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平成14年度の診療報酬改定後の透析に関連して近頃感じていることについてふれてみたい．

その一つは，これまでも度々指摘されている透析技術料における「透析時間枠の撤廃」である．

その結果，短時間透析が経済的に有利になり，透析療法はいわば短時間透析に傾斜した土台の上

に据えられてしまったと言いうる．透析時間の短縮は透析の質的低下をもたらすことはたびたび

指摘されている．

またこの時間枠の撤廃は透析医にとって踏絵でもある．もしこれを機に，短時間透析が増加す

ると，われわれ透析医の信用にもかかわり，正当な医学的根拠のある意見も説得力を失うかもし

れない．ただ幸いなことに，今のところ，不自然な透析時間の短縮があるという話は聞いていな

い．

また，この改定は良質な透析を保つ配慮に欠けている点で，患者側に対して思いやりを欠いて

いる．是非とも次期改定時には正しい根拠に根ざし，思いやりが感じられる改定が強く望まれる．

次に重度の要介護老人の透析についてである．

日本透析医学会の統計によると，わが国の透析患者は21.9万人に達し，年々高齢化しその平均

年齢は61.6歳である．また新規導入患者の原疾患は合併症を来しやすい糖尿病が増え続け，第1

位となってる．このため入院・入所が必要な重度の要介護透析患者がふえてきている．これらの

患者の対応には各透析施設とも苦労している．特に透析医療の最も大きな部分を受け持っている

診療所である透析施設にとっては，その診療規模と体制から言って，食事・排泄・入浴の世話，

麻痺患者や痴呆症の介護などは大変な作業であり，加えて透析治療を行うことはとても無理な話

である．

そこで，このような重度の要介護透析患者が発生したとき，どのような対応ができるかについ

て考えてみる．また札幌市（人口185万人）での現状についてもふれたい．

Ⅰ.介護施設の利用

1． 特別養護老人ホーム入所下の透析

入所下に他医療機関への通院透析となる．透析施設では通常の通院透析とまったく同じ保険請

求可能である．ただし，この介護施設への入所はきわめて困難となっている．

たとえば札幌市の場合，入所定員3,330人に現在空きが無く3,300人が待っており，入所まで

に1～2年かかるという．事実上，この施設を透析患者が利用することは不可能に近い．
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2． 介護老人保健施設入所下の透析

下記の2つの形が考えられる．

① 併設透析施設にての通院透析

② 他医療機関への通院透析

この場合透析施設での保険請求算定基準は概ね以下のようになる．

再診料：②のみで算定可．

（以下の事項については①②共通）

慢性維持透析患者外来医学管理料：算定不可．

透析は外来包括点数で算定．ダイアライザー請求可．エリスロポエチン請求可．

その他の内服・注射薬剤・通常の検査などは介護保険に包括され請求不可．

以上の算定基準により老健施設入所者の透析は一般通院患者に比べて10～15％の減額となり，

透析施設にとっては経済的に厳しい．また，老健施設への透析患者の入所は施設側が受け入れに

消極的と言われており，施設自体も不足しているため，なかなか難しいようである．

ちなみに札幌市では入所定員3,000人で現在満杯である．一般要介護者の待人員が1,083人で

2～3カ月待ちとなっている．以前は申し込み順の入所であったが，現在は重症度順となったため

入所時期は予測できない．この施設でも透析患者の入所・透析は余り期待できないようである．

Ⅱ． 医療施設の利用

この場合，長期の医療・介護両面の対応を必要とするため，症例により医療型または介護型の

療養型病床を選んで入院して透析することになる．下記の四つの場合がある．

① 医療型療養型病床入院：他施設で通院透析

② 医療型療養型病床入院：自院内透析室で透析

③ 介護型療養型病床入院：他施設で通院透析

④ 介護型療養型病床入院：自院内透析室で透析

上記①～④の透析保険請求については，紙面の都合とはっきりしないところがあり詳記を控え

るが，いずれの場合も慢性維持透析患者医学管理料は算定不可である．再診療は①と③で請求可

であり，ダイアライザー・エリスロポエチンはいずれでも請求可である．技術料・内服薬・注射・

検査などは，それぞれの型で複雑な請求基準がある．全型を通して見て透析請求は一般透析患者

より窮屈である．

さて，机上では上記の4型があるが，実際は透析施設と療養病床両方を備えた施設は少なく，

②④のごとく自前で透析する型とすることは難しい．たとえば札幌市では透析施設を持つ病院・

医院の総ベッド8,505床中，療養病床は40床に過ぎない．

したがって①③のように入院下で他院への通院透析を組み込む形にしたい．透析患者では医療

部分の比重が重いので①の医療型療養病床入院のほうが妥当に見える．しかし，この型は経済的

理由で成り立たない．というのはこの度の改定で，入院中の他院受診の規定が変わり，たとえば

1カ月13回の透析通院日には，入院元の施設において基本入院料が85％減額されることに決め

られたからである．

以上，検討したどの方法も頼りがいのある受け皿とはならず，現状では適切な選択肢はない．

したがって透析の現場では，重度の要介護透析患者の透析に当たっては多くの施設が自己施設の
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負担で我慢に耐えて行っているのである．

この点の改善策として下記の2項目実施が望まれる．

① 介護透析患者は透析中に大変「手がかかる」ことを勘案し，少なくとも一般透析患者と同

程度の保険請求を可能にする．

② 入院要介護透析患者について，透析通院日の入院施設での入院基本料85％を減算する制度

から除外する．

なお，今後，透析現場の実情に即した医療行政実現のためには，現在の当医会の精力的な活動

に加えて，会員各自が各地区の医師会活動に積極的に参加することで，透析に対する周囲の理解

を深めることが大変有効と思われる．
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どうも丁重なご紹介をありがとうございました．透

析医会ももうすでに15周年という，非常に記念すべ

きときに招待講演という名誉をいただきまして心から

感謝申し上げる次第でございます．

今年は私も日本医師会の保険担当副会長として，皆

さま方に大変なご迷惑をおかけしたということについ

て，まず謝らなければいけないのじゃないかというふ

うに思っております．いくら時代の流れとは言いなが

ら，また諸般の事情とは言いながら，日本医師会開闢

以来はじめての診療報酬のマイナス改定ということで

ございます．

日本医師会の抵抗で，当初はマイナス改定が5.8％

という要求でございましたが，これが4％になり，

厚労大臣が，3％という案をつくり，最終的に2.8か

ら2.7に決着したということでございます．

マイナス2.7％と言っても，少なくとも有床診療所

などにおいては，マイナス2.7ということは収支決算

からいきますと，実際は14.5％のダウンになります．

また病院等におきましては，40～60％の収支の大

幅なダウンになるということで，われわれも必死になっ

て，反対，抵抗をしたのですが，結局いかんせんやは

り権力の前には，残念ながら苦杯をなめたということ

でございます．

問題は21世紀に向けて，われわれの国民皆保険体

制が，いま徐々に大きく変換しようとしているわけで

す．これはまさに世界的なグローバル・スタンダード

の中で変わろうとしているということに，われわれは

注目しなければいけない．

A.改革の流れ

医療改革，これはいろいろな流れがございますけれ

ども，現段階，少なくとも小泉内閣ができましてから，

三つの大きな潮流に分けることができるのではないか．

一つはいわゆる従来の国民皆保険体制，これをもう

なくしよう，こういう大きな流れでございます．そし

てすべて市場経済，市場原理にまかせて，もっと競争

をさせろ，効率化しろということです．

この発信源はどこかと申しますと，アメリカでござ

います．アメリカはMOSS協議で成功したあの余勢

をかって，かつて中曾根，レーガン合意によって

MOSS協議をやって，どんどんむこうの薬とか材料

を日本に売り込んだわけですが，今度は医療保険制度

そのものを，技術についても，あるいは医療経営その

ものにも，アメリカの資本を入れようということです．

そのために最大の障壁はなにかと言うと，それは国

家が管理しているわが国の国民皆保険制度でございま

す．これを解体しろということです．そうしないとど

うにもできないわけです．いまの国民皆保険制度の中

に入ってきても，これはすべてが国家管理，国の一元

的管理の中で技術料も，手術料も，材料，物すべてが，

薬価さえ国の決めた価格に従っているわけですから，

その中で自由競争はとてもできない．したがって国民

皆保険に対しては潰すべきと．

このことで私どもが非常に恐れているのは，どうも
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ブッシュ，小泉会談の中でひそかにある程度暗黙の了

解ができているのではないかということです．そうい

うふうに恐れているわけでございます．

これが一つの大きな流れになってきて，そのお先棒

をかつぎ，アメリカ政府は表に顔を出しておりません

が，この前アメリカ商工会議所が日本にやって来て，

小泉さんの直接の指揮下に入る国民医療改革会議をつ

くれということを，ダイレクトに要求しているのを見

てもわかるように，かなりアメリカの色彩が強いとい

うことでございます．

皆保険制度は崩壊しますから，資力のある人には最

高の医療は与えられるだろうけれども，お金がなくて

競争能力のない，力のない人はこれは適当にやっても

らわなければいけないということになってまいります．

こういうことを国民が了解するかどうかということが

問題です．

次に問題は，公私2階建て論でございます．これ

は厚生労働省が考える一つの考え方です．今の枠組み

は置いておく，置いておくけれども，もっと公的負担

を減らして，私的保険をもっと導入すべきだという，

2階のほうに私的保険を1階は公的保険という考え

方でございます．

これは厚生労働省の考え方でございますが，厚生労

働省もまったく公的部分がなくなりますと自分達の利

権とか，あるいはまた退職先の行くところがなくなり

ますから，やはりどういう形でか公的保険は維持した

い．しかし，外圧並びに政府のほうの圧力，首相の圧

力で縮小せざるを得ないだろうと．しかし2階建て

の部分については，積極的に私保険の導入というもの

を図っていく．そこにある程度自由競争の影響力を強

めていきたいと，こう考えているようでございます．

三番目の流れというのは，いわゆる国民皆保険制度

をますます充実，発展させようというものです．これ

は従来から日本医師会が要求しているところでござい

ます．この国民皆保険制度の発展，充実ということは，

これから少子高齢社会になるだけにますます要求され

ます．国家の安全と同じように，国民の命と健康の安

全というものを，国が保障するようにしていくという

ことを要求しているわけでございます．

いちばん最初のところでございますが，国民皆保険

体制を解体して市場原理を導入する．そして民間，い

わゆるアメリカのマネージド・ケアのような，民間保

険への移行をやる．当然お金のない人は保険に入れま

せんから，それでは死ぬのか．それはできないだろう．

そこでセーフティ・ネット，いわゆる最低の医療をそ

こでは保障しましょうということですね．実際に保障

してくれるかどうかわかりませんけれども，無保険者

に対してはセーフティ・ネットというものを用意しよ

う．セーフティ・ネットというのは，いわゆるナショ

ナル・ミニマムです．生きることだけは保障しようと

いう考え方であります．と同時に市場原理を導入しま

すから，ここでアメリカの圧力によっていよいよ株式

会社が医療へ参入してくる．どんどん競争させること

によって医療は高度化し，高額化し，今まで与えられ

なかった医療もやる．

その人達に言わせると，いまの皆保険制度はけしか

らんと言う．なぜけしからんかというと，いまの皆保

険制度ではもっといい医療を，もっといい技術をと言っ

ても，国民には選択の余裕はない．皆保険制度しかな

いから．これは非常に患者主権へのふらちな侵害だと

いう言い方をしておるわけでございます．したがって，

株式会社を医療へどんどん導入することによって，市

場原理の下で自由に競争させ，そして国民のニーズに

応える．その裏ではやはり30兆円以上と言われる，

これからの医療産業というものに，できるだけ関与し

て支配していこうという考え方があるわけです．

もう一つは，そういうことによってできるだけ公的

負担からの撤退をして，すべてこれからの世の中は，

これはアメリカの新自由主義の一つでございますが，

自己責任社会の実現ということを目指していこうとい

うことです．額に汗を流した者はそれだけ最高の医療

を受けられる．しかしそうでない人は，それは仕方な

いじゃないかということで，あくまで自己責任という

ものを強調している．こういう哲学の中で，これを現

在の宮内氏が議長として主導するいわゆる総合規制改

革会議が政策を立案し，行政にやらせようとしている

が，しかしなかなかうまくいかんものですから今度は

特区方式，医療特区方式を導入して，神戸なら神戸，

あるいは東京なら東京で，片っ端から入れるところか

ら入れようということで，特区構想を展開してきてお

ります．

あの総合規制改革の中では，人の命，健康，こういっ

たものも例外にしてはならない，こういうものでもや

はり自由競争の中でやるべきだと言っている．われわ
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れは人の命とかそういうものは，教育，公安，消防，

こういうものと同じように，非常に公共性の高いもの

であって，それにお金のあるなしによってアクセスが

できるできないという差別をつけることはあってはな

らないと言っているのですが，人の命であっても，差

別があってどこが悪いということを開き直って言って

いるのが，現在の彼らの考え方でございます．

そこにはやはりアメリカの後押し，圧力，外圧とい

うものがあります．わが国だけの議論であれば，おそ

らく私は今後医療社会への自由競争，いわゆる市場原

理というのは導入は難しい．そういう弱肉強食の世界

にだれも賛成するはずはない．しかしアメリカの外圧

が入って，いわゆる在日アメリカ商工会議所の要求ど

おりですが，アメリカの外圧が入ると，日本の内閣総

理大臣といえども，非常に弱いわけで，やられる可能

性は，かつてのMOSS協議を見てもわかりますよう

に，十分にあるというふうに心配しているわけでござ

います．

さて厚労省は公的保険給付はこれは1階部分で縮

小し，足らない分は2階建ての私的保険にまかせれ

ばよい，また混合診療を容認しようということでござ

います．混合診療を公的に認めているもの，それは特

定療養費制度です．これを拡大していきたい．

混合診療の容認ということに対しては，これは今賛

否両論がいろいろありますけれども，少なくとも現在

日本医師会では，この混合診療の容認ということで，

一つに，壁に穴を開けますと，もうこれはおそらく現

在の現物給付制度が大きく崩壊するのじゃないかとい

うことで，非常にわれわれとしては懸念を持っており

ます．少なくとも今のところ混合診療というものの容

認ということには，反対の姿勢を出しているところで

ございます．

日本医師会としては，やはり医療費の国際水準を見

ても，OECDの中では日本は対GDP比では最低レベ

ルでございます．今最低はイギリスなのです．しかし

ブレア政権になって，イギリスの対GDP比を8.6％

ぐらいに上げようとしております．もしそうなれば日

本は最低になります．7.6％ぐらいですから逆転して

最低になる．日本はそういう非常に低い医療費の中で，

世界最高の医療のアウトカムを出しているということ

で，決して医療費が高くついているわけではないとい

うことは，われわれはしばしば言っているところでご

ざいます．税や保険料による負担の余地は未だ外国に

比して十分にある．このことを国民によく理解してい

ただくということが大切です．

B.自律自浄性

それからやはり医療情報の開示，どこの医療機関は

なにをやって，どの医師はなにができる，なにが得意

だということを，国民に積極的に情報を開示して，国

民に医療を選択させるというスタンスが必要だろうと

いうふうに思っております．

三番目になんと言っても最近の不正請求，あるいは

また医の倫理に反するようなことが，いろいろマスコ

ミそのほかで書き立てられております．特に医療の安

全の問題，あるいはまた医師にあるまじき不正請求を

堂々とやっている．ほんの一握りの医師であっても，

医の問題になりますと，すべての医師があたかもそう

であるかのように，マスコミは書き立てるわけでござ

います．

こういうことについて，日本医師会としてやはり積

極的に，そうではないのだと，生涯研修も含め，また

医の倫理の問題，また医療の安全の問題，また医療の

質を自ら高めていくといったことについて，医師会の

取り組みをもっと明らかに国民に知らせていく．そう

いう具体的な実践をこれからやらなくてはいけないだ

ろうと思っております．

特に生涯教育の義務化ということが，これから免許

証の更新と同じような意味合いで将来は，なんらかの

形で，国の強制を排除して自主的に日本医学会を通じ

てやって行くようになるのではないかと思っておりま

す．

ややもすれば，日本医師会は今まで診療報酬の金の

話とか，あるいは政治的な駆け引きとか，そういうと

ころでいろいろ物議をかもしてきましたけれども，や

はりもう少しこれからは学術専門団体として，日本医

学会といった医療のアカデミックな部分，医学研究，

医療の研鑽，こういったもの，特に会員の質の向上の

ための生涯教育，こういった面をもっと日本医師会の

顔として，表に出していく必要があるのではないかと

思っております．

C.当面の課題

そこで21世紀の医療についてですが，どうしても
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われわれも知っておかなければいけない，認識してお

かなければいけない，また今後対策を立てていかなけ

ればいけないものに，大きく分けて二つあります．

一つは長期医療です．特に高齢者が増えてまいりま

す．この長期医療，介護に対する医療介護費がどうし

ても増大してくるということでございます．これに対

してどう対処するかということが，第一の問題です．

二番目の問題は高額医療費の発生でございます．今

後遺伝子医療，臓器移植，あるいはまた生殖医療と，

いろいろの問題が起こってきますけれども，この技術

革新，先端医療の普及，新薬の開発，こういったもの

で，どんどん医療費が増えてくるわけです．特に大学

病院等において Aさんの医療費として 5,000万，

6,000万の請求が，1カ月に行われる．これは一般の

人の何千人分の医療費を1カ月に使ってしまうわけ

です．こういった問題はどうするのか．おそらく今後

技術革新でますますこういうことが起こってくるだろ

うということが心配になるわけです．

また長期医療，どうしても医療介護に頼らざるを得

ない膨大な，いわゆる高齢者群というものが，何千万

人と出てくるわけです．これをどうするか．

まさに透析医療においても，これと同じようなこと

が言えるのじゃないかと思います．透析医療もやはり

長期にかかる．この長期の問題を今後透析医会，医学

会の中でどうすれば，この長期を短期にできるか．私

は門外漢ですのでぜんぜんわかりませんけれども，長

期なものは長期なんだ，いるんだと言われれば，それ

までなんですが，なにかそこにもう少しスタディを，

あるいは研究を重ねて，患者のQOLの改善や医療費

の効率化ができないものか？

透析については現在のところは，かなり一般の疾病

に比べますと長期にかかる．しかも外来にしても，透

析医療というのは半入院みたいなものですが，これは

在宅の高齢者の医療と同じように，高額な医療になり

ます．高額な医療が発生し，長期であるということは，

まさに皆さま方のご担当になっている分野についても，

これが今後重くのしかかってくる問題だろうというふ

うに思っております．

こういうものに対して，これからわれわれ医師会と

しては，どう対応していくか．これを十分考えていか

なければいけない，大事な問題だろうと思っておりま

す．

D.改定の総括

先生方にご迷惑をかけました今年の診療報酬改定と

健保改正でございますが，これを総括する時期に来て

おります．まずマイナス改定，これは実際本当のとこ

ろはどうなんだ，少なくとも日本医師会が4月，5月，

6月のデータを基に出した結果というものを，先生方

にお示しして，ご批判を仰ぎたいということが問題で

ございます．

それから次に今度の改定で，私も過去10年間診療

報酬については中医協にかかわってまいりましたけれ

ども，医療の質というものを診療報酬にこれから具現

していくということが，ますます強くなるでしょう．

このことをわれわれはよく頭に入れておかなくてはい

けない．今回はたまたま手術料の問題そのほかで，い

ろいろごたごたありましたけれども，少なくとも大き

な流れとしては，医療の質というものを診療報酬の中

で評価していくべく，あらゆる方向から試みられるだ

ろうと思います．

たとえば透析という一つの医療行為の中て，透析医

療の質というものが，きっちりやられているかどうか

ということをなんで評価し，それに対して点数はどう

変わっていくかということが，実際行われてくる可能

性があるわけです．ここのところはどうしても医会な

いし学会の中で，きっちりある程度の現時点での

EBMを示し，評価というものを，まとめておかない

といけないのじゃないかと思っております．

三番目は患者負担が大幅に増えたということです．

特に高額医療のところについては，大幅な負担に増え

てまいります．在宅医療等については，従来はたとえ

1カ月12万，13万の医療費がかかったとしても，高々

外来として扱われておりますから，1カ月で3,000円

ちょっとぐらいの負担で済んでいたのが，今度は一挙

に12,000円という，一般の場合ですと大幅な増になっ

たわけでございます．こういう患者負担の増というも

のに対して，今後いったい今の定率でどうしていくの

かという問題がございます．

もう一つは医療費財源の問題で，今度は保険料負担

増というものが出た．これは実際今後の医療財源の安

定化にどの程度役立つかということも，今後フォロー

しなければいけない．

そのほかには付則というものが出されまして，この

中で診療報酬の改革を今後どうしていくか，高齢者医
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療制度をどうしていくか，各種保険の統合をどうして

いくのか，こういう幾つかの課題が残ったということ

でございます．その一つ一つについてちょっと，先生

方にお話をしておきたいと思います．

いわゆる異例のマイナス改定ということでございま

して，2.7％の内訳です．これは物の部分を1.4％下

げて，本体の部分が1.3％です．これが決まる前にわ

れわれは，この2.7％を全部薬価，材料の中でやって，

診療報酬本体は0という，こういう基本的なスタン

スで臨んだわけですが，結局薬業界の巻き返しに会い

まして，かなり彼らがロビー活動をして，それによっ

てわれわれは1.3％をかぶったということでございま

す．

実際薬業界は空前の好景気なのです，この不況の中

でですね．しかも薬価差というのがない時代になりま

したら，ますます収益は増えていく．その中でやはり

われわれとしてはマイナスをやるんだったらやっぱり

薬価とか，材料とか，そういったものでもう少し考え

てもらわなくてはいけないということで言ったのです

が，結果的には，最初フィフティ・フィフティと言っ

ておったのですが，やや薬価は重く見ようということ

で1.4で，1.3という形になったわけでございます．

このマイナス改定ですが，今後またマイナス改定と

いうものを引き受けるのかどうか．ここらのところの

イエス，ノーというのは，そのうちそれも現れてくる

わけでございますが，2.7％が本当に2.7％だったの

かどうかということを検証するために日本医師会は

緊急レセプト調査を行ったわけでございます．

もう一つの問題は再診料の逓減制，評判の悪い逓減

制ですね．これはマイナス改定の中で担当理事も，た

とえば内科は実日数1カ月2日，整形外科は4.21，

こういうデータを出しているわけです．であれば再診

料の第1回再診は今の再診料よりも引き上げる，2回

目，3回目は今の再診料と同じにする．4回目以上は

再診料を50％カットする．そうすれば平均的に2日

来ているとか，あるいは整形外科で平均的に4日来

ている，こういうところについては，少なくとも再診

料によるマイナスはないだろう．そうすることによっ

て再診部分，診察料の部分に対するマイナス影響をで

きるだけなくしようというつもりで，今回に限りやむ

なくああいう逓減制を行った．

もちろん逓減制をやっても，たとえば4日目以降5

日から逓減することの理論的な根拠は特にないわけで，

たとえば火傷とか，切開とか，そういったものはそれ

じゃ4日で治るかと返されれば，ぐうの音も出ない

わけです．ただ当面の2.7％の再診料の影響をなくす

ために，ああいう逓減制を取ったわけで，やむを得な

いマイナス改定という中で，少しでも平均的受診日数

の患者さんについては，マイナスが来ないようにとい

う配慮からやったわけです．

これはあくまでも臨時的な措置でございまして，今

後の改定の中では，たとえ再診料が75点というもの

を70点，あるいは65点にしてでも，逓減制はなく

すべきだというふうに，私達は思っております．もち

ろん75点あるいは80点という点数でなくせれば，

いちばんいいわけでございますが，いろいろ厳しい財

政上の意見もありますけれども，少なくとも逓減制と

いうのは，大変ご迷惑をおかけしたし，そういうこと

はやはり医学的な根拠というものはないわけでござい

ますので，この点についてはわれわれは今後速やかに

正さなくてはいけないというふうに思っております．

2.7％の引き下げの根拠になった，昨年暮れの予算

の決定過程でございますけれども，平成14年度，今

年の予算の概数，これは去年のときの話なのですが，

今年平成14年の医療費の自然増に対する国庫負担額

は，国のほうは5,500億と見た．5,500億というのは

自然増に対する国の負担額ですから，自然増はその4

倍ですから，2兆 2,500億くらいが自然増と見てい

るわけです．今まで自然増というのはだいたい1兆

くらい見ていたのですが，国はなぜか2兆，倍以上

に見た．なぜ 2兆にしたのかということは説明でき

ない．強引に財務省は5,500億を国の負担だとして，

とても5,500億なんか持ちきれないから，国は2,700

億まで持ちましょう，残り2,800億は制度改正，診

療報酬を引き下げろという，こういう話なのです．

国が負担する額も，これは国庫支出分2,000億と

いうのは，もうすでに嫁入り先は決まっておりまして，

手は付けられないわけです．700億だけがようやく自

然増に対する浮いた金になるわけです．この700億

というのは診療報酬にしてだいたい1％の自然増に

なるわけです．ですから，はっきり言えば2.7％をマ

イナスしても，今年は4月以降は，2.7％診療報酬を

引き下げをやっても，皆さんのところは自然増として

1％の増益になりますよという，こういう話でこうい
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う予算を組んだのです．ところが，それじゃみんなプ

ラス1％になったかというと，軒並みマイナスになっ

たわけです．

診療所，病院をトータルで数字を示しますと，外来

ではマイナス 5.3％ となっている．入院はマイナス

2.11％です．こういう形で引き下げの効果は総点数

で見る限りはマイナス3.86％ですから，これの自然

増の分を入れますと，マイナス4.86，ほぼ5％ぐら

いの引き下げになったというふうに思われます．

1件当たりの点数は，去年と今年の比較で見ますと，

標準的な内科でだいたい3.2％ぐらいのマイナスとなっ

ています．外科，整形外科は大きうございまして，

6.52，5.1％というふうにかなり大きい引き下げになっ

ております．それと透析，泌尿器科，これが5.4％と

いう形で大きい影響を受けているというのが，数字と

して出てまいりました．

そういう今度のマイナス改定の問題があるわけです

が，それじゃ今後どうするんだ，これは先生方とも相

談しなければいけない非常に大事な問題でございます．

日本医師会としてはなるべく先生方のご意見というも

のをもっと取り入れなければいけない．結果的に診療

報酬検討委員会とか外保連とか，いろいろなところと

相談してやってきたわけですけれども，今回の改定で

やはり外保連には，手術の，少なくとも今度の診療報

酬の特徴の一つとして，医療の質を評価しようという

ことがある．

外科系の手術については，症例数の多いところはや

はり質も高いだろうという大きな大前提，仮定があっ

た．これはアメリカ学会のデーターを厚生労働省が丸

飲みしてやったわけです．そのことの可否というのは，

私は学会のご意見を聞かないとわからないということ

で，外保連先生方にお願いして，ここは外保連として

はどうですか，この案を受け取りますかどうですか，

よく厚労省と相談してくださいということで，一応合

意に達したということで，あの案を出したのですが，

結果的には外保連の傘下のほかの学会からクレームが

出まして，やり直しをして，ようやく先月新しい通達

に書き直させたということでございます．

そのこともありますけれども，これからやはり皆さ

ん方と診療報酬改定については，十分な時間をかけて

ご相談をしなくてはいけない．これは外保連であり，

内保連であり，また医会ですね．この医会の中では，

日本医師会の診療報酬検討委員会に，いま医会として

は産婦人科医会，日本放射線科医会，日本眼科医会，

日本臨床皮膚科医会，日本臨床整形外科医会，日本小

児科医会，こういったようなところが6医会入って

おります．こういうところにやはり，透析医会も積極

的に参画していただかなければいけないと思います．

少なくとも透析医会が参画されますと，ほかの医会で

もそうなのですが，会員に対してその代わり責任を持っ

てもらうということになろうかと思いますが，そうい

う形で入っていただく．ほかに病院団体として3団

体，日病，全日病，日本精神病学会，それから有床診

療所の団体，協議会が入っております．ほかには全国

の都道府県，北海道ブロック，東京ブロックと，ブロッ

クの代表の方も入っています．

こういう日本医師会と関係のある各医会，学会の代

表の方々にこれからの診療報酬について，自らの診療

報酬を決めていただく．それを持って日本医師会は皆

さまの声を聞いて決めるのじゃなしに，皆さま方に実

際そういうものを決めていただく．そして日本医師会

が行司役みたいな形になって，診療報酬改定時の案件

の検討やら，財源の配分そういう一つのシステムづく

りを早急に立ち上げて，いずれ先生方のところにも来

ると思いますが，そういうシステムづくりをやりたい．

そして次の改定に向かって対応していきたいというふ

うに思っております．

そういうことなどいろいろ問題が山積しております

ので，今後ともひとつ先生方にぜひご協力をいただか

なければいけないというふうに思っております．

長時間ご清聴ありがとうございました．
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要 旨

糖尿病性腎症を原疾患とする新規透析導入患者が増

加の一途をたどっている．その増加を防ぐには糖尿病

自体の発症機序，ならびに糖尿病性腎症の成因，進行・

増悪機序の解明が重要である．本稿ではこれらについ

て概説する．さらには糖尿病性腎症の治療について現

在施行できうるものと今後期待されるものとを併記す

る．5年後に糖尿病性腎症による末期腎不全患者の発

生が減少することを期待したい．

はじめに

わが国の透析患者数は年々増加し，2001年末現在

22万人に達している1）．この増加は2002年の健康保

険改定における透析技術料の大幅ダウンを引き起こし，

医療経済面のみならず社会的にも重要な問題となって

いる．このような背景から，今回の記念シンポジウム

では「5年後の腎不全医療を考える」とのメインテー

マが掲げられた．その中で筆者は「糖尿病性腎症はど

こまで防げるか」というサブテーマを頂戴し，私見も

含めて講演させて頂いた．本稿ではその講演内容を記

述する．

1 糖尿病性腎症による透析患者の現況

透析患者数増加の原因の1つに糖尿病性腎症によ

る慢性腎不全患者の増加がある．すでに，数年前から

糖尿病性腎症は新規透析導入患者の原疾患の第1位

を占めている（図1）2）．その理由として，

① 生活習慣の変化による糖尿病自体の増加

② 血糖管理の進歩による糖尿病患者の延命率の向

上

③ 糖尿病性腎症自体の治療抵抗性

糖尿病性腎症 11

糖尿病性腎症はどこまで防げるか
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図1 新規透析導入患者の原疾患の推移

（文献2より引用，改変）



などがあげられる．以上より，糖尿病性腎症による透

析導入患者数を減少させるためには，まず糖尿病自体

の発症防止が基本となる．さらに並行して糖尿病性腎

症の発症，進行・増悪防止が必要となる．以下，これ

らについて概説する．

2 糖尿病の疫学

糖尿病の発症防止には，糖尿病の成因の解明が重要

であるが，そのためには疫学についての理解が必要で

ある．

わが国では1型糖尿病の発症率は人口10万人あた

り1.5～1.6人と低く3），有病率も低い．すなわち，わ

が国の糖尿病の大多数は2型糖尿病であり，その有

病率は増加の一途をたどっている．そしてわが国の糖

尿病患者数は 1997年には 690万人であったが，

2010年には1,080万人に増加すると予測されている．

さらに近年，小児においても2型糖尿病の発症率が

増加しており4），その原因として肥満が考えられてい

る．また，糖尿病の有病率には民族差，地域差がある

ことも知られている5）．

3 糖尿病の成因

インスリン分泌不全をきたす遺伝素因6）とインスリ

ン抵抗性を生じる肥満，過食，運動不足，ストレスな

どの環境因子7）の相互作用によりインスリン作用不足

が引き起こされる結果，糖尿病は発症する．さらに，

高血糖に起因する糖毒性が生じ，悪循環を形成すると

考えられている（図 2）8）．そしてわが国の近年にお

ける肥満者数，脂肪摂取量，運動不足を助長する自動

車保有台数の増加と糖尿病の有病率の増加が有意な相

関関係を有するとの報告9）も，糖尿病の成因として環

境因子の重要性を示している．

4 糖尿病の発症防止

糖尿病の成因を考慮した一次予防，さらには早期発

見，早期治療のための二次予防が重要である（表 1）．

5 糖尿病性腎症の成因，進行・増悪因子

糖尿病性腎症の成因，進行・増悪因子としては種々

考えられている（表 2）．以下，各因子について記述

する．

1） 遺伝的素因

糖尿病性腎症感受性遺伝子としていくつかの候補遺

伝子が報告されているが（表 3）10～17），関連なしとの

報告もあり，いまだ確定はされていない．今後，感受

性遺伝子の解明が期待される．

2） 高血糖

高血糖は糖尿病性腎症を始めとする細小血管障害の

成因，進行・増悪因子である．高血糖がポリオール代

謝異常，蛋白の糖化（グリケーション）亢進，pro-

teinkinaseC（PKC）活性亢進，さらには酸化スト
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図2 2型糖尿病の成因

（文献8より引用）

表1 糖尿病の発症防止

一次予防

1.過食，脂肪の過剰摂取を控えて量・質ともにバランス

のとれた食事をとる．

2.成人の肥満者数を減少させる．

3.日常生活における歩数増加をはかる．

二次予防

1.糖尿病検診の徹底を図る．

2.事後指導の徹底を図る．

表2 糖尿病性腎症の成因，進行・増悪因子

1.遺伝的素因

2.高血糖

3.ポリオール代謝異常

4.グリケーションの亢進

5.proteinkinaseC（PKC）の活性亢進

6.酸化ストレスの亢進

7.高血圧，糸球体血行動態異常

8.成長因子・サイトカイン

9.血小板・凝固・線溶異常

10.脂質代謝異常

11.蛋白過剰摂取

12.喫煙



レス増大を引き起こし，糖尿病性腎症が発症すると考

えられている（図3）．さらに，臨床的にも大規模研

究で証明されている18～20）．

3） ポリオール代謝異常

糖尿病のために糖の主な代謝経路である解糖系の処

理能力以上の糖が流入することにより，糖は解糖系以

外の代謝経路であるポリオール代謝経路で処理される．

すなわち，アルドース還元酵素によりソルビトールに，

さらにソルビトール脱水素酵素によりフルクトースに

代謝される（図4）．ソルビトールに変換される際に

補酵素である NADPHが消費されることにより NO

産生が減少し，酸化ストレスが亢進する．さらに，ソ

ルビトールが細胞障害性を有する21）とともに，ソルビ

トールの代謝過程で生じるNAD/NADH比の変動が

細胞障害，細小血管障害を引き起こす．

4） グリケーションの亢進

高血糖下ではグリケーションが進み，終末糖化物質

（advancedglycationendproducts:AGEs）の形

成が促進される．そして糖尿病性腎症の糸球体病変部

にAGEsが証明される22）ことなどから糖尿病性腎症

の発症，進行・増悪にグリケーションの亢進が関与し

ていると考えられている．さらに，AGEsの糸球体病

変部への蓄積は酸化ストレスがかかわっていることも

明らかにされたが23），近年，非酸化的過程も関与して

いることも示されている24）．そこでMiyataら25）は糖，

脂質などから複数の反応経路を経て生成されるカルボ

ニル化合物の蛋白修飾反応が亢進している状態を“カ

ルボニルストレス”という概念で呼び，それらが糖尿

病性腎症に関与していることを示している．

5） PKCの活性亢進

高血糖下では糖からdiacylglycerolの合成亢進が

生じ，PKC活性亢進が引き起こされる26）．さらに，

ポリオール代謝亢進によってもPKC活性は亢進する．

PKC活性の亢進はメサンギウム細胞収縮能の低下，

TGF β発現亢進などを来たし27），糖尿病性腎症の発

症，進行・増悪に関与する．

6） 酸化ストレスの亢進

高血糖によりミトコンドリア由来のreactiveoxy-

genspecies（ROS）がポリオール代謝異常，グリケー

ションの亢進，PKCの活性亢進を引き起こすことが

明らかとなっている．また，ポリオール代謝異常，グ

リケーションの亢進，PKCの活性亢進が酸化ストレ

スの亢進を惹起することも以前より知られており，悪
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表3 糖尿病性腎症発症・進行・憎悪に関与する候補遺伝子

1.血行動態に関係する遺伝子

ACE遺伝子（I/D）

AGT遺伝子（M235T,T174M）

AT1R遺伝子（A1166C,G2228A,C1424G,C521T）

eNOS遺伝子（4a/4b,T-786C,G894T）

2.糖代謝・脂質代謝に関与する遺伝子

ALR2遺伝子（Z＋2/Z－2）

ApoE遺伝子（E2,3,4）

NTHFR遺伝子（C677T）

3.メサンギウム細胞増殖・マトリックス増加に関係する

遺伝子

PAI-1遺伝子（4G/5G）

高血糖

蛋白の糖化亢進←ポリオール代謝異常→PKCの活性亢進

酸化ストレスの亢進

糖尿病腎症

図3 糖尿病性腎症の成因

図4 グルコースの代謝経路



循環を形成し，糖尿病性腎症の進行・増悪に関与する．

7） 高血圧，糸球体血行動態異常

高血糖により循環血液量が増加するために心房性ナ

トリウム利尿ペプチド分泌が増加し，輸入細動脈の拡

張，糸球体高血圧，糸球体過剰濾過が引き起こされる．

さらにアンジオテンシンII産生亢進による輸出細動

脈の収縮により糸球体高血圧，糸球体過剰濾過が生じ

る．その結果，糖尿病性腎症が発症し，蛋白尿が生じ，

糸球体硬化へと進む．なお，糸球体血行動態異常には

高蛋白食などそのほかの因子も考えられている．さら

に，高血圧が糖尿病性腎症の進行・増悪因子であるこ

とはMogensenら28）により早くから報告されている．

すなわち，高血圧を認める糖尿病性腎症患者では腎機

能低下率が高く，血圧のコントロールにより腎機能低

下が抑制できたとの研究である．

8） 成長因子・サイトカイン

PDGF，IGF 1，IL 6，TGF βなどがネットワー

クを形成し，メサンギウム細胞増殖，基質増生に関与

することが知られている29）．

9） 血小板，凝固・線溶異常

糖尿病においては凝固系の亢進，血小板機能亢進，

線溶低下がみられる．糖尿病性腎症においても同様で

あり，易血栓状態にある．このことが糖尿病性腎症の

進行・増悪につながると考えられている．

10） 脂質代謝異常

糖尿病においては高コレステロール血症，高中性脂

肪血症がしばしば認められる．さらにリポ蛋白異常と

して高VLDL血症，高IDL血症，高LDL血症，低

HDL血症が認められる．著者らはこれらリポ蛋白異

常がヒトメサンギウム細胞増殖を惹起することを培養

実験で証明している30）．このことは糖尿病における脂

質代謝異常が糖尿病性腎症の進行・増悪に関与するこ

とを示唆している．さらに，糖尿病性腎症ではこれら

脂質代謝異常がより顕著となる．そしてこれら脂質代

謝異常と糖尿病性腎症の進行・増悪との関係について

は肯定的な報告がいくつかみられる．Silveiroら31）は

腎機能低下と血清コレステロール値との間に有意の相

関を認め，Hasslacherら32）は腎機能低下と血清中性

脂肪値との間に有意の相関を認めている．加えて糖尿

病下でメサンギウム基質が糖化されている場合，

LDLの結合能が高まり，ここでLDLが酸化され，メ

サンギウム細胞のスカベンジャーレセプターに取りこ

まれる．そして，泡沫細胞化し，糸球体障害を引き起

こすと考えられている．

11） その他

蛋白過剰摂取，喫煙なども進行・増悪因子と考えら

れている．

6 糖尿病性腎症の発症防止および治療

1） 血糖コントロール

糖尿病性腎症の成因を考えれば，発症予防には血糖

のコントロールが重要である．食事療法，経口血糖降

下薬，インスリン療法の組み合わせにより，血糖をコ

ントロールすべきである．UnitedKingdom Pro-

spectiveDiabetesStudy（UKPDS）19）でも，厳格な

血糖コントロール群では食事療法群に比べて糖尿病性

腎症の発症を33％減少させえたことが示されている．

血糖のコントロール目標を表4に示す．

2） 蛋白制限食

日本腎臓学会から糖尿病性腎症の食事療法のガイド

ラインが報告されている33）（表 5）．蛋白質の負荷は

糸球体過剰濾過を引き起こし，腎障害性に働くとされ

ており，食事中の蛋白質は制限すべきと考えられる．

さらに，食事により摂取された蛋白質はアミノ酸に分

解され，体内蛋白質合成に利用されるが，不要になれ

ば窒素化合物として尿中に排泄される．糖尿病性腎症

ではこの物質の排泄障害が引き起こされ，血中に蓄積

する結果，尿毒症となる．したがって，この理由から

も蛋白制限食は有用と考えられる．

3） 血圧，糸球体血行動態のコントロール

全身血圧のコントロールが重要であり，その目標を

表 6に示す．さらに糸球体高血圧の是正も重要であ
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表4 血糖のコントロール目標

次の数値を維持し続けることが，腎症発症予防には必

要である．

1.朝食前血糖値110mg/dl以下

2.食後ピーク血糖値200mg/dl以下

3.ヘモグロビンA1cレベル6％未満



り，TheHeartOutcomePreventionEvaluation

（HOPE）studyとMICRO-HOPEstudyでは，アン

ジオテンシン変換酵素阻害薬（ACEI）は糖尿病性腎

症の発症を24％減少させたと報告している34，35）．そ

のほか，いくつか同様な報告があり，糸球体血行動態

異常の是正は治療上，重要である．

4） ポリオール代謝抑制

糖尿病ラットにおいてはアルドース還元酵素阻害薬

により糸球体基底膜肥厚抑制，メサンギウム基質増生

抑制が報告されている36）．ただし，ヒトの糖尿病性腎

症における有効性に関しては今後の検討課題である．

5） AGE生成阻害

AGE生成阻害薬であるOPB 9195の投与により，

糖尿病ラットの腎病変の改善と尿蛋白量の有意な減少

が認められたとの報告がある37）．また，1型糖尿病に

よる腎症に対してではあるが，アミノグアニジンが尿

蛋白量を有意に減少させたとの報告もある38）．しかし

ながら，日常臨床における有用性は未だ明らかでなく，

今後の検討課題である．

6） PKCの活性阻害

PKCの活性阻害薬であるLY333531によりメサン

ギウム細胞におけるTGFβ，IV型コラーゲン，フィ

ブロネクチンの遺伝子発現が抑制されたとの報告39），

糖尿病モデルであるdb/dbマウスにおいてメサンギ

ウム拡大が改善されたとの報告40）があり，今後の治療

薬として有望である．

7） 酸化ストレスの抑制

抗酸化作用を有するビタミンE，還元型グルタチオ

ン，NADPHを補充するアルドース還元酵素阻害薬

などの有効性が示されている．

8） 血清脂質のコントロール

抗高脂血症薬が有効であるとの報告がみられるが，

いずれも小規模，短期間の臨床試験であり，今後の検

討が期待される．

9） その他

糖尿病性腎症の成因，進行・増悪因子を考慮し，上

記以外の因子を排除することも重要である．

7 5年後の糖尿病性腎症

国民への啓蒙により生活習慣の改善がなされ，糖尿

病検診および事後指導の徹底がなされれば，今後，糖

尿病自体の発症は減少すると考えられる．さらに，厳

重な血糖管理，ACEI・アンジオテンシンII受容体拮
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表5 糖尿病性腎症の食事療法

病 期 総エネルギー
（kcal/kg＊/day）

蛋白質
（g/kg＊/day）

食 塩
（g/day）

カリウム
（g/day） 備 考

第1期

（腎症前期）

25～30 制限せず＊＊ 制限せず 糖尿病食を基本とし，血糖コントロールに努める．

蛋白質の過剰摂取は好ましくない．

第2期

（早期腎症）

25～30 1.0～1.2 制限せず＊＊ 制限せず

第3期 A

（顕性腎症前期）

25～30 0.8～1.0 7～8 制限せず

第3期 B

（顕性腎症後期）

30～35 0.8～1.0 7～8 軽度制限 浮腫の程度，心不全の有無から水分を適宜制限する．

第4期

（腎不全期）

30～35 0.6～0.8 5～7 1.5

第5期

（透析療法期）

維持透析患者の食事療法に準ずる

＊標準体重 ＊＊高血圧合併例では7～8g/day以下に制限する．
（文献33より引用）

表6 血圧のコントロール目標

1.糖尿病患者では130/85mmHg未満にコントロールする．

2.腎機能障害を有する患者では130/85mmHg未満にコン

トロールする．

3. 1g/day以上の蛋白尿を認める患者では 125/75mmHg

未満にコントロールする．



抗薬を早期から用いることにより十分な血圧管理がな

されれば糖尿病性腎症の発症も減少するものと考える．

加えて上記のような糖尿病性腎症の成因，進行・増悪

因子から考えられる種々の治療を徹底すれば，末期腎

不全への移行も減少することが期待される．しかしな

がら，糖尿病性腎症は糖尿病の発症から10～15年後

に発症すること，健康保険上のしばりがあることより，

・5年後に糖尿病性腎症の新規発生が防げるか・の問

いには“いいえ”と返答せざるをえない．10年後に

期待したいものである．

結 語

糖尿病自体の成因ならびに糖尿病性腎症の成因，進

行・増悪因子，さらにはそれらの発症防止，治療につ

いて概説した．行政，医療従事者，国民をあげて“糖

尿病性腎症は防げるか”という難題に取り組み，5年

後の腎不全医療が明るいものになることを念じつつ稿

を終えたい．
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要 旨

5年後の血液浄化技術を予想するのは難しい．持続

的，装着型人工腎の開発が目標ではあるが，今のとこ

ろは人工尿細管の米国での臨床治験結果に注目したい．

そして，また5年後の進歩といっても現実的には，

透析アミロイドーシス，末梢動脈疾患等，各種透析合

併症の予防・治療がどこまで進むのかということにな

る．また今後は，各種ビタミンやカルニチンなどの補

充療法の進展にも期待したい．

はじめに

血液浄化装置は，人工臓器としてまさに技術の結集

した一種のデバイスである．このデバイスを中心とし

て，薬剤投与，食事療法，それに安定したブラッドア

クセス確保などが加わり，全体的な血液浄化システム

が構築されている．一方，血液浄化技術のめざす進歩

（表1）とはなにを意味するのか考えてみると，最も

理想的な進歩とは，より生体腎機能に近い人工腎が完

成されることである．しかし，まずは5年後の状況

を想定するならば，現在の血液浄化装置のこのシステ

ムで，いかに，中・長期的合併を押さえることができ

るか，そしてなによりQOLへの向上をいかにすすめ

ることができるか，ということが現実的な提案といえ

る（表2）．
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表2 5年後の透析はどうなっているか？

Ⅰ.HD,HDF,CAPD,CHDF,HAなどの中で，どの血液浄化法が主流になっているか？ あ

るいは，別の血液浄化法が登場しているのか？

Ⅱ．透析時間は，平均何時間となっているか？

Ⅲ.CAPDはどういう形で存続しているのか？

Ⅳ.在宅型血液浄化法の普及度は？

Ⅴ.透析アミロイド症や二次性副甲状腺機能亢進症の予防・治療はどこまで進歩しているのか？

Ⅵ.ブラッドアクセスの形態はどうなっているのか？

表1 血液浄化技術はどこまで進歩するか？

5年後の方向性

●間欠的血液浄化法と連続的血液浄化法

●透析濾過法と吸着法

●選択的除去法と非選択的除去法

●多機能型と単一機能型

●急性血液浄化法と慢性血液浄化法

●在宅型と病院型

●自動装置と手動装置

●A VアクセスV Vアクセス

●経過的処置と外科的処置

●代替治療と血液浄化法

●再生医療と血液浄化法



1 血液浄化デバイスの進歩は？

1） 小型化，装着型人工腎

1970年から1980年の頃，小型人工腎あるいは携

帯型人工腎の研究が盛んに行われていた．0.1～0.5

m2の限外濾過機能の高い小フィルターを中心として

基本的には持続的血液濾過法に分類されるようなもの

が多くみられた（図1）．何故なら，大量透析液の供

給は，小型化，携帯型システムでは，困難であったか

らである．したがって活性炭やアルミニウム製剤のよ

うな吸着薬が頻用されてきたが，実用化には到ってい

ない．やはり尿素窒素，クレアチニン除去能のみなら

ず電解質，pH補正能力が不充分であったようだ．一

方，ブラッドアクセスについても，外シャントや内シャ

ントではなく，中心静脈カテーテル留置に基づくV�

V方式のアクセスが注目されたが，ポンプ駆動のた

めの動力源の小型化がネックとなっていた．今後の5

年間でも，装着型人工腎に関してはこれらの物理的，

機械的人工腎方式での進歩はすぐには期待できず，た

だbioartificialkidneyの研究のみ残るであろうと思

われる．

2） 人工尿細管

bioartificialkidneyの一種であり，すでに米国で

臨床治験が行われている方式を紹介する．

方法は， ホローファイバーの内側を cell-

supportingmatrixでコーティングして，このma-

trixprogenitorcellを増殖させたものである．この

細胞はlumenの内部からホローファイバーの外側へ

と成長してゆくとされている．この人工尿細管フィル

ターでは，血液はホローファイバーの外側を流れ，血

漿水はフィルターの内側に濾過されることになる（図

2）．今後の臨床的効果に期待したい．

2 補充療法への期待

透析医療はこれまで，腎不全において蓄積する有害

物質の除去を中心に発展したと考えられる．ハイパフォー

マンスの試みは事実多大な効果をもたらし，透析量の

指標であるKt/Vが生命予後に関係するとした報告も

でている．しかし，透析により，同時に必須栄養素の

小分子が除去されていることも考慮する必要があった

（表3）．カルニチンはその一つであり（図3），この

欠乏により少なからぬ透析患者がエネルギー代謝の障

害をうけ，筋肉症状や胸部症状などを呈することが明
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図1 携帯型人工腎の試作品

図2 Therenaltubularassistdivice（RAD）

表3 予想される補充療法

supplementationの種類 欠乏症に伴い予想される合併症

水溶性ビタミンなど

・L-カルニチン

・ビタミンBcomplex

B1,B2,B6,B12,葉酸

・ビタミンC

透析ミオパチー

透析心

貧血

ポリミオパチー

高ホモシスティン血症

酸化亢進 など

ホルモン

・成長ホルモン

・IGF 1

栄養不良

成長障害 など

その他

・ビタミンE

・亜鉛

・γ－リノレイン酸

心血管障害 など



らかにされてきた1）．これからの透析医学は，こうし

た除去物質（補給すべき物質）にも着目し，腎不全病

態との関わりを検討する必要がある．

いくつかのグループが筋肉症状に対してL カルニ

チンの高用量投与（2g/日）が有効であることを報告

しているが，高用量では逆に脂肪酸のβ酸化を抑制し，

また，カルニチン分量が非生理的に上昇することから，

われわれのグループは少量L カルニチン投与の透析

ミオパチーへの効果を検証している．筋肉痛，筋痙攣，

筋肉疲労，筋肉低下といった症状を呈する患者30名

を対象にL カルニチンの少量投与（0.5g/日）を開

始した．回復は早期から認められ，3カ月後には約

2/3の患者において筋肉症状が緩和された．そのほか，

形態学的に調べた報告では，L カルニチンの長期静

脈内投与により骨格筋線維の肥大を認めており，また，

筋電図解析を用いた報告は，L カルニチン投与によ

る筋力の増大を証明している．このようにL カルニ

チン欠乏が主たる原因であるかという問いはさておき，

透析ミオパチーの治療としてL カルニチンを主とし

た補充療法を薦めるためのエビデンスは十分揃ってい

ると考えられる．

3 透析アミロイドーシス

1） 手根管症候群

侵襲の少ない鏡視下横手根靭帯切離術が普及するに

つれ，この内視鏡治療は肩関節の烏口靭帯切離術にま
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図3 長期透析に伴うカルニチン欠乏状態

図4 頚椎症のX線，MRI像



で応用されるに到っている．長期透析患者にみられる

肩インピンジメント症候群は今後増大することが予想

されるが，血液透析濾過法や吸着法など，血液浄化法

の工夫による透析アミロイドーシス予防とともに，こ

れらの内視鏡的治療が治療の中心となるのはまちがい

のないところである．

2） 頚椎症，腰椎症

透析合併症の一つである破壊性脊椎関節症（図4）

は，骨棘形成を伴わない椎間板腔の狭小化，および椎

体終板の不整化である．透析期間が10年を越えた頃

より増加し，20年以上の症例では40％以上に認め

られるとされている．そして，さらに透析の長期化と

ともに脊椎配列が乱れ，不安定性が増大するため

QOLに与える影響がきわめて大きい．

われわれが経験した透析患者における頚椎破壊性脊

椎関節症の9例について述べると，頚椎の破壊性脊

椎関節症は，C34，C45もしくはC45，C56レ

ベルで多く認められた．前方すべりはC34レベル，

後方すべりはC56レベル，椎体の楔状変形はC4，

C5レベルで最も多く，同部位を中心とした後彎変形

に大きく関与していた．治療は，変形した椎体やすべ

りを生じている椎間板をすべて除去した上で健常椎体

間で骨移植を行い，前方プレートもしくは pedicle

screw systemによる固定を追加する方法が良いもの

と思われた2）．

今後も透析患者のQOLの向上のためには，破壊性

脊椎関節症への積極的な外科的治療が望まれよう．

4 末梢動脈疾患

長期・高齢・糖尿病透析患者が増加するにつれ，全

身性心血管系合併症，特に末梢動脈疾患（peripheral

arterialdisease:PAD）が透析患者のQOLや予後を

左右する重要な合併症となっている（表4）．これら

の治療法として従来型の薬物療法，運動療法，理学療

法，血行再建術が，またこれら以外にPTA・ステン

ト設置やLDLアフェレシス3）が最近さかんに行われ

るようになり，さらには新しく血管新生療法として，

遺伝子治療（VEGF,PGF,HGFなどの血管成長因子

の遺伝子投与），自己骨髄単核球細胞移植，自己末梢

血幹細胞移植（図5）などが行われはじめている．

特に簡易性からみて自己末梢血幹細胞移植への期待

が大きいと思われる．

5 ブラッドアクセス

従来型の外科的治療に加え，インターベンション治

療の参入（図6）により，透析ブラッドアクセス領域

はかつてみられなかったほどの盛り上がりを見せてい

る4）．しかし一方では，保険的制約の影響も絶大であ

り，患者のニーズが最優先であるにもかかわらず，手

技料や，デバイスのコストなどを念頭に入れた治療選
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表4 血液透析患者におけるPAD症状分類（案）

Fontaine F-HD 症 状

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

1A

1B

2

3A

3B

4A

4B

無症状

冷感・しびれ

間欠性跛行

透析時疼痛

安静時疼痛

潰瘍・壊死：限局的

多発的・広範囲

A;感染（－），B;感染（＋）

（佐藤元美による）

図5 自己末梢血幹細胞移植の実施

図6 カッティングバルーンカテーテル



択が余儀なくされている．今後の透析ブラッドアクセ

スの話題は，人工血管においては，新しいタイプの

PTFEグラフトと非PTFEであるポリウレタングラ

フトの短期的および長期的評価の比較である．短期的

評価とは，まさに早期穿刺の優位性が最も重要な要素

となっている．一方，V V方式である静脈留置カテー

テルもわが国においては，ようやくパーマネントアク

セスの仲間入りをはたしそうな状況になっており，す

でにSchoncath（図 7）やTesiocathが登場して

きている．その背景としては，A V方式を基本とす

る従来型のブラッドアクセスでは，心臓弁膜症，心筋

障害に伴う心不全の助長，あるいは末梢動脈疾患に伴

うスティール症候群合併などが徐々に問題化しつつあ

るからである．今後，中心静脈への長期留置用カテー

テルの進歩（図8），普及が大いに期待されよう．
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図7 長期留置用カテーテル（Schoncath）

図8 長期留置用カテーテルのためのポート
（Life-Sitevalve）



要 旨

慢性腎不全の有効な治療手段として，透析療法と腎

移植が挙げられる．腎移植は，QOLが高く，また経

済的にも透析療法に比べて安価な根治的治療にかかわ

らず，わが国では欧米諸国に比べて普及していないの

が現状である．また，現在の慢性腎不全対策では，腎

移植の飛躍的な普及は望めない．社会的，経済的，お

よび医学的問題などを総合的に考慮しながら，真に腎

移植を推進したいならば，慢性腎不全の総合医療対策

をもう一度考え直す時期に来ている．

はじめに

腎移植は末期腎不全の根治的治療であり，免疫抑制

療法の進歩により，その成績は飛躍的に向上している．

また，社会復帰年齢では，透析療法に比べて延命，お

よびQOLにおいても優れた治療である．

5年後の慢性腎不全医療を考えるなかで，腎移植が

わが国でどこまで普及するか，また，どうすれば普及

するのか検討を加えたい．

1 わが国の腎移植の現況と成績

1） 現 況

現在，全世界では年間約60,000例の腎移植が実施

されている．しかし，わが国では，その成績において

は欧米諸国と遜色ないが，ここ十数年の推移をみても，

わずか年間500～800例の腎移植しか実施されていな

いのが現状である（図1）1,2）．これらの推移から考え

てよほどのことがない限り5年後の腎移植医療は現

状と変わらないと思われる．

一方，透析人口は2001年12月末現在21万人を

超え，人口 100万人あたりの透析患者数は，1,722

人と世界で群を抜いている3）．その背景には更生医療

による経済保障の存在が大きく，国民総医療費約31

兆円のうちこの対症療法に1兆円以上の金額が費や

されている．さらに深刻なことは糖尿病性腎症を原疾

患とする透析患者が年毎に増加し，1998年には慢性

糸球体腎炎を超え，現在でも年間約13,000人の透析

患者が増えて，いまだにプラトーに達していない．こ

のままの増加率では， 2010年には透析人口は

35～40万人に達すると推定され，早急に対策を練ら

なければ，早晩経済的面や物的資源などからみても破

綻せざるをえない医療となる4）．その対策の一部とし

て国家プロジェクトのレベルで，QOLが高く，経済

効率の高い腎移植にある程度シフトしなければ，本来

透析療法しか適応のない患者も本治療法を受けること

が困難となる．

2） 成 績

免疫抑制薬シクロスポリンが腎移植の臨床に応用さ

れ，急性拒絶反応が抑制されるようになってから

1～10年までの短期・中期の成績は向上した．
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腎移植は日本でどこまで普及するか
腎移植を普及させるためには
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日本移植学会の2000年の腎移植臨床登録集計報告

によると，1997年12月31日以前に実施された過去

約30年間の移植症例数12,381例中追跡調査できた

約10000例の成績を見ると，1,5,10および15年生

存率は，生体腎で，それぞれ95％，89％，82％，お

よび76％であり，献腎でそれぞれ91％，84％，77

％，および71％であった．一方その生着率は，生体

腎ではそれぞれ89％，73％，54％，および41％で

あり，献腎では，78％，59％，43％，および31％

であった．生体腎が献腎移植に比べて生存率では約5

％，生着率では約10％高い値を示している．

図 2は時期別の生着率を示しているが，わが国で

シクロスポリンが治験で使用された1983年以降でそ

の成績が向上している．

次に移植腎機能廃絶の原因についてみると，慢性拒

絶反応が生体腎で51.1％，献腎で43.0％と最も高く，

続いて急性拒絶反応で，それぞれ7.9％，14.0％とこ

れについでいる．

腎移植患者の死因は，生体腎では脳血管障害と心疾

患がともに6.8％と最も高く，感染症が6.3％とこれ

についでいる．献腎移植では，感染症が第一位で

9.4％と最も高く，続いて脳血管障害の8.6％，心疾

患の7.1％である．長期予後を左右する因子として悪

性腫瘍の割合が増えてきている．その種類として悪性

リンパ腫が第一位を占め，肝癌，大腸癌，および胃癌

などが多い1,2）．

図 3は，わが国における最近のタクロリムス使用

1,000例の成績を示している．まだ3年follow-upの

データしかでていないが，大変優れた成績を示してい

る．今後長期予後がどのように推移するかその動向に
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図2 時期別移植腎生着率
太田和夫：日透医誌，Vol16,No2,2001,p172より

図1 腎移植数の推移



注目したい5,6）．

米国の最新のデータをMR Firstが第2回国際免

疫抑制療法会議で発表しているが，生体腎の1,3,お

よび 5年生着率は，それぞれ 95％，87％，および

78％であり，同じく献腎では，それぞれ89％，76％，

および65％であった7）．

2 わが国において腎移植を普及させるためには

クリアしなければならない問題として大きく社会的

問題と医学的問題に分けることができる．前者では，

先に腎移植の成績を述べたが，この治療手段が優れて

いることを前提とした上で「いかに献腎提供を増やす

か」という命題を解決する必要がある．

後者の問題として移植を普及させるためには，腎移

植の適応を拡大する，さらに腎移植を含めた慢性腎不

全の生涯治療のシステムを確立し，移植腎をいかに長

期生着させるかなどの課題があげられる．

1） 社会的問題

1.献腎提供を増やすには

「献腎移植を増やすには」という質問に対して，誰

からも「献腎提供を増やせば」という明快な回答が返っ

てくる．考えてみればみるほど単純な論理であるが，

実践はきわめて難しい．それはほとんどの行為が，ボ

ランティア活動に支えられているからである．

献腎提供の解決策として表1にあげたような対策
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図3a タクロリムス1,000例の成績（全体の成績）

図3b タクロリムス1,000例の成績（生体腎，献腎移植別の成績）



があるが，現在わが国に求められているものは，即効

性のある方法である．その方法とは

① 献腎の配分方法の変更

② 病院開発

③ 院内DCA（donoractioncommittee;臓器提

供推進委員会）の設置

④ 病院機能評価の算定

⑤ 提供病院に対する経済支援

などがあげられるので，これらを概略する8～12）．

① 献腎の配分方法の変更

2002年1月10日より献腎の配分方法が変わった．

従来のレシピエントの選択基準は，組織適合性を重視

していたため，遠方で移植されるケースが多く，その

ため阻血時間が長くなり成績がむしろ低下した．新し

い基準で大きく変更された点は，第一にポイント制を

採用したこと．また，従来基準における成績の反省か

ら阻血時間を短縮するために地域性を重視した．すな

わち，その地域で提供された献腎はその地域の患者に

移植することが原則となった．したがってその地域で

献腎の提供を推進するような努力をしなければ，その

地域の腎不全患者には献腎移植が難しいことになった．

すなわち，地域の活性化は，全体の活性化に繋がる．

詳しいことはガイドラインを参考にしてもらいたい

（表2）．

② 病院開発システムの確立

移植医と臓器移植コーディネーターが連携して定期

的に提供病院の普及啓発におもむき，院内勉強会を開

催する．臓器移植の現況やその尊さ，さらに臓器提供

の必要性について講義する．その目的は，院内の医療

従事者に臓器移植および臓器提供の意識を改革するこ

とにある．さらにその病院において臓器移植および臓

器提供に対して理解を得られたら，その病院の窓口と

なる院内コーディネーターを配置してもらい，以後臓

器移植コーディネーターと院内コーディネーターは定

期的に会合を開き，臓器提供をしやすい環境をつくる

（表3）．

③ 院内DAC（臓器提供委員会）

ベルギーには DonorActionFoundationと呼ば

れる臓器提供に関する教育機関があり，今年，厚生科

学研究「病院開発モデル作成に関する研究班」，ノバ

ルティスファーマ株式会社，および日本移植学会臓器

提供推進委員会の協力のもと，わが国で体験教育を実

施した（図4）．その目的は，提供病院にDAC委員

会を設置することにある．個人のボランティア活動に

は限界があるので，構成員一人ひとりが欠けても活動

を存続させる組織をつくることが最も大切である．ど

のようなDACを設置すれば望ましいかというと，臓

器移植法の基本的理念にも謳われているように提供者

の意思を最大限に尊重し，かつ医療関係者の負担をで

きる限り軽減できるような臓器提供委員会を設置する

ことである．

DonorActionFoundationでは，臓器提供を推進

するために教科書が作成されており，わが国の実情に

合うように日本語版が作成され，わが国でも教育がな

される予定になっている．

④ 病院機能評価機構による外部評価

病院機能評価の項目に臓器提供充足条件を取入れ，
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表1 献腎提供の解決策

●市民公開講座：臓器移植推進月間啓発運動

●臓器提供意思表示カードの配布（患者会中心）

●即効性

●献腎の配分方法の変更（地域から提供された腎臓は地域へ），

地域の活性化は全体の活性化に

●病院開発

●院内にDAC（donoractioncommittee;臓器提供推進委

員会）の設置

●病院機能評価（外部評価）

表2 腎移植希望者（レシピエント）選択基準

1.前提条件

� ABO式血液型

� リンパ球直接交叉試験陰性

2.優先順位

� 搬送時間（阻血時間）同一都道府県内，同一ブロック

内（6or12点）

� HLA型の適合度（0～14点）

� 待機日数（1年：1点 10年以上log計算）

� 小児待機患者（16歳未満：14点）

表3 病院開発の進め方

1.第1回院内説明会

臓器移植コーディネーターの紹介

移植のすばらしさ，臓器提供の尊さ

病院全体の臓器移植，臓器提供の意識改革

対象：医師およびコ・メディカル

2.臓器移植コーディネーターの定期的訪問，院内コーディ

ネーターとの連携，個票の収集，ドナー情報の収集

3.第2回院内説明会：前年1年間の成果を報告

マスコミを活用：情報公開



それを満たす病院では評価を上げる措置をとる．現在

提供病院では臓器提供してもメリットがないのが実情

であり，臓器提供病院ではそのレベルの高さを認知し

てあげることは重要である．

⑤ 臓器提供病院に対する経済的支援

現在，提供病院では腎臓提供がなされた場合のみ，

保険診療の一部が補填されるようになっている．心臓，

肝臓，肺臓，膵臓，および小腸などの臓器摘出に関す

る費用の補填はなく，提供病院の持ち出しとなってい

る．臓器提供は，現実には時間外になされることが多

く，それに対する費用および人的資源の負担は大きい．

これに対する公的支援は是非とも必要である．

2） 医学的問題

腎移植を推進させるために解決しなければならない

医学的問題は，大きく分けて腎移植の適応拡大と集学

治療の確立があげられる．

1.腎移植の適応拡大

① marginaldonorの拡大

理想的なドナーばかりを追求していると，おのずと

適応が厳しくなり，数が減ってしまう．ドナー年齢，

遷延する阻血時間，HCV陽性ドナーは陽性レシピエ

ントに移植するなど医学的に許される範囲で移植が実

施されれば適応が拡大される．marginalrecipient

の拡大，年齢，長期透析患者，合併症を抱えた患者の

移植には術前に評価を正しく行い，周術期に起きやす

い合併症に対処する．ABO血液型不適合腎移植や既

存抗体陽性例などの免疫学的ハイ・リスク患者に対し

て最新の免疫抑制療法を駆使して腎移植を成功に導く

（表4）13～15）．

② 集学的医療システムの確立

腎移植を普及させるためには，この治療法が慢性腎

不全患者の生涯治療の一環であることを認識すること

が大切である．もはや延命の手段ではなく，高い

QOLが要求される治療である．また，手術手技の確

立，免疫抑制療法や周術期管理の改善などにより，そ

の合併症も外科的なものから生活習慣病に移ってきて

いる．さらにこの生活習慣病を予防することが移植腎

を長期に生着させることが明らかになってきている．

そのためには移植外科医を中心に内科医，小児科医，

臨床薬剤師，および移植コーディネーターなどの職種

が連携した集学的医療システムの確立が必要である
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表4 医学的問題の解決策

腎移植システムの確立

1.腎移植の適応拡大

� marginaldonorの拡大

� marginalrecipientの拡大

� ABO血液型不適合腎移植

� 既存抗体陽性の腎移植

2.集学的治療の確立



（図5,6）16,17）．

また，これらの合併症を管理するためには，今後腎

臓内科医や透析医の診療参加は必須である．米国移植

学会の趨勢をみると，10年前は移植外科医が主流で

あったが，現在で内科医が主流になっている．これは

このような背景による．わが国においても移植医療の

主体が内科医になれば，移植医療は真の意味で普及し

たことを証明したことになる．

おわりに

5年後の腎不全医療を考える中で，腎移植はわが国

でどこまで普及するか，また，どうすれば普及するか

検討を加えた．

現在の慢性腎不全対策では，腎移植の飛躍的な普及

は望めない．社会的，経済的，および医学的問題など，

これらを総合的に考慮しながら，真に腎移植を普及さ

せたいならば，慢性腎不全の総合医療対策をもう一度

考え直す時期に来ているのではないかと考えている．
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要 旨

透析医療は，診療報酬点数に基づく経済誘導にした

がって発展し，かつ抑制されてきた，日本経済が破綻

する中，平成14年度の診療報酬改定では，かつて例

を見ないほどの透析医療費の大幅削減があった．

この改定は，わが国透析医療の質を低下させ，透析

施設経営を困難にし，ひいては透析患者の生命予後す

ら低下させる可能性を秘めている．

本論文は，これを明らかにすると共に，透析医療の

質を維持するために，今後日本透析医会および会員に

課せられた事業・努力について述べたものである．

はじめに

平成14年の診療報酬改定は，いつの日かわが国の

透析医療を振り返るときが有るとすれば，間違いなく

この改定を契機にわが国の透析医療の質が低下したと

評されることであろう．それは，経済のみを優先した

技術料の大幅切り下げと，時間区分による技術料格差

を廃止したことによる．技術料の大幅切り下げは，民

間透析医療機関の経営を困難にし，設備投資や人件費

に影響を及ぼし，透析医療の質を確実に低下させるだ

ろう．時間区分による技術料格差を廃止したことは，

「透析時間が長いほど生命予後がよい」とする透析の

常識を無視したもので，もし短時間透析が指向される

なら，世界一を誇るわが国の透析成績を急速に悪化さ

せるだろう．

わが国の経済が完全に破綻した現在，以前の透析経

営は望むべくもないが，せめて良質な透析医療が維持

される診療報酬であってもらいたいと期待しつつ，5

年後の透析診療報酬を考えてみたい．

1 過去の透析診療報酬

1） 経済誘導政策による透析医療の普及

昭和40年の初め頃より，きわめて限られた施設で

研究的に導入された透析は，継続的に，繰り返し治療

を続けることにより，尿毒症患者の生命予後を大きく

変えたが，治療費は膨大であった．適応患者数の増加

に伴い医療費の問題は深刻となり，昭和42年，手術

の項目として人工腎臓点数が新設された（表 1,2）．

一回当たりの技術料は920点であった．その後，透

析医療の普及を誘導するように，昭和 47年には

1,540点，49年には2,150点と人工腎臓点数は増加

し，昭和47年の身体障害者更正医療適用とあわせて，

患者数も施設数も急激に増加した．

2） ダイアライザー包括と分離に伴う大幅切り

下げ

身障者更正医療が適用された直後の，昭和 47年

12月時点での透析患者数は3,600余人であったが，

昭和52年12月末では22,500余人へと指数関数的に

増加し，これに伴う透析総医療費も，国民総医療費の

3％に至り，ついに透析医療費の抑制政策が始まるこ

ととなった．特に透析医療費の中でも，ダイアライザー
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に含まれる差益が問題とされ，昭和53年の改定では

技術料とダイアライザーが一旦包括され，次の昭和

56年の改定で，改めて人工腎臓点数（処置として分

類）とダイアライザーが切り離され，ダイアライザー

に公定償還価格が設定された．この改定操作の中で，

昭和53年包括以前の治療費に比べ，標準的な透析で

は，一回あたり数千円の切り下げとなった．

3） ダイアライザー実勢価格調査結果に伴う切り

下げ

昭和53年，56年の改定以降は，透析時間区分の

変更と連動して技術料の引き下げはあったが，改定の

基本はダイアライザーの実勢価格調査に基づく切り下

げが主であり，これは現在に至るまで継続した方針と

なっている．たとえば1.5m2のダイアライザーで見

てみると，昭和56年の9,300円が平成14年の改定

時には3,190円と約1/3となっている．なお，ダイ

アライザーに関しては，昭和56年の改定時に膜面積
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表1 透析関連診療報酬改定の推移

昭和42 47 49 53 56 58 60 61 63

技術料：人工腎臓

点数（円）
920 1,540 2,150 4,000注1） 2,000 → 1,800 1,700 →

外来包括点数

慢性維持透析患者

外来医学管理料

加算

夜間加算

食事加算

滅菌加算

導入期加算

水処理加算

休日加算

身障加算

除水調整器加算

150 400

50（＋10）

30

→

→

→

→

→

→

500

60（＋10）

→

300

→

→

→

→

30

ダイアライザー（円）
購入価 購入価 購入価 技術料へ

包括

9,600 8,600 8,100 → 7,600

平成01 02 04 06 08 09 10 12 14

技術料：人工腎臓

点数（円）
→ → → 1,740注2） 1,730 1,760 1,770 → 1,590

外来包括点数（円） 2,100注3） 2,080 2,110 → → 1,960

慢性維持透析患者

外来医学管理料（円）
2,500 → → → 2,900 2,800 2,670

加算

夜間加算

食事加算

滅菌加算

導入期加算

水処理加算

休日加算

身障加算

除水調整器加算

→

61（＋10）

→

→

→

→

62（＋10）

15

→

→

500

→

63（＋10）

→

→

→

→

100

→

→

→

→

技術料へ

→

120

30

→

→

→

→

→

→

→

→

63

廃止

→

→

→

技術料へ

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

廃止

→

→

→

ダイアライザー（円） → 7,100 6,200 5,250 4,750 4,650 4,180 3,530 3,190

注1）ダイアライザー包括点数
2）入院技術料
3）外来透析処置薬剤包括点数

標準的な透析時間を使用
ダイアライザーは最高区分点数を使用



による区分と滅菌加算が新設され，平成8年の改定

時に，Ⅰ，Ⅱ型の機能区分が実施された．

4） 加算とその意味

人工腎臓点数に加算が初めてついたのは昭和53年

の改定で，午後1時以降に開始した場合150点とさ

れた．昭和56年には，この加算点数は夜間加算となっ

た．また，今回の改定で廃止された食事加算も昭和

56年から始まったものである．その後は，透析医療

費の切り下げに少しでも歯止めをかけるように加算が

新設された．昭和61年の導入期加算，昭和63年の

水処理加算，平成2年の休日加算，平成4年の身障

加算，平成6年の除水調整器加算である．

ところで，これらの加算が，結果的には透析医療の

質の確保に与えた影響は計り知れない．ダイアライザー

に関する加算や機能分類は，問題であったEOG滅菌

を駆逐し，ハイパフォーマンス膜と呼称されるより機

能の優れた膜の普及を促し，透析の質を担保した．夜

間加算と休日加算は，夜勤職員の確保に資され，働く

患者の夜間透析を保障した．導入期加算と身障加算は，

手の掛かる患者に対する看護師や臨床工学技士の技術

料とも考えられる．水処理加算と除水調整器加算は，

これの普及により，患者の生命予後と安楽な透析を可

能にした（表 3）．ちなみに水処理加算は平成6年に，

除水調整器加算は平成9年に，それぞれ人工腎臓点

数に上乗せされ廃止された．なお，これらの加算点数

新設に関しては，すべて日本透析医会の要望に応える

ものであったと考えている．

5） 技術料/検査料の包括

平成4年の改定時に，慢性維持透析患者外来医学

管理料が新設された．また，平成6年の改定では，
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表2 透析関連診療報酬改定特記事項

S42年

人工腎臓技術料（手術）

S53年

ダイアライザーと技術料の包括

時間区分の設定（5時間以上）

夜間加算の新設

S56年

ダイアライザーと技術料（処置）の分離

ダイアライザー膜面積区分の新設

食事（材料）加算の新設

S60年

時間区分の変更（4時間）

S61年

導入期加算の新設

S63年

水処理加算の新設

H02年

休日加算の新設

ダイアライザー区分の変更

H04年

身障加算の新設

慢性維持透析患者外来医学管理料

H06年

外来透析包括

水処理加算の技術料への組み込み

除水調整器加算の新設

H08年

5時間透析区分の新設

ダイアライザー機能分類

H09年

滅菌加算の廃止

除水調整器加算の技術料への組み込み

H10年

15回以上透析は材料のみの請求

在宅血液透析指導管理料の新設

心電図・胸部Ｘ線検査の包括

H14年

時間区分の廃止

食事加算の廃止

表3 加算点数と透析の質

夜間加算・休日加算―→施設の経営―→患者の就業を保障

滅菌加算・水処理加算・除水調整器加算―→施設の経営―→透

析の質を保障

導入期加算・障害加算―→施設の経営―→スタッフの技術料

食事加算―→透析の質を保障



入院以外の人工腎臓点数に，透析液・生理食塩液など

輸液剤・抗凝固薬が包括された．当時，透析に関する

検査の種類や頻度・費用と，透析液や抗凝固薬の使用

量が，地域や施設によって大幅に異なることを会計検

査院が指摘しており，これを是正するために包括し，

標準化したものである．必要な資料は日本透析医会の

「保険診療マニュアル」が参考とされた．その後慢性

維持透析患者外来医学管理料に関しては，新規項目の

追加による点数のアップや，検査料そのものの価格の

変動にしたがって切り下げられてきている．

6） 時間区分の設定と5時間透析の新設

透析および周辺技術の進歩により，透析時間が短縮

してきたのは当然といえる．しかし，現在のダイアラ

イザーや透析モードは，4時間が透析時間区分になっ

た昭和60年に比較して，透析時間短縮を可能にする

技術的進歩はないと考えられる．むしろ，「4時間透

析よりも5時間透析のほうが生命予後がよい」とす

る日本透析医学会の調査結果を受けて，平成8年に

は4時間区分の上に，5時間以上透析区分が新設され

た．振り返ってみれば，この時間区分は標準的な透析

時間を提示し，良好な生命予後を保障するものであっ

たといえる．

2 今回の診療報酬改定

1） 過去の経過や質を無視した大幅削減

透析に関する診療報酬改定時には，日本透析医会が

保険局医療課と，直接話し合いを持つ場があった．も

ちろん，すべての交渉は，日本医師会の了解をとって

行われた．しかし今回の改定では，保険局医療課にわ

れわれの要望を聞いてもらう機会はなかった．この改

定の中で最も問題なことは，平成8年には透析医療

の質（生命予後）を勘案してわざわざ5時間以上の

透析時間区分を新設した「質の向上」をはかる姿勢を，

厚生労働省自らが無視したと考えられる点にある．

2） 最初に経済ありき

実際，今回の改定では2,800億円を診療報酬から

削減するという大命題が最初にあった．毎年定点的に

実施される外来透析レセプト調査では，約3,000円

/回（約9％：加算および手術点数を除く）のマイナ

スであり，年間では透析全体で約1,000億円となる．

年間1万人の透析患者が増加するということから，

今後2年間に増加する透析医療費を先取りしたこと

になる．

3） 経営にも影響

わが国の透析医療では，民間の診療所といえども医

師・看護師は当然として，臨床工学技士・管理栄養士・

MSW をかかえた典型的なチーム医療が展開されてき

た．これがわが国透析医療の質を向上させる一因でも

あった．今回の改定は，こうした透析医療の特徴とも

いうべきチーム医療の維持を困難にする．特に，食事

加算の廃止は管理栄養士が解雇された可能性がある．

また，経営の逼迫は，スタッフの数に影響することは

必至であろう．

3 今後の診療報酬

1） 患者数の伸びと透析医療費の増大

透析患者数の伸びは，いまだ低下の傾向を示さない．

糖尿病性腎症の増加が患者数の増大を招来していると

いう見方があるが，わが国の糖尿病性腎症は高齢発症

が多く，その意味では人口の増加，特に，高齢人口の

増加が関与していると考えるが検証はしていない．

2） 透析医療の質とは

透析医療の質は表 4に掲げる要素が関与する．生

命予後に関係する透析時間については，今までにも述

べてきたが，このほかダイアライザーや透析モード，

エンドトキシン処理などが関係するだろう．安楽で安

全な透析は，スタッフの総合力や，新規技術の導入が

関係する．施設のアメニティやサービスは，その透析

医療機関にとってのわかりやすいアイデンティティー

として，患者へアピールするものだろう．情報の公開

は，たとえば検査データの提供や説明は当然として，

患者最大のニーズと思われる移植情報なども，積極的

に提供すべきであろう．これらすべてが総合的に判断
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表4 良質な透析医療

1.生命予後がよく合併症予防が可能

2.安全でかつ効率的

3.チーム医療が可能でかつ快適な治療環境

4.情報の共有と移植との共存

金もかかるが人手もかかる



され，質の高い透析医療となる．

3） 標準的な治療の提示

後述する施設基準や適正スタッフ数を含めた標準的

な透析治療を公にすることは，質の確保にとって重要

である（表 5）．現在（社）日本透析医会では厚生労

働班研究の一環として，MINTと呼ばれるITを用い

た新しい合併症治療ツールを開発中である．この中で

は，たとえば標準的な透析検査値やこれに基づく検査

データに関する警告が発せられるシステムや，合併症

の診断と治療基準が提示されることになっている．

4） 施設基準の提示

透析医療への参入に制限はない．透析医療を経験し

たか，専門医であるかとは別に，施設や設備について

も制限はない．しかし，今後透析の質を一定に保つた

めには，特に安全対策を考えるなら，一定の施設基準

が必要であるという考えが出てきている．一方で，診

療報酬などによって保障されていない設備や施設につ

いての基準は，自らの足かせとなるだけで不要という

考えもある．日本透析医会では，少なくとも安全対策

と質の維持のためには，一定の施設基準が必要で，か

つそれは職能集団自らが提示するものと考え，準備を

進めている．

5） 適正スタッフ数の提示

施設基準のソフト部分が，適性スタッフ配置である

と考えている．常識的には，透析医療において，医師・

看護師とならんで臨床工学技士は必須であり，MSW

と管理栄養士は配置することが望ましいと考えられる．

しかし，どれだけの患者に対して，何人の看護師や臨

床工学技士を配置するべきかという問題は，いまだ検

討されていない．安全と質の確保のためには，やはり

日本透析医会が自ら提示するものと考え，日本腎不全

看護学会・日本臨床工学技士会と共同で，検討中であ

る．

6） 診療報酬改定のための活動（日本医師会との

協調）

従来の日本透析医会の診療報酬改定に対する活動は，

医師会の了解を得た上で，直接あるいは健康局疾病対

策課を経由して，保険局医療課に要望書を提出してき

た．この方法で，新規の加算点数や，外来透析の包括

化に際して，日本透析医会の考えを部分的にでも受け

入れてもらうことができた．しかし今回の改定では，

要望書は提出したものの，直接の説明をする機会は与

えられなかった．こうした中で，今回の改定対応の不

備を検討した日本医師会は，各医会を統合したネット

ワークを構成し，各医会が要望書を取りまとめ，改定

案を検討するシステムを構築することになり，日本透

析医会もこれに参加することとなった．

7） 診療報酬改定の根拠

医療経済の逼迫する中で，経営が苦しくなったから

技術料のアップをという要望は通用しない．最近の診

療報酬改定時には，外保連方式に準じた技術料の算出

や，小規模ではあったが経営実態調査をもとに適正技

術料を算定し，要望したが受け入れられなかった．次

回の診療報酬改定で，技術料のアップを要望するには，

それなりの規模の実態調査を実施し，事実を証明する

必要がある．その際にはぜひご協力をお願いする次第

である．

8） 施設特性による技術料について

施設機能とか，地域差をはたして技術料に反映する

ことは可能であろうか．たとえば今回の改定では，大

幅な技術料の低下が，最も深刻な影響を与えた施設は，

導入や合併症治療など手間のかかる入院患者を抱え，

相対的に外来患者の少なかった施設で，公的病院など

がこれに該当する．また，患者数を増やすにも増やし

ようのない過疎地の透析施設では，経営が悪化したか

らといって透析を中止するわけには行かない．こうし

た状況を考慮し，施設特性による技術料の差または加

算ははたして可能かということも，今後の検討を要す

る．

9） 包 括

一般的にいって，包括払いは粗診粗療に，出来高払

いでは乱診乱療に傾くといわれている．しかし，たと
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表5 良質な透析医療の確立

1.治療基準の明示 班研究「MINT」

2.施設基準の明示 班研究「感染と事故」

3.適正スタッフ数の提示

職能集団である日本透析医会の使命



えば技術料は20,000円，材料費は365,000円とか，

技術料31,300円，1種類の材料費ですら113,000円

という医療は，それぞれ385,000円，144,300円で

包括したほうが，将来的には材料費価格の低下は促進

される．透析全体についていえば，明らかに治療成績

が低下しない条件で（たとえばダイアライザーの再使

用を禁止するなど），包括を取り入れるのも選択の一

つといえる．いまさらⅠ型のダイアライザーを用いる

かは，担当する医師の責任とすればよいし，患者はⅡ

型を選択するだろう．ただし，外来診療の包括は日本

医師会も反対しており，現時点ではむしろ否定的な考

えが主流である．

10） 平成16年度診療報酬改定対応

平成15年5月までには，次回の診療報酬改定の要

望をまとめる必要がある．不当に下げられた技術料と

時間区分の復活をあわせて考えるなら，短時間透析を

大幅に引き下げ，4時間以上の透析点数を設定する必

要がある．また，このためには経営実態調査も必要と

なろう．あわせて，透析の質を維持するための加算点

数（エンドトキシン加算）や，スタッフの技術料とも

いうべき身障加算の適応拡大や点数のアップが，現時

点では考えられている．また，ダイアライザー一本あ

たり平均140円かかっている感染性廃棄物処理費用

を盛り込むべきであろう．ただ，医療制度改革や次期

診療報酬改定の焦点は，高齢者（特に75歳以上の後

期高齢者）にあるといわれており，この年代の透析患

者は増加していることから，慎重に事態を見守る必要

がある．

11） 透析施設経営

今回の改定を契機に，透析施設の生き残りをかけた

競争は一層激化するだろう．さらに規模を拡大するチェー

ン店や，創業者がほとんど一人で適切な数の患者を管

理する小売店は，まだ余裕があるかもしれない．しか

し後者の弱点は後継者問題にあり，ここに民間資本の

参入や，透析医療機関の買収などの問題が浮上してく

る必然性もある（表6）．

おわりに

経済が低迷する中で，透析医療も破滅へと向かいつ

つあるかもしれない．考えたくもないが，数年後の最

悪のシナリオ（表7）も示しておく．

しかし，純粋に医学・医療としての透析を考えた場

合，すでにある成績を悪化させてでも（質を落として

でも）経済を優先する方程式が許されるものか，それ

はどんな根拠によるものか，たとえば戦時などを除き

はたして過去に成績を悪化させて経済を優先した医学・

医療の歴史があるものか，それを国民が認めるものか，

医師として容認できるかなど，医学・医療と経済の接

点に関する問題の回答が迫られていることだけは確か

である．

（本稿は，日本透析医会15周年記念シンポジウム

の講演を要約したものである．）
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表6 透析施設経営

1.市場原理に基づく競合か/節度を保った共生か

2.良質な透析医療の提供か/目に見えるサービス（送迎など）か

3.新規技術・方式の開発と効率化

4.対業者対策（材料や感染性廃棄物処理など）

5.患者の視点に立った医療展開（情報提供など）

6.民間資本の参入（米国型プロバイダー）

表7 数年後の最悪のシナリオ

1.技術料はさらに削減（質の担保がない包括化）

老朽化した施設と機器・reuse・少ないスタッフ

2.質よりも量の時代となる

大型チェーン店や米国式プロバイダー

3.治療成績は最悪

4.透析医療機関の閉鎖や買収が相次ぐ

5.患者の自己負担増/民間保険の導入

グローバルスタンダードを押し付ける国の透析に酷似



要 旨

透析という手段による「人工腎臓」の技術は，日本

では，もう目一杯に進歩したのではないか．今後はこ

の医療では「人」が問われていく．

今後，透析医の世代交代が進む．「真の透析医の育

成」は重要課題である．

患者の10年，20年，30年先を考えた透析医療が

提供されることを期待したい．

はじめに

私自身が今日まで透析医療で30年を超えて生きて

くることができたことにまず深く「感謝」したい．

「ありがたい」と思う．心からそう思う．

20世紀の日本で始まったばかりの透析医療に出会

い，時代に恵まれたこと，太田和夫先生はじめ多くの

先生方やスタッフに出会えたことが幸運であったと思

う．

私の経験（体験）から言うと，透析で長期に生き残

れることの秘けつは「感謝，ありがたいと思うこと」

につきる．

1 死を否認して生きる

透析医療は「死をみんなで否認する」ことで成立し

てきた．これは今後も変わらない原則である．

もちろん高齢者や長期透析患者が増えて「ターミナ

ル医療」の側面も色濃く出てきている．が，なにより

も「延命」がこの医療の核心であることは今までと変

わりない．

透析という手段による「人工腎臓」の技術はもう目

一杯に進歩してきたのではないか，と私自身個人的に

は考える．今後はこの医療では「人」の問題が問われ

ていくように思う．

2 真の透析医がどれだけいるか？

まず，一番に「真の透析医の不足」問題がある．か

つて，私は「臨牀透析」誌に比喩的に「透析室は無医

地区」だと書いた1）．それを読んだ故中川誠之輔先生

が，「主治医が看護婦（当時は婦）にCTRだけを測

定させて，X線写真を自分の目で読影していなくて，

患者の肺癌がはっきりしてから，あらためて前の写真

を見てみたら，はっきりとコインリジョンが存在した

ケース」をあげて，私の意見に同意，賛成された．

「無医地区」とは透析室に物理的に医師がいる，いな

いの問題を言っているのではない．「その日の透析さ

え無事にすめばいい」式の透析がただただ長く繰返さ

れていくことには問題があることを意味している．

2002年6月「長期透析患者の心・からだ・人生」

のメインテーマのもと，神戸で開催された（当番会長：

坂井瑠実氏）第13回日本サイコネフロロジー研究会

において，長期透析患者でかついろいろな職種で透析

医療に従事しているスタッフがシンポジストとして登

場した．

その中で，透析歴29年の臨床工学技士である近藤
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宏二氏は「少なくともスタッフがしっかりしていれば，

患者さんは1～2年はほとんど問題なく元気に過ごせ

ると思う．片手間で透析をやっている先生の施設にい

る患者さんと，一生懸命やっている先生の施設の患者

さんとでは，多分5年先，10年先に，やっぱり違い

が出てくると思う」と自らの体験から述べた．

同じく，透析歴27年の栄養士の祖父江優子氏も，

「長く透析をやっているから合併症が出て当たり前，

という風な考え方で先生は接して欲しくない．10年

で出てくるところを，15年，20年先に延ばすような

努力もやっぱり必要じゃないか」と述べた．

これらは長い間そして今現在も，スタッフとして透

析医療の現場で働き続けてなおかつご自身が透析医療

を受けている方々の，正直な感想あるいは切実な気持

ちである．彼らはこれまでに患者として，と同時に共

に働くドクターとして，当然何人ものドクターを見て

きている．ここでも，「専門の透析医の存在の重要性，

大切さ」を強く指摘している．

さらに祖父江氏は，非常に簡単だが医療者の胸を刺

す言葉を述べた．「お医者さんは初心に帰って，お医

者さんの本当の初心の気持ちを忘れないでほしいです」

と．

3 世代交代が進む

今後，透析医の世代交代が進む．いや，これはすで

に現在進行形である．こうした時代にあって，多くの

透析医たちが「安心してバトンタッチできる状況にあ

るか？」ということを私は問いたい．

第1世代，第2世代と同じ志を持った「でも，し

か透析医」ではない真の透析医の育成は今後の透析医

療の「要（かなめ）」であると言っても過言ではない．

真の透析医を育てる仕事に，明日から，いや今日から

力を入れていただきたい．

患者の10年，20年，30年先のことを考えた「現

時点での医療」，「合併症の予防」ができうる医師の存

在は非常に大切である．不幸にして，腎炎，ネフロー

ゼなどで10歳台，20歳台，30歳台，40歳台で透析

に導入されたとしても，その患者が 20年はおろか

30年，40年と生き続けることができる透析医療を確

実に提供できる体制をしっかりと作っておくことが必

要だと思う．

おわりに

これから先の5年と言わず，数十年が30年前の私

のキールやコイル時代の技術と同じ成績では医師の力

はなかったことになる．

患者が安心して透析で「長生きできる」ことが引き

続き可能であるようにと願う．「医師の顔が見える医

療を」．これが実現して初めて「透析で生きる意味」

を患者さんに問うことができるであろう．

文 献

1） 春木繁一：精神医学の立場からチーム医療としての透析医

療を考える―透析看護を論じる前に．臨牀透析，1;179,

1986.
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要 旨

透析治療の安全性および信頼性の確保は最優先され

るべきであることは言うまでもない．しかし，重大な

事故が依然と絶えない現況がある．また，透析の質の

追求として，高齢あるいは合併症を抱えた患者に，い

かに安定した透析を行うことができるかが大きな課題

である．この「安全性と質の向上」という観点から，

透析中の患者のバイタルおよびフィジカルサインのモ

ニタリングは，透析装置のモニタリングと安全機構と

あわせて必要不可欠である．また近年になって連続的

循環血液量のモニタリングが可能となり，循環動態デー

タを透析装置の除水制御へフィードバックさせるシス

テムも開発された．そしてさらにコンピュータによる

中央監視システムの導入は，人為ミスの監視にあわせ

て過去データの活用を容易にした．今後，透析室から

発生する医療情報のデータベース構築が可能となるこ

とから，それらを統合したネットワークシステムの構

築が望まれる．

はじめに

透析装置は人の腎機能の一部を代替し，延命そして

社会復帰をも可能とした人工臓器であり，いわゆる生

命維持管理装置に分類される．従前の医療においては

義肢等の身体の一部を代替することは行われていたが，

人の生命に直結した主要臓器の機能を機器・装置を用

いて行う代替治療としては，人工腎臓が最も普及した

治療法といっても過言ではない．

これを可能とした背景には，臨床医学と工学技術の

融和がある．なかでも透析膜の研究・開発は世界的に

みても目を見張るものがある．また透析技術において

は，透析装置の操作およびその管理を担当する技術員

を新たなチームメンバーに加えたチーム医療の原型を

構築した．その後，この技術員は新しい医療職として

1987年の臨床工学技士法制定への礎を築いた．これ

らの工学技術の臨床への応用は，ダイアライザーを中

心に，それを適正に使用するための透析装置や，さら

に清浄化した透析液の供給システムの開発や改良を加

速した．

一方，患者の高齢化により透析方法の多様化が進み，

特に糖尿病性腎症の増加により，透析中の血圧維持が

著しく不安定ないわゆる透析困難症患者がさらに増加

する傾向にある．これらの患者に対して，より安定し

た透析を実施するための機器による生体計測工学から

のアプローチが行われている．

また，近年社会問題化している医療事故に対して，

その対策をさらに強化しなければならない．この安全

性と信頼性の向上のため，透析スタッフや透析関連機

器群を一つの透析システムととらえ，個々の装置毎の

安全機構に加え，透析室全体の患者のバイタルサイン

や装置情報を一括してコンピュータにより中央監視す

るシステムも市販に至っている．
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1 生体計測工学の応用

生体計測は生体から発生するエネルギーやエネルギー

を外部から与えたときの反応を観血的，非観血的に機

器により計測するが，そのエネルギーは光，音，温度，

電気など様々である．また計測の基本は生体物性とよ

ばれる生体（個体，臓器，組織，細胞，器管，分子，

原子）の物理・化学的特性理論によっている．たとえ

ば血圧は周波数帯域は1～50Hzであることから，こ

の周波数に対応できる圧力計でなければ計測はできな

い．これらの応用で最も一般的なものは，体温計，心

電計，X線関連装置，超音波装置などである．

透析における生体計測には心循環器系の動態や体液

分布動態をモニタするものがある．前者は音の計測に

よる血圧，脈が一般的であり，後者の体液分布動態の

モニターは後述するが，生体の電気特性としてβ分散

領域（数キロ～数百Hz）でのインピーダンスは脂肪

組織，細胞組織，水分量などの因子の影響を受けるこ

とから，細胞外液抵抗，細胞内液抵抗，細胞膜容量を

コンピュータでシュミレートでき1），組織内の除水モ

ニタとして注目されてはいるものの，絶対値の計測で

はないことから一般化していない．これに比し，血液

検査学的に身近なHt等のパラメータを連続モニタし，

体内での水分移動をシュミレートする方法が一般化し

てきている．

2 バイタルおよびフィジカルサインの監視

1） 血圧および脈拍の測定

透析治療では，血液透析中の生体内での水・電解質，

あるいは生化学データなどの挙動が，3時間から5時

間という短時間できわめてダイナミックな変化を，中

1日あるいは2日間隔で継続的に反復して行われる．

特に透析の重要な治療目標の一つである体液量の是

正として，一般的に一透析当たり 3l以上（体重の

5～6％）の除水が行われている．この除水により心・

循環器系に著しい負荷を与え，急激な血圧低下などの

ショック状態に陥ることもしばしば認められる．この

発生機序の多くは図1に示す除水時の水分移動のシェー

マの如く，ダイアライザーで除水と尿素やクレアチニ

ンなどの溶質除去が同時に行われ，血漿浸透圧の低下

により，浮腫として間質に貯留している体液が血中に

移行する速度（plasmarefillingrate）と，除水速度

（UFR）との均衡が崩れ，低循環血漿状態となり急激

な血圧低下を惹起することによる．したがって，食事

療法により塩分および水分摂取を控える自己管理指導

を強化しつつ，透析での過度な除水は避けることが基

本である．そして，透析中の患者の状態監視として，

血圧および脈拍数の推移を把握することは必須である．

2） 体温測定

透析患者は免疫能の低下などの易感染性要因に加え

て，シャントからの感染など血液を体外循環させるこ

とに起因する発熱などがあり，透析前後の体温測定も

重要である．また，循環動態の把握に非侵襲的な深部

体温も有用であると考えられる．特にコアテンプ（テ

ルモ社製）は，体表面を断熱材で覆って外気温の影響

を防ぐと体表面は深部と同じ温度になるという原理を

利用しているため，患者への負担が軽減し，操作も容

易である．

3） 呼吸数等の測定

安定患者ではルーチンで計測はしないが，溢水状態

に陥った患者の透析では呼吸状態の計測と動脈血液ガ

ス分圧などのモニタが必要である．

3 除水モニタ

透析中の体液量あるいは変化量をモニタする方法と

して，電気インピーダンス法を用いた全身体液モニタ

や，血液回路に電極を装着した連続的Ht計測法など

が試みられてきた．

昨今，図 2に示す如く，血液回路に透明チャン

バーを付け，光学センサーでHtを連続モニタする

「CRIT-LINETM」が用いられてきている2）．この Ht

のモニタは，除水による血液濃縮度合いにより

plasmarefillingrateを反映し，過度の除水による
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図1 透析における除水時の水分移動



低血圧・ショックを防止することができる．そして，

このモニタデータを透析装置の除水制御部へフィード

バックさせる自動制御も可能となっている．また，同

様に血液中のたんぱく濃度を超音波によりモニタし，

除水制御する透析装置と一体化した 4008S

（Fresenius社）も開発されている3）．

4 透析機器のモニタリング

透析中の機器のモニタリングの意義は，患者個々の

透析条件が正しく設定されているかを監視することと，

また透析中の異常な変化を早期に検知して安全を確保

することである．透析装置の基本構成について，個人

用透析装置の一般的な構成を図3に示す4）．

図3左の透析液系には，透析液流量を規定する定

流量弁，効率的な熱利用とヒーターの低容量化のため

の熱交換器，加温ヒーター，脱気ポンプおよび脱気槽，

BおよびA原液を各々の濃度電極により注入希釈す

る透析液混合部，流量計，温度モニタがあり，除水制

御部を経てダイアライザーへ送液する．またダイアラ

イザーから出てきた廃液は再び除水制御部を通過し，

ダイアライザー内での血液漏れをモニタする漏血検知

器，最後に熱交換器で熱量を受渡して排液される流れ

である．

図3右の血液体外循環系には，動脈側留置針から

導かれる血液流量が十分であるかをモニタする血流不

足モニタ，体外循環中の血液凝固を防ぐヘパリンを連

続注入するヘパリン注入器，一定の流量で血液を導き

ダイアライザーへ送り込む血液ポンプがあり，透析さ

れた血液は静脈側チャンバーで気泡がトラップされ，

静脈圧計で血液が体内へ戻る回路と静脈側留置針の状

態をモニタしている．また，体内への気泡の誤入防止

のため気泡検知器と異常時に回路を遮断するクランプ

が装着されている．

これらで透析装置は構成されており，各々の機能に

異常警報機能があるが，警報時には表 1に示す如く

連動動作により安全を確保している．

以上の他にも，停電警報，漏電警報，原液不足警報

など種々の安全装置が組み込まれている．

5 透析中のモニタの実際

患者のバイタルサインなどの基本的なチェック時点

は透析前，開始直後，1時間毎，終了直後であるが，

血圧・脈は状態により適宜測定している．なお，昨今

透析装置に自動血圧計を内蔵している装置もあるが，

脈の緊張度や不整脈は触診で確認しなければならない

ことに留意しなければならない．

患者監視のポイントは，顔色，表情，体動，声掛け

時の反応などを注意深く観察することで，異常の早期

発見が可能である．また，過去のバイタルサインの経

時パターンから概ねの予測が可能であり，予め対策を

講じることができる．

透析装置のモニタリングは，患者のバイタルサイン

のチェック時に同時に行うが，患者の状態に合わせた

透析条件の設定変更を適宜行うため，変更箇所，変更

日本透析医会雑誌 Vol.18 No.1 200340

図2 CRIT-LINETM 装置とそのセンサー部



理由，変更結果を透析記録として記載する．

6 コンピュータ中央監視システム

このシステムはコンピュータを用いて透析装置や自

動血圧計，体重計など透析関連機器装置と通信により

情報のやり取りを行い，各透析装置が適切に作動して

いるか，また血圧なども集中監視するシステムである．

図4にシステム構成例を示す．また透析関連材料管

理，患者情報管理，処方管理，検査管理，看護支援，

臨床支援など多数の機能を有している．

透析中では，患者の血圧・脈拍などのバイタルサイ

ンと，透析装置から発生し時々刻々と変化する，静脈

圧，透析液圧，透析液温度，血液ポンプ流量などのデー

タを監視し，基準値から逸脱すれば警報を発し，トラ

ブルを未然に防ぐことが可能となる．さらにそれらは

データベースとして蓄積され活用が可能であり，図5

に示す如く，透析チャートを任意の形式で作成するこ

とも可能である5）．

データの活用例として，図6は過去10回の透析デー

タを重ね合わせたものであり，透析後半に明らかな血

圧低下が認められている．このことから予め除水速度

パターン設定により除水を前半に多くしたり，経口昇

圧薬を用いるなど，きめ細かな計画的透析治療が可能

である．

おわりに

透析の安全・信頼性および質の確保をさらに向上さ

せるためには，患者の身体的情報の把握にあわせて透

析機器のモニタおよびその制御が重要であり，またコ

ンピュータ化は人の欠点である定型業務の単純ミスを

軽減させ，透析室から発生する膨大で様々なデータの

解析に大いに役立つものと考える．そして今後さらに

コンピュータ中央監視システムの導入施設が増加し，

透析のIT化も加速度的に進むものと考えられる．

透析のモニタリング 41

図3 個人用透析装置のフローチャート

表1 警報時連動動作表（透析状態）

血液ポンプ ヘパリン注入器 気泡クランプ 透析液混合部 ヒータ 透析液 除水制御

血流不足モニタ異常

静脈圧モニタ異常

気泡異常

ヘパリンポンプ異常

透析液圧異常

給水圧異常

透析液高温異常

透析液低温異常

透析液濃度異常

停止

停止

停止

－

－

－

－

－

－

停止

停止

停止

停止

－

－

－

－

－

－

－

閉塞

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

停止

－

－

－

－

－

－

－

－

通電停止

通電停止

－

－

－

－

－

－

バイパス

バイパス

バイパス

バイパス

バイパス

停止

停止

停止

－

停止

停止

停止

停止

停止
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図4 コンピュータ中央管理システム図（STEP透析システム）

図5 透析記録（血圧・脈拍）グラフ
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岐阜県医師会は，県庁，消防，警察，保健所，個々

で作成された「防災計画」を連携させた「災害医療シ

ステムの整備」「救急医療の提供」「医療助産対策の実

施」の3部からなる「災害医療計画の提言」を県に

提示しました．この提言には，災害時の透析体制確保

の重要性に鑑みて，その体制の整備も大きな柱として

取り上げられており，この提言には，岐阜県透析医会

の具体的な提言が全面的に取り上げられております．

これをうけて平成13年10月1日より稼働してい

る岐阜県広域災害救急医療情報システムの中に，災害

救急医療情報ネットワーク以外に透析医療情報ネット

ワークが組み込まれています．このほかに周産期医療

情報ネットワークも組み込まれています（図1）．

岐阜県広域災害救急医療情報システムは，救急医療

情報システムと広域災害情報システムにより構成され

ており，岐阜県救急医療情報システムメインメニュー

に人工透析情報入力，人工透析応需情報照会が作成し

てあります．

現在，県下の広域災害救急医療情報システムへの参

加医療機関の138機関に端末機が設置されておりま

す．その中で46医療機関より人工透析応需情報をい

ただいておりますが，まだまだ未完成ですので，さら

に参加を希望される医療機関を拡大させるべく，参照

パスワード取得などの方法などを含めて検討を進めて

います．

救急医療情報ネットワーク（インターネット）とし

て，医療機関連携支援のための情報収集と提供，搬送

機関業務支援のための情報収集と提供，電子メールに

よる状況に応じた情報交換，県民向け救急医療情報の

サービス提供を目的に，災害時の会員間の連絡網の構

築，災害時の情報伝達訓練などを行っていますが，災

害時に対処する啓蒙活動のため岐阜県臨床工学技士会

にネットワーク作りをお願いしてあります．

災害時の透析治療については，岐阜県の面積が

15,597km2と広大であり，県土の81％を森林面積

が占めるという地理的条件を勘案して，県下を5ブ

ロックに分け，広域ブロック別で透析基幹施設を考え

ています．施設基準としては，災害拠点病院は救急患

者でパニック状態になることを考え，慢性透析患者の

ためには，災害拠点病院以外の施設で，多人数の透析

が可能で，入院設備を備え，ライフラインの確保や透

析関連装置の防震・防災対策，透析必要物品の備蓄を

有し，通信手段，スタッフが確保できる施設が望まし

いと定めております．

一方，災害時の情報伝達の不安については，インター

ネット，パソコン通信，災害時優先電話を利用した透

析情報伝達システムの構築，さらに衛星携帯電話の設

置も考えております．

また，岐阜県透析医会では災害時の透析医療対策の

一環として，災害時に患者の自己行動を支援する患者

支援3点セットとして，「災害時の手引き」「岐阜県

透析施設マップ」「災害時患者情報カード」（図 2）を

作成しております．

「災害時の手引き」は，災害時の心得や災害に対す
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る備えや日常生活の管理などについて，「岐阜県透析

施設マップ」は，県下の透析施設の住所と電話番号，

近辺の地図を記載したものであり，「災害時患者情報

カード」は大地震などの広域災害時に現在透析を受け

ている透析施設が被災し透析の実施が不可能になった

場合や，交通混乱などで来院できない場合を想定，透

析治療に必要な透析条件である血液型，感染症，合併

症などが記載され，万一他院で透析を受けることになっ

た場合に患者情報として役立てる内容になっています．

カードは患者のプライバシー保護を考慮しビニールパッ

チで密閉されており，必要な時には開封して使用する

型式になっております．

なお，スタッフには「災害時用スタッフ携帯カード」

を持ってもらい，被災施設への派遣職員としての応援

体制も考えております．

岐阜県透析医会は，以上のような災害対策を行って

います．しかし今後の課題として，透析基幹病院の施

設設備の充実，岐阜県広域災害救急医療情報システム

内の透析医療情報システムを十分稼働させ，将来県民

にも開放する．さらに，各ブロック内の医療機関のコ

ンセンサスを得られる努力と，日本透析医会災害時情

報ネットワークホームページとの関係の充実をはかり，

定期的に情報伝達訓練を実施して，患者に一般の救急

時と災害時の救急との相違を理解してもらうための患

者教育も必要と考えています．

さらに，大規模災害時は，他県を含む広域災害シス

テムも必要と考えられ，中部7県における広域災害

救急医療体制として，中部7県における連絡協議会

を設置して，救急情報システム（ネットワーク化）の

整備と，緊急時の連絡網の作成を決定しており，中部

1市9県連絡協議会と協調して「医療に県境なし」の

テーマで活動したいと考えております．
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図１ 岐阜県広域災害・救急医療情報スステム

図2 災害時透析患者情報カード



岐阜県医師会も新規の岐阜県広域災害救急医療情報

システムを立ち上げて以来，地域医療情報センターへ

の県民の利用件数は倍増しておりますが，まだ情報入

力について正確性とか，休日・夜間の体制が十分でな

いなどの問題があります．

本県では，災害時における連絡系統図が県医師会，

地域医師会に作成されており，県内のどこかの地域で

災害が起こった場合には，まず被災地の郡市医師会の

医療救護班が出動し，その状況を県医師会に報告，県

医師会は救護対策本部を設置し，現地連絡班，現地救

護対策本部を設け，さらに隣接するほかの郡市医師会

への支援救護班の待機要請を行うことになっています．

さらに岐阜県広域災害救急医療システムが災害モード

に切り替えられると，被災地の端末設置医療機関から

このシステムに被災状況（患者受入体制，医薬品の整

備状況等）が入力され，県医師会災害対策本部は被災

地の状況を随時把握できることになっております．

岐阜県医師会と岐阜県透析医会が協力しあって，さ

らに県，消防，警察，保健所との連携プレー，チーム

ワークによる災害対策活動の充実が重要です．
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要 旨

透析腎癌の80％は後天性腎�胞（ACDK）に関連

したもので，長期透析例ほど腎癌は増加する1）．当院

の腹部超音波検診にて発見され，手術が行われた13

例（15腎）のMRI所見と病理組織とを比較し，その

特徴とMRIの有用性について検討した．その結果は

透析歴の短い例では単発癌が多く，通常の腎癌と同様

に定期の腹部超音波検査で発見されることが多い．こ

れに対し透析歴が5年以上のACDKを合併した腎癌

では多発例が多く，それらはMRIで明瞭に描出され

た．MRIではT2強調像と造影像で腎癌が描出され，

CTと比較するとその診断は容易であった．臨床的に

は超音波検診で腎癌が疑われたときには，CTではな

くMRIによる術前検査のみで手術が行われ，検査の

簡略化が可能である．

緒 言

透析患者に合併する悪性腫瘍のうちで頻度の高い腎

癌は，腹部の超音波検査による検診で発見される頻度

が増加している．超音波検診で腎癌が疑われCTや

MRIの精査により腎癌が明らかになると，腎臓の摘

出が行われる．今までは術前検査としてCTや血管造

影検査が行われてきたが，最近MRI検査も施行され

る機会が増えている．当院の定期検査で腎癌が疑われ，

MRIを施行後に腎摘出術がされた13例（15腎）の

病理組織を対比し，MRI所見の特徴について検討し

た．

1 対象・方法

当施設において1994年から今までに，維持透析患

者の約345例に年1回の腹部超音波による定期検診

が行われた．超音波検診が施行されなかった年には

CTが代用され，9年間に17例（19腎）の腎癌が診

断され，東京女子医科大学腎センターの泌尿器科にて

腎臓の摘出術が施行された．

術前に全例に超音波検査とCTが，13例（15腎）

にMRIが行われた．MRIはT1，T2，ダイナミック，

造影を行った．病理組織との対比のために横断像に加

え冠状断像も撮像した．病理組織標本は腎門部と腎癌

を含む縦断（冠状断）の割面を少なくとも3つ作成

し，HE染色を行った．また2例（症例7と症例9）

は腎臓摘出直後にも標本のMRIを撮像した．

2 結 果

17例（19腎）の腎癌の症例に対し検討項目として

年齢，原疾患，透析歴，ACDK（後天性腎�胞），腎

癌が疑われた最初の画像診断，MRIとCTとの対比，
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透析腎癌のMRI診断（病理所見との対比）
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腎癌の数，病期分類，腎癌の異型度，病理組織診断，

予後について検討した（表1）．

腎癌の発生頻度は345例中17例の約5％であり，

男女比は11：6であった．原疾患は15例が慢性糸球

体腎炎で，2例が糖尿病であった．年齢は78～36歳

で平均56.5歳であった．透析期間（透析歴）では28

年～6カ月で，平均 13.5年であった．

ACDKを，1側腎に10個以上の�胞を有するもの2），

または腎実質の40％が多数の�胞で置き換えられた

もの3）と定義すると，透析歴が7年以上の12例のす

べてがACDKを伴っていた．透析歴5年以下の5例

のすべては萎縮腎であった．

ACDKの12例（14腎）中9例（10腎）が多発癌

であった．28年（症例1）と16年（症例9）の透析

歴を持つACDKでは両腎に癌が認められ，両腎の摘

出が行われている．それに対し萎縮腎では5例のす

べてが単発癌であった．また透析歴が10年以下の7

例中6例が単発癌であった．

発見された癌の大きさは80から12mmで平均36

mmであった．癌の存在診断は，超音波検査を当院

で施行していない症例 17を除く 16例（18腎）中

11例（11腎）が定期の超音波検査によってされてい

る．特に透析歴が10年以下の6例（症例17を除く）

すべてが超音波検査で診断されている．それに対し症

例5（透析歴18年）と症例9（透析歴16年）は定期

の超音波検査では発見されず，血尿の持続のためCT

を施行したところ，ACDK内に不整形の腎癌（直径

55mmと22mm）が発見されている．

次に最初に腎癌が疑われた画像診断では，17例中

11例が超音波検査により診断されている．症例1は

定期の超音波検査を1年半程施行せず，長期の透析

患者であるためCTを行ったところ，直径28mmと

20mmの両側の腎癌が発見されている．また症例17

は導入時の腹部CT検査で腎癌が診断され，当院では

超音波検査を行っていない．

MRIとCTとの比較では，両方の検査が行われた

のは12例（13腎）であった．画像所見としてはCT

ではACDKによる多数の高濃度の�胞が認められ，

造影効果の弱い透析腎癌の存在診断は必ずしも容易で

はない．しかしMRIでは，出血性�胞に合併する透

析腎癌がT2強調像と造影（ダイナミックを含む）で

明瞭に描出される．12例（13腎）中でMRIのほう

が診断が容易であったのは7例（8腎）であり，すべ

てが ACDKの症例であった．そして CTと MRIが

画像診断の容易さにおいてほとんど変わらなかったの

は5例（5腎）で，すべてが単発腎癌の症例であった．

それらの単発透析腎癌は，所謂健常人に見られると同

様な良く造影される典型的な腎癌であり，組織はすべ
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表1 当院における腎癌症例（透析歴順）

症例 年齢
（歳） 原疾患 透析歴

（年） ACDK 癌
（mm） 診断 MRIvCT 数 病期 異型度 病理組織 転帰

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

62

61

52

62

51

53

46

36

48

55

52

58

48

62

51

77

60

78

62

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

糖 尿 病

慢性腎炎

慢性腎炎

慢性腎炎

糖 尿 病

慢性腎炎

28

27

24

23

19

18

18

16

16

16

13

12

8

7

5

3

2

1.5

0.5

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

28

20

80

55

40

55

35

38

73

22

20

40

12

35

15

33

38

25

20

CT

CT

US

CT

CT

CT

US

US

US

US

CT

CT

US

US

US

US

US

US

CT

MRI＞CT

MRI＞CT

MRI＞CT

CT

MRI＞CT

MRI＞CT

MRI＝CT

MRI＞CT

MRI

MRI

MRI＞CT

MRI＝CT

CT

MRI＞CT

MRI＝CT

MRI＝CT

CT

MRI＝CT

CT

単発

3個以上

3個以上

2個

単発

単発

単発

単発

2個

2個

3個以上

単発

単発

3個以上

単発

単発

単発

単発

単発

1

3

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

2

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

顆粒

顆粒

乳頭状腎癌

顆粒

淡明

淡明，顆粒

顆粒

淡明

淡明，顆粒

淡明，顆粒

淡明

淡明

淡明

淡明

淡明

淡明

淡明

淡明

淡明

肺転移死亡

肺転移死亡

生存

肺転移

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

生存

注 症例1と9は，両腎を摘出している．
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症例1（右），HE染色

症例1（右），T2強調像

症例1（右），単純 症例1（右），造影

症例 1（右） 右腎下極の腫瘍（矢印）はT2強調像で低吸収域に描出され，T1強調像で造

影されている．

症例1（左），T2強調像 症例1（左），HE染色

症例1（左） 左腎中極の腎門部腫瘍（矢印）は静脈への浸潤とリンパ節転移（矢頭）を伴っ

ていた．
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症例2（上極）単純

症例2（上極）T2強調像

症例2（上極）造影

症例 2 右腎の上極と中極に2つの腎癌（矢印）が存在した．どちらも

T2強調像では高信号のACDKによる�胞に囲まれた低信号の腫

瘍であり，各々に造影効果（矢頭）が認められる．

症例2，HE染色

症例2（中極）単純

症例2（中極）T2強調像 症例2（中極）造影
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症例4，単純

症例4，T2強調像

症例 4 左腎中極の背側部に低信号の腫瘤

（矢印）があり造影後にその被膜

（矢頭）が造影され病理では癌は被

膜に存在していた．

症例4，造影

症例4，切除標本症例4，HE染色
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症例5，HE染色

症例5，T2強調像

症例5，単純

症例5，造影

症例 5 左腎上極の腫瘤（矢印）はT2強調像で低信号で造影後は良好に造影

されている（矢頭）．
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症例6，HE染色症例6，T2強調像

症例6，単純

症例6，造影

症例 6 右腎上極の腫瘤（矢印）は低信号で造影後も良く造影

（矢頭）されている．
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症例7，T2強調像

症例7，切片のT2強調像

症例 7 左腎中極の腫瘍（矢印）は低吸収域

で描出されている．被膜（矢頭）に

癌細胞があり，その部分が造影（矢

頭）されている．

症例7，HE染色

症例7，単純 症例7，造影
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症例8，T2強調像

症例8，HE染色

症例8，T2強調像

症例8，単純 症例8，造影後

症例 8 左腎上極の腎癌（矢印）はT2で低吸収域で近傍の小腎癌（矢頭）も認められ，

病理標本でも確認された．
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症例9，左腎T2強調像 症例9，左腎のHE染色

症例9，左腎単純

症例9，左腎造影後

症例9は両側腎癌（矢印）で右腎下極の小腎癌（矢頭）は術前に腹腔鏡で疑われた．
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症例9，右腎中極の癌のT2強調像症例9，右腎切片のT2強調像

症例9，右腎中極のHE染色

症例9，右腎下極の腎癌
症例9，右腎下極の癌の切片の

T2強調像
症例9，HE染色
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症例10，T2強調像

症例10，MR造影

症例10，CT単純

症例10，HE染色

症例10，CT造影

症例 10 左腎癌（矢印）はT2強調像では呼吸のアーティファクトが強く，造影MR，

CTとも同程度の描出能であった．



て淡明細胞癌であった（図，症例1,2,4,5,6,7,8,9,

10）．また多発癌症例についてMRI画像と病理切片

との対比を行ったところ，症例1，2，8，12の直径10

mm以上の腫瘤は画像上描出されていた．また，最

近手術を行った症例 8と 9では，CTは省略され

MRIのみで手術が施行されている．

病理では，切除直後の腎臓の割面では，腫瘍部はタ

ラコ状の充実性腫瘤またはレンガ色の液体を含む�胞

内の表面不整な壁肥厚として認められた．これらは

MRIで造影効果を認める腫瘍部と良く一致していた．

症例7（右腎）と症例9については，腎摘出直後の摘

出腎のMRIのT2像を撮像し病理組織との対比を行っ

た．HE染色の切片と T2強調像との対比では，

ACDKの単なる�胞は白く高信号であるが，腫瘍ま

たは腫瘍を含む�胞は低信号であった．

病期3は肺転移により死亡した症例1で腎門部の

リンパ節転移が認められた．症例2と症例8は腫瘍

径が80mmと73mmのT2で病期は2であった．

その他はすべて病期は1であった．

異型度は1から3の間でほとんどが2であった．

病理組織では，顆粒細胞癌は透析歴が16年以上の

6例（7腎）に認められ，長期透析患者に多く認めら

れた．透析歴が20年以上の長期透析患者では淡明細

胞癌の症例は存在しなかった．

予後では，両側腎癌の最長透析歴が28年の症例1

は，両側の肺転移による呼吸不全で術後2年で死亡

している．また症例3は腎癌の術後4年目に肺内の

多発転移が出現しているが，現在術後6年目である

が外来透析により経過観察中である．この2例を除

く15例は現在再発や転移はなく外来透析中である．

3 考 察

腎癌発生の頻度や透析歴とACDKとの関係，癌の

組織型等は石川の報告と良く一致していた1）．また透

析患者に見られる癌の特徴は発生率が一般人に比べて

数倍高く，癌発見の時期は，透析導入前後1年以内，

特に透析導入前後半年以内が多いといわれている．導

入時には種々の検査が行われるため発見される機会が

多いと考えられる．当院においても定期の腹部超音波

検査を開始してからは腎癌症例の全てが発見され手術

されている．

過去の報告では透析腎癌のMRI所見について言及

したものはほとんどなく，さらにMRIと病理との対

比についても詳細な報告はない．透析腎癌のCT診断

は，ACDKの際には必ずしも容易ではなく造影効果

が弱いので，造影の有無の判断に悩む症例も存在する．

それに対しMRIではほとんどのACDKの�胞がT2

強調像で高信号に描出され，その内の腎癌や腎癌の存

在する�胞のみは低信号となる．そのためT2画像で

腎癌の存在が疑われる�胞の断面で，造影または造影

のダイナミック検査を行ない，�胞または�胞壁の造

影の有無を見ることで，腫瘍の存在とその範囲の診断

は容易となる．T2強調像で出血性�胞が低信号にな

るのは，脳内出血等の血腫の壁がフェリチンやヘモシ

デリンを貪食した大食細胞を含むため，黒に近い低信

号になると同様な現象と考えられる．充実性の腫瘤は

通常T2でやや低信号になるが，特に透析腎癌では癌

を含む�胞に出血（ヘモシデリン）を含むため，さら

に低信号になるものと思われる．特にgradientecho

系のT2＊ 画像が磁場の不均一に非常に鋭敏であるた

め，ヘモシデリンの低信号域を明瞭に検出し，MRI

はきわめて有用である．いわゆる造影剤を用いること

なくMRIのT2強調像で黒い�胞内の充実性腫瘍を

捜すことにより透析腎癌の有無は予測可能と思われる．

さらに病理組織の鉄染色を行い腫瘍とヘモシデリン

との関係についても検討中である．

最後に透析患者における腹部定期検診の役割につい

て図 1に示した．超音波検査が第一選択であるが例

外として超音波に不向きな肥満の強い症例，高齢ある

いは息止め等が困難な症例や，体動のある症例はCT

による検査が勧められる．
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腹部定期検診

US
CT

ACDK 非ACDK 肥満

高齢（70歳以上）

体動のある方

MRI

T2強調像

dynamicstudy
診断

図1 透析患者における腹部定期検診



結 語

① 過去9年間に，年1度の定期腹部超音波検査ま

たはCTにより，17例（19腎）の腎癌が診断され

切除された．術後2例に肺転移をきたし，内1例

は呼吸不全のため死亡した．その他の15例は再発

や転移はなく維持透析中である．

② ACDK由来の腎癌では，超音波検査やCTより

もMRI（T2強調像と造影T1像）で容易に診断で

きた．特にT2強調像では，透析腎癌はヘモシデリ

ンによる低信号が出血性�胞内に存在するために，

造影剤を用いることなく腎癌の存在を疑うことがで

きる．

③ 非ACDK腎癌は，萎縮腎のために腎臓の輪郭よ

り突出し，超音波検査による診断が容易であった．

④ 病理組織所見とMRI所見とは良く相関していた．

⑤ 透析腎の腹部定期検診の指針を図1に示した．

本論文の主旨は第 47回日本透析医学会学術総会

（平成14年，東京）において発表した．
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要 旨

当院におけるonlineHDF治療を開始する患者46

名について，臨床効果の経時的変化を，自覚所見と他

覚所見に分けてprospectiveに検討した．自覚所見で

は関節痛が1カ月から効果が出現し，その後も，12

カ月後まで改善は進行した．手指痺れ感，倦怠感も経

時的に改善を認めた．皮膚そう痒感は最終的に

42.9％が改善したものの，経時的にはあまり変化無

く，逆に増悪例も経時的に増加していた．イライラ感

や食欲は，症状の有無にかかわらず，不変が6割以

上で有効，無効ともに同程度あり，今回の検討では有

用性は認めなかった．他覚所見としての関節可動域は，

開始前556.7°，1カ月後573.3°，6カ月後579.9°，

12カ月後595.6°で経時的に改善傾向を示し，開始前

値と12カ月後に有意差があった．

1 緒 言

近年長期透析患者の増加により，透析アミロイドー

シスを始めとする，種々の合併症のためQOLも低下

することが多い．その対策として，onlineHDFや

pushandpullHDFなど大量液置換による治療が行

われるようになってきている．これらの治療法は，通

常の透析と比較して，透析アミロイド症・透析困難症・

末梢神経障害・そう痒・いらいら・栄養障害・エリス

ロポエチン不応性貧血などに対しての有効性がほぼ確

立しているとされる．しかし，それらの報告のほとん

どは，retrospectivestudyや断面的研究であり，さ

らに観察時期や観察期間を限定しているものも少ない．

今回われわれは，当院におけるonlineHDF治療を

開始する患者について，臨床効果の経時的変化を，自

覚所見と他覚所見に分けてprospectiveに検討した．

2 対象・方法

対象は当院で 1998年から 2000年の間に online

HDF治療を開始し，12ケ月以上継続している患者

46名である．onlineHDF開始前の治療はHD15名,

offlineHDF 31名（平均 4.02lである）．online

HDFの治療条件はすべて後希釈で，濾過量は4～20

lで平均は10.8lで行った．使用ダイアライザーの内

訳は PS1.9UW :30名，BS1.6U:8名，FB210U:8

名であった．効果判定の方法は，全員に同じ測定と多

項目のアンケートを行った．他覚所見としては，両肩

関節可動域（内転，外旋，伸転）を測定し，計6個

の角度をすべて合計した．自覚所見としては関節痛，

痺れ，かゆみ，イライラ感，食欲，倦怠感，の6項

目について，アンケート調査を行い，0点が症状なし

で5点が最も重篤な症状を示す6段階の選択方式で

スコアー化した（表 1）．関節痛と痺れについては，

痛みの部位それぞれの強さを合計した（たとえば，右

肩が3点，左股関節2点の場合は計5点とする）．こ

れらのスコアーを平均したものと，開始前の症状から
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スコアーが改善した症例の割合（有効率）の二つで効

果を検討した．調査時期は onlineHDF開始前，1

カ月後，6カ月後，12カ月後に行った．関節可動域

だけは，治療開始前とt検定を行った．

3 結 果

関節可動域は，開始前556.7°，1カ月後573.3°，6

カ月後579.9°，12カ月後595.6°で経時的に改善傾

向を示したが，開始前値と有意差があったのは12カ

月後だけであった（図 1）．図 2は関節痛の改善に対

しての疼痛スコアーの平均点である．治療開始早期1

カ月目には5.75から4.75と改善した．その後も経時

的に改善傾向にあり，最終的に4.38まで減少した．

また，有効率では1カ月後より38.8％が改善し，そ

の後も改善した症例が増加し，最終的に半数以上の

54.5％ の症例が改善した．また，増悪例は約 30％

前後で，経時変化は無かった（図 3）．手指痺れ感の

平均スコアーでは，前で4.79であり，1，6カ月で一

度増悪しているが，12カ月では4.85と元に戻ってい

る（図 4）．平均スコアーではあまり効果がないよう

に見えるが，有効率で見ると，1カ月から12カ月ま

で徐々に改善した症例の割合が増えている．最終的に

は36.9％の症例が改善した．また増悪例は減少傾向

にあった（図 5）．皮膚そう痒感の平均スコアーは，1，

6カ月と改善傾向を示したが，12カ月後は前値にも

どってしまった（図 6）．有効率で見ると，1カ月で

37.6％が改善して，最終的に42.9％が改善している

が，増悪例も経時的に上昇していた（図 7）．イライ

ラ感は， もともと自覚している症例が 27例

（58.6％）と少なく，平均スコアーもほとんど変化が

無かった（図 8）．有効率も，不変の人の割合が5割

から6割で推移した（図 9）．食欲でも，平均スコアー
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表1 痛みのアンケート

骨・関節痛，関節周囲痛がありますか？ 痛みの強さを言葉に

すると，どれに当てはまりますか？ 当てはまる数字を選んで

下さい．

0：痛みは無い．

1：動かすと軽い痛みを感じる．

2：動かすと痛いが，我慢できる．

3：安静時も痛いが，湿布や塗り薬を使用して我慢できる．

4：安静時も痛くて，我慢できない時は鎮痛薬が必要．

5：非常に強い痛みで，いつも鎮痛薬を必要とする．

図1 関節可動域

図2 関節痛

図3 関節痛

図4 手指痺れ感
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図5 手指痺れ感

図6 そう痒感

図7 そう痒感

図8 イライラ感

図9 イライラ感

図10 食欲

図11 食欲

図12 倦怠感



は，ほとんど変化無く（図 10），有効率も，不変の人

の割合が6割から7割で大多数であった（図 11）．倦

怠感は，平均スコアーで治療前1.65から経時的に減

少し，12カ月後は1.36まで改善した（図 12）．有効

率で見ると，5割以上が変化無しながら，有効例は，

経時的に増加し，増悪例は経時的に減少していた（図

13）．

4 考 察

1960年後半から1970年代にかけてScribnerらが

中分子量仮説を発表したことにより，中分子量領域に

ある尿毒物質除去の必要性が認識された1,2）．これら

の中分子物質を除去するために血液濾過（HF）が注

目を集め，さらにHFより小分子除去能に優れる血液

透析と血液濾過を組み合わせた血液濾過透析療法

（HDF）を，Shinabergerらが提唱した3）．その後，

HDFでの大量液置換の工夫として， 1982年

Shinzatoら4）が push and pullHDF， 1987年

CanaudらがonlineHDF方式を発表した5）．これら

onlineをHDFやpushandpullHDFなどの大量置

換HDF治療によるQOLの改善は，今まで数多くの

報告がなされており，透析アミロイド症・透析困難症・

末梢神経障害・そう痒・いらいら・栄養障害・エリス

ロポエチン不応性貧血などに対して，短期臨床効果は

ほぼ確立されていると考えられている．しかし，それ

らの報告のほとんどは，retrospectivestudyや断面

的研究であり，そのため無症状例が治療開始後に症状

が出現した場合などは観測されず，改善率が過大評価

されている可能性がある．さらに観察時期や観察期間

を限定しているものも少なく，効果発現の時間的経過

もはっきりしていない．今回われわれは，online

HDFの当院での臨床効果を調べるため，prospective

studyで経時的に検討した．

今回の検討で効果がはっきりしていたのは，関節可

動域や関節痛であった．諸家の報告では，骨・関節痛

などは比較的速やかな改善が認められるとされてい

る6～9）．われわれの結果でも同様に，関節痛や関節可

動域は1カ月で効果が出現し，その後も12カ月後ま

で改善は進行した．効果発現が早い理由の一つとして，

単球からの炎症性サイトカイン（IL 1，IL 6，TNF

α,IL8,CD14等）は分子量が20～30kDaltonで，

HDFにより効率的に除去されることが考えられてい

る10,11）．さらに，サイトカインそのものの除去とは

別に可溶性受容体の除去による効果も疑われており12），

これが12カ月後の効果増強，あるいは効果のタイム

ラグの原因かもしれない．その他有効率はやや劣るも

のの，手指痺れ感，倦怠感も経時的に改善を認めた．

皮膚そう痒感は最終的に42.9％が改善したものの，

経時的にはあまり変化無く，逆に増悪例も経時的に増

加していた．このことより，そう痒感の原因の一端は，

血液中に存在する中分子量付近の尿毒物質にあるが，

それ以外にもっと大分子量領域にある可能性や，尿毒

素以外のほかの因子が考えられ，その多様性が推察さ

れた．イライラ感や食欲は，症状の有無にかかわらず，

不変が6割以上で有効，無効ともに同程度あり，今

回の検討では有用性は認めなかった．

onlineHDFによる臨床効果の改善機序はHDFに

よる低分子蛋白の除去のほかに，清浄化透析液や高性

能膜の使用という三つの相乗効果が考えられている．

その中でも低分子蛋白の除去に関しては，HDFの追

求する除去目標をβ2MG除去率 80％ 以上，α1MG

除去率30％，アルブミン損失2～4gにすると，臨床

効果が高いと言われている13）．しかし一方ではlow

volumeHDFでも臨床効果が認められるとの報告も

ある14,15）．今回の検討では，症状の改善率が諸家の

報告16,17）よりやや低めであったが，その原因として

は1回の治療における平均総濾過量が約10lと前述

の至適濾過量の約半分量であったことに加え，online

HDF治療開始あるいは中断後再開の患者にprospec-

tiveに臨床症状を検討したため，対象が有症状者と

は限らなかったためと思われた．また濾過量別による，

臨床効果の検討を考えたが，QB不良・TMP上昇・

残血・患者希望などで濾過量をしばしば変更しており，
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これを正確に分析することは不可能であった．さらに

onlineHDFを開始する以前の治療で，主に少量置換

のofflineHDF症例が大多数を占めていたこともあ

り，なにが特に効果をもたらし，なにが無効だったか

を特定することはできなかた．確かに onlineHDF

が万能ではないが，低分子蛋白の除去，清浄化透析液，

高性能膜の使用というすべてがonlineHDFのメリッ

トと考え，prospectivestudyでも12カ月での観察

期間では，自覚・他覚所見ともに，経時的に改善傾向

にあったということは，臨床症状改善効果は明らかで

あると考えられた．しかしながら，発症予防効果につ

いては，今後長期のprospectiveなコントロールスタ

ディーを施行する必要があると考えられた．

今後のさらなる長期間のonlineHDF治療では，

生命予後を含めた18）QOLの改善の可能性を期待した

い．

5 結 語

当院における1年間のonlineHDFの臨床効果を

検討したが，効果は症状により差があるようであった．

今後のさらなる長期観察により，改善効果の推移と発

症予防効果の検討が必要であると考えられる．
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要 旨

透析患者における生命予後を目標に，血清脂質・血

糖・体脂肪の管理方針を考察した．心血管系疾患によ

る死亡率を低下させるためには，心血管系疾患の発症

率を下げ，かつ発症後に死亡する割合（致死率）を低

下させたい．透析患者でもコレステロールが高いと心

血管イベント発症率が高いので，血清脂質は悪玉系コ

レステロール（Non-HDL-C）を指標に低下を目指す．

栄養不良にしないことが非常に重要であり，体脂肪の

保持が栄養指標になりうる．糖尿病透析患者において

は，血糖管理不良は死亡のリスクを高めるので，

HbAlcを指標に血糖管理を目指す．総合的な対策と

しては，十分なエネルギー摂取を基本とし，症例によっ

てはスタチンやインスリンも治療の選択肢として考慮

する．

はじめに

慢性腎不全患者に対する治療は，学問的にも技術的

にもすばらしい進歩をとげ，特にわが国の水準は世界

的に最も高いランクに位置付けられている．それにも

かかわらず，透析患者の生命予後は不良であり，なお

改善の余地が残されている．

透析患者の死因では，特に心血管系疾患による死亡

率が高いことが強調され，動脈硬化対策の重要性が叫

ばれている．確かに，透析患者における心血管系疾患

による年間死亡率は，日本全体の統計と比較すると約

10倍高率であり1），事の重大さが認識される．しか

し，透析患者では心血管系疾患以外の原因による死亡

が少ないわけではなく，たとえば悪性腫瘍による年間

死亡率でみると，日本人全体の3～4倍も高率1）であ

る．したがって，透析患者の予後を考える場合，心血

管系および非心血管系疾患の両者を念頭においた対策

が求められている．

より具体的には，コレステロールは下げるべきか，

糖尿病患者では血糖を下げるべきか，肥満ぎみの患者

にはやせるように指導すべきか．本稿では，透析患者

の生命予後との関連から，血清脂質，血糖と体脂肪に

ついてどうすべきかを考察する．

1 透析患者におけるコレステロール・パラドックス

高コレステロール血症が動脈硬化の原因となり，心

血管系疾患発症のリスクを高め，それによる死亡率を

上げることは，一般住民による疫学的調査2）により明

らかである．そして，スタチン3）やフィブラート系薬

剤4）投与により血清脂質を低下させると，心疾患発症

のリスクを低下できることも示されてきた．しかしな

がら，同じことが透析患者にも当てはまるかどうかは，

議論のあるところである．フランス5）や米国6）の透析

患者コホートにおける疫学調査において，血清総コレ

ステロールの高い患者ほど心血管系死亡や総死亡のリ

スクが有意に低いという関連が示されているからであ

る．このパラドキシカルな関係を，どう理解すればい

いのか．「血清脂質→動脈硬化→心血管系死亡」とい
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う図式（図1）において，透析患者ではコレステロー

ルが高いと動脈硬化が抑制されるのか．

2 コレステロールはHDL-CとNon-HDL-Cの合計

最近のトレンドのひとつとして，Non-HDL-Cにつ

いて説明する．血清総コレステロール（TC）は，種々

のリポ蛋白の持つコレステロールを合計したものであ

る．一般住民では，高比重リポ蛋白コレステロール

（HDL-C）は高いほど虚血性心疾患が少ないので，

「善玉」と呼ばれる．一方，低比重リポ蛋白コレステ

ロール（LDL-C）は高いほど虚血性心疾患のリスク

を高めるため「悪玉」と呼ばれてきた．LDL以外で

も，トリグリセリド（TG）をたくさん含む超低比重

リポ蛋白（VLDL）や中間比重リポ蛋白（IDL）にも

コレステロールが含まれ，動脈硬化促進に寄与してい

る．したがって，VLDL＋IDL＋LDL（すなわち

HDL以外）を「悪玉系」としてまとめ，その量は

Non-HDL-Cとして表現できる7）．この指標は 2001

年度改定の米国のガイドラインNCEPATP-III8）にも

取り上げられた．

Non-HDL-Cは，TCから HDL-Cを差し引くだけ

で計算でき簡単であること，食事の影響は小さいこと，

LDL-Cを計算するときの TG＜400mg/dlという制

約がないこと，ひとつのリポ蛋白だけでなく動脈硬化

促進性リポ蛋白の総和を表すことなど，多くのメリッ

トを持つ．

3 透析患者ではコレステロールが高いほど

動脈硬化が抑制されるか？

さて，動脈硬化性変化の程度の評価法として，頚動

脈内膜中膜肥厚度（CA-IMT）や脈波速度（PWV）

が用いられてきた．CA-IMTは高解像度超音波法に

より計測される「壁肥厚」の指標であり，PWVは脈

波解析装置により計測される「壁硬化」の指標である．

健常対照群に比較し，透析患者ではCA-IMT9）や大動

脈PWV10）が高値であり，動脈の壁肥厚も壁硬化も

進んでおり，「血管年齢」は10～20歳進んでいるこ

とが示されている．これらの動脈壁性状とコレステロー

ルとの関連を検討したところ，健常群ではNon-HDL-

Cが高いほどCA-IMTは高値で，大動脈PWVも高

値を示した．透析患者でも同じことが見出され，

Non-HDL-Cが高い患者ほど動脈壁肥厚11）や壁硬化10）

が高度であることが示された．すなわち，脂質と動脈

壁性状との関連は，透析患者でも一般住民でも基本的

には同じ方向であり，透析患者ではコレステロールが

高いほど動脈硬化が抑制されるのではない．
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一 般 住 民 透 析 患 者

過 栄 養 低 栄 養

高コレステロール血症 低コレステロール血症

??

動脈壁の変化 動脈壁の変化

心血管系死亡 心血管系死亡

図1 血清脂質，動脈硬化，心血管系死亡の関係

一般住民では，コレステロールが高いと，動脈硬化が進んで，心血管系死亡のリスクが高ま

る．これに対し，透析患者ではコレステロールが高いほど心血管系死亡のリスクが低いとい

う疫学調査がある．しかし，透析患者でも，コレステロールが高いと動脈壁の変化が進みや

すい．どう説明すればよいのであろうか．



4 透析患者では動脈硬化が高度なほど

心血管系死亡が少ないか？

それでは，どうしてコレステロール・パラドックス

を説明すればいいか．透析患者では，動脈硬化が進ん

だ患者ほど心血管系死亡が少ない，ということなのか．

CA-IMTと生命予後をみた欧米の報告12）では，CA-

IMTが高値である透析患者では，将来の心血管系死

亡のリスクが高いことが示されている．わが国のデー

タ13）でも，同じことが確認されており，CA-IMTが2

mm以上の群では，1mm未満の群に比較し，相対

リスクは10倍以上であった．

大動脈 PWVと透析患者の心血管系死亡をみたフ

ランスからの報告14）がある．それによると，大動脈

PWVが高値の患者ほど心血管系死亡のリスクが高い．

わが国の透析患者についても同じことが報告されてお

り15），糖尿病透析患者の予後不良は大動脈PWV（硬

さ）の高値で一部説明できることが示されている．

以上の結果から，動脈壁の変化と心血管系死亡のリ

スクとの関係は，透析患者でも通常と同じ方向である

ことがわかる．透析患者では動脈硬化が高度であるほ

ど心血管系死亡が少ない，ということではない．

これまでみたように，透析患者においてもコレステ

ロールが高いと動脈壁の変化が強くみられるし，動脈

壁の変化が強いほど心血管系死亡のリスクが高い．そ

れなのに，コレステロールが高い患者ほど生命予後が

良い．この謎を解く鍵は二つある．ひとつは「栄養状

態」と「統計データの見直し」である．

5 透析患者のBMIと予後

―もうひとつのパラドックス―

透析患者の生命予後に関して，コレステロール以外

にもパラドックスが知られている．一般住民における

肥満は，高血圧，糖尿病，高脂血症を増悪させ，マル

チプルリスクファクター症候群の上流に位置付けられ

ている．これとは対象的に，欧米の透析患者では，

bodymassindex（BMI）が高いほど，全死亡や心

血管系死亡のリスクが低い5,6）ことが以前より指摘さ

れていた．つまり，「透析患者では体重の重い患者ほ

ど長生きする」というパラドキシカルな事実がある．

この現象は，腎不全にみられる栄養障害との関連で

説明されている．つまり，腎不全では蛋白異化が促進

し16）筋肉量が減少して「やせ」を呈するので，これが

BMI低下として捉えられるのであって，栄養不良で

やせた患者の予後が悪いのは当然である，という解釈

である．同じように，コレステロールが高いほど長生

きするというのも，栄養状態の良い患者が長生きする

ことを表しており，パラドックスでもなんでもないと

考えることも可能かもしれない．しかし，図1の図

式の上流に「栄養状態」を追加してみても，「栄養状

態が良い→コレステロールが高い→動脈硬化が強い→

心血管系死亡率が高い」となって，栄養状態がいいと

心血管系死亡リスクが低いことが，やはりうまく説明

できない．

6 死亡率はイベント発症率と致死率の積である

そこで，統計データをもう一度見直してみよう．透

析患者における統計の多くは，エンドポイントとして

「総死亡」あるいは「心血管系死亡」をとっている．

動脈硬化が進んだらまず「心血管系イベント」を発症

する．イベントを発症しても，経過がよければ助かる

し，逆に死に至ることもある．つまり，「イベント発

生」と「死亡」は同じではない．発症した後に死に至

る確率を「致死率」と表現すると，「死亡率」＝「イ

ベント発症率」×「致死率」である17）．栄養状態がい

い患者では，仮に心筋梗塞や肺炎を発症しても，致死

率が低く，死亡率でみるとリスクが低いように表れて

いる可能性がある．このように考えれば，コレステロー
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集 団 死亡率 ＝ 発症率 × 致死率

健常対照群

ハイリスク

A群

ハイリスク

B群

ハイリスク

C群

図2 死亡率はイベント発症率と致死率の積である

死亡率はイベント発症率と致死率の積であり，発症率，致死率

いずれかが（あるいは両方が）高い状態では死亡率も高くなる．

透析患者は心血管系死亡率の高いハイリスク群で，これは発症

率と致死率がともに一般住民より高いことによる．透析患者で

はコレステロールが高いほど，あるいはBMIが高いほど心血

管系死亡率が低いという一見奇妙な現象がある．これは，その

ような患者は栄養状態がよいため，致死率が低いのではないか

と想定されるが，直接のエビデンスはまだない．



ルやBMIが高いほど心血管系死亡率が低いという疫

学データが理解しやすい．そこで私たちは，「コレス

テロールが高い，あるいはBMIが高い患者では，心

血管系イベントが少ないのではなく，イベント後の致

死率が低いに違いない」という仮説を立てた17）．

死亡統計でみた「ハイリスク群」は，発症率が高い

群，致死率の高い群，両者とも高い群の3通りがあ

りうる（図 2）．透析患者はどのタイプのハイリスク

群なのか，また，それぞれに関与する因子はなにか．

これらの疑問に対して，実際の統計に基づき検討する．

7 透析患者における心血管系疾患の発症率

透析患者では心血管系疾患の発症率は一般より高い

ことが報告されている．琉球大学のIseki18）によると，

心筋梗塞を新たに発症するリスクは，一般住民に比較

して透析患者で2～5倍高率であった．同じグループ

からの報告で19），脳血管障害の相対リスクは，年齢や

性別にもよるが，5～70倍であることが示されている．

このように，透析患者では心血管系疾患の発症リスク

は明らかに高まっている．

8 透析患者における心血管系疾患の致死率

急性心筋梗塞発症後の生存率は，腎移植患者に比較

して透析患者で明らかに低いことが米国レジストリー

で示されている20）．透析患者と一般住民の比較は，前

述のIsekiらが報告している18）．これによれば，心筋

梗塞発症後1カ月までに死亡する割合は，一般住民

で23％であるのに対し，透析患者では49％と高率

である．また，50％死亡するまでの期間は，一般住

民で7.3年であるのに対し，透析患者では約1カ月で

あった．

また，脳血管障害発症後の致死率に関しても，

Isekiらによる報告19）が参考になる．これによれば，

脳梗塞発症後 30日以内の致死率は，一般住民で

6.5％であったのに対し，透析患者では27.9％と約4

倍高率であった．同様なことが脳出血，くも膜下出血

でも示されている．

このように，心血管系疾患発症後の致死率も，透析

患者で明らかに高い．

9 心血管系疾患の発症率に影響する因子

心血管系イベント発症率に関与する因子として，脂

質代謝異常，糖尿病，高ホモシステイン血症が，文献

的に確認される．

607名の透析患者による断面調査で，冠動脈疾患存

在の有無に関連する因子を検討したKochらの報告21）

によれば，アポB高値（Non-HDL-C高値に対応），

HDL-C低値，低分子アポ（a）表現型（Lp（a）高値

に対応）は，冠動脈疾患の独立した危険因子であった．

この報告はコホート研究ではないが，「冠動脈疾患を

有しながら死亡していない状態」と脂質異常が関連す

るということは，冠動脈イベント発症と脂質異常が関

連するという意味に理解できる．

日本透析医学会統計調査委員会は，血清総コレステ

ロール（TC）と1年以内の心筋梗塞新規発症との関

連を示している22）．これは，1999年末には心筋梗塞

既往なしで登録されていた患者で，2000年末には既

往ありとなったことから，この1年間で新規に発症

したことを見出している．この統計によれば，非糖尿

病透析患者で TCが 180～200mg/dlの群を 1とし

た場合，100～140mg/dlの群では相対危険度は

0.69と有意に低値であり，逆にいえばTCが高いほ

うが心筋梗塞の新規発症率が高いことを示している．

糖尿病透析患者でも同様で，TCが180～200mg/dl

の群を 1とすると，240～260mg/dlの群では相対

危険度は2.41で有意に高率である．わが国において

も，コレステロールと心筋梗塞発症率との間には，正

の関連が認められている．

そのほか，糖尿病の存在23）や高ホモシステイン血

症24）は，新規の心血管系イベント発症率を高める因

子という報告がなされている．

10 心血管系疾患の致死率に影響する因子

心血管系イベント発症後の致死率に関与する因子に

ついては，ほとんど報告がない．Foleyら23）は，透析

患者において，虚血性心疾患発症後の死亡するリスク

を糖尿病の有無で比較しており，糖尿病があれば相対

リスクは1.7と致死率が高いことを報告している．同

じ報告で，心不全発症後の致死率も糖尿病群で高く，

相対リスクは2.2であることも示している．このよう

に，糖尿病は透析患者において心血管イベント後の致

死率を高める危険因子である．

貧血の影響を432名の透析患者（HD患者261名，

PD患者171名）のコホートで検討したFoleyらの
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報告25）によると，ヘモグロビン濃度低値は，死亡率高

値と有意に関連するが，虚血性心疾患の新規発症とは

有意な関連がなかった．このデータは，貧血がイベン

ト発症後の致死率に関与している可能性を間接的に示

唆している．

さて，本稿の関心の中心であるコレステロール，

BMIあるいは栄養状態の指標が，致死率と関連する

かどうかを検討した報告は，筆者の検索する限りでは，

まだない．したがって，われわれの仮説の検証は，今

後の課題として残されている．

11 糖尿病透析患者における血糖管理の意義

上記のように，糖尿病は透析患者の心血管系イベン

ト発症とその後の致死率の両者に悪影響を与える因子

である．血糖管理により糖尿病患者における腎症，網

膜症，神経障害の進展を抑制することができる．しか

し，これら三大合併症が完成してしまった糖尿病透析

患者で血糖管理には意義はないのではとの懸念から，

血糖管理はあまり積極的には行わないとの意見も聞か

れる．そこでわれわれは，糖尿病透析患者140名の

コホートを用いて，透析導入時のヘモグロビン Alc

（HbAlc）とその後の生命予後との関連を調査した．

その結果，HbAlc≧7.5％の血糖コントロール不良群

に比べて，HbAlc＜7.5％の血糖コントロール良好群

は有意に生存率が高いことが明らかとなった26）．すな

わち，たとえ透析導入後であっても，高血糖は放置す

べきではなく，積極的な治療で予後の改善が可能かも

しれないことを示唆している．

12 透析患者のやせと生命予後

さて，透析患者ではBMIが高いほど生命予後が良

いとの一見奇妙な関連がある5,6）ことはすでに述べた．

その説明として，腎不全患者では蛋白異化亢進がある

ため，筋肉などの体蛋白が減っている状態が悪いので

あって，体脂肪が多いほど長生きするという意味では

ない，との理解が一般的であった．しかしながら，こ

の解釈が適切かどうかを示すデータは，文献上報告は

ない．

そこで，われわれは，790名の維持透析患者の前向

きコホートを用い，登録時に二重エネルギーX線吸

収測定法（DXA）にて全身スキャンを行い，全身の

体脂肪量（fatmass）と除脂肪体重量（leanmass）

が予後に与える影響を検討した27）．体脂肪や除脂肪体

重は BMIと同じように身長の二乗にて補正し，fat

massindex（FMI），leanmassindex（LMI）と

して解析した．その結果，LMIの高低で分けた2群

の間には，心血管系死亡や非心血管系死亡のリスクに

有意な差は認められなかった．一方，FMIの高い群

は，低い群に比較し，心血管系死亡のリスクには差は

認められなかったが，非心血管系死亡のリスクが有意

に低いことが示された．

これらの結果は予想に反することであり，またイベ

ント発症率と致死率の区別もできていない．しかしな

がら，透析患者における体組成を体蛋白と体脂肪に区

別して生命予後との関連をみた唯一の検討であり，体

蛋白より体脂肪が重要であること，体脂肪は多い方が

有利であることという結果は，参考にすべきであろう．

13 透析患者における血清脂質，体脂肪に対する

基本的アプローチ

透析患者で心血管系疾患による死亡率を低下させる

ためには，まずイベント発症を抑制し，かつイベント

後の致死率を低下させるようなアプローチが考えられ

る．イベント発症率を低下させるためには，コレステ

ロールは低いほうが有利である．しかし，栄養状態が

悪いと，おそらく致死率が高くなり，トータルの死亡

率が悪くなるものと考えられる．そうであれば，栄養

状態を保ちつつ，あるいは改善しつつ，脂質を低下で

きれば最も理想的である．糖尿病についても，栄養状

態を悪くせずに血糖コントロールをつけていくのがい

いとも考えられる．体脂肪は，生命予後を改善する立

場からは，少し多いくらいでも許容できるかもしれな

い．

以上の考察に基づき，筆者は透析患者に不必要な食

事制限はせず，カロリーはしっかり（30～35kcal/

kg標準体重）摂取するように指導している．それで

コレステロールが上昇する（Non-HDL-C≧130mg/

dl1）を目安にしている）場合は，スタチンの投与を考

慮する．また，十分なカロリー摂取で血糖値の上昇す

る糖尿病透析患者では，インスリン治療を勧めるよう

にしている．
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おわりに

透析患者における，血清脂質，血糖，体脂肪の管理

をどうすべきかについて，主に観察的疫学データに基

づき考察した．しかし，コレステロールが低いことと

高いコレステロールを低下させるのでは，疾患に対す

る意味がまったく違う可能性が高い．したがって，今

後の課題は，スタチンによる脂質低下治療や，インス

リンによる血糖コントロールにより，または体脂肪を

増加させたときに，イベント発症率や死亡率が実際に

低下するかどうかを調査すべきである．これらの情報

がそろえば，一般の透析診療における重要な指針にな

る．
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要 旨

心豊かな人間性がチーム医療の基礎である．患者と

家族を支えるには、医療スタッフ各人が支えられる必

要がある．スタッフ同士が十分にコミュニケーション

をとり，いつでも各職種がお互いに相談できるような

職場環境が理想である．そして問題点を認識し共有し

た上で，患者に対し一枚岩で対応できればと思う．透

析医療の質をいかに維持するかという医療理念，リー

ダーシップ，スタッフや各職種の連携，スタッフ教育，

他科や他医療機関との連携などにも心をくばりたい．

はじめに

医療現場におけるチーム医療の重要性は言うまでも

ない．特に透析医療の中では，医師と患者およびその

家族を結びつける線上に，実に様々な職種の人の手助

けを必要としている．しかし，チーム医療の重要性は

自覚しているものの，患者を中心としたチーム医療の

実践はむずかしく，日々の診療の中でも ・失敗と後悔

の連続・の想いをしているのは著者ばかりではないで

あろう．著者のめざそうとしているチーム医療につい

て述べたい．

1 チーム医療の歴史

従来，特に第二次世界大戦以前は医師，看護師，薬

剤師のみが法律的に認知された職種であった．診療が

医療の中心であり，すぐれた医師がいさえすればよい

という状況であった．医師のみに医療提供者としての

大きな権利と義務が与えられ，患者のケアは医療の対

象外であった．命令系統も医師から看護師や薬剤師に

という一方的なものであったことは想像にかたくない．

戦後，法的に承認された職種が次々に誕生している．

病院という医療提供のかたち，業務の多様化，患者の

ケアを含めた医学的な管理が必然的にチーム医療を必

要としてきたと思われる．特に，1970年代よりチー

ム医療の重要性が指摘され，赤ひげ的なよい医師がい

ればすむ問題ではなくなり，各職種の人たちが一定の

水準を保ち協力しあうことが必要となってきた．

2 透析医療におけるチーム医療

透析医療では，他部門以上にチーム医療が必要とな

る．医師や看護師はもちろんのこと，臨床工学技士の

存在が大きい．この三つの職種が主力メンバーでもあ

る．看護師は，患者に対する治療行為や情報の収集，

生活指導，精神的支援を行っている．特に患者および

家族の情報などについては医師は彼らの足元にも及ば

ないかもしれない．医師には相談できなくても心許し

た看護師には語られることも少なくないからである．

臨床工学技士は1970年代に透析テクニシャンという

形で現れ，1976年の透析技術認定士制度を経て，

1987年臨床工学技士法の発令で初めて国家資格が認

められている．透析機器，透析方法などの技術の向上

は，彼らの努力によるところが大きい．さらに放射線

技師，臨床検査技師，薬剤師，栄養士はもちろんのこ
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と，医事事務員，ソーシャルワーカー，介護福祉士，

介護専門員などの介入することも少なくない．

チーム医療を育んできた病院は多くの国家資格を持っ

た専門家の集まりである．専門家とはなんであろうか．

専門家は確かに専門的知識や技術を持った人であるが，

素の人としてのあたりまえの感性を欠いたいびつな怪

物であってはならない．たとえば，夜間から腹痛が持

続している人を目の前にしたとき，・胃潰瘍，胆石，

イレウス・などの鑑別診断を頭に浮かべながらも，

・きつかったですね，大丈夫ですか？・と声をかける

思いやりの心がほしい．また，各職種は個別に活動し

ていることが多く，職種間の交流ができにくい体質が

ある．あいさつや雑談からはじめてもよい．患者に対

してと同様，同僚に対しても心豊かに接することがで

きる人間性が専門家集団のチーム医療の基礎であると

思う．

集団内のコミュニケーションにはネットワークのタ

イプとその特性がある1）（図 1）．非中心的な構造（共

有型）は，複雑な問題解決に向いており，メンバーの

情緒的満足度が高い反面，情報伝達が不確実で，簡単

な問題の解決のためには効率が悪い．逆に中心的な構

造（鎖型や車軸型）では，情報伝達はより確実で，リー

ダーがしっかりしていれば情報収集や簡単な問題の解

決は効率的であるが，メンバー間にフィードバック情

報が入りにくく自由な討論ができず，メンバーの情緒

的満足度は乏しいことが予想される1）．トップダウン

的な情報伝達では，中心的なネットワークを選択し，

職場内の問題を解決する場合には非中心的なネットワー

クを選択する必要があろう．さらに，チーム医療の中

心には患者，また患者をささえる家族の存在があるこ

とも忘れてはいけない．今後の医療においては，治療

方針などの決定の際に医療者側と患者および患者家族

との共同の意志決定がなされる場合も想定され，患者

およびその家族をも含めたチーム医療の展開も視野に

入れる必要がある．

このような中での医師の役割はなんであろうか．診

断と治療方針の決定はもちろんであるが，これにとど

まらず，患者のoutcomeに至るまでの全責任を負う

ことと私は考えている．個々の患者について身体的，

精神的，社会的背景を考慮して包括的な医療を展開す

るためには他職種と協働する必要がある．リーダーシッ

プに加え，人の意見をよく聞く謙虚さ，幅広い知識が

求められる．残念ながら，医師はすべての分野におい

てオールマイティーではない．自分の知識が不十分な

分野に関しては，その分野の専門家にチームをサポー

トしてもらえるように働きかけることが必要である．

他職種から学ぶ姿勢，職種間の縄張り意識をすて各職

種の意見をよく聞く姿勢が特に大切であろう．また，

全体をみわたすゆとりを持ちたい．経済的な逆境の中

で透析医療の質をいかに維持させていくかという経営

および医療の理念，リーダーとしていかに職場の雰囲

気を高めるか，またスタッフ同士や各職種の連携，ス

タッフの教育，センター的病院においては他科や他医

療機関との連携などにも心をくばりたい．各々の持ち
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図1 集団内のコミュニケーション（文献1より引用）



味と音色を最大限に生かし，全体として調和のとれた

演奏をするには，コンダクターは耳を澄まし，目線を

高くして全体を視野に入れていなくてはならない．

3 透析医療におけるチーム医療のジレンマ

透析医療における最終目標は，いかに良い透析がで

きるかであろう．良い透析とは，合併症を引き起こす

ことなく元気で長生きができ，通常の人と同じような

社会生活が満喫できるものであろう．しかし，最近で

は高齢化，重症化，長期化した透析患者が増加してお

り，症例によってはむしろ治癒よりケアへと考えをシ

フトする必要があることも少なくない．そのような場

合でも患者およびその家族が十分納得できるような透

析を行うことが必要である．しかしながら，人員の問

題，各職種間の役割分担や責任の不明確化，患者に対

する共通の理解や了解の欠如により，スタッフ同士の

連携がうまく機能していないことも多い．核となるス

タッフ（特に看護師）の職場異動も大きな問題である．

リーダーとなるべき医師にしても，患者やその家族と

の十分な接触時間がとれず，ほかの職種からは透析室

の無医村化が危惧されているのが現状である．

外国においても透析室の無医村化は存在するらしい．

米国では医師が登場するとその分の費用がかさむため，

多くの透析センターでは看護師を中心としたスタッフ

がマニュアルにもとづき対応しているようである．む

ろん，マニュアルで対応できないケースでは医師が介

在する．日本での事情は異なるが，医師も含めて透析

スタッフは量的，質的に十分であるとはいいがたい．

その分，限られた人材で最大限の能力を発揮するため

に，チームとして共通の認識を持ち，種々のことを協

働で行い，質の向上につとめる必要がある．各職種が

対等の立場でそれぞれの分野の問題点を把握し，それ

を統合した医療ができればと考えている．

透析医療は特殊な職場でもある．多くの職種が関与

し，慢性期医療のため患者とのつきあいも長くなり，

機械に取り囲まれ，一つのフロアで患者やほかのスタッ

フから常に監視されているなど，良きにつけ悪しきに

つけ多くのストレスが存在する職場でもある．特に新

人スタッフは，はじめのうちは長期の透析患者の評価

の視線にさらされ，かなりのストレス，労力を費やし

ているのではないだろうか．長期に透析を施行してい

る患者のほうが，はるかに透析自体のこと，日常の生

活管理のこと（できるかできないかは別であるが），

さらにはスタッフの性格をも見抜いているからである．

このようにストレスが多い職場であるからこそ，少し

でも楽しく適度な緊張感の中で仕事ができればと思う．

職場の雰囲気が楽しくないと仕事に対する意欲は薄れ，

集中できなくなる．患者と家族を支えるには，医療ス

タッフ各人が支えられる必要がある．日常のあいさつ

や雑談からスタッフ同士が十分にコミュニケーション

をとり，いつでもなんでも各職種がお互いに相談でき

るような職場環境が理想である．そして患者に対し，

問題点を認識し共有した上で一枚岩で対応できれば，

新人のスタッフのストレスも軽減されるであろう．

4 透析医療の現況

「わが国の慢性透析療法の現況」（日本透析医学会）

によると2001年 12月末現在の慢性透析患者数は約

22万人で，いまだに毎年約1万人ずつ増加している．

新規の透析導入患者をみると，原疾患では糖尿病性腎

症が最も多く38.1％を占め，慢性糸球体腎炎 32.4％，

腎硬化症7.6％と続く．新規導入の平均年齢も64.3

歳とさらに上昇している．このように透析導入期には

合併症の多い高齢者や糖尿病患者の増加が顕著である．

また，透析技術や医療の進歩により，維持透析患者の

高齢化，長期透析による合併症も増加の一途である．

特に長期透析患者においては，QOLを左右する心血

管系の合併症，透析アミロイドーシス，腎性骨異栄養

症，栄養障害が大きな問題になっている．

このように透析患者の高齢化，重症化，長期化，要

介護者の急増があると医師の役割は病気を治すことだ

けではなく，透析導入や非導入の判断，透析の中止と

いうような生死にかかわる問題，高齢者の治療からケ

アへの対応，さらには終末期医療への対応を余儀なく

されている．

医療の質を落とすことなく安全な治療を遂行し，合

併症を克服することが医師の使命であるが，この医療

の質は経済の成長によるところが大きい．昭和47年

より更生医療が開始となり，透析医療に必要な費用の

かなりの部分が公費でまかなわれている．現在，透析

にかかる年間医療費は約 1兆円で総医療費の1/30を

占めるとされる．国の経済政策により，透析患者が増

えてもこれ以上の透析医療費の増大は見込めそうもな

い．
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昔から各医師が経験を積んでそれぞれがよい医療を

めざして治療を行い，それに対する対価として出来高

払いがなされてきた．しかし，平成14年度の診療報

酬改定にみられるように，透析医療は抑制項目の最重

点疾患となり大幅な引き下げ結果（710％前後）と

なっている．十分なスタッフを配置し，十分な質の高

い医療をする上で，次第に厳しい環境になりつつある

のが現状である．経済原則では，経営環境が厳しくな

ればなるほど，質が落ちる方向にいく．しかし，患者

を主体とした医療においては，絶対に歯止めをかける

必要がある．チーム医療を効果的，効率的に展開する

ことが病院，医院全体の医療の質を維持し，さらには

高めることに寄与すると思われる．今後，各透析施設

は生き残りをかけた一段と厳しい経営戦略を求められ

る時期にきている．

5 問題点の認識および共有のために―臨床倫理問題

への取り組み

チーム医療の実施においては，各職種間での問題点

の認識と共有がぜひとも必要である．次のような臨床

倫理の4分割表―医学的適応，患者の意向，QOL，

周囲の状況― 2）（表1）を利用して問題点を整理する
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表1 臨床倫理の4分割表（文献2より引用）

図2 臨床倫理の4分割表によるアプローチ



とよい．

各項目ごとに問題点を整理することで医療チームの

話し合いがより容易になるであろう．また，必ずしも

すぐに解決できるわけではないが，充足していない項

目について個々にその対応について患者と医療者が話

し合う機会を持ちたい（図2）．

6 透析医療の問題点

透析患者の高齢化や重症化，長期化に伴い，透析を

導入するかどうか，また，透析を中止するかどうかの

判断に迷うことも少なくない．さらには，ターミナル

ケアの問題もクローズアップされてきている．米国に

みられるように患者の事前指示の法的なよりどころが

あれば大きな助けになるが，判断能力のない患者や痴

呆症状のある患者での対応は毎回大きな問題である．

米国では，Hirschらが透析導入をしない基準3）と

して以下のような点をとりあげている．一つの参考に

なると思われる．

① 腎不全を原因としない痴呆

② 転移性癌あるいは切除不能の固形癌が存在

③ 治療に反応しない造血器悪性腫瘍

④ 非可逆性の神経障害のため身体活動が著しく制

限されている高度の脳卒中，無酸素性脳症

⑤ 非可逆性の肝障害，心障害，呼吸障害で臥床を

強いられ日常生活に介助者を必要とする

⑥ 透析操作を行うために鎮静操作または抑制操作

を必要とする

彼の主張はこれらの項目を満たしたときに自動的に

透析導入を拒否するというのではなく，積極的に導入

をすすめない（notoffering）という姿勢であるとい

う4）．

ターミナルケア（終末期医療）の問題もむずかしい．

透析を中止することは比較的すみやかな死への道程で

あるだけに本人ばかりでなく，家族にとってもあまり

にもつらい選択である．身体的な苦痛や精神的な苦悩

ははかりしれない．

今まで，透析非導入，透析の中止，ターミナルケア

の問題については，各施設が独自に対応してきた．し

かし，医療の高度化，患者や家族の生命や健康に対す

る価値観の変化や権利意識の高揚，患者側の医療に対

する過度の期待，マスコミの影響，患者との信頼関係

の変化などにより，不慣れな一部のスタッフでの対応

が次第に困難になってきている．そのような際に，院

内の倫理委員会に検討を要請できるシステム 患者，

患者家族，医療スタッフ，院内外の学識経験者や法律

家をまじえた検討 ができればと思う．生死にかか

わる大きな問題の決定が当事者だけの問題にとどまら

ず，院内あるいは院外をも含めた問題としてとりあげ，

医療スタッフをサポートする体制の構築も今後ますま

す必要となるであろう．

大きな合併症のある患者では，治療からケアへの転

換が必要なケースも多い．透析患者のQOLの向上が

最も大切であるが，つねに医療倫理を忘れては医療は

なりたたない．問題点を整理し，患者とその診療やケ

アにあたる医療者や患者家族が患者に対する最善の対

応をさがしていくことが大切である．また，その際つ

ねに医療現場における問題の認識と意識の共有が必要

で，継続的に患者および患者家族と一緒に解決策を考

え続けていく態度が重要である．

7 チーム医療の活性化

チーム医療の活性化のためには，話し合いの場を持

ち，積極的に意見を出し合うことが大切である．また，

各職種は平等に意見を交換できる雰囲気づくりも重要

である．

クリティカルパスの作成も内部の活性化につながる

であろう．パスの作成により医療や看護の標準化，業

務の効率化，インフォームドコンセントの展開が期待

できる．なによりも医療チームが共同でつくりあげる

ことに第一の意義があると思われる．

少人数のグループであれば，KJ法（文殊カード法）

という川喜田二郎氏の考案による思考をまとめる方法

がある．ほぼ三等分できるカードに各自が思いついた

ことを最上段に書く．2段目，3段目が未記入のカー

ドを隣のメンバーにまわす．まわってきたカードの２

段目に思いついたことを書き，隣にまわす．まわって

きたカードの3段目に思いついたことを記入する．

意見が出つくしていないようであれば，各自が2枚

目のカードを持ち，上記を繰り返す．書き終わったら

カードを切り離し，それらを分類してみる（島をつく

る）．同じような内容のカード群にお互い相談しなが

らタイトルをつける（名札をつける）．どの島にもは

いらなかった孤独なカードの存在も重要である．そし

て，名札のついた島を相互関係を考えながら配置する．
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さらには緊急度，重要度を軸とする2次元平面をつ

くり，優先度，とりくみやすさを考え，解決方法をさ

ぐる（図 3）．このような方法もチームの考えをまと

めるのに有用であろう．これもまた，みんなで話し合

う機会をつくるのが大きなねらいでもある．

医療の質をあげるためにメンバーはたくさんいるほ

うがよいが限度がある．各専門職における適正人数と

配置，組織上の位置づけ，関連業務ごとのグループを

つくり，各職種，チーム構成員同士の連絡や調整が必

要である．最終的に並列な人間関係を構築していくこ

とが安全な医療の遂行には大切である．コミュニケー

ションがよくなるとお互いが注意しあうことでチーム

モニターが機能してヒューマンエラーを防ぐようにな

る．形骸化した長時間の会議は無意味であるが，お互

いが理解し合うための討議はぜひとも必要である．

チーム内の意見をまとめて，計画し，実施し，チェッ

クを行い，処置に移すこと（Plan-Do-Check-Act）が

重要で，様々な問題を解析しそれをもとに組織として

の方針を明確にし，現場にフィードバックする体制が

常に必要である．日本医療機能評価機構などの組織評

価を利用するのも一つの手段である．病院や医院自体

として正式評価をうけなくても，その評価方法 医

療理念，医療，看護，事務など多岐にわたる評価法

（インターネットで入手できる）を利用するのも

有用である．可能であれば，院内にトータルクオリティー

マネージメント的部門をもうけ，より効果的，効率的

に様々な総合的な質を管理する組織つくりが望ましい

と思われる．

8 透析医療の方向性

従来の患者の苦しみに対する共感と寄り添いから，

患者の言い分への傾聴，患者の理解度の把握，患者へ

の情報提供のあり方，場合によればセカンドオピニオ

ンなどの提供が必要となる．医療側からは患者の問題

点の認識と共有が特に大切である．その上で患者と医

療側との信頼関係が構築できればと思う．

最近は，evidencebasedmedicine（EBM）ばや

りであるが，個々の患者において性格，生育環境，現

在の立場，さらには病院への受診理由，受診経緯，周

囲の状況はかなり異なっている．そのためにも一人ひ

とりの患者でよく話を聞き，その患者に最もふさわし

い narrativebasedmedicine（NBM）は必要であ

る．常にNBMとEBMは車の両輪でなければならな

い．今後は，医療者と患者による共同の意志決定が医

療現場ではますます要求されるであろう．

相田みつをの本5）の中に ・めぐりあい・ということ

ばがある．

あなたにめぐり

あえてほんとうに

よかった

ひとりでもいい

こころから

そういってくれる

ひとがあれば
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患者においても医療スタッフにおいてもまた院内外

においても，このチームにめぐりあえてよかった，こ

のチームに参加してよかった，このチームにまかせて

みたいと思われるようなチームが構築できれば最高で

ある．
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平成15年1月26日にホテルニュー神田において臨時総会が開催された．臨時総会では，修正

予算および3件の研究助成が原案どおり承認され，また，診療報酬改定や当会執行部に対する要

望などが活発に討論された．臨時総会に先立って臨時理事会も開催され，修正予算と研究助成に

関しての検討がなされた．

冒頭に進行役の水本新事務局長の自己紹介があり，会長挨拶に続いて今副会長が議長に選任さ

れ議事録署名人が選出された．

今回の臨時総会は，大幅な寄付金収入の減から，研究課題の消化に困難を来たし，事業の完遂

には本会が所有する財産，すなわち，銀行預金を取り崩す必要に迫られたことによるものである．

かかる財産処分は総会承認を要する（定款第36条）ことから開催に至ったものである．

総会では，2億3,200万円の預金財産から7,000万円を取り崩し収入に充当する承認が得られ

た．取り崩す7,000万円は，翌年度の上半期の資金繰りに1,000万円，そして研究事業3件の継

続に6,000万円が充てられる．以下は3研究課題の概要である．

1.「透析医療のグランドデザイン」研究事業

わが国の腎不全医療は，腎移植，透析医療と腎不全予防が三位一体となる理想に余りにも遠く，

臓器移植法が国民にとって馴染めない実態を反映し腎移植の枯渇という現実に直面している．副

次的に，透析医療が世界でも類を見ない程に発展し，欧米を凌駕する世界一の治療成績を誇るま

でになった．

しかし，医療費に占める透析医療費1兆円は，中医協はもとより厚労省や日本医師会の議論の

的となり，適正な導入が未だ疑問視され，高齢化と疾病構造の変化に伴う透析患者の増加等々，

おおかたの理解を得られずにいる現状にある．診療報酬改定が行われる毎に透析医療費の削減が

続き，単なる延命のみでなく透析患者個々のニーズに見合ったQOLの向上が阻害されている．透

析医療機関の経営に関しても，その持続的経営が可能であろうかとの疑念が表れる状況を生んで

いる．

以上のようなことから，本調査研究は，長期的に持続可能な透析医療の視点からその将来像を

展望し，これを実現するための「グランドデザイン」を国民に問うことを目的にして行われる．
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［調査研究の項目（案）］

Ⅰ 透析医療を取り巻く現状分析調査

� 慢性透析療法施設・患者調査による現状分析

� 透析医療レセプト調査による現状分析

� 透析医療機関などヒアリング調査による現状分析

Ⅱ 透析医療に関する実態調査の実施・分析

� 透析医療機関経営実態調査の実施と整理・分析

� 患者ニーズ調査の実施と整理・分析

Ⅲ 「持続可能な透析医療のためのグランドデザイン」の作成

� 透析医療へのニーズ

� 透析医療の需要と提供体制

� 医療保険財政と透析医療の見通し

� 高齢者医療制度における高齢者透析患者の位置づけ

� 持続可能な透析医療システムのあり方

� 今後の課題と対応

2.「透析合併症予防対策」研究事業

平成13年度より，MINTと呼ばれている透析の合併症予防対策を目的としたIT管理システム

が厚生科学研究事業として助成を受け，その成果であるCD-ROMが会員に配布されている．本年

度も厚生科学研究が認められ，新たに腎性貧血に対する経時的検査の結果判定と複数の検査項目

をチェックして，その判定をフローチャートに基づいて判断するソフトを開発した．また，「診断

と治療マニュアル」を作製しソフト化に成功した．「透析効率」と「CaとPに関する判定」ソフ

トの開発に関する研究事業である．

以下は，平成14年度研究成果発表に伴う総括である．

Ⅰ 本年度の研究成果

� 長期透析患者の合併症に関する「診断と治療マニュアル」を作製し，各種合併症の診断，

治療に役立つようにした．このマニュアルをCD-ROMに記録し，日本透析医会会員に無償

配布する．

� 昨年度作製配布した透析検査結果評価システムに検査結果値の経時的変化判定，複数項

目検査結果によるフローチャート貧血判定を加え，診断と予防機能を充実させ，MINTシ

ステム利用の利便性も加味しバージョンアップした．

� 患者の検査データを容易にかつ安全に集積できるサーバ機能を確立し，患者が施設を移

動しても過去のデータを移動先で容易に参照できる環境を整備した．

Ⅱ 研究成果の意義および今後の発展性

� 経時的検査結果値の判定，複数項目検査結果によるフローチャート式判定（貧血）が加

わり，一部合併症の診断と治療が以前に比較し，容易かつ早急に行えるようになった．さ

らに，合併症として問題となっている骨代謝，透析効率等の簡易計算機能および複数項目

検査結果フローチャート判定を追加し，機能の充実をはかる．

� 「診断と治療のマニュアル」を作製したことで，MINTで得られた情報を基に，簡便に標
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準的な治療支援が行われる環境が整備されたことになる．このマニュアルは検索の利便性

を考え，CD-ROM版で作製されており，知りたい情報を容易に検索，閲覧，印刷ができる．

� データ集積用サーバ機能が整備されたことにより，患者の施設間移動に際してのデータ

継続保持およびデータ提供機能が整備された．加えて，災害時に備えての各施設データ保

存機能ができあがった．

� 集積された検査データベースを利用して医療現場と研究者の交流が可能となり，データ

の活用と患者への高度な還元が進むと考えられる．

3.「Ｃ型肝炎予防システム」研究事業

医療事故防止および感染防止対策を研究し，透析医療施設においてそれをシステム化する狙い

が本事業である．事故報告や感染調査報告には，必ずスタッフの数や設備が問題となるが，適正

配置については定義されていない．職能集団である本会は安全性を重点に，現場の人員配置や必

須の配置設備を提言する必要がある．

本研究は，すでに，会員施設へのアンケート調査作業が開始されており，以下が研究計画の概

要である．

Ⅰ 平成14年度研究計画

� 事故および「事故マニュアル」に関する全国調査の実施と前回調査との比較

今回の調査では，事故の担当者・事故発生の時間帯・紛争の有無と処理などについても

調査を実施する．本研究は日本臨床工学技士会と共同で実施する．配布されている「事故

防止マニュアル」について，これに基づく施設内の改善点とその効果，マニュアルの問題

点についても調査する．

� 地域を限定した事故モニター制度の始動

愛知県・北海道・新潟県の各透析医会支部に研究を委託する．

� 安全を考慮した透析看護度に関する研究

透析患者の高齢化と長期化，糖尿病性腎症患者の増加により透析患者は重症化している

とされているが，客観的な評価は困難である．主任研究者の施設では，透析看護部が独自

に作成した看護度を基に，患者個々の，また施設全体の看護度を日常的に調査し，これが

適正なスタッフ数の配置につながっている．今回の研究ではこれを精緻化し，普及させた

い．またこの研究には，腎不全看護研究会の参加を呼びかける．

Ⅱ 平成15年度研究計画

� 初年度の調査結果を基に，透析時間帯別などの事故分析

特定施設の事前調査では，午前中の透析開始時間帯，夕方の透析開始時間帯，午前中の

透析終了時間帯，夜の透析終了時間帯の順でインシデントレポートは多いとされる．これ

らの時間帯別に，事故について分析する．

� 安全を考慮した透析施設基準に関する研究

現在実施されている病院機能評価では，透析に関する項目はまったくなく，透析の場合

に圧倒的に多い診療所の機能評価は実施されていない．本研究では，まず透析室（施設）

自己機能評価票を作成し，これを用いた透析室（施設）自己機能評価を実施し，施設基準

作成の資料とする．現在評価項目の具体的内容については，（財）日本医療機能評価機構と
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調整中である．

� 初年度の研究をもとに，適正なコメディカルスタッフの配置に関する研究

作成された透析看護度を用いた各施設での計測と，問題点の収集．これに基づき，現ス

タッフ数が適正であるかの検証．

Ⅲ 平成16年度研究計画

� 事故防止マニュアルの改訂と，機器，手順などの安全に関する新しい提案

� 安全性を考慮した施設基準（職員の適正配置を含む）の提示と各施設での評価，検証

� 地域を拡大した事故モニター制度の確立に関する提案

総会では「診断と治療マニュアル」の CD-ROMが投影され，その研究概要が報告された．そ

の後に修正予算案と研究助成に対する質問がなされてから表決が行われ，満場一致で承認された．

続いての自由討論では，今回の診療報酬改定作業で厚労省は具体的な交渉を一切当会と行わな

かったこと，改定の混乱を踏まえた日本医師会は医会ネットワークを構築し本会もそれに包含さ

れたこと，日本医師会と本会との折衝報告などがなされた．また，島根県支部が設立されて鈴木

支部長が紹介された．

福岡県の会員からは会員拡大の一層の努力を促がされ，支部と本部の関係についても，より密

接な連絡が必要との訴えがあった．会費についても問題提起がなされ，会員への納得できるフィー

ドバックが要請された．
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お 知 ら せ

社団法人日本透析医会平成15年度通常総会を，下記により開催いたします．

記

日 時 平成15年5月18日（日） 午後2時より

場 所 ホテルニュー神田 3F 306・307号室

〒1510051 東京都千代田区神田淡路町2－10

TEL ０３－３２５８－３９１１

�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

お 知 ら せ

平成15年度 透析療法従事職員研修のお知らせ

この研修は，厚生労働省の腎不全対策の一環として，透析装置を有する施設に従事する下記

の対象者に，透析療法に関しての研修を行い，専門従事者の確保及び技術向上に資することを

目的としています．

1.対象者 透析業務に従事する医師・看護師（准看護師を含む）・臨床工学技士・臨床検

査技師・衛生検査技師・栄養士・薬剤師

2.講 義 日 時 7月25日（金），26日（土）

場 所 大宮ソニックシテイ（埼玉県さいたま市）

3.実 習 講義終了後，12月末日までに全国186（予定）の実習指定施設において所定の

カリキュラムを行います．

対象者は，医師・看護師（准看護師を含む）・臨床工学技士

4.受講費用 講義のみ 17,000円

講義と実習 25,000円

5.講義と実習を修了した研修生には，修了証書を発行します．

6.申込方法 4月1日（火）に主な透析医療施設長宛に発送する実施要領をご参照の上，

研修申込書にて（財）日本腎臓財団にお送り下さい．

7.申込締切り 5月9日（金）（郵送にて必着）

8.詳細は（財）日本腎臓財団までお問合せ下さい．

TEL 0338152989 FAX 0338154988
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お 知 ら せ

第16回日本透析医会シンポジウム

透析医療におけるConsensusConference2003

「維持透析患者の血圧管理」

日 時 平成15年11月9日（日）

午前9時30分～午後3時35分

場 所 コクヨホール（JR品川駅）

〒1080075 東京都港区港南1836

TEL 0334503712

司会 大平整爾（医療法人恵水会札幌北クリニック）

頼岡徳在（広島大学大学院病態制御医科学講座）

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 シンポジウム趣旨説明

阿岸鉄三（（社）日本透析医会・研修委員長）

9:40～10:05 演題 高血圧の薬物療法

演者 鈴木洋通（埼玉医科大学 腎臓内科）

10:05～10:10 質疑応答

10:10～10:35 演題 血圧管理と予後

演者 中井 滋（名古屋大学医学部附属病院 在宅管理医療部）

10:35～10:40 質疑応答

10:40～11:05 演題 高血圧と心機能

演者 菊池健次郎（旭川医科大学 第一内科）

11:05～11:10 質疑応答

11:10～11:35 演題 透析患者の体液管理

演者 大橋宏重（県立岐阜病院 腎臓科）

11:35～11:40 質疑応答

11:40～12:05 演題 低血圧の管理

演者 椿原美治（大阪府立病院 腎臓内科）

12:05～12:10 質疑応答

12:10～13:10 昼休み

13:10～15:30 Consensus試案について討論（司会・演者・参加者）

予後的Consensus作成（パソコンプロジェクタ使用）

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）

�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
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はじめに

日本透析医会雑誌に平成 10年 （Vol.14 No.1

1998）栃木県支部だよりを投稿して以来2回目の投

稿となります．

本年度は診療報酬の改定が行われて医療の現場で，

特に透析医療の現場では，大きな混乱が見られます．

このような現状の中で，透析患者の要望に応え，他方

で良質な透析医療を提供するためには，各々の透析医

療施設および日本医師会に代表される医療界の一致団

結が必要と考えられます．

1 組織および目的

（社）日本透析医会栃木県支部である栃木県透析医

会のメンバーは，県内の透析医療に携わる大学附属病

院，国立病院，公立病院，準公立病院，および私立医

療機関50施設です．

今年度は栃木県透析医会の設立から10数年間会長

の激務を務められた目黒輝雄会長にかわり村山直樹会

長が就任され，副会長のメンバーの交代もあり新体制

にかわった年度です．新体制にかわったとはいえ今ま

での目的，目標にはなんら変更はなく，今までの種々

の活動を地道に実行継承しております．

本会の目的は献腎（臓器）移植の普及を推進し，腎

不全の予防に努め，患者のために透析医療の充実と向

上を図り，あわせて会員相互の理解と親睦を深めるこ

とです．

さて今年度の当支部の活動の一端を以下に御紹介申

し上げます．

2 活動状況

1） 臓器移植キャンペーン

毎年秋に臓器移植キャンペーンを行っております．

今年度は平成14年9月29日（日曜日）に，行政，

民間篤志家団体，透析患者団体，および会員施設の医

師，看護師，臨床工学技士，栄養士，ケースワーカー

等の参加のもと，県内5カ所で臓器移植推進街頭キャ

ンペーンを行い，臓器移植啓蒙，臓器移植カードの配

布，健康相談等を行いました．

2） 透析実態調査

当県では栃木県内全透析医療機関の多大な協力のも

とに，栃木県透析医会による独自の透析医療実態調査

を行っております．このことについては日本透析医会

雑誌に数回報告し掲載されており，御存知の読者も沢

山いらっしゃることと思います．

調査の一つは毎年年末（12月31日現在）の栃木

県人工透析医療の実態調査を行うことです．

これは日本透析医学会が毎年末に実施する調査と一

部重複する項目もありますが，継続して実行されてい

る栃木県独自の調査として蓄積されているデータは重

要と考えられます．

調査の二つ目は，毎年1年間に県内で透析導入さ

れた患者についての透析導入時調査です．調査内容は

性別，年齢，体重，身長，導入時の血液生化学検査，

末梢血液検査，尿検査，クレアチニン－クリアランス，
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心胸比，導入時の直接の原因となった臨床症状，およ

び原疾患等で，導入時の患者の臨床像が客観的に理解

できるようになっております．もちろん患者のプライ

ベートデータを保護するために最善の工夫をしている

ことを申し添えさせていただきます．

このような調査を本格的に実施しているのは本県だ

けと聞いております．これ等の調査は継続して10数

年実施され，データも蓄積されており，非常に重要で

貴重なものであると考えております．

この調査の詳細は私達が日本透析医会雑誌（Vol.7

No.2，Vol.14 No.1，etc）に数回報告をしてお

りますので，興味のある方は御参照いただければ幸い

に存じます．

3 情報ネットワークの確立

災害時の栃木県透析患者援護対策の活動マニュアル

の検討を，栃木県内の行政，県内の透析医療機関の協

力で行っており，今年度はある程度の内容のものが作

られましたがまだまだ考慮，改善すべき点は多々ある

と思われます．

これに関連し，今年度栃木県透析医会が栃木県臨床

工学技士会の協力で災害時の透析患者援護対策の一つ

として，災害時に本県および近隣の都県の透析医療機

関との連絡を迅速かつ密にし，非被災地域の透析治療

を確保するためにホームページ（http://www.tochi-

to-ikai.com/）をたちあげました．

ITによる災害ネットワークシステムを迅速かつ正

確に使いこなし，情報伝達に馴れることと，非被災地

として栃木県内の透析医療可能な患者数の把握および

サーバーの動作確認の目的でこのITを使用し，平成

14年6月6日（木）緊急模擬訓練を実行しました．

4 腎不全の予防と透析医療の向上

栃木県透析医会は腎不全の予防，透析医療の充実向

上のため，毎年栃木県透析医学会の学術講演会を賛助

後援して開催しております．

今年も臨床症例，透析方法の改良，透析患者の社会

的環境調査など32題に達する沢山の講演が発表され，

活発な質疑討論が熱心に行われました．最後に特別講

演として，東京女子医科大学腎臓病総合医療センター

第4内科教授秋葉隆先生の「新しい時代の腎性骨症

治療」が行われ，非常に有意義なすばらしい内容に出

席者全員が心打たれる講演でした．

5 結核を合併する透析患者についての調査

透析患者に結核が合併した場合の対応は困難を極め

ると考えられます．そこで栃木県透析医会は，県内の

透析医療機関で困惑している透析患者の結核合併例に

ついての実態調査と今後の対応についてアンケート調

査を行いました．

栃木県透析医会の会員50施設に郵送でアンケート

用紙を送付し回答を得ました．アンケート回収率は

41/50（82.0％）でした．

調査内容および結果は下記の通りです．なお質問

A〕に対する回答結果はa〕に対応し，以下B〕はb〕

…に対応しております．

実態調査

A〕 過去における合併症例の経験歴

a〕 合併の経験は24施設58.5％であり，合併例

は 64例，うち感染対策が必要な排菌肺結核は

10例（15.6％）に認めた．

B〕 経験時の行政（保健所）との関わり

b〕 保健所への発生届は51.6％で提出しているが，

43.8％は未提出（排菌ありでも2例あり）であっ

た．

保健所の対応の仕方は回答があった12施設の

うち4施設（いずれも排菌患者発生）が不適当

と回答，理由は「受け入れ施設は自ら探せ」，「具

体的な指示なし」であった．

C〕 結核専門医療施設の対応

c〕 結核専門医療施設への相談は15件なされたが，

11件は対応適切，3件は不適切で，理由は「結

核施設に受け入れの環境なし」，「なんのアドバイ

スもなし」，「受け入れ拒否」などである．

D〕 合併患者の透析ならびに結核医療の実施状況

d〕 合併例で実際行われた医療は，自施設で透析，

結核医療とも行っているが47例/64例，排菌肺

結核でも5例/10例という結果だった．

E〕 発生時の今後の対応（複数回答）

e〕 排菌の有無により状況は異なるが，結核医療施

設に相談するが34，保健所に相談が24，自施設

のみで対応するが6，大学病院に相談が2施設で

あった．
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G〕 望まれる医療（複数回答）

g〕 透析，結核医療を同一施設で実施が36，自施

設で両者の医療を実施が4，透析は自施設・結核

は専門施設で実施が4であった．

以上の結果より一日も早い透析・結核医療を同一施

設で実施できる体制が望まれます．結核を合併する透

析患者の治療体制の確立は，日本透析医会でも重要な

課題として考慮すべきことと考えます．

6 その他

診療報酬改定に伴う要望，実施後の検討会，研修会

を開催，および保険診療報酬疑義解釈などについての

会員への連絡をたびたび行っております．最後に全会

員の絶大なる協力のもと，会員相互の親睦を図るため

の諸行事を施行しております．
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1 島根県透析医会設立

去る平成14年12月15日，日本透析医会会長山�

親雄先生のご指導のもとに，島根県透析医会を設立さ

せることができました。県別の支部としては33番目

だそうです．

私は日本透析医会設立時より勤務医として，昭和

59年の開業の時改めて，開業医として入会させて頂

きました．透析医会ニュースや会誌を拝読しておりま

したが，右も左もわからない状態での開業でしたので，

あっという間に18年がたってしまいました．数年前，

本部より支部設立の要請のお手紙を頂きましたが，私

のような若輩者が県下の透析医の先生方に声をかけて

よいものかと躊躇しているうちにまた，月日がたって

しまいました．

平成14年9月15日中国腎不全研究会の前夜，中

国地区災害ネットワーク連絡会が開催され出席いたし

ました．笛木久雄先生を中心とした，岡山県の透析医

療災害時情報ネットワークと防災訓練の報告に感銘を

受けました．また，日本透析医会が災害対策マニュア

ルを率先して作成されていること，未組織県でのマニュ

アル作成が遅れていると話されました．今や地震，水

害，台風等の災害は他人事ではありません．鳥取西部

地震，芸予地震の折，出雲市での被害はありませんで

したが，あの恐怖は忘れられません．その後，笛木先

生から支部設立について叱咤激励を受けました．透析

医会に入会されている4人の先生方に連絡をとりま

したところ，全員の賛成を頂き，支部設立会議を開き，

未入会の先生も4人参加して頂き，9人で支部の設立

に至りました．

当面の役員は以下の通りです．

会 長 鈴木恵子

副会長 岩本正敬

平成15年4月13日（日）に第一回の定期総会と

笛木先生の災害対策についての講演会を予定しており

ます．設立会議に出席されなかった先生方にも声をか

け，入会を呼びかけようと考えております．

2 島根県の透析事情

島根県は東西に細長く，未だに高速道路も不十分で

交通事情の悪い県です．現在 25施設で血液透析，

CAPDが行われておりますが，平成14年10月の島

根県医療対策課の調査によりますと，透析装置の保有

数は415台，今後の受け入れ可能人数は127名となっ

ております．しかし，透析施設は都市部に集中してお

り，山間部の患者は，1～2時間以上かけて通院しな

ければなりません（列車やバスの便数が少なく，乗車

料金が高いので都会地の条件とは異なります）．また，

県西部の石見地方に透析施設が少なく，多くの方が東

部の出雲地方まで通院しておられます．島根県の透析

の患者数は，平成13年の1,206名が平成14年には

1,202名と，4名の減少と報告されました．これは，

高齢化のためか，県境の患者は近くに透析施設がない

ためか，お隣の鳥取県，広島県，山口県の施設を選ば

れたとも推測されますが，このことも支部で検討する

課題の一つです．
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平成14年4月の透析医療費引き下げで透析施設は

さらに経営の困難さを増しました．島根県のような過

疎県でも透析の新規開業が困難となる状況が予想され

ます（平成13年1件，14年1件と透析施設の廃業

がありました）．支部として，島根県の透析医療を守

り，発展させるための透析医会になれたらと思います．

患者が安心して透析医療を受けられるように皆で力を

合わせていこうと考えております．

山�先生をはじめ，諸先生方のご指導をよろしくお

願い申し上げます．
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常任理事会は，社団法人日本透析医会の創立15周年記念の講演会と記念パーティーが行われた

日，すなわち11月10日に開かれております．その内容のあらましをお伝えいたします．

1.事務局長の交代

先ずお知らせしなければならないことは，これまでの事務局長であった加藤和男氏に代わって，

12月1日から新たに水本進氏を迎えることになりました．水本氏は昭和39年厚生省に入省し，

以来各地の国立病院，厚生省関連施設で仕事を継続され，平成12年12月からは国立千葉病院事

務部長をされておられた方で，厚生行政・医療分野に関しては豊富な経験と知識をお持ちの方で

す．加藤氏の後任としてこれまでの当医会の活動を継承し，さらに発展させる事務局の要として

期待されます．

2.臨時総会の開催が必要となる

平成14年度の診療報酬改定は，透析医療に多大で深刻な衝撃を与えましたが，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，今回のみで終るものでないこと

は容易に想像できます．平成16年の次回改定をこのまま待つとすれば，わが国の透析医療がさら

に深刻で，場合によっては壊滅的な危機にさらされるのは明らかです．こうした危機存亡の事態

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，将来の

透析医療予測など幾つかの研究を着手することとなりました．

そこで，設立当初以来の積立金の一部をこの研究費用に充当することと，それに伴う14年度予

算の大幅な修正について，定款の定めに従い臨時総会を開催し，会員の承認が必要となりました．

3.小出桂三先生が厚生労働大臣感謝状を贈呈さる

平成14年10月19日に長崎ブリックホール国際会議場で開催された「臓器移植推進全国大会」

において，臓器不全対策推進功労者として本医会の理事である小出桂三先生に厚生労働大臣感謝

状が贈呈されました．
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4.MINTの業務委託契約

昨年度は厚生労働科学研究の一環として，一定の様式で透析定期検査値をコンピュータに入力

すると自動的に個人毎の異常値を判断しコメントが打ち出されるシステムを作成しました．それ

をフロッピー化して会員に配付しました．未だ使い勝手が良くない部分も指摘されておりますが，

今年度は「効果的医療技術の確立推進臨床研究事業」の一環としてMINTのフェーズ2が行われ

ています．その中ではフェーズ1で指摘された点の改善，動態基準値判定と貧血治療判定をフロー

チャート化する作業が行われています．この成果はソフト化しフロッピー化して会員に配付され

ます．

5.緊急警告と緊急会報

北海道X病院でHDF置換液に関連した死亡事故が発生しました．使用直前にA液とB液を混

合するものであったのに，その操作を怠ったため大量の低張液が投与され，血管内溶血を生じた

ことがきっかけでした．当医会では緊急にこの事実を会員の皆様に連絡し，注意を喚起しました．

さらに三重県のY病院で形態的に無診察透析（治療）が行われていたとして，社会保険事務局

の指導を受け，再診料など257万円が自主返還されたという報道がありました．そこで当医会か

ら各施設に対し，診療内容と診療録の記載・押印について再確認するようにお願いする通達を送

付いたしました．

6.平成14年度の診療報酬改定に伴う施設側の対応を調査

これまで経験のない大幅なマイナス改定の影響を，施設側がどのように受け止めて，どのよう

な対策を実施したのかについての調査結果がまとまりました．

その詳細は本誌に掲載されることになりますが，あらましを述べますと83.25％の施設で診療

収入が減少し，その対応策として，① 人件費の削減，② 材料費・薬品費の原価を引き下げ，③

内服薬を後発品（いわゆるゾロ）に変更，④患者数を増やす，などが行われておりました．

また注目の透析食では，15.5％が廃止，78.4％が有料で提供（46.4％は院内調理，32.1％は

外部委託）の結果でありました．無料で提供は3.4％でした．

7.医会ホームページ（HP）の支部HPへの転載について

兵庫県医会支部から要請のありました上記の件が検討されました．パスワードがなければ内容

が開けない会員限定の記事内容を転載することには，情報管理上の問題もあり原則的には許可し

ないと判断されました．また，今回の緊急警告には北海道新聞記事が含まれており，これは北海

道新聞社より限定利用（3カ月間，医会HPのみ）の転載許可を得てあるものです．
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学 会 ご 案 内

●第19回日本医工学治療学会学術大会
日 時：平成15年5月17日（土）～18日（日）

大会長：米川元樹（札幌北楡病院）

会 場：北海道大学学術交流会館（札幌市）

問合せ：〒0030006

札幌市白石区東札幌6条651

札幌北楡病院

TEL 0118650051 FAX 0118659719

●第46回日本腎臓学会学術総会

日 時：平成15年5月22日（木）～24日（土）

総会長：猿田享男（慶大）

会 場：東京国際フォーラム（東京都）

問合せ：〒1608582

東京都新宿区信濃町35

慶大 内科学教室

TEL 0353633796 FAX 0333592745

●第63回北海道透析療法学会

日 時：平成15年5月25日（日）

大会長：大平整爾（札幌北クリニック）

会 場：札幌医師会館（札幌市）

問合せ：〒0600001

札幌市中央区北1条西73 おおわたビル2F

北海道透析療法学会

TEL 0112612033 FAX 0112612033
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学 会 ご 案 内

●第19回腎移植・血管外科研究会
日 時：平成15年6月13日（金）～14日（土）

世話人：藤岡知昭（岩医大）

会 場：ホテル森の風（岩手県）

問合せ：〒0208505

盛岡市内丸191

岩医大 泌尿器科学講座

TEL 0196515111

●第48回日本透析医学会総会・学術集会

日 時：平成15年6月20日（金）～22日（日）

大会長：今田聰雄（近大・堺病院）

会 場：大阪国際会議場（大阪市）

問合せ：〒5898511

大阪狭山市大野東3772

近大 人工透析部

TEL 0723660216 FAX 0723660216

●第38回日本小児腎臓病学会学術集会

日 時：平成15年7月3日（木）～5日（土）

大会長：本田雅敬（都立清瀬小児病院）

会 場：赤坂プリンスホテル（東京都）

問合せ：〒2048567

清瀬市梅園131

都立清瀬小児病院 腎臓内科

TEL 0424910011
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学 会 ご 案 内

●第12回腎不全外科研究会
日 時：平成15年7月4日（金）～5日（土）

世話人：沼田 明（高松赤十字病院）

会 場：香川県県民ホール（高松市）

問合せ：〒7600017

高松市番町413

高松赤十字病院 泌尿器科

TEL 0878317101 FAX 0878378653

●第18回新潟腎シンポジウム

日 時：平成15年8月2日（土）

実行委員長：下条文武（新大・大学院・医歯）

会 場：新潟大学医学部有壬記念館（新潟市）

問合せ：〒9518510

新潟市旭町通一番町757

新大・大学院・医歯 内部環境医学講座（第二内科）

TEL 0252272200 FAX 0252270775

●第9回HDF研究会

日 時：平成15年8月30日（土）～31日（日）

大会長：山下明泰（湘南工科大・工）

会 場：鎌倉プリンスホテル（鎌倉市）

問合せ：〒2518511

藤沢市辻堂西海岸1125

湘南工科大・工 マテリアル工学科

TEL 0466300234

E-mail yama＠la.shonan-it.ac.jp
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お 知 ら せ

第2回維持透析患者の補完・代替医療研究会

日 時 平成15年6月21日（土）

16:45p.m.～20:00p.m.

場 所 リーガロイヤルホテル・ウエストウィング2階・菊（第8会場）

〒5300005 大阪市北区中之島5368

TEL 0664481121 FAX 0664484414

※参加費（年会費を含む）:2,000円

ホテル内レストランで使用できる夕食券（3,000円相当・300名限定）を用意します。

ご参集ください。

プログラム

16:45～17:15 世話人会

17:15～18:15 一般演題（6題のみ講演・ほかは後日紙上発表）

演題・演習・所属・連絡先を含めて800字以内の抄録をE-mail（txtstyle）で

5月20日までに事務局に提出してください．

18:15～19:00 講演1

演者 川島 朗（東京女子医大・血液浄化部門・講師）

演題 維持透析患者に対する漢方薬療法の実際

19:00～20:00 講演2

演者 阿岸祐幸（北大名誉教授）

演題 温泉療法（周辺のタランテラピー・大気療法などを含めて）の現代医学的考察

出席予定をFAXまたはE-mailで連絡下さい

Fax・0359152775／E-mail・na6t-ags＠asahi-net.or.jp

■日本透析医学会会員ですか?（はい いいえ）

氏名 施設 職種（Dr.看護師 臨床工学技士 鍼灸師 その他： ）

所在地
Tel Fax

E-mail

■日本透析医学会会員ですか?（はい いいえ）

氏名 施設 職種（Dr.看護師 臨床工学技士 鍼灸師 その他： ）

所在地
Tel Fax

E-mail

維持透析患者の補完・代替医療研究会

代表世話人 阿岸鉄三

事 務 局 〒1748691 東京都板橋区小豆沢2127 板橋中央総合病院血液浄化療法センター

TEL&FAX 0359152775

E-mailna6t-ags＠asahi-net.or.jp

日本透析医会雑誌 Vol.18 No.1 200396



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，A4判用紙を用い，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，文献の形式とする．総説，特集については最初

に要旨を記載する．なお，いずれの場合も簡略化題名

及び4語以内のキーワードを記載する．

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A4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

2003年の第1号をおとどけします．今回は100頁程度におさまりました．前々号が200頁を

こえる大冊肥満号になってしまったことから，多少反省した結果でありますが，内容は医会雑誌に

ふさわしいバラエティーに富んだ読んで楽しいものに仕上がったと，編集者一同自負しているとこ

ろであります．

学会誌と異なり，医会雑誌の立場で扱わなければならない本誌の記事の内容は，きわめて多岐に

わたります．しかも単なる透析医療の域をこえて，現在の日本の医療界全体がかかえている諸問題

にもふれる必要があります．いわく，医療制度，医療経済，医療保険制度，医療事故，医療サービ

ス，高齢化と介護制度，感染症，危機管理等々，これらの問題の対応に取り組み，斯界のオピニオ

ンリーダーたる役目を果たすことができれば，いかに大冊肥満になろうともお許しいただけるので

はないでしょうか．（少し力が入りすぎましたか？）

さて今号も各先生方より玉稿をいただきました．巻頭言は，本会常任理事の廣田紀昭先生よりの

貴重な御提言でかざることができました．特集「透析医療におけるConsensusconference2003」

は，日本の透析医療の近い将来に関しての諸先生の卓見を誌上掲載させていただきました．望まれ

る医療改革，いまや透析導入者の最大原因疾患となった糖尿病治療及び透析専門医との連携，血液

浄化技術の進歩と限界，臓器移植法の成立以来むしろ低調になってしまった日本の腎移植問題，医

療保険と医療サービス，いずれも今すぐ問題解決に着手してもはやすぎるということはない喫緊の

テーマであります．「危機管理対策」は，シリーズで企画され，本誌の御家芸のようになりました．

「臨床と研究」の論文は，日常の診療に役立つより実際的な内容のものを選ばせていただきました．

「支部だより」は，本会結成15年目の現在，きたるべき経済主導の医療制度改革にそなえて，よ

り一層のパワーアップのために，各支部の充実と会員の拡大を目指している矢先でもあり，各支部

からのもっと多数のお便りが望まれます．

最後に，あらためて今号に御寄稿いただきました諸先生に深く感謝申し上げる次第であります．

関 野 宏
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