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なぜリンゴは木から落ちるのか？ なぜ？ 理由は？ 法則は？ と問い続けることで科学が

進み， 合理主義社会が生まれた国．個人の自由と権利を尊重し，個性を磨き，独創的な仕事を成

し遂げるための環境に恵まれている国．いわずと知れた欧米各国，・Why・の国である．

一方，いかにして，どんな方法で周囲との調和を保つかを考えながらものごとをあるがままに

受入れ，家族のしきたり（家長制度）の中で何事も控えめにと教えられ，しゃべりすぎず，でしゃ

ばらず，謙虚でやさしい態度，全員が平等，個性に乏しい似たような性格の社会人を育て，国や

企業の利益を中心に考え，個性を抑えるのをよしとしている国．あえて基準や定義を好まず，暗

黙の理解のもとに匠をひたすら追及することを尊んでいる国．これが ・How・の国，日本である．

最近は少しずつ基準や定義を整備し Whyへ変貌しつつあるが，基本的にはまだ Howの国で

ある．

こんな日本に「聖域なき構造改革」を旗印に，黒船「小泉純一郎丸」が誕生した．旗印は「競

争すればすべて上手くいく」という理由で，「競争を阻止し保護している規制を撤廃」し，米国の

基準，経済を中心とした規制のない市場原理を導入した．不良債権という捕虜をとって，それも

待ったなしと早急な対応を迫っている．市場では馴染まない基準，標準にとまどい，変身できな

いうちに優勝劣敗，勝ち組・負け組をはっきりさせ，まさにHowの企業の退場を命じている．

その影響を受けた医療制度改革はどうか？ 2001年9月25日厚生労働省より「試案」が発表

された．この「医療制度改革試案」は，中央省庁再編に伴い「審議会」が整理統合されたためか，

従来の「審議会」を経てまとめられたものではなく「官僚案」である．この試案は「負担増」と

「今後の医療のあり方」の2部構成と考えるが，当初掲げた抜本改革というより，当面の財政危機

を乗り切るための施策に重点が置かれているように思える．

医療は「社会保障」であり，「社会のセーフティネット」でなくてはならないのに，病気で治療

を受けるときも，経済負担を強い，安らかに過ごせる環境を否定し，経済あっての社会保障を強
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く打ち出している．勿論経済は否定しないが，世界に冠たる「日本式皆保険制度」を守るという

気概もなく，経済負担だけを強いる施策はどうか．世界の医療費を検討すると，日本人1人当た

りの国内総生産（GDP）は5位であるのに対し，総医療費とGDPとの比は，米国12.3％，ドイ

ツ9.4％，日本7％で18位と著しく低いことをみれば，これ以上の経済負担を国民に強いるのは

愚策であろう．

そうした中で，2001年12月17日，診療報酬改定案が提示された．診療報酬本体が1.3％，薬

価・医療材料が1.4％引き下げられるようだが，①被用者保険の患者3割負担は見送られ，②老

人医療費伸び率管理制度は断念され，③高齢者に対する1割負担の上限設定など高齢者への配慮

もなされたようだ．透析など個々の分野に関連する項目についてはまったく情報はなく，唯一ダ

イアライザーのR幅が据え置かれることだけは決まっている．ひとまず患者負担増も少なく，こ

れで国民皆保険制度は守られそうである．ただ，今後1～2年で医療に対するわれわれ医師の考え

方，哲学を国民，患者に伝え，彼らの理解を得ないと，戦後日本がつくり上げてきた「皆保険制

度」など医療の根幹を揺るがす事態を招きかねない．

ここに「医療制度改革試案」に関してマスコミが取り上げた論点を提示し，先生方のご意見を

賜りたい（4月1日，会員限定のホームページ開設）．

① 終戦直後につくられた医療制度が「原型」のまま残され，その中で医師が自らの世界で安

住しているから改善されなかった．既得権や仕組みを壊されるから改革に乗り出そうとしな

い．そのツケは回りまわって結局は医師達の首を締めることになる．

② 医療機関の多くは「医療の質」に関する定義を明確に位置付けていない．質の評価を盛り

込むべきである．

③ 効率的な運営への意識が不足していたことから，無駄な医療への取り組みが充分でない．

効率的運営と商業主義は異なる．最近の医療は商業主義に走って無駄な検査や投薬が多い．

④ この「改革試案」である程度の目鼻をつけないと，皆保険制度はもたない．3割負担が果

たして皆保険の体をなしているのか？ 4割，5割と負担増となったら皆保険は破綻する．保

険加入は否定され必要なとき自己負担するという意見も出てくる．この際「公民ミックス保

険」創設も考えたらどうか．

⑤ 慢性期の長期入院への対応を明確化．6カ月以上の入院患者の中には，介護ケアでカバー

できるものがほとんどではないか．その制度創設を望む．

⑥ 医療は「社会保障」という概念が医療側にも国民にも希薄になっている．医療費削減は社

会不安を招き好ましくない．

⑦ 医療財政の逼迫は，年8％伸び続ける「老人医療費」の増加が原因とはいえ，高齢者に負

担を強いるだけではあまりに無策である．
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⑧ 株式会社による病院経営に問題があるか？ 医療法人は間接金融つまり銀行からの借入金

に頼らざるを得ない．配当が医療の非営利性を阻害し，医療法人の借入金の利子は「医の倫

理に適う」という理屈には説得力がない．銀行の経営が危ぶまれ，銀行からの借入金に依存

している医療機関は改革を促しても改革できないのではないか．資金の調達を市場から直接

調達（直接金融）の選択肢のある株式会社を認めても良いのではないか，等など……．

いささか論調に無理なところも見受けられるが，思い当たることもあり，真摯に受け止め対応

しなければならないと考える．たとえば「無駄な医療費」と言っても，暗黙の理解でなく「なに

が無駄なのか」定義付けして話し合わないと，医療側，患者側や経済界から様々な意見が出て噛

み合わないことが多いのではないだろうか．

以上に述べた ・How・からの変身のために，基準化，定義化を医会が提示することが必要な時

期ではないだろうか．以下に，これに関する〈日本透析医会の取り組み〉について述べる．

1）「透析医療の質」の維持

厚生科学研究事業「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」（本誌Vol.16，No.3参照）の

中で「透析医療の標準化」を提案している．いわゆる会員施設の「医療の質」維持を目標とした

パソコンソフト（MedicalInformationNew Technology（MINT）システム）を3年間かけて

開発することを予定している．今回（今春）会員施設にお届けするソフト（Phase1）は，検査室

（所）からのデータを入力（自動取り込み可）すれば，各患者さんに仕分けられ，異常データ（基

準値設定は約2,000名の患者データを分析し±5％を目安に異常値と認定）を分析し，コメントを

付加（患者提示用，スタッフ確認用の2種類．スタッフ用では「医師に上申」，「……を確認」等

のコメントが出る）し，データの管理，利用を支援する．さらに印刷して患者さんへの情報公開

として使えるし，コメントをカルテに添付すれば，「患者指導」の証拠となる．この研究に参加し

ていただくと，日本透析医会のサーバーにデータが蓄積され，災害時自施設のデータが滅失して

もフィードバックが可能となる．データは「日本透析医会情報管理規程」に従って管理されるの

で心配はない．

各施設では独自のソフトを構築，使用されている施設もあると思うが，これを機に参加をいた

だければ全国のデータを基に有識者による日本の透析に関するEBM（evidencebasedmedi-

cine）の構築，合併症対策構築など，最終的には，標準的で良質な「透析医療」を提供すること

ができる．

2） 会員の経営・診療・運営支援

会員限定ホームページを2002年4月1日より開設する．前記のような「医療制度改革試案」
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へのご意見をはじめ，経営，診療，運営の問題について，会員の先生方のご相談に応じていく予

定で，積極的な運用をお願いしたい．たとえばレセプト請求の疑問点など，相談しにくいことも

歓迎である．

（注）「情報管理規程」は，平成14年度の総会に議案として上程し，承認を得ることとしています

が，それまでの間は，常任理事会の暫定承認により施行している．
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司会 お手許の資料に阿部正俊先生のプロフィールが

書いてございます．厚生省の局長職を投げ打っての政

界進出でございました．本日はいろいろご教示いただ

きたいと思っておりますので，よろしくお願い致しま

す．

阿部 皆様，阿部正俊でございます．

現在，参議院の厚生労働委員会の委員長を任せてい

ただいております．本日は透析関係のお仕事をしてい

る皆さん方のお集まりと承知しておりますが，あまり

格式張った話をするのも面白くないと思いますし，

「あのときお前，こう言ったではないか」と言われる

ようなことを気にしながらやるというのも，どうかな

と思いますので，そのへんはひとつお許しいただいて，

私も私見，あるいはあえて議論をしていただく意味で

刺激的なことを申し上げることもあろうかと思います．

ときには気に食わないことがあるかもしれませんが，

そこはどうかひとつご理解をいただきますようお願い

します．

鈴木 満先生には，厚生省の現役時代に保険局の審

議官をしていた頃から，あるいはそれ以前から，透析

療法を中心とした患者さん達のQOL，あるいは生活

といいましょうか，そのようなことをどういうふうに

していったら良いのだろうかという話を中心に，いろ

いろなことを議論させていただいてきました．

山形にも，透析医会がございますし，その中心にな

る方々も一生懸命頑張っております．クライアントと，

それからそれを支える医療人としての皆様方との関係

を良いような形になんとか持っていけるよう心砕いて

いるつもりでおります．

私はもう役人はやっていませんので，「私はこう考

えます」ということは厚生労働省の方針と同じではあ

りませんし，あるいは皆さん方にとってもあまり面白

くないなという部分もあるかもしれませんが，私は個

人個人が，あるいは分野ごとに立場立場でものを言い

張ってぶつけて，あとは適当にやってくれという時代

はもう過ぎたと思うのです．これからは，5年・10

年・20年，100年とまでは言いませんが，長続きす

る医療というものを「ビシッ」とここで構築しておか

ないと駄目なんではないか．いままでの考え方という

のは，一言で言いますと，負担はできるだけ少なくす

る，保険料もできるだけ少ないほうが良いというふう

な議論が横行していた時代でもあったと思います．こ

の辺のところについて，やはりなかなか勇気がいるの

ですが，「一定の筋論」と，「全体が成り立つためには

どうなければいけないのか」ということを追求してい

かなければいけない．同時に，「良いQOLのサービ

スを享受する」とするならば，そのコストはどうする

か，そのコストをどうやって分担していくか，という

ことを，やはり公開の場で，「制度論」としてもう一

度組み立て直す時期に来ているという気がします．そ

んなところについて，私の考えを2，3お話申し上げ

たいと思っております．

1 医療保険改革の状況

最初にお話申し上げたいのですが，いま所謂「医療

保険の改革」と称されるいろんな議論が出ています．

医療保険改革の目下の状況ですが，まさに構造改革

と言いましょうか，システム全体を組替えないといけ

ない時代に来ている気がします．今の厚生労働省案に

しろ，医師会さんのご主張になっている案にしろ，健
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医療と医療保険の「改革」について

阿部正俊

［医 療 保 険］

参議院議員



康保険組合連合会案にしろ，各々の立場の枠内でなん

と言うか，押し合い圧し合いみたいなことになってい

るのではないかというふうに思います．もうそういう

既存の医療保険の枠の中での出入りじゃなくて，「医

療」と「医療保険」を分けて考えて，その接合をどの

ようにするのかという議論が絶対に必要です．そこを

議論しないで，まさに統制経済で，一歩もそこから出

ないで議論すると，これからの自由経済国家日本とし

て，もう限度というか，医療そのものの進歩を抑制し，

水準の低下につながる恐れがないかと思うのです．

「金の切れ目が命の切れ目」につながることは避け

なければなりませんが，もっとハイレベルといいましょ

うか，今日までの医療，医療保険の歴史を踏まえ，そ

れを評価したうえで，将来につながる改革をする視点

が必要です．

私は第2ステージだと言っているのですが，いま

までのように手取り足取りする一方で，手足を縛って

泳げみたいなことはないのか．日本の医療保険という

のは，いってみれば統制経済だと思います．誤解しな

いでいただきたいのですが，だから公的保険は廃止し

ようというのではありません．それは絶対必要です．

しかし，公的保険の枠内で，一律平等の観点からだけ

物を考えていては先が見えてこないのではないかと思

うのです．もしかしたら「平等の不平等」みたいな現

象が起きていないか．今日の直接の問題ではありませ

んが，わが国は入院期間が世界一長いのですが，入院

するかしないかの選択が患者さんとお医者さんの裁量

に任されていて，その裁量に対して一律平等に徴収さ

れる保険料と国庫負担で賄うというのは，ある意味で

は健全なのかなという見方もある訳です．このような

ことをもう一度考えてみる時期に来ているのではない

でしょうか．

全体のコスト，医療費30兆と言いますけれども，

私は30兆が40兆になっても結構だと思います．け

れどもこれを全部，強制的に徴収する保険料なり，国

庫負担で，それと公定価格として一律に定められた患

者負担で賄えというのは無理があると思います．

「医療」というのは本来自由なのです．患者さんと

の間の約束ごとなり，医の倫理なりでやっていけば良

い．一方で「保険」というのは一定の限度の中でやる

というのは，当り前の話です．ということで，わたし

はそれをどのように接合するのかという議論を一度，

どうしてもしなければいけないと思います．

1） 患者負担の問題

患者負担は2割の人もいれば3割の場合もありま

す．あるいは高額療養費で返ってくるケースと返って

こないケースがあります．それも所得などに応じてい

ろいろあり，ものすごく複雑になっているというのが

現実でございます．

とりあえず一番問題になりますのは，被用者保険本

人の8割給付の2割負担というのを，3割負担にしよ

うということですが，これについては与党自民党の中

でいろいろな議論がされました．最初は平成14年度

からやりましょうということだったのですが，それを

「必要なときに」と直しました．それでは「必要なと

き」とは何時なのか．保険料率の改定とのからみもあっ

て，15年度からかどうなのかまだ決まっておりませ

ん．

一方，「薬剤の負担」については，定率3割負担と

関連してくることになります．2割負担のままだった

ら薬剤負担は残し，3割負担なら止めるということに

なると思われます．

2） 保険料負担の問題

政管健保，組合健保，国保も保険によって負担額が

違いますが，保険料増になると思います．特に国民健

康保険につきましては，いろんな意味でしんどい状況

が続いております．潰れないでなんとか続けられるの

ではないかという見通しですが，それは老人医療の問

題との絡みが出てきます．

3） 老人医療の問題

老人医療については，対象年齢を70から75歳に

引き上げるということですが，給付のほうは 70も

75歳以降も変わりません．定率1割負担，9割給付

となるでしょう．そして一定の所得のある人，これは

未定でございますが，大体サラリーマンの平均年収ぐ

らいの所得がある人は少し多く負担していただくこと

になるのではないでしょうか．それは1割ぐらいの

人ではないかと思いますが，その方々については給付

率が9割ではなくて，8割になると思います．それが

どのくらいの範囲の人なのかについては「所得の負担

能力に応じて」という表現になっておりますので，未

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.1 20026



定でございます．平均年収で言いますと5～600万以

上にはなるのではないでしょうか．こうした老人医療

についての改正のポイントは，給付は変わらないわけ

ですが，いわゆる拠出金の対象を，75歳以上に限定

しましょうということにあります．

老人医療費は各制度からの拠出金で賄われているの

ですが．たとえば，健康保険組合でいえば，保険料は

自分たちの保険料として出しているのに，半分も自分

たちの組合員でない老人のための拠出金として取られ

る，という発想になってくるわけですね．高齢者の医

療費というのは各制度の老人の加入率の如何にかかわ

らず，皆さんの所得に応じて負担してもらいましょう

ということでおかしくはないのですが，健康保険組合

にとりましては，保険料は自分たちの医療を賄うため

に出し合うという制度ですので，昔の50％調整の時

代だったらいざ知らず，100％調整ですので，出した

保険料の半分ぐらいを老人医療のために出さなければ

ならんということは，どうしても納得できない．そん

なこともあって70から75歳まで対象を延ばしたわ

けです．

4） 拠出金の問題

国庫負担は，75歳以降について現在3割公費負担

ですね．県，市町村を入れて3割ですが，これを75

歳以降については，公費負担を5割にしましょう．

拠出金のつぎ込み方を軽くするということです．従来

は公費負担のほうから見れば70歳以上の人たちに3

割出していたのが無くなり，75歳以上の人たちに5

割出し，言わばツーペイみたいな格好になるわけです．

これを段階的にやっていくことになります．

① 年齢引き上げの影響

70歳以上の人たちを全部，拠出金なりなんなりで

賄っていたのが，70～75歳までは，国民健康保険に

残ることになるので，これは国保にとっては，非常な

負担増になります．ただこれについて，一つは30％

加入率上限の撤廃という技術的な方法で減らせるかも

しれません．

② 30％加入率調整上限の撤廃

従来の老人医療というのは，建前上70歳以上の人

については保険集団の加入率の如何にかかわらず平均

的な加入率を基準にして，それより加入率が少なけれ

ば，その差分を拠出し，逆に上回っていれば拠出金は

入るほうが多くなるというように平均加入率を基準に

して，全体で賄うのが原則なのですが，しかし，これ

には例外があって，市町村毎の国民健康保険の中で，

老人の加入率が30％を超えた分は調整の対象にしま

せんよという仕組みがあるので，30％の加入率を超

えたら，そこは調整対象からはずしましょう，自分の

保険料でやってくださいと，こうなっていたのを，そ

れを止めます．

全部100％調整にいたしましょうということにな

りますと，そこは国民健康保険にとっては負担が減る

が，逆に健康保険組合，被用者保険のほうでは負担が

増えるということになります．だから被用者保険のほ

うからしますと，従来70から75歳までのものも拠

出金の対象になっておりましたが，今度は75歳以上

が対象となりますので，そっちは負担が減るという格

好になります．なんとかかんとか辻褄が合うような形

になりそうでございます．

そんなことで少なくとも来年は，国保も含めて保険

料の若干の引き上げがありますが，国保負担増も一定

の割合で抑え込まれています．なんとか運営されてい

くかなと，こんなふうに言われています．

5） 薬剤費の引き下げについて

薬価改定は2年に一回ずつやっていて，従来それ

が診療報酬改定の財源になったのです．しかし，だん

だん薬価差というものがなくなってきていますので，

もう限度に来ているように思います．

今回も，若干薬価改定で引き下げがあると思います

が，そう大きなものにならないでしょう．また，老人

医療についての患者負担の増とか，保険料の引上げと

かもやるという，ある種の危急存亡のときみたいな対

策を打ちますので，薬剤費の引き下げ分を診療報酬の

増にまわすということは，到底許されないだろうと思

います．

6） 診療報酬のマイナス改定問題について

同時に診療報酬についても，マイナス改定というこ

とが言われております．これは未決定でございます．

これからの12月24,5日だと思いますが，来年度の

予算の中で，大きなテーマの一つになってくるであろ

うと思います．

財務省なんかに言わせると，今の経済状態からすれ
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ば，5％から6％近いマイナス改定ができるはずだと

いうような人もいますし，一方，医師会などからはせ

めて据え置きにしてくれというような議論があります．

国庫負担の上限と言いましょうか，シーリング，夏の

時点で国庫負担の上限はここまでと，政府としても決

めていますので，その範囲に収めるためにはどうなの

か，さっき言った薬価改定の影響だとかということも

勘案した上で，マイナス改定の幅というのは，1％，

2％，3％か？ これはいま値を言うことは差し控えた

いと思いますが，若干の引き下げは避け難いのではな

いでしょうか．

医療経済実態調査を中医協がやることになっていて，

その結果が先だって発表されました．医療機関はマイ

ナスにならずに，プラスになっているという結果も出

ています．そんなことから，支払い側は大幅な引き下

げをやるべきである！という議論をいま展開しており

ます．そのへんの決着はどこにするかというのは，あ

まり建設的な議論ではないのですが，いわば理屈なし

の「三方一両損」との小泉さんの言にあるように，若

干のマイナス改定は避け難い面があると思っています．

2 質問事項について

1） 公的保険と民間保険の扱い方について

鈴木 満先生からいただいた，「混合診療の禁止の解

除時期と解除の形態について（公的保険と民間保険と

自由診療との3階立，または，日医のいう一般型と

特定型とにわけ特定型のみ解除する方法等）」「すでに

平成13年10月1日よりガン対象の自由診療保険メ

ディコムが70の医療機関を協定病院として発足して

います」という質問に対してです．

これについては，今回の改定の中で議論されている

問題について，似たような対応を申し上げますと，い

きなり公的保険を活用して組み合わせてやりましょう

というような本格的な形にはなりません．そこまで踏

み込んで議論されていません．

私は別の意見を持っています．今の特定診療費は，

室料だとか，あるいは予約診療だとか，大きな病院の

紹介なしの初診だとか，あるいは歯科の一部だとかに

限定されているわけですが，このへんについて少し拡

大できないだろうか？ たとえば初診の自己負担の特

定診療機関を受診するとき患者さんは払うわけです．

紹介状なしで来たときには大型の病院の場合には払っ

て貰うというかたちになりますが，それは初診だけに

限らず，再診も対象にできないだろうかというような

ことです．予約診療などにつきましても，たとえばこ

のお医者さんに見て貰いたいというときには，どうい

うふうに考えるべきなのかという議論．いわゆる特定

療養費対等の病室につきましても，今は5割までと

なっているが，これもある一定の条件下においては6

割,7割でもいいのではないかという議論をする．特

定療養費制度を活用して，患者の意向に沿ったかたち

で選択されるときには，患者さんにも然るべき額を負

担して貰いましょうというのを，拡大していったらど

うかというような議論が，今行われつつあるようです．

あと鈴木 満先生からいただきましたメディコムが

やっています自由保険ですね．これについては厚生労

働省の考え方はあくまでも，これはいわば根っこから

自由診療だから，われわれの関知するところではない

という態度です．だから，まさに健康診断だとか人間

ドックと同じで，これは自分で選んでやるのだから，

保険とは関係ありません，こういう考え方でしょう．

したがって，特定療養費にもならない．

現在のところ厚生労働省では，それは自由診療の範

囲に属する問題だということのようです．

2） DRG，PPSの導入問題について

「高齢者医療保険へのDRG/PPSの導入時期につい

て．伸び率目標≦高齢者数の増加×1当りGDPの伸

びを達成するには，導入せざるを得ないと思いますが」

という質問について．

これについて言いますと，いわば高齢者医療につい

ての「まるめ」と言いましょうか包括払いといいましょ

うか，1日幾らとかいうふうな形では，いままでも行

われてきておりますし，さらに進められる面があるだ

ろうというふうに思います

ただ，より狭くDRG，PPSを考えますと，急性期

入院医療についても疾病群をメルクマールにした定額

制ということも考えないといけません．疾病群を代表

にして，一定の額の範囲でやってくれというようなこ

との契約と言いましょうか，これが DRGなり PPS

というふうにいわれているものだというふうに理解し

ていいのでしょう．これについては現在国立病院その

他で，実験，施行中であるということで，その結果を

見た上で，今年，来年という意味ではなくて，もう少
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し長い目で検討していかれるのではないでしょうか．

DRGやPPSとちょっと違いますが，今EBMとい

うことが言われます．これから先，やはり疾病ごとに

もうちょっと治療方法なりを，ある程度絞り込んでい

くというような意味で，また医療の進歩のためにも，

EBMの考え方は私は必要なことではないかなと思い

ます．患者さんにとりましても，日本の医療にとりま

しても，皆さん共通のマニュアルみたいなものがなに

もない状態ではどうでしょうか．それは医学部の教育

がやっているといわれればそれまででしょうが，実践

的な形でもう少しいろんな対応というのは，私はでき

るのではないかと思います．これはまさに国民皆保険

で，ものすごいデータというのがあるはずなのです，

疾病ごとに．そういうものをまとめて皆さん方の診療

の指針なりにしていくことによって，全体の医療資源

の効率的な配分なり，患者さんのQOLの向上なり，

あるいは治療効果も上がるようになるかもしれません．

そういうことに活用できるのではないかと考えます．

私は診療費を安くするか安くしないかということでな

くて，もう少し，それらの集計をして，まさにIT時

代ですからできる範囲のなかでやろうではないかとい

う気を，もうちょっと盛んにしていかなければいけな

いと思います．そのような試みは，これから医療情報

のIT化と平行して，ぜひ検討していかなければなら

ない時代であろうというふうに思います．

同時に，いまIT化とか，電子カルテとかいう議論

がされていますが，私は特に事務処理上の無駄という

のでしょうか，効率化をしていかないといけないと思

います．診療報酬の請求支払いなどがそのいい例です．

他の世界では常識化しているものが，医療保険の世界

では非常に昔風で，古色蒼然たる状態の部分ではない

だろうかと思います．これはやはり改善していかなけ

ればいけません．たとえば，被保険者証もカード化し

てもいいのに，依然として紙です．またレセプトの電

算処理も余り進んでいません．もちろん審査支払いは

どうするのだろうという議論にすぐなってきますが，

なんとか工夫しなければなりません．そういう事務費

コストというのも，バカにならないと思います．うっ

かりすると1割近くになっているのではないかと思

います．

今後，社会保険診療報酬支払基金も民間法人化いた

します．そうしますと，そのへんの関係，状況という

のが，大いに変わっていくような気がします．そうな

りますと，そこには大量の情報が集積されるわけです

から，DRGなりPPSなりのアメリカ方式を導入する

かどうかという問題ではなくて，やはりもう少し科学

的な根拠に基づく医療（EBM）データを上手に使っ

ていくような時代にしていかないといけないのではな

いかと思います．

3） 老人医療費の総枠管理について

老人医療費の総枠管理方式についてですが，これは

厚生労働省の案があまりにも乱暴すぎたものですから，

先送りになりました．私もこの方式は無茶だと思いま

す．ある一定の目標を決めて，翌々年度にそれを診療

報酬全体の改定幅に反映させるというわけですね．そ

うしますと変な話になります．私は山形ですが，山形

の医療費と医療費の高い県の医療費はぜんぜん違うわ

けです．それをこっちが多くなったというので同じ割

合で，山形とか長野なんて低いほうなのですが，それ

も同じように削られる．それでは合理性はまったくな

いだろうと思います．むしろ私は医療機関ごとにやる

というのなら，ある意味では正当なものもあるだろう

と思いますが，それがまったくなしに，自動的に各医

療機関の共同連帯責任みたいでやれというようなこと

は，あまりに無茶苦茶な話です．そういう意味ではな

いことになりました．今回の改定案の中でも消えまし

た．ただ表現として，診療報酬改定の際一つの指標と

しましょう，あるいは改定の際一つの参考にすべきメ

ドとして，「医療費の伸びと，それから国民所得なり，

国民生産なりの伸びと，バランスを取っていくように

しなければいけないのではないか」，そのように努力

しましょうというような，そんな表現が入っています．

そのへんはやはり考えていかなければいけない時代に

来ているというふうに思います．ただ具体的に実行さ

れる法律上の仕組みとして，14年度なり，15年度か

ら導入されるものは，あのような案ではないと思いま

す．

フランスは実施して違法だったということなのです

が，フランスの場合は逆に，翌年度の医療項目で差し

引くというやり方をしたのです．これはやはり憲法違

反だったという判定になりました．これは如何にも駄

目になると思います．実際にサービスして契約した値

段で支払っておいて，それはサービスがあったわけで
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すから，その支払った値段を，お前はちょっと行き過

ぎたから，翌年度切るよというのは，ちょっと無茶な

のです．これはさすがに厚生労働省は採らなかったの

です．

でもこれは目標を上回ると，個別医療機関から引く

のではなくて，トータルの医療機関として，翌年度の

改定にマイナス改定します，という話ですから，これ

はやはり全体的責任でありますけれども似たような傾

向があります．乱暴すぎますので，たぶん無いと思い

ます．これからも無いと思います．

ただ，国家財政だけではなくて，国家経済的に医療

費にどういう形で合わせていくのかというときの指標

としては，老人医療は伸び率目標などの論議を深めて

いかなければいけない．お年寄りの支払いの仕方なり

についても，もう少し深めていかなければならない．

私も先だって，父親を亡くしましたけれども，いま

お袋が似たような状態になっております．個別の問題

をあまり申し上げるのはどうかと思いますけれども，

86で父は亡くなりましたが，今，お袋は86になり

ます．経管栄養になっていますが，この状態をどのよ

うに考えるべきなのかと，正直いろいろ考えさせられ

ます．うちの父親，お袋なんかは昔型ですから自分で

自分の意思決定なんかほとんどしないわけです．これ

から先，医療の有り様というものを考えたときに，本

人の意思みたいなものによって実施するのか，本当の

意味でQOLというのはなんなのか，ただ心臓の鼓動

だけを長持ちさせるということが医療なのか，という

ようなことを，正直考えさせられます．そうかと言っ

て，止めてくれみたいなことはなかなか言いにくいし，

お医者さんの判断だけで，すべてお任せしますという

のも無責任ですし……．

結局そうしますと，一般論でございますが，これか

ら年をとるであろうわれわれ以降の世代は，自分の意

思しかないのではないか，決め手は．家族に任せます

ということもある意味では無責任な話なので，自分の

意思を表明して，その意思を尊重して，周りの者も協

力していくことがもう少し一般化しないといけないの

ではないかなというように私は思います．

そんなこともあって，私は介護保険の実施と同時に

いわゆる「成年後見制度」という仕組みを民法上，法

務省と話をして法律にしましたが，まだあまり使用さ

れておりません．せめてこれからの日本の高齢社会と

いうのは，お金の問題だけでなくて，一人一人高齢期

の人生の送り方，フルマラソンでいいますと，ゴール

インするときの姿，あるいは 35キロを過ぎたら

42.195キロまでの過ごし方についての覚悟と自分の

意思というのを，できるだけ65歳になったらちゃん

とどっかにメモしてもらう．良いのかどうかは別にい

たしまして，どちらかと言うとそういう時代が本当に

来ないと，なにか皆さん無責任体制になって，おかし

くなってくるのではないかという感じが正直します．

そこがこれからの高齢社会の一番心配なところなので

す．だってコストは誰かが払わなければいけない．そ

れには限度かある．連帯というのは逆に言うと，利用

する人も払うということではじめて成立するのではな

いでしょうか．無限の連帯というのはあり得ないので

はないのでしょうか．それが医療保険なのです．そん

な状況下で医療の世界と医療保険の世界をどう接合す

るのか．両者の原理の違いを念頭におきながら，なん

とか調和が成立するような状態というのを冷静に，あ

る意味では冷徹に考えていかなければいけない．建前

論あるいは自分の立場論だけで意見を投げつけあって

も前は開けない．負担が少ないほうが良い，給付は多

いほうが良いみたいな議論が罷り通るようでは，先々

心配です．もっと自立と連帯というのをうまくバラン

スさせた上で，組み立てていく医療なり医療保険でな

ければいけないのではないか．そうでないと長続きは

しないと思います．

4） 地域較差と医療保険について

「来年度の診療報酬改定における大幅な保険点数引

き下げは必至とみております．ただ，毎回不思議に思

うのですが「なぜ全国一律なのか」ということです．

賃金，賃借料を始めとする固定費についての地域差は

歴然としており，診療報酬についても差があってしか

るべきかと考えますが」という質問について．

これについては地域間の差，特に固定費だけではな

くて，一番ちがうのは人件費だと思います．看護婦さ

んの給料一つとりましても，山形と東京とではだいぶ

違うのだと思います．それは東京の看護料を高くして，

山形はその3割減ぐらいにするかということをやる

のならば，それはものすごい差になると思います．つ

まり保険料はどうなるのということになる．県単位ご

とに独立しましょう．たとえば政府管掌健康保険で同
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じ給料ならば，山形におろうが，東京におろうが，高

知におろうが，北海道におろうが，皆さん同じ保険料

率なのです．診療報酬に地域差を設けるなら保険料の

ほうはどうするのかということを考えなければいけな

いということになってきます．

それから同時に，いわゆる同じサービスを得るよう

に，地域差を考えてそれぞれ配分しましょうというの

は，従来の生活保護的な福祉の世界の考え方でもあり

ました．

サービスは同じ．その価格は国が配分するという考

えです．従来の福祉はそれでやってきた．それはもう

配給の世界なのです．ということはこれから取るべき

道だとは思えない．むしろ地価なり人件費の差がある

ならば，そのコスト負担はそこに住む人達に出してい

ただくというのもあるのではないか，むしろそんな気

がします．

私はもっと本格的な形で，あとで申し上げますが，

特にお部屋代とか，食事代だとかいうふうな部分につ

いては，むしろ保険からはずして，もっと考えるべき

時代に来ているのではないかと思います．そういう意

味では，地域差を反映させた診療報酬改定というのは，

多分ないのだろうと思います．一部それにつきまして，

入院料について，一部地域加算というのを，ほんの僅

かですけれどもあります．

でも，これ以上本格的にやっていく，マーケット・

バスケットみたいな考え方にするのでしたら，もう一

度社会保険の基本に立ち返って検討してみなければな

らないでしょう．

5） 人工透析の包括化について

「人工腎臓の包括化の拡大の可能性はないでしょう

か？ たとえばエリスロポエチン，抗凝固剤（ナファ

モスタット，低分子ヘパリン），ダイアライザーなど」

という質問について．

これについては私もあまり詳細にわかりませんが，

厚生労働省にいろいろ聞いてみました．もともと「出

来高払い」ですと，ある部分ものすごく過剰投与，あ

るいは過剰診療になる可能性のある部分について，で

きるだけ合理的な形でやって貰おうと「包括化する」

わけですから，そういう視点から見ると，人工透析に

ついては，あまり意味がないのではないかと思ってい

ます．今のところあまり拡大する必要性はないのでは

ないかというのが，保険局あたりの認識のようです．

人工透析のような定型化した治療，あるいは一人の人

にダイアライザーを5回も6回も沢山使うなんてこ

とはまず有り得ないことだから，これについては包括

化していくということはないのではないでしょうか．

エリスロポエチンだとか，抗凝固剤だとか，ダイア

ライザーとかを例に挙げてご質問があったのですが，

それらについて使用量はほぼ決まっております．過剰

に使用される可能性はほとんどないので，今のところ

包括化をする必要性は低いと思っています．

3 私の提案について

1） 医療費全体のあり方

最後に，私の提案にちょっと触れてみたいと思いま

す．

または，これからの日本のあり方として，社会的に

も，経済的にも，医療や，福祉や介護にかける経費を

大きくしていいのではないかと思っています．そうす

ることが成熟社会に入った日本経済のあり方でもある

と考えます．そのためには無駄なところとか，非効率

なところは直していかなければ駄目ですし，良いサー

ビスには良いコストもかかる訳で，そのコストを国民

皆で出してもらわなければなりません．ただ，「額が

大きくなったから削る」という発想では対応できない

時に来ており，より良いサービスを確保するために，

そのコストをどういう形でシェアしていくのかという

考え方で将来を考えることが大切だと思います．

医療費についても，今30兆円といわれていて，額

の大きさをみて目くじらをたてている人もいますが，

無駄や非効率なところは直すにしても，額そのものに

ついていえば，仮に40兆円になってもいいのではな

いかと思います．ギャンブルやゴルフなどにもそれぞ

れ数十兆円使っているのですから，本当に必要な医療

なり，介護のところはなんとしても一定枠におし込め

ようというのは筋が通らないし，これからの成熟した

日本経済のたどる道ではありません．もう少し全体の

コストというのは増えてもよいのではないか．それに

ついては一人一人がもう少し拠出するなり，サービス

を受ける人も支払うなり，連帯を成り立たたせて，な

んとか工夫して，もう少し大きくてもいいのではない

か．

ただそのためには，あらかじめ決まった料金を有無
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をいわさず負担させられるということではなくて，自

分で納得した上で，提示された料金でのサービスを選

択するという部分を導入しなければどうにもならない

のではないでしょうか．そういう意味で，予防給付も

含めて，医療費全体についてもう一度，保険が適用さ

れる範囲を国民全体で考えてもよいのではないかと思

います．

もちろん，医療というのは，生命に直結するもので

すから，他のサービスと違って慎重に扱わなければな

りません．アメリカのように，一部を除いて，自由診

療と私的保険でというのはわが国にはありません．

福祉について言えば，たとえば北欧型は，完全に地

方自治体の税金でやっています．しかし，福祉や介護

について国庫負担は出ていません．いわゆる福祉につ

いては全部地方自治体の負担です．それは日本でいう

税金とはまったく違います．地方自治体の中で，自分

たちのサービスは自分たちでやったほうがより合理的

だから，利用者負担とのバランスを考えながら金を出

しましょうということでやっています．

日本のようになんでも最後は国庫負担でと言う論議

はそこではありません．スウェーデンなどの北欧型は

基礎自治体といって，20万（人）から30万（人）

ぐらいに全部再編成して，一連のサービスが提供でき

るような体制に組んでいます．逆にいいますと，その

ような住民福祉ということをやるためにできたのが自

治体なのです．だってコンミューンの予算を見てくだ

さい．本当にびっくりされると思います.80％は福

祉予算なのです．皆さんが出しているのです．ドイツ

の介護保険も国庫負担は入っていません．日本は 5

割も入れている．

わが国では，最後は国庫負担にもってきて，それが

多い程医療や福祉が進んでいるのだという見方があり

ますが，私はそう思いません．それぞれのお国柄があ

りますが，どういう形でコストシェアリングをするの

が国民意識にあうのかを考えてみるべきだと思います．

そういう視点で考えれば，日本はスウェーデン型でも

ないし，アメリカ型でもない．中間型でしょう．した

がってベーシックに，一定の範囲で皆さん共通に負担

してカバーしましょうという型でしょう．しかし，そ

れを超える部分については，自由選択を許容していく

ことで，初めて日本らしい型ができていくのではない

かと思います．

今の日本の医療は誤解を恐れずに言えば，統制経済

です．かつて，お米も配給制でそうだったのですが，

自主流通米ができてから10数年になります．

配給制で統制経済は，量が足りなくて，その少ない

ものを分け合うときの仕組みです．これ程物も豊かで，

他にお金も使っている時に，依然として医療だけが昔

のままでいいのだろうかと思いませんか．医療という

ものはもう少し拡大してよいのではないか．福祉もそ

うだし，それについては自分で選択して払うという部

分を増やすことを避けては通れないでしょう．お金を

払うということは一つの評価なのです．評価を受ける

ことについて，たじろいではいけないと思います．逆

に一律平等というのは，評価を受けないでよい世界で

す．役人の評価は気にしなければいけないかもしれな

いが，役人の評価は，どうせ帳面づらの評価だけにな

りがちです．本当の意味の評価はまた違うと思います．

利用者が評価できる部分については，自分で払ってい

ただくということを通して，全体のパイを大きくして

いくことは医療・福祉の分野では，一向にかまわない

のではないかと思います．

5，6年前に，現役のときにデンマークの福祉改革

をやった厚生大臣に言われたことがあります．ある町

で，二人で講演したときですが，「阿部さん不思議で

すね．日本人は元気なときには皆さん大変お金を使い

ますね．だけども病気になったとか，介護が必要になっ

たときには，皆さんは貧しいですね」と言うのです．

「貧しい」でなく「質素ですね」と言ったかな，ちょっ

とショックでした．日本人の医療は確かにフリーアク

セスであることは世界一かもしれませんが，実現でき

ている医療レベルは，むしろこれからが心配です．統

制経済の中で窒息しかかっているのではないかという

感じもしないでもない．もっと医療というのは規模も

大きくてよいし，現実に皆さんお金を持っているので

すから，出して貰ってよいのではないか，もっと自由

さがあって良いのではないか．

かといって，市場原理にすべてまかせろといってい

るのではありません．医療には慎重でなければいけま

せん．ある手術を受けるについて，個別のフリーマー

ケットで，あなた50万円出すのかね，100万円出す

のかね，という交渉次第で，手術をするしないを決め

るようなことは，日本的な仕組みとしては適さないと

思います．これはやはり医の倫理を基本にして，誰で
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も同じようにみるとか，あるいは外部の評価だとかで，

適切さを担保としておかなければならない．

では，医療のすべてがそうなのかについて考えると，

たとえば私が提案しているのは，お部屋代とお食事代

は公的保険から外して，自分で支払うことにしたらど

うだろうかということです．

今，医療保険では，強制的に集めた保険料から，1

日それぞれ2,000円位のお部屋代と食事代を払って

います．総額はそれぞれ約1兆円余りで，計2兆に

なります．決して少ない額ではありません．

元気な時には一食で数千円の食事をし，1万円を超

えるホテルを利用している時に，何故病気の時には一

律にそれぞれ2,000円でなければならないのか．お

部屋の良し悪し，あるいは食事の良し悪しは自分でわ

かるのですから，なにも一律でなくてもいいのではな

いか．自分で選ぶのが普通なのではないか．もちろん，

医療食は別です．あるいは，救急医療でかつぎ込まれ

て，ICUに入った人の部屋代を取れるとはいいませ

ん．これは別です．

ということで，むしろこれらを一律な公的保険から

はずし，その分をどうしても必要で，選択の余地のな

い医療にあてるようにできないかを考えたい．

ただし，ぜひ考えておかなければならないことがあ

ります．それはお部屋代やお食事代をどうしても払え

ない人の場合どうするかということです．入院医療を

受けるためには，お部屋に寝泊りしなければいけない．

それを自分で払えない人は入院できないかというと，

それは困ります．そのとき保険から一旦はずしますが，

どうしても払えない方については，個別収入の有無を

個別審査して，とりあえず払ってあげる仕組みを作っ

たらどうでしょうか．代替支払基金制度みたいなもの

を各保険者ごとにつくりまして，個別審査で決めるこ

とにする．但し，それはあくまでもたてかえ払いです

から，将来その方がゴールインされたとき，お亡くな

りになって，遺産があったならば，そこからお返し下

さい，というふうな仕組みをこれからつくっていくの

はどうでしょうか．冷たいようですが，そうしたこと

をやっていかないと社会保険の公正さというのは保た

れないだろうという気がいたします．

介護の分野でも同じなのですが，特養或いは老健施

設に入所したときに，そして年金などが支給されます

と，資産が結構溜まる．100万円，200万円，1,000

万円などといった例も少なくありません．そうして亡

くなると，そのお金は何処へ行くかというと，自分の

息子さん，娘さんへいくわけでしょう．その入所した

経費や年金は，自分の子供さん以外の国民の誰かが背

負っているわけでしょう．そうしたらご自分の息子さ

ん，娘さんが遺産を相続する前に，同じ世代の他の息

子さんや娘さんへお返ししたほうがより公正なのでは

ないかというふうに思います．それがこれから先の少

子高齢化社会へ対応する，一つの方法になるのではな

いかと思います．こういうと冷たいね，お年寄りの枕

金まで取っていくのかねと言われかねないのですが．

そういう情緒的な論理を超えた社会のシステムの在り

方を考えていかなければならない時代なのではないか

と思うのです．

財政対策として金がないから，自己負担を増やすと

いう発想ではなくて，むしろ社会的な良いサービスを

どういうコスト分担をしていけば，実現できるのかと

いうことを考えますと，お部屋代とかお食事代とかは

皆さんから強制的に集めた保険料，国庫負担の中で賄っ

ていくよりも，利用者がお互いにコストを負担するほ

うがより良いサービスに繋がっていくのじゃないか．

結局は誰かが払うのですからそういう提案を申し上げ

たい．そうした議論を，これからもう少しみっちりし

ていかないと，なにか決まった分量の中の取り合いみ

たいなことだけでものが決まるのでは，むしろ医療が

窒息するのではないかと思います．

2） 医療と医療保険の接合の仕方

もともと保険料というのは，良い医療を享受するた

めにできたものですから，誰のものでもなく，国民の

ものなのですね．それをお支払いする人達の支払いの

仕方として，ある部分にどういう支払い方をするのか？

医療と医療保険の接合というのはそういうことなので

す．他の分野でも類似のサービスが行われている分野

については，私はモラルハザードというのを防ぐ意味

でも，利用する人がお支払いになるというのも，検討

の重要なポイントと思います．

時間も参りましたので，以上で私の話は終りにした

いと思います．（拍手）

司会 どうもありがとうございました．先ほど4つ

の質問に阿部先生から答えていただきましたが，それ
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はここに参加しておられる先生方から事前に質問をい

ただき，事務局で整理させていただいたものでござい

ます．

それでは，どなたか阿部先生にご質問がございます

でしょうか？

山� ありがとうございました．

今回，急遽先生をお呼びいたしまして，お話をお聞

きしたかったことが実は一点あるのです．自民党のワー

キング・グループで，人工透析を名指しで「適正な技

術料の評価」という結論を一つ公表されました．他の

ものはともかく人工腎臓に限って技術料のかせをかけ

るねらいが，自民党のワーキング・グループの中にあ

るものか．また，あれがどれほど大きな意味を持つも

のなのか．それはおそらく，たとえば透析1兆円だ

とか，20万人だとか，どんどん患者さんが増えてい

るのだとかということで，耳に入りやすい部分だろう

というふうには考えてはいるのですけれども，名指し

であったというところが，非常に気になるのです．もっ

と言うならば，多分背景には，たしかに透析医療とい

いますのは後ろ指を指されて，「精－老－透」ですか，

精神科と老人医療と透析というのが……．

阿部 それは初めて聞いた．

山� 背景的にそういうお話を聞いたことがあります

が，そういう時代もありました．しかしいま，本当に

皆さんが頑張ってアウトカムで考えるとしたら，それ

は同年代で言いますと，米国で受ける方の3倍から4

倍ぐらいの生存率でありますので，そういう中で自民

党の中であれが出てきたのは本当になんというのでしょ

うか，先ほど先生もおっしゃったように，もう止むに

止まれないところになると，もしかすると暴力的にな

にかあるかもしれないというぐらいの部分で出てきた

ものなのか，そのへんのニュアンスをちょっとお話し

ていただきたいのですが．

阿部 正面きって議論されたことはないと思います．

透析については今おっしゃられたように，1兆円に近

い額だとか，あるいは月額1万円しか払わないとか，

あるいはだんだん増えているとか，というようなあた

りが念頭にあるので，医療保険の議論をするならば，

細かい1,000円，2,000円という話ではなくて，その

へんの大所をちょっと考えるべきじゃないかというよ

うな，「感想」めいたことではないでしょうか．これ

は，なんというかな，一面からみた感情論としては有

り得る話かなと思います．一方において3割負担だ

なんだとしている人もいるわけですから．だから，医

療保険として，透析についての取扱いが，どうしてこ

うなっているのか，より公正な制度はどうあるべきな

のかという議論を，いつも引き受けていかなければい

けないことなのではないのだろうかという気がいたし

ます．ということですが，一方で人工透析については，

社会的なQOLということを考えますと，ぜひ必要な

ことであると思います．

昔，イギリスでサッチャー政権のとき，人工透析を

70歳以上はダメということがありました．実際やっ

たのですね．というようなことを聞きますが，日本は

非常にウェットな社会ですから，それはムチャだと思

います．

ちょっと話はそれますが，いわゆる腎移植です．こ

の問題について，むしろ透析医会の皆さん方はどう取

り組んでおられるのか．もう少し前向きの形で問題を

考えていただけないだろうかなという気がします．

腎移植のほうが患者さんのQOLにおいても，或い

はコストの上においても，ベターであるということで

はないかと思うのです．これについてもっとアクティ

ブな行動を，日本全体として，採っていかなければい

けないのではないかと思います．

大変だから面倒を見ますという，どっちかと言うと

マイナス思考と言うとなんですけれども，そうではな

くて，より良いレベルのQOLを維持するにはどうす

るかということについて，むしろお金を使い，保険料

も出して行きましょうというところを考えるのと，透

析療法についてはやはり，腎移植との関連というもの

を，もう少し積極的に考えないといけないのだろうい

う気がいたします．

司会 腎移植に関するコメントを簡単に，会長お話を

どうでしょうか．

山� 実際にはいま移植ネットワークは移植施設など

会員の会費と，それから患者さんのほうの登録料で成

り立っていて，来年は1億 3,800万円くらいの赤字

がでる予算しか組めません．透析医会が推薦した正会

員というのが，一応移植のネットワークの会員として

入っていて，会費を納めながら支えているという状況

です．

移植につきましては，僕なんかはおっしゃられると

おりで，たぶんQOLはいいのではないかという気も
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しますし，それから安定している状態では，とても経

済的にも優れてると思うのです．ただ問題と言います

のは，そういった成績の問題というよりも，むしろ，

たとえば脳死の問題であるとか，そういう社会的な問

題が，あまりにも複雑にさせ過ぎてしまったものです

から，透析のお医者さんにとってみると，ちょっと実

は身を引くと申しますか，積極的に関与したくないと

思うのです．でも心情的にやっぱり移植はいいという

思いはございます．しかし，積極的に取り組もう，ど

んどんやろうではないか，というような動きは，まだ

そうは多くない．ネットワークがああいう問題になっ

たから，運営上の問題もございますからね．いまでも

問題とか，そういうのがありまして，ちょっとなんと

言いますか，傍観しているというのが，われわれ透析

医の考え方かなと思います．

もう少しスマートな運営をされますと，厚生労働省

の思惑通りかもしれませんし，それはきっと厚生労働

省の望んでいるところじゃないかと思います．

阿部 役所でも，なにか国民向けにもっとアピールで

きないかなという感じがします．

太田 たしかに腎移植が日本では非常に少ない．しか

も最近どんどん減ってきている．一番多かったのが脳

死臨調の法案が通るころで相当あったのですけれども，

それから減りまして，昨年は149，今年の11月は少

し数があったのですけれども，それと同じになるか，

それより低くなるというぐらいです．日本の特徴的な

のはやはり，臓器を提供しようということのなんと言

いますか，脳死の問題ですけれども，もっと強力な周

囲の協力をえながらやらなければいけないのです．救

急医療の先生方にもっとご協力をいただかないといけ

ません．

そんなこともありまして，私たちとしましてはやは

り，透析の医師と，移植の医師とそれから救急の医師

と，もう少し連携していかなければいけない．それは，

全国的にいうのではなくて，各地域，地域の中で救急

病院の先生方とそれから地域の透析関係の先生，それ

から移植の医師，そういった人達がやはり連携をとっ

て，どうしていったらいいかということを，それぞれ

の地域でディスカッションして，協力病院をつくって

いかないといけない．どの病院の脳死はどのくらい出

るのか，その場合どのくらいの人が，どういう状況で

たずさわったのかという調査から先ずはじめる．その

調査を集めていって，どうすればよかったかというこ

とを考える．そういった具体的なことを，それぞれの

県で，地域でやって欲しいと思って，私も及ばずなが

ら協力させていただいております．

司会 ありがとうございました．他には？

鈴木（正） 私は実は，先生のご略歴をうかがうと，

先生は山形でいらっしゃいますね．

阿部 そうです．

鈴木（正）私も山形なのです．大学は東北大学で学部

は違いますが同じ．そんなことで非常に身近に感じて

おりますが，いま移植のネットワークについてどう考

えておられるのですか．というのはネットワークに対

するというより，ネットワーク自身にお金がかかって

いるところがございますけれども，ネットワークが来

年になりますと，もう赤字になるということで，現在

もだいぶ大慌てで，赤字をどうやって乗り切るかとい

うようなことで，内部改革みたいなことで動いている

わけです．そういう状況においてまた，内部からの評

価が，ガタッとまた落ちてしまうのですね．

ですから，ネットワークならネットワークの，その

枠組みが良いのか悪いのかという，その資格を本当に

持っているのかどうかという見方も若干，見ていて疑

問があるのですが．どうも国がだんだんそこの金を絞っ

ていっていて，なおかつ一方では移植を進めなさいと

いっても，あそこしか今のところ受け皿はないのです

ね．

そうすると，あそこの予算を絞っていくのと，一方

移植を進めるということは実際には相反することです．

あそこの中ではリストラが始まっているのですね．ス

タッフを半分に減らしているのです．予算も半分に減

らすとかですね．要するに首を切るわけです．という

ようなことで，どうやって赤字の辻褄を合わせるかと

いう話になっているようです．

そういうことを考えると，今のネットワークがそう

いう状況なので，移植はまず伸びる状況はしばらくな

いと思うのですね．いまの状況は．厚生労働省は，で

はどうしたらよいのかというようなことを，政治家の

立場でよろしいのですが，うかがいたいと思います．

阿部 私は人の善意とか，或いは寄付だとかというこ

とを前提にして，なんとなく成り立ってきた世界とい

うのは，もう少しシステムというのでしょうか，その

コストをどうやって賄うかという議論をきちんとして，
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再構築しなければいけない時代ではないかと考えます．

そのための医療保険の適用の仕方も見直すべきだと思

います．これは別な問題ですが，似たような話をする

と，それは骨髄バンクです．同じような問題が起きて

いて，もっと深刻みたいなのですが，今のところその

コストを国庫負担という補助金に頼るということ自体

が，どうなのかなということですね．

やはり私は保険なら保険ということで，もうちょっ

とカバー域を広げてやっていくべきではないのか．た

とえば，今いった骨髄バンク，少なくとも骨髄液とい

うか，血液と同じようなことではないのか．もちろん

提供のところの売買，それは駄目ですよ．だけどその

あとの付加価値といいましょうか，移送だとか，ある

いはコーディネートだとかというのは，コストがかか

るわけです．それを全部国の補助金なり給付金に頼る

という話ではなくて保険でもっとカバーできないかと

思います．

鈴木 眼球，眼も……．

阿部 ああ眼もそうですね．というようなことをやは

り考えていくべきではないのか．そのためにコストと

いうのは，それはある意味では，個人の負担をきちん

と選択，すべてを賄いきれるかどうかはそれは別にし

て，やはり自分の払う部分があっても良いのですが，

一定限度までは保険で考えましょうということを考え

るべきではないかと考えます．そのようなことを国民

に見えるように出していきましょうよという方向にな

んとかしていかないと，国庫負担頼りでは限度だと思

います．正直言って．

消費税というと皆高い高い，できるだけ少ないほう

が良い．税金というとみんな負けろ負けろ，予算は多

いほうが良いという話になる．こんな社会というのは，

アメリカの誰かではないけれど，日本の民主主義とい

うのはまだ幼稚だなということになるかもしれません．

私は医療については，もっと自立的にやっていくべ

きだと思います，保険というのは自立であろうと思う

のです．自治というかな．国庫負担ですべて決まるよ

うな，シーリングですべて医療費がコントロールされ

るような時代は，もうおさらばしなければ駄目だと思

う．国民が医療のためにはこれだけの拠出をしましょ

うみたいなことをやるのが保険でしょう．拠出するた

めには利用する人もある程度払ってよ，というのが正

直な皆さんの気持なんではないでしょうか．お年寄り

の今の状況を見ましてもですね．これは一切負担を増

やしてはいけないということを言ったら，やっぱり成

り立たないわけですから．そこのところを5年，10

年と成り立つような仕組みにするためには，考えなけ

ればいけない気がします．

司会 最後に川島先生．

川島 大変すばらしいお話ありがとうございました．

私は徳島から参りました川島と申しますけれども，い

まのお話の中で「日本の医療は窒息している」という

のは，まさしく私たちも感じております．私の感じで

はその大きな原因というのは二つあると思うのです．

一つは地域医療計画で，厚生労働省が全国の民間病院，

そういうものに対する規制がかなり強いということ．

それともう一つは国公立病院の存在なのですけれども，

私はこんなふうに考えております．小泉首相が民間で

できるものは民にということをおっしゃっていますが，

ああいうふうな発想でいくならば，国立病院でしかで

きなかった医療というものは，今のところないわけで

す．国立病院の非常に高い給料というのが，民間病院

をかなり圧迫しているとか，いろいろなことが言える

のではないかと思います．ですから，地域医療計画と

国公立病院の存在，あれを取っ払っていただいたら，

民間医療機関は本当に楽に，よい方向で仕事ができる

と私は思っております．

最後に非常にささやかな私の自慢で申し訳ないので

すけれども，うちは透析が主体でして，700人ぐらい

の透析患者さんをお世話しておりますけれども，徳島

県で太田先生にご指導いただきまして，今まで徳島県

で33例の腎移植が行われておりますが，そのうちの

30例が私ども民間のところで施行しております．民

間の所でもそういう移植を頑張っているところもある

ということを，少しだけでもわかっていただければと

思っております．

阿部 所謂医療計画というのは，端的にいえば病床規

制みたいなところがあるのです．昨年ですが，医療法

を改正いたしまして，各県の独自性を，裁量の範囲を

広げました．今までの病床規制と言いますと，いわゆ

るブロックの平均値を標準にして，それに至っていな

いところは増床を認め，オーバーなところは駄目だと

いうようなことで，山形なんかはいつも不足地域なの

です．不足とか過剰という表現もやめるようにしまし

た．今まで県は，自分のところで判断したくないもの
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ですから．平均値でやるしかない．ブロックの平均病

床数，人口当たりの．それに達していれば，それは許

可し，超えていればダメという話になる．

医療というのは，正直言いまして，保険が今の仕掛

けである以上，ある程度の病床のコントロールという

のはやむを得ないのではないか．しかし，県の地域医

療としての独立性をもっともっと発揮していく．

国公立病院も含めて，どういったふうな中身である

べきなのかというのを，県民総意の問題として，地方

自治体が裁量を持ってしかるべきなのではないかなと

思います．同時にそのときに保険の賄うべき範囲とい

うのはどこまでかということも議論していただかない

といけないのではないかと思います．一方で病床だけ

は増床をどんどんやっていて，一方で保険は金の支払

機関として，どこまでも付いていかなければいけない

というのも変な話です．それは保険で払うのはここま

でという中で，一定の範囲を超えた病床は自由診療と

いうことでやりましょうということも併せて考えるべ

きだと思うのです．

それから国立病院ですけれども，今度，国立病院は

独立法人になって，「赤字だから国が補てんする」と

いうことは許されなくなります．補助を出すならより

積極的な理由がなければ出せなくなります．国公立医

療機関の職員組合の賃金を上げるために出しているの

ではもちろんありません．県立病院なども同じで，県

民の医療で一定の果たすべき機能，これはどうしても

民間では駄目だから税金を注ぎ込む，という理屈が立

たなければいけない，と思いますね．

医療施設も福祉施設も「損だ得だ」ということでは

なくて，イコール・フィッティングということを考え，

公正な競い合いというのをやってもらう．税金をつぎ

込むならば，それなりの理由がなければいけない．教

育についても，大学も，各大学一律ではなくて，独立

行政法人になりますね．それが問われる．税金をつぎ

込むのはけっこうだけれども，その税金をつぎ込んだ

理由はなんであり，その効果はどうなったのかという

ことを問うていかなければならない．せめて県立病院

あたりも，むしろ独立法人のような形を取ったらよい

のではないかと思います．なにかそういうふうに理由

があったら税金を，県民全体の税金ですから，つぎ込

むのだろうと思うのです．そんなところを民間そのほ

かでも，より論議していってもらいたい．それが自治

というものではないかという気がします．

司会 どうもありがとうございました．われわれいろ

いろ教えていただいた者を代表しまして山�会長から

一言謝辞をお願いいたします．

山� ありがとうございました．阿部先生が言われた

ことは『社会保険旬報』なんかで読まさせていただい

ていたのですが，先生の持論は，国会議員になられま

して，やっぱりいろいろな他の仕事があるものですか

ら，しばらく聞いたことがなかったのです．けれども

久方振りにお聞きしました．

かなりいま問題になっております，医療制度改革の

中の問題点とか，3割負担云々という話だとか，そう

いうところに対しまして，落としどころについて明確

に聞かさせていただいたかなというふうに思います．

ただわれわれの非常に狭い分野，透析の分野で言い

ますと，今までの診療報酬の改定の度に，ほとんど最

近はダイアライザーの価格だけが下がって，あとは皆

据え置かれる．そういった中で，たとえば質をどう担

保しようか，安全対策をどうしましょうかということ

で，悩みながら透析医療を続けています．自ら工夫を

もちろんやっていかなければいけないと思いますけれど

も，単に全体が捕捉しやすいからというだけで，なんと

いうのですか，透析そのものが簡単にいろんなところで

いじられるというのは，非常に気になる話なのです．

ましてやわれわれの後ろにいます患者さん達ですら，

国の保障はもう無理とみているのではないかという気

がします．われわれも頑張って本当によい透析医療を

これからも続けていきたいと思います．ぜひそういう

ところで今後ともご指導をいただけますと，大変あり

がたいと思います．

本日は会員になり代わりましてお礼申し上げます．

阿部 ありがとうございました．（拍手）

司会 では，これでこの会は終了させていただきます．

（平成13年12月13日）

医療と医療保険の「改革」について 17



表1 講演および討論

司会

阿岸鉄三（板橋中央総合病院血液浄化療法センター）

天野 泉（社保中京病院透析療法科）

1） 血液透析の定義と適応病態

青池郁夫（信楽園病院腎内科）

2） 血液濾過の定義と適応病態

武本佳昭（大阪市立大学医学部泌尿器科）

3） 血液透析濾過の定義と適応病態

佐藤 隆（古賀病院）

4） 直接血液吸着の定義と適応病態

中沢了一（東葛クリニック病院腎臓内科）

5） 血漿浄化の定義と適応病態

津田裕士（順天堂大学医学部膠原病内科）

6） 細胞吸着の定義と適応病態

澤田康史（兵庫医科大学第四内科）

7） 急性血液浄化の定義と適応病態

織田成人（千葉大学救急部集中治療部）

8） 医工学的にみた血液浄化

峰島三千男（東京女子医科大学腎センター血液浄化部

門）

1 このConsensusConferenceの基本理念

日本透析医会では，研修事業の一環として，「透析

医療における ConsensusConference」を毎年開催

している．2001年度は，11月18日（日）に「医療

保険適用を視野に入れた血液浄化療法の系統化」を主

題としてシンポジウムを行い，consensusを得たの

で，その経過とともに報告したい．

最初に，このconsensusの意味を明確にしておく

と，consensusは当日出席したシンポジストとフロ

アーの参加者との討議によって作成されたものであっ

て，第三者に採用を強制する意図はまったくない．し

かし，当然のことながら，血液浄化医療に関係する人々

が，このconsensusを，ある種のガイドラインとし

て採用することにもなにの制約もない．

血液透析に基本的な理念・技術の根幹があると考え

られる血液浄化法の多様化・多彩化が，わが国の血液

浄化療法における近年の著しい傾向である．それとと

もに，各種血液浄化法の医療としての独自的意味が不

明になりつつあるように考えられる．一方では，医療

保険適用の選択基準が複雑で，理解しにくいことも指

摘される．それには，1960年代から始まった技術開

発の当初には，人工腎臓のような人工臓器としてみる

枠組みで医療適用が考えられていたのに，1980年代

になって，より普遍性を持った医工学治療としての血

液浄化ととらえる枠組みへ移行し，両者が考え方の中

で輻輳していることに一因があると考えられる．現代

では，例えば，同一の血液浄化技術が，腎不全に対し

ては人工腎臓と呼ばれ，またある時には人工肝臓補助

と呼ばれたりすることがあり，血液浄化技術を特定の

人工臓器として個別視することには無理がある．この

conferenceでは，血液浄化を医工学治療とみなす単

一の枠組みの中で系統的に整理することを基本理念と

した．

2 Consensusの作成手順

Conference当日の午前中に予め指定された8名の

シンポジストによって各血液浄化技術の定義が示され，

討議によりさらに洗練された（表1）．

午後に予め司会によって案出されたconsensus案

が公表され，午前中に討議された講演内容との整合性

をとるための討議を経てconsensusとされた（表2）

（表3）（表4）（表5）（表6）（表7）．
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表2 血液浄化の分類総論

Ⅰ．広義の濾過による血液浄化

膜を利用し，拡散（diffusion）と狭義の濾過（ convection）によって病因（関連）溶質を全

血中から直接（一次的に）除去する．

Ⅱ．吸着による血液浄化

吸着材を利用し，吸着によって病因（関連）溶質を全血中から直接（一次的に）除去する．

Ⅲ．血漿浄化

膜，あるいは遠心分離器を利用して全血から分離した血漿をそのまま廃棄し，さらに膜，ある

いは吸着材によって血漿中から病因（関連）溶質を選択的（二次的に）除去する．

Ⅳ．血球浄化

吸着材を利用し，吸着によって病因（関連）血球を全血から除去する．

Ⅴ．急性血液浄化と慢性（維持）血液浄化

表3 広義の濾過による血液浄化

血液浄化法 ECUM HD HD
内部濾過促進型HDF

少量液置換型HDF
大量液置換型HDF HF

血液浄化器の

分類と名称

血液透析器

I,II型

血液透析器

I型

血液透析器

II型

血液透析濾過器

IIIa型

血液透析濾過器

IIIb型

血液濾過器

IV型

使用条件

血流量（QB）

透析液流量（QD）

濾過液流量（QF）

200±4

0

15

200±4

500±15

15

200±4

500±15

15

200±4

500±15

30

300±6

500±15

90

200±4

60

性能基準

限外濾過率（UFR）

尿素（CL）

Cr（CL）

β2 m（CL）

3

15

15

0

3

125

110

0

3

150

130

10

15

165

140

40

30

230

200

80

30

55

55

35

透析液または

置換液水質基準

日本透析医学会透析液安全基

準策定報告（透析会誌（to

bepublished））

日本薬局方，日本透析医学会on-lineHDF

基準（透析会誌，31;1107,1998）

日本薬局方

（米国 FDA

基準）

適応疾患，または病

態

腎不全，ま

たは心不全

による全身

溢水

腎不全，特に

不均衡症候群，

ならびにアミ

ノ酸や蛋白の

喪失が栄養学

的に有害と考

えられる病態

腎不全，特に

アミロイド症，

その他のQOL

を著しく低下

させる病態

II型浄化器による治療によっても改善の得ら

れない透析アミロイド症，透析困難症，そう

痒，いらいら感，不眠，末梢神経障害，

rHuEPO不応性腎性貧血，栄養障害，その

他QOLを著しく低下させる病態

同左．その

他緑内障，

心包炎，心

不全

Q,CL［ml/min］ UFR（ml/mmHg/hr］
生体適合性を今後考慮する．
（川口良人ら：透析会誌,32［12］;1465,1999を改変）

表4 吸着による血液浄化

血液浄化法 血液吸着 血液吸着 血液吸着

血液浄化器の分類と名称

（商品名）

活性炭吸着筒

（Homosorba,DHP-1）

β2 MG吸着筒

（リクセル）

エンドトキシン吸着筒2）

（トレミキシン）

使用条件

血流量（ml/min）

性能基準

100200 100200 100200

適応疾患，または病態 薬物中毒，肝性昏睡，多臓器障害

に伴う急性腎不全

関節痛を伴う透析アミロイ

ド症

エンドトキシン血症に伴う，

あるいは細菌感染症による

と考えられる重症病態

（注）名称について：吸着材・吸着標的物質などの名称はあるが，通用性を重視．



表5 血 漿 浄 化

血液浄化法 単純（全）血漿交換 二重濾過（分画）血漿交換 血漿吸着

血漿浄化器の分類と名称

一次

二次

遠心分離器 血漿分離器 遠心分離器

血漿分画器

血漿分離器

血漿分画器

遠心分離器

血漿吸着器

血漿分離器

血漿吸着器

使用条件

一次血流量（ml/min）

二次血流量（ml/min）

80150 80150 80150

1030

80150

1030

80150

1030

80150

1030

性能基準

血漿分離流量（ml/min）

血漿分画流量（ml/min）

置換血漿量（ml/治療）

置換液量（ml/治療）

1030

1,5005,000

1,5005,000

1030

1,5005,000

1,5005,000

1030

36

5001,000

5001,000

1030

36

5001,000

5001,000

1030 1030

組 成 アルブミン加電解質液

新鮮凍結血漿

アルブミン加電解質液

適応疾患，または病態:別記1） 劇症肝不全，免疫複合体・自己抗体・血漿たんぱく異常による病態

血漿分離器：膜型血漿分離器を意味する

別記1）適応疾患，または病態

疾患，または病態

技 術

単純（全）
血漿交換

二重（分画）
血漿交換 血漿吸着

多発性骨髄腫

マクログロブリン血症

劇症肝炎

薬物中毒

重症筋無力症

悪性関節リウマチ

全身性エリテマトーデス

血栓性血小板減少性紫斑病

重度血液型不適合妊娠

術後肝不全

急性肝不全

多発性硬化症

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎

ギラン・バレー症候群

天疱瘡

類天疱瘡

巣状糸球体硬化症

溶血性尿毒症症候群

家族性高コレステロール血症

閉塞性動脈硬化症

血友病

同種腎移植

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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表6 血球成分除去

血液浄化法 血球成分除去 血球成分除去

血液浄化器の分類と名称

（商品名）

遠心分離器

（Haemonetic,Baxter,Cobeなど

の機器）

顆粒球・単球除去

ビーズ（アダカラム）

白血球除去フィルター

（CellsorbaEX）

使用条件

血流量（ml/min）

性能基準

070（または間歇的リンパ球・顆

粒球の除去）

30程度

顆粒球・単球の除去

5070

白血球の除去

適応疾患，または病態 重症・劇症・難治性の潰瘍性大腸

炎

重症・劇症・難治性の潰瘍性

大腸炎

重症・劇症・難治性の潰瘍性

大腸炎

表7 急性血液浄化と慢性（維持）血液浄化

血液浄化法 適応疾患，または病態

急性血液浄化に応用される

血液浄化

持続的血液濾過，持続的血液透析濾過

活性炭吸着筒を用いた血液吸着

エンドトキシン吸着筒を用いた血液吸着

家族性高脂血症に対する血漿浄化を除い

た血漿浄化

血球成分浄化

腎不全，または心不全による全身溢水，

劇症肝不全，重症急性膵炎

薬物中毒，肝性昏睡，腎不全

エンドトキシン血症，敗血症性ショック

家族性高脂血症以外の血漿浄化の適応疾

患・病態

重症・劇症・難治性の潰瘍性大腸炎

慢性（維持）血液浄化に応

用される血液浄化

β2 MG吸着筒を用いた血液吸着

家族性高脂血症に対する血漿浄化

透析アミロイドーシス

家族性高脂血症

急性・慢性（維持）両方に

応用される血液浄化

HD

HDF

HF

腎不全

腎不全・肝不全

腎不全・肝不全
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はじめに

慢性腎不全例における血液浄化療法として血液透析

（hemodialysis:HD）は，導入時から最も一般的に

行われている治療法であり，日本透析医学会の統計で

は，透析患者の約90％においてHDが行われている．

血液浄化療法の適応となる腎不全の病態として，慢性

腎不全および急性腎不全があるが，本稿では主に慢性

腎不全の治療であるHDについて，その定義と適応

病態について触れたい．

1 HDの治療原理

透析での物質除去原理は大別すると，半透膜である

透析膜を介して間接的に接した血液－透析液間での物

質濃度勾配を駆動力とした拡散現象，血液－透析液間

に形成される圧較差により水分を移動させる限外濾過，

さらに透析膜種によっては血液と直接的に接する透析

膜への吸着現象である．

従来から透析膜として用いられてきたセルロース系

膜では，小～中分子量物質の除去，比較的低い透水性

能のため少量の除水が可能な程度の性能であったが，

近年，広く用いられている合成高分子膜，改質セルロー

ス膜などでは拡散により低分子量蛋白質領域までも除

去できるようになってきており，このような透析膜の

物質透過性能の向上は，膜細孔径の拡大，開孔率の上

昇，膜薄化など透析膜の改良によりもたらされた．

限外濾過では，血管内・間質の水分を除去するとと

もに体液の移動に伴い，膜細孔を通過可能な溶存物質

も移動し，低分子量蛋白質も小～中分子量物質同様に

除去される．

高い透水性能を持つダイアライザーでは，血液や透

析液がダイアライザーを通過するときに生ずる圧損失

により血液出口近傍での透析液が血液側に流入する逆

濾過現象が知られている．逆濾過は，それに見合う正

濾過を伴うことになり血液濾過作用による物質除去を

促進する．また，この作用を積極的にとり入れた内部

濾過促進型のダイアライザーも検討がなされている．

透析膜の吸着現象は，イオンや小分子量物質ではな

く蛋白質の吸着が主体をなしている．合成高分子膜で

は，陰性電荷を帯びていることが多く，cationicな

蛋白質が吸着されやすい．また，吸着現象は大きな蛋

白質も吸着される可能性があり，幅広い病因物質の除

去が期待できる．

2 透析原理と臨床効果

透析療法（表 1）の治療機序としては，体内に蓄積

した尿毒症物質や水分の除去などの「浄化作用」と，

重炭酸やカルシウムなどが生体で不足している場合の

「補充効果」の両面を併せ持っている．

「浄化作用」としての拡散による物質移動において

は，主に血液中に存在し蛋白と結合しない尿毒症物質

（小～中分子量物質）の除去が効率的に行われるが，

透析膜性能の向上により所謂，ハイパフォーマンス膜

（highperformancemembrane:HPM）ではβ2

microglobulin（β2M）などの病因低分子量蛋白質の

拡散除去も可能となり，さらにアルブミン近傍の分子

まで透析操作により除去可能になってきた．

「補充効果」としては，透析液の組成成分濃度と血

中での同物質濃度により物質の移動が規定されるが，

重炭酸イオン，カルシウムイオンなどが透析液より血
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液に付加される．

限外濾過では，血管内・間質から体液の除去をもた

らし，溢水状態を改善する．この時，体液の移動に伴

い溶存物質も移動し，濾過量に比例した物質除去が行

われる．高透水性能膜でみられる逆濾過は，置換液の

注入などの積極的な濾過操作を伴わない濾過であるが，

分子量の大きい物質の除去がさらに高まる結果となる．

吸着では，大きな蛋白分子まで除去できる可能性が

あり，被吸着物質と尿毒症症状，透析合併症などとの

関連について更なる検討が期待される．

polymethylmethacrylate（PMMA）膜では，膜

の3次元構造などを検討して，β2M吸着能の最適化

を行い，膜表面のみならず膜内部への吸着部位を備え

ており，PMMA膜のβ2M除去の主たる機序となっ

ている1）．

3 HDにより生ずる問題点

HDでの治療毎，短期的な視点での問題点としては，

過度の除水速度や間質から血管内への体液移動が円滑

でない場合，限外濾過による除水は必要以上の血管内

容量の減少を来たし血圧の低下を招く．また，浸透圧

形成物質の急激な除去により細胞内溢水を生じ，不均

衡症候群や脳浮腫の悪化などが現れる場合がある．浄

化されていない透析液の場合，透析液の汚染物質パイ

ロジェンにより血液汚染が起こり得る．そのため透水

性の高いダイアライザーを使用する場合は透析液の浄

化が必須である2）．

長期的な問題としては，透析アミロイドーシス，易

感染性，脳血管障害や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患，

悪性腫瘍の合併があげられるが，1985年にGejyoら

によりβ2Mが透析アミロイドーシスの原因物質とし

て解明されており3），以後，透析療法においてβ2M

除去能の向上が図られ，各種合成高分子膜，改質セル

ロース膜などのHPMが登場した．polyacrylonitrile

（PAN）4）5），polysulfone（PS）6），PMMA7）を用いた

長期臨床試験では透析アミロイドーシスの合併が少な

く，さらにHPM膜透析はセルロース膜透析に比べ生

命予後も良好であることが報告されている8）．

4 ダイアライザーの保険診療上の区分と問題点

保険診療における血液浄化器の分類では膜面積1.5

m2未満・以上の区別と，スタンダード血液透析器（I

型）とハイパフォーマンス（HPM）血液透析器（II

型），特定積層型の区分で医療材料としての価格が決

められている．I型，II型の性能基準は膜面積1.5m2

において QB＝200±4ml/min,QD＝500±15ml/

min,QF＝15ml/minの使用条件下で，各々のクリ

アランス最低値は，尿素クリアランスで 125ml/

min:150ml/min，Crクリアランス 110ml/min:

130ml/min，β2Mクリアランス0ml/min:10ml/

minとII型で高い基準が設定されている．

β2M除去能の有無で両型を区分することは必要で

あるが，β2Mクリアランス10ml/minでは十分な治

療効果を得るのは難しく，積極的なβ2M除去を目的

とした場合，基準値より高い性能を示すHPM（II型）

ダイアライザーが多く用いられている．現実的には，

II型に属するダイアライザーでもβ2M除去性能に大

きな開きが存在している．β2Mクリアランスの性能

はII型ダイアライザーの重要な機能であり，II型内

においても30ml/min，または，それ以上で血液透

析 濾 過 （hemodiafiltration:HDF）， 血 液 濾 過

（hemofiltration:HF）治療に迫るβ2Mクリアランス

を持つダイアライザーは，新たに上位に区分され，保

険診療上の位置付けも考える必要性があるのではない

だろうか．また，限外濾過率の基準は両ダイアライザー

とも3ml/mmHg/hrとされているが，実際の治療条

件では格段に高い限外濾過率で使用可能な性能を持っ

ている9）．このように，現在のI型・II型の性能基準

は「ダイアライザーの性能基準」「治療効果を期待す
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表1 透析の治療原理とその特徴

・拡散

小分子の移動が効率的

血液側→透析液側：尿毒症物質，低分子量蛋白

透析液側→血液側：重炭酸，カルシウム，など

・限外濾過

血管内・間質から水分（体液）を除去する

体液の移動に伴い溶存物質も移動（ふるい機構）

低分子量蛋白も小分子量物質同様に除去

血液側→透析液側：正濾過

血液側圧損失により透析液側→血液側：逆濾過

・吸着

主に血中に存在する蛋白質が，透析膜表面，膜内へ吸着

される

ふるい機構ではなく，巨大な蛋白質も除去できる可能性

がある

a） 合成高分子膜の陰性電荷表面

b） 透析膜3次元構造の工夫



る治療条件」などが治療現場での期待と一致しない面

もあり，さらに，両型の区分には透析膜の生体適合性

を評価した項目がまったく含まれておらず，将来的に

再度，検討されることが望まれる．

5 HDと血液透析濾過，血液濾過の比較

維持血液透析例が何らかの合併症を有し尿毒症物質，

特に分子量の大きい物質の除去効率向上を考える場合，

血流量の増量，透析液流量の増量，ダイアライザー膜

面積の拡大，透析膜素材などの変更を考慮するが，H

DF，HFなどほかの血液浄化療法への移行も考慮さ

れる．高透水性能の血液透析器では，透析モードにて

治療を行っていても，逆濾過・正濾過で「濾過治療」

としての側面を持つが，HDF，HFは，置換液を用い

て積極的に濾過操作を行う治療法であると言える．こ

れらの治療法はβ2Mなどの低分子量蛋白領域の物質

除去に効果的であり，液置換・補充液注入方法として

ボトルやバッグによる置換液を使用する従来の方法に

加え，オンライン方式やpush&pull方式なども行わ

れるようになった．HFは小～中分子量物質から膜を

透過可能な低分子量蛋白質領域まで濾過液の組成・濃

度で除去され，除去量は濾過液量に比例する．効率と

しては，透析に比べて小～中分子量物質の除去に劣り，

低分子量蛋白質領域の除去に優れている．透析濾過に

おける低分子量蛋白質領域の除去では，濾過と拡散に

よる除去が行われるため，単独の除去より優れた除去

効率が期待される（図1）．

6 血液透析の定義

実際の血液透析では，前述の如く拡散のみならず逆

濾過が生じ，濾過操作も行われていることが推測され

るが，HDF，HFと異なり置換液を用いるなどの積極

的な濾過操作を行わず，主体は拡散による物質除去と

限外濾過による除水が行われる治療である（表2）．

総合的な血液透析クリアランスは，「拡散クリアラン

ス＋限外濾過クリアランス（除水に伴うもの）＋逆濾

過・正濾過クリアランス＋膜吸着クリアランスの総和」

で表され，これらの割合は除去される物質の分子量や

治療に用いるダイアライザーの性能により，大きく異

なっている．

7 合併症と血液浄化療法の選択

血管内の水分貯留による（容量依存性）血圧上昇は，

HDや ECUM（extracorporealultrafiltrationme-

thod）などの限外濾過で除水し改善が得られる．高

K血症やアシドーシスなどは，K－ やHCO－
3 など小

分子の移動による治療効果が必要であり，拡散を用い

たHDや酸・塩基平衡をHCO－
3 単独で直接補正する

acetatefreebiofiltration（AFBF）が用いられる．

心不全や低血圧などで循環動態，plasmarefilling

に問題がある場合，膠質浸透圧を保つか上昇させなが

ら間質からの水分移動を促し，循環動態に大きな負担

を与えないECUMやHF，HDFなどが適していると

考えられる．

頭蓋内病変，脳浮腫や緑内障などがある場合，急激

な浸透圧変化を避けるためHFが選択される．β2M

の除去はHPM HD（II型）やHPM HD＋吸着筒10），
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小分子除去能

I型ダイアライザー 透析

HPM（II型）透析

血液濾過透析

血液濾過膜吸着

大
分
子
除
去
能

図1 血液浄化療法の除去特性の比較

表2 血液透析療法の定義

・「拡散による物質移動」「限外濾過による除水」を主体とし

て，高性能透析膜では，「逆濾過」「膜吸着」などの機序も

物質除去能を担っている血液浄化療法

・積極的な濾過操作を行わない

・HDクリアランス＝拡散クリアランス＋限外濾過クリアラ

ンス＋逆→正濾過クリアランス＋膜吸着クリアランス



HDF，HFなどが有効である．

8 血液透析の適応病態

血液透析は慢性腎不全以外にも急性腎不全，薬物中

毒などの治療法として確立している（表 3）．急性腎

不全，多臓器不全例での血液浄化では，循環動態が不

安定なために通常の条件では透析が困難な症例も多く，

重篤な症例においては間欠的血液透析より持続血液濾

過・透析濾過などが行われる．

薬物（毒物）は，比較的小分子のものが多く，蛋白

質に結合していない物質は，拡散により除去可能な場

合も多い．

慢性腎不全におけるHDは，導入期の尿毒症症状

改善から維持期まで広く行われている標準的血液浄化

療法と言える．II型ダイアライザーを用いた治療では

透析アミロイドーシスの原因蛋白質であるβ2Mの除

去療法も可能である．
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表3 血液透析療法の適応病態

・慢性腎不全，急性腎不全，薬物中毒

・慢性腎不全－標準的な体外循環治療法

治 療 ダイアライザー

導入期：出現した尿毒症の改善 （I）（II）

維持期：間歇的治療を維持 （I）（II）

透析アミロイド症の対応 （II）

HDで対応できない場合

血液濾過：透析アミロイド症，透析困難症，緑内障，心包

炎・心不全

血液透析濾過：透析アミロイド症，透析困難症



はじめに

血液濾過の定義については狭義の濾過（convec-

tion）によって病因（関連）物質を全血中から直接除

去することと考えられる．一方，適応病態については

難しい問題が多く残っている．

現時点での保険における適応は以下のようになって

いる．血液透析によって対処ができない透析アミロイ

ド症若しくは透析困難症の患者または緑内障，心包炎

若しくは心不全を合併する患者．しかし，この適応は

当然のことながら従来から施行されているボトル型後

希釈法による血液濾過を対象としたものである．この

ボトル型血液濾過には血液透析と比較して種々の長所

（1.低分子量たんぱく質の除去性能 2.循環動態安

定作用など）および短所（1.小分子量物質の除去性

能 2.高血流量 3.コストなど）があり，そのため

に上記のような適応病態が定められていると考えられ

る．保険適応の面を考えると，コストの問題が重要に

なってきていることは否めないが，今後の血液濾過の

発展を考えるとオンラインでの血液濾過を視野に含め

て適応病態を考え直す必要がある．従来型の血液濾過

とオンラインの血液濾過を比較するとコストの面，小

分子量物質および低分子量たんぱく質の除去性能の面

ではいずれもオンラインの血液濾過が優れていると考

えられる．

本検討では従来型の血液濾過の適応病態に含めてオ

ンラインの血液濾過に対する適応病態についても考え

て行きたい．

1 血液濾過の定義

厳密な意味でまったく拡散が関係せずに濾過のみの

治療を行うことを血液濾過と定義すると，工学的な視

点から血液濾過療法を施行することは実際上困難にな

ると考えられる．なぜなら，一般的な血液濾過療法施

行中にもミクロな状況ではなんらかの拡散現象が起こっ

ていると考えられるからである．したがって，臨床の

現場における血液濾過療法の定義については以下のよ

うに定義することが合理的であると考えられる．血液

濾過療法を「意図的に置換液を血液浄化療法施行中に

血液回路を介して体内に投与することのみで血液浄化

を施行する治療法」と定義する．

2 血液濾過の有効性

血液濾過の適応病態を考えると血液濾過がどのよう

な病態に有効性を持っているかを明らかにする必要が

ある．従来から血液濾過の長所としては，低分子量た

んぱく質の除去性能に優れていることおよび循環動態

を安定させることが指摘されている．したがって，そ

の効果としては透析アミロイドーシスの改善および透
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血液濾過の定義と適応病態

武本佳昭 土田健司 仲谷達也

［透析医療におけるConsensusConference2001］

大阪市立大学人工腎部

表1 血液濾過はいかなる病態に対して有用か

1） 腎性貧血：栄養障害，相対的エリスロポエチン不足，

大分子尿毒素（造血阻害因子，赤血球寿命短

縮因子？），小中分子尿毒素，アシドーシス

2） 皮膚掻痒：大分子尿毒素，高Ca・P血症，皮膚保湿性

の低下，HPT

3） いらいら，不眠：大分子尿毒素，ストレス

4） 末梢神経障害：ポリオール，中分子尿毒素

5） 脂質代謝異常：ヘパリン，糖尿病，高脂肪食

（文献1）より引用）



析困難症が考えられる．また，未知の大分子量物質を

除去することにより表1に示されているような効果

があることが指摘されている1）．日本透析医学会の統

計資料2）においては，図1に示すように濾過を用いた

血液浄化療法が透析アミロイドーシスを悪化させるリ

スクが低いことが報告されている．Locatelli等の報

告3）でも血液濾過は血液透析と比較すると，手根管症

候群の手術を受けるリスクを40％低下させると述べ

ている（図2）．以上のことから考えると血液濾過は

透析アミロイドーシスの病態が適応と考えられる．循
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図1 治療法と透析アミロイドーシスが悪化するリスク

（文献2）より引用）

図2 手根管開放術を受けるリスク

（文献5）より引用）

表2 有害症状発生頻度 （％：月）

PhaseI PhaseII P

低血圧

高血圧

不整脈

こむらがえり

頭痛

61

30

11

33

17

39

26

2

17

4

0.003

0.04

0.04

0.006

0.02

（文献4）より引用）



環動態の安定化効果についてはAltieri等4）は血液透

析と血液濾過を比較した場合に低血圧，高血圧，不整

脈などの発生頻度が有意に低下すると報告している

（表 2）．同様にStephen等は平均血圧，全身末梢血

管抵抗，心係数，脈拍の変化率を血液透析と血液濾過

で比較した場合，血液濾過を施行した場合には変化率

が有意に小さくなることから血液濾過は循環動態を安

定させる効果があると述べている（図 3）5）．以上の

ことから血液濾過は循環動態が不安定な病態に対して

有効な治療であると考えられる．さらに，血液濾過透

析を施行した場合ではあるが，関節痛，掻痒感，いら

いら感，関節の可動域などが改善するとの報告がなさ

れている1），6）．したがって，血液濾過は透析アミロイ

ドーシス，心不全などに伴う循環動態の不安定な病態，

いらいら感・掻痒感に伴う透析困難症等に対して臨床

的に有効であると考えられる．

3 適応病態

本論文で論じている適応病態については保険適応ま

で視野に入れているため，前記の臨床的有効性とは少

なからず異なるものになると考えられる．すなわち，

保険適応を視野に入れて考えると，臨床的な検討で血

液濾過が有効であると考えられる症状の内，いらいら

感・掻痒感などは現時点においてはエビデンスとして

少し弱いと言わざるをえないのが現状である．しかし，

臨床の現場で患者の症状を直接診察していると，やは

り血液濾過は上記の種々の症状に対して有効であると

の確信を持たざるをえない．そこで血液濾過の適応病

態としては表 3に示すようなものを提唱し，今後の

批判を待ちたいと考える．
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図3 循環系に及ぼす血液濾過と血液透析の影響

（文献3）より引用）

表3 適応病態

1） 透析アミロイド症

2） 透析困難症

3） そう痒

4） いらいら感

5） 不眠

6） 末梢神経障害

7） rHuEPO不応性腎性貧血

8） 栄養障害

9） QOLを低下させる病態

10） 緑内障，心包炎，心不全
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はじめに

血液浄化法や血液浄化器の進歩により透析患者の生

命予後は確実に改善したといえる．その一方では透析

療法の長期化とともに透析アミロイドーシスをはじめ

とする様々な透析合併症が出現し，これらの治療・予

防に対し血液透析濾過法（hemodiafiltration;HDF）

が有効との報告が多くなされている．本来，血液透析

（hemodialysis;HD）から血液濾過（hemofiltration;

HF）にいたる血液浄化療法は使用する血液浄化器の

性能に違いはあるものの，溶質除去に拡散と濾過を利

用している点で共通している．すなわちHDは拡散

を，HFは濾過を主体とした血液浄化法である．なか

でもHDFは ・拡散と濾過の両方を積極的に利用した

血液浄化法・と定義され，濾過に使用する置換液量・

置換法の違いにより内部濾過促進型HD，少量液置換

型HDF，大量液置換型HDFに大別される．HDFの

臨床効果としてはrHu-EPO抵抗性貧血，血中BMG

低下，透析困難，低栄養状態，イライラ感，末梢神経

障害などの改善についての報告が多く，これらが

HDF適応病態と考えられるが，HDF施行に際して必

要となる清浄化透析液使用による効果と重複する部分

もあり，複数の改善要因が関与している可能性がある．

しかしながらHDF普及には血液浄化器の認可，水処

理加算の問題など多くの保険的問題が残されており，

今後の検討が必要である．

1 HDF療法の定義

HDからHFに至る血液浄化法は拡散（diffusion）

と濾過（convection）の原理を溶質除去に利用して

おり，両者の関与する度合いによって規定される，一

連の連続的な浄化法と考えられる．すなわちHDは

大部分の拡散と一部の濾過，HFでは一部の拡散と大

部分の濾過によって溶質の除去が行われる．これに対

しHDFはHDとHFの中間に位置する血液浄化法と

考えられ，・濾過と拡散の両者を積極的に利用した血

液浄化法・と定義される．具体的には ・透析液を流し，

5L以上の置換液を使用する濾過あるいはそれに相当

する内部濾過を利用した血液浄化法・と表現されよう．

またHDFの特徴は拡散が有利な小分子量物質除去と

濾過が有利な低分子量蛋白除去をバランス良く，効率

的に施行しうる点で有用な血液浄化法と考えられる．

2 HDF療法の分類

1） 内部濾過促進型HD

血液側あるいは透析液側の圧力損失すなわち圧力勾

配を大きくすることにより逆濾過を促進するような構

造を有し，かつ透水性のきわめて高い血液浄化器を使

用する血液浄化療法であり，圧力勾配によって透析膜

を介し置換液となる透析液が血液中に流入する．現時

点では開発段階にあり，市販の内部濾過促進型血液浄

化器は存在しないが，高機能を有するⅡ型血液透析器

においても，少なからず逆濾過・逆拡散現象が生じて

いると考えられており，これらの血液浄化器の使用に

際しては厳密な透析液の水質管理が要求される．

2） 少量液置換型HDF

一治療当たり5L以上15L以下の置換液を使用す

る HDFと定義され，一般的にはボトル後希釈型

HDFをさすことが多い．ボトル式HDFでは市販の
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補充液を置換液として使用するが，大量液置換を行う

には治療手技の煩雑さや治療コストが問題となり普及

するに至らなかった．

3） 大量液置換型HDF

一治療当たり 15L以上の置換液を使用する HDF

と定義され，大量液置換ボトル型 HDF，on-line

HDF，pushandpullHDFがこの範疇に包括され

る．液置換法の違いにより前希釈・後希釈法に分類さ

れるが，大量液置換後希釈法では置換液量の増加とと

もに膜間圧差（transmembranepressure;TMP）も

上昇し，その結果，アルブミン漏出が増加することか

ら置換液量に限界がある．一方，前希釈法は大量液置

換に適した方法であり，置換液量の増加とともにその

溶質除去特性はHFに近づくこととなる．

3 HDF療法用血液浄化器の位置づけ

現在，HDF専用の血液浄化器は保険上認可されて

おらず，ハイパフォーマンス血液透析器（高性能Ⅱ型

血液透析器）を流用しているに過ぎない．1999年，

透析医学会ではコンセンサスカンファランスならびに

学術委員会において新たな血液浄化器の機能分類とし

て血液透析濾過器（Ⅲ a,Ⅲ b型）を追加すること

を提唱した1）．すなわちⅢ a型血液浄化器は内部濾

過促進型HD，少量液置換（置換液量5L以上15L

以下）HDFに対応したものであり，現行の高機能Ⅱ

型血液浄化器がこれに相当する．またⅢ b型血液浄

化器は大量液置換（置換液量が15Lを超える）HDF

に対応する血液浄化器であり，両者の違いは大量液置

換に耐えうる透水性とアルブミンロスを最大限に抑え

る性能がⅢ b型に要求される点である（表 1）．今後，

HDFの普及を目指す上では，これらの血液浄化器の

適正使用，機能分類を踏まえた性能の再評価ならびに

血液透析濾過器としての保険認可が急務と考えられる．

4 HDF療法施行時の透析液水質管理基準

1994年，九州HDF検討会は本邦で初めてon-line

HDF施行時の水質基準を提唱した2）．これによると

透析用水 ET値：50EU/l未満（目標値 10EU/l未

満），online希釈液（置換液）：1EU/l以下（測定

感度値以下）を目標としており，現時点で最も厳しい

水質基準である．一方， 1995年，透析医学会は通

常透析時の透析液安全基準としてエンドトキシン

（ET）値250EU/l（達成目標値100EU/l）を提唱し，

1998年，広義の逆濾過促進型人工腎（逆濾過促進型，

pushandpullHDF，on-lineHDFを含む）の透析

液安全基準ならび施設基準を追加した3,4）．さらに

2000年，日本透析医会コンセンサスカンファランス

において ・透析液の生物学的清浄度基準・が検討され，

ETの基準値をHD施行時の透析用水100EU/l未満，

透析液100EU/l未満（目標値10EU/l未満），逆濾

過促進型HDあるいは大量液置換HDF施行時の透析

液1EU/l未満，置換液1EU/l未満と定めた5）．この

ような段階的な透析液清浄化管理基準の改定の背景と

して，通常透析施行時にも逆濾過・逆拡散が生じてい
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表1 血液浄化器と血液浄化法

血液浄化器 血液浄化法

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ a型

Ⅲ b型

Ⅳ型

HD

HD

内部濾過促進型HD,少量液置換HDF

大量液置換HDF

HF

HD:血液透析 HDF:血液透析濾過 HF:血液濾過

（川口良人ら：血液浄化器の新たな機能分類．透析会誌，32;

1465,1999,より改変）

表2 透析液水質管理基準の推移

1994
九州HDF検討会

1995
日本透析医学会

1998
日本透析医学会

2000
日本透析医会

透析用水
50EU/l未満

目標値:10EU/l未満

最大許容量:250EU/l

目標値:100EU/l
250EU/l以下 100EU/l未満

透析液 （－） （－） 100EU/l以下 10EU/l未満

置換液
測定感度以下

（1EU/l未満）
（－） 1EU/l以下 1EU/l未満

透析用水：RO水 透析液：コンソールカプラジョイント出口部 置換液：最終フィルタ後 エンドトキシン単位：

EU/l＝IU/l



ることへの認識が年々高まり，さらに透析液を置換液

として積極的に使用する大量液置換HDFが普及しつ

つあることから，透析液清浄化の重要性が認知されつ

つあることがあげられよう（表2）．

5 HDF療法の臨床効果と適応病態

現在，多くの施設でハイパフォーマンス血液透析器

（HPM；Ⅱ型血液透析器）が使用されており，その普

及率は高い．すなわち透析アミロイドーシス予防など

の透析合併症対策を前提とした透析療法はすでに国内

では定着した感があり，これらHPM-HDの溶質除去

に積極的濾過を加味したHDFではHPM使用によっ

ても改善できない病態が対象となることは明らかであ

る．具体的にはHPMでも改善しない透析アミロイドー

シス，透析困難症，掻痒感，イライラ感，不眠，末梢

神経障害，rHuEPO不応性貧血，栄養障害，そのほ

かのQOLを著しく低下させる病態などが適応とされ

る．またHDF療法が透析アミロイドーシス増悪に対

する相対危険度が有意に低いとの報告6）やHDと比し

生命予後が良好であるとの報告7）もあり，今後の長期

的評価が期待される（図1）．一方，内部濾過促進型

HDや大量液置換HDFでは厳密に管理された清浄化

透析液および透水性と生体適合性に優れた合成高分子

膜が使用されることが前提となるが，清浄化透析液を

使用したHPM-HDでもHDFと重複する臨床効果が

得られることが知られており，HDFの臨床効果には

膜の生体適合性・拡散・濾過・清浄化透析液など複数

の要因が関与しているものと考えられる（表3）．

6 医療保険適応上の問題点

現在，HDF用血液浄化器は認可されておらず，

HPM（Ⅱ型血液透析器）を血液透析濾過器として流

用しているのが実状である．1999年，透析医学会は

血液浄化器の新たな機能分類としてⅢ型血液透析濾過

器を追加し，各治療法に対する血液浄化器の性能基準

と適応病態を明確化しているが，実際の医療現場で実

用化するためには血液透析器性能の再評価・再分類と

適正価格設定の検討ならびに血液透析濾過器の保険認

可が必要であろう（表4）．さらにボトル型HDFを

除く内部濾過促進型HD，大量液置換HDF（on-line

HDF，push& pullHDF）では清浄化透析液作成の

ため，通常の血液透析に比しエンドトキシン除去フィ

ルタ（限外濾過フィルタ）の設置や定期的エンドトキ

シン測定など厳密な水質管理が必要となる．従来，

RO加算の設定により，RO装置設置が普及したこと
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図1 透析アミロイドーシス増悪に対する相対危険度

（日本透析医学会：我が国の慢性透析療法の現況（1999）,より改変）

表3 大量液置換血液透析濾過の臨床効果

臨床効果 清浄化透析液
（＋HPM） 大量液置換HDF

rHuEPO抵抗性貧血

血清BMG低下

低血圧

栄養障害

関節痛

掻痒

イライラ感

生存率向上

著効

著効

有効

著効

有効（?）

著効

著効

有効

著効

著効

著効

著効

有効（?）

HPM:ハイパフォーマンス血液透析器 HDF:血液透析濾過



を考えると，今後，透析液清浄化の普及にはフィルタ

管理，エンドトキシン測定費用などを考慮した新たな

水質管理料の設定が望ましい．またon-lineHDF・

push& pullHDFの手技自体が認可されたものでは

なく，機器の改造・維持管理を含め各施設の責任下で

HDとして（いわゆる手出しとして）施行されている

のが現状であり，これらに対する手技料等の再考も必

要と考える．

おわりに

本稿では血液透析濾過の定義ならびに適応病態につ

いて概説したが，従来のHD療法が長期透析合併症

の予防に無力であったことを考えると，積極的に透析

液清浄化の有用性に対する意識向上ならびにHDに

代わり得る血液浄化法の確立が必要になる．またボト

ル型HDFが臨床的有効性を有するにもかかわらず普

及に至らなかった原因として，治療コストの高騰，治

療手技の煩雑さがあげられる．このような背景から内

部濾過促進型HDあるいは大量液置換HDF（on-line

HDF・push& pullHDF）が今後の血液浄化法とし

て有望視されている．しかしながら現在の保険環境で

はHDF用の血液浄化器，水質管理料，手技料はもと

より治療法自体も認可されておらず，治療法普及の障

害となっている．さらに長期化していくであろう透析

環境を考えた場合，透析医会，透析医学会を中心とし

たHDF療法の啓蒙と保険適応認可に向けた積極的活

動が重要と思われる．
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表4 血液浄化器の機能分類（血液浄化器/治療法/適応病態）

血液浄化器の
分類 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ a型 Ⅲ b型 Ⅳ型

血液浄化器の

名称

スタンダード

血液浄化器

ハイパフォーマンス

血液浄化器

血液透析濾過器 血液透析濾過器 血液濾過器

治療法 HD HD
内部濾過促進型HD

少量液置換型HDF
大量液置換型HDF HF

透析液または

置換液水質基準
A A B,C,D B,C,D B

適応病態

腎不全，特に不均衡

症候群，アミノ酸や

蛋白損失が栄養学的

に有害と考えられる

病態

腎不全，特にアミロ

ドーシスそのほかの

QOLを著しく低下

させる病態

Ⅱ型浄化器によって

も改善しない透析ア

ミロイド症，透析困

難症，掻痒，イライ

ラ，不眠，EPO不

応性貧血，栄養障害，

末梢神経障害その他

QOLを著しく低下

させる病態

同左 同左

その他緑内障，心包

炎，心不全

A:日本透析医学会基準（透析会誌,28;1487,1995） B:日本薬局方 C:九州HDF検討会水質管理基準（1994）

D:日本透析医学会基準（透析会誌,31;1107,1998）

（川口良人ら:血液浄化器の新たな機能分類．透析会誌,32;1465,1999,より改変）



はじめに

従来， 直接血液灌流 （directhemoperfusion;

DHP）とも呼称されていたもので，血液全血を直接

吸着筒に導き，病因（関連）物質を除去しようとする

ものである．

これまでDHP用血液浄化器として，活性炭吸着筒，

β2 ミクログロブリン（β2 m，BMG）吸着筒，エン

ドトキシン吸着筒が臨床使用されてきた．それぞれの

適応病態について述べてみたい．

1 活性炭吸着筒

活性炭吸着筒は薬物中毒，肝性昏睡，多臓器障害に

伴う急性腎不全に適応が承認されている．

活性炭の炭素原子の疎水性相互作用を利用した吸着

様式で，リガンドとして石油ピッチ系活性炭が使用さ

れ，生体適合性向上とmicroparticles流出防止のた

め，polyHEMA（ヒドロキシエチルメタクリレート

系ポリマー）でコーティングしたものやヘパリン徐放

システムを持つものがある1）．分子量1005,000程

度の物質が吸着される．薬物（催眠鎮静薬，抗不安薬，

抗不整脈薬，農薬，制癌薬など;microcystinsへの

応用例もある2）），ビリルビン，胆汁酸，芳香族アミ

ノ酸の除去に使用されている．肝性昏睡には効率の良

い血漿吸着が使われることが多い．ヘモソーバ（旭メ

ディカル），DHP1（クラレ），ヘモカラム（テルモ）

などが市販されている．急性腎不全用にヘマックス

（クラレ）がある．100150ml/分で吸着能力に応じ

23時間程度を目安とする．

2 β2 m吸着筒（リクセル）

分子量，11,800の低分子蛋白質であるβ2 mは，

透析アミロイド症の前駆蛋白質とされている．この

β2－mを選択的に吸着するヘキサデシル基をリガン

ドとするセルロースビーズを充填した吸着筒がリクセ

ルである（図1）3）．

関節痛を伴う透析アミロイド症に対して適応がある．

適応上必要な3要件（手術または生検によるβ2 m

によるアミロイド沈着の確認，透析歴10年以上で手

根管開放術を受けている，骨嚢胞の確認）のうち，手
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図1 リクセルのβ2 m吸着メカニズム

（文献3）より引用，一部改変）



術または生検によるβ2 mによるアミロイド沈着の確

認に関して言えば，1年間使用後の再使用時にまた組

織での再確認がはたして必要なのか疑問を感ずる．腎

移植例でさえ，組織でのアミロイドの消失は確認され

ておらず4），患者負担（滑膜，唾液腺，皮膚などの生

検）を考えると改善を要しよう．手根管開放術がまだ

行われていない透析歴10年以上例でも，アミロイド

骨・関節症によるきわめて強い関節痛を訴える症例が

あり，ほかのステロイド剤を含めた薬物療法や血液浄

化療法の変更によっても効果が期待できない場合は，

一時的な使用も今後の検討に値すると思われる．

また，透析アミロイド症を呈するのは長期透析例で

あり，同時に動脈硬化症を合併する例も多く，不整脈

などで血液透析濾過で対応せざるをえない症例では，

血液透析に限るとしている現在の規定も問題がある．

本吸着筒はβ2 m以外にも炎症性サイトカインも吸着

し，臨床効果の一翼をになっている．

最近開発されたS15は，従来のS35に比し，吸

着体容量は350mlから150mlに減少し，プライミ

ング容量も177mlから65mlに減じ，カラム本体も

ポリカーボネートからポリプロピレンに変更となり使

いやすくなっている．S15はS35に比し，治療後

の血清鉄，ラクトフェリン，PMNE，MPO，C3aの上

昇は軽減している．

β2 m吸着除去療法懇話会（代表世話人；天野泉，

下条文武両先生）のデータによれば，S15は血圧低

下作用や貧血増強作用は弱く残血量も少ない（表 1）．

また，S15併用透析のβ2 m総除去量はS35に比

べて併用透析膜の性能に依拠していることが確認され

ている．通常，透析時にダイアライザーの上流で併用

し，血流量は透析に準じ45時間行われる5）．

3 エンドトキシン吸着筒（トレミキシン）

エンドトキシンの選択的吸着作用のある，ポリミキ

シン Bがリガンドである．エンドトキシン吸着筒

（トレミキシン）は敗血症性ショックに適応がある．

保険適応は次のアからウのいずれにも該当する患者の

場合である．

ア．エンドトキシン血症であるものまたはグラム陰

性菌感染症が疑われるもの．

イ．次の①～④のうち2項目以上を同時に満たす

もの．

① 体温が38度以上または36度未満

② 心拍数が90回/分以上

③ 呼吸数が 20回/分以上または PaCO2が 32

mmHg未満

④ 白血球数が 12,000/mm3 以上若しくは

4,000/mm3未満，または桿状核好中球が10％

以上

ウ．昇圧薬を必要とする敗血症ショックであるもの．

ただし，肝障害が重症化したもの（総ビリルビン

10mg/dl以上かつヘパプラスチンテスト 40％

以下であるもの）を除く．

SIRS（systemic inflammatory response syn-

drome;全身性炎症反応症候群）を背景に持つ病態で

あり，実施は臓器不全が進行する前の早期が望ましい

とされている．APACHEⅡスコアが30を下回る症

例では実施群が非実施群に比し高い生存率を示し，ショッ

ク発生より24時間以内に実施した症例群が24時間

以降に実施した症例群より高い生存率が得られている．

エンドトキシンだけでなく，内因性マリファナ（アナ

ンダマイドや2AG）（図 2）の吸着も証明されてお

り，臨床効果にも関与している6）7）．血流量は，定常

状態で80120ml/分とされ，原則として2時間であ

る．1症例に2本までとされている．

4 LDL吸着筒

陰性荷電を持つポリアクリル酸をリガンドとし，キャ

リア剤としてポリアクリルアミドが使用されている静

電的相互作用を利用したLDLの吸着筒である．この
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表1 治療後残血量 （ml）

S35 S15

症例1

リクセル

ダイアライザー＊1

合 計

1.11

3.89

5.00

＜0.25

0.43

＜0.68

症例2

リクセル

ダイアライザー＊1

合 計

1.59

0.91

2.50

＜0.25

0.39

＜0.64

症例3

リクセル

ダイアライザー＊2

合 計

1.52

2.74

4.26

NA

0.3

NA:notavailable

＊1 PS1.6UW ＊2 PS1.9UW

回収方法;治療後デバイスを超音波処理しながら生理食塩液

1,000mlを200ml/分で循環させ，回収液中のヘモグロビン濃

度を測定した．



LDL吸着筒によるDALI（directadsorptionofli-

pids;Fresenius HemoCare）システム8）の治験が現

在進行中であり，将来DHPへの仲間入りが予想され

る．
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はじめに

血漿浄化療法は，血液中に存在する原因物質あるい

はそれの関連物質を取り除くことで病態を改善しよう

とする治療法である．歴史的にはすでにローマ時代に

ヒルによる吸血や瀉血などが行われ，病態が改善した

というような報告がずいぶん見られる．1914年にアー

ベルらは，プラズマフェレーシスという考え方で犬の

尿毒症に対して行った．これが血漿交換もしくは血漿

浄化療法の考え方の根幹となっている．しかし，臨床

的には行われなかった．

技術的には1952年に血液成分を採取するための遠

心分離器がチューリスらによって開発され，その後

1963年にはソロモンらによってマクログロブリン血

症に対する治療が行われた．

今回本稿ではこのような血漿浄化療法の考え方とそ

の適応病態についてふれてみる．

1 血漿浄化療法の定義

血漿浄化療法の定義は，体外循環を利用し，患者血

液より血漿を分離，その上で血漿中に含まれる原因関

連物質を除去することで病態の改善をはかる治療法，

である．

2 血漿分離法

血漿浄化療法について先ず，血漿を分離する方法に

ついて述べる．

① 遠心法

抗凝固処理をした全血液を回転する遠心分離槽内で，

比重の差を利用して血球成分と血漿成分に分離する方

法である．

② 膜分離法

中空糸膜の孔径の大きさを利用して，血球成分と血

漿成分に分離する方法である．

3 血漿浄化療法の種類

分離された血漿をどのように処理するかによって表

1のような方法がある．

① 単純血漿交換療法（singlefiltrationplasma-

pheresis）

これは分離された血漿を破棄し，代わりに新鮮凍結

血漿，もしくはアルブミン溶液を入れて補充する方法

である．おもに，肝不全などによく使われている．

② 二重膜濾過血漿交換療法（doublefiltration

plasmapheresis）

二重膜濾過は，血漿分離に用いた中空糸膜孔径のさ

らに小さな孔径の膜に通し，濾過する方法である．す

なわち，分子量の大きさを利用して免疫複合体や原因

関連物質を除去しようとする方法である．一般に原因

関連物質は分子量が大きいためこの方法が行われてい

る．
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表1 血漿浄化療法の種類

1.単純血漿交換療法

（singlefiltrationplasmapheresis）

2.二重膜濾過血漿交換療法

（doublefiltrationplasmapheresis）

3.冷却濾過法

（cryofiltration）

4.免疫吸着療法

（immunoadsorptionplasmapheresis）



二重膜濾過法では一般に少量の患者の血漿を廃棄す

るため，約5％前後のアルブミン溶液を補充液とし

て使用する．

③ 冷却濾過法（cryofiltrationplasmapheresis）

これは，分離された血漿を冷やすことで cryogel

といわれる物質をつくり出し，二重膜濾過法と同じよ

うな方法で濾過する．この場合，一般にはアルブミン

溶液は補充しない．

4） 免疫吸着療法（immunoadsorptionplasuma-

pheresis）

これは，吸着という方法で選択的に原因関連物質を

除去しようとする方法である．

4 健康保険適応疾患

現在の保険適応疾患（表2）は22疾患が認められ

ている．方法については3で述べたようないろいろ

な方法が各種疾患に行われるようになっている．

5 原因物質による血漿浄化療法の適応病態

健康保険適応疾患以外にも有用であると思われる病

態が数々存在すると考えられる．

そこで，原因物質による血漿浄化療法の適応病態を

考えてみる．

① 免疫複合体関連疾患

免疫複合体が原因と考えられるような関連疾患をま

とめてみると（表3）のようになる．おもに免疫性疾

患が多いが，これらについては二重膜濾過法その他，

免疫吸着法も有用であると考えられている．

② 自己抗体を含む抗体関連疾患

自己抗体を含む抗体関連疾患ついては，（表4）の

ように，各種自己抗体が見つけられている疾患に対し

有用性が考えられている．

③ たんぱく関連疾患

たんぱく関連疾患は（表5）に示すようなものが考

えられる．

6 保険適応を受けるための問題点

一方なぜこのように有用性が高いと考えられる疾患

が多いにもかかわらず，保険適応を受けることができ

ないのかという点について少しふれてみたい．

① 患者数の少なさ

血漿浄化療法を行う疾患に関しては，まれな疾患が

多いということがある．そのためになかなか同一プロ

トコールで多施設共同研究が行いにくいという点があ

る．今後どうすればよいかという問題については，オー

ファンドラッグのような有用性の検討も必要かと考え

る．
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表2 健康保険適応疾患

・多発性骨髄腫

・マクログロブリン血症

・劇症肝炎

・薬物中毒

・重症筋無力症

・悪性関節リウマチ

・全身性エリテマトーデス

・血栓性血小板減少性紫斑病

・重度血液型不適合妊娠

・術後肝不全

・急性肝不全

・多発性硬化症

・慢性炎症性脱髄性多発根神経・

炎ギラン・バレー症候群

・天疱瘡

・類天疱瘡

・巣状糸球体硬化症

・溶血性尿毒症症候群

・家族性高コレステロール血症

・閉塞性動脈硬化症

・同種腎移植

（ABO不適合間，抗リンパ球

抗体陽性）

・血友病

表3 免疫複合体関連疾患

・慢性関節リウマチ

・全身性エリテマトーデス

・強皮症

・皮膚筋炎

・結節性動脈周囲炎

・Guilain-Barre症候群

・血栓性血小板減少性紫斑病

・腎移植拒絶反応

表4 抗体関連疾患（自己抗体を含む）

・全身性エリテマトーデス

・抗リン脂質抗体症候群

・ANCA関連血管炎

・血球貧食症候群

・慢性活動性肝炎

・重症筋無力症

・多発性硬化症

・多発性筋炎

・多発性神経炎

・特発性血小板減少性紫斑病

・第Ⅷ因子自己抗体保有血友病

・自己免疫性溶血性貧血

・急速進行性糸球体腎炎

・Goodpasture症候群

・悪性腫瘍

・糖尿病（I型）

・尋常性天疱瘡

・喘息

表5 たんぱく関連疾患

・Raynaud病

・シェーグレン症候群

・血球貧食症候群

・過粘稠度症候群

・劇症肝炎

・肝不全

・原発性胆汁症肝硬変症

・パラプロテイン血症

・マクログロブリン血症

・クリオグロブリン血症

・多発性骨髄腫

・中毒

・高コレステロール血症

・甲状腺機能亢進症（クリーゼ）

・高トリグリセリド血症

・中毒性表皮水泡症



② 血漿浄化療法の医師の認識

残念ながらこういう体外循環というのは，医療の中

では非常に特殊な領域であるために，医師の側に有用

性についての知識が欠如しているという点がある．そ

のために，このような医師に対する知識の啓蒙もしく

は専門医の養成などが必要であると考えられる．また，

技術的により簡略化して，たとえば注射を打つような

感覚で行える方法を開発していただきたい．

さらに，基幹病院をつくることが考えられる．たと

えば血漿浄化センターなどを立ち上げて，そこに行け

ばこういう治療が受けられるというようなことを，各

地域ごとにつくるのがいいのではないかというふうに

考える．

③ 病態改善とevidenceの問題

最近は，EBMの問題がある．そのために有用性を

より評価しなければいけないというふうに考える．た

とえばそのためにはどうするか，次の3点が考えら

れる．

ⅰ.doubleblindstudy

ⅱ．Sham apheresis

ⅲ．原因物質の検討

また，海外を含めた症例の蓄積，さらには長期経過

観察による有用性の検討なども含まれてくると考える．

これらを踏まえて，さらに施行によるコストの検討も

必要ではないかと考えている．

まとめ

以上簡単だが血漿浄化療法について述べてきた．ま

とめると以下となる．

① 血漿浄化療法は体外循環を利用し，患者血液よ

り血漿を分離し，その血漿中に含まれる原因関連

物質を除去することで病態の改善をはかる治療法

である．

② 健康保険適応疾患は22疾患である．

③ 健康保険適応疾患以外にも多数の有用性を認め

る疾患がある．

④ 今後，健康保険適応疾患を増やすためには知識

の啓蒙，症例の蓄積，evidenceの確立を多施設

で行うことが必要となる．
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はじめに

悪いものを体外に除くという治療概念は，ヒポクラ

テ ス の 時 代 よ り 瀉 血 療 法 （bloodletting）1）が

apheresisの一つとして施行されてきたことよりその

存在が知られている．その後，遠心分離により細胞成

分と血漿成分に分離できることがわかり，遠心分離に

よる細胞除去が治療・研究に利用されるようになった．

鎌状赤血球貧血（sicklecellanemia）患者の局所的

低酸素状態のため鎌状に変化したHbSの赤血球は血

液粘稠度を増し，微小血管閉塞や骨頭壊死を起こすこ

とが知られている．その鎌状赤血球を遠心分離法によ

り除去し，HbAの赤血球を輸血する交換輸血が本疾

患の細胞（赤血球）除去療法2）として施行された．ま

た，白血球系細胞の除去療法は，遠心分離により白血

病のcrisis時の治療3）として使用された．しかし，遠

心分離法手技の煩雑さ，遠心機器の値段が高価なこと，

また，疾患を持つ患者の延命効果が期待できなかった

ことなどにより白血病のglobalstandard治療とは

ならなかった．炎症性腸疾患においては，米国の

Bicks等がクローン病に対する遠心分離を用いた白血

球除去療法の有効性を報告4）したが，あまり効果が無

いという報告5）も入り乱れ，米国国内でも注目される

治療とはならなかった．また，クローン病と並ぶもう

一つの炎症性腸疾患である潰瘍性大腸炎に対する有効

性は報告されていなかった．

遠心分離法ではなく，いかに簡単に効率良く，高価

な機器を使用せず，目的とする細胞群を吸着・除去で

きるかという研究が，医療用具を研究していた日本企

業を中心に，膜やビーズ6 8）を用いた細胞吸着・除去

の形で行われた．また，そのすばらしい技術の臨床応

用に貢献したのは，それら企業と共同研究してきた医

師らであった．免疫が関与する疾患群を持つ患者血中

や病変局所で，活性化白血球が多いことに目をつけ，

白血球除去療法や顆粒球吸着療法による白血球除去を

慢性関節リウマチ9 11），全身性エリテマトーデス12），

癌13,14），潰瘍性大腸炎15）,16）などに行いその有効性を

報告した．

その甲斐あって筆者の分野，消化器内科では潰瘍性

大腸炎に対する顆粒球吸着療法が平成12年4月1日，

白血球除去療法が平成13年10月1日に健康保険適

応治療となった．

1 細胞吸着・除去の定義

細胞吸着・除去とは，細胞吸着素材の中を血液また

は細胞成分を含む体液が通過する際，細胞成分が素材

と接触することにより，物理的，化学的または接着因

子等を介する免疫学的な結合性質を利用し，細胞を吸

着・除去することを意味する．

これが治療用細胞吸着・除去になると，体外循環技

術を用いて体外循環用医療素材の中を抗凝固化させた

血液（体外では血液は凝固するので）を通過させる必

要がある．

2 細胞吸着・除去の方法

現在，細胞吸着・除去に用いる体外循環治療法には，

①膜吸着分離法，②ビーズ吸着分離法，③ステンレス

吸着分離法，がある．今後もっと違った原理を持つ細

胞吸着・除去療法が考案・実現されるものと思われる

が，現在はまだこの3種類だけである．
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① 膜吸着分離法

繊維に白血球が吸着する性質を利用し細胞を除去．

旭メディカル社製セルソーバ6）は，直径3μm以下

のポリエステル繊維に顆粒球と単球がほぼ100％，リ

ンパ球と血小板はその活性化状態により異なるが

30～60％吸着・除去される性質を利用し，種々の疾

患の臨床治療に用いた．図 1に実際の白血球除去療

法施行時の写真を示す．

米国Pall社製PallLG6leukocytedepletingar-

teriallinefilter17）は，セルソーバ同様，ポリエステ

ル繊維に白血球が吸着する性質を利用している．人工

心肺時の活性化白血球の除去が主であったので，処理

血流量を多くする流体力学的工夫がされている．また，

テルモ社はエジプト綿18）を用いた白血球除去器を臨床

応用している．

② ビーズ吸着分離法

ビーズに顆粒球や単球が吸着されることを利用し細

胞を除去．

日本抗体研究所は，直径3mmのセルロースアセ

テートビーズに顆粒球や単球が吸着されることを治

療 7,8）に利用した． 本療法は顆粒球・単球とも

30～40％しか吸着・除去されないが，リンパ球や血

小板はほとんど除去されないのが特徴である．図 2

に実際の顆粒球吸着療法施行時の写真を示す．

③ ステンレス膜吸着分離法

ステンレス繊維に白血球が吸着されることを利用し

細胞を除去．

直径4μm以下のステンレス繊維に白血球が吸着さ

れることを利用し，顆粒球と単球は約100％，リンパ

球と血小板はその活性化状態により異なるが 30～

60％ 以上吸着・除去する．

このステンレス繊維を用いた白血球吸着・除去はわ

れわれの施設でもまだexvivoの実験段階であり，臨

床応用にはもう少し期間がかかると思われるが，ほか

の白血球吸着・除去器と違う所は本治療素材が金属で

あり，金属アレルギーの心配はあるが，未来的には同

時に温熱や磁場を使用することにより，より効果的に

目的とする細胞吸着が可能となることであろう．

また，単に白血球を除去するだけでなく，もう一つ

のmodulator（調節因子）である温熱や磁場を併用

することにより，細胞の質的変化を積極的に行える可

能性が魅力的である．次世代の白血球吸着・除去とし

ての期待がかかる製品と言えよう．

3 細胞吸着・除去の適応病態

その病態や症状増悪に白血球が深く関与していると

細胞吸着・除去の定義と適応病態 41

図1 潰瘍性大腸炎（ulcerativecolitis:UC）に対する白血球除去療法

（leukocytapheresis:LCAP）

体外循環治療機器である旭メディカル社製のPlasoto2000でLCAPを行ってい

る写真である．患者からポンプで脱血された全血は，ナファモスタットメシレイトで

抗凝固化され，白血球除去器を通り白血球が除去された後患者に戻される．



考えられ，主にステロイドや免疫抑制薬が治療効果の

ある疾患群に細胞吸着・除去療法も有効と考える．

すでにその効果が論文等で報告されているものには，

① 慢性関節リウマチ17），全身性エリテマトーデス

等12）の膠原病疾患

② 潰瘍性大腸炎15,16）やクローン病4,16）などの炎症

性腸疾患

③ 自己免疫性肝炎19）等の肝疾患

がある．

筆者は，今後，臓器移植後の拒絶反応抑制やある種

のウイルス疾患にも有効性が認められ，新たな免疫調

節治療の一つになると考えている．

4 細胞吸着・除去が保険適応となるまで

潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法と顆粒球吸着

療法の臨床治療は，筆者が能勢之彦教授（現ベーラー

医科大学外科学教授，テキサス）のおられたクリーブ

ランドクリニックより帰国した約1年後の平成4年

から，preliminarystudyとして天野國幹博士のご

協力のもと開始した．その後，厚生省（当事）の難治

性炎症性腸管障害調査研究班班長でおられた武藤徹一

郎先生（当時東京大学第一外科教授）と，その後班長

になった私の恩師である下山孝教授（兵庫医科大学消

化器内科教授，同病院長）のご采配と班の諸先生方の

ご協力で多施設共同研究を行うことができた．

これら白血球系細胞吸着・除去療法が保険適応になっ

たのは，まず，on-goingな従来の治療が無効であっ

た患者に本治療を加えた後，症状の改善が早期に出現

し本治療の効果が患者・医師とも実感できたこと，本

疾患が大腸内視鏡という検査を行うことにより，その

改善が客観的に誰が見ても比較的簡単に把握できたこ

とにあると言える．また，顆粒球吸着療法や白血球除

去療法は，潰瘍性大腸炎に対する多施設共同研究無作

為割付試験で有効性が確認され，さらに白血球除去療

法のほうは，多施設共同二重盲検シャムコントロール

スタディでシャムカラムを用いた治験を行いその有効

性を高いレベルで示したことにあると考える．

このように，アフェレシス治療も可能なら健康保険

申請に多施設共同二重盲検シャムコントロールの治験

を行い結果を出すことが必要で，それが無理な疾患で

あれば，多施設共同無作為割付試験で結果を出す必要

があると考える．

5 考 察

今まで，消化器内科医がじだんだ踏んで治療に難渋

していた消化管の難病である潰瘍性大腸炎を，われわ

れ若い消化器内科医がどうかしてその病状をコントロー

ルしたいと思う心が，この大腸の難病，潰瘍性大腸炎

の新しい治療に結びついたのだと思う．また，潰瘍性

大腸炎の組織中に浸潤している顆粒球系白血球と単核

球系白血球の混在するacuteonchronicな炎症所見

にその治療のヒントがあったと考える．これら細胞は

組織に浸潤するまで体の中をぐるぐる回っていて，炎

症の強い部位に来た時にサイトカイン濃度や接着因子

の表出程度によって炎症組織に浸潤して行くと考え，

組織へ浸潤する前に白血球系細胞吸着・除去療法で取

り除けば炎症は沈静化するものと考えたのである．

私がクリーブランドクリニックで遠心分離法を用い

たリンパ球除去療法で潰瘍性大腸炎を治療した際，6

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.1 200242

図2潰瘍性大腸炎（ulcerativecolitis:UC）に対する顆粒球

吸着療法（granulocytapheresis:GCAP）

体外循環治療機器である大塚電子社製のアダモニターで

GCAPを行っている写真である．患者からポンプで脱血され

た全血は，ナファモスタットメシレイトまたはヘパリンで抗凝

固化され，G 1カラムを通り顆粒球・単球が除去された後患

者に戻される．



例全例にその効果は認められなかった．当時，それは

顆粒球の除去が不十分であるためと考え，帰国した後

に顆粒球も除去できる白血球系細胞吸着・除去療法を

行いその効果を示した．旭川医科大学の綾部先生，高

後教授は遠心分離法でもリンパ球だけでなく，顆粒球

をリンパ球と同時除去すれば，膜による白血球除去療

法と同等な効果20）があることを示され，本疾患の治療

に関して顆粒球とリンパ球の同時除去が重要であるこ

とがわかった．

大腸よりの出血・下痢を起こしている潰瘍性大腸炎

患者に対して体外循環治療で最も危惧されたことは，

体外循環に不可欠な抗凝固薬を使用することで，かえっ

て腸管よりの出血を増悪させるのではないかというこ

とであった．幸いにも日本には半減期の短いナファモ

スタットメシレイト（フサン R○）21）があり，すでに出

血傾向のある腎不全患者の人工透析に臨床応用され，

その安全性が認められていたため，潰瘍性大腸炎治療

にもフサン R○を使用できた．このフサン R○の存在が潰

瘍性大腸炎に体外循環治療を比較的心配少なく施行さ

せてくれたもう一つの立役者なのである．

結 語

日本の企業がつくり上げた細胞吸着・除去療法技術

と日本の企業が開発した新しい抗凝固薬の両者の存在，

そして数多くの消化器内科・外科医の熱意により日本

発の本療法が成り立ったと言っても過言ではない．
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はじめに

医工学の進歩により，各種の血液浄化法が開発され，

様々な疾患や病態に対して施行されるようになった．

近年，救急・集中治療領域においても血液浄化法が広

く施行されるようになり，最近では人工呼吸器による

呼吸管理や，経腸栄養・中心静脈栄養による栄養管理

と同様に，重症患者管理において不可欠な治療法となっ

ている．

急性血液浄化とは，「主に救急・集中治療領域（ク

リティカル・ケア）で施行される急性疾患や重症病態

に対する血液浄化法」と定義される1）2）．本稿では，

救急・集中治療領域で施行される血液浄化法について

検討し，その適応病態について保険適応上の問題点も

含めて概説する．

1 急性血液浄化で施行される血液浄化法

表1は，われわれの施設において施行された血液

浄化法を示したものである．血液透析（HD）や持続

的血液濾過（CHF），持続的血液濾過透析（CHDF），

血漿交換（PE）をはじめ，血液吸着（HA），血漿吸着

（PA），二重濾過血漿交換（DFPP），エンドトキシン

吸着（PMX-DHP）など，各種の血液浄化法が病態に

応じて施行されている．なかでも，CHFやCHDFな

どの持続的血液浄化法の施行頻度が高く，最近では

CHDFが主に施行されるようになっている．

従来，救急・集中治療領域においても，急性腎不全

に対するHDや劇症肝不全に対するPEのように，慢

性疾患と同様の血液浄化法が主に機能不全に陥った臓

器の人工的補助として施行されてきた．しかし，厳密

な呼吸・循環管理が必要な重症患者にこれらの血液浄

化法を施行すると，循環動態に大きな影響を与えると

ともに，急激な水分や溶質の除去により体液や浸透圧

の不均衡を生じ，かえって病態が悪化することも多く，

時には体外循環さえ施行できない場合もあった．さら

に腎不全患者においては，間歇的に施行される従来の

管理法では，HDを行わない間は治療に必要な輸液を

制限せざるを得ず，十分な栄養管理を行えないなどの

問題もあった．

そこでわれわれの施設では，1985年10月にプラ

イミング・ボリュームの小さな血液濾過器（ヘモフィ

ルター）を用いて，24時間連続して緩徐に血液濾過

を行うCHFを導入した．これにより，循環動態に影

響を与えることなく重症患者においても安全に腎補助

療法が可能となり，厳密な体液・電解質管理とともに，

持続的な除水により十分な栄養管理が可能となった．

しかし，血流量を制限せざるを得ない重症患者におい

ては，濾液量を十分にとることができず，そのため溶
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表1 ICU† において施行した血液浄化法

血液浄化法 施行症例数 平均施行回
数・日数

血液透析（HD）

持続的血液濾過（CHF）

持続的血液濾過透析（CHDF）

腹膜透析（PD）

血漿交換（PE）

血液吸着（HA）

血漿吸着（PA）

二重濾過血漿交換（DFPP）

エンドトキシン吸着（PMX）

92

81

518

8

171

31

22

10

20

3.4回

5.1日

10.1日

3.7日

4.2日

1.6回

2.1回

2.0回

1.3回

†千葉大学医学部救急部・集中治療部（1985.1～2001.7）

（668例中）



質除去を目的とした週2回程度のHDを併用せざる

を得なかった．そこで，CHFの際のヘモフィルター

内に滅菌重炭酸透析液を緩徐に還流させ，濾過と同時

に透析を行うCHDFを開発した（図 1）．これによっ

て溶質除去能が大幅に向上し，溶質除去目的の HD

を施行する必要がなくなり，CHDFのみで腎不全の

管理が可能となった3）．CHDFは専用のコンソールを

使用することで，ICUのベッドサイドで簡便に施行

可能であり，また水処理装置や透析液供給装置を必要

としないため，透析設備のない施設においても施行可

能である．その結果，救急・集中治療領域で急速に普

及し，いまや急性血液浄化における第一選択の血液浄

化法となっている4）．われわれの施設では，CHDFの

導入によりHDで管理していた時期に比し，有意に

急性腎不全の救命率が改善した．

さらに近年，CHDFは腎補助として以外に，各種

の病因物質の除去を目的に様々な疾患や病態に対して

施行されるようになっている．CHFやCHDFに使用

されるヘモフィルターは，従来の透析器（ダイアライ

ザー）と比較して膜孔が大きく，分子量の大きい物質

の除去に適した濾過の原理を採用していること，また

24時間連続して施行されるため体内に広く分布した

物質の除去効率が高いことなどから，従来の間歇的

HDでは除去できなかった肝性昏睡物質や各種の病因

物質（humoralmediator）を除去可能であることが

明らかにされつつある5）．

われわれは，劇症肝不全に対して PEに加えて

CHDFを施行することで，PEの副作用を軽減し安全

に施行可能であることを報告してきた6）．さらに最近

は，CHDFの透析液流量を 300～500ml/minの高

流量とするhighflowdialysateCHDF（HF-CHDF）

を開発して施行している．これによって，劇症肝不全

症例において肝性昏睡度の有意の改善が認められ長期

生存例が得られるようになっている7）．現在，劇症肝

不全に対する人工肝補助療法はPEのみでなく， PE

に加えてCHDFを併用して施行するのが一般的になっ

ている．

近年，敗血症や重症急性膵炎，外傷などに続発する

多臓器不全（MOF）発症の一因として，過剰に産生さ

れたサイトカインをはじめとするhumoralmediator

が重要な役割を果たしていることが広く認められつつ

ある8）．われわれは，ポリメチルメタクリレート

（PMMA）膜ヘモフィルターを用いたCHDFが，サ

イトカインをはじめとする各種のhumoralmediator

を血中より除去可能であり，またその除去には濾過や

透析のみでなく膜への吸着が大きく関与していること

を報告してきた5,9）．そしてサイトカインをはじめと

する病因物質の除去により，呼吸機能の改善，組織酸

素代謝の改善が認められ，MOFの救命率が有意に向

上したことを報告している9,10）．さらに，重症急性膵

炎に対しては，臓器不全を発症する以前に，サイトカ

イン除去を目的としたCHDFを早期より開始するこ

とにより，MOFの発症を予防し，93％という高い救

命率を達成している．
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ブラッドアクセス
FDLcatheter（V―V）（BW＞25kg）

A―V（BW＜25kg）

血液濾過器 PMMA 膜hemofilter

ベッドサイド

コンソール
JUN500（ウベメディカル）

抗凝固剤
nafamostatmesilate,

低分子ヘパリン

補充液の種類及び

投与方法
電解質液，後希釈法

施行中の

モニタリング

BP，HR，CVP，ACT，TMP

濾液量，透析液量，補充液量

透析液 重炭酸透析液（滅菌）

血流量 10150ml/min

濾過流量 50500ml/hr

透析液流量 2001,000ml/hr

図1 CHDFのフローダイアグラムと施行条件



腎補助以外の，これらサイトカインをはじめとする

humoralmediator除去を目的としたCHDFの適応

は，non-renalindicationと呼ばれ10），劇症肝不全，

重症急性膵炎，急性呼吸窮迫症候群（ARDS），重症

敗血症，熱傷や外傷，血液疾患などによる高サイトカ

イン血症に対する新たな治療法として注目を集めてい

る．

そのほか，急性血液浄化で施行される血液浄化法と

しては，劇症肝不全や血栓性微少血管症候群に対する

PE，自己免疫・神経筋疾患の急性増悪に対するPE,

DFPP,PAや，急性薬物中毒に対する活性炭カラム

を用いた HA，エンドトキシン血症に対する PMX-

DHPなどがあげられる11）．急性血液浄化で施行され

る血液浄化法とその適応病態を表2にまとめて示し

た．これらの中でもCHDFは様々な病態に適応可能

であり，急性血液浄化の第一選択の血液浄化法である

と考えられる．

2 急性血液浄化における保険上の問題点

急性血液浄化は，通常の血液浄化と多くの点で異なっ

ているため，現行の保険上様々な問題点がある．まず，

急性血液浄化で施行される血液浄化法は，重症患者に

対しICUで各種のモニター下に施行されるにもかか

わらず，その手技量は通常の患者に施行される場合と

同じである点が問題である．特に緩徐持続式血液濾過

として認められているCHFやCHDFは，24時間連

続して施行されるにもかかわらず，通常のHDを入

院中の患者に行った場合と同じ保険点数であり，改善

すべきであると考えられる．また，CHFやCHDFに

使用される滅菌重炭酸補充液の使用量が厳しく制限さ

れている点も問題である．病態によっては溶質の除去

効率を上げるために大量の濾過を必要とする場合があ

ることや， CHDFの際には補充液を透析液として使

用するため，補充液の使用量については見直す必要が

ある．さらに現在CHF,CHDFの適応は，腎不全以

外には，劇症肝炎または術後肝不全と重症急性膵炎の

みである．先に述べたように，CHDFはARDSや重

症敗血症，そのほかの原因による高サイトカイン血症

に対してもその有効性が期待できるため，今後これら

の病態に対する効果を検証した上で，保険適応拡大に

むけ努力する必要があると考えられる．

おわりに

CHDFをはじめとする急性血液浄化法は，今や救

急・集中治療領域において不可欠な治療法となりつつ

ある．急性血液浄化に携わる医師やME，看護婦が参

加する日本急性血液浄化学会は，1989年に研究会と

して発足して以来，本年で第13回目が開催された．

急性血液浄化法は単なる人工補助療法としてのみでな

く，様々な急性病態に対する新たな治療法として大き

な可能性を秘めており，今後ますます発展していくも

のと考えられる．
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表2 急性血液浄化で施行される血液浄化法と適応病態

血液浄化法 適応病態

持続的血液浄化法

持続的血液濾過（CHF）

持続的血液濾過透析（CHDF）

急性腎不全，慢性腎不全，うっ血性心不全

劇症肝不全，重症急性膵炎

ARDS，重症敗血症

その他の高サイトカイン血症

血漿除去療法

単純血漿交換（PE）

二重濾過血漿交換（DFPP）

血漿吸着（PA）

劇症肝不全，血栓性微小血管症候群

自己免疫疾患，神経・筋疾患の急性増悪

血液吸着

活性炭カラム
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はじめに

膜分離を利用した治療法は，腎不全治療としての血

液透析（HD）により端を発したが，その後治療方法

や適応の拡大により飛躍的に発展し，血液浄化療法と

呼ばれるようになった．表1に種々の観点から分類

した血液浄化療法を示す．対象疾患別にみれば，腎不

全治療とそれ以外の血液浄化に分類され，後者はアフェ

レシス療法と呼ばれている．治療法としては，血液透

析（HD），血液透析濾過（HDF），血液濾過（HF），

腹膜透析（CAPD,APD,TPD,NPD），血漿交換

（PEX），二重膜濾過血漿交換法（DFPP,CFPP），血

液吸着（HA），血漿吸着（PA），白血球系細胞除去

療法（CA）と多岐にわたっている．それらの治療法

に用いられる物理的原理は分子拡散，濾過，遠心分離，

塩析，吸着，捕捉（ファウリング）などである．適応

疾患によって除去対象物質が異なるため，適当な分離

膜（透析膜，限外濾過膜，精密濾過膜）や吸着材が選

択されて臨床使用されている．治療時間も血液浄化の

治療効果を規定する重要な要素の1つである．患者

の疾病が慢性疾患であるか，急性疾患であるかによっ

て治療計画が大きく異なるが，治療方法としても急性

血液浄化，維持療法，在宅医療など治療時間やスケジュー

ルにより分類が異なってくる．

1 膜型腎不全治療

膜型腎不全治療である，HD，HF，HDFは治療方

法こそ異なれ，分子拡散（diffusion）と濾過（con-

vection）による除去の配分が異なる連続的な除去ス

ペクトラム上に位置していると考えられる．分子拡散

と濾過の2つの原理を利用する血液透析濾過HDF1）

は，以前からその有用性が指摘されてきたが，滅菌さ

れた高価な置換液を大量に使用することから広く普及

するには至っていない．これに対し，近年未滅菌の透

析液を清浄化し置換液として使用する，On line

HDF,Push& pullHDFなどの大量液置換型血液

浄化法が注目を集め，すでに一部臨床応用されてい

る2,3）．しかし，これらの治療でも専用装置もしくは

付加機器が不可欠であり，汎用性に問題が残る．これ

に対し，現用の高性能膜ダイアライザで生じる内部濾

過現象を意識的に促進させ，HDFに近い溶質除去能

を発揮させる内部濾過促進型血液透析（Internalfil-

trationenhancedhemodialysis,IFEHD）の概念4）

が提唱され臨床応用されるようになってきている．

通常のHDにおいて，血液および透析液のダイア
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表1 医工学的にみた血液浄化療法の分類

対象疾患 腎不全治療

アフェレシス療法（肝疾患，血液疾患，神経疾

患，高脂血症，薬物中毒，腎疾患，重症急性

膵炎，皮膚疾患，炎症性腸疾患，多臓器不全，

移植関連抗体の除去など）

治療法 血液透析（HD），血液透析濾過（HDF），血液

濾過（HF）

腹膜透析（CAPD,APD,TPD,NPD）

血漿交換（PEX），二重膜濾過血漿交換法

（DFPP,CFPP）

血液吸着（HA），血漿吸着（PA）

白血球系細胞除去療法（CA）

分離法 分子拡散，限外濾過，精密濾過，遠心分離，塩

析，吸着（物理吸着，生物学的吸着），捕捉

（ファウリング）

治療時間 慢性疾患，急性疾患

急性血液浄化，維持療法，在宅医療



ライザ内圧力分布を模式的に表したのが図 1である．

当然のことながら流体は膜との接触により流れ方向に

圧力が低下するので，正味の濾過がゼロもしくはきわ

めて小さい場合，血液上流側で血液側→透析液側の正

濾過，下流側で透析液側→血液側への逆濾過が生じる．

これは，ダイアライザに血液と透析液を反対向きに流

すこと（向流）に起因している．厳密に言えば，ダイ

アライザ内任意位置における膜間圧力差（trans-

membranepressure,TMP）は血液，透析液による

静圧差から両流体の浸透圧差を引いたものに依存する．

但し，この場合の浸透圧差は血漿の膠質浸透圧に等し

い．この内部濾過（濾過，逆濾過）現象を意識的に促

進し，diffusionとconvectionによってHDFに近い

溶質除去を図る治療がIFEHDである．

IFEHDをHD/HDFのどちらに分類すべきかは論

議を呼ぶところである．同様に，On lineHDF,

Push& pullHDF2,3）など逆濾過透析液を利用する

治療法では，水質管理の面から通常のHDと区別す

べきものと思われる．また，従来のII型ダイアライ

ザのうち透水性の高いものでは，低濾過条件下におい

て相当量の内部濾過が生じていることが，超音波を用

いた測定により確認されており，同型ダイアライザの

性能基準を水質基準を含め見直すべきものと思われる．

IFEHDは，ポンプなどの付加機器を追加することな

く通常のHDモードでHDFに近い治療効果を発揮す

る治療としてきわめて有望と考えられる．一方，逆濾

過を伴うことから安全面での配慮が不可欠で，透析液

の清浄度を厳格に維持できる施設でなければ施行すべ

きでない．健康保険上，通常ダイアライザを用いた

HDとは区別して用いられるべきである．

2 溶質除去に及ぼす操作条件の影響

血液浄化器の性能はその仕様（設計）のみならず，

操作条件によって大きく変化する．たとえばHDの

場合，「ダイアライザのクリアランスは血流量，透析

液流量，総括物質移動面積係数（KoA）の3つの流

量のうち最も小さい流量を超えない」ことが知られて

いるが，これを度外視した治療が散見される．急性血

液浄化では患者から確保できる血流量に限りがあるた

め，濾液流量（置換速度）もそれによって規定される．

一方，透析液流量は血流量の2倍以上確保すべきで

ある．個々の患者に対する治療条件（時間，置換液量

など）の設定に際しては生成速度を考慮に入れる必要

があるが，病態の変化しやすい急性腎不全患者では除

去量の測定による監視が必要と思われる．さらに急性

血液浄化では適応疾患ごとに適正な治療指針が確立さ

れるべきである．

ま と め

●対象疾患については，疾患原因物質により適正な治

療法，治療条件の選択・設定が可能となってくるが，

疾患によっては「何をどれだけ取ればよいか？」が

不明確なことも多い．

●膜型腎不全治療としての血液透析（HD），血液透
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析濾過（HDF），血液濾過（HF）は分子拡散と限

外濾過が連続的なスペクトラム上にあり医工学的に

は分類が困難である．むしろ患者の病態（医学的有

用性）により治療条件の選択・設定が決まるものと

思われる．

●治療時間ならびに治療スケジュールについて，急性

血液浄化と維持療法との境界が不明瞭である．治療

効果を正当に，しかも普遍的に評価する基準の確立

が望まれる．
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福岡市は，平成12年9月に市内の透析診療所からC型肝炎ウイルスによる院内感染の疑いが

あるとの届出を受けて，感染源・感染経路の究明および感染拡大防止と今後の安全な透析医療確

保を目的に福岡市院内感染対策委員会を設置した．同委員会は調査・検討の結果，平成13年10

月10日付けで透析施設を有する診療所におけるC型肝炎ウイルス院内感染調査報告書を公表し

た．以下に同報告書を掲載する．

なお，本誌掲載に当たりご快諾いただいた福岡市に衷心より感謝の意を表するものである．

本報告書の意義は，感染時期，感染源および感染経路がほぼ特定され，一部の推測が存在するも

のの説明しうる結論が明確に下されて院内感染予防対策の改善点が示されたことにある．また，

当該診療所が事故発生後すみやかに管轄保健所に届出を行い，一貫して市の設置した院内感染対

策検討委員会に全面的かつ積極的な協力をしたことが原因究明と感染経路の究明に大きく貢献し

た．

委員会の結論によると，平成12年の7月下旬から8月上旬に，患者某氏の透析開始時に静脈

側シャントの凝血防止目的で使用されたアンプル内の生理食塩液がC型肝炎ウイルスを持つ同氏

の血液で汚染され，この汚染した生理食塩液で調合されたヘパリン生食が抗凝固薬として5名の

血管に注入されC型肝炎が発生したとされた．この結論は，一部推測によるものがあるが，あら

ゆる調査結果を矛盾なく説明しうるとされている．

透析医療では，感染防止対策が不可欠であることは論をまたないが，国民は医療全般に対して

厳しい視線を向けている．院内感染は医療事故に連動しかねない問題でもあり，情報開示も相俟っ

て国民は医療施設の弁解を許さない状況下にある．

特に，厚生労働省は，平成14年度の峻烈な診療報酬改定において，入院基本料に院内感染防止

対策未実施減算と医療安全管理体制未整備減算の項を新設して，医療施設に警報を発した．

本報告書が，会員諸兄に感染防止対策の再点検と安心な透析医療を患者に提供するための貴重

な資料と信じてやまない．
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Ⅰ はじめに

平成12年9月26日に，市内の透析施設を有する

診療所から保健所に，透析中の患者5名がウイルス

性肝炎（C型肝炎）に感染し，院内感染の疑いがある

との連絡があり，翌27日に，感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律の4類感染症と

して保健所に患者5人の届出がありました．

当該診療所からの連絡を受け，福岡市において対応

が検討された結果，9月28日に，人工透析，ウイル

ス性肝炎，一般感染症に関する医療の専門家3名を

含む福岡市院内感染対策検討委員会（以下「委員会」

という．）が設置され，感染源・感染経路の究明を行

い，感染拡大防止と今後の安全な透析医療の確保のた

めの調査・検討がなされることとなりました．

本委員会は計6回開催され，提出された資料や3

回の立入調査の結果などを基に検討を重ねたものです

が，その結果，感染源・感染経路の推定がなされ，当

該診療所に対しても必要な改善を求めることができた

ものと思っております．

また，感染患者5名についても，肝炎としての症

状はなく，肝機能の検査結果も全員改善してきており，

他の透析患者への感染の拡大も認められませんでした．

本報告書の中には，個人等のプライバシーに関する

情報も少なからず含まれていますが，感染原因の究明

を進め，検討結果を得るためにはやむを得ないもので

あり，個人等の情報については，アルファベットによ

る表記を行うなどプライバシーの保護に配慮していま

す．

本報告書が，他の透析医療にたずさわる方々にとっ

て，今後の安全な透析医療の確保を図るための一助と

なれば幸いです．

平成13年10月10日

福岡市院内感染対策検討委員会

委員長 藤見 惺

II 経過の概要

平成12年9月26日，市内の診療所院長が所轄保

健所に来所し，外来透析患者5名にC型肝炎が発生

したので今後の対応について相談したいとの申し出が

あった．

患者はいずれも月・水・金の夜間帯に透析を受けて
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透析施設を有する診療所におけるC型肝炎

ウイルス院内感染調査報告書（平成13年10月10日）

福岡市院内感染対策検討委員会

［感 染 対 策］

月 日 経 過

9月26日

27日

28日

29日

10月2日

11日

12月8日

12日

Sクリニック院長が，保健所に来所．透析患者

に5名のC型肝炎患者が発生したので今後の

対応について協議したい．

同日，保健福祉局と保健所協議の上，福岡市院

内感染対策検討委員会の設置を決定．

感染症法により4類感染症として5名の患者

の届け出．

第1回検討委員会開催．

委員会と保健所による合同立ち入り調査．（1

回目）

第2回検討委員会開催．

保健所による立ち入り調査．（2回目）

第3回検討委員会開催．

記者発表．（C型肝炎の院内感染発生について）

保健所による立ち入り調査（3回目）

第4回検討委員会

記者発表（第4回検討委員会の結果等）

第5回検討委員会開催

第6回検討委員会開催

記者発表（検討委員会の結論）



いるグループに属し，9月11日に行われた定期血液

検査で，それまで正常であった肝機能に異常が見られ，

HCVRNAの検査を行ったところ5名とも陽性であっ

た．その他のグループの患者には異常がなく，何らか

の要因による院内感染が疑われたため，直ちに保健所

と保健福祉局協議の上，感染拡大の防止と原因究明の

ため福岡市院内感染対策検討委員会の設置を決定した．

翌9月27日に「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律」（以下「感染症法」という）

による5名の4類感染症届出を受理した．

9月28日，第1回検討委員会を開催し，29日には

委員会と保健所による合同立ち入り調査実施した．

その後，計6回の検討委員会と3回の立ち入り調

査を経て，感染源と感染ルートについて一応の結論を

得ることができた．

III 調査の目的と方法

1. 調査の目的

感染症法第15条第1項の規定に基づき，C型肝炎

の感染の原因を究明し，集団感染であるか否かを明ら

かにするとともに，透析施設での院内感染予防対策を

より一層徹底し，再発を防止することを目的とする．

2. 調査の方法

（1） 診療所に対して，透析患者全員のカルテ，透析

記録，検査記録，透析室職員の勤務状況，検査記録

および院内感染対策の実施状況，原因究明に必要な

関係資料の提示を求め，その内容を分析した．

（2） 院長，透析室職員から，当時の状況について，

聞き取り調査を実施した．

（3） 診療所内の透析施設の実地調査を行った．

（4） 診療所の協力のもと採血した血清について，C

型肝炎ウイルス（HCV）の遺伝子の検出および塩

基配列決定の検査を，九州大学大学院医学研究院感

染環境医学に依頼した．

※ なお，調査と並行して他患者への拡大の有無を

確認するため，毎月1回行っていた肝機能検査を

HCV抗体陰性者について潜伏期の可能性を加味し

て11月まで毎週1回行うことを指示し，改善すべ

き点は後述の《VI院内感染予防対策》（60ページ）

に示す通り，その都度指導した．

IV 調査の結果

1. 診療所の概況（平成12年9月現在）

（1） 従業員数

72名 （非常勤職員を除く）

内訳

医師 2名 正看護婦（士） 17名

准看護婦（士） 20名 看護助手 15名

臨床工学技士 2名 臨床検査技師 1名

薬剤師 2名 管理栄養士 2名

放射線技師 1名 鍼灸師 1名

事務職員 9名

（2） 施設構造内容

地階 貯水槽 32トン

一階 受付，外来，薬局，トイレ，X線室，CT室，

厨房，栄養指導室，職員食堂，食品庫，リネ

ン室，倉庫

二階 第一透析室（20床），第二透析室（10床），

患者更衣室（女性），待合ロビー，トイレ，

手洗い，汚物処理室，ナース・ステーション，

準備室，資材庫，処置室，院長室，医局，医

療相談室（ケースワーカー室）

三階 第三透析室（22床）

病室 4床×二部屋，隔離透析室 1床

患者更衣室（男性），トイレ，ナース・ステー

ション，仮眠室，透析機械室（セントラルサ

プライ），機械器具室

四階 病室 個室×三部屋，3床×一部屋

入院患者浴室，トイレ，中央材料室，手術室，

講堂，会議室，図書室，婦長室

五階 水処理室，逆浸透装置

（3） 透析患者数

186名

（4） 透析様態

第一透析室および第三透析室

月・水・金透析 昼間帯・夜間帯 2シフト

火・木・土透析 昼間帯・夜間帯 2シフト

第二透析室

月・水・金，火・木・土ともに昼間帯のみの透析
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2. 日常の感染予防対策

（1） 感染症対策委員会

院長を委員長として診療所内に感染症対策委員会が

すでに設置されており，2ヶ月に一度，定期的に開催

され記録が残されている．また，定期的に開催されて

いる院内研修会において感染症対策の研修が年2回

の割合で行われていた．

（2） 感染症対策マニュアル

以前から施設独自のマニュアルが策定されていたが，

厚生省から「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」が配付された後に，

これに対応して改訂がなされている．

（3） ウイルス性肝炎患者の把握

毎月の肝機能検査により，新たな肝炎患者発生がチェッ

クされているが，加えて 4ヶ月毎に，HBs抗原，

HCV抗体，HCV RNAをチェックして，新たな肝炎

ウイルス感染患者が把握されている．

（4） リスクマネージメント

感染症対策のみならず，あらゆる医療行為中のイン

シデント・アクシデントがそのつど記録され，院長を

委員長とするリスクマネージメント委員会で検討され，

適切に職員へフィードバックされていた．しかし，使

用した注射針のリキャップなど改善すべき点がみられ

た．

（5） 透析液管理

透析液供給装置（セントラルサプライ），透析液供

給配管，ベッドサイドモニターは，毎回の透析終了後

に熱湯消毒され，週に一度，薬液（次亜塩素酸ナトリ

ウム）消毒されており，エンドトキシン濃度も 7

EU/L以下と適切に管理されていた．

（6） 透析ベッド管理

それぞれの患者が特定の透析ベッドを使用している

が，透析は月・水・金の昼間・夜間の2シフト，火・

木・土が昼間・夜間の2シフトでなされているため，

1ベッドを4名で共用している．通常は，週1回シー

ツ交換が行われており，血液・吐物・排泄物で汚染さ

れた場合はその都度シーツ交換がなされていた．HBs

抗原陽性者は陽性者のみで同一透析ベッドを共用する

よう固定されていたが，HCV抗体の有無によるベッ

ド固定はなされてなくHCV抗体陽性者と陰性者とで

ベッドを共用していた．

なお，結核菌の排菌者，およびMRSA排菌者のた

めの隔離透析ベッドが準備されていた．

（7） 診療記録の記載ならびに管理状況

診療録は主治医（院長）により非常に適切に記録整

理されており，それ以外の診療記録も適切に記載・管

理され，この点については標準以上のレベルであった．

（8） ディスポ器具，薬品などの管理状況

透析器，血液回路，生理食塩液バッグ（1リットル）

は2階の資材庫に保管され，使用前に透析室に運ば

れ，透析ベッドサイドで滅菌バッグが開封されてベッ

ドサイドモニター（透析液供給装置）にセットされて

いた．ディスポ注射器，ディスポ穿刺針などのディス

ポ医療器具も資材庫に保管され，必要分だけ透析室内

の薬品棚に付属する引き出しに収納管理され，必要に

応じて使用されていた．これらのディスポ器具の再使

用はなされておらず，事務長兼技師長が管理責任者で

ある．注射用の薬品を含め全ての薬品は，1階の薬局

および倉庫に保管され，薬剤師が管理責任者である．

ディスポ器具，薬品とも管理簿に使用状況が記載され

ていた．

（9） 清潔区域と不潔区域の区分（資料1）

シャント穿刺に使用された穿刺針やガーゼ類，透析

中に使用された注射器などの感染性廃棄物はベッドサ

イドから透析室の処置台に運ばれ，その後，処置台の

横の廃棄物処理用容器に投棄されていた．透析患者血

液が汚染物質であるという観点から考えると，透析ベッ

ドの周辺から処置台までが汚染区域と見なされる．一

方，注射薬剤の調合など清潔を要する操作が，薬品棚

および処置台でなされており，清潔区域と汚染区域の

区分はより明確になされるべきものと判断された．

3. 肝炎に関する検査の概要（資料2）

当該診療所には186名の慢性腎不全患者が透析の

ため通院しており，HBs抗体は7名（3.7％），HCV

抗体は 67名（36.0％），HCV RNAは 59名（31.7

％）が陽性であった．今回新たに感染した患者5名

（A～E氏）は，全員が平成 12年中に月・水・金曜日

の夜間帯組に属しており，全員同じ透析室でほぼ同日

に透析を受けていた．

（1） 肝機能検査の経過

当該診療所では月に1回，定期的に肝機能検査を

含む血液検査と4か月に1回の肝炎ウイルス検査が

行われていた．5名の患者のうち平成 12年 8月
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23～25日に，患者A，B，Eに発熱が見られていた．

9月11日に施行された定期血液検査で，この5名の

患者全員に透析導入以来初めてAST/ALTの上昇が

みられた．

（2） 肝炎ウイルスマーカーの経過

9月19日に肝炎ウイルス・マーカーの検索を行っ

た結果，患者5名全員，IgMHA抗体，HBs抗原，

IgMHBc抗体，HCV抗体はいずれも陰性であったが，

同年5月まで陰性であったHCV RNAが陽性と判明

し，HCV感染による急性肝炎と診断した．

（3） その他の調査および検査結果

5名の患者が透析を受けている部屋では，月・水・

金曜日に昼間帯に21名，夜間帯に20名（この5名

を含む）が透析を受けていた．昼間帯組のうち7名，

夜間帯組のうち 4名の計 11名が以前より HCV

RNA陽性で，HCV持続感染者と診断されていた．

HCVgenotypeは9名が1b型で，1名が2a型，1名

が判定不能で，新たに感染した患者5名のgenotype

は全例1b型であった．

4. HCVの分子生物学的検討（資料2）

九州大学大学院医学研究院感染環境医学において実

施したHCVの分子生物学的に検討した結果を以下に

述べる．

（1） 検体

新たに感染した患者5名（A～E氏）および同室で

同日に透析を受けていたHCV感染者11名のうち，

genotypeが新規感染患者5名と同じ1bであった9

名（K1～K9氏）の血清（平成12年10月2日，3

日採血）について，そのウイルスの分子生物学的検討

を行った．

（2） 方法

血清から RNAを抽出後， HCV RNAを RT

nestedPCR法にて測定した．HCVの遺伝子型分類

は全 HCV RNA陽性者 14名について，HCVの

Core領域および NS5領域で決定した．HCV Core

領域と5・-非翻訳領域のPCR産物をVectorのクロー

ニングサイトに挿入したライゲーション産物で，トラ

ンスフォーメーションされた大腸菌を分離培養した．

大腸菌のコロニーより目的遺伝子を精製後，ダイター

ミネーター法にてHCV Core領域と5・-非翻訳領域の

遺伝子を決定した．

（3） 結果

HCV Core領域は新規感染患者5名において，急

性肝炎の時期でもあり，変異が多くみられ，遺伝子解

析には不適当であったため，5・非翻訳領域の塩基配

列を解析に用いた．5名のうち，患者A，B，C，E氏

は完全に一致した塩基配列であった．患者D氏では－

138番目の塩基が，患者A，B，C，E氏とは異なって

いたが，他の塩基配列は一致していた．一方，持続感

染者であったK1氏のウイルスの塩基配列も患者A，

B，C，E氏と完全に一致していたが，他の K2～K9

氏のウイルスの塩基配列は患者A，B，C，E氏とは異

なっていた．

（4） 結論

患者A，B，C，E氏およびK1氏のウイルスの5・

非翻訳領域は同一の塩基配列であり，－138番目の塩

基がCである．一方患者D氏の－138番目はTであっ

たが，CからTへは変異しやすいとされており，こ

の患者のウイルスの5・-非翻訳領域もほぼ同一の塩基

配列と考えてよいと思われた．

5. 感染経路に関する調査

今回の院内感染の特徴は，HCV抗体陰性であった

5名がほぼ同時期に感冒様症状を呈し，HCV RNA

が陽性となり肝機能障害を呈したことである．このこ

とは，同一時期に，同一原因により有意の量のC型

肝炎ウイルスが直接的に血管内に侵入したことを強く

示唆した．従って，血液を取り扱う血液透析の手技的

なものを中心に調査した．

（1） 透析開始時の手技操作

各ベッドに2名の看護婦または臨床工学技士の共

同作業により血液透析が開始される．両名とも新しい

ディスポ手袋を着用し，1名がシャント穿刺，他の1

名がそれを介助する．ディスポ穿刺針を使用（資料3）．

穿刺者が穿刺部を消毒した後，外筒針（プラスティッ

クカニューレ）が装着された内筒針（金属針）を内シャ

ント血管内へ挿入する．内筒針に接続された注射筒で

血液の逆流があること（穿刺針が血管内へ入っている

こと）を確認した後，カニューレを内筒針に沿って血

管内に挿入し，内筒針先端がカニューレ内に収まるよ

うにした状態でカニューレをテープで皮膚に固定する．

この時，血液の体外への流出は，内筒針に装着されて

いる注射器により阻止されている．シャント穿刺は，
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動脈側に引き続き静脈側でなされる．動静脈の両方の

シャント穿刺が終了して，動脈側穿刺針の内筒針を抜

去して動脈側透析血液回路と動脈側カニューレを接合

する（資料4）．この際，カニューレからの血液流出

を阻止する目的で，カニューレ先端を皮膚の上から人

差し指で圧迫する．動脈側カニューレと回路が接合さ

れた後，血液ポンプを回転させ，静脈側回路から回路・

透析器内に充填されていた生理食塩液を廃棄する．静

脈側回路内に血液が見えてきた段階で血液ポンプを停

止し，静脈側カニューレと静脈側回路を動脈側のとき

と同様に接合し，血液ポンプを再回転させ血液透析が

開始される．シャント穿刺時および回路との接合時に，

ごく少量の失血（1ml以下）がみられるが，これは

穿刺針の下においてある滅菌ガーゼに吸い取られる．

このガーゼは内筒針が装着された注射筒や手袋ととも

に汚物として廃棄される．なお，静脈側穿刺から静脈

側回路接合までに3～5分の時間を要するため，発達

が不十分な静脈側シャントでは，静脈側カニューレ内

に血液が凝固することがある．このような場合は，生

理食塩液によりカニューレを洗浄・充填して凝血を防

止している．透析開始操作の順番は入室順となってい

る．

（2） 透析終了時の操作（資料4）

各ベッド1名の看護婦または臨床工学技士により

血液の回収がなされ透析が終了する．新しいディスポ

手袋を着用し，内シャント動脈側のカニューレを抜去

して，穿刺部を滅菌脱脂綿で圧迫止血する．その間，

血液ポンプで，血液回路内の血液を内シャント静脈側

より体内に返血する．この際，動脈側血液回路に接続

されている生理食塩液バッグより生理食塩液を注入し

て，透析器・血液回路内の血液を体内に戻す．静脈側

回路内液が透明になった時点で，静脈側回路をクラン

プし，静脈側カニューレを抜去して穿刺部を滅菌脱脂

綿で圧迫止血する．ベッドサイドで，透析器・血液回

路・カニューレ（動脈・静脈）はひとまとめとしてビ

ニールバッグに入れられ廃棄される．この操作におけ

る失血はほとんどみられない．

（3） 血液透析中の薬物注入（資料4）

ア.生理食塩液

透析の準備として，1リットル生理食塩液バッグ

を血液回路（動脈側）に付属した注入ラインと接続

する．続いて，血液回路（動脈側）を血液ポンプに

装着し，血液ポンプを回転させて生理食塩液を血液

回路内へ注入して，回路・透析器を洗浄し，生理食

塩液を充填させた状態で透析操作の開始を待つ．洗

浄・充填に要する生理食塩液の量は500～800ml

である．バッグに残った生理食塩液は，そのまま血

液回路と接続された状態として残され，透析中の血

圧下降時等の病態に応じて注入される．透析終了時

までに残された生理食塩液は，透析終了時に使用さ

れる．終了時に，300～500mlの生理食塩液が使

用されるが，残存生理食塩液の量が不十分な場合は，

新たな生理食塩液バッグと交換される．生理食塩液

バッグの患者間の共用は認められなかった．

イ.生理食塩液希釈ヘパリン（ヘパリン生食）

製剤台の引き出しに収納されているディスポの

18Gのピンク針（針長約4cm）をヘパリンボトル

（100ml，1000u/ml）に挿し，ヘパリン生食用注

射器（20ml）をそのピンク針に装着して必要量の

ヘパリンを吸引する．使用量は患者一人あたり

3～5mlである．その後，ヘパリンを吸引した注射

器をピンク針からはずし，生理食塩液アンプル

（20ml）へ注射筒の先端を針は刺さずに直接さし

こみ生理食塩液を吸引してヘパリンを倍量に希釈す

る．注射器先端にディスポのキャップをかぶせてヘ

パリン生食の調合を終える．ヘパリン生食が入った

注射器は，特製の容器に並べられ使用に供するまで

冷蔵庫に保管される．

ヘパリン生食は，処置表に記載された患者順に調

合される．提出された処置表によれば，今回の感染

者5名のヘパリン生食はA氏，B氏，C氏，D氏，

E氏の順で調合されていた．（資料5）

夜間帯の患者のヘパリン生食は昼間帯（午前 10

時30分頃）に，昼間帯のものは前日の夜間帯に調

合される．

透析開始前に，ヘパリン生食注射器が冷蔵庫から

出され，各患者別に所定の透析液供給装置（ベッド

サイドモニター）のヘパリン生食注射器用のアダプ

ターへ装着され，動脈側血液回路のヘパリンライン

と接合され，透析開始とともに所定のスピードで回

路内へ注入される．

透析終了時に残存する注射器内のヘパリン生食は

廃棄され，患者間の共用はみられなかった．

ウ.エリスロポエチン注入

透析施設を有する診療所におけるC型肝炎ウイルス院内感染調査報告書 57



エリスロポエチンはエポジン，エスポーの2商

品が使用されているが，いずれも22ゲイジのブラッ

ク針（針長約1.5cm）装着のディスポ注射器によっ

て患者ごとに別々のアンプル・バイアルから必要量

が取られ，透析終了直前に血液回路の静脈側より注

入される．バイアルに残ったエリスロポエチンは廃

棄され，同一のボトル・バイアルからの多人数患者

への薬剤使用はなされていなかった．回路への薬物

注入後の注射器は，リキャップして廃棄される．

エ.その他の薬剤注入

鉄剤，抗生剤，高張食塩液など患者の状態に応じ

て投与されているが，いずれも患者ごとにディスポ

注射器で別々のアンプルから薬剤をとり回路内に注

入されており，同一アンプルからの薬剤の投与や注

射器の共用はみられなかった．

（4） 汚染物質の廃棄の方法

使用後の穿刺針，血液回路，透析器，注射器，ガー

ゼなどの汚染物質はベッドサイドでビニールバッグに

入れられた上で，透析室の処置台に集められ，処置台

横に設置されている廃棄物処理用の容器に投棄され，

まとめて感染性廃棄物として処理されている（資料1）．

（5） 患者のベッド配置

感染がみられた5名の患者はいずれも月・水・金

の夜間帯に透析を受けていたが，彼らの透析ベッドは

月・水・金の昼間帯の患者が使用した直後に使用され

ていた．患者ごとに使用ベッドは固定されているが，

C型肝炎の有無によるベッド区分はなされていない．

従って，C型肝炎ウイルス既感染者と非感染者による

ベッドの共用は多くみられている．今回の感染者は，

ベッドNo13，14，16，17，18とNo13，No15を

除きベッドが連続して並べられていた（資料1）．

また，ベッドNo13，14，16，17を使用している

昼間帯の患者はいずれもHCV抗体陽性者であった．

V 感染時期・感染源・感染経路の検討

1. 感染時期の検討

新規感染患者5名（A～E氏）は平成12年9月11

日の検査で初めて，肝機能障害を指摘され，それまで

陰性であったHCV RNAも陽性化しており，C型急

性肝炎の集団発生と考えられた．急性肝炎の症状と考

えられる発熱などが8月23～25日にみられているこ

と，さらに HCV RNAも陽性化したにも拘わらず

HCV抗体が未だ陽性化していないことから，感染し

てからあまり時間を経過していないものと考えられ，

感染時期は7月下旬から8月上旬と推定される（資

料2）．

2. 感染源の検討

新規感染患者5名はC型急性肝炎発症2～3か月前

には輸血など感染の危険性がある医療行為は受けてお

らず，ほぼ同時期の発症であることから，ほぼ同時期

に感染したことが疑われた．また，ウイルスの分子生

物学的検討から，新規感染患者5名とHCVのgeno-

typeが同一であり，しかも5・-非翻訳領域も同一の塩

基配列であるHCVの持続感染者であるK1氏からの

感染が最も疑われた（資料2）．

3. 感染経路の検討

今回の院内感染の特徴は，HCV抗体陰性であった

5名が，ほぼ同時期に感冒様症状の後に急性肝炎に相

当する肝機能障害を呈し，HCV RNAが陽性となる

という類似した経過をとった点である．このことより，

「同一日に，同一原因により有意の量のC型肝炎ウイ

ルスが，この5名の血管内に直接侵入した」ことが

想定された．

したがって，感染経路として以下のごとき観点から

検討をした．

（1） 透析液を介する感染

透析液からの感染であれば，第一透析室患者全員へ

感染が及ぶはずであり，この可能性は否定されると考

える．

（2） 透析開始時または終了時の医療従事者を介する

接触感染

透析開始は入室順になされ，終了操作は開始順に行

われるので，同一スタッフが感染者5名を連続的に

介助する可能性は極めて低い．しかも患者ごとにディ

スポ手袋を交換しているので，医療従事者を介して有

意の量のウイルスが侵入する可能性は否定できると考

える．

（3） ベッド共用による感染

今回の感染者5名中 4名（A～D氏）のベッドは，

昼間帯にHCV抗体陽性者が使用していたが，C型肝

炎ウイルスの接触感染は考えにくく，この4名以外

にも同様なベッド共用は存在していた．しかし，これ
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らの患者に感染が見られず，HCV抗体陰性者とベッ

ドを共用していた1名（E氏）に感染がみられたこ

とより，ベッド共用による感染は否定できると考える

（資料1）．

（4） 注入薬剤を介する感染

ア.生理食塩液，エリスロポエチン製剤，その他

不定期に注入する薬剤

いずれも，患者ごとに新しい薬剤と新しいディス

ポ注射器を使用しており，使用後の注射器および残

存する薬剤はそのつど廃棄されていた．薬剤・注射

器の共用はなく，これらの薬剤を介する感染も考え

難い．

イ.ヘパリン生食を介する感染

血液透析施行中の抗凝血操作として注入されるヘ

パリン（1瓶：100ml，1,000U/ml）およびこれ

を希釈する生理食塩液（1アンプル：20ml）はと

もに共同使用されていて，同時期に発症した感染の

経路としては最も可能性が高いと思われる．さらに，

本件患者5名のためのヘパリン生食が作成された

のが，月・水・金の昼間帯（午前10時30分前後）

で，感染源となるウイルスの保持者が月・水・金の

昼間帯の患者であることを考慮すれば，ヘパリン生

食を介する感染の可能性が極めて高い．

（i） ヘパリンの汚染による感染

ヘパリンボトル（100ml，1,000U/ml）が C

型肝炎ウイルスに汚染されたことによる感染であ

れば，各患者に3～5mlのヘパリンを使用して

いるので，感染者が5名のみに限られるのでは

なく，もっと多数の感染者があっても不思議では

ない．否定はできないが，ヘパリンボトルの汚染

による感染の可能性は低いと考えられる．

（ii）ヘパリン希釈用生理食塩液の汚染による感染

ヘパリン希釈用生理食塩液でヘパリンを倍量に

希釈するために1患者あたり3～5mlが使用さ

れ，生理食塩液 1アンプル 20mlがちょうど

4～6人分に相当する．提出された処置表によれ

ば，感染者5名分のヘパリン希釈用生理食塩液

の使用量は19mlで，しかも，5名のヘパリン生

食は連続的に作成されていた．従って，ヘパリン

希釈用生理食塩液1本が何らかの原因でC型肝

炎ウイルスに汚染され，この生理食塩液で調合さ

れたヘパリン生食が5名の患者に抗凝血剤とし

て持続注入されてC型肝炎の院内感染が成立し

たと考える．

（5） ヘパリン希釈用生理食塩液汚染経路の検討

感染源となった患者K1氏は，もともと内シャント

に問題のある患者であった．通常の透析開始操作は，

感染経路の調査の項（56ページ，5（1））で記した

ように，シャントの動脈側，静脈側を穿刺した後，静

脈側に穿刺針を残した状態で，動脈側カニューレを血

液回路の動脈側と接合する．血液ポンプで回路・透析

器内に充填された生理食塩液を破棄して血液が回路の

静脈側へきたときに，回路と静脈側カニューレを接合

して透析を開始する．しかし，患者K1氏のシャント

の静脈側は尺骨静脈にあり，しかも発達が悪いため静

脈側を動脈側より先に穿刺し，その後，動脈側穿刺・

動脈側回路との接合・回路内生理食塩液破棄・静脈側

回路接合の順で透析開始操作がなされていた．静脈側

シャント穿刺から静脈側回路接合まで3分以上の時

間を要するため，静脈側カニューレ内に凝血が起こる

ことを防止する目的でカニューレは生理食塩液で洗浄・

充填されていた．具体的には，静脈側を穿刺して穿刺

針の注射筒に血液が戻ることを確認した後，カニュー

レを血管内に残して注射筒に装着した内筒針（金属針）

を体外に抜去して，その内筒針で新しい生理食塩液

20mlアンプルから少量（1～2ml）を注射筒に吸引

する．ここで内筒針を注射筒からはずし，生理食塩液

が入った注射筒を静脈側カニューレに接合させ，静脈

側シャントを生理食塩液でフラッシュ（洗浄）して，

生理食塩液をカニューレ内に充填していた．（資料3）

このような操作により，静脈側穿刺から静脈側回路

接合まで放置していても，静脈側シャント内の凝血は

起こらず体外循環は支障なく開始可能となる．しかし，

この際に使用された生理食塩液はK1氏の血液に汚染

されることになる．汚染された生理食塩液は，他の汚

染物質と同様に，処置台に一度運ばれその後処置台の

そばの廃棄物処理用容器に投棄されることになってい

る．

ヘパリン希釈用の生理食塩液はプラスティックで作

られた20ml用のアンプル（容器）に入っており，

その容器は先端がねじり切った後，先端部分を回転さ

せて外すよう作られている（資料6）．ねじ切った先

端のプラスティックの部分（翼状）は本体と着脱可能

で，一度開封後に再装着すれば一見，新しいアンプル
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と見間違うこともあり得る．また，アンプルは，無色

透明でわずかに混濁しているため，約20mlの生理

食塩液中に血液数滴を添加しても，よほど注意を払わ

ない限り新鮮な生理食塩液と区別は困難である．

これらの状況を考え合わせると，平成12年7月下

旬から8月上旬のある日，K1氏の透析開始時に静脈

側シャントの凝血防止目的に使用された生理食塩液ア

ンプル（C型肝炎ウイルス陽性のK1氏の血液に汚染

された20ml弱の生理食塩液がアンプル内に残存）

を，穿刺者がベッドサイドテーブルまたは処置台に置

き忘れ，それを他の医療スタッフが新しい生理食塩液

アンプルと見まちがって，生理食塩液アンプルを収納

する所定の場所に戻し，この汚染されたアンプルがヘ

パリン生食作成に使用されてC型肝炎の院内感染を

もたらしたものと推測する．

（6） 結論

平成12年7月下旬から8月上旬のある日の午前中，

K1氏の透析開始時に静脈側シャントの凝血防止目的

に使用されたアンプル内の生理食塩液がC型肝炎ウ

イルスをもつK1氏の血液で汚染され，この汚染され

た生理食塩液で調合されたヘパリン生食が抗凝血剤と

して直接血管内に注入されて，5名にC型肝炎の感

染をもたらしたものと結論する．この結論は，一部推

測によるものがあるが，あらゆる調査結果を矛盾なく

説明しうるものである．

VI 院内感染予防対策の改善について

院内感染対策検討委員会で指摘された問題点につい

ては，感染拡大予防のため最終結論を待つことなく，

その都度，保健所より赴き改善を指導した．

最終的に当該医療機関にて改善された事項は，以下

の通りである．

1.リスクマネージャーの配置．

透析室に事故防止のため専属のリスクマネージャー

を配置し，常に事故の危険性を監視することとした．

2.ヘパリン準備作業の透析室外での実施．

透析時に使用するヘパリン調整の準備作業は，清潔

操作の完全を期するため別室で行うこととした．

3.ヘパリンの生食での希釈中止．

生理食塩液での希釈時の汚染が考えられたので希釈

を中止し，ヘパリン原液を使用することとした．

4.穿刺，回収をペアで行うことの徹底．

透析終了操作は一人の職員で行っていたが，手袋汚

染の可能性を減じるため穿刺時と同様，ペアで行うこ

ととした．

5.感染性廃棄物の処理は全てベッドサイドで行う．

感染性廃棄物の処理はベッドサイドから離れた処置

台近くの一箇所に集められていたものを，確実に各ベッ

ドサイドで行うよう徹底した．

6.リキャップ可能な20ml生食アンプルの中止．

使用前後の区別がつきにくく，汚染されたアンプル

が他に使用される危険性あるため中止した．

VII まとめ

透析施設におけるC型肝炎感染事例はC型肝炎ウ

イルスの抗体検査法が確立され，検査が普及した

1990年代以降は輸血用血液を介する事例は激減した．

しかし，留置針からダイアライザーに至るまで透析回

路が使い捨てになっているにも拘わらず，未だ何らか

の原因による集団的発生事例の報告が散見される．

今回の事例においては，遺伝子解析等により極めて

確実性の高い感染源と感染経路の究明ができた訳であ

るが，原因究明の目的は当該診療所のみならず，透析

施設における感染防止対策の再点検と強化に資すると

ともに，広く透析患者の不安を払拭し，安心できる医

療を提供することにある．

当該診療所が事故後すみやかに管轄保健所に届出を

行い，一貫して院内感染対策検討委員会に全面的かつ

積極的な協力をしたことが原因究明と感染経路の究明

に大きく貢献した．即ち，委員会による立ち入り調査

や，全患者のカルテ情報の提供などに積極的に協力し，

報道機関を通じての市民への情報提供や，患者友の会

への調査経過報告に当初から全面的に理解を示した当

該診療所の姿勢を多とするものである．

また，当該診療所は従来から施設独自に策定された

マニュアルを遵守して医療行為を行い，厚生省から

「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」が配布された後はマニュアルを

改訂するなど，感染防止には積極的に対策を講じてい

たと考えられるが，いかなる施設においても事故が起

きる可能性は常に潜在するものであるということが教

訓の一つである．

過去の施設内ウイルス性肝炎集団的発生事例では，

調査の結果，原因が不明である例がほとんどであるが，
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今回の事例は，原因として確定はされていないものの，

利便性を追求して考案されたリキャップ式の生理食塩

液容器が，取り扱い方によっては感染防止の点におい

ては盲点であったという一応の結論が得られた．

この報告書は，このような結論を踏まえて，全国の

透析患者の不安払拭の一助になると考えているが，そ

のためにも十分な感染防止対策が講じられていると考

えられる施設においても，更なるマニュアルの遵守と

医療従事者の教育の重要性を再度指摘したい．

あらためて，各施設において体制を再点検して感染

防止対策を徹底する必要性があることを強く呼びかけ

るものである．
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〈資 料〉

資料1
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第一透析室 見取図・ベッド配置図（月・水・金） 【7月・8月分】

薬品調合台

理
用
容
器

廃
棄
物
処

処置台

No.9 No.20

コ氏（－） ナ氏（＋）

次
期

時
間

帯
セ

ッ
ト

置
場

i氏（＋） u氏（－）

No.8 No.13 No.19

ケ氏（＋） セ氏（＋） ト氏（－）

h氏（－） A氏（－） t氏（＋）

No.7 No.12 No.18

ク氏（＋） ス氏（－） テ氏（－）

g氏（－） m氏（＋） E氏（－）

No.6 No.11 No.17

キ氏（－） シ氏（－） ツ氏（＋）

f氏（＋） k氏（－） D氏（－）

No.5 No.10 No.16

カ氏（－） サ氏（－） チ氏（＋）

e氏（－） j氏（－） C氏（－）

No.4 No.15

エ氏（－） オ氏（＋） タ氏（－）

d氏（－） p氏（－）

No.3 No.14

ウ氏（＋） ソ氏（＋）

c氏（－） B氏（－）

No.2

【凡例】

上段 （ア～ナ氏）：昼間帯組

下段 （a～u氏）：夜間帯組

（＋） :HCV抗体陽性

（－） :HCV抗体陰性

イ氏（－）

b氏（－）

No.1

ア氏（－） 出入口

a氏（－）



資料2
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表1 トランスアミナーゼの推移とHCVRNA

新たに感染

した患者
年齢 性別 6/12 7/10 8/14 9/11 9/19

A 50 男

AST

ALT

HCVRNA

18

16

（－）

12

12

25

1

107

173

36

61

（＋）

B 60 女

AST

ALT

HCVRNA

18

12

（－）

21

10

20

10

153

169

81

136

（＋）

C 67 男

AST

ALT

HCVRNA

22

19

（－）

13

10

29

16

103

258

40

84

（＋）

D 52 男

AST

ALT

HCVRNA

17

10

（－）

17

11

17

10

119

422

90

207

（＋）

E 53 男

AST

ALT

HCVRNA

20

13

（－）

8

13

11

10

51

100

32

65

（＋）

表2 HCVの分子生物学的検討

透析時間 HCV感染者 genotype
5・-非翻訳領域

－235・・・－223・・・－138

午前

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

1b

1b

1b

1b

1b

1b

1b

A

G

G

G

A

G

G

A

T

A

A

C

A

A

C

C

T

C

A

C

C

午後
K8

K9

1b

1b

G

A

T

T

C

T

午後

A

B

C

D

E

1b

1b

1b

1b

1b

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

T

C

K1～K9：HCVキャリア

A～E：新規感染患者



ヘパリン生食注射器（持続注入ポンプにて

1～2ml/時間のスピードで注入）

生食

バッグ

（1L）

生食

ライン

クランプ

ヘパリン

ライン

動脈側
血管留置
カニューレ

動脈側
血液回路 血液ポンプ

静脈圧

モニター

静脈側
血管留置
カニューレ

薬剤注入口
（抗生剤，エリス
ロポエチン等）

静脈側血液回路

透
析
液
排
出
口

透
析
液
流
入
口

動
脈
側

エ
ア
ト
ラ
ッ
プ

透
析
器

（
ダ
イ
ア
ラ
イ
ザ
ー
）

透
析
液
供
給
装
置

（
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
モ
ニ
タ
ー
）

動
脈
側

エ
ア
ト
ラ
ッ
プ

シャント穿刺用ディスポ針 －1－

（A） 外筒針：血管内留置用プラスティックカニューレ

（B） 内筒針：金属針

（C） 注射筒

シャント穿刺用ディスポ針 －2－

外筒針（A）を内筒針（A）に装着した状態

この状態でシャント穿刺を行う．

血液透析回路図

資料3

資料4
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【第一透析室】 処 置 表

（2000年9月25日） 【月】Eve） 〇〇クリニック

No 氏名 抗凝固剤 透析時注射 処置・その他

12 m氏

生塩1.0L＋ヘパNa

初回 持続 総計

3000＋500×4.0＝5000

エスポー1500IU＝IV 後

13 A氏

生塩1.0L＋ヘパNa

初回 持続 総計

2000＋500×4.0＝4000

エポジン1500IU＝IV 後

14 B氏

生塩1.0L＋ヘパNa

初回 持続 総計

1500＋375×4.0＝3000

エポジン1500IU＝IV 後

15 C氏

生塩1.0L＋ヘパNa

初回 持続 総計

2000＋500×4.0＝4000

エポジン750IU＝IV 後

強ミノC20ml1A＝IV 後

16

17 D氏

生塩1.0L＋ヘパNa

初回 持続 総計

2000＋500×4.0＝4000

エスポー3000IU＝IV 後

20％G20ml＋フェリコン1A＝IV 後

18 E氏

生塩1.0L＋ヘパNa

初回 持続 総計

2000＋500×4.0＝4000

エポホジン1500IU＝IV 後 レーザー（左右手）

19 t氏

生塩1.0L＋ヘパNa

初回 持続 総計

3000＋500×4.0＝5000

エポジン1500IU＝IV 後

20

※ 平成12年9月25日（月）の夜間帯処置表の一部

20ml生理食塩液アンプル

本来，使い捨て用に作られているが，蓋がリキャップできる

構造であり，誤って他患者に再利用される危険性がある．

資料5

資料6
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福岡市院内感染対策検討委員会名簿

委員名 所 属 専門分野

◎藤見 惺 福岡市赤十字病院副院長 人工透析

林 純
九州大学医学部付属病院

総合診療部助教授

ウイルス性

肝炎

江口克彦
福岡市こども病院・感染症センター

第3感染症科医長
感染症

恒吉香保子 福岡市保健福祉局保健医療部長

村上 浩 福岡市早良保健所長

◎：委員長 （所属は平成12年9月28日現在）

（公印省略）
福保医第 764号
福保予第1357号

平成13年12月4日

社団法人日本透析医会事務局 御中

福岡市長 山崎 広太郎
（保健福祉局地域医療課）
（保健福祉局地域予防課）

「透析施設を有する診療所におけるC型肝炎

ウイルス院内感染調査報告書」の送付について

寒冷の候，貴職におかれましては，益々ご清祥のこととお慶

び申し上げます．

さて，平成12年9月に，本市内の透析施設を有する診療所

において，院内感染によるC型肝炎の集団発生がありました．

本市では，「福岡市院内感染対策検討委員会」を設置し，そ

の感染経路について，調査，検討してきたところですが，その

結果，感染源・感染経路の推定がなされ，当該診療所に対して

も必要な改善がなされました．

このたび，同委員会において，別添のとおり，「透析施設を

有する診療所におけるC型肝炎ウイルス院内感染調査報告書」

がまとめられましたので，送付いたします．

なお，本報告書は，本市の透析施設を有する医療機関へ送付

し，さらなる院内感染防止対策の徹底について通知をしており

ます．

記

1.添付書類

「透析施設を有する診療所におけるC型肝炎ウイルス院内

感染調査報告書」

（平成13年10月10日，福岡市院内感染対策検討委員会）

2.福岡市院内感染対策検討委員会事務局

福岡市保健福祉局保健医療部

地域医療課（電話 092－711－4267）

保健予防課（電話 092－711－4268）

福岡市院内感染対策検討委員会設置要綱

（目的）

第1条 同一医療機関から複数のC型肝炎患者の届

出（感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律第12条の規定に基づく届出）

があり，院内における集団感染などが疑われる

ことから，感染経路などの原因究明により院内

感染の再発防止を検討し，院内での感染症対策

の徹底を図るため，福岡市院内感染対策検討委

員会（以下「委員会」という．）を置く．

（調査事項）

第2条 委員会は，次に掲げる事項について調査，

検討を行う．

（1） 感染経路などの原因究明に関すること．

（2） 院内感染の再発防止に関すること．

（3） その他必要な事項

（組織）

第3条 委員会は別表に掲げる委員で組織する．

（委員長）

第4条 委員会に委員長をおく．

2 委員長は，委員の互選によって定める．

3 委員長は，委員会を総括し，委員会を代表する．

4 委員長に事故があるとき，または委員長が欠

けたときは，あらかじめ委員長の指名する委員

が，その職務を代理する．

（会議等）

第5条 委員会は委員長が招集する．

2 委員長は，必要に応じて委員会に委員以外の

者の出席を求め，その委員の意見を聴くことが

できる．

（謝金）

第6条 委員（市職員である委員を除く．）が，委員

会の職務に従事したときは，「福岡市特別職職

員等の報酬，費用弁償及び期末手当に関する条

例（昭和 31年11月12日条例第44号）」の

規定に準じ，謝金を支給する．

（設置期間）

第7条 委員会の設置期間は，この要綱の施行日か

ら調査結果をまとめるまでとする．

（守秘義務）

第9条 委員会の事務局は，保健福祉局保健医療部

におく．

（補則）

第10条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営

に関して必要な事項は，別に定めるものとする．

附則

（施行期日）

この要綱は，平成12年9月28日から施行する．

（本論文は福岡市保健福祉局保健医療部の許可を得て

本誌に掲載した）
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要 旨

腹膜カテーテル感染症の予防を目的に考案された

・MoncriefとPopovichのカテーテル挿入法・は，腹

腔に挿入したカテーテルを出口を設けずに皮下に埋没

し，数週間後にカテーテルを引き出して出口を作成す

る方法である．皮下への埋没期間に皮下トンネルが無

菌的に完成するため，カテーテル感染の重要な原因の

1つであるバイオフィルム形成を避けることができる．

この Moncriefと Popovichの方法を用いた腹膜

透析の段階的導入（Stepwiseinitiationofperito-

nealdialysisusingMoncriefAndPopovichtech-

nique;SMAP）を17例経験し，本方法の様々な利

点が確認できた．カテーテル留置・埋没術時の入院期

間は 4.5±1.1（3～ 6）日，カテーテル出口作成まで

の期間は 27.4±17.1（8～64）日，カテーテル出口

作成時の入院期間は 2.3±2.4（0～6）日であった．

出口作成時にカテーテルへの大網の巻絡を1例に認

めた．出口作成術当日から貯留透析液液量 1.85±

0.26L/回，1日4回のCAPDを開始した．全症例に

透析液のリークを認めなかった．対象患者の127患

者・月の観察期間における感染症の成績は，出口・ト

ンネル感染を認めず，操作ミスによる接触汚染を原因

とする腹膜炎を1例に認めたのみであった．

SMAPを用いた腹膜透析の導入は，（1）適正な時

期における迅速で十分量の腹膜透析の開始，（2）入院

期間の短縮，（3）感染とリークのリスクの軽減，（4）

一時的な血液透析の回避，が可能な有用な腹膜透析の

導入法であると考えられる．本方法の詳細を紹介する．

緒 言

腹膜カテーテル機能の長期にわたる維持は，腹膜透

析の継続に重要である．理想的な腹膜透析カテーテル

の条件は，アクセスとしての十分な注排液機能を有し，

生体適合性に富むことによる組織との親和性が良好で

あること，であろう．様々なカテーテル形状の改良，

留置法の工夫によって，カテーテルのサバイバルも改

善された．しかし，カテーテル留置術周期に生ずるカ

テーテル感染症，透析液のリークは導入期の問題点の

1つである．また，腹膜炎の発症率は減少したが，い

まだにCAPD療法脱落の原因の多くを占める．特に，

病原体がカテーテル出口から皮下トンネル感染を介し

て腹腔に侵入するいわゆる傍カテーテル経由による腹

膜炎はいまだに多い．

Readら1）は，カテーテル留置術に際しての細菌の

皮下への侵入とバイオフィルム形成が，出口・皮下ト

ンネル感染発症の主たる原因と報告している．このカ

テーテル留置術時に生ずるバイオフィルム形成の対策

としてMoncriefとPopovichらは，カフに工夫を凝

らした新しい形状のカテーテルと独創的な留置法を考

案した2,3,4）．腹腔に留置したカテーテルを出口を作

らずに皮下に埋没し，後にカテーテル出口を作成する

方法である．

著者は本方法を腹膜透析の導入に使用して臨床的な

検討を行い，多くの利点が存在することを確認してき

た．本稿では，このMoncriefとPopovichらの考案

したカテーテル留置法を用いて腹膜透析を導入するい

わゆる段階的導入（SMAP）の有する様々な利点に

スポットをあてて考察し，技術的な解説も加えて紹介
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する．

1 MoncriefとPopovichのカテーテル留置法

ご承知のように Moncriefと Popovichは CAPD

を提唱実行した斯界の大御所である．彼らの考案した

カテーテルは，先端がカール状（コイル）のダブルカ

フのスワンネックタイプのカテーテルである．皮下の

カフに特徴があり，出口に向かうカフ面の面積を少な

くすることを目的に紡錘形をしている．しかし，彼ら

の方法の独創性はカテーテルよりも留置法にある．カ

テーテルを腹腔に挿入後，出口を作らずに皮下に埋没

する方法である．カテーテルの埋没期間中にはカテー

テルが皮下で動かないため，カフおよびカテーテルと

皮下組織の組織的な癒合が早く完成する．完成した皮

下の組織的に癒合したカフとカテーテルは，細菌の侵

入に対してバリアーとして働く．数週間後にカテーテ

ル出口を作成し腹膜透析を開始する．

Moncriefおよび他施設の成績によると，過去のオー

ソドックスな方法によるhistoricaldataと比較する

と，本方法の有意な感染症発症率の低下が報告されて

いる5,6,7,8,9）．

2 MoncriefとPopovichのカテーテル留置法を使用

した腹膜透析の段階的導入

腹膜透析の導入にMoncriefとPopovichのカテー

テル留置法を使用することによって，感染症の予防以

外にも，導入の際に発生する多くの合併症や問題点を

解決することが可能であると考えられる．著者らは，

MoncriefとPopovichの方法によるカテーテル留置

を1994年に1症例経験した．後に，1999年に心機

能が極端に障害されている症例の腹膜透析の導入に本

方法の様々な利点を再認識し，以後，本方法をいわゆ

る腹膜透析の段階的導入法（SMAP）として多くの

症例で実施してきた．

血液透析の導入時に，内シャントを短期間の入院で

予め作成して時期がきたら穿刺し，血液透析を開始す

る導入はよく行われている．このようにシャントの準

備を導入前の時期に前もって行うことによって，導入

時に十分発達したシャントを穿刺することができ，血

液透析の開始も患者の状態に応じて時期を選択するこ

とができる．このようなアクセスの準備をMoncrief

とPopovichの留置法を使用して腹膜透析でも行うこ

とができる．精神活動が障害されていない腎不全の保

存期（たとえば血清クレアチニン値が6～8mg/dl）

に，透析療法の十分なインフォームドコンセントの下

に療法を選択することができる．腹膜透析が選択され

た場合には，医学的社会的な条件を吟味して腹膜カテー

テル留置の計画をたて，カテーテルを短期間の入院で

留置し，カテーテル先端は皮下に埋没（embed）す

る．

腹膜透析の導入が決定したら患者に十分な教育指導

を施し，短期間の入院もしくは日帰り手術でカテーテ

ルの出口作成（externalization）を行い，術直後か

ら腹膜透析を開始する．透析液のリークの心配はなく，

fulldoseの貯留量の使用が可能である．腹腔内の挿

入創は治癒しており透析液貯留による腹痛はない．こ

のようにSMAPによって待機的な腹膜透析への導入

が可能である．

3 腹膜透析の適正な時期の導入

適正な時期の透析導入は，透析療法に対する十分な

教育・指導，重篤な合併症の回避，残存腎機能の維持，

入院期間の短縮が図れるなど多くの利点を有する10）．

SMAPを使用することによって腹膜透析を適正な時

期に導入することが可能である．

腹膜透析が十分なインフォームドコンセントによっ

て選択されたら，腹膜カテーテルを留置・埋没し，埋

没期間中に腎機能の推移を観察し，腹膜透析開始が必

要となるタイミングを見計らって出口を作成すれば，

十分な量の腹膜透析を適正な時期にかつ迅速に開始す

ることができる．透析療法開始時に溢水などの理由で

一時的にでも血液透析を施行すると，腹膜透析の大き

な利点である残存腎機能の保持が損なわれることが報

告されている11）．また，残存腎機能の保持を目的に，

腹膜透析早期導入の有効性の報告も散見され12），

SMAPの果たす役割は大きいと考えられる．

カテーテル留置後の埋没期間は，患者の腎不全の病

態によって任意に設定が可能である．このように，

SMAPは血液透析における内シャント造設のような

迅速な透析療法の導入を目的とした準備段階としての

処置と捉えることができる．

4 腹膜透析導入に要する入院期間

腹膜透析の導入には通常3～4週間程度の入院期間

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.1 200268



が必要である．カテーテル留置術後のコンディショニ

ングには施設によって差がある．数百mlの腹腔洗浄

から開始する施設から，術当日から1,000ml位の貯

留量で腹膜透析を開始する施設まで様々である．著者

らの施設では術当日から1L，4回交換のCAPDを開

始，3日毎に500mlずつ貯留量を増加させて2Lを

目標貯留量としている．退院までに透析液交換やカテー

テル出口ケアなどの指導，透析液のグルコース濃度の

調整などが必要で，3週間の入院期間が平均的である．

欧米における腹膜透析導入はnon-medicalな因子，

主に保険事情の違いから本邦のそれとは大きく異なっ

ている．カテーテルを腹腔に留置して出口を作成し，

通常1～2日で退院する．退院後はカテーテルの洗浄

などせずに在宅で経過を観察し，透析開始時期がきた

ら病院もしくは専用の施設（PD centerなど）で腹

膜透析を開始するケースが多い．

前述のように，本邦では腹膜透析の導入に3～4週

間の入院期間を要するが，長期入院で不利益がもたら

されることの多い有職者，児童・学童，高齢者にとっ

て，MoncriefとPopovichの留置法による腹膜透析

の導入は非常に魅力的である．実際，著者の施設にお

けるSMAPのカテーテル留置術のための入院期間は

4.5±1.1日（3～6日），出口作成時は 2.3±2.4日

（0～6日）であった．

5 使用するカテーテル

MoncriefとPopovichは本方法のカテーテル留置

に彼らの考案した特殊なカテーテルを使用してい

る2,3,4）．カフ間ベンドのダブルカフを有する腹腔内

先端がカールタイプのカテーテルである．皮下のカフ，

細菌の侵入する出口方向のカフの面積が少なくなるよ

うに紡錘型になっている．このカテーテルの感染症予

防効果は，カテーテルのみの評価がなされていないた

め不明である．

著者は，MoncriefとPopovichのカテーテル留置

法の優れた点は，特殊なカテーテルに起因するのでは

なく，カテーテルを埋没するというアイディアにある

と考えている．実際，他施設からの続報は，使用した

カテーテルを限定していない6,7,8,9）．著者は，ダブル

カフの先端がストレートのスワンネックカテーテル

（JB-1,AcurrateSurgical社）をSMAPに使用して

いる．おそらく，どのタイプのカテーテルもSMAP

に使用できると考えている．

6 カテーテル留置術の実際

著者は，SMAPを用いて，従来の腹部に出口を有

するカテーテルと，前胸部に出口を有するバスタブカ

テーテル（presternalcatheter）とを留置している．

カテーテル留置術と出口作成術を概説する．

1） カテーテル留置と皮下への埋没

① 腹部出口のカテーテル（図1）

腹膜カテーテル留置術は，硬膜外麻酔に静脈麻酔を

併用して施行している．臍下3cmの右経腹直筋切開

から腹腔内にカテーテルを型どおり挿入する．腹膜カ

フを腹膜に固定後，術創の上端から5cm上方に施し

た約2cmの横切開まで，トロッカーを用いてカテー

テルを引き出す．カテーテルの将来出口となる部分に

タイバンドを 2本絡ませて装着し，ヘパリン 3,000

単位をカテーテル内に注入した後に，カテーテルを伸

展させながらタイバンドを締め上げる．タイバンドの

柄の部分を切断し，再びトロッカーを用いて下向きの

皮下トンネルを作成し，可及的下方で皮膚を穿通して

トロッカーからカテーテルをはずし，皮下にカテーテ

ルを埋没する．2カ所の創を閉創し終了する．

② バスタブカテーテル（図2）

バスタブカテーテルは，2本のカテーテルを繋ぎ合

わせて前腹～胸部に皮下トンネルを作成し，前胸壁に

出口を作成するカテーテルである．胸壁は腹壁と比較

すると感染症に対し様々な利点を有する．また，入浴

を好む日本人には風呂の水による感染を抑制するとい

う大きな利点があり，バスタブカテーテルとも呼ばれ

ている13,14）．著者らはSMAPを用いてバスタブカテー

テルを作成し，良好な成績を得ている15）．

バスタブカテーテル作成の要点を述べる．腹腔に挿

入するカテーテル（下位カテーテル）としてカフ間ベ

ンドのないダブルカフテンコフカテーテル（J-1,

AcurrateSurgical社）を，前腹壁・胸壁の皮下トン

ネル部分のカテーテル（上位カテーテル）として，小

孔部分を切除したスワンネック型ダブルカフテンコフ

カテーテル（JB-1,AcurrateSurgical社）を用いる．

下位カテーテルを腹腔内に挿入し腹膜と腹膜カフを固

定後，下位カテーテルを心窩部に施した3cmの縦切

開まで腹腔鏡用の把持鉗子を用いて皮下トンネルを作
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成する．小孔部分を切除した上位カテーテルを，心窩

部の切開創からトロッカーを用いて上向きの皮下トン

ネルを前胸壁の皮下に作成し，胸骨前面中央第2肋

間位に施した1cmの横切開から外に出す．心窩部の

切開創内で，チタニウムエクステンダーを用いて下位

のカテーテルと上位のカテーテルを接続する．腹部出

口のカテーテルと同様に，カテーテル内腔にヘパリン

を注入しタイバンドを装着する．次に，第2肋間の

創からトロッカーを用いて下向きの皮下トンネルを作

成し，可及的下位で皮膚を穿通してトロッカーからカ

テーテルをはずして皮下に埋没させる．3カ所の創を

縫合し終了する．皮下トンネル作成時にタイバンドが

皮下を通過しにくい症例は，トロッカーを近い位置で

一旦外に出してカテーテルを手で引っ張って通過させ

た後に，再びトロッカーを使用して遠位のトンネルを

作成し埋没する．

2） カテーテル出口作成術（図3）

タイバンドの位置を皮膚表面から確認し，同部位に

1～2mlの局所麻酔を施し，7mmの横切開を置く．

出口となる切開創の縁を傷つけないように保護しなが

ら，小型止血鉗子を用いてタイバンドを把持し，カテー

テルを引き出す．カテーテルに傷をつけないように注

意しながら，タイバンドを尖刃もしくは爪切り型のニッ

パーを用いて除去する．100mlの注射筒と生理食塩

液を用いてカテーテル機能を評価する．出口から 2

cmのところで縫合糸を用いてカテーテルを皮膚に固
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図1 腹部出口カテーテル

A：腹腔に挿入したカテーテルを上向きの皮下トンネルを作成した後，カテーテル内腔に

ヘパリンを注入し，2本のタイバンドでカテーテルを閉塞させる．

B：タイバンドの柄を切り取り，カテーテルが完全に閉塞したことを確認する．

C：カテーテル長の全体が埋没されるようにトロッカーで可及的下方の皮膚を穿通する．

D：埋没したカテーテル．

図2 前胸部出口カテーテル（バスタブカテーテル）

腹部カテーテルと同様に腹腔内に留置し，上向きの皮下ト

ンネルを作成し，季肋部においた小切開内でチタニウムエ

クステンダーを用いて上のカテーテルと接続する．上のカ

テーテルはヘパリンを注入後にタイバンドで閉塞し，反転

創から下向けに皮下トンネルを作成し埋没する．



定し，チタニウムアダプターと接続チューブを接続後，

透析液を腹腔内に注入し腹膜透析を開始する．

（注）タイバンドは，電気コードなどを結束するた

めの家庭・業務用のバンドである．タイバンドの材質

は6-6ナイロンであり，手術に用いるナイロン糸と同

じ素材でできている．出口を作成する際に，最小限の

切開長でカテーテルを鉗子などで摘み出すための ・つ

まみ・として考案した．タイバンドは将来出口となる

部分に装着する．カテーテル内腔へヘパリンを注入す

ることによってカテーテルの閉塞が予防でき，腹水を

有する患者では皮下への腹水の漏出の予防もできる15）．

出口作成後に離断する際に尖刃でカテーテルを傷つけ

ないように，またカテーテルが完全に閉塞することを

目的に，2本のタイバンドを絡ませて装着する．装着

する際にはカテーテルを伸展させて締め上げるとカテー

テルが完全にロックできる．出口を作成した後には，

カテーテルに傷をつけないように注意しながらタイバ

ンドを尖刃もしくは爪切り型のニッパーを用いて除去

する．

7 患者教育

腹膜透析は在宅医療であり，患者自身による治療行

為が療法の成績を大きく左右する．在宅における患者

手技は，透析液交換，排液の観察，血圧・体重のチェッ

ク，カテーテル出口のケア，など多岐にわたる．腹膜

透析の導入に際しては，これらの手技に加えて腹膜透

析の原理，透析液の調節，緊急時の対応，食事などを

教育する必要がある．従来のカテーテル留置法では，

入院中にこれらの指導を行うため時間的な余裕がある

が，SMAPではカテーテル出口作成術前および直後

の短期間の集中的な指導が必要となる．患者の理解度，

性格，視力，手先の器用さなど患者のポテンシャルを

見極めて指導にあたることが重要である．著者の施設

ではクリティカルパスウェイを作成し指導にあたって

いる．

8 腹膜透析の開始

SMAPによって腹膜透析の導入を計画的に行うこ

とができる．慢性腎不全の進行速度からカテーテルを

留置・埋没する時期を判断し，透析療法の必要な時期

にカテーテルの出口を作成する．カテーテルの埋没期

間について詳細に検討した報告はない．著者は11カ

月間，Pageらは12カ月間，佐中らは15カ月間の長

期にわたるカテーテル埋没期間を経験しているが，カ

テーテルの閉塞は認めていない．

SMAPではカテーテル出口作成直後から腹膜透析

を開始することができ，初回貯留からほぼ目標の透析
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図3 カテーテル出口作成術

A：7mmの小切開から小鉗子でタイバンドを摘みだす．

B：タイバンドをニッパーで切断．

C：カテーテル機能を評価．

D：出口から2cmのところでカテーテルを固定し腹膜透析システムを接続．



液量を腹腔に貯留できる．腹膜透析開始時には，当然

カテーテル留置創は完全に治癒しており，透析液の貯

留による腹壁の疼痛や伸展による腹部膨満の訴えは少

ない．また透析液のリークの心配もないと考えられる．

著者の経験では，SMAPで導入した患者16名中の

13名が2Lの初回注液量（平均1.85±0.26L［1.3～

2.0L］）で腹膜透析を開始した．このように，適正か

つ十分な量の腹膜透析をリークの危険なしに迅速に開

始することがSMAPによって可能である．SMAPで

腹膜透析を計画的に導入すると，溢水の病態を避ける

ことができると同時に，血液透析を併用する必要がな

く，腹膜透析の最も重要な利点の1つである残存腎

機能の長期維持が計れる．

9 SMAPの利点と欠点

前述の SMAPの様々な利点を表 1に要約した．

SMAPの欠点としては，カテーテル埋没後の腹腔内

情報が得られないこと，2回の手術が必要なこと，埋

没後および出口作成後の創管理が在宅で必要なこと，

留置術の際に身体障害者1級の申請が通りにくい可

能性があること，があげられる．

10 SMAPの適応

SMAPの利点を有効に生かした様々な利用法（適

応）が考えられる．SMAPは急性腎不全や慢性腎不

全の急性増悪以外のほとんどすべての腹膜透析患者の

導入に使用されると考えられる（表2）．感染症やリー

クの危険性が高い患者，教育を重視したい患者，心機

能，残存腎機能，ブラッドアクセスなどの観点から一

時的な血液透析を避けたい患者，長期入院ができない

患者には，SMAPの利点が生かされた導入が可能で

ある．

著者の経験した17例中の1例に，カテーテル感染

症によるカテーテル入れ替えにSMAPを利用した．

感染症による過去に1回のカテーテル交換の既往の

ある患者で，カテーテル感染はトンネル感染に留まり

腹膜炎は発症していなかった．6日間の入院で，新し

いカテーテルを留置・埋没した．退院後は感染してい

るカテーテルで腹膜透析を行った．4週間後に再入院

し，6日間の入院で埋没したカテーテルの出口を作成

し，感染したカテーテルを抜去した．

このようにSMAPを使用してカテーテル感染を発

症しやすい患者に，皮下トンネルの完成したカテーテ

ルを短期間の入院で作成することができる．また，他

のSMAPの適応として，腹膜透析を希望する血液透

析患者への応用がある．入院施設のない血液透析サテ

ライトなどの患者が腹膜透析を希望した際に，関連病

院で数日間の入院でカテーテル留置を行い，退院以降

はサテライトで維持透析をしながら腹膜透析の教育を

受け，時期がきたらサテライトで出口作成術を日帰り

手術で行えば，最小限の入院で血液透析から腹膜透析

に移行できる．

11 SMAPの評価16）

1） 対象患者

貴友会王子病院において，1999年11月から2001

年10月までの間にSMAPを用いてカテーテルを留

置し，段階的に腹膜透析を導入した患者を対象とした．

総症例数は17名（♀7名，♂10名）で平均年齢は
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表１ SMAPの利点と欠点

SMAPの利点

1.腹膜透析の計画的な導入が可能である．

2.カテーテルを埋没するのでカテーテル管理の必要がない．

3.カテーテルの種類を選ばない．

4.カテーテル留置・埋没は容易・安全である．

5.長期間のカテーテル埋没も可能である．

6.集中的な十分な患者教育が計画可能である．

7.適正な時期に腹膜透析が開始できる．

8.腹膜透析が迅速に開始できる．

9.十分な量の透析量が短期間に得られる．

10.透析液のリークの危険がない．

11.カテーテル感染症が少ない．

12.入院期間が短い．

SMAPの欠点

1.カテーテル埋没後の腹腔内情報が得られない．

2.2回の手術が必要．

3.埋没後および出口作成後の創管理が在宅で必要．

4.留置術の際に身体障害者1級の申請が通りにくい可能性

がある．

表2 SMAPの適応

1.腹膜透析のすべての導入症例（急性腎不全を除く）

2.感染を繰り返す症例

3.リークの危険性が高い症例

4.教育を重視したい症例

5.一時的な血液透析を避けたい症例

6.長期間の入院が不可能な症例

7.カテーテル入れ換えが必要な症例

8.血液透析から腹膜透析に移行する症例



56.5±10.9（42～75）歳であった．慢性腎不全の原

因疾患は，慢性糸球体腎炎5名，糖尿病性腎症9名，

腎硬化症1名，多発性嚢胞腎1名，痛風腎1名であっ

た．17人の患者のうち腹部に出口を作成したのは6

名，感染が少ない前胸部に出口を有するpresternal

catheter（バスタブカテーテル）13,14）を作成した患者

は11名であった．

腹膜透析を選択した慢性腎不全患者に十分なインフォー

ムドコンセントを得て，SMAPを施行した．透析開

始が近い将来必要と考えられた時期に，短期間の入院

でカテーテルを留置し，出口を作らず皮下に埋没した．

カテーテル留置の数週間後，腹膜透析療法が必要と考

えられた時期に，患者に在宅腹膜透析に関する十分な

教育を施し，短期間の入院もしくは外来手術でカテー

テルの出口を作成し，腹膜透析を開始した．カテーテ

ル留置時の血清クレアチニン値は8.6±1.8mg/dl，

出口作成時は9.9±1.9mg/dlであった．17人の対象

患者のうち，カテーテル留置術後に一旦退院し，後に

出口を作成して導入した患者は9名，カテーテル留

置術後から出口作成までのカテーテル埋没期間中入院

していた患者は8名であった．

2） 結果

SMAPの成績を表3に示した．カテーテルの留置・

埋没は全症例に問題なく施行された．カテーテル留置

術のための入院期間は 4.5±1.1日（3～6日），出口

作成時の入院期間は 2.3±2.4日（0～6日）であった

（カテーテル埋没期間を外来管理とした患者9名の平

均）．カテーテル留置から出口作成までのカテーテル

埋没期間は 27.4±17.1日（8～64日）であった．出

口作成時に大網によるカテーテルの巻絡を1例に認

めたが，他の16例のカテーテルは機能していた．大

網が巻絡した症例は，本人の希望によって腹膜透析の

導入を中止した．出口作成翌日に卵管采による巻絡が

1例に発症したが，バスタブカテーテルの下位カテー

テルのみを再挿入し，既設のエクステンダーに再接続

し腹膜透析を再開した．出口作成時にカテーテル内腔

に小さなフィブリン塊を4例，凝血塊を2例に認め

たが，吸引によって容易に除去された．出口作成術当

日から16例全例で腹膜透析が開始できた．貯留透析

液量は 1.85±0.26L（1.3～2.0L）であった．患者

は出口作成後，術当日からCAPDを開始し，透析液

交換やカテーテルケアの手技を確認し，在宅CAPD

に移行した．全症例ともに，在宅治療に移行後も問題

なく，良好なCAPDが維持できていた．

1999年 11月から 2001年 10月までに SMAPに

よって腹膜透析を導入した 16症例の総観察期間は

127カ月であった．透析液のリークは認めなかった．

カテーテル出口感染，皮下トンネル感染は認めなかっ

た．1例が腹膜炎を1回発症したが，透析液交換時の

誤操作が原因の明らかな経カテーテル感染であった．

12 考 察

理想的な清潔環境における腹膜カテーテル留置にも

かかわらず，カテーテル留置術周期には，異物である

シリコンカテーテルの細菌感染，および続発するバイ

オフィルムの付着が避け難いことが報告されている1）．

MoncriefとPopovichらの提唱したカテーテル挿

入法は，埋没期間に皮下トンネルが完成することによっ

てカテーテル感染症の予防に有効である2,3,4）．カテー

テルの埋没によってカテーテルは皮下で固定され，迅

速で無菌的な皮下カテーテルおよびカフの創治癒を促

し，皮下への細菌の侵入を防御することが電子顕微鏡

によるバイオフィルムの検索で証明されている3）．臨

床的にも出口・トンネル感染と腹膜炎の減少が報告さ

れている5,6,7,8,9）．また，著者の施設においてもカテー

テル感染症の発症率の低いバスタブカテーテル12,13,

14）を用いて腹膜透析を段階的に導入し，良好な成績を

得ている15,16）．

カテーテル出口を作らずに埋没する手技は，感染症

の予防以外にも様々な利点を有する非常に魅力的な留

置法である．カテーテル留置術直後に発生する透析液
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表3 SMAPの成績

症例数 17名（♀7名，♂10名）

年齢56.5±10.9歳

導入 外来ベース 9名，入院ベース 8名

カテーテル バスタブ 11名，腹部 6名

タイバンド 使用 13名，非使用 4名

入院期間（n＝8）

カテーテル挿入時 4.5±1.1日（3～6日）

出口作成時 2.3±2.4日（0～6日）

出口作成までの期間 27.4±17.1日（8～64日）

PD開始時の貯留量 1.85±0.26L（1.3～2.0L）

合併症 カテーテル閉塞：大網1例

卵管采1例（開始後）

成績 腹膜炎1（1/127患者・月），リーク0



のリークは，腹膜透析導入時の重要な合併症であるが，

カテーテル留置後数週間経過してから透析液を貯留す

ることによって，リークの危険性は完全に回避できる

と考えられる．今回の症例の出口作成後の透析液貯留

量は 1.85±0.26Lであったが，リークや強度の腹満

を訴えた患者を認めなかった．

適正透析の目的貯留量で腹膜透析を開始でき，迅速

かつ十分な腹膜透析が施行されることは本法の大きな

特徴の1つである．カテーテル埋没後の急速な腎不

全の増悪に対しても，本法による腹膜透析の開始は有

効であると考えられる．迅速な導入によって，重症な

心機能障害を有する患者に，一時的な血液透析を回避

できる．また，血液透析を経ずに腹膜透析を導入する

ことが可能であることから，腹膜透析の長所の1つ

である残存腎機能の維持が図れることも重要なポイン

トである．

当施設の結果では，埋没期間の平均は 27.4±17.1

日（8～64日）であった．出口作成時の観察では，4

週間以上埋没した症例のカテーテルには，堅固な白色

の繊維性癒着が認められていた．DeAlvaroら8）は，

カテーテル留置から出口作成までの期間が4週間以

上の患者群で，カテーテル感染予防の成績が良好であ

ることを報告している．カテーテルの埋没が長期にわ

たるとカテーテル閉塞が懸念されるが，前述のように

埋没カテーテルの閉塞は報告がない．

著者は，埋没期間におけるカテーテル閉塞や腹水の

皮下への漏出の予防策として，埋没時のヘパリンの注

入と注入後のタイバンドによるロックを施行した．今

回の症例では，出口作成時にカテーテル内に凝血塊も

しくはフィブリン塊を6例に認めたが，注射筒によっ

て容易に吸引できた．タイバンドの装着は出口作成時

のカテーテルの引き出しに有効である．出口作成時に

鉗子でタイバンドを摘み上げることによって，出口の

切開創をカテーテル径とほぼ同等の7mmにするこ

とが可能である．しかし，腹部出口の症例では腹壁が

柔かいため，タイバンドを摘むことがやや困難な症例

もあった．埋没時にカテーテルの出口相応部分を可能

な限り浅くトロッカーを通すことが，容易な出口作成

のために肝要である．埋没期間のカテーテルの大網に

よる巻絡は1例に認められた．Moncriefらは，腹腔

に透析液がない状態では，大網の巻絡は生じないと述

べている17）．

特筆すべきことの1つとしてSMAPによる入院期

間の短縮化があげられる．適正な時期における導入に

よって，尿毒症に関連した合併症の発症が少ないこと

も入院期間の短縮をもたらすのであろう．腹膜透析の

導入に必要な 3～4週間の入院期間を必要としない

SMAPは，患者のQOL向上に対しても大きなメリッ

トを有すると考えられる．

結 語

MoncriefとPopovichらによって考案されたカテー

テル留置法による腹膜透析の導入（SMAP）は，適

正な時期における迅速かつ十分な透析導入，入院期間

の短縮，透析液のリーク回避，カテーテル感染症の予

防など多くの利点を有している．本方法に対する看護

体制の確立，カテーテル埋没手技やカテーテル閉塞予

防の方法，出口作成の手技など，技術的な様々な創意

工夫，適応の拡大などがなされ，本方法がさらに優れ

た腹膜透析の導入法に発展することが期待される．
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要 旨

生体腎ドナーに対する術式として,handassistを

用いた鏡視下腎摘出術を導入した．そのうち左腎摘出

術の適応となる導入初期の20症例について手術成績

を検討した．出血量の減少,術後疼痛の緩和,美容上

の利点などに加え,開腹移行例はなく,経験数に応じ

た手術時間の短縮が得られ,この術式の安全性や確実

性が示唆された．

緒 言

近年,鏡視下手術の発展はめざましく,様々な領域

の疾患に対して適応拡大が進行している1）．また,臓

器移植の分野における鏡視下手術は,1990年代より

主に米国を中心として生体腎移植術の腎提供者（生体

腎ドナー）に対する術式に応用され2）,徐々に世界各

地に普及しつつある．普及した要因として出血量の減

少,術後疼痛の緩和,入院期間の短縮,さらには美容

上の利点なども指摘されており,鏡視下手術の最大の

特徴である低侵襲性にもとづくものと考えられてい

る3）．一方,わが国においては,この術式における手

技上の安全性や確実性が確立されておらず,生体腎ド

ナーという特殊な背景を考慮するとその実施にあたっ

ては慎重にならざるをえないのが現状であり,したがっ

ていまだ従来の開腹術（opensurgicallivedonor

nephrectomy,以下 OpenNxと略）が主流で,限ら

れた施設においてのみ鏡視下手術が導入されている．

そこで,2001年4月よりわれわれの施設において

導入したhandassistを用いた経腹的到達法による鏡

視下腎摘出術（handassistedlaparoscopiclivedo-

nornephrectomy,以下HALapNxと略）について,

術式の概要と成績を検討し,わが国における本術式の

普及の可能性を探った．

1 対象・方法

1） 対象

2001年4月より11月までの導入初期の期間に,

鏡視下腎摘出術（HALapNx）の適応と判断した生体

腎ドナー20症例（男性8例,女性12例）を対象と

した．年齢は28歳から68歳（50.5±11.3歳）で,

身長は148cmから183cm（163.7±9.3cm）,体重

は43kgから100kg（62.2±13.6kg）であった（表

1）．なおこの期間におけるHALapNxの適応とした

症例は,左腎摘出術の適応となるすべての生体腎ドナー

とし,右腎摘出術の適応となる症例は対象から除外し

た．また生体腎移植術のレシピエントは,全例慢性腎

不全にて血液透析中の患者であった．

2） 術式

全身麻酔後,ジャックナイフをかけた右側臥位とし,

深部静脈血栓症を予防するため両下肢に間歇的圧迫装

置であるフロートロンDVTR◯（Huntleigh,英国）を

装着する．術者は患者腹側に立ち,腹腔鏡を担当する
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表1 生体腎ドナーの背景

症例数

性別 男性

女性

年齢（歳）

身長（cm）

体重（kg）

20

8

12

50.5±11.3

163.7±9.3

62.2±13.6



第一助手も患者腹側で術者の頭側に位置する．腹腔内

操作はこの二名で十分であるが,緊急時を想定して患

者背側に第二助手を配備する．鏡視下手術では気腹装

置やテレビモニターをはじめ超音波駆動メスや電気メ

スなど各種の機器を使用するため機能的に配置するこ

とが重要である（図1）．

臍周囲より小切開法にて 12mmの BlantPortTM

（USSurgical,米国）を留置し,10mmHg以下に気

腹圧を設定して炭酸ガスを用いた気腹を行い,彎曲タ

イプの腹腔鏡を挿入する．腹腔内を充分に観察後,左

前腋窩線上で臍高よりやや頭側寄りに12mmのポー

トを挿入してBlantPortTMを抜去する．抜去部の皮

膚切開を追加して5～6cmの切開創とし腹壁ディス

クであるHandPortTM System（Smith&Nephew,

米国）を装着後,左前腋窩線上臍高よりやや尾側にも

う1本の12mmポートを留置する（図 2）．前腋窩

線上頭側のポートより腹腔鏡を,尾側のポートより超

音波駆動メスであるHarmonicScalpelTM（Ethicon
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図1 術者の位置と機器の配置

図2 術中体位とポート留置部位

①②:12mm port ③:HandPortTM System



EndoSurgeryINC,米国）を,HandPortTM Sys-

temより術者の左手を挿入して腹腔内操作を開始す

る（図3）．

まず,下行結腸外側のToldtの白線に沿って壁側腹

膜を切開し後腹膜腔に到達する．この切開線は上方は

横隔膜結腸靭帯,時には結腸脾靭帯までとし,下方は

腸骨動脈と尿管との交叉部の先までとする（図 4,a）．

尿管を露出し,ネラトンカテーテルにて把持しながら

交叉部の先まで遊離する（図4,b）．腎前面のGerota

筋膜を切開して脂肪を剥離し腎皮膜を露出する．この

露出した腎皮膜部から腎後面に向けて脂肪組織の剥離

を進め,その後腎上極を遊離する．次に腎下極から腎

前面,特に腎茎部にかけての操作は,まず性腺静脈の

剥離から開始し腎静脈への合流部を露出する．性腺静
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図3 術中全体像

①：腹腔鏡（彎曲タイプ） ②：HarmonicScalpelTM ③：HandPortTM System

a:結腸脾靱帯の切開 b:尿管の剥離

c:性腺静脈の切離 d:腎動脈の切離

図4 腹腔内操作



脈の切離ラインに両側ダブルクリッピングをかけて切

離し（図4,c）,腎静脈周囲の剥離を進める．腎静脈に

流入する副腎静脈も両側ダブルクリッピング後切離す

ると,この直上に腎動脈が確認できる．再び腎後面か

らの視野に切り替え,腎動静脈を露出する．腎後面か

らの視野で腎静脈に流入する腰静脈が確認でき,可能

であれば両側ダブルクリッピング後切離する．腎静脈

の切離ラインは原則として副腎静脈および腰静脈の流

入部より下大静脈近傍側としている．この時点で腎動

静脈はほぼ完全に遊離されており,backtableの準

備を整え,マニトールを点滴静注後,尿管を切離する．

迅速に腎後面からの視野に切り替え,血管用 Endo

staplerを用いて腎動脈,腎静脈の順に切離し（図4,

d）,HandPortTM System装着部から腎を摘出する．

洗浄,吸引後止血を確認し,細径の information

drainを尾側の12mmポートから挿入して腹腔内操

作を完了する．最後に2本のポート留置部位とHand

PortTMSystem装着部位を閉創して手術を終了する．

3） 手術成績の検討

手術結果を手術時間，摘出腎重量，出血量，輸血お

よび開腹移行の有無，術後鎮痛薬使用の有無，術後合

併症などと,レシピエントに移植後の成績などから検

討した．また手術時間に影響を及ぼす因子を解析する

ため，生体腎ドナーの年齢，性別，身長，体重，腎動

静脈の数，摘出腎重量や手術を執刀した同一術者の手

術経験数などと手術時間との相関をそれぞれ検討し，

さらに同一術者経験数と手術時間においては learn-

ingcurveを描出した．

4） 統計学的検討

対応のない二群間を t検定を用いて検定し,

p＜0.05をもって統計学的有意とした．またLearn-

ingcurveは単回帰分析で決定係数（R2）を求め,

p＜0.05をもって統計学的有意とした．

2 結 果

手術時間は130分から304分（214.4±50.5分）,

摘出腎重量は105gから330g（184.8±63.0g）,出

血量は全例100g以下で,輸血を必要とした症例や開

腹移行例はなく,術後疼痛の軽減により症例No.7以

降は術中および術後に用いた硬膜外麻酔を中止とした．

術後合併症については,レシピエントの症例No.4に

移植尿管血流不全を認め,第4病日に移植尿管・自己

尿管再吻合術を施行したが,ドナーにおいてはすべて

の症例で合併症を併発することはなかった（表 2）．

また,レシピエントに移植後の成績については,全例

において血流再開直後から immediatefunctionが

得られ,現在生着中である．

手術時間に影響を及ぼす因子の解析として,生体腎

ドナーの年齢,性別,身長,体重,腎動静脈の数とそれ

ぞれ手術時間との相関を調べたが,いずれの項目とも

有意な相関は認められなかった．一方,摘出腎重量と

手術経験数をそれぞれ二群に分類し手術時間での有意

差検定を行うと,摘出腎重量については300g前後の

大きな腎臓群（308.3±18.9g,n＝3）で手術時間は

281.3±19.6分,その他の腎臓群（162.9±36.1g,

n＝17）で202.6±44.7分となり,両群間に統計学的

有意差を認めた（p＝0.0086）．また同一術者の手術

経験数を前期 10症例（No.1～10）と後期 10症例

（No.11～20）に分類し手術時間での相関を検討して

みると,前期で手術時間は 238.6±39.6分,後期で

190.2±50.2分となり,両群間に統計学的有意差を認

めた（p＝0.0278）（表 3）．次に同一術者の手術経験

数と手術時間で learning curveを描いてみると,
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表2 手術成績

手術時間（分）

腎重量（g）

出血量（g）

輸血症例

開腹移行症例

鎮痛・麻酔

合併症 Donor

Recipient

214.4±50.5

184.8±63.0

100↓

0

0

No.7以降硬膜外麻酔中止

なし

No.4:移植尿管血流不全

表3 手術時間に及ぼす因子

1） 年齢，性別，身長，体重：有意差なし

2） 腎動静脈の数：有意差なし

3） 腎重量：

平均手術時間（分）

308.3±18.9g（n＝ 3） 281.3±19.6＊

162.9±36.1g（n＝17） 202.6±44.7＊

4） 手術経験数：

平均手術時間（分）

前期（No.1～10） 238.6±39.6＊

後期（No.11～20） 190.2±50.2＊

＊有意差あり



Y＝－4.269X＋259.226,R2＝0.25でゆるやかな負の

相関を認めた（p＝0.0248）（図5）．

3 考 察

1991年に米国のClaymanらが腎の良性疾患に対

して最初の鏡視下腎摘出術を行い4）,1995年には

Ratnerらがはじめて生体腎ドナーに対する鏡視下腎

摘出術を報告した2）．当時の方法は数本の鉗子を用い

て腹腔内操作を行い,最後に皮膚切開を追加して腎を

体外に摘出する,purely laparoscopictechnique

（以下,purelapaと略）,ないしはstandardlaparos-

copicnephrectomyといわれる術式であった．その

後この術式の最大の問題点である手技上の煩雑さを軽

減することにより温阻血時間や手術時間の短縮と安全

性や確実性を向上させることを目指して,腎を体外に

摘出するために最後に追加する皮膚切開部を最初から

利用する術式が模索され,腹壁ディスクや超音波駆動

メスに代表される周辺機器の改良,開発と相まって,

1998年に Wolfらが生体腎ドナーに対して最初の

handassistを用いた鏡視下腎摘出術（HALapNx）

を報告した5）．この術式の導入により,鏡視下手術と

しての利点は損なうことなく,温阻血時間や手術時間

は,OpenNxには及ばないものの,purelapaに比較

すると著明に短縮され6）,近年では生体腎ドナーに対

する鏡視下腎摘出術の主流になりつつある7）．われ

われの施設における成績でも,鏡視下手術としての利

点,すなわち出血量は100g以下で輸血を必要とした

症例はなく,術後疼痛の軽減により硬膜外麻酔の併用

を中止でき,美容上も大きな腎臓においてさえも小さ

な手術創で実施可能であった（図 6）．さらに,開腹

移行例は一例もなくこの術式の安全性や確実性が示唆

された．これらの利点に加えて,平均手術時間は

214.4±50.5分であり,特に後期10症例における平

均手術時間は 190.2±50.2分で,learningcurveに

おいても負の相関曲線を示していることから,今後

OpenNxにも匹敵する手術時間の短縮が期待される．

ただし,大きな腎臓群,特に300g以上の腎臓群にお

ける手術時間は281.3±19.6分であり,平均手術時間

より1時間以上もの時間を要している．これは単に

剥離面積の問題だけではなく,術野の確保に難渋した

ことが大きな要因であり,鏡視下手術に求められる改

良点のひとつと考えられる．また,今回検討した導入

初期の20例は,左腎摘出術の適応となる症例のみを

対象としたが,術式の確立に伴い腎静脈が短い右腎摘

出術についても適応拡大が可能と思われる．

生体腎ドナーに対する鏡視下腎摘出術の合併症とし

ては,尿管系合併症,特に尿管損傷と虚血や血栓にも

とづく術早期のグラフトロスが代表的であり,それぞ

れ 9～11％,2～9％ と高率に合併するとの報告があ

る8～10）．われわれの施設では,術中の気腹圧を可能な

かぎり低圧とし,間歇的に腎のmanipulationを中断

することで腎血流の保護に努め,幸い血流再開後全例

にimmediatefunctionが得られ,良好な移植腎機能

が維持されている．しかし,導入初期の症例No.4に

尿管の血流不全が原因と思われる尿漏れを合併したた

め,この症例以降尿管の剥離には特に注意を払い,と

りわけHarmonicScalpelTMを用いた尿管周囲の剥離

においては十分に距離をとり,より慎重に対応するこ
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図5 learningcurve（症例数と手術時間との相関）



ととした．

生体腎ドナーに対する鏡視下腎摘出術の経済性を議

論するには,手術に直接関連した費用,入院期間に応

じた費用,仕事に従事できないことによる遺失利益な

どを総合的に検討する必要がある．鏡視下腎摘出術を

実施するにあたって最も費用に影響を与えるのは,使

い捨ての機器,すなわちディスポーザブル製品であり,

OpenNxに比較して手術に直接関連した費用がかさ

む主たる要素である．しかし,入院期間に応じた費用

や仕事に従事できないことによる遺失利益などを総合

的に試算すると,鏡視下腎摘出術とOpenNxはその

経済性においてほぼ同等であると指摘されている11）．

一方,わが国における現行の社会保険制度では,診療

報酬として鏡視下腎摘出術が保険適応となるのは腎の

良性疾患に対してのみであり（29,600点）,生体腎ド

ナーや腎悪性腫瘍に対しての保険適応はいまだ認めら

れていない．今後,生体腎ドナーに対する鏡視下腎摘

出術を全国的に実施していくことによって,まず社会

保険診療報酬制度における適応を得ることがその経済

性を議論するにあたっての重要な出発点であると考え

られる．

UNOS（theUnitedNetworkforOrganShar-

ingRegistry）からの報告では,1995年の米国にお

ける腎移植総数は10,954件で,そのうち生体腎移植

の占める割合は30％（3,359件）であったのに対し,

1999年に総数は12,400件に増加し,そのうち生体腎

移植は36％（4,474件）を占めた12）．Flowersらは

生体腎ドナーに対する鏡視下腎摘出術の最大の利点と

して,出血量の減少,術後疼痛の緩和,入院期間の短

縮,さらには美容上の改善などがもたらすポテンシャ

ルドナーの発掘であると指摘している13）．これに対し,

わが国の腎移植総数は1989年の838件をピークと

し,その後減少傾向が続いていたが,この数年主に生

体腎移植の増加に伴い,総数も回復の兆しを示してい

る．ただし,透析患者が2001年には200,000人を超

え,年間10,000人以上の患者が新規に透析導入され

ている現状にもかかわらず,いまだ1980年代のピー

ク時の総数にすら到達していないのも事実である．わ

が国における腎移植の普及にあたっては,様々な問題

点や課題が指摘されているが,ポテンシャルドナーの

発掘も重要な課題である．このような観点から生体腎

ドナーに対する鏡視下腎摘出術の意義について考察し

てみると,ドナーにおける様々な負担の軽減とそれに

よるレシピエントの精神的重荷からの解放が,わが国

における生体腎移植の普及に確実に寄与するものと推

察される．

結 語

左腎摘出術の適応ある生体腎ドナー20症例に対し

て,handassistを用いた鏡視下腎摘出術を施行した．

出血量の減少,術後疼痛の緩和,美容上の利点などに

加え,開腹移行例はなく,経験数に応じた手術時間の

短縮が得られ,この術式の安全性や確実性が示唆され

た．生体腎ドナーに対する鏡視下腎摘出術の導入は,

ポテンシャルドナーの発掘を促し,ひいてはわが国に

おける生体腎移植の普及に寄与するものと推察される．
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図6 退院時の手術創（摘出腎重量330g）

①②:12mm port留置部位 ③:HandPortTM System留意部位
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要 旨

血液透析患者の冠動脈狭窄に対しステント留置が有

用であり，透析シャント狭窄においても同様の効果が

期待できるものと考えられている．われわれは，平成

12年10月から平成13年10月の間に，elasticre-

coilをきたす症例や短期間に再狭窄を繰り返す症例7

名11病変を対象として，ステント留置の有用性につ

いて検討した．観察期間は2～12カ月で，全症例で

シャントの開存維持が可能であり，今後主要な治療法

として発展していくものと考える．

はじめに

透析患者において良好なブラッドアクセスを維持す

ることは，長期生存を左右する重要な因子のひとつで

ある．糖尿病や高齢透析患者の増加1）に伴い，ブラッ

ドアクセスの狭窄・閉塞も増加傾向にあり，迅速にか

つ開存性の良好な修復術の施行は透析臨床医の基本的

命題でもある．近年，従来の外科的シャント修復術に

加えて，interventionaltherapyのひとつである経

皮 的 血 管 形 成 術 （percutaneous transluminal

angioplasty:PTA）2）が導入され，シャントの修復術

の選択肢が拡がった．PTAは外科的修復術に比べ，

より侵襲が少なく外来反復施行も可能な点で優れるが，

再狭窄の問題は依然として課題である．これに対して，

ステント留置は有用な手段3）であるが，適応について

は様々な意見がある．本稿ではステント留置の自験例

での治療成績を示すとともに，ステント留置の適応に

ついて考察する．

1 方 法

平成12年10月から平成13年10月の間に，elas-

ticrecoilを認める症例や短期間に再狭窄を繰り返す

症例に対し，開存期間の延長を目的としてステントを

留置した7名11病変を対象とした．性別は男性2名，

女性５名，年齢は40から81歳（平均66歳）で，原

疾患は慢性糸球体腎炎2名，糖尿病性腎症4名，多

発性嚢胞腎1名であった．透析期間は72から202カ

月（平均 113カ月），ステント留置前の一人当りの

PTA施行回数は0から4回（平均1.7回）であった

（表１）．

われわれは self-expandableステント （Easy

WallstentTM） と balloon-expandableス テ ン ト

（PalmazstentTM）を用いた．self-expandableステ

ントは，自己拡張するステントであり，これを小さく

シース内に収縮させて病変部まで運び，そこでシース

から押し出して自己拡張させる．一方，balloon-

expandableステントは，バルーンに装着して病変部

まで運び，バルーンによって拡張させる．なお，bal-

loon-expandableステントを留置する際には，ロン

グシースを用いている．

ステントを留置する際には，可能な限りガイドワイ

ヤーの先端を下大静脈まで挿入して，ステントが中枢

部へ脱落した場合でも心臓への流入は回避できるよう

にした後，病変部をあらかじめ前拡張し，完全拡張し

た場合のみステントを留置した．20気圧まで加圧し

て拡張不十分である症例には，0.035インチのスプリ

ングタイプのガイドワイヤーを用いて，parallel

wiretechniqueを行っている．われわれは semi-
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compliantバルーンカテーテルを使用することが多い

ため，後拡張は前拡張時より高圧で拡張している．抗

血栓療法は，シース挿入時にヘパリン2,000単位を

静注し，ステント留置後よりチクロピジン100mg/

日を内服としている．

2 結 果

ステントの種類は，self-expandableステントが多

く，留置理由は再狭窄を繰り返すが8病変であった．

留置部位は，腕頭静脈1病変，外頸静脈2病変，腋

窩静脈1病変，上腕静脈2病変，橈側皮静脈4病変，

尺側皮静脈1病変であった（表2）．ステント留置後

の観察期間は2～12カ月で，一次開存率，二次開存

率は表3に示す如くであり，死亡した1名2病変を

除き，現在全症例がシャントとして機能している．一

次開存率に影響を与える因子を表4に示したが，径8

mmのステントを留置した症例では，6カ月以上経過

した現在でも狭窄をきたしていない．以下に実際の症

例を示す．

症例1：患者は71歳，女性．昭和60年5月30日血

液透析を導入され，平成11年秋頃より左上肢の浮腫

出現し，シャント造影にて左腕頭静脈に狭窄を認めて

いた（図1 a）．浮腫が増悪するため，平成12年4

月28日左内シャントを閉鎖した．その後も左上肢の

浮腫が増悪するため，平成12年10月27日左鎖骨下

静脈に7Frシース挿入し，左腕頭静脈に径8mmの

PalmazstentTMを留置した（図1b）．翌日には浮腫

改善し，14カ月後の現在まで再狭窄の徴候は認めて

いない．初回PTA時に中枢部静脈にステントを留置

しなければならない場合には，適切な血管径が判断で

きないことがある．このようなときには，拡張不足だっ

た 場 合 に 後 拡 張 で き る 利 点 が あ る balloon-

expandableステントが好ましいと考えられた．
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表1 患者背景

性別 男性

女性

2名（29％）

5名（71％）

原疾患 慢性糸球体腎炎

糖尿病性腎症

多発性嚢胞腎

2名（29％）

4名（57％）

1名（14％）

透析期間 0～50カ月

50～100カ月

100～200カ月

200カ月以上

0名（0％）

5名（71％）

1名（14％）

1名（14％）

ステント留置前のPTA回数 0回

1回

2回

3回

4回

2名（29％）

2名（29％）

1名（14％）

1名（14％）

1名（14％）

表2 ステントの種類と留置理由

ステントの種類 self-expandable

balloon-expandable

8病変（73％）

3病変（27％）

ステント留置理由 elasticrecoil

再狭窄を繰り返す

3病変（27％）

8病変（73％）

表3 ステント留置例での開存率

一次開存 二次開存

3カ月

6カ月

12カ月

9/10（90％）

3/5（60％）

1/1（100％）

10/10（100％）

5/5（100％）

1/1（100％）

表4 様々な要因による開存率

3カ月 6カ月

血管径 径6mm

径8mm

7/8（88％）

2/2（100％）

1/3（33％）

2/2（100％）

留置部位 腕頭静脈

外頸静脈

腋窩静脈

上腕静脈

橈側皮静脈

尺側皮静脈

1/1（100％）

2/2（100％）

1/1（100％）

0/1（0％）

4/4（100％）

1/1（100％）

1/1（100％）

0/1（0％）

1/1（100％）

0/1（0％）

1/1（100％）

0/0

ステント

の種類

self-expandable

balloon-expandable

6/7（86％）

3/3（100％）

2/4（50％）

1/1（100％）



症例2：患者は60歳，女性．平成5年5月31日血

液透析を導入され，近医にて維持透析を施行中であっ

た．平成13年4月2日シャント閉塞のため当院紹介

となり，hydrodynamicthrombectomy施行後，左

腋窩静脈にelasticrecoilをきたす病変を認めたため

（図2a），径6mmのEasyWallstentTMを留置した

（図2b）．8カ月後の現在もシャントとして機能して

いる．外から圧迫された場合でも再び自己拡張でき，

湾曲した病変にも留置できるため，self-expandable

ステントが第一選択であると考えられた．

症例3：患者は40歳，女性．平成7年12月14日血

液透析を導入され，左橈側皮静脈の狭窄に対し（図3

�a），平成12年7月，9月，11月，平成13年1月

にPTAを施行している．このため，平成13年4月

5日parallelwiretechniqueを用いて狭窄を拡張し

た後，径8mmのEasyWallstentTMを留置した（図

3b）．8カ月後の現在も再狭窄をきたしていない．

透析シャントへのステントの応用としては，血管径が

大きいほどよい適応であると考えられた．

症例4：73歳，女性．平成5年3月13日血液透析

を導入され，左上腕動脈～外頸静脈グラフトの静脈側

吻合部に狭窄をきたし，平成13年4月13日にPTA

を施行した．同部位に再狭窄をきたしたため，平成

13年6月24日径6mmのEasyWallstentTMを留置

した．ところが，平成13年8月11日外頸静脈と鎖

骨下静脈の合流部に狭窄を認め（図4a），径6mm

のPalmazstentTMを留置した（図4b）．この症例

より，大血管の合流部付近にステントを留置する際に

は，合流部ぎりぎりまでステントを留置する必要があ

ると考えられた．self-expandableステントは合流部

ぎりぎりにステントを留置した場合，ステントが移動

したりすることがあるので，位置決めが簡単で移動の

可能性の少ないballoon-expandableステントがよい

と思われた．
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a ステント留置前 b ステント留置後

図1 透析シャント閉鎖後も上肢浮腫が持続し，左腕頭静脈狭窄部へPalmazstentTMを留置した症例

a ステント留置前 b ステント留置後

図2 elasticrecoilをきたす症例にEasyWallstentTMを留置した症例



3 考 察

透析シャント狭窄に対する治療としてステントを用

いた報告がなされている．Vorwerkら4）は前腕，上

腕，中枢部の65例にステントを留置し，ステントの

開存率は 6カ月 82％，1年 57％ とバルーンのみの

PTAに比して良好な成績を報告している．また，前

腕，上腕，中枢部の各部位による開存率に差は認めら

れなかったものの，累積開存率においては中枢部で6

カ月，１年とも100％であり，前腕，上腕部に比し

良好であったとしている．これは，ステント内狭窄が

内膜増殖によって生じることより，大血管にステント

を留置した場合には狭窄をきたしにくいためであると

思われる．このように，透析シャント血管へのステン

トの応用としては血管径が大きいほどよい適応になり，

少なくとも6mm以上が望ましいと考えられる．一

次開存率は，3カ月90％，6カ月60％であったが，

当院では，前述したようにelasticrecoilを認める症

例や短期間に再狭窄を繰り返す症例にステントを留置

しているため，単純に開存率の比較はできないと思わ

れる．

拡張不十分である症例には，parallelwiretech-

niqueを行っているが，狭窄は改善するものの完全拡

張をすることは少ない．拡張に際し，infiltration

andperforationPTA5）も興味深い方法であるが，

cuttingバルーンカテーテル6）の開発に大いに期待が

かかっている．cuttingバルーンカテーテルは高圧バ

ルーンカテーテルで処置しきれない症例への適応はも

ちろん，ステント留置後の再狭窄治療に，その効果が

大いに期待されているところである．

使用されるステントの種類としては，self-ex-

pandableステントとしてEasyWallstentTM 4,7,8,9），

PASSAGERTM 11），GianturcostentTM 12），balloon-

expandableステントとして PalmazstentTM 10），
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a ステント留置前 b ステント留置後

図3 左橈側皮静脈に径8mmのEasyWallstentTMを留置した症例

a ステント留置前 b ステント留置後

図4 左上腕動脈～外頸静脈グラフト吻合部にEasyWallstentTMを留置した後，外頸静脈の

鎖骨下静脈合流部にPalmazstentTMを留置した症例



StreckerStentTM 13）などの報告がある．われわれは，

self-expandableステントを第一選択としている．外

から圧迫された場合でも再び自己拡張できることや，

湾曲した病変にも挿入できることが主な理由である．

しかし，鎖骨下静脈と橈側皮静脈の合流部付近や鎖骨

下静脈と外頸静脈の合流部付近にself-expandableス

テントを留置した症例では鎖骨下静脈合流部に全例狭

窄をきたした．このように，大血管の合流部付近にス

テントを留置する際には合流部までステントを留置す

る必要があると考えられた．self-expandableステン

トは合流部ぎりぎりまでステントを挿入した場合，ス

テントが移動することがあるので，位置決めが簡単で

移動の可能性の少ないballoon-expandableステント

を選択するようにしている．また，初回PTA時に中

枢部静脈にステントを留置しなければならない場合に

は，適切な血管径が判断できないことがある．このよ

うな場合には，拡張不足があっても後拡張できる利点

があるballoon-expandableステントが好ましいと考

えている．

ステント留置術の抗血栓療法は，シース挿入時にヘ

パリン2,000単位を静注し，ステント留置後よりチ

クロピジン100mg/日を内服としている．今までこ

の方法でステント血栓閉塞した症例はない．透析シャ

ントは血管径やステント径が太く，血流も多いため，

ヘパリンは少なくても問題はない3）と思われる．ステ

ント留置後の造影で血流のうっ滞を認める場合には，

ワルファリン投与14）が必要となることもありうるとの

報告もある．

ステント留置に伴う合併症として，急性血栓性閉塞，

ステントの移動，肺浮腫，仮性動脈瘤，敗血症などの

報告5,9,13）があるが，いずれも重篤なものはなかった

としている．しかし，Vorwerkら4）はステント留置

が直接の原因かどうか不明としながらも，心タンポナー

デをきたし死亡した1例を報告しており，重篤な合

併症が起こりうることも考慮する必要15）がある．

以上より，ステントの適応は強いelasticrecoilを

認める症例や短期間に再狭窄を繰り返す症例で，径6

mm以上の血管がよい適応になると考えられる．適

応をさらに拡大すべきとの意見もあるが，高価であり，

費用対効果という点を現在の治療成績で考慮すれば，

上記適応が妥当なところであると思われる．

結 語

ステント留置は従来のバルーンのみのPTAと比較

して有用な手段であり，ブラッドアクセスインターベ

ンションの主要な治療法のひとつとして，その成績向

上に寄与するものと考えられる．しかし，再狭窄の問

題は依然として残っており，今後は内膜の増殖を抑え

る薬剤の開発や，内膜増殖刺激の少ないステントの開

発が望まれる．また，ステントと離れた部位にも狭窄

をきたすこともあり，再狭窄はステント内だけではな

いことも問題である．今後広く臨床使用されていく中

で手技の改善やステントの改良も進んでいくものと思

われる．
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はじめに

平成元年，来るべき高齢化社会を見据えてゴールド

プランがスタートし，保健・医療・福祉の各施策は高

齢化社会を視野に入れた展開が始まった．

そして平成12年4月，介護保険がスタートし，1

年半が経過した．透析医療を取り巻く社会環境も介護

保険を切り離しては，考えられない状況となっている．

今後の透析医療の在り方について，青森県の現在の

社会情勢を踏まえ考察する．

1 青森県の透析患者の状況

青森県内では約2千名の透析患者が治療を行って

いる．透析医療機関は，交通の利便性から青森市・弘

前市・八戸市の3市に集中しており，郡部から通院

している患者には交通機関の不便さから通院困難な患

者も多い．

約10％が入院透析を行っているが，特に冬期間は

積雪による通院困難から入院を希望する患者が多くな

り20％を超える（図1）．

2 青森県の透析患者を取り巻く社会資源

本県では一般医療機関のみならず，透析施設も含め

て介護支援の動きが活発化してきており，老人保健施

設，訪問看護，送迎サービスその他の資源が充足され

つつある．

また，透析患者に対してもリハビリを積極的に実施

するのみではなく，社会資源を組み合わせた地域リハ

ビリテーションの概念を取り入れての活動も見受けら

れる．

本県でも糖尿病性腎症由来の透析患者数の増加が認

められている．対応もそれぞれの医療機関で積極的に
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図1 青森県内の透析医療状況



考慮されている．

具体的な方向としては，以下の4点があげられる．

① より患者に負担のない方式

高齢者にとっても，特に要介護者にとって辛い透析

ではない方式への徹底的な努力，原疾患がなんであっ

ても辛い透析ではない方式を，HDF，HF，PD，

CAPD等を含めて諸種の検討を行っている．

② 入院管理と外来管理

透析治療のみを考えると，入院管理の透析が安全と

いえるかもしれない．しかし，現実では精神面，家族

面，社会的な問題を考慮すると当然外来治療とのバラ

ンスをとる必要がある．外来透析はそれなりに心力，

循環器，骨代謝その他，要介護高齢透析患者を考える

と非常に問題が多く，高齢者のCAPDを含めてその

安全性の確立には尚難渋している．

③ 外来透析に伴う通院

通院にかかるケアを如何にするか，これは全国的に

も重大な問題となっている．

要介護の高齢透析患者においては自家用車，タクシー

などを利用し，家族またはヘルパーによる付き添いが

必要な場合が多く，負担も多くなっている．その通院

手段（患者送迎）は介護保険時代に入り，最も大きな

問題となってきている．

④ 透析治療の社会資源

青森県内には病院が110カ所（一般病床18,034床，

療養型病床2,172床），診療所が1,162カ所（一般病

床5,542床，療養型病床616床），老人保健施設50

カ所 （4,544床）， 特別養護老人ホーム 73カ所

（4,424床），デイケア（1,817名），ショートステイ

（375名）が社会資源として存在している．そのうち，

透析治療を行っている施設は28施設（637床）となっ

ている（図1）．

3 青森県の透析患者の状況

1） 通院状況

透析患者の状況（当院比）は，年齢分布が40歳未

満3.8％，40歳代15.2％，50歳代30.3％（うち入院

18.8％），60歳代25.1％（うち入院7.5％），70歳以

上25.6％（うち入院27.8％）となっており，後期高

齢者における入院割合が高くなっている（図2）．

入院理由は，透析導入のため，ならびに全身状態不

良などの医学的入院が約6割となっている．残り4

割が，独居もしくは家族の協力が得られない，自宅が

施設より遠いなどの理由による通院困難を含む社会的

入院となっており，多くは65歳以上の透析患者であ

る（図3）．

全国的にも通院困難な患者，要介護高齢透析患者が

急速に増加しつつある．通院の手段・援助が大きな問

題となり，早急な対策が必要な部分である．

全国調査によっても，家族などの介護者が不要で自

立通院が可能である患者は15歳以上60歳未満では

61.3％に対し，60歳以上では38.6％となっている．

自立通院可能でもタクシーを利用したり，必ず介護

者が付き添う場合は60歳未満では20～30％である

が，60歳以上では70％以上となっている．

また，生活介助者不在や通院上の障害のためにいわ

ゆる社会的入院を余儀なくされている患者が，60歳

以上になると約80％を占めている1）．

要介護透析患者にとって患者送迎は，通院外来透析

を支える最も重要な支援内容の一つでもある．
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青森県内でも通院透析患者の利便を目的に，自治体

や社会福祉協議会が送迎バスにて送迎を実施している

例や，透析施設が患者の希望に応じて新たにバス路線

を検討している例もみられる．いずれにしても透析施

設が透析時間などを配慮するなどの協力が必要となる

ことはもちろん，送迎中の事故に対する責任も発生す

ることを考慮しなくてはならない．

介護保険施行前後より，バスなどによる送迎を開始

した施設が多くなった．これは日本医師会が患者送迎

に対する禁止的方針から医療機関の自己責任へと方向

転換したことにもよる．しかし，透析患者の，特に透

析後の安全面を考慮すると看護婦ならびに医療スタッ

フを添乗させ，患者の状態の変化に対応できるように

しなければならないと考えている．かつこれらはすべ

て施設の負担となり，介護保険などの適用とはならな

い．

現在，本県のみならずこの分野を介護保険などの社

会資源を利用する試みが始められている．デイケア，

デイサービスに付随する送迎など，ショートステイ，

訪問看護，ホームヘルプサービスなどの利用である．

しかし，介護保険ではこの部分の通院透析患者に対す

る対応が希薄である（図4）．

2） 要介護認定

外来透析患者の要介護度の状況（当院比）は，約

50％が介護保険被保険者に該当し，認定結果は第1

号被保険者（約40％）では自立3.3％，要支援2.2％，

要介護1；10.0％，要介護2；3.9％，要介護3；0.6

％，申請拒否17.2％となっている．

第2号被保険者は全体の約20％以下であるが，申

請を拒否している例が多い．申請拒否については介護

保険に関する十分な理解が得られていない状況もあり，

医師，看護婦ならびにソーシャルワーカー，介護支援

専門員などが知識の普及に努めている（図5）．
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図3 透析患者入院理由（重複回答）

図4 透析患者通院状況



透析患者の要介護度の判定には，透析治療が評価さ

れない場合がなお多い．介護保険の要介護更新認定の

申請書にかなり詳しく血液透析の実情を記入しても要

介護度の判定にはなかなか加味されない現実もなお存

在している．検討されなければならない課題と考えて

いる．

3） 在宅支援

介護保険制度の施行とともに要介護透析患者を取り

巻く状況も変化してきている．

当院では，外来透析患者の在宅支援として訪問看護

ステーションを設置し，要介護透析患者ならびに家族

のニーズに合わせた訪問看護を行っている．

現在までの訪問看護対象者累計は82名（男性42.7

％，女性57.3％）であり，65歳以上の患者は全体の

約83％を占めている．1カ月平均訪問看護対象透析

患者は約60名前後である（中止，再利用を繰り返し

ているため）．

家族構成は独居もしくは夫婦のみの世帯が36.6％

となっている．訪問看護実施理由は複数回答で，水分・

食事・血糖コントロールなどの自己管理不良例の指導

が49.6％，独居・高齢夫婦世帯などで生活全般なら

びに精神的支援が26.1％となっている．必要に応じ

て薬剤師，OT，PT，栄養士，歯科衛生士，MSW な

どの協力を要請し，必要なサービスを提供している．

多くの症例が訪問看護を心待ちにし，良い効果が得ら

れている一方，訪問看護を拒否する例もみうけられる

（図6）．

訪問看護は介護保険施行に伴い医療保険による訪問

看護，介護保険による訪問看護と選択肢が分かれてい

る．訪問看護以外の介護サービスを利用する場合には，

訪問看護も介護保険適用となるが，利用者の負担は医

療保険適用に比し増額となる．負担が増えることによ

り，利用者からの不満も認められ，利用回数を減らす

患者もみうけられる．

しかし，一方では訪問看護に対する認識が高まり，
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図5 介護保険被保険者（外来透析患者）

図6 訪問看護実施対象者



新たに訪問看護を開始する患者もあり，利用者数でみ

るならば増加傾向にある．

4 透析患者と透析治療費

要介護透析患者が透析治療を行う場合，どの状況に

患者がおり，どこで透析を行うかによって診療報酬が

変わってくる．

例として，安定した状態にある一般的な透析患者が

各施設において週3回透析を行う場合を比較した．

但し，1カ月は30日として算出した．

一般病院，診療所，療養型病床（医療保険），療養

型診療所（医療保険）は看護体系によって入院料に差

が出てくる．一方，老人保健施設，特別養護老人ホー

ム，療養型病床（介護保険），療養型診療所（介護保

険）は要介護度によって施設利用料に差が出てくる．

また，入院料以外の治療費（透析料，注射料，薬剤料，

検査料）を比較した場合，一般病院，診療所にて透析

を行う場合，また特別養護老人ホームに入所し，外来

透析を行う場合には出来高で算出できるが，それ以外

の施設においては一部包括となる．

これらのことを念頭に置き，一般的な透析患者が各

施設において週3回透析を行った場合の医療費を算

出し，各期間ごとに図7に示した．

特別養護老人ホームは全期間一定，また他の施設で
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表1 透析にかかる診療報酬

算定可能 算定不可能

一般病棟入院 出来高で算定

外来透析
慢性維持透析患者外来医学管理料

包括項目以外は出来高で算定

包括項目（検査・画像

診断）

特別養護老人

ホーム

慢性維持透析患者外来医学管理料

包括項目以外は出来高で算定

包括項目（検査・画像

診断）

在宅療養指導料等

老人保健施設 右記以外は出来高で算定

エリスロポエチン

併設医療機関以外は初・再診料算定可

投薬，注射，厚生労働

大臣が定める処置，検

査

慢性維持透析患者外来

医学管理料

他の指導管理料

療養型病床

医療保険

介護保険

右記以外は出来高で算定（血液透析など）

エリスロポエチン

※介護保険病床では，外来レセプト使用で入

院中透析手技料を算定

検査，投薬，注射，厚

生労働大臣が定める処

置

図7 入院基本料・施設サービス費



も6カ月以降は一定となっているが，単純に金額だ

けの比較では一般病院に入院して透析を行うのが最も

有利となる．

次いで療養型病床（介護保険），同じく療養型病床

（医療保険），特別養護老人ホーム，老人保健施設の順

となる．但し，治療内容によっては，順位が異なるこ

とも考えられる．

また，表 1に診療報酬内容の算定可能・不可能の

状況をまとめた．透析患者が一般病院において入院透

析もしくは外来透析を行っている場合には，表に示す

通りとなるのはすでに周知の通りである．但し，平均

在院日数による入院期間の制限，長期入院によるベッ

ドの稼働率の低下などが問題となる．

療養型病床に入院中の場合は，「検査」，「投薬」，

「注射」（エリスロポエチンを除く），「厚生労働大臣が

定める処置」は入院料に含まれており，別に算定でき

ないため急変時の積極的な治療に支障を来す恐れがあ

る．また，介護保険療養型病床に入院中の場合は，外

来レセプトを使用し請求しなくてはならない．但し，

医療施設に入院している場合，多くの透析患者は重度

心身障害者に該当するために医療費は現物支給または

償還払いとなり，透析患者の自己負担は軽減される．

老人保健施設に入所中の患者が透析施設へ外来透析

に通う場合は，「投薬」，「注射」（エリスロポエチンを

除く），「厚生労働大臣が定める処置・検査」，「慢性維

持透析患者外来医学管理料」，その他の指導管理料な

どは算定不可能となる．そのためこれら透析施設で保

険請求できないものは老人保健施設が実費で負担する

か，透析施設側が無償で提供することになる．また入

所費としての介護保険利用料も透析患者にとって大き

な負担になると考える．

特別養護老人ホームに入所中の患者が透析施設へ通

院する場合には，在宅療養指導管理料等を除き，一般

の外来透析患者と同じ扱いとなる．しかし，日常の生

活管理や急変時対応など特別養護老人ホームへの負担

も派生してくる．

いずれの施設で要介護透析患者を支援するべきなの

か，患者のおかれている状況を鑑みて決定しなければ

ならない．

おわりに

青森県の透析医療の状況，特に要介護高齢透析患者

の現況を報告した．

要介護透析患者は幾何級数的に増加速度を早めてい

る．また，通院透析を続けることが困難な症例が多く

なっている．個々の状況に合わせた選択，連携体制の

構築で制度を超えて援助可能となるようにすることが

喫緊の課題である．

文 献

1） 日本透析医学会：わが国の慢性透析療法の現況，P480，

1998.
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はじめに

慢性維持透析療法を安定的に維持継続するには，穿

刺が容易で十分な血流確保（200ml/分）が可能で，

しかも循環動態への影響が少ないブラッドアクセスの

確保が不可欠である．近年，患者の高齢化，長期透析

患者の増加や糖尿病患者の増加に伴い，ブラッドアク

セスに関するトラブル1）のために，その安定使用が困

難な症例の増加がみられる．ここでは日常の透析業務

においてよく遭遇するブラッドアクセストラブルを取

り上げ，当院での経験をもとにして病態，原因，症状，

対処法などについて述べる．

1 穿刺時の疼痛

穿刺部の疼痛は新しい皮膚を穿刺したときに訴える

ことが多い．多くは一過性であるが疼痛が強い場合や

持続する場合は局所麻酔やリドカインテープを使用す

る．皮下の末梢神経とシャント血管の走行が一致した

部位を穿刺すると，時に電撃痛を生じるので注意を要

する．このような部位への穿刺は避けるのが最善であ

る．

当科でのブラッドアクセスの使用法は，穿刺部位を

毎回少しずつかえて広範囲の血管を穿刺するよう指導

しているが，近年ダルニードルによるボタンホール穿

刺の有用性についての報告があり興味深い2,3）．この

穿刺法は固定した穿刺ルート（ボタンホール）を作製

し，刃先が鈍で通常の皮膚は穿刺できないダルニード

ルを使用することで易穿刺性，無痛穿刺を可能とした

穿刺方法である．約40名の患者に1年間この穿刺方

法で血液透析が施行され，ダルニードルによるボタン

ホール穿刺は，穿刺が容易で血腫形成，出血，感染，

瘤形成がなく疼痛がほとんどないと報告2）されている．

この穿刺法での長期成績が待たれるところである．

2 穿刺針刺入部からの出血

穿刺針刺入部からの透析中の出血は反復穿刺により

皮膚が瘢痕化し組織弾性が失われた場合に生じる．皮

膚は萎縮し薄くなっていることが多い．対策としては

同一部位の反復穿刺を避けることはもちろんだが，ほ

かに対処法として2～3本の絹糸を穿刺針周囲にまい

て穿刺部周囲を圧迫したり，綿球，オキセル綿等の止

血綿での圧迫が有効である．プラスチック外套針でテー

パーのついた針ではこのような透析中の出血は少ない．

3 穿刺時，抜針時の血腫形成

穿刺時の躯血が不十分で穿刺時に血管を穿通させた

り，先端に側孔があって針先が側孔部まで完全には刺

入されていない場合，血腫を形成してくる．術後間も

ないブラッドアクセスでは血管と周囲組織との癒着が

粗であるため，大きな血腫となりやすく注意を要する．

針先の修正が困難であれば抜針し圧迫止血が必要であ

る．抜針後の圧迫止血が困難であれば，血腫増大がな

いことを確認し透析終了まで針をクランプし放置する

ことも可能である．圧迫止血の要点は皮膚刺入部を圧

迫するのではなく，皮下の厚さを考慮して血管穿刺部

を確実に圧迫することである．圧迫は強ければ良いわ

けではなく，止血に十分で血流を遮断しない程度が理

想的である．また，血腫形成はブラッドアクセス感染

の大きな原因であるため，不幸にして血腫形成を見た

場合は感染予防のため厳重な消毒と抗生剤の投与を考
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慮する（図1）．

4 穿刺困難

穿刺に際しては視診，触診で血管の走行，深さ，大

きさをよく認識し，穿刺する静脈が深い場合は十分躯

血し，穿刺する血管を指で伸展固定して穿刺する．

穿刺の失敗は，頻回であれば患者に恐怖心を与える

だけでなく医療者側にとっても大きなストレスで，血

栓形成，血管壁の線維化，内膜肥厚をもたらしシャン

ト閉塞や狭窄の原因となる．熟練した医療スタッフに

とっても著しく穿刺困難なブラッドアクセスは，再作

成を含めた外科的処置の適応となる．

5 脱血不良・静脈圧上昇4）

血流不足は透析効率低下につながり，静脈圧上昇は

正確な除水の妨げとなる．脱血不良・静脈圧上昇が日

常的であれば，原因はブラッドアクセスに起因するこ

とが多く，診断には視診，触診，聴診に加えエコーや

血管造影が不可欠である．一時的な脱血不良・静脈圧

上昇は，針先に血栓が付着し血流を妨げている場合や

針先が血管にあたっている場合，一時的な血管攣縮な

どが原因で起こる．血管造影（DSA）検査でブラッ

ドアクセスの狭窄が明らかである場合はバルーンカテー

テルによる血管拡張術（PTA）が治療の第一選択で

ある5,6）．一時的な対策として血流不足に対しては，

脱血側と返血側穿刺部の間を軽く躯血することで血流

が得られる場合がある．針先の血栓付着に対してはヘ

パリン加生食でのフラッシュが有効である．小さな新

しい血栓であればこの操作に問題はない．

6 透析中のシャント肢の痛み（スチール症候群）

内シャントを作成すると動脈系から末梢抵抗の低い

静脈系に大量の動脈血が流れる．このため吻合部より

末梢側に必要な動脈血量を供給できなくなりスチール

症状が出現してくる．糖尿病や動脈硬化の強い患者，

肘部での内シャント作成例やグラフト内シャントの場

合に起こりやすい．透析中はポンプによる脱血でスチー

ル症状が一層強くなり，このため疼痛は増強する．症

状としては手指の冷感，蒼白化が起こり疼痛を伴う．

重症例では指尖部より壊死となる．稀ではあるが，神

経組織が選択的に障害され虚血性末梢神経麻痺7,8）を

きたす場合もある．

治療としては軽症例では末梢循環改善剤の投与9）で

症状改善が期待できるが，重症例では末梢動脈に十分

な血流を確保するために外科的処置が必要となる．シャ

ント血流を低下させるため吻合部動脈や流出静脈をバ

ンディングしたり吻合口の小さい内シャントを再建す

るなどの処置を試みる．症状の改善がなければ内シャ

ント閉鎖術を考慮する．

7 止血不良・止血困難10）

透析を終了し抜針後の止血に時間を要し出血がなか
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図1 左大腿グラフト内シャントに生じた血腫

グラフト裏面への出血で当院に救急搬送され，止血のために緊急手術を要した．



なか止まらない場合がある．止血不良の原因は

① 出血傾向を有する場合

② ブラッドアクセスに起因する場合

③ 圧迫止血操作に起因する場合

の3つに分けて考える必要がある．長期透析患者の

増加で合併症も多様となり止血不良の原因を複数認め

る症例も多いと思われる．

① 患者に出血傾向を有する場合

透析患者では出血傾向，凝固異常がしばしば認めら

れる．出血時間，PT，APTT，フィブリノーゲン等

を検査することで診断は比較的容易である．透析患者

の場合はシャント閉塞予防，脳血管障害，心疾患，血

栓閉塞症に対してアスピリン，塩酸チクロピジン，ワ

ルファリンカリウムなどの抗凝固剤を内服している患

者が少なくないので注意を要する．

② ブラッドアクセスに起因する場合

ブラッドアクセスを原因とするときは視診，触診，

聴診により診断可能であることが多い．適切な抜針止

血操作には患者のブラッドアクセスの種類と特徴を理

解しておく必要がある．原因として同一部位での反復

穿刺（図2），血管狭窄，瘤形成，皮膚や血管の弾性

低下，瘢痕形成等である．

③ 圧迫止血操作に起因する場合

抜針後の圧迫は皮膚穿刺口ばかりでなくその先端に

位置する血管刺入部も念頭において圧迫することが重

要である．表在化動脈やグラフトは自己血管内シャン

トより止血に時間を要する．グラフトでは分枝がない

ので血流を確認しながら圧迫を行うなどの配慮が必要

である．グラフトを2カ所穿刺した場合は動脈側を

やや強く，静脈側をやや軽く圧迫する．静脈側を強く

圧迫すると動脈圧がそのまま動脈側穿刺孔にかかり止

血しにくい．

8 シャント肢の腫脹（静脈高血圧）

ブラッドアクセスを作成後，従来は低圧・低流量で

ある静脈は高圧の動脈血が流入することで高流量とな

る．この静脈は次第に拡張しシャントとして使用でき

るようになるが，このシャントの流出静脈に狭窄，閉

塞が起こり，シャント肢に鬱血，浮腫，を生じた状態

を静脈高血圧と言う．比較的末梢レベルに病変が生じ

た場合には手指，手背に鬱血浮腫が出現する sore

thumb syndromeとよばれる状態になり，病変が

腋窩静脈より中枢に存在する場合はシャント肢全体が

腫脹してくる．治療の第一選択は狭窄部に対する

PTAである5）．当科に紹介される患者は時に中枢静

脈の完全閉塞例でPTAが困難な重症例であり，シャ

ント閉鎖術を必要とする場合が多い（図3，図4）．

静脈高血圧を発生しやすい条件11）としては，静脈の

末梢側を結紮しない内シャント作成，静脈の中枢側に

狭窄・閉塞がある場合，肘部逆行性内シャント，体液

過剰，収縮性心包炎，乳癌による腋窩リンパ節郭清，

胸郭形成術，鎖骨下静脈カテーテル留置歴等があげら
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図2 同一部位頻回穿刺が原因の止血不能例

脱血側からの出血が止まらず当院へ救急搬送された．血管壁には直径 4mmの欠

損を認めた．



れる．このような症例に対しては，可能であれば手術

前に流出静脈系の造影検査を計画すべきである．

9 動静脈瘤

ブラッドアクセスに発生する動静脈瘤は比較的よく

遭遇する合併症であり，穿刺部に発生するか，または

吻合部に発生する場合が多い．吻合部に発生する場合

は，その吻合部瘤のすぐ中枢の流出静脈に狭窄があり，

これが瘤形成の原因となっている．穿刺部の瘤形成は，

頻回の同一部位の反復穿刺により，血管壁の脆弱化，

瘢痕形成，菲薄化により発生する場合と，穿刺抜針後

の血腫形成から血腫内腔と血管穿刺孔が交通して形成

された仮性瘤の場合がある．

治療を計画する上で瘤の形態を把握することは重要

で，当院は術前に超音波検査や血管造影（DSA）を

施行するようにしている．三次元CTによる評価は瘤

の立体像が把握でき，手術を計画する上できわめて有

用と思われる．

治療は，症状のない小さな瘤では緊急性はないが，

増大傾向があって疼痛を伴い，表面に光沢があって暗

紫色を呈してきた瘤は破裂の危険があり準緊急の手術

が必要である．当院ではグラフト内シャントの血清腫

が仮性動脈瘤化12）し緊急手術を必要とした稀な症例を

経験している．

吻合部瘤の手術では瘤の中枢および末梢の両方で動

脈を確保することで安全な瘤摘除手術が可能である．

前腕部での吻合部瘤摘除術では同時にその中枢でのブ

ラッドアクセス再建が必要となる（図5，図6）．

10 ブラッドアクセス感染

日常業務で遭遇するブラッドアクセス感染は，大半
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図3 鎖骨下静脈閉塞による静脈高血圧

図4 図3の症例のDSA所見

矢印部での完全閉塞を認めた．



が人工血管と透析用留置カテーテル感染である．感染

部位のほとんどが穿刺部であり，これは穿刺部皮膚の

不十分な消毒，穿刺針汚染，皮膚掻爬等が原因である．

ブラッドアクセス感染は局所の発赤，腫脹，疼痛，発

熱等の症状により比較的早期に診断可能である．

自己血管による内シャント感染は抗生剤投与による

保存的治療で治癒することも多いが，異物である人工

血管，カテール感染ではそれらを除去しない限り治癒

しない．

人工血管の穿刺部感染では初期治療として皮膚常在

菌（表皮ブドウ球菌や黄色ブドウ球菌）をターゲット

とした抗生剤の全身投与を行い，次に準緊急で外科的

処置を行う13）．感染巣がグラフトの狭い範囲に限局し

た感染では感染部グラフトを抜去し，感染部を迂回し

て新しい人工血管でバイパスすることで，グラフト内

シャントの救済が可能なことが多い（図7，図8）．

当科では1994年4月より2001年9月までに68

件のグラフト感染手術を施行した．穿刺部感染が34

件（50％）を占め，27件（39.7％）に敗血症を併発

していた．敗血症併発例の起因菌は細菌培養の結果

23件に黄色ブドウ球菌が検出され，MRSA感染はこ

のうち11件（47.8％）ときわめて高率であった．
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図5 疼痛を伴う吻合部瘤

図6 図5の症例の術中所見

瘤の中枢，末梢の両側で動脈を確保し瘤全体を剥離した．

瘤摘除前に，瘤の中枢でブラッドアクセスを再建した．



易感染状態にある透析患者は，時に菌血症から敗血

症へ急速に進行し重篤化して不幸な転帰をとることも

あるので，ブラッドアクセス感染，特にグラフト感染

では可及的速やかな対処が重要である．グラフト感染

敗血症併発例ではMRSA感染を念頭に置いた治療が

重要であることを強調しておきたい．

11 緊急ブラッドアクセス確保

内シャントの閉塞はしばしば遭遇するトラブルであ

る．良好に機能していた内シャントが突然閉塞するこ

とは稀で，多くは閉塞の原因（静脈狭窄）が存在する．

また全身的な原因として脱水，低血圧，血液凝固能亢

進（感染の存在，ヘマトクリット値上昇など）も内シャ

ント閉塞の要因である．

透析室スタッフとしてはこのような場合，緊急ブラッ

ドアクセス確保が急務となる．当院では動脈直接穿刺，

または透析用カテーテル留置で対処している．

① 動脈直接穿刺

動脈を穿刺できれば血流も豊富でほかに返血静脈を

確保することで効率良く透析を行うことができる．穿

刺部位としては閉塞したシャント吻合部近傍を穿刺で

きれば最良である．シャント吻合部にも血栓が存在す

る場合や急性閉塞による疼痛や炎症所見があれば吻合

部穿刺は適当ではない．シャント吻合部以外の穿刺部
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図7 左大腿グラフトに生じた穿刺部感染

図8 穿刺部感染に対する一期的グラフトバイパス術

感染部を迂回して新グラフトを留置した後，一期的に感染部を抜去した．



位としては，肘部上腕動脈を第一選択としている．ほ

かに大腿動脈も使用可能である．

動脈直接穿刺法での注意点は抜針後の圧迫止血を確

実に行うことである．動脈は筋膜下に存在し止血しに

くい．また筋膜下に広がった肘部血腫は圧迫による神

経麻痺を起こす場合があり注意を要する．大腿動脈穿

刺にあたっては鼠径靭帯より末梢を穿刺すべきで，こ

れより中枢は圧迫しにくく出血が後腹膜腔に広がると

ショックを起こしうる．圧迫に際しては皮膚穿刺孔と

動脈穿刺孔との間に大きなずれがあり，これを考慮し

て動脈穿刺孔近傍をしっかり圧迫することが重要であ

る．

② 透析用カテーテル留置

簡易性，確実性の点からみてカテーテル留置は緊急

ブラッドアクセスとして最も選択しやすい．留置部位

としては内頸静脈，鎖骨下静脈，大腿静脈留置がある

が，当院では内頸静脈を第一選択としている14）．鎖骨

下静脈穿刺は合併症として気胸や縦隔洞血腫を合併す

ることがあり，また晩期合併症として鎖骨下静脈狭窄，

閉塞の報告もあるので当院では施行していない．大腿

静脈留置はカテーテル感染（出口部感染）を起こしや

すく，日常生活動作にも支障をきたしやすい欠点があ

るが，比較的簡単に留置可能であるため，内頸静脈留

置が困難な症例に対し第二選択としている．

おわりに

ブラッドアクセス合併症は長期に透析を継続してい

けば少なからず発生し避けられない．ブラッドアクセ

スの長期維持は透析患者の強い願いであり，そのため

には視診，触診，聴診による細かな観察が重要で，異

常の早期発見，早期対処が望まれる．
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お 知 ら せ

（社）日本透析医会15周年記念シンポジウム

主題「5年後の腎不全医療を考える」

日 時 平成14年11月10日（日曜日）

午後1時～午後4時

場 所 都市センターホテル（地下鉄永田町駅）

〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1－18－24

TEL（03）3402－1851

司会：鈴木正司（信楽園病院）

秋澤忠男（和歌山県立医科大学病院）

プログラム

13:30～14:00 糖尿病腎症はどこまで防げるか

講演 頼岡徳在（広島大学附属病院）

14:00～14:30 血液浄化技術はどこまで進歩するか

講演 天野 泉（社会保険中京病院）

14:30～15:00 腎移植は，日本でどこまで普及するか

講演 高橋公太（新潟大学医学部泌尿器科）

15:00～15:30 透析患者に対する医療保険はどうあるべきか

講演 山�親雄（増子記念病院）

15:30～16:00 透析患者が期待する透析医療

講演 春木繁一（松江青葉クリニック）
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はじめに

国内のみならず，国外への産業廃棄物の不法投棄が

問題となり，医療現場からの感染性廃棄物の処理が社

会問題となっている．廃棄物処理法の改正により，感

染性廃棄物が処理業者に委託されていても，安全に最

終処理されるまで，医療機関にも責任が及ぶこととなっ

た1）．医療機関といえども，感染性廃棄物の実質的な

動きを知る義務が生じたと解釈できる．廃棄物の排出

量が多い透析医療機関においては，こうした問題は切

実なものとなっている．

千葉県透析医会では，医療廃棄物の実情の把握が広

い地域にわたり必要と考え，県内全域の透析医会加入

施設を対象として，平成8年度に第1回目のアンケー

ト調査を行い，貴重なデータを得て本誌2）に発表した．

データの蓄積と継続的な調査が必要と考え，平成10

年度に第2回目のアンケート調査を行い本誌3）に掲載

した．廃棄物問題の意識向上と現状把握の必要性，デー

タの共有化と，医療機関のより一層の自覚が必要と考

え，今回平成12年度，第3回目の調査を行い有用な

情報を得たので報告する．

1 感染性廃棄物の処理に関するアンケート調査の

内容

アンケート調査内容を以下に示す．データを比較検

討できるように，設問は平成8年度第1回目の調査

から，基本的に同じ流れを用いた．

＊ ＊ ＊

1） 透析施設の概要（設問1）

回答した施設の形態を質問したものである．

1 透析主体の無床診療所

2 透析主体の有床診療所

3 透析主体の病院

4 透析施設を併設する診療所

5 透析施設を併設する病院

2） 平成12年6，7，8月の延べ透析回数（設問2）

6月 回

7月 回

8月 回

3） 廃棄物処理業者について（設問3）

1 委託していない

2 一部委託している

3 全部委託している

2，3の項目を回答した施設について

＃委託費用は1kg当り約 円（税抜き）

＊kg当りの費用が不明の場合，月当りの費用

の記入

＃廃棄物処理業者の記入

運搬業者名

わかれば中間処理業者名

4） 透析関連「感染性医療廃棄物」の総重量（設問

4）

6月 kg

7月 kg

8月 kg

（マニフェスト参照）

感染性廃棄物と一般廃棄物が混合処理されている

施設は，マニフェストに記載されている重量を記

入．自己施設で処理されている場合は推定量を記

入．
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5） 処理業者委託の場合，契約方法（設問5）

1 重量制

2 箱単位

3 1と2の混合

2 回答と集計

1） アンケート回収状況について

1 アンケートは千葉県透析医会に所属する47施設

に送られた．

2 本調査は平成12年6月から8月までの状況を対

象として，平成12年12月1日発送，平成13年1

月31日に締め切りとした．

3 47施設中44施設から回答が得られた．回答率は

93.6％であった．

4 回答率は第1回目調査（平成8年度）の66.7％，

第2回目調査（平成10年度）の78.6％と比べる

と，高くなっており，より多くの施設の参加が得ら

れた2），3）．

2） 集計結果

1 透析施設の概要（設問1）

回答のあった44施設の概要を表 1に示す．以下施

設の分類を，透析主体の無床診療所を①，透析主体の

有床診療所を②，透析主体の病院を③，透析施設を併

設する診療所を④，透析施設を併設する病院を⑤とし

た．第1回目調査から今回までの施設概要の変化を

表 2に示す．今回の調査では，透析施設を併設する

病院の割合が増加している．

2 施設分類別透析回数の分布（設問2）

a 施設分類別透析回数

1カ月当りの透析回数の分布を，施設分類毎に表

3に示す．これは，設問1による施設分類別に，1

カ月の平均透析回数を1,000，2,000，3,000回で区

切り，6，7，8月合計延べ施設数を総施設数で除し，

百分比を算出したものである．表に示されているよ

うに①に分類されている施設では，月間 1,001～

2,000回の透析を行っている割合が最も多い．この

傾向は，1，2回目の調査と同様である．②，③，④

の施設では特定の傾向を認めなかったが，⑤の施設

では半数以上が月間1,000回以下であった．これ

に関連する形で，調査施設全体の透析回数の合計で

は，1，2回目の調査で月間1,001～2,000回にピー

クがあったが，今回は1,000回以下がピークとなっ

た．

b 月別全施設透析回数合計

6，7，8月の月別に全透析施設の合計・平均透析

回数と1施設当りの平均透析回数を調査年度別に

表 4に示す．調査に参加する施設数が増加してい
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表1 透析施設の概要 表2 施設概要の変化 （％）

診療形態 施設数 割合（％） 平成8年 平成10年 平成12年

①

②

③

④

⑤

透析主体の無床診療所

透析主体の有床診療所

透析主体の病院

透析施設を併設する診療所

透析施設を併設する病院

合 計

13

3

3

5

20

44

29.5

6.8

6.8

11.4

45.5

100

分類①

②

③

④

⑤

合 計

46.5

0

10.7

10.7

32.1

100

48.5

3

6.1

12.1

30.3

100

29.5

6.8

6.8

11.4

45.5

100

表3 施設分類別透析回数/月 （％）

透析回数/月 1,000以下 1,001～2,000 2,001～3,000 3,001以上 合 計

分類①

②

③

④

⑤

全施設に占める比率

15.4

66.7

0

60

65

45.4

69.2

0

33.3

0

20

31.8

15.4

33.3

33.3

40

5

15.9

0

0

33.3

0

10

6.9

100

100

100（99.9）

100

100

100

（平成8年）

（平成10年）

36.4

33.3

42.4

46.4

15.2

9.6

6

10.7



るので透析回数の合計は，1，2回目の調査と比較

すると増加している．しかし1施設当りの透析回

数に着目すると，透析回数は減少している．

c 施設分類別各月透析回数占有率

bで示した各月の全施設透析回数合計で，①～⑤

に分類される施設の合計透析回数を除して算出した

百分比を表5に示す．第1回目調査から百分比の

変化を表6に示す．今回の調査では前回までの調

査と異なり，各月，⑤の施設が約35％と最も多く，

次いで①の施設が約30％となっている．

3 中間処理の方法について（設問3）

今回の調査では，無回答の1施設を除き，回答し

た施設の100％が感染性廃棄物をすべて廃棄物処理

業者に委託処理している．（無回答の1施設について

も，設問3の後半の回答内容を考慮すると，処理業

者へ委託処理していることと考えられる）．調査年度

別の中間処理方法の変化を表7に示す．調査毎に中

間処理業者へ委託する割合が高まり，今回ほぼすべて

の施設が委託している．

4 処理委託費用について（設問3）

アンケート調査により回答があった感染性医療廃棄

物1kg当りの処理価格を価格帯で分類して，施設数

とその百分比を表8に示す．回答には一部に，業者

が処理用に提供する箱の容量による価格の記載があっ

た．これについては，複数の業者に問い合わせ，容量

当りの重量の平均値を算出し，その数値で価格を除し

てkg当りの価格に換算した．参考値として80リッ

トル箱＝17.5kg，40リットル箱＝9.8kgとした．

最多価格帯は101～200円の間に集中しており，回

答した33施設（回答率75％）の91％の施設がこの

価格帯に入っていた．この傾向は1，2回目の調査と

ほぼ変わらなかったが，今回は，301円以上の価格帯

での委託処理は認められず，医療廃棄物のkg当りの

処理費の平均値±SDは 147.4±32.1円，中央値は

150円であった．処理委託費用の第1回目の調査か

らの変化を表9に示す．第2回目の調査で，kg当り

約50円上昇していた処理委託費用が，今回，平成8

年度に行った第1回目の調査時レベルに戻っていた．

5 施設分類別透析関連感染性廃棄物月間排出量につ

いて（設問4）

施設分類毎にマニフェストに記載されている感染性

廃棄物量を集計して表10に示す．月平均の透析関連
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表4 月別全施設透析回数合計・平均

平成8年 平成10年 平成12年

6月

7月

8月

平均±SD

1施設平均

41,542

44,607

44,710

43,630±1,783

1,558.2

47,578

49,459

48,182

48,406±960

1,466.8

59,441

59,732

61,636

60,270±911

1,369.8

表5 施設分類別各月透析回数占有率 （％）

6月 7月 8月 平 均

分類①

②

③

④

⑤

合 計

29.6

7.2

15.8

12.1

35.3

100

29.6

7.3

15.7

12.3

35.1

100

29.7

7.2

15.6

12.4

35.1

100

29.6

7.3

15.7

12.2

35.2

表6 施設分類別透析回数占有率の年度別変化（平均％）

平成8年 平成10年 平成12年

分類①

②

③

④

⑤

40.6

なし

16.7

4.2

34.2

45.9

5.4

16.7

7.4

24.6

29.6

7.3

15.7

12.2

35.2

表7 中間処理方法の変化 （％）

処理方法 平成8年 平成10年 平成12年

委託せず

一部委託

すべて委託

3.6

10.7

85.7

3

6

91

0

0

100

表8 処理委託費用

価格帯（円） 施設数 ％

100以下

101～200

201～300

301以上

記載なし

合 計

0

30

3

0

11

44

0

68.2

6.8

0

25

100.0

表9 処理委託費用の変化 （円）

平成8年 平成10年 平成12年

価格（平均±SD） 145±82.6 199.4±101.1 147.4±32.1



感染性廃棄物の排出重量は 44施設で，59,478.7kg

であった．施設分類別廃棄物排出量の多さは，⑤，①，

④，③，②の順であった．

各施設の透析1回当りの感染性廃棄物平均排出量

を，月間排出量を月間透析回数で除し算出した．施設

分類別に平均値±SDを求め表 11に示す．また，調

査回毎の平均値の変化を表12に示す．

透析1回当りの廃棄物平均排出量は前回の調査時

とほぼ同等であった．

6 運搬業者および中間処理業者について（設問3）

アンケートに回答があった44施設全例から回答が

得られた．運搬業者は12社，中間処理業者は8社で

あった．双方をかねるものが5社であった．

7 廃棄物処理業者への委託方法について（設問5）

廃棄物処理業者への委託方法について，全44施設

から回答が得られた．廃棄物を排出重量により委託す

る施設が，37施設（84.1％）と大多数を占め，箱単

位で委託する施設は6施設（13.6％），重量と箱の混

合した委託は1施設（2.3％）であった．

3 考 察

アンケートを依頼した47施設中44施設（93.6％）

から回答が得られた．これは前回，前々回調査の回収

率を上回り，全数調査に近いものである．千葉県透析

医会の理事を始め，執行部先生方の熱意の結果と，各

透析施設の感染性廃棄物への関心の高さと，本アンケー

ト調査へのご理解の成果と考えられる．3回にわたる

継続した調査は感染性廃棄物の動向を捉える上で重要

と考えられる．

アンケートの調査項目は，データを第1，2回目の

調査と比較検討するため，ほぼ同じ設問項目を用い集

計した．前回の調査で，廃棄物を処理業者に委託処理

する場合，箱単位の委託がどれほどの施設で行われて

いるか，詳細がわからなかったので，今回新たに設問

を設けた．

設問1では回答した施設の概要を示した．今回の

回答は透析医会所属のほぼ全数から回答が得られたの

で，この回答は，医会所属施設の概要と考えて差し支

えないと考えられる．前回の調査では，透析主体の無

床診療所が最も多かったが，今回，透析施設を併設す

る病院の割合が最も多く，次いで透析主体の無床診療

所の順となっており，両者をあわせると70％強の割

合となる．

透析回数は，透析施設を併設する病院では月間

1,000回以下の施設が半数以上を占める一方，透析主

体の無床診療所では月間1,001～2,000回の施設が約

70％を占めた．施設の形態により月間の透析回数の

分布が異なっている．回答施設が増加したことにより，

透析回数の総計は，1カ月当り前回調査の約48,000

回から，今回約60,000回と増加しているが，1施設

当りの月間平均透析回数は，1,466.8回から1,369.8

回と若干減少している．

廃棄物処理方法について，今回の調査では，回答し

たほぼ100％の施設が，処理業者に廃棄物処理を委

託していた．調査毎に委託処理する割合は増加して，

今回，ほぼ全施設が廃棄物すべてを委託処理している．

処理委託価格は 1kg当り平均 147.4円，中央値は

150円であった．第2回調査では，第1回調査と比

べ，1kg当り平均約50円上昇していたが，今回の第

3回目調査では，平均価格は大体第1回調査の平成8

年レベルまで戻り，処理委託価格は回答したほとんど
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表10 施設分類別廃棄物月間排出量 （kg）

6月 7月 8月

分類①

②

③

④

⑤

合 計

19,093

4,892

5,349

6,523

21,194

57,051

18,838

5,416

5,335

6,508

22,018

58,115

19,208

5,461

8,461

6,934

23,206

63,270

平均 59,478.7/月

表11 施設分類別，透析1回当り廃棄物

排出重量 （kg）

廃棄物重量

分類①

②

③

④

⑤

平 均

1.05±0.34

0.94±0.53

0.75±0.36

0.86±0.14

0.97±0.34

0.97±0.22

表12 透析1回当り廃棄物排出量の変化（kg）

平均排出量

平成8年

平成10年

平成12年

1.02±0.53

0.94±0.23

0.97±0.21



の施設が1kg当り101～200円の範囲にあり，施設

間のばらつきは前回調査と比べると，大幅に減少して

いる．

石井の報告4）によると，わが国全体の一般病院での

感染性廃棄物処理料金の平均値は1kg当り188円で

あるが，実勢料金はこの数字より安いといわれている．

今回の調査結果は，対象が透析という特殊性がある廃

棄物ではあるものの，この数字を裏付けており，調査

結果を集計・解析して公表することで，処理委託平均

価格が前回の調査と比べると，石井の報告4）による実

勢価格に近づき，分布のばらつきも小さくなったこと

から，実態を報告し解析することは意義があると考え

られる．

透析1回当りの廃棄物排出量は前回調査とほぼ同

程度の重量であった．処理業者への委託方法は，ほと

んどの施設が，排出重量による委託方法を採っている．

施設形態別に若干のばらつきがあるが，感染性廃棄物

の分別が，第1回目調査以降，各施設間で同じよう

な分別傾向で行われてきているためと考えられる．

2001年4月の廃棄物処理法の改正により，医療機

関は，排出する廃棄物の最終処分まですべての過程で

責任を負わなければならなくなった．改正当初は，一

般病院では廃棄物の管理体制を含め，廃棄物処理業者

への委託業務内容の確認に於いて混乱し，適切な外部

業者への委託の必要性が論じられている5，6）．第三者

による監視システムの必要性を提言している報告4）も

ある．このような状況の中で，医療機関が自らの手で，

排出される廃棄物について現状を把握し，広くデータ

を集計し，解析して発表することは，廃棄物問題を他

人任せにしないためにも，貴重なことであると思われ

る．本アンケートのような調査を継続的に3回，5年

間にわたり，データを蓄積できたことは貴重なことと

考えられる．

結 語

1 千葉県透析医会では，平成8年，10年に続き第3

回目の透析医療機関での感染性廃棄物のアンケート

調査を平成12年に行い，医会に所属する47施設

中44施設から回答を得た．

2 回答を得た施設では月間平均，総計約60,000回

の血液透析が行われており，約70％が透析施設を

併設する病院と透析主体の無床診療所で行われてい

るものであった．

3 廃棄物処理方法について，ほぼ全施設が廃棄物処

理業者に処理を委託していた．処理に係わる委託費

用は，1kg当り101～200円に集中しており，平

均値は147.4円であった．

4 1透析当りの平均廃棄物排出量は0.97±0.21kg

であった．
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「維持透析患者の補完・代替医療研究会」のお知らせ

漢方薬・鍼灸・気功・アロマセラピー・指圧・マッサージなどの

補完・代替医療と呼ばれる行為は，各種疾患患者のQOLの向上に

有益であることがいわれています．

本研究会では，維持透析患者への応用を検討します．

日時：2002年7月20日（土） 17:00p.m.－19:00p.m.

場所：品川プリンスホテル・新館19階・鎌倉

東京都港区4－10－30 TEL:0334401111

17:00p.m.－17:30p.m.設立ビジネスミーティング

17:30p.m.－18:15p.m.講演1

演 者:川島 朗（東京女子医大・血液浄化部門）

演 題:補完・代替医療の透析患者への具体的応用経験

18:15p.m.－19:00p.m.講演2と実技（予定）

演 者:阿岸鉄三（板橋中央総合病院・血液浄化療法センター）

演 題:補完・代替医療の動向と透析患者への臨床応用

参加・年会費:1,000円

ホテル内レストランで使用できる夕食券（3,000円相当・100名限定）を用意し

ます．ご参集ください．

維持透析患者の補完・代替医療研究会

代表世話人 阿岸鉄三

事務局 〒1748691 東京都板橋区小豆沢2127

板橋中央総合病院血液浄化療法センター

Tel& Fax 0359152775

Emailna6tags＠asahinet.or.jp

出席予定をFaxまたはEmailで連絡下さい．

氏名 施設 職種

氏名 施設 職種

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.1 2002110



山梨県透析医会の沿革について順をおって記載しま

す．秋山 仁先生，小林 鴻先生，清水五郎先生，中沢

忠明先生それに小生三井 静の5名で会を立ち上げた

のは昭和54年3月末でした．5名のうち2名の先生

（清水，中沢）がすでに他界されてしまいました．顧

問には当時山梨県立中央病院透析室の責任者であられ

た加賀美年秀先生をむかえました．

会の目的は

① 人工透析に係わる学問的技術的交流をはかる

② 透析に係わる診療報酬体系の研究，調整

③ 透析施設における財務経理面の研究

④ 会員相互間の親睦をはかる

でした．会長は秋山 仁先生にご就任いただいて会が

発足いたしました．

会の発展を会員の増員としてとらえますと，昭和

56年10月には鈴木斐庫人先生，藤井 伸先生が新た

に加わりました．しかし，清水五郎先生が脱会されま

したので6名となりました．昭和56年11月には新

たに腰塚 浩先生，加藤隆司先生，田中養生先生，三

浦克弥先生をあわせて10名となりました．この時点

で，都道府県透析医会連合会に入会いたしました．昭

和57年4月18日以降の連合会理事会から小生三井

が出席させていただきました．

当時からすでに20年が過ぎ去り，現在は日本透析

医会の山梨県支部となっております．一時期は活動が

停滞しておりましたが，平成6年頃から再出発とい

う形で会の発展がみられました．会員構成と会則を再

確認いたしました．会員数は21名となり，発足当時

からみると4倍になったので総会は結構活発なもの

となりました．平成7年1月の阪神淡路大震災の大

災害を経験し，われわれも危機感を持って如何に対応

すべきかを皆で考えました．

山梨県は東京には比較的近いものの，交通機関は大

災害には弱いことが明白であり，ことが起これば陸の

孤島と化することが予測されます．早速，大災害時の

透析医療のあり方についての検討がはじまりました．

平成9年12月には災害時救急透析医療システム検討

委員会を結成しました．10名の委員から構成されて

おります．神戸等の災害地からの透析の対応の報告や，

先進地域とされる千葉県や東京都の透析医会のシステ

ムを参考にしながら目下構築中であります．災害時優

先電話を各施設が確実に設置することの確認をとり，

これは100％ 達成しております．施設間のみならず

患者さんとの災害情報の収集と発信に欠かせません．

山梨県には災害時拠点病院が10箇所決められてお

ります．それに関連付けて近隣の透析施設が対応して

いくことになっております．その中でも山梨県立中央

病院が地域中核病院として認められております．災害

情報の収集，発信につきましては山梨県透析医会がそ

の中核となっていきたいものと思います．

行政との連携を密にすることが大切との判断から，

『災害時に対する血液透析療法の支援についてのお願

い』として山梨県知事への要望書を提出し受理されて

おります．山梨透析技師会との連携も強めているとこ

ろです．透析患者カードの統一，交通手段の確保等早

速の対応が待たれるものが多くあります．

わが県の地理的条件からして静岡県，長野県，東京

都との連携強化が非常に大切と思っております．ご協

力をお願いいたします．

平成10年7月の総会で三井 静が会長に，鈴木斐
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庫人先生が副会長に推挙され，それぞれ承認されまし

た．

昨年は，日本透析医会会長の山�先生と専務理事の

鈴木先生と，前会長の平澤先生に遠路甲府に来ていた

だきまして，計3回のご講演をお願いいたしました．

大変にためになる様々なご教示をいただき有り難うご

ざいました．一同心から感謝申し上げております．
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1 福島県における透析医療

昭和42年，福島県立医科大学で最初の透析療法が

施行された。同年10月には公立藤田総合病院が手術

場で透析を行い，その後次第に普及していった．

昭和46年4月福島腎臓研究会が設立され，当時の

福島県立医科大学第3内科楠信男教授が会長となっ

た．この会は人工透析のみならず，広く腎臓病学およ

びこれに関連する諸分野を研究することを目的とした

が，時を経て透析をめぐる環境の変化が起こったため，

研究対象を腎不全，人工透析にしぼり，昭和52年に

名称を福島腎不全研究会と改めた．

昭和54年5月から平成10年5月までは白岩康夫

が2代目会長を務めた．平成10年6月からは福島県

立医科大学泌尿器科山口 脩教授が会長となり，昨年

暮れには第65回福島腎不全研究会が開催されている．

つまりこの会は30年間続いていることになる．この

ときは13施設から17題の発表があり，特別講演は

春日部秀和病院腎臓内科部長栗原怜先生の「透析医療

事故の実態とその対策 MRSA感染対策を含めて 」

であった．現在，会員は 57施設，透析装置台数

1,236台に達する規模となっている．

2 日本透析医会福島県支部

透析医療に関する研究発表，知識の向上等について

は，前項の福島腎不全研究会でほぼ充足していた状態

であったが，平成5年頃から，日本透析医会が全国

組織として地歩を固めてきた状況を踏まえ，研究会と

は異なった分野で，つまり適正な透析療法の普及，腎

不全対策の推進，保険診療上の問題解決のために，下

部組織としての日本透析医会福島県支部を結成すべき

であるとの気運が高まってきた．そこで，平成8年6

月8日設立総会を開き，日本透析医会福島県支部が

発足し，会長阿部幸男，副会長白岩康夫が選出された．

平成10年6月から会長白岩康夫，副会長金田浩と

なり，毎年1回総会を開いている（表 1）．第2回総

会からは特別講演を組み，「透析医療の課題」日本透

析医会専務理事鈴木満先生，第3回総会は「血液透

析の至適性」永仁会病院腎センター石崎允先生，第4

回総会は「要介護透析患者への対応」医療法人宏仁会

理事長関野宏先生に講演をお願いした．

また平成12年2月26日には中外製薬株式会社と

共催で「透析医療フォーラム」を開催した．内容は特

別講演「透析患者のこころのケア」順天堂大学腎臓内
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表1（社）日本透析医会 福島県支部役員

会 長

副会長

理 事

監 事

白岩康夫

金田 浩

加藤義朋

本田慶一郎

佐藤武寿

玉木 重

永峯 尭

小林正人

羽田一博

浜田明子

村田豊明

菅野理平

会田征彦

寿泉堂綜合病院

かもめクリニック

しんはま腎臓泌尿器クリニック

本田医院

さとう内科医院

星総合病院

日東病院

公立岩瀬病院

有隣病院

県立会津総合病院

いわき市立常磐病院

大原医療センター

会田病院

事務局 熊川健二郎 寿泉堂綜合病院

〒9638585

郡山市駅前1丁目816

Tel:0249326363

Fax:0249393303

（平成13年9月1日 事務局変更）



科富野康日己教授，パネルディスカッション「透析医

療とQOL」司会；福島県立医科大学泌尿器科鈴木孝

行助教授によるもので，大勢の方の参加を頂戴し盛会

であった．

3 最近の活動

1） 水処理に関するアンケート調査

第4回総会は平成13年11月10日に開催された．

長期透析において水処理は重要な課題である．総会で

話題となる資料を得るために標記の調査を行った．こ

れは公立岩瀬病院泌尿器科小林正人先生が担当して下

さった．

会員28施設中回答を寄せられたのは11施設であっ

たが，その一部分を窺い知ることができた．以下に結

果の要点のみを述べる．

洗浄方法は，貯留のみ3施設，シングルパスのみ6

施設，貯留およびシングルパス2施設であった．エ

ンドトキシン測定は，している10施設，していない

1施設で多くの病院で測定しているが，測定回数はま

ちまちで年12回が5施設，34回が2施設，12回

が3施設であった．

測定値は測定ポイントによって相違するのは当然で，

原水18,190EU/L，逆浸透水76EU/L，B原液（溶

解後）14EU/L，セントラル83EU/L，コンソール

入口10EU/L，カプラー出口10EU/L，個人用透析

装置68EU/Lであった．これらの価は透析液安全基

準で達成目標濃度とされている0.1EU/ml以下の条

件を満たしており，一応安堵したが，回答されなかっ

た施設ではどうしているのか問題が残った．とはいえ，

われわれがこのような問いかけを行うことによって，

透析液のエンドトキシンについての関心が高まり，透

析医療全体のレベルアップにつながることを期待して

いる．

2） 災害時ネットワーク

平成13年6月23日に開催された第2回情報ネッ

トワーク会議に，県代表として小林正人（公立岩瀬病

院・医師）と入谷隆一（太田西ノ内病院・臨床工学技

士）が出席し，その情報に基づき福島県における災害

時ネットワーク構築に着手した（図1）．

入谷は，透析医会の未入会施設も含め県内の全透析

施設を対象にアンケートを行い，61施設中28施設

から回答を得た．このうちEメールで通信可能な施

設は17施設のみであった．しかしファクシミリは全

施設で保有しており，少なくともファックス通信は可

能であることがわかった．また各施設のネットワーク

代表者については未回答の2施設を除きこれをリス

トアップできたので，ここで作成したデータベースを
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メーリングリスト
医会のホームページ
ネットワークの案内他

医会福島県支部

Webサイト

ネット接続可能施設 接続不可能施設

ネット接続可能施設はメールで対応 接続不可能施設は電話・FAXで対応

図1 日本透析医会福島県支部のインターネットによるネットワーク



県内各施設に報告する予定である．

3） インターネットによる対応

日本透析医会では千葉市・みはま病院に「日本透析

医会災害時情報ネットワーク本部」を置いている．福

島県支部としてもホームページ（図2,3）を持ち，県

内各施設との接続，本部との連絡に供することが望ま

しいとの観点から，昨年12月に小林正人の努力によっ

てその実現に漕ぎ着けた．アドレスは

http://www7.ocn.ne.jp/～ftikai/

である．

開設後間もないので，内容に不備があり，また作成

中のところもあるが，今後整備していく予定である．

この中に「掲示板」を設け，平時においても会員相互

の連絡，情報交換ができるようにした．

ホームページを設けた主旨がわかると思うので，冒

頭に載せた会長挨拶全文を掲載する．

『このたび日本透析医会福島県支部はインターネッ

ト上にホームページを開設することになりました．今

のところ公立岩瀬病院の小林正人先生のパソコンをお

借りして，ホストコンピューターとして使っています

が，将来は専用のパソコンを持ちたいものです．

さてホームページを開くことは会員間の連絡を密に

する上で非常に有効であると信じています．いま世を

挙げてIT戦略が叫ばれています．たしかにインター

ネットの普及は今までの常識を変えつつあります．医

療界でもこれを大いに利用すべきと思います．もっと

も急がれるのは，災害時ネットワークの構築です．実

は日本透析医会は平成12年より災害時情報ネットワー

クを設置しました．このことにより災害時の各支部の

情報収集や交換を速やかに行い，適切に対応できると

判断したからです．各県支部のホームページ開設は現

在のところ岡山県，静岡県，愛知県などに限られてい

ます．しかし，次第に増加してくるものと思われます．

他県はどうであれ，福島県の災害時の対策を考えるべ

きで，このホームページを利用し，また，このネット

ワークに乗っていない施設では旧来の電話，ファクシ

ミリなどの方法で連絡をとる事とします．ホームペー

ジに「掲示板」を設けましたので，ここにどんどん書
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き込みをしていただきたいと思います．施設間の医療

情報など実利のほかに会員相互の理解度が高まってく

るものと思います．

透析医療はそのほとんどが公費医療であり，われわ

れの社会的な責務は極めて重いものと考えます．今回

のホームページ開設を機に，県内の透析医療が社会の

要請にこたえ，さらに充実したものとなるよう期待す

る所以です．また万一災害が発生したとしても，お互

いに助け合いながらその責任を果たさなければなりま

せん．皆様のご協力を切にお願い申し上げます．』

4 む す び

日本透析医会福島県支部は結成以来6年目に入っ

ている．今では定期的に総会が開かれ，会の形態を維

持してはいるが，内容はまだまだ不十分である．今回

の災害時対策を契機としてより一層の充実をはかって

いかなくてはならない．なによりも施設会員の増加を

目指し，努力していく所存である．
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前回にご報告しました後の常任理事会は，昨年の11月17日と本年の1月11日に開催されて

いますが，そこでの主な話題をご報告いたします．

1．諸規則，要綱，規程などの新規施行や改正など

社会の実情や医会をとりまく状況の変化に対応するため，新規に学会等助成交付審査要綱，役

員定年規程，情報管理規程，災害対策規程，災害情報運用規則が5月の総会および理事会に提案

されることになりました．また，総会および理事会議事規則，学会等助成審査委員会規則は総会

を機に改正することが提案されます．さらに職員就業規則，給与規定，事務処理規則，会計処理

規則，旅費規定の改正が検討されています．

中でも学会等助成審査委員会規則や学会等助成交付審査要綱の改正・新規施行は，第3項で述

べます「特定公益増進法人」としての研究助成事業，助成金の適正交付，公平な助成先の選択な

どが，今まで以上に厳正さを求められるようになったことによります．

2．診療科としての「透析科」の問題

かねてから懸案となっている「透析科」の標榜については，昨年（平成13年11月）に厚生労

働省医政局総務課長宛に，透析医会山�会長と透析医学会大平理事長の連名で要望書が提出され

ています．また日本医師会坪井会長にも要望書を手渡すとともに，面談を行っています．さらに

は各県支部にお願いして，地元の日本医師会の代議員の方々にも「透析科」標榜実現の協力依頼

を直接働きかけていただくことをお願いしています．

3．「特定公益増進法人」であること

マスコミ報道でもご存知の如く，日本臓器移植ネットワークによる研究費の助成や学会への助

成寄付のやり方が問題とされたのをきっかけに，「特定公益増進法人」のあり方や性格が厳しく問

われるようになりました．

そこで本会では，昨年7月に厚生労働省健康局に対し，所得税法および法人税法に基づく「特
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定公益増進法人」である旨の証明申請（更新）をしていましたが，10月26日付けでその認可証

明通知をいただいています．これまで本会は「試験研究法人」としての事業が承認対象とされて

きましたが，今回からは「試験研究助成事業法人」として新に承認されたものであります．この

承認を受けるに当たっては，厚生労働省に対し当医会の事業方針を書面にて明確に示し，公約し

てきた経緯があります．したがって今後の当該事業の運営では，以下の3点が重要になります．

① 研究助成事業の拡大を強化すること

② 研究助成金の使用を適正に行うこと

③ 研究助成の対象を選択決定するに際し，公平性を確保すること

これらの目的のために，第1項に記した如く「学会等研究助成審査委員会規則」の改正，「学会

等研究助成交付審査要綱」の新設が行われるわけです．

もっと簡単に述べますと，関連する学術研究団体等の実施する調査・研究・研修などへの助成

費の助成や補助では，これまでよりもさらに厳格で公平な審査を行うことが求められるというこ

とです．単なる「○○学会」「○○研究会」への助成ではダメで，その学会・研究会のどの部分の

研究，調査，研修に対して，どのような意義を認めて助成費をどれだけ出すのが適切なのかが公

平・適正に選択されることが求められるということです．

4．医療制度改革に関する講演会を開催

近々4月には大規模な診療報酬改訂が予定されていますが，12月13日に参議院の阿部正俊議

員をお招きして，医療制度改革に関する講演会が開催されました．

議員の阿部先生ご自身の親御さんが郷里（山形）の老健施設に入って居られるとのことで，現

在のわが国が置かれている高齢化の問題，医療制度の抱えている問題を実体験として理解されて

おられました．この講演会では本年4月からの具体的な改訂内容というよりは，政府・厚生労働

省が想定している将来の医療制度の改革方向についての私見も交えたお話と，質疑に対する応答

が行われました．

5．ウシ由来物質の問題とBSEの危険性

狂牛病（ウシ海綿状脳症，BSE）がわが国でも大きな社会問題となっています．透析医療分野

では，一部のヘパリンなどでウシ由来の原料を使用しているものがあります．そこで全会員に対

し「ウシ等由来物質を原料として製造される医薬品，医療用具等の取扱に係る参考資料」を送付

いたしました．わが国では現時点で特にBSEの心配は無いとされています．

6．バクスター社製ダイアライザーによる死亡例

クロアチア，スペインなどヨーロッパを中心に，バクスター社製ダイアライザーの使用との関

連が強く疑われる死亡例が続発したことが報道されました．結局は透析用の中空糸を製造する過

程で使用された薬剤が残留したためと判明しています．バクスター社の中空糸はわが国でも使用

されていて，念のためとして緊急に自主回収されました．そこで「米国バクスター社製中空糸型
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ダイアライザーの自主回収にいたる関連情報資料」が全会員に送付されました．国内ではヨーロッ

パのような例の発症は皆無であったことは，不幸中の幸と言うべきだったでしょう．

7．厚生科学研究の作業が進む

平成13年度の厚生科学研究費による「長期透析療法の合併症の克服に関する研究」では，通称

MINT（MedicalInformationNew Technology）と呼ばれるコンピュータ・ソフトの作成が進め

られていましたが，1月末にほぼ完成し，2月初めよりパイロット施設で試用が始められています．

前号でMINTの概要が示されていますが，慢性透析の定期検査値を一定の様式であれば自動的

に読み込んで，個々の数値を医会の厚生科学研究班が作成した基準で判定し，スタッフ向けと患

者向けにコメントを打ち出すソフトであります．

この完成したソフトをパイロット施設で実際に稼動させたときに，特別のトラブルが無いこと

を実証した後，本年3～4月には医会の会員に無料で配布されることになります．

8．平成14年度診療報酬改定

診療報酬総枠を2.4％減少させることを基本に，現在も厚生労働省内で個々の項目について最

終の改定作業が行われています．中医協で協議されている内容から想定しますと，1回当たりの

透析技術料は現在の3段階（4時間未満，4～5時間，5時間以上）を廃止してすべて一本化する，

外来透析患者に提供する給食費を廃止するなどの大きな変革が実施されることになりそうです．

また，人工透析がきわめて困難な症例（片麻痺，痴呆，高度なアミロイド骨関節症など）で認

められている加算も，その適応条件が大きく制限されそうな状況にあります．さらに透析医会が

提出した透析液のエンドトキシン除去，感染対策の強化など新たな4項目の加算要求は，残念な

がらまったく考慮される様子はありません．

9．C型肝炎ウイルスの院内感染調査報告書

平成12年9月に福岡市内の透析施設で5名のC型肝炎の院内感染事故発生が報告されました．

この度この感染事故の調査報告書が当該対策検討委員会から発表されました．結論的には，肝炎

ウイルス保有者の血液で汚染されたヘパリン生食液アンプルが放置され，これを誤って他の患者

に使用して感染が起ったものと推測されています．

会員各位におかれましては，本会誌に掲載されたこの報告書を再度お読み下さって，改めて院

内感染事故の防止を徹底してくださるようにお願いいたします．
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平成14年度 透析療法従事職員研修のお知らせ

この研修は，厚生労働省の腎不全対策の一環として， 透析装置

を有する施設に従事する下記の対象者に，透析療法に関しての研修

を行い，専門従事者の確保及び技術向上に資することを目的として

います．

1.対 象 者 透析業務に従事する医師・看護師（准看護師を含む）・臨床

工学技士・臨床検査技師・衛生検査技師・栄養士・薬剤師

2.講 義 日 時 7月26日（金），27日（土）

場 所 大宮ソニックシテイ

3.実 習 講義終了後，12月末日までに全国187（予定）の実習指定施

設において所定のカリキュラムを行う．

対象者は，医師・看護師（准看護師を含む）・臨床工学技士

4.受講費用 講義のみ 17,000円

講義と実習 25,000円

5.講義と実習を修了した研修生には，修了証書を発行します．

6.申込方法 4月1日（月）に主な透析医療施設長宛に発送する実施要領

をご参照の上，研修申込書にて（財）日本腎臓財団宛にお送り下さい．

7.申込締切り 5月10日（金）（郵送にて必着）

8.詳細は（財）日本腎臓財団までお問い合わせ下さい．

TEL 0338152989

FAX 0338154988
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第8回 日本腹膜透析研究会

第8回日本腹膜透析研究会を下記の通り開催いたしますので，ご

案内申し上げます．

会 長 太田和夫（太田医学研究所）

大会長 窪田 実（貴友会王子病院）

☆日 時 平成14年8月21日（土）午後1時～9月22日（日）午後3時

☆会 場 TFT（東京ファッションタウン）ビル

〒1358071 東京都江東区有明31 TEL0355305050

☆参加費 8,000円（プログラム・抄録集，懇親会費を含みます）

☆プログラム

◎特別講演 「わが国の腹膜透析を振り返って」 太田和夫

◎シンポジウム 「列島リレーPD施設探訪」

目的：在宅療法であるPDを様々な悪条件を克服し積極的に実践している施設と

スタッフにスポットをあてて紹介する．

◎ワークショップ「PDの段階的導入法（SMAP）」

目的：SMAPがもたらす様々な効果と各施設の工夫，適応症例を検討しSMAPの

未来を展望する

◎一般演題（口演，ポスター）

☆演題募集

◎一般演題（口演，ポスター）

演題は，演題名，所属，氏名（読み仮名），を含めて，800字以内の抄録を作成し

てください．発表筆頭者の職種，分類番号，および口演・ポスターの別を明記し提

出してください．

〈分類番号〉

1） 腹膜の病理とカイネティックス 2） 腹膜機能 3） 腹膜透析の適応

4） 導入方法 5） カテーテル 6） 透析液とシステム 7） 至適透析

8） 腹膜炎/カテーテル感染症 9） その他の合併症 10） 栄養

11） APD 12） 在宅管理 13） 看護 14） その他

演題申し込み（①もしくは②の方法でお申し込み下さい．）

①MSDOSフォーマットの3.5インチフロッピー（使用ソフト明記）を事務局

までお送り下さい．

②E mailにて事務局までお送りください（ホームページからも送信できます）．

＊演題の採否はプログラム委員会に御一任下さい．

☆第8回腹膜透析研究会ホームページURL

http://homepage2.nifty.com/ojidaibutsu/

応募締切日 平成14年6月22日（土）必着

第8回腹膜透析研究会事務局

〒1140002 東京都北区王子21413

貴友会王子病院 窪田実 事務局長 高橋康弘

TEL 0339126611 FAX 0359027719

事務局 Email:tftjspd＠kitanet.ne.jp
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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．

また，原著，学術論文には題名，著者名，所属に英

文を併記する．

� 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

暖冬も終わり，春爛漫の4月となりました．会員の皆様には，お元気でご活躍のことと存じま

す．昨今われわれの周囲には良いnewsはまったくなく，テロ関連に始まり，狂牛病，医療費負担

増，証人喚問，等の報道がふき荒れています．そんな中で昨年末のRoyalbaby誕生はうれしい

newsの1つであり，また今年のWorldCupでの日本代表の活躍に大いに期待したいところです．

本号も多岐にわたり，多くの論文が集まりました．昨年11月に開催された本医会シンポジウム

「医療保険適用を視野に入れた血液浄化療法の系統化」を特集として取り上げ，各講師の先生方に

執筆していただきました．血液浄化療法の定義とその適応病態につき，各分野より解説されており，

会員の皆様はじめシンポジウムに出席できなかった方々は，是非一読すべき内容と思います．また，

感染対策，臨床と研究，実態調査などの論文はいずれも日常臨床に必要な情報であり，医会は勿論，

各支部，各施設に共通した内容は必読と思います．

本誌はこれまで広報委員会が主として編集・発行を行い，研修委員会関係の論文（セミナー，コ

ンセンサスカンファレンス，特別講演，学術研究，等に関するもの）については研修委員会で編集

にあたっていました．今後一貫性を踏まえ，次の第17巻2号より広報委員会がすべて担当するこ

とになりました．今後も本誌のさらなる充実を図りたいと考えておりますので，会員の皆様の建設

的なご意見をお願い申し上げます．

広報委員会委員長 久 保 和 雄
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