うと

ともに，必要な指導等を行った．

血液検査，カルテ等の書類の調査，現地調査等の結

果，調査委員会の第1の目的である「HCV感染の因

果関係究明」については，感染源・感染経路の特定は

困難であったが，透析治療開始後の抗体反応の陽転例

の中には，血液検査の分析結果等から判断して，院内

で感染が生じた可能性を否定できない者がいた．

第2の目的である「今後の肝炎感染の予防及び再

発防止に役立てること」については，感染が生じ得る

ルートの遮断のために調査委員会が行った指導に基づ

いて，当該病院が対応措置（平成11年12月3日ま

でに実施）をとった以降においては，新たな抗体反応

陽転例は生じておらず，感染が生じ得るルートについ

ては遮断できたものと判断した．

2 院内のC型肝炎感染の調査結果

（1） 当該病院内におけるC型肝炎ウイルスの感染の

状況（総括）

平成11年10月末現在で当該病院で透析を受けて

いた全患者81名に対する第1回目の血液検査（平成

11年10月27目～11月9目に実施）の結果，抗体

反応が陽性であった者が 31名であり，そのうち

HCV RNAが検出された者（以下「HCVキャリア」

という．）は26名であった．

以降，ほぼ3ヶ月毎にさらに2回の血液検査を行

い，26名のうち2名からはHCV RNAが検出され

なくなった一方で，26名以外の2名からHCV RNA

が新たに検出されたため，HCVキャリアは一時的に

該当した者を含めて28名であった．

「5 調査委員会の指導事項」にある対応措置が講

じられて以降，新たなHCV抗体反応陽転例は生じて

いない．

（2） 抗体反応陽性者を中心とするカルテ調査の結果

第1回目の血液検査における抗体反応陽性者31名

について，調査委員会の指導の下で所轄保健所がカル

テ調査を実施し，患者別の陽転時期の絞り込みを行っ

た．

この結果，当該病院での透析を開始した以降に抗体

反応が陽転していると確認できた者は13名，陽転時

期が確認できない者（カルテの保存年限を経過したた

めカルテが現存しない平成5年以前の時期に陽転し

た者）14名，透析を開始する際に既に陽性であった

者4名であった．

陽転時期が確認できた13名は，その陽転時期から

次の5グループに分類できる．
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① 平成6年8月から平成6年12月までの間（2

名：患者A，B）

② 平成7年8月から平成7年12月までの間（1

名：患者C）

③ 平成9年4月から平成9年11月までの間（6

名：患者D，E，F，G，H，I）

④ 平成9年11月から平成10年10月までの間

（2名：患者J，K）

⑤ 平成10年10月から平成11年4月までの間

（2名：患者L，M）

上記13名に共通する観血的処置等は，当該病院に

おいて行われた透析以外には見出せなかった．

（3） 遺伝子型（genotype）及び塩基配列の分析結果

ア 遺伝子型（genotype）

HCVキャリア28名の遺伝子型（genotype）を見

ると，次の表のとおりであった．

イ 塩基配列

① 類似性

HCVキャリア（キャリア状態を脱した者も含む．）

28名に対する遺伝子型（genotype）の調査結果及び

塩基配列の分子進化学的手法による系統解析の結果，

塩基配列の類似性に基づきグループ分類すると

●Ⅱ/1b型（21名）のうち7名（患者E，F，G，H，

I，M，O（Oは陽転時期不明の患者））は極めて

相同性が高かった．

●次いでⅡ/2a型（5名）のうち2名（患者J，L）

は相同性が高かった．

●Ⅲ/2a型のうち3名（患者P，Q，R）は，塩基配

列の相同性が高いものの，陽転時期不明のため，

相互の関係を評価するには至らなかった．

●Ⅳ/2b型の2名は，塩基配列に相同性があるも

のの，一方は陽転時期不明，他方は透析開始時か

ら抗体反応陽性であり，相互の関係はないものと

考えられる．

なお，Ⅱ/1b型のうち4名（患者A，D，S，T（S，

Tは陽転時期不明））については，十分なHCV RNA

が得られず，塩基配列分析ができなかった．

② 陽転時期との関係

Ⅱ/1b型の7名（患者E～I，M，O）の陽転時期を

みると，陽転時期不明の者1名（患者O），平成9年

4月から平成9年11月までの間に陽転した患者グルー

プに属する者5名（患者E～I），平成10年10月か

ら平成11年4月までの間に陽転した患者グループに

属する者1名（患者M）であった．

次にⅢ/2a型の2名（患者J，L）の陽転時期をみ

ると，平成9年11月から平成10年10月までの間

に陽転した患者グループに属する者1名（患者J），

平成10年10月から平成11年4月までの間に陽転

した患者グループに属する者1名（患者L）であっ

た．

3 感染源・感染経路の調査

（1） 感染源についての検討

Ⅱ/1b型の7名（患者E～I，M，O）のグループは，

HCVの塩基配列の相同性が極めて高く，感染源を一

にする蓋然性があり，このグループには陽転時期不明

（平成5年以前に陽転）の患者1名（患者O）が含ま

れている．なお，Ⅱ/1b型の患者で陽転時期不明の者

には，塩基配列の分析不能（ND）が他に2名（患者

S，T）いる．

Ⅲ/2a型で相同性の高い2名（患者J，L）につい

ては，感染源を一にする可能性はあるが，調査委員会

の調査では，患者J，Lに先行する陽転例の中には，

この両名と塩基配列の相同性が高い例は見出せなかっ

た．

（2） 感染経路についての調査結果

ア 透析記録

透析記録によると，透析患者ごとの透析日時は特定

できるものの，本事案発生当時には，使用した透析ベッ

ドや担当した医療従事者の記入欄が設けられていなかっ

たため，具体的な器材等や担当した透析医療従事者の

特定ができず，感染経路を特定することはできなかっ

た．

透析記録から患者E～I，M，Oの接触の機会をみる

と次のとおりである．

患者E～Iは，火・木・土曜日午前（うち2名は木

曜日に実施していない時期あり．）を基本的な透析サ

イクルとしており，互いに接触する機会があった．
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患者Oについては月・水・金曜日の午前，患者M

については月・水・金曜日の夜間を基本的な透析サイ

クルとしており，このことから，患者O，患者E～I，

患者Mの3グループ間での直接的な接触の可能性は

少ない．

次に，患者Jと患者Lの接触の機会を見ると，患

者Jについては月・水・金曜日の午後，患者Lにつ

いては月・水・金曜日の夜間を基本的な透析サイクル

としており，時間的な接点はあるものの，直接的な接

触の機会があったか否かは特定することができない．

なお，患者相互が直接接する機会がないとしても，

医療用機械器具等が媒介した感染も考えられるので，

感染経路として全く否定されるものではない．

イ 医療従事者の血液検査

当該病院が平成11年7月19日～31日に実施した

当該病院の医療従事者232名に対する血液検査の結

果，HCV抗体反応が陽性である者は5名であったが，

いずれも現在まで透析業務に従事したことはなかった．

ウ 現地調査等

平成11年6月に4回（9日，10日，14日，23日）

実施した所轄保健所による立入検査の結果や，調査委

員会による現地調査（平成11年10月23日，同年

11月24日，平成12年5月22日の3回実施）の結

果をまとめると，次のとおりである．

① 透析医療機器・構造設備

透析医療機器や構造設備の面では，特段の構造上の

問題点はなく，また，穿刺針・点滴用生理食塩水ボト

ル・手袋等ディスポーザブル製品を使用すべきところ

はディスポーザブル製品を用いており，感染の原因と

考えられるような顕在化した不備・欠陥等はなかった．

ただ，①透析ベッドから針捨場までの動線距離が長

いこと，②水道カラン・廃棄物捨場の箱など手で操作

する形式の器材があること，③流水による十分な手洗

いのため，手洗い場の増設が必要であること，④透析

ベッド相互の間隔が狭いことなどについては，改善の

余地があり，調査委員会の指導助言を受けて，平成

11年12月3目までに病院側による改善がなされた．

② 透析の操作手順

現地調査の際に，一部に感染を媒介する可能性が考

えられる行為が見受けられ，調査委員会では改善を指

導助言した．（詳細は「5 調査委員会の指導事項」

参照）

③ 滅菌消毒及び廃棄物処理

再利用機器である無鈎短コッヘルの滅菌消毒法は，

流水洗浄，ハイター及びオートクレーブを用いたもの

であった．方法は概ね妥当であるが，消毒液の効果を

過信し流水洗浄が不十分となることのないよう，注意

を喚起した．

廃棄物については，感染性廃棄物，非感染性廃棄物

に区分され，それぞれ廃棄物の性状に応じた分類処理

を経て処分業者に引渡しており，特に指摘事項は認め

られなかった．
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透 析 室 処 置 室 院 内 処 分

感染性廃棄物

（鋭利な針等）→（びん）

（脱脂綿等）→（ダストボックス）

（ダイアライザー等）

非感染性廃棄物

（包装袋等）

（判創膏等）→（ダストボックス）

（ガラス瓶等）

（ダンボール箱）

（感染性運搬箱）

（非感染可燃物袋）

（非感染可燃物袋）

（感染性保管庫）

（医療系産廃置場）

（産廃・処分）
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（3） 感染源・感染経路についてのまとめ

ア 感染源

HCVの塩基配列の相同性が極めて高いⅡ/1b型の

7名（患者E～I，M，O）のグループについて，血液

検査及びカルテ調査の分析結果から，感染源は，最も

早い時期に陽転したと考えられる者（患者O）である

と推測することは可能である．

しかし，①同じ遺伝子型（genotype）のHCVキャ

リア内に，陽転時期不明かつ塩基配列分析不能の患者

が2名（患者S，T）あること，②透析記録のうえで

は，患者Oと他の患者との直接的な接触の機会が見

出せないこと，③陽転時期（平成9年11月）から調

査を開始するまでの間に，転院等により血液検査を行

えなかった患者があることから，患者Oを感染源と

特定するには至らない．

次に，Ⅲ/2a型の2名（患者J，L）については，

陽転時期から考えて，患者Jから患者Lへの感染が

あったと考えることについて，基本的な透析サイクル

の時間帯に接点がある（曜日が月・水・金曜日で共通

し，時間帯が午後の部と夜間の部である．）ことなど，

感染を肯定的に考え得る状況もあるが，①使用した透

析ベッド等が特定できないこと，②患者Lの陽転時

期（平成11年4月）から調査を開始するまでの間に

も，転院等により血液検査を行えなかった患者がある

こと，③直接的な接触機会を特定できないことから，

患者Lの感染源が患者Jであると特定するには至ら

ない．

また，調査委員会が行った血液調査の対象者の中に

は，患者J，Lの塩基配列と相同性の高い患者は，陽

転時期不明の患者を含めても他におらず，患者Jの感

染源と考えられる者は見出せなかった．

イ 感染経路

透析記録からは，透析患者ごとの透析日時は特定で

きるものの，具体的な器材等や担当した透析医療従事

者の特定ができず，感染経路，感染の伝播の過程を特

定することはできなかった．

現地調査において，透析現場の構造設備や操作手順

などについて，感染を生じさせる決定的な瑕疵は見当

たらなかった．

ウ まとめ

感染源及び感染経路については，どちらも特定まで

に至らなかった．

4 HCV感染と当該病院との関係に関するまとめ

調査委員会としては，当該病院におけるHCV感染

の因果関係について，調査委員会が行った血液検査，

カルテ等の書類の調査及び現地調査等の結果に基づき，

次のような結論を得た．

（1） Ⅱ/1b型の7名（患者E～I，M，O）

この7名については，塩基配列の相同性が極めて

高く，同一株のHCVに感染していることが考えられ

る．

このうち患者Oは，最も古い時期に陽転している

が，陽転時期は不明であり，院内で感染したものか否

かは判断できない．また，患者Oの基本的な透析サ

イクルが，他の6名と共通又は連続する時間帯では

ないなどの状況があり，他の6名の患者に対する感

染源であると特定するには至らない．

次に，患者E～Iについては，

① 塩基配列の相同性が極めて高いこと，

② 当該病院での透析治療開始後に抗体反応が陽転

していること，

③ 平成9年4月から同年11月までの比較的短い

期間に集中して陽転していること，

④ 共通する観血的処置等としては透析以外のもの

が見受けられないこと，

⑤ 基本的な透析サイクルの曜日及び時間帯が重なっ

ていること，

などを考え合わせると，院内でC型肝炎に感染し

たと考えられる蓋然性がある．

また，患者Mについては，

① 塩基期配列の相同性が極めて高いこと，

② 当該病院での透析治療開始後に抗体反応が陽転

していること，

③ 共通する観血的処置等としては透析以外のもの

が見受けられないこと，

から，院内でC型肝炎に感染した可能性がある．

（2） Ⅲ/2a型の2名（患者J，L）

患者J，Lについては，
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① 塩基配列の相同性が高いこと，

② 当該病院での透析治療開始後に抗体反応が陽転

していること，

③ 共通する観血的処置等としては透析以外のもの

が見受けられないこと，

から，感染源は特定できないものの，院内でC型

肝炎に感染した可能性は否定できない．

（3） 総合評価

感染源及び感染経路については，上記3（3）に記す

とおり，特定には至らなかった．しかし，上記4（1）

及び（2）の状況を総合的に評価すると，①患者E～I

については，感染源が特定できないとしても，院内で

C型肝炎に感染したと考えられる蓋然性がある．②患

者Mについては，院内でC型肝炎に感染した可能性

がある．③患者J，Lについには，院内でC型肝炎に

感染した可能性は否定できない．

5 調査委員会の指導事項

今回の事案について，調査委員会は，感染の因果関

係の究明と並んで，透析医療現場における肝炎感染の

予防・再発防止に役立てることも目的として取り組ん

できた．平成11年10月23日及び11月24目に実

施した調査委員会の現地調査における指導事項等を整

理すると，次のとおりである．

なお，調査委員会の改善指導に対する病院の改善

（平成11年12月）が行われてから6ヶ月を経過した

平成12年5月22日に再度現地調査を行い，改善状

況や指導事項の実施状況を確認したところ，概ね良好

に実践されていた．
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（1） 透析医療現場の構造設備等

指摘事項（問題事例） 指摘の意図及び指導内容 病院側対応

○プッシュ式消毒液が設けられていたが，

これを用いることで完全に消毒したつ

もりになり，手洗いが不十分になるお

それがある．

○ 手洗い場の水道カランが，手で回し

て開ける方式であった．

○ 廃棄箱の蓋が，手で開ける構造となっ

ていた．

○ 透析ベッドから針捨場までの動線距

離が長い．

○ 透析ベッド間の間隔が狭い．

○ 殺菌消毒剤と流水による手洗いの併用により，

十分なウイルスの排除を図る．

→ 流水による手洗い場も整備・活用すること．

○ カランを経由する汚染のおそれがある．

→ 水道のカランを足又は腕で開ける構造とするこ

と．

○ 蓋を経由する感染のおそれがある．

→ 廃棄箱の蓋は，足で開ける構造とするか，又は

蓋なしにすること．

○ 動線距離に比例して感染の媒介要因が増すおそ

れがある．

→ 従事者は注意が必要．

○ 隣の透析ベッドに無意識に接触するなど，感染

を媒介するおそれがある．

○ 水道蛇口を2ヵ所増設した．

○ カランをレバー式に変更した．

○ 廃棄箱に蓋は設けない．

○ 使用済の透析回路等を「火バ

サミ」で処理する．

○ 専用のワゴン車を 2台配置

した．

○ 物理的に可能な範囲で間隔を

広げた．

（2） 透析医療の操作手順等

指摘事項（問題事例） 指摘の意図及び指導内容 病院側対応

○ 針刺し後，開始作業を終える時に，

コッヘルを直接台の上に置いていた．

○ 手袋の着脱手技について，適当でな

い事例が見られた．

① 開始前の透析機器のセット時に，

手袋をはめずに透析機器を操作して

いる例があった．

② 穿刺・抜針を行う看護婦が，その

手袋をはめたまま透析機器を操作し

ている例があった．

③ 針を廃棄する際に，素手で針に触

れている例があった．

④ ディスポーザブル器具・器材を運

搬箱で廃棄物の捨場に持って行く際，

手袋をはずしている医療従事者がい

た．

○ 台を経由する感染のおそれがある．

→ 直接台上にコッヘル等を置かないこと．

○ 手袋の着脱のタイミングに留意が必要である．

①② 観血的処置を終えた手で透析機器に触れ，

その後，別の者が防御のない状態でその機器に

触れた場合に，透析機器を介する感染が起きる

おそれがある．

③④ 血液の付着した針や器具に触れるときは，

手袋をつけたままでいることが感染の機会を減

らすことになる．

→ 手袋の着脱のタイミングを全医療従事者に対し

て徹底すること．

○ 穿刺終了後の針及びコッヘル

等を，新たに設置したワゴン中

の専用箱に直接収納する．

○ 原則として患者ごとに手袋の

交換をする．



（3） 管理運営等

●人工透析施設における感染防止マニュアルを作成

し，それを医療従事者に徹底するため，定期的な

研修の継続が必要である．

●透析医療の状況を的確に把握できるよう，使用し

た透析ベッド及び担当した医療従事者についても

記録する必要がある．

6 指導事項の評価（まとめ）

所轄保健所による立入検査時の指導や，調査委員会

による現地調査時の指導に基づいて，病院側が実施し

た改善措置から半年以上経過した時点で行われた血液

検査において新たな抗体陽転者は現れておらず，潜伏

期間を勘案しても，院内での感染のおそれがある状況

は終息したものと考えられる．

上記5にまとめた指導事項は，医療施設設備の構

造面や透析医療方法の本質に関わる重大な欠陥・瑕疵

を指摘したというよりも，より感染の危険性を低くす

るためのものである．つまり，透析医療の現場におい

ては観血的処置の機会が多いので，感染に対する細心

の注意・防衛措置が必要であることを再確認するため

に必要なものであった．

当該病院に対しては，調査委員会の指導に基づき改

善された感染防御体制水準を今後も持続し，又はさら

に高めることを望みたい．また，県の医療行政に対し

ては，今回の指導内容に関する情報を他の透析医療機

関に対しても提供し，院内感染防止に対する細心の注

意・防御措置の必要性を啓発していくことを要請し，

併せて，今後の安全な透析医療の確保を図るための調

査委員会の提言としたい．
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指摘事項（問題事例） 指摘の意図及び指導内容 病院側対応

○ 経験豊かな看護婦等は観血的処置等

を手際よくやっており，感染防止上問

題ないが，医療従事者全体では技術に

バラツキがある可能性がある．

○ 再利用機器をハイターに浸して消毒

しているが，十分な流水洗浄がなされ

ているか不明．

○ 透析患者が利用するベッドが，人ご

とに固定化されていない．

○ 感染防御への理解度や，観血的処置の技術レベ

ルが低い医療従事者では，感染防止措置が不十分

なおそれがある．

→ 経験豊富な者の技術レベルに合わせて操作手煩

を標準化すること．

→ 人工透析施設における感染防止マニュアルを徹

底するため，定期的な研修を継続すること．

○ 流水洗浄が不十分なまま浸すと，表面が膜状に

なり，内部まで滅菌できない．

→ 滅菌を行うに先立って，流水洗浄を十分行うこ

と．

○ 1つのベッドを利用する患者数が増えるほど，

感染範囲が広がるおそれも大きくなる．

→ 透析患者ごとに利用ベッドを固定化すること．

○ スタッフ間での操作技術の標

準化のため，内部の教育を続け

る．

○ 人工透析施設における感染防

止マニュアルを作成し，活用す

る．

○ 流水洗浄を十分行う．

○ 徐々に実施していく．
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血液検査の状況について

1 検査内容

（1） 採血期間

第1回 平成11年10月27日（水）～11月9日（火）

第2回 平成12年3月21日（火）～3月30日（木）

第3回 平成12年6月28日（水）～7月4日（火）

（2） 対象者

第1回血液検査実施時点において，当該病院で透析治療を受けていた患者81名を母集団とし，その

後の転院，死亡等による異動者を除く．

（3） 検査項目

HCV抗体（PHA法）

HCV RNA（PCR法）

HCV遺伝子型（genotype）

2 検査結果の概要

（1） 調査対象者数等の状況

（単位：人）

区 分 調査対象者数
HCV

抗体陽性者 ウイルスが検
出された者

第1回血液検査結果 81 31 26

その後の転帰
転 院 △4 △2 △1

死 亡＊ △8 △3 △3

第2回血液検査 69 ― ―

血液検査結果 69 26 22

内 訳

抗体反応
新たに陽性 ― 0 ―

陽性→陰性 ― 0 ―

ウイルスの検出
新たに検出された者 ― ― ＋2

検出されなくなった者 ― ― △2

その後の転帰
転院その他 △2 △2 △1

死 亡＊ △2 △1 0

第3回血液検査 65 ― ―

血液検査結果 65 23 21

内 訳

抗体反応
新たに陽性 ― 0 ―

陽性→陰性 ― 0 ―

ウイルスの検出
新たに検出された者 ― ― 0

検出されなくなった者 ― ― 0

＊病院から報告された死亡者10人の死因は，いずれも原疾患によるものであり，肝炎ウイルス感染との関連は認

められなかった．
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分子系統樹分析結果
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用 語 解 説

Genotype：遺伝子型．C型肝炎ウイルス（HCV）遺伝子の塩基配列の類似性から6種類以上に分類されている．

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，…の区分と，その後用いられるようになった1a，1b，2a，2b，3a，…の区分があり，両者の

関係を明らかにするために併記すると，Ⅰ/1a，Ⅱ/1b，Ⅲ/2a，Ⅳ/2b，Ⅴ/3a，…となる．

HCV：C型肝炎ウイルス．HepatitisCVirusの略．HCVは，RNA型ウイルスで，フラビウイルス科に属す

る．ウイルス粒子は，直径が約55nmの球状粒子であり，直径約33nmの芯（コア，core）と，これを被

う外殻（エンベロープ）より成る．HCVは，肝臓で増殖し，血液中に流出する．HCVは，A型肝炎ウイ

ルス，B型肝炎ウイルスに比べ感染力が低く，主として血液を介して感染する．

PHA法：PassiveHemagglutination法の略．血球凝集反応であり，日赤血液センターで輸血用血液のスクリー

ニング検査に用いられている方法．この方法により，HCV抗体陽性と判定された者のうちの約70％にウ

イルスが検出される．

PCR法：PolymeraseChainReaction法の略．ポリメラーゼ連鎖反応．血清等からHCVの遺伝子（RNA）

を抽出し，これに逆転写酵素を用いてDNA（cDNA）とした後に，標的とするcDNAの一部を1億倍程度

にまで増幅して検出する方法．このため，ごく微量のHCVの存在を検出することができる．

Sequence検査：ウイルス遺伝子の塩基配列を決める検査．

観血的処置：出血を伴う処置．手術，静脈注射，点滴，輸血など医療機関で行われるもののほか，ピアス装置時

の穴あけ，刺青，鍼治療なども考えられる．

キャリア：長期間にわたってウイルスが体の中にいる状態の者．ウイルスの持続感染者．HCVに感染した場合，

急性肝炎を発症しないか，本人が気付かない場合も多い（不顕性感染）が，このような場合でもキャリア化

する場合が多いことが知られている．

抗体：体内に侵入した異物（ウイルス等．「抗原」という．）に対する生体の防御反応（免疫反応）として，生体

が作り出す，異物に反応する特殊なたんぱく質（免疫グロブリン）．異物（抗原）の種類に対応してこれと

特異的（1対1の対応）に反応する．

抗体反応陽性：本文中では，HCVに対応する抗体（HCV抗体）が，血液中に出現している状態という意味で

用いている．HCVの抗体反応が陽性であるとき，被検者は，現在体内にHCVが存する状態か，又は過去

にHCVに感染したが，現時点ではウイルスが体から排除された状態のいずれかである．（抗体反応が陽性

であることは，必ずしもウイルスが体の中にいる状態とは限らない．）

陽転：検査の結果が陰性（反応なし）から陽性（反応あり）に転じること．HCVの抗体反応が陽転することは，

HCVに感染したことを意味する．



肝炎感染調査委員会設置要綱

第1 目的

広島県内の同一医療機関において同時期に複数の

C型肝炎ウイルス（HCV）抗体陽性者の発生があ

り，また，その後も抗体陽性者の発生が認められる

ことから，C型肝炎ウイルス（HCV）感染の因果

関係の究明と，今後の肝炎感染の予防及び再発に役

立てるため，肝炎感染調査委員会（以下「委員会」

という）を設置し，感染原因等を調査する．

第2 調査事項等

委員会は，次の事項について調査・検討を行う．

1 感染原因の究明に関すること

2 医療機関における人工透析時の肝炎感染の予防

及び再発防止に関すること

3 その他調査に必要な事項

第3 委員

委員会の委員は別紙のとおりとする．

第4 委員長及び副委員長

1 委員会に委員長及び副委員長を置く．

2 委員長及び副委員長は，委員のうちから互選す

る．

3 委員長は，委員会を総括する．

4 委員長に事故等があるときは，副委員長がその

職務を代行する．

第5 招集等

1 委員会は，委員長が招集する．

2 委員長は，必要に応じて委員会に委員以外の者

の出席を求め，又はその他の方法によりその意見

を聴くことができる．

第6 設置期間

委員会の設置期間は，調査結果をまとめるまでとす

る．

第7 守秘義務

委員及び委員以外で委員会に出席した者は，委員

会で知り得た事項を他に漏らしてはならない．

第8 その他

1 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に

関し必要な事項は，委員長が別に定める．

2 委員会の庶務は，福祉保健部医療対策課におい

て処理する．
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主 な 経 過

年 月 日 経 過 の 概 要

H11.6.初頭

H11.6.9

H11.6.10

H11.6.14

H11.6.23

H11.7.15

H11.7.29

8～9月

H11.9.29

H11.10.13

H11.10.23

H11.10.27～11.9

H11.11.24

H11.12.3

H12.1.18

H12.2.14

H12.3.11

H12.3.21～30

H12.5.22

H12.6.20

H12.6.28～7.4

H13.1.26

三原市内の病院において，平成9年11月に肝炎の院内感染があった旨の投書あり．

三原保健所による当該病院への立入調査（カルテ等から事実関係を調査）

同上（病院内の態勢等について確認等）

同上（投書に記載された件以降のHCV抗体陽性者の状況について調査）

三原保健所による当該病院への立入調査（肝炎対策ガイドラインの遵守状況，清潔保持状況，廃棄

物処理の状況等を調査）

三原保健所から病院に対する改善指導（ガイドラインの遵守，定期的検査の実施等）

病院側からの改善報告書提出

（専門家等との協議，資料の分析，対応策の検討等）

肝炎感染調査委員会の設置を決定

第1回肝炎感染調査委員会開催（調査方法，今後の対応方法等を協議）

調査委員会による第1回現地調査（構造設備，作業手順等について改善指導）及び患者説明会

第1回血液検査の採血実施

調査委員会による第2回現地調査（構造設備，作業手順等について改善指導）

改善指導に対する病院側の対応が終了

病院側から改善報告書提出（H11.12.3までに改善を実施した旨）

第2回肝炎感染調査委員会開催（それまでの調査結果の検討等）

調査委員会から透析患者に対し今後の採血について協力依頼

第2回血液検査の採血実施

調査委員会による第3回現地調査（改善報告の実施状況を確認）

第3回肝炎感染調査委員会開催（それまでの調査結果の検討等）

第3回血液検査の採血実施

第4回肝炎感染調査委員会開催（調査結果等のとりまとめ）
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附則

この要綱は，平成11年9月29日から施行する．

附則

この要綱は，平成12年4月1日から施行する．

別 紙
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Acetate-freebiofiltration（AFB）は，1987年イ

タリアの Zucchelliらにより命名された血液透析濾

過法（HDF）の変法である．濾過と透析を同時に行

うが，透析液には緩衝薬をまったく含まず，無菌的な

等張性の炭酸水素ナトリウム溶液を補充液として後希

釈法で直接血液回路内に定量的に注入し，アルカリ化

を行う治療法である．患者個々の病態に応じて補充液

の投与量を調節することにより，より適切なアシドー

シスの是正を可能にする．さらに緩衝薬として酢酸を

まったく使用しない点より，酢酸の末梢血管拡張作用

などの循環動態におよぼす影響から解放され，血圧低

下頻度の減少，透析後の疲労感軽減など透析困難症を

有する患者に対する臨床効果が期待される．補充液の

至適用量の幅は時間当たり1.2～2.0lの範囲で，平均

的投与量はおよそ 1.6l/時間である．

はじめに

わが国は世界でも類をみない透析大国で，慢性透析

患者数は1999年12月末で19万7千人を超え，年

間約3万人が新規導入され，およそ2万人が死亡，

毎年ほぼ１万人ずつ増加している1）．一方腎移植療法

の伸び悩みにより，大多数の透析患者が生涯透析療法

を継続することをやむなく強いられている．また国民

皆保険制度や福祉制度にも恵まれ，1983年以降の透

析患者で5年生存率は60％，10年生存率も40％，

最長透析歴患者は33年，10年以上の透析患者は4

万3千人と世界的にもトップレベルを維持している．

しかし良好な生命予後とは裏腹に，長期透析に伴う合

併症は多岐にわたり，患者の高齢化も加速しており，

透析患者のQOLの向上は，21世紀に持ち越された

課題である．本稿では透析患者のQOL向上への期待

を込めて，acetate-freebiofiltration（AFB）につい

て概説する．

1 Biofiltrationはなぜ考案され，いかに発展したのか

1） Biofiltrationの起源

Biofiltrationの語源は，biocompatible（生体適合

性）とfiltration（濾過）を組み合わせた造語である．

Biofiltration（BF）はHDFの変法で，その歴史は

古く1984年，イタリアのZucchelliら2）により考案

された．当時，ヨーロッパでは炭酸水素ナトリウムを

緩衝薬に用いた，いわゆるbicarbonate（BC）透析

液が普及途上にあり，BFも当初は酢酸透析液が用い

られた．補充液の組成も現在とは異なり，Na:145,

HCO3:100,Cl:45mEq/lで，3l程度を後希釈法で

注入するというものであった．しかし翌年の1985年，

Beneら3）は ・simultaneousdialysisandfiltration

withbufferfreedialysate・を発表した．この方法

はまったく緩衝薬を含まないbufferfree透析液と，

等張性の炭酸水素ナトリウム液の補充液を組み合わせ

て，透析と濾過を同時に行うもので，現在のAFBの

原型となった．この方法は1987年にZucchelliらに

より， acetate-free biofiltration（AFBまたは

AFBF）と命名され4）現在に至っている．

2） 歴史的背景

1980年代の後半から1990年代にかけて，透析療

法は大きな変革期を迎えた．透析アミロイド症のアミ

ロイド構成蛋白がβ2-microgloburin（β2-MG）であ

ることが明らかにされ5），多くの高性能膜ダイアライ
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ザーが開発された時期であった．β2-MGを拡散でも

除去できる大孔径膜が登場したが，一方では従来の拡

散を主体として小分子量物質を中心に除去する治療法

から，濾過を加えたconvectivetransportによる溶

質除去を付加したHDFも注目されていた．高透過性

膜ダイアライザーは従来膜より透水性能も高く，濾過

量を増大させる治療法が容易に可能となったことも追

い風となった．

一方，このような溶質除去能の向上といった側面と

は別に，透析療法における生体適合性が注目され始め

た時代でもあった．1983年，Hendersonら6）によっ

てinterleukin（cytokine）仮説が提唱された．これ

は当初，透析中の血圧低下や体温上昇等の急性反応を

説明するのに魅力的な仮説として注目された．しかし

その後，透析によって繰り返される慢性的な炎症性

cytokineの誘導が，長期透析合併症の発症に関与す

ることが推測され，炎症性cytokineの産生を刺激す

る因子として，透析液中のエンドトキシン（ET）と

酢酸の存在が注目された．invitroでの研究では，酢

酸が単核球からのIL1産生を刺激し，酢酸とETの

両者の存在下でIL1の産生，放出が増強されるとの

報告もみられた7）．酢酸やETは補体系の活性化を介

して，活性酸素やライソゾーム酵素の放出などに関与

し，また補体系の活性化とは別に，それ自身が末梢血

中の単核球，マクロファージなどを直接刺激し，

IL1β,IL6,TNFαなどの産生・放出を増強し，

慢性炎症以外にも食欲減退，低栄養，蛋白異化亢進，

免疫能低下など生体に様々な影響をおよぼすと考えら

れている．そこで，1990年代にはこれらの生体非適

合因子を取り除く努力が払われるようになった．

その第1は，孔径が大型化した透析膜の使用によ

る逆拡散により，透析液中のETのフラグメントが血

液中に侵入することを回避するため，透析液汚染を極

力排除し透析液を清浄化することであった．

第2は，透析液中に緩衝薬として酢酸を用いない

ことである．

前者については，逆拡散を防止するためには，拡散

現象は濃度勾配により生じるので，透析液側と血液側

のET濃度勾配を0にすることが望ましく，言い換

えれば透析液をETフリーにすべきであるとの結論に

達する．しかしAFBが開発された時代には，現在の

ような透析液清浄化の技術は発展途上であったため，

ETフリー透析液の安定供給は容易ではなかった．そ

こでほかのoff-lineHDFと同様に，少なくとも逆濾

過によるET侵入だけは回避できるという点で，正濾

過を増大させる手段としてのAFBが有利であった．

さらに透析液作製の過程で生じる二次汚染を極力阻止

する上で，透析液のB剤部分を排斥したAFBシステ

ムは，透析液清浄化の面で現在でも有利な点と考えら

れる．

後者においては，炭酸水素ナトリウムを主体にした

BC透析液が次第に普及していたが，BC透析液にも

少量の酢酸（7.5―10.0mEq/l）を含んでおり，酢酸

を含まない透析液は市販薬としては存在せず，酢酸の

負荷がまったく生じない血液浄化療法の実施は，乳酸

を用いた血液濾過法（HF）以外は不可能であった．

そこで生体適合性を高める手段と，溶質除去を小分子

から中・大分子物質まで効率よく行うことを両立させ

る新しい血液浄化療法として，AFBが期待される背

景が存在した．

2 AFBの特徴と適応

AFBがほかのHDFと異なる特徴の第1は，患者

個々の病態に応じて補充液の投与量を調節することに

より，適切なアシドーシスの是正を可能にする点であ

る．すなわち炭酸水素ナトリウム溶液を直接血液回路

内に定量的に注入する方法であるため，生体への実質

的なbuffer供給量の調節が容易となり，アシドーシ

スの是正が確実である．したがって従来の治療法では

代謝性アシドーシスの是正が困難な症例には良い適応

である．

第2の特徴は酢酸がまったく負荷されない点であ

る．酢酸は周知のごとく透析液のpHを安定させる役

割を担っているほか，生体内に入って肝および筋肉内

で代謝をうけ，緩衝薬として作用する．従来市販され

ていた透析液に含まれている酢酸の濃度は 7.5―10

mEq/lで，透析中および透析後には，一時的に生理

的濃度以上となることが知られている（図 1）．酢酸

の生体におよぼす影響としては，古くから心拍数の増

加，心拍出量の減少，末梢血管拡張作用などが知られ

ているが，さらにCytokine，NO等の作用を介して，

循環動態などの面で透析中の臨床症状の発現に影響を

およぼす可能性がある．そこで，古典的概念の酢酸不

耐症は無論，透析困難症の患者に良い適応である．
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第3には，広義のHDFであるので，低分子量蛋白

の除去能の面ではほかのHDF同様にHDと比較して

有利である点である．

3 わが国における臨床試験のあゆみ

AFBはヨーロッパではすでに15年の歴史があり，

広く普及してその臨床的有用性，安全性の評価は不動

のものとなっている．しかしAFBは専用の透析液と

補充液を必要とするため，わが国でAFBを評価する

には，まず「新薬」としての臨床開発が必要であった．

そこでわれわれは 1992年より臨床試験に着手し，

2000年に待望のAFB専用の透析液と補充液が認可

され，清水製薬から商品名「バイフィルS」および

「バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液」として

発売されるに至った．また扶桑薬品も同様にAFB用

透析液と補充液の臨床試験を実施しており，やがて発

売されるものと思われる．本稿では，「バイフィルS」

および「バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液」

の臨床試験の成績の一部を中心に紹介する．

1） 透析液と補充液の組成

透析液であるバイフィルSの希釈調整後の各種電

解質濃度は，Na;139,K;2.0,Ca;3.3,Mg;1.0,Cl;

145.3mEq/lであり，これにグルコース1g/lを含有

している．バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液

の組成は，Na;166,HCO3;166mEq/lである．透

析液にも補充液にもまったく酢酸を含まないこと，透

析液のClイオン濃度が高いことが組成上の特徴であ

る．

2） 臨床成績

① 透析困難症に対する効果

従来透析困難症に有効とされた血液濾過法（HF）

とAFBとの比較を行った試験では，AFBは対照薬

にHFソリタを用いたHFに比し，臨床症状の出現頻

度が有意に低値であった8）．また観察期をBCHD，試

験期にAFBを行ったクロスオーバー試験では，有症

状透析の頻度は47％から29.4％に低下した9）．改善

が認められた主な臨床症状は，血圧低下，気分不良，

頭痛，悪心・嘔吐，心悸亢進，胸痛，腹痛，筋けいれ

ん，血管痛，疲労感，脱力感などで，特に血圧低下の

発現頻度の改善が顕著であった．さらに対照群として，

HFソリタを補充液に使用したHDF群を設定し，無

作為割り付けを行った8週間の群間比較試験の成績

でも，臨床症状の出現頻度は，AFB群が対照群に比

し有意に低値であった（図2）．これらの成績より，

置換液量が近似した off-lineHDFと比較しても，

AFBは透析困難症に対して臨床的有用性が示され

た10）．これはHDFにおいても透析液中には酢酸を含

有しており，これが逆拡散にて血液中に移行した際，

HDと同様に一部は瞬時に代謝されずに血中酢酸濃度

の上昇をもたらすことが関与した可能性が推測された

（図1）．

日常活動性の調査でも，AFB群で透析終了後およ

び帰宅時の疲労感の減少，労作意欲の向上などが認め

られた10）．

② 代謝性アシドーシスの是正効果

補充液の投与量を患者ごとに適切に設定することに

より，良好なアシドーシス是正効果が認められた．補

充液の時間あたりの至適投与量は，平均でおよそ1.6
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lであり，週初日の透析前の血中HCO3濃度は，いず

れの試験でもおよそ20mEq/lに達した．アシドーシ

スの是正効果をHDFとAFBについて比較した成績

では，2週間の観察期（HDF）の後，8週間の試験期

間にAFBを施行した群は，HDFを継続した群に比

し，9週目の透析前・後の血漿HCO3濃度はいずれも

有意に高値であった（図3）．

③ そのほかの成績

樋口ら11）は末梢血単核球からのCytokine産生を検

討し，長期AFB施行患者では，IL1βとIL1Raの

比が健常者により近づくことを報告している．これは

AFBの生体適合性の高さを示す成績である．また菊

池ら12）は血漿中の分岐鎖アミノ酸濃度を検討し，

AFB施行患者ではBC透析液でのHD患者と比較し

て健常者のレベルに近づくと報告しており，アシドー

シスの適切な是正および蛋白異化の改善が示唆される

成績である．

4 AFBの実際と注意点

AFBでの総濾過量は，補充液注入量と除水量の和

となり，この点はほかのHDFと同様であるが，補充

液注入量をアシドーシスの是正の達成度により調整し，

注入量から二次的に濾過量が決定される点が根本的に

異なる．補充液の投与量の設定が不適切な場合には，

アシドーシスの増悪や過剰なアルカリ化を生ずる可能

性もあり，また血液流量に対する補充液量の比にも注
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意が必要である．通常時間当たり1.2～から2.0l（平

均的投与量はおよそ 1.6l/時間）が注入されるが（図

4），定期的な血液ガス分析検査は必須である．特に

初めてAFBを開始する患者では，当初は週に1回程

度の頻度で血液ガス分析検査を行い，必要に応じて投

与量の調整を行う．

装置は原則として個人用透析液供給監視装置を用い

る．安全に実施するためには，補充液注入用ポンプが

内蔵され，除水制御機構と連動したHDF用装置が望

ましい（図5）．

またAFBの利点を最大に引き出すためには，適切

な水処理システムと徹底した透析液清浄化の努力も重

要である．

最も注意すべき点は，なんらかの理由で補充液の注

入が停止した場合，すみやかに治療を中止しなければ

ならないことである．透析液がbuffer-freeであるた

め，装置の故障などで補充液の注入継続が不能となり

透析モードに切り替える場合には，必ずbufferを含

む通常の透析液に作成し直す必要がある．

5 21世紀におけるAFBへの期待

長期透析による透析アミロイド症とこれに伴う骨関

節症などは，その病態の解明や，透析液清浄化技術の

普及，高性能・高生体適合性膜ダイアライザーとの組

み合わせなど，発症予防のための対策が講じられ，将

来的に新たな発症を阻止できる可能性が窺えるまでに

至っている13）．一方，長期透析患者にみられる栄養

障害（malnutrition），慢性炎症状態（inflammatio

n），動脈硬化症（atherosclerosis）の三大徴候は，

近年MIA症候群と呼ばれ注目されている14）．特に動

脈硬化症の進展阻止や尿毒症に伴う代謝障害，生体

防御反応の異常をいかに解決するかが，今後の透析

療法の最大の課題であると考えられる．

血液浄化療法は今後ますます多様化し，高性能膜

による HDや一般の off-lineHDF，HDと吸着療法

との併用など以外にも，on-lineHDFやHF，push

andpullHDF，さらに内部濾過促進型血液浄化療

法など，それぞれの治療法がその利点を活かして，

さらに進化していくものと思われる．こうしたなか

で AFBも，その解決手段の一つとなりうる可能性

に期待が寄せられる．
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図4 AFBにおける1時間あたりの至適補充液投与量

図5 個人用HDF装置を使用したAFBの実施例



おわりに

20世紀には腎不全治療の分野で透析療法が産声

を上げ，その後の絶えまない技術革新によりめざま

しい発展を遂げた．この透析技術発展の集大成とも

いえるAFB専用の透析液と補充液が，2000年に発

売されたことは記憶に新しい．透析療法における

20世紀の遺産を引継ぎ，21世紀に活かすべく，

AFBの今後のさらなる普及が期待される．
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在宅血液透析を行っている患者のQOL,ADLおよ

び生存率は良好であり，在宅血液透析は社会復帰に適

した治療法である．著者らは，1998年10月大阪府

下で始めて在宅血液透析を行い，現在28人の患者に

治療を施行している．その結果，在宅血液透析患者は

施設血液透析患者に比して貧血，栄養状態が良好であ

り，そのためエリスロポエチン使用頻度が少ないこと

が明らかになった．

今後，在宅血液透析の発展のため，わが国および世

界での現状を理解するとともに，将来への展望を考察

することが大切である．

はじめに

1998年4月から在宅血液透析（HHD）が保険適用

になったことは，社会復帰をめざす血液透析（HD）

患者にとって，さらに治療を行う医療機関にとっても

福音である． 近年， HHD患者は施設血液透析

（CHD）患者に比してQOL，ADLおよび生存率が優

れていること，そして合併症が少ないことが明らかに

なってきた1,2）ことから，時間的制約から通院不可能

な患者はもとより，社会復帰を望む患者に一層要望が

高まるものと考えられる．

そこで，HHDの現状について著者らの成績，自験

例を加えて分析を行うとともに，将来への課題に検討

を加えたい．

1 在宅血液透析の歴史と現状

HHDは末期腎不全の治療法として1960年代初期

にアメリカで始まり，1970年代から1980年代にか

けてその有益性と費用効果のため世界で急速に広まっ

たが，その後HD患者は増加したのに対してHHD患

者は減少傾向を示した1,5）．たとえば，アメリカでの

HHD患者は1972年39.2％，1976年23.7％，1992

年1.3％と減少し，英国スコットランドでは1987年

から1995年にかけて全HD患者は760人から1,180

人に増えたのに対して，HHD患者は160人から75

人に減少している．ヨーロッパでのHHD患者は，

1983年8,700人を最大にしてその後減少し，1999年

で全HD患者に対して3％位とみられている（図1）2）．

しかし，最近のアメリカの調査では，HHDに対す

る関心が高まり，HHD患者は少し増加しているとさ

れているが，全HD患者に対する比率は1997年度で

0.8％となっている（図2）3）．1997年度における世

界１6カ国の全HD患者に対するHHD患者比率では，

ニュージランドが18％と一番高値で，ついでオース

トラリア12％，フランス6％と続き，日本は0.1％と

報告されている（図3）4）．この減少傾向の理由として，

HHD患者および介助者の高齢化に伴い，テクニック

の難しさで協力を得にくいこと，自宅の近くで容易に

CHDを受けられることなどがあげられている1,2）．

わが国におけるHHDは,1969年名古屋を中心と

して離島，僻地または雪国に在住するHD患者の通院

問題および時間的制約の解決のために始められ，その

数は130人程度とされていた6）．しかし，名古屋，特

に新生会第一病院を中心として全国的に広がり，

1983年以後で延べ203人の患者が登録されるように

なった7）．保険適用後の1998年ではHHD患者は87

人であったが8），1999年には全慢性透析患者が

197,213人に増加しているのにかかわらず75人に減

少している（表1）9）．
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図1 ヨーロッパにおける治療法による患者数の推移（文献2より引用）

図2 アメリカにおける治療法による透析患者比率の推移（文献 3より引用）

図3 1997年における世界各国の在宅血液透析患者比率（文献4より引用）



1） 患者背景

わが国のHHD患者は全国に広く分布しているが9），

多くの患者を扱っているのは名古屋新生会第一病院の

67人（1998年）10）および著者らの大阪府堺市長寿ク

リニックの23人（1999年）11），2000年末で28人に

なっているが，ほかの施設では1～数人である．以下，

著者らの施設における成績を中心にして述べる．

性別は，HHD患者28人中男性23人，女性5人で

圧倒的に男性が多いのが特徴である．これは男性が家

族の支えとなり，社会復帰しているためである．年齢

では50歳代が一番多く（13人），ついで40歳代（6

人）となり，平均年齢は39.0歳であった．介助者は

妻（20人），夫（3人），母親（2人），姉（1人），

兄嫁（1人）および義妹（1人）であり，妻の占める

割合 （71.4％） が大であった． 同様の傾向は

Mackenzieら1），小川10）も報告しており，介助者とし

て女性が多いことが理解される．ブラッドアクセスは

自己穿刺の必要性から全員前腕内シャントであり，人

工血管が3人のみに使用されていた以外は自己血管

である．ダイアライザーとしては polysulfone膜の

使用頻度が一番高く，26人を占めており，poly-

methylmethacrylate膜が2人で，いずれもハイパー

フォーマンス膜を使用していた．HHD開始年齢は30

歳代（10人），40歳代（9人），20歳代（4人），50

歳代（3人），そして１0歳代と60歳代が各1人ずつ

であり，HHD開始平均年齢は37.6歳であった．

2） 生命予後

HHD患者の生命予後（生存率）はCHD患者に比

して有意に優れていることが，わが国を始め諸外国か

ら報告されている1,7,12～15）．渡邊ら7）はHHD患者の

3年から10年までの生存率が90％位であり，CHD

患者の約68％に比して有意差を認めている（図 4）．

3） 貧血および栄養状態

著者らは， HHD患者のエリスロポエチン

（rHuEPO）使用率は 35.0％ で CHD患者の 87.5％

に比して有意に低く，Ht,血清総蛋白およびアルブミ

ンは有意に高値であることを確認していたが，患者背

景を揃えた状態でも同じような結果が得られるかにつ

いて検討を行った16）．その結果，透析歴10年以上の

患者をHHDおよびCHDから10人ずつ選び，男女
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表1 都道府県別慢性透析患者数

昼 間 夜 間 家 庭
血 液 CAPD IPD 計 昼 間 夜 間 家 庭

血 液 CAPD IPD 計

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

新 潟

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

7,729

1,684

1,434

2,263

1,247

1,193

2,451

3,204

2,672

2,566

6,992

5,879

14,327

8,224

2,690

1,248

1,451

855

1,113

2,697

2,382

4,483

7,054

1,943

1,387

163

315

613

153

234

462

652

714

466

1,866

1,637

4,417

2,652

933

314

290

149

140

460

430

1,301

2,994

559

2

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

34

1

392

152

123

134

153

129

239

203

94

113

231

191

831

424

115

120

119

112

66

142

198

393

455

123

9

0

3

2

6

4

6

4

2

0

3

0

11

14

0

1

1

5

0

3

15

25

9

0

9,519

2,000

1,875

3,112

1,559

1,560

3,158

4,064

3,484

3,145

9,092

7,707

19,587

11,315

3,739

1,683

1,861

1,121

1,319

3,303

3,025

6,202

10,546

2,626

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿児島

沖 縄

1,263

2,743

11,332

6,506

1,730

1,704

703

791

2,365

3,696

1,832

1,281

1,474

1,816

1,099

6,757

994

2,140

3,126

2,091

1,918

2,805

1,931

437

1,055

2,927

1,614

178

218

157

124

512

529

381

280

199

415

253

2,083

211

417

771

394

451

536

643

0

0

27

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

66

132

506

288

67

41

131

145

296

318

141

198

139

168

89

341

21

104

122

91

51

82

87

8

5

2

7

1

0

7

6

13

1

0

14

0

0

2

3

0

0

0

2

0

4

0

1,774

3,935

14,794

8,416

1,976

1,963

998

1,066

3,186

4,545

2,354

1,773

1,812

2,399

1,443

9,184

1,226

2,661

4,019

2,578

2,420

3,428

2,661

全 国 149,978 38,086 75 8,876 198 197,213

（文献9より引用）



差，年齢，透析歴，原疾患およびrHuEPO使用率に

有意差を認めない患者背景で分析を行ったところ（表

2），HHD患者のHt，血清総蛋白，アルブミン，ト

ランスフェリン，透析時間およびダイアライザー性能

から算定したKt/VはCHD患者に比して有意に高値

であり，β2MGは有意に低値を示した（表 3）．さら

に，フェリチン，血清鉄，鉄飽和度，BUN，Cr，

Daugirdas法によるKt/V，nPCRおよびTACBUNに

は両群で有意差を認めなかった（表 4）．このことか

ら，HHD患者はCHD患者に比して貧血および栄養

状態が改善していることは明らかである．この理由と

して，nPCR，TACBUNに有意差がなかったことから

蛋白質摂取量に関係なく，β2MG低値および透析時

間の延長から未知の造血および蛋白質合成抑制因子の

除去が関係していると考えられる．また，HHD患者

でHtとトランスフェリンの間に有意な正の相関が認

められたことから（図 5），貧血の改善に栄養状態が
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図4 在宅血液透析患者の累積生存率（文献7より引用）

表3 臨床成績（1）

項 目
血液透析

有意差
施 設 在 宅

hematocrit （％）

totalprotein（g/dl）

albumin （g/dl）

transferrin（mg/dl）

β
2
―MG （mg/l）

HD時間 （時）

Kt/V（ダイアライザー

性能より算定）

31.5±4.7

6.6±0.3

3.6±0.4

210.5±60.8

39.0±6.8

4.3±0.4

1.4±0.2

37.2±5.5

7.2±0.6

4.4±0.3

299.3±43.7

19.1±3.5

4.8±0.1

1.9±0.3

P＜0.05

P＜0.02

P＜0.001

P＜0.005

P＜0.001

P＜0.002

P＜0.005

（文献16より引用） （mean±SD）

表4 臨床成績（2）

項 目
血液透析

有意差
施 設 在 宅

ferritin （ng/ml）

Fe （μg/dl）

transferrinsat. （％）

BUN （mg/dl）

Cr （mg/l）

Kt/V （Daugirdas法）

nPCR （g/kg/日）

TACBUN （mg/dl）

148.8±92.7

75.4±25.0

28.8±10.5

79.0±24.4

13.2±2.8

1.5±0.2

1.2±0.3

45.5±10.2

124.3±93.5

77.9±28.0

29.8±8.4

68.7±8.7

11.8±2.1

1.7±0.3

1.1±0.2

40.1±8.8

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS:notsignificant （mean±SD）
（文献16より引用）

表2 患者背景

項 目
HD患者

有意差
施 設 在 宅

例数（男/女）

年齢（歳）

透析歴（年）

原疾患

糸球体腎炎

多発性嚢胞腎

妊娠中毒症

rHuEPO使用率（％）

10（6/4）

54.3

17.9

8

1

1

60

10（8/2）

54.3

17.0

9

1

20

NS

NS

NS

NS

NS

NS:notsignificant
（文献16より引用）



大切であることを示している．実際，HHD患者で社

会復帰している人の栄養状態は良好であり17），これに

は共存症（comorbidity）が少ないことと透析時間が

長いことが関係していると報告されている14）．

2 在宅血液透析の将来

1） 患者支援並びに管理

現在，当クリニックでは，図 6に示すようなシス

テムで患者支援を行っている．すなわち，スタッフが

HHD患者と24時間携帯電話オンコール体制をとり，

直接相談および指導を行い，緊急時に対応している．

1999年1月始めから12月末までの1年間の電話件

数は全体として663件で，患者からの電話455件，

スタッフからの電話208件であった．このうち，ス

タッフの緊急出張を要した件数は7件で，その内訳

として自己穿刺失敗4件，透析装置および逆浸透装

置のトラブル3件であり，大部分が電話連絡で十分

対応できる件数であった．さらに，透析機器メーカー

とメインテナンス契約を結び，定期点検を行っている

ことが大きなトラブルを未然に防いでいることに役立っ

ている．

しかし，HHDを行うに際して一番の問題点は介助

者を必要とすることであり，このことがHHD普及に

対する最大の抑制因子になっている．生存率の向上に

より患者自身は勿論，介助者も高齢化してくるため今

後介助者が倒れたり，死亡することがあれば，患者は

即，HHDから離脱しなければならない．これを維持

するためには，アメリカで行われているヘルパー派遣

による介助支援の確立が必要である6）．これにより，

HDの準備から穿刺，終了までの全工程の支援，ある

いはHD開始時と終了時のみの支援とHHD中モニター

管理システムの確立により，家族内に介助者がいなく

てもHHDが可能となる．そのためには地域に密着し

た，できれば通院に1時間以内の場所に支援センター

をつくることが必要である．このようなヘルパーシス

テムの確立が不可能であるとすれば，HHDを希望す

る患者には介助者として家族以外のHHDに熟練した

看護婦（士）等を個人で雇ってでも大いに協力すべき

である．

今回，64歳の高齢主婦の強い要望からHHD導入

を行い成功したが，Mackenzieら1）もHHD開始年齢

として最高67歳をとりあげていることから，患者が

希望すれば一応年齢に関係なく行うべきである．

最近，連日在宅血液透析が注目されており，週 6

回，1回 2時間の連日短時間血液透析18）および週

6～7回，睡眠時8～10時間透析19）は，従来のHDに

比して患者の全身状態がより良好であることが報告さ

れている．これは透析時間および透析回数が関係して

いると思われるが，このような方法を実施するには頻

回穿刺による苦痛を解消するため，穿刺が容易な外シャ

ントと内シャントの長所を備えた半永久的なヘマサイ

ト法のようなブラッドアクセスの開発が望まれる．

さらに，HHDの啓蒙を推進するとともに，CHD

を経由せず，直接HHD導入を行うように患者教育を

すべきである．

2） 在宅血液透析専用機器の開発

現在のところ，HHD専用の機器はなく，CHD用
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図5 在宅血液透析患者でのHtとTransferrinの関係（文献16より引用）



で代用されている．そのため，患者が寝たままでも表

示が見やすく，操作できるような装置の高さで，しか

も簡便で安全性が高く，故障が少ない機器の開発が望

まれる．将来，これにHD中持続血液量監視装置お

よびHD中除水量設定装置の連動により自動的に血

圧低下を予知し，対応しうるシステムの併用を期待し

たい．

3） 医療費

1998年4月からHHDが保険適用となった．その

内訳は，慢性維持透析患者外来管理料2,900点，在

宅血液透析指導管理料3,800点（同2回目以降1,900

点加算），透析液供給装置使用料8,000点，在宅で月

13回HDを行うとして，ダイアライザー（Ⅱ型1.5

m2以上）使用で353×13＝4,589点となる．これに

投薬，注射等を加えても合計3万点位で，CHDに比

して低額である．施設が患者へ貸与のため機器を購入

した場合，透析液供給装置使用料月8,000点ではメ

インテナンス費用を含めて施設から持ち出しとなり，

導入教育訓練期間の指導料，訪問看護料，材料配達お

よび廃棄物処理等とともに点数加算が望まれる．

4） 医療廃棄物の処理

現在，透析に伴う廃棄物は，誤穿刺事故を起こす針

を除いて薬液消毒後家庭ゴミとして処理されているが，

今後医療廃棄物は感染性ゴミとする基本理念から

HHDを管理している施設へすべて返送され，処理さ

れることになると考えられる．

おわりに

HHDはCHDおよびCAPDに比してQOL,生存率，

社会復帰率，貧血および栄養状態が優れていることは

明らかである．また，HHD患者は非HD日は勿論，

HD日でも家族と接する時間が十分にあり，好きなと

き，好きなだけHDを受けられるのが特徴である．

今後，HHD患者が利用しやすい環境づくりと，医

療行政の充実により一層の発展を期待したい．
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1 はじめに

昨年秋に，主としてCAPDの臨床に携わる医師の

中で，CAPDの交換キットに関する機能別分類と価

格設定に関する問題がクローズアップされた．これは，

中央社会保険医療協議会（以下中医協）の要請を受け

て新規に組織された「保険医療材料に関する検討会」

によって検討された保険医療材料の機能別分類案につ

いて，検討会の事務局である厚生省（現厚生労働省）

保険局医療課がCAPD材料メーカーに対するヒアリ

ングを実施した際に，意見陳述したメーカーサイドが，

治療に携わる医師の意見を求めたことに端を発してい

ると聞き及んでいる．

最終的には，その操作方法の差については考慮せず，

機能的には検討会案の通り 1分類とされ，従来は

「都道府県における購入価による請求」であった

CAPD交換キットに，特定医療保険材料として1キッ

ト619円の公定償還価格が設定された．この決定は

平成12年12月25日の官報に告示され，平成13年

2月から適用されることとなったことは，ご存じの通

りである．

本稿では，診療報酬に占める保険医療材料について

考察するとともに，「保険医療材料に関する検討会」

が設置された背景や，検討結果について考察すること

とする．ただ，検討会での検討作業は非公開とされて

おり，具体的な検討内容については公開されていない

ため，原則的に情報が公開されている中医協の審議資

料を中心に述べる．

2 特定保険医療材料と材料価格

1） 背景

医療（診療）材料のうち，保険診療で使用される材

料を「保険医療材料」といい，このうち個別に償還価

格が設定されているものを「特定保険医療材料」とよ

ぶ．たとえば手術に用いる縫合糸などは保険医療材料

ではあるが，縫合糸には個別の償還価格はなく手術料

に包括されており，特定保険医療材料とはいわない．

また特定保険医療材料には，償還価格として具体的な

点数が設定されている材料と，都道府県購入価に基づ

く請求をするものとがある．

ところで，医療の進歩を振り返ってみると，かつて

新しい医療は，薬剤の開発に負うところが大であった．

しかし近年では，新規の薬剤開発もさることながら，

一方ではCTやMRIなどのような診断機器と，他方
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特定保険医療材料について

山�親雄

［保険医療材料］

増子記念病院

フィルム
20.8％

ダイアライザー
22.1％

人工関節
2.2％

PTCAカテーテル
3.2％

ペースメーカー
4.2％

その他（H8に価格設定）
14.8％

その他（H8以前に
価格設定） 13.9％

価格設定されて
いないもの

18.8％

図1 特定保険医療材料のシェア

（中医協資料 H10.11.18より）



ではダイアライザーなどを代表とする診療材料の進歩・

導入が急となっており，これらの診療材料が医療費に

占める比率も増加してきていた．実際，平成 10年

11月18日に開催された中医協総会の資料によれば，

昭和63年には国民医療費に占める特定保険医療材料

費比率は2.0％であったものが，平成7年には2.4％

へと上昇している．ちなみに，同資料では，当時の段

階で，特定保険医療材料は113品目/358区分/10数

万銘柄/約5,500億円とされ，358区分のうち294区

分/約9万銘柄/約4,500億円で保険給付の基準とな

る額が告示されていたことになる．図 1は同資料に

示されている特定保険医療材料の価格に占めるシェア

（平成7年社会医療診療行為別調査他から推計）で，

ダイアライザーは22.1％と最大のシェアを占めてい

る．

2） 特定保険医療材料と診療報酬改定

わが国の国民医療費は年々増大し，平成11年には

30兆円を超えたとされる．増大する要因は，人口増

や人口の高齢化による疾病構造の変化，医療供給体制

の整備，医療技術の進歩・高度化による診療内容の変

化などとされている．もちろん，国民医療費に直接影

響を与える要因は，診療報酬改定である．上記の自然

増ともいうべき医療費の増加は，公費や医療保険や患

者自己負担でまかなわれるほかに，すでに診療報酬あ

るいは償還価格として設定されていた「もの」の価格

を調整することによって捻出され，改定財源にあてら

れる．たとえば平成12年の診療報酬改定では，透析
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表1 特定保険医療材料の価格設定の経緯

昭和33年10月

昭和42年11月

昭和43年3月

昭和53年2月

昭和56年6月

平成2年4月

平成4年4月

平成5年9月

平成6年4月

平成8年4月

平成10年4月

フィルム償還価格を告示（機能別分類）

「特定治療材料」として「副木」等を都道府県における購入価格で償還

ダイアライザー（当時の呼称「透析用セロファン」）保険収載（購入価償還）

ペースメーカー保険収載（購入価償還）

人工腎臓の手技料にダイアライザー包括化

人工腎臓の手技料からダイアライザーを分離

ダイアライザー償還価格を告示（機能別分類）

自動縫合器等特定治療材料の一部を手技料に包括化

MOSSフォローアップ会合での日米合意を踏まえた交渉の結果ペースメーカーについて銘柄別

に償還価格を告示

眼内レンズ保険適用（当初から手技料に包括して評価）

中医協建議（以後本建議に従い価格設定）

購入価格で償還される治療材料は，医療機関側にコスト意識が生じにくいことから，市場価格

の形成に競争原理が働きにくいこと，同一の治療材料でも医療機関によって償還価格が異なる

こと等の問題を指摘

以下の告示上7品目について償還価格を告示（機能別分類）

人工関節（膝関節，股関節），人工心臓弁（機械弁・生体弁），ディスポーザブル人工肺，パル

ーンパンピング用バルーンカテーテル，経皮的冠動脈形成術用カテーテル

以下の告示上16品目について償還価格を告示（機能別分類）

血管造影用シースイントロデューサーセット・ダイレーター，脈管造影用カテーテル，血管造

影用ガイドワイヤー，経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー，膀胱留置用ディス

ポーザブルカテーテル，人工股関節・人工膝関節用オプション部品，固定用内副子，食道静脈

瘤硬化療法用セット，内視鏡的食道静脈瘤結紮セット，体外循環用カニューレ，経皮的冠動脈

形成術用カテーテル用ガイディングカテーテル

ダイアライザーのグルーピング見直し

特殊縫合糸，腰部固定帯を手技料に包括化

特定保険医療材料価格・R幅の引き下げ

ペースメーカー，PTCA等の施設基準を追加

特殊縫合糸包括価格の見直し

（中医協資料 H10.11.18より）



に関しては，ダイアライザーの償還価格が大幅に切り

下げられ，慢性維持透析患者外来医学管理料が100

点引き下げられ，技術料であるシャント手術料までも

が3,400点下げられた．もともとダイアライザーは，

先に示した通り特定保険医療材料の中に占めるシェア

が高く，診療報酬改定の度に，薬剤とともに切り下げ

られ，改定財源とされてきた経緯がある．ただ，問題

は単にシェアが大きかったことだけではなく，次項で

述べるR幅の大きさも問題とされてきた．

3） 特定保険医療材料の償還価格

表 1，図 2に，先に示した平成10年11月18日開

催の中医協総会資料のうち，特定保険医療材料の価格

設定の経緯と，価格評価方式の変遷を示した．表の中

で注目すべきキーワードは，「機能別」と「R幅」で

ある．ちなみに，表のうち，昭和53年の「手技料へ

のダイアライザー包括」や，昭和56年の「償還価格

設定」など，その後のダイアライザー価格の運命を左

右した経緯を記憶されている方は多いと思われる．こ

の時点でのダイアライザーの機能別分類とは膜面積に

よる分類であり，平成8年のダイアライザーのグルー

ピング（分類）見直しとは，β2 MG除去能などを考

慮したＩ，II型分類を意味している．またこの時点で

は，ダイアライザーのR幅は17.5％とされているが，

平成12年の診療報酬改定時にすべての特定保険医療

材料のR幅が3％分カットされ，現在のダイアライ

ザーに関するR幅は14.5％とされている．余談にな

るが，たとえばII型1.5m2以上のダイアライザーが

418点から353点へと下げられたことは，当然のこ

とながら3％分のR幅の引き下げだけによるもので
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S.33 S.56 S.61 H.4 H.6 H.8 H.10

フィルム

＊

告示価格

（機能別）

90BL方式 R幅方式 R10

ダイアライザー

S53―56は手技料

に包括して評価

購入価格

（S.42―）

告示価格

（機能別）

90BL方式 R幅方式 R17.5

ペースメーカー 購入価格

（S.43―）

告示価格

（銘柄別）

R幅方式 R7.5

昭和 61年以後に

収載した新材料

告示価格

（機能別）

90BL方式 R幅方式 R7.5

その他の材料

PTCAカテーテ

ル等

購入価格 告示価格

（機能別）

R幅方式 R7.5

固定用内副子等 購入価格 告示価格

（機能別）

R幅方式 ―

サーモダイリュー

ションカテーテル

等

購入価格

歯科材料

＊＊

S.42―

告示価格

（機能別）

90BL方式 R幅方式 R7.5

＊フィルムは当初銀相場を勘案

＊＊JIS規格の金属材料については，金等の相場を勘案

図2 特定保険医療材料価格評価方式の変遷

（中医協資料 H10.11.18より）



はなく，実勢価格が大幅に低下していたことによる影

響が大であった．

さて，この表の中で示されている平成5年9月の

中医協建議とは，保険医療材料の価格設定および改定

のルールを定めたもので，大きな原則は，①R幅の設

定とこれによる価格調整，②機能別分類による市場価

格競争原理の導入であり，問題点として都道府県購入

価で償還される材料には医療側に価格引き下げの意識

が働きにくいことが指摘された．

4） 保険医療材料に関する検討会について

この中医協総会に先立ち，平成10年10月23日の

中医協基本問題小委員会で医療材料についての検討が

行われ，たとえばペースメーカー（銘柄別価格設定）

や都道府県購入価格により償還されている保険医療材

料については，前者では価格競争が生じないことと内

外価格差が問題とされ，後者でも，医療機関の納入価

引き下げのための努力が不足することと，それでも医

療機関による格差が大きいことが改めて指摘された．

そこで，「医療上の効果に着目した機能別分類」設定

および見直しのために，表2に示す案が提示され，

①内外価格差が大きいとされるペースメーカー・PT

CAカテーテル・人工股関節等の3品目，②都道府県

購入価により償還されている材料の分類，という作業

手順が示され，「保険医療材料に関する検討会（仮称）」

の設置が提案された．さらに「保険医療材料に関する

検討会（仮称）」の進め方に関する提案（表3）が示

され，参考として「医療上の機能に着目した分類」の

考え方が提示された（表4）．なおこの時点での特定

保険医療材料としてのダイアライザーに関する評価は，

すでに機能分類が行われているが，機能の高低のみに

着目されて分類されていることと，価格競争が比較的

激しく，このため実勢価格のばらつきが大きいことが

問題とされている．そのため中医協における論点の概

要としては，医療上の必要性を考慮せず新規分類を増

やすことは，より高価格な分類に移行するだけで問題

であるとされ，今後の方向としては，機能分類を維持

しつつ，患者の状態に応じた材料の適正使用を図るべ
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表2 保険医療材料に関する今後の取り組みについて（案）

1.保険医療材料の価格評価方式の見直しについて

（1） 機能別分類の設定及び見直し

●保険医療材料の品目等に応じて，次のような医療上の効果

に着目した機能別分類の設定又は見直し等の作業を行う．

① 銘柄別に価格が設定されている保険医療材料（ペース

メーカー）について機能別分類とそれに基づく価格設定

を行う．

② 購入価格により償還されている保険医療材料（皮膚欠

損用一時的緊急被覆材等）について，機能別分類による

価格設定又は手技料への包括を行う．

③ 既に機能別分類により価格が設定されている保険医療

材料（PTCAカテーテル，人工股関節等）について，

必要に応じて機能別分類の見直しとそれに基づく価格設

定を行う．

④ 既に技術料に加算もしくは包括されている保険医療材

料（自動吻合器，眼内レンズ等）について，必要に応じ

機能別分類とそれに基づく価格設定を行う．

●平成12年度実施を目途に，以上の作業を進める．

●検討作業は次のような手順で行う．

1） ペースメーカー，PTCAカテーテル，人工股関節等

の3つの分野について，まず機能別分類及びその見直し

の検討を行う．

2） 購入価格により償還されている保険医療材料について

検討を行う．

3） 自動吻合器，眼内レンズ等その他の保険医療材料につ

いて，必要に応じて検討を行う．

●以上の各保険医療材料の具体的分類作業を行うため，「医

療材料に関する検討会」（仮称）を設置する．

（2） 既に価格設定がなされている保険医療材料の価格評価

方式の見直し

（以下略）

（中医協資料 H10.11.18より）

表3 保険医療材料に関する検討会（仮称）の進め方について（案）

1.目 的

保険医療材料について，医療上の効果に着目した機能別分

類について具体的検討作業を行う．

2.作業項目

保険医療材料の機能別分類について具体的検討を行う．当

面ペースメーカー，PTCAカテーテル，人工股関節等の3

分野について，機能別分類案についての検討を行う．

3.委員の構成

10名程度の保険医療材料に関し学識経験のある者から構

成する．

4. 部会の設置

必要に応じて，具体的な分類作業を行うため保険医療材料

の分野に対応した部会を設置する．

5. 当面のスケジュール

当面，平成11年2月中を目途に上記 3分野についての機

能別分類案を作成し，中央社会保険医療協議会に報告するも

のとする．また，その他の保険医療材料についても順次検討

を行う．

なお，作業の進捗状況等については，それまでの間におい

ても，適宜同協議会への報告を行うものとする．

6.その他

1） 業界ヒアリング

必要に応じて関係団体等からヒアリングを行う．

2） 非公開

当該検討作業は，その性格上，原則として非公開とする．

（中医協資料 H10.11.18より）



きであるとされている．

3 保険医療材料に関する検討会の経過

検討会の委員は循環器科専門医，整形外科医などの

医師委員と，中医協の保険者代表・診療側代表・公益

代表のほか，民間の有識者が加わり，事務は保険局医

療課が担当した．

平成11年2月に第1回の会合が持たれ，この後は，

検討会の下部組織である循環器科部会と整形外科部会

で，先に示された作業手順通り，PTCAカテーテル・

ペースメーカーと人工股・膝関節についてのグルーピ

ングが行われ，関連する医療機器業界のヒアリングを

経て，部会報告案がまとめられた．

第2回検討会では，部会からの分類案について議

論され，平成11年8月4日付けで，「ペースメーカー・

PTCAカテーテル・人工関節に関する機能別分類案

（中間報告）」が作成され，中医協に報告された．報告

については，中医協保険医療材料専門部会で議論され

たが，3品目の機能別分類案の中には，同一区分内の

市場実勢価格のばらつきが余りにも大きく，すべてに

同一の償還価格を設定すると医療材料の安定供給が阻

害される可能性もあるとされた．そこで，現行の保険

償還価格からみて最高額と最低額の価格比が2倍を

超える場合には，次回改定時までの経過措置として，

複数の保険償還価格が設定されることとなり，人工関

節について措置が講じられた．ちなみに保険償還価格

の設定は加重平均により算出され，当該保険医療材料

に係わる医療費総額には影響を与えない（財政中立）

とされている（以上，平成12年5月24日中医協総

会資料より）．実際，この分類に基づく新しい償還価

格は，平成12年10月から適用されたことはご存じ

の通りである．

第3回から第5回の検討会では，医科特定保険医

療材料497区分のうち，都道府県購入価による償還

とされているもの62区分についての機能別分類が実

施され，最終的に平成12年8月に報告書が作成され，

中医協へ報告された．これに基づき新たに償還価格が

設定され，平成13年2月から適用されることとなっ

たが，一部の特定保険医療材料については，実勢価格

調査が不十分であり，都道府県購入価による償還とし

て残った材料もある．

4 血液浄化に関連する特定保険医療材料について

今回，新たに機能別分類が実施された血液浄化関連

の特定保険医療材料は，人工血管を含めて11種類と

なっている．中には，今回の機能別分類に際して，名

称が変わったものもある．以下に，11種類の特定保

険医療材料の材料価格に関する告示と，算定に関する

留意事項（平成12.12.28 保発第245）について説

明（＊印の部分）を加える．

A.在宅医療に関するもの

〈001 腹膜透析液交換セット〉

●分類と償還価格

（1）交換キット 619円

（2）回路

① Yセット 1,080

② APDセット 5,960

③ IPDセット 1,070

●留意事項

ア．交換キットは，キャップまたはクラムシェル

の場合は1個を，ウエハーの場合は2枚を1

キットとし，1交換あたり1キットを限度とし

て算定する．

イ．自動腹膜装置を使用する場合には，APDセッ

ト 1個あたり4キット分を限度として算定す

る．
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表4 医療上の機能に着目した分類の考え方

〈分類の考え方〉

保険医療材料は処置，手術等の実施される手技に応じて大別

される．また，保険医療材料は，「臨床上，患者の病態から必

要とされる機能の有無」に着目して，通常選択され使い分けら

れていることから，保険医療材料を手技及び臨床上の必要性の

違いに基づき分類する．

分類にあたっては，当該保険医療材料の特性を考慮し，具体

的には次のような観点から分類することが考えられる．

1） 各手技ごとに使用される保険医療材料について，患者の

重症度，適応症などの臨床上の必要性の違いにより明らか

に使用実態が異なっている場合には，これに応じた分類を

設定する．

2） 臨床上，通常複数の材料を使用する場合については，そ

の使用実態に応じ，分類に配慮する．

（例）・同一材料を複数使用する場合

・異なる材料を通常セットで使用する場合

3） 価格が安価であり，使用頻度も高く，技術料と別に算定

することが煩雑な保険医療材料については，技術料にその

費用を平均的に包括して評価する．

（中医協資料 H10.11.18より）



ウ．バッグ再利用式（排液バッグ付き腹膜潅流液

又は回路を使用しない方法）により腹膜透析液

を交換した場合は，1交換あたり2キット分を

限度として算定する．

＊従来は自己連続携行式腹膜潅流液交換セットとよ

ばれていたが，名称が変更された．潅流液も透

析液となっている．

＊腹膜透析液交換セットは，在宅医療以外では算定

不可とされている．

B.在宅医療以外のもの

〈044 動静脈短絡回路〉

●分類 償還価格は保険医療機関における購入価に

よる

（1） カニューレ

（2） チップ

（3） コネクター

＊分類はされたが価格は購入価による．

＊従来は都道府県購入価であったが，今回から保険

医療機関購入価と変更された．

〈045 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル〉

●分類と償還価格

（1） シングルルーメン

① 一般用 15,400円

② 交換用 4,140円

（2） ダブルルーメン以上

① 一般型 26,100円

② 特殊型 28,900円

③ カフ型 65,000円

＊留意事項については，1本/週，手技料は人工腎

臓手技料に含まれ別に算定不可というもので，

変更はない．

〈046 循環式人工腎臓用吸着筒〉

●1分類 償還価格保険医療機関における購入価に

よる．

＊従来より留意事項については記載なし．

〈047 血漿交換用血漿分離器〉

●1分類 償還価格は 33,000円

〈048 血漿交換用血漿成分分離器〉

●1分類 償還価格は 28,200円

＊047/048とも，従来の名称から「ディスポーザ

ブル」が削除された．

＊留意事項の内容については，大きな変更はない．

〈051 吸着式血液浄化用浄化器（肝性昏睡用又は薬

物中毒用）〉

●1分類 償還価格は 65,300円

＊留意事項に，大きな変更はない．

〈053 腹膜透析用接続チューブ〉

●1分類 償還価格は 15,100円

＊従来より留意事項の記載はない．

〈054 腹膜透析用カテーテル〉

●分類 償還価格は保険医療機関における購入価に

よる

（1） 長期留置型

① ストレート型

② 逆U字型

（2） 緊急留置型

●留意事項

ガイドワイヤー及び穿刺針は別に算定できない．

＊従来は，連続携行式腹膜潅流用腹腔内留置カテー

テルと腹膜潅流用カテーテルの2区分であっ

たが，今回1区分として機能分類された．ま

た，名称も変更されている．

〈045 腹水濾過器，濃縮再静注用濃縮器（回路を含

む）〉

●1分類 償還価格は保険医療機関における購入価

による．

＊従来より留意事項については記載なし．

〈140 人工血管（シャント用に限る）〉

（1） 永久留置型

② 小血管用

ア． 標準型

1） 外部サポートあり 1cm当たり

4,480円

2） 外部サポートなし 〃 3,300円

イ．セルフシーリング 〃 4,810円

（2）緊急留置型

＊従来より，留意事項の記載なし．

＊通常のゴアテックスR◯はア－2），リング付きはア－

1），ソラテックR◯ はイに分類されると考えるが，

それぞれの分類はメーカーに確認を．

5 おわりに

平成12年12月に告示された，特定保険医療材料
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とその価格について述べてきた．今回は，内外価格差

が大きい3品目と，都道府県購入価で請求されてい

る特定保険医療材料について，医療効果に着目した機

能分類を実施し，適正な償還価格を設定することが主

目的であるとされている．しかし，たとえば銘柄別で

分類されていたペースメーカーでは，市場の競争原理

が働かないこと，また都道府県購入価により請求され

ていた材料については，原則的に価格引き下げの努力

が行われないことにより，材料価格が高値で留まって

いることを問題とし，一連の作業が行われたことは自

明の理である．

平成12年4月に提示された診療報酬体系のあり方

でも，「もの」と技術料の分離が問題となっており，

「もの」の差額は適正に，あわせて適正な技術料の評

価をとされている．薬価差益が潜在的な技術料といわ

れ，医療機関の収入が薬価差益に大きく依存していた

時代は去り，R幅方式による薬価の切り下げが繰り返

され，いまや，薬剤管理料などを考えると逆ざやとなっ

ている薬剤もあるとされている．特定保険医療材料に

ついても，今回の機能別分類に基づく償還価格の設定

により，市場の競争原理が働き，各医療機関で購入価

の引き下げが行われ，次回の調査では実勢価格が大幅

に低下し，これを基に新たな償還価格が設定され……

という道筋は，かつての薬剤やダイアライザーが辿っ

た道であることは，容易に想像される．

保険医療材料に関する検討会の中でも，医師側から

は，「材料の差額はいらない．これに見合った技術料

を」という話題があったと聞いている．透析について

も，まだまだダイアライザーにはほかの特定保険医療

材料に比べて大きなR幅が残っている上に，各施設

での購入価にはばらつきが大きいとされ，次回の診療

報酬改定では，改めて価格が引き下げられることは必

至であろう．どうすればこの差益を技術料として取り

込めるか，透析医会の鼎の軽重が問われている．

最後に，薬価差益や保険医療材料のR幅を調整す

ることで実施してきた診療報酬改定は，ここまでR

幅が縮小すると，これらからの改定財源の捻出が不可

能になりつつある．この点に関しても診療報酬体系の

抜本改定が不可欠になっていることを指摘して，本稿

を終える．
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1 実態調査の目的

次回の診療報酬改定を平成14年4月と推測してい

る．その際，本医会が日本医師会の理解を得るために，

また日医と厚生労働省保険局へ要望を打ち出す際に，

要望項目や具体的な点数を提示する作業が行われる．

現実的な要望を作成するには，透析医療費の実態が把

握されねばならない．医療制度構造改革が唱えられ，

まさに今後の数年間で改革が実現されようとしている．

透析医療費の実態調査は，経年的かつ定点調査が必須

である．こうした考えをもとに，48都道府県から平

均3施設の計144施設を目標にレセプト分析調査を

行った．

2 集計方法

支部設置県には支部長に依頼して原則的に3施設

の対象施設を指定して頂いた．その際，過去に協力し

て頂いた施設には定点観測として継続調査に協力して

頂き，第4回の調査では，39都道府県の128施設か

ら本調査に協力があった．平成12年6月分の有効レ

セプト枚数は4,748人分であった．

ここで分析対象となった要件は，慢性維持透析患者

外来医学管理料2,800点を請求し，月・水・金の昼

（準夜を含む）および夜間で，4時間以上5時間未満

の13回透析を行った群を対象とし，前回と同様に，

HDF施行者とリクセル使用者は調査対象から外した．

また，事務局では地域および施設で異なる請求慣習を

一本化する作業を行った．たとえば，透析食とEPO

の扱いは，それぞれ診療行為別の「80：その他」と

「30：注射」へ振り分けた．ダイアライザーの機能別

集計を昨年度に継続して分析し，新規の調査項目とし

て栄養指導，シャント手術，生体検査・検体検査を分

析した．

なお，調査に際しては，レセプトの施設名・患者名・

保険者番号は消去して頂き，生年月日と透析導入日の

記入をお願いして集計した．

3 集計結果

1） 病院・診療所の全施設集計結果

表の見方を兼ねて項目毎に詳細に述べる．

［年齢］ 4,748人の集計結果を表 1に示す．年齢の回

答があった4,738人の平均は57.79歳であった．標

準偏差は12.18歳である．中央値・最頻値はそれぞ

れ58歳と52歳である．

［透析歴］ 透析歴は，回答があった4,698人の平均

は8.97年であり，標準偏差は6.85年となる．中央値・

最頻値はそれぞれ7.07年と3.07年である．

［再診計］ レセプトの診療行為別12の再診について

は，同様に月平均は894.59点であった．今回の改定

で200床以上の病院と200床以下の病院および診療

所の再診料が異なるが，中央値・最頻値はそれぞれ

910点と967点である．

［13：指導］ レセプトで13に該当する指導の月平均

は，同様に2,920.62点であった．中央値・最頻値は

それぞれ2,810点と2,800点である．

［14：在宅］ 14に該当する在宅では，348人（全体

の7.33％）の月平均は1956.01点である．中央値・

最頻値はそれぞれ1,616点と1,120点である．

［内栄養指導］ 4,748人の内 1,029人（21.67％）に

栄養指導がされている．集団栄養指導等は表１のごと
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くである．

［20：投薬］ 20の投薬では，3,529人の月平均は

1,755.52点であった．院外処方は80で後述する．中

央値・最頻値はそれぞれ1,534点と1,370点である．

［25：処方］ 20の内，25の処方の月平均は241.73

点であった．中央値・最頻値はそれぞれ 210点と

168点である．

［30：注射］ 30の注射では，4,199人の月平均は

4,198.14点であった．中央値・最頻値はともに，

4,277点である．

［うちEPO］ 30の注射の中，うちEPOは3,780人

（79.61％）に投与され，その月平均は4,152.78点で

あった．中央値・最頻値はともに，4,277点である．

［40：処置］ 処置の月平均は34,154.83点であった．

中央値・最頻値はそれぞれ 32,286.5点と 32,019点

である．

［Ⅱ型（353）］ 処置の内，353点で請求されるⅡ型の

1.5ｍ2以上のダイアライザーを使用している人は

3,461人（72.89％）であった．

［Ⅱ型（343）］ 処置の内，343点で請求されるⅡ型の

1.5ｍ2未満のダイアライザーは1,202人（25.32％）

に使用されていた．

［Ⅰ型（301）］ 処置の内，301点で請求されるⅠ型の

1.5ｍ2以上のダイアライザーは38人（0.8％）に使

用されていた．

［Ⅰ型（297）］ 処置の内，297点で請求されるⅠ型の

1.5ｍ2未満のダイアライザーは48人（1.01％）に使

用されていた．

［特定積層型］ 処置の内，特定積層型は36人（0.76

％）に使用され13,910点であった．中央値・最頻値

はともに，13,260点である．

［ダイア計］ 4,748人のダイアライザーの月平均は

4,596.32点で，中央値・最頻値はともに4,589点で

ある．Ⅱ型，Ⅰ型および特定積層型の総和は 4,785

となりダイア計と合致しないため，再確認作業を行っ

ている．

［4－5時間］ 4時間以上5時間未満で2,110点の13

回分は中央値・最頻値はともに，27,430点となる．

［夜間］ 4,748人の内1,441人（30.35％）が夜間加

算の請求をし，その月平均は5,883.41点であった．

中央値・最頻値はともに，6,500点である．

［障害］ 4,748人の内986人（20.77％）が，著しく

人工腎臓が困難な障害者等に対して行った加算120

点（以下，障害者加算）を請求し，その月平均は

1,557.32点であった．中央値・最頻値はともに，

1,560点である．

［50：手術］ 50で請求する手術・麻酔・薬剤は，

947人（19.95％）に行われ，その月平均は 642.32

点であった．中央値・最頻値はともに156点である．

［うち輸血］ 輸血は4,748人中5人に行われ，月平

均は2,726.5点であった．中央値・最頻値はともに，

2,345点である．

［手術・麻酔］「50：手術」が請求されている947人

の内，63人が手術・麻酔の請求をし，月平均は

6,123.11点であった．中央値・最頻値はそれぞれ

1,270点と13,400点である．ペンレスを使用してい

るのは862人で平均138.79点であり，PTAが6人

に，シャント作成は9人にされていた．

［60：検査］ 包括以外の検査が 4,748人中 1,554人

（32.73％）に行われ，その月平均は575.12点であっ

た．内，生体検査は926人にされ，中央値・最頻値

はともに，550点である．検体検査は661人にされ，

中央値・最頻値はそれぞれ240点と380点である．

［70：画像］ 画像診断と使用薬剤では 3,768人

（79.36％）に月平均217.66点が請求されている．胸

部撮影が3,412人（71.86％）に行われた．

［80：その他］ その他では，4,553人（95.89％）に

月平均951.40点が請求されている．

［院外］ その他では，院外処方箋料が 1,314人

（27.67％）に月平均441.68点が請求され，中央値・

最頻値はそれぞれ405点と324点である．

［食事加算］ その他では， 透析食が 4,512人

（95.03％）に提供され，月平均は818.67点であった．

中央値・最頻値はともに，819点である．

［請求合計］ 4,748人の請求点の月平均は，

44,540.62点であった．中央値・最頻値はそれぞれ

43,962点と41,289点である．

［除夜間］ 請求合計から夜間加算を除くと月平均は，

42,755.03点であった．

［除障害］ 請求合計から障害者加算を除くと月平均は，

44,217.21点であった．

［除夜間障害］ 請求合計から夜間加算および障害者加

算を除くと，月平均は42,431.62点であった．

［除夜間手術］ 請求合計から夜間加算および「50：
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手術」を除くと，月平均は42,626.91点であった．

［除障害手術］ 請求合計から障害者加算および「50：

手術」を除くと，月平均は44,089.09点であった．

［除夜障手］ 請求合計から夜間加算，障害者加算およ

び「50：手術」を除くと，月平均は42,303.51点で

あった．

［除夜障手在］ 請求合計から夜間加算，障害者加算，

「50：手術」および「14： 在宅」を除くと，月平均

は42,160.14点であった．中央値・最頻値はそれぞれ

41,664.5点と41,206点である．

2） 病院と診療所別の集計結果

本調査では，病院で外来透析を行っている患者は

2,583人（表 2）で全体の54.40％であり，診療所で

外来透析を行っている患者は2,165人（表 3）で全体

の45.60％であった．請求合計の平均では，病院が

44,783.99点で，診療所は44,250.27点である（P＝

0.0002）．診療所を 100％ とすると病院は 101.21％

となる．項目別では，年齢および透析歴には病院・診

療所間に有意差はない．「13：指導」の平均は，病院

（N＝2,583）が 2,884.15点で，診療所（N＝2,165）

が2,964.12点で，診療所の請求が高い（P＝9.51E－50）．

「20：投薬」 の平均は， 病院 （N＝2,020） が

1,858.00点で，診療所（N＝1,509）が1,618.34点で

病院が高い（P＝4.87E－10）．「40：処置」では病院が

34,024.32点，診療所は34,310.53点で診療所が高い

（P＝0.0009）．「60：検査」では病院が635.19点，診

療所は484.40点で病院が高い（P＝6.15E－06）．「70：

画像」の平均は，病院が346.14点，診療所が72.32

点と病院が高い（P＝2.01E－34）．「80：その他」の平

均は，病院が945.80点，診療所が958.04点で有意

差がない．

病院と診療所を比較すると，投薬・検査・画像は病

院が高く，指導・処置は診療所が高い．請求合計点数

は病院が高い．

3） 200床以上の病院と200床以下の病院および

診療所間の集計結果とその比較

表 4は200床以上の病院と200床以下の病院お

よび診療所（表3）における3群のTTESTの結果を

示す．病院１は200床以下の病院を表し（以下病院

１：表2－2），病院2は200床以上の病院の群（以

下病院2：表2－3）である．施設間に透析患者の年

齢と透析歴には差がない．

［12：再診］

この診療行為では当然のことながら再診料に下記の

差がある．

病院1（200床以下）：772点（再診料59点×13

回＋継続管理加算5点）

病院2（200床以上）：910点（外来診療料70点×

13回）

診療所：967点（再診料74点×13回＋継続管理

加算5点）

［13：指導］

指導では病院1・病院2・診療所の間に有意差が認

められた．規模が大きくなるにつれて，指導の請求点

数が低くなる．

病院1の平均請求点数は2,897.94±159.13点（N＝

1,872），病院2の平均請求点数は2,847.85±103.44

点（N＝711），診療所の平均請求点数は2,964.12±

217.69点（N＝2,165）であった．病院1と病院2の

P値 は 9.53023E－15，病院 1と診療所の P値は

3.45612E－27，病院2と診療所のP値は1.16624E－41，

そして病院全体と診療所のP値は9.50831E－50であ

る．

［14：在宅］

在宅では病院群と診療所間に有意差はない．

［25：処方）

処方では病院群と診療所間の差はないが，ほかの間

での有意差があった．

病院1の平均請求点数は257.36±116.05点（N＝

1,337），病院2の平均請求点数は215.71±100.39点

（N＝665），診療所の平均請求点数は239.34±122.03

点（N＝1,507）であった．病院1と病院2のP値は

4.58683E－15，病院1と診療所のP値は5.91478E－05，

病院2と診療所のP値は1.24193E－15と有意差を示

すが，病院全体と診療所のP値は0.293233624と差

がない．

［20：投薬］

投薬では病院1と病院2の間で有意差がないが，

病院と診療所では有意差があり，投薬は病院で請求点

数が高い．．

病院 1の平均請求点数は 1,883.60±1,251.54点

（N＝1,355），病院 2の平均請求点数は 1,805.84±
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1,096.64点（N＝665），診療所の平均請求点数は

1,618.34±1,020.60点（N＝1,507）であった．

病院1と病院2のP値は0.172291874と有意差が

なく，病院1と診療所のP値 は5.00641E－10，病院

2と診療所のP値は0.000118128，病院全体と診療

所のP値は4.87476E－10と有意差を示す．

［30注射］

注射ではどの群にも有意差がないが，注射の内の

EPOを比較すると，病院1と診療所および病院全体

と診療所に有意差があった．

病院 1の平均請求点数は 4,254.41±2,238.47点

（N＝1,530），病院 2の平均請求点数は 4,240.28±

2,193.44点（N＝568），診療所の平均請求点数は

4,030.78±2,028.73点（N＝1,682）であった．

病院1と病院2のP値は0.897266853で差がなく，

病院1と診療所のP値は0.002998624と有意差があ

り，病院2と診療所とは差がない．病院全体と診療

所のP値は0.001715567と有意差がある．

［40処置］

処置では病院1と病院2間，および病院2と診療

所間に有意差がなかった．病院1と診療所間，およ

び病院全体と診療所間に有意差がある．

病院 1の平均請求点数は 4,254.41±2,238.47点

（N＝1,530），病院 2の平均請求点数は4,240.28±

2,193.44点（N＝568），診療所の平均請求点数は

4,030.78±2,028.73点（N＝1,682）であった．

病院1と病院2のP値は0.897266853，病院1と

診療所のP値は0.002998624，病院2と診療所のP

値は 0.037269605で，病院全体と診療所の P値は

0.001715567である．

［ダイアライザー］

ダイアライザーでは各施設群にほぼ有意差はない．

病院1と病院2のP値 ：0.531821095

病院1と診療所のP値 ：0.005220344

病院2と診療所のP値 ：0.209169928

病院全体と診療所のP値：0.006581386

［夜間加算］

夜間加算は各施設群で有意差がなかった．

［障害者加算］

障害者加算も各施設群で有意差がなかった．

［50：手術・麻酔］

本項目も各施設群で有意差がなかった．

［60：検査］

検査は病院2と診療所間にのみ有意差がなく，ほ

かの施設群に有意差が認められた．

病院1の平均請求点数は697.81±645.43点（N＝

596），病院 2の平均請求点数は 525.10±822.88点

（N＝39），診療所の平均請求点数は484.40±501.47

点（N＝619）であった．

病院1と病院2のP値は0.000401779，病院1と

診療所の P値は1.61558E－10，病院2と診療所のP

値は 0.342292393， 病院全体と診療所の P値は

6.15172E－06である．

［生体検査］

検査の内，生体検査をみると病院群が診療所より有

意に多い．病院1の最頻値は1,000点で，病院2と

診療所の最頻値は550点である．また，検体検査で

は各施設での有意差は認められない．

病院1の平均請求点数は794.15±621.79点（N＝

392），病院 2の平均請求点数は 811.77±902.85点

（N＝147），診療所の平均請求点数は581.90±521.28

点（N＝389）であった．

病院1と病院2のP値は0.797387071，病院1と

診療所の P値は3.01717E－07，病院2と診療所のP

値は 0.000274851， 病院全体と診療所の P値は

3.66824E－07を示した．

［70：画像］

70の画像では病院間での有意差がないが，病院と

診療所間に有意差がある．

病院1の平均請求点数は315.07±767.78点（N＝

1,460），病院2の平均請求点数は430.14±1,116.84

点（N＝ 540），診療所の平均請求点数は 72.32±

334.17点（N＝1,768）であった．

病院1と病院2のP値は0.009155071，病院1と

診療所の P値は1.92932E－32，病院2と診療所のP

値は 1.70955E－31， 病院全体と診療所の P値は

2.01173E－34を示した．

［80：その他］

80のその他では，食事加算では差がなく，院外処

方箋で施設間の差が認められた．院外処方と院内処方

は後述．

［請求合計］

請求合計は，病院1と診療所および病院群と診療

所間に有意差が認められた．
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病院1の平均請求合計点数は44,797.31±5,124.77

点 （N＝1,872）， 病院 2の平均請求合計点数は

44,748.90±5,278.54点（N＝711），診療所の平均請

求合計点数は 44,250.27±4,609.08点（N＝2,165）

であった．

病院1と病院2のP値は0.831585687，病院1と

診療所のP値は0.000360978，病院2と診療所のP

値は 0.015940118， 病院全体と診療所の P値は

0.00019937を示した．

また，病院1の請求合計点数の最頻値は46,282点

で中央値は44,347点である．病院2の請求合計点数

の最頻値は48,905点で中央値は43,947点である．

診療所の請求合計点数の最頻値は42,683点で中央値

は43,689点である．

［除夜障手］

請求合計から夜間・障害加算および手術を除いた点数

は，病院1,2間の差はないが，病院と診療所に有意

差が認められた．

病院 1の平均請求点数は 42,514.61±3,856.53点

（N＝1,872），病院 2の平均請求点数は 42,809.63±

4,422.48点（N＝711），診療所の平均請求点数は

41,954.76±3,709.07点（N＝2,165）であった．

病院1と病院2のP値は0.095870505，病院1と

診療所の P値は2.75299E－06，病院2と診療所のP

値は 4.13431E－07， 病院全体と診療所の P値は

1.5385E－08を示した．

また，病院1の請求点数の最頻値は41,780点で中

央値は41,986点である．病院2の請求点数の最頻値

は40,946点で中央値は41,979点である． 診療所の

請求点数の最頻値は41,206点で中央値は41,527点

である．

4） 男女別集計結果

4,748人の内，4,738人（99.79％）に性別の記載

があった．男性が 2,993人（表 5－1）で女性が

1,745人（表 5－2）である．年齢の平均は男性が

57.34歳で女性が58.56歳である．透析歴の平均は男

性が8.67年で女性が9.48年である．

表 5－3のごとく，処置（P＝4.3303E－102）と夜間

加算 （P＝1.89291E－10） が男性で高く， 投薬

（P＝0.0040）は男性が高いが処方（P＝0.0036）で

は女性が高い．夜間・障害・手術を除く平均合計では，

男性 42,203.35点で， 女性の 42,485.01点 （P＝

0.0164）と有意差はない．

また，ダイアライザーをみると，Ⅱ型の1.5m2以

上の使用が女性に少ない．

5） 診療所と病院の男女別集計結果

診療所と病院群の男女別で，傾向は同様である．

しかし，200床未満の病院1では，Ⅱ型の1.5m2以

上の使用および投薬，処方に有意差がなく，夜間加算

（P＝0.0021）に有意差がある．一方，200床以上の

病院2では投薬，処方，夜間加算に有意差がなく，

Ⅱ型の 1.5m2以上の使用（P＝1.1508E－05）に有意

差がある．処置では，すべての施設群で有意差を認め

ている． （以下，次号に続く）
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表1 病院・診療所別集計結果表 －病院・診療所計－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

4,738

57.78788518

12.17932842

0.176939915

58

52

4,698

8.968209877

6.85226354

0.099971809

7.07

3.07

4,748

894.5895114

103.890082

1.507713189

910

967

4,748

2920.618155

187.2004863

2.716762146

2810

2800

1,029

130

0

0

130

130

37

80

0

0

80

80

392

448.2780612

19.632994

0.991615942

450

450

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

209

291.1866029

20.18921581

1.396517259

294

294

78

174

0

0

174

174

1,815

102.3746556

165.7381226

3.890309021

20

10

348

1956.008621

2678.159739

143.5644313

1616

1120

3,509

241.7264178

116.8498381

1.972588199

210

168

3,529

1755.519977

1134.699774

19.10095754

1534

1370

4,199

4198.14051

2956.098739

45.61902499

4277

4277

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

3,780

4152.776455

2142.891313

34.8541298

4277

4277

4,748

34154.82877

2952.295314

42.84542371

32286.5

32019

3,461

4563.886738

301.4944135

5.124818272

4589

4589

1,202

4402.21381

422.2452398

12.17902518

4459

4459

38

3619.921053

793.2497777

128.6821062

3913

3913

48

3675.375

626.6719467

90.45230427

3861

3861

36

11730

3365.337597

560.8895995

13260

13260

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

4,748

4596.320135

729.7307209

10.59027591

4589

4589

4,748

27424.74516

172.9865006

2.510480534

27430

27430

1,441

5883.414296

1556.106609

40.99277859

6500

6500

986

1557.322515

46.12201254

1.468824108

1560

1560

947

642.3220697

3304.587396

107.3846615

156

156

63

6123.111111

8694.555737

1095.411059

1270

13400

5

2726.6

1335.428882

597.221952

2345

2345

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

862

138.7865429

42.58557994

1.450470609

156

156

6

19758.16667

11266.27396

4599.437085

22368.5

＃N/A

9

15207.33333

6738.620389

2246.206796

13471

13400

37

1076.972973

2658.670308

437.0827062

286

286

1,554

575.1248391

645.4843132

16.37420356

380

25

928

707.9676724

645.530827

21.19058755

550

550

661

296.4493192

292.7843543

11.38799153

240

380

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

3,768

217.6587049

692.2684462

11.2776624

17

17

3,412

24.83294256

55.29426829

0.946619844

17

17

818

779.5195599

948.2461761

33.15465005

356

103

4,553

951.3962223

315.6855719

4.678492183

819

819

1,314

441.6834094

215.9125876

5.956350963

405

324

4,512

818.6788564

11.29048211

0.168084606

819

819

4,748

44540.62216

4926.874075

71.50165714

43962

41289

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

4,748

42755.02822

4381.142763

63.58168749

42058.5

41206

4,748

44217.21862

4840.743717

70.25168338

43633.5

45906

4,748

42431.62468

4240.969212

61.54740753

41797.5

41206

4,748

42626.90922

4035.404766

58.56413693

42021

41206

4,748

44089.09962

4546.509618

65.98158731

43568

45906

4,748

42303.50569

3894.890558

56.52491317

41754.5

41206

4,748

42160.14195

3755.871599

54.50738932

41664.5

41206
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表2－1 病院・診療所別集計結果表 －病院1・2計－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,573

57.92110377

12.38893087

0.244238395

58

52

2,571

9.009280436

6.914626075

0.13636963

7.08

3.07

2,583

829.0061943

94.79388522

1.865168707

772

772

2,583

2884.152149

147.6216105

2.904609383

2800

2800

342

130

0

0

130

130

9

80

0

0

80

80

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

209

291.1866029

20.18921581

1.396517259

294

294

78

174

0

0

174

174

947

103.2259768

168.3014185

5.469061247

20

10

210

1890.014286

2595.595011

179.1130723

1525

1120

2,002

243.5254745

112.7897506

2.520795412

226

168

2,020

1857.99802

1203.035557

26.76718982

1624

1073

2,331

4261.946804

3052.982824

63.2343741

4277

4277

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,098

4250.584843

2225.854373

48.59527064

4277

7852

2,583

34024.32365

2869.265204

56.45578995

32109

32019

1,770

4555.972316

331.0918212

7.869766005

4589

4589

769

4397.447334

445.7823824

16.07532385

4459

4459

27

3712.333333

578.3828915

111.3098394

3913

3913

28

3542.785714

799.9157991

151.1698767

3861

3861

12

13260

0

0

13260

13260

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,583

4569.980256

631.7182598

12.42971661

4589

4589

2,583

27424.42509

207.2812102

4.078474323

27430

27430

744

5803.091398

1641.242877

60.17088326

6500

6500

561

1557.005348

45.82125567

1.934574931

1560

1560

630

731.7936508

3604.959188

143.6250119

156

156

46

6801.195652

9431.673043

1390.624323

1600

13400

4

2625.25

1519.65399

759.8269951

2345

2345

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

559

139.6010733

43.97364067

1.859886831

156

156

3

23299

7287.212293

4207.273979

26245

＃N/A

7

15706.85714

7696.37435

2908.956075

13471

13471

36

832.7222222

2236.080584

372.6800973

286

286

935

635.1903743

719.2505469

23.52200811

380

25

539

798.9536178

708.6991274

30.5258324

550

1000

448

299.0736607

328.9759195

15.54265126

240

380

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,000

346.142

877.030613

19.61100069

17

17

1,667

31.24595081

66.78771246

1.635794595

17

17

707

777.0240453

968.8488501

36.43731115

362

103

2,471

945.7992715

371.6514433

7.476519167

819

819

632

456

232.9850597

9.267648067

405

324

2,437

818.6639311

14.03686443

0.284342869

819

819

2,583

44783.98606

5166.567925

101.6576206

44276

40750

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,583

43112.48006

4630.696362

91.11378785

42298

41780

2,583

44445.82114

5077.316995

99.90151533

43780

42284

2,583

42774.31514

4491.026045

88.36562849

42046

41780

2,583

42933.98219

4164.425465

81.93942091

42247

42565

2,583

44267.32327

4671.730734

91.92118199

43716

45177

2,583

42595.81727

4021.546826

79.12813445

41980

41780

2,583

42442.15757

3873.807574

76.22121036

41862

40344
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表2－2 病院・診療所別集計結果表 －病院1－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,862

57.91621912

12.39921064

0.287345367

58

52

1,860

8.916053763

6.945758921

0.161050929

7.07

2.07

1,872

793.3883547

76.87437838

1.776759699

772

772

1,872

2897.940705

159.1280161

3.677847573

2810

2800

214

130

0

0

130

130

3

80

0

0

80

80

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

209

291.1866029

20.18921581

1.396517259

294

294

78

174

0

0

174

174

677

119.4313146

179.2261639

6.888221042

20

10

162

1892.450617

2818.934901

221.4764427

1524.5

1120

1,337

257.3582648

116.052175

3.173858646

252

168

1,355

1883.595572

1251.541695

33.99974618

1641

1073

1,695

4243.851327

2931.976964

71.21569264

4277

4277

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,530

4254.40915

2238.466769

57.22752134

4277

4277

1,872

34110.40278

2881.354726

66.59533467

32313.5

32019

1,267

4572.950276

238.7474521

6.707341798

4589

4589

595

4430.752941

325.5093462

13.34458216

4459

4459

6

3913

0

0

3913

3913

4

3192.75

1336.5

668.25

3861

3861

6

13260

0

0

13260

13260

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,872

4565.189637

535.3470588

12.37321327

4589

4589

1,872

27431.75214

132.5365192

3.063251383

27430

27430

562

5857.651246

1588.79325

67.01919829

6500

6500

408

1556.176471

53.39655765

2.643523518

1560

1560

461

751.1930586

3749.872811

174.6489885

156

156

34

6638.411765

9338.767017

1601.58533

1972.5

13400

4

2625.25

1519.65399

759.8269951

2345

2345

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

398

134.6331658

43.72631974

2.19180236

156

156

3

23299

7287.212293

4207.273979

26245

＃N/A

5

16601.2

9238.610675

4131.632297

15758

＃N/A

31

802.8387097

2399.55114

430.9721072

286

286

596

697.8104027

645.4251437

26.437644

498.5

1000

392

794.1479592

621.7913923

31.40520786

650

1000

306

294.1470588

236.3272834

13.50993158

265

380

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,460

315.0732877

767.7845929

20.09384117

17

17

1,191

31.91687657

75.39805166

2.18476255

17

17

511

732.7514677

908.2086866

40.17678689

349

103

1,806

991.2375415

410.6682974

9.663452242

819

819

573

471.5270506

213.1782259

8.905648148

405

324

1,793

818.5783603

16.29734244

0.384881154

819

819

1,872

44797.31357

5124.767049

118.4462203

44347

46282

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,872

43038.76656

4582.398341

105.9107191

42256

41780

1,872

44458.1469

5021.704973

116.0641972

43929

41416

1,872

42699.59989

4430.371705

102.3970023

42020

41780

1,872

42853.77724

4014.009002

92.77381588

42216.5

42565

1,872

44273.15759

4518.107893

104.4248056

43817.5

45177

1,872

42514.61058

3856.52647

89.13399957

41986

41780

1,872

42350.84081

3687.376905

85.22452886

41814

41780

日本透析医会雑誌 Vol.16 No.1 200192



表2－3 病院・診療所別集計結果表 －病院2－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

711

57.93389592

12.37067711

0.463936638

58

52

711

9.253164557

6.831341565

0.256195325

7.11

4.03

711

922.7848101

70.37961529

2.639441788

910

910

711

2847.848101

103.4432388

3.879424547

2800

2800

128

130

0

0

130

130

6

80

0

0

80

80

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

270

62.59259259

128.7303626

7.834280384

10

10

48

1881.791667

1654.671504

238.8312595

1613

1433

665

215.7142857

100.3923306

3.893047601

210

210

665

1805.840602

1096.643247

42.52600109

1592

1768

636

4310.172956

3356.215101

133.0825854

4277

7852

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

568

4240.283451

2193.440891

92.03473533

4277

7852

711

33797.68495

2826.676236

106.0086411

32021

32019

503

4513.206759

489.8844658

21.84286873

4589

4589

174

4283.557471

708.1826979

53.68719178

4459

4459

21

3655

647.5748605

141.3124198

3913

3913

24

3601.125

702.3526497

143.3671343

3861

3861

6

13260

0

0

13260

13260

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

711

4582.59353

834.144068

31.28284662

4589

4589

711

27405.13361

330.8247532

12.40689757

27430

27430

182

5634.615385

1787.698794

132.513051

6500

6500

153

1559.215686

9.701425001

0.784313725

1560

1560

169

678.8757396

3186.052839

245.0809876

156

156

12

7262.416667

10097.5789

2914.919949

1145

1100

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

161

151.8819876

42.26617721

3.331041409

156

156

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

2

13471

0

0

13471

13471

5

1018

718.9019405

321.5027216

1100

1100

339

525.0973451

822.8808569

44.69275329

176

25

147

811.7687075

902.847505

74.46560715

550

550

142

309.6901408

471.2950648

39.55020326

176

96

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

540

430.1425926

1116.83531

48.06093951

21

17

476

29.56722689

37.40219101

1.714326614

17

17

196

892.4489796

1105.735287

78.98109195

382

48

665

822.3984962

185.7198767

7.201907912

819

819

59

305.2033898

341.8426125

44.50411745

187

162

644

818.9021739

2.48254778

0.097826087

819

819

711

44748.89592

5278.536944

197.9606017

43947

48905

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

711

43306.56118

4753.325652

178.2636393

42379

41050

711

44413.3685

5224.36668

195.929058

43563

48905

711

42971.03376

4644.375156

174.1776765

42060

41050

711

43145.15471

4532.88085

169.9963133

42332

40946

711

44251.96203

5057.251372

189.6617444

43525

48905

711

42809.62729

4422.480943

165.8559934

41979

40946

711

42682.5865

4319.992795

162.0123875

41908

40946
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表3 病院・診療所別集計結果表 －診療所－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,165

57.6295612

11.92635496

0.256317808

58

53

2,127

8.918566055

6.777407891

0.146953481

7.07

3.07

2,165

972.8351039

41.17426185

0.884905454

967

967

2,165

2964.124711

217.69452

4.678628331

2900

2800

687

130

0

0

130

130

28

80

0

0

80

80

392

448.2780612

19.632994

0.991615942

450

450

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

868

101.4458525

162.9873951

5.532152662

20

10

138

2056.434783

2805.765875

238.8426525

1650

1455

1,507

239.33643

122.0317226

3.143519188

210

168

1,509

1618.339298

1020.595387

26.27295857

1432

474

1,868

4118.519272

2829.348542

65.46331815

4277

4277

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,682

4030.777646

2028.729509

49.46649631

4277

4277

2,165

34310.53072

3041.746822

65.37235231

32469

32019

1,691

4572.170905

266.8712625

6.489780474

4589

4589

433

4410.678984

377.1868286

18.1264422

4459

4459

11

3393.090909

1174.215692

354.0393521

3913

3913

20

3861

0

0

3861

3861

24

10965

3924.59469

801.1045364

13260

13260

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,165

4627.745497

830.7532801

17.85431178

4589

4589

2,165

27425.12702

119.9069457

2.577005767

27430

27430

697

5969.153515

1456.054936

55.15201345

6500

6500

425

1557.741176

46.56684001

2.258823529

1560

1560

317

464.5078864

2603.078149

146.2034347

156

156

17

4288.294118

6151.655689

1491.995658

510

156

1

3132

＃DIV/0!

0

3132

＃N/A

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

303

137.2838284

39.92549314

2.293659651

156

156

3

16217.33333

15053.45001

8691.113418

18492

＃N/A

2

13459

83.43860018

59

13459

＃N/A

1

9870

＃DIV/0!

0

9870

＃N/A

619

484.3957997

501.4711239

20.15582624

360

550

389

581.8971722

521.2805453

26.42997281

550

550

213

290.9295775

196.5594147

13.46802918

300

380

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,768

72.31561086

334.169919

7.947421063

17

17

1,745

18.70659026

40.52107402

0.970025681

17

17

111

795.4144144

808.4240052

76.73221085

264

1636

2,082

958.0389049

232.3054501

5.09118685

819

819

682

428.4164223

198.0381448

7.583272494

405

324

2,075

818.6963855

6.770259531

0.148626505

819

819

2,165

44250.27159

4609.079365

99.05701484

43689

42683

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,165

42328.56259

4023.116961

86.46367853

41796

41206

2,165

43944.47945

4528.494104

97.32509947

43421

41206

2,165

42022.77044

3883.485063

83.46274973

41568

41206

2,165

42260.54919

3844.851358

82.6324452

41764

41206

2,165

43876.46605

4384.046833

94.22068005

43402

41206

2,165

41954.75704

3709.065683

79.71417833

41527

41206

2,165

41823.67714

3582.076877

76.98497125

41439

41206
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表4 病院・診療所別集計結果表 －病院・診療所計－TTEST＝P値－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

病院1
病院2 P値

病院1
診療所 P値

病院2
診療所 P値

病 院
診療所 P値

0.974188558

0.45532255

0.558663053

0.411825581

0.2689316

0.990791464

0.255475343

0.651555834

6.3504E-263

0

6.3403E-109

0

9.53023E-15

3.45612E-27

1.16624E-41

9.50831E-50

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

病院1
病院2 P値

病院1
診療所 P値

病院2
診療所 P値

病 院
診療所 P値

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

2.4064E-06

0.039589077

0.000352325

0.819273206

0.980135481

0.615158603

0.684562366

0.57141711

4.58683E-15

5.91478E-05

1.24193E-05

0.293233624

0.172291874

5.00641E-10

0.000118128

4.87476E-10

0.640479453

0.19440469

0.160238677

0.118199254

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

病院1
病院2 P値

病院1
診療所 P値

病院2
診療所 P値

病 院
診療所 P値

0.897266853

0.002998624

0.037269605

0.001715567

0.01333133

0.032727817

7.42357E-05

0.000873328

0.000607611

0.934501862

0.000470039

0.114121318

0.000120063

0.361640558

0.004365025

0.602183194

0.345139411

0.302191647

0.41953373

0.266243072

0.354173082

0.02164554

0.106106218

0.082756166

＃DIV/0!

0.168504322

0.168504322

0.052310283

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

病院1
病院2 P値

病院1
診療所 P値

病院2
診療所 P値

病 院
診療所 P値

0.531821095

0.005220344

0.209169928

0.006581386

0.003538365

0.095582133

0.01751467

0.889263676

0.111130371

0.194965237

0.008789431

0.042886438

0.484628122

0.651926888

0.697834744

0.804209409

0.823674987

0.238518855

0.42505192

0.240363297

0.846352314

0.352674013

0.332748792

0.312428317

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

病院1
病院2 P値

病院1
診療所 P値

病院2
診療所 P値

病 院
診療所 P値

2.36037E-05

0.409490089

0.000267682

0.445931413

＃DIV/0!

0.503979335

＃DIV/0!

0.503979335

0.669687974

0.668523483

0.857646338

0.705692734

0.84507865

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0.000401779

1.61558E-10

0.342292393

6.15172E-06

0.797387071

3.01717E-07

0.000274851

3.66824E-07

0.64223131

0.87039786

0.605055093

0.738495419

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

病院1
病院2 P値

病院1
診療所 P値

病院2
診療所 P値

病 院
診療所 P値

0.009155071

1.92932E-32

1.70955E-31

2.01173E-34

0.516642329

9.64029E-10

1.5176E-07

3.1058E-11

0.049708093

0.502243031

0.418661887

0.84947494

4.67465E-24

0.001629742

1.72317E-41

0.192507034

1.34441E-07

0.000216936

2.25485E-05

0.020621694

0.615664189

0.76328933

0.44990965

0.923349879

0.831585687

0.000360978

0.015940118

0.00019937

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

病院1
病院2 P値

病院1
診療所 P値

病院2
診療所 P値

病 院
診療所 P値

0.189322895

1.65603E-07

8.61482E-08

7.65178E-10

0.841370556

0.000640166

0.021341934

0.000376351

0.170119641

2.42251E-07

8.46288E-08

1.11063E-09

0.112240179

1.72884E-06

3.94145E-07

9.68048E-09

0.917995029

0.004727466

0.056850209

0.003164875

0.095870505

2.75299E-06

4.13431E-07

1.5385E-08

0.051879614

4.35892E-06

1.54722E-07

1.5139E-08
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表5－1 男女別集計結果表 －病院・診療所計－男性－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,993

57.33745406

12.08884185

0.220968994

58

52

2,963

8.666895039

6.769284555

0.124358921

7.03

3.07

2,993

895.4483796

107.2272287

1.959980377

910

967

2,993

2922.656532

190.776454

3.487156301

2810

2800

633

130

0

0

130

130

16

80

0

0

80

80

256

448.2421875

19.84834506

1.240521566

450

450

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

140

292.95

12.42376754

1.05

294

294

62

174

0

0

174

174

1,129

103.6226749

175.1347284

5.212250772

20

10

216

1966.055556

2531.525779

172.2485119

1637

1120

2,221

237.6091851

116.0525913

2.462524516

210

168

2,232

1797.922939

1157.758788

24.50591885

1568.5

1222

2,559

4191.415006

3122.271084

61.72135674

4277

4277

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,265

4175.519647

2148.264877

45.13918619

4277

4277

2,993

34845.65887

3146.333105

57.51105591

33579

32019

2,474

4579.209378

216.456865

4.35182594

4589

4589

458

4406.576419

443.2860086

20.71339489

4459

4459

21

3741

543.2314424

118.5428193

3913

3913

34

3660.088235

660.967673

113.3550207

3861

3861

19

11756.84211

3588.062078

823.1578947

13260

13260

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,993

4601.92449

673.7560063

12.31542181

4589

4589

2,993

27424.55062

194.8985241

3.562502616

27430

27430

1,245

5986.345382

1390.212651

39.40003073

6500

6500

593

1557.369309

44.30957056

1.819575976

1560

1560

572

810.1835664

3858.038182

161.3126802

156

156

43

7368.44186

9692.997694

1478.168291

2130

13400

3

1925.666667

726.3066386

419.3333333

2345

2345

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

513

142.0994152

39.73505836

1.754345684

156

156

3

21165.33333

7851.116948

4532.844483

18492

＃N/A

8

15424.375

7170.179594

2535.041307

13494.5

13400

25

1054.08

2663.282951

532.6565902

286

286

952

585.0546218

675.2436684

21.88477301

380

25

561

735.3404635

684.5559066

28.90197303

550

550

405

297.1111111

299.6041778

14.88745129

260

380

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,396

223.0191987

724.5185478

14.80151267

17

17

2,176

23.15073529

41.98897808

0.900131291

17

17

527

780.5332068

965.3520735

42.0513968

356

103

2,862

946.4615653

298.8607223

5.5864257

819

819

818

436.0525672

220.3865546

7.70563518

405

324

2,837

818.7335213

7.662129642

0.1438533

819

819

2,993

45156.9011

5221.974071

95.45119121

44901

39862

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

2,993

42666.75743

4623.372223

84.50949393

41924

39862

2,993

44848.34113

5151.64017

94.16557497

44555

48905

2,993

42358.19746

4494.752558

82.15848643

41678

41206

2,993

42511.91113

4159.358921

76.02790789

41867

41206

2,993

44693.49482

4768.49419

87.162143

44471

41206

2,993

42203.35115

4031.749965

73.69537488

41631

41206

2,993

42061.46408

3909.838141

71.46697837

41529

41206
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表5－2 男女別集計結果表 －病院・診療所計－女性－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,745

58.56045845

12.29809114

0.294401482

58

53

1,736

9.477327189

6.96528026

0.167172076

8.06

3.07

1,745

893.8189112

97.79829333

2.341173288

910

967

1,745

2917.72149

181.2937778

4.339954567

2810

2800

396

130

0

0

130

130

21

80

0

0

80

80

136

448.3455882

19.29359083

1.654411765

450

450

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

69

287.6086957

30.1974957

3.635351281

294

294

16

174

0

0

174

174

676

101.5680473

149.8302144

5.762700553

20

10

132

1939.568182

2912.148626

253.4700033

1525

300

1,278

249.5524257

118.0111418

3.301091676

240

168

1,287

1683.858586

1083.285713

30.19630074

1488

1128

1,632

4211.943627

2680.630622

66.35549561

4277

4277

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,508

4120.153183

2138.047793

55.0575318

4277

4277

1,745

32982.2894

2125.904655

50.89159557

32019

32019

979

4524.960163

448.3232604

14.32847354

4589

4589

742

4399.367925

409.5762112

15.03601574

4459

4459

17

3470.352941

1021.393101

247.7242143

3913

3913

14

3712.5

555.6361219

148.5

3861

3861

17

11700

3207.686082

777.9781488

13260

13260

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,745

4586.898567

818.8271418

19.60173503

4589

4589

1,745

27425.04871

127.6054629

3.054721008

27430

27430

196

5229.591837

2248.268128

160.5905806

6500

6500

393

1557.251908

48.7871277

2.460985047

1560

1560

372

388.0295699

2196.990726

113.9086628

156

156

20

3445.65

5285.379698

1181.846829

728

＃N/A

2

3928

1125.713996

796

3928

＃N/A

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

346

133.6127168

46.17032437

2.482132015

156

156

3

18351

15803.22534

9123.996401

26245

＃N/A

1

13471

＃DIV/0!

0

13471

＃N/A

12

1124.666667

2766.566245

798.6388831

286

286

600

560.93

596.0115279

24.33206873

380

550

366

667.8415301

579.1025575

30.27017559

550

550

255

295.8705882

282.6901195

17.70274197

240

380

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,369

208.7165814

632.7911668

17.10246397

17

17

1,231

27.83834281

73.12264355

2.084120653

17

17

291

777.6838488

918.0924695

53.8195337

359

103

1,683

960.4171123

342.887202

8.358131847

819

819

496

450.9697581

208.2110747

9.348953237

405

324

1,667

818.5842831

15.65916437

0.383531274

819

819

1,745

43505.83438

4177.628019

100.0073804

42720

41289

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

標 本 数

平 均

標準偏差

標準誤差

中 央 値（メジアン）

最 頻 値（モード）

1,745

42918.44183

3934.624546

94.19017011

42268

43012

1,745

43155.11805

4042.166941

96.76460545

42474

45906

1,745

42567.7255

3771.349678

90.28156654

42001

43012

1,745

42835.72149

3811.583273

91.24471032

42218

39406

1,745

43072.39771

3936.533183

94.23586058

42425

45906

1,745

42485.00516

3648.475693

87.34011142

41939

39406

1,745

42338.28711

3475.878419

83.20834065

41877

39406
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表5－3 男女別集計結果表 －病院・診療所計－TTEST－

年 齢 透 析 歴 再 診 計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

男 性

女 性
P値 0.000851849 9.02664E-05 0.602444975 0.381832032 ＃DIV/0! ＃DIV/0! 0.960489533

特定疾患（147） 特定疾患（87） その他情報 14：在宅 25：処方 20：投薬 30：注射

男 性

女 性
P値 0.071991451 ＃DIV/0! 0.799263894 0.92882107 0.003601486 0.003985315 0.826609816

うちEPO 40：処置 Ⅱ型（353） Ⅱ型（343） Ⅰ型（301） Ⅰ型（297） 特定積層型

男 性

女 性
P値 0.437255693 4.3303E-102 1.87162E-06 0.774202229 0.302018832 0.795450125 0.960520216

ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔 うち輸血

男 性

女 性
P値 0.494707553 0.92393133 1.89291E-10 0.968807914 0.055453079 0.09578411 0.088246135

うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体 うち検体

男 性

女 性
P値 0.004149518 0.796047709 ＃DIV/0! 0.940998914 0.473679168 0.119705448 0.95780585

70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算 請求合計

男 性

女 性
P値 0.542197149 0.01750943 0.967211612 0.150428235 0.224871614 0.668745163 4.26787E-29

除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手 除夜障手在

男 性

女 性
P値 0.056608551 1.39753E-31 0.101145521 0.007735213 8.99506E-33 0.016396151 0.014438701
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お 知 ら せ

社団法人日本透析医会平成13年度通常総会は，下記により開催

いたします．

記

日 時 平成13年5月20日（日）午後2時より

場 所 ホテルニュー神田 3F 306・307号室

〒1510051 東京都千代田区神田淡路町2－10

電話 03－3258－3911

�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

第45回 日本リウマチ学会総会・学術集会ご案内

会 期：2001年5月14日（月）～16日（水）

会 場：京王プラザホテル

会 長：順天堂大学医学部膠原病内科 橋本博史

プログラムの概要

1.21世紀記念講演

21世紀の医学・医療 高久史麿氏（自治医科大学学長）

2.特別講演

慢性関節リウマチ（RA）治療の進展―20世紀から21世紀に向けて

長屋郁郎氏（愛知糖尿病リウマチ痛風財団理事長）

血管炎―温故知新 長澤俊彦氏（杏林大学学長）

3.招請講演

1）SLE―A Prospectfor21stCentury:Lessonsfrom thePast

WallaceDJ（UCLA）

2）HaematopoieticsStem CellTransplantation（HSCT）forSevereAutoimmune

Disease:AnUpdateofResultsandPlannedTrials.

TyndallA（Switzerland）

3）SystemicVasculitis:ChangingConceptsinPathogenesisandTreatment

HoffmanGS（ClevelandClinic）

4.会長講演

膠原病の病像・予後の変貌とその要因 30年のあゆみと今後の展望

橋本博史

第 45 回 日本リウマチ学会総会・学術集会

事務局 順天堂医学部大学膠原病内科 〒113－8421 東京都文京区本郷2－1－1

TEL0338133111（Ext.3315） FAX0358004893
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平成13年度 透析療法従事職員研修のお知らせ

この研修は，厚生労働省の腎不全対策の一環として，透析装置

を有する施設に従事する下記の対象者に，透析療法に関しての研修

を行い，専門従事者の確保及び技術向上に資することを目的として

います．

1.対 象 者 透析業務に従事する医師・看護婦（士）・（准看護婦（士）を

含む）・臨床工学技士・臨床検査技師・衛生検査技師・栄養

士・薬剤師

2.講 義 日 時 7月27日（金），28日（土）

場 所 大宮ソニックシテイ

3.実 習 講義終了後，12月末日までに全国170（予定）の実習指定施

設において所定のカリキュラムを行う．

対象者は，医師・看護婦（士）・（准看護婦（士）を含む）・

臨床工学技士

4.受講経費 講義のみ 17,000円

講義と実習 25,000円

5.講義と実習を修了した研修生には，修了証書を発行します．

6. 申込み方法 4月5日，主な透析医療施設長宛に発送する要領をご参照

の上，研修申込書にて（財）腎研究会宛お送り下さい．

7.申込み締切り 5月11日（金）（郵送にて必着）

8.詳細は（財） 腎研究会までお問い合わせ下さい．

TEL 0338152989

FAX 0338154988
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北海道透析医会の発足は，透析医療費の削減が徐々

に進行して行く中で，都道府県透析医会の設立と機を

同じくして，全国の会員諸氏と行動をともにしていっ

た．

当時の北海道における透析医療は，医療過疎地イコー

ル透析医療の空白地域でもあり，様々な問題が存在し

ていた．

北海道透析医会初代会長（昭和54年～平成元年）

には渡井幾男，二代会長（平成元年～平成6年）に

は猪野毛健男，三代会長（平成6年～）には日本透

析医会副会長の今忠正の各先生が就任し，現在に至っ

ている．

発足当時からの主要な活動は，第１回都道府県透析

医会連合研修会（昭和55年11月29日，東京）で，

北海道地区が担当して「透析医療機関の適正配置につ

いて」のテーマで大平，石田（初），猪野毛，菅原，

片岡，今の各会員が報告した．

また昭和62年より，北海道における透析導入時期

の実態調査を行うべく，小委員会（片岡委員長）を設

置した．

さらに第34回日本透析療法学会総会（平成元年7

月8～9日）で「10％程度は早すぎる導入」との新

聞報道が大きな社会問題となったことから，昭和62

年より続けられていた導入時期の実態調査を発展させ

る形で，平成3年の定時総会で三医育大学の委員も

加えて正式に慢性腎不全適正透析委員会を設置し，・早

過ぎる透析導入・に対する自浄活動を行った．

また同時に，北海道各地の河川，水道水のAl濃度

と透析患者血清Al濃度の検討，北海道における透析

医療の現況と問題点についての検討が行われたのもこ

の時期であった．

平成2年には医療廃棄物処理検討委員会および災

害時救急医療システム委員会も設置された．

北海道は日本でも有数の地震多発地帯であり，北海

道南西沖地震（平成5年7月，奥尻島），北海道東方

沖地震（平成６年10月，釧路市），有珠山噴火によ

る火山性地震（平成12年3月31日，胆振西部）は

阪神淡路大震災（平成7年１月17日）に比べれば被

害の規模は小さくても，透析医療に少なからず被害を

もたらした地震を経験していることから，災害時の透

析医療を検討する委員会を設置し，災害時における透

析医療活動のマニュアル作成に着手した．

折りしも平成7年5月28日に，サハリン北部での

直下型地震による壊滅的被害のニュースが放映され，

日本透析医会の命により透析装置2台（日機装）を

はじめ，関連医療材料・薬品の急拠調達・発送がわれ

われ医会にまかされた．

今会長の努力によりなんとか現地に発送することが

できたが，一方では充分な情報がなく正確ではないが，

現地で挫滅症候群による急性腎不全患者が多数でてい

るようだった．その救援に北海道の透析医療機関が担

当するようにとの依頼があり，患者引取りが正式に決

定し，急拠札幌北楡病院川村明夫理事長と3名の看

護婦が救急処置に必要な医療材料と薬品を持参し，ユ

ジノサハリンスクへ飛び立つべく，函館に待機してい

た．しかし，突然救援物資は欲しいが人的援助はいら

ないといいだす始末で，結局この大変な苦労をした医

療の人的支援は中止になってしまった．なお，外務省

より本会に依頼のあった車椅子（2台）を千歳空港か

ら援助便で現地に発送した．後日談であるが，外務省
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の担当者から大変ご迷惑をかけたと謝罪があったと聞

くが，これも原潜事故に共通している事例と思われる．

次に“有珠山噴火”による災害への対応について述

べる．

平成12年3月27日，胆振西部に火山性地震が始

まり，28日には地震の頻度が増加し，29日には数日

以内には噴火の恐れありとの警告が発せられた．直ち

に，災害対策本部を札幌に設置し，有珠山に最も近い

洞爺協会病院に連絡し，伊達赤十字病院（伊達市），

日鋼記念病院（室蘭市）と透析患者の受け入れについ

て折衝した．その後洞爺協会病院は避難地域に指定さ

れ閉鎖された．

3月31日13時10分有珠山噴火，15時室蘭市に

大平整爾を委員長，伊丹儀友，澤山豊を副委員長とす

る現地災害対策委員会を設置した．また洞爺協会病院

の透析患者のうち17名が伊達赤十字病院に，ほかの

患者は札幌，八雲，室蘭などで透析を受けることになっ

たが，万が一の伊達赤十字病院の被災も考慮して室蘭

以東に透析患者を収容する体制をとった．なお室蘭市

で130名の受け入れ，50名の入院も可能であった．

4月3日，今会長と大平委員長が伊達赤十字病院を

視察した．それによると伊達赤十字病院の体育館が避

難所として提供され，透析患者も病院から給食を受け

ながら収容されていたが，伊達市から正式な避難所と

しては認められていないとのことで一時閉鎖となった．

直ちに患者会と伊達赤十字病院透析担当 坪 俊輔部長

の努力により正式な避難所として認められ，病院から

の透析食の給食を受けられる体制となった．

現在，噴火もほぼおさまり洞爺湖温泉街も営業を開

始したが，洞爺協会病院は閉鎖されたままであり，再

開の目途は立っていない．

平成 12年 4月には，災害時透析医療対策委員会

（田島邦好委員長）を中心に準備を行っていた大災害

時における透析医療活動マニュアルも完成し，今回の

有珠山噴火の際の対策本部の設置と支援活動にこのマ

ニュアルがおおいに役立った．

そのほかの活動としては，保険診療報酬改定時の伝

達講習会の開催，保険審査員（国保，社保）に7～8

名の会員を推薦している．また学術講演会を年1～2

回開催し，平澤由平会長，山崎親雄常務理事の講演を

頂いた．

平成11年10月には日本透析医会から研究助成を

うけて，北海道における慢性血液透析患者用ブラッド

アクセスに関するアンケート結果とその分析の小冊子

を作成した．

最近では院内感染予防に関するマニュアルについて

の解説を行ったが，今後，医療感染性廃棄物取り扱い

について，北海道，札幌市とさらに協議をかさねる予

定である．

本会は昭和54年4月，都道府県透析医会設立とと

もに発足し現在に至っているが，今後も（社）日本透

析医会の一翼として活動を続けて行きたいと思う．な

お，本会は（社）北海道医師会の正式な専門医部会で

あることも特筆されることである．
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北海道透析医会役員

会 長 今 忠正（総務，医政）

副会長 田島邦好（災害，環境汚染対策）

〃 菅原剛太郎（総務，環境汚染対策）

理 事 石田卓也

〃 猪野毛健男

〃 宇野弘昌（環境汚染対策）

〃 大平整爾（学術，保険）

〃 片岡是充

〃 河口道夫（学術，保険）

〃 川村明夫（災害，医政，保険）

〃 小林 武

〃 佐藤業連

〃 澤山 豊

〃 戸澤修平（総務（会計））

〃 中尾昭洋（災害）

〃 中野幸雄（学術，保険）

〃 久島貞一

〃 広田紀昭（総務，保険）

〃 増田一雄（医政）

〃 丸 彰夫（医政，保険）

〃 渡井幾男

監 事 上戸文彦（医政）

〃 久木田和丘（学術）



広島県はいまだに透析医会の名称を呼称していない．

広島県透析連絡協議会の名称を使用している．その理

由は後述する．

広島県における透析医療の開始は，昭和41年に広

島大学にミルトン ロイ社製のキール型人工腎臓が導

入され，主に急性腎不全に対する研究治療が開始され

たときである．本格的慢性血液透析は昭和42年にあ

かね会土谷病院において開始された．スクリブナーの

もとで血液透析を学び帰国した土肥雪彦氏（前広島大

学第二外科教授，現県立広島病院院長）により，広島

県の慢性血液透析への本格的臨床応用が開始された．

すなわち，キール型人工腎臓とセントラルサプライシ

ステム（透析液中央供給システム）を組み合わせた，

当時としては日本をリードする透析療法が開始された．

私立病院のあかね会土谷病院を中心に発展したことが

広島県の透析医療の特徴である．土谷病院院長であり

JMS（日本メディカルサプライKK）社長である土谷

太郎氏と土肥雪彦氏により広島県，ひいては中国地方

の腎不全医療の黎明期はリードされ発展してきたといっ

ても過言ではない．私立病院の自由さによって広島県

の高い透析レベルを保ち続けてこられたのだと感じて

いる．また広島県で特筆することは，現在の腎友会組

織の前身というべき人工腎友会が昭和45年に発足し，

翌昭和46年6月にその組織を母体に全腎協が発足し

たことである．平成11年に広島県腎友会創立30周

年記念式典が盛大に挙行され私も出席したが，感無量

であった．

1 設立当時

昭和58年，あかね会土谷病院院長土谷太郎氏を中

心に，増加しつつある透析施設の連携と互いの情報交

換，さらにスタッフ教育の必要性が高まり，その組織

化の必要性が希求された背景があり当会は発足した．

設立発起人であり初代会長の土谷太郎氏は，現在小脳

出血で倒れられ長期療養中で重態が続いており，私が

代表を引き受け現在に至っている．

広島県透析連絡協議会の名称を今まで使用している

理由は，日本透析医会が社団法人化した際に幹事会で

名称変更の議題も出たが，当時健在であった土谷太郎

会長が「広島の独自性を継続する意味で今の呼称を続

けて使う」との意向を出され，今も連絡協議会の名称

を続けて使用しているが，早晩変更の検討が必要と考

えている．

2 組 織

平成12年2月現在，県下の透析施設数は83施設

あり，当会会員数は58施設で71％の組織率であり，

全国的にみても高組織率の支部であるといえる．小規

模施設の未加入が多いが，透析医会よりの情報は未加

入の全施設にも通知し，現在なにが問題になり，なに

に注意すべきかを周知徹底している．この会の目的は，

他都道府県透析医会および透析に従事する医師との連

絡を密にし，透析医療の向上，発展，透析医の親睦を

図り，社会福祉の増進に貢献することであると謳われ

ている．部会役員は，会長1名，副会長2名，幹事

8名，顧問 3名の構成である（表参照）．事務局，会

計はJMS中国支店にお願いし，支店長の森典之氏に

事務局長を兼務してもらっている．
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3 活動報告

本会の最近の活動を報告する．

平成12年2月12日に第8回広島県透析連絡協議

会総会，学術講演会を開催した．

特別講演 「我が国におけるDRG/PPS施行の現

状と日本の医療制度（透析）はどのよ

うな道を歩こうとしているのか」

講 師：日本大学大学院グローバルビジネス研

究科教授，国立横須賀病院名誉院長

高橋進先生

また平成12年度事業計画が以下の通り決議された．

① 広島県腎友会創立30周年記念事業に対する協

賛

② 肝炎対策事業

③ 保健医療の情報提供と研修会の開催

②の肝炎対策事業は，県東部の透析病院でC型肝

炎の院内感染の疑いがあるとの新聞報道があり，県肝

炎感染調査委員会が検査を継続しているところで，平

成13年度に最終的な新聞発表がある予定である．

次に総会における事業報告を述べる．

平成10年5月：第7回総会報告書および災害時基

幹施設ネットワーク，人工透析装置等の保有状況

調査結果を各会員に配布し報告した．

平成10年7月：幹事会において，県医療対策課堀

益課長補佐より第 13回臓器移植推進国民大会

（10月開催）への協賛について依頼説明を受け，

透析連絡協議会として寄付を決定．各会員に，特

別会費として徴収を依頼した．

平成10年9月：日本透析医会研修委員会へ，平成

10年度学術研究助成の申請を行う．

平成10年9月：第13回臓器移植推進国民大会へ

の寄付金総額200万円を腎研究会宛て送金．各

会員に報告した．

平成11年1月：広島市社会局保険部保健医療課地

域医療係より，広島市地域防災計画（広島市防災

会議～震災対策編）に関連して，透析施設関係の

状況に対する問い合わせがあり，広島県災害時透

析ネットワークを紹介した．

平成11年2月：県医療対策課福祉保険部長よりの

依頼にて「慢性腎疾患対策会議」，さらに3月，

「地域ケア会議」へ辰川会長と森（事務局）が出

席．意見交換を行う．

平成11年3月：日本透析医会拡大理事会および適

正透析普及委員会に，土谷副会長が出席．その際

の資料（①透析医療費の実態調査結果，②介護保

険における透析医療，③ダイアライザーについて）

と，先の「慢性腎疾患対策会議」の際の資料を，

各会員に配布した．

平成11年4月：同月より施行の医療用具業公正競

争規約の「ご案内」を，医療用具業公正取引協議

会よりの依頼により，各会員に配布した．

平成 11年 5月：備後脳神経疾患サークル主催の

「市民参加の移植医療に向けて」講演会の案内を

同会の依頼により，各会員に配布した．

平成11年6月：角膜・腎バンクへの協力として，

広島県透析連絡協議会名簿を紹介した．

平成11年8月：日本透析医会研修委員会へ，平成

11年度学術研究助成の申請を行う．

平成11年9月：幹事会にて，加美川先生の幹事ご

辞退による後任について，千代田中央病院北尾先

生を選出．あわせて高須クリニック高須先生の新

幹事と三次中央病院小根森先生の新顧問を決定し

た．また，広島県腎友会創立30周年記念事業に

対する協賛依頼について協議．協議会が一括窓口

としての協賛を決定．各会員に寄与を依頼した．

平成11年11月：幹事会にて，肝炎院内感染対策

およびY2K問題を協議．日本透析医会よりの

「透析医療における標準的な透析操作と院内感染

予防に対するマニュアル」を，県下全施設に配布

し，遵守して対応することをお願いした．Y2K
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施 設 名 氏 名（役職）

（医）辰川会 山陽病院

（医）あかね会 土谷総合病院

（医）一陽会 原田病院

（医）仁友会 尾道クリニック

（医）伸寿会 高須クリニック

中央内科クリニック

千代田中央病院

博愛病院

博美医院

（医）仁慈会 安田病院

（医）博寿会 山下医院

広島県立広島病院

広島大学医学部第二内科

公立三次中央病院

辰川 自光（会長）

土谷晋一郎（副会長）

原田 知（副会長）

浜口 直樹（幹事）

高須 伸治（幹事）

川合 淳（幹事）

北尾憲太郎（幹事）

高杉 敬久（幹事）

大上 和行（幹事）

安田 克樹（幹事）

山下 達博（幹事）

田中 一誠（顧問）

頼岡 徳在（顧問）

小根森 元（顧問）



問題については，日本透析医会ニュースの

「2000年問題と透析医療における危機管理計画」

を同様に，対策の参考に配布した．平成12年2

月に，総会および講習会の開催を決定した．

4 現 況

広島県下の透析症例の現況は以下となっている．

平成11年12月31日現在で透析患者総数は4,506

例で，その内CAPD患者は344例である．人口100

万対比 1,565人で全国平均の 1,472人を上回ってい

る．また，透析患者の増加率は8％であり，全国統

計の増加率5.8％と大きな差がある．県下広域医療圏

別にみると，従来増加率の低い地域の増加率の上昇が

著明であり，透析治療が県下全域に普及しつつあるこ

とを物語っている．糖尿病性腎症の全患者数に対する

割合は26％であり，全国の24％を上回っている．

全国集計と同じく年齢の高齢化が進み要介護症例が増

加しており，通院介護支援サービス等への介護保険適

応の範囲のさらなる拡大が望まれる．

毎年1回，総会と講演会を開催している．随時透

析関連で問題事例が発生する度に，災害対策幹事会を

開き対応している．

第3回中国地区災害ネットワーク連絡協議会が第9

回中国腎不全研究会，第16回中国CAPD研究会前

日の平成12月9月23日（土）に開かれ，広島県災

害時透析マニュアルを提示した．その内容の要点を

報告する．

「広島県災害時透析医療マニュアル（案）」

広島県透析連絡協議会事務局に地域別情報シス

テム本部を設置し，県内を5ブロック（中央，東

部，西部，南部，北部）に分け，各ブロックの基

幹施設（土谷総合病院，山陽病院，原田病院，博

愛病院，三次中央病院）を各ブロックの情報中核

病院とし，各ブロック内での災害時の情報収集，

伝達を本部との TEL，FAX，パソコンで実行す

る．情報中核病院が上記の活動不能に陥った場合

に備え，各ブロック毎にサブ中核病院を設置する．

それにより災害時の透析患者の円滑な移動が実施

できるようにする．

一方広島県では昭和 36年より県の防災計画が策

定されていて，年々修正されてきたが，平成 12年

度に大幅な改訂に着手することとなった．そこで，

広島県医療救護体制検討委員会が新たに組織され，

大規模災害時の透析医療への対応も検討されること

になり，当会も委員として参加することとなった．

上記の「広島県災害時透析医療マニュアル（案）」

を提示し，広島県の防災システムにリンクすること

で検討，整備を進めている段階である．
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1.臓器不全対策推進功労者厚生労働大臣感謝状が当会理事工藤寛昭先生（大分）に贈呈されました．これ

は（社）日本透析医会の推薦によるものです．また山梨県透析医会会長三井 静先生にも地方推薦により

同じく感謝状が贈呈されました．両先生の今後の一層のご健勝をお祈り申し上げます．さらに，当会常務

理事の秋葉 隆先生が，東京女子医大血液浄化センター教授に就任されました．一層のご活躍をお祈り申

し上げます．

2.毎年実施されています6月分透析外来レセプトの集計が本号で報告されています．今回は平成12年度

診療報酬改定をはさんだ調査で，改定による影響が反映された結果になっています．これによれば，夜間

加算・障害加算・手術・在宅を除いた1カ月分の請求点数では，病院・診療所のすべてを含めた集計結

果で，昨年に比し，一回透析で63.2点のマイナスとなっています．ほとんどはダイアライザーとEPO

などの薬剤の切り下げ分と考えられます．

ところで，適正医療経済委員会と医療制度検討委員会では，来年に予定されている診療報酬改定に向けて

の準備に取りかかりました．日本経済の破綻，社会保障費の見直し，透析医療費1兆円の是非，ダイア

ライザーに存在するR幅14.5％など強い逆風の中で，透析医療機関の経営と質の高い透析の提供は崖っ

ぷちに立たされています．会員各位の英知の結集が必要と考えています．現時点では，①適正技術料，

②感染対策関連加算，③エンドトキシン濃度を指標にした透析用水加算，④ 特定疾患管理加算の適用，

などが要望項目として考えられていますが，これらを含めて各支部からの要望を集約する予定です．

3.兵庫県のB型劇症肝炎に関連して危機管理委員会感染対策部会が「感染対策マニュアル」を策定し，厚

生省班研究として上梓しました．また，有珠山の火山活動による透析医療への影響調査と災害対策の策定

が，災害時透析医療対策部会を中心に実施され，厚生労働省班研究として報告される予定です．さらに，

千葉県のエアー事故をきっかけに，医療事故対策部会を中心に日本臨床工学技士会の協力を得て，透析事

故の実態調査と事故対策マニュアルが策定されつつあり，これも厚生労働省の班研究として報告される予

定です．一方では，これらのマニュアルは自らの足かせとなる危険性をはらんでいるという批判もありま

すが，ガイドラインやマニュアルは，標準的で，質の高い医療の提供には必須ともいえます．たとえば，

現在の透析医療へはまったくバリアー・フリーで参入することも可能ですが，こうした施設にも一定水準

以上の透析医療を提供していただくためには，治療の標準化のためのガイドライン，施設基準なども必要

ではないかと考えています．

4.厚生労働省はC型肝炎を中心とする肝炎対策に関する有識者会議を発足させました．第 2回の有識者

日本透析医会雑誌 Vol.16 No.1 2001106

常任理事会だより

山�親雄

［た よ り］

常務理事



会議では，学会・研究者の立場として当会平澤由平会長が，透析と肝炎の歴史的考察，透析患者における

感染の実態，院内感染としての肝炎と透析医会独自の対策などについて，参考意見を述べる機会がありま

した．透析治療は集団で体外血液循環を実施することから，必然的に最もウイルス肝炎感染の機会が多い

医療分野で，職員も感染の危険にさらされながらの治療となります．こうした中で透析施設での院内感染

対策を考えるなら，余裕のあるスタッフや設備の配置と検査の充実が必要で，診療報酬などによる経済的

裏付けがあってこそ可能と考えています．

5.平成12年末現在，当会の会員数は1,175人，施設数として954施設となっています．また，すでに県

別の支部として組織されているのは32道府県となります．（社）日本透析医会の設立過程から考え，日

本透析医学会は透析医学の充実発展を目標とし，日本透析医会は透析医療を支えるものと理解しており，

あたかも，日本医学会と日本医師会の役割分担と類似するものです．β2-MGが透析アミロイドの原因で

あるという発見は，透析合併症の解明と治療法の工夫にきわめて有用であったし，水処理加算はほとんど

の透析施設でRO装置の導入を促し，わが国の透析患者の長期生存に貢献しました．しかし透析医療を取

り巻く環境は悪化しており，今，まさに透析医会の活動は鼎の軽重を問われようとしています．是非，未

組織県での支部の結成と，すでに組織されている道府県におかれましても，会員増についてご努力下さい．

支部結成のためには，会長を含めて常任理事会のメンバーはいつでも医会活動に関する説明に伺う覚悟で

す．ご連絡下さい．
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去る平成12年12月12日（木），霞が関東京会舘

（霞が関ビル35階）ゴールドスタールームにおいて，

第2回肝炎対策に関する有識者会議が開催されまし

た．

今回の会議内容は，関係団体の意見陳述とそれに伴

う質疑応答をする「場」と位置付けられ，各団体より

9人が選出されました．

本会平澤会長は「透析療法と肝炎について」をテー

マとする意見陳述を行いました．

当日は，有識者会議構成員15人のうち，名古屋大

学医学部教授斎藤英彦並びに作家曾野綾子の両氏が欠

席でした．

なお，有識者会議での曾野綾子氏の肩書きについて

は，日本財団会長ではなく「作家」となっていること

を申し添えます．

会議場には，新聞・テレビ等の報道関係者が多数参

集していました．

本会関係者の傍聴者は，事前に厚生省（現厚生労働

省）の許可を得た鈴木専務理事と加藤事務局長の 2

人です．会場入口で受付確認を受け会議場に入りまし

た．

傍聴席は70席ほど用意されていましたが，立ち見

の傍聴者が出るほどで，国民の関心の強さを窺い知る

ことができました．

有識者会議構成員13人が着席し，会議事務局の司

会者より報道カメラ等の退出を告げたあと，定刻の2

時に開会を宣言して会議が開催されました．

最初に杉村隆座長（国立がんセンター名誉総長）の

挨拶のあと，座長の司会により議事進行がはかられ，

別添の会議次第どおり参考人から意見陳述が始まりま

した．

意見陳述の持ち時間は，陳述者１名につき10分間

とし，その質疑応答は5分とすることが座長より示

されました．

参考人は，三つのグループに分かれています．第一

が「患者の立場から」で，第二が「学会・研究者の立

場から」となっていて，第三が「行政機関の立場から」

で意見陳述を締めくくっています．

最初に患者の立場からとして，日本肝臓病患者団体

協議会・肝臓友の会事務局長高畠譲二，全国肝臓病患

者連合会・東京肝炎の会相談役西河内靖泰，東京

HIV訴訟原告団世話人大平勝美，大阪 HIV訴訟原告

団代表花井十伍（欠席のため大平勝美代読），全国腎

臓病協議会（全腎協）会長油井清治の5人の各氏が

それぞれの立場で意見陳述を行いました．

ついで学会・研究者の立場から，日本輸血学会評議

員・幹事稲葉頌一，日本透析医会会長平澤由平，大阪

大学微生物病研究所エマージング感染症研究所センター

教授松浦善治の3人の各氏が意見陳述を行いました．

最後に行政機関の立場として，三重県健康福祉部医療

政策課医療対策調整監田畑好基氏が意見陳述を行いま

した．

本紙では，各団体9氏の意見陳述内容を紹介した

いところではありますが，紙面の都合もありますので，

本会平澤会長の発言要旨である「透析療法と肝炎につ

いて」と全腎協油井会長の「肝炎院内感染に関する発

言要旨」を掲載いたします．

ここで，肝炎対策が重要問題視され，厚生省におい

て有識者会議が設置されるに至った経緯について解説

をいたします．
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平成12年10月5日に，政府の平成13年度予算

概算要求の「日本新生プラン」に掲げるIT革命や高

齢化対策などの予算として厚生省は，総額3,660億

円の概算要求を計上し，自民党社会部会でその計画を

了承され臨時閣議に送致されました．

10月16日付けの報道によりますと，標準的な院

内感染対策や感染動向調査の統一システム等を作成す

るため，全国42の国立大学病院が「国立大学附属病

院感染対策協議会」を設置したとあります．この協議

会では，針刺し事故の対応を統一することを含め感染

対策専門の看護婦の養成や情報収積，医療廃棄物処理

などまで踏み込むこととしています．

中央薬事審議会企画・制度特別部会では，10月23

日に血液製剤による健康被害救済制度の創設を審議し

ましたが，結論として一本化が困難でした．その原因

として，

① 行政による救済制度がないことと，ほかの被害

とのバランス

② 健康被害の頻度・規模の十分な予測

③ 感染被害の因果関係の立証

④ 費用負担を含めた含理的な制度設計など

の4点に議論が錯綜したためでした．

10月24日付けの新聞各紙に，千葉県内の透析施

設で6人のC型肝炎の院内感染が発生したことにつ

いて報道されました．

10月30日に静岡県の総合病院で「新生児でC型

肝炎，非加熱製剤で7人感染」という見出しで，男

子学生が20歳になってC型肝炎に罹患していること

が判明したことが報道されました．原因は，1980年

前半の新生児のときに投与された非加熱製剤にあり，

同時期に非加熱製剤を投与された同病院の患者約50

人を調査したところ，6人が肝炎の治療を受けていた

ことが確認されたということです．HIV感染が非加

熱製剤により血友病患者に発症したことは記憶に新し

いですが，厚生省は1996年に薬害エイズの「第4ルー

ト」として，血友病以外に非加熱製剤が投与された約

2,600人に対してエイズ検査は実施したが，肝炎の追

跡調査は対象外としていました．

10月31日に厚生省は調査対象の2,600人に肝炎

検査を実施する方向で検討を開始しました．C型肝炎

が肝硬変から肝臓がんに進展する事実を重大に受けと

め，インターフェロン治療も選択可能と判断したから

です．共同通信によりますと，すでに輸入非加熱製剤

によるC型肝炎の問題は，1995年に厚生省の研究班

が指摘しているということです．研究班の報告により

ますと，1995年に全国の小児関連の医療機関を調査

したところ，11施設で9人のC型肝炎罹患者を確認

したとのことです．

11月1日付け報道によりますと，北海道函館市の

元清掃作業員が，作業中に病院から廃棄される感染性

廃棄物から C型肝炎を発症したとして，函館労働基

準監督署が労災と認定し休業補償を受けていたとして

います．報道内容では，医師や看護婦などの医療従事

者以外からのC型肝炎感染による労災認定は珍しい

とも述べています．

11月1日に厚生省は，ウイルス性肝炎対策を総合

的に推進するため，座長に岩尾厚生科学課長，顧問に

堺審議官がなり，ブロジェクトチームを設置し，初会

合を開きました．その際，外部の有識者による会議を

設置し，肝炎対策の具体案をまとめてもらうことが決

定されました．

津島厚生大臣が，静岡の男性が20代になるまでC

型肝炎感染を知らずにいたという報道を受けて，プロ

ジェクトチームの設置を指示したものです．

11月6日，「日本肝臓病患者団体協議会」は，厚生

省に実態調査や医療体制の整備を求める要望書を提出

しました．同団体の電話相談は，3日間で195件を

数えたということです．

11月9日には，参議院国民福祉委員会で福島厚生

総括政務次官が肝臓疾患専門の臨床医，疫学者や基礎

分野からなる有識者会議を設置するとの答弁を行いま

した．

同日に，日本患者・家族団体協議会や日本肝臓病患

者団体協議会等の患者団体からなる医療被害・薬害救

済制度確立連絡会は，厚生大臣に次の要望を実施しま

した．

① 非加熱濃縮血液製剤を投与された患者について

緊急調査を行うこと．

② 厚生省の難病対策治療研究事業にウイルス肝炎

を対象として追加すること．

③ 老健法の一般検診やがん検診に HCV抗体，

HBs抗原の検査を行うこと．

さらに，国会でも問題となり，民主党は1996年の

HIV問題のときに，非加熱製剤の納入先医療機関
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2,300施設を再調査することを盛り込んだ「B型，C

型肝炎対策に関する要望書」を厚生省に11月15日

に提出しました．

以上のような経緯を経て，厚生省の肝炎対策プロジェ

クトチームの第2回目の会合が11月22日に開催さ

れ，ウイルス性肝炎では，B型肝炎キャリアが

120～140万人，C型肝炎キャリアは100～200万人

と推定し，総合対策の必要性が認識され「どんな分野

で対策が不足しているか検討する」とし，l1月30日

に第1回「肝炎対策に関する有識者会議」が開催さ

れ，第2回目の会議が12月21日に開催され，透析

患者におけるB型肝炎およびC型肝炎についての意

見陳述を本会の平澤会長に厚生省から要請されました．

わが国の肝炎対策の一層の充実が期待される会議で

あることを念じています．

最後に座長より，次回開催を1月中旬に開催する

こと，次いで閉会を宣して，有識者会議は午後5時

過ぎに終了しました．

［参考資料］

資料1 第2回肝炎対策に関する有識者会議議事次第

資料2 肝炎対策に関する有識者会議名簿

資料3 第2回肝炎対策に関する有識者会議座席表

資料4 透析療法と肝炎について（平澤会長意見陳述

要旨）

資料5「有識者会議」での発言（全腎協油井会長意

見陳述要旨）

資料6 透析施設での肝炎院内感染事故（概要）

「透析施設での肝炎院内感染事故（概要）」は，全腎

協事務局の了承を得て，施設名，所在地，電話などを

削除して本紙に掲載いたしました．
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氏 名 所 属
飯野 四郎 聖マリアンナ医科大学教授
石井 裕正 慶應義塾大学医学部教授
浦川道太郎 早稲田大学法学部教授
遠藤 久夫 学習院大学経済学部教授
岸 洋人 読売新聞社論説委員
齋藤 英彦 名古屋大学大学院医学研究科教授
島田 馨 東京専売病院長
下遠野邦忠 京都大学ウイルス研究所教授
杉村 隆 国立がんセンター名誉総長
曽野 綾子 作家
久道 茂 東北大学大学院医学系研究科長
矢野 右人 国立長崎中央病院長
雪下 國雄 （社）日本医師会常任理事
吉澤 浩司 広島大学医学部教授
若林 敬二 国立がんセンター研究所部長

（五十音順：敬称略）

資料1
第2回肝炎対策に関する有識者会議議事次第

1.日時 平成12年12月21日（木）

14:00―16:30

2.場所 霞が関東京会舘ゴールドスタールーム

（霞が関ビル35階）

3.議事

（1） 参考人からの意見聴取

① 患者の立場から

●日本肝臓病患者団体協議会・肝臓友の会 事務局長 高畠譲二

●全国肝臓病患者連合会・東京肝炎の会 相談役 西河内靖泰

●東京HIV訴訟原告団 世話人 大平勝美

大阪HIV訴訟原告団 代表 花井十伍

●全国腎臓病協議会 会長 油井清治

② 学会・研究者の立場から

●日本輸血学会 評議員・幹事 稲葉頌一

（九州大学医学部附属病院輸血部副部長）

●日本透析医会 会長 平澤由平

●大阪大学微生物病研究所 エマージング感染 症研究センター 教授 松浦善治

③ 行政機関の立場から

●三重県健康福祉部 医療政策課 医療対策調 整監 田畑好基

（敬省略・順不同）

（2） その他

4.配布資料

資 料 参考人発言要旨

別 冊 東京肝臓のひろば（日本肝臓病患者団体協議会提出）

参考資料 肝炎対策に関する有識者会議名簿

資料2
肝炎対策に関する有識者会議名簿
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資料3

第2回肝炎対策に関する有識者会議座席表

平成12年12月21日（木）

14：00～16：30

於：霞が関東京會舘ゴールドスタールーム

速 記

厚
生
科
学
課
長

堺
審

議
官

座
長

飯
野

委
員

石井委員

浦川委員

遠藤委員

岸 委員

島田委員

下遠野委員

曽野委員

久道委員

矢野委員

雪下委員

吉澤委員

若林委員

［事務局］

（厚生科学課）
健康危機管理官

（保健医療局）
企画課長

結核感染症課長

感染症情報管理室長

エイズ疾病対策課長

（医薬安全局）
企画課長

血液対策課長

（保険局）
医 療 課

［事務局］

（老人保健福祉局）
老人保健課

（健康政策局）
研究開発振興課長

（保健医療局）
生活習慣病対策室長

（国立病院部）
政策医療課

（医薬安全局）
審査管理課

安全対策課長

（参考人席）

参考人控席（9席）

傍 聴 者 席

（70席）

窓

側

入 口



資料4

透析療法と肝炎について

社会法人日本透析医会

会長 平澤由平

1.透析療法とウイルス性肝炎の歴史

透析患者は貧血（腎性貧血）を合併し，エリスロポエチン（EPO）登場以前は頻回に輸血を要したこと，ま

た血液透析がくりかえし行われる体外循環治療であることから透析患者ではウイルス肝炎の合併率は極めて高く，

透析療法に伴う最大の問題の1つであった．

我が国の透析療法は1965年前後から開始されたが，初期のころは医療材料や技術が未成熟のために貧血の克

服は容易でなく，頻回かつ多量の輸血が施行された．その結果，肝炎の合併は常に20～30％の高率にみられ，

しばしば死因となり，また，スタッフヘの感染も決して少なくなかった．

その後，透析療法の進歩に伴い1975年頃からは必要な輸血量も減少してきた．加えて1972年から輸血血液

のHBs抗原のスクリーニングが開始され，新規のB型肝炎は急速に減少をみるようになった．HBs抗原キャリ

アも特定され，肝炎予防対策も講じやすくなった．HBs抗原陽性率はピーク時の約 10％ から 1990年には

2.5％に減少した（自験例）．

1989年HCV抗体の輸血血液スクリーニングが開始され，輸血血液の安全性は一段と向上した．さらに，

1990年エリスロポエチンの利用が始まり，透析患者の貧血は著しく改善し，ごく一部の患者を除いて輸血は不

必要となり，新規感染者は減少してきた．

2.透析患者の肝炎の現状

しかしながら，過去の遺産として，透析患者の肝炎ウイルス感染率はなお著しく高い現状にある．大規模統計

（透析医学会および透析医会）によると，透析患者のHBs抗原陽性率は1994年の3.7％が1999年2.1％と減

少してきているが，一般献血者（1998年）の0.17％に比べると，なお著しく高い．また，HCV抗体陽性率は

1994年，23.8％，1999年では17.7％とやや減少してきているが，一般献血者の0.55％（1994年），0.36％

（1998年）に比べると著しく高率である．

輸血がほとんど施行されなくなって，新規感染の発生は院内あるいは透析室内感染の実態を示すことになるの

で重要視される問題である．これまでにHCV抗体陰性患者を5～7年間追跡した2報告がある．1つは新規の

HCV抗体陽転者が平均して1年間に2.6％と高率であったと報告し，他はHCV抗体陽性者の多い施設で平均し

て1年間に新規に2.2％がHCV抗体が陽性になったことを報告している．この実態が普遍的であるということ

はできないとしても，内部感染が予想外に多いという現実を直視しなければならないと考える．そして，HCV

抗体陽転者の65％はHCV RNAが持続陽性となり，その大部分に肝炎の検査所見が短期ないし長期にみられ

たと報告されており，新しい感染源となりうるし，肝硬変や肝癌への進行も懸念される．

3.最近の透析施設における肝炎の集団発生

最近，大きな問題を提起した透析患者の肝炎集団発生の事例が数件ある．1994年，東京都の透析施設でB型

肝炎が5名あい次いで発生し，うち 4名が劇症化して死亡した．1999年に兵庫県の透析施設で7名のB型肝

炎の集団発生が起こり，6名が劇症肝炎の経過をとり死亡した．専門家による調査でも感染経路は明確にされな

かったが，エリスロポエチン注射薬や返血用生食液の汚染が可能性として示唆された．HBVが変異株であった

ことが肝炎の重症化をもたらしたものと考えられた．兵庫県の施設ではHCV抗体陽性率が80％と異常に高く，

内部感染がくりかえして起こっていたことも推測された．

2000年に，千葉県，静岡県，福岡県の透析施設でC型肝炎の集団発生が報道された．感染経路は福岡県のケー
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スでは専門委員会の調査により，ヘパリン加生食水の汚染を介して感染の集団発生をみたことが特定された．他

のケースでは感染経路は明らかにされてないが，やはり透析時の使用薬液の汚染が可能性として示唆されている．

集団発生の場合は何人かの患者が共有した薬液の汚染が感染経路になっていることが大部分と思われる．

4.ウイルス肝炎予防対策について

透析室における予防対策は「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」（厚生

省厚生科学特別研究事業）に基いた透析作業の着実な実施につきるのであるが，特に重要な事項を次にあげてみ

たい．

（1） 透析施設の適切なスペース

透析操作，患者やスタッフの移動が容易なスペース（ベッドあたり9m2以上）．透析時に投与される薬剤を

調合できる，透析室から区画された場所の確保．血液汚染物の処埋場所の確保，十分な手洗い場所の配置．

（2） 必要スタッフの確保

患者数にみあった適正数のスタツフの確保（患者3～4人に1人）．臨床工学技士の配置．

（3） 順守事項

毎回の手袋交換，ディスポーザブルの器具使用，肝炎患者の本人への告示およびスタッフヘの周知．院内感染

予防対策委員会の頻回な開催．

5.まとめ

透析室内感染は1人も発生させないことが原則である．散発性感染が実に多様な経路が想定されるので完全

な防止は容易でないと思われる．1999年4月から施行された感染症新法は新規のウイルス肝炎の届出を義務づ

けた．これにより，透析室の衛生状態や感染予防の管理機能がテストされる時代に入ったと認められる．あらゆ

る可能性を想定した対策がマニュアルに準拠してきめ細かく実行されることが透析施設に求められている現状に

あると認識する．
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資料5

「有識者会議」での発言

1.所属団体

社団法人 全国腎臓病協議会

2.発言者

油井清治（ゆい せいじ）

3.住所等

〒1170031 豊島区目白2382 紫山会ビル

社団法人 全国腎臓病協議会

電話 03（3985）7760 FAX 03（3985）7781

4.発言要旨

別紙

5.紹 介

社団法人 全国腎臓病協議会（1996年法人設立）

●主として透析患者を中心とした腎臓病患者の全国団体

●全国46都道府県組織を支部とする（石川県を除く）連合体

●加盟病院単位患者会 2,106患者会（2000年11月現在）

●会長 油井清治

●主として腎臓病患者，透析患者向けの啓発（シンポジウム，講演会，患者向け図書の発行等々），無料電話

相談，政策活動，機関誌の発行，要介護透析患者向け通院送迎活動

6.沿 革

●1971年任意団体全国腎臓病患者連絡協議会として設立

●透析医療費の自己負担軽減，透析装置の全国的整備など運動

●結成時600人，現在10万人

●1999年社団法人設立

●その他，別冊「歩みとどまらず―全腎協の20年」

肝炎院内感染に関する発言要旨

2000年12月21日

社・全国腎臓病協議会

会長 油井清治

●昨年（1999年5月）兵庫県加古川市の透析専門施設で透析患者7人がB型肝炎を発症しうち6人が死亡，全

国の透析患者に強い衝撃を与えた．

●1994年9月にも東京・新宿区の透析施設で5人がB型肝炎を発症，うち4人が劇症肝炎で死亡している．こ

の事故にあたり東京都は専門家らからなる調査班を設置し詳細な原因究明の調査を行った．しかし，長期間に

わたる調査にも関わらず，結局明確に原因を明らかにすることはできなかった．この事件を教訓として，各透

析医療機関は関係学会等の指導のもと，透析施設での血液感染再発防止策を強化してきた．

●さらに本年3月，厚生省は，日本透析医会，日本透析医学会の協力を得て，「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」をまとめ全国の透析医療機関に配布した．しかし，透析医療機関で

の肝炎感染事故はその後も連続して発生している．
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●東京・新宿区での死亡事故から5年後，厚生省，関係学会，団体からの強い要請にもかかわらず，同様の死

亡事故が発生し，本年10月までの1年半の間にあわせて8件の肝炎感染事故が連続して発生し，45人がC

型・B型肝炎に感染，7人が死亡している．（別紙参照）

●これら一連の肝炎院内感染事故では，いずれも原因が明確にされず，医療機関が法的に処分を受けたこともな

く，もっぱら患者が苦しんでいるだけである．

●透析患者は現在20万人を超え，年間新たに3万人の新規患者が発生している．

●透析医療は，血液を扱う医療である．血液を介して疾病への感染の可能性を常にはらんだ医療である．したがっ

て患者も医療従事者も常に，感染への危険性を意識しながら透析医療に従事しなければならない．

●この1年余に連続して発生した各地の透析施設での肝炎感染事故は，いずれも原因が明らかにされていない．

こうした状況のもとで透析治療を継続して行くことに多くの患者が強い不安を抱いている．

●原因の究明，再発防止に引き続き各医療機関，関係学会は望みつつ，安全な透析医療体制をいっそう強化して

いかなければならない．
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透析施設での肝炎院内感染事故（概要）

件数 都道府県 透析施設名 所在地 時 期 事故の概要と経過

1 東京都 （医社）××

会××診療所

新宿区 （発生）

1994.9

（報道）

1994.10

・5人がB型肝炎を発症．うち4人が劇症肝炎と

なり死亡．

・感染源は特定したものの，感染経路は不明．

EPO注射を介しての感染が疑われた．

・東京都劇症肝炎調査班が報告書発表．

2 兵庫県 ××医院 加古川市 （発生）

1999.2～6

（報道）

1999.5

・7人がB型肝炎を発症．うち6人が劇症肝炎に

なり死亡．

・感染源は特定したものの，感染経路は不明．穿刺

時の処置，返血時の生理食塩水の使用が疑われた．

・院内感染調査委員会が報告書発表．

3 大阪府 ××病院 堺市 （発生）

1999.3

（報道）

1999.6

・1人がB型肝炎を発症し，転院先で・99.4に劇症

肝炎となり死亡した．

・保健所の調査では「院内感染かどうかは分からな

い」とされた．

4 広島県 （医）××会

××病院

三原市 （発生）

1997.4～11

（報道）

1999.10

・5人がC型肝炎に感染．・97.4以前に陰性だった

5人が・97.11に陽性．

・感染経路は不明．感染性廃棄物の処理，使用済み

コッヘルの取扱い，手袋の着脱時期などが疑われ

た．

・県肝炎感染調査委員会が「検討概要」を発表．

5 岩手県 ××医院 盛岡市 （発生）

1999.2～5

（報道）

2000.1

・3人が急性B型肝炎を発症．少なくとも1人が

急性C型肝炎を発症．

・感染経路は不明．同院は，穿刺時や返血，止血時

などの処置における手袋の不使用，スタッフの手

洗いの不十分さがあったと説明．

・県院内感染対策調査特別委員会が報告書発表．

6 静岡県 （福）××病

院

浜松市 （発生）

2000.5

（報道）

2000.5

・11人がC型肝炎に感染．3人が肝機能上昇した

ため，検査を行ったところ11人の感染が分かっ

た．

・同院は，血液凝固阻止剤や生理食塩水を介しての

血液感染が疑われる，と説明．

7 静岡県 （医社）××

会××クリニッ

ク

下田市 （発生）

2000.9

（報道）

2000.9

・2人がC型肝炎に感染．

8 福岡県 （医社）××

会××クリニッ

ク

福岡市 （発生）

2000.9

（報道）

2000.9

・5人がC型肝炎に感染．

・福岡市院内感染対策検討委員会にて，原因や感染

経路，予防策について調査検討中．

9 千葉県 （医社）××

会××病院

千葉市 （発生）

2000.2

（報道）

2000.10

・6人がC型肝炎に感染．

・感染源，感染経路ともに特定できず．C型肝炎集

団感染調査委員会が報告書発表．

※・99.4 感染症新法施行．当該医療機関に対し，診断後1週間以内の保健所への届け出を義務化．

※当会入手の各ケース報告書（調査委員会等），当該患者会からの報告，報道などから作成．

※2000.11.15現在．（社）全国腎臓病協議会調べ．

資料6

透析施設での肝炎院内感染事故（概要）については，全腎協事務局の了承を得て，施設名の一部，

所在地の一部，電話番号を削除し，掲載いたします．
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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

ofintensivetreatmentondiabeticnephropathyin

patientswithtypeIdiabetes.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

春らんまんの4月となりましたが皆様にはお元気でご活躍のことと存じます．お手許に日本透

析医会雑誌16巻1号をお届けします．

本号では，特集として昨年11月に開催されたConsensusConference・透析液の清浄度基準・

の内容を各講師の先生方に論文としてまとめていただきました．透析医療の進歩とともに清浄度基

準が非常に問題になっているとき，これは必読の内容かと思います．

一方，地震などの災害が最近各地で頻発しております．有珠山や三宅島の噴火，鳥取西部地震，

愛知県の水害に続き，広島県や静岡県の地震と，広範囲な災害発生になっております．災害時には

透析医療においても被害を受けるのですから，医会は勿論，支部単位，各施設単位でこれに対する

対策を立てるべきでしょう．そのために今号でも関連する論文を掲載しました．

また，感染に対する対策も重要ですが，今回は広島県で作成された詳細な広島のC型肝炎感染

の調査報告ができておりますので，転載させていただきました．これも得難い報告書と思います．

臨床面ではacetate-freebiofiltrationや在宅血液透析など，臨床上問題となっているテーマを

取り上げました．

毎年実施している透析医療費の実態報告も取り上げました．今号ではその前半を掲載しましたが，

これにより，昨年実施された診療報酬の改訂がどのように影響を与えているかがよくわかります．

また，これは来年行われる予定の診療報酬改に対しても関係してくるものであり，重要な報告です．

次号にこれの後半を掲載する予定です．そのほか，診療報酬に関係の深い特定保険医療材料につい

ての解説も取り上げました．

このように，本号も皆様にお役に立つ問題を取り上げて編集しました．それぞれ有益な内容かと

思いますので，どうぞご熟読下さい．

皆様のご健闘を祈ります．

広報委員会委員長 飯 田 喜 俊
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