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医療制度改革に関する厚生労働省試案が出された．先の医療関係者の出席しない経済財政諮問

会議の基本方針や総合規制改革会議の中間取りまとめと比較すると，改革の内容は国民や医療機

関にとってかなりの痛みを伴う厳しいものであるが，わが国の医療体制の基本に沿ったものとは

評価できる．規制のない市場原理の導入や，営利目的の一般資本の参加，保険者機能の強化など

は，大企業や多国籍医療産業のためとしか考えられず，背景にはグローバル・スタンダードと言

い換えられている米国経済界の世界統一戦略が見え隠れすると言っても過言ではない．

数年前に，米国のヘルスケア・ビジネスが主催する「日本の医療制度を考える」カンファレン

スに参加する機会があった．この議論の中で，米国流医療制度改革を迫るヘルスケア産業と，こ

れに同調するわが国経済界の提言に対し，厚生省（当時）の担当者が「DoinRomeastheRo-

mansdo.」と返答した．当時この一言を聞いたとき，わが国の医療制度は当分の間健全であると

考えた．

その国の文化ともいうべき社会保障制度は，歴史の中で積み重ねられてきた国民の総意を反映

するものであり，隣人からも銃でわが身と家族を守らなければならない米国のそれとは大いに異

なる．「お金のない人は仕方がない」，「自分の健康は自分で買う」という思想は，「和」と「互助

の精神」を最良とするわが国の風土にはなじまない．ちなみに，互助精神は，奉仕の精神とはまっ

たく異なる．

その厚生労働省試案については，保険料の引き上げなど国民と患者にとって厳しい負担を強い

ているが，医療機関にとっても大きな痛みを伴う改革案であることには違いない．特に老人保険

制度の対象年齢の引き上げと，自己負担率の引き上げは，大幅な受診抑制がかかると予想されて

いる．また，人口の増加や，医療の進歩に伴って自然に増える高齢者医療費の伸び率にGDPの伸

び率を乗じて目標値（上限値）を設定し，これを超えた場合には1点10円の診療単価を補正

（切り下げる）するとした制度は，まるで自然増が医療機関の責任であると断言されているようで

納得できない．
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この原稿が出版される頃には，診療報酬部分の改定案についてより具体化していると考えるが，

いずれにしても高齢者の医療費に焦点が合わされていると推測され，今や高齢者を対象とする透

析に関する改定には十分注意が必要である．

ところで，米国の透析治療には，NKF DOQＩというガイドラインが提示されている．「至適血

液透析」，「至適腹膜透析」，「貧血治療」，「ブラッドアクセス」に限られているものの，EBMに基

づくガイドラインとされている．ダイアライザーの再使用や短時間透析を前提とした「透析量」

や，高血流量の確保のため，人工血管グラフトの使用比率が60％を超えるような「ブラッドアク

セス」に関するガイドラインは，わが国の透析にはなじまないが，鉄剤投与をベースとしたEPO

の使用などは大いに参考となる．

わが国でも，「貧血治療」に関するガイドラインの作成計画があるが，EBMを構築するための

研究論文が不足していると聞いている．しかしわが国の透析治療成績が世界一であることは間違

いなく，これはわが国の透析医療の質が医学的にも高い水準にあり，かつ均一であることを示し

ていることにほかならない．この高い水準と，均一性を維持している基本条件こそがわが国の透

析のスタンダードであり，それは，必ずしも研究論文から得られた「証拠・事実」に劣るもので

はない．

振り返ってみれば，かつて診療報酬に規定される透析時間が「5時間以上・未満」に区分され

ていたものが，「4時間以上・未満」なったときから，ほとんどの透析施設では4時間透析を標準

とした．最近の透析医学会の，「4時間透析」と「5時間透析」の死亡に対する危険率に関する報

告から考えれば，これを契機にわが国の治療成績が一段階低下したといえるかもしれない．また，

外来透析が包括化された時点で透析液流量を低下させた施設があることが，患者会を通じて国会

で問題となった．この事実がはたして透析の治療結果に対して影響を及ぼしているか否かは不明

である．しかしこれらの事実から考えるべきことは，少なくとも現時点での標準的な透析医療を

明示しておくことで，このことはきわめて重要なことである．なぜならば，透析を含めた医療を

取り巻く社会的・経済的環境は，今後，現在の良質な医療の維持を困難とする方向に変化する可

能性を秘めているからである．

（社）日本透析医会では，厚生科学研究などを通して，透析医療の標準化を進めるべく，事業の

展開を始めた．この標準化の対象は，必要な検査・検査結果の判断基準・検査結果に基づく治療

方針，合併症対策のほか，透析施設のあるべき姿などについても検討する予定である．このため

には，多くの医療機関の経験や，透析医学会の統計調査結果なども参考にするつもりである．経

験や統計調査結果は，必ずしも「証拠・事実」とはいえないが，まずは標準的な透析医療を提示

し，これを多くの透析医療機関で評価し，改めてスタンダードを改定するという手順で進める予

定である．
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わたくしは，平成5年から会長に就任し，通算8年にわたり，本職を務めさせていただきました．その

間，大過なく会長職を務められましたことは，ひとえに会員並びに役員皆々様の強力なご支援ご鞭撻があっ

たればこそと，心より感謝申し上げます．

しかしながら，高齢になり体力の限界を多少感じ入り，昨年の末頃から常任理事を始めとする役員の方々

には，退任の意向を申しあげてまいりました．そして，この度の総会におきまして，退任の承認をいただき

ました．

改めて会長職の8年間を無事に務められましたことは，皆々様の絶大なるご協力のお陰でありますこと

を衷心より感謝申し上げます．いまの個人としての心境を申し上げますと，「安堵の思い」でございます．

会長職を引継ぎます山�親雄新会長は，透析医療の経験豊富そして着想に優れた方で，かつ，年齢もお若い

ので，社団法人日本透析医会の今後の諸活動は，継続的に活発に一層の発展をされることと確信し，透析医

会の存在意義の確立は，さらに進展されると信じています．

顧みますと昨今は，特に医会を取り巻く諸情勢には，きびしいものがあり，難問が山積されていますが，

これまで問題が起こる度に常任理事各位に支えられて，無事に過ごしてきた想いが大きく，感謝の気持ちで

いっぱいです．

ここで，少し昔のことを思い出しながら申し上げてみます．昭和53年12月に日本透析医会世話人会を

設立，昭和54年4月に都道府県透析医会連合会を創設しました．都道府県のすべてに透析のグループが組

織化されたわけではありませんでしたが，できる限り結集して，「連合会」が誕生しました．丁度，この連

合会の誕生の前年頃から透析医療費に変革が起こり始めました．高度成長時代には，透析医療費も順調に上

昇していました．一方では，行き過ぎだ，という批判もありましたが，昭和52年に1回目の診療報酬の見

直しが行われました．さらに昭和56年には，診療報酬の大幅な手直しが実施されました．

昭和52年の診療報酬の見直しが起こったことにより，透析医療の将来に危惧感が生じました．当時は，

厚生省・日本医師会あるいは，第三者の有識者というような人たちは，透析医療の実際について理解に乏し

く，批判的な見方であったことなどが，その大きな理由でありました．この状態が続くのであれば，透析医

療の定着，普及はむずかしく将来の治療体系の構築が危ぶまれるものと強い危機感を覚えました．

そのような情況の中で，透析医療従事者から，われわれの「姿勢も正す」が，厚生省や日本医師会に対し，

透析医療の将来のありかたに関して正当に発言し，理解を求める「団体」の設立を求める声が，全国各地か

ら強く起こりました．思えば昭和53年頃のことでした．

当時，関係者の中で，わたくしが一番の年長者とのことで「都道府県透析医会連合会」の会長に押し上げ

られました．しかしながら，昭和56年の透析診療報酬大幅引下げが苦い体験で，任意団体の「連合会」で

は活動に限界があることを痛感しました．そこで，厚生省認可の「公益法人」の資格を獲得しようと衆議一

決しました．それからは，公益法人の設立を目途に機会あるごとに設立運動を展開してまいりました．

その後，連合会の会長に稲生綱政先生のご出馬いただき，名古屋の太田裕祥先生とわたくしが副会長とし
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て稲生会長を補佐する新しい体制ができました．昭和58年のことでした．引き続き連合会の公益法人化運

動を強力に推進していくこととし，都道府県代表の理事各位の強力な支援のもとに多くの準備作業が進めら

れました．特に，翁久次郎先生のご支援は，今でも大変有り難く思っています．それに，田村弁護士や松田

鈴夫先生のご尽力にも感謝しています．連合会では，鈴木満専務理事並びに吉田豊彦常任理事のご活躍には，

心より感謝しています．そして，難問中の難問であった日本医師会の賛意をいただき，念願叶い昭和62年

7月に公益法人として「社団法人日本透析医会」が認可され発足いたしました．

当時のことを想うに，そのときは「本当にうれしかった」ことを思い出します．いくつもの難儀な事柄が

あって，一つ一つ難問を処理しながらのことでしたので，厚生省から認可されたときは，超一級品の喜びで

した．また，この運動の初期には，非難する「声」が目立ちましたが，やがて透析医療を正当に理解してく

れる方々が多くいらっしゃるようになって，心強い思いもいたしました．

任意団体「日本透析医会」から「社団法人日本透析医会」となりまして，初代会長に稲生綱政先生を戴き，

産声を上げました．いまでも，走馬灯のようにいろいろなことが次々と思い出され，万感胸に迫る思いです．

ともあれ，法人になってからは，われわれの提言の多くを厚生省を始めとした関係団体が耳を傾け，受け入

れていただくことができました．

結論的に申し上げますと，われわれが最初に考えたような基盤の整備は出来上がりつつあるのではないか

と，また，それに伴って業績を得ることができたのではないかと思っています．

誠に長い間，ご支援を賜り厚く御礼申し上げます．新会長山�親雄先生は，ご周知のとおり，医療制度や

保険医療について造詣が深く，多くの情報を集めて中庸を以て歩む方で，組織力にも優れた資質の持ち主で

す．今と将来の展望を見極め十分に本会を背負って立つ人物であると考えています．透析医療経済は，未曾

有の厳しさに直面し，これからの道のりは，暗くて長い隧道を行かなければ，明るいところには出られない

と予想されます．この時期を乗り切るのには，山�新会長は，最も相応しい指導者と確信しています．わた

くし同様の御支援を賜りますようお願いいたします．

ここで，紙面を拝借いたしまして，先般は，大役解放の緩みからか体調を崩し，退任挨拶が遅れましたこ

と大変失礼いたしました．ただ今は，体調十分に回復いたしました．ご心配をおかけいたしました．

最後になりますが，われわれの社団法人日本透析医会の一層のご発展と会員各位のご健勝を衷心より祈念

いたしまして，退任の挨拶にかえさせていただきます．

（名誉会長）
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要 旨

当院の透析室では，CDCの隔離対策ガイドライン

中の標準防御策に沿った感染対策法を1999年より行っ

ている．これは維持血液透析患者の感染対策に関する

CDC勧告や厚生省マニュアルよりやや簡便な内容で

あった．この方法で，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）の院内伝播が少なくとも保菌者に関しては

生じなかったことを，定期的なサーベイランスとパル

スフィールド法による菌の遺伝子型解析で証明した．

はじめに

透析室用の感染対策マニュアルとして発表された

2001年のCDC勧告1）や厚生省マニュアル2）は，ウイ

ルス性肝炎の感染予防を主眼においてつくられたもの

である．この理由は，血液透析患者でB型肝炎やC

型肝炎の罹患率が腹膜透析患者や一般の患者より高く，

血液透析療法との関連が疑われていること1,3），透析

室内でのアウトブレイクの事例が知られ，その伝播経

路として物品の共用や誤刺等3,4）医療過誤によるもの

が疑われていることによる．さらにB型肝炎ウイル

スでは1週間乾燥させた血液検体が感染力を持つ5）た

め，作業環境の汚染を最小にするように配慮した内容

となっている．ところが細菌感染に関しては，疫学的

な可能性の低さ†を論拠1）にしているだけで，予防効

果に関する事実は示されていない．維持血液透析患者

では院内感染症の発生率が非透析患者より 2.4倍高

く6），感染症の起因菌となりうる病原性菌の保菌率が

高い7,8）．さらに死因の第2位が感染症9）でその大部

分が細菌性である．これらのことから細菌感染対策は，

透析患者の予後を改善する上できわめて重要であると

思われる．

当院では， メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）を対象とした透析室内感染対策を1993年

より開始した．当初はすべてのMRSA陽性例（保菌

者および感染症患者）に対して接触予防策10）を行う隔

離透析を行った11）．その後年に2回，全透析患者の

サーベイランスを行い保菌状況を観察してきた．そし

て院内伝播が発生していないことを確認した上で漸次

対策緩和を行い，1999年より標準防御策（表1）12）の
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表1 CDCの標準防御策（STANDARDPRECAUTION）12）の考え方

基本的にヒトに感染した微生物は，人に移りうる．患者の体液に対する標準防御策（STANDARDPRECAUTION）の考え方

の基本もここにあり，特定の病原性微生物を持つ者ではなくすべての患者を対象としているのは，未知の（あるいは測定されて

いない）病原性微生物が存在している可能性が否定できないからである．さらにもしスタッフ自身の防御が可能ならば，スタッ

フの手を介した患者間の感染伝播は起きない．

院内感染の伝播様式で最も重要なものは接触伝播である．これは，感染対策に関する提言に注意を払わない医療従事者の手を

介した伝播が最も多く，まれにベッド柵やテーブルなどの器機の表面を介して，患者や医療従事者の手で伝播することがある．

透析室でもこの様式によるものが血液媒介の病原性物質の伝播の大部分を占める．もし医療従事者の手に血液が付着していた場

合，穿刺などで患者の体内に植え込む可能性がある．

これは，手洗いや手袋の着用と患者毎の付け替えといった手の清潔手技で予防しうる．この条件では，手の清潔手技が最も重

要である．さらに未使用の未滅菌手袋（cleannonsteriledisposablegloves）は，医療従事者の手を汚染から守り患者への伝

播を減らすと考えられている．しかし，手袋に穴が空いたり手首から汚染したりすることがあるので，手袋をしていてもはずし

た後に手洗いをするべきである．



みへと変更した．これは2001年のCDC勧告1）と比

較すると，MRSA保菌者に関してはほぼ同等か，血

液媒介病原体対策が緩い分むしろ簡素なものとなった．

そこでまず当院で現在行われている対策法とその成

績，CDC勧告・厚生省マニュアルとの相違点につい

て述べ，各施設で透析室専用感染対策マニュアルをつ

くる上で参考になると思われるデータの提供を試みた

い．さらに，感染対策を実働させる上で鍵となった点，

感染対策の目的・教育・感染症の確認・感染監視につ

いて私見を述べてみたい．

†文献1より．①透析室内で細菌感染症の伝播が起きたとい

う確証がない．②透析患者はしばしば入院するので，入院中

に起きた細菌感染との区別が難しい．③24時間在院している

入院患者と比べ，週10時間前後しか院内に滞在しない外来

透析患者では院内感染の機会が少ないと思われる．④標準防

御策より厳しい対策なので，接触ルートによる伝播を予防す

るはずである．

1 春日部秀和病院（KSH）・第二病院（KS2）の

透析室内感染マニュアル

標準防御策12）を基にした当院の透析室内感染対策の

手順書を表 2に示した．これは1999年に当院の透析

室がKSHとKS2の2つに分れた際にKS2で採用し

たもので，手順書の中の （h）のようにMRSA保菌

者に対する隔離透析を中止した．一方，感染症患者に

対しては隔離対策を残した．隔離透析（f）は，入院

患者同様の専用室を用いた「部屋」単位の隔離で，簡

易隔離策（g）は患者に協力を乞うた上での「透析ベッ

ド」単位のものである．同時期に他方（KSH）の透

析室では（g）の方法で保菌者対策を継続しており，
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表2 透析室内感染対策手順書（春日部秀和第二病院）

○透析室内のすべての患者に対する感染対策

（a） 清潔な未滅菌のディスポーザブル手袋を，穿刺・回収時にする．

一人終了する毎に替える．

穿刺・回収中に手袋を外した場合，その患者の処置終了後直ちに手を洗うか擦過式手指消毒をする．

透析室から退室時，作業終了時には，必ず手洗いをする．

（b） 穿刺に用いたものを，他の用途に再利用しない．透析ベッドの所に持ち込んだ物は，その患者にのみ用い残

りは廃棄し他の患者に用いない．

（c） 清潔区域を分け，患者の血液検体や使用済みの物品を持ち込まない．

（d） 静脈圧モニターに水を浸透しないフィルターを付ける．

（e） 一人の患者が終了した後，次の患者に用いる前にベッド・オーバーテーブル・コンソールの清掃と消毒を行う．

○MRSA/VREなど感染対策の対象菌陽性者の対策

（f） 接触防御策（隔離透析）

湿潤な褥瘡感染症患者/SSSSブドウ球菌性紅皮症候群/肺炎/腸炎患者に対する対策．

すべての患者に対する感染対策に加え，

（f1） 入院外来に関わらず，患者を個室または同一菌の陽性者と同じ部屋に隔離し透析を行う（隔離透析）．

（f2） 入室時には必ず清潔な未滅菌のディスポーザブル手袋をする．

（f3） 環境中から汚染される可能性があるので，入室時には必ずガウンを着る．

（f4） 隔離透析担当スタッフは，同時に非感染者の処置をしない．

（g） 簡易隔離策

隔離透析策で対象としたもの以外の感染症（例：尿路やグラフト感染症）

全ての患者に対する感染対策に加え，

（g1）透析室に入室中は，患者に使い捨てのガウンとマスクをしてもらう．

（g2）当該患者の処置をする際には，常に清潔な未滅菌のディスポーザブル手袋をする．

（g3）患者のベッドを透析室の端にし，1つあける．

（g4）担当スタッフも，手洗い後なら他の患者の処置をしても構わない．

（h） 保菌者を対象とした対策

すべての患者に対する感染対策および

（h1）入室前，患者に手洗いとうがいをさせる．

もし風邪等上気道炎症状が見られる場合はマスクをさせる．

（h2）当該患者の処置をする際には，常に清潔な未滅菌のディスポーザブル手袋をする．

（h3）患者のベッドを透析室の端にし，1つあける．

（h4）担当スタッフも，手洗い後なら他の患者の処置をしても構わない．



今回その成績と比較検討した．

全血液透析患者の咽頭・鼻腔・感染症部位の細菌培

養によるMRSAの検出率を図1に示した．1999年

以後の2001年までの間で隔離透析を必要とした患者

は両施設併せて入院中の1例（肺炎）のみであった．

保菌者に対して簡易隔離を継続した KSHのMRSA

陽性率は1％台であるのに対し，隔離を止めたKS2

の陽性率が上昇した．しかし，隔離を行わなかった

KS2側の計 5例から分離された MRSAのゲノム

DNA型はいずれも異なっており（図2），これは，患

者間での伝播がなく他所からの持ち込みを意味してい

る．換言するとMRSAの上気道保菌者に関しては，

手袋の付け替えを遵守すれば隔離をしなくてもよいと

考えられた．

2 CDC勧告/厚生省マニュアルと異なる点

1） 多剤耐性菌対策

① 感染症患者対策

多剤耐性菌対策として当院の手順書とCDC勧告1）

が異なる点は，感染症患者に隔離措置を行っている点

である．感染症患者への対処を厳重にしている理由は，

保菌者と比較して排菌数が101 105倍多く，感染源

となる危険性が高い13）とされていることによる．また

ⅰ） 褥瘡感染が感染源になったと思われる院内ア

ウトブレイクの経験があること11）

ⅱ） 入院病室の床やベッドなどの環境中から

MRSAが分離された

ことから，表2の（f）中にある感染症（褥瘡・黄色

ブドウ球菌による紅皮症（SSSS）・肺炎・腸炎）患者

に対してはさらに厳重な隔離透析を残している．しか

し実際には，両院併せて約350名の患者で過去3年

間のうち，MRSA感染症を発症した症例は4例（表
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図1 血液透析患者のMRSA陽性率

年2回の入院/外来全透析患者の咽頭鼻腔感染症部位の細菌培養結果より算出．

MRSA保菌者に対し春日部秀和第二病院は（KS2）標準防御策（表2（h）），春日部秀和

病院（KSH）は簡易隔離透析（表2（g））で対処している．

図2 MRSA臨床分離菌株のパルスフィールド法による

ゲノム遺伝子型

MRSA保菌者の隔離を中止した春日部秀和第二病院で，1999

年冬から2000年冬の期間に5例から5菌株分離された．制限酵

素（SmaI）処理後のゲノム遺伝子型はいずれも異なった．



3）で，8割は保菌者に過ぎず，隔離透析を必要とす

る症例は僅かであった．

② 院内アウトブレイクの実例

透析患者に限らず当院で生じた院内水平伝播（アウ

トブレイク）の感染源になったと推定されているもの

に，褥瘡・紅皮症による落屑・肺炎があった．これら

のうち2次感染以後で感染症を発症したケースは1

例，同一病室内での褥瘡感染症のみで，あとはすべて

保菌者であった．また当院では経験していないが腸炎

（下痢）・尿失禁などが報告されている10）．これらの感

染症では菌の存在する体液や老廃物の管理が困難であ

ったことが予想されるが，いずれも入院中の患者であ

り透析室内の伝播であるか否かの確証はない．しかし

入院歴のないものでMRSAが分離され，かつパルス

フィールド法で同一株であることが確認されたものに，

家族間（親子，夫婦）伝播と送迎車内の伝播が疑われ

る症例があった（未発表データ）．われわれが，在院

時間が短いので確率的に伝播が生じないであろうと考

えているCDC勧告1）に対して懐疑的である理由の1

つである．

③ 保菌者の治療法

MRSA感染症患者の保菌者に対する割合は，当院

もほかの施設と変わらないと考えられる．そこで，

保菌者を減らすことは感染症の発症を減らすことに繋

がると考えられる．しかしバンコマイシン等のグリコ

ペプチド系抗生剤の局所投与，保菌者に対する全身投

与は耐性菌出現をきたすおそれがあり行うべきではな

い14）とされており，MRSAが消失しない場合の対処

に苦慮する症例がある．

鼻腔保菌者の場合，ムピロシン軟膏は有効であるが，

保険診療の認められる範囲内では除菌されない症例が

半数程みられる．この場合，0.2％のゲンチアンバイ

オレット（ピオクタニン）を用いた除菌が有効であっ

たことを報告している11）．この場合，来院時に熟練し

たスタッフが鼻前庭部から副鼻腔の入口部まで塗布す

るようにしている．咽頭では，ポビドンヨード剤（イ

ソジンガーグル）もしくはイルガ酸・トリクロ酸含有

のうがい剤を用いてもよい．ST合剤の内服を薦める

報告13）もあるがわれわれには経験がない．褥瘡部の除

菌にもピオクタニンを局所使用している15）．

ピオクタニン使用に肯定的な報告も増えている16,17）

が，われわれの施設では前述の部位にのみ用いている．

咽頭への使用は塗布が必要で，耳鼻科的に高度の熟練

を要し，スプレー散布では効果がない場合が多い．ま

た刺激性があるために陰部や膀胱粘膜には用いるべき

ではない．

④ サーベイランスを行っていない場合

現在当施設ではMRSAを感染対策の対象菌にして

いるが，CDC勧告1）にあるように「MRSAや VRE

などの多剤耐性菌が出ているいないにかかわらず，完

全に包埋していない滲出液のある感染皮膚創のある患

者や，患者自身でコントロールのつかない下痢や便失

禁のある患者は，病原性菌の伝播が生じる危険性が高

いと考え，さらに別の予防策を追加する」を実行する

ことが重要と考える．CDC勧告ではこれらの患者対

策として，「スタッフが治療に当たる場合ガウンを付

け，患者の処置が終わったところではずし，透析室の

端や角など隣接する患者ベッドがなるべく少ないとこ

ろで透析を行う」ことを推奨している．

2） 手袋，手洗，手の清潔

厚生省マニュアル2）では滅菌手袋の使用を薦めてい

るが，当院ではCDC勧告1）と同様に未滅菌の清潔な使

い捨て手袋（non-sterilecleandisporsableglove）

を使用している．これは，

ⅰ） 未使用の使い捨ての手袋でも表面上の常在菌

数はほぼ0であること（図3）

ⅱ） シャント感染症が多いという印象がないこと

ⅲ） 安価で頻回に換えられること

から未滅菌手袋で十分であると考えている．

またこれらのマニュアルでは常に手洗いをすること

を薦めているが，当院では手洗いの回数を必要最低限

に押さえることを明示した．これは1スタッフ当た

り一日の穿刺・回収の回数が10回を超え，特に冬期

に手洗いを過度に励行すると，手荒れを生じるスタッ

フが多いためである．手の傷が菌の温床となる可能性

があり感染対策上好ましくなく，むしろ頻回の手袋交

換のほうがよいと考えている．また当院では穿刺困難
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表3 維持血液透析患者のMRSAの分離部位

咽頭/鼻腔 16

喀痰 1

創部 2

血液 1

（19972000年）



な患者に対して穿刺部を触診しやすくする目的で，利

き手でないほうの手袋を外すスタッフが約1/4に見

られた．このための対応策を表2の（a）に盛り込ん

でいる．一方，厚生省マニュアル2） 中の「緊急で素

手で対処した場合のスタッフ間行動：手袋をした者と

すぐに代わる」は，血液媒介病原体の播種を防ぐため

にも追加すべき項目と考えている．

3） B型肝炎/C型肝炎ウイルス対策

表2のうち（b）（e）がこれにあたるものであるが，

血液媒介病原体予防策が簡素すぎる可能性がある．隔

離やベッドの位置固定，B型肝炎ワクチンの接種，聴

診器・血圧計・体温計の専用化は行っておらず，HBs

抗原，HCV抗体のサーベイランス回数も年1回と少

ない．当院ではHBs抗原陽性者が1％台，HCV抗

体・RNA陽性者が5％台と全国平均3,9）と比較して

低いが，いずれも今後改めていくべき点と考えられる．

機器や環境表面の適切な清掃と，消毒を含めた微生

物の伝播を減らすための環境整備・透析装置外装の定

期的清掃は，特に血液媒介病原体予防策として重要と

考えられる．また当院では非感染性患者に使用したペ

アンには水洗と熱湯消毒のみにしているが，厚生省マ

ニュアルでは非感染性患者に使用したペアンにも消毒

にグルタールアルデヒドを用いることを推奨している．

測定していないあるいは未知の微生物への対処（表

1）の点で優れており，今後改めていきたい．

厚生省マニュアル2）中の穿刺・回収作業を2人で行

う方法は，血液媒介病原体の播種を防ぐ上で非常に優

れている．しかし個々の責任が分散され透析開始の遅

れが生じるなどの問題が起こり，2人穿刺・回収がベ

ストであるとは言い難い面もある．今後の検討が必要

である．

3 感染対策マニュアルを実行する際のポイント

感染対策の成否は，「すべての医療従事者（スタッ

フ）が遂行し，それが継続できるか」によると考えら

れる．煩雑な手技ほど遂行されず，意義が不明確なほ

ど継続されないようである．

1） 感染対策はだれのためのものか？

「なぜ対策が上手く行かないか」を話すときにぶつ

かる壁の1つに，感染対策の対象に誤解がある場合

がある．一義的にはスタッフ本人のためのものである．

感染源に接する機会はスタッフのほうが患者より数段

多い．「スタッフの手が媒介となって感染症を患者に

移す」10）問題は，作業間や作業後の手洗いや手袋の脱

着を怠ったことがうかがえる．しかし食事などの日常

生活も手で行われているので，手の清潔（handhy-

giene）1,10,12）を守るのは自分自身のため18）である．さ

らに患者＝ヒトの感染症は同種のスタッフに罹りう

る12）ものである．手洗いや手袋の脱着が煩雑であると

考え怠った場合には，自分の身に降り掛かってくるこ

とが忘れられている．接触伝播を予防することは，ス

タッフ本人と生活を一つにするその家族のためでもある．

自分自身を守れない者は，スタッフ自身が媒介（ve-

hicle）10,12）となり患者をも守れないのは明らかである．

2） 教育について（現任者教育の難しさ）

感染対策は1人でも遂行しないスタッフがいれば

そこから崩れていき，院内伝播を起こす危険が生じる．

最大の難関は作業の慣れと手抜きにあり，スタッフの

感染対策に関する意識の高揚が必要1,2）となる．1回

の教育で遵守される期間は各施設で異なると思われる

が，当院ではリスクマネージの観点から，透析室内感

染対策会を月に1回，スタッフ全員参加として開催

し教育の場としている．感染症報告・誤刺事故報告等

に加え，意識の再高揚のために標準予防策の考え方や

手の衛生観念・適切な手洗いの仕方，防護器具の適切
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図3 未滅菌の清潔な使い捨て手袋と手指の菌の培養

フィンガースタンプ法．血液寒天培地に指先をスタンプし，

24時間35℃で培養．



な使用法，穿刺・処置・シャント部の処置時の適切な

感染対策手技等の内容を各月毎に1つずつ検討して

いくようにしている．

3） 細菌感染のサーベイランスは必要か？

はたして当院で行っているような培養検査は必要な

のかという疑問が聞かれる．デメリットは検査コスト

がかかることであり，このことがすべての必要性を凌

駕すると言っても過言でないかもしれない．感染対策

を遂行する上でサーベイランスを行った場合のメリッ

トは，対策効果が明らかになる点である．成功は，継

続の力になる．またサーベイランスを行っていない多

くの施設で，対策の不備や変更点を見いだせず，煩雑

な手技ほど遂行されないにもかかわらず，過度の対策

に走る傾向が見られる．前述のように当院でのサーベ

イランス結果は，対策緩和に役立てている．もちろん

患者個人へのメリットもあり，保菌段階で除菌を試み

ることで重篤な感染症となる前からの対処が可能であ

ることである．またMRSAに限らず，多くの感染症

が内因性感染であった7）ことから感染症発症時の抗生

剤選択にある程度の指針も示しうる．

対象をMRSAとするなら，退院後6カ月未満の患
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表4 CDC勧告：透析室内感染対策マニュアル維持透析患者間での感染症

伝播予防に関する勧告の早見表（透析室専用の感染対策手技）

A） すべての患者に対する感染管理予防策

○透析室内で患者や患者用の機器に触れる場合は常にデイスポーサブル手袋をし，患者毎，場所毎に替える．

△透析を行う区域に持ち込んだ物品は，一人の患者にのみ用いて破棄するか，通常の清潔区域に持ち込む前あるいは

他の患者に用いる前に消毒する．

×粘着テープや血圧計のカフなどデイスポーサブルでない滅菌できないものは，一人の患者にのみ用いる．

○透析を行う区域に持ち込んだ薬品は多人数用のものであれ一人の患者にのみ用いて破棄し，通常の清潔区域に戻し

たり他の患者に用いたりしない．

○ヘパリンなど多人数用の薬品のバイアルを用いる場合には，透析を行う区域から離れた，清潔区域で準備し個々の

患者のところへ運ぶ．決して，患者のベッドサイドで使い回しをしない．

△患者のところに薬剤を運ぶ際に，通常用いているようなカートを用いない．患者へ薬品を運ぶ際にトレーを用いる

なら，次の患者に用いる前に清潔にする．

△薬品や器具を準備したり在庫しておくための清潔区域をはっきりさせ，不潔区と明確に分ける．

○圧モニターラインにフィルターを付け，個々の患者ごとに替える．器械内のフィルターは患者毎に替える必要はな

い．

△患者の入れ替わり毎にベッドサイド（ベッド・テーブル・コンソール）の清掃と消毒を行う．

・頻回に触るコンソールのコントロールパネルや患者の血液が付着する可能性のあるところの清掃に特に気を配る．

○すべての液体を捨て，すべての表面と排水口を含め廃棄物用のコンテナの清掃と消毒をする．

・（ダイアライザー再使用事の注意）

B） HBウイルスとHCウイルスの定期的検査

・初診時

HBs抗原,HBc抗体,HBs抗体,HCV抗体,肝機能

・HBs抗体陰性（HB感受性あり．ワクチン不応者を含む）

月1回 HBs抗原

・HBs抗体陽性（10IU/ml以上）かつHBc抗体陰性（ワクチンによる陽転）

年1回 HBs抗体

・HBs抗体陽性かつHBc抗体陽性

不要

・HCV抗体陰性

月1回 肝機能，年1回 HCV抗体

C） HBワクチン接種

・すべてのB型肝炎ウイルスに感受性のある患者にワクチンを接種する．

・最終投与後12カ月目にHBs抗体を測定する．

・もし抗体価が10mIU/ml未満ならウイルスに感受性があると考え，さらに3回ワクチン接種を行う．

・もし抗体価が10mIU/ml以上なら免疫されたと考え，年1回HBs抗体を測定．

D） HBs抗原陽性例の取扱い

・すべての患者に対する感染管理予防策に従い，さらに

・別室に隔離し，専用のコンソール・器具を用いる．

・HBs抗原陽性患者の処置をしたスタッフは，同じシフト内で陰性者を処置しない

○秀和病院で行っている △一寸あやしいもの ×行っていないもの



者で黄色ブドウ球菌の分離率が高いこと19）から感染症

発症時に加え，初回透析時・退院後の患者を対象に行

うターゲットサーベイランスでも有効と思われる．現

在，当院では感染症部位のほかに咽頭と鼻腔の培養を

行っている．またバンコマイシン耐性腸球菌（VRE）

に対するスクリーニングでは，検査部位を便または直

腸拭い取り・会陰部・腋または臍・創部・カテ部・直

腸瘻部の培養に変える14）など，対象菌種によってサー

ベイランス部位を変更することも今後必要になってく

ると思われる．

4） 保菌者と感染症患者の見分け

当院の手順書でもCDC勧告1）でも，保菌者と感染

症患者を，いつ誰が見分けるかが重要である．特に外

来透析患者の場合，よほどの重篤なものでないかぎり，

初期症状はウイルス性の上気道炎や腸炎と変わりがな

い．一般的に，白血球数の上昇やCRPの上昇を伴う

感染症症状のある場合をもって感染症と判断している

が，初期診断は種々の難しさを伴う．

おわりに

当院の方法にも問題点が山積しているのが現状であ

る．また，当院の透析室用のマニュアルにも明記され

ていない点で，重要な物を以下に列記する．

●作業動線の処理と廃棄物の処理法の問題

誤刺事故を防ぐためにどこまでfoolproof（誰で

も簡単にできるもの）にすべきか？

●穿刺部位の消毒方法

アルコールかクロルヘキシジンやポビドンヨードか？

（消毒効果の強さと4時間針を留置させる状況を考え

た持続効果）

●清掃と環境消毒

日本の多くは高湿度であり，AHA推奨の方法をそ

のまま当てはめてよいか？

これらについて是非御教授いただければと考えてい

る．
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はじめに

平成11年，（社）日本透析医会の「危機管理委員

会災害時透析医療対策部会」で，全国規模の「災害時

情報システム」の構築を決議し，そこで，インターネッ

トを利用したホームページ上に情報収集・集計ソフト

を組み込んだ「千葉県支部システム」1）を採用するこ

とを決定した．「部会」は早速作業に取りかかり，日

本透析医会のホームページに災害時情報ネットワーク

（以下「ネットワーク」）を構築し，平成12年に「ネッ

トワーク」を稼動した．その直後からその存在意義を

試すがごとく様々な災害が発生した．

今回，これら1年間の「ネットワーク」の活動報

告を中心とした第2回情報ネットワーク会議，なら

びに第2回全国情報伝達訓練を行ったので報告する．

1 第2回情報ネットワーク会議報告

会議は，大阪で開催された第46回日本透析医学会

学術集会会期中の平成13年6月23日17時よりリー

ガグランドホテルにて開催，担当の先生方（表1）に

参加いただき，表2の議題について検討した．

1） 報告事項

昨年9月愛知県で発生した集中豪雨による水害時

の対応と問題点2），およびその後完成した愛知県の情

報システムについて，愛知県支部災害対策委員長の大

野和美先生から御報告をいただいた．

次に，岡山県における透析医療危機管理システムの

構築3）とその後に起きた鳥取西部地震と芸予地震の際

の対応について，岡山県支部災害対策委員長の笛木久

雄先生から御報告をいただいた．また，日本透析医学

会の危機管理について，日本透析医学会総務委員長兼

危機管理小委員会委員長の内藤秀宗先生から講演をい

ただく予定だったが，内藤先生のご都合がつかず，次

の機会とさせていただいた．

2） 愛知県水害と愛知県災害情報システム構築の

要旨

●平成12年9月10日から11日にかけ愛知県下に

集中豪雨による水害が発生した．これに対する，愛

知県透析医会としての対応と今後の問題点などを検

討．

●愛知県透析医会災害対策本部（事務局）の対応は，

情報の収集と発信，被害予備（一次）および二次調

査実施．最も被害の大きかった3施設に対し義援

金募集と配布．

● 情報の収集と発信は，9月 12日午前 8時 30分

126施設あてにFAXによる被災状況等の情報収集．

概ね適切な対応がなされていることを確認し日本透

析医会へ報告．最も被害を受けた施設との連絡は不

能であったが翌日午後には連絡がとれ，透析未実施

者，入院等を依頼先に連絡．

●一次調査では126施設中96施設から回答があり，

56施設に被害があった．施設被害では浸水11施

設，透析不能または見合わせ8施設．患者・職員

被害は自宅水害，車の冠水被害が多かった．患者・

職員の通院・通勤状況では，交通渋滞による通勤不

可や来院時間の遅れが多かった．

●被害のあった56施設への二次調査では，透析実施

不能（浸水による漏電 3施設，避難勧告1施設）や
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災害時情報ネットワーク会議と

情報伝達訓練実施報告

武田稔男1＊ 吉田豊彦2＊ 杉崎弘章3＊ 申 曽洙4＊ 森上辰哉5＊

［危機管理対策］

1＊ 日本透析医会災害時透析医療対策部会（臨床工学技士） 2＊ 同 危機管理委員会委員長 3＊ 同 災害時透析医療対策部部会長

4＊ 同 災害時透析医療対策部副部会長 5＊ 同 情報ネットワーク副本部（臨床工学技士）



交通網の遮断麻痺などにより159人の患者が他施

設での透析を余儀なくされた．これら患者の透析引

き受けは22施設で行われた．このとき患者とは凡

そ電話で連絡はとれていたが，連絡のとれない患者

は市や社会福祉協議会に協力を要請したり，直接施

設職員が患者宅に訪問し搬送にあたった．患者引き

受け施設では被害のあった施設と連絡がとれず，透

析条件を確認するのに苦労したが，受入れ施設の臨

時透析条件などにより適切な透析治療が実施されて

いた．また，災害回復後ほとんどの患者は元の施設

に戻った．

●今回の経験で得られた問題点としては，次の点があ

げられる．災害対策本部がなかったために，患者を
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表1 第2回情報ネットワーク会議出席者 平成13年6月23日

都道府県 医 師 施設名 臨床工学技士・他 施設名

北海道 広田紀昭 広田医院

青森 中村 寿 村上新町病院

福島 小林正人 公立岩瀬病院 入谷隆一 太田西ノ内病院

栃木
奥田健二 奥田クリニック 杉山憲男

村上 勉

奥田クリニック

奥田クリニック

千葉

鈴木 満

吉田豊彦

河野孝史

東葛クリニック病院

みはま病院

みはま病院

内野順司

武田稔男

みはま病院

みはま病院

東京
杉崎弘章

秋葉 隆

府中腎クリニック

東京女子医科大学

山梨 鈴木斐庫人 鈴木泌尿器科医院

長野

高見沢昌慶

熊井 達

吉沢祐一

相澤病院

相澤病院

伊那中央病院

静岡 米村克彦 浜松医大

愛知 大野和美 大野泌尿器科 重松恭一 増子記念病院

大阪 川村正喜 PL病院

兵庫 申 曽洙 元町HDクリニック 森上辰哉 元町HDクリニック

和歌山 秋澤忠男 和歌山医科大学 植木隼人 児玉病院

岡山

草野 功

笛木久雄

西崎哲一

福島内科医院

笛木内科医院

西崎内科医院

尾崎真啓 重井医学研究所付属病院

広島 黒瀬博史 土谷総合病院

高知 湯浅健司 高知高須病院

福岡
隈 博政

平方秀樹

くま腎クリニック

九州大学医学部付属病院

大分 内田一郎 別府中央病院 大石義英 アルメイダ病院

宮崎 蓑田國廣 みのだ泌尿器科

鹿児島 上山達典 上山病院 山口親光 薩南病院

表2 第2回情報ネットワーク会議議題

1.報告事項

・平成12年第1回情報伝達訓練

・災害及び支部システム構築

愛知県水害と愛知県システム構築

岡山県におけるシステム構築と鳥取西部地震，芸予地震

長野県システム構築

本部における芸予地震報告

・透析医学会の危機管理について

2.協議事項

・第2回情報伝達訓練について

・今年度の活動計画

・今年度の地域（支部）ネットワーク立ち上げ

3.その他



どこへ送ったらよいのか，あるいはどこに行ったら

よいのか，被災状況などがわからなかった．個人情

報をしっかりと記憶されている患者は少なかった．

電話がかかりにくく，被災施設や患者間で連絡がと

れなかった．また，停電ではコンピューターは無力

であった．災害時において救急車や自衛隊による搬

送システム構築が必要．医療費や経費について大ま

かな取り決めが必要．

●以上のことから，愛知県透析医会としては災害時に

おいて会員施設や患者に適切な情報を提供するため

に，災害時対策本部が愛知県臨床工学技士会と協同

して様々な通信手段を用いて情報収集し，対策を実

施する．また，早急にそれらを稼動させる危機管理

マニュアルを作成．日頃から患者に対して，災害時

においてはどの透析施設で透析を受けてもよいこと

を言い伝えておく．受入れた透析施設は患者の透析

条件情報がない場合，標準的透析を実施すること

（但し，日頃から通常または変更された血液透析記

録用紙のコピーを患者に手渡しておくこと）．受入

れ透析医療機関は実費のみ請求し，後は被災透析医

療機関へ医療費を返却する互助の精神を尊重する．

●情報の収集と情報提供の実施手段として災害対策本

部を設け，ホームページ上の情報収集システム

（http://www2s.biglobe.ne.jp/～hd-aichi）を作成

した．この中に，日本透析医会災害時情報登録と愛

知県透析医会災害時情報登録を立ち上げ，この 2

つに情報登録を送信するよう呼びかけている．

●愛知県透析医会の情報登録ページでは，医療圏，担

当者，メールアドレス，住所，電話，FAX番号，

被災の有無，援助要請事項，無被災施設の透析受入

れ，援助可能事項，その他を送信する．これにより

災害時の詳細情報が閲覧可能となる．

●ホームページには同時に，愛知県における大災害時

透析医療対策として，災害時透析ネットワークづく

り，腎不全患者の送り先，受入れの問題（急性腎不

全，慢性腎不全），各透析医療機関での災害対策な

どを掲載している．

3） 岡山県におけるシステム構築と鳥取西部地震，

芸予地震の要旨

●災害時には被災・混乱した施設からの情報収集はき

わめて困難であることから，予め情報すべてを収集

するシステムを構築した．

●岡山県で危機管理システム構築が成功したのは，全

施設参加の岡山県医師会透析医部会（日本透析医会

岡山支部）結成，熱心な役員集団の存在，コンピュー

タープロ集団の存在，全透析施設および関連団体の

協力があったからである．

●透析医療危機管理システム（岡山方式）は，西崎内

科医院内に防災用ホストコンピューターの設置と災

害対策本部を常設．防災専用ソフトにより，透析施

設の災害時に必要となるデータを随時更新すること

により，災害時には即座にデータ配信が可能な状態

となっている．また，多彩なリンクサイトにより行

政や多くの関係機関との情報交換が可能である．さ

らに， 岡山県透析医療関連の災害対策に係わる担

当者を有し，担当者相互間での定例・臨時防災会議

を行っており，行政に対してライフラインの確保，

特に給水が確保されるようすでに体制を整えた．ま

た，関連業者に対する通行許可証についても直ちに

発行されるよう準備体制を整えた．

●情報システムの管理は平時における利用が重要であ

るため，臨床工学技士会とタイアップして，すべて

の情報の中枢を臨床工学技士が担う体制とした．

●専用のコンピューターおよびシステムの管理は専門

の業者に委託し，業務用大容量ホストコンピューター

を利用して，3名の担当者が平時交代でメール管理，

データ入力，通信業務を行っている．大災害時（震

度5以上で自動的に災害対策本部が立ちあがる）

にはこの3名がホストコンピューターの専任とな

る．

●災害対策本部（西崎内科医院）には，災害専用パソ

コン3機，PCプロジェクター，電話25回線，災

害時優先電話を設置．また，西崎内科医院は平成

13年1月に新築落成し，震度7の耐震設計で，空

冷式自家発電機が完備している．

●これまで説明してきたシステムの構築には大変な苦

労があった．しかし，苦労しただけに一歩進んだシ

ステムが完成したと考えている．システムは2000

年8月2日に完成し，岡山県医師会透析医部会ホー

ムページ（http://www.gis.or.jp/otb）を立ち上げ

た．同8月24日には第1回防災訓練を実施．この

ときには全施設からの情報登録があり，2時間以内

にどこの施設がどれくらい被災し，何人の患者をど
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の施設に送るかなど，すべての患者の配送を終えて

いる．

●2000年10月6日鳥取県西部地震が発生．岡山県

北部で震度5強，県南で震度5弱であった．即座

に災害対策本部を立ちあげ情報収集にあたったとこ

ろ，2時間以内に全施設の安全が確認された．その

後直ちに鳥取島根対策本部に名前を変えて情報収集

にあたったが，これらの地域には連絡網がなかった

ため電話での収集活動となった．その結果，翌日の

朝6時30分には両県の透析が可能であるとの情報

を入手した．

●大災害発生時における「透析医療救護班」結成に関

しては岡山大学医学部第三内科教授および，川崎医

科大学腎臓内科教授との懇談会にて快諾していただ

いた．また岡山赤十字病院より，災害時透析医療は

岡山県医師会透析医部会に委託協力することになっ

た．

●2001年3月24日芸予地震発生．このときの震度

は4であったが，念のため災害対策本部を立ち上

げたところ20数施設からまったく異常なしとの情

報登録があった．その後2時間以内にすべての施

設と連絡が取れた．

●災害時，患者の命を守るという目的のために，県内

全透析施設参加型の一致団結して協力する体制を作

らなければいけないというのがわれわれの持論であ

る．ネットワークを作っただけでは意味がなく，必

ず防災訓練を行う必要がある．それによって問題点

を浮き彫りにし，改善する努力をしないと組織図は

机上の空論になる．災害時必要な施設・患者情報を

事前に収集して保管しておけば，発災時，ある施設

が被災したという情報だけでも効果的な患者の移動

が可能になる．

4） 本部からの報告要旨

① 第1回訓練報告

平成12年7月7日に実施した，第1回情報伝達訓

練では104施設の情報登録があった．一部文字化け

して読めない情報や，同一施設からの登録にもかかわ

らず登録施設名が異なるために別施設として集計され

ている施設もあったが，本部ではリアルタイムに状況

の変化を見ることができた4）．

② 長野県システム構築

11月11日長野県支部のネットワークシステムを

相澤病院所有のサーバーに構築した．これは，「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．長野

県支部のホームページ完成時にはこのページが加えら

れる予定5）．

③ 本部における芸予地震報告

本年3月24日発生の芸予地震において「ネットワー

ク」は，被災地域の施設情報をホームページの情報シ

ステムに登録，掲載した．このときの情報伝達の経過，

情報の流れ，今後への課題について報告した（詳細は

日本透析医会雑誌に投稿中）．

5） 協議事項

① 「ネットワーク」活動基準（表3）

特に地震災害に対し「ネットワーク」を立ち上げる

震度を明確にすべく提案された．

協議では，震度のみで被害を想定することは困難で

あるが，岡山県では県内はもとより，隣接近県におい

ても震度5以上の地震が発生した場合は対策本部を

立ちあげること，基準を震度5以上とした場合，「ネッ

トワーク」立ち上げ回数は増えることが予想されるが，
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表3 ネットワーク活動基準

開 始

1.地震災害

・震度5弱以上の強い揺れを感じた（知った）場合

→状況把握に努めるとともに，必要に応じてネット

ワークシステムに向け情報送信を行う

・震度6弱以上の激しい揺れを感じた（知った）場合

→状況把握に努めるとともに，ネットワークシステ

ムに向け情報送信を行う

2.風水害

・大雨，洪水，暴風，高潮警報のいずれかが発表され，

災害が発生したとき

→状況把握に努めるとともに，ネットワークシステ

ムに向け情報送信を行う

3.相当な災害が発生し，または発生する恐れがあるとき

（火山災害など）

4.本部危機管理委員長，または支部災害対策委員長が特

に必要と認めたとき

5.その他総合的応急対策を必要とするとき

終 了

1.災害対策が概ね完了したとき

2.本部危機管理委員長，または支部災害対策委員長が必

要なくなったと認めたとき

3.その他必要がなくなったと認められたとき



たとえ実質的に被害がなかったとしてもこれを訓練と

受けとって活動することが望ましいとの意見が出され，

今後2年間は震度5以上を活動基準とすることが決

定された．

② 第2回情報伝達訓練について

訓練についての説明（表 4）と，訓練参加に向け協

力を依頼した（本訓練の結果については後述）．

③ 支部ネットワーク構築の予定，その他

災害対策は，各地域（支部）のネットワークの構築

が不可欠であることから（支部ネットワークの副経路

として本部がある），以下の如く平成13年度中の構

築予定，または検討段階での報告があった．

栃木県では，来春を目標に本年度からホームページ

を立ち上げる予定であること．北海道では，医師会，

行政，北海道透析療法学会，北海道透析医会が個別に

活動している現状はあるが，情報ネットワーク作りを

考え始めたいとの報告があった．

一方，透析医会が中心となってこのようなネットワー

ク構築を推進することはよいことであるが，透析医学

会との関係が不明瞭なため混乱を生じるのではないか

との意見が出された．これについては，透析医会専務

理事の鈴木満先生より透析医学会はその主たる目的が

学術研究にあることから，災害については透析医会が

主体で担う考えであること，透析医会医療事故対策部

会長秋澤忠男先生より，日本透析医学会総務委員兼危

機管理小委員会委員の立場として，基本的には災害対

策において透析医学会と透析医会の区別はなく，一体

となって対応して行くこと，また透析医学会は「ネッ

トワーク」のようなシステムを持っていないことから，

透析医学会としてもこのシステムを利用するつもりで

あるとの回答があった．

最後に，東京都でも透析患者の情報把握には，「ネッ

トワーク」にアクセスすると明言されている等の参考

意見が出され，災害時の透析医療情報ネットワークの

構築は，透析医会が主体となって努力して行くことを

確認して会議を終了した．

2 第2回災害時情報伝達訓練結果

「ネットワーク」では，平時における連絡・連携体

制強化と，災害時被災支部の情報収集・集計支援と共

有化を目的としたシステム構築を行っている．

昨年7月には本部システム（rimnetサーバー）を

用いた第1回目の訓練を行い，18都府県104施設，

延べ149件の参加をいただいた．今回は「ネットワー

ク」本部が被災した場合を想定して設置した副本部シ

ステムを使用して，第2回情報伝達訓練を行ったの

で報告する．

1） 目 的

第1回訓練と同様，本システムによる災害時情報

伝達がどのようなものなのかを知っていただくことと，

全国からアクセスが集中した場合の副本部サーバー

（3web）やプログラムの動作確認を目的とした．

2） 方 法

● 2001年7月6日金曜日16～18時に副本部の災害

時情報伝達・集計専用ホームページ（http://www

4.osk.3web.ne.jp/～touseki/）を用い，参加施設が

任意に想定した災害時情報，または阪神大震災クラ

スの地震が発生したとの想定で情報を送信していた

だいた．

●災害時情報は「その後の対応，対策により変化する
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表4 第2回災害時情報伝達訓練について

目 的

基本的には第１回情報伝達訓練時と同様で，本システムが

どのようなものなのかを知っていただくことと，全国からア

クセスが集中した場合のサーバや CGIの動作確認を目的と

します．

方 法

今回は日本透析医会災害時情報ネットワーク副本部の災害

時情報伝達・集計専用ホームページ

（http://www4.osk.3web.ne.jp/～touseki/）

を用います．

日時：2001年7月6日 金曜日 16:00～18:00

情報送信方法：災害時情報伝達・集計専用ホームページへ

の任意の情報入力

基本的には参加施設で任意に想定した災害時情報を送信し

ていただきますが，できれば各地域にて阪神大震災クラスの

地震が発生したと想定して情報を送信していただきたいと考

えています．

また，災害時情報は「その後の対応，対策により変化する

ため，継続的に収集されて再集計されるもの」という観点か

ら，前回同様複数回の情報送信をお願いします．

参加対象施設：透析医会会員，非会員を問わずインターネッ

トに接続可能な透析施設とします．

日付と時間を指定することで，可能な限りアクセスを集中

させ，サーバや CGIの動きを確認することとしましたが，

本訓練の目的から訓練日時以外の情報送信も受け付けること

とします．



ため，継続的に収集されて再集計されるもの」との

観点から，複数回の送信をお願いした．

●参加対象施設は透析医会会員，非会員を問わずイン

ターネットに接続可能な透析施設とし，支部情報ネッ

トワーク委員およびネットワークメーリングリスト

を通じて参加をお願いした．

●訓練日時以外の情報送信も受け付けることとした．

3） 結 果

① 参加施設総数

情報登録施設は22都道府県190施設であった．そ

の都道府県別参加施設数を表5に示す．

登録された情報の総数は265件で，複数登録は7

回の送信が2施設，6回 1施設，5回 4施設，4回

12施設，3回7施設，2回25施設，1回34施設で

あった．

② 情報登録アクセスの状況

16時から18時までの2時間に193件の登録があ

り，同一時刻での最大登録数は7件であった．この

間，本部および副本部から行った情報送信や集計結果

表示の動作に滞りはなく，リアルタイムで状況の変化

を見ることができた．

各施設から送信された情報は，サーバー内の「情報

データファイル」に記憶される（図 1）．このファイ

ルへは，送信された情報登録のための書き込みアクセ

スと，集計結果を表示させるための読込みアクセスが

繰返されるため，上記登録数の2倍から3倍のアク

セスがあったと考えられる．しかしプログラムの動作

はスムーズであり，3webのサーバー動作も良好で

あった．

昨年の訓練では，登録情報の中に一部文字化けによ

り解読不可能なデータや，送信内容が何も入っていな

い空の施設情報が3件含まれていた．今回の訓練で

はこのようなエラー情報はまったく含まれておらず，

昨年の訓練後にエラー情報が入らないようプログラム

を修正，追加したことが功を奏したものと思われる．

以上より，副本部システムにおいても「ネットワー

ク」の目的である「被災支部の情報収集や集計等を支

援し，情報の共有化を行う」掲示板としての役割を果

たすことが可能であった．

しかし，同一施設からの登録にもかかわらず，登録

施設名が異なるために別施設として集計されているも

のが1施設，施設名の入力が不十分なためにどの施

設からの登録なのか不明であったものが3施設あっ
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図1 情報収集・集計システムによる情報の流れ

表5 都道府県別訓練参加施設数

北海道＝ 2 青森 ＝ 1 福島 ＝ 2 栃木 ＝ 2

千葉 ＝16 東京 ＝22 山梨 ＝ 1 長野 ＝ 1

岐阜 ＝ 1 静岡 ＝ 2 愛知 ＝ 18 京都 ＝ 1

大阪 ＝ 7 兵庫 ＝31 和歌山＝ 8 鳥取 ＝ 1

島根 ＝ 1 岡山 ＝35 広島 ＝ 2 高知 ＝ 9

福岡 ＝13 大分 ＝ 3 鹿児島＝ 11



た．施設名の記入・登録方法の周知や慣れが必要と考

えられるが，さらにCGIプログラムによって施設名

が精度良く登録されるよう改良する必要があると考え

られた．また1施設において，送信した情報が登録

されず，再送信したとの連絡を受けたが，原因は不明

であった．

③ 訓練情報集計結果

今回の訓練では，「参加施設が任意に想定した災害

時情報」，または「阪神大震災クラスの地震が発生し

た」との想定で情報を送信していただいた．各施設が

どのような被害を想定したのか，送信された情報の最

終時点（7月17日）での集計結果を表6に示す．

建物被害では，約4割の施設が部分破損，同様に

透析液供給装置および水処理装置も約4割が使用不

能と想定していた．ライフライン被害では，ほぼ3

割の施設が使用不能と想定していた．不足物品では，

ダイアライザー，回路，透析液原液のほかに，生理食

塩水やガーゼといった医療材料，食料や飲料水などの

不足を想定していた施設もあった．

一方，透析室貸出し可能床数が676，透析受入れ数

が要請数を超える日が多く，ボランティア派遣可能数

が総数で598人など，被災した患者・施設に対し，

何とかして透析医療を確保または援助しようという強

い意思が伝達されていた．

4） まとめ

① 「ネットワーク」の第2回情報伝達訓練には，

22都道府県190施設が参加した．

② 副本部システムも情報送信や集計結果表示の動

作に滞りはなく，「被災支部の情報収集や集計等

を支援し，情報の共有化を行う」掲示板としての

役割を果たすことが可能であった．さらに施設名

災害時情報ネットワーク会議と情報伝達訓練実施報告 341

表6 訓練情報集計結果

1.被災状況合計

施設部分破損 68施設／半壊 39施設／全壊 12施設

停電 76施設／断水 85施設／ガスの使用不可 50施設

透析液供給装置使用不可 59施設／末端装置使用不可 36施設／個人用装置使用不可 37施設／

水処理装置使用不可 55施設／その他の装置被災 39施設

2.主な不足物品（人数分）合計

ダイアライザー6,704／血液回路6,764／透析液原液6,719

3.透析室貸出可能床数

合計＝676

4.透析受入可能合計

7月 5日＝ 20人／7月 6日＝ 3,196人／7月 7日＝ 1,201人／7月 8日＝ 1,956人／7月 9日＝ 60人／

7月10日＝ 55人／7月11日＝ 40人／7月12日＝ 13人／7月13日＝ 8人／7月14日＝ 3人

5.透析要請合計

7月 5日＝ 15人／7月 6日＝ 2,357人／7月 7日＝ 2,556人／7月 8日＝ 1,723人／7月 9日＝ 70人／

7月12日＝ 1人／7月13日＝ 1人／7月14日＝ 1人／7月16日＝ 20人／7月17日＝ 20人／7月18日＝ 20人

6.患者移送手段合計

移送不要 24施設／一般車 26施設／救急車 21施設／警察車両 3施設／自衛隊車両 10施設／病院車 28施設／

船舶 3施設／移送手段なし 20施設

7.ボランティア派遣可能合計

医師94／臨床工学技士177／ナース327

8.その他不足物品や連絡事項等

この項目に関しては登録されたすべての情報（265件）のうち記載されていた101件の情報から分類して集計した．

したがって同一施設からの重複した情報も含んでいる．

・建物の倒壊で復旧不能であるため透析要請の連絡 10件

・透析受入れ可能であることの連絡 16件

・水・電気・ガス・自家発電用燃料等ライフラインに関すること 29件

・水処理装置や配管など，透析用装置に関すること 6件

・ダイアライザー・血液回路・生食・ガーゼ等医療器材に関すること 10件

・人材（ボランティア，救援）の要請 2件

・食料・飲料水の要請 3件

・液状化現象や水害等による周辺の道路，交通状況 6件

・透析要請のための周辺施設に関する情報要請 3件

・その他（訓練で送信している情報であること等） 28件



が精度良く登録されるようプログラムを検討する

必要がある．

③ 被災した患者・施設に対して，透析医療を確保

または援助しようという強い意思が伝達されてい

た．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変

お忙しい中，多数の方々にご参加いただいた．ここで

改めて謝意を表すものである．

しかし，一方で「ネットワーク」の存在すら知られ

ていない現状もあり，様々な機会を通じて少しずつで

も知っていただけるよう努力したいと思う．また，本

システムについてもまだまだ検討・議論の余地が多く

残されていると思う．より完成された「ネットワーク」

のためご意見ご要望等，ご連絡いただければ幸いです．

連絡先

（社）日本透析医会 災害時透析医療対策部会 情報

ネットワーク本部

〒261-0011 千葉市美浜区真砂3136

医療法人社団誠仁会 みはま病院

TEL043-278-3311

FAX043-278-4455

E-mailto-ikai＠hf.rim.or.jp

HomePagehttp://www.hf.rim.or.jp/～to-ikai/
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はじめに

2001年3月24日15時28分頃に発生した地震は，

震央が安芸灘，震源の深さ51km，規模を示すマグ

ニチュードは6.4（暫定）と発表されました。震度6

弱を観測したのは，広島県の河内町，大崎町，熊野町．

震度5強も広島県，山口県，愛媛県の3県に及びま

した．また，3月26日5時41分頃にもマグニチュー

ド5.2（暫定）の余震があり，広島県河内町で震度5

強，広島県三原市や山口県岩国市，愛媛県今治市など

で震度4を観測しました．

この地震により，27日夜までの消防庁のまとめで

は，死者2名，負傷者218名，建物被害は7県で計

8,727棟（全壊 12戸，半壊 48戸，一部損壊 8,667

戸）が被災されています．ライフラインは断水

48,223戸，停電46,514戸,ガスの不通434戸という

状況でありましたが，芸予諸島の七町を除いて翌25

日夕までには復旧．通信は，広島県内で地震直後に最

大で通常の5倍の電話が殺到し，NTT西日本は22

時20分まで通話規制．携帯電話は各社とも地震当日

の22時ごろまで，かかりにくい状態が続いたようで

す．

ここで，被災された方々に対し心からお見舞い申し

あげます．

日本透析医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）では，これら被災地域の施

設情報をホームページの情報システムに登録，掲載し

ました．そこで，芸予地震における情報伝達の経過，

情報の流れ，今後への課題について報告します．

1 ネットワークの対応と経過

1） 3月24日

15時28分頃：地震発生

15時45分：ネットワーク本部では，透析中テレ

ビを見ていた患者さんからの通報で地震発生を覚知．

15時55分：メーリングリストとホームページに，

「日本透析医会災害時情報ネットワークからの

お知らせ．現在，広島県で大きな災害が発生した

模様です．被災された施設の方は，地域の災害時

情報中核施設へご連絡下さい．地域災害時中核施

設などがない場合は，日本透析医会災害時情報ネッ

トワークホームページをご利用下さい．また，被

災されていない施設の方も，支援情報をお送り下

さいますようお願い申し上げます」

との文章を発信，掲載しました．

16時13分：鈴木満先生より，「東葛クリニック病

院臨床工学技士 江村宗郎氏と連絡をとりながら情報

収集するように」との電話を受け，16時15分江村

氏と情報収集を行う趣旨確認しました．

16時24分［メーリングリスト］：ネットワーク副

本部の臨床工学技士 森上辰哉氏（元町HDクリニッ

ク）より「神戸は震度3．揺れの時間が比較的長かっ

たので，患者さん，スタッフ共々不安が大きかったが，

被害はなかった」

16時25分［メーリングリスト］：鳥取西部地震後，

鳥取，島根両県の地域災害時情報ネットワーク作成を

お願いした，小田貢先生（米子真誠会医院）から「鳥

取県の透析施設に問題が起きる程度の揺れではなかっ

た」との情報が入りはじめました．
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芸予地震における情報伝達
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16時30分［電話］：江村氏より，広島県臨床工学

技士会の西 宏行氏（因島総合病院 臨床工学技士）から

の電話連絡として，「尾道クリニックでは透析続行で

きている．因島総合病院では，B原液溶解装置で警報

が発生したが透析に支障なし」との情報が伝えられ，

メーリングリストに送信すると同時に，ネットワーク

ホームページの「災害時情報送信」ページから，本部

が代理入力で情報を登録し，加えて「その他の情報」

ページへの記載を行いました（資料1）．

これ以後本部で知り得た情報は，代理入力してホー

ムページ集計システムへ登録し，被災状況や支援情報

が集計されたかたちで，発信されるようにしました．

16時49分［メーリングリスト］：広島県ネットワー

ク委員臨床工学技士黒瀬博史氏（土谷総合病院）より，

「約50床ほど透析治療中だったがコンソールに異常

なく，セントラルは，一部オーバーフローしたものの，

漏電することなく続行できた．瞬時停電もあったが自

動復帰で続行できた」．

17時22分［電話］：江村氏より，西氏からの電話

連絡として，「呉市の中央内科クリニックは20分の

透析中断あったが現在OK．博愛病院では現在透析中

断中で，原因は不明．広島市の大町土谷クリニックと

三原市の土肥病院は共に透析に支障なし」．

17時24分［メーリングリスト］：日本透析医学会

総務委員長 兼 危機管理小委員会委員長内藤秀宗先

生より，「現在のところ特に被害情報はない」．

17時44分［メール］：岡山県医師会透析医部会

災害対策本部西崎哲一先生（西崎内科医院）より，

「15時28分頃発生の広島県地震について，岡山県内

の透析施設23医療機関より発生後1時間経過時点で

いずれも被害なし．隣県の様子は，電話等がつながり

にくい状況．現時点で特に情報を得ていない」．（岡山

県内の状況は，ネットワーク本部でも，岡山県透析医

部会ホームページで随時確認できました）．

18時20分［電話］：江村氏より，西氏からメーカー

（JMS）収集の情報として，「広島県の稲垣胃腸科ク

リニック，フェニックスクリニック，福馬外科病院，

原田病院，興生総合病院，総合病院三愛，サンクリニッ

ク東広島，本永病院の各施設において透析に支障はな

い」．

20時20分［電話］：江村氏より「山口県のしのは

らクリニック，坂本病院，玖珂クリニック，岩国中央

病院，広島県の富吉外科医院，山下医院，尾道市立市

民病院，三次地区医療センター，あかね会阿品土谷病

院の各施設において透析に支障はない．広島県呉市博

愛病院透析不能の原因はRO給水管破損らしい」．

ここまでにネットワークが把握できた被災情報は，

断水 1施設（広島），RO装置への配管破損 1施設

（広島）の2施設でしたが，幸いほかの透析施設の被

害は少なく，地震発生が土曜日の午後だったため，翌

日が日曜日で配管や機器の修理等の対応にも時間に余

裕があると考えられました．

この間，震度 5強を記録した愛媛県の情報はまっ

たく入りませんでした．そこで，FAXを用いて情報

収集することにし，急きょ収集用 FAX文書を，ホー

ムページの災害時情報送信のページをもとに作成しま

した（図 1）．手元にあった日本透析医学会施設会員

名簿（1997年版）順に，19時30分頃から送信を始

めましたが，その1回目の送信から，「現在この方面

の電話は大変混み合っており……」とのアナウンスが

流れ，まったく送信できませんでした．その後も，

30分間隔で送信を試みましたが状況は変わりません

でした．この状況は，内藤先生のところでも同様で，

22時16分「愛媛県は当方でもアクセスがとれませ

ん．別ルートでアクセスします」とのメールをいただ

きました．

本部では，手作業でのFAX送信をあきらめ，パー

ソナルFAXソフトに施設名，FAX番号を入力する

作業に切替え，接続が可能になるであろう時間に備え

ました．23時26分最初の送信が可能になると，翌

25日0時25分までに，41施設宛て送信のうち37

施設への送信に成功しました（4施設で送信できず）．

0時17分［メーリングリスト］：府中腎クリニック

杉崎弘章先生より，「愛媛県へのアクセスが難しいよ

うですが，愛媛市内在住の知人と連絡がとれ（携帯電

話），ウイスキーのビンが倒れ，皿が数枚割れた程度

の地震だった」との情報も入り，またこれまでのテレ

ビ報道から，愛媛県においては広島県以上の被害拡大

はないものと判断して，この日のネットワークの対応

を終了しました．

2） 3月25日

8時8分［FAX］：愛媛県済生会西条病院より「装
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置異常なし．透析受入れ可能」．

10時55分［メーリングリスト］：土谷総合病院透

析室より，「当院に入った情報によると昨日の大地震

で広中央内科クリニックでは断水が生じたため，現在

自衛隊による給水作業が行われている模様」との広島

県内施設情報．

11時13分［メーリングリスト］：小田先生より，

「私が情報収集しているemlc，hotdog，SEMLか

らの透析関係の異常に関する情報は入っていない」と

の鳥取県周辺の情報．

15時 17分［FAX］：愛媛県重信クリニックより

「被害なし」．

19時33分（実際に送信されたのは6時6分でメー

リングリストサーバー動作の関係で送信されなかった

もの）［メール］：「24日午後10時半現在のCAPDの

患者さんに関し，広島県，山口県，愛媛県，高知県，

大分県，北九州市，宮崎県北部の計742名の内721

名の方と電話連絡（公衆または携帯電話しか繋がりま

せん）或いは自宅を訪問するなどで安全を確認．残り

の21名も25日12時に連絡がとれ，無事」．

以上 5件の情報が入りました．前日夜に送った

FAXの返信は2件にとどまりましたが，これは，今

回の地震による被害が無く平常どおりの日曜日のため，

対応（返送）できる職員が不在によるものと判断しまし

た．なお，FAXを返信していただいた施設にはホー

ムページ上の情報を印刷した後，「現在の状況報告」

としてFAX送信しました．

前後しますが，12時には24日にFAX送信できな

かった4施設へ再度送信を試みましたが，いずれも
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送信不可能であり以後これら施設への送信は行いませ

んでした．

3） 3月26日

3月26日5時41分頃：地震（余震）発生．

8時54分［メーリングリスト］：内藤先生より「余

震に対して被害はなさそう」．

9時47分［メーリングリスト］：岡山透析医部会長

草野先生より「岡山ではあまり大きな余震ではなかっ

た」．

など，余震に関する情報の他，

11時42分［メーリングリスト］：申曽洙先生より，

呉市の博愛病院で「透析不能の原因はRO給水管破損」

との情報に対し，「幸い土曜日だったため，透析終了

後1時間くらいのタイミングであり，実際の透析に

は支障なく，その後，土曜・日曜に大至急の修理も終

わり，本日の透析は問題なく順調に行えている」との

情報や，愛媛県の住友別子病院，十全総合病院（FAX

返信も含む）からのホームページへの情報登録，松山

病院，松山市民病院，佐藤循環器内科，町立宇和病院，

県立南宇和病院，四国中央病院，村上記念病院の計9

施設より24日深夜の送信FAXに対する返信が寄せ

られました．また，高知県透析医会による21施設の

ほか，岡山，広島，山口，徳島，香川，愛媛各県の透

析医会支部長および事務局収集の情報も伝えられまし

た．

いずれも被災による透析不能（透析要請）情報はなく，

ネットワークではホームページへの情報更新業務のみ

を行いました．

20時［メーリングリスト］：兵庫県腎友会経由の，

広島県腎友会情報として「広島県腎友協で調査結果，

1．現在のところ会員の一部に家が破損したほか特に

被害はない．2．ライフラインは昨夜のうちに回復し

た．3．透析は本日各施設で平常どおり実施されてい

る」が申先生より伝達されました．

4） 3月27日

24日深夜に送信したFAXに対する返信が新たに

2施設ありました．

2 ネットワーク情報システムによる集計結果

今回の地震での情報の流れを図2に示します．

3月27日現在におけるホームページネットワーク

情報システムへの情報登録施設は43件でした（資料

2）．このうち，広中央内科クリニックと中央内科ク

リニックは同一施設と考えられますので，実際には

42施設となります．

ネットワーク本部が代理入力というかたちで登録し

たものが40件，直接施設から登録されたものは2件

でした．この2件は，愛媛県各施設に送ったFAX文
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書に記載しておいたホームページのURLを参照して，

直接登録していただいたものでした．

被災状況では，愛媛県で施設部分破損が2施設の

みとなっているなど，登録された詳細な情報はほとん

どが愛媛県の施設のものです．これは，愛媛県の施設

情報がホームページの情報伝達フォームに準じた

FAX文書から得られたものなのに対し，広島県を含

むほかの地域の情報が，電話により伝えられた透析施

行上の支障の有無のみを登録したことによります．施

設が被災していない情報ではありません．したがって

ここに示した集計結果から，今回の芸予地震による施

設被害状況をまとめるのは不適切ですし，意味があり

ません．

幸いにも透析実施不能となる施設はなく，透析要請

数はありませんでしたが，透析受入れ可能は，26日

41人，27日46人，28日59人，29日11人，透析

室貸出し可能床数は19床でした．被災地周辺からこ

のような情報が登録されたことは大変意義のあること

で，ネットワークをより広く周知していただくことの

重要性が再確認されました．

3 地震直後の情報収集と伝達についての教訓

前述したように，今回の地震では発生直後からいち

早く情報をいただきました．これは，西氏，島根県安

木第一病院の福村氏，江村氏，および西氏らとともに

情報収集をされたメーカーの方々の協力があってのも

のでした．

後日，地震発生直後の情報収集・伝達の過程につい

て電子メールをいただきましたので，抜粋して以下に

示します．

福村氏は鳥取西部地震の経験から以下の内容を送っ

て下さいました．

「情報収集の方法（参考になるかどうかわかりませ

ん）

・誰よりも早く電話をかけることです．

・しつこく電話をかけることです．

・当院は透析室にダイレクトのISDN回線があり，

原因はわかりませんがその電話はよくつながりま

す．

・電話がつながったら，必ず情報提供をお願いし，

わかり次第連絡してもらう．

・メーカーと代理店にも電話し，情報提供をしても

らう（この力は重要）．

・都会は無理だが，田舎だと代理店が車で情報を集

めて来ます．

・鳥取県西部地震の時のメモとして

情報の発信，収集

松江，安来，米子と災害にあった地域では電話

（携帯，インターネットも含む）がまったくと言っ

ていいほど不通になり情報の入手が困難になりま

したが，今回透析医会（東京），東葛クリニック

病院（松戸）には簡単にアクセスが可能であり，

今回の現地の情報を送り続け，また分からなかっ

た情報に関しても入手することができました．

この経験から，災害発生直後は現地での情報収集

は不可能であり，現地での情報のやり取りは時間が

ある程度，日時が経過してから行うこととし，災害

発生直後の情報はたとえば今回の場合，大阪，福岡，

名古屋あたりに情報をまとめる施設を，何処かにお

願いしたほうが有効かと思いました．インターネッ

トのプロバイダーについても遠隔地にアクセスポイ

ントを設けることが重要かと思いました．」

以上の教訓から今回の地震では知り合いの西氏に

連絡しました．西氏からは以下のメールを送ってい

ただきました．

「地震の後，透析に被害もなく，患者さんも落ち

着いておられたため，技士会として何かをしなくて

はと，頭がパニックになっていたとき，福村さんよ

り電話があり，広島県の透析施設に被害状況を聞け

と言われました．

そして，安来第一病院が中継点になるとの電話を

頂き，以前災害時は，公衆電話が一番繋がるとのこ

とを思い出し，同フロアーの公衆電話よりまず広島

市内に電話し，停電にならなかったため，TVで地

震情報を見て，震源地に近い呉や震度の強いところ

より電話をしました．

また，透析メーカーに電話を入れ，被害状況を聞

こうとしましたが，2社のみ連絡がつき，協力を依

頼しました．

一人では，5：00過ぎにはある程度情報をつかむ

ことができましたが，広島県の災害対策が検討中で，

稼動できなかったことが残念です．

災害地から災害地内への電話はかかりにくく，他

災害時透析医療対策部会情報ネットワーク 347



から災害地へもかかりにくいですが，災害地から他

県へは，割とかかりやすいように感じました．

ですから，近くの他県に情報を集め，そこより一

括して情報を送ると言う措置を今回はとりました．

今ごろになり，災害の爪あとが目立ち，地震の大

きさに驚き，被害，特に人への被害の少なさに驚い

ています．今回は，地震が起こり，数秒で揺れが激

しくなり，縦揺れも入り，ベッドの柵につかまって

いるのがやっとでした．落下物の音などはまったく

聞こえず，地震後棚より，本や書類がほとんど落ち，

ダイアライザも箱ごと落下してました」．

平時にしておくべきこと，被災後にするべきことの

教訓として重要と思います．災害時情報および大変貴

重な体験記をいただいたお二人に改めて謝意を表しま

す．

4 今後への課題

① ネットワーク認知度

当ネットワークの認知度はまだまだ低く，今回の地

震においても自ら直接データ入力をしていただいた施

設は少数でありました．しかし，被災地から多くの情

報を得ることができたため，本部代理入力というかた

ちでインターネット上へ情報伝達することができまし

た．鳥取西部地震以後わずかではありますがメーリン

グリストのメンバーも増えています．これを機にさら

に当ネットワークの認知度を上げる必要があります．

② 施設情報データベース

地域情報ネットワークがない，または当ネットワー

クが知られていない地域からの情報収集や集計結果伝

達の手段には，やはりFAXを用いるほかはないもの

と考えます．被災直後の大変な所への電話はよほど気

心が知れた友人でもいない限りなかなかできるもので

はありません．電話が輻輳するのは承知の上でFAX

を送ることになります．しかし，いつつながり始める

かわからないFAX送信を人手で行うのは人員と時間

の無駄になります．今回は手動送信を途中であきらめ，

パーソナルFAXソフトを用いた送信を行いました．

FAXソフトは次々と自動で送信を試みてつながると

ころから送信してくれました．このとき感じたのは，

施設情報データベースの必要性でした．プロ仕様の

FAXソフトに施設情報データベースが連動すれば，

このFAX送信作業が簡便になるばかりでなく，地図

ソフトとの連動による地理的判断，施設名確認や患者

さんの移動数予測作業などが迅速になる可能性があり

ます．日本透析医学会の施設会員名簿や日本透析医会

会員名簿が電子化されているとしたら，是非利用させ

ていただきたいと思いました．

③ サーバー動作の安定性

情報交換の主な手段としてメーリングリストを使用

していましたが，2通のメールにおいて文書内容が抜

けたまま送信されるというトラブルが発生しました．

平時に使用しているときにこのようなことは無く，メー

リングリストプログラムが動作しているプロバイダー

のサーバー動作が不安定な状態にあったのではないか

と推測されました．

ネットワークでは，これらのシステムを本部と副本

部で別々のプロバイダーと契約しており，一方が不安

定な場合は他方を使用することで対処することになっ

ています．当ネットワークも情報伝達経路の中の 1

つであり，すべてにはなりえないことが再認識されま

した．

おわりに

繰り返しになりますが，今回の地震では幸いにも透

析実施不能となる施設はなく，透析要請数はありませ

んでした．しかし，あってはならないことなのですが，

いつあの阪神淡路大震災クラス以上の災害が発生する

とも限りません．そのような中で，被災地周辺から

「透析受入れ可能，透析室貸出し可能」の情報が登録

されたことは大変意義のあることで，ネットワークを

より広く周知していただくことの重要性が再確認され

ました．

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．また，完璧なものを求めていたら災害対策は

前進しません．

昨年から火山噴火，水害，震度5を超える災害が

頻発しています．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．
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ネットワークメーリングリスト登録のお願い

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 あてにお願いい

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/

資料1

ネットワークホームページ「その他の情報」の

ページ全文

2001年 3月27日11:35

兵庫県腎友会からのメールで，広島県腎友会から聞い

た情報が入りました．

広島県腎友協で調査したところ

1．現在のところ会員の一部に家が破損したほか特に

被害はない．

2．ライフラインは昨夜のうちに回復した．

3．透析は本日各施設で平常どおり実施されている．

とのことでしたので報告いたします．

2001.3.26

特定非営利活動法人

兵 庫 県 腎 友 会

〒650-0012

神戸市中央区北長狭通5-4-5

中尾ビル２階

電 話 078-371-4382

ＦＡＸ 078-371-8840

フリーダイヤル 0120-516-222

E-mail CQW01651＠nifty.ne.jp

URL http://homepage2.nifty.com/npohyojin/

2001年 3月26日17:15

3月24日地震についての災害調査（高知県）

＊調査施設：21施設

1．透析中でしたか?

透析中：7

なし：14

2．揺れはどの程度でしたか?

機械がズレた：4

原液がこぼれた：2

特に問題なし：15

3．ライフラインは大丈夫でしたか?

断水：0

停電：0

通信不通（一時的）：5

医療ガス停止（一時的）：1

問題なし：15

4．建物に損壊した箇所がありましたか?

天井板のハガレ：1

高架水槽配管亀裂：1

なし：19

5．透析室で壊れた機械がありましたか?

なし：21

6．患者，スタッフでけが人はでましたか?

なし：21

2001年 3月26日11:56

広島県呉市の博愛病院

今日月曜日の透析は問題なく順調に行えている．

2001年 3月25日22:31

CAPD患者さんの情報です．

対象患者数：広島県，山口県，愛媛県，高知県の患者

さん542名

大分県，北九州市，宮崎県北部の患者さん200名

計 742名

25日 日曜日 12時までに 全員に連絡がとれ，無

事でした．

2001年 3月25日12:17

鳥取県では現在被災施設なし．

2001年 3月25日11:03

昨日の大地震で広中央内科クリニックでは断水が生じ

たため，現在自衛隊による給水作業が行われている模
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様です．

2001年 3月24日20:39

山口県

しのはらクリニック

坂本病院

玖珂クリニック

岩国中央病院

広島県

富吉外科医院

山下医院

尾道市立市民病院

三次地区医療センター

あかね会阿品土谷病院

以上の各施設において透析に支障はないとのことです．

2001年 3月24日18:44

稲垣胃腸科クリニック

フェニックスクリニック

福馬外科病院

原田病院

興生総合病院

総合病院三愛

サンクリニック東広島

本永病院

以上の各施設において透析に支障はないとのことです．

2001年 3月24日17:22

広島県臨床工学技士会（西さん）からの情報です．

呉市：中央内科クリニック 20分の透析中断あった

が現在OK．

：博愛病院 現在透析中断中 原因不明．

広島市：大町土谷クリニック 透析に支障なし．

三原市：土肥病院 透析に支障なし．

2001年 3月24日17:04

15時28分頃発生の広島県地震について，岡山県内

の透析施設23医療機関より発生後１時間経過時点で，

いずれも被害なしとの連絡が有りました．

隣県の様子は，電話等がつながりにくい状況で，現時

点で特に情報を得ていません．

岡山県医師会透析医部会 災害対策本部

西崎内科医院 西崎哲一

2001年 3月24日16:53

広島県：土谷総合病院CE黒瀬さんからのメール情報

です．

先ほどの地震時，約50床ほど透析治療中でしたが，

コンソールに異常はありませんでした．

セントラルは，一部オーバーフローしましたが，漏電

することなく続行できました．瞬時停電はありました

が，自動復帰で続行できました．

2001年 3月24日16:30

広島県臨床工学技士会（西さん）からの情報です．

尾道クリニックでは透析続行できているそうです．

因島総合病院CE西さんによると，B原液溶解装置で

警報が発生したが，透析に支障なしとのことです．

資料2

ネットワーク情報システムによる集計結果

（3月27日現在）

1．被災状況

［広島県］

断水 1施設 ＊広中央内科クリニック

［愛媛県］

施設部分破損 2施設 ＊済生会松山病院 ＊松山

市民病院

［被災状況合計］

施設部分破損 2施設

断水 1施設

2．主な不足物品（人分）

［主な不足物品（人数分）合計］

ダイアライザ＝0 血液回路＝0 透析液原液＝0

3．透析室貸出し可能

［愛媛県］

透析室貸出し可能：床数小計＝19 ＊岩崎内科：

10＊村上記念病院：5 ＊県立南宇和病院：4

透析室貸出し可能床数合計＝19

4．透析受入れ可能

［愛媛県］

・2001年03月26日透析受入れ可能小計＝41
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県立南宇和病院：4人 済生会松山病院：10人

佐藤循環器内科：20人 済生会西条病院：7人

・2001年03月27日透析受入れ可能小計＝46

済生会今治病院：1人 岩崎内科：10人 村上記

念病院：5人 県立南宇和病院：4人 済生会松山

病院：10人 佐藤循環器内科：10人 済生会西条

病院：6人

・2001年03月28日透析受入れ可能小計＝59

済生会今治病院：10人 岩崎内科：10人 村上記

念病院：5人 県立南宇和病院：4人 済生会松山

病院：10人 佐藤循環器内科：20人

・2001年03月29日透析受入れ可能小計＝11

済生会今治病院：1人 岩崎内科：10人

［透析受入れ可能合計］

2001年03月26日 ＝ 41人

2001年03月27日 ＝ 46人

2001年03月28日 ＝ 59人

2001年03月29日 ＝ 11人

5．透析要請

なし

6．患者移送手段

［愛媛県］

移送不要 2施設 ＊十全総合病院 ＊松山市民病院

一般車 1施設 ＊岩崎内科

救急車 1施設 ＊済生会西条病院

移送手段なし 1施設 ＊済生会松山病院

［患者移送手段合計］

移送不要：2施設

一般車：1施設

救急車：1施設

移送手段なし：1施設

7．ボランティア派遣可能

ボランティア派遣可能合計

医師＝0 臨床工学技士＝0 ナース＝0

8．その他不足物品や連絡事項等

［広島県］

博愛病院：現在透析に支障なし

広中央内科クリニック：現在自衛隊による給水作業

が行われている模様．

あかね会阿品土谷病院：透析に支障なし

三次地区医療センター：透析に支障なし

尾道市立市民病院：透析に支障なし

山下医院：透析に支障なし

富吉外科医院：透析に支障なし

稲垣胃腸科クリニック：透析に支障なし

本永病院：透析に支障なし

総合病院三愛：透析に支障なし

サンクリニック東広島：透析に支障なし

興生総合病院：透析に支障なし

原田病院：透析に支障なし

福馬外科病院：透析に支障なし

フェニックスクリニック：透析に支障なし

土谷総合病院：先ほどの地震時，約50床ほど透析

治療中でしたが，コンソールに異常はありません

でした．セントラルは，一部オーバーフローしま

したが，漏電することなく続行できました．瞬時

停電はありましたが，自動復帰で続行できました．

土肥病院：透析に支障なし

あかね会大町土谷クリニック：透析に支障なし

中央内科クリニック：20分の透析中断あり．現在

は透析できている．

因島総合病院：透析支障なし

尾道クリニック：透析支障なし

［山口県］

前田内科病院：透析操作に支障なし

岩国中央病院：透析に支障なし

玖珂クリニック：透析に支障なし

坂本病院：透析に支障なし

しのはらクリニック：透析に支障なし

［徳島県］

川島病院：透析操作に支障なし，特に被害の連絡は

ない．

［香川県］

三豊総合病院：透析操作に支障なし

［愛媛県］

岩崎内科：特になし．コップや花ビンが割れ，段ボー

ル箱が崩れましたが被害は少

住友別子病院：透析に支障なし

南松山病院：透析操作に支障なし

県立南宇和病院：なし

十全総合病院：被災無し，平常に稼動しております

町立宇和病院：今回の地震に関し問題ありませんで

した．

済生会松山病院：特になし
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松山市民病院：特になし

佐藤循環器内科：通常の透析ができます．

重信クリニック：特に被害はありませんでした．

済生会西条病院：装置異常ないため必要なし．

［高知県］

近森病院分室：CAPDに支障なし．現在再度連絡

待ち．
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はじめに

岡山県医師会透析医部会ではホームページの中で，

災害時情報送信ページを日本透析医会本部のそれに近

い形式に変更し，2001年8月28日に兵庫県透析医

会と合同で県下全透析施設参加の第2回防災訓練を

実施したので報告する．

1 岡山県における透析医療の現況（2001年7月末

現在）

血液透析患者数は2年前と比較して，2,819人から

3,172人と353人の増加，CAPD患者数は325人か

ら326人と横ばい状態である．

患者数は県南部での増加が主で，東部ブロックは小・

中規模施設に散在型，西部ブロックは大規模施設に集

中型の傾向を示している（表1）（図1）．

以上から，合計1,828人の災害時受け入れが可能

であり，被災施設を差し引いても推定約1,000人の

受け入れが可能と思われる．

2 第2回防災訓練

岡山県東部ブロックの岡山市を中心とした地域で災

害規模を拡大して行うことにした．またCAPD患者

に関しては治療の性格上，関連企業の支援体制が充実・

徹底しており，阪神淡路大震災の例からも災害に強い

ことは実証されているので今回の訓練では除外した．

1） 訓練の要旨

① 全施設参加

② 情報伝達の徹底

③ 兵庫県透析医会との合同訓練

④ 県医師会・県行政・岡山市との連携

・給水車派遣要請

・透析関連企業に対する災害時救援物資運搬のた

めの車輌通行許可証発行要請

2） 災害の想定

① 平成13年（2001年）8月28日

PM3：00 大地震発生

② 震源地 岡山市 地下10km

③ 地震の規模 直下型 震度7 M7.5

④ 被害の内容

・市内各所で水道管破裂による断水

・停電

・主要道路の陥没と亀裂
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岡山方式

笛木久雄＊ 菅 嘉彦＊ 西崎哲一＊ 大森浩之＊ 草野 功＊ 福岡英明＊ 申 曽洙＊＊

［危機管理対策］

＊岡山県医師会透析医部会 ＊＊兵庫県透析医会

表1 透析患者数と災害時受け入れ可能患者数

現行透析施設数・ベッド数・透析患者数

施設数 ベッド数 血液透析
患者数（人）

CAPD
（人）

北部ブロック

東部ブロック

西部ブロック

計

8

29

23

60

147

502

652

1,301

440

1,147

1,585

3,172

44

185

97

326

災害時受け入れ可能患者数†

外 来（人） 入 院（人）

北部ブロック

東部ブロック

西部ブロック

計

130

562

860

1,552

22

139

115

276

†数字は，災害時割り込み透析（月・水・金 2部透析→3部
透析，火･木･土 1部透析→2部透析とし，移送患者には必
要な看護婦を随伴同行させるという条件）での最大数である．



・市内一部で火災

・一般回線電話，携帯電話，FAXが不通

・Eメール，災害時優先電話は使用可能

3） 訓練方法

岡山県医師会透析医部会災害対策本部では，岡山県

と隣接する広島県・島根県・鳥取県・兵庫県の4県

を含めて，震度5以上の地震に対して自動的に透析

医部会災害対策本部が立ち上げられて情報収集を開始

することになっている．

今回の訓練から，あらかじめ訓練の内容を設定し，

事前に全会員に通知して，定められた日時に一斉に情

報伝達を開始する「やらせ方式」で行うことにした．

すなわち，当面訓練そのものに慣れることが必要で

あり，繰り返し訓練を重ねることにより，様々な状況

に対して適確な情報伝達がスムーズに行えるよう，災

害対策委員会が施設毎に被災内容を設定し，その通り

に伝達を行うことにした．

災害時透析医療の維持と保全に関しては，次の 2

点が最重要項目となる．

① 破損した透析関連機器の修理と点検

② ライフライン，特に給水の確保

＊電気は2日以内に約90％以上が復旧する．

そこで初動期3日以内に，上記①②がクリアーで

きるかできないかにより，被災施設を次のように設定

した．
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図2 災害時情報送信ページ

図3 第2回防災訓練における災害情報ネットワーク



Ⅰ群：①②とも復旧見通しの立たない施設

Ⅰ群被災施設に指定された場合は，入院・外来を問

わず透析患者全員を他施設に，必要数の看護婦を随伴

同行させて移送する．

Ⅱ群：①は可能であるが水道の復旧見通しが立たず，

給水車派遣を要する施設

Ⅱ群被災施設に指定された場合は，給水車派遣を要

請する．

兵庫県透析医会には，Ⅰ群被災施設の患者を振り分

け，日本透析医会の本部 「災害時情報伝達ページ」

に表示して患者受け入れ要請を行う．さらに災害時優

先電話を用いて相互の連絡を取る．

4） 災害時情報送信ページ

今回の訓練に先立ち，情報送信ページを一新し，日

本透析医会本部のそれに近い設定に切り替えた．

情報内容を統一することにより，支部でも本部でも

同様に送信でき，混乱を避けて理解しやすくするため

である（図2）．

5） 第2回防災訓練手順

透析医部会を中心として訓練手順を以下の如く計画

した（図3）．

3 訓練結果

8月28日，PM3：00に県下全透析施設より一斉

に情報伝達が開始された．Eメール登録のされていな

い18施設に対しては，災害対策本部より災害時優先

電話を用いて被災状況の確認を行った．

移送患者の確認，患者振り分け作業，給水車派遣要

請を含めて，PM6：00に作業を終了した．

① 報告状況グラフ

約3時間ですべての作業を終了した（図4）．

② 被災施設集計

東部ブロックの岡山市地域22施設中，完全透析不

能状態のⅠ群は10施設，給水が確保できれば透析可

能状態のⅡ群は5施設で，残り7施設は被災なしで

あった（表2）．

③ 岡山県内受け入れ可能施設への患者振り分け

被災施設Ⅰ群Aグループ391人を振り分けた（表

3）．

④ 兵庫県透析医会受け入れ可能施設集計と患者振

り分け

兵庫県透析医会に対しては，被災施設Ⅰ群・Bグルー

プ302人の受け入れを要請した（表4）（表5）．
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4 防災訓練での問題点と今後の課題

1） 問題点と対策

① 事前の訓練通知内容が施設によって見落とされ

たり，徹底していなかったこと，および新しい送信方

式に不慣れであったことの2点である．

② 岡山県では各施設への災害時優先電話の設置を

推進する．

③ Eメールアドレス未登録施設に対して，今後岡

山県医師会透析医部会主催のパソコン講習会を開催し，

パソコンの設置とEメールアドレス登録を推進する．

④ 本部での被災患者の振り分け作業は，単純に数

合せで行ったが，実際に大災害が発生したときに，ど

のように対応するか困難が予想される．
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表2 被災施設集計

Ⅰ群 10施設

病 院 名 要移送患者数（人）

Aグループ 岡山中央奉還町病院

小林内科診療所

福島内科医院

木本内科医院

康愛クリニック

小 計

143

38

74

61

75

391

Bグループ 幸町記念病院

進藤内科腎クリニック

光生病院

笛木内科医院

岡村一心堂病院

小 計

160

20

28

61

33

302

合 計 693

Ⅱ群5施設

病 院 名 要移送患者数（人）

済生会病院

川崎病院

岡山中央病院

岡山協立病院

榊原病院

計

41

42

50

36

20

189

表3 被災施設と県内施設移送先

被災移送元施設名 被災人数 移送先施設名 移送患者数

岡山中央奉還町病院 143

小林クリニック

渡辺病院

赤磐郡医師会病院

北川病院

児島中央病院

50

20

20

20

33

福島内科医院 74
重井医学研究所附属病院

倉敷中央病院

50

24

康愛クリニック 75
しげい病院

玉野クリニック

50

25

木本内科 61
水島協同病院

西崎内科医院

21

40

小林内科診療所 38
杉本クリニック

菅病院

18

20

計 391 計 391



2） 兵庫県透析医会の合同訓練参加に関して

① 兵庫県透析医会における防災への取り組み

兵庫県透析医会は被災体験を持つ県の透析医会とし

て，災害時に有効な情報伝達のために継続して活動を

行ってきた．まず災害時情報伝達マニュアルを作成し，

基幹4施設を核とした電話，FAX連絡網を構築した．

また災害時の迅速な情報伝達と集約のために，コンピュー

タを用いた通信ネットワークが有用と考え，1996年

6月以来，ニフティでパソコン通信ネットワークを運

用し，1998年4月から会員用ホームページを開設，

2001年2月からは公式ホームページを公開している．

1998年4月以来，数回の電子メールによる情報伝達

訓練も実施した．さらに，神戸市医療情報防災無線ネッ

トワークに参加して透析医会系列グループを形成し，

事務局が兵庫県透析医会パソコン通信ネットワークと

神戸市医療情報防災無線ネットワークを繋ぐ体制とし

ている．

② 合同訓練への対応

岡山県医師会透析医部会から防災訓練への協力依頼

があり，兵庫県透析医会の幹事会などでの報告，パソ

コン通信ネットワークで周知，直前には会員用ホーム

ページと電子メールでも情報を伝達した．その結果，

防災訓練開始後，ただちに10施設から緊急透析受け

入れの書き込みがあり，岡山県からの302人の代替

透析が十分可能な体制となった．

3） 今後の課題

もし阪神大震災クラスの広域の被災があったとき，

被災県単独では対応しきれず，隣接府県との密接な協

力が不可欠である．そのため，防災訓練時にもこのよ

うな隣接県共同の協力が望ましく，よい前例ができた

ものと評価したい．しかし実際には，なかなか臨場感

のある一体化した訓練とはなりにくいのも事実であり，

より実効のある訓練体制の構築が課題と思われた．
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表4 兵庫県受け入れ施設と受け入れ患者数

施設名 受け入れ
患者数（人） （月水金・火木土）

仁成クリニック

原泌尿器科病院

住吉川病院

寺杣泌尿器科病院

尼崎永仁会病院

兵庫県医科大学

元町HDクリニック

石田内科クリニック

岩崎内科クリニック

兵庫県立西宮病院

40

40

100

15

40

20

50

32

15

4

（20・20）

（20・20）

（50・50）

（10・ 5）

（20・20）

（10・10）

（25・25）

（10・22）

（10・ 5）

（ 2・ 2）

計 356 （177・179）

表5 被災施設と兵庫県施設移送先

被災移送元施設名 被災人数 移送先施設名 移送患者数

幸町記念病院 160

住吉川病院

兵庫県立西宮病院

兵庫医科大学病院

仁成クリニック

岩崎内科クリニック

90

4

20

31

15

進藤内科腎クリニック 20 石田内科クリニック 20

光生病院 28 尼崎永仁会病院 28

笛木内科医院 61
元町HDクリニック

寺杣泌尿器科医院

50

11

岡村一心堂病院 33 原泌尿器科病院 33

計 302 計 302



5 考 案

岡山県医師会透析医部会は2000年8月2日，コン

ピュータによる危機管理システムを導入した．その目

的は，会員相互の平時における情報の伝達と交換，お

よび災害時の情報ネットワークである．

岡山方式（第2報）（本誌第15巻3号掲載）の特

徴はデータ管理であり，災害時必要となる施設と患者

の最新データを平時に収集しておくことにある．それ

は災害が起こってからのデータ収集は困難を極めるか

らである．

岡山県ではシステムを立ち上げて以来，すでに 2

度の防災訓練と2度の実際の地震への対応を行った．

結果は，いずれの場合も数時間以内に情報処理が可能

であった．

今回の全60施設参加の第2回防災訓練では，災害

規模を拡大し，隣接県である兵庫県透析医会との合同

訓練と，行政との連携まで視野にいれて行った．結果

としては，3時間ですべての情報処理を終了し得た．

このように短時間での処理が可能であったのは，災害

をイメージした「やらせ方式」であったことと，全施

設の献身的な協力があったからである．

現在までの各県支部の防災システムを見てみると，

災害が起こってからの情報集計と表示作業までで終了

している．あとは各施設や患者自身の判断にまかせる

ことになっているが，実践的ではない．今一歩踏み込

んで，誰かが患者の振り分け作業まで行わないと有事

の際混乱を生じる恐れがある，と同時に他県との連携

作業は不可能である．

岡山県では，災害対策本部を西崎内科医院に，副本

部を笛木内科医院と菅病院の2カ所に設置し，有事

に備えている．災害時情報は集中管理され，本部ない

し副本部が総司令部となって移送患者の振り分け作業

まで行っている．さらに，岡山大学医学部第三内科と

川崎医科大学腎臓内科学教室への救護班派遣要請およ

び岡山赤十字病院との連携支援体制にいたるまで，こ
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図5 災害時被災透析施設の給水車派遣の要請について（回答）



れまでの協議の結果整備されている．

次に，災害時情報送信ページに関して問題がある．

岡山県医師会透析医部会ホームページは一般の人が気

楽に閲覧できる部分と会員のみ使用できる部分にはっ

きりと分け，会員メニューと本部専用メニューはログ

イン認証（IDとパスワード）を必要としているため，

関係者以外は侵入できないようになっている．上記送

信ページは会員メニューの中にあるため，混乱した状

態のときにつきものの，いわゆる偽情報や，悪意の情

報がまぎれ込まないようガードされている．日本透析

医会の情報送信ページや，他県での場合においても今

後考慮する必要がある．

さて，災害においては行政との連携が最重要事項の

1つである．その行政と協議を行うためには，県医師

会の了承を得ることがルールとなっており，任意団体

の資格で交渉に行っても相手にされないのが通例であ

る．

そのために岡山県支部の組織結成に当たっては，一

早く岡山県医師会の理事会に対し部会としての登録を

申請し，承認されて岡山県医師会透析医部会という長
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図6 透析部会の取組に関する打ち合わせ会の開催案内

図7 給水車派遣に関する情報伝達経路の予想図



い名称となった．県医師会の肩書きを得たことによる

効果は抜群で，以後の行政との様々な協議が円滑に行

えるようになった．

特に給水車派遣の問題は，岡山県医師会会長名で岡

山県知事宛に要請書を提出し，岡山県・岡山市の協力

と支援を得ることができた．

今後の各県支部結成に当たっては，以上の事例を参

考にされたい．

行政との連携で必要となるのは次の３点である．

・給水車派遣要請

・透析関連企業への車輌通行許可証発行要請

・被災患者の移送手段

以下，この3点について説明をする．

① 給水車派遣要請

2001年1月10日，岡山県医師会会長名で岡山県

知事に給水車派遣に関する要請書を提出した．これに

対し県から図 5に示すような回答があった．これを

受けて，8月23日岡山市との打ち合わせ会を行った．
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図8 車輌通行許可証発行要請書

図9 車輌通行許可証発行要請書



岡山市は今後，市としての対応を内部で協議し，受け

付け窓口や命令系統の整備を行った上で，給水車派遣

に対して支援・協力することを約束した（図6）．

岡山県と岡山市の給水車派遣に関する支援と協力が

得られたことにより，今後他の市や町に対しては文書

で同様に支援・協力を取り付ける予定である（図 7）．

② 災害時車輌通行許可証発行要請

この件に関しては災害時，正式な書類（書式にはこ

だわらない）を所轄警察署に提出すれば発行するとい

うことで，以下の文書を作成し透析関連企業に手渡し

ておくことになった（図 8）．要請手続きを図 9に示

す．

② 被災患者の移送手段

阪神淡路大震災において，大半の被災患者は自力で

他施設や他県に脱出，避難して収容された．被災患者

の移動は原則的には患者自身が行うことになるが，ど

うしてもそれが不可能である場合は，やはり原則的に

は施設自体が移送手段を考えるべきである．そのため

には消防署，タクシー，バス会社，自衛隊，地域赤十

字病院等との対応を考慮しておく必要があり，今後の

課題でもある．

結 語

全国的に早期の各県透析医会支部の結成と危機管理

システムの構築が望まれているが，組織とシステムの

有効性は防災訓練をしてみないとわからない．岡山県

では防災訓練を繰り返し実践しながら，問題点を 1

つずつ解決し，透析患者の救急救命に努力する考えで

ある．今回の防災訓練に関しては，県内全透析施設の

防災責任者に多大の協力をいただいた．

県医師会担当理事 福岡英明先生をはじめ，兵庫県

透析医会 申 曽洙先生，行政の担当課各位に対しても

心から謝意を表する．
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要 旨

今後，医療機関は規制環境下における競争というまっ

たく新しい次元に直面する．そして，医療機関がその

使命を果たすためには，将来の環境変化を前提とした，

競争についての深い理解と戦略についての洞察が不可

欠である．

透析業界は4つの戦略グループで構成され，個々

のグループにおける経営持続性のためのリスクと重要

成功要因は異なる．そして医療機関が競争上の優位を

獲得するためには，市場からの思考に立脚した，患者

の価値連鎖に基づく自院の分析とマネジメントが重要

である．

はじめに―疾病市場の視点―

医療の特性を捉える場合，2つの異なる視点が求め

られる．その1つは医療全体をマクロ的な側面から

捉えることである．すなわちこれは医療供給と医療需

要それぞれを全体として取り扱い，全体像を理解する

ことが目的である．そしてもう1つの視点は，市場

を個別の疾病市場に細分化したうえで，個々の需要側

と供給側を捉えることである．

これまで政府であれ，医療研究者であれ，医療費を

管理統制しようとする意図から市場をマクロの視点で

捉えることが優先されてきた1）．しかし，マクロ経済

の目標を医療資源の最適化とするならば，その行動計

画の実行段階で各疾病市場の目標を設定することが必

要になる．さらにその市場に影響を与える要因として，

保健水準，代替的な医療技術，補完的な医療技術を論

じることが必然となり，これはとりもなおさずミクロ

の視点にほかならない．すなわち，マクロとミクロは

相互に連関するため，どちらか一方の視点だけでは整

合性の欠如した議論にしかならないのである．ここで

論じるのはこれまで政府や研究者が行ってきたマクロ

的認識を所与としたうえで，ミクロ的な視点に立脚し

ている．

わが国の経済が困難を克服する過程で，医療資源の

消費を国家レベル，地域レベルでどのように抑えるか

という議論は避けて通れない．したがって，医療資源

の非効率を修正する過程で，医療機関の統廃合が進展

する．これは非効率な運営をしている医療機関や，不

要な診療科を保有したり質の伴わない医療技術を提供

したりということを，政府も市場も許さないというこ

とにほかならない．その一方で，医療機関の使命は良

質な医療を提供することで，地域住民の豊かな生活を

保証することである．この使命に忠実であればあるほ

ど，適切なサービス提供を行う医療機関の存続が地域

社会から求められることになる．

地域社会の要請に応えるためには，漫然と市場全体

を概観して医療サービスの範囲と水準を決定するので

はなく，その地域における疾病ごとの市場の把握とそ

の市場における供給側の行動についての深い理解が不

可欠となる．すなわち「製品から考え始めるのではな

く，顧客集団，顧客ニーズから考え始めねばならな

い」2）というマーケティング・サイエンスの考え方そ

のものが意味を持つのである．そして市場のニーズに

基づき医療機関の集団がどのようなサービスをどのよ

うな方法で提供しているのか，個々の医療機関におけ

るサービスの水準と範囲についての理解を深めること

が，市場における医療機関の最適化行動を導くことに
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なる．言い換えれば市場における最適化行動とは，市

場における競争上の優位を確立し，顧客に価値を届け

ることであり，これがほかの組織に比べ高い利益率を

獲得することにつながる3）．その結果その組織の経営

持続性を高めるのである．

本稿は，個別の疾病市場を論じるためのフレームワー

クを提供する．そして透析医療を1つの業界モデル

として捉え，最終消費者に医療サービスを提供する医

療機関の集合，すなわち個別の疾病市場ごとに形成さ

れている業界の特性について把握し，市場に対してど

のような方針で望むべきかという問いに回答を出そう

とするものである．

1 透析業界の現状分析

透析医療の業界は一般の医療と比べ異質ともいえる

行動をとり続けている．一般病院が 1995年から

1999年の間－3.4％と減少を続ける中，透析部門を

新設する病院の数が6％増加している（図 1）．この

傾向は診療所ではさらに顕著であり，一般診療所が

5.5％ の増加に対し，透析医療機関の診療所の数は

23％もの伸びを示している．

施設数をみると，1991年2,046施設から1999年

3,019施設と973施設増加している．この間減少し

た施設が134施設，新規に増加した施設が1,070施
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図1 施設推移（一般VS透析）

図2 透析施設数分析（1991VS1999）



設である．増加した施設1,070の内訳をみると，病

院496，クリニック574であり，病院を経営主体別

にみると，私立病院が298，次に自治体96，その他

公的が67となっている（図 2）．私立病院が実数と

して多いものの，各主体別医療機関数の全体に占める

割合をみると，自治体病院が最も高い割合で透析部門

を新設していることになる．

各経営主体の投資行動を人工腎臓の増加率でみると，

1991年から 1999年の間にクリニックが 85％ と突

出している．病院では自治体，私立病院，その他公的

等がほぼ40％前後の伸び率に収束している．ここで

特徴的なのは，透析部門の新設および人工腎臓の増加

率ともに自治体病院がそのほかの医療機関に比べて高

い伸び率を示していることである．

さらに各経営主体別の施設数と人工腎臓の伸び率か

ら業界におけるポジショニングをみると，この業界に

おいて量的且つ積極的な経営行動をとっているのが診

療所である（図 3）．病院では私立が量的には多いも

のの，その他公的，自治体という主体は私立病院にほ

ぼ匹敵する挙動を示していることがわかる．一般医療

の世界では，経営環境が悪化しているために病床数を

削減し，あるいは人員の合理化で乗りきろうとしてい

る中で透析医療の施設増加はきわめて異例である．

何故透析業界がこのような状況を呈しているのであ

ろうか．M.E.ポーターは競争の戦略で業界を特徴づ

けるのは新規参入の脅威，買い手の交渉力，供給業者

の交渉力，代替品の脅威，競争業者間の敵対関係の強

さなど，5つの競争要因であると述べた4）．しかし，

医療市場を前提とした場合，4つの競争要因が主要な

ものである．すなわち，政府，新規参入，需要，業界

内部の関係である（図4）．

2 業界の構造

1） 政府

医療に代表される規制業界において，政府の役割は
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図3 経営主体別人工腎臓伸び率（対1991年）

新規参入
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図4 疾病市場の業界モデル



その影響力の大きさゆえ重要である．規制業界におけ

る政府の責任について，近年議論が噴出しており，内

閣府の総合規制改革会議では「多様な主体が競争を通

じて生み出す効率的なサービス提供が阻害されている」

（総合規制改革会議の中間報告重点6分野に関する中

間取りまとめ平成13年7月24日内閣府総合規制改

革会議）と従来のあり方に対する問題を指摘している．

医療における政府の機能は突き詰めて考えると，業

界（ここでは医療機関の意味）のモニターとコントロー

ルである．さらに業界のモニターのみならず市場の動

向や変化への対応も業界への働きかけを通じて実行さ

れる．つまり，政府の市場コントロール手段の多くの

部分は業界を通じて行われることになる．そして政府

は業界の規模を，価格のコントロールによって事後的

に制御し，また各種の基準によって業界への参入を排

除することにより業界規模を調整する等，業界に多大

な影響力を有する．

価格は供給のコントロールとともに，経済学やマー

ケティングの観点からはきわめて重要な意味を持つ．

一般財の市場では，平均的な価格水準がその業界の利

益率を決定し，その業界で利益を上げようとする企業

や新たに参入をしようとする企業にとって，市場への

参入や退出を決定するためのシグナルとしての意味を

持つ．そして個々の組織においては，市場における価

格が，戦略そのものの重要な要素となる（たとえば，

マクドナルドやユニクロといった企業の戦略は，低価

格戦略にその成功要因がある）．

この業界に入るためには，政府の許可が必要となる

が，一度業界への参入を果たせば，業界内においてど

のようなサービスをどの程度（レベルと量）を提供し

ようとも自由である（組織間相互の調整はしばしば存

在する）．重要な点は価格が市場によって決まるので

はなく，その決定権が政府に委ねられている点であり，

価格水準により，業界の利益水準が決定されることに

ある．

2） 新規参入

次に業界全体に影響を与えるのは，業界への参入の

しやすさである．一般市場では業界の魅力度（ここで

言う魅力度とは技術の希少性や興味に基づくものでは

なく，経済的便益をさす）に従って企業が自由に参入・

退出する．一度は参入を果たした企業であっても，成

果を上げられない企業は，市場の機能により退出を余

儀なくされる．業界への新規参入の程度は，参入障

壁注1），市場価格と需要の大きさ，医療技術の革新性

の度合い等の要因により決定される．

参入障壁とは，業界への参入の困難さを決定づける

ものであるが，参入しようとする医療機関にとって医

療技術が希少性を有す，あるいは技術の習熟に長期間

を要す等，医療技術そのものの獲得が難しい場合この

業界への参入は困難となる．たとえば，循環器科を標

榜する医療機関はここ5年間で急増しているものの，

オープンハートの手術をする医療機関の数はほとんど

増加していない．これとは異なり医療技術が標準化さ

れていると同時に，それを支える運営システムも 1

つのサービス提供単位としてシステム化され，標準化

されている場合，新たな組織の参入は促進される．

透析医療においては，透析機器の技術の進展や医療

技術の向上が継続的に行われ，これが技術の高度化を

内包した医療の標準化を促進させた．そして透析施設

の人員体制やシフト，医師や看護婦の業務範囲など，

施設間の運営体制はほぼ近似している．つまり，運営

システムが標準化していることにほかならない．すな

わち，医療技術の進展による技術の向上と運営システ

ムの標準化が医療の質を下げることなく，比較的容易

にこの業界に参入することを可能にしている．

技術の特性とは別の要素として，業界内部における

市場と医療機関の関係も参入に影響を与える．医療機

関の間ですでに患者の発生から治療までのルートが決

定され，さらにこれがほぼ例外なく実行される場合，

つまり医療機関が機能により統合されており多くの患

者がこの間の移動で完結する場合，新たに参入しよう

とする医療機関は積極的な参入に対して慎重な姿勢を

とらざるを得ない．業界に新たに参入しようとする医

療機関は，その業界が対象とする市場の規模と政府が

決定した医療技術の価格（診療報酬）を考慮する．し

かしたとえ超過需要注 2）が多く，市場や政府からの要

請があったとしても，必ずしも参入する医療機関が増

えるとは限らない．たとえば相対的な需要（患者数）

が増加しているにもかかわらず，小児科を標榜する医

療機関の数が増加しないという現象が生じており，そ
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注1 政府による規制や特許のように，企業が市場に参入するの

を阻止する要因

注2 所与の価格において，需要量が供給量を上回っている状況



の理由として，多くの医療機関は小児医療の価格の低

さを指摘している．この例からも明らかなように，需

要の多寡だけで参入の意思決定がなされるわけではな

く，需要の規模と価格から，期待する経済的な成果を

もとに参入が決定されるということを示唆している．

透析業界においては，前述の通り，公立・公的病院

の多くが民間病院と同じ挙動を示し，透析業界への参

入や投資が増加している．このような現象は需要その

ものが伸びていることを前提とし，透析医療を行って

いる基幹病院が外来透析の患者をほかの医療機関に紹

介することによる売上の機会を失うことをさけようと

する行動によるものである．また基幹病院の新規参入

は，透析医療の価格水準がほかの医療技術に比較して

相対的に高いといった経済動機が大きく影響している．

多くの医師は，自らの専門の決定や独立する場合の

標榜科の決定を，社会的使命，適性，知的興味，将来

の市場における技術のニーズ，キャリア，稼得利益等，

様々な要素に基づき検討する．それぞれが個々にとっ

ての重要度は異なるが，すでに成熟化した技術よりも

革新性や新規性のある技術を選好する傾向にある．こ

れは研究者としての研究意欲に基づく行動，あるいは

将来のキャリア形成の可能性に基づく行動と考えられ

る．

透析業界の参入障壁が相対的に低い点に加え，業界

に一度参入すると機器や設備のほかの診療科への転用

がきかなかったり，撤退のためのコストが高い（看護

婦，技士等多くの人材を抱え込み簡単に縮小ができな

い）などの要因とともに，透析の部門長は自らのプラ

イドや職員への思いやりから縮小や撤退を避けようと

する意志が働く．したがって業界全体としては過剰キャ

パシティ（供給過剰）状態が継続しやすい構造を有し

ている5）．

3） 需要構造

一般財の市場においては，需要は極端に変動する．

たとえばレコードがCDに駆逐されたように，既存技

術により形成されている市場が代替技術によりとって

代ったり，携帯電話の爆発的な普及といった，新たな

製品の登場により新たな市場が急速に生まれたりとい

うことにしばしば直面する．

医療においても供給が需要を生むといった医師需要

誘発説6）が存在するものの，基本的な需要構造は一般

財のそれとは異なる．すなわち，各疾病の市場の規模

は人口構造，疾病毎の発生率でほぼ規定される（長期

的には産業構造の変化や技術革新，国民経済等の影響

は無視できない）．したがって多くの疾病市場は線形

で推移するという特徴を有し，基本的に急激な変動は

起こらない．政府は定期的に地域別の患者数をモニター

し，需給の調整を行っている．しかし，果たして業界

は需要の影響を受け，弾力的に変化するのであろうか．

この疑問に対する1つの回答は，近年の循環器科を

標榜する医療機関の推移である．

循環器科の医療機関は近年著しく増加している．病

院の経営者は人口の高齢化を背景とした循環器疾患が

増加している状況を前提とし，将来の需要の予測を判

断要素の1つとしている証しである．透析医療にお

いても慢性腎不全患者の数は増加し，多くの医療者が

需要の増加を確信していることが前提となっている．

そして相対的な透析医療の価格の高さが，需要の規模

とともに業界の利益率の高さから参入が増加している

のである．しかし，政府は業界を通じ需要のモニター

を定期的に行っており，業界のコントロールを目的と

した価格調整を行っている．したがって，需要構造と

政府の政策そして業界への参入は相互に連動している．

4） 業界内部の関係

透析の治療は，頻回且つ継続的な治療を必要とする

のが一般的である．このような治療上の特性から医師

は通院における患者の苦痛を最小化しようとするであ

ろう．したがって，透析医療機関の診療圏は，患者が

恒常的に通院可能な距離内に規定されるのである．急

性期病院と比較してこの点が異なるところである．そ

して，診療圏内における医療機関の数と敵対関係の強

さによって，医療機関各々の患者規模が規定される．

すなわち，一般に透析医療機関の診療圏は急性期病院

のそれに比べ狭く，さらに各医療機関はその狭い診療

圏域の限られた患者を対象とすることから，施設は小

規模である．そしてその多くは独立した小資本の施設

形態をとり，小規模・多数の医療機関が存在する．す

なわち透析医療の業界は，小規模・多数の組織が混在

する業界（fragmentedindustry）7）と定義すること

ができる．

医療機関が提供する医療サービスは，各疾病のステー

ジに対比する診療のプロセスが生み出す価値の連鎖
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（valuechain）として表現することができる．そし

て透析業界全体をサービス提供における価値連鎖

（valuechain）8）で分類すると，4つのグループに分

類することができる（図 5）．ここで市場に対して積

極的にサービス価値を提供するという意味で，このグ

ループを戦略グループと呼ぶこととする．

4つの戦略グループのうち，第1のグループは主に

基幹病院で透析導入期だけを扱い，安定維持期の外来

透析は患者居宅に近い透析医療機関に紹介するという

構造である．これを高機能特化型と定義する．第2

のグループは透析導入期を扱い，さらに併わせて安定

維持期の外来透析も行う施設である．これは，川上の

診療プロセスから川下の診療プロセスも一貫して取り

扱い，すべてを内部化して統合していることから垂直

統合型（内部化）とする．第3のグループは第2グ

ループと本質的な価値連鎖は同じであるが，維持期の

外来透析を本体と同一資本の院外透析クリニックで行

うというところが異なる．すなわち，このグループの

構造は垂直統合型の類型であり，診療のプロセスは垂

直統合しているものの，川下の診療は外部化している

ことから垂直統合型（外部化）と分類することができ

る．そして第4のグループは医療機関の数としては

最も多く，外来維持透析に特化している機能形態の施

設であり，これを川下特化型とする．この施設は高機

能特化型の施設から発生する患者の受託部門として位

置付けられる．

3 透析医療機関の戦略

1） 戦略グループの方針

将来の経営環境の変化に対して，どの戦略グループ

が競争上の優位を獲得できるのであろうか．そしてそ

れぞれの戦略グループが成果を高めて行くためには，

どのような組織対応が求められるのであろうか．それ

ぞれの戦略グループは機能が異なることから，取り扱

うべき疾病の状態や症状の程度が異なる．そして機能

に応じ施設の運営のためのコスト構造が異なるため，

すべてのグループに共通する具体的戦略は存在しない．

すなわち個別の戦略を導出するためには，必然的に各々

の戦略グループの重要成功要因を把握する必要がある．

高機能特化型は，機能に合った患者をいかに集める

かが課題である．すなわち透析部門のみならず，各診

療科の総合力としての能力が患者数を左右するのであ

る．病院全体の機能の向上と高いアウトカムを提供し

つづけるための組織努力が知名度や評判を向上させ，

結果として直接・間接的に患者を集めることにつなが

るのである．

第2のグループ，基幹病院で導入期とともに維持

透析を行っている医療機関（垂直統合―内部化）は，

組織内に費用構造の異なる2つの混在したマネジメ

ントを有することになる．したがって，クリニックや
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図5 価値連鎖と4つの戦略グループ



小規模病院に比べると，建物・設備あるいは間接部門

等の高い固定費構造を持つ外来部門で維持透析を行う

ことになり，透析診療報酬の価格の低下が重要な意味

を持つ．すなわち病院本体が検査診断機器や人員配置

等により，重装備化すればするほど固定費が高く，売

上が低下したとき極端に赤字の体質に移行するという

弱みを有する．

第3グループは，維持透析部分を外部化しサテラ

イト化している．すなわちサテライトの収益で病院経

営全体を補完する傾向が強い．しかし，病院本体の知

名度やreputation（評判）が低い場合，サテライト

に充分な患者を供給できない．また，診療報酬の価格

低下は病院本体に利益を供給できず，病院全体の経営

を急速に悪化させることになる．

第4グループ（川下特化型）は，川上の基幹病院

で発生した患者の外来維持透析部分を主として担当す

る．この形態の多くは診療所であることから，垂直統

合の内部化に比べると運営コストが圧倒的に低い．す

なわち，このカテゴリーの医療機関はコスト削減に努

力を傾注するよりも患者の数が経営上の鍵となる．患

者の数は基幹病院からの紹介に依存する．基幹病院側

の視点から川下特化型の施設をみると，地域に複数の

紹介対象医療機関（川下）が存在する場合，川上施設

の患者紹介の選択基準は，患者の住所地，人的関係，

医師の技術力，医療機関としてのアウトカム，評判等，

多様な要素である．しかし，この中で最も重要なのは，

川下の医療機関が高い医療技術を有し，症状の程度に

基づく適切な医療連携を行い，医療の質を保証するか

が鍵となる．言い換えると，川下医療機関にとって医

療の質を背景とした川上医療機関への交渉力が重要な

成功要因となる．またこのグループの課題は低コスト

化と同時に質の向上である．このためには，医療従事

者の訓練とともに診療プロセスの標準化を徹底し，効

率化と高質化を目指す必要がある．

この4つの戦略グループは，将来の透析医療費の

抑制に対してどのような影響をうけるのであろうか．

これまでの分析から，価格変動に対して強く影響を受

けるグループは第2グループの基幹病院で，導入期

とともに外来維持透析を拡大している垂直統合型の医

療機関であり，このグループは，固定費の高い構造の

中で外来維持透析を行っているため，固定費を賄うた

めの売上を確保しなければならない．すなわち年間発

生する患者数に大きな変動がなく，ほぼ一定と仮定す

ると，価格の低下による影響が最も高く，全グループ

の中で最もリスクが高まる．

第3グループも同様に価格変動による影響が高い

グループである．しかし第2グループと異なり，サ

テライトの固定費を低く抑えているため，この領域の

効率化が病院全体を支えるという構造をとっている．

したがってコスト構造上の差異から第2グループよ

りも受ける影響は低い．しかし，その一方で，サテラ

イトが大規模化しているケースも多く，この場合は病

院自体の集患力をいかに高めるか，あるいは需要弾力

的に施設運営を合理化できるかが鍵となる．

透析医療市場を量的に支えている第4グループは，

診療所あるいは小規模病院の形態をとり，構造的に固

定費が低いことから価格低下による経営上のリスクは

最も低くなる．しかし，第1グループが経営上の問

題から第2あるいは第3グループに移行した場合，

次第に紹介患者数が減少するというリスクを有する．

またこのグループは，経営者，スタッフともに労働集

約による生産効率を高めてきたグループであり，医療

従事者の高齢化や医療政策の変化に耐えられず，疲弊

している医療機関が増加するといった将来的なリスク

を内包させている．

2） 患者の価値連鎖

経営戦略は時代や環境に伴い遷移するものである．

しかし，基本的な戦略はコストリーダーシップ，集中，

差別化およびそこから派生したものである．コストリー

ダーシップとは，業界内で最も低コストを達成するこ

とで，これが低価格化を推し進めたり，付加価値の高

い製品を作る源泉を確保したりすることで，競争力を

高めるという戦略のことである．多くの医療機関は従

来この戦略に終始してきた．医療材料の仕入れ価格を

下げる努力をしたり，人件費を削減したりということ

がこれにあたる．すなわち費用のコントロールとそれ

による利益の獲得こそが唯一の戦略として認識され，

それ以外の明確な戦略を持っていなかったといえる．

また医療機関は需要の多寡や病床の規模とは無関係に

総合化の道に邁進し，特徴を持たない広域の疾病に対

応するだけの大規模病院が相次いで設立され今日に至っ

ている．この原因は明らかに需要を起点とした発想の

欠如にあり，集中化という思考に至らなかったことに
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よる．

コストリーダーシップや集中化という言葉は医療界

ではあまり馴染みがない．しかしこれらに比べると差

別化という言葉はかなり頻繁に用いられる．多くの医

療従事者や有識者が医療経営を語るときに，差別化と

いう言葉を多用してきたことがこれを物語っている．

そして差別化という言葉を抽象的に捉えたまま使いつ

づけてきたのである．

差別化とは，患者にとってほかの医療機関とは異な

る特別な価値のことである．つまりすべては施設側か

らの視点ではなく，患者側の視点に立脚している．す

なわち，施設経営者は，差別化を考えるにあたり患者

側の視点に立ち，サービス提供のあり方，サービスの

内容，患者にとっての成果を総点検しなければならな

い．これは，組織の捉え方を機能単位から患者の価値

単位へ組替え，その価値の連鎖として組織行動全体を

捉えるといった患者の価値連鎖の考え方に基づかなけ

ればならない．これは，先ず患者に対して組織が提供

する価値活動の全体像を捉えた上で，細分化し最小単

位を捉えること，そしてその最小単位の活動がもたら

す価値がどういうものかを明確化し，最後に一連の活

動全体の価値を認識することである（図 6）．そして，

その各プロセスの付加価値を合計したものがその医療

機関の価値の大きさになるのである．

医療機関は自院が提供すべき患者の価値について丁

寧に検討することが出発点になる．そして患者の価値

連鎖に基づき自院のサービス水準を評価する中から，

強み・弱みが明確になるのである．このような分析か

ら，組織における強化領域や効率化領域が具体的且つ

明確になる．患者の価値を突き詰めて考えると，臨床

上の実績と患者のコストの2つに集約される．すな

わちすべてのサービス行為が患者の実績を上げ，患者

のコストの低減に貢献しているかどうかという視点で

再考する必要がある．患者のコストとは患者が診療に

要する直接的な費用のみならず，時間の消費，精神的

苦痛，肉体的な苦痛をも含む．この分析をもとに自院

が提供している価値連鎖における差別化領域を特定化

することになり，競争上の優位が導出されるのである．

おわりに

政府は日本経済の逼迫により，医療市場における競

争原理の必要性を提起した．規制の堅持を前提としな

がら，市場をコントロールすることに全力を傾けてき

た政府にとって，競争というコンセプトは正に対極に

ある考え方である．政府をして競争と言わしめた根底

には，わが国の医療システムに対する脆弱な構造がみ

て取れる．

わが国の医療は現在ヘルスケア・リフォームの渦中

にあり，医療機関の統廃合や保険者機能の強化，日本

版DRG/PPSの実施等が進行中である．すなわち医

療機関は規制環境下における競争というまったく新し

い次元に直面することになる．しかし，競争が不慣れ

な業界にとって競争という言葉の持つ意味にはある種

の危うさが存在する．それを回避するためには，競争

を業界内部の淘汰と捉えるのではなく，市場に如何に

対峙するかという視点にたち，競争に対する正しい理

解が求められる．そして競争により市場効率的な対応

を体得した医療機関の増加は，業界の淘汰ではなく，
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業界の再生を意味することになる．
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お 知 ら せ

（社）日本透析医会研修セミナー

透析医療におけるCurrentTopics2002

主題「透析へ導入しないとき，維持透析を中止するとき」

日 時 平成14年3月3日（日曜日）

午前9時30分～午後3時35分

場 所 津田ホール（JR千駄ヶ谷駅前）

〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1－18－24

TEL（03）3402－1851

司会：大平整爾（医療法人社団カレスアライアンス 日鋼記念病院）

プログラム

9:40―10:10 透析非導入・継続中止：国内外の現況と課題

講演 大平整爾（医療法人社団カレスアライアンス

日鋼記念病院 腎センター）

10:10―10:40 血液透析不導入・中止の応用医学哲学的考察

講演 阿岸鉄三（板橋中央総合病院血液浄化療法センター）

10:40―11:10 透析導入決定の際のインフォームドコンセント

講演 中谷瑾子（弁護士 慶応大学名誉教授）

11:10―11:40 精神科医として，患者として，・日本での透析中止・を考える

講演 春木繁一（松江青葉クリニック）

11:40―12:10 透析スタッフが抱えるストレスとその対処

講演 福西勇夫（東京都精神医学総合研究所

リエゾン精神医学／心身医学研究部門）

12:10―12:30 透析中止への合意にむけて

講演 伊藤 晃（医療法人衆済会 増子記念病院）

12:30―13:30 昼休み

13:30―13:50 進行癌を合併した透析患者の終末期医療を考える

講演 西 忠博（博樹会 西クリニック）

13:50―14:10 外来透析施設における終末期看護

講演 大坪みはる（医療法人社団湯沢会 西部腎クリニック）

落合 福江（ 同 上 ）

宇田 有希（日本腎不全看護学会理事）

14:10―15:30 討 論

※平成 14年11月10日（日） 都市センターホテルにて 15周年シンポジウム開催

�日本透析医会

会長 山�親雄

事務局 〒1010041 東京都千代田区神田須田町1152

淡路建物ビル2F

TEL 0332556471 FAX 0332556474
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要 旨

医療系廃棄物，特に感染性廃棄物の特殊性に鑑み，

「感染性廃棄物処理マニュアル」を作成し，感染性廃

棄物の適正な処理に向けて，施策の充実を図ってきた

が，近年の循環・リサイクル，環境問題等に鑑み，様々

な取り組みが求められてきている．

いわゆる環境ホルモン問題については，これまで，

①環境実態調査，②国際共同研究の推進，③国際シン

ポジウムの開催に努めてきたが，今後はこのほかに，

④40物質以上の優先物質についてのリスク評価を実

施していく予定である．

1 医療系廃棄物の現状と課題

1） 医療系廃棄物を取り巻く情勢

これまで，わが国では多くの天然資源を活用して製

品の大量生産を行い，それらを大量消費し，大量の廃

棄物が排出され続けてきた．そのため，最終処分場の

逼迫や不適切な処理，悪質な不法投棄等が，廃棄物を

めぐる大きな課題となってきている．

特に，注射針の不法投棄による針刺し事故は尽きる

ことなく，また，昨年には，感染性廃棄物が不法にフィ

リピンに輸出されるという事件は記憶に新しいところ

である．

このように医療の分野においては，医療技術の進歩

により，様々な医療用具・医療器具が開発され，使用

され，そして廃棄されている．しかしながら，医療機

関等から排出される廃棄物の中には，人への感染を引

き起こす可能性のあるものが含まれているため，特別

な配慮が必要となっている．

このように，医療系廃棄物，特に感染性廃棄物の特

殊性に鑑み，厚生省（現厚生労働省）では，昭和63

年に「医療廃棄物処理対策検討会」を設け，平成元年

に「医療廃棄物処理ガイドライン」を作成し，医療機

関等から排出される感染性廃棄物の適正な処理を図る

ための具体的な施策を推進してきた．平成3年には，

廃棄物処理法を改正し，感染性廃棄物を特別管理廃棄

物として法的な位置づけを行い，さらに，「感染性廃

棄物処理マニュアル」を作成し，感染性廃棄物の適正

な処理に向けて，施策の充実を図ってきた．

また，平成12年の廃棄物処理法の改正においては，

排出事業者の責任を強化するなどの規制の強化と公共

関与による施設整備を推進することとし，今後「感染

性廃棄物処理マニュアル」を改訂する予定である．

2）「感染性廃棄物処理マニュアル」のポイント

① 感染性廃棄物とは

医療関係機関等から発生し，人が感染し，または感

染するおそれのある病原体が含まれ，若しくは付着し

ている廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物をい

う．

② 感染性廃棄物の範囲（表1）

医療関係機関等から発生する廃棄物で，

・血液，血清，血漿および体液（精液を含む），並

びに血液製剤（以下「血液等」という）

・手術等に伴って発生する病理廃棄物

・血液等が付着した鋭利なもの

・病原微生物に関連した試験，検査等に用いられた

もの

・その他血液等が付着したもの※1
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・感染症新法，結核予防法，その他の法律（以下

「感染症新法等」という）に規定されている疾患

等に罹患した患者等から発生したもので，感染の

おそれがあるもの（以下「汚染物」という）若し

くはこれらが付着したまたはそのおそれがあるも

ので上記に該当しないもの※1をいう．

注：体外循環用ディスポーザブル器具（透析器具

等）については，血液の付着程度，損傷性のおそ

れの有無等の状態に応じてそれぞれ「血液等」，

「血液等が付着した鋭利なもの」，「その他血液等

が付着したもの」または非感染性廃棄物に分ける

こと．

※1「その他血液等が付着したもの」，「汚染物若しくはこれ

らが付着した，またはそのおそれがあるもので上記に該

当しないもの」については，血液等その他の付着の程度

や付着した廃棄物の形状，性状の違いにより，感染の危

険性には大きな差があると考えられる．したがって，こ

れらを排出する場合，専門知識を有する者（医師，歯科

医師および獣医師（以下「医師等」という））によって感

染の危険がほとんどないと判断されたときには，感染性

廃棄物とする必要はない（次の③参照）．

なお，医療関係機関等のうち，病院，衛生検査所等は，

多量の感染性廃棄物を排出し，その内容も多様であるこ

とから，あらかじめ，当該病院，衛生検査所内における

取り扱い等に関する統一的な規定を作成しておくことが

必要である．

③ 感染性の有無の目安

a）「その他血液等が付着したもの」について

次の条件を満たす場合は，感染性を有していないと

考えることができるものであるが，これ以外の場合で

あっても，乾燥した血液等しか付着していない等の場

合は感染性を有していないと考えることができること

はいうまでもない．

・ 血液等を介して感染する感染症※2に罹患若しく

は感染している者から生じたものではないこと

・ 損傷性のおそれ※3がないこと

b）「感染症新法等に規定されている疾患等および

それに対応する汚染物」について

感染症新法等に規定されている疾患等およびそれに

対応する汚染物とは，次のようなものが考えられる．

・コレラ，赤痢，腸チフス，パラチフスについては，

し尿等

・ジフテリアについては，鼻汁等

・Ａ型肝炎については，排泄物

・Ｂ型肝炎，Ｃ型肝炎，後天性免疫不全症候群につ

いては，分泌物および滲出物（唾液，涙液，汗そ

の他感染性のおそれのないものは除く）

・ウイルス性出血熱については，排泄物，分泌物お

よび滲出物

・結核については，結核予防法施行規則第16条第

4号に規定するつばおよびたん

・その他医師，歯科医師が必要と認める疾患とそれ

に対応する汚染物（排出物，分泌物および滲出物）

・動物（実験動物を除く）については，人畜共通感

染症に罹患している動物の汚染物（排泄物，分泌

物および滲出物）により，人に感染症を生じさせ

るおそれがあると獣医師が認める疾患およびその

汚染物
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表1 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物の種類と具体例

廃棄物の種類 感染性一般廃棄物 感染性産業廃棄物

1 血液等 血液，血清，血漿，体液（精液を

含む），血液製剤

2 手術等に伴って発生する病理廃

棄物

臓器，組織

3 血液等が付着した鋭利なもの
注射針，メス，試験管，シャーレ，

ガラスくず等

4 病原微生物に関連した試験，検

査等に用いられたもの

実験，検査等に使用した培地，実

験動物の死体等

実験，検査等に使用した試験管，

シャーレ等

5 その他血液等が付着のもの 血液等が付着した紙くず，繊維く

ず（脱脂綿，ガーゼ，包帯等）等

血液等が付着した実験・手術用の

手袋等

6 汚染物若しくはこれらが付着し

たまたはそれらのおそれのあるも

ので1～5に該当しないもの

汚染物が付着した紙くず，繊維く

ず

汚染物が付着した廃プラスチック

類等



・実験動物については，人畜共通感染に罹患してい

る動物の汚染物（排泄物，分泌物および滲出物）

により，人に感染症を生じさせるおそれがあると

医師等が認める疾患およびその汚染物

※2「血液を介して感染する感染症」とは，人については次

のものがあげられる．

Ｂ型肝炎，Ｃ型肝炎，後天性免疫不全症候群，成人Ｔ

細胞性白血病，マラリア，梅毒，ウイルス性出血熱（ラッ

サ熱，エボラ出血熱，マールブルグ病およびクリミア・

コンゴ出血熱），その他医師，歯科医師が必要と認める疾

患

※3「損傷のおそれ」とは，破損等により鋭利なものになる

可能性があることをいう（ガラス，陶磁器製品等）

④ 施設内処理

感染性廃棄物は，原則として，医療関係機関等の施

設内の焼却施設で焼却，溶融設備で溶融，滅菌装置で

滅菌または肝炎ウイルスに有効な薬剤または加熱によ

る方法で消毒（感染症新法その他の法律に規定されて

いる疾患にあっては，当該法律に基づく消毒）するも

のとする．

感染性廃棄物は，施設内の焼却施設で焼却，溶融設

備で溶融，滅菌装置で滅菌または肝炎ウイルスに有効

な薬剤または加熱による方法で消毒すれば感染性廃棄

物ではなくなる．したがって，その処理残渣は非感染

性廃棄物である一般廃棄物または産業廃棄物として処

理できることとなる．一方，焼却施設若しくは溶融設

備または滅菌装置を有していない場合，消毒を行えな

い場合，あるいは焼却施設を有していても，焼却炉の

性能等からみて効果的な処理が期待できないような場

合や周辺の生活環境の保全上，焼却施設を稼働するこ

とが好ましくないと判断される場合には，処分業者に

委託して処理するか，若しくは感染性廃棄物をその事

務として行っている市町村に処理を委ねるものとする．

医療関係機関等の施設内で行う処分の方法は，次に

よるものとする（詳細については「感染性廃棄物処理

マニュアル」参照）．

・焼却施設を用いて十分に焼却する方法

・溶融設備を用いて十分に溶融する方法

・高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）装置を用いて滅

菌する方法

・ 乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法

・煮沸（15分以上）

・消毒

・上記のほか，感染性廃棄物の処分方法として適切

であると認められるものについては，順次追加す

ることとする

3） 実態と課題

① 感染性廃棄物の範囲と処理方法

医療系廃棄物については，現在，感染性一般廃棄物，

非感染性一般廃棄物，感染性産業廃棄物，非感染性産

業廃棄物の4つの分類方法を用いている．

しかし，その手分けは，看護士や検査技師が行って

いる場合が多く，これらを管理している事務職員を含

めて医療の現場では必ずしも混乱のない状況とはいえ

ない．

このような状況の中，感染性廃棄物の範囲の再検討，

「感染性廃棄物処理マニュアル」の周知・徹底に関連

して，各地域における地方自治体，医療機関，処理業

者等の関係者間で十分整理・検討する必要性も指摘さ

れている．

また，ダイオキシン対策基本指針，ダイオキシン類

対策特別措置法に基づき，焼却炉から排出されるダイ

オキシン類の排出基準（表 2）が厳しくなり，医療機

関施設内の小型焼却炉の活用がきわめて困難な状況と

なっていることから，感染性廃棄物の中間処理は多く

の場合，中間処理業者に委託し，安全性の観点から，

焼却処分している場合が多くみられる．

しかし，東京慈恵会医科大学附属病院，高知医科大

学附属病院などでは高周波滅菌装置など新たな処理方

法を用いて施設内で整備・活用しているところもある．
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表2 廃棄物焼却炉※4のダイオキシン類排出基準値
（単位：ngTEQ/m3N）

施設規模

（焼却能力）
新設施設基準

既設施設基準

平成13年１月～14年11月 平成14年12月～

4t/h以上

2～4t/h

2t/h未満

0.1

1

5

80

80

80

1

5

10

※4 火床面積が0.5ｍ2以上または焼却能力が50kg/h以上



② 廃棄物処理業者（中間処理業者等）と医療機関

の認識

医療機関が感染性がないと判断した廃棄物であって

も，産業廃棄物を処理する中間処理業者や一般廃棄物

を処理する市町村，最終処分業者が受け取らない事例

が増えてきている．

③ 医療用具製造業者の取り組み

ほとんどの医療用具製造業者は，製品の製造・開発

の段階で，廃棄物の減量化やリサイクル，有害化学物

質対策を考慮しているとは言い難い状況にある（表3）．

2 環境ホルモンの現状と対策

1） 内分泌かく乱化学物質（いわゆる環境ホルモ

ン）問題について

平成 8年に刊行された，『OurStolenFuture』

（邦訳『奪われし未来』）という本では，DDT，クロ

ルデン，ノニルフェノールなどの化学物質が人の健康

影響（男性の精子数減少，女性の乳がん罹患率の上昇）

や，野生生物への影響（ワニの生殖器の奇形，ニジマ

ス等の魚類の雌性化，鳥類の生殖行動異常等）をもた

らしている可能性が指摘されている．また，わが国に

おいては，イボニシという巻き貝のメスが雄性化する

という現象がみられ，詳しいメカニズムは解明されて

いないが，船底塗料として使用されていた有機スズ化

合物が原因ではないかとの報告もある（表4）．

このような，生体内にとりこまれて内分泌系（ホル

モン）に影響を及ぼす化学物質は，内分泌かく乱化学

物質（いわゆる環境ホルモン）とよばれている（内分

泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質：表5）．

内分泌かく乱化学物質問題については，その有害性

等未解明な点が多く，関係省庁が連携して，汚染実態

の把握，試験方法の開発および健康への影響などに関

する科学的知見を集積するための調査研究を，国際的

に協調して実施している．
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表3「リサイクルを目的とした改良計画」の有無

実施済み

今後検討の予定

予定なし

2製品（0.4％）

25製品（4.7％）

493製品（92.5％）

有効回答60社

『プラスチック系医療廃棄物の適正処理に関する調査検討会

報告書』（環境庁：平成13年3月）における医療用具製造業

者へのプラスチック系医療廃棄物に関するアンケート調査結

果により（一部抜粋）

表4 野生生物への影響に関する報告

生 物 場 所 影 響 推定される原因物質 報告した研究者等

貝類 イボニシ 日本の海岸 雄性化，個体数の減少 有機スズ化合物 Horiguchietal.（1994）

魚類

ニジマス

ローチ
（鯉の一種）

サケ

英国の河川

英国の河川

米国の五大湖

雌性化，個体数の減少

雌雄同体化

甲状腺過形成，個体数
減少

ノニルフェノール，人
畜由来女性ホルモン
＊断定されず

ノニルフェノール，人
畜由来女性ホルモン
＊断定されず

不明

英国環境庁（1995,1996）

英国環境庁（1995,1996）

Leatherland（1992）

爬虫類
ワニ 米フロリダ州の

湖
オスのペニスの矮小化，
卵の孵化率低下，個体
数減少

湖内に流入した DDT
等有機塩素系農薬

Guilletteetal.（1994）

鳥類

カモメ

メリケンアジサ
シ

米国の五大湖

米国ミシガン湖

雌性化，甲状腺の腫瘍

卵の孵化率の低下

DDT,PCB
＊断定されず

DDT,PCB
＊断定されず

Fryetal.（1987）
Mocciaetal.（1986）

Kubiak（1989）

哺乳類

アザラシ

シロイルカ

ピューマ

ヒツジ

オランダ

カナダ

米国

オーストラリア
（1940年代）

個体数の減少，免疫機
能の低下

個体数の減少，免疫機
能の低下

精巣停留，精子数減少

死産の多発，奇形の発
生

PCB

PCB

不明

植物エストロジェン
（クローバー由来）

Reijinders（1986）

DeGuiseetal.（1995）

Facemireetal.（1995）

Bennetts（1946）

『外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班中間報告書』および『化学物質と生態毒性』（若林明子著）による．
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表5 内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質

物 質 名 環境調査 用 途 規 制 等

1.ダイオキシン類 （非意図的生成物） 大防法，廃掃法，大気・土壌・水質環境基準，ダイ

オキシン類対策特別措置法，POPs,PRTR法一種

2.ポリ塩化ビフェニール類（PCB） ● 熱媒体，ノンカーボン紙，電気

製品

水濁法，地下水・土壌・水質環境基準，74年化審

法一種，72年生産中止，水濁法，海防法，廃掃法，

POPs,PRTR法一種

3.ポリ臭化ビフェニール類（PBB） － 難燃剤

4.ヘキサクロロベンゼン（HCB） ◎ 殺菌剤，有機合成原料 79年化審法一種，わが国では未登録，POPs

5.ペンタクロロフェノール（PCP） ◎ 防腐剤，除草剤，殺菌剤 90年失効，水質汚濁性農薬，毒劇法，PRTR法一

種

6.2,4,5 トリクロロフェノキシ酢

酸

－ 除草剤 75年失効，毒劇法，食品衛生法

7.2,4ジクロロフェノキシ酢酸 ● 除草剤 登録，PRTR法一種

8.アミトロール ◎ 除草剤，分散染料，樹脂の硬化

剤

75年失効，食品衛生法，PRTR法一種

9.アトラジン ◎ 除草剤 登録，PRTR法一種

10.アラクロール ◎ 除草剤 登録，海防法，PRTR法一種

11.CAT ◎ 除草剤 登録，水濁法，地下水・土壌・水質環境基準，水質

汚濁性農薬，廃掃法，水道法，PRTR法一種

12.ヘキサクロロシクロヘキサン，

エチルパラチオン

◎ 殺虫剤 ヘキサクロロシクロヘキサンは71年失効・販売禁

止，エチルパラチオンは72年失効

13.NAC ◎ 殺虫剤 登録，毒劇法，食品衛生法，PRTR法一種

14.クロルデン ◎ 殺虫剤 86年化審法一種，68年失効，毒劇法，POPs

15.オキシクロルデン ◎ クロルデンの代謝物

16.transノナクロル ● 殺虫剤 ノナクロルは本邦未登録，ヘプタクロルは72年失

効

17.1,2 ジブロモ 3 クロロプロパ

ン

－ 殺虫剤 80年失効

18.DDT ● 殺虫剤 81年化審法一種，71年失効・販売禁止，食品衛生

法，POPs

19.DDEandDDD ● 殺虫剤（DDTの代謝物） わが国では未登録

20.ケルセン ◎ 殺ダニ剤 登録，食品衛生法，PRTR法一種

21.アルドリン － 殺虫剤 81年化審法一種，75年失効，土壌残留性農薬，毒

劇法，POPs

22.エンドリン － 殺虫剤 81年化審法一種，75年失効，作物残留性農薬，水

質汚濁性農薬，毒劇法，食品衛生法，POPs

23.ディルドリン ◎ 殺虫剤 81年化審法一種，75年失効，土壌残留性農薬，毒

劇法，食品衛生法，家庭用品法，POPs

24.エンドスルファン（ベンゾエピ

ン）

◎ 殺虫剤 登録，毒劇法，水質汚濁性農薬，PRTR法一種

25.ヘプタクロル － 殺虫剤 86年化審法一種，75年失効，毒劇法，POPs

26.ヘプタクロルエポキサイド ◎ ヘプタクロルの代謝物

27.マラチオン ◎ 殺虫剤 登録，食品衛生法，PRTR法一種

28.メソミル※5 ● 殺虫剤 登録，毒劇法

29.メトキシクロル － 殺虫剤 60年失効

30.マイレックス 殺虫剤 わが国では未登録，POPs

31.ニトロフェン － 除草剤 82年失効
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物 質 名 環境調査 用 途 規 制 等

32.トキサフェン 殺虫剤 わが国では未登録，POPs

33.トリブチルスズ ◎ 船底塗料，漁網の防腐剤 90年化審法（TBTOは一種，残り13物質は二種），

家庭用品法，PRTR法一種

34.トリフェニルスズ ◎ 船底塗料，漁網の防腐剤 90年化審法二種，90年失効，家庭用品法，PRTR

法一種

35.トリフルラリン ● 除草剤 登録，PRTR法一種

36.アルキルフェノール（C5～C9）

ノニルフェノール

4オクチルフェノール

● 界面活性剤の原料，油溶性フェ

ノール樹脂の原料，界面活性剤

の原料

海防法，PRTR法一種（ノニルフェノール，オク

チルフェノールのみ）

37.ビスフェノールA ● 樹脂の原料 食品衛生法，PRTR法一種

38.フタル酸ジ 2エチルヘキシル ◎ プラスチックの可塑剤 水質関係要監視項目，PRTR法一種

39.フタル酸ブチルベンジル ◎ プラスチックの可塑剤 海防法，PRTR法一種

40.フタル酸ジ nブチル ◎ プラスチックの可塑剤 海防法，PRTR法一種

41.フタル酸ジシクロヘキシル ◎ プラスチックの可塑剤

42.フタル酸ジエチル ◎ プラスチックの可塑剤 海防法

43.ベンゾ（a）ピレン ◎ （非意図的生成物）

44.2,4ジクロロフェノール ◎ 染料中間体 海防法

45.アジピン酸ジ 2エチルヘキシル ◎ プラスチックの可塑剤 海防法，PRTR法一種

46.ベンゾフェノン ● 医療品合成原料，保香剤等

47.4ニトロトルエン ● 2,4ジニトロトルエンなどの中

間体

海防法

48.オクタクロロスチレン ◎ （有機塩素系化合物の副生成物）

49.アルディカーブ 殺虫剤 わが国では未登録

50.ベノミル※6 ◎ 殺菌剤 登録，PRTR法一種

51.キーポン（クロルデコン） 殺虫剤 わが国では未登録

52.マンゼブ（マンコゼブ）※7 ◎ 殺菌剤 登録，PRTR法一種

53.マンネブ※7 ◎ 殺菌剤 登録，PRTR法一種

54.メチラム 殺菌剤 75年失効

55.メトリブジン － 除草剤 登録，食品衛生法

56.シペルメトリン － 殺虫剤 登録，毒劇法，食品衛生法，PRTR法一種

57.エスフェンバレレート － 殺虫剤 登録，毒劇法

58.フェンバレレート － 殺虫剤 登録，毒劇法，食品衛生法，PRTR法一種

59.ペルメトリン ◎ 殺虫剤 登録，食品衛生法，PRTR法一種

60.ビンクロゾリン － 殺菌剤 98年失効

61.ジネブ※7 ◎ 殺菌剤 登録，PRTR法一種

62.ジラム※8 ◎ 殺菌剤 登録，PRTR法一種

63.フタル酸ジペンチル ◎ わが国では生産されていない

64.フタル酸ジヘキシル ◎ わが国では生産されていない

65.フタル酸ジプロピル ◎ わが国では生産されていない

註：これらの物質は，内分泌かく乱作用の有無，強弱，メカニズム等が必ずしも明らかになっておらず，あくまでも優先して調査研究
を進めていく必要性の高い物質群であり，今後の調査研究の過程で増減することを前提としている．

備考（1） 上記中の化学物質のほか，カドミウム，鉛，水銀も内分泌かく乱作用が疑われている．

（2） 環境調査は，平成10年度および11年度全国一斉調査において，

－：全媒体で未検出 ◎：いずれかの媒体で検出されたもの ●：いずれかの媒体で最大値が過去（10年度調査を含む）に環

境庁が行った測定値を上回ったもの 無印：調査未実施



環境省においては，平成10年5月には内分泌かく

乱化学物質問題への対応方針「環境ホルモン戦略計画

SPEED'98」を取りまとめ，公表した．本方針では，

科学的研究を加速的に推進しつつ，行政部局において

は，今後急速に増すであろう新しい科学的知見に基づ

いて，行政的手段を遅滞なく講じうる体制を早期に準

備することが必要としており，具体的な対応方針とし

て，

① 環境中での検出状況，野生生物等への影響に係

わる実態調査の推進

② 試験研究および技術開発の推進

③ 環境リスク評価，環境リスク管理および情報提

供の推進

④ 国際的なネットワークのための努力等

を実施することとしている．

環境省では，本方針に基づき平成10年度からは，

一般環境中での検出状況および野生生物における蓄積

状況等を全国的な規模で調査するなどの取り組みを実

施しているほか，国際的な連携を推進するため，平成

11年からは英国との国際共同研究の実施取り決めを

結ぶなど国際共同研究に着手するとともに，平成10

年から開催している「内分泌かく乱化学物質問題に関

する国際シンポジウム」を，平成12年も横浜で第3

回を開催した．

このように，「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」

に基づいて種々の対策が実施されてきているが，当時

の知見も公表してからすでに2年経過していること，

平成13年1月から環境省となったことなどを踏まえ，

これからの環境省としての方針やその後の取り組み状

況，新しい知見などを追加・修正し，2000年11月

版を公表した．

具体的な取り組みとして，平成12年度からは，3

年計画でミレニアムプロジェクトにより40物質以上

の優先物質についてリスク評価を実施することとなっ

ており，平成12年度はすでに12物質（トリブチル

スズ，4オクチルフェノール，ノニルフェノール，

フタル酸ジ nブチル，オクタクロロスチレン，ベン

ゾフェノン，フタル酸ジシクロヘキシルおよびフタル

酸ジ 2エチルヘキシル，トリフェニルスズ，フタル

酸ブチルベンジル，フタル酸ジエチル，アジピン酸ジ

2エチルヘキシル）についてリスク評価を実施して

おり，すでに2物質※9については魚類に対するリス

ク評価が終了している．

また，本年3月には国立環境研究所に環境ホルモ

ン総合研究棟が設置されたことを踏まえ，今後，同施

設を拠点として質の高い調査研究を進めていくことな

どがあげられる．

※9 ノニルフェノール（工業用洗剤の原料等）が魚類への

強い内分泌かく乱作用を有することを証明し，生態系の保

全の観点からリスク低減への取り組みを開始した．一方，

トリブチルスズ（船底塗料，漁網防汚剤）は魚類への内分

泌かく乱作用がないか，きわめて弱いことが判明したもの

の，イボニシ等巻き貝類への極低濃度の影響に鑑み，さら

に一層の削減が必要としている．

2） 環境省としての今後の対応

平成12年度よりすでに展開しているミレニアムプ

ロジェクトの1プロジェクトとして，安心安全の生

活のためのダイオキシン類，環境ホルモンの適正管理，

無害化の促進およびリサイクル技術の開発を着実に推

進していく．内分泌かく乱化学物質（いわゆる環境ホ

ルモン）問題については，平成12年度に引き続き，

環境汚染の状況および野生生物への影響の実態調査の

実施，国立環境研究所における研究施設の整備を進め

るとともに，化学物質の内分泌かく乱作用を判別する
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※5：メソミルは代謝物としてメソミルを生成する他の物質由来のものとの合量で測定

※6：ベノミルは代謝物であるカルベンダジム（MBC）を測定（カルベンダジムを生成する他の物質由来のものを含む）

※7：これらの3物質はナトリウム塩にした後，誘導体化して合量で測定（他の物質由来のものを含む可能性がある）

※8：ジラムはナトリウム塩にした後，誘導体化して測定（他の物質由来のものを含む可能性がある）

（3） 規制等の欄に記載した法律は，それら法律上の規制等の対象であることを示す．化審法は「化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律」，大防法は「大気汚染防止法」，水濁法は「水質汚濁防止法」，海防法は「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法

律」，廃掃法は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」，毒劇法は「毒物及び劇物取締法」，家庭用品法は「有害物質を含有する

家庭用品の規制に関する法律」，PRTR法は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」を

意味する．地下水，土壌，水質の環境基準は，各々環境基本法に基づく「地下水の水質汚染に係る環境基準」「土壌の汚染に係

る環境基準」「水質汚濁に係る環境基準」をさす．

（4） 登録，失効，本邦未登録，土壌残留性農薬，作物残留性農薬，水質汚濁性農薬は農薬取締法を基づく．

（5） POPsは「陸上活動から海洋環境の保護に関する世界行動計画」において指定された残留性有機汚染物質である．



試験法の開発や優先してリスク評価を実施すべき物質

についてリスク評価を進める．また，国際シンポジウ

ムの開催や二国間の国際共同研究等を通じ，国際的な

連携を推進し，本問題の早期解明を図る．
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要 旨

2000年度末で，慢性維持透析患者数はついに 20

万人に達したが，以前のように明らかな低栄養，るい

そうの患者に遭遇する機会は少なくなった．これは透

析医療工学の進歩とともに，栄養障害が死亡率や有病

率を高める危険因子であることが認識され，栄養評価

が広く普及した結果と思われる．しかしながら透析患

者では蛋白栄養障害を生じる多くの要因が存在してい

る．透析患者の栄養障害を防ぐため，各施設で計測可

能な栄養指標を経時的に測定し，総合的に評価してい

く必要がある．

はじめに

わが国に透析療法が導入されて以来30年余りが経

過し，ついに慢性維持透析患者数は2000年末に20

万人に達している．この透析患者での栄養障害は，死

亡率や有病率と相関する独立した危険因子であること

は広く認識されている．そのため個々の患者のQOL

を満足するためには，栄養状態を良好に保ち合併症を

予防することが重要である．

しかしながら透析患者は古くから wastingsyn-

dromeとしてとらえられており，尿毒症物質の蓄積

や代謝性アシドーシスによる異化亢進作用，透析療法

によるサイトカイン誘導など栄養状態を悪化させる要

因が多く存在している．また近年増加の一途をたどっ

ている高齢者や糖尿病患者は，栄養障害の問題をさら

に深刻化させている．高齢者では身体機能の低下によ

る身体的要因のほか社会的，精神的要因が，また糖尿

病患者では血糖コントロールや，糖尿病性胃腸症など

が加味されて栄養状態は容易に悪化する．したがって，

このような透析患者が増加するなかで経時的に栄養評

価を行い，長期的に良好な栄養状態を保つことは重要

な課題の1つである．そこで本稿では，最近の知見

をもとに栄養障害の原因および栄養状態の評価法につ

いて述べてみたい．

1 大規模studyによる透析患者の栄養状態

透析患者の栄養状態に関する調査報告は数多くある．

患者群また栄養評価指標により程度の差はあるものの，

透析患者は低栄養であると結論されている．フランス

のグループがBMI，nPCR，アルブミンをもとに調査

した結果，7,123名の血液透析（HD）患者の20～36％

は低栄養であるとしている1）．またFlaniganらのB

MI，nPCR，アルブミンをもとにした腹膜透析

（CAPD）患者での検討でも30～50％の患者では満

足な栄養状態ではないとしている2）．米国では，HD，

CAPD患者の6～8％は高度のるいそうであり3），こ

のようなるいそう患者群では，死亡率がさらに6％増

加するとされている4）．また透析療法の長期化に伴い

栄養状態も変化し，20年以上のHD患者では透析量

や食事摂取量が変わらなくとも，BMIや身体計測上，

栄養状態は不良とされている5）．このように栄養障害

は有病率や生命予後と関連する危険因子として重要で

ある6）7）．最近栄養障害は動脈硬化性心血管障害とも

関連するとして注目されている8）．

2 透析患者での栄養障害の原因

透析患者に生ずる栄養障害の原因は多岐にわたるが，

大きく分けて腎不全に由来するものと，透析療法に由
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来するものに分けて考えることができる．

1） 腎不全による影響

腎不全に伴う尿毒症毒素の蓄積（透析不足）が低栄

養につながることは多くの報告があり，栄養改善や生

命予後にも十分な透析が必要不可欠である．蛋白代謝

は異化（蛋白分解）と同化（蛋白合成）のバランスで

あり，表1に示す種々の因子が複雑に絡まり腎不全

患者特有の蛋白栄養障害（protein-energymalnutri-

tion:PEM）を形成している9）．

腎不全患者の内分泌環境の変化として，たとえばイ

ンスリン抵抗性や副甲状腺ホルモン，グルココルチコ

イドなどの増加，またIGF-1などの成長ホルモン異

常などが影響している．最近，このPEMを生じる病

態（腎不全や敗血症また糖尿病など）での蛋白分解作

用は，ATP依存性の ubiquitin-proteosome経路の

刺激によることが次第に明らかになっている10）．特に

代謝性アシドーシスとエネルギー摂取不足は重要であ

る．

① 代謝性アシドーシス

代謝性アシドーシスは蛋白，アミノ酸，特に筋蛋白

の主要なアミノ酸である分岐鎖アミノ酸の異化作用が

あり11），またアルブミン合成をも低下させる12）．しか

しその補正により窒素平衡13）や蛋白代謝14）が改善され

る．実験的にも代謝性アシドーシスは ubiquitin-

proteosome経路の刺激作用があることが証明されて

おり15），代謝性アシドーシスの存在自体が栄養障害の

原因となる．

わが国の統計調査報告16）でも，透析前重炭酸濃度は

18mmol/l未満が20.3％，20mmol/l未満が44.8％

とアシドーシスの是正が不十分であることが示されて

いる．市販透析液（Ca濃度3.0mEq/l）では重炭酸

濃度は25～30mmol/lであり，最近使用頻度の高い

低Ca透析液（Ca濃度2.5mmol/l）では25mmol/l

程度のものが多い．当院の血液透析患者133名での

検討でも，透析液の変更により透析前重炭酸濃度は

20.8±2.7から18.4±2.4mmol/l（p＜0.05）と低下

しており，Ca濃度の異なる透析液の変更に際しては

代謝性アシドーシスの進行にも注意が必要である17）．

近年開発された acetate-freebiofiltration（AFB）

は，アシドーシスが有意に改善し，アミノ酸代謝への

効果が期待できるとしている18）．米国の National

KidneyFoundationのDOQIガイドライン19）では，

透析前での至適重炭酸濃度は22mmol/lとしている

が，実際このレベルでの維持には重炭酸水素ナトリウ

ムの使用が必要となる症例も多い．

② エネルギー摂取不足

エネルギーおよび蛋白摂取量の不足は腎不全患者の

みならず体蛋白の異化亢進に関連する最大の原因であ

る．エネルギー所要量は標準体重（BMI＝22）を維

持する量が基本であり，むしろ健常人に比して必要量

は高いとする報告20）もある．

至適エネルギー摂取量に関して，日本腎臓学会ガイ

ドライン21）では標準体重あたり35kcal/kg/dayを，

またDOQIガイドライン19）でも35kcal/kg/day（60

歳以上では30～35kcal/kg/day）を推奨している．

また蛋白摂取量に関しては，HD患者では 1.0～1.2
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表1 腎不全での筋蛋白代謝に影響する因子

増加因子 減少因子

蛋白合成

インスリン

分岐鎖アミノ酸

アミノ酸投与

甲状腺ホルモン

成長ホルモン

運動

カルニチン（？）

摂取エネルギー不足

尿毒症毒素

グルココルチコイド

糖尿病

蛋白分解

摂取エネルギー不足

代謝性アシドーシス

尿毒症毒素

インスリン抵抗性

グルカゴン

副甲状腺ホルモン

サイトカイン（IL 6）

インスリン

ブドウ糖

ロイシン

ケトロイシン

表2 透析患者での食欲不振・摂取量低下の原因

全身性因子

透析不足による尿毒素の蓄積

不適切な食事

薬剤の影響

消化器病変

感染症，炎症（サイトカイン）

精神的要素

基礎疾患（糖尿病、多発性嚢胞腎）

レプチン

透析因子

血液透析による影響

心機能および血圧変動

易疲労感

腹膜透析による影響

腹部膨満感

糖の吸収

腹膜炎



（DOQI:1.2）g/kg/day，CAPD患者では腹膜からの

漏出する蛋白を考慮して 1.1～1.3（DOQI:1.2～1.3）

g/kg/dayの蛋白摂取を推奨している．しかしながら

実際の摂取量はかなり下回っている．わが国の統計調

査16）でも，蛋白摂取量は平均0.98g/kg/dayであり，

56.1％の患者は1.0g/kg/day未満で，糖尿病患者で

はより少ないと報告されている．そのため表 2に示

す種々の原因を考慮して，食事摂取量の低下を防ぐ必

要がある．なお保存期慢性腎不全での低蛋白食が透析

導入後の栄養障害の原因となりうるのではないかとの

懸念があるが，食事療法のコンプライアンスが達成さ

れれば低蛋白食は影響しないとの報告が多い22）23）24）．

③ レプチン

最近，透析患者での食欲低下の原因として高レプチ

ン血症が注目されている．レプチンは脂肪細胞から分

泌されるペプチドホルモンであり，摂食抑制およびエ

ネルギー消費亢進という生理作用を持っている．この

血中濃度は，肥満度，BMIや体脂肪量と高い相関が

認められ，肥満症における臨床的意義が注目されてい

る．このレプチンは主に腎臓から排泄され，腎機能の

低下とともに血中濃度が上昇してくる．慢性腎不全患

者での血中レプチン濃度は，健常人と比較し数倍高値

を示すとされ，透析患者における食欲不振，低栄養状

態は高レプチン状態によるものではないかと推測され

ている25）．実際血中レプチン濃度は，BMIや血清ア

ルブミン値と逆相関することが報告されている26）27）．

当院の透析患者46名で血中レプチン濃度とnPCR

との関係を検討してみた（図 1）．両者には負の相関

があり透析患者での摂食障害に高レプチン血症が関与

していることが示唆された28）．レプチンは分子量16

kDaであるため，high-flux膜で除去されるが，血中

レプチン濃度は減少しないとの報告29）もあり，レプチ

ンを介した摂食障害の解明は今後の検討が必要となる．

2） 透析療法による影響

① サイトカイン

慢性腎不全における代謝の特徴に加え，特に HD

では体外循環に伴う透析膜との接触により，補体活性

が生じ，インターロイキン（interleukin;IL）を始め

とするサイトカインが誘導され異化作用が助長される

ことは周知の事実である（サイトカイン仮説）．たと

えば透析患者の中には測定上蛋白摂取量が十分であっ

ても，血清アルブミンが低値を示す者もおり，低栄養

の原因にサイトカインの関与を考えなければならない

患者も少なからず経験する．最近，長期透析患者に合

併する異化亢進や低栄養，筋萎縮などの栄養障害30）の

ほか，透析アミロイドーシス，免疫能低下にサイトカ

インの影響が考えられている．

透析療法に伴うサイトカイン産生の原因としては，

透析膜および透析液に起因するものに分けて考えられ

る．

（a） 透析膜に起因するもの

透析膜の膜素材と蛋白代謝の検討として，

Gutierrezら31）32）は，健常人を対象に，膜素材を変え
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図1 血中レプチン濃度とnPCRとの関係



て透析液を用いず血液透析を行い，血中遊離アミノ酸

の動きにより蛋白動態を検討している．その結果，再

生セルロース膜は合成高分子膜に比して遊離アミノ酸

が増加し，蛋白異化作用の強いことを示した．このこ

とは生体適合性の低い膜を長期間使用することにより，

サイトカインを介した低栄養を招来する可能性を示唆

している．実際，生体適合性の良い膜は栄養指標も改

善されることが示されている33）．

（b） 透析液に起因するもの

透析液の汚染による影響，いわゆるグラム陰性桿菌

の細胞膜に由来するエンドトキシンおよび，その酵素

分解で生じる種々の分子量の活性フラグメントの混入

があげられる．このエンドトキシンは種々のサイトカ

インを産生，遊離し，そのなかでもIL 1βやTNF

（tumornecrosisfactor）は蛋白代謝や栄養障害に

関与するサイトカインとして重要である34）．また透析

液の構成成分である酢酸は，サイトカイン分泌作用が

あることが知られている．この酢酸は近年，透析低血

圧などの影響でほとんど使用されなくなったが，重炭

酸液には滅菌作用はなく，さらに糖添加透析液の普及

が，逆に細菌汚染の危険性を加速したともいえる．長

期透析患者が増加し，生体適合性を考えhigh-flux膜

が主流となってきている現在，透析液中のエンドトキ

シンの逆拡散，逆濾過の問題がクローズアップされて

おり，透析液の関与による栄養障害は大きな問題であ

る．

一方，CAPD患者では，透析液のpH，ブドウ糖，

およびその分解産物（glucosedegradationprod-

ucts:GDPs）により，腹膜細胞が刺激され，サイト

カインの分泌が促進される35）．最近，中性透析液が実

用化され，またブドウ糖の代わりにアイコデキストリ

ンを浸透圧物質として応用した透析液も開発され，今

後の長期使用での臨床評価が待たれる．

② 透析膜あるいは腹膜からの蛋白喪失

HDに伴うアミノ酸の喪失も栄養障害の原因として

無視できない．たとえば1回のHDで，アミノ酸で

は4～6g，high-flux膜ではそれ以上のアミノ酸が透

析液へ漏失する．またPDでは1日あたり3～5gの

アミノ酸と10g程度の蛋白質が喪失している．しか

も腹膜炎を生じたときには通常の2倍以上の蛋白が

漏出し，その結果かなりの低蛋白血症を呈する患者も

経験する．したがってCAPD患者での腹膜炎は栄養

状態を悪化させる大きな要因であり，腹膜炎の発症に

は十分な注意が必要となる．

3 栄養評価の指標

患者の栄養状態を客観的かつ総合的に評価すること

で，その管理および治療が可能となる．栄養評価は単

一指標のみでは判断できないが，すべての指標を経時

的に計測することは医療経済上も難があり継続不可能

である．そこで表 3に示す項目ごとに段階的に評価

するのが簡便と思われる．測定内容は使用頻度の高い

ものを記載した．それぞれの項目のなかで，各施設に

おいて測定可能でかつ継続的に測定できる内容を選択

し，栄養状態を総合的に判断することが望ましい．な

お栄養評価の測定法および計算式は表4に示す．

1） 理学所見

日常診療においては，どうしても検査値に眼を捕ら

われがちである．しかし身体所見や患者QOLの評価

が大切であり，患者ADLに関する透析スタッフの聞

き取り調査や，医師の問診，診察が栄養評価の第一ス

テップである．その結果，栄養障害の大きな原因であ

る食欲不振や食事摂取量低下の誘因が推定できること

が多い．SGAは，病歴と理学所見に基づいた栄養評

価法で，食事の摂取状況と身体計測に主眼が置かれて

いる．栄養状態を良好，やや栄養不良，極度の栄養不

良の3群に段階評価している．この方法の利点は，
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表3 透析患者の段階的栄養評価

1.理学所見

身体所見，ADL

主観的グローバルアセスメント（SGA）

2.身体計測

体重，身長，BMI

皮下脂肪（TSF），筋肉量（AMC）

3.栄養摂取量

食事記録調査

蛋白異化率（nPCRまたはnPNA）

nPCR:normalizedproteincatabolicrate

nPNA:normalizedproteinequivalentoftotal

nitrogenappearance

4.血液生化学検査

アルブミン，プレアルブミン，トランスフェリン，尿素

窒素，クレアチニン，血清脂質，リン，カリウム，IGF1

5.身体構成成分計測

Bioelectricalimpedanceanalysis（BIA）法

DualenergyX-rayabsorptiometry（DEXA）法

クレアチニン産生率



観察者の簡単なトレーニングで，ベッドサイドでの施

行が可能であることと，評価に際してコストのかから

ない点にある．このSGAを用いたわが国での腎不全

栄養評価会議の報告36）37）によると，HD患者の20％，

CAPD患者の25％が中等度以上の栄養不良状態にあ

ると判定されている．またCANUSA study（カナダ，

米国のPD患者680名）では，高いSGAスコアの患

者では死亡率や入院率が低いことを報告38）している．

2） 身体計測

体重，BMIなどの身体計測は，栄養評価項目のな

かで最も簡便でかつ定量的な数値が得られる方法であ

る．HD患者では体重変動が著しいので条件を一定に

しないと栄養状態の判断は難しいため，身体測定に際

しては dryweightで行うことが基本である．また

PD患者では，排液終了状態での体重を基準とする．

健常時体重比（％UBW）で6カ月以内の体重減少率

が 10％ 以内では中程度の低栄養が考えられ，10％

以下でも期間が短い場合には低栄養を疑う必要がある．

HD患者では，標準体重の 90％ 以下の患者が 40％

を占め，皮下脂肪厚も年齢，性別の標準値より低下し

ていることが報告39）されている．皮下脂肪，筋肉量の

測定として，上腕三頭筋部皮下脂肪厚（TSF）と上

腕周囲長（AC）から上腕筋囲（AMC）を測定する．

測定に際し検者によるばらつきや，透析患者では体水

分量の影響があることを認識しておく必要がある．一

般的には利き腕の対側肢で測定するが，透析患者では

血流の影響のない非シャント側で行う．

3） 栄養摂取量

食事調査は1日のエネルギー，蛋白摂取量を評価

するのに適している．通常3日分の食事内容を記録

用紙に記入し，これを栄養士が患者からの聞き取り調

査により修正し，摂取量を算出する．最近はコンピュー

タソフトも市販され，より簡便に評価が可能となって

いる．ただしこの評価に際しては，食事内容が正確に

記録されないと，摂取量が過小評価されることはよく

経験することである．いかに正確に食事内容を記載さ

せるかは栄養士の技量によるところも大きい．栄養士

の関与により患者の血清アルブミンの改善も期待でき

るとする報告40）もある．最近は食事前後の写真撮影で

摂取量を評価する試みを行っている施設もある．この

ように食事調査に際しては栄養士の協力が不可欠であ

るが，栄養士が常勤していない施設では蛋白摂取量を

蛋白異化率により推定し，客観的に栄養摂取の評価と

するのが簡便である．

蛋白異化率（PCR）とは体蛋白の異化速度を示し

ている．患者の体蛋白総量が一定であるならば，体蛋

白の異化速度は，体蛋白の同化速度に等しく，同化速

度は蛋白摂取量に等しいという理論から成り立ってい

る．したがってPCRは，異化亢進状態のない場合に

は，1日の蛋白摂取量（DPI）を反映しており，栄養

評価の指標とくに蛋白摂取量の管理として有用である．

一般に体重で補正したnormalizedPCR（nPCR,g/

kg/day）で表すことが多い．日本透析医学会の報告41）
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表4 栄養評価のための測定法

身体計測

・体重（kg,dryweight:DW）

・標準体重（kg,standardbodyweight:SBW）

＝22×［身長（m）］2 または

＝［身長（m）－100］×0.9（身長150cm以下の場合）

・標準体重比（％SBW）＝［DW/SBW］×100

・健常時体重比（％UBW）＝［DW/UBW］×100

・BMI（bodymassindex）＝体重（kg）/［身長（m）］2

・皮下脂肪厚（mm）

上腕三頭筋部皮下脂肪厚

（tricepsskinfoldthickness:TSF）

肩甲骨下端部皮下脂肪厚

（subscapularskinfoldthickness:SSF）

・上腕筋囲（arm musclecircumference:AMC）

AMC（cm）＝AC（cm）－π×TSF（cm） π＝3.14

上腕周囲長（arm circumference:AC）

・上腕筋面積（arm musclearea:AMA）

AMA＝［AC－（π×TSF）2］/（4×π）

・体脂肪率

男性＝4.57÷（1.0913－0.00116×A）－4.142

女性＝4.57÷（1.0897－0.00133×A）－4.142

A＝TSF＋SSF（mm）

蛋白異化率（PCRまたはPNA）

・血液透析

PCR（g/day）＝（Gu＋1.2）×9.35

Gu（mg/min）＝［V2C2－V1C1］/i

i ：透析間隔（min）

C1：透析後BUN（mg/dl）

C2：次回透析前BUN（mg/dl）

V１：透析後尿素分布容積（ml）＝透析後体重×0.6

V２：透析前尿素分布容積（ml）

＝ 次回透析前体重×0.6

・腹膜透析

PCR（g/day）

＝6.25（DUN＋UUN）＋11.86＋0.194×BW

DUN：排液中尿素窒素量（g/day）

UUN：尿中尿素窒素量（g/day）



では，蛋白摂取量の低下に伴い死亡の相対危険率は増

加し，nPCR1.1～1.3g/kg/dayを対照とした場合，

0.9g/kg/day以下では有意にリスクが高くなるとし

ている．

4） 血液生化学的検査

① アルブミン

血清アルブミンは従来より栄養状態の最も一般的な

指標として用いられ，その血中濃度の低下は透析患者

の生命予後不良や有病率の上昇と強い相関があるとさ

れている．ただし血清アルブミン値を栄養指標として

用いる場合注意しなければならない点は，体液量によ

りアルブミン濃度が変化することや，急性炎症では血

管内外のアルブミン分布が変化し低値をとること，ま

た透析方法，透析膜によるアルブミンの喪失などがあ

り，常に栄養状態の指標とはならないことを念頭に置

く必要がある42）．DOQIガイドライン19）では透析前値

で4.0g/dl以上を目標としている．

② プレアルブミン，IGF1

プレアルブミンは急性相蛋白（rapidturnoverpro-

tein）であり，アルブミンの半減期が20日前後であ

るのに対し，10分の1の約2日と短く，栄養障害時

ではアルブミンの減少前に低下するため，内臓蛋白を

反映する早期指標として重要である．アルブミン同様

に生命予後とも関連する指標であるとされている43）．

腎不全患者ではプレアルブミンの腎での分解が低下し

血中に滞留するため，30mg/dl以下（正常範囲

20～30mg/dl）なら栄養障害の徴候として原因を検

索する必要がある．またIGF 1の半減期は数時間と

さらに短く，栄養状態の変化に対する反応の程度はよ

り鋭敏であるとされている．IGF1の低下は1～3カ

月以内に低栄養を呈する可能性もあり，予知指標とし

ての有用性の報告44）もある．

5） 身体構成成分計測

身体構成成分の測定には，BIA法，DEXA法など

による生体計測が日常診療で利用されることが多くな

り，血清アルブミンが正常でも栄養障害が検出される

とされている．BIA法は生体の電気抵抗を測定する

ことにより生体の構成成分を計測する方法である．こ

れにより非侵襲的かつ安全に脂肪量，体水分量，除脂

肪量（leanbodymass:LBM）が求められ，しかも

再現性に優れている．しかし浮腫が生じると体脂肪量

が過小評価されるなど，DEXA法に比べて精度は劣

るが簡便な方法である．DEXA法は本来骨塩量の測

定に使用されるが，同時に脂肪量やLBMの評価法と

しても用いられている．当院でのHD患者117名を

対象に，nPCRと骨塩量との関係をDEXA法を用い

て検討を行った．その結果，nPCR 0.9g/kg/day

未満では，1.0g/kg/day以上に比して有意に骨塩量

が低下しており，蛋白摂取量の違いが骨塩量にも影響

することを報告45）した．

4 当院の透析患者の栄養評価（HDとCAPD患者の

比較）

HDとCAPD患者での栄養状態を比較した報告は
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表5HDおよびPD患者での栄養評価

HD CAPD p

例数（男/女）

糖尿病（％）

年齢（歳）

透析歴（月）

体重（kg）

体脂肪率（％）

体水分量/体重（％）

BMI（kg/m2）

標準体重比（％SBW）

アルブミン（g/dl）

プレアルブミン（mg/dl）

IGF 1（ng/ml）

TACurea（mg/dl）

nPCR（g/kg/day）

121（70/51）

30（33％）

63.1±13.6

89.5±68.3

52.6±10.7

18.4±6.8

59.4±5.4

20.8±2.9

－5.3±13.6

3.8±0.4

ND

ND

50.8±9.3

1.06±0.2

46（27/19）

17（42.5％）

63.9±14.5

49.6±29.6

56.0±14.1

21.2±8.4

58.0±6.4

22.6±4.3

2.9±19.4

3.4±0.5

39.2±10.9

241±113

50.0±13.3

0.86±0.2

－

－

ns

0.001

ns

0.55

ns

0.01

0.01

0.001

－

－

ns

0.001

mean±SD



多いが，対象となる患者群により結果に差が見られ，

評価は必ずしも一定していない．前出のわが国の腎不

全栄養評価会議の報告でもHD，CAPD患者はnPCR

（それぞれ0.89および0.81g/kg/day），アルブミン

（3.7および3.3g/dl）ともにCAPD患者がHD患者

より低い結果となっている．最近の Kumanoらの

CAPD患者239名を対象とした報告46）では，nPCR

0.97g/kg/day，アルブミン 3.6g/dlと栄養状態は

前報告に比べて改善しているものの，目標値には達し

ていなかった．表 5に当院外来通院 HD患者と

CAPD患者の栄養状態を比較してみた．BMIや標準

体重比で表される身体計測値では，HD患者に比して

CAPD患者の栄養状態が良いように思われるが，

nPCRやアルブミンは明らかにCAPD患者のほうが

悪い．HD患者ではBMIは透析歴とともに低下して

くる患者が多いが，CAPD患者ではBMIの変化が少

ない印象がある．そこでCAPD療法導入後の内臓脂

肪の変化に注目し，腹部CTスキャンにて導入時と現

在での脂肪分布の変化を検討28）した．図 2に示すご

とく，CAPD療法開始時と比較して導入後のBMIに

変化はなかったが，内臓脂肪面積（VFA）が増加し，

皮下脂肪面積（SFA）との比（V/S）も増加してい

た．これは相対的にLBMの減少を示すものであり，

CAPD患者でのBMIの評価に際しては体脂肪率や内

臓脂肪の変化に注意する必要がある．

まとめ

透析患者における栄養障害の原因および栄養評価と

して，最近の知見および臨床上頻用されている評価法

を中心に述べた．近年，透析患者の栄養評価も次第に

定着し，以前のように外見上明らかな低栄養，るいそ

うの患者に遭遇する機会はむしろ少なくなったといえ

る．栄養障害の原因が次第に解明されつつあるも，透

析患者では異化亢進作用を呈する複数の因子が存在し，

まだまだ十分な解決には至っていないのが現状である．

紙面の関係上具体的な治療までは言及できなかったが，

透析患者の栄養状態を良好に保つためには，透析効率

を高め尿毒症物質を十分に除去しつつ，必要なエネル

ギー量と良質な蛋白質の補充に配慮することが重要と

なる．透析患者は常に異化状態にさらされていること

を念頭におきながら，各施設で計測可能な栄養指標を

経時的に測定し，検査値のみに捕らわれることなく総

合的に評価することにより，早期に栄養障害を解決し

ていくことが望まれる．
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はじめに

鹿児島県透析医会の前田忠会長から第14回鹿児島

県透析医会での講演依頼を頂き，平成12年6月3日

にお話しをさせて頂きましたので，その要旨を記載致

します．

私は現在千葉市で透析医療に従事しておりますが，

昭和43年に鹿児島大学を卒業し，同大学第二内科の

腎臓病研究室で勉強させて頂きましたので，尾辻義人

先生をはじめ研究室の懐かしい先輩，同僚の先生方に

お会いできることのほうが楽しみで出席しました．そ

のため大した話もできませんでしたが，私なりに透析

医として過ごした30年間を振り返って，反省を交え

てお話しさせて頂きました．

まだ研修医であった昭和44年に末期腎不全患者に

初めて腹膜潅流を行いました．しかし，大変な苦労を

しましたが，その結果は悲惨でした．その後第二内科

に入局し，昭和45年4月8日にT.Sさん（38歳女

性）の透析を開始したのが第1例でした．その当時

全国では腹膜透析を含めて約600名の患者さんが透

析を受けておられたと推定されていましたが，教科書

的な本はなく，文献に頼りながらの治療でした．その

頃から現在までの経験を思いつくままにお話ししまし

た．

1 透析液について

初期には，1例ずつの処方透析液を使用していたた

め，重曹を使用していましたが，コンソールのヒーター

に炭酸カルシウムが沈着するため，量産された透析液

はアセテートでした．透析中の血圧低下などの難点が

あり重曹透析液が望まれましたが，後に間接型のヒー

ターができるまで待たなければなりませんでした．ま

た Na濃度が 128mEq/L程度であり，今から考え

ると随分低Na透析液ですが，当時は血液からNaを

透析液に移行させて（塩分を除去），血圧をコントロー

ルしようという考え方であり，「1回の透析で何gの

塩分が除去できるか」というような論文もありました．

当時は降圧薬の種類も少なく，効果も不十分なものが

多かったのでやむを得なかったとはいえ，二次性アル

ドステロン症を惹起していたのではないかと悔まれま

す．

現在の透析液の問題はCa濃度が一律であることで，

活性型V.D3の使用量との関連で，もう少しCa濃度

が低いものがあってもよいと思っています．

2 ブラッドアクセスについて

当初はテフロンチューブを用いた外シャントで手術

は比較的簡単でしたが，血栓による閉塞に悩まされ夜

間に血栓除去に呼ばれることも多く，また感染も多く

開存率も低く患者さんも大変でした．これも内シャン

トになり，また人工血管も使えるようになってからブ

ラッドアクセスはずいぶん楽になりました．

3 腹膜透析について

当時は間歇型の腹膜透析（腹膜潅流と呼んでいまし

た）であり，腹膜ボタンを留置し毎回カテーテルを挿

入していました．週3回，1回1～2L，1日あたり

10～20Lの腹膜潅流を行っていました．感染性腹膜

炎も多く効率もよくはなかったのですが，健康保険が

使えない間は多くの患者さんにこの治療を行いました．
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このときの経験から，大分後になってCAPDとして

腹膜透析がカムバックしたときにも採用したくない気

持ちがありました．

4 ダイアライザーについて

当初はキール型ダイアライザーが主流で透析時間も

8時間が標準でした．しかし準備に時間がかかり緊急

透析には間に合わないことが多く，改良型の「ダイア

モンドキール型」やプライミング操作を簡略化した

「能勢キール型」等も使用していました．その後コイ

ル型を経てホローファイバー（HFK）型に進化しま

したが，外見は同じHFKでも膜の進歩は著しく，性

能はかなり改良されてきています．そのため最近導入

した患者さんたちは，将来アミロイドーシス等の合併

症が相当減少しているものと期待しています．

5 長期透析患者の合併症について

透析療法そのものの進歩に加えて，降圧薬や抗生剤

等の薬剤や検査法の進歩により治療成績が向上し，長

期生存例が増えるにつれて長期透析による合併症が問

題となりました．現在（平成12年3月当時，以下同

じ）私の施設では 600名の維持透析を行っており

（表 1），その中で透析歴10年以上の患者が約33％

の197名，そのうち20年以上は50名おります（表

2）．

私は17年程前に長期合併症の中で特に，①循環器

特に心臓病，②アミロイドーシス，③骨合併症，④C

型肝炎，⑤悪性腫瘍，の5つに力点をおいて対応す

ることにしました．これらについて少し詳しく報告し

ます．

① 循環器特に心臓病

透析期間が長期となり，また最近では高齢者の導入

も増加しており心合併症が多くなっています．順天堂

大学胸部外科（心臓外科）の細田泰之前教授麾下の先

生方にお願いし，まず透析患者の病態を把握して頂く

ことに努め，その後手術をして頂くようになりました．

平成12年度に当院で行った81例の動脈造影検査

のうち透析患者の冠動脈造影等は37例，大動脈造影

は8例でした（表3）．

また平成3年から平成12年3月までの約10年間

に，順天堂大学に依頼して行った心臓手術は冠動脈バ

イパス手術18例，大動脈弁置換手術2例，僧帽弁置

換手術2例，両弁置換手術1例，解離性大動脈瘤2

例，計25例で術後の経過もよく，生存率の改善に大

きく貢献しています．その後心カテーテル検査および

手術例はさらに増加しており，特に弁の石灰化による

機能不全が増加する傾向です．

② アミロイドーシス

アミロイドーシスの予防はダイアライザーの改良な

どにより相当の効果が期待されていますが，いったん

沈着したアミロイドを取り除くことは困難であり，ア

ミロイド吸着法（リクセル）もある程度の効果は認め

るもののコストパフォーマンスを考慮すると多用する

気になれません．少量のステロイドホルモンの全身ま

たは局所投与により症状の改善が認められるケースが

多く，臨床的には大変有効ですがその理由の確定がま

だできておりません．
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表1総透析患者数

入院
ベッド数

透析
ベッド数

透析
患者数

三愛記念病院

三愛記念そが病院

三愛記念市原クリニック

50

136

―

138

15

65

435

35

130

計 186 218 600

表2 長期透析患者数

透析歴 患者数

10年以上

15年以上

20年以上

86

61

50

計 197

平成12年3月31日現在

表3 血管造影検査数

透析（件） 一般（件）

CAG（DA）

LVG（DA）

下肢（DSA）

下肢（IV DSA）

AOG（DSA）胸部・胸部大動脈

冠動脈（DSA）

腎動脈（DSA）

内胸動脈（DA）

気管支動脈（DA）

25

12

3

2

8

―

3

2

3

12

7

―

―

2

1

1

―

―

計 58 23

平成11年4月～平成12年3月



③ 骨合併症

腎不全に起因する二次性副甲状腺機能亢進症に対し

て，昭和50年代初頭の活性型V.D3の登場はまさに

福音でしたが，当初はまだリンのキレート剤として水

酸化アルミニウムゲルを併用したために，アルミニ

ウム骨症をきたしたケースも見られました．その後

V.D3のパルス療法も行われ治療効果が認められてい

ますがしかし，私達の遺伝子学的研究ではV.D3が無

効と考えられ，副甲状腺摘出術が必要なケースがある

ことがわかり1），V.D3が無効と思われたら手術を行っ

たほうがよいと考えています．平成12年度は5例，

累計で148例の副甲状腺摘出術を行いました（表 4）．

④ C型肝炎

腎性貧血に対して，EPO製剤が登場する前は蛋白

同化ステロイドなどを使用していました．しかし十分

な効果は得られず輸血に頼ることが多かったのです．

米国のカイロン社によりHCVの検査法が開発され，

わが国で検査が可能となった1990年以前は輸血製剤

のHCVはチェックできなかったのです．そのため，

それ以前に透析を開始していて輸血を受けた患者さん

の中にはHCV陽性の方が高率に存在し，また院内感

染と思われる方もおります2）．

20年以上の長期透析の方も多いので，私はその方々

が次々に肝硬変から肝癌に移行するのではないかとの

恐怖感に襲われ，透析患者に対するインターフェロン

の使用方法の確定などを含めて千葉大学名誉教授の奥

田邦雄先生に研究を依頼しました．その成果は文献3

を参照して頂きますが，その後C型肝炎ウイルスが

透析膜に付着するため，透析の度にウイルスを除去し

ていることを究明しランセットに採用されたのは大変

喜ばしいことでした4）．HCV陽性の透析患者の肝炎

の発症が低率であり，しかも重症化しにくい理由がわ

かりおおいに安心した次第です．

⑤ 悪性腫瘍

以前から長期透析患者は癌になりやすいと言われて

おり，EDTAにも悪性腫瘍，特に皮膚癌が多いとの

報告がありましたが，EDTAのデータは腎臓移植を

受けた症例も含まれておりました．私の実感としては

あまり多いとは思えませんでした．現在私共の分院で

ある三愛記念そが病院院長の林春幸医博が，1987年

から約10年間に私共が経験した57例の悪性腫瘍症

例に対し，その罹患率を人年法により検討しました．

その結果，期待数に比較して腎癌が16.2倍，大腸癌

が4.2倍であり，その他は非透析者に比較して特に多

くはなく，肝臓癌は0.42倍とむしろ低い結果が出て

興味深く，今後の研究を期待しています5）．

以上平成12年6月3日に行われた，第14回鹿児

島県透析医会でお話しさせて頂いた内容の概略を報告

致します．

文 献

1） 林 春幸，入江康文，横関一雄，他：慢性維持透析患者の

二次性副甲状腺機能亢進症における副甲状腺ホルモン遺伝子

および増殖関連遺伝子の発現―1,25（OH）2D3投与の影響―．

透析会誌，28;69,1995.
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表4 手術例数（透析患者）†

症例数（例） 備 考

内シャント

PTX

CTS

ペースメーカー

胃癌

腎癌

大腸癌

肺癌（気管支動脈抗癌剤注入）

レビンシャント

整形外科的

145

5

22

5

4

3

2

1

2

20

累計148例

3回

合 計 208

平成11年4月1日～平成12年3月31日
†三愛記念病院，三愛記念そが病院の合計



要 旨

愛知県透析医会は，県内の44透析施設の計4,113

名の血液透析（HD）患者についてB型およびC型肝

炎の調査を行った．その結果，2000年 1月現在の

HCV抗体陽性率は20.1％，HBs抗原陽性率は2.4％

であった．また2000年1年間のHCV抗体陽転率は

0.33％，HBs抗原陽転率は0.05％であった．

1 緒 言

一般的にHD患者はB型およびC型肝炎ウイルス

の感染率が高い1）．C型肝炎ウイルス感染率が高い理

由として，エリスロポエチン製剤が使用されなかった

1980年代まで頻回に輸血が行われていたことがあげ

られているが，ほかに原因があるともいわれている2）．

HD患者は透析施設の狭い環境下で週3回繰り返し観

血的操作を受けている．この操作が適切に行われない

と院内感染の危険が高くなるという想定は確かなもの

と思われる．

実際，この数年間に相次いで透析施設内における肝

炎集団感染の発生が報告されている3,4,5）．院内感染

予防はわれわれ透析医療従事者の重大な使命であるが，

実際には散発的にB型もしくはC型肝炎ウイルス抗

体価が陽転する症例を経験する．HCV抗体の年間陽

転率は本邦でも検討されているが，九州では2.6％6），

長野県では2.2％7）と驚くほど高値の結果が報告され

ている．しかし，これらの値はわれわれ透析医療従事

者の日常的経験値より高いと思われる．

2 目 的

そこで愛知県透析医会では県内の透析施設の HD

患者を対象として，HCV抗体およびHBs抗原の陽性

率と年間陽転率を調査する計画を立て，各施設に協力

を依頼した．その結果，HCV抗体陽転率は従来の報

告よりかなり低い値であり，われわれの日常的経験に

よる予測が正しかったということを認めたので，ここ

に報告する．

3 対象と方法

1） 対 象

2000年 12月 31日現在，愛知県内の透析施設で

HDを受けていた慢性腎不全患者で，以下の条件に該

当する者を対象とした．

① 2000年1月1日から継続治療をしていた患者

② 途中から転入したが2000年1月時点のHCV

抗体の結果が判明していた患者

③ 2000年の間に一旦，他施設へ転出したが，同

年12月31日までに再び戻った患者

なお，以下の患者については，今回の対象から除外

した．

① 2000年中に死亡したり転出したままの患者

② 2000年中にHDへ導入された患者

2）方 法

調査は各透析施設へのアンケート形式で行われ，

2000年12月に調査項目を愛知県内の各透析施設へ

配付し，2001年1月末までに回収した．

各施設における2000年1月現在の
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① HCV抗体陽性

② HBs抗原陽性

③ HCV抗体とHBs抗原重複陽性

の各患者数を調査した．

また2000年1月から12月31日までの1年間で

新規に

① HBs抗原または HBs抗体

② HCV抗体

が陽転した患者数についても調査を行った．

4 結 果

表に示す44施設から協力が得られた．愛知県透析

医会に加入している会員施設は125施設（日本透析

医学会会員施設は123施設）であり，35％の協力率

であった．以下，その報告結果を示す．

1） 対象患者数

2000年1月から12月までの経過が観察できた患

者数は4,113名であり，1施設あたりの平均患者数は

93.5±11.1名（平均値±標準偏差）であり，各施設

での患者数は2～339名に分布していた．

2）HCV抗体およびHBs抗原陽性患者数

2000年1月段階でのHCV抗体陽性者数は828名

であり，全対象患者に占める割合は20.1％であった．

1施設あたりのHCV抗体陽性者数は1～70名と幅広

く分布し，各施設のHCV抗体陽性患者の割合は23.8

±3.3％（5.3～100％）であった．なお，100％との

回答があった１施設は新規に開院したばかりで，全登

録患者2名がたまたまHCV抗体陽性というものであ

り，特別感染率が高いというわけではない．

HBs抗原陽性患者数は98名で，全対象患者に占め

る割合は2.4％であった．1施設あたりのHBs抗原

陽性患者数は0～13名であり，施設ごとでの割合は

2.2±0.4％（0～15.2％）であった．

HCV抗体とHBs抗原ともに重複して陽性の患者数

は 21名であり，対象患者の中で占める割合は0.5％

であった．施設あたりの重複陽性数は0～4名であっ

た．HCV抗体とHBs抗原ともに陽性患者数の１施設

あたりの割合は0.4±0.1％（0～3％）であった．

3）年間陽転率

2000年の1年間にHCV抗体が陽転した患者数は

11名であり，2000年1月段階のHCV抗体陰性者数

3,285名中0.33％ であった．陽転患者が発生した施
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表 調査施設名

施 設 名 代表者 施 設 名 代表者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

春日井クリニック

江崎外科内科

野村内科

岡崎北クリニック

東海クリニック

名古屋クリニック

金山クリニック

白揚会病院

メディカルサテライト名古屋

みずのクリニック

岩倉病院MS岩倉

池下白揚クリニック

熱田クリニック

鳴海クリニック

明陽クリニック

大野泌尿器科

偕行会セントラルクリニック

多和田クリニック

多和田医院

蒲郡クリニック

於大クリニック

城北クリニック

大野哲夫

江崎柳節

野村 敦

佐々良次

佐藤晴男

山田廣道

伊與田辰一郎

山本明和

横山雅文

水野雅夫

高田幹彦

倉地堅太郎

三輪真幹

平松定彦

鶴田良成

大野和美

渡辺緑子

多和田寿枝

多和田英夫

井野佐登

糸井達哉

加藤作郎

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

新生会第一病院

名古屋北クリニック

西城クリニック

知立クリニック

新栄クリニック

田代クリニック

増子記念病院本院

増子記念病院稲葉地分院

増子記念病院則武分院

東栄町国民健康保険東栄病院

中部岡崎病院

葵セントラル病院

第２しもざとクリニック

葵クリニック六美

三河クリニック

藤田保健衛生大学

中部労災病院

豊橋市民病院

名鉄病院

春日井市民病院

公立陶生病院

名古屋第二赤十字病院

小川洋史

細井正晴

宮内潤一郎

鈴木信夫

岸常 規

田代正治

伊藤 晃

増田美奈子

山�親雄

丹羽治男

大倉康壽

筒井修一

下郷 泉

浅田博章

山本征夫

杉山 敏

大倉康壽

大塚聡樹

二村良博

渡邊有三

公文進一

冨永芳博



設は7施設であり，1施設からは4名の新規感染の報

告があった．もう１施設は2名の発生で，残りの5

施設は各１名の発生であった．

一方，HBs抗原陽転患者は2施設から各1名発生

し，計2名（0.05％）であった．またHBs抗体陽転

患者数は0名であった．

5 考 察

透析施設では体外循環回路内で血液を高速流動させ

る治療が行われており，患者・医療従事者双方にとり

院内感染の危険が高い職場である．実際，兵庫，東京

やそのほかの地域でC型もしくはB型肝炎の集団院

内感染が発生している．これらの事故をふまえ厚生労

働省，日本透析医会，日本透析医学会や個々の透析施

設では，緊急に対策をたてねばならない重大な危機管

理項目として院内感染問題をとらえ，その対策が講じ

られている．たとえば平成11年には『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』8）がまとめられた．個々の透析施設はこのガイ

ドラインに沿うことが望ましく，それに向けて努力し

ている．しかし各施設の制約があり，またたとえば

CDC（CentersforDiseaseControlandPreven-

tion）などほかのガイドラインとの相違が一部にみら

れ，透析医療現場ではまだ足並みが揃っているわけで

はない．

愛知県透析医会は院内感染対策を緊急な課題として

位置付け，県内の透析施設への啓発活動の一環として

以下の共同研究を企画した．

① 県内HD患者のB型およびC型肝炎合併頻度

調査

② 平成１2年のB型およびC型肝炎の新規発生

頻度調査

③ 各透析施設の感染症対策調査

④ B型およびC型肝炎の新規発生頻度の前向き

調査

⑤ 医療従事者の誤穿刺事故発生頻度の前向き調査

今回はその最初の報告であり，まず現在のB型お

よびC型肝炎の合併頻度と新規発生率をretrospec-

tivestudyにて調査した．

対象施設は愛知県内の44施設であり，公立病院透

析室から私立透析施設まで広く分布しており，施設間

の偏りはないと考えられた．また対象HD患者4,113

名は愛知県内全透析患者数10，086名9）の約41％を

占め，十分に検討に値する患者数であると考えている．

今回，愛知県の HD患者の HCV抗体陽性率は

20.1％，HBs抗原陽性率は2.4％であった．一方，

日本透析医学会統計調査委員会によると，平成11年

12月末現在のわが国の透析患者のHCV抗体陽性率

は15.5％，HBs抗原陽性率は2.1％である9）．愛知県

のHD患者のHCV抗体陽性率は全国平均よりやや高

かったが，その原因としては地域差10）など多くの因子

が関与していると考えられるものの詳細は不明である．

HCV抗体陽転率は愛知県では2000年の1年間に

0.33％であった．この値は九州の報告2.6％6），長野

県の報告2.2％7）と比較して明らかに低値であった．

Febriziらは 1994年当時の報告で CDC基準に則り

透析を実施すると，HCV抗体陽転率は0.44％であっ

たとしている11）．またPetrosilloらは年間0.95％の

HCV抗体陽転率を報告した12）．そして

① 過去6カ月間の外科手術の既往

② HD患者数に比較して相対的に医療従事者数が

少ない施設

③ HCV抗体陽性率の高い施設

などが危険因子であるとした．さらに Saabらは

0.2％と低値のHCV抗体陽転率を報告した13）．一方，

秋葉らは，欧州・米国・日本のHCV抗体陽転は各々，

2.00，2.03，4.02％と報告した14）．この日本の値は

ほかの報告に比べ最も高値である．

今回の愛知県の値（0.33％）はこれらの報告の中で

も低値である．しかしながら，われわれはこの値が十

分な値とは考えておらず，むしろさらに改善すべきで

あると考える．

一方，HBs抗原陽転率は0.05％であった．2施設

から各1名の散在性発症であった．B型肝炎ウイル

スは感染力が強く，より厳重な感染対策が必要である．

これら2名の発生原因は現在不明であるが，より詳

細な解明が必要である．

6 結 語

現在，愛知県透析医会では先に掲げたB型および

C型肝炎の新規発生頻度や，医療従事者の誤針事故発

生頻度の前向き調査を実施中である．その前提として

先述の『院内感染予防に関するマニュアル』8）に可能

な限り則る努力を行っている．その結果が共同研究に
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参加した各透析施設の感染対策への意識向上につなが

ることを期待したい．

なお，本研究は日本透析医会研修委員会の研究助成

金を利用して行われたものである．
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はじめに

長期透析患者の合併症対策は，透析患者の長期生存，

社会復帰，QOLの向上，また社会的には医療費削減

の面からも急務であり，合併症の治療・予防は不可欠

となってきている。しかし従来の方法論を継続する限

りにおいては，その実現には相当の時間を要し，近年，

激しい速度で変化している社会情勢には対応できない

おそれがある．医療の分野でも情報技術革命に能動的

に取り組み，その長所を生かして，医療現場と研究者

との新たな関係並びに医療の提供側と受け入れ側との

新たな関係を創設することが，今の時代の要請であり，

それが結果的に合併症の克服に繋がると考えている．

このような観点から，日本透析医会は平成13年度

厚生科学研究の21世紀型医療開拓推進事業に応募し，

「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」に対し

て補助金を得られることとなった．

1.研究の概要

長期透析患者の合併症対策は，各論的な研究にとど

まらず，データ集積による予防的対策も必要となる．

合併症の発見・予防には，状況に応じた適切な検査を

透析患者に実施し，早期に適切な診断を下すと同時に

標準的な施設基準を満たさなければならない．そこで，

合併症の発症と静態的検査値および動態的検査値との

関連を研究し，その成果をデータベース化し，透析定

期検査項目の検査値が発信する兆候を確実に拾い，伝

達・開示する手法の開発が必須である．本研究では，

各透析施設の検査結果値を集積し，その結果解析によ

るEBMの構築，透析治療の標準化，合併症治療の標

準化をはかり，患者教育・自己管理に活用することで，

次世代治療のあり方を研究する．本研究は3年間に

わたっての研究となる予定である．

Phase1としては，日本透析医会の保険診療マニュ

アルで定めた透析定期検査項目の検査結果値を各透析

施設が簡便に集積でき，かつそのデータの蓄積および

そのデータをスタッフ，患者双方が活用できるソフト

（MINTシステム）の開発を行う．そのソフトには検

査異常値の場合の信号発信，スタッフと患者間のデー

タ共有化システムが含まれ，患者データを入力すると

異常値に対するコメント，データが自動印刷されるこ

とになる．加えて感染症の拡大防止策を早期に検討で

きるデータも出力される．

Phase2としては，Phase1で開発したソフトを

さらに発展させ，各基準値を外れる患者の早期治療法

の研究，合併症治療のための基準検査値・複数検査値

の相関関係基準に基づく判定処理法の確立を行い，合

併症治療マニュアルを作成し，それらのソフトへの組

み込みを行う予定である．

Phase3は，各種情報機器等を用いる合併症予防

及び治療の研究と次世代治療として，各基準値を外れ

そうな患者への警告・生活習慣改善策の事前発信，オ

ンデマンド（ondemand）の情報提供による患者の自

己管理の強化，医療提供側と受け入れ側の関係強化，

医療現場と研究者のデータ・情報交流を行う予定であ

る．その結果として，透析患者の検査項目の標準化と

実際値のデータベース化，合併症防止，治療対策と感

染症の早期発見，治療の標準化，医療の提供側と受け
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入れ側の適正化，情報公開推進と適正化が図られると

考える．さらに質および安全性の高い医療とするため，

治療の標準化に加えて，感染症対策などを考慮した適

切な施設基準をも確立することとしている．

2.Phase1における研究進捗

Phase1ではソフト作成にあたり，透析定期検査

データの集積による透析定期検査項目基準値の決定お

よびそれに伴うコメントの決定，施設コードの決定，

検査項目名と単位の決定，検査結果ファイルの統一規

格，静態的検査基準を基にしたスタッフ用，患者用検

査データ，コメントの出力形式の検討，感染拡大防止

のための出力形式の検討を行っている．その一部であ

る定期検査項目の基準値の一部を表 1～13に示す．

この基準値は6施設，約2,000名の患者データを基

に検討された．また検査データとともに出力される患

者用コメントの一部見本を表 14に示す．加えて，検

査結果を取り込みやすくするために，検査結果ファイ

ルの統一規格を策定し，日本衛生検査所協会の協力を

得て，各検査会社が表 15に示す基準に従って，検査

結果をフロッピーディスク（FD）で返却していただ

ける．その流れを模式的に示すと（図 1），各病院，

診療所でオーダーされた検査は，検査会社でこちらが

指定した規格に従って検査結果がFDで返却されるた

め，そのFDを配布されたソフトに読み込ませるだけ

で，コメント入りの患者用，スタッフ用の検査評価表

が自動印刷されることになる．また検査会社からは従

来通りの報告も行われる．自院で検査を行っていると

ころも，表15に示す規格に従って，データ取り込み

形式を作成していただければと考えている．

基準値，検査項目については，ソフト配布後のデー

タ集積また会員諸兄のアドバイスにより一部変更も考

えられるが，Phase2においてバージョンアップを

図っていくつもりである．まずは，出来上がったソフ

トを会員諸兄に活用していただければと考えている．
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項目名 単位 下限 上限

尿素窒素前 mg/dL 50 100

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

40 要注
栄養状態不良？ 著しい蛋白制限？

検体異常？

食欲はありますか？ 必要な蛋白

質を取りましょう．
40以下は2.6％

下限 50 注意 （なし） （なし） 50以下は9.2％

上限 100 注意

透析効率の検討（膜・血流・再循

環），蛋白過剰摂取，異化亢進，

消化管出血？

蛋白質の取りすぎやカロリー不足，

胃腸の出血，透析不足のことがあ

ります．体調に変化は？

100以上は2.7％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

BUN

UN

UN

UN

UN

UN

ウレアーゼ－GLDH法（アンモニア消去）

酵素法

ウレアーゼUV法

ウレアーゼUV法

ウレアーゼ－GLDH法

比色法ウレアーゼUV法

8

5

6

6

8

8

～

～

～

～

～

～

21

20

20

20

23

20

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

院内は，自施設で検査処理

院外は，外注検査会社に依頼し，検査処理

（表1） 尿素窒素前

注釈

尿素窒素前値は，尿素の産生速度と残腎機能よりの尿素の排出，および透析による尿素の除去量により変化する。

透析効率は，ダイアライザーの膜面積，透析時間，血液流量によって影響される．

シャント再循環は，慢性的な変化を示すことが多く，静脈圧の上昇に注意する．

異常値においては，採血ミスや検体の取り違いの可能性も考慮し，他の検査データも参考にする．

栄養状態の評価には，尿素窒素値のみでなく，Kt/VPCRの評価も行うことが望ましい．

透析患者分布例

健常者基準値例

「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」の概要 399

尿素窒素前



項目名 単位 下限 上限

クレアチニン前 mg/dL 7 18

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

下限 7 注意

残腎機能あり？ 栄養状態不良？

著しい蛋白制限？ 全身状態の把握、

PCRチェックを．

食欲はありますか？ 体の筋肉が

少ないと低い値がでます． 7以下は5.3％

上限 18 注意
透析不足？ 筋肉量多いためか？

肉体労働，過度の運動？

体の筋肉量が多いと高くなります．

透析不足のこともあります．
18以上は0.5％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

クレアチニン

クレアチニン

Cr

クレアチニン

CRE

CRE

アルカリピクリン酸法

酵素法

酵素法

アルカリピクリン酸法

アルカリピクリン酸法

ヤッフェ法

ヤッフェ法

比色法（ヤッフェ法）

比色法（ヤッフェ法）

M

F

M

F

M

F

0.6

0.7

0.6

0.6

0.6

0.8

0.6

0.8

0.6

～

～

～

～

～

～

～

～

～

1.3

1.2

1

1.3

1.3

1.3

1.1

1.3

1

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

（表2） クレアチニン前

注釈

クレアチニン前値は，クレアチニンの産生速度と残腎機能よりのクレアチニンの排泄，透析による除去量によって決まる．

クレアチニン前値が低いとき，過剰な透析が考えられないなら，基本的に筋肉量が少ないことを意味する．PCRやKt/V

の評価が必要になる．

クレアチニンの上限については意見の分かれるところであるが，高いときは透析不足を念頭においたチェックが必要と思

われる．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

尿酸前 mg/dL 4 10

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

下限 4 注意
低栄養？高尿酸治療薬過剰？ 低尿酸血症です．偏りのない食事

をしていますか？
4以下は0.0％

上限 10 注意

高尿酸血症です．必要に応じて投

薬して下さい．透析効率検討．痛

風発作注意！

高尿酸血症です．痛風発作や関節

痛はありませんか？ 10以上は4.8％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

UA

尿酸

尿酸

UA

UA

UA

UA

UA

UA

尿酸

ウリカーゼPOD法

ウリカーゼPOD法

ウリカーゼPOD法

ウリカーゼPOD法

ウリカーゼPOD法

ウリカーゼPOD法

ウリカーゼPOD法

酵素法

酵素法

酵素法

M

F

M

F

M

F

M

F

3.1

3

2.5

3.7

2.5

3.7

2.5

3.8

2.4

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

7

8.3

6.3

7.6

5.4

7.6

5.4

7.5

5.8

7

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

（表3） 尿 酸 前

注釈

尿酸検査値は性別差がありますが，その差による治療基準はまだ明確でないため，この基準では性別差はありません．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

ヘマトクリット ％ 27 36

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

18 警告

Dr上申．全身状態のチェック（出

血）

動悸，息切れはありませんか？

便の色は正常ですか？ 何か症状

があればスタッフへ．

18以下は0.3％

23 要注

急速に悪化しているときはDr上

申．全身状態のチェック（出血），

EPO不応性？ 鉄剤の検討

動悸，息切れはありませんか？

便の色は正常ですか？ 何か症状

があればスタッフへ．

23以下は2.2％

下限 27 注意
HTが低下しているようなら，

EPO投与量，鉄剤の検討

何か症状があればスタッフへ．
27以下は14.9％

上限 36 注意
シャント閉塞等の症状注意．

EPO投与中なら休薬等検討．

透析患者としてデータ上貧血はあ

りません．
36以上は4.0％

（表4） ヘマトクリット

注釈

透析患者の貧血を評価するのに，ヘマトクリットよりヘモグロビンが使用され始めているようです．

このため当基準では，ヘマトクリットとヘモグロビンに同じコメントを使用しています．

ヘマトクリットの目標値は，30％前後，36％未満と考え，基準値を決めました．

※rHuEPOの使用にあたっては，保険審査の制限が問題になっています．

透析患者分布例

健常者基準値例

なし
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項目名 単位 下限 上限

鉄 μg/dL 40 200

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

10 注意

フェリチンと併せて判断，場合に

よって鉄剤投与．全身状態のチェッ

ク（出血）．

（なし） 10以下は4.0％

下限 40 （なし） （なし） （なし） 40以下は35.6％

上限 200 （なし） （なし） （なし） 200以下は0.2％

300 注意

鉄剤を投与していれば中止の検討

をして下さい．また，溶血亢進で

も増加します．

（なし） 300以上は0.0％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

NitrosoPSAP法

NitrosoPSAP法

NitrosoPSAP法

NitrosoPSAP法

NitrosoPSAP法

NitrosoPSAP法

NitrosoPSAP法

NitrosoPSAP法

比色法

比色法

比色法

比色法

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

39

37

80

70

54

48

54

48

60

50

50

40

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

188

159

199

179

200

154

200

154

210

170

200

180

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

μg/dl

（表5） 鉄

注釈

鉄そのものだけでは鉄の不足は評価できません．フェリチンと併せて考えてください．

鉄飽和率，トランスフェリン飽和率については，次期に対応の予定です．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

フェリチン ng/mL 50 400

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

15 要注

Fe.UIBCと検討．場合によって鉄

剤投与．全身状態のチェック（出

血）．

貯蔵鉄欠乏．鉄の補給が必要なこ

とがあります． 15以下は7.6％

下限 50 注意 鉄の食事指導を!!Fe.UIBCと検討． 貯蔵鉄欠乏の可能性があります． 50以下は38.5％

上限 400 注意 鉄剤中止． （なし） 400以上は6.7％

500 要注
鉄剤中止．他の原因追及．全身状

態のチェック（炎症・腫瘍）．

鉄過剰や炎症で上昇することがあ

ります．
500以上は4.2％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

フェリチン

ラテックス比ろう法

ラテックス比ろう法

ラテックス比ろう法

ラテックス比ろう法

EIA

EIA

EIA

EIA

CLIA

CLIA

ラッテクス凝集法

ラッテクス凝集法

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

15

10

25

4

27

3.4

27

3.4

18.6

4

21

5

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

240

60

270

70

320

89

320

89

261

64.2

282

157

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

ng/ml

（表6） フェリチン

注釈

透析患者の間での分布ではかなりの施設による差があるが，これは検査法の差というより，治療法の差と考えられます．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

Ca前 mg/dL 8.5 11

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

8 要注

内服チェック．カルシウム剤，

VD3投与．補正Ca値を検討して

ください．

低カルシウム血症です．カルシウ

ム剤，VD3剤をきちんと内服し

ていますか？

8以下は4.8％

下限 8.5 注意
低カルシウム傾向あり．補正Ca

値を検討してください．
（なし） 8.5以下は16.9％

上限 11 注意
カルシウム剤，内服用VD3，注射

用VD3投与量に注意．
（なし） 11以上は3.2％

11.5 要注
カルシウム剤，内服用 VD3，注

射用VD3中止．

高カルシウム血症です．不眠，イ

ライラはありませんか？
11.5以上は1.1％

12 警告

意識障害注意!!カルシウム剤，

VD3，注射用 VD3中止．他疾患

の合併は？ Dr上申．

高カルシウム血症です．不眠，イ

ライラはありませんか？ 12以上は0.4％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

OCPC法

酵素法

OCPC法

OCPC法

O CPC法

比色法OCPC法

4.2

9.1

8.7

8.7

8.4

8.2

～

～

～

～

～

～

5.1

10.9

10.1

10.1

10.4

10

mEq/l

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

（表7） Ca前

注釈

Ca値の評価では，アルブミンを使用した補正値を使用することが望ましい．

Payneの補正式 標準アルブミン値を4.0g/dlとして，実測アルブミン値を使用して，以下の補正を行います．

また，実測アルブミン値が4.0以上の場合は，この補正は行いません．

補正Ca値（mg/dL）＝Ca値（mg/dL）＋（4.0－実測アルブミン値（g/dL））

透析患者分布例

健常者基準値例

「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」の概要 405
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項目名 単位 下限 上限

P前 mg/dL 3 6

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

2 要注
炭酸カルシウムの過剰投与はない

か？ リン摂取栄養指導．

低リン血症です．肉や魚を食べま

しょう．
2以下は3.5％

下限 3 注意
炭酸カルシウムの過剰投与はない

か？ リン摂取栄養指導．

低リン血症です．食欲不振はあり

ませんか？
3以下は3.9％

上限 6 注意 （なし） （なし） 6以上は25.2％

7 要注
VD3の過剰投与はないか？ リ

ン制限指導．

高リン血症です．蛋白質を取り過

ぎていませんか？
7以上は8.4％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

IP

IP

IP

IP

IP

P

マルトースホスホリラーゼ法

酵素比色法

モリブデン酸直接法

モリブデン酸直接法

酵素法

比色法（モリブデン酸法）

2.6

2.5

2.4

2.4

2.5

2.5

～

～

～

～

～

～

4.4

4.5

4.3

4.3

4.5

4.5

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

（表8） P前

注釈

透析前でPは6mg/dL以下が望ましいとされますが，現時点では7mg/dL以上を積極的に改善していく目標としてコメ

ントを作成しました．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

総蛋白 g/dL 5 8

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

下限 5 注意

溢水による希釈はないか？ 水分

管理，栄養状態チェックを．

低蛋白血症です．むくみはありま

せんか？ 適切に蛋白を取り，水

分管理をしましょう．

5以下は0.6％

上限 8 注意
過剰除水による脱水はないか？

他疾患の合併は？

高蛋白血症です．体調に変化はあ

りませんか？
8以上は0.4％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Biuret法

Biuret法

Biuret法

Biuret法

Biuret法

比色法Biuret法

6.1

6.7

6.7

6.7

6.7

6.5

～

～

～

～

～

～

8.1

8.3

8.3

8.3

8.3

8.2

g/dl

g/dl

g/dl

g/dl

g/dl

g/dl

（表9） 総 蛋 白

注釈

アルブミン値も参考にして下さい．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

アルブミン g/dL 3 5

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

下限 3 注意
溢水による希釈はないか？ 水分

管理，栄養状態チェックを．

低アルブミン血症です．食欲不振

や水分の取りすぎはありませんか？
3以下は4.2％

上限 5 注意
脱水はないか？ 高アルブミン血症です．体調に変

化はありませんか？
5以上は0.0％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

Alb

Alb

Alb

Alb

Alb

Alb

BCG法

BCG法

BCG法

BCG法

BCG法

BCG法

3.6

3.8

4

4

3.8

3.7

～

～

～

～

～

～

5.3

5.3

5

5

5.3

5.5

g/dl

g/dl

g/dl

g/dl

g/dl

g/dl

（表10） アルブミン

注釈

アルブミンは3.5g/dL以上が，生存率が良いとされています．

しかし，その達成率はまだ低い．

基準値では，アルブミン3.0g/dL以下を改善するという意味で下限として設定しました．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

AST（GOT） IU/L 5 40

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

下限 5 注意 栄養状態，VB6欠乏注意 5以下は2.0％

上限 40 注意
肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．

肝機能に異常があります．経過を

みる必要があります．
40以上は1.7％

100 要注

肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．初回異常 Dr上

申．

肝機能に異常があります．体調に

異常があるときはスタッフへ． 100以上は0.3％

200 警告
肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．Dr上申．

肝機能に異常があります．体調に

異常があるときはスタッフへ．
200以上は0.0％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

GOT（AST）

AST（GOT）

GOT（AST）

GOT（AST）

AST（GOT）

AST（GOT）

UV法 （JSCC準拠法）

JSCC準拠法

UV法 （JSCC準拠法）

UV法 （JSCC準拠法）

UV法 （JSCC準拠法）

UV法 （JSCC準拠法）

5

10

10

5

10

10

～

～

～

～

～

～

33

27

40

40

40

40

IU/l

IU/L

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

（表11） AST（GOT）

注釈

透析患者では，主としてビタミンB6の欠乏によりAST（GOT），ALT（GPT）が低くなります．肝障害以外にも骨格筋

や心筋障害で高値を示します．

上限値以内でも肝炎などの異常がある場合があり，今後どのようにチェックするか検討しています．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

ALT（GPT） IU/L 5 20

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

下限 5 注意 栄養状態，VB6欠乏注意． 5以下は8.0％

上限 20 なし

HCV RNAを1度はチェック！

HCV（－）でも陽性の場合があ

ります．

20以上は11.6％

40 注意
肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．

肝機能に異常があります．経過を

みる必要があります．
40以上は2.2％

100 要注

肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．初回異常Dr上

申．

肝機能に異常があります．体調に

異常があるときはスタッフへ． 100以上は0.7％

200 警告
肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．Dr上申．

肝機能に異常があります．体調に

異常があるときはスタッフへ．
200以上は0.0％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

GPT（ALT）

ALT（GPT）

GPT（ALT）

GPT（ALT）

ALT（GPT）

ALT（GPT）

UV法 グルタミン酸ピルビン酸

JSCC準拠法

UV法

UV法 （JSCC準拠法）

UV法 （JSCC準拠法）

UV法 （JSCC準拠法）

3

5

5

5

5

5

～

～

～

～

～

～

36

33

40

40

45

45

IU/l

IU/L

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

（表12） ALT（GPT）

注釈

透析患者では，主としてビタミンB6の欠乏によりAST（GOT），ALT（GPT）が低くなります．

透析患者分布例

健常者基準値例
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項目名 単位 下限 上限

γ GTP IU/L （なし） 80

基準値 判断 スタッフ向けコメント 患者向けコメント 全体の割合

下限 （なし）（なし） （なし） （なし） （なし）

上限 80 注意
肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．

肝機能に異常があります．経過を

みる必要があります．
80以上は5.9％

200 要注
肝機能に異常があります．必要に

応じ検査治療を．Dr上申．

肝機能に異常があります．体調に

異常があるときはスタッフへ．
200以上は1.4％

院内1

院内2

院内3

院外1

院外2

院外3

γ GTPL γ グルタミン 3カルボキシ 4ニトロアニリド基質法

γ GTPJSCC準拠法

γ GTPJSCC準拠法

γ GTPL γ グルタミン 3カルボキシ 4ニトロアニリド基質法

γ GTPL γ グルタミン 3カルボキシ 4ニトロアニリド基質法

γ GTPL γ グルタミン 3カルボキシ 4ニトロアニリド基質法

γ GTPL γ グルタミン 3カルボキシ 4ニトロアニリド基質法

γ GTPJSCC準拠

γ GTPJSCC準拠

γ GTP比色法（JSCC標準化対応法）

γ GTP比色法（JSCC標準化対応法）

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

8

10

10

16

8

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

76

66

55

70

30

70

30

80

30

73

32

IU/l

IU/L

IU/L

IU/l/37℃以下

IU/l/37℃以下

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

IU/l/37℃

（表13） γ GTP

注釈

γ GTP値の場合は透析患者も健常人と差はありません．ビタミンB6の欠乏は影響ありません．

透析患者分布例

健常者基準値例
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（表14） 患者へのコメントの見本
透析生活

透析生活：00
1感染症 感染症はどう予防しますか？
2
3 透析患者さんは，抵抗力が低下しています．
4 ちょっとしたことで感染を起こしやすいので，日頃から予防に心がけましょう．
5
6 予防するために，
7 1）手洗いやうがいをこまめにする．
8 2）十分な栄養をとり，体力をつけ，休息も十分取る．
9 3）十分な透析をし，シャント肢は十分消毒する．
10 4）足の清潔を保ち，傷をつけない．

透析生活：01
1感染症 感染症の注意点は？
2
3 透析患者さんは，抵抗力が低下しています．
4 日頃から感染予防に心がけましょう．
5
6 1）風邪の悪化から，気管支炎，肺炎にならないように注意しましょう．
7 2）傷やシャント穿刺部の化膿に注意しましょう．
8 3）足の血行の悪い人は，足指の感染に注意しましょう．
9 4）とくに糖尿病の人は注意が必要です．
10 体力をつけ，十分な栄養をとることが，大切です．

透析生活：02
1感染症 血清肝炎の注意は？
2 ウイルスによっておこる肝炎で，血液を介してウイルスが体内に入り一定
3 の潜伏期の後，だるさや発熱・黄疸などの症状が出現します．
4 ウイルス肝炎の感染に気をつけましょう．
5 1）自分の血液が他人に触れないように注意する．
6 2）他人の血液が自分に触れないように注意する．
7 3）タオル，歯ブラシ，髭剃りなどは自分専用のものを用いる．
8 4）排尿・排便・生理の処理後は十分な手洗い．
9 5）血液の付着したものはナイロン袋に入れて捨てる．
10 6）定期的に肝機能検査を行う．

透析生活：03
1感染症 血清肝炎とはどんな病気ですか？
2
3 ウイルスによっておこる肝炎で，血液を介してウイルスが体内に入り一定
4 の潜伏期の後，だるさや発熱などの症状が出現します（急性肝炎）．
5 しかし，すべての人が急性肝炎になるわけではなく，感染しても，症状が
6 現われないことや，軽い症状のこともあります．
7 一般的に言ってB型とC型の肝炎があります．
8 肝炎ウイルスを持っている人は注意して下さい．
9 （詳しくはスタッフにお聞きください．）
10

透析生活：04
1感染症 血清肝炎はどのような症状がでるのですか？
2
3 1）だるさ
4 2）はきけ
5 3）食欲不振
6 4）微熱
7 5）黄疸（白目が黄色くなる，軽い時も多い）
8 で起こることがあります．この症状は風邪に似ています．
9 おかしいなと思ったら，肝機能の検査を行います．
10 詳しくは血液検査で分かります．

透析生活：05
1感染症 血清肝炎は予防できますか？
2 肝炎を予防するためには，次の注意を
3 1）他人の血液に素手でさわらない．
4 2）輸血を最小限にする．
5 3）透析前後の手洗いの励行．
6 4）抵抗力をつける（栄養と休息）．
7 5）体に傷がある時は保護する．
8 6）予防ワクチンの接種を行う．
9 7）透析室へ入る家族の方も注意してください．
10 （詳しくはスタッフにお聞きください．）

透析生活：06
1感染症 感染に気をつけるためには
2
3 1）透析を組み込んだ，規則正しい楽しい生活をしましょう．
4 2）手洗い，うがいをこまめにしましょう．
5 3）清潔にする．入浴は少しぬるめの湯でゆったりと快適に．
6 4）おいしい物をバランスよく摂り，必要な栄養を十分とる．
7 5）風邪は万病のもと，風邪の予防に心がける．
8
9 感染を受けないように日常より気をつけましょう．
10
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検査結果ファイルの統一規格 全国の検査所と透析医療施設とに提示

＊用語の説明

・「半角」とは，1byteで表す文字（例：A,B,a,b,1,2,イ,ロ,ハ）を言い，全角とは，2byteで表す文字（例：

Ａ，Ｂ，ａ，ｂ，い，ろ，イ，ロ，月，日）を言う．MINTでは，半角のカタカナは使用しない．

・各項目のbyte数は最大有効桁数で，これを超えない範囲なら必要とするbyte数を使える．但し，「前ゼロ」

「前空白」「後空白」の表記のある項目は，ゼロ又は空白を前か後ろに置いて行って最大有効桁数をフルに使用し

なければならない．

1 ファイル形式 ：CSV（CommaSeparatedValue）形式のテキストファイル

2 文字コード ：シフトJISを使用

3 メディア ：当座はオフラインで2HDのFDを，将来は，HDD，CD ROM，MO，ネットワークドライブ

等のPC（Windows）で読込み可能な全てを使用する予定

4 FDのタイトル又はプロトコル：下記3項目は，FDのタイトルになる．

施設コード＊ 8byte 災害時システムで既に医会が付与した施設コード

［半角・数字・右詰・前ゼロ］

診療科 10byte 維持透析［左詰・固定文字列］

検査所・医療施設の区別 1byte・1・検査所，・2・医療施設［半角・数字］

＊ 施設コードは，MINT端末でパスワードとして用いられ施設略称（又は通称）を呼び出す．施設略称は，

災害時システムで決定した全角左詰めのものを30byteに広げ，予め会員の同意を得て使用する予定．

5 検査結果ファイルのレコードレイアウト

施設患者コード＊＊10byte 原則として，施設で使用中の一意の患者コードを採用

［半角・英数字・左詰］

採取年月日 8byte yyyymmdd形式 西暦［半角・数字・前ゼロ］

採取時分 5byte hh:mm形式 24時間表記［半角・数字・前ゼロ］

採取順番 2byte 同一項目・年月日での採取順番［半角・数字・右詰］

タイミング 2byte ・前・，・後・（治療前後の区別）［全角］

検査項目名称 24byte 医会が定める検査項目名称 ローマ字の小文字，大文字は識別［全角・左詰］

検査値 8byte 検査不能時は空白［半角・英数字・左詰・小数点付き］

不等号等 2byte ・＜・・＞・ ・＜＝・ ・＞＝・［半角・英字・左詰］

単位 8byte［半角・全角・左詰］

コメントコード 4byte 検体，結果に付与するコメントのコード（例；乳ビ，溶血，測定条件等をコード

化）［半角・英数字・左詰］

＊＊ プライバシー保護のため，患者姓名・カルテ番号は使いたくないので，各病院に患者コードを付番して貰う．

但し，カルテ番号を一意の患者コードとして使用出来る（死亡，転院を含め同一患者に対して2度と同じ

番号を使用しない）場合はカルテ番号を施設患者コードと見做せる．

施設コード・施設略称対照リスト 医会が作成し，検査機関・透析施設に配布

災害時登録施設のコードと通称（全角・左詰）とを使用するが，略称は30byteに広げ且つ予め登録施設の同意

を得る．

検査項目名称・方法・単位 医会が作成し，検査機関・透析施設に配布

1 透析前後で検体採取を行う場合の検査項目は，タイミングで識別する．

2 検査方法が異なる場合は，検査項目名称の後にA（法），B（法）…と付け区別する．

3 コメント・コードは，医会がコード表を作成し配布する．

4 検査結果値の単位は，医会が統一単位を定めて表にし配布する．

5 データレベルは第2～第3Phaseで解決する．

検査機関の提出時期

検査機関が透析施設に回答するFDは，通常依頼分と同じ時期に行うものとする．

（表15） 検査結果ファイルの統一規格

「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」の概要 413



図１ 21世紀型医療開拓推進研究事業検査データとFDのフロー図

※ 表15 検査結果ファイルの統一規格
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学 会 ご 案 内

●第35回日本腎移植臨床研究会
日 時：平成14年2月5日～7日

世話人：長谷川 昭（東邦大学）

会 場：湯本富士屋ホテル（神奈川県）

問合せ：〒1438541

東京都大田区大森西6111

東邦大学 腎臓学教室

TEL 0337624151（3687） FAX 0354713056

●第18回日本医工学治療学会学術大会

日 時：平成14年3月15日～16日

大会長：矢田 公（三重大学）

会 場：三重県総合文化センター（津市）

問合せ：〒5148507

三重県津市江戸橋2174

三重大学 胸部外科学教室

TEL 0592321111（6486） FAX 0592312845

●第49回山陰透析懇話会学術集会

日 時：平成14年3月（未定）

大会長：宮川征男（鳥取大学）

会 場：松江赤十字病院（松江市）

問合せ：〒6838504

鳥取県米子市西町361

鳥取大学 泌尿器科学教室

TEL 0859348119 FAX 0859348092

●第58回大阪透析研究会

日 時：平成14年3月24日

大会長：岸本武利（大阪市立大学）

会 場：大阪国際会議場

問合せ：〒5458585

大阪市阿倍野区旭町143

大阪市立大学 泌尿器科学教室

TEL 0666453857 FAX 0666474426

●第12回東北小児腎臓病研究会

日 時：平成14年3月（未定）

世話人：鈴木 隆（由利組合総合病院）

会 場：未定

問合せ：〒0158511

秋田県本荘市川口家後38

由利組合総合病院 小児科

TEL 0184271200

狭窄に対するインターベンション治療の適応と評価 415



大阪透析医会では 2年前の本誌第 14巻 4号，

1999年で近況を報告しましたが，今回再び執筆依頼

がありましたので，その後の活動状況を中心に記しま

す．

1 沿革と現況

大阪では昭和49年3月に大阪透析研究会が発足し，

透析医療の普及とレベルアップを目指して活動してき

ましたが，その後，透析医療のうち医療費，行政，患

者会，医師会関係などを担当する組織が必要となり，

昭和55年に私立病院協会（私病協）透析部会が結成

されました．部会長・薮本秀雄（敬称略，以下同様），

事務局長・山川眞，顧問・前川正信で，役員には大阪

透析研究会の役員が併任となってスタートしました．

その後，実際の仕事には私立病院だけでなく診療所

の内容もあり，また大学病院や公的病院の人も入る必

要があるので，昭和63年3月27日に私病協から出

て，大阪透析医会が設立されました．会長は前川正信，

事務局は仁真会白鷺病院で，これまでの透析部会の活

動が引き継がれて進められました．設立時の会員数は，

施設会員98名，個人会員107名，賛助会員1名でし

た．

その後，組織・内容も次第に充実し，副会長には飯

田喜俊，井上隆がなり，活動も活発となってきました．

また，全国的には（社）日本透析医会の大阪府支部と

して活躍しています．平成8年10月29日に大阪府

医師会医学会への加盟が認められ，大阪府医師会に対

してもさらに積極的に協力し活躍して現在に至ってい

ます．現在，名誉会長（1名），会長（1名），副会長

（2名），常任幹事（10名），幹事（24名）が中心と

なり（表 1），13の委員会（表 2）によって業務が行

われています．現在，施設会員 159名，個人会員

163名，賛助会員1名で，会員数の推移は表 3のよ

うに次第に増加しております．

2 活動状況と業績

主な活動としては，定期的な総会・研修会や講演会

の開催，大阪府医師会医学会に積極的に参加して研究

発表，患者会（大阪腎臓病患者協議会）との懇談会を

持つなどの交流，大阪透析研究会と力を合わせて各種

の事業を行うなど，初期の目的のために活動してきま

した．とくに平成7年1月17日の阪神淡路大震災，

同8年7月10日の堺市を中心とするO-157感染事

件では，大阪透析研究会と共同で患者の救出，緊急透

析などを行って，これにより社会に貢献し広く認めら

れるようになりました．

ちなみに，平成11年から現在までに行った主な事

業は表 4,5,6に示す通りで，毎年4月に総会（出席

約 200名）を開催し，同時にそのときに最も必要と

するテーマで講演会を持ち，7月と11月には定期講

演会（それぞれ出席者約 100～150名）を開催し，そ

れぞれの時期における重要なテーマについて研修して

きました．昨年は日本医師会との交流を積極的に行い，

そのトップの方々による講演会を開催して，現在の医

療の問題点，透析医療のあり方などについて指導して

いただいたことは，特記すべきことであったといえま

す．また，日本医師会の動きについてより詳しく学ぶ

ことができました．来年は透析医療だけでなく，医療

制度全体が変革されることになり，健康保健制度や医

療費が大きく変わる予定と伝えられておりますので，
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飯田喜俊

［た よ り］

大阪透析医会会長
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表1 大阪透析医会役員 平成12年4月～平成14年3月

役 職 氏 名 所 属 役 職 氏 名 所 属

名誉会長 前川 正信 三清会 泉南中央病院

幹 事

仲野 孝

西尾 正一

西川 光重

西沢 良記

長谷川廣文

早原 信行

東 登伎雄

福原 吉典

藤井 正満

宮野 元成

矢嶋 息吹

保井 明泰

山川 智之

田仲北野田病院

生長会 府中病院

関西医科大学第2内科 透析室

大阪市立大学第2内科

近畿大学医学部第3内科

大阪市総合医療センター泌尿器科

門真クリニックあいわ診療所

国立大阪病院内科

大阪厚生年金病院 内科

西出病院 内科

門真クリニックあいわ診療所

松下記念病院 腎不全科

仁真会 白鷺病院

会 長 飯田 喜俊 淀川キリスト教病院

副 会 長
小野 秀太

小野山 攻

三康病院

小野山診療所

常任幹事

今田 聡雄

河村 裕憲

川村 正喜

金 昌雄

河野 眞彦

高橋 香司

田畑 勉

近森 淳二

浜田 勝生

三上 裕司

近畿大学医学部堺病院 内科

河村クリニック

宝生会 PL病院

仁真会 白鷺病院

明生会 明生記念病院

高橋クリニック

蒼龍会 井上病院

堺近森病院

有澤総合病院

総合病院 東香里病院 監 事
井上 隆

田仲 紀陽

蒼龍会 井上病院

田仲北野田病院

幹 事

秋山 隆弘

東 勇志

今井 圓裕

上田 陽彦

梅田 優

岡崎 修治

岸田 直博

岸本 武利

小� 幸人

椿原 美治

時実 昌泰

近畿大学医学部堺病院 泌尿器科

あずま泌尿器科

大阪大学医学部第1内科 腎研究室

大阪医科大学泌尿器科

野上病院人工透析室

三和会 永山病院

岸田クリニック

大阪市立大学医学部泌尿器科

大阪大学医学部泌尿器科

大阪府立病院腎臓内科

時実クリニック

顧 問

阿部 裕

稲田 満夫

鎌田 武信

栗田 孝

園田 孝夫

田中 治

西出 巌

堀内 篤

森井 浩世

若林 明

大阪労災病院

関西医科大学第2内科

大阪労災病院

近畿大学医学部泌尿器科

大阪府立病院

東大阪病院

尚生会 西出病院

近畿大学医学部堺病院

森井浩世事務所

大阪府 医師会

表2 大阪透析医会の業務と分掌 平成12.4～

委員会名
担 当 幹 事

委員長 副委員長 委 員

1 保険医療委員会

2 災害事故対策委員会

3 感染対策委員会

4 地域医療委員会

5 学術委員会

6 渉外委員会

7 腎移植委員会

8 要介護委員会

9 在宅透析委員会

10 倫理委員会

11 総務委員会

12 財務委員会

13 広報委員会

河村

近森

今田

小野

今田

飯田

高橋

浜田

田畑

小野

金

河野

小野山

藤井

川村

長谷川

東（勇）

金

浜田

秋山，岸本

河野

今田，保井

河野

川村

川村

今田

東，小野山，金， 田仲， 時実， 三上

岡崎，岸田，金，高橋，浜田

田畑，仲野，福原

飯田，小野，小野山，宮野，各地区連絡網ヘッド

飯田，上田，河野，仲野，長谷川

小野，小野山，保井 （顧問 前川）

田仲，浜田

小野，小野山，三上，山川

金，椿原，西尾

飯田，小野山，高橋，近森

飯田，梅田，山川

飯田，金

東（勇），金，三上

14 事務局

15 府医単科医会

事務局長 金

運営委員 小野 評議員 河村，金，河野

（敬称略，50音順）
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表3 大阪透析医会会員数

施設会員 個人会員 賛助会員

昭和63年
平成 1年

2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
11年
12年

98
98

109
115
116
122
127
131
147
148
156
156
159

107
104
132
135
133
135
140
150
161
159
153
153
163

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

表4 平成11年度の主な事業

1.総会

1） 定例総会

平成11年4月10日（土） 天王寺都ホテル本館

特別講演 医療制度改革の動向と透析医療の位置付け

講師 松田鈴夫（国際医療福祉大学教授・医療審議会委員・日本透析医会理事）

2） 緊急臨時総会

平成11年6月17日（木） 天王寺都ホテル

特別講演 劇症肝炎の院内発生について

① （社）日本透析医会の動きと見解

講師 飯田喜俊（日本透析医会副会長・大阪透析医会会長）

② 感染症新法―とくに劇症肝炎をめぐって―

講師 高杉 豊（大阪府保健衛生部部長）

2.講演会開催

1） 第1回講演会

平成11年7月24日（土） 天満研修センター

主題 献腎腎移植を普及させるために

� 学術講演

ヒトエリスロポエチン製剤 エスポー最近の話題について

講師 中越昭裕（キリンビール株式会社 医薬事業本部）

� 特別講演

① わが国で始めての脳死移植を経験して

―問題点と今後の対策―

講師 小中節子（移植ネットワーク：近畿ブロック）

② 腎移植の現状（世界，わが国，大阪）

講師 小角幸人（大阪大学医学部泌尿器科）

� ラウンドテーブルディスカッション

献腎移植を普及させるための方策

～透析施設からの提言～ ～移植医の立場から～

金 昌雄（仁真会 白鷺病院外科） 伊藤喜一郎（大阪府立病院泌尿器科）

仲野 孝（紀陽会田仲北野田病院内科） 仲谷 達也（大阪市立大学泌尿器科）

小野秀太（三康病院泌尿器科）

コメンテーター 小角幸人，小中節子

2） 第2回講演会

平成11年12月18日（土） 大阪府教育会館 高津ガーデン

� 学術講演

ノルエピネフリン前駆体ドロキシドーパの起立性低血圧改善作用

講師 大野行弘（住友製薬総合研究所）

� 特別講演

① 透析低血圧をめぐって

講師 椿原美治（大阪府立病院 腎臓内科部長）

② 透析困難症をめぐって

講師 前田貞亮（前田記念腎研究所理事長）

� アンケート質疑応答（保険診療に関して）

講師 小野秀太（三康病院理事長）
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3.大阪府医師会医学の進歩シリーズ講演会

1） 平成11年1月28日（木） 大阪府医師会館

演題 慢性腎不全患者の外科的治療

講師 大平整爾（日鋼記念病院院長）

2） 平成11年9月30日 大阪府医師会館

演題 血液浄化療法はここまで進んだ

講師 飯田喜俊（淀川キリスト教病院顧問）

4.大阪府医師会医学会総会への研究発表

平成11年10月14日（木） 大阪府医師会館

大阪透析医会からの発表 10題

5.大腎協・透析医会役員懇談会 ニプロ株式会社会議室

議題

� 感染症問題（B型肝炎・MRSAなどについて）

� 透析医療の切り下げについて（透析費用のまるめ）

� 脳死者の臓器移植について（阪大の件・国循の件）

� 透析患者の通院介護問題について

・介護保険がどこまで通用するか

・各施設での送迎はどこまで許されるか

� CAPDと血液透析について（CAPD患者は血液透析をしてもらえない）

� 透析時間の短縮問題（3時間・3クール制が増えてきた）

� スタッフ不足による医療トラブル

表5 平成12年度の主な事業

1.定例総会

平成12年4月22日（土） 天王寺都ホテル本館

診療報酬改定説明会

� 診療報酬改定における日本透析医会の取り組みについて

小野山攻（日本透析医会理事）

� 透析関連における診療報酬改定の解釈について

吉田成彰（仁真会白鷺病院医事課長）

2.講演会

1） 第1回講演会

平成12年7月29日（土） ハービス大阪 ガーデンシティクラブ

� 教育講演 透析による骨障害

講師 森井浩世（大阪市立大学名誉教授）

� 特別講演 平成12年度の診療報酬改定と今後の医療制度の動向

講師 菅谷 忍（日本医師会常任理事）

2） 第2回講演会

平成12年11月4日（土） ハービス大阪 ガーデンシティクラブ

� 教育講演 長期透析合併症―その管理と問題点―

講師 原 茂子（虎の門病院血液浄化療法部長）

� 特別講演 21世紀の医療を考える

講師 糸氏英吉（日本医師会副会長）

3） 透析患者のためのスキンケア研究会

平成12年10月7日（土） ヒルトン大阪

講演1.透析患者の皮膚について

講師 早川律子（名古屋大学環境皮膚科教授）

講演2.スキンケアの必要性について

講師 吉川邦彦（大阪大学大学院皮膚科教授）

講演3.スキンケア剤の使用例について

講師 杉浦真理子（名古屋大学環境皮膚科）

3.大阪府医師会医学会総会への発表

平成12年11月12日（日） 大阪府医師会館

大阪透析医会からの発表 11題

4.大腎協・透析医会役員懇談会

平成12年10月12日（木） ニプロ株式会社会議室

議題

� 感染症問題について

� 診療報酬改定について

� 献腎移植の現状について

� 透析患者の通院送迎について

� HDFについて



本年はとくに透析医療経済に関する講演会を開催し，

これについて深く勉強しました．

おわりに

以上が最近の大阪透析医会の活動状況です．医療制

度が大きく変更し，その結果少なからぬ痛みを伴うこ

とになりそうですが，本会は日本透析医会の大阪府支

部として日本透析医会の活動に協力し，よりよき透析

医療の質と透析患者のQOLの向上，透析施設の経営

安定ために邁進したいと考えております．
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表6 平成13年度の主な事業

1.定例総会

平成13年4月28日（土） 天王寺都ホテル本館

特別講演 透析医療の包括化シミュレーションについて

� 病院経営状況と今後の透析医療

講師 内藤秀宗（甲南病院院長）

� 透析医療の診療報酬について考える

講師 井上 隆（蒼龍会 井上病院理事長）

2.講演会の開催

1） 第1回講演会

平成13年7月28日（土） 新阪急ホテル

� 学術講演

抗凝固剤，注射用フサンの有用性と最近の話題

講師 築山まゆみ（鳥居薬品株式会社学術部）

� 教育講演

在宅血液透析の現状と将来

講師 吉本 忍（長寿クリニック院長）

� 特別講演

抗凝固薬の使い分けと新しい抗凝固薬

講師 篠田俊雄（社会保険中央病院 腎臓内科部長）

2） 第2回講演会

平成13年11月17日（土） 都ホテル大阪（上六）

� 学術講演 敗血症の新しい診断法「insituhybridization法」

講師 松久明生（扶桑薬品株式会社 研究開発センター）

� 特別講演1.欧米における透析療法と今後の方向性

講師 田中 寛（フレゼニウスメディカルケア ジャパン 医療学術部部長）

� 特別講演2.日本の透析医療経済

講師 桜堂 渉（バクスター株式会社 医療経営研究室室長）

3.大阪府医師会医学会総会への発表

平成13年11月11日（日） 大阪府医師会館

大阪透析医会からの発表 8題

4.大阪府民1万人集会での当会からの参加者 105名

平成13年11月23日（金） 大阪城ホール

5.大腎協・透析医会役員懇談会

平成13年10月11日（木） ニプロ株式会社会議室

議題

� 透析時間について

� 大阪府行財政計画について

� 献腎移植件数増加にむけて

� 透析施設の給水の確保について

� 臓器移植希望者の手続きについて



徳島支部のことにつきまして簡単に最近の状況など

報告させていただきます．

まず徳島の地理的なことから話をさせていただきま

すが，四国の東部に位置し，人口は徳島県として約

83万人という非常に小さな県です．首都圏の少し大

きい都市よりもまだ人口は少ないかもしれません．こ

の弱小県に創立60年以上の歴史を持つ徳島大学医学

部がある関係上，医師の人口あたりの数は全国でもトッ

プクラスとなっております．また県民の高齢化率も約

20％であり，これも全国のかなり上位に位置してい

ます．さらに徳島県の一つの特徴として公共交通機関

の不備のため人口あたりの自動車保有台数も全国でトッ

プであり，その結果として糖尿病による死亡率も全国

第一位となっております．

こんなに書きますと何か暗い県という印象がします

が，別の全国第一位のものとして日照時間の長さがあ

ります．冬の気温はそれなりに低く，隣の高知県とは

違って南国とは言いにくい気候ですが，年間の日照時

間は全国で一番長いそうです．このような気候のため

か，土地柄とか県民性としては多少閉鎖的であること

の短所を差し引いても，のんびりしていることの長所

が勝っていると思います．あの阿波踊りに4日間熱

中して踊るほうも見るほうもストレスを発散している

のが，町の暮らしをいい方向に向けているのかもしれ

ません．

さて本題の透析についてでありますが，徳島県にお

いては昭和44年1月に徳島大学泌尿器科で初めて人

工腎臓による血液透析が行われました．その後透析施

設数も透析患者数も全国レベルに少し遅れて増加しま

した．現在日本透析医学会の施設名簿に24医療機関

が登録されております．しかしながら日本透析医会に

入会している医療機関は15施設に留まっているとい

うのが現状です．われわれの200１年4月現在の直

近調査では徳島県内において31医療機関で透析療法

が行われていることが確認されておりますので，実質

的な日本透析医会への加入率としては15/31＝0.484

となり，約48％ということになります．

一方透析患者数についてみてみますと，同じ調査で

は1,801名の患者さんが徳島では透析を受けており

ました．このうち日本透析医会の会員施設で 1,174

名の患者さんが透析を受けておりました．徳島県全体

の約67％の患者が会員施設で透析を受けているとい

うことは，透析患者数の多い有力施設の加入率が高い

ことを示していると思います．また日本透析医学会の

報告では本県の人口100万人あたりの透析患者数は

2,310人であり，全国第一位の熊本県の2,312人をわ

ずかに下回りますが，ほぼ首位に近い結果を呈してお

りました．

また，徳島県内には大学病院も含めて二つの国立病

院，三つの県立病院，五つの公立病院で透析医療が行

われていますが，それらの10国公立病院での透析患

者数総計は666人であり，徳島県全体の36.9％に達

しています．この数字も全国の国公立病院の患者数比

率である21.6％に比べるとかなり高い数字と言える

でしょう．ついでCAPD患者数についてみてみます

と本県の透析患者総数1,801人中203人がCAPDを

受けており，11.2％となり全国平均の4.2％を大き

く上回っておりました．

このように人口あたりの透析患者数が多いうえに国
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公立病院での透析患者数も多く，また全県的に

CAPD患者数が多いというのが徳島県での透析医療

の一つの特徴と言えます．移植医療について見てみま

すと，日本の腎不全医療の特徴として，腎移植患者数

が透析患者数に比べて極端に低いという現実がありま

すが，本県でも同様の実情です．今まで県内で行われ

た腎移植手術数はわずか 33例であり，そのうち

90％は民間病院で行われたという特異な実績が残さ

れています．しかし現在移植手術に関しては大学を中

心とした協力体制が機能し始めており，今後の徳島県

における移植医療の発展が大いに期待されているとこ

ろです．

次に支部の活動状況について報告したいと思います．

徳島には支部設立以前より徳島透析療法研究会という

組織が存在し，この会が徳島での透析医療に指導的役

割を果たしてきました．このため透析医会徳島支部と

して独自の行事を単独で行うことは事実上不可能であ

りました．したがいまして支部の活動としては保険診

療に関しての報告・集会にとどまってきたのが実情で

す．今後も透析療法研究会と連携して学術活動等を行

いたいと考えております．

以上で本県の現状の報告を終わりますが，透析医療

に関する将来的展望について私見を交えて述べてみま

す．

私の発想の根拠となるものはやはり自分の身の回り

のことが中心となると思いますので，徳島県の状況の

補足をします．徳島県は全国有数の病床過剰県であり，

かつ老人保健施設の整備率も全国一という特徴も兼ね

備えております．徳島県で入院設備を所有している透

析医療機関は，ほとんど入院患者の平均在院日数の短

縮を目指している国公立病院であります．そして民間

の透析医療機関が有する入院病床は限られております．

このような状況下で増え続ける透析患者数にどう対応

したらよいのか，特に入院透析にどのように対応した

らよいのか，これが一番の問題と考えております．

当面入院病床の増加が承認される見通しはまったく

ありません．またいわゆる老健や特養の開設を検討し

ようとしても，すでに多くの施設が開設済みであり，

新たな枠が設定されるにはかなりの時間が必要です．

なんといっても多数の病床を保有している公立病院で

の透析患者数が本県で多いのは，このあたりに起因し

ているかもしれません．また透析医療の高度化に伴い，

これに対応しきれない民間医療機関ではますます公立

病院との格差が拡大していると思います．しかし一方，

大病院には平均在院日数短縮という大きな命題があり，

多くの患者さんが不自由な通院透析を強いられていて，

この問題の解決の糸口がないというのが本県のかかえ

ている一番の問題点と思います．

本県は特異な例かもしれませんが，ひょっとしたら

日本の一般的な透析医療の将来像かもしれません．ま

た公立病院を中心とした大病院の透析医療への本格参

入により，紹介患者の途絶だけでなく，入院医療への

対応不足も手伝って，民間透析医療機関は窮地に追い

こめられつつあると思われます．

私はこのような現状を日本透析医会としては正確に

認識し対策を立ててもらいたいと思います．理想とし

ては透析患者を精神･結核のように別枠の病床数の確

保ができればよいと思いますが，まずなによりこの問

題が重要であると認識をし，特別の委員会なりなにか

をつくるべきと思います．そして透析患者さんの入院・

入居施設の確保について議論をし，行政当局への働き

かけをぜひともしてもらいたいと希望しております．

最後にもう一つ将来的な透析医療としてどのような

方向を目指したらよいのか，考えてみたいと思います．

この点では，私は透析医療においても大きな方針の

決定に際しては単に医学的見地のみではなく，経済状

況も勘案して常に両者の整合性を考えながら意思決定

をするという思考過程へと変換すべきと考えておりま

す．もちろん生存率を下げないでコストを下げる努力

が常に必要なことはいうまでもありません．

私はこのように考えておりますが，このような発想

とあの『標準的透析操作マニュアル』の趣旨（しゅし）

とは相反するところがあるように思えてなりません．

今までの日本の透析医療レベルを再評価し，その優れ

た実績を大いに尊重すべきと思います．各種の状況で

の指針として文章の中で「望ましい」という表現を使っ

ておりますが，あのように明文化されたものが将来と

も一人歩きせず「望ましい」だけでとどまるでしょう

か．今までの実績と将来の医療費の減少も視野に入れ

た永続性の高いマニュアルを現場は期待していると思

います．一部のごく少数の医療機関で問題が起こった
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のは事実ですし，あのような事件の再発はあっては困

るものです．しかし今まで良心的に医療を行ってきた

施設は，あのマニュアルで過剰とも思われる足かせと

経済的負担を感じていることも事実でしょう．

日本透析医学会では透析のコストについて議論をす

ることは難しいと思いますが，日本透析医会ならば安

全で合理的な透析について議論をすることは可能では

ないでしょうか．今後こういう議論が日本透析医会で

行われることを期待しております．

最後にこの稿を終えるにあたり資料の提供をいただ

いた徳島赤十字病院の渡辺恒明先生と麻植共同病院の

橋本寛文先生に感謝の意を表します．
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本年の5月20日の定例総会において，初代の稲生綱正会長，二代目の平澤由平会長（信楽園病院）に替

わって，平成13年より山�親雄（増子記念病院）を会長とする新しい体制がスタートしました．新体制に

替わって半年ほどになりますが，その体制と活動の概要を報告いたします．

〈新しい体制〉

会 長：山�親雄

副 会 長：今 忠正，飯田喜俊

専務理事：鈴木 満

常任理事：吉田豊彦，杉崎弘章，小野山攻，廣田紀昭，鈴木正司

事 務 局：加藤和男，時田正行

次に「常任理事会だより」につきましては，今まで，山�親雄（現会長）が担当してまいりましたが，こ

の度より常任理事鈴木正司が担当し，事務局が補佐することでスタートいたします．何分とも不慣れではご

ざいますが，一生懸命頑張りますので，会員各位におかれましては，一層のご指導ご鞭撻のほど，よろしく

お願いいたします．

常任理事会は7月13日，9月14日の2回開催されていますので，そのあらましをご報告いたします．

1.山�新会長の所信表明

会長就任に当たっての所信表明が行われました．組織率の向上，透析医療の標準化，経営の安定の3点

を主要な課題として取り組むことを述べました．

2.各種委員会の委員長，担当理事を決定

12ある委員会の委員長，担当理事は以下の通りです．

（1） 適正透析療法委員会：山�親雄.（委員長）

1） 適正透析導入部会（第一部会）：山�親雄（委員長・担当理事）

2） 維持透析療法部会（第二部会）：鈴木正司（委員長），廣田紀昭（担当理事）

3） 適正透析普及部会（第三部会）：今 忠正（委員長），後藤武男（担当理事）

4） 適正透析医療経済部会（第四部会）：鈴木 満（委員長），寺尾尚民・小野利彦・村上秀一（担当

理事）

5） 医療廃棄物対策部会（第五部会）：小野山攻（委員長），土谷晋一郎（担当理事）
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6） 在宅血液透析部会（第六部会）：前田憲志（委員長），鈴木正司（担当理事）

7） 医療制度検討部会（第七部会）：鈴木 満（委員長），小野山攻（担当理事）

（2） 危機管理委員会：吉田豊彦（委員長）

1） 災害時透析医療対策部会：杉崎弘章（委員長），黒田重臣（担当理事）

2） 感染症対策部会：秋葉 隆（委員長），秋澤忠男（担当理事）

3） 医療事故対策部会：秋澤忠男（委員長），指出昌秀（担当理事）

（3） 合併症対策委員会：下条文武（委員長），小野利彦（担当理事）

（4） 腎移植普及推進委員会：太田和夫（委員長），鈴木正司（担当理事）

（5） 腎不全予防医学調査研究委員会：小出桂三（委員長），前田憲志（担当理事）

（6） 研修委員会：阿岸鉄三（委員長），今 忠正（担当理事）

（7） 広報委員会：久保和雄（委員長），鈴木正司（担当理事）

（8） 情報管理委員会：鈴木 満（委員長），吉田豊彦（担当理事）

（9） 内規委員会：山�親雄（委員長），常任理事

（10） 倫理委員会：山�親雄（委員長），今 忠正（担当理事）

（11） 学会等助成審査委員会：山�親雄（委員長），常任理事

（12） 厚生科学研究推進委員会：山�親雄（委員長），常任理事

3.平成14年度診療報酬改定に当たっての要望の取りまとめ

透析施設の経営状態がこれ以上圧迫されると，安全，良質で効率的な透析医療の提供を保障することが困

難となります．そこで平成14年度に予定される診療報酬改定に向けて，日本透析医会は以下の4点に関し

要望をまとめました．

これは8月に公文書として厚生労働省担当課に提出されました．同時に日本医師会にも提出されました．

（1） 人工腎臓点数の適正評価

ダイアライザー・薬剤・検査等の「もの」の差益を技術料に振り替え，技術料を適正な2,280点（現行

1,770点）に増額を要望しています．

当会が実施した医療経営実態調査（平成12年）に基づき，適正な医業収益を加味した技術料を算出しま

すと2,350点となります．そこに平成12年度のダイアライザー価格引き下げ分と，慢性維持透析外来管理

料引き下げ分をそのまま取り入れました．（その結果は平成12年度改定では，患者1人当たり8,866円／

月の医療収入減少となります）．

（2） 透析液エンドトキシン（ET）処理加算点数の新規導入

透析液中のETを一定基準（10EU/l以下）で処理した場合は，技術料に１回当たり330円の加算を要

望しています．

ETは長期的刺激により炎症性サイトカインの産生を亢進させ，透析アミロイドーシスの発症を助長しま

す．またETを極めて低下させた透析液を使用すると，高価なEPOの使用量が抑制できます．医療経済の

面からも透析液の浄化は重要です．ET処理のための諸装置やその維持管理，耐用年数，人件費等から実際

に算出した数字です．

（3） 専用透析室内感染症対策加算の新規導入

厚生労働省が定める基準により，専用透析室を設け，感染症対策を実施している場合には，人工腎臓所定

点数に590円の加算を要望しています．

滅菌手袋，滅菌済み開始・終了セット，鉗子・トレー等の金属器具の洗浄・滅菌費用，感染性廃棄物処理

費用，ガウン，ゴーグル等の諸費用を計算した結果です．

（4） 慢性維持透析外来医学管理加算
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平成10年改定の，医会マニュアル（毎月検査から3，6，12ヵ月に1回もあり）を保険点数化しただけ

でも平均2,979.67点（現行2,800点）となります．これに最近の合併症を予防し自己管理を充実するために，

骨型ALP（骨病変対策：年3回），HCV RNA（慢性C型肝炎対策：年4回），レニン・アルドステロン

（悪性高血圧・低血圧対策：年4回）を加えた場合，月平均で246.6点増加し，検査点数は3,226.2点とな

ります．せめて現行点数にこの246.6点の増額（3,046.6点）になるように要望しています．

4.創立15周年記念事業について

平成14年は日本透析医会の創立15周年に当たります．5周年には「短時間透析」，10周年には「長期

生存とQOL」をテーマに記念シンポジウムを開催しております．そこで15周年記念事業として，平成14

年10月あるいは11月に，コンセンサス・カンファランスと合体した形での記念シンポジウムを計画して

おります．記念講演は人選中です．

なお，創立15周年の企画については，杉崎常任理事を中心として，プロジェクトチームを編成し，多方

面から計画することとしています．

5.平成13年度厚生科学研究補助金による研究計画

平成13年度厚生科学研究補助金による「21世紀型医療開拓推進研究事業」として，「長期透析に伴う合

併症の克服に関する研究（3年計画）」を申請しました．150件の申請に対し27件が採択され，われわれの

申請した研究も7月23日付けで採択されました．すでに関連会議やワーキング・グループの活動が開始さ

れています．透析の定期検査値を所定の形式で入力すれば（方式が一致していれば自動分析装置，FDや

CD-ROMからそのまま入る），自動的に解説・助言・指導などが，患者向けとスタッフ向けに分けて打ち出

されるものです．これは「透析医療の標準化」に向けた大きな進歩となります．できあがったソフトはCD

に収めて，2002年4月頃にはすべての会員がすぐに利用できるように会員施設に配布する予定で進めてい

ます．

また，この厚生科学研究事業を支援することを目的として補助金の対象となりますと，長寿科学振興財団

からは，本研究の研究者および協力者に対し海外派遣，外国人招聘，リサーチレジデント（106ヵ月，財

団の非常勤職員）などの補助を導入することも可能となります．

6.平成13年度レセプト実態調査

毎年定点観測的に継続している調査であり，各協力施設へ依頼中でありましたが，7月16日で〆切りと

し集計に入りました．医療費改定時の要望作成の重要な基礎資料として使用されるものです．

7.標榜診療科目「透析科」について

なお，長年の懸案事項であり，本会と透析医学会との合同による標榜科の実現について準備検討中です．

9月7日には，本会山�会長が日本医師会坪井会長に会長就任挨拶に赴いた際に「透析科」の要望をいたし

ました．

8.医会雑誌等の掲載原稿料の改定について

医会が発行する医会雑誌等の原稿料について検討し，統一化を図りました．

9.ホームページへの情報公開

厚生労働省より情報公開法に基づく指導があり，ホームページを利用した情報公開の増設を図りました．

その内容としては，通常総会資料に掲示されている事項を掲載いたしました．
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10． 会員限定ホームページの新設について

主として経営支援・診療支援・運営支援などについてQ&A方式による質疑応答を実施する計画で検討

しています．実施計画の詳細は，本誌428頁をご覧ください．

11． 全腎協と合同の5年ぶりの実態調査

本年は5年毎の透析患者実態調査（日本透析医会，全国腎臓病協議会，統計研究会による）を行う年に

当たります．そのため，調査票の内容の再検討と，新たな調査項目の検討が行われました．この調査票を使

用して，全腎協加盟の患者の10％を無作為に選択して，10月1日付けで調査が行われました．主治医の

記載する部分もあり，ご協力をお願いしました．集計・解析結果は統計研究会から別冊として刊行されます．

12． 災害時対策関係内規の整備について

医会として，災害時に対応する災害対策内規の整備を検討しています．情報収集・情報提供のやりかた，

事務局の対応のしかた，緊急・災害通信時の適切な内容・様式などが組織化されていることが求められます．

常任理事会では，その骨子となる災害対策規定案を基に，内容の十分な検討を開始しました．

一方では，本年7月6日に災害時透析医療対策部会が，副本部の災害時情報伝達・集計専用ホームペー

ジを用いて，第2回の情報伝達訓練を行っています．22都道府県190施設が任意参加し，「災害支部の情

報集計や集計等を支援し，情報の共有化を行う」掲示板としての役割を充分に果たすことが確認されており

ます．

また東京都の「災害時における透析医療活動マニュアル」の改訂に，医会の秋葉隆，杉崎弘章理事への協

力要請があり，日本透析医会が構築している「災害時情報ネットワーク」を活用する方針とのことです．

また内閣府の委託で，（財）日本システム開発研究所による「復興対策支援組織に関する調査」が行われ

ています．ここでは大規模災害の発生時に，専門職能団体が円滑に復興支援に立ちあがれるように「復興対

策支援組織」の構想を提案しています．

13． 平成13年度臓器移植普及推進月間・推進国民大会

この大会は文部科学省，日本透析医会，日本放送協会など多くの団体が後援して毎年行われています．臓

器移植の理解を深め，善意の臓器提供を呼びかけるキャンペーンであり，本年は10月20日に秋田市文化

会館にて開催されました．

本大会では，腎不全対策推進功労者として，本会顧問である横山健郎先生（国立佐倉病院名誉院長）が厚

生労働大臣から感謝状を頂いています．
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本会では，平成14年4月1日より，関係各位のご協力を得て会員限定ホームページを開設す

る運びとなりました．

会員限定ホームページ（パスワード付）の事業内容は，診療，経営および運営管理などの分野

で疑問に思うこと，相談したいことをQ&A方式により，適正な応答をしながら，プライバシー

や諸般の事情の保護についても十分に意を払うこととしています．

この事業の遂行により，会員各位における診療，経営および運営管理などの改善並びに向上支

援，さらには，透析医療事故防止など適正透析医療推進の一助になればと思い計画いたしました．

また，本件の応答責任者は，本会役員の中から経験豊富な者を分野毎に選任し，責任をもって

ご相談に応じる所存ですので，安心して，お気軽にご利用いただくことをお薦めいたします．

当面は，会員限定ホームページの事業内容を次頁に掲げる「会員限定ホームページの事業内容

について」により開設することといたします．

追って，会員各位には，別便にて会員番号（5桁），パスワード（8桁）等をご連絡いたします．
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会員限定ホームページの事業内容について

事業の範囲 ① 経営支援 ② 診療支援 ③ 運営支援

区 分
質疑応答等通信手段

会員からの質問（相談） 本会からの応答（返事）

応答伝達方法

会員は，次のいずれかにより，

本会事務局へ連絡をする．

� Eメール

� FAX

� 手紙

本会は，会員のプライバシー等

を勘案し，会員の了承を得て，

次のいずれかにより，本会事務

局から，会員に連絡する．

� 会員限定ホームページ

� Eメール

� FAX

そ の 他
電話での質疑応答は，聞き漏らしの防止および記録保存等の観点か

ら，特別な事情を除き，原則として実施しないことにする．

会員限定ホームページの流れ

1 透析医療関連事業の範囲等について

2 応答伝達方法等について
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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判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）．なお，原著は要旨，緒言，対象・方法，

結果，考察，結語の形式とする．総説，特集について

は最初に要旨を記載する．

� 図はレタリングしたものとする．図表はB5判大の

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.日透医誌，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

21世紀がどのような年になるのか期待（？）しながら新年を迎えましたが，それからはや一年

が経とうとしております．皆様にはいかがお過ごしでしょうか．

昨今われわれの周囲は，国際的には ・テロ関連・の報道がふき荒れ，国内では ・構造改革・の声

が叫ばれております．高齢者や健保本人の受診時自己負担の増額や診療報酬の引き下げの声も聞こ

えてきます．

お手元に日本透析医会雑誌16巻3号をお届けします．本号では感染・災害など危機への対策を

述べた論文が5編掲載されましたが，これらは実際の経験に基づくものばかりで貴重な内容です．

最近災害が多く発生している時に，これらに対する備えをしすぎて過ぎることはないと思います．

一方，透析医療経済の問題は，健康保険制度や医療費が大きく変わるとの声がある現在，基本的問

題から学んでおく必要があります．その意味で医療経済論文『透析医療と経営』は参考になるでし

ょう．また医療廃棄物の問題や透析患者の栄養の問題も透析療法の質，患者のQOLの向上のため

に重要なことがらです．その他，有益な論文が多く掲載されておりますので，どうぞご熟読下さい．

ご多忙中，このように立派な論文を執筆して下さった先生方には心から感謝の意を表します．

来年こそ平和の年であり，透析医療でもさらに良質の透析が行うことができ，充実した年である

ように願ってやみません．広報委員会でもさらに皆様の役に立つ雑誌を発行して行きたいと念じて

おります．

では先生方にはどうぞよい年をお迎え下さい．

広報委員会副委員長 飯 田 喜 俊
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