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平成16年は正に災害の当たり年であった．度重なる台風による水害，大きな地震が記憶に新し

い．国内では道路が濁流に水没し，取り残されたバスの屋根の上で救助を待って一夜を明かし，翌

朝にヘリコプターで救助されたニュースもあった．台風23号による各地の被害も相当なものがあ

った．さらに年末には，インドネシアで起こった巨大地震とその後のインド洋の巨大津波による甚

大な被害には，わが国を含めた国際社会による救助・援助が続けられている．

翻って私の居住する新潟県に限って言えば，先ず7月13日に三条地区を襲った台風に伴う大雨

で五十嵐川が氾濫した．その結果，同地区の透析施設で水道水の供給が不十分となり，治療の継続

がピンチに陥った．同じ県内の透析医の仲間として，情報交換や応援体制の打ち合わせに係わるこ

とになった．

さらには，寝耳に水の如く10月23日に起こった最大震度7の中越大震災である．自分自身が新

潟市内の病院2階の透析室で震度5の揺れを体験し，うろたえた．新幹線が脱線して傾き，多くの

家屋が壊れて傾いた．長岡市内と小千谷市，十日町市の3カ所の透析施設が治療不能となった．そ

の後の対応については，いずれ被災地の当事者達の口と筆を通して詳細に明らかにされよう．今年

の第50回日本透析医学会でも，緊急シンポジウムとして取り上げられ，阪神淡路大震災と今回の

中越大震災との状況や対応の異同が論じられる．大都会直下型と，農山村・地方都市直撃型の差異

が指摘されよう．

いずれにしても7月13日の水害，10月23日の大震災の際の情報交換や応援体制の構築には，

日本透析医会の「災害時情報ネットワーク」が有効に働いたことを実際に体験した．このネットワ

ークは10年前のあの阪神淡路大震災を教訓にして作り上げられたものであるが，この後に起こっ

た数々の災害を機に少しずつ利用が拡大されて来た．

本来ならばこのようなネットワークは使用する機会が無いに越したことはない．しかしながら地

震国のわが国ではそのような甘い考えは許されまい．ましてや東海大地震がいつ起こってもおかし

くないと言われる現在である．これから益々このシステムの幅広い利用を，透析関係者の間に呼び

かけていくことが必要であろう．

ところで私たち透析医療に関係する者は，災害に際しとかく「透析施設」が，「透析患者」がど

うなったかに関心を向けて語るものである．しかし中越大震災で被害を受けた福祉・医療施設はも

ちろん「透析」関連だけでは済まない．新潟県の報告によれば，中越大震災の被災は医療施設だけ

でも141に及ぶ．さらに高齢者福祉施設：130，障害者福祉施設：23，児童福祉施設：193，精神障

害者社会復帰施設：5，その他：29もあり，そのほかにも水道施設：35（事業体）がある．

透析医療も重要だが，ほかの福祉・医療もやはり住民にとっては重要なのである．
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要 旨

1） 疫学的問題

わが国においては，維持透析が慢性腎不全に対する

事実上の終末治療になっている．結果的に，透析歴が

長い・高齢者が多い・高血圧患者が多い・糖尿病性腎

症由来患者が多いことなどが特徴となっている．これ

らは，性別（男性＞女性）・高脂血症・喫煙・飲酒な

どとともに閉塞性動脈硬化症（ASO）の危険因子で

もある．

透析患者のASOの発生頻度は，6.3％程度である．

維持透析患者においては特に発生率5.5％の心筋梗塞，

9.7％の脳梗塞などの直接生命を脅かす可能性のある

疾患との関連において注意をはらうべきである．

2） 病態の特異性

① スチール症候群との関連

スチール症候群が発生した場合には，ASOの存在

を疑って診察すべきである．スチール症候群は，単に

動静脈瘻が存在するだけでは発生しない．吻合部から

末梢における血流に対する抵抗が増大していることを

示唆している可能性がある．

② 特異的異脂血症

透析患者に，透析関連異脂血（dialysis-associated

dyslipidemia）として表現される脂質代謝異常が存在

する可能性がある．特徴は，高血中総コレステロール

値・低血中HDL値・高血中LDL値などで，LDLア

フェレシスによって改善できる．

3） 診断時の注意

① A（B）PI（ankle-（brachial））pressureindex

透析患者においては，動脈硬化が高度になり，さら

に腎性副甲状腺機能亢進症により高度の石灰化が指趾

骨動脈にまで及んで硬くなり，通常のマンシェットの

加圧によっては動脈が圧迫・閉塞されずに，結果的に

高いAPI値を示すものがある．APIが高値であって

もASOを否定する根拠にはならない．

② 血液学的変化

血液の凝固能亢進，血小板凝集能・粘着能亢進など

による血液粘度の上昇，すなわち血液性状の変化が病

態を悪化させている可能性がある．

4） 補完・代替医療によるQOLの向上

補完・代替医療（complementaryandalternative

medicine,CAM）は，ときにASO患者のQOLを劇

的に向上させる．

5） 転帰・予後

全透析患者の2.0％に肢切断が行われている．趾肢

切断は，透析患者の日常的QOLを阻害するばかりで

なく，生への意欲を喪失させる．あらゆる医療的努力

を払って救肢趾を試みるべきである．

6） 診断・治療は二重構造的に

ASOの診断・治療は，血液透析単科施設と総合医

療施設における機能を分担した二重構造で考えるのが

現実的である．
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1 疫学的問題

わが国においては慢性腎不全に対する治療として年

間1万人以上の維持透析患者が増加するのに対して，

腎移植は年間500～600症例が行われる程度であり，

維持透析が事実上慢性腎不全に対する終末治療となっ

ている．結果的に，透析歴が長い，高齢者が多い，高

血圧患者が多い，糖尿病性腎症由来患者が多いことな

どが特徴となっている．これらは，性別（男性＞女性）・

高脂血症・喫煙・飲酒などとともに閉塞性動脈硬化症

（ASO）の危険因子でもある．

一般人口についても，高齢化と生活の欧米化などに

よるとされるASO患者の増加がいわれているが，発

生頻度についての大集団での統計はない．透析患者の

ASOの発生頻度については，われわれの22,893名に

おけるブラッドアクセストラブルについての統計調査

では6.3％程度である1）．

ASOは一般的に，下肢動脈の循環障害としてとら

えられる傾向があるが，動脈硬化に伴う全身性虚血性

障害の1分症として把握すべきである．維持透析患者

においては特に，発生率5.5％の心筋梗塞，9.7％の

脳梗塞などの直接生命を脅かす可能性のある疾患との

関連において注意をはらうべきである2）．末梢循環障

害を示す維持透析患者は，示さない患者に比べて生存

率が低いとする報告がある3）（図1）．

2 病態の特異性

1） スチール症候群との関連

すべての維持血液透析患者は，なんらかのブラッド

アクセスを持っているが（表1），動静脈瘻を採用して

いる場合にはときにスチール症候群の起こることがあ

る．スチール症候群が発生した場合には，ASOの存

在を疑って患者を診察すべきである．その根拠は，透

析患者の96.6％が動静脈瘻を持つのに1），スチール症

候群はわずか0.5％にしか発生せず（表2），糖尿病患

者などの，末梢抵抗が高いとみなされる患者に発生し

やすい傾向があるからである．

言い換えると，スチール症候群は，単に動静脈瘻が

存在するだけでは発生しない．透析患者におけるスチ

ール症候群の症状の重症度は，ASOにおけるFontaine

の重症度分類に対比することができる4）（表3）．

2） 特異的異脂血症

維持透析患者における特異的な高脂血症の存在につ

いては論議のあるところであり，現在では一般的には

否定的であると考えられる．しかし，われわれは透析

患者に，高脂血症としてではなく透析関連異脂血

（dialysis-associateddyslipidemia）として表現され

る脂質代謝異常の存在を指摘している5）．その特徴と

して，高血中総コレステロール値・低血中HDL値・

高血中LDL値などである（表4，図2）．

一般に見逃されやすいのは以下の理由による．異脂

透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の特異性 3

図1 末梢循環障害のある透析患者の生存率



血症は透析歴が長くなるにつれて明らかになる視点に

立たなければならず，透析患者全体の集団で観察する

と平均されて異脂血症が見分けにくくなる．加えて透

析歴が長くなると，異脂血症に関連して，循環器疾患

を合併して死亡脱落などで統計における症例として拾

いあげられにくくなることなどが関係すると考えられる．

さらに，この異脂血症はLDL吸着によって是正す

ることができる．きわめてエキサイティングなことに

は，LDL吸着を繰り返すことによって異脂血症に関

連すると考えられる狭心症発作の頻度が減り，さらに

消失する症例を経験したことである（図3）．

3 診断時の注意

1） A（B）PI（ankle-（brachial））pressureindex

閉塞性動脈硬化症の臨床診断においては，ankle-

（brachial）pressureindex（A（B）PI）が信頼性の高

いものとして重要視されている．たとえば，糖尿病大

血管障害研究会は，診断基準のmajorcriteriaのひと

つとしてAPI≦0.8をあげている（表5）．しかし，わ

れわれの103名の検索では，API＞1.20でありながら

臨床的にASOと診断された患者が11名存在した．こ

れらの患者はすべて，血中PTH高値から腎性副甲状

腺機能亢進症があり，4名は糖尿病性腎症由来であり，

全員でX線上動脈の石灰化が確認された（表6）．

透析患者においては，動脈硬化が高度になり，さら

に腎性副甲状腺機能亢進症により高度の石灰化が指趾
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表2 使われているブラッドアクセスのトラブル

no. ％foralltroubles％
（N＝2,715）

forallbloodaccesses
（N＝22,834）

stenosis

obstruction

venoushypertension

stealsyndrome

aneurysmaldilatation

seroma

infection

others

1,692

144

232

116

586

38

34

101

（62.3％）

（5.3％）

（8.5％）

（4.3％）

（21.6％）

（1.4％）

（1.3％）

（3.7％）

（7.4％）

（0.6％）

（1.0％）

（0.5％）

（2.6％）

（0.2％）

（0.1％）

（0.4％）

表3 維持透析患者における虚血性末梢循環障害の

重症度分類

1.ASO

Fontaine分類

（主に，下肢・足趾における症状）

Ⅰ度：変色・冷感

Ⅱ度：間歇性跛行

Ⅲ度：安静時疼痛

Ⅳ度：潰瘍・壊死

2.スチール症候群

スチール症候群重症度分類（案）

（主に，動静脈瘻のある前腕・拇指側における症状）

Ⅰ度：変色・冷感

Ⅱ度：透析中除水により現われる疼痛

Ⅲ度：安静時疼痛

Ⅳ度：潰瘍・壊死

表4 透析関連異脂血症（仮説）

hightotalcholesterollevel

lowHDLcholesterollevel

highLDLcholesterollevel

femalemoreaffectedthanmale

progressingwithHDperiod

correctablebyLDLapheresis

表1 使われているブラッドアクセスの型

typesofbloodaccess

AV fistulainupperextremity

graft

superficializedartery

A-A bypass

directpunctureofartery

indwellingcatheter

others

21,128

927

587

3

79

44

71

（92.5％）

（4.1％）

（2.6％）

（0.0％）

（0.3％）

（0.2％）

（0.3％）

22,839 （100.0％）

unspecified 1,229



骨動脈にまで及んで硬くなり（図4），通常のマンシ

ェットの加圧によっては動脈が圧迫・閉塞されずに，

結果的に高いAPI値を示すものと考えられている．

維持透析患者においては，APIが高値であってもASO

を否定する根拠にはならない（表7）．

2） 血液学的変化

ASOの症状は，その病名にしたがって動脈壁の硬

化性病変，すなわち血管の形態学的変化によって発現

すると考えられがちである．しかし，血液の凝固能亢

進，血小板凝集能・粘着能亢進などによる血液粘度の

透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の特異性 5

表5 閉塞性動脈硬化症診断基準

● ①または②

●③＋minorcriteria1つ以上

●minorcriteriaでは2つ以上（疑診）

�majorcriteria�

①血管造影で証明

②API0.8以下（API：anklepressureindex）

③虚血による間欠性跛行または安静時痛

�minorcriteria�

④動脈拍動の減弱または欠損

⑤壊疽・潰瘍の存在または既往

⑥四肢動脈の著しい石灰化

糖尿病大血管障害研究会による．

図2 血液透析5年経過患者の総コレステロール値

図3 LDL吸着による異脂血症の改善と狭心症発作の消失



上昇，すなわち血液性状の変化が病態を悪化させてい

る可能性がある．

われわれの検索では，123名の患者のうちTAT異

常高値を示したのが84名（68.3％）であった．透析

歴別・年齢別に有意差はなかった（表8）．PF-4異常

高値を示したのは31例中29例（93.5％）であり，透

析歴別・年齢別に有意差はなかった（表9）．β-TG異

常高値を示したのは23例中23例（100.0％）であり，

男性は女性に比して高値（p＝0.025）であった．PIC

異常高値を示したのは121例中64例（53.3％）であ

り，透析歴5年以下の患者より透析歴5年以上の患者
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表7 維持透析患者の閉塞性動脈硬化症診断基準

�majorcriteria�

①虚血による間欠性跛行，または安静時疼痛

②anklepressureindex≦0.8

＞1.1でも否定できない

③血管造影で証明

�minorcriteria�

④動脈拍動の減弱，または欠損

⑤壊疽・潰瘍の存在，または既往

⑥四肢動脈の著しい石灰化

（提案：1996年）

表6 API＞1.20（どちらかの下肢）患者11名のプロフィール

患者 c-PTH
＜1.3ng/ml

HS-PTH
180～560pg/ml

int-PTH
10～65pg/ml PTX DM 動 脈

石灰化

HI

TM

MF

TM

MN

KO

MK

SY

YT

IT

KT

6.4

1.2

0.3

1.8

21.3

15.2

2.8

7.9

8.9

17.0

1.8

45,091

5,194

311

10,631

110,165

81,154

11,962

57,004

70,363

120,275

9,037

228

92

27

76

761

405

110

796

561

1,321

44

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（＋）

（＋）

（＋）

（－）

（－）

（－）

（－）

（－）

（＋）

（－）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

7.7±7.2 47,636±43,400 402±417 4 11

年齢平均 53歳7月±16歳8月 透析歴平均 12年6月±7年6月

図4 趾骨動脈の石灰化



において明らかに高値を示した（p＜0.05）．凝固能亢

進に対する反応として線溶能亢進が起こったものと考

えられた．

4 補完・代替医療によるQOLの向上

補完・代替医療（complementaryandalternative

medicine;CAM）は，ときにASO患者のQOLを劇

的に向上させる．外気功は，患者の自覚症状を改善し

一般的に末梢体温を上昇させるが，サーモグラフィー

上足趾の外表面温度を3.4℃ 上昇させることもある6）

（図5）．容積趾尖脈波における改善，末梢血流の増加

も得られる．鍼灸は下肢のしびれ・疼痛改善に有効で

ある．人工炭酸泉浴は，下肢組織内PO2を上昇させ，

透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の特異性 7

図5 外気功による足趾温度の上昇

ポイント11において，外表面温度が3.4℃上昇している．

表8 維持透析患者のTAT値

（n） 平 均 異常/全体

全例（123）

男性（64）

女性（59）

4.2±10.8

4.7±8.2

3.7±13.2

84/123（68.3％）

44/64（68.7％）

40/59（67.8％）

正常値＜4.0ng/dl（ELISA）
透析歴・年齢別に有意差なし

表9 維持透析患者のPF-4値

（n） 平 均 異常/全体

全例（31）

男性（17）

女性（14）

78.0±26.2

81.8±24.6

73.4±28.3

29/31（93.5％）

16/17（94.1％）

13/14（92.9％）

正常値＜20.0ng/ml（EIA）
透析歴・年齢別に有意差なし

表10 補完・代替医療の維持透析患者に及ぼす効果

人工炭酸泉浴

施療前 施療中

下肢筋痙攣頻度

つらい・しんどい・止めたい頻度

HDF中の除水（平均）

15.8％（6回/38HDF）

31.6％（12回/38HDF）

2.4kg

全体 前半 後半

6.0％（5/84）［5/42→0/42］

6.0％（5/84）［5/42→0/42］

2.2kg

BP＜100mmHgでも無症状となった

リンゴ酸Caが減量された

患者：77歳，女性 透析歴：15年（CAPD2年，現在週3回HDF）
ASOに対してlipoPGE1・argatroban2回/週
外気功・指圧・留置鍼：ほぼ1回/週
2003年1月からほぼHDF毎（前）の人工炭酸泉浴（約15分間）



時には，壊死部分を縮小させ消失させる．さらに，お

そらくは全身的な循環動態の改善から，患者は血液透

析中の不穏状態から抜け出す場合もある（表10）．

5 転帰・予後

全透析患者の2.0％に肢切断が行われている2）．趾

肢切断は，透析患者の日常的QOLを阻害するばかり

でなく，生への意欲を喪失させる．あらゆる医療的努

力を払って救肢趾を試みるべきである．

6 診断・治療は二重構造的に

日本透析医学会の統計によると，血液透析の単科的

専門とみられる比較的小規模施設における患者数が全

体の76.3％を占めている2）．ASOの診断・治療は，血

液透析単科施設と総合医療施設における機能を分担し

た二重構造で考えるのが現実的であろう（表11）．血

液透析単科施設においては，医療スタッフが週3回患

者に接しているはずであり，趾肢切断に至らぬよう

ASOの早期発見に努力すべきである．
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表11 閉塞性動脈硬化症の診断・治療の分業化

二重構造的に考える

1.血液透析の単科的専門施設（全透析患者の76.3％を治療）

臨床症状を適確に把握

FontaineⅢ度以上では，総合医療施設へ紹介

薬剤療法を中心，補完・代替医療も積極的に

2.血液透析を行う総合医療施設

画像診断・機能診断など

治療法の選択

侵襲的治療



要 旨

「閉塞性動脈硬化症の機能診断」とは，側副血行路

の血液供給予備能力を定量的に評価することに他なら

ない．間歇性跛行のある透析患者には，最大歩行距離

と歩行負荷後の血行動態や筋酸素動態を観察すること

により，重症度の評価，治療指針の決定，治療効果の

判定は比較的容易である．しかしながら，潰瘍・壊死

のある透析患者では，心機能障害，代謝障害，感染，

貧血，栄養障害，免疫力低下などの諸因子も加わるこ

とによりで病態は複雑化しており，客観的に病変周辺

部の組織灌流を評価しうるさまざまな検査法を駆使し

たとしても，治療方針を決定したり肢の転帰を予測し

たりすることは極めて難しい．従って単独の検査では

なく幾つかの検査を組み合わせながらその限界に挑戦

することが今後の課題となる．透析患者に機能検査を

行うにあたり，それがスクリーニングの目的か，治療

方針決定の目的か，肢の転帰予測の目的か，あるいは

治療効果判定の目的とするのかを明確にしながら検査

を進めてゆくことが重要である．

はじめに

閉塞性動脈硬化症（ASO）により四肢主幹動脈の

狭窄や閉塞が起こると，その末梢の組織に虚血徴候が

発生する．虚血徴候の重症度はFontaine分類として

よく知られているが，これは側副血行路の発達の程度

を表わしたものと考えることができる．ASOの診断，

病変部位，重症度は問診に加え，視診，触診，聴診と

いった理学的検査法を行うことにより比較的容易であ

るが，これらの検査では循環障害を定量的に評価する

ことは難しい．「ASOの機能診断」とは，側副血行路

を介する血液供給予備能力，すなわち側副血行路の機

能を定量的に評価することにほかならない．

1 間歇性跛行に対する検査

「ある距離を歩くと下肢筋の張りや痛みのため立ち

止まり，ある時間立ち止まって休憩すると再び歩行可

能となる」のが間歇性跛行であり，これを構成する2

大要素は最大歩行距離と休憩時間と考えてよい．間歇

性跛行の評価における安静時測定値の臨床的意義は少

なく，歩行負荷を加える必要がある．患者の歩行可能

な距離は歩行速度と勾配に大きく左右される．速く歩

く時にはゆっくり歩く時に比べ，また階段や坂道を昇

る時には平地を歩く時よりも早く痛みが生じることか

ら，現在のところ簡便さと再現性の点で一定の負荷条

件を設定できるトレッドミル検査が行われる．

トレッドミル上を一定条件下で少なくとも数回歩行

させ，歩行距離にばらつきのないことを確認したうえ

で歩行可能距離を測定する．一定の勾配（0～16％）

と速度（2.0～4.6km/h）に設定したトレッドミル上

を歩かせる一定負荷試験（constantexercisetest）

と，2～3分毎にトレッドミルの勾配（0～22％）と速

度（1.6～9.0km/h）を漸増してゆく多段階負荷試験

（gradedexercisetest）があるが，両者の再現性には
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差がないことがわかっている．どちらの選択も可能で

あるが，施設毎にいつも一定の設定で行うことが大切

である．本邦では12％勾配，時速2.4kmの一定負荷

試験が一般的である．

歩行距離は患者の意識や意欲に左右されるため必ず

しも客観的とは言えないが，とにかく一定条件下で患

者の歩ける距離を知ることは重症度評価の第一歩とい

える．跛行出現距離（initialclaudicationdistance;

ICD）と最大跛行距離（absolutewalkingdistance;

AWD）を測定するが，このうち最大跛行距離のほう

がパラメーターとしては重要である．

血行動態の評価には足関節血圧/上腕血圧（ankle

brachialpressureindex;ABPI）を用いる．

AWDとトレッドミル上を1分間（40m）歩かせた

後のABPI回復時間（RT40）とは逆相関の関係にあ

り，AWDの短い患者のRTは長く，AWDの長い患
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図1 ABPI回復時間（RT40）と最大歩行距離（AWD）

RT40とAWDは逆相関の関係にある．AWDの短い跛行肢のRT40は長く，AWDの長い

患者のRT40は短い．

図2 運動療法前後のABPI回復時間（RT40）と最大歩行距離

運動療法前のRT40から運動療法の効果を予測すると，RT40が12分未満の患者では運動

療法により有意の歩行距離延長が期待できる．



者のRT40は短い（図 1）．RTは歩行により筋に発生

した血液の負債を，歩行終了後どれくらいの時間をか

けて解消できるかをみたものにほかならず，AWDと

RTの測定により間歇性跛行肢の重症度判定と治療方

針の決定ができる．RT40が12分未満の患者の多くは

3週間の運動療法により150％以上の最大歩行距離延

長がみられることから，RT40が12分未満の患者には

運動療法，12分以上の患者には血行再建術の適応が

あると考えている1）（図2）．

しかしながら，多くの維持透析患者では動脈に著し

い石灰化のためカフ圧を300mmHgにまで上昇させ

てもドプラ音や脈波が消失しないことがある．鉄パイ

プをカフで絞めているようなもので，このような患者

ではABPIによる血行動態の評価はできない．このよ

うな患者には近赤外線分光法（nearinfraredspec-

troscopy;NIRS）による評価が勧められる2,3）．

NIRSは筋酸素動態から間歇性跛行肢の重症度を評

価しようとしたものである．歩行を開始すると，筋酸

素化ヘモグロビン（oxyHb）と筋還元ヘモグロビン

（deoxyHb）の解離が始まるが，歩行をやめるとこれ

らが次第に収束する．この収束に要する時間は，歩行

により筋に発生した酸素の負債を歩行終了後どれくら

いの時間をかけて解消できるかをみたものにほかなら

ず，ABPI回復時間と収束に要する時間はよく相関す

ることがわかっている（図3）．

2 虚血性潰瘍に対する検査

一口に虚血性潰瘍と言っても，その中にはバイパス

術や血管形成術といった劇的に血流を増加させる治療

手段をとらなければ治癒の見込めないものから，安静，

禁煙，薬物治療により十分治癒の期待できるものまで

様々であり，血行動態を客観的に把握して治療方針を

決定する必要がある．治癒能力の乏しいものは重症虚

血肢（criticallimbischemia;CLI）といっても差し

つかえない．

潰瘍周辺部の組織灌流を客観的に評価しうる検査法

は三つに大別できる．第一は血圧値からの評価で，足

関節血圧（anklepressure;ABP）や足趾血圧（toe

pressure;TBP），皮膚灌流圧（（skinperfusionpres-

sure;SPP）が測定される．いずれも絶対的血圧が用

いられる．第二は皮膚の微少循環からの評価で，経皮

的組織酸素分圧（transcutaneousPO2;tcPO2），皮

膚温，レーザードプラ血流量（laserDopplerfluwme-

try）などが行われている．第三は組織全体の灌流か

らの評価で，アイソトープが用いられる．

ここでは，ABP，TBP，SPP，tcPO2，皮膚温，ア

イソトープによる評価につき述べる．

1） 足関節血圧（ABP）

ABPからCLIを定義した報告も多い．代表的な報

告では 50mmHg未満4），60mmHg未満5），50～70

閉塞性動脈硬化症の機能診断 11

図3 ABI回復時間とoxyHb回復時間

横軸にABPI回復時間（分），縦軸にoxyHb回復時間（秒）をとると，oxyHb回復時間

とABI回復時間は正の相関の関係にある．



mmHg未満6）をその下限値としている．しかしなが

ら，ABPは足関節より末梢の病態を反映しないばか

りか，維持透析患者においてはABP自体高値を示す

ばかりでなく，カフ圧を300mmHgにまで上昇させ

てもドプラ音や脈波が消失しないことがある．これは

動脈に著しい石灰化があることを意味している．鉄パ

イプをカフで絞めているようなもので，このような患

者ではABPによる血行動態の評価はできない．維持

透析患者のABPは石灰化のため一般的に高い傾向に

あるが，自験例の結果からみても，ABPから肢の転

帰を予測することは難しい（図4）．

2） 足趾血圧（TBP）

TBPからCLIを定義した報告も多い．代表的な報

告では 30mmHg未満4），40mmHg未満5），30～50

mmHg未満6）をその下限値としている．TBPは下肢

全体の血行動態を反映することから，その臨床的意義

は大きい．維持透析患者でABP測定ができない場合

でも，足趾にまで動脈の石灰化が及ぶことは稀なこと

から脈波法によるTBP測定が有用である．第1趾に

潰瘍・壊死がある場合や，すでに足趾が切断されてい

る場合などにはTP測定はできない．自験例の結果を

みると潰瘍の治癒可能性を論ずるには，TPがAPよ

りも優れている（図5）．

3） 皮膚灌流圧（SPP）

以前からSPPの測定はアイソトープクリアランス

法により行われてきたが，最近ではレーザードプラ
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図4 潰瘍・壊死のある維持透析患者の足関節血圧と肢の転帰

足関節血圧からは肢の転帰を予測することは難しい．

図5 潰瘍・壊死のある維持透析患者の足趾血圧と肢の転帰

足趾血圧からは肢の転帰を予測することは難しい．



（LASERDOPP2000�）を用いてSPPを測定できる

ようになった．これは血圧カフ内にレーザードプラセ

ンサーと脈波プローブの両方が装着されており，この

カフ圧を上昇させ皮膚灌流を停止させた後，5mmHg

間隔でカフ圧を下げてゆくと灌流圧に達した時に皮膚

血流の再開が観測される．この時点の圧がSPPとな

る．SPPとTPはよく相関することから，TP測定の

できない症例には有用と考えられる（図5）．SPP＞

30mmHgで潰瘍の治癒可能性があるとの報告もある

が7），自験例の結果では30mmHg未満であっても治

癒する症例，30mmHg以上であっても治癒しない症

例も多く，維持透析患者の肢転帰を予測することは難

しい（図6）．

4） 経皮的酸素分圧（tcPO2）

センサープローブ装着部位の皮膚は43～44℃に加

温されることから，tcPO2は加温による反応性充血下

の皮膚血流量を間接的にみているものと考えてよい．

臨床応用には安静時tcPO2のほか，阻血負荷，酸素吸

入，肢位の変化後のtcPO2の測定が行われる．tcPO2

による皮膚血行動態の定量的評価から，潰瘍の治癒可

能性の予測に利用しうる．特に，動脈の石灰化のため

血圧の測定が不可能な維持透析患者では有用である．

一般的には足部tcPO2が30～50mmHg未満のもの

を重症虚血肢というが5），なかでも10mmHg未満で，

酸素吸入や肢位変化によってもtcPO2が改善しない潰

瘍の治癒可能性は低い8,9）．自験例の結果では，安静
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図7 潰瘍・壊死のある維持透析患者の経皮的酸素分圧と肢の転帰

経皮的酸素分圧からは肢の転帰を予測することは難しい．

図6 潰瘍・壊死のある維持透析患者の皮膚灌流圧と肢の転帰

皮膚灌流圧からは肢の転帰を予測することは難しい．



時tcPO2から維持透析患者の肢転帰を予測することは

難しい（図7）．

5） サーモグラフィー検査

サーモグラフィーは身体から放射される赤外線を検

知しモニターに描出するもので，身体各部の皮膚血流

の状態を無侵襲的に観察できる利点がある．検査にあ

たっては，室温25℃以上，湿度60％に保った恒温室

で，被験者を安静臥床とし測定部位を10～20分間露

出させ室温に馴化させるなどの環境設定が重要である．

皮膚温は血流以外の因子も多く関与しており，皮膚

温が皮膚血流を正確に反映しているとは言いがたく，

また病変部位にみあう低温域が必ずしも描出されない

ため，安静時皮膚温のASOのスクリーニング，重症

度診断に果たす役割は少ない．この問題を解決するた

めには，温度負荷，阻血負荷，運動負荷，薬剤負荷前

後の皮膚温の変化をとらえる必要がある．このうち

ASOでは薬剤投与前後の皮膚温観察の臨床的意義は

大きい10）が，あくまでも薬剤投与後の短時間の効果の

観察に限るべきである（図8a，8b）．

6） アイソトープ検査

潰瘍周辺部のアイソトープの集積から，炎症性反応

性充血の強さをみて潰瘍の治癒能力を判定する検査法

である．足部をコリメーター上におき，3分間の阻血

負荷を加え，阻血解除と同時に塩化タリウムをbolus

で74mMBq静注し，潰瘍周辺部へのアイソトープ集

積を経時的に測定し，静注直後と3時間後の潰瘍周辺

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 200514

図8a PGE1治療前後の皮膚温変化の確認

PGE1 5ng/kg/minを生食100mlに溶解し30分で点滴静注前後の皮膚温の変化をみる

と，治療目的部位である肢端での皮膚温上昇は著しく，この症例ではPGE1治療が妥当な

ことがわかる．

投与前 投与終了時 投与30分後

図8b PGE1治療前後の皮膚温変化の確認

PGE1 5ng/kg/minを生食100mlに溶解し30分で点滴静注前後の皮膚温の変化をみる

と，治療目的部位である肢端での皮膚温低下がみられた．PGE1投与によるsteal現象が

考えられ，この症例ではPGE1治療が妥当でないことがわかる．

投与前 投与終了時 投与30分後



部へのアイソトープ集積パターンから潰瘍・壊死病変

を4typeに分類することができる．

TypeⅠ～TypeⅢにより虚血の重症度や範囲がわ

かり，またSpecialTypeのものでは感染の強さや範

囲が明らかになる．TypeⅠ～TypeⅢに対して行わ

れた保存的治療前後にはTypeの変化はまったくみら

れず，TypeⅢの潰瘍のある肢のすべては肢切断を余

儀なくされたとことから，TypeⅢは重症虚血肢と診

断することができる．維持透析患者の足病変の約90

％は糖尿病性腎患者に発生することから，虚血と感染

の重症度を見極めながら潰瘍の治療にあたる必要があ

る11）（図9）．

四つのタイプについて以下に説明する．

TypeⅠ：潰瘍周辺部に，阻血負荷後すでにアイソ

トープの集積がみられ，3時間後にも集積が増加

する潰瘍．治癒に必要な病変周辺の反応性充血が，

阻血負荷後からすでにみられることから，保存的

治療により治癒の期待できる潰瘍である．

TypeⅡ：阻血負荷後には潰瘍周辺部にアイソトー

プ集積がみられないものの，3時間後にはやっと

集積がみられる．局所における治癒のために必要

な反応性充血はわずかで，安静を要する治癒能力

の乏しい潰瘍である．

TypeⅢ：阻血負荷後，3時間後ともに，潰瘍周辺

部へのアイソトープ集積がほとんどみられない治

癒能力がない潰瘍で，血行再建術といった劇的な

血流増加の手段を要する潰瘍である．

SpecialType：阻血負荷後に潰瘍周辺部への著明

なアイソトープ集積がみられ，3時間後には潰瘍

周辺部のアイソトープ集積が減少する潰瘍．局所

における炎症性反応性充血がきわめて強く，糖尿

病性腎症で透析歴の比較的短い患者にみられる．

microangiopathyが主病変なため循環障害は軽

度であり，感染に起因する組織壊死を主病態とす

る．したがって，掻爬，抗菌薬により感染のコン

トロールさえできれば治癒能力は旺盛な潰瘍であ

る．

おわりに

機能検査を行うにあたり重要なことは，検査がスク

リーニングの目的か，治療方針決定の目的か，肢の転

帰予測の目的か，あるいは治療効果判定を目的とする

のかを明確にする必要がある．維持透析患者にみられ

る病変は循環障害に起因するだけでなく心機能障害，
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図9 201TlClによる足部血流アイソトープ検査

潰瘍周辺部における注入後のアイソトープ取り込みと3時間後のアイソトープ取り込みか

ら，潰瘍はTypeⅠ～Ⅲ，SpecialTypeに分類することができる．



代謝障害，貧血や栄養障害，免疫力低下なども加わり，

病態はより複雑になっているので，血行動態の評価だ

けから治療方針の決定や肢の転帰予測を行うにはおの

ずから限界がある．単独の検査ではなく幾つかの検査

を組み合わせながらその限界に挑戦することが必要と

なる．

文 献

1） OhtaT,SugimotoI,TakeuchiN,etal.:Indications

forand limitationsofexercisetraining in patients

withintermittentclaudication.VASA,31;23,2002.

2） KomiyamaT,ShigematsuH,YasuharaH:Anobjec-

tiveassessmentofintermittentclaudicationbynearin-

fraredspectro-scopy.EurJVascSurg,8;294,1994.

3） 市来正隆，大内 博:近赤外線分光法を臨床応用した間歇

性跛行肢の重症度評価法．脈管学，25;53,1995.

4） Second European ConsensusDocumenton Chronic

CriticalLegIschemia.EurJVascSurg,6（SupplA）;1,

1992.

5） RutherfordRB,BakerJD,ErnstC,etal.:Recom-

mendedstandardsforreportsdealingwithlowerex-

tremityischemia.Revisedversion.JVascSurg,26;517,

1997.

6） Dormandy JA,Rhutherford RB,BakalC,etal.:

Management of peripheralarterialdisease（PAD）.

TransAtlanticInter-SocietyConsensus（TASC）.JVasc

Surg,31（suppl1,Pt2）;178,2000.

7） CastronuovoJJ,AderaHM,SmiellJM,etal.:Skin

perfusionpressuremeasurementisvaluableinthediag-

nosisofcriticallimbischemia.JVascSurg,26;629,

1997.

8） 正木久男，稲田 洋，村上泰治，他:経皮的酸素分圧測定

法による阻血肢の末梢循環の評価．脈管学，37;257，1997．

9） SchefflerA,RiegerH:A comparativeanalysisof

transcutaneousoxymetry（tcPO2）duringoxygeninha-

lationandlegdependencyinsevereperipheralarterial

occlusivedisease.JVascSurg,16;218,1992.

10） 太田 敬，加藤量平，土岡弘通:虚血肢に対するPGE1製

剤の作用―皮膚温からみた効果判定．血管，14;103，1991．

11） OhtaT:Noninvasivetechniqueusingthallium-201for

predicting ischemiculcerhealing ofthefoot.BrJ

Surg,72;892,1985.

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 200516



要 旨

透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症（ASO）の画像診

断は，多列検出器搭載ヘリカルCT（multidetector-

rowCT;MDCT），MRアンギオグラフィー（MRA），

超音波法（Bモード法，ドプラ法）などの非侵襲的検

査法の普及により飛躍的に進歩した．MDCTは下肢

動脈全体を血管内腔から動脈壁まで明瞭に描出できる

が，高度石灰化部位の狭窄評価は困難である．MRA

はX線被爆なしに広範囲の血流画像を描出し，石灰

化部位の内腔評価も可能であるが，動脈壁は描出され

ない．超音波法では動脈の形態や壁性状の観察が可能

であり，ドプラ法の併用で狭窄の部位や程度も診断で

きる．血管造影は侵襲的であるため，血管再生療法な

どの特殊な診断や血行再建術などの治療目的に限定さ

れていく傾向にある．透析患者には石灰化病変が高頻

度に見られるが，各診断法の特徴を理解して目的に応

じて使い分けることが重要である．

はじめに

透析患者は糖尿病の増加，長期透析，高齢化，高血

圧，異所性石灰化などの危険因子のために，ASOを

高頻度に合併することが知られている1）．その下肢虚

血症状は，透析合併症によるものと混同されたり，あ

るいは無症状に経過するために，診断が遅れて下肢切

断に至る例も稀ではなかった．ASOの予後を改善す

るには，ABI検査などによるスクリーニングを強化し，

異常が認められたら画像診断により動脈病変の部位や

重症度を評価し，治療を迅速に行うことが重要である．

従来，動脈病変の診断には血管造影やdigitalsub-

tractionangiography（DSA）が行われてきたが，

侵襲性のため透析患者に対しては積極的には行えなか

った．近年，超音波検査法（Bモード法，ドプラ法），

磁気共鳴画像（magneticresonanceimaging;MRI），

MDCTなどの非侵襲的診断法が目覚しく進歩し，透

析患者に対して容易に高精度の画像診断が可能になっ

た．

本稿ではこれらの診断法の透析患者への応用につい

て，検査の実際や特徴，有用性などについて症例をあ

げて述べる．

1 MDCTによるCTangiography

最近のCT装置はヘリカルCTからMDCTへと目

覚しく進歩し，さらにMDCTは4列から8列，16列

と検出器の多列化が進み，体軸方向の分解能に優れた

広範囲の容積情報を短時間で得ることが可能になった．

MDCTとワークステーションを含めた周辺機器の進

歩によって，血管造影に匹敵する血管画像を非侵襲的

に得ることができるようになった．

MDCTを用いた three-dimensionalCT angio-

graphy（3D-CTA）は，造影剤を急速注入後，濃く

造影された血管をCTで撮影し，得られたaxial画像
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から血管造影のような画像を再構成し，3Dで表示す

る方法である（図1）．下肢動脈の全体像を鮮明に描

写できることから，血管内腔の開存状態だけでなく，

透析患者特有の血管石灰化の状態を含めて治療方針の

決定にも重要な情報を与えてくれる．

1） 検査の実際

当院では GE社 LightSpeedUltraCT装置（16

列）を用い，造影剤100mlを末梢静脈より3ml/sec

で注入し，腹部大動脈の濃度上昇を観察し，至適なタ

イミングで撮像開始する．撮影時間は約40秒程度で

ある．撮影したaxial画像をworkstationAW 4.1で

画像再構成している．画像再構成には30分を要する．

画像表示法には，3次元画像を表示するvolumeren-

dering（VR）画像，容積データから抽出した任意平

面の画像であるmultiplanarreformation（MPR）

画像，投影線上の画素の最大値で表した maximum

intensityprojection（MIP）画像などを目的に応じ

て用いる（図1，図2）．
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図1 長期透析症例のCTA，下肢動脈全体像

AおよびB（症例1）：透析歴30年，75歳女性のVR像（A）と

MIP像（B）．腹部大動脈に高度石灰化が見られ，大腿部の石灰

化は軽度であるが，膝下には石灰化を伴う数珠上の狭窄性病変を

認める．

C（症例2）：透析歴20年，41歳男性のMIP像．腹部大動脈や

総，外腸骨動脈の石灰化は軽度であるが，内腸骨動脈，大腿動脈

から膝下にかけてびまん性に石灰化を認める．3D-CTAは透析

の長期化に伴う動脈石灰化を明瞭に描出できる．

図2 右総腸骨動脈狭窄に対しステント留置を実施した症例（症例3）

施行前の血管造影（A）では血管内腔の高度狭窄がみられ，3D-CTA（MPR像;B）では

狭窄所見とともに動脈壁の血栓性プラークが明瞭に見られる．ステント留置後の血管造影

（C）では内腔の拡張が明らかであるが，CTA（D）では拡張したステントと血管壁との

位置関係や，血栓性プラークの圧排像も明瞭である．



透析患者のASOの画像診断におけるMDCTの利

点は以下である．

① 空間分解能が高いため動脈の分枝まで観察可能

であり，血管造影と遜色ない画像が得られる．

② 検査が簡便で患者の身体的負担が少ない．

③ 透析患者に多い血管石灰化の描出に優れる．

④ 造影剤を末梢静脈から注入することにより，自

然に近い血行動態下で動脈内腔や副血行路の状態

を観察できる．

欠点としては次のことなどがあげられる2）．

① 放射線被爆．

② 石灰化の程度が強い場合には内腔評価が困難．

③ 画像再構成に時間を要する．

④ 造影剤の使用に伴う副作用の問題など．

2） 症例

慢性糸球体腎炎を原疾患とする自己管理良好な長期

透析患者2症例の3D-CTA（下肢動脈全体像）を図1

に示す．

① 症例1

75歳女性，透析歴30年，ABI右1.16，左1.24．

VR像（図1�A）とMIP像（図1�B）を示す．

3D-CTAではこのように 1回の造影で腹部大動脈

から下腿部まで，広範囲の画像を得ることができる．

VR像は作成が容易で，カラー表示により立体感のあ

る画像を得ることができ，血管の全体像を見るのに適

している．また多方向から病変部位を詳細に観察する

ことができる．本例は下肢血行障害の自覚症状はない

が，腹部大動脈に高度の石灰化所見が見られる．大腿

部の石灰化は軽度であるが，膝下には石灰化を伴う数

珠上の狭窄性病変を認める．

② 症例2

41歳男性，透析歴20年，ABI 右0.92，左0.76．

MIP像（図1�C）を示す．
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図3 動脈石灰化のためステント留置不成功で，F�Fバイパス術を施行した透析症例の

CTAとMRA（症例4）

3D-CTA（MPR像;A）では腹部大動脈から総腸骨動脈にかけて石灰化が顕著で，左総

腸骨動脈起始部に高度狭窄が疑われた．MRAのMIP画像（B）では同部位の高度狭窄

が示された．3D-CTA（MPR像;C）は高度石灰化のためステント留置不成功で，狭窄の

末梢部に脱落したステントとともに長区間の血栓性閉塞が見られた．3D-CTA（VR画像;

D）で明瞭にF�Fバイパスグラフトが描出されている．



腹部大動脈や総，外腸骨動脈の石灰化は軽度である

が，内腸骨動脈，大腿動脈から膝下にかけてびまん性

に石灰化を認める．この症例1および2は副甲状腺摘

出などの手術既往もなく，Ca，Pのコントロールも

良好な症例であるが，透析の長期化に伴い膝下の動脈

石灰化から，血行障害を生じていく可能性が示唆され

た．このように3D-CTAは，石灰化を含む下肢動脈

の動脈硬化像を全体像として明瞭に描出できる．

③ 症例3

右総腸動脈狭窄にステント留置した81歳男性の血

管造影とCTA（図2）を示す．

右総腸骨動脈高度狭窄（図2�A，2�B）に対しステ

ント留置を実施した（図2�C，2�D）．施行前の血管造

影では狭窄部の形態が明瞭に描出されているが，3D-

CTA（MPR像）では同部位が血栓性プラークにより

狭窄していることがわかる．また，動脈壁の石灰化は

軽度であり経皮的血管拡張術（PTA）の良い適応で

ある．ステント留置後には血管造影では内腔の拡張が

明瞭であるが，CTではステントと血管壁の位置関係

や血栓性プラークの圧排像も明瞭である．このように

3D-CTAは，血管造影では描出できないステントや

動脈壁の形態変化を詳細に観察することができる．

④ 症例4

高度石灰化のためにステント留置が不成功で，F�F

バイパス術を施行した症例の腸骨動脈領域のCTAと

MRA（図3）を示す．

透析歴12年，年齢67歳，男性．原疾患は腎硬化症，

右腎動脈バイパス術後間欠性跛行，ABI低下（右1.07，

左0.73）であった．

3D-CTAの MPR像（図 3�A）では腹部大動脈か

ら総腸骨動脈にかけて石灰化が顕著で，左総腸骨動脈

起始部に高度狭窄が疑われた．MRAの MIP画像

（図3�B）では，同部は血流の途絶するほどの狭窄が

示された．CT上では高度石灰化を認めていたが，限
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図4 二重濾過血漿分離交換法（DFPP）著効症例の3D-CTA，MIP画像（症例5）

1回目のDFPP治療直後より安静時疼痛の消失と歩行時間の著しい延長を認め，夜間も

眠れるようになった．治療前（A）は両側浅大腿動脈の閉塞を認め，膝窩動脈にかけて側

副血行を認めた．治療2回後（B）には，治療前に較べて側副血行の明らかな増加を認め

た．また，閉塞した右膝窩動脈の近位部に再疎通した所見（C→，D→が見られた．右膝

窩動脈のドプラ検査では治療後に明らかな血流増加が見られる（C，D）．



局性病変であるためPTA（ステント留置）を試みた．

病変部はきわめて硬くステント留置不成功であった．

F�Fバイパス術後には，3D-CTAのVR画像（図3�

D）で明瞭にグラフトが描出されている．MPR像

（図3�C）では，狭窄の末梢部に不完全に拡張したス

テントとともに長区間の血栓性閉塞が見られる．動脈

石灰化はCTによる狭窄度評価を困難にするが，石灰

化の観察はPTAや手術適応を決定する上で重要であ

る．

⑤ 症例5

二重濾過血漿分離交換法（DFPP）の著効症例の大

腿部のCTA（図4）を示す．

72歳男性，透析歴3カ月．原疾患は糖尿病．ABI

は測定不能．

52歳時にYグラフト置換術を受け，65歳時には腋

窩動脈から大腿動脈にバイパス術を受けたが，翌年グ

ラフト感染のため抜去．67歳時には冠動脈バイパス

術を受けた．ASOによる下肢虚血症状は，72歳の透

析導入時期より増悪し，室内歩行が限度で，安静時疼

痛のため透析困難や夜間不眠が続いていた．DFPP

を行ったところ1回目の治療直後より安静時疼痛の消

失と歩行時間の著しい延長を認め，夜間も眠れるよう

になった．

治療前と2回目の治療後の3D-CTA（MIP画像，

図4�A，B）を示す．治療前に両側浅大腿動脈の閉塞

を認め，膝窩動脈にかけて豊富な側副血行を認めた．

治療後には側副血行のさらなる増加を認めた．また，

閉塞した右膝窩動脈の閉塞断端が数センチほど近位部

に再疎通した所見（図4�C，D）が見られた．右膝窩

動脈のドプラ検査では治療後の血流増加所見を認め，

ABIも右0.3，左0.38まで改善し，CT画像の改善を

支持する所見であった．

一般に動脈病変の改善効果を観察するためには動脈

造影やDSAが用いられるが，造影剤による疼痛，筋

収縮，血管攣縮，術後の安静など患者に多大の負担を

伴うため，精密撮影には腰痛麻酔を行うことが必要で

ある3）．ASOに対するアフェレシスの治療効果を評

価するために，侵襲的な血管造影を反復することは患

者の負担などから困難であった．MDCTの進歩によ

ってようやく，アフェレシスによる血管病変の改善効

果を確認することができた．

2 MRangiography（MRA）

1） 撮像法の種類

MRIによる下肢動脈の画像診断にはMRAが用い

られる．MRAはMRIによる血流イメージングの総

称である．下肢全体のMRAは検査寝台を移動させ

ることによって，1回の造影剤注入で広い範囲の

MRA画像を得ることができる．現在，time-of-

flight（TOF）法，phasecontrast（PC）法，造影

MRA（3D-MRA）法の3種類の撮像法が用いられて

いるが，ASOの診断には2D-TOF法と3D-MRA法

が用いられている．

① 2D-TOF法

MRAの初期から最も一般的に用いられている方法

で，撮像するスライス面あるいは撮像領域に流入する

血液が常に高信号を呈する場合があり，その現象を

time-of-flight効果と呼ぶが，この現象を利用した

MRAである．高信号としてとらえられた血流は，

MIP法で再構成される．利点は，造影剤の必要がな

く，簡便であるが，元画像のスライス厚が厚く（3～4

mm），空間分解能に劣る．また，流入効果に依存す

るため，蛇行した血管の血流が正確に描出されないこ

と，狭窄の程度，閉塞の範囲の評価において正確性に

欠けることがあげられる．

② 造影3D-MRA法

最も新しいMRAの手法で，ガドリニウム（Gd）

造影剤を急速静注し，その初回通過のタイミングに合

わせて3D画像データを収集する．造影3D-MRAは，

高濃度のGd投与により血液のT1緩和時間が短縮し，

動脈血が他の組織や脂肪よりも高信号を示すことを利

用した撮影法である4）．

2） 検査の実際

当院で使用しているMR装置はPhilips社製Intera

Achieva1.5Tである．

① 2D-TOF法

造影剤は使用しない．セッティングに7分間，位置

決め画像撮影に3分間，次に，本スキャンでテーブル

を移動させて3回スキャンして25分間，画像再構成

のMIP処理に2分間を要する．全体で40～50分を

要する．

② 造影3D-MRA
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造影剤を使用する．2D-TOF法と同様に位置決め

画像撮影後に，Gdを末梢静脈より，自動注入機を用

いて静脈注射する．腹部大動脈下部に関心領域を設定

し，Gd20mlをシリンジにセットした後，まず2ml

をワンショット注入して，関心領域に造影剤が達する

までの時間を測定する．次いで，本撮影を開始する．

まず骨盤部から大腿部，下腿部へと3回ベッド移動を

させて，マスク像を撮影する．

次に注入像を撮影する．Gd10mlを 1ml/秒の速

度で注入し，10ml注入後より0.5ml/秒に注入速度

を落として注入する．その後生食20mlを1ml/秒で

後押し注入する．ターボフィールドエコー（TFE）で

元画像を作り，造影剤の注入後と前の画像をサブトラ

クションする．信号収集時間は2分程度．画像処理が

5分，全体の検査時間は20～30分程度である．

MRAの利点は以下である．

① 放射線被爆が無い．

② 石灰化病変があっても内腔観察が可能．

③ 骨などのほかの臓器が描出されないため，血管

の描出や画像処理が容易．

④ 使用するGd造影剤は，ヨード性造影剤に比べ

て副作用や使用量が少ない．

欠点は以下である．

① CTやDSAと較べて空間分解能が低い．

② 石灰化の評価ができない

③ 副血行路がわかりにくい．

④ CTと較べて騒音や検査時間が長いため閉所恐

怖症には不向き．

3） 症例

① 症例6

MRAと3D-CTAによる下肢動脈の全体像（図 5）

を示す．透析歴20年，糖尿病性腎症．62歳男性．

MRAの2D-TOF像（図5�A）と造影3D-MRA像

（図5�B），および3D-CTA画像（MIP像）（図5�C）

を示す．このように，MRAはCTと同様に1回の検

査で広範囲の下肢動脈の画像を撮影することができる．

2D-TOF像では動脈の分枝の描出は少ないが，造影

3D-MRA像では分枝も良好に造影されている．3D-

CTA（MIP像）では，多数の動脈分枝と石灰化を明

瞭に描出している．矢印の狭窄部は石灰化のために

3D-CTAでは診断不可能であるが，MRAでは 2D-

TOF像や造影3D-MRA像によって診断可能である．

② 症例7

大腿動脈領域の3D-CTA造影と3D造影-MRA像

（図6）である．

透析歴11年，糖尿病性腎症，50歳男性．ABI右

0.84，左0.58．

3D-CTAでは石灰化病変（図6�D）の狭窄が不明

であったが，造影3D-MRA像（図6�E）では狭窄部

は血流の途絶として明瞭に診断可能である．また，狭

窄の補助診断として，超音波法も有用であり，Bモー

ド法（図6�C）は狭窄部の形態や石灰化を表し，ドプ

ラ法は血流速度から狭窄の程度を診断することが可能

である．それぞれの診断法の特徴を生かして，より精

度の高い画像診断を行うことが必要である．

透析患者では石灰化病変が多いため，MDCTによ

る石灰化病変の診断が重要であるが，石灰化のために

狭窄の判定が困難な場合も多い．そのような場合でも

MRAは狭窄度評価が可能であり，また，膝下の病変

の血流診断にも有用であり，いずれも透析患者の

ASOの画像診断に不可欠な方法である．ABIの異常

例の最初の画像診断に，CTとMRAのいずれを選択
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図5 MRAと3D-CTAの下肢動脈全体像（症例6）

透析歴20年，糖尿病，62歳男性．MRAの2D-TOF像（A）と

造影3D-MRA像（B），および3D-CTA画像（MIP像）（C）を

示す．2D-TOF像では動脈の分枝の描出は少ないが，造影3D-

MRA像では分枝も良好に造影されている．3D-CTA（MIP像）

では，多数の動脈分枝と石灰化を明瞭に描出している．3D-CTA

では石灰化病変を伴う狭窄（矢印）は判定不能であるが，MRA

（2D-TOF像や造影3D-MRA像）では診断可能である．



すべきかについては検討すべき課題であるが，施設の

状況や両者の長所と短所などを考慮して症例に応じて

現実的に対応することが望ましい．

3 超音波検査法

超音波診療法は血管領域において，非侵襲的に高画

質の血管画像を描出することが可能であり，またドプ

ラ法では生理的な状態において血行動態の観察ができ

る．さらに超音波検査法は，血管壁性状を得ることが

できる唯一の画像診断法であり，透析患者のASOの

診断においても，手技的な熟練を有することやスクリ

ーニングに長時間を要することなどの問題はあるが，

スクリーニングから治療効果判定まで非常に有用性の

高い検査法である．

1） 検査の実際

① 探触子の選択

下肢動脈には，主に高周波数リニアプローブ（7.5～

13MHz）を使用するが，腸骨動脈や下腿の動脈の場

合は，コンベックスプローブ（3.5～5MHz）を使用

する場合もある．

② 超音波モードの種類

超音波診療法には，血管の形態，壁性状を観察する

ためのBモード法と，血行動態を把握するドプラ法

があるが，基本的にはこれらを組み合わせて診断する．

さらに，最近では，Bモード法で血流を観察すること

ができるBflowも登場した．いずれの手法も石灰化

病変や一部の人工血管では超音波が入射できず，血管

内腔を観察できない弱点がある．

●Bモード法

表示部の時間軸上に，エコーの振幅に応じた明るさ

の強弱を表示する方式であり，断層法と呼ばれるもの

である．主に血管の形態や壁の性状を観察するために

使用する（後出の図8，10）．
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図6 大腿部位のCTA，MRA，超音波法による画像（症例7）

50歳男性．透析歴11年，糖尿病性腎症．ABI右0.84，左0.58．3D-CTAでは石灰化病

変（D）の狭窄が不明であったが，造影3D-MRA像（E）では狭窄部は血流の途絶像と

して明瞭に描出される．また，狭窄の診断として，超音波法も有用であり，Bモード法

（C）は狭窄部の形態や石灰化を表し，ドプラ法（A，B）は血流速度や波形から狭窄の程

度を診断することが可能である．このように各診断法を併用することにより精度の高い

画像診断を行うことができる．



● カラードプラ法

カラーフローマッピングとも呼ばれ，ドプラ法によ

り得られた血流速度の情報をBモード上に重畳して

実時間で表示する方式である．狭窄部の詳細な観察に

は不可欠であり，乱流などの血流情報，速度情報や血

流方向を知り得ることができる（図6）．

●パルスドプラ法

間欠的な超音波を使用するドプラ法で，特定の深度

における流速の測定および血流方向を知ることができ

る（図，4，6，7，後出の図9）．

●Bflow法

Bモードで血流を表示する新しい血流表示法である．

赤血球からの微小な反射体からの信号を，効率よくノ

イズに埋もれることなしに，さらに周囲組織からの信

号を抑制して血流を表示する．カラードプラ法と比較

して空間分解能に優れ，角度依存性がないリアルタイ

ム性に優れた画像が得られる（図9）．

③ 検査の手順

●スクリーニング法

開口幅3～4cmのプローブを使用し，両側の下肢

動脈を全体にわたり観察することは時間と労力がかか

り，決してスクリーニングとして適していない．そこ

で，カラードプラとパルスドプラを併用し，下肢閉塞

性動脈硬化症の狭窄性病変の部位の推定していくスク

リーニング法が一般的に行われている（図7右）．

●パルスドプラ法による狭窄病変の推定法5～7）

正常のパルスドプラ波形は，心収縮期に急峻な上昇

脚と続いて心拡張期における急峻な下降脚を形成し，

さらに逆行性成分とそれに続く陽性波からなるとされ

る．中枢側に狭窄が存在した場合，末梢のパルスドプ

ラ波形は，逆行性成分の消失，収縮期の立ち上がりの

鈍化，流速の低下が認められる．

当院ではこの波形の変化を四つのカテゴリーに分類

して狭窄の有無を推定している（図7左）．測定ポイ

ントは左右の大腿動脈・膝窩動脈・前頸骨動脈・後頸

骨動脈の計8ポイントとし（図7右），狭窄が疑われ

たらその部位をBモードとカラードプラで入念に観

察していく．

●病変部の評価

狭窄性病変は質的（性状）診断と狭窄の程度につい

て評価する．

Bモード法による組織性状診断5）では，限局性の隆

起性病変をプラークと定義し，その超音波的性状から，

soft,intermediate,hard,mixed,ulcerの5種類に
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図7 超音波ドプラ法による狭窄性病変の診断法

パルスドプラ波形の変化を四つのカテゴリーに分類して狭窄の有無を推定する（左）．左

右の大腿動脈・膝窩動脈・前頸骨動脈・後頸骨動脈の計8箇所を測定し（右），狭窄が疑

われる部位を推定したら，その部位をBモードとカラードプラで入念に観察する．



分類し，プラークの組織学的性状を予測することが可

能である（図8）．

狭窄の程度を評価する方法には，Bモードによるも

のとドプラ法によるものがある．Bモード法による評

価には，血管径ないし血管断面積から狭窄率を計算す

る二つの計測法がある．ドプラ法による評価は，プラ

ークが低輝度エコーのためや，残存血管内腔が非常に

狭いためBモードで描出できない場合などに特に有

効である．この場合，カラードプラ（パワードプラ）

やBflowを併用すると血管内腔の観察が可能である

（図 9）．また，Bモードでは石灰化病変部位の狭窄の

同定が困難である．しかしカラードプラでは，石灰化

の直後の血流のモザイクパターンの描出や末梢部位の

パルスドプラ波形が単相性もしくはプラトー波の場合，

高度狭窄の存在を診断できる（図10）．

狭窄部では血流速度が高速になることが知られてい

るが，流速値による狭窄率の評価はまだ統一されたも

のがないのが現状である．これは狭窄の形状や長さに

より流速値が異なるためである．一方，波形による狭

窄率の推定では，30％以下の狭窄の場合，波形に変

化はないが，血流速度のばらつきのため収縮期の線が

太く表示される．30～50％の狭窄では，最大流速が

上昇し収縮期の波形は塗りつぶされるが，少し離れた

末梢側では正常波形となる．50％以上の狭窄があれ

ば狭窄部で収縮期最高流速の上昇，逆流成分の消失，

乱流波形となり，閉塞病変では波形が消失する．

2） 症例

① 症例8

左大腿動脈の長区間閉塞症例の超音波像と3D-CTA

（図9）を示す．

64歳女性，糖尿病性腎症，透析歴 4年 8カ月．

ABIは，右1.16，左0.85．

超音波検査では，パルスドプラ波形は大腿動脈では

2相性波で明らかな左右差を認めないが，左膝窩動脈

（矢印）では3型（単相性波）の血流低下パターンを

示した．浅大腿動脈をBモードおよびBflow法で観

察すると，起始部で完全閉塞（矢印）が描出された．

② 症例9

下肢動脈全体の石灰化症例の超音波像（図10）を

示す．

67歳男性，慢性糸球体腎炎，透析歴18年．ABIは，

左右ともに計測できず，3D-CTAでは下肢動脈全体

に石灰化を認めた．

超音波では，下肢動脈血管壁に広範囲に強い血管石

灰化像が描出された．大腿動脈（図10�A），膝窩動脈
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図8 Bモード超音波法による病変部の分類

限局性の隆起性病変をプラークと定義し，プラークの性状をsoft，intermediate，hard，

mixed，ulcerの5種類に分類し性状を予測する．
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図10 下肢動脈全体の超音波像（症例9）

67歳男性，慢性糸球体腎炎，透析歴18年，ABI測定不能．超音波法では，下肢動脈血管

壁に広範囲に強い血管石灰化像が描出された．大腿動脈（A），膝窩動脈（B），下腿の前

後脛骨動脈の分岐部（D）は開存しているものの，末梢側（C）のパルスドプラ法で単相

性波（E）が得られ，高度の血流低下がみられた．

図9 左大腿動脈閉塞症（症例8）

64歳女性，糖尿病性腎症，透析歴4年8カ月．ABI右1.16，左0.85．超音波検査では，

パルスドプラ波形は大腿動脈では2相性波で明らかな左右差を認めないが，左膝窩動脈

（矢印）では3型（単相性波）の血流低下パターンを示した．浅大腿動脈をBモードおよ

びBflow法で観察すると，起始部で完全閉塞（矢印）が描出された．



（図10�B），下腿の前後脛骨動脈の分岐部（図10�D）

は開存しているものの，末梢側（図10�C）のパルス

ドプラ法で単相性波（図10�E）が得られ，高度の血

流低下がみられた．超音波法単独でも下肢動脈全体に

わたる診断が可能であるが，CTAやMRAに較べる

と全体像を捉えにくい．

超音波検査は下肢動脈の描出に優れており，血流状

態のみならずプラークの性状診断も可能であり，石灰

化病変も詳細に描出できる．安価で副作用もなく，腹

部から下腿そして足趾にいたるまで広範囲の血管診断

が可能であり，透析患者のASOの有力な診断法とい

える．しかし，広範囲にわたる検査には長時間を要し，

腹部大動脈や腸骨動脈の描出は腸管ガスのために困難

な場合もある．

検査手順としては，MRAやCTAで下肢動脈の全

体像を把握した後，病変部位の狭窄や血流状態などの

診断に補完的に用いることで，きわめて精度の高い非

侵襲的動脈画像診断が可能になる．

4 血管造影

血管造影は血管の狭窄や閉塞などの内腔の評価に優

れており，血管画像診断のgoldstandardとして用

いられてきた．透析患者では，石灰化病変を高頻度に

呈するために内腔狭窄の確定診断としての価値は大き

い．しかしその一方で，動脈穿刺に伴う合併症，疼痛

や術後の安静，造影剤の動脈注入に伴う下肢疼痛など

の患者の侵襲も大きいため，積極的に用いることはで

きなかった．非侵襲的画像診断の進歩と普及で血管造

影の診断的役割は低下している．

現在，血管造影の目的としては，動脈閉塞部位の確

認，側副血行などの診断，血管内手術の補助，血管新

生療法，薬物療法，プラスマフェレシス治療の効果判

定，バイパス手術の適応決定と術後評価などがあげら

れる．今後の適応としては，血管内手術やバイパス手

術の補助や血管新生療法などの評価に限定されるであ

ろう3）．

おわりに

透析患者のASOの画像診断について，侵襲的な血

管造影の役割が狭まり，CTA，MRA，超音波法など

の非侵襲的検査法の役割が広がったことを示した．こ

れらを組み合わせて用いることで高精度の画像診断が

可能になることを述べた．これらの画像診断の進歩と

普及は透析患者のASOの診療に多大の貢献を果たす

ことが期待される．
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要 旨

透析患者は脳血管障害，虚血性心疾患および下肢閉

塞性動脈硬化症の3大閉塞性動脈硬化症を高頻度で合

併している．なかでも下肢閉塞性動脈硬化症は日常生

活でのQOLを著しく低下させるのみならず足壊疽の

背景因子となり問題となっている．治療は種々あるが

薬物療法が基本である．軽症より重症例まで薬物療法

が適応となるが，長期使用が必要である．薬物療法は

種々の薬理学的作用を考慮し単独使用のみならず種々

の併用療法が必要である．透析例での薬物療法には限

界があり，他の治療法との併用が必要である．下肢の

軽微な外傷，熱傷，感染症その他の誘因が関与し足壊

疽に陥ることが少なくないため，日々のフットケアが

重要である．

はじめに

末期腎不全で透析（血液透析ないし腹膜透析）や腎

移植をうける患者が年々増加傾向にある．透析技術や

移植に関する技術の進歩で長期の生存が可能となって

きた．末期腎不全患者は加齢以外に種々の全身性動脈

硬化症の要素をいくつか有する．また腎不全に起因す

る高リン血症は動脈硬化症の促進因子となる．末期腎

不全患者は虚血性心疾患，脳血管障害や下肢閉塞性動

脈硬化症（以下ASO）が高率に合併する1～3）．ASOは

直接生命予後には関係ないが，壊疽に陥ると（図1）

足切断に移行する例が多く，著しくQOLの低下を引
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表1 透析患者に合併したASOの治療

● 禁煙

●運動療法

●治療

高血圧：降圧薬�ACE阻害薬，angiotensinⅡ受容体拮

抗薬

高脂血症：スタチン系物質

糖尿病

高尿酸血症

高ホモチステイン血症

高リン血症

炎症：CRP陽性，クラミジア肺炎菌感染症，ウイルス

感染症

その他

●薬物療法

血管内皮機能改善：NO産生

凝固能亢進

抗血小板療法

その他

図1 虚血性壊疽

65歳男性，糖尿病歴25年，網膜症，腎不全．末期糖尿病

性腎症を背景とするASOは高度になると足趾の虚血がみら

れる．外傷が特になくても乾性壊疽が生じる．



き起こす．そのため早期よりの治療と予防が必要であ

る．ASOの治療は保存療法と外科的治療に大別され

る．前者には日常生活での注意，運動療法と薬物療法

が含まれる（表1）．

1 日常生活での注意

1） 保温

下肢の冷えを訴える例が多く，靴下，ストッキング，

下着そのほかの衣服での保温を心掛ける．室内や屋外

での長時間の寒冷暴露時間をさける．

2） 禁煙

喫煙はASOや虚血性心疾患の悪化以外に肺疾患や

発癌にも関与するため禁煙が基本となる．本数が減っ

てもその悪影響は避けられない．受動喫煙も影響する

ため，家庭内での配慮が必要である．ニコチンパット

やニコチンガムを用いた禁煙プロトコールの利用は有

用である．喫煙者の静脈血血液ガス検査や尿中ニコチ

ンの測定で客観的な評価ができる．喫煙前後のサーモ

を用いた指導も有用と思われる．屋外の寒冷下での喫

煙は最も下肢循環障害をもたらすため，特に冬場は注

意が必要である．

3） 運動療法

下肢骨格筋の運動による人為的な適度の虚血が側副

血行を促すため運動を励行する4,5）．しかし透析患者

は高齢化，下肢骨格系の老化や骨・関節障害，視力障

害，貧血，栄養障害そのほかがあり運動による下肢血

行の顕著な改善は望めない．運動に関しては心肺機能

以外に，下肢の関節の状態や足のmedicalcheckを

行い，その内容に関する指導が必要である．

下肢虚血があると歩行をしなくなり，社会生活での

制限や精神的な意欲の低下をもたらす．また立位・歩

行での際にすり足歩行や平衡障害より転倒する危険性

がある．バリアフリーの環境，杖の使用，そのほかの

転倒予防対策も講じる必要がある．高齢者の歩行減少

は痴呆の誘因ともなり，積極的なリハビリの導入も必

要である．

2 動脈硬化症促進に関する病態の治療

最近の動脈硬化症，高血圧，高脂血症，糖尿病，高

尿酸血症等に関する各種のガイドラインが設定され，

その順守が必要である．しかし末期腎不全患者の動脈

硬化症は粥状硬化症以外にメンケベルグ型の動脈硬化

症（中膜の石灰化）が加わり，治療および予防効果に

乏しい例が多くみられる．

3 ASOに対する薬物療法

透析導入時にはすでに動脈硬化症があり，ASO合

併例は脳血管障害ないし虚血性心疾患の合併が高頻度

である．そのため動脈硬化症に対する治療は必要であ

る．

1） 動脈硬化症の治療

高血圧，高脂血症，高尿酸血症，高ホモチステイン

血症6），そのほかの治療が基本的に必要である．降圧

薬のなかでもACE阻害薬やangiotensinⅡ受容体拮

抗薬は動脈硬化抑制効果を有するものがあり，その選

択が重要である．スタチン系の高脂血症改善薬が間歇

性跛行に有用との報告がある7）．

2） 本邦での治療薬剤（表2�1，2�2）

① cilostazolを用いた間歇性跛行の治療（図2）

FDAで認可された唯一の薬物で，それ以前に使用

されていたpentoxifyllineは製造中止にいたった．抗

血小板凝集抑制作用，血管拡張作用，脂質改善作用と

種々の薬理作用を有し，臨床での治療報告がある8～12）．

② beraprostsodiumを用いた間歇性跛行の治

療13～15）（図3）

間歇性跛行そのほかに関する臨床的に有用な報告が

ある．

③ PGE1製剤

間歇性跛行を含む重症な例に対し，PGE1静注療法

が有効であったとの報告16,17）が多い．血管炎が少ない

ことと簡便な使用が可能な点で CD-PGE1製剤より

lipo-PGE1が広く使用されている．

④ その他

血管内皮機能を改善するとの臨床報告がある18）．新

薬の開発が望まれる．抗凝固療法での臨床的な試みが

なされ，有用との報告がある．大規模な試験が必要で

ある19）．

3） Fontaine分類での薬物療法（案）（表3）

本邦で使用されている薬物を使用した末期腎不全患
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図2

表2�2 閉塞性動脈硬化症に対する治療薬剤（静注剤）

成 分 名 商 品 名 規 格 用法・用量

アルプロスタジル
パルクス 5μg（1ml），

10μg（2ml）
5～10μg 1日1回

リプル

アルプロスタジル

アルファデックス
プロスタンディン

20μg（5ml） 動注10～15，静注40～60μg

1日1～2回500μg（5ml）

アルガトロバン
スロンノン

10mg（20ml）
1回 10mgを輸液で希釈，2～3

時間かけて点滴静注 1日2回ノバスタン

表2�1 閉塞性動脈硬化症に対する治療薬剤（経口剤）

成 分 名 商 品 名 規 格 用法・用量

イコサペント酸エチル エパデール300 300mg 1,800mg 3分服

イコサペント酸エチル エパデールS300 300mg 1,800mg 3分服

イコサペント酸エチル エパデールS600 600mg 1,800mg 3分服

イコサペント酸エチル エパデールS900 900mg 1,800mg 2分服

シロスタゾール プレタール
50mg

200mg 2分服
100mg

リマプロストアルファデクス
オパルモン 5μg 30μg 3分服

プロレナール 5μg 30μg 3分服

ベラプロストナトリウム
ドルナー 20μg 120μg 3分服

プロサイリン 20μg 120μg 3分服

塩酸サルポグレラート アンプラーグ
50mg

300mg 3分服
100mg

塩酸チクロピジン
パナルジン錠 100mg

300～600mg 2～3分服
パナルジン細粒 10％1g



者のASOに対しての私案を作製した．

4） 欧米でのガイドライン20～23）（図4，5）

これらのガイドラインには本邦での未使用の薬物が

選択されている．ASOに対しては TransAtlantic

Inter-SocietyConsensusでのガイド24）が参考となる．

本邦では種々の薬剤がASOの治療として認可され使

用されている．しかし末期腎不全患者に特定してのガ

イドラインはない．そのため腎疾患を有しないASO

と末期腎不全でのASOとの薬効比較が乏しい．この

点は欧米でも同様である．

ASOは長期の経口的な薬物療法が主となり，患者

のコンプライアンスが重要である．薬物効果の判定が

末期腎不全患者では困難なことが多い．透析患者の薬

物療法の改善の目安は自覚症状の改善と他覚的所見と

なる．冬場の寒冷時は自覚的症状の改善率が低下する．

他覚的所見として anklebrachialindex（ABI）が

あるが，透析患者では動脈の中膜に石灰化があり目安

になりにくい．FontaineⅡ度では歩行距離が参考と

なる．tredmillでの歩行が困難な例が多く，廊下で

の患者の歩行ペースが臨床上実用的と思われる．

FontaineⅡb度，Ⅲ度は経口的薬物療法以外にアル

ガトロバン製剤やPGE1製剤の静脈注射を併用する．

これらの薬物療法で改善が得られない例はほかの治療

法を選択する．効果のない漫然とした薬物療法は注意

が必要である．

4 フットケア25）

ASO合併透析患者は足病変が起こりやすい．また

最初は軽微な症状が改善せず，悪化進行し壊疽に到る

例も少なくない．ASO例は血流改善が得られない場

透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する薬物療法とフットケア 31

図3 間歇性跛行に対する効果（BERCI�2*）

（Li�evreM,etal.:Circulation,102（4）;426,2000,より）

表3 薬物療法（案）

FontaineⅠ度

●経口薬

シロスタゾールその他単剤

FontaineⅡ度

●経口薬

シロスタゾールその他単剤

2剤併用：シロスタゾールその他

●静脈注射

lipo-PGE1 5～10μg

● 経口薬＋静脈注射

FontaineⅢ度

●経口薬1�2剤併用＋静脈注射lipo-PGE1 10μg

● 経口薬1�2剤併用＋静脈注射アルガトロバン 10mg

● 経口薬1�2剤併用＋静脈注射lipo-PGE1 10μg＋静脈

注射アルガトロバン 10mg

FontaineⅣ度

● 経口薬1�2剤併用＋静脈注射lipo-PGE1 10μg＋静脈

注射アルガトロバン 10mg



合切断に到ることが少なくない．糖尿病を合併してい

ると易感染性のために壊疽になりやすく，敗血症より

死に到ることが少なくない．そのため日々の足の点検

とフットケアが必要である．

1） スキンケア

皮膚の乾燥・亀裂が生じやすくさらに悪化すると出

血が伴う（図 6）．出血があると感染症が生じるため

絶えず保湿性軟膏の塗布を毎日行う．皮膚の�痒感を
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図4

図5

（-Oralantiplatelettherapyincerebrovasculardisease,coronaryarterialdisease.JAMA,292（15）;1867,2004より）



訴える例が透析例では多く，擦過傷の予防もかね抗�

痒剤含軟膏の使用や経口剤の併用を行う．ASO合併

例は絶えず靴下や足袋を使用していることが多く，足

白癬症の罹患が多い．足趾間の湿潤例には5本指の靴

下の使用や乾燥させるよう指導する．

2） ネイルケア

爪白癬症合併例は爪の白濁，肥厚，変形が起こる．

市販の爪切りでのトリミングが困難な例は専用のネイ

ルニッパーかグラインダーを使用し処置する．あるい

は皮膚科を受診し処置してもらう．爪の陥入での爪周

囲炎は足壊疽の誘因となるため，爪のケア，感染症治

療や履物での圧迫を避ける（図7）．

3） 熱傷予防

外出時，透析中・後，就眠時，そのほかで足の冷え

る例が多い．このような場合は靴下を厚手にし，携帯

用懐炉を靴の中や靴下の中にいれて使用しない．家庭

用暖房器具では足との接触のある電気毛布やカーペッ

トでの長時間の使用には注意が必要である．ことに糖

尿病神経障害合併例は痛覚障害があり，熱傷に気がつ

かないことが多く，使用に際しては注意が必要である

（図8）．

4） 靴ずれ予防

足の容積の増大や減少が起こるため，やや大きめの

靴を選択し，厚手の靴下や中敷での調節を行う．夏場

購入した靴を冬場使用し，寒いため厚手の靴下を重ね

履きすることでの靴ずれが多い．足の高度の変形例は

靴の選択に際して注意が必要で，市販の靴が不適な場

合靴の作製が必要なため，専門家の受診が必要である．
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要 旨

維持透析例の下肢閉塞性動脈硬化症に対するバイパ

ス手技と成績および救肢，QOL向上に対する問題点

を報告した．糖尿病合併および重症虚血肢が対象症例

の約8割を占めるのが特徴であった．バイパスは自家

静脈グラフト使用が原則であり，68例76肢と全体の

95％の再建で選択している．通常，動脈硬化病変や

石灰化の比較的軽度な足関節に近接した動脈への吻合

により，足部の充分な血流改善をもたらし，早期の治

癒，救肢をはかる必要がある．また，冠動脈，脳血管

病変の術前評価は，これらの修復適応の判断，麻酔を

含む術中管理に有用であることに加え，術後予後の改

善にも貢献している．バイパス後の手術死亡率やグラ

フト開存率は非透析例と遜色ない結果であった．しか

し，透析例ではグラフト不全が早期に出現し，感染が

グラフトの異常や肢切断に高率に関係しているのが特

徴で，救肢率は明らかに非透析例に劣る結果となった．

さらなる術後生命予後，救肢向上には術後も至適透析

法，全身状態の評価などに関し綿密な管理が重要と考

える．

緒 言

近年，糖尿病症例の増加により腎不全に伴う維持透

析例が急増し，これに閉塞性動脈硬化症（ASO）を

合併した症例の血行再建が増加している．これらの症

例では特に下腿動脈に広範な石灰化を有する高度動脈

硬化が特徴で，虚血潰瘍，壊死や同部に感染を合併し

た重症虚血例が主な手術対象となる．一方，全身動脈

硬化性合併症を有するhighrisk例が多く，感染の進

展も迅速であることから，簡単に肢切断が行われるこ

とも多い．

教室では維持透析例のASO症例に対してもQOL

向上の目的から積極的にバイパス術を行ってきた．し

かし，術後生命予後の面からは一層の治療戦略が必要

であることは否めない．今回はわれわれの透析例に対

する血行再建における手技の要点や工夫，成績を提示

すると同時にその問題点を探ることとする．

1 対象・方法

2004年8月までに施行した，維持透析患者に対す

る鼠径靭帯以下の下肢末梢ASOに対するバイパス例

71例80肢を対象とした．内訳は男性62例，女性9

例で平均年齢は64.1歳（39～87歳）であった．虚血

症状は間欠性跛行15肢（19％）で安静時痛8肢（10

％），潰瘍・壊死57肢（71％）で，重症虚血肢が約8

割を占めた（表1）．

術前合併症では糖尿病が57例（80％）と高率であ

るほか，虚血性心疾患30例（42％），脳血管疾患を

16例（23％）に認めた．バイパスにおける使用代用
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血管は68例76肢（95％）に自家静脈グラフト（AVG）

を選択し，4例4肢には人工血管（すべて膝窩動脈バ

イパス）を使用した（1例重複）．また，同時に存在

した大動脈・腸骨動脈閉塞病変に対し，これらを一期

的に再建した例は18例（25％）であった．

術式の内訳は腋窩―大腿，あるいは大腿―大腿動脈

バイパスなどの非解剖学的バイパス8例（44％），PTA

とステント挿入の併施2例，高度石灰化を有する大動

脈あるいは腸骨動脈をinflowとし，大腿動脈への解

剖学的バイパスを行った例が8例であった．AVGを

用いた下肢末梢バイパス例では，中枢吻合部は68肢

（90％）が大腿動脈となったが，7肢では膝下膝窩動

脈，他の1肢では外腸骨動脈を選択した．

一方バイパス末梢吻合部は16肢（21％）が膝窩動

脈（膝上1肢，膝下15肢）で，前・後脛骨動脈41肢，

足背・足底動脈19肢と全体の79％が膝窩動脈以下へ

のバイパス（IPB）であった．さらに，足関節領域へ

のバイパスでは，開存している膝下膝窩動脈や下腿動

脈に中間吻合を置くsequentialbypassを23肢と，

IPB全体の約4割に併施した（表2）．

また，2000年以降の54例（≧2000年群）に対して

は，原則的に術前の超音波検査，ペルサンチン負荷心

筋シンチグラフィーによる冠動脈を含む心機能評価や

duplexscanning，MRA，MRIを用いた頚動脈・脳

動脈評価をルーチンに行ってきた．これらの手術成績

における影響を検討するため，2000年以前の 17例

（＜2000年群）と術後生存率を比較検討した．両群の

平均年齢，虚血重症度の割合，全身合併症の保有率な

どには統計学的有意差はないが，≧2000年群では有

意にIPBが高率に施行されている（表3，表4）．

2 結 果

術後1カ月以内の手術死亡は2例（3％）で，死因

は心不全および脳梗塞であった．最長観察54カ月で,

経過観察期間内にAVG76肢中19肢（25％）に術後

狭窄，閉塞（GF）が発生した．GFはすべて術後1

年以内に発生し，そのうち1カ月以内の早期閉塞4肢

を含む13肢（68％）が術後6カ月以内のGFであっ
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表1 透析例に対する下肢ASO末梢バイパス

全症例（71例80肢）

●性別：男性62例 女性9例

●年齢：39～87歳（平均年齢64歳）

●虚血重症度

間歇性跛行 15肢（19％）

安静時痛 8肢（10％）

潰瘍・壊死 57肢（71％）

●代用血管

自家静脈（AVG） 68例76肢（95％）

人工血管 4例 4肢（ 5％）

（1例重複）

表2 下肢末梢バイパス術式の内訳

自家静脈グラフト（68例76肢）

●グラフト形式

insitu 46（61％） reversed 30（39％）

●中枢吻合部

大腿動脈 68 膝窩動脈 7 外腸骨動脈 1

● 末梢吻合部

膝窩動脈 16（21％） 脛骨動脈 41（54％）

足背・足底動脈 19（25％）

●sequentialbypass 23肢

表3 手術施行時期と症例の内訳

＜2000年群 ≧2000年群

例数/肢数 17/17 54/63

平均年齢（歳） 65.9 63.5 N.S.

間歇性跛行

安静時痛

虚血潰瘍・壊死

1（6％）

2（12％）

14（82％）

14（22％）

6（10％）

43（68％）

N.S.

糖尿病

虚血性心疾患

脳血管障害

13（76％）

4（24％）

2（12％）

44（81％）

26（48％）

14（26％）

N.S.

表4 手術施行時期と成績の比較

＜2000年群 ≧2000年群

例数/肢数 17/17 54/63

安静時痛

虚血潰瘍・壊死

2（12％）

14（82％）

6（10％）

43（68％）

膝窩動脈バイパス

下腿・足部動脈バイパス

10（59％）

7（41％）

10（16％）

53（84％）
p＜0.01

手術死亡

肢切断

2（12％）

4（25％）

0

5（10％）

p＜0.05

N.S.



た（表5）．術後1カ月以降に発生したGF15肢の原

因は9肢がグラフト内膜肥厚であったが，残り6肢中

5肢は，足部蜂窩織炎の中枢進展や創部治癒遷延およ

びグラフト感染などいずれも感染が関係したGFであ

るのが特徴であった．この結果感染が関与した早期閉

塞1肢を含む6肢中4肢では，グラフト開存のまま肢

切断となった．

AVG76肢全体の一次および二次累積開存率はそれ

ぞれ1年67％，91％ 4年67％，80％であり，修復

術により二次開存率は有意に改善している（p＜0.01）．

上述した4肢を含む全体で9肢（11％）が，初回バイ

パス後3年までに足関節より中枢側での肢切断が必要

となり，累積救肢率は1年88％，2年84％，4年75

％であった（表6）．

また，冠動脈，脳動脈病変の術前評価をルーチンに

行ってきた≧2000年群54例の術後累積生存率は1年

82％，2年47％，4年39％であり，＜2000年群のそ

れぞれ41％，29％，7％に比較し明らかな改善が認め

られた（p＜0.01）（図1）．

3 考 察

維持透析例の下肢ASOに対する血行再建は教室に

おける全末梢バイパス例の約10％にあたっており，

近年糖尿病（DM）性腎症の増加により手術機会も増

加の一途をたどっている．多くは，DMを合併した潰

瘍，壊死例で経過も長い例が多く，骨髄炎を含めた感

染併発を術前から考慮する必要がある．また，大動脈・

腸骨動脈領域や末梢動脈における動脈石灰化は高度で

術式選択に影響を与える．

1） 術前評価

特にDM合併例では下腿動脈に閉塞病変が好発し，

透析による末梢血液灌流低下や感染併発のため虚血が

急速に悪化する傾向もある．足関節動脈圧対体血圧比

（API）は動脈石灰化のため，カフ圧による圧迫が困

難な例ではその測定値は信頼できない．このため足背，

後脛骨動脈拍動触知が不良の場合は，虚血の存在を念
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図1 累積生存率の比較

表5 静脈グラフト不全の内訳

発生時期 原 因

＜1カ月 4（2）

＜6カ月 9（6）

＜12カ月 6（5）

・・・・・・・・・
68％

PQV2 感染1，不明1

IH5 感染5

IH4 病変進行1

上記（ ）内数値は二次開存 13/19（68％）

PQV：静脈グラフト質的不良，IH：内膜肥厚
（N＝19）

表6 バイパス成績

全症例（71例80肢）

●手術死亡 2例（3％） 心不全，脳梗塞

●グラフト不全（最長観察54カ月）

AVG（N＝76） 19肢（25％）

人工血管（N＝4） 2肢

●肢切断 9肢（11％） バイパス後2年間

グラフト閉塞後 4肢

感染，蜂窩織炎 5肢

●救肢率 1年88％ 4年75％



頭におき，MRAや血管造影でASO合併の有無を探

ることが重要とされている1）．

また，DM症例では，足関節に近接した領域の動

脈が比較的硬化性病変を免れるとされるため，この領

域への血行再建の可能性も同時に判断しておく．しか

し，透析例ではいずれの部位にも石灰化は普通に存在

するため，むしろ石灰化の程度が最少部位を足部X

線撮影から評価することが重要となる．

2） 手術手技の工夫

吻合時の血流遮断にはballoonoccluderなども併

用するが，確実な血流遮断は困難な場合もあり，自己

血回収装置などの利用も勧められる．この領域でのバ

イパス血流量は再建直後には15～20ml/分の場合が

多いため，術中にPGE1製剤の動注は有用である．こ

の意味で再建手技上sequentialbypassは，グラフト

全体の血流量増加によるグラフト開存やfootsalvage

後の間欠性跛行対策を含めた患肢機能維持の意味から，

特に透析例では意義ある術式と考える．

3） 術後管理と局所療法

AVG全体の GF発生率は 26％ で非透析例と差は

ないが，その大部分が術後1年以内に発生している．

足関節領域へのlongbypassが多くを占めるため，

操作性のよいvalvulotomeの登場によりinsituby-

passが優先的に選択されている．GF発生部位は内膜

肥厚，創部治癒障害・感染が原因となるものを含め大

部分下腿に集中している．グラフトの質的不良の好発

部位であることと，末梢血管抵抗が高値であることが

GFの早期発生に影響しているものと推察される．

維持透析例では治癒障害に加え，DM合併による

免疫能低下や栄養障害などの影響も加わり易感染性で

あるため，バイパス後も切断端・潰瘍部を含めた局所

の注意深い観察が必要である．

教室例では，術後2年間に全体で9肢（11％）が肢

切断となり，非透析例と比較し明らかに救肢率は低い．

さらに，このうち5肢は足部感染の制御困難や広範な

蜂窩織炎によるものであり，われわれの経験した4例

のように，グラフト開存のまま肢切断を余儀なくされ

る例の頻度が高いのが透析例の特徴とされる2,3）．

一方，Johnsonら2）は肢切断に関連した要因はグラ

フト閉塞よりむしろ治癒障害であり，特に前足部の感

染を伴う壊死例では切断を考えるべきであると述べて

いる．また，Lantisら3）も透析例に特有な血行再建成

績に影響する要因は存在しないが，4cmを超える踵

部の潰瘍は救肢困難の徴候であると報告している．こ

れらは，足部そのものの動脈硬化病変が高度でグラフ

ト開存でも充分な血液還流が得られない例と判断され

る．

非透析例の重症虚血肢では，通常バイパス後の足趾

切断や肉芽増殖後の遊離皮膚移植などで大部分は完治

可能である．しかし，特にDM合併透析例では足部

に外見以上に広範な感染が及ぶ場合も多く，デブリド

メントの徹底により組織欠損領域も拡大する傾向があ

る．また，潰瘍，壊死出現後長期間保存療法で経過し

た例が多く，MRSAなどの細菌検出率も高い．この

ことから足趾切断やデブリドメント後の局所療法では，

従来のwetdressingよりも創面へspongepadを適

用した閉鎖式持続陰圧吸引ドレナージ（vacuum as-

sistedclosure;VAC療法）が治療期間の短縮の面か

らもすぐれている4,5）．

また，リスフラン関節切断を超える場合の踵部の温

存には，足部へのバイパスグラフトを栄養動脈のin-

flowとして利用した遊離筋（皮）弁の併用により救

肢の可能性を探ることも必要になる6～9）．この場合，

腹直筋皮弁あるいは広背筋皮弁が選択される場合が多

いが，高度動脈硬化性病変は栄養動脈そのものにも及

んでいるため，その採取にあたっては動脈処理に細心

の注意が必要である．しかし，DMと透析が合併した

例での本法の成績は不良であり，その適応は控えるべ

きとの意見もある8）．

透析例のASO症例に対するAVGによるバイパス

後の手術死亡率や開存率は，DM合併非透析例やDM

非合併例と差を認めない．しかし，術後生命予後は文

献においても術後3～4年で18～60％とかなりのばら

つきと低値を示しており，今日血管外科領域における

グローバルな問題となっている10,11）（表 7）．これに

加え，完治までの期間が長期に及ぶことも考慮し，

ASO合併透析症例に対する血行再建の意義そのもの

が論議の対象ともなっている12）．

今回の検討ではルーチンに冠動脈，脳動脈の術前評

価を行った2000年以降に生存率の有意な改善が示さ

れており，これら評価の影響が結果に現れたとも言え

る．しかし，≧2000年群においても，最長44カ月の
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観察期間で18例（33％）が遠隔期にすでに死亡して

いる．さらにこれら18例の平均生存期間は12カ月で

あり，また，死亡原因としては肺炎を含む感染症が5

例と最も多いものの心原性や脳血管疾患よる死因が

10例を占めた．したがって，術前評価と同時に術後に

もこれらの患者の至適透析法，全身状態の評価などに

関し綿密な管理がなされなければ理想的なQOL向上

の達成は難しいと言わざるをえない．

結 語

維持透析例の下肢ASOに対する，主に救肢を目的

としたAVGによる末梢バイパス成績を報告した．

① グラフト開存率は満足できるが，グラフト不全

は術後1年以内に好発する特徴がある．

② 肢切断は非透析例と比較して明らかに高率であ

り，原因として感染の再燃や進展がグラフト閉塞

に起因するものと同等であった．

③ 感染症は救肢のみならず術後生命予後にも重大

な影響を与えている．

④ 術前の心・脳合併症評価は生存率向上に寄与す

るが，術後にも至適透析法，全身状態の評価など

に関し綿密な管理がなされなければ理想的なQOL

向上の達成は難しい．
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表7 透析例に対するバイパス成績の比較

報告者 発表年 全症例
数 透析例 手 術

死亡率
開存率
（二次） 生存率 救肢率

LantisⅡPR 2001 622 78

（13％）

1.3％ 86％

（4年）

51％

（4年）

77％

（4年）

MeyersonSL 2001 425 82

（19％）

4.9％ 67％

（3年）

60％

（3年）

59％

（3年）

RamdevP 2002 ― 177 3％ 68％

（3年）

18％

（3年）

80％

（3年）

教室例 2004 630 71

（11％）

3％ 80％

（4年）

25％

（4年）

75％

（4年）



要 旨

維持透析患者では，一般患者に比しFontaineⅢ度

以上の重症虚血肢の比率が高く，血管造影を行うと，

腸骨動脈から膝下の動脈まで下肢動脈全域に及ぶ狭窄

病変が多く，またTASC分類CまたはD型の比率が

高い．ASOに対する血管内カテーテル治療（PTA）

は近年急速に普及しつつあり，特に末梢血管用ステン

トの登場とともに，さらに適応は拡大されつつある．

当院にてPTAを行った一般患者186例，透析患者

265例の成績を検討すると，初期成功率は一般患者と

同等に良好であり（93％ vs89％），バルーン単独で

はやや劣るが（90％ vs87％），ステント留置は非常

に有効であり，ほぼ100％に近い成功率が得られた

（98％ vs99％）．5年開存率は，一般患者（68％）に

比べ透析患者（52％）では有意に低かったが，バルー

ン単独例では有意であったのに比べ（64％ vs41％），

ステント留置群ではほぼ同等であった（71％ vs63％）．

ステント使用は，透析患者の下肢動脈病変に対する有

効な治療戦略であることが示唆される．

TASC分類別の成績では，AまたはB型病変では

5年開存率が62％，CまたはD型病変では30％と明

らかな差が認められた．また，A・B型病変ではステ

ント使用により50％から70％と有意な改善が認めら

れたが，C・D型病変では28％から33％と改善が認

められなかった．さらに，TASC分類と糖尿病（DM）

の有無により分けた群別に5年開存率を観ると，A・

B型病変ではDM例（53％），非DM例（65％）とも

に良好な成績であったが，C・D型ではDM例（25％），

非DM例（30％）ともにその成績は不良であった．

これらの結果から，TASCの治療指針が述べるように，

透析患者においてもAまたはB型病変はPTAのよ

い適応と考えられるが，透析例の約半数を占めるC・

D型病変では，患者個々の状況を考慮して外科的血

行再建術との選択を行う必要があるかもしれない．

膝下動脈狭窄例では他の治療戦略が必要となるが，

我々の施設では，人工炭酸泉足浴を中心とした理学療

法を行っている．血行再建術不適応な重症虚血肢

（FontaineⅣ度）を有する透析患者41名/51肢に対

し人工炭酸泉療法（足浴10分×2回/日を3カ月以上）

を行ったところ，6カ月の救肢率は86％と良好であ

った．透析患者では下肢動脈全域に及ぶ狭窄病変が多

いことから，膝上動脈に対するPTAを含む血行再建

術と本法との併用療法も有用であり，今後普及してい

く治療の一つと思われる．

はじめに

下肢閉塞性動脈硬化症（以下ASO）に対する血管内

カテーテル治療（percutaneoustransluminalangio-

plasty;PTA）は近年急速に普及しつつあり1），特に

末梢血管用ステント2）の登場とともに，さらに適応は

拡大されつつある．本稿では，欧米で刊行された

ASOの治療指針であるTransAtranticInter-Society

Consensus（TASC）3） を引用しつつ，当院における
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維持透析患者におけるPTAの諸成績について述べ，

併せて人工炭酸泉治療の取り組みを紹介する．

1 ASOの診断・治療プロトコール

最初に，当院におけるASOの診断・治療プロトコ

ールを示す（図1）．まずスクリーニングとして，少

なくとも年1回はABPIの測定，問診による自覚症状

の把握，足背動脈触診を行う．ABPIはRichbourg4）

らが指摘するように，高度な動脈硬化がある場合は高

めに出るため留意が必要だが，透析患者でも異常値例

では重症虚血肢の頻度，狭窄病変の頻度が有意に高く

なるので5），初期診断としては依然有用である．した

がって，初期診断は総合的に行い，疑わしい場合は速

やかに血管エコーを行う．

血管エコーの登場によりASOの診断精度は格段に

向上しており1），TASC3）でも推奨されている重要な

検査の1つである．平井ら6）もsensitivityは狭窄病変

で79.0％，閉塞病変で93.5％としており，その有用

性は透析患者においても同様である．確定診断は血管

カテーテル造影によるが，今日ではradialapproach

により日帰りでも可能なので，ルティーン検査の1つ

として積極的に行っている．

TASC3）では間歇性跛行患者にはまず運動療法を試

み，効果がみられない場合のみPTAを行うことが推

奨されているが，われわれは透析患者に対しては可能

な限り第一次選択としてPTAを行っている．その理

由は，受診された段階で重症虚血肢が多いため救肢が

目的となることが多いこと，動脈硬化進展が速やかな

ことから跛行患者でも早期に歩行能力を獲得したほう

が予後がよいと考えられること，deviceと技術の進歩

により安全で低侵襲的に治療可能であること，などに

よる．

2 透析患者におけるPTA

ASOに対する PTAは，Rutherford7）らの meta

analysisでも5年開存率が腸骨動脈で72％，大腿膝

窩動脈で52％と概ね良好な成績を示しているが，透

析患者に対するPTAの大規模研究はまだ欧米でも報

告されていない8）．手技の選択については，TASC3）

により病変の形態的層別化が行われており，部位別に

詳細な記述がある．概ね，A型：3cm未満の狭窄，

B型：3～5cmの狭窄または3cm未満の閉塞，C型：

5cm以上の狭窄または3～5cmの閉塞，D型：5cm

以上の閉塞，に分類される．その上で，再狭窄率，長

期予後，経済性等の総合的な根拠に基づいて，A・B

型はPTAの適応，C・D型は手術の適応とされてい

るが，B・C型は根拠不十分としている．

1996年から2003年までに当院でPTAを行った透

析患者101例（病肢数265），一般患者99例（病肢数

186）の成績を検討した．患者背景では，透析患者の

ほうが有意に年齢が若く，糖尿病比率が高く，男性比

が低い．病変背景では，大腿膝窩動脈の比率が7割と

高く，かつdenovo例が少ないことが特徴である（表

1）．先述したTASC3）による病変分類では，一般患者

ではA型，B型，CまたはD型の比率が28.2％，33.3

％，38.5％であるのに対し，透析患者では，17.8％，
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図1 ASOに対する当院の診断・治療プロトコール



35.7％，46.5％であり，Koskasら9）が述べているよ

うに，透析患者の下肢動脈病変は高度な石灰化と遠位

での diffuseな病変が多いことが特徴と考えられた

（図2）．

初期成功率（90％以上の拡張）は，一般患者と同等

に良好である．PTA単独ではやや劣るが，ステント

留置は非常に有効であり，ほぼ100％に近い成功率が

得られる（表2）．Kaplan-Meier法による5年開存率

は，一般患者（68.0％）に比べ透析患者（51.7％）で

は有意に低かった（図3）．PTA単独例では，64.9％

vs41.8％と有意であったのに比べ，ステント留置群

では，71.1％ vs63.1％とほぼ同等であった（図4）．

これらの結果から，ステント使用は，石灰化が高度で

recoilの強い透析患者のPTAにおける重要な治療戦

略であることが示唆される．

3 TASC分類との関連

透析患者におけるTASC分類別の成績では，Aま

たはB型病変では5年開存率が62.1％，CまたはD

型病変では30.1％と明らかな差が認められた（図5）．
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図2 TASC分類に基づく病変形態の特徴

表1 患者背景

透析患者 一般患者 p値

患者数

男性比（％）

年齢（歳）

透析期間（年）

リスク因子（％）

糖尿病

高血圧

高脂血症

喫煙

病肢数

腸骨動脈

大腿膝窩動脈

denovo（％）

101

57.4

64±10

4.4±4.7

71.9

82.9

35.6

30.2

265

75（28.3）

190（71.7）

71.7

99

80.8

69±9

―

52.4

83.3

46.4

50.5

186

94（50.5）

92（49.5）

82.8

p＝0.0004

p＝0.001

p＝0.008

NS

NS

p＝0.009

p＜0.0001

p＝0.006

表2 PTAの初期成功率

透析患者
（n＝265）

一般患者
（n＝186） p値

全例

PTA単独

PTA＋stent

89.1％

87.5％

98.9％**

93.0％

90.8％

97.9％*

NS

NS

NS

＊p＝0.035vsPTA単独，＊＊p＝0.001vsPTA単独



また，A・B型病変ではステント使用により50.2％か

ら70.7％と有意な改善が認められたが，C・D型病変

では 28.8％ から 33.8％ と改善が認められなかった

（図6）．さらに，TASC分類とDMの有無により分け

た群別に5年開存率をみると，A・B型病変ではDM

例（53.8％），非DM例（65.7％）ともに良好な成績
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図5 TASC分類に基づく透析患者のPTA後の累積開存率

図3 PTA後の累積開存率

図4 PTA後の累積開存率（ステントの効果）



であったが，C・D型ではDM例（25.5％），非DM

例（30.0％）ともにその成績は不良であった（図7）．

これらの結果から，TASCの治療指針が述べるよ

うに，透析患者においてもAまたはB型病変はPTA

のよい適応であると考えられるが，課題は，透析患者

では約半数を占めるC・D型病変への適応である．再

狭窄という問題を抱えながらも，先述したように救肢

という観点からは，繰り返しPTAを行うことの意義

は十分あるとも考えられる．心臓血管外科医の立場か

らすると，心臓バイパス手術の透析患者に比べ，下肢

バイパス手術の透析患者はよりリスキーであり，筆者

らの施設でも透析患者の下肢バイパス術はほぼ満足の

いく成績を残しているものの10），しばしば術後管理に

難渋することも事実であるからである．論議が分かれ

るところであるが，外科的血行再建術との選択はやは

り患者個々の状況を考慮してケースバイケースで決定

されるべきであろう．

4 人工炭酸泉療法の適応と成績

なお，大腿膝窩動脈以下の膝下動脈は，基本的に

PTAの対象とはならない．自験例でも3カ月後の再

狭窄率が90％，DM患者では100％であり11），したが

って膝下動脈狭窄例ではほかの治療戦略が必要となる．

われわれの施設では，膝下動脈狭窄例に対しては，人

工炭酸泉足浴を中心とした理学療法を行っている（図

1）．炭酸泉療法は東欧を中心に普及しているが，跛行

患者の歩行距離の改善12），末梢血流・TCPO2の上昇13）

など，その効果に関する報告は多い．
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図6 TASC分類に基づく透析患者のPTA後の累積開存率（ステントの効果）

図7 TASC分類および糖尿病の有無による5年開存率



われわれは透過膜技術を用いて温水中のCO2濃度

を1,200ppmまで上昇させる人工炭酸泉装置（CAR-

BOTHERA，三菱レイヨンエンジニアリング社）を使

用しているが，健常人18例の足背部末梢血流をレー

ザードップラー血流計で測定したところ，強力な増加

効果が確認され（図8），市販されている粉末製剤と比

較しても，その血流増加量は明らかに優れていた（図9）．

本法により，血行再建術不適応かつ膝下動脈狭窄を

有する潰瘍・壊疽を伴う重症虚血肢（FontaineⅣ度）

患者で，連日10分間の足浴を2回，3カ月以上施行

し得た68名（表3）の6カ月の救肢率は83.1％（69/

85肢）であった（TASCにより，切断は踵部以上の

場合と定義）14,15）．また，切断群では救肢群に比べ，
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表3 患者・病変背景

患者数

性（男/女）

年齢（歳）

糖尿病n（％）

透析n（％）

既往歴n（％）

冠動脈疾患

脳血管障害

下肢切断

肢数

潰瘍の程度n（％）

足趾1本のみ

足趾2～4本

全足趾または中枢部

感染肢n（％）

68

43/25

67±12

38（55.9）

41（60.3）

53（77.9）

40（58.9）

12（17.6）

90

31（34.4）

17（18.9）

42（46.7）

37（41.1）

図8 人工炭酸泉足浴による皮膚下末梢ドップラー血流量の変化

図9 皮膚下末梢ドップラー血流増加量の比較



潰瘍の重症度と感染率が有意に高かったが，透析例の

比率には差はなかった（表 4）．典型例を1例提示す

る（図10）．

これらの結果は，膝下動脈狭窄例，重症虚血肢の比

率が高い透析患者に対する治療戦略に重要な示唆を与

えるとともに，PTAや運動療法との combined治療

を行えばさらに効果は期待でき，今後さらに普及する

ものと思われる．

おわりに

以上述べたように，透析患者のASOに対するPTA，

特にステント留置は有効な治療戦略であるが，定期的

なスクリーニングや膝下動脈狭窄例に対する炭酸泉療

法等を含む総合対策が必要であることは言うまでもな

い．ほかの動脈硬化性疾患に比べ本邦における透析患

者のASO治療はまだ日も浅く，したがってわれわれ

の施設に紹介されて来る患者はすでに重症虚血肢に陥

っている症例がほとんどである．ほかの動脈硬化性疾

患と同様に自覚症状が出たときはかなり病態が進行し

ているので，なによりも早期スクリーニングが重要で

あることは論を待たない．この際Follyら16）によれば，

透析導入時にはすでに8％の患者はASOを合併して

いるとの報告もあるので留意されたい．
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表4 患者・病変背景の比較

切断群
（n＝14）

救肢群
（n＝69） p値

性（男/女）
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糖尿病n（％）
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潰瘍の程度n（％）
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13（18.8）

29（42.0）
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治療前 3カ月後
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要 旨

低比重リポタンパク（low-density lipoprotein;

LDL）アフェレシス（LDLA）は閉塞性動脈硬化症

（arteriosclerosisobliterans;ASO）に対する治療法

の一つであり，末梢循環改善，跛行距離延長などの臨

床効果が明らかとなっている．近年，高齢化や長期透

析患者の増加などにより血清総コレステロールや

LDLコレステロールが正常値を示す ASO例が増加

してきた．高脂血症を有さないASO合併透析例に対

するLDLAの治療成績や有用性もいくつか報告され，

LDLコレステロール大量除去以外の作用機序が推察

されている．われわれは，バイパス手術などの手術適

応に乏しい ASOを有する維持透析患者 96例に

LDLAを施行した．初回1クール終了時の臨床評価

において，人工炭酸泉療法などとの併用により78例

（81％）にASO症状・所見の改善を認めた．足背部

経皮酸素分圧（TcPO2）測定を実施し得た38例（間

欠性跛行・HD時疼痛18例，安静時疼痛5例，潰瘍・

懐死15例）では，TcPO2の全平均値がLDLA施行後

に有意に上昇し（34.0±16.9versus46.3±18.3mmHg，

p＜0.001），微小循環障害の明らかな改善が認められ

た．高脂血症を認めないASO合併透析患者における

LDLAの臨床効果は，血管内皮機能（血管拡張反応）

の改善により発揮される可能性がある.

ASOを有する透析患者においては，高脂血症の有

無に関わらず，間欠性跛行以上の症状を有し多発的・

多領域に渡って動脈狭窄・閉塞所見を呈する例などに

LDLAの適応があると思われる．

はじめに

閉塞性動脈硬化症（arteriosclerosisobliterans;

ASO）は，近年急増してきた重大な透析合併症の一つ

である1）．しかし，ASO合併透析患者を対象とした日

本での大規模研究はなく有用な治療指針も存在しない．

そのため，透析患者における動脈硬化症の発症・進展

機序の解明と，その特異性をふまえたASO診断・治

療体系の確立が急務となっている．

今回，透析患者の持つ特殊な病態とASOとの関連

を考察し，ASOの一つの治療法である低比重リポタ

ンパク（low-densitylipoprotein;LDL）アフェレシ

ス（LDLA）の有用性を検討した．さらに，いくつか

の知見，成績をふまえてASO合併透析患者に対する

LDLAの適応基準を考察した．

1 透析患者での微小循環障害の存在

酸化的ストレスが増加する病態などにより血管内皮

が傷害されると，血管トーヌスの変化，血管構造の破

綻から動脈硬化へと進展する．透析患者では，活性酸

素の絶対的産生亢進および抗酸化能の相対的低下によ

り酸化的ストレス亢進状態に陥りやすい2）．腎不全・

透析療法に伴う活性酸素産生と酸化物質の蓄積，有用
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な抗酸化物質の慢性的欠乏などが誘因となる．活性酸

素は，血管内皮細胞で産生された一酸化窒素（NO）

を超短時間で不活化し血管拡張を直接的に阻害するこ

とが知られている．近年，血液透析（HD）導入以前

よりすでに内皮依存性血管拡張反応および非依存性血

管拡張反応の双方が低下していることが示され，慢性

腎不全状態での血管内皮由来NOの生体的有効性の

低下，NOに対する血管反応性の低下などが指摘され

た3）．

透析患者では，原疾病や腎不全，透析療法などに由

来する慢性炎症，酸化的ストレス，血管内皮傷害（・慢

性ストレス・）が相互に関連・作用しながら微小循環

障害を惹起すると推測される4）．われわれは，足背部

経皮酸素分圧（TcPO2）測定によって維持HD患者で

の微小循環障害の程度を客観的に評価した5）．明らか

なASOを有さない患者においても，約70％に皮膚

微小循環障害を認めた．さらに，抗酸化ビタミンであ

るビタミンC・ビタミンEを併用投与すると，TcPO2

値は比較的短期間に有意に増加し，脂質過酸化レベル

と負の相関関係を示した．以上の結果より，HD患者

の微小循環障害には酸化的ストレスが関与しており，

しかも，ASO症状のない早期の段階では可逆的であ

ることが示唆された．

HD中の血液―膜間相互作用により，補体・凝固系

の活性化と同時に白血球や血小板の活性化も起こり，

血小板―好中球凝集形成，活性化好中球からの活性酸

素産生の増加などが認められる6）．単回のHD開始早

期に起こるこれらの現象は，血管内皮傷害を惹起し，

さらに，NOとの相互作用などを介して血管機能を障

害する可能性がある．すなわち，透析膜生体適合性は，

HD患者の慢性的な血管内皮傷害や微小循環障害に影

響する大きな要因の一つと思われる7）．

2 透析患者におけるASOの特徴

透析患者の動脈硬化症の特徴は，粥状動脈硬化とメ

ンケベルグ型中膜石灰化硬化の共存および高度・広範

囲な病変部の進展にある．実際，57例のASO合併透

析患者に対して施行した血管造影において，約75％

の例で患肢総腸骨動脈領域から膝下動脈領域に及ぶ多

発的な狭窄・閉塞病変を認めた．また，間欠性跛行例

の約20％において，患肢動脈の複数の領域に多発病

変を認め，さらに，冷感・しびれのみの症例でも動脈

硬化は顕著であった8）.

臨床症状の程度や糖尿病の有無に関わらず多発的か

つ広範な動脈硬化性病変が認められることは，透析患

者におけるASOの一つの特徴である．また，狭窄・

閉塞病変が多領域に認められるほど左室駆出率は明ら

かに低下し，全身への動脈硬化の進展を反映している

ものと思われた8）．長期・高齢・糖尿病透析患者の増

加などを背景にして，潜在的なASOを有する例や，

長期透析合併症などにより活動性が低下し間欠性跛行

などの明らかな症状を呈さずに極度に所見が進行して

いる例も多くなっている．これらの事実は，ASO合併

透析患者の予後に大きく関与しているものと思われる．

3 ASOに対するLDLアフェレシスの治療効果と

作用機序

血中の過剰なLDLを一挙に大量に除去することに

より，組織からの蓄積したコレステロールの引き抜き

を促進し動脈硬化病変の進行を抑制する目的でLDLA

が開発された．当初は血漿交換がLDLAとして施行

されたが，その後，二重膜濾過法（doublefiltration

plasmapheresis;DFPP），デキストラン硫酸LDL吸

着法（dextransulfateadsorptionLDLapheresis;

DSAL），ヘパリン体外LDL沈澱法などが登場し成果

をあげてきた4）．それぞれ長所・短所があるが，LDL

の除去効率などに大きな相違は見られない．

DSALは日本国内で広く普及しているLDLAであ

るが，最近，分離血漿を加温・再循環させることによ

り除去効率を高めたDFPP（DFサーモ法）なども開

発されている．当初，家族性高コレステロール血症の

虚血性心疾患例，ステロイド治療抵抗性のネフローゼ

症候群を呈する巣状糸球体硬化症例がLDLAの適応

であった．その後，薬剤治療抵抗性の高コレステロー

ル血症を有しフォンテインⅡ度（間欠性跛行）以上で

手術適応のないASO症例に対してLDLAが臨床応

用され，その有用性が報告された9,10）．

土田ら11）は，近赤外分光法を用いてトレッドミル負

荷時の下肢筋肉血流の変化を観察し，70％のASO症

例でLDLAを1クール施行後に血流改善を確認した．

しかし，血管造影上で判断可能な狭窄の改善は認めな

かったと報告している．一方，重松ら12）は，トレッド

ミル運動負荷検査で3例中2例に最大歩行距離が延長

し，また，1例で側副血行路の著明な発達を観察して

透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対するアフェレシス治療 49



いる．

ASO症例にLDLAを行った際，開始時からの速効

的な効果として微小循環改善作用が観察される10,12）．

血中LDL濃度の急激な低下やフィブリノーゲン除去

により，血液・血漿粘度低下，赤血球変形能改善に基

づく血液レオロジーの改善をもたらし，速効的に微小

循環を改善することが示された．また，DSAL開始

直後より，テキストラン硫酸の陰性荷電による血液凝

固内因系の活性化からブラジキニン産生が増加し，血

管拡張作用を持つブラジキニンが速効的効果をもたら

すことが明らかとなった．しかし，アンギオテンシン

変換酵素阻害薬を服用している患者では，産生された

ブラジキニンが不活性化されず開始早期に高頻度にシ

ョックを引き起こすため，2～4週間以上の休薬かほ

かの LDLAが必要となる．高脂血症のみられない

ASO患者において，LDLAにより血管内皮細胞から

プロスタグランジンI2産生が誘導され虚血症状を改

善する可能性も示された13）．

動脈硬化の病態に深く関与する酸化LDLの除去の

ほか，リポプロテイン（a）や易酸化性で動脈硬化促

進的に働くsmall,denseLDLなとがDSALにより

吸着除去されることも報告されている．最近，高コレ

ステロール血症患者において，酸化LDLを急激に低

下させることにより単回のLDLAでも血管内皮機能

が改善し，それに伴うNO産生の増加によって血管

拡張反応が改善することが明らかとなった14）．

ASOに対するLDLAの臨床効果は，実際にはいく

つかの作用機序が組み合わさったものと推察される

（表1）4）．

4 ASO合併透析患者に対するLDLアフェレシスの

効果

吉矢ら15）は，足跛に潰瘍・壊死を有する9例のHD

患者にLDLAの一つであるDSALを1クール施行し

臨床効果を観察した．高脂血症を呈していたのは1例

のみであったが，3例で潰瘍の治癒を認め，脂質レベ

ルの改善度においても無効例との間に有意差を認めな

かった．

また，平松ら16）は，糖尿病性腎症を原疾患とする

ASO合併HD患者57例にDSALを施行し，終了3

カ月後での歩行距離延長など臨床症状改善の有無で2

群に分けて血液検査や理学的検査の比較・検討を行っ

た．高脂血症合併例は39例であり，有効例ではむし

ろ総コレステロールが低値（正常値）傾向であった．

DSALにより血中の肝細胞増殖因子，ブラジキニン，

NOが増加し，特に有効例でNO増加率が大きかった

と報告している．

ASO合併透析患者でのLDLAによる除去・低下因

子に関しては，脂質や酸化LDL，リポプロテイン（a）

以外にCRP，インターロイキン�6，イソプラスタン，

ホモシステイン，エンドセリンなどが報告され，

ASO病態との関連が考察されている16,17）．

われわれは，バイパス手術などの手術適応に乏しい

ASOを有する維持透析患者96例にLDLA（DSAL，

DFサーモ法）を施行した（表2）．64例（67％）が

安静時疼痛・潰瘍・壊死を有する重症例であり，44

例（46％）で心血管系合併症を，20例（21％）で脳

血管系合併症を有していた．副甲状腺ホルモン低値例

が61例（70％）と高率に認められ，血管石灰化との

関連が示唆された．

初回1クール終了時の臨床評価において，経皮的血

管形成術（PTA），人工炭酸泉療法などとの併用によ

り78例（81％）にASO症状・所見の改善を認めた

（表3）．

DSAL施行例においては，開始15分頃より下肢の

温暖化，TcPO2の急激な上昇を認め，微小循環障害

の改善は速効的であった．患肢足背部TcPO2測定を

実施した38例（間欠性跛行・HD時疼痛18例，安静

時疼痛5例，潰瘍・壊死15例）では，TcPO2の全平

均値が LDLA施行後に有意に上昇した（34.0±16.9
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表1 ASOに対するLDLアフェレシスの効果と作用機序

1.速効的～早期効果：微小循環改善作用

●血液レオロジーの改善：血液・血漿粘度の低下，赤血

球変形能の改善

●凝固系因子の低下：フィブリノーゲン，リポプロテイ

ン（a）などの除去

●血管拡張物質産生の増加：ブラジキニン，一酸化窒素，

PGE2，PGI2の産生

●血管内皮機能の改善：酸化LDL除去による一酸化窒

素産生の増加

● 免疫調節・抗炎症作用：白血球の接着分子発現・活性

化の抑制，CRPの除去，サイトカイン産生・活性化

の抑制

●LDL易酸化性の改善，small-denseLDLの除去

2.反復治療による維持的効果：抗動脈硬化作用

●動脈硬化病変の発症・進展抑制，狭窄病変の退縮

● 側副血行路の発達
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表3 LDLアフェレシスの臨床効果（総合効果）

効果 例（％）
併用療法 LDLA施行前

PTA CBT OHP 移植 バイパス Amp

著効

有効

不変

増悪

不明

21（21.9）

57（59.4）

5（5.2）

8（8.3）

5（5.2）

11

9

3

3

13

20

3

2

2

1

1

1

1

2

1

4

1

1

6

2

1

1

合計 96 26 40 3 4 5 11

1クール目（LDLA 5回以上施行）終了時に評価

PTA：経皮的血管形成術，CBT：人工炭素泉療法，OHP：高気圧酸素療法

移植：末梢血幹細胞移植，Amp：下肢・足跛切断

図1 血管反応性の変化

上腕動脈の内径変化率を超音波検査により解析し，LDLアフェレシス施行前後で比較

した．A：虚血後の内皮依存性血管拡張反応（％ FMD）．B：ニトログリセリン投与後の

非依存性血管拡張反応（％ NTG）．（文献8より許諾を得て引用）

表2 LDLアフェレシスを施行したASO合併透析症例（原疾患別）

慢性糸球体腎炎・他 糖尿病性腎症 合 計

男性：女性

平均年齢（歳）

平均透析期間（月）

臨床症状

間欠性跛行，透析時疼痛

安静時疼痛，潰瘍・壊死

合併症

透析アミロイドーシス

二次性副甲状腺機能亢進症

副甲状腺機能低下症

心血管系疾患

脳血管系疾患

26：8

66±10

135±97

20

14（感染5）

14（41％）

6/32（19％）

21/32（66％）

16（47％）

2（6％）

39：23

61±8

57±47

12

50（感染21）

14（23％）

6/55（11％）

40/55（73％）

28（45％）

18（29％）

65：31

63±9

84±78

32

64（感染26）

28（29％）
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versus46.3±18.3mmHg，p＜0.001）．また，超音波

測定により血管内皮機能を確認しえた9例において，

著明に低下していた上腕動脈の内皮依存性および非依

存性血管拡張反応がLDLAにより有意に改善し，NO

に対する血管反応性の回復が示唆された（図1）8）．

微小循環モデル測定装置（MCFAN KH-6）を用い

て初回LDLA前・後および最終LDLA前採取血液の

全血通過時間，血漿通過時間を解析し，LDLAによ

る血液レオロジー改善効果を確認した（図 2）8）．初回

LDLA後の血漿粘度は著明に低下し，1クール終了時

には血液・血漿粘度とも施行前に比し有意に低値を示

した．特にDFサーモ法施行例に顕著であった．また，

明らかな高コレステロール血症を呈した症例は少なか

ったが，LDLAによる血液レオロジー改善効果は明

らかであった．

ASO合併透析患者における酸化的ストレスや血管

内皮傷害などの変化を検討するため，LDLA施行中

の血清チオバルビツール酸反応物質濃度，抗酸化活性，

トロンボモジュリン濃度を解析した4,18）．単回のLDLA

で，血清チオバルビツール酸反応物質濃度は有意に低

下し，1クール終了時にも低値が持続していた．脂溶

性抗酸化物質であるビタミンEなどが減少したこと

を反映して初回LDLA後に血清抗酸化活性の有意な

減少が認められたが，1クール終了時にはむしろ有意

に増加していた．これは，酸化的ストレスが抑制され

たため抗酸化物質の消費が減少した結果と推察された．

血管内皮傷害の指標となる血清トロンボモジュリン濃

度は，開始前に比し1クール終了時で有意に低下して

いた．

以上より，透析患者においては，LDLAによる酸

化的ストレスや血管内皮傷害の抑制作用が微小循環障

害の改善に大きく寄与しているものと思われた．

5 LDLアフェレシスの長期効果

阿岸ら19）は，LDLAを終了してから平均1.2±0.8年

経過した症例において，安静時疼痛などのASO症状

の改善が69～100％の率で持続されていたと報告して

いる．末梢循環の改善により障害部位への併用薬物，

酸素・栄養の十分な供給が可能となったことや，薬物

そのものに対する血管反応性の改善などが効果の持続

する理由として考えられた．

ASO合併透析患者において，LDLAを1クール終

了後に抗血小板薬を中心とする薬物療法を実施し経過

観察しえた例では，血清脂質濃度の変化に関係なく，

平均12±3カ月で治療前のTcPO2値（患肢足背部）

に復した20）．維持薬物療法を併用しながらもTcPO2

値がおよそ1年程度で治療前値に復する例が多かった

ことより，少なくとも1年に1クール程度のLDLA

は必要と思われた．

透析患者において動脈硬化は高度であり，それに起
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図2 血液レオロジーへの効果

初回LDLA開始時の通過時間を100％として比較した．A：全血通過時間の変化．B：

血漿通過時間の変化．NS：notsignificant.（文献8より許諾を得て引用）



因する心・血管系合併症は生命予後に大きく影響する．

近年，ASOのため下肢血行再建術を施行されたHD

患者と腎不全を有さない患者との累積生存率の比較が

報告された21）．治療された患者の50％が生存する期

間は，HD患者で1.72年とコントロールの5.17年に

比し有意に短縮しており，ASOを有する透析患者の

生命予後は明らかに悪い．

われわれの施設でLDLAを繰り返し施行した例は

27例（慢性糸球体腎炎8例，糖尿病性腎症19例）で

あり，初回1クール開始時の症状が間欠性跛行を呈し

た例は12例，安静時疼痛・潰瘍・壊死例は15例であ

った．予後の確認できたASO合併透析例92例のう

ち平均観察期間22±21カ月（0～96カ月）内に55例

（60％）が死亡した．死因としては，心血管系疾患39

例，脳血管障害3例，敗血症11例などであった．全

患者での50％が生存する期間は24カ月であったが，

重症虚血肢例では明らかに短期間であった．しかし，

慢性糸球体腎炎を原疾患とするASO例と糖尿病性腎

症例との間に生存率において有意差はみられなかった

（図3）．

6 LDLアフェレシスの新たな展開

近年，いかなる治療にも反応せず回復が期待できな

い重症ASO症例に対し，骨髄細胞移植をはじめとす

る血管新生療法が試みられている22）．慢性炎症や酸化

的ストレスなど透析患者特有の病態は，毛細血管機能

を低下させ血管新生療法の効果を減弱させる可能性が

ある．これに対して，血管内皮機能の改善作用を有す

るLDLAは，透析患者での血管新生併用療法として

も有用と思われる．

ASOは全身の動脈硬化症の一部分症であり，末梢

血管における動脈硬化が顕在化したものである．その

ため，ASO患者での心血管死の相対危険度は一般人

よりもはるかに高い．高度な動脈硬化を示すASO合

併透析患者においてその危険度はさらに高まり，患者

予後を悪化させる大きな要因となっている．家族性高

コレステロール血症患者においてLDLAによる冠動

脈狭窄部位の退縮や心血管イベントの減少が明らかと

なっており23），LDLA治療が動脈硬化進展の抑制や

新たな動脈硬化の発症抑制に寄与しているものと推察

される．LDLAの反復治療により薬物療法よりも強

力に全身の動脈硬化性血管合併症の発症・進行が抑制

され，結果として，透析患者の生存率が改善する可能

性もある．

以上の知見や成績を考慮すると，ASOを有する透

析患者へのLDLAの適応は再考されるべきであろう．

すなわち，高脂血症の有無にかかわらず，

① 間欠性跛行以上の症状を有し，多発的・多領域

に亘って動脈狭窄・閉塞所見を呈する例

② 微小循環障害の著明なPTA，バイパス術後，

幹細胞移植症例（後療法・併用療法）

③ 進行した心血管系疾患を有するASO例（全身

療法）

などが今後検討されるべき適応症例と思われる．

DSALとDFPPに関して効果的にはほぼ同等であ

り，現時点でのはっきりした使い分けの基準はない．
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図3 ASO合併透析患者での生存率の比較

予後不明4例を除く92例を対象に，カプラン－マイアー法により累積生存率を解析した．

A：重症度別累積生存率．B：原疾患別累積生存率．NS：notsignificant．



DFPPは，高フィブリノーゲン血症など血漿粘度の

高い症例では効率的であり，また，アンギオテンシン

変換酵素阻害薬を常用している患者にも即時も施行可

能である．一方，冷感・しびれや皮膚微小循環障害の

高度な例では，DSALの速効性が期待される．

おわりに

LDLAは，酸化LDLの除去など酸化的ストレスを

軽減し血管内皮機能を回復することにより微小循環障

害を改善する．この機序は，高脂血症を認めない

ASO合併透析患者においてもみられるLDLAの臨床

効果に大きく寄与しているものと推察される．高度な

動脈硬化の存在，LDLAの持つ様々な特性とその有

効性，シャントの存在などから，ASO合併透析患者

においては第一選択になりうる治療法と思われる．
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要 旨

ASOを伴った血液透析患者を中心に末梢血幹細胞

による血管再生治療を行った．65例に行い，40例は

救肢された．切断の危険因子は糖尿病，壊疽だった．

また，メカニズムの解明とコントロールとの比較目的

にビーグル犬による実験を行った．毛細血管の増生と

血管内皮形成をみとめた．

はじめに

当院では，閉塞性動脈硬化症（ASO）を伴った血液

透析患者を中心に，末梢血幹細胞による血管再生治療

を行ってきた．今回，今までの臨床研究，およびその

メカニズムの解明とコントロールとの比較を目的に実

験研究を行ったので報告する．

1 臨床研究

1） 目的

今回の臨床研究の目的は，ASOや糖尿病性血管障

害の患者の四肢に末梢血幹細胞（CD34陽性細胞）を

局所注射して末梢血管の再生を図ることである．

すでに室原1），松原2）およびTateishi-Yuyama3）ら

によりASOの患者に骨髄移植法に準じて骨髄単核球

を約1×109個1）採取分離し，虚血下腿屈側骨格筋内に

移植後，1カ月で血流の回復，疼痛の軽減を認めたと

の報告はある．ただし，骨髄採取には全身麻酔や自己

血輸血が必要で，患者の負担が大きい．そこで，血管

内皮前駆細胞1）と考えられるCD34陽性細胞を骨髄か

らではなくアフェレシスによる末梢血採取法（PBSCC）4）

により調整した．

同法は末梢血幹細胞移植時の採取法としてすでに当

院で行われていて，健常者ドナーからの1回のPBSCC

で10～50×109個の単核球，1～50×107個のCD34陽

性細胞の採取が可能である．したがって，採取液を筋

肉内に投与することで骨髄採取から得られた単核球を

用いるのと同等かそれ以上の血管再生効果が期待され

た．さらに，採取液からCD34陽性細胞のみを純化5,6）

しようとすると1回に数十万円ほどの試薬が必要とな

る．採取液中には赤血球，単核球および血小板が混在

しているが，1×107個以上のCD34陽性細胞が含ま

れていれば，採取液をそのまま筋注することにした．

2） 対象と方法

四肢末梢血管血行障害の患者を対象とした．重篤な

虚血性心疾患と脳血管障害のないことを，循内受診，

脳CT等で確認した．

ついで，G-CSF5μg/kg/dayを4日間毎日皮下注

した．透析患者は透析後に投与した．毎日血液検査を

行い，白血球数が5万を越えたら2.5μg/kgに減量

した．4日目にPBSCC（末梢血幹細胞採取）をCS-

3000またはSpectraを用いて行った．非透析患者は

W ルーメンカテーテルを挿入し，また透析患者はシ
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ャント血管を用いた．採取されたCD34陽性細胞数

をフローサイトメトリー（FACScan）で計測した．

同日中に採取液を患肢に1カ所0.5～1.0mlずつ23G

針を用いて筋注した．麻酔は，上肢は腕神経叢ブロッ

ク，下肢は腰麻によった．術後1週間は白血球数や凝

固系の変動を観察した．治療効果の判定は，自覚症状，

プレチスモグラフ，サーモグラフ，ABI（足関節/上

腕血圧比），3D-CTおよび血管造影によった．

なお，臨床研究対象者に対する人権擁護上の配慮と

して，平成13年12月27日に札幌北楡病院医学倫理

委員会による審査を受けた．G-CSFの副作用で心筋

梗塞や脳血管障害を起こした報告4,7）がある．したが

って，重篤な虚血性心疾患や脳血管障害がないことを

確認すべきであるとされた．さらに，PBSCCの副作

用，CD34陽性細胞投与の効能，利益・不利益を提示

し，患者，家族が承諾した場合に施行することにした．

3） 結果

現在までに65例に行った．年齢は44～86歳（平均

66.5歳）．男40例，女25例で，血液透析中の患者が

48例（73.8％）を占めた．平均透析歴は7.4年だった．

一方，糖尿病合併例は48例で，血液透析例48例中

38例（79％）が糖尿病だった．足に治療したのが62

例，手が4例（左手足が1例）で，Fontaine1度が

3例，2度6例，3度14例，4度が42例あった．

移植したCD34陽性細胞数は0.18～15.9×107（平

均3.5×107）個で，改善が22例（観察期間が1～29

カ月），変化なし18例（1～21.5カ月），切断が25例

（0.4～26カ月）あった．切断は 24例が Fontaine4

度で14例は壊疽を伴っていた．また，1カ月以内に

切断となった例は8例あり，全例がFontaine4度で，

7例が男性で血液透析を行い，また糖尿病を合併し，

6例が壊疽を伴っていた．全症例を通しての救肢率は

61.5％だった．

治療前での各種検査の結果は，サーモグラフでは

65例中47例に低温領域を認めた．プレチスモグラフ

では，64例中49例で脈波が消失した．3D-CTでは，

血管描出が不良であったのは59例中53例あった．

ABIは，治療後救肢されている25例で平均0.48，切

断となった18例は0.39だった．

治療後1カ月での自覚症状とサーモグラフの改善の

パターン，およびプレチスモグラフと3D-CTのパタ

ーンが似ていた．一方，ABIでは，変わらない例が

多かった．

次に症例を示す．

① 症例1

68歳女性．ASO，CRF（HD中），DMあり．主訴

は両足潰瘍．1992年12月より血液透析を導入．1998

年11月，ASOの診断でPGE1製剤処方されるも効な

く，2001年12月，細胞治療を行った．

G-CSFを4日間投与すると白血球数は4万台まで

上昇した（図 1）．4日目に CS-3000で PBSCCを行

った．処理量は10Lで約3時間を要し，57mlの採取

液を得た．その中の単核球数は20×109個で，CD34
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陽性細胞数はフローサイトメトリーにより 4.0×107

個あった．そこで，同日中に手術室で両足腓腹筋内に

あわせて79カ所筋注した．

なお採取液中には赤血球が240万/μl，血小板が80

万/μlの濃度で混在していた．白血球数は術後2～3

日で正常化した．50日後には潰瘍は縮小し，プレチス

モグラフ上脈波が出現した（図 2）．12カ月後には潰

瘍は消失した．

② 症例5

56歳男性．ASO，CRF（HD中），DMあり．主訴

は両足壊疽，左前腕の疼痛と，3，4指のチアノーゼ．

2001年12月より血液透析を導入．2002年4月，右足

壊疽のため膝下切断．7月より左前腕の冷感，疼痛が

出現．8月には左第1趾が壊疽となり切断，左上肢の

鎮痛にNSAIDを処方し，9月に胃潰瘍を併発．10月

に細胞治療を行った．

64mlの採取液を133カ所皮下注，筋注した．術直

後は左手がグローブのように腫脹したが，次第に軽減．

1カ月後にはチアノーゼや疼痛は改善し，プレチスモ

グラフでは脈波が出現した．

③ 症例42

細胞治療後6.5カ月で切断となった．切断肢腓腹筋

の観察では，CD34陽性細胞の集積，FactorⅧ陽性

の毛細血管の増生あり，細胞治療の効果とされた．

④ 症例58

最近は治療効果の判定に血流シンチグラフィを用い

ている．99mTc-HSA 1～2mlを静注し，腹部大動脈，

後脛骨動脈，足尖部などの血流を測定する．症例58

は各領域での改善を認めた．

4）考察

Isner8），Asahara9），Shintani10），室原1）らは，1997

年頃よりCD34陽性細胞の分画中に血管内皮前駆細

胞が存在し，これは骨髄に由来し，虚血肢における血

管新生に関与することを実験的に明らかにした．さら

に，細胞移植による血管再生療法の臨床応用も2000

年より，室原1），松原2）およびTateishi-Yuyama3）ら

により開始された．CD34陽性細胞は末梢血より骨髄

に豊富に存在することから，全麻下に自己骨髄液を

500～600ml採取し，比重遠心分離法（CS-3000によ

る）にて骨髄単核球を分離した．約1×109個を虚血

肢に筋注した．経過良好で最長14カ月2）下肢の血流

増加は保たれた．

また，稲葉5,6）らは，2001年頃よりCD34陽性細胞

を骨髄からではなく末梢血よりPBSCCにて採取し，

さらに免疫磁気ビーズ法を用いて純化して患肢に筋注

した．細胞数は1～4×107個で術後経過良好であった．

症状の改善には1×107個で十分とされた．

一方，高倉11）らは，血管新生のメカニズムは内皮前

駆細胞ばかりでなく，骨髄や末梢血中の血液細胞その

ものが内皮細胞に成長因子を供給して血管新生を促す

とした．また，Asahara9）は，実験的に CD34陽性

細胞と陰性細胞とを一緒に培養することでCD34陽

性細胞の血管内皮細胞への分化が促進されるとした．

今回，稲葉5,6）らの方法に準じてCD34陽性細胞を

末梢血より採取したが，純化は行わなかった．1×107
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図2 細胞移植前後の経過（症例1）

局注前 50日後 12カ月後



個以上採取されていればほかの血液細胞が混入してい

ても問題はなく，また血管再生に有効と考えた．

治療後1カ月での臨床成績で，自覚症状の改善とサ

ーモグラフでの改善のパターンが一致していることよ

り，自覚症状の改善は温度の上昇によるとした．また，

プレチスモグラフと3D-CTの改善パターンがほぼ同

様のことより，下腿3分枝での血流の増加により，趾

尖の脈も改善されたが，ABIで変わらなかった例が

半数を占めていたことより，血流は増加しても，足関

節での血圧を上げるほどのものではなかったと考えた．

つまり，阻血肢において血流を増やし，温度を上げ，

趾（または指）尖での脈波を改善させうるが，血圧を

上げるほど強力ではなかった．一方，切断肢の組織所

見で，移植した細胞による毛細血管の新生を認めた．

毛細血管が増えることで，血流が増加すると考えた．

適応について室原1）らは，ASO，バージャー病でほ

かの治療に反応しない40～75歳の患者で，除外項目

として悪性新生物，重症の糖尿病性網膜症，虚血性心

疾患とした．また，松原2）らは同様に，外科や内科治

療にて改善しない ASO，バージャー病で Fontaine

3～4度の虚血肢を有する患者とした．除外例はコン

トロール不良の糖尿病，網膜症，悪性腫瘍例であった．

当初，重篤な虚血性心疾患と脳血管障害のみを除外

項目としたところ，切断例が65例中25例発生した．

切断の危険因子は，糖尿病，Fontaine4度および壊

疽の合併である．

糖尿病48例中切断となったのは24例（50％）あっ

たが，非糖尿病17例中切断は1例（6％）のみだった．

一方血液透析患者 48例中切断となったのは 21例

（44％）で非透析17例中切断は4例（24％）で，糖尿

病のほうがより危険と考えられた．

Fontaine4度で特に壊疽を合併すると，切断の危

険は増大する．したがって，壊疽が指趾をこえる場合

は，非適応と考えられる．一方，指趾にとどまる場合

は細胞治療の際デブリードメントを行い，壊疽部を可

及的に切除することで，成績向上を目指したい．

PBSCCを行う上で日本造血細胞移植学会のガイド

ライン12）があり，基礎疾患として冠動脈疾患，脳血管

障害，糖尿病を有する人，癌の既往のある人は G-

CSF投与を避けるか慎重に行うようにされている．

海外では末梢血幹細胞ドナーの死亡例7）もあることよ

り，当院倫理委員会でも上記除外項目が設定された．

65例中ほとんどの症例が慎重投与例にあたるが，心

エコー，心筋シンチおよび脳CTで重篤な所見がなけ

れば，あるいはあっても循環器内科等で良好にコント

ロールされていれば，G-CSFやPBSCCに伴う重大

な合併症はなく，安全に治療できた．

2 実験研究

1） 目的

犬の虚血肢に対してPBSCを筋注することで血管

新生が促されることを確認することと，コントロール

として生食を筋注し，比較検討をする．

2） 方法

ビーグル犬（雌）体重8～10kgの大腿動脈を結紮

し虚血肢モデルとする．G-CSF2μg/kgを7日間皮

下注後，7日目にPBSCCを行う．使用器械は人と同

じSpectraを用いた．総頚動脈より脱血し，前肢の

皮静脈に返血した．採取されたPBSCを内転筋や簿

筋に筋注する．

観察項目は，①血管造影により大腿動脈結紮直後と

4週間後とで，血管新生が出現しているか確認する．

②内転筋ないし簿筋を生検し，組織学的に血管新生が

あるか評価する．また採取されたPBSCを蛍光色素

でマーキングした上で筋注し，アルカリフォスファタ

ーゼ（AP）染色10）と比較して，血管内皮となってい

るか観察した．

対象を，①生食動員後生食筋注，②G-CSF動員後

生食筋注，および，③G-CSF動員後PBSC筋注に分

けた．

3） 結果

① 生食動員後生食筋注（n＝1）

血管造影では，新生血管の発達で大腿動脈の再疎通

を認めた．

② G-CSF動員後生食筋注（n＝1）

G-CSF投与により白血球数は11,150から36,700に

増加した．血管造影では，①群と同様に新生血管の発

達で大腿動脈の再疎通を認めた．

③ G-CSF動員後PBSC筋注（n＝4）

G-CSF投与により白血球数は平均11,175から35,353

に増加した．CD34陽性細胞は，平均3.80×106個採

取された．血管造影では新生血管の発達で大腿動脈は
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再疎通．①，②群よりやや多く毛細血管の発達を認め

た（図3）．

組織学的には，③群で，2日後，14日後に細胞塊が

筋線維の間に認められた．14日後の細胞塊は，APが

陽性に染まった．さらに4週後には，蛍光を発する細

胞に一致してAPが陽性に染まった．14日後のよう

に塊状でなく散在性にあった．また形状からも血管内

皮を疑う円形の細胞を認めた（図4）．

4） 考察

血管造影では，G-CSF動員PBSC筋注群が，ほか

の2群に比べて毛細血管が発達した．つまり，コント
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図4 G-CSF動員PBSC（蛍光染色）筋注（4週後）

蛍光顕微鏡 アルカリフォスファターゼ染色

図3 血管造影（動物実験）

生食動員生食筋注 G-CSF動員生食筋注 G-CSF動員PBSC筋注

前

28日
後



ロールに比べて細胞治療は有効と考えられた．また，

G-CSFで動員のみを行い，虚血肢に生食を筋注して

も，コントロールとほとんど変わらないことから，虚

血肢に直接PBSCを筋注するほうが有効である．

今回は，G-CSFを用いないで，PBSCを採取する

ことは行っていないが，採取されるCD34陽性細胞

は少なくなり，やはり，効果は下がると思われる．

組織学的に，14日後まで筋注した細胞が塊状に存

在し，さらにAP染色陽性であることから，血管内皮

になってきたと考えられた．さらに，4週後の所見で，

円形の細胞が蛍光を発し，APも陽性に染まったこと

より，筋注したPBSCが毛細血管内皮を形成する可

能性が高まった．つまり，細胞治療のメカニズムを説

明する所見と考えられた．
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はじめに

アデノシン―デアミナーゼ欠損症などの先天性疾患

の治療として始まった遺伝子治療は，多因子疾患であ

る循環器疾患や癌にも広がってきている．最近では，

食生活の欧米化・社会の高齢化とともに増加しつつあ

る動脈硬化を基礎とする虚血性心疾患，閉塞性動脈硬

化症に対しても応用されている．

優れた薬剤やカテーテル・ステントなどの手術デバ

イスによる治療が発達したが，依然として既存の治療

法では十分な治療成績をあげているとはいえない．た

とえば，閉塞性動脈硬化症の重症患者においては下肢

切断を余儀無くされる患者も多い．このような虚血性

疾患は，慢性透析患者ではより深刻で，外科的なバイ

パス手術や血管拡張術などの適応となる患者は非透析

患者より少なく，実質上経過観察しかないような状況

である．

1 血管再生療法とは

近年，このような閉塞血管に対する画期的な治療戦

略として，血管再生による治療が提唱された．動脈硬

化や血栓などにより虚血状態に陥った組織において生

理的な血管新生は認められる（側副血行路の発達）が，

一般的に不十分である．したがって，このような病態

においては血管新生促進が側副血行路の形成につなが

り，治療となりうることが考えられる．
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図1 成熟個体の血管新生



血管新生にはプロテアーゼによる基底膜や間質マト

リックスの消化，血管内皮細胞の遊走・増殖，さらに

内皮細胞間の再接着と管腔形成というステップが必要

であるが，その中でも内皮細胞の増殖にかかわる因子

はきわめて重要な役割を果たしている（図1）．

近年の分子生物学の進歩は，VEGF（血管内皮増殖

因子）などの血管新生因子の存在を明らかにし，これ

らを用いた治療の可能性を示した（治療的血管新生）．

1994年より米国ではVEGF遺伝子を用いた慢性閉塞

性動脈硬化症に対する遺伝子治療が始まっており，良

好な効果をあげている（図 2）．血管新生活性を有す

る増殖因子としては，VEGFだけでなく，FGF（fibrob-

lastgrowthfactor）やHGF（hepatocytegrowth

factor）などが報告されている．

2 血管再生療法は確立された治療法か

血管再生療法には，血管再生因子の蛋白や遺伝子を

利用した治療法だけでなく，骨髄由来細胞を利用した

細胞治療による血管新生療法もすでに実施されている．

しかし，現時点では科学的に証明された血管再生療法

は後述のわれわれの行っているHGF遺伝子を用いた

治療法を含め，まだない．残念ながら，プラセボを用

いた二重盲検試験で有効性が示された血管再生療法は

いまだなく，確立されたエビデンスを持っているとは

いえない．しかし，今後遺伝子と細胞治療の併用など

多くの血管新生療法が考案され，着実に日常臨床への

応用が進むであろう．

血管新生療法が現実のものになるためには，まだま

だ基礎的検討が必要である．特に，①血管新生の分子

機構，②再生医療を支える技術開発，この2点は今後

重要である（図 3）．血管新生療法の開発のためには，

何故，どのように血管が形成・新生されるか，どのよ

うな因子（増殖因子や転写因子）が関与しているか，

これらの基礎的疑問に答える必要がある．

一方，再生医療を支える技術は，飛躍的な進歩がこ

こ数年おきている．遺伝子導入技術としては，日常臨

床で使用に耐えうる導入効率の高いベクターの開発が

かなり視野に入ってきている．また，DDS（drugde-

liverysystem）に関してもターゲティングの面から

進歩が著しい．さらに，ナノテクノロジーとの融合に

より，より有効なベクターやDDS技術の進展が期待

される．

これからの血管新生療法は，これら基盤技術と細胞

治療・遺伝子治療の融合により，日常臨床で画期的な

治療になることは間違いない．血管新生療法において

重要なことは，副作用の減少と有効性の向上である．

したがって，図3に示すように骨髄細胞のようなcrude

（雑多）なものから，よりpure（純化された）な治療

方法へと変遷していくことが望ましい．予想されたこ

ととはいえ，2004年にはタフツ大学のグループより，

骨髄細胞の心臓への導入により予期せず石灰化が報告

され，純化された細胞を使う重要性が明らかになって
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図2 筋肉内への遺伝子導入による血管再生



きた．単に臨床効果だけではなく，サイエンスの面か

ら，合理的で有効性の高いエビデンスに基づいた血管

新生療法の応用が重要である．

3 血管再生遺伝子を用いた遺伝子治療の実際

前述したように遺伝子を用いた血管再生による閉塞

性動脈硬化症の治療は，米国・ヨーロッパでは広く実

施されている．わが国でも，2001年6月より国内で発

見されたHGF遺伝子を用いた閉塞性動脈硬化症と，

ビュルガー病患者に対する遺伝子治療臨床研究がわれ

われの施設で開始されている．われわれは安静時疼痛

や虚血性潰瘍を有し（FonatineⅢ/Ⅳ），ほかの治療

法のない22人の患者の下肢に1カ月ごとに，2もしく

は4mgのHGFのnakedplasmidを筋注した（図4）．

有効性（改善度）に関して，改善度を検討する評価

項目として上下肢血圧比（ABI）・安静時疼痛スケー

ル（VAS）・虚血性潰瘍のサイズ・歩行可能距離の延

長を評価した．ABIの0.1以上の上昇は測定可能症例

17症例中11症例（64.7％）に認められた．VASの1

cm以上の改善は，13症例中12例（92.3％），2cm以

上の改善は，安静時疼痛を有する 13症例中 8症例

（61.5％）に認められている．虚血性潰瘍の25％以上

の縮小は，潰瘍を有する11症例中7症例（63.6％）

に認められた．歩行可能距離の25％以上の改善は，

間欠性跛行を有する7症例中6症例（85.7％）に認め

られた（図5，表1）．

以上より，本研究の初期成績では，安全性に概ね問

題なく，期待以上の良好な改善度が確認できた．現在

実用化のためのプラセボ群を設定した試験（フェーズ

3）を全国の施設で実施しており，安全性と有効性を

評価している（問い合わせは，大阪大学臨床遺伝子治

療学山田愛子まで）．ほかに治療法のない安静時疼痛・

虚血性潰瘍を有する患者を対象にしている．

一方で，VEGF遺伝子治療では60％の患者に見ら

れたと報告されている投与部位の浮腫は認められなか

った．現在までの成績では，VEGF遺伝子治療より

有効性が高く，安全性に優れる可能性が示されつつあ

る．VEGFとの違いについてはまだ詳細は検討中であ

るが，図6，7に示すように，HGFの血管新生作用が

血管内皮細胞増殖・遊走作用のみならず血管平滑筋細

胞の遊走作用にも依存しており，早い血管の成熟を促

すためであろうと考えている．

再生された血管の長期予後については，1年間まで

の全例のフォロー・アップではABIのさらなる増加

や潰瘍の改善をみた患者も確認できている．一方で，

悪化を認めた患者はなく，治療後少なくとも1年で不

変，もしくは，さらなる改善が見られたことより，あ

る程度の期間は血管が維持されていると考えられる．

本治療法の確立により下肢切断を余儀なくされてい

る患者を減らすことが期待される．透析症例に関して

は，本試験では対象となっており，数名の患者が参加

している．現在の印象では特に透析患者で有効性が低

いとは考えていない．投与部位や回数の増加などの工

夫は必要かもしれないが，安全に実施できることから
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図3 今後の血管新生療法の研究の流れ
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図4 HGF遺伝子治療臨床研究

図5 第3症例における6カ月後の潰瘍

表1 HGF遺伝子を用いた治療による改善率

ABI
Pre0.6以下

VAS 潰 瘍 最大歩行距離

＞1cm ＞2cm 全 潰 瘍 最大潰瘍 ＞25％ ＞50％

第1ステージ

2mg

第2ステージ

2mg

4mg

100％

（5/5）

40％

（2/5）

57.1％

（4/7）

83.3％

（5/6）

100％

（4/4）

100％

（3/3）

66.7％

（4/6）

75.0％

（3/4）

33.3％

（1/3）

72.7％

（8/11）

72.7％

（8/11）

66.7％

（2/3）

75.0％

（3/4）

50.0％

（2/4）

66.7％

（2/3）

―

66.7％

（2/3）

100％

（4/4）

―

66.7％

（2/3）

75.0％

（3/4）

total 64.7％
（11/17）

92.3％
（12/13）

61.5％
（8/13）

72.0％
（18/25）

63.6％
（7/11）

85.7％
（6/7）

71.4％
（5/7）

遺伝子投与直前と最終治療投与8週後との比較
症例数：22



将来的には外科的治療が実施しにくい透析患者での新

しい治療法になることが期待される．

4 血管再生遺伝子医薬の実用化にむけて

動脈硬化疾患における遺伝子治療の戦略は，基本的

には有用外来遺伝子の導入である．遺伝子治療は，組

み換え蛋白の増殖因子を直接投与する方法に比較し，

1回の局所投与にて長期間，全身性の副作用を出すこ

とがなく局所に治療効果をもたらすことができるとい

う利点がある．また，血管は比較的アクセスが容易で

ある点も医薬品に適している．

遺伝子の導入方法として，ウイルスベクターを用い

るものとそうでないものに大別される．ウイルスベク

ターを用いる方法は，ヒトではアデノウイルスが多く
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図6 HGFによる血管新生と血管成熟の促進

図7 VEGFによる未熟な血管新生



用いられている．利点として，遺伝子の細胞への取り

込み効率が比較的良く，長期発現が期待できるが，欠

点として発熱など炎症反応，肝機能異常の惹起などの

副作用を有し，反復投与が困難であるなど，安全性が

確立されていない．

ウイルスベクターを用いない方法には，われわれの

ように裸（naked）のプラスミドを直接投与する方法，

プラスミドを脂質で封入して投与する方法，センダイ

ウイルスなどウイルスの一成分と脂質を混合するハイ

ブリッドベクターを用いる方法がある．いずれも，ウ

イルスベクターよりも安全であるが，導入効率は若干

劣る．現段階では，プラスミドでの投与が最も安全で

操作性が高いなど，医薬品に適した条件を満たしてい

ると考えられている．血管新生を目的としてVEGF

やHGFなどの分泌蛋白を局所で発現させるためには，

プラスミドだけで十分であると考えている．

投与の経路も様々で，最も簡単な方法は筋肉内に遺

伝子を投与し，遺伝子が導入された細胞から蛋白を分

泌させ，血管新生などの効果をきたす方法である．血

管に直接投与する方法として，血管内からはハイドロ

ゲルで覆ったカテーテルや，極小の注射針がついたカ

テーテルを用いる方法があるが，いずれも導入率は高

くなく，今後の改良が必要である．

5 虚血性心疾患に対する血管再生遺伝子治療

同様の血管再生作用は，狭心症や心不全治療に有効

であることは当然推測される．Isnerらは，VEGF遺

伝子を用いて狭心症に対する遺伝子治療を行い，その

効果は劇的であった．対象患者は 5例，それぞれ

PTCAあるいはCABG，あるいは両方の治療歴があ

るが，全員が狭心症による重度の生活障害を持ち，も

はやPTCAあるいはCABGの適応外の患者である．

彼らはVEGF遺伝子500ugをMIDCABにて心筋

に直接注入し，血管新生による虚血の改善を検討した．

VEGF遺伝子導入により，狭心痛に対して服用する

ニトログリセリンの数量は各患者において劇的に減少

し（遺伝子治療前：53.9＋10.0tab/week，遺伝子治療

後：9.8＋6.9tab/week，P＜0.03），血管造影において

も各患者で著明な血管新生を認めた．また，SPECT

（adobutaminesinglephotonemissioncomputed

tomography）にて正常血流領域の拡大，欠損部位の

減少を認め，虚血性心疾患に対するこの治療の有用性

を示している．

また，昨年アデノウイルスベクターでFGF4遺伝

子を冠動脈内より投与した臨床試験の結果が報告され

た．FGF4遺伝子の単回投与により，プラセボと比

較して，トレドッミル運動耐用能試験で2倍以上の延

長を3カ月時点で示したことが明らかにされた．耐用

能の延長は，心臓グラフとの6カ月の時点とほぼ同等

であり，ほかの既存の内科的治療法では無効であった

ことから，遺伝子治療の優位性を示すものとして注目

された．

われわれも，HGF遺伝子による心不全治療の可能

性を明らかにした．まずラットの心筋梗塞のモデルを

作成し，直接心臓の壁にHGFプラスミドDNAを導

入した．その結果，HGF遺伝子の導入は血管新生を

促進し，血流を改善することを明らかにした．また，

ブタ心筋梗塞モデルにHGFプラスミドをカテーテル

についた針で導入し，やはり血管新生と血流改善を明

らかにした．すでに，狭心症患者に対する遺伝子治療

を2004年にアメリカでフェーズ1を開始した．

6 血管再生治療の問題点

実用化に向けては表2にみられるような課題がある．

1） 血管新生の客観的評価

血管再生療法に対する最大の批判は，血管造影で明

らかな血管再生像が確認しにくいことによる．血管再

生の遺伝子治療では，造影上血管陰影の増強という形

で認められるが，定量評価ができないという問題があ

げられる．

骨髄細胞を用いた場合は，多くの施設から造影では

変化がないと報告されており，造影上描出困難な最小

血管が中心ではないかといわれている．今後，微小血
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表2 血管再生療法の限界と今後の課題

1.血管新生の客観的評価

造影（DSA，MRIなど）/ABI/TcPO2など

2.臨床試験のデザイン

プラセボ，観察期間，用量，エンドポイント

3.副作用（短期＋長期）

イベント，再狭窄，ACS，がん，網膜症

4.臨床的適応の決定

FontaineⅡb～Ⅳ，リスクファクターなど

5.長期効果，長期予後

6.併用療法（薬物，外科的手法）



管の造影を可能とするより高出力な造影機器を用いる

か，定量化を可能にするソフトの開発が必要である．

一方，現在信頼しうる評価としては，むしろ機能的

な面からABIやTcPO2を使用すべきだと考えられる．

逆に，これらの指標で改善がなければ，血管再生によ

る効果とは判断できない．

2） 臨床試験のデザイン

前述したように血管再生治療は，プラセボとの二重

盲検試験がまだ行われておらず，二重盲検試験で証明

されるまでは本当の意味での有効性は不明である．特

に，観察期間を設置しない場合，入院による高度な介

護などにより自然経過で改善する症例も多く存在して

おり，有効性の評価ができない．また，多くの再生療

法で容量依存性が認められておらず，最適容量が不明

などの問題点がある．最終的に有効性を判定するエン

ドポイントをなにに設定するかも重要である．

3） 副作用

元々血管再生療法に関しては，がんの増大や網膜症

の悪化などが懸念されていた．現状ではこのような報

告例はないが，G�CSFを用いた治療で再狭窄の増加

が報告されたり，米国ではプラーク破綻による心筋梗

塞の発症などが報告されており，慎重な経過観察が必

要である．骨髄細胞を用いた治療で，骨髄穿刺による

重大な事故の発生も指摘されており，本当にリスク・

ベネフィットがあるか，実施前に十分検討する必要が

ある．

4） 臨床的適応

現在対象となっている疾患では，Fontaine分類Ⅱb

～Ⅳまでが含まれている．それぞれのグレードでの有

効性は明らかになっておらず，治療法によっても異な

るかもしれない．臨床的に最適なグレードを選択する

必要があろう．

そのほかにも，長期的予後や実際に死亡率が減少す

るかなどの課題，また，どの併用量がベストかなどの

議論も今後必要になる．骨髄治療では，遺伝子治療が

国の認定が必要で詳細なプロトコールが必須であるの

に対し，施設内倫理委員会で可能なため，十分に問題

点が検討されていないケースも耳にする．今後，標準

治療として血管再生療法を認めさせるには，科学的に

有効性と安全性を検討することが必須である．
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1 当日のプログラム

開催日時：平成16年11月14日（日）

主題：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の診断と治療

の現状

司会：阿岸鉄三（板橋中央総合病院血液浄化療法セン

ター）

古賀伸彦（（医）天神会古賀病院21）

1） 午前の部

演題および演者

演題1：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の特異性

阿岸鉄三（板橋中央総合病院血液浄化医療セ

ンター）

演題2：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の機能診断

太田 敬（愛知医科大学血管外科）

演題3：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の画像診断

古賀伸彦（（医）天神会古賀病院21）

演題4：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する薬

物療法及びフットケアの重要性

新城孝道（東京女子医科大学糖尿病センター）

演題5：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する外

科治療

稲葉雅史（旭川医科大学外科第1）

演題6：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する血

管内カテーテル治療及び人工炭酸泉浴など

熊田佳孝（偕行会名古屋共立病院循環器セン

ター）

演題7：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対するア

フェレシス治療

佐藤元美（（社）中京病院透析療法科）

演題8：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する幹

細胞治療

堀江 卓（北楡会札幌北楡病院）

演題9：透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する遺

伝子治療

森下竜一（大阪大学臨床遺伝子治療学）

2） 午後の部

コンセンサス原案について討論（司会・演者・参加

者全員）し，コンセンサス案を作成した．後日，この

コンセンサス案を土台として，司会・演者が最終的コ

ンセンサスを策定した．

2 コンセンサス

1） 日本透析医会コンセンサスカンファランスの意義

日本透析医会研修委員会は研修事業の一環として毎

年コンセンサスカンファランスを開催してきた．主題

「透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症（ASO）の診断と

治療の現状」について策定されたコンセンサスは，主

題の中の細目的課題に関する各演者の発表を骨子とし，

演者間，および一般出席者との論議を集約して得られ

たものである．例年通り，コンセンサスは，当日の ・出

席者間における主題に対する合意・を意味するもので

あり，合議結果のコンセンサスの遵守を第三者のだれ

にも求めるものではない．
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［透析医療におけるConsensusConference2004］

第17回社団法人日本透析医会シンポジウム
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「透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の
診断と治療の現況」報告

阿岸鉄三＊1 古賀伸彦＊2

＊1板橋中央総合病院血液浄化療法センター ＊2（医）天神会古賀病院21



2） このコンセンサスを読む際の注意

維持透析患者のASOについての医学的関心が始ま

ったのは比較的最近のことであり，検査法・治療手段・

臨床結果などについては十分な確定的情報がえられて

いないのが現状といえる．現時点では，非透析患者に

ついての情報から演繹して推測するにとどまらざるを

えない内容もある状況を認識する必要がある．このコ

ンセンサスもそのような観点からの理解が必要である．

以下，表1の内容に従ってその内容を報告する．

3 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の特異性

1） 疫学

わが国の維持透析患者は，透析歴が長く，高齢者が

多く，糖尿病性腎症由来が多く，性別（男性＞女性）・

高脂血症・喫煙・飲酒などとともにASOの有力な危

険因子を備えているといえる．その発生頻度は，6.3

％程度とされる1）．

2） 全身動脈硬化症の一分症

ASOは，全身動脈硬化症の一分症であることを認

識し，心筋梗塞（発生率5.5％）・脳梗塞（9.7％）な

どとの関連において臨床的な関心を払うべきである．

透析患者の生存率は，末梢循環障害をもつ場合には低

い．

3） 転帰・予後

全透析患者の2.0％に肢趾切断が行われている．肢

趾切断は日常的QOLを阻害するばかりでなく，生へ

の意欲を喪失させるので救肢趾に可能なかぎりの医学

的な努力をすべきである．

4） 診断・治療の二重構造的分業

血液透析の単科的専門施設（全透析患者の76.3％

を治療）では，臨床症状を適確に把握し，FontaineⅢ

度以上の患者は総合的医療施設へ紹介し，自施設にお
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表1 コンセンサス目次

3 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の特異性

1） 疫学

2） 全身動脈硬化症の一分症

3） 転帰・予後

4） 診断・治療の二重構造的分業

4 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の診断

1） 問診・理学的所見

2） 血液学的検査

3） 機能診断

① 間歇性跛行に対するトレッドミル検査

② 虚血性潰瘍に対する検査

a.足関節血圧・足趾血圧・皮膚潅流圧の絶対値

b.経皮的組織酸素分圧・皮膚温・レーザドップラ血流量・

毛細血管顕微鏡検査・蛍光ビデオ顕微鏡検査など

c.アイソトープ検査

d.容積趾尖脈波

4） 画像診断

① MDCTによるCTangiography（3D-CTA）

② MRangiography（MRA）

③ 超音波検査法

④ 血管造影

5 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の治療

1） 保存的治療

① 維持透析患者に特有の問題

② 日常生活での注意

a.保温

b．禁煙

c.運動療法

③ 薬物療法

a.動脈硬化症の治療

b．血管拡張薬

c.抗血小板薬

d.選択的抗トロンビン薬など

④ 補完・代替医療

a.人工炭酸泉浴

b.鍼灸・気功など

⑤ フットケア

a.スキンケア

b．ネイルケア

c.熱傷予防

d.靴擦れ予防

2） 侵襲的治療

① 手術療法

② 血管内カテーテル治療

③ アフェレシス治療

④ 未梢血CD34陽性細胞治療

⑤ 遺伝子治療

［補］急性増悪に対する治療

各項目に付された番号は，本誌の見出しに付された番号に対応している．

表2 閉塞性動脈硬化症の診断・治療の分業化

二重構造的に考える

1.血液透析の単科的専門施設（全透析患者の76.3％を治療）

臨床症状を適確に把握

FontaineⅢ度以上では，総合医療施設へ紹介

薬剤療法を中心，補完・代替医療も積極的に

2.血液透析を行う総合医療施設

画像診断・機能診断など

治療法の選択

侵襲的治療



いては薬物療法を中心に，補完・代替医療も積極的に

行う．総合的医療施設では，機能・画像診断などを行

い，治療法を選択し，侵襲的治療も行う（表2）．

4 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の診断（図1）

1） 問診・理学的所見

危険因子の存在を探る．視診・触診・聴診などで，

下肢皮膚変色・潰瘍・壊死の有無を検査し，局所温度

を確認する．

臨床的重症度の評価には，Fontaineの分類が汎用

される（表3）．

ブラッドアクセスに関連するsteal症候群は，ASO

の存在を疑わせる．

2） 血液学的検査

高頻度に，血液凝固能亢進，血小板凝集能・粘着能

亢進の所見が見られ，薬剤療法の根拠となる．

3） 機能診断2）（表4，図2）

① 間歇性跛行に対するトレッドミル検査

トレッドミルによる負荷試験が必要（12％勾配・

時速2.4kmの一定負荷試験が一般的）．跛行出現距

離（initialclaudicationdistance;ICD）と最大跛行

距離（absolutewalkingdistance;AWD）では，最

大跛行距離がより重要．最大跛行距離とトレッドミル

1分間（40m）歩行後の足関節血圧/上腕血圧比（an-

kle-brachialpressureindex;ABPI）の回復時間

（RT40）とは逆相関関係にある．AWDと RTから

間欠性跛行の重症度判定と治療方針が決定できる．す

なわち，RT40が12分未満の患者には運動療法，12

分以上の患者には血行再建術の適応があると考えられ

る．

一般に，ASOの診断基準にABPI＜0.8が採用され
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図1 閉塞性動脈硬化症の初診時診断手順

図2 閉塞性動脈硬化症の診療アルゴリズム

表4 閉塞性動脈硬化症の段階的診断手順

stageⅠ 外来診察（専門的透析施設で）

既往歴・現病歴・家族歴・危険因子

stageⅡ 検査室（主として総合病院で）

脈波法・超音波検査・サーモグラフィ

CT・MR・トレッドミル検査

stageⅢ 入院検査（主として総合病院で）

造影検査（静脈・動脈）・圧測定

血管内超音波・血管内視鏡

表3 Fontaine分類

Ⅰ度 無症状（しびれ，冷感）

Ⅱ度 間歇性跛行

Ⅲ度 安静時疼痛

Ⅳ度 潰瘍，壊死



ているが，動脈石灰化により300mmHg以上のカフ

圧でも血管雑音・ドップラ音・脈波の消失しない維持

透析患者もおり，ABPI＞1.2でもASOを否定できな

い．この場合，ABPIによる血行動態評価は不可能で，

近赤外線分光法（nearinfraredspectroscopy;NIRS）

による評価が勧められる．

② 虚血性潰瘍に対する検査

治癒能力の乏しいものは重症虚血肢（criticallimb

ischemia;CLI）である．潰瘍周辺部の組織潅流を客

観的に評価する三つの検査法がある．

a.血圧から評価する足関節血圧（ankleblood

pressure;ABP）・足趾血圧（toebloodpressure;

TBP）・皮膚潅流圧（skinperfusionpressure;

SPP）の絶対値

ABPからCLIを定義することもある．代表的には，

50mmHg未満・60mmHg未満・50～70mmHg未

満を下限値とする．ただし，ABPは足関節より末梢

の病態を反映せず，動脈石灰化の強い透析患者では測

定不能のことがある．

TBPからCLIを定義することもある．代表的には，

30mmHg未満・40mmHg未満・30～50mmHg未

満を下限値とする．下肢全体の血行状態を反映し，臨

床的な意義は大きい．

SPPは，最近ではレーザドップラで測定する．

SPPとTPはよく相関する．

b.皮膚の微少循環から評価する経皮的組織酸素分

圧（transcutaneousPO2;tcPO2）・皮膚温（サ

ーモグラフィ）・レーザドップラ血流量・毛細血

管顕微鏡検査・蛍光ビデオ顕微鏡検査など

tcPO2では，加温による反応性充血下の皮膚血流量

を間接的に評価する．潰瘍の治癒可能性の予測に利用

できる．一般にはtcPO2が30～50mmHg未満のもの

をCLIというが，なかでも10mmHg未満で酸素吸

入・肢位変化によってもtcPO2が改善しない潰瘍の

治癒可能性は低い．

サーモグラフィ検査は，身体から放射される赤外線

を検知し描出する．無侵襲的に観察できる利点がある

が，温度環境に影響される可能性がある．

c.組織全体の潅流から評価するアイソトープ検査

潰瘍周辺のアイソトープ集積から，炎症性反応性充

血の強さによる治癒能力が正確に判定される．タイプ

Vの潰瘍のある肢はすべて肢切断を余儀なくされる．

d.容積趾尖脈波

脈波波形から循環障害の有無を判定する方法である．

装置が比較的に安価，操作が簡便，所見が直ちに得ら

れるので汎用されるが，脈波波形を評価するため定量

性に難点があり，半定量性検査である．

4） 画像診断3）

① 多列検出器搭載ヘリカルCT（multidetector

rowCT;MDCT）によるCTangiography（3D-

CTA）

造影剤を急速注入後，濃く造影された血管をCTで

撮影し，得られたaxial画像から血管造影のような画

像を再構成し，3Dで表示する．下肢動脈の全体像を

鮮明に描出できることから，血管内腔の開存状態を知

ることができ，治療方針の選択にも重要な情報を与え

てくれる．

透析患者の診断における利点は以下である．

●動脈の分枝まで観察可能であり，血管造影と遜色

ない画像が得られる．

●検査が簡便で，患者の身体的負担が少ない．

●血管石灰化の描出に優れる．

●造影剤を末梢静脈から注入することから，自然に

近い血行動態下で動脈内腔や副血行路の状態を観

察できる．

欠点は以下である．

●放射線被爆．

●石灰化の程度が強いと内腔評価が困難．

●画像再構成に時間がかかる．

●造影剤使用による副作用の問題など．

② MRangiography（MRA）

MRIによる下肢動脈の画像診断にはMRAが用い

られる．ASOの診断には2D-TOF法と3D-MRA法

が用いられる．

MRAの利点は以下である．

●放射線被爆がない．

●石灰化病変があっても内腔観察が可能．

● 骨などのほかの組織・臓器が描出されないので血

管の描出や画像処理が容易．

● 使用するGd造影剤はヨード造影剤に比べて副作

用や使用量が少ない．

欠点は以下が考えられる．

●CTやDSAと比べて空間分解能が低い．
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● 石灰化の評価ができない．

●副血行路がわかりにくい．

● CTと比べて騒音や検査時間が長く，閉所恐怖症

患者には不向きである．

③ 超音波検査法

動脈の形態や壁性状の観察が可能であり，ドップラ

法の併用で狭窄の部位・程度も診断できる．

非侵襲的に高画質の血管画像を描出することが可能

であり，またドップラ法では生理的な状態において血

行動態の観察ができる．血管壁性状を得ることができ

る唯一の画像診断法であり，透析患者のASO診断に

おいても，手技的な熟練を要することやスクリーニン

グに長時間を要することなどの問題はあるが，スクリ

ーニングから治療効果判定まで非常に有用性の高い検

査法である．

血管の形態・壁性状を観察するためのBモード法

と血行動態を把握するドップラ法があるが，基本的に

はこれらを組み合わせて診断する．最近ではBモー

ド法で血流を観察することができるBflowも登場し

た．いずれの手法も石灰化病変や一部の人工血管では

超音波が入射できず，血管内腔を観察できない弱点が

ある．

④ 血管造影

血管造影は血管の狭窄や閉塞などの内腔の評価に優

れており，血管画像診断のゴールドスタンダードとし

て用いられてきた．透析患者では，石灰化病変を高頻

度に呈するため内腔狭窄の確定診断としての価値は大

きい．しかしその一方で，動脈穿刺に伴う合併症，疼

痛や術後の安静，造影剤の動脈注入に伴う下肢疼痛な

どの患者の侵襲も大きいことから，積極的に用いるこ

とはできなかった．

非侵襲的画像診断法の進歩と普及によって血管造影

の診断的役割は低下しているといえる．現在，血管造

影の目的としては，動脈閉塞部位の確認，側副血行路

などの診断，血管内手術の補助，血管新生療法・薬物

療法・アフェレシス治療の効果判定，バイパス手術の

適用決定と術後評価などがあげられる．今後の適応と

しては，血管内手術やバイパス手術の補助や血管新生

療法などの評価に限定されるであろう．

5 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の

治療（表5，図3）

1） 保存的治療4）

① 維持透析患者に特有の問題

Ca・Pの代謝異常に注意し，適正血中Ca・P値を

保つようにすることは基本的要件である．

② 日常生活での注意

a.保温

衣服での保温を心掛け，長時間の寒冷暴露を避ける．

b.禁煙

一般に喫煙の循環器疾患に対する有害作用がいわれ

ている．受動喫煙も避ける．

c.運動療法

下肢骨格筋の運動による適度の虚血が側副血行発達

を促す．ただし，転倒予防対策も必要である．

③ 薬物療法

a.動脈硬化症の治療

高血圧・高脂血症・高尿酸血症・高ホモチスティン

血症，そのほかに対する治療が基本的に必要である．

b．血管拡張薬

c.抗血小板薬

d.選択的抗トロンビン薬など
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表5 虚血肢の臨床症状と治療選択

重症度 Fontaine臨床症状分類 対 策

軽症

（代償期）

Ⅰ度 症状なし

（時に冷感，しびれ感）

危険因子の除去（食事・運動・薬物）

進行予防の治療（薬物療法）

footcare（フットケア）・補完代替医療

中等症

（相対的非代償期）

Ⅱ度 間歇性跛行 同上

運動療法，薬物療法，侵襲的治療も考慮

病変により血管内治療

バイパス治療

重症

（絶対的非代償期）

Ⅲ度 安静時疼痛

Ⅳ度 壊疽，阻血性潰瘍

侵襲的治療（積極的に優先）

非適応時には静注・動注療法（人工炭酸泉浴試行）

血管新生療法も試みられる



④ 補完・代替医療

a.人工炭酸泉浴

炭酸泉療法は跛行患者の歩行距離の延長，末梢血流

の改善，tcPO2上昇など，その効果に関する報告は多

い．人工炭酸泉浴装置を使用し，温水中のCO2濃度

を1,200ppmまで上昇させ，重症虚血肢患者で，連

日10分間の足浴を2回，3カ月以上を施行した68名

の6カ月の救肢率は83.1％であったとする報告があ

る．

b.鍼灸・気功など

疼痛を緩和し，QOLを向上させる．

⑤ フットケア

ASO患者においては，血行不全のため壊疽になり

やすく，特に糖尿病を合併していると易感染性のため

敗血症から死に至ることもある．日常の足の点検とフ

ットケアが必要である．

a.スキンケア

保湿性軟膏の塗布を毎日行う．抗�痒剤含軟膏の使

用・経口薬の併用を行う．足白癬症の罹患が多いこと

にも注意する．

b.ネイルケア

c.熱傷予防

ことに糖尿病神経障害合併患者では，知覚障害があ

り熱傷に気づかないことが多い．

d．靴擦れ予防

2） 侵襲的治療

① 手術療法

膝上部までの閉塞性病変に対する血行再建は，代用

血管として人工血管（ダクロン・テフロン）が用いら

れる．再建成績は，一般に5年開存率が大動脈腸骨領

域で90％以上，大腿動脈領域で70％と良好なため，

虚血重症度が低いものであっても手術の選択が許され

る．

これに対して，小口径動脈の再建では，膝関節より

末梢の人工血管による再建成績は不良で，自家静脈使

用が原則である．下腿動脈を主体とする硬化性病変が

高度なため，手術適応は主に救肢を目的とした重症虚

血肢が対象で，下腿動脈末梢への動脈再建が重要とさ

れている．
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図3 間欠性跛行の治療アルゴリズム

（日本脈管学会編：下肢閉塞性動脈硬化症の診断・治療指針;バイオメディスインターナ

ショナル社，東京，2000，より）



維持透析患者の重症虚血肢が約8割を占め，全体で

71例80肢の末梢バイパスのうち，代用血管として76

肢（95％）に大伏在静脈単独あるいはこれに小伏在静

脈・上肢静脈を連結した自家静脈グラフトを使用した

報告がある5）．

バイパス中枢吻合部は91％が大腿動脈であるが，6

肢（8％）で膝下膝窩動脈を選択し，末梢吻合部は主

に足関節に近接した脛骨動脈41肢（51％），足背・足

底動脈19肢（24％）と報告している．その結果，術

後最長観察44カ月で20グラフト（26％）に狭窄・閉

塞を認めている．このうち術後1カ月以内の早期グラ

フト不全4肢を含む13肢（68％）が術後6カ月以内

に発生している．静脈グラフトの術後1年および4年

の1次および2次累積開存率は，それぞれ67％：91

％，67％：80％であった．全体で9肢（11％）が術後

経過観察中に大切断となり，累積救肢率は1年88％，

4年75％であった（表6）．

② 血管内カテーテル治療

手技の選択については，TASCにより病変の形態的

層別化が行われており，部位別に詳細な記述がある6）

（図 4）．ASOに対する PTA（percutaneoustrans-

luminalangiography）は，5年開存率が腸骨動脈で

72％，膝窩動脈で52％とおおむね良好な成績を示し

ているが，透析患者に対するPTAの大規模研究の結

果の報告はこれまでなかった．

最近，ASOを有する透析患者265例，および一般

患者 186例に PTAを行った比較臨床報告がある7）

（表7，図5，図6）．この結果から，ステント使用は石
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表6 透析患者例に対する手術成績の比較

報 告 者 報 告 年 全症例数 透 析 例 手 術
死 亡 率

開 存 率
（二次） 生 存 率 救 肢 率

LantisⅡPR

MeyersonSL

RamdevP

教室例

2001

2001

2002

2004

622

425

―

600

78（13％）

82（19％）

177

66（11％）

1.3％

4.9％

3％

3.3％

86％

（4年）

67％

（3年）

68％

（3年）

88％

（4年）

51％

（4年）

60％

（3年）

18％

（3年）

46％

（4年）

77％

（4年）

59％

（3年）

80％

（3年）

77％

（4年）

図4 腸骨動脈病変のインターベンション管理における適切な選択肢の要約

（日本脈管学会編：下肢閉塞性動脈硬化症の診断・治療指針;バイオメディスインターナ

ショナル社，東京，2000，より）



灰化が高度でrecoilの強い透析患者のPTAにおける

重要な治療戦略であることが示唆される．

③ アフェレシス治療

閉塞性血管病変に対するアフェレシス治療は，家族

性高脂血症に対する全血漿交換に始まった．病因物質

としてLDLコレステロールが想定されていたので，

後に，選択的に吸着・除去するLDL吸着筒が開発さ

れ，臨床応用の結果，家族性高脂血症患者の冠動脈に

おける狭窄の退縮などの効果が確認された．下肢

ASO患者にも応用されて，その有用性が確認された．

また，技術的相同性から二重濾過血漿分離交換法

（DFPP）も応用されるにいたった．しかし，必ずし

も高脂血症を伴わない下肢ASO患者においても臨床

的効果が認められたことから，アフェレシスによる除

去目標である病因（関連）物質の特定ができないまま

臨床応用が進みつつある．経皮的血管形成術を含むい

ろいろな治療を合併した 96例で著効 21.9％，有効

59.4％であったとする報告がある8）（表8）．

これまで，まとまった数の維持透析患者のASOに

対するアフェレシス単独治療成績の報告はない．現段

階では，特に，非高脂血症ASOに対しては，薬物療
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図5 PTA後の累積開存率

（名古屋共立病院循環器センター）

図6 PTA後の累積開存率（ステントの効果）

（名古屋共立病院循環器センター）

表7 PTAの初期成功率

一般患者
（n＝186）

透析患者
（n＝265） p値

全例

PTA単独

PTA＋stent

93.0％

90.8％

97.9％†

89.1％

87.5％

98.9％††

NS

NS

NS

†p＝0.035vsPTA単独 ††p＝0.001vsPTA単独
（名古屋共立病院循環器センター）



法・外科治療などが無効な症例に対して参考となる治

療法として理解すべきである．

④ 末梢血CD34陽性細胞治療9）

ASO患者の四肢に末梢血幹細胞（CD34陽性細胞）

を局所注射して末梢血管の再生を図るものである．先

行する方法として，ASO患者に骨髄移植法に準じて

骨髄単核球を1×109個採取分離し，虚血下腿屈側骨

格筋内に移植後，1カ月で血流の回復，疼痛の軽減を

認めた報告があり，すでに高度先進医療として医療保

険に収載されている．

骨髄採集には全身麻酔薬や自己血輸血が必要で，患

者の負担が大きい難点があった．そこで，血管内皮前

駆細胞と考えられるCD34陽性細胞を，アフェレシス

により末梢血から採取し移植するのである．採取液中

には赤血球・単核球・血小板が混在しているが，1×

107個以上のCD34陽性細胞が含まれていればそのまま

筋注する．事前に，G-CSF5μg/kg/日を4日間連日

皮下注する．白血球数が50,000/mm3を超えたら2.5

μg/kg/日に減量する．CD34陽性細胞数をフローサイ

トメトリー（FACScan）で計測する．採取液を患肢

に0.5～1.0mlずつ23G針を用いて筋注する．65例

にCD34陽性細胞を0.18～15.9×107個（平均3.5×107）

移植し最長29カ月間観察した結果，改善22例，不変

18例，切断が25例であった．救肢率は61.5％であ

った．

⑤ 遺伝子治療

近年の分子生物学の進歩は，血管内皮増殖因子

（fibroblast growth factor; FGF， hepatocyte

growthfactor;HGF，など）の血管新生因子の存在

を明らかにし，これらを用いた治療の可能性を示した

（治療的血管再生）．FontaineⅢ/Ⅳ度のASO患者22

例に，2～4mgのHGFを毎月筋注した臨床研究があ

る．初期成績では安全性におおむね問題はなく，期待

以上の良好な改善度が確認できた10）（表9）．

現在，HGF遺伝子に関して臨床治験第3相試験が

行われており，有効性・安全性についてさらなる検証

がされているが，この治験では透析患者は除外対象と

なっている．
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表8 LDLアフェレシスの臨床効果（総合効果）

効果 例（％）
併用療法 LDLA施行前

PTA CBT OHP 移植 バイパス AMP

著効

有効

不変

増悪

不明

21（21.9）

57（59.4）

5（5.2）

8（8.3）

5（5.2）

11

9

3

3

13

20

3

2

2

1

1

1

1

2

1

4

1

1

6

2

1

1

合計 96 26 40 3 4 4 11

初回1クール（LDLA5回以上施行）終了時に評価．
PTA：経皮的血管形成術 CBT：人工炭酸泉療法 OHP：高気圧酸素療法
移植：末梢血管細胞移植 Amp：下肢・足趾切断

表9 HGF治療による改善率（遺伝子投与直前と最終治療投与8週後との比較）

ABI
pre0.6以下

VAS 潰 瘍 最大歩行距離

＞1cm ＞2cm 全 潰 瘍 最大潰瘍 ＞25％ ＞50％

第1ステージ

2mg 100％

（5/5）

83.3％

（5/6）

66.7％

（4/6）

72.7％

（8/11）

75.0％

（3/4）

― ―

第2ステージ

2mg

4mg

40％

（2/5）

57.1％

（4/7）

100％

（4/4）

100％

（3/3）

75.0％

（3/4）

33.3％

（1/3）

72.7％

（8/11）

66.7％

（2/3）

50.0％

（2/4）

66.7％

（2/3）

66.7％

（2/3）

100％

（4/4）

66.7％

（2/3）

75.0％

（3/4）

total 64.7％
（11/17）

92.3％
（12/13）

61.5％
（8/13）

72.0％
（18/25）

63.6％
（7/11）

85.7％
（6/7）

71.4％
（5/7）



末梢血細胞を用いた細胞治療および遺伝子治療に関

して，一般的治療とするにはまだ有効性・安全性につ

いてさらなる検証が必要である．

［補］急性増悪に対する治療

ASOに対する治療は，通常，病状が緩慢に経過す

る慢性期ASOを対象としている．しかし，ときに急

性増悪に遭遇することがある．十分量のヘパリン・ウ

ロキナーゼなどの抗凝固薬の急速投与によっても，肢

趾疼痛・変色などの臨床症状が改善しない場合には，

血管内カテーテル治療・手術的血栓除去・血行再建術

などを積極的に施行すべきである．いたずらに時間が

経過すると，肢趾切断を余儀なくされる結果を招くこ

とになる．

図表については，特に記述がない限り，カンファラン

ス当日に発表されたスライドから収載したものである．
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はじめに

平成16年は新潟・福島および福井県に豪雨水害，

岩手県，和歌山県，三重県，茨城県，埼玉県，北海道

などで震度5を超える地震，さらには1951年以降最

多となる10個の相次ぐ台風の上陸，そして震度7を

記録した新潟県中越地震と，次々と自然災害に襲われ

る1年となってしまった．

7月12日夜から13日にかけて，日本海から東北南

部に停滞する梅雨前線の活動が活発化し，新潟・福島

の両県を豪雨が襲った．同18日朝から昼前にかけて

も，福井県で非常に激しい雨が降った．さらに追い討

ちをかけるように，台風が日本を縦断したり横断した

り次々と来襲，特に台風23号は暴風域が広く，また

本州付近に停滞していた前線の活動が活発になったた

め，西日本から東北地方の広い範囲で暴風，大雨，高

波となった．これらによって日本各地の多くの透析施

設が，停電・断水・交通寸断などの被害や影響を被っ

た．

本稿では，平成16年7月の新潟・福島豪雨と福井

豪雨および台風23号の主な被害と，災害情報ネット

で得ることができた透析施設の被害状況や対応につい

て報告する．

1 平成16年7月新潟・福島豪雨

1） 大雨の状況と主な被害

平成16年7月12日夜から13日にかけて，日本海

から東北南部に停滞する梅雨前線の活動が活発化し，

新潟・福島の両県で豪雨となった．特に13日朝から

昼過ぎにかけて，新潟県の長岡地域，三条地域を中心

に非常に激しい雨が降った．13日の日降水量は，新

潟県栃尾市で421mmに達するなど，長岡地域，三条

地域の一帯でこれまでの日降水量の記録を上回った．

7月14日と15日の両日は梅雨前線の活動がやや穏

やかになり，新潟県・福島県内の日降水量は数十ミリ

以内にとどまった．しかし，16日から梅雨前線の活

動が再び活発化し，18日朝にかけて断続的に強い雨

が降った．長岡地域，三条地域でも17日夕方に一時

激しい雨が降った．16～18日の3日間の降水量は，

新潟・福島県内の多い所で290mmに達し，河川では

破堤が12箇所（山形県最上川水系鮭川1，新潟県信

濃川水系11）で発生した．

この豪雨による人的被害は，死者16人（福島1，

新潟15），負傷者4人（福島1，新潟3）であった．

住家被害は，全壊70棟（新潟），半壊5,354棟（新潟），

一部損壊94棟（新潟），床上浸水2,149棟（福島8，

新潟2,141），床下浸水6,208棟（福島90，新潟6,118）

であった．（この項は文献1より抜粋，一部加筆）

2） 透析施設の被害と対応

災害情報ネットでは，7月14日にこの集中豪雨に

対する情報収集を開始．新潟県透析医会より透析施設

への直接被害はないとの調査内容が伝達されていた．

ところが新潟県三条市では，7月15日から18日に

かけて市内全域で水道供給圧力が低下し，最大約

5,000世帯で断水が発生，給水車延べ172台2）による
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［医療安全対策］

台風および大雨による透析施設の災害実態調査
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＊4医療安全対策委員会



対応を要する事態となった．

これを受け新潟県透析医会では，該当地域透析施設

からの受け入れ態勢を準備するとともに，「日本透析

医会から透析施設への水の供給を優先的に行ってほし

い旨要望して頂きたい」ことが伝達された．この情報

は厚生労働省に危機管理メーリングリストを通じて，

さらに日本透析医会からFAXを通じて依頼し，厚生

労働省からは表 1，図 1に示す内容の文書が福島県お

よび新潟県の関係部署へ，表2に示す文書が日本透析

医会あてにFAXされた．

以下に水道供給圧力低下で影響を受けた3施設に関

する新潟県透析医会の調査内容を示す．

●厚生連三条総合病院（受水槽の容量 100トン）

では，市の水道局に電話連絡で給水を要請し，給

水車にて10トンの給水を受けた（1回のみ）．そ

の後，水圧・水量が確保された．

●済生会三条病院（受水槽の容量 100トン）では，

市の水道局に電話連絡で給水を要請し，1日目

（7月15日）は各地から給水車で1～2トンの給

水を受けた．2，3日目（7月16，17日）はヤク

ルト工場（土浦ナンバー）より10トントラック

のシャトル運行により給水を受けた．4日目（7

月18日）以降は，水圧・水量が確保された．

●塚野目診療所では，透析液流量を下げて治療を行

ったため，水圧・水量は確保され，給水は受けな

かった．なお，市の水道局より給水についての電

話連絡があるも，受水槽の容量が小さいため給水

は受けなかった．

台風および大雨による透析施設の災害実態調査 79

図1 厚生労働省防災業務計画（人工透析の提供体制）

表1 厚生労働省の対応（1）

平成16年7月15日

福島県

新潟県
各都道府県衛生主管部（局）難病対策担当課 御中

厚生労働省健康局疾病対策課

災害時の人工透析の提供体制及び難病患者等への医療の確保体制について

7月13日梅雨前線豪雨により福島県及び新潟県に断水等の被害が生じているとの

情報を得ているところであるが，人工透析の提供体制及び難病患者等への医療の確保

体制については，厚生労働省防災業務計画（別添参照）によることとしているので，

社団法人日本透析医会災害情報ネットワークの活用など，社団法人日本透析医会との

連携により遺漏なきようお取り計らい願います．

また，本文については，貴県内関係部署への転送方併せてお願い致します．

なお，今後発生する災害においても，同様の手続きをとられるようお願い致します．

福島県

新潟県



2 平成16年7月福井豪雨

1） 大雨の状況と主な被害

活発な梅雨前線が北陸地方をゆっくり南下したのに

伴い，17日夜から18日にかけて，北陸地方と岐阜県

で大雨となった．特に，18日朝から昼前にかけて福

井県で非常に激しい雨が降り，美山町では総降水量が

285mmに達し，7月の月間雨量平均値（236.7mm）

を上回った．梅雨前線の活動は18日午後には弱まり，

この地方での大雨は収束した．

この大雨により15河川43箇所で護岸破壊，破堤が

発生した．避難指示は13,129世帯以上，避難勧告は

41,994世帯に出され，最大避難者数は2,789名に及ん

だ．

人的・住家被害では，死者4人，行方不明者1人，

負傷者19人，全壊66棟，半壊135棟，一部破損229

棟，床上浸水4,052棟，床下浸水9,674棟であった．

（この項は文献3より抜粋，一部加筆）

2） 対応と透析施設の被害

災害情報ネット本部では，7月18日に福井市に出

された避難勧告の報道を受けて，翌19日，福井市7

施設，�江市1施設あてにFAXによる調査を行った

が，幸いこの豪雨による被災および影響のあった施設

はなかった．

3 台風23号

1） 台風の状況と主な被害

平成16年10月13日9時にグアム島付近で発生し

た台風23号は，北西に進みながら超大型で強い勢力

に発達し，19日には進路を北北東に変えて南西諸島

沿いに進み，広い暴風域を維持したまま，20日13時

ごろ，高知県土佐清水市付近に上陸した．その後，台

風は近畿，中部，関東地方を通過して，21日6時に

鹿島灘へ抜け，9時には関東の東海上で温帯低気圧に

変わった．

この台風は暴風域が広く，また本州付近に停滞して

いた前線の活動が活発になったため，西日本から東北

地方の広い範囲で暴風，大雨，高波となった．20日

には，京都府舞鶴市でこれまでの記録を上回る51.9

mの最大瞬間風速を記録し，また，九州から関東に

かけての多くの地点でこれまでの日降水量の記録を上

回る降水量を観測した．

この台風の人的被害は，死者93人，行方不明者3

人，重傷97人，軽傷393人．住家被害は，全壊195

棟，半壊960棟，一部破損10,684棟，床上浸水21,806

棟，床下浸水40,722棟だった．

土砂災害では，がけ崩れ96箇所，地すべり30箇所，

土石流37箇所が発生した．

河川施設などの被害では，兵庫県の豊岡市の円山川

で150m破堤，兵庫県出石町の出石川で100m破堤，

兵庫県西脇市の野間川などでも破堤が発生した．また

高知県室戸市の菜生（なばえ）海岸では，堤防 30m

が部分破損（公営住宅 11戸が全壊して3名死亡，2

名負傷）した．

ライフラインは，電力では延べ約 1,700,380戸で停

電，延べ約 31,617戸でガスの供給が停止，82,585戸

で断水した．通信関係ではNTT西日本で，ケーブル

断線により18箇所の交換局収容の約 5,820回線が不

通となったほか，各社携帯電話基地局の約 1,082局が

停電などの影響により停波した．なお，NTT西日本

では「災害用伝言ダイアル 171」を11月10日まで運
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表2 厚生労働省の対応（2）

平成16年7月15日

社団法人日本透析医会 御中

厚生労働省健康局疾病対策課

災害時の人工透析の提供体制について

7月13日梅雨前線豪雨により福島県及び新潟県に断水等の被害が生じているとの

情報を得ているところであるが，人工透析の提供体制について，既に災害時情報ネッ

トワークを通じて対応して頂いているところでありますが，引き続き，万全の体制を

確保して頂くようお願い申し上げます．

また，厚生労働省への情報提供等方引き続きよろしくお願い致します．

なお，別添のとおり関係自治体へ連絡を行ったところであり，参考送付致します．



用し，避難所等（兵庫県但東町，養父市，岐阜県飛騨

市）に特設公衆電話を14台設置した．

また，この台風で特に多くの報道があったのは以下

の被害であった．

① 練習船「海王丸」座礁（伏木富山港）

20日，伏木富山港において，航海訓練所所属「海

王丸」が台風避泊中，走錨し，防波堤に座礁．同船に

は実習生など104名および乗組員63名，計167名が

乗船していたが，21日15時21分までに乗員乗客167

名全員を救助．

② ロシア籍貨客船浸水・傾斜（伏木富山港）

20日，ロシア籍貨客船「ANTONIANEZHDANO-

VA」（112名（乗員62名，乗客50名）乗組み）が，

伏木富山港に係留中，強風のため係留索が切断，岸壁

との接触により浸水，船体が大きく傾斜した．乗船者

は全員待避し，人命に異常なし．

③ バス水没（京都府舞鶴市）

20日，観光バス（運転手を含め37人乗り）が京都

府舞鶴市志高の国道175号で，道路冠水のため動けな

くなった．海上自衛隊，海上保安庁が出動し，救出活

動を実施，全員を救助．

（この項は文献4より抜粋，一部加筆）

2） 透析施設の被害と対応

台風23号では浸水被害や断水により，徳島県1，兵

庫県 3，京都府 3の各施設で一時透析不能となった

（表 3）．以下に災害時情報伝達専用ページ（http://

www.saigai-touseki.net/）に掲載した，徳島県・兵

庫県各透析医会，災害情報ネット副本部による調査内

容を示す．

［2004年10月21日］

台風23号の徳島県透析施設への被害状況をお知ら

せします．

1施設（亀井病院）で床上浸水があり，10月20日

午後の部より透析できない状態となり復旧の目途はた

っていません．40数名の患者さんについては徳島市

の川島病院において対応できることとなりました．道

路冠水による患者の通院，帰院ができなくなった施設

が2件ありましたが，自施設において対応可能との連

絡が入りました．

兵庫県の日高病院では，水道事業所の水没により昨

夜より給水がストップ．給水車により目途がたったも

のの，本日の透析患者さん，3人がヘリコプターで搬

送され，20名たらずの方は来院できず，明日に予定

となりました．

［2004年10月22日］

兵庫県洲本市の浸水被害が大きく，市内ほぼ全域が

被災地の様相です．地域によっては2m近く浸水し

ました．

透析施設では當銘（トウメ）医院が浸水被害のため

透析不能です．同院の患者さんは津名郡の高山クリニ

ックと三原郡の中林病院（渡辺先生）に受け入れてい

ただいたようです．

今井クリニック，松尾クリニックは断水のため本日

の透析が心配でしたが，今朝水がきまして透析できて

おります．

CAPDをされている小出内科クリニックの浸水被

害も甚大のようで，医療機器は壊滅状態です．

以上のような状況で，一応島内で対応できている状

況です．
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表3 台風23号による透析施設の被害と対応

地 域 施 設 被災内容 対応・代替透析

徳島県 亀井病院 床上浸水 川島病院へ依頼

兵庫県 日高病院

當銘医院

豊岡病院

小出内科クリニック

断水

浸水・断水

詳細不明

浸水

給水車・翌日への変更・ヘリコプターによる患者搬送

高山クリニック・中林病院へ依頼

日高病院へ依頼

CAPDのみのため対応なし

京都府† 岡所医院

舞鶴共済病院

青葉診療所

断水

断水

浸水・断水

与謝の海病院に依頼

予備貯液タンク使用

給水車

†災害情報ネット副本部による調査，ほかは各県透析医会調査



兵庫県の日高病院の続報

日高病院の受水作業が結構手間取り，一晩かかって

も予定の半分も受水槽に入らず．院内節水および検査

等も必要最小限に制限して対応中．

日高病院より豊岡病院の被害が甚大で，豊岡病院入

院中の透析患者さん数名受け入れました．手術患者等

は，八鹿病院へ転送されています．

日高病院は上のようなことですが，八鹿病院，西脇

市民病院は被災無し．

兵庫県洲本市の浸水被害続報

當銘医院の透析室は2Fであったため透析機器には

全く問題なかったようです．

水道が再開されれば透析は出来るとのことで，今日・

明日の透析は中林病院，高山クリニックに依頼されて

います．

水道再開が遅れているのは一部の地域で，松尾クリ

ニック，今井クリニックは今朝から水がきましたので

本日の透析は無事終了されました．

以上のような状況で，現在島内の透析は対処できて

おります．

なお，洲本市内は道路他に泥が蓄積し，浸水で廃棄

された家財等が道の両脇に山積みされている状態です．

［2004年10月23日］

兵庫県洲本市続報

當銘医院は，今日給水が開始されたそうです．

1階は床上浸水で，現在，土砂を出しているところ

です．

2階の透析室は被災していないので，月曜から透析

再開できる見通し．

10月21日木曜に透析予定はなく，22日，23日（金

曜・土曜）2日間の透析は中林病院，高山クリニック

に依頼したそうです．

小出内科クリニックは，胸までの浸水で，建物以外

何も使えない状況だそうです．

CAPDですので，患者さんには直接の影響はなく，

継続の方の処方だけは何とかしているということでし

た．

松尾クリニックは，木曜は休診で，金曜からは水が

来ており支障なく透析できているそうです．

兵庫県の日高病院の続報

日高病院も通常の給水になっており，問題なく透析

できている，ということでした．

香川県では，20日午後より道路の冠水により通院

手段が確保できない患者を翌日に変更した施設があり

ました．停電もありましたが，透析は行えています．

薬品，器材の配送も問題なく届いています．患者，ス

タッフの自宅で被害にあった方は多くあるようです．

［2004年10月24日］

京都府北部の被災状況（副本部調査）

●岡所医院（宮津市惣）：浸水なし．

断水（木曜から金曜午前中）．金曜午後より復旧．

しかし水質安定していないため，来週月曜日までの

透析は与謝の海病院に全員依頼．

宮津市全体が孤立しているため，患者，職員の来院・

通院に支障あり．

●舞鶴共済病院：浸水なし．

木曜のみ断水．予備貯液タンクにて透析施行．金曜

より復旧．

●青葉診療所：1階浸水あり．

透析室は2階．木曜は給水車により水供給し，透析

施行．金曜より復旧．

●国民健康保険弥栄病院：被災なし．

●ルネス病院：被災なし．

ただし，職員自宅等の浸水被害が多く（全職員の

1/3?）あったため，出勤が制限されている．

遠方の職員は和田山から通っている方がおられるら

しいが，交通がまったく遮断されている．

●与謝の海病院：被災なし．

木曜から月曜まで岡所医院の全患者受け入れ．その

後は未定．

おわりに

本稿執筆中の12月26日に今度は，インドネシア・

スマトラ島沖地震が発生，津波によりインド洋に接す

る国々で28万人を超える死者が出ている．日本近海

でなかったのが幸運とはいえ対岸の火事では済まされ

ない．

（社）日本透析医会では，都道府県を単位とした地

域での災害対策確立を呼びかけるとともに，被災地域
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を後方からサポートできるよう，都道府県透析医会か

ら委嘱された医師および臨床工学技士による災害情報

ネットワークを組織している．また，インターネット

を利用した情報伝達方法の確立を目的として，災害情

報伝達サイトと，厚生労働省，日本透析医学会危機管

理委員・統計調査委員，静岡県透析施設災害ネットワ

ーク，神戸大学「危機管理・海上支援ネットワーク」，

都道府県透析医会，臨床工学技士会，日本腎不全看護

学会，医療機器・医薬品メーカーなどをメンバーとし

た危機管理メーリングリストを運用している．

このネットワークが十分機能するよう，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

練への参加など，より積極的なご参加をお願いしたい．

文 献

1） 内閣府:平成16年7月新潟・福島豪雨による被害状況に

ついて（第48報）．防災情報のページ（http://www.bousai.

go.jp/）．

2） 三条市:三条市7.13水害関連情報．三条市ホームページ

（http://www.city.sanjo.niigata.jp/menu.html）．

3） 内閣府:平成16年7月福井豪雨による被害状況について

（第34報）．防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/）．

4） 内閣府:平成16年台風23号による被害状況について（第

14報）．防災情報のページ（http://www.bousai.go.jp/）．
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要 旨

津波の発生様式，地震との関連，津波被災の特徴な

どとともにインド洋津波，および近代日本の被害津波

の特徴を概説した．その上で，津波発生時における透

析室防災について述べた．「浦河QQIndex2004」の

津波に関する部分を最後に掲載し，各施設における津

波災害への取り組みの一助とした．過去に発生した津

波の学習によって，透析中であっても津波防災が十分

可能であり，各施設の取り組みがなされることを期待

している．

はじめに

2004年12月インド洋津波が発生しました．私は地

震学者ではありませんが，自分の理解している範囲で

津波と津波防災について私見を述べることにします．

津波に限らず防災においては，自分たちがどういう災

害から身を守ろうとしているのか，ということをまず

知ることが大切です．しかし，なぜかそこをすっとば

していきなり防災に入ってしまうことが多いような気

がしてなりません．私は津波に対して，災害に対して

以下のような考えとイメージを持っています．

1 世界共通学術用語

これは今回のインド洋津波で繰り返し報道されまし

たのでご存知の皆さんも多いかと思います．・tsunami

disaster・の言葉が世界を駆け巡ったのですが，この

言葉を世界に広めたのは実は意外な人物です．その人

物とは地震学者でも津波学者でもない，新聞記者とし

て日本にやってきていた小泉八雲（ラフカディオ・ハ

ーン）でした．『GleaningsinBuddha-Fields』とい

う題で上梓された1854年の安政東海地震・安政南海

地震の津波災害と住民を救った濱口儀兵衛（ヤマサ醤

油七代目当主）の功績を，BostonとLondonで同時

出版（1897）という方法で世界に紹介し，大きな反響

をよびました1）．

何故彼がこの時期にこういう物語を書いたかという

と，1896年に明治三陸沖地震津波（犠牲者数22,066

名．当時史上二番目）という悲惨な津波災害が起きた

翌年だったためです．このときに使われたtsunami

の言葉が世界初の英語での紹介であると，Oxford英

語辞典に記されています．

2 地震と津波（tsunami）

地震と津波は切っても切れない関係にあります．海

溝型地震が発生したとき海底が大きく上下にずれるそ

の変化が，そのまま海面に伝わった結果起きるものと

されています．津波の大半は地震によって発生すると

言ってもいいでしょう．（少数ですが火山噴火による

山の崩落土砂が，海・湖に大量流入したときにも発生

します．）

津波の大きさと地震のM（マグニチュード）はだ
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いたい比例します．地震が大きいほど津波も大きいと

考えてよいでしょう．例外として通常の地震Mから

すると考えられない大きな津波を発生させる地震に対

応するために津波マグニチュードというものが以前

（阿部勝征1981）考案されました．そういう例外的地

震は低周波地震と呼ばれる特殊な地震です．これが海

底で発生すると津波地震という，通常のマグニチュー

ドの割に異常に大きな津波を伴う地震となります．た

とえば色丹島沖地震（1975）ではGutenberg-Richter

の式を改変したInternationalSeismologicalCentre

のmagnitude（mb）ではmb＝5.6，震度分布から推定

したlocalmagnitude（ML）ではML＝5.5，Gutenberg

の式に基づいた表面波M surfacewavemagnitude

（MS）でMS＝6.8となりましたが，津波の高さH（m）

と伝搬距離Δ（km，Δ≧100km）により求めた津波

マグニチュード（tsunamimagnitude）（Mt）では

Mt＝7.9にもなってしまいます．つまり地震のどの成

分に着目するかによって，地震の規模にも違いが出て

くるという難しい話です2）．

話が横道にそれました．津波は，だいたいは地震の

大きさに比例するということにしておいて，ではほか

にどんな条件で津波が大きくなるのか？ 日本海中部

地震や北海道南西沖地震のように大津波を発生させる

地震と，2003年十勝沖地震のように M＝8.0という

巨大な地震にもかかわらず，津波被害がほとんど出な

かった地震もあります．（津波がなかったわけではあ

りません．浦河町でも1m，えりも町庶野では3mか

ら4mの津波が押し寄せていますが，被害が出ませ

んでした．）大津波を発生させる地震はほかに以下の

ような特徴があるとされています．

① 地震の断層のずれの角に比例する．ずれの角度

が大きいほど津波も大きい．それは垂直成分が大

きく海水が高く持ち上げられるため．

② 震源の深さに反比例する．深いところで起きた

地震はその地底の変化をあまり海底表面に伝えな

いため，大きな津波を起こさない．しかし震源が

浅いほど海底に及ぼす影響が大きくなり，津波も

大きいとされている（日本海で発生する地震の特

徴）3～6）．

次に津波，あるいは地震はどこでよく起きるのか，

についてですが，世界の地震の80％は環太平洋で発

生し，日本列島周辺だけで世界の地震の1/10が発生

します．つまり世界の津波の1割は日本で発生すると

言い換えてもかまいません．

どうして環太平洋でそれほど地震が多いのかという

と，太平洋プレートの動くスピードがほかのプレート

（北米・ユーラシア・フィリピン海など）の3～5倍の

速さ（年間10cm程度．それだけ太平洋の中央で湧き

上がるプレートの量も多いということでしょう．太平

洋がずば抜けて大きな海洋として成長した一つの原因

でもあります．）と言われており，プレートのひずみ

のたまる速度も3～5倍，それがはじけて地震を起こ

す回数も3～5倍，と考えれば理解しやすいでしょう

か．表1に私が理解している範囲でまとめた，日本列

島を襲う津波の発生ポイントをあげました．

また津波の大きさを示すものとして考案された「津

波の規模階級」を表 2にあげます7）．理科年表には歴

史地震で発生した津波の大きさ，あるいは最近起きた
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表1 日本列島を襲う津波ポイント

1.三陸沖（日本海溝・三陸沖地震津波）

2.東海道南海道沖～沖縄八重山諸島（南海トラフ・東海～南海地震・琉球海溝）

3.日本海中北部（北米プレート？ 新潟～北海道沖）

4.北海道東方～千島（千島海溝・釧路～千島沖）

5.南米チリ沖（チリ海溝・太平洋横断・遠地津波多数）

表2 津波の規模階級

津波の規模（m） 津波の高さ（m） 被害程度

－1

0

1

2

3

4

0.5

1

2

4～6

10～20

30

なし

非常にわずかの被害

海岸および船の被害

若干の内陸までの被害や人的損失

400km以上の海岸線に顕著な被害

500km以上の海岸線に顕著な被害



津波をこの規模階級を使って表現しています．

3 震度と津波の大きさは無関係

津波の大きさは地震のMにある程度比例すること

は先ほど指摘しました．しかし地震のマグニチュード

と震度の関係をよく理解しておかないと，大きな勘違

いを呼ぶことになります．「地震のマグニチュード＝

地震の大きさの絶対値」です．しかしこれを決定する

のは大変難しく，マグニチュードと言ってもGutenberg-

Richter（1956）以来100編以上あるらしいのですが．

とにかくマグニチュードは，いわば太陽の光そのも

のだと思ってください．それに対して「震度＝各地で

の地震の揺れの大きさ」であることを理解しておいて

ください．これは地震の大きさを直接示すものではあ

りません．いわば太陽の光を受ける惑星の明るさと考

えればよいでしょう．近い地球は明るく，遠い冥王星

は暗い．震源に近い場所は震度が大きく，遠い場所は

震度が小さくなります．震度が大きい地震という言い

方は，非常に不正確で意味不明の表現となります．な

ぜなら大きい地震でも遠くにいる人にとっては地震が

起きなかったのと同じであり，小さい地震でも震源直

下にいる人には，激しく揺れる大地震であるように感

じるからです．

すこし専門的な話になりますが，M＝7.0とM＝8.0

は地震の規模としてどのぐらい違うかご存知ですか？

この違いは阪神大震災と十勝沖地震の違いに相当しま

す．私も専門家ではありませんので，「60へー」ぐら

いのsurpriseでこの式を計算しました．答えは約25

倍です．

下の式は，気象庁震度6以上区域面積（km2）をS6，

マグニチュードをMとすると，

logS6＝1.36M－6.66

震度6以上の区域を円と仮定して計算します．する

とその直径は表3の通りとなります．この直径を二乗

（面積ですので二乗します）すると，このようになり

ます．

阪神大震災を起こした兵庫県南部地震はM＝7.3で

したが直下型だったので震度7を記録し，大被害をも

たらしましたが，2003年十勝沖地震は M＝8.0と兵

庫県南部地震の20倍近い巨大地震であったにもかか

わらず，はるかな海の底で起きた地震だったので被害

は小さかったのです．もちろん大都会神戸と人口の希

薄な浦河町では，人の数の違いだけでも被害の出方は

相当違います．ただ地震多発地帯の浦河周辺と80年

も地震の起きたことのない神戸では，防災レベルが天

と地ほど違っていたことも被害が格段に違った大きな

原因のひとつです．このことは，災害下位文化として

私の論文で繰り返し強調しています9）．

「災害下位文化」（disasterssubculture）があると

は，災害の規模からみて，被害を最小限に食い止める

ような（被害を下位にする）災害文化が介在している

ことを意味します10）．北海道の日高支庁浦河町は，浦

河沖・釧路沖・日高山脈・三陸沖という多くの巨大地

震を発生させる四つの震源から，もろに大地震の直撃

を受けます．75年間（1908～1983）に50回のM≧7.0

の地震に襲われ，震度5以上を記録している有感地震

数日本一の地域です．しかも地盤が悪いため，どうか

すると震源により近い土地よりも震度が大きいという

こともしょっちゅうです．そんなところに生きている

人たちは地震とともに生活しているので，防災のレベ

ルが通常の日本人とはまったく違う水準にあることは

容易に想像がつくことでしょう．

話を戻します．津波に関して重要な防災的視点とし

て覚えておくべきことは，震度と津波は無関係と言っ

ても良い，ということです．遠地津波に代表されるご

とく，揺れが大したことなかったから津波もないだろ

う，ないしは大きな津波にはならないだろうと考えて

はいけません．たいした揺れでもなかったのに，気象

庁がまず津波の発生の有無を最初に通報するのはこの

ためです．

明治三陸沖地震津波も，はるかな太平洋の海底で起

きた巨大地震は沿岸地域をあまり強くは揺らしません

でした．インド洋津波でスリランカやタイが大きな被

害を受けた背景には，スマトラ島沖地震がはるか遠く

で起きた揺れをほとんど感じない地震となってしまい，

遠地津波となってしまったことがあげられます．こう

いう津波は沿岸住民の避難行動につながらないため，
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表38）

M
（マグニチュード）

震度6区域直径
（km）

同面積
（km2）

7.0

7.5

8.0

8.5

30

66

145

318

707

3,420

16,500

79,400



被害を拡大します．日本でも1960年のChile地震（地

球の裏側で起きた地震による津波で死者が142名）が

有名です．歴史津波としては，日本は過去に少なくと

も9回（ある程度資料の信用性のある1500年代以降

に限ってです）Chile沖の地震により発生した津波で

被害を受けています（研究者によって数え方が違いま

すが）．決して珍しい事態ではありません．

こういう津波に対してはなんらかの警報システムが

必要です．Chile地震後，環太平洋では国際的な津波

情報ネットワークが構築されていたのですが，インド

洋には存在しませんでした．

4 巨大津波被害の特徴

巨大津波による被害の特徴は，概括すると以下のよ

うになります．被害が巨大化する原因として納得のい

く説明となるでしょうか．

① 沿岸の一定の範囲（津波規模によっては数百キ

ロ）にわたって被災．被災の全貌を把握するのが

困難．（1週間以上かかる．インド洋津波死者数

は，この原稿を書いている時点で発生後1カ月が

過ぎているのに未だに確定せず増え続けている．）

② 交通網が各地で寸断され，孤立した地域を多数

発生させる．陸路の救援が難しく，どのように被

災地域に到達するかが問題となるケースが多い．

（救援が遅れる．救命率が最も高い被災当日であ

る「災害超急性期」の救援活動を最も阻害する要

因．）

③ 地震発生後，短い時間で沿岸に到達した場合，

犠牲者数が飛躍的に増加する．

④ 火災の発生・死者収容困難による伝染病の発生

などの二次災害が起きる．

スマトラ島沖地震でこれらの多くのことが実証され

たことは記憶に新しい事態です．災害は発生する地域

が狭ければ狭いほど，そして被災する人数が少なけれ

ば少ないほど対処の仕方も容易になります．津波が悲

惨なのは，それらの原則と真っ向から対立する被害の

有り様にあるといっていいでしょう．この世で最も恐

るべき災害は実は津波なのです．

はるかな大昔，巨大隕石がメキシコ湾に落下し，そ

れに伴う大津波が世界中を襲いました．恐竜の繁栄を

一撃で息の根を止めた隕石は，地球に与えたその衝撃

もさることながら，それによって発生した巨大津波が

地表数百メートルの高さで陸地という陸地をなめつく

したのだと言われています．

スマトラ島沖地震が発生してから，私は毎日ロイタ

ー通信のホームページで朝8時に伝える犠牲者の数の

移り変わりを記録しました．表4がその記録です．み

なさんはこれを見てどのように感じられますか？ 被

害の全貌すら把握できない規模の災害に，私たちはど

のように対処すればよいのでしょうか？

5 日本の防災と津波

日本で今巨大津波が発生すると言われている場所は，

東海沖～東南海沖～南海の南海トラフです．あとはも

う来てもよいころとされている宮城県沖地震などがあ

げられます．しかし，私個人の感想を言うなら，現実

の地震災害はわれわれが警戒している場所を見事には

ずして襲っているように思われてなりません．人間の

浅知恵をあざわらうかのように，1970年代からずー

っと警戒していた東海地方をはずして80年も地震被

害のなかった神戸が襲われ，宮城県沖だ，関東だ，と

騒いでいると，ここ50年ばかり大した地震の起きた

ことのなかった新潟県中越地方で地震が起きたりして

います．

地震の発生を考えるときは，われわれの生きている

たかだか何十年かを基準にするのではなく，地球時間

に沿ったもっともっと長いスパンで考えないといけな

いようです．しかも太平洋・ユーラシア・北米・フィ

リピン海という四つのプレートがごちゃごちゃときし

みあう日本列島では，どう考えても地震に襲われない

地域などあるはずがない．そういう考えからいくと，

地震があまり起きたことのない地方ほど（＝地震のエ
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表4 推定死者・確認死者数の推移

12/26（発生当日）

12/27

12/28

12/29

12/30

12/31

2005/1/3

2005/1/4

2005/1/10

2005/1/24

2005/1/31

2005/2/7

600（人）

11,000

22,000

37,000

83,000

123,000

126,800

148,000

156,060

234,000

300,000

＞300,000

（ここでロイターは数えるのをやめたようです．）

ロイター通信による



ネルギーのたまっている場所といえる）危険であるは

ずなのに，そういう地方ほど防災意識が低くなってし

まうのは，やむをえないこととはいえとても残念でな

りません．（ちなみにスマトラ島沖地震の発生したイ

ンドネシアも太平洋・ユーラシア・インドオーストラ

リア・フィリピン海の各プレートが一箇所に集合し，

ごちゃごちゃと押し合いへしあいしている地震の巣で

す）

2004年の年末に大阪で，防災アドバイザーの山村

武彦氏と一緒に講演させていただく機会がありました．

彼はもう40年も地震防災の講演活動を続けておられ

るのですが，新潟県中越地震が発生する1カ月前に新

潟県十日町市で防災講演をなさったそうです．そのと

きも十日町市の住民は，ここは地震なんてこないとこ

だからねえ，とあまり盛り上がらなかったとのことで

した．そんなものなのでしょうが，40人の死者が出

たことと，この防災意識の低さは関係があると思いま

す．ちなみに今日本で最も防災意識の低い地域はどこ

ですか，と聞いたのですが，彼は間髪を入れずに・岡

山県・と答えました．それだけ災害のない平和な土地

だということでもあります．

また横道にそれました．津波に戻ります．たとえば

1983年には秋田沖で日本海中部地震，1993年にはそ

こより少し北上した奥尻沖で北海道南西沖地震が起き，

日本海は巨大津波に洗われました．この周期でいくと

2003～2010年ごろに次の津波地震が来てもいいよう

な気がしていたのですが，世間ではあまり騒がれてい

ません．実はこの海域に北米プレートが迷入してきて

いて，ユーラシアプレートとの間でプレート間地震を

起こしているらしい，ということがわかってきたのは，

この二つの地震が発生してから，つまりやっとこの

10年程度のことなのです．それに対し，東海沖～東

南海沖～南海の南海トラフの津波は，実は西暦684年

を最初に，歴史書でわかっているだけで15回も起き

ている11）のでした（これも研究者によって数え方が違

います．今回は理科年表から私が数えました．）．また

宮城県沖地震も非常に正確な30年程度の周期で起き

ています．

つまり情報が豊富で，わかりやすい，人間の知恵で

も予想できる地震が騒がれているだけで，最も危険な

地域が騒がれているのではない，ということを私たち

は理解すべきです．（こういうことを言うと，地震学

者の方から叱責されそうですが）日本列島に安全な場

所などありません．

6 過去の被害地震・津波

最近の代表的な被害津波を紹介します．

① 東南海・南海地震（20世紀）

1944年東南海地震．M＝7.9，m＝3，死者・不明

1,223人．熊野灘で津波8m．

1946年南海地震．M＝8.0，m＝3，死者・不明

1,330人．太平洋岸で津波6m．

ともに第二次大戦中～直後の巨大災害です．救援も

迅速に行うのが困難でした．南海トラフでの巨大地震

は津波必発と考えてよいでしょう．684年を最初とし

て，100～150年周期で非常に規則的に発生していま

す．この周期は東海・東南海・南海地震それぞれ単独

であてはまります．

② 日本海中部地震

1983年，M＝7.7，m＝3．断層のずれの角度20°

（ずれの角度が大きいほど津波は巨大化するとされて

います．角度が急峻だと持ち上げられる海水の量が多

くなるからです．）．それまで日本海側では巨大津波を

起こす地震はないと信じられていました（事実無根で

すが）．秋田・青森を中心に津波死者100名を出しま

した．津波弱者（こういう言い方がいいかどうかはわ

かりませんが．旅行者・港湾労働者・遠足の学童など

地域との関連が薄く，情報を得られない人々）の犠牲

が多いのが特徴でした．

③ 北海道南西沖地震

1993年，M＝7.8，m＝3．北米プレートの下にユー

ラシアプレートが潜り込む逆断層地震．断層のずれの

角度34°（非常に急峻です．札幌オリンピックが行わ

れた手稲山の女子大回転コースぐらいのおそろしい角

度です．）．死者200名あまりで，ほとんどすべて津波

による死者です．震源地からわずか30kmの距離に

あった奥尻島では津波警報発令（地震発生5分後）前

に大津波到達でした．

通常では避難不可能です．町全体が全滅していてお

かしくない状況でしたが，10年前の日本海中部地震

のときにやはり奥尻島は津波に襲われており，死者2

名を出したという経験から，住民は気象庁の津波警報

が発令する前に避難行動を開始しました．だからこの

程度の犠牲ですんだ，という表現が地震の公式報告書

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 200588



に見られます3）．服を着替えたり，近くの親戚の様子

を見に行ったりして避難が遅れた（とはいえ通常の地

震での避難とは比較にならないほど迅速だった）人が

被災したことが後の調査でわかっています．

④ スマトラ島沖地震（インド洋津波）

2004年 12月 26日．（関連はないと思いますが，

2003年から2004年の地震は26日の発生が多かった．

2003年宮城県沖地震5/26，2003年宮城県北部地震7/

26，2003年十勝沖地震9/26，そしてスマトラ島沖地

震2004年12/26）．今までに記録されたM＞9.0の巨

大地震は1950年代にすべて北米・南米大陸近辺の海

溝型地震でした．過去に例のない事態で，被災諸国も

研究者も虚をつかれた思いがしたことでしょう．イン

ド洋周辺諸国で30万人以上が犠牲．史上最悪の津波

被害．（第2位のクラカトワ島火山津波が3万人余り

ですので，被害規模は10倍以上です．）南極昭和基地

でも77cmの津波を観測しています．

ここで，なぜ研究者が虚をつかれたか？ どうして

南米や北米大陸近辺でしかM＞9.0の巨大地震は起き

ない，と思われていたかを解説します．（もちろん一

部の意見で定説ではなく，反対者も多数います．）

海溝型地震は，潜りこむプレートとそれを受け止め

るプレートのひずみが限界まできたときに起きるとさ

れています．受け止めるプレートのストッパーとして

の役割から考えると，そのプレートの錘
おもり

である大陸の

重さが大きいほど，ひずみは大きくなることが予想さ

れます．だから太平洋プレートの沈み込む先に，南米

大陸や北米大陸のような巨大大陸が載っているChile

海溝や Alaska・Aleutian・Kamchatkaなどの千島

海溝近辺での地震が巨大化するという説が有力でした．

しかし今回スマトラ島沖でM＝9.0の巨大地震が発生

してしまいました．その説に従えば，プレートのスト

ッパーとしての重さは日本列島とスマトラ島は大差な

いはずですから，日本海溝でM≧9.0の発生もありう

ることになります．

表5に過去の世界の巨大地震を，表6に日本近海で

の巨大地震をあげます．

現在東海・東南海・南海地震の同時発生でも最大

M≧8.7までとして想定されています．前例がないと

いう理由からでしょうか？ そういう意味でスマトラ

沖地震は，研究者の間では西太平洋・インド洋ではま

ず起きないとされていた（というより誰も考えてもい

なかったというべきか？）地震学の常識を覆すM＝

9.0の地震であったわけです．この地震によって歴史

的な巨大地震はどこでも起こりうることが立証されま

した．だから日本近海で起こる地震の最大値をM＝

8.7としてよいわけではない，という仮説になります．

インド洋のような深い海では津波のパワーは減衰し

ないため，12カ国の沿岸を襲った津波の破壊力は凄

まじく，途方もない犠牲者数を数えることになりまし

た．もちろん津波規模は史上最高で，津波高さ10m

以上の証言が各国で多数得られています．地震を感じ

ないで津波に襲われる，遠地津波の恐ろしさを世界は

まざまざと見せつけられました．今回のインド洋津波

では，川を遡り奥地まで押し寄せたため，内陸部にも

多数の死者が出ています．（川というのは津波にとっ

ては海の一部です．）内陸部だから安心とはとてもい

いきれません．

再び津波（tsunami）とは，と考えます．なぜ津波

と言うのか？ 「津」と「波」に分けて考えます．「津＝

港」のことです．津波とは陸地に近づくと波高が巨大

化する波の意味でありました．日本は平地が少なく，

ほとんどの人口密集地帯は海沿いにあります．そして

そこには必ず川が流れていて，少し内陸に入った都市

も例外なく川によって作られた沖積平野だったり扇状

地だったりします．津波はここまで押し寄せてきます．
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表5 世界の巨大地震

1960年 Chile地震

1957年 Alaska地震

1957年 Aleutian地震

1952年 Kamchatka地震

（M＝9.5）

（M＝9.2）

（M＝9.1）

（M＝9.0）

南米†

北米

北米

北アジア

† この地震を契機にモーメントマグニチュードを考案
（巨大すぎて計れないため）．地球の自転が少し狂った（！！）
ほどの地震でした12）．今回のスマトラ島沖地震でも地
球の自転に影響が出たことが報道されていました．

表6 日本近海での巨大地震

1707年 宝永地震

1854年 安政東海・南海地震

1896年 明治三陸地震津波

1952年 十勝沖地震

1968年 十勝沖地震

2003年 十勝沖地震

（M＝8.4）†1

（M＝8.4）†1

（M＝8.5）†1

（M＝8.2）†2

（M＝8.1）

（M＝8.0）

†1 ただしこれらは歴史地震で被害から逆算して
推定したもの．
†2 近代的な地震計による測定で最も巨大とされ
るもの．日本の地震で大きいのは十勝沖ばかり．



7 インド洋津波で指摘された問題

箇条書きにしてみます．

① 防潮堤など津波対策設備がほとんどなし．

② 津波情報の伝達なし（被災各国政府が津波の恐

ろしさ，被害の大きさを理解していなかった，と

思われる対応）．

③ 今回始めて津波というものを知った住民が多数

（教育の必要性）であった．津波が来ているのに

それを浜辺からじっと見ていたり，わざわざ海岸

に近づいていったりした人々の姿が多数の映像に

なって残されている．スウェーデンなどの欧米の

旅行者もあまり変わるところはなかったようだ．

④ 災害に予算を割く余裕のない国が多い（国際社

会によるさらなる支援の必要性）．

なによりも今まで津波の発生したことのなかった地

域が多かったことが悲劇を拡大した，といってもよい

でしょう．インドネシアなどはフローレス島の地震津

波（1992）で3,000人規模の，イリアンジャヤの地震

津波（1996）でも多数の死者を出していますが，これ

らはみなインドネシアでも太平洋側の地域であり，イ

ンド洋側では津波は発生していませんでした．だから

今回津波被害が発生したインド洋側の被害が空前のも

のとなったのでした．同じ国の中でも津波の知識・経

験はなかなか伝播されないものなのでしょう．

8 津波多発国日本

では津波多発国日本の津波対策はどうでしょうか？

十分でしょうか？ これも箇条書きにしてみます．基

本的には地震被害・津波被害の多い国（＝日本）では

① 防潮堤の設置

② 津波警報システムの整備

③ 津波教育

が行われていることになっています．

しかし，日本海中部地震で男鹿半島に遠足にきてい

て津波に飲み込まれた小学生が多数出たときには，津

波教育の不十分さが指摘されています．特に高齢の人

たちは，この文章の最初で紹介した小泉八雲の『Glean-

ingsinBuddha-Fields』を小学生向けに書き改めた

『稲むらの火』を小学生の頃に教わっており，その印

象的な話を50年経っても忘れていませんでした．戦

後この話は教材から姿を消しました．あの話が今の教

材に取り入れられていたら，子供たちの犠牲はなかっ

た，という意見が当時多く出されました．そして今回

のインド洋津波発生後，『稲むらの火』を副教材に採

用する動きが各地で出ています．

さて，①の防潮堤を設置しようと言いますが，日本

の海岸線を防潮堤ですべて覆うのでしょうか？ 防災

のためだけに何兆円かかるかわからない事業を行い，

景観も自然の海岸線もなにもかも犠牲にする選択肢を

日本人が選ぶとは到底思えません．しかも……北海道

南西沖地震で，岬の突端にあった青苗地区の防潮堤は

津波のため木っ端微塵に吹き飛んでいます．そして壊

れた防潮堤はそのまま荒れ狂うコンクリートのかたま

りとなって，住民を押しつぶす凶器と変わったのです．

津波規模階級＝4の巨大津波に対しては防潮堤の規模

によっては無力である場合もあります．日本国内のハ

ード面をこれ以上整備する意味は薄いと思います．な

により万里の長城は結局騎馬民族の襲来を防げなかっ

たことと同様，ハード面にだけたよる対策は危険です．

では②の警報システムでしょうか？ 東海道沖地震

（2004/9/5）では津波警報が出されたのに避難した住

民はわずか6％しかいませんでした．さらにあろうこ

とか，気象庁から出た津波警報をもとに避難勧告・命

令を出すべき地方自治体が，住民が混乱するからとい

う理由で発令せず手元で握りつぶした例も多数出現し

たのです．混乱していたのは地方自治体のほうではな

いかと思うのですが？ ソフト面もこれではほとんど

役に立っていないことが，はからずも証明された2004

年東海道沖地震でした．日本は本当に津波対策大国な

のでしょうか？ 津波被害の大国であることは間違い

ありませんが．

ハードもだめ，ソフトもだめ，ではどうしたらいい

のでしょう．もちろんぜんぜんだめとまで申し上げる

つもりはありません．ハードだけではだめ，ソフトだ

けではだめ，と言い直しましょう．防潮堤もそれなり

に役割を果たしていることは，濱口儀兵衛が和歌山県

の広村に作った防潮堤が，それから100年後の南海地

震のときの津波から村を守ったことはとても感動的な

物語です．

ということで，最後に残った③の津波教育に期待を

かけましょうか？ 津波教育の柱は次の2本でしょう．

（ア） 大きな地震の後は海辺に近づかず，一刻も早

く高台に逃げる．
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（イ） 何回も津波は襲ってくるので警報解除まで避

難を続ける．

しかし実はこれに関しても日本には悲しい失敗例が

あります．三陸地方は繰り返し津波に襲われてきた，

津波の災害下位文化の発達した地域です．作家の吉村

昭さんが，三陸地方を取材して著した『三陸地震津波』

という優れた記録文学が文春文庫から出ています．そ

の中にこういう言葉が，現地で言い伝えられていると

記されていました．

「つなみてんでんこ．」

津波の時は家族のことも友人のことも一切考えず，

まず自分が助かるように急いで逃げろ，という意味で

す．

その頃の三陸地方沿岸には明治三陸沖地震津波の時

の経験・記憶が残っていて，住民は少し大きめの地震

が来たときに高台の神社へ避難しました．そして悲劇

はこの後起こります．一度は多数が避難した住民なの

ですが，相当沖合で起きた地震・津波であったために

30分近く待っても津波は押し寄せません．しかも着

の身着のままで逃げてきた住民にとって，3月の真夜

中の氷点下10℃（宮古測候所による）の気温はそん

なに長い時間耐えられるものではありませんでした．

どうしたらいいだろうと思っている住民に，冬の晴天

の日に津波は来ないという迷信を多くの古老（いかに

も津波のことはなんでも知っているぞ！ みたいな雰

囲気をにじませて）が自信たっぷりに触れて回ったた

めに，多くの住民はわざわざ海岸近い家に戻って布団

の中に入った頃に巨大津波に襲われ，大量の死者

（3,000人）を出したのでした．

9 災害経験を文化に

悲観的な話が続いてまことに申し訳ない思いですが，

ではどうしたらいいのか？ 津波経験の重要性は間違

いありません．しかし経験が長い間に風化したり，あ

るいは昭和三陸沖地震津波のときのように誤った迷信

として生き残ってしまったりすることもある，という

ことをお話したかったのです．

私はここでもう一度北海道南西沖地震（1993）のこ

とをお話したいと思います．先ほども最近の代表的な

被害津波を紹介します，というところで書いたことで

すが，日本海中部地震（1983）でも津波は北海道西岸

を襲い，奥尻で2名死者を出しています．奥尻の住民

の避難は早く，気象庁の津波警報が出る前に大半の住

民が避難開始していました．

日本海中部地震の経験がなければ，青苗地区を含む

奥尻島は沿岸住民の大半が全滅していた可能性が高か

かったはずです．1,000人以上が犠牲になっていても

不思議でない事態を，その1/5以下に好転させたの

です．警報システム作動前に自らの判断で最も安全な

対応を迅速に取ることができたのは，奥尻では1回き

りの災害経験で終わらずに災害下位文化として成熟し

ていったことを意味していると私は考えています．

災害の時は常に最悪を想定した対策をたてる，最悪

の事態に備えた行動を取る，ということはよく言われ

ることです．しかし，それは残念ながらそこに災害下

位文化が熟成していないとただの掛け声だけに終わっ

てしまうことは，東海道沖地震（2004）で地方自治体

が気象庁の津波情報を握りつぶす，という恐るべきこ

とを平気でやってしまうのを見ても明らかです．災害

下位文化なきハード面・ソフト面，そして心に染み入

らない教育，これらすべては無駄に終わる可能性を多

分に有しているということではないかと思います．

災害経験者はそれを十分に消化・検討してあまねく

全国に伝える義務があります．（私がこういう活動を

するのもそこから来ています．）そのとき，あらゆる

災害を調査研究することで，一つ一つの災害は確かに

多様性を秘めてはいるのですが，実はその多様性を上

回る災害の共通性，本質というものが存在することに

気づきます．浦河町の住民は多くの人がそのことに気

づいていました．

ではその共通性は，ほかの地域でどうすれば知るこ

とができるのか？ 災害を知ること，そして自らの中

にイメージとして定着させることです．経験が必要で

はありますが，経験がなくともなるたけ経験をつんだ

人が到達した災害下位文化の真髄を，その話を，多く

聞くことです．災害発生当初はただうろたえて，おび

えているだけだった人々が，3日たち 4日たちするう

ちに，たちまち多くの災害への対応を身につけていく

のを私は新潟でも見ました13）．人は災害の真っ只中に

いてもただおびえるだけでなく学習するのです．

しかし，津波は起きた後で学習するという時間を与

えてくれません．なにも知らずに襲われたときには，

もう死んでいるからです．災害の発生当初，超急性期

を乗り切ることができれば人は簡単には死にません．
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そしてその最も危険な瞬間を無事乗り切るためには，

事前の準備が必要です．有効な対策をたてることがで

きるようになることが，災害下位文化を習得すること

であると思います．そういう災害に対する畏敬の念と

もいうべき文化の熟成があって初めて，

① 防潮堤の設置

② 津波警報システムの整備

③ 津波教育

などが有効に働くのではないかと思います．なあに，

大丈夫だって，という言葉が心に浮かぶことがすでに

被害を出す一番大きな原因であることを理解してほし

いと思います．

最後に具体的な知識としての津波からの避難方法と，

そこへ避難ができないときの代替策を表 7，表 8に紹

介します．このように付け足しのように具体的な対策

を書くのは，災害というものにはこれさえ知っていれ

ば大丈夫，というようなものはない，ということをお

知らせするためです．これを知っているだけでは役に

立たないこと，知っていることは当然としてそれをど

のような場面で生かすかを問われるのが災害・津波で

あることを理解してください．

10 津波災害と透析室被災

そして，最後に津波災害と透析室被災について述べ

てみたいと思います．今まで述べてきたことで，津波

被災というものがそもそもどういうものか，というこ

とが理解できれば，少なくとも自らの立地する場所に

おける津波対策というものが，もうみなさんの心に浮

かんでいるのではないか，と私は思っています．

ただ津波被災は非常に個別的で，海岸地形・海底地

形などによって被害のありようはまったく異なってし

まいます．原則はありますが，実際に私たちのところ

はどうなのか，という解答は自分で見つけ出さないと

いけません．原則と呼んでいいかどうかはわかりませ

んが，参考資料として，「浦河QQ Index」の津波の

部分16）を最後に掲載いたします．
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表7 津波からの避難方法

1.大きな地震の後は海辺に近づかず，一刻も早く高台に逃げる．小さい地震でも津波警報が発令されないことを確

認するまでは警戒をゆるめない．

2.高台がない，遠いときは，secondchoiceとして鉄筋・鉄骨造りの建物の3階以上（なければ2階）へ避難する．

3.何回も津波は襲ってくるので警報解除まで避難を続ける．（明治三陸沖地震津波でも北海道南西沖地震でも最も

巨大な津波は第二波であったことがわかっている）

4.絶対に川沿いを逃げないこと（川沿いを津波は駆け上がってくる．インド洋津波でも川沿いを駆け上がった津波

が，何キロも奥地まで被害を出していることがわかっている）．

表8 津波の高さと被害の関係

1.木造家屋

地上冠水厚さ＞2m：家屋は完全流出

2m＞同＞1m：大破・全壊・流出が混じる

50cm＞同：家屋被害なし．浸水のみ14）．

2.鉄筋・鉄骨造り

10m以下の津波にはもちこたえる．

鉄筋鉄骨造りの建物のできれば3階以上に，なければ2階に避難する15）．



12） 島村英紀，森谷武男:北海道の地震;北海道大学図書刊行

会，p.59，1994．
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2004．

参考資料

「浦河QQIndex」より津波編

津波に対して（震度にはかかわらず）

津波は大規模な火災と並んで最も大きな被害をも

たらす．地震そのものよりも恐るべきものであるこ

とを理解する必要がある．なお気象庁の津波に関す

る警報・注意報の表を掲げておく．（表）

［被害の防止目標］

① 津波による死亡者を出さないこと．

［ありうる被害］

① 津波で死亡者が出るときは，そこにいる全員で

あることが多い．

② 建物ごとすべて海へもっていかれることもある．

［対 策］

① 震源地をまずテレビ（または気象庁HP）で確

認する．津波は震源地で発生する．震源地と自分

の施設との距離がどれだけあるか，が到達時間の

予想に非常に重要である．

② 震度と関係なく津波がくるという情報が入り次

第，海辺の低地の施設は透析の中止と，患者を避

難させることを検討すること．津波の到達時間も，

多くの場合予想可能である†1）．

③ 震度が小さいからといって，津波が小さいわけ

ではない，ということを理解しておくこと（学習

しよう）．遠い海で発生した巨大地震，岩盤の浅

いところで発生した地震，揺れの継続時間の長い

・ゆっくり地震・では震度の予想を越えた津波が

発生する†2）．

④ 巨大津波が襲来するという情報（気象庁津波警

報・大津波・）が入り次第，迅速に緊急離脱を開

始し避難させる．秒単位の迅速さが要求される．

そのまま回路を抜いて，ベルトを2本まきつける

だけですぐ患者を逃がすこと†3）．

⑤ 避難場所を必ず指定すること．時間的余裕があ

れば丘の上など高い場所．高い場所がなければ，

なるたけ海岸から遠ざける†4）．時間的余裕がな

い時は，鉄筋建築の上層階．建物ごと持っていか

れることもあるので第一選択ではないかも知れな

いが，一階よりはましである．

⑥ 地震は所詮 1分以内であると95％ 言い切れる

が，残る5％が「津波地震」「ゆっくり地震」と

呼ばれる特殊地震である．震度は小さくともだら

だらと5～10分続く地震は，巨大津波を起こすこ

とが知られている．こういう異常な状況に見舞わ

れた時，このことを思い出して欲しい†5）．

⑦ 気象庁の発表する津波高さは潮位であり，現実

に海岸を襲う波の高さではない．地形によっては

1mと発表された津波が 5mとなって襲ってく

ることもある．1mだから逃げなくてよいのでは

ない．どの程度まで大きくなる可能性があるかは，

過去の事例をもとに自分たちで調査・学習しない

とわからない．海岸ごとにまったく違うと言って
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表 津波予報の種類

予報の種類 解 説 発表される津波の高さ

津 波 警 報

大 津 波
高いところで3m以上の津波が予想されます

ので，厳重に警戒してください．

3m，4m，6m，8m，

10m以上

津 波
高いところで2m程度の津波が予想されます

ので，警戒してください．
1m，2m

津波注意報 津波注意
高いところで0.5m程度の津波が予想されます

ので，注意してください．
0.5m

注：「津波の高さ」とは，平常の海面から，津波によって高くなった高さのこと．

（気象庁ホームページ・理科年表2004より）



よい．過去の事例が最も重要．

⑧ だから（！）海辺の施設，あるいは海から多少

遠くても海抜の低い所にある施設は津波について

十分な学習をしてほしい．どのくらいの時間的余

裕があるのか？ どのくらいの規模のものになる

のか？ は学習により素人でも予測できる．過去

の地震の公式災害報告書を見て津波記録を調べれ

ば予想が立てられる．津波を伴う地震は驚くほど

規則的に繰り返すものである†6）．

注

†1） 北海道南西沖地震（1993）においては，奥尻島に

地震発生直後に大津波が押し寄せ，200名余の死者

を出した．気象庁の津波情報は，地震発生5分後に

北海道の日本海沿岸に対し大津波警報を出している

のだが，津波の第一波は地震発生3分後に到達して

おり，その2分後に襲った第二波で青苗地区は壊滅

した，とされている．日本海中部地震（1983）の津

波の教訓から，奥尻島の住民は津波警報の発令を待

たずに地震発生直後に避難を開始したが間に合わず，

これだけの数の犠牲者を出している．いや，むしろ

公式報告書には住民は教訓を生かし，全滅に至らず

この規模の犠牲ですませたという表現さえ見られる

のである．津波は海底の深さや地形などで大きく波

高を変える．岬の突端という津波が巨大化する特性

を持った青苗地区では波高東側5m，西側10mと

推定されている．しかも，高く築かれた防波堤は木

っ端微塵に吹き飛ばされ，津波を押し留めるになん

ら役割を果たさなかったことも衝撃を与えたA）．自

分達の施設が海辺にある場合，過去の地震で発生し

た津波の詳しい情報は知っておいてほしい．これら

の情報も公式報告書に載っている．学習のみが津波

から人を守ることができると感じている．

†2） 明治三陸地震津波（1896），昭和三陸沖地震津波

（1933），チリ地震（1960）での津波災害などが該当

する（両三陸地震津波については，注（†19）で後述

する．）．地球の裏側で起こったチリ地震（M＝9.5

世界最大の地震）は，もちろん日本では震度も感じ

なかったのに，22時間30分かけて太平洋をわたっ

てやってきた津波が140人あまりの日本人をさらっ

て太平洋へと帰っていったのであるB）．震度を感じ

ない地震がもたらす津波の恐ろしさの側面をあらわ

している．現在のように世界各国の地震情報網が発

達していると，日本到達7時間前にハワイへ津波が

到達するので，もっと的確な対応が可能である．し

かし，このような災害は学習していなければ，警戒

のしようがない．

†3） 状況を具体的にイメージしてみたとき，これ以外

に緊急と呼べる処置はないことに気づいていただけ

るであろうか？ 現在（意外なことに）広く知られ

ている緊急離断という手技が，離断セットを取り出

して（捜して，が入る可能性すらある），回路をペ

アンではさんで，離断して，紙をまきつけてという

ばかばかしいほど悠長なものであり，緊急という言

葉がまるでそぐわない方法であることを理解して欲

しい．しかもシャントに針が（あろうことか長い回

路の断端と，いつはじけ跳ぶかわからないペアンま

たは止血クリップが挟まったままで！）刺さったま

ま患者を，一定時間野放しにするという危険極まり

ない行為であることも十分理解して欲しい．枕元に

用意してある止血ベルトを使えば，針をぬいて，ま

いて，逃がす．30秒もかからない．しかも普段か

ら毎日やっている手技である．間違いようがない．

「津波がくる！」という恐怖の中でやれる手技とし

てはこれ以上のものはないであろう．離断セットを

使った緊急離断のように，100％ 完璧にやりおおせ

なければ無意味であるばかりでなく，失敗の仕方に

よっては患者の命にかかわるような事態につながる

（切る位置を間違えるだけで致命的です．巨大災害

のパニック状態の中では朝飯前に起こる事故です．），

しかも日常診療の場ではまったくやったこともない，

というような恐るべき手技ではない．考えるまでも

なく，こちらのベルトを使用した手技が圧倒的に勝

る．

†4） 平地で1km奥ヘ行くごとに，津波高は1m低く

なるとされているC）．

†5） 地震には・津波地震・または・ゆっくり地震・と呼

ばれるものがあって，5分から10分も揺れが続く

ことがある．例をあげる．①1896年 6月 15日の明

治三陸沖地震．地震の揺れは5分程度も続き，震度

は3から4以下であるのにマグニチュード（M）は

8.5と日本地震史上最高を記録している．（津波の

大きさもMに考慮された．）これは震源地が三陸沖

150km（非常に遠い）の日本海溝で発生したこと，

しかも揺れの時間が長い（同じエネルギーを放出す

るときは，地震時間が短いほうが急激に放出され，

震度も大きい）ため，地震のスケールの割には震度

が小さく済んだという特徴があった．巨大津波によ

る死者22,000人．世界第二位の津波被害で，この

津波が世界に知られて，・Tsunami・が世界共通語

になった．②1933年 3月 3日の三陸沖地震．やは

り地震のゆれは5分から10分．震度は5程度を記
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録したが，巨大津波を発生させ，死者3,000人の大

災害となったD）．上記二つの地震の揺れが5分～

10分程度も続いた原因は，プレート境界面の摩擦

特性の違いによって，断層のすべり運動が通常の地

震よりもゆっくりと起こるのだろう，と理解されて

いるE）．しかし破壊の起きる海底の断層面の面積

は，急激に破壊が起きた巨大地震となんら変わるこ

とがないので，震度は小さくとも津波は大きいこと

になる．震度が小さいため人々の警戒もゆるみ，逃

げ遅れて地域全体が全滅することが多くなる．地震

の中にはこのほかにもプレートのひずみ解消が何日

間もかかって起こるものがある．例えばM＝8.5ク

ラスのプレートの変動であっても，それがゆっくり

時間をかけて解消されると，地震があったことすら

だれも気づかなかったという，M＝8.5もある．こ

ういう地震はサイレント地震F）と呼ばれて実在す

る（GPS衛星システムによる監視体制でやっとわ

かる）．ゆっくり地震もサイレント地震も存在し，

地震という概念からすれば5分から最長3日間ぐら

いまで続くことになるではないか，だから1分以内

と決め付けるのは問題があるのではないか？ とい

う議論をする人がいるかもしれない．しかし，我々

は地震クイズをやっているのではなく，透析室防災

という観点から議論していることを思い出すべきで

ある．透析室防災にとってより重要なことは，地震

の揺れの継続時間より，揺れの大きさの絶対値なの

だ．だからこういう議論は無意味な例外としてばっ

さり切り捨てて，『津波のことを考えない場合，地

震は常に1分以内に揺れが収まる』と定義したい．

†6） 三陸沖地震（三陸海岸），および東海・東南海・

南海地震（静岡・愛知・三重・和歌山・高知・徳島

各県の海岸）は，大規模な津波を伴う地震が，驚く

ほど規則的に発生することが知られている．また日

本海中部地震（青森・秋田・山形・新潟）や北海道

南西沖地震（北海道日本海側海岸・奥尻島）など，

今まで知られていなかった新しいプレートの沈み込

みが始まっているとされるタイプの地震群も指摘さ

れている．これも大津波を伴うことが特徴であるが，

地震としては比較的新しいものであり，正確な地震

発生周期は確定されていないG）．

文 献

Ａ） 北海道南西沖地震記録書作成委員会:北海道南西沖地震記

録書;p.199，1995.

Ｂ） 文部科学省国立天文台編:日本付近のおもな被害地震年代

表．理科年表;p.727，2003.

Ｃ） 石垣島地方気象台:地震・津波の教室「津波について」;7

月号，2004．

Ｄ） 伊藤和明:地震と噴火の日本史;岩波書店，p.106，2002.

Ｅ） 宇津徳治:地震学;共立出版，p.288，2002.

Ｆ） 宇津徳治:地震学;共立出版，p.241，2002.

Ｇ） 島村英紀・森谷武男 :北海道の地震;北海道大学図書刊行

会，p.184，1994.

津波と透析室防災について 95



要 旨

透析患者はインフルエンザ（Flu）感染については，

ハイリスク患者である．特に高齢者が多くなり，感染

症死の比率が高くなり，75歳以上の感染症死の割合

は19.7％である．また，血液透析患者は限られた空

間で多人数が同時に治療を受けるので，感染症対策は

重要である．その対策の第一はワクチン接種である．

2003，2004年における当施設のHD患者230名にFlu

ワクチンを投与し，1年間の抗体価の推移を見た結果，

感染症に対し安全とされるHI価40以上の割合は，

H1N1では1年まで55.7％，H3N2では91.6％である．

B型は3カ月迄は31.6％だが6カ月以後は11％と低

くなる．治療ならびに予防にはノイラミニダーゼ阻害

薬の早期投与は有効であり，またFluの発生情報に

常に留意することが必要である．

はじめに

インフルエンザ（以下Flu）は，衆知の通りかつて

は流行性感冒（いわゆる流感）といわれた急性の呼吸

気感染症である．多くの血液透析（以下HD）施設で

は，患者は密室内における治療となる．また，施設間

で異なるとはいえ，ベッド間隔も狭い所が多い．ひと

度Flu患者が発生すると，大変憂慮すべき状況とな

る．以下，その対策について，筆者の最近のワクチン

接種をした成績を含めて解説する．

1 インフルエンザの発症と時期1～3）

Fluはインフルエンザウイルス（Flu-V）によって

起こり，感染後1～5日の短い潜伏期間を経て，急激

な高熱で発症し，頭痛，筋肉痛，関節痛，全身倦怠な

どの全身症状を主症状とし，同時かあるいは少し遅れ

て，咽頭痛，咳などの呼吸器症状を伴う．発熱の程度

はまれに微熱か中等度のものもあり，また肺炎を合併

して重症化する例（特に高齢者），近年は小児で脳症

を発症する例が報告されている．

Fluの流行時期は世界各地で異なるが，温帯地域，

特に日本では例年11月下旬から12月上旬に始まり，

毎年1～3月にピークに達し，4～5月にかけて減少し

ていくというパターンを示す．流行による罹患者数は

幼児，学童に多いが，死亡者数は高齢者群に多い2）．

2 病原（インフルエンザウイルス）と感染・流行4,5）

Flu-Vはオルソミクソウイルス科に属する直径80～

120nmの球状のウイルス1）で，ヒトに感染するFlu-V

は現在A，B，Cの三つの型に分かれる．そのうち主

たるものはA，B型であるが，A型は表面に存在す

る糖蛋白であるヘムアグルチニン（HA）とノイラミ

ニダーゼ（NA）の抗原性により，H1～H15とN1～

N9の組み合わせによる多数の亜型に分類される．現

在，ヒトに感染するのはH1N1，H2N2，H3N2の三

つであり，毎年少しずつ変異（連続変異，小変異）し
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て広汎な流行を起こす．B型も毎年の流行に係わるが，

散発的あるいは地域的な流行に留まることが多い．C

型は散発例や小地域でみられる．

A型ウイルスはヒトを含むほかの哺乳類や鳥類に

広く分布している．特に水禽類のうち，カモはFlu-

Vの起源とも考えられ，現在知られているすべての

A型Flu-Vを保有している．このFlu-Vが突然人間

界に侵入する．カモからブタに感染すると新型ウイル

スを生じ（不連続異変，大異変）たり，またヒトにも

感染するようになり，パンデミック（pandemie（独），

pandemic（英））を起こす．

20世紀のパンデミックは1918年のスペインカゼ，

1957年のアジアカゼ，1968年の香港カゼなどである4,5）．

昨年の鳥Fluの飛来（七草，なづな，唐土の鳥が，

日本の国に，渡らぬさきに……と，正月の七草粥のた

めに，七草を刻む拍子歌を思い出させる），発生と合

わせて将来の大流行が懸念される．高病原性鳥 Flu

については最後に少し触れる．

ヒトのFluの感染経路は感染した患者からの呼吸

器飛沫の吸引や接触（飛沫感染，接触感染）により感

染する．透析施設や老人施設など，閉鎖空間などの環

境では強い飛沫感染が重要な鍵となる．

流行時期では，Flu肺炎死亡が倍増する．透析患者

では，透析医学会の統計調査より見て，感染症死の割

合が年々増加し，高齢者で著しい（表1）ことをみて

もFlu感染防御および治療は，一般住民に比し，高齢

化の進む透析領域では特に重要である．

3 インフルエンザの診断

Fluの診断の四つのポイントを示す．

① Flu症状，特に典型的なもの，つまり急激な高度

の発熱，頭痛，腰痛，筋肉痛（四肢痛），全身倦怠

などの全身症状が現れ，これと同時か，やや遅れて

鼻汁，咽頭痛，咳嗽などの上気道の呼吸器症状が現

れる．発熱は1～2病日に38～39℃に達する．

② Fluの流行の状況を把握して，Fluの疑いをもっ

て対処することが必要である（後述）．

③ Fluの迅速診断キットを用いる．患者の鼻腔拭い

液，鼻腔吸引液，咽頭拭い液などを用いて，迅速診

断キットを用いることにより6），15分前後で診断が

確実にできることが可能となった．

さらにこの検体（綿棒など）は，同時に細胞培養

液，または滅菌ブイヨンに浸したチューブ内で洗い

落とし，－80℃ に保存するか，細胞または発育鶏

卵に接種することでFlu-Vウイルス7）を分離する．

表2に迅速診断用の最も新しいキットを一括して示

す．この表の一番右のものはFluである診断は出

来るが，A型B型の鑑別は出来ない．米国で発売

されたもので，米国ではABの区別をしなくても

よいという考え方が多いからである．

④ さらに患者からペア血清を採取し，抗体価の測定

を行う．方法として診断時および同後期（2～3週

間後）に，再び採取したペア血清によって，赤血球

疑集抑制試験や補体結合反応により，抗体価の上昇
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表1 わが国の透析患者における感染症死と75歳以上の患者の推移

年度 死亡者総数 感 染 症 死 75歳以上の死
亡者数

感染症死中の
75歳以上の数

75歳以上死者
中の感染症死
の比率（％）

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

10,818

11,404

12,179

13,336

14,118

14,858

15,066

15,893

16,516

18,051

18,637

19,899

1,237（11.4）

1,390（12.2）

1,542（12.7）

1,844（13.8）

2,066（14.6）

2,218（14.9）

2,262（15.0）

2,593（16.3）

2,753（16.7）

2,951（16.3）

2,972（15.9）

3,680（18.5）

2,954（27.3）

3,197（28.0）

3,497（28.7）

4,066（30.5）

4,329（30.7）

4,845（32.6）

5,091（33.8）

5,530（34.8）

6,133（37.1）

7,210（39.9）

7,173（38.5）

8,593（43.2）

335（27.0）

395（28.4）

478（31.0）

627（34.0）

688（33.3）

824（37.2）

856（37.8）

1,037（40.0）

1,081（39.3）

1,272（43.1）

1,348（45.4）

1,691（46.0）

11.4

12.4

13.7

15.4

15.9

17.0

16.8

18.8

17.6

17.6

18.8

19.7

（ ）内は％
年齢記載なしを除いてある
（1993～2004年迄の日本透析医学会資料より著者改変編集）
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を認めたことで確定する．

鑑別診断として，呼吸器症状を伴う急性熱性疾患が

あげられる．すなわち，溶連菌咽頭炎，細菌性肺炎，

そのほかの肺炎，咽頭ジフテリア，肺結核，胸膜炎な

どである．さらにこの時期にはロタウイルスやノロウ

イルスなどの感染症胃腸炎とFluとの鑑別もせねば

ならない8）．

透析施設ではすくなくても上述した①臨床症状の確

認，②情報把握，③迅速診断キットの使用，④血清診

断（確定のため）はしてほしい．

4 インフルエンザの治療

感染・発病後，できるだけ速やかに，すなわち48

時間以内にノイラミニダーゼ阻害薬9）（リン酸オセル

タミビル10），ザナミビル11,12））や，アマンタジン13～15）

の投与を行う．前二者はA，B両型のFlu-Vに，後

者はA型のFlu-Vにのみ有効である．最も用いやす

いオセルタミビルは，75mgカプセルを1日2回5日

間投与する．ザナミビルは粉末を1回10mgを1日2

回5日間，専用の容器で吸入させるか，またはネブラ

イザーを使用する．アマンタジンは週1～2回，1日

100mgを1～2回分服する．つまり，100～200mg/

週とされているが15），この薬は時に中枢神経系の副作

用や腎機能障害を起こす16）ので，注意する必要がある．

合併症やリスクの多い高齢の血液透析患者では，オ

セルタミビルは週100mg以内とするほうがよいとい

われる17）．抗生物質の併用も考慮し，また脱水症およ

び栄養不足にならないように留意，対処が必要である．

小児は脳症18）にも注意をする．

5 インフルエンザの予防

1） インフルエンザワクチン

Fluの予防はワクチン接種19）が中心であり，最も重

要である．つまり感染症の水際作戦である．個人の予

防であると同時に，集団の予防でもある．

現行のFluワクチンはHAワクチンである．各種

Fluウイルスを個別に発育鶏卵で培養し，濃縮精製，

ウイルス種子をエーテル等により発熱物質とされるエ

ンベロープの脂質層を溶かし去り，免疫原として必要

なHAを主に回収して作られている．

Fluワクチンを接種することにより，人体内に中和

抗体と赤血球疑集抑制抗体（HI抗体）が産生される．

ワクチン本来の目的は，中和抗体レベルを高めること

にあり，中和抗体測定は正確20）であるが，測定法が煩

雑なので，簡単なHI抗体の測定で代用されている．

この両者の値は多少の差はあるが，概ね並行する．

2） 血液透析患者におけるワクチン接種と抗体価

われわれの施設において，1998年 1～3月，HD患

者 80名21），1999/2000年は HD患者 164名22）に Flu

ワクチン接種を行い，血清HI抗体価（その推移）を

検討した．

詳細は文献に譲るが，1回投与で有効である．しか

し，1回投与の1カ月後，感染防御に対し安全圏とい

われる抗体価を有していない患者（A，B型のいずれ

か）に対してはワクチンの2回接種を行った．その結

果は1回法と2回法との間に統計学的には有意差はな

かった．2回目の接種を必要としたものは，1回のみ

で有効な抗体価が上昇した者に比し，その上昇率なら

びに値は低く，ワクチン接種効果が低い患者と考えら

れた．中には2回接種を行っても，ほとんど抗体価上

昇のみられない者も存在した．

1回で有効な抗体価の上昇を得られなかった者でも，

2回接種を行うことにより，その後半年近くは安全圏

に入る抗体価の上昇があり，HD患者では1回で有効

な抗体価の上昇の得られない患者では，2回接種を行

う必要があることを強調したい．

次に2003年11月にワクチン接種を行い，2003/2004

にかけて追跡した結果を示す．

ワクチン株はH1N1（Aソ連型）がニューカレドニ

ア株，H3N2（A香港型）がパナマ株，B型が山東株

で，各株のHA含量（相当量）は1株あたり30μg/ml

以上（総量90μg/ml以上）である．

230例の HD患者に 2003年 11月，Fluワクチン

0.5mlを皮下に接種し，3週間後血清を採取し，抗体

価を測定した．その抗体価 40未満のものにさらに

0.5mlの皮下接種を行い，その後1カ月（初回より2

カ月），2カ月（初回より3カ月），5カ月（初回より

6カ月），8カ月（初回より9カ月），11カ月（初回よ

り12カ月）のHI抗体価の推移を検討した（表3）．

次にその内，感染症防禦にとって安全と考えられて

いる抗体価 40以上の割合を表 4�1，4�2，4�3に示す．

また年齢別（65歳未満，65歳以上75歳未満，75歳

以上の3群）の抗体価の状況をも検討した（表 5�1，
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表3 HD患者Fluワクチン接種後の血清HI抗体価平均値の推移

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

例 数

1回接種群

2回接種群

計

91

127

218

91

125

216

86

125

211

84

117

201

78

116

194

76

112

188

75

118

193

Aニューカレドニア

H1N1 1回接種群

2回接種群

81.0

39.6

192.5

62.9

174.8

53.1

158.5

63.9

125.2

44.4

130.8

54.4

129.2

49.2

Aパナマ

H3N2 1回接種群

2回接種群

85.7

64.3

178.5

89.7

216.7

148.3

305.2

223.8

312.7

235.6

217.8

174.4

302.0

215.4

B山東

1回接種群

2回接種群

30.3

13.2

60.5

18.5

60.8

15.4

78.7

18.8

29.7

8.1

30.5

6.4

31.8

7.7

（前田記念腎研究所2004年11月）

表4�1 HD患者Fluワクチン接種後の血清抗体価40以上の割合推移（Aニューカレドニア）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

総症例数 230 217 223 212 196 197 201

40未満症例数 126（54.8） 68（31.3） 76（34.1） 72（34.0） 94（48.0） 94（47.7） 89（44.3）

40以上症例数 104（45.2） 149（68.7） 147（65.9） 140（66.0） 102（52.0） 103（52.3） 112（55.7）

（ ）内は％
（前田記念腎研究所2004年11月）

表4�2 HD患者Fluワクチン接種後の血清抗体価40以上の割合推移（Aパナマ）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

総症例数 230 217 223 212 196 197 202

40未満症例数 98（42.6） 50（23.0） 31（13.9） 14（6.6） 18（9.2） 25（12.7） 17（8.4）

40以上症例数 132（57.4） 167（77.0） 192（86.1） 198（93.4） 178（90.8） 172（87.3） 185（91.6）

（ ）内は％
（前田記念腎研究所2004年11月）

表4�3 HD患者Fluワクチン接種後の血清抗体価40以上の割合推移（B山東）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

総症例数 230 217 223 212 196 197 202

40未満症例数 185（80.4） 139（64.1） 156（70.0） 145（68.4） 172（87.8） 177（88.9） 179（88.6）

40以上症例数 45（19.6） 78（35.9） 67（30.0） 67（31.6） 24（12.2） 22（11.1） 23（11.4）

（ ）内は％
（前田記念腎研究所2004年11月）

表5�1 年齢別Fluワクチン（Aニューカレドニア）接種後のHD患者の平均抗体価推移（抗体価40未満）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

65歳未満 9.7（38） 14.7（38） 18.4（37） 17.3（37） 14.1（37） 8.6（37） 12.6（38）

65歳以上～75歳未満 8.7（15） 13.3（15） 14.0（15） 11.7（12） 11.7（13） 7.3（11） 12.9（14）

75歳以上 8.7（15） 12.7（15） 17.1（14） 18.2（11） 13.8（13） 6.7（12） 7.5（12）

計 （68） （68） （66） （60） （63） （60） （64）

（ ）内は症例数
（前田記念腎研究所2004年11月）
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表6�1 年齢別Fluワクチン（Aパナマ）接種後のHD患者の平均抗体価推移（抗体価40未満）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

65歳未満 13.9（33） 13.9（33） 40.0（31） 124.5（31） 127.3（30） 55.5（29） 67.2（29）

65歳以上～75歳未満 14.2（12） 15.0（12） 25.0（12） 38.9（9） 38.0（10） 20.0（9） 39.1（11）

75歳以上 8.0（5） 18.0（5） 50.0（5） 60.0（4） 45.0（4） 30.0（4） 55.0（4）

計 （50） （50） （48） （44） （44） （42） （44）

（ ）内は症例数
（前田記念腎研究所2004年11月）

表6�2 年齢別Fluワクチン（Aパナマ）接種後のHD患者の平均抗体価推移（抗体価40以上）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

65歳未満 78.8（124） 144.2（114） 184.1（121） 255.5（119） 288.1（106） 213.5（110） 279.6（111）

65歳以上～75歳未満 126.0（30） 161.4（28） 254.5（29） 362.9（28） 358.5（26） 229.6（23） 326.2（26）

75歳以上 86.2（26） 166.4（25） 313.6（25） 388.6（21） 366.0（20） 309.1（22） 363.8（21）

計 （180） （167） （175） （168） （152） （155） （158）

（ ）内は症例数
（前田記念腎研究所2004年11月）

表7�1 年齢別Fluワクチン（B山東）接種後のHD患者の平均抗体価推移（抗体価40未満）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

65歳未満 5.4（94） 9.5（94） 11.9（91） 10.3（90） 3.1（85） 2.2（83） 3.2（84）

65歳以上～75歳未満 5.3（30） 6.7（30） 6.0（30） 6.5（26） 4.1（27） 2.0（25） 2.5（28）

75歳以上 12.7（15） 13.3（15） 17.1（14） 20.8（12） 6.7（12） 5.8（12） 6.7（12）

計 （139） （139） （135） （128） （124） （120） （124）

（ ）内は症例数
（前田記念腎研究所2004年11月）

表7�2 年齢別Fluワクチン（B山東）接種後のHD患者の平均抗体価推移（抗体価40以上）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

65歳未満 48.7（63） 85.3（53） 70.3（61） 80.0（60） 38.6（51） 35.8（57） 38.0（56）

65歳以上～75歳未満 55.0（12） 140.0（10） 83.6（11） 120.0（11） 31.1（9） 17.5（8） 18.9（9）

75歳以上 45.6（16） 114.7（15） 98.8（16） 160.8（13） 60.0（12） 45.7（14） 50.0（13）

計 （91） （78） （88） （84） （72） （79） （78）

（ ）内は症例数
（前田記念腎研究所2004年11月）

表5�2 年齢別Fluワクチン（Aニューカレドニア）接種後のHD患者の平均抗体価推移（抗体価40以上）

前 3週後 2カ月後 3カ月後 6カ月後 9カ月後 12カ月後

65歳未満 88.8（119） 180.6（109） 157.4（115） 158.4（113） 116.6（99） 135.0（102） 117.6（101）

65歳以上～75歳未満 80.7（27） 200.0（25） 157.7（26） 172.8（25） 143.0（23） 202.4（21） 131.7（23）

75歳以上 68.8（16） 114.7（15） 118.8（16） 117.1（14） 55.5（11） 65.7（14） 63.8（13）

計 （162） （149） （157） （152） （133） （137） （137）

（ ）内は症例数
（前田記念腎研究所2004年11月）



5�2，6�1，6�2，7�1，7�2，図1，2，3）．

HI抗体価は前年迄の成績と同じく1回接種で安全

圏に入った群に比べ，2回接種群は抗体価の上昇度は

低い．H3N2（A香港型），つまりA/パナマでは前の

抗体価は 64.3であるが，3カ月後 223.8，6カ月後

235.6となる．H1N1（Aソ連型），すなわちA/ニュ

ーカレドニアでは前抗体価は39.6，3週間後ですでに

62.9に上昇するが，その後横這いで，2カ月後53.1，

3カ月後63.9，6カ月後には44.4である．B型は最も

Fluワクチンの効果が低く，前 13.2で，3週間後は

18.5，2カ月後15.4，3カ月後に18.8と上がり，6カ

月後8.1と低下して行き，1年後は7.7と前値をも下

回る．H1N1型ニューカレドニア群は12カ月後いず

れも平均抗体価は前値より高い．つまり弱いながら，

1年後も効果が残っている．H3N2型パナマ群は，1

年後もHI抗体価は高く保たれている患者が多かった．

特に1回接種で効果のあったものは12カ月後でも

十分安全域にあるといえる．このことは抗体価40以

上の患者がH1N1で55.7％，H3N2で91.6％を占め

ていることによる．これに対しB型は1年後は完全

にもとに戻ってしまう．

年齢別にみると，65歳未満の群はHI抗体価上昇は

良好で，それ以上の年齢に比べるとFluワクチンの

効率はよいが，高齢者ほど効果が低下する．今回の接

種で興味あることは，75歳以上の後期高齢者群で，

それより年齢の若い者よりB型の反応の良いことが

観察された．しかしB型はいずれも抗体価の上昇が

低く，かつ6カ月以降は前値に戻ってしまう．

ワクチン接種では，前年即ち2002年にワクチン接

種を受けた患者の2003年の抗体価は，接種を受けな
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図1 年齢別Fluワクチン接種後のHD患者の平均抗体価推移（Aニューカレドニア）



かった患者より，B型を除きFisherの正確検定で有

意に高値である．即ち前年接種有：無の平均抗体価は，

AH1N1で 70.5：38.4，AH3N2で 81.3：49.7，B型

25.4：10.7であった．つまり前年のワクチンの効果が

残っているということである．又，抗体価40倍を境

にしてみると，前年1回接種でクリアしてる者で，今

回も1回でクリアしたものは56.5％，前年2回必要と

した者で今年度も2回必要とした者は81.3％であり，

抗体価の上昇の悪い群の存在は常に考える必要がある．

さらに注目すべきことは，接種後の抗体価の平均値は，

接種を受けなかった者より少ない傾向にある．例えば

接種2カ月後の平均抗体価をみると，前年接種有：無

の抗体価はAH1N1で79.9：206.0，AH3N2で159.8：

232.3，B型で32.5：45.3である．即ち同じワクチン

株では反復接種による抗体価の抑制が見られる．ワク

チン製造にあたり毎年，株を変える必要が有るという

ことを当局に望みたい．

いずれにしろ Fluの流行に先駆けて 11月頃に HI

抗体を検査して接種するか，または検査をしない場合

も12月半ばまでに接種するのがよい．最も高い抗体

価は3カ月目に得られるので流行期の終わりの3カ月

位までは安全であろう．

ただ，Fluワクチンは予め，その年の流行株を予測し

て製造されるので，実際の流行ウイルスの遺伝子亜型

の細部まで一致しているとは限らない．筆者の経験で血

清のHI抗体価が40以上でも感染した例が1例あった．

3） 抗インフルエンザ薬の予防的内服

① リン酸オセルタミビルの予防内服23～25）

Flu患者が発生した際，あるいはそれが強く疑われ
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る患者と接触した場合，速やかにFlu発病を予防す

ることが必要である．すでに153例を対象にした前向

き試験でも，ウイルス増殖に必須の酵素NAに対し，

強力に特異的阻害作用をするオセルタミビルの75mg

カプセル内服を使い，その有効性が報告されてる23）．

また，小規模ではあるが，小児病棟25），家族内発生24）

に対し予防効果がある（発症抑制あるいは発症しても

早期回復ないし軽快化）ことが報告されている．

以下留意点を示す．

●本剤予防使用は，インフルエンザ患者との接触後

からの短期的予防を目的としているため，ワクチ

ン接種に置き換わるものではないこと．

●本剤予防使用は，インフルエンザ患者の同居家族

または共同生活者である65歳以上の高齢者，お

よびハイリスク疾患患者注 1）（13歳以上）が対象

であること．

●予防に用いる場合は，インフルエンザ患者と接触

後2日以内に本剤の投与を開始し，用法・用量は

1日1回カプセル，7～10日間連続経口投与する

こと．

② アマンタジン投与

予防的に効果が認められ14），海外では抗ウイルス剤

として作られたが，本剤はたまたまパーキンソン病に

有効なことから，先に承認されてしまった例である．

A型Fluのみに予防効果があるが，中枢神経系の副

作用があるので注意する必要がある．

注1） ハイリスク疾患患者とは，もちろん，透析患

者を含む保存期慢性腎不全患者であり，そのほか慢性呼

吸器疾患または心疾患患者，代謝性疾患患者（糖尿病等）

をさす．
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図3 年齢別Fluワクチン接種後のHD患者の平均抗体価推移（B山東）



4） 一般感染防禦法

本来日常の注意が必要であることは言うまでもない．

第一にあげるべき予防対策であるが，マスク着用，帰

宅後の嗽，手洗い，である．

本Fluは乾燥，低温に強いウイルスである．Fluの

主要感染ルートは，患者の咳，くしゃみなどの水滴に

よる飛沫感染である．

Flu-Vは先にも述べたが，直径80～120nmで，通

常のマスクではまったくそのままでは防ぎきれない．

もっと高性能の防禦マスクでも1,000nm附近が限界

である．しかしFlu-Vはそれ1個で飛ぶのではなく，

はるかに大きい水滴に付着して飛ぶので，一義的には

マスクに捕らえられ，マスクにより上気道の水蒸気濃

度は高くなるため，粘膜の保護作用は十分である．ま

た，患者自体からの分泌物を撒き散らすことを防ぐこ

とは可能である．

嗽，手洗いはウイルスの粘膜上皮細胞への付着侵入

の機会を減らすことで感染防禦になる．

5） 施設（院内）感染防禦対策

施設内にウイルスを持ち込むのは感染した患者およ

び付添い人，業者，職員である．少なくとも患者および

職員にはワクチン接種が必要である．また，患者およ

び職員の健康状態の把握が必要なことは言をまたない．

施設には加湿器を含め衛生機器の整備を整えることが

要求される．加えて必要に応じて専任者をもつ感染防

止委員会を設置することも視野に入れるべきである．

Fluの情報把握のための入手先を下記に示す．

インフルエンザ総合対策ホームページ

http://infuluenza-mhlw.sfc.wide.ad.jp/

国立感染症研究所情報センター

http://idsc.nih.go.jp/index-j.html

厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp

これらのホームページは，インフルエンザ流行以外

の情報も各種掲載しているので参考になる．各都道府

県，地域におけるインフルエンザ流行状況については，

各都道府県等の衛生担当部局，保健所よりの状況を得

ることもすすめられる．

6 高病原性鳥インフルエンザについて26,27）

この病名は現在論議がなされ決定していないが，鳥

インフルエンザ感染症（ヒト），鳥インフルエンザウ

イルス感染症などが候補にあがっている．

病原体は鳥型の遺伝子をもつA型のFluであり，

1997年香港でH5N1型のヒトでの感染が初めて確認

されるまではトリからヒトへは直接は感染しないと考

えられていた．現在では感染効率はきわめて低いが感

染しうると考えられるようになった（表8）．

潜伏期は2～4日．症状はヒトFluと同様，突然の

高熱，呼吸器症状，全身倦怠感，筋肉痛と軽症例から

重篤な肺炎，肝障害，腎不全など死亡例まである．診

断キットのデータはいまだないが，ウイルス分離同定

にはWesternblot併用のHI反応も用いられる．

治療はノイラミニダーゼ阻害薬が有効で，ヒトと同

じく48時間以内に用いる．

7 将来展望

新型インフルエンザの出現やパンデミックもあるの

であろうが，Fluの性格からみて現行のFluワクチン

はFluの発病阻止，病状軽減に一定の効果はあるが，

流行阻止に100％ではない．そのほかアジュバンド併

用経鼻生ワクチンの研究も続けられており28,29），2004

年札幌での第9回日本ワクチン学会でも数多くの報告

があった．また，ノイラミニダーゼ阻害薬を中心とす

る治療薬剤も開発されつつある30）と同時に，逆に薬剤

耐性のFlu-Vの出現も報告されている31）．

21世紀はヒトとウイルスとの戦いの世紀が続くと

言ってよいであろう．ウイルス同定のためのセンター

が国立感染症研究所内に設置され，今後の活動が期待

される．将来の夢をふくらませたいものである．

文 献

1） 中村喜代人:オルソミクソウイルス．医科ウイルス学;大

里外誉郎編，南江堂，東京，p.328，2002．

2） 加地正郎，加地正英:インフルエンザの臨床．インフルエ

ンザとかぜ症候群;加地正郎編，南山堂，東京，p.61，1998．

血液透析患者のインフルエンザ対策 105

表8 これまでのヒトでの感染事例

1997 香港 H5N1 18例（死亡6例）

1999 香港 H9N2 2例（死亡なし）

2003 オランダ H7N7 89例（死亡1例）

2003 香港 H5N1 2例（死亡1例）

2004 ベトナム H5N1 27例（死亡20例）

2004 タイ H5N1 16例（死亡11例）

2004年10月4日まで
（日本医師会雑誌，132（12）;122，2004，より）



3） 谷口清洲 :インフルエンザ．日本医師会誌，132（supple

12）;266，2004．

4） 武内可尚:変化するインフルエンザ．インフルエンザのす

べて;岡部信彦編，新興医学出版，東京，p.6，2000．

5） 西村秀一:インフルエンザの流行はどこから始まるか．イ

ンフルエンザのすべて;岡部信彦編，新興医学出版，東京，

p.11，2000．

6） 三田村敬子，七種美和子，清水英明:かぜ病原体の迅速診

断（2）．インフルエンザ，4;333，2003．

7） 森島恒雄:インフルエンザの検査室診断．インフルエンザ

のすべて，岡部信彦編，新興医学出版，東京，p.66，2000．

8） 牛島廣治，沖津祥子:ウイルス感染と腸炎 ウイルス性下

痢症．臨牀消化器内科，19;1129，2004．

9） 松本慶蔵:ノイラミニダーゼインヒビター内科，86;659，

2000．

10） 柏木征三郎，工藤翔二，渡辺 彰，他:インフルエンザウ

イルス感染症に対するリン酸オセルタミビルの有効性及び安

全性の検討．感染症学雑誌，74;1044，2000．

11） 松本慶蔵，小川暢也，鈴木 宏，他:インフルエンザウイ

ルス感染症に対するザナミビル（GG167）の治療効果と安

全性．化学療法の領域，16（supple1）;3，2000．

12） 竹村俊彦:インフルエンザ感染症乳幼児に対するザナミビ

ル吸入の臨床効果と安全性．小児感染免疫，14;235，2002．

13） 北本 治，平山宗広，市田文弘，他:インフルエンザの化

学療法―二重盲検査によるアマンタジンの治療効果．日本医

事新報，No.2329，p.9，1968．

14） 落合 宏，馬竹美穂，加藤英明，他:アマンタジン内服の

インフルエンザ予防効果について―ある精神科病院における

検討より．日本胸部臨床，45;S169，1997．

15） Horadam VW, Sharp JG, Smilack JD, et al.:

Pharmacokineticsofamantadinehydorochlorideinsub-

jectswithnormalandimparedrenalfunction.AnnIn-

ternMed,94（part1）;454,1981.

16） 長屋豊彦，早川和良，新井 正，他:塩酸アマンタジン中

毒と血液浄化法．日農村医会誌，47;289，1998．

17） 兵頭 透，平良隆保，横田真二，他:抗A型インフルエ

ンザ製剤塩酸アマンタジンの血液透析患者での体内動態．透

析会誌，33;49，2000．

18） 富樫武弘:インフルエンザ脳炎，脳症．インフルエンザの

すべて;岡部信彦編，新興医学出版，東京，p.93，2000．

19） 加地正郎:インフルエンザワクチンの有効性について．日

本医事新報，No.4042，p.7，2001．

20） OkunoY,TanakaK,BabaK,etal.:Rapidfocus

reducationeutralizationtestofinfluenzaA&Bvirus

in microtitersystem.J ClinicalMicroBiology,28;

1308,1990.

21） 前田貞亮，福内史子，星野仁彦，他:慢性維持透析患者に

対するインフルエンザワクチン接種の効果．臨牀透析，15;

643，1999．

22） 前田貞亮:インフルエンザワクチンの効果．臨牀透析，

17;1123，2001．

23） 柏木征三郎，工藤翔二，渡辺 彰，他:リン酸オセルタミ

ビルのインフルエンザ発症抑制効果に関する検討．感染症学

雑誌，74;1062，2000．

24） 佐野 正，広岡孝子，山田百合子，他:インフルエンザの

家族内発症予防におけるオセルタミビルの効果．小児感染免

疫，14;358，2002．

25） 新庄正宣，佐藤清二，菅谷憲夫，他:小児病棟におけるイ

ンフルエンザ接触者へのオセルタミビル予防内服効果．感染

症学雑誌，78;262，2004．

26） 谷口清洲:高病原性鳥インフルエンザ．日本医師会誌，132

（supple12）;122，2004．

27） 喜田 宏:動物のインフルエンザ．インフルエンザのすべ

て．岡部信彦編，新興医学出版，東京，p.19，2000．

28） 一戸猛志，長谷川秀樹:次世代のワクチン．インフルエン

ザ，5;211，2004．

29） 宮崎千明:生ワクチンの経験と今後の期待．インフルエン

ザ，5;243，2004．

30） YamashitaM:R-118958,auniqueanti-influenzaagent

showinghighefficacyforbothprophylaxisandtreat-

mentafterasingleadministration:from theinvitro

stagetophase1study.Internationalcongressseries

1263;p.38,2004.

31） 木曽真紀，河岡義裕:薬剤耐性インフルエンザウイルス．

インフルエンザ，6;21，2004．

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 2005106



要 旨

平成16年7月13日，新潟県での集中豪雨による突

然の水害において，新潟県央地域の5透析施設は直接

の浸水被害を免れましたが，災害発生後2日目から5

日間の給水制限を強いられました．三条市を中心に県

央5施設での被害実態とその対応についてアンケート

と聞き取りにより調査を行いました．施設の直接の浸

水がなくスタッフの被災も少なかったため，施設間の

連絡を取り合いながら，節水，給水車による受水によ

り各施設とも透析治療の維持が可能でした．

はじめに

日本海から新潟県・福島県にかけて停滞した梅雨前

線に，太平洋高気圧の縁にそって暖かく湿った空気が

流れ込んで，平成16年7月13日，新潟県から福島県

にかけての地域では局地的な豪雨に見舞われました．

特に三条市で信濃川に流れ込んでいる五十嵐川の上流

地域では，24時間で400mm以上の雨量を記録，笠

堀ダム観測所では時間70mm以上の降雨が2時間以

上連続で観察されています．この結果，五十嵐川下流

の三条市内で左岸堤防が117mにわたって決壊し，

三条市の五十嵐川南側を中心におよそ1,320haが浸

水し，床上浸水6,000戸以上，被災者23,000人以上

という大きな水害が突然発生しました．

この地域（県央）で被災した医療機関は17診療所

でしたが，透析施設（病院3，診療所2）では直接の

浸水を受けた施設はありませんでした．しかし，かな

り多くの透析患者が被災したこと，そして2日後には

水害により水源池の原水が高濁度になって水道の断水

を生じたため，透析施設における災害時の対応を体験

することとなりました．各施設へのアンケートを元に

今回の水害における状況を報告し，災害に対しての対

策，問題点について少しく考察します．なおこの水害

は五十嵐川の南に位置する刈谷田川流域でも決壊浸水

を起こしましたが，その地域には透析施設は無く患者

数も少ないので，今回の報告の対象からはずしたこと

をはじめにお断りいたします．

1 被害状況と経過

1） 水害の概況

7月13日朝方から午後にかけての五十嵐川上流へ

の集中豪雨は，午前7時から10時までは時間70mm

を超える激しいものとなり，急激な増水は下流の数ヶ

所での溢水，そして同日午後1時過ぎに三条市諏訪新

田の左岸堤防の決壊に至り，短時間で浸水面積1,320

haにおよび，住家6,151戸が床上，689戸で床下浸水，

600棟以上の工場ないし事務所が浸水しました．被災

世帯は7,467世帯，被災者は23,452名という大きな水

害となり，当初は避難所50ヶ所以上に5,200人以上

が避難していました．停電，情報や交通の混乱，携帯

電話もつながりにくいなど，安否や所在確認も困難な
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ことも少なくない状態でした．

7月14日，災害対策本部では緊急消防援助隊約400

名の参加を得，ボート45隻を出して691人を救出，

またチームを組んだほかの支援隊も804人を浸水地区

から救出し，80人を搬送しています．死亡者は9名

で，その大半が高齢要介護者で避難が間に合わなかっ

た例と考えられました．そのほか重症者1，軽症者79

人と報告されています．

7月15日以後，機械配水などにより冠水地域は少

なくなりましたが，泥水の処理，ごみの処分は浸水地

域の交通渋滞もあいまって困難をきわめ，かなりの時

間を必要としました．7月15日朝より水源地である

大谷ダムに豪雨のために大量の泥水が流入したため，

ダムの原水が高濁度となり水の浄水処理能力低下をき

たしました．そのため水道水の供給が間に合わず，三

条市全域で水圧低下，地域によっては昼間に水害のあ

とかたづけなどで一気に水道が使用されると断水状態

を生ずるようになりました．この状態は5日間続きま

した．7月19日給水制限の解除とともに13日から出

ていた避難勧告も解除されました．

この水害により17の診療所が被災していますが，

三条市内の5病院はいずれも浸水地域外であり，一時

的断水，水圧低下以外のライフライン上の問題は無く，

また比較的早期に立ち上げた医師会中心の医療対策本

部による巡回診療，現地での臨時夜間救護所活動もあ

り，医療供給面では機能を保っていたと言えます．

2） 透析施設においての状況とその対応

県央地域の5透析施設（A：三条市・病院，B：三

条市・病院，C：三条市・診療所，D：燕市・病院，

E：加茂市・診療所）は，幸いにしていずれの施設も

建物そのものや近隣への直接の浸水はありませんでし

た．三条市で7月15日から19日までの水圧低下ない

し断水があった以外は，電気，ガス，通信（電話は一

時つながりにくかったが），交通路（幹線道路から施

設まで）は保たれていました．

各施設の透析患者で水害被害を受けた患者は，水害

地域に近いBでは17人，Aで11人，Cでは4人で，

数人は救出されて搬送されています．当日連絡が取れ

にくかった患者が6人ほど居ましたが，なんとか連絡

が取れ透析は行うことができました．水害のために入

院したのは11人，避難所からの通院となったのは9

人であり，入院はおおむね数日から20日間でした．

親戚などの避難先からの通院は数カ月に及んだ例もあ

り，いまだに仮設住宅からの通院が1人居ます（表1）．

一方，スタッフの被災状況は表2のごとくで，就業

に支障の有る職員は1～3人と少なく，各施設内での

融通によって業務への大きな影響は無かったと思われ

ます．

このような状況で13日，14日の透析は連絡に少し

手間取った例が数例あったこと，入院したり透析後に

帰れずに病院や診療所に一泊した患者が数人居たこと，

避難所に帰ることになった患者が出たこと以外では比

較的混乱は少なく，それぞれの施設で通常の透析が行

えました．
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表1 各施設における透析患者の水害被災状況

透析患者数 水害被災者数 入院した患者数 避難所から通院 通院に支障あり

A病院

B病院

C診療所

D病院

E診療所

126

46

38

47

66

11

17

4

0

0

9

2

0

0

0

2

5

2

0

0

3

3

0

0

0

表2 各施設における透析スタッフの水害被災状況

透析スタッフ数 水害被災者数 就業不可者数 通院に支障あり

A病院

B病院

C診療所

D病院

E診療所

25

12

12

11

20

1

3

3

1

1

1

3

2

0

1

1

1

2

1

0



しかし15日，三条地域水道の取水地である大谷ダ

ムの原水が豪雨による高濁度で浄水処理が困難となり，

水圧低下，ところによっては断水をきたす事態になり

ました．水圧低下，水の濁りに対しての情報は15日

朝から巡回広報がなされたはずでしたが，われわれが

この情報を得たのは午前10時過ぎ，地域のFM放送

からでした．この時点で，直ちに市水道局に状況や今

後の見込みについての問い合わせや，病院，透析療法

に対する給水のお願いを行いました．同時に三条市内

3施設（A，B，C）間で状況確認を行い，一方で，隣

接する新潟地域の信楽園病院，長岡地域の喜多町診療

所に連絡して，もしも当地域で透析不可能となった場

合の患者受け入れ可能数の確認をお願いし，その後は

毎日給水状況を見ながら連絡を取り合いました．給水

制限は5日間にわたり7月19日には解除されました

が，この間，それぞれの施設でいろいろな対応を行い

なんとか乗り切れました．

各施設における水不足への対応は表3に示しました

が，①給水車による受水槽への給水（Bでは140tに

およんだ），②透析液流量の減量，③透析時間の短縮，

④デスポーザブル食器使用の給食，⑤飲料水にはミネ

ラルウォーターを使用，⑥冷房の停止ないし制限など

でした．また，透析設備に対しての影響としては，A，

B，Cいずれの施設でも，給水制限の間での水質汚濁

が強く，水処理装置のプレフィルターの交換が必要に

なり，A，Bにおいてはその後1～2カ月の間にさら

にもう1回の交換が必要でした（図1）．

2 考 察

1） 気象状況

今回の7・13水害は，梅雨前線が日本海から新潟県

にかけて停滞し，沖合いで発生した雨雲が次々にそこ

に流れ込み，前線沿いの中越地域から福島県にかけて

線状の降水エリアが形成され，ここで記録的な集中豪

雨を生じたことによりもたらされました．一般的に，

日降水量がその地域の年降水量の10％を超える降雨量

になると豪雨災害を生ずる可能性が高いといわれます

が，今回の五十嵐川上流域での雨は日降水量400mm

以上で，年間平均降水量の16％に相当する豪雨でし

た．このため急激な増水により，7月13日下流の三

条市で五十嵐川左岸の破堤を生じ，短時間で三条市を

中心に78年ぶりという大水害を引き起こしました．

日本におけるこのような集中豪雨は，地球規模の気

候変動との関係で最近やや多いとも言われています．

ダムなどによる治水が行われていても（今回も五十嵐

川上流には大谷ダムと笠堀ダム二つがあったけれど），

これを凌駕するような豪雨をもたらす気象状況や，現

代社会のもたらした保水力の低下などから，水害の歴

史の有る地域ばかりでなく，日本中どの地域でも予想

を超えた水害を起こす可能性が有るといえます．
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図1 汚染したプレフィルター（右）

表3 各施設における水圧低下ないし断水時の各種対応

給水車によ
る給水

透析液量の
減量

透析時間の
短縮

デスポ食器
の使用 冷房の停止

飲料水はペ
ットボトル
製品使用

蛇口の制限 プレフィル
ターの交換

A病院

B病院

C診療所

15t

140t

0t

400ml/分

300ml/分

350ml/分

30分短縮

ECUM

併用

○

○

○

○ ○

○

○

2回

2回

1回



2） ライフラインの確保

今回の水害におけるこの地域の透析療法の維持確保

については，この地域の透析施設5施設がいずれも浸

水地域から外れていたことが大変幸運でした．また決

壊が起こったのが午後1時過ぎという時間であったこ

とも幸いでした．各施設とも電気，ガス，交通網（浸

水地への直接の交通網を除く），連絡網（携帯電話や

行政機関への電話はつながりにくかったが）が保たれ

ており，患者との連絡も比較的とりやすく（家族との

連絡がとりにくくなった例が数例ありましたが），患

者の生活の場，通院の可能性を確認した後はもっぱら

7月15日から5日間の水圧低下ないし断水への対応

が問題となりました．

給水制限は土砂流出による管路の破損や施設の冠水

によるものではなく，原水が高濁度となり，浄水処理

能力の低下を起こしたことによるもので，復旧までの

間，三条市水道局では隣接する燕市や白根市からの消

火栓同士のつなぎ込みによる緊急受水や，10t車や8

t車を含む給水車134台，および給水タンク搭載トラ

ック36台の出動（県内24水道事業体，管工事業協同

組合，他の企業）による応急給水体制で対応し，医療

機関への給水は優先的に行ってくれました．行政の協

力的な給水と各施設での渇水対策により，そしてこの

水圧低下の期間に日曜日が入ったことも有利であり，

各施設とも患者の移動などせずになんとか乗り切り，

水害の規模の割合に混乱は比較的少なくすんだと考え

ています．

3） 情報収集

災害時の透析医療の確保には，情報収集による災害

状況の把握，患者およびスタッフの被災状況，交通路

の確認などを元に自施設における透析医療能力を判断

して，迅速に各種の対応が求められます．そしてその

地域内ないし近隣の透析施設間の密接な協力体制がす

ばやく作動することが最も重要と考えられます．平成

7年1月17日の阪神・淡路大震災や平成12年9月の

愛知県集中豪雨の経験から詳しい報告と多くの問題点

の指摘がなされていたにもかかわらず，今回も水害が

突然に現実となってはじめてその問題点を認識する羽

目になったことには猛省が必要で，早急な対策，体制

作りが必要となっています．

水害発生時，新潟県透析医会の災害時ネットワーク

システムはまだ構築されておらず，県央5施設いずれ

も日本透析医会災害時情報ネットワークメーリングリ

ストにも登録していないという状況でした．しかしこ

の地域では，県央腎透析懇話会なる研究会が長年の間

年4回ほどの例会で続けられており，この会を通じて

比較的頻繁に情報交換がなされていました．さらに県

内のほかの地域の透析施設とも県透析懇話会などを通

じてコミュニケーションは比較的良好に取れている状

況であったので，今回の水害に際しても比較的スムー

スな対応ができたものと考えています．

4） 災害対策

今後は，きちんとした災害支援ネットワークシステ

ムを構築すること，複合的で大規模な災害における透

析医療マニュアル作り，このような災害を想定した模

擬訓練の実施，患者情報（直近の）がすばやく出せる

ような情報管理，患者およびスタッフとの連絡網は最

新のものを複数で整理する，などが早急に行われなけ

ればなりません．

また断水対策としては，まずそれぞれの施設におけ

る水の使用量，貯水槽の容量，RO水でのロス（回収

率は約 60％になる）や洗滌過程も含めての透析に必

要な水量を把握しておくことが必要です．そして井戸

が有る施設では，水量，水質，配管をチェックして，

実用できるかを確認しておくこと，停電をきたした場

合に自家発電が高置水槽への揚水ポンプをカバーして

いるかの確認，給水車から貯水槽への給水に支障は無

いかの確認，災害時緊急用浄水装置の利用ができるか

の検討などが重要であると考えられます．

おわりに

今回の集中豪雨による水害では，水源の原水が高濁

度になって浄化能力が低下したことによる給水制限が

透析療法の確保に影響を与えたことになり，比較的単

純な対応ですんだと思われます．しかしこのような災

害はどこでも起こりうる，そして状況によっては複合

的甚大な災害となりうるもので，日常の透析医療の中

で災害に対しての再認識，具体的な対応策の実施の必

要性を強く感じ，水害の実態と透析施設の対応につい

て報告いたしました．

本稿の内容が県央腎透析懇話会で発表されたその日

にその会場で中越地震に見舞われました．偶然にして

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 2005110



もなにか感じさせるものがあります．地域における，

しっかりとした災害支援ネットワークシステムの構築

が急がれます．また普段からの施設間の協力体制や情

報交換の場を積極的に設けることがきわめて有意義と

考えます．

水害時に適切なアドバイスをいただいた本会会長山

�親雄先生，信楽園病院の鈴木正司先生，喜多町診療

所の小林矩明先生，そして大変ご苦労をいただいた各

施設の先生方，スタッフの皆様方，そして給水に積極

的に協力いただいた災害対策本部に心より感謝申し上

げます．
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はじめに

本調査も8回目になり，調査結果が日本医師会や厚

生労働省へ提出する要望の裏づけになるということに

会員諸兄のご理解も得られ，定点観測のよい実例にな

っていると思われる．今回は180施設から8,388人の

有効回答レセプトが集計された．今回の調査対象は，

慢性維持透析患者外来医学管理料を算定し，月水金に

週3回の透析治療を行っており，6月に13回の請求

をしている患者で，HDF施行患者とリクセル使用患

者は対象外とした．レセプトの診療行為別に分析を行

った．

なお，本報告にはすべての集計結果を掲載していな

いため，表の番号で続いてはいないものがあることを

あらかじめ承知願いたい．

1 集計結果

1） 病院・診療所別集計結果（表1�1，1�2，1�3，

1�4，1�7，1�8）

＊病院と診療所の総平均請求点数は41,014.30点であ

る．診療行為別に最頻値を合計すると請求合計は

344,027.88点になる．

＊請求合計を100％とすると，処置は76.23％で一番

高く，次いで注射の9.66％，13の指導が6.42％と

なる．ダイアライザとEPOは請求合計のそれぞれ

8.95％と8.02％を占める．

＊平均請求点数は診療所で 40,777.16点，病院は

41,285.48点と病院が高い．

＊13の指導で診療所が 2,694.90点，病院が 2,566.64

点と診療所が高く，処方はそれぞれ 239.41点と

207.36点で診療所が高い．

＊EPOの注射は診療所が3,794.86点，病院が4,152.86

点と病院が高く，40の処置では 31,413.04点と

31,099.14点と診療所が高いが，ダイアライザや夜

間加算等では有意差がない．

＊検査は診療所が442.46点，病院が561.27点で病院

が高い．

＊70の画像は診療所が113.69点，病院が332.07点で

病院が高い．

＊除夜間障害では診療所が 38,607.91点，病院が

39,377.32点と病院が高い．

2） 男女別集計結果（表2�3）

＊男性は5,377例，女性は3,051例が集まった．

＊請求合計は男性 41,567.57点，女性 40,046.47点と

男性が高かった．

＊年齢は男性が59.64歳で女性は61.25歳であった．

＊請求合計に有意差のある根拠は処置点数であり，男

女はそれぞれ 31,873.22点と 30,205.48点で男性が

高く，処置でも夜間加算の 5,883.83点と 5,432.98

点とその有意差があった．

3） 年齢別集計結果表（表3�6�1，3�6�2）

＊40歳未満と40～64歳の群，65～69歳と70歳以上

の群および65～69歳と75歳以上では，請求合計に

有意差がない．年齢の若い層同士また年長同士では

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 2005112

［医 療 経 済］

第8回透析医療費実態調査報告

鈴木 満 杉崎弘章 吉田豊彦 山�親男

日本透析医会医療経済委員会 適正医療経済部会



有意差が無いが，それ以外の群同士では請求合計に

有意差がある．

＊40歳未満と65～69歳の群では，請求合計に有意差

があり，13の指導の内のその他情報，処方，処置

と，80のその他に有意差がある．

＊40歳未満の症例は499例で全体の5.95％を占め，

平均年齢は33.52歳であり透析歴は7.87年である．

13の指導の内その他情報は 61.45点， 注射は

4,094.33点で内 EPOは 3,639.48点，処置点数は

32,845.97点で，請求合計は41,695.48点が平均点数

であった．

＊75歳以上の症例は1,098例で全体の13.09％を占め，

平均年齢は 79.61歳であり透析年齢は 6.11年であ

る．13の指導の内その他情報は120.47点，注射は

4,909.15点で，内EPOは4,306.32点，処置点数は

29,720.55点で請求合計は40,089.05点が平均点数で

あった．

＊典型的な例では，上述したように40歳未満と75歳

以上の群に請求合計で有意差がある．請求合計では，

平均年齢33.52歳の群のほうが平均年齢79.61歳の

群よりも16,000円高い．透析歴は高齢者が1年半

短く，悪性腫瘍特異物質治療管理料が該当するその

他情報では倍高い．EPOに代表される注射は，高

齢者が 6,700円ほど高いが，処置では 31,000円ほ

ど低い．

4） 透析歴別集計結果（表4�5�1，4�5�2）

＊請求合計で有意差を示した群は10年未満と15年以

上の群のみであり，ほかの群同士では有意差は認め

られない．除夜間障害でも同様の結果を示した．ま

た分析項目では，処置点数と内ダイアライザで有意

差が認められた．

＊透析歴 10年未満の群は 5,270例で全体の 62.83％

を占め，平均年齢は61.31歳で透析歴は4.29年で

あった．処置点数は30,939.41点で内ダイアライザ

は3,656.89点，請求合計は40,808.29点で除夜間障

害は39,060.74点であった．

＊透析歴 15年以上の群は 1,766例で全体の 21.05％

を占め，平均年齢は58.15歳で透析歴は21.02年で

あった．処置点数は32,069.78点で内ダイアライザ

は3,724.43点，請求合計は41,352.61点で除夜間障

害は38,577.11点であった．

5） 年齢別透析歴別集計結果

① 透析歴10年未満（表5�6�1，5�6�2）

＊請求合計と除夜間障害ともに，40歳未満と40～64

歳，65～69歳と70歳以上，65～69歳と75歳以上

の3群のみで有意差が無かった．注射でも同様な傾

向を示している．

＊処置では，すべての群に有意差があるが，処置項目

のダイアライザ，夜間と障害に有意差は認められな

い．

② 透析歴10～14年（表5�12�1，5�12�2）

＊請求合計で40～64歳（41,683.12点）と70歳以上

（40,445.71点）の群のみが有意差を認めた．

＊処置では全群に有意差があるが，注射では内EPO

を含めて有意差がない．

③ 透析歴15年以上（表5�18�1，5�18�2）

＊40歳未満（3,274.51点）と70歳以上（4,260.53点）

と75歳以上（4,661.85点）の2群および40～64歳

（3,790.18点）と70歳以上と75歳以上の2群の併

せて4群にEPO投与に関して有意差を認めたが，

請求合計では40～64歳（41,646.00点）と70歳以

上（40,148.41点）の群のみが有意差を認めた．

6） 院内・院外別処方主計結果（表 6�5�1，6�5�2）

＊院内処方の症例は5,218例で院外処方は2,936例で

ある．

＊投薬と請求合計に，当然，有意差が認められるが，

指導・在宅・処置・検査・画像にも有意差が認めら

れた．院内処方と院外処方はそれぞれ指導で2,614.7

点と2,668.53点．在宅で1,816.94点と1,371.87点．

投薬は2,076.57点と47.68点．処置は31,050.80点

と 31,637.33点．検査は 459.39点と 572.77点．画

像は 179.21点と 294.19点．請求合計は 41,383.54

点と 40,312.92点．除夜間障害は 39,520.24点と

38,065.50点である．

＊投薬で2,000点の違いが請求合計では1,000点の違

いに縮小している．

7） DM・非DM別集計結果（表 8�11�1，8�11�2）

＊DMは781症例で非DM症例は7,607例であった．

＊平均年齢と透析歴に有意差があり，DMで62.41歳

と5.03年で，非DMでは60.00歳と9.42年である．

＊在宅は当然ながら，指導（DM2,557.54点と非DM
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2,643.03点：以下同様），処方（244.80点と221.33

点），投薬（2,285.86点と 1,970.93点），障害加算

（1,512.04点と 1,553.54点），請求合計（43,138.65

点と 40,796.19点），除夜間障害（41,156.17点と

38,742.07点）に有意差が認められた．

おわりに

処置で有意差があっても分析項目で理由が不明な場

合がある．湿布処置や例えばグリセオールなどを処置

の項目から注射に外す努力を集計前にしているが，点

滴薬剤が入ってしまうのか定かではない．ダイアライ

ザ，夜間加算や障害加算のほかに処置で有意差のある

項目の分析が求められよう．

平成16年診療報酬改定の影響を受けた2004年の第

8回までの集計結果の一覧を下表に示す．表の如く1

回当たり37.1点，月に1人当たり482.4点の削減結果

を示している．
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表 第1回～第8回調査までの集計結果

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

施設数

総数（人）

病院（人）

診療所（人）

透析回数（回）

平均年齢（歳）

透析歴（年）

管理指導料（点）

在宅注射（％）

投薬（点）

EPO（％）

夜間加算（％）

障害者加算（％）

検査（点）

画像診断（点）

透析食（点）

院外処方（％）

除夜障害手術（点）

透析医療費/1回（点）

Ⅱ型（％）

34

3,779

1,861

1,918

12.5

57.1

8.5

2,593.2

7.8

1,628.1

72.7

29.5

25.9

533.9

365.8

―

19.5

43,124.7

3,317.3

―

99

3,882

1,636

1,967

13

56.4

8.9

3,019.4

6.1

1,815.0

78.1

30.6

19.0

600.9

158.9

817.9

13.3

43,525.7

3,348.1

―

125

4,519

2,039

2,480

13

56.9

8.7

3,025.8

6.3

1,684.3

78.7

31.1

17.6

665.3

161.2

818

26.5

43,095.5

3,315.0

96.9

128

4,748

2,583

2,165

13

57.8

9.0

2,920.6

7.3

1,755.5

79.6

30.3

20.8

575.1

217.7

818.7

27.7

42,303.5

3,254.1

98.2

132

5,059

2,719

2,339

13

58.4

9.0

2,921.3

7.6

1,803.1

81.9

29.0

21.3

608.0

208.0

817.4

25.6

42,971.6

3,305.5

98.7

149

5,274

2,670

2,604

13

62.6

7.8

2,813.6

10.5

1,743.4

83.2

17.9

24.3

528.5

212

―

32.8

39,286.1

3,022.0

99.0

182

8,633

4,328

4,305

13

59.4

8.96

2,832.3

8.4

1,802.6

82.3

30.2

20.8

524.1

228.6

―

33.8

39,604.8

3,046.5

98.99

180

8,388

3,913

4,475

13

60.2

9.01

2,635.1

9.3

2,001.7

83.0

29.6

21.2

506.3

218.1

―

37.6

39,122.4

3,009.4

99.59
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表1�1 病院・診療所別集計結果表 ―病院・診療所計―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数 8,388 8,369 8,388 8,388 1,848 184 1,542
合 計 505,181 75,440.98 7,449,614 22,102,937 240,500 14,720 689,625
平 均 60.22663329 9.014336241 888.1275632 2635.066404 130.1406926 80 447.2276265
標準偏差 12.42171705 7.409565414 101.6120075 217.25858 4.275528122 0 24.82937365
標準誤差 0.135628957 0.080994579 1.109470657 2.372180468 0.099457785 0 0.632300576
中 央 値（メジアン） 60 7.06 954 2525 130 80 450
最 頻 値（モード） 56 1.05 954 2460 130 80 450

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

標 本 数 435 142 3,891 781 5,438 5,470 7,698
合 計 126,126 24,621 372,865 1,302,731 1,215,994 10,949,451 34,275,584
平 均 289.9448276 173.3873239 95.82755076 1668.029449 223.6105186 2001.727788 4452.531047
標準偏差 24.10397389 7.300877817 147.1433078 1065.485055 125.9839939 1292.556922 2779.712583
標準誤差 1.15569709 0.612676056 2.358902004 38.12605286 1.70842442 17.4765625 31.68187963
中 央 値（メジアン） 294 174 20 1522 210 1763 4069
最 頻 値（モード） 294 174 10 820 168 30 3991

うちEPO うちDV3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

標 本 数 6,961 1,601 8,388 6,467 1,887 18 14
合 計 27,599,221 3,666,071 262,264,273 23,464,563 6,647,332 53,389 36,542
平 均 3964.835656 2289.86321 31266.60384 3628.353642 3522.698463 2966.055556 2610.142857
標準偏差 1975.773324 1027.741331 2900.165541 170.0166711 359.8170321 785.4106811 954.7792219
標準誤差 23.68106886 25.68550782 31.66602696 2.114170838 8.283154595 185.1230729 255.1754806
中 央 値（メジアン） 3991 2327 29380.5 3640 3575 3419 3146
最 頻 値（モード） 3991 2327 29120 3640 3575 3419 3146

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標 本 数 57 8,387 8,388 2,482 1,779 2,745 133
合 計 600,445 30,802,271 213,721,580 14,435,500 2,738,520 1,433,544 509,728
平 均 10534.12281 3672.620842 25479.44444 5816.075745 1539.359191 522.2382514 3832.541353
標準偏差 855.6524885 576.7651706 43.17992491 1574.789875 155.7543953 2984.189414 5988.123925
標準誤差 113.3339407 6.297899196 0.471468489 31.60979835 3.692770663 56.95806293 519.2361954
中 央 値（メジアン） 10725 3640 25480 6500 1560 143 1220
最 頻 値（モード） 10725 3640 25480 6500 1560 143 3130

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

標 本 数 37 2,033 19 13 709 3,233 1,778
合 計 112,178 270,042 495,153 199,646 353,184 1,636,847 1,026,730
平 均 3031.837838 132.8293163 26060.68421 15357.38462 498.1438646 506.2935354 577.4634421
標準偏差 2008.858832 28.83350397 8777.641344 11826.46351 2685.805774 567.3145094 574.0667963
標準誤差 330.2543576 0.639482602 2013.729031 3280.070814 100.8675531 9.977483971 13.61433867
中 央 値（メジアン） 2298 143 28628 15837 117 292 363
最 頻 値（モード） 2121 143 32850 15837 117 292 550

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

標 本 数 1,993 6,555 6,219 999 3,217 3,156 0
合 計 584,107 1,429,639 307,320 1,059,466 1,211,307 1,088,421 0
平 均 293.0792775 218.0990084 49.41630487 1060.526527 376.5331054 344.8735741 #DIV/0!
標準偏差 287.0899306 794.4155158 44.75018609 1647.686564 315.5900631 181.704365 #DIV/0!
標準誤差 6.430789751 9.812086537 0.567459103 52.13049589 5.564136681 3.234423345 65535
中 央 値（メジアン） 262 34 18 564 314 314 #NUM!
最 頻 値（モード） 292 14 14 109 314 276 #N/A

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標 本 数 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388
合 計 344,027,882 329,592,382 341,289,362 326,853,862 328,158,832 339,855,812 325,420,312
平 均 41014.29208 39293.32165 40687.8114 38966.84096 39122.41679 40516.90653 38795.9361
標準偏差 4841.677906 4322.524787 4777.713192 4201.700122 3862.322317 4400.783616 3735.531577
標準誤差 52.86481097 47.1963357 52.16639968 45.87708786 42.17152466 48.05082008 40.78713506
中 央 値（メジアン） 40477.5 38623.5 40142 38320 38571.5 40082 38260.5
最 頻 値（モード） 41411 32824 41411 32824 32824 41036 32824

除夜障手在

標 本 数 8,388
合 計 324,117,581
平 均 38640.62721
標準偏差 3660.467844
標準誤差 39.96753695
中 央 値（メジアン） 38084.5
最 頻 値（モード） 32824
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表1�2 病院・診療所別集計結果表 ―病院・診療所計－最頻値（モード）データ数―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標本数 8,388 8,369 8,388 8,388 1,848 184 1,542

合 計 505,181 75,440.98 7,449,614 22,102,937 240,500 14,720 689,625

60.22663329 9.014336241 888.1275632 2635.066404 130.1406926 80 447.2276265

平 均

最頻値（モード） 56 1.05 954 2,460 130 80 450

最頻値 データ数 349 103 4,291 2,640 1,846 184 1,523

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

標本数 435 142 3,891 781 5,438 5,470 7,698

合 計 126,126 24,621 372,865 1,302,731 1,215,994 10,949,451 34,275,584

289.9448276 173.3873239 95.82755076 1668.029449 223.6105186 2001.727788 4452.531047

平 均

最頻値（モード） 294 174 10 820 168 30 3,991

最頻値 データ数 423 141 1,423 70 629 22 373

うちEPO うちDV3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

標本数 6,961 1,601 8,388 6,467 1,887 18 14

合 計 27,599,221 3,666,071 262,264,273 23,464,563 6,647,332 53,389 36,542

3964.835656 2289.86321 31266.60384 3628.353642 3522.698463 2966.055556 2610.142857

平 均

最頻値（モード） 3,991 2,327 29,120 3,640 3,575 3,419 3,146

最頻値 データ数 808 314 2,334 6,407 1,834 12 10

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標本数 57 8,387 8,388 2,482 1,779 2,745 133

合 計 600,445 30,802,271 213,721,580 14,435,500 2,738,520 1,433,544 509,728

10534.12281 3672.620842 25479.44444 5816.075745 1539.359191 522.2382514 3832.541353

平 均

最頻値（モード） 10,725 3,640 25,480 6,500 1,560 143 3,130

最頻値 データ数 54 6,408 8,385 1,860 1,744 1,563 12

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

標本数 37 2,033 19 13 709 3,233 1,778

合 計 112,178 270,042 495,153 199,646 353,184 1,636,847 1,026,730

3031.837838 132.8293163 26060.68421 15357.38462 498.1438646 506.2935354 577.4634421

平 均

最頻値（モード） 2,121 143 32,850 15,837 117 292 550

最頻値 データ数 4 1,584 2 2 494 376 235

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

標本数 1,993 6,555 6,219 999 3,217 3,156 0

合 計 584,107 1,429,639 307,320 1,059,466 1,211,307 1,088,421 0

293.0792775 218.0990084 49.41630487 1060.526527 376.5331054 344.8735741 #DIV/0!

平 均

最頻値（モード） 292 14 14 109 314 276 #N/A

最頻値 データ数 472 2,813 3,056 85 135 133 0

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標本数 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388

合 計 344,027,882 329,592,382 341,289,362 326,853,862 328,158,832 339,855,812 325,420,312

41014.29208 39293.32165 40687.8114 38966.84096 39122.41679 40516.90653 38795.9361

平 均

最頻値（モード） 41,411 32,824 41,411 32,824 32,824 41,036 32,824

最頻値 データ数 6 8 6 8 9 6 9

除夜障手在

標本数 8,388

合 計 324,117,581

38640.62721

平 均

最頻値（モード） 32,824

最頻値 データ数 9
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表1�3 病院・診療所別集計結果表 ―病院・診療所計－請求合計に対する合計の割合―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数 8,388 8,369 8,388 8,388 1,848 184 1,542

比 率（％） 2.17％ 6.42％ 0.07％ 0.00％ 0.20％

合 計 505,181 75,440.98 7,449,614 22,102,937 240,500 14,720 689,625

請求合計 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882

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

標 本 数 435 142 3,891 781 5,438 5,470 7,698

比 率（％） 0.04％ 0.01％ 0.11％ 0.38％ 0.35％ 3.18％ 9.96％

合 計 126,126 24,621 372,865 1,302,731 1,215,994 10,949,451 34,275,584

請求合計 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

標 本 数 6,961 1,601 8,388 6,467 1,887 18 14

比 率（％） 8.02％ 1.07％ 76.23％ 6.82％ 1.93％ 0.02％ 0.01％

合 計 27,599,221 3,666,071 262,264,273 23,464,563 6,647,332 53,389 36,542

請求合計 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標 本 数 57 8,387 8,388 2,482 1,779 2,745 133

比 率（％） 0.17％ 8.95％ 62.12％ 4.20％ 0.80％ 0.42％ 0.15％

合 計 600,445 30,802,271 213,721,580 14,435,500 2,738,520 1,433,544 509,728

請求合計 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882

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

標 本 数 37 2,033 19 13 709 3,233 1,778

比 率（％） 0.03％ 0.08％ 0.14％ 0.06％ 0.10％ 0.48％ 0.30％

合 計 112,178 270,042 495,153 199,646 353,184 1,636,847 1,026,730

請求合計 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882

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

標 本 数 1,993 6,555 6,219 999 3,217 3,156 0

比 率（％） 0.17％ 0.42％ 0.09％ 0.31％ 0.35％ 0.32％ 0.00％

合 計 584,107 1,429,639 307,320 1,059,466 1,211,307 1,088,421 0

請求合計 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標 本 数 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388 8,388

比 率（％） 100.00％ 95.68％ 99.16％ 94.84％ 95.25％ 98.74％ 94.41％

合 計 344,027,882 329,592,382 341,289,362 326,853,862 328,158,832 339,855,812 325,420,312

請求合計 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882 344,027,882

除夜障手在

標 本 数 8,388

比 率（％） 94.03％

合 計 324,117,581

請求合計 344,027,882
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表1�4 病院・診療所別集計結果表 ―病院1・2計―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数 3,913 3,908 3,913 3,913 789 72 0
合 計 237,863 34,624.00 3,157,681 10,043,272 102,700 5,760 0
平 均 60.78788653 8.859774821 806.9718886 2566.642474 130.1647655 80 #DIV/0!
標準偏差 12.50856502 7.438732275 89.34431529 153.2087647 4.628122554 0 #DIV/0!
標準誤差 0.199964346 0.118993065 1.428275547 2.449225017 0.164765526 0 65535
中 央 値（メジアン） 61 7.04 759 2480 130 80 #NUM!
最 頻 値（モード） 56 1.05 759 2460 130 80 #N/A

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

標 本 数 435 142 2,045 402 2,680 2,704 3,627
合 計 126,126 24,621 158,085 667,846 555,714 5,362,137 17,112,432
平 均 289.9448276 173.3873239 77.30317848 1661.308458 207.3559701 1983.038831 4718.067825
標準偏差 24.10397389 7.300877817 132.6578962 1058.174466 110.7731127 1283.454944 2910.88641
標準誤差 1.15569709 0.612676056 2.933502411 52.77694547 2.13976935 24.68182584 48.33386011
中 央 値（メジアン） 294 174 20 1460 185 1751.5 4177
最 頻 値（モード） 294 174 10 820 168 1342 3991

うちEPO うちDV3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

標 本 数 3,305 786 3,913 2,877 1,040 12 4
合 計 13,725,198 1,850,538 121,690,917 10,422,788 3,663,242 38,135 10,164
平 均 4152.858699 2354.374046 31099.13545 3622.797358 3522.348077 3177.916667 2541
標準偏差 2057.118678 990.3135719 2781.055385 215.4149882 355.7606012 507.2353691 698.5938257
標準誤差 35.78274187 35.3233153 44.4584906 4.016113578 11.03166794 146.4262385 349.2969129
中 央 値（メジアン） 3991 2327 29332 3640 3575 3419 2541
最 頻 値（モード） 7189 2327 29120 3640 3575 3419 3146

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標 本 数 13 3,913 3,913 1,046 911 1,401 93
合 計 131,845 14,266,174 99,698,580 6,059,500 1,407,120 950,504 385,359
平 均 10141.92308 3645.840532 25478.8091 5793.021033 1544.588364 678.4468237 4143.645161
標準偏差 1521.154357 394.9050423 63.21856946 1603.208223 132.7694053 3447.490793 6442.332891
標準誤差 421.8923101 6.313028575 1.010624309 49.57059017 4.398846644 92.10517826 668.0388009
中 央 値（メジアン） 10725 3640 25480 6500 1560 143 1250
最 頻 値（モード） 10725 3640 25480 6500 1560 143 1

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

標 本 数 20 1,053 14 9 351 1,737 1,034
合 計 62,629 140,648 347,263 119,872 277,431 974,934 629,699
平 均 3131.45 133.5688509 24804.5 13319.11111 790.4017094 561.2746114 608.9932302
標準偏差 2494.890726 28.4264821 8743.972981 10525.00581 3520.71751 658.6660273 639.2617073
標準誤差 557.874526 0.876009733 2336.925078 3508.335271 187.9219983 15.80393936 19.88009342
中 央 値（メジアン） 2281 143 27871.5 15837 117 309 363
最 頻 値（モード） 2121 143 32850 15837 117 292 550

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

標 本 数 1,027 3,134 2,912 767 1,386 1,335 0
合 計 323,284 1,040,722 208,290 780,289 577,818 458,052 0
平 均 314.7848101 332.074665 71.52815934 1017.325945 416.8961039 343.1101124 #DIV/0!
標準偏差 329.9011392 856.07144 46.55690139 1288.633549 439.3188468 206.0991028 #DIV/0!
標準誤差 10.29434203 15.29186701 0.862756784 46.52986065 11.80044051 5.640732029 65535
中 央 値（メジアン） 279 94 92 638 345 332 #NUM!
最 頻 値（モード） 292 109 109 109 284 284 #N/A

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標 本 数 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913 3,913
合 計 161,550,085 155,490,585 160,142,965 154,083,465 154,540,075 159,192,455 153,132,955
平 均 41285.48045 39736.92435 40925.87912 39377.32303 39494.01354 40682.96831 39134.41222
標準偏差 5127.553421 4657.695588 5075.484973 4555.997476 4009.299904 4513.535526 3898.464016
標準誤差 81.97006317 74.45882475 81.13768687 72.83305901 64.09344562 72.15425405 62.32160163
中 央 値（メジアン） 40658 39097 40287 38673 39016 40205 38605
最 頻 値（モード） 38062 37470 39098 37470 39018 43628 37316

除夜障手在

標 本 数 3,913
合 計 152,465,109
平 均 38963.73856
標準偏差 3824.912106
標準誤差 61.14578654
中 央 値（メジアン） 38424
最 頻 値（モード） 37316
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表1�7 病院・診療所別集計結果表 ―診療所―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

標 本 数 4,475 4,461 4,475 4,475 1,059 112 1,542
合 計 267,318 40,816.98 4,291,933 12,059,665 137,800 8,960 689,625
平 均 59.73586592 9.149737727 959.0911732 2694.897207 130.1227573 80 447.2276265
標準偏差 12.32574376 7.382094472 39.72770755 245.5285654 3.994803045 0 24.82937365
標準誤差 0.184253869 0.110525754 0.593877655 3.670333321 0.122757318 0 0.632300576
中 央 値（メジアン） 60 7.07 954 2590 130 80 450
最 頻 値（モード） 57 1.05 954 2460 130 80 450

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

標 本 数 0 0 1,846 379 2,758 2,766 4,071
合 計 0 0 214,780 634,885 660,280 5,587,314 17,163,152
平 均 #DIV/0! #DIV/0! 116.3488624 1675.158311 239.4053662 2019.997831 4215.954802
標準偏差 #DIV/0! #DIV/0! 159.2211588 1074.538317 137.3707495 1301.365895 2635.309738
標準誤差 65535 65535 3.705825216 55.19532584 2.615755438 24.7441952 41.30295419
中 央 値（メジアン） #NUM! #NUM! 30 1571 210 1778 3991
最 頻 値（モード） #N/A #N/A 10 950 168 30 3991

うちEPO うちDV3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

標 本 数 3,656 815 4,475 3,590 847 6 10
合 計 13,874,023 1,815,533 140,573,356 13,041,775 2,984,090 15,254 26,378
平 均 3794.864059 2227.647853 31413.04045 3632.806407 3523.128689 2542.333333 2637.8
標準偏差 1883.435669 1059.479215 2993.083937 121.8498298 364.9464143 1099.159618 1072.896992
標準誤差 31.14925739 37.11193822 44.74271941 2.033656984 12.5397072 448.7300351 339.279819
中 央 値（メジアン） 3948 2204 29422 3640 3575 3024.5 3146
最 頻 値（モード） 3991 2327 29120 3640 3575 3419 3146

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

標 本 数 44 4,474 4,475 1,436 868 1,344 40
合 計 468,600 16,536,097 114,023,000 8,376,000 1,331,400 483,040 124,369
平 均 10650 3696.043138 25480 5832.869081 1533.870968 359.4047619 3109.225
標準偏差 497.4937186 697.2100094 0 1554.108544 176.6045033 2398.697957 4763.489108
標準誤差 75 10.42354927 0 41.0113559 5.994347431 65.42985094 753.1737596
中 央 値（メジアン） 10725 3640 25480 6500 1560 143 870
最 頻 値（モード） 10725 3640 25480 6500 1560 143 470

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

標 本 数 17 980 5 4 358 1,496 744
合 計 49,549 129,394 147,890 79,774 75,753 661,913 397,031
平 均 2914.647059 132.0346939 29578 19943.5 211.6005587 442.4552139 533.6438172
標準偏差 1288.930222 29.25822515 8788.549596 14951.65591 1409.662816 429.4432134 465.5239665
標準誤差 312.6114971 0.934619719 3930.358864 7475.827953 74.50299485 11.10298996 17.06693667
中 央 値（メジアン） 3115 143 35152 16190 117 292 550
最 頻 値（モード） 2298 143 #N/A #N/A 117 292 550

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

標 本 数 966 3,421 3,307 232 1,831 1,821 0
合 計 260,823 388,917 99,030 279,177 633,489 630,369 0
平 均 270.0031056 113.6851798 29.94557 1203.349138 345.9797925 346.1663921 #DIV/0!
標準偏差 231.0578758 717.8080495 32.37345508 2489.176467 163.6845264 161.544201 #DIV/0!
標準誤差 7.434165294 12.27246457 0.562952763 163.4224413 3.825281975 3.785614617 65535
中 央 値（メジアン） 261 14 14 392.5 314 314 #NUM!
最 頻 値（モード） 292 14 14 131 314 314 #N/A

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

標 本 数 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475 4,475
合 計 182,477,797 174,101,797 181,146,397 172,770,397 173,618,757 180,663,357 172,287,357
平 均 40777.16134 38905.4295 40479.64179 38607.90994 38797.4876 40371.69989 38499.96804
標準偏差 4564.488691 3966.607514 4491.467597 3830.004397 3699.036883 4295.016468 3561.167666
標準誤差 68.23318056 59.29563311 67.14161001 57.25359384 55.29579952 64.20492064 53.23483369
中 央 値（メジアン） 40319 38333 40012 38023 38288 39955 37965
最 頻 値（モード） 39324 32824 39324 32824 32824 37358 32824

除夜障手在

標 本 数 4,475
合 計 171,652,472
平 均 38358.0943
標準偏差 3486.339314
標準誤差 52.11624697
中 央 値（メジアン） 37835
最 頻 値（モード） 32824



日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 2005120

表1�8 病院・診療所別集計結果表 ―病院・診療所計－TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

病院1
病院2 P値 0.384685868 2.39564E-05 0 1.51595E-45 0.713297131 #DIV/0! #DIV/0!
病院1
診療所 P値 0.000834625 0.824524435 0 1.0287E-105 0.764193829 #DIV/0! #DIV/0!
病院2
診療所 P値 0.003496668 4.93812E-06 2.88788E-51 2.2978E-104 0.765899402 #DIV/0! #DIV/0!
病 院
診療所 P値 0.000108402 0.074081044 0 1.7316E-167 0.834576016 #DIV/0! #DIV/0!

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

病院1
病院2 P値 #DIV/0! #DIV/0! 1.8498E-11 0.433956771 5.86843E-31 0.990565313 0.014822342
病院1
診療所 P値 #DIV/0! #DIV/0! 2.61032E-08 0.66923603 1.06134E-06 0.327494222 1.10689E-16
病院2
診療所 P値 #DIV/0! #DIV/0! 6.1096E-22 0.600422752 4.41722E-39 0.51571465 0.011116802
病 院
診療所 P値 #DIV/0! #DIV/0! 1.03718E-16 0.856068602 4.69415E-21 0.290407243 2.25441E-15

うちEPO うちDV3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

病院1
病院2 P値 0.372066576 0.717733144 6.18056E-12 0.907191258 0.003666656 0.263236479 #DIV/0!
病院1
診療所 P値 9.17545E-14 0.014575557 0.018414791 0.026347082 0.415044384 0.156696136 0.533703089
病院2
診療所 P値 0.00026825 0.267115815 3.2015E-16 0.075744568 0.029546979 0.279888006 0.394301298
病 院
診療所 P値 3.91586E-14 0.01359962 7.47777E-07 0.018625976 0.962628994 0.10711772 0.871818266

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

病院1
病院2 P値 0.435834574 0.061378885 0.018546826 7.97475E-05 0.933080995 0.32097015 0.262575928
病院1
診療所 P値 0.286257272 3.39383E-05 #DIV/0! 0.577428018 0.185438038 0.002138685 0.521683316
病院2
診療所 P値 0.018117195 0.308826124 0.0048637 0.000151876 0.409190187 0.277714614 0.095821695
病 院
診療所 P値 0.059281566 6.94221E-05 0.207640484 0.533732892 0.146912011 0.005089582 0.36291189

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

病院1
病院2 P値 0.908169304 0.064707483 0.09480895 #DIV/0! 0.045317075 0.577798336 0.841918793
病院1
診療所 P値 0.790121444 0.068543585 0.169477305 0.374012856 0.000561731 1.73647E-09 0.008826839
病院2
診療所 P値 0.67987413 0.556206395 0.766705504 #DIV/0! 0.99727559 0.000656522 0.050404948
病 院
診療所 P値 0.748571776 0.230712388 0.309939908 0.374012856 0.004049012 2.63724E-09 0.006296255

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

病院1
病院2 P値 0.856420629 0.479096736 5.37664E-22 0.804308606 1.20653E-12 6.81278E-37 #DIV/0!
病院1
診療所 P値 0.001181746 9.73579E-27 6.2446E-245 0.175930556 2.40398E-18 0.000894053 #DIV/0!
病院2
診療所 P値 0.011010173 2.16455E-10 1.3159E-276 0.344280089 4.10804E-28 1.25886E-46 #DIV/0!
病 院
診療所 P値 0.00049364 5.74329E-29 0 0.131936241 2.4586E-10 0.640698161 #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

病院1
病院2 P値 0.000821928 0.675646898 0.000808212 0.644962504 0.651651709 0.000145521 0.615037772
病院1
診療所 P値 1.03339E-08 4.62331E-16 1.66403E-07 1.26346E-14 3.99977E-14 1.30827E-05 1.35079E-12
病院2
診療所 P値 0.825893713 9.89826E-09 0.582567754 2.94643E-08 1.41549E-07 0.155149447 4.40788E-07
病 院
診療所 P値 1.58833E-06 1.26662E-18 1.96014E-05 5.13604E-17 1.51011E-16 0.001227595 7.6458E-15

除夜障手在

病院1
病院2 P値 0.689370295
病院1
診療所 P値 4.04094E-12
病院2
診療所 P値 1.26638E-06
病 院
診療所 P値 3.67732E-14
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表2�3 男女別集計結果表 ―病院・診療所計―TTEST―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

男 性

女 性 P値 1.17642E-08 0.021119218 0.996114343 0.265536029 0.684735686 #DIV/0! 0.304051682

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

男 性

女 性 P値 0.932494628 0.456043975 0.202642145 0.785376415 0.000140138 0.000365128 0.934295109

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

男 性

女 性 P値 0.109286851 0.151307394 3.1364E-147 0.026360954 0.130322759 0.37467808 0.273351355

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

男 性

女 性 P値 0.168043686 0.630029815 0.17258154 3.2425E-07 0.77884084 0.809878148 0.552633718

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

男 性

女 性 P値 0.043678565 0.034025177 0.862631601 0.695853679 0.11380977 0.796179348 0.877788323

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

男 性

女 性 P値 0.899428047 0.978236785 0.332549806 0.898537536 0.93021031 0.003631601 #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

男 性

女 性 P値 4.72566E-44 0.154241581 4.74301E-46 0.189118181 0.157787684 3.52221E-55 0.197404138

除夜障手在

男 性

女 性 P値 0.129540161
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表3�6�1 年齢別集計結果表 ―病院・診療所計―TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

40歳未満
40～64歳 P値 0 5.7579E-10 0.125453802 0.943658591 0.730788676 #DIV/0! 0.332017182
40歳未満
65～69歳 P値 0 0.014108825 0.163964272 0.009112968 0.489542964 #DIV/0! 0.147760845
40歳未満
70歳以上 P値 0 0.000103533 0.015731076 0.015215781 #DIV/0! #DIV/0! 0.214412042
40歳未満
75歳以上 P値 0 4.00771E-09 0.001492099 0.004940431 #DIV/0! #DIV/0! 0.127197034
40～64歳
65～69歳 P値 0 1.52139E-07 0.858703432 8.86565E-06 0.284665217 #DIV/0! 0.14945135
40～64歳
70歳以上 P値 0 2.11466E-64 0.038860246 1.63716E-06 0.54181029 #DIV/0! 0.356126108
40～64歳
75歳以上 P値 0 4.82682E-56 0.000824911 1.61661E-06 0.643452063 #DIV/0! 0.100785058
65～69歳
70歳以上 P値 0 4.23482E-17 0.192460172 0.642983882 0.220057983 #DIV/0! 0.610395674
65～69歳
75歳以上 P値 0 6.61503E-22 0.01370929 0.770438603 0.352334248 #DIV/0! 0.868889075

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.540763762 0.838771024 0.00494155 0.475481326 0.095009993 0.014431217 0.128980989
40歳未満
65～69歳 P値 0.498756613 #DIV/0! 5.21859E-05 0.576303561 3.07013E-05 0.002837347 0.001370766
40歳未満
70歳以上 P値 0.89307885 #DIV/0! 1.33501E-05 0.577428359 0.006025465 0.288886465 8.56704E-07
40歳未満
75歳以上 P値 0.839420458 #DIV/0! 1.17045E-06 0.386880048 0.040485522 0.890122 1.75416E-07
40～64歳
65～69歳 P値 0.802269007 0.589338821 0.006123178 0.968659046 8.59012E-05 0.19789846 0.001923781
40～64歳
70歳以上 P値 0.411776202 0.418207035 0.000136224 0.682675265 0.058683216 0.0109535 1.81367E-11
40～64歳
75歳以上 P値 0.557327455 0.580562173 1.13851E-05 0.144983564 0.51908436 0.000825753 1.35483E-10
65～69歳
70歳以上 P値 0.461018769 #DIV/0! 0.745653163 0.776496693 0.024019801 0.00180652 0.052365179
65～69歳
75歳以上 P値 0.537872629 #DIV/0! 0.216757154 0.309565655 0.006179262 9.7597E-05 0.014606271

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

40歳未満
40～64歳 P値 0.027832893 0.110607999 1.02661E-10 0.690419194 0.928517402 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.000908045 0.017276643 9.01223E-60 0.331453012 0.995265435 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 7.97373E-08 1.251E-05 2.1553E-183 0.519525013 0.26104853 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 9.84398E-09 9.13448E-07 8.397E-140 0.204353055 0.171635412 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.030326262 0.143711626 1.03818E-45 0.420428646 0.874206408 0.772874108 #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 2.75105E-10 9.43654E-05 2.3304E-167 0.061464576 0.012876825 0.956729487 0.701937338
40～64歳
75歳以上 P値 3.67511E-10 1.61719E-05 2.4462E-107 0.003782399 0.014395444 0.743938604 0.701937338
65～69歳
70歳以上 P値 0.010158479 0.090775768 1.49218E-22 0.051096204 0.066241451 0.712560288 #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.001498756 0.007831542 3.42894E-20 0.008457914 0.049882916 0.474381296 #DIV/0!

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

40歳未満
40～64歳 P値 0.757328956 0.935847262 0.704353548 0.732644328 0.362192307 0.197536984 0.314782793
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.755355066 #DIV/0! 0.006410986 0.346165027 0.068362171 0.316082551
40歳未満
70歳以上 P値 0.527389282 0.573877356 #DIV/0! 0.063958674 0.504597519 0.179113344 0.57984387
40歳未満
75歳以上 P値 0.430696696 0.598059131 #DIV/0! 0.564657673 0.539031983 0.149372644 0.583776435
40～64歳
65～69歳 P値 0.570454841 0.506997022 0.570393623 0.000662321 0.69790505 0.312734968 0.996686512
40～64歳
70歳以上 P値 0.099229021 0.352619493 0.45178843 0.048559373 0.24640296 0.958982739 0.04529401
40～64歳
75歳以上 P値 0.027032135 0.439707862 0.573518892 0.624200059 0.265970132 0.639474101 0.120530757
65～69歳
70歳以上 P値 0.241359816 0.243381323 #DIV/0! 0.815958535 0.21507342 0.370961206 0.085364453
65～69歳
75歳以上 P値 0.138726949 0.312630841 #DIV/0! 0.476064316 0.22684096 0.669339214 0.166242212
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表3�6�2 年齢別集計結果表 ―病院・診療所計―TTEST＝P値―

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.787012867 0.682632053 #DIV/0! #DIV/0! 0.553634365 0.310459371 0.04564101
40歳未満
65～69歳 P値 0.792570161 0.658993228 #DIV/0! #DIV/0! 0.365376426 0.236540895 0.050893455
40歳未満
70歳以上 P値 0.613020324 0.427518551 #DIV/0! #DIV/0! 0.483474778 0.17917078 0.07987695
40歳未満
75歳以上 P値 0.941390747 0.254690154 #DIV/0! #DIV/0! 0.395429944 0.38502222 0.158255999
40～64歳
65～69歳 P値 0.473639193 0.894229529 0.247954415 0.697671499 0.447844457 0.702861809 0.882486066
40～64歳
70歳以上 P値 0.180684961 0.024182925 0.980765894 0.80017356 0.741953429 0.440255663 0.612529055
40～64歳
75歳以上 P値 0.526395608 0.016577851 #DIV/0! 0.94323993 0.320043487 0.915410663 0.351819897
65～69歳
70歳以上 P値 0.888158671 0.073625917 0.282550739 0.62580845 0.662090999 0.818953484 0.798903764
65～69歳
75歳以上 P値 0.685002162 0.0390192 #DIV/0! 0.762396594 0.855868109 0.70658194 0.478522549

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.32144708 0.417474324 0.117566306 0.984073311 0.009296765 0.010638143 #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.658039035 0.590562897 0.206714879 0.232712463 8.36147E-05 0.000119046 #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 0.259168276 0.24214619 0.842466652 0.695206106 0.001162554 0.020366231 #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 0.44117301 0.191372722 0.875307524 0.842446115 0.000704815 0.019198517 #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.732129758 0.600298065 0.845238297 0.133055052 0.006723513 0.0401077 #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 0.541155677 0.597988255 0.021065686 0.478304285 0.182466572 0.635434961 #DIV/0!
40～64歳
75歳以上 P値 0.898197162 0.352775216 0.059736084 0.742382275 0.059594923 0.869598026 #DIV/0!
65～69歳
70歳以上 P値 0.552970616 0.324296916 0.154744038 0.266170382 0.150199103 0.023232146 #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.784680594 0.198304865 0.211679428 0.245773092 0.535873225 0.066228287 #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

40歳未満
40～64歳 P値 0.223616329 4.20532E-06 0.038961993 0.000183908 6.39346E-06 0.006741893 0.000373166
40歳未満
65～69歳 P値 1.03899E-05 9.35235E-12 4.54836E-08 4.0087E-09 2.78269E-11 2.43144E-11 1.79014E-08
40歳未満
70歳以上 P値 1.89387E-12 2.25573E-16 1.44251E-16 3.03452E-13 6.87599E-17 1.01273E-22 2.3437E-13
40歳未満
75歳以上 P値 6.70471E-11 6.26537E-15 3.15411E-14 2.31173E-12 1.96743E-15 2.53311E-20 1.75678E-12
40～64歳
65～69歳 P値 3.74358E-07 8.25683E-06 3.7588E-08 3.09107E-05 1.17224E-05 8.20885E-11 4.87041E-05
40～64歳
70歳以上 P値 9.35408E-24 1.05869E-12 4.90173E-26 4.82743E-12 5.13815E-14 1.09955E-32 2.62314E-13
40～64歳
75歳以上 P値 7.40914E-16 2.6574E-09 5.0296E-17 4.26533E-09 9.73384E-10 3.89036E-22 1.53653E-09
65～69歳
70歳以上 P値 0.006508528 0.275216443 0.006663518 0.232507624 0.14627517 0.004553935 0.11328198
65～69歳
75歳以上 P値 0.014475257 0.253355874 0.017267517 0.193787808 0.182662617 0.006918865 0.127387335

除夜障手在

40歳未満
40～64歳 P値 0.003341464
40歳未満
65～69歳 P値 6.00597E-07
40歳未満
70歳以上 P値 1.40112E-11
40歳未満
75歳以上 P値 2.80071E-11
40～64歳
65～69歳 P値 0.000133803
40～64歳
70歳以上 P値 3.30797E-13
40～64歳
75歳以上 P値 3.25685E-10
65～69歳
70歳以上 P値 0.0727486
65～69歳
75歳以上 P値 0.053646631
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表4�5�1 透析歴別集計結果表 ―病院・診療所計―TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

10年未満
10～14年 Ｐ値 8.12498E-11 0 0.981015975 0.918089636 0.446923235 #DIV/0! 0.82878233

10年未満
15年以上 Ｐ値 2.00888E-20 0 0.698013209 0.245199794 0.404872308 #DIV/0! 0.299787257

10年未満
透析歴不明 Ｐ値 0.508405855 #DIV/0! 0.155443707 0.504072904 0.932870367 #DIV/0! 0.816064013

10～14年
15年以上 Ｐ値 0.153714685 0 0.756474239 0.331285442 #DIV/0! #DIV/0! 0.570467212

10～14年
透析歴不明 Ｐ値 0.8343462 #DIV/0! 0.174966239 0.506878305 #DIV/0! #DIV/0! 0.803576355

15年以上
透析歴不明 Ｐ値 1.9242E-211 #DIV/0! 1.8198E-194 0 #DIV/0! #DIV/0! 5.16779E-40

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

10年未満
10～14年 Ｐ値 0.235747209 0.624747323 0.435249397 0.579457878 0.172489029 0.227935711 0.006379725
10年未満

15年以上 Ｐ値 0.401767993 0.617293421 2.23925E-07 0.644302965 0.980600662 0.000198078 0.976361891
10年未満

透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! #DIV/0! 0.058172591 0.815199345 0.824740086 0.021106188 0.258446887
10～14年

15年以上 Ｐ値 0.113513305 #DIV/0! 0.000775283 0.930345577 0.276258887 0.000100456 0.044234009
10～14年

透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! #DIV/0! 0.045278736 0.757558261 0.981139031 0.042487284 0.51953149
15年以上

透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! #DIV/0! 0.056537057 5.99493E-90 3.75042E-06 0.106785414 0.010801577

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

10年未満
10～14年 Ｐ値 0.272535361 0.001572225 2.60085E-11 0.435123217 0.385792948 0.189129952 0.963654833

10年未満
15年以上 Ｐ値 0.037046985 2.46488E-05 1.1002E-46 0.273032098 0.824271512 0.023539342 0.408385253

10年未満
透析歴不明 Ｐ値 0.89118036 0.380488349 0.86124224 0.795755382 0.71267911 #DIV/0! #DIV/0!

10～14年
15年以上 Ｐ値 0.489236377 0.4861334 6.1324E-07 0.851486315 0.539315604 0.743418184 0.541469739

10～14年
透析歴不明 Ｐ値 0.776025633 0.231710143 0.327159289 0.841290214 0.791062285 #DIV/0! #DIV/0!

15年以上
透析歴不明 Ｐ値 2.55187E-09 6.26621E-71 0 0.238733655 0.014549294 #DIV/0! #DIV/0!

特定積層型 ダイア計 4～5時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

10年未満
10～14年 Ｐ値 0.202656441 0.751199566 0.583747198 0.299128565 0.24679193 0.644637998 0.667728888

10年未満
15年以上 Ｐ値 0.332407186 2.93876E-05 0.641000723 0.016608905 0.101733305 0.096248045 0.071029739

10年未満
透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! 0.003037567 0.947845317 0.92963884 0.730885803 0.636551844 #DIV/0!

10～14年
15年以上 Ｐ値 0.006152862 0.012925216 0.38504276 0.335995983 0.987857556 0.136850985 0.400795086

10～14年
透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! 0.005261799 #DIV/0! 0.993601298 0.832624539 0.658246414 #DIV/0!

15年以上
透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! 0 1.7364E-274 3.8077E-202 0.654063505 0.081243643 #DIV/0!
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表4�5�2 透析歴別集計結果表 ―病院・診療所計―TTEST＝P値―

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

10年未満
10～14年 Ｐ値 0.688190762 0.005539299 #DIV/0! #DIV/0! 0.603504266 0.672802763 0.566936121

10年未満
15年以上 Ｐ値 0.561432751 1.48754E-07 0.716315697 0.700699525 0.380118709 0.721610616 0.446949187

10年未満
透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! 1.57896E-05 #DIV/0! #DIV/0! 0.799999071 0.999373636 0.757160024

10～14年
15年以上 Ｐ値 0.325981576 0.08806198 #DIV/0! #DIV/0! 0.710530734 0.515298331 0.264285054

10～14年
透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! 0.001853529 #DIV/0! #DIV/0! 0.812512122 0.955941002 0.666675405

15年以上
透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0! 5.49127E-08 #DIV/0! #DIV/0! 0.248646551 0.692849946 0.018960073

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

10年未満
10～14年 Ｐ値 0.534055819 0.279551325 0.053674274 0.131931357 0.03243115 1.95855E-06 #DIV/0!
10年未満

15年以上 Ｐ値 0.484262002 0.276034145 0.004012102 0.936708606 0.000195263 2.9669E-13 #DIV/0!
10年未満

透析歴不明 Ｐ値 0.794341621 0.441464835 0.202770001 #DIV/0! 0.408225136 0.319692092 #DIV/0!
10～14年

15年以上 Ｐ値 0.998609025 0.078949315 0.54343709 0.181764595 0.229720642 0.084526786 #DIV/0!
10～14年

透析歴不明 Ｐ値 0.827254801 0.442259996 0.274040819 #DIV/0! 0.188518467 0.113906159 #DIV/0!
15年以上

透析歴不明 Ｐ値 0.706576173 0.360918624 0.02740999 #DIV/0! 0.123157919 #DIV/0! #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

10年未満
10～14年 Ｐ値 0.000111862 0.939030006 2.52399E-05 0.800349457 0.551450346 2.05399E-07 0.321231763

10年未満
15年以上 Ｐ値 4.05843E-05 0.00514405 0.002724059 2.6372E-05 0.003427681 0.000476736 5.7075E-06

10年未満
透析歴不明 Ｐ値 0.43968001 0.159972815 0.495035484 0.182400163 0.079189562 0.376864169 0.091428479

10～14年
15年以上 Ｐ値 0.917631554 0.048485595 0.239773205 0.001179829 0.012496123 0.118500438 9.53592E-05

10～14年
透析歴不明 Ｐ値 0.809317698 0.176065881 0.913225701 0.216389977 0.136978272 0.875699387 0.172061601

15年以上
透析歴不明 Ｐ値 0.013179445 0.881315096 0.009789852 0.131105567 0.94513172 0.003044129 0.043416138

除夜障手在

10年未満
10～14年 Ｐ値 0.04259127

10年未満
15年以上 Ｐ値 0.005670209

10年未満
透析歴不明 Ｐ値 0.11183598

10～14年
15年以上 Ｐ値 0.000592656

10～14年
透析歴不明 Ｐ値 0.252048095

15年以上
透析歴不明 Ｐ値 #DIV/0!
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表5�6�1 年齢別・透析歴別集計結果 ―病院・診療所計―透析歴10年未満計―TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

40歳未満
40～64歳 P値 0 0.515999875 0.316787395 0.612838921 0.712446413 #DIV/0! 0.520519599
40歳未満
65～69歳 P値 0 0.203315517 0.640243863 0.37417929 0.466581737 #DIV/0! 0.179701867
40歳未満
70歳以上 P値 0 0.002193941 0.050587628 0.117607317 #DIV/0! #DIV/0! 0.335367752
40歳未満
75歳以上 P値 0 0.000624302 0.017817742 0.040704479 #DIV/0! #DIV/0! 0.209617079
40～64歳
65～69歳 P値 0 0.265314148 0.500051993 0.029898563 0.297574946 #DIV/0! 0.035596965
40～64歳
70歳以上 P値 0 4.35019E-06 0.049015098 6.26143E-05 0.478702305 #DIV/0! 0.276886322
40～64歳
75歳以上 P値 0 1.98738E-06 0.012218823 1.2401E-05 0.582635167 #DIV/0! 0.059900348
65～69歳
70歳以上 P値 0 0.024208596 0.046405458 0.41534505 0.16099579 #DIV/0! 0.340964971
65～69歳
75歳以上 P値 0 0.005565402 0.013291165 0.142357659 0.277160704 #DIV/0! 0.849754542

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.612196041 0.797234823 0.401202006 0.337534936 0.197107644 0.024337068 0.357703467
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.086284773 0.381243603 4.23704E-05 0.003243199 0.014806027
40歳未満
70歳以上 P値 0.501534932 #DIV/0! 0.005553397 0.417812948 0.022492897 0.29884066 6.2144E-05
40歳未満
75歳以上 P値 0.573142159 #DIV/0! 0.000901827 0.089182141 0.068199827 0.692718913 2.0235E-05
40～64歳
65～69歳 P値 0.402285246 0.606053571 0.093001367 0.867018582 1.32076E-06 0.138952344 0.008032274
40～64歳
70歳以上 P値 0.45910092 0.369052198 9.29206E-06 0.474818211 0.037409185 0.014206444 5.16706E-10
40～64歳
75歳以上 P値 0.807750439 0.52688721 5.99562E-07 0.006404838 0.284112004 0.002416524 1.90889E-09
65～69歳
70歳以上 P値 0.266889102 #DIV/0! 0.121882603 0.720808725 0.003621972 0.001000429 0.057891048
65～69歳
75歳以上 P値 0.351232618 #DIV/0! 0.02203051 0.050039798 0.001563027 0.000100405 0.02168195

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

40歳未満
40～64歳 P値 0.05512548 0.004298651 2.89596E-12 0.541437869 0.515768459 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.005405744 0.004818442 1.10481E-47 0.455405091 0.559875919 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 5.57663E-06 0.000431321 1.7147E-140 0.699117254 0.864332085 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 2.19024E-06 0.000378786 4.0246E-110 0.356202085 0.787769237 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.100120427 0.356808627 1.17974E-28 0.719207383 0.881982681 0.247483218 #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 1.41783E-07 0.132078708 1.6694E-109 0.0841376 0.009174479 #DIV/0! 0.614234002
40～64歳
75歳以上 P値 3.06355E-07 0.067920707 9.15807E-74 0.00938286 0.015082731 #DIV/0! 0.614234002
65～69歳
70歳以上 P値 0.024571611 0.84464008 1.42869E-12 0.15351055 0.047206865 0.03327908 #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.009416979 0.510450933 7.86212E-12 0.044843037 0.049138962 0.03327908 #DIV/0!

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

40歳未満
40～64歳 P値 #DIV/0! 0.227133093 0.708118968 0.103116857 0.379382945 0.351164385 0.339518646
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.776074995 #DIV/0! 0.002664101 0.429423227 0.189164606 0.406404669
40歳未満
70歳以上 P値 0.645376309 0.310070011 #DIV/0! 0.011627139 0.523704514 0.236695745 0.544445154
40歳未満
75歳以上 P値 0.603645057 0.427010379 #DIV/0! 0.149222238 0.570924065 0.200216016 0.597565815
40～64歳
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.035187739 0.578356269 0.018983925 0.879296103 0.7217225 0.746493663
40～64歳
70歳以上 P値 0.334281943 0.825935759 0.422174285 0.072542487 0.29285714 0.428219162 0.094102312
40～64歳
75歳以上 P値 0.264296066 0.998128466 0.537214882 0.454599595 0.245828645 0.285570019 0.11732629
65～69歳
70歳以上 P値 0.368846292 0.088988008 #DIV/0! 0.990871501 0.513146044 0.809838008 0.31509415
65～69歳
75歳以上 P値 0.299689948 0.189646938 #DIV/0! 0.745352378 0.399483265 0.606238382 0.310321456
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表5�6�2 年齢別・透析歴別集計結果 ―病院・診療所計―透析歴10年未満計―TTEST＝P値―

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.819938729 0.895265931 #DIV/0! #DIV/0! 0.556075921 0.16717399 0.129849419
40歳未満
65～69歳 P値 0.334883646 0.986195683 #DIV/0! #DIV/0! 0.447043345 0.212828128 0.303937936
40歳未満
70歳以上 P値 0.871436651 0.60194109 #DIV/0! #DIV/0! 0.536323958 0.381130064 0.369216317
40歳未満
75歳以上 P値 0.900254948 0.4776618 #DIV/0! #DIV/0! 0.435457539 0.429128714 0.477073607
40～64歳
65～69歳 P値 0.491244681 0.873109531 0.240939862 0.287496023 0.843316982 0.998310583 0.366758696
40～64歳
70歳以上 P値 0.488658811 0.418059243 0.844579912 0.437078069 0.973932636 0.301791558 0.108281551
40～64歳
75歳以上 P値 0.699374535 0.292870626 #DIV/0! 0.398984724 0.502452615 0.373459839 0.113434538
65～69歳
70歳以上 P値 0.207829862 0.483492977 0.170585922 0.976858291 0.868057333 0.46056725 0.737782936
65～69歳
75歳以上 P値 0.123103322 0.359552186 #DIV/0! 0.821669245 0.72547989 0.492966677 0.574584079

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.263219017 0.49276812 0.283556341 0.6744335 0.086812649 0.148020244 #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.579251603 0.863723096 0.254208707 0.07211503 0.011239321 0.070810834 #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 0.36956885 0.422266006 0.751026686 0.311011506 0.015833283 0.136427974 #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 0.664182456 0.427170178 0.514089363 0.415959309 0.013424127 0.140374459 #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.031352573 0.201814465 0.764174258 0.075983241 0.027916495 0.455135918 #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 0.756774812 0.996104957 0.171220315 0.327588199 0.146893134 0.863800981 #DIV/0!
40～64歳
75歳以上 P値 0.677839849 0.874379954 0.609970866 0.475384071 0.095288741 0.835467654 #DIV/0!
65～69歳
70歳以上 P値 0.113778273 0.126908525 0.215080628 0.150166136 0.306727376 0.567778351 #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.314584096 0.135224622 0.522453317 0.192836734 0.575281356 0.636300177 #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

40歳未満
40～64歳 P値 0.182030779 1.56979E-05 0.051933744 0.000181336 1.31188E-05 0.01127332 0.000204954
40歳未満
65～69歳 P値 0.000106181 7.204E-10 2.43378E-06 3.72583E-08 5.84078E-10 3.1078E-08 4.21293E-08
40歳未満
70歳以上 P値 1.34257E-08 1.20901E-11 4.45435E-11 7.74526E-10 1.49196E-12 1.21111E-16 2.2087E-10
40歳未満
75歳以上 P値 7.69119E-08 1.35465E-10 5.77566E-10 4.52401E-09 2.01624E-11 1.475E-15 1.46783E-09
40～64歳
65～69歳 P値 7.61162E-05 0.000420359 1.56436E-05 0.001033134 0.000141575 9.63766E-07 0.000395925
40～64歳
70歳以上 P値 6.81495E-15 1.44105E-07 2.29223E-16 3.58811E-07 5.17163E-08 2.30517E-22 1.44586E-07
40～64歳
75歳以上 P値 5.53065E-11 7.43995E-06 6.75913E-12 1.17175E-05 7.92973E-06 9.41094E-17 1.3146E-05
65～69歳
70歳以上 P値 0.057484612 0.621922388 0.062386302 0.549888399 0.755494598 0.016142975 0.66838013
65～69歳
75歳以上 P値 0.068436282 0.595516887 0.076957749 0.512633685 0.814779954 0.014362507 0.710634425

除夜障手在

40歳未満
40～64歳 P値 0.003774892
40歳未満
65～69歳 P値 2.16636E-06
40歳未満
70歳以上 P値 6.15962E-09
40歳未満
75歳以上 P値 9.92552E-09
40～64歳
65～69歳 P値 0.000692296
40～64歳
70歳以上 P値 1.04046E-08
40～64歳
75歳以上 P値 2.76587E-07
65～69歳
70歳以上 P値 0.361952795
65～69歳
75歳以上 P値 0.265563575
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表5�12�1 年齢別・透析歴別集計結果 ―病院・診療所計―透析歴10～14年―TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

40歳未満
40～64歳 P値 5.5421E-161 0.050639643 0.604140962 0.616007539 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 2.7905E-233 0.982672177 0.711024898 0.011438459 #DIV/0! #DIV/0! 0.517327519
40歳未満
70歳以上 P値 1.8913E-242 0.925760328 0.639314077 0.212948221 #DIV/0! #DIV/0! 0.3966372
40歳未満
75歳以上 P値 7.2433E-188 0.758712288 0.518095252 0.470698176 #DIV/0! #DIV/0! 0.383075884
40～64歳
65～69歳 P値 1.3273E-113 0.017961402 0.999798877 0.00175001 #DIV/0! #DIV/0! 0.075079919
40～64歳
70歳以上 P値 1.4596E-266 0.009834539 0.922666325 0.211009944 #DIV/0! #DIV/0! 0.020311852
40～64歳
75歳以上 P値 8.9918E-215 0.102027604 0.568263079 0.672151432 #DIV/0! #DIV/0! 0.015698849
65～69歳
70歳以上 P値 8.85796E-81 0.933646224 0.942321487 0.09792526 #DIV/0! #DIV/0! 0.667350937
65～69歳
75歳以上 P値 1.772E-123 0.743112028 0.639461883 0.075694706 #DIV/0! #DIV/0! 0.666560507

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.300015243 #DIV/0! 0.034617368 0.64485316 0.219211855 0.004149108 0.392534304
40歳未満
65～69歳 P値 0.755333586 #DIV/0! 0.001403912 0.754665177 0.098833349 0.07914131 0.303751656
40歳未満
70歳以上 P値 0.650126807 #DIV/0! 0.001039071 0.872258294 0.244887542 0.155333979 0.05602284
40歳未満
75歳以上 P値 0.93467335 #DIV/0! 0.002609453 0.726837274 0.761050633 0.640800578 0.053358557
40～64歳
65～69歳 P値 0.503578199 #DIV/0! 0.019779438 0.416232987 0.901432061 0.301452769 0.692742575
40～64歳
70歳以上 P値 0.603132068 #DIV/0! 0.022953701 0.966404047 0.624815942 0.073393924 0.043051101
40～64歳
75歳以上 P値 0.252954833 #DIV/0! 0.081733727 0.27027634 0.333200058 0.026494254 0.063589781
65～69歳
70歳以上 P値 0.891546963 #DIV/0! 0.787864937 0.656718988 0.504991049 0.626389006 0.266306447
65～69歳
75歳以上 P値 0.691576739 #DIV/0! 0.841922969 0.873992293 0.180699828 0.24560502 0.23393347

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

40歳未満
40～64歳 P値 0.636601558 0.749024025 0.00085416 0.541990197 0.710653474 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.590511027 0.452046047 9.04131E-09 0.400424887 0.600512526 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 0.225318398 0.091776553 1.4645E-25 0.426273894 0.734078315 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 0.232962126 0.017107253 4.84318E-18 0.226155169 0.663800288 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.843084275 0.183957588 6.9814E-05 0.557259518 0.557944402 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 0.197303351 0.017696979 3.24759E-19 0.734448039 0.469755348 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
75歳以上 P値 0.252586221 0.006082828 1.32409E-11 0.274659311 0.685415785 #DIV/0! #DIV/0!
65～69歳
70歳以上 P値 0.445250224 0.414480227 9.06634E-05 0.410908675 0.204549245 #DIV/0! #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.443944144 0.08130878 0.000802174 0.176195326 0.377267206 #DIV/0! #DIV/0!

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

40歳未満
40～64歳 P値 #DIV/0! 0.412856564 #DIV/0! 0.627045647 0.755108701 0.499016405 #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.306960043 #DIV/0! 0.575342363 0.526888697 0.39237921 #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.366805973 #DIV/0! 0.872333192 #DIV/0! 0.435970067 #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.665369824 #DIV/0! 0.512069453 #DIV/0! 0.513258371 #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.232897981 #DIV/0! 0.229289479 0.304586932 0.979188222 0.729467867
40～64歳
70歳以上 P値 0.699315467 0.581219871 #DIV/0! 0.942317776 0.484644768 0.372692244 0.297034816
40～64歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.67351227 #DIV/0! 0.560937747 0.610155894 0.431310933 #DIV/0!
65～69歳
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.210893785 #DIV/0! 0.620407166 0.151404251 0.272011892 0.336673598
65～69歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.471800364 #DIV/0! 0.423584445 0.297374295 0.318652033 #DIV/0!
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表5�12�2 年齢別・透析歴別集計結果 ―病院・診療所計―透析歴10～14年―TTEST＝P値―

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

40歳未満
40～64歳 P値 #DIV/0! 0.968971504 #DIV/0! #DIV/0! 0.039634636 0.897628675 0.124543798
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.940008818 #DIV/0! #DIV/0! 0.562118713 0.760470782 0.074632091
40歳未満
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.995561937 #DIV/0! #DIV/0! 0.6226587 0.55348394 0.061942668
40歳未満
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.43706927 #DIV/0! #DIV/0! 0.29806533 0.951493608 0.224941886
40～64歳
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.879858261 #DIV/0! #DIV/0! 0.091656959 0.553103135 0.550999796
40～64歳
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.947332571 #DIV/0! #DIV/0! 0.079899723 0.300638949 0.67498447
40～64歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.347890079 #DIV/0! #DIV/0! 0.487830213 0.83834441 0.955155417
65～69歳
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.926937177 #DIV/0! #DIV/0! 0.388306607 0.804463822 0.813866823
65～69歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.431554015 #DIV/0! #DIV/0! 0.536813018 0.816918612 0.638640712

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.261127147 0.523356595 0.442619088 0.493809118 0.226244032 0.332134732 #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.150969575 0.146221106 0.784164634 0.165728848 0.028610826 0.034101069 #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 0.145846083 0.222443201 0.699134616 0.408690007 0.043117704 0.087292277 #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 0.388393567 0.137973076 0.754724318 0.355386856 0.025117535 0.079271703 #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.534630262 0.172301448 0.578713563 0.74305901 0.260155598 0.032283526 #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 0.55830723 0.231188053 0.635211874 0.689427895 0.024373667 0.104769969 #DIV/0!
40～64歳
75歳以上 P値 0.910735207 0.087007142 0.691958587 0.464226368 0.00538114 0.115244407 #DIV/0!
65～69歳
70歳以上 P値 0.934768413 0.865031405 0.914570177 0.954123484 0.471527942 0.54130923 #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.733585685 0.664651284 0.953828936 0.681813514 0.188280684 0.740658549 #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

40歳未満
40～64歳 P値 0.517007394 0.043077106 0.412018067 0.060422675 0.048686249 0.289868474 0.069959698
40歳未満
65～69歳 P値 0.070215676 0.029785401 0.047817459 0.036517952 0.042309676 0.023399244 0.05317523
40歳未満
70歳以上 P値 0.002876796 0.000705718 0.000656602 0.002207616 0.000836971 0.000536498 0.002628067
40歳未満
75歳以上 P値 0.007962652 0.001145077 0.002140925 0.003988747 0.001168143 0.002108101 0.00407275
40～64歳
65～69歳 P値 0.083620223 0.487528039 0.082486119 0.466755898 0.512795234 0.053759127 0.490440145
40～64歳
70歳以上 P値 0.000475822 0.010736151 0.00011283 0.025323979 0.003334351 0.000113981 0.009125672
40～64歳
75歳以上 P値 0.010219812 0.038909789 0.003702623 0.079940605 0.013949404 0.004160262 0.033347304
65～69歳
70歳以上 P値 0.256086695 0.211417688 0.154310315 0.315625857 0.131195433 0.214622971 0.207900643
65～69歳
75歳以上 P値 0.363805486 0.244978572 0.22864978 0.37158384 0.146065478 0.31128117 0.239347528

除夜障手在

40歳未満
40～64歳 P値 0.101335088
40歳未満
65～69歳 P値 0.074746734
40歳未満
70歳以上 P値 0.004127201
40歳未満
75歳以上 P値 0.006361201
40～64歳
65～69歳 P値 0.524879569
40～64歳
70歳以上 P値 0.011070922
40～64歳
75歳以上 P値 0.039541356
65～69歳
70歳以上 P値 0.203783257
65～69歳
75歳以上 P値 0.238540519
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表5�18�1 年齢別・透析歴別集計結果 ―病院・診療所計―透析歴15年以上―TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

40歳未満
40～64歳 P値 3.438E-103 3.06266E-05 0.144086717 0.623071066 #DIV/0! #DIV/0! 0.605545526
40歳未満
65～69歳 P値 1.0184E-227 0.000263455 0.049545966 0.044814841 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 6.8014E-174 0.051677668 0.108744001 0.154234745 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 3.2353E-122 0.081694736 0.002715576 0.124044503 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 1.2031E-143 0.451017199 0.117021974 0.001670916 #DIV/0! #DIV/0! 0.320521322
40～64歳
70歳以上 P値 6.7149E-279 1.64897E-05 0.413920047 0.057176335 #DIV/0! #DIV/0! 0.355573427
40～64歳
75歳以上 P値 3.7357E-195 0.004820752 0.001030253 0.076903265 #DIV/0! #DIV/0! 0.588060307
65～69歳
70歳以上 P値 1.86308E-94 0.003549121 0.587642109 0.358444992 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 1.9446E-134 0.036323283 0.05753689 0.782587831 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.820784917 #DIV/0! 0.040156809 #DIV/0! 0.977401522 0.181892023 0.201852073
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.009137467 #DIV/0! 0.720623809 0.398916674 0.050917365
40歳未満
70歳以上 P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.049326712 #DIV/0! 0.347765253 0.093098989 0.011256856
40歳未満
75歳以上 P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.041452401 #DIV/0! 0.35839851 0.066889355 0.006165002
40～64歳
65～69歳 P値 0.623642991 #DIV/0! 0.105435453 0.752385624 0.50949601 0.457522111 0.037958378
40～64歳
70歳以上 P値 0.588480513 #DIV/0! 0.970420389 0.426663133 0.05226113 0.47139933 0.00717785
40～64歳
75歳以上 P値 0.67861854 #DIV/0! 0.577533033 0.132124381 0.138607585 0.222149554 0.006739655
65～69歳
70歳以上 P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.200017496 0.534038142 0.354529385 0.208583203 0.727537084
65～69歳
75歳以上 P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.645160037 0.349261284 0.373621238 0.095219334 0.363813223

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

40歳未満
40～64歳 P値 0.098659865 0.637214257 0.459490688 0.687181088 0.130098433 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.029370539 0.559176779 9.36194E-08 0.063941004 0.039710602 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 0.005214882 0.036273543 2.92387E-18 0.747839829 0.130765414 #DIV/0! #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 0.00063626 0.003962183 1.57372E-11 0.340628756 0.055648456 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.150854651 0.781956253 3.01721E-13 0.469124121 0.303423165 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 0.005485944 0.029326213 4.58546E-25 0.870042224 0.876081557 #DIV/0! #DIV/0!
40～64歳
75歳以上 P値 0.000483519 0.017177138 1.12973E-12 0.707926196 0.337235466 #DIV/0! #DIV/0!
65～69歳
70歳以上 P値 0.352347908 0.117573226 0.000185294 0.259945399 0.283740097 #DIV/0! #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.045194324 0.045004255 0.002185531 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

40歳未満
40～64歳 P値 #DIV/0! 0.82059153 0.82855436 0.156224679 0.85447079 0.65143998 #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.840197023 #DIV/0! 0.668367101 0.849638313 0.465335464 #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.793360113 #DIV/0! 0.928135385 #DIV/0! 0.517342794 #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.907029813 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.509817088 #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.993334109 0.68043575 0.023899692 0.852235699 0.098740291 0.823027768
40～64歳
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.888950934 0.684644486 0.611469741 0.340492196 0.355243583 0.113296697
40～64歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.629260412 0.793116068 #DIV/0! 0.549124922 0.604143368 0.235081829
65～69歳
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.921463438 #DIV/0! 0.745285819 0.321789135 0.069855055 0.09599857
65～69歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.69572228 #DIV/0! #DIV/0! 0.5345501 0.264911587 0.224602635
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表5�18�2 年齢別・透析歴別集計結果 ―病院・診療所計―透析歴15年以上―TTEST＝P値―

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

40歳未満
40～64歳 P値 #DIV/0! 0.59761144 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.985835419 0.83821135
40歳未満
65～69歳 P値 #DIV/0! 0.449768619 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.874833992 0.840815961
40歳未満
70歳以上 P値 #DIV/0! 0.469814655 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.270386133 0.601248678
40歳未満
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.505991479 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.351601031 0.477665503
40～64歳
65～69歳 P値 0.911816796 0.621493223 0.857835564 #DIV/0! 0.936326793 0.749107109 0.410165264
40～64歳
70歳以上 P値 0.229148755 0.025892268 #DIV/0! #DIV/0! 0.588807237 0.001737137 0.063546393
40～64歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.111446949 #DIV/0! #DIV/0! 0.538009632 0.147844545 0.151384156
65～69歳
70歳以上 P値 0.488494242 0.020145494 #DIV/0! #DIV/0! 0.546696661 0.038541748 0.411068128
65～69歳
75歳以上 P値 #DIV/0! 0.086633222 #DIV/0! #DIV/0! 0.45294372 0.176934633 0.354408922

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

40歳未満
40～64歳 P値 0.504927137 0.985195882 0.666619595 0.977934401 0.283060194 0.218113316 #DIV/0!
40歳未満
65～69歳 P値 0.922016798 0.684560657 0.67276691 0.468626398 0.011682212 0.009223959 #DIV/0!
40歳未満
70歳以上 P値 0.368588436 0.644217181 0.872603702 0.652575379 0.15055181 0.15435636 #DIV/0!
40歳未満
75歳以上 P値 0.545115606 0.945699067 0.446621876 0.721162948 0.099505825 0.098723095 #DIV/0!
40～64歳
65～69歳 P値 0.139799225 0.639197831 0.97012103 0.52734647 0.119163633 0.067017503 #DIV/0!
40～64歳
70歳以上 P値 0.609262073 0.624489631 0.250410944 0.798806191 0.984184444 0.989330714 #DIV/0!
40～64歳
75歳以上 P値 0.767708408 0.970268835 0.007859099 0.896111976 0.667553913 0.536885022 #DIV/0!
65～69歳
70歳以上 P値 0.073007179 0.984823881 0.480216071 0.530830413 0.11587971 0.098637273 #DIV/0!
65～69歳
75歳以上 P値 0.368904934 0.689458685 0.099227693 0.565057803 0.449951926 0.526021863 #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

40歳未満
40～64歳 P値 0.950141574 0.190711578 0.654808041 0.458471422 0.232277803 0.501300546 0.566212083
40歳未満
65～69歳 P値 0.257639147 0.017922167 0.075213524 0.091745253 0.029584972 0.008690703 0.16923082
40歳未満
70歳以上 P値 0.02173399 0.001094274 0.001601263 0.013816939 0.001459237 0.001097049 0.017563033
40歳未満
75歳以上 P値 0.091205201 0.001897902 0.018757735 0.012226689 0.002447012 0.013960875 0.015384687
40～64歳
65～69歳 P値 0.016942672 0.005549586 0.004798921 0.018201968 0.026670232 0.000138929 0.079837931
40～64歳
70歳以上 P値 7.41429E-05 0.000502469 7.86242E-06 0.002389726 6.99788E-05 5.40045E-06 0.000423164
40～64歳
75歳以上 P値 0.016713848 0.00479117 0.007553771 0.009184668 0.001458931 0.006155663 0.002973854
65～69歳
70歳以上 P値 0.219388993 0.645002112 0.202215417 0.665103776 0.181577419 0.532590257 0.182695188
65～69歳
75歳以上 P値 0.49996548 0.472335586 0.510833385 0.450560172 0.156789251 0.84931199 0.137152254

除夜障手在

40歳未満
40～64歳 P値 0.593913951
40歳未満
65～69歳 P値 0.177499722
40歳未満
70歳以上 P値 0.021922453
40歳未満
75歳以上 P値 0.02134956
40～64歳
65～69歳 P値 0.075471628
40～64歳
70歳以上 P値 0.000675154
40～64歳
75歳以上 P値 0.005676351
65～69歳
70歳以上 P値 0.22266667
65～69歳
75歳以上 P値 0.191015524
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表6�5�1 院内・院外別処方集計結果表 ―病院・診療所計―TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

院 内
院 外 P値 0.182615964 0.008114915 0.192120675 1.8447E-27 0.221553516 #DIV/0! 0.107255936

院 内
両 方 P値 0.273528663 0.333846147 0.018660492 5.04629E-06 0.696522725 #DIV/0! 0.022673841

院 内
な し P値 0.630355876 0.114727333 0.641101774 0.04479498 0.938639326 #DIV/0! #DIV/0!

院 外
両 方 P値 0.132518848 0.072102463 0.059134445 0.509070874 #DIV/0! #DIV/0! 0.000282442

院 外
な し P値 0.55698302 0.077672817 0.560091236 0.009140112 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

両 方
な し P値 0.83770301 0.173083837 0.425520681 0.018083442 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

院 内
院 外 P値 0.303214391 0.300886521 2.9823E-211 3.10773E-08 #DIV/0! 3.82818E-19 0.010088282

院 内
両 方 P値 0.534573539 0.726370552 4.87968E-12 0.447217942 3.23259E-51 1.0817E-72 2.15514E-05

院 内
な し P値 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.860101383 #DIV/0! #DIV/0! 0.47068674

院 外
両 方 P値 0.645641364 #DIV/0! 5.58264E-05 0.169012648 #DIV/0! 0.01558128 2.11722E-07

院 外
な し P値 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.582894185 #DIV/0! #DIV/0! 0.603214451

両 方
な し P値 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.967768267 #DIV/0! #DIV/0! 0.08995327

うちEPO うちDV3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

院 内
院 外 P値 0.039426003 0.377667949 1.61017E-18 0.032272413 0.196984587 #DIV/0! 0.290387608

院 内
両 方 P値 3.80163E-06 0.860746961 0.030901364 0.824094938 0.475039793 #DIV/0! #DIV/0!

院 内
な し P値 0.649922553 0.344058769 0.826747379 0.805783553 0.75085405 #DIV/0! #DIV/0!

院 外
両 方 P値 7.08899E-08 0.625560266 0.414958055 0.523094107 0.737338106 #DIV/0! #DIV/0!

院 外
な し P値 0.769895924 0.410272117 0.367867729 0.873585646 0.816031407 #DIV/0! #DIV/0!

両 方
な し P値 0.137330951 0.422518331 0.467290072 0.850567458 0.780303508 #DIV/0! #DIV/0!

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

院 内
院 外 P値 0.07559028 0.003537637 0.3767849 0.035178712 0.001753843 0.067488414 0.015008747

院 内
両 方 P値 #DIV/0! 0.337397612 0.808838241 0.751118987 0.24072985 0.655613687 0.083227022

院 内
な し P値 #DIV/0! 0.77280687 0.951336738 0.354855215 0.77805723 0.815261922 #DIV/0!

院 外
両 方 P値 #DIV/0! 0.138170418 #DIV/0! 0.675111377 0.628585983 0.77973085 0.648027139

院 外
な し P値 #DIV/0! 0.684351607 #DIV/0! 0.230901144 0.907510878 0.766732855 #DIV/0!

両 方
な し P値 #DIV/0! 0.608145359 #DIV/0! 0.296278523 #DIV/0! 0.776780425 #DIV/0!
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表6�5�2 院内・院外別処方集計結果表 ―病院・診療所計―TTEST＝P値―

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

院 内
院 外 P値 0.503375075 0.261949125 0.538808899 0.291677489 0.551470816 5.47743E-08 1.03874E-16

院 内
両 方 P値 0.362983571 0.871082032 #DIV/0! #DIV/0! 0.189424165 7.91359E-05 0.000202741

院 内
な し P値 #DIV/0! 0.237516113 #DIV/0! #DIV/0! 0.858812748 0.409335054 #DIV/0!

院 外
両 方 P値 0.331280109 0.78667278 #DIV/0! #DIV/0! 0.272998037 0.112164859 0.581830441

院 外
な し P値 #DIV/0! 0.273552755 #DIV/0! #DIV/0! 0.803104177 0.298783362 #DIV/0!

両 方
な し P値 #DIV/0! 0.272379667 #DIV/0! #DIV/0! 0.786007718 0.228473378 #DIV/0!

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

院 内
院 外 P値 0.300539008 5.1942E-08 0.000778976 0.004456393 1.64696E-33 #DIV/0! #DIV/0!

院 内
両 方 P値 0.058160714 0.929691632 0.47513318 0.831749314 5.30264E-12 #DIV/0! #DIV/0!

院 内
な し P値 0.552359674 0.930108316 0.136511605 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

院 外
両 方 P値 0.325257051 0.16828002 0.630487655 0.372046716 0.000432652 3.16405E-08 #DIV/0!

院 外
な し P値 0.640106669 0.74952359 0.260620044 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

両 方
な し P値 0.595773586 0.932753502 0.238310858 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

院 内
院 外 P値 4.88717E-22 1.04454E-54 1.13739E-23 7.18595E-60 6.52445E-77 2.03109E-32 5.84091E-85

院 内
両 方 P値 0.237975225 0.985321253 0.301592576 0.867657215 0.644979095 0.493072395 0.495588189

院 内
な し P値 0.02626312 0.017091511 0.023348916 0.013380782 0.012049192 0.019115547 0.008871422

院 外
両 方 P値 2.07408E-05 2.602E-07 2.25257E-05 1.83575E-07 1.76196E-09 3.26215E-06 8.17792E-10

院 外
な し P値 0.174847255 0.299724634 0.170600729 0.28837383 0.305160451 0.175364272 0.290434377

両 方
な し P値 0.032158201 0.036550166 0.032865053 0.034935493 0.01620242 0.016877814 0.015090869

除夜障手在

院 内
院 外 P値 2.54452E-82

院 内
両 方 P値 0.499771569

院 内
な し P値 0.006181885

院 外
両 方 P値 1.75919E-09

院 外
な し P値 0.227111259

両 方
な し P値 0.010028291
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表8�11�1 DM・非DM別集計結果 ―TTEST＝P値―

年 齢 透析歴 再診計 13：指導 栄養指導（130） 集団栄養（80） 特定疾患（225）

病院・診療所計
D M
非DM P値 2.49459E-07 1.50961E-56 0.768121582 8.13831E-26 0.046658443 #DIV/0! 0.615392241

病院1・2計
D M
非DM P値 0.001626274 2.53283E-30 0.160532516 0.013938218 0.007136775 #DIV/0! #DIV/0!

病院1
D M
非DM P値 0.00026673 4.31114E-26 0.077176193 0.009620925 0.00853678 #DIV/0! #DIV/0!

病院2
D M
非DM P値 0.838256224 9.35519E-06 0.838542484 0.867395468 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

診療所
D M
非DM P値 6.51292E-05 1.36131E-27 2.00778E-08 1.1818E-26 0.782634074 #DIV/0! 0.615392241

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

病院・診療所計
D M
非DM P値 0.770352962 #DIV/0! 0.029768299 #DIV/0! 4.71594E-05 8.35452E-08 0.063468573

病院1・2計
D M
非DM P値 0.770352962 #DIV/0! 0.016949421 #DIV/0! 0.06376529 0.000142913 0.698996908

病院1
D M
非DM P値 0.770352962 #DIV/0! 0.030713897 #DIV/0! 0.212690981 0.000347105 0.705630038

病院2
D M
非DM P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.380782691 #DIV/0! 0.054738212 0.168633766 0.886109918

診療所
D M
非DM P値 #DIV/0! #DIV/0! 0.260366166 #DIV/0! 6.45959E-05 0.000143715 0.045348687

うちEPO うちV・D3 40：処置 Ⅱ型（280） Ⅱ型（275） Ⅰ型（242） Ⅰ型（263）

病院・診療所計
D M
非DM P値 0.65033179 0.025201775 0.883187429 0.513447674 0.215964559 #DIV/0! #DIV/0!

病院1・2計
D M
非DM P値 0.52903961 0.3936573 0.509620051 0.186995039 0.23445344 #DIV/0! #DIV/0!

病院1
D M
非DM P値 0.92538477 0.511400461 0.626520096 0.338232741 0.556912562 #DIV/0! #DIV/0!

病院2
D M
非DM P値 0.230456455 0.545572379 0.003231663 0.325168375 0.250548229 #DIV/0! #DIV/0!

診療所
D M
非DM P値 0.783616449 0.030005111 0.537786658 0.38365974 0.601954363 #DIV/0! #DIV/0!

特定積層型 ダイア計 ４～５時間 夜 間 障 害 50：手術 手術・麻酔

病院・診療所計
D M
非DM P値 0.605960833 0.705323969 0.705776435 0.675155082 8.79108E-08 0.172221588 0.195332503

病院1・2計
D M
非DM P値 #DIV/0! 0.128334694 0.690142112 0.627701851 0.050243526 0.417818012 0.0331733

病院1
D M
非DM P値 #DIV/0! 0.173152859 #DIV/0! 0.540144504 0.004292679 0.192418017 0.00716

病院2
D M
非DM P値 #DIV/0! 0.463745675 0.685337647 0.733686839 0.200838636 0.424132139 #DIV/0!

診療所
D M
非DM P値 0.724813718 0.564155884 #DIV/0! 0.248845286 1.08336E-07 0.279839583 0.442353759
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表8�11�2 DM・非DM別集計結果 ―TTEST＝P値―

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

病院・診療所計
D M
非DM P値 0.922002718 0.076516375 0.097342727 0.971960375 0.000260195 0.781545617 0.670269606

病院1・2計
D M
非DM P値 #DIV/0! 0.758816726 #DIV/0! #DIV/0! 0.012016344 0.73461009 0.534553573

病院1
D M
非DM P値 #DIV/0! 0.99331987 #DIV/0! #DIV/0! 0.009085644 0.600655624 0.585686364

病院2
D M
非DM P値 #DIV/0! 0.620388725 #DIV/0! #DIV/0! 0.454298754 0.742489347 0.76967615

診療所
D M
非DM P値 0.776085298 0.025121309 #DIV/0! #DIV/0! 0.002038511 0.843160209 0.921605929

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

病院・診療所計
D M
非DM P値 0.24642178 0.012911227 0.007566059 0.151140802 0.639721209 0.560216396 #DIV/0!

病院1・2計
D M
非DM P値 0.855226711 0.434043476 0.102626968 0.560132417 0.529357481 0.526544361 #DIV/0!

病院1
D M
非DM P値 0.627861766 0.890389129 0.163443548 0.340086048 0.646461323 0.569111424 #DIV/0!

病院2
D M
非DM P値 0.109152355 0.105839046 0.325175045 0.174155396 0.703208455 0.417850099 #DIV/0!

診療所
D M
非DM P値 0.071381591 0.013566025 0.488052304 0.004479704 0.051713345 0.064665425 #DIV/0!

請求合計 除夜間 除障害 除夜間障害 除夜間手術 除障害手術 除夜障手

病院・診療所計
D M
非DM P値 2.70663E-38 4.71331E-97 4.60618E-15 1.69484E-53 5.239E-113 8.05288E-15 7.39281E-61

病院1・2計
D M
非DM P値 2.13241E-17 2.85479E-38 6.17659E-07 4.6963E-20 3.00077E-47 4.31081E-07 6.27207E-24

病院1
D M
非DM P値 1.32767E-12 4.03704E-30 2.59734E-05 8.05256E-17 6.0552E-35 8.89261E-05 1.69025E-18

病院2
D M
非DM P値 8.11027E-07 7.26699E-10 0.004684182 0.000125655 8.52544E-15 0.000297876 3.92403E-07

診療所
D M
非DM P値 4.42299E-22 3.74752E-62 2.45163E-09 1.96304E-36 1.72649E-67 6.38082E-09 6.9831E-39

除夜障手在

病院・診療所計
D M
非DM P値 5.71105E-06

病院1・2計
D M
非DM P値 0.049062867

病院1
D M
非DM P値 0.074793928

病院2
D M
非DM P値 0.404915826

診療所
D M
非DM P値 2.10397E-05



要 旨

2004年3月1日，日本透析医学会の専門医が透析

専門医として広告公示ができるようになった．今回こ

の透析専門医の広告規制緩和への経緯について，透析

医学会専門医制度委員会の事業と役割や日本専門医認

定制機構の方針なども紹介しながら，現在の透析専門

医や透析医学会専門医制度の実態を解説し，さらに今

後の透析専門医の質の維持のための対応策について言

及した．

はじめに

2004年3月1日付けで厚生労働省から日本透析医

学会の専門医資格が認可された．すなわち，「透析専

門医」として名実ともに一般に広告できるようになっ

たわけである．しかしながらこのことは，一方では透

析専門医としての質を確保するための努力の継続が必

要とされ，さらには透析専門医としての医学的責任は

もちろん，社会的責任を負うことも責務となったこと

を深く認識しておかねばならない．

1 透析専門医広告規制緩和の流れ

医療制度改革の一環として，2002年4月1日から

厚生労働省から認可された学会専門医の広告が可能に

なった．すなわち，厚生労働省告示および通知により

医業，若しくは歯科医業，または病院，若しくは診療

所に関して広告しうる事項が緩和されたわけである．

そして，いわゆる専門医資格を広告するためには，団

体（学会）による手続き（その資格を認定している学

会などの団体が一定の基準（表1）を満たしており，

かつ厚生労働大臣に資格認定団体としての届出を行い，

その届出が厚生労働省の審査を経て受理された場合に

限られる）が必要であった．

先に述べたように，日本透析医学会は上記の基準を

満たすとして第28番目の学会としての専門医広告の

認可を受けたわけである1）．2004年4月1日現在で，

日本透析医学会認定の専門医は3,693名である．ちな

みに，指導医は1,411名，そして認定施設は396施設，

教育関連施設は388施設である1）．
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表1 いわゆる「専門医資格」を認定する団体の基準

1.学術団体として法人格を有していること

2.会員数が1,000人以上であり，かつ，その8割以上が医師

であること

3.5年以上の活動実績を有し，かつ，その内容を公表してい

ること

4.外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されている

こと

5.専門医資格の取得条件を公表していること

6.資格の認定に際して5年以上の研修の受講を条件としてい

ること

7.資格の認定に際して適正な試験を実施していること

8.資格を定期的に更新する制度を設けていること

9.会員及び資格を認定した医師の名簿が公表されていること



2 透析専門医の週刊誌誤掲載および

学会罰則規定の新設

透析専門医の広告認可の吉報も束の間，早速ある事

件が勃発した．某週刊誌による透析専門医の誤掲載事

件である．

これは週刊誌側が一方的に企画したものであり，表

向きには，学会の専門医というものを一般に紹介し，

啓蒙することが主旨になっているが，本企画が占める

13ページ中の10ページが透析医療施設の宣伝広告と

なっているのが実情であった．問題の誤掲載箇所は，

ある透析医療施設の広告で透析専門医でない医師が透

析専門医として記載されていたという事件である．

事は，専門医制度の根幹を揺るがす大問題に発展す

る可能性もあることから，学会専門医制度委員会が，

敏速に事の経緯について調査した．その結果報告によ

れば週刊誌側の印刷ミスということであり，記事の校

正過程のずさんさが浮き彫りになった．それ故，学会

からの週刊誌側への抗議により，後日，謝罪・訂正文

が週刊誌に掲載された．そして，一方では学会側とし

ても，罰則規定の見直しが急務となったわけである．

すでに，日本透析医学会専門医制度規則・施行細則

の第4章に専門医資格の喪失に関する規定が設けられ

ていたが，今回，新たに罰則規定として記載されるこ

とになったわけである（表2）．そしてまた学会誌2004

年5月号に理事長，総務委員長，倫理委員長，専門医

制度委員長名で警告（内容は虚偽の広告を掲載したり，

透析専門医として相応しくない行為が明らかになった

場合は，会員に対し除名を含めた厳格な処罰を行うと

いうもの）を掲載している2）．

3 透析医学会専門医制度の事業と役割

日本透析医学会専門医制度委員会には，透析医を認

定する専門医認定委員会，客観式筆記試験・口答試問

試験を実施する専門医試験委員会，指導医を認定する

指導医認定委員会，臨床研修を行う施設を認定する施

設認定委員会の4委員会がある．どれも透析医学や透

析医療を専門とする医師および施設を厳重な審査によ

り認定する委員会であり，新規認定および更新認定を

行うことを主たる事業としている．すなわち，透析専

門医として信頼ある透析医学や透析医療を実践できう

る医師を育成することが最大の目標となっている．

この透析専門医を目指す医師に対して，学会が作製

した専用研修カリキュラムに沿って臨床研修を行う場

が認定施設や教育関連施設であり，さらに彼等に臨床

研修を指導するのが指導医である．このシステムにて

認定制度が円滑に運営されてきているわけであるが，

今後の専門医の質を維持するためにはさらにこのシス

テムを検証し，細部にわたって修正し，改善してゆく

ことが認定制度委員会の役割であろう．

いくつかの問題点を列挙する．

① 全国各都道府県の人口や医療事情に見合った数

の専門医，指導医，認定施設が配分され，全国的

に均一に近い透析医療が行われているかどうか．

② 認定施設には指導医を含む専門医が2名，教育

関連施設には専門医が1名必要とされるが，これ

らの医師の退職後などに生じるその施設の指導医，

専門医の不在と不在期間が長期にわたった場合に

生じる認定施設の取り消し，あるいは再認定困難

などの問題．

③ 専門医の質を長期にわたり維持していくための

学会としての生涯教育システムの構築，特に変遷

しつつある医療に対応できうる多面的教育システ

ムの構築が必要とされていること，など．

まず，①については全国が11のブロックに分けら

れ，全国くまなく計 53の地方学術集合が認定されて

いる．そしてさらに各ブロックの一つに生涯教育プロ

グラムとして毎年所定の単位が与えられている．この

ような状況であっても，実際のところは，指導医や認

定施設のブロック別格差が大きく，地域によっては認

定施設不在の事態が生じている．これらに対し，都会
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表2 日本透析医学会の専門医に関する罰則規定

第8章 罰則

1） 透析専門医が不正行為による資格取得など専門医制度へ

の信用を著しく傷つける行為をした場合，透析専門医の取

り消し，または期限付きでの資格を停止することができる．

2） 非透析専門医が専門医を広告などで名乗った場合は，専

門医の受験資格の喪失，期限付きでの受験の停止をするこ

とができる．

3） 上記1），2）の事例で施設に責務が有った場合において

は認定施設・教育関連施設の取り消し，期限付きでの認定

の停止，などができる．

4） 罰則に不服を生じたものは，決定通知の日付より30日

以内に専門医制度委員会に異議を申し立てることができる．

5） 1）～3）は専門医制度委員会および理事会の議により執

行することができる．

（日本透析医学会専門医制度規則・施行細則より引用）



に集中している専門医や指導医の全国各地域への分散

配備ということも現実的には不可能である．したがっ

て，この地方の特殊事情というものを認定施設の認定

基準を審査する場合に，どのように配慮したらよいの

かどうか．

②については専門医や指導医の補充のために全力を

あげることが施設長の責務であるが，ある一定の期間

を経ても指導医の不在状態がつづき，結果として研修

カリキュラムが遂行できなくなる事態も生じている．

このような場合，透析専門医をめざすその施設の研修

医師に対し，なんらかの救済策を考慮すべきかどうか．

たとえばインターネットや郵便などの可能なメディア

を利用した学会による研修カリキュラム教育指導の可

能性などである．

③については国内の主要52学会でつくる日本専門

医認定制機構は，ばらつきのある各学会の専門医認定

制度に統一基準を導入することを決めている．それに

よれば，診療実績や実技試験を重視し，十分な専門性

を持った医師の育成を目指す．すなわち，知識を問う

筆記試験に加え，画像診断などの実技試験も導入する

ことや手術件数などの診療実績を医療施設の責任者に

証明させることなどである．

これらの統一基準導入の背景には，相次ぐ医療過誤

などで揺らぐ専門医認定制度への信頼の回復が狙いで

あると思われるが，本質的には専門医の質の確保であ

ることは言うまでもない．一方，日本透析医学会の専

門医認定試験においては，すでに1994年以後，口答

試問が導入され診療実績の確認や実技試験の有無など

がチェックされてきている．また，専門医の更新につ

いては必要単位が2006年度から現行の30単位から

50単位に変更になる予定であり，専門医の質の確保

とその維持に重点が置かれるようになってきている．

さらに，この更新をめざす専門医を対象として学位認

定のセルフトレーニング問題が生涯教育の一環として

導入されることになっている3）．

4 各学会専門医認定制度の課題

2004年から卒後臨床研修が義務化され，ようやく

医師の公的な研修制度がスタートしたが，その後に続

く専門医研修については，専門医を育成し認定してい

る各学会の専門医認定制度に委ねられている．1981

年結成された学会認定医制協議会は，学会が認定して

いる認定医・専門医の社会的公認と表示に向けた活動

をはじめ，1993年には日本医学会と日本医師会との

三者間で当時の基本領域診療科を担う13学会が認定

する認定医・専門医について医療施設内での表示を決

めている．

しかしながら，医師会側の主張では，医療法に基づ

く標榜診療科目とは切り離し，診療報酬とは関連しな

いことを強調しつつ，専門医資格には難色を示してき

たという経緯がある4）．そして，2002年4月より広告

の規制緩和に伴い，広告可能な専門医資格が認可され

るようになったわけであるが，専門医のあり方や方向

性，つまり質については，あくまでも学会側の責任で

あるとしている．

この学会認定医制協議会は2003年春，中間法人日

本専門医認定制機構と改め，日本医学会加盟の専門医

認定制度をもつ学会を統轄する機関となっている．最

近では，専門医の資格審査や認定試験の方法などの再

検討のみならず，専門医教育においても医療倫理や医

療安全対策なども含めた徹底教育の方向性が示されて

いる．いずれにせよ，卒後初期臨床研修からの流れに

沿った専門医育成システムの構築が必要とされるわけ

であるが，これらの質の高い専門医の育成にあたって

は，当然ながら診療報酬との深い相互作用が関与して

くることは周知のごとくであろう．

このような流れの中で，日本透析医学会はいまだに

日本医学会への加盟が実現していないことに加え，上

記の日本専門医認定制機構にも未加入であるという現

実がある．しかしどの学会においても，今後の専門医

制度の方向性はまったく同様であるということには変

わりない．

5 透析専門医の質の維持

透析専門医を質，量とも充実させるためには，教育

制度や認定制度の構築のみならず，一般社会への透析

医療の全人的啓蒙とか，透析に関わる医療費，技術料

の充分な確保などの側面的支援もきわめて重要な要素

となる．すなわち一般から行政までの幅広い支援が望

まれるわけで，学会側のみの努力では限界があるかも

しれない．しかし，やはり質の維持への最大の要素は，

透析専門医自身のたゆまぬ日頃の努力であろう．それ

を後押しするために学会専門医制度委員会が学会認定

という形で支援することになるわけである．
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一般社会は，専門医というその資格に対し，非常に

厳しい眼でチェックしてくるのは当然のことであるが，

同時にその専門性に対し，絶大な信頼を寄せているの

も事実である．われわれ透析専門医は，その信頼に応

えねばならない．
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はじめに

アフェレシス療法はかつて血漿交換療法と呼ばれた

が，その後の医療技術の進歩により体外循環を利用す

る様々な治療法が開発，臨床応用されるようになった

ため，今日ではこの総称が用いられている．日本アフ

ェレシス学会の定義によれば，慢性透析療法を除くあ

らゆる血液浄化法がアフェレシス療法に含まれ，単純

血漿交換法（遠心分離式と膜分離式），二重膜濾過血

漿交換法，血漿冷却濾過法，血漿吸着法，血液吸着法，

血球成分除去法（吸着式と遠心式）のほか，急性血液

浄化法として多用される持続血液濾過法，持続血液透

析濾過法などの治療法がある．

本稿ではアフェレシス療法（急性血液浄化法を除く）

の保険医療の現状，診断群分類別包括評価（diagno-

sisprocedurecombination;DPC）におけるアフェ

レシス療法の現状と問題点，アフェレシス療法の今後

の展望を概説する．

1 アフェレシス療法と保険医療

わが国でアフェレシス療法が初めて保険医療に取り

入れられたのは，1981年の薬物中毒と劇症肝炎に対

する血漿交換療法の保険適応である．以後，1983年

には多発性骨髄腫によるMたんぱく血症とマクログ

ロブリン血症，1984年には重症筋無力症と家族性高

コレステロール血症，1986年には悪性関節リウマチ

と全身性エリテマトーデスと適応が拡大され，アフェ

レシス療法は種々の分野で多くの難治性疾患患者に福

音をもたらしている．

アフェレシス療法はほとんどの適応疾患において，

薬物療法に抵抗性の場合に追加併用される，あるいは

薬物療法単独では効果が不十分と判断される重症の場

合に初期から併用される．一方，Guillain-Barr�e症

候群のように薬物療法の有効性に関するエビデンスが

なく，血漿交換療法の有効性が証明されている疾患も

存在する．

アフェレシス治療の保険適応（表 1）1,2）においては，

疾患ごとに厳格な適応基準および標準的な治療回数が

示されており，これを基準に治療を行う必要がある．

たとえば全身性ループス（SLE）では，中枢神経症状

を伴う場合や急速進行性腎炎を伴う場合に限って保険

適応があり，薬剤治療抵抗性のSLEすべてに適応が

あるわけではない．劇症肝炎に対する血漿交換療法は

1カ月あたり13回が標準的な治療の上限である．

しかし，臨床の現場では重篤な患者の治療に際して，

アフェレシス治療の有効性が期待される場合には保険

診療の制約を逸脱せざるをえない状況もあり，この場

合は診療報酬支払い明細書に症状詳記を付して診療報

酬支払い側の理解を求める，あるいは所謂保険査定を

覚悟で治療を行う必要が生じる．このような疾患に関

しては，今後，アフェレシス治療の有効性に関するエ

ビデンスを示し，保険医療に取り入れていく努力が必

要である（後述）．

平成16年から遠心分離器を用いた血球成分除去療
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法（白血球系細胞除去療法）が保険適応となり，2,000

点の処置料（材料費込み）が算定可能となった．しか

しこの場合，使用する血液回路（30,000円超）が特

定保険医療材料ではないため別途請求できない．この

ため，治療を行うと人件費や減価償却費，光熱費を別

にしても，1回で10,000円超の逆ザヤが発生するこ

とになる．早急な是正措置が望まれる．

2 DPCにおけるアフェレシス療法の現状と問題点

2004年度4月の診療報酬改定後の急性期医療にお

ける診療報酬包括支払い制度，すなわちDPCでのア

フェレシス治療の取り扱いは4種の場合が混在してお

保険医療におけるアフェレシス療法の現況と今後の展望 141

表1 保険医療におけるアフェレシス療法の適応

適 応 疾 患 適応治療法 一連の施行回数限度

中毒

薬物中毒 PE，PA，HA 概ね8回

消化器疾患

劇症肝炎

術後肝不全

急性肝不全

肝性昏睡

潰瘍性大腸炎†1

PE，PA†2

PE，DFPP，PA†2

PE，DFPP

HA

LA，CFLA

概ね10回

概ね7回

概ね7回

週1回5回を2クール†1

血液疾患

多発性骨髄腫†3

マクログロブリン血症†3

血栓性血小板減少性紫斑病†3

溶血性尿毒症症候群

重度血液型不適合妊娠

インヒビターを有する血友病

PE，DFPP

PE，DFPP

PE，DFPP

PE，DFPP

PE，DFPP

PE

週1回，3カ月

週1回，3カ月

週3回，3カ月

膠原病・自己免疫疾患

悪性関節リウマチ†3

関節リウマチ†4

全身性エリテマトーデス†3，†5

PE，DFPP，PA

LA†4

PE，DFPP，PA

週1回

週1回5週

月4回

代謝・循環器疾患

家族性高コレステロール血症

閉塞性動脈硬化症†3

PE，DFPP，PA

PE，DFPP，PA

週1回

10回，3カ月

免疫性神経疾患

重症筋無力症†3

ギラン・バレー症候群†3

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎

多発性硬化症†3

PE，DFPP，PA

PE，DFPP，PA

PE，DFPP，PA

PE，DFPP，PA

月7回，3カ月

月7回，3カ月

月7回，3カ月

月7回，3カ月

腎疾患

巣状糸球体硬化症

同種腎移植†3

PE，DFPP，PA

DFPP

12回，3カ月

術前4回，術後2回

自己免疫性皮膚疾患

天疱瘡，類天疱瘡 PE，DFPP 週2回，3カ月†6

敗血症

エンドトキシン血症またはグラム

陰性菌感染症†7

HA 吸着式血液浄化器2個

PE：単純血漿交換法 DFPP：二重膜濾過血漿交換法 PA：血漿吸着法 HA：血液吸
着法（活性炭吸着器，エンドトキシン吸着器） LA：白血球系細胞除去療法（白血球系細
胞吸着器を用いた血液吸着法による血球成分除去療法） CFLA：遠心分離器による白血
球系細胞除去療法（血球成分除去療法）
†1重症，劇症および難治性の患者，劇症に対しては第1週目のみ2回まで †2ビリル
ビン，胆汁酸の除去目的 †3血漿冷却濾過法が有効とされる疾患 †4薬物療法抵抗性
の関節リウマチに対し，セルソーバ（旭化成メディカル社）を用いた白血球系細胞除去療
法のみ（病状の規定あり） †5急速進行性糸球体腎炎または中枢神経性ループスを伴う
場合 †63カ月後，重症度が中等度以上の場合にはさらに3カ月 †7病状の規定あり
（文献2より引用，改変）



り（表2）3,4），診療者にわかりにくいだけでなく，患

者が治療を受ける機会の平等性が損なわれる恐れもあ

る．

DPCを施行している医療施設において，グループ

Ⅱの疾患に対して保険診療適応のアフェレシス治療を

実施した場合，要した特定保険医療材料費や薬剤費が

診療報酬で補填されず，逆ザヤを生じる事態が生じて

いる．一方，グループⅢの疾患においては，アフェレ

シス治療の施行回数が少ない場合，結果的に過剰な診

療報酬が請求される危険性がある．これらは新制度へ

の移行期における一過性の混乱と考えられ，早急な是

正が待たれる．天疱瘡や類天疱瘡の取り扱いなどは診

療側から評価すると，むしろ改悪された事例となって

いる．

そもそもアフェレシス治療は高額な医療器材を使用

する治療である．また，対象患者は重篤あるいは難治

性の病態にあり，必要となるアフェレシス療法の施行

回数は標準化できないため，治療の標準化を前提とし

た包括評価にそぐわない性格の治療法と考えられる．

このような治療の算定は，手術や高度技術の検査と同

様に技術に対する評価のみ包括化として，用いる特定

保険医療材料や薬剤は出来高評価を行うことが合理的

と考えられる．過剰診療の危惧については，アフェレ

シス治療の保険適応基準で抑制可能である．他方，ア

フェレシス治療を行う事例は当該の疾患群患者のごく

一部である．この観点からは，アフェレシス治療を行

なった場合はすべての医療行為を出来高評価すること

も合理的と考えられる．

3 アフェレシス療法の今後の展望

現在の保険適応疾患以外にもこれらの関連疾患の多

くにおいてアフェレシス療法の有効性が報告されてい

る．しかし，アフェレシス療法の対象はきわめて重篤

でほかの治療法で十分な治療効果が得がたい疾患や，

罹患率が低い疾患であるため，今日のevidencedbased

medicine（EBM）で標準的な治療に求められるラン

ダム化比較試験 （randomized controlled study;

RCT）による統計学的な有効性の証明は困難である．

そこで最近では

① 有効性がその病因からみて納得できる
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表2 診断群分類別包括評価（DPC）におけるアフェレシス療法の取り扱い

グル
ープ 疾患（ICD10コード） 診断群の

評価
アフェレシス
療法

特定保険医療
材料費・薬剤費

Ⅰ 閉塞性動脈硬化症（I709）

多発性骨髄腫（C900）

マクログロブリン血症（C880）

重度血液型不適合妊娠（O361）

包括評価 算定不能（処置

項目なし）

算定不能

Ⅱ ギラン・バレー症候群（G610）

慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（G618）

潰瘍性大腸炎（K519）

全身性エリテマトーデス（M329）

天疱瘡（L109），類天疱瘡（L129）

血栓性血小板減少性紫斑病（M311）

エンドトキシン血症（A419，415）

薬物中毒（T509）

処置2で算定

（器材や薬剤費

込み）

算定不能

Ⅲ 多発性硬化症（G35）

重症筋無力症（G700）

劇症肝炎（B199）・急性肝不全（K720）・

肝性昏睡（K729），術後肝不全（K729）

悪性関節リウマチ（M9530）

家族性高コレステロール血症（E780）

巣状糸球体硬化症（N051）

溶血性尿毒症症候群（D593）

処置2で算定 別途出来高算定

Ⅳ ABO血液型不適合間もしくは抗リンパ球

抗体陽性の同種腎移植

インヒビターを有する血友病

関節リウマチ（薬剤抵抗性）†

出来高評価 出来高評価 出来高評価

†新規技術のため，暫定的に出来高評価



② 治療によりその病因に関連する血液の異常が改

善する

③ 効果が副作用や患者負担を考慮してもほかの治

療法よりも勝る

の3条件を満たす疾患においては，アフェレシス療法

の有効性がエビデンスとして評価できると提言されて

いる5）．

アフェレシス療法の有効性に関するエビデンスレベ

ルが最も高いと考えられるのは，血栓性血小板減少性

紫斑病（TTP）に対する新鮮凍結血漿を用いた単純

血漿交換法であり，血漿輸注を対照にしたランダム化

比較試験で有効性が証明されている6）．さらにその後，

病因としてvonWillebrand因子分解酵素の阻害因子

（自己抗体）が発見され7,8），血漿交換療法の効果はこ

の阻害因子の除去効果に加え，正常血漿大量補充によ

るvonWillebrand因子分解酵素の補充効果であるこ

とが推察されている8）．

TTPにおいても初期にはエビデンスレベルの低い

症例報告の蓄積があり，後にランダム化比較試験や病

態解析によりレベルの高いエビデンスが確立したわけ

である．したがって，アフェレシス療法の有効性が期

待される疾患においては，症例ごとに慎重に適用を検

討し，有効例の蓄積を行っていくことが今後の保険適

応につながるものと考えられる．

一方，エビデンスが比較的確立しているにもかかわ

らず現在保険適応がないのは，急速進行性糸球体腎炎

（RPGN）や抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連血管

炎である9,10）．これらについては現在，日本アフェレ

シス学会が内科系学会保険連合会を通じて，保険適応

の申請中である．

アフェレシス療法では治療施行中および直後に有害

事象発生の危険性があるが，薬物療法と異なり中期的

あるいは長期的な副作用の危惧がない．免疫や炎症の

関与する多くの疾患においては，ステロイド剤や免疫

抑制薬投与よりも免疫の過剰抑制に伴う感染の誘発や

重症化の危険性が少ないと考えられ，SLEやRPGN，

ANCA関連血管炎などの重篤な疾患において，急性

期の感染症による死亡を減少させ，救命率の向上が期

待される．

関節リウマチや潰瘍性大腸炎，慢性炎症性脱髄性多

発根神経炎などの再燃を繰り返す疾患においては，緩

解状態の維持のためにステロイド剤の長期投与が必要

であり，骨粗しょう症などの合併症発症が重要な問題

である．これらの疾患において，緩解維持のためにア

フェレシス療法が適応されれば，骨粗しょう症合併の

危険性が軽減可能である．

著者らは難治性潰瘍性大腸炎における基礎的検討に

おいて，白血球系細胞除去療法の併用によりステロイ

ド剤投与なしに緩解が維持可能であることを報告して

いる11）．アフェレシス療法の長期施行は冠動脈病変を

合併する家族性高コレステロール血症においてすでに

認められている．これらの疾患での緩解維持治療への

保険適応の拡大が望まれる．

わが国で保険適応がまだ認可されていないアフェレ

シス技術にphotopheresis12,13）がある．欧米ではもと

もとの対象疾患である皮膚T細胞リンパ腫のほか，

自己免疫疾患，膠原病，移植片拒絶反応に対する治療

として普及しつつある．この方法はリンパ球を活性化

する8-methoxypsoalenという薬剤を使用するため，

わが国に導入するには新薬と同様の臨床治験が必要と

考えられるが，患者数が少ない対象疾患であるため，

臨床治験の実施は困難なことが予測される．高度先進

医療あるいは混合診療の技術として，早期に臨床応用

可能になることが切望される．
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要 旨

国連加盟国191カ国中82カ国からのデータをもと

に，各国における末期腎不全医療経済問題� ことに

低所得国に問題を絞って検討した．低所得国での透析

を普及させるための安価な血液浄化法を開発する必要

性について強調した．

1 透析費用国際比較の問題点

透析費用の国際比較を行うに当たり最も重要な問題

点は，次のような事柄に起因している．すなわち各国

からの報告がアメリカのUnitedStatesRenalData

System（USRDS）年次報告1），本邦からの日本透析

医学会統計調査委員会による・わが国の慢性透析療法

の現況・年次報告2），あるいはERA-EDTAからの報

告を除くと毎年報告されているregistryがないとい

うことである．これらに加えて統計調査内容がきわめ

てアバウトであったり，これが主原因であるが，まっ

たく統計調査がなされていなかったことに起因してい

る．そのERA-EDTAですらregistry制度が1996年

から崩壊し，ようやく近年再建されつつある現状であ

る3）．

幸いここ数年間，きわめて粗雑で欠点だらけではあ

るものの，在来まったく様子を窺い知れなかった東欧

や中欧4），ことにロシアやラテンアメリカ諸国5,6），東

南アジア諸国7～10），北アフリカ諸国11），さらには絶望

的な政争や民族間の殺掠を繰り返しているサハラ砂漠

以南のアフリカ諸国12,13）からすらデータを入手しうる

ようになった．このことは，在来からこの問題に関心

を抱いてきた者にとって真に喜ばしいことである．たと

えば，数十年間の内戦により疲弊し，世界銀行分類14）

で低所得国中の最貧国である国民総収入（grossna-

tionalincome;GNI）が1人当たり（percapita）年

間90ドルのエチオピアですら慢性透析が2名，腎移

植が5名に行われていることが判明した．

もちろん，GNIが年間90ドルの，購買力平価（pur-

chasingpowerparities;PPP）にての評価さえ不可

能な国で透析医療を行うことの是非も議論しなければ

ならない．しかしすくなくとも医療については・暗黒

大陸アフリカ・からの情報が入手できたこと，あるい

は旧ソビエト連邦圏内で透析事情のまったく不明であ

った東欧や中欧，ことにロシアの情報を知りうるよう

になったことから，この論文を書くことの意義を身に

感じている次第である．

そのほかの問題点としては，すでに2000年の第45

回日本透析医学会総会パネルディスカッション・透析

医療経済の今後（透析医療費の国際比較）・15） に於い

て論じた．つまり各国でのヘルスケアシステムの差，

透析費用算定方式の差異，経済データ入手の時間的遅

れと各国通貨の為替変動により，国際比較がきわめて

困難かつ不正確にならざるをえないことである．

同パネルディスカッションでは主として日米欧を取

り上げ，比較し論じていた．今回は191国連加盟国中

82カ国についての資料� もちろんきわめて部分的
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でかつ不正確ではあるものの� が得られたので，在

来知られていなかったこれら情報を主として取り上げ

ることとした．

この論文では世界銀行の分類14），すなわちGNIが

percapita（国民1人当たり収入）で9,386ドル以上

をhighincomecountry（高所得国），3,036～9,385

ドルまでをuppermiddleincomecountry（中の上

所得国），766～3,035ドルまでを lowermiddlein-

comecountry（中の下所得国），そして765ドル以

下の国をlow incomecountry（低所得国）と分類し

ているのにしたがって各国を分け，論じてゆきたい．

2 国民1人当たり年間総収入と

末期腎不全医療との関連

すでに著者が2001年のパネルディスカションにて

明らかにした如く，国民の収入あるいは国家全体とし

ての国富に，末期腎不全医療患者数ひいては透析患者

数は依存している．この点について，世界銀行による

国民1人当たり収入額による分類を各国に当てはめて

みた．すなわち，高所得国，中の上所得国，中の下所

得国，低所得国について，各々一般国民人口100万人

あたりRRT（renalreplacementtherapy）人口;末

期腎不全人口（透析例＋腎移植例）と透析人口（絶対

数）を比較した（表1，2，3，4）．

これらの表からわかるように，最高所得はノールウ

ェイで，国民1人当たりGNIは43,350ドル，一方末

期腎不全人口は一般人口100万人当たり560人に過ぎ

ない．これは一つには，末期腎不全治療法としてQOL

の観点から，腎移植を主とする政策を採っているから

であろう．末期腎不全人口が 1,520人/100万人の

USAは，GNI37,610ドルである．世界最高の1,863

人/100万人の末期腎不全人口を抱える日本のGNIは

4位で34,510ドルである16～18）．

これら高所得国でも末期腎不全人口，さらには末期

腎不全医療費の急騰に困惑している．シンガポールは

NKF-Sという腎臓専用の寄付財団を使用して対処し

ているのが目に付く．

シンガポールでは Medisaveと Medishield，

Medishield-plusという健保組合組織があり，それぞ

れが透析に対して支払いを行っているものの，Medis-

aveでは1,259ドル/月もの自己負担が課せられてい

る．それに対してNKF-Sは，寄付金額から自己負担

分を慈善費として支給するとともに，患者には治療へ

のコンプライアンスを良くすることを求める．さらに

慈善費用を寄付した企業は，リハビリした透析例を企

業に雇用するといったシステムを構築し，良い結果を

得ていると報告されている19）．

3,036～9,385ドルの中の上所得国でも最下位のボツ

ワナは，GNIが3,430ドルあるにもかかわらず，100

万人当たり末期腎不全は4.1人，人工透析人口はたっ

たの4人に過ぎない．

一方低所得国では先述のエチオピアが最低であるが，

中にはイエメンの如くGNIが520ドルにもかかわら

ず，人口100万人当たり末期腎不全例が320人と中所

得国平均なみの国もある．

このように部分的には大きなバラつきがあるものの，

全体的には図1に示す如く末期腎不全医療患者数は国

民の収入如何に依存していることがわかる．

人口100万人当たり末期腎不全患者数の平均値は，

高所得国で748.3人，中の上所得国330.5人，中の下

所得国では208.7人であった．一方年収1人当たり平

均415ドルの低所得国では，一般人口100万人当たり

36.9人に過ぎなかった（図2）．

一方，最貧国の年収90ドルに過ぎないエチオピア

よりも多額である320ドルの年収のあるラオスの如く，

透析をやっている気配のない国家もある（表記載なし）．

これはきわめて高額の医療費を消費する腎不全医療に

医療費を割くよりは，ほかのヘルスケアに使うほうが

より有用であるとの国家方針によるものであろう．低

所得国にあってはこのような考え方を非難すべきでな

い．つまり，低所得国でごくわずかの人数にしか透析

を行えないなら，多分，独裁者とその家族，あるいは

国家中枢に関連している人物か，またはその家族のみ

が対象になるはずであるからである．

いわゆる発展途上国の代表といえる中国20）ですら不

公正な傾向があり，健康保険制度上国家公務員または

その家族のみが無料で透析を受けることができる．

3 CAPDは低所得国にとり経済的に優れた方法か

在来，先進国家では日本を除くとCAPDは血液透

析よりも安価で医療経済的にもすぐれている方法であ

るとされてきた．これを見た発展途上国の施政者が，

CAPD優遇政策を打ち出しても不思議ではない．

その最も典型的なのがメキシコである．メキシコで
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表1 高所得国での末期腎不全治療現況

国 名 人 口 GNI/人 RRT人口/
100万人 透析人口 透析1年粗

死亡率（％） 入院回数/年 センター透析
費用/年

ノールウェイ

スイス

USA

日本

デンマーク

アイスランド

スエーデン

UK

フィンランド

オーストリア

オランダ

ベルギー

香港

ドイツ

フランス

カナダ

オーストラリア

イタリア

シンガポール

スペイン

ニュージーランド

ブルネイ

ギリシャ

台湾

韓国

スロベニア

4.5

7.3

288.4

127.2

5.4

0.29

8.9

59.2

5.2

8

16.1

10.3

6.8

82.5

59.5

31.4

19.7

57.7

3

40.9

3.9

0.4

10.6

21.5

47.6

2.1

43,350

39,880

37,610

34,510

33,750

30,010

28,840

28,350

27,020

26,720

26,310

25,820

25,430

25,250

24,770

23,930

21,650

21,560

21,230

16,990

15,870

14,000

13,720

12,916

12,020

11,830

560

545

1,520

1,863

670

360

567

477

570

720

630

810

360

619

628

572

658

748

985

980

685

923

790

1,013

432

571

369

1,956

308,910

237,710

1,458

87

2,271

12,980

842

2,584

4,025

3,821

3,332

39,188

23,086

9,734

4,494

34,678

2,149

16,237

850

313

695

22,027

15,352

1,050

約16

22.0

9.3

18.6

約16

約16

約16

約16

16.3

13.3

13.8

15.3

88.5（2年生存

率）20％自費

1.67

0.65

1.09

1.16

1.58

0.78

0.8

DM1.1回，

非DM0.6回

51,551

60,000

64,275

70,000

66,330

120,000

50,182

24,173

14,318

43,680

国 名 LCC透析費/年 CAPD費/年 HD（％） CAPD（％） Tx（％） 報告年度

ノールウェイ

スイス

USA

日本

デンマーク

アイスランド

スエーデン

UK

フィンランド

オーストリア

オランダ

ベルギー

香港

ドイツ

フランス

カナダ

オーストラリア

イタリア

シンガポール

スペイン

ニュージーランド

ブルネイ

ギリシャ

台湾

韓国

スロベニア

32,481

40,000

33,288

64,275

45,000

54,270

46,000

33,849

20,144

32,760

31,193

30,000

43,212

27,500

38,190

34,000

26,760

16,921

8,864

19,890

18,000/

15,500－

$200/

13.0

34.5

21

12.0

89.3

53.4

77.0

3.6

54

58

18.1

31

5.7

24.1

10.0

80

51

45.3

55

62

48.3

49

38

28

23

38.3

46.6

48.4

19.7

38

48

5.0

29.5

13

2002

2002

2002

2003

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

1997

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2002

2002

2003

2002

2000

1999

2002



は透析例の80％が政策的にCAPDを強制されてきた6）．

その結果，年間死亡率はなんと60～80％にまで達し

た．CAPD導入例は，かなり腎機能が残っているこ

とを考慮するなら，むしろCAPDに導入せずに保存

的に加療したほうが生存率もややましだし，費用効果

的に優れているのではないだろうか．メキシコでの

CAPDについては，非常に酷な言い方をすれば，末

期腎不全例を惨殺していたのである．

4 低所得国家への援助

末期腎不全医療についての不公平さ，不公正さはこ

の問題を少しでも勉強した誰でもが感ずるところであ

ろう．コンゴ，セネガル，ガーナ，ブルキナファソ，

エチオピア，ベトナムなどでは若くして才能があって

も国家に経済力がないため，いたずらに死んでゆかな

くてはならない．かたや日本では飽食，自己規制の欠

如，医療へのコンプライアンス不良からⅡ型糖尿病と

なり，さらには腎症から腎不全へ陥り，透析に導入さ

れても常に体重増加，高カリウム血症，高リン血症の

ため，合併症を生じる．しかも悪いことが起きた時は，

スタッフをはじめとするほかの人たちの責任とするよ

うな人物を見うける．あるいは高齢で寝たきり，透析

が理解不能の上，透析を受けてもADLやQOLの改

善を期待できないような老人に，IC不十分のまま透

析へ導入している例も見受ける21）．

だからといって，ODAを増やせ，透析機器を贈与

せよという議論は成り立たない．最貧国にとって透析

はいわば ・whiteelephant（白い象）・であり，最新
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表2 中の上所得国での末期腎不全治療現況

国 名 人 口 GNI/人 RRT人口/
100万人 透析人口 透析1年粗

死亡率（％） 入院回数/年 センター透析
費用/年

サウジアラビア

チェッコ

ハンガリー

メキシコ

クロアチア

ポーランド

エストニア

スロバキア

リトアニア

モーリシャス

ラトビア

ウルグアイ

マレーシア

アルゼンチン

ガボン

ベネゼラ

ボツワナ

21.9

10.2

10.6

92

4.5

38.6

1.5

5.4

3.8

1.5

2.5

3.16

23

36.5

1.2

22

1.7

8,530

6,740

6,330

6,230

5,350

5,270

4,960

4,920

4,490

4,090

4,070

3,790

3,780

3,650

3,580

3,490

3,430

120

545

439

268

643

252

186

334

160

333

157

717

378

390

29

400

4.1

7,390

3,692

3,158

2,500

2,225

6,878

98

1,800

379

500

225

2,071

7,600

35

4,700

4

60（CAPD）

10.3

9.0

20

7,488

国 名 LCC透析費/年 CAPD費/年 HD（％） CAPD（％） Tx（％） 報告年度

サウジアラビア

チェッコ

ハンガリー

メキシコ

クロアチア

ポーランド

エストニア

スロバキア

リトアニア

モーリシャス

ラトビア

ウルグアイ

マレーシア

アルゼンチン

ガボン

ベネゼラ

ボツワナ

1,100

10,500 5,790/

63

68

19

76

0.01

29

86

60

45

3

2

80

4

20.4

6

4

9

34

30

20

30

50.5

8

36

7

46

2

2002

1998

2002

2003

1998

1998

2002

2002

2002

2003

2002

2003

2003

2003

2003

2002

2003



機器を贈与されてもインフラ整備のない国では莫大な

負担になるか，またはまったくの無駄になる可能性が

ある．

著者が15年前に経験したことである22）．われわれ

の病院で働いていたネパール人医師からの情報をもと

に，ネパールでの透析医療を援助すべくカトマンズへ

赴いて，ネパール最大の国立病院と日本のJICAによ

り建てられたトリブバン大学付属病院を視察した．そ

こではJICAにより寄贈されたX線機器をはじめと

する医療機器類は，半数近くが故障やメンテナンス不

良にて使用不能の状態であった．これはなにも日本の

ODAだけの話ではない．国立病院には・透析センタ

ー・の看板が出ているものの，鍵のかかった部屋があ

り，鍵を開けると中にはイタリア製のUFRコントロ

ーラー付最新型コンソールが梱包されたままで眠って

いた．

インフラ面でのバックアップなしでの機器供与の無

意味なことから，われわれはまずこの菰をかぶったま

まのイタリア製コンソールを生かすために，国立病院

の検査技師を日本へ招いてCEとしての訓練を行い，

ネパールでただ一つの透析センターを作り上げること

を計画した．そのために病院長と書面で招聘条件など

をとりきめた．しかし帰国後病院スタッフとの文通は

まったく途絶えてしまった．後に判明したところでは，
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表3 中の下所得国での末期腎不全治療現況

国 名 人 口 GNI/人 RRT人口/
100万人 透析人口 透析1年粗

死亡率（％） 入院回数/年 センター透析
費用/年

トルコ

南アフリカ

ブラジル

ロシア

ルーマニア

チュニジア

タイ

ブルガリア

イラン

マケドニア

アルジェリア

ナミビア

リビア

ベラルーシ

エジプト

モロッコ

中国

ユーゴスラビア

フィリッピン

69.6

43

174

148.3

22.8

9.6

62

8.4

65.5

2.1

30

2

5.5

10

64

28.7

1,280

72

2,790

2,780

2,710

2,610

2,310

2,240

2,190

2,130

2,000

1,980

1,890

1,870

1,800

1,590

1,390

1,180

1,100

1,100

1,080

358

42.4

307

53

139

430

114

298

238

461

78.5

13.5

30

65

264

52.3

102

399

37

19,966

2,200

50,000

6,075

2,900

4,128

5,553

2,147

8,431

897

2,355

7

2,355

531

16,896

1,501

130,560

4,197

2,411

9.4

15

18

8

30

50（2年生存率）

7,332

5,798

7,500

6,480

国 名 LCC透析費/年 CAPD費/年 HD（％） CAPD（％） Tx（％） 報告年度

トルコ

南アフリカ

ブラジル

ロシア

ルーマニア

チュニジア

タイ

ブルガリア

イラン

マケドニア

アルジェリア

ナミビア

リビア

ベラルーシ

エジプト

モロッコ

中国

ユーゴスラビア

フィリッピン

8,400

5,200

9,600

5,886

90

59

65

79

87.0

53.7

92

78

44

9.5

24.6

12

12

4

1＞

1

3

12

16.3

22

23

9

9

45.5

17

19

45

2002

2003

2003

2002

2002

2002

2003

2002

2000

2002

2003

2003

2003

2002

2003

2003

2003

1998

2003



ネパール・インド間に国際紛争が生じ，国境がガソリ

ン等の移動輸入に対して閉鎖措置がとられ，激しいイ

ンフレとなった．そのため病院長はじめ病院スタッフ

は，給与問題からガルフ諸国へと出国してしまった由

であった．

とにかく国際援助の難しさを味わったからだけでは

ないが，未開発国への援助に当たっては本当にその国

民のためになるかどうかを良く考える必要がある．こ

とに透析医療の場合，機器を贈与しただけでは不可で，

ダイアライザーをはじめとする生命維持管理装置を維

持してゆくもろもろの消耗品類の補給とマンパワーの

訓練なしでは無責任のそしりを免れえない．そしてこ

れらの贈与物品が，一般国民とは関係のない，あるい

は一般国民を殺戮し，飢餓に陥れている人間たちの役

に立っているだけなのかもしれない．

5 透析先進国日本の課題

われわれ先進国の，ことに各種透析関連機器メーカ

ーがそろい，透析医療技術の進歩している日本に課せ

られた任務は，電気もない，また水すらろくに無いよ

うな世界の辺境地帯でも使用でき，しかも安価な血液

浄化機器の開発であろう．

たとえば，現今のHFKダイアライザーでなく，一

部で使用されている抵抗の少ない積層型ダイアライザ
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表4 低所得国での末期腎不全治療現況

国 名 人 口 GNI/人 RRT人口/
100万人 透析人口 透析1年粗

死亡率（％） 入院回数/年 センター透析
費用/年

コートジボワール

カメルーン

コンゴ

セネガル

インド

イエメン

ベトナム

ジンバブエ

パキスタン

ベニン

モーリタニア

ケニア

インドネシア

ナイジェリア

ガーナ

カンボジャ

ブルキナファソ

マリ

エチオピア

16.5

15.5

51.6

10

1,048.6

18.6

78

13

144.9

6.1

2.5

29

220

120

20

12.5

11.3

10.5

75

660

640

640

550

530

520

480

480

470

440

430

390

330

320

320

310

300

290

90

8.4

1.9

0.74

2.5

130

320

1.1

7.8

46

6.6

25

6.9

18.4

2.5

1.5

4.5

0.9

1.4

0.07

130

30

32

25

1,500（CAPD）

400

60

97

6,270

40

50

220

4,049

300

30

49

10

15

5

3,500

4,280

6,240

6,720

国 名 LCC透析費/年 CAPD費/年 HD（％） CAPD（％） Tx（％） 報告年度

コートジボワール

カメルーン

コンゴ

セネガル

インド

イエメン

ベトナム

ジンバブエ

パキスタン

ベニン

モーリタニア

ケニア
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ナイジェリア

ガーナ

カンボジャ

ブルキナファソ

マリ

エチオピア

4,500

4,800

6,720

70

0

30

6

3

3

1

1

5

1

1

2

2003

2003

2003

2003

2003
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2003

2003

2002

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003



ーを使用する．良い AVFならば容易に穿刺可能な

14～15ゲージ針を使用し，これにダイレクトにダイ

アライザーをつなぐ．透析液出口はホースに接続する．

過去40年前には日本でも行われていた，2階の窓か

らホースの先端を吊り下げて陰圧を発生させ・ホース

ダウン1.5m・などと指示する23）．現今の優れた膜で

はあるいは・ホースダウン・などは不要かもしれない．

問題は水の処理であろう．透析液なしでの血液浄化

法としてはHF（血液濾過）に頼る方法もある．この

場合は電気も水も不要であるが，尿素窒素などの小分

子量物質除去性能に問題がある．透析にこだわるなら，

これもわれわれの災害時の対処方法である汚い河の水，

あるいは海水を小型ヨット用の水処理装置を用い，エ

ンドトキシンカットフィルターを併用するなどの工夫

を凝らすことによって解決しうるであろう24）．これら

の血液浄化用フィルターと海水処理装置を組み合わせ

るシステムは，インド洋大津波などの大規模災害時の

クラッシュシンドロームなどへの対処にも役立てうる

はずである．
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要 旨

DialysisOutcomeandPracticePatternsStudy

（DOPPS）は血液透析患者の予後向上を目指した国際

的共同研究で，本研究により予後を規定する様々な要

因が明らかにされた．本研究の成果をわが国の透析医

療にいかに取りいれ，透析医療の向上を図るかが現在

問われている課題である．

はじめに

DOPPSは血液透析患者を対象に，治療方法の予後

（outcome）に与える影響を前向きに検討し，予後を

最も良好に保つ治療・管理方法を究明することを目的

に実施された国際的な共同研究である．本試験は観察

研究であり，いかなる治療的介入も行っていない．

1996年から開始されたこの研究も，DOPPSphaseⅠ

（1996～2001），DOPPSphaseⅡ（2002～2004）へと

研究が進み，現在DOPPSphaseⅢへの準備と移行

が進められている．

1 DOPPSの組織

米国のミシガン大学に隣接するUniversityRenal

ResearchandEducationAssociation（URREA）

に研究を企画し統括するStudyCoordinatingCom-

mitteeを置き，下部組織としてSteeringCommittee，

ないしAdvisoryBoardが米国，日本，ヨーロッパ，

豪州・ニュージーランドの各地域に設置されている．

さらに URREA内には DOPPSCoordinatingCen-

terが置かれ研究の実務を統括している．

DOPPSphaseⅠの研究参加国は，日米欧（英，仏，

伊，独，スペイン）の計7ヶ国であったが，2002年

から開始されたDOPPSphaseⅡでは，カナダ，ス

ウェーデン，オランダ，豪州，ニュージーランドの国々

と地域が加わり，計12ヶ国に拡大された．

2 DOPPSの研究方法

血液透析患者の予後には年齢，性，原疾患，透析歴，

併存疾患などの患者背景に加え，透析方法や併用療法

などの治療形態が大きな影響を及ぼす．患者背景には

医療により変化を加えることは事実上困難であるのに

対し，治療形態には様々な改良や工夫を凝らすことが

可能である．DOPPSの最大の目的はこの治療形態や

様式の予後に及ぼす影響を解明し，血液透析患者に最

適の治療・管理形態を明らかにすることである．

DOPPSでは生存率，入院率，QOL，血管アクセスの

予後の4点を患者予後の指標に設定している1）．

研究にあたっては，DOPPSが前向き観察試験であ

ることから試験施設や対象患者の選定が重要な要因と

なる．患者の予後は国や地域，診療施設の規模や形態・

経営母体などの施設背景，患者の年齢，性，原疾患，

合併症などの患者背景，医療スタッフの数や経験など

により異なり，これらのバイアスを最小限にとどめ，

平均的，代表的な対象を選び出すことが研究の客観性

を規定するからである．このため，研究対象施設の選
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定には，各国あるいは地域で25名以上の血液透析患

者を有する施設から，経営母体，人口分布など多種の

要因を無作為化して抽出し，研究参加への同意を確認

した後，同意が得られない場合は抽出操作を繰り返し，

予定施設数に達するまでこの操作を反覆した．

対象患者については研究対象施設で治療を受けてい

る血液透析患者全体を，まず生存率の調査対象とした．

各施設は4カ月毎に全治療患者のリストを提出し，そ

の間に死亡，転院・転出，ないし施設に転入した患者

を登録した．また，転院・転出患者については，その

予後をできるだけ正確に調査した．

透析方法や併用療法などの治療形態と入院率，QOL，

ブラッドアクセスの予後などの詳しい検討は，各施設

で治療を受けている患者の中から20～40名について，

施設毎に無作為に抽出し，同意の得られた患者を試験

対象とした．

検討項目は患者の背景，検査データと透析方法，処

方，入院・他科受診の有無やブラッドアクセスの経時

的変化，KDQOLアンケート調査などである．また，

定期的に施設の診療管理責任者（医師）と透析部門で

働くコメディカルの代表者を対象に，施設の概要，治

療方針，治療形態，職員の数と教育程度，勤務形態な

どの調査を行い，これらの予後に及ぼす影響も検討し

た．

回収データはすべてDOPPSCoordinatingCenter

に送られ，データの質の管理と統計解析が行われた．

データの管理においては，ハズレ値や疑問値，欠測値

などが各地域のデータ回収者にフィードバックされ，

データの信頼性の維持がはかられた．

これらの結果，DOPPSphaseⅠでは309施設から

19,197名，23,595患者・年の，DOPPSphaseⅡでは

340施設から約 16,200例，21,000患者・年のデータ

が集積された．

3 DOPPSで得られた成果

DOPPSにより多くの研究成果が次々と報告されて

いるが，最新のデータを含め以下に代表的な成績につ

いて述べる（表1）．

1） 患者の背景

各地域で患者の背景を比較すると，日本では年齢は

最も若く，透析期間は最も長く，男性の割合が高い．

米国は人種の多様性，糖尿病性腎症，腎硬化症患者の

割合，虚血性心疾患，うっ血性心不全，脳血管障害，

末梢血管病変，肺病変，HIVなどの合併が高値であ

った．日本では手根管症候群，透析アミロイドーシス

などの合併が高値であった2,3）．透析導入時の腎機能

には日，米，欧間で差はみられなかった．

DOPPSphaseⅠで集計した患者の死亡率は，補正

前のデータで日本が6.6％に対し欧州17.1％，米国で

23.5％と日本で最も低く，補正後の死亡のリスクでは，

欧州で2.8倍，米国では3.8倍，日本より高値であっ

た．しかしわが国の透析医学会（JSDT）の全国全数

調査における粗死亡率は約9％であるので，DOPPS

集計値の6.6％はJSDT調査値に比して明らかに小さ

く，DOPPSphaseⅠにおける対象患者のサンプリン

グが適切ではなかった可能性が指摘されている．これ

は，対象施設の選定にあたり，研究契約の取得が困難

であった公的総合病院や大学病院が除外された結果と

考えられ，DOPPSphaseⅡにおいては，これらの問

題点は是正された．

2） 生命予後に影響を与える要因

生命予後に影響を与える要因としては高齢，冠動脈

疾患，うっ血性心不全，脳血管障害，末梢血管病変，

糖尿病，肺病変，悪性腫瘍，HIV，腸管出血，HCV，

神経疾患などの合併は有意の予後悪化因子であった2）．

modifiedsubjectiveglobalassessment（mSGA），

BMI，血清アルブミン（Alb），クレアチニン（Cr）

などで評価した栄養状態も予後の予測因子で，これら

が良好の群で生命予後は有意に長かった4）．これらの

指標でみると，日本の透析患者では栄養状態が比較的
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表1 DOPPSで示された生命予後向上のための介入因子

1.透析療法

Kt/V高値（限定的）

透析時間延長

限外濾過量低値

2.ブラッドアクセス

自己血管内シャント

3.併用療法

Hb：適正高値

P：生理的レベル

Ca：低値

Ca・P：低値

4.コンプライアンス

透析のスキップは避ける

透析間体重増加を抑える

透析時間は短縮しない

高カリウム血症は避ける

栄養状態は良好に

5.治療体制

医師は患者と十分に接触

する

患者ケアに十分なスタッ

フを充てる

6.その他

高いQOLの保持

心の健康



良好に保持されており，特にmSGAによる評価は諸

外国に比して高値を示した．

3） 治療法

治療法の影響では，まず透析方法では，Kt/Vは女

性においては予後の規定因子で，Kt/Vの増加につれ

て死亡のリスクは確実に低下した．しかし，これは男

性患者には必ずしも当てはまらず，地域による差も認

められる5）．日本のデータでは，Kt/Vと生命予後に

は相関関係が認められている．Kt/Vを日・米・欧で

比較しても大きな差は見られず，少なくとも3極間の

生命予後の差をKt/Vで説明することは困難である．

透析時間は米国で短く，日本や欧州各国間では大き

な差異は認められない．血液流量は日本では極端に低

値で，米国で最も高値である．Kt/Vで補正した透析

時間と生命予後の関係では透析時間の長いほうが予後

は良好で，一方血液流量は高値で生命予後が良好とな

る傾向が認められた6）．後者については，高い血液流

量に耐えられる患者は循環器系を含め全身状態が良好

であることを意味する，とも考えられる．

Kt/Vで補正しても透析時間と予後とに関連がみら

れた事実は，透析量以外の要因が生命予後に関与する

ことを示し，限外濾過量の高値も予後の悪化因子とな

るという．限外濾過量，透析中の血圧低下なども透析

時間の延長で減少することなどから，透析時間は新た

な予後の規定因子として高い注目を集めている．日本

のデータのみで解析しても，透析時間と予後には関連

がみられ，長時間透析患者で生命予後は良好であった．

4） 患者管理

患者管理の影響については，まず血清リン・カルシ

ウム管理と予後では，血清リン，カルシウム濃度が1

mg/dL増加するごとに死亡のリスクは4，および10

％有意に増加し，カルシウム・リン積は1（mg/dL）2

上昇するごとにリスクは1％増加するという．

死因との関連では，特に心血管系病変による死亡と

の関連が強く認められた．リンとカルシウムについて

の影響はこれまで多数例での後ろ向き試験結果でも報

告されてきたが，今回前向き試験でもその妥当性が確

認された．また，KDOQIガイドラインに定められた

血清カルシウム・リン・PTH管理基準の達成度はい

ずれの地域でもきわめて低く7），本ガイドラインの達

成は世界的に大きな課題であることが理解された．

貧血管理については，DOPPSでも良好なHbの維

持が生命予後のみならず，入院のリスクの改善につな

がることが明らかにされている8）．この結果は日本の患

者のみの解析でも同様である．SF-36で評価したQOL

も維持Hbレベルが高いほど良好である．日本の患者

の貧血管理を諸外国と比較すると，維持Hb，rHuEPO

投与量，鉄剤の投与頻度はほかのDOPPS諸国に比し

て低値である．一方各国の維持HbとrHuEPO使用

量の間には有意の相関関係が認められ9），日本の維持

Hbレベルの低い主因は，rHuEPO投与量が少ないこ

とに起因すると考えられる．

HCVとHBV感染についても興味深いデータが示

されている．HCVについては日本の患者で陽性率

（14.8％），新規陽性率（3.0/100例・年）ともDOPPS

諸国中3番目の高値を示している10）．新規陽性率は施

設でのHCV陽性率に応じて増加することから，なん

らかの院内感染の可能性が払拭できないデータといえ

る．HBV感染陽性率は2.1％，新規感染は1.0/100例・

年とDOPPS諸国内では比較的低かった．HBV陽性

と透析期間，新規感染のリスクとHCV感染との間に

は強い相関がみられ，HBV感染患者の専用プロトコ

ールには新規感染を防止する顕著な効果がみられたと

いう11）．

患者の透析治療に対する対応や，自己管理も生命予

後の規定因子である．定められた透析治療を受けない

「透析のスキップ」や透析時間の短縮は米国に多く，日

本で最も少ない．スキップをする患者の生命予後はス

キップのない患者に比して有意に悪く，透析時間の短

縮や高カリウム血症も予後を悪化させる傾向を示す12）．

先に述べた高リン血症や透析間の体重増加量の増加も

有意の予後規定因子であり，透析間に体重の5.7％以

上の増加を示した患者の割合は日本で最も多かった．

5） 診療形態および診療実態

診療形態や実態の影響では，医師が患者を診察する

時間が増すと死亡のリスクが減る，直接患者ケアにあ

たる職員数が増えるほど血管アクセスの不良が減じる，

などの興味深い成績も明らかにされた．血管アクセス

は日本で自己血管内シャントの率が最も高く，米国で

は人工血管グラフト，カテーテルの割合が高い．人工

血管グラフトやカテーテルの開存期間は自己血管内シ
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ャントに比べて短く，カテーテルの使用は短い生命予

後，低い維持Hb，感染による高い入院率と関連する

という13,14）．

6） QOL

QOLに関しては，身体的，精神的QOLの両者が

生命予後と密接な関連を持ち，QOLを良好に保つと

いう診療努力が結果的に生命予後の改善につながるこ

とが明らかにされた15）．また，精神状態，特に「うつ」

は生命予後の悪化因子で，日本ではうつの診断率が欧

米諸国に比べてきわめて低い．これは，日本でうつが

少ないのではなく，なんらかの要因で診断率のみが低

いことが，客観的なうつ診断スケールを用いた検討で

明らかにされている16）．各国特有の社会，医学的な事

情がこうした診断バイアスにも影響を及ぼしていると

同時に，とかく見逃されがちである心の健康も，透析

患者予後の向上に重要である事実が注目されよう．

おわりに

DOPPSについて最近のデータを含めて概説した．

DOPPSにより得られた成果は多岐にわたり，世界の

透析医療に強いインパクトを与えている．わが国でも

その結果が広く理解され17,18），結果に応じた適切な対

応が早期にとられ，血液透析患者の予後向上を目指す

という本研究の趣旨が生かされることを強く期待した

い．
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要 旨

透析患者の睡眠障害について，その原因と治療をま

とめた．睡眠障害は，不眠症，過眠症，呼吸関連睡眠

障害（睡眠時無呼吸症候群），睡眠・覚醒リズム障害

などの睡眠異常症と，睡眠時遊行症（夢遊症），夜驚

症などの睡眠随伴症，精神疾患や腎不全に基づく睡眠

障害として，むずむず脚症候群，睡眠中周期性四肢運

動などがある．

睡眠障害の治療には，主にベンゾジアゼパム系の睡

眠導入剤を用いる．入眠困難には超短時間作用型が，

中途覚醒と早朝覚醒には中間作用型か長時間作用型の

睡眠導入剤が有効である．精神症状を伴う場合向精神

薬を加え，うつ状態では抗うつ薬を加える．

睡眠時無呼吸症候群では，睡眠導入剤は症状を悪化

させることがあり注意を要する．むずむず脚症候群や

睡眠中周期性四肢運動にはclonazepam（リボトリー

ル）が有効である．

緒 言

これまで，透析を続けている腎不全患者の生命予後

に関した合併症や生活の質を左右する問題点の様々な

側面が検討されてきた．透析患者の睡眠は，生活の質

を維持向上するために重要な問題であるばかりでなく，

生命予後の面でも考慮していかなければならないこと

がわかってきた．

1日の約1/3の時間をあてている睡眠は，脳と身体

の疲労回復を図るだけでなく，からだのリズムを整え

て新陳代謝や内分泌の調節をする，体温を下げて脳の

オーバーヒートを防ぐ，などの役割を担っている．そ

のため心身を健全に保つために欠かせないものであり，

透析患者の生活や生命に大きく影響する．ここでは，

透析患者にみられる睡眠障害を整理し，その治療をま

とめてみた．

1 睡眠障害

睡眠障害は，睡眠異常症と睡眠随伴症，精神疾患や

身体疾患に基づく睡眠障害などに分類される．

睡眠異常症には，不眠症，過眠症，呼吸関連睡眠障

害，ナルコレプシー，睡眠・覚醒リズムの障害などが

あげられる．睡眠随伴症とは，睡眠中ないし覚醒移行

期にみられる異常行動をいい，睡眠時遊行症（夢遊症），

夜驚症などがある．ここでは不眠症と呼吸関連睡眠障

害である睡眠時無呼吸症候群をとりあげた．腎不全な

ど身体疾患に伴う不眠としては，むずむず脚症候群，

睡眠中周期性四肢運動などがあり，その解説も行う．

睡眠障害の診断には終夜睡眠ポリグラフィ検査が有

用であるが，それに要する設備と労力が大きいため，

午睡睡眠ポリグラフィ検査で大まかな判断を下すこと

がある1）．

2 不眠症

最初に不眠症を取り上げる．

不眠はありふれた症状の一つである．わが国では4
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人に1人が不眠を訴えている2）．睡眠時間の長短にか

かわらず覚醒時に睡眠に対する不充足感が強く，患者

自身が身体的，精神的，社会生活上に支障ありと判断

している状況が不眠である．睡眠時間が短いにもかか

わらず昼間の精神身体活動になんら支障を自覚しない

場合は短時間睡眠者として，不眠症には加えていない．

1） 不眠の種類

睡眠の異常には睡眠時間の長短，睡眠リズムの異常，

睡眠深度の異常，病的な随伴症状を呈する睡眠がある．

したがって不眠は，入眠障害と睡眠維持の障害に分け

て考える．

入眠障害は寝つきが悪く，入眠に30分以上かかる

ものを指し，いったん寝つけばよく眠れる．睡眠維持

の障害には夜間に何回も目覚める中途覚醒，目覚めた

後再び寝つくのに長時間を要する再入眠障害，起床時

間のはるか前に目覚めてしまう早朝覚醒と，目覚めた

ときに熟眠感のない熟眠感欠如などがある3）．不眠の

タイプを知ることは，睡眠導入剤を選択する際に有用

である．

2） 不眠の要因：5つのP

世界精神医学協会では不眠症の診断と治療の中で，

不眠の要因を「5つのP」と分類している（表 1）4）．

透析患者でみられる睡眠障害を原因別にまとめると次

のようになる．

① 身体的要因（physical）

腎不全に起因するものとして，�痒感，骨痛，透析

脳症などが不眠の原因となる．睡眠時無呼吸症候群，

むずむず脚症候群，睡眠中周期性四肢運動も睡眠障害

の要因である．

② 薬理学的要因（pharmacological）

透析患者に処方される降圧薬，抗不整脈薬などの薬

剤による不眠と，アルコール，カフェイン，タバコな

どの嗜好品による不眠症がある．

③ 精神医学的要因（psychiatric）

うつ病や不安神経症，薬物依存症，痴呆などの精神

疾患が不眠の原因になる．

④ 生理学的要因（physiological）

透析時の仮眠，透析による睡眠時間の変化・逆転，

日常生活の睡眠覚醒リズムの変化などが不眠症を引き

起こすことがある．

⑤ 心理的要因（psychologic）

透析患者の心理社会的なストレスは大きく，生活状

況の変化など様々な心理的要因が不眠症の原因に数え

られる．

3 透析患者の睡眠障害

70～80％の透析患者に睡眠障害があると言われ，

約半数は睡眠導入剤を使用している5）．睡眠時無呼吸

症候群，むずむず脚症候群，睡眠中周期性四肢運動な

どがその原因として多い6）．

初期の報告はStrubらが1982年にしたもので7），透

析患者22例中14例（63％）で，睡眠が途切れ途切れ

で短く，ベッド上で目覚めたまま横になって時間を過

しているというものであった．HolleyらによるとHD

患者48例，CAPD患者22例と健常者41例での問題

睡眠はそれぞれ52％，50％，12％であった．内訳は

入眠困難67％，夜間覚醒80％，早朝覚醒72％，むずむ

ず脚83％，足のひきつけ28％であった8）．Walkerら

は54例の外来透析患者で83.3％が睡眠覚醒異常を，

66.7％が昼間の眠気を，57.4％がむずむず脚を訴え

たとした9）．

1） 睡眠時無呼吸症候群

Guilleminaultらの提唱した睡眠時無呼吸症候群

（sleepapneasyndrome;SAS）10）は「一晩7時間の

睡眠中，REM睡眠とnon-REM睡眠時に30回以上

の無呼吸が認められる」あるいは「1時間あたりの睡

眠中，無呼吸数が5回以上」と定義され11），Young

らによると一般人口では30歳代から50歳代の男性で

4％，女性で2％前後の有病率といわれている12）．

SASの症状は，日中の眠気，大きなイビキ，睡眠

時の窒息感，あえぎ呼吸，夜間の頻尿，夜間の中途覚

醒，覚醒時の倦怠感などである．本人は無呼吸に気づ

かず不眠のみを訴えることも多い．身体的には，肥満，

短い首，上気道の狭小化，小下顎，下顎後退などが特
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① 身体的要因 （physical）

② 薬理学的要因（pharmacological）

③ 精神医学的要因（psychiatric）

④ 生理学的要因（physiological）

⑤ 心理的要因（psychologic）

（世界精神医学協会）



徴的である．

SASは，①閉塞型（obstructive;OSA），②中枢型

（central;CSA），③混合型（mixed;MSA）の 3タ

イプに分類されている．Kimmelらは26例の腎不全

患者に対して終夜睡眠ポリグラフィ検査を行い，その

うち睡眠時無呼吸の症状を訴えた22例中16例（73％）

がSASと診断され，うち9例は閉塞型（OSA）であ

った13）．小池らによると，透析患者98名中65.3％に

SASを認め，36.8％で経鼻的陽圧人工呼吸（CPAP）

が必要な中等度以上のレベルであった14）．

Wadhwaらによると，無呼吸のタイプと重症度は，

透析の様式（HD，PD）に差はない15）．彼らは腹腔内

に貯留する透析液が夜間の睡眠を妨げ中途覚醒の原因

となるとしたが16），そうでないという報告もあり17）一

定の見解に達していない．KuhlmannらはBMI（body

massindex）が関連するとしたが18），そうでないと

いう報告もある13,19,20）．典型的なSASに比べて透析

患者ではイビキが見られないことも多い19,20）．

透析患者にみられるSASの機序としては，水分過

剰による気道粘膜の浮腫と末梢神経障害による上気道

虚脱21），代謝性アシドーシスによる低炭酸ガス血症と

呼吸化学感受性の抑制22），呼吸中枢に蓄積した尿毒症

物質による横隔膜・呼吸筋の調整不良23）などがあげら

れる．そしてSASは，無呼吸によるCO2の蓄積が過

換気を来たし，頻回覚醒とそれによる睡眠障害，さら

に日中の疲労感・倦怠感の原因になる．加えて低酸素

血症と交感神経活動の亢進により睡眠中の洞性徐脈や

多源性あるいは連続性の上室性期外収縮を併発しやす

く，夜間の心筋虚血や脳梗塞をも誘発し，覚醒時の心

不全増悪に関与すると思われる24）．

SASの診断は，パルスオキシメーターなどによる

睡眠時の呼吸状態の記録をもとに疑い，終夜睡眠ポリ

グラフィ検査で確定診断する．

SASの治療では，睡眠薬，アルコールが無呼吸を悪

化させることを考慮すべきである．気道確保を目的に

マウスピースの使用，経鼻的陽圧人工呼吸（CPAP）

が一般的である．acetazolamide（ダイアモックス）

は腎尿細管での重炭酸イオン再吸収を抑制し，代償性

に呼吸を促進させるので有効との報告もある．

2） むずむず脚症候群

Ekbomによるとむずむず脚症候群（restlesslegs

syndrome;RLS）の症状は，下肢の主として膝と足

首に絡みつくような，虫が這うような異常感覚が特徴

で，左右対称性に生じたり，一側優位であったり，と

きに左右交互にみられる25）．この異常感覚はベッドに

入って5～30分過ぎてから出現，重篤だと午前3時す

ぎまで持続し，入眠障害の大きな原因となる．不愉快

な異常感覚のため下肢を安静に保つことができず，常

に足を動かし，ときには起き上がって部屋の中を歩き

回る．江川らによると，透析患者 418例の 47％ に

RLSによる不眠がみられる26）．

国際RLS研究グループによる，RLSの診断のため

の最小必要臨床症状は表2にあげた4項目である27）．

RLSの薬物療法はベンゾジアゼピン系薬剤，特に

clonazepam（リボトリル）が有用であり，夕食後か

入眠前に0.5～1.0mgを服用する．中枢ドパミン作動

薬として levodopa（メネシット）100～200mg，

talipexole（ドミン）0.4～0.8mg，bromocriptine（パ

ーロデル）2.5～5.0mg，pergolide（ペルマックス）

50～150μgを夕食後か入眠前に用いる．これらが無

効なときオピオイド製剤が有効なこともあるが使用は

短期間に限るべきである28）．

3） 睡眠中周期性四肢運動

睡眠中の四肢，特に片側もしくは両下肢に反復出現

する周期性の不随意運動を睡眠中周期性四肢運動

（periodiclimbmovementinsleep;PLMS）という．

これは1953年Symondsにより夜間ミオクローヌス

と呼ばれていた．しかし1978年Lanceはこの不随意

運動が通常のミオクローヌスより持続時間が長いこと

よりsleeprelatedmovementあるいはperiodicsleep

movementと呼んだ．アメリカ睡眠障害センターが

1990年に定めた睡眠障害の国際分類（ICSD）でPLMS

に統一されるようになった29）．

PLMSは加齢とともに出現率が高くなり，健康人

で検討したBixlerらによると30歳以下では出現せず，
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表2 RLSの診断のための最小必要臨床症状

① 異常感覚を伴い四肢を動かしたいという衝動がある．

② 意識的あるいは無意識な不穏状態がある．

③ 座位や臥位で症状は悪化，運動により症状の一時的な軽快

がみられる．

④ 症状の増悪は夕方から夜間にみられる．

（国際RLS研究グループ，1995）



30～49歳では5.5％，50歳以上では29％にみられる30）．

確定診断には終夜睡眠ポリグラフィ検査が必要で，

前脛骨筋の筋電図を加えたアメリカ睡眠障害協会

（ASDA）の診断基準が用いられる（表3）31）．

PLMSの治療はRLSに準ずる．

4） 概日リズム睡眠障害

生体リズムの機能不全が関係した睡眠障害を概日リ

ズム睡眠障害（circadianrhythmsleepdisorders）と

いい，夜勤や時差地域への急速な移動で見られるもの

と，内因性生体リズム自体の変調によるものとがある32）．

川瀬らは，本来の24時間周期を保存する深部体温と

心拍数に，透析の影響で血圧や自律神経が48時間周

期に移行し，この二つの生物時計が同調性喪失（内的

脱同調）を引き起こし透析患者の頑固な不眠の原因と

なる，とした33）．

4 睡眠障害の薬物療法

現在使われている睡眠導入剤の大半はベンゾジアゼ

パム系薬物とバルビツール系薬剤である．各薬剤に共

通の作用は，①抗不安作用，②鎮静作用，③睡眠導入

作用，④筋弛緩作用，⑤抗痙攣作用，⑥自律神経調節

作用，⑦抗ストレス作用などである．頻用されている

睡眠導入剤について表4にまとめた5,34～36）．

睡眠導入剤は血中半減期の長さから，①超短時間作

用型，②短時間作用型，③中間作用型，④長時間作用

型，の4群に分けられる．

半減期が2～4時間の超短時間作用型では，睡眠導

入作用に優れているが，睡眠後半に血中濃度が低下・

消失し，残薬感がない反面，早朝覚醒の可能性がある．

半減期が6～10時間の短時間作用型は，翌朝には血中

から消失するので蓄積の心配がなく，超短時間作用型

と同等の特性を持ち，早朝覚醒や日中不安も少ない．

半減期が12～24時間の中間作用型は，翌日まで血中

濃度が維持されるので反復服用で眠気，ふらつき，頭

重感など持ち越し効果の恐れがある反面，抗不安作用

が期待できる．半減期が24時間以上の長時間作用型

では，日中の血中濃度も十分で抗不安作用が大きい37）．
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表4 よく使われる睡眠導入剤

臨 床 用 量
（mg）

消失半減量
（時間）

① 超短時間作用型睡眠導入剤

triazolam（ハルシオン）

zolpidem（マイスリー）†

zopiclone（アモバン）†

0.125～0.5

5.0～10.0

7.5～10.0

2～4

2

4

② 短時間作用型睡眠導入剤

etizolam（デパス）††

brotizolam（レンドルミン）††

rimazafone（リスミー）

lormetazepam（エバミール）

0.5～3.0

0.25～0.5

1.0～2.0

1.0～2.0

6

7

10

10

③ 中間作用型睡眠導入剤

nimetazepam（エリミン）

flunitrazepam（ロヒプノール）

estazolam（ユーロジン）

nitrazepam（ベンザリン）

3.0～5.0

0.5～2.0

1.0～4.0

5.0～10.0

21

9～24

24

28

④ 長時間作用型睡眠導入剤

quazepam（ドラール）

flurazepam（ダルメート）

haloxazolam（ソメリン）

15.0～30.0

10.0～30.0

5.0～10.0

36

65

85

†非ベンゾジアゼピン系 ††チエノジアゼピン系 無印はベンゾジ
アゼピン系

表3 PLMSの診断基準

① 0.5～5秒持続する筋収縮が繰り返し4回以上連続して出

現する．

② 筋収縮の出現間隔は5秒以上，90秒以下である．

③ 筋収縮の振幅は覚醒時に随意収縮で導出された振幅の

25％以上である．

④ 左右の前脛骨筋の収縮が同時に出現したとき，および5秒

以下の間隔で収縮したときは1個の筋収縮とする．

（ASDA，1993）



1） 各種睡眠導入剤の作用機序

ベンゾジアゼパム系睡眠導入剤は，大脳辺縁系と視

床下部の活動を抑制し，不安や緊張を和らげ睡眠導入

する．吸収が早く，0.3～3時間で最高血中濃度に達

し，効果発現は速やかである．

非ベンゾジアゼパム系薬剤，シクロピロロン系の

zopiclone（アモバン）は，ベンゾジアゼパム受容体

に作用することで催眠効果を発揮する超短時間作用型

睡眠導入剤である．zolpidem tartrate（マイスリー）

も超短時間作用型で，筋弛緩作用が弱く睡眠効果は大

きい．butoctamidesemisuccinate（リストミンS）

は，睡眠導入作用は弱いが，レム睡眠を増加させる効

果があるといわれている．

バルビツール酸系睡眠導入剤は，視床から上行性脳

幹網様体レベルへの作用が主で，中枢抑制作用もある．

大量服用により呼吸抑制をもたらし，致死的となる危

険性もある．耐性や依存性もあり，あまり使用されな

い．

非バルビツール酸系薬剤は，バルビツール酸系に比

べて呼吸抑制などの副作用が軽く安全性は高い．ただ

し耐性や依存性に問題があり，レム睡眠や徐波睡眠の

減少も指摘され，睡眠導入剤としての使用は少ない．

それらのなかで，bromovalerylurea（ブロバリン），

triclofos（トリクロリール）は短時間作用型睡眠導入

剤として用いられている．抱水クロラール（エスクレ）

は中間作用型睡眠導入剤として，特に静注困難な痙攣

重積状態時に直腸内投与として用いられることがある37）．

2） 睡眠導入剤の使用法

不眠のタイプによる睡眠導入剤の使用方法は次のと

おりである．

入眠困難には，超短時間～短時間作用型睡眠導入剤

が有効である．中途覚醒には，中間～長時間作用型睡

眠導入剤が有効である．早朝覚醒にも，中間～長時間

作用型睡眠導入剤が有効である38）．

不眠に精神症状を伴う場合，向精神薬を加える工夫

が必要である．なにもやる気がしない，などのうつ状

態があれば抗うつ薬を加える．

不眠の程度による使用法は次のように考える．神経

症レベルの軽症には，超短時間～短時間作用型睡眠導

入剤の単剤もしくは数種類の組み合わせが有効である．

精神病レベルの中等症には，中間～長時間作用型睡眠

導入剤の単剤内服，または向精神薬との組み合わせが

有効である．せん妄などの重症には，haloperidol（セ

レネース）の投与が必要である．

一過性の不眠は，強度のストレスのための不眠で，

数日間持続する時には超短時間作用型睡眠導入剤が有

効である．短期の不眠は，仕事や家族生活，あるいは

重大な病気などによる状況性ストレスによる不眠で，

1～3週間持続する．不眠のタイプによって睡眠導入

剤を使い分ける必要がある．長期の不眠は，持続が1

カ月以上に及び，その原因も様々で，原因による対策

を考慮する必要がある．

神経症性不眠の場合，入眠困難には，超短時間～短

時間作用型睡眠導入剤を用いる．中途覚醒や早朝覚醒

を伴うときは，中間～長時間作用型睡眠導入剤が有効

である．不眠に対する不安が強いときは，抗不安薬を

夕食後に使用する．

神経疾患に伴う不眠では，うつ病に伴う場合，抗う

つ薬で鎮痛作用の強いものを用いる．うつ病では早朝

覚醒が多いため中間～長時間作用型睡眠導入剤を使用

することが多い．統合失調症（精神分裂病）に伴う不

眠には，抗精神病薬で鎮痛作用の強いものを用いると

効果的である．

アルコールによる不眠なら，アルコールを中止した

うえ，中間～長時間作用型睡眠導入剤を用いる．

高齢者の不眠の場合，若年者に比べて睡眠導入剤の

有効作用時間が延長しやすく，翌日への持ち越し効果，

健忘・脱力などの副作用が出やすいので，代謝されや

すいlormetazepam（エバミール），筋弛緩作用の少

ない zolpidem tartrate（マイスリー），zopiclone

（アモバン）を選択的に用いることが多い．

3） 睡眠導入剤の副作用

睡眠導入剤には表5のような副作用がある38,39）．

① 持ち越し効果

薬効が翌朝以降も持続するため，日中の眠気，頭重
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表5 睡眠導入剤の副作用

① 持ち越し効果

② 記憶障害

③ 早朝覚醒・日中不安

④ 反跳性睡眠・退薬症候

⑤ 筋弛緩作用

⑥ 奇異反応



感，めまい，脱力感，ふらつき，頭痛，倦怠感などが

出現する．半減期が長いほど，高齢者ほど持ち越し効

果は出やすいが，超短時間作用型の薬剤でも翌朝に眠

気が残ることもある．

② 記憶障害

前向性健忘で，服薬から覚醒後までの出来事の記憶

がなくなる．催眠作用が強く，作用時間が短いものほ

ど出現しやすい．

③ 早朝覚醒・日中不安

超短時間～短時間作用型睡眠導入剤では，早朝に作

用がきれるため，連用している場合，日中に薬効が消

失して不安が増強することがある．

④ 反跳性睡眠・退薬症候

睡眠導入剤を連用してよく眠れるようになったとき，

突然服薬を中断すると，以前よりさらに強い不眠が現

れることがある．超短時間作用型の薬剤では，たとえ

服薬が継続されていても睡眠の後半に反跳性の不安，

不眠，焦燥，振戦，発汗，まれに痙攣，せん妄などの

退薬症候がみられることがある．

⑤ 筋弛緩作用

長時間作用型睡眠導入剤で出現しやすく，ふらつき

や転倒の原因となる．

⑥ 奇異反応

ごく稀であるが，睡眠導入剤を投与して，かえって

不安・緊張が高まり，興奮したり攻撃性が増したり，

錯乱状態になることがある．

4） 睡眠導入剤との相互作用

ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤とほかの薬剤との相

互作用を知ることは，睡眠導入剤を安全に使用するた

めに重要なことである．入眠効果を減弱もしくは増強

させるものを表6にまとめた35）．

制酸剤は消化管での吸収を抑制する．抗結核薬，抗

てんかん薬はベンゾジアゼピン系睡眠薬の代謝を促進

して血中濃度を下げ，入眠効果を減弱させる．その結

果，入眠効果は減弱する．

一方，入眠効果を増強させるものとして次の薬剤が

あげられる．一つは抗ヒスタミン薬，バルビツール酸

系薬剤，三環系・四環系抗うつ薬，エタノール（アル

コール）など中枢神経系に抑制的に作用するものであ

る．もう一つはベンゾジアゼピン系睡眠薬の代謝を阻

害して血中濃度を上げるもので，抗真菌薬，マクロラ
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表6 ベンゾジアゼピン系睡眠導入剤に影響を与える薬剤

Ⅰ.入眠効果を減弱させるもの

① 消化管での吸収を抑制する薬剤 制酸剤

② BZ系睡眠導入剤の代謝を促進

して血中濃度を下げる薬剤

抗結核薬 rifampicin（リファジン）

抗てんかん薬 carbamazepine（テグレトール）

phenytoin（アレビアチン）

phenobarbital（フェノバール）

Ⅱ.入眠効果を増強させるもの

① 中枢神経系に抑制的に作用する

薬剤

抗ヒスタミン薬

バルビツール酸系薬剤

三環系・四環系抗うつ薬

エタノール（アルコール）

② BZ系睡眠薬の代謝を阻害して

血中濃度を上げる薬剤

抗真菌薬 fluconazole（ジフルカン）

itraconazole（イトリゾール）

マクロライド系抗生剤 clarithromycin（クラリシッド）

erythromycin（エリスロシン）

josamycin（ジョサマイシン）

カルシウム拮抗薬 diltiazem（ヘルベッサー）

nicardipine（ペルジピン）

verapamil（ワソラン）

抗ウイルス薬 indinavir（クリキシバン）

ritonavir（ノービア）

抗潰瘍薬 cimetidine（タガメット）

グレープフルーツジュース



イド系抗生剤，カルシウム拮抗薬，抗ウイルス薬，抗

潰瘍薬，グレープフルーツジュース，などが知られて

いる．

最後に，不眠を改善させるための対処法を表7にあ

げた40）．
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表7 不眠を改善させるための対処法

① 睡眠時間にこだわらない，日中の眠気がない程度．

② 眠くなったら床に就く，就眠時刻にこだわらない．

③ 起床直後に日光（高照度光）を浴びる．

④ 透析を十分に行い，規則的な毎日を過ごす．

⑤ 静かで暗く，適度な室温の寝室環境を維持する．

⑥ 寝室を眠る場所以外には使用しない．

⑦ カフェイン・アルコール・ニコチンなどの睡眠を妨げる物

質の摂取を避ける．

⑧ 昼間の労働・作業と関係のない精神的，身体的な活動（趣

味）をとりいれ，リラックスに努める．

⑨ 十分眠っても日中眠気が強いときは，SAS，RLS，PLMD

など睡眠障害の原因を検討する．

⑩ 必要に応じて睡眠導入剤を一時的に使用する．
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要 旨

ISO認証取得を目指して，病院全体で取り組んで

きた経験をもとにISO9001：2000について解説した．

ISOが規定する品質マネジメントシステムとは，顧

客要求事項を満たすことによって顧客満足を向上させ

るために，プロセスを基礎とした品質マネジメントを

構築・実施することである．文書化に関する事項，経

営者の責任，資源の運用管理，製品管理，測定・分析

および改善などが求められている．病院としてISO

認証取得のために，前もって内部監査員によるお互い

の内部監査を実施し，是正・予防処置を行うことによ

り，本審査を受けることができた．ISO認証取得は

病院としての理念・医療方針が明確になり，組織とし

てサービスが充実し，医療の質の保証とともに業務の

標準化や改善が行われるようになった．

1 ISOとは

国際標準化機構ISO（theInternationalOrgani-

zationforStandardization）は1947年に設立され，

国際的な標準や規格を作成している世界的な連盟であ

り，スイスのジュネーブに本部がある．国際規格ISO

9001は製品（サービスの提供も含む）の品質保証と

顧客満足を高めるために作成された国際規格である．

この規格は組織内においてプロセスを明確にし，その

相互作用を把握し，運営・管理することとあわせて一

連のプロセスをシステムとして適用し，品質マネジメ

ントを構築し，透明性，立証性，公平性，信頼性など

を確保するとともに，常に見直し，継続して改善する

ことが要求されている．この規格はあらゆる産業，業

種の組織に対応できるようになっており，医療界でも

認証取得施設がみられるようになった．2000年版が

ISO9001：2000規格となる．

2 品質マネジメント

顧客の要求事項を満たすことにより顧客満足を向上

させるために品質マネジメントシステムを構築し，実

施し，その品質マネジメントシステムの有効性を改善

するためにプロセスアプローチを採用することを推奨

している．品質マネジメントの8原則として，①顧客

重視，②リーダーシップ，③人々の参画，④プロセス

アプローチ，⑤マネジメントのシステムアプローチ，

⑥継続的改善，⑦意思決定への事実に基づくアプロー

チ，⑧供給者との互恵関係があげられている．

組織が効果的に機能するためには，関連し合う活動

を明確にし運営管理する必要がある．図1はプロセス

を基礎とした品質マネジメントシステムのモデルであ

る．さらに・Plan-Do-Check-Act（PDCA）・はあらゆ

るプロセスに適用できる．Planは顧客要求事項およ

び組織の方針に沿った結果を出すために，必要な目標
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およびプロセスを設定する．Doはそれらのプロセス

を実行する．Checkは方針，目標，製品要求事項に

照らしプロセスおよび製品を監視し，その結果を報告

する．Actはプロセスの実施状況を継続的にするため

の処置をとることである．

3 要求事項

組織はこの規格の要求事項に従って品質マネジメン

トシステムを確立，文書化し，維持すること，さらに

その有効性を継続的に改善することが要求されている．

ISO9001：2000における要求事項を表1に示す．

まずこの規格の要求事項にしたがって運営・管理する

ことが要求されている．文書化に関しては，この規格

が要求する文書化された手順が必要で，品質マニュア

ルを作成し維持し，文書管理，記録の管理が必要であ

る．経営者の責任は，トップマネジメントとしてコミ

ットメントを示す必要がある．顧客満足を目指し顧客

を重視し，品質目標の方針を計画し，責任と権限を明

らかにする．組織内のコミュニケーションをとりマネ

ジメントレビューを行い，そのインプットとアウトプ

ットを行う．

組織は資源を明確にし提供する必要がある．人的資

源としての力量，認識，教育・訓練を実施する．イン

フラストラクチャー（建物，設備，支援事業など）の

提供と維持を行う．組織は製品実現のために製品に関

連する要求事項を明確にし，レビューを行い，顧客と

のコミュニケーションをとる．組織は製品の設計・開

発を計画し，検証し，変更の管理をする．購買情報を

明確にし，検証を行う．

組織は製造およびサービス提供を計画して実行する．

さらにプロセスの妥当性を確認する．製品の保存と製

品の適合性を実証するために監視機器および測定機器

の管理を行う．

組織は製品の適合性を実証するために監視，測定，

分析および改善のプロセスを計画し，実施する．監視

としてあらかじめ定められた間隔で内部監査を実施す

る．製品の監視および測定を行い不適合製品の管理を

行う．監視および測定結果から得られたデータの分析

を行い，必要な改善を継続的に行う．組織は再発防止

のための是正処置を行い，さらに予防処置を行う．

4 病院における医療サービスマニュアル

1） 経営者の責任

経営者の責任として，病院長は経営陣を代表して

ISO9001：2000の要求事項に基づき医療サービスに

関わるクオリティマネジメントシステム（QMS）を

確立し，文書化するとともに運用・実施し，またその

有効性を継続的に改善することを宣言する．宣言の証

として病院の理念としての医療サービスポリシーを表

明し，全職員に周知徹底する．表2に長崎大学医学部・

歯学部附属病院における基本理念・基本方針・医療サ

ービスポリシーを示す．

病院長は医療サービスに対する要求事項として関連

部署での品質目標の設定を指示し，品質管理委員会を
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図1 プロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデル



設置し，QMSに必要なプロセスの構築，運用実施と

維持管理を確実にする．病院のQMS組織図を作成し，

内部コミュニケーションのプロセスとして病院内に情

報交換およびQMSの推進のための会議・委員会を設

ける．病院長による見直しおよび是正・予防を行い関

連部署に支持する．

2） 品質マネジメントシステム

品質管理責任者および各部門責任者は，QMSの効

果的運用のために規格要求事項に対応した部門別プロ

セス分担マトリックスを明確にし，関連部門に周知徹

底する（表3）．

文書化に関する要求事項に対して図2のような文書

体系を構成する．内部文書および外部文書を対象にし

て文書管理（発行文書の作成および承認，更新および

再承認，外部文書の識別・承認・管理，廃止文書）を

行う．QMSの運用により作成される具体的な記録を

一覧表にして管理する．

3） 経営資源のマネジメント

病院の各部署の責任者は，人的資源として医療サー

ビスの質に影響する業務に従事する職員に適切な教育，

訓練，実習，技能，技量と経験に基づくコンピテンス

（力量，技能，適性，資格，免許など）があることを

確認し，配属・配置する．さらに必要なインフラスト

ラクチャー（組織の運営のために必要な一連の施設，

設備およびサービスに関するシステム）をいつでも利

用できるように維持管理する．また必要な作業環境を
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表1 品質マネジメントシステム―要求事項

1.適用範囲

2.引用規格

3.定義

4.品質マネジメントシステム

4�1.一般要求事項

4�2.文書化に関する要求事項

5.経営者の責任

5�1.経営者のコミットメント

5�2.顧客重視

5�3.品質方針

5�4.計画

5�5.責任，権限及びコミュニケーション

5�6.マネジメントレビュー

6.資源の運用管理

6�1.資源の提供

6�2.人的資源

6�3.インフラストラクチャー

6�4.作業環境

7.製品実現

7�1.製品実現の計画

7�2.顧客関連のプロセス

7�3.設計，開発

7�4.購買

7�5.製造及びサービス提供

7�6.監視機器及び測定機器の管理

8.測定，分析及び改善

8�1.一般

8�2.監視及び測定

8�3.不適合製品の管理

8�4.データの分析

8�5.改善

表2 長崎大学における理念

1.基本理念

長崎大学医学部・歯学部附属病院は，最高水準の医療を提供するとともに，人間性

ゆたかな優れた医療人を育成し，新しい医療の創造と発展に貢献する．

2.基本方針

●人間性を重視した患者本位の医療を実践する．

● 世界水準の医療と研究開発を推進する．

● 倫理性と科学性に基づいた医療教育を実践する．

● 離島及び地域医療体制の充実に貢献する．

●医療の国際協力を推進する．

3.医療サービスポリシー

患者さまの要望に応える医療サービスを安全かつ計画的・効率的に提供して，その

過程と結果のすべてにおいて，患者さまの信頼と満足を得る．

体系的な安全・安心と，高信頼性の医療サービスを提供するために，QMS（品質

マネジメントシステム）の有効性を継続的に改善していく．
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表3 部門別プロセス分担マトリックス（規格要求事項）

プロセス対応組織

規格要求事項によるプロセス

病
院
長

副
病
院
長

品
質
管
理
責
任
者

Ｉ
Ｓ
Ｏ
事
務
局

内
部
監
査
員

各
診
療
科

中
央
診
療
施
設

薬
剤
部

看
護
部

安
全
管
理
部

事
務
部

栄
養
管
理
室

4．品質マネジメントシステム

4.1 一般要求事項 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.2 文書化に関する要求事項

4.2.1 一般 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.2.2 品質マニュアル ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.2.3 文書管理 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.2.4 記録管理 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

5．経営者の責任

5.1 経営者のコミットメント ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.2 患者さま重視 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.3 品質方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.4 計画

5.4.1 品質目標 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

5.5 責任，権限及びコミュニケーション

5.5.1 責任及び権限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.5.2 管理責任者 ● ● ○

5.5.3 内部コミュニケーション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.6 マネジメントレビュー

5.6.1 一般 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット ● ○ ○ ○

6．資源の運用管理

6.1 資源の提供 ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

6.2 人的資源

6.2.1 一般 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6.2.2 力量，認識及び教育訓練 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6.3 インフラストラクチャー ● ● ● ● ● ● ●

6.4 作業環境 ● ● ● ● ● ● ●

7．製品実現

7.1 製品実現の計画 ● ● ● ● ● ● ●

7.2 患者さま関連のプロセス

7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化 ● ● ● ● ● ● ●

7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー ● ● ● ● ● ● ●

7.2.3 患者さまとのコミュニケーション ● ● ● ● ● ● ●

7.3 研究・開発 高度先進医療・治験などのテーマは，プロジェクトチームで対応．

7.3.1 研究・開発の計画 ● ● ○ ● ●

7.3.2 研究･開発へのインプット ● ● ○ ● ●

7.3.3 研究・開発からのアウトプット ● ● ○ ● ●

7.3.4 研究・開発のレビュー ● ● ○ ● ●

7.3.5 研究・開発の検証 ● ● ○ ● ●

7.3.6 研究・開発の妥当性確認 ● ● ○ ● ●

7.3.7 研究・開発の変更管理 ● ● ○ ● ●

7.4 購買

7.4.1 購買プロセス ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

7.4.2 購買情報 ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

7.4.3 購買製品の検証 ● ● ● ● ● ○ ○

7.5 製造・及びサービス提供

7.5.1 医療サービス提供の管理 ● ● ● ● ● ●

7.5.2 医療サービス提供プロセス関連の妥当性 ● ● ● ● ● ●

7.5.3 識別及びトレーサビリティ ● ● ● ● ● ●

7.5.4 患者さまの所有物 ○ ○ ● ● ● ● ● ●

7.5.5 製品の保存 ● ● ● ● ● ●

7.6 監視機器及び測定機器の管理 ● ● ● ● ● ●

8.測定，分析及び改善

8.1 一般 ○ ○ ● ● ● ● ● ●

8.2 監視及び測定

8.2.1 患者さま満足 ● ● ● ● ○ ● ●

8.2.2 内部監査 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8.2.3 プロセスの監視及び測定 ● ● ● ● ○ ● ●

8.2.4 製品の監視及び測定 ● ● ● ● ● ●

8.3 不適合製品の管理 ● ● ● ● ● ●

8.4 データの分析 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8.5 改善

8.5.1 継続的改善 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8.5.2 是正処置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8.5.3 予防処置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●直接関与 ○間接関与



維持管理する．

4） 製品実現

医療サービス提供者の責任者は，医療サービス提供

を実現するために必要なプロセスを計画し構築する．

それを入院診療計画書，看護計画，クリティカルパス,

カルテなどに記載する．

図3には病院における血液浄化療法の医療サービス

のプロセスを示す．医療サービスに関する要求事項の

見直しを行い，関連書類を修正し，担当する部署，担
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図2 文書体系図

医療サービスに使用する

文書

外部品質文書類 病院感染対策ガイ

ドライン

四次文書

品質記録 設計検査記録，検査・試験記録，

内部品質監査記録，教育記録，議

事録等

カルテ

クリティカルパス

伝票・帳票類

四次文書

当院の品質保証方針を記述し，品

質保証体制および活動の基本方針

とその管理要領を，ISO9001：

2000（JISQ9001�2000）の要求

事項の条件に従って制定した文書

医療サービスマニ

ュアル

一次文書

具体的な運用の手順を記述したも

の

診療記録作成マニ

ュアル

カルテ様式集

医療事故防止対策

マニュアル

二次文書

入院診療計画書，看護計画，機器

取り扱い説明書，規格，法規デー

タおよび実施要領類を補足・活動

するための手順・基準類

入院診療計画書

看護計画

クリティカルパス

看護手順・基準

業務手順書

三次文書

データ・手順類

実施要領類

品質マニュアル

図3 血液浄化療法における医療サービス実施計画書



当者に周知徹底する．患者とのコミュニケーションを

図るために看護，接遇，案内，医療従事者によるイン

フォームドコンセントなど効果的方法を実施する．医

療サービスの研究，開発，設計を行い，治験の研究・

開発に関しては治験センター担当者が管理する．研究

開発担当者は検証を行い，妥当性を確認する．

購買責任者は，購買品の品質要求事項を満たしうる

能力について供給者を評価し，選定する．その後，契

約期間に基づき再評価（契約の見直し）する．患者の

所有物の紛失，損傷の場合は記録に残し，落し物，忘

れ物は遺失物処理要領に従い管理する．医療サービス

に用いる機器，資材，薬剤，材料，食材などの保存，

管理を行う．測定機器に関しては，定められた間隔で

国際または国家計量標準に照らして校正，または検証

をその技術を有する外部業者に委託し，記録を残し管

理する．

5） 測定・分析・改善

患者の要求事項を満足しているかどうか，患者がど

のように受けとめているか情報を監視する．患者サー

ビス課および各部署の担当者は患者の情報を収集する．

品質管理責任者はQMSに関して規格要求事項およ

びQMS要求事項に適合しているか，またQMSが効

果的・有効的に実施され維持されているか内部監査年

間計画書に基づき半年ごとに内部監査を実施する．内

分監査における判定基準を表4に示す．不適切な医療

サービスが発見・認識されたら，各部門の担当者は中

止処置をとりカルテに記録する．是正処置・予防処置

を行い，QMSの有効性を継続的に改善する．

5 ISO認証取得

長崎大学医学部・歯学部附属病院におけるISO取

得の経緯を示すと，ISO認証取得のためには，病院の

全職員あげての取り組みが必要であり，ISO推進委員

会を構成し管理責任者を選任した．各部門に内部監査

員を指名して，内部監査員養成講座を実施し全員が受

講した．お互いに内部監査を数回行い，本審査に備え

た．

1） 内部監査

内部監査とは組織が自ら計画し，自らが監査するこ

とである．ISO9001：2000が要求している品質マネ

ジメントシステムに関して内部監査により不適合の削

除，除去および予防の必要性に関する客観的証拠が得

られ，改善のチャンスが得られた．内部監査は各部門

でお互いに実施することにより，より検証ができると

考えられた．

2） 本審査

本院のISO認証取得のための本審査は，イギリス

に本社があるビーエスアイジャパン株式会社からみえ

た3名の審査員が5日間にわたってすべての部門を訪

ねてISO9001：2000の要求事項に関しての審査が行

われた．軽微な不適合が指摘されたが重大な不適合は
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表4 内部監査における判断の種類と判断基準

判断の種類 判 断 基 準

適合（C） ● QMS文書とその運用状況が，ISO9001:2000規格の要求事項を満たした状態．

● QMSマニュアルがISO9001:2000規格要求事項を満たした状態．

● マニュアルなどで決められたルールどおり業務が遂行され，ルールどおり記録がとられて

いる状態．

重大な不適合（Maj.NC） ● ISO9001の4.1～8.5の規格要求事項で求められているシステム要素が欠落している状態．

●システムが構築されているが，運用されていない状態．

●記録等の不備があり運用状況が確認できない状態．

●医療サービスの質に重大影響を与えるような状態．

●患者さまに重大な影響が発生している（または発生の可能性大）の状態.

●法規等に違反の状態.

軽微な不適合（Min.NC） ●システムが構築され運用されているが，部分的欠落がある状態．

● 手順どおり運用されているが，運用面で部分的欠落がある状態．

●記録に部分的な欠落がある状況．

コメント（Comt.） ● 客観的証拠はなく不適合ではないが，将来的に不適合・不具合となりそうな状況．

＊QMSと医療サービスの質をよりよく向上するための注意点・提言とする．



無く，是正・予防処置を実施（図 4）することにより，

後日JABマークの認証と英国のUKASマークの認

証を取得できた．しかしながら，今後も定期的な監査

が行われる予定となっている．

おわりに

最近は患者の要求に十分こたえた医療サービスが求

められており，そのためには医療の品質管理が必要で

ある．品質マネジメントは経営者の責任のみならず各

部門の担当者の認識と実践および改善が必須になって

きている．この度，ISOの認証取得に際して病院全体

で取り組んだ経緯からISO認証に関して解説した．

文 献

1） INTERNATIONAL STANDARD ISO9001:2000品質

マネジメントシステム―要求事項，財団法人日本規格協会．

2） http://www.iso.ch

3） http://shokuin.mh.nagasaki-u.ac.jp/innai/iso
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図4 是正・予防処置実施シート

No.

発行日

（各部署⇒ISO事務局）

部署： 作成者： 承認：

不適合，
不具合事項
不良状態

タイトル：

不適合内容
または不適
合を起こし
そうな問題
点．改善点
など

担当： 承認：

原因
要因

根本原因（要因） （潜在的）不適合発生の潜在的原因
不具合・事故を起こしそうな原因

対策
実行

是正処置の必要性評価（□あり□なし） 予防処置の必要性評価（□あり□なし）

結果
効果
有効性

是正処置の結果・効果

□再対策が必要 □完了

予防処置の結果・効果

□再対策が必要 □完了

（標準化）

手順書
指示書等の
変更

トレーニン
グ教育

必要性（□あり：ありの場合には，マニュアル3章2項に準じてトレーニングする．□なし）



要 旨

腎不全患者の無形成骨の原因の中で，骨代謝を正常

に保てない相対的な副甲状腺機能低下症が問題となっ

ている．副甲状腺ホルモン（PTH）分泌が正常，ま

たはそれ以上であるにもかかわらず，骨の反応性が低

下した状態である．PTH抵抗性の増強は，PTH

fragmentの関与，bonemorphogeneticprotein-7

（BMP-7）の低下，尿毒素物質の蓄積，また骨形成・

骨吸収の過程であるPTHや活性型ビタミンDの骨芽

細胞への作用，PTH受容体，receptoractivatorof

nuclearfactor-kappaBligand（RANKL）の発見，

RANKLの破骨細胞前駆細胞への結合，成熟破骨細

胞への分化など各段階における様々な障害やリン（P）

吸着剤としての炭酸カルシウム（Ca）製剤，活性化

ビタミンD製剤などの薬剤の投与，透析方法等が関

係している．

はじめに

腎不全患者の骨病変として，以前は二次性副甲状腺

機能亢進症（2°HPT）による線維性骨炎とアルミニウ

ムによる骨軟化症が問題となっていたが，活性型ビタ

ミンD製剤の登場，乾燥水酸化アルミニウムゲル（ア

ルミゲル�）投与の中止や透析液のアルミニウム対策

がとられるにつれ，非アルミニウム蓄積性の無形成骨

が問題となってきた．この無形成骨は1983年に報告

されて以来1），徐々に増加しており，透析患者では有

病率が30～50％にのぼっている2,3）．

腎不全患者の無形成骨の原因の中では，骨代謝を正

常に保つには不十分なPTHしか分泌されない相対的

な副甲状腺機能低下症が問題となっている．リン（P）

吸着剤としての炭酸カルシウム（Ca）製剤や活性化

ビタミンD製剤の登場から副甲状腺機能低下症の発

症頻度が増加し，無形成骨も増加したと考えられてい

ることから医原性の可能性も指摘されている．

では，なぜ副甲状腺ホルモン（PTH）分泌が正常

値のレベルでは，骨の反応性が低下してしまうのであ

ろうか．また，どのような臨床上の問題点が出現する

のであろうか．

1 無形成骨とは

慢性透析患者に認められる腎性骨異栄養症の骨病変

は，組織学的に軽度変化型（mild），線維性骨炎型

（osteitisfibrosa;OF），骨軟化症型（osteomalacia;

OM），混合型（mixed），無形成骨症型（aplastic/

adynamicbone;AB）の5型に分類できる．これら

は類骨量，線維組織量，骨形成速度によって分類され

ている（表 1）．臨床的には高回転骨と低回転骨とに

分類されている．2°HPTでは，一般に高回転型の骨

病変である線維性骨炎がみられ，腎機能低下にかかわ

らずPTH分泌増加がみられない副甲状腺機能低下症

では，低骨回転型の骨病変である骨軟化症や無形成骨
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［臨床と研究］
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が多くみられる．

無形成骨の組織所見は細胞成分に乏しく，類骨は減

少し線維組織もほとんど認めず，骨表面において骨吸

収や骨形成の所見を認めない．また，骨梁の連結性が

不良である．骨形成率はテトラサイクリン二重標識で

計測されるが，ほとんど，あるいはまったく取り込ま

れない．臨床的に相対的副甲状腺機能低下症と同義に

みなされることが多いが，骨生検にて診断される病理

形態学的概念である．

2 骨のPTH抵抗性と相対的副甲状腺機能低下症

原発性副甲状腺機能亢進症による線維性骨炎所見は

intactPTH（i-PTH）が100～200pg/ml程度の上昇

にて認められるが，透析患者ではこの程度の上昇では

発症しない．腎不全下では破骨細胞性の骨吸収が起こ

りにくい環境であるといえる．実際，腎不全下では血

中PTHレベルが高くても，骨生検像において破骨細

胞性の骨吸収が低下している症例が認められる．この

ため，腎不全症例では血中PTHレベルの目標は高め

に設定されている．透析患者では骨のPTH抵抗性が

あると考えられ，長期間高濃度のPTHに暴露されて

おり，PTHに対する骨の感受性の低下（skeletalre-

sistancetoPTH）が出現することが予想される．つ

まり，PTH分泌が正常かまたはそれ以上であるにも

かかわらず，骨の反応性が低下した状態が相対的副甲

状腺機能低下症である．

日常の臨床では副甲状腺の過形成への進展を防ぎつ

つ，骨回転を高過ぎたり抑制し過ぎたりすることのな

いように，正常に保たなければならない．骨生検は診

断学的に価値が高くゴールデンスタンダードであると

いえるが，侵襲的な検査であるため繰り返し調べるこ

とが困難である．そのかわりに指標としてPTHや骨

代謝マーカーを用いて診断や経過観察を行っている．

骨生検の結果とPTHの検討がいくつか報告されて

いる．Quarlesらは i-PTH210pg/ml以上で高回転

となり，i-PTHの目標値を100～165pg/mlに4），ま

たTorresらは透析患者の骨回転を維持するためには

120～250pg/mlにすべきだとしている3）．Tsukamoto

らは正常値であるi-PTH65pg/ml以下では，ほとん

どが無形成骨と診断され，線維性骨炎は i-PTH455

pg/ml以上で診断率が上がり，これらの中間は無形

成骨，軽度変化，線維性骨炎が混在していると報告し

ている5）．

つまり，骨代謝を正常に保つためにはそのめやすと

してPTH分泌を正常上限の2～4倍のi-PTH濃度が

必要であると考えられる3,4）．これらは intactPTH

assayを用いて評価しているが，透析患者において

wholePTH assayではこの値の7割程度となること

から，i-PTHは腎不全患者では高めに評価しており，

目標値が正常値よりも高くなっている原因の一つにな

っている．さらに，TokumotoらはこのwholePTH

と PTHの C端 fragment比を用いて，25人の透析

患者の骨生検結果から，この比が1.4未満であれば低

回転骨であったと報告している6）．

3 PTH抵抗性の原因

腎不全患者における骨のPTH抵抗性の増強は，PTH

fragmentの関与，bonemorphogeneticprotein-7

（BMP-7）の低下，尿毒素物質の蓄積，また骨形成・

骨吸収の過程であるPTHや活性型ビタミンDの骨芽

細胞への作用，PTH受容体，receptoractivatorof

nuclearfactor-kappaBligand（RANKL）の発現，

RANKLの破骨細胞前駆細胞への結合，成熟破骨細

胞への分化など各段階における様々な障害がいくつか
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表1 腎性骨異栄養症の組織分類

単位類骨量
（OV/TV）

単位線維組織量
（Fb.V/TV） 骨形成速度 PTH濃度

軽度変化型 ＜15％ ＜0.5％ → →～↑

線維性骨炎型 ＜15％ ＞0.5％ ↑ ↑↑

骨軟化症型 ＞15％ ＜0.5％ ↓ →～↑

混在型 ＞15％ ＞0.5％ ↓～→ ↑

無形成骨症型 ＜15％ ＜0.5％ ↓ ↓～→

OV/TVが15％をこえると石灰化障害と考える．無形成骨はPTH濃度が低下から正常で，類
骨・線維組織量はいずれも低い．



重なって起こっていると考えられる（図1）．

1） 7-84PTHの活性阻害作用

wholePTH assayが出現してから，透析患者や腎

不全保存期の患者においてPTH fragmentが増加す

ることが判明し，特に 7-84PTHをはじめとする

cPTHの存在が改めて注目されてきた．

7-84PTHは生物学的に活性のあるN端部分が欠

落したfragmentであり，1-84PTHと同様にPTH/

PTHrPreceptorに結合するが，adenylatecyclase

活性を持たないことから，1-84PTHの働きを競合的

に阻害すると考えられた．以前よりPTHのN端部分

だけでなく，C端部分（cPTH）がPTH/PTHrP受

容体に結合部位を持っていることや7），PTH frag-

mentがPTH活性を阻害することが報告されていた

が8），Nguyenらは副甲状腺摘出ラットやラットの

osteosarcomacellにおいて 7-84PTHが強力に Ca

濃度を低下させることを示し9），DivietiPらはinvi-

troで7-84PTHはPTH/PTHrPreceptorを介さず

骨吸収を阻害すると報告している10）．

cPTHは従来から知られているPTH受容体とは異

なる受容体を介してCa濃度に影響している可能性が

あり，透析患者における7-84PTHやcPTHの蓄積

は骨回転に影響をきたしていると思われる．

2） BMP-7の低下

BMP-7は腎で産生される骨芽細胞の分化誘導因子

であり，腎不全にて血中濃度が低下する．さらに，低

P食と活性型ビタミンDによる無形成骨モデルの腎

不全動物にBMP-7を投与することで骨芽細胞や骨形

成率の増加が観察されており11），BMP-7の低下が

PTH抵抗性に関与していることが示唆され，治療へ

の応用が期待される．そのほか，BMP-7には糸球体

障害や血管石灰化の阻害作用が報告され，腎不全下で

の関与が注目される．

3） 尿毒素物質の関与

腎不全患者で蓄積している尿毒素物質により骨代謝

が抑制されPTH抵抗性を招く可能性も考えられてい

る．Iwasakiらは2°HPTを伴わない腎不全動物にお

いて，腎機能低下に伴って骨代謝が低下し，PTHの

間欠投与により骨形成能が改善することを報告してい

る．骨組織には尿毒素物質の一つであるインドキシル

硫酸が有機アニオントランスポーターを介して取り込

まれるため，骨のいずれかの細胞機能を傷害し骨回転

を抑制していることが示唆される．

また，骨芽細胞由来の interleukin-6（IL-6）は骨

吸収を増加させるが，尿毒症患者の血清は正常群の血

清に比べIL-6分泌が低下している．尿毒症患者の血

清を木炭で処理すると，正常群の血清を処理した場合

と同程度のIL-6分泌促進作用があることからも，血
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図1 骨形成・骨吸収のメカニズム

単球/マクロファージ系細胞の破骨細胞前駆細胞は成熟破骨細胞への分化の過程で，

①1,25D3やインターロイキンなどのRANKL発現促進因子の作用，②PTHの作用，

③RANKL，RANK，OPGの作用，があり，腎不全下で障害される．

（Fukagawa,etal.:NephrolDialTransplant,17（Suppl10）;2,2000より引用）



清中の尿毒素物質の存在が示唆される12）．

4） 破骨細胞分化抑制因子（osteoprotegerin）の

蓄積

PTHは単離された破骨細胞のみでは骨吸収を促進

しないことから，骨芽細胞を介して破骨細胞性の骨吸

収を促進すると考えられる．PTHは骨芽細胞の細胞

膜上のPTH/PTHrPreceptorに結合し作用すること

から，この発現の低下がPTHに対する感受性の低下

の一因として関与していると考えられる13）．

破骨細胞の分化・活性化の過程は，破骨細胞形成の

最終段階や成熟破骨細胞のアポトーシスに導く骨芽細

胞に発現されるRANKL，その生理的受容体であって

破骨細胞系細胞の表面に発現されるRANK，RANK

のデコイ受容体（おとり受容体）である液性因子の

osteoprotegerin（OPG）によって制御されている．

RANKLは破骨細胞前駆細胞上のRANKに結合する

ことで成熟破骨細胞へと分化誘導し，破骨細胞の活性

にも関与しており骨吸収を増加させる．このうちOPG

は腎にて代謝されるため，慢性腎不全では保存期から

OPGの蓄積がみられる．透析患者は破骨細胞形成を

阻害するレベルの高濃度のOPGに暴露され，RANKL

への結合能も保持していることから，OPGはRANKL

の作用を阻害すると考えられ，PTH抵抗性の一因に

なっていると考えられる14）．

4 薬剤や透析の関与

腎不全保存期での骨生検例において，CCrが高い

群では無形成骨の発症は認められなかった15）．CCr

のより低い群では無治療時は無形成骨を認めなかった

が，炭酸カルシウム製剤やビタミンD製剤の投与後

に骨生検をすると無形成骨に変化していたと報告され

ている16）．また，透析導入期の骨生検では27％に無

形成骨が存在しており，これらには炭酸Ca製剤のみ

投与されていた17）．腎不全の進行とともに無形成骨の

発症が増加しており，炭酸カルシウム製剤やビタミン

D製剤の投与も発症に関係していると考えられる．

静注パルス療法で，無形成骨が発症するという報告

もあり，PTH分泌が抑制され，血清Ca値が高値の

例で無形成骨を示しており，より副甲状腺機能を抑制

する薬剤や投与法にて発症しやすいと考えられる18）．

また，Torresらは血液透析よりも腹膜透析例で無

形成骨が多かったと報告している3）．これには透析方

法が関係しているのか，間欠的なCa濃度の変化が関

係しているのかは不明である．患者側の要因としては，

Mallucheらは糖尿病群では非糖尿病群よりも無形成

骨が多く，高齢者でもより無形成骨が多くなるとして

いる19）．透析患者の高齢化や糖尿病の増加で今後も無

形成骨が増加することが予想される．

5 臨床での問題点

無形成骨は臨床的な特徴として骨痛や近位筋優位の

筋痛があげられるが，ほかの主な問題点として異所性

石灰化と骨折の増加があげられている．低回転骨では

骨によるCaの緩衝作用が低下するため，腎からCa

を排泄できない透析患者では容易に高Ca血症を招く．

そのため血管の石灰化のリスクファクターとみなされ

ている．冠動脈の異所性石灰化が予後に関係するとい

う報告があり，高Ca血症を避けることが重要である20）．

また，低PTH血症患者では，骨質の低下による椎

体骨骨折21）や大腿骨頸部骨折22）が増加するとのデータ

がある．一方，低PTH血症患者では必ずしも骨量の

減少を伴っておらず，骨折と低PTH血症の関係は人

種差や低栄養など骨折を招くほかの要因も同時に存在

し解釈が難しい．また，骨折の治癒が悪いという報告

もあるが，否定する意見もあり評価が不十分である．

6 治療法

K/DOQIではStage5のCKD患者における無形性

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り，Ca

製剤およびビタミンD製剤の減量または中止により

達成できるとしている．

また，塩酸セベラマーの投与にて血清Caを低下さ

せずに，PとCa×P積を低下させ，アルカリフォスフ

ァターゼ（Alp）と i-PTHの上昇をきたす例や，i-

PTH・Alpがともに低値を示し低回転骨と考えられ

る症例に塩酸セベラマーを投与し，i-PTH・Alpが上

昇をきたした例が報告されている．炭酸Ca製剤から

塩酸セベラマーに変更することで，Ca負荷は確実に

減少するが，i-PTHやAlpの上昇が血清Caの低下だ

けによるものか．副甲状腺のCaに対する反応性まで

変えているのかは不明である．
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おわりに

腎不全下でみられる骨のPTH抵抗性と相対的な副

甲状腺機能低下症による無形成骨を中心に，PTHの

目標値や臨床的意義についてふれた．患者の高齢化や

副甲状腺機能亢進症の治療の過程で今後も増加するこ

とが予想され，注目すべき問題であると思われる．
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要 旨

腎性貧血治療に関するガイドラインは，欧米中心に

発表されてきたが，その内容が日本の腎性貧血治療の

現状と差異があると指摘されてきた．高額なリコンビ

ナント製品であるエリスロポエチン製剤の適正使用は

重要であり，わが国独自のガイドラインの作成を求め

る声が高まっていた．そこで，2004年に日本透析医

学会より「慢性血液透析患者における腎性貧血治療の

ガイドライン」が発表された．本ガイドラインのポイ

ントを解説する．

はじめに

現在まで利用されてきた遺伝子組み換えヒトエリス

ロポエチン（rHuEPO），エポエチンαまたはβは，慢

性腎疾患に伴う腎性貧血治療に大きな福音をもたらし

てきた．本邦では1980年代後半の透析患者の平均ヘ

マトクリット（Ht）値は約23％であったが，rHuEPO

が臨床応用された1990年代に入り，一気に平均Ht

が上昇し，近年では約30％と安定している．しかし，

医療費抑制，包括化医療などが叫ばれる昨今，高額な

リコンビナント製品であるエポエチン製剤の適正な使

用が求められている．

腎性貧血治療に関するガイドラインは，欧米諸国を

中心に，1997年以降次々と発表されてきた．Na-

tionalKidneyFundは，NKF-K/DOQIガイドライ

ンとして，1997年1）と2000年2）にこれを出版している．

欧州腎臓学会（EDTA）は，1999年3）にevidenceof

bestpracticeguideline（EBPG）としてガイドライ

ンを発表し，2000年4），2004年5）に改訂版を発表して

いる．二つのガイドラインには，目標ヘモグロビン

（Hb）値の記載に相違がある．NKF-KDOQIでは，

Hb値は11～12g/dl，Ht値は33～36％と範囲が定め

られているが，EDTAでは，Hb11g/dl以上，Ht33

％以上と記載されているのみで，上限値の明確な記

載はない．糖尿病，脳心血管系に重篤な障害を有する

症例でなければ，正常範囲に貧血が改善されることも

否定しないとするのがEDTAの立場である．特に最

新のEDTAガイドラインは，患者のQOLを考えた場

合，Hb値は14g/dlまでは許されると考えている．

本邦では1991年に厚生省科学研究班の調査研究6）と

して，腎性貧血に関する治療目標が発表された．この

研究発表では，およそHb10g/dl，Ht30％を目標値

と設定していた．世界との大きな格差があるまま，こ

の基準値が改定されず近年まで使用されてきた．時が

経つにつれ，EBMに基づいたわが国独自のガイドラ
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インの設立を求める声が高くなってきた．そこで，日

本透析医学会（JSDT）より，維持血液透析患者を対

象とする「慢性血液透析患者における腎性貧血治療の

ガイドライン」7）が策定される経緯となり，2004年に

発表された．このガイドラインは，全7章より構成さ

れている．各章に関する解説を加える形で，ガイドラ

イン全体をわかりやすく説明したい．

1 貧血の定義（第1章）

医学的にはHb値と比較するとHt値は必ずしも安

定している数値とは言えない．自動血球計測装置では

Ht値は実測値でなく，計算値として算出される．検

体を長時間放置しているとHt値が変動する．したが

って，国際的にはHb値を信頼できる診断基準値とし

ている．このような実情から本ガイドラインでもHb

値を優先的に記載した．しかし，医療現場スタッフの

臨床的感覚が失われることも恐れ，Ht値も併記する

こととした．将来的には，Ht値の記載は消失してい

く可能性がある．

Hb値，Ht値は，年齢とともに変動し，かつ性差，

生活環境によっても変動する．ガイドライン作成に当

たり，具体的な貧血診断基準値を設定する必要性があ

った．基準値の設定には，権威ある教科書に記載され

ている資料を基にすべきだと判断された．そこで，

『新版日本血液学全書』8），『理化年表』9）を利用し，平

均値マイナス 2SDを貧血診断基準値の目安とした

（表 1）．他国の診断基準血と比較して，高齢者では

Hb値，Ht値が若干低い傾向がある．将来的は，現

代日本人の正常人と思われる母集団から信頼できる血

球成分に関するデータを求め，これを基に貧血の基準

値を作成する必要がある．

腎不全患者の貧血には，鉄欠乏性貧血を始め様々な

貧血疾患が合併していることが多い．簡便な鑑別診断

として，MCVを用い小球性，正球性，大球性貧血に

分類することが推奨される．腎性貧血は正球性貧血の

みではなく，大球性貧血の範疇にも入る点は忘れては

ならない．大球性貧血であると判断し，腎性貧血以外

の鑑別診断を不用意に行うべきではない．

腎性貧血は，腎機能の低下とともに腎からのエリス

ロポエチン産生が低下するため出現する．腎性貧血が

出現する腎機能は，血清クレアチニン≧2mg/dLま

たはクレアチニンクリアランス＜20～35ml/min程

度と言われている10,11）．糖尿病性腎症では，非糖尿病

性腎症患者より早期に腎性貧血が出現する．その目安

はクレアチニンクリアランス＜45ml/min程度である．

2 rHuEPO療法の目標Hb値（Ht値）および

投与開始基準（第2章）

第2章は本ガイドラインの中核である．血液透析

（HD）患者に対するrHuEPO療法の目標Hb値（Ht

値）は，週初め（中2日後）のHD前採血による値

でHb値10～11g/dL（Ht値30～33％）を推奨する

と定められた．したがって，rHuEPOの投与開始基

準は，複数回の検査でHb値10g/dL（Ht値30％）

未満となった時点とするとされた．

この目標値を設定するに当たり，わが国独自に患者

データを用いて，目標値を設定することを命題とした．

そこで，質の高い日本透析医学会の統計調査資料を利

用することとした．しかし，これまでのデータは，透

析前Htの生存率，社会復帰率などへの影響を，5％

間隔の階層により解析したものであった．欧米のガイ

ドラインはすべて3％間隔の階層であり，これに準じ
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表1 日本人のHb値，Ht値と貧血の診断基準値

（新版日本血液学全書）
20～59歳

（理科年表）
60～69歳 70～79歳 単位

Hb 男性 平均±2SD

女性 平均±2SD

男性 平均－2SD 診断基準値

女性 平均－2SD 診断基準値

14.8±1.2

13.1±0.9

12.4

11.3

13.8±0.9

12.5±1.0

12.0

10.5

13.5±1.2

12.2±0.9

11.1

10.4

g/dL

g/dL

g/dL

g/dL

Ht 男性 平均±2SD

女性 平均±2SD

男性 平均－2SD 診断基準値

女性 平均－2SD 診断基準値

44.5±2.9

39.7±2.6

38.7

34.5

42.0±2.8

37.6±3.1

36.4

31.4

40.9±3.6

36.9±2.9

33.7

31.1

％

％

％

％

（文献7より引用）



た再評価が必要であった．Htの3％間隔の階層は，

Hbの1g/dl間隔に相当するため，階層幅としては合

理的と考えられた．日本透析医学会の統計調査資料は，

残念ながらHb値を用いたデータ記載がないため，Ht

値階層を基本として解析するしかなかった．

1995年末の透析前Ht値（rHuEPO非使用例も含む

55,855例）を欧米同様3％間隔に階層し，5年生存率

におよぼす影響を検討したところ，年齢，性，原疾患，

体重増加率，Kt/Vで補正しても，Ht値27～33％の

相対危険度が最も低値であった（表2）．詳細なデータ

は記載されなかったが，年齢別，原疾患別に解析して

も，Ht値30～33％群が最も良好な生命予後を示した．

2004年入り，レトロスペクティブ研究であるが，平

澤らが12），わが国の22施設の維持透析患者でrHuEPO

を使用している2,654例を対象に，3ポイントの透析

前Ht値の平均値を基に3年予後を調査している．年

齢，性，原疾患，合併症，アルブミン値などで補正し

て生命予後を評価した場合，同様にHt値30～33％

が最も良好な群であることが報告された3）．

このようなマススタディを利用して，最終的にHb

値10～11g/dL（Ht値30～33％）を推奨すべき治療

目標値として提言するに至ったが，ここで，懸念され

るのは，欧米のHb値に比して低い1g/dLに及ぶ較

差である．この疑問に対しては，人種差に加え，採血

曜日や採血時体位などの差が関与しているのではない

かと想像され検証が行われた．この中でも，最もイン

パクトが大きい要因は採血時体位と判断された．

欧米では，臥位採血より坐位採血が多いが，日本で

は逆である．一般的に，臥位採血と比較すると坐位採

血ではHbあるいはHt値が高くなる．その差として，

平均で臥位採血値は坐位採血値の5.6～5.7％減になる

ことが証明された．それぞれ33％，36％のマイナス

5.7％値は，約31，34％となる．日本人高齢者の貧血

診断基準は，欧米人よりも低い傾向があることも加味

して，Hb値10～11g/dL（Ht値30～33％）が目標値

であることの妥当性を再確認した．ただし，活動性の

高い比較的若年者では維持 Hb値 11～12g/dL（Ht

値33～36％）を推奨するという基準も示された．35～

45歳の若年者に限ると，Ht値30～33％に比べ，Ht

値33～36％の相対リスクに有意差は無いが，0.78と

低値であることから，動脈硬化病変が少なく活動性の

比較的高い若年者に限ってはHb値11～12g/dLを推

奨することとした．

3 鉄状態の診断と治療（第3章）

第3章では，鉄欠乏および鉄過剰の診断と，鉄欠乏

に対する鉄剤治療法を記している．鉄欠乏性貧血は，

腎性貧血以外に最も高頻度にHDに認められる貧血

である．適正な鉄状態は有効rHuEPOの治療には必

須である．

HD患者は，透析回路内への残血と採血検査などの

ために，年間約2gの鉄を喪失する．鉄欠乏の診断に

は，トランスフェリン飽和度（TSAT）と血漿フェリ

チン濃度が標準的マーカーとして推奨されている．そ

の診断基準値は，トランスフェリン飽和度（TSAT）

20％以下，血漿フェリチン濃度100ng/mL以下であ

る．これらの鉄欠乏マーカー以外にも幾つかの鉄欠乏

マーカーが知られている．表3はこれをまとめたもの

である．

血漿フェリチンは貯蔵鉄の指標であり，炎症，輸血

など様々な要因で変動する．トランスフェリンも栄養

状態などに左右されるために，必ずしも純粋に鉄欠乏

指標を示すとは断言できない．感度と特異度の観点か

らしても優れた指標とは言えない．しかし，どの施設

でも検査可能であり，保険適応が認められている点で

は，上記二つの指標が推奨される結果となった．

純粋に赤血球系細胞の鉄欠乏状態を反映する指標と

しては，むしろ網赤血球内ヘモグロビン含量（CHr）

などが推奨される．残念ながら，このような検査を行

うには特殊な装置が必要であり，現行では保険適応も

ない．将来的には，TSAT，フェリチン以外のマーカ

ーも利用されるようになると思われる．

鉄過剰に関する指標にも，TSATと血漿フェリチ

ン濃度が用いられるが，欧米の指針はそのまま日本人
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表2 1995年末のHD前Ht値が5年生存に及ぼす影響†

HD前Ht値（％） 相対危険度（95％信頼区間） p値

＜24

24≦ ＜27

27≦ ＜30

30≦ ＜33

33≦ ＜36

36≦ ＜39

39≦

1.714（1.610～1.82）

1.219（1.159～1.28）

1.026（0.980～1.07）

1.000（対照）

1.112（1.050～1.178）

1.254（1.156～1.362）

1.306（1.185～1.440）

0.0001

0.0001

0.2722

対照

0.0003

0.0001

0.0001

†年齢，性，原疾患，Kt/V尿素，体重減少率（％）で補正
（文献7より引用）



には推奨できないとしている．鉄欠乏状態であれば，

鉄剤投与を一時的に行い，欠乏状態を脱したら中止す

るという方法が，より安全な投与法として推奨されて

いる．一方透析患者のC型肝炎罹患率が高い．C型

肝炎に関しては，鉄剤の安易な補充はかえって肝機能

障害を助長することが報告されている．また，体格の

比較的小さい日本人透析患者に関して，欧米の鉄過剰

指標をエビデンスなく信用することは危険であると考

えている．

鉄剤の具体的投与法としては，透析終了時に透析回

路よりゆっくり静注する．毎透析ごとに13回，ない

しは週1回3カ月間投与し，投与終了2週後に前記検

査を反復して，鉄欠乏状態にあると判断されれば同上

の投与を繰り返す．

4 rHuEPOの投与法（投与経路・投与量）（第4章）

投与経路については，当面は透析回路を通しての静

注を推奨することとなった．理由は，EPO自己抗体

産生に基づく赤芽球癆の発生が特にヨーロッパを中心

に報告され，しかも皮下注患者で高率に認められたか

らである13,14）．

欧米の腎性貧血治療に関するガイドラインは，保存

期腎不全患者や腹膜透析患者のみならず血液透析患者

に対しても，EPO使用量削減を目的として皮下注を

推奨していた．本邦では，前田ら15）は，HD患者を対

象として，静注から皮下注に変更した時の総投与量を

検討し，皮下注により総投与量を約38％減量できる

と報告している．また，Besarabら16）は，前向き研究

27件（全症例916例）をまとめたメタアナリシスで，

同等の貧血改善効果を得るのに皮下注では静注の約

30％減で間に合うため，医療費抑制に繋がると強調

している．

実際の投与方法としては，HD患者では，静注で1

回1,500～3,000単位を週3回から投与開始し，投与中

は週当たり Hb0.3～0.4g/dL（Ht1％）の上昇速度

を超えないように監視することが重要であるとしてい

る．4週間後，Hb上昇度1g/dL（Ht3％）未満の場

合には，静注1回3,000単位，週3回投与を続ける．

効果が不十分な場合にはrHuEPO抵抗性と判断し原

因を検索する．国外ガイドラインでは，1回3,000単

位から開始することが基本として記載されているが，

体格の小さい日本人に対しては，安全性も考慮して1

回1,500単位から投与することも勧められている．目

標の貧血改善効果が得られない場合は，1回3,000単

位まで増量投与することが現実的と考えられる．

投与量や投与回数は，あくまでも貧血改善目標値の

設定に依存し，現行の投与量・投与回数の上限につい

ては今後再検討すべき余地がある．

5 EPO抵抗性（低反応性）（第5章）

第5章はEPO抵抗性あるいは低反応性について記

載している．「EPO抵抗性」という概念は絶対的なも

のではなく相対的なものであり，むしろ「EPO低反

応性」と表現すべきである．
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表3 鉄欠乏と鉄過剰状態のマーカーの感度と特異度

Sensitivity/Specificity 保険点数/時間 備 考

［鉄欠乏の指標］

TSAT（％） ＜20％

フェリチン（ng/ml） ＜100ng/ml

％HYPO（％） ＜2.5％

＜10％

CHr（pg） ＜32.2pg

sTfR（mg/ml） ＞1,200mg/ml

対照

84.2％/31.4％

39.1％/35.6％

86.5％/20.6％

76.5％/73.4％

40.5％/33.9％

37点/1時間

150点/1時間

/10分

保険未承認/10分

保険未承認/assay

kitによる

貯蔵鉄の指標

赤血球レベルの指標

赤血球レベルの指標

鉄欠乏および細胞増

殖を反映

［鉄過剰の指標］

TSAT（％） ＞50％

フェリチン（ng/ml） ＞800ng/ml

％HYPO（％） ＞10％

CHr（pg） ＞33pg

sTfR（mg/ml） ＜1,000mg/ml

対照

46.7％/99.4％

0％/90％

sample中max10％以下

61.5％/65％

52.4％/32.6％

37点/

150点/

保険未承認/

保険未承認/

貯蔵鉄の指標

赤血球レベルの指標

赤血球レベルの指標

（文献7より引用）



NKF-K/DOQIガイドイランでは静注で450単位/

kg/週以上（およそ30,000単位/週）17），EDTAガイ

ドラインでは皮下注で300単位/kg/週以上（およそ

20,000単位/週）で目標Hbに到達しない場合をEPO

低反応性としている18）．わが国では保険医療の観点か

ら，鉄欠乏がない条件下で，静注1回3,000単位を週

3回使用しても貧血改善が得られない場合をEPO抵

抗性とする．これは，科学的あるいは医学的根拠に基

づく基準でなく，保険医療の枠から定められた基準と

なっている．

EPO抵抗性の原因は多岐にわたる．最も高頻度に

認められる原因は鉄欠乏である．近年では，主に皮下

注により惹起される抗EPO抗体出現による赤芽球癆

は最も深刻な合併症であり，注意が喚起されている．

ほかの主な低反応性の原因は，表4に示したとおりで

ある．

6 腎不全患者への輸血（第6章）

この章では，腎不全への輸血治療の原則が記載され

ている．輸血は，貧血の改善が可逆的な状況に限定さ

れるべきだが，生命の危機，重篤な臓器合併症が認め

られる場合は適応となる．また，輸血を施行した場合，

MHC抗原への感作，輸血反応，ウイルス，寄生虫な

どの感染，輸血による鉄過剰やヘモジデローシスなど

の合併症に注意しなければならない．HIV感染，C

型肝炎などの検査法が確立していない時代の輸血によ

り，医原性感染症を引き起こしてしまった経緯がある．

今後も，新たな感染症が輸血により発症する可能性は

否定できない．輸血前に患者への説明と同意が必須で

あることは言うまでもない．

7 rHuEPOの副作用と随伴症状（第7章）

最終章では，rHuEOPの副作用がまとめられてい

る（表5）．高血圧，血栓・塞栓症，赤芽球癆が主た

る合併症である．rHuEOP使用時の高血圧合併頻度

は，諸外国では20～30％に達するが，わが国ではこ

れ以下とされている．様々な機序が説明されているが，

急速な貧血改善が最大の危険因子とされている．Hb

値（Ht値）上昇による血栓・塞栓症の発症リスクも

否定はできない．大規模集団を対象とした観察では，

rHuEPO投与に伴う血栓・塞栓症の発症リスクの増

加は，わが国では沖縄からの報告19）に限られている．

抗EPO抗体により，重篤な合併症である赤芽球癆が

発生するリスクがあることを忘れてはならない．

おわりに

本ガイドラインは，現在の透析医療の現状に合わせ

て，理想と思われる腎性貧血治療の指針を示したもの

である．将来的には，修正されうるものであり，また，

血液透析患者のみならず，腹膜透析，保存期腎不全患

者などにも言及するガイドラインとして発展していく

余地を残している．
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要 旨

透析導入年齢は年々高齢化し，高齢透析患者数は増

加の一途を辿っている．また，高齢者のCAPD（連

続携行式腹膜透析）は高齢者の特徴とPD（腹膜透析）

療法の身体的・精神的・社会的メリットを考慮すると，

高齢者における透析療法選択の際に最初に導入を薦め

るべき療法である．適切な腎不全保存期管理と適切な

時期での透析導入が，高齢者の能力を最大限に活かし

たCAPD療法を実現するためには重要であり，多く

の高齢者において長期の残腎機能保持や高いQOLな

どPDファーストの利点が期待できる．

高齢者におけるCAPD療法の基本的考え方は，高

齢者の保持する能力を信じ，自立を可能な限り支援す

ることである．さらに，老年医学の一つとして腎不全

医療，そしてCAPDを捉えることであり，そのため

には高齢者本位の在宅医療を家族や地域とともに支え

る医療環境が望まれる．

はじめに

高齢者の腎不全管理は，高齢者の特徴を十分に理解

した上で実施されなければならない．しかるに，現在

の医科大学（医学部）に老年医学，あるいは加齢医学

という講座が少ない（全国医科系80大学中22大学）

ことは，わが国の老人医療の将来に悔いを残す結果に

なると危惧される．

高齢慢性腎不全患者の前には，保存期管理，透析導

入のタイミング，療法の選択，合併症，要支援，本来

の寿命など多くの問題が次々と待ち構えている．そし

て，高齢者が尊厳ある透析ライフを過ごすためには，

ほかの医療と同じく在宅での治療が望ましいことは言

うまでもない．

高齢者が高齢になるまで保持し続けている能力は，

高齢者の在宅医療を考える上で最も頼りがいのある原

動力と言える．しかしながら，本質的に時間とともに

衰退していくことが明らかな高齢者の能力ゆえに，透

析導入時において持っている能力さえも過小評価され

る傾向にある．しかし，導入時まで自立あるいは家族

の支援で自立していた高齢者は，CAPD導入後に予

想以上にすばらしい透析ライフを送れることや，PD

療法が高齢者に心理的に受容されやすいことから，高

齢者におけるCAPD療法が増加している1～4）．

さらなる高齢社会に向けて，高齢者に対するCAPD

の適応と留意点等について述べる．

1 高齢者の腎不全の特徴

腎臓は全身臓器のなかで，加齢の影響を受けやすい

臓器の一つであり，糸球体濾過値は80歳では若年者

の約50％に低下している．しかし，高齢者において

は窒素代謝や筋肉量が減少しているため，血清尿素窒

素やクレアチニンはほぼ正常範囲を保っていることが

多い．また，高齢者においては個人差が大きく，症状

が非定型的であり，その結果腎機能障害の早期発見が

遅れやすくなる．さらに，高齢者は多くの疾患を併せ
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持っているため，薬剤の使用頻度が多く，薬剤性の腎

機能障害にも注意が必要である．

すなわち，加齢そのものによる老年腎（senilekid-

ney）に，慢性糸球体腎炎，高血圧などの種々の病態

が加わって腎機能障害が進行し，徐々にあるいは脱水，

感染等に伴って急速に腎不全となることがしばしば見

られる．高齢者透析患者の導入原疾患は，ほかの年齢

層と比べて腎硬化症の割合が多いのは当然であるが，

そのことの利点としてCAPD療法導入後の残腎機能

がほかの年齢層と比較して保持されやすいことがあげ

られる5）．

これらの高齢者の腎不全の特徴を理解し，高齢者の

持っている能力を活かすことに最大限重点をおいた医

療を心がけなければならない．

2 高齢者透析の実態

日本透析医学会の統計調査6）による2003年導入患

者の平均年齢は65.4歳で，全透析患者に対する65歳

以上の透析患者の割合は46.9％と年々透析患者の高

齢化が進んでいる．

年齢別治療方法は，60～74歳ではHD（血液透析）

92.8％，CAPD3.6％，血液濾過透析2.7％であり，75

歳～89歳ではHD93.1％，CAPD2.9％，血液濾過透

析2.9％であり，90歳以上ではHD89.3％，CAPD6.8

％，血液濾過透析2.1％である．60歳以上のすべての

年齢層で前年度と比べてCAPDが増加しているが，

特に90歳以上では増加の割合が顕著である．CAPD

の割合は15歳未満から90歳までは高齢になるほど低

くなる傾向にあるが，90歳以上の高齢者では，60～89

歳に比べてCAPDの選択される割合が多かった．

2002年には高齢者のためのPD療法の普及をめざ

して，高齢者腹膜透析研究会（ゼニーレPD研究会;

会長太田和夫）が発足し，全国的にも高齢者に対する

CAPD療法のメリットが認知されつつある．加えて

2000年からの介護保険制度による在宅医療支援の一

つとして，徐々にではあるがCAPD療法が普及して

きたことなどが，高齢者のCAPD療法が増加してい

ることの要因と考えられる．

高齢者腹膜透析研究会による高齢PD患者の実態調

査によると，共存症の少ない自立した高齢者において

は，年齢を問わず腹膜透析が円滑に行われていること

が明らかになった7）．

3 高齢者の保存期腎不全管理

高齢者の保存期腎不全においては，残存腎機能をで

きるかぎり温存し，末期腎不全に進行するのを避ける

ために，血圧のコントロール，感染症の予防，脱水・

体液量過剰を避けるなどの全身管理のほかに，薬剤の

使用上の注意が重要である．すなわち，腎毒性のある

抗生物質，消炎鎮痛薬，造影剤などの使用量は必要最

小限にとどめ，尿量や腎機能のモニターが不可欠であ

る．

また，高齢の末期腎不全患者は自覚症状に乏しく，

老化による衰弱なのか腎機能の低下に伴って尿毒症の

症状が出現しているのか区別ができないことが多い．

そのような際の透析導入の是非に関しての判断は慎重

になされなければならない．さらに，高齢者の末期腎

不全における精神障害に関しては，たとえ痴呆（認知

症）症状が認められても，それが老化による認知障害

（脳血管性痴呆など）すなわち非尿毒症性痴呆なのか，

あるいは腎不全に伴う尿毒症性痴呆なのかの鑑別がし

ばしば困難であることに注意を要する．適切な時期の

療法選択と適切な時期の透析導入は，高齢者では容易

なことではないが予後を左右する重要なポイントであ

る．

4 残腎機能とCAPDの適応

末期腎不全治療の三本柱の中で，高齢者には腎移植

は適応ではなく，HDとCAPDの二つの療法が選択

される．最近の透析技術の進歩により，高齢者でも安

全な体外循環が可能となっているが，心循環器系の負

担が少ないCAPD療法は高齢者により適した透析療

法と考えられている．また，血液透析に比して残腎機

能（尿量）が比較的長く保たれるCAPD療法は，水

分制限が少なく食事の自由度が高いことや，在宅医療

としての利点と相俟って，高いQOLが得られる透析

療法として注目されている4,5）．

当院のCAPD患者における尿量の推移を年齢別に

みると，導入後2年間では差は見られないが，3～5

年では70歳以上の高齢者の尿量が70歳未満の患者の

尿量より多く保たれていた．また，PD導入後の除水

量の推移は，高齢者では導入後2年間は除水量の増加

はないが，70歳未満の患者では導入後しだいに除水

量が増加していた．
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70歳未満のPD患者の尿量と除水量の変化をみる

と，導入後尿量の減少につれて除水量の増加が認めら

れ，2年後に600mlのポイントで交差していた．また，

尿量と除水量の総計は常に1日1,200ml前後を維持し

ていた．しかし，一般に腹膜の限外濾過不全をきたす

とされる7～8年で除水量の減少をきたしていた．高

齢PD患者の尿量と除水量の変化は，導入後3年で尿

量と除水量が接近するも，両者が交差するのは5年の

時点であった5）．

CAPDの適応は，今までは医療者側からみた選択，

すなわち積極的選択（positiveselection）と消極的

選択（negativeselection）に分けられていた．この

分類によれば，導入時合併症の多い糖尿病性腎症や高

齢者のPDは消極的選択になる．しかしながら，腹膜

の機能は透析導入前には予測が困難であり，またPD

向きかどうかは患者個々の性格，原疾患，合併症，家

庭環境，社会環境などの多くの要因に左右される．こ

れらのことから，PDの適応は医療を提供する側（医

師，看護師等）ではなく，医療を受ける側（患者）か

ら見た適・不適，あるいは合う・合わないという見方

（PD向きか，HD向きか）で判断されるべきである8）．

5 高齢者におけるCAPDのメリットとデメリット

高齢者におけるCAPD療法は，表1のようなメリ

ットとデメリットがある5）．

一般に，身体的因子・精神的因子・社会的因子にお

けるCAPDのメリットは高齢者においてより意義が

大きく，CAPDの持つデメリットは高齢者において

より意義が小さいといえる．すなわち，ここに掲げる

高齢者におけるCAPDのデメリットは高齢者本来の

弱点に起因するものであり，その弱点を補充するため

の支援が高齢者のCAPD療法においては重要となる．

6 高齢CAPD患者のQOL

QOLの評価法は主観的評価と客観的評価に分けら

れ，評価項目にも精神的要素，身体的要素，社会的要

素がある．高齢者のQOLに関して特に身体的要素と

社会的要素は，客観的にはほかの年齢層と比べると低

い傾向にある．しかしながら，高齢者でも容易に回答

できるリニアアナログスケールによる主観的評価の結

果によると，70歳以上の高齢CAPD患者において，

ほかの年齢層の CAPD患者と比べて，身体的要素

（かゆみ，骨・関節の痛み），社会的要素（家事・仕事，

社会的活動）で有意差はなく，精神的要素（全体的幸

福感，気分，不安感）において高いQOLが得られて

いた1）．

このことは，CAPDが高齢者に身体的に優しい透

析療法であり，それまで生活してきた社会との関わり

を保つことができる在宅医療であり，高齢者が精神的

にCAPDを受容しやすいことを反映していると考え

られる．

7 CAPD療法選択の理由

日本透析医学会の調査9）による全年齢のPD導入理

由は，①社会復帰（45％），②患者希望（25％），③ブ

ラッドアクセス不良（10％），④循環器系合併症（7％）
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表1 高齢者におけるCAPDのメリットとデメリット

1.高齢者におけるCAPDのメリット

1） 身体的因子

① 心循環器系の負担が少ない．

② シャントが不要である．

③ 血圧の変動が少ない．

④ 体内環境が一定に保たれる．

⑤ 残存腎機能が保持されやすい．

⑥ 食事の制限が少ない．

2） 精神的因子

① 生きることの尊厳を保てる．

② 自立能力を活かせる．

③ CAPDを受容しやすい．

3） 社会的因子

① 環境の変化が少ない（在宅医療）．

② 家族の支援が得られやすい．

③ 通院の回数が少ない．

2.高齢者におけるCAPDのデメリット

1） 身体的因子

① 多くの合併症を持っている．

② 低栄養になりやすい．

③ 身体的能力が次第に失われていく．

④ 指導に時間と根気が必要である．

⑤ 本来の寿命がある．

2） 精神的因子

① 家族や介護者の負担に対する遠慮

がある．

② 年齢に対する不安感がある．

3） 社会的因子

① 自立できない場合の支援システム

が確立されていない．

② 在宅医療に対する社会的理解が乏

しい．



の順である．当院の症例では，①患者希望（46％），

②社会復帰（22％），③高齢者（12％），④循環器系合

併症（10％）であり，当院のPD導入理由は，患者希

望や高齢者が導入理由として多いことが特徴である5）．

次に，75歳以上（全国調査の年齢区分による）の

高齢者でのPD導入理由は，日本透析医学会の調査9）

では，①高齢者（27％），②ブラッドアクセス不良（18

％），③循環器合併症（15％），④患者希望（12％）で

ある．当院の症例では，①高齢者（57％），②患者希

望（25％），③循環器合併症（9％）であり，当院の高

齢者のPD導入理由は，高齢であることがPD選択の

主たる理由であることが特徴である．さらに高齢者の

4人に1人（25％）が自らの希望で在宅医療としての

PDを選択していた5）．

8 80歳以上の高齢者におけるCAPD療法

1991年から2000年までの10年間に，当院で慢性

腎不全のために透析を導入した80歳以上の高齢者は

41名であり，内訳はHD23名，CAPD18名であった．

各療法別の患者背景をみると，年齢はHD83.0±2.9

歳，CAPD84.3±4.0歳である．原疾患が糖尿病の症

例は，HD1名（4.3％），CAPD3名（16.7％），導入

時に緊急血液透析を必要とした症例はHD6名（26.1

％），CAPD2名（11.1％）であった．

CAPD症例で導入時のうっ血性心不全，肺水腫な

どによる緊急血液透析が少ないことは，導入時のイン

フォームド・コンセントが適切に行われて余裕をもっ

た導入管理が行われていたと考えられた．逆に導入時

に緊急血液透析を必要とした症例の多くは，維持療法

としてそのままHD療法を選択していた．透析継続期

間は，HD9.6±16.4カ月，CAPD18.4±20.2カ月で

あり，80歳以上の高齢者においてはCAPD療法を選

択した場合のほうが，その後の透析継続期間が長かっ

た10）．

当院では，91歳でCAPDを導入し97歳まで元気

に余生を過ごされた方が最高齢であった．また2004年

には95歳（女性），93歳（男性），87歳（男性;独居

暮らし）という超高齢でのCAPD導入があり，現在

まで質の高い透析を継続できていることは，高齢者透

析を考える場合に・年齢がすべてではない・と言われ

ていることの証である．

9 高齢者における透析導入時の既存障害

当院において80歳以上で透析を導入した高齢者が，

透析導入時にすでに持っていた主要な既往の障害とし

ては，心不全，心筋梗塞，重篤な不整脈，脳血管障害，

痴呆，視力障害がある．透析導入時の主要な既存障害

は，HD導入症例において心不全・心筋梗塞・重篤な

不整脈などの心循環障害が多くみられ，そのことが緊

急血液透析を必要とした一因となっていた．

導入時の痴呆は，HD症例3名（13.0％）に認めら

れたが，CAPD症例には認められなかった10）．当院で

は，高齢者あるいは超高齢者におけるCAPDはでき

る限り患者自身の自立を重要視しているため，CAPD

導入症例に痴呆を呈する高齢者がいなかったと考えら

れる．すなわち，80歳以上の高齢者における透析療

法選択には，導入時の既存の障害と導入のタイミング

が強く影響を及ぼしていたが，80歳以上で透析を導

入する必要がある症例の既存障害は予想以上に少なく，

多くの高齢者がCAPDに導入可能な残存能力を保持

していることが示唆された．しかし，最近では当院で

も自立できない高齢者に対して，介護保険による支援

を前提にしたCAPD導入が増加している．

10 チーム医療で支える高齢者のCAPD療法

在宅医療としてのCAPDは，医療の中でも最もチ

ーム医療を必要とする分野の一つである．それは，患

者・家族・医療スタッフ間のチームワークとともに，

院内における多職種間のチームワークを意味する．医

師，看護師，薬剤師，栄養士，ソーシャルワーカーな

どのスタッフが，患者に関する情報を共有し，各専門

分野の意見を交換し，患者中心の医療の質を向上させ

ることがチーム医療の目的である．このチーム医療が

順調に機能すれば，一定のスタッフ数での指導管理能

力は融通がきき，増加するCAPD患者数に柔軟に対

応できると考えられる．

また，CAPDにおける負担を，患者・家族・医療従

事者で支え合うことで，いわゆる・在宅医療の重荷・

を分かつことができるのであり，院内でもそれぞれの

専門職が互いに協力することにより，主治医や担当看

護師のストレスは軽減されると思われる．高齢者の

PD療法管理のコツは，患者指導に・手がかかる・と

いうよりも・手をかけてさし上げられる・というスタ
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ッフの心の持ち様だと思われる．

11 要介護高齢CAPD患者への支援

1991年から 2001年までの間に，当院にて CAPD

を導入した70歳以上の高齢CAPD患者72名の内，

介護保険の利用者は15名であり，その内2名はバッ

グ交換，出口部ケアなどのCAPDの直接的支援を受

けていた．CAPD導入時より介護保険の利用を前提

にCAPDを導入した症例は1名のみであった．

介護保険認定を受けていた高齢者の平均年齢は77.3

歳であり，平均PD継続期間は45.7カ月であった．

認定された介護度は，要介護5（2名），要介護4（2

名），要介護3（4名），要介護2（5名），要支援（2

名）であった．また，介護保険の認定を受けていた高

齢CAPD患者は，PD継続期間が比較的長い傾向に

あった．すなわち，当院の高齢CAPD患者の多くは

導入時にはPDに関して自立できていたが，経過とと

もに残存能力の低下により次第に支援が必要となって

いた．

介護保険制度により，以前なら社会的入院を余儀な

くされた高齢CAPD患者においても，在宅医療とし

てのPDの継続が可能となっている．今後は，訪問看

護ステーションやヘルパー・ステーションなどによる

CAPD支援のための連携と，特別養護老人ホーム・

療養型病床群などの施設入所での支援体制の確立が望

まれる．

12 高齢CAPD患者の死

当院における年齢別の平均CAPD継続率は，70歳

以上の高齢者においては70歳未満の患者よりも約2

年短かったが，PDの継続期間が長くなると両者に差

が認められず，高齢者の中にも長期間継続可能な症例

があることを示していた．

また当院の高齢 CAPD患者の死因は，①心不全

（35.7％），②腹膜炎（14.3％），③脳血管障害（11.9％），

④衰弱（11.9％），⑤肺炎（7.1％），⑥消化管出血（4.8

％），⑦肺癌（4.8％）であり，腹膜炎を除いては一般

の高齢者の死因とあまり差がなかった5）．すなわち，

高齢CAPD患者では，PDに特異な死因といえる腹

膜炎と腹膜炎の原因となる出口部感染などの感染予防

が重要となる．高齢透析患者がもつ寿命というタイム

リミットは避けることはできないが，CAPD療法は

死の瞬間まで継続可能な透析療法（PDラスト）とし

て，高齢者にとっても残される家族にとっても受容さ

れやすい治療法であるといえる．

13 高齢者CAPD療法のポイント

高齢者のCAPD療法管理のポイントとしては，高

齢者が理解しやすい指導方法，継続しやすいシステム

の選択，必要最小限の透析回数と透析液の使用，残存

腎機能の保持，経時的な高齢者総合機能評価（com-

prehensivegeriatricassessment;CGA）などがあ

げられる．また，高齢者におけるCAPD療法の基本

的考え方を次のように総括することができる．

① 高齢者の保持する能力を信じる．

② 自立を尊重し自立を支援する．

③ 在宅医療を家族や地域とともに支える．

④ 老年医学の一つとしてのCAPDを考える．

⑤ 尊厳ある生と死を考慮する．

⑥ 生涯医療・全人的医療をチーム医療で実践する．

おわりに

高齢者における透析療法は，小児透析や糖尿病性腎

症の透析と同様に特殊病態における透析と位置づけら

れているが，いまや透析医療はその対象の多くが高齢

者となっている．小児透析を小児医療の中の腎不全医

療として捉えた場合，15歳未満の62.5％が腹膜透析

（PD）療法を第一に選択している6）．高齢者において

も，老年医学の中の腎不全医療として高齢者透析を捉

えた場合，その多くのメリットからPD療法の選択が

考慮されることが期待される．
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はじめに

活性酸素は反応性が高く，細胞や臓器などあらゆる

器官に影響を及ぼす．細胞レベルでは，細胞膜を構成

している脂肪酸に活性酸素が接触し，その脂肪酸を酸

化する．酸化された脂肪酸は過酸化脂質を形成し，過

酸化脂質それ自体も連鎖反応的に過酸化脂質を作り，

細胞壁破壊を招く．細胞内の微小器官（ミトコンドリ

ア，核など）においても，活性酸素はそれらの微細な

器官の表面を攻撃する．このように活性酸素は非常に

反応性が高い．

透析患者は透析療法によって活性酸素ができやすい1）．

本稿では，透析療法における活性酸素産生とそれに関

連する合併症について述べる．

1 血液透析療法における活性酸素産生のメカニズム

透析療法は今更言うまでもないが，透析膜が持つ半

透膜機能で血液中の尿毒素を除去するために実施され

る．すなわち，半透膜の内側と外側の濃度勾配により，

内側（血液側）にある尿毒素を外側（透析液側）にい

かに効率よく出すかを目的としている．

物質はブラウン運動（無差別的な方向運動）を持っ

ているので，濃度勾配があれば濃いほうから薄いほう

へと半透膜を通過する．このため，活性酸素に関して

は二つの問題が発生する．一つは，人工的な透析膜に，

血液成分が直接接触することで活性化され，生体に影

響を及ぼすことである．二つ目は，尿毒素が外に（血

液側から透析液側へ）出ることと同様に，生体にとっ

て不必要な物質（エンドトキシン）が逆に透析液側か

ら血中に入ってきて，血液成分と直接接触することで

活性化され，生体に影響を及ぼすことである．

1） 膜との接触による生体反応

① 補体の活性化について

血液が透析膜と接触すると，補体の活性化がもたら

される．すなわち，補体が透析膜に接触することでそ

の分子構造が変化し，その後，活性化反応が進み，構

造変化の連鎖反応が起きる．その活性化経路には古典

的経路（classicalpathway），第二経路（alternative

pathway），レクチン経路の3系列が知られている．

② サイトカイン産生について

補体の活性化は，単球やマクロファージ（貪食細胞）

の活性化をもたらす．活性化された単球やマクロファ

ージは，サイトカイン（炎症因子）を産生する．IL1，

TNF，γINFなどのサイトカインは白血球と内皮細

胞とが接着し，これらからの活性酸素放出に拍車をか

ける．

③ 白血球の活性化について

血球成分も同様に透析膜と接触すると活性化される．

すなわち，白血球も膜に接着することで活性化される．

血小板も活性化され凝集しやすくなり，非常に量が少

ないので目立たないが，単球・マクロファージも活性
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化される．

白血球が活性化されるということは，白血球の側か

ら考えると，その内部に酸素ラジカルを作るというこ

とである．通常は，細菌感染が引き金となって酸素ラ

ジカルを作るわけであるが，酸素ラジカルは，細菌と

いう外敵を消滅させるという機能を担う．しかし膜と

接触することで白血球内では同じ機序が起こり，この

場合は不必要な酸素ラジカルを放出してしまうのであ

る．

また，白血球はミエロパーオキダーゼ（MPO）を

有している．ミエロパーオキシダーゼは酸素とクロー

ルからOCL― ラジカルを作る酵素で，殺菌作用を担

っている．この細胞障害性の強いミエロパーオキシダ

ーゼも，透析中に活性化され血液中に増加する．

透析液から流入してくるエンドトキシンについても

同様のことが言え，白血球はエンドトキシンに対して

は細菌から攻撃を受けたときと同様の反応示す．すな

わちエンドトキシンは直接的に白血球を活性化する．

透析治療を受けている患者は，人工物に血液が直接

曝される機会が多いため，活性酸素ができやすい状態

にあるといえる．

2） 活性化した血球成分が起こす生体への影響

活性化された白血球と接着した内皮細胞は，さらに

活性化し，それ自体が接着分子を持つようになる．活

性化された白血球，活性化されたMPO，活性化され

た内皮細胞が同じ場所に滞ると，活性酸素が非常に産

生されやすい状態になる．

冒頭でも触れたが，細胞膜を構成している脂肪酸に

も活性酸素が接触し，連鎖反応的に過酸化脂質が作り

出され，内皮細胞が壊されていく．もちろん消去系の

機序が働いて修復されるが，この状態が継続的・定期

的に繰り返されることで最終的には内皮細胞の障害は

さらに進み，血栓形成を伴う場合も出てくる．

透析開始後15分で白血球の一過性減少が認められ

るのは，上記のような白血球の接着が毛細血管で起こ

るためと考えられる．また同時に内皮細胞での透過性

亢進が進み，白血球が血管の外に出る現象も起こる．

その後，内皮細胞に集積していた白血球は剥がれて元

に戻り，さらには脾臓・骨髄などからの白血球の動員

が起こるため，透析開始時の白血球数よりも増加する

overshoot現象が見られる．

このように，透析を受けている血液中には，様々な

因子が絡み合い，最終的に相乗的に活性酸素を産生し

やすい状態が作られている．

2 酸化マーカー

筆者はかねがね，酸化マーカーとして，phospha-

thydilcholinperoxide（PCOOH）の血中濃度を測定

してきたが2,3），注意深い精度管理を必要としている

ため，検査を継続的に維持することは困難であった．

そこで，安定的に簡便に測定できる酸化マーカーが必

要であると考えてきた．そこで，注目したのがペント

シジンである．

ペントシジンはその生成過程に酸化過程を必要とし

ていることから，糖化酸化反応生成物とも呼ばれてい

る（最近では修飾変性蛋白質とも呼ばれている）よう

に，血中PCOOH濃度はペントシジン濃度と良く相

関すると指摘してきた4）．Tsukaharaらも1型糖尿病

患者で尿中ペントシジンと核酸酸化物である尿中のヒ

ドロキシグアニン（8-OHdG）とは有意の相関性を示

すことから，1型糖尿病患者では酸化ストレスマーカ

ーの双方が互いにリンクしながら亢進していると述べ

ている5）（図1）．また，加藤らはアミノ酸酸化物であ

る尿中ジチロシンと尿中ペントシジンとは，有意の相

関性を示すことを報告した6）．

3 酸化的ストレスによって惹起される病態

酸化的ストレスは図2のような病態を惹起するため，

図3のような透析患者に高頻度に合併する疾患や病態

の大部分の原因となる．
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図1 尿中ペントシジンと尿中8-OHdGの相関性

（文献11より）



1） 動脈硬化症

透析患者では，酸化的ストレス，副甲状腺機能亢進

症，糖代謝異常などが要因となって一般者より進展し

ている．このため，2003年末の死因統計では，死亡

199,271例中，脳血管障害が2,138例（10.7％），心筋

梗塞が 1,243例（6.2％），心不全 4,983例（25.0％）

と，心血管系合併症が死因の約半数を占める7）．

動脈性血管疾患は，アテローム性動脈硬化と大血管

の動脈硬化の二つに大別できる．アテローム性動脈硬

化はプラークと閉塞性病変の存在を特徴とする内膜の

疾病で，元来，慢性腎臓病（CKD）患者でのアテロー

ム性動脈硬化の有病率は高い8,9）．しかも，アテロー

ム性動脈硬化病変は石灰化する場合が多く，一般集団

での病変と比べて中膜の厚さが増している10）．

アテローム性動脈硬化は，臨床的に虚血性心疾患，

すなわち，狭心症，心筋梗塞，突然心臓死，脳血管系

死，末梢血管死，または心不全として表われるので注

意する必要がある．米国の研究でも，性，人種，糖尿

病の存在について層別化したにもかかわらず，透析治

療を受けた患者の心血管系疾患（CVD）の死亡率は

一般集団の患者よりも10～30倍高い11）と報告されて

いる．年齢について層別化した後の透析患者のCVD

死亡率は，両極端の年齢においてさえ依然として一般

集団のそれよりも5倍高い12）．

透析患者の高い症例致死率は，急性心筋梗塞発症後

と心不全患者で観察された．透析患者での心筋梗塞発

症後1年，2年の死亡率は，それぞれ59％，73％で

あり13），糖尿病などの合併症のある患者でさえ一般集

団での急性心筋梗塞発生後のそれよりもかなり高い．

ただし，虚血性心疾患を伴う透析患者が必ずしも大

血管冠動脈疾患を有しているとは限らないようで，心

筋虚血の症状を伴う非糖尿病透析患者の50％までは

大血管冠動脈疾患（主な冠血管の管腔狭窄率が50％

を超えると定義）を有していなかったという報告もあ
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図2 酸化的ストレスによって惹起される病態

図3 酸化的ストレスが原因として重要な役割を演じていることが予想さ

れる透析合併症



る14）．

CKD疾患では動脈硬化症の有病率も高く大動脈の

再構築率も高い15）．再構築は，壁肥大と高い壁対管腔

比によって識別される圧過負荷か，あるいは動脈径と

壁の厚さの比例的な増加を特徴とする流動過負荷のど

ちらかに起因する．なお，再構築には動脈コンプライ

アンスの低下を伴う場合が多く，これは大動脈脈波速

度の測定と特徴的なインピーダンスを介して検出され

る16,17）．血管のコンプライアンスがなくなることによ

って収縮期血圧と脈圧は上昇し，冠灌流は減少する可

能性がある．透析患者では大動脈コンプライアンスの

低下11,18）と脈圧の上昇19）は，両方ともCVDの独立危

険因子であることが明らかとなっている．

2） 悪性腫瘍

悪性腫瘍における透析合併症の特異性として，発生

頻度が高いということがあげられ，発生率は透析患者

の1.7～5.2％で，健常人の1.4～4.3倍になる．また

癌の発生は，胃，腎，肝，肺，結腸，直腸の順に多く，

特に腎癌は一般者の 9.4～12.5倍，30～45歳では

147～551倍と高い．2003年の死因統計では，死亡原

因の8.5％を占めている．

長期透析患者の後天性嚢胞性腎疾患（ACDK）に

腎癌の合併頻度が高いことは周知のこととなっている

が，この腎癌の発生にもフリーラジカルが関与してい

ると推察されている．透析患者では，腎癌を合併した

ACDKの嚢胞壁・腫瘍組織内のPCOOH濃度，また

嚢胞液の鉄濃度を測定したところ，これらの値が高値

であるという結果も得られている．

さらには，DNA損傷を示すグアニン分解産物であ

る8-OHdG濃度は，非透析患者の腎癌や嚢胞液では

検出されないのに対し，ACDKの嚢胞液や腎癌を合

併した嚢胞液ではこの値が高値であるとの指摘もある．

これらの結果から，透析患者の腎嚢胞では鉄が多く，

その鉄を介したフェントン反応注）により活性酸素が産

生され，これにより嚢胞の細胞のDNA損傷が引き起

こされ（8-OHdG濃度が高値になる），癌発生に結び

つくのではないかと考えている．

この 8-OHdG（8-hydroxy2・-deoxy-guanosine）

について説明しておく．DNAは，糖と燐酸がつなが

ってできた2本の鎖が二重らせん構造をとり，その間

をアデニン（A）とチミン（T），グアニン（G）とシ

トシン（C）が，それぞれ水素構造を作って2本の鎖

をつないでいる．8-OHdGは，グアニンの8位置に･OH

が結合したもので，活性酸素である･OHがDNA塩

基を攻撃し作られた結合体の一つである．つまり活性

酸素の一つである･OHの攻撃により，DNAが強い

酸化的ストレス下に置かれていることが想像されよう．

注）フェントン反応

過酸化水素（H2O2）が細胞中の鉄イオン（Fe2＋）の触

媒作用で，ヒドロキシラジカル（･OH）に変化する反

応を指す．

鉄イオン

↓

H2O2―→OH＋･OH

3） 透析アミロイドーシス

透析アミロイドーシスとは，アミロイド線維が骨膜

組織や腱鞭部に沈着し，骨吸収や間接破壊をきたす疾

患であるが，このアミロイドの原因蛋白であるβ2-ミ

クログロブリン（β2-MG）の変性にフリーラジカルが

関与していると報告されている．すなわち．β2-MG

のAGE化，さらに高分子重合化やβ構造の破壊など

が起こる．その変性およびアミロイド化の過程におい

て，活性酸素であるヒドロキシラジカル（･OH）の

関与が示唆されてきた．

また，アミロイドβ蛋白は強い障害性を持つが，ア

ルツハイマー病ではアミロイドβ蛋白が神経細胞にお

いて，活性酸素生成の調節因子であるNF-κ活性を刺

激し，これにより産生が亢進されたH2O2により細胞

障害が起こる．

このように透析治療における活性酸素の発生は，透

析アミロイドーシスの発症，進展に影響すると推察さ

れる．

4） その他の合併症

その他の合併症，貧血，易感染性，皮膚�痒症にも

フリーラジカルが関与していると考えられている．フ

リーラジカルにより赤血球膜の変性が起こり，その脆

弱性が亢進し，これが貧血の原因の一つであるとも考

えられている．また，透析により活性酸素の産生が亢

進した白血球では，さらに加えられた刺激に対する活

性酸素産生能は低下しており，これが易感染性の原因

の一つであると述べる研究者もいる．さらには皮膚�
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痒性にもフリーラジカルが関与しているとの指摘もあ

る．

おわりに

以上のように，透析患者における主要な合併症の大

部分が，活性酸素やフリーラジカルを中心とした発症

進展機序で解釈することができる．透析患者は絶えず

酸化的ストレスに曝されているため，種々の病態が引

き起こされていると推察される．このことからも，こ

の酸化的ストレスをいかに軽減できるかが重要と考え

る．
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要 旨

維持透析患者の栄養状態の評価法として，まず実際

の食事摂取量を把握することが基本である．これには

管理栄養士による食事摂取量記録調査のほか，蛋白質

摂取量は蛋白異化率算出により推定できる．次に，身

体計測法や二重X線吸収法（DEXA）や電気インピ

ーダンス法（BIA），クレアチニン産生率算出などに

より身体構成成分貯蔵量の評価，特に筋肉量・体蛋白

量や体脂肪量の評価が重要である．また従来よりアル

ブミン，トランスフェリン，プレアルブミンなどの血

清蛋白濃度測定が栄養指標とされている．さらに，

subjectiveglobalassessment（SGA）が臨床上での

ルーチンとして推奨されている

維持透析患者では栄養障害の頻度が高く，これが予

後を規定する因子となっていることは，最近のDialysis

OutcomesandPracticePatternStudy（DOPPS）

の結果でも明らかにされている．透析患者の栄養状態

の維持で重要なのは蛋白質摂取量よりも炭水化物と脂

質からのエネルギー摂取量である．

はじめに

維持透析患者の生命予後や合併症発生率は栄養状態

との良否と関連することは最近の様々な報告で明らか

にされている1～3）．透析患者における栄養障害の原因

としては，摂食量，特にエネルギー摂取量の減少が第

一義的に重要である．種々の理由によりエネルギー摂

取量が不足の患者では確実に栄養障害が進行する．こ

のほかの原因として，体液異常による異化的代謝状況，

急性・慢性炎症状態，透析療法での蛋白・アミノ酸の

喪失などがあげられている4）．

このうち最近では，栄養障害が炎症と関連して進行

することに注意が喚起されており，栄養障害と炎症の

共存関係はmalnutrition-inflamationcomplexsyn-

drome（MICS）として注目されている5）．すなわち，

透析患者では感染症などの急性炎症を合併する頻度が

高い．また血液と透析膜の接触に起因してリンパ球が

炎症性サイトカインを放出するなど慢性炎症状態にあ

る．そして，栄養障害と炎症，動脈硬化を同時に合併

する透析患者が多い点から，これを malnutrition-

inflamation-atherosclerosis（MIA）syndromeとし

て捉える考え方が提唱されている6）．

1 透析患者の栄養状態の評価法

維持透析患者における栄養評価は表1に示すような

手順で行われるべきであろう．また，KidneyDisease

OutcomesQualityInitiative（K/DOQI）より，維

持透析患者の栄養状態のアセスメントガイドラインが

提案されている（表2）7）．

1） 栄養摂取量の評価

透析患者の栄養管理を行う上で，患者の実際の食事

摂取量を把握することは臨床上きわめて重要である．

① 食事摂取量記録調査
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食事摂取量記録調査は，摂取量を把握する上で最も

基本であることは現在でも変わらない．蛋白質摂取量

は次に述べる尿素産生率にもとづく蛋白異化率の算出

でも可能であるが，総エネルギー摂取量の把握は食事

摂取量記録調査でしかできない．通常は，患者自身に

より3日間分の食事内容を記録用紙に記入して病院受

診時に持参する．写真撮影調査法や食物摂取頻度調査

法なども用いられている8）．管理栄養士がこれをもと

に詳細な聞き取り調査を加えて訂正し，摂取量を食品

成分表やコンピュータプログラムにより算出する．

この食事摂取量記録調査に携わる管理栄養士には，

患者に対し食事摂取量を正確に記録することを上手に

教育できるように，また患者の食事内容を正確に把握

できるように修練されていることが要求される．食事

摂取量記録調査による栄養評価の正確性は，管理栄養

士が患者の食事内容を適確に把握する技術と，患者自

身が自分の食事内容を正確に記録する能力とに大きく

依存している．

② 蛋白異化率の算出

尿素産生率にもとづく蛋白異化率（proteinequiva-

lentoftotalnitrogenappearance;PNA/PCR）算

出による蛋白質摂取量の推定7,9）は簡便であることか

ら広く用いられている．しかしこれには患者の代謝状

況が異化にも同化にも傾いていない安定した状態であ

ることが前提となる．「体内での蛋白質代謝量＝蛋白

質摂取量」との考えのもとに，終末代謝産物である尿
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表1 慢性腎不全患者に対する栄養アセスメントの手順

Step1 栄養摂取量の評価（エネルギー，蛋白質など）

a） 食事記録調査

b） 蛋白異化率の算出による摂取量の推定

Step2 身体構成成分貯蔵量の評価

a） 身体計測法

Bodymassindex（BMI），上腕周囲径，上腕骨格筋肉量，皮下脂肪厚

b） DualenergyX-rayabsorptiometory（DEXA）法

c） Bioelectricalimpedanceanalysis（BIA）法

体蛋白量，Bodyproteinindex（BPI），体脂肪量

d） クレアチニン産生率

Step3 血清蛋白，アミノ酸濃度測定

a） アルブミン，トランスフェリン，プレアルブミン

b） 非必須/必須アミノ酸比，バリン/グリシン比

Step4 その他の方法

a） 血中インスリン様成長因子-1（IGF-1）

b） Subjectiveglobalassessment（SGA）

表2 透析患者の栄養アセスメントガイドライン（K/DOQI2000）

カテゴリ 測定項目 最低測定頻度

Ⅰ.すべての患者に定期的に測

定すべき事項

透析前血清アルブミン

体重の変化

％標準体重

Subjectiveglobalassessment

食事摂取量調査（面談/献立記入）

nPNA

毎月

毎月

4カ月ごと

6カ月ごと

6カ月ごと

毎月

Ⅱ.カテゴリⅠの項目の補強と

して有用な事項

透析前血清プレアルブミン

皮下脂肪厚

上腕筋肉周囲径

DualenergyX-rayabsometry

必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて

Ⅲ.低値を示すときにはさらに

厳格な栄養状態の検査の必要

性が示唆される事項

透析前血清

クレアチニン

尿素窒素

コレステロール

クレアチニンインデックス

必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて

（文献7より）



素窒素の産生量から蛋白質代謝量すなわち蛋白質摂取

量を算出する．

2） 筋肉量・体蛋白量や体脂肪量の把握

透析患者の栄養アセスメントにおいては，血清蛋白

濃度よりも身体構成成分貯蔵量の評価，特に筋肉量・

体蛋白量や体脂肪量の評価を優先させるべきである．

長期的異化状態では，筋肉や体脂肪がエネルギー源と

して動員されて消耗する．

① 身体計測

a） Bodymassindex（BMI）

BMIは，慢性腎不全患者においても最も簡便な身

体構成成分貯蔵量の評価法となっている．BMIは通

常どおり，体重（kg）/身長（m）2 より算出する．た

だし体液貯留の状態では真のbodymassを表さない

ので注意する．血液透析患者では透析後のいわゆる

dryweightを基準にし，腹膜透析患者では排液終了

の状態の体重を基準とする．一般人では BMIが 25

以上の肥満では，これが高値となるほど死亡リスクが

高くなるのに対し，血液透析患者ではBMIが高値に

なればなるほど死亡リスクが低くなっているという一

般人とまったく逆の調査結果が最近報告され，これは

・reverseepidemiology・として話題に上がっている

（図1）10）．

b） 上腕骨格筋肉量・皮下脂肪厚

身体計測による上腕骨格筋肉量や皮下脂肪厚の算出11）

は，身体構成成分貯蔵量の評価として従来より用いら

れている方法である．これは巻尺により上腕周囲径

（AC）を測定し，皮下脂肪計測器で同部後面の脂肪厚

（TSF）を測定して，これにより上腕骨格筋肉量を算

出する．最近，上腕三頭筋皮下脂肪厚と上腕周囲長の

測定から上腕筋面積を測定・算出する栄養アセスメン

トキット（ダイナボット社）が市販されている．そし

て，これを用いた5,492名を対象とした測定にもとづ

き，日本人の新身体計測基準値12）が発表されているの

で，各患者の測定値を一般人と容易に比較できるよう

になった．

② 二重X線吸収法（DEXA）

DEXAは国内外において普及している骨塩定量装

置であるが，身体構成成分の測定にも応用されている．

DEXA法は2種類のエネルギーのX線を照射するこ

とにより，組織の吸収特性と各エネルギーのX線透
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図1 Reverseepidemiology

一般人ではBMIが25以上の肥満では，これが高値となるほど死亡リスクが高くなる

のに対し，血液透析患者ではBMIが高値になればなるほど死亡リスクが低くなっている

という一般人とまったく逆の調査結果．（Kalantar-ZadehK,etal.:KidneyInt,63;

793,2003,より引用）



過率の照射量による差から脂肪量と非脂肪量を算出す

る方法である．Wholebodyとしての体脂肪量やlean

bodymassの評価にはDEXA法が有用である．特に

体脂肪量の測定は水分量の影響を受けにくく透析患者

での測定に適している13）．しかし本法は高価で大型の

装置が必要であり，かつ測定にも時間がかかるため，

ルーチン検査としては臨床応用し難い面がある．

③ 電気インピーダンス法（BIA）

BIA法は，身体に微弱電流を通電することにより

身体の電気抵抗を測定し，身体各組織の電気抵抗の違

いを利用して抵抗成分と容量抵抗であるリアクタンス

を測定することにより，体液量や体脂肪量，体蛋白量

を算出する．最近では，多周波BIAが用いられるよ

うになってきている14）．BIAの測定は数分で終了す

ることができ，低侵襲かつベッドサイドで誰でも簡単

に測定可能であり，大量にかつ反復して測定する必要

がある場合ではきわめて有用性が高いと考えられる．

しかし本法は，生物学的変動によるインピーダンス変

動で各成分量の推定誤差が生じる問題点も指摘されて

いる．

BIA法にて測定誤差を生じないようにするために

は，測定時の条件を厳密に適正な状況とすることが重

要である．これには，

a） 身長，体重を正確に測定する

b） 血液透析患者では透析後で溢水・脱水のない状

況下であること15）

c） 腹膜透析患者では同じく溢水・脱水のない状況

下でかつ完全排液後16）

d） できるだけ軽い服装で

e） 飲食物の消化吸収後

f） 測定姿勢は機器により定められた体位により

（座位から臥位になる場合では5～10分程度，座

位から立位では1～2分程度経過後に），四肢を体

幹から離して

g） 一定の皮膚温の条件下で

h） 中程度以上の運動では終了後1時間以上経過後

などの条件とする17）．ちなみに，腹水，胸水，消化管

内容物などthirdspaceの水分や，衣服などの重量は，

BIA法による体組成分析では導電しない組織つまり

脂肪として表現されてしまう．電極接着型の機器では，

その接着部位や接着状況に十分注意を払うことは基本

である．

④ クレアチニン産生率

クレアチニンは筋肉から一定量が産生されるので，

1日当たりの産生量は筋蛋白量の良い指標とされる．

腎不全患者では，一定時間内の尿中排泄量と血中濃度

上昇から算出した体内貯留量とを合算する必要がある．

筆者の検討結果でも，血液透析患者のクレアチニン産

生率と身体計測にて測定した筋肉量とは良好な相関関

係を認めている18）．

3） 血清蛋白濃度

① アルブミン

血清アルブミン濃度は，従来より慢性腎不全患者の

一般的な栄養指標として用いられてきた．血中半減期

は3週間前後とほかの血漿蛋白に比して長い．週3回

の維持血液透析を行う患者を対象としたわが国の全国

調査結果では，4.5g/dl未満の血清アルブミン濃度で

は，これが低いほど有意に死亡のリスクが増大するこ

とが認められている3）．

なお，慢性腎不全・透析患者の血清アルブミン濃度

を規定する因子として，表3に示すようなものがあげ

られており，栄養評価指標として用いる場合に留意す

る必要がある19）．

② トランスフェリン

トランスフェリンは，血中半減期が7～10日とアル

ブミンに比べて短いため，より短期間での栄養状態の

変化を表す指標として従来より用いられてきた．血清

トランスフェリン濃度は，鉄欠乏により上昇すること

に留意しておく必要がある．

③ プレアルブミン

プレアルブミンは肝での蛋白合成の律速アミノ酸と

されるトリプトファンを多く含むため，ほかの血漿蛋

白よりも鋭敏な栄養指標として期待されている．しか
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表 3 慢性腎不全･透析患者における

血清アルブミン濃度の規定因子

血管内・外のアルブミン分布

体液量（循環血漿量）

アルブミン合成率

透析療法による喪失

蛋白質摂取量

全身性消耗疾患

急性相反応

アルブミン測定方法

（KaysenGA,etal.:JAm Soc
Nephrol,9;2368,1998,らによる）



し，腎機能障害ではプレアルブミン自体の腎での分解

が低下して血中に滞留する．このため腎不全患者では，

通常では正常血清濃度とされている29mg/dl以下の

場合に，すでに栄養障害の徴候と捉えるべきとされて

いる20）．

④ 血漿アミノ酸濃度

必須アミノ酸/必須アミノ酸濃度比の低下やバリン

/グリシン濃度比の低下は低栄養の指標とされてきた．

しかしこれら血漿アミノ酸濃度はきわめて近日中の蛋

白質摂取に影響を受けて変動するため，体蛋白状態を

反映する指標とはし難い．したがって血漿アミノ酸濃

度を栄養評価指標として用いる場合には，蛋白質摂取

量別に考慮する必要がある．

4） Subjectiveglobalassessment（SGA）

SGAは，病歴や食事摂取量，体重変化，理学的所

見，身体活動能力，栄養状態に影響する合併症の状況

などをスコア化して，総合点により栄養評価をしよう

とする方法として透析患者の栄養アセスメントに試み

られている21）．本法は，比較的簡便にかつ正確な栄養

状態の評価法として有用性が高いとされ，臨床上での

ルーチンとして推奨されている7,22）．

2 透析患者の栄養状態

� DOPPSの結果より�

維持透析患者では栄養障害の頻度が高く，そしてこ

れが重要な予後規定因子となっていることは，これま

でにも多く報告されてきた2,3,6,23～25）．ここでは，最

近の世界的大規模調査であるDialysisOutcomesand

PracticePatternStudy（DOPPS）の結果報告のう

ち，栄養状態について比較的詳細に触れられている論

文4篇1,26～28）について，その概要を述べる．

1） 栄養指標と死亡リスク

米国の DOPPSに参加した平均透析歴 2.1±3.6年

の維持血液透析患者のうち，観察開始時と6カ月後で

栄養指標を比較できた3,739人において，SGAによ

り中等度栄養障害と判定された患者は7.6％，高度栄

養障害は11.0％であったという．また，観察開始時

の平均血清アルブミン濃度は3.6±0.6g/dl，BMIは

25.4±5.9kg/m2，現体重当たりの蛋白異化率（nPCR）

は1.0±0.3g/dayと報告されている．

観察開始時の各栄養指標と死亡リスクとの関係では，

SGAが正常の患者に対し中等度栄養障害では1.05倍

のリスク上昇で有意ではないが，高度栄養障害では

1.33倍の有意なリスク上昇（p＜0.05）が認められて

いる．また観察開始時の血清アルブミン濃度4.0g/dl

以上の患者と比べると，3.7～4.0g/dlの患者では死亡

リスクが 1.22倍上昇（p＜0.05），3.3～3.7g/dlでは

1.42倍上昇（p＜0.001），3.3g/dl以下では2.12倍の

上昇（p＜0.001）が認められている．血清アルブミン

濃度の6カ月間の変化では，＋7.9％以上の患者と比

べると，0～＋7.9％の患者の死亡リスク上昇は1.17倍，

0～－5.3％では1.21倍で有意差を認めないが，－5.3

％以下の患者では1.98倍と有意のリスク上昇（p＜

0.001）が認められている．

一方，観察開始時の BMIが 28.1kg/m2以上の患

者と比較した死亡リスクの上昇は，24.1～28.1kg/m2

では1.05倍で有意ではないが，21.1～24.1kg/m2で

は 1.42倍（p＜0.001），21.1kg/m2以下では 1.60倍

の上昇（p＜0.001）が認められている．

BMIの6カ月間の変化では，＋1.2％以上の患者と

比べると，0～＋1.2％の患者の死亡リスク上昇は1.00

倍，0～－3.5％では1.03倍で有意差を認めないが，

－3.5％ 以下の患者では 1.35倍と有意のリスク上昇

（p＜0.05）が認められている1）．

2） ヨーロッパにおける栄養指標の比較

ヨーロッパ5カ国（フランス，ドイツ，イタリア，

スペイン，英国）で，維持血液透析開始後90日以上

の合計3,039人についての栄養指標の集計結果も報告

されている2）．これによれば，SGAにより中等度栄養

障害と判定された患者は15.1％，高度栄養障害は3.8

％であったという．国別にみるとスペインでは中等度

栄養障害の頻度が11.2％と有意に低く，英国は高度栄

養障害の頻度が6.8％と有意に高い結果となっている．

またヨーロッパ5カ国の透析前血清アルブミン濃度

の平均は3.92g/dlで，国別にみると英国が3.72g/dl

とSGA同様やはり有意に低値の結果となっている．

一方ドイツでは有意に高値であるが，血清アルブミン

の測定法が他国とことなるため単純に比較できない．

BMIの平均は23.8kg/m2であり，フランスが23.2

kg/m2と有意に低く，ドイツは24.5kg/m2と有意に

高い．nPCRの平均は1.09g/dayであり，フランス
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1.12g/day，イタリア1.14g/dayと有意に高く，ド

イツ0.97g/day，英国1.03g/dayと有意に低い結果

となっている．

3） BMIの検討

また，米国とヨーロッパにおける平均透析歴2.9±

4.5年の維持血液透析患者9,714人のBMIの検討では，

20kg/m2以下の患者が 15.8％，20～22.9kg/m2が

25.0％，23～24.9kg/m2が 16.9％，25～29.9kg/m2

が26.2％，30kg/m2以上が16.1％であったという．

そしてこの5群のBMIで分類した患者の年間死亡率

を検討すると，BMI30kg/m2以上と肥満を示す群で

死亡リスクが最も低く，これよりもBMIが低い患者

群では低くなるにしたがって死亡リスクが高くなるこ

とが認められている．なおこの報告における各群間で

の血清アルブミン濃度に有意差は認められていない3）．

4） 血清アルブミン濃度と死亡・入院リスク

対象者の血清アルブミン濃度低値と死亡および入院

リスクの関係をKidneyDiseaseandQualityofLife

ShortForm（KDQL-SFTM）による健康関連 QOL

のスコアとの関連で解析した結果も報告されている4）．

この報告では，透析歴中央値1.04年の維持血液透析

患者17,236人の血清アルブミン濃度は平均3.6±0.6

g/dlであったという．そして血清アルブミン濃度の

1g/dl低値につき，死亡リスクは1.17倍上昇するが

（p＜0.01），入院リスクの上昇は1.03倍で有意ではな

いとしている．この血清アルブミン濃度の低値による

死亡リスク上昇は，米国1.16，ヨーロッパ1.23に対

し，日本が1.43と最も高かった．

一方，健康関連QOLのスコアの低値は，血清アル

ブミン濃度とは無関係に独立した死亡および入院リス

ク両方の上昇要因となることが明らかにされており，

特に身体機能評点の10点低値につき死亡リスクは全

対象患者で1.25倍に上昇（p＜0.001），入院リスクは

1.25倍に上昇（p＜0.001）し，血清アルブミン濃度よ

りも強いリスク要因と言えるとしている．

3 透析患者の栄養状態維持における炭水化物からの

エネルギー摂取の重要性

1） 三大栄養素の代謝的特徴

代謝上では，炭水化物や脂質は身体の必要量以上が

摂取された場合にはグリコーゲンや体脂肪として蓄え

られる．しかし蛋白質は，炭水化物や脂質と異なり，

たとえ必要以上に摂取したとしても身体に蓄えられる

ことなく，尿素などの終末代謝産物に分解される．ま

た炭水化物や脂質からのエネルギー摂取が少ない場合

は，最終的には筋肉の蛋白質がエネルギー源として消

費され，筋消耗を招くことになる29）．

透析患者では，必要以上の蛋白質を摂取した場合に

は，それが直接血清アルブミン濃度の上昇などには結

びつかず30），かえって血清尿素窒素やリン濃度の上昇，

アシドーシスを助長するという不利益のほうが大きい

と考えられる．週3回の血液透析あるいは一定量の腹

膜透析を行う条件下で，血清尿素窒素やリン濃度の上

昇を一定に維持するには，蛋白質摂取量を至適量に抑

制する必要がある．

2） 透析患者の蛋白質摂取と炭水化物摂取

維持血液透析患者に適切と考えられている1日の蛋

白質摂取量は，日本腎臓学会ガイドライン31）では標

準体重当たり1.0～1.2g/kg，1.1～1.3g/kgとされて

おり，米国DOQIガイドライン7）では血液透析患者で

標準体重当たり1.2g/kg，腹膜透析患者では1.2～1.3

g/kgとされている．この量は，一般日本人での所要

量が0.94g/kg/day32），米国では0.83g/kg/day33）と

されているのと比べるとかなり多い．このように透析

患者の蛋白所要量が比較的高めに設定されているのは，

透析患者では栄養障害の頻度が高く，また栄養障害は

透析患者の生命予後を不良とするリスクファクターと

して重要視されているため，いかに安全な摂取量を確

保するかに関心が寄せられてきた結果と言える．

蛋白質摂取量の少ない透析患者の栄養状態が不良で

あるとの報告は多いが，エネルギー摂取量については

触れられていない場合が多い．一方，エネルギー摂取

量が検討してある報告では，蛋白摂取量は上記ガイド

ラインより少なくてもエネルギー摂取量が十分であれ

ば栄養状態の悪化は認められていない34）．HEMO

Studyにおいて，維持血液透析患者の体重（dry

weight）が経時的に減少して栄養障害が進行した結

果が示されているが，対象患者の蛋白質摂取量は1.03

g/kg/dayと一般人の摂取必要量よりも多かったが，

エネルギー摂取量は22.7kcal/kg/dayと少なかった

（図2）35）．
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保存期慢性腎不全では，低蛋白食を継続してもエネ

ルギー摂取量が十分であれば栄養状態は良好に維持で

きることが報告されている36）．上記の透析患者の報告

で蛋白質摂取量が減少している患者では，食事摂取量

全体が減少しており，蛋白質摂取量のみならず炭水化

物や脂質からのエネルギー摂取量も同時に減少してい

る可能性が大きい．

蛋白質摂取量はureakineticsmodelingの応用に

よりproteincatabolicrate（PCR）を算出すれば簡

単に評価できるが，エネルギー摂取量の算出は管理栄

養士による患者の摂取量調査しか手段がなく，正確な

評価はかなり困難である．このような事情から，エネ

ルギー摂取量が評価されることなく単に蛋白質摂取量

のみを評価する結果，透析患者の蛋白質所要量が比較

的高めに設定される結果になっている可能性がある．

透析患者の栄養状態の維持で重要なのは蛋白質摂取量

よりも炭水化物と脂質からのエネルギー摂取量である

と言えよう37）．この場合，脂質の摂取過剰は動脈硬化

性疾患の原因となるためエネルギー比率で25％程度

とし，炭水化物でのエネルギー摂取をすすめるべきで

あろう．

おわりに

慢性透析患者の栄養に関し，三大栄養素を中心に述

べた．このほか，ビタミンや微量元素の欠乏や過剰，

カルニチン欠乏などにも注目する必要がある．また栄

養状態不良者や栄養素の欠乏に対しては，経口的補充

や血液透析中の経静脈的栄養素補給の有効性が論じら

れており，今後の検討課題となっている38）．
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はじめに

2005年4月より個人情報の保護に関する法律，い

わゆる個人情報保護法が全面施行されました．この法

律は民間の事業者を対象として，個人情報を取り扱う

場合の義務と対応を定めたものです．特に医療，金融，

情報通信は重点3分野とされ，個人情報の取り扱いに

際してより厳格な措置を求められています．

医療分野では，2004年12月に厚生労働省より「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイドライン」が発表され1），行政として

の医療機関における個人情報の取り扱いについての基

本的な考え方が示されました．しかしながら，このガ

イドラインを読んだだけでは，個人情報保護法施行に

備え，具体的にどのような準備をするべきか十分に理

解できなかった医療関係者は（私を含め）多かったの

ではないでしょうか．その後，個人情報保護法に関す

るセミナーや講演会が数多く開かれ，2005年3月に

は日本医師会より『医療機関における個人情報の保護』

と題する冊子が発表されました2）．この冊子は，院内

規則や各種書類の案なども含むきわめて具体的なもの

で，個人情報保護法に対応する際に基本的な指針とし

ては十分なものと思われます．

本稿では，日本医師会の冊子による対応をベースに，

筆者の経験を踏まえ，特に透析医療に携わる医療施設

としての対応のポイントを中心に述べます．

1 個人情報保護法の背景とその趣旨

個人情報保護法が成立した背景には，まず情報化の

進展に伴い個人情報の利用が増加する中で，その不正

利用や大量の情報漏洩などに対する社会的な不安感の

広がりがあります．今回，個人情報保護法という形の

法規制に至ったのには，海外の個人情報の取り扱いに

ついての状況が大きく関わっています．

元々，アメリカにおいては，個人情報保護に関する

法規制は経済成長の妨げになる，との考えが優勢であ

り，個人データを自由に活用できるようにすることを

原則としていました．日本政府もアメリカ同様の方針

を打ち出して，自主規制による個人情報保護を目指し

ていましたが，1995年EUが「EU個人情報保護指令」

を採択し，その中に個人情報保護が不十分な国に対す

る個人情報移転禁止条項があったことから，日本政府

も法制定による個人情報保護制度の整備に方針を転換

することになりました．

こういう経緯からも，この法律は罰則規定こそある

ものの，あくまで個人情報の保護と情報の活用とを両

立させるのが目的であり，けっして過剰に個人情報の

利用を制限することを意図したものではないことが推

察されます．

2 個人情報保護法の医療機関に対する適用について

前述のように，個人情報保護法の全面施行に先駆け

て，2004年12月に厚生労働省よりガイドラインが発

表されました．個人情報保護法が成立した際に，医療
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分野については個人情報保護法に加えて個別に法制定

を検討する付帯決議がなされました．しかしガイドラ

インを策定することもあって個別法制定を見送った経

緯もあり，このガイドラインの内容については，単な

る指針ではなく，行政指導を裏付けとした実質的な強

制力を有するものと考えるべきでしょう．

個人情報保護法は過去6カ月以内のいずれの日にお

いても，個人情報の数が5,000を越えない事業者を適

用外としています（個人情報保護に関する法律施行令

第2条）．一般外来を行っていない外来透析専門のク

リニックなど，明らかに個人情報が5,000件に達しな

い施設もあります．しかし厚生労働省のガイドライン

では，法令上の義務を負わない施設においても，ガイ

ドラインを遵守する努力義務を明記しており，個人情

報漏洩などの事故が起こった場合のリスクも考慮し，

法律の適用外の施設においても，適用される施設と同

様の対応をするべきです．

3 医療機関の従業員に対する個人情報の保護

医療機関の場合，患者の個人情報の保護に対する問

題に神経が行きがちになりますが，同時に対応をすす

める必要があるのが従業員の個人情報保護対策です．

個人情報保護法の制定に先駆け労働省（当時）は，

2000年に「労働者の個人情報保護に関する行動指針」3）

を策定し，事業者に対し労働者の個人情報の保護を求

めました．個人情報保護法の制定・施行を踏まえ，特

に従業員の健康情報についての取り扱いについて注意

をすることが強調され，2004年10月には「雇用管理

に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっ

ての留意事項について」4）が通達されています．

注意すべき点としては，まず上記通達で取得した検

査結果の生データについては，産業医や看護職員に扱

わせるのが望ましいとし，また職員の健康情報につい

ては，取り扱う関係者を限定することが求められてい

ます．職員の健康診断等を取り扱う担当者は，人数を

限定した上で明確に決めておくべきでしょう．

またHIVやB型肝炎などの感染症，色覚検査等の

遺伝情報を従業員から取得すべきではないとしていま

す．透析治療に直接携わる職員については，B型肝炎

などの感染症については，患者からの感染防止のため

検査をするのが望ましいと思われますが，個人情報保

護の趣旨に鑑み，これらの検査については当然本人の

同意が必要です．

4 患者の個人情報保護に対する対応の実際

日本医師会常任理事の松原謙二先生は，個人情報保

護法の施行にあたり事業者として守るべき義務として，

①個人情報の利用目的の特定と通知，②安全管理措置

としての院内規定の整備，③従業員の監督，④業務委

託先の監督，⑤電子情報の安全管理，の5点をあげて

います5）．これらの徹底を図ることが個人情報保護法

への対応の骨子になると思われます．

以下それぞれの項目について，実際の対応について

述べます．

1） 個人情報の利用目的の特定と通知

事業者は個人情報の利用の目的をできる限り特定す

ることが義務づけられています（保護法第15条）．そ

の項目については，ガイドラインでも列記しています

が，基本的には日本医師会発行の『医療機関における

個人情報の保護』にあげられた項目でよいと思います．

この利用目的を公表，または本人に通知する必要が

あります（保護法第18条）．この方法の例としてガイ

ドラインでは，受付近くに表示を行い，またホームペ

ージに掲載することをあげています．日本医師会の冊

子には掲示内容例が示されており，また掲示用のポス

ターも作成・配布されています．外来透析の場合，施

設の構造によっては患者が受付を経由せずに来室する

ことも考えられますので，透析室入り口の掲示板に掲

示するのも一つの方法でしょう．また患者が書面によ

る説明を希望した場合の対応のため，掲示物と同内容

の書面も用意しておく必要があります．

そのほか，各施設において個人情報保護に関する方

針（プライバシーポリシー）を明文化し，公表するこ

とで個人情報保護のために積極的に取り組んでいる姿

勢を明らかにすることが大切です．

2） 安全管理措置としての院内規定の整備

事業者は，個人情報の利用目的の特定，安全管理の

ための措置，本人の求めに応じる手続きなどの事項に

ついて指針を作成するよう定められています（保護法

第43条）．医療機関の場合，日本医師会の冊子に「患

者さんの個人情報の保護に関する院内規則」としてこ

の指針モデルが掲載されていますので，これを参考に
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すればよいでしょう．また個人情報の安全管理や患者

からの要請に対する対応について検討する委員会（例：

個人情報管理委員会）の創設が望まれます．委員会に

は院内の各部門からの参加が必要であり，その責任者

は院長または院長の直轄（例：副院長）とするのがよ

いと思います．

患者からの開示・訂正などの請求を受けた時の対応

としては，手続きを明文化するとともに，受付窓口を

設けて対応するのがよいでしょう．すでに「診療情報

の提供等に関する指針」5）に基づいて診療記録開示の

手続きが明確化されている施設では対応に共通する部

分がありますので，個人情報に関する窓口は診療記録

開示の受付窓口と共通にするべきです．当院ではソー

シャルワーカーを窓口にしておりますが，施設の規模

や体制によっては医事部門や透析室のクラークまたは

受付による対応でもよいでしょう．

3） 従業員の監督

事業者は，従業者に対し個人データの安全管理のた

めの監督義務があります（保護法第21条）．この従業

者は常勤職員のみならず，非常勤職員，個人情報に関

わる派遣社員，当該医療機関で研修する学生も含みま

す．また在職中のみならず，離職後についても守秘義

務を課すなどの監督をする必要があります．具体的に

は，院内規則，就業規則に個人情報に関する守秘義務

を課する規定を定めるとともに，原則として個人情報

に関わるすべての関係者に個人情報の守秘義務につい

て誓約書を求めるのがよいでしょう．日本医師会の冊

子に資料が掲載されていますので参考になります．ま

た職員に対する個人情報保護について意識，理解を深

めるために院内研修の実施も必要です．

4） 業務委託先の監督

事業者は，個人データの取り扱いを委託する場合に

受託者に対する安全管理措置を遵守させる監督義務が

あります（保護法第22条）．この外部委託する業務と

しては，検体検査，保険請求事務，清掃，リネン，廃

棄物処理などがあります．外部に委託した業務を常時

監督することは不可能ですので，委託先と契約書内，

あるいは契約とは別の文書で個人情報保護に関し確認

を取りつけ，委託先に注意を促すのが現実的な方策で

あると考えられます．

5） 電子情報の安全管理

電子化された情報は，漏洩した場合の情報量が多く

被害が甚大になる可能性があり，技術的に個人データ

が漏洩しないための対策が必要です．情報システム管

理者側で適切なID，パスワードの管理を行うことは

もちろんですが，利用者側に対しても，パスワードに

ついては，IDと同じにしない，極端に短いものにし

ない，など容易に推測されないような対策をとるよう

喚起することも大事です．またフロッピーやCD-Rな

ど外部保存媒体が接続できないようにする物理的な対

応も必要です．

研究目的等で個人所有のPCにデータを移転する場

合には，なるべく院外に持ち出さないようにして，PC

が盗難されたりデータを抜き出されたりしないよう特

に注意を求めるとともに，情報システムからどのよう

なデータがいつ移転されたのか記録をする形にしてお

くとよいでしょう．

透析室においては，古くから診療情報の電子化が行

われている施設が多くありますが，システムが古くパ

スワードがかけられないような場合には，データの一

括出力ができないようにソフトを改造するか，外部記

憶装置を取り外すなどの対応が必要になるかもしれま

せん．

5 その他の問題

1） 透析室における電子化されていない診療記録等

の取り扱い

電子化していない紙の診療録や看護記録も当然個人

情報であり，安全管理措置が必要です．使っていない

診療記録類は，鍵のかかる場所に保管している必要が

ありますし，現在使っている診療記録についても，外

部の者が無断閲覧や持ち出しできないような配慮が必

要です．透析室の場合，患者が出入りするスペースに

診療記録があることも多く，カルテ棚に施錠するとい

うのも一つの対策ですが，難しい場合は，診療記録の

保管場所に配慮が必要なケースがあるかもしれません．

また透析ベッドのオーバーテーブルにカルテが常時

広げられているような状況もよく目にしますが，個人

情報保護の趣旨を考えれば，本人以外の患者に診療記

録が見えないようにする配慮は当然必要でしょう．
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2） 透析ベッドのネームプレートの取り扱い

入院病室における名札の提示は，ガイドラインによ

れば患者取り違え防止のために必要ではありますが，

患者の希望による一定の配慮が望ましいともしていま

す．透析ベッドのネームプレートについても同様の考

え方が適用されると思いますが，事故防止の観点から

ネームプレート表示は必要である，という方向で患者

の理解を求めるほうが現実的ではないかと考えます．

おわりに

医療機関における個人情報保護を厳密に考えた場合，

解釈や判断が微妙で公式見解のないケースも多々あり

ますが，本稿では，特に透析に関わる医療施設におい

て最低限押さえておくべき事項を述べました．個人情

報保護法全面施行間もない現段階では，あまり枝葉末

節にとらわれることなく，院内規約の策定や掲示など，

まずは個人情報保護を行う上での枠組み作りに力を注

ぐのが肝要と考えます．

文 献

1） 厚生労働省:医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイドライン，2004．

（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/dl/s1224-11a.

pdf）

2） 日本医師会:医療機関における個人情報の保護，2005．

3） 労働省:労働者の個人情報の保護に関する行動指針，2000．

（http://www2.mhlw.go.jp/kisya/daijin/20001220_01_d/

20001220_01_d_shishin.html）

4） 厚生労働省:雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を

取り扱うに当たっての留意事項について，2004．

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin

/dl/161029kenkou.pdf）

5） 大阪府医師会:大阪府医ニュース，2366号（2005年3月

9日発行）．

6） 厚生労働省:診療情報の提供等に関する指針，2003．

（URLは2005年3月現在）

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.1 2005206



要 旨

腎病変を起こしやすい膠原病として，強皮症，全身

性エリテマトーデス，関節リウマチ，シェーグレン症

候群がある．日常診療で見逃しやすい疾患として，リ

ウマチ性多発筋痛症・側頭動脈炎・巨細胞性血管炎が

ある．膠原病のそれぞれの特徴を提示し，発見のコツ

を紹介した．

1 膠原病とは

膠原病という病態は自己免疫性疾患，全身の疾患，

自己抗体を有する炎症性疾患，血管炎などと理解され

ていますが，膠原病とは血管の内腔，血管壁，血管周

囲の炎症性変化を主体とする病気と位置づけることが

できます．

すなわち自己免疫性疾患のことが多いのですが，自

己免疫性疾患すべてが膠原病ではありません．たとえ

ばバセドー病，重症筋無力症などは自己免疫性疾患で

すが膠原病ではありません．なぜならば血管の内腔，

血管壁，血管周囲などは障害されないからです．一方，

自己抗体は不明ですがBeh�et病は血管を障害するた

め膠原病に入ります．このように病気が生じる場を認

識することが大切になります．

膠原病はいくつかの独立した疾患の総称です．1948

年にクレンペラーが述べた古典的膠原病として分類さ

れているのが，①強皮症（PSS），②結節性多発動脈

炎（PAN），③多発性筋炎，④皮膚筋炎（PM/DM），

⑤関節リウマチ（RA），⑥リウマチ熱（RF），⑦全

身性エリテマトーデス（SLE）です．さらに新しく膠

原病として加えられた疾患として，混合性結合組織病，

Wegener肉芽腫症，リウマチ性多発筋痛症・側頭動

脈炎，大動脈炎症候群，Sj�ogren症候群，Beh�et病

などがあります．

2 強皮症

強皮症は，Raynaud（レイノー）現象，皮膚の浮

腫性硬化がみられ，重要な病態として肺病変（間質性

肺炎，肺線維症，肺高血圧），悪性高血圧＋溶血性尿

毒症症候群（強皮症腎クリーゼ）を生じます．Raynaud

現象がみられる患者で皮膚がつかめない場合，病期が

進んでいることになります．治療によってこのような

皮膚のつまめない状態は改善します．

典型的なRaynaud現象は指先が最初白色，次いで

紫色，そして赤色へ変化します．というのは最初に動

脈側，次いで静脈側が痙攣するという時間差があるた

めです．Raynaud現象がみられる場合，

① 強皮症（抗Scl-70抗体＞抗セントロメア抗体）

② CREST症候群（抗Scl-70抗体＜抗セントロメ

ア抗体）

③ 混合性結合組織病（抗RNP抗体陽性）

などが考えられます．このためRaynaud現象がみら

れたら抗Scl-70抗体，抗セントロメア抗体，抗RNP

抗体を測定します．なおCREST症候群はcalcinosis

（石灰沈着），Raynaudphenomenon（レイノー現象），

腎臓病と膠原病 207

［各支部での特別講演］

腎臓病と膠原病
� 膠原病へのアプローチ�

今井裕一

愛知医科大学 腎臓・膠原病内科

keywords：強皮症，全身性エリテマトーデス，関節リウマチ，シェーグレン症候群

RelationshipbetweenCollagendiseasesandNephropathy

DepartmentofInternalMedicine,DivisionofNephrologyandRheumatology,AichiMedicalUniversitySchoolofMedicine

HirokazuImai



esophagialdysfunction（食道機能低下），sclerodac-

tily（指の硬化），teleangiectasia（毛細血管拡張）

を呈する疾患です．

治療としては，PGI2アナログ，セロトニンレセプ

ター拮抗薬，進行例ではPGE1製剤，エンドキサン治

療があります．また急速進行型や若年型では末梢血幹

細胞移植が考えられています．強皮症腎クリーゼは強

皮症患者に急に高血圧が出現し，溶血性貧血，血小板

減少症，腎機能障害を合併します．この時には腎機能

障害があってもACE阻害薬あるいはアンギオテンシ

ンⅡ受容体拮抗薬剤を内服させて下さい．

3 多発性筋炎・皮膚筋炎

多発性筋炎・皮膚筋炎では近位筋の障害が生じ，ト

イレで立ち上がれない，階段昇降ができない，などの

症状がみられます．またヘリオトロープ疹，ゴットロ

ン（Gottron）兆候などの皮膚疾患が特徴です．近位

筋が障害され，炎症があるので同部位をつまむと痛み

があります．大腿筋が障害されると立ち上がれない，

上腕筋が障害されると腕が上がらないという症状がで

ます．血中CPKアイソザイム（MM型），アルドラ

ーゼが上昇します．抗Jo-1抗体は陽性頻度は低いで

すが検出されると有意義です．

臨床像として以下の型に分けられます．

① 筋肉炎症主体（多発性筋炎）

② 皮膚症状を伴う筋肉炎（皮膚筋炎）

③ 皮膚症状のみの場合（amyopathicDM）

④ 悪性腫瘍合併（約10～20％）

⑤ 小児型

治療としては副腎皮質ステロイド剤（プレドニゾロ

ン40mg/日程度から），エンドキサンもしくはシク

ロスポリン併用があります．間質性肺炎には要注意で

す．治療閾が狭いため免疫不全状態でカリニ肺炎，サ

イトメガロ肺炎が合併しやすいので要注意です．

4 関節リウマチ

関節リウマチは，以下の7項目の内，4項目を満た

すものをいいます．

① 少なくとも1時間以上持続する朝のこわばり

（6週以上持続）

② 3個以上の関節の腫脹（6週以上持続）

③ 手，中手指関節，近位指節関節の腫脹（6週以

上持続）

④ 対称性関節腫脹（6週以上持続）

⑤ 手，指のX線の変化

⑥ 皮下結節（リウマトイド結節）

⑦ リウマトイド因子の存在

手指は尺側へ偏移し，MCP関節や手関節が腫脹，

スワンネック変形，ボタン穴変形などがみられます．

また環軸亜脱臼が重要です．活動性の指標としては

Lansbury指数（ランスバリー活動性指数）（朝のこ

わばり，握力，関節痛の点数化，赤沈）があります．

たとえばペットボトルの蓋が開けられない，水道の蛇

口をひねって水を出せない，雑巾を絞れないなどの場

合，握力は約10kg以下です．

関節リウマチ治療薬には非ステロイド性消炎鎮痛薬

（NSAIDs），小量ステロイド剤，免疫調節薬（金製剤，

ペニシラミン，ブシラミン），免疫抑制薬（少量メト

トレキセート，ミゾリビン，エンドキサン）などがあ

ります．治療方法として『リウマチ入門』（第9版，

1988，アメリカ関節炎財団編集，日本リウマチ学会訳）

にはピラミッド型治療が記載されていました．これは

NSAIDから開始し，NSAIDが無効な場合に疾患修飾

性抗リウマチ薬（diseasemodifyinganti-rheumatic

drugs;DMARD）を使用するという方法です．しかし

『リウマチ入門』（第10版，1993，アメリカ関節炎財団

編集，日本リウマチ学会訳）では関節機能の保持・破

壊の防止を目的として，できるだけ早期からDMARD

を使用する傾向になりました．ただし使用する順序に

ついてコンセンサスはありません．

関節リウマチ治療の目的は関節の変形・機能障害を

抑えることと同時に臓器（特に腎臓）障害を防ぐこと

です．関節リウマチによる腎障害の原因として，①血

管炎，②二次性アミロイドーシス，③薬剤性腎障害な

どがあげられます．リウマトイド因子が700以上にな

ると血管炎による腎障害が発生します．CRPは 2

mg/dL以下に抑えないと二次性アミロイドーシスが

生じます．

関節リウマチ患者の腎生検所見は1990年以前では

アミロイドが多かったですが，以降は膜性腎症が多く

を占めています．これはDMARDの影響が考えられ

ます．アミロイド腎症は腎の予後は悪いのですが，膜

性腎症は治療に反応します．
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5 全身性エリテマトーデス

全身性エリテマトーデス（SLE）は

① 顔面紅斑

② 円板状皮疹

③ 光線過敏症

④ 口腔潰瘍

⑤ 関節炎

⑥ 漿膜炎

⑦ 腎障害

⑧ 精神・神経障害

⑨ 血液異常：溶血性貧血，白血球減少症，リンパ

球減少症，血小板減少症

⑩ 免疫異常：抗ds-DNA抗体高値，抗Sm抗体

陽性，抗リン脂質抗体陽性（抗カルジオリピン抗

体陽性，ループスアンチコアグラント陽性，梅毒

反応偽陽性）

⑪ 抗核抗体異常高値

などの症状，所見がみられます．以上の臨床症状2項

目があればSLEを疑って血液検査が必要となります．

SLEは大きく分けて2つのタイプがあります．

① 免疫複合体型：補体（C3，C4，CH50）が低

下し，免疫複合体，抗DNA抗体，抗Sm抗体な

どが上昇します．これらの患者はループス腎炎，

血管炎型になってきます．

② 抗リン脂質抗体型：aPTTが延長しているにも

かかわらず血栓が生じやすいものです．抗カルジ

オリピン抗体陽性，梅毒反応偽陽性などがみられ

ます．過凝固から血栓症型となります．

6 結節性多発動脈炎

結節性多発動脈炎では多臓器障害が生じます．血管

の分岐部に障害が生じるため，虚血と炎症の両方のサ

インがみられます．古典的多発動脈炎では弓状動脈か

ら直細血管への移行部付近が障害されるため，それよ

り下流全体が小梗塞の形をとります．また小動脈瘤が

形成されます．そして気がつかないうちに腎不全が進

行してきます．

一方，顕微鏡的多発動脈炎では小動脈から細動脈，

糸球体を場とした病変のため，検尿異常が主体となり

ます．そして半月体形成性腎炎を呈します．この時に

はANCA（抗好中球細胞質抗体），特にMPO-ANCA

が陽性になります．

7 Sj�ogren症候群

Sj�ogren症候群とは分泌腺（涙腺，唾液腺，気道粘

膜，腸管，膵臓，胆嚢・胆管，腎尿細管，性液分泌腺）

にリンパ球が浸潤するために生ずる慢性炎症による疾

患です．わが国では関節リウマチの患者が約60万人，

Sj�ogren症候群は約40～50万人いると推測されます．

この場合抗SS-A抗体，抗SS-B抗体，抗核抗体，

リウマトイド因子などが陽性となります．関節痛がな

くリウマトイド因子が高値の中年女性では Sj�ogren

症候群の疑いが高くなります．腺症状としては乾燥性

角結膜炎（60～70％），口腔乾燥症（70～80％），耳下

腺腫脹（30～50％），萎縮性胃炎（50％），上下気道炎

（10％），膵炎（5％），乾燥性外陰炎（5％）などです．

腺外症状としては発熱（10～30％），全身リンパ節腫

脹（30％），レイノー症状（20～30％），関節炎（30～

50％），皮膚血管炎（環状紅斑）（20％），間質性肺臓

炎（20～25％），間質性腎炎・糸球体腎炎（尿細管ア

シドーシス）（5％），自己免疫性肝炎（6～10％），末

梢神経炎・中枢神経障害（5～20％），高粘度症候群

（15％）などです．悪性リンパ腫が発生することもあ

ります．

Sj�ogren症候群の治療として塩酸セビメリン（サリ

グレン）を使用します．1カプセル（30mg）の少量

から使用し，患者の症状に合わせて投与時期を決めま

す．たとえば口渇があり食事中に飲水が必要な場合に

は食前2時間に内服させます．また夜間に口渇のため

起きる場合には就寝前に内服させます．そして徐々に

増量して3カプセル/日とします．

8 リウマチ性多発筋痛症，側頭動脈炎，

巨細胞性血管炎

50歳以上，特に60～70歳代に多いです．発症の時

期をしっかり覚えている患者がいます．全身倦怠感，

肩から上腕の疼痛，そして朝にベッドから起きられな

いということが特徴的です．起きる時にはまず横向き

になり手をついてゆっくり起き上がる．これに5分か

ら10分かかってしまう．さらに起きた後，衣服の着

替えができなくなり他者の助けが必要になる．トイレ

で立ち上がれなくなるなどの症状があります．診断が

つかないでいると痛いまま寝たきり状態となってしま
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います．微熱があり，わずかながら側頭動脈の怒張が

あります．

治療法は，リウマチ性多発筋痛症では筋肉，腱に分

布する血管の浮腫が主体のため，プレドニン10～15

mg/日で大旨症状がとれます．しかし側頭動脈炎で

は側頭動脈の巨細胞性血管炎が生じているためステロ

イド量，免疫抑制薬の量は増えます．さらに腹腔動脈

など全身の動脈に疾患が広がったものを巨細胞性血管

炎と称します．これらは自己抗体がみられないので臨

床症状で判断する必要があります．側頭動脈炎ではプ

レドニン20mg/日以上で症状が改善し，寝た状態か

ら起きられるようになります．

以上，膠原病の中でも頻度が高い疾患と腎障害をお

こしやすい疾患（強皮症，多発性筋炎・皮膚筋炎，関

節リウマチ，全身性エリテマトーデス，結節性多発動

脈炎，Sj�ogren症候群，リウマチ性多発筋痛症，側頭

動脈炎，巨細胞性血管炎）について概説しました．

（2004年11月30日，愛知県透析医会研修会における

特別講演より）
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要 旨

阪神大震災以来提唱されてきた災害対策について，

再検討を加えるべく日本透析医会のHPでBBSとし

て連載したものを4回分，大阪透析医会の依頼により

講演したものをまとめて執筆した．それらは以下のよ

うな主題である．

第1回：「緊急に避難するための手段として，緊急

離断を行わねばならない」

第2回：「患者監視装置やベッドは固定しておかな

いと，地震のときに危険である．」

第3回：「地震が来たらまず患者さんのそばに行き

ましょう．」

第4回：「災害時患者カードは必要か？」

当初仮説をたてて現実の災害場面を想定しながら論

証するのみであったが，2003年十勝沖地震，2004年

新潟県中越地震の発生によって，実例を紹介しながら

従来の常識が現実には適用不可能ないしは困難である

ことを検証した．新たな災害の発生の度にその実効性

を検証し続ける事で，災害対策は真に有用な対策とし

て進化する．

はじめに

2004年 10月より，日本透析医会ホームページで

「災害対策の常識ウソ？ ホント」の題名でBBSを

始めています．2004年度中に第四回までの連載が終

了し，様々な反響をいただきました．透析室災害対策

の実際的な技術について論じたものも多くあって，そ

ういう部分はビデオや静止画像などで示したほうがわ

かりやすいと思われます．それで全国で実施している

講演などではスライドやその中に組み込んだビデオ映

像などを使って紹介させていただいたのですが，文献

としてまとめておくことも重要であるため今回このよ

うな形となりました．

ここで取り上げた内容は，2004年11月13日に大

阪で行った透析室災害対策の講演をまとめたものでも

あります．新潟県中越地震が発生してわずか2週間後

であったことも手伝って大きな関心を呼び，会場はあ

ふれんばかりの大盛況となりました．BBSの中で主

張していたことがはからずもあの地震で立証されたり，

新たな問題が存在することが明らかになったり，阪神

大震災10周年を迎えた今，確かに災害対策はひとつ

の節目をむかかえています．

今後この日本列島で災害が発生するたびに私が取り

上げた問題も含め，10年間多方面で展開された主張

はひとつひとつ実際に検証されていくでしょう．そし

て現実的であるか，使えるものであるか，という観点

で厳しい選択を迫られ，真に対策の名に値するものだ
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けが残っていく事と思います．言い過ぎを恐れずにあ

えて言うと，今までの言いっ放しの対策から，検証を

経て確立されていく対策のふるいわけの段階に入って

いくと思っています．今回のこの論文では2003年十

勝沖地震や2004年新潟県中越地震によって検証され

たことを多く取り上げています．あるいは浦河町（日

本で最も有感地震の多い地域）で，頻繁に発生する地

震を通して熟成されてきた「災害下位文化」1）の観点

から，災害対策としては現実には通用しないと思われ

る従来の・常識・への挑戦とも取れるような主張も行

いました．

さて，この論文を今読もうとしている，災害未経験

地域の人たちに，あえて申し上げたいことがあります．

繰り返される地震という災害を経験すれば瞬時に理解

できることも，経験していなければ，どういう方向か

ら考えていいのかすらわからないことも多々あること

でしょう．またほかの医学の分野と違って災害対策は，

地球現象である地震という事象を相手にするのですか

ら，自らの仮説に応じた実験を行う事は多くは不可能

です．そして仮設の段階で止まってしまうことが多く

残されてしまわざるをえません．だから災害では経験

が重要になります．

では，災害を経験していないとなにもできないので

しょうか？ 災害下位文化は経験からしか熟成されな

いのでしょうか？ 私はそうは思いません．今回新潟

県中越地方という，歴史的にも大きな地震に見舞われ

たことのない地方で発生した地震ではありましたが，

現地の人々は右往左往しながらもやはりきちんと乗り

越えることができています．災害に直撃された瞬間，

人は災害の経験者になります．そしてにわかに災害の

現実の中に立ち向かい，多くの人々の支援を受けなが

ら乗り越えていくものであることを，新潟の人々は立

証してくれたと思います．

大丈夫です．誰もが同じようにやりぬくことができ

ます．ただなにも知らずに災害に見舞われるより，災

害を具体的に理解しイメージできるようになっていた

ほうが，ほんの少しうまく対応できるようになるだけ

です．災害の有
あ

り様
よう

をバーチャルでもいいから体験し，

具体的にイメージできるようになれば，それだけで災

害対策は半ば達成されたといってもよい，と断言いた

します．そしてイメージの構築は決して大変な努力を

要するものではないこと，具体的な事実を積み重ねて

いけば自分達の中に自然と熟成されてゆくものだとい

うことも断言いたします．だから必要以上に恐れるこ

とはありません，とあえて申し上げたいのです．

世の中には災害の恐ろしさを絶叫し続け，未だ災害

に見舞われていない人々を怖がらせるだけの輩が，残

念ながら多く存在します．そういう人は災害の恐ろし

さを語るときだけ雄弁かつ具体的で，どのようにすれ

ばそれを乗り切れるか，というところに行くと，突然

抽象的でありきたりな内容に終始するものです．そし

て聞いている側は恐ろしさだけが増幅されたイメージ

として残ってしまい，どうしたらいいのかについては

講演を聞く前と聞いた後でなにも変わっていなかった

……ということになってしまいます．もうそんなこと

はやめにしましょう．

そのためにはどうすればよいか？ もう一度繰り返

しますが，具体的な事実を積み重ねること，どんな場

合も具体的に知ろうとすること，それだけでいいので

す．そうしてある程度の具体的な知識が積み重なった

ときに，必要な災害イメージは自然にできあがってい

るものです．そして，有効な災害対策への道は半ば達

成されます．

以上が私の災害対策を立てるときの基本方針でもあ

りますので，今回の論文も，とことん具体的でかつ細

部にまで納得の行く説明を加えることに腐心いたしま

した．一つ一つの事実から汲み取る真実は，一人ひと

り違っていることと思います．それでよろしいです．

そして一人ひとりが自分にイメージしやすい方向から

具体的な災害イメージを構築して欲しいと思います．

それで十分な災害対策になっていると思います．

1「緊急に避難するための手段として，緊急離断を

行わねばならない」のはウソ・ホント？（第1回）

1） 緊急離断と緊急離脱の定義

私はいつも不思議に思っていたのですが，そもそも

緊急離断を必要とする具体的な場面が想像できないの

です．（どういう状況でするつもりですか？）

離断ではなく，離脱であれば私は地震も含めていく

つかの場面を考えています．まず緊急離断と緊急離脱

の言葉の違いを定義しておきます．はっきりした定義

が今まで定められておらず，混同して使用されている

ケースも多いので，今回私なりに定義しました．
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1.緊急離脱

災害・火事などで透析中の患者全員の透析を緊急に

中止し，一刻も早くベッド上から解放すること．方法

は問わない．時間の切迫度に応じた方法を選択する．

2.緊急離断

緊急離脱をする際にとられる方法の一つ．市販のあ

るいは自らの施設で準備した離断セットを用いて，透

析中の患者の回路を切断し全員の透析を緊急に中止す

る方法．

というわけで，私が考えた緊急離脱が必要となる可

能性のある場面は以下のとおりです．

① 火災

透析室で火災が発生するとしたら，そういう透析室

であること事態が問題だと思いますので，別の場面で

議論しましょう．火事といっても，近隣で発生した火

災がこちらに近寄ってくる場合だけです．

② 近隣の火災による有毒ガスが発生したとき

化学工場はまさか透析施設（というよりそもそも病

院）の側にはないと思いますので，最低200メートル

程度は離れている（そういう条例を制定している市町

村が多いはず）と思われますが．まさかサリンやマス

タードガスではないので有毒ガスといっても，わずか

でも吸ったらすぐ死ぬというものでもないでしょうが，

風向きによっては緊急離脱の対象になると思います．

③ 海辺の施設における津波

これは時間的余裕がある場合も，まったくない場合

もあります．（北海道南西沖地震（1993）では，奥尻

島を襲った津波は地震発生後3分で奥尻島に到達して

います．気象庁の最初の津波警報が5分以上かかって

いますから，最初の警報が出たときには，すでに遅か

ったということです．）2）

④ 建物の倒壊の危険がある場合

地震の震害で一気に建物が倒壊するときは，緊急離

脱すら間に合いません．倒壊してしまったときはなに

を考えてもやっても無駄です．建築物が傾き，倒壊し

そうになっているときのことです．

ほかにもあるのかもしれませんが，今考えつくのは

この四つです．

2） 緊急離脱はどのように行われるのか？

事態がどの程度切迫しているかによる，というのは

論を待たないでしょう．ではどのように具体的に緊急

離脱をやるのか？ 考えられる方法を列挙してみます．

（以下1～5）

また患者数とスタッフ数の想定をしておきます．も

し40床のベッド数の施設で，スタッフ数が医師も看

護師も技士も合計して12～15名いたとします（重症

患者を扱う入院中心の施設とサテライト施設とでは相

当違うと思いますが）．緊急離脱をしなければならな

い状況下というのは，通常の診療場面とは違い，時間

的にも精神的にも切羽詰った状況だと考えられます．

40名すべてを離脱させようと思ったら，1人あたり

3～4名の患者を離脱させないといけません．通常と

はちがうプレッシャーのかかる場面で，はたして私た

ちはどの程度迅速かつ正確に離脱させられるのでしょ

うか？

�緊急離脱の具体的方法�

1.通常の手順で回収返血する．（回路内の血液をす

べて体内に返す．穿刺針を抜く．シャント内に穿刺

針は残らない．）

必要物品：回収返血セット，鉗子，回収用生理的

食塩液

所要時間：医師，看護師，技士全員であたるとす

れば全員終了まで20～30分

2.回路を引っこ抜いてしまい，止血ベルトを巻いて

止血してしまう．（回路内の血液はすべてあきらめる．

穿刺針を抜く．シャント内に穿刺針は残らない．）

必要物品：止血ベルト，鉗子0～1本

所要時間：同上7～10分程度

3.穿刺針用のキャップをそれぞれ2つずつ用意して

おき，2本の回路をはずして針にキャップをつける．

（回路内の血液はすべてあきらめる．穿刺針は抜か

ない．穿刺針はシャント内に残る．）

必要物品：キャップ2つ，鉗子3～4本

所要時間：同上7～10分程度

4.離脱用回路を使用する．（回路内の血液はすべて

あきらめる．穿刺針は抜かない．穿刺針はシャント

内に残る．）

必要物品：特になし

所要時間：医師，看護師，技士全員であたるとす

れば全員終了まで7～10分

5.緊急離断を行う．（回路内の血液はすべてあきらめ

る．穿刺針は抜かない．穿刺針はシャント内に残る．）
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必要物品：離断セット

所要時間：熟練度が大きく関係する15～30分

3） それぞれの方法についての考察

上記の緊急離脱の具体的方法について，さらにくわ

しく説明をします．

1.通常の手順

この方法がベストです．日常診療でやりなれている

手技ですから，全員で同時に返血回収をすれば1人当

たり3～4名（医師も看護師も返血回収できると想定

した場合です．）であれば，相当プレッシャーのかか

る場面であっても，急げば20分以内に終わらせられ

るでしょう．全員で返血回収に入ってしまったら，

「その間の観察はどうするのか？」とか「終了後の血

圧測定はどうするのか？」とは考えないでください．

非常時です．重要なのはいかにすばやく離脱させるか，

この一点です．あとのことには目をつぶりましょう．

どうしても心配なら1人だけ全体観察係りを置いてく

ださい．もし20分から30分の時間の猶予がある，と

判断したら迷わず通常の方法で返血回収しましょう．

逆に言うと20分以上時間の猶予があると思ったとき

は緊急ではないということを，この事実を元に定義し

たいと思うのですがいかがですか？

緊急離脱

災害・火事などで危険が迫っている時に，透析中の

患者全員の透析を緊急に中止し，20分以内にベッド

上から解放すること．方法は問わない．時間の切迫度

に応じた方法を選択する．

先ほどの定義をさらに進化させてみました．どうで

しょう？

2.止血ベルト使用

この方法は最もすばやく処置が可能です．鉗子はベ

ッドのシーツに動脈・静脈回路をまとめて固定してあ

るものを使って，そのまま動静脈回路とも一緒にクラ

ンプしてしまいます．これならどの鉗子を回路のどこ

に使うか迷うことはありません．抜いて巻く，抜いて

巻く，そして逃がす．緊急の名に値する速さです．そ

して，逃した患者のシャントにはもはや針はささって

いません．しかも止血ベルトは患者さんが自分用に用

意するものなので，かかる費用もゼロです．なにより

「離脱に入るぞ！」といったときに必要な器具が少な

ければ少ないほどよい，という点でも優れています．

そのためにやるべき対策は，穿刺が終わったらすぐ

に枕元に止血ベルトを2本置いておく，オーバーテー

ブルに回収用透析ケアセット（当院ではガーゼ2枚と

消毒用綿棒2本入り）を用意しておく．たったこれだ

けで離脱対策は万全です．この簡単さも魅力ですね．

またこれは災害対策だけでなく，日常診療においても

状態の悪い患者さんの透析をするときの基本中の基本

（いつ状態が悪くなるかわからないので，いつでもす

ぐ回収返血できるように準備しておく）ですので，そ

ういう対策も兼ねているという意味でも優れています．

3.穿刺針用のキャップ使用

この方法は意外な感じがしますが可能な方法です．

時間的にも2の止血ベルトとほぼ同等の速さです．費

用もほとんどかかりません．ベッドに消毒済みのキャ

ップの入った袋を一つずつ用意するだけで可能です

（値段が折り合えば，初めから回収用透析ケアセット

の中にキャップを2～3個入れておいてもらう，とい

う作戦もありか？）．そしてなにより，自分で実際に

やってみた感想を言えば，処置にかかるときのプレッ

シャーは2の方法よりもさらに少ないです．ぜんぜん

怖くなかった．これなら巨大地震の後のパニック寸前，

津波や火事がくる恐怖の中でもやれる，という自信が

つきました（緊急時にシャントから針を引っこ抜くと

いうのは，以外とプレッシャーのかかる作業なのだと，

今回気づきました）．

問題点は，逃した患者さん（スタッフの監視下にな

い状況であるにもかかわらず）のシャントに針がささ

っていることです．ただし，針が残っているといって

も，緊急離断のときのようにながーい回路にペアンか

あるいはクリップがかまされている，そう，「そのま

まぶらんぶらんさせとくのは危険だぞ！」というよう

な代物とは違って，5センチほどの長さの穿刺針が2

本ちょこっと顔をのぞかせているだけです．患者さん

につねに長袖パジャマを着てもらうようにすれば，袖

を手首までおろすだけで解決可能なような気もします

（こんなことを言うのは，北海道では半袖パジャマを

着る人など夏でもいないせいですかね）．

この危険に目をつぶるというのであれば採用する価

値はあります．なにより，最近の高齢化した透析患者
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さんのシャントの状態が悪すぎて止血ベルトをかける

なんて，「絶対困る！」というような場合には相当威

力を発揮する方法です．もう一つ，必要とする物品が

多い（ペアン3～4本は捜さないと手に入りません）

ことは大きな欠点です．

さて，実は上記の2，3の二つの方法は，中外製薬

で（2004年11月配布）作成した学術ビデオ，透析室

トラブルシリーズ第五巻「災害に立ち向かう．第二部．

スタッフ編」の中で，私が見苦しくもぶざまに実演し

ておりますので，実際の手技を見たい方は，（是非に

とは申しませんが）どうぞごらんになってください．

実際の手順，使う物品，どのペアンを使うか，までき

ちんとわかるように撮影した（つもり）．しかもどの

物品も廃品利用か，今実際に透析で使っているものば

っかりで，経済的負担はほぼゼロです．けちん坊な経

営者・医者にお悩みのあなたにも，胸をはってお勧め

できる方法ですよ！

4.離脱用回路使用

緊急離脱をより安全に行うために考案された回路で

あり，市販されています．通常の回路の動脈側・静脈

側両方の先端数十センチにコネクターが取り付けられ

ていて，また離脱側・回路側両方にクランプユニット

がつけられています（合計4箇所）．回路を切り離す

時に，まずクランプユニットで4箇所（コネクターを

両側から挟むように）回路をクランプしてしまい，コ

ネクターをはずして，患者監視装置につながる回路側

から離脱側を放してやります．そして，動脈側・静脈

側の穿刺針と接続しているコネクター同士を接続して

離脱終了です．実際すばやくできます．また鋏を回路

に入れる必要がないので精神的プレッシャーはほとん

どありません．安全性についても特許がとられており，

今のところ事故の報告もありません．

問題点は二つ．一つめは，やはり離脱側の回路（長

いのでぶらんぶらんします．どこかにひっかかって穿

刺針が抜ける危険性は排除できません）ともども穿刺

針がシャント内に残ってしまう事です．

第二のそして最大の問題点が価格です．1～3まで

の方法は経済的負担が施設にほとんどかからないのに

比べ，この方法は通常の回路より1本あたり50円か

ら100円程度高くなってしまい，それは保険点数に反

映されません．つまり患者1人あたり年間 50円×13

回×12カ月＝7,800円から，15,000円程度コストがか

かってしまいます．患者100人の施設では150万円が

年間あたり余分にかかることになります．よほど災害

対策に熱心な施設でなければ，このコスト増に耐えよ

うとしてくれないでしょう（2年分で若いスタッフ1

人雇えます．普通の経営者ならそっちのほうがよい，

と言うと思います．）．ということは，全国的に広まる

要素に欠けるということです．

5.緊急離断

これが問題の緊急離断です．実際にやったことのあ

る施設がないというのに世の中に概念だけが広まって

おり，1人歩きしている点が気になります．

まず，緊急時のプレッシャーのかかる場面で安全に

やる手技としては最悪であると申し上げておきます．

患者さんの血液に満たされた回路を切断するというあ

たりですでにアウトです．スタッフは本当にその緊張

感に耐えられますか？ 私も患者さんの血液が満たさ

れた状態の回路を切ったことなどありません．そんな

恐ろしいことをスタッフにやれともいえません．（実

際にやってみて，2の方法でシャントから穿刺針を抜

くだけでも，ちょっとプレッシャーを感じました．）

緊急離断をしようというぐらいですから，そういう

パニック寸前の精神状態のときに，普段やりなれてい

ない手技をfirstchoiceにしてはいけません．巨大地

震という非日常的な事態の中では，普段やりなれてい

ない特殊な手技を迅速かつ確実にやる，など普通はで

きないと考えるべきです．「だから私たちは普段から

訓練をしているのです！」などと言わないでください

ね．離断セットを使って，たとえ訓練していたとして

も，実際には患者さんの血液にみたされた回路を切り

落とすことなどしたこともないはずですね？ しかも

「絶対に切る位置を間違ってはいけません！」「たいへ

んなことになりますよ！」とプレッシャーをかけられ

る．大地震の後の，「津波がくるぞ！」「有毒ガスが発

生したぞ！」「火事だ！」というとてつもない恐怖の

中で，なんでそんなプレッシャーに満ちた作業を，好

きこのんでやらなければならないのか？ そんな方法

に走るぐらいなら普段から習熟した手技を選択すべき

で，離断という精神的緊張をしいられる手技を選択す

る理由がないことになりませんでしょうか？ しかも，
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決定的なことを言えば，こんなことごときに繰り返し

訓練が必要であることがすでに間違っています．（私

が見苦しくもビデオで実演した2，3の方法は，実は

あの日はじめて実際にやったのだということを告白し

ます．訓練すらいらない方法です，と宣伝します．）

またこの緊急離断という手技は緊急という名に値し

ない，実にゆったりした手技であることも理解してく

ださい．離断して（いや離断セットを探して，が入る

可能性すらあります）紙で巻いて，テープで止めて，

などと悠長なことを書いている対策をよく目にします

が，そんなヒマがあるなら通常返血をしましょう．本

当に時間がないのなら引っこ抜いて止血ベルトを巻い

てしまいましょう．でなければこの非常時に血液を無

駄にすててしまう意味がない（しつこいようですが，

巨大地震の直後なのです．次にいつ透析できるかわか

らないのであれば，体力の消耗を防ぐ意味でもできる

だけ血は大切にしたいですね），という根本的な部分

ですでにおかしいのではないでしょうか？

それに全員に確実で安全な離断が行われる確率は低

いと思ったほうがよいのではないでしょうか．離断に

失敗した場合（ペアンの右左のどちらを切るか，を間

違うだけでそうなります．パニックの中ではすごく頻

繁に起こる事態です．当院では実際そうなりそうな事

態を経験しております．このことについては，いずれ

このシリーズで取り上げる予定です．）じゃあじゃあ

血液がシャントから垂れ流しになっているにもかかわ

らず，ミスをしたスタッフを救助するための人手が割

けない可能性もあります．失敗したときに致命傷とな

るような手技をやらされる，というだけで実際にやる

スタッフの緊張感を考慮してください．そんな大災害

の直後の，パニック寸前の精神状態のときに，そんな

とてつもない緊張感を与えられてうまくやれる，と考

えるのは人がよすぎませんか？

緊急離脱というとんでもない決断をしなければなら

ない局面なのです．全員一丸同時に一つの目的に向か

って，迅速かつ安全に作業しなければならないのです．

隣の人に「あの，これどうすればいいですか？」とか，

「切るのは回路の右ですか？」などという会話が出る

ようではすでに意味がない（スタッフはベテランばか

りではありません．新卒ナースも新人技士も，研修医

もいるはずです）．誰もが訓練などしなくても，人に

聞かずとも，モノを捜す必要もなく，びしっとやれる

手技であるのか，というところからスタートしましょ

う．

離断後も穿刺針はシャント内に入っているわけです

から，逃してスタッフの管理下から外れた後に不測の

出血が発生したらどうしますか？ 数分なにもしてや

れないだけで死亡することすらあります．そうです，

この場合最も問題にすべきは，離断するかしないかで

はなく，スタッフの手が離れるのに，シャントに針が

突き刺さったままだという，とんでもない事態のほう

であるとは思いませんか？ 普段ならスタッフの監視

の目が届かない所に，穿刺針をつけたままの患者を放

り出すことなど絶対しないでしょう？ それなのに普

通のこともやれるかどうかわからない非常時にそれを

するのが正しい，と言う議論はおかしいどころか，む

ちゃくちゃだと思います．

さらに（まだあります）市販の離断セットは高すぎ

ます．そして刃の切れ味が劣化するので定期的に買い

換えないといけません．さきほどペアンの左右を間違

うだけで事故が起きると言いました．そこを考えて離

断セットは作られているのです，とおっしゃられても

説得力はありません．値段が高すぎる割には意味がな

いことにみんな気づいているからこそ，さっぱり売れ

ないのだと思います．広まらない対策の無意味さを，

もっと私たちは考えないといけません．

いつ来るかわからない災害だからこそ，逆にいうと

いつまで続くか見通しがたたない対策だからこそ，カ

ネがかかりすぎてはいけません．この負担に耐えられ

る透析施設はありますか？ それでもこの離断セット

を採用しようとする施設が全国 4,000の透析施設の大

半である，とは私には信じられません．自分たちで作

った離断セットは安上がりかもしれませんが，実際に

使う段になると非常に危険です．（この離断セットの

危険性についても，離断に失敗した場合とあわせてい

ずれこのシリーズで取り上げる予定です．）

緊急離断は，ざっと考えただけでも，手技の不安定

さ，スピード，熟練度，安全性，経済面どれをとって

も五つの対策の中で最悪である，と言い切ってしまい

ます．

4） では，どうしましょ？

緊急離脱について具体的方法を提示したわけですが，

ポイントとなるのは以下の点であることがおわかりで
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すか？

① 事態の切迫度と離脱所要時間

どの方法を選択するかを決定するときの最も重要な

ポイントです．緊急という限りは，通常より早く透析

終了しなければなりませんが，返血回収に全スタッフ

が同時にかかった場合，どの程度の時間が必要かは十

分評価しておくべきです．全員一丸となってかかれば

意外と時間はかかりません．所要時間20分が通常返

血と緊急離脱の分かれ目です．つまり20分以上時間

がある場合は，緊急離脱とは言えません．

② 日常業務の中で繰り返し繰り返しやっていて，

完全に身についている手技がよい

巨大災害のあとです．パニック寸前か，周りはパニ

ック状態です．そんな中でもきっちりやれる手技，と

いう観点は絶対必要です．普段とちょっと違う状況で

違うことをするだけでも，普段の何倍もプレッシャー

がかかります．オリンピックだというだけで，鉄棒や

あん馬からどんどん落下してしまう体操選手を私たち

はどれだけみたことでしょう？

③ シャント内に穿刺針を残存させない方法がよい

緊急離脱するということは，ベッドから離れてどこ

かへ避難することを想定しています．それは一時的で

あるにせよ，十分な人数のスタッフの監視からはずれ

ることを意味しており，もしシャント内に穿刺針が残

っていた場合，通常の診療からすると抜針出血リスク

がかなり高まることを覚悟しなければなりません．

④ コスト増を招かない対策であること

最後に書きましたが，本当はこれが最も重要です．

保険診療で災害対策加算でも採用されれば別ですが，

「いいねえ．その対策いいねえ，で，なんぼ？」答え

を聞いた瞬間「いいねえ」を言わなくなる経営者はた

くさんいます．災害対策というのは長期に継続してい

く性質のものだということを，どうかお忘れにならな

いように．費用面で各施設が無理なく継続していける

ものでなくてはなりません．

以上の四つの条件を満たす方法がベストであります

が，すべて完全に揃うことは難しいでしょう．各施設

で検討されてどの要素を重視するかを話し合うのがい

いのではないでしょうか？

私の考えとしましては，緊急離脱というと「絶対に

この方法でなければならない！」というものではなく，

上記五つの方法のうち，4の離脱用回路は志の高い施

設に任せて，5の緊急離断のことはこの際忘れて，

1～3までの方法を考慮しておき，20分以上の時間的

猶予がある，と判断されたら文句なく1の通常返血の

方法を，時間の猶予が20分未満と判断されたら2か

あるいは3を選択するというのはいかがでしょう．

両方の方法を準備しておいたとしても，かかる費用

はゼロ＋ゼロ＝ゼロなので，施設に経済的負担をかけ

ません．加えて手技的にも非常に簡単であり安定した

慣れ親しんだ方法ですので，訓練の必要もありません．

スタッフ間でカンファレンスし，手はずを決めておく

程度でもよいかもしれません（訓練する時間があれば

すればよい，ぐらいの）．そして離脱時の選択肢がふ

える分スタッフの精神的緊張感がさらに軽減されるの

で，より安全な離脱が行われる可能性が高いと考えら

れませんでしょうか？

2「患者監視装置やベッドは固定しておかないと，

地震のときに危険である」（第2回）

1） どういう機械を選ぶのか，選んでは

いけないのか？

これについては，前提条件があります．まず，患者

監視装置を選定する段階で重心の高いスマートすぎる

ものや，場所をとらないことをキャッチフレーズにし

たようなペンシル型の患者監視装置を選んではいけま

せん．地震に「倒してくれ」と言っているようなもの

です．そういう機械をわざわざ選んでおいて，それに

キャスターガードをつけようという発想はなにかおか

しい．その前にやることがありそうな気がしませんか？

（といっても，それを選ばざるをえないほど，床面積

に余裕がないのかもしれませんねえ．どうしましょ？

ここは太っ腹に，少しベッドの数減らせられませんで

しょうか？）

あと，キャスターそのものがついていないカウンター

設置タイプの患者監視装置については困りました．も

のすごく逆説的に聞こえるかもしれませんが，浦河赤

十字病院の対策の根幹は，ベッドも患者監視装置もキ

ャスターがついていて動くことが絶対必要だからです．

カウンター設置タイプは固定するしかないでしょう．

でないと宙を跳んで機械が飛び降り自殺します．そし

て患者さんを直撃して，凄惨な現場が展開されます．

となると，地震のとき患者監視装置は動かず，ベッド
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だけが動くとなると，ベッドも固定することに……と

なるとそのベッド上に寝ている患者さんは……ああ，

困りました．困っている理由は後述します．

2） 患者監視装置は地震で転倒しない

患者監視装置については，各メーカーが傾斜実験な

どをかなり厳しくやっており，相当なデーターを持っ

ています．もっと宣伝してくれたらいいのになあ，と

思います．ちなみに日機装の報告3）では，阪神大震災

でも1,737台中15台しか損傷しておらず，転倒して

故障したものについては3台のみだったとされていま

す．選ぶべき機械を選びさえすれば，転倒そのものが

例外的な被害と考えて無視してよいものではないでし

ょうか？

当院では患者監視装置のキャスターのロックをかけ

ず，ベッドのストッパーのみをかけることで対応して

います．患者監視装置は宣伝するつもりはありません

が，日機装DCS-26とDCG-02（HDF用），DBG-02

（HDF個人用．biofiltrationに使用）で，どれもい

かにもずんぐりむっくりの安定感ある機械です．そし

て徐々に引退させているのですが，いまだ健在な

（TORAY）TR-201．これはご存知のかたも多いと思

いますが，モニター，血液ポンプ，透析液供給部分が

三つに分かれていて，金属製の3段の棚に収納し，そ

の棚にキャスターを取り付けた形になっています．

当院では最上部のモニターと，最下段の透析液供給

部分をキャスター付棚に固定してありましたが，血液

ポンプは実は固定しておらず，棚の上で前に後ろに自

由自在に動けるし，はみ出すと落っこちる状態で放置

してありました．なんで固定しなかったかというと，

ヘパリンを注入したり，ポンプに回路をつけたりする

ときに不便だという，（災害対策的には）実にふとど

きな理由からでありました．

ところが！！ 今回の震度6（余震もいれると2回）

の揺れに対してこの血液ポンプ部分は（10台以上あ

りましたが）どれ一つとして，まったくその位置を変

えることなく，無事にキャスター付棚にちんまりと収

まっていたのでありました．

なんということでしょう！ そう，キャスターが自

由に動くということは，揺れのパワーをやりすごすの

にこんなにも重要なことであったなんて……そのキャ

スターの上に乗っている物品にほとんど地震の揺れを

伝えることがなかったという，驚くべき事態を招いた

のでした．

つまり，わざと動かしたいので，患者監視装置のキ

ャスターのロックをかけないのがおわかりいただけま

すか？ 患者監視装置のキャスターのロックをかけて

いたせいで倒れてしまったのだな，と思われる施設の

報告もありました4）．

3） ベッドは固定すべきか？

次にベッドです．ストッパーをかけたベッドは震度

6においても動くというよりは，ずれる，という感じ

で大きく位置を変えません（今回の十勝沖地震で最大

70センチ）．そのベッドにじゃまされて，患者監視装

置は暴走する前にせき止められ，なにやら夜店のうな

ぎつりみたいな感じでごちゃごちゃと透析室の中をう

ごめくのです．そしてこのずれるように動くベッドと

前述の患者監視装置の動くスピードをずらしてやるこ

とで，動き出してまもなくの段階でごつごつとぶつか

りあって，地震のパワーを発散・解消してしまえるこ

とがおわかりいただけたでしょうか？

ベッドも患者監視装置も，動くことで地震のエネル

ギーを発散・解消させ，安全に透析室の中を走らせる

ことができるので，そのベッドの上に乗っかっている

であろう患者さんも，より安全だと結論しました．こ

れで，震度6を3回，震度5を2回無事乗り切ってい

ます．もちろん転倒被害はゼロですし，故障もしたこ

とはありません．ベッドも壊れたり激突したりという

ことはありません．

4） ベッド固定とはサスペンションのない車を

作ること

さてここからが常識をくつがえす主張です．怒らな

いでくださいね．と言っても，何百万円もかけてキャ

スターガードでベッドを固定した施設からは，むっと

されることは覚悟の上で言います．

患者監視装置とベッドをつないで固定し，キャスタ

ーガードなどを使ってさらに床に固定し，「ベッド・

患者監視装置を床とダイレクトに連結してしまおう」

という発想は，地震のパワーの恐ろしさを知らないか

らだ，としか私には思えません．

なぜかというとせっかく地震のパワーが床からベッ

ドに伝わるさいに，ベッドがずれるように動くことで
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かなりエネルギーを発散させて患者さんの体に伝える

ことができる，いわばベッドの動き・ずれが地震のパ

ワーの緩 衝 材
ショックアブソーバー

になってくれているのです．それな

のにがっちり固定して，床に直接繋がれたと同じ状態

にされたベッド上で，地震のパワーをもろに受けた患

者さんはどうなると思いますか？ 震度7の揺れと同

時に，床から襲ってきた強烈な地震のパワーで，バー

ンとベッド上から空中に（そこまでではないか？）弾

き飛ばされる光景が目に浮かぶようです．患者全員

（まではいかないでしょうが，多数）転落事故．回路

は腕からはじけとび大量出血と脳出血・脳挫傷で死者

が出てもなんの不思議もない．そしてベッドと患者監

視装置は動くことなく無事であった！

あなたはなにを守りたかったのでしょう？ 機械で

すか？ ベッドですか？ それとも人ですか？

ベッドと患者監視装置と床をダイレクトにつないで

固定するということは，地震のパワーを床からベッド

を通して，そのまま患者さんの体にすりぬけさせるだ

けのことです．地震の圧倒的なパワーに対しては，も

のを固定するだけではだめなのです．発散させてしま

わない限りそのパワーはどこかへ集中するのです．そ

の対象はベッド上にいる患者さん以外にありえません．

サスペンションのない車を想像してください．路面

からのショックをすべてダイレクトに受ける乗客はど

うなると思いますか？ 舗装されたアスファルト道路

ですら，乗れたものではありません．段差でもあろう

ものなら！ 車の天井に頭をぶつけて大ケガ？ 床は

道路で，ベッドはサスペンション，乗客はベッド上の

患者さんだと思うのですが．

どうでしょう？ 要するにキャスターがついていて，

ベッドも患者監視装置も自由に室内を走ることがこの

災害対策の大大大前提なのです．そして走る距離とス
・・・

ピードを変えてやることで，動きの初期の段階でお互

いにぶつかり合わせて，パワーを発散させましょう！

というわけです．だからキャスターそのものがついて

いないカウンター設置タイプの患者監視装置に困った

のです．

5） 過去の失敗に学んだ対策

当院でも実は昭和57年浦河沖地震のときには，カ

ウンター設置タイプの患者監視装置を多数採用してい

ました．わざわざその機械のためにカウンターまで作

って．バカなことをしたものです．当時は機械の固定

もしていなかったので（うーん．こっぱずかしい．），

そいつらはカウンターからすべて飛び降り自殺してし

まい，破損．患者さんは全員急遽札幌まで避難透析．

地震の町が聞いてあきれるでしょう？

地震が日曜日だったので（午前11時すぎに地震が

発生しました．）患者さんは1人もいなかったのがラ

ッキーでした．でないと飛び降り自殺した患者監視装

置の直撃を受けていたであろう被害者が，数名は発生

したはずでした．

そのとき，キャスター付患者監視装置の偉大さを私

たちは知ったのでした．1台もなんともなっていない．

そしてストッパーをかけていたベッドは大して動いて

いない．なあんだ，というわけでその後はこの経験を

もとにずんぐり型かつキャスター付の監視装置の採用

となったわけです．そして今回の地震で見事にそれは

証明されました．なにもかもが無事でした．

6） 震度7では？

ただ私のこの説は震度6までしか実証されていませ

ん．震度7はいまだ透析中に発生したことがないから

です．当院では，震度6までの経験をもとに「柳に風」

の理屈で，安全に機械やベッドを走らせることで十分

な緩衝作用をほどこすという方針を採用しています．

震度6までは，（もう1回宣伝です．震度6を3回，

震度5を2回無事乗り切っています）自信を持って私

たちの理論が正しいと主張できます．

震度7ではどうかはわかりません．しかし，全員転

落はしないはずです．震度6まで耐えられる対策は，

震度7の被害を5分の1程度にまで縮小させる，と考

えているからです．（ただこれも証明されていません．

どうすれば証明できるでしょう？）

そして私たちの対策のすばらしい点（自画自賛）は，

対策費が一切いらない，ただ，であり，簡単であり，

日常業務上も固定などするよりずっと便利であるとい

うことです．「これならやったろか？」と思っていた

だけるのではないか，と期待もしています．あと，震

度6まで耐えてくれるのなら御の字だ，震度7につい

ては来た時だと，思っていただけるのなら採用してほ

しいと思います．

すべての物品を震度7対応のガードなどで固定する

対策は，機械とベッドは（多分）守れます．しかしサ
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スペンションのない車同様に激しい揺れからベッド上

の患者さんの安全は守れないので，最も重要なその部

分が震度7対応にはなっていません．ですから，採用

するべきではないと考えています．

3「地震が来たらまず患者さんのそばに行きましょう．」

（第3回）

1） 無理ではないでしょうか？

「行ければいいですねえ」と心から思います．でも，

地震の規模によっては明らかに無理です．今話題にし

ている地震はゆらゆらとゆれて，患者さんが「きゃあ！

こわいわ！」と言っているような悠長なものではない

からです．地震に慣れていない地域のスタッフなら震

度3まで，うちの施設の豪傑どもでも震度4までが活

動できる限界だと思います．それどころか震度4以上

の地震で無理になにかしようとするのは絶対やめてく

ださい．救助まがいの行動で負傷して，ただでさえ災

害時には足りなくなるマンパワーを減らすだけに終わ

ります．救助する側が負傷したら，だれが救助するの

ですか？

気象庁震度階級関連図説表5）でも，震度3から恐怖

感を覚える人がある程度発生することになっています．

この震度階級関連図説表では，地震の継続時間までは

配慮されていません．もし，揺れの時間が長い（30秒

以上）ものであればさらにそういう人は増加し，パニ

ックを起こす可能性もあります．震度3は基本的には

災害とは言えず6），被害もありませんが，人に恐怖を

呼び起こす度合いは，その人によって違います．揺れ

の継続時間に比例してその度合いは飛躍的に増えます．

2） 揺れの最中に浦河人はなにをするか？

平成15年十勝沖地震（震度6弱2回）の際に，当

院を訪れた救急患者の大半は，揺れの最中に動いてな

にかしようとした人たちでした．震度6の地震にして

は驚くほど少なかった（100人程度）のですが．ただ

浦河の住民は地震の揺れの最中にまったくなにもしな

いのではありません．ぐらぐらっ，とくると，それが

どんなすごいゆれでも，まずストーブを消そうとしま

す（北海道では年間7カ月近くストーブをたきます）．

幼少期から祖父・祖母により「地震が来たらまず火を

消しなさい」という家庭教育を受けているため身につ

いた生活習慣となっているのです．それだけ地震が多

い地域だということでもあります．そして地震のとき

の火災がいかに悲惨な結果を招くかを繰り返し教えら

れているので，危険を承知でこれだけはやるのです．

3） 災害下位文化

この事実は昭和57年の浦河沖地震の公式報告書7,8,9）

でも繰り返し指摘されており，浦河が災害下位文化の

熟成した土地として高い評価を受けるに至った理由の

一つです10）．そう，なんと浦河ではこれまでの巨大地

震（1981～2004年の間に震度5以上の地震は8回あ

りました）で火災がただの一件も起きたことがないの

です！ ぐらっ，ときたら「まずストーブ！」「大丈

夫消せますわよ私たち！」みたいな．地震の揺れの最

中に浦河の住民がやることはそれだけです．ストーブ

さえ消したらあとはじっと黙って揺れがおさまるのを

耐えています．自分の家が倒壊するはずがないと知っ

ているのです．慌てて飛び出したり，転落したり，逃

げようとして転倒したりして負傷する人がほとんどい

ないのが驚異的だと，東京都の報告書でも指摘されま

した7）．

ほかの地震の報告書（日本海中部地震・宮城県沖地

震など）では，地震がきたら屋外へ飛び出す，という

行為をする人の比率がものすごく高いことに気づきま

す11）（秋田県の調査では48％が飛び出しています）．

そして飛び出す途中でものに当たったり，転んだりし

て多数のけが人を出しています．

4） 何故人は地震のとき外へ飛び出そうとするのか？

そういう行動に結びつく最も大きな理由は，自分が

居住している建物に対する信頼性の問題なのだろう，

自分の家が倒壊して下敷きになる恐怖から飛び出すの

だろうと思われます．浦河の住居は平屋の建築物でも

布基礎を地下1メートル以上も掘り下げて建てます10）．

これは文化として根付いており，今回の十勝沖地震で

も完全に倒壊した住宅はありませんでした（だから死

者ゼロなのですが）．私の住居も平屋の築20年以上た

つ，ぼろい職員住宅なのですが，今回の地震でも建物

が倒壊しそうな恐怖は感じませんでした．また今回の

新潟県中越地震でも倒壊した住宅が多数あったのを，

地震発生後4日目に実施した現地視察のときに見まし

たが，ある意味倒壊してもやむをえない住宅が倒壊し

たのであって，十日町市でも小千谷市でもそれなりの
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住宅はほとんど無傷でありました．それなのに，慌て

て外へ飛び出して倒壊してきた落下物につぶされて死

亡した人が出ています12）．（適切な文献が未発表なの

で，新聞記事より引用します．『揺れを感じて外へ出

た際，倒壊してきた車庫のコンクリート壁で首を骨折

して死亡した．〔55歳男性〕』また山古志村と川口町

へは入れなかったのでこの地域の状況はわかりません）

5） どんな建築物が倒壊するのか？

阪神大震災のときも，昭和30年代に建築された文

化住宅（マッチ箱の中箱を取り除いた外箱だけの構造

と言えばわかりやすいでしょうか．横に押されると，

くしゃっとつぶれてしまいます）や，狭い土地に間口

を無理に広く取った（うなぎの寝床とよばれるあの形

です）店舗併用住宅や，ピロティ方式で1階に車庫を

作って壁面をほとんど取っていなかったホテルやマン

ションなど，ある意味防災をまったく無視した建築物

が倒壊したのであって，普通に作られた住宅は，被害

は受けても人が圧死するような倒壊のしかたはしてい

ません13）．（ただ，中層ビルの途中階が崩壊するとい

う被害が多数でています．神戸市立西市民病院，ある

いは神戸市役所旧館など．約数十棟報告されています

が，原因は未だに不明です．）14）

6） 地震で人は死ぬはずがない，と思っている

人々の住む町がある？

いろいろなことを書きましたが，浦河のこのような

防災レベルの高さは「災害下位文化」1）と呼ばれてお

り，災害学の世界でも高く評価されています．災害下

位文化があるとは，災害での被害を下位にする（＝少

なくする）文化が介在している，という意味でありま

す．防災により巨大地震が来てもほとんど被害を出さ

なくて済む，そのようにできるという証明が浦河とい

う町なのだと考えてください．実際浦河町では町民は

誰1人地震で人が死ぬと考えていないのです．

当院が十勝沖地震で被災したとき，朝まだ暗い道を

続々と集まってきた職員達の表情に浮かんでいたもの

は，恐怖ではありませんでした．なんと言ったらいい

のか，まるで大阪の地車祭（だんじり．ほら南大阪の

岸和田でさかんなあの危険な祭です．）に集まってく

る若者たちの，期待と少しの不安の混じった興奮とで

も言うのでしょうか？ 危険は承知だが，ちゃんと乗

り越えられることを知っている人間の落ち着きがあっ

たと申し上げましょう．私はそのことにも少なからず

驚いていました．

そしてあっという間に病院が復旧して外来診療を定

時に開始することになりました．私は「そんなにあせ

って外来を始めたって，こんなひどい地震の後で，救

急外来は混むだろうけど，誰も普通に外来なんか来や

せんて……」と思っていたら，浦河町民はなんと何事

もなかったかのように，ごく普通に外来にやってきて

「きのうから便秘でねえ……」などと言っているじい

さんばあさんたちで賑わっていたので，三度びっくり

いたしました．この町では巨大地震ですら，たまにや

ってくる富山の薬売り，ぐらいのちょっと迷惑な旅人

ぐらいにしか思われていないようなのでした．

7） みなさんの施設はどうですか？

ではみなさんの勤務する透析施設はどうでしょうか？

医療機関である以上地震で崩壊してしまうような建物

とは考えられませんが，この機会に自らの施設を点検

されることをお勧めします．地震で犠牲者が多数発生

するのは基本的には①建物の倒壊，②火災，③津波，

④土砂崩落，⑤洪水（今回の山古志村の土砂による堰

止湖がもし決壊したときに発生する土石流を想像して

みてください．現実に1847年の善光寺地震では堰止

湖の崩壊による土石流で，住民はそれを警戒して大多

数が避難していたにもかかわらず100人以上が犠牲に

なっています．）であり，他の原因でも犠牲者は出ま

すが，偶発的なものと考えてよいと思います．その中

でも地震発生と同時に起きてしまうのが建物の倒壊で

す．こればかりは地震発生時に対応できるものではあ

りません．事前の対応による以外対処のしようがあり

ませんので，是非そういう目で点検してください．

8） でも，本当に患者さんの所へ行かなくて

いいのですか？

さて話をもどします．地震発生時に動くのは危険だ

ということもわかりました．ベッドの陰などでじっと

落下物に気をつけて退避していましょう．患者さんも

ベッド上で落下物にぶつからないように毛布を頭まで

かぶることにしましょう．でも，とやっぱりみなさん

はお考えになることがありますね？ きっとこういう

……
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質問

「では，地震の揺れにより患者さんがベッドか

ら転げ落ちたり，落下物や患者監視装置が暴走

してぶつかってケガをしたりしているのを，黙

ってみていろ！ ということなのでしょうか？」

それに対する回答を出してみました．

今回の地震で，浦河人はなにに一番驚いたか，とい

うと，この言葉に集約されます．

「いやー，長かったねえ！」

顔を合わして最初のあいさつです．揺れの継続時間

の長さに一番驚いたのです．私も（といっても地元の

ヒトほど経験があるわけではありませんが）こんなに

長く感じた地震はありません．それでも高々1分余り

にすぎませんでした．いいでしょうか？ これだけ地

震を経験している人たちでも，1分を超える長さの揺

れはほとんど経験しないのです．揺れている間は皆，

生まれてから今日までのことを全部振り返れるぐらい

長く感じた，というのに．

9） 人は現実の地震継続時間の10倍ぐらい

長く感じる

地震の継続時間に関しては大きな誤解があるようで

す．それだけ揺れている時間がめちゃくちゃこわいた

め，「この揺れはいつまでも止まらないのじゃないの

だろうか？」「そしてこのまま日本は沈没するんじゃ

ないだろうか？」と不安が不安をよぶのでしょう．

「今の地震はどのくらいの時間続いていた，と思いま

すか？」と地震に揺られた直後の人に聞くと，十勝沖

地震で大体5～20分という答えが（正解は70秒），新

潟県中越地震でも5～10分（正解は10数秒）という

答えがほとんどでした．ちなみに阪神大震災はあれだ

けの地震であったにもかかわらず，揺れていた時間は

たったの13秒程度でした．現実に揺れていた時間の

5倍から20倍くらいにみな揺れの時間を感じている

ようです．

地震の揺れはどんなに長くても1分程度と心得てく

ださい．地震の揺れている最中は絶対動かない，と決

めてよいのです．慌てて動かなくても，1分動かなく

ても，なにが起ころうと必ず間に合います．だからあ

なたは患者さんを見捨てているのではない，というこ

とをきちんと理解しておいてほしいのです．そして短

絡的で危険な救助に走らないように是非とも気をつけ

てほしいと思います．

10） 揺れている間に本当にするべきことはなにか？

揺れている間は，なにかにじっとつかまって身の安

全をはかること．心配しなくても，このすさまじい揺

れの中で動ける患者さんは（まず）いません．みんな

ベッドにしがみついて固まっているはずです．パニッ

クを起こさなければ……．

それよりも，日頃患者さんと接する中で誰がパニッ

クを起こしそうなのか，きっとわかると思うのですが，

その人を中心にじっと観察することです．（ただし，

たったこれだけのことでも相当困難であることも指摘

しておきます．）揺れが止まった瞬間，さっとその人

のそばにいきましょう．もしそれもできるような状況

でなければ（自分の精神状態が，という意味です）揺

れが終わるまで無事でいられることだけに専念してく

ださい．揺れが終わったらなるべく早く冷静になれる

よう日ごろからシュミレーションしましょう．パニッ

クは最初の数人を阻止することが最も大切です．

11） この対策は優れています！

さて，みんなが揺れている最中は動かない，たとえ

けが人が出ていてもじっとしているのだ（ここが重要

です），ときちんと理解できればすばらしい．所詮1

分以内に助けることができるのだから，としっかりと

理解し対応できたとしたら．災害下位文化を熟成させ

るのはこういう具体的な事実を的確につかんで，災害

そのものにたいして正しいイメージを持つことに尽き

ると私は思います．この対策も費用はかかりません．

そして簡単かつ，災害時のマンパワーをケガで減らす

ことがないわけですからむしろ「もうかった！」と言

えるのではないでしょうか．

4「災害時患者カードは必要か？」（第4回）

1） なぜ患者カードが必要なのか？

話は阪神大震災にさかのぼります．神戸市内では複

数のクリニックが透析不能に陥りました．災害時情報

ネットワークもなく，どれだけの施設が透析不能であ

るのかすら誰にもわかりませんでした．あるいは交通

手段が途絶したため自らの通うクリニックへいけなく

なった患者さんがたくさん発生しました．震災によっ

て透析患者がどのような状況に陥るのか，という認識
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は，今回の新潟県中越地震の時のように浸透しておら

ず，マスコミに取り上げられることもありませんでし

た．通信手段の途絶も手伝い，自らのクリニックへの

連絡もままならず独力で透析をしてくれる施設を捜し

て町じゅうを彷徨った患者さんが続出したのです．支

援施設に到着しても，詳しい透析条件はもちろん伝え

ることはできません．それどころか震災の衝撃で自分

のドライウエイトすら思い出せないという人までいま

した15）．

このとき，支援した施設のスタッフも支援された患

者さんも，自らの透析条件やプロフィールを詳しく記

載した「災害時患者カード」のようなものがあればな

あ，そうすればこういう非常事態に陥ってもスムーズ

にどこでも透析がしてもらえる．そうだ，災害時患者

カードは必要だ，普段からきちんと作っておこう！

という対策がスタンダードになりました16）．

�まとめ�

1.阪神大震災のときは災害時情報ネットワークがな

かった．被災した施設数も多かった．

2.系統だった救助・支援はないに等しかった．

3.患者さんは単独で透析してくれる施設を捜して，

彷徨った．

4.透析条件はおろかドライウエイトも覚えていない

人が多数発生した．

2） 十勝沖地震・新潟県中越地震ではどうだったか？

それから約10年の歳月が流れました．巨大地震発

生時の対策は，浸透度は今ひとつではありましたが，

それなりに対策がいろいろ提唱され体系化されてゆき

ました．そして今回新潟県中越地震が発生しました．

三つの施設が透析不能に陥りました（長岡中央綜合病

院・小千谷総合病院・十日町診療所）．早い段階から

災害時情報ネットワークも稼動し，地域の連携もうま

くゆきました．透析患者の配分の緊急ミーティングを

関係各施設が集まって長岡市で行い，被災施設の系統

的な支援が議論されました．支援施設は三条総合病院・

刈羽郡総合病院・長岡赤十字病院・立川メディカルセ

ンター中越診療所・喜多町診療所などで，各施設30

名から50名の透析患者さんを引き受けてくれました．

さてそのような状況の中，災害時患者カードはどの

ように使われたのでしょうか？

① 証言その1

立川メディカルセンター中越診療所

青柳竜治先生

「カードは必要でしょう．特に知らない患者さん

についてはそうです．ただ欲しい情報は限られて

いて，基本的には患者さんの名前と体重それだけ

で結構です．他の情報は，あっても応えられない．

ダイアライザーもへパリンも，体の大きい人と小

さい人の二つに分けました．透析時間も一律3時

間半です．それ以上のことは，あの状況の中では

とても対応できないので，詳しい情報は必要なか

ったと思います．」

今回の青柳先生のケースは，以前勤務していた病院

の患者さんを引き受けたので，まったく知らない患者

さんではなかった，被災施設のスタッフがついて来て

くれて情報提供を受けられたという事情があります．

ぜんぜん知らない患者さんを多数引き受けた刈羽郡総

合病院や三条総合病院ではまた違う反応だったでしょ

う．

しかしそういう事情はあったにせよ，名前と体重だ

けでいいです，とおっしゃった一言にはインパクトが

ありました．いろいろ角度を変えて質問してみたので

すが，やはりお答えは変わりませんでした．透析施設

が普通に稼動できないような大災害の直後に詳細な透

析患者の情報を伝えられても，応えることは不可能で

あることが多い，ということです．これは現地の状況

を一目見たらわかることなのですが，現実の大災害を

みていないで，イメージしないで患者情報を伝えるカ

ードを作ろうとすると，勘違いを起こしてしまう事柄

だとも言えます．

② 証言その2

長岡赤十字病院 宮村祥二先生

「うちでも災害時患者カードは作っていたんです．

よそでもそうらしいのですが．でも，あの日持っ

てきた患者さんは1人もいませんでした．あの大

混乱の中でそこまで気がまわるとは思えないので，

しかたありません．どうしたものでしょうねえ．」

③ 証言その3

浦河赤十字病院 赤塚東司雄

十勝沖地震での実例
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「当院では十勝沖地震での被災のとき，予定をか

なり変えたのですが，なんとか2日で復旧し自施

設で透析を行いました．そのとき集合した患者さ

んはみな，当院で作成している透析患者手帳を持

参してきていました．これは普段から家での血圧・

体重・尿量などを毎日患者さんに記載してもらい，

検査データ・透析前後の体重・CTRなどを当院

のナースが書き込んでいくものです．日常診療で

毎日必ず使用するものなので，透析と言えば当然

これをもって行くものであるという習慣がついて

おり忘れる人はほとんどいませんでした．もし自

施設で透析できない場合でも，これさえ持ってい

れば日本中どこの施設でも透析は可能です．どん

なものであっても災害時のためだけの対策という

のは，患者さんへの意識づけが難しいので結局役

に立たないことが多いと思います．災害時のパニ

ック状態で，普段やらないことをやるというのは

とても難しいからです．これは私の持論なのです

が，当院では日常診療に密着した対策以外は立て

ないようにしています．」

さて，少し手前味噌になってしまいましたが，災害

のためにという・正しい目的・で作られた災害時患者

カードは普段利用していないので，誰も持ってこなか

った．日常診療で毎日必ず使う患者手帳は（災害時の

ため，という目的は副次的なものでした．）全員が持

ってきた，というこの二つの実例を見ていただければ，

災害対策はどうあるべきか，という本質が理解してい

ただけるのではないかと思います．手帳，あるいはカ

ードを持ってくるというたったこれだけのことでも，

普段の日常診療で使用していないと，周知徹底が難し

いのです．

日常診療で毎日やることを災害時に適合するものに

すること．これは地震災害多発地帯の浦河の住民とし

て，浦河町に育まれた「災害下位文化」の一つとして

日本全国の皆さんに発信してゆきたいと思っています．

�まとめ�

1.新潟県中越地震では，患者カードはほとんど役に

立たなかった．

2.新潟県中越地震ではせっかく作っても災害時のた

めだけに作って普段使っていなかったので，現実に

激しい地震被災を受けたときには誰も思い出さず，

必要なときに持ってきてくれなかった．

3.十勝沖地震においては，日常診療とで毎日患者教

育用に作って使っていた患者手帳をほぼ全員が持参

してきた．

3） さて，災害時患者カードはどうすればよいのか？

まず第一にいくら有用なものでも，必要な場面で必

ず持ってきてもらえるものでなければ意味がありませ

ん．どうすればいつも携帯してもらえるかをきちんと

考えましょう．これは「災害時，緊急時に必要なもの

ですからいつも持っているようにしましょう．」と呼

びかける，あるいはパンフレットに書くということだ

けでは多分だめです．そういう呼びかけに応えてくれ

るのは意識の高い人だけだからです．普段災害のこと

など何も考えていない人にも，どうすれば習慣づけら

れるか，というノウハウの問題なのです．災害時には，

考えるまでもない当然のこととして習慣づいているこ

と以外は誰もやれないことをわかっていただきたいの

です．これはあらゆる災害対策に言えることなのです

が，しつこく繰り返します．

日常診療で毎日やっていることを，災害時にも役立

つように転用することを提案いたします．災害時に使

うため（逆に言うと災害時以外使わないもの）だけの

災害時患者カードという発想をやめて，日常診療の場

面で食事・血圧・検査結果などを書き込みながら患者

さんの教育のために，毎日使用する（当然毎日持って

くることが習慣づく）患者手帳を，災害時にも転用す

るという発想がよいと思います．災害時のためだけの

対策を立てないことが重要です．

次に書かれてある内容が，支援施設で役に立つもの

でなければなりません．現実の災害場面を具体的に想

定し，本当に使える情報，必要な情報を絞り込む必要

性があります．なんでもかんでも書いてしまうと，更

新の手間が大変であり，始めはなんとか続けていても，

いつのまにかやらなくなってしまうことが多いのです．

負担の少ない方法でないといけません．

それに，多すぎる情報はいざ災害時にそれをやって

くれと言われる支援施設に余計なプレッシャーを与え

るだけに終わることも考慮したほうがいいでしょう．

災害時なのでやれることが極端に限られてくることを

忘れないこと．さらにいくら詳細な情報を伝えても，
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災害時なので支援施設側が対応できないことが多い，

ということを患者さんに十分教育しておくべきだとい

うことです．阪神大震災のときも，患者さんが独自で

患者カードのような情報提供カードを持ってきたこと

がありました．しかし，当然救援した施設は十分に応

えることができませんでした．患者さんはなんのため

に自分は長年こんなものを作って，書き換えてきたの

か，と大変失望したそうです．災害というものを具体

的にイメージできないときにはよく起こる事なのです

が．

最後に医療事故防止の観点も必要でしょう．災害時

だからといって，事故発生時に大目に見てもらえるわ

けではありません．最低限施設として伝える義務をは

たしたかどうか，は問われます．盛りだくさんにしな

くていいから，事故防止の観点と個人識別の観点で情

報を絞ってはどうでしょう？ ドライウエイトはどれ

だけで，血液型と感染症はなにか？ 重篤な薬剤アレ

ルギーはあるのかないのか？ これだけで用は足りま

す．おそらく全国共通の電子カルテ・電子カードが普

及すれば（そんなに遠い将来ではないでしょう）この

問題も決着するのだとは思いますが．

�まとめ�

1.基本的には災害時患者カードは必要です．

2.日常診療で毎日使うものを転用すること．これが

災害時にも携帯してもらえる有効な方策です．災害

時のためだけに作ったものというのは，結局役に立

ちません．（これは患者カードに限らず，あらゆる災

害対策に言えることだと思います．）

3.必要な情報の絞り込み．これは更新時の手間の軽

減にもなり，長続きする条件です．

4.被災側が伝えたい情報ではなく，支援側が知りた

い情報はなにか，を考えるべきであること．

5.事故防止の観点からも情報を選択する．感染症・

血液型・薬剤アレルギーの情報を伝えることは被災

施設の責任からも重要なことです．

4） 地域性により対策を分けて考えよう

さて，今回の十勝沖地震も新潟県中越地震も地方都

市ないしは過疎地で発生しました．いろんな内容を実

証したことにはなっていますが，あくまでもこれはそ

ういう人口の少ない地域で発生した地震である，とい

う前提を忘れてはいけません．

人間関係も含めていろいろなことが地域に密着した

地方都市と，東京のような都会を混合して議論するこ

とは無理ではないかと思います．今回は小千谷市と十

日町市にそれぞれ1施設しかありませんでした．長岡

市には少し増えて4施設．それでもたった4施設．東

京は新宿区だけで31施設（日本透析医学会施設会員

名簿より），板橋区21施設，大田区20施設，世田谷

区20施設．単位面積あたりの施設数があまりにも違

います．人口も生活習慣も通院方法もなにもかもちが

う．同列に論じると，お互いに通用しない議論が増え

てきそうです．

論点を拡大しないために，患者の配分とそれに伴う

災害時患者カードの使用に絞って議論を展開しましょ

う．まず，それぞれの特徴をまとめてみます．

① 地域密着型施設

1.地方都市（今回の新潟中越地方・十勝沖地震の北

海道十勝・日高地方）

2.広い範囲に点在する施設

3.多数の患者を一つの施設に依頼可能

4.バスで全員移動，スタッフの付き添い可能

5.引き受け患者配分会議も開きやすい

6.患者カードは患者個人が持つより病院にあるほう

がよい

今回の地震は医師や看護師の人事交流などがある地

域密着型の地域で起きたので，患者カードが（あまり）

必要なかった．東京等の都市型地震ならある程度の情

報があったほうがよいと思われました．そこで以下の

ように定義してみました．

② 都市型施設

1.東京・横浜・大阪・神戸などの都市部

2.狭い地域に密集する施設（ある範囲の地域が被災

した場合，そこに含まれる施設数も多い可能性が高

い）

3.引き受け施設は広範囲多数に，引き受け人数はあ

まりたくさんにならない（？）（患者引き受け会議が

開かれないと，腹をくくった対応は難しい．「みんな

こい！」「全部診るよ！」にならない．なったとして

も災害時のみの緊急対応であることを確約しておか

ないと，後々問題が生じる恐れがある．）
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4.施設が分散され，スタッフの付き添い不可能

5.引き受け患者配分会議は都市型施設の方こそ必要

度が高いが，会議を多数組織的に開催するコーディ

ネーターが必要．（日本透析医会に期待します）

6.患者カードは各個人が確実に携帯する必要がある．

携帯率を向上させる方法は重要な問題．

7.500人も患者数のいる施設が被災した場合どうす

るか？ どのように配分するのか？

まず，おそらく多方面に多施設に依頼する状況にな

るわけですから，都市型の患者カードはスタッフの更

新の手間が日常診療の負担にならない範囲で，ある程

度詳しいほうがいいでしょう．患者さんが支援施設に

行くにしてもスタッフが付き添っていくことはほとん

ど難しいことでしょうから．

次に阪神大震災のときも新潟県中越地震のときもそ

うでしたが，災害直後から数日間は寸断された交通網

や，混乱した状況の改善が見込まれるまで，ひどい交

通渋滞が起きることが多いものです．全員をバスにの

せて各施設に配って歩くことは絶対できないでしょう．

そういう意味からも患者カードは個人が確実に携帯し

て，自分で持っていくことが望まれます．

③ 証言その4

小千谷総合病院技士長 和田智さん

「小千谷総合病院は，小千谷市から提供してもら

った1台のバスを使って長岡へ患者さんを搬送し

ました．午前9時に出発し，普段50分の道のり

を4時間かかって長岡へ着き，3時間半の透析を

受けて，また小千谷へ4時間かけて帰ってきまし

た．小千谷に帰ってきたら夜の10時です．しか

も透析後疲れた体で，帰ってきた患者さんが帰る

場所は劣悪な環境の避難所です．たった一つの施

設に患者さんを送り届けるのにこれですから，道

路の陥没のために渋滞している交通状況の中で多

くの施設に送り届けて，また迎えに歩いて，とい

うことはちょっと現実的には無理ではないでしょ

うか？」

地域密着型で，人口が分散している地域ですらこれ

ですから，東京では隣町の施設に行くだけで半日仕事

かもしれません．しかも震災直後にはあらゆる通信網

が断絶している可能性が高いです．患者カードは，そ

れさえあれば確実に透析してもらえるように必要情報

を盛り込む必要がありそうです．そしてなによりその

情報カードの意義を十分に理解してもらえるような教

育が必要でしょう．

5） 災害対策の基本姿勢

1.災害対策のためだけの対策を，次々と考えるのは

やめるべき（できません）．

2.日常診療でやっていることを，災害時に応用可能

にする姿勢が，無理なく続けていけるkeypoint．

災害はいつ起こるかわかりません．逆に言うといつ

まで対策を続けていけばいいのかわからない．災害の

ためだけの対策を次々に考案してはいけません．大多

数は続けていけません．10年前に買った緊急離断セッ

トがほこりをかぶったままどこかにしまってある……

という施設は多いでしょう．毎年訓練をし，離断セッ

トの使用期限がくるごとに買い換えている施設はどの

くらいありますか？ 普通はそういうことはしません．

つまり，そういう災害のみのために特別に考えついた，

日常診療からかけ離れた対策は継続がほとんど不可能

であること，意味がないことをよく理解してほしいの

です．

これは患者カードや離断セットに限らず，すべての

災害対策に言えることです．日常診療密着型対策でな

ければ数多い対策をすべてやるなどということは不可

能ですし，対策として体系だっていないと役にたたな

いことが多いことも肝に銘じましょう．まず災害とは

なにかというイメージをもったうえで災害の始まりか

ら，災害からの復旧までのことをきちんと考慮した対

策でなければなりません．災害対策がさっぱり広まら

ない原因は，提案側が特別な対策を考えすぎるせいだ

と私は思っています．だからあえて最後にもう一度災

害対策の基本姿勢を強調いたしました．

おわりに

日本透析医会のホームページに連載したBBSを改

訂し，まとめてみました．これを書き始めたのは2004

年の8月のことです．当時は十勝沖地震が発生し，浦

河赤十字病院が被災して10カ月が経過していました．

日本透析医会推薦の災害対策ビデオを撮影し，編集作

業が続く毎日でした．

阪神大震災以来の被災した透析施設としての報告を

するうちに，浦河町が地震被災，特に防災の面で果た
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せそうな役割（私が繰り返し強調する災害下位文化で

す）がかなり明確に見えてきた時期でした．そして今

まで提唱されてきた災害対策の・実現性・に的をしぼ

って考察を加えていくうちに，非常に重要な対策とさ

れているものの中にまで実現性の面でクエスチョンが

つくようなものがあることが確信されました．この常

識は是非とももう一度みなで議論してみなければなら

ない，と思って八つの常識をピックアップし，一つず

つさらに考察を加える作業を行ったのでした．今回の

まとめは前半の四つに当たるものです．そして新潟県

中越地震が起きた2週間後の大阪で講演することにな

りました．

書いている当初は，はじめに，でも申し上げました

ように，私が単に主張している仮説（よくて1回だけ

同じ事実が起きた程度）に過ぎないものばかりだった

のですが，あの2004年10月23日に発生した新潟県

中越地震により，多くの仮説が実証されることになり

ました．それはちょうど連載の第2回と第3回の間に

当たっており，読み返していけば私の論調が大きく変

わってしまっていることに気づかれると思います．

地震発生後数日で結成された，日本透析医会緊急視

察団（杉崎弘章団長，花崎哲氏，高野淳一氏ら）とと

もに被災現地へ飛び，被災施設（3施設）と支援施設

（5施設）を回り，取材をして行く過程で驚くほどたく

さんのことが実証されていきました．自分では相当現

実的な主張をしたつもりであったのに，現実の災害は

さらにそのはるか上の事態を現出させていたことにも

驚きました．

災害というものはいつもそうなのですが，新しい巨

大災害が発生すると，それまで言われていたことが一

挙に吹っ飛んでしまって，まるで過去のものであるか

のように感じてしまうものです．新潟県中越地震が発

生するまでは，われわれにとって検証の材料となる地

震は阪神大震災と十勝沖地震だったのですが，10月

23日からは，そうでなくなってしまいました．その間

の事態の移り変わりが如何にわれわれにとって大きな

ものであったかということも実感できるように，あえ

て第1回と第2回の連載文は，新潟県中越地震を知ら

ない時期のままの記述に残しておきました．

そして今年はもうこれ以上のことはないだろう，と

思っていた矢先に発生したスマトラ島沖地震津波は，

世界の耳目をすべて熱帯地方に集中させています．新

潟はいまだ復興の途についたとすらいえないほど大き

な打撃を被ったままだというのに．自然災害の容赦な

さを痛感する毎日です．
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�透析医のひとりごと � 関野 宏

私には・ひとりごと・をいう習慣がない．だいたいひとりごとは他人に聞かせるものではないし，聞かれ

たとすればあらぬ誤解をされかねない．あの親父ボチボチきてるんじゃないか，のたぐいの疑いであり，そ

ういう場面はできるだけ避けたい．したがって，この小文は「透析医のひとりごと」というテーマにそぐわ

ない内容になるかとも思うが，そこのところは重々御容赦ねがいたい．

考えてみれば，自分がどうして透析医とよばれるような現在になり至ったのか，いまだに釈然としないと

ころがある．なんとなくなりゆきでそうなったような気がしてならない．そもそも腎臓や透析に関わるよう

になったのも，大学の泌尿器科に入局（1966年，なんとかれこれ40年前）した所為であるが，この動機が

いささか不純であった．父親が外科の開業医であったところから，私も当然外科医になるつもりで，インタ

ーンの時から外科に入局希望を出していた．が，インターンも終わりの頃，泌尿器科主催の麻雀大会に誘わ

れた．これが運命を決めたとしかいいようがない．名人と謳われた私である．素人を相手に優勝してしまう

のは必然であった．それはいい．優勝賞品が超立派な洋ダンスであったのがいけなかった．そんな豪華なも

のを貰っておいて「ハイ，サヨナラ」は，義理堅い私にはとてもできない．一週間後，秘尿科教授室には，

入局の挨拶をしている私がいた．泌尿器科に入る報告をした時の父親の反応は忘れられない．なにが悲しく

て下水処理屋になるのかと，冷たく言われた．内科や外科を医の本道とする当時の一般の臨床医の泌尿器科

に対する評価はそんなものだったのである．

当時教室には七つの研究班があったが，私は腎臓班にはめこまれた．自分で選択したわけではない．入っ

たらそうなっていた．勿論その頃は，御存知のように透析の専門医はおろか透析療法そのものが確立されて

いない時代であった．大学病院にも診療科としての腎臓科は存在せず，人工腎臓装置は泌尿器科にコルフの

バッチ型が一台あったが，前年腎移植の補助手段として用意されたもので，慢性腎不全は対象外であり内科

のテリトリーと考えられていた．内科では，その場しのぎの腹膜灌流がほそぼそと行われていた．
・・

ところが1968年に大学に人工腎臓室が設置され，泌尿器科管理ということになって事態は一変した．腎

臓班の私達は人工腎臓室担当を命令されたのである．腎臓班では尿路腫瘍，尿路結石，腎結核など外科的手

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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術の対象となるものが比較的多く，もともと外科医志向であった私にはそこそこ面白かったのだが，今度は

いよいよ末端浄化槽係かと，この時は少なからず落ち込んだものである．

かくて不本意ながら本格的に透析に取り組まざるをえない仕儀となったが，われわれやその前後の世代の

連中は，大方似たような経緯でこの道に入ってきたのではないかと思う．最近では，しかるべき教育機関に

は腎臓科や血液浄化部が設けられ，若い人達の研修にはことかかない環境が整いつつある．彼らが，確立さ

れた透析療法という認識の下に，迷うことなく自分の意志でこの道を選び，優秀な専門医に育っていくこと

ができれば，透析療法の前途は明るいものになると思う．

ここから先は・ひとりごと・である．透析療法はたしかに進歩したが，結局医学周辺の諸科学の進歩に倚

っているにすぎないのではないか，という医学からみればかなり自虐的な思いが抜けきれない．透析療法に

かぎらず医学全般にいえることだとすれば，医者の存在意義はどこにあるのだろうか．ここのところを特に

これからの若い人達に自覚してほしい．医学は病人を癒すためのものである．最新の知識や進歩した機器に

埋れて，それが自分の力と錯覚し傲慢に患者に接することがあるとすれば，それは医療の中での自らの存在

意義を否定することにほかならない．病気はなおせても人を救済できないのである．

医療法人 宏人会
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�補完・代替医療について � 舩越 哲

人工透析技術の進歩とともにこれまで維持透析患者の生命予後は延び続け，現在は糖尿病でなければ

20～30年の長期生存患者も珍しくない時代となっています．ただ，若輩の私が偉そうなことを言って申し

訳ありませんが，今後は果たして透析患者の寿命は伸び続けるのでしょうか，と思いながら諸先輩方の著書

を読むと，やはり「透析医療技術そのものは限界に近づいている」云々の文章を目にします．水質はもう十

分きれいになったし，これから先あっというようなダイアライザーが発明されるとは思えません．透析技術

そのものでの患者の生存期間は，やはりそろそろプラトーに達しつつあるようです．しかし，たとえば骨・

カルシウム代謝の管理は動脈硬化の進行予防にも重要だし，腎性貧血だってまだ全然解決されているとは言

えません．「透析医として仕事がなくなる」ことは当分なさそうです．

加えて，これからの透析医の使命として，生涯ずっと透析療法を受け続けねばならない患者のQOL向上

があります．維持透析患者にとって「気持ちいい」事のために，できる事はなんでもやってあげたい．

QOL向上のための選択肢を拡大してあげたいと思っています．患者が透析中にシャント肢の痛みを訴えた

とき，NSAIDsを手を替え品を替え処方するより，手をお湯に浸してあげるほうが「気持ちよさそう」です．

外用の保湿剤を処方するとき，これにちょっぴりハーブの香りがついていたら，とかも考えます．

「補完・代替医療」という言葉を最近，少しずつ耳にします．これは本邦では，「現代西洋医学領域におい

て，科学的未検証および臨床未応用の医学・医療体系の総称」と定義されています（日本代替医療学会）．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと

中国，チベット自治区，ラサ市の世界遺産『ポタラ

宮』．代々のダライ･ラマが構築した巨大寺院
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具体的には，中国医学（中薬療法，鍼灸，指圧，気功），薬効食品・健康食品，ハーブ療法，アロマセラピ

ー，ビタミン療法，食事療法，精神・心理療法，温泉療法，等々かなりのものが代替医療に包含されており，

中にはどう考えても荒唐無稽な内容のものもありますが，サイエンスの視点から見て「なんとなく理にかな

う」ものもあります．

私自身，先日まさかこの自分が患うとは夢にも思わなかった「五十肩」になったとき，鎮痛薬とお酒で痛

む胃が可哀相になり，市販されているテープ式の鍼（内側にごく短い針のついたテープ）を圧痛点に貼った

ところ，ぐっと楽になりました（気分のせいでしょうか？）．ただ，補完・代替医療の弱点は，極論すれば

なんでもありの民間療法との「線引き」が難しいことです．その「線」も直線ではなく複雑のようです．た

とえば「気功」とは，中国の1960年代にそれまでの太極拳などを統合して「呼吸法とイメージ法」として

発展してきた民間療法です．つまり「気功」を行うのは患者自身で「気功師」は言うなればインストラクタ

ーです．別に手から「気」など出ても出なくても良いのです．それが日本に入ってきてからおかしくなった．

先日インターネットを開いて見ていて驚いたのは，なんと「気功発生装置」なるマシーンが日本で発明され

ているとのこと……．買う人がいるから造るんでしょうけれど．私達が科学者（西洋医学者）の立場を離れ

ることなく，しかし伝統医学の良さも取り入れ，維持透析患者のQOL向上の選択肢の幅を「健全に」広げ

てあげることができればと最近考えています．

医療法人衆和会桜町クリニック
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学 会 ご 案 内

●第40回 日本小児腎臓病学会学術集会

日 時：平成17年5月12日（木）～14日（土）

会 長：根東義明（東北大・大学院・医）

会 場：仙台国際センター（仙台市）

問合せ：〒980�8574

仙台市青葉区星陵町1�1

東北大・大学院・医 医学情報学分野（永野千代子 気付）

TEL 022�717�7574 FAX 022�717�7505

●第21回 日本医工学治療学会学術大会

日 時：平成17年5月13日（金）～15日（日）

大会長：秋葉 隆（女医大・腎C）

会 場：都市センターホテル（東京都）

問合せ：〒162�8666

東京都新宿区河田町8�1

女医大・腎C 血液浄化部門

TEL 03�5269�7354 FAX 03�5269�7516

●第67回 北海道透析療法学会学術大会

日 時：平成17年5月29日（日）

大会長：大平整爾（札幌北クリニック）

会 場：札幌市医師会館（札幌市）

問合せ：〒060�0001

札幌市中央区北1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

●第16回 日本サイコネフロロジー研究会学術集会

日 時：平成17年6月11日（土）・12日（日）

当番世話人：川口 洋（いわき泌尿器科）

会 場：スパリゾートハワイアンズ（いわき市）

問合せ：〒973�8403

いわき市内郷綴町沼尻62

いわき泌尿器科

TEL 0246�27�5522 FAX 0246�27�2908
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学 会 ご 案 内

●第48回 日本腎臓学会学術総会

日 時：平成17年6月23日（木）～25日（土）

総会長：下條文武（新大・大学院・医歯）

会 場：パシフィコ横浜（横浜市）

問合せ：〒951�8514

新潟市学校町通二番町5274

新大・大学院・医歯 腎・膠原病内科

TEL 052�227�2193 FAX 025�227�0775

●第50回 日本透析医学会総会・学術集会

日 時：平成17年6月24日（金）～26日（日）

大会長：鈴木正司（信楽園病院）

会 場：パシフィコ横浜（横浜市）

問合せ：〒950�2071

新潟市西有明町1�27

信楽園病院 内科

TEL 025�267�1295 FAX 025�267�1295

E-mail jsdt50@ocn.ne.jp

●第21回 腎移植・血管外科研究会

日 時：平成17年6月30日（木）～7月2日（土）

世話人：星長清隆（藤田保衛大）

会 場：高山グリーンホテル（高山市）

問合せ：〒470�1192

豊明市沓掛町田楽ケ窪1�98

藤田保衛大 泌尿器科

TEL 0562�93�2600

●第14回 腎不全外科研究会学術集会

日 時：平成17年7月8日（金）・9日（土）

当番世話人：金 昌雄（かいこうクリニック）

会 場：リーガロイヤルホテル（大阪市）

問合せ：〒546�0042

大阪市東住吉区西今川3�1�21 スーパーカナエ3F

かいこうクリニック

TEL 06�6769�7811 FAX 06�6769�7822
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●第20回 新潟腎シンポジウム

日 時：平成17年7月9日（土）

実行委員長：下条文武（新大・大学院・医歯）

会 場：朱鷺メッセ（新潟市）

問合せ：〒951�8510

新潟市旭町通一番町757

新大・大学院・医歯 内部環境医学講座（第二内科）

TEL 025�227�2200 FAX 025�227�0775

●第32回 東北腎不全研究会

日 時：平成17年8月20日（土）・21日（日）

代 表：鈴木唯司

会 場：青森市文化会館，他



はじめに

高知県透析医会は日本透析医会の高知県支部として

昭和49年頃に発足したようですが，詳細については

残念ながら当時の資料は残っておらず不明であります．

平成13年8月18日の総会で，高知県透析医会会則を

23年ぶりに改正を行いました．現在の組織として，

会長，副会長，会計，監事，各1名，理事9名で構成

されています（表 1）．平成16年11月現在の施設数

は42，会員数は66名，会員は個人会員のみとし，年

会費は現在のところ千円です．総会は，原則として年

に1回開催し，総会事項以外に当面する諸問題などに

ついて意見交換を行っています．また会員との懇親会

も行い透析医間の親睦・情報交換を行っています．

1 活動状況

高知県透析医会の学術活動として，年に1回，高知

県透析研究会を開催し，そのときに特別講演，教育講

演を企画しています．医師はもちろん看護師，臨床工

学技士，栄養士などコメディカルの方々とともに，よ

り良い透析医療を目指して努力しており，毎回の参加

者は100名以上，盛況であります．

平成14年からの高知県透析医会の活動をご報告い

たします．

●平成14年2月17日

「ASOの治療戦略」

名古屋共立病院院長 鳥山高伸先生

●平成14年9月29日

「透析室における感染対策について」

春日部秀和病院副院長 栗原 怜先生

「成り立ちから考えるROD治療」

東京慈恵会医科大学付属青戸病院 腎臓・高血圧

内科 重松 隆先生

「これからのブラッドアクセス維持管理について」

社会保険中央病院透析療法科主任部長 天野 泉

先生

第36回四国透析研究会の当番幹事として開催，

572名と盛会でありました．

●平成15年2月23日

「透析患者の栄養管理」

仁真会白鷺病院院長 金 昌雄先生

●平成16年2月22日

「血液透析患者における脳循環と血圧管理」

九州大学病院腎疾患治療部助教授 平方秀樹先生

●平成16年9月11日：総会開催

以下について検討しました．

① 平成15年度会計報告

② 第31回高知県透析研究会開催について（日

程，特別講演1題，ランチョン1題など）
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湯浅健司

高知県透析医会会長

表1 高知県透析医会役員

会 長 湯浅健司

副 会 長 原 郁夫

会 計 板原 隆

監 事 小松文都

理 事 北村 潔，寺尾尚民，桑原和則，島津栄一，

三宅 晋，中山拓郎，近森正昭，湯浅健司，

原 郁夫



③ 人事（次期会計担当について）

④ 第38回四国透析研究会役員会からの報告と

して，災害時緊急連絡網について，四国透析研

究会HPの会員専用ページからの情報送信につ

いて検討．

⑤ 透析中の事故予防に関する話題

⑥ 2040年に到来が予測されている南海大地震

による津波被害・対策について，専門家（高知

工科大学）の講演の企画

●平成17年2月20日（予定）

「透析患者のリン管理・リンの調節因子」

春日井市民病院 渡邊有三先生

「透析患者の栄養評価と栄養指導」

東京医科大腎臓科 金澤良枝先生

2 今後の課題

透析医療および境界領域の向上・発展を図り，透析

医療を通じ高知県の医療に貢献するために，今後学術

研修会の頻度を増やし，コメディカルを含めた会員お

よび各透析施設の充実を図る必要があります．

災害・救急体制の整備については，高知県において

は2040年には南海大地震が予測されていますし，ま

た最近の中越地震をはじめとする災害対策の整備が重

要な課題となっています．日本透析医会はもちろん各

県あるいはブロック単位での連絡・救助体制が整備さ

れつつあります．高知県透析医会においても，各透析

施設内での対策はもちろんのこと，各施設間の連絡体

制や，行政との連携などについて検討をしたいと考え

ています．

おわりに

透析患者のQOLの維持・向上を目指して，透析患

者が安心して，安全に，良質で，高度な透析医療をう

けられるよう，各々のキーワードの分野で高知県透析

医会支部としてひとつずつ充実させていきたいと考え

ています．
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本稿では，前号で報告後平成16年12月17日，平成17年1月28日，2月25日の3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するとともに，日本透析医会の主な活動についてご報

告します．

1.平成18年医療保険改定への対応

平成18年の医療保険改定は大幅な見直しとなる上，介護保険の見直しの時期も重なるため，医

会としてもこれまでにない早い時期での対応が必要と考えております．これまでの行政に対するア

プローチに加え，今年1月12日には日本医師会の執行部の先生に懇談の機会を持っていただきま

した．現在の日本医師会の執行部には，複数名の直接透析医療に関わる先生方がおられることもあ

り，今回，日本透析医会としての認識および姿勢について，時間をかけてご説明をさせていただく

ことができました．これを踏まえ日本医師会の先生からは，施設基準の策定も含めた透析医療の質

の確保の必要性についてご指摘がありました．

厚生労働科学研究の肝炎事故防止研究班では，大平副会長を中心に透析施設の基準作成のための

調査を行っているところですが，きちんとした医療を提供している施設が報われるような点数設定

というのが一つの理想だとは考えております．今後も支部を通じ，あるいは直接に医会までご意見

お待ちしております．

2.新潟県中越地震に関して

昨年10月23日に新潟県中越地方で発生したいわゆる新潟県中越地震は，最終的には死者40人，

負傷者4,656人，住居全壊 2,802棟などの甚大な被害を記録しました．被災により透析ができなく

なった医療機関は3施設（小千谷総合病院，十日町診療所，長岡中央総合病院）で，これによって

一時的に他施設での透析を余儀なくされた患者は計337名にのぼりました．

今回の被災に際し，1人として透析患者が透析を受けられないという事態を招くことなく，概ね

スムーズに対応できましたのは，ひとえに被災された施設の関係者をはじめ，新潟県および長野県

など支援施設の透析関係者，ボランティアとして現地に赴かれた医療スタッフの方々，新潟県およ

び各市町村の行政関係者，そのほか大勢の方々の献身的な努力があってのことであります．透析医

療に携わる者の1人として，紙面の上ではありますが心より御礼申しあげます．
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また被災施設支援のため医会より義援金を募りましたところ，最終的には150件，8,481,708円

ものご浄財をお預かりいたしました．ご支援いただきました皆様方には心より感謝申しあげます．

昨年12月の常任理事会の時点で，義援金の総計が約525万円であったため，この時点で時期を逸

することなく被災施設支援に資するよう，被災3施設に対し計500万の支払いを決定しましたが，

その後も多額の義援金をお預けいただき，結果的に3,481,708円の残額が発生しました．この残額

分については常任理事会で検討の結果，今後発生が予想される大規模災害支援のために別立てで医

会がお預かりしておく，という形にさせていただきます．皆様のご厚意が最大限有効に活かされる

よう考えた上での結論ですので，ご理解をお願い申しあげます．

また杉崎専務理事と，今号でも寄稿されている浦河赤十字病院の赤塚東司雄先生が，地震発生3

日後より現地に入り支援活動および状況取材を行いました．その成果の一部はすでに3月に大阪で

開催された日本集団災害学会など，複数の学会等の場にてご報告させていただきました．医会とし

ましては，今回の中越地震に対する対応の評価と反省を踏まえて，遠くない将来に発生が予想され

る東海・東南海地震などの海溝型地震，あるいは阪神大震災のような都市部の直下型地震に対する

対応を今後の課題として検討していきます．皆様のご意見，ご提案よろしくお願い申しあげます．

3.災害時医療連絡協議会

災害時緊急医療に実効ある支援を実施できる体制を平時より構築しておくことを目標として平成

16年10月「災害時医療連絡協議会」が，内藤秀宗日本透析医学会理事，井上欣三神戸大学海事科

学部教授を中心に設立されました（会長：押田栄一元龍谷大学教授）．この協議会は，一つの目標

として災害時における海上からの透析患者支援を掲げており，医療機関，医療機器メーカー，情報

産業，電気・水道・ガスなどのライフライン関係者，海事関係者など約20団体が参加しています

が，日本透析医会も，杉崎弘章専務理事が副会長として参加するなど，全面的な協力体制で臨んで

います．

まず，災害時の透析医療の円滑な海上支援を目指すべく，神戸大学海事科学部で開発された「危

機管理・海上支援ネットワーク」と日本透析医会「災害時情報ネットワーク」の連携をスタートし

ました．また，今年3月9日には，神戸大学の練習船「深江丸」（450トン）を使って，災害時に

透析患者を海上搬送するための検証航海を神戸港沖で実施しました．

大規模な地震や津波によって陸上交通が寸断されることは，阪神大震災，中越地震，さらにはス

マトラ沖地震ですでに証明済みであり，このような状況で海上輸送をいかに行うかということは，

災害時の医療支援にとって大きな課題です．日本透析医会としては，透析医療の災害対策の一環と

して取り組み，海上支援の検証を重ねていく予定です．
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お 知 ら せ

平成17年度（財）日本腎臓財団 公募助成のご案内

【目的】

当財団は，腎臓に関する研究と腎不全医療の発展を支援し，腎疾患の予防，腎疾患患者さんの

QOLの向上を図り，ひいては国民の健康に寄与することを目的としています．

この目的に沿うと期待される腎臓学研究者，腎不全医療関係者に助成を行います．

【選考条件】

ａ.基礎的な腎臓学ではなく，腎臓病，特に腎不全医療に貢献する応用が可能な研究を望みます．

ｂ.比較的日の当り難い分野，他から助成を受け難いものを優先対象とします．

ｃ.応募時45歳以下（昭和35年（1960年）4月以降に生まれた方）．

ｄ.申請書には所属長の署名が必要です．

ｅ.倫理規定に抵触する可能性のある研究を応募する際は，倫理委員会を通過することが必要です．

ｆ.同一の診療科からの応募は一件のみとします．

ｇ.既に当財団の助成を受けられた方は応募が出来ません．

【助成額】

平成17年度 コメディカル 1件 50万円―2件

医師 1件 100万円―2件

【締め切り】

平成17年5月13日（金）必着

【選考】

公募助成選考委員の厳正なる審査により決定します．

【助成金の交付及び報告書・成果報告の提出，GrantNo.の設定】

6～7月に助成金を交付します．

報告書・成果報告を平成18年3月末日までに提出して下さい．

助成金交付時にGrantNo.を設定しますので，助成該当研究を発表する折には必ず明記して下さい．

【雑誌への掲載】

原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．

別に雑誌「腎臓」平成18年度VOL.29，No.3へ研究成果を総論的に掲載します．

【書類送付・問合せ先】

〒112�0004 東京都文京区後楽2�1�11

（財）日本腎臓財団 公募助成係宛

TEL ０３�３８１５�２９８９ FAX ０３�３８１５�４９８８

※ホームページでもご覧いただけます． URL http://www.jinzouzaidan.or.jp/
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お 知 ら せ

第4回「維持透析患者の補完・代替医療研究会」のお知らせ

漢方薬・鍼灸・気功・アロマテラピー・指圧・マッサージ・温泉浴などの補完・代

替医療と呼ばれる行為は，各種疾患患者のQOL向上に有用であることがいわれてい

ます．

本研究では，維持透析患者への応用を検討します．第50回日本透析医学会学術集

会の折に，第4回維持透析患者の補完・代替医療研究会を開催します．

日 時：2005年6月25日（土）15:00p.m.―19:00p.m.

場 所：日石横浜ホール

〒231�0062 神奈川県横浜市中区桜木町1�1�8日石横浜ビル内

TEL：045�683�2810

15:00p.m.―17:00p.m.一般演題

17:00p.m.―18:00p.m.特別演題（Ⅰ）

演者：上田至宏（関西鍼灸大学・医学情報センター長・教授）

演題：脳と日本的観想

18:00p.m.―19:00p.m.特別演題（Ⅱ）

演者：阿岸鉄三（板橋中央総合病院血液浄化療法センター所長）

演題：医療と宗教

一般演題募集：演題・演者・所属・連絡先を含めて 800字以内の抄録を

E-mail（textstyleで添付ファイル）で5月20日までに事務局に提出して

ください．

鍼治療コーナー：鍼治療コーナーを開設します．無料．

時間：13:00p.m.―17:00p.m.場所：研究会会場付近

参加費（年会費を含む）：2,000円

（社）日本透析医学会認定学術集会（3単位取得できます）

維持透析患者の補完・代替医療研究会

代表世話人：阿岸鉄三

事務局：〒174�0015 東京都板橋区小豆沢2�12�7

板橋中央総合病院血液浄化療法センター

TEL&FAX：03�5915�2775

E-mail：na6t-ags@asahi-net.or.jp
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お 知 ら せ

平成17年度 透析療法従事職員研修のお知らせ

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

対象者の方々に，透析療法に関しての研修を行い，専門従事者の確保および技術向上に資するこ

とを目的としています．

1.対 象 者：透析業務に従事する医師・看護師（准看護師を含む）・臨床工学技士・臨床

検査技師・衛生検査技師・栄養士・薬剤師

2.講 義：日時 平成17年7月8日（金），9日（土）

場所 大宮ソニックシティ

3.実 習：講義終了後，平成17年12月末日までに全国178の実習指定施設において所

定のカリキュラムを行います．

対象者は，医師・看護師（准看護師を含む）・臨床工学技士

4.受講費用：講義のみ 18,000円（税込）

講義と実習 18,000円（税込）＋実習料（※注）
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このところ地球上に起こっている天災の凄さは言語に絶するものがあります．台風や大雨による

被害，そして10月に発生した新潟中越地震により，阪神淡路大震災から10年目に再び震度7を経

験させられました．新潟中越地震において，透析医療におけるボランティア活動が，透析医会や透

析医学会の迅速かつ適切な対応によりスムーズに実行されたことは，この10年の経験が生かされ

たものと考えます．

本号では，これら台風や水害における実態調査や対策がいち早く掲載されたことは，これからの

透析医療の災害対策により有用のことと思います．特に浦河赤十字病院の赤塚東司雄先生の「透析

室地震災害と対策およびその検証について」により具体的な内容で寄稿していただきましたので是

非とも御一読していただきたいと思います．もし近くに自治体が開設している防災センターがあれ

ば，震度7とはどんなものなのかを経験されておくと良いと思います．

昨年はDOPPS報告がなされており，会員の皆様方も承知されておられると思いますが，秋澤忠

男先生によりわかりやすくポイントを押さえた解説をして頂いております．また新潟大学の西慎一

先生に「慢性血液透析患者における腎性貧血治療のガイドライン」の解説を寄稿していただきまし

た．それ以外にも高齢化に伴うCAPD療法や透析患者の多くが悩む睡眠障害などの論文を掲載い

たしました．

研修セミナーでは，糖尿病患者の増加によって多くなったASO患者への早期の対策がなされれ

ば，患者のQOLの向上や医療費の削減にもつながることになるためASOが取り上げられました．

そのほか各支部の特別講演2件を掲載いたしましたのでこれからの透析医療に役立てていただけれ

ば幸いに存じます．

最後にご多忙中にかかわらず多数の原稿を寄稿していただいた諸先生方に深く感謝申し上げると

ともに，会員の皆様方の今後のご活躍を祈っております．

広報委員会委員 奈 倉 勇 爾
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