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透析医療は末期慢性腎不全という致死的な疾病に冒された多くの患者を社会復帰に導く輝かしい

実績を持つ，唯一普及した治療として成功した人工臓器である．こと日本においては多くの先人の

諸先生のご努力により優れた世界に冠たる治療を実現している．

その大きな実績を築き上げてきた透析医療においては新参者である若手（？）医師として，透析

医療がその功績ほどには評価されていないのではないか，とここ最近感じることが多い．

透析に費やされる医療費は国民医療費の4％に上り，これが全国24万人弱の透析患者の命を支

え，透析医療機関および周辺業界をも支えている．透析医療は高額医療の代表として矢面に立たさ

れ，度重なる保険料改定で単価は削られながらも，なおこれだけの公費を透析医療費に投入してい

るという事実は，日本においては腎移植が普及せず腎機能代替療法の選択肢に乏しいという事情は

あるにせよ，ある程度の評価は受けていると言ってもいいのかもしれない．もっとも糖尿病性腎症

の増加や高齢化に伴うコスト上昇については十分な配慮がされているとは言い難く，要介護透析患

者や通院困難な透析患者については，制度的にも現状にそぐわない部分が多くあり，結果的に各医

療機関の持ち出しで対応せざるをえないこともしばしばある．これは正常な状態とは思えず，やは

り現実に制度を合わせてもらうのが本来のあり方であると思われる．

一方で，透析関係者以外の医師からの評価についてはどうだろうか．一つの現実として標榜科目

としての透析科が未だに実現されていないという状況がある．これは様々な歴史的な経緯などはあ

るにせよ，周囲から見て透析医療が一つの医療のカテゴリーとして認められていない，ということ

なのだろう．残念なことである．

私の病院に新たに透析に取り組みたい，という方々が見学に来られることがこれまで何回かあっ

た．そのような方々の一人である民間病院のオーナーは，透析医療に参入する理由を聞くと「土地

があるから」と答えられた．とにかく透析をやればそれでうまくいく，という発想なのだろうか．

確かに透析はほかの診療と違い患者の自己負担はほとんどなく受診抑制の心配はない．しかし，

ちゃんとした透析医療を行い経営を成り立たせることはけっして簡単なことではない．設備投資は

大きく，また熟練したスタッフの確保は不可欠であるし，透析医療を知る医師の確保も簡単ではな

い．血液透析施設が供給過剰になりつつある都市部において患者を集めるのはそれほど簡単ではな

くなりつつある．透析患者の増加に頭打ち傾向が顕著になるであろう今後はより厳しくなると思わ

れる．

加えて透析歴の長い患者においては骨関節症の合併はほぼ必発であり，また新しい患者において

は心血管系合併症の患者が激増し，またブラッドアクセスの困難な患者も増えてきている．どれも

けっして対策が容易なことではない．透析を新しくやりたいという施設は，われわれでも苦慮して
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いる合併症対策をどのように考えているのだろうか．

甘い見通しに基づく開業や参入はモラルと医療レベルの低下を招く．レベルが下がれば参入障壁

はより低くなり，透析医療のイメージは悪化する．イメージが悪化して危機的な状況を招いた企業

は数多い．私は透析医療がそうなることを恐れる．質の高い透析を行い，やはり透析医療というの

は敷居が高いのだ，ということを示すことが透析医療のイメージを守ることであり，透析医療その

ものを守ることではないだろうか．

今後の透析医療の問題の一つとして後継者の不足があげられている．個人的にもそれは切実な問

題であることを実感している．やはり透析医療が大きな志をもって取り組める魅力的なイメージを

持った医療であってほしいと切に願う．同じ医療を志す同世代の仲間が少ないというのはやはり寂

しいものである．
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要 旨

透析期の慢性腎不全患者におけるリン（P）の貯留

は腎性骨症の発症と進展に関わるだけではなく，血清

CaとPの積（Ca×P）の上昇は異所性石灰化を進行

させ，動脈，特に冠動脈の石灰化は患者の生命予後に

とって重大な問題となる．Pの管理の基本は食事療法

であるが，透析で除去できるPの量には限りがある

ため，多くの例ではリン酸結合剤（PB）の服用が必

要となる．以前はAl製剤，ついでCa製剤がPBと

して用いられてきたが，前者にはAl脳症や骨症，後

者にもCa負荷の問題があった．2003年に登場した塩

酸セベラマー（セベラマー）はCaもAlも含まない

PBであり，腸管内でPと結合し，吸収されることな

く排泄される．また，血清Pは低下させるが血清Ca

に変化を与えることは無く，Ca×Pを低下させる．

宏人会中央クリニックおよび関連施設の外来血液透

析患者を対象にセベラマーの効果を検討した．炭酸

Caの服用歴の無い症例，および前治療の炭酸Caに

セベラマーを併用した症例では，セベラマー服用開始

後，血清Pは低下したが血清Caには大きな変化は認

められなかった．炭酸Caをセベラマーに置換した症

例では，炭酸Caとセベラマーを重量比1：1で置換

した場合には血清Pはむしろ上昇したが，2：3以上

の割合で置換した場合には血清PおよびCa×Pは低

下した．したがって，炭酸Ca製剤との置換に当たっ

ては炭酸Ca500mg錠1錠に対し，セベラマー250

mg錠3錠の比率で行う必要がある．

活性型ビタミンD製剤あるいはそのアナログによ

る静注パルス療法の対象症例では原則として全例炭酸

Caをセベラマーに置換した．置換後，Pの管理が不

十分となり再度炭酸Caの併用を必要とした症例もい

たが，多くの症例では活性型ビタミンD製剤あるい

はそのアナログを増量することが可能となり，intact

PTHをさらに下降させることができた症例も存在し

た．しかしながら，便通異常などの副作用により投与

の継続が困難となった症例も見られた．剤型形状と投

与量（錠数）から，drugcomplianceは炭酸Caに比

べると必ずしも良好ではなかった．これに関しては

Ca負荷の問題点を患者だけではなく医療スタッフも

十分理解する必要があると考えられた．

緒 言

透析期の慢性腎不全（chronicrenalfailure;CRF）

患者における血清リン（P）の管理は腎性副甲状腺機

能亢進症（renalhyperparathyroidism;RHPT）の

発症および進行の予防だけではなく，血清カルシウム

（Ca）とPの積（Ca×P）の上昇による異所性石灰化，

特に動脈石灰化の予防にも重要である．

Pの管理は本来食事療法が主体であり，K/DOQI

においても，透析期の CRF患者で血清 P値が 5.5

mg/dlを超えている場合には食事からのP摂取量を

1日800～1,000mg/dlに制限すべきである，として

いる1）．しかしながら，血液透析（HD）で除去される

セベラマーの使用経験 191

［透析医療におけるCurrentTopics2004］

塩酸セベラマーの臨床使用経験

弓田 滋

医療法人宏人会 腎内分泌研究部

keywords：塩酸セベラマー，血液透析，腎性副甲状腺機能亢進症，異所性石灰化

Theclinicalexperienceofsevelamerhydrochloride

Departmentofnephroendocrinology,Kojinkaicentralhospital

ShigeruYumita



Pの量には限りがあるために，リン酸結合剤（phos-

phatebinder;PB）が用いられる．1980年代までPB

としてアルミニウム（Al）製剤が用いられていたが，

致死性のAl脳症やAl骨症，あるいは小球性貧血な

どのため2,3），本邦では1992年に透析患者および高齢

者に対するAl製剤の使用は禁忌となり，Ca製剤に

置き換わったが4），同時期にRHPTに対する活性型

ビタミンD製剤の経口パルス療法が広まり5），高Ca

血症と高P血症が問題となった6）．さらに，炭酸Ca

の投与によるCa負荷はRHPTが進行していない症

例においても血清Caを上昇させ，為に活性型VD製

剤を減量あるいは中止せざるをえなかった症例も少な

くは無かった．

CRFにおける副甲状腺ホルモン（PTH）分泌異常

症の本質は1,25-dihydroxyvitaminD3（calcitriol）

の分泌不全であり，calcitriolの欠乏は VD受容体

（VDR）のdownregulation7）とCa受容体（CaSR）

の発現を低下させ8），血清Caに対するPTH分泌の

感受性を低下させる（セットポイントの右方移動）9）．

すなわち，PBとしての炭酸Caの使用は結果として

最も重要なPTHの分泌，合成，さらには副甲状腺の

細胞増殖の抑制因子である活性型VD製剤の使用を

制限することとなった．

CaもAlも含まないPBとして開発された塩酸セベ

ラマー（sevelamerhydrochloride）は陰イオン交換

樹脂製剤であり，消化管内で食物中のPと結合し，体

内に吸収されることなく糞便中に排泄される．また，

血清Pは低下させるが血清Caに変化を与えることは

無く，Ca×Pを低下させる10）．本稿では塩酸セベラマ

ーの登場が，現在の腎性骨異栄養症（renalosteody-

strophy;ROD）の管理にどのような影響を与えるの

か検討した．

1 対象および方法

医療法人宏人会中央クリニック，長町クリニックお

よび石巻クリニックの外来HD患者を対象に，塩酸

セベラマーを使用し，最大透析間隔後のHD開始前

に採血を行い，血清Ca，P濃度，Ca×P，intactPTH

などの経過を観察した．血清Caは血清アルブミン濃

度で補正した11）．

維持治療症例46例の内，炭酸Caなどの前治療が

無い症例に対しては塩酸セベラマーを単独投与し，ま

た，前治療がある患者に対しては，前治療の用量を変

えずに塩酸セベラマーを併用するか，あるいは前治療

の薬剤と置換した．塩酸セベラマー開始直前の4週間，

および，開始後5週目以降の4週間の血清Pおよび

Ca×Pの平均値をそれぞれ比較した．また，内10例

ではHD前の血清Pの経過を1週間観察した．

maxacalcitolあるいはcalcitriol注射薬による経静

脈的パルス療法（IVPT）の対象症例17例では，原

則として塩酸セベラマーに置換し，活性型ビタミン

D製剤あるいはそのアナログの増量を試みた．

平均値の有意差検定は分散分析後，pairedt-test

を用いて行い，有意水準をp＜0.05とした．

2 結 果

① 前治療が無いか，あるいは前治療の炭酸Caに塩

酸セベラマーを併用した6症例の塩酸セベラマー開

始前後の血清PおよびCa×Pの変化を図 1に示す．

塩酸セベラマー開始後，血清 Pは 7.4±0.67から

5.9±0.48mg/dL（p＝0.001），Ca×Pは68.1±8.3

から54.5±6.0mg2/dL2（p＝0.001）とそれぞれ有意

に低下した．血清Caには有意な変動は認められな

かった（9.2±0.66vs.9.3±0.59mg/dL，p＝0.281）．

代表的な症例の経過を図2に示した．

② 前治療の炭酸Caをセベラマーに置換した症例の

うち，炭酸Caと塩酸セベラマーを同用量（g：g）

で置換した17症例では，血清Pは6.5±0.98から

6.9±0.87mg/dL（p＝0.006）とむしろ有意に上昇

していたが，Ca×Pには有意な変化は認められな

かった（64.4±11.5および64.7±8.9mg2/dL2，p＝

0.839）（図 3）．しかしながら，用量を2：3以上の

割合で置換した症例では，血清Pは6.4±0.63から

5.6±0.31mg/dLと有意に低下しており（p＝0.006），

Ca×Pにも60.5±3.8から54.2±4.5mg2/dL2と低

下傾向が認められた（p＝0.076）（図 4）．これらの

症例では，塩酸セベラマーに変更後，血清補正Ca

は有意に低下した（9.9±1.02vs.9.4±0.77mg/dL，

p＝0.003）．

③ 対象とした維持治療症例46例中，塩酸セベラマ

ーの服用を中止したのは8例（17.4％）であった．

内訳は腹部膨満および便秘の悪化が6例，胃潰瘍の

合併および薬疹がそれぞれ1例であった．46例中

16例（34.8％）では前治療より血清Pを低下させ
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ることが可能であり（有効群），内11例ではCa×P

を60mg2/dL2未満に維持できた．14例（30.4％）

では塩酸セベラマー置換後，血清Pに低下は認めら

れなかったが（不変群），内2例ではCa×Pが60

mg2/dL2未満となった．塩酸セベラマー開始後，8

例（17.4％）ではむしろ血清Pは上昇したが（悪化

群），内1例ではCa×Pが60mg2/dL2未満となっ

た（図5）．

④ 対象とした46症例からランダムに選択された10

例のHD開始前の血清P値は，週初め中日および

週末がそれぞれ6.5±1.14，5.8±1.27，および5.8±

0.99mg/dLであり，週初めと中日および週末の値

には有意差が認められたが（p＝0.016），中日と週

末の値には有意差は認められなかった（p＝0.894）．
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図1 前治療が無いか，前治療を変更せず塩酸セベラマーを併用した症例

炭酸Caの服用歴が無いか，あるいは前治療の炭酸Caに塩酸セベラマーを併用した症例で

は血清PおよびCa×Pに有意の低下が認められた（それぞれ7.4±0.67vs.5.9±0.48mg/dL，

p＝0.001，および68.1±8.3vs.54.5±6.0mg2/dL2，p＝0.001）．

図2 症例SKの経過

症例は72.7歳の男性で，原疾患糖尿病性腎症，透析歴は6.3年．PBとして1日3錠の

caltanが使用されていたが，高Ca血のため，caltanの服用を中止した．血清補正Caは低

下したが，血清Pは上昇し，Ca×Pも70mg2/dL2を超えたので，塩酸セベラマー1日6錠

の服用を開始した．血清Pは良好に低下し，Ca×Pも40mg2/dL2以下となった．塩酸セベ

ラマー開始後，血清補正Caには優位な変動は認められなかった．



⑤ IVPTの対象症例17例中，5例では炭酸Caから

塩酸セベラマーに置換後，炭酸Caを併用する必要

があったが，すべての例で炭酸Caの投与量を減ず

ることが可能であった（表1）．また，うち16例で

は活性型ビタミンD製剤あるいはそのアナログを

増量することが可能であり，intactPTHをより低

いレベルで管理することが可能となった症例も認め

られた（図6）．

3 考 察

高P血症が血清Caやcalcitriolレベルとは無関係

にPTHの分泌を抑制することは以前より知られてい

たが12），近年，Pが直接PTHの分泌と副甲状腺細胞

の増殖を刺激することが証明された13,14）．つまり，血

清Pの管理は前述のごとく，RHPTの発症と進行の

予防に非常に重要な意味を持つ．さらに，高P血症

はCa×Pを上昇させ，異所性石灰化（ectopiccalcifi-

cation）を進行させる15）．特に，動脈の石灰化，つま
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図3 前治療の炭酸Caと等用量で塩酸セベラマーに置換した症例

炭酸Caと同用量で塩酸セベラマーに置換した症例では血清Pは有意に上昇していたが，Ca

×Pには有意の変動は認められなかった（それぞれ6.5±0.98vs.6.9±0.87mg/dL，p＝0.006，

および64.4±11.5vs.64.7±8.9mg2/dL2，p＝0.839）．
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図4 前治療の炭酸Caの用量と2：3以上の割合で塩酸セベラマーを置換した症例

炭酸Ca用量の1.5倍以上の割合で塩酸セベラマーを置換した症例では血清Pに有意の低

下が認められ，Ca×Pにも低下傾向が認められた（それぞれ6.4±0.63vs.5.6±0.31mg/dL，

p＝0.006，および60.5±3.8vs.54.2±4.5mg2/dL2，p＝0.076）．



り動脈硬化症の進行は，狭心症や心筋梗塞，あるいは

脳梗塞などの危険因子となり，慢性腎不全患者の生命

予後を脅かす16）．

PBとして以前に用いられていたAl製剤はAl脳症

などの問題でCa製剤に置き換わり，Ca製剤は当然

のことながらCa負荷により種々の問題を生じた．Al

もCaも含まないPBの登場が待たれていたところで

あった．

塩酸セベラマーはCaもAlも含まず，それ自体は

吸収されること無く，Pを結合して排泄される薬剤で

ある．今回の検討においても，初回投与例や前治療の

炭酸Caに併用した症例では血清Caに影響をほとん

ど与えず，血清Pを低下させ，かつ，Ca×Pも低下

させた．

炭酸Caと置換した症例のうち，炭酸Ca1.0gに対

し塩酸セベラマー1.0gで置換した症例では，血清P

はむしろ上昇したが，Ca×Pには有意な変化は認め

られなかった．炭酸Ca1.0gに対し，塩酸セベラマ

ー1.5g以上の割合で置換した場合には血清Pおよび

Ca×Pに低下が認められた．したがって，炭酸Caか

ら塩酸セベラマーに置換する場合には炭酸Caの用量

の1.5倍以上の塩酸セベラマーが必要と考えられた．
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図5 塩酸セベラマーの有効率

対象とした46例中，副作用等により塩酸セベラマーの継続が不可能であった症例

は8例であった．46例中16例では前治療より血清Pを低下させることが可能であり

（有効群），内，11例ではCa×Pを60mg2/dL2未満に維持できた．14例では塩酸セ

ベラマー置換後，血清Pに低下は認められなかったが（不変群），内2例ではCa×P

が60mg2/dL2未満となった．塩酸セベラマー開始後，8例ではむしろ血清Pは上昇

したが（悪化群），内1例ではCa×Pが60mg2/dL2未満となった．

表1 IVPT対象例における炭酸Caから塩酸セベラマー置換後の

薬剤用量

Case

before

CaCO3
（g）

after

CaCO3
（g）

Sevelamer
（g）

IVPT
dose（％）

1F

2F

3M

4M

5M

6M

7M

8M

9F

10M

11M

12M

13M

14M

15M

16M

17F

3.0

4.5

3.0

3.0

3.0

3.0

6.0

6.0

3.0

3.0

4.5

4.5

6.0

3.0

4.5

6.0

1.5

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.25

3.00

3.00

3.00

4.50

3.00

6.00

3.00

3.00

4.50

4.50

3.75

6.00

3.00

3.00

3.00

1.50

150

200

150

100

225

150

150

200

200

150

133

200

133

150

200

300

200

IVPTの対象となっていた17例中5例では，塩酸セベラマ
ーに置換後，血清Pの管理が不良となるなどの理由で炭酸Ca
が再開されたが，その用量は前治療の半分以下であった．塩酸
セベラマーへの置換により，Ca負荷は軽減し，17例中16例で
活性型ビタミンD製剤あるいはそのアナログを増量（dose（％）：
塩酸セベラマー変更前後の用量比）することが可能であった．



これらの場合においては，Ca負荷の軽減を反映し，

血清Caに有意の低下が認められた．同用量で置換し

た症例においても，血清Pがやや上昇しても，血清

Caの低下によりCa×Pには大きな変化は認められな

かった．

しかしながら，塩酸セベラマーの副作用も無視でき

ず，今回対象とした46症例のうち8例（17.4％）で

は中止せざるをえなかった．主たる副作用は腹部膨満

感と便秘の悪化であった．投与の継続が可能であった

38例中16例では前治療より血清リン酸は低下し，14

例では前治療と同等であり，いずれの群においても

Ca×Pは有意に低下していた．これも前述のごとく，

Ca負荷が軽減されたことによるものと考えられた．

さらに，IVPTの対象者においても塩酸セベラマー

に切り替えることによるCa負荷の軽減により，血清

Caは低下し，より高用量の活性型ビタミンD製剤あ

るいはそのアナログの使用が可能となり，setpoint

の左方移動によりintactPTHをより低い値に管理す

ることが可能となった症例も認められた．CRFにお

けるPTH分泌異常症の本質はcalcitriolの欠乏であ

り，Ca負荷の軽減により活性型ビタミンD製剤の増

量が可能となれば，より本質的な治療になると考えら

れる．

透析期の慢性腎不全における血清Pの管理目標と

して K/DOQIでは 3.5～5.5mg/dLが推奨されてい

る1）．しかしながらこの値は週中日の透析開始前の検

査所見であり，本邦ではほとんどの施設で週初めに検

査されていることから直ちには当てはまらない．ラン

ダムに選択された10例の検討結果では週初めの血清

Pの値は中日および週末の値に対して有意に高く，そ

の差は0.7mg/dLであった．中日と週末の値には有

意差は認められなかった．宏人会石巻クリニックの日

中の外来HD患者52例で週初めと週末のHD開始前

の血清Pを検討したところ，それぞれ5.1±1.3，4.6

±1.1mg/dLであり，その差は0.5mg/dLであった．

筆者は週初めの血清Pの目標値を6.0mg/dLとして

いるが，これらの結果から考えると妥当なものと考え

る．いずれにしても，本邦の現況に即したガイドライ

ンの作成が望まれる．

塩酸セベラマーの服用に関しては，先に述べた副作

用のほかにdrugcomplianceの問題もある．PBがAl

製剤からCa製剤に置き換わった際の検討では17），Al

製剤で管理されていた時期にはAlGelの服用量は平

均2.7gであったが，炭酸Caでは平均4.6gとPBの
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図6 炭酸Caから塩酸セベラマーに置換し，活性型ビタミンD製剤あるいはその

アナログが増量可能となった症例

前治療の炭酸Ca（○）から塩酸セベラマー（●）に置換することにより，Ca負荷

が軽減し，血清補正Ca（adjCa）が低下した症例では，活性型ビタミンD製剤あるい

はそのアナログの増量が可能となり，より低いintactPTHの値に維持することが可能

となった（setpointの左方移動）．



服用量は約1.7倍に増加した．今回の検討でも，炭酸

Caと同等以上の効果を得るためには炭酸Caの服用

量の1.5倍以上の塩酸セベラマーが必要であった．つ

まり，PBの変遷とともに，その服用量は約2.5倍に

増加していることとなる．また，本邦で採用された塩

酸セベラマーの剤形は250mg錠であるため，多量の

錠剤を服用することになる．炭酸Caとの置換比率か

ら考えると，375mg錠のほうが好ましいのではない

かと思われる．

結 語

塩酸セベラマーの実際の臨床使用経験に関して報告

した．塩酸セベラマーは単独で，あるいは前治療に併

用した場合，血清Caに大きな影響を与えずに血清P

およびCa×Pを低下させた．炭酸Caとの置換にお

いては，同用量で置き換えた場合には血清Pはむし

ろ上昇したが，炭酸Caの用量の1.5倍以上で置き換

えた場合には血清PおよびCa×Pは低下した．した

がって，炭酸Ca製剤との置換に当たっては炭酸Ca

500mg錠1錠に対し，塩酸セベラマー250mg錠3錠

の比率で行うべきであると考えられた．また，炭酸

Caから塩酸セベラマーの置換が可能であった症例で

は，Ca負荷の軽減により血清Caは低下し，活性型

ビタミン D製剤を増量することが可能であり，in-

tactPTHをより低い値に維持することが可能となっ

た症例も認められた．

以上の結果より，塩酸セベラマーは有用な薬剤と考

えられるが，腹部膨満や便秘の増悪により塩酸セベラ

マーの継続が不可能であった症例も存在した．また，

服用量や剤形によるdrugcomplianceの問題も無視

できないものと思われたが，これに関してはCa負荷

の問題点を患者だけではなく医療スタッフも十分理解

する必要があろう．
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要 旨

医療ミスにはルール違反，ミステイク，スリップの

3種がある．透析医療における事故防止では，事故報

告の分析でどのミスが関与したかを知り対策を立てる

ことが，安全マニュアルを用いた教育とともに有効な

対策である．うっかりミスであるスリップの防止は困

難なため，フールプルーフでスリップを減らし，フェ

イルセーフやダブルチェックでスリップを重大事故に

つなげないシステムを構築するのが大切である．

1 医療事故の頻度

米国の HarvardMedicalPracticeStudy1,2）によ

れば，退院患者30,121人のうち医療事故は3.7％に認

められ，その27.6％に過失があり，残る72.4％は過

失のない事故であった．死亡事故は13.6％と比較的

少ないが，過失による事故はこのうち51.3％と半数

を超えている．事故の7％は侵襲的手技にみられ，そ

の15.1％に過失を認めた．この結果は入院の場合で

あり，外来治療が主体の透析医療と背景は異なるが参

考になる数値と考える．侵襲的手技は注意して行われ

るため過失による事故が比較的少ないものと思われる．

この傾向は手術関連の事故（47.7％）にもみられ，手

術の失敗は3.6％を占めるが，過失によるものはその

36.4％と比較的少ない．一方，診断や治療関連の事故

はそれぞれ事故の8％前後と少ないが，その約3/4が

過失によるという特徴がみられ，油断による過失が多

いと解釈される．

2 リスク管理から医療安全対策へ

1994年のダナ・ファーバー癌研究所における医療

事故は米国における事故防止の取り組みの転機となる

事件として知られている3）．ただ米国における初期の

医療安全対策は高額な医療訴訟に対する対策，すなわ

ちリスク管理としての性格が強い（図1）．それがし

だいに事故再発の防止，安全のための医療の質向上へ

と発展していったとされる．一方，患者の権利と利益

を守るための仕組みも別系統で生まれている．

医療の安全対策はリスク管理から安全管理へと発展

し，前者では事故が発生した場合の損害を最小限にす

るという意識が中心であるが，後者では過去の事故に

学び再発を防止すること，個人の間違いによる事故を

システムとして防止することが重要という意識に変遷

してきている．

3 医療安全対策

医療施設における安全対策には，

① 医療安全（リスク管理）委員会の設置やリスク

マネージャーの配置

② 医療安全マニュアルの作成

③ マニュアル等を用いた教育

④ インシデント・アクシデント（I/A）報告制度

による事故情報収集とこれにもとづく対策立案

⑤ 医療安全講習会などの開催による職員の安全意

透析医療関連の事故分析 199

［透析医療におけるCurrentTopics2004］

透析医療関連の事故分析

篠田俊雄

社会保険中央総合病院 腎臓内科

keywords：医療事故，ルール違反，ミステイク，スリップ

Analysesandcountermeasuresagainstadverseeventsindialysistherapy

DepartmentofMedicine,DivisionofNephrologyandDialysis,SocialInsuranceChuoGeneralHospital

ToshioShinoda



識の高揚

などがある．

マニュアルの作成は有効な手段の一つであるが，こ

れを教育に用いる際には単に安全な操作や手順を覚え

させるのではなく，その危険操作と安全操作の差異を

理解させることが大切である．

4 医療ミスの原因と対策

医療事故の原因となるミスは大きくルール違反とエ

ラーに分けられ，後者はミステイクとスリップに分け

られる（表1）4）．ミステイクは行為自体に誤りはない

が，行為の前提となる認識や目的が誤っているために，

事故につながる場合である．間違った思い込みによる

事故のため，本人にミスの自覚がなく発見が遅れ，重

大事故を生じやすい．スリップは行為の認識や目的に

誤りはないが，行為そのものの失敗（手元の狂い，う

っかりミス）であり，本人が失敗に気付きやすい．ル

ール違反やミステイクに対しては教育やマニュアルの

効果が期待できる．一方，スリップは個人の資質の要

素が強く，予防は困難であるため，スリップ事故が重

大な事故につながらないための対策（後述のフールプ

ルーフ，フェイルセーフ）が重要となる．

5 インシデント・アクシデント報告制度

I/A報告制度は安全対策立案上，有用な手法であ

る（図2）．第一に職員に安全意識が浸透する．次い

で同じアクシデントの再発防止だけでなく，似たイン

シデントの多発の場合には，そのリスクの分析からそ

の対応を考え，これを安全マニュアルに反映できる．

これにより，続発する可能性のあるアクシデントを未

然に防ぐことが可能となる．アクシデントやインシデ

ントを分析すると複数のミスが重なっている場合が多

く，各々のミスがルール違反なのか，ミステイクなの

か，スリップなのかを評価することは対策立案上有用

である．
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表1 医療ミスの種類と対策

失敗（failure）の種類 要 因 対 策

ルール違反（violation） 安全操作（マニュア

ル手順）を守らない

マニュアル遵守

教育

エラー

（error）

ミステイク

（mistake）

意識的行為

目標の誤り

教育

行為の理解

スリップ

（slip）

無意識的行為

行為の誤り

予防対策困難

指導と修練

フールプルーフ

フェイルセーフ

ダブルチェック

Risk Management

Risk Containment

Continuous Quality 
Improvement

Patient Advocacy

For the Hospital to 
protect against Lawsuit

For other Patients in 
the same Situation

For Safety of 
all Patients 

For Right and 
Benefit of Patients 

図1 リスク管理から医療安全管理への発展



6 安全対策の3本柱

医療現場における安全対策の3本柱はフェイルセー

フ，フールプルーフ，ダブルチェックである（図3）．

フールプルーフは初心者が行っても間違いが少ないよ

うな工夫であり，ダイアライザの血液透析回路との接

続部の色分けなどがこれに相当する．この前提として

教育により初心者を減らす努力は無論である．フェイ

ルセーフは万一ミスを犯しても重大な事故に直結しな

い工夫であり，透析装置に装備されている伝導度計，

漏血モニター，気泡感知装置とこれに連動する血液回

路遮断装置などがこれに相当する．後に述べる生理食

塩液置換方式の返血操作（生食置換返血）もこれにあ

たる．

ダブルチェックは事故防止上，きわめて有効な手段

である．1人のスタッフが犯したミスをほかのスタッ

フが発見是正することにより，事故が未然に防止され

る．個人のミスを犯す確率が1/100と仮定した場合，

ダブルチェックではミスが重なる確率は1/10,000と

なり，理論的には事故発生が激減可能となる．ただ，

チェックするスタッフには実施したスタッフがミスを

犯さないだろうという先入観が入るため，ミスに気付

かない危険性があることに注意を要する．

7 空気混入による死亡事故

2000年5月の某施設での透析終了時の死亡事故に

ついて原因を分析する．これは透析終了時の返血操作

にエア返血を行っていたこと，透析終了後に回路を経

由した輸液を行ったことの二重の危険操作（後述の標

準的操作マニュアルによればルール違反）が根底にあ

る．事故には看護師2名が関与したが，各々に操作上

のミステイク（判断の誤り）があり，2人目のミステ

イクは十分な申し送りが行われずに業務をひきついだ

ことも関与している．このように，重大な医療事故で

は複数のミスが重なり重大な結果となっていることが

多い．

8 透析室における医療事故防止

社会保険中央総合病院における2000年2月20日か

ら2002年6月30日までのI/A報告の結果では病棟

からの報告が圧倒的に多い．透析室からの報告は少な

いが，その中で重篤な事故につながる危険性のある事

例の割合が相対的に高いという特徴が認められた（図

4）5）．透析室からの報告は7件あり，そのうち4件が

アクシデントであり，うち1件は入院を要する重篤な

事故（数日で回復）であった．

一般に血液透析療法は，

① 集団治療である

② 体外循環を行う

③ 複数のスタッフが関与する

④ 同時に異なる手技が並行して行われる

などの性格から医療事故が発生しやすく，発生した場

合に重大事故に発展しやすいという特徴がある．一方，

透析室の事故発生リスクをI/A報告数の多い病棟と

比較すると，患者の年齢構成，疾患の多様性や出入り，

業務の専門性，指示受け方式，業務の完結性，スタッ
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図2 インシデント・アクシデント報告を活用した医療安全対策

I/A報告 リスクの把握 リスクの分析

リスクの評価リスクへ対応マニュアル改訂

Fool Proof Fail Safe

Double Check 

Good 
Dialysis
Practice 

図3 透析医療安全対策の3本柱



フの習熟度などの観点ではリスクがむしろ少ないと考

えられる（表2）．しかし，その特性がピットフォー

ルとなり事故につながる危険性もはらんでいる．専門

性の高い業務にはマンネリ化の危険や不慣れな処置へ

の適応困難，直接指示には口頭指示による聞き違い，

勤務時間内完結が多いことには申し送りの不慣れ・不

備，習熟性の高いスタッフ集団には毎年の新人スタッ

フの加入といったピットフォールが考えられる．

9 透析医療事故の全国調査

日本透析医会は日本透析医学会と協力して，厚生省

厚生科学研究特別事業の助成を得て透析医療の安全対

策に取り組んできた．平成12年度に全国3,073の透

析施設にアンケート調査を行い，1,586施設から回答

を得た（51.6％）6）．その結果，空気誤入，抜針および

血液回路の離断事故が多く，これをふまえ，「透析医

療事故防止のための標準的操作マニュアル」7）を作成

し，全国の透析施設に配布した．マニュアルの骨子は

① エア返血禁止（生食置換返血の推奨）

② 動脈側血液回路からのエア針のついた輸液の禁

止（静脈側血液回路からの輸液ポンプを用いた輸

液とする）

③ 透析治療終了，血液回収後に血液回路を経由す

る輸液の禁止（残した静脈側穿刺針に直接接続す

る輸液はよい）

④ 血液透析回路の接続部へのルアロック機構の推奨

である．

平成14年度の再調査（3,327施設，回答率46.7％）8）

では，マニュアルの浸透度は92.4％，認知度は89％

と高い数値を示した．その効果もエア返血操作の減少

（24％から7.7％），透析終了後の回路を利用した輸液

操作の減少（35％から27％），ルアロック化の普及

（40％から83％，部分的を含めると95％）に反映さ

れていた．空気混入事故は39件から36件にやや減少，

とくに返血時の空気混入事故は18件から8件に減少

を認めた．しかし，14年度の調査でも重篤な医療事

故は553件報告され，抜針事故（30％）や血液回路の

離断事故（7.2％）は依然高い数値を示した（図5）．

抜針事故のうち自己抜針が39.8％を占め，患者側の

痴呆，不穏・重症化などの要因が事故に関与している

ことが推察される．血液回路の離脱事故が若干減少し，

抜針事故が若干増加している結果は，穿刺針と血液回

路の接続部のルアロック化が関与している可能性があ

る．

死亡あるいは入院を要するような重篤な事故は，平

成12年度372件（31件/100万透析），14年度404件

（40件/100万透析）とむしろ増加を示した．これは

事故実数の増加というより，報告件数の増加と推察さ

れる．平成14年度の調査では死亡事故も18件報告さ

れたが，そのうち7件は透析治療との関連が希薄な死
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表2 病棟と透析室における事故発生リスク

病 棟 透析室

患者の年齢構成

患者の疾患構成

患者の出入り

業務内容

業務指示

業務の完結性

スタッフの習熟度

幅広い

多様

多い

多様

間接指示主体

申し送り多い

低い分野もある

60歳以上主体

比較的均一

少ない

専門性高い

直接指示多い

時間内完結多い

高い

図4 社会保険中央総合病院におけるインシデント・アクシデント報告

病棟 手術室 薬剤部 検査部門

医師 透析室 その他

00  2/20~12/31 (1/172件) 01  1/1~12/31 (4/381件)

02  1/1~6/30 (2/229件) 4件/16,000治療/年
（2001年）

④① ② ③

⑤ ⑥ ⑦

④ ①

②
③

⑤
⑥

⑦



亡であった．

平成14年度の調査で全国の透析施設ごとのインシ

デント，アクシデントの定義を調べたところ，その定

義がまちまちであった．そこで15年度の調査では6

段階の事故による患者影響度レベル分類（表3）でア

クシデントをレベル3以上，インシデントはレベル2

以下とする研究班案での賛否をとったところ，賛成

61.8％，多少の異論はあるが賛成（35.9％），計97.7

％であった9）．

10 ハインリッヒ産業災害防止論と医療事故防止

ハインリッヒ10）によれば，1件の重大事故の背景に

は29件の同様な軽度事故が隠されており，さらにそ

の背後には300件の軽微・無害な事故（ニアミス）が

存在するという．この法則を教訓として，300件のニ

アミス（インシデント）を分析，評価して対策を立て，

1件の重大事故を未然に防ぐ努力を継続することが安

全な医療を提供するために最も大切なことと考えられ

る．
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表3 インシデント・アクシデント報告における事故による

患者の影響度レベル分類

レベル0：実施されなかったが，仮に実施されていたならば何

らかの実害が予想される

1：実施されたが現時点での実害はなく，その後の観察

も不要

2：実施され現時点での実害はないが，その後の観察や

検査を要した

3：実害が生じ検査や治療を行った，あるいは入院が必

要であるか入院期間の延長を要した

4：実害が生じ，その障害が長期に渡ると推測される

5：死亡に至った

図5 平成14年度調査における重篤な事故
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要 旨

シャントインターベンションには，デバイスがつき

ものである．シャント狭窄のモニタリングや，狭窄，

閉塞への治療用デバイスが続々と登場してきているが，

有効性のエビデンスがあり，かつ操作が複雑でなく，

安全性に優れたものが，強く望まれる．また，治療前

には，トラブルの全体像を出来る限り把握しておき，

デバイスの組み合わせや，治療工程を，簡潔化するこ

とが重要といえる．

はじめに

ブラッドアクセスインターベンション治療（BAIVT）

は年々ニーズが高まり，特にブラッドアクセス狭窄に

対しては，BAIVTが第一選択治療となってきている．

このBAIVTの普及はめざましく，透析専門医はもと

より放射線科医，循環器内科医，あるいは外科医まで

もがこの領域に参入しつつある．そして彼等は

BAIVTに関する技術の修得や向上に切磋琢磨してい

るのが実状であるが，他方BAIVTに用いられる各種

デバイスの品揃えも，この領域の活性化に大きく寄与

している．本稿では現在注目されているブラッドアク

セス関連デバイスについて，特にBAIVT関連を中心

に言及してみる．

1 BAIVTと最新デバイス

内シャントに代表される透析ブラッドアクセスのト

ラブルの大半は，シャント狭窄である．何故なら週3

回のA側とV側の2本の穿刺を繰り返している現在

の方法では，当然の結末である．したがって，定期的

なシャント狭窄のチェックおよびそれに伴う修正術の

施行は，シャントは管理上必須の行為といっても過言

ではない（図1，2，3）．

この行為は，外科的方法もあるが，やはりBAIVT

が最も簡易的かつ患者の侵襲度の低い治療法であるこ

とはいうまでもない．そしてBAIVTの中心的役割を

演じているのが最新デバイスである．すなわち各種デ

バイスの進歩次第で，BAIVTの評価そのものが影響
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図1 造設後25年の良好な内シャント

図2 穿刺部瘤の前後には狭窄を伴う



されることになるわけである1）．（図4，5）

2 デバイスの分類

1） シース

バルーン拡張がBAIVTの中心であり，適合シース

は4～6Frが主に用いられる．ただし，カッティング

バルーンやステント設置が加われば7Frシースが必

要な時もある．BAIVT用シースの特徴は，概してシ

ース長が短いことである．これは，血管内腔に挿入さ

れるシース部分を少しでも短くすることにより，バル

ーン拡張が広範囲に行われやすくするためである．

（図6）

2） ガイドワイヤー

0.018inchおよび0.035inch適合のバルーンカテー

テルが多用されるが，一部 0.014inch適用のものも

ある．0.035inchガイドワイヤー適合カテーテルが標

準型バルーンカテーテルと呼ばれるのに対し，0.018

inchガイドワイヤー適合のものは特殊型バルーンカ

テーテルと呼ばれ，購入価格も標準型のそれより少し

高額になる．現在のガイドワイヤーの性能はまさに血

管内狭窄や屈曲部へのスムーズな操作性が評価の分か

れ道となっているが，今後のガイドワイヤーの使命と

しては単にカテーテル導入用のみでなく，ガイドワイ

ヤーそのものが血管拡張機能あるいは血栓除去機能を

直接的，間接的に有することが要求されよう．

3） バルーンカテーテルとカッティングバルーン

カテーテル

従来，20気圧以上の高圧拡張型バルーンカテーテ

ルが主流であったが，最近では低圧拡張型バルーンカ

テーテルや屈曲部に適するバナナ型バルーンカテーテ

ルなども注目されている．しかし，今や名実ともに注

目度ナンバーワンはカッティングバルーンカテーテル

である．特に強固な狭窄部へのカッティングバルーン

カテーテルの有効性は高く，すでに血管内ファイバー

スコープによる観察でも実証されている．他方，この

カッティングバルーンカテーテルの取扱いは一般のバ

ルーンカテーテルとは異なり，注意深く操作する必要

がある．（図7，8，9，10，11，12，13，14，15）

4） ステント

バルーン拡張型ステントは，中心静脈など外圧に対

する変形の影響を受けにくい部位への適応に限られて
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図4 最新デバイスへの疑問

ブラッドアクセスインターベンション治療に

最新デバイスは必要か？

● 操作が複雑ではないのか？

●本当に効果があるのか？

●高価すぎないか？

図5 最新デバイスの条件

今後必要とされる最新デバイスとは？

● 比較的シンプルで操作性に優れたもの

●有効性に関するエビデンスがあるもの

●高価すぎないもの

●絶対的安全性のあるもの

�
長期的展望に立って有益と思われるデバイスの選択

図6 透析シャント専用シース

図7 高圧バルーンカテーテル

図3 穿刺部瘤前後の内シャント閉塞例
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図8 バナナ型バルーンカテーテル

図9 4枚のブレード（刃）を有するカッティ

ングバルーン

図10 血管内ファイバースコープの先端部

図11 血管内ファイバースコープのカテーテ

ルシステム

図12 血管内ファイバースコープによる

カッティング拡張後の血管内膜像

図13 カッティングバルーンカテーテルによる開存成績2）
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図14 強固狭窄へのカッティングバルーンカテーテルの開存成績2）



いたが，形状記憶型ステントでは，関節部などの屈曲

部や外圧の影響を受けやすい部位への適応も可能とな

ってきている．また，最近ではドラッグデリバリー型

ステントが注目されており，開存率の向上が期待され

ている．さらに一方では，ステントグラフトの登場に

も期待したい．特にシャント流出側の中心静脈狭窄や

閉塞へのBAIVT施行時の血管破裂トラブルに対して

は，インターベンション的緊急処置としてその有用性

はきわめて高い．このステントグラフトはほかにシャ

ント仮性動脈瘤に対する適応も，今後評価される可能

性もある．（図16，17）

5） 経皮的血栓除去法

シャント閉塞に対し従来は，血栓除去用カテーテル

を用いた外科的血栓除去術が主流であったが，最近で

は，経皮的血栓溶解療法や経皮的血栓除去術が台頭し

てきている．最も普及しているのはハイドロダイナミ

ック血栓除去術であるが，最近ではシースから血栓吸

引用チューブを挿入し，注射器にて血栓を吸引するア

スピレーション方式も登場してきている．著者の経験

では，シャント閉塞後3日以内なら，これら経皮的血

栓除去術にてほぼ95％の成功率が得られている．ま

た一方では，ハンディタイプの機械的血栓除去用カテ

ーテルも開発されている．（図18，19，20，21，22，23，

24，25）
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図15 カッティングバルーンによるシー

ス損傷例

図16 形状記憶型の新型ステント

図17 ステントグラフト

図18 ハイドロダイナミック血栓除

去術用カテーテル

図19 ハイドロダイナミック血栓除去

術用の移動型注入ポンプ

図20 血栓溶解療法用カテーテル

図21 血栓溶解療法用カテーテルシステム



6） 長期静脈留置型カテーテル

V�V方式のブラッドアクセスであり，右内頚静脈

が主用ルートとして用いられる．この方式は，ブラッ

ドアクセス造設困難症例はもとより，極度の心機能低

下症例，スティール症候群を呈する症例などに適する．

これらは緊急用静脈留置型カテーテルに改良が加えら

れたものであり，一般的には数年単位の開存を目指し

たものである．大半がエンドホール型のシリコン製で
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図23 血栓除去用吸引カテーテルにて除去さ

れた血栓塊

図24 ブラシ型の血栓除去用カテーテルシス

テム

図25 バスケット型の血栓除去用カテーテル

システム

図26 小型超音波エコーによる右内頸静脈の検索

図27 右内頸静脈に留置された長期留置型カ

テーテル

図28 前胸部に出口部を設けた長期留置型カ

テーテル

図29 チタニウム製ポートとカニューラ

（Lifesitesystem）

図30 チタニウム製ポートを用いたLifesite

system

図22 血栓除去用吸引カテーテルシステム



ある．その後，これら長期留置型カテーテルに，さら

にポート（チタニウム製が多い）が連結され，すべて

のラインが皮下に埋没されるシステムも考案されてい

る．このシステムは機能性のみならず安全性を含めて，

今後の発展が期待されている3）．（図26，27，28，29，

30，31）

3 新しいブラッドアクセスへの模索

過去に，ソケット型のHemasiteデバイスが注目さ

れたが，現在これらの改良型が再び登場するといわれ

ている4）．（図32，33）

4 ブラッドアクセス機能モニタリングの新しい展開

ブラッドアクセス狭窄は必発であるが，最近ではこ

れらの早期発見，早期治療が叫ばれるようになってき

た．したがって日常的なシャントのモニタリングが必

要となる．血管造影法が最も確実な情報を得られるわ

けであるが，ほかに超音波エコーによる血管内狭窄の

診断法や，シャント音測定法，さらには簡易的シャン

ト血流量の測定法などが登場してきている．（図34，

35，36）
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図31 前胸部に埋没されたポート

図32 Hemasiteデバイス

図33 Hemasiteデバイスのコネクター部

図34 超音波エコーによるシャント

血管拡張術の施行現場

図35 超音波エコーによるシャント狭窄

の検索

図36 超音波エコーによるシャント狭窄像



要 旨

慢性透析療法において，透析患者の高齢化，長期化，

糖尿病の増加に伴い冠動脈疾患対策はますます重要に

なってきている．最近のX線CT診断装置の進歩には

目覚しいものがあり，昨年発売された16列多列検出

器搭載ヘリカルCT（multidetecter-rowCT;MDCT）

は，不整脈がなく，20秒間の息止め可能な患者であれ

ば，鮮明な冠動脈画像を描出できるようになった．従

来より，冠動脈診断のgoldstandardとされたCAG

は侵襲的検査であるために，透析患者への適用は躊躇

されることも多かった．MDCTは透析患者において，

冠動脈狭窄のスクリーニング，冠動脈石灰化の診断，

冠動脈プラークの存在や性状診断，CABG後のバイ

パスグラフト開存の判定，PCI後の経過観察などに用

いることができる．MDCTは，CAGの代替やあるい

はそれを超える診断法として，透析患者の身体的，経

済的負担を減らし，早期診断による生命予後やQOL

の改善，冠動脈硬化の発症や進行の解明などに有用性

が期待される．

はじめに

日本透析医学会の統計調査1）によると，2002年12

月31日現在，わが国の慢性透析患者数は22.9万人を

超え，死因の第一位は心不全（25.1％）で，心筋梗塞

（7.4％）を合わせると心臓合併症は 32.5％ に達して

いる．また，脳血管障害の11.2％を加えると，実に

43.7％が心臓血管障害で死亡している．このように

心血管合併症は慢性透析患者の生命予後やQOLに大

きな影響を及ぼしている．とりわけ冠動脈疾患は，透

析の長期化，患者の高齢化，糖尿病患者の増加に加え

て，冠動脈インターベンション（PCI）やバイパス手

術（CABG）の進歩と普及により，ますます増加傾向

にあり，その対策は維持透析患者の管理上，重要な課

題といえる．

従来より，冠動脈疾患のスクリーニングには，心電

図，負荷心電図，24時間心電図，心エコー図，ドプ

ラー検査，心筋シンチグラフィーなどの非侵襲的検査

が行われ，確定診断にはCAGが観血的に施行されて

きた．CAGは冠動脈疾患診断のgoldstandardであ

り，機器や技術の進歩により安全性が増したが，透析

患者においてはその侵襲性のために躊躇されることも

多い．そのため，透析患者では急性冠症候群（心筋梗

塞，不安定狭心症など）を発症して初めて発見される

場合も多く，生命予後に重大な影響を及ぼしている．

非侵襲的な冠動脈診断が可能になれば，早期対策が可

能になり，患者の生命予後やQOLの改善に寄与する

ことが期待される．

最近のX線CT装置の進歩には目覚しいものがあ

り，多列検出器搭載ヘリカルCT（multidetecter-row
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CT;MDCT），特に 16列 MDCTは冠動脈画像の非

侵襲的診断を可能にした画期的な診断装置である．

MDCTは心拍変動が少なく，20秒間の呼吸停止が可

能な患者においては，高率に冠動脈画像の描出が可能

である．透析患者特有の高度石灰化を伴う症例では狭

窄度の判定が困難であるが，その一方では石灰化の詳

細な診断が可能である．本稿ではこの新しい画像診断

法の透析患者の冠動脈疾患への応用について，自験例

を中心に述べる．

1 MDCTによる冠動脈造影の実際

冠動脈CTの実用化を可能にしたのは，検出器の多

列化，ガントリ回転速度の高速化，画像再構成法の進

歩による．ちなみに当院で使用しているGE社の16

列MDCT装置（図1）では，心拍変動の少ない状態

で，20秒程度の呼吸停止下に，造影剤60～75mlを

注入速度3ml/分で末梢静脈より注入し，生理食塩液

20mlで後押ししている．ガントリ回転速度0.5秒で

得られたスライス厚0.625mmの200枚ほどの画像を

再構成して冠動脈造影画像を表示している．画像再構

成法は低心拍数の場合にはハーフ再構成法を用いるが，

高心拍数の場合にはマルチセクタ再構成法を用いる2）．

2 冠動脈画像表示法

冠動脈画像表示法として，通常のaxial画像のほか

にvolumerendering（VR）法，multiplanerrefor-

mation（MPR）などが用いられる．

VR画像では心臓や冠動脈の全体を表示することが
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図1 多列検出器搭載ヘリカルCT装置 LightSpeedUltra（GE社製）

図2 volumerendering画像

左図：右冠動脈，右図：左冠動脈



可能である．洞房結節枝，房室結節枝，円錐枝なども

高率に描出可能であり，CAGでは平面的にしか認識

できない画像を立体的に認識することができる（図2）．

冠動脈の詳細や病変の評価には，蛇行する冠動脈を

1平面に描出するcurvedMPRや冠動脈を直線的に

展開して断面積や径を表示するvesselanalysisを用

いる（図3）．

狭窄病変の狭窄率の評価やプラークの性状診断には，

冠動脈走行に直行する短軸断面（cross-sectional

MPR）を活用する（図4）．
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図4 冠動脈プラークの2症例

左図：上段curvedMPR画像では右冠動脈中位部に長区間のプラークを認める．

下段のcross-sectionalMPR画像ではHU値118であり，線維性プラー

クが示唆される．

右図：上段curvedMPR画像では，左冠動脈近位部にプラークを認める．下段

のcross-sectionalMPR画像ではHU値48であり，血栓や脂質に富むプ

ラークの可能性がある．

図3 multiplanerreformation（MPR）画像（正常右冠動脈）

左図：curvedMPR画像，右図：vesselanalysis



3 冠動脈狭窄度の評価

現在の冠動脈MDCTは，AHA（米国心臓協会）

分類の末梢枝を含むすべての分節の描出が可能である

が，冠動脈狭窄に関しては不整脈，モーションアーチ

ファクト，石灰化などのためにCAGと同様に安定し

て評価できるわけではない．Satoらは連続54例にお

けるCAGとの対比では，50％以上の狭窄を検出する

MDCTの診断感度は94％，診断特異度は97％と良

好な相関を報告している3）．当院での非透析例38症

例，透析症例7例の初期成績では，診断感度はそれぞ

れ82％と78％であり，診断特異度はそれぞれ94％

と87％であった（表1）．まだ経験の浅い初期の成績

であるので，Satoらの報告に較べて診断感度，特異
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図5 左冠動脈のステント留置前後のVR画像

左図：PCI施行前．左前下行枝近位部に石灰化と狭窄を認める．

右図：同部位のステント留置後のVR画像．

表1 16列MDCTの診断成績と特異性

佐藤ら3） 自験例

非透析例（54） 非透析例（38） 透析例（7）

診断感度

診断特異度

94％

97％

82％

94％

78％

87％

（ ）内は症例数

図6 左冠動脈のステント留置前後のcurvedMPR画像

左図：PCI施行前．左前下行枝の狭窄部に石灰化を認める．

右図：同部位のステント留置後のcurvedMPR画像では留置したステントにより，内腔の拡張が得られている．



度ともに低値であるが，透析例は非透析例に比較して

さらに低値であった．

Kitagawaらは，一般の冠動脈疾患が疑われた患者

70例のMDCTのAHA分類基準の冠動脈14分節別

に画像の良否を検討した．70例の14分節計980分節

中821分節（83.8％）が評価可能であったが，159分

節（16.2％）は判読不可能であった．分節別に見ると

＃5，＃8，＃11，＃1，＃3などの左主幹部，左回旋枝

近位部，右冠動脈近位部などは90％以上評価可能で

あった．＃7，＃2，＃4PD，＃4AVなどは90～80％

であり，＃6，＃9，＃13は80～70％，そして，＃12，

＃14は70～60％程度，判読可能な良好な画像が得ら

れた．判読不可能な理由として，血管が小さく描出さ

れない場合，心拍動によるアーチファクト（bound-

ingartifact），石灰化，完全閉塞部やステント留置

部などが評価不能であった．右冠動脈＃2は心拍動の

ため，左前下行枝＃6は石灰化のために評価不能にな

る傾向が見られた4）．

自験例の透析患者では，冠動脈石灰化や過剰な心拍

動によるアーチファクトなどが狭窄度の評価を困難に

していた．特に，＃2や＃6などの主要冠動脈の評価

が困難であることは臨床的に看過できない問題である．

［症例］

62歳男性，透析歴8年，維持透析中に心不全を

発症．狭心痛は伴わなかったが，ECGで心筋虚血

が疑われたため，症状改善後に MDCTを実施．

VR画像で左前下行枝近位部に石灰化を伴う高度狭

窄性病変を認めたためCAGを施行．同部位に90

％狭窄を認めPCIの適応と診断し，同部位にステ

ント留置を行った（図5，6）．

透析患者では，心不全やECG異常を呈する症例

は多く，本例は狭心症もなかったため，従来ならば

CAGまでは行わないケースであったが，MDCTが

診断の確定に寄与し，その臨床的有用性が示された

症例であった．

4 冠動脈石灰化

透析患者では血管石灰化が高頻度に認められ，加齢，

透析期間，PTH高値，高P血症，Ca含有P吸着剤

投与による高Ca血症などにより進行し，生命予後と

関連することが指摘されている5,6）．従来より冠動脈

石灰化の画像診断には電子ビーム（electronbeam;

EB）CTが用いられてきた．Baumgart7）によれば

EBCTによる冠動脈石灰化の診断感度は97％，精度

は80％，診断率82％だが，冠動脈狭窄の診断感度は

66％ と低い．EBCTは MDCTに比べて空間分解能

（スライス厚3mmに対して0.5mm）が低いことや

時間分解能も低いことから，血管石灰化の診断にも

MDCTのほうが優れている．

［冠動脈の高度石灰化症例］

透析歴（5年，痛風腎61歳男性）不安定狭心症

の症状を呈したが，冠動脈CTでは左前下行枝起始

部の狭窄を確定診断できなかった（図7）．

［長期透析2症例のcurvedMPR画像］
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図7 冠動脈の高度石灰化症例，透析歴5年，61歳男性

左図：左前下行枝のcurvedMPR画像では，瀰慢性に石灰化を認めるが，近位部の狭窄は明らかではない．

右図：CAGでは近位部の狭窄は明瞭だが，石灰化所見には乏しい．



図8に長期透析2症例のcurvedMPR画像を示

した．いずれも慢性糸球体腎炎による腎不全で，透

析歴22年の57歳男性と透析歴26年の54歳男性の

症例である．一見，同様の経過をたどった2症例で

あるが，冠動脈石灰化の程度は対照的であった．冠

動脈石灰化の病因と治療法の解明が，今後の透析療

法の重要な課題であることを再認識させられる所見

であった．

5 プラークの検出と性状評価

急性心筋梗塞や不安定狭心症などの急性冠症候群の

原因は突然のプラークの破綻とそれに続いて起きる血

栓形成による動脈閉塞であり，必ずしも高度狭窄部位

が閉塞するのではないことが知られている．破綻しや

すい脂質に富む，線維性被膜の薄い，炎症性細胞浸潤

の盛んなプラーク（不安定プラーク）の診断は急性冠

症候群の発症予防の観点からきわめて重要な臨床的課

題である．このようなプラークの診断は，CAGでは

不可能であり，冠動脈内エコーや血管内視鏡で診断が

試みられている．MDCTによる非侵襲的冠動脈プラ

ーク診断の可能性には大きな期待が寄せられている．

冠動脈プラークの質的，量的な診断が可能になれば，

急性冠症候群の発症予測，個々の患者に適した脂質低

下療法の決定や治療効果の判定など，動脈硬化の診療

に革新的変化が生まれるものと思われる．

MDCTではプラークの性状評価にCT値（houns-

field値;HU）を用いるが，冠動脈内エコーと対比し

た研究では脂質に富むプラークは－42～47HU，線維

性プラークは 61～112HU，石灰化は 126～736HU

であった8）．

［症例］

図4に冠動脈プラークの2症例を提示した．図左

上段のcurvedMPR像では，右冠動脈中位部位に

プラークを認める．下段の cross-sectionalMPR

像ではHU値118であり線維性プラークが示唆さ

れる．図右の上段のcurvedMPR像では，左冠動

脈近位部位にプラークを認める．下段の cross-

sectionalMPR像ではHU値48であり血栓や脂質
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図8 対照的な冠動脈石灰化所見を呈した長期透析の2症例

左図：57歳男性，CGN，透析歴22年．6年前PTX，iPTH230，Ca8.4,P6.4,

アルファロール0.25μg/日，カルタン6錠/日．curvedMPR画像では

石灰化所見は軽度．

右図：54歳男性，CGN，透析歴26年．PTX（－），iPTH260，Ca11,P6.1，

オキサロール7.5μg×3/週，レナジェル12錠/日．curvedMPR画像

では冠動脈は瀰慢性に高度の石灰化を示している．



に富むプラークの可能性が高い．

このようにCT値でプラーク性状を大まかに評価す

ることは可能であるが，冠動脈プラークのように心拍

動下に小さなサイズのものを評価する場合には多くの

考慮すべき要因があり，陣崎らは以下のように述べて

いる9）．

partialvolumeeffect：病変部とそれに接する非

病変部が同じスライス中に含まれると，その部位の

CT値は両者の中間的な値になる．この効果を除外す

るにはできるだけ薄いスライスでの撮像が望ましい．

造影によるpseudoenhancement：周囲に極端に異

なる濃度が存在するとCT値に影響を与えることがあ

る．冠動脈の場合，プラーク周囲の血管腔は造影後

250～300HUに達するため，造影によりプラークに

pseudoenhancementを生じる可能性がある．

心拍動による影響：心拍数により画像再構成法を使

い分けているため，時間分解能が心拍毎に変動して

CT値に誤差を生じる可能性もある．

石灰化による undershooting：プラークの一部に

石灰化が存在すると，石灰化辺縁に生じるプラークの

undershootingartifactにより，プラークの非石灰

化部の濃度が低く表示されやすい．透析患者では重度

の石灰化プラークが存在することが多く，内腔の開存

性の評価を困難にしている．

プラークの不均一性：プラーク内には脂質，線維成

分，炎症細胞浸潤などの種々の成分が混在しており，

ROIを用いて計測しても各成分を認識するのは困難

である．

冠動脈プラークの造影効果：プラーク内に炎症の存

在する場合には，造影剤により増強効果を呈する可能

性がある．

一般人における冠動脈プラーク診断の重要性につい

て述べたが，透析患者では高度石灰化病変を示す症例

が多く，一般人に見られるプラーク診断をそのまま適

用することは困難である．しかし，MDCTによる透

析導入期からの長期的な経過観察が，透析患者の冠動

脈硬化の発症や進行の解明に寄与するものと期待した

い．

6 冠動脈バイパスグラフトの評価

最近のCABGの進歩には目覚しいものがあり，特

に人工心肺を用いない低侵襲性心拍動下手術の普及に

より，透析患者のようなハイリスク症例においても安

定した手術成績が得られるようになった．CABG後

のグラフト開存性の評価にはCAGが用いられている

が，MDCTで可能であれば患者の負担の軽減，グラ

フト閉塞の早期発見など透析患者にとってメリットは

大きい．

木村らは吻合部の評価を行い吻合部の有意狭窄無に

関して，診断感度84％, 診断特異度90％の良好な

結果を報告している10）．

［症例］

IABP下に無輸血準緊急的に心拍動下冠動脈5枝

バイパス術（offpumpCABG）施行した糖尿病性

腎不全による透析歴2年の56歳男性．

図9は術後のMDCTである．内胸動脈がそれぞ

れ左前下行枝と対角枝に良好に吻合されている．
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図9 CABG後のcurvedMPR画像

左内胸動脈を左前下行枝に，右内胸動脈を対角枝に良好に吻合されている．



図10に示されるように胃大網動脈と右冠動脈後

下行枝の吻合部はCAGよりもMDCTで明瞭に描

出されている．このようにMDCTはバイパス吻合

部の開存状態の診断に有用であり，時にはCAG以

上に詳細な情報を提供することが示された．

今後の課題としては，内胸動脈グラフト手術の増加

に伴い，心臓部位だけでなく内胸動脈の起始部から冠

動脈吻合部までの広範囲の画像を描出することが求め

られており，それには16列MDCTでは限界があり，

さらなる技術の進歩が望まれる．

7 透析患者の経皮的冠動脈拡張術（PCI）の現状と

MDCTによる経過観察

1977年，スイスの Gruenzigがカテーテルで経皮

的バルーン冠動脈拡張術（plainoldballoonangio-

plasty;POBA）を開始して以来4半世紀が過ぎたが，

この間percutaneouscoronaryintervention（PCI）

の進歩と普及には目覚しいものがある．1997年の日

本心血管インターベンション学会の統計では，全国

412施設で5万8,783件のPCIが行われ，CABGの6

倍以上の治療が行われるまでに普及した．デバイスの

進歩としては，1993年には方向性粥腫切除術（DCA）

が登場し，1994年にはステント，カッティングバル

ーンが，1997年にはロータブレーターが，そして

2004年には再狭窄を抑制する薬剤をコーティングし

た薬剤溶出性ステント（drugelutingstent;DES）

が認可される予定である．

当施設での透析患者に対するPCIの成績（未発表

データ）を述べると，1999年1月1日から2003年12

月31日までの5年間に186症例 258病変にPCIを行

った．男性126症例（67.7％）で，平均年齢：67.7±

10.3歳，初期成功率：94.6％，再狭窄率：46.0％，再

血行再建（TLR）率：32.6％であった．

透析群の冠動脈疾患には基礎疾患に糖尿病が有意に

多く，多枝病変，石灰化病変，入口部病変などの複雑

病変を多く認めた．初期成功率は比較的良好であった

が，慢性期の再狭窄率と再血行再建（TLR）率は非

透析群に比べ有意に高かった．

透析患者におけるPCIの問題点は，石灰化病変が

多いため拡張不十分で，再狭窄率が高いことである．

われわれの治療手段別の成績では，特にロータブレー

ター後にステントを留置した症例群で良好な結果が得

られており，積極的にロータブレーターによる石灰化

のアブレーション（切削）とステント留置による大き

な内腔の保持を行うことで治療効果が改善する可能性

が示唆された．しかし，それでも高率にステント再狭

窄が生じており，DESの使用による再狭窄の低減に

期待したい．

［症例］

図5，6に冠動脈ステント留置前後のMDCTを示

した．ステント部位は金属の存在によるアーチファ

クトのため判定が困難なことも多いが，本例は

strutが薄いためか，内腔が良好に描出されている．

ステントは種類によってステント内面の描出能が異

なっており，ステント再狭窄の診断は今後の検討課

題である．
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図10 胃大網動脈を右冠動脈後下行枝（4PD）に吻合

curvedMPR画像（右図）がCAG（左図）よりも，吻合部を明瞭に描出している．



おわりに

この30年間，侵襲的なCAGにより独占されてい

た冠動脈画像を，MDCTによって非侵襲的に鮮明に

描出できるようになった．MDCTは，画像再構成上

にいくつかの課題が残されているが，維持透析患者の

心疾患管理において画期的な診断法である．この診断

法を，従来からの冠動脈疾患の診断の手順11）（図 11）

にどのように組み入れていくのか，また限られた医療

保険財政の中でどのように活用していくのか，医学面

からまた医療面から多くの検討すべき課題がある．
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図11 診断手順フローチャート



要 旨

血液透析濾過（hemodiafiltration;HDF）は最強

の物質除去能を誇る腎不全治療法であるが，世界的に

患者数の増加は見られていない．HDF治療に使用さ

れている膜には，本来限外濾過膜として開発された高

透水性能を有する疎水性材料が用いられている．この

材料の抗血栓性を改善するために親水化剤が使用され

ているが，この親水化剤（ポリビニルピロリドン）が

生体適合性の指標を変化させるばかりでなく，アルブ

ミンの分離能など溶質の透過性能にも影響を与えるこ

とがわかってきた．

補充液の供給方式としては，従来から前希釈法と後

希釈法とがある．最近，中間で補充液を加えることが

できるモジュールが開発された．後希釈法の場合には，

濾過量が体外循環血流量に依存するため，「限外濾過

流量＝血流量/3」が目安となるのに対し，前希釈法

の場合には技術的に明確な限界がなく，除去対象物質

ごとに至適治療条件が異なるので，治療の目標設定が

重要となる．

内部濾過促進型血液透析（hemodialysis;HD）が

ヨーロッパと日本で広がりを見せている．大量置換型

HDF（on-lineHDFやpush& pullHDF）のニー

ズは，内部濾過促進型HDにどれほどの期待が寄せ

られるかに依存することになるであろう．

1 はじめに

血液透析濾過（hemodiafiltration;HDF）は分子

拡散に基づく小分子溶質の除去と限外濾過に基づく中・

大分子溶質の除去を兼ね備えた高効率の血液浄化法で

ある．しかし血液透析（hemodialysis;HD）に較べ

て，治療に必要なシステムは複雑であり，費用も嵩む

ことから，一部の地域を除いて，広く利用されるには

至っていない．本稿では，世界的な視野で見たHDF

治療の位置，最新の技術，克服されるべき問題点につ

いて報告する．

2 HDFの種類

HDFおよびその発展的または簡易的変法には，以

下の4つがある．

① ボトル型HDF（off-lineHDF，従来型HDF）

② push& pullHDF

③ on-lineHDF

④ 内部濾過促進型HD

専用の補充液は，製薬会社からボトルなどの専用容

器入り製剤として市販されている．この専用補充液を

使用する「ボトル型HDF」には，すでに30年近い歴

史がある．これに対して，ダイアライザの膜を介して

血液側から透析液側への濾過（正濾過）と透析液側か

ら血液側への濾過（逆濾過）を時間的に切り替えるの

がpush& pullHDF1）である．したがって，透析膜

を介して透析液が血液中に流入するため，push&

HDF� worldwide� 219

［透析医療におけるCurrentTopics2004］

HDF� worldwide�

山下明泰

湘南工科大学工学部マテリアル工学科

keywords：hemodiafiltration（HDF），on-lineHDF，push& pullHDF，pre-dilutionHDF

HDF� worldwide�

DepartmentofMaterialsScienceandEngineering,CollegeofEngineering,ShonanInstituteofTechnology

AkihiroC.Yamashita



pullHDFでは高純度の水処理が前提となる．Push

& pullHDFは日本発の技術であるが，日本以外で

は行われていない．本来ダイアライザに流入するはず

の透析液の一部を血液回路に直結し，補充液として用

いるのがon-lineHDF2,3）である．この場合にも高純

度の水処理は必須である．

ダイアライザの血液流路（中空糸内径）を細くした

り，中空糸の糸束率（充填率）を高くすることで，血

液または透析液の流路抵抗（圧力損失）を大きくした

モジュールでは，血液と透析液とを向流で流すと，1

本のダイアライザの中で血液と透析液の圧力勾配が交

差する．このとき，血液入口近傍では血液側から透析

液側への濾過（正濾過），血液出口近傍では透析液側

から血液側への濾過（逆濾過）が生じるため，HDモ

ードでありながら小規模の後希釈方式HDFが実現で

きる．これが内部濾過促進型HD4）であり，現在市販

されている多くの高性能ダイアライザでは，濾過量の

多少に差はあれ，このような現象が起きている．この

方法は除水制御機構付きコンソール以外に特別な装置

を必要とせず，HDモードで治療ができる点で，今後

の発展が期待されている．ヨーロッパ，日本のダイア

ライザメーカでは，内部濾過を促進するように工夫し

たダイアライザの開発が進められており，これが今後

の一つの流れとなることは疑いない．ただし，この治

療の場合にも，水道水由来の透析液が透析膜を介して

血中に流入するので，厳重な水質管理が必要である．

3 濾過膜と親水化剤の影響

HDF治療のダイアライザには，従来，血液濾過

（hemofiltration;HF）膜として開発されてきた高透

水性膜が使用されている．これらの膜は分離や透水性

能を規定するスキン層と膜の構造を支える支持層とか

らなり，素材は石油由来の合成高分子である．しかし

これらの素材の多くは疎水性が高く，血栓ができやす

いため，主として抗血栓性の改善を目的に，親水化剤

が添加されている．現在，世界的に最も広く利用され

ている合成高分子膜はポリスルフォン（polysulfone;

PS）であるが，PS膜には親水化剤としてポリビニル

ピロリドン（polyvinylpyrroridone;PVP）が使用さ

れている．そのほかの合成高分子膜ではポリエステル

ポリマーアロイ（polyesterpolymeralloy;PEPA）

膜で，PVPが添加されているものがある．これらの

膜は透水性能が高いだけでなく，中・大分子量物質の

除去能にも優れている．

透析膜の生体適合性は，古典的には白血球の減少率

や補体，特にC3a，C5aの増加率で評価する．これら
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表1 Technicalspecificationsofinvestigatedultrafilter

# nameof
products

Abbreviated
names

surface
area［m2］

membrane
materials

hydrophilic
agent

poresizeinfo membrane
make

1 PS-1.6UW PS 1.6 PS PVP（＋＋＋）（Notavailable）

Fresenius

MedicalCare,

Badhonburg,

Germany

2 FLX-15GW FLX 1.5 PEPA PVP（－） standard
NikkisoCo.,

Tokyo,Japan

3 FDX-15GW FDX 1.5 PEPA PVP（＋） standard
NikkisoCo.,

Tokyo,Japan

4 FDY-15GW FDY 1.5 PEPA PVP（＋） larger
NikkisoCo.,

Tokyo,Japan

5 FDX-150GW newFDX 1.5 PEPA PVP（＋＋） standard
NikkisoCo.,

Tokyo,Japan

6 FDY-150GW newFDY 1.5 PEPA PVP（＋＋） larger
NikkisoCo.,

Tokyo,Japan

TheamountofPVPusedinthemembraneisrepresentedinsemi-quantitativewaybecauseofconfiden-
tialrestrictions.
（－）：NoPVPincluded.
（＋）：LimitedamountofPVPincluded.
（＋＋）：IncreasedamountofPVPincluded.
（＋＋＋）：LargeamountofPVPincluded.



の指標で評価すると，一般にセルロース膜よりも合成

高分子膜のほうが優れた特性を示す．最近，PVP含

量が異なるPEPA膜が上市されているが，その生体

適合性および分離特性が，PVP量に影響を受けるこ

とがわかってきた．すなわちPVPを増量したPEPA

膜（PVP（＋＋））は，元々PVP含量が多い PS膜

（PVP（＋＋＋））によく似た生体適合性（PVP含有

量が多い（表1）ほどC3aの経時変化が大きい（図1））

を示した．

PVPを大量に含有するPS膜の場合（PVP（＋＋

＋）），水溶液系で測定したアルブミンの篩係数は，実

験初期において最大値をとり，経時的に減少した（図

2）．またPVPを含まないPEPA膜（PVP（－））で

は，水溶液系のアルブミン篩係数の経時変化が上に凸

となるのに対し，PVPを僅かに含むPEPA膜の場合

（PVP（＋）），経時変化はほぼ一定となった（図3）．
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amountofPVP（PVP（＋＋＋））undervariousalbuminconcentrations

（aqueousinvitro,QBi＝200mL/min，QF＝10mL/min，pH7.4）

図1 TimecourseofC3aconcentrationduringHDtreatment

Many differentdialyzerswereusedeach timeforonepatient.Symbolsarein

chronologicalorder.



ところが PVPを増量した PEPA膜の場合（PVP

（＋＋））には，PVP（＋＋＋）のPS膜同様，経時変

化が下に凸となった（図4）．これらのことより，膜

表面における試験溶液と膜との界面現象は，メインの

膜素材（PSや PEPA）よりも，添加物である PVP

の性質が支配的となっている可能性が示唆された5）．

4 補充液の供給方式

push& pullHDFおよび内部濾過促進型HDを除

けば，HF，HDFにおける補充液の供給方式には，前
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希釈方式（pre-dilution）と後希釈方式（post-dilution）

とがあり，両者を組み合わせた前後同時希釈方式もあ

る．これらの補充液供給法をon-lineで行う場合，補

充液に使用した分だけダイアライザに供給される透析

液量が減少するので，注意が必要である．

1） 後希釈方式on-lineHDF

流入血流量の1/3を濾過する（濾過分率＝1/3＝33

％）と，出口のヘマトクリットは1/（1－1/3）＝1.5倍

となる．もちろん治療中は，血球成分だけでなくたん

ぱく質も濃縮され，これに伴い膜のファウリング（汚

れ）が進行し，透水性が低下する．したがって，4時

間に亘って一定の条件で後希釈方式のHDFを行う場

合，濾過分率＝33％が目安となる．たとえば血流量

QB＝250mL/minの場合，限外濾過流量QF＝QB/3≒

85mL/min，補充液流量QS＝QF－10＝75mL/min，

総透析液流量QDTot＝500mL/min，ダイアライザに流

入する正味の透析液流量 QD＝QDTot－QS＝500－75＝

425mL/minとなる．この程度の正味のQD減少であ

れば，小分子溶質の除去能に大きな影響を与えない．

2） 前希釈方式on-lineHDF

後希釈方式の治療条件が，主として膜の透水性能で

規定されるのに対し，前希釈方式の場合には技術的に

明確な目安はない．したがってすべての透析液を補充

液として用いれば，前希釈方式on-lineHFも可能で

ある．換言すれば前希釈方式on-lineHDFでは，至

適な治療条件は確立されていないことになる．図 5

（左）はQDTot＝520mL/minに固定した場合，QSと各

溶質の除去率を示したものである．尿素窒素やクレア

チニンの除去率は，QSの増加とともに僅かに低下す

るが，β2-ミクログロブリン（β2-MG）では不変，α1-

ミクログロブリン（α1-MG）では逆に指数関数的に

増加することがわかる．この図の横軸を正味のQDで

書き直せば図5（右）が得られるが，両図は互いに鏡

像関係となっている．すなわち，小分子溶質（尿素窒

素，クレアチニン）では濾過を促進するプラスの効果

よりも正味のQDを減ずるマイナスの効果の方が大き

く，逆に大分子物質（α1-MG）では，正味のQDを減

じるマイナスの効果よりも，濾過量を増大するプラス

の効果の方が大きいことがわかる．また，その中間的

分子（β2-MG）では，濾過と拡散の効果がほぼ同等

に寄与しているために，QF（または正味のQD）の増

減に関係なくほぼ一定値を示したと考えられる．この

ように前希釈方式on-lineHDFでは，除去対象とす

る物質をどこに定めるかによって，至適治療条件が異

なる．

3） そのほかの補充液供給方式

前述の通りシステムが煩雑になるが，前希釈方式と

後希釈方式の利点を生かした前後同時希釈方式が行わ

れることもある．かつてダイアライザの透水性能が不

足していた頃（1980年代前半），ダイアライザを直列

に2本連結した治療法が検討されていた．この場合，
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前希釈法，後希釈法のほかに中間で希釈することが可

能であり，これをmid-dilutionと呼んでいた．中間

希釈法もまた前希釈法と後希釈法の特徴を併せ持って

いる．

最近，この中間希釈法が1本のダイアライザで行え

るようなモジュールが米国のベンチャー企業（Nephros

社）から提案されている（図 6）6）．これは on-line

HDF専用のモジュールであるため，認可の問題も含

めてアイデアが先行している感があるが，専用の膜の

開発や至適デザインを含めて検討する価値は十分にあ

る．

5 おわりに

HD用の透析液とHF用の補充液を組み合わせて始

められたHDF治療であるが，現在ではHDF専用モ

ジュールとして認可されたダイアライザ（旭メディカ

ル社製，PAN膜）があり，on-lineHDF専用のモジ

ュールも提案されてきている．今後も既存のノウハウ

を組み合わせて新しい方法論が提案されていくであろ

う．同時に世界的に医療財政が厳しくなる中，内部濾

過促進型HDのような手軽な方法以外は，新治療が

爆発的に受け入れられる可能性は低い．内部濾過促進

型HDと大量置換型HDF（on-lineHDFやpush&

pullHDF）の使い分けは，前者にどこまで期待でき

るかが鍵となるであろう．
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要 旨

血液透析患者において，高リン血症，血清カルシウ

ム・リン積の増加は独立した生命予後の悪化因子であ

る．これには血管壁石灰化を介する動脈硬化性疾患や，

心臓弁などの異所性石灰化による心血管病変の進行な

どの関与が想定されている．事実カルシウム非含有リ

ン吸着薬の使用で，カルシウム含有リン吸着薬使用群

に比し，冠動脈や大動脈の異所性石灰化進行が抑制さ

れた成績も報告されている．適切な血清カルシウム，

リンの管理は，透析患者生命予後を改善させる有力な

手段と期待されている．

はじめに

透析患者予後の代表的指標は生命予後と入院率であ

るが，最近ではこれらに加えてQOLが用いられる．

これらの中では生命予後が最も重要とされ，年齢（高

齢），性（男性），腎不全の原疾患（糖尿病や腎硬化症），

合併症などの患者背景ではかっこ内の存在が生命予後

の悪化に関与することがよく知られている．一方，

Kt/V，透析時間，透析間体重増加量，透析膜素材，

貧血の程度，栄養状態，体格，炎症の存在など，治療

やその結果生じる臨床的帰結も予後の重要な規定因子

とされる．

本稿ではこうした予後の規定因子として血清カルシ

ウム（Ca）とリン（P）をとりあげ，これらの管理の

向上が患者予後に結びつくか否かを検討した．

1 高リン血症の帰結

1） 2次性副甲状腺機能亢進症

高P血症は血清Caの低下や活性型ビタミンDの

産生抑制を介して，さらには直接副甲状腺に作用して

PTHの産生・分泌を促す．またP負荷は副甲状腺細

胞の増殖促進因子（TGF-αなど）の発現増強と増殖

抑制因子（cyclin-cyclindependentkinaseinhibi-

tor;P21，P27など）の発現低下を介して副甲状腺

過形成をもたらし，2次性副甲状腺機能亢進症の重要

な病因と同時に進展促進因子でもある．

高P血症の持続は，副甲状腺細胞の増殖からビタ

ミン D受容体 （VDR） や Ca senseing receptor

（CaR）の発現を低下させ，活性型ビタミンD治療や

高Ca血症にもかかわらずPTH分泌の持続する治療

抵抗性 2次性副甲状腺機能亢進症の原因となる．

PTHの異常高値は生命予後を悪化させる要因の一つ

となるばかりでなく，線維性骨炎や多くの腎不全・透

析患者の合併症に関与し，QOLの重要な阻害因子と

なることが知られている1）．

2） 血管石灰化

異所性石灰化には血清Ca・P積が重要な規定因子

となるが，Ca・P積は主に血清Pの影響を受ける．

異所性石灰化の中で血管壁の石灰化は血管内皮よりも

Ca/P管理と予後 225
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中膜に顕著で，最近のEBCT（electronbeam CT）

やmulti-sliceCTの普及から，透析患者では若年か

ら高頻度に冠動脈の石灰化が発現し，透析年数の増加

に伴い石灰化の頻度と重症度が増加・進行することが

明らかにされている2）．

血管石灰化については単にCa・P積の増加のみな

らずPの選択的作用もinvitroで解明されている．

血管平滑筋細胞培養系を用いた実験では，培養液中の

P濃度の増加に伴い石灰化は増強し，しかも石灰化は

生理的なP濃度下で出現する．この石灰化にはNa-P

cotransporterであるPit1の関与することも示され

た．また，石灰化に伴い培養細胞には骨芽細胞由来の

オステオカルシンやcorebindingfactorα1（Cbfa1）

などの発現が見られる．つまり高P血症ではP輸送

体を介して血管の石灰化が促進されるだけでなく，血

管が骨へと形質転換する機序が明らかになり3），高P

血症が血管石灰化と血管の硬化の重要な病因であるこ

とが証明された．

3） 血管以外の異所性石灰化

異所性石灰化部位は血管壁のみにとどまらない．心

臓弁，関節周囲，肺胞，皮下など広範な部位に石灰化

を来たし，これらが生命予後やQOLを悪化させる病

因であることはよく知られている．

2 高P血症と生命予後

透析患者の生命予後規定因子の一つとして血清 P

濃度があげられている．日本透析医学会の統計調査に

よっても，血清P濃度は高くても低くても生命予後

は悪化する．この報告は年齢，性，透析歴，糖尿病の

有無など限られた背景因子で補正されたのみであるが，

日・米・欧3地域の前向き国際共同観察研究として名

高いDialysisOutcomeandPracticePatternStudy

（DOPPS）の結果でも，先の要因に加え，血清アルブ

ミン値，BMI，15の併存症などで補正してもなお，

高P血症と低P血症は生命予後を悪化させる独立し

た要因であることが示されている4）．

DOPPSの成績によると，血清P濃度4.6～5.0mg/

dLを基準とした場合，血清 P濃度 2.6～3.0mg/dL

で死亡のリスクは30％，血清P濃度2.6mg/dL未満

で84％各々有意に増加する．一方，高P血症の影響

では 6.1～6.5mg/dLで 21％，6.5～7.0mg/dLで 30

％，7.0mg/dLを超えると47％死亡のリスクは有意

な高値をとるという．また，血清P7.5mg/dLを超

えると入院のリスクが17％増加することも報告され

ている．

血清Ca/P，PTHと透析期間が患者予後の予見因

子であることも明らかにされた5）．515例のカナダの

透析患者を2年9カ月に渡り前向きで観察したところ，

単独では血清Pが1mmol/L増加するごとにリスク

が56％，組み合わせでは血清Ca，P高濃度と高PTH

でリスクが 3.3倍，血清 P，Ca高濃度と低 PTHで

4.3倍，おのおの正常血清Ca，P，PTH濃度群に比

べて高値であったと報告されている．低P血症でみ

られた死亡リスクの増加は，食事を十分にとれないよ

うな全身状態の悪化や栄養障害で説明可能であるが，

高P血症に伴う死亡リスクの増加には，前項の高P

血症の帰結と関連した考察が必要である．血清Ca・

P積についても予後の規定因子で，先のDOPPSの報

告によると，Ca・P積50～55［mg/dL］2を対照とし

た場合，66［mg/dL］2以上では死亡のリスクは 24％

有意に増加するとされる．

1） 高P血症と冠状動脈疾患

高P血症に伴い，どのような疾患による死亡のリス

クが増加するかがUSRenalDataSystem（USRDS）

の統計資料により解析された6）．その結果血清P濃度

6.5mg/dLを超える高P血症の群と2.6から6.5mg/

dLの群では，全体で前者の死亡のリスクが21％増加

したが，死亡原因をみると冠状動脈疾患によるリスク

の増加が41％と最も高く，次いで脳血管障害，死因

不明，突然死，感染症の順であった．この中で21％

を超えて有意に上昇していたのは冠状動脈疾患と死因

不明の25％のみで，これらの結果から高P血症に伴

い最も増加するのは冠状動脈疾患による死亡と考えら

れる．

先のEBCTを用いた冠状動脈石灰化の検討では，

石灰化は加齢，透析歴，糖尿病の合併，血清P濃度，

PTH濃度に依存して増加しており，その中でも血清

P濃度と糖尿病の寄与率が最も高い．また，動脈硬化

性疾患の合併率はEBCTによる冠状動脈石灰化スコ

アと相関し，透析患者でしばしば認められる1,000を

超える冠状動脈石灰化スコアを有する例では85％に

動脈硬化性疾患を合併していたという7）．
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2） 血清P濃度と心臓弁膜症

高P血症に伴う死亡リスクの増加は，血管壁以外

の異所性石灰化によっても説明可能である．高P血

症やCa・P積の増加が心臓弁膜の石灰化を促進する

か否かについては，僧帽弁石灰化については高齢と高

血圧歴，透析歴が長いことに加え，Ca・P積の高い

ことが石灰化促進因子であることが知られている8）．

また，USRDSのデータから血清Ca/P濃度と心臓弁

手術のリスクを検討した報告でも，血清P濃度5mg/

dL以上でリスクは47％増加し，血清Ca濃度8mg/

dL以下で0.67と有意に低下することを見出している9）．

弁膜石灰化と予後では，1年生存率で比較すると，

大動脈弁，あるいは僧帽弁に石灰化がみられた症例の

生存率が70％であったのに対し，石灰化の検出され

なかった群では93％と有意に良好で，弁石灰化は独

立した予後不良の予知因子であることが示されている．

この研究で死亡率に差がでたのは心血管病変による死

亡に大きな差異がみられたためで，心血管病変による

1年死亡が石灰化がみられた症例で22％であったの

に対し，石灰化の検出されなかった群では3％にすぎ

なかったという10）．

3） そのほかの血清P濃度の関与

血清P濃度の心臓自体に及ぼす影響では，高P血

症が心筋の線維化を促進したり，左心室重量の増加，

心筋動脈壁の肥厚などに関与することが動物実験レベ

ルで明らかにされている11）．また，高PTH血症が心

筋代謝に影響を与えることも古くから示されている．

直接Pの影響を示すものではないが，2次性副甲状

腺機能亢進症の治療に calcitriolを使用した群約

38,000例とparicalcitolを使用した群約29,000例につ

いて，36カ月間の生命予後を比較した米国の報告で

は，生命予後はparicalcitolを使用した群で有意に良

好で，この結果は途中で calcitriolから paricalcitol

に変更した群で逆の変更した群に比べて予後が高いこ

とによっても裏付けられたという．この生命予後に及

ぼす血清P濃度の影響を解析すると，calcitriol群，

paricalcitol群とも高P血症が進むほど死亡のリスク

は高く，こうした活性型ビタミンD治療を受けてい

る状況下でも，高P血症の管理はきわめて重要と考

えられる12）．

3 血清Ca，P濃度の適切な管理基準

血清Ca，P濃度が予後の重要な規定因子であるこ

とが明らかになったことから，これらをいかに維持す

べきかが注目された．この点については2003年10月

に米国 NationalKidneyFoundationから公表され

たK/DOQIClinicalPracticeGuidelinesforBone

Metabolism andDiseaseinChronicKidneyDis-

easeで詳しく規定されている．本ガイドラインによれ

ば表1のように血清Ca，P，PTH濃度の測定頻度と

管理基準が示された13）．血清Ca，P濃度については，

これまで一般臨床で用いられてきた基準に比し低値で，

この点からはきわめて厳しい管理基準といえる．

しかし，米国のこの管理基準をそのままわが国の透

析医療に適応できるか否かについては議論されるべき

点が残る．第一は，採血日と透析の関係である．米国

では一般に採血は中一日の透析前に行われることが多

い．わが国では中二日の透析前採血であるから，血清

P濃度はわが国で高値をとりやすい．第二は血清Ca

濃度の補正法の差である．日本ではPayneの補正式

に従い，血清アルブミン濃度と4.0の差をそのまま補

正に用いるが，米国ではこれに0.8をかけるのが通常

で，低アルブミン血症の場合はわが国で高Ca血症と

なりやすい．そのほかに米国ではCa濃度2.5mEq/L

の透析液使用が勧められているのに対し，わが国では

3.0mEq/Lが一般的であったり，米国で認可されてい

るparicalcitolやcinacalcetなどの2次性副甲状腺機

能亢進症治療薬がわが国では認可されていない，など

の点に注意する必要がある．

4 血清Ca，P管理の実際

高P血症の管理は十分な透析と，適切なP制限食，

P低下薬の投与が基本となる．先のK/DOQIガイド

ラインで示された血清Ca，P濃度の管理を達成する

には，塩酸sevelamerのようなCaを含有しないP低
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表1 K/DOQIの骨代謝ガイドライン

透析患者では

●血清P値：3.5～5.5mg/dL

●血清補正Ca：8.4～9.5mg/dL

（正常範囲内，できれば下限に近く）

●Ca・P積：55未満

●intact-PTH：150～300pg/mL



下薬の服用が不可欠である．しかしながら塩酸seve-

lamerは大量服用を要し，服用しづらいだけでなく，

表2に示したような，高頻度，かつ重篤な副作用が知

られている．

そこで欧米では塩酸sevelamerに代わるP吸着薬

の開発が進み，2004年3月にはスウェーデンで炭酸

ランタンが認可された14）．本剤はShire社で開発され

たlanthancarbonatetetrahydrateからなる薬剤で，

Fosrenolとの名称で開発されている．分子量は530，

腸管吸収はアルミニウム（Al）の1/100以下と低く，

主に胆汁排泄されるため薬物動態に腎機能障害の影響

は軽微にとどまり，かつ血液脳関門はほとんど通過し

ないとされる．invitro試験では広いpH領域で安定

した高いP吸着特性を示し，欧米の臨床試験成績で

も血清Caの上昇作用なしに，Ca製剤を凌ぐ用量依

存性のP低下作用を示している．PTHは，高PTH患

者では低下し，低PTH患者では適正なレベルにまで

上昇がみられるという．

問題はランタンの腸管吸収に伴い血中ランタン濃度

も増加することで，実際骨へのランタンの蓄積も明ら

かにされている．今後はこうした体内蓄積がAlのよ

うな有害作用を発揮しないか否かの見極めが課題とな

る．特にわが国のように10年以上の単位で腎不全患

者が長期間透析療法で管理されることを勘案すれば，

この点のクリアが最も重要といえよう．

CaRに対しagonistic作用を有するcalcimimetics

であるcinacalcetは，PTHの抑制と同時に骨から放

出されるCa/Pを抑制して高P血症，高Ca血症とCa・

P積の低下をもたらす15）．本剤はわが国でも臨床治験

が進んでおり，新たな治療手段として早期の実用化が

望まれる．

おわりに

血清Ca，P濃度の異常が透析患者生命予後に及ぼ

す影響と，その影響を最小限に止める管理基準・管理

手法を概説した．わが国透析患者の生命予後は先進諸

国中最も良好であるとはいえ，一般住民に比してその

予後はきわめて不良である．こうした予後を改善させ

るには，様々な予後規定因子を明らかにし，その因子

について良好な管理を進めていく地道な努力が不可欠

である．高P血症，血清Ca・P積の増加が予後の重

要な規定因子であり，それを是正する医学的手段が存

在する以上，適正な管理に努め，その成果を再度検証

してさらなる予後向上の努力を続けていくことが，わ

れわれに課せられた使命といえよう．
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今回は透析の処置料（技術料）についての改定はな

く，一般と同率に薬と保険医療材料と検査とが下げら

れるに留まった．

1 改定までの経緯

1） 中医協を中心とした経緯

平成14年度の2.7％引き下げが実際には，透析：

約8％，外科（主として診療所）：約9.6％，整形外科

（主として診療所）：約9.5％など，きわめてドラスチ

ックな引き下げであったため，日医を始め各医会が今

までにない確度の高い影響度調査結果を発表した．こ

の状況下で，平成15年5月中旬に財務省主計局が，

財政制度等審議会に「社会保障制度について」を提出

し，国民所得と医療費の関係から見て，今回もマイナ

ス改定にせざるをえないとアドバルーンをあげた．入

院の食事費の引き下げについて言及し始めたのも，こ

の頃からであった．

平成15年8月1日，平成16年度予算概算要求基準

を閣議了承したが，社会保障費全体の自然増分9,100

億円のうち，2,200億円を圧縮するよう指示が出た．

2,200億円中の医療費分は1,000億円で，薬価を含め

▲1.5％の引き下げに相当した．

一方中医協での改定論議は，平成15年4月より行

われていたが，平成15年10月1日診療側委員が「16

年度診療報酬改定に関する要望書」を提出した．すな

わち，①医療安全推進体制の整備リスト，②ゆとりあ

る医療提供のためのスタッフ増員コスト，③安全な医

療材料や機器，ディスポーザブル製品の購入コスト，

④感染性廃棄物の処理コスト，の4項目について要望

した．

これに対し財務省がさらなる介入を行った．すなわ

ち，平成15年11月13日主計局が財政制度等審議会

に「平成16年度診療報酬改定の基本的考え方」を提

出し，物価・人件費の動向等から診療報酬全体で最低

▲4％の引き下げが必要であると主張した．これに対

し日医が，実質的人件費の動向等のデータを用いて財

務省に反論した．平成15年12月12日診療側が前出

の4項目達成のために，全体で1兆2,500億円の引き

上げを要望したことに対して，保険者側は翌日，平成

16年度改定は前回並みの引き下げ（▲2.7％）を要求

した．両者一歩も譲らず攻防が続いたが，平成15年

12月18日20時40分個別折衝に上り，本体±0％で

合意した．

図 1は，平成8年から平成16年までの改定の推移

である．

2） 透析医会の経緯

平成15年5月に全国の支部から，平成16年度保険

改定に対する要望をアンケートで回答していただいた．

それを整備し，第 48回日本透析医学会総会開催時の

平成15年6月21日に，支部長会議と透析保険審査委

員懇談会とで検討した．その結果をまとめ，同年6月
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薬価 ▲0.9％

材料 ▲0.1％

本体 ±0.0％

合計 ▲1.0％
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図1 診療報酬改定率の推移

出典：日本医師会 平成16年度診療報酬改定説明会資料

表1 平成16年度診断報酬改定

項 目 現 行 改 正

第1節 初診料

初診料

（点数の見直し） 1 病院の場合 250点

2 診療所の場合 270点

255点

274点

有床診療所入院基本料（1日につき）

（注の新設）

※有床診療所における入院医療の

評価

（新設） 注3 医師の配置その他の事項につき別

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方社会保険事務局

長に届け出た診療所である保険医療機関

に入院している患者（入院基本料1を現

に算定している患者に限る．）については，

1日につき所定点数に40点を加算する．

慢性維持透析患者外来医学管理料

（点数の見直し）

人工腎臓

（保発の追加）

2,670点 2,460点

（5） 人工腎臓の時間等については，患

者の病態に応じて，最も妥当なものとし，

治療内容の変更が必要となった場合には，

患者に十分な説明をすること．

在宅血液透析指導管理料

（注の変更）

※在宅自己透析の評価の見直し

（保発の追加）

注1 在宅血液透析を行っている入院中

の患者以外の患者に対して，在宅血液透

析に関する指導管理を行った場合に算定

するものとし，頻回に指導管理を行う必

要がある場合は，同一月内の2回目以降

につき1,900点を月2回に限り算定する．

注1 在宅血液透析を行っている入院中

の患者以外の患者に対して，在宅血液透

析に関する指導管理を行った場合に算定

するものとし，頻回に指導管理を行う必

要がある場合は，同一月内の2回目以降

につき1,900点を月2回に限り算定する．

ただし，当該指導管理料を最初に算定し

た日から起算して 2月までの間は，

1,900点を月4回に限り算定する．

（1）導入時に頻回の指導を行う必要が有

る場合とは，当該患者が初めて在宅血液

透析を行う場合であり，保険医療機関の

変更によるものは含まれない．



27日の常任理事会で承認を受け，重点要望3項目が

決定した．すなわち，①4時間以上と未満との区別点

数の復活，②エンドトキシン処理加算の新設，③感染

性廃棄物処理費用の保険採用，の3点であった．

この重点要望項目とそのほかの要望や保発の改定等

を含めて，同年7月3日厚労省医療課に説明に伺った

ところ，宿題をもらったので，同年7月25日医会周

辺のホテルで合宿を行った．透析関係の点数と保発を

全部見直し整理したものを，同年9月9日厚労省医療

課で説明し勉強会を行い，さらに同年11月7日最終

的な要望と説明を行わせていただいた．日医へは，同

年10月29日に伺い，厚労省医療課に提出したものと

同じ要望と改定案の説明をさせていただいた．

2 具体的改定内容（透析関係）（表1）

人工腎臓の保発の追加に「人工腎臓の時間等につい

ては，患者の病態に応じて，最も妥当なものとし，治

療内容の変更が必要となった場合には，患者に十分な

説明をすること．」というしばりが付いた．これは時

間を短縮するときに，患者の了承を得なければならな

いということである．標準透析は4時間と考えられて

いるので，これより短くするときは，特に患者に十分

説明をして了解を得ることが必要であるということで

ある．個別指導のときは，時間短縮の了解を得た記録

があるかどうか見るとのことであった．

表2のヘモダイアフィルター（新設）は，HDF専

用で，通常のHDへの適応はない．

3 透析部門における改定の評価

今まで保険の改定率がプラスのときでも，透析はい

つもマイナス改定であった．これは，透析患者が毎年

1万人ずつ増加し続け，総医療費に占める透析の割合

が増え続けたためである．現在は，総医療費の約3.4

％，介護，調剤，歯科を除いた医療費では，約4.2％
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表2 平成16年4月特定保険医療材料（材料価格改定）

医 療 材 料 新価格（円） 旧価格（円） 差（円）

042 人工腎臓用特定保険医療材料（回路含む）

（1） ダイアライザー

①ホローファイバー型および積層型（膜面積1.5m2未満） Ⅰ型

②ホローファイバー型および積層型（膜面積1.5m2未満） Ⅱ型

③ホローファイバー型および積層型（膜面積1.5m2以上） Ⅰ型

④ホローファイバー型および積層型（膜面積1.5m2以上） Ⅱ型

⑤特定積層型

（2） ヘモダイアフィルター（新設）

（3） ヘモフィルター

（4） 吸着型血液浄化器

①腎補助用

②β2�ミクログロブリン除去用

（5） 持続援助式血液濾過器

2,630

2,750

2,420

2,800

8,250

3,190

6,480

43,300

25,400

27,200

2,920

3,090

2,970

3,190

9,720

8,530

48,300

25,400

28,100

－290

－340

－550

－390

－1,470

（3,190）

－2,050

－5,000

0

－900

044 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル

（1） シングルルーメン

①一般型

②交換用

（2） ダブルルーメン以上

①一般型

②特殊型

③カフ型

11,300

3,240

22,000

24,000

48,900

15,300

3,940

24,400

26,900

51,300

－4,000

－700

－2,400

－2,900

－2,400

137 血管内手術用カテーテル

（6） PTAバルーンカテーテル

①一般型

イ 特殊型

（12） 血栓除去用カテーテル

③経皮的血栓除去用

ただし，H17年1月～

H17年4月～

170,000

86,700

77,600

68,500

180,000

91,300

－10,000

－4,600



に達している．このため，官邸からも透析名指しで引

き下げがいわれている状況である．

今回の改定では，1透析当りで見てみると，ダイア

ライザーが390円，慢性維持透析患者外来医学管理料

（検査料）2,670点→2,460点となり，210点（1透析

換算160円）のマイナス，エリスロポエチンを始め薬

剤が1回透析あたり計200円の下げで（表 3），合計

すると390円＋160円＋200円＝750円の引き下げで

あった．エリスロポエチンと検査のマイナス分は，大

半が業者に転嫁できるので，実質350円くらいの引き

下げで済んだと思われる．
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表3 平成16年度保険改定薬価価格（エリスロポエチン）

製 品 名 旧価格（円） 新価格（円） 差額（円） 率（％）

エポジンS 750u

エポジンS 1500u

エポジンS 3000u

エポジンS 6000u

1,832

3,246

5,856

11,372

→

→

→

→

1,732

3,068

5,532

10,889

－100

－178

－324

－483

－5.45

－5.48

－5.53

－4.24

エスポーS 750u

エスポーS 1500u

エスポーS 3000u

エスポーS 6000u

1,888

3,322

5,982

11,625

→

→

→

→

1,779

3,132

5,639

11,019

－109

－190

－343

－606

－5.77

－5.71

－5.73

－5.21



要 旨

平成15年4月から全国特定機能病院等82施設を対

象に，わが国独自の診断群分類であるDPC（diagno-

sisprocedurecombination）を用いた包括支払制度

が開始され，本年4月から一部の国立病院や民間病院

にも導入されている．急性期入院医療の包括支払い評

価というこれまでにない大きな医療制度改革であり，

関係者の関心はきわめて高い．

DPCの目的は，DPCは包括化による医療費削減が

主目的であるような議論もあるが，医療に関連する情

報の標準化と透明化であり，この情報に基づいて医療

サービスの適切且つ効率的な提供体制を整備していく

ことと信じている．

包括支払い方法としてのDPCにはまだ改善点が多

く，継続的な精緻化の必要性や粗診粗療を防止するべ

き仕組みなどの開発が望まれる．すなわちsickerand

quicker（まだ重いのにもう退院），prematuredis-

charge（早すぎる退院）という言葉が流行しないこ

とを願っている．

本稿では，筆者が平成10年から現在まで「急性期

入院医療の定額支払い方式」の診断群分類に携わって

いる経験および，その資料を基にDPCの今後の方向

性について，特に腎臓内科領域についての私見を述べ

る．

はじめに

平成15年4月から全国特定機能病院等82施設を対

象に，わが国独自の診断群分類であるDPC（diagno-

sisprocedurecombination）を用いた包括支払制度

が開始され，本年4月から一部の国立病院や民間病院

にも導入されている．急性期入院医療の包括支払い評

価というこれまでにない大きな医療制度改革であり，

関係者の関心はきわめて高く，医療費削減という「シ

ナリオ」の下にすべての民間病院への拡大の布石が打

たれたとの憶測も飛び交って，関係者が振り回されて

いる．

DPCは，平成13年度から開始された厚生労働科学

研究「急性期試行診断群分類を活用した調査研究」班

によって開発された分類1）である．診断群分類はそれ

に対応した情報システム，病院管理手法，質の評価手

法の検討など総合的な研究が続けられている．

本稿では DPCとはなにか，その意義はなにか，

DPCを推進する上で，どのような問題点があるかを

模索し，かつ16年度版の診断群分類から，特に腎臓

内科領域での現状と課題についての私見を交えて記述

する．

1 なぜ診断群分類が必要なのか

医療を取り巻く経済状況の悪化により，医療費の高

騰に関心が高まっている．特に医療の質に対する国民

の関心が高まり，国民にわかりやすい形での情報の標
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準化と透明化が求められている．しかしながら，医療

現場から提供されている現在の情報はそのような要望

に十分に応えられるものではない．例えば膨大な数の

傷病名，一つの病態に対する複数の傷病名あるいは治

療法などがあり，患者は十分には理解していないよう

である．

国民の医療に対する疑問に応えるために，病院は標

準的な情報を開示し，それを説明する義務がある．そ

れにより，国民あるいは病院に患者を送る紹介元の医

療施設では，より客観的な選択が可能になるであろう．

また，国民の関心が医療の質とそのコストの両面にか

かわる以上，その両者に関連する情報を整備し，それ

を医療の現場のスタッフと経営者側で共有する必要が

ある．これらを理解しやすくすること，単純化するこ

とが要求される．したがって，個別の診療行為ではな

く，包括された傷病群での評価が必要となるのではな

かろうか．

DPCの目的は，医療に関連する情報の標準化と透

明化であり，この情報に基づいて医療サービスの適切

且つ効率的な提供体制を整備していくことと信じてい

る．DPCは包括化による医療費削減が主目的である

ような議論もあるが，一部には認識，情報不足が誤解

を招いている可能性がある．

2 診断群分類と包括支払い制度の変遷

平成10年11月から国立病院等において診断群分類

DRG（diagnosisrelated groups）を用いて PPS

（prospectivepaymentsystem）との組み合わせに

よる1入院当たりの包括支払いが試行2～5）された．そ

の後平成13年4月から民間病院等の54施設で包括支

払いを伴わないDRGデータ収集が始まった．試行や

民間病院等のデータ収集から次世代の包括方法が模索

され，特定機能病院等で平成 14年 7～10月に DPC

基礎調査の実施のデータを基に，平成15年4～6月に

かけて特定機能病院等 82施設に DPCを利用した 1

日当たりの包括支払いが導入された．診断群分類バー

ジョンも当初13から15，現在は16となっている．

DRGとDPCは本質的には相違がないが，問題点を

検証し，よりわが国になじむ形に進んできている1～5）．

3 DPCとはなにか

DPCはケースミックス（casemix）分類と総称さ

れる分類手法の一つであり，患者を傷病名と提供され

たサービスの種類の組み合わせによって分類するもの

である．ここで重要な点はケースミックス分類はいか

なる支払い方法も意味しないことである．わが国の

DPCも，各分類における資源消費の均質化が進めば，

PPSとの組み合わせで活用することも可能であり，

現に包括支払いに応用されてきている．この意味では，

アメリカで開発・利用されてきているDRGとも本質

的な差異はない4）．

これらの先行研究との最も大きな違いは，包括支払

い方式への対応であり，アメリカにおいてのDRG/

PPSは，1傷病にはホスピタルフィー部分がすべて包

括されている．わが国の国立病院等での試行の場合は

出来高と包括支払い部分の併用であり，かつ1入院当

たりの包括支払い，DPCの包括評価部分はホスピタ

ルフィー的要素の診断群分類毎の入院1日当たりの包

括評価，および医療機関別係数による評価・調整およ

びドクターフィー的要素の出来高部分からなっている

ことである．

DPCに基づいてPPS方式が導入された場合は，一

般的には医療費削減に直結し，わが国においても，ア

メリカにおけるいわゆるホラーストリーと同様の現象

が起こりうる可能性がある．

事前に支払額が確定しているために，病院側にはコ

スト削減へのインセンティブが働き，そこに粗診・粗

療につながる危険性があるとの誤解も散見される．

DRG/PPSの導入が医療サービスの質に与える影響

については，包括医療や給付を削減すると医療サービ

スの質が低下するという股裂き状態については，アメ

リカ等の先進諸国では，明らかな質の低下は証明され

ていない1）．確かに在院日数や医療資源の投入量は減

少しているが，サービス内容が透明化されることで過

小診療は予防される．この点に関してそれを防止する

ためにPeerReviewなどの医療の質を担保する仕組

みが整備される必要があることは当然である3,4）．

診断群分類の導入による包括支払制度が病院の財政

にどのような影響を及ぼすかは，そのベースとなる医

療制度の枠組みと診断群分類に基づくコスト情報に依

存し，診断群導入すなわち医療費削減と考えることは

正しい認識ではない．むしろ，情報が透明化され，関

係者の中で議論の基盤が形成され，適正な診療報酬体

系が構築されるものと確信している．
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4 診断群分類，ツリー図，定義テーブル

（DPCver.3～ver.4）

平成 15年度から使用されている DPCは ver.3で

あるが1年間の経験実績から，大幅に改正され平成

16年度からの分類はver.4が利用されている．

分類作成にあたっては，表1のごとく，16の病態別

の主要診断群MDC（majordiagnosticcategory），

続いて，診断名（傷病），医療資源の投入状況の分類

コードとなる．いわゆる三層構造（診断，手術・処置，

合併症・併存症）を基本として分類が作成されている．

傷病名と手術に関してはICD10により定義，診療行

為等に関しては，診療報酬上の区分で定義，手術に関

してはさらに診療報酬点数表コードであるKコード

が使用されている．診断群分類は「医療資源を最も投

入した傷病」により決定される．これらの定義が不明

なとき「入院の契機となった傷病」に基づき決定され

る．コード表に含まれていない診断名や術式に関して

は実際上の分類の情報として採用できないことが，基

本的ルールとなっている．

DPCの構造を図1に示す．分類は14桁の数値から

構成され，最初の2桁は「主要診断群」，次の4桁は

「傷病名」で，これはICD10に基づく「分類コード」

に対応している．以下検査入院と一般入院での違いか

ら「入院種別」，小児を含む傷病では同じ病名でも成

人と治療方針の違いから「年齢・体重JCS条件」，病

態から手術術式の相違があれば「手術等サブ分類」を

分類の変数として採用している．

また，処置についても「処置等1」と「処置等2」

を設定し，化学療法，人工呼吸，再建術などの有無で

さらに分類を行う形式となっている．さらに，合併症・

併存症の有無で医療資源が異なるため，「副傷病名」

を加え最後に，これらの項目でも呼吸しきれない要素

として「重傷度等」のコードが設定されている．

この分類に，平成14年7月から10月に特定機能病

院等82施設から収集した26.7万件のデータを分析し，

575疾患，2,552分類1）されていた．しかし，実際に包

括評価に利用されるのは，全国で20症例以上存在し，

かつ変動係数が1未満という基準を満たした1,860分
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図1 診断群類のコードの構成

表1 主要診断群

1.神経系疾患

2.眼科疾患

3.耳鼻咽頭科疾患

4.呼吸器疾患

5.循環器系疾患

6.消化器疾患，肝臓・胆道・膵臓疾患

7.筋骨格筋系疾患

8.皮膚・皮下組織疾患

9.乳房の疾患

10.内分泌・栄養・代謝に関する疾患

11.腎臓・尿路系疾患及び男性性器系疾患

12.女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩

13.血液・造血器・免疫臓器の疾患

14.新生児疾患．先天性奇形

15.小児疾患

16.外傷・熱傷・中毒，異物，その他の疾患



類となっていたが，今回の見直しで，591疾患，1,727

診断群分類と改組されている．

これらの調査では，コード上6桁に相当した部分の

分析，また調査期間が7～10月と年間の1/4でしか

ない．さらに冬季がはずれていることで地域に絡む問

題への対応，また，高額特定医療材料が包括部分に組

み入れられ，また症例数が少ない疾患がDPC分類の

対象外となっている可能性を考え，筆者は82施設長

に独自アンケート調査「特定機能病院等における血液

浄化に関する特定医療材料使用実態調査」を実施した．

その結果，78.05％（64施設）の回答率で，血漿成分

吸着器（劇症肝炎）年間101名，除去用吸着式血液浄

化用浄化器（エンドトキシン除去用）年間620名，吸

着式血液浄化用浄化器（肝性昏睡，薬物中毒）年間

71名，吸着型血液浄化器年間16名，またCAPDの

新規導入患者年間250名であった．

コード上の処置等の医療資源等から詳細な分析の必

要性を提言し，今回の見直しである程度改善されてい

る．また，クローン病等の分類に，高額な薬剤である

インフリキシマブ，多発性硬化症への血漿交換療法，

熱傷，凍傷，電撃傷の分類にBurnIndex，血液浄化

療法を人口腎臓と腹膜潅流などに分類するなど，平成

16年度に使用されるDPCver.4は一歩前進している

と判断できる．

5 包括評価の実際

包括評価の対象となる患者は，特定機能病院等およ

び国立病院，民間病院等の一般病棟に入院している患

者（2004年4月1日現在86施設で，近日中に国立病

院6施設等が導入される予定）のみであり，精神科病

棟，結核病棟に入院している患者は対象外である．そ

のほか入院後24時間以内に死亡した患者，生後7日

以内の新生児の死亡，治験対象患者，臓器移植患者，

高度先進医療の対象患者，回復期リハビリテーション

病棟入院料等の急性期以外の特定入院料算定対象患者，

そのほか厚生労働大臣が定める者が包括評価の対象外

となっている．

診療報酬の設定は包括評価部分と出来高部分から構

成されている．包括評価部分の点数は，診断群分類毎

に定められた1日当たり点数と，医療機関毎に設定さ

れた医療機関別係数と入院日数を掛け合わせた点数の

合計となる．見直し後の 1日当たりの平均点数は

2,718点と，見直し前の2,759点から41点低くなって

いる．包括評価の範囲は，主にホスピタルフィー的要

素である入院基本料，検査（内視鏡，心カテ検査，検

体採取，診断穿刺を除く），画像診断，投薬，注射，

1,000点未満の処置料となっている．

一方出来高算定となる範囲は主にドクターフィー的

要素である，入院基本料加算（入院時医学管理加算等

を除く），指導管理，手術料，麻酔料，精神科専門療

法1,000点以上の処置，心臓カテーテル法による諸検

査，内視鏡検査，診断穿刺，リハビリテーション，選

択的動脈造影カテーテル手技，病理診断，病理学的検

査判断，などである．

包括評価の対象外となる「厚生労働大臣が定める者」

として，平成16年度改定で保険適用となった技術，

選択的副甲状腺 PEIT（J017の一部），経尿道的尿管

ステント留置術・技去術（K783-2,K783-3），植え込

み型補助人工心臓の新設（K600-2）等9技術がある．

これらの包括対象外に絡む問題は，次年度については，

今年度の調査によって再評価される予定である．

診断群分類毎の1日当たり点数は，在院日数に応じ

た医療資源の投入量を適切に評価する観点から，図 2

�1に示したように在院日数に応じて3段階に設定さ

れている．

① 入院日数の25パーセンタイル値（入院期間Ⅰ）

までは平均点数に15％加算．

② 25パーセンタイル値から平均在院日数（入院

期間Ⅱ）までの点数は，平均在院日数までの入院

した場合の1日当たりの点数の平均点が，1日当

たりの平均点を段階を設けずに設定した場合と等

しくなるように設定．

③ 平均在院日数を超えた日から前日の点数の85％

で算定．

④ 平均在院日数から標準偏差日数から2倍（特定

入院期間）を超えた場合は，その超えた日以降は，

出来高により算定する．

ただし，悪性腫瘍に対する化学療法等の短期入院の

分類については，25パーセンタイル値までの15％加

算を，5パーセンタイル値まで繰り上げて加算し算定

することが見直しで加えられた（図 2�2）．初期の入

院をより高く評価した疾患は，脳腫瘍，肺の悪性腫瘍，

食道の悪性腫瘍（頸部を含む），胃の悪性腫瘍，肝・

肝内胆管の悪性腫瘍，骨軟部の悪性腫瘍（黒色腫を除
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く），乳房の悪性腫瘍，前立腺の悪性腫瘍，卵巣・子

宮付属器の悪性腫瘍，急性白血病，非ホジキンリンパ

腫である．

医療機関別係数は，機能評価係数と調整係数を合算

したものである．機能評価係数は医療機関の機能を評

価するための係数で，入院基本料等の加算等を係数化

している．入院基本料等加算には，入院時医学管理加

算（0.0115），紹介外来加算（0.0286），臨床研修病院

入院診療加算（0.0006）がある．調整係数は医療機関

の前年度実績を担保するための係数で，各医療機関毎

に設定されている．しかし，試行的適用が平成18年

3月までと定義づけられており，私見であるが，この

機関別の調整係数の継続は不透明であると考えている．

6 DPCと医療管理

1） DPCを活用した医療機関の評価

今回の包括評価の基盤となった調査の中で，特定機

能病院等82施設の平均在院日数の分布等が，施設全

体および診断群分類ごとに公表されている．平均在院

日数は病院サービスの結果を計る指標の一つにすぎな

く，すべてを論じることができないが，この違いを各

施設が自らの結果を正当化するためにも，ほかの指標

を含めた説明責任を負わなければならない．個々の患

者の病態は多様であり，医療資源の必要度を目安に分

析処理するのがDPCであることを考えると，これら

の分類で説明しきれない重症度の違いや予後の違いな

どの情報が必要になるであろう．例えば，ある病院の

平均在院日数が長いことが，その病院の入院患者の重

症度がほかの病院より高い場合，その病院の提供する

医療サービスの効率性が低い場合もあるのではと思う．

このような患者の病態の違いを補正するために診断群

分類を活用することも可能である．

2） 在院日数の評価

平成14年度調査による特定機能病院の在院日数の

比較評価は，その医療機関格差が大きな問題となって

いる6）（図3）．その原因として，ケースミックスの相

違，地域差，効率性の差異，医療におけるスタンダー

ドのなさなどが指摘され，また，一方では分析に用い

られた平均値と中央値の違いなども指摘され，その後

分析・検討が続けられている．

外科系であれば，術前・術後の在院日数を比較し，

在院日数の長い施設であれば短縮の余地と効率化も期

待できるであろう．その上で，クリティカル・パスの

活用など効率化の議論が活発化される．包括評価は患

者の医療費の支払額にも影響し，患者への説明ととも

に医療サービスの質への取り組みが要求されることに

なる．このような情報が公開されることから，関係者

が今まで以上に真剣になる．よって，包括化すなわち

粗診・粗療や手抜きなどはその施設を滅ぼすことにな

ると思う．また，このような現象は起こらないと確信

している．

包括支払いという枠組みの中でサービスの効率性を

高めるために，各施設において診療科別およびDPC

単位での収支分析などの内部管理的な活動が重要にな

る．いろいろな情報に基づいて関係者間の議論と合意

がなされる，いわゆる evidencebasednegotiation

の体制を確立すべきである．

3） 診療科特異性の評価

病院間のみならず専門分野毎の比較も可能であり，

各施設間の診療特性に応じて必要なMDC間のベンチ
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図2�1 診療報酬の算定方法

図2�2 診療報酬の算定方法（短期入院の分類に関する設定方法）
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マークを行うことも有用である．

診断群分類を活用することにより，患者の病態や治

療内容が在院日数，医療費等の医療資源の必要度にど

のように関係しているかの検討結果を表2に示す7）．

なにが在院日数の差異になるかを，ネフローゼ症候

群のケースからを検討する（図4）．入院期間が約24

日と74日と3倍にも及んでいる．この違いは，一次

性か二次性ネフローゼ症候群かの違いもあるが，治療

法に対して，グローバル・スタンダードがないことも

一因と推察している．すなわち，私見であるが，ネフ

ローゼ症候群におけるステロイドホルモンの投与量が

30～20mg/日で退院させているかの個人の判断も影

響しているのではと思う8）．長期入院の場合に診療報

酬の包括支払い上，医療経営上に問題が発生するであ

ろう．

次に，慢性腎不全における透析療法の違いによる診

療報酬上の比較を，CAPDと血液透析間で比較8）した

ものを図5に示す．CAPDそのものはDPCver.3で

は技術料が330点で，包括となっている．血液透析と

比較すると低コストになり，将来が危惧されていたが，

DPCver.4では人工腎臓と腹膜潅流が別立てとなり，

若干良い方に向かってきている．これは血液浄化療法

の中に，人工腎臓と腹膜潅流療法が区別されることな

く包括されていたことが一因であろう．今回の改定で
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表2 主要な処置が在院日数に与える影響

症例数 ΔLOS Δ手術前LOS Δ手術後LOS

放射線療法

中心静脈栄養

リハビリ

人工呼吸治療

抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入

インスリン注射実施

血液浄化療法

インターフェロン療法

化学療法

8,201

21,008

19,656

10,080

1,307

14,749

4,980

2,952

3,149

18.0

16.8

14.7

13.0

12.1

9.3

7.3

6.5

6.0

6.1

3.2

2.6

1.3

2.7

2.8

1.3

3.6

2.8

21.6

7.6

9.1

5.6

7.7

4.6

2.9

7.0

6.1

ΔLOS：DPC上位6桁分類毎の在院日数の平均値と主要処置がある症例の在院日数の平均の差
Δ手術前LOS：手術前在院日数における平均値との差
Δ手術後LOS：手術後在院日数における平均値との差
（文献6から引用）

図4 ネフローゼ症候群における在院日数の病院間比較

市大



は血液透析と腹膜潅流は別立てとなって，その危惧は

一部解消されている．

慢性腎不全の症例を，慢性腎不全そのもののDPC

分類による診療報酬請求で点数を算出した場合と，慢

性腎不全以外の合併症で分類した場合との比較が必要

となる．すなわちDPC分類によって診療報酬額に差

異が生じる．例えば，糖尿病性腎症由来の慢性腎不全

の場合において，具体的差異を図6に示すが，糖尿病

腎症の透析症例ではMDC11での請求が概して方策

であろう．いずれにしても，詳細な診断群管理の必要

性が増すであろう．

DPCver.4の腎臓内科領域のDPCを図7�1，2，3，

4，5に示す．この図において，病名の前の括弧内に示

されている数値は診断群分類番号である．また，入院

期間Ⅰ，Ⅱおよびその際の点数も各図の右側の括弧内

に付記して示している．枠内で出来高と記載してある

のは，今回の調査において症例数が少なく包括支払い

の算出の根拠が薄く包括支払いにできなかった部分で，

出来高支払いとなったことを意味している．例えば，

慢性腎不全透析症例で，透析アミロイドーシスのため
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図5 慢性腎不全における療法別出来高とDPC算定の比較

図6 糖尿病性腎不全の透析症例におけるMDCの影響



にリクセルを使用した場合は出来高で請求されること

になり，また，急性腎不全の多臓器不全で人工腎臓以

外に血漿交換，吸着式血液浄化を併用した場合なども

出来高での算定となる．これらは今回の改定で新しく

なった点で，苦心作でもある．

7 今後の課題

DPCによる包括評価は，歴史的にも始まったばか

りの制度であり，医療の現場も保険者も患者もDPC

に関して十分に理解しているとは言えない．DPCは

単なる支払い単位ではなく，医療行為における情報標

準化のツールであることを忘却してはいけない．DPC

の分類精緻化に関しては，あくまで臨床専門家の意見

とデータに基づき定義テーブルをベースとして行われ

ていくべきである．今後DPCのメインテナンスをど

のように行うかが課題であると考えている．

現場においては，医師，診療情報管理士などの医療

情報部門などの全スタッフの流れのなかで各部門の責

任体制も明確にすべきである．特にデータ入力は，傷

病名はICD10とともに医師の役割が大きいと思う．
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図7�1 DPC分類（腎臓内科領域）（110260）ネフローゼ症候群

図7�2 DPC分類（腎臓内科領域）（110270）急性腎炎症候群・

急速進行腎炎症候群

図7�3 DPC分類（腎臓内科領域）（110280）慢性腎炎症候群・

慢性間質性腎炎・慢性腎不全

図7�4 DPC分類（腎臓内科領域）（110290）急性腎不全

図7�5 DPC分類（腎臓内科領域）（110310）腎臓の感染症



診療報酬包括支払いにおける問題点として，DPC

運用に関して，制度そのものの効率化を上げるかが課

題である．すなわち，退院時の差額調整，包括・出来

高の混在などが業務を複雑にしている．

8 DPCの医療費への影響

DPC対象病院の医療費の動向については，平成

13～15年度10月診療分の厚生労働省保険局調査課の

最近の医療費の動向（メデイアス）9）により，次のよ

うに分析できる．特定機能病院はDPCにより平均在

院日数が短縮し，1日当たりの医療費が増加し，DPC

導入により入院延べ日数や病床稼働率の落ち込みが一

時的であり回復し，よって入院総医療費が増加してい

る．特にDPCが導入された15年4～9月期の医科病

院全体の平均は1.4％増であるが，特定機能病院では

2.7％増とDPCを導入したほうが若干高かったが，10

月は医科全体の 20％ 増に対し特定機能病院は 5.6％

増とより高い伸びを示していた．

特定機能病院における在院日数の25パーセンタイ

ル値までの15％加算も影響し，特定機能病院の在院

日数を短縮させるインセンティブが働くことや，医療

機関の前年度の実績を担保するため，各医療機関毎に

設定されている調整係数の影響などがある．

まとめ

医師が医療のすべてを決めることのできる時代は終

わったといっても過言ではない．今後，どのような変

化が医療界に起ころうとも，医師が医療をコントロー

ルする権限は縮小し，これからは，臨床の場の判断よ

りも統計的なデータや経済的配慮が優先する時代の到

来が予測される．

その手始めがDPCといえるのではと思う．特定機

能病院への包括評価の導入は，医療費削減の側面のみ

が注目されがちであるが，DPC診断群分類を活用し

た医療情報の透明化と医療機関の評価という視点も注

目されるべきである．すなわち，医療機関間の比較

（medicalprofiling），各施設の自主的な取り組みに

よる診療の標準化，DPCを利用したマネジメント手

法の開発などである．

包括支払い方法としてのDPCにはまだ改善点が多

く，継続的な精緻化の必要性や粗診・粗療を防止する

ための仕組みなどの開発が望まれる．すなわちsicker

andquicker（まだ重いのにもう退院），premature

discharge（早すぎる退院）という言葉が流行しない

ことを願っている．

この手法はすべての病院にも適用可能であり，医療

の質の透明化と向上に効率的に寄与することを確信し

ている．医科系大学附属病院が中心の特定機能病院で

始まったこの手法に，先進的民間病院も参加している

ことの意義が大きく，今後の日本の医療界が向かう方

向性が自ずから決まるであろう．

本DPC関連資料は，厚生労働省診断群調査研究班

長会議等の最新の資料による．また，厚生労働省保険

局医療課補佐江浪武志技官の指導に感謝する．
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要 旨

われわれは医療の質の向上をはかるため，病院機能

評価を受審し，2002年7月15日に認定病院となるこ

とができた．

透析の現況をみると，透析導入の平均年齢は64.68

歳であり，糖尿病性腎症による導入は39.1％におよ

んでいる．今や透析医療は高齢者医療であり，入院の

必要性のある患者が増えてきている．

病院機能評価の概要，病院機能評価の意義，われわ

れの病院機能評価に対する取り組みの実際を述べた．

病院機能の改善・医療の質の向上・現状の客観的評価・

職員の意識の改革・患者サービスの向上などのために，

時間と情熱とある程度の費用をかけても病院機能評価

を受審してよかったと考える．

はじめに

わが国の慢性透析療法の現況は，2002年12月31

日現在でみると，透析患者数は229,538人であり，年々

増加している．導入患者の平均年齢は，男性が63.82

歳，女性66.12歳で合計の平均は64.68歳である．60

歳をすぎての導入が大半であり，透析医療はまさに高

齢者医療といわざるをえない．また，主要原疾患は糖

尿病性腎症が39.1％と第1位であり，慢性糸球体腎

炎は31.9％で，年々減少してきている．腎硬化症は

7.9％で，少しずつ増加してきており導入時の平均年

齢は72.63歳である．

65歳以上で介護保険を取得している人は67,336人

おり，要介護4と要介護5の重度の介護を要する人は

合計1,852人いる．社会復帰状況をみると，入院中の

患者の合計は14,952人である．

また就職・家事をせず生活に支障がある人は

23,050人おり，なんらかの支援を要している1）．この

ように，現在の透析療法は高齢者，糖尿病，合併症の

ある人が多く入院施設が必要であり，今後この傾向は

ますます強くなっていくと考えられる．

特定医療法人社団大坪会三軒茶屋病院は，許可床数：

260床（一般135床，療養125床）で，職員数：261人

（医師14人，看護師45人，准看護師54人，その他

148人）の病院で，透析ベッド65床を有している．

1970年1月開院以来，透析医療を中心に病院の運営

をしてきたが，地域の要請もあり老人医療にも力を入

れている．

維持透析患者155人中透析歴30年以上12人，20

年以上27人，10年以上19人で長期透析の患者を多

くかかえている．透析導入期の患者でも糖尿病により

様々の合併症があり入院透析になることが多い．透析

患者の入院は52人で，一般病棟の38.5％を占めてい

る．老人医療は医療保険適応39床，介護保険適応86

床である．病状が重く要介護5の患者が8割おり，病

棟運営に問題がみられる．医療と介護の質の向上をは

かるために2000年4月病院機能評価を受審しようと
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決意した．

1 病院機能評価の概要

1） 財団法人日本医療機能評価機構

国民が適切で質の高い医療を安心して受けることが

できるよう，医療機関，とりわけ病院の機能を，中立

的な立場で学術的に評価し，その結果明らかになった

問題点の改善を支援していくことを目的として，1995

年7月に設立された．その後1997年から病院機能評

価を行っている．

2） 病院機能評価の意義

病院機能の改善はもとより，組織開発や医療従事者

の人材開発にも役立つ．病院みずからが，自分の病院

の機能を向上させ，医療の質を高めたいという意欲の

もとに受審を決意し，申込みを行うことから始まる．

病院機能の評価基準（評価項目）に自分の病院機能

が到達しているかどうかの自己評価をまず行い，不十

分なところは改善活動を行う．組織全体で取り組むの

で，組織の活性化や医療の質に対する職員の意識の向

上に結びつく．

3） 病院機能評価の枠組み

病院機能評価は，書面審査と訪問審査から構成され

ている．書面審査は現況調査票と病院機能の評価基準

である自己評価調査票から成り立っている．訪問審査

を行う評価調査者をサーベイヤーというが，サーベイ

ヤーは書面審査の内容を参考にしながら，訪問審査を

行う．

この評価項目が，評価機構が開発した病院機能の評

価基準となる．これらの基準は医療の質に対する考え

方の変化や，医療に対する期待感の移り変わりなどに

より見直しが行われ，2002年に大きな見直しが行わ

れた．この新しい評価項目を Ver.4.0（バージョン

4.0）という．古い評価項目にはVer.2.0とVer.3.1

がある．

4） 評点の表す内容

各評価項目の評点は5段階評価となっており，1か

ら5に向けて評価が高くなる．

評点5：日本の病院の中で模範となる機能を有し行

われている．

評点4：適切に行われている．

評点3：4と2の中間の状況である．

評点2：適切さにやや欠ける．

評点1：適切でない．

NA： 該当しない．

実際の評価では，これらの中項目にさらに小項目と

いう評価項目が3～5個程度ついており，a，b，cの3

段階評価になっている．

5） 訪問審査から認定に至るまで

サーベイヤーが，実際に病院に来て審査する．病院

の規模に応じてサーベイヤーの数や訪問審査日が異な

る．現在では4～7名のサーベイヤーが来院し，1日

半ないし2日半の審査を行っている．

サーベイヤーは訪問審査後，結果報告書の案を提出

し，評価部会，特別審査員会議，評価委員会という三

つの委員会の審議を経て，認定証を発行するか否かが

決定される．病院は，1回で認定が受けられなかった

場合は，評価機構から示された改善要望事項の改善に

取り組み，再審査で改善が確認されたときは認定証が

発行される．

6） 認定証の発行

各中項目の評価が，すべて3以上であれば，特別の

理由がないかぎり認定証は発行される2）．

2 われわれの病院機能評価に対する取り組み

当病院の認定証は下記である．

認定番号：MB0048

認定日：2002年7月15日

認定種別/審査体制区分：複合B

次にわれわれがいかにこの問題に取り組んだかを記

す．機能評価委員会を組織し，事務長を中心に主任以

上の約20人が，月に1～2回会議を開き，個々の問題

を検討していった．

1） 病院の理念・基本方針

① 病院の理念

「患者様の権利を尊重したよりよい医療サービスを

提供し，地域社会に奉仕する」

すべての職員が覚えやすく，いつでも言えるように

短い言葉とした．
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② 基本方針

●透析患者さんへの質の高い医療サービスを行い

ます．

●高齢者の医療と介護に力をつくします．

●安全で安心できる医療を行います．

●笑顔で挨拶します．

この言葉の決定にいたるまで何回もの検討会が開か

れ，広く職員の意見をとり入れた．基本方針は1年ご

とに見直しを行い，その年に合ったものを取り入れる

こととした．

2） 病院の特徴

高齢社会への対応と，良質な医療と介護を効率良く

提供するため，病棟を「一般病床」「医療保険療養病

床」および「指定介護療養型施設」に分類し，入院医

療の効率化並びに医療の質的向上に努めた．昭和45

年に透析療法を開始して以来，外来透析および入院透

析を実施しており，医師，看護師，臨床工学技士，栄

養士などの職種スタッフが力を合わせ，質の高い医療

サービスの提供に成果をあげている．

1日平均患者数は，入院252人，外来95人，救急

医療の状況は，二次救急で毎日対応（内科系）である．

関連施設は，介護老人保健施設（ホスピア三軒茶屋），

三軒茶屋訪問看護ステーションがある．病院の建物は

古く，構造上は決して良いとはいえないが，運営内容

で評価してもらうように努めた．

3） 領域別評価項目

領域別評価項目とそれに対する当病院の取り組みは

以下である．

［1.0 病院組織の運営と地域における役割］

地域との連携のため広報誌の活用につとめた．職員

の教育・研修を各部門で頻回に行うよう努めた．

［2.0 患者の権利と安全の確保］

患者の権利を病院案内のパンフレットに明記し，院

内にも表示した．医療安全，院内感染管理もマニュア

ルをそろえ実行した．

［3.0 療養環境と患者サービス］

建物の構造上の問題があり，快適な療養環境といえ

ない面もあるが，できるだけの努力はした．医療相談

についてが不十分であったので，人員を配置した．

［4.0 診療の質の確保］

図書室の整備が不十分であったので，整備した．診

療録管理部門，リハビリテーション部門も不十分であ

り，今後も改善の努力を続けていかなければならない．

［5.0 看護の適切な提供］

看護部長が中心になり，看護記録・マニュアル類の

整備・点検を全員が一丸となって行った．看護部門の

勉強会を頻回に行い，看護管理に理念が反映されてい

るか，組織が整備されているか，環境整備がされてい

るかなど，自己評価を行った3）．

［6.0 病院運営管理の合理性］

人事管理，財務，経営管理も資料をきちんとそろえ

た．

院長，事務長，看護部長，主任が中心となり，多く

の情熱を注ぎ審査にのぞんだ．2001年8月 30日，サ

ーベイヤー5人が来院し2日間にわたり面接調査が行

われた．リハビリテーション，薬局，栄養科の設備，

そのほかに不都合があり，改善を行い，やっと認定証

をいただくことができた．

認定は5年に1度更新を行わなければならない．次

回はもっとよい点で認定されるよう，現在も月に1回

機能評価委員会を開き問題点の解決のために努力を続

けている．職員の意識の改善が行われ，みなが自分の

病院として病院を愛し努力しているので，医療の質は

確かによくなったとうれしく思っている．

3 病院機能評価の現況

1） 年度別認定数

年度別認定数は次のようになっている．1997年58

件，1998年128件，1999年132件，2000年137件，

2001年183件，2002年245件，2003年11月現在193
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件であり，年々増加してきている（グラフ1）4）．

2） 全国病院機能評価状況

表1に示すように，2004年3月26日現在全病院数

9,187のうち，申請数は2,023，認定病院数は1,184で

あり，認定数の全病院に占める割合は12.9％となっ

ている．急速に認定病院の数は増えている5）．

3） 認定病院評価結果の情報提供について

全国を6ブロックに区分し編纂した本と，インター

ネット上に，計817病院の評価結果が示されている2）．

（病院の内容が公表されるので，よい評価を得て認定

されることがのぞましい）主な評価内容は以下である．

① 病院機能評価の概要

② 評価結果（病院機能評価の審査結果の総括，再

審結果報告書，病院の基本情報）

③ 評点（すべての中項目の評点）

④ 評点傾向（Ver.3.1の一般病院Bの分布）

4 2003年認定病院アンケート結果

このアンケートは日本病院機能評価機構が行ったも

のである．2002年12月から2003年10月までに認定

証をうけた335病院のうち，回答のあった212病院の

結果は次の通りとなっている．

1） 病院機能評価の受審目的（グラフ2）

病院機能の改善・医療の質向上 93.4％

現状の客観的評価 69.9％

職員の意識改革 94.3％

患者サービスの向上 71.2％

経営改善 18.4％

診療報酬の施設基準獲得 17.9％

認定結果の広告 7.5％

その他 0.9％

われわれの病院も上記のような目的で受審した．緩

和ケア病棟入院基本料の施設基準に認定病院であるこ

とが必要となっており，診療報酬との結びつきを持つ
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表1 都道府県別データおよび申請率

県 名 全病
院数 申請数 審査

終了数 認定数 申請率
（％）

認定数/
全病院数
（％）

県 名 全病
院数 申請数 審査

終了数 認定数 申請率
（％）

認定数/
全病院数
（％）

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

新 潟

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

634

110

109

149

80

69

152

208

118

144

367

296

681

361

141

114

114

91

62

141

112

182

365

117

92

13

14

25

12

14

39

27

23

35

70

55

175

85

38

18

31

14

12

36

28

41

76

28

69

13

8

18

8

11

28

23

16

27

40

40

142

58

22

13

23

9

11

22

25

32

57

21

59

11

7

15

6

9

23

17

13

25

30

32

103

46

16

11

21

6

6

19

23

25

46

16

14.5

11.8

12.8

16.8

15.0

20.3

25.7

13.0

19.5

24.3

19.1

18.6

25.7

23.5

27.0

15.8

27.2

15.4

19.4

25.5

25.0

22.5

20.8

23.9

9.3

10.0

6.4

10.1

7.5

13.0

15.1

8.2

11.0

17.4

8.2

10.8

15.1

12.7

11.3

9.6

18.4

6.6

9.7

13.5

20.5

13.7

12.6

13.7

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿児島

沖 縄

合 計

62

182

566

349

75

91

46

59

191

267

152

130

107

156

144

485

114

173

225

164

152

285

95

9,187

19

38

135

118

15

11

13

18

51

64

36

25

23

29

24

149

28

31

52

19

24

65

35

2,023

12

26

100

91

10

7

8

12

40

45

26

15

19

24

17

115

17

24

38

15

13

48

26

1,484

9

19

83

79

6

5

8

9

37

37

23

11

14

19

11

87

12

20

32

11

8

39

20

1,184

30.6

20.9

23.9

33.8

20.0

12.1

28.3

30.5

26.7

24.0

23.7

19.2

21.5

18.6

16.7

30.7

24.6

17.9

23.1

11.6

15.8

22.8

36.8

22.0

14.5

10.4

14.7

22.6

8.0

5.5

17.4

15.3

19.4

13.9

15.1

8.5

13.1

12.2

7.6

17.9

10.5

11.6

14.2

6.7

5.3

13.7

21.1

12.9

2004年3月26日現在
（財）日本医療機能評価機構 ニュースレター 2004.AprNo.1より5）



ようになった．

2） 受審までの準備期間（グラフ3）

6カ月未満 2.8％

約6カ月 15.1％

約1年 56.6％

約1年6カ月 17.9％

約2年 4.7％

2年6カ月 0％

3年以上 2.8％

6カ月以下の病院は17.9％で，約1年は56.6％で

ある．1年程度の準備期間は必要である．われわれは

約2年を要した．

3） 本審査受審費用以外の認定証取得費用（グラフ4）

10万円未満 10.2％

10～50万円位台 6.8％

60～100万円台 14.6％

200～300万円台 25.2％

400～500万円台 9.7％

600～900万円台 16.0％

1,000万円台以上 17.5％

認定更新病院の件数が増えてきたため10万円未満

が10.2％ある．お金をかけないと改善できない項目

もあるが，できるだけお金はかけたくない．われわれ

は約500万円を要した．

4） 主たる費用の用途（グラフ5）

設備の改修 66.5％

建物の改築 24.5％

医療機器・什器等の購入 30.2％

パソコン等情報機器の購入 13.7％

職員の増員（人件費） 9.4％

業務の外注化 0.9％

評価機構の改善支援事業 21.7％
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グラフ3 受審までの準備期間

2002年12月～2003年10月までに認定を受けた335病院のうち212病院についての結果

である．
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コンサルティング会社の利用 4.2％

その他 21.7％

われわれは栄養科の設備の改修，パソコンの購入，

予備審査の受審などに費用がかかった．院内で委員会

を開き検討を重ね，問題点を認識し，改善の努力をす

ることが，機能評価を受けるメリットである．そのた

めコンサルティング会社に任せてしまうのは，メリッ

トが半減してしまうと思われる4）．

5 まとめ

医療の質の向上のため，病院機能評価を受審した．

医療の質とはとらえどころのないもののようであるが，

医療のあるべき姿にどれだけ近いか，自分や家族がそ

の施設をどれだけ利用したいか，ということになると

思う6）．病院機能評価の評価項目はよく研究されてお

り，合理的であり，総合的にみれば医療の質を表して

いると考える．

時間と情熱とある程度の費用を使ってでも病院機能

評価は受審したほうがよく，この受審を経験すること

で，病院の医療の質は確かに向上してくると考える．
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グラフ4 本審査受審費用以外の認定証取得費用（程度）

2002年12月～2003年10月までに認定を受けた335病院のうち206病院についての結果である．
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はじめに

災害時透析医療対策部会が「災害情報ネットワーク」

の運営を始めて4年が経過した．本稿では，第4回災

害情報ネットワーク会議と，第4回全国情報伝達訓練

について報告する．

1 第4回災害情報ネットワーク会議報告

会議は，大阪で開催された第48回日本透析医学会

学術集会会期中の平成15年6月21日18時30分より，

リーガグランドホテル「エンパイヤルーム」において

表1の先生方のご出席をいただき開催された．表2に

は会議のプログラムを示す．

会議に先立ち山�親雄会長より，平成15年5月26

日に発生した宮城県沖地震時の経過説明と，厚生労働

省健康局疾病対策課がネットワークメーリングリスト

（以下メーリングリスト）に加入したこと，秋澤忠男

透析医学会総務委員長より，危機管理小委員会の委員

と統計調査キーマンのメーリングリスト加入を決めた

こと，また内藤秀宗透析医学会理事長より，医会と医

学会が協力して被災により情報発信が不能となった施

設が特定できるようなシステム構築を要望したいとの

御啓示を頂いた．

1） 報告事項

① 各支部における活動報告

各支部代表の先生に，自己紹介と活動報告などをし

て頂いた．

北海道：電話とファックスによるネットワークはで

きあがっているが，IT化には至っていない．

栃木：平成15年11月に第2回情報伝達訓練を実施

予定である．

岩手：5月26日の地震において，施設長の判断で

当日の透析を中止して翌日に行った施設が追加

で1件判明した．本地震を機会にネットワーク

化を推進したい．

福島：5月26日は，福島県では震度4だった．電

話は1時間通じず，携帯電話はまったく使えな

かった．インターネットも，いつものアクセス

ポイントは使えず，別のアクセスポイントから

接続した．

山梨：各施設に災害時優先電話を準備した．また，

衛星電話も2台配備した．しかし，施設間連絡

には全施設に衛星電話を配備する必要があると

考えられることから，透析医会からNTTに対

し，費用が軽減されるよう交渉してほしい．

長野：平成14年9月に情報伝達訓練を行った．各

施設にはインターネット接続が可能となるよう

働きかけている．

岐阜：県医師会で1年半前にネットワークを構築し，

約180の端末が各施設に配備されている．しか

し透析のシステムの動きが良くなかったので，

臨床工学技士の協力を得て再構築を行った．そ

の中で，官公立病院の院長レベルの意識が低く，

技士が動きたくても動けない状況にあることが

わかり，現在各施設長に働きかけている．
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［医療安全対策］

災害情報ネットワーク会議と情報伝達訓練実施報告

武田稔男＊1 吉田豊彦＊1 杉崎弘章＊2 申 曽洙＊3

＊1 日本透析医会災害時透析医療対策部会災害情報ネット本部 ＊2 医療安全対策委員会 ＊3 災害時透析医療対策部会



静岡：毎年，医会・医学会より先生を招いて講演を

していただいている．また，浜松医大を中心と

したネットワークが構築されているが，静岡県

は広いため，各地区の先生方はいざというとき

にはバイクを使って連絡を取り合おうと話し合

っている．さらに，年に1回はNHKにも働き

かけ，発災時には優先的に情報の発信をしても

らうことになっている．

愛知：愛知県透析医会のネットワークが構築されて

いる．今後臨床工学技士会のバックアップを働

きかけて行く予定．災害対策のビデオも作成し

て配布している．

福岡：以下の3項目を現在進めている．i）災害時優

先電話と災害時優先携帯電話の配備を進める．

ii）透析医会と同じフォーマットのFAX用紙作

成．iii）ホームページを立ち上げる．一方，NTT

九州とタイアップして，災害時に障害者が関係

部署へどのように連絡を取れば良いか検討を始

めた．

大分：臨床工学技士会の協力を得て，ネットワーク
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表1 第4回災害情報ネットワーク会議出席者

都道府県 医 師 施設名 臨床工学
技士・他 施設名

北海道 広田紀昭 広田医院

青 森 中村 寿 村上新町病院

岩 手 小岩吉行 岩手クリニック一関

福 島 小林正人 公立岩瀬病院 入谷隆一 太田西ノ内病院

栃 木 杉山憲男 奥田クリニック

千 葉 吉田豊彦

河野孝史

みはま病院

みはま病院

江村宗郎

内野順司

武田稔男

東�クリニック病院

みはま病院

みはま病院

東 京 杉崎弘章 府中腎クリニック 金子岩和 東京女子医科大学

山 梨 鈴木斐庫人 鈴木泌尿器科医院

長 野 土屋 隆 輝山会記念病院 大西史彦

宮原一徳

相澤病院

丸子中央総合病院

岐 阜 澤田重樹 澤田病院

静 岡 菅野寛也 菅野医院分院 宇賀田富夫 菅野医院分院

愛 知 山�親雄 増子記念病院 重松恭一 増子記念病院

大 阪 川村正喜

山川智之

PL病院

白鷺病院

山辺一元 白鷺病院

兵 庫 内藤秀宗

申 曽洙

佐野伊川谷病院

元町HDクリニック

森上辰哉 元町HDクリニック

和歌山 秋澤忠男

根木茂雄

和歌山県立医科大学

和歌山県立医科大学

植木隼人 児玉病院

島 根 鈴木恵子 おおつかクリニック

岡 山 草野 功

笛木久雄

西崎哲一

福島内科医院

笛木内科医院

西崎内科医院

尾崎真啓 重井医学研究所付属病院

広 島 黒瀬博史 土谷総合病院

福 岡 隈 博政

吉富宏治

牟田俊幸

くま腎クリニック

よしとみ内科クリニック

水巻クリニック

本田裕之 小倉第一病院

大 分 石井孝典 アルメイダ病院 高畑智浩 アルメイダ病院

宮 崎 蓑田國廣 みのだ泌尿器科医院

鹿児島 上山達典 上山病院

平成15年6月21日



化を推進している．今後さらなる普及を目指し

たい．

宮崎：まだ危機意識は低いが，ネットワーク構築を

推進したい．

鹿児島：平成14年ネットワークを構築した．

② 支部システム構築について

ここでは，平成14年9月に広島県透析連絡協議会

と合同で防災訓練を実施した岡山県の笛木久雄先生と，

平成14年度にシステムを構築した支部からの報告と

して，大阪透析医会から川村正喜先生，山川智之先生

よりそれぞれご報告を頂いた．

a） 岡山県，広島県透析連絡協議会合同訓練

報告要旨

岡山県では現在，災害を以下のレベルに分類して対

応することにしている．それは，レベル1：小規模災

害（1～2施設の損壊，小地域内対応），レベル2：中

規模災害（3～5施設の損壊，ブロック内対応），レベ

ル3：大規模広域災害（6施設以上の損壊，県全体・

越境での対応）である．レベル3以上の対応ができれ

ば，それ以下のレベルでも十分な対応が可能と考え，

レベル3への対応を特に重要視している．

平成14年9月3日，岡山県と広島県透析連絡協議

会と合同で，倉敷市を中心に震度7（レベル3）の地

震が発生したという想定で防災訓練を行った1）．岡山

県会員57の全施設が参加したが，3回目となる今回

の訓練では，1時間以内でほとんどの施設からの情報

が収集され，2時間以内で全施設の情報収集が完了し

た．さらにここで収集された情報から，透析不能とな

った施設の患者に対し，透析可能な岡山県と広島県の

各施設への割り当てと，受け入れ病院からの了解確認

作業までを訓練として実施した．

災害対策は，i）どれだけの透析施設を参加・動員さ

せることができるかという組織力と体制，ii）防災シ

ステムを支える道具としてのネットワークシステム，

iii）防災訓練を実施してシステムの有効性・有用性を

確立する，などが重要であり，特にiii）が実施できる

レベルまで組織を構築しないとii）は意味を持たない

と考えている．

今後，岡山県の災害対策本部をキーステーションと

して中国5県の災害時情報を集計し，日本透析医会本

部に転送するシステムを確立したい．

b） 大阪透析医会の災害情報システム構築要旨

大阪透析医会では，情報ネット本部の協力の下にホ

ームページを開設した．契約プロバイダには，最大手

で安定性があり，メーリングリストの開設が容易かつ

CGIの利用が可能という理由で＠ニフティーを選ん

だ．平成14年の本会議で，ホームページ開設の予算

をかなり大きく報告したが，実際には数千円の費用で

開設可能であった．

一方，大阪府医師会や行政との連携が重要との考え

から，医師会との懇談会を開催して，i）医会として医
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表2 第4回災害情報ネットワーク会議プログラム

司 会 日本透析医会医療安全対策委員会 委員長 杉崎弘章

開 会 日本透析医会 前危機管理委員会 委員長 吉田豊彦

会長挨拶 日本透析医会 会長 山�親雄

来賓挨拶 日本透析医学会 理事長 内藤秀宗

日本透析医学会総務委員会

危機管理小委員会 委員長 秋澤忠男

Ⅰ報告事項

● 都道府県代表参加者の自己紹介（簡単に年次報告を含む）

●支部の活動報告および支部の紹介 杉崎弘章

●岡山県・広島県透析連絡協議会合同訓練の報告 笛木久雄

●大阪透析医会システム構築 川村正喜・山川智之

●平成14年度活動報告 武田稔男

Ⅱ協議事項

●平成15年度活動計画 武田稔男

● 第4回情報伝達訓練実施について 武田稔男

Ⅲその他

閉 会 日本透析医会医療安全対策委員会

災害時透析医療対策部 会長 申 曽洙



会内でのネットワークの整備を進める，ii）府下の透

析治療の状況について医師会と救急医療システムへの

情報提供に取り組む，iii）災害発生時に柔軟に対応す

るため，医療圏に準じた府下の地域ごとのネットワー

クを作っていきたい，などの説明を行った．また，二

次医療圏8地区を五つのブロックに分け，それぞれに

中核病院を設置して，事務局のある白鷺病院が被災し

ても代わりが機能するようにした．

現在，メーリングリストも開設して登録作業中であ

るが，100弱の登録が得られている．このツールを利

用して組織力を強めていければと考えている．

今後はメーリングリストの本格稼働，災害情報伝達

訓練，ホームページや医会の災害連絡体制の周知徹底，

医師会・行政への協力要請，災害時対応に関する情報

収集，他都道府県医会との協力体制の構築などを推進

する予定である．

③ 第3回訓練報告（平成14年9月3日実施）

第3回情報伝達訓練には，19都道府県131施設の

参加をいただいた．本部サーバーの動作は良好で，情

報送信や集計結果表示の動作に滞りはなかった．しか

し，施設名が精度良く登録されるよう，CGIプログ

ラムの変更を要すること，支部の被災状況が本部ホー

ムページに直接表示できるシステムの開発が必要であ

ることがわかった2）．

④ 本部の平成14年度活動報告

本部における平成14年度の活動を以下に示す．

a） 平成14年

8月17日～9月23日：メーリングリストなどにコ

ンピュータウイルスによるメールが送信されたため対

応作業（メール削除，アドレス変更，関係各所への伝

達など）実施．

9月3日：第3回災害時情報伝達訓練を実施し，9

月18日に訓練の結果をホームページに掲載した．

10月8日：情報収集プログラムを「施設名」の誤

入力対策を施したものに更新．

10月14日：23時13分頃青森県東方沖で地震発生．

関連情報のホームページ掲載とメーリングリストによ

る伝達．

11月3日：12時37分頃宮城で震度5弱の地震発生．

関連情報のホームページ掲載とメーリングリストによ

る伝達．

11月4日：13時36分頃大分県南部で震度5弱の地

震発生．関連情報のホームページ掲載とメーリングリ

ストによる伝達．

11月9日：白鷺病院にて大阪透析医会ホームペー

ジに情報システムを設置．

b） 平成15年

3月4日：リムネットのメールサーバ設定変更に伴

い，メーリングリストサーバーの設定変更と連絡実施．

c） その他

●災害時情報伝達ホームページおよび，メーリング

リストの管理（平成14年度末現在総登録メール

アドレス80）

● 電子地図システム用データベース作成と電子地図

データ登録

● 専用レンタルサーバー・共用レンタルサーバーの

調査

2） 協議事項

① 第4回情報伝達訓練について

第4回情報伝達訓練を表3に示す要綱で実施するこ

と，参加要請は各支部にお願いすることの承認を得た．

② 平成15年度活動計画

平成15年度活動計画として以下の5項目について

承認を得た．

●災害時情報の伝達支援

●情報伝達システム(ホームページ，CGIプログラ

ム，メーリングリスト）の保守管理

●第4回災害時情報伝達訓練の実施

●支部ネットワークの構築支援

●本ネットワークの周知拡大

③ 質疑応答，追加発言

追加発言：岡山県では，県医師会の部会として活動

しており行政の協力も得やすい．各県で活動さ

れる場合は，ぜひ医師会を通して活動されるこ

とをお薦めしたい．

質問：SARSに対する日本透析医会としての危機

管理・対応を教えていただきたい．

答え：現在厚生労働省と連絡を取りあって作成中で

あり，近々日本透析医会ホームページの「会員
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のページ」に掲載予定である．また，この夏

（平成15年）に危惧されている「電力不足」に

関しても「会員のページ」に掲載されているの

でご覧いただきたい．

以上が平成15年6月21日の第4回災害情報ネット

ワーク会議の報告である．

2 第4回災害時情報伝達訓練結果

第 4回災害時情報伝達訓練は，9月 3日火曜日

16:00～18:00に実施された．

1） 目的および方法

訓練の目的および方法を表3に示した．

2） 結果

① 参加施設数

訓練の総登録施設数は25都道府県275施設であっ

た（表 4）．第1回訓練では100施設，第2回190施

設，第3回131施設の参加であったことから，今回の

訓練は最多の参加数となった．

② 情報登録アクセスの状況

今回の訓練で登録された情報の総数は386件（施設

名不明なども含む）で，複数登録は2回45施設，3

回11施設，4回4施設，6回2施設，5，7，8，9回が

それぞれ1施設だった．また，同一時刻における最大

登録数は8件だった．この間，情報送信や集計結果表

示の動作に滞りはなく，リアルタイムに状況の変化を

見ることができた．

③ プログラムの評価

本システムは，登録された情報の中から同一施設か

否かを「施設名」を比較することで判断している．透

析医学会の抄録登録のように登録番号とパスワードを

用いた方法もあるが，災害時に使用するという特殊性

を考慮してできるだけ簡便な入力方法とした．ところ

が今までの訓練では，同一施設からの登録にもかかわ

らず，登録施設名が異なるために別施設として集計さ

れている施設（昨年は5施設）が含まれていた．そこ

で今回は，2回目以降の情報送信時に施設名が自動で

入力されるよう「クッキー」という仕組みを用いた．

今回の訓練では2施設に減らすことができたが，今後

さらに改善を行いたい．

また，情報が都道府県別に見られるよう工夫が必要

との要望や，「HDは不可，ECUMのみ可」などの項

目が必要ではないかとのご意見をいただいた．収集情

報項目に対しては，さらに多くのご意見を集約し，検

討する必要があると思われた．

④ 情報集計の結果

今回の訓練でも，参加施設が任意に想定した災害時
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表4 第4回災害時情報伝達訓練参加施設数

北海道＝4

栃 木＝6

長 野＝16

大 阪＝20

島 根＝12

香 川＝1

鹿児島＝8

青 森＝2

千 葉＝33

静 岡＝3

兵 庫＝15

岡 山＝62

高 知＝5

岩 手＝5

東 京＝29

愛 知＝4

和歌山＝1

広 島＝10

福 岡＝5

福 島＝5

山 梨＝11

京 都＝1

鳥 取＝6

山 口＝4

大 分＝4

・電子メールによる参加 北海道＝1 大阪府＝1

・大阪透析医会ホームページへの参加＝1

表3 第4回災害時情報伝達訓練

�目的�
●情報ネットワークの周知と地域情報システムの拡大

●昨年変更したプログラム（施設名入力対応版）の評価

●昨年新設した情報掲示板の評価

�方法�

日時：平成15年9月2日 火曜日 16:00～18:00

本部システム［http://www.hf.rim.or.jp/~to-ikai/］を使用して実施．

1.情報送信方法

災害時情報伝達・集計専用ホームページへの任意の情報入力．

「近隣地域で阪神・淡路大震災級の地震発生を知った」など，どのような情報でも結

構です．施設名入力の精度評価も行いますので，複数回の情報送信をお願いします．

2.参加対象施設

透析医会会員，非会員を問わずインターネットに接続可能な透析施設とします．また，

本訓練の目的から訓練日時以外の情報送信も受け付けることとします．



情報を送信していただいた．各施設がどのような被害

を想定したのかを集計した．

a） 被災状況合計

施設部分破損 62施設，施設半壊 32施設，施

設全壊 17施設，停電 63施設，断水 76施設，

ガスの使用不可 42施設，透析液供給装置使用

不可 46施設，末端装置使用不可 29施設，個

人用装置使用不可 41施設，水処理装置使用不

可 45施設，そのほかの装置被災 25施設

b） 主な不足物品合計（人数分）

ダイアライザ＝3,524，血液回路＝3,132，透析液

原液＝3,226

c） 透析室貸出可能床数合計＝672

透析受け入れ可能合計

9月 2日＝1,039人，9月 3日＝1,934人，9月 4

日＝1,872人，9月5日＝305人

d） 透析要請合計

9月 2日＝1,964人，9月 3日＝2,196人，9月 4

日＝1,824人

e） 患者移送手段合計

移送不要 17施設，一般車 41施設，救急車

16施設，警察車両 5施設，自衛隊車両 4施設，

病院車 18施設，船舶 2施設，航空機 2施設，

移送手段なし 14施設

f） ボランティア派遣可能合計

医師＝80，臨床工学技士＝194，看護師＝284

g） そのほか不足物品や連絡事項等

この項目に情報登録されたのは，全情報（386件）

のうち120件だった．その内容について集計した結果

を以下に示した．

● 水（給水車）・電気・ガス・自家発電用燃料等ラ

イフラインに関する連絡 23件

●周辺の災害，被災状況の連絡 19件

●施設の被災状況に関する連絡 18件

●透析受け入れ可能または要請に関する連絡 13件

●飲料水・食品・毛布など生活物資の要請 8件

●ダイアライザ・血液回路・薬品等の要請 7件

●人材に関する連絡 6件

●通信手段に関する連絡 6件

●患者搬送に関する連絡 2件

●ホームページに対する要望 2件

●クラッシュ症候群患者の治療要請 1件

● その他（訓練で送信している情報であること等）

23件

3） まとめ

第4回情報伝達訓練を行い25都道府県275施設の

参加をいただいた．情報送信や集計結果表示の動作に

滞りはなかったが，より施設名が精度良く登録される

ようさらに工夫を要することがわかった．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変

お忙しい中，多数の方々にご参加頂いた．ここで改め

て謝意を表するものである．

平成15年は，5月26日の宮城県沖地震に始まり，

7月26日の宮城県北部地震，9月26日の十勝沖地震

と，震度6を超す地震が多発した．幸い大きな被害は

なかったものの，残念ながら災害情報ネットワークシ

ステムは十分に活用されなかった．地域における初動

体制を初めとした防災対策策定，各施設からの自主的

な情報提供およびその手段の確立，情報伝達訓練への

参加を重ねてお願いしたい．また，本システムについ

ても検討・議論の余地が多く残されていると思われ，

より完成された「ネットワーク」のため，ご意見ご要

望等，ご連絡いただきたい．

（社）日本透析医会 災害時透析医療対策部会

情報ネットワーク本部

〒261�0011 千葉市美浜区真砂3�13�6

医療法人 社団 誠仁会 みはま病院

TEL：043�278�3311

FAX：043�278�4455

E-mail：to-ikai@hf.rim.or.jp

homepage：http://www.saigai-touseki.net/

文 献

1） 笛木久雄，菅 嘉彦，西崎哲一，他:岡山県における透析

医療危機管理システム（第4報）．日透医誌，17;342，2002．

2） 吉田豊彦，杉崎弘章，武田稔男，他:災害時情報ネットワ

ーク会議と情報伝達訓練実施報告．日透医誌，17;335，2002．

災害情報ネットワーク会議と情報伝達訓練実施報告 255



要 旨

平成15年8月，熊本県の透析医療施設でB型肝炎

ウイルスの集団発生事故が起きた．熊本県実地疫学調

査チームが調査したところ，感染リスクの高い行為と

して，①1名での穿刺・回収行為，②ウイルスをブロ

ックする適切な消毒剤の未使用，③準清潔区域以外で

の薬剤調整，④ヘパリン生食液の共用，⑤手洗い設備

の不足，⑥年2回必要とされるウイルスチェック未施

行，⑦ベッド固定の不徹底などが確認された．感染経

路の確定はできなかったが，「回路から共通に使用さ

れる薬剤の関与，すなわちヘパリン生食液の汚染」が

強く示唆された．

はじめに

平成11年，兵庫県加古川市の透析施設で院内感染

とみられる透析患者のB型肝炎ウイルス（以下HBV

と略）の集団発生事故が起き，5名が発症し，2名が

死亡した．平成15年8月には熊本県下の透析施設で

14名のHBV集団発生事故が起きた．直ちに熊本県

健康福祉部は，熊本県実地疫学調査チーム（FEIT）

を結成し出動させ原因調査を開始するとともに，熊本

県透析施設協議会と協力して県内85の施設や関係団

体に院内感染予防に関するマニュアル1～3）などを配布

し，院内感染防止の徹底を呼びかけた．幸いにも，劇

症化例はなかったが今後キャリア化を含め慎重な対応

が必要である．

平成16年1月にFEITより調査結果報告書4）がま

とめられ公開されたので，その調査結果に基づいて報

告する．

1 施設の概要

当医療施設は昭和49年4月に内科医院として開設

し，昭和 51年病院に改組された．病床数は 260床

（人工腎臓センター22床），医師13名（内透析室担当

医師2名），総従業員257名の地域の中核病院である．

2 調 査

1） 調査目的

当施設におけるHBV感染者の感染源の究明，感染

経路の解明を行い，感染拡大の防止および今後の透析

医療の安全を図ることを目的とした．

2） 調査対象

平成14年8月以降，当施設で透析を受けた経験が

ある93名の透析患者，当施設の職員，透析記録，そ

のほか透析医療に関する書類および機器，器材を調査

対象とした．

3） 調査方法

① 立入調査および聞き取り調査

当施設に保管してある透析記録，透析患者血液検査

結果，当施設職員勤務表などを基に院長，副院長，総

看護師長，事務部長，検査長，および看護師長，看護

師，臨床工学技士，および透析を受けている患者に聞

き取り調査を行った．また，当施設に立ち入り，施設
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内の機器，器具，医薬品などの確認を行うとともに，

医療スタッフの実際の動線を確認した．

② 血清学的検査およびウイルス学的検査

血清学的検査およびHBVのS領域塩基配列解析は，

すべて当施設の依頼に基づき民間の検査機関で実施さ

れた．また，ウイルス学的調査結果の信頼性を高める

ために，複数の領域を検査する必要があると考え，

HBe抗原陽性またはHBV DNA陽性患者の血清を，

国立感染症研究所ウイルス第二部第四室へ，HBVの

pre�S領域塩基配列解析を依頼した．

4） 調査結果

① HBV感染者数の推移

調査対象の93名のうち透析実施中の49名と転院し

た2名の51名について調査を実施することができた．

当施設には透析装置が22台（うち1台は感染症患者

用個室内設置）あり，51名の患者は透析を受けてい

た曜日別に月・水・金（グループA：31名）および

火・木・土（グループB：20名）に分けられていた．

年1回実施されるHBs抗原の定期検査により，平

成14年8月までは51名中2名がHBs抗原陽性（キ

ャリア）であることがわかっていた．そのうちの1名

はこの施設で透析を開始する時点（平成11年12月4

日）ですでに陽性であったが，残りの1名は透析開始

時（平成11年12月11日）には陰性であったが平成

12年9月5日の検査で陽転していた．

平成15年8月4，5日に実施された定期検査で5名

が新たにHBs抗原（MAT法）陽性になり，さらに8

月12，13日に再度実施されたHBs抗原検査（CLIA

法）では先の5名を含めた12名が陽性であった．12

名中10名がグループA，2名がグループBに属して

いた．

また，6月および7月に他院へ転院した2名につい

てもHBs抗原陽性が確認され，HBV感染者は14名

となった．12月25日現在，HBs抗原陽性になった

14名中，ALTが25を超え肝機能障害が認められた

ものは12名で，そのうちの9名は依然として肝機能

障害が認められたが，3名は改善しすでにHBs抗原

陰性となっていた．

② 立入調査および聞き取り調査

� 医療スタッフ，患者からの聞き取りおよび記録

からの情報収集

平成14年8月以降に透析以外の医療を受けた者は

15名で，うちHBV感染者は8名であったが，それ

ぞれ同一時期に同一医療施設で受療している者はいな

かった．また，調査対象期間中（平成14年8月から

平成 15年 8月）に輸血歴がある者は 9名で，うち

HBV感染者は3名であった．

� 施設と透析医療機器等

施設内の手洗い設備については，透析室入口とナー

スセンター内にそれぞれ1か所設置されてあり，一番

遠いベッドまでの距離は15mであった（図1）．

キャリアのベッドは原則固定されていたが，非感染

者も使用することがあった．ベッドは3列に配置され

ていたが各列のベッド間の間隔が狭い列が見受けられ

た．また，駆血帯および聴診器についてはベッドに固

定されておらず，共用（各スタッフが所持）されてい

た．

ヘパリンについては1アンプルから各人用にディス

ポーザブルの注射器に分注して使用されていた．また，

密封したヘパリンバイアルが残った場合は次の日にも

使用されていた．ディスポーザブル以外の医療器材の

消毒については，流水洗浄後のガス滅菌およびオート

クレーブによる滅菌消毒が行われていた．

� 透析の実施方法

透析の操作手順マニュアルは作成してあった．穿刺

の順番は感染者・非感染者に関係なく，外来者および

食事が不要な人を優先していた．また，穿刺・回収は

2名で行うべきところを1名で行っていることが多か

った．スタッフは状況に応じて手の空いた者が対応し

ており，役割が明確になされていなかった．

透析の記録については，透析患者が使用したベッド

の位置および穿刺・回収者の記入がなかった．

� 透析終了後の対応

抜針後の止血は，患者持参の止血バンドを用いて行

っていた．忘れてきた場合には，次亜塩素酸ナトリウ

ムで消毒された透析医療施設のものを使用していた．

止血に使用した綿花は談話室のテーブルの上に置かれ

た膿盆の中に患者自身で捨てるようになっていた．

� 施設における院内感染防止対策

感染症の防止対策については，院内感染防止マニュ

アルおよび透析室感染防止マニュアルが作成されてい
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た．また，毎年1回透析患者の肝炎ウイルス検査を実

施し，患者の感染状況が把握されていた．

患者教育に関しては，透析患者全員に手洗いの方法

などが初回透析開始時のみ指導されていた．さらに

HBV感染者に対しては，それに加えて血液に注意す

る必要があることも指導されていた．

③ 血清学的検査およびウイルス学的調査結果

HBs抗原については，51名中2名が陽性であるこ

とがわかっていた（表 1の K1，K2）．平成 15年 8

月4，5日に実施された定期検査のMAT法で5名が

新たに陽性となり，さらに8月12，13日に再度実施

されたCLIA法では合計12名が陽性となった．また，

他院へ転院していた2名についても8，9月の検査で

陽性が確認された（K3～K16）．HBs抗原陽転者14

名のうち9月には2名が陰性化（K8，K15）した．

12月には新たに1名が陰性となった（K5）．

IgM�HBc抗体，HBc抗原・抗体についての経時

的推移は同様に表1のように確認された．

また，HBV DNAについては，8月にHBV感染

者 14名中 12名（2名は検査未実施），9月に 13名

（K15が陰性化），10月に12名（K8が陰性化），11

月に11名（K5が陰性化）から検出された．

トランスアミナーゼの検査結果については，12月

25日までに12名にALT（GPT）が25を超える上昇

が見られた（表2）．

さらに，民間検査機関によるHBV遺伝子のS領域

内における437bpの塩基配列解析結果（表 3）では，

感染者12名から検出されたHBVの遺伝子塩基配列

は，キャリア2名のそれと100％一致した．

また，国立感染症研究所で実施されたHBV遺伝子

の検査において，転院者2名を含む14名の感染者お

日本透析医会雑誌 Vol.19 No.2 2004258

図1 人工透析室平面図

（文献4より引用）
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表2 HBV感染者の状況（肝機能検査結果）

NO

AST（GOT） ALT（GPT）

8月
9月 10月 11月 12月

8月
9月 10月 11月 12月

1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目

K1

（キャリア）
59 57 55 39 44 43 42 40 30 89 71 75 55 67 67 60 72 62

K2

（キャリア）
13 9 15 26 12 33 20

未

検査
10 12 10 18 38 5 2 7

未

検査
2

K3 25 23 29 37 49 20 24 30 29 12 13 19 23 31 14 15 17 18

K4 6 24 138 75 47 34 27 23 24 6 51 284 136 66 42 33 33 38

K5 12 45 437 372 676 33 29 20 21 10 51 899 730 1098 50 26 15 14

K6 3 39 459 10 4 13 8 4 3 5 119 1299 61 7 8 7 7 6

K7 4 4 5 7 7 36 79 52 33 6 8 9 14 14 124 283 203 141

K8 12 13 13 25 13 13 12 12 12 13 13 12 25 12 14 13 12 11

K9 11 13 13 15 14 14 21 29 60 9 5 5 6 6 9 13 18 46

K10 11 15 26 228 236 309 316 90 20 12 16 44 430 610 960 899 289 39

K11 14 9 16 267 138 75 60 59 44 9 8 13 367 266 114 74 64 58

K12 10 16 20 25 38 108 117 96 50 8 14 15 25 45 164 200 165 97

K13 11 11 16 15 16 16 25 45 193 9 7 10 10 9 14 21 50 228

K14
未

検査

未

検査
10 10 18 28 71 209 178

未

検査

未

検査
18 17 35 43 81 268 236

K15 13
未

検査
19

未

検査
14

未

検査
8

未

検査

未

検査
9

未

検査
15

未

検査
16

未

検査
8

未

検査

未

検査

K16
未

検査

未

検査
10 13 29 130 128

未

検査
78

未

検査

未

検査
7 9 25 120 104

未

検査
82

（文献4より引用）

（文献4より引用）

表3 S領域の塩基配列解析結果



よびキャリア2名の血清16検体中15検体でHBV遺

伝子が検出された．検出されたHBV遺伝子のpre�S

領域内における383bpの塩基配列解析結果（表 4）

では，11名のHBV遺伝子塩基配列はキャリアのそ

れと完全に一致し，2名はそれぞれ異なる箇所で一つ

の塩基に違いがみられた．

なお，スタッフのHBs抗原検査の結果はすべて陰

性であった．

3 考 察

1） 感染源

HBV遺伝子S領域の塩基配列解析では，HBV感

染者14名の中12名（転院の2名は検査未実施）とキ

ャリア2名のHBV DNAの塩基配列が完全に一致し

た．また，pre�S領域の塩基配列では，14名の中2

名のウイルスDNAの塩基配列に1塩基の違いが見ら

れたが，残り12名の中11名（1名はHBV遺伝子未

検出）の塩基配列はキャリアと完全に一致した．この

ことより，キャリアから直接，あるいは平成14年の

HBVの定期検査以降キャリアから感染した患者から

の2次感染によりHBVに感染したことが強く示唆さ

れた．

なお，当初キャリアが2名存在するとされていたが，

1名は当施設で透析開始9カ月後にHBs抗原の陽転

が確認されていることから，以前にも院内感染が起き

ていたと考えられた．

2） 感染の時期

平成15年5月16日から当施設で透析を開始した透

析患者（開始時にはHBs抗原陰性），および6月16

日まで当施設を利用していた透析患者（平成14年8

月のHBs抗原陰性）がHBVに感染していた．この

ことから，全員が一度に感染したと仮定すると，感染

の時期は平成15年5月16日から平成15年6月16日

の間と推定された．

しかし，透析記録からはこの期間内にキャリアと

HBV感染者14名がすべて同一日に透析を受けたこ

とはなく，感染の機会は1度ではなかったことが推定

された．

3） 感染経路

① 当施設以外における感染の可能性

HBV感染者およびキャリアの共通する医療施設の

受療は当施設以外はなく，当施設以外における感染の

可能性は否定的であり，院内感染の可能性が示唆され

た．

② 当施設における透析室の院内感染対策

� スタッフ教育

透析室感染防止対策マニュアルは作成されていたも
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のの，遵守されていないところがあった．特に，透析

機器の清拭については透析終了毎に次亜塩素酸ナトリ

ウムを用いて行うようになっていたが，実際は1日の

最後に1回だけハイアミン（塩化ベンゼトニウム）を

用いて行われていた．ハイアミンはHBVには効果が

明らかでなく，汚染した透析機器から手指を介しての

感染の可能性があった．

そのほか注射薬の調整場所については，マニュアル

には透析室から区別された区画で行うようになってい

たが，透析室内のナースセンターカウンター前の通路

と区別がつかないところで調剤されていた．

このように，実際にマニュアルに従っていない行為

があり，スタッフ教育が不十分であった．

� 透析室の環境整備

この透析室には透析ベッドが22床（21床＋1床感

染症患者用個室内設置）あり，透析室入口の左側に透

析患者用および右側ナースセンター内にスタッフ用の

手洗い設備がそれぞれ1カ所ずつ設置されていた．透

析施行時には頻繁に手洗いを行うことが必要とされる

が，透析室入口付近に設置してある手洗いまでのスタ

ッフの最長移動距離は約15mもあり，頻繁の手洗い

の必要に対し回数が減少する可能性があった．

透析患者が使用するベッドはある程度定まっていた

が固定されていなかった．このため，キャリアが使用

したベッドを非感染者が使用することもあり，感染の

一因になった可能性があると推察された．

ベッド配置の間隔および通路は狭く，穿刺時および

回収時の時間帯ではスタッフの動きの妨げになるとと

もに，スタッフ同士の接触により感染を媒介する可能

性もあった．

③ 透析操作に係わる問題点

� 薬剤調製

薬剤が準清潔区域で調製されていなかった．ヘパリ

ンは100ml入りバイアルからディスポーザブル注射

器を用い3mlを吸引し，さらに生理食塩液を20ml

吸引混合して使用され，さらに残ったヘパリンは翌日

も使用されており，ヘパリンを介しての感染は否定で

きなかった．

� 使用医療器具等

透析中の薬剤注入には，注射針を用いて回路内に投

与されており，注射針を介しての感染は否定できなか

った．

手袋は処置ごとに確実な着脱を行うことが原則であ

るが，繁多な状況下では患者間で同一の手袋を使用し

ており，感染の一因となった可能性があった．

� 穿刺時および回収時の処置

穿刺を行う順番は非感染者から行うことが望ましい

が，感染症の有無による穿刺順位は決められていなか

った．

穿刺時および回収時には血液による汚染防止のため，

患者側と透析機器側に1名ずつ担当し共同で行うこと

が望ましいが，患者が集中した場合には1名で行われ

ることがあり，透析機器表面の血液による汚染が起こ

った可能性があった．

� 透析機器

透析機器は定期的に業者および担当者による点検が

行われていた．また，血液と接するダイアライザーは

完全に分離され，回路圧測定系にはトランスデュサー

プロテクターも装着されており，血液逆流などの事故

も発生していないことから透析機器からの感染の可能

性は低いと思われた．

� 消毒

手指の消毒については，手洗い設備が1カ所という

こともあり，擦り込み式の消毒薬（成分：消毒用エタ

ノール・塩化ベンザルコニウム）が使用されていた．

透析機器表面は透析終了後にハイアミンを用いて拭

き取っていたが，ハイアミンはHBVには効果が明ら

かでなく，汚染した透析機器から手指を介しての感染

の可能性があったと考えられた．

4 結 論

1） 感染源の特定

ウイルス学的検査において，今回のHBV感染者か

ら検出された HBV遺伝子の S領域内の塩基配列

（437bp）は，キャリア 2名から検出されたそれと

100％一致しており，pre�S領域内の塩基配列（383

bp）においては2名にそれぞれ別の1塩基の違いが

見られた．また，ほかの感染経路が否定的なことから，

今回の当施設におけるHBV集団感染は，キャリアを

感染源とする院内感染であるとほぼ断定した．

2） 今回の集団感染についての問題点

① 穿刺時および回収時には血液による汚染防止の
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ため，患者側と透析機器側に1名ずつ担当し共同

で行うことが望ましいが，患者が集中した場合に

は1名で行われることがあった．

② 透析に使用される薬剤の調整が，透析室から区

画された準清潔区域で行われていなかった．

③ 手洗いの場所が少なく，手洗いの徹底がなされ

ていなかった．

④ ヘパリンなどの使用について，個人使用とせず

共用で使用したり，さらに残ったヘパリンを翌日

も使用するなど適正でなかった．

⑤ ディスポーザブルの手袋の着脱が適切に行われ

ていなかった．

⑥ マニュアル遵守など医療スタッフへの教育が不

十分であった．

⑦ 感染性医療廃棄物の取り扱いに不十分な点があ

った．

⑧ キャリアが使用するベッドの固定が不徹底であ

った．

⑨ 穿刺を行う順番は非感染者から行うことが望ま

しいが，感染症の有無によっては順番が決められ

ていなかった．

⑩ 透析にかかわる記録（患者が使用したベッド，

穿刺者，回収者など）が不十分であった．

⑪ 感染症把握のための検査が十分な頻度で行われ

ていなかった．院内感染予防マニュアル3）によれ

ば，HBs抗原，HBs抗体，HBc抗体の検査を年

2回以上定期的に行うとされている．

⑫ 感染を防ぐための患者教育に不十分な点が見受

けられた．

⑬ 透析終了後，透析機器の消毒をする上で有効な

薬剤（次亜塩素酸ナトリウムなど）を使用してい

なかった．

おわりに

透析施設におけるウイルス性肝炎（HBV，HCV）

の集団感染事故が，今までに何度か報道され，そのつ

ど調査委員会による感染経路が推測されてきた．そし

て集団感染では，ほとんどの場合その感染経路は「回

路から共通に使用される薬剤の関与」が指摘されてい

る．今回の集団感染でも確定には至らなかったが，

「ヘパリン生食液の汚染」が強く示唆された．

集団感染を防止するための早期診断としては，通常

観察しているALT（GPT）の動向に注目すべきであ

る．HCVの結果であるが，ALT20～25IU/Lで

HCV RNAおよびHCVコア抗原が陽性化した報告5）

もあり，ALTは新規に20IU/L以上（従来 25IU/L

以上とされていた）が観察された場合，ウイルス性肝

炎感染を疑って対応するのが望ましいと考えられる．

血液透析施設におけるC型肝炎感染対策事故防止

体制の確立に関する研究5）によれば，

① 共通使用薬剤のウイルス汚染防止対策

② 定期的な検査によるウイルス性肝炎患者の把握

③ ウイルス性肝炎患者への情報提供

④ 感染ベッドの固定

⑤ HBVワクチンの接種

以上の5項目が，感染防止重点項目とされている．

この5項目を再度見直し，透析室におけるウイルス

性肝炎感染事故を撲滅しうれば，この熊本で発生した

不幸な事故も教訓として生かせるのではないだろうか．
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要 旨

感染症は，1994年中頃より脳血管障害を抜いて透

析患者における死亡原因の第二位となり，心不全に次

ぐ順位となっている．腎不全患者では種々の免疫異常

（特に細胞性免疫の低下）が存在するが，特に透析患

者は尿毒症物質の蓄積，貧血，低蛋白血症等の宿主側

の要因と，穿刺，体外循環といった透析療法が持つ特

徴の両面を持ち合わせており，常に易感染の環境にさ

らされている．

また，透析医療は10～50人が同一室内で同時に医

療を受けるという特殊性と，基本的な透析操作に伴う

感染事故の可能性といった院内感染の問題を持ち合わ

せており，患者側と医療従事者側の両面において感染

症対策はきわめて重要である．本稿では「透析と感染

症」と題し，先ず透析療法に限らない基本的な感染症

対策（スタンダードプレコーション）について説明し

た後，主に透析に関わるウイルス感染症（肝炎ウイル

ス，インフルエンザウイルス等）への対策を取り上げ，

最後に2003年11月に改定となった感染症法の変更点

について簡単に説明を加える．

はじめに

近年，感染症の分野における最大のトピックは世界

中を震撼させた重症急性呼吸器症候群（severeacute

respiratorysyndrome:SARS）の流行であろう．

香港の1人の患者から端を発したこの感染症は瞬く間

に世界中に拡散し，グローバル化時代における新興感

染症の特徴を示すとともに，感染危機管理体制の脆さ

を露呈することになった．さらに2004年1月には，

わが国で79年ぶりに鳥インフルエンザの感染が検出

され，今後も感染性の高い新興感染症が常に起こりう

ることを再認識することとなった．このような場合，

いかなる感染症に対しても，正確で迅速な情報（感染

経路の把握，診断，治療）収集を心がけ，適切に対応

することが重要である．

1 スタンダードプレコーション

病院内における感染症対策として，その標準ともい

える米国CDC（疾病管理予防センター）ガイドライ

ンが，簡便性，合理性の観点からわが国でも広く認知

され利用されている．このガイドラインは，標準予防

策と感染経路別予防策（空気・飛沫・接触）の2本柱

から成り立っており，前者はすべての患者に，後者は

感染力の強い重篤な病態を引き起こす可能性のある疾

患を中心に適用されている．

標準予防策では，血液，すべての体液，汗以外の分

泌物，排泄物，傷のある皮膚，粘膜は，常に感染源と

して取り扱い，これらに触れた場合には直ちに手洗い

を行い，触れる可能性がある場合には，手袋，マスク，

エプロンなどを着用することとなっている．また，針

刺し事故防止に関しては，針廃棄専用容器にリキャッ
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プせずにそのまま廃棄することが記載されている．

感染経路別予防策では，その経路を推定し遮断する

ことが基本となるが，そのためには三つの感染経路

（空気感染，飛沫感染，接触感染）の性質を理解する

必要がある（表 1）．ここで，感染経路別に透析施設

内での感染予防対策を述べる．

① 空気感染

空気感染予防策としては，N95マスク，陰圧空調

設備，換気設備，HEPAフィルター内蔵アイソレー

ターの設置が望ましい．全国大学付属病院透析室にお

ける空気感染調査によると，前記のいずれの設備に関

しても，全国的に不十分な現状にあることがグラフか

ら読み取れる（図 1）．いつSARSのような特殊な感

染症がアウトブレイクしてもおかしくない状況にあり，

感染指定病院のような基幹病院においては特に早急な

対応が望まれる．

② 飛沫感染

飛沫感染予防策としては，個室隔離もしくは集団隔

離が望ましいが，不可能な場合には理論上，1m以上

の空間分離を行えばよい．特殊な空調は不要であるが，

患者の1m以内で働く場合，サージカルマスクの着

用が望ましい．

③ 接触感染

接触感染は，感冒やRSウイルス感染症などでは，

飛沫感染に加えて接触感染が重要な感染経路となる．

また，院内感染経路としては最も頻度が高く注意が必

要である．予防策としては処置前後の手洗いが基本と

なるが，状況に応じて個室隔離，入室時の手袋，ガウ

ン着用，器具の専用使用，適切な消毒剤による処置な

どの対策が必要となる．

スタンダードプレコーションの原則に立った上で，

2000年に，透析医療における感染症の実態把握と予防

対策に関する研究班が作成した「透析医療における標

準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル」1）
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表1 主要感染経路とその性質

主要な感染経路 性 質

空気感染
飛沫核（直径5μm未満）を介して伝播し，飛沫核は空気の流れによ

り広範に飛散する．

飛沫感染
咳・くしゃみなどの口から撒き散らかされる直径5μm以上の粒子で，

水分を含むため1m程度しか飛ばない．

接触感染
（1）直接接触：患者を介護した後に手から腕，白衣を介して伝播する．

（2）間接接触：汚染した物品を介して伝播する．

図1 全国大学病院透析室における空気感染対策

（第46回日本透析医学会学術集会・総会シンポジウム―院内感染撲滅を目指

した21世紀の透析医療，より）

 有: 8.3% 

無: 91.7% 

陰圧空調個室

 

有: 11.8% 

無: 88.2% 

HEPAフィルター内蔵アイソレーター

 

有: 42.9% 

無: 52.1% 

換気設備

 

無: 54.4% 

有: 45.5% 

N95マスク



を参考にしながら，代表的なウイルス感染症における

対策を述べる．

2 接触感染予防策

1） 血液媒介感染症―HBV，HCV―

血液媒介感染症である肝炎ウイルスは，特に腎不全

患者の場合には透析治療と腎性貧血の治療のため頻回

に輸血を行う必要があったという背景により，輸血後

感染が大きな感染要因の一つであった．近年，輸血用

血液の事前検査技術の進歩とヒトエリスロポエチン製

剤の開発に伴いそのリスクは大きく軽減されてきたが，

その一方で透析施設内での基本的操作に伴う感染事故，

すなわち院内感染が問題となってきている．

わが国の透析施設内での院内感染事故は，1994年

から2000年までに9件の報告があり，うち11人は劇

症肝炎で死亡している．原因が明らかとなっているも

のは3件で，抗凝固薬やヒトエリスロポエチン製剤，

生理食塩液の使い回しが原因と考えられている．

2004年４月，全国の透析施設を対象にした厚生労

働省研究班の調査で，2000年末にＣ型肝炎抗体検査

で陰性だった透析患者約52,000人のうち，2.2％にあ

たる約1,100人が2001年末に陽性になっており，院

内感染が多発していることが明らかとなった．報告書

より，原因のほとんどは注射薬剤の共用と考えられた．

また調査対象施設の半数以上で新規感染患者を認めな

いことから，対策が十分でない一部の透析施設で院内

感染が高率に起こっているものと考えられた．そのた

め日本透析医学会と日本透析医会は薬剤の共用禁止等

の緊急勧告をだし，注意を促した．

2） 予防策

透析室のための血液汚染に関するCDC勧告（2001

年）では，持ち込んだ物品は使い捨てにするか1人の

患者のみに使用し，各々の患者で数回量の薬剤バイア

ルを使用する場合には，薬剤の取り扱いは透析センタ

ーから離れた区域で行い，薬剤は別々に配給するなど

の具体的な記載があり，透析室スタッフは再度確認す

る必要がある．

透析患者のウイルス性肝炎の臨床的特徴としては

HBs抗原が陰性化しにくく，抗体産生率も低いため肝

炎が遷延化，無症候性キャリア化しやすいことがあげ

られる．感染拡大を防ぐためには，先ずB型，C型

肝炎ウイルスの新規感染が起こっていないことを定期

的にチェックしておく必要がある．B型肝炎ウイルス

感染についてはHBs抗原，HBc抗体の検査を，C型

肝炎ウイルス感染については最も鋭敏な第 3世代

HCV抗体の検査を，各々年2回以上定期的に行うこ

とが望ましい．HBs抗原陽性患者には HBe抗原，

HBe抗体検査を追加実施し，HCV抗体陽性の患者に

はHCV-RNA検査を実施する．

HBs抗原，HCV抗体陽性の透析患者における診療

上の注意点として，一般にAST，ALT活性が弱いた

め各々20IU/L以上で慢性肝炎を疑い2），定期的な腫

瘍マーカーや画像検査にて肝硬変，肝細胞癌の早期発

見に努めることが大切である．C型肝炎に対するイン

ターフェロンに関しては透析患者では，その薬物体内

動態は約2倍に延長していることから，投与量・投与

間隔には十分な注意を払わなければならない．

透析室内における感染患者対策としては，透析時排

液も血液同様感染源となりうることを認識してスタッ

フは業務にあたり，肝炎ウイルス陽性患者の透析の際

は原則としてベッドを一定の位置に固定するのが望ま

しい．さらに血液透析の開始，終了の際には肝炎ウイ

ルス非感染患者，HCV抗体陽性患者，HBe抗体陽性

患者，HBe抗原陽性患者というように感染力が弱い

順番に行うことが感染拡大を防止する上で重要である．

医療従事者における針刺し事故は，そのほとんどが

透析開始・回収時の透析操作中に発生しており，その

数は年間対1,000人あたり15.2人にも及ぶ．HBs抗

原・HCV抗体陽性患者に使用した針による偶発的針

刺し事故の罹患率は，B型肝炎が約6％，C型肝炎が

約1.2％である．近年，無針操作が可能な回路の開発

も進んでいるが，より確実な予防策として医療従事者

はHBワクチンを接種しておくことが望ましい．特

にHBワクチンはワクチン自体の免疫原性が弱い特

性があり，年齢依存的に反応性が低下し，40歳以上

になるとHBs抗体ができにくいため，就業時に接種

することを推奨する．

HBV・HCV針刺し事故後の対応を含め，肝炎ウイ

ルス患者への対策の詳細については「透析医療におけ

る標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュア

ル」1）に記載されているので参照されたい．
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3 飛沫感染予防策

1） インフルエンザ

インフルエンザウイルスの感染経路は飛沫感染であ

り，くしゃみ，咳とともにウイルスが空中に浮遊し，

他人の呼吸器に吸い込まれ感染する．透析医療の特性

として，週2～3回，10～50人が同時に同一室内で受

けなければならず，伝播率が大きい上，学級閉鎖のよ

うな措置をとることは不可能な状況にある．

感染患者が発生した場合には，1m以上ベッド間隔

をあけスクリーンを置くという対策をとる必要がある

が，感染予防のための具体的対策としてはインフルエ

ンザワクチンの接種ということになる．透析患者のイ

ンフルエンザワクチンによる血清インフルエンザ抗体

価の調査3）によると，透析患者は健常者に比し抗体価

の上昇率は低いもののその有用性は認められている．

さらに1回法と2回法によるインフルエンザワクチン

接種後のHI抗体価の比較では，2回法のほうが有効

率は高かったが，統計上の有意差は認めない結果であ

った．腎疾患患者は，高齢者や慢性呼吸器疾患患者と

並び，ハイリスク群に位置することを考慮すると，イ

ンフルエンザワクチンの接種は積極的に推奨されるべ

きである．また，インフルエンザ症状を認めた場合に

は48時間以内に抗ウイルス薬（塩酸アマンタジンや

オセルタミビル）を投与する必要がある．ただし，健

常人と比し透析患者は薬物体内動態が延長しているこ

とから，抗ウイルス薬は過量投与にならないよう注意

が必要である．

2） 重症急性呼吸器症候群

世界保健機関（WHO）によると，SARSは 2003

年8月の時点で8,422人の感染者と，死者は916人に

達したものの以後終息に向かったと考えられている．

しかし同年冬，中国において新たに3人の患者の発生

が報告され，今後の動向に注意が必要である．

SARSは抗体価やPCR法により，コロナウイルス

がその原因として同定され，その後原因ウイルスであ

るSARSコロナウイルス（SARS-CoV）が同定され

全塩基配列が報告された．新しい病原体が遺伝子レベ

ルでこのように早く同定されたのは，分子生物学の驚

くべき進歩と世界的な規模での協力の成果であり驚く

べきことである．潜伏期間は2～7日であり，最大で

10日間と考えればよいとされている．

WHOは，SARSの臨床定義に関して38℃ 以上の

発熱，咳嗽，呼吸困難などの呼吸器症状，発症10日

以内にSARS患者への暴露歴がある，の条件を満た

すものを「疑い例」，さらにこれらのうち胸部X線写

真で肺炎像，もしくは急性呼吸器窮迫症候群（ARDS）

の所見があるものを「可能性例」としている．わが国

もこれに準じていたが，ウイルス検出法の進歩と

2003年7月より指定感染症に分類されたことから，

前記の所見に加え，咽頭ぬぐいや喀痰，尿，血液など

の臨床検体から SARS-Co-Vの証明，もしくはウイ

ルス抗体の証明で診断を行うようになった．症例定義

あるいは診断基準については，診断法の開発などに伴

い今後も改定される可能性がある．

透析施設内でSARS発症患者を認めた場合には同

時に透析を行った患者，並びにスタッフは「接触者」

となる．「接触者」は症状がない場合には日常の生活

行動を続けてよいとされているが，発熱や呼吸器症状

出現時には，すみやかに医療機関に連絡し受診しなけ

ればならない．SARS感染の可能性を有する透析患

者が発生した場合には，感染指定病院へ入院し透析を

行うことが基本であるが，地域により患者が多発した

場合には，各透析施設への入院の可能性があることも

念頭においておく必要がある．その場合には，隔離室，

個室などで透析を実施し，施設によってはほかの患者

と接触しないよう時間外の透析実施も考慮しなければ

ならない．

SARSへの一般的対策としては，日常的な手洗い

とうがいの励行，N95マスクの準備等予防的処置が

基本となる．また，発熱をはじめ，万一SARSが疑

われるような臨床症状を呈した場合には何をすべきな

のかを患者・スタッフへ周知し，もし自宅で発熱した

場合には透析室入室後ではなく，来院前にその旨連絡

するよう指導する．さらに，類似した臨床症状を呈す

るインフルエンザ感染との鑑別が大変重要となること

から，患者およびスタッフへインフルエンザワクチン

の投与を推奨し予防に努めると同時に，インフルエン

ザ診断キットを用い早期に鑑別が行えるようにしてお

くことが望ましい．

現在までSARSにおける根治的治療法はない．香

港の大流行時には抗ウイルス薬のリバビリンとステロ

イド薬が主体であったが，その投与効果については症
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例数が少ないこともあり明らかとなっていない．現時

点ではSARS-CoVの構造蛋白からのペプチドを使用

して診断，ワクチン開発に利用しようという研究が行

われているが，臨床応用へはまだ時間がかかると思わ

れる．透析施設におけるSARS感染対策の詳細は，

原則的には厚生労働省管理指針に準じた対応となるが，

日本透析医会医療安全対策委員会・感染症部会より

「感染指定病院，SARS診療協力病院以外の慢性透析

施設におけるSARS対策ガイドライン」4）が作成され

ているので本会または日本透析医学会ホームページ

（http://www.touseki-ikai.or.jp，http://www.jsdt.

or.jp）を参照されたい．

3） トピックス

2004年1月，わが国で79年ぶりに山口県の採卵養

鶏場の鶏からH5N1型鳥インフルエンザウイルスが

検出され，その後大分県，京都府でも発生し話題とな

った．インフルエンザウイルスは人間，鳥といった様々

な動物種の間で感染するウイルスであるが，最近数年

間で様々なサブタイプの鳥インフルエンザAウイル

スが種を超えヒトに感染している．1997年に香港で

H5N1型鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染例

が報告され，18人中6人が死亡しており，そのほか

タイ，ベトナムなどでもヒトへの感染例は報告されて

いる．しかし，わが国も含め明らかなヒト―ヒト感染

の報告はこれまでになく，食品として鶏肉や鶏卵が原

因でヒトが鳥インフルエンザに感染した例も今までに

ない．

主な感染経路は，感染した鶏と接触して羽や粉末状

のフンを吸い込むなど大量のウイルスが入った場合の

飛沫感染がほとんどで，日本では通常の生活で感染す

る可能性はきわめて低い．予防策は，ウイルスを運ぶ

可能性がある野鳥や感染の疑いのある鳥に近づかない

ことが基本である．前述したように，ヒト―ヒト感染

例の報告はないが，万一透析患者に発症の疑いがある

場合には，飛沫感染対策を行うことで感染拡大は防げ

るものと考えられる．

4 感染症法の改正について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律及び検疫法の一部を改正する法律」が4年ぶ

りに改定され，2003年10月16日に公布，一部の事

項を除き同年11月15日より施行された．改正の趣旨

は，2003年3月から7月にかけて東アジアを中心に

猛威をふるったSARSをはじめとした海外における

感染症の発生状況，グローバル化時代に伴う人や物資

の移動の活発化，保健医療を取り巻く環境の変化に対

応できる感染症対策の充実の必要性に応じたものであ

る．

特に今回の改正では，国内への病原体の侵入を防止

するための検疫体制の強化と緊急時における国内感染

症対策の強化，鳥インフルエンザなどの動物由来感染

症対策の強化について定め，総合的感染症予防対策の

推進が図られている．具体的には，重症急性呼吸器症

候群（SARS）と痘そう（天然痘）が新たに1類感染

症に追加され，従来の4類感染症が新4類感染症と新

5類感染症とに分けられた．特に鳥インフルエンザを

含め媒介動物の輸入規制，消毒，ねずみ等の駆除等の

措置が必要なものを新4類，それ以外を新5類として

いる．全医療機関は，1～4類の感染症と診断したら

直ちに，5類は7日以内に必ず最寄りの保健所へ届け

出る義務がある．

おわりに

透析とかかわりの深い代表的なウイルス感染症とそ

の対策について述べた．厚生労働省等より各感染症に

対するガイドラインが作成されているが，このほとん

どは一般医療機関へ向けたものである．血液を直接扱

い，週2～3回，10～50人が同時に同一室内で透析医

療を受けるという特殊性を考慮すると，透析独自のマ

ニュアル作成は必要不可欠であり，そのマニュアルを

元に各透析施設の現状に即したマニュアル作りが望ま

れる．
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要 旨

当院および他施設アンケート調査による10年以上

腹膜透析（CAPD）継続例における腎不全の病態，腹

膜機能および合併症の有無などからその長期継続因子

を検討した．対象は当院およびアンケート調査による

他施設でのCAPD（continuousambulatoryperito-

nealdialysis）を10年以上継続し回答をえた139例

である．導入時年齢は平均年齢41.5歳と若く，CAPD

平均継続期間は12±2年であった．原疾患では慢性糸

球体腎炎 113例 81.3％ で，糖尿病 4例 2.8％ であっ

た．腹膜機能検査では1週間あたりのクレアチニンク

リアランス（weeklyCCr）53±10L/週，Kt/V1.8

±0.4，腹膜平衡テスト（PET）ではD/Pクレアチニ

ン（D/PCr）0.7±0.1，D/Doは0.4±0.1であった．

排液中平均中皮細胞面積は309±35μm2であった．

体液量の管理に関して適切であると考えられる至適体

重からの体重増加量は0.3±1.3kgと少なく，心胸比

は49±6％と溢水の状態がなく体液管理が良好であっ

た．また標準体重との差はなく腹膜炎発症率は102カ

月に1回ときわめて低頻度であった．

これらの成績からは，体液量が適正に管理されてい

ること，腹膜炎の合併率が低いことが長期継続の主た

る因子であり，さらに非糖尿病例，透析開始時年齢が

若いこともその要因としてあげられた．

緒 言

慢性腎不全に対して，CAPD1）療法がわが国で導入

されて以来，透析治療法の一つとして定着してきた．

しかしながら，CAPDに伴う合併症としての被嚢性

腹膜硬化症（EPS）は，長期継続を考えるに際して重

要な問題である．なぜなら，EPSに対して適切な対

処をしなければイレウスにより不幸な転帰をとること

があり，その発症の危険性が増加するからである．

CAPDの中止理由は主に除水不良と腹膜炎であり，

長期継続には腹膜機能をいかに温存するかが重要であ

る．しかしながら，EPS発症予防および治療は完全

には確立されておらず，CAPDをいつまで継続する

べきか，あるいは継続できるかは一定の見解を得ない．

今回，われわれは本邦70施設での10年以上CAPD

継続症例に関するアンケート調査を行い，その長期継

続因子を検討したので報告する．

1 対象・方法

他施設に対して，10年以上CAPD単独継続施行症

例に関してアンケート調査を行った．2,591例中10年

以上施行しえている症例は159例6.2％をしめている．

15例ではHDを併用して施行していた．アンケート

調査および検査所見内容は，性別，年齢，透析開始時

年齢，原疾患，身長，体重，血圧，胸部X線による
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心胸比，1日平均除水量，尿量，残腎機能，腹膜機能

検査，血液検査所見が含まれている．血液検査はヘモ

グロビン（Hb），ヘマトクリット（Ht），総蛋白（TP），

アルブミン（Alb），尿素窒素（UN），クレアチニン

（Cr），ナトリウム（Na），カルシウム（Ca），リン

（P），コレステロール（T-Chol），中性脂肪（TG），

HDL-コレステロール，intact-PTH（i-PTH），β2-

microgloburin（β2-MG），CRPなどである．腹膜機

能検査では腹膜平衡試験（PET），weeklyCCr，Kt/

V，排液中皮細胞診である．合併症の有無については，

10年間における腹膜炎の合併回数，透析アミロイド

ーシス，副甲状腺摘出術（PTx），心血管疾患（虚血

性心疾患）および脳血管障害の有無について調査した．

また，それぞれ施設の透析専門医に対してCAPDを

長期に行えた要因を症例ごとでの回答により集計した．

なお検査所見等の回答をえた139例で検討した．

2 結 果

10年以上CAPD継続中の症例で，2002年末に検索

が行われた139例の成績を検討した．男70例，女69

例であり，性差はみられなかった．CAPD開始時の

年齢は，18歳から66歳で平均年齢は41.5歳である．

CAPD期間は10年1カ月から19年3カ月で平均12

±2年であった．原疾患は慢性糸球体腎炎が 113例

（81.3％），糖尿病性腎症4例（2.9％），腎硬化症3例

（2.2％），不明16例，その他3例であり，慢性腎炎が

大部分で糖尿病性腎症例はわずか2.9％であった．

血液検査結果を表 1に示す．総蛋白6.5±0.5g/dL，

Alb3.5±0.4g/dLと栄養状態は比較的良好であった．

UN 53±15mg/dL，Cr11.1±2.8mg/dLであった．

Ca10.2±0.9mg/dL，P5.1±1.1md/dLとカルシウ

ムとリンの管理も良好であった．Hb10.0±1.4g/dL，

Ht30±5％ と貧血もほぼ管理されており，30例

（21.6％）ではエリスロポイエチンの使用なく Htは

30％を維持していた．脂質代謝ではT-コレステロー

ルは188±35mg/dL，中性脂肪176±121mg/dLで，

中性脂肪が高値であった．

intact-PTHは357±319pg/mLで二次性副甲状腺

機能亢進症により副甲状腺摘出術を施行した症例は

15例（10.8％）であった（表 2）．検索しえた症例での

腹膜機能検査（表 3）ではweeklyCCrは30.6～74.3

で平均 53±10L/週，Kt/Vは 1.03～2.83で平均 1.8

±0.4であった．PETで D/PCrは 0.45～0.95で平

均0.7±0.1であった．D/Doでは，0.26～0.81で平均

0.36±0.11であった．カテゴリーではhighaverage

55例，high18例，low4例，lowavarage23例で，
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表1 血液検査所見

TP

Alb

UN

Cr

Na

Ca

P

Hb

Ht

6.5±0.5g/dL （n：133）

3.5±0.4g/dL （n：139）

52±15mg/dL （n：139）

11.1±2.8mg/dL （n：139）

138±3mEq/L （n：139）

10.2±0.9mg/dL （n：139）

5.1±1.1mg/dL （n：139）

10.0±1.4g/dL （n：139）

30±5％ （n：139）

（rhEPO投与なし 30/139例 21.6％）

T-Chol

TG

HDL-Chol

i-PTH

β2-MG

CRP

188±35mg/dL （n：138）

176±121mg/dL （n：132）

44±12mg/dL （n：105）

357±319pg/mL （n：129）

36.2±14.9mg/L （n：131）

0.50±0.8mg/dL （n：120）

表2 合併症とその頻度

腹膜炎頻度 1回/102カ月

全経過 0回

1回

透析アミロイドーシス

副甲状腺摘出術

虚血性心疾患

脳血管障害

38.9％（54/139）

23.7％（33/139）

16.0％（22/137）

10.8％（15/139）

9.6％（13/136）

10.2％（14/137）

アンケート調査結果より

表3 腹膜機能と体液管理

体液量管理

1.体重（kg）

至適体重（DryWt）（n：139）

⊿BW（体重増加量）（n：139）

標準体重 （n：139）

2.平均除水量 （n：114）

3.心胸比（CTR） （n：133）

4.残腎機能例 （n：12）

尿量

CCr

55±9kg

0.3±1.3kg

56±3kg

819±356mL/day

49±6％

172±398mL/day

（0～2,000mL/day）

7.2±13.6mL/min

腹膜機能検査

weeklyCCr （n：74）

Kt/V （n：68）

D/PCr （n：76）

D/Do （n：77）

中皮細胞面積 （n：10）

53±10L/week

1.8±0.4

0.7±0.1

0.4±0.1

309±35μm2



D/PCrではLAで，D/Doではlowを示した1例，

D/PCrではHAでD/DoではLAの1例であった．

そのほかでは検索しえていないが，102例中highav-

erage例は，53.9％のみと腹膜機能は保たれている．

排液の平均中皮細胞面積の検索は10例のみで施行

されているが，279～342μm2で平均300±30μm2で

あり，中皮細胞の面積の増加はみられなかった．体液

量の管理に関しては（表3），至適体重（ドライウェ

イト）は55±9kgで，標準体重との差は少なく，や

せや肥満などはなく体重は適正であった．さらに設定

された至適体重からの体重増加量は0.3±1.3kgと差

が少なく，CTRは49.3±5.9％であった．過剰体液の

貯留が少なく，体液管理が良好であることが示されて

いる．1日の除水量は170～1,200mLで平均819±356

mLである．除水量500mL以下の症例は22例で15.8

％である．尿量は0～2,000mLで平均172±398mL，

無尿例は127例91.4％を占めている．12例（8.7％）で

腎機能検査が施行されているが，CCrでは7.2±13.6

ml/minで，長期に腎機能が温存されている症例がみ

られた．使用CAPD液の組成に関しては最高濃度液

使用の症例はみられなかった．

合併症に関しては（表2），腹膜炎の頻度は102カ

月に1回の割合と非常に低く，54例（39.1％）で腹膜

炎の既往が無かった．そのほかの合併症としては，虚

血性心疾患13例（9.6％），脳血管疾患14例（10.2％）

であった．各施設の腎臓専門医に長期継続に関わる要

因をたずねたところ，多くの施設が良好な体液管理と

腹膜炎の既往がないことであると答えた（表4）．そ

のほか，残腎機能がある，生きがいとなっているなど

もあげられている．

3 当院における長期継続困難例の検討

アンケート調査からは体液の適正管理により長期

CAPD継続が可能であり，そのためには塩分・水分

管理を適切にすることである．一方継続困難でしかも

導入早期にCAPDを中止せざるをえない症例が散見

される．これらの継続困難例の経過を解析することは，

長期に施行しうるための対策を考えるに重要である．

そこで当院の6年未満でドロップアウトした症例を

中心に，6年以上継続しえた症例の臨床経過と腹膜機

能を対比した．当院での6年以上例はすべて10年以

上施行例である．これらの症例を臨床経過からまとめ

た腹膜機能の推移を表5に示す．

腹膜炎をくりかえすためにCAPDからHDに移行

した症例群と，導入早期からの除水能不良のために

CAPDを中止した群，さらに10年以上の長期施行さ

れている群の3群にわけられる．3群におけるCcrで

は差はみられていない．一方3群での除水能を1g吸

収ぶどう糖あたりの除水量からみると，早期の腹膜機

能低下群では導入早期より除水能は不良である．一方

腹膜炎にて中止の症例では，非腹膜炎時に検索した除

水能は維持され，長期継続例と同様の除水能を示して
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表4 長期継続が可能な要因は？

1.自己管理が良好

2.腹膜炎の発症がない

3.残腎機能がある

4.生きがいとなっている

5.低濃度透析液のみの使用

6.合併症なし

7.腹膜機能の温存

17名

15

7

5

2

2

2

アンケート調査結果

表5 導入後のUF/AG（吸収糖1gあたりの濾過量）およびCCrの経年的推移

� 長期継続困難例と長期継続例での対比�

6カ月 1年 2年 5年 10年

UF/AG

継続困難例（6年以内ドロップアウト例）

（1） 腹膜炎群（n：4）

（2） 早期の腹膜機能低下群（n：5）

長期継続例（10年以上）（n：6）

12.2±5.5

2.4±9.5

16.5±6.1

12.8±2.3

6.5±4.5

15.5±4.6

15.7±1.6

6.1±4.7

12.0±4.4

―

―

11.9±4.0

―

―

6.5±2.3

CCr（L/W）

継続困難例（6年以内ドロップアウト例）

（1） 腹膜炎群（n：4）

（2） 腹膜機能低下群（n：5）

長期継続例（10年以上）（n：6）

51.8±5.5

64.8±2.09

47.3±5.6

51.3±5.0

44.4±15.4

50.6±7.0

56.3±5.5

46.4±15.1

49.6±10.0

―

―

―

―

56.6±7.3

虎の門病院



いる．

さらに早期のドロップアウト例と腹膜炎をくりかえ

すためにドロップアウトした症例群での除水量とNa

のろ過量の対比を図 1に示す．ろ過量とNa除去量と

に有意な相関がみられるが，早期ドロップアウト群で

は導入早期より除水能の低下とNa除去量の低下があ

きらかである．

4 考 察

本邦では腎移植の普及は困難であり，日本透析医学

会の調査にみられるように透析患者総数は21万人を

超え，その治療法としてはほとんどが血液透析で，

CAPD療法は約4％のみである．血液透析例の約10

％が10年以上の継続症例であるが，CAPD10年以

上の症例の情報については少ない．今回の調査では，

70施設で集計された CAPD10年以上の継続症例は

CAPD全体の6.2％（159例/2,591例）であった．イ

タリアやオーストラリアの報告では頻度はそれぞれ3

％，0.4％という報告2）で，本邦よりも長期例は低頻度

である．これは腎移植が普及していることによると考

えられる．

10年以上例での男女差については，本研究では差

がみられなかったが，Sanjayらの報告3）では 75％

（27/36例）は女性で優位であった．Michaelら4）の報

告では，女性は男性に比較して体格も小さく肥満も少

ないため，CAPDで尿毒症や水分管理をしやすいと

考察している．ほぼ同数とする報告5）や男性が多いと

いう報告6）もある．

透析開始平均年齢は41.5歳と若く，原疾患は大部

分が慢性糸球体腎炎であった．糖尿病性腎症は2.2％

ときわめて少なかった．CAPD療法では，透析導入

後に糖代謝や脂質代謝が悪化し虚血性心疾患の合併を

起こす頻度が高く，予後に影響する7）．

血清アルブミン値は3.5±0.4g/dLと比較的良好で

あり，Sanjayらの報告3）の3.8±0.4g/dLと同様であ

る．栄養状態が良好であることは長期継続因子として

あげられる．尿素窒素は平均52.4mg/dLで，クレア

チニンは平均11.1mg/dLであり，適切な蛋白摂取と

透析が行われていることが示唆された．腹膜機能に関

しては，PETでD/PCrが0.7±0.1でカテゴリーは

HAであった．Churchillら8）は，hightransporter

では長期継続が困難であると報告しているが，今回の

結果からhightransporterだからといって長期継続

が不可能ではなかった．

腹膜炎の頻度は102カ月に1回であり，39％の症

例が腹膜炎を起こしたことが無かった．長期CAPD

症例に関するSanjayらの報告3）では52カ月に1回，

Devecchiらの報告6）では57カ月に1回の頻度であっ

た．これらの結果から，腹膜炎の既往が少ないことも

長期継続因子として重要と考えられた．

体液量管理に関しては，至適体重（ドライウェイト）

からの増加体重は0.3±1.3kgと体液の増加は非常に

少なかった．良好な体重管理と除水維持の結果と考え

られた．さらに排液量が平均819mlと除水は不良で

あるが，至適体重からの増加が少なくCTRも適切に

管理されている．体液過剰を回避するために塩分・水

分制限が適正に行われていることを示唆している．

Kawaguchiら9）は長期継続因子としては除水能が良

好であることを報告している．またNakayamaら10）

は，CAPD例では体液過剰は30％にみられ，それら

の症例では高血圧も有意に高頻度であると報告し，予

後が不良であると報告している．またAtesらも同様

に体液過剰がCAPDの予後に関与するとしている11）．

CAPD離脱にいたる腹膜機能低下にかかわる因子

には従来三つの機序が考えられているが，その一つで

ある除水能低下に関しては，近年腹膜における水分の

transporterの機序が報告され12），さらに腹膜に認め

られるアクアポリンの関与が示唆されている13）．当院

の検討成績ではドロップアウトには，除水能が導入当

初から低下している群，腹膜炎群，10年以上の長期
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図1 6年以内のドロップアウト例でのUFとNa除去量の対比



継続中にみられる除水能低下群に分類され，早期ドロ

ップアウト例では導入時より腹膜におけるNa・水ト

ランスポートの障害を有していることが推察される．

Goffinら14）は，11年の長期CAPD療法で除水能低

下を示した症例の剖検腹膜でアクアポリン�1の発現

を検索し，アクアポリン�1の発現は正常であり，ア

クアポリンの数の減少ではなく質的な機能障害による

ものであろうと推察している．10年以上のCAPD継

続アンケート結果から推察すると，持続した体液過剰

および塩分・水分摂取の過剰が，除水能を低下させう

ることが推察される．持続した体液過剰による慢性浮

腫が腹膜の機能低下にかかわるか否か興味のあるとこ

ろであるが，Nakayamaら10）の成績からみると慢性

の体液過剰により腹膜の血流障害などから除水能低下

を誘発するのではないかと推察される．

Wing-Honら15）はratで心筋梗塞からの心不全を作

成し，アクアポリン�1，およびアクアポリン�2を心

および腎で検索し，心不全時において腎のアクアポリ

ン�1の増加はみられなかったが，アクアポリン�2の

遺伝子および蛋白の発現が増加していることを報告し

ている．腹膜における水のトランスポート機能障害に

は，腹膜の線維化，腹膜の浮腫などによる血流障害，

などが考えられている．CAPD例での体液過剰時の

腹膜におけるアクアポリンの動態など今後の検索が必

要であろう．

CAPD例では適正な体重の管理が重要である．体

液管理に対して高濃度透析液使用での対処ではEPS

進展への危険性がある．水分管理，塩分管理により体

液量を適正するための食事療法が必須である．除水能

の低下を予防するためにポリマーのグルコース液が開

発され，臨床の現場で用いられている．今後このnew

solutionが腹膜の除水能を維持し，EPSの合併がな

く，また長期CAPD継続を可能としうるか否か，今

後の検討課題である．

5 結 論

10年以上の長期CAPD例での特徴は，透析開始時

年齢が若年で，非糖尿病で腹膜炎の既往が少なかった．

さらに適切な体重管理がなされており，栄養状態も良

好であった．当院の長期継続例と非腹膜炎での短期ド

ロップアウト例での腹膜機能，背景などの検討では，

導入当初からの除水能の低下がみられるグループが存

在する．この機序に関しては，腹膜の水チャネルの機

能障害が推察されるが今後さらに検討を要する．

アンケート調査に協力していただいた下記施設の医師

各位殿（敬称略，順不同）に深謝いたします．
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中央病院（安立陽子），吉野・三宅ステーションクリ
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要 旨

萎縮した病腎に後天的に嚢胞が多発し腫大した状態

を多嚢胞化萎縮腎（ACDK）というが，長期透析患

者，特に男性患者にこの病態が多くみられる．腎生検

の組織でいつごろからこの嚢胞が発生するかを調べる

と，原疾患で糸球体濾過量が52�71ml/minまで低下

するとすでにみられることがわかった．またこの後天

性腎嚢胞は，腎移植をすると退縮することが，さらに

最近この退縮は移植後2週間というまだ十分利尿がな

い時期にすでに始まっていることがわかった．ただし，

いくら効率の良い透析をしても透析療法だけでは，嚢

胞の退縮はみられない．このことからも移植の意義は

大きい．

多嚢胞化萎縮腎で臨床上最も重要視しなければなら

ないのは腎細胞癌（腎癌）の合併である．われわれは，

この腎癌は尿細管上皮，嚢胞，非定型嚢胞，腺腫を経

て多段階的に発生すると考えている．腎癌合併患者の

予後は一般人の腎癌と変わらない．スクリーニングで

早期発見され外科的療法を受ける例が多いので予後は

比較的良いものが多い．ただし，発見後2年以内に死

亡する急速増殖型（rapidgrowing）があるうえ，腎

癌合併の頻度は高く，ほとんど無症状なので，画像に

よる定期検査が求められる．第二に重要な合併症とし

ては嚢胞破裂による後腹膜腔出血があげられる．

はじめに

わが国では腎移植患者が少ないこともあって長期透

析患者が著しく多い．2002年末の統計によると，透

析患者23万人中10年以上の長期透析患者は24％を

占め，ますます増加の一途をたどっている1）．多嚢胞

化萎縮腎の存在は1977年Dunnillら2）によって病理

所見が報告され，1980年Ishikawaら3）によって初め

て臨床例が報告された．当時は関心も今ひとつであっ

たが，最近では嚢胞で腫大した腎臓をみることも普通

となり，腎癌の合併に注意が注がれるようになった4）．

しかし，嚢胞に囲まれた腎癌の診断は困難である．本

小文では，多嚢胞化萎縮腎の病態を中心に，どう対処

していけばよいかを解説する．

1 多嚢胞化萎縮腎の定義

臨床的診断としては，原疾患を問わず画像上両側の

萎縮腎に3�5個以上の嚢胞がみられるときをいう5）．

しかし1個だけでも診断されることがある．それは画

像上1個みられれば病理学的にはおよそ20個の小さ

い嚢胞がみられるからである．また，病理学的診断と

して，腎切片の25％以上が嚢胞で占められていると，

多嚢胞化萎縮腎6,7）という．嚢胞は両側に出現し，そ

の大きさはほとんどが直径0.02～2cm以下と多発性

嚢胞腎に比べ小さいものが多い8）．ただし画像上，診

断可能な嚢胞の直径は0.5cm以上である．解像度以

下の小嚢胞が多発している例ではCTスキャンでみる
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と腎のX線吸収値が全体的に低下しているとしかみ

えないことがある．しかし，その一方直径3～5cmの

ものや，これ以上の大きいものもまれにみられること

がある．これは多嚢胞化萎縮腎に，加齢に伴ってみら

れる単純性腎嚢胞が合併した例かもしれない．しかし，

両者の鑑別は嚢胞液の生化学的分析による以外困難で

ある．

多嚢胞化萎縮腎の記載は1977年イギリスの病理学

者Dunnillらがacquiredcysticdiseaseofthekid-

ney（ACDK）として記載した2）のに始まり，臨床例

は1980年CTスキャンを用いたわれわれの報告に始

まる3）． acquired cysticdiseaseofthekidney

（ACDK）に対する日本語訳としては多嚢胞化萎縮腎7）

が用いられるが，ACDKも使用される．なお，後天

性腎嚢胞と多嚢胞化萎縮腎との関係について述べると，

萎縮腎に後天性腎嚢胞が多数発生した状態を多嚢胞化

萎縮腎ということになる．

1） 多嚢胞化萎縮腎の病理

多嚢胞化萎縮腎の病理をマクロで観察すると，腎の

大きさは両腎で40～200gのことが多く，ときに正常

な大きさの300gであったり，まれに2,000gとなる

例もある4）．すなわち，腎実質が萎縮し萎縮腎となっ

たところに，両側多発性に嚢胞が発生し，嚢胞の増加・

増大によって，腎は次第に大きくなり，正常に近づき，

さらには多発性嚢胞腎と鑑別を必要とするほど大きく
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図1 多嚢胞化萎縮腎のマクロ

48歳男性．慢性糸球体腎炎で11年間透析を受け，胃癌で死亡．腎は多嚢胞化萎縮腎

を呈している．

図2 多嚢胞化萎縮腎の時間経過

59歳男性．急速進行性腎炎で40歳時透析に導入．血液透析3

年で両腎は萎縮し，5年以降は後天性腎嚢胞が発生・増加，19

年目には多嚢胞化萎縮腎が正常腎の大きさを超えている．



なる例もある（図 1，2）．われわれも1腎で癌を含め

1,300gという例を経験している．腎の外表は嚢胞の

ために突出していることもあるが，小嚢胞のため腎の

輪郭はほぼ保たれ，全体的に腫大しているようにみえ

ることが多い．嚢胞には水様，淡黄色の液が含まれて

いるが，中には出血による黒色の液や，出血の吸収過

程である褐色の液がみられることがある．

ミクロの所見では，嚢胞の定義に相当する0.02cm

以上の尿細管拡張（尿細管の太さの4倍以上の拡張）

から2cmまでの種々の嚢胞が，皮質髄質を問わず存

在するが，嚢胞の総数が少ない場合には皮質部に発見

されることが多い．嚢胞上皮は大部分が1層の平たい

上皮細胞からなる．しかし嚢胞には嚢胞上皮が重層化

したり，乳頭状に増殖し嚢胞内腔に突出するもの（非

定型嚢胞），さらに同じ腎に乳頭状腺腫といわれる結

節やときに腎細胞癌（腎癌）の発生をみることがある2）

（図 3）．この場合腎癌は乳頭状腎細胞癌であったり，

非乳頭状腎細胞癌（淡明細胞癌）であったりする．

病理学的にみた多嚢胞化萎縮腎の最大の特徴は，嚢

胞上皮が通常の1層の尿細管上皮から過形成，腺腫，

腎細胞癌という1連の病態として一つの腎ですべてみ

られることである．すなわち，多嚢胞化萎縮腎は病理

学的にみて増殖能が高く，癌が発生しやすい状態と言

える．この病態は左右両腎にみられるため，腫瘍の発

生が多中心的で，両側性の腎癌発生率も高い．また非

定型腎嚢胞の 73％ が vimentin陽性，95％ が EGF-

receptor陽性で，c-Erb2も同様であったことから，

多嚢胞化萎縮腎の嚢胞上皮細胞は増殖能が高い9）と考

えられるし，嚢胞液中のそのほかの増殖因子・サイト

カインの存在などからも嚢胞上皮は増殖刺激を受けて

いると推測される10）．

2） 多嚢胞化萎縮腎の頻度

われわれが，腎生検組織を用いて嚢胞の定義に当て

はまるものがどの程度の腎機能低下で見出されるか検

討したところ，後天性嚢胞は糸球体濾過量のわずかな

低下（52～71ml/min）で発生し始めていた11）．また

臨床的に診断可能な嚢胞は透析前には症例の12％，

導入後は透析期間が長くなるに従って増加し，3年未

満で44％，3年以上で79％，10年以上で90％，20年

では95％といちじるしく高い頻度でみられた3,6）．

2 多嚢胞化萎縮腎の病態

後天性腎嚢胞の最大の特徴は，先の頻度でも述べた

ように，透析期間が長くなるにしたがい増加・増大す

ること3）（図2），さらに男性優位であること12），腎移

植で退縮すること13）である．

1） 多嚢胞化萎縮腎（ACDK）と多発性嚢胞腎

（ADPKD）の嚢胞の違い

多嚢胞化萎縮腎 277

図3 多嚢胞化萎縮腎のミクロ

A：扁平な単層上皮を持つ後天性腎嚢胞，B：上皮が嚢胞の内腔に向け増殖した非定

型腎嚢胞，C：乳頭状腎腺腫，D：乳頭状腎癌，E：非乳頭状腎癌



両者を比較してみると，ACDKではほとんどが2

cmまでの小さい嚢胞で，病理学的にみると0.6cm以

下が全体の94％を占めていた8）．一方ADPKDでは

直径7cmまでの大きい嚢胞が多かった．

嚢胞の由来については，ACDKではそのほとんど

が近位尿細管由来と考えられる．それは，

① 嚢胞壁の細胞が近位尿細管マーカの tetra-

gonolobuslectinで陽性を示すこと9）

② 嚢胞上皮を走査電顕でみると刷子縁がみられる

こと

③ ゲンタマイシンの排泄が嚢胞液内に高濃度でみ

られること

④ 嚢胞と血清のNa濃度比が1.0と同じで，クレ

アチニン比が5～7前後と高く14），β2microglobu-

lin濃度が0.06以下といちじるしく低いこと15）か

ら，嚢胞液の成分は近位尿細管遠位部の成分と一

致すること

などの理由によってACDKの嚢胞は大部分が近位尿

細管由来であるといえる．

一方ADPKDの嚢胞は，嚢胞と血清のNa濃度比

が1.0を示す近位尿細管由来が68％，濃度比0.7以下

を示す遠位尿細管由来が26％とされている．このこ

とはADPKDでは嚢胞感染が遠位由来の嚢胞に起こ

ると脂溶性の抗生薬しか効かず，治療に難渋する場合

があること，一方ACDKの嚢胞には感染が少なく感

染しても通常の水溶性の抗生薬が効き治療しやすいこ

とを示している．

ACDKとADPKD両者の嚢胞と尿細管との交通の

頻度を比べてみると，ACDKでは嚢胞の約76％が交

通している16）のに対し，ADPKDでは23％が交通し

73％は交通がなくなり，孤立したバルーンとなって

いた．

2） 腎移植および透析期間との関係

多嚢胞化萎縮腎における病態で非常に重要な点は，

腎移植が成功すると数カ月という短期間に嚢胞が消失

する，すなわち嚢胞が自然に退縮するという点である13）．

これまでの検討では1カ月，また最近の検討では2週

間という短期間に，さらにはまだ利尿が十分ついてい

ない急性尿細管壊死の時期にも，すでに退縮が始まり

腎体積が約40％減少した例も経験している（図 4）．

この現象は多嚢胞化萎縮腎がなぜ起こるかを考える上

で興味深い．動物実験では腎嚢胞を作り出すある化学

物質を投与すると嚢胞ができ，投与を中止すると嚢胞

が退縮してしまう現象が知られているが，これと移植

後の嚢胞退縮は比較され興味深い．

腎移植の影響をみるために，移植後固有腎の変化を

比較的長期に詳細にみてみた．すると全体的には嚢胞

は退縮するのであるが，退縮する嚢胞としない嚢胞，

ゆっくり退縮する嚢胞，さらには新たに発生する嚢胞

があることが観察された17）．もちろん，移植腎が慢性

移植腎症で機能しなくなり透析に戻ると，一旦退縮し

た固有腎に再び嚢胞が発生し，移植腎にも少ないもの

の嚢胞が発生してくる18）．

以上のように後天性腎嚢胞の発生と慢性腎不全の期

間，透析期間との関係ははっきりしており，慢性腎不

全状態の持続が嚢胞発生の最大の要因である．

われわれは1979年，慢性腎炎による透析患者，平

均年齢40歳，透析期間平均3年4カ月の96例に初め
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図4 移植による多嚢胞化萎縮腎の退縮

死体腎移植時，52歳男性（慢性糸球体腎炎）．移植後2週間の，

まだ急性尿細管壊死のために利尿がついていないにもかかわら

ず，後天性腎嚢胞の退縮が始まり，かなり嚢胞が消失している．

1年目には嚢胞はほとんどみられない．



てCTスキャンを行い病腎を検討した．その結果，透

析3年までは腎体積は減少するが，その後は発生した

嚢胞のために増大する場合があることを見出した3）．

またこの後天性腎嚢胞の発生は透析3年未満の44％，

3年以上の 79％ の症例にみられ，このとき腎癌も 3

例見出された3）．

われわれはその後もこの96例を対象に，多嚢胞化

萎縮腎がどう変わるか20年間にわたり観察を続けた．

その結果52例が生存し，このうち血液透析だけを受

けた36例（男性19例，女性17例）では，多嚢胞化

萎縮腎は依然として男性で優位性が保たれていた19）

（図 5）．男性では平均腎体積が62.3から231.3mlま

で，女性では64.6から142.2mlまで腫大し，特に40

歳以下の男性で嚢胞による腎体積の増大率が大きかっ

た．ただし，20年目の腎の大きさは個人差がより明

確となった．またこの20年間の観察で腎癌症例は6

例見出され，うち1例が再発した．観察期間中の死亡

は44例で，死因が悪性腫瘍であったものは7例であ

った．この44例中腎癌合併例も4例みられたがいず

れも死因とはなりえなかった．

3） 性差・年齢・原疾患との関係

後天性腎嚢胞は4～5年の血液透析で，男性の84％，

女性の60％の患者に発生していた12）．また20年間観

察すると，腎は嚢胞のために男性で3.7倍，女性で2.2

倍増大していた19）．このことから多嚢胞化萎縮腎には

明らかに性差がある．すなわち，男性に頻度が高く程

度が著しい．この原因として，なんらかの性ホルモン

の影響が考えられるが，十分解明されていない．

Concolinoら20）は，透析患者ではandrogen/estrogen

が低くestrogenが上昇するが，女性にはestrogenが

多いので上皮の増殖が起こりにくく，一方，男性では

estrogenreceptorが増え，EGFRがupregulationさ

れるので，上皮の増殖が起こりやすく，その結果，嚢

胞が多くできるのではないかという仮説を出している．

しかし，まだ証明されてはいない．また更年期女性に

も嚢胞の発生をみる例が経験される．

ついで多嚢胞化萎縮腎の頻度と年齢との関係をみる

と，年齢と嚢胞発生の頻度にはあまり差はみられず3），

小児透析患者の病腎にも嚢胞ができ，腫大する例がみ

られた．しかしその後の詳細な検討で若い男性（40

歳以下）に嚢胞化が強いことが判明した19）．

多嚢胞化萎縮腎は原疾患を問わず発生する．しかし

原疾患によって嚢胞発生と程度に差がないかを検討す

ると，慢性糸球体腎炎を原疾患とするものに比して，

糖尿病性腎症の場合は嚢胞の発生が約5年遅れること21）

また原疾患が低形成腎の場合は嚢胞の発生が少ないこ

とがわかった．

4） 透析方法との関係
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図5 多嚢胞化萎縮腎の男女差

左図：経過観察開始時42歳男性では，20年後嚢胞化がいちじるしく，腎も増大してい

る．右図：28歳女性では，20年後もわずかにしか嚢胞はできていない．

（文献19より引用）



透析方法，すなわち血液透析とCAPDによって多

嚢胞化萎縮腎の嚢胞発生に違いがあるかどうかを比べ

てみた．血液透析とCAPDではサイトカインの活性

状態も，透析が間歇的か持続性か異なるうえ，可塑剤

の使用量も異なるので調べてみた．年齢，原疾患，透

析期間をマッチさせた15例で検討したところ嚢胞発

生率に差は見出されなかった22）．またいくら効率の良

い透析をしても透析療法中に嚢胞が退縮した例はいま

だ経験していない．

透析膜によって嚢胞発生に違いが出るかどうかも調

べてみた．サイトカインの産生で差のあるクプロファ

ン群18例と合成膜群24例で10数年に亘り嚢胞の発

生程度すなわち腎体積の変化を比較したが，違いは認

められなかった23）．これらの膜による除去能の差やサ

イトカイン産生の差は嚢胞発生に変化をもたらすほど

ではないと言える．

エリスロポエチンは一種の増殖因子でありサイトカ

インである．エリスロポエチン投与例と非投与例につ

いて4.5年間に亘り嚢胞発生の程度，すなわち腎体積

の変化を観察したが，両群でも差はみられなかった．

エリスロポエチンの投与によって嚢胞が増加すること

はなかった24）．

10年間に腎体積が2倍以上に増大した群とそうで

ない群について，嚢胞が多くできる群はエリスロポエ

チン濃度が高く，ヘマトクリットが高いかどうかをみ

てみたが差はみられなかった．

3 多嚢胞化萎縮腎の臨床的意義

多嚢胞化萎縮腎の頻度は著しく高いが，嚢胞がある

だけでは臨床的意義はない．問題は多嚢胞化萎縮腎に

起こることがある重大な合併症である．それには，①

腎癌，②後腹膜腔出血，③腎膿瘍，④貧血の改善，が

あるが前二者が特に重大な合併症である．

1） 腎癌の合併

腎癌合併の頻度は一般人の13�16倍高く，透析患

者全体では10万人対年間172人の発生率である．透

析10年未満に限れば10万人対年間102人，10年以

上では10万人対年間402人となる25）．罹患率は1.5％，

多嚢胞化萎縮腎患者に限ると3％といえる．われわれ

の世界最初の臨床例3）を含め，1982年から2002年ま

での透析患者に関する全国アンケート調査では2,339

例の腎癌が集計された25）．これらの患者は一般人の腎

癌患者より年齢が若く，男性に多く，半数以上が透析

10年以上の長期透析例であった．

ところで短期透析患者の腎癌は，

① 嚢胞との関連性が低い

② 高齢者にみられる

③ 腎癌は腎辺縁より突出している

④ enhanceCTによるenhance率が高い

⑤ 淡明細胞癌（非乳頭状腎細胞癌）が多い

という特徴がある．

一方長期透析患者の腎癌は，

① 嚢胞との関連性が高い

② 比較的若年者にみられる

③ 腎癌は嚢胞に囲まれて発生するので，腎辺縁よ

り突出することがなく診断が困難である
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図6 腎癌のdynamicCT，動脈相

上図：11年間透析を受けていた55歳女性．造影剤のenhance

率が高く，腎癌が造影剤で濃染されhypervascular腫瘍で，組

織は非乳頭状腎癌であった．

下図：15年間透析を受けていた52歳男性．造影剤のenhance

率が低く，腎癌が造影剤でほとんどenhanceされず，hypo-

vascular腫瘍で，組織は乳頭状腎癌であった．腎辺縁よりの

突出がなく，enhance率が少なく，腎癌の診断が困難である．



④ enhanceCTによるenhance率が低い

⑤ 乳頭状細胞癌が多い26）（図6）

⑥ 多発例も多い

という特徴がある．

いずれの腎癌も症状のないのが特徴であるので，手

術に耐えられる患者や，特にハイリスク患者，若い男

性で長期透析例，多嚢胞化萎縮腎のため腎体積が腫大

している例では定期スクリーニングが必要である．わ

が国の透析施設の約半数で定期スクリーニングが行わ

れている．腎癌症例848例の予後27）をみると，5年生

存率は64％（図7）と比較的良好であるが，転移も16

％にみられ，発見2年以内の死亡例すなわち，急速

増殖例もあるので予後に問題がないわけではない．

2） 後腹膜腔出血

後腹膜腔出血は腎癌に次ぐ多嚢胞化萎縮腎の重大な

合併症である．嚢胞の破裂によって起こるが，尿路と

交通があれば肉眼的血尿（出血）を伴うことになる．

しかし，これを伴わないことも多く，透析後数時間し

て，突然の腰痛・側腹痛・腹痛と突然のヘマトクリッ

トの低下，血圧低下，ショックとして表われることが

多い．

嚢胞化の激しい例に起こりやすく，診断はCTスキ

ャンが最も良い（図8）．CTスキャンによって，出血

の部位・量がわかるうえ，1/3の症例に合併している

とも言われている腎癌の合併も診断できる．治療は出

血量，すなわち輸血によって血圧が維持できるかどう
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図7 透析患者にみられた腎癌の予後

図8 後天性腎嚢胞の破裂による後腹膜腔出血のCTと摘出マクロ

40歳男性．慢性糸球体腎炎で11年間透析を受けていたが，嚢胞を

伴った右腎の後方に，高吸収値をしめす新鮮な出血がみられる（上

図矢印）．

下図：摘除腎には出血（矢印）がみられ，腎には後天性腎嚢胞がみ

られる．写真には示さないが，この中に，1cmの非乳頭状腎癌を

合併していた．



かによる．血圧の維持ができないときには，腎動脈塞

栓術や腎摘出術が必要となる．ただし，保存的療法や

塞栓術を行った場合は，腎癌が残存していないか厳重

な経過観察が必要である．

そのほかにも多嚢胞化萎縮腎の合併症として，嚢胞

の感染と腎膿瘍があるが頻度は低く，報告例，経験例

ともに少ない．

貧血の改善については確立されたものではない．し

かし，急速なヘマトクリットの上昇で検査をしたら腎

癌を合併した多嚢胞化萎縮腎であったという報告もま

れにある．

3） 多嚢胞化萎縮腎の病因

後天性腎嚢胞がなぜできるかは不明である28）．われ

われは血液透析・CAPDを問わず長期透析で嚢胞が

増加・増大し，腎移植で退縮することから，嚢胞の発

生には尿毒症性物質やなんらかの増殖因子による尿細

管上皮の増殖が関与しているのではないか，しかもそ

れらは男性優位なものと考えている．われわれ以外に

も仮説として，虚血，可塑剤など血液透析関連物質，

蓚酸結晶やβ2 microglobulinなどによる尿細管閉塞，

ホルモン説，バナジュウムなどの微量元素説や，局所

アシドーシス説などがいわれてきたがいずれも否定的

である．

われわれはさらに腎癌の発生と嚢胞発生には深い関

係があり，尿細管細胞が多段階的に嚢胞，非定型嚢胞，

腺腫，腎癌となると考えている．まだこの過程は細胞

遺伝的・分子生物学的に証明されてはいない29）．しか

し図9に示すように，多嚢胞化萎縮腎ではネフロンの

減少とともに尿毒症性物質が尿細管に働き，組織の損

傷と修復を介し，尿細管の分化に異常を来すと考えて

いる．すなわち，より未熟な細胞分化へと変化し，尿

細管細胞の増殖，液の分泌，細胞外マトリックスの異

常を来し，嚢胞が発生する．そしてさらに尿毒症性物

質が尿細管に働くと，増殖因子，活性酸素消去系の減

少，アポトーシスの減少，DNA repairの障害も関与

し，染色体の異常が起こり，これに免疫監視機構の低

下が加わって最終的に腎癌になると考えている．

嚢胞が腎移植後なぜ退縮するかもまだ不明である．

しかしごく短期間に退縮する機序としては，

① 移植腎が加わると固有腎への浸透圧負荷の減少

② 固有腎の血流量の減少

③ 多発性嚢胞腎に比べ嚢胞が小さいこと

④ さらには嚢胞維持物質が移植腎から排泄される
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図10 病腎のスクリーニングおよび検査・治療法

（文献6より引用）図9 多嚢胞化萎縮腎における後天性腎嚢胞・腎癌発生の仮説



こと

⑤ 移植腎が固有腎に対してアポトーシスを起こす

物質をつくる可能性があること

などが考えられるが，最も重要なのは移植腎によって

尿毒症代謝物が減少することと思われる．

4 多嚢胞化萎縮腎の診断・経過観察と治療

多嚢胞化萎縮腎の診断・経過観察は画像診断で行う．

患者のリスクにしたがい超音波検査，CTスキャンで，

1～2年に1回検査する6）．特に腎癌合併のリスクが高

い患者には年1回，血尿，腰痛，貧血の進行など症状

のあるときはその都度検査を行う（図 10）．また嚢胞

化が著しい患者には，腎癌合併，嚢胞破裂による突然

の腰痛・血圧低下に注意し観察するが，合併症がない

限り多嚢胞化萎縮腎への治療は必要ない．

結 語

透析を受けている病腎は導入後3年までは縮小する．

その後，後天性腎嚢胞が発生すると腎は腫大し，それ

とともに腎癌・後腹膜腔出血のリスクが高くなる．し

かし，腎移植が行われると嚢胞は退縮し，リスクも減

少すると考えられる．しかし，この効果も免疫抑制薬

の使用で多少打ち消される可能性がある．
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要 旨

本ガイドラインは，最新のエビデンスおよびオピニ

オンに基づいて慢性腎疾患の各病期にわたり，腎性骨

異栄養症のみならず，透析アミロイドーシスをも含め，

幅広く捉えている．さらに，Ca，P値を低めに設定

し，異所性石灰化やCa過剰負荷に注目した，より積

極的な治療が推奨されている点も特徴的である．

はじめに

ミネラルおよび骨代謝障害は腎不全患者に共通する

障害である．多くの研究によりこのミネラル，骨代謝

障害は有病率や死亡率の増加と密接に関わっているこ

とが示されている．これらの代謝障害は骨痛，骨折，

骨の変形，筋肉の障害などを誘発し，高リン（P）血

症は死亡率を高め，高PTH血症はほぼすべての臓器

に悪影響を及ぼす．長期的なミネラル，骨代謝障害の

軟部組織石灰化への影響は腎不全患者の管理において

非常に重要な問題となっている．心肺臓器への石灰化

は，換気障害，肺高血圧症，不整脈，虚血性心疾患な

どを引き起こし，死へと至らしめる．血管石灰化は虚

血組織を形成し組織壊死を引き起こすばかりではなく，

腎移植を困難とする．

ミネラル，骨代謝障害は腎障害の早期からみられ，

腎機能が廃絶した以降も持続し，さらにこの間施行さ

れる様々な治療法の影響を受ける．腎障害早期からの

ミネラル，骨代謝障害の予防と管理は腎不全患者の予

後や生活の質の向上の点からも非常に重要といえる．

このような背景から2003年に米国NationalKidney

Foundation;K/DOQI（kidney diseaseoutcomes

qualityinitiative）より，「慢性腎疾患における骨代

謝・骨疾患治療ガイドライン（K/DOQIclinicalprac-

ticeguidelinesforbonemetabolism anddisease

inchronickidneydisease）」が発表された1）．この

ガイドラインは論文発表された evidenceを基盤に

100以上の詳細な項目が設けられ，腎機能障害の各病

期（表1）を網羅して作成されている．ガイドライン

の理論的根拠がすべてエビデンスに基づいているもの
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表1 CKDステージ別の血漿i-PTH値の目標範囲

CKDステージ GFRの範囲（mL/min/1.73m2） i-PTH目標値（pg/mL［pmol/L］）

3

4

5

30～59

15～29

＜15または透析

35～70（3.85～7.7pmol/L）（OPINION）

70～110（7.7～12.1pmol/L）（OPINION）

150～300（16.5～33.0pmol/L）（EVIDENCE）

CKD：chronickidneydisease（慢性腎疾患）
（文献1，2より引用）



を ・Evidence・とし，確実なエビデンスが存在しない，

もしくは一定の見解が得られていないものは・Opinion・

として区分されている．

本ガイドラインを日本で適用する場合には，いくつ

かの相違点（表2）に留意する必要がある．本稿では

透析患者（ステージ5の腎不全患者）を対象としたガ

イドラインに焦点を絞り紹介する．

1 カルシウム（Ca）およびP代謝の評価

1.1 GFRが60ml/min/1.73m2未満のCKD患者す

べてにおいて，血清Ca，P，血漿i-PTH値を測定

するべきである（Evidence）．透析患者における測

定頻度はCa，P値が毎月，PTH値が3カ月ごとが

推奨されている（Opinion）．

1.2 血清Ca，P，i-PTH値の異常により治療を受け

ている患者（ガイドライン4，5，7，8参照）ではこ

れらの測定頻度を増やすべきである．

1.3 血漿PTH値が目標値（1.4参照）の下限を下回

る場合は，測定頻度を減らしてもよい（Opinion）．

1.4 透析患者における血漿i-PTH値の目標値は150

pg/ml～300pg/mlである（Evidence）．

2 慢性腎疾患（chronickidneydisease;CKD）に

伴う骨疾患の評価

2.1 CKDに伴う骨疾患の種類を決定する最も正確な

診断方法は，テトラサイクリン二重標識法と骨組織

形態計測を用いた腸骨稜生検である（Evidence）．

2.2 臨床上，ほとんどの場合には骨生検を行う必要

はない．しかし，透析患者で以下に該当する場合は

骨生検を考慮すべきである．

2.2a 外傷がない，あるいはほとんどない状態での

骨折（病的骨折）がある（Opinion）．

2.2b 血漿 i-PTH値が 100～500pg/mlで，原因不

明の高Ca血症，重度の骨痛，原因不明の骨型アル

カリホスファターゼ活性上昇などがみられる（Opi-

nion）．

2.3c 臨床上またはアルミニウム（Al）の曝露の既

往によりAl骨症が疑われる（ガイドライン11参

照）（Opinion）．

2.3 CKDの骨疾患評価に骨X線撮影は適当でない

（Evidence）が，重度の末梢血管石灰化の検出（Opi-

nion），およびβ2-ミクログロブリンアミロイドー

シスによる骨疾患の検出に有効である（ガイドライ

ン10参照）（Evidence）．

2.4 骨折患者および骨粗鬆症の危険因子を有する患

者においては，DEXAにより骨密度を測定するべ

きである（Opinion）．

3 血清P値の評価

3.1は保存期腎不全患者が対象のため省略．

3.2 透析患者（血液透析;HDまたは腹膜透析;PD）

患者においては，血清P値を3.5～5.5mg/dlに維

持すべきである（Evidence）．

4 食事によるP摂取制限

4.1 透析患者で血清P値が5.5mg/dlを超える場合

（Evidence）は，食事によるP摂取を800～1,000m

g/日に制限すべきである（たんぱく質の必要摂取

量で補正）．

4.2 血漿i-PTH値が目標範囲（150pg/ml～300pg/

ml）を超える場合，食事によるP摂取を800～1,000

mg/日に制限すべきである（たんぱく質の必要摂

日本透析医会雑誌 Vol.19 No.2 2004286

表2 本ガイドライン適用時の留意点

1.測定日の違い

透析患者のCa，P値の測定は，米国では週半ばの透析2日後，わが国では週末をはさんだ透析3日後が一般

的であり，誤差が生じる可能性がある．

2.Ca補正法の違い

わが国と米国ではCaの補正法が異なるため，Ca値に誤差が生じる可能性がある．

3.透析液Ca濃度の違い

わが国では3.0mEq/lが汎用されているが，本ガイドラインでは2.5mEq/lを推奨している．

4.Ca，P摂取量の違い

本ガイドラインではCa摂取量を2,000mg/日以下，P摂取量を1,000mg/日以下に抑えることを推奨してい

るが，わが国では体格や食事からの摂取が異なるため，この摂取量の適応の妥当性に疑問が残る．

5.認可薬剤の違い

本ガイドラインで取り上げられているparicalcitol，doxercalciferolなど，わが国では未認可の薬剤がある．



取量で補正）（Evidence）．

4.3 食事によるP摂取制限開始後は，血清P値を毎

月モニターすべきである（Opinion）．

5 P吸着薬の使用

5.1および5.2は保存期腎不全患者が対象のため省略．

5.3 Ca含有P吸着薬，および他のCa，Al，マグネ

シウム（Mg）非含有P吸着薬（塩酸セベラマー）

は血清P値の低下に有効であり（Evidence），初期

治療として使用できる（Opinion）．

5.4 Ca含有P吸着薬，または他のCa，Al，Mg非

含有P吸着薬のいずれかを使用しても高P血症が

持続する（血清P値＞5.5mg/dl）透析患者の場合

は，両剤を併用すべきである（Opinion）．

5.5 Ca含有P吸着薬に含まれるCa量は1,500mg/

日を超えるべきではなく（Opinion），Ca総摂取量

（食事による Ca摂取を含む）は 2,000mg/日を超

えるべきではない（Opinion）．

5.6 高Ca血症（補正血清Ca値＞10.2mg/dl）の透

析患者，または血漿 PTH値が 2回連続して 150

mg/dl未満の透析患者においては，Ca含有P吸着

薬を使用すべきではない（Evidence）．

5.7 血管および/または他の軟部組織に重度の石灰化

がみられる透析患者においては，Ca非含有P吸着

薬の使用が望ましい（Opinion）．

5.8 血清P値が7.0mg/dlを超える患者においては，

短期治療（4週間）として1コースのみAl含有P

吸着薬を使用し，その後は他のP吸着薬に切り替え

ると良い（Opinion）．このような患者では，透析回

数を増やすことも考慮すべきである（Evidence）．

6 血清Ca値およびCa×P積値

6.1は保存期腎不全患者が対象のため省略．

6.2 補正血清総Ca値は臨床検査値の正常範囲内に

維持すべきであり，可能ならば下限値（8.4～9.5

mg/dl）に近いほうが望ましい（Opinion）．

6.3 補正血清Ca値が10.2mgを超える場合，以下

のように血清Ca値を上昇させる治療を調整すべき

である．

6.3a Ca含有P吸着薬を使用している患者の場合，

投与量の減量またはCa，Al，Mg非含有P吸着薬

への切り替えを行うべきである．

6.3b 活性型ビタミンD製剤を使用している患者の

場合，補正血清総Ca値が目標範囲（8.4～9.5mg/

dl）に戻るまで投与量を減量するか，使用を中止す

べきである（ガイドライン8B参照）（Opinion）．

6.3c ビタミンD療法の変更および/またはCa含有

P吸着薬の使用中止にもかかわらず高Ca血症（補

正血清総Ca値＞10.2mg/dl）が持続する場合，低

濃度Ca透析液（1.5～2.0mEq/l）を用いた透析を

3～4週間行うとよい（ガイドライン9参照）（Opi-

nion）．

6.4 総Ca摂取量（食事およびCa含有P吸着薬によ

る摂取を含む）は2,000mg/日を超えるべきではな

い（ガイドライン5参照）（Opinion）．

6.5 血清Ca×P値は55mg2/dl2未満に維持すべきで

ある（Evidence）．これを達成する最善の方法は，

血清P値を目標範囲内に維持することである（ガ

イドライン3，4，5参照）（Opinion）．

6.6 補正血清総Ca値が臨床検査値正常下限を下回

る（＜8.4mg/dl）患者は，以下の場合，血清 Ca

値を上昇させる治療を受けるべきである．

6.6a 感覚異常，Chvostek徴候およびTrousseau徴

候，気管支攣縮，喉頭攣縮，テタニー，および/ま

たはてんかん発作などの低Ca血症の臨床症状がみ

られる場合（Opinion）．あるいは，

6.6b 血漿i-PTH値が300pg/mlを超える場合（Opi-

nion）．

6.7 Caなどの Ca塩（Evidence）および/または経

口ビタミンD製剤の使用を含むべきである（ガイ

ドライン8B参照）（Evidence）．

7 ビタミンD不足/欠乏の予防と治療

7.1～7.3は保存期腎不全患者が対象のため省略．

7.4 血漿i-PTH値が300pg/mlを超える場合，活性

型ビタミンD製剤（calcitriol,alfacalcidol,parical-

citol注）,doxercalciferol注））を投与すべきである

（ガイドライン8B参照）（Opinion）．

注：我が国では未認可．

8 ビタミンD療法

8Aは保存期腎不全患者が対象のため省略．

8B.1 血清i-PTHが300pg/mlを超えるHDまたは

PD患者の場合，目標範囲まで低下させるため，活
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性型ビタミン D製剤 （calcitriol,alfacalcidol,

parical-citol注）,doxercalciferol注）など）を投与す

べきである（Evidence）．

8B.1a 血清 PTH値を低下させるには，calcitriol

の連日経口投与よりも，間欠的静注投与が効果的で

ある（Evidence）．

8B.1b 補正血清Ca値および/または血清P値が目

標範囲（それぞれガイドライン3，6参照）を超え

る患者においては，paricalcitol注）またはdoxercal-

ciferol注）といったビタミンDアナログを試すこと

が認められている（Opinion）．

8B.2 ビタミンD製剤の投与開始後または増量後1

カ月間は，血清Ca，P値を少なくとも2週毎に，

その後は月1回測定すべきである．血漿i-PTH値

は，目標値に到達したら少なくとも3カ月は毎月，

その後は3カ月毎に測定すべきである（Opinion）．

8B.3 PD患者においては，calcitriol（0.5～1.0μg）

またはdoxercalciferol注）（2.5～5.0μg）の週2～3

回の経口投与，もしくは低用量のcalcitriol（0.25

μg）を連日投与することも可能である（Opinion）．

8B.4 HDまたはPD患者が活性型ビタミンD療法

を受けている場合，血清Ca，P，血漿i-PTH値の

変化を総合的に管理すべきである．これら3項目の

検査値は，アルゴリズム3，4，5（図 1～3）で得ら
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図1 血清Ca値に基づくビタミンD製剤の管理

（文献1，2より引用）



れた数値に基づいて，個別に治療を行うことを考慮

する（Opinion）．

注：我が国では未認可．

9 透析液Ca濃度

9.1 HDまたは PDにおける透析液 Ca濃度は 2.5

mEq/lにすべきである（Opinion）．

9.2 特定の患者においては，高濃度あるいは低濃度

のCa濃度が必要である（Opinion）．

10 β2-ミクログロブリンアミロイドーシス

10.1 血清β2-ミクログロブリン値の測定も含め，β2-

ミクログロブリンアミロイドーシスのスクリーニン

グは推奨できない（Opinion）．

10.1a 現時点でβ2-ミクログロブリンアミロイドー

シスの進行を阻止しうる，または症状緩和をもたら

しうる治療法はない（腎移植を除く）（Evidence）．

10.1b β2-ミクログロブリンアミロイドーシス患者

においては，疾患の進行阻止，または症状緩和を目

的として，腎移植を考慮すべきである．

10.1c β2-ミクログロブリンアミロイドーシスが認め

られる患者，またはリスクを有する患者においては，

キュプロファン膜以外の透析膜（Evidence），ハイ

フラックス透析膜（Opinion）を使用すべきである．

11 CKD患者におけるAl過剰および毒性

11.1 Al毒性を予防するため，定期的なAl投与は避

け，透析液Al濃度を10μg/l未満に維持すべきで

ある（Evidence）．

11.1a Alを摂取しているCKD患者に，クエン酸塩

を同時に投与すべきではない（Evidence）．

11.2 Al曝露およびAl毒性のリスクを評価するため，

少なくとも年1回，Al含有製剤の投与注）を受けて

いる患者では3カ月毎に血清Al値を測定すべきで

ある（Opinion）．

11.2a 血清Alの基準値は20μg/l未満とすべきで

ある（Opinion）．

11.3 デフェロキサミン（DFO）試験は，血清Al値

慢性腎疾患における骨代謝・骨疾患治療ガイドライン 289

図2 血清P値に基づくビタミンD製剤の管理

（文献1，2より引用）



の上昇（60～200μg/l），Al毒性の臨床的徴候およ

び症状を示す患者に実施すべきで，Alに曝露され

た患者の場合副甲状腺手術の前にDFO試験を実施

すべきである（Evidence）．

11.3a DFO試験は，透析終了前に1時間かけDFO

5mg/kgを注入し，DFO注入前および2日後の次

回透析前に血清Al値を測定する（Opinion）．

11.3b 本試験では，血清Al値の上昇が50μg/l以

上の場合を陽性とする（Opinion）．

11.3c 血清 Al値が 200μg/lを超える場合には，

DFO誘発性神経毒性を避けるため，DFO試験を実

施すべきではない（Opinion）．

11.4 DFO試験後の血清Al値の上昇が50μg/l以上

で，血漿i-PTH値が150pg/ml未満の場合，Al骨

症の存在が予測される（Opinion）．しかし，Al骨症

の確定診断は，骨生検でみられる骨表面のAl染色

部位の増加（≧15～25％），および無形成骨または

骨軟化症をしばしば認めることである（Evidence）．

注：わが国では透析患者への水酸化アルミニウム

投与は原則として禁忌である．

12 Al毒性の治療

12.1 血清Alの基準値＞60μg/l，DFO試験陽性，

またはAl毒性の臨床的徴候を示すすべての患者に

おいて，Al供給源を同定し，除去すべきである

（Opinion）．
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図3 i-PTH値に基づくビタミンD製剤の管理

血清i-PTH値が300～500pg/mL（33.0～55.0pmol/L）で2回連続の測定値の差が小さい（＜25％）場合，

PおよびCa値が望ましい値の範囲内であれば，ビタミンD製剤の投与量を調整する必要はない．

i-PTH値が持続的に500～800pg/mL（55.0～88.0pmolng/L）を超え，P値が5.5～6.5mg/dL（1.78～1.94

mmol/L），および/またはCa値が10.2～10.5mg/dL（2.54～2.62mmol/L）の場合は，calcemic作用の弱い

アナログを3～5カ月間試験的に投与することが認められている．効果がみられない患者の場合，副甲状腺摘

出術が必要となる．

（文献1，2より引用）



12.2 60μg/l＜血清 Al値＜200μg/l，または DFO

投与後のAl値の上昇が50μg/lを超え，かつ症候

を示す患者においては，Al過剰の治療としてDFO

を投与すべきである（Opinion）．

12.3 血清Al値が200μg/lを超える患者においては，

DFO誘発性神経毒性を避けるため，ハイフラック

ス膜およびAl濃度5μg/l未満の透析液を用いた集

中透析（週6回）を行い，透析前の血清Al値が200

μg/l未満に低下するまでは，DFOを投与すべき

ではない（Opinion）．

13 CKD患者における骨疾患の治療

CKD患者における骨疾患の治療は，その類型に基

づいて行う．そのため，本ガイドラインは3部構成と

する．ガイドライン13Aは高回転骨および混合型骨

疾患，ガイドライン13Bは骨軟化症，ガイドライン

13Cは無形成骨について論じる．

13A 副甲状腺機能亢進症（高回転骨）および混合

型（石灰化障害を伴う高回転骨）骨疾患

13A.1 保存期腎不全患者が対象のため略．

13A.2 血漿 i-PTH値が＞300pg/mlに上昇した

CKD患者（ステージ5）の場合，PTH過剰による

骨の状態（高回転骨）を回復させるため，および石

灰化障害を治療するため，calcitriol（Evidence），

またはそのアナログの 1つ（doxercalciferol注）,

alfacalcidol,paricalcidol注））（Opinion）を投与す

べきである（ガイドライン8B参照）．

注：わが国では未認可．

13B 骨軟化症

13B.1 透析患者においては，透析液 Al濃度を 10

μg/l未満に維持し，Al含有化合物（sucralfateを

含む）の使用を避けることで，Al毒性による骨軟

化症を予防すべきである（Opinion）．

13B.2 Al骨症につながるAl過剰は，DFOにより

治療すべきである（ガイドライン11，12参照）（Opi-

nion）．

13B.3 ビタミンD2またはD3欠乏，P減少による骨

軟化症は稀ではあるが，それぞれビタミンD2また

はD3補給（ガイドライン7参照），および/または

P投与により治療すべきである（Opinion）．

13B.3a ergocalciferolまたは cholecalciferolを投

与してもビタミンD欠乏による骨軟化症が改善し

ない場合，特に腎不全患者（ステージ5）には，活

性型ビタミン製剤による治療を行ってもよい（ガイ

ドライン8B参照）（Opinion）．

13B.3b P補給量は，血清P値が正常値に達するま

では増量すべきである（Opinion）．

13C 無形成骨

13C.1 ステージ 5の CKD患者における無形成骨

（骨生検または i-PTH値 100pg/ml未満のいずれ

かで診断）は，骨回転を亢進させるために血漿i-

PTH値を上昇させることによって治療すべきであ

る（Opinion）．

13C.1a これは，Ca含有P吸着薬およびビタミンD

製剤の減量または中心により達成できる（Opinion）．

14 CKD患者における副甲状腺摘出術

14.1 重度の副甲状腺機能亢進症（血清i-PTH値＞

800pg/mlが持続）があり，内科的治療に抵抗性の

高Ca血症および/または高P血症を伴う患者には，

副甲状腺摘出術が推奨されるべきである（Opinion）．

14.2 重度の副甲状腺機能亢進症に有効な外科療法と

しては，副甲状腺亜全摘術または副甲状腺組織自家

移植を伴う全摘術が行われる（Evidence）．

14.3 副甲状腺摘出術を受けた患者に対しては，以下

のことを行うべきである．

14.3a 術後48～72時間までは，4～6時間毎に血中

イオン化Ca値を測定し，その後は安定するまで1

日2回測定するべきである（Opinion）．

14.3b 血中イオン化Ca値または補正総Ca値が正

常値を下回る（0.9mmol/l未満または，補正総Ca

値7.2mg/dlに相当）まで低下した場合，グルコン

酸Ca静注をCaとして1～2mg/kg/時間で開始し，

イオン化Ca値を正常範囲内（1.15～1.36mmol/l）

に維持するように調整すべきである（Opinion）．

10％グルコン酸Caの10mlアンプルには，Caが

90mg含まれている．

14.3c イオン化Ca値が正常範囲に達し安定した場

合，Ca静注量を徐々に減量すべきである（Opinion）．

14.3d 経口投与が可能であれば，炭酸Ca1～2gを

1日3回，およびcalcitriolを2μg/日まで投与し，

イオン化Ca値を正常範囲に維持するため，必要に

応じて調整すべきである（Opinion）．

14.3e 術前に患者にP吸着薬を投与していた場合に
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は，血清P値に応じて投与中止または減量が必要

となるかもしれない（Opinion）．

14.4 再検索を目的とした副甲状腺手術の前に，99Tc-

Sestamibiスキャン，超音波検査，CTスキャン，

MRIによる副甲状腺画像検査を行うべきである

（Opinion）．

15 代謝性アシドーシス

15.1 ステージ3，4，5のCKD患者においては，血

清総CO2値を測定すべきである．

15.1a 透析患者においては少なくとも毎月血清総

CO2値を測定すべきである．

15.2 これらの患者においては，血清総CO2値は22

mEq/l以上に維持すべきである（Evidence）．必要

であれば，目標到達のためにアルカリ塩の補給を行

うべきである（Opinion）．

16 腎移植患者における骨疾患

16.1 腎移植後は，血清Ca，P，総CO2，血漿i-PTH

値をモニターすべきである（Opinion）．

16.1a これらの測定頻度は表3に示すように，移植

後の経過期間に基づいて決定すべきである（Opi-

nion）．

16.2 腎移植後最初の1週間は，血清P値を毎日測定

すべきである．腎移植患者で血清P値が持続的に

低下している場合（＜2.5mg/dl）は，P補給を行

うべきである．

16.3 骨量減少および骨壊死を最小限にするため，免

疫抑制レジメンは糖質コルチコイドの最小有効量に

調整すべきである（Evidence）．

16.4 腎移植患者においては，骨粗鬆症の有無または

進展を確認するため，DEXAにより骨密度を測定

すべきである（Opinion）．

16.4a DEXAは移植時，移植後1年後，および2年

後に行うべきである（Opinion）．

16.4b 移植時またはその後の測定において骨密度の

t-スコアが－2以下の場合，非経口アミノビスホス

ホネート療法を考慮すべきである（Opinion）．

16.5 腎移植患者における骨障害およびミネラル代謝

障害の治療は，CKD患者に対しては，ガイドライ

ン1～15に示したように，腎機能の程度により決定

する（Opinion）．

おわりに

2003年に発表されたK/DOQIの慢性腎疾患におけ

る骨代謝・骨疾患治療ガイドラインを透析患者に焦点

を絞って要約した．本ガイドラインの大部分は ・Opi-

nion・により構成されており，その妥当性の評価の

ためにも後追い調査が必要と考えられる．また透析患

者の骨病変は性差や人種差によってもその発症頻度や

病態が異なることも判明していることから，わが国に

おけるデータの集積，解析から，独自の診断および治

療ガイドラインが作成されることが望まれる．
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表3 腎移植後におけるCa，P，PTH，総CO2値の測定頻度

パラメータ 最初の3カ月 3カ月～1年

Ca

P

PTH

総CO2

2週間ごと

2週間ごと

毎月

2週間ごと

毎月

毎月

3カ月ごと

毎月



要 旨

1991年から2002年の当院での慢性維持透析患者の

下肢閉塞性動脈硬化症に対する外科治療について検討

した．バイパス手術は222肢に行われ，約半数が術前

重症虚血肢であった．重症虚血肢は跛行肢に比較して

糖尿病合併率が大きく，バイパスによる救肢率は74

％であった．救肢率は，より末梢へのバイパスを必要

とした症例ほど悪かった．大切断手術は62件で，在

院死は約3割であった．透析患者の下肢病変は，重症

の状態で発見されることが多く，予後も不良であった．

緒 言

近年，慢性維持透析患者の閉塞性動脈硬化症（以下

ASO）による下肢病変が増加してきており，当院で

も1999年頃より外科的治療を要する症例が急増して

きている．原因としては，透析人口の高齢化や，原疾

患としての糖尿病合併率の増加などが報告されている

が1），糖尿病を合併した維持透析患者の下肢病変は，

一般の動脈硬化症と比較して自覚症状が現れないこと

が多く，治療戦略もその特徴にあわせた方法を選択し

なければならない．また，糖尿病を合併した維持透析

患者では，下肢病変から死に至る症例も多く，本来

QOLの改善を目的にした下肢動脈硬化症の外科的治

療も，救命という重要な目的を担うこととなり，その

診断と治療の正確さが，さらに要求されると考えられ

る．本稿では，当院の下肢閉塞性動脈硬化症手術症例

から，主に糖尿病を合併した維持透析患者の特徴と治

療方法を考察し報告する．

1 対 象

1991年から2002年まで，慢性下肢動脈閉塞症に対

し，当院で動脈バイパス手術あるいは切断手術を施行

した全症例を対象に，維持透析患者の割合，術前の下

肢虚血重症度と合併症，手術術式と救肢率を検討した．

また予後については1998年から2002年までの手術症

例の，2003年9月時点での生存率を調査した．

2 方 法

術前の下肢虚血重症度の評価にはFontain分類を

使用した（表1）．

下肢動脈バイパス手術の術式は，閉塞病変の部位に

よって決定されるため，以下の4群に分類した（表2）．

大動脈，腸骨動脈領域の閉塞に対するバイパス術（大

動脈―腸骨動脈バイパス，腸骨動脈―大腿動脈バイパ

ス，大腿―大腿動脈交叉バイパスなど）症例をAI群，

浅大腿動脈，膝窩動脈領域の閉塞に対する大腿―膝窩

動脈バイパス施行症例のうち，末梢側を膝上の膝窩動

脈に吻合した症例をFPa群，膝下の膝窩動脈に吻合

した症例をFPb群とし，下腿以下の動脈閉塞に対し

脛骨動脈や足底，足背動脈に吻合した，いわゆるdis-

talbypass症例をdist群とした．

さらに，切断手術では膝上あるいは膝下での切断を

大切断群，足趾や中足骨，足根骨での切断を小切断群
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として，それぞれ別に検討した．

3 結 果

1） バイパス手術

1991年から2002年までの期間に，当科で施行した

バイパス手術の件数は206件（222肢）で，そのうち

透析患者は92件45％（106肢48％）であった．バイ

パス手術をうけた透析患者の平均年齢は64.3歳，女

性の割合は14.0％であった．透析患者のバイパス手

術件数は 1999年以後，急速な増加傾向がみられた

（図1，2）．

また術前の下肢虚血の程度は，FontainIIの跛行肢

とFontainIII，IVの重症虚血肢を比較すると，全体

ではおおよそ半数ずつであったが，年別の傾向を見る

と近年は重症虚血肢の割合が増加してきていることが

わかった（図1）．これに関連して，手術術式も重症

虚血肢に対しては救肢を目的としたものが選択される

ため，膝下より末梢へのバイパスの割合が増加してき
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表2 閉塞部位による分類

閉塞部位 バイパス術式

AI群

大動脈

総腸骨動脈

外腸骨動脈

総大腿動脈

大動脈―腸骨動脈バイパス

大動脈―大腿動脈バイパス

腸骨動脈―大腿動脈バイパス

大腿動脈―大腿動脈交叉バイパス

腋窩動脈―大腿動脈バイパス

FPa群
浅大腿動脈 大腿動脈―膝窩動脈バイパス

（末梢吻合部は膝関節の上）

FPb群
浅大腿動脈

膝窩動脈

大腿動脈―膝窩動脈バイパス

（末梢吻合部は膝関節の下）

dist群

前脛骨動脈

後脛骨動脈

非骨動脈

大腿（膝窩）動脈―前後脛骨動脈バイパス

大腿（膝窩）動脈―足背動脈バイパス

大腿（膝窩）動脈―足底動脈バイパス
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図1 当院でのバイパス手術症例数と術前のFontain分類

（透析患者のみ）

表1 Fontain分類による重傷度評価と治療方針

Fontain 症 状 治療方針

Ⅰ 冷感，痺れ 保存的治療

Ⅱ

間歇性跛行

Ⅱa 軽度の跛行

Ⅱb 中等度～重度の跛行

保存的治療

保存的治療が無効であれば侵襲的治療

Ⅲ 安静時疼痛 侵襲的治療

Ⅳ 潰瘍，壊死 侵襲的治療



ており，2002年は77％が膝下より末梢へのバイパス

となっている（図2）．これらの結果より，近年の透

析患者の下肢虚血病変の傾向として，閉塞部位が末梢

中心で潰瘍や壊死をきたしやすくなってきていること

が考えられた．

合併症については，バイパス手術患者の67％が糖

尿病を合併しており，72％が高血圧症で降圧薬を内

服していた．虚血性心疾患に対し，冠動脈バイパス手

術またはインターベンションによる冠動脈拡張術をう

けた既往のある患者は19％であった．合併症の中で

下肢虚血の程度と関連があったのは糖尿病で，術前評

価での跛行肢と重症虚血肢を比較すると，重症虚血肢

のほうが糖尿病合併率が有意に大きかった（図3）．

バイパス手術を行った重症虚血肢症例の短期予後と

して，退院時の状態を図4に示した．大切断をまぬが

れ救肢できた症例は全体の74％であったが，大切断

になった症例が14％，在院死が6％であった．救肢で

きた症例は中枢側のバイパス症例が多く，AI群，

FPa群，FPb群，dist群と，閉塞部位が末梢になる

にしたがって救肢率が低かった（図5）．また1999年

以降にバイパス手術を施行した重症虚血肢症例の，
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図4 バイパス手術症例の退院時の状態

（透析患者のASO症例）
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図3 術前の重傷度と糖尿病合併率
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2003年9月時点での生存率を図 6に示したが，平均

生存率は62％であった．

2） 切断手術

1991年から2002年までの，当院での大切断手術件

数は90件で，そのうち透析患者は62件，約69％で

あった．透析患者の平均年齢は68.1歳で，女性は34％

含まれていた．年別の大切断手術件数は，最近の2～3
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図6 バイパス手術症例の生存率
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年で急激に増加してきており，特に透析患者の増加が

目立ってきている（図7）．

大切断症例は，表3に示す一次的大切断の適応によ

り手術を行った症例が多かったが，2001年より以後

は，救肢あるいは膝関節温存の目的で，切断手術の前

後または同時にバイパス手術を行った症例も増えてき

ている（図8）．このように近年は術後のQOLを考慮

した治療の試みを行ってきているが，大切断が必要と

なった症例は，もともと術前の全身状態が悪く，1999

年以降に手術を行った症例の2003年9月時点での予

後は，図9に示すように，生存例が3割以下であった．

一方，小切断症例も近年急激な増加を見せているが，

大切断と比較すると，手術の前後または同時にバイパ

ス手術を行った症例の割合が大きかった（図10）．こ

のグラフに示される症例数は，小切断のみで切断端の

創が治癒した症例と，大切断になるところをバイパス

手術により小切断のみで治癒した症例を意味している．

したがって，これらの症例の予後も大切断と比較して
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図9 大切断症例の予後

それぞれの年に手術した症例の，2003年9月時点での生命予後（透析患者）
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図8 透析患者の大切断手術件数

（周術期バイパス手術の有無）

表3 下肢の一次大切断術の適応

以下の状況下における抑制できない痛みや感染を伴う進行性末梢側虚血

●再建不可能な動脈閉塞性疾患

●足の体重を支える部分の広い範囲の壊死

●脚の固定した治療不能な屈曲拘縮

●末期の疾患または合併疾患の状態から余命が非常に短い場合



良好で，1999年以降に手術を行った症例の2003年9

月時点での生存例は81％であった（図11）．

4 考 察

1） 一般的な下肢ASOの治療

ASOの治療方法は，その重傷度と全身状態（ADL

や治療に対するリスクなど）によって選択され，一般

的には表1のような治療戦略が提唱されている2）．す

なわち，FontainI度の症例は運動療法，薬物療法な

どの保存的治療であり，FontainII度の症例に対して

は，第一選択として保存的治療が行われ，これで効果

のない重症跛行症例についてはインターベンショナル

ラジオロジー（以下IVR）による血管拡張術やステ

ント留置術，または外科的手術による動脈バイパス術

などの侵襲的治療が行われる．FontainIII度，IV度

の症例についても保存的治療は行われるが，ほとんど

の場合，侵襲的治療を必要とする．

ASOに適応のある治療薬は様々な種類が出ている

が，特に内服薬については症状による細かい適応が定

められているわけではなく，その選択は担当医の判断

にまかせられている．運動療法については，口頭で指

導しただけでこれを継続して行う患者が少ないため，

監視下での運動療法が望ましいといわれているが，保

険適応がない上に時間と人手を要するため，わが国で

は一般に普及していないのが現状である3）．

侵襲的治療は，閉塞の部位と程度，全身状態により，

その方法が決定される．IVRによる治療は，放射線

科医や循環器内科医が単独で行えるため，近年多くの

施設で行われるようになってきている．当院でも4年

前よりAI群の症例に対しては，積極的にIVRを行っ

てきており，AI群のバイパス症例が減少してきてい

る要因の一つと考えられる．注意しておかなければな

らないのは，比較的低侵襲で容易に行えるIVRでも

100％安全に行える手技ではなく，常に動脈の破綻や

解離，閉塞などのリスクが存在するということで4,5），

特に膝窩動脈以下の末梢血管のトラブルについては，

外科的にリカバーできない場合も多いので安易に行う

べきではないと考える．

バイパス手術の適応について問題となるのは，一つ

には閉塞部位の末梢にバイパス可能な血管が開存して

いるのかということである．以前は全例に動脈造影を

行って確認していたが，近年ではMRアンギオやCT

アンギオの発達によって，容易に低侵襲で評価できる
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ようになったため，より多くの症例で速やかにこれが

判断できるようになった．

もう一つは合併症のリスクである．特にASO患者

は心疾患や脳血管障害の合併が多く，バイパス手術の

侵襲に耐えられるかが問題となる6）．ASOの術前に，

これらの合併症についてどこまで侵襲的な検査が必要

かということが，現在討論の的となっているが，少な

くとも血管系の合併症についてはエコーやシンチグラ

ムなど低侵襲の検査はルーチンに行い，その所見や既

往歴を考慮して必要であれば侵襲的な検査を行うとい

う考えが一般的である7）．

手術侵襲によって生じるこれらのリスクと，バイパ

スによって得られるADL改善などのメリットを正確

に判断してバイパス手術の適応は判断されるのだが，

下肢の壊疽が進行してきている症例では，適応の選択

枝が，救肢のためにバイパス手術をするか，切断する

か，あるいはバイパスをした上で切断するかというと

ころまで拡大し，さらに切断部位はどこにするかとい

う問題が生じてくる．この救肢か切断かという状況に

いたっては，判断を誤ると致命的であるのだが，現在

のところ明確な判断基準はなく，それぞれの施設の考

え方により治療法は異なっている．すなわち救肢の可

能性があれば積極的にバイパス手術を行う施設もあれ

ば8），早期に切断してリハビリをしたほうがQOLが

よいという考えの施設もあり9），一律の基準を設ける

のは困難な状況である．結局，当院も含め多くの施設

では今のところ，症例ごとに全身状態や社会的な状況

を考慮し，納得のいくまで相談して方針を決めている．

2） 透析患者の下肢ASOの特徴

一般的な下肢ASO患者は，Fontain分類に表され

るような症状がASOの進行とともに発現するため，

治療を受ける患者の総数としてはFontainII度の跛

行肢が最も多い．通常はこの段階で治療を開始し，そ

れぞれの進行度に応じた治療方法が選択される．しか

し，糖尿病を合併した透析患者のASOでは，初発症

状がいきなりFontainIV度で現れたり，薬物治療を

受けていても症状が急速に進行して，突然潰瘍や壊死

を形成しこれが拡大したりする症例が多い．その理由

の一つとしては，糖尿病性末梢神経障害のため，下肢

虚血による冷感，しびれ，痛みを自覚できず，さらに

鶏眼や嵌入爪，靴の中の石などによる表皮の損傷など

に気づかないことなどが考えられる．またもう一つに

は，特に体重コントロールの悪い透析症例に多くみら

れる心不全の合併や，慢性的な全身倦怠感のため，日

常生活で長く歩くことがなく，間歇性跛行を自覚でき

ないことや，透析中の血圧低下と昇圧薬の使用による，

一次的な著しい末梢組織の虚血が透析のたびに繰り返

されることが理由として考えられる．

このようにして進行性の潰瘍や壊疽で発症した症例

は，保存的治療で改善がなければ，なんらかの外科的

処置が必要となる．実際，このような症例で保存的に

改善するのはごく稀で，ほとんどがバイパス手術か切

断手術の対象となるのだが，前述したように手術方法

の選択は難しく，在院死亡率や生命予後については進

行癌よりも悪いという結果であった10）．

術式について当院では原則的に，寝たきりか，また

は車椅子に移動するのにも全介助が必要という状況で

なければ，積極的にバイパス手術で救肢を試みるとい

う方針であるが，全体の救肢率は75％ 程度であり，

その後，時間をおいてさらに末梢までのバイパスが必

要となったり，対側の病変が同様に進行したりする症

例も少なくない．また，救肢できなかった症例は，救

命の目的で切断手術が必要となるのだが，当院の大切

断症例での在院死は約3割であった．死因のほとんど

は，下肢の壊死組織感染による敗血症であり，切断後

も循環不全の進行が止まらず，多臓器不全となって死

亡している．

一般的に，間歇性跛行に対するバイパス手術はQOL

改善にはなるが，生命予後に影響はないとされている．

しかし，進行する潰瘍と壊死に対するバイパス手術と

切断手術は，それ自体が救命の意味をもち，たとえ予

後が悪くとも意義のある治療と考えられ，今後，この

分野での治療方法の発達が期待される．

3） 早期発見と重症化の予防

最後に，やはり最も重要なのは重症虚血肢になる前，

あるいは潰瘍や壊疽を形成してもそれが進行して感染

が拡大する前に治療を開始することであるが，糖尿病

を合併した透析患者のASOではこの判断が非常に困

難である．理由としては，前述したように自覚症状が

ないことと，理学的所見としても，ASOの進行度の

指標となるABPI（ankle-brachialpressureindex）

などが，糖尿病を合併した透析患者では末梢の主要血
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管が全周性に石灰化しているため，測定値が臨床所見

と一致しないことが多いこともあげられる．

現在，慢性透析患者の足病変対策で推奨されている

のは，定期的なフットケアであるが11），これだけでも

ASO患者の発見と重症化する前のピックアップには

非常に有効であると思われる．チェック項目は，足の

皮膚損傷（靴擦れ，嵌入爪，鶏眼，熱傷，ヒビ割れな

ど）と皮膚病（足白癬，爪白癬，毛膿炎など）の有無，

さらに一般的な虚血症状（冷感，しびれ，痛み，跛行，

チアノーゼなど）や足背動脈，後脛骨動脈の拍動の有

無などであるが，異常があれば速やかに専門医に相談

するべきである．当院と近隣の透析病院では，定期的

な足のチェックを行う施設が増えてきており，2003年

には一次的大切断の適応となるような症例は減少して

きていた．

結 語

当院での慢性透析患者のASOに対する外科治療に

ついて分析した．重症虚血肢症例の割合が多く，手術

治療は困難で予後も不良であった．今後の治療方法の

発達と，早期治療が開始できるための日常のケアが必

要と考えられた．
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要 旨

ブラッドアクセス（BA）は血液透析療法（HD）

に必要不可欠であり，その穿刺性・獲得血流量などの

可否は毎回のHDを円滑に進めうるか否かのみでは

なく，患者の長期的な予後にも大きく影響するもので

ある．現在，HDに供されるBAの形態には，①自己

動静脈使用の内シャント（AVF），②人工血管使用の

内シャント（AVG），③動脈表在化，④血管内留置カ

テーテルなどがあり，当該患者の状態・状況によりい

ずれかが選択されている．長期的開存性や抗感染性な

どの観点からAVFの優位性は疑いがない．しかし，

患者の高齢化や基礎疾患の変貌などにより，AVFの

作製は往時に比較してかなり困難になってきている．

こうした現況に鑑みて，維持血液透析療法における

BA，主としてAVFおよびAVGに関して幾つかの

問題点と方向性について言及した．

はじめに

ブラッドアクセス（BA）は維持血液透析（HD）

に必須の要綱であり，その穿刺性や獲得可能な血流量

などの可否は毎回のHDを円滑に進め得るか否かに

のみ関わるのではなく，患者の長期的な生命予後にも

大きく影響するものである．各種あるBAのなかで，

自己動静脈使用の内シャント（AVF）が長期的開存

性や抗感染性などの観点から優位性を有することは明

らかである．しかし，患者の高齢化・重症化や基礎疾

患の変貌などからAVFの作製は必ずしも従来のよう

には運ばず，次第に困難なものになってきている．人

工血管使用の内シャント（AVG）や永続的血管内留

置カテーテルを採用せざるをえない状況や，状態が不

可避となる所以である．

1 日本におけるBA形態の頻度

表1は，日本透析医学会が集計した1999年末にお

けるBAの形態別頻度である．BAの形態として最も

好ましいとされるAVFが，91％と圧倒的多数を占め

ている1）．一方，新規血液透析導入患者に対するBA

の作製を形態別にみると，日欧はきわめて類似してい

るのに対して，アメリカでは血管内カテーテル留置法

やAVGが選択される頻度が明らかに高い（図1）2,3）．

日本においてもカテーテル導入が新規HD患者の31％

に達することに対しては，その操作に基づく易感染性・

被挿入血管の血栓形成や損傷を考えると，できうる限

り回避する方向へ向かわなければならない．このため

には患者の早期紹介・教育を強化すると同時に，末期

慢性腎不全患者の治療に携わる医師のBAに対する

知識と経験とを深める必要があろう．

しかし，血管内留置カテーテル法は幾つかの優れた

利点も兼ね備えており，しかも最近ではカテーテルの

材質・材型・抗血栓性などに改良が加えられて右内頸

静脈ルートを主流とする皮下埋め込み式長期留置型な
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ども登場してきている4）．重症例・高齢者や適切な動

静脈を欠く症例には慎重に適用すべきであろう．

2 腎不全時およびHD開始後の脈管変化

正常な動脈は三層構造を採り，内壁は平滑で内腔も

広い（図2）．図3は橈骨動脈に見られた高度の動脈

硬化であり内腔の狭窄化が著しく，図2，3を見比べ

ると両者の差異は一目瞭然である．静脈も基本的には

三層構造を示すことは，動脈と同様である（図4）．

動脈と静脈とが吻合されてAVFが作製されると，

静脈に動脈血が流入して静脈は動脈化することになる．

静脈は異常な高圧・高血流量・乱流に絶えず曝される

ことになる．そのうえに，週に2～3回の穿刺により

その壁は物理的な外力による損傷を被ることになる．

その結果として，動脈化静脈は内中膜が肥厚し内腔

が狭小化していく（図5）．すべてのAVFの持つ宿

命であり，AVGにおいても基本的な脈管変化は同様

に生ずる．AVGではグラフトと静脈との吻合部近傍

に殊に狭小化の変化が必発である．動脈化静脈のこれ

等の変化の程度がAVF，AVGの開存性を決定づけ

る.

3 AVFおよびAVGの開存率比較

AVFおよびAVGの開存率には，多くの因子が輻

輳しつつ影響している（表2）．当該患者がAVFに

使用できる脈管を有しているか否かが最大の制限因子

ではあるが，どの時期にどの部位にAVFを作製する

か，AVGとせざるをえないかなどの決定も重要なポ

イントであり，これ等を決意する力も術者の技量に含

まれるものであろう．つまり，当然ながら術者の技量

は単に切開・縫合・血管操作などに限定したものでは

なく，それぞれの患者のBAに対して長期的な展望

を持ちうる経験と知識とが望まれる．

Prischlら5）は 7人のアクセス外科医の術後成績

（AVF開存率）を追跡し，1年で 34～69％，2年で

13～62％，3年で13～62％と大きな開存率の違いを

報告している．AVGの合併症発生率はAVFに比較

して明らかに高く，Sidawyら6）の発表では年間33～

99％である．前述のようにグラフト・静脈吻合部の

狭窄が頻発するためであり，透析関連医師がAVG修

復に熱意を持って当たらなければならない所以である．

具体的には，AVF作製の場合と同様に，AVG作

製は経験の積んだ術者がその任に当たるべきことは言

を待たないが，AVGでは合併症の発生頻度がAVF

の場合に較べて遥かに高いことを念頭に置いて，AVG

は速やかに修復術を施行できる設備・体制が整った施

設において作製されることが望まれる．自施設でなく

とも，AVGの有事に直ちに対処してくれる協力施設
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表1 ブラッドアクセスの形態別頻度（n＝131,909）

内シャント 動脈表在化 外シャ
ント その他 合 計

自己血管 人工血管 自己血管 人工血管

91.4％ 4.8％ 2.3％ 0.2％ 0.2％ 1.1％ 100％

注 （1） 人工血管使用率は，5.0％となる．
（2） しかし，施設の性格による施設間格差が大きい．
（3） アメリカでは，ブラッドアクセスの約70％に人工血管が使用されている．

（日本透析医学会，1999.12.31）

AVF｛
USA：12％

EUP：66％

日本：66％
初回BA

の作製

血液透析

新規導入

予定患者

AVG｛
USA：22％

EUP： 2％

日本： 3％

血管内カ

テーテル

留置 ｛
USA：60％

EUP：30％

日本：31％

→

→

AVF（25％），AVG（75％）へ移行

大半がAVFへ移行

図1 新規血液透析導入患者に対するブラッド・アクセスの作製
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図2 正常な動脈の組織像

内・中・外膜がほぼ規則的に配列した正常大腿動脈（剖検的採取）．

左：Massontrichrome染色．右：EVG染色．橈骨動脈も基本的に同一構造をとる．

（大平整爾：臨牀透析，12;185，1996，より）

図3 病的な脈管の組織像（高度な動脈硬化）

70歳，男子

左手関節より約3横指中枢側の橈骨動脈．

高度の動脈硬化のため内腔狭窄が著しく，AVF作製は断念した．

図4 正常な静脈の組織像

a：47歳，女子（DMN）．AVF作製時に採取した前腕末梢橈側皮静脈．層状構造を明瞭に認める正常

な静脈である．（EVG染色）

b：48歳，男子（CGN）．左前腕末梢においてAVF作製時，採取した橈側皮静脈．正常な構築を示す．

（EVG染色）

（大平整爾：臨牀透析，12;185，1996，より）

a b



があってもよいであろう．

作製されてHDに供されたAVGについては，

① 毎回のHD時に，穿刺性・QB・静脈圧（VP）

のチェック

② 3カ月毎にエコーによるQB測定，カラー・ドッ

プラーによる狭窄度測定を施行し，QB＜600ml/
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表2 AVF・AVGの長期開存に影響する諸因子

選択されるBAの種類
（カテーテル，AVF，AVG，動表，動直接穿刺） 使用可能なBAの獲得と長期開存

影響因子

1.患者の紹介時期

2.患者の特性

① 脈管の状態

② 年齢，性別，体重

③ 基礎疾患

④ 合併症の有無，種類，重症度

⑤ 患者の療養態度

3.医師・看護師・技士の方針

1.適切な脈管の存在

2.適正な脈管の選択（部位）

3.術式の選択，術者の経験・技量

4.穿刺技術

5. BAの形態・機能の経時的追跡

6.修復術への熱意（透析医・外科医・放射線

科医）

7.患者の自己管理

図5 動脈化静脈の高度狭窄

左：左前腕末梢におけるE（静）・S（動）のAVF．作製使用後約3年．吻合部より約5cm中枢側の

静脈（EGV染色）．著しい内膜の肥厚，膠原線維の増生のため，内腔はほとんどない．

右：68歳，女子．

動脈化静脈の内膜肥厚による内腔の狭小化．

図6 PatencyRate:AVFvsAVG（％）



min，狭窄度＞50％，VP＞200mmHgであれば，

シャント造影を行う．造影所見で50％以上の狭

窄が認められれば，バルーンPTAなどのinter-

ventionを行うなどを基本方針とすることが肝要

である．

図6はAVGの開存率を平中・酒井らの成績をもと

に示したものである7,8）．対比の目的で前腕末梢に作

製したRC�AVF（65～70歳，男子，n＝127）の開存

率を掲げた．AVGの成績に関しては主として上腕移

植例であるが，ほかの部位の症例も加えられており，

グラフト内シャント（AVG）の総体的な成績と捉え

なければならない．したがって，図 6から AVFと

AVGの開存率を厳密に比較することは妥当ではない

が，大まかにAVGでは修復処置を加えた二次開存率

でも高齢者の一次AVF開存率にはやや及ばないよう

だとは推定される．

4 AVF修復処置の自験例分析

1984～1998年の15年間に作製した新規HD導入患

者2,319例について分析した結果を図7に掲げた9）．

20％の症例が新規AVFが肘窩に作製されているが，

前腕末梢でRC�AVF作製に適切な脈管が欠如してい

るとの判断からであった．

作製された RC�AVF1，855例の内 779例は，穿

刺開始後経時的に種々の合併症を生じてなんらかの処

置を要した．51例は対側に新設せざるをえなかった．

728例は同側に処置が加えられている．この728例の

内544例（74.7％）は，自己脈管の操作による修復が

可能であったが，184例（25.3％）は人工血管（Gore-

Tex�）を使用する必要があった．表3に修復手技の
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図7 慢性血液透析症例のブラッドアクセス（1984～1998年：15年間）

（大平整爾：腎と透析，49（別冊，アクセス2000）;18，2000，より）

表3 初回前腕末梢に作製した自家動静脈使用ブラッドアクセス・

トラブルにおける再建の手技（1984～1998年）

再 建 の 手 技 手術（処置）
回数（回） ％

前腕高位（限局した静脈硬化・血栓） 195 25.0

肘 窩（広範囲の静脈硬化・血栓） 148 19.0

上 窩（同上） 53 7.1

上腕動脈表在化（広範囲の静脈荒廃） 62 7.9

狭窄静脈・仮性動脈瘤およびその破裂/切迫破裂→GoreTex�による置換 85 10.9

GoreTex�使用の内シャント（広範囲の静脈荒廃）

上肢 79

大腿 18

鎖骨 2

12.7

対側に新規作製（前腕末梢） 51 6.5

血栓除去（＋PTA） 58 7.4

静脈圧上昇
結 紮 11

2.9
血行変更 12

静脈の転位など 5 0.6

合 計 779 100.0

（文献9より引用）



詳細を示したが，合併症の種類が多岐にわたりしたが

って修復法も多種となっていることがわかる．

この分析は1984～1998年の症例であり，血栓除去

および狭窄解除に対する PTAなど interventional

angioplastyの使用率は7.4％にしか過ぎない．その

後，この領域の発展に伴い同法による修復処置は増加

してきている.

図8は前腕末梢で作製したAVFが血栓形成で閉塞

し，その高位で再吻合した症例である.

血流低下のためシャント造影を行ってみると，分節

的狭窄（segmentalstenosis）が明らかであり，狭窄

のやや中枢側で端々吻合を行い，この AVFを救済

（salvage）できている．図9は図7に含まれていない

症例であるが，左前腕末梢のRC�AVFで血流量低下

のため造影を行い吻合部近傍の静脈狭窄を認めた．こ

れに対してはバルーンPTAを施行して，狭窄部を拡

張しえた．AVGの狭窄に対しては interventional

angiography（BAIVT）を第一選択としてよいと考

えるが，それはこの方法で一定の成績を期待できるこ
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図8 動脈化静脈の分節的狭窄

シャント造影，矢印の部位に分節的狭窄

図9 PTAによるRC�AVF狭窄の拡張例

図10 左鎖骨下静脈の閉塞

左肘窩部に内シャントが作製・使用されて3年5カ月が経過し

ている．

左上肢に高度の腫脹と疼痛が出現し持続した．



とと，外科的手技には繁雑さを伴うことが多いからで

ある．

一方，AVFに伴う狭窄はその部位が図10のような

鎖骨下静脈など中心静脈に発生した場合には，BAIVT

をまず慎重に行うことは容認されると考えられる．病

変部位からみて，直接的な外科的処置には困難が伴う

からである．AVFで狭窄部が前腕末梢に発生し，そ

れが狭い範囲に限局していれば，現時点では主として

コストの面から外科的再建が妥当ではないかと考えて

いる．ただ，この場合でも狭窄範囲が広ければ静脈を

salvageする意味から，BAIVTを試みる価値があろ

う．

5 AVFの作製部位

非利き手の前腕末梢でRC�AVF（橈骨動脈：橈側

皮静脈内シャント）を作製することが第一選択とされ，

形式としてEV�SA（動脈の側に静脈の端を吻合）が採

られることが一般的である．この形式が適切な脈管の

欠如で可能でなければ，ulnobasilic，brachiocephalic

またはbrachiobasilicなどの形式が考えられる．肘窩

部でのbrachiocephalicAVFが好まれるが，同部位

での静脈分枝や吻合後の血流方向などに配慮しなけれ

ば，血流がありスリルを触れ血管音を聴取できても，

必ずしも穿刺しやすいAVFとはならない10）．

6 AVFのprimaryfailure

Allonら11）は ・primaryfailure・を ・thrombosis

orfailuretomatureadequatelyfordialysis・と

定義して，その比率が最近漸増し30～50％に達して

いると報告している（表4）．

AVGが高率のアメリカではDOQIガイドラインで，

新規患者の 50％ には AVFを試み全体として AVF

保有率が40％に達することを目指している12）．この

ために敢えてAVFを試みるという側面もあると推測

されるが，これ以上にアメリカでは短時間，高血流量

HDが主流であるために通常QB＞350ml/minが要求

され，わが国であれば許容される QB200～250ml/

minでは血流量不足としてprimaryfailureとされる

ために，primaryfailure率が高いのであろうと考え

られる．

この点を自験例で振り返ると，1971～1980年では

9％であったが，1991～2000年では15％に上昇して

いた（表5）．術者は変わらず技術的に経験を積んで

きたと自認しているので，この結果の主因は，対象症

例の脈管状態の差異や基礎疾患の変貌にあるのではな

いかと考えている．

図11はAVFのprimaryfailure（％）を日本アク

セス研究会幹事にアンケート調査を依頼して得た結果
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表4 AVF（内シャント）の短期開存率（初回不成功率）

Authors
N accesses PrimaryFailures（％）

AVF AVG AVF AVG

Kinnaert 1997

Bonalumi 1982

Reilly 1982

Winsett 1985

Palder 1985

Kherlakian 1986

Rocco 1996

Hodges 1997

Wong 1996

Silva 1998

Golledge 1999

Miller 1999

Murphy 2000

Oliver 2001

Sedlacek 2001

Allon 2001

Dixon 2002

314

177

150

273

154

100

48

87

60

108

107

101

74

115

140

139

205

100

40

236

80

78

117

9

10

11

27

24

12

31

43

30

26

18

53

32

26

25

46

30

4

12

―

15

21

23

Primaryfailureisdefinedasthrombosisorfailuretomatureade-
quatelyfordialysis
（Allon& Robin：KidneyInt,62;1109,2002,より）



である．23施設から回答が寄せられたが，primary

failure（％）［不成功率］は0.8％から23.6％と大き

な格差が認められた.

primaryfailureの主因に関しては，静脈の荒廃，

責任動脈の血流量不足および吻合部位の選択ミスと考

える回答者が多数を占めていた．primaryfailureに

おける原因や施設間格差を詳細に解明することは，多

くの影響因子が存在するために容易ではない．今回は

事実を示すことに止め，詳細は改めて報告したい．た

だ，高位再吻合や PTAなどにより，相当の比率で

primaryfailure例が救済されていることを付け加え

ておきたい.

7 AVF，AVGの長期開存を目指して

BAは患者・一般医・腎疾患専門医（透析医）・ア

クセス外科医の四者が協力しながら図12に掲げた流

れに沿って円滑に作製されることが，当然ながら必要

となる．脈管の正確な診断を得るためにはこの四者に

放射線科医の参画も望ましく，一旦作製されて修復術

を要する段階ではさらにinterventionalistも欠かせ

ない．長期開存には表2に示したごとく多くの要因が

絡んでくることを認識すると，BAには集学的・学際

的な管理が必須になると考える.

初回の前腕末梢RC�AVFが10年以上に亘って機

能した症例は，私共の施設の透析歴10年以上72例の

27例（37.5％）であった（表6）．これからHD10年
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表5 初回前腕末梢RC�AVFのprimaryfailure

期 間 AVF新規作製数 primaryfailure（％）

1971～1980

1991～2000

386

279

9

15

穿刺以前に血栓形成・閉塞または作製，2～3週間後でQB＜150ml/min

図11 AVF:PrimaryFailures（％）

（2000～2002年3カ年の平均値）

図12 ブラッド・アクセス作製に関するフローチャート

（大平整爾：臨牀透析，17;927，2001，より）



以上例では63％の症例がAVFの修復が必要になる

と読めるが，一方38％の症例で総計1,500回以上の

穿刺に耐えて初回RC�AVFが機能していることも知

りうる．こうした症例から学ぶことも重要であろうと

感じている.

おわりに

維持血液透析に導入される患者の高齢化や基礎疾患

の変化などから，AVFの作製に供する動脈や静脈が

従来と相当に異なり損傷を受けて荒廃している．した

がって，AVFの新規作成や修復に困難を伴う症例が

増加してきている．AVF，それもできうる限り末梢

で作製することが望ましいが，常には可能ではない．

アクセス外科医は，①術前にAVF作製部位近辺の

脈管状態を詳細に把握し，次いで，②最適な部位と術

式を選択することが肝要である．

症例に応じたBAの選択に当たっては，③患者の

年齢や平均余命をも勘案することが重要であろう13）．

次に，④AVF作製が著しく困難か不可能であれば，

AVGか動脈表在化かが考慮されることになる．さら

に，これ等の手段が種々の理由から断念せざるをえな

い症例では，⑤長期血管内カテーテル留置法4,14）を選

択せざるをえない．如何なる形式のBAであっても

長期使用により機能・形態には問題が出てくるもので

あり（図 13），⑥アクセス外科医は自らが作製した

BAに対して，然るべき修復法を習得しておくか依頼

先を確保しておく必要がある．BAIVT15）には現時点

でコスト高という隘路があるにせよ，外科的修復法と

並んで有力なBA修復手段であり，本法の適切な適

用が望まれよう．

このように要約していくとBAの作製・修復には

王道はなく，そのABCは「あたり前のことを，ぼん

やりせず，ちゃんと行う」という自明の理に行き着く．

（平成15年11月29日 大阪透析医会

平成15年度研修会講演）
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表6 初回内シャントが10年以上機能した症例［前腕末梢，端（V）�側（A）吻合］

年 代 総 数 10年以上例 初回AVF機能例（％）：機能年数

30歳未満

30～40歳

40～50歳

50～60歳

60～70歳

70～80歳

80歳以上

4

6

34

47

34

13

7

1

2

20

24

20

4

1

なし

1例（50％）：13y

5例（25％）：22y,15y,14y,12y,11y

10例（29％）：27y,21y,21y,19y,19y,15y,15y13y,13y,11y

10例（50％）：28y,23y,21y,19y,16y,15y,12y12y,11y,11y

なし

1例（100％）：11y

総 計 145例 72例 27例（37.5％）

透析期間10年以上の患者は63％がBA再手術を受けている．
全症例数：145例
透析期間10年以上例：72例（49.7％）

図13 ブラッドアクセス狭窄の好発部位

流出路静脈：吻合部，吻合部直上より中枢側静脈

グラフト自体
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要 旨

維持透析患者を長期的に観察し，その生命予後を規

定する因子を解析する．1993年1月の時点で，三豊

総合病院において維持透析中の患者67名を対象とし，

2002年12月までの10年を観察期間とした．解析項目

として，性別，年齢，透析歴，原疾患のほか，栄養学的

指標として，血清アルブミンやクレアチニン，身体学

的計測値，二重エネルギーX線吸収法（dual-energy

X-rayabsorptiometry;DXA）により測定された体

脂肪（Fat），除脂肪体重（leanbodymass;LBM）

を用いた．観察中，転院あるいは移植した症例を除外

した61例（内男性35例，内非糖尿病53例，年齢52

±11歳，透析歴109±60ヵ月）のうち，10年後の生存

例は33例（内男性18例，内非糖尿病32例）であった．

死亡28例の死因は心血管障害6例，脳血管障害5例，

感染症6例，肝不全3例，悪液質2例などであった．

解析項目の生命予後因子としての有用性を検討するた

めにKaplan-Meier法による解析を行ったところ，生

存率を悪化させる因子は年齢（50歳以上），基礎疾患

（糖尿病），血清アルブミン（4g/dl未満），上腕筋囲

（22cm未満）であり，性別，透析歴，BMI，血清クレ

アチニン，さらにDXAにて計測された％Fat（Fat/

体重×100），LBMI（LBM/身長2）は生存率に影響し

なかった．維持透析患者の10年間におよぶ観察より，

生存率に与える危険因子は高齢者，糖尿病，低アルブ

ミン血症，上腕筋囲低値であることが明らかとなった．

緒 言

維持透析患者におけるmorbidityやmortalityに相

関する指標として，血清アルブミンが有用であるとす

る多くの報告がある1～3）．また，日本透析医学会の年

次解析より維持透析患者の生命予後の危険因子として，

血清アルブミンや透析量（Kt/V）が確立されている4）．

近年，栄養状態の評価として二重エネルギーX線吸

収法（DXA）や生体インピーダンス法などによる体

構成成分解析が試みられ，栄養指標として有用とされ

ている5,6）．これら栄養状態の指標が長期的な維持透

析患者の生命予後への危険因子となるかどうかを知る

ことは，透析療法の改善やQOLの向上に有用である

と思われる．

著者らはDXAにより簡便に，かつ正確に体構成成

分（脂肪体重：Fat，除脂肪体重：LBM）が測定で

きることに1990年代より着目し，これらの指標が従

来の栄養指標と良好に相関することを見出した7）．そ

こで，これら栄養学的指標とDXAを用いた維持透析

患者における生命予後因子の解析を1993年より開始

した．2003年において10年間という長期間の観察が
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終了するにあたり，われわれは維持透析患者の長期的

な生命予後を性別や年齢，透析歴，基礎疾患，栄養指

標，身体学的計測値，DXAによる成績から解析し，

危険因子を同定することとする．

1 方 法

対象は1993年1月の時点で三豊総合病院において

維持透析中の患者68例であり，観察期間を1993年1

月から2002年12月までの10年間とし，転院・移植

症例は除外し，死亡した時点で観察打ち切りとした．

すべての解析項目は観察開始時のものを用い，性別，

年齢，透析歴，基礎疾患，血清アルブミン，クレアチ

ニン（ともに週初めの透析前値），身体学的計測値か

ら計算されたBMI，上腕筋囲，DXAにより得られた

数値から計算された％Fat，LBMIとした．BMIは

体重（kg）を身長（m）の平方で除したもの，上腕

筋囲は｛上腕周囲長（cm）－上腕皮下脂肪厚（cm）×

3.14｝で得られた数値を用いた．また，％FatはDXA

で得られた脂肪体重（kg）を体重（kg）で除したも

のに100をかけたもの，LBMIは同様に除脂肪体重

（kg）を身長（m）の平方で除したものである．これ

らの結果をKaplan-Meier法により解析し，生命予後

の危険因子を決定する．

2 結 果

観察中，転院あるいは移植した症例を除外した61

例（内男性35例，内非糖尿病53例，年齢52±11歳，

透析歴109±60ヵ月）のうち，10年観察後の生存例

は33例（内男性18例，内非糖尿病32例）であった．

死亡28例の死因は心血管障害6例，脳血管障害5例，

感染症6例，肝不全3例，悪液質2例などであった．

すべての解析項目による因子別の生存率は，性別で

は，男性は35例中生存18例（51.8％），女性は26例

中生存15例（57.7％）であった．透析歴では，5年

未満は 12例中生存 7例（58.3％），5年～15年は 41

例中生存 23例（56.1％），15年以上は 8例中生存 3

例（37.5％）であった．透析前の血清クレアチニンで

は，10mg/dl未満は16例中生存5例（31.5％），10

mg/dl以上は45例中生存28例（62.2％）であった．

BMIでは，20未満は 26例中生存 11例（42.3％），

20～24は26例中生存15例（57.7％），24以上は9例

中生存7例（77.8％）であった．％Fatでは10％未

満は11例中生存3例（27.3％），10～30％は39例中

生存 22例（56.4％），30％ 以上は 11例中生存 8例

（72.7％）であった．LBMIでは，15未満は13例中

生存8例（61.5％），15～18は37例中生存17例（45.9

％），18以上は11例中生存8例（72.7％）であった．

以上の項目についてのKaplan-Meier法による解析で

は有意な差を認めなかった．

一方，年齢では，50歳未満は 31例中生存 22例

（71.0％），50歳以上は30例中生存11例（36.7％）で

あった（p＜0.01，図1）．
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図1 維持透析患者における年齢による累積生存率の差



基礎疾患では，非糖尿病は53例中生存32例（60.4

％），糖尿病は8例中生存1例（12.5％）であった（p

＜0.01，図2）．

血清アルブミンは 4g/dl未満は 19例中生存 5例

（29.4％），4g/dl以上は42例中生存28例（63.6％）

であった（p＜0.01，図3）．

上腕筋囲では，18cm未満は18例中生存6例（33.3

％），18～22cmは 36例中生存 20例（55.6％），22

cm以上は7例中全例生存であった（p＜0.05，図4）．

これらの項目では同様の解析で有意な差を認めた．

3 考 察

従来から維持透析患者の多くが低栄養にさらされて

おり，栄養状態の悪化が生命予後の悪化に直結すると

考えられている8,9）．したがって，透析患者の生命予後

を改善し，QOLを向上させるためには低栄養を予防

しなくてはならない．そのためには，まず栄養状態を

的確に把握する必要がある．栄養指標は身体計測法や

血液生化学検査など多くの指標が用いられている1～3）．

われわれはDXAにより簡便に，かつ正確に体構成
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図2 維持透析患者における基礎疾患による累積生存率の差

図3 維持透析患者における血清アルブミンによる累積生存率の差



成分（脂肪体重：Fat，除脂肪体重：LBM）が測定

できることに1990年代より着目し，これらの指標が

従来の栄養指標と良好に相関することを見出した7）．

さらにこの指標を用い，中期的な維持透析患者の体構

成成分の推移を観察し，除脂肪体重（つまり筋肉量）

の低下と脂肪量の増加という変化を見出した10）．さら

に，維持透析患者の栄養状態を明らかにした上で，透

析時のアミノ酸製剤および高張ぶどう糖製剤の補給に

よる栄養状態改善について検討し，その有用性を報告

してきた11）．

そこで，これまでの研究のまとめとして維持透析患

者における生命予後因子の解析を1993年より開始し，

10年間の観察から長期的な生命予後を性別や年齢，

透析歴，基礎疾患，栄養指標，身体学的計測値，DXA

による成績から解析し，生命予後への危険因子を同定

した．

今回の結果より，生存率に与える危険因子は高齢者，

糖尿病，低アルブミン血症，上腕筋囲低値であること

が明らかとなった．従来から，これらの因子が透析患

者の生命予後悪化の危険因子であることはしばしば報

告されており，今回の結果も予測されたものである．

しかし，本研究の特色は10年間という長期にわたる

観察を行ったところにあり，その長期の観察でこれら

の因子を同定できたところが特筆すべき点であると思

われる．

つまり，維持透析患者の長期の生命予後やQOLを

改善するためには，これらの因子を念頭においた患者

ケアをすべきものといえる．

一方，そのほかの身体学的計測による因子やDXA

により得られた因子は，今回の検討からは生命予後を

図る因子とはならなかった．過去の報告から身体学的

計測や体構成成分による因子は短期的な栄養状態の指

標として有用であるといわれてきた．しかしながら，

今回のような長期的な観察の報告はみられない．した

がって，今回の結果について比較しうる成績がみられ

ないため，解析結果の評価については慎重に行う必要

があると思われ，今後も引き続き検討していく予定で

ある．

結 語

維持透析患者の10年間におよぶ観察より，生存率

に与える危険因子は高齢者，糖尿病，低アルブミン血

症，上腕筋囲低値であることが明らかとなった．

なお，本論文の要旨については，第48回日本透析

医学会学術集会において発表した．また本研究は，平

成15年度日本透析医会学術研究助成によってなされ

たものである．
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図4 維持透析患者における上腕筋囲による累積生存率の差
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要 旨

CAPD患者の腹膜線維症の発症，進展における

renin-angiotensin系の役割を明らかにするため，培

養ヒト腹膜中皮細胞（HPMC）の細胞外基質産生お

よび細胞増殖に対するangiotensinII（AngII）の

影響について検討した．RT-PCR法とWesternblot-

ting法にて，HPMCに Ang IItype1受容体の

mRNAおよび蛋白の発現を認めた．realtime-PCR

法では，AngII刺激（10nM）によってfibronectin

mRNAは経時的に発現亢進し，6時間においてcon-

trol群に比し1.7倍となった．ELISA法では，Ang

II刺激（10nM）によって培養上清中fibronectin蛋

白は経時的に分泌亢進を認め，24時間後において

control群に比し1.5倍となった．WST-1法および 3H-

thymidineincorporation法では，AngII刺激（10

nM）の24時間後において有意な細胞増殖能の亢進

を認めた（それぞれcontrol群に比し1.2倍，1.6倍）．

以上より，CAPD患者の腹膜線維症の発症，進展機

序の一つとしてAngIIの関与が示唆された．

はじめに

CAPDが末期腎不全の腎代替療法として広く施行

されるようになって20年以上が経過したが，腹膜線

維化による腹膜機能低下は今なお重要な問題である．

腹膜線維化に関与する病態として，非生理的組成を持

つ透析液の継続的な暴露1），重症または再発性の感染

性腹膜炎の既往2）が指摘されている．病理組織学的に

はヒト腹膜中皮細胞（HPMC）直下から線維化が生じ

てくること3），またinvitroにおいてHPMCが炎症

性サイトカインの分泌能4）および細胞外基質（ECM）

の産生能を持つこと5）などから，HPMCがその発症，

進展において重要な役割を担っていると考えられてい

る．しかし，その詳細な機序については未だ明らかに

されていない．

一方，angiotensinII（AngII）は強力な昇圧効

果を持つ生理活性ペプチドとして古くから知られてい

たが，近年ではAngII受容体のサブタイプ（type1，

type2）が同定され，組織固有性に存在する renin-

angiotensin系（RAS）を介して，ECM の産生6），

細胞増殖7），アポトーシス8）に関与するなど，種々の細

胞において様々な生理活性を持つことで再注目されて

いる．

CAPD患者の腹膜線維症と RASの関連性を示す

in vivoの研究には，angiotensin変換酵素阻害薬

（ACEI）であるenalaprilがラットのPDモデルにお

いて高濃度ブドウ糖による腹膜線維化を抑制したとい

う報告9），同じくquinaprilがマウスの被嚢性腹膜硬

化症（EPS）モデルにおいて有効であったとの報告10），

ラットのEPSモデルにおいてAngII受容体拮抗薬
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（ARB）であるolmesartanが有効であったとの報告11）

があるが，いずれも腹膜線維症に対するAngIIの直

接関与についての言及は無く，これまでHPMCにお

ける AngII受容体の発現の有無，AngII刺激が

HPMCに及ぼす影響について示す研究論文は無い．

本研究に先立ち，広島大学病院腎臓内科において

PD排液中AngII濃度を測定したところ，腹膜炎発

症時では平常時（8時間貯留後の排液）の30倍以上

の高濃度（11.6±2.8pg/mL，n＝5→352.4±85.5pg/

mL，n＝5）であった．そこでわれわれは，腹膜線維

症の発症，進展機序におけるAngIIの関与について

明らかにすることを目的とし，腹膜線維症に関連した

培養HPMCの細胞動態における異常としてECM産

生亢進を伴う細胞増殖が指摘されている12）ことを踏ま

え，①HPMCにAngII受容体が存在するか，②Ang

II刺激でfibronectinのmRNA発現および蛋白分泌

が亢進するか，③AngII刺激でHPMCの細胞増殖

能が亢進するかについて検討した．

1 方 法

HPMCの単離は，転移や腹膜炎のない胃癌手術患

者の大網からStylianouら13）の方法に従い行った．得

られたHPMCはそれぞれサイトケラチン，ビメンチ

ン，第VIII因子で免疫染色を行い，ほかの細胞の混

入がないことを確認し，10％ fetalcalfserum（FCS）

添加培養液にて培養した2～3継代目の細胞を実験に

使用した．なお，検体の採取にあたっては，広島大学

大学院医歯薬学総合研究科倫理委員会の承認を得，事

前に患者にインフォームドコンセントを行い，書面に

よる承諾を得た．

1） HPMCにおけるAngIItype1受容体の存在

HPMCにおけるAngIItype1受容体の存在につ

いては，mRNAの発現をreversetranscriptase-poly

merasechainreaction（RT-PCR）法で，蛋白の発

現をWesternblotting法で確認した．

① RT-PCR法

3×105個のHPMCを60mm dishで培養し，sub-

confluentに な っ た と こ ろ で total RNA を

Chomczynskiら14）の方法で抽出，定量した後，2μg

をReverTraAce（Toyobo）で逆転写し，得られた

cDNAを鋳型として，primerを sense5・-CTGAAT

AACTCACTGATGCC-3・，antisense5・-TAGGTAA

TTGCCAAAGGGCC-3・とし，サーマルサイクラー

PC-800（Astec）を用いて40cycleのPCRを行った．

PCR産物は 1.5％ アガロースゲルで電気泳動し，

ethidium bromideで発色した．

② Westernblotting法

1×106個の HPMCを T75flaskで培養し，sub-

confluentになったところでPBS（－）による洗浄を

行い，0.5mLのRIPA buffer（cellsignalingtech-

nology）を用いて celllysateとし，BCA protein

assay（Pierce）にて蛋白定量および濃度調節を行っ

た後，Samplebuffer,Laemmli（SIGMA）にて

SDS化した．10％ SDS-PAGEにて15μgtotalpro-

tein/laneで電気泳動し，PVDF膜（Millipore）に転

写した後，100％ BLOCKACE（DainipponSeiyaku）

でブロッキングし，一次抗体に AngIItype1recep-

torrabbitpolyclonalantibody（Santacruz），二

次抗体に donkey antirabbitantibody HRP la-

beled（Amersham Biosciences）を用いて，ECLkit

（Amersham Biosciences）でバンドを検出した．

positivecontrolとしてヒト臍静脈血管内皮細胞

（HUVEC）から同様にして得られたcelllysateを用

いた15）．

2） テスト培養液の調整

テスト培養液は 0.1％ FCS添加 Medium199

（InvitrogenLifeTechnologies）を各種AngII濃度

（0.1～1000nM）に調整し，4℃ 保存にて24時間以内

に使用した．

3） realtime-PCR法によるfibronectinmRNA

発現の定量

3×105個のHPMCを60mm dishで培養し，sub-

confluentになったところで培養液を0.1％ FCS含有

Medium 199とし，48時間の培養にて growthar-

restし，confluentであることを確認した後，各種

AngII濃度（0.1～1,000nM）のテスト培養液で培養

した．AngII刺激開始6時間後に1）と同様の方法

でtotalRNAを抽出し，逆転写反応を行った．得ら

れた cDNAを鋳型とし，FastStartDNA Master

SYBR GreenIおよびLightCyclerquicksystem

350S（RocheDiagnostics）を用いてrealtime-PCR
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を施行した．なお，内部標準としてはβ-actinを用い

た．primerは，fibronectin：sense5・-GCCTGGTA

CAGAATATGTAGTG-3・,antisense5・-ATCCCAG

CTGATCAGTAGGCTGGTG-3・，β-actin：sense5・-

GCAAAGACCTGTACGCCAAC-3・，antisense5・-C

TAGAAGCATTTGCGGTGGA-3・を 用 い ， Light

CyclerSoftwareversion3.01にて fibronectin/β-

actin比を解析した．また，fibronectinmRNA発現

量の経時的変化については，AngII刺激（10nM）

の3時間，6時間，12時間，24時間後においてtotal

RNAを抽出し，同様にrealtime-PCRを施行した．

4） ELISA法による培養上清中fibronectin蛋白

の測定

24-wellplateに1×105個/wellのHPMCを培養し，

3）と同様にgrowtharrestした後，各種AngII濃

度のテスト培養液で培養した．AngII刺激開始 24

時間後に培養上清を回収し，遠心分離した上清の

fibronectin濃度をfibronectin,HumanELISA Kit

（BiomedicalTechnologies）を用いて測定した．ま

た，fibronectin蛋白分泌の経時的変化については，

AngII刺激（10nM）直前，12時間，18時間，24時

間後において培養上清を回収し，同様に濃度を測定し

た．なお，ELISAの測定結果は，BCAproteinassay

にて定量した各wellのcellproteinにて補正し，ng/

mgcellproteinにて表記した．

5） AngII刺激によるHPMC増殖能の変化

96-wellplateに1×104個/wellのHPMCを培養し，

3）と同様にgrowtharrestした後，各種AngII濃

度のテスト培養液で培養した．

① WST-1法

各種AngII濃度のテスト培養液による培養の24時

間後におけるHPMCの増殖能を，WST-1cellcount-

ingkit（Dojindo）を用いてplatereaderEAR400

（SLT LabInstruments）にて吸光度（420nm）で

測定した．

② ［3H］-thymidineincorporation法

各種AngII濃度のテスト培養液による培養の24

時間後における［3H］-thymidine（Amersham）の取

り込みを liquid scintillation counter LSC5100

（Aloka）によって測定した．

6） 統計解析

結果は 3症例各 3回の実験における mean＋SEM

で示した．解析には ANOVA（Tukey・sposthoc

test）を用い，p＜0.05にて統計的有意とした．

2 結 果

RT-PCR法にて，HPMCにAngIItype1受容体

の mRNAの発現を認めた（図 1）．また Western

blotting法においても，同受容体の蛋白発現を認め

た（図2）．

HPMCの fibronectinmRNAの発現量はAngII

刺激によって濃度依存性に増加し，10nMを頂点と

してcontrol群（AngII添加無し）との比較におい

て 1.7倍となった（1.70±0.09ratevs.control，

P＜0.05）（図3）．また，fibronectinmRNA発現量

の経時的変化については，AngII刺激（10nM）の

6時間後からcontrol群に対して有意な発現亢進を認
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←388 bp

Cell type   HUVEC      HPMC
RT     (+)   (–)  (+)  (–)

(A) (B) (C) (D)

図1 HPMCにおけるangiotensinIItype1受容体mRNAの

発現（RT-PCR法）

angiotensinIItype1受容体mRNAの逆転写反応により得

られたcDNAを鋳型としたPCR産物を矢印（388bsp）の位

置に認めた．

（A）：HUVEC（陽性control）

（B）：HUVECの陰性control（逆転写反応無し）

（C）：HPMC

（D）：HPMCの陰性control（逆転写反応無し）

←50 kDa

HUVEC   HPMC

(A) (B)

図2 HPMCにおけるangiotensinIItype1受容体蛋白の

発現（Westernblotting法）

抗ヒトangiotensinIItype1受容体抗体による検索にて，バ

ンドは矢印（50kDalton）の位置に認めた．

（A）：HUVEC（陽性control）

（B）：HPMC



め，24時間後まで有意に発現亢進の持続を認めた

（図4）．

Ang II刺激の 24時間後における培養上清への

fibronectin蛋白の分泌量は，AngII濃度依存性に増

加し，10nMを頂点としてcontrol群との比較におい

て1.5倍となった．（それぞれ77±5ng/mgcellpro-

tein，116±26ng/mgcellprotein，P＜0.05）（図5）．

また，fibronectin蛋白分泌の経時的変化については，

AngII刺激（10nM）の18時間後以降においてcon-

trol群に対して有意な分泌亢進を認めた（図6）．

AngII刺激の24時間後における細胞増殖能は，

WST-1法および［3H］-thymidineincorporation法
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（realtimePCR法）

0.1～1,000nMのangiotensinII刺激（6時間）にて，10nMを頂点としてangiotensinII

濃度依存性にfibronectinmRNA発現の亢進を認めた．（＊P＜0.05）
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図4 angiotensinII刺激（10nM）によるfibronectinmRNA発現量の経時的変化（realtimePCR法）

AngII刺激（10nM）の6時間以降において，control群に比し有意なfibronectinmRNA発現の亢

進を認めた．（＊P＜0.05）
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0.1～1,000nMのangiotensinII刺激（24時間）にて，10nMを

頂点として有意な培養上清へのfibronectin蛋白の分泌亢進を認め
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図6 angiotensinII刺激（10nM）による上清中fibronectin蛋白分泌の経時的変化

（ELISA法）

angiotensinII刺激（10nM）の18時間以降において，control群に比し，培養上清

における有意なfibronectin蛋白の分泌亢進を認めた．
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図7 各種濃度angiotensinII刺激による24時間後のHPMCの

増殖能の変化（WST-1法）

0.1～1,000nMのangiotensinII刺激（24時間）にて，10nMを

頂点としてangiotensinII濃度依存性にHPMCの増殖能亢進を認

めた．（＊P＜0.05）
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においてAngII濃度依存的に増加し，10nMを頂点

としてcontrol群との比較において，それぞれ1.22±

0.01倍，1.58±0.08倍となった（ratevs.control，

P＜0.05）（図7，8）．

3 考 察

腹膜線維症の発症，進展機序を解明するための様々

な研究によって，HPMCに対する傷害因子として腹

膜透析液中の高濃度ブドウ糖，高浸透圧，緩衝剤とし

ての乳酸，低pH，可塑剤，glucosedegradationpro-

ducts（GDPs），advancedglycation endproducts

（AGEs）などが関与していることがこれまでに明ら

かとなっている．それらの知見から，新たな浸透圧物

質としてicodextrinを，また緩衝剤として重炭酸を

用いた透析液が用いられるようになり，さらにGDPs，

AGEs濃度を抑えた中性透析液も臨床応用され，それ

ぞれ一定の成果が得られている．しかし，心血管系，

腎などの臓器における線維化にAngIIが大きく関与

していることが多数報告され16），ACEIおよびARB

の有用性が臨床的に証明されている現状17,18）とは対照

的に，腹膜線維症についてはAngIIの関与を示す研

究論文がほとんど無い．そこでわれわれは腹膜線維化

にも Ang IIが関与しているという仮説を立て，

HPMCに対するAngIIの影響について検討を行っ

た．

まず，細菌性腹膜炎患者のPD排液中に0.1～1nM

という高濃度のAngIIが存在したことについては，

これまで，生理的条件下にあってヒト好中球neutral

proteaseがレニンおよび ACE無しで血漿蛋白から

AngIIを生成すること19），活性化された好中球の細

胞膜表面に発現したcathepsinGがangiotensinogen

またはangiotensinIから直接AngIIを産生するこ

と20）など，好中球におけるAngII産生系について多

くの報告があるため，腹膜炎発症時に腹腔内に動員さ

れた活性化好中球による局所産生によるものと考えら

れた．また，本研究で培養液に用いた AngII濃度

（0.1～1,000nM）については，腹膜透析液による希釈

を考慮した上で，妥当な濃度範囲と思われた．

これまで，感染性腹膜炎においては，TGF-βを含

む種々のサイトカイン産生の亢進21）によってECMの

産生亢進5），HPMCから筋線維芽細胞への分化促進22）

が生じ，腹膜の線維化が促進されるということがわか

っている．それらに加えて，本研究ではAngII刺激

により HPMCから fibronectinの mRNA発現量と

蛋白の分泌量が濃度依存性に増加すること，また同時

にHPMCの細胞増殖能が亢進することを示したが，

これらの変化は腹膜炎に伴う腹膜組織の傷害に対する

修復の調整と組織のリモデリングにAngIIが関与し

ていることを強く示唆している．感染性腹膜炎に伴う

HPMCの傷害に対して，局所産生されたAngIIの

作用が組織の修復機転となっていると仮定した場合，

過度あるいは長期に渡るAngII刺激によって過剰な

ECM産生および腹膜中皮細胞の分化，増殖が促進さ

れ，その結果として腹膜組織に線維化をもたらしてい

る可能性がある．これは，腹膜炎を機転とした腹膜線

維症の発症におけるAngIIの関与についての新たな

知見であり，RASを制御することが腹膜線維症の発

症予防，進展防止にとって有益な結果をもたらす可能

性があることを示唆する．

また，本研究によって，HPMCにAngIItype1

受容体が存在することが示された．胸膜の中皮細胞に

おいてAngIIがtype1受容体を介して細胞増殖能

を亢進させること23），また種々の細胞においてAng

II刺激によるECM産生亢進がtype1受容体を介す

ること6,24）などから，HPMCにおいてもAngII刺激

によるそれらの変化がtype1受容体を介することが

推測されるが，この点については今後さらなる検討が

必要である．
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図8 各種濃度angiotensinII刺激による24時間後のHPMCの

増殖能の変化（［3H］-thymidineincorporation法）

0.1～1,000nMのangiotensinII刺激（24時間）にて，10nMを

頂点として有意なHPMCの増殖能亢進を認めた．（＊P＜0.05）



本研究では外因性に添加した Ang IIが及ぼす

HPMCへの影響を示したが，これは腹腔表面に

HPMCが存在している腹膜線維症の初期段階につい

てのinvitroな検討であり，HPMCが脱落，消失す

る後期のモデルとはなりえない．腹膜線維症の後期に

おけるAngIIの関与については，異なるアプローチ

による研究が必要と思われる．

結 語

本研究では，①HPMCにはAngIItype1受容体

が存在する， ②Ang II刺激により HPMCから

fibronectinの mRNA発現および蛋白分泌が亢進す

る，③AngII刺激によりHPMCの増殖能が亢進す

ることを示した．これらの結果は，早期の腹膜線維症

におけるAngIIの関与を示唆しており，RASを制

御することが腹膜線維症の発症予防，進展防止に有益

な結果をもたらす可能性があることを示唆する．
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要 旨

今や，透析療法対象の主体は高齢者である．

そこで高齢者透析に関連する主要な諸問題に対して

道内透析施設にアンケート調査を施行し，現況を明ら

かにしようと試みた．

透析法・アクセス・心血管系を主体とする合併症な

どの純粋に医学的な問題のほかに，通院状況・介護者・

収容施設・社会復帰とQOL・経済状態・終末期医療

の実態などの社会的および倫理的な問題が多数浮き彫

りになった．

1 緒 言

日本人の平均寿命は2002年に男子78歳，女子85

歳に達し，新聞の大見出しには「お達者日本・長寿更

新」や「世界に冠たる長寿国・日本」などの文字が踊

った．慢性透析療法下にある患者の高齢化もまた，年々

顕著となってきている．2002年，新規に透析へ導入

された32,575名の患者の平均年齢は64.7歳であり，

同年末の患者総数 219,905名の平均年齢は 62.2歳で

あると報告されている1）．同年末で最も患者数の多い

年代は男女共に65～70歳であり1），慢性透析医療は

文字どうり「高齢者医療」と言わなければならない．

透析患者の高齢化および高齢透析患者の著増は様々

な問題を派生させており，これ等に対処することは焦

眉の急である．

2 目 的

そこで北海道透析医会は北海道透析療法学会と連携

し，それぞれの所属施設にアンケート調査表を送付し，

以下の諸項目をできうる限り明らかにする研究を実施

した．

① 北海道における慢性透析療法殊に高齢者透析の

現況分析

② 合併症の実態とその対策

③ 血液浄化法の選択の実際

④ ブラッドアクセス：作製と修復などの現況

⑤ 患者の通院とその支援状況

⑥ 要介護患者の実態と対応

⑦ 生活習慣と食事療法

⑧ 社会復帰とQOL

⑨ 通院困難例および不能例の受け入れ先の実態

⑩ 透析非導入および透析中止の実態並びに担当医

の意識

⑪ 患者・家族の経済状態

⑫ 腎移植に対する意識
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3 対象と方法

北海道透析医会および北海道透析療法学会に所属す

る施設に前項の内容を盛り込んだアンケート調査表を

送付し，無記名で回収した．

4 結 果

アンケート調査結果を以下のI～VIIIに示す．

I 集計された透析施設並びに透析患者の特性

1.アンケート回収率

道内の170透析施設にアンケートを送付し，77施

設から回答を得た．回収率は45.3％であった．

（回答施設が必ずしも設問の全てに回答していない

ことを，予めお断りしておきたい．）

2.集計された患者数

回答77施設の透析患者総数は4,598名であり，道

内透析患者の約41％に相当すると推測された．なお，

集計された透析患者の95.6％は血液透析患者であっ

た．

3.回答施設の特性

（1） 施設形態

回答77施設の内，33施設（42.9％）が医療法人で

最も多く，個人立11施設（14.3％）・社団法人9施設

（11.7％）・市町村立8施設（10.4％）と続いた．施設

の形態としては，病院が35施設（45.5％）で，診療

所が42施設（54.5％）と内訳された．無床診療所は

14施設で，全体の18.2％に相当した．

（2） 透析用ベッド数

1～5ベッド（5施設，6.5％）・6～10ベッド（11施

設，14.3％）・11～20ベッド（25施設，32.5％）・21～

30ベッド（21施設，27.3％）・31～40ベッド（3施設，

3.9％）・41～50ベッド（8施設，10.4％）・51ベッド

以上（4施設，5.2％）であり，11～30ベッドの施設が

46施設で59.7％を占めていた．回答施設には中規模

施設が多かったことになる．

（3） 透析患者数（2003年12月末現在）

1～20名（18施設，23.4％）・21～50名（26施設，

33.8％）・51～100名（20施設，26.0％）・101～200名

（12施設，15.6％）・201名以上（1施設，1.3％）であ

り，21～50名の透析患者を擁する回答施設が最も多

かった．

（4） 概算入院率

0％（14施設，18.2％）・1～10％（27施設，35.1％）・

11～30％（21施設，27.3％）・31～50％（7施設，9.1

％）・51％以上（8施設，10.4％）．

入院率の高い施設は，予想されるように圧倒的に病

院であった．

（5） 65歳以上透析患者の比率

10％以下（1施設，1.3％）・10～20％（なし）・21～

30％（12施設，15.6％）・31～40％（12施設，15.6％）・

41～50％（15施設，19.5％）・51％ 以上（37施設，

48.1％）．

約半数の施設で65歳以上透析患者の比率が51％を

超えており，透析患者の高齢化が顕著であった．

（6） 透析担当医

77回答施設中，50施設（64.9％）が常勤医師を配

していた．27施設（35.1％）が兼務の状態であり，

総合病院で多くみられた．

透析専門医の有無については77施設中63施設が回

答を寄せたが，無回答を透析専門医なしとすると，

53.2％（41/77）で透析専門医が診療に当たっている

ことになる．

4.アンケートで集計された透析患者の特性（表1～7）

（1） 男女比

男子2,688人，女子1,910人で1.41：1.00であった

（表2）．

（2） 患者年齢

65歳以上が男子患者で42.3％，女子患者で47.4％

であった（表3）．女子患者でやや高齢者比率が高い

結果であった．

（3） 血液透析期間

10年以上の透析期間を持つ患者が全体で29.7％で
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表1 アンケートで集計された透析患者数

HD（人） CAPD（人） 合 計

4,394 204 4,598

表2 透析患者の性別

男子（人） 女子（人） 合 計

2,688 1,910 4,598



あった（表4）．透析患者の4人弱に1人が10年以上

の透析歴を持つことになる．この比率は65歳未満患

者で35.0％，65歳以上患者で23.2％と算定された．

（4） 通院/入院の状況

65歳未満者では87.8％が自宅から通院しており，

その内5.8％が要介助の通院であった（表5）．これ

に対して 65歳以上の高齢者では自宅からの通院が

69.6％と減少し，要介助通院が25.0％と跳ね上がっ

ている．入院率は65歳未満例・65歳以上例で，医学

的な場合で 8.6％・23.1％，社会的な場合で 1.6％・

5.6％であった．入院率が65歳以上例で高いことが明

らかであろう．

（5） 血液透析時間

65歳以上例で4時間未満のHDが42.7％に達して

いた（表6）．

（6） 透析室での看護度（手間のかかり度）

表7に示した3点いずれにおいても，65歳以上例

では統計学的有意差を以て看護度が高かった．

（大平整爾，廣田紀昭，今 忠正）
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表5 通院/入院の区分

65歳未満（人） 65歳以上（人） 合計（人）

自宅から通院

その他から通院

2,232（130）

50

1,430（357）

36

3,662（487）79.6％

86 1.9

入院（医学的）

（社会的）

219

41

474

116

693 15.1

157 3.4

合 計 2,542 2,056 4,598 100.0％

自宅から通院欄の（ ）内の数字は介助者を必要とする通院

表6 血液透析の時間/回

65歳未満（人） 65歳以上（人） 合計（人）

4時間未満

4～5時間

5時間以上

439（17.9％）

1,859（75.6）

160（6.5）

827（42.7％）

1,066（55.1）

43（2.2）

1,266（28.8％）

2,925（66.6）

203（4.6）

合 計 2,458（100.0％） 1,936（100.0％） 4,394（100.0％）

（注） 全例，原則的に週3回のHD

表7 透析室での看護度

65歳未満（人） 65歳以上（人） 合計（人）

HD中，常時（ほとんどつきっきりの）

観察を必要とする（BP不安定など）
97（4.0％） 198（9.6％） 295（6.4％）

常に寝たきり（担送），またはICU・

病棟HD患者
51（2.1） 132（6.4） 213（4.0）

痴呆などのため，目の離せない患者 27（1.1） 96（4.7） 123（2.7）

合 計 175（6.9％） 426（20.7％） 631（13.7％）

（注）（ ）内に示す比率はそれぞれの年齢区分総数に対する比率

表3 透析患者の年齢

年 齢 男子（人） 女子（人） 合計（人）

50歳未満

50～60歳未満

60～65歳未満

65～75歳未満

75歳以上

419

734

378

667

454

267

446

273

458

431

686（15.2％）

1,180（26.1）

651（14.4）

1,125（24.8）

885（19.5）

合 計 2,652 1,875 4,527（100.0％）

（注） 年齢不記載（男子：36人，女子：35人，合計：71人）

表4 血液透析期間

65歳未満
（人）

65歳以上
（人） 合計（人）

0～5年未満

5～10年未満

10～15年未満

15～20年未満

20年以上

1,024

629

360

236

293

1,086

494

232

129

115

2,110（45.9％）

1,123（24.4）

592（12.9）

365（7.9）

408（8.9）

合 計 2,542 2,056 4,598（100.0％）



II 合併症と対策

慢性透析患者の合併症は全身諸臓器におよび，その

解析と対策は広範囲にわたる．この十数年，透析導入

患者の高齢化が加速しているが，高齢者，非高齢者の

透析年数（透析期間）を比較すると，高齢者透析患者

と長期透析患者とは一致せず，両者を分けて議論しな

ければならない．今回，北海道の170透析施設にアン

ケート調査を実施し，高齢者透析患者における合併症

の実態に焦点を当て検討した．

1. 対象と方法

回答のあった75施設において，年齢の明らかであ

った4,416人について検討した．65歳以上を高齢者

群（男性1,105人，女性872人）とし，65歳以下を非

高齢者群（男性1,488人，女性951人）として各種合

併症に対する設問内容を検討した．

2. 結 果

設問は以下の13項目について解析した（表8，9）．

① 心血行動態に関するものとして，降圧薬の服用

状況，透析間体重増加率5％以上，透析中の血圧

低下，昇圧薬の常用者，常時低血圧，透析終了後

の休息

② 血管病変として，心筋梗塞の既往，脳血管障害

の既往，閉塞性動脈硬化症

③ 悪性腫瘍

④ 透析アミロイドーシスに関するものとして，手

根管開放術に既往

⑤ 二次性副甲状腺機能亢進症に関するものとして，

PTxの既往

⑥ 精神科疾患として，向精神薬の服用状況

2.1 心血行動態

（1） 高血圧

透析患者の高血圧の大半は体液依存性高血圧であり，

水分管理のみで解決するものも珍しくはない．しかし，

週3回の除水のみで血圧をコントロールすることは困

難である．

降圧薬を服用している患者数に関して，高齢者群で

は男性54.7％，女性52.4％，非高齢者群の男性55.1

％，女性48.7％であった．両群ともに女性に低い傾

向であった（図 1）．次に，透析間の体重増加が5.0％

以上のものは，高齢者群では男性20.4％，女性26.0
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表8 合併症調査対象者数

高齢者群（65歳以上） 非高齢者群（65歳未満）
合 計

男性（人） 女性（人） 男性（人） 女性（人）

1,105 872 1,488 951 4,416

2003年末，75施設

表9 高齢者透析患者の合併症の比率

高齢者群（65歳以上） 非高齢者群（65歳未満）

男性（％） 女性（％） 男性（％） 女性（％）

1.降圧薬の服用

2. 5％以上の体重増加

3.透析時の血圧低下

4.昇圧薬の常用

5.常時低血圧

6.透析後1時間以上の休憩

7.心筋梗塞の既往

8.脳血管障害の既往

9. ASO

（脚切断）

10.悪性腫瘍

11.手根管症候群の既往

12. PTxの既往

13.向精神薬の服用

54.7

20.4

13.8

17.1

2.1

3.1

11

22.4

13.1

4.4

6.2

4.3

2

11.5

52.4

26

22.2

19.8

3.9

3.9

4.9

15.4

9.7

2.5

4.1

4.7

3.4

11.7

55.1

32.8

8.2

9.3

2.2

2

4.1

9.8

5.6

2

3.7

7.3

7.6

9.7

48.7

26.2

10.4

14.6

4.1

4.1

2.7

8.3

3.1

0.6

3.9

7.4

9.8

12.5



％，非高齢者群の男性 32.6％，女性 26.2％ であり，

非高齢者群の男性は他の群より高率であった．この結

果は活動的な比較的若い男性に高血圧，透析間体重増

加率が多いことを意味するであろう2）．現在，透析患

者の血圧をどこに設定したらよいかに関するエビデン

スは得られていない．これは今後の大きな課題である．

（2） 低血圧

水分除去をしなければならない透析患者にとって低

血圧は大きな障害となる．これには透析中の一過性の

血圧低下と非透析日にも低血圧を呈するもの（常時低

血圧）に分けて検討しなければならない．

●透析中の低血圧

透析中しばしば重篤な低血圧のため種々の処置を余

儀なくされる症例の有無を設問した．高齢者群では男

性13.9％，女性22.2％，非高齢者群の男性8.2％，女

性10.4％であった．その中で高齢者群の女性はほかの

3群に比して高頻度であった（図2）．また，透析前に

リズミック�やドプス�等の昇圧薬を服用しているも

のは，高齢者では男性17.1％，女性19.8％，非高齢

者群の男性9.3％，女性14.6％と，それぞれの群で女

性に多い傾向が認められた．糖尿病性腎症による透析

患者が増加している現在，透析中に血圧低下を来す患

者は今後増加していくことであろう．

●常時低血圧

非透析時に収縮期血圧が100mmHg未満の患者は，

高齢者群では男性2.1％，女性3.9％であり，非高齢

者群では男性2.2％，女性4.1％と年齢を問わず女性

に多かった（図 3）．また，透析後もベッドからすぐ

に立ち上がれず1時間以上もベッド上での休息が必要

とされる患者の割合は，高齢者群では男性3.1％，女

性3.9％，非高齢者群では男性2.0％，女性4.1％とや

はり女性に多い傾向があった．この結果は自律神経障

害が女性に多いことを示すものと考えられた．なお，

各施設間でばらつきがあり，厳格に乾燥体重まで除水

を決行する施設とそうでない施設の差が出たことも考

えられる．

2.2 血管病変

高齢者透析患者のQOLを考えるとき，現在最も問

題視されていることは血管の老化，すなわち動脈硬化

に伴う合併症である．透析患者の動脈硬化において一

般人との相違は，進展が早く，カルシウム・リン代謝

に起因する石灰化を伴うことが特徴である3）．

（1） 心筋梗塞

心筋梗塞の既往の設問に対して，あると答えた比率
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図2 透析中の血圧低下

≧65男：13.9 ≧65女：22.2 ＜65男：8.2 ＜65女：10.4

図3 常時低血圧

≧65男：2.1 ≧65女：3.9 ＜65男：2.2 ＜65女：4.1

図1 降圧薬服用

≧65男：54.7 ≧65女：52.4 ＜65男：55.1 ＜65女：48.7



は，高齢者群では男性11.0％，女性4.9％であり，非

高齢者では男性4.1％，女性2.7％であった（図 4）．

両年齢ともに男性に多く，特に高齢者群の男性に顕著

であった．糖尿病，腎硬化症による透析患者は導入時，

すでに冠動脈硬化を有するものが多いとされている4）．

（2） 脳血管障害

脳卒中の既往に関しては，高齢者群では男性22.4

％，女性15.4％，非高齢者群では男性9.8％，女性8.3

％と心筋梗塞の比率と同様に高齢者群の男性に多かっ

た．

（3） 閉塞性動脈硬化症（ASO）

ASOで治療中のものは，高齢者群では男性13.1％

（その内の脚切断例は4.4％），女性9.7％（2.5％）で

あり，非高齢者群では男性5.6％（2.0％），女性3.1％

（0.6％）であった（図 5）．特に65歳未満の女性では

ほかの群より著しく少なく，脚切断者は6例にすぎな

かった．

2.3 悪性腫瘍

悪性腫瘍を有するか，そのために手術または抗がん

剤による治療がなされた症例について設問した．高齢

者群では男性6.2％，女性4.1％であり，非高齢者群

では男性3.7％，女性3.9％と高齢者群の男性に若干

多い傾向であった．しかし一般人との比較では透析患

者に悪性腫瘍の発生率は高いと考えられる．これは透

析患者の免疫力の低下によるものであろう．

2.4 透析アミロイドーシス

手根管症候群（CTS）の手術既往を有するものは，

高齢者群では男性4.3％，女性4.7％であり，非高齢

者群では男性7.3％，女性7.4％であった．高齢者群

に少なく，非高齢者群に多いというこの結果は，手根

管症候群の手術がこの20年間に一般化されたために，

早期に手根管開放術がなされたことを示す結果であろ

う．

2.5 続発性副甲状腺機能亢進症

副甲状腺全摘出術（PTx）の既往の有無に関しての

設問では，手術を受けたことのあるものは高齢者群で

は男性2.0％，女性3.4％であり，非高齢者群では男

性7.6％，女性9.8％と性差は認められなかったが，

高齢者群より非高齢者群に多かった（図 6）．最近増

加している糖尿病性腎症を原疾患とする高齢者透析患

者にはPTxの適応症例が少ないことが原因であろう．

高齢者透析の現況 329

図6 PTx

≧65男：2 ≧65女：3.4 ＜65男：7.6 ＜65女：9.8

図5 ASO（脚の切断）

�13.1 �9.7 �5.6 �3.1
≧65男� ≧65女� ＜65男� ＜65女�

�4.4 �2.5 �2 �0.6

図4 心筋梗塞

≧65男：11 ≧65女：4.9 ＜65男：4.1 ＜65女：2.7



1992～1993年の全国調査においてもPTxは65歳以

上の高齢者に減少傾向であった5,6）．

2.6 精神科疾患

抗うつ薬等の向精神薬を服用している症例の有無を

設問した．あると答えたものは，高齢者群では男性

11.5％，女性11.7％であり，非高齢者群では男性9.7

％，女性12.5％であった．両群間，男女に有意な差は

認められなかった．これに関しては施設間に大きな偏

りがあり，医師の抗うつ薬に対する関心度が反映され

た可能性が強い．医師の注意が払われているか否かに

より様々であった．透析患者は拘束された透析医療の

中で，多種，多様の葛藤が生じて些細なことで抑うつ

的となり，身体症を表すことが考えられるが，往々に

してうつ病が見逃されがちである7）．

3. まとめ

2003年1年間における北海道の透析患者の合併症

に関してのアンケート調査を実施し，65歳以上の高

齢者について若干の知見が得られたので文献的考察を

加えて報告した． （上田峻弘）

回答のあった76施設からのデータを集計した．

1. 血液浄化法選択の実際

（1） 高齢者透析導入の原則

①PD first：2施設（2.8％），②HD：62施設（87.3

％），③HDF：2施設（2.8％），④その他，患者の希

望：5施設（7.0％）

（2） 導入時のslowdialysisの施行

①行う：63施設（90.0％），②行わない：7施設

（10.0％）

（3） 維持透析の方法

①PDの継続：2施設（2.7％），②HDの継続：65

施設（78.4％），③HDFの継続：0施設（0％），④HD，

HDFを適宜変更：7施設（9.5％）

（4） 透析量の指標

①BUN，Cr，Kt/Vを組み合わせている：55施設

（91.7％），②BUN，Cr，Kt/V単独：それぞれ1，2，

2施設（あわせて8.3％）

2. ブラッドアクセスの作製と修復

（1） ブラッドアクセス作製の原則は高齢者でも非

高齢者でも同様か

①同じ：71施設（97.3％），②一番良い血管を選ぶ：

2施設（2.7％）

（2） 新規導入例での人工血管が第一選択となった

ケース

①65歳未満：316例中5例（1.58％），②65歳以上

353例中11例（3.12％）

（3） 心機能等によりブラッドアクセス作製法を変

えるか

①変える：39施設（60.0％），②変えない：21施設

（32.3％），③吻合径を小さくする：5施設（7.7％）

（4） パーマネントカテーテルの使用経験

①65歳未満：98例中1例（1.02％），②65歳以上：

102例中5例（4.90％）

（5） ブラッドアクセス修復の第一選択

①インターベンション：43施設（62.30％），②外

科的修復：24施設（34.8％），③両者：2施設（3.0％）

（6） ブラッドアクセストラブルを非高齢者と比較

した場合

①多い：26施設（37.1％），②少ない：1施設（1.4

％），③変わらない：43施設（61.4％）

3. 考 察

高齢者透析導入の原則は87.3％が血液透析で，血

液濾過透析が2.8％あり，腹膜透析は2.8％に過ぎな

かった．また患者の希望による療法の選択は7.0％で

あった．この数値は最近の日本透析医学会の統計調査

による血液透析約96％，腹膜透析約4％に相当する

ものと考えられる1）．

高齢者導入時 slow dialysisの施行は 90％ に行わ

れていたが，10％では特に考慮することなく行われ

ている．

維持透析についても2.7％のみが腹膜透析を行い，

ほかは血液透析と血液濾過透析である．

透析量の指標はBUN，Cr，Kt/V，そのほかを組

み合わせての施設が91.7％と多かったが，単独でみ

ている施設も8.3％あった．BUN，Cr単独は除去率

としてみられていると考えられる．またKt/Vのほ

か時間平均濃度（TAC）8）などを総合して観察されて

いるものと推察された．
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ブラッドアクセス作製については高齢者も非高齢者

もほとんど同じであった．新規導入例で人工血管を使

用せざるをえなかったのは65歳未満で1.58％，65歳

以上で 3.12％ であり，x2乗検定を行うと p＝0.0137

で高齢者が有意に高かった．北海道透析医会の調査で，

新規導入例で人工血管を使用せざるをえなかったのは

施設としては10.8％であり9），特定の施設に多いもの

と考えられた．

心機能などを考慮してブラッドアクセス作製を行う

施設は60％，また吻合径を考慮するが7.7％である

一方，変えないが32.3％に上っている．透析患者の

死因の第一位が心不全であり，それに内シャントが関

与していることを考慮する必要があると思われる．

パーマネントカテーテルの使用経験は65歳未満で

1.02％，65歳以上で4.90％であったが，統計学的に

は有意差はなく血管荒廃の原因が年齢のみではないこ

とを窺わせた．長期透析例の増加とともに内シャン確

保困難例も増加する可能性があり，今後パーマネント

カテーテルの使用も念頭におく必要がある10）．

ブラッドアクセス修復の手技としてインターベンシ

ョン治療が普及してきている．このため外科系の医師

のみではなく内科，放射線科の医師も積極的にブラッ

ドアクセス修復に関与するようになった．インターベ

ンションをブラッドアクセス修復の第一選択としてい

るのが 62.23％ に上り，外科的修復は 34.8％ に過ぎ

なかった．ブラッドアクセスインターベンション治療

に関するコンセンサス試案も平成11年に発表されて

いる11）が，今後もインターベンション治療を採用する

施設が増加する可能性がある．

高齢者の方にブラッドアクセストラブルが多いと考

える論調が多いが，今回の統計では「多い」は37.1％

にとどまり「変わらない」が61.4％と大勢を占めて

いた．実際の統計を今後調査する必要があると考えら

れた． （久木田和丘）

IV 高齢透析例の通院および介護状況

1. 通院透析例について

（1） 生活の場所

65歳以上の透析患者 2,056例の中で回答のあった

1,455例中，自宅通院が1,284例（88.3％），他医療施

設に入院中の64例（4.4％），介護関連施設入所中の

9例（0.6％），グループホーム，ケアハウス入所中98

例（6.7％），である（図 7）．因みに65歳未満群で回

答のあった2,163例中自宅通院が2,046例（94.6％），

他医療施設に入院中の36例（1.7％），介護関連施設

入所中の2例（0.1％）と少なく，グループホーム，ケ

アハウス入所中79例（3.6％）である（図8）．

65歳以上の高齢透析例の自宅通院がやや減少し，

通院に要する介助者も多く必要とした．さらに，生活

の場を自宅以外に求めた例が171例（11.7％）で，65

歳未満群に比べ有意に多くなっていた．

しかし，一般病床への入院例が多く介護関連施設へ

の入所は種々の制約を受けており，高齢透析例の生活

の場とはならないのが現状である．

（2） 通院手段

通院手段については，自宅通院3,336例中，自家用

車利用1,728例（51.8％），公共交通機関（電車，バス）

利用684例（20.5％），タクシー455例（13.6％），施

設送迎 234例（7.0％）であった．また他施設から通

院する例では，透析を受けている施設および入所中の
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自宅
１，２８４
８８.３％

介護施設
入所中

９
０.６％他医療施設

入院中
６４

４.４％

その他
９８

６.７％

図7 生活の場所（65歳以上）（n＝1,455人）



施設の送迎を受けながら透析を継続している例がほと

んどであった（図9）．

（3） 通院時間

通院時間は自宅通院の 3,239例（95.4％），施設入

院，入所51人（82.2％）が1時間以内の通院であっ

た．
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妻
４７６
３５％

なし（独居）
２３９
１８％

夫
２３３
１７％

子供
１９７
１４％

ヘルパー
８０
６％

親
７５
５％

親族
２０
1％

兄弟・姉妹
１９
1％

ボランティア
２
１％

身近な友人
１３
1％

家政婦
７
１％

その他
１９
１％

　　１，３８０人

図10 主たる在宅介助者（n＝1,380人）

自家用車
1,728
５１％

入所・入院
施設送迎
９
１%

徒歩
２２６
７％

施設送迎
２３４
７％

タクシー
４５５
１４％

電車・バス
６８４
２１％

　　３,３３６人

図9 通院手段：自宅より （n＝3,336人）

他医療施設
入院中
３６
１.７％

介護施設
入所中
２
０.１％

その他
７９
３.７％

自宅
２，０４６
９４.５％

図8 生活の場所（65歳未満）（n＝2,163人）



（4） 通院介助者について

通院介助者は，自宅通院例では家人446人（56.3％），

介護ヘルパー302人（36.5％）で，施設入所例では介

護ヘルパー，施設送迎員が主であった．

（5） 主なる在宅介護者について

主な在宅介護者は，配偶者709人（51.4％），独居

239人（17.3％），子供（孫）197人（14.2％），親，兄

弟，姉妹94人（6.8％），ヘルパー80人（5.8％）であ

る（図10）．

2.入院透析例について

65歳以上の高齢透析入院474例で回答のあった425

例中，一般病床入院が394例（92.7％）と多かった．

医療・介護型病床および老健施設の入院，入所は31

例（7.3％）で，うち，社会的入院（入所）と思われる

例が85例（19.8％）に認められた（図11）．

3.介護保険について

（1） 全透析例の要介護度について

介護保険の認定を受けている1号被保険者は男性

235例，女性191例で，65歳未満の2号被保険者は男

性44例，女性49例であった．いずれも性差なく要介

護1が最も多く，次いで2，3の順であり，重症な4，

5もそれ程多くはないが存在した．また2号被保険者

でも要介護1が最も多くなっていた（図12，13）．

（2） 介護保険の利用者

しかし実際に透析療法を受けながら介護保険を利用

している例は 441例（31.0％）と少なく，999例

（69.0％）が種々の理由で介護認定を受けながら利用

していなかった（図14）．

（3） 利用サービス内容について

利用サービスの内訳は，訪問サービス254人，通所

サービス108人，短期入所サービス12人，福祉用具
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介護　5
１０
４％

介護　4
２１
９％

介護　3
２８
１２％

介護　2
５６
２４％

介護　1
９６
４１％

要支援
２４
１０％

２３５人

図12 全透析例の要介護度：男性（n＝235人）

介護療養
病床
６
１％医療・老人

療養病床
２５
６％

一般病床
入院
３９４
９３％

　　４２５人

図11 入院透析例（65歳以上）（n＝425人）



レンタル120人，福祉用具購入54人，住宅改修57人

であった．在宅サービスではグループホーム入所12

人，ケアハウス入所8人などである．

4.透析室の看護度

透析室では特にマンパワーを要する看護度の高い群

を図15のように①～③に分類すると，65歳以上の高

齢透析例に看護度の高い例が集中している．また痴呆

などにより，一時も目を離せない例も65歳以上で96

例（22.4％）に達している．
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①透析中常時
観察要す
１９８
４６％

②寝たきり
（担送）
１３２
３１％

③痴呆等目が
離せない
９６
２３％

　　426人

図15 透析室での看護度（65歳以上）（n＝426人）

利用
している
４４１
３１％

利用
していない
９９９
６９％

図14 介護保険の利用者（n＝1,440人）

介護　5
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５％

介護　4
１５
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介護　3
２４
１３％

介護　2
３４
１８％

介護　1
８８
４６％

要支援
２０
１０％

１９１人

図13 全透析の要介護度：女性（n＝191人）



5.入院透析例のADLについて

図16，17，18のように，65歳以上の高齢入院例で一

部介助，全介助例が65歳未満例に比べて圧倒的に多

く，特に食事，移動，入浴，更衣，洗面，服薬などの

半介助，全介助例が多くなっている．
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食事
５２６
２４％

症状等の訴え
４３５
１９％

排泄
３４５
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その他日常
生活行動
３２４
１５％

移動
３１６
１４％

入浴
２８６
１３％

　　２，２３２人

図16 看護困難度（自立）（n＝2,232人）

その他の日常
生活行動
１６３
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食事
１６７
１９％

入浴
１６０
１８％

移動
１５５
１７％

排泄
１３２
１５％

症状等の訴え
１１４
１３％

　　８９１人

図17 看護困難度（一部介助）（n＝891人）

入浴
２６０
２２％

その他の日常
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２３９
２０％

移動
２３１
１９％

排泄
２２５
１９％

食事
１１８
１０％

症状の訴え
１１７
１０％

　　１，１９０人

図18 看護困難度（全介助）（n＝1,190人）



6.考 察

わが国の人口動態と同様に透析医療もかつてない高

齢化時代に突入している12）．しかも，多彩な合併症を

有し介護を要する高齢透析例にとって ・どこでどのよ

うに生活するのか・が大きな問題となっている13）．今

回のアンケート調査では，自宅通院が多くを占めてい

るものの，通院に伴う介助者を多く必要とし，自宅通

院不能例では一般病床への入院が目立っていた．

2000年 4月から実施された介護保険の利用者は

31.0％と少なく，69.0％が認定を受けながら種々の

理由で利用していないのが現状である14）．

また透析室では看護度の高い，云いかえればマンパ

ワーを必要とする高齢者が多く認められ，しかも

ADLは半介助から全介助など手のかかる症例の増加

が認められた15）．

これら高齢要介護透析例の生活する場所を選択する

上での問題点を検討すると，在宅の問題点は高齢者世

帯では介護者がいない場合や介護力に欠け，生活や通

院の介護負担が重く，自宅生活が困難となる．

次に医療機関での問題点は，長期入院可能な病床が

少ないために，一般病棟（急性期病床の制約）や療養

病棟（包括医療の制約）などで入院が制限されている．

介護保険関連施設での問題点は介護老人保健施設や

介護療養型医療施設の入所は，透析医療にかかわる診

療報酬が低く，経営上施設への受け入れが制限されて

いる．介護老人福祉施設の問題点は，状態が安定して

いる者が対象となるため，医療依存度の高い透析例の

受け入れは制限され，しかも通院のための送迎が大き

な負担となっているなどである．したがって今後の増

加が予想される高齢要介護透析例の生活の場所の保証

がきわめて重大な問題となるであろう16,17,18）．

（菅原剛太郎）

V 生活習慣および環境

この調査は高齢透析者の生活環境および環境を把握

するための基本的な項目を選択した．しかし，各事項

の集計をした処，質問事項に対する回答数（人数）が

一定ではなく，各事項すべてに回答があったのは全施

設77施設中39施設，一部未回答施設33施設，全項

目回答なし5施設であった．このため，各事項の回答

総数から分析・評価を行った．

1.住居について

回答総数は2,039症例であった（図19）．独居者の

割合は男性では 65歳以上になると 16％ から 8％ へ

65歳未満に比較して著明に減少するが，女性では反

対に8％から13％へと増加する．

複数での生活者は男女共65歳未満と以上でほぼ同
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65歳未満　1227症例 65歳以上　 812症例

独居･男8%

独居･女13%

複数･男46%

複数･女33%

独居･男16%

独居･女8%

複数･男47%

複数･女29%

図19 独居者の割合（n＝2,039人）

65歳未満　1744症例 65歳以上　1186症例

共同･男15%

共同･女14%

戸建･男42%

戸建･女29%

戸建･女22%

共同･男21%

共同･女15%

戸建･男42%

図20 住居は一戸建てか共同住宅か（n＝2,930人）



じ割合で変化をみなかった．

住居が一戸建てか共同住宅かの回答総数は2,930症

例であった（図20）．

65歳未満と65歳以上での割合は，65歳以上で一戸

建て住居者が64％から71％に増加している．その中

で女性の一戸建て居住者が22％から29％と65歳以

上で増加している．

これらから，今回のアンケートより住宅環境は男女

総計では65歳以上になると一戸建ての共同生活者が

増加するが，女性では一戸建ての一人暮らしの女性の

割合が増加をみる．

2.収入について

回答総数は2,782症例であった（図21）．

65歳未満と65歳以上の収入の割合は，男女合わせ

ると8割以上が自活できているとの回答であった．

3.就労について

回答総数は3,042症例であった（図22）．

就労については65歳未満では全体の42％が就労し

ている．そのうち就労者の81％は男性であった．ま

た65歳以上では就労率は僅か14％と激減するがやは

り就労者の79％は男性であった．しかしながら就労

以外のなんらかの活動している割合は，65歳未満の

25％から65歳以上になっても22％と活動の割合は

あまり減少しない．切り口を変えてみると，就労して

いない人は65歳未満では75％が，65歳以上では78

％が，透析を受けるほかなにもしていないことにな

る．

4.家庭生活

この項の目的は高齢透析者の日常生活活動を知るこ

とにあるが，家庭生活の代表である食事，買い物につ

いて調査した．
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65歳未満　1611症例 65歳以上　1171症例

援助･男7%

援助･女10%

自活･男51%

自活･女32%

援助･男8%

援助･女8%

自活･男55%

自活･女29%

図21 日常生活の収入上の自立度（n＝2,782人）

65歳未満　1907症例 65歳以上　1135症例

就労･男11%

就労･女3%

未就･男48%

未就･女38%

就労･女8%

未就･女27%

未就･男30%

就労･男34%

65歳以上　979症例

趣味･女7%

ボランティア･女1%ボランティア･男4%

趣味･男10%

なし･男42%

なし･女36%

65歳未満　1099症例

趣味･女10%

趣味･男11%

ボランティア･女2%ボランティア･男2%

なし･男40%

なし･女35%

図22 就労およびその他の活動（n＝3,042人）



（1） 食事

回答総数は3,007症例であった（図23）．

食事を自分で作る人は65歳未満では43％であった

が，65歳以上では29％と著明に減少する．さらに男

女の割合は65歳以上になると男性で食事を自分で作

る人は17％しかいない．しかし女性も減少するため

同居人が作る割合は65歳以上のほうが54％から68

％と増加する．

（2） 買い物

回答総数は2,964症例であった（図24）．

買い物は65歳未満は70％の人が自分で出かけてい

るが，65歳以上になると41％と減少し，他人に依頼

する人が増加する．他人に依頼している状況を見ると，

65歳未満では女性で依頼している人は僅か6％しか

いないが，65歳以上になると20％の人が女性でも買

い物を依頼するようになる．宅配については65歳未

満では1％，65歳以上でも3％と全体では少ないが今

後は生活様式が変わると増加するのかもしれない．

5.生きがい・生活満足度・日常生活障害について

（1） 睡眠障害

回答総数は2,719症例であった（図25）．

65歳未満は31％，65歳以上になると34％と僅か

に増加するが，睡眠障害は若年者にも多く見られるこ

とがわかる．

（2） 運動障害について

回答総数3,284症例であった（図26）．

65歳未満で運動障害は認めるのは28％であるが，

65歳以上になると45％になんらかの運動障害をみと

めた．障害を有する割合の増加の原因は，自立できな
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65歳以上　1229症例

自分･男5%

自分･女24%

同居人･女19%

外注･男2%外注･女1%

同居人･男49%

65歳未満　1778症例

自分･男11%同居人･女6%

外注･男3% 外注･女1%

同居人･男48%
自分･女32%

図23 調理人の実態（n＝3,007人）

65歳未満　1743症例 65歳以上　1221症例

自分･男20%

自分･女21%同居人･男36%

同居人･女20%

宅配･女2%宅配･男1%

同居人･男23%

同居人･女6%

宅配･女0.6%宅配･男0.4%

自分･男37%

自分･女33%

図24 買物の実態（n＝2,964人）

65歳未満　1582症例 65歳以上　1137症例

訴える･男19%

訴える･女15%

訴えない･男36%

訴えない･女30%

訴える･男18%

訴える･女13%

訴えない･男42%

訴えない･女27%

図25 睡眠障害の有無（n＝2,719人）



い症例の増加による．

6.まとめ

今回の結果より，65歳以上の高齢者の生活環境像

をまとめてみると，住居は一戸建て住居での生活者が

増加し，独居生活者は男性では減少するが女性ではむ

しろ増加する．これは自活するのが男性のほうが不自

由になるため，あるいは男性のほうが痴呆の割合が多

いため等，共同生活せざるをえないためなのかは今後

の分析を待ちたい．

収入については年齢差はなく，就労については当然

の結果ではあるが65歳以上では就労者は激減する．

未就労者の日常生活は65歳未満・以上共に7割強の

人が透析を受ける以外なにもしていないことがわかる．

また家庭生活の代表である食事についてみると，65

歳以上の男性の84％は他人に作ってもらっている．

買い物になると女性でも65歳以上では他人に依頼す

る割合が急増する．その中で宅配については現在のと

ころ高齢者でも僅かな増加であるが今後は生活様式が

変わると増加するかもしれない．

日常生活活動の障害になるものとして睡眠障害と運

動障害について調査したが，睡眠障害については年齢

差はあまりないが，運動障害については，65歳以上

になると介助を要する症例が著明に増加する．

今回のアンケート調査は65歳未満を一括して調査

しており，年齢層が幅広いため65歳以上と比較評価

するのには少し無理があるのかもしれない．また，北

海道での高齢者透析症例の生活像については，なにが

特徴的であるのかについては今後の全国調査等が待た

れる． （戸澤修平）

VI 北海道内透析患者の経済状態

今回のアンケートにもこの主題の項目が盛られて分

析が行われているが（V参照），北海道腎臓病患者連

絡協議会から公表されている資料に関しても，解析を

行った．表10は，患者本人の年収を年収別に掲げた

ものである．

平成14年の調査でも年収200万円以下の低収入者

が51.6％であり，前回（平成5年）とほぼ同じ値を

示した．300万円以下を含めると64.8％となり，透析
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表10 北海道の透析患者の年収

年 収 平成14年：名（％） 平成5年：名（％）

50万円未満

50～100万円未満

100～150万円未満

150～200万円未満

200～300万円未満

300～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～800万円未満

800万円以上

無回答

193（5.5）

782（22.3）

452（12.9）

381（10.9）

461（13.2）

296（8.5）

100（2.9）

57（1.6）

51（1.5）

102（2.9）

625（17.9）

173（8.1）

543（25.5）

231（10.8）

161（7.5）

219（10.3）

174（8.2）

54（2.5）

30（1.4）

28（1.3）

53（2.5）

467（21.9）

計 3,500（100.0） 2,133（100.0）

北海道腎臓病患者連絡協議会：北海道透析患者実態調査報告書（平成14年），より

65歳以上　1368症例

障害&自立･男15%

障害&自立･女11%

自立できない･男9%

自立できない･女10%

障害なし･男32%

障害なし･女23%

65歳未満　1916症例

障害&自立･男15%

障害&自立･女9%

自立できない･男2%

自立できない･女2%

障害なし･男44%

障害なし･女28%

図26 運動障害の有無（n＝3,284人）



患者の3人に2人はきわめて厳しい経済環境の中で生

活していることがわかる．

しかし，「V 生活習慣および環境」では，年齢に

かかわらず80％以上の患者が「自活できている」と

の回答しており，他者からの経済的な援助などに関し

ての調査が今後必要であろうと考えられた．一方，社

会復帰が可能となった現在の透析医療を反映してか，

年収500万円以上の高収入を得ている患者が平成14

年調査では8.9％と前回の7.7％を若干上回っている

が，平成13年10月から開始された「マル障の所得制

限」はこれ等の透析患者にも大きな負担を強いていく

ものと懸念される． （大平整爾）

1.集計と小考察

（1） 回答医師の年齢（表11）

30歳以上60歳未満の医師が52名（67.5％）で，過

半数を超えていた．比較的若い中堅医師の回答が多か

ったことになる．

病院勤務医が77名中35名（45.5％）で，診療所勤

務は42名（54.5％）であった．

（2） 慢性透析への非導入例の経験（表12）

医学的な見地からは透析導入が必要とされたが，種々

の理由から非導入となった症例の有無を問いた．

「あり」の回答が36名（46.8％），「なし」の回答が

28名（37.7％）で，「ないが考慮した経験はある」と

の回答は12名（15.5％）であった．「あり」との回答

の83.3％（30/36）は，病院勤務医であった．逆に「な

し」の回答の75.9％（22/29）は，診療所勤務医であ

った．年齢による回答差は認められなかった．

透析単科の施設では，透析導入が医師・患者間で決

定されてから当該患者が来院するか，或いは透析に導

入されて一定の期間を経て来院することが多いものと

推測される．このため，透析導入か否かという判断を

下す局面に遭遇する機会が少ないのであろう．他医が

他所でgatekeeperとなっているものと推定される．

（3） 慢性透析中止の経験（表13）

「あり」の回答医師は49名（63.9％）で過半数を超

えていたのに対して，「なし」は21名（27.3％）であ

った．「ないが考慮した経験はある」との回答は7名

（9.1％）であった．「あり」との回答の67.4％（33/49）

は病院勤務医であり，「なし」との回答の 76.2％

（16/21）は診療所勤務医であった．

合併症など重症な状態で入院した患者をケアする病

院勤務医のほうが，透析を継続するか，中止するかと

いう場面に遭遇する機会が多いことが予測される．こ

の回答には年齢差は認められなかった．

（4） 非導入および中止の症例数（表14）

1999～2003年の5カ年で，36人の医師（回答医師

の46.8％）が62例の非導入症例を経験している．一

方，同期間に49人の医師（回答医師の63.6％）が54

例の中止症例を経験している．透析開始後，なんらか

の理由で透析継続を断念せざるをえない事態に過半数

の医師が遭遇していたことになる．

（5） 非導入および中止の理由（表15）

心肺機能低下などの身体的状態から血液透析の施行

が困難なため，中止に至ったとの理由が最も多かった．

「高度痴呆」とされた事例に関しては，回復不能な高

度痴呆との注記が添えられていた．「本人の希望」と

された13回答に関しては，10回答は1の血液透析施

行困難が書き添えられていたが，3回答は血液透析は

可能であろうと医師側の判断にもかかわらず患者自身

に強い中止希望があったとのことである．理由の2，3，
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VII 北海道における慢性透析の非導入

および中止に対する経験と意識

表11 回答医師の年齢

30代 40代 50代 60代 70代 合 計

4 28 20 22 3 77人

表12 非導入の経験（1999～2003年，5カ年）

あ り な し
ないが考慮
した経験は
ある

合 計

36

（46.8％）

29

（37.7％）

12

（15.5％）

77人

（100.0％）

表13 透析中止の経験（1999～2003年，5カ年）

あ り な し
ないが考慮
した経験は
ある

合 計

49

（63.6％）

21

（27.3％）

7

（9.1％）

77人

（100.0％）

表14 非導入および中止の症例数（1999～2003年，5カ年）

非導入（例） 中止（例）

62 54

回答医師数は非導入が36人，中止が49人



5はいずれも予後不良で，血液透析の施行困難に繋が

る事例でもある．

（6） 透析中止の決定主体者（回答医師数：49人）

（表16）

透析中止例を経験した49人の医師の回答である．

家族・医師とした回答が15件で最多であった．不詳

であるが，患者の意思を汲んだ代理判断であったと推

定される．患者自身が積極的に中止の意思表示を行っ

た事例が「患者本人」として登録されているが，これ

は13件であった．この場合も家族・医師が患者の意

向に結果として同意したことになる．患者・家族・医

師とした11件は中止の気運が三者から自然発生的に

生じたもので，主体者を断定しきれない場合である．

三者間で話し合いの結果が中止決定に至ったものと推

定される．担当医が主体的に中止決定を行ったとの報

告は，2件に止まった．

（7） 非導入および中止の決定で最も困難であった

事項（回答医師数：49人）（表17）

自己決定権を尊重する現代の医療人の立場から，

「患者本人の意思を明確に確認しえなかった」との回

答が26件で最多であった．次いで，「患者と家族の意

見の相違」があげられていた．前項で述べたように，

担当医がこの問題で自らの考えを患者・家族へ具申す

るという傾向は日本では低率であり，したがって前述

の2点に担当医の苦悩が生まれる．

（8） 透析中止後の治療内容（回答医師数：49人）

（表18）

透析中止の選択は間近い死の選択であり，当事者に

意識があれば，苦痛のない安寧な死への道行きを祈念

するものであろう．中止後の治療内容にまで深く立ち

入って話し合ったわけではない，とする回答が多かっ

た．鎮痛・鎮静と酸素吸入が今回のアンケートでは主

体であった．点滴が14例に施行されている．

（9） 中止決定後の患者の死亡場所（中止症例：54

例）（表19）

透析中止死亡54例中42例（77.8％）と大多数が，

病院で死亡していた．

そのほかの施設とは養護老人ホームや介護施設など

である．透析中止後，自宅で死を迎えた患者は4例

（7.4％）に止まった．

（10） リビングウイル（LW）または事前指示書を

持つ患者の比率（表20）

患者がこれ等を持つか否かが不明であるとの回答が，

34施設（44.2％）であった．自施設の患者がこれ等

を保持していることを確認している施設は 19施設

（24.7％）に止まり，LW または事前指示書が患者間

で一般化していないことが明白である．

（11） LWまたは事前指示書の必要性（表21）
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表16 透析中止の決定主体者（回答医師数：49人）

患者
本人

患者・
家族・
医師

家族・
医師 家族 医師 合 計

13 11 15 8 2 49

表17 非導入および中止の決定で何が最も

困難であったか（回答医師数：49人）

困難であった事項 （人）

本人の意思の確認

患者と家族の意見の相違

中止決定後の処置

記載なし

26

19

2

2

表18 中止決定後の治療内容

（回答医師数：49人，複数回答，中止症例 54例）

鎮痛/鎮静 酸素吸入 点 滴 その他 転 院

41 36 14 4 1

表 19 中止決定後の患者の死亡

場所（中止症例54例）

病 院 その他
の施設 自 宅

42 8 4

表20 LWまたは事前指示（書）を持つ患者

（回答施設数：77施設）

不明 0％ 5～10％ 10％以上

34 24 15 4

表15 非導入および中止の理由（複数回答）

理 由 （件）

1.血液透析の施行困難（心肺機能の低下など）

2.意識障害

3.末期悪性腫瘍

4.高度痴呆

5. 原因を問わずきわめて重症な病態

6.本人の希望

7.その他

39

18

17

13

23

13

11

合 計 134



患者がこれ等を持つ必要性を医療者として感じてい

る施設は，89.7％と大多数であった．

（12） LW または事前指示書に対する指導の有無

（表22）

実際に指導を行っている施設が，9施設（11.7％）

に存在した．34施設（44.2％）が指導の必要性を感

じていた．指導の必要性を感じないとする施設は4施

設（5.2％）に止まった．前項で約90％の施設がLW

または事前指示書の必要性を感じている点を勘案する

と，指導に対しては未だ積極的な動きがないようであ

る．

（13） 非導入または中止に対するガイドラインの必

要性（表23）

その必要性を感じているとの回答は，71.4％と過

半数を超えていた．

（14） 透析中止に対する考え（表24）

回答医師77人中73人（94.8％）が，「状況により

条件付きで賛成する」と答えている．「どんな場合で

も賛成しない」との回答は4人（5.2％）ときわめて

少なかった．この4人のうち，3人が以下のコメント

を寄せている．①最後まで努力すべき，②中止してよ

い根拠がない，③信頼関係があれば，「辛いから止め

て下さい」と患者本人から言い出す方はいなかった．

（15） 透析中止を容認する条件（表25）

76人の医師に複数回答を得た結果が表25である．

容認条件として上位を占めているのは次の3つである．

① 治療不能で耐え難い苦痛・苦悩があり，予後不

良である（77人中75人：97.4％）

② HD施行がきわめて困難（92.2％）

③ 患者本人の明確で積極的な中止要請（75.3％）

①と②とは併存する可能性が高い．表25の2，3，8

に関しては，多くの医師が患者本人の意思を尊重しよ

うとする態度がうかがわれる．
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表22 LWまたは事前指示書保有に対する指導の有無

（回答施設数：77施設）

指導して
いる

必要性を
感じる していない 感じない

9 34 30 4

表 23 非導入または中止に対す

るガイドラインの必要性

（回答施設数：77施設）

感じる 感じない

55（71.4％） 22（28.6％）

表24 透析中止に対する考え（回答医師：77人）

状況により条件付きで賛成する どんな場合でも賛成しない

73（94.8％） 4（5.2％）

表25 透析の中止を容認する条件（複数回答，回答医師数：77人）

条 件 （件）

1.治療不能で耐え難い苦痛・苦悩があり，予後不良

2.本人の明確で積極的な中止要請

3.上記2に加えて家族の賛成

4.患者が意思表明できない場合，家族の強い要請

5.不可逆性の痴呆，精神障害

6.脳死状態

7. HD施行がきわめて困難

8.患者に意思表明能がない場合，LW，ADが存在する

9.患者に意思表明能がない場合，患者の尊厳を考慮

10. CAPD施行も不可能な場合

75

58

30

42

40

9

71

29

15

1

表26 高齢透析患者の治療上の困難（回答医師数：77人）（複数回答）

問 題 点 （件） 問 題 点 （件）

1.重症患者の受け入れ先不足

2. HD中の不穏，体動など

3. ADLの低下（介護度の増大）

4.多彩な合併症

5.長期入院

6.意思疎通の非円滑・困難

7.服薬コンプライアンスの不良

8.通院困難

9. HD中の血圧不安定

10.患者の依存心

11.家族の非協力

62

55

49

49

42

38

38

32

29

29

27

12.うつ傾向，痴呆とその進行

13.患者と家族の意向の相違

14.病態に対する患者・家族の不理解

15.排便調整困難

16.単身生活患者の増加

17.透析だけに生きている

18.ブラッドアクセスの不調

19.一人暮らしの患者の自己管理不良

20. 褥瘡の発生とその治療の困難

21.重症に関わらず入院の拒否

25

22

21

19

16

9

8

8

6

2

表21 LWまたは事前指示書の医療者として感じ

る必要性（回答施設数：77施設）

強 く ある程度 感じない

19（24.7％） 50（65.0％） 8（10.3％）



（16） 高齢透析患者の治療上の困難（表26）

今回集計された症例の約47％が，65歳以上の高齢

透析患者であった．今日の慢性透析医療が，高齢者医

療とも言いうる所以であろう．表26は回答件数の多

い順に記載事項を分類し，列記したものである．幾つ

かの項目は，内容が重複している部分もある．第1位

にランクされた重症患者の受け入れ先不足は，透析患

者の年齢にかかわりなく各施設で難渋している問題で

あるが，高齢透析患者の場合には5に掲げられた長期

入院化の傾向が顕著であるために，一層受け入れ先が

著しく限定される傾向にある．11の家族の非協力は

通院困難者に対する送迎や家庭内ケアなどに関してで

あるが，介護度が高かったり看護者自身の高齢化が絡

んで社会的な支援体制が構築されることが望まれてい

る．

2. 考 察

透析非導入と透析中止に関して，この度のアンケー

ト調査に回答した76名の医師の46.8％，63.8％が経

験していた（表14）．伊藤19）は愛知県透析医会会員を

主体とする医師124名について同様な意識調査を行い，

それぞれ59％，67％と報告している．両アンケート

は，ほぼ同様な傾向を示すものであった．

慢性透析患者がその継続中止を決意する要因は様々

であるが（表 27），仮に患者・家族が中止を医師に申

し出た場合には，中止を求める根本的な理由を検索す

ることが先ず専決事項となる．困難を伴う作業ではあ

るが，そのうえで排除可能な要因があればそれを試み

るというのが担当医の責務であろう．岡田ら21）が提唱

するように，「尊厳死」を乗り越えて「尊厳生」を期

することを第一義的に目論むことが肝要であろう．

透析中止は1999～2003年の5カ年間で54例が報告

されている．今回のアンケートで集計された症例数は

4,598例であるので，この比率を2002年12月末現在

の全道総透析患者数11,1311人に当てはめると，131

人/5年すなわち26.2人/年と概算される．年間の粗

死亡率9.2％とすると，11,131人中1,024人が死亡す

るが，26.2/1,024は2.6％と概算される．つまり，総

死亡者中透析中止死亡者の比率は2.6％となり，先の

北海道アンケート調査22）で得られた1.2～1.9％より若

干上回っている．2.6％は仮定を幾つか踏んでの概算

であるため，参考値に止めたい．

中止の理由は重症な身体的状態に基づくものが主体

であり（表15），看過できない大きな問題であるが，

このアンケート調査では精神的・心理的な苦悩などは

明瞭化しえなかった．中止の決定主体者が患者本人で

あるのは1/4強（26.5％）と回答されて（表16），先

の本道の調査結果22）と大差を認めなかった．51％は

医師・家族による代理判断であった．文書化されたリ

ビングウイル（LW）または事前指示書（AD）に基

づく代理判断であると明記されていた事例は中止54

例中8例（14.8％）と回答されており，LWやADを

保持することは日本では未だ一般化していないことが

うかがわれた．

非導入でも中止でも担当医が最も苦慮する点は患者

の意思確認であり，これ等が存在しない場合には患者

の ・bestofinterest・を忖度して事に臨むことにな

るが困難な作業になることが多く，すべての患者が自

らの命の行く末に考えを纏めておく必要性を感じてい

る医師が約90％に及んだ（表21）．中止症例を経験

した約70％の医師が判断に苦慮しながら，非導入/

中止に対するガイドラインの必要性を感じているのも，
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表27 患者が透析継続中止を決意する諸要因

1.透析療法に対する不安，誤解

2.身体的な苦痛

① 頻回に発生するアクセス・トラブル

② 動脈硬化などに起因する歩行障害，四肢の壊死，持続的

疼痛

③ 心筋梗塞に起因する持続的胸痛

④ 透析関節症に起因する全身的関節痛

⑤ その他の疼痛

⑥ 持続的低血圧に起因する倦怠感，脱力感などの諸症状

⑦ 視力，聴力の低下

⑧ 記銘力，思考力の低下

⑨ 持続的な体調不良

⑩ その他

3.制限の多い生活や苦痛の多い透析に対する不満感，嫌悪感

4.透析の長期継続に起因する心身の疲弊感（燃え尽き症候群）

5. 他者に依存する生活や生きる意義にかかわる達成感の欠如，

挫折感，孤独感，煩わしさ，焦燥感

6.家族などへの負担増に対する葛藤（罪悪感）

7.心の3つの ・痛み・

（mental/psychological,spiritual,religious）

8.その他

（文献20より引用）



これに深く関連していると推測される．Moss23）が

RenalPhysiciansAssociation（RPA）/American

SocietyofNephrology（ASN）の見解として発表

したガイドライン（表28）を参考に掲げたが，一読

に値しよう24）．高齢者透析医療については表26に掲

げた諸事項を目の当たりにすると，改めて透析医が日

頃様々な困難に直面していることを実感する．

（大平整爾）

VIII 腎移植に対する透析スタッフおよび患者の意識

1.アンケート結果

高齢者への腎移植に対する透析スタッフおよび患者

の意識を透析施設スタッフへのアンケート調査から分

析した．

まずアンケートの結果は次の通りであった．

アンケート（1）「高齢者への腎移植にどのように考え

るか」

●適応があれば腎移植を勧める 30施設（40％）

●現在の透析状況・余命などか

ら腎移植は勧められない 16施設（21.3％）

●今後の腎移植の推移を見て考

える 8施設（10.7％）

●現状では腎移植の可能性のあ

る患者が存在しない 7施設（9.3％）

●現在の腎移植の成績・予後等か

ら考え腎移植は勧められない 7施設（9.3％）

●年齢に関係なく腎移植をより

積極的に行うべきだ 1施設（1.3％）

●無回答 6施設（7.8％）

（複数回答が8あったがそれぞれニュアンスの強い

ものに振り分けた）

なお，意見として，「生体腎提供者がいれば」1，

「献腎移植であれば」1，「高齢者に移植後の薬物療法

は適さない」1，「65歳というのは少し若すぎ日本で

は75歳以上を高齢者とすべき」1，「現状の献腎移植

症例の少なさを考えれば数少ない献腎は若い人に使わ

れるべき」1の回答があった．

アンケート（2）「各施設で腎移植を考えるとすれば

65歳以上の患者のうちどのくらい存在するか」

●可能性有り 21施設 100名

●可能性無し 49施設 1,289名

●不明 2施設

●無回答 3施設

アンケート（3）「各施設の65歳以上の患者で腎移植

希望は」

日本透析医会雑誌 Vol.19 No.2 2004344

表28 SharedDecision-MakinginDialysis（RPA/ASN）RecommendationSummary

（透析療法における共同による意思決定：勧告要約より抜粋）

［勧告�1］共同の意思決定（SharedDecision-Making）

これを促進できるような患者�医師の関係がARF・ESRDの患者との間で築かれることが望ましい．共同の意思決定に関与す

る者は，最低で患者と医師である．患者が意思決定能力を欠く場合には，決定には法的代理人（弁護士など）が含まれなければな

らない．患者の同意がある場合には，共同の意思決定に家族・友人および腎疾患ケアチームのメンバーが加わってもよい

［勧告�6］透析の非導入または透析の中止（WithholdingorWithdrawal）

下記の状況下にあるARFまたはESRDの患者については，透析の非導入または透析の中止が適切である

1） 意思決定能力のある患者では，十分な説明が行われ且つ自発的な選択として透析への導入または透析の継続を拒否する場合

2） 患者自身は意思決定能力を欠如しているが，口頭または書面によって透析の非導入または透析継続の中止を表明している場合

3） 患者自身は意思決定の能力を欠如しているが，適正に指定された法的代理人が透析の非導入または透析継続の中止を要求する

場合

4） 思考力・感覚・目的行動・自己および他者の認識を欠如するような不可逆的かつ重篤な神経学的障害を有する患者の場合

［勧告�7］特殊な患者群（SpecialPatientGroups）

非腎疾患を原因とする終末期状態または医学的な理由から透析の技術的施行が不可能なARFまたはESRDの患者では，透析

の非導入または透析継続の中止を考慮することが適切である

［勧告�8］期間限定の透析試行（Time-LimitedTrial）

透析を必要とするが予後が不確実で透析開始のコンセンサスに達していない患者にあっては，腎疾患専門医は期間限定の透析試

行を考慮しなければならない

（文献20より引用）



● いる 4施設

●いない 46施設

●調査していない 18施設

●無回答 7施設

アンケート（4）「各施設で65歳以上で献腎移植を希

望し（社）日本臓器移植ネットワークに登録されてい

る患者数は」

●いる 4施設 9名

●いない 60施設

●以前に登録していたが

現在はいない 4施設

●無回答 7施設

アンケート（5）「今後の腎移植を考えるうえで意見は」

●本邦における腎移植の停滞によりなお一層の透析

導入例の増加をもたらし，ひいては透析医療費の

抑制がきびしく，このままで良質な医療を将来に

わたり提供しうるか危惧している．

●欧米人と日本人の国民性・奉仕の精神などの違い

が根底にあるように思える．

●ドナー移植腎の確保，および高齢者より移植医療

の改善・より若年者移植医療のチャンスを与えた

い．

●多くの患者は腎を植えることのみを腎移植と考え

ている．移植後の薬物療法や慢性拒絶時薬物療法

に対する副作用などはまったく考えていないとい

ってよい．移植担当側もこの辺の情報提供は足り

ないと思われる．現在のところ透析医が移植につ

いて説明しているが，移植に肯定的か否定的か立

場によって説明が異なるのも問題だと思う．

●費用の面・移植後の生活面に関する情報の提供

●HD→腎移植へ

●移植成績の向上

●脳死および献腎移植の例数が十分な状況になれば

より高齢者への腎移植も行われるべきと思う．

●年齢で線をひくのではなく，動脈硬化の程度など

個体差によるところが大きいのではないか．

2． アンケート結果についての分析

（1）の「65歳以上の高齢者の腎移植についてどの

ように考えるか」では次のようなことが考えられる．

高齢者は透析期間も長期となり合併症も多くなり，高

齢ということで血縁者からの提供はほとんど可能性が

なく，献腎移植がほとんどない状況では腎移植を現実

として考えられないという現状がある．そのため「適

応があれば（将来的に状況が許せばという含みを持ち）

腎移植を」が40％を占めている．腎移植に否定的と

考えられる意見も約30％あり，「今後の腎移植の展開

をみて」が約10％で，「年齢に関係なく積極的に移植

を推進すべき」が1施設であった．

さらに，（2）の実際の腎移植の適応患者については，

21施設100名が腎移植の適応と判断され，可能性な

しが49施設1,289名であり，7.2％が可能性ありと判

断されている．

（3）の「65歳以上で実際に腎移植希望患者がどの

くらい存在するか」は，前述の腎移植実現の困難さな

どから「調査をしていない」が24％あり，「腎移植希

望患者が存在する」は4施設5.3％，「いない」が61.3

％であった．無回答を含めると95％が存在しないと

考えていると思われる．

（4）の「65歳以上の献腎希望登録者の有無」は，4

施設9名のみであり，これは日本臓器移植ネットワー

ク東日本支部北海道連絡所の統計とほぼ一致する．

（5）の「今後の腎移植を考えるうえでの意見」では，

なによりもまず現実の献腎移植が非常に少ないという

問題点が指摘されおり，腎移植担当者からの情報公開

が少ないなどの問題も指摘されている．このほか関係

する透析医の種々の意見が述べられている．

3. アンケートの結果から考えること

アンケートからは，事前に予想されたごとく，わが

国ひいては北海道における移植件数が非常に少ないこ

れまでの腎移植の実際を反映したものと考えられた．

北海道で年間多くても数例の献腎移植，年間40数

例の生体腎移植という結果から，腎移植が透析担当医

にも透析患者にもなかなか実際の現実として考えられ

ないという状況を色濃く反映している．今後65歳以

上でも腎移植適応患者が100名いるなどの判断結果，

および今後の腎移植の急速な増大と腎移植成績が向上

すればという意見から，やはり献腎移植の増加が最も

大きな課題であると考えた．さらに，移植担当医がよ

り積極的に腎移植の現況を公開すべきとの指摘もあり，

「腎移植に関する肯定的か否定的かの説明は担当者の
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腎移植の理解度で決まっている」などから，今後の腎

移植側の積極的情報公開が必要と認識した．

（平野哲夫）
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要 旨

健康関連QOLの概念は，患者の身体的・精神的両

面の健康度，およびそれによる日常生活機能への影響

を定量化したものである．その疾患特異的測定方法に，

腎疾患QOLがある．

われわれはKDQOL-SFTMを用いて新潟県内で透析

患者におけるQOLおよび不安や抑うつ，睡眠の経年

変化を調査し，サイコネフロロジーの立場からQOL

の変化に応じた対応を考え，QOL改善のためのアプ

ローチを検討した．

「1年前と比べて，現在の健康状態はいかがですか」

という質問に対して，QOLが低下したと答えた患者

が60％を占めていた．経年変化においては，KDQOL-

SFTMの各項目やHADSの項目について，統計学的に

有意な差は認められなかった．

前回，今回の調査からも，不安・抑うつ傾向の強い

患者がQOLの低下を招くことが明らかになったこと

からも，それらを取り除くことが予後の改善の観点か

ら必要である．今後個人のQOLを，特に抑うつとの

関連を経時的に調査し，その変化を医療側が把握して

治療介入することによってQOL改善に生かしていく

ことは可能であると考えられる．

QOLへの影響として抑うつや不安，睡眠障害があ

げられた．抑うつ・不安を改善することが死亡率を低

下させるとの報告もあることより，時に薬物治療が必

要であり，QOL変化については今後さらに経過をお

ってみていく必要があると考えられた．

緒 言

透析による生命維持が長期可能になってきており，

2001年国内の透析患者の透析歴は10年以上が24.1％，

20年以上が6％にいたっている1）．そのため，現在で

はただ単に生命を維持するのではなく，いかに充実し

た意義ある命と生活を送っているかを評価することが

必要であり，qualityoflife（QOL）を計測しその向

上を目指した治療法やケアを工夫する段階にきている2）．

健康関連 QOL（health-relatedQOL;HRQOL）

の概念は，患者の身体的・精神的両面の健康度，およ

びそれによる日常生活機能への影響を定量化したもの

である．HRQOLは疾病の症状，治療の副作用，患

者とその家族および医療従事者との関係などの様々な

因子によって影響されると考えられ，患者予後の予測

にも役立つ可能性がある．そのHRQOLの疾患特異

的測定方法に，腎疾患QOL（kidneydiseaseQOL;

KDQOL）がある．

QOL計測には様々な質問票が開発されているが，

透析患者のQOL評価については国内でも各施設によ

って独自の評価をする場合もあり，統一されていない．

われわれがQOL調査のために使用したKDQOL-SFTM

（shortform）は英語版，日本語版のどちらも，妥当

性，信頼性のあるデータが集められることが証明され
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ており，国内外の患者群との比較・解釈ができる点で，

多くの研究がこの質問票を使用し調査するようになっ

てきている．

そのため，上記の観点から，KDQOL-SFTM を用い

て昨年新潟県内で約1,800人の透析患者におけるQOL

および不安や抑うつ，睡眠の実態調査を行った．その

結果，透析患者のQOLは健常人に比べて低下してお

り，不安・抑うつ，睡眠の質が関係していた．これら

の結果をふまえて，今回このQOLの経年変化を調査

し，サイコネフロロジーの立場からQOLの変化に応

じた対応を考え，QOL改善のためのアプローチを検

討した．

1 対象・方法

新潟県内透析施設の患者を対象に，日本語版

KDQOL-SFTM Version1.33）および HospitalAnxi-

etyAndDepressionScale（以下 HADS），ピッツ

バーグ睡眠質問票（PittsburghSleepQualityInde;

PSQI）を用い調査を行った．KDQOL-SFTMで得られ

た患者の情報によって，SF-36のスコア，腎疾患特異

的要素スコアの各スコアを算出した．

SF-36（MOSshort-form 36-item healthsurvey）

（表 1）はHRQOLを測定する尺度のひとつである．

8項目（身体機能（physicalfunctioning;PF），日

常役割機能（身体）（rolefunctioning/physical;RP），

体の痛み（bodilypain;BP），全体的健康感（gen-

eralhealthperceptions;GHP），心の健康（mental

health;MH），日常役割機能（精神）（rolefunction-

ing/emotional;RE），社会生活機能（socialfunc-

tioning;SF），活力（vitality））からなっている．

腎疾患特異的要素スコア（表 2）は，透析治療中の

末期腎不全患者に特有の状態を考慮した11項目（症

状（symptoms& problems;Sy/probl），腎疾患の

日常生活への影響（effectsofkidneydisease;EKD），

腎疾患による負担（burdenofkidneydisease;BKD），

勤労状況（workstatus;WS），認知機能（cognitive

function;CF），人との付き合い（qualityofsocial

interaction;QSI），性機能（sexualfunction;Sex），

睡眠（sleep），ソーシャルサポート（socialsupport），

透析スタッフからの励まし（dialysisstaffencour-

agement;Encour），透析ケアに対する患者満足度

（patientsatisfaction;Satisfact））からなっている．

これらについてそれぞれ0～100点のスコアを算出し

た．それぞれ得点が高いほどQOLが高いことを示す．

HADSでは不安・抑うつ尺度を測定したが，それ

ぞれの総合得点を計算し，0～7点までを正常群，8～

10点を疑いの強い群，11点以上を確診群とした4）．

睡眠とその質の評価には，PSQI5）を用いて調査し

た．これは睡眠の質，睡眠時間，入眠時間，睡眠効率，

睡眠困難，眠剤使用，日中の眠気などによる日常生活

への支障といった7つの要素からなっている．各構成

要素の得点を加算し，総合得点が0～21点で算出され，

得点が高いほど睡眠が障害されていると判定した．

新潟透析懇話会に参加している施設に対して調査を

依頼し，各施設の医療スタッフに協力していただき，

調査内容に同意の得られた患者の経年変化を調査した．

アンケートの回答については，本人が記載できる場合

は透析中もしくは自宅に戻ってから回答してもらい，

視覚的困難がある場合などは家族，透析スタッフに協

力して記載してもらった．統計学的解析は，SPSS

Ver.11.0を用いてMann-Whitney検定を行った．

2 結 果

新潟透析懇話会に参加している医療施設のうち，前
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表1 SF-36のサブスケール

1.身体機能（physicalfunctioning;PF）

2.日常役割機能（身体）（rolefunctioning/physical;RP）

3.体の痛み（bodilypain;BP）

4.全体的健康感（generalhealthperceptions;GHP）

5.心の健康（mentalhealth;MH）

6.日常役割機能（精神）（rolefunctioning/emotional;RE）

7.社会生活機能（socialfunctioning;SF）

8.活力（vitality）

表2 腎疾患特異的サブスケール

1.症状（symptoms＆ problems;Sy/probl）

2.腎疾患の日常生活への影響

（effectsofkidneydisease;EKD）

3.腎疾患による負担（burdenofkidneydisease;BKD）

4.勤労状況（workstatus;WS）

5.認知機能（cognitivefunction;CF）

6.人との付き合い（qualityofsocialinteraction;QSI）

7.性機能（sexualfunction;Sex）

8.睡眠（sleep）

9.ソーシャルサポート（socialsupport）

10.透析スタッフからの励まし

（dialysisstaffencouragement;Encour）

11.透析ケアに対する患者満足度

（patientsatisfaction;Satisfact）



回 2001年 12月～2003年 1月にかけての約 1,800人

の調査をもとに，今回の再調査は2004年2～3月にか

けて3施設255人の回答を得た．対象を表3に示す．

平均年齢は56.61±11.23歳，平均透析期間は187.46

±113.97カ月，透析導入基礎疾患は慢性糸球体腎炎

126人（72.8％），糖尿病性腎症18人（10.4％），多発

性嚢胞腎7人（4.1％），腎硬化症4人（2.3％），その

他18人（10.4％）であった．そのほか結婚の有無，

同居者の内訳も表3に示す．

SF-36の平均スコアは PF 70.85±25.38点，RP

57.76±43.90点，BP65.62±26.12点，GHP41.18±

18.54点，MH 64.53±19.98点，RE63.97±44.29点，

SF70.61±24.66点，vitality52.43±22.71点であっ

た（図1）．

次に，KDQOLの11のサブスケールについて検討

した（図 2）．Sy/probl81.26±13.09点，EKD77.89

±17.70点，BKD29.79±21.20点，WS64.62±42.42

点，CF86.15±15.74点，人との付き合いQSI84.09
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図1 SF-36のスコア
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表3 対象の背景
（n＝255）

平均年齢 56.61±11.23歳

透析期間 187.46±113.97カ月

男 性

女 性

不 明

175（68.6％）

67（26.3％）

13（5.1％）

独 身

既 婚

その他

72（28.3％）

171（67.3％）

11（4.3％）

血液透析

腹膜透析

1,823（94％）

123（6％）

原疾患

慢性糸球体腎炎

糖尿病性腎症

その他

126（72.8％）

18（10.4％）

29（16.8％）

同居者

独り暮らし

配偶者と2人暮らし

その他

36（13.7％）

117（44.7％）

102（38.9％）
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図2 腎疾患特異的サブスケールスコア
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±17.04点，Sex74.81±29.85点，Sleep63.18±19.6

7点，socialsupport71.46±21.70点，Encour69.19

±23.62点，Satisfact71.40±21.25点であった．

HADSを用いて不安・抑うつ尺度も測定した（図3）．

それぞれの総合得点を計算し，0～7点までを正常群，

8～10点を疑いの強い群，11点以上を確診群とした．

平均点は不安尺度が5.37±3.81点，抑うつ尺度が6.42

±4.22点であった．疑いの強い群（8点以上）も含め

ると，不安のある群は26.7％，抑うつのある群は33.3

％であった．また，不安・抑うつ尺度とKDQOLス

コアとの相関を検討した結果（表4，5），Encour以

外の項目すべてにおいて負の相関が認められ，不安・

抑うつ傾向が強ければ，有意にQOLも低下すること

が認められた．

PSQIの総合得点は，5点以下を睡眠の質が良い，5

点以上を睡眠の質が悪いと判断するが5），今回の平均

±標準偏差は 6.86±4.07点であった． それぞれ

KDQOL-SFTMの項目との相関については（表6），WS，

Sex，Encourの項目以外はすべて有意に負の相関が

認められ，睡眠の質が良ければQOLも高いことが認

められた．HADSとの相関をみても，抑うつ・不安

が大きければ睡眠の質も有意に低下していた．

原疾患とKDQOLスコアについても検討したが，

慢性糸球体腎炎と糖尿病性腎症のスコアを比較したと
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図3 HospitalAnxietyAndDepressionScale（HADS）
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表4 HADSとSF-36の相関（Pearsonr）

不 安 抑うつ

PF

RP

BP

GHP

MH

RE

SF

Vitality

－0.359*

－0.368*

－0.464*

－0.518*

－0.673*

－0.403*

－0.482*

－0.561*

－0.507*

－0.495*

－0.480*

－0.562*

－0.658*

－0.492*

－0.560*

－0.595*

＊p＜0.001

表5 HADSとKDQOLの相関（Pearsonr）

不 安 抑うつ

Sy/probl

EKD

BKD

WS

CF

QSI

Sex

Sleep

Socialsupport

Enour

Satisfact

－0.489*

－0.449*

－0.515*

－0.181*

－0.528*

－0.589*

－0.415*

－0.450*

－0.396*

－0.216*

－0.359*

－0.495*

－0.412*

－0.551*

－0.259*

－0.589*

－0.620*

－0.515*

－0.335*

－0.315*

－0.126

－0.240*

＊p＜0.001

表6 PSQIGとSF-36，KDQOLの相関（Pearsonr）

PF

RP

BP

GHP

MH

RE

SF

Vitality

不安

抑うつ

－0.335*

－0.272*

－0.426*

－0.424*

－0.484*

－0.299*

－0.352*

－0.425*

0.558*

0.489*

Sy/probl

EKD

BKD

WS

CF

QSI

Sex

Sleep

Socialsupport

Encour

Satisfact

－0.413*

－0.334*

－0.341*

－0.108

－0.306*

－0.355*

－0.088

－0.717*

－0.236*

－0.054

－0.305*

＊p＜0.001



ころ，前回の調査では慢性糸球体腎炎に対して糖尿病

性腎症群で有意にスコアの低下が見られたが，今回は

有意な差は認められなかった．

2年連続で回答を得た症例は52例で，まず質問票

の問2では「1年前と比べて，現在の健康状態はいか

がですか」という質問があげられている．この回答は

「はるかに良い」6.7％，「やや良い」13.3％，「ほぼ同

じ」20.0％，「良くない」26.7％，「はるかに悪い」33.3

％である．これらからQOLが低下したと答えた患者

が60％を占めていた（表7）．
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表7 KDQOL-SF質問票の問2

1年前と比べて，現在の健康状態はいかがですか．

（一番よく当てはまる番号に○をつけてください．）

1. 1年前より，はるかに良い

2. 1年前よりは，やや良い

3. 1年前と，ほぼ同じ

4. 1年前ほど，良くない

5. 1年前より，はるかに悪い
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図4 SF-36の経年変化
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図5 腎疾患特異的尺度の経年変化
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昨年度のスコアと統計学的に比較し，今回の調査で

は「症状」の項目のみで有意にスコアの低下が認めら

れた（図4，5）．

抑うつ・不安に関する経年変化では，不安尺度は昨

年の平均値が4.65±19.92点，今回4.55±15.94点で，

抑うつ尺度の平均値は前回が 5.68±24.00点，今回

5.63±14.46点で，統計学的に有意な差は認められな

かった．

3 考 察

QOLの経年変化について，質問調査票の問2では

「1年前と比べて，現在の健康状態はいかがですか」

という質問があり，この回答のみからはQOLが低下

したと答えた患者が60％を占めていた．経年変化に

おいては，KDQOL-SFTMの各項目やHADSの項目に

ついて，統計学的に有意な差は認められなかったが，

患者年齢が高齢化しており，長期治療の経過中に多種

の合併症が出現すること，苦痛を伴う長期治療を継続

しなければならないことが原因で，QOLの低下を招

いていることがうかがわれる．

透析患者のQOLの経年変化について調査した今ま

での文献によると，SanjeevKらは長期にわたる調

査でSF-36のスコアに変化は特になかったと報告し

ている．慢性の疾患があると精神的な適応をして，精

神健康の認識に与える影響はだんだん鈍くなる．高齢

の透析患者群では精神的健康関連スコアは上昇するこ

とをDeOeoらは述べている6）．年齢を重ねるうちに

患者は豊かな人生経験をもとに慢性腎疾患に対する感

情適応が上手になっていくためだと述べられているが，

一方で透析患者の精神機能に対する自己認識は年齢を

重ねるうちに実際は減っていくとの報告もある7,8,9）．

また，長期の透析がQOLスコアの改善の独立因子で

あり，精神的，身体的健康因子に対する自己認識は透

析効率，URR，NPCR，Ht，Alb，教育の質，合併

症の程度や入院回数によっては変化しなかった．また，

1年間の調査期間で，多変量解析では年齢や糖尿病を

合併しているかどうかが有意にQOLの低下の因子で

あったとの報告もあった10）．

今回われわれは，予後については調査していないが，

Waiらは18カ月間の調査期間に透析患者は，若年で

あること，抑うつやストレススコアの程度が軽度であ

ると生存率が改善することを述べている11）．また，

Ziarnikらは長期の生存群よりも1年生存群に抑うつ

が関係していることを述べている12）．Shulmanらは，

末期腎不全患者においては抑うつスコアや年齢といっ

た因子が死亡率に大きな関連があり，抑うつのレベル

によって生存に差が出るのは経過の中で最初の2年間

であったことを述べている13）．

アメリカとヨーロッパにおけるより大規模な5,256

例の解析では，QOLの精神的側面の低下が，血液透

析患者の死亡・入院リスクを予測することが報告され

ている．抑うつが独立して死亡と入院の高いリスクと

関連することが示された14）．前回および今回の調査か

らも不安・抑うつ傾向の強い患者がQOLの低下を招

くことが明らかになったことからも，それらを取り除

くことが予後の改善の観点から必要である．不安・抑

うつを取り除くためには心理的アプローチや薬物療法

が必要であるが，臨床的には薬物療法が最も適してい

ると考えられる．しかし，透析患者の薬物治療には血

中濃度が大きな問題であり，何れの薬物についても注

意して使用することが必要である．

現在までの研究でKDQOL-SFTMの横断的研究の信

頼性・妥当性は認められているが，縦断的研究の有用

性についての検討はなされていない．また個々の患者

のモニタリング用の使用の有用性も確立していない7）．

今回の結果では，1年後のQOLが低下していると回

答した割合が6割であったにもかかわらず，実際の統

計学的QOL変化は有意な差が認められなかった．こ

のように質問票の解析が必ずしも患者のQOL変化を

反映していない可能性を考慮しなければならない．し

かし，今後個人のQOLを特に抑うつとの関連を経時

的に調査し，その変化を医療側が把握して，治療介入

することによってQOL改善に生かしていくことは可

能であると考えられる．

結 語

新潟透析懇話会に参加している施設の透析患者を対

象に，QOLの経年変化を統計学的に検討した．QOL

への影響として抑うつや不安，睡眠障害があげられた．

抑うつ・不安を改善することが死亡率を低下するとの

報告もあることより，時に薬物治療が必要であり，

QOL変化については今後さらに経過をおってみてい

く必要があると考えられた．
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アンケート調査に協力して頂いた下記の新潟透析懇

話会，各医療施設の医師，透析室スタッフの皆様に深

謝いたします．

青柳医院 青柳春樹，大森内科医院 大森伯，小千谷

総合病院 宮川芳一，小千谷総合病院附属十日町診療

所 大矢実，下越病院 大矢薫，片桐医院 片桐正則，

喜多町診療所 小林矩明，木戸病院 矢田省吾，太田

隆志，県立坂町病院 五十嵐仁，県立新発田病院 本

間則行，県立中央病院 島田久基，県立六日町病院

笠井昭男，県立吉田病院 大原一彦，厚生連刈羽郡総

合病院 倉持元，厚生連けいなん総合病院 川嶋紳史，

厚生連糸魚川総合病院 斉藤隆生，厚生連上越総合病

院 丸山資郎，厚生連豊栄病院 柄澤良，厚生連長岡

中央総合病院 殷熙安，厚生連村上総合病院，荻原忠

久先生，甲田内科クリニック，甲田豊，済生会新潟第

二病院 鈴木靖，田崎和之，山東医院 惠京仔，山東

第二医院 惠以盛，山北徳洲会病院 小林司，白根健

生病院，中山均，信楽園西川診療所，高橋幸雄，信楽

園病院 青池郁夫，水原郷病院 菊地博，立川総合病

院，中越診療所 青柳竜治，塚野目診療所 河内衛，

燕労災病院 若杉三奈子，長岡赤十字病院 山崎肇，

宮村祥二，南部郷厚生病院 佐藤巌，新潟こばり病院

蒲沢壮夫，斉藤徳子，新潟済生会三条病院 捧博輝，

新潟市民病院 吉田和清，新潟労災病院 荻野宗次郎，

新潟大学医学部附属病院，新潟臨港総合病院 霜鳥孝，

岡田雅美，舞平クリニック 平澤由平，村上記念病院

櫻井信行，森田内科医院 森田幸裕，渡辺内科医院

渡辺卓（施設名五十音順，敬称略）

文 献

1） 日本透析医学会統計調査委員会:わが国の慢性透析療法の

現況（2001年）．日本透析医学会，2002．

2） 日台英雄，兵藤 透，山本スミ子，他:人工透析とQOL．

QOL評価法マニュアル;インターメディカ，東京，p.324，

2001．

3） 三浦靖彦，JosephGreen，福原俊一 :KDQOL-SFTM

version1.3日本語版マニュアル;（財）パブリックヘルスリ

サーチセンター，東京，2001．

4） Zigmond,AS,Snaith,RP:Thehospitalanxietyand

depression scale.Acta Psychiatrica Scandinavica,67;

361,1983.

5） BuysseDJ,ReynoldsCF3rd,MonkTH,etal.:The

PittsburghSleepQualityIndex:anew instrumentfor

psychiatricpracticeandresearch.PsychiatryRes,28;

193,1989.

6） DeOreoPB:Hemodialysispatient-assessedfunctional

healthstatuspredictscontinuedsurvival,hospitaliza-

tionanddialysis-attendancecompliance.Am JKidDis,

30;204,1997.

7） MorenoF,LopezgomezJM,SanzGD,etal.:Qual-

ityoflifeindialysispatients.A Spanishmulticentric

study.NephrolDialTransplant,11（Suppl.2）;125,1996.

8） EvansRW,ManninenDL,GarrisonLP:Thequality

oflifeofpatientswith end stagerenaldisease.N

EnglJMed,312;553,1985.

9） MckevittPM,JonesJF,MarionRR:Theelderlyon

dialysis:physicaland psychosocialfunctioning.Dial

Transplant,15;130,1986.

10） deJongeP,RuinemansGM-F,HuyseFJ,etal.:A

simpleriskscorepredictspoorqualityoflifeandnon-

survivalat1yearfollow-upindialysispatients.Neph-

rolDialTransplant,18;2622,2003.

11） WaiL,BurtonH,RichmondJ,etal.:Influenceof

psychosocialfactorsonsurvivalofhomedialysispa-

tients.Lancet,2;1155,1981.

12） ZiarnikJP,FreemanCW,SherrardDJ,etal.:Psy-

chologicalcorrelatesofsurvivalon renaldialysis.J

NervMentDis,164;210,1977.

13） ShulmanR,PriceJDE,SpinelliJ:Biopsychosocialas-

pectsoflong-term survivalonend-stagerenalfailure

therapy.PsycholMed,19;945,1989.

14） LopesAA,BraggJ,YoungE,etal.:Depressionas

a predictorofmortality and hospitalization among

hemodialysispatientsintheUnitedStatesandEurope.

KidneyInternational,62;199,2002.

新潟県透析患者のQOL調査の経年変化 353



日本透析医会通常総会が平成16年5月16日（日）午後2時から

損保会館（東京）にて開催された．以下に，その際の資料（抜粋）

と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料

平成15年度事業報告書

平成15年度収支決算書

平成16年度事業計画（案）

平成16年度予算（案）

平成16年度通常総会での主な決定事項

（社）日本透析医会通常総会議事録

（社）日本透析医会役員名簿
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［総会資料と決定事項］

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項



（社）日本透析医会通常総会資料

第1号議案

平成15年度事業報告書

第1 会 議

総 会

1.平成15年度通常総会

平成15年5月18日 第1号議案 平成14年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成15年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

理 事 会

1.平成15年5月18日

通常総会付議事項

第1号議案 平成14年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成15年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

常任理事会

1.平成15年4月25日

協議事項 � 役員の任期満了に伴う新役員の承認について

� CD�ROM：透析診療マニュアルの有償価格の設定について

� 支部長会（6月21日開催）の議題について

� 職員の採用について

� 長期透析に伴う合併症の克服に関する研究（MINT）経費の負担について

� 日本透析医会理事の就任要請について

報告事項 � 透析医療のグランドデザイン作成における中間報告について

� 平成14年度厚生労働科学研究費補助金（効果的医療技術の確立推進臨床研究

事業）事業実績報告書等の提出について

� 平成14年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）事業

実績報告書等の提出について

� 平成15年度厚生労働科学研究費補助金（効果的医療技術の確立推進臨床研究

事業）研究計画書の提出について
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2.平成15年5月18日

協議事項 � 平成14年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

� 平成15年度事業計画及び予算の承認を求める件

� 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

� その他

3.平成15年6月27日

協議事項 � 著作権処理に係る手続きについて

� 生物由来製品・特定生物由来製品に関するお知らせについて

� 医会年会費の見直しについて

報告事項 � MINTサーバーの導入について

� 災害時ネットワーク・サーバーのレンタルについて

� 日本透析医会（理事・幹事）の就任要請について

� 平成14年度事業報告及び収支決算並びに平成15年度事業計画及び予算等の報

告について（厚生労働省提出）

� 役員改選の届出について（厚生労働省提出）

� 平成14年度事業計画及び予算の変更について（厚生労働省提出）

� ホームページ掲載について（停電時における透析患者の安全確保他1件）

� 社団法人変更登記申請について（東京法務局提出）

	 その他

4.平成15年7月25日

協議事項 � 災害対策委員会の「新メーリングリスト登録」について

� 人工透析装置の保有台数調べについて

� 16年度診療報酬改定に対する要望書の作成について

� その他

報告事項 � 平成15年度年会費納入状況について

� 平成15年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）交付

申請書の提出について

� 平成15年度各委員会名簿について

� レセプト調査の現時点での状況について

� 透析施設での事故経過について（福岡県透析医会会長）

� 「EPO抗体陽性赤芽球癆に関する情報提供」のホームページ掲載について

� その他

5.平成15年9月26日

協議事項 � 医会ホームページの掲載継続期間について

� 奈良県支部の支部長人事について

� 情報ネットワークサーバーの利用に関する内規について

� 顧問弁護士（医療訴訟）および医療機関経営に関する顧問の設置について
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� 災害時緊急車両（緊急通行車両，交通規制除外車両）について

� 平成16年度診療報酬改定に関する要望書について

� 平成15年度臓器移植普及推進月間の主催及び臓器移植推進国民大会の後援依

頼について

� その他

報告事項 � 臓器不全対策推進功労者厚生労働大臣感謝状贈呈候補者の推薦について（後藤

武男先生）

� 透析装置保有台数の現況調査報告に係る中間報告および会費区分の見直しにつ

いて

� 15年後の透析医療に関するグランドデザイン作成に関する研究の進捗状況に

ついて

� 透析診療報酬に関する保険局医療課との協議について

� 平成15年度厚生労働科学研究費補助金（効果的医療技術の確立推進臨床研究

事業（脳卒中・生活習慣病の臨床研究））交付申請書の提出について

� その他

6.平成15年10月24日

協議事項 � 会費の見直しについて

� 災害情報ネットワーク事業への協力依頼について

� 診療報酬改定に対する要望書について

報告事項 � 特定公益増進法人の証明申請について

� メーリングリストの追加について

� レセプト調査の集計結果について

7.平成15年11月28日

協議事項 � 名義の使用許諾について（キリンビール）

� メーリングリストへのメーカーの選出について

� その他

報告事項 � 要望書の提出について

� 特定公益増進法人の証明について

� 15年度の中間決算について

� SARSガイドラインについて

� 血液透析用ヘパリン生食液の製造販売に関する要望について

8.平成15年12月19日

協議事項 � 名義の使用許諾について（中外製薬）

� ホームページ掲載について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症予防・医療

法）の改正について（ホームページ掲載について）
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� 平成16年度の支部長会議等の日程について

� その他

報告事項 � 全国透析施設へのお願いについて

� 災害情報ネットワーク参加メーカーへの協力依頼について

� その他

9.平成16年1月23日

協議事項 � メールによる，会議の開催案内，各資料等の送付について

� 今年度未開催の委員会について

� 厚生労働科学研究事業の新規申請に関して

� その他

報告事項 � 米国産ウシ等由来原材料の使用状況について（中外製薬）

� 災害ネットワークに対する業者の参加状況について

� 厚生労働省による公益法人の立入り検査（日程）について

� JMA PRESSNETWORK（JPN）への加入について

� その他

10.平成16年2月27日

協議事項 � ホームページへの掲載について

① 平成16年度診療報酬改定の解説について

② 熊本県内におけるB型肝炎ウイルス院内感染の報告について

� 会員への緊急警告および緊急勧告について

� その他

報告事項 � 広報委員会の報告について

� 平成16年度診療報酬改定の解説について

� 熊本県内におけるB型肝炎ウイルス院内感染の報告について

� 平成15年度仮決算の報告について

� 平成16年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）研究

計画書（継続）の提出について

11.平成16年3月26日

協議事項 � 平成16年度通常理事会及び通常総会の開催について

報告事項 � 法人検査の結果について

� 研修委員会報告について

� 緊急勧告について
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第2 委員会

平成15年度委員会開催状況
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（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

委 員 会 開催年月日 備 考

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会 平成15年06月21日

� 適正医療経済部会 平成15年06月13日 医療制度検討部会と合同

平成15年06月21日

� 医療廃棄物対策部会 平成16年03月26日

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会 平成15年06月13日 適正医療経済部会と合同

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会 平成15年06月21日

� 感染症対策部会 平成15年10月20日 厚生労働科学研究事業班会議（C型肝炎感染対策・

事故防止）で関連事項審議� 医療事故対策部会

3.合併症対策委員会 平成15年08月06日

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会

6.研修委員会 平成15年09月04日

平成15年11月09日

平成16年03月07日

7.広報委員会 平成15年06月11日

平成15年10月09日

平成16年02月12日

8.情報管理委員会 平成15年09月26日 常任理事会で関連事項審議

9.内規委員会

10.倫理委員会 平成15年08月29日

11.学会等助成審査委員会 平成15年06月27日

平成15年07月25日

平成15年09月26日

平成15年10月24日

平成15年12月19日

平成16年01月23日

平成16年02月27日

平成16年03月26日

第42回日本人工臓器学会大会

維持透析患者における悪性腫瘍の概要について

保存期腎不全患者データベース構築に関する研究

透析医療における高感度HCVコア抗原検査の有用

性の評価について

第15回日本サイコネフロロジー研究会

平成16年度千葉県透析医会学術講演会

第24回日本アフェレシス学会学術大会

第13回腎不全外科研究会

保存期慢性腎不全患者における酸化ストレスと腎

障害進行に与える影響

JAPAN-KD study



平成15年度委員会報告

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

透析導入者審査委員会設置支部（栃木・愛知）に助成した．

報告については16年度の医会雑誌に掲載する．

� 適正透析普及部会

（平成15年度1回開催）

1） 診療報酬改定に向けて

2） 長期透析に伴う合併症克服に関する研究成果の報告について

3） 会員拡大について

以上について討議された．

� 適正医療経済部会

（平成15年度2回開催）

1） 透析医療費の分析調査について検討を行い，病院及び診療所（182施設）の協力を戴き，平成15年6

月分外来透析レセプト集計が行われた．報告については平成16年度の日本透析医会雑誌（Vol.19�1）

に掲載する．

2） 次期16年度診療報酬改定に向けての要望に関し，以下について討議された．

① 人工腎臓点数の適正評価

② 透析液エンドトキシン処理加算点数の新規参入

③ 専用透析室内感染対策加算の新規参入

� 医療廃棄物対策部会

（平成15年度1回開催）

1） 感染性廃棄物処理の実態と問題点等について

2） 透析医療機関（千葉県）の感染性廃棄物の現状アンケート調査結果について

以上について全国産業廃棄物連合会等の情報提供を中心に討議された．

� 医療制度検討部会

（平成15年度1回開催）

適正医療経済部会と合同で開催．

次期16年度診療報酬改定に対する要望について討議された．

日本透析医会雑誌 Vol.19 No.2 2004360

委 員 会 開催年月日 備 考

12.学会等研究助成交付審査委員会 平成15年09月12日

平成16年03月12日

第42回日本人工臓器学会大会

維持透析患者における悪性腫瘍の概要について

透析医療における高感度HCVコア抗原検査の有用

性の評価について

第15回日本サイコネフロロジー研究会

平成16年度千葉県透析医会学術講演会

第24回日本アフェレシス学会学術大会

13.厚生科学研究推進委員会 厚生労働科学研究事業班会議で関連事項審議



2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会

（平成15年度1回開催）

1） 災害時情報ネットワークシステムの設立については，引続き検討し作業を進めており，現在8支部に

システム構築が実施されている．

2） 第4回災害時情報伝達訓練を行い，274施設が参加した．

今回の訓練では，参加施設が任意に想定した災害時情報，または「近隣地域で阪神・淡路大震災の地

震発生を知った」などの想定で情報を送信してもらい，各施設がどのような被害を想定したのかを集計

した．

3） 災害情報ネットワークでは，インターネットを利用した災害時情報の収集・集計や伝達，都道府県透

析医会の広報活動に資することを目的に，平成15年7月専用サーバーをレンタル導入して運用を開始

した．これに伴い「災害時情報伝達・集計専用ページ」「災害時メーリングリスト」もこのサーバーに

移設した．

「災害時メーリングリスト」は，厚生労働省，日本透析医学会危機管理小委員会および統計調査委員，

透析医会情報ネットワーク委員の各先生（169アドレス）が登録し，情報伝達網の拡充を図っている．

来年度はさらに医薬品・医療機器メーカーの参加も予定している．

� 感染症対策部会

（平成15年度1回開催）

透析医療施設におけるSARS対策について，「ガイドライン」作成に向けて討議された．

3.合併症対策委員会

（平成15年度1回開催）

平成15年度透析患者の合併症とその対策「透析患者の栄養障害」の発刊等について検討し，4月に会員

に送付する．

4.腎移植普及推進委員会

臓器不全対策推進功労者厚生労働大臣感謝状受賞

理事・後藤武男氏（高砂市民病院名誉院長）

5.研修委員会

（平成15年度3回開催）

� 支部の学術研究に助成した．

1） 香川県透析医会

研究課題：「各種栄養指標を用いた長期透析患者の生命予後に関わる危険因子の検討」

2） 北海道透析医会

研究課題：「北海道における高齢者透析並びに慢性透析患者における終末期医療：その現況と課題」

3） 新潟県透析医会

研究課題：「新潟県透析患者のQOL調査の経年変化」
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� 支部が開催した研修会・講演会に助成した．

� （社）日本透析医会シンポジウムを開催した．

「維持透析患者の血圧管理」

日 時：平成15年11月9日（日曜日）

午前9時30分～午後3時35分

場 所：コクヨホール

司 会：大平整爾（札幌北クリニック）

�岡德在（広島大学大学院病態制御医科学講座）

講演者：鈴木洋通（埼玉医科大学腎臓内科）ほか4名

� （社）日本透析医会研修セミナーを開催した．

透析医療におけるCurrentTopics2004

日 時：平成16年3月7日（日曜日）

午前9時30分～午後3時35分

場 所：コクヨホール

司 会：鈴木正司（信楽園病院）ほか5名

講演者：弓田 滋（医療法人宏人会腎内分泌研究部）ほか5名

6.広報委員会

（平成15年度3回開催）

� 日本透析医会雑誌の企画・編集等について，討議された．

� 医会雑誌Vol.18No.1発刊

1） 医療改革の方向性を探る

2） 糖尿病性腎症はどこまで防げるか

3） 血液浄化技術はどこまで進歩するか

4） 腎移植は日本でどこまで普及するか

5） 透析患者に対する医療保険はどうあるべきか

6） 透析患者が期待する透析医療

7） 透析における医療機器によるモニタリング

8） 岐阜県災害時透析医療情報システムについて
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支 部 名 会 場 開催年月日

青森県透析医会

宮城県透析支部

島根県透析医会

鹿児島県透析医会

熊本県透析施設連絡協議会

佐賀県支部

香川県透析医会

愛知県透析医会

大阪透析医会

弘前市文化センター

フォレストホール・会議室

ツインリーブス出雲

鹿児島サンロイヤルホテル

熊本大学医学部総合研究棟

佐賀市文化会館

坂出グランドホテル

名古屋国際ホテル

リーガロイヤルNCB

平成15年 6月 1日

平成15年12月 7日

平成15年 4月13日

平成15年 5月24日

平成15年 5月11日

平成15年 5月18日

平成15年11月23日

平成15年 7月20日

平成15年11月30日

平成15年11月29日



9） 透析腎癌のMRI診断（病理所見との対比）

10） 当院におけるonlineHDF療法施行患者の1年間における臨床症状調査

11） 透析患者における生命予後からみたコレステロール・血糖・体脂肪の管理

12） チーム医療としての透析―医師の立場より―

13） 平成14年度臨時総会報告

14） 支部だより（栃木・島根）

� 医会雑誌Vol.18No.2発刊

1） 新しい経口リン吸着剤

2） 腹膜透析・血液透析併用療法の有用性

3） 腎性貧血とカルニチン

4） 透析量への一考察

5） 透析医療における看護度と人員配置

6） 災害時緊急医療に対する海上からの支援―海上支援ネットによる危機管理

7） わが国における腎移植の現状と問題点―2002年の調査結果より―

8） 透析医療におけるクリニカルパス

9） 諸外国の透析医療制度

10） 膠原病における血漿交換療法

11） 臓器移植にかかわる血液浄化法

12） 腎疾患治療の新しい展開

13） 維持透析患者におけるマキサカルシトールの副甲状腺ホルモン分泌抑制と造血能に関する検討

14） 血液透析患者のビタミンE・ビタミンC―特に腎性貧血との関係―

15） 日本透析医会通常総会資料および主な決定事項

16） 支部だより（青森・香川）

� 医会雑誌Vol.18No.2別冊発刊

1） 長期透析に伴う合併症の克服に関する研究

2） 血液透析施設におけるC型肝炎感染事故（含：透析事故）防止体制の確立に関する研究

・HCV抗体陰性患者の多施設長期追跡調査

・「透析医療事故の定義と報告制度」及び「透析医療事故の実態」に関する全国調査について

・院内感染および事故防止を考えた透析室施設基準の作成に関する研究

―「透析施設（室）の医療機関自己評価票」を用いた透析室の現状について―

・「透析看護度と適正人員配置基準」に関する研究

・限られた地域での透析患者のウィルス性肝炎および透析事故新規発生の経年的調査と症例検討およ

びスタッフ教育を通した予防対策に関する研究

・本邦の血液透析施設におけるC型ウィルス肝炎感染の実態調査

� 医会雑誌Vol.18No.3発刊

1） 透析保険審査委員懇談会について―第8回透析保険審査委員懇談会報告―

2） 透析医療はどこへ向かうのか

3） 宮城県沖および宮城県北部を震源とする地震における災害情報ネットワークの活動報告

4） 透析施設におけるSARS対策

5） 透析医療における医療安全管理対策―具体的促進に向けて―

6） 中国ブロック5県における透析医療災害対策

7） 長期透析患者の視覚障害
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8） 血液透析患者における閉塞性動脈硬化症の診断と治療

9） 腎臓再生医療

10） 慢性血液透析患者における脳血管障害

11） 透析医療とpitfall―感染と事故と感染性廃棄物―

12） これからのブラッドアクセス維持管理について

13） 慢性腎不全患者における副甲状腺ホルモンと骨代謝

14） 血液透析における透析液中エンドトキシンの挙動

15） 支部だより（長崎・岩手・福岡）

7.学会等研究助成審査委員会

（平成15年度7回開催）

以上の学会及び調査研究について申請を受け，審査した．

日本透析医会雑誌 Vol.19 No.2 2004364

学 会 等 開 催 日

第42回日本人工臓器学会大会

第15回日本サイコネフロロジー研究会

平成16年度千葉県透析医会学術大会

第24回日本アフェレシス学会学術大会

第13回腎不全外科研究会

平成16年10月 6日～ 7日

平成16年 6月27日

平成16年 3月12日

平成16年11月19日～20日

平成16年 7月 9日～10日

研 究 研 究 内 容

維持透析患者における悪性腫瘍の概要について 九州・沖縄地区における維持透析患者の悪性腫瘍の

罹患率，部位及び透析療法との関係を明らかにする

保存期腎不全患者データベース構築に関する研究 保存期腎不全患者の特性を明らかにすること及び腎

不全の進行に関与する因子を明らかにし，保存期腎

不全患者の腎機能保護療法の最適化に寄与すること

透析医療における高感度HCVコア抗原検査の有用

性の評価に関する研究

透析患者の院内 HCVコア感染防止対策において

HCVコア抗原検査の活用が有用であるかどうかを

明らかにすること

保存期慢性腎不全患者における酸化ストレスと腎障

害進行に与える影響に関する研究

保存期慢性腎不全患者における貧血もしくはエリス

ロポエチン治療時の酸化ストレスが腎障害進行に与

える影響を検討する

JAPAN-KDstudy 保存期慢性腎不全のレニン・アンジオテンシン系抑

制下における低たんぱく食の意義―JAPAN-KD

study―について研究



8.学会等研究助成交付審査委員会

（平成15年度2回開催）

以上の学会及び調査研究について審査した．
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学 会 等 開催日・研究事業

第42回日本人工臓器学会大会

第15回日本サイコネフロロジー研究会

平成16年度千葉県透析医会学術大会

第24回日本アフェレシス学会学術大会

維持透析患者における悪性腫瘍の概要について

透析医療における高感度HCVコア抗原検査の

有用性の評価に関する研究

平成16年10月 6日～7日

平成16年 6月27日

平成16年 3月12日

平成16年11月19日～20日

平成15年度研究事業

平成15年度研究事業



平成15年度収支決算書

1.収支計算書（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）

日本透析医会雑誌 Vol.19 No.2 2004366

（単位：円）

科 目 予算（A） 決算額（B） 差異（A）－（B） 備 考

I 収入の部

1.会費収入

2.入会金収入

3.寄付金収入

4.雑誌・マニュアル収入

5.受取利息収入

6.参加費収入

当期収入合計（A）

前期繰越収支差額

収入合計（B）

II 支出の部

1.事業費

透析医療適正化事業費

地域透析医療システム事業費

腎移植普及推進委員会

腎不全予防医学調査委員会

研修委員会

広報委員会

情報管理委員会

内規委員会

倫理委員会

学会等研究助成審査委員会

厚生科学研究推進委員会

学会等研究助成交付審査委員会

事業費合計

2.管理費

人件費

家 賃

その他経費

管理費合計

3.予備費

当期支出合計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

78,000,000

390,000

110,000,000

30,000

6,000

0

188,426,000

9,925,000

198,351,000

12,099,000

10,646,000

9,268,000

112,000

11,217,000

10,981,000

0

0

360,000

113,315,000

0

270,000

168,268,000

11,475,000

2,500,000

6,960,000

20,935,000

2,000,000

191,203,000

－2,777,000

7,148,000

79,080,000

900,000

88,289,000

905,622

644

429,000

169,604,266

19,704,719

189,308,985

8,371,873

8,566,450

6,169,312

0

10,661,180

11,266,815

0

0

0

77,491,379

5,542,505

52,722

128,122,236

13,056,211

2,493,978

5,084,040

20,634,229

0

148,756,465

20,847,801

40,552,520

－1,080,000

－510,000

21,711,000

－875,622

5,356

－429,000

18,821,734

－9,779,719

9,042,015

3,727,127

2,079,550

3,098,688

112,000

555,820

－285,815

0

0

360,000

35,823,621

－5,542,505

217,278

40,145,764

－1,581,211

6,022

1,875,960

300,771

2,000,000

42,446,535

－23,624,801

－33,404,520



2.正味財産増減計算書（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.資産増加額

固定資産（銀行預金）増加額

当期収支差額

増加の部合計

II 減少の部

1.負債増加額

退職金引当金繰入額

減少の部合計

当期正味財産増加額

前期繰越正味財産額

期末正味財産増加額

1,714

20,847,801 20,849,515

488,195

20,849,515

488,195

20,361,320

185,519,577

488,195

205,880,897



3.賃借対照表（平成16年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.流動資産

現金預金

仮払金

流動資産合計

2.固定資産

� 固定資産

銀行預金

銀行預金合計

� その他の固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

II 負債の部

1.流動負債

未払金

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

III 正味財産の部

正味財産

（うち当期正味財産増加額）

負債及び正味財産合計

47,014,502

71,340

47,085,842

168,916,572

216,002,414

162,003,200

162,003,200

563,372

6,300,000

50,000

6,913,372

6,000,000

8,000

312,713

73,200

53,176

86,233

6,533,322

3,588,195

10,121,517

205,880,897

（20,361,320）

3,588,195

216,002,414



4.計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

� 退職引当金の計上基準について

期末退職給与の要支給額に担当する金額を計上することとしている．

� 資金の範囲について

資金の範囲には，現金・預金，仮払金，未払金，及び預り金を含めている．

なお，前期末及び当期末残高は，下記2に記載するとおりである．

2.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである．
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（単位：円）

科 目 前期末残高 当期末残高

現 金 預 金

仮 払 金

20,688,027

70,300

47,014,502

71,340

合 計 20,758,327 47,085,842

未 払 金

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

0

64,000

674,278

97,000

76,060

142,270

6,000,000

8,000

312,713

73,200

53,176

86,233

合 計 1,053,608 6,533,322

次期繰越収支差額 19,704,719 40,552,520



5.財産目録（平成16年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 資産の部

1.流動資産

現金預金

現 金 現金手許有高

郵便振替

普通預金 東京三菱銀行神田支店

東京三菱銀行神田支店

みずほ銀行神田小川町支店

三井住友銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

仮 払 金

流動資産合計

II 固定資産

1.銀行預金

東京三菱銀行（普通預金）

銀行預金計

2.固定資産

その他の固定資産

電話加入権

保証金 淡路建物ビル保証金

警備保証金

その他の固定資産合計

固定資産の部合計

資産の部合計

III 負債の部

1.流動負債

未 払 金

年会費預り金

職員等に対する源泉所得税預り金

職員等に対する住民税預り金

職員等に対する健康保険預り金

職員等に対する厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債の部合計

正味財産

48,763

1,175,839

28,928,366

6,538,073

243,641

282,211

5,399,139

3,130,100

700,100

165,695

402,575

71,340

47,085,842

168,916,572

216,002,414

10,121,517

162,003,200

162,003,200

563,372

6,300,000

50,000

6,913,372

6,000,000

8,000

312,713

73,200

53,176

86,233

6,533,322

3,588,195

3,588,195

205,880,897



管理費内訳
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（単位：円）

平成15年度 按分率
按 分

管理費 事業費

人 件 費 26,112,420 13,056,211 13,056,209

給 料 20,596,561 50％ 10,298,281 10,298,280

賃 金 2,620,000 50％ 1,310,000 1,310,000

法定福利費 2,463,039 50％ 1,231,520 1,231,519

通 勤 費 432,820 50％ 216,410 216,410

家 賃 4,987,956 50％ 2,493,978 2,493,978

その他経費 11,740,947 5,084,040 6,656,907

旅費交通費 540,775 50％ 270,388 270,387

会 議 費 2,394 2,394 0

交際接待費 4,945 4,945 0

福利厚生費 192,979 50％ 96,490 96,489

印刷製本費 488,145 50％ 244,073 244,072

通信運搬費 1,342,549 50％ 671,275 671,274

事務・消耗品費 1,661,443 50％ 830,722 830,721

委 託 費 1,777,500 50％ 888,750 888,750

報酬（要源泉） 666,666 50％ 333,333 333,333

水道光熱費 334,513 50％ 167,257 167,256

諸 会 費 252,110 50％ 126,055 126,055

租 税 公 課 2,000 2,000 0

慶 弔 費 0 0 0

雑 費 502,835 50％ 251,418 251,417

常任理事会費 3,040,633 263,480 2,777,153

総会・理事会費 931,460 931,460 0

合 計 42,841,323 20,634,229 22,207,094
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監 査 報 告 書

社団法人日本透析医会の平成15年度決算報告につき慎重に監査した結果

妥当なものと認めます．

平成16年4月16日

社団法人 日本透析医会

監事

監事

監事

社団法人 日本透析医会

会 長 山 﨑 親 雄 殿



第2号議案

平成16年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1.透析医療の適正化に関する調査研究事業

適正な透析療法の検討に関する調査・研究

適正透析療法委員会 ［委員会のもとに7部会を置く］

① 透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究

� 適正透析導入部会

適正な導入時期に関する調査・研究

� 維持透析療法部会

適正な維持透析療法に関する調査・研究

� 適正透析普及部会

適正な透析療法の普及推進を行う

� 適正医療経済部会

適正な透析医療経済に関する調査・研究

1） レセプト分析

2） 施設機能評価の調査・研究

� 医療廃棄物対策部会

・医療廃棄物対策に関する調査・研究

・平成15年度は，医療廃棄物有識者を招聘し，医療廃棄物の実態，資源リサイクル及び根拠法令等

の説明会を実施した．

� 在宅血液透析部会

在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究

� 医療制度検討部会

医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.地域医療システムに関する調査研究事業

透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立するための調査・研究

① 危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究

医療安全対策委員会 ［委員会のもとに3部会を置く］

� 災害時透析医療対策部会

・平成14年度より，災害対策規程及び災害情報運用規則を設け，地域災害対策推進の拡大を図って

来た．

・平成16年度は，ブロック別災害時救急透析医療システムの構築を図る．

� 感染症対策部会

院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究

� 医療事故対策部会

医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究

② 長期透析患者の合併症に対する調査・研究
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合併症対策委員会

� 透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究

� 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究

� 患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3.国等公的機関の実施する透析医療科学研究推進事業

厚生科学研究推進委員会 ［委員会のもとに1部会を置く］

透析医療IT化推進部会

① 平成16年度厚生労働科学研究計画について

血液透析施設におけるC型肝炎感染事故（含：透析事故）防止体制の確立に関する研究（3年計画 3

年目）

4.学術調査研究会等特定公益増進法人助成推進事業

学会等研究助成審査委員会 （助成先の適合審査の実施）

学会等研究助成交付審査委員会 （助成金の交付審査の実施）

① 平成15年度は，12件の助成推進事業を実施した．

② 平成16年度は，特定公益増進法人助成推進事業の一層の拡大を図ることとする．

5.腎移植普及推進に関する事業

腎移植普及推進委員会

① 会員及び患者に対しての協力・普及を目的とする．

� 臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力

� 会員に対する腎移植の啓発・教育

（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）

� 患者に対する腎移植推進

（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）

� 関係団体への協力事業

（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）

� 腎移植コーディネーター問題の研究

6.腎不全予防医学の調査研究事業

腎不全予防医学調査研究委員会

① 透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための調査・研究

透析導入前の慢性腎不全患者に対する保存的維持療法の調査・研究及び関係団体への協力について推進

する．

7.研修等事業

研修委員会

� 腎不全臨床医療スタッフの研修会（シンポジウム，セミナー）の開催

� 学術研究への協力

� 関係学会・団体との研究協力

� 国内講演会等の開催
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8.広報活動及び刊行物の発行に関する事業

広報委員会

① 機関誌等の発行

� 医会雑誌 （年3回発行）

内容充実に一層の努力をする．

� 医会ニュース・速報等

必要の都度発行する．

9.会員の教育・研修及び倫理向上に関する調査研究事業

倫理委員会

① 会員の倫理向上に関する調査・研究

10.情報の公開等適正管理及び情報管理に関する事業

情報管理委員会

① 本会が保有する文書，図画，図面及び電磁的記録等の情報公開の管理，適正保管及びその創意工夫等の

調査研究

・平成14年度より，情報管理規程を設け，情報公開等の適正活用を推進している．

・平成16年度は，引き続き既存ホームページの内容充実並びに関係団体への情報提供の拡大を図る．

平成16年度予算（案）

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 375

［収入の部］
（単位：千円）

区 分 平成15年度予算 平成16年度予算（案） 増 減

1.会費収入

2.入会金収入

3.寄付金収入

4.雑収入

5.受取利息

6.会場収入

7.前年度繰越金

78,000

390

110,000

30

6

0

9,925

79,000

500

136,294

200

2

400

7,148

1,000

110

26,294

170

－4

400

－2,777

計 198,351 223,544 25,193

［支出の部］
（単位：千円）

区 分 平成15年度予算 平成16年度予算（案） 増 減

1.事業費

2.管理費

3.予備費

4.次年度繰越金

168,268

20,935

2,000

7,148

189,769

24,775

2,000

7,000

21,501

3,840

0

－148

計 198,351 223,544 25,193



支出の部内訳
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（単位：千円）

区 分 平成15年度予算 平成16年度予算（案） ％ 増 減

I 事業費（調査研究事業費）

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会

� 適正医療経済部会

� 医療廃棄物対策部会

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会

2.地域透析医療システム

� 災害時透析医療対策部会

� 感染対策部会

� 医療事故対策部会

� 合併症対策委員会

3.腎移植普及推進委員会

4.腎不全予防医学調査研究委員会

5.研修委員会

6.広報委員会

7.情報管理委員会

8.内規委員会

9.倫理委員会

10.その他の事業

� 学会助成費

� 厚生科学研究推進委員会

� 研究助成交付審査委員会

II 管理費

1.人件費

2.家賃

3.その他の経費

III 予備費

IV 固定資産取得支出

V 次年度繰越金

168,268

1,411

893

1,309

6,209

627

481

1,169

7,103

0

0

3,543

9,268

112

11,217

10,981

0

0

360

113,315

0

270

11,475

2,500

6,960

2,000

0

7,148

189,769

564

909

1,308

7,357

702

490

584

6,356

3,881

0

3,777

5,788

112

10,046

11,000

0

0

360

135,082

907

546

13,365

2,350

9,060

2,000

0

7,000

0.30

0.50

0.70

3.90

0.40

0.30

0.30

3.35

2.05

1.99

3.05

0.06

5.29

5.80

71.24

0.47

0.29

21,501

－847

16

－1

1,148

75

9

－585

－747

3,881

0

234

－3,480

0

－1,171

19

0

0

0

21,767

907

276

1,890

－150

2,100

0

0

－148

計 198,351 223,544 25,193



管理費内訳
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（単位：円）

平成16年度
（案） 按分率

按 分

管理費 事業費

人 件 費 26,730,000 50％ 13,365,000 13,365,000

給 料 21,000,000 50％ 10,500,000 10,500,000

法定福利費 2,400,000 50％ 1,200,000 1,200,000

通 勤 費 450,000 50％ 225,000 225,000

賃 金 2,880,000 50％ 1,440,000 1,440,000

賃 借 料 4,700,000 50％ 2,350,000 2,350,000

その他経費 15,915,000 50％ 9,060,000 6,855,000

旅費交通費 600,000 50％ 300,000 300,000

会 議 費 50,000 50％ 25,000 25,000

交際接待費 50,000 50,000 0

福利厚生費 210,000 50％ 105,000 105,000

印刷製本費 1,000,000 50％ 500,000 500,000

通信運搬費 1,400,000 50％ 700,000 700,000

事務・消耗品費 1,400,000 50％ 700,000 700,000

委 託 費 1,800,000 50％ 900,000 900,000

報酬（要源泉） 700,000 50％ 350,000 350,000

諸 謝 金 0 50％ 0 0

水道光熱費 350,000 50％ 175,000 175,000

諸 会 費 300,000 50％ 150,000 150,000

租 税 公 課 5,000 5,000 0

慶 弔 費 50,000 50,000 0

雑 費 500,000 50％ 250,000 250,000

常任理事会費 3,000,000 300,000 2,700,000

総会・理事会費 1,000,000 1,000,000 0

会員ソフト 3,500,000 3,500,000 0

管 理 費 合 計 47,345,000 24,775,000 22,570,000



第3号議案

会費見直しについて

年会費の見直し

年会費の試算
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（単位：千円）

ランク 会員数
案の1 案の2 案の3 案の4 現行年会費

年会費 金 額 年会費 金 額 年会費 金 額 年会費 金 額 年会費 金 額

A1 401 120 48,120 130 52,130 140 56,140 130 52,130 150 60,150

A2 174 100 17,400 100 17,400 90 15,660 100 17,400 100 17,400

A3 130 80 10,400 80 10,400 80 10,400 80 10,400 100 13,000

A4 57 50 2,850 50 2,850 30 1,710 50 2,850 50 2,850

B 458 6 2,748 6 2,748 10 4,580 10 4,580 10・2 2,892

計 1,220 81,518 85,528 88,490 87,360 96,292

区 分 現 在 見 直 し 後

A会員

私的機関の開設者及び透析関係の責任者 私的機関の院長，管理者及び透析責任者

のいずれかに該当する者

サテライトの所長（院長），管理者及び

透析責任者

透
析
装
置
台
数

A1

A2

A3

30以上

10～29

1～9

150,000円

100,000円

50,000円

A1

A2

A3

A4

30以上

20～29

10～19

0～9

140,000円

90,000円

80,000円

30,000円

入
会
金 一律30,000円 一律30,000円

B会員

公的機関の開設者及び透析関係の責任者

B会員

公的機関に勤務する医師．私

的機関の院長，管理者及び透

析の責任者以外の勤務医

一律10,000円

一律10,000円
C会員

私的・公的機関の勤務医及び同一機関におい

て複数の会員がいる場合

一律2,000円



試算による各年度の決算状況

第4号議案

顧問配置について

櫻堂
さくらどう

渉
わたる

慶應義塾大学院経営管理研究科修士．バクスター株式会社．株式会社システム総合研究所．現在株式会社医療

経営戦略研究所代表取締役．

立岡
たておか

亘
わたる

名城大学第二法学部卒業．後藤・太田・立岡法律事務所．愛知県医師会争訟事務嘱託．愛知県教育委員会争訟

事務委嘱．特定医療法人衆済会理事．社団法人日本臓器移植ネットワーク・東海北陸ブロック評価委員会委員．

株式会社VTホールディング監査役．名古屋簡易裁判所民事調停委員．名城大学大学院法務研究科教授．
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（単位：千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

案
の
１

会 費 81,518 81,518 81,518 81,518

前年度より 18,800 15,318 11,836 8,354

収入の計 100,318 96,836 93,354 89,872

支出の計 85,000 85,000 85,000 85,000

案
の
２

会 費 85,528 85,528 85,528 85,528

前年度より 18,800 19,328 19,856 20,384

収入の計 104,328 104,856 105,384 105,912

支出の計 85,000 85,000 85,000 85,000

案
の
３

会 費 88,490 88,490 88,490 88,490

前年度より 18,800 22,290 25,780 29,270

収入の計 107,290 110,780 114,270 117,760

支出の計 85,000 85,000 85,000 85,000

案
の
４

会 費 87,360 87,360 87,360 87,360

前年度より 18,800 21,160 23,520 25,880

収入の計 106,160 108,520 110,880 113,240

支出の計 85,000 85,000 85,000 85,000



平成16年度通常総会での主な決定事項

山﨑親雄会長挨拶

本日はご多忙にもかかわらずご出席いただきましてありがとうございました．

一年間を振り返ってみまして，先ず一つは，われわれにとって最大の関心でありました16年度診療報酬改定

は，後ほど総会資料の中でご説明申し上げますが，三つの項目（人工腎臓点数の適正評価，透析液エンドトキシ

ン処理加算点数の新規導入，専用透析室内感染対策加算の新規導入）について，かなり積極的な要望を展開して

まいりました．三度にわたり訪省し充分にお話を聞いていただきました．

最終的に診療報酬に関して，本体については触らずという答えになったものですから，加算の点数に関しても，

それから透析時間区分の復活に関してもすべて認められませんでした．これは別に透析だけに限ったことではな

くて，ほかの医療も含め，すべて本体部分は触らずということになりました．ただ保険医療材料，薬価，検査に

関しての差額は実勢価格調査に基づく価格の調整が行われました．1回透析当たり約800円マイナスと計算して

おります．今回の診療報酬改定で本体は触らなかったものも，なかなか厳しい医療機関経営になるのではないか

と思っております．

二番目は，昨年，その以前から透析医会が主になりました班研究をいくつか進めてまいりましたが，MINT

と呼ばれている新しいITのシステムを用いた合併症管理に関しては，昨年で一応その研究が終了いたしました．

最終的に，MINTの新しいシステムと診療マニュアルが入ったものが，まもなく皆さんのお手元に配布される

ものと思います．当初透析に関する定期検査の生化学検査に関する基準値を設定いたしましたが，最終的に3年

経ちましたところで，データも集積され基準値の見直しも行われております．

それからもう一つの研究では，日本透析医学会の理事長と連名で院内感染対策，特にウイルス肝炎の集団感染

に関する緊急の勧告書を出させていただきました．資料としてすでにご存知の通り，約6割の施設では1年間に

まったくC型肝炎のゼロコンバージョンが起こっていないにもかかわらず，日本全国でいいますと2.2％の抗体

陽性率が報告されました．最初これを目にしたときに，出すべきかどうか迷いました．といいますのは，本当に

その数字が正しいものなのか，信憑性にかけるものではないかという気もいたしました．しかしながら，従来よ

りいろいろの研究者による報告とか，最近ではDOPPSと呼ばれているアウトカムに関する国際比較をしている

研究の中では，なんと日本のC型肝炎の抗体陽転率は年間3.6％だという報告がありまして，われわれが持った

数字も決して間違いではないという確信を得ましたので，それをもとに緊急勧告をさせていただきました．これ

をもとに本当に院内感染が減ればそれにこしたことはないと考えております．

最後にこれからの問題です．ご存知のように日本医師会の会長選挙が行われました．新しく植松治雄先生が医

師会長になられました．そのキャビネットをみますと，常任理事の中に透析を主として自分のところでやってこ

られた先生が6人おみえになります．さらに医師会の代議員をみてみますと，9人の先生が透析医療に関係され

ておられるという，今回の会長選挙に引き続いたキャビネットができあがりました．沢山の先生方が透析に関係

しているということで，おいしい話があるとはまったく思っておりませんし，何でもかんでも無理やりお願いす

るというわけにもいきませんが，今までのような継子扱いではなく，是々非々で透析の姿をご説明すれば医師会

の先生方にもご了解していただけるのではないかと考えております．

ここから先の話に関しては，またあらためて皆様とともに考えながら，来年，再来年の診療報酬改定に向けて，

一体われわれは何ができるのかということをぜひご相談しながら進めていきたいと思っております．

これで私の挨拶は終わりますが，本日は会費の見直しまで含めていくつかの議案があります．どうぞ十分ディ

スカッションいただいて，ご決議いただきますとありがたいと思います．
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議 事

第1号議案：平成15年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案：平成16年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案：会費見直しの承認を求める件

第4号議案：経営および訴訟問題に対し相談できる顧問配置の承認を求める件

第5号議案：その他

以上について審議し承認されました．総会の主な内容については以下に要約し，最後に質疑応答に関して「Q

＆ A」方式でまとめました．

平成15年度事業報告について

通常総会，理事会，常任理事会および各委員会の活動報告がされました．その中で主な内容について報告しま

す．

1.日本透析医会シンポジウム（平成15年11月9日）

「維持透析患者の血圧管理」について

2.日本透析医会研修セミナー（平成16年3月7日）

「透析医療におけるCurrentTopics2004」

3.厚生労働科学研究「長期透析に伴う合併症の克服に関する研究」

厚生労働科学研究の3年計画3年目にあたり，Phase2で作製したMINTシステムを会員施設に頒布し，

多くの施設から患者データを返送いただき，検査基準値を見直しました．さらに「診断と治療マニュアル」を

作成し各施設へ頒布，合併症の防止，治療対策の強化を図りました．

最終的にこの基準値を見直した「Phase3」と「診断と治療マニュアル」を合わせたCD-ROMを今年度中

に会員施設に頒布する予定でおります．

4.厚生労働科学研究「血液透析施設におけるC型肝炎感染事故（含：透析事故）防止体制の確立に関する研究」

透析施設のC型肝炎新規感染率は2.2％/人・年，限られた施設で新規感染が多発することから，具体的，

重点的でかつ効率的な対策を緊急勧告として発しました．

事故についての全国調査では，「透析医療事故防止のための標準的操作マニュアル」はより高い認知を得，

事故対策が進んでおります．しかしブラッドアクセス関連事故は34.3回/100万透析みられ，減少していない

ことがわかりました．

「事故の定義」についてはレベル3以上とすることで97.7％の施設から賛同をえられ，レベル3以上を事故

（アクシデント）として扱うことになりました．

さらに，安全を考慮した適正スタッフ数・施設基準を研究するためのツールを開発し，大規模調査を実施し

ました．

5.透析医療のグランドデザインの作成

透析需要と提供体制について，人口動態予測と受療率の変化等に基づく今後の透析患者数予測，透析患者数

の変化に伴う透析関係のスタッフの予測を行い，財政面については，日本透析医会レセプト調査データおよび

国民医療費統計を用いて，透析医療費の将来予測を行いました．詳細については医会雑誌に発表される予定で

す．

6.災害対策

災害対策の一環として，平成15年7月に災害用のサーバーを専用に変更しました．耐震性，高気密性を有

し自家発電装置などを備えた東京NTTデータセンター内にレンタル設置しました．さらにこのデータセンタ

ーが被災した場合のことも想定して，大阪に設置されているサーバーにも同様の機能を有した副サイトを構築
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し，災害対応に万全を期しております．これに伴い「災害時情報伝達・集計専用ページ」と「災害時メーリン

グリスト」をこのサーバーに移設しました．

「災害時メーリングリスト」は，厚生労働省，日本透析医学会危機管理小委員会および統計調査委員，透析

医会情報ネットワーク委員の各先生（現169アドレス）が登録し，災害時伝達網の拡充を図っております．次

年度はさらに医薬品・医療機器メーカーの参加を予定しております．

7.平成16年度診療報酬改定に向けての要望書

1） 人工腎臓点数の適正評価：透析医療の質を確保するため，透析時間区分を復活し，技術料の適正な評価を

要望．

2） 透析液エンドトキシン処理加算点数の新規導入：透析液中のエンドトキシンについて，一定基準で処理を

した場合は，人工腎臓所定点数に加算を要望．

3） 専用透析室内感染対策加算の新規導入：厚生労働省が定める基準により，専用透析室を設け，感染症対策

を実施している場合には，人工腎臓所定点数に加算を要望．

平成16年度事業計画について

平成16年度事業は基本的に前年度事業を継続することが承認されましたが，新規事業，重点項目としては以

下のものがあげられます．

1.「血液透析施設におけるC型肝炎事故（含：透析事故）防止体制の確立に関する研究」（厚生労働科学研究，

3年計画の3年目）

C型肝炎感染防止対策として，マニュアルと緊急勧告により肝炎新規発生は減少してきているのか，B型肝

炎ワクチンはどこまで普及したか，個人用ヘパリン生食液の普及は肝炎感染事故を減少させるか，などの調査

と必要に応じたマニュアルの改訂を含む肝炎防止の最終提案をする予定です．

さらに，院内感染防止と事故防止に関するより効率的で具体的な提案，安全を考慮した施設基準を提示する

予定です．

2.災害対策

災害時透析医療対策部会は，インターネットを利用した，①災害時情報伝達・集計サイトと，②災害時メー

リングリストの2本立てで災害対応を考えています．

平成16年度は，ブロック別災害時救急透析医療システムの構築，都道府県支部の強化を計画します．47都

道府県のうち現在34支部が結成されておりますが，災害ネットにリンクしているのは9支部しかありません．

今後支部の活動の場として利用をお願いしたい．さらに，透析に関係する代表的な医薬・医療機器メーカーの

メーリングリストへの参加を予定しています．

平成15年度決算および平成16年度予算について

平成15年度決算は総会資料のごとく承認されました．平成14年度は単年度マイナス25,892,575円でしたが，

今年度は20,847,801円の黒字を計上できました．これは，会員数の増加と研究助成金（寄付金）が増加したた

めと考えております．

平成16年度予算案は総会資料のごとく承認されました．15年度の198,351,000円に比べ，本年度は223,544,000

円の予算を計上しました．

会費見直しについて

年会費の問題点として，①当初会員登録された施設の透析台数が現状と一致していないため，透析台数に見合

った会費が納入されていないこと，②A会員の会費が若干高いのではないかという意見があること，③C会員の
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会費が安いのではないかという意見があることから，会費の見直し案を4通り提示し検討しました．将来寄付金

がなくなって研究助成事業は縮小しても，医会の事業を存続させるために必要な予算は85,000,000円と試算され

るので，この額を基本に会費の見直し案を作成しました．検討の結果，第3案が承認されました．A会員は年

会費の若干の値下げ，従来のC会員は値上げの結果となりました．

第3案は，A会員：私的機関の院長，管理者及び透析責任者若しくはサテライトの所長（院長），管理者及び

透析責任者．年会費はA1（透析台数30以上）＝140,000円，A2（20～29台）＝90,000円，A3（10～19台）＝

80,000円，A4（0～9台）＝30,000円．従来，A1～A3まで3区分にしておりましたが，今回透析台数を4区分

してA1～A4会員としました．

B会員：公的機関に勤務する医師．私的機関の院長，管理者および透析の責任者以外の勤務医．年会費は一律

10,000円．

従来，B，C会員の区分があったのですが，B会員（公的機関の開設者および透析関係の責任者，年会費

10,000円）とC会員（私的・公的機関の勤務医および同一機関において複数の会員がいる場合，年会費2,000

円）を，B会員に一本化しました．年会費の算出にあたりまして，全会員に，年3回の医会雑誌，さらに「透析

患者の合併症とその対策」，「腎不全マニュアル」などを頒布しております．その印刷，製本，送料を計算します

と，最低1人1万円は必要となりますので，従来のC会員の先生には会費の値上げになりますがご理解くださ

い．

なお，この改定による年会費は，昨年9月の施設現況調べによる透析装置の保有台数を基礎とします．当該調

査票が未提出の施設については重ねて催促させていただきますが，それでも回答が得られない場合は医学会会員

名簿の同時透析数を根拠とさせていただきます．

経営および訴訟問題に対し相談できる顧問の配置について

透析医療に係わる診療報酬の厳しい状況の中，日常の施設経営において起こりうる経営上での諸問題，今後必

要となってくる経理の公開および診療上における事故，医事紛争に対して，会員が気軽に相談できる顧問の配置

が承認されました．

総会での質疑応答

1. Q：16年度事業計画及び予算案の件．昨年度の寄付金収入は110,000千円を見込んで実質88,289千円，今

年度は136,294千円と5割以上の増加を見込んでいますが根拠はあるのでしょうか？

A：今年度は学会，研究会への助成が 7件 73,000千円，学術研究助成が 4件 46,000千円，トータル約

120,000千円がすでに決定しております．したがってその状況から計上した136,294千円の収入予算は

達成しうる額と考えております．

2. Q：昨年度は，特定公益増進法人を維持するための70％（事業比率）をクリアできなかったのではありま

せんか？ その場合はどういうことになるのですか？

A：事業費全体の総額が一昨年度に比べると少なくなり，したがって分母も縮小したので，結果的に15年

度も70％をクリア（70.66％）しました．

3. Q：通院介護あるいは要介護透析患者の収容施設のことについては，透析医会として重点的に取り組むべき

問題ではないかと考えます．そこで，合併症対策委員会の中の「患者の高齢化に伴う収容施設の相互連

携化に対する調査・研究」という項目について，実際にどういうことを予定しているのか，現にやって

いるのでしょうか？

A：現在のところ活動しておりません．確かに透析の問題として送迎の問題，高齢化の問題は重点項目と考

えます．これについてはもう少し時間をいただきたい．

4. Q：会費見直しの件．会費収入を増やすのは，会員増強しかないと思います．難題かもしれませんが，日本
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医師会と同じような制度になればと思う．たとえば各県の医会に所属すれば，自動的に日本透析医会に

所属するような制度の改革は困難でしょうか？

A：各県支部の会員数と医会会員数には大きな隔たりがあります．支部会員，即医会会員となれば，それが

最善策と考えます．その意味で昨年度，各支部長さんに支部会員のうち透析医会の非会員について，入

会の勧誘をお願いしましたが，実績はあまり上がりませんでした．現状では支部会員と同時に医会会員

となることの制度化は難しいと考えます．ただ，会員増強についてはこの案も含め一度具体的に検討し

てみたいと考えます．

5. Q：C会員は，今何パーセントくらいですか？ 私どもはA会員と一緒にB，C会員を増やそうと努力して

いますが，必ずしもPRが充分行き届きません．最近の医会雑誌は非常にすばらしいので，皆に閲覧を

勧めております．PRの一つとして医会雑誌を送るのは如何でしょうか？

今回のC会員の会費アップは気になりますが，会員へ医会雑誌（年3冊）を頒布していることを考え

れば1万円でも年会費としては安いと思います．

A：C会員は20％（230/1,200人）くらいです．C会員がB会員へ移行して会費がアップしますが，ぜひご

理解とご協力をお願い致します．

6. Q：MINTシステムは大変有用だと思います．このシステムを皆さんにお配りして入会者の増加に繋げられ

ませんか？

A：非会員へのMINT送付に関しましては，ソフトを開発したところから，透析医会の会員のためにとい

うことで譲り受けていますので，基本的に透析医会の会員以外に提供するのは難しいかもしれません．

現に，このMINTシステムを手に入れるために医会に入会された施設もあります．

7. Q：顧問配置の件．具体的にたとえば経営相談についてどういうふうにされるのか？ 医会の会員とどうい

うふうなコンタクトをとるのか？

A：顧問としての領域はどこまでか，という問題は難しいと思いますが，ご相談しているうちに無料の範囲

（顧問としての範囲）と有料の範囲が提示されると考えます．一般的に相談内容が簡単なものは無料，

一定以上の相談内容に関しては話し合いの上で有料となると考えております．

コンタクトの方法を医会のホームページへ掲載しますので，個別に連絡をとってご相談いただくこと

になります．

A：来年度から厚生労働省の指導で，病院会計の制度が変更され，非常に明瞭に利益などが直ぐに算出され

る会計制度に変わる予定です．この時期にタイミングとしては非常にタイムリーと考えます．

このお二人は透析について造詣が深く，透析に特定した相談ができるエキスパートですので，きっと

皆様のお役にたてると考えております．

8. Q：透析時間の件．診療報酬改定の要望書について，4時間透析のことは書いてあるが5時間透析のことに

ついて書いてないのはなぜですか？

A：5時間透析は，アウトカムから考え4時間透析より良いと考えますが，5時間透析を基準に要望書を出

して，5時間以上にかなりの点数が付いて5時間未満の点数が大幅に下がったときに，はたして納得さ

れる医療機関がどれほどあるのか．医会としての役目を果たせるのか．大変大きな問題として悩みまし

た．それでは透析時間は5時間で良いのか，6時間のほうが良いのではないか，という意見も含め検討

し，結論は大多数の施設で実施している4時間以上を選択しました．

透析時間については，今後も検討していきたいと考えております．ご理解ください．

（文責 杉崎弘章）
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（社）日本透析医会通常総会議事録

1.会議の種類 平成16年度 通常総会

1.開 催 場 所 損保会館4階 406号室（東京都千代田区神田淡路町2�9）

1.開 催 日 時 平成16年5月16日（日） 午後2時00分～4時00分

1.会 員 総 数 1,215名

1.出席 会員数 635名 内訳 本人出席 26名 書面出席 609名

1.議事の経過

定刻に到り事務局長水本進氏から，本日の通常総会出席会員数は定足数を満たしたので，有効に成立した旨告

げられた．

初めに会長山﨑親雄氏から挨拶があり，併せて本日の総会議長の選出が諮られ，満場一致をもって吉田豊彦氏

が選任された．

吉田議長は，挨拶に続き議事録署名人に鈴木正司氏および小野山攻氏の両名を指名し，両名とも満場一致で選

任された．

続いて議案の審議に入った．

第1号議案 平成15年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

常務理事山川智之氏から，総会資料に基づき事業報告について，1.会議 2.委員会 3.会務報告の順に説明が

あり，続いて専務理事杉崎弘章氏から，同様に収支決算について詳細な説明が行われた．引続いて監事鈴木満

氏から，平成15年度決算の監査結果は妥当であった旨報告された後，議長による採決が行われ，満場一致で

承認された．

第2号議案 平成16年度事業計画及び予算の承認を求める件

常務理事山川智之氏から，総会資料により前年度事業実績に基づく16年度事業計画（案）の概要，続いて

専務理事杉崎弘章氏から，同様に予算（案）の説明が行われた．内容の詳細について質疑応答が行われた後，

議長による採決の結果，満場一致で原案どおり可決承認された．

第3号議案 会費見直しの承認を求める件

事務局長水本進氏から，年会費の見直しに関し，経緯，必要性および年会費額の試案について，総会資料に

沿って詳細な説明が行われた後，議長により採決の結果，満場一致で原案どおり可決承認された．

第4号議案 経営及び訴訟問題に対し相談できる顧問配置の承認を求める件

会長山﨑親雄氏から，提案趣旨と顧問候補者についての説明が行われた後，議長により採決の結果，満場一

致で原案どおり可決承認された．

第5号議案 なし

次回診療費改定に対する要望事項，会員拡大方策等について自由討論が活発に行われた．

午後4時00分をもって通常総会の議案すべてを終了し，議長は閉会を宣し解散した．

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 385



以上，この議事録が正確であることを証するため，議長並びに議事録署名人がこれに署名押印する．

平成16年5月16日

社団法人日本透析医会通常総会に於いて

議 長

議事録署名人

同
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（社）日本透析医会 役員名簿
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平成16年4月1日現在

役 職 名 氏 名 現 職

会 長

副 会 長

専務理事

常務理事

理 事

（東北）

（東北）

（関東）

（関東）

（甲信越）

（中部）

（関西）

（関西）

（中国）

（中国）

（四国）

（九州）

（九州）

山 﨑 親 雄

吉 田 豊 彦

大 平 整 爾

杉 崎 弘 章

小野山 攻

鈴 木 正 司

廣 田 紀 昭

山 川 智 之

井 形 昭 弘

太 田 和 夫

山 下 眞 臣

澤 宏 紀

前 田 憲 志

藤 見 惺

松 田 鈴 夫

秋 澤 忠 男

関 野 宏

村 上 秀 一

黒 田 重 臣

秋 葉 隆

土 屋 隆

指 出 昌 秀

後 藤 武 男

小 野 利 彦

土 谷 晋一郎

原 田 知

寺 尾 尚 民

隈 博 政

工 藤 寛 昭

医療法人衆済会 増子記念病院附属則武診療所 所長

医療法人社団誠仁会 理事長（みはま病院）

医療法人社団恵水会 札幌北クリニック 院長

医療法人社団心施会 理事長（府中腎クリニック）

医療法人小野山診療所 理事長

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 副院長

廣田医院 院長

特定医療法人仁真会 理事長（白鷺病院）

名古屋学芸大学 学長

太田医学研究所 所長

社団法人日本国民年金協会 理事長

鈴鹿医療科学大学 学長

医療法人有心会 理事長（大幸砂田橋クリニック）

医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック 院長

国際医療福祉大学 教授

和歌山県立医科大学 血液浄化センター 教授

医療法人宏人会 理事長（宏人会中央病院）

医療法人三良会 村上新町病院 院長

独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター 院長

東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化部門 教授

医療法人輝山会 理事長（輝山会記念病院）

医療法人社団一秀会 理事長（指出泌尿器科）

高砂市民病院 名誉院長

医療法人桃仁会 理事長（桃仁会病院）

医療法人あかね会 理事長（土谷総合病院）

医療法人社団一陽会 原田病院 院長

医療法人尚腎会 理事長（高知高須病院）

医療法人くま腎クリニック 理事長

医療法人杏和会 工藤医院 院長

監 事 鈴 木 満

岩 月 史 郎

伊 原 美 好

医療法人松圓会 名誉理事長（東�クリニック）

弁護士

公認会計士

名誉会長 稲 生 綱 政

平 澤 由 平

医療法人大坪会 東和病院 名誉院長

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 顧問
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�透析医のひとりごと � 村上秀一

ひとりごと1（黎明期）

われわれが血液透析を始めたのは，昭和40年代半ば頃であった．あの頃はなにもなかった．シアトルグ

ループが業績を上げていく中，われわれは情報を得ながら真似をしていた．キール型のセロハンを張るテク

ニックにちょっとしたコツがいり，難しかったのを覚えている．灌流液も自分達で調整したものである．試

行錯誤の繰り返しだった．

トラベノール/コーデスなどの輸入品から，少しずつ国産のダイアライザーが研究を重ねられて製品化し

てきた．しかし，始めのうちは血液を流すと灌流液側が赤くなる，始めからリークしているものが非常に多

かった．また未消毒のものもあり，あるいはホルマリン漬けのホロファイバーに至っては，そのホルマリン

を洗い流すために非常に時間がかかったということもあった．あの当時の2.5m2のホロファイバーは当時

の価格で5万円くらいしたと思う．そのためもったいないし，手に入らないものだから，同じ患者さんに何

回も洗って消毒して再使用した．今なら厚生労働省が目をむくだろうが，あの頃は真剣にこんなことをして

いた．ファイバーが残血で目づまりして，半分黒くなったホロファイバーを大切に大切にして使った．

維持透析の方法もさまざまなパターンが試みられた．毎日透析を行ったり，寝ている間の12時間透析を

したり，短時間透析を競ったりしたものである．

ひとりごと2（診療報酬）

血液透析のシステムが次第に確立されてきて，昭和50年代になると，腎不全の患者は透析治療によって

社会復帰もできるようになってきた．

特殊ということで高くてもしかたがないんだという風潮もあり，医療機関が非常に経済的に潤った時期で

もあった．昭和51，52年頃から，ほかの開業の医師より数倍の収入を得ることにより，所得番付のトップ

にのる方々も全国でも増えてきた．透析で開業したばかりの医師が突然所得番付上位にのったりすると，地

域医師会も地域社会もそれを受け入れる状況ではなかった．また，透析医も「お前ら貧乏だろ，俺は金持ち

だ」と，とんでもない車を買ったり，とんでもない土地を買ったり，非常に地域社会から離反する透析医が

多かった．そのことが行政並びに医師会の逆鱗に触れてしまった．

昭和53年3月，透析関係の徹底的な締め出しのような診療報酬の改定が始まった．これは現在までなお

続いている．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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ひとりごと3（学会）

診療報酬の引き下げに対応し，これ以上下げられては大変と透析医会ができた．それより以前，透析療法

学会は透析研究会として活動していた．しかし，これらが透析ベッド数に比例した会費の徴収などを行った

ために，これがまた仲を一つにする気持ちを妨げるものであった．だれもまともな透析台数，患者数を言わ

なくなってしまった．そして透析施設はまとまりがなくバラバラに動き，診療報酬に対しても影響力を持た

なくなった．

初期の頃の透析医会では，診療報酬に対して国会議員に働きかけてなんとかしようという考えもあった．

しかし，その頃の理事の中には「無駄だ，王道で勝負すべきだ」といって皆を諫めた者もいたことを思い出

し，誇りに思う．（その方は，医師ではなかったが，現在大学の教授をしている）

ひとりごと4（安定あるいは不安定）

患者も20年，30年生存が普通になっている．もちろん完璧な状態ではないが．骨の問題，代謝の問題，

腎移植がバラ色かといったら，そうでもない．

若い先生方が，さまざまな合併症について研究し，その時点で結論めいたことを述べたりしているが，

「違うんだよ」と思うこともたくさんある．患者から学ぶべき点はたくさんあり，あんなこと，こんなこと，

縺れた糸を一本一本外すように解明していかなくてはならないと思う．

人口ピラミッドは次第に菱形となり，高齢化はどんどん進んでいる．透析患者数は20万人を超え，地域

社会の500人に1人が透析患者として社会復帰を果たしている．その方々を「死ね」と言うのか．その方々

を国が，医師会が，学会が，医会がどうしていくのか．そして透析医はどのように患者に説明し，受け止め

ていくのか．直前ではなく，もう少し前方のことを見つめていきたい．

青森県透析医会
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�最近の鹿児島県透析事情 � 前田 忠

先日の日曜日久しぶりに島津ゴルフクラブへ出かけました．最終ホールで3打目がシャンクし，バンカー

に入ったとき，携帯電話が鳴り対応したところ，同伴者から「携帯電話はコンペのときは持参できないこと

になっている」と言われました．それまでボギーペースで来ていたのに，このホールで11叩いて散々なス

コアーとなりました．マナーモードにして他人に迷惑がかからないようにしたらどうでしょうか，と聞きま

したところ，こちらからまたかけるでしょう，と言われました．透析患者の急変に対応するため私にとって，

今や携帯電話は必需品ですし，月水金，火木土を1クールとして日曜日だけしか外出できない現状です．や

っとの思いでつくっている貴重な日曜日のゴルフを締め出されるとしたら，人生の大きな楽しみを奪われる

ようで寂しくなります．

それにしても透析医療の置かれている現状は，益々厳しくなっているようです．平成14年末の透析患者

数229,538名，1人当たり年間約500万円の医療費がかかるとして，約1兆1,500億円の医療費を使ってい

ることになります．毎年約13,000名の慢性透析患者が増加してきますから，約650億円の医療費が毎年増

加することになります．今回の診療報酬改定では，医療費の伸びを0に抑えると厚労省は言っておりますの

で，透析医療費の自然増650億円をどこからもってくるのか，と考えると恐ろしくなります．

現在の良質の透析医療を守るためになにを成すべきかを考えると，透析医療の財源をどこからか捻出する，

透析患者の新発生を抑える，腎移植を推進する，の三つしかないと思います．

私どもは鹿児島市で昭和59年より学校腎臓検診を行っており，昭和61年より糖尿病検診，平成4年より

生活習慣病予防検診も始めました．平成14年末の透析導入原因疾患をみると，糖尿病が1位で39.1％，こ

れは10年前の28.4％より10.7ポイント増加．腎硬化症が4位で7.9％，これは10年前の5.9％より2.0ポ

イント増加しており，生活習慣に起因する疾病の予防が透析患者増加を抑えるために最も大事なこととなっ

ております．学校検診で糖尿病や高脂血症，慢性腎炎や尿路感染を早期に発見して治療することも大切です

が，子供たちに病気の実際を理解してもらい，将来腎不全へと進行しないようにする術を身に付けさせるこ

とも重要なことだと考えます．

透析患者の増加を抑えるもう一つの方法は，腎移植の推進です．鹿児島県では昭和60年より現在まで23

例の腎移植が行われておりますが，最近では平成14年鹿児島大学で生体腎移植が1例行われ，その後は行

われておりません．昨年は，脳死腎移植提供者がありましたので，ドナーは今後も増加する可能性がありま

すが，移植の環境を整えることも透析医会の責務であると考えます．鹿児島大学医学部血液浄化部の八木静

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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男先生を透析医会幹事にお迎えして，透析患者の合併症対策と腎移植の推進に取り組んでいこうと考えてお

ります．

平成16年2月28日，鹿児島県透析医会役員と鹿児島県腎臓病患者連絡協議会（鹿腎協）役員の懇談会を

行い，鹿腎協側より，前回の診療報酬改定に伴う透析時間の実態調査結果が報告されました．県別透析時間

は全国平均が4.14時間，最長透析時間は熊本県の4.86時間，最短透析時間は青森県の3.85時間で，鹿児島

県は4.21時間でした．最長の熊本県と最短の青森県で1時間もの差がある意味はなにかと考えさせられま

す．透析患者の送迎問題について話題となり，都市部の患者は交通の便が比較的に恵まれており，友愛パス

等もあるため通院にあまり負担がかかりませんが，地方の病院では遠距離から通ってこられる方が多く，送

迎車も5～6台用意し，運転スタッフもたくさん必要で，苦労しておられるそうです．地方の病院の中には

タクシー会社と契約して患者の送迎をしておられるところもあります．これであれば万一の事故の場合の補

償問題とか，白タク行為問題での営業車との間のトラブルも無くなるのではないかと考えます．

透析医療に対する診療報酬が減らされる逆風のなかで，良質の透析医療を守るために，今後も透析医会の

責務は益々大きくなるものと考えます．

鹿児島県透析医会



はじめに

佐賀県支部は会員数少なく，支部としての活動もあ

りません．数年前までは会員数ももっとあったようで

すが，退会された先生もいらっしゃいます．佐賀県に

は透析施設は28あります．大学病院1，公的病院5，

私立病院9，診療所13です．そのうち，日本透析医

会に加入しているのは，私立病院2，診療所3の5施

設で，未加入施設が23もあります．

1 佐賀県人工透析懇話会

日本透析医会佐賀県支部としての活動がないかわり，

今年の2月で第56回と約20年以上の歴史のある，佐

賀県人工透析懇話会があり，年2回，2月と7月に開

催されています．懇話会の前に施設長連絡会議があり，

実務的な話し合いが行われます．懇話会では各施設よ

りの発表，特別講演などがあります．ちなみにこの2

月の会では，危機管理，患者データ管理，人工炭酸泉

浴，リドカインテープなどの一般演題と，経皮的血管

形成術の動向についての特別講演がありました．一般

講演はスタッフの発表が多く，スタッフの参加も多く

盛会です．できたら，この懇話会が佐賀県支部の活動

になったらよいと思いますが，日本透析医会へ加入し

ている施設が少なくむつかしいのが現状です．

2 佐賀県の透析事情

平成15年12月31日現在の佐賀県健康増進課がま

とめた資料では，佐賀県内の血液透析患者数は1,533

名，CAPD患者数は29名です．透析施設は28，透析

装置の台数は660台で，血液透析患者数・台数はこの

10年間で約2倍になっています．血液透析患者のう

ち60歳以上が63％，入院患者数は207名（13％）で

す．

夜間透析実施施設は12施設，夜間透析の患者数は

251名（16％）です．県内の従事職員数は医師64名，

看護師283名，その他70名の合計417名です．

3 今後について

日本透析医会は医療現場にかかわる活動をされてい

て，シンポジウム，感染対策や事故防止のマニュアル

はすばらしく，また保険診療と審査，医療廃棄物など

問題山積していますので，もっと日本透析医会の活動

を広める必要があると感じています．

今後は，加入施設を増やすのが課題です．そのため

には加入しやすいシステム，加入してよかったと思え

る活動内容が必要です．現在の会費のシステムでは加

入の勧誘もしにくく，できたら日本透析医学会のよう

な会費システムがよいのではと個人的に思っています．

ご検討をお願い申し上げます．
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日本透析医会雑誌に平成 12年（Vol.15 No.1

2000）宮城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透析医療の現場の

苦しみは計りしえないものがあります．このような現

状のなかで透析患者の要望に応えながら良質な透析医

療を提供するためには支部の透析医会は勿論のこと，

日本透析医会・日本透析医学会，日本医師会に代表さ

れる医療界の一致団結が必要であります．

宮城県透析医会は関野宏会長のもと1978年10月に

結成され，2004年 6月現在で 50施設（ベッド数約

1,350床）の会員を数え，総透析患者数は約3,600名

であります．施設の設置場所は宮城県内の患者の治療

に十分に応えられるよう地域に配分されており，施設

の80％は私的医療機関であります．

宮城県透析医会の事業は，①会員間の相互福祉，②

関係官庁・医師会・基金審査会との連絡協調，③会員・

スタッフの透析医療に関する研究・教育などでありま

す．

毎年12月に開催される，宮城県腎不全研究会（今

年度は33回）には午前中は各施設から多数の演題が

提出され，午後はテーマを絞ったシンポジウムで意見

を交換し有意義な研究会としております．県内各地で

行われていた勉強会を，今年度からは宮城県透析医会

主催として年2回の開催を予定しております．

前回の支部だよりでも触れておりますが，透析患者

の高齢化が進み，入院透析の増加への対応が今後の問

題として残されております．
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本稿では，前号で報告後平成16年3月26日，4月23日，5月16日，6月25日の4回開催され

た常任理事会の内容のうち主なものをお伝えします．

1.会費の見直し

通常総会のご報告にもあります通り，今回本会の会費の見直しを提案させていただき総会でご承

認を得ました．これは昨年度の総会で会員施設の実情と会費の整合性に問題があるのではないか，

とのご指摘をふまえて検討を行ったものです．昨年9月に施設現況調査をさせていただき今後の医

会の財務状況も検討した上で，A会員では区分を細分化し若干の値下げを行い，旧C会員は旧B

会員と統合しました．旧C会員については年間2,000円から10,000円と値上げになりますが，医

会雑誌の一人当たり単価は10,165円であったことを根拠に設定させていただきました．ご理解の

ほどよろしくお願い申しあげます．

2.肝炎感染防止緊急勧告

前号の常任理事会だよりでお知らせした通り，ウイルス性肝炎の集団感染防止対策を徹底するこ

とを内容とした緊急勧告を平成16年3月31日付で，内藤秀宗日本透析医学会前理事長と山�日本

透析医会会長の連名で透析各施設に告知いたしました．

平成15年8月に発生した熊本県の透析施設におけるB型肝炎ウイルスの集団発生事故は，本号

の報告にもあるように回路から共通に使用される薬剤の関与を強く疑うものでした．また透析医学

会の統計調査において，C型肝炎ウイルス陽性率は年間2.2％という高値を示し，その一方で約半

数の施設では新規抗体陽性率は0で，感染防止対策に施設間格差があることを疑わせる結果であり

ました．これを踏まえ，緊急勧告の中で共通使用薬剤のウイルス汚染防止（シリンジ製剤の使用，

共通溶解液の使用禁止，注射薬剤を準備する場所の隔離など），定期的な検査によるウイルス性肝

炎患者の把握，ベッド固定など重点防止対策としてあげました．

なお，この勧告は4月上旬に一部新聞において大きく取り上げられました．勧告の中には保険適

応上の問題や施設の状況などで実行が難しい項目もあることは承知しておりますが，透析における

集団感染の社会的影響が大きいものであることに鑑み，充分な対策を講じられることをお願い申し

あげます．
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3.立ち入り検査

3月10日に厚生労働省健康局疾病対策課による透析医会の立ち入り検査がありました．改善勧

告に及ぶ指摘事項はありませんでしたが，指導事項がいくつかありました．その内容は，①特定公

益増進法人の条件として公募による研究助成事業が必要であること，②研究助成事業は研究課題の

具体的内容についての助成であるべきであり，学会等の趣意書等でその点が明確に示される必要が

あること，③マニュアルの代金が主である雑収入が多額であり，収益事業とみなされる可能性があ

り問題がある，などでありました．

4.学術公募助成

立ち入り検査の指摘を踏まえて，今年度より日本透析医会として公募助成を行うこととなりまし

た．対象は腎不全医療，特に透析医療を推進するための学術研究とし，助成額は総額300万円（1

件100万円：2件，1件50万円：2件）です．詳細は日本透析医会ホームページ（http://www.

touseki-ikai.or.jp/）に掲載していますので，ご参照の上ふるってご応募ください．

5.「透析医療における標準的透析操作と院内感染予防マニュアル」

「透析医療における標準的透析操作と院内感染予防マニュアル」の改訂版ができあがりこの度各

会員に発送させていただきました．会員の追加送付，非会員の方より販売の希望がありますが，立

ち入り検査の項で述べた通り，本会の性格上マニュアルを販売することができません．マニュアル

の内容については，これまで発行したものを含め日本透析医会のホームページに掲載しますのでそ

ちらをご参照ください．

6.顧問の設置

透析医療を取り巻く厳しい環境の中，経営上の問題や診療上の事故，医事紛争について会員が気

軽に相談できる顧問を医会として配置することを提案させていただき，先の通常総会においてご承

認いただきました．顧問は2名で，経営・経理問題担当が（株）医療経営戦略研究所の櫻堂渉氏，

医事紛争・訴訟担当が後藤・太田・立岡法律事務所の立岡亘氏です．各顧問の詳しいご紹介，相談

方法などにつきましては，日本透析医会のホームページでお知らせいたします．
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学 会 ご 案 内

●第16回 腎とフリーラジカル研究会

日 時：平成16年9月11日（土）

世話人：玉井 浩（大阪医科大学 小児科学）

会 場：京都リサーチパーク（京都市）

問合せ：〒569�8686

大阪府高槻市大学町2�7

大阪医科大学 小児科学教室

TEL 072�684�6436

●第40回 日本移植学会

日 時：平成16年9月16日（木）～18日（土）

大会長：清水信義（岡山大学大学院医歯学総合研究科）

会 場：岡山コンベンションセンター（岡山市）

問合せ：〒700�8558

岡山市鹿田町2�5�1

岡山大学大学院医歯学総合研究科

腫瘍・胸部外科学（旧：外科学第2）（担当：伊達洋至・岡﨑 恵）

TEL 086�235�7265 FAX 086�235�7269

E-mail jst40@congre.co.jp

●第15回 日本急性血液浄化学会学術集会

日 時：平成16年9月17日（金）・18日（日）

会 長：天野 泉（天理よろづ相談所病院腎透析科・血液浄化センター部長）

会 場：全日空ホテルズ ホテルグランコート名古屋（名古屋市）

問合せ：〒632�8552

奈良県天理市三島町200

天理よろづ相談所病院腎透析科・血液浄化センター（奥村・吉田）

TEL/FAX 0743�63�7851

E-mail iamano@tenriyorozu-hp.or.jp

●第12回 中部小児腎臓病研究会

日 時：平成16年9月18日（日）

世話人：上村 治（あいち小児保健医療総合センター）

会 場：未定

問合せ：〒910�1193

福井県吉田郡松岡町下合月23�3

福井医科大学 小児科学講座（平岡政弘 気付）

TEL 0776�61�3111 FAX 0776�61�8129
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学 会 ご 案 内

●第10回 日本腹膜透析研究会学術集会

日 時：平成16年9月18日（土）・19日（日）

当番監事：中尾俊之（東京医科大学 腎臓科）

会 場：新宿京王プラザ（東京都）

問合せ：〒160�0023

東京都新宿区西新宿6�7�1

東京医科大学腎臓科（大根田さくら）

TEL 03�3342�6111（内5002） FAX 03�3342�5027

E-mail jinzouka@tokyo-med.ac.jp

●第26回 日本小児腎不全学会

日 時：平成16年9月23日（木）

大会長：宍戸清一郎（都立清瀬小児病院）

会 場：軽井沢プリンスホテル（長野県）

問合せ：〒204�8567

東京都清瀬市梅園1�3�1

都立清瀬小児病院 泌尿器科

TEL 0424�91�0011

●第13回 発達腎研究会

日 時：平成16年9月11日（土）

会 長：武田英二（徳島大学）

会 場：徳島大学蔵本キャンパス内 青藍会館（同窓会館）（徳島市）

問合せ：〒770�8503

徳島県徳島市蔵本町3�18�15

徳島大学 病態栄養学教室

TEL 088�633�7093

●第34回 日本腎臓学会西部学術大会

日 時：平成16年10月1日（金）・2日（土）

大会長：槇野博史（岡山大学大学院医歯学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学）

会 場：岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム）

問合せ：〒700�8558

岡山市鹿田町2�5�1

岡山大学大学院医歯学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学

第34回日本腎臓学会西部学術大会 事務局（事務局長：山崎康司）

TEL 086�235�7234 FAX 086�222�5214

E-mail sannai@cc.okayama-u.ac.jp
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学 会 ご 案 内

●第42回 日本人工臓器学会

日 時：平成16年10月5日（火）～7日（木）

大会長：工藤龍彦（東京医科大学・八王子医療センター）

会 場：新宿京王プラザ（東京都）

問合せ：〒193�0998

東京都八王子市館町1163

東京医科大学・八王子医療センター

心臓血管外科 臨床工学部

TEL 0426�65�5611

●第4回 腎移植を学ぶ会学術集会

日 時：平成16年10月17日（日）

会 場：未定

問合せ：〒063�0005

北海道札幌市西区山の手五条7�1�1

国立療養所西札幌病院 小児科（星井桜子 気付）

TEL 011�611�8111（内線575） FAX 011�611�5820

E-mail hosiis@nsp.hosp.go.jp

●第21回 中国四国小児腎臓病学会学術集会

日 時：平成16年10月未定

学会長：香美祥二（徳島大学）

会 場：未定

問合せ：〒770�8503

徳島市蔵本町3�18�15

徳島大学 小児医学

TEL 088�631�3111

●第66回 北海道透析療法学会学術集会

日 時：平成16年10月未定

会 長：大平整爾（札幌北クリニック）

会 場：未定

問合せ：〒060�0001

北海道札幌市中央区北一条西7�3 おおわたビル2F

北海道透析療法学会

TEL 011�261�2033 FAX 011�261�2033
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●第34回 日本腎臓学会東部学術大会

日 時：平成16年11月5日（金）・6日（土）

会 長：杉崎徹三（昭和大学医学部腎臓内科）

会 場：品川プリンスホテル エグゼクティブタワー（東京都）

問合せ：〒142�8666

東京都品川区旗の台1�5�8

昭和大学医学部腎臓内科（大会事務局長：柴田孝則）

TEL 03�3784�8533 FAX 03�3784�5934

E-mail tshibata@med.showa-u.ac.jp

●第7回 日本腎不全看護学会総会・学術集会

日 時：平成16年11月13日（土）・14日（日）

大会長：内田明子（千葉社会保険介護老人保健施設サンビューちば）

会 場：幕張メッセ 国際会議場（千葉市）

問合せ：〒231�0013

神奈川県横浜市中区住吉町1�4 第3白井ビル5�A

日本腎不全看護学会

TEL 045�226�3091 FAX 045�226�3092

E-mail uda-jann@yk.rim.or.jp

●第24回 日本アフェレシス学会学術大会

日 時：平成16年11月19日（金）・20日（土）

大会長：高森健二（順天堂大学医学部附属浦安病院 皮膚科）

会 場：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ（浦安市）

問合せ：〒279�0021

千葉県浦安市富岡2�1�1

順天堂大学医学部附属浦安病院 皮膚科（松葉祥一）

TEL 047�353�3111 FAX 047�380�1042

E-mail matsuba@juntendo-urayasu.jp

●第10回 HDF研究会

日 時：平成16年11月20日（土）・21日（日）

大会長：甲田 豊（甲田内科クリニック） 青池郁夫（信楽園病院 腎センター）

会 場：新潟コンベンションセンター 矢鷺メッセ（新潟市）

問合せ：〒950�2087

新潟市西有明町1�27

信楽園病院 内科（担当：青池郁夫）

TEL 025�267�1251 FAX 025�267�3199

E-mail hdf10@mtz.co.jp



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．

�.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5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，出版社の承諾を得てその出典

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）AndressDL andShettadDJ:Theosteo-

dytrophy ofchronicrenalfailure.Diseasesof

theKidney5thed;editedbySchrierRW and

GottschalkCW,Little,BrownandCo,Boston,

P2759,1993.

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:Ef-

fectofintensivetreatmentondiabeticnephropa-

thyinpatientswithtypeIdiabetes.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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本誌の発行も順調に進行しており，B5判からA4判に変わり，内容的にも充実したものに成長

していることは喜ばしい限りであります．さらに構成内容の体裁もそろそろ定着してきた観があり

ます．

今号では「学術記事」として医会主催のCurrentTopics2004の記録（6題），学術助成研究論

文（4題），支部での特別講演（2題），多嚢胞化萎縮腎，骨疾患治療ガイドラインなどを，「経済記

事」として診療報酬改定の解説，診断群分類（DPC），病院機能評価など，「安全対策記事」とし

て災害ネットワーク，肝炎，ウイルス感染症など，「実態調査記事」として長期CAPD患者アンケ

ートなどを盛り込みました．

さらに新しい企画として始まった「透析医のひとりごと」もお楽しみ頂きたいと思います．各支

部からの「たより」も健在で継続しております．

今後もさらに充実した編集に努める所存です．そのためには会員諸氏からの自由な投稿やご意見

も載せていきたいと考えております．

本誌がお手元に届く頃はすでに涼風が吹く時期でしょうか．残暑に悩んでいる時期でしょうか．

どなた様もご自愛下さい．

広報委員会副委員長 鈴 木 正 司
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