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医療費の膨張が叫ばれ出してから，もう何年にもなる．そこで総医療費の伸びを抑制するため，

診療報酬の伸びは改定の度に圧縮されてきた．しかし高齢化社会を反映し，当然ながら高齢者の

医療費の伸びは突出して高い．その切り札的な対策として2000年4月から介護保険制度が発足

し，これまでの高齢者医療の一部を介護に移行させた．その結果，スタート時の2000年度の保

険医療費総額は確かにマイナス2.1％と減少した．しかしこの介護保険による医療費へのマイナ

ス影響はわずか1年でしかなく，2001年度の保険医療費総額は，2000年度に比して3.1％と再

び増加に転じている．

このような流れの中で，本年4月から「大幅な」診療報酬改定が実施された．それは現在の制

度が発足してから初めての，総額マイナス改定であった．その結果，わが国のすべての診療分野

において多大で深刻な衝撃を引き起していることは承知の通りである．

しかし皮肉にも透析医療の分野に限って言えば，このような「マイナス改定」はダイアライザー，

検査料，透析手技料，生理食塩液・ヘパリンなどの包括化などで，これまでも毎回の如く繰り返

されてきたもので，いまさら驚くべきことではないかもしれない．

さて今回の改定での目立った点のひとつには，透析中の治療食の診療報酬が廃止されたことで

ある．総保険医療費の圧縮が求められている現在においては，その廃止に反対することは大多数

の国民の目からみても，もはや通用しないことは認めざるをえまい．

それよりも今回の改定での最も注目すべき点は，透析治療時間による診療報酬差が撤廃された

ことであろう．ご存知の如く従来までは4時間未満で1,630点，4時間以上5時間未満で2,110

点，5時間以上で2,210点とされてきた．それが一律に1,960点とされた．つまり4時間未満だ

けがプラス330点となり，4時間以上ではマイナス150点，5時間以上では実にマイナス250点

とされたことである．

これは透析医療費総額を減らしつつも一部を優遇し，一部を削るもので，一見すれば公平な改

定のようにも見える．しかしこの改定部分は，別の意味でこれからのわが国の透析医療を大きく

揺さぶる要因になる危険性がある．

日本透析医学会の最新の統計調査によると，2001年12月31日現在で4時間未満の透析患者

の割合は15.6％であり，4時間以上5時間未満は76.7％，5時間以上は7.6％である．つまり

84.4％の患者は，従来までの透析時間が減らされる可能性が出てきたことになる．透析時間がこ
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れまでよりも減らされるか否かは，担当する施設側の医療・医学倫理とコスト意識とのバランス

に左右されることになろう．

これも日本透析医学会の統計調査であるが，治療時間が4時間から4時間30分の場合の1年

間の死亡リスクを1.000とすると，4時間未満から3時間30分では1.224倍，3時間30分から

3時間未満では1.524倍，3時間未満では2.238倍とそのリスクは確実に増加する．逆に4時間

30分から5時間では0.784倍，5時間から5時間30分では0.874倍とリスクが減少する．さら

に5時間30分以上でもその数字は0.892～0.692と低いが，統計学的には有意差が示されていな

い．つまり，4時間以下の短時間透析では患者さんの生命予後が確実に低下することが科学的に

示されているのである．

しかるにこの度の改定では4時間未満の治療を有利にし，それ以上の治療時間をあからさまに

不利にしたものである．このことは，わが国の医療行政担当者の考え方の根底に，「透析時間を診

療報酬の面から4時間未満に誘導し，国家としては慢性腎不全では長期に生存して貰いたくない」

とする思想が潜在するのではないかと疑いたくもなる．

最近9月のある新聞に「病院経営の観点から透析時間を短縮する傾向」を懸念する記事が載せ

られていた．透析歴5年の39歳の主婦が夫の仕事の関係でオランダ，ドイツに同行し，現地で

透析を受けたときの体験を語ったものである．

オランダでは最初に透析時間が尋ねられ「4時間」と答えると，「本当にそれでいいのか」と念

を押されたとのこと．さらにドイツでは「4時間」と答えたらびっくりされ，「透析時間を延長す

ること」をアドバイスされたとのことである．ドイツでは4時間30分から5時間が通常的で，6

時間透析患者も少なくないとのことが記されていた．

わが国の透析治療が米国と比較して格段に成績がよいことは，以前から指摘され続けてきた事

実である．その成績はヨーロッパの透析先進国と同等あるいはそれ以上である．「4時間透析」が

オランダ，ドイツの透析施設では「短い」と認識されながらも，今まではそこそこの成績を維持

し続けてきた．それには水処理，エンドトキシン対策，エリスロポエチン治療，ビタミンD治療

などのきめ細かい透析周辺医療の充実が複合的に支えてきた側面を無視できまい．しかし透析時

間がこれよりも下回る状況が当たり前になったとき，わが国の透析治療成績は必然的に低下せざ

るをえまい．その直接の被害は透析患者さんにのみ向けられる．

そのとき，責任は「経営の観点から時間短縮をした医療者側の倫理欠如の結果」にあるとされ

るよりも，今回の改定で透析時間の枠組みを撤廃した医療行政担当者側の責任と考えるべきでは

なかろうか．
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はじめに

災害時透析医療対策部会が，「災害情報ネットワー

ク」の運営を始めて3年が経過した．本稿では，第3

回災害情報ネットワーク会議と，第3回全国情報伝

達訓練とについて報告する．

1 第3回災害情報ネットワーク会議報告

会議は，東京で開催された第47回日本透析医学会

学術集会会期中の平成14年7月20日17時より品

川プリンスホテル新館15階「京都」で，表1の先生

方のご出席をいただき開催した．表2には会議のプ

ログラムを示す．

なお，会議に先立ち，日本透析医会山�親雄会長と，

日本透析医学会内藤秀宗総務委員会委員長兼危機管理

小委員会委員長（現理事長）から現況と将来展望につ

いてご啓示を頂いた．

1） 報告事項

① 各支部における活動報告

各支部代表の先生に，自己紹介と活動報告をして頂

いた．以下に各県の災害情報ネットワークの現状につ

いて報告する．

●長野県では，平成14年6月下旬にインターネット

が接続可能な施設全25施設に対して，電子メール

が配信されることを確認した．平成14年9月中旬

には情報伝達訓練を行う予定で，今後インターネッ

トに接続可能な施設が増えるよう各施設に協力申し

込み中である．

●岐阜県では，昨年の10月から県医師会において災

害情報ネットワークを作り2回の訓練を実施した．

現在システムを構築しているが，この中で透析医療

については優先して取り組んでいる．

●愛知県では，3分の1の施設からインターネットを

介して情報が伝達されるようになっている．本年度

は各医療機関が大災害が発生する前に立てておくべ

き対策に重点をおいて活動している．

●大阪府では，本年度中に災害対策のネットワークを

立ち上げる予定でプロバイダーも決定した．

●香川県では，2年前に災害対策ネットワークを立ち

上げた．今年中にはホームページも開設予定である．

●福岡県では，医療機関同士が連絡を取れることを目

標に，全施設災害時優先電話の契約を進めるととも

に，災害時優先携帯電話の登録を交渉中である．

② 第2回訓練報告（平成13年7月6日実施）

第1回訓練は本部のシステムを用いたが，昨年は

本部が被災により機能しなくなったことを想定し，副

本部のシステムを用いて実施した．実績は22都道府

県190施設の情報登録があった．第1回訓練時に発

生した一部文字化けして読めない情報は，その後のプ

ログラム変更により1件も発生しなかった．同一施

設からの登録にもかかわらず登録施設名が異なるため

に別施設として集計されている施設もあったが，副本

部のサーバー動作も良好で，リアルタイムに状況の変

化を見ることができた1）．
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③ 本部の平成13年度活動報告

昨年の第2回会議において，震度5以上の地震で

災害情報ネットワークを立ち上げることが決定された．

平成13年度は，震度5以上の地震が5回発生したた

め，その都度ネットワークを立ち上げたが，幸い大き

な災害に至らなかった．これらを含め，以下に示す平

成13年度の活動を報告した．

a） 平成13年

3月24日：芸予地震発生に対するホームページへの

情報登録・掲載とメーリングリストによる情報収集

と伝達．

4月 3日：静岡県地方で震度5の地震発生．メーリ

ングリストによる情報伝達．

6月23日：大阪において第2回会合実施．

7月 6日：副本部ホームページを用いた第2回災害

時情報伝達訓練実施．
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表1 第3回災害情報ネットワーク会議出席者 平成14年07月20日

都道府県 医 師 施 設 名 臨床工学技士・他 施 設 名

北海道 広田紀昭

今 忠正

広田医院

北クリニック

青森 村上秀一 村上新町病院 中村 寿 村上新町病院

岩手 藤原茂記 岩手クリニック水沢

福島 小林正人 公立岩瀬病院 入谷隆一 太田西ノ内病院

栃木 奥田健二 奥田クリニック 古沢幸男

杉山憲男

奥田クリニック

奥田クリニック

千葉 鈴木 満

吉田豊彦

河野孝史

東葛クリニック病院

みはま病院

みはま病院

内野順司

武田稔男

みはま病院

みはま病院

東京 杉崎弘章

芳田 工

府中腎クリニック

東京女子医科大学

和氣政志 府中腎クリニック

山梨 鈴木斐庫人

三井 静

鈴木泌尿器科医院

三井クリニック

長野 大西史彦

熊井 達

宮原一徳

相澤病院

相澤病院

丸子中央総合病院

岐阜 澤田重樹 澤田病院

静岡 黒田重臣 国立東静病院 宇賀田富夫 菅野医院分院

愛知 山�親雄

大野和美

増子記念病院

大野泌尿器科

重松恭一 増子記念病院

大阪 川村正喜 PL病院

兵庫 内藤秀宗

申 曽洙

甲南病院

元町HDクリニック

森上辰哉 元町HDクリニック

和歌山 根木茂雄 和歌山県立医科大学 植木隼人 児玉病院

岡山 草野 功

笛木久雄

福島内科医院

笛木内科医院

尾崎真啓 重井医学研究所付属病院

広島 黒瀬博史 土谷総合病院

香川 沼田 明 高松赤十字病院 小野茂男 海部医院

徳島 橋本寛文 麻植協同病院

福岡 隈 博政

吉富宏治

くま腎クリニック

よしとみ内科クリニック

本田裕之 小倉第一病院

熊本 立山君弘 熊本赤十字病院

大分 大石義英 アルメイダ病院

鹿児島 上山達典 上山病院 山口親光

川嶋祐信

薩南病院

上山病院



11月16日：奥田クリニックにて栃木県透析医会災

害時情報システムに関する打ち合わせ．

12月1，2日：栃木県透析医会の災害時情報システム

構築と動作説明．

12月 2日：宮城県北部で震度5弱の地震．関連情報

のホームページ掲載とメーリングリストによる伝達．

12月 8日：山梨県上野原町で震度5弱．関連情報の

ホームページ掲載とメーリングリストによる伝達．

12月 9日：鹿児島県奄美地方で地震があり，同県住

用村では震度5強．関連情報のホームページ掲載

とメーリングリストによる伝達．

b） 平成14年

1月19日：上山病院にて，鹿児島県透析医会の災害

時情報システム構築完了と，動作説明．

2月 2日：栃木県透析医会，同臨床工学技士会合同

勉強会において，災害時情報ネットワークの説明．

2月13日：茨城県桂村，金砂郷町などで震度5弱の

地震．関連情報のホームページ掲載とメーリングリ

ストによる伝達．

3月10日：千葉県臨床工学技士会勉強会において，

災害時情報ネットワークを説明．

その他：

●日本透析医会災害時情報伝達ホームページ，およ

びメーリングリスト管理とメンバー登録業務（本

年度新規登録者数 23，総登録メールアドレス

69）

●電子地図システム用データベース作成

●『日本透析医会雑誌』Vol.16No.3（2001.12）

へ「災害時透析医療対策部会情報ネットワーク―

芸予地震における情報伝達―」「災害時情報ネッ

トワーク会議と情報伝達訓練実施報告」投稿

●『透析ケア』Vol.8No.3（2002.03）へ「情報

ネットワークを構築しよう！」投稿

④ 支部システム構築について

ここでは，昨年の8月に兵庫県透析医会と合同で

防災訓練を実施した岡山県医師会透析医部会の笛木久

雄先生と，昨年度にシステムを構築した支部からの報

告として，栃木県透析医会から奥田健二先生，杉山憲

夫氏，鹿児島県透析医会から川嶋裕信氏，福島県透析

医会から小林正人先生よりそれぞれご報告を頂いた．

a） 岡山県，兵庫県合同訓練報告要旨

岡山県内全施設が参加して兵庫県透析医会と合同で

情報伝達訓練を行った2）．災害想定は，発生日時平成

13年8月28日15：00，震源地を岡山市地下10km，

地震の規模は直下型震度7，マグニチュード7.5とし

た．各施設の被災内容は，岡山市内22透析施設中，

被災による透析完全不能施設を10施設，給水確保に

て透析可能を5施設と設定．また透析完全不能施設

から移送を要する被災透析患者として，県内振り分け

患者数を391人，兵庫県への振り分け患者数を302

人と想定した．

訓練は，

� 各施設より本部に災害情報を登録，

� 災害情報の集計を行い，日本透析医会の災害情

報ネットワークに手入力で災害情報を登録，

� 兵庫透析医会が日本透析医会の災害情報を参照，

� 兵庫透析医会が透析受け入れ可能数を登録，

� 本部が透析受け入れ可能数から患者の割り振り

を決定，

� 本部がTELにて兵庫透析医会に患者の割り振

りを連絡，

� 本部がTELにて各施設に受け入れ先を連絡，

の順で行われた．

本訓練は，3時間以内にすべての情報伝達が完了し

た．兵庫県からは356人の透析受け入れ可能数が登

録された．
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表2 第3回災害情報ネットワーク会議プログラム

開 会：（社）日本透析医 危機管理委員会委員長 吉田豊彦

ご挨拶：（社）日本透析医会 会長 山�親雄

（社）日本透析医学会 総務委員会委員長 兼 危機

管理小委員会委員長 内藤秀宗

司 会：災害時透析医療対策部会部会長 杉崎弘章

Ⅰ．報告事項

1．都道府県代表自己紹介，年次報告

2．平成13年第2回情報伝達訓練報告：武田稔男

3．平成13年度活動報告：武田稔男

4．支部システム構築について

・岡山県，兵庫県合同訓練の報告：笛木久雄

・栃木県システム構築：奥田健二 杉山憲夫

・鹿児島県システム構築：川嶋祐信

・福島県システム構築：小林正人

Ⅱ．協議事項

1．平成14年第3回情報伝達訓練について：武田稔男

2．平成14年度活動計画について

・支部ネットワーク構築，立ち上げ等

Ⅲ．その他

閉 会



以上より，システムを作っただけでは無意味で，防

災訓練の実施が重要であること，行政を動かすのは困

難であることがわかった．今のところ岡山県では市町

村ならびに県に対して給水要請が可能となっている．

b） 栃木県透析医会のITによる災害ネットワーク

の構築要旨

栃木県透析医会では，栃木県健康保健福祉部健康増

進課と数年来透析医療の災害対策について検討してき

た．平成13年6月に

� 奥田クリニックが日本透析医会災害対策本部な

どとの連絡，

� 県内各施設との連絡調整は目黒医院，

� 挫滅症候群に関しては自治医大の腎臓内科が担

当すること，

などを中心とした「災害時透析医療ガイドライン」を

作成した．近日中に県が1,000部印刷して患者・関

係者に配布する予定である．これに基づきインターネッ

トによる災害ネットワークの構築を平成13年11月

から着手し，平成14年2月に完成した．また6月に

は実地訓練を実施したが，今後さらに検討を充実して

いかないと現実的には役に立たないのではと感じてい

る．

情報伝達訓練は，http://www.tochi-to-ikai.com／

を用いて平成14年6月6日15時より，「6日5：46

栃木県内にマグニチュード7.2，震度5規模の地震が

発生し，14：00頃関東南部地震警戒宣言発令に伴い，

東京方面の施設が使用不能となったため，栃木県内の

透析施設に500名程度の透析依頼があった」との想

定で実施した．

結果，情報登録施設は26件（内1件は非透析施設

で非会員）で栃木県内透析患者受入可能数は6月6

日249人，7日155人，8日252人，透析室貸出可

能数104床であった．一方非被災地域の想定である

にもかかわらず透析を依頼してしまったり，地域の入

力を間違えるといった入力ミスもあった．また訓練開

始直後から30分間情報登録ができないトラブル（デー

タファイルの属性未設定）が発生した．これにより，

安足および県南地区から送信した数施設で情報登録が

できなかった．平時での定期的システム動作チェック

の必要性を痛感した．

c） 鹿児島県システム構築要旨

鹿児島県透析医会は昭和 63年に設立され，現在

86人の会員により運営されている．災害対策では，

平成5年8月6日に大きな水害を経験した．この水

害は甲突川周辺の数施設で透析が不能となったもので，

このとき上山病院は透析が可能であったが，給水が不

能になったことから自衛隊の給水車を依頼して透析を

行った．その後平成7年7月に災害対策アンケート

を実施するとともに，県内各保健医療圏における情報

収集連絡医療機関の設定を行った．平成12年1月に

はEメールアドレス収集，同年7月に第1回情報伝

達訓練（全国），平成13年7月に第2回情報伝達訓

練（全国）に参加した．また昨年の本会議を受けて，

平成13年9月にホームページ作成の承認，平成14

年1月にはホームページ立ち上げ（www4.synapse.

ne.jp/dia-kagosima/），5月28日に第1回情報伝達

訓練を実施した．結果，施設長会員56のうち11施

設（19.6％）の参加が得られ，14件（3件は複数送

信）の情報登録があった．今後の課題としては，

� 情報伝達訓練への参加促進，

� メールアドレスの収集，

� 情報収集連絡医療機関の再確認，

� ホームページの周知，

などがあげられる．さらに，このような災害時の情報

伝達を医師にお願いするのは，時間的に困難な場合が

多いことを考慮すると，情報伝達のための担当者を各

医療施設で設定する必要があると考えている．

d） 福島県における災害時情報ネットワーク構築

要旨

福島県は，阿武隈山脈と奥羽山脈に分断されていて

気候も風土も異なるという特色がある．主に浜通り地

方，中通り地方，会津地方の3つに分かれている．

昭和55年12月24日には，記録的な大雪のため送電

線が鉄柱ごと倒れ，郡山市内は停電のため透析不能と

なったため，一部の病院および近隣の二本松市の病院

に患者を搬送し透析を行ったことを経験している．

福島県透析医会では，県内を5ブロックに分け災

害時基幹施設ネットワークを構築した．各ブロックに

は，基幹施設と基幹協力施設を設置してブロック内の

災害を受けない施設間で調整し透析療法を行い，ブロッ

ク内で対応仕切れない場合に最寄りのブロックに応援

を依頼することとした．また，透析患者カードを作成

して必要事項を記載，災害時にはたどり着ける透析施

設へ行くように説明している．
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昨年度の会議を受けて，福島県支部独自のホームペー

ジを開設（http://www7.ocn.ne.jp/～ftikai）し，こ

のなかに災害時連絡フォームを設置した．本年5月

23日午後4時から6時に，第1回の通信訓練を災害

時連絡フォームを使用して実施した．訓練には14施

設が参加した．14施設からの情報送信については問

題なく行われたが，受信した情報の集計結果を E-

mailにて返送した際に1件だけ送信できないという

トラブルがあった．参加施設は比較的中小の施設が多

く，小さい施設のほうが危機感を持っていることがわ

かった．また，「こんなことをやって，本当に災害の

ときに役に立つのでしょうか」という質問があったが，

通信手段として多くの手段を持っているほうが確実で

はないかと答えた．

e） 質疑応答・追加発言

追加発言：兵庫県でも，「こんなことをやって，本当

に災害の時に役に立つのでしょうか」といった議論

は再々行われてきた．インターネットによる情報伝

達手段がすべてではなく，インターネットによる手

段も一方法として持っておくと便利だと考えていた

だきたい．実際，阪神・淡路大震災のときにも初日

は電話は使えなかった．現在，兵庫県私立病院協会

と神戸市とがタイアップして無線によるネットワー

クも構築されているが，普段から利用しないものが

災害時に利用できるわけがなく，この無線に関して

も日常業務に取り入れて使用するようにしている．

インターネットに対しても同様のことが言える．

問：ホームページを作成する予定で，この中に，会員

の声などが表示できる掲示板の設置を考えているが，

悪意による書き込みがあった場合，これを運営する

事務局に負担がかからないか危惧している．

答：愛知県透析医会でも掲示板を設けていて患者さん

からの質問などを受け付けているが，月平均5件

位である．日本透析医会でも会員限定の掲示板を設

けているが，大きな負担とはなっていない．災害時

情報ネットワークのホームページに対してもいたず

らを受けたことはない．

答：掲示板は大きな負担にはならないと思う．災害が

あった場合，その地区のホームページが動いていれ

ば誰かが必ず見ていると判断できる．もし，まった

く動いていなければ危険な状態にあることが客観的

に判断できる．

追加発言：給水車の話がでていたが，自治体でもそう

多くの給水車を持っていないので，タンクローリー

の要請をネットワークに流してもらえば，非被災地

から援助しやすくなる．

問：現在のネットワークは各県ごとにホームページや

災害時情報のシステムを構築するよう求めているが，

それにかかる費用が3万から100万円とまちまち

である．本部で一括して各県のコーナーを作ってし

まったほうが早く安価に完成するのではないか．

答：災害用情報プログラムは費用がかからないが，そ

の他のページを業者などに依頼すると，相当の費用

がかかる．各支部における情報伝達の手段はインター

ネットに限らず検討していただきたいが，本件に関

しては今後の検討課題としたい．

2） 協議事項

① 第3回情報伝達訓練について

第3回情報伝達訓練を表 3に示す要綱で実施する

こと，参加要請は各支部にお願いすることの承認を得

た．

② 平成14年度活動計画

平成14年度活動計画として以下の6項目について
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表3 第3回災害時情報伝達訓練

【目的】

情報ネットワークをさらにより多くの方に知っていた

だくこと，各地域の情報システムを周知していただくこ

とを目的とします．

同時に，年々参加数（アクセス数）が増えていますが，

増えたアクセスに対するインターネットサーバーや

CGIプログラムの動作を確認します．

【方法】

日時：平成14年9月3日 火曜日 16:00～18:00

今回は本部システム http://www.hf.rim.or.jp/～to-ikai／

を使用して実施します．同時に地域システムにも情報送

信をお願いします（地域システムのある支部）．

情報送信方法：

災害時情報伝達・集計専用ホームページへの任意の情報

入力．

想定は，「近隣地域で阪神・淡路大震災級の地震発生を

知った」など，どのような情報でも結構です．

また，災害時情報は「その後の対応，対策により変化す

るため，継続的に収集されて再集計されるもの」という

観点から，複数回の情報送信をお願いします．

参加対象施設：

透析医会会員，非会員を問わずインターネットに接続可

能な透析施設とします．また，本訓練の目的から訓練日

時以外の情報送信も受け付けることとします．



承認を得た．

●災害時情報の伝達支援

●情報伝達システム（ホームページ，CGIプログ

ラム，メーリングリスト）の保守管理

●第3回災害時情報伝達訓練の実施

●支部ネットワークの構築支援

昨年度に引き続き，支部ネットワークの構築に

向けてその支援を行う．

●本ネットワークの周知拡大

●電子地図システムへの取り込み

災害発生時の地理的情報を把握するためには，

全国施設情報のデータベース作成が不可欠である．

そこで，このデータベースを作成して，電子地図

ソフトとの連携を試みる．

以上が平成14年7月20日の第3回災害情報ネッ

トワーク会議の報告である．

2 第3回災害時情報伝達訓練結果

平成12年7月の第1回訓練では，18都府県104

施設，平成13年7月の第2回訓練では，22都道府

県190施設の参加を頂いた．本年の第3回災害時情

報伝達訓練は9月3日火曜日16：00～18：00に実

施された．

1） 目的および方法

訓練の目的および方法を表3に示した．

2） 結 果

① 参加施設数

登録施設総数は144施設だった．このうち，同一

施設からの登録でありながら入力された施設名がわず

かに違う，または入力ミスなどで異なる施設としてカ

ウントされているものが5件，施設名そのものの不

明が5件あった（個人による参加ではないかと推測

される）．これらを除いた情報登録施設は19都道府

県131施設（表 4）で，昨年と比べて残念ながら減

少していた．

表4 本年の情報登録施設数

北海道＝ 1, 青 森＝ 2, 福 島＝ 3, 茨城＝ 1,

栃 木＝ 6, 千 葉＝31, 東 京＝19, 山梨＝ 2,

長 野＝ 5, 愛 知＝ 1, 京 都＝ 1, 大阪＝ 1,

兵 庫＝ 32, 和歌山＝ 3, 岡 山＝ 9, 広島＝ 7,

香 川＝ 1, 大 分＝ 3, 鹿児島＝ 3

② 情報登録アクセスの状況

登録された情報の総数は256件（施設名不明など

も含む）で，複数登録は11回の送信が2施設，8回

1施設，7回2施設，6回1施設，5回1施設，4回

7施設，3回14施設，2回26施設であった．また，

同一時刻における最大登録数は7件であった．

この間，情報送信や集計結果表示の動作に滞りはな

く，リアルタイムに状況の変化を見ることができた．

しかし，同一施設からの登録にもかかわらず，登録

施設名が異なるために別施設として集計されている施

設が5施設含まれていたことから，施設名入力に対

するCGIプログラム変更の必要性が示された．また，

岡山県支部における訓練集計結果を電子メールで受け，

「その他の情報ページ」に掲載したが，このような支

部における被災状況も，本部ホームページに直接表示

可能なシステムの開発が必要と考えられた．

③ 集計結果

今回の訓練では，参加施設が任意に想定した災害時

情報，または「近隣地域で阪神・淡路大震災級の地震

発生を知った」などの想定で情報を送信して頂いた．

各施設がどのような被害を想定したのかを集計した．

a） 被災状況合計

施設部分破損 39施設，半壊 18施設，全壊

11施設

停電 35施設，断水 42施設，ガスの使用不

可 27施設

透析液供給装置使用不可 36施設，末端装置

使用不可 25施設，個人用装置使用不可 30施

設，水処理装置使用不可 25施設，その他の装

置被災 15施設

b） 主な不足物品（人数分）合計

ダイアライザー＝2,213，血液回路＝2,536，

透析液原液＝2,245

c） 透析室貸出可能床数合計＝308床
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d） 透析受入可能合計

9月3日＝663人，9月4日＝810人，9月5

日＝848人，9月6日＝20人

e） 透析要請合計

9月 3日＝1,075人，9月 4日＝1,716人，9

月5日＝1,363人

f） 患者移送手段合計

移送不要 12施設，一般車 17施設，救急車

14施設，警察車両 1施設，自衛隊車両 4施

設，病院車 10施設，船舶 3施設，移送手段

なし 9施設

g） ボランティア派遣可能合計

医師＝52人，臨床工学技士＝117人，ナース＝

155人

h） その他不足物品や連絡事項など

この項目に情報登録されたのは，全情報（256

件）のうち87件であった．その内容を以下に示

した．

●建物の倒壊などによる復旧不能の連絡 6件

●透析受入れ可能であることの連絡 5件

●水・電気・ガス・自家発電用燃料などライフ

ラインに関する連絡 10件

●水処理装置や配管など，透析用装置に関する

連絡 5件

●ダイアライザー・血液回路・生食・ガーゼな

ど医療器材に関する連絡 12件

●人材（ボランティア）に関する連絡 9件

●周辺被災施設に関する情報 12件

●患者搬送に関する連絡 2件

●その他（訓練で送信している情報であること

など） 39件

3） まとめ

災害時情報ネットワークの第3回情報伝達訓練を

行い19都道府県131施設の参加を得た．本部サーバー

の動作は良好で，情報送信や集計結果表示の動作に滞

りはなかったが，施設名が精度良く登録されるよう

CGIプログラムを変更する必要があること，支部に

おける被災状況が本部ホームページに直接表示可能な

システムの開発が必要であることがわかった．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変

お忙しい中，多数の方々にご参加頂いた．ここで改め

て謝意を表するものである．

訓練で使用したシステムは，災害発生直後から被災

を免れた施設からの自主的な支援情報（被災がないと

いう情報だけであっても）の伝達と集計を行うことで，

その後明らかになるであろう被災施設からの情報に対

して迅速な対応が可能になると期待される．今後も訓

練を通じてシステムの改善を行う予定であるが，より

完成されたネットワークのため，ご意見，ご要望など

ご連絡いただければ幸いである．

（社）日本透析医会 災害時透析医療対策部会

情報ネットワーク 本部

〒2610011 千葉市美浜区真砂3-13-6

医療法人 社団 誠仁会 みはま病院

TEL 0432783311

FAX 0432784455

E-MAIL to-ikai＠hf.rim.or.jp

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

岡山県医師会透析医部会では2000年以後毎年夏期

に県下全透析施設参加による防災訓練を実施しており，

本年で3回目となる．

昨年度の兵庫県透析医会との合同訓練に引き続き，

今回は広島県透析連絡協議会との合同訓練を行ったの

でその結果を報告する．

1 岡山県における透析医療の現況（2002年7月

現在）

岡山県の透析施設は主として地理的要素から北部・

東部・西部の3ブロックに分けられている．透析施

設数は58で，そのうち1施設は非医部会会員である．

会員，非会員を問わず総計でベッド数1,325（対昨年

比＋24），血液透析患者数3,415（対昨年比＋353），

CAPD患者数264（対昨年比－62）である（表1）．

2 第3回防災訓練

第1回は北部ブロック地域，第2回は東部ブロッ

ク地域，そして第3回は西部ブロックの倉敷市を中

心とした地域での大震災を想定した．

1） 訓練の要旨

① 全施設参加による「やらせ方式」

② 情報伝達の徹底

③ 広島県透析連絡協議会との合同訓練

④ 県医師会，県・市行政機関との連携（給水車派

遣要請）

⑤ 当日行われる日本透析医会防災訓練と同時進行

で連動
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岡山県における透析医療危機管理システム（第 4報）

笛木久雄＊ 菅 嘉彦＊ 西崎哲一＊ 大森浩之＊ 草野 功＊ 福岡英明＊ 辰川自光＊＊

［危機管理対策］

＊岡山県医師会透析医部会 ＊＊広島県透析連絡協議会

表1 透析患者数と災害時受け入れ可能患者数（2002年7月現在）

透析施設数・ベッド数・透析患者数

施設数 ベッド数 血液透析患者数（人）CAPD（人）

北部ブロック

東部ブロック

西部ブロック

計

8

30

20

58

159

631

535

1,325

486

1,561

1,368

3,415

32

195

37

264

災害時受け入れ可能患者数

外 来（人） 入 院（人）

北部ブロック

東部ブロック

西部ブロック

計

168

809

564

1,541

19

128

58

205



2） 災害の想定

① 平成14年（2002年）9月3日（火）

PM 3：00 大規模地震発生

② 震源地 倉敷市 地下10km

③ 地震の規模 直下型 震度7 M7.5

④ 被害の内容

・市内各所で水道管破裂による断水

・停電

・主要道路の陥没と亀裂

・市内一部で火災

・一般回線電話・携帯電話・FAXが不通

・Eメール・災害時優先電話は使用可能

3） 訓練方法

① やらせ方式

災害対策委員会が施設毎に被災内容をあらかじめ設

定し，連絡方法も通知して日時通り訓練を開始する．

② 被災施設の設定

Ⅰ群：施設損壊，ライフラインなどの復旧見通しが

立たず，入院・外来を問わず透析患者を他施

設に移送する．

AグループとBグループに分け，Aは県内，

Bは広島県に移送する．

Ⅱ群：ライフライン，特に給水が確保できれば透析

治療の維持が可能な施設で，給水車派遣要請

を行う．

Ⅲ群：倉敷市内での非被災施設．

4） 第3回防災訓練手順

岡山県医師会透析医部会と広島県透析連絡協議会を

中心として訓練手順を図1の如く計画した．

3 訓練結果

1） 岡山県医師会透析医部会

岡山県では透析施設数が60，うち2施設は現在透

析ベッド0，1施設は非会員であるため57施設が会

員登録しており，今回の訓練に参加した．

9月3日，PM3：00を期して訓練が開始され，災
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＜＜訓練手順＞＞

①…各施設より本部に災害情報を登録．

②…災害情報の集計を行い，日本透析医会の災害情報ネットワークに手入力で災害情報を登録．

③…広島県透析医会に災害時優先電話で災害情報を連絡し救援を要請．

④…広島県透析医会は日本透析医会の災害情報を参照．

⑤…広島県透析医会は透析受け入れ施設と受け入れ可能数を登録．

⑥…岡山県透析医部会本部は移送元施設と患者数を広島県透析医会に連絡．

⑦…広島県透析医会本部は透析受け入れ可能数から患者の割り振りを決定．

⑧…広島県透析医会本部はTELにて岡山県災害対策本部に患者の割り振りを連絡し，相互の確認をとる．

⑨…岡山県透析医部会本部はTELにて各被災施設に受け入れ先を連絡．

図1 第3回防災訓練手順



害対策本部PC画面上に一斉に災害時情報が表示され

た．

報告までに要した時間は表2，図2の通りであり，

PM5：20までにデータ解析と患者移送割り当て，通

知と確認まで（表 3，表 4，表 5）を行い，予定した

すべての作業を終了した．

2） 広島県透析連絡協議会

この項は広島県透析連絡協議会の辰川自光からの報

告である．

岡山県医師会透析医部会では，2000年より毎年夏

季に岡山県下の全透析施設参加による防災訓練を開始

しており，本年度より日本透析医会の情報伝達訓練と

一致させて防災訓練を実施することになった．今回は

日本透析医会，岡山県医師会透析医部会，広島県透析

連絡協議会の三者合同での災害時情報伝達訓練を実施

したいので広島県も是非との参加要請があった．今回

は広島県東部の透析施設が参加することとし，8月

16日，岡山県医師会透析医部会災害対策委員長の笛

木久雄が福山に行き綿密な打ち合わせを済ませ，9月

3日に実施することになった．

内容は，岡山県西部ブロックの倉敷市を中心とした
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図2 第3回防災訓練報告状況

表2 報告状況

1時間以内

1時間から2時間以内

49施設

8施設

86％

14％

計 57施設 100％

表3 第3回岡山県透析施設防災訓練被災状況

1.被災の程度・内容による分類

Ⅰ群：透析不能施設

Aグループ 県内割り当て

Bグループ 広島県割り当て

Ⅱ群：給水車（タンクローリー）派遣にて透析可能施設

Ⅲ群：非被災施設

2.倉敷市内の被災施設

通院 入院

Ⅰ群A:しげい病院 189 52

児島中央病院 31 28

倉敷廣済病院 8 5

合計 228 85

Ⅰ群B:水島協同病院 82 15

成人病センター 40 13

久保田医院 47 0

吉田内科クリニック 25 0

合計 194 28

Ⅱ群：倉敷中央病院

川崎医科大学附属病院

Ⅲ群：西崎内科医院

玉島中央病院



地域で，震度7，M7.5の大規模地震を想定しての訓

練であった．

広島県はⅠ群（透析不能施設）の水島共同病院，倉

敷成人病センター，久保田医院,吉田内科クリニック，

の4施設の通院，入院患者の計222症例を，広島県

東部の3施設（山陽腎クリニック，高須クリニック，

尾道クリニック）で引き受けることとした．当日は電

話，FAX，インターネット（日本透析医会の災害情

報ネットワーク）を利用しての情報伝達訓練で非常に

スムースに経過，終了した．後日，広島県透析連絡協

議会幹事会で当該訓練の報告をした．

広島県では平成13年度より広島救急ネットのホー

ムページ（救急医療 NET HIROSHIMA）が更新さ

れた．その中で災害時のメニューとして全県下の医療

機関と連携したシステムが構築された．その中に特別

に透析に関する災害時状況紹介メニュー（被災透析機

関状況，透析支援可能状況，災害時状況管理など…）

が組み込まれており，平成14年度より県下の透析施

設は災害時の総合的情報が得られることになった．広

島県透析連絡協議会はコストのまったくかからない災

害情報システムを手に入れることができた．広島県地

域保健対策協議会のご高配に感謝申し上げる．さらに

救急医療NET HIROSHIMAの関連サイトに日本透

析医会の災害情報ネットワークとのリンクを交渉して
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表4 県内への被災透析患者移送と受け入れ

被災移送元施設名
被災患者数

受け入れ施設名
受け入れ患者数

外来 入院 外来 入院

しげい病院 189 52

岡山済生会病院

岡山中央病院

小林内科診療所

小林クリニック

岡山協立病院

幸町記念病院

木本内科医院

榊原病院

重井附属病院

笛木内科医院

菅病院

笠岡第一病院

5

15

2

10

10

18

4

15

80

15

10

5

0

5

1

3

5

0

0

10

20

5

3

0

児島中央病院 31 28

岡山済生会病院

幸町記念病院

福島内科医院

康愛クリニック

玉野クリニック

10

2

10

5

4

16

5

2

5

0

倉敷廣済病院 8 5
杉本クリニック

金光病院

6

2

4

1

計 228 85 計 228 85

表5 広島県への被災透析患者移送と受け入れ

岡山県 広島県

被災移送元施設名
被災患者数

受け入れ施設名
受け入れ患者数

外来 入院 外来 入院

水島協同病院 82 15
山陽腎クリニック

土谷病院

52

30

15

倉敷成人病センター 40 13
土谷病院

尾道クリニック 40

10

3

吉田内科クリニック 25 尾道クリニック 25

久保田医院 47 高須クリニック 47

計 194 28 計 194 28



いる．しかしその幹事会の施設でも透析関連施設のデー

タベースを確認した院長はほとんどいないことが判明

した．

今後の取り組みとしては，今回の岡山の取り組みを

見習って，広島県下の全透析施設を対象とした机上の

防災訓練が必要だと痛感した．是非取り組んでゆく所

存である．

4 考 案

危機管理システムと防災訓練のあり方に関して述べ

る．

1） 危機管理システム

危機管理システムには次の三要素が必須条件とな

る．

① 防災システム

どれだけの透析施設を参加・動員させることができ

るかという組織力と体制．

② 情報システム

防災システムを支える道具としての情報ネットワーク．

③ 防災訓練

防災訓練を実施して始めてシステムの有効性・有用

性が確立される．

三要素の中で基盤のしっかりした組織をつくること

が最も重要であり，組織が無ければ②と③は成立しな

い．

2） 防災訓練

次に上記の①，②が構築され，③の防災訓練を実施

する段階まで進んだ場合，訓練内容をどの範囲まで広

げるかが課題となる．防災訓練を含めて災害時情報の

流れは，

① どこに連絡するのか：情報送信と表示

② 連絡した後どうするのか：情報の解析と操作

③ 結果はどうなるのか：被災透析患者の移送先決定

であり，現在のところ日本透析医会をはじめいくつか

の県支部で構築された情報システムを見ると，①の段

階で終わっている．②，③の段階まで踏み込んで調整

しないと，被災施設や患者が無秩序に勝手に動くこと

になり，かえって混乱を招くことになる．これを回避

するためには被災地（県）での災害対策本部の設置が

必要となる．すなわち前述した防災システム構築にお

いては，

・各県支部としての透析医会

・災害対策委員会

・災害対策本部

の設置が理想的な形と言える．

3） 中国ブロック5県の動き

岡山県医師会透析医部会では2000年に情報システ

ムを立ち上げて以来，毎年県下全透析施設参加による

防災訓練を実施し，2001年には兵庫県透析医会と，

2002年には広島県透析連絡協議会と合同訓練を行っ

た．岡山県においては危機管理システムの三要素をす

べてクリアーし，第3回防災訓練においてはすでに

慣れの状態に入った．

いまだに活動を続ける鳥取県西部地震，現在マスコ

ミを賑わしている東海地震，東海西部地震，南海地震，

三浦半島の活断層による東京湾岸地震など，学者間で

日本列島は地震活動期に入ったとまで言われている．

このように他県にまたがるような広域大規模災害を想

定した場合，隣接県との広域防災協定が必要である．

そこで中国5県では，本年度第5回中国地区災害

ネットワーク連絡協議会において，2003年度夏に中

国ブロック合同防災訓練を行うことを決定し，その準

備作業を開始した．この訓練では鳥取県西部大震災と

し，米子市と松江市を中心に多数の被災施設が発生す

ることを想定している．

4） 岡山県における情報システム

① PCネットワーク

岡山県ではデータバンク方式をとっており，災害時

に必要となる施設情報・患者情報を集中管理している．

防災訓練においてはこれらの情報を十分活用し，患者

移送に関することまでスムーズに対応することが可能

となっている．Eメールは現行58（1施設は非会員）

透析施設中51施設が登録している．

② 災害時優先電話

停電時PC使用は不可能となるため，サブ的通信手

段として昨年県内各施設に災害時優先電話の設置を要

請した．その結果現行58透析施設中42施設での設

置が登録された．この電話は一般回線電話だけでなく

携帯電話にもかかりやすいというメリットがある．

以上のことから岡山県における情報システムはほぼ
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完成したと考えている．

5） 給水確保と渇水対策

給水確保は透析施設おいては死活問題に関わる事項

であり，岡山県では行政との話し合いに力を注いでき

た．

平成8年夏，降雨量の極端な減少により医療機関

でも給水制限が発生し，タンクローリーが出動すると

いう騒ぎがあった．今年度においても同様の事態が起

こりつつあり，県医師会福岡英明理事を通じて行政と

の連絡会議が行われた．結果は透析医部会全会員に報

告した．以下は県行政の回答である．

＊

渇水対策の今後の見通しに関して

（1） 医療機関に対する給水制限があり得るのか

6月以降少雨が続き，県下のダムの貯水率が著しく

低下したため，9月11日に岡山県渇水対策本部を設

置し，節水の広報活動などに取り組んでいます．

10月8日現在，県下3大河川の高梁川および旭川

において，上水道では10％取水制限が行われていま

すが，給水制限を行っている市町村はありません．

給水制限の見込みについては，今後の渇水の状況如

何によると思われます．

（2） 給水確保はどのようになされるのか

「岡山県地域防災計画」では，災害の発生により各

地域で断水が発生した場合，市町村は，水道施設の機

能が回復するまでの暫定措置として，給水車や給水タ

ンクによる応急給水を実施しますが，この場合，医療

機関から要請があったときは，優先的な給水に配慮す

ることにしています．

県においては，市町村から飲料水などの調達につい

て要請があったときには，近隣市町村，近隣県，自衛

隊または国に対し協力要請することとしています．

なお，本年5月2日付けで岡山県医師会から企画

調整班に対し，「給水車派遣要請への対応」について

FAXで照会があり，同様の回答をしています．

＊

1995年の阪神・淡路大震災から今年で7年が経過

している．日本透析医学会，日本透析医会は各県透析

医会支部の結成を促進してきたが遅々として進まない．

各県にはそれなりの事情もあるかもしれないが要は

・やる気・である．災害に対する危機感さえ持たない

というのであればそれは論外である．

結 語

岡山県においては3度の防災訓練ですでに慣れの

段階に達し，県内をカバーするだけでなく，広域大規

模災害に対してステップアップしつつあることを報告

した．
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はじめに

第7回になりました透析保険審査に関する懇談会

が，平成14年7月20日の午後7時から，東京で開

催されました．北海道から沖縄に至る33都道府県か

ら，約50名の出席でした．

この会は，各県の透析保険審査に関する情報交換の

場で，出席者は原則的に各県で国保または社保の審査

を担当されておられる（社）日本透析医会会員か，支

部長または支部長代理の方となっております．

あらかじめアンケート調査で保険審査に関する問題

点や疑問点が集約され，今回はそれぞれの項目に対し

て，愛知県および千葉県の担当者による審査の現状が

示されました．

以下にその概要を報告します．なお，（社）日本透

析医会は「透析に関する保険診療ガイドライン」を明

示しており，またこれら診療に基づく請求については

『医科点数表の解釈』に示されていますが，実際の診

療や保険審査は，施設によってまたは県単位によって

微妙に異なるものです．この懇談会は，あくまでも各

県の審査の現状を認識することを目的とし，各問題点

について，（社）日本透析医会として統一した見解を

提示するものではありません．したがって，愛知県や

千葉県の考え方も，ひとつの見方にすぎないことをご

了解ください．

なお，文中に用いた用語のうち，「フサン」や「リ

クセル」などの商品名や，「青本」など通称で記載さ

れているものも少なくありませんが，理解しやすいた

めそのままとしました．

また，アンケート内容については省略させていただ

きました．

1 診療行為別に見た問題点

診療行為別に見た保険審査上の問題点・疑問点と，

それに対する愛知県・千葉県の考え方を，表1～表8

に示します．以下1）2）… はアンケート番号に対応

しています．

以下に主なものを抽出し，全国的な審査傾向と，若

干の解説を加えてみます．なお，解説には，個人的な

考えが入っている場合もあります．

1） 基本診療の中では，本年の診療報酬改定で再診

料に逓減制が導入されました．この請求がわかりに

くかったり，請求間違いもあるようですが，原則的

には以下の通りです．

① 透析の来院にしろ，透析以外の受診にしろ，

月初めから順番に再診を数える．

② その1回目は1回目の点数，2～3回目はそ

の点数を算定する．

③ 4回目以降はすべて逓減した点数とする．

④ ただし 4回目以降で透析のための受診は

2～3回目の点数とする．

2） 指導管理料のうち，CAPDの頻回指導について

は，コメントを必要とする県が見られました．

3） 在宅指導料に関しては，問題や疑問点の提示が

ありませんでした．

4） 検査・画像診断では，β2-MGやhANPについて
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表1 基本診療料

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

透析時間フリー化は患者予後にかかわる重大問題

なので，是非3，4，5時間以上の差別化を復活

する必要があると考えます．一般マスコミ，患者

団体においてもとりあげられています．透析医会，

透析医学会はこの問題について特別声明を出すべ

きです．

東 京 都 中医協では，今回の改定に関

する問題点として，透析時間

区分の廃止を取りあげていま

す．（社）日本透析医会として

は，調査をして十分なデータ

を持って，要望・抗議するこ

とを考えています．

加算の増減はみとめるにしても，初診，再診料の

減額は絶対に認められない．

佐 賀 県 医師の技術料の逓減制は，認

めることはできないという意

見も強く，現在日医が対応を

検討中です．

在宅自己腹膜潅流指導料算定時の人工腎臓施行日

の再来の算定方法は？

福 島 県 例外は血液透析に通院する場

合であり，CAPDは例外とさ

れないと考えます．

同じです．

当院では祝日も外来診療を行える体制をとってお

りますが，休日加算は算定できないのでしょうか．

（急性病名が無いとの理由で原点されました．）

兵 庫 県 休日でも診療することが届け

出られている場合や，診療内

容が予定されたものでは休日

加算の対象とはならないとさ

れています．

同じです．但し，透析の祝祭

日夜間加算は別です．

外来透析において，外来管理加算52点が算定で

きないのはおかしいのではないか，一般外来より

管理が必要であって，すべて慢性維持透析患者医

学管理料2670点でまかなうのは極めて無理があ

る，それならば外来透析看護加算のような点数を

設定して欲しい．

奈 良 県 処置が実施された場合には請

求不可とされ，透析日の請求

はできないとされています．

同じです．

①今度の改正により，透析にかかわる点数が透析

時間にかかわらず一緒というのは理解に苦しむ．

多くの施設で短時間透析が行われるようになると

患者の余命が短縮するようにならないか，危惧す

る．②病態に応じた透析時間別点数評価の復活を

要望する．③透析日以外の受診があった場合の再

診療及び外来管理加算の算定は？

岡 山 県 「人工腎臓の時間などについて

は，患者の病態に応じて，最

も妥当なものとすること．」と

いう保発の一文だけでは，時

間の短縮を避けることは難し

いでしょう．再診については，

透析のための再診だろうとそ

れ以外の再診だろうと，すべ

て逓減制となるが，逓減に該

当する 4回目以降の透析のた

めの受診は，特例で逓減され

ないというルールです．

同じです．

表2 指導管理料

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

慢性維持透析患者医学管理料2670点の点数の引

き上げを希望する．それ以外に，透析患者生活指

導料のようなものを新設して欲しい（例 高血圧・

高脂血症の運動療法指導料）．

奈 良 県 生活習慣病指導管理科に該当

する指導料の新設は無理．

CAPD管理料3回についてはコメントが必要か． 神奈川県 保険者からの指摘も多く，2・

3回目は原則コメントが必要．
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表3 検査･画像診断について

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

内シャントの超音波検査は D215の 4のイ末梢

血管血行動態検査20点の算定でしょうか．

千 葉 県 愛知県では，原則的にそうし

ています．

透析導入初期のβ2-MGが査定される． 和歌山県 全く根拠のない査定と考えま

す．

同じです．

定期でのCT，胃ファイバーなどが今後，マルメ

にならない様にいまから動いてほしい．

徳 島 県 個々の病態に合わせて実施す

る生体検査が包括されること

はないと考えます．ただしこ

れらの検査が，大多数の施設

で「一時的・定期的に実施さ

れる」ことになりますと，問

題となる可能性もあります．

OCT使用でインタクトPTHの査定が増えてきた． 高 知 県 パルス療法であり，これにし

たがった請求は可と考えます．

同じです．

傷病名のない「定期」と称する検査施行の取扱い

例？

宮 崎 県 梅毒反応や骨塩量など多数見

かけますが，原則的には可と

しています．

同じです．

腎性骨異栄養症の診断で全身の骨X Pはどれ位

の間隔で，また，β2-MG，intactPTHの検査

頻度（入院時）．

大 分 県 全身骨は年１回．入院が継続

する場合のβ2 MGやPTHは

病態に応じてと考えますが，

原則的に査定はしていません．

同じです．

①包括項目の検査について，急性的疾病や外科，

整形など維持透析と関わりのない検査など，注記

により請求したいのですがどの程度なら良いので

しょうか．肺炎や気胸のX P，腸炎やその他の

炎症時のCBC，CRPなど．②臨時で画像診断を

した場合，コメントは必要でしょうか？ ③浮腫

のため，体液量測定を実施しましたが，減点にな

りました．レントゲンと併用のため減点になった

のでしょうか？ ④副甲状腺機能亢進症に対する

パルス療法施行時のCa，Pの検査は，月2回を

限度また，PTHは月１回を限度として，慢性維

持透析患者外来医学管理料に加えて，別に算定で

きるか．Ca，P，PTH共減点された．また，再

審査でも通らなかった．⑤同月において CTと

MRIの検査をした場合，減額査定されるのはお

かしい．⑥HBc抗体価精密検査，年1回の測定

は認められているはずだが減点となった．

兵 庫 県 たとえ他の呼吸器疾患を合併

したとしても，胸部 X線検査

は包括です．感染症マーカー

としての CBCや CRPも同様

です．ビタミンD3のパルス療

法中は，保発に明示されてい

る通りです．包括されていな

い画像診断や生体検査は，病

名があればコメントは原則不

要です．HBc抗体検査は，

HBs抗原陽性患者については

１/年程度は可としています．

同じです．

①血液検査がマルメになっているのが納得できな

い．②長期透析患者さんを診ていく上で必要な

β2-MG，PTHなど定期的検査は点数が取れるよ

うにしてほしい．③単独で請求できるようにすべ

きである．④検査算定時に前回施行日の必要なも

のについては，青本に記載されていないので返戻

という形でなく事前に連絡していただきたい．⑤

病名も記載し，年に何回の検査が必要であるとい

う条件がクリアしていると思われるが，減点され

ているものについては不必要ということだけでな

く理由を明記していただきたい．⑥前回の検査の

月日を記入しなければならないのが多くなってい

る．超音波，眼底，骨塩量，β2-MG，聴力，心

エコー，ドプラー，CTなど．

福 岡 県 愛知県の場合，社保および国

保の運営委員会で，透析レセ

プトについては原則返戻とせ

ず，査定としています．問題

があれば再審請求していただ

くという方式です．

②については，B001の15慢

性維持透析患者外来医学管理

料の保発（10）のア～オを参

考にして下さい．

④⑤⑥については，福岡県の

審査委員会に相談して下さい．
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問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

①人工腎臓障害者加算にうっ血性心不全が加わり

ましたが，心不全の指標としてHANPを毎月１

回検査は認められないでしょうか？ ②β2ミク

ログロブリン値の月2回算定（透析前後）はOK

でしょうか？ 透析による除去効果をみるためと

注記があります．

鹿児島県 本来は病態に応じて検査すべ

きかと考えます．β2-MGにつ

いても透析条件が変わらない

限り大きく変化するものでは

ないと考えています．しかし

入院の場合にはHANPについ

てもβ2-MGについても１/月・

透析前後で認める場合も多い．

①HANPの毎月1回の検査は

認めていません．②β2ミクロ

グロブリン値の月 2回算定

（マルメ以外での）は，認めて

いません．但し病状により認

めることはあります．

肝炎ウイルス陽性者のαフェト蛋白に関するコメ

ント．

神奈川県 『医科点数表の解釈』では，包

括以外の検体検査実施に関し

ては，その必要性などをコメ

ントすることとなっており，

コメントなしでは査定する場

合がある．

同じです．

表4 投薬・注射について

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

維持透析を行っている上で生じる合併症治療を，

どこまで病名無しで認めるか．例えば皮膚�痒症

などで抗ヒスタミン薬は可としても抗アレルギー

薬は不可など．

埼 玉 県 例として出された薬剤は，�

痒以外にも使用されるため，

やはり病名が必要か．

175円ルールの通知に準じて，

強心薬，糖尿病，血管拡張薬，

血圧降下薬，副腎ホルモン薬，

高脂血症の 6種類の薬剤につ

いては病名の記載が必要です．

薬剤を溶解するブドウ糖生食の20mlのあつか

いについて．

福 井 県

青 森 県

他剤溶解用のブドウ糖や生食

は認める．ただし使用量（生

食100ml）や，溶解剤不要の

薬品については査定もあり得

る．

透析アミロイドーシスの病名でエルシトニン注が

減点されたが，そうでない場合もあった．

高 知 県 エルシトニンは薬事法承認の

通り，骨粗鬆症または高Ca血

症（40U）がないと査定．た

だし回路からの投与は40U製

剤のみ．RODは骨粗鬆症の病

態を含むと解釈．

①EPOの価格をもっと下げるべき．②透析中の

10％NaCl注は算定不可でしょうか．③糖尿病性

腎不全でASOを合併している患者に透析終了後，

パルクス注を施注したが全額減点（過剰との理由）

された．（3カ月以内であった）．④糖尿病性網膜

症増悪のためにフラグミンを使用，消化管出血の

ためにフサンを使用しましたが，入院以外の外来

では算定できないのでしょか？ ⑤薬品メーカー

はどこも大増益なのになぜ薬価をもっと下げない

のか．

兵 庫 県 10％NaClは包括されている

と考えます．リプル・パルク

スはコメントで．ただし全体

に占める使用者数が問題にな

る場合があります．外来での

低分子ヘパリンやフサンは，

使用回数の問題でしょうか．

同じです．

腎不全には禁忌というだけで，薬（鉄剤など）を

査定するのはおかしいのでは．コメントを添付し

ているのにもかかわらず，抗菌薬についても，一

方的に半減するのは何故か．

奈 良 県 禁忌薬剤とされていてもほと

んど認めています．

①投薬日数を減らしてあるときがある．②病名が

あっても少し長くなるとカットされる．

福 岡 県

神奈川県

分割処方について指導時には

問題とされるが，通常では処

方回数を査定することはない．

発症日と治療期間の関係につ

いては，個々の薬剤により異

なる．
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問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

①フルスタン錠の二次性副甲状腺機能亢進症に対

する適応は，アルファロールと同様と考えて良い

でしょうか，パルス療法として使用すれば（例え

ば2錠を週2回内服など）Ca，Pは月2回を越

えて実施した場合，月2回を限度として慢透に

加えて別に算定できるでしょうか？ ②昨年の本

会で「腎不全に合併する病態に対する投薬・注射

の病名は必要か」の質問に査定が6県，通して

いるが4県でした．透析患者で高血圧症の病名

がありエホチールを注射している場合，透析時低

血圧症などの病名が必要でしょうか．平成14年

3月28日厚生労働省発行の診療報酬請求書など

の記載要領などの一部改正に関する問答集に「副

傷病については主なものについて記載する必要は

ないものである」と書いてありますが？

鹿児島県 フルスタンやホーネルなどは，

原則的にアルファロールやロ

カルトロールと同様に経口パ

ルスの対象薬と考えるが，現

時点では認めていない．高血

圧病名があろうとも，血圧低

下時のエホチールの請求は可．

③透析患者に対するビタミン剤の投与について，

透析患者は高K血症合併者が多く果物，野菜の

生食制限のためビタミン不足が起こりがちです．

水溶性ビタミンの透析液への溶出も考えられます．

神経痛や倦怠感を訴える患者がビタミン投与で症

状改善が認められることが多いです．以下点数表

の解釈には「患者の疾患や症状の原因がビタミン

の欠乏であることが明らかであり，かつ必要なビ

タミンを食事により摂取することが困難である場

合」算定できると書いてありますが，透析患者の

ような特殊な病態にたいしては，注記して認めて

良いのではないかと考えますが？ 第4回の本

会で北海道と大阪は認めていると言うことでした

が，現在の状況はどうでしょうか？

透析患者で，水溶性ビタミン

のすべてが減少しているとい

うことはありません．また標

準的な透析患者でビタミンの

摂取不足があるとは考えませ

ん．したがって，よほど食事

摂取量が減少している患者に

ついては認める場合もありま

すが，全体に占める頻度の問

題でしょう．

同じです．PとPCRが極端に

低い場合は認めることがある

かもしれません．

シャント手術後のプロスタンディン製剤について． 神奈川県 認めていない． 同じです．

グリセリン製剤の使用． 神奈川県 認めている． 同じです．

外来でのフサン． 青 森 県 外来でのフサン使用は，保発

に定められた病態に関して期

間を区切って認める．ただし

シャント手術後１回など，例

外的に認める場合もある．
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表5 処置について

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

①時間制限がなくなり，透析液，抗凝固薬の使用

量などどの様な対応をされているのだろうかご意

見を伺いたい．当県は最大6時間として対応し

ようかと考えております．（外来及び入院）注記

あればながくても可としてみます．

実使用料の請求と考えます．

フサンは50mg/時（CVVHD

などでは最大30mg/時）が目

安です．

同じです．

①人工腎臓が困難な障害者として ソ，うっ血性

心不全（NYHAⅢ度以上）が新設されましたが，

自覚症状のみで算定して良いのでしょうか？ 心

エコーとかHANPなど客観的なデータは必要で

はないでしょうか．②人工腎臓が困難な障害者

エ，透析中頻回の検査，処置を必要とするインス

リン注射を行っている糖尿病患者とは，血糖検査，

補液，湿布などを数回行っていれば，算定できる

でしょうか？ ③人工腎臓が困難な障害者 ツ，

結核菌を排菌中の患者，の項目は点数を120点

より増額してもらいたい．

鹿児島県 従来の身体障害者に該当する

等級表には心電図所見などが

ついていました． 今回の

NYHA―Ⅲ度以上は臨床所見

のみで判定可能です．糖尿病

性腎症については，レセプト

内で，透析が困難な様子がわ

かると望ましいでしょう．た

だし，請求されたものは原則

的に通しています．問題は指

導などが入ったときではない

でしょうか．

同じです．

国保で夜間加算が査定される． 神奈川県 就業または就学者以外は夜間

加算の必然性がないという判

断と聞いているが，愛知県で

はない．

同じです．

入院中のフラグミンなど低分子ヘパリンが査定さ

れる．

神奈川県 入院中であれば，査定される

ことはない．

同じです．

EPO750単位製剤の使用が認められない． 神奈川県 信じられない． 同じです．

「著しく人工腎臓が困難な患者」の定義が不明． 神奈川県 主治医の判断と考え査定は少

ない．ただし指導に際して問

題になることが予測される．

「著しく人工腎臓が困難な患者」

で障害者加算が算定できるも

のは，J038保（15）に限定

されていますので，定義を明

確にすれば算定対象が激減す

ると思います．

透析時間は書くべきか． 神奈川県 原則的には不要．ただし透析

液使用料などが多い出来高払

いの場合には，書いた方が

わかりやすいか．特にCVV-

HDFなど長時間にわたる場合

のフサンなど．

同じです．

透析時の消毒薬剤について． 神奈川県 認めているが大略 10ml/回ま

で．

表6 手術について

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

PTAで，K163四肢の血管拡張術が認められず，

K602血管血結紮術の2.その他のもの3130点と

なった場合，同時に行う画像診断及び検査の費用

は算定可能と思いますが，如何でしょう．

千 葉 県 使用されるカテーテルの定義

より考え，血管拡張術として

います．（＊）

ペンレスを療養型の患者に使用した場合，国保は

手術の項目で算定できるが，社保は算定できない

が，どうしてでしょう．

高 知 県 手術材料に分類され，処置の

人工腎臓に際してのシャント

穿刺も適応とされていますか

ら，国保も社保も通していま

す．

同じです．

シャント血管拡張術時のガイドワイヤ－バルンカ

テの算定はどの程度．

福 島 県 原則１本のみ． 同じです．



の質問が複数ありました．いずれも慢性維持透析患

者外来医学管理料に包括されている検査ですので，

質問は入院時のものかと考えます．県によって様々

な見解がありましたが，hANPについては心不全

の病名がなく，DW 設定のためというコメントで

は不可とするところが多かったようです．ちなみに，

外来で包括以外の検体検査を実施する場合は，その

必要性についてコメントが必要と医科点数表の解釈

に書かれています．病名などから必要性も想像でき

ますが，ルールですので遵守することを薦めます．

なお，生体検査には原則コメントは不要です．

5） 投薬・注射については，フサンや新しい経口ビ

タミンD3についての質問がありました．外来のフ

サン使用については毎年たくさんの質問があります

が，原則は『医科点数表の解釈』の記載通りで審査

されているようです．なお，平成6年の診療報酬

改定時に，外来透析技術料に抗凝固薬が包括された

時点では，包括点数の中に，一定頻度の低分子ヘパ

リンやフサンの使用分を組み込んだとされています

が，今回の診療報酬改定に見る技術料は，このこと

もまったく無視されていると思われます．ただ，県

によっては独自のフサン使用基準を設定し，審査側

と了解を得ているところもあり，たとえば愛知県で

は，致死的な出血が予想されるとは思われないシャ

ント手術でも，1回を限って出来高請求＋フサンを

認めているようです．なお，外来での抗凝固薬の問

題では，たとえば眼底出血時の低分子へパリンやフ

サンをいつまで認めるかという問題と，最近では

HITに対してフサンやアルガトロバンが長期にわ

たり使用される例も出てきているようで，今後審査

上の問題となることも予想されます．

新しい経口ビタミンD3製剤については，パルス

療法として認められるか（包括以外にPTHやCa

の検査が請求できるか）という質問がありましたが，

現実的には注射薬剤の使用で十分とされ，このこと

に関しては愛知県の見解のみが示されました．

また，技術料に包括されている生理食塩液以外に，

他剤溶解用の生食やブドウ糖液が取り上げられまし

たが，最近では他剤と併用して100mL・500mL

の生食や10％のNaCl液が請求されることもある

ようです．多量の補液などで溶解を必要とする薬剤

以外は不可のようです．

6） 処置については，身障加算の対象となるインス

リンを使用する糖尿病性腎症の解釈が問題となりま
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表7 特定保険医療材料について

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

PTAバルーンカテーテルの定義（H14.3.18保発

0318007号）で，「冠動脈及び心臓を除く動脈若

しくは静脈，またはシャント狭窄部の拡張を目的

に経皮的に使用するバルーンカテーテル……」と

なっているので，それを使用しての手術はK613

四肢の血管拡張術15800点が算定可と思われま

すが如何でしょうか．

千 葉 県 その通りと考えています．

（＊）

シャントPTA時のガイドワイヤーが査定される． 神奈川県 必要に応じて使用したものに

ついては査定されない．ただ

し原則1本のみ．

リクセルが査定されることがある． 神奈川県 算定要件が満たされていれば，

査定されない．

（＊）懇談会後状況が変わったもの

表8 その他

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

フサンなどについて，①「入院中以外の患者」で

「その他特に厚生労働大臣が認める場合ア・イ・

ウ」に該当しない事例の取扱い．例：生理出血，

歯科処置後，鼻血血嚢胞内出血，②上記「ア・イ・

ウ」で認める透析回数（従来通りetc?）．

宮 崎 県 原則的には包括点数です． 同じです．



した．特に，「頻回の検査や処置」に関しては，た

とえば毎回血糖の検査が必要であったり，週3回

の透析で，1回や2回の透析では血圧が低下し，補

液や除水設定を一時期止めるなどの処置が必要なも

のは対象となるという見解が示されましたが，おお

むね全県で了解されたようです．

7） 手術，8）特定保険材料では，シャントに関する

PTAに話題が集中しました．ここでは，後日談も

加えて解説します．

今回の懇談会開催時点では，シャントPTAを血管

拡張術で請求する県は千葉県や愛知県，血栓除去術で

請求する県は福岡県などでした．手技としては，ある

いは使用するカテーテルから，血管拡張術であっても

なんら問題はないものと考えられます．

しかし，この件に関しては，平成13年に某県の国

保審査会から疑義解釈照会が提出され，同年10月5

日付でこの回答が出ていました．以下にその内容を紹

介します．

疑義解釈照会：血管拡張術（血栓除去）の手技料に

ついて

〈照会〉

慢性腎不全，シャント狭窄病名で血管拡張術（血栓

除去術）を行った場合の手技料の算定は次の①，②の

どちらで算定するのか．

① K602 血管結紮術 2 その他のもの

3,130点

② K613 四肢の血管拡張術・血栓除去術

15,000点（当時）

（イントロデューサー，脈管造営カテーテル，

ガイドワイヤ－，PTAバルーンカテーテルなど

の保険医療材料の使用あり）

〈回答〉

医療用具について薬事法承認内容にしたがって使用

されていることが前提であれば，①の血管結紮術で算

定する．

ここで考えて見ますと，回答が出た当時は特定保険

医療材料の機能分類が行われている最中でした．その

後，平成14年3月18日付の保医発第0318007で，

課長通知として，PTAカテーテルに関する以下の定

義が示されました．

特定保険医療材料の定義について

・PTAバルーンカテーテル

① 定義 イ 冠動脈及び心臓を除く動脈若しくは

静脈，またはシャント狭窄部の拡張を目的に，経

皮的に使用するバルーンカテール……であること．

はたして「シャント」が透析のブラッドアクセスを

意味するものか不明ですが，上記2つの文章からは，

「カテーテルの定義から考え，透析のシャントに対す

るPTAは，血管拡張術で請求可」と読み取れます．

これが，疑義解釈では血管結紮術とされたにもかかわ

らず，愛知県･千葉県で血管拡張術として請求する根

拠でした．

懇談会の席上では，血管拡張術として当然という声

と，シャント手術よりも点数が高いのは問題とか，カ

テーテルを含めて総点数が透析医療費を押し上げ，最

終的には透析そのものの技術料が引き下げられる要因

となる…などの議論があった上で，疑義解釈について

日本透析医会から確認をという要望もありました．し

かし，この問題は各県によって審査が微妙に異なって

いるため，必要に応じて各県から確認をすることで議

論は終わりました．

懇談会以後の後日談となりますが，数県から疑義解

釈の確認が出されたようですが，回答は疑義解釈通り，

「透析シャントに対するPTAは，血管結紮術での請

求」というものであったと聞き及んでいます．

表の中で，愛知県と千葉県の見解には＊が付されて

います．これは，懇談会時点での見解が，後日談とし

て示したその後の確認で，状況が変わったことを意味

しています．

2 保険指導の内容・点数表の解釈・その他保険診療，

審査についての問題点

懇談会のためのアンケートには，各県で実施された

保険指導の内容（表 9）や，『医科点数表の解釈』（表

10），そのほか保険診療，審査についての問題点（表

11）についても含まれています．

この中でペンレスの請求が問題となっているようで

す．ペンレスは透析患者内シャント穿刺時の疼痛を緩

和する局所麻酔剤として薬事法で認められています．

ただし麻酔薬ですので，レセプト上は50.手術欄で請
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表9 各県で実施された保険指導内容

指導内容 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

7月まで主病の取扱いについては，今まで通りと

する，となりましたが，以後については厚労省よ

りの返事を待つとのこと．

埼 玉 県 本来，厚労省の意図は，指導

管理料などを算定する患者の，

該当する主病名を明記という

ことであったようです．

愛知県も，国保と社保の話し

合いで，当分は凍結すること

となっています．

千葉県も同じです．主病につ

いては， DPC（Diagnosis

ProcedureCombination＝診

断群分類：日本版 DRG）に使

いたかった様ですが，今のと

ころデータ集めはしていませ

ん．

透析移行前の腎不全患者に対するエポジン注の長

期投与について．

福 井 県 保存期のEPO投与期間が問題

になったということは聞いた

ことがありません．

同じです．

麻酔処置になっていたペンレスを処方箋として出

していたが，処置として変更になった．過剰とし

て査定されても請求できなくなった．

高 知 県 ペンレスは50手術での請求で

す．40処置の項で請求するこ

ともあるようです．したがっ

て請求方法は使用枚数（2枚）

×透析回数となります．処方

欄での請求や，処方料・処方

箋料の請求は認められません．

同じです．

最近，当院で健康保険の患者のうち，わずか

4～5名に投薬したペンレスが全部減点された

（全て1人あたりつき20枚しか投薬していない）．

兵 庫 県 毎回の使用分を請求するのが

原則です．26枚×1は不可と

されることもあります．

20投薬での請求が問題となっ

たのでしょうか．

表10『医科点数表の解釈』について

問題点・疑問点・提案 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

①解釈が不十分．②PTAをはじめ動脈表在化な

ど診療に該当する点数がないこと．透析患者への

投薬は少量多種となり現在の7種類超に対する

逓減のシステムは透析分野には不当な減点となっ

ている．対象からはずすよう交渉していただきた

い．③後発医薬品のチェックが難しい．特に院外

の場合．

福 岡 県 PTAに関しては別回答．シャ

ント表在化手術はK－602－

「2」に準じて3130点．（＊）

厚生労働省は「診療報酬請求書等の記載要領等の

一部改正について」（平成14年3月25日保医発

第0325002号）により，傷病名の記載に関し，

主傷病，副傷病の記載をする決定をしましたが，

社会医療診療行為別調査の手引き（平成12年6

月審査分）によれば，主病の決定について，客体

明細書の傷病名欄において，傷病名が2つ以上

ある場合は，次の基準で主傷病を選択する，1，

診療内容をみて，診療点数が多いほうの傷病を主

病とする．2，診療点数に差がないときは，医学

的に重篤な疾病を主病とする．なお，主病の選択

に当たっては，なるべく病態または症状は除外す

る，としております．この考え方で行くと，透析

患者が大手術を受けたり，癌の合併などで診療点

数が透析より多くなった場合は，そちらを主病と

考えて，特定疾患療養指導料は算定できると言う

ことになるのでしょうか？

鹿児島県 診療報酬の多い方を主病とす

るという考え方は初めて知り

ました．検討してみる必要は

あると考えます．ただ，通常

の外来透析の場合では，慢性

腎不全として請求される透析

費用を凌駕するものは少ない

と考えます．慢性腎不全は病

態名であって病名ではないと

も考えますが，ICD分類には

存在します．

同じです．

（＊）懇談会後状況が変わったもの



求することになります．この際，手術そのものはあり

ませんので麻酔薬のみの請求となり，わかりにくいた

め，「シャント穿刺時に使用」などのコメントがある

と良いかもしれません．また請求は使用方法に従って

行われるべきで，2枚×13などと書かれるべきです．

時に処置欄での請求も見ますが，愛知県では施設へ連

絡した上で，査定はしないということです．処方料を

請求しなくても，20処方欄での請求は間違いです．

主病の問題と，病態から推測可能な合併症病名をレ

セプトに明示する必要があるかという問題は，どの県

でも混乱しているようです．愛知県も千葉県も，現時

点では必ずしも主病名を明示しなくても，保険審査に

は影響を与えないことになっているようです．副病名

や，当然と思われる合併症については，愛知県では一

次診査で認める場合もありますが，保険者からの再審

請求は多くなり，県によってあるいは審査員によって

若干の差があるようです．鹿児島県から指摘のありま

した診療行為別調査の手引きにある主傷病名に関する

基準「傷病名が2つ以上ある場合は，1.診療報酬が

多い方を主病とする，2．診療点数に差がない場合は，

重篤な疾病を主病とする」は，透析の場合，特定疾患

療養指導料を算定できるか否かに関係し，重要と考え

ます．

3 次回の診療報酬改定に際しての要望

表 12に示しました以外にも，それぞれの項目で多

数の要望をいただきました．診療報酬点数を新設する

ものや，価格のアップを要望するもの，『医科点数表

の解釈』の記載内容を変更するものなど多岐にわたり

ます．ここでは掲載しませんが，今後これらの要望を

検討したうえで，次回の診療報酬改定に反映させるつ

もりでいます．
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表11 その他保険診療･審査についての問題点

問題点 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

病名の整理をいわれているが，疾病名慢性腎不全

で高血圧，貧血，腎性骨異栄養症などの記載は必

要か？ 病名がないと降圧薬，エリスロポエチン，

鉄剤，V Dの投与がOKにはならない．

和歌山県 今は，保険者からの返戻を考

え，病名やコメントをつける

ように指示しています．ただ

し，一次審査では，主病名か

ら推測できるものは，できる

限り通すようにしています．

表12 次回の診療報酬改定に対する要望

要 望 都道府県 愛知県の考え方 千葉県の考え方

看護料（ケア）の設定：一定の看護師・臨床工学

技士の配置条件を満たしていることに対する点数

の設置．

東京都-2 基準の設定が必要と思われ，

透析医会では基準策定の準備

を開始しました．

エリスロポエチン製剤の自己注射を認めてもらえ

る様にお願いしたい．

徳 島 県 メーカーサイドからの働きか

けが重要です．また，インス

リン自己注の場合の自己血糖

測定のような，自分でできる

効果判定法がないことも問題

とされています．

①エンドトキシンカットフィルター購入費の認定．

②水処理管理費 エンドトキシン測定料など．

③食事料の算定について改定前にもどしてほしい．

④透析時間の算定について改定前にもどしてほし

い．

高 知 県 エンドトキシン処理加算の新

設を今回改定で要望しました

が，認められませんでした．

①透析回数のしばりをなくして欲しい（コメント

をつける）．②夜間透析加算を算定できる時間を

短縮して欲しい．③基本的に技術料のアップを．

④フサン使用の要件の拡大．

奈 良 県 透析回数に原則縛りはありま

せん．技術料でしょうか？



おわりに

第7回透析保険診査に関する懇談会の内容につい

て，その概略を報告しました．出席された方は容易に

ご理解いただけると思いますが，診査の内容は各県に

よって様々です．特に，審査員として透析専門家が担

当しているか否かで，診査が大きく変わる可能性を示

唆しています．たとえば国保の場合，審査員は保険医

代表（主として医師会推薦の開業医）・保険者代表

（国保の場合には市町村立病院の医師）・公益代表（大

学などの医師）からなっており，各県の医会支部は透

析医療に造詣の深い審査員と情報の交換ができる体制

を作ることが望ましいと考えます．
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はじめに

平成14年1月末の中医協で平成14年度社会保険

診療報酬改定の骨子が公表された．改正される項目に

透析時間枠の撤廃といわゆる透析食の給付の除外が記

された報道を知って，透析関係者すべてが驚愕したと

思う．当会でも，寝耳に水の出来事に会長は日医に直

行し詳細説明の上で要望書を再提出し事に当たったが，

厚労省担当課は面会すら拒絶した．

透析医療施設への経済的打撃が容易に想像できる本

改定が4月から施行され，5月に開催された当会の総

会においても会員から激しいそして厳しい討論が行わ

れた．4時間透析から3時間透析への時間短縮は，患

者の死亡リスクを5割にも増強する国民を無視した

無謀な改定である．これに対して，執行部はその総会

で改定が透析医療に及ぼした影響を調査し，調査結果

を会員へ直ちに報告するとの回答を交わした．

施行した調査は，①前年との外来透析医療費の新旧

対比，②定点観測を行っている6月分の外来透析医

療費実態調査結果，③本改定へ会員がどのように対応

したかのアンケート調査であるが，これらの結果を誌

上を借りて発表したい．

1 透析レセプト新旧対比のシミュレーションに

ついて

7施設から136名分の平成14年3月分の旧レセプ

トとそれを新（改定）点数に変換したレセプトを作成

して，その対比を確認した．4時間未満は136名中

の8名で透析回数は100回だった．4時間以上5時

間未満は120名で透析回数は1,533回，5時間以上

は18名で透析回数は234回である．

1） 4時間未満透析の結果

8件の診療行為別および請求点数を表1に示す．

（12）再診料は0.75％増加し，（13）慢性維持透析患

者外来医学管理料等は▲4.43％，2名が行っている

（14）在宅インスリン自己注射は▲5.33％，4名の院

外調剤を除いた（20）投薬は▲6.85％，エリスロポ

エチン製剤が主な（30）注射では▲6.52％である．4

時間未満群の（40）処置は旧点数は1,630点で新点

数は1,960点であるところから，新点数が330点高

いので 10.86％ の増加となった．1.12％ 増加した

（70）画像診断のを除いて，（50）手術・麻酔，（60）

検査，（80）その他はすべて減少し，それぞれ▲

10.00％，▲12.18％，43.62％であった．そのほかに

は透析食を請求するので63点/回が含まれるため，

高値の減少結果になっている．新旧の請求点数の平均

は，それぞれ39,651.9点と37,759.4点となり，新点

数で1,892.4点増え，5.01％増加している．

2） 4時間以上5時間未満の結果

この群では，再診料が0.62％増加した以外の診療

行為は減少し（表2），2,110点だった処置料が1,960

点に減点されたので，（40） 処置で点数減少が

2,917.5点となり▲8.49％となった．総請求点数は新

点数で3,534.9点減少し，その比率は▲8.02％を示し
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た．

3） 5時間以上の結果

この群では在宅でインスリン自己注射の患者はない

が，最大の減少幅を呈した（表 3）．再診料こそ

0.70％ 増加したが，その点数は 5.4点に過ぎず，

（40）処置では2,210点が1,960点に引き下げられた

ため4,355.1点の減少を示し，比率は▲11.92％であっ

た．総請求点数では4,799.4点の減少となり，引き下

げられた比率は▲10.43％である．
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表1 外来レセプト（4時間未満）

N数 旧点数 N数 新点数 増 減 増減％

（12）再診

（13）指導

（14）在宅

（20）投薬

（30）注射

（40）処置

（50）手術

（60）検査

（70）画像

（80）その他

8

8

2

4

8

8

2

3

6

5

913.1

2,931.3

1,276.5

2,314.5

4,764.3

26,802.1

130.0

314.7

44.5

770.3

8

8

2

4

8

8

2

3

6

4

920.0

2,801.3

1.208.5

2.156.0

4.453.6

29,713.1

117.0

276.3

45.0

434.3

6.9

－130.0

－68.0

－158.5

－130.7

2,911.0

－13.0

－38.3

0.5

－336.0

0.75

－4.43

－5.33

－6.85

－6.52

10.86

－10.00

－12.18

1.12

－43.62

請求点数 8 37,759.4 8 39,651.9 1,892.4 5.01

3月分を新旧に置換
透析回数 100

表2 外来レセプト（4時間～5時間未満）

N数 旧点数 N数 新点数 増 減 増減％

（12）再診

（13）指導

（14）在宅

（20）投薬

（30）注射

（40）処置

（50）手術

（60）検査

（70）画像

（80）その他

120

119

11

73

101

120

19

48

109

64

867.9

2,888.3

1,862.1

1,731.3

4,710.8

34,370.6

136.4

524.3

239.9

652.1

120

119

11

73

101

120

19

48

109

46

873.3

2,757.9

1,819.2

1,651.6

4,422.9

31,453.0

123.9

494.4

238.5

428.1

5.4

－130.3

－42.9

－79.7

－287.8

－2,917.5

－12.5

－29.9

－1.4

－223.9

0.62

－4.51

－2.30

－4.60

－6.11

－8.49

－9.18

－5.69

－0.60

－34.34

請求点数 120 44,088.5 120 40,553.5 －3,534.9 －8.02

3月分を新旧に置換
透析回数 1,533

表3 外来レセプト（5時間以上）

N数 旧点数 N数 新点数 増 減 増減％

（12）再診

（13）指導

（14）在宅

（20）投薬

（30）注射

（40）処置

（50）手術

（60）検査

（70）画像

（80）その他

18

18

11

16

18

1

13

14

7

880.3

2,848.9

1,927.6

4,065.3

36,549.4

130.0

525.0

473.7

479.7

18

18

11

16

18

1

13

14

7

886.5

2,718.9

1,825.7

3.866.6

32,194.3

117.0

501.2

465.8

332.0

6.2

130.0

0.0

－101.9

－198.7

－4,355.1

－13.0

－23.8

－7.9

－147.7

0.70

－4.56

－5.29

－4.89

－11.92

－10.00

－4.54

－1.67

－30.79

請求点数 18 46,011.6 18 41,212.2 －4,799.4 10.43

3月分を新旧に置換
透析回数 234



2 外来医療費実態調査結果

第5回調査の前年より12施設増加した149施設の

5,274名のレセプトが集計された．全員の内訳は診療

所からの2,604名と病院からの2,670名である．

今回の第6回調査の問題点は，通常行ってきた4

時間以上5時間未満の外来透析患者に3時間透析と5

時間透析との混合で調査しているかもしれない点であ

る．点数が同じであるので所謂4時間透析群と断定

できない懸念があった．この点を提出施設が自覚する

ために，また短時間透析への移行状況をも確認するた

めに各施設の治療時間別の実態を併せて報告して頂き，

充分とはいえないまでも4時間透析のレセプト集計

の確認を図った．また，リクセルの使用症例を外すよ

うに依頼したが，（40）処置の項目を検討した結果，

数例に混入していることが判明した．しかしながら，

充分な母集団であるところから，平均値にはまったく

影響は及んでいない．

今回調査のもう1つの問題は，例年の対象だった6

月の月･水・金の患者群が12回透析であったことで，

やむなく火・木・土の13回透析の患者群を対象とし

たことにある．ために，平均年齢が前年の58.4歳か

ら62.6歳を示し，インスリン在宅自己注射の比率が

7.6％から10.5％に上昇した．土曜日が影響したの

か，前年に29.0％だった夜間加算も17.9％と減少し

ている．しかし，透析医療費としては，過去を通して

夜間加算，障害者加算と手術を除いた点数（除夜障害

手術）を当て，その点数を13回で除しているので点

数結果への影響は避けられている．

1） 集計結果の総括

表 4は集計結果の総括一覧である．（13）指導では，

慢性維持透析患者外来医学管理料 2,800点が 2,670

点に引き下げられたことに連動して▲3.69％減少し

2,813.6点である．因みに（13）には栄養指導・悪性

腫瘍管理料・診療情報提供料等も算定される項目であ

るので2,670点を超える点数となる．（20）投薬は前

年より▲3.31％引き下げられて1,743.4点を示した．

（30）注射の内のEPOの使用頻度は83.2％であった．

（60）検査は608.0点から528.5点に下がっている．

透析食は給付から除外された．院外処方は続伸し

32.8％の施設が選択している．透析請求点数（夜間加

算， 障害者加算と手術を除いた点数） は月額

39,286.1点と3,685.5点前年より引き下げられた．1

回当たりの透析点数は3,022.0点となり，その引き下

げ率は▲8.58％であり，前述した新旧対比の4時間

透析の▲8.02％を上回った．

2） 病院と診療所のレセプト集計

表 5,6,7は総括一覧（表4）を作成した集計結果
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表4 第1回調査から今回（第6回調査）までの集計結果

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

施設数

総数（人）

病院（人）

診療所（人）

透析回数（回）

平均年齢（歳）

透析歴（年）

管理指導料（点）

在宅注射（％）

投薬（点）

EPO（％）

夜間加算（％）

障害者加算（％）

検査（点）

画像診断（点）

透析食（点）

院外処方（％）

除夜障害手術（点）

透析医療費/1回（点）

Ⅱ型（％）

34

3,779

1,861

1,918

12.5

57.1

8.5

2,593.2

7.8

1,628.1

72.7

29.5

25.9

533.9

365.8

19.5

43,124.7

3,317.3

―

99

3,882

1,636

1,967

13

56.4

8.9

3,019.4

6.1

1,815.0

78.1

30.6

19.0

600.9

158.9

817.9

13.3

43,525.7

3,348.1

―

125

4,519

2,039

2,480

13

56.9

8.7

3,025.8

6.3

1,684.3

78.7

31.1

17.6

665.3

161.2

818

26.5

43,095.5

3,315.0

96.9

128

4,748

2,583

2,165

13

57.8

9.0

2,920.6

7.3

1,755.5

79.6

30.3

20.8

575.1

217.7

818.7

27.7

42,303.5

3,254.1

98.2

132

5,059

2,719

2,339

13

58.4

9.0

2,921.3

7.6

1,803.1

81.9

29.0

21.3

608.0

208.0

817.4

25.6

42,971.6

3,305.5

98.7

149

5,274

2,670

2,604

13

62.6

7.8

2,813.6

10.5

1,743.4

83.2

17.9

24.3

528.5

212.0

―

32.8

39,286.1

3,022.0

99.0
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表5 病院・診療所別集計結果表 －病院・診療所計－

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

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

5,256

329,042

62.60312024

12.51923056

0.172683149

63

58

156.7311339

0.065615274

－0.357322807

77

18

95

0.338530779

5,223

40,653.48

7.783549684

6.840023024

0.094644973

6.03

1.09

46.78591497

0.625216457

1.146832612

33.05

0.03

33.08

0.185543503

5,274

4,709,106

892.890785

96.16581732

1.324191099

967

974

9247.864421

－0.430824034

－0.07534978

1004

488

1492

2.595965192

5,274

14,838,727

2813.562192

208.7884552

2.874990528

2690

2670

43592.61902

16.51552204

2.483088334

3280

2670

5950

5.636176942

1,072

139,610

130.233209

5.40098011

0.164958685

130

130

29.17058614

536.9311591

23.17483731

130

130

260

0.323678673

91

7,280

80

0

0

80

80

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

80

80

0

672

298,125

443.6383929

37.32243863

1.439744327

450

450

1392.964425

30.63388921

－5.704623159

225

225

450

2.826949666

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

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

268

75,411

281.3843284

41.25164458

2.519845248

294

294

1701.69818

6.896349189

－2.974044109

147

147

294

4.961292499

150

25,926

172.84

10.01212688

0.817486736

174

174

100.2426846

72.44567202

－8.57203723

87

87

174

1.615364961

1,997

210,795

105.5558338

172.034905

3.849705783

20

10

29596.00853

53.54561305

4.831595176

2690

10

2700

7.549860199

552

982,616

1780.101449

1172.945744

49.92388622

1636.5

1120

1375801.717

19.46134225

4.055720397

7906

300

8206

98.06455025

3,612

821,211

227.3563123

114.5887405

1.906637257

210

168

13130.57946

0.345269205

0.799937567

700

30

730

3.738192028

3,630

6,328,549

1743.401928

1137.145003

18.87393846

1528.5

30

1293098.757

4.010946381

1.486850181

10104

1

10105

37.00454418

4,824

21,381,431

4432.303275

3288.76297

47.35097482

4112

4225

10815961.88

372.8635791

11.26711303

124136

3

124139

92.82953854

うちEPO うちV･D3 40：処置 Ⅱ型（319） Ⅱ型（309） Ⅰ型（297） Ⅰ型（292）

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

4,387

17,686,410

4031.550034

1975.372277

29.82394826

4056

4225

3902095.633

－0.428544133

0.455411481

11671

172

11843

58.47005275

598

1,376,452

2301.759197

1092.606974

44.68002178

2418

2418

1193789.999

1.93694887

0.964648347

6916

143

7059

87.74909058

5,274

163,624,655

31024.77342

2479.664443

34.14466466

29627

29627

6148735.749

13.38684161

2.487565359

39390

24687

64077

66.9377411

3,643

15,062,542

4134.653308

171.0828894

2.834503456

4147

4147

29269.35506

251.3176196

－15.16503603

4147

319

4466

5.557372597

1,579

6,283,206

3979.231159

321.6089075

8.093511791

4017

4017

103432.2894

87.14051776

－9.097422318

4017

309

4326

15.8751874

12

44,550

3712.5

514.4190898

148.5

3861

3861

264627

12

－3.464101615

1782

2079

3861

326.8464616

29

105,704

3644.965517

576.7630414

107.102208

3796

3796

332655.6059

14.33897211

－3.840201616

2628

1168

3796

219.3891742

特定積層型 ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

38

469,476

12354.63158

1256.362928

203.8089796

12636

12636

1578447.807

21.99661604

－4.655474455

6804

5832

12636

412.9558156

5,274

21,965,478

4164.861206

714.5428344

9.83916414

4147

4147

510571.4622

133.1862074

11.47784472

12327

309

12636

19.28885313

5,274

134,299,490

25464.44634

263.8647084

3.633383545

25480

25480

69624.58436

310.7289496

－17.32638109

6770

20670

27440

7.122942617

943

5,038,500

5343.054083

1830.611376

59.61290836

6500

6500

3351138.009

0.884391797

－1.436604788

6000

500

6500

116.9894343

1,283

1,969,560

1535.120811

165.9865234

4.634037037

1560

1560

27551.52596

47.38391495

－6.915017547

1440

120

1560

9.091130097

1,414

740,492

523.6859972

3527.192804

93.80035781

143

143

12441089.08

237.6635518

13.71522

80800

5

80805

184.002876

69

327,921

4752.478261

7011.588961

844.0961185

1560

15800

49162379.75

7.239651555

2.3063145

39050

50

39100

1684.366587
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うち輸血 うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

24

44,295

1845.625

1074.940112

219.4212316

1988

480

1155496.245

－0.704997396

0.441885929

3582

480

4062

453.9067826

1,137

148,730

130.8091469

38.68814446

1.147354619

143

143

1496.772522

84.84592403

3.92905221

798

6

804

2.251170481

10

213,216

21321.6

14677.28125

4641.363861

24767.5

143

215422584.9

－1.140712582

－0.251337945

41618

143

41761

10499.50251

8

101,988

12748.5

13453.70073

4756.60151

10745.5

3130

181002063.4

3.901965789

1.789351163

42625

6

42631

11247.56724

263

157,725

599.7148289

2452.244642

151.2118825

117

117

6013503.785

27.66206214

5.330195943

15795

5

15800

297.7453565

1,667

881,007

528.4985003

519.3493128

12.7201362

340

330

269723.7087

8.614490205

2.464965623

4192

13

4205

24.94913508

985

602,684

611.8619289

530.4409897

16.90125528

510

550

281367.6435

5.029702985

1.903705713

3744

16

3760

33.16661419

うち検体 70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

921

259,595

281.8621064

210.8706524

6.948424239

265

330

44466.43205

12.48645792

2.490228762

2064

13

2077

13.63658863

4,047

857,810

211.9619471

755.1872536

11.87102033

16

16

570307.788

169.8048819

11.11131199

15364

10

15374

23.27375567

3,537

142,401

40.26039016

87.42916199

1.470072609

16

16

7643.858366

104.1327142

8.641519733

1710

10

1720

2.882274499

1,025

678,897

662.3385366

1214.839052

37.94519698

172

95

1475833.923

59.87147686

6.641798161

12961

19

12980

74.45928484

1,765

664,298

376.3728045

240.2375392

5.718320799

340

276

57714.07522

32.74586246

4.133195799

3170

30

3200

11.21538338

1,732

615,019

355.0918014

164.879867

3.961810372

333

276

27185.37054

5.550394372

1.187587992

1970

30

2000

7.770435044

0

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

0

0

＃NUM!

請求合計 除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

5,274

214,943,693

40755.34566

4960.602806

68.30687104

40016

37953

24607580.2

94.68475327

5.29799254

133443

31361

164804

133.9098713

5,274

209,905,193

39799.99867

4609.808284

63.47647499

39178.5

37953

21250332.41

110.7560619

6.043537372

130415

27889

158304

124.4402864

5,274

212,974,133

40381.89856

4874.268271

67.11805545

39595.5

39170

23758491.18

102.6118985

5.577682131

133443

31361

164804

131.5792984

5,274

207,935,633

39426.55157

4496.356491

61.9142582

38821

39485

20217221.69

123.649952

6.472095424

131975

26329

158304

121.3776919

5,274

209,164,701

39659.59443

4243.726177

58.43557084

39117.5

43349

18009211.86

123.3981436

5.297816878

150574

7730

158304

114.5580181

5,274

212,233,641

40241.49431

4541.285482

62.5329247

39534.5

37810

20623273.83

113.6997266

4.949205695

157074

7730

164804

122.5905355

5,274

207,195,141

39286.14733

4120.889122

56.74412018

38773.5

37810

16981727.15

140.3150804

5.743685303

150574

7730

158304

111.2420714

除夜障手在

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

5,274

206,212,525

39099.83409

4032.502324

55.5270452

38604

38230

16261075

153.7748123

6.077480612

150574

7730

158304

108.8560984
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表6 病院・診療所別集計結果表 －病院1･2計－

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

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,670

166,983

62.54044944

12.72570131

0.24627827

63

58

161.9434738

0.073486294

－0.379646194

74

19

93

0.482915334

2,655

20,707.36

7.799382298

6.89775955

0.133867696

6.03

1.08

47.57908681

0.655555639

1.159455306

31.98

0.03

32.01

0.2624954

2,670

2,166,659

811.4827715

64.79421472

1.253951098

778

778

4198.290261

6.877468385

1.934995261

919

488

1407

2.458813004

2,670

7,383,377

2765.309738

147.1137669

2.847066985

2680

2670

21642.46041

6.606999

2.127169718

1290

2670

3960

5.582678094

436

56,930

130.5733945

8.463125068

0.405310182

130

130

71.62448592

216.8915737

14.74940817

130

130

260

0.796609478

26

2,080

80

0

0

80

80

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

80

80

0

0

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

0

0

＃NUM!

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

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

268

75,411

281.3843284

41.25164458

2.519845248

294

294

1701.69818

6.896349189

－2.974044109

147

147

294

4.961292499

150

25,926

172.84

10.01212688

0.817486736

174

174

100.2426846

72.44567202

－8.57203723

87

87

174

1.615364961

889

94,130

105.8830146

155.0344405

5.199688247

20

10

24035.67774

7.219565796

2.220716561

1280

10

1290

10.20511377

288

509,196

1768.041667

1284.475027

75.68841684

1520

1120

1649876.096

17.70686857

4.090481841

7906

300

8206

148.9748443

1,715

382,544

223.0577259

108.8640328

2.628768587

210

168

11851.37765

0.638381066

0.830982977

688

42

730

5.155930173

1,731

3,182,227

1838.374928

1210.889199

29.10421376

1620

942

1466252.653

4.294395539

1.553262535

10104

1

10105

57.0830962

2,495

11,276,743

4519.736673

2722.583022

54.50619391

4225

4225

7412458.311

2.014964596

1.038480716

18201

3

18204

106.8820706

うちEPO うちV･D3 40：処置 Ⅱ型（319） Ⅱ型（309） Ⅰ型（297） Ⅰ型（292）

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,292

9,477,152

4134.883072

2014.909712

42.0870304

4056

4225

4059861.148

－0.573123019

0.368906457

11671

172

11843

82.53257849

324

730,632

2255.037037

1079.691679

59.98287108

2232

2418

1165734.122

1.758078215

1.002950808

5811

143

5954

118.0065267

2,670

82,736,735

30987.5412

2456.600226

47.54215425

29627

29627

6034884.671

23.24716214

3.101283605

36598

27479

64077

93.22314666

1,777

7,336,681

4128.689364

212.506548

5.041138191

4147

4147

45159.03296

168.8293249

－12.39398295

4147

319

4466

9.88717445

883

3,512,403

3977.806342

315.5509164

10.61913383

4017

4017

99572.38082

75.45545076

－8.451218082

4017

309

4326

20.84172513

6

21,384

3564

727.4984536

297

3861

3861

529254

6

－2.449489743

1782

2079

3861

763.4615577

18

63,948

3552.666667

723.963275

170.6397804

3796

3796

524122.8235

7.852979556

－2.92369902

2628

1168

3796

360.0189696

特定積層型 ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

5

52,488

10497.6

3104.319056

1388.293687

12636

12636

9636796.8

－0.651672434

－1.080543875

6804

5832

12636

3854.529194

2,670

10,986,904

4114.945318

325.8357304

6.305841867

4147

4147

106168.9232

571.6512686

22.93483645

9765

2871

12636

12.36482508

2,670

68,026,530

25478.10112

77.46467958

1.499160387

25480

25480

6000.776582

760.2287846

－14.48595646

4550

22890

27440

2.939632223

487

2,593,000

5324.435318

1843.819182

83.55142248

6500

6500

3399669.176

0.853331623

－1.417890382

6000

500

6500

164.1667403

633

979,080

1546.729858

112.5800053

4.474653491

1560

1560

12674.2576

92.72665679

－9.454944637

1440

120

1560

8.786995147

830

497,079

598.8903614

4040.898896

140.2616483

143

143

16328863.89

217.7839623

13.3332199

80800

5

80805

275.3098466

45

229,254

5094.533333

7636.760045

1138.420973

1660

15800

58320103.98

7.757761238

2.415892045

39050

50

39100

2294.336629
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うち輸血 うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

13

23,203

1784.846154

1097.993082

304.528489

1500

830

1205588.808

－0.958791738

0.518341879

3408

480

3888

663.5105674

687

89,985

130.9825328

41.72189947

1.59178975

143

143

1740.716896

102.9120998

5.746286257

798

6

804

3.125361791

7

179,792

25684.57143

14588.68039

5514.002897

29290

＃N/A

212829595.6

0.241860259

－0.962239509

41618

143

41761

13492.2889

5

83,052

16610.4

15233.55331

6812.652146

10767

＃N/A

232061146.3

3.462249903

1.740173599

39501

3130

42631

18914.99388

137

71,122

519.1386861

2090.580197

178.6103201

117

117

4370525.562

33.79603419

5.782967732

15795

5

15800

353.2125897

910

527,321

579.4736264

593.6450148

19.67914062

360

330

352414.4036

7.011633972

2.335096976

4192

13

4205

38.6218067

563

373,223

662.9182948

596.3807542

25.13445209

490

550

355670.004

4.260729997

1.837162691

3744

16

3760

49.3689596

うち検体 70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

481

139,961

290.97921

233.4189893

10.6429898

290

330

54484.42457

14.83409822

2.925879956

2064

13

2077

20.91260041

2,113

715,914

338.8140085

998.8096248

21.72866129

84

16

997620.6666

100.5534619

8.735860419

15358

16

15374

42.61183551

1,690

100,141

59.25502959

121.6498364

2.959158154

16

16

14798.6827

52.87352639

6.239679197

1704

16

1720

5.804006394

850

586,389

689.8694118

1303.522413

44.71044991

172

95

1699170.681

53.68855321

6.407724202

12932

48

12980

87.75598666

1,004

411,770

410.1294821

281.8446238

8.894937456

347

276

79436.39199

27.95428151

4.13899809

3170

30

3200

17.45480543

979

365,306

373.1419816

167.7140584

5.360164552

345

276

28128.00538

8.648027105

1.406862057

1970

30

2000

10.51875465

0

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

0

0

＃NUM!

請求合計 除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,670

109,346,994

40953.93034

4815.910606

93.20147513

40274.5

42040

23192994.96

37.7105738

3.489043327

87536

32606

120142

182.754335

2,670

106,753,994

39982.76929

4505.882533

87.20155609

39405.5

37972

20302977.4

51.1654238

4.223396164

92253

27889

120142

170.9893794

2,670

108,367,914

40587.23371

4722.863305

91.40074701

39849

42040

22305437.8

40.83162139

3.656221154

87536

32606

120142

179.223373

2,670

105,774,914

39616.07266

4384.518726

84.85282358

39035

42040

19224004.46

57.28718092

4.504566898

93813

26329

120142

166.3838617

2,670

106,256,915

39796.59738

3969.861245

76.82802992

39338

38380

15759798.3

11.13312599

1.126049096

72394

7730

80124

150.6484259

2,670

107,870,835

40401.0618

4219.941061

81.66778084

39789

38139

17807902.56

7.95307302

0.951558611

71091

7730

78821

160.138463

2,670

105,277,835

39429.90075

3830.155086

74.12432107

38960.5

38380

14670087.98

12.27099467

1.138768954

71091

7730

78821

145.3468519

除夜障手在

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,670

104,768,639

39239.19064

3736.966628

72.32086116

38769

38380

13964919.58

13.53393871

1.17819297

71091

7730

78821

141.8105332
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表7 病院・診療所別集計結果表 －診療所－

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

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,586

162,059

62.66782676

12.30454404

0.241964284

63

65

151.4018039

0.049502003

－0.33064862

77

18

95

0.474462845

2,568

19,946.12

7.767180685

6.781117887

0.133814688

6.03

1.09

45.98355979

0.592262839

1.133291546

33.05

0.03

33.08

0.262395718

2,604

2,542,447

976.3621352

25.71059646

0.503838861

974

974

661.0347701

201.195485

10.73907565

888

604

1492

0.98796509

2,604

7,455,350

2863.037634

247.5461379

4.851049042

2800

2670

61279.0904

14.09028409

2.172911726

3280

2670

5950

9.512301394

636

82,680

130

0

0

130

130

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

130

130

0

65

5,200

80

0

0

80

80

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

80

80

0

672

298,125

443.6383929

37.32243863

1.439744327

450

450

1392.964425

30.63388921

－5.704623159

225

225

450

2.826949666

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

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

0

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

0

0

＃NUM!

0

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

0

0

＃NUM!

1,108

116,665

105.2933213

184.6155694

5.546237257

20

10

34082.90846

70.01346914

6.001775926

2690

10

2700

10.88231366

264

473,420

1793.257576

1040.007178

64.00801706

1730.5

300

1081614.93

21.51085732

3.843414029

7810

300

8110

126.0333344

1,897

438,667

231.2424881

119.4239922

2.741939825

210

168

14262.0899

0.104639161

0.761031328

546

30

576

5.377536763

1,899

3,146,322

1656.830964

1058.408249

24.28794293

1459

30

1120228.023

3.070808361

1.331662659

8326

1

8327

47.63390678

2,329

10,104,688

4338.638042

3801.293362

78.76742408

4056

4225

14449831.23

433.8625822

14.75044986

124133

6

124139

154.4616791

うちEPO うちV･D3 40：処置 Ⅱ型（319） Ⅱ型（309） Ⅰ型（297） Ⅰ型（292）

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,095

8,209,258

3918.500239

1925.32531

42.06414894

3969

4225

3706877.551

－0.224497282

0.551318603

11671

172

11843

82.49191628

274

645,820

2357.007299

1107.114661

66.88324263

2418

2418

1225702.872

2.196596996

0.926525267

6916

143

7059

131.6725202

2,604

80,887,920

31062.94931

2502.989384

49.04994421

29654.5

29627

6264955.858

4.096319169

1.893389722

27859

24687

52546

96.18081545

1,866

7,725,861

4140.332797

118.6906953

2.747646478

4147

4147

14087.48114

453.2826426

－20.68352119

2871

1276

4147

5.388778723

696

2,770,803

3981.038793

329.353511

12.48411262

4017

4017

108473.7352

99.97522544

－9.826731942

4017

309

4326

24.51106679

6

23,166

3861

0

0

3861

3861

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

3861

3861

0

11

41,756

3796

0

0

3796

3796

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

3796

3796

0

特定積層型 ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

33

416,988

12636

0

0

12636

12636

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

12636

12636

0

2,604

10,978,574

4216.042243

959.2954118

18.79887575

4147

4147

920247.687

72.52135059

8.549339315

12327

309

12636

36.86224782

2,604

66,272,960

25450.44547

366.7437694

7.186910796

25480

25480

134500.9924

163.9875171

－12.82775944

4810

20670

25480

14.0926346

456

2,445,500

5362.938596

1818.212903

85.14562035

6500

6500

3305898.159

0.941168075

－1.461643549

6000

500

6500

167.3273793

650

990,480

1523.815385

204.5045041

8.021326594

1560

1560

41822.09221

30.88912798

－5.663018843

1440

120

1560

15.75088823

584

243,413

416.8030822

2629.580015

108.8127952

143

143

6914691.054

134.4394312

11.34797469

37275

5

37280

213.7127004

24

98,667

4111.125

5755.225061

1174.780396

1460

470

33122615.51

0.610087312

1.51556345

15659

141

15800

2430.215099
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うち輸血 うちペンレス うちPTA うちシャント うちその他 60：検査 うち生体

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

11

21,092

1917.454545

1095.653719

330.3520261

2102

2102

1200457.073

0.02215891

0.4325362

3582

480

4062

736.0703116

450

58,745

130.5444444

33.57502025

1.582741633

143

143

1127.281985

3.942562124

－1.63518603

241

6

247

3.110504261

3

33,424

11141.33333

10432.24723

6023.060748

12385

＃N/A

108831782.3

＃DIV/0!

－0.528837456

20753

143

20896

25915.15681

3

18,936

6312

8363.99737

4828.956133

3130

＃N/A

69956452

＃DIV/0!

1.464197526

15794

6

15800

20777.33575

126

86,603

687.3253968

2798.985407

249.3534387

117

117

7834319.309

22.93615247

4.909082755

15795

5

15800

493.5014088

757

353,686

467.2206077

404.6814087

14.70839598

330

550

163767.0425

7.280459543

2.107315819

3603

19

3622

28.87416884

422

229,461

543.7464455

417.9853725

20.34720958

550

550

174711.7717

2.753692579

1.479065042

2477

23

2500

39.9947517

うち検体 70：画像 うち胸部 うち胸部ほか 80：その他 院外処方 食事加算

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

440

119,634

271.8954545

182.8208802

8.71564349

260

330

33423.47424

1.830916771

1.26281434

1103

19

1122

17.12956596

1,934

141,896

73.36918304

258.6736978

5.881986679

16

16

66912.08195

67.4018401

7.136381667

4202

10

4212

11.53571373

1,847

42,260

22.88034651

21.65981641

0.503989309

16

16

469.1476471

23.291722

4.163345197

275

10

285

0.988448032

175

92,508

528.6171429

610.6550343

46.16118165

182

95

372899.571

1.901198374

1.436724702

3351

19

3370

91.10785822

761

252,528

331.8370565

160.0964503

5.803491791

306

276

25630.87341

0.498580371

0.893143582

838

69

907

11.39277522

753

249,713

331.62417

158.1770345

5.764291582

306

276

25019.97426

0.41201166

0.864211772

838

69

907

11.31603139

0

0

＃DIV/0!

＃DIV/0!

65535

＃NUM!

＃N/A

＃DIV/0!

＃DIV/0!

＃DIV/0!

0

0

0

＃NUM!

請求合計 除 夜 間 除 障 害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,604

105,596,699

40551.72773

5097.603278

99.89541224

39652

39067

25985559.18

142.0163251

6.890168909

133443

31361

164804

195.8824289

2,604

103,151,199

39612.59562

4707.491201

92.25056336

38935

39067

22160473.41

163.1448092

7.713053093

129900

28404

158304

180.8918349

2,604

104,606,219

40171.35906

5016.963517

98.31515153

39312

38792

25169922.93

153.2296055

7.252775263

133443

31361

164804

192.783735

2,604

102,160,719

39232.22696

4600.953149

90.16278562

38611

38792

21168769.88

181.0179613

8.255977699

131460

26844

158304

176.7979635

2,604

102,907,786

39519.11905

4503.73011

88.25754995

38916.5

35861

20283584.9

191.2515122

8.212148371

129900

28404

158304

173.0620342

2,604

104,362,806

40077.88249

4844.074366

94.92712149

39277

38792

23465056.46

174.2893165

7.64341518

133443

31361

164804

186.1402312

2,604

101,917,306

39138.75038

4394.948409

86.12580445

38592.5

38230

19315571.51

213.7027898

8.846562113

131460

26844

158304

168.8819475

除夜障手在

標 本 数

合 計

平 均

標準偏差

標準誤差

中央値（メジアン）

最頻値（モード）

分 散

尖 度

歪 度

範 囲

最 小

最 大

信頼区間（95.0％）

2,604

101,443,886

38956.94547

4310.60926

84.47304852

38370.5

38230

18581352.19

232.0518226

9.320474178

131460

26844

158304

165.6410995



表の詳細である．EPOについての要約説明をして数

値の解説に代えたい．EPOは（30）注射の項で請求

される．注射の平均は4,432.3点であるが，注射の内

EPO（表5の3段目の左：うちEPO）をみると，注

射をした症例の 4,824名の内の 4,387名に投与され

全体の 83.2％ に投与されているが，その平均値は

4,031.6点で標準偏差は1,975.4点である．最小請求

は172点で最大の請求は11,843点である．中央値は

4,056点であるが最頻値は4,225点であるところから

325点/回，すなわち，1回当たりのエリスロポエチ

ン製剤の3,000単位投与が最も頻度が高いことがう

かがわれる．

病院と診療所で有意差を示した診療行為別をみると，

病院と診療所の請求合計は，病院が40,953点で，診

療所が40,551点と病院が402点高いが（P＝0.0032），

夜間加算・障害加算・手術を除くと 39,430点と

39,139点となり（P＝0.01），その差は著しく減少す

る．

（13）指導では病院の 2,765点に対して診療所が

2,863点であり（P＝1.52E-66），診療所の請求点数

が多い．

（20）投薬では病院が1,838点で診療所が1,657点

を示し（P＝1.50E-06），診療所の投薬が多い．

（30）注射のEPOでは，病院が4,135点で，診療

所は3,919点で病院のEPO投与が多い（P＝0.0003）．

（60）検査では病院が579点で診療所は467点で

あり（P＝1.05E-05），病院の検査点数が多い．

（70）画像では病院が339点で診療所は73点であ

り（P＝2.19E-29），病院の請求点数が多い．

（80）その他の内，院外処方では病院が2,670名の

内37％の979名に算定し373点で，診療所が2,604

名中の 29％ の 753名に算定し 332点であり（P＝

1.86E-07），病院の院外処方が診療所より進んでいる．

今回，初めて調査項目に載せたV-D3の注射の算定

では，病院は 12.1％ の 324名に対して投与され

2,255点を請求し，診療所は10.5％の274名に投与

され2,357点が請求されているが有意差は認められ

なかった（P＝0.26）．

3） 透析時間について

143施設から17,481名の透析時間に関する報告を

集計した（表 8）．3時間透析（4時間未満）は1,948

名で11.14％，4時間透析（4時間以上5時間未満）

は14,193名で81.19％，5時間透析（5時間以上）

は1,340名で7.67％を示した．2001年12月末現在

の155,464名を集計した日本透析医学会調査では，3

時間透析が15.6％，4時間透析が76.7％，5時間透

析が7.6％である．本会の調査結果が3時間透析で

5％程度少なく，4時間透析で5％程度多く，5時間

透析が同じである結果を得たことは，診療報酬点数に

は誘導されずに患者個々の医学的適応に配慮した適正

な治療が選択されていることを如実に裏づけている．

3 アンケート調査結果

1,041施設に対して診療報酬改定による影響とその

対応，そして透析食についてのアンケート（表 9）を

求めたところ，621施設の 59.65％ から回答が寄せ

られた．以下は，各項目に対する回答結果である．

1） 診療報酬改定による1カ月当たりの影響に

ついて

減少と回答した施設は517施設の83.25％に及ん

だ．不変と回答した施設は51施設の8.21％であっ

た．増加した施設は45施設の7.25％であった．無

回答の施設が8施設であった（図1）．

① 減少した理由について

減少した理由では当然のことながら，患者数すなわ

ち透析回数が不変のために改定による▲8.58％の影

響で減少と回答した施設が469施設の90.72％であっ

た．

具体的な回答を寄せた施設が48施設の9.28％で，

その回答は透析患者の高齢化に伴う死亡症例の増加や

合併症による入院施設への転医による患者数の減少を

あげた施設が12施設あり，患者数は不変でも改定の

影響で収入減との回答が24施設，患者数が増加して
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表8 透析時間について

人数 ％

4時間未満 1,948 11.14

4時間以上
5時間未満 14,193 81.19

5時間以上 1,340 7.67

合 計 17,481 100.00

2002年 6月末現在（143施設）

日本透析医会 レセプト外来調査集計による
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表9 平成14年度改定に伴う透析医療施設の対応に関するアンケート

※該当する□にレ印を付記して下さい．

1 今回の診療報酬改定により，1ヶ月当たりの医療報酬が前年

より

1）□減少した 2）□不変だった 3）□増加した

1－1 減少と回答した施設のみ，ご記入ください．

その理由は，1）□患者数がほぼ同数のため必然的に減少した

2）□その他：具体的に

1－2 不変と回答した方のみ，ご記入ください．

その理由は，1）□患者数が増加した

2）□4時間透析を3時間透析に変更した

3）□その他：具体的に

1－3 増加と回答した方のみ，ご記入ください．

1）□患者数が増えた

2）□一般診療で増やした

3）□その他：具体的に

2 今回の改定に，どのような経営改善・効率化を行いました

か（複数回答可）．

1）□人件費を削減した

（1）□職員を削減した

（2）□給与を引き下げた

（3）□ボーナスをカットした

（4）□部門委託（委託社員の雇用）をして削減した

（5）□パート医を減らした

（6）□就業時間を短縮して人件費を浮かせた

（7）□常勤職員をパートにした

2）□給与体系を変えた

3）退職金を清算（401Ｋへの移行を含む）した

4）□医療材料や薬剤等の納入原価の引き下げを交渉した

5）□患者数を増やした

6）□シフトを増加した

7）□送迎等の患者サービスを削減した

8）□送迎等のサービスを新規に開始した

9）□透析時間を短縮した

10）□業務分担を見直した

11）□内服に後発医薬品を投与した

12）□処方回数を工夫した

13）□年間の生体検査（生理検査等）を確実に実施するよう

にした

14）□その他：具体的に

3 透析食についてご回答ください．

1）□透析食の提供を止めた

2）□有料で透析食を提供している

（1）□院内で提供

（2）□外部委託で提供

3）□無料で透析食を提供している

（1）□院内で提供

（2）□外部委託で供給

4）□その他：具体的に

4 有料で透析食を提供している方は，その値段（消費税込み）

をご回答ください．

1）□300円以下

2）□300円―400円以下

3）□400円―500円以下

4）□500円―600円以下

5）□630円

6）□630円以上の場合は，（ ）円

アンケートの質問は以上です．ご協力，感謝申し上げます．

図1 医療報酬の前年比



も改定前より収入減との回答が11施設あった．1施

設は閉院していた．

48施設の関連した回答には，診療圏の過当競争に

よるが1施設，一般診療の受診抑制でダブルパンチ

が3施設，新規導入患者の減少1施設，良質な医療

提供を危惧しているが2施設，透析食無料提供や送

迎サービスの施設へ移動されたことによる患者数減少

1施設があげられている．

② 不変の理由について

不変と回答した施設は 51施設で，内 41施設の

80.39％が患者増によるとの回答であった．4時間透

析を3時間透析に変更して不変との回答は2施設の

3.92％であった．

具体的な回答は8施設の15.69％から寄せられた．

その内容は透析台数が2台であるために病院全体へ

の影響がないが1施設，偶然に患者数が増加したが2

施設，患者数が増加し4時間透析を3時間に変更し

てが1施設，もともと3時間透析が多かったが4施

設であった．

③ 収入増の理由について

45施設中の 35施設の 77.78％ が患者増の結果で

収入増になったと回答している．一般診療で収入増と

の回答は2施設の4.44％である．

8施設から具体的な回答があった．一般診療の外来

患者増1施設，患者増が4施設，リクセル使用患者

が増加1施設，導入施設なので3時間透析が主が1

施設，従来から3時間透析が多かったが1施設であっ

た．

2） 今回の改定に対応した経営改善・効率化の

結果

621施設から 1,406の回答が寄せられた．回答が

多かった順に記す．

医療材料や薬剤等の納入原価の引き下げを交渉

392施設 27.88％

人件費を削減した 383施設 27.24％

患者数を増やした 126施設 8.96％

内服薬に後発医薬品を投与した

126施設 8.96％

業務分担を見直した 83施設 5.9％

年間の生体検査を確実に実施した

47施設 3.34％

給与体系を変えた 42施設 2.99％

処方回数を工夫した 36施設 2.56％

透析時間を短縮した 35施設 2.49％

送迎等のサービスを新規に開始した

25施設 1.78％

シフトを増加した 21施設 1.49％

退職金を清算した 8施設 0.57％

送迎等の患者サービスを削減した

7施設 0.5％

上記をアンケートの質問順にまとめたのが図 2で

ある．

① 人件費削減について

人件費の削減は383施設で行われたが，本項は7
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図2 どのように経営改善・効率化を行ったか



項目の小分類があり削減された順に整理すると

ボーナスをカットした 119施設 31.07％

職員を削減した 93施設 24.28％

給与を引き下げた 50施設 13.05％

部門委託（委託社員）を行い削減

37施設 9.66％

パート医を減らした 36施設 9.4％

常勤職員をパートにした 25施設 6.53％

就業時間を短縮して人件費を浮かせた

23施設 6.01％

であった（図 3）．給与の引き下げについての設問は，

院長だけのまたは管理職のみの引き下げか職員すべて

に引き下げを行ったかが不明であり，設問に不備があっ

たかとも思うが，後述する経費削減の記入欄では院長

が率先して給与を削減していることがわかる．

② 具体的な実施結果

具体的に記入して回答した75施設からの96項目

を下記に列挙した．回答を一方的に積極的に増収を図

る群，経費を削減して出費を倹約する群，そして打つ

手がないすでに努力済みの群の3群に分類した．

●積極増収の回答群

急性期病院への対応を実現 1施設

一般外来の充実・強化 3施設

増床・他部門への展開 2施設

検査を推進 1施設

院外処方への切り替え 3施設

後発医薬品の投与 1施設

送迎サービスを充実 1施設

シフトの増加 1施設

自院の透析治療の質が良いことを患者にアピール

1施設

96項目中の14.6％を占める14項目の回答である．

大病院からの回答は，紹介率も30％となり，平均在

院日数の14日以内への短縮にも成功したので，夜間

加算の算定ができる患者を中心に透析治療を行い，他

院に昼間の透析患者を紹介しているとあった．一般外

来への展開が成功した回答，増床・シフト増の実施，

介護部門への進出等，積極的に増収を意図している群

である．院外処方への切り替えは実質的には減収にな

るが，積極効率化として，また自院の治療の質をアピー

ルするという回答も本群に分類してある．

●経費削減群

院長・役員・役職者のみの給与削減

8施設

人事院勧告に準拠（▲2.1％） 2施設

定期昇給カット 5施設

定昇を6カ月延期 1施設

ボーナス支給率の削減 4施設

一般外来職員をパートに 1施設

退職者の補充をしない 1施設

就業時間・残業の見直し 3施設

学会出張・宣伝広告・福利厚生費等の削減
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図3 人件費削減の内訳



8施設

光熱費・医学雑誌購読中止等の経費節減

4施設

透析食提供中止による赤字部門の閉鎖

2施設

検査の見直し 9施設

透析液をパウダーに変更 2施設

透析時間を3.5時間透析へ短縮 1施設

透析部門の縮小 1施設

給与体系を能力給に改変 1施設

現在は効率化を検討中 5施設

効率化を検討中の5施設を含めて，全体の60.4％

が経費削減をして出費の抑制効果を図っている．院長・

役員等の給与削減には赤字の新設施設で延々と給与が

出ていない院長が含まれている．残業の見直しや就業

規則を変更して時間外を見直して，患者サービスにも

寄与する回答もある．厚生年金基金を脱会した，生命

保険の解約で赤字分を解消した，不良在庫の削減，レ

セプトの洩れの再点検，メンテ業者の変更による経費

削減等，透析施設の涙ぐましい努力が払われている．

●従来通り，すでに努力済みの群

特に合理化策を考えず従来通り 18施設

さらなる削減は無理 5施設

閉院を検討中 1施設

全体の25.0％が本群である．従来通りの18施設

もさらなる削減はできないのであれば良いが，収入減

の施設であるだけに本アンケート結果により多少でも

削減策が残されていれば幸いである．

③ 不変と回答した施設での具体的な回答

計画的に患者増を図ったのではないが1施設，新

たにCAPDを開始1施設，常勤職員を今後パートに

替えたいが1施設，特に行っていないが1施設の4

施設から回答があった．

④ 増加と回答した施設での具体的な回答

昇給を見合わせ病院内の厨房を廃止が1施設，患

者増1施設，特段の対策なし1施設，透析時間の短

縮を希望する患者を説得して無くした1施設の4施

設から寄せられた．短時間透析を止めさせたことと収

入増は繋がらないので，誤解があったと考える．

⑤ 不明と回答した施設からの具体的な回答

院外処方の方向に進めているが1施設，事務長に

給与部門を兼任させて職員の削減を行い院長のみ給与

を下げた1施設，の2施設からの回答だった．

3） 透析食について

今回の改定で患者側と医療側の双方が困惑したのは

透析食が保険給付から除外されたことであった．医科

点数表の解釈での説明が難解な上，業者の独走が認め

られ，その上に混合診療に抵触するか否かの問題もあ

り，結果は各施設が患者側の意向にそっての対応と思

われる（図4）．

① 透析食の提供を中止した施設
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患者に透析食の提供を中止した施設は621施設中

の15.46％で96施設だった．96施設の内訳は収入

減少施設が81施設（減少施設中の15.67％），収入不

変施設が9施設（不変施設中の17.65％）と収入増加

施設の5施設（収入増加施設中の11.11％）であった．

具体的な記入例の10施設からは，患者会が仲介した

り患者個人で業者と対応している施設が6施設，病

院の売店から患者が購入するが2施設，透析食提供

を患者に勧めたが要望がなかったが1施設，無料で

提供するほどの余裕もなく混合診療の問題で透析食の

提供を止めたのは苦渋の選択であったが1施設であっ

た．具体的な記入例の8割は，有料で透析食の提供

に該当すると理解できるので設問が不親切だったかも

しれないが，回答した96施設の中にも有料で外部委

託に該当する場合が混在すると思われる．

② 有料で透析食を提供している施設

有料で透析食を患者に提供している施設は621施

設中の487施設で78.42％である．内，院内で提供

している施設は 487施設中の 288施設で全体の

46.38％である．7施設の具体的な回答例は，希望者

のみに対応3施設，院内設備を使用して業者が提供1

施設，給食関係職員の給与の見直し1施設，平成15

年１月から透析食の提供を中止する1施設，有料で

の透析食を提供しても利用率が5％減少したので患

者の自己管理が不安でありまた苦しい生活状況での患

者負担を懸念するが1施設があった．

また外部業者に委託して提供している施設は199

施設で全体の32.05％である．9施設から具体的な回

答が寄せられた．希望者のみに院内施設を業者に提供

してが4施設，外部委託で栄養課職員を削減1施設，

加温・お茶・配膳は無償で提供1施設，従来から透

析食は提供しておらず希望者には弁当を有料でが 1

施設，外部委託しているが5,000円を超える部分は

施設で負担1施設，選択メニューを廃止1施設であっ

た．

③ 無料で透析食を提供している施設

無料で透析食を患者に提供している施設は621施

設中の21施設で全体の3.38％である．内，院内で

提供している施設は 21施設中の 14施設で全体の

2.25％である．また外部業者に委託して提供してい

る施設は21施設中の7施設で全体の1.13％である．

なお，21施設はすべて収入が減少している施設で占

められ，収入不変や収入増加施設はすべての施設で透

析食を無料提供していない．

また記入回答が1施設からあり，10月から有料と

するとあった．

④ その他の回答の施設

その他に 17施設が該当すると回答した．全体の

2.74％である．記入回答が13施設からあり，その内

容は，全員入院患者であるために該当せず4施設，

従前から透析食の提供をしていない6施設，透析治

療をしていない1施設，基本的に各自で用意しても
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らい希望者には弁当を提供1施設，外部委託で院内

提供だが有料で患者の選択でが1施設であった．

4） 透析食の消費税込みの値段

300円以下で提供している施設は7施設で，有料

で提供している487施設中（以下は全体）の1.44％

である．300円以上400円以下での提供は59施設で

全体の12.11％である．400円以上500円以下の施

設は111施設で全体の22.79％である．500円以上

600円以下で提供している施設は140施設で全体の

28.75％である．透析食が保険給付されていた従来の

価格の630円で提供している施設は152施設と全体

の 31.21％ と最も多い．630円以上で提供している

施設は18施設で全体の3.7％であった（図5）．

500円以上600円以下と従来の価格の630円で提

供している施設は 292施設となり，全体の 59.96％

とほぼ6割を示す．

630円以上の提供施設からの記入回答では，外部業

者からの回答がないが4施設，650円が2施設，660

円が1施設，700円が4施設，703円が1施設，800

円が最高で1施設であった．また患者から月額3,500

円を負担してもらって残りは病院負担1施設，患者

負担は月額2,000円で残りは施設負担1施設，現在

は630円だが10月から550円に引き下げる1施設，

630円だが内130円は病院負担1施設等の回答があっ

た．

まとめ

平成14年度社会保険診療報酬改定の実態とそれへ

の対応についての調査結果を報告した．シミュレーショ

ンでは，3時間透析が＋5.01％，4時間透析が▲8.02

％，5時間透析が▲10.43％の結果を得た．

4時間透析を検証するレセプト実態調査では，4時

間透析で夜間加算・障害者加算・手術を除いた請求点

数の平均が39,286.1点で前年より3,685.5点引き下

げられ，その削減比率は▲8.58％であった．同時に

調査した透析の治療時間では，3時間透析が11.14％，

4時間透析が81.19％，5時間透析が7.67％で透析医

学会調査と比較すると3時間透析で約5％少なく，4

時間透析では約5％多く，5時間透析は同じであっ

た．

アンケート調査による改定の影響は，診療報酬が減

少した83.25％，不変8.21％，増加7.25％，無回答

1.29％であった．減少した群は，多少の患者増でも

改定による削減が大きいとの原因が主であり，不変群

は患者増により，また増加群は従来から3時間透析

が多い上に患者増が加わったことがその要因となって

いた．

今回の改定にどのように経営改善・効率化を行った

かについては，医療材料や薬剤等の納入原価の引き下

げ交渉27.88％，人件費を削減27.24％，患者数を増

やしたおよび内服に後発品を投与が各8.96％である．

人件費削減の内訳は，ボーナスをカット31.07％，職

員を削減24.28％，給与を引き下げ13.05％，部門委

託（委託社員の雇用）で削減9.66％，パート医を減

らした9.4％，常勤職員をパートに6.53％，就業時間

の短縮による人件費削減6.01％である．

透析食の提供は，院内で有料提供46.38％，外部委

託して有料提供 32.05％，提供中止 15.46％，無料

3.38％，その他2.74％である．有料で透析食を提供

する場合の価格は，630円31.21％，500円以上600

円以下 28.75％，400円以上 500円以下 22.79％，

300円以上400円以下12.11％，630円以上3.7％，

300円以下1.44％である．
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はじめに

去る7月末健保法などの一部を改正する法律が国

会で成立し，いわゆる医療制度改革も新たな局面を迎

えることになった．

ここ数年来進められてきた医療提供体制，診療報酬，

薬価基準，高齢者医療保険制度などを中心にした医療

制度の改革について，私自身は昨年の暮れ頃までは次

のように考えていた．

ごく割り切って言えば，医療提供体制は，平成 9

年と12年の2回にわたる医療法などの改正によって，

当面の大きな課題は整理された．薬価基準問題もここ

数年来の薬価差の急激な縮小によって，当面の課題で

はなくなっているのではないか．診療報酬も前回（平

成12年）の改定によって方向が示され，当面の課題

は，これらを医療現場がどのように消化していくかで

ある．社会保障制度に関しての残された最大の課題は，

年金問題を別にすれば，高齢者医療制度をどう改革す

るかにつきると考えていた．

しかし，今年1月に発表された将来の人口推計を

見てから，人口の高齢化だけでなく，人口全体が減少

していく社会の中で，今までと同じようなスタンスで

今後もやっていけるのかという感じを持つようになっ

たこと，さらに付け加えれば，昨年来の医療制度を巡

る政治的な動きや，暮れから今年の春にかけての政策

決定などを見て，大きく変わろうとしていることと変

わりきれないこととが混在していて，政策決定のプロ

セスも含め，社会全体が過渡期であるという印象を強

く持つようになった．

以上のような認識を前提にして，医療制度改革と医

療現場での課題などを中心にして述べてみたい．

1 医療制度改革の経緯と概要

医療制度改革の歴史を振り返ってみれば，昭和36

年の国民皆保険から50年代前半までの，高額医療費

支給制度に代表されるような患者負担の軽減と給付率

の引上げ，病床数の大幅な増加に象徴される医療の量

的拡大の時代を経て，50年代の後半以降は，病院病

床や医師数の抑制という医療の供給サイドの規制を含

めた制度改正や老人保険制度などの創設の時代を迎え

る．これらはいずれも，その時々の経済や財政事情の

変化と医療費の高騰の中で，如何に医療保険財政を安

定させ国民皆保険体制を維持するかが命題であったと

いっても過言ではない．その意味では，その後の昭和

の終わりから平成の初めにかけての数年間，医療制度

の改革論議が政治の主要議題から後退したかにみえる

時期があるが，それがバブル経済の最盛期であり，医

療保険財政においてもその恩恵を享受していたとはい

え，この間，医療の将来に備える大きな制度改正や検

討の動きがこの時代になかったという有岡1）の指摘は

的を射ている．

平成9年の健保法などの改正法案の国会での議論

を契機に医療制度改革の必要性が改めて叫ばれ，同年

8月に当時の小泉厚生大臣の下で厚生省案として医療

制度改革の方向が提示された．これは，厚生省が関係

の審議会や関係団体などの外部の意見を聞くことはせ
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ずに省内での検討の結果をまとめたものだが，これを

受けて，当時の連立与党のプロジェクトチームでも検

討され，その結果は与党協議会案として同年9月に

公表されている．それぞれの内容については，緒方2）

が詳述しているが，厚生省案を中心に簡単にまとめる

と次のようなものであった．

●医療提供体制

病院病床の急性期と慢性期への区分，医療の情報公

開，医師・歯科医師の臨床研修の義務化などが列挙さ

れていたが，これらは，平成12年の医療法などの改

正によって，すでに達成されたものになっている．

●薬価基準

いわゆる日本型参照価格制度が提案されたが，これ

はその後の検討の過程において，日本医師会を初めと

する医療関係者，内外の製薬業界からの多くの反対意

見によって白紙に戻った．

●診療報酬体系

外来は出来高とするが，入院は原則定額とする方向

が強く出されている．また一定条件下での技術料も含

めた混合診療を容認する考えが示されたが，これは与

党協議会の議論では削除されている．さらにフリーア

クセスは残すが，大規模病院への直接外来受診の場合

には，相当程度の自己負担金を課す案も示されたが，

同様に削除された．

●医療保険制度

高齢者医療保険制度を含め医療保険制度全体につい

て二案が提示されているが，問題の性質上，ほかの部

分に比べれば具体性には欠ける．基本的な考え方を示

したと理解すべきだろう．患者負担は3割程度（高

齢者は1～2割）の定率負担にするとしたが，与党案

では今後の検討課題として明確には書かれていない．

その後平成13年の春に小泉内閣が発足するまでの

間は，医療制度改革は議論はすれど前へは進まずの状

況だったと思う．その象徴は高齢者医療保険制度であ

る．これについては，平成11年8月に当時の厚生省

医療保険福祉審議会から改革案が示されている．字数

の関係で項目だけを示すと，①高齢者を対象に地域単

位の医療保険制度の創設，②被用者OBを対象にした

医療保険制度，③現行制度の下で保険者間の負担格差

のリスク調整，④現行制度の一本化による医療保険制

度の創設，というものであり，現行制度も含めれば5

案となる．

高齢者医療保険制度の基本的な方向としての，高齢

者からも保険料と一部負担の徴収，若年世代の費用負

担，政府の財政負担ということは関係者の間での総論

としての合意である．上にあるどの案を採ったとして

も，老人医療費の伸びがこのまま続けば，どのような

制度でも持続性がないということから，老人医療費の

伸びの抑制と老人医療支払方式の検討が必要である．

いずれの案も増えていく高齢者の医療費を誰がどう負

担するかということであり，利害関係者の調整ができ

るかという問題に帰結する．昭和 58年に現在の制度

を創設したときには，老年人口が増加することはわかっ

ていても，老人医療費はある程度コントロールできる

ものと考えられていた．しかし実際はそうはならなかっ

た．老人医療費の自己負担についても，定率負担とな

る法律が成立するまでに，実に20年という時間が必

要であったことからも，この問題がいかに政治的にも

難しいことであるかを示している．

問題点は網羅され，解決策やその理念も提示されて

いる．しかし誰も決定できない．医療制度改革の歴史

は最後は政治的な決定が常ではあったが，政治の枠組

みが頻繁に変わることによって，決定に時間がかかる

ようになったこと，官僚の調整にはもともと限界があ

る上に，政治主導ということで官僚が後にさがらざる

を得ない状況になったこと，また最近では，審議会の

無用論も言われているように，利害関係者を網羅した

審議会にも，かつてのような絶対的とも言える調整力

がなくなったことなどから，政策決定のプロセスが明

らかに変化している．未だ新たな政策決定の仕組が完

成していない状況と言えるだろう．

さて，小泉内閣が発足した後は，状況は一変した．

経済財政諮問会議の示した基本方針，いわゆる骨太の

方針の中に医療改革の方向が示された．いくつか項目

を例示すれば，老人医療費の伸び率の抑制，診療報酬

体系の見直し，医療機関経営への株式会社の参入，保

険者機能の強化，公的医療保険の守備範囲の見直しと

保険診療と自由診療の併用，患者負担および保険料負

担の適正化などである．全体として，医療サービスを

市場の競争によって変えていこうとする考え方が強く

出されたものになっている．

その後13年9月に経済財政諮問会議の基本方針に

対する厚生労働省の改革案がまとめられている．そし
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て，暮れの政府予算編成に際して，診療報酬の初めて

の実質引下げなどの決定を経て，翌14年3月に政府

の最終案が決定した．内容は，高齢者の自己負担を定

率1割とし，高所得者については2割，3歳未満の乳

幼児は給付率を8割に，そして老人医療の対象年齢

を5年かけて75歳にすることとし，当面71歳に引

上げるというもので，14年10月の実施である．ま

た15年4月実施分としては，給付率の7割への統一，

薬剤一部負担の廃止，総報酬制の導入，政管健保の保

険料の引上げなどであり，これらは冒頭に述べた法律

改正案が国会で承認されたことにより，実施に向けて

の準備段階に入っている．

なおこの改正健保法の付則には，法案作成段階から

の連立与党内の合意に基づき，今後の検討すべき課題

が書き込まれている．具体的には，保険者の統合およ

び再編を含む医療保険制度の体系のあり方，新しい高

齢者医療保険制度の創設，保険給付の内容および範囲，

診療報酬体系の見直しなどである．

2 医療制度改革と医療現場への影響

上に述べたような今後検討される医療保険制度全体

にかかる見直しは別にしても，すでに実施に移された

改革によって医療の現場はその対応に追われている．

ここでは以下の三点に絞って医療現場での課題として

触れてみたい．

1） 病院病床区分への対応

いわゆる第四次の医療法改正により，新たな「一般

病床」か「療養病床」のいずれかを選択することが迫

られている．これは病院を急性期を中心にしたものと

するか，慢性期の医療を目指すかを選択するものであ

る．医療機関としては，対外的には地域での競争状況，

内部的には，患者構成，老人収容比率，平均在院日数，

看護職員の充足状況などの判断が必要であり，さらに

は，急性期から慢性期，在宅医療を施設内で完結させ

るか，周辺の施設と連携するかの判断が求められてい

る．

平成15年8月までの届出期限がすでに1年をきっ

たわけで，今後の対応が注目される．これに関連して，

社会保険病院という均一な急性期病院の病床（53病

院，約15,000床）での病床利用率と平均在院日数の

推移を見たのが表1である．平成9年から13年まで

の5年間で病床利用率は横ばいだが，平均在院日数

は年平均で約0.5日短縮されている．また表2にある

ように，入院患者の平均年齢は毎年僅かではあるが上

昇しており，この傾向は病床規模の小さいものほど強

い．今年の診療報酬改定によって，平均在院日数の要

件がさらに短縮されたことは，急性期医療を目指す病

院にはさらに条件が厳しくなったことにより，在院日

数を短縮しても病床利用率が維持できるかどうかであ

る．

病床の区分は医療の現場に大きな影響がある筈だが，

多くの病院経営者は，全体として病床数は余るとはわ

かっていても，自分のところは急性期の病院だと思っ

ている．今後の人口構成を考えれば，高齢者しか増え

ないという状況の中で，今まで通りでやっていけるの

かどうかの判断を迫られているわけで，総論と各論の

認識のギャップを再確認することが，一般病床か療養

病床かを選択する際に迫られることである．

しかし一方，今年の診療報酬改定では，療養病床を

介護保険病床に誘導しようとする意図が読み取れるが，

このことは逆に，介護保険病床を考えない多くの病院

は一般病床に残る選択をする，或いはそういう選択を

せざるをえないと考えるのではないだろうか．

介護保険の実施，病床の区分，そして今年の診療報

酬の改定などを全体として考えると，病院病床の再編

成と過剰病床の削減は避けて通れない課題だと私は考

えている．今後介護保険制度の見直しの際には，医療

と介護の療養病床のあり方が再検討されるであろうか

ら，その結果として医療病床の削減という方向の議論

が改めて出てくるのではないかと思う．

ただ，規制緩和の流れの中で，地域医療計画による
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表1 社会保険病院（53病院）の病床利用率と平均在院日数

9年度 10年度 11年度 12年度 13年度

病床利用率％�

平均在院日数

90.7

23.0

90.9

22.0

90.6

21.7

90.4

21.1

91.1

20.3

（社）全国社会保険協会連合会資料より

表2 社会保険病院の入院患者平均年齢（各年4～7月の平均）

病床規模 平成10年 平成12年 平成13年

300床以上

200～299

200床未満

57.8

60.7

65.2

59.0

61.7

65.2

59.5

62.2

65.6

（社）全国社会保険協会連合会資料より



病床規制が今のままの形で今後も続けられるのかどう

か，さきの医療法の改正により従来の「必要病床」を

「基準病床」に変更するとされたが，おそらく近い将

来，地域医療計画そのものの評価が求められることに

なると予想している．

2） 臨床研修義務化の影響

平成16年4月からの医師の臨床研修義務化を控え，

研修プログラムの内容，研修施設の基準，研修医の身

分と生活保障などの検討が行われている．私はかつて

のインターン制度の二の舞いにならないよう特に経済

的な保障については，医療保険財源からの支出も含め

十分な対応が必須だと思う．一方，研修義務化の医療

現場への影響を考えると，臨床研修病院指定基準の改

正により現在より多くの病院が研修病院として認めら

れることになる．研修の義務化に伴い，大学病院など

医師派遣側が病院を選択する際の考え方や若手医師の

就業行動は変化し，従来とは違ったものになっていく

だろう．そして研修義務化そのものは，やがて医学教

育のさらなる改革と併せて大学の医局制度にも大きな

影響を与えることになる．

3） 診療報酬改定が示したこと

本来，診療報酬改定の評価は，改定を行うにあたっ

ての考え方がどうであったのか，そして，実際の点数

設定がその考え方に照らして適切なものであったのか，

この二つの観点から検証されるべきものだと考えてい

る．しかし14年改定の場合，マイナス改定というこ

ともあり，もっぱら点数の問題として議論されている

のは致し方ないとはいえ，残念な気もする．私は，や

や甘いとの批判を覚悟で言えば，今回の改定は基本的

には12年改定の流れを踏襲したものであり，その限

りにおいては，一連の医療制度改革の方向に沿ったも

のだと認識している．具体的には，手術，リハビリ，

大規模病院の外来などの項目で病院の機能分化の方向

を一層明確にしたこと，在院日数のさらなる短縮，長

期入院基本料への特定療養費制度の適用拡大，そして

大学病院への包括払いの導入などである．

一方，新たに設定された手術料の施設基準が医療現

場での実情に合わないとして問題となり，14年7月

に一部手直しがされている．私はこのことの是非の問

題よりむしろ，この内容がある意味で純然たる医学的

かつ医療技術上の問題であるだけに，診療報酬を審議

決定する機関としての中医協（中央社会保険医療協議

会）の機能と役割，平たく言えば，当事者能力とか権

威ということについて大きな問題を提起したと感じて

いる．

私は今回の改定を見て改めて思うことは，今後医療

機関，特に病院が現在の出来高払いに固執する必要が

あるのかということである．出来高でなければ医師の

裁量権が満たされないとの意見が必ず出てくるが，む

しろ今や逆ではないだろうか．どういう範囲で，ある

いは単位で定額にするかなどの技術的な問題は多々あ

るにしても，少なくとも病院医療については，現在以

上に定額的な要素を含んだ診療報酬を目指すほうが，

医療側の自由度を増すことになると思う．病院関係者

は，そろそろ出来高払いの呪縛から自らを解き放つ時

期に来ていると考えるのは，私だけであろうか．

いずれにしろ，来年から始まる大学病院の包括払い

制を見た上で改めて検討されるべき問題だと考える．

3 人口構造の変化とこれからの方向

平成14年1月に国立社会保障・人口問題研究所か

らわが国の将来人口推計が発表されたが，これは多く

のことをわれわれに示唆している．図 1は総人口の

推移を示すが，2006年からは総人口が減少に向かう

ことを予測している．また図 2は年齢三区分別人口

割合の推移だが，改めて言うまでもなく，生産年齢人

口と年少人口の割合が減少する一方，老年人口および

後期老年人口の割合が5年前の前回推計を上回って

増加する．また平成12年の都道府県別の人口を30

年後の平成42年と比較した場合，東京都，神奈川県，

滋賀県および沖縄県の四都県だけが増加であり，他は

いずれも人口が減少すると推計している．

一方，平成12年国勢調査（総務省統計局）によっ

て人口を都道府県別に見ると，平成7年から12年の

5年間ですでに23の道県で人口が減少している．減

少の程度は，いずれも2％ 以下でそれ程大きなもの

ではないが，地域別には，宮城県を除く東北・北海道

の全県，岡山県以外の中国・四国全県，福岡，沖縄を

除く九州地方などで人口が減少した．同じ時期に市町

村単位では，全国 3,230の市町村の内，実に68％に

当る2,193の市町村で人口は減少している．

人口の将来予測だけから21世紀の国の姿を考えれ
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ば，長寿化と少子化がもたらす人口減少高齢社会であ

り，これは2020～2030年の必然の未来と考えるべ

きである．そして，医療，福祉，介護の需要増は確実

な時代でもある．一方，現在改めて議論されている少

子化対策なり人口減少への対応という課題は，その後

の時代，つまり2040年以降から21世紀の後半にか

けての社会をどう描くかという政策選択の問題に帰結

する．

現在のすべての制度は人口増加と右肩上がりの経済

成長を前提にしているという意味で，現行の仕組みす

べてをそのまま維持するのは困難になったことをまず

認識すべきだと思う．その上で，現在の制度の内，何

を残すのかという議論をすべき時代ではないかと考え

る．
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人口の減少の医療保険制度への影響の一例としては，

市町村国保の問題がある．もともと昭和50年代後半

の老人保険制度や退職者医療制度の創設も，財政基盤

の弱い国民健康保険制度に対する保険者間の財政調整

であり，高齢化に加えて人口の減少が進めばリスクの

分散ができなくなる．当面の対策としては，現在より

以上に市町村の枠を越えた運営を考えざるをえなくな

るだろう．しかし土田3）が指摘するように，現在の医

療保険制度における最大の問題は，従来の保険者間財

政調整が破綻に瀕していることにあるとすれば，保険

者の統合や再編を含む医療保険制度の体系の検討は，

国保制度の見直しの議論抜きにはあり得ない．

国民皆保険と医療保険の守備範囲に関連して言えば，

国民皆保険の維持は関係者で一致した認識だと思う．

しかしその場合，皆保険イコール皆医療を意味してい

るのかどうかは，甚だ曖昧である．私は，皆保険を残

すのは当然だが，皆医療という原則からは離れるべき

と考えている．その場合，保険から外れる部分につい

ては，混合診療というような曖昧な概念ではなく，特

定療養費として，一定のルールの下での患者負担を求

めるべきだと思う．その意味で，14年の改定で長期

入院の入院基本料を特定療養費の対象にしたことは，

非常に大きな意味を持っていると思うし，言い方は適

切ではないかもしれないが，これができるならなんで

もやれるという感じすらする．しかし敢えて言えば，

このようになし崩しでやるのではなく，医療保険です

べての医療をみるのではないということを改めて明確

にすべきである．その上で，特定療養費の適用の要件，

ルールをもっと柔軟かつ包括的にすべきであり，従来

と同様なら，医療機関側は選択し，経営上の工夫をす

る余地が少なすぎるのではないだろうか．

一方，基礎的な医療は公的な保険で，それ以外は民

間保険でいう意見には，考え方としては同意できない．

技術的にも何処までを基礎的とするのか区分が難しい

し，わが国のような平等社会では，現実には結局すべ

ての医療が基礎的な医療となってしまうことを恐れる．

ただ結果的には，特定療養費を拡大する場合とかなり

似かよったものになるということは理解しているつも

りだ．同様にいわゆる選択的な医療保険制度について

も，日本の医療保険制度は，保険料は所得に応じて払

うが，医療給付の中味は同じだという基本原則で50

年以上やってきているので，アメリカ的な給付の内容

に応じて保険料が決まるという考えには国民の理解は

到底得られないと思う．

フリーアクセスについては，私は残すべきだと考え

ている．これは国民に定着した，いわばわが国医療の

慣行であり，今更イギリスのような登録医制度など，

制度的な制約はやるべきではないし，現実問題として

医療の現場に混乱をもたらすだけだと思う．もちろん

この場合でも，現在すでに実施されているような経済

的な手法によるフリーアクセスへの制約を否定するも

のではない．

その他，制度以外のことで一例をあげれば，医療は

サービス業だという意識が現場ではまだ不十分であり，

そのことの認識不足に伴い情報公開が十分でないとか，

医療サービスの最終消費者である患者の権利の保護の

こと，医療の安全対策，医療の質の問題などこれから

考えていかなければならない多くの課題があると思う

が，紙数の関係もあり本稿では問題を指摘するにとど

める．

おわりに

私は日本の医療制度は世界に誇るべきものの1つ

だと考えている．介護保険制度もドイツの制度を参考

にしつつも日本独自の制度をつくり，一億三千万人と

いう規模の集団に対して概ね順調に制度が動き出して

いることは評価されるべきである．また，何よりも

40年にわたって国民皆保険体制が続いているという

ことも，国民の貴重な財産である．

ただ，医療制度も社会全体の中の1つのシステム

であるから，政治，経済の動向を抜きにしては語れな

い．特にわが国の社会保障制度が右肩上りの経済成長

を前提にして構築されてきたということと現在の現実

を考えると，多くの解決すべき問題点はある．しかし，

外国の制度や慣行をそのまま持ってくればいいという

ものではないと思うし，医療制度はそれぞれの国の社

会，文化，歴史に根ざしたものであって，部分的に入

れ換えるわけにはいかない．市場原理に基づく競争原

理だけでは医療は成り立たないという意味も含めて，

グローバルスタンダードという名前のアメリカンスタ

ンダードをそのまま持ち込むわけにもいかない．

人口の高齢化と医療技術の進歩の中で，高騰する医

療費を医療の質を維持しながら如何に抑制するかが，

OECD諸国に共通の，しかも大きな政治的課題だが，

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.3 2002380



これに成功した国はない．

近代日本の歴史の中で，明治維新と第二次大戦後の

2度の大きな過渡期があり，現在の日本の状況は戦後

構築した社会システム，あるいは制度が行き詰まって，

新たなものをつくり出さないといけないが，まだ成功

していない3度目の過渡期だと言われている4）．過去

2回は，いずれも変革の時期を抜け出すのに20年前

後の時間が必要であった．政策決定のプロセスも含め

社会全体が大きな転換期を迎えていることは間違いな

いわけで，その意味でも，医療制度に限らずわが国の

すべての仕組みが今までと同じようには行かないと考

えるべきである．しかも，そのような時期に，国の総

人口が減少に向かうというのは，ある意味で大変象徴

的なことだと思う．

人口が減少してくるということ，それ自体だけで将

来を暗く考える必要は必ずしもないわけだが，人口減

少高齢社会における社会保障制度の構築が求められて

いる．国民的な議論の対象となりうるような新たな方

針が一日も早く示されることを期待している．
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要 約

IT化革命が地球規模で進むなかで，医療分野への

情報技術の活用に期待が高まっている．この背景には

高齢化や医療技術の高度化などに伴う医療費の増大と，

より納得のいく質の高い医療に対するニーズの高まり

という相反する命題に，対応を迫られていることがあ

げられる．現在多くの患者のデータベースを管理する

ためには，IT化は必須の項目となり，その柱となる

のが電子カルテシステムである．透析分野でもIT化

が進み，特に各メーカーから透析室用中央監視システ

ムが販売されてきている．最近この監視システムの導

入または電子カルテとネットワーク化して管理する透

析施設が多くなってきている．しかし総合病院におけ

る既存の統合システムに．新たな透析監視システムを

ネットワーク化するためには，電子カルテの再構築，

コストなど解決すべき問題点がある．

はじめに

近年，あらゆる分野でIT（情報技術）化が急速に

進み，なかでも最近の医療業界におけるIT化の波は

目を見張るものがある．そのため，現在多くの患者の

データベースを管理するためには，IT化は必須の項

目となってきている．外来部門だけのクリニックから

一般病院，そして大規模総合病院となるに伴い患者数

は多くなり，また関連する院内の業務部門も多岐にわ

たる．そこでその柱となってくるのが電子カルテシス

テムである．また透析医療では各メーカーから自動化

された透析室用中央監視システム（以下，監視システ

ム）が販売され，電子カルテとシステムを構築し運用

を開始している透析施設が次第に報告されている．

当院で使用している電子カルテは，狭義の電子カル

テのみならずオーダリングシステム，ナビゲーション

ケアマップなどを統合した統合医療システムとなって

いる．このシステムは1999年から稼働しており，そ

の結果院内はほぼペーパーレスの状態にまでなってい

る．一方，透析部門でもこの電子カルテシステムを使

用し診療を行っているが，監視システムは旧バージョ

ンのままでありIT化されていない．したがって血液

透析経過記録（以下，透析記録）のみが電子カルテと

は独立した形で存在しており，電子カルテシステムと

はネットワーク化されていない．そのため今後新しい

監視システムを導入し，電子カルテシステムに連動す

る予定となっている．そこで現在当院で使用している

電子カルテシステムを紹介し，総合病院における既存

の統合システムへの新たな監視システムのネットワー

ク化に伴う問題点について述べていきたい．

1 医療業界におけるIT化の推進

IT化革命が地球規模で進むなかで，医療分野への

情報技術の活用に期待が高まっている．とりわけ従来

の紙やフィルムを媒体とした診療情報を電子化し活用

する，いわゆる電子カルテの開発・普及には関心が高

く，この背景には高齢化や医療技術の高度化などに伴
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う医療費の増大と，より納得のいく質の高い医療に対

するニーズの高まりという相反する命題に，対応を迫

られていることがあげられる．

政府は，2000年11月に高度情報通信ネットワー

ク社会形成基本法（IT基本法）を成立させた．そし

て2001年7月には総合規制改革会議が，重点6分野

に関する中間とりまとめを発表している．その1分

野が医療であり，特に緊急に行うべき事項として「医

療に関する徹底的な情報公開とIT化の推進」があげ

られている．これは現在，医療機関や医師により診療

内容が異なり，医療費の格差にもつながっていること

が原因である．そのため，患者が安心できる医療サー

ビスを確保するためには医療の標準化が重要となって

くる．

診療のガイドライン作成のためには膨大なデータベー

スの整備が必要であり，その際には電子カルテシステ

ムが大いに威力を発揮してくることになる．ひとくち

に電子カルテといっても，個人クリニックでパソコン

を使用し診療の読み出し・書き込みをするシステムも

電子カルテであり，総合病院での診療，看護，検査，

調剤，リハビリなどの医療支援システムと予約，医事

会計などの業務支援システムの連携を有するシステム

も電子カルテである．そして保険医療分野における

IT化を推進するため，2001年8月に厚生労働省が保

健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン（第

一次提言）を公表した．そのなかには医療情報システ

ム構築のための達成目標として，「平成16年度まで

に全国の二次医療圏ごとに少なくとも一施設には電子

カルテシステムの普及をはかる．平成18年度までに

全国の400床以上の病院の6割以上に電子カルテを

普及させる」としている．医療分野におけるIT化は

行政レベルではっきりと打ち出されたことになる1）．

2 透析施設でのIT化

外来通院患者の管理を考えた場合，透析医療は比較

的にIT化を導入しやすい分野である．透析患者は週

3回であれば，月曜，水曜，金曜または火曜，木曜，

土曜と定期的な受診が長期間にわたり継続する．また

使用するダイアライザーや抗凝固薬も患者個々におい

てほぼ決まっている．このような治療体系がパターン

化した患者における管理や，また物品の在庫管理など

はITが最も得意とする．現在，各メーカーから監視

システムが販売され，またクリニック，病院独自でシ

ステムを作成・開発している施設もある．監視システ

ムの導入または電子カルテとネットワーク化して管理

する透析施設が多くなってきている．表 1に透析部

門において電子カルテ導入による効果を示すが，業務

を省力化また効率化し，作業能率を向上できることが

大きなメリットである．監視システム導入だけでも表

2に記述したような内容が自動化される．明らかに透

析開始前から透析中，透析終了までの多くの業務が自

動化されるが，主に看護業務での効率化が期待される．

日本透析医学会の報告では2），2001年12月現在専従

看護師は1.33人/10患者数で，5年前の1.36人/10

患者数に比べ減少傾向にある．それに反して透析患者

は年々高齢化し，また平均導入年齢も高くなり，基礎

疾患としての糖尿病患者も増加している．したがって

年々透析患者の看護度が高くなっているにもかかわら

ず，専従看護師が相対的に減少しているのが現状であ

る．透析施設でのIT化は看護業務を効率化し，また

透析医療の安全性を強化するとともに，より質の高い
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表1 透析部門での電子カルテ導入の効果

1.病院：医療の質，経済性の向上

1）業務を省力化・効率化し本来の業務への振り向け

2）スペースコストや人件費の節約

2.医療従事者：業務効率の向上

医師

1）診療記録をわかりやすく記載

2）処方，検査などのオーダーを迅速かつ正確に遂行

3）過去の検査，診療，処方内容などを迅速に検索

4）長期的な病歴，手術歴，入院歴などの管理

看護師

1）看護記録，患者情報の管理・効率化

2）患者ごとのきめ細かい透析条件の設定

3）スケジュール変更による準備変更の管理

臨床工学技士

1）保守点検・機械の集中管理

2）在庫管理をコンピュータで自動化

3.患者：QOLの向上

1）自分の情報を正確かつ理解しやすく説明

2）透析中の安全管理

表2 透析業務における自動化される項目

1．患者基本情報入力

2．透析条件：透析条件管理，透析スケジュール

3．体重管理：体重測定（透析前・後），入力

4．除水管理：除水量，除水速度

5．透析記録：血圧，脈拍入力

愁訴，処置はタッチパネル入力

6．作成した透析記録の発行



看護を提供できることが可能になる．残念ながら当院

で現在使用している監視システム（ベッドサイドコン

ソール72台）は自動化されておらず，透析記録に関

しては体重はもとより看護記録，バイタルサインも手

入力で行っている．つまり手書きの透析記録が存在し

ている．それ以外の透析患者診療に関しては，これか

ら記述する電子カルテシステムが大いに活用され，透

析部門でもペーパーレス化が進んでいる．

3 電子カルテの有用性

電子カルテでは1患者1カルテであるので，患者

の健康，病気に関する情報がすべて記載されデータベー

ス化されている．しかし紙カルテでは同一カルテであっ

ても病歴が長くなると，分厚くなりときに分冊化され，

必要な情報を瞬時に探し出すことはなかなか困難であ

る．特に外来診察では，カルテの診療内容の確認や結

果検索に多くの時間を費やすことは現実的に不可能で

ある．たとえば，外来で初診として経過の長い腎機能

障害患者を紹介されたとする．その場合腎機能障害の

原因として，薬剤や検査，治療による影響を考慮し検

索しなければならないことがある．腎機能の経過を対

比させながら，過去の他科での診察，投薬内容を経時

的にかつ短時間に把握することは容易なことではない．

電子カルテでは，たとえば皮膚科であれば，皮膚科の

みの診療録，または投薬歴を経時的（時系列）に表示

することができる．分厚い紙カルテを何度もめくり返

しながら経過と照らし合わせる作業は，ボタン操作の

みで可能である．知りたい情報がすぐに得られるのは

電子カルテの大きな長所である．

4 亀田メディカルセンターでの電子カルテシステム

亀田メディカルセンターは千葉県の南房総に位置す

る鴨川市にあり，亀田総合病院（病床数858床，診

療科31科）と亀田クリニック（19床，診療科31科）

から成り立っている．南房総地区では，全科を有する

総合病院はなく，あらゆる疾患への対応が要求される

ため，結果的に地域の基幹病院となっている．またこ

の地は県内でも高齢化が最もすすんでいる地域である

ため，当然透析患者も高齢化が顕著である．現在，血

液透析220名，腹膜透析50名の外来透析患者を管理

しているが，眼科，耳鼻科，循環器科など多くの科を

併診している患者も多い．

当院のIT化は25年前より医事会計業務を中心に

導入され，その後，検査や薬剤部門などをシステム化，

連動していったが業務効率の改善は得られがたい状態

であった．その原因として，カルテを従来の紙カルテ

のまま残し，周辺業務だけをシステム化したためであ

ると分析，カルテを電子化することを決めた．その後

平成7年から初代の電子カルテシステム「QUEEN」

が使用開始となったが，改良すべき点が多数見つかり，

新たな開発に取り組み，1999年より現在の第2世代

にあたる電子カルテシステム「Kai」が稼働している3）．

「Kai」の機能は大きく基本機能，患者プロファイ

ル，カルテオーダー入力，結果参照，ナビゲーション

ケアマップ，部門システム連携の6つに分けられる

（図 1）．これらが相互に連携し，多様なデータを扱う

電子カルテを簡単なユーザーインターフェースで利用

可能となっている．現在亀田メディカルセンターでは

院内に約 1,200の端末があり，各医師が1台ずつ端

末を持っている．看護職については日勤者分の端末が

用意されている．ちなみに透析フロアーには20台の

端末が設置されている．
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図1 システム全体構成図



5 電子カルテシステムの実際

1） 初期画面・患者一覧・院内メール（図2）

現在当院で使用している電子カルテシステムを紹介

する．まずはじめに医師IDおよびパスワードを入力

しログオンすると診療のための初期画面がでてくる．

そこで透析部門（病院，外来）を選択すると，たとえ

ば月曜日であれば透析（月）を選択すると月曜日に施

行する透析患者一覧が出てくる．これは入院患者であ

れば病棟別または診療科別で患者一覧が表示される．

患者プロファイル，オーダーカルテ入力，データ参照

はカルテ上覧に配列されている．患者プロファイルは

基本属性，病歴，サマリー，プロブレン，最新結果な

どの情報を迅速に確認するための参照機能を集めてい

る．オーダーカルテ入力は経過記録，サマリー，紹介

状などのカルテ入力および処方，注射，検査などのオー

ダー入力機能を持っている．データ参照は検体検査結

果，参照画像，検査レポートなどの参照機能で，各部

門システムからの自動収集された結果，あるいは画像

検査，病理検査，細菌検査，生理検査などで入力され

たレポートを参照できる．患者一覧から患者選択をし

てカルテを開くが，患者名，IDからの検索も可能で

ある．電子カルテを開くとメール（院内メール）が来

ていれば，必ず最初にそのメールが開くようになって

いる．しかもどこの部署に設置してある端末を使用し

ても，自分のIDでログオンすればメールが開くよう

に設定されており，たえずあらゆる部門から連絡事項

がメールとして送られてくる．また患者個人のカルテ

を開かずとも，医師同士またはソーシャルワーカーな

どともメールで患者情報の提供，相談ができる．院内

メールを活用することにより，迅速に患者の診療・治

療ができるようにもなる．一方，外部とのメールは，

インターネットを利用している．メールアドレスを取

得後，自分の端末のみにメールの設定がされており，

院内メールと外部とのメールは完全に分かれている．

2） 患者カルテ・テンプレート（図3）

患者カルテは腹膜透析患者での外来診療記録を示す．

透析に関する患者基本情報は文頭に常に表示するよう

に転記（履歴からのコピー）し，診療録は主にテンプ

レートを用いて記載する．透析診療にかかわらず専門

外来においては診断，症状，診察所見などプログラム
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図2 電子カルテ初期画面・患者一覧・院内メール



別に，テンプレート形式にして基本的な書式を用意し

ておけば，それに合わせて情報を選択あるいは記述で

きる．テンプレートを使用すれば，診察する医師が変

わっても基本的な情報は網羅しているため見落としな

どが防げる．また患者最新情報では透析のみならず他

科での経過記録や処方内容，紹介・報告文書また入院

サマリーなどが時系列で閲覧できる．そのため検査や

処方の重複が予防できる．

また一般外来診療であれば，予約患者一覧に患者の

来院した時間が表示され，緊急検査を施行している場

合はその進行状況も表示される．そのため患者の待ち

時間を最小限にして診療を効率よく行うことができる．

3） 処方オーダリング・検査結果（図4）

透析患者では服薬数が多い反面，投与量の調節を必

要とする薬剤が多い．処方のオーダリングでは，前回

と同じであればDO処方を行うが，追加処方の場合は

頭文字，薬効からも薬剤が選択でき，選択された薬剤

情報も同時に閲覧できる．その薬剤の極量や配合禁忌

などのチェックも自動的に行われ注意の表示がでるな

ど，単なるデータベースではなくインテリジェントな

システムにもなっている．また電子カルテ上で，医師

別に自由に約束処方を作成できる．たとえば高血圧1，

高血圧2または腰痛セット，皮膚�痒セット（名称

は自由）などそれぞれ医師独自の約束処方を作成して

おけば，その患者に合わせて，素早く処方ができる．

検査結果は，透析部門での採血検査のみならず，他

部門で採血検査された内容も時系列で表示できる．

また，血算，生化学検査，自己免疫検査などそれぞ

れ項目ごとに時系列で，また項目を選択しグラフとし

ても供覧できる．患者診察において，患者自身が医師

の問診・診察を受けながら，記載されていくカルテ内

容をモニターで直接閲覧でき（図 5），かつ検査デー

タも時系列で説明が受けられる．もし自宅に帰ってゆっ

くりとデータを検討したければ，そのままプリントア

ウトして渡してあげればよい．

採血検査オーダーは特に透析患者では容易である．

定期採血検査では毎月測定する項目は固定しており，

また採血日も決まっているため，検査のセット項目を

作成しておけば数ヵ月先までのオーダーが可能である．

これは胸部X線写真，心電図検査においても同様で

ある．
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4） 画像情報・外来予約（図6）

画像検査結果としてX線検査やMR，エコー検査，

心電図，内視鏡なども瞬時に画像データが電子カルテ

上に送られる．透析前にCTや上部内視鏡検査を施行

した場合，検査後患者が透析室に到着した時点で画像

が送られており，その場で患者に結果説明ができる．

検査の詳細なレポートは検査施行医師また放射線科医

師により，当日または翌日には電子カルテ上に記載さ

れる．電子カルテのこのような機能は診療の迅速化に

大いに役立つ．

たとえば血液透析に通院する患者で，最近胸痛発作

が生じてきたとする．経過から冠動脈病変に伴う症状
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図4 処方オーダリング・検査結果

図5 電子カルテを使用した透析患者の診療風景



でバイパス術の適応と考えられるが，逆流性食道炎の

既往があり消化器病変のチェックも必要と仮定する．

まず電子カルテで透析日にあわせて透析前に上部内視

鏡検査を予約する．検査日の透析を施行している間に

検査結果がでるため，消化器病変がなければ，当日ま

たは透析日に合わせて電子カルテで心臓血管外科の外

来を予約する．心電図と心臓エコー検査を予約時間に

あわせオーダーし，診療依頼状を電子カルテ上に記載

すれば心臓血管外科外来受診時には，検査結果と併せ

て患者診察が可能となる．その後の方針に関しては，

心臓血管外科医が報告内容を電子カルテ上に記載する．

このように電子カルテでは診療情報を共有している

ため，専門医へのコンサルテーションが容易に即座に

受けられる．また1日で透析日に合わせた検査，診

察が可能となり，患者の検査，診察待ち時間や来院回

数を極力減らすことができる．特に仕事をしながら透

析に通院する患者にとっては大変助かる．透析以外に

検査，診察，検査結果説明でさらに通院することは，

つまり仕事を休むことになり，これは患者にとって大

きな負担であり，マクロ経済的な観点からはコストを

大幅に増加させることになる．マクロ経済的なコスト

削減という観点からも電子カルテシステムは有用であ

る．

5） 看護部門でのメリット

当院のみならず全国レベルで入院患者は高齢化傾向

にある．高齢者では自分の訴えや考えを医療従事者に

うまく伝えられず，また理解が十分にできていないこ

とも多い．したがって看護師は患者と多く接すること

によりコミュニケーションを十分にとる必要がある．

わが国では看護師は慢性的に不足し，その結果いつ

も忙しい状態におかれている．そこで当院では看護師

が入院患者の検温に廻る際には，端末（ノート型パソ

コン）をベッドサイドに持ち込み入力する方法をとっ

ている．この端末から電子カルテへの情報送信には，

院内無線LANが使用されている．その結果，看護師

はできるだけベッドサイドでコミュニケーションをと

りながら，患者の状態を看護記録に記載することが可

能となっている．このようなシステムがない場合は，

まず紙やノート（時には手など）に一度メモ書きして，

それをナースステーションに帰ってから看護記録に記

載するという手間が生じる．また紙カルテでは，看護

記録や温度板がカルテとは別の場所にあり，表裏の記

載が終わった時点でカルテに挟み込まれる．医師が看
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護記録を見ることにより患者の状態を把握するように，

看護師は医師記録を読むことにより患者が現在どのよ

うな治療が行われ，どの点に看護のポイントを重視し

て行わなければならないかが把握できる．電子カルテ

では，それらすべて同時進行でカルテ内に記載される

ため，医師，看護師がリアルタイムで患者情報を共有

できる．また紙カルテでは筆記書体に個人差があり，

判読しやすい字もあれば，まったく難解な文字や英語，

ドイツ語また略語を複雑に組み合わせ記載されている

カルテもある．文字の確認を看護師がいちいち担当医

師に聞くわけにもいかず，結局記載内容が解らないと

いうこともある．これは医師指示にしても然りであり，

判読困難な状態で指示が遂行された場合，医療事故を

招く恐れがある．電子カルテ上に記載されているワー

プロによる字体であれば読みやすくまたミスを防ぐこ

ともできる．

現在，入院治療に際してはナビゲーション・ケアマッ

プを用いた診療が進行している（図7）．ナビゲーショ

ン・ケアマップは診療のプロセスを一覧できるように

表現するものである．その点では紙に書いたクリティ

カル・パスと似ているが，ナビゲーション・ケアマッ

プはITを活用しているところに大きな特徴がある．

基本的な機能としては，診療計画（ケアマップ）を作

成・変更ができる．また，診療の進行状況を把握でき

るほか，画像や検査結果，看護記録やオーダー情報な

ども参照できる．図7は心臓バイパス術で入院した

血液透析患者症例のナビゲーション・ケアマップを示

す．

6 電子カルテと監視システムのネットワーク化

これまで述べてきたように，電子カルテシステムは

院内に広く浸透し，あらゆる部門で使用されている．

当然，透析部門でも電子カルテシステムは医師の診療

のみならず看護師，臨床工学技士も活用している．し

たがって透析部門では，監視システムのみが電子カル

テと連動していない現状にある．なぜ院内のあらゆる

部門のシステム化が終了しているのに，監視システム

だけが電子カルテとの連動に遅れを生じているのか．

その理由として，まず一つに透析記録が電子カルテ上

に入力されても，他部門では透析記録そのものをあま

り必要としないことにある．透析中のバイタルサイン

の変動，看護記録を必要とするのは，医師を含めた透
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図7 ナビゲーション・ケアマップ



析スタッフのみである．つまり透析部門での使用に限

定されている．次に週3回施行される透析記録を電

子カルテ上のどの部分に残すかである．現在，透析実

施録（透析をいつ施行したか）・診療記録はすでに電

子カルテの経過記録に入力されているが，さらに透析

記録を経過記録欄に入力した場合，透析以外の経過記

録の最新情報が患者の初期画面ではわかりづらくなる．

そのため看護記録も含めた透析記録を電子カルテ上の

特定部位に入力するとすると，電子カルテ画面の再構

築が必要となる．前述したごとく監視システムを導入

すること自体は，透析医療特に看護業務の効率化に大

いに貢献する．しかし電子カルテとのネットワーク化

に関しては，早急に透析記録を電子カルテ上に入力す

る必要性が少ないことが導入の遅れを生じている原因

としてあげられる．そして，やはり新たな監視システ

ム（ベッドサイドコンソール72台）購入や電子カル

テへのネットワーク化には多額の投資が必要となる．

以上のような解決すべき点があるが，透析部門での

看護業務の効率化を目指し，まず新たな監視システム

導入に向けて現在進行中である．
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要 旨

皮膚�痒症の発症には多くの因子が複雑に重なり合っ

ており，皮膚�痒症を悪化させる可能性がある透析不

足・二次性副甲状腺機能亢進症・高カルシウム血症・

高リン血症・高マグネシウム血症・亜鉛欠乏・鉄欠乏

などのコントロールは常日頃から行っておかなければ

ならない．一般的な薬物療法には， 外用剤（保湿剤・

抗ヒスタミン外用剤・副腎皮質ステロイド外用剤など），

内服薬（抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬など），注

射薬（抗アレルギー薬など）がある．また，特殊な薬

物療法および薬物療法以外の治療にも�痒を抑制する

効果が報告されている．代替療法の1つであるアロ

マセラピーに皮膚�痒症の改善効果を認め，皮膚�痒

症の治療に新たな道が開けたと思われる．なお，皮膚

�痒症の治療効果は患者個々で異なるため，治療を継

続する場合には，効果の有無を確認する必要がある．

透析療法の継続とともに皮膚�痒症は増強し，難治

性であり長年にわたって持続することを患者に理解さ

せた上で，治療目標を設定し，適切な透析療法の管理

下で，皮膚�痒症の程度に応じた段階的な治療を行う

ことが重要である．また，皮膚乾燥などを伴うことが

多く，異常な皮膚状態を改善するために皮膚に適した

生活環境の中で，スキンケアを正しく行うことを指導

するとともに，医療スタッフが患者のストレスによる

痒みを和らげるために心のケアも行うことも忘れては

ならない．

はじめに

皮膚�痒症とは，皮疹などの肉眼的皮膚変化がない

にもかかわらず，痒みを訴える状態である．ただし，

掻いた結果，掻破痕・出血斑・色素沈着などの二次的

な皮膚病変が生じる場合や軽度の湿疹・痒疹を認める

場合もある．透析患者に認められる�痒症の発症メカ

ニズムは十分解明されていないが，外因刺激に対する

痒み感受性の亢進（皮膚乾燥，痒覚神経異常，発汗量

低下など），皮膚における痒みメディエーターの過剰

産生（ヒスタミン，サブスタンスPなど），透析に由

来する内因性起痒物質蓄積（尿毒症物質，ヒスタミン

遊離促進物質など），中枢における痒みメディエーター

の過剰産生（オピオイドペプチド産生など）が複雑に

重なり合って重症化し，持続性かつ難治性になると考

えられている1，2）．

透析患者における皮膚�痒症の程度・持続時間・範

囲は患者個々により違い，�痒が軽度で特に気になら

ない症例から日常生活や睡眠に支障をきたすほど重症

な症例まで認める．透析期間が長くなるとともに�痒

は重症となり，昼夜を問わず持続的となり，身体的に

も精神的にも多大な苦痛となる．種々の治療があり，

�痒症の程度が軽い場合には，治療に反応し，改善す

ることが多いが，持続性・難治性になると，治療に反

応しにくくなり，常に患者にストレスを与え，生活の

質（qualityoflife:QOL）を低下させてしまう重大

な合併症の1つである3）．本稿では，透析患者の皮膚
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�痒症に行われている治療（表 1）と管理上のコツに

ついて述べる．

1 スキンケア

皮膚乾燥を認める場合には，患者に，皮膚のスキン

ケアが重要であることを理解させた上で，皮膚の保湿

と清潔のバランスを心掛けるように指導する．また，

皮膚を活性化するためにはバランスのとれた食事によ

り必要な栄養・ビタミンを補給，皮膚細胞の新陳代謝

を促進するためには十分な睡眠が必要である4）．

1） 皮膚乾燥のケア

高齢になると，皮脂や汗の分泌が減少し，角層の表

面を覆っている皮脂膜の形成が悪くなり，保湿能が低

下する．透析患者に認められる乾燥症には，除水によ

る角層水分減少・尿毒症毒素蓄積なども関与してい

る5）．四肢伸側・臀部の皮膚によく認められ，症状の

進展とともに躯幹へと拡大する傾向がある．透析患者

では経皮水分喪失量は減少しており，透析期間が長く

なるとエクリン腺の数やスポット径は減少し，発汗量

が減少する．皮膚の乾燥に伴い，水分保持能が低下し，

浅い亀裂が発生し，外界温度変化に伴う血管反射が微

小亀裂を刺激としてとらえると�痒感が生じる．発汗

の減少は皮膚乾燥をもたらすだけでなく，熱放散機能

を障害し，体感温度上昇を起こし，�痒を増強させる．

① 皮膚への過度の刺激を避ける．下着は化学繊維を

避け，天然素材のものを使用する．純綿は吸湿性や

通気性に優れているが，ウールやナイロンは肌を刺

激したり，静電気を起こすことがあるので，柔らか

い純綿製で，裏が毛羽立っていない肌着を使用する．

また，掻きむしり，垢こすり，強い日差し，電気毛

布，赤外線コタツなども避ける．

② 洗剤に含まれる化学物質を完全に除去するために，

洗濯機で洗った後に，衣類・下着類をよく水洗いす

る．

③ 頻回の入浴を避け，熱くないお湯に短時間入浴し，

刺激が強い石鹸の使用やこすりすぎによる脱脂は避

ける．硫黄含有温泉入浴剤などの使用も避ける．

④ 過度の運動などによる過度の発汗を抑える．しか

し，汗をかいたり，ストレスを解消するためには，
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表1 透析患者における皮膚�痒症の治療

1.スキンケア

� 皮膚乾燥のケア

� 皮膚清潔のケア

2.注意事項

� 至適透析指標の維持

� Ca，P，PTH，Mg，尿酸のコン

トロール

� Zn，Fe欠乏の是正

� アレルギーの有無の確認

� 慢性腎不全の原疾患，付随疾患に

よる�痒症の除外

� 生活習慣・生活環境への配慮

① 正しい入浴法

② 充分な睡眠

③ 適切な食事療法

④ 適切な衣類

⑤ 適切な住居環境

⑥ ストレス解消

3.薬物療法

� 外用剤

① 保湿剤

② 抗ヒスタミン外用剤

③ 鎮痒外用剤

④ タクロリムス外用剤

⑤ 副腎皮質ステロイド外用剤

⑥ カプサイシン含有製剤

⑦ ヘルスセーフ

⑧ ヨモギエキス含有製剤

⑨ 自家製止痒製剤

⑩ 精油（アロマセラピー）

� 内服薬

① 抗ヒスタミン薬

② 抗アレルギー薬

③ 副腎皮質ステロイド薬

④ イオン交換樹脂

⑤ 尿毒症毒素改善薬

⑥ 精神安定薬

⑦ 漢方薬

� 注射薬

① 抗アレルギー薬

② ビタミン剤

③ 脂肪乳剤

4.その他

� 透析量の増加

① 連日短時間血液透析

② push/pullHDF

� 低体温透析

� ダイアライザー洗浄液量の増加

� 中波長紫外線照射

� 鍼治療

� 電気針治療

� 副甲状腺摘出術

	 腎移植


 心のケア



透析患者における皮膚�痒症の治療

ある程度の運動は必要である．

⑤ 住居環境を考慮し，機密性の高いマンションの中

で，エアコンの使用しすぎによる発汗の低下に注意

が必要である．また，過度の暖房などによる室内の

乾燥に気をつけ，加湿器の使用や空気の入れ換えを

行い，室内の湿度を一定に保つようにする．

⑥ 適切な食生活により，ビタミンを摂取する．起�

性食事（香辛料・アルコール・コーヒーなど），冷

たいジュースやアイスクリームなどを控える．

⑦ 精神的ストレスを除去するために，十分な睡眠と

休養をとらせたり，興味のあることに注意を向けさ

せ，情緒の安定につとめる．慢性腎不全や透析療法

によっても出現するが，加齢に伴う生理的変化の延

長線上にある病態であり，冬季に悪化することを理

解させることも重要である．冬は乾燥し風が冷たい

上，外気温と室温との温度差が大きいため，皮膚乾

燥に特に注意が必要である．

⑧ 潤いのある皮膚を保つために，保湿剤，中性ジェ

ルなどを使用する．経皮吸収は入浴後に多いため，

入浴後20分以内に皮膚の乾燥を防ぐために，失わ

れた皮脂・水分を補うように保湿剤，中性ジェルを

塗布する．外用剤は主成分（薬効成分）と基剤から

構成される．基剤には皮膚保護作用・皮膚粘滑作用・

経皮吸収作用があり，白色ワセリンなどの油脂性基

剤（軟膏基剤）はベトツキ感があり，経皮吸収は少

ないが，長時間作用するためよい吸収効果が得られ

る．尿素含有製剤・ヘパリン類似物質（酸性ムコ多

糖多硫酸エステル）含有製剤などの乳剤性基剤（ク

リーム基剤）は，作用時間は短く，さらっとしてお

り，皮膚保護作用と粘滑作用は弱いが，経皮吸収作

用は良好である．ヘパリン類似物質含有製剤を使用

する場合は，水中油型の乳剤性基剤であるヒルドイ

ドより油中水型の乳剤性基剤であるヒルドイドソフ

トのほうが保湿効果は強い．油脂性基剤は冬の使用

には問題ないが，夏には熱がこもってしまうため，

乳剤性基剤のほうがよい．保湿剤として代用できる

ものに，ビタミンA含有製剤がある．ビタミンA

含有製剤を使用する場合，皮膚の亀裂を認めるとき

にはトコフェロール（ビタミンE）も含有している

ユベラ軟膏がよい．

⑨ 尿毒症状態が透析により改善すると，発汗が軽度

増加する症例を認めるため，十分な透析を行うこと

も重要である．

2） 皮膚清潔のケア

皮膚が汚いと常在菌が繁殖し，その毒素が�痒症の

原因になるため，清潔は大事である．石鹸により皮膚

表面の垢や皮脂がとれきれいになるが，使用しすぎる

と脱脂によって皮膚が乾燥してしまうため，適度に使

用するように心掛ける．

2 薬物療法を開始する前の注意点

尿毒症状態により�痒症が出現するので，透析不足

にならないように至適透析指標を維持する6）．低蛋白

食により�痒症が改善7）するが，透析患者に低蛋白食

を行うと栄養状態が悪化するため，蛋白を過剰摂取し

ている患者には蛋白摂取量を減らし，適正な蛋白摂取

量にするように指導する．二次性副甲状腺機能亢進

症8）・高カルシウム血症9）・高リン血症10）・カルシウ

ムリン積上昇（異所性石灰化）11）・高マグネシウム血

症10）・高ビタミンA血症12）・亜鉛欠乏13）・鉄欠乏14）な

どにより�痒症が出現することがある．これらが出現

しないように，薬物療法・透析方法・透析液などを変

更したり，補充療法を行うことにより，常日頃からコ

ントロールすることも重要である．内服薬や使用中の

抗凝固薬・ダイアライザー・血液回路・穿刺針の材質

や滅菌剤によるアレルギー反応によっても�痒症が起

こることがあるため，好酸球数やIgEの増加を認め

る場合にはほかの種類へ変更する．また，ダイアライ

ザーの十分な洗浄により�痒症が改善することも指摘

されている15）．稀に嗜好食品（魚介類・肉類・そばな

ど）によっても�痒が出現するので，問診も重要であ

る．慢性腎不全の原疾患（糖尿病・痛風など）や随伴

する疾患（慢性肝疾患・血液疾患・内分泌疾患・アレ

ルギー性疾患・悪性腫瘍・自己免疫疾患・神経疾患・

感染症・精神疾患・妊娠など）でも�痒症が出現する

ので注意が必要である．

3 薬物療法

確立した指針はないが，�痒のメディエーターを抑

制するために，多彩な薬物療法が行われているが，根

治的と言えるまでの効果はなく，本症の基盤にある乾

燥症の治療や増悪因子の除去が重要である．�痒症は

一旦発症すると難治性であり，長期使用により副作用
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が出現する薬物は使用しにくい．腎不全患者の皮膚�

痒部には肥満細胞の増加が見られ，そこから放出され

るヒスタミンによって�痒感が生じ，また，血液と透

析膜の接触によってもヒスタミン放出が生じ，�痒感

が生じると考えられているので14），抗ヒスタミン薬・

抗アレルギー薬が主に使用されている．しかし，透析

による�痒はオピオイドペプチドによるモルヒネ受容

体を介した中枢性のかゆみが主であると考えられてお

り16），薬物療法の効果は少ないとも考えられている．

効果判定を行う場合には，�痒の程度に加え，範囲

（面積測定）も用いると，�痒の程度には変化がなく

ても範囲が減少し，有効であったと判断できる症例も

認められる17）．また，効果があると報告された薬物で

も，二重盲検法により効果が否定されることもあり18），

効果判定は慎重に行う必要がある．

1） 外用剤

抗ヒスタミン外用剤がよく用いられるが，皮膚の乾

燥も認める場合には，保湿製剤と混ぜられて使用さ

れる19）．鎮痒外用剤として，直接的な痒みの抑制作

用はないが，塗布すると灼熱感が生じ，その結果，痒

みが消失するオイラックス軟膏がある．サブスタンス

Pを枯渇させることにより止痒作用があるカプサイシ

ン含有製剤塗布20），アトピー性皮膚炎治療剤であるタ

クロリムス軟膏塗布21）が有効との報告もある．カプサ

イシンより炭素数が1つ少ないが，同等の辛味性を

有する合成化合物であるノナン酸バニリルアミド（ヘ

ルスサイエンスセンター社製）も有効である22）．また，

皮膚保護能力のあるヘルスセーフ（ジープラン社製）

が血液透析患者のシャント部皮膚�痒症に有用である

ことが指摘された．

筆者は，出口部皮膚�痒症を伴う腹膜透析患者にヘ

ルスセーフを使用し，皮膚異常の改善とともに�痒症

が改善したことを報告した．ヘルスセーフは医薬品で

はないが，トリクロサン，プロピレングリコール，パ

ラベン，ミリスチン酸イソプロピル，セタノール，エ

デト酸塩が含有されており，一般細菌に対する殺菌力

に加えて，グラム陽性球菌に対する静菌力に優れた効

力を持ち，角質層に浸透し，角質層細胞間を埋めて皮

膚保護膜として外部からの刺激を防ぐ作用がある．

非ステロイド系消炎外用剤も止痒効果は期待できる

が，その効果は弱い．ヒスタミン以外の痒みメディエー

ターの産生も抑制する副腎皮質ステロイド外用剤には，

強力な止痒効果があり，その効力は5つのランクに

分けられている．副腎皮質ステロイド外用剤は痒みの

重症度に合わせて使い分けをする必要があること，急

な中止によりぶりかえすことがあること，長期間使用

により副作用の危険23）があることなどにより，筆者は，

�痒症に対し，保湿剤・抗ヒスタミン剤などで効果が

ない場合に適応を考え，必要と判断した場合には，ラ

ンク3～4の副腎皮質ステロイド外用剤を短期間使用

し，効果が少ない場合や長期投与を患者が希望する場

合に皮膚科専門医に依頼している．

透析患者の�痒症は難治性であり，各施設でそれぞ

れ工夫した自家製止痒水・軟膏・クリームなども使用

されている．ヨモギ由来の艾葉エキスの塗布・ヨモギ

浴24），ニンニクB1エキス配合浴用剤25）ポリドカノー

ル含有バスオイルによる温泉療法26）・サウナ27）の有効

性も報告されている．

アロマセラピーとは，香りを意味するアロマと，治

療を意味するセラピーから成る造語である．単に香り

を嗅ぐだけの治療ではなく，治療に使用する薬効植物

から抽出した精油に含有される薬効成分が，皮膚塗布

や吸入により血中に吸収されることにより治療効果が

現れることが明らかとなった．アトピー性皮膚炎に有

効であることが報告28）されたため，筆者は，透析患者

の皮膚�痒症にも有効であると考えて，informed

consentを文書で得た上で，パッチテストにより使用

する精油にアレルギーがないことを確認後，臨床試験

を行った．なお，精油の中には，含有成分が明らかで

はないものもあり，重篤な副作用が起きる可能性も否

定はできないため，含有成分が明示されているプラナ

ロム社製の精油を使用した．安定した維持血液透析を

施行し，日中あるいは夜間に白取の分類で2度以上

の�痒を認めた症例（n＝5）を対象とし，中性ジェ

ルに抗炎症・抗菌・免疫賦活・皮膚再生・鎮痛・冷却・

鎮静・抗不安作用のある精油を5％混和した試験薬
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表2 本試験薬の成分

ケモタイプ精油：0.5ml

ローズウッド（プラナロム社）2滴

ペパーミント（プラナロム社）2滴

ラベンダーアングスティフォリア（プラナロム社）2滴

サベンサラ（プラナロム社）4滴

中性ジェル：9.5ml

アクアゲル（アクシリオ社）



透析患者における皮膚�痒症の治療

（表 2）を2週間使用し，同一の医師が効果を判定し

た．なお，痒みに対し処方されている内服薬と注射薬

は継続し，外用剤は中止した．皮膚の乾燥・状態・掻

破痕（図 1）は有意に低下した．白取の分類による�

痒感の程度（図 2）は日中・夜間とも有意に改善した．

なお，安眠度・精神的安定度（図 3）も有意に改善し

た．よって，中性ジェルを用いたアロマセラピーは患

者の皮膚異常を改善する結果，痒みを改善し，精神的

にもゆとりが得られ，安眠できると推察した．

今回の検討の結果，筆者は，透析患者の皮膚�痒症

を治療する場合，�痒を抑えることだけではなく，皮

膚異常を是正することが重要であることを再認識した．

本療法の問題点としては，保険適応ではないため，費

用が患者負担になることである．今後，患者個々の状

態に応じて，含有成分数・量を変更すると数十万もの

組み合わせも可能となり，治療内容の組み合わせが少

なかった従来の治療法に取って代わる治療方法になり

得る可能性を秘めている．また，�痒症には精神・心

理的な要因も影響していることもあり，これらを安定

させる精油の使用もQOLの改善に有用であると思わ

れる．
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図1 皮膚の掻破痕・乾燥・状態の変化

�痒
感

�痒
感

図2 皮膚�痒感の変化（白取の分類）



2） 内服療法

抗ヒスタミン薬29）・抗アレルギー薬30）は副作用が少

なく，広く使用されているが，抗コリン作用の強い薬

は，緑内障・前立腺肥大合併患者には禁忌である．抗

ヒスタミン薬の投与により，眠気を訴える患者におい

ては就寝前投与に変更する．抗アレルギー薬のテルフェ

ナジンは透析患者では電解質異常によりQT延長を起

こしやすいため禁忌である．副腎皮質ステロイド薬や

イオン交換樹脂（コレスチラミン）も有効との報告も

ある31）が，長期使用には問題があり，使用されていな

い．尿毒症毒素改善薬（クレメジン）32），ラクツロー

ス33），漢方薬（温清飲，当帰飲子，黄連解毒湯，四物

湯，大柴胡湯，柴苓湯など）34），ニセルゴリン35），オ

ピオイド受容体拮抗薬16），セロトニンタイプ3受容

体選択的拮抗薬36），長鎖脂肪酸37），サリドマイド38）も

有効と報告されている．

3） 注射療法

抗アレルギー薬（強力ネオミノファーゲンC39）・ノ

イロトロピン特号40）・MSアンチゲン4041））の透析

終了時の静注が有効である．また，ビタミンB2 製剤

であるアデラビン9号42）や脂肪乳剤43）の透析終了時

の点滴静注も�痒症に有効であることもある．ポララ

ミンの静注は作用時間が短いので使用されていない．

エリスロポエチン製剤の�痒軽減効果が報告された44）

が，実際エリスロポエチン製剤を投与した患者で�痒

が軽減したということはあまり聞かない．リドカイ

ン45）やヘパリン46）も有効との報告もあるが，長期使

用に問題があり，使用されていない．

4 その他

ダイアライザーの膜面積増加47），push/pullHDF48）

や低体温透析49）により�痒症が改善することが指摘さ

れている．筆者は，連日短時間血液透析により，�痒

症が改善した症例を経験している．また，中波長紫外

線照射50），鍼治療51），電気針治療52），副甲状腺摘出術8），

腎移植53）などによっても�痒症が改善する可能性もあ

る．

5 管理上のコツ

掻くことにより皮膚状態は悪化するので，痒みを感

じた時には触ったり，冷却したりして，なるべく掻か

ないように指導する．我慢できずに掻く場合には，皮

膚に傷を作らないように爪を短くしておき，爪が当た

らないように掻いたり，孫の手などを利用する場合は

柔らかいものを巻き付ける工夫を指導する．また，掻

いた後には，外用剤を塗布することも指導する．

�痒症は，透析療法の継続とともに増強し，難治性

であり長年にわたって持続するため，完治しないこと

を患者に理解させて，治療目標を設定し，強力な副腎
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図3 安眠度，精神的安定度の変化



透析患者における皮膚�痒症の治療

ステロイド薬をむやみに長期間使用するのを避け，い

くつかの薬物療法をうまく組み合わせた治療を行うこ

とが重要であり，筆者は，�痒症を程度と範囲により

分類して段階的な薬物療法を行っている（表 3）．軽

度で範囲の狭い場合には，抗ヒスタミン外用剤を処方

し，広範囲の場合には，経口で抗ヒスタミン薬または

抗アレルギー薬を加える．抗ヒスタミン薬のセレスタ

ミンには副腎皮質ステロイド薬が含有されているため，

安易な使用は避けるべきである．中等度で範囲が狭い

場合には，経口抗ヒスタミン薬または抗アレルギー薬

に冷却作用があるハッカ油を混ぜた抗ヒスタミン外用

剤を処方し，広範囲の場合には，抗アレルギー薬の透

析終了時静注を追加する．高度で範囲が狭い場合には，

抗ヒスタミン薬または抗アレルギー薬と精神安定作用

および軽度の抗ヒスタミン作用を持つアタラックスP

の経口投与を併用し，カプサイシン含有製剤などの外

用剤の処方を試み，広範囲の場合には，抗アレルギー

薬の透析終了時静注を追加する．なお，�痒症が重症

で難治性の場合には，副腎皮質ホルモン外用剤を短期

間使用し，改善しないときには，皮膚科専門医を受診

させる．皮膚の乾燥を認める場合には，保湿剤も段階

的に併用している．�痒症の治療効果は患者個々で異

なるため，継続する場合には治療の前後で効果判定を

行う必要がある．

最後に

最近，2,474名の透析患者における�痒症について

のアンケート調査が行われ，約 75％ に�痒感，約

50％に�痒による睡眠障害を認めていることが報告

された54）．日本透析医学会の統計資料によると，

2001年度末の透析患者数は約22万人であり，約16

万5千名が�痒感，約11万人が�痒による睡眠障害

を訴え，QOLが低下していることになる．透析患者

における皮膚�痒症の治療で忘れてならないことは，

皮膚乾燥などの異常な皮膚状態を改善するために，皮

膚に適した生活環境の中でスキンケアを正しく行うこ

とを指導するとともに，医療スタッフが患者のストレ

スによる痒みを和らげるために心のケアも行うことで

ある．

アロマセラピーおよびヘルスセーフに関するデータ

は，第47回日本透析医学会学術集会・総会（東京，

2002年7月）において発表した．
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表3 �痒症に対する処方の実際

1.軽度

1） 範囲が狭い場合

レスタミン軟膏 1～数回塗布

（乾燥症を認める場合にはケラレス＊1軟膏）

2） 広範囲な場合

ポララミン復効錠 � 1T 1X就寝前

レスタミン軟膏 1～数回塗布

（乾燥症を認める場合にはケラレス＊1軟膏）

2.中等度

1） 範囲が狭い場合

ポララミン復効錠 � 2T 2X朝，就寝前

ハッカレス軟膏＊2 1～数回塗布

（乾皮症を認める場合にはハッカケラレス軟膏＊3）

2） 広範囲な場合

ポララミン復効錠 � 2T 2X朝，就寝前

ハッカレス軟膏＊2 1～数回塗布

（乾皮症を認める場合にはハッカケラレス軟膏＊3）

強力ネオミノファーゲンC20ml透析終了時静注

3.高度（マイザー軟膏を短期間使用することもある）

1） 範囲が狭い場合

ポララミン復効錠 � 2T 2X朝，就寝前

アタラックスP50mg 2X朝，就寝前

カプレス軟膏＊4 1～数回塗布

（乾皮症を認める場合にはカプケラレス軟膏＊5）

2） 広範囲な場合

ポララミン復効錠 � 2T 2X朝，就寝前

アタラックスP75mg 3X朝，昼，就寝前

カプレス軟膏＊4 1～数回塗布

（乾皮症を認める場合にはカプケラレス軟膏＊5）

強力ネオミノファーゲンC40ml透析終了時静注

あるいは20ml 透析開始時と終了時静注

＊1 筆者の作製方法はレスタミン軟膏20gとケラチナミ
ン軟膏20gを混合したものである．

＊2 筆者の作製方法はレスタミン軟膏40gにハッカ油0.5
gを混合したものである．

＊3 筆者の作製方法はケラレス軟膏＊140gにハッカ油0.5
gを混合したものである．

＊4 筆者の作製方法は一味唐辛子2瓶（30g）を80％エ
タノール500mlに混入し，24時間室温放置後，フィ
ルターでこし，得られた溶液100mlに対し，レスタ
ミン軟膏400gの割合で混合したものである．

＊5 筆者の作製方法は一味唐辛子2瓶（30g）を80％エ
タノール500mlに混入し，24時間室温放置後，フィ
ルターでこし，得られた溶液100mlに対し，レスタ
ミン軟膏200gとケラチナミン軟膏200gの割合で混
合したものである．
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要 旨

長期透析患者の歯および顎口腔領域における合併症

について臨床的に検討した．その結果，歯においては

エナメル質の変化や歯頸部の楔状欠損，う触の増加傾

向が認められた．顎骨においては腎性骨異栄養症（以

下ROD）に伴って画像上スリガラス状の変化がみら

れ，特に歯槽硬線の消失，骨膜下吸収，嚢胞の形成な

どの所見が特徴的で，病理組織像は線維性骨炎であっ

た．顎関節においてもアミロイド骨関節症の一分症と

して発症したと思われる異常所見を伴うものが多く，

画像上では関節突起の形態異常が特徴的であった．ま

た唾液分泌機能および味覚機能はいずれも機能低下が

確認され，特に透析前で顕著であった．唾液腺では，

組織学的に脂肪変性を中心とした退行性変化が認めら

れた．これらの機能低下は腎移植により改善され，長

期透析による自律神経の障害がその原因として最も考

えられた．

緒 言

口腔は歯の存在によって咀嚼機能を司るだけではな

く，呼吸器および消化器の門戸で気道や栄養補給路の

窓口，さらには嚥下・構音機能を担い，また唾液の存

在や口腔内常在菌によって，生体の恒常性が維持され

る特殊器官でもある．わが国における慢性透析患者数

は20万人を越え1），うち多くの患者が歯科へ受診さ

れていて，すでに透析療法が特殊な治療ではなくなっ

てきている現状がある．そこで透析患者に対する歯科

治療における問題点を整理し，さらに長期透析療法下

の顎口腔領域における合併症について系統的に検討し

てきた結果をまとめ，その現状と対策について紹介す

る．

1 歯および顎口腔領域のスクリーニング診査

新潟市信楽園病院において，透析療法中の患者の歯

および顎口腔領域のスクリーニング診査を行い，その

比較として保存期腎不全患者および腎移植患者も含め

て検討した．透析患者の顎口腔領域における合併症に

対する疫学的調査では，282例を対象に施行したスク

リーニング口腔診査の結果，主な合併症として，口腔

粘膜の貧血（71％），血腫や出血斑（13％），舌乳頭

の萎縮（13％），歯の異常（30％），顎関節の異常（8

％），口腔乾燥（49％），口唇の乾燥（25％），耳下腺

や顎下腺などの腫脹（8％），さらに味覚異常（67％）

などが認められた2）（図1）．さらに233例のうち，

有歯顎患者83例に対する歯科用X線写真による検討

では，その24％に歯槽硬線の消失が認められた．こ

れらの結果に基づいて臨床的検討を行った．

2 歯の変化

口腔診査の結果，肉眼的になんらかの形で歯に異常

ありと認めたものが30％を占めた2,3）．歯における
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形態的変化では，エナメル質の変化（dentalero-

sion）や歯頸部の楔状欠損が主なものであった．また

う触（dentalcaries）の増加傾向が認められたが，

これらの変化では透析療法に伴う特異的な疾患として

生じた結果ではなく，主に透析導入期における口腔清

掃の不足や，唾液分泌の低下に伴う口腔自浄作用の低

下による二次的変化と考えられる．しかし最近の調査

で，RODによる骨変化と歯髄腔の大きさと歯髄内の

石灰化に関連があることが示されている4,5,6）．

3 顎骨の変化

進行したRODにおいては，頭部，腰部，手指，膝・

足関節，脊椎などの全身骨の変化とともに，顎骨にお

いても骨膜下吸収，嚢胞の形成などの所見が現われる

ことが知られている．X線学的には，歯槽骨におい

て歯槽硬線の消失が認められている．歯槽硬線はX

線像で歯の周囲の骨に一致した白い線として現れたも

のを称し，組織学的には歯槽窩壁を構成する固有歯槽

骨で，骨皮質に相当するものと考えられ，原発性副甲

状腺機能亢進症でも歯槽硬線が消失する．282例を対

象に施行したスクリーニング口腔診査のうち，有歯顎

患者83例に対する歯科用X線写真による検討の結果，

その24％に歯槽硬線の消失が認められた7）．さらに

歯槽硬線指数と， RODの病期の進行と MD 法

（microdensitometry）による MD-pattern，顎関節

頭の吸収と思われる所見，骨シンチグラフィーによる

uptakeの状況とはほぼパラレルであった8）．また歯

根に著しい吸収が認められたもの，歯根尖部周囲の顎

骨に嚢胞様の変化が生じることが報告されていて，こ

れらの骨変化はRODの進行の強いものにより多く見

られるようである9）．骨シンチグラフィーを用いた解

析では，特に線維性骨炎において頭蓋骨や下顎骨の集

積が特徴的である点をとらえ，RODの進行度の指標

や，副甲状腺摘出後の効果判定に有用である10,11）．

上下顎骨や口蓋に膨隆を認めた症例では，その切除組

織の病理組織学的所見は線維性骨炎である（図 2,図

3）．

4 顎関節の変化に関する概念

顎関節（temporomandibularjoint：TMJ）は下

顎骨の下顎頭と側頭骨の下顎窩との間で営まれる関節

で，顎関節の特徴は唯一の三次元的可動関節であり，

咀嚼や構音などの外的および内的応力を負担する関節

でもある．従来より透析患者の顎関節における骨変化
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図1a～d

透析患者の歯および口腔粘膜にみられる合併症．a：dentalerosion，b：口腔乾燥症と口腔カン

ジダ症，c：頬粘膜の血腫，d：軟口蓋粘膜の血腫



は，RODに伴う系統的骨変化の一つと考えられてい

た12,13）．X線学的診断では，関節突起部の骨吸収，

平坦化（flattening）などの形態的な特徴的変化が生

じることが報告され8），また骨シンチグラフィ－にお

いても，同関心領域の病変に対応して取込みの増加が

あり，これらの変化はRODの進行に伴って増加する

ことが報告されている10,11）．一方顎関節に異常症状

を伴わない健常人においても，平坦化など類似した関

節突起の形態を呈するものがあり，現時点では関節部

の病変をX線診断のみでこれらの病変を客観的にと
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図2a～d

透析患者の顎骨における変化．患者：45歳,男性，透析歴20年,原疾患慢性糸球体腎炎．a：顔貌，b：パ

ノラマ写真．RODを伴い，顎骨の骨梁は粗造である．c：歯科用X線写真．d：骨生検による病理組織学

的所見は線維性骨炎である．

図3a～c

透析患者の歯槽骨における変化．患者：37歳，女性．透析歴12年，原疾患慢性糸球体腎炎．a：口腔内所見，

b：パノラマ写真．RODを伴い，顎骨の骨梁はスリガラス状である．c：歯科用X線写真．歯槽硬線の消失所見

は著しい．



らえるには限界がある．一方，関節雑音を伴うものは，

系統的アミロイド骨関節症の一つとして，顎関節骨頭

部や円板におけるアミロイド変性などの組織学的変化

を生じている可能性がある．Payneら14）は下顎頭に

骨変化を認め，機能障害をきたした透析患者に対し下

顎頭を摘出して再建手術を行った結果，摘出下顎頭は

肉眼的に嚢胞状変化を認め，病理組織学的には線維性

嚢胞性骨炎であったと報告している．著者らの経験か

らも，透析歴27年の49歳の男性で，手根管症候群

と透析性肩関節症による肩関節滑膜切除術による組織

片より，病理組織学的に透析アミロイドーシスと診断

された症例の顎関節部のヘリカルCT-3D構築画像に

よる所見で，両側下顎頭骨表層において不規則な凹凸

と小孔状変化が認められ，また下顎頭上面では粗造と

一部はクレーター状の陥凹を呈していた15,16,17,18）．

5 口腔粘膜における合併症

透析患者の口腔粘膜における異常所見の主体は粘膜

の貧血（蒼白）である．これらはエリスロポエチンな

どの分泌障害による貧血の一分症として現れる．辺縁

性歯周炎（歯槽膿漏症）は透析患者における特徴的変

化ではないが，増齢的に高い頻度で認められ，多くの

場合歯を失う主原因となる．出血斑と血腫は，食物や

咳などの機械的刺激によって発症する．血腫および口

内炎を伴うものあるいは過去に経験のあるものが全体

の37％，特に年齢別では65歳未満の患者の77％に

認められた2）．口腔粘膜の偶発症として特徴的なもの

は粘膜血腫や出血斑である．頬粘膜，口蓋粘膜，咽頭

粘膜部に生じることが多く，この原因として食物の直

接的刺激や咬傷，咳などの刺激によって発症し，また

歯科治療においては局所麻酔の刺入点粘膜に血腫が起

こることが多い．長期透析患者の血液凝固機構につい

ては，明らかな異常を生じているとする報告は少なく，

透析中のヘパリンなどの抗凝固薬の影響によって生じ

るものと推測される．口内炎に関しては，口腔粘膜の

貧血，易感染性，唾液分泌機能の低下に伴う口腔の自

浄作用の低下などが関与していると考えられるが，発

症頻度が透析患者に特に多いという結果は得られてい

ない．臨床的に口腔カンジダ症が多く認められる報告

もあるが，これらは必ずしも透析患者に特徴的な粘膜

変化とはいえず，compromisedhostにおける日和

見感染および唾液分泌能の低下に伴う二次的変化と考

えられる18）．特に高齢者においては歯の喪失に伴って

義歯を用いる頻度が高くなり，この義歯内面（粘膜側）

においてカンジダ菌が増加する．患者自身による口腔

管理が不良で，義歯の清掃が不十分な患者においては

その発症が著明で，臨床的には特に義歯に相当する口

蓋粘膜に白斑を伴った発赤がみられ，ときに疼痛を伴

う．口腔の自浄作用や義歯の吸着には唾液の介在が不

可欠であるが，増齢的にまた透析患者においては唾液

分泌機能が低下することが知られており，これらの症

状がさらに増悪することが考えられる．

6 唾液分泌機能

口腔乾燥（口渇）を訴える患者が多い．アンケート

による疫学的調査では，口腔乾燥を訴えたものが透析

患者全体（282症例）の49％に認められ，透析前後

では透析後にやや改善する傾向が認められた19）．ちな

みに保存期腎不全患者では初期において11％（18症

例），透析導入前が33％20）で，腎移植患者では皆無で

あった．口腔乾燥症における他覚的口腔症状は，口腔

粘膜の乾燥のほかに，溝舌，舌乳頭萎縮，口角炎，口

唇炎など一般の口腔乾燥症と類似した所見が認められ

る．唾液分泌機能検査においては，透析前後共に有意

に唾液分泌量は減少していて，健常人の約 1/4の分

泌量である（図 4）．一般的に増齢的に唾液分泌機能

が低下することが知られていて，高齢者においては特

に著しい．口腔乾燥を主訴に歯科外来に受診する患者

の頻度は2％前後で，うち65歳以上の高齢者が占め

る割合は60％以上である．高齢者における口腔乾燥

の主な原因は，生理的な唾液分泌の低下に加え，多く

の場合降圧薬や抗パーキンソン薬の副作用として口腔

乾燥が生じる．一方透析患者においては30～40％が

発症し，うち高齢者は40％程度で，血液浸透圧の問

題のみならず慢性透析療法によって唾液分泌機能低下

が発症することが考えられる．画像診断では，唾液腺

造影所見で，主導管および腺系において腺内導管の数

の減少や菲薄化などの萎縮性変化を中心とした所見が

認められ，これらの造影所見は高齢者の耳下腺造影所

見に類似していた．唾液腺シンチグラフィ－では，耳

下腺および顎下腺のテクネシウムの取込みの遅延が

認められ，また口腔への移行機能の低下が観察され

た21）．透析患者の耳下腺の生検による組織学的特徴は，

脂肪沈着を中心とした萎縮性変化であった．
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以上の結果より，慢性腎不全に対する長期透析によ

り唾液腺の萎縮性変化が促進される可能性が示唆され

る．この萎縮性変化の発症機序は現段階では不明であ

るが，皮膚の乾燥の原因が汗腺の萎縮によると考えら

れている点を総合すると，すべての外分泌腺が系統的

に障害を受けている可能性がある．口腔乾燥を訴える

患者の口腔症状は，粘膜の乾燥のほかに，溝舌，舌乳

頭萎縮，口角炎，口唇炎，口腔カンジダ症の増加など

で，これら唾液分泌量の減少に伴って口腔の自浄作用

が低下し，透析患者が易感染性であることに加え，呼

吸器感染の危険性や耳下腺炎などの慢性唾液腺炎の発

症の素地をつくっている．耳下腺，顎下腺にみられる

腫脹は，経導管的逆行性感染の結果生じる唾液腺炎で

あると考えられている．

7 味覚機能

味覚異常は，塩分摂取を中心として透析患者の栄養

管理に大きな影響を与えていることが考えられる．透

析患者271例を対象とした味覚に関するアンケート

による疫学的調査では，味覚に異常を感じると答えた

ものが全体の41.3％（271症例中）に認められ，透

析前後では，透析後やや改善する傾向が認められた22）．

さらに保存期腎不全患者では12.6％（18症例），腎

移植患者（18症例）では30％であった．そこで透

析患者に対して施行した滴下法やディスク法による味

覚検査による判定結果では，四基本味覚閾値共いずれ

も健常人に比較し有意に高かった（図5）．電気味覚

計による支配神経別の電気味覚閾値でも，鼓索，舌咽，

迷走神経領域共に高く，明らかに味覚障害が他覚的に

も認められた（図6）．そこで味覚に与える関連因子

として血清亜鉛値および末梢神経伝導速度を測定した

結果，透析患者全体では低下が認められたが，いずれ

も味覚異常群と非味覚異常群との間で両者に統計学上

有意差はなかった．以上の結果より，透析患者におけ

る味覚低下の機序は味覚伝導神経障害22）をベースに，

唾液分泌量の低下による味物質の溶解不全，味蕾への

移送障害および味蕾細胞の機能低下などの関与が考え

られる23,24）．腎移植後味覚障害が劇的に改善する事

実25）から，味覚機能は器質的障害により発症するので

はなく，末梢神経機能障害などにより発症しているこ

とが考えられ ，今後味覚異常の発生機序の解明に大

きく寄与することが考えられる．

8 透析患者における口腔癌

透析患者において，疫学的には悪性腫瘍が発生しや

すいとする報告がある26,27）．当科における口腔癌の

発生頻度に関する調査では，経験した200例の口腔

癌のうち透析患者に発生したものは，舌癌 2例，悪

性リンパ腫1例の合計3例（1.5％）のみであった．

この発生率は日本における一般住民を対象とした口腔

癌の発生率（3～4％）よりむしろ低い．日本におけ

る発生頻度については，今後全国調査が必要である．

現在透析患者の悪性腫瘍に対する治療 regimenはな

いが，化学療法を行う際には排泄機構を配慮した抗癌
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薬の選択と濃度の調整が必要で，個々の残存腎機能と

透析状態を透析医と密に連絡を取り合って決定する必

要がある．透析維持が良好に行われるようになった現

在，積極的な根治手術も可能な時代に入っていると考

えられる．

結 語

透析患者の顎口腔領域にみられる合併症の発症機序

は複雑で，その機能異常には慢性腎不全によるもの，

透析自体により発症するものが混在していると考えら

れる．そこで透析導入前の慢性腎不全と腎移植後の口

腔症状に関する検討を行っている．口腔乾燥について

は，導入前よりもみられるが，透析導入後その頻度は

増加し，移植後改善する傾向が認められる．味覚異常

は，移植後明瞭に改善が認められる．今後RODによ

る顎骨の変化についても，腎移植後と比較して継続的

な観察が必要である．
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図5 透析前後における滴下法による四基本味覚検査結果

いずれも透析後改善傾向がみられる．

図6 透析前後における電気味覚計による味覚閾値
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はじめに

腎不全における二次性副甲状腺機能亢進症（以下

2°HPT）のコントロールは腎性骨症の管理において

非常に重要である．その治療に関してはビタミンD

（vitD）製剤，新しいリン（P）吸着薬，calcimime-

ticsなどが開発され，実用化されつつある．腎機能が

ある程度以下に障害されるとCa,P代謝異常が出現

することが知られている．具体的には高P血症，低

Ca血症傾向となることによって副甲状腺ホルモン

（PTH :parathyroidhormone）の過剰状態をきた

し2°HPTを呈するようになる1）．本稿ではPEIT，

PTXを含めた2°HPTの治療戦略について述べる．

1 慢性腎不全におけるCa,P代謝

血中Caは正常では8.5～10.5mg/dlの狭い範囲に

厳密に維持され，これらは腸管からの吸収，骨Caと

の動的平衡，腎からのCa排泄により制御されている．

体内のCaの約99％が骨を構成し，残りの大部分が

細胞外液中に存在している．さらに血清Caの内，約

45％を遊離イオン化Caが占め，約45％は蛋白と結

合している．一般にGFRが30ml/分 以下になると

活性型vitDの欠乏により低Ca血症を呈することが

多い．

一方Caとともに骨の主要な構成成分であるPは，

血中濃度は2.5～4.5mg/dlに維持され生体の有機化

合物の代謝，すなわちATPのような生体維持のため

に必須な構成成分として重要である．Pの吸収は胃，

腸管で行われ，その排泄の大部分が腎から行われる．

このような腎からのPの排泄はPTHを主とするいく

つかの液性因子に依存しており，尿中に排泄されるP

の90％以上は無機リン酸である．正常で血漿Pの約

30％を占める無機リン酸はすべて糸球体で濾過され,

その大部分は近位尿細管で再吸収されるので，尿中に

排泄されるのは濾過されたうちの10～15％である．

血清P濃度の調節にはCaと同様にPTHとvitDが

大きな役割を果たしている．PTHは骨において，骨

吸収を促進しCaとPを血中に動員する．またPTH

は腎臓においては近位尿細管に働きP再吸収を阻害

する．骨でのP動員作用に比較し腎でのP再吸収抑

制作用がより強いことから，PTH分泌過剰の状態で

は低P血症の方向に働く．一方，活性型vitDは小

腸でのP吸収を促進し血清Pを上昇させる．腎機能

が正常ならたとえ過剰にPが負荷されてもまもなく

腎より排泄されてしまうため高P血症をきたすこと

はないが，腎不全下においてはGFRの減少に伴い腎

からの排泄が低下するため，その多寡にかかわらずP

を含む食事を摂取するだけで高P血症をきたすこと

になる．

2 二次性副甲状腺機能亢進症の病態生理

慢性腎不全患者の多くは Pの蓄積，低 Ca血症，

vitDの活性化障害などによってPTHの分泌が刺激

された状態にある．このように2°HPTをきたすこと
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によって，高回転骨である線維性骨炎を呈するように

なると考えられてきた．その治療として PTHの過

分泌と，亢進した骨代謝回転を抑制する目的で経口

活性型vitD製剤が使用されるが，実際はすべての

2°HPT患者におけるこれらの病態を完全には改善し

得ないことがその後明らかになった．つまり血中Ca

濃度を正常化し血中1α,25（OH）2D3レベルを正常に

維持したとしても高度の2°HPTの状態ではPTHの

分泌を充分に抑制できないことが判明した．この理由

として，副甲状腺細胞におけるvitD受容体（VDR）

の減少が一因であると考えられている2）．腎不全のご

く初期より副甲状腺のVDRは減少し，腎不全の進行

に伴い活性型vitDの低下が進むこととあいまって，

vitD作用の伝達がさらに低下しvitD抵抗性の原因

となる．VDRの情報は標的遺伝子の VD response

elementに伝達され活性型vitDの作用が発揮される

が，慢性腎不全においては蓄積した尿毒症物質もこの

伝達を阻害することにより，さらにvitD抵抗性がも

たらされていると考えられる．

一方，Ca受容体（CaR）は7回細胞膜貫通領域を

持つG蛋白共役型の受容体で，副甲状腺，甲状腺C

細胞，腎などに存在し，細胞外液 Ca刺激を介して

PTH遺伝子の転写を抑制し，PTHの産生を抑制する

ことが知られている．このようなCaRが副甲状腺で

血中Ca維持の調節を司っていることが確認されてい

る．特に2°HPTにおいては副甲状腺細胞でのCaRの

発現が低下しており，これもvitD治療抵抗性の一因

と考えられている3）．さらに慢性腎不全に伴う2°HPT

では副甲状腺のCa感知機構が右にシフトしている．

つまりより高いCa濃度でなければPTH分泌が抑制

されないという特殊な状況も存在している．透析患者

におけるこのsigmoidalcurveのシフトや傾きの変

化は活性型ビタミンDパルス療法により改善するこ

とがわかっている4）．この機序として副甲状腺細胞に

おいてCa感受受容体遺伝子にVDREs（vitaminD

responsiveelements）が存在し，1α,25（OH）2D3に

よって転写レベルで制御されていることがわかってき

た5）．

副甲状腺機能が亢進する過程で，副甲状腺細胞の増

殖は当初は polyclonalな増殖 （diffuse hyper-

plasia）であるが，その後持続する刺激によりmono-

clonalな増殖を示す結節性過形成病変（nodular

hyperplasia）が見られるようになる．そこに至ると

通常vitDパルス治療に抵抗し，非可逆的であると考

えられている．結節性過形成の細胞では VDR2）や

CaR濃度3）が、びまん性過形成よりも明らかに少ない．

これらの受容体の濃度は細胞増殖能や腺重量と負の相

関がある．

3 二次性副甲状腺機能亢進症の評価

2°HPTの評価として，血清intact-PTH値が主に

用いられる．ただし，透析患者では骨のPTHに対す

る抵抗性があり，血清Ca値，骨代謝マーカーと合わ

せて，PTH分泌が適切であるか評価しなければなら

ない.

透析患者においてintact-PTHは，正常人の3倍程

度（100～150pg/ml）目標にすべきとされている．

intact-PTHは生物学的活性を持つ184PTHを特異

的に測定する目的で開発された．しかし実際には，活

性を持たないだけではなく，骨や腎尿細管において，

184PTHの生物学的活性を競合的に阻害するとい

うことが明らかになった784PTHを含めて測定し

ていることが判明した6）.そのためこれだけではPTH

活性を正確に評価できない．現在，184PTHを特

異的に測定できるassay（wholePTH）がつい最近，

使用可能となった．骨代謝マーカーとしては，アルカ

リホスファターゼ，骨型アルカリホスファターゼ，オ

ステオカルシンなどがあり，骨形成を示す骨芽細胞由

来のマーカーである．

4 画像，局在診断

非浸襲的な画像検査としてUS，CT，MRI，scinti-

graphyが有用である．USは繰り返し実施でき簡易

に施行できる．CT,MRI,scintigraphyは特に異所

性腺が疑われるときに考慮されるべきである．副甲状

腺は80～90％ の人は4腺あり，5～10％が5腺，

5％が3腺，5％ 以下の人が5腺以上と言われている

7）．そのため3腺以上の腫大を頚部超音波検査にて認

めたときは，異所性腺の存在を積極的に検索すべきで

ある．

1） US

エコーでは副甲状腺は通常甲状腺の中・下部の背側

にlowechoiclesionとして認められる．正常のもの
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の大きさは6×5×2mm程度である．この程度の大

きさならば7.5MHZのプローベで検知できるのだが，

脂肪のため正常腺の場合甲状腺とエコーレベルが同じ

になり検知できない．異常腺は脂肪細胞が少ないため

大きさが同じでも検知できる．エコーの弱点は食道，

気管，胸骨の背側の腺や胸腺の微速の腺を検知できな

い．そのような場合はCT，MRIを施行する必要があ

る．甲状腺内に存在する腺はBモードでは検知でき

ない．ドップラーエコーが有用である．現時点では副

甲状腺の組織学的差異を見るのは腺の重量が最も適し

ている．ドップラーにて副甲状腺への血流の流入を見

ることができるようになり，血流があればcystを除

外できる．豊富な血流は小さな腺においても活発な細

胞増殖，結節形成を示唆させる．

2） CT

plainCTでは副甲状腺のCT値は筋肉と同じレベ

ルで甲状腺よりは低い．enhanceCTでは CT値は

筋肉より高く，甲状腺より低くなり，判別しやすくな

る．弱点としては骨のアーチファクトにより画像が落

ちる欠点がある．

3） MRI

冠状断，矢状断が容易に得られ，特に縦隔病変の評

価に有用である．CTより精度がよいとされる8）．た

だしサイズの小さなものは検出率が悪い．

4） scintigram

以前はTl,99mTcpertechnateが使用されていたが，

最近は 99mTcmethoxyisobutulisonitrate（MIBI）

が注目されており感度が良い.

MIBIは心筋シンチとしてもともと開発された.

1989年に心筋シンチ目的で施行されたMIBIシンチ

でたまたま副甲状腺の異常が示された．MIBIは甲状

腺よりも副甲状腺により長い時間とどまり9），2時間

後のdelayedscanにてより鮮明な副甲状腺を検知で

きる.99mTctetrofosminも使用されるが甲状腺から

のwashoutがMIBIよりも遅い.MIBIでの副甲状

腺のuptakeはミトコンドリアの活動性に依存してい

る10）.すなわち細胞の代謝活性の指標となり得，機能

面も反映し得る．現時点ではMIBIは副甲状腺に対し

保険適応となっていないが近い将来に適応となるであ

ろう．

5 治療法の選択と適応

腎不全における2°HPTの治療は，まずは血中Ca

値を適正に保ちながらのPコントロール，vitD製剤

投与が主体となる．静注vitDパルス療法（以下パル

ス療法）は治療戦略に革命的変化をもたらしたが，重

症の2°HPTに対しては効果がないばかりか，高Ca

血症を招き，すべての患者に用いることはできない．

どのような患者がパルス療法ではコントロールできな

いのか，また重症2°HPTにおいて最適な治療方法の

組み合わせをどのように選択すればよいのか，そのフ

ローチャートを図111）に示した．

超音波検査で少なくとも1腺の体積が0.5cm3また

は直径1cm以上の患者は，長期的にはパルス療法抵

抗性である12）．また0.5gより重い副甲状腺の90％

以上は結節性過形成でvitDに抵抗性である．病理的

検討でも，この大きさ以上の腺は90％以上結節性過

形成であることが，わかっている．病態生理学的に見

れば，結節性過形成が少なくとも1腺ある患者では

パルス療法は効果がない．しかし，臨床の現場では1

年以上も無効なパルス療法が行われ，異所性石灰化を

招いている例をしばしば目にする13）．このような患者

では，比較的早期に選択的PEITや副甲状腺摘出術を

すべきだと考える14）．

3カ月間のパルス療法に十分に反応しない患者の場

合，2つの可能性を鑑別しなければならない．1つ目

は比較的小さな腺に結節性過形成が発生した可能性で

ある．腺の大きさに加えて，形状も腺内の結節の存在

を示唆する15）．カラードップラーエコーによって腺内

の血流が確認できれば，結節性過形成の可能性が高い．

2つ目は，たとえば縦隔のような超音波で見える範囲

外に，結節性過形成を含む腺がさらに存在する可能性

である．このような異所性腺はscintigraphyやCT

/MRIでのみ同定し得る．もし異所性腺が結節性過形

成だと疑われるなら，副甲状腺摘出術の適応である．

投薬，インターベンション，手術に分けて以下に述

べてゆく．

1） P吸着薬

P自体には単独で副甲状腺機能を促進させることが

知られており，P制限食やP吸着薬の投与が必要と
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なってくる．長い年月にわたり水酸化アルミゲルなど

Al製剤が強力なP吸着薬として使用されてきたが，

長期のAl製剤の投与によりAl脳症や骨軟化症など

が起こることが明らかにされ，その使用は制限される

ようになった．このような理由から1980年代後半か

ら炭酸カルシウムが広く使用されるようになったが，

Caの含有量が40％と多いことからvitD製剤との

併用により高Ca血症をきたしやすくなり，その結果

2°HPTを治療する上での新たな障壁になってしまっ

たという事実がある．2°HPTを抑制するに十分な

vitD投与を可能にするためにCaを含まないP吸着

薬が現在必要とされる理由がそこにあり，実際，高

Ca血症の危険のないP吸着薬として陰イオン交換樹

脂の sevelamerhydrochloride（RenaGel）が最近

実用化された．これはCaもAlも含まない陽イオン

ポリマーで，腸管からは吸収されず水素イオンとの化

学結合によってPが吸着される．またこの薬剤は副

次的な効果として胆汁酸を吸着し総コレステロール，

LDLコレステロールを低下させる作用もあわせ持つ

ため高脂血症合併例に対しても用いやすい利点があ

る16）．またsevelamerは高Ca血症を招かず，Pのみ

を低下させることから，異所性石灰化のリスクを低下

させると考えられる．実際，Chertow GMらは冠動

脈や大動脈の石灰化を抑えることを報告している17）．

sevelamerは米国ではすでに発売されており日本で

も治験が終了した．近日中には使用可能となろう．

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.3 2002410

副甲状腺のサイズ

二次性副甲状腺機能亢進症

リン吸着薬
活性型vitD製薬

管理可能

管理不能

超音波検査

vitDパルス療法

＞0.5cm3

通常は管理不能

選択的PEITもしくは
vitD局注療法と
vitDパルス療法

＜0.5cm3

管理可能

通常は
管理可能

vitDパルス療法
管理不能

管理不能
シンチとMRI
かCT

colorflowmappingで組織
の破壊を確認

超音波検査

管理不能

シンチで異所性副甲状腺
を検索

シンチで異所性副甲状腺
を検索

MRIかCT 副甲状腺摘除術 MRIかCT

図1 二次性副甲状腺機能亢進症治療のフローチャート
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2） vitD製剤

経口活性型 vitDとして 1α,25（OH）2D3（calcit-

riol）とそのプロドラッグである 1α,（OH）D3（alfa-

calcidol）がある．alfacalcidolは肝で25位水酸化反

応を受けて最終的にcalcitriolとなり，効果を発揮す

る．活性型vitDの投与はcalcitriolの補充を行う意

味で，腎不全における骨病変対策の中心的な役割を果

たすものである．calcitriolやalfacalcidolを腎不全

の早期から投与することは重要と考えられたが，高

Ca血症や高Ca尿症をきたし腎機能低下を促進する

との報告があり，その保存期からの使用に関しては投

与開始時期や投与量の点で一定の結論が得られていな

い.さらに最近falecalcitriolが利用できるようになっ

た．この薬剤が適する症例についてはまだ評価が完全

には定まっていない．

静注製剤は2剤発売されているが使用法について

は前述の通りである．

3） calcimimetics

副甲状腺のCaRに選択的に作用し，細胞外Ca2＋ の

CaRに対する作用を増強する化合物群を calcimi-

meticsと称する．calcimimeticsはinvitro試験，

動物試験および臨床試験において，副甲状腺CaRに

作用し，PTHの分泌を抑制し，血清Ca濃度が用量

依存性に低下する．2°HPTの治療薬としての今後の

実用化が期待される．Ca受容体はそのほかの臓器に

も存在することが知られており，そこに及ぼす効果を

検討する必要がある．

4） PEIT（percutaneousethanolinjection

therapy）

PEITの適応は，特に高PTHをきたす高回転骨で

vitDパルス療法に対して抵抗性のあるもののなかで

副甲状腺の長径が1cm以上で2腺以下の腫大例とさ

れる．PEITは vitD製剤を適度に使うことにより

PTXに比しhypoparathyroidismをきたすリスクを

低くしうる18）．エコーガイド下に針の先端を腺の中心

まで進め，0.1％リドカインを混ぜた90％エタノー

ルをゆっくり注入する．最初は測定し予想される容量

の80％程度を注入する．周囲に漏出した場合反回神

経麻痺を起こし得るからである．最終的には腺内の血

流は消失するのがドップラーエコーにて検知できる.

5） vitD局注療法

この治療は腫大副甲状腺内に直接vitDを注入する

というものである19）.この治療法は選択的に副甲状腺

に注入することで，かなり高いcalcitriol濃度を局所

で達成できる．この治療法はPTH分泌を抑制するだ

けでなく， calcitriol受容体をupregulationする可

能性を示唆し，反応性を回復させる．少なくとも3

回のvitD注入がPTH抑制に必要だとの報告もある．

結節性過形成腺の除去後は，残ったびまん性過形成腺

のコントロールが主な目標となる。再発を防ぐには，

食事性のP制限が非常に重要である.

PEITと比べ反回神経麻痺の可能性が非常に少なく

安全性が高い．過去に麻痺がある例などではPEITよ

りも施行しやすいと考えられる．

6） PTX（parathyroidectomy）

結節性過形成が示唆される3腺以上の腫大副甲状

腺を持つ患者は，PEITやvitD局注療法よりも侵襲

や再発を考えると副甲状摘出術の適応と考えられる．

原発性副甲状腺機能亢進症における腺腫（adenoma）

や過形成はたいてい1腺であり，選択的部分副甲状

腺摘出術では最小限の切開が可能になる．このような

修正選択的部分副甲状腺摘出術は1腺の結節性過形

成腺を伴う透析患者でも挑戦されるだろう．しかし，

透析歴5年以上の患者ではたいてい残存腺が高頻度

に再発するので，全摘術および自家移植（totalPTX

withpartialautotransplantation:PTX＋T）がよ

り好まれている．自家移植片は最も小さいびまん性過

形成腺から採取されるべきで，増殖能の強い結節性過

形成腺からの移植では頻回の再発が報告されている

20）．

結 語

経口および静注 vitDパルス療法，局注療法，

PEIT,PTXなどの中から，適切な治療を選択し組み

合わせるには，副甲状腺過形成の病態生理や臨床的特

徴を理解しなければならない．結節性過形成の存在が

明らかになれば，vitDパルス療法を継続せず，比較

的早い段階で副甲状腺摘出術またはPEITにより，結

節性過形成腺を摘除し，異所性石灰化を防ぐように管

理すべきである.
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はじめに

わが国の透析患者数の増加傾向には少しも歯止め傾

向がかからず，日本透析医学会統計調査委員会がまと

めた平成13年12月31日現在の集計では，透析患者

数は219,183人と報告されている．また，平成13年

1年間の新規導入患者も33,243人となっている．幸

いにも先人の努力によって，透析医療は保険診療とし

て認められてはいるが，新規導入患者は内部身体障害

を持っているため，充分の社会復帰がままならないの

が現況である．長期透析患者の場合には，特有の合併

症のために社会復帰がさらに困難な状況になってきて

いる．このような患者の救済のために更生医療という

仕組がある．

愛知県ならびに名古屋市では，この地域に在住して

いる透析患者が安定かつ効果的な透析治療を受けて更

生できるように期待して，透析療法審査会という諮問

委員会を設けて運営してきた．この方式の詳細につい

ては，すでに4年前の本誌に報告しており省略する

が，医師6人（医師会代表1人，透析専門医5人，

この5人はすべて日本透析医学会の評議員である）

によって構成される審査会議を毎月1回開催し，委

員合議の下で更生医療の給付の妥当性について審議し

ている．疑義がある場合には補足説明ならびに不足デー

タの補充を申請医に求め，再提出後もう一度審査を行

うこととしている．透析の施行内容が不適切であると

判断された場合には申請を却下する場合もある．

さて，透析療法における近年のもう一つの特徴とし

て，糖尿病患者と高齢患者の著しい増加があげられる．

このような患者群は，その臨床的背景から様々な合併

症を持っているために日常活動度が低いことが推測さ

れる．さらに，長期透析患者の中には合併症のために

日常生活のQOLが極端に低下している場合もある．

このような患者では血清クレアチニン値が徐々に低下

することは周知の事実である．しかし，審査の過程上

で血清クレアチニン値は非常に重要な指標であり，障

害者手帳の申請の際においても血清クレアチニン値は

最も重要な指標として扱われている．このような状況

を鑑みて，当審査委員会は血清クレアチニン値が極端

に低い患者でも判定が容易となるように，また事務局

職員に現在の透析患者の身体状況を理解していただく

ために，新たな判断基準を作成して審議資料として活

用している．今回，平成11年度から13年度までの

審査状況について報告するとともに，新しい審査基準

についても報告し，読者の皆様からの貴重なご意見が

頂戴できればと考えている．

1 新たな透析審査会判定基準

近年の透析患者の特徴は前述したが，高齢者，糖尿

病患者の急増とともに血清クレアチニン値が非常に低

い値で新規導入される者，継続患者ではあるが血清ク

レアチニン値が徐々に低下していく患者などが目につ

くようになってきた．特に前者についてはあまりにも

早期の導入ではないかとの疑問もあり，慎重な審議が
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必要となってきた．それに伴い1回の審査会議にお

ける作業量も激増してきた．そこで，現状との整合性

を高め，主観的な評価ではなく客観的評価として腎機

能検査関連指標を評価できるようにという目的で，当

審査会議では表 1に示すような判定基準を新たに作

成した．この基準で配慮が行われたのは，無審査基準

を従来の血清クレアチニン8.0mg/dlから7.0mg/dl

へ減少させたこと，著しい筋萎縮により血清クレアチ

ニン値が低い者については5.0mg/dlと別の基準を

策定したことである．実際，このような判断基準の変

更に伴い作業量の急激な増加は若干抑制されている．

なお，この判断基準は昭和57年2月1日の本審査会

議発足の頃に最初に制定され，以後2回の改正を行

い現在に至っている．

2 透析療法審査結果の表中語句の説明

表 2～4に平成11～13年度にかけての，①総審査

件数，②内容，③第1項該当審査対象者の内訳につ

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.3 2002414

表1 判定基準（愛知県透析療法審査会議内規）

1 新規申請

（1） 導入期

a） 以下の2項目のうち，いずれか一方を満足するもの

①内因性クレアチニンクリアランス値 5.0ml/min以下

②血清クレアチニン濃度 10.0mg/dl以上

b） 以下の項目の中で5項目以上を満足するもの

①内因性クレアチニンクリアランス値 10.0ml/min以下

②血清クレアチニン濃度 8.0mg/dl以上

③血清Na濃度 130.0mEq/L以下

④血清K濃度 6.0mEq/L以上

⑤血清Ca濃度 4.0mEq/L以下

⑥血清P濃度 6.0mg/dl以上

⑦赤血球数またはヘマトクリット値 250.0×104/mm3以下

25.0％以上

⑧血液ガス：重炭酸イオン濃度 17.0mEq/L以下

⑨血圧 160/90mmHg以上

⑩尿量（平均1日尿量） 800ml/day以下

⑪心胸比 55.0％以上

⑫下記の臨床症状一つにつき1項目を加算する

1）体液貯留 2）消化器症状 3）循環器症状 4）神経症状 5）出血傾向 6）視力障害

c） 全身性血管障害を伴う糖尿病性腎症，高度な体液貯留や重篤な心不全を伴う場合など高度な合併症

により著しい筋萎縮を伴う場合，あるいは80歳以上の超高齢者，年少者（学童以下）では，以下の

2項目のうち，いずれか一方を満足するもの

①内因性クレアチニンクリアランス値 10.0ml/min以下

②血清クレアチニン濃度 5.0mg/dl以上

なお，この基準よりも高いクレアチニンクリアランス値，低い血清クレアチニン値にもかかわらず

明らかに尿毒症症状のため起床できない高度な日常生活障害を示す場合には，臨床症状やb）に示し

た腎機能に関する検査を参考に判定する．

（2） 透析療法を継続中であったが，今回更生医療を新規申請するもの

（原則として透析開始後1年以上を経過したもの）

以下の2項目のうち，いずれか一方を満足するもの

①血清クレアチニン濃度 7.0mg/dl以上

②平均1日尿量 500ml/day以下

2 継続申請

「1 新規申請」の（2）に準ずる．

なお，透析導入後2年以上経過したもので，血清クレアチニン濃度が7.0mg/dL以上であれば，透析

審査会議にかけずに事務的に処理することができる．しかし，血清クレアチニン濃度が7.0mg/dL未満

の場合は，2年以上経過していても，全て審査にかけるものとする．

3「1 新規申請」および「2 継続申請」の条件を満足しなかったものについては，透析療法審査会議に

おいて十分な検討を行い，承認・疑問問合せ・指導・保留・不承認などの決定を行うものとする．

この内規は平成12年6月1日から施行する．



いて示した．この表の中に示される用語について若干

の補足を加えると，第1項該当者という概念は，透

析患者の内の新規導入申請者・導入後2年未満の継

続申請者，透析はすでに2年以上継続中であるが，

今回新たに更生医療の申請がなされた患者の内で血清

クレアチニン値が7.0mg/dl以下の患者があてはま

る．この第1項該当者はすべて審査会議に付される

ことになる．一方，第2項該当審査件数と分類され

るのは，継続申請患者であって，血清クレアチニン値

が7.0mg/dl以上の者である．このような患者に対

しては審査会議にかけずに事務的に処理することを認

めるという内規が定められていて，これに則って第2

項該当患者として処理されている．疑義問合せ・指導

と分類されるのは，その患者にとって透析施行が必須

な状況は理解できるが，その治療方法に改善すべき点

が明らかな場合には，その他の治療方法への変更依頼

あるいは治療回数・時間などについて指導を行った上

で承認しているものである．現段階で透析治療を施行

する絶対的な必要性がないと委員全員が判断した場合

には不承認として申請者へ連絡している．

3 審査件数とその評価

1年に12回開催される審査会議で，例年2000例

程度の審査が行われている．この総審査件数で特筆す

べきことは，平成12年度には平成11年度と比較し

て審査件数が急増したことである．この理由は表 4

に示される審査患者の内訳をみてもらうと容易に理解

できるが，長期にわたって透析を継続している患者の

新規申請数が急増したことに由来している．このよう

な特殊な動きが起こった背景には，患者の食費につい

ても更生医療はカバーできるという理由で，透析施設

のケースワーカーが中心になって，患者負担軽減を図っ

て大量の新規申請を意図的に行ったという事実がある．

特に平成12年度は名古屋市の透析施設からの申請が
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表2 総審査件数

全体 県身体障害者更生相談所 県心身障害者更生相談所 市身体障害者更生相談所

平成11年度

平成12年度

平成13年度

4,655

5,632

6,425

2,070

2,224

2,634

924

947

927

1,661

2,461

2,864

表3 審査会議判定内容

年度 第1項該当審査件数 第2項該当審査件数 計

更生医療

適 用

承 認

11

12

13

1,521（32.7％）

2,044（36.3％）

2,106（32.8％）

3,117（67.0％）

3,564（63.3％）

4,291（66.8％）

4,638（99.5％）

5,608（99.6％）

6,397（99.6％）

疑義問合せ

指 導

11

12

13

7

2

0

－

－

－

7（0.15％）

2（0.03％）

0

不承認（保留）

11

12

13

17（0.4％）

24（0.4％）

28（0.4％）

－

－

－

17（0.37％）

24（0.4％）

28（0.4％）

計

11

12

13

1,538（33.0％）

2,068（36.7％）

2,134（33.2％）

3,117（67.0％）

3,564（63.3％）

4,291（66.8％）

4,655

5,632

6,425

疑義問合せ・指導の対象となった者は最終的に全て承認されているので計に含めない．

表4 第1項該当審査対象者の内訳

年度 対象者数

更生医療

新規申請

透析導入

11

12

13

278（18.1％）

346（16.7％）

394（18.5％）

透析継続中

11

12

13

310（20.2％）

1,225（59.2％）

938（44.1％）

更生医療継続申請

11

12

13

950（61.8％）

497（24.0％）

802（37.6％）

計

11

12

13

1,538

2.068

2,134



急増し，平成13年度にはその動きが愛知県内に波及

した．

突然の審査数の増加に驚いた審査委員が事務官にそ

の理由を尋ねると，上記の理由からですとの回答があ

り，審査委員も困惑する状況であった．実際，食費と

いうものは，人が生きていくためには何人であれ必ず

支出しなければならない費用であり，そこまで福祉が

カバーすべきかという議論も審査会議の中で行われた

が，容易に結論が出るようなものではなかった．とこ

ろが，平成14年の保険診療改定で透析患者の外来食

加算は廃止されてしまった．厚生労働省によるこの改

定の功罪・評価については様々な議論もあると考えら

れるが，社会資源は国民で共有すべきであり，食費ま

でもの偏った福祉は如何なものかと考えるならば，一

つの定見といえる改定であるかもしれない．

また，平成11年度からの更生医療継続申請の実数

をみていると，この数も年々増加している．長期患者

で第1項に該当するということは血清クレアチニン

濃度が基準より低い患者が増加しているということで

あり，この結果も特筆すべきことである．長期の透析

に伴いアミロイドーシスを合併したりして日常生活の

障害度合が極端に悪化していることを彷彿とさせるよ

うな申請書を見ることが多くなりつつある．このよう

な患者に対しては判定基準の大幅な改定により，救済

が可能となってきているだけでなく，常に客観的評価

にて判断できるようになってきた点で有用である．

4 不承認と判断される患者の背景

不承認となる背景で頻度が最も多いのは，透析未実

施症例に関する判断である．近い将来（数年後）に透

析が必要となるだろうという状況は理解できるが，そ

の時期までまだ十分の時日があると推測されるような

場合は不承認としている．次に多いのは急性腎不全と

考えられるような病態であるが，現在透析療法を施行

している患者の申請である．骨髄腫腎やrhabdomyo-

lysisなどが原因の腎不全患者では近い将来に離脱す

ることも可能と推測される．そこで，透析導入から日

が浅いような申請患者は，後日再提出ということで却

下している．その次に多いのはECUM実施症例であ

る．特に糖尿病患者で多いが，心胸比やコメントから

ECUM実施は仕方がないと判断されるものの，血清

クレアチニン値が極端に低い症例がある．このような

場合には，ECUM治療は保険診療上の範囲で施行し

てください，しかし，更生医療には該当しませんとい

う判断に統一している．ただ，多くの申請患者の中に

は，一時的に原疾患が急性悪化して導入されたものの，

その後一端改善していると考えられるにもかかわらず，

漫然と治療が継続されているような場合がある．この

ような場合には，専門医の立場からの助言・指導を行

うのは当然であるが，更生医療の点からも不承認とし

ている．

5 透析療法審査会議のまとめ

審査会議を常置して，事務官による作業だけでなく

医師の専門的立場による助言も参考にして，更生医療

の適否を判定している県はさらに少なくなってきて，

愛知県と栃木県のみというのが現状である．しかし，

愛知県の実態として今回報告したような事態は，全国

どの県でも同様に発生しているはずであり，他府県で

は血清クレアチニン値が極端に低いような症例に対し

て事務官がどのような対応をとっておられるのか不思

議で仕方がない．愛知県の判断基準は糖尿病患者，高

齢者，脳血管障害などによる身体能力障害を抱える患

者に対しても適応できるように改正したものであり，

他府県の事務官にとっても参考になると幸いである．

更生医療というものは，身体障害者の職業能力を増

進しあるいは日常生活の便宜を増すために，障害の程

度を軽くしたり，機能を回復することができるような

医療を，指定する医療機関で受け，その医療費を補助

する制度である．実際，透析治療は社会復帰を目指し

て行うのが本来の目的であり，如何にして患者の

QOLを向上させるかが愁眉の問題である．しかし，

最近では合併症を沢山持った患者の増加が著しく，社

会復帰どころかすでに前線から引退しておられるよう

な方ばかりが目立つようになってきている．このよう

な状況下で更生医療の運用にも大きな変化が起こりう

る状況となってきている．また，最近では各地方自治

体とも赤字運営となり，出費を減らすための努力が諸

処で行われている．透析に関しても，一部のケースワー

カーは食費まで更生医療の対象にしようと努力したわ

けであるが，補助者である自治体のほうは，更生医療

にかかわる透析医療の範囲はどこまでなのかという疑

問も持ち始めている．範囲をせばめれば補助する費用

も減少するからであろう．透析とは1回1,960点で

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.3 2002416



算定される透析技術料とダイアライザーのみであると

の判断がなされたとしたらどうなるのであろうか．エ

リスロポエチンなどの薬剤費は別立てと考えられるの

であろうか．ここまでが透析治療で，そこからは合併

症治療ですなどと明確に線引きすることは難しい．か

といって，感冒にかかった，重いものを持って腰が痛

む，感冒薬や湿布薬はどうかといわれると，これは透

析医療費外ですと言いたくなる．現に特定疾患などで

は特定疾患内の治療と特定疾患以外の治療が分かれた

診療報酬請求書も作られている．透析にも大きな変革

の波がくる危険性は無視できないと考えている．

限られた社会資源を有効に活用しながら，良質で先

進的な医療を提供できるように，愛知県の透析療法審

査会は申請患者の客観的評価を地道に行いながら，努

力を続けて行きたいと考えている．

日本透析医会適正透析導入部会研究補助事業報告書

として報告する．
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1 医療の光と影

医療には光と影とがある．光とは良い結果となった

医療行為．一方，稀ではあるが医療行為によって良く

ない結果すなわち影の部分が発生する．光を受ける場

合も患者だが，不幸に医療事故が起きたとき，その影

を引き受けて生きていくのも患者である．

2 医療過誤訴訟は氷山の一角

わが国の平成 12年の医療過誤訴訟の新受件数は

767件あった．しかしそれはごく氷山の一角にすぎな

い．医療裁判を通して感じることは，「気付かない」

という場合が最も多いことである．たとえば抗癌薬の

副作用で死亡する「化学療法死」という概念があるが，

化学療法によって亡くなったとしても遺族は癌で死ん

だと認識している．したがって，いったいどのくらい

の数の医療事故が発生しているのかという医療被害の

実態把握は困難である．

3 医療事故の実数

ハーバード大学の調査結果によると，医療を受けた

1万名のうち370名に医療事故があり，そのうち，

過失なしが270名，過失ありが100名．これら100

名の患者からクレームが起こされたのはわずか2名．

そのうち補償されたのは1名のみであった．訴訟社

会の米国にしてはこのクレームの割合はずいぶん少な

い印象である．これらの調査を踏まえて1年間に日

本では医療事故によって亡くなる人はおよそ2万名

程いると推測される．

4 医療被害者の五つの願い

医療事故に遭われた方々の願いは次の五つである．

① 原状回復

② 真相究明

③ 反省謝罪

④ 再発防止

⑤ 損害賠償

裁判所に訴訟を起こすとき，被害者は①から⑤まで

全部の気持ちを含んでいる．

5 システムの欠陥を改善する努力が必要

たとえば，蒸留水と消毒用アルコールが類似のポリ

容器に入り，隣り合わせに置かれていたら間違いが生

じる．ミスをするという人間の特性をふまえ，システ

ムの欠陥を追及し過誤を減少させるように解決策を講

じなくてはならない．

6 医療被害の背景にあるもの

医療被害の背景にあるものとして次の10項目を指

摘できる．

① 現行健康保険制度

② 救急医療システム（医療機関相互の連携）

③ 多忙さ

④ チームワークの悪さ
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⑤ 不勉強

⑥ 技術的未熟性

⑦ 楽観

⑧ 慣れ

⑨ 粗雑

⑩ 思い込み（錯覚）

7 適切な医療の要点

適切な医療の要点は以下の諸点である．

① 実力のある医師による的確な診断

② できるだけ侵襲性の小さな必要最小限の検査

③ 有用性の大きな医薬品の必要最小限の使用

④ 適応と要約のある手術

⑤ 安全，的確な麻酔，手術（術前処置，術後管理

を含む）

⑥ 実力のある看護師による看護

⑦ 患者の人権を尊重した医療

8 適切な医療を実践するための条件

以下の諸点があげられる．

① 実力（知識，技術，こころの総合力）のある医

師，看護師などの医療スタッフの存在

② 各医療スタッフの実力が総合力（チーム医療）

として発揮されるシステムの存在

③ 性能が確かで安全な検査設備その他の機器類の

存在

④ 薬効が高く副作用の少ない，つまり有用性の大

きな医薬品類の存在

⑤ 清潔で快適な環境（診察室，病棟，病室など）

の存在

⑥ 人権の擁護のための委員会，医療の質評価のた

めの委員会などの存在

さらに，こうした条件をささえる医療制度が必要で

ある．

9 透析に関する医療事故

透析の三大事故は，①出血，②エアーの流入，③透

析液の異常と指摘されている．

日本透析医会学雑誌に医療事故の報告が掲載されて

いる（透析会誌，34（9）;1257,2001）．透析中，針

が抜けてしまう事故が4分の1くらい，血液回路が

はずれるという事故あるいは血液に空気が混入する事

故も指摘されている．

医療事故相談センターにも透析に関する相談がある．

シャント感染で被害者から相談がきているが，私自身

は維持透析が問題となった裁判は経験していない．裁

判例を探してみたが，以下の「10 判例」の事例①

に掲げた透析を受けなければいけない病態なのに紹介

が遅れた裁判例があった．しかし維持透析実施中に起

きた事故で裁判になった例は少ない．その理由として，

明確な技術的ミスで事故が起きれば自賠責保険でカバー

され示談となっているのではないかと推察される．

10 判 例

① 透析拒否の判例

精神疾患を有する42歳の患者が，透析を受けるた

め他の病院から県の病院へ紹介された．平成 3年 7

月 12日の時点では透析の必要なしとのことで帰され

た．しかし同月 17日にもう一度透析を希望してきた

が受け入れなかった．その後同月 20日に患者さんが

亡くなった．当時，県の病院は精神疾患のある患者へ

の透析は適応ないと判断したが，新聞記事によると大

きな批判を受けたとのこと．また障害者団体が県に平

等な医療を受ける権利を侵害するということで抗議行

動をした．日弁連も調査をして勧告した．差別的なこ

とは人道的に許されないということである．福岡高裁

宮崎支部判決で平成 9年 9月に病院側の敗訴確定と

なった．実際この精神疾患を有する患者の状態はどう

であったかというと，ある程度落ち着いてコミュニケー

ションがとれるということであった．そういうことを

踏まえた裁判所の個別の判断だと受け止めていただき

たい．

② 緑膿菌感染例

鳥取地裁平成 11年 12月 21日の判決．CAPD患

者で緑膿菌がカテーテル損傷部から入った．その感染

はカテーテル処置の際に生じたものであろうと考えら

れ，腹膜炎を起こし死亡した．

11 愛知県透析医会会員からの質問事項への返答

質問①：暴力や大声をあげて周囲の患者や看護師に迷

惑をかける透析患者を，紹介先なしで透析実施を断

ることがきるのか？

返答：それが性格の問題だけなのか，病的なものがベー

スにあるのか，それとも透析という事態になってそ
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ういった性格になっていったのかなどいろいろなケー

スが考えられる．まず患者に注意をして，ここで透

析を行う以上はルールを守ることを確認する．それ

でも患者が言うことを聞かず，特に暴力をふるった

らそれは刑事的な問題になる．しかし大声をあげる

程度なら，なだめていくしか方法がなさそうである．

診療契約解除の問題であり，個々のケースで判断が

異なるが，紹介先なしで透析を拒否することは死に

繋がる危険があるので許されないと考える．

質問②：喘息の患者が薬をいつも夜間にもらいに来る．

昼間きちんと診察したいのだが，患者は今処方せず

体調を崩したら病院側の責任であると言っている．

どう対応すればよいか？

返答：実際問題，診察をして薬を出すというのが基本

である．「薬だけ」と求められるままに毎回渡して

いくことはできないことなので断るしかない．「今

処方せず体調を崩したら病院側の責任である」と言っ

て脅されたとしても「いけないことはいけない」，

「できないことはできない」と患者教育をしていく

しかない．

質問③：透析患者で，ほかへ危害を加えることはまっ

たくせず，単に迷惑行為もしくは治療方針を拒否す

るような場合は？

返答：治療方針を拒否するような場合，治療方針につ

いてその必要性などを十分説明するとか，迷惑行為

については注意するとか粘り強く説得するしか方法

はないと思われる．

質問④：暴力や大声をあげて周囲の患者や看護師に迷

惑をかける透析患者の場合，透析施設はその患者を

治療拒否する権利を有すべきであり，これは正当防

衛と言えると思うが，法律的に正当防衛が証明でき

るか回答を望みたい．

返答：たいへん苦労されている施設もあるのだと思わ

れる．正当防衛かどうかとの質問だが，法律上の正

当防衛には該当しない．紹介先もなく「来るな」と

いうことは，応招義務との関係で「正当な事由」と

いえるのかどうか非常に難しい問題と思われる．こ

のような困難な場面では，院長が自らの全人格をか

けてその患者と向き合うしかないと思う．

質問⑤：痴呆の一症状であるせん妄のため，透析中に

大声を出して周囲の患者に迷惑を及ぼす患者に対し，

透析中静かにしてもらう目的で向精神薬を投与する

場合，本人および家族に「透析中，薬で静かにさせ

たい．もし薬の使用を拒否するなら，ほかの病院を

探して転院してほしい」と説明するのは法律上問題

があるか？

返答：騒ぐ場合には鎮静薬などを使いながら落ち着か

せて透析をするということも有りうるが，そういう

処置をするときには事前に本人または家族に同意を

とるべきである．しかし同意もされず，転院して欲

しいと説明しても転院もされない場合が難しい．そ

うしたとき，たとえば，安全に透析を受けられるか

否かを精神科医に相談して精神科医の方針を参考に

する方法もある．しかし個々のケースによるためこ

の場で明確には答えられない．

質問⑥：患者本人が，積極的な治療を希望しないが，

家族が治療を希望する場合，本人の意思を書面で残

すことで免責されるのか？

返答：治療方針について本人の意思と家族の意思が異

なるときには，治療の必要性などの説明と同意の内

容を書面で残すべきである．十分に説明をしても本

人が自分の意思で透析へ来ないとなればしかたがな

いということになる．裁判所でもそういう説得の努

力を怠った場合には責任を発生させるという判断も

ではじめている．

現在，インフォームド・コンセントとか患者の自

己決定権というものが誤解され，十分な説明・おす

すめを示さぬまま患者がそうしたいというならば

「そうしなさい」，「あっそう」という医師が増えて

いるのではないかと私はいささか心配をしている．

やはり医師としてこうしたほうが良いということを

積極的に説明をし，勧めていくことが必要ではない

かと思われる．

質問⑦：慢性腎不全で透析導入が必要なとき，本人が

透析医療を拒否し家族が望む場合，あくまで本人の

意思に沿えばよいのか．その際，本人の意思を文書

で残しておくべきか．また，説得しているうちに本

人の意識が悪くなった場合で家族が望む場合，透析

すべきかどうか？

返答：判断能力がある者は治療を拒否する権利を持っ

ている．特に死に直結する治療拒否の意思は文書で

明確にしておいてもらう必要がある．ためらってい

る患者を説得中ということであれば，家族が望んで

いるように透析すべきである．
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質問⑧：維持透析患者が脳出血で意識不明になり，死

亡にまでは至らないものの植物状態が予測される場

合，差し当たり当面の透析はするでしょうが，長期

になってきたとき，家族が透析治療の継続を望めば

医療サイドから中止することはできないのか？

返答：これは植物状態の患者さんに対して透析をどう

するかということなんでしょうか？ 植物状態に高

額治療を施すことはないという考え方でいきますと

打ち切りということになるのかもしれませんが，か

なりあぶない面を持っているなあという感じを受け

ます．家族が透析医療の継続を望んでいるのである

ならば，基本的には医療サイドから中止することは

できない．

質問⑨：先日新聞紙上にも出ましたが，透析用カテー

テルを血管内へ挿入する手技などでも，手術などと

同様同意書は取るべきか？ また，急性腎不全の緊

急透析なども同意書は必要か？

返答：同意書というのはどういうときになんのために

必要かということですが，ある種の危険があるとき

にだけ同意書をとるということに限る必要はない．

同意書をとる，サインをもらうということに意味が

あるわけではなくて，そのプロセスで話をし理解を

深めるということが大切である．そういう話をした

ことの確認という意味で文書が位置づけられる．ど

こまで同意書の形で取るべきであるのかはわかりま

せんが，カルテなどにこういうことで説明し同意を

得て実施したと書いてあれば，基本的には了解をし

てもらっていると考えられるが，急性腎不全の緊急

透析なども同意書は必要かということに関しては，

こういった場合には同意書が大事というより救命を

優先することが大事である．同意書が書けないから

救命がその間できないとするものかどうなのか，緊

急のときというのはインフォームド・コンセントの

例外の場面となってきますから救命を優先してかま

わない．後から了解の説明があってもしかるべきだ

と思います．

質問⑩：世界的に常識的な治療（現在はインターネッ

トなどでいくらでも最新情報が手に入ります）と日

本の保険医療上での治療に大きな差があるようなと

き，どうすればいいのか？

返答：薬で限定されているようなものがありますね．

こういったものはこういう症例には使ってはいけな

いとか，しかしながら諸外国では当然のように使う

というようなことはありうるわけです．その場合は

平成8年1月23日に最高裁判所の判例がありまし

て，添付文書に従うというのは医者の責任で，基本

的には医師の行動規範になるわけですが，特段の合

理的理由がないかぎり添付文書からはずれたことを

医師が行った場合は過失が推定されるという判例で

す．特段の合理的理由がある，つまりちゃんとした

根拠，証拠があるならば過失は推定されません．客

観的にはまったく正しいことならばやっていただい

てかまわないということに最高裁判例からはなりま

す．

12「医療被害防止・救済センター」構想のポイント

1.被害者・市民参加型

2.「防止」・「救済」一体型

3.教訓フィードバック型

4.新しい文化の創造（誠実な実践）

基本的な視点は以下である（「医療事故を防止し被

害者を救済するシステムをつくりたい」から抜粋）

① アクセスの容易性（電話，FAX，手紙などに

よる受付）

② 迅速な救済（相談受付から3カ月を目安とする）

③ 判定における公平さ，透明性

④ 情報公開（インターネットにホームページを開く）

⑤ 過ちから学び医療の質の向上を図る

⑥ 市民参加，市民監視

⑦ このシステムで救済された人は裁判上の請求を

しない

〈連絡先〉

「医療被害防止・救済システムの実現をめざす会」（仮

称）準備室

〒4610001 名古屋市東区泉1丁目135ハイエス

ト久屋6階 センター気付

TEL0529518810 FAX0529518820

ホームページ http://homepage2.nifty.com.pcmv/

E-mail BCC06176＠nifty.com

（本稿は2001年11月25日に行われた，愛知県透析

医会研修会において講演されたものによる）
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要 旨

愛知県透析医会は以下の3つの前向き共同研究を

実施した．

研究①

2001年4月および2002年3月に愛知県内44透

析施設へ「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」の遵守状況を調査した．

その結果，各施設の状況に応じて院内感染予防対策の

改善がみられた．

研究②

2001年 1年間の B型および C型肝炎新規発生率

を調査した．その結果，HCV抗体陽転率は0.07％，

HBs抗原陽転患者数は0名であった．

研究③

2001年1年間の透析医療従事者の誤針事故を調査

した．その結果， 延べ18,673名・12カ月に138件

（0.74％）の誤針事故が発生した．

1 緒 言

血液透析（HD）患者集団はB型およびC型肝炎ウイ

ルスの蔓延率が高い1,2,3）．この原因として頻回に輸

血が行われていた1990年代初期までは輸血を介した

危険性が最も高かったが，その後エリスロポエチン製

剤使用によってリスクは減った．一方，この10年間

にわが国の透析患者数は約 1.9倍（116,303名→

219,183名）へ増加したが，全国の透析施設は約1.5

倍（2,385施設→3,485施設）へ増えるにとどまった2,4）．

これら患者が透析施設内という限られた空間で観血的

操作を受けているため，院内感染発生の危険性が高く

なった．実際，この数年間に透析施設内の急性ウイル

ス肝炎集団発症が報告されており5,6,7,8），われわれ透

析医療従事者は院内感染に対して十分な注意を払う必

要がある．行政上も1999年4月1日より「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」が

施行され，新規急性ウイルス肝炎発生時に医師は保健

所へ届け出る義務が生じている9）．

わが国におけるHD患者のHCV抗体年間陽転率は

九州では2.6％10），長野県では2.2％11）と報告されて

いる．しかしこれらの値はあまりに高く，許容される

数値ではないと考えられる．このためわれわれは

2000年1月から1年間，愛知県内44透析施設で計

4,113名のHD患者を対象としてBおよびC型肝炎

の後向き研究を実施した．その結果，HCV抗体の年

間陽転率は0.33％にとどまった12）．しかしわれわれ

はこの値はまだ改善されるべきであると考えた．

2 目 的

そこで愛知県透析医会では上記後向き研究結果12）を

ふまえて前向き研究を以下のように実施した．
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研究①

「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」（以下，感染予防マニュアル）13）

の遵守状況を調査した．また同マニュアルに沿った感

染対策を各施設で達成するように努め，その結果を調

査した．

研究②

県内透析施設のHD患者を対象として，2001年1

年間のBおよびC型肝炎新規発生率を調査した．医

療従事者は「感染予防マニュアル」を可能な限り遵守

して感染対策を講じた．

研究③

透析医療従事者の肝炎罹患も重要な問題であるため，

同じ調査期間内に誤穿刺事故を指標としてこの問題の

危険性を調査した．

これら研究の結果，参加施設の感染対策の努力によ

り前回報告した後向き研究12）よりさらに良好な値が得

られたためここに報告する．

3 対象と方法

1） 研究①

後向き研究12）に参加した愛知県内44透析施設すべ

てが参加した．参加44施設を表1に掲げた．

「感染予防マニュアル」の最初に記載されている

「院内感染予防からみた透析診療内容のチェックリス

ト」には，各施設の診療内容が感染予防の観点からど

のような状況にあるかを判断するため20項目のチェッ

クリストが記載されている．われわれはこれらを「遵

守すべき20項目」として扱い，2001年4月および

2002年3月の2回参加施設へアンケート調査を行っ

た．以下に「遵守すべき20項目」の概略を掲げた．

各項目順序は「感染予防マニュアル」と異なっている．

（A） 施設の構造的問題

1）充分な手洗設備がある．2）通路が広く確保

されている．3）肝炎ウイルス陽性患者のベッドは

固定されている．

（B） 施設の管理的問題

4）感染対策委員会の定期的開催．5）スタッフ

への感染対策教育．6）スタッフの定期検診と希望

者にはB型肝炎ワクチン接種．7）十分なスタッフ

の配置．8）定期的な感染症チェック．9）検査結

果の告知と説明．10）患者のB型肝炎ワクチン接

種．

（C） 透析技術上の問題

11）使用器具は滅菌かディスポ．12）装置の外

装の定期的清拭．13）transducerprotector設置．

14）透析開始・終了は有資格者．15）透析開始・

終了は2人以上．16）穿刺の前の手洗励行．17）
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表1 研究① 調査施設名

施設名 代表者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

春日井クリニック

江崎外科内科

野村内科

岡崎北クリニック

東海クリニック

名古屋クリニック

金山クリニック

白楊会病院

MS名古屋

みずのクリニック

岩倉病院MS岩倉

池下白楊クリニック

熱田クリニック

鳴海クリニック

明陽クリニック

大野泌尿器科

偕行会セントラルクリニック

多和田クリニック

多和田医院

蒲郡クリニック病院

於大クリニック

城北クリニック

新生会第一病院

名古屋北クリニック

西城クリニック

知立クリニック

新栄クリニック

田代クリニック

増子記念病院本院

増子記念病院稲葉地診療所

増子記念病院則武診療所

東栄町国民健康保険東栄病院

中部岡崎病院

葵セントラル病院

第2しもざとクリニック

葵クリニック六ツ美

三河クリニック

藤田保健衛生大学

中部労災病院

豊橋市民病院

名鉄病院

春日井市民病院

公立陶生病院

名古屋第二赤十字病院

大野哲夫

江崎柳節

野村 敦

佐々良次

佐藤晴男

山田廣道

伊與田辰一郎

山本明和

横山雅文

水野雅夫

高田幹彦

倉知堅太郎

三輪真幹

平松定彦

鶴田良成

大野和美

渡辺緑子

多和田寿枝

多和田英夫

井野佐登

糸井達哉

加藤�郎

小川洋史

細井正晴

宮内潤一郎

鈴木信夫

岸 常規

田代正治

伊藤 晃

増子美奈子

山�親雄

関本 衛

大倉康壽

筒井修一

下郷 泉

浅田博章

山本征夫

杉山 敏

伊藤恭彦

大塚聡樹

二村良博

渡邊有三

公文進一

冨永芳博



穿刺・抜針の際にはディスポの滅菌手袋．18）一

人毎の透析チャート．19）抗凝固薬などは区画さ

れた別の場所で作成する．20）血液汚染物は感染

性廃棄物として適切に処理．

以上20項目の各々について（1）できている，（2）

ほぼできている，（3）計画中，（4）できていない，

の4段階で回答していただいた．

また最初のアンケート調査の際，まだ達成できてい

ない感染予防対策について各施設の実情に合わせて達

成できるよう努力することとした．

さらに全施設が最低限守らなければならない必須事

項として以下の3項目をあげた．

（a） 調剤台と検査台との分離：患者の検体や使用

済み注射器など血液で汚染されたものを調剤台とは分

離させる．

（b） 作り置きヘパリン生食の廃止：多人数用にヘ

パリン生食をあらかじめ作成して共用することを禁止

する．またデクロッティングやカテーテル洗浄用に生

理食塩液やヘパリン生食を共有しない．

（c） ヘパリンバイアルがどの患者へ使用されたか

がわかる工夫をする．50～100mlのヘパリンバイア

ルは患者間で共有されるため，院内集団感染経路にな

りうる重要かつ注意すべき十字路である．

2） 研究②

本研究①へ参加した施設の中で，感染対策を講じな

がら本研究に協力が得られた25施設のHD患者の内，

HCV抗体陰性かつHBs抗原陰性患者を対象とした．

研究期間は 2001年1月1日から同年12月31日ま

での1年間であった．対象患者の転院や死亡，およ

びB型，C型肝炎新規発生について3カ月毎に報告

していただいた．今回，新規肝炎発症はGPTが施設

基準上限の2倍となったときとした．検定はχ2検定

を用いた．

3） 研究③

本研究①に参加した施設の内，42透析施設の医療

従事者を対象とした．

2001年1～12月の1年間，誤穿刺事故発生の状況

を3カ月毎に報告していただいた．そしてそれら事

故の背景および予防対策について検討した．

すべての研究における検査は「感染予防マニュアル」

に沿って各施設の判断により行われた．

4 結 果

1） 研究①

第1回アンケート調査（2001年4月）および第2

回アンケート調査（2002年3月）について，（A）施

設の構造的問題および（B）施設の管理的問題の結果

を表 2に，（C）透析技術上の問題の結果を表 3へ掲

げた．

研究開始時，第1回調査にて20項目の内，「計画

中」もしくは「できていない」と回答した施設が多かっ

た項目は，10）患者のB型肝炎ワクチン接種（計画中

17施設，できていない19施設），15）透析開始･終了

は2人以上（同5施設，16施設），5）スタッフへの

感染対策教育（同15施設，1施設），3）肝炎ウイル
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表2 研究① （A）施設の構造的問題および（B）施設の管理的問題の結果 （単位：施設数）

できている ほぼできている 計画中 できていない

（A） 施設の構造的問題

1） 充分な手洗設備がある

2） 通路が広く確保されている

3） 肝炎ウイルス陽性患者のベッドは固定されている

（B） 施設の管理的問題

4） 感染対策委員会の定期的開催

5） スタッフへの感染対策教育

6） スタッフの定期検診と希望者にはB型肝炎ワクチン接種

7） 十分なスタッフが配置

8） 定期的な感染症チェック

9） 検査結果の告知と説明

10） 患者のB型肝炎ワクチン接種

25→ 25

21→ 21

15→ 18

27→ 29

14→ 16

40→ 42

22→ 20

24→ 32

33→ 34

6→ 7

16→ 17

17→ 15

15→ 13

7→ 9

14→ 19

4→ 2

18→ 20

11→ 8

8→ 7

2→ 4

1→ 1

2→ 0

4→ 5

9→ 5

15→ 9

0→ 0

2→ 3

6→ 2

2→ 1

17→ 15

2→ 1

4→ 8

10→ 8

1→ 1

1→ 0

0→ 0

2→ 1

3→ 2

1→ 2

19→ 18

矢印（→）の左は2001年4月調査結果，右は2002年3月調査結果．



ス陽性患者のベッドは固定されている（同4施設，

10施設），4）感染対策委員会の定期的開催（同9施

設，1施設），13）transducerprotector設置（同 4

施設，5施設），の6項目であった．

2002年3月第2回調査の結果，これらの項目を含

め9項目において「計画中」もしくは「できていな

い」回答施設数は減少し，「できている」「ほぼできて

いる」との回答施設数が増加した．

（C）技術上の問題点では6項目で「できている」

と回答した施設が増加し，他の4項目も「できてい

る」回答施設数の減少はみられなかった．また（A）

構造的問題の3）ベッド固定，（B）管理的問題として

の4）感染対策委員会の定期的開催，5）スタッフへの

教育，6）スタッフへの定期検診とワクチン接種，8）

定期的感染症チェック，9）告知と説明，10）患者への

ワクチン接種，について「できている」回答施設数は

増加した．これらの改善は医療従事者の感染予防対策

への積極的な取り組みの結果と考えられた．

一方，2）通路が広く確保されている，の項目は第2

回調査で「できていない」と回答した施設数が初回調

査時に比べ2倍の8施設に増加した．また7）十分な

スタッフ配置は「できている」回答施設数が減少した．

これらの結果は，患者数増多にみあう施設の床面積拡

張やスタッフ増員は担当者の努力だけではすぐに解決

困難な実情を反映していると思われた．

また2回の調査ともにすべての参加施設が「でき

ている」「ほぼできている」と回答できた項目は，6）

スタッフへの定期検診とワクチン接種，11）使用器具

は滅菌かディスポ，12）装置外装の定期的清拭，14）

透析開始・終了は有資格者，18）一人毎の透析チャー

ト，20）血液汚染物は感染性廃棄物として適切に処理，

の6項目であった．

2） 研究②

研究開始時（2001年1月1日）の観察HD患者数

は2,766名であった．その内，研究終了時（2001年

12月31日）までの1年間に計356名が観察から離

脱し，最終観察時には2,410名であった．離脱の内

訳は死亡165名，転院174名，その他17名であっ

た．そしてこの研究期間中に新規に発生したC型肝

炎患者数は2名，B型肝炎患者数は0名であった．

新規発症の2名はともにHCV抗体陽転として確認さ

れた（表4）．

2000年末に愛知県透析医会へ加入している会員施

設数は125施設（日本透析医会会員施設は123施設）

であり20％の協力率であった．

2000年1月から同年12月までの後向き研究12）で

は，HCV抗体陰性の観察母集団3,285名中の新規発

生C型肝炎患者数は11名（0.33％）であった．一方，

今回の前向き研究では 2,766名中 2名（0.07％）で

あり，前向き研究の新規C型肝炎発生率のほうが後

向き研究のそれに比べ有意に低値であった（P値＝

0.0283）．B型肝炎新規発生率については，後向き研

究（4,015名中2名）と前向き研究（2,766名中0名）
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表3 研究① （C）透析技術上の問題の結果 （単位：施設数）

できている ほぼできている 計画中 できていない

11） 使用器具は滅菌かディスポ

12） 装置の外装の定期的清拭

13） transducerprotector設置

14） 透析開始・終了は有資格者

15） 透析開始・終了は2人以上

16） 穿刺の前の手洗励行

17） 穿刺・抜針の際にはディスポの滅菌手袋

18） 1人毎の透析チャート

19） 抗凝固薬などは区画された別の場所で作製する

20） 血液汚染物は感染性廃棄物として適切に処理

42→ 43

38→ 39

34→ 36

40→ 40

13→ 16

30→ 35

37→ 42

43→ 43

36→ 36

43→ 43

2→ 1

6→ 5

1→ 2

4→ 4

10→ 12

13→ 8

4→ 1

1→ 1

5→ 5

1→ 1

0→ 0

0→ 0

4→ 2

0→ 0

5→ 5

1→ 1

2→ 1

0→ 0

2→ 2

0→ 0

0→ 0

0→ 0

5→ 4

0→ 0

16→ 11

0→ 0

1→ 0

0→ 0

1→ 1

0→ 0

矢印（→）の左は2001年4月調査結果，右は2002年3月調査結果．

表4 研究② C型およびB型肝炎新規患者発生数

対象施設：25透析施設

観察期間：2001年1月1日から12月31日まで1年間

対象患者：HCV抗体陰性かつHBs抗原陰性の血液透析患者

2001年1月1日研究開始時：2,776名

うち観察期間中の脱落：356名

（死亡165名，転院174名，その他17名）

新規C型肝炎患者発生数：2名（0.07％）

新規B型肝炎患者発生数：0名



の間に有意差は認められなかった．

後向きおよび前向き研究合わせてC型肝炎新規発

生施設のHCV蔓延率について，今回新規発生がなかっ

た施設のそれとを比較したところ，前者は19.7±3.2

％，後者は25.0±4.2％であった．すなわちHCV蔓

延率とC型肝炎新規発生とは直接関係してはいなかっ

た．

3） 研究③

2001年 1月 1日から同年 12月 31日までに発生

した誤針事故件数は医師，看護師，臨床工学技士，そ

の他，延べ18,673名・12カ月においてそれぞれ3,

92,27,16件，合計138件であった．これら12カ月

間の事故発生頻度は各々0.14％,0.84％,1.26％,0.47

％，全体で0.74％に相当した．さらに138件の事故

の内，感染源としてHCV抗体陽性44例，HBs抗原

陽性1例，HCV抗体陽性かつHBs抗原陽性1例が

認められ，透析施設内の誤針事故は一般医療施設より

も危険性が高いことが示された．誤穿刺事故件数と頻

度を表5に掲げた．

誤穿刺事故発生状況は透析開始･終了時が31件と

最も多かった．次いで後片付け時18件，回路から側

注時6件，採血時3件，皮下注時1件，その他3件

であった．

誤穿刺の具体的例としては，（a）リキャップの際の

誤穿刺が最も多かった．また（b）内筒の金属針を持っ

たままで別の作業に入ったとき，（c）穿刺，抜針の際，

患者異常のためほかのスタッフへ手渡したとき，（d）

針を指定された器具へ刺そうとして処理を誤ったとき，

（e）床に落ちた回路を拾った時や廃棄ボックスへ回路

を収納したとき，（f）患者が持参した使用済み針を後

片づけたとき，などが報告された．

毎月の誤穿刺事故件数を職業別にして図1に示し

た．1年を通じて件数に改善傾向はみられなかった．

各透析施設における誤穿刺事故予防対策についての

アンケート結果を表6に掲げた．この中で「針のリ

キャップを行わない」，「輸液に針を使わない」の2

項目について対策が遅れていた．

各施設における誤穿刺事故減少への工夫を表7に

掲げた．

誤穿刺事故後の対応としてインターフェロン使用7

例，B型肝炎ワクチン投与＋B型肝炎ウイルス抗体投

与2例，B型肝炎ウイルス抗体投与のみ１例が報告

された．その後の経時的観察で顕性感染は１例もみら

れなかった．
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表5 研究③ 誤穿刺事故件数および頻度

職 種 事故件数 のべ人数
（人･12カ月）

事故頻度
（％/12カ月）

医 師

看 護 師

臨床工学技士

そ の 他

3

92

27

16

2,209

10,920

2,139

3,405

0.14

0.84

1.26

0.47

計 138 18,673 0.74

図1 研究③ 誤穿刺事故の月別累計

表6 研究③ 各透析施設の誤穿刺事故予防対策についての

アンケート結果

① 感染性廃棄物処理マニュアルが作製されている．

② 針などの廃棄場所が明確に設定されている．

③ 針はダイアライザーと区別して廃棄されている．

④ 針のリキャップは厳重に注意されている．

⑤ 針の使用を極力制限する工夫がなされている．

⑥ エリスロポエチン製剤はシリンジ型としている．

⑦ 昇圧薬や輸液は針を使用せずに行う．

⑧ 職員への誤穿刺防止教育がなされている．

⑨ 誤穿刺時の事故報告体制がしかれている．

84.8％

100％

94.0％

66.7％

87.9％

81.8％

63.6％

91.0％

100％

（参加42施設中回答33施設）

表7 研究③ 各透析施設での誤穿刺事故減少への工夫

① 血液回路の改良（ラインの位置と数への工夫）

1） A側ポンプ前やV側の急速補液用注用ラインの増設

2） 薬液注入ライン（ルアーロック）とし，針使用制限

3） A側回路にプラスチック針で採血・注入できるよう

に工夫して，皮膚に刺さらないような工夫

② 針のリキャップを厳禁した上で，注射器ごと医療廃棄箱

に直接廃棄する工夫

③ 穿刺針の処理の仕方を工夫

1） 開始・終了を複数で行うことによる工夫

2） 金属内針を持ったまま，別の作業を行うことを厳禁

④ 糖尿病患者の針処理教育の徹底



5 考 察

血液透析施設は院内感染の危険性が高い．多人数の

免疫力が低下したHD患者が限られた空間内で観血

操作を受けるため集団感染を引き起こす素地があるこ

とを，常に医療従事者は注意していなければならな

い14）．感染性病原体はMRSA，VREなどの抗菌薬耐

性菌，結核菌などの細菌からインフルエンザ，肝炎ウ

イルス，HIVなどのウイルスまで多岐にわたってい

る．特にわが国ではHD患者数と透析施設の数が多

いこと，HD患者の中でC型肝炎患者の占める割合が

一般国民に比べてはるかに高いことなどから，B型お

よびC型肝炎の集団発生の危険が高いことに特徴が

ある．実際，東京都6），兵庫県7）ではB型肝炎の，千

葉5），福岡，広島8），静岡の各県ではC型肝炎の集団

発生が報じられた．

これらの事態をふまえて血液透析施設における院内

感染予防のため，厚生労働省，日本透析医会，日本透

析医学会では1999年に「透析医療における標準的な

透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」13）を作

成した．また CDC（CentersforDiseaseControl

andPrevention）は，透析施設の感染対策は一般病

棟で実施されている予防策では不十分であるとして

2001年にガイドラインを公開した15,16）．

愛知県透析医会は透析施設内の感染予防対策を緊急

かつ重要な課題として取り組んできた．そして県内の

透析施設へ啓蒙活動の一環として以下の5つの共同

研究を実施した．

（a） 2000年1月現在の県内透析患者のB型およ

びC型肝炎合併頻度調査

（b） 2000年1年間のB型およびC型肝炎新規発

生頻度調査

（c） 2001年 4月および 2002年 3月時点におけ

る各透析施設の感染症対策調査（研究①）

（d） 2001年1年間のB型およびC型肝炎新規発

生頻度調査（研究②）

（e） 2001年1年間の医療従事者の誤針事故発生

頻度調査（研究③）

このうち（a），（b）は後向き研究，（c），（d），（e）は

前向き研究であった．そして（a），（b）の結果はすで

に報告した12）．その概略は県内44透析施設のHD患

者4,113名を対象とし，2001年1月現在のHCV抗

体陽性率は20.1％，HBs抗原陽性率は2.4％であっ

た．そして2001年1年間のHCV抗体新規陽転率は

0.33％，HBs抗原の新規陽転率は0.05％であった．

特にHCV抗体新規陽転率はこれまで報告されたわが

国の陽転率2.6％ 10），2.2％ 11），4.02％ 17）に比べ十分

低値であった．むしろこれまでの報告値のほうがわれ

われ透析医療従事者の日常的経験値より高いと思われ

た．欧米ではCDC勧告に則るなどにより0.44％ 18），

0.95％ 19），0.2％ 20）などのHCV抗体年間陽転率が報

告されている．

われわれは後向き研究で得た HCV抗体陽転率

0.33％もまだ高い値であると判断したため，各透析

施設で「感染予防マニュアル」に可能な限り則りC

型およびB型肝炎新規発生を抑える努力をしながら，

2001年1年間の前向き研究を実施した（研究②）．

そしてHCV抗体陽転率は0.07％，HBs抗原新規陽

転症例なしの結果を得た．対象HD患者数2,766名

は愛知県内総 HD 患者数 11,404名2）の 24.3％ を占

め，また参加25透析施設は愛知県透析医会会員施設

の20％を占め，公立病院から無床診療所までを含め

ており施設に偏りはなく，十分に検討に値する対象症

例と考えられた．

前向き研究でこのように値が改善した理由として，

感染対策に積極的に取り組んでいる透析施設に偏って

いた可能性があった．しかしこれほど多くの施設が参

加して新規発生率が改善したことは，感染予防対策が

各施設の実情に合わせて地道に行われた結果と考えら

れた21）．

実際，参加44施設の1年間の感染予防対策を調査

したところ（研究①），各施設の実情に合わせて改善

努力の傾向がみられた．特に施設の管理的問題や技術

上の問題の多くの項目で多くの改善が認められた．す

なわち透析医療従事者の感染予防対策への意識向上が

みられたと判断できた．しかし「通路の確保」，「スタッ

フの十分な配置」に関しては担当者の努力だけでは解

決困難であった．また「透析開始・終了は2人以上」

の項目を実現できていない施設が2回目調査でも11

施設みられた．透析開始と返血は2名以上で行う旨

は「透析医療事故防止のための標準的透析操作マニュ

アル」22）にも述べられている．しかし，熟練した看護

師1名で安定した患者の透析開始，返血を行うほう

が2名以上の看護師より事故増加につながるという
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報告はなく，また透析開始，終了に従事するスタッフ

数が1名と2名以上の間で事故頻度に差はみられな

かったという最近の報告もある23）．各施設の慎重な対

応が今後も必要である．

院内感染の明らかな原因はまだ正確には解明されて

いない．しかし同一薬品を複数患者に共有することは

最も危険性が高いと指摘されている24）．返血操作に使

用する生理食塩液，生理食塩液で希釈したヘパリン，

エリスロポエチン製剤などをほかの患者へ使用するこ

とは決して行ってはならない25）．また，注射液や薬剤

の調剤台やカルテなどを記載するテーブル，薬剤保存

用冷蔵庫などに血液，尿などの検体が混在することは

避けなければならない．

今回，われわれは42透析施設の透析医療従事者を

対象として12カ月間にわたり誤穿刺事故調査を実施

した．その結果，12カ月間の総延べ人数18,673人

中138件（0.74％）という高率の誤穿刺事故発生が

判明した．その内48件が肝炎患者に使用したもので

あり，透析現場の特殊な危険性を改めて反映した結果

となった．誤穿刺事故は透析開始・終了という最も多

忙な時期に集中し，原因はリキャップ操作時が最も多

かった．このため，透析開始と終了操作は誤穿刺事故

防止の意味から十分に注意する必要がある．そして血

液回路を改良し針使用を制限する工夫も重要である．

またリキャップ禁止については「感染予防マニュアル」

にも記載されている．

2000年1月から2002年3月まで実施した愛知県

透析医会共同研究による後向き研究12）と前向き研究を

通じて，透析医療に従事する現場スタッフの感染予防

対策への意識向上が図られた．

6 結 語

本来C型およびB型肝炎ともに新規発生を皆無に

することがすべての透析施設にとり大切なことである．

このため「感染予防マニュアル」に則って感染予防対

策を普及させることがわれわれ透析医療に従事する者

に課せられた重要な仕事であると考える．

なお，本研究は日本透析医会研修委員会の研究助成

金を利用して行われた．また本研究の結果は平成１4

年7月19～21日に東京で開催された第47回日本透

析医学会において発表した．
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お 知 ら せ

社団法人 日本透析医会 会員各位

社団法人日本透析医会

会 長 山� 親雄

臨時総会の開催について

会員各位におかれましては，本会の運営にご協力を賜り衷心より御礼申し上げます．

さて，平成14年度の診療報酬改定は，良質なわが国透析医療の根幹を揺さぶる内容でした．将来いつの日

か，わが国透析の歴史を振り返るとき，この改定を契機に透析の質が大きく低下したと評価される可能性は

大と考えられます．今回の改定が経済を優先させ，強引に実施されたものであったとしても，（社）日本透析

医会があまりにも無力であったことを会員の皆様にお詫び申し上げます．

しかし，透析に関する負の改定は，平成18年度を最終目途とする医療制度改革の中では，今回のみで終わ

るものでないことは，容易に想像されます．たとえば，平成16年の次回改定をこのまま待つとすれば，わが

国透析医療が，さらに深刻で，場合によっては壊滅的な危機にさらされることは自明の理です．

そこで，（社）日本透析医会常任理事会では，こうした事態に対応するために，今後の透析医療のあり方に

ついて提言できる資料を作成する目的で，次の研究に着手することを決定しました．

1． 将来の透析医療予測（適正な透析医療経済のあり方を含む） 2.000万円

2． 長期生存と合併症予防を考えた透析医療システム 2,000万円

3． 適正スタッフ配置を含む施設基準の策定 2,000万円

（なお，3研究に要する費用は概算）

研究内容は，今後の透析需要やこれに対する供給システムなど，いわば将来の透析医療に関するグランド

デザインの策定ともいうべきもので，特に高齢者医療の中での透析医療の位置づけなどを重点項目と考えて

います．加えて，受け入れに必要な施設や施設基準，スタッフ配置など，幅広い研究を予定しております．

しかし，この研究のためには，本年度の総会でご承認いただいた予算案の大幅修正と，設立当初以来の積

立金の一部をこの研究に充当する必要があると判断いたしまして，下記のとおり臨時総会開催となりました．

以上の事情をご賢察の上，年はじめのご多忙な時期とは存じますが，ご出席いただきますようお願い申し

上げます．

なお，ご出席いただけない場合には，必ず委任状をご提出下さいますよう，重ねてお願い申し上げます．

また，ご出欠の回答ハガキは，1月11日までに投函下さい．

記

日 時 平成15年１月26日（日） 午後2時～4時

場 所 ホテルニュー神田 306・307号室

東京都千代田区神田淡路町2－10

TEL ０３－３２５８－３９１１

議 案 第1号議案 修正予算の承認を求める件

第2号議案 研究事業の承認を求める件

第3号議案 その他
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お 知 ら せ

（社）日本透析医会研修セミナー

・透析医療におけるCurrentTopics2003・

日 時 平成15年3月2日（日）

午前9時30分～午後3時35分

場 所 津田ホール（JR千駄ヶ谷駅前）

〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷11824

TEL 0334021851

参 加 費 1,000円

プログラム

9:30～9:35 開会の辞

山�親雄（（社）日本透析医会会長）

9:35～9:40 研修セミナーについて趣旨説明

阿岸鉄三（（社）日本透析医会研修委員長）

9:40～10:30 新しい経口リン吸着薬

衣笠えり子（昭和大学横浜市北部病院内科）

10:40～11:30 腹膜透析―血液透析併用療法の有用性

福井博義（熊本中央病院腎臓科）

11:40～12:30 腎不全とカルニチン

桜林 耐（新潟市社会事業協会信楽園病院腎センター）

12:40～13:30 昼休み

13:30～14:20 透析量への一考察

大平整爾（医療法人社団札幌北クリニック）

14:30～15:20 透析医療における看護度と人員配置

佐藤久光（医療法人衆済会 増子記念病院）

15:30～15:35 閉会の辞

今 忠正（（社）日本透析医会副会長・研修担当理事）

各講演後10分間 質疑応答

�日本透析医会

会長 山�親雄

事 務 局 〒1010041 東京都千代田区神田須田町1152

淡路建物ビル2F

TEL 0332556471 FAX 0332556474

E-mail info＠touseki-ikai.or.jp

※ 平成15年11月9日（日）コクヨホールにて第16回日本透析医会シンポジウム

透析医療におけるConsensusConferrence2003「維持透析患者の血圧管理」開催

狭窄に対するインターベンション治 431



学 会 ご 案 内

●第36回日本臨床腎移植学会
日 時：平成15年1月29日（水）～1月31日（金）

世話人：大島伸一（名大・大学院・医）

会 場：水明館（岐阜県）

問合せ：〒4668550

名古屋市昭和区鶴舞65

名大・大学院・医 泌尿器科学

TEL 0527442984 FAX 0527442319

●第50回山陰透析懇話会学術集会

日 時：平成15年3月30日（日）

大会長：宮川征男（鳥大）

会 場：鳥取大学 臨床講議堂

問合せ：〒6838504

米子市西町361

鳥大 泌尿器科学教室

TEL 0859348119 FAX 0859348092

●第60回大阪透析研究会

日 時：平成15年3月16日（日）

会 場：千里ライフサイエンスセンター（大阪府豊中市）

大会長：今井圓裕（阪大・大学院・医）

問合せ：〒5650871

吹田市山田丘22

阪大・大学院・医 病態情報内科学

TEL 0668795111

●第13回東北小児腎臓病研究会学術集会

日 時：平成15年3月8日（土）

世話人：根東義明（東北大・大学院・医）

会 場：ホテルメトロポリタン仙台（仙台市）

問合せ：〒9808574

仙台市青葉区星陵町11

東北大・大学院・医 小児医学講座病態学分野

TEL 0227177501

日本透析医会雑誌 Vol.17 No.3 2002432



はじめに

従来から医師をはじめとして医療関係職種は各々の

資格法により免許が付与され，免許取得者が集い専門

職の団体として学術技能の発展・普及に努めることに

より，広く国民の福祉・医療に貢献してきた．また，

これらの活動はきわめて公益性が高いことから民法に

よる社団法人の認可を得て独自の活動を精力的に実施

している．そしてその評価として各職種は職業として，

社会に揺るぎない地位を確保している．

臨床工学技士は，1987年5月に制定された臨床工

学技士法により誕生した，生命維持管理装置をはじめ

としたハイリスクな機器を担当する新しい医療職であ

り，ほかの医療職とのチーム医療を原則としており，

ほかから信頼されうる技能を備えることが必須である

ことはいうまでもない．しかし，現代医療に不可欠な

医療職として政府が整備した資格法ではあったが，生

命維持管理装置領域という特殊性や医療法，保険医療

制度などへの手当がなされなかったことから，一般社

会あるいは医療における知名度は比較的低いという問

題を抱えることとなった．

このことから社会的評価への第一歩として「臨床工

学技士の職業倫理の高揚と，学術技能の研鑽及び資質

の向上」を主な目的として，日本臨床工学技士会が平

成2年2月11日に発足した．そして，12年間の活

動が実り，本年2月3日社団法人日本臨床工学技士

会設立総会を開催し，公益法人としてさらなる発展を

図ることが決議され，厚生労働省から平成14年3月

14日付けで社団法人設立許可がおりた．

このように権能を持たない任意団体から，民法に基

づいた公益法人格を得た団体になったことは，臨床工

学技士の歴史に残る大きな進歩であり，この推進は多

数の会員が所属する透析施設の医師・看護師，そして

患者の皆様方の力強いご支援の賜と心から御礼申し上

げるとともに，社団法人としての新たなスタートに当

たり，技士の歴史を総括し，（社）日本臨床工学技士会

の設立を報告する．

1 透析技師の誕生

「臨床工学技士」という名称は臨床工学技士法（以

下，法という）の制定時に，その概念が規定されたも

のであるが，法制定時の臨床工学技士の現任者の多く

はいわゆる「透析技師」と呼ばれており，法により

「透析技師」は「臨床工学技士」と類似名称であるこ

とから使用してはならないこととなった．しかし，法

の制定の主役を演じたのは「透析技師」であったこと

は重要な事実である．

透析治療は，1970年中頃より，末期腎不全患者の

治療効果が高く評価され加速度的に全国に普及した．

この頃のダイアライザーはキール型が多く，その膜張

りやタンクでの手動による透析液の作成など煩雑な作

業を必要としたことから，医師と看護師のほかにこれ

らの作業を担当する技術員が治療に参加することとなっ

た．この技術員の多くは医療機器関連の専門学校，工

科系大学，そして工業系高校を卒業した者であり，後

に透析技師と呼ばれるようになった．

（社）日本臨床工学技士会の設立について 433

（社）日本臨床工学技士会の設立について

川崎忠行

［関 係 団 体］

（社）日本臨床工学技士会会長（前田記念腎研究所臨床工学部）



また，この時期の透析治療法はまだ確立されてはお

らず，透析技師は治療技術の工夫はもとより装置・シ

ステム面での改良・開発に深く関与してきた．

しかし，透析技師の業務は各々の施設内の医師の裁

量によって育てられ業務に当ってきたことから，技師

個々の透析技師像は多様な状況であった．

このような中，医療関係資格を持たないで医療に従

事することの将来への不安などから一部の技師は夜間

の臨床検査技師学校や看護学校へ通学し，既存の医療

資格を取得する者などもいた．なお，この動きは新た

な資格法制化の推進にはマイナス要素も含んでいた．

2 透析技師の組織化

前述の如く1970年代後半より臨床の場に自然発生

的あるいは必然的に透析技師は誕生し，1975年頃か

らの急速な患者の増加に伴い，全国各地の透析施設に

透析技師が従事するに至り，関東地区や東海地区など

に地域単位で技術交流・技術研鑽を目的とした技師会

が発足した．著者が所属した関東の透析技術交流会は

東京を中心とし，透析技師の資格法制化を目指し

1975年に発足した．当時の状況は，透析技師がまだ

医療スタッフとしての内部的認知を得るまでには至っ

ていなく，様々なセミナーや学術発表会を行った．当

時の役員としてこの活動は自負できるものである．な

お，この透析技術交流会の流れは，現在も日本血液浄

化技術研究会に引き継がれている．

また，当時の技術交流会は，一関東地区の活動では

止まらず，全国各地の透析技師の方向性を示したもの

であった．

そして1980年に，すでに各地で発足していた13

の地域技師会を統合し，全国透析技師会が結成された．

この全国組織は，資格法制化運動は一地域の活動では

成しえないことから，全国の透析技師が結束すべきと

の趣旨で活動を開始した．その後7年の活動を経て

日本透析技師会とさらに組織強化を図り資格法制化運

動を推進した．

3 関連医学会の動向

透析技師の必要性を掲げて制度化にいち早く着手し

た団体は，1973年に発足した日本腎臓学会，日本人

工臓器学会，日本泌尿器学会，日本移植学会，人工透

析研究会（現日本透析医学会）の代表から構成する透

析療法合同専門委員会である．

同委員会では透析技師の定義として「透析技師とは，

透析療法合同専門委員会の認定を受けて，透析技師の

名称を用いて，医師の指導監督のもとに透析装置の管

理操作およびに看観（看観のために必要な検査を含む）

を業とする者をいう」とし，1977年から透析技術認

定士試験制度を発足させた．また同委員会は臨床工学

技士法の制定作業にも中心的役割を果たした．

4 臨床工学技士法の制定

透析技師会活動は関連学会の諸先生方のご支援で活

発に実施してきたが，いざ立法に向かっての方策は無

く，手をこまねいていたさなか，1983年10月に栃

木県で透析技師が保助看法違反で摘発された事件で，

技師の行為の違法性が問われた．これを機に一部の施

設では技師を解雇したり，業務範囲を縮小させるなど

の問題が発生した．そして1986年5月より技師会で

は今までの活動が水泡に帰すことを危惧し，水面下で

政治活動を開始した．

その第一歩は，自民党政調会や野党政策審議会への

陳情など，そして12月には社会党から技師問題を国

会質問して頂いた．また，当時の斎藤十朗厚生大臣か

らも資格問題に着手するとのコメントが得られ，にわ

かに法制化が進展した．

そして法制化作業は，前述の透析療法合同専門委員

会および日本ME学会，日本医科器械学会からなる

CE合同委員会が結成され，法制化の舞台となり，

1987年5月27日の第108国会において臨床工学技

士法として結実した．

5 臨床工学技士会の発足と法人設立に至る経緯

日本透析技師会活動は資格法制化という大きな課題

を成し遂げ，新たな臨床工学技士の団体結成に向けて

日本臨床工学技士会設立準備会を準備し，一方では透

析技術の研鑽の場として日本血液浄化技術研究会を立

ち上げ，透析領域の学術活動を継承している．

そして，平成2年2月11日，「臨床工学技士の職

業倫理の高揚と，学術技能の研鑽および資質の向上」

を目的として日本臨床工学技士会が発足した．

発足当初は学術・研修活動や刊行物の発刊などの事

業を行うとともに，臨床工学技士法における現任者の

ための特例措置5年間の期間中であり，平成5年3
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月末日まで現任者への救済なども併せて実施した．

その後は，臨床工学技士法の啓発に努めるとともに，

臨床工学学術大会の開催，医療機器などの適正な管理

に関する諸制度の解説冊子の発行や研修会の開催など，

医療機器に関する専門医療職団体として独自の活動を

積極的に実施してきた．

特に「医療におけるコンピュータ西暦2000年問題」

に対して，平成10年7月から政府に先がけて，同問

題の全国的な啓発活動，問題医療機器の調査，また医

療機関における各領域での同問題の対策マニュアルを

作成し公開するなど，積極的な対応を実施した．そし

てこれらの活動は厚生省の同問題関連部局から高く評

価され，同対策マニュアルは各都道府県知事への通知

の別添資料として，また（社）日本医師会，（社）日

本透析医会，（社）日本透析医学会などの発刊する関

連雑誌においても，広く一般に公開されるに至った．

問題発生予想期間においては厚生省や関係諸団体との

連携のもとに，当会事務所に対策窓口を設け，不測の

事態に備え，実質的な医療問題を発生させずに乗り越

えることができた．

また，携帯電話の電磁波が医療機器に与える影響に

ついても，各種医療機器の電磁波が及ぼす影響を確認

検証するとともに，医療機関内での携帯電話の使用禁

止を呼びかけ，そして医療機関以外でも広く社会でそ

の危険性が周知されることとなっている．

さらに臨床工学技士の専門領域である，生命維持管

理装置領域での続発する医療過誤問題に関しても，医

療機器安全管理工学を履修した専門的側面からの再発

防止指針等を作成し，医療機器に支えられた現代医療

の安全確保のための事業を進めている．

しかしながら，常に高度化・多様化する医療機器の

臨床における安全対策の推進と，それらの機器の適正

な操作や維持管理技術を修得する研修会などの開催は，

一任意団体の活動規模では，社会的ニーズに応えるに

はきわめて不十分であること，また，在宅医療や福祉・

介護の発展普及により，医療機器の一般家庭において

の使用が増大するなどの新しい流れの中で，臨床工学

技士有資格者団体である臨床工学技士会の社会的役割

は測り知れないほど大きなものと考えられることから，

平成8年度通常総会において，社会的に自立した団

体として「臨床における医療機器の安全対策」および

「臨床工学技士の学術技能の研鑽および資質の向上」

を主な事業とする社団法人に早期移行する方針が決定

された．

この決定を受け，平成8年に，主務官庁である厚

生省健康政策局医事課へ，社団法人日本臨床工学技士

会（仮称）の設立についての要請を行った．また，社

団法人日本病院会（故，諸橋芳夫会長）および財団法

人国際医療技術交流財団（中山正暉理事長）から健康

政策局長および医事課長宛に，当会の社団法人設立要

望書を提出するなど，他団体から推薦状も提出した．

そして，当会役員および外部学識経験者からなる社団

法人設立準備会を発足し，同会設立に同意する臨床工

学技士の登録者を募る一方，設立に要する書類などの

準備を実施してきた．

6（社）日本臨床工学技士会の概要

本年2月3日に開催した社団法人設立総会におい

て決議された設立趣意書および目的と事業を表 1に

示す．

特記すべき点としては，昨今の行政改革による公益

法人の指導監督がさらに厳しくなったことで，特定の

業種の利益につながるような内容は一切あってはなら

ないこととなった．したがって，会員の互助的な文言

は除き，広く国民の利益のために臨床工学技士が集い

活動する内容となっている．

また，臨床工学という学問体系の早期樹立とさらな

る発展のため，各種生命維持管理装置領域を包括した

臨床工学会を主管することとなった．

また，組織形態としては個人会員制であるが，各都

道府県臨床工学技士会への同時加入を必要としている．

これは，生涯研修システムを構築し，実施する上で会

員への利便性を図る方法として，各都道府県臨床工学

技士会がその研修実施母体となることが望ましいと考

えるためである．

会の役員は表2の如くであるが，政府の指導により，

理事の半数以上は臨床工学技士以外の学識者から選任

しなければならないとされ，臨床工学技士に最も関連

の深い団体などへお願いした．

監事は会務および会計監査を主な業務とすることか

ら，正会員から選出する者と公認会計士から構成した．

そして，これらの役員の任期は暫定的に平成15年

3月31日である．
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主たる事務所の所在地は以下である．

東京都文京区本郷3丁目43ヒルズ884

お茶の水ビル4F

TEL:0358052515，FAX:0358052516
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表1 設立趣意書

「社団法人日本臨床工学技士会設立趣意書」

1 設立趣旨

医療の高度化や専門分化が生み出した最新技術と医療機器に十全に対応するためには，従来の医療関係職種では困難な背景の下に，

その新しい領域を担うにふさわしいマンパワーの資格制度として臨床工学技士法が昭和62年に整備されました．

そして早くも13年の歳月が経過し，資格取得者は延べ13,000余名となり，今後も年間1,000名以上の臨床工学技士が誕生すると

予測されます．

臨床工学技士は，医療機器を扱う専門職として，新しい医療の流れの中で生命維持管理装置の操作及び保守点検を業とし，もって我

が国の医療の普及および向上に寄与することが社会的使命であると謳われている臨床工学技士法の趣旨に則り，この社会的使命の達成

のため，臨床工学技士一人ひとりが，日夜，医療分野を主軸に医療機器の安全性の向上に努力して参りました．

そして，平成2年には臨床工学技士を一職業分野の観点でとらえ，職業倫理の維持と高揚を図り，学術技能の向上に努めることを

目的として掲げる日本臨床工学技士会を発足させ，以後10年間，種々の学術研究発表会，講演会及び研修会の開催や定期刊行物の発

刊，更に医療機器が関与した事故等の再発防止対策の啓発等の活動を積極的に実施して参りました．

しかしながら，我が国の医療分野においては生命維持管理装置をはじめ関連医療機器等は日進月歩で高度化・多様化しており，一任

意団体の活動規模では，この多様化した社会的ニーズに応えるには極めて不十分であることは，当団体はもとより，関係諸団体からも

認められているところです．また在宅医療や福祉・介護の発展普及により，一般家庭において医療機器を使用する機会が増大する等の

新しい流れの中で，医療機器の安全性について社会的な責任に寄与・貢献するためには，臨床工学技士の全国規模での組織化が必要で

あり，その役割は測り知れないほど大きなものと考えられます．

これらのことから，日進月歩で高度化・多様化する生命維持管理装置等の専門的知識と学術技能の向上に努めるとともに，臨床にお

ける医療機器の安全性と信頼性の向上に努め，関連医療機器の操作に直接的に携わる専門職の責任を遂行するための事業を推進するこ

とを主眼とする公益法人として，社団法人日本臨床工学技士会を設立することは，21世紀における我が国の医療の普及と向上，およ

び福祉・介護の増進には欠くべからざるものと考えます．

つきましては，本趣旨をご理解頂き，ご高配とご支援を賜りたくお願い申し上げます．

2 目的と事業

我が国では，人の主要臓器を機器・装置で代替または補助する治療法は1970年代から加速度的に普及しました．そして心臓外科領

域での人工心肺装置を用いた手術は年間3,000件以上，腎不全治療として血液透析を受けている患者数は20万人を超えるほど増加し，

これらは今や定着した治療法として，国民の健康維持に貢献しています．

また，現代医療のあらゆる関連部門に機器・装置が深く関与している状況は，国民周知のことであり，この傾向は今後さらに進展す

ることは必須と考えられます．

このことから，生命維持管理装置のみならず各種医療機器および福祉・介護領域で使用されるさまざまな機器の安全性・信頼性の向

上は，医療を受ける側，医療を担当する側の双方はもとより国民の大きな願いであります．

臨床工学技士会は医療機器に関する唯一の専門医療職団体として，この社会的ニーズに応えるために，次の目的を掲げ，事業を推進

致します．

（目的）

本会は，臨床工学技士の職業倫理の高揚を図るとともに，学術技能の研鑽及び資質の向上，生命維持管理装置をはじめとする機器に

支えられた医療・福祉の安全性と信頼性の向上に努め，もって国民の医療・福祉の進歩充実に寄与することを目的とします．

（事業）

本会は，この目的を達成するため，次の事業を行います．

1 臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること

2 臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること

3 臨床工学の学会に関すること

4 臨床工学領域における安全対策事業に関すること

5 臨床工学の普及啓発に関すること

6 臨床工学領域の調査研究に関すること

7 臨床工学領域における技術認定に関すること

8 臨床工学技士の職業紹介に関すること

9 臨床工学技士の相互福祉に関すること

10 臨床工学領域における国際活動に関すること

11 関連団体との交流に関すること

12 前各号に関する会誌および図書，印刷物の刊行に関すること

13 その他本会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること



おわりに

念願の社会的認知が（社）日本臨床工学技士会という

形で実り，ご支援を賜りました関係各位に重ねて御礼

申し上げたい．

しかし私たちは，昨今の行革の中で公益法人の新規

設立を可能とした背景に注目しなければならない．

毎日のように報道される医療事故は，今後さらに医

療の情報開示が進展すると大きな社会問題となること

は必至と思われる．すでに臨床工学技士領域での事故

なども多数発生しており，この対策の一貫として臨床

工学技士会に対する期待が行政や医療関係諸団体から

寄せられていることを十分に認識しなければならない．

言い換えると，臨床工学技士の社会的使命は，生命維

持管理装置をはじめとする各種医療機器の専門職とし

て医療の安全の一翼を担うマンパワーとなることであ

る．この社会的使命を実践することが，高い社会的地

位を得る第一歩であり，すべてでもある．そして，こ

のための活動基盤の拡充としての社団法人化であり，

今がスタートラインと考えている．

また，医療保険制度に臨床工学技士を盛り込むべく

活動した結果，本年4月1日からの診療報酬の改定

において，特掲診療料の施設基準でペースメーカー移

植術など，心臓バイパスおよび体外循環など，経皮的

心臓手術などの各々の施設基準に臨床工学技士が 1

名以上常勤している要件が明記された．この診療報酬

という医療の実質的な部分での臨床工学技士の起用は

大変喜ぶべき大きな進歩と考える．

そして今，多くの課題が山積している中で最も優先

しなければならない課題は，臨床工学技士の教育・研

修システムの構築があげられる．医療の安全の一翼を

担うマンパワーとなるためのスキルアップを図るシス

テムを短期間に構築すべきと考える．また，臨床工学

という学問の樹立による学術の高揚と普及も図らねば

ならない．

この観点から，本年から「日本臨床工学技士会学術

大会」を（社）日本臨床工学技士会が主管する「日本臨

床工学会」と名称を変更した．これにより多くの臨床

工学領域の研究者が集い，切磋琢磨することは医療の

発展普及に大きく寄与するものと確信している．

臨床工学技士の歴史は，透析医療の発展とともに歩

んできた．特に「チーム医療」の先駆けが透析であり，

医師，看護師などとの連携治療の確立・発展に大きく

寄与してきたと考える．しかし，社会構造改革の大き

な流れは，チーム医療の在り方をも変える流れとなっ

ていることを認識すべきときと考える．初期のチーム

医療は医師の裁量という責任依存関係の下に，業務を

分担した「依存・分業型チーム医療」であった．しか

し今後は，各職種や個々のスタッフの技能に応じた業

務責任を明確にし，各々が自立した上で互いに連携す
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表2（社）日本臨床工学技士会役員

役 職 名 氏 名 職 業 住 所 （所 属）

会 長 川崎 忠行 臨床工学技士 千葉県茂原市大芝114-1（前田記念腎研究所茂原クリニック）

副 会 長 西村 和典 臨床工学技士 滋賀県大津市長等1丁目1-35（大津赤十字病院）

副 会 長 大貫 順一 臨床工学技士 東京都練馬区高松6-4-23（高松病院）

副 会 長 那須野修一 臨床工学技士 神奈川県横浜市港北区小机町3211（横浜労災病院）

専務理事 高柳 英夫 団 体 役 員 文京区本郷3丁目4-3（（社）日本臨床工学技士会）

理 事 草刈 修一 臨床工学技士 神奈川県相模原市北里1-15-1（北里大学病院）

理 事 佐藤 景二 臨床工学技士 静岡県静岡市追手町10番93号（静岡市立静岡病院）

理 事 松阪 淳 臨床工学技士 奈良県天理市三島町 200番地（（財）天理よろづ相談所病院）

理 事 坂下惠一郎 臨床工学技士 愛知県名古屋市中村区竹橋町35-28（増子記念病院）

理 事 金子 岩和 臨床工学技士 東京都新宿区河田町8-1（東京女子医科大学腎臓病総合医療センター）

理 事 太田 和夫 医 師 中央区日本橋3-4-16春陽堂ビル7階（太田医学研究所）

理 事 稲田 紘 医 師 文京区本郷7-3-1（東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻医用精密工学研究室）

理 事 古山 信明 医 師 千葉市中央区亥鼻1-8-1（千葉大学医学部）

理 事 矢田 公 医 師 三重県津市江戸橋2-174（三重大学医学部）

理 事 大村 昭人 医 師 川崎市高津区溝口3-8-3（帝京大学医学部付属溝の口病院）

理 事 橋本 勝信 団 体 役 員 大阪市淀川区宮原1-2-43（大阪ハイテクノロジー専門学校）

理 事 根本 達 団 体 役 員 文京区本郷3丁目38-1本郷イワシタビル4F（日本医療機器関係団体協議会）

理 事 長谷川慧重 団 体 役 員 文京区本郷3-42-6NKDビル（財団法人医療機器センター）

監 事 谷川 勝彦 臨床工学技士 香川県高松市番町5-4-16（香川県立中央病院）

監 事 大木 善公 公認会計士 千代田区神田神保町1丁目BFビル3F



る「自立・連携型チーム医療」へと移行する過渡期を

迎えている．

この流れは，病院，医師，臨床工学技士など，個々

が責任を分担することであり，これを担保するために

は各々が賠償責任保険に加入し，自らの責任で損害を

与えてしまった患者さんへの保障を行わなければなら

ないと考える．この臨床工学技士賠償責任保険制度の

開発は臨床工学技士法の制定時からの課題であったが，

昨年9月より技士会の社団法人化が具体化したこと

により実現した．またこれに前後して看護師賠償責任

保険も誕生したことから各々の責任分担がさらに明確

となってきた．

従来から賠償責任保険は加入者同士がもしものため

の互助として考えられてきたが，損害を与えてしまっ

た患者さんへ速やかに保障するシステムを職業団体が

整備することが専門職の自立と考える．

医療の抜本的改革という嵐の前の滑り込みで，公益

法人化できたことの意義は測り知れない程大きいもの

がある．これをスタートラインとして，21世紀の透

析医療の発展に新しい風が流れることを確信する．
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はじめに

第二次大戦後，GHQの指導のもとにわが国の医療

制度や医学教育の大々的な変革が行われた．1948年，

保助看法（保健婦，助産婦，看護婦法）が制定され，

看護師の教育年限を延長し，医師の「診療介助」とい

う補助業務に加えて，「療養上の世話」という看護師

独自の業務が設定され，看護職が名実ともに専門職と

して位置付けられた．同年7月に制定された医療法

では，「医師，歯科医師，薬剤師」が医療の受け手に

対して責任を持つと書かれていたが，1992年，40年

を経て初めて改定された医療法では，「医師，歯科医

師，薬剤師および看護師その他の医療の担い手は」と，

看護師が並列に明記された文言が加えられ，ここにお

いて看護師が専門職であることが，法的に認められた

といってよいであろう．このことはいうまでもなく，

旧法が日進月歩する医療の現実に合わない状況となっ

たことを意味している．

1967年に普及しはじめた透析療法は，わが国にお

けるチーム医療の実践的，先駆的役割を果たし，医療

の現場に多くの専門職が出現する契機となった．しか

し，周辺状況の変化にもかかわらず，問題は看護師自

身の側に，その自覚と新しい職業観が十分に育ってい

るとは言えない点である．私達は専門職者としての社

会的認識と評価を得るための自助努力を惜しんではな

らない．そのためには，与えられるのを待つのではな

く，知識や技術を自らが獲得する意志を持って行動し

なければならないと考える．

1 透析看護研究会の芽生え

1974年4月，新生会第一病院太田和宏院長をコー

ディネーターとして，第20回アメリカ人工臓器学会

（American Society for ArtificialInternalOr-

gans;ASAIO）へのツアーに参加したときクリーブ

ランド・クリニック・リサーチを訪問し，能勢之彦先

生による歓迎パーティが開かれた．歓談の席上，「ア

メリカ腎臓病看護学会は，1966年にクリーブランド・

クリニックの6名の看護婦達が呼びかけて始まった

のだよ」といわれた．

設立の発端は1974年12月，財団法人腎研究会主

催による機関誌『腎不全を生きる』の企画で，「透析

医療を支える人びと（その2）看護士・看護婦」とい

う座談会であった．出席した7名の看護婦・看護士

から，「これを機会に横のつながりを持って透析看護

の確立に向けて，お互いの情報交換の場をつくりたい」

との意見が出された．司会の高須照夫先生およびアド

ヴァイザーの三村信英先生，中川成之輔先生が賛同さ

れ，大島研三理事長と故高柳猛事務局長が組織化に向

けての援助を約束された1）．1975年12月，虎の門病

院吉田公子婦長を代表世話人として「透析看護婦（士）

の集い」が開かれ，この会を母体として全国組織に発

展させることになった．

1976年4月，国立王子病院吉岡 典婦長を世話人

として「仮称・透析看護を考える会」の設立準備委員

会が開催され，会長として吉岡 典，事務局長を筆者

が引き受け，発足準備に取り掛かった．
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2 透析看護研究会の設立

会則，役員人事，開催日と会場選定など，組織化す

ることに不慣れな私達を叱咤激励しながら，根気よく

指導してくださったのが故中川成之輔先生であった．

しかし，ここで私達は思いがけない体験をする羽目に

なった．ひとつは，日本看護協会に後援を要請しに行っ

たときのことである．役員4名が，国立王子病院伊

佐マル総婦長の紹介で大森文子会長に面会した．一通

りの趣旨説明が終わり，幾つかの質問を受けた中に

「医師がどの程度関与しているのか」というものがあ

り，私達は自主的な活動であることを説明した．結論

は，「看護協会はジェネラルナースの育成を目指して

いるので，特殊な分野への協力はできない．したがっ

て名前を貸すことはできない」というものであった．

もうひとつは，人工透析研究会に協力を依頼したと

きのことである．役員数名が呼ばれて，当会の趣旨説

明を求められた．そのときの質問に「看護協会とはど

のような関係にあるのか」「協会の指導ということで，

透析室が運営上制約を受けることはないのか」などが

あった．私達は，「会員の自治により看護本来の基本

的な業務に加え，腎不全看護の研究と会員の教育を行

うことにより，専門領域としての腎不全看護の向上発

展を図ることを目的とする（規約）」自主的で純粋な

活動であると述べた．二つの組織から予期せぬ疑いを

持たれ，前途多難が予想された．

1976年11月20日，神奈川県民ホールにおいて第

1回日本透析看護研究会の発会式を迎えることができ

た．その年，第18回人工透析研究会を主催された東

海大学大越重秋教授が会場を提供してくださり，設営

その他全面的に支援していただいた．会場における入

会申し込みは150施設であった．アメリカ腎臓病看

護学会に遅れること8年であった．

3 研究会活動の低迷と限界

1） 低迷の要因

施設会員数も徐々に増加し，最大約460施設まで

になったが，それ以上は増えなかった．年2回の研

究会を開催するには，財団法人腎研究会の補助金と年

会費でまかなうことは不可能ではない．問題はその年

会費が100％ 納入されてのことであった．開催の第

1条件は会場費の安いことで，日程とあわせて選択す

るとなると非常に困難であった．会費の納入は常に6，

7割に止まり，したがって常勤の事務員を置くことさ

え不可能であった．さらに役員が配置交代により数年

毎に変わるため，一部の役員に負担が集中しがちであっ

た．これらの問題を解決するためにパートの事務員を

置き，会費の請求事務を円滑にし，年2回の研究会

を1回に減らすこととした．このような物理的に処

理できるものはよいとしても，会員個々の専門性の意

識を高める効果は見えてこなかった．

2） 施設会員制の限界

1980年に某企業を経由して，アメリカ腎臓病看護

婦と技士協会（AmericanAssociationforNephro-

logyNurses& Technicians;AANNT）が日本の

同じ組織と連絡をとりたいとの申し入れがあり，幹事

会に諮ったが誰も手をあげなかった．財政的にも派遣

の費用を全額負担することなど考えられなかった．最

も躊躇せざるを得なかったのは，役員一同「言語障害」

つまり英会話ができないということであった．

1981年，再びAANNTからの打診があり，国際規

模のシンポジウムを予定しているので，準備委員会へ

の出席を要請してきた．急きょ筆者が出席することに

なったが，この会議に参加したことで目からウロコの

体験をした．「専門性を獲得するのは個人であって組

織や施設ではない」という欧米人の考え方からすると，

私達の会のあり方は理解されにくいのも当然と思った．

今後進むであろう国際化に伍していくには，個人会員

制に切り替えていかなければならないだろうと感じた．

1983年，AANNTはASAIOの援助打ち切りを契機

に，独立した組織としてANNA（AmericanNephro-

logyNurses・Association）と改称，第1回の記念

大会をフィラデルフィアにて開催した．このときのイ

ンターナショナル・ワークショップでは，「日本にお

ける透析看護の現状」を発表，ツアーを組んで参加し

た．ちなみにこの年のASAIOは，かつての華やかさ

を失い閑散としていたと聞く．

その後，頻繁に国際会議が開かれるようになり，

EDTNA（European Dialysis& Transplantation

NursesAssociation），ISPD（InternationalSoci-

etyforPeritonealDialysis）とも連携を持つよう

になった．また，1997年，WCRC（WorldCouncil

RenalCare）の理事国として参加を要請された．
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2001年に WCRCは WFRC（World Foundation

RenalCare，腎臓病看護世界基金）と名称を変更し

た．海外との交流が深まることで，わが国の透析医療

が血液透析に偏っている点が指摘された．1986年，

慢性疾患としての腎臓病患者が治療を選択する上で，

適切なケアと情報の提供ができるよう，守備範囲の拡

大が必須ということから「透析看護研究会」を「腎不

全看護研究会」と改称した．

20年間（1976～1996）の研究会活動の軌跡を最

後に別表として掲載した．

4 学会設立への動き

1990年代に入り，医療事業の近代化と看護教育の

大学化が進み，看護界において急速に看護の専門性を

認めようとする動きが活発になった．会員の中からも

資格獲得を求める声が聞かれるようになり，1992～

1993年にかけて，会員の要望を実現させるための

「腎不全看護の専門性を確立するための現状分析」調

査を行った2）．加入会員施設の5,200名を対象にアン

ケート調査を実施，回収率は85.92％であった．「必

要だ」との回答は66.8％で，「必要でない」6.0％，

「どちらともいえない」が21.2％であった．この結果

をもとに本格的に制度化への検討を始めることになっ

た．

1994年5月，日本看護協会は「専門看護婦（士）

資格認定制度」と「認定看護婦（士）資格認定制度」

を総会に提案，1995年からスタートさせた．1996

年10月，幹事数名で看護協会の「専門看護婦資格認

定制度認定室」を訪問，当会が資格認定を取得する上

での条件などについて相談したところ，「個人会員で

あること」「研究会では無理，学会にすることが必要」

との示唆を得た．幹事会において全員一致の賛同を得

て準備を進めることになったが，臨床の看護師だけで

なく，看護系大学が増えている現状を踏まえ，大学の

教員に参画してもらうことが重要との意見が出された．

こうして「腎不全看護学会設立発起人会」が生まれ，

1997年の総会において承認されたのである．

1998年4月，念願の学会設立を果たし，資格制度

を実現させるための一歩を踏み出した．その意図する

ところは，規約にうたっている目的および事業の通り

である（表1）．

現在，日本看護協会専門看護師・認定看護師登録者

数は，表2，表3の通りである．

5 学会活動の基本

1） 看護の視点を重視した教育カリキュラムの

構築

設立にあたり，従来の会員施設に趣意書を配布し，

ご協力をお願いしたところ「今までの役員となんら顔

ぶれも変わらず，公的大病院中心であり，看板を掛け

替えただけで意味が無い」という批判を受けた．これ
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表2 日本看護協会専門看護師登録者数

認定審査実施年 認定審査回数 がん看護 精神看護 地域看護 合 計

平成8年

平成9年

平成10年

平成11年

平成12年

平成13年

第1回

第2・3回

第4回

第5回

第6回

第7回

4

1

2

0

2

6

2

2

1

1

2

1

―

2

0

0

0

0

6

5

3

1

4

7

合 計 15 9 2 26

2001/8/1（日本看護協会教育研修資料より）

表1 日本腎不全看護学会の目的および事業

第二章 目的および事業

第3条 本会は，腎不全看護に関する理論，および応用

の研究，調査を行い，それについての発表，知識・

情報の提供や交換により腎不全看護に関する向上

を図り，もって人々の健康と福祉に貢献するとと

もに世界における学術の発展に寄与することを目

的とする．

第4条 本会は，前条の目的を遂行するため次の事業を

行う．

一． 学術集会の開催

二． 会誌の発行

三． 腎不全看護に関する実践，研究および教育

についての情報交換

四． その他本会の，目的達成に必要な事業

日本腎不全看護学会会則より



は今後の評議員，理事などの選挙制度を通じて改善す

ることが可能であろう．また，1972年から実施され

ている厚生労働省の「透析療法従事者研修」や透析療

法合同専門委員会による「技術認定士」との関連につ

いての質問や意見も寄せられたが，専門看護師資格認

定制度を否定するものではなく，教育内容と計画を説

明することで理解された．本学会としての教育委員会

活動に「教育セミナー事業計画」があり，各講座は地

域で開催している（表4）．

「日本で特別な分野で，看護独自の研究会を持った

のは，おそらく腎不全看護研究会が初めて」（野口）3）

と，他の領域の方がたに評価されながら，創設当初か

ら会員の「専門看護師としての資格づけを」という要

望を実現できなかった要因を明らかにしなければなら

ない．

そのひとつがローテイションであり，研究会時代が

そうであったように，学会となった現在の理事，個々

の会員も含めて，活動が広がらず低迷する傾向が続い

ている．看護協会が認定看護師の役割を「① 特定の

看護分野において，個人や家族，集団に対して熟練し

た看護技術を用い，高度な看護を実践する．② 特定

の看護分野において，看護実践を通して他の看護職者

に対して指導を行う」としており，「職場においては，

認定を受けた看護分野に配属され，継続して実践し，

他の看護職者とともに指導する役割を担う位置付けが

必要である」と述べている．透析患者ケアの継続性が

最重要課題であると認識しながら，まったく別の職場

に配属されて意欲を失っていく様相を見てきた者とし

ては，きわめて当然なことと思う．

こうした社会的変化に対応する私立の大学病院も現

われ，病院独自の専門教育プログラムによる認定看護

師を育成し始めている．また，岡山大学医学部保健学

科は，4年次選択科目に「透析・移植看護」を設置し，

学生の専門性志向を高める方向を示している．将来，

腎不全看護領域の専門看護師が誕生することも夢では

ない．

本年9月上旬，本学会は腎不全看護領域を特定の

看護分野として認定を受けるために，看護協会認定部

へ申請書を提出した．その教育内容を表 5，6，7，8，

9に示した．

2） 調査・研究の質的向上と量的拡大

医師はこれまで多くの縦断的研究や多施設間調査を

行い，その成果を証明し治療の発展に貢献してきた．

腎不全看護領域の研究は，生じた看護問題の対処方法

や施設のある時点における患者の状況を把握し，改善

に成功したというような横断的な研究が多く，長期間

の追跡や研究結果がどのような影響を及ぼしているか

などの検証はされず，ある施設での改善が，他の施設

にその成果が生かされる，といった縦断的な研究がな

されてこなかった．文献検索が不十分なためか，学会

発表には大同小異の報告が多く見られる．透析施設の

看護師は，一旦受け入れた患者を定期的にしかも長期

に看ていくので，最もよく患者を把握することができ

るのである．今後，医療事故防止や感染対策などの研

究を開発し，患者ケアの質を保証する基準づくりを目
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表3 日本看護協会認定看護師登録者数

認定審査
実施年

認定審査
回数

救急
看護

創傷・オストミー・
失禁（WOC）看護 重症集中ケア ホスピ

スケア

がん性疼痛看護 がん化学
療法看護 感染管理 合 計

認定審査 特別試験 認定審査 特別試験 認定審査 特別試験

平成 9年春

平成 9年秋

平成10年春

平成10年秋

平成11年春

平成11年秋

平成12年春

平成12年秋

平成13年

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第９回

17

6

15

6

11

―

10

―

17

20

16

19

16

22

1

27

2

25

―

―

―

17

40

8

5

10

―

―

―

―

―

29

―

25

4

18

―

―

―

―

―

6

7

7

7

―

―

―

―

8

―

14

4

18

―

―

―

―

17

2

15

3

19

―

―

―

―

―

―

―

―

5

―

―

―

―

―

―

―

―

10

―

―

―

―

―

―

―

―

18

37

22

34

39

127

17

103

30

137

合 計 82
148 80 76 27

44
56 5

10 18 546
228 103 61

2001/8/1（日本看護協会教育研修資料より）



日本腎不全看護学会設立の経緯 443

表4 日本腎不全看護学会教育セミナー事業計画

講座No. 講 座 名 講座No. 講 座 名

I

新人教育のための基礎知識

（1） 腎の病態生理と治療法

（2） 腎不全看護総論

VI

質と効率化を目指す看護記録

（1） 看護過程展開に必要な記録

（2） データベースを中心とした記録

II（1）
透析開始から終了までの知識と技術

（1） 血液透析療法の手技 VII

患者理解のための理論と実際1

（1） 家族理論

（2） 事例展開の実際
II（2）

透析開始から終了までの知識と技術

（1） 腹膜透析療法の手技

VIII

患者理解のための理論と実際2

（1） セルフケア理論

（2） 事例展開の実際
II（3）

血液浄化法における観察技術

（1） 医師の立場から看護婦に望む観察技術

（2） 現場で役立つ透析前・中・後の看護の観察技

術
IX

患者理解のための理論と実際3

（1） 危機理論

（2） ストレスコーピング

（3） 事例展開の実際III（1）

合併症と治療および看護

（1） 透析合併症の治療と予防法

（2） 透析合併症の看護

X

管理と経営

（1） システム管理

（2） 経営論III（2）

糖尿病性腎症の治療と看護

（1） 病態生理と治療法

（2） 糖尿病性腎症患者への看護
XI

腎不全領域における看護研究1

（1） 看護研究の概念

III（3）

自己管理指導に役立つ知識

（1） 薬物療法と指導の実際

（2） 食事療法と指導の実際 XII

腎不全領域における看護研究2

（1） 事例研究

（2） 事例研究の実際

IV

現場に生かすコミュニケーション技術

（1） コミュニケーション技術の概要と実際

（2） 腎不全患者へのカウンセリングの活用

XIII 腎不全領域における看護研究3

XIV 腎不全領域における看護研究4

Ⅴ

わかりやすい看護診断

（1） 看護診断の概念

（2） 事例展開の実際

XV 腎不全領域における看護研究5

表5 専門基礎科目・専門科目・学内演習/実習の概要（腎不全看護）

（目的）

腎不全看護の質の向上を図るために個人，家族または集団に対して，熟練した専門的な看護を実践し，その看護実践を通して

看護職者に指導やコンサルテーションを行うことができる能力を育成する．

（期待される能力）

1．腎不全患者に対して，総合的な臨床判断に基づく個別的なケアや，患者教育を計画，実践，評価できる．

2．腎不全治療に関する専門的知識と技術を用いて，継続して，安全で安楽な治療環境を提供できる．

3．慢性腎不全患者が治療の選択を自己決定できるよう，倫理的な判断の下に援助ができる．

4．患者と家族の長期療養生活にかかわる他職種の人々と連携し，効果的な支援ができるよう調整できる．

5．腎不全看護の最新情報に関心を持ち，また，実践的モデルを示すことによって，看護職者に対して指導や相談に応じることが

できる．

6.看護職者の継続教育に主体的に関わり，臨床看護の質向上に積極的に取り組むことができる．

教科目 内 容 時間数

共
通
科
目

1．リーダーシップ

2．文献検索・文献講読

3．情報処理

4．看護倫理

5．教育・指導

6．コンサルテーション

7．看護管理

8．対人関係

9．看護理論I

10．看護理論II

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

小 計

150
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表6 専門基礎科目

教科目 内 容 時間数

1．腎不全トータルケア概論

2．腎不全患者の身体機能

3． 患者および家族の理解の

ための理論

4．患者教育に必要な技法

5．リスクマネジメント

1）日本における腎不全医療と課題

2）腎の病態生理と治療法

3）チーム医療とケアネットワーク

4）腎不全医療における看護師の役割と変遷

1）体液恒常性維持機能の障害

2）体液恒常性維持機能の障害がもたらす影響

3）医学的治療がもたらす影響

4）合併症とその影響

1）セルフケア理論

2）家族理論

3）危機理論

4）ストレスコーピング

5）自己効力感・自尊感情

6）事例展開における諸理論の活用

1）コミュニケーション技術

2）カウンセリング技術

1）事故対策

2）感染対策

15

30

30

30

15

小 計

120

表7 専門科目

教科目 内 容 時間数

1．腎不全看護総論

2．腎不全期における観察技術

3．腎不全治療に伴う特殊技術

4．生活調整の援助技術

5．療養支援技術

6．自己決定支援とコーディ

ネート

1）腎不全看護の目的と看護師の役割

・腎不全患者の生と死

・腎不全患者のセルフケア

・患者と家族への支援

・諸理論を活用した教育と支援の実際

2） 腎不全看護における認定看護師の必要性と

役割

1）検査データ，症状の観察

2）患者の療養行動の把握

3） 透析療法中の観察

1）血液透析に伴う技術

2）腹膜透析に伴う技術

3）腎移植に伴う技術

4）在宅治療の指導技術

5）特殊技術の応用

1）病態や治療に応じた生活調整の援助

2） セルフモニタリングを活用した生活調整の

援助

1）重複障害を持つ患者・家族の支援

2）合併症を伴う患者・家族の支援

3）加齢に伴う患者・家族の支援

1）治療法選択に伴う自己決定支援

2）エンドレスケアに伴うケアコーディネート

15

15

30

30

30

30

小 計

150



指したい．

3） 国際交流の強化

1983年より始まった国際交流は，隔年に開催され

る会議において，日本の医療制度や国民性といったも

のに対する関心の高まりから，かなり踏み込んだ質問

がなされるようになり，「言語障害」という言い訳は

許されない状況になってきている．たとえば，「日本

における臓器移植―宗教による影響―」というタイト

ルでの発表を依頼されたり，「腎臓の売買について貴

学会は，どのような政策をとっているのか」と質問さ

れたりした．インフォームド・コンセントについての

討論では，「日本の患者は医師に支配されていると聞

いたが本当か」など，発表内容よりも日本の文化的背

景に強い関心があるように感じられた．ちなみに，

ANNAでは 1987年に第 1回の CNN（Certified

NephorologyNurse）制度による試験を実施し，現

在7,000名以上の資格取得者がいるとのことである．

今までは欧米に偏りがちな交流であったが，昨年開

催した第4回学術集会では，初めての試みとして韓

国と中国の透析看護師を迎えてシンポジウムを行った．

さらにアジア地域における交流を深めて行きたいと考

えている．
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表8 学内演習/実習

教科目 内 容 時間数

学内演習

臨床実習

事例検討

・事例提供を行い，看護の実践体験を理論や

知識に照らし合わせながら看護体験を深く

考察する．

実習場所

・血液透析，腹膜透析，腎移植において実績

のある施設

実習内容

・腎不全トータルケア実習（以下の実習内容

から自らの課題に沿って実習を選択する）

保存期患者の看護

透析導入期患者の看護

外来透析患者の看護

在宅血液透析患者の看護

腹膜透析患者の看護

腎移植患者の看護

小児腎不全患者の看護

高齢腎不全患者の看護

ハイリスク腎不全患者の看護

・機器操作に伴う技術チェック

実習課題

・腎不全トータルケアの視点から1看護事例

をまとめる

・腎不全トータルケアについて専門科目の中

から課題を選択しまとめる

100

290

小 計

390

表9 総時間数

共通科目 150時間

専門基礎科目 120時間

専門科目 150時間

学内演習/実習 390時間

総時間数 810時間



筆者の年代はもとより，もう少し若い年代でも腎不

全看護の領域には，英語に強い人材が見られず残念な

ことであった．しかし，最近になって30～40歳代の

若い看護師で海外留学の経験者や英検取得者が会員に

なり，国際学会で発表するようになった．こうした若

手を育てていくことが学会の使命であると考える．

6 今後の展望

従来，看護分野ではコストパフォーマンスに関する

教育はほとんど行われてこなかった．透析患者が21

万人にも達する今日，透析医療を取り巻く環境は一層

厳しさをましてきており，医療経済に無関心ではいら

れない．透析室の運営管理を円滑にする上でのリスク

マネージメント能力も高めていく必要があろう．

わが国の医療制度の根幹をなしている診療報酬制度

は，看護料の算定に表れているように，大病院の入院

病床管理を優先してきた．高騰する医療費の抑制政策

としての増床規制や社会的入院を抑止するための逓減

制などを導入しても下げ止まりは見えない．医療の質

の向上が叫ばれているが，むしろ初歩的な医療事故が

多発している．事故が訴訟へと発展すれば，施設の存

続をも危うくしかねない．私達が専門制度の獲得を目

指すのは，単に自己満足のためではなく，専門教育を

習得した看護職の存在が，医療過誤や事故を防ぎ，患

者ケアの効果を高め，QOLの維持向上に貢献するも

のと考えるからである．約3,400の透析施設に必ず

エキスパートナースがいることによって，患者の安全

と安寧が守られ，同時に治療の効果と効率があがり，

看護の社会的評価が高まることを期待したい．

おわりに

特定分野の資格を持つということは，実践行為に自

己責任の重さを自覚していなければならない．チーム

医療の中で，専門職者としての主体性を持って役割を

機能させるように努力しなければならない．会員一人

ひとりの意識の向上と腎不全看護の標準化，腎不全看

護に関する研究の質的向上のための教育システムを早

急に構築し，実践する必要がある．関連学会ならびに

各関係機関のご支援，ご協力を切にお願いしたい．
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1999．
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別表 腎不全看護研究会の主な業績と20年の歩み

年月日 研究会 講演内容 シンポジウム ワークショップ 看護研究
演題数

1976・11 第1回 透析療法とナース

講師：杉野信博

1977・6 第2回 職業の専門性

「一つの専門分野を追求する看護

者としての考え方」

講師：荒井蝶子

透析看護を考える

―透析導入期を考える―

1977・11 第3回 パネルディスカッション

透析室における看護婦の役割

1978・5・27 第4回 透析療法における最近の動向

講師：中川成之輔
25題

1978・11・11

12

第5回 第1回勉強会 透析療法における現況と将来への展望

長期透析患者の看護 講師：吉岡 典 講師：太田和夫

透析中の看護 講師：星野 貢 腎移植前後の看護 講師：足立悦子

小児透析の看護 講師：渡辺真美 LCUの指導と援助の実際 講師：藤田栄子

腎不全の病態生理と最近の治療 家庭透析の指導と援助の実際

講師：三村信英 講師：佐藤千代

1979・6・17 第6回 透析患者への心理的アプローチ

講師：春木繁一
21題

1979・10・27

28

第7回 第2回勉強会 第2部 セミナー

●各種検査データのとらえ

方と看護への適応

講師：老久保和雄

●透析患者に対する薬剤使

用と効果

講師：川口良人・藤原誠治

第1部

パネルディスカッション

●自由食の試みと患者指導

●制限食の実際と患者指導

●体重コントロールと患者

指導

1980・7・12

13

第8回 1．透析による長期生存者の諸問題

講師：中川成之輔

2．眼と腎臓 講師：小林フミ子

3．耳と腎臓 講師：鳥山稔

4．腎臓とCa 講師：藤田拓男

5．透析療法と肝炎

講師：金山正明

長期透析患者との関わりに

おける諸問題

1．老齢化

2．人間関係・その他

3．社会復帰

1980・11・8

9

第9回 症例検討

10年以上生存例の検討
51題

1981・7・10 第10回

5周年

腎臓病看護

―ダイナミックな職業―

講師：ジェラルディン・ヒドル

腎不全と栄養―食事管理―

講師：平田清文

透析患者への望ましい援助

とは

1982・11・7

8

第11回 継続看護における管理のあ

りかた
28題

1982・6 第12回 透析看護婦に望む―医師の立場から―

講師：前田貞亮

1．循環器用ME機器とその管理

講師：小野哲章

2．透析患者における心身医学的考

察 講師：篠田智璋

3．緊急時の看護

講師：加藤万利子

4．透析患者の心機能について

講師：細田瑳一
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年月日 研究会 講演内容 シンポジウム ワークショップ 看護研究
演題数

1982・10・30

31

第13回 透析患者の骨障害と治療

講師：小椋陽介

医療テクノロジーと未来医学

講師：桜井清久

透析看護における業務上の

過誤と予防対策
29題

1983・6 第1回腎臓病看護者国際シンポジウム：フィラデルフィア；「日本の透析看護の現状」について発表

ツアーを組み参加

1983・7・8

新潟で開催

第14回 透析患者の心理と看護

講師：塚田浩治

望ましい看護婦像 講師：花積正夫

CAPDにおける看護婦の役割

コロラド大学透析室

スーザン・クロス

人工透析と感染 講師：薄田芳丸

1983・11・18

19

第15回 人生は1冊の本である

講師：松原泰道師

国民総医療の動向と医療の今後

講師：石原信吾

職場の問題点

CAPD患者の看護
18題

1984・6・1

2

第16回 Ca代謝障害について

講師：黒川清

長期透析患者の循環器系合併症

講師：杉野信博

老人看護―その特徴―

講師：遠藤千恵子

CAPD管理上の諸問題

講師：高橋進

CAPDの看護管理について

講師：宇田有希

10年以上経過した長期透

析患者の看護上の問題

高齢透析患者の看護上の問

題点

1984・11・30

12・1

第17回 透析医療における安全対策

講師：笹岡拓雄

コンピュータ化と看護

講師：土谷太郎

改めて導入期看護を見直し

て
14題

1985・5・20 日本腎不全看護研究会雑誌創刊

1985・6・8 第18回 看護婦に必要な法律知識

講師：井上幸子

心身医学からみた透析看護

講師：山岡昌之

＊総会にて名称変更承認

「日本腎不全看護研究会」

CAPDの映画上映

（日本トラベノール社）

1985・6・22

～7・3

第2回腎臓病看護者国際シンポジウム：ベルギー；ツアーを組み参加

第14回ヨーロッパ透析移植看護学会

1985・11・27

28

第19回 腎移植最近の展開 講師：秋山暢夫

腎移植の看護 講師：高橋静子

脳死と日本人の心

講師：大熊由紀子

18題

1986・6・6

7

第20回

10周年

アメリカにおける透析医療の現状

講師：ジェラルディン・ピドル

透析20年時代への提言

講師：太田和夫

看護の現状と将来21世紀に向かう

看護制度はいかにあるべきか

講師：大森文子

社会復帰困難な透析患者の

看護

1986・11 第21回 TNSと適正な人員配置システム

講師：栗原やま

透析室における看護基準を

考える
19題
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年月日 研究会 講演内容 シンポジウム ワークショップ 看護研究
演題数

1987・5 第3回腎臓病看護者国際シンポジウム：ニューヨーク；「日本における自己管理透析」につい

て発表

1987・7 第22回 専門看護婦に求められる

リーダーシップ

講師：二木シズエ

看護に役立つ交流分析の基本的

理解をはかる 講師：飯田登美子

透析室におけるスタッフ教

育

1987・11・6

7

第23回 腎不全患者における循環器の問題

講師：多川斉

長期透析患者の諸問題

講師：柴田昌雄

パネルディスカッション

臨床工学技士との連携を

めぐって

―Nsの役割を考える―

12題

1988・7・8

名古屋で開催

第24回 看護領域における専門分化の可能性

について

―腎不全看護を中心に―

講師：中西睦子

海から学んだ心 講師：弓場道義

透析看護における専門看護

婦としての役割

1988・11・11

12

第25回 長期透析患者の合併症

講師：鈴木正司

専門職としての技術をどう考えるか

講師：川島みどり

15題

1989・5・20 第26回 医師の立場から

―すぐれた看護技術とは―

講師：前田貞亮

看護婦に望むもの 講師：松田鈴夫

新職種の誕生にあたり

―他職種との連携を

めぐって―

1989・9・9～10 第1回日米腎臓病看護婦文化交流会：東京，京王プラザホテル，JR東京総合病院講堂

1989・11・17

18

第27回 専門看護婦として燃え尽きない

ために

―人工透析にたずさわる

看護者の精神健康―

講師：稲岡文昭

今改めて食事療法を考える

講師：小出桂三

19題

1989・5・26 第28回 先端医療と生命理論

―現代の技術社会における

人間のあり方を考える―

講師：土田友章

人生80年時代における

女性の生き方

講師：松村満美子

高齢透析患者に関する問題

1990・7・22～24 第5回国際PD学会：京都

1990・9・9

～11

第4回インターナショナルワークショップ：ウィーン；末期腎不全患者のケアに及ぼす要因

―宗教が治療選択や臓器移植にどのように影響しているのか―

1990・11 第29回 エリスロポエチン治療のすべて

講師：秋澤忠男

アメリカにおけるエリスロポエチン

使用患者の看護

講師：ロワンナ・ピンクル

今看護婦に求められるもの

―国際シンポジウムに参加して―

講師：宇田有希

エリスロポエチンの効果と

看護上の問題点

16題

日本腎不全看護学会設立の経緯 449



年月日 研究会 講演内容 シンポジウム ワークショップ 看護研究
演題数

1991・6・8 第30回 せん芒とボケ 講師：一ノ瀬邦明

病気に悩む人の心理

講師：十河真人

腎不全患者の精神心理面へ

の援助

1991・11・15

16

第31回 脳死と臓器移植 講師：中島みち

患者にとってのセルフケア

講師：野口美和子

患者にとってのセルフケア

とは 14題

1992・5・30 第32回 老人医療における透析治療の問題点

講師：小倉三津雄

看護することは 講師：岡部恵子

看護診断の学習は看護実践にどのよ

うに影響をもたらすか

講師：藤村龍子

1992・11・27

28

第33回 エイズと看護婦達 講師：石田安男

人間関係における対話と共感

講師：岸信行

アンケート結果報告

幹事：水附裕子

事例を通して看護を学ぶ

看護に役立つ英会話 19題

1993・5・28 第34回 院内感染 講師：柴孝也

病院ワンダーランド

講師：半海一晃

感染症と透析看護

1993・11・12

13

福岡で開催

第35回 ロイ適応モデルと看護過程

―看護診断を中心に―

講師：小田政枝

患者の心と看護者に期待するもの

講師：江頭博幸

事例を通して学ぶ

15題

1994・6・4 第36回 在宅ケアと福祉

講師：村松静子

看護の臨床での専門性を考える

講師：藤枝知子

事例を通して看護を学ぶ

―看護を必要とする

透析患者の看護―

1994・12・1

2

第37回 DM性壊疽について

講師：新城孝道

腎不全患者の看護

―ナイチンゲールから学ぶ―

講師：金井一薫

看護の質の評価 講師：岡谷恵子

＊アンケート報告（水附） DM性壊疽を併発した透析

患者の看護

9題

1995・6・23 第38回 透析アミロイド症の治療と看護

講師：小川洋史

阪神大震災を通して危機管

理を学ぶ

終末期を迎えたアミロイド

症患者の看護

1995・11・30

12・1

第39回 透析患者の合併症

―心循環器系を中心に―

講師：伊藤春樹

CAPDの現況と問題点

講師：久保仁

心の山河を美しく

講師：酒井大岳老師

事例を通して看護を学ぶ

―心循環器系合併症を

もつ透析患者の看護―

15題

1996・5・16

17

第40回

20周年

ANNAの20年の変遷

講師：ジェラルデイン・ピドル

慢性疾患患者への関わり

講師：徳永進

セルフケア能力 講師：野口美和子

問われる人間の尊厳とヒューマン

ケア 講師：紙屋克子

パネルディスカッション

21世紀への提言

看護婦に望むもの

春木繁一

大橋 宏

下郡山祥二

宇田有希

事例を通して看護を学ぶ

ターミナルケア
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年月日 研究会 講演内容 シンポジウム ワークショップ 看護研究
演題数

1984・8・18・19 第1回 CAPDセミナー

1985・8 第2回 CAPDセミナー

1986・9・6・7 第3回 CAPDセミナー

1987・9・5・6 第4回 CAPDセミナー

アンケート調査

＊1987・12・14～26 看護基礎教育における腎不全看護教育の現状 伊野恵子

―腎不全看護の卒後教育確立にむけて―

〈調査結果は日本腎不全看護研究会雑誌 第7号参照〉

＊1992・ 腎不全看護の専門性を確立するため現状分析 水附裕子 落合福江 鈴木和代

大坪みはる 藤倉智佳子 宇田有希

〈調査結果は日本腎不全看護研究会 アンケート調査結果参照〉
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はじめに

平成12年に岡山県支部だよりとして発表以来，2

回目の投稿である．その後の活動情況について報告す

る．

本年は，診療報酬の改定が行われ，医療界，とりわ

け透析医療の現場では大きな混乱を来している．この

ような情況の中では，患者さんを含めて，良質な医療

を提供するために医療界の一層の団結が必要である．

岡山県では，岡山県医師会の専門医部会として平成

9年，透析医部会を設立し，日本透析医会の岡山県支

部として活動している．

1 組織と役員

県下の施設数は57であるが1施設未加入であるの

で56である．会員数は84名である．県医師会の専

門部会であるので会員はすべて医師会会員である．組

織率は抜群であり，対外的に存在感は強いものがある．

表1に平成14年度の役員などについて紹介する．

2 活動情況

1） 役員会と総会など

幹事会として年4回，総会と会員との懇親会を年1

回開催している．また，顧問を囲む会を年1回行い，

大学との情報交換，連携を深めている．

2） 学術活動

総会では，総会事項以外に当面する諸問題，特に医

療改革・診療報酬に関する事項について「透析医療保

険懇談会」として意見交換を行っている．

学術研修会については，参加対象者は透析関係医以

外に透析に携わっているコメディカルを含めており，

毎回出席者は 100名以上あり，盛況である．

●平成13年7月28日

「透析施設における院内感染防止対策」

東京・中野総合病院内科医長 安藤亮一先生

●平成14年7月7日

「第4回アクセスセミナー in 岡山」

当番幹事が宮崎雅史理事であり，透析医部会が全面

的にバックアップし，盛会であった．
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岡山県支部だより

草野 功

［た よ り］

岡山県医師会透析医部会会長

表1 平成14年度役員

会 長 草野 功（岡山市）

副会長 西崎哲一（玉島） 総務・情報

〃 大森浩之（都窪） 総務・会計

理 事 北田信吾（津山市） 移植・情報

〃 菅 嘉彦（井原市） 災害救急

〃 木本克彦（岡山市） 広報・福祉行政

〃 笛木久夫（都窪） 災害救急

〃 宮崎雅史（岡山市） 保険

〃 平松 信（岡山市） 保険

〃 福島正樹（倉敷） 学術

〃 味野泰明（真庭） 会計・情報

〃 片山 弘（和気） 学術

監 事 徳山 勝（岡山市）

〃 小林完二（岡山市）

岡山県医師会担当役員 福岡英明専務理事

顧 問 大澤源吾（川崎医療福祉大学）

槙野博史（岡山大学医学部）

柏原直樹（川崎医科大学）

（ ）内は所属医師会



●平成14年8月3日

「腎性貧血治療の新時代」

和歌山県立医大・血液浄化センター教授

秋澤忠男先生

3） 災害対策関連と情報ネットワークの充実

●平成13年6月23日

第2回日本透析医会災害時透析医療対策部会総会

において「岡山県の危機管理システム」発表（笛木理

事）

●平成13年7月6日

日本透析医会主催防災訓練に参加

●平成13年8月23日

岡山市と災害時給水確保に関する打ち合せ

●平成13年8月26日

岡山県臨床工学技士会第3回血液浄化セミナーに

おいて「防災関連の話題」を提供

●平成13年8月28日

第2回岡山県透析施設防災訓練を兵庫県透析医会

と合同で開催（「岡山県における透析医療危機管理シ

ステム（岡山方式）第3報」として日本透析医会雑

誌に掲載）

●平成13年9月15日

第 4回中国地区災害ネットワーク連絡会議にて

「岡山県の取り組み」を発表

●平成13年10月15日

第3回透析施設防災責任者連絡会議にて災害時給

水確保・災害時優先電話に関して協議

●平成13年10月27日

岡山県腎臓病患者連絡協議会主催の第52回中国ブ

ロック拡大会議にて「岡山県医師会透析医部会の災害

対策」を講演

4） 行政との連携

県下の透析患者数の把握は，各透析施設から災害に

備えて常に透析医部会が掌握しているので，行政から

要請があれば連絡している．

5） 腎臓病患者連絡協議会との連携

総会には来賓として招聘されるので出席して透析医

療の現状の説明，患者サイドに立った透析を行うため

の要望などについて協議している．

災害時や夏の渇水時の水の供給については連携しな

がら行政に対応をお願いしている．

6） 外来透析患者の食事について

平成14年3月19日幹事会において，4月からの

食事をどのように取り扱うか，日本透析医会，県腎協

の要望，県下の各施設の動向を勘案し，一定の患者負

担をお願いするように各会員に要請した．その後トラ

ブルの報告はない．

7） 情報ネットワークの確立

すでに災害時連絡網は確立しているが，災害時の連

絡内容を日本透析医会のものと一致させた．また，部

会HPの医師限定掲示板について，複数関係医師のい

る施設に希望があればパスワードを配布することにし

た．

8） 日本透析医会との連携

日本透析医会災害時透析医療対策部会および透析保

険審査に関する懇談会には必ず出席することにしてい

る．その他，必要に応じて中央の会議には出席し，連

携をはかっている．今回，笛木理事は日本透析医会災

害時透析医療部会会員に任命され，今後の活躍が期待

される．

9） 保険診療内容に関して

社会保険診療報酬審査支払基金および国民健康保険

連合会診療報酬支払基金の審査員として透析医部会か

ら審査員が出ているので，診療報酬疑義解釈などにつ

いて会員に連絡するように努力している．

10） 開放性結核併発透析患者の取り扱い

県下の透析施設には開放性結核患者を隔離して透析

できる施設はない．県医師会を通じて，岡山県保健福

祉部と国立南岡山病院にお願いしている．透析治療に

ついては，南岡山病院に近い重井医学研究所附属病院

のスタッフが応援することで一応の了解が得られてい

る．

11） 臓器バンクの支援

（財）岡山県臓器バンクに透析医部会から役員を送

り，支援をしている．
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3 今後の課題

透析医療は腎臓疾患のみならず，全身性疾患にも応

用され，幅広く利用されるようになった．しかし，慢

性透析患者は糖尿病性腎症により年々増加の傾向にあ

る．地域における透析施設の充実で，全国あまねく透

析を受けることができるようになったが，今後は透析

の質が問われることになると思われる．

そのためには施設の充実が必要であるが，今回の診

療報酬の改定は大きな打撃となった．しかし，地域住

民・患者さんから信頼を受けるには，個々の施設の充

実は勿論のこと，透析施設間，透析医，患者，行政が

一体となった取り組みが必要である．

われわれは岡山県下の透析医療機関の特性・特徴を

把握し，長期にわたる患者の合併症などの対応を相互

に連携して行うことが，地域で安心して治療を受ける

ことに繋がるものと思う．すでに夜間透析，災害時の

ショックによって起こるクラッシュシンドローム，ベ

ロ毒素によるHUS，小児の透析などに対応できる医

療機関を調査し，危機管理体制を整えているところで

ある．透析医療に直接携わる医師などの急病で透析医

療ができなくなることも危機である．このようなとき

のバックアップ態勢も行っている．

透析医部会は，個々の透析施設を守り，医療の連携

の下，医師も患者も良質な透析医療が安心して受けら

れるように努力したい．

おわりに

平成12年「支部だより」として発表以来の情況に

ついて主な事項を中心に報告した．地域医療の一翼を

担う透析医療は，医療技術の発展と透析患者の増加に

より一層その重要性が高まってきている．より良い医

療の発展のためには各医療機関の質の向上は勿論のこ

と，医療連携により，地域にある医療資源を十分に活

用することが地域住民に安心感を与えることになる．

このような観点から透析医部会の役割は重大であり，

関係者の一層のご支援をお願いしたい．
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富山県の透析患者数は現在 1,922名（平成 13年

12月），透析施設は35施設であるが，医会加入者は

残念ながら僅か8名（5施設）に過ぎない．しかし，

支部主催の講演会などを通しての活動は毎年継続的に

行ってきた．

最近の数年間では

1.平成12年4月23日

「富山市透析施設大規模災害対策協議会の取り組

みについて」

不二越病院院長 三川正人先生

「透析施設に於ける危機管理と災害ネットワーク」

（医）社団心施会府中腎クリニック

理事長 杉崎弘章先生

2． 平成13年4月22日

「透析施設に於けるクリニカルパスの作成と運用」

済生会熊本病院腎センター部長 副島秀久先生

3． 平成14年4月21日

「新人看護師の教育―専門性を育てる」

日本腎不全看護学会理事長 宇田有希先生

「高齢者の治療をどの様にすべきか」

日本透析医会名誉会長 平澤由平先生

など逐次開催し，県内の透析施設スタッフ多数の参加

を得る盛況であった．

さらに腎バンクとの共催で，昨年12月9日「透析

合併症―トラブルおよび腎移植の意義」と題して東京

女子医科大学名誉教授，腎臓病総合医療センター名誉

所長，太田医学研究所所長 太田和夫先生の講演会を

開催し，これも非常に好評であった．なお，毎年10

月には腎バンクと協力してドナー登録のキャンペーン

も行っている．

冒頭にも記したが，未加入施設の中にはもう少し医

会に入りやすいような条件を考えて欲しいという声も

あるので，加入の条件をある程度緩和して会員の増加

を計ることも今後の一つの課題として検討して欲しい．
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9月13日に常任理事会が開催されましたので，そのあらましをお知らせいたします．

1.診療報酬改定の深刻な影響

今回の診療報酬改定は，急速な高齢化社会への移行，10年も続くバブル崩壊後の低迷する日本

経済などを背景にして，「医療費全体の引き下げ」を基本方針として行われたことは十分承知のこ

とではありますが，透析医療に関してはとりわけ厳しいものとなっております．

今回の改定のなかでも特に目立つもののひとつは，透析食の保険給付（63点）が廃止されたこ

とです．現在の日本の社会・医療経済から見て，透析患者のみに治療食の「特典」をいつまでも

続けることが困難なことは常任理事会でも良く理解されました．しかしこの食事提供を施設側が

有料で継続する場合に，保険診療と保険外診療との「混合診療」にあたるのではないかとの懸念

がありました．しかしこれは「混合診療にあたらない」との見解が出されて解決しました．

さらに重要な改定は，透析治療時間による技術料が一本化され1,960点になったことです．つ

まり従来までは4時間未満で1,630点，4～5時間で2,110点，5時間以上で2,210点であったわ

けですが，4時間以上の透析を行うと，施設側では割損となるシステムに変えられたことです．

（1） 3月分のレセプトを改定後のシステムで試算

従来までの治療内容（3月分のレセプト）をそっくり改定後に置き換えて試算した速報が検討

されました．

その結果，4時間未満（n＝100）ではプラス 5.01％，4～5時間（n＝1,533）ではマイナス

8.02％，5時間以上（n＝234）ではマイナス10.43％となりました．

（2） 定点観測の集計結果

1997年より毎年6月のレセプトで実施されている外来透析の診療報酬実態調査の結果が判明し

ました．全国の医会加盟143施設のご協力を得て，17,481名分のレセプトが集計されました．

それによりますと，4時間未満患者は11.14％，4～5時間は81.19％，5時間以上は7.67％で

ありました．透析時間は圧倒的に4～5時間が多いため，この部分で比較をしました．その結果，

1回透析での保険医療費は昨年が3,305.5点でありましたが，本年は3,022.0点でありました．つ

まり1回治療で283.5点のマイナスとなりました．実に8.57％のマイナスであります．単純に1
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年間に1名の外来患者に156回の外来透析を実施した場合，442,260円のレセプト上の減額とな

ります．

（3） その後の日本医師会の緊急レセプト調査

常任理事会の後に日本医師会から発表された4～6月通算の医療費動向結果では，入院でマイナ

ス2.11％，入院外でマイナス5.30％（総合でマイナス3.86％）であるとされています．これが厚

生労働省の発表ではそれぞれマイナス1.3％，4.1％（総合でマイナス2.7％）となります．

厚生労働省の発表が正しいにしろ，日本医師会の発表が正しいにしろ，外来透析医療での落ち

込みが8.75％であることを考えると，まるで別世界での論争のように思えてきます．

2.厚生労働科学「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」（通称MINT）

昨年度より厚生労働科学研究として助成をうけて行ってきた上記のMINTは，本年度からは

「効果的医療技術の確立推進臨床研究事業」の一環として継続されます．

（1） 完成したMINTの問題点

完成したフェーズ1の成果はCD ROM化されて会員すべてに配布されました．しかし実際の

現場では未だ十分には使用されていないことが判明しました．

その原因のいくつかをあげると，データ入力がFDに対応していない，患者の登録（一意の数

字列）が未完成，打ち出される患者情報アドバイスが1枚の用紙に収まらないなどがあります．

これらについても改善策を立てる必要があります．

（2） フェーズ1からフェーズ2へ

昨年までの部分をフェーズ1とし，今年度はフェーズ2としてさらに展開させることが計画さ

れ，すでに実務が始まっております．

Kt/V，PCR，尿素産生率，クレアチニン産生率，TACureaなどの自動計算，貧血の判定と

EPO，鉄剤の使用ガイドライン，カルシウム・リンに関する判定と治療ガイドラインなどの作成

が行われます．
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１.本誌は（社）日本透析医会の機関誌として年3回以上発

行する．

２.投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以

外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの

限りでない．

３.本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．

４.投稿原稿の〆切は会誌発行の2カ月前とする．

投稿原稿は

〒101－0041

東京都千代田区神田須田町1－15－2 淡路建物ビル2F

（社）日本透析医会事務局

に，簡易書留便で送る．

５.掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．

６.編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

７.校正は初校のみ著者が行い，再校以後は広報委員会に

おいて行う，校正は誤植の訂正程度にとどめ，版の組み

かえになってはならない．

８.原則として掲載料は無料とする．別刷は30部までは無

料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

９.掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．

10.原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

� 原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．

� 原稿は邦文とし，B5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

なんとこの夏の暑かったことか！ そして9月の声を聞いてもなお暑い毎日，地球が狂ってき

てしまったとしか言いようがない．しかし本当に狂ってきてしまったのは日本の医療行政，透析医

療．今判で押したように4,000点ダウンのレセプトを前に，このたびの改定のすさまじさ，世界

に誇ってきた日本の透析医療の後退を頭ではなく実感している．・武士は喰わねど高楊枝・意地で

も質を落とさないで（質を上げるところまで行かないまでも）透析をして行ける可能性なんてある

のであろうか？ 合理化や工夫ではもう不可能．合併症や高齢，痴呆で信じられないぐらい手の掛

かる患者さんが多くなっている中，患者数があればなんとかなるという問題でもない．移植が減り，

際限なく増える透析患者．一兆円枠を越えないという大原則を振りかざすならば2年後の引き下

げも容易に想像される．設備投資など夢のまた夢．国が貧乏になると間違いなく医療，福祉が切り

捨てられるのは世の常．あの ・ゆりかごから墓場まで・の福祉大国と言われたイギリスで，透析の

保険適応を65歳までと決めた時代があった．お隣の国から透析の回数制限があるのでCAPDを

してほしいと言われたこともある．私が医者になった頃，わが国でもお金の切れ目が命の切れ目と

言われ，透析中止など悲惨な事例が多く存在した．患者さんたちの命がけの運動で透析医療の公費

負担が実現し，日本の透析は世界一と自他とも認め，このレベルは揺るぎないものと信じて疑わな

かった日本の透析医療も，短時間透析，透析中止や導入年齢，透析非導入がとり沙汰される昨今で

ある．来年から健保本人の3割負担が始まる．透析患者の透析医療以外の自己負担が始まるのも

遠い話ではあるまい．透析医療の質も国の方針であっという間に低下するのだという恐ろしさを強

く強く感じている．今だからこそ日本透析医会の存在が問われるときだと思う．

書くことが大の苦手，加えて期日にならないと頭が回転しない（したがって期日に間に合ったこ

とがない）厄介な性格の私が一番ミスマッチの広報委員になっているのは不思議でかつ心苦しいこ

とである．しかしこの日本透析医会雑誌は本当に格調高い雑誌になってきたと，これだけは片隅に

名前を置いてもらっている人間として大威張りしている．会員の皆様どんどん投稿して下さい．

広報委員会委員 坂 井 瑠 実

狭窄に対するインターベンション治療の適応と評価 459





広 報 委 員

久保 和雄（委員長） 飯田 喜俊（副委員長）

鈴木 正司（担当理事） 小野 利彦

小出 桂三 坂井 瑠実

関野 宏 原田 孝司

頼岡 徳在

日 本 透 析 医 会 雑 誌

Vol.17 No.3 2002

平成14年12月25日 発行

発 行 人 山 � 親 雄

事 務 局 〒101－0041 東京都千代田区神田須田町1－15－2

淡路建物ビル2F

TEL 03－3255－6471

FAX 03－3255－6474

E mail info＠touseki-ikai.or.jp

ホームページアドレス

http://www.touseki-ikai.or.jp/

印 刷 所 ㈱ 三 秀 舎

〒101－0047 東京都千代田区内神田1－12－2

TEL 03－3292－2881

FAX 03－3292－2884

狭窄に対するインターベンション治 433


	目次
	巻頭言
	こんな透析治療の成績に誰がした？

	危機管理対策
	災害情報ネットワーク会議と情報伝達訓練実施報告
	岡山県における透析医療危機管理システム（第4報）

	保険審査
	第7回（平成14年度）透析保険審査に関する懇談会

	医療経済
	平成14年度診療報酬改定とその影響について

	医療制度
	医療制度改革とこれからの方向

	臨床と研究
	当院での電子カルテシステムと透析部門におけるIT化
	透析患者における皮膚〓痒症の治療
	透析患者の歯科的諸問題
	二次性副甲状腺機能亢進症の治療戦略

	調査研究
	愛知県透析療法審査会議報告

	各支部での特別講演
	透析医療に関した医療訴訟・医療事故

	研究助成論文
	愛知県の透析施設におけるB型およびC型肝炎ウイルス感染の現況（第2報）

	関係団体
	（社）日本臨床工学技士会の設立について
	日本腎不全看護学会設立の経緯

	たより
	岡山県支部だより
	富山県支部だより
	常任理事会だより

	編集後記

