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少子高齢化に対して「移民を受入れる」など一発逆転の施策もないまま，生産人口の低下が続い

ている．医療制度も大変革の時期を迎えてしまった．特に経済的側面，医療への市場主義導入，ア

メリカ型医療の輸入が強く打出されてきた．「無い袖はふれない」と言われてしまえば返答に窮す

るが，国民の医療を守る立場から考えれば，諸外国から高く評価されている国民皆保険制度，有床

診療所など守るべき制度は多い．透析医療もその一つと考える．では「透析医療は守れるか？」と

いうとかなり難しい局面にある．多くの一般人（他科の医師も含め）は透析医療＝終末期医療と考

えている．この考えを払拭しない限り今までの透析医療の魅力は失うのではないだろうか？ 「政

策医療から一般医療」へ変貌しつつある透析医療を「終末期医療」と位置付けられては経済制裁が

直撃するだろうし，守れない，また，今後この医療を担うであろう若手の医師にとっても魅力のな

い職場となってしまうだろう．

さらに透析医療が「一般医療」の位置付けとなれば，魅力を失う原因はほかに二つあるように思

う．一つは3K問題（きたない，厳しい，きつい）とハイリスク・ローリターン．もう一つはベ

ッドサイド医療の代表である透析医療の「アートとサイエンス」のバランスが崩れサイエンス寄り

に歪められつつあることだろう．

3K問題．どの科にも3K問題はあるが特に小児科医，産婦人科医，外科医，透析医が激減して

いるのは？ いろいろ原因はあるだろうが共通項は，3K問題，ハイリスク・ローリターンであろ

うか？ 若手の医師は，昼夜，休日の区別も無く患者のために働くことに異論を唱える者は少ない

と思うが，少し経験を積むと3Kとハイリスク・ローリターンが頭を持上げてくる．ローリター

ンはなにも金銭的なものばかりではない，評価，自己満足も入る．昔は尿毒症で意識のない患者に

休みを返上してでも連日透析をして意識が戻って社会復帰した患者が少なくなかった．患者や家族

から神様のように評価され，自分でも患者を救ったという満足感があった．今はそういうことを経

験することはほとんどない．透析医のQOLは低下している．それでは3Kを解決しようと，週40

時間以内の勤務にすると人件費が高騰して人件比率が50％近くになり経営的にかなり厳しくなる．

やはり3Kの上に成立っているのがわかる．透析医のQOLの低下はいかんとも仕方がないのだろ

うか？

一方「アートとサイエンス」のバランスはどうか？ 「情報開示」と「個人情報保護」，次元は異

なるが相反する時代に突入して戸惑っている，少なくとも私は．確かに「情報開示」により透析医

療はサイエンスが占める部分が多くなってきて，アートの部分は少なくなってきた．これも魅力の

なくなる一因かもしれない．しかし「情報開示」しても「そんなものは良くわからん，先生に任し

てあるから先生の良いと思うようにやってくれ」，「味噌汁と漬物を少し減らしましょう」と充分説
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明してわかってもらえたと思っていたら栄養障害に陥る高齢者も多い．ここに「アート」の復活が

あるかもしれない．家族の参加も得て，延命（サイエンス）ばかりでなく高齢者の本来のQOLを

追求することが透析医療に求められている道かもしれない．これは終末期医療とは一線を画するも

のであることを胆に銘じたい．
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要 旨

血液透析療法においてその質と量が論じられる場合，

標準的な指標として，Kt/V，クレアチニンクリアラ

ンス（Ccr）が使われる．DOQIガイドラインでは，

CAPDの至適透析量として，尿素窒素として週Kt/V

2.0以上，Ccr60L/week/1.73m2以上を推奨し，日

本の場合は，週Kt/V 1.80，Ccr50L/week/1.73m2

以上が妥当であるといわれている．

一方，一度起きたら治療に難渋するのが腹膜硬化症

である．その主要な原因は最も毒性が高いといわれて

いる3，4-DGといわれており，CAPDの質を担保し，

量を保証するには，今後は，これらを含有していない

透析液を使用すべきと考える．

はじめに

腹膜透析は，腎不全患者の体液の恒常性を維持する

ために患者自身の腹膜，すなわち，腹腔の内面と腹腔

内臓器の表面を覆う壁側腹膜（parietalperitoneum）

と臓側腹膜（visceralperitoneum）からなる1層の

膜を使用する．このような半透膜の機能を有効利用し，

質の高い透析医療を提供するためには，腹膜，透析液

組成に変化が無いという前提に立つとすれば，腹膜透

析液の交換液量，回数の工夫あるいは腎機能の温存が

必要ということになる．

本稿ではそのような透析療法の量的な側面と，それ

によって得られる患者の臨床状態という質的な側面と

の関連性を明らかにし，ここで得られた知見をどのよ

うにして高齢者透析に応用すればよいかなどについて

も言及したいと思う．

1 標準化透析指標

1） Kt/V urea

血液透析療法においてその質と量が論じられる場合，

標準的な指標として，ureakinetics，すなわちKt/V

が使われる．Kt/Vは，単純に腹膜透析に適用できる

かどうかということは別として，代用できる指標がな

い現時点ではCAPDの質と量の指標としても汎用さ

れている1）．

2） クレアチニンクリアランス

クレアチニンクリアランス（Ccr）は通常ml/min

で表されるが，腹膜透析ではL/weekで表す．腹膜

透析ではPD firstという考え方があり，残腎機能の

指標と同じ次元になるので，保存期腎不全とダブらせ

て考える場合に簡便となる．

3） DOQIガイドライン

次に述べるCANUSAStudy等の結果を基に，Na-

tionalKidneyFoundationは腹膜透析における至適

透析のガイドラインを示している．それが・Dialysis

OutcomeQualityInitiative（DOQI）ClinicalPrac-

ticeGuidelines・であり，一般的に略してDOQIガイ

ドラインと呼ばれている．
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ここでは，CAPDの至適透析量として，尿素窒素と

して週Kt/V 2.0以上，Ccr60L/week/1.73m2以上

を推奨している2）．なお，NIPDでは，週Kt/V 2.2

以上，Ccr66L/week/1.73m2以上，CCPDでは，週

Kt/V 2.1以上，Ccr63L/week/1.73m2以上が目標

値となる．

2 CANUSA Study

カナダ・アメリカで1990年9月から1992年12月

にPD導入された患者680名を対象に1993年12月ま

でフォローし，死亡への相対危険率について調べられ

た．腎臓機能は，この2年間に腹膜の劣化は無いもの

の，経時的に徐々に低下し，Ccrでいうと3.8ml/min

程度から徐々に1.4へと低下，これを反映して，全体

としてのKt/Vも経時的に低下している．血清アルブ

ミンは変化が見られないし，栄養指標のSGAもPD

開始後まもなく上昇するが，それ以降はほとんど変わ

らない（表1）3）．

この間，137名は腎移植を受け，118名が技術的な

トラブルで脱落している．死亡患者は，90名で比較

的早期に死亡し，CAPDそのものに関連した死亡で

はなかったと言う．

Coxproportionalhazardsmodelを用いて，各要

因の死亡の相対危険率を算定した結果が表2であるが，

年齢が1歳上がると，死亡の危険率は3％上昇し，イ

ンシュリン依存型糖尿病患者は49％上昇している．

心血管系疾患（CVD）合併症は112％上昇し，2倍

以上の危険率と算定された．

Ccrについては，5L/week/1.73m2上昇すると，

危険率は7％減少し，Kt/Vが0.1上昇すると6％減

少する．このことから，本研究ではCAPDによって，

Kt/V 2.1またはCcr70L/week/1.73m2を維持する

ようにすると，2年間の生存率は78％になると想定で

きると結論づけている．すなわち，CANUSA Study

では小分子クリアランスを上げると患者の生存に有利

だとされた．

なお，血清アルブミンは1g/L上昇すると危険率

は6％減少し，SGA 1unit上昇すると25％減少し

ていた．そのほか，アメリカとカナダでは死亡率が大

きく異なり，アメリカだと危険率が95％増加すると

の成績も出ており，CAPDに対する患者自身の意識

の差が生存率，継続率に差をもたらしている可能性も
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表1 CANUSA Study;Kt/V，CCrの推奨

月 0 6 12 18 24

患者数 680 525 321 166 78

総Kt/V（ /week）

経腹膜

腎

2.38

1.67

0.71

2.25

1.67

0.58

2.1

1.68

0.41

2.02

1.66

0.39

1.99

1.7

0.28

総Ccr（L/week/1.73m2）

経腹膜

腎

83

44.2

38.8

74.7

44.6

30.1

68.3

46.4

21.9

65.7

45.3

20.4

61.6

47.3

14.3

血清アルブミン（g/L） 34.9 35.1 35.1 35.1 35.2

SGA（0～7） 5.19 5.96 6 6 6.01

（ChurchillD,etal.:JAm SocNephrol,7;198�207,1996）

表2 CANUSA Study;相対危険率

RR

年齢1歳上昇

糖尿病（IDDM）

心血管疾患（CVD）

総 Ccr（5L/week/1.73m2増加）

総 Kt/V（0.1/week増加）

血清アルブミン（1g/L増加）

SGA（1unit増加）

国（USA）

1.03

1.49

2.12

0.93

0.94

0.94

0.75

1.95

（ChurchillD,etal.:JAm SocNephrol,7;198�207,1996.）



あり，興味深い．

3 介入試験

1） 1日透析液量6Lと8Lの違い

通常，CAPDでは1日4回の交換が基本となって

いる．1日6Lから8Lに増やすことによる1年間の

臨床経過への影響につい検討したMakら4）の報告を

まとめたのが表3で，量を増やすとクリアランスは増

やした分だけ上昇し，腹膜からのクリアランスも上昇

していた．但し，量を増やすと質も良くなるだろうと

の想像に反して，低アルブミン血症の改善効果は得ら

れず，入院日数や見た目の患者の状態などの臨床スコ

アは量を増やしても変わっていない．

2） 残腎機能維持の影響

Szetoら5）は，

① 残腎糸球体濾過率（residualglomerularfil-

trationrate;rGFR）が1ml/min/1.73m2以上

の患者48名［3.46±1.46ml/min/1.73m2，Kt/V

2.03±0.25］をRRF群

② rGFRが1ml/min/1.73m2以下で，平均Kt/V

1.93±0.18の49名をDD（dialysis-dependent）

群［rGFR0.30±0.30ml/min/1.73m2］

③ Kt/V 1.38±0.22の71名をCTL（control）群

［rGFR0.29±0.32ml/min/1.73m2］

の3群に対象患者を分け，入院期間，腹膜炎発症など

の面から残腎機能の患者予後への影響を検討した．

栄養指標の normalized protein catabolicrate

（NPCR）では，CTL群はRRFおよびDD群より有

意に低い（p＜0.01）が，アルブミンでは差は見られな

かった．当然，DD群の1日当たりの透析液量は他群

より有意に多い（p＜0.001）．また，RRF群は他群よ

り入院日数や腹膜炎回数で有意に少なかった（p＜0.05）

が，DD群とCTL群の比較では，差は見られていな

い．

各群の患者survivalを表 4に示す．期間が短く患

者数が少ないが，RRF群は生存率が良い傾向が見ら

れた．腎機能が残っている患者はすべての面で予後が

良い．

3） ADEMEX Study

ADEMEXの略は，AdequacyofPD inMexico

であることでもわかるように，メキシコでPD導入さ

れた患者を対象にした研究である．対象は1998年6

月から1999年5月までの2年間に追跡調査された965

名の患者で，患者は調整群とコントロール群にランダ
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表3 透析液量増加のメリット（1日透析液量6Lと8Lの影響）

6L/D（n＝42）
開始時

6L/D（n＝36）
1年後

8L/D（n＝40）
開始時

8L/D（n＝30）
1年後

両群の開始時と
1年後の有意差

wKt/V total

peritoneal

Renal

1.87±0.08

1.56±0.05

0.31±0.07

1.67±0.05

1.56±0.05

0.11±0.03*

1.82±0.07

1.59±0.04

0.23±0.06

2.02±0.08*

1.92±0.07*

0.10±0.04*

＊

＊

なし

wCCR total

peritoneal

Renal

64.8±3.2

46.8±1.3

18.0±3.5

54.6±2.0*

48.4±1.5

6.2±1.7*

63.2±4.7

47.5±1.1

15.7±4.7

61.9±2.0

56.6±1.0*

5.3±2.0*

＊

＊

なし

UNA（g/d） 5.49±0.28 5.15±0.34 5.49±0.28 6.92±0.45* なし

nPNA（g/kg/d） 1.13±0.04 1.04±0.03 1.10±0.03 1.24±0.05* なし

netUF（L/d） 0.68±0.07 1.01±0.06* 0.83±0.09 1.51±0.10* ＊

尿量（L/d） 0.43±0.08 0.18±0.05* 0.28±0.07 0.11±0.04* なし

D/Purea 0.97±0.01 0.94±0.02 0.96±0.01 0.90±0.02* ＊

D/Pcr 0.90±0.01 0.89±0.02 0.87±0.02 0.80±0.02* ＊

s-cr 12.0±0.5 12.7±0.5 12.9±0.5 13.2±0.5 なし

s-albumin 3.35±0.07 3.41±0.07 3.79±0.17 3.48±0.08 なし

臨床スコアー 23.4±0.3 21.8±0.5* 22.2±0.6 22.7±0.4 なし

入院日数 9.0±1.8 17.7±4.4 16.0±3.2 10.6±3.0 なし

（MakS,etal.:Am JKidneyDis,35;105�114,2000.）
＊p＜0.05



ムに分けられている6）．調整群とは透析液量を増加さ

せたりなどして，経腹膜クレアチニンクリアランス

（pCrCl）を60L/week/1.73m2に設定した群であり，

コントロール群とは2Lの透析液を1日に4回使う群

である．

表5の対象患者の臨床背景でわかるように，試験開

始時の年齢・性別・原疾患・合併症・栄養状態・臨床

状態（血圧・アルブミン・ヘマトクリット等）・残腎

機能・経腹膜クリアランスなどに関しては，両群に有

意な差は見られない．無論，図1で明らかなように調

整群の腹膜クレアチニンクリアランスは，平均として

は 60L/week/1.73m2に達していないが，コントロ

ール群に比して高い．

調整群とコントロール群の患者生存率は，図2で明

らかなように，調整群とコントロール群の患者生存率

に差は見られない．すなわち，CANUSA studyの成

績とは異なり，経腹膜小分子クリアランスを増加させ

ても生存率に差は見られず，残腎機能維持こそが生存

に有利であることを示唆している．

この研究では，さらに糖尿病の有無・年齢（50歳

未満とそれ以上）・アルブミン（3g/dl未満とそれ以

上）で分け，調整群とコントロール群での有意差を検

討しており，糖尿病の有無による有意差はあるが，そ

れぞれでの調整群とコントロール群には差が見られな

いと報告している．同様に，年齢（50歳未満とそれ

以上）・アルブミン（3g/dl未満とそれ以上）では，

設定範囲上下の有意差は見られるが，調整群とコント

ロール群との差は見られない．
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表4 残腎機能の影響

RRF（48名） DD（49名） CTL（71名）

年齢（歳）

男性数

体重（kg）

平均Kt/V

rGFR（ml/min/1.73m2）

透析期間（月）

透析液量（L/d）

生存率（％）

入院日数

非入院患者（％）

腹膜炎回数

非腹膜炎罹患患者（％）

53.4±10.8

33

60.3±7.7

2.03±0.25

3.46±1.46

12.6±10.2

6.41±0.82

97.8

6.9±11.8

58.3

0.27±0.64

81.3

48.0±12.0

20

54.2±8.6

1.93±0.18

0.30±0.30

38.6±27.2

7.17±1.29

91.8

14.9±25.1

38.8

0.88±1.01

34.7

53.6±10.1

34

61.0±9.3

1.38±0.22

0.29±0.32

27.6±23.4

6.52±0.88

87.3

10.6±11.6

28.2

0.93±1.23

52.1

（SzetoC,etal.:Am JKidneyDis,34;1056�1064,1999.）
残腎機能は予後に影響（RRFが高い例は入院日数・腹膜炎は少ない）
RRF群;残腎糸球体濾過率（residualGFR）1ml/min/1.73m2の以上の患者48名
DD（dialysis-dependent）群;rGFRが1未満でKt/V 17以上の49名
CTL（control）群;Kt/V 1.5以下の71名

表5 ADEMEXStudy

調 整 群
（481名）

コントロール群
（484名）

年齢

男性（％）

体重（kg）

BUN（mg/dl）

Cr（mg/dl）

CCr

rKt/V

アルブミン（g/dl）

46.6±13.7

56

67.0±13.8

52.6±18.1

10.7±3.6

15.5±19.8

0.34±0.46

2.95±0.64

47.9±14.1

60

65.4±12.4

52.6±17.7

10.7±4.0

17.0±24.9

0.36±0.57

2.87±0.64

（PaniaguaR,etal.:JAmSocNephrol,13;1307�1320,2002.）
メキシコでPD導入されている965名の患者を1998年6月から
1999年5月までの2年間フォロー
調整群とは経腹膜クレアチニンクリアランス（pCCr）を60L/
week/1.73m2に調整

図1 ADEMEXStudy（腹膜のクレアチニンクリアランス変化）

（PaniaguaR,etal.:JAm SocNephrol,13;1307�1320,2002.）



4） HongKongStudy

Loら7）は，1996年5月から1999年7月までに香港

の新規導入 PD患者 320名を目標週 Kt/V値別，す

なわち週 Kt/V 1.5～1.7，1.7～2.0，2.0以上の 3群

に分けた．導入時の患者背景は表6に示す通りで，週

Kt/V 1.5～1.7群は体重・総体液量（TBW）・透析液

量がほかの2群より多いが，ほかでは大きな差は見ら

れていない．平均観察期間は24.3±13.2（1.3～56.7）

カ月である．

図3は各群での生存率の推移を示しているが，生存

率で見ると，Kt/Vを2.0上にするとほかと比べ生存

率は最終的に高く維持できているのがわかる．
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図2 ADEMEX Study

生存率は腹膜クリアランスに依存せず．

（PaniaguaR,etal.:JAm SocNephrol,13;1307�1320,2002.）

図3 HongKongStudy（生存率の比較）

（LoW,etal.:KidneyInt,64;649�656,2003.）

表6 HongKongStudy

Kt/V 1.5～1.7 Kt/V 1.7～2.0 Kt/V 2.0以上

患者数

年齢

男/女

糖尿病患者（％）

体重（kg）

TBW（L）

BMI（kg/m2）

アルブミン（g/L）

CNI

nPCR（g/kg/d）

r-GFR（ml/min）

D/Pcr

透析液量（L/d）

Kt/V total

Kt/V 腹膜

Kt/V 腎

Ccr total

Ccr 腹膜

104

56.9±14.0

60/44

28（26.9％）

58.6±10.6

32.3±5.2

22.1±3.3

33.5±4.3

6.61±5.07

1.01±0.26

2.38±1.38

0.70±0.15

6.35±0.76

1.98±0.38

1.53±0.31

0.44±0.29

76.0±19.4

41.5±12.6

104

58.5±12.7

47/57

33（31.7％）

55.8±10.6

30.4±4.9

22.0±3.8

33.8±4.1

6.54±5.50

1.05±0.26

2.48±1.52

0.67±0.13

6.12±0.47

2.06±0.40

1.59±0.33

0.46±0.27

76.8±22.0

39.8±13.3

112

60.9±12.3

47/65

42（37.5％）

55.0±9.0

30.0±4.4

21.8±3.1

33.6±4.8

6.69±5.33

1.04±0.24

2.64±1.45

0.70±0.13

6.19±0.58

2.11±0.38

1.62±0.31

0.49±0.28

80.1±21.3

42.3±11.6

（LoW,etal.:KidneyInt,64;649�656,2003.）
1996年5月から1999年7月;香港の新規導入PD患者320名（週Kt/V1.5～1.7,1.7～2.0,2.0
以上の3群に分ける）



5） わが国の研究

21施設239名の患者の透析状態と栄養状態を調べた

熊野和雄ら8）の報告がある．対象の臨床背景は，表7

に示す通りで，これらの患者のうち，151名の患者は

無尿という．平均総Ccrは56L/week/1.73m2で，週

Kt/V 1.80であった．DOQIガイドラインと比較して

かなり低い．また，残腎機能のある88名では，Ccr60

L/week/1.73m2以上は60％，50L/week/1.73m2以

上は 83％．無尿患者では，Ccr60L/week/1.73m2

以上は18％，50L/week/1.73m2以上は50％であっ

た．全体としては，Ccr60L/week/1.73m2以上は33

％，50L/week/1.73m2以上は62％である．

さらに，これらの対象患者の外見から判断される透

析状態および栄養状態について，共同研究を担当した

医師は70％以上が良好だと考えているという．この

ような透析状態と栄養状態別の適正透析と判断された

グループの患者では，尿量が有意に多く，適正ではな

いとされた患者では経腹膜除水量が有意に多くなって

いた（表8�1，8�2）．

以上から，DOQIのガイドラインは日本の患者には

高過ぎるとし，最低ラインとして，熊野らは 50L/

week/1.73m2以上が妥当であると結論づけた．

4 シミュレーションプログラムによる透析量の決定

PDナビというシミュレーションプログラムを応用

すると，残腎機能，尿量，血清クレアチニン値，尿素

窒素値などのパラメーターを使用することによりKt/

V，Ccrを計算し，かつ液交換量を決定することがで

きる．Ccr10ml/min前後，尿量1,500cc/日の患者

の場合のCAPDにすると，週2日交換で1.8から1.7

以上のKt/Vが達成できることになる（図4）．こう
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表8�1 透析状態（日本）

適切（72.3％） 非適切（27.7％） p値

総除水量（ml/D）

尿量

PD除水量

総β2-MG除去量*

BUN（mg/dl）

Cr（mg/dl）

リン（mg/dl）

β2-MG（mg/l）

1,097±694

296±504

801±615

12±12

59±13

12±3

5.1±1.2

33±10

1,268±862

137±308

1,131±913

9±4

68±15

14±3

5.9±1.5

37±8

0.115

0.017

0.001

0.042

＜0.001

＜0.001

＜0.001

0.006

＊：L/week/1.73m2

（KumanoK,etal.:Am JKidneyDis,35;515�525,2000.）

表8�2 栄養状態（日本）

栄養良好（71％） 栄養不良（29％） p値

年齢（歳）

nPCR（g/kg/D）

Cr（mg/dl）

TP（mg/dl）

アルブミン（g/dl）

48±12

0.99±0.19

13±3

6.6±0.6

3.7±0.4

53±11

0.93±0.21

12±3

6.2±0.6

3.3±0.4

0.006

0.049

0.031

＜0.001

＜0.001

（KumanoK,etal.:Am JKidneyDis,35;515�525,2000.）

表7 患者背景（日本）

患者数（男性数）

年齢（歳）

体重（kg）

慢性糸球体腎炎（名）

透析期間（年）

尿量（ml/D）

RRF（ml/min）

Hct（％）

BUN（mg/dl）

クレアチニン（mg/dl）

アルブミン（g/dl）

リン（mg/dl）

239（160）

50±12

58±10

167

5.2±4.0

256±465

0.7±1.4

29±5

61±14

12±3

3.6±0.4

5.4±1.4

Ccr* total

腎

経腹膜

56±16

8±15

48±10

週 Kt/V total

腎

経腹膜

1.80±0.47

0.15±0.33

1.65±0.39

nPCR（g/kg/D） 0.97±0.20

＊：L/week/1.73m2

（KumanoK,etal.:AmJKidneyDis,35;515�525,2000.）



であれば，介護型PDも現実味を帯びてくるわけで，

患者の透析療法に対する選択肢の拡大につながること

が期待される．

さらに，浸透圧物資としてグルコースを使用した従

来からの腹膜透析液をイコデキストリン透析液に変え

ると，透析液量を減らしても同じ程度のクリアランス

が得られるとの指摘もある．そうであれば，液交換回

数を減らすことができることになり，患者にとって福

音になると期待している．

5 CAPDの質と透析液の生体適合性

1） 非生理的透析液

CAPDは，社会復帰には有利，在宅透析になった

場合に有利，食事制限が緩和される，残腎機能が維持

されるなどの長所を備えている．しかし，その患者数

は言うまでもなく決して多くはない．むしろ減る傾向

にさえある．このCAPDの増加を阻む理由は，腹膜

炎，腹膜硬化症，蛋白喪失，過剰な糖負荷による糖代

謝異常，スケイルメリットに乏しいというように，数

多い．しかも，社会保険のなかでのCAPDに対する

点数が不当な扱いをうけ，一部では点数がつかず，イ

ンセンティブが無いという欠点もある．

このような腹膜透析の短所のなかで，最重要課題が

腹膜硬化症である．確かに，感染性腹膜炎も問題であ

るが，これに関してはかなりコントロールできて，筆

者も当院に移って7年になるが，その間に一度も腹膜

炎を起こしたことが無い人が半数以上いるという事実

がそのことを如実に示している．

これに対して，一度起きたら治療に難渋するのが腹

膜硬化症であるが，その原因は意外に単純で，非生理

的な腹膜透析液が現時点でも使用されているところに

問題はあると考えている．非生理的透析液とは酸性透

析液，あるいは中性度の低い中性透析液であって，そ

のような腹膜透析液では高濃度のGDPs，AGEsを含

有している（図5）．最も毒性が高いといわれている

3,4-DGEは中性透析液では少なくなっているが，一

部には濃度の高いものもあり，一定ではない．酸性透

析液には図69）に示すようには，細胞毒性が強い3,4-

DGE，3-DG（ディオキシグルコソンの関連物質）が

さらに多く含まれており，本来，使用を控えるべきで

あるが，決定的ではないことを理由に使用が続けられ

ていることは残念である．透析液量を増加させても生

存率の改善に至らなかった理由はここにあるのではな

いかと想像している．

ペントシジンについては，3-DGが代謝されると，

ペントシジンになることが知られている．しかし私た

ちが開発したELISA法10）によってペントシジンを測

定すると，明らかに中性透析液ではペントシジン濃度

が低く抑えられているのがわかる（図7）．

2） タウリン透析液の開発

グルコースを使う限りはGDPから離れられない．
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図4 残腎機能を有した患者における週当たりのCAPD実施日数とKT/Vのシミュレイション
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図5 各透析液のGDP濃度

（グルコース液は1.5％および2.5％液を表示）

図6 CAPD液におけるGDPS含量と細胞毒性

図7 CAPD患者の血中ペントシジン濃度



そこで，グルコースのかわりにタウリンを使えば，患

者をGDPの恐怖から解放させられるわけである．で

は実際タウリンを使ってグルコースと同等の効果が得

られるのかというと，残念ながら，グルコースほどの

除水量はないが，低浸透液に属するグルコースと同等

の除水量を得ることはできることは判明している（図

8）11）．タウリンを使った透析液は現在開発中で，世に

出るにはまだ相当時間がかかることが予想されるが，

こういったものが世に出る機会が与えられれば，この

腹膜硬化症の問題も解決すると考えている．

おわりに

透析療法の質が透析液の量と液の交換回数で決まる

ことはこれまで述べてきた通りであり，付言するまで

もないが，それだけではない．透析液の質，透析者と

しての日常生活の質の影響を受けることは想像に難く

ない．

CAPDは，ケア拠点が遠隔でもよいということが

長所として指摘されてきた治療法である．しかし，腹

膜炎のような合併症の早期治癒には，早期診断・早期

治療は不可欠で，日常のケア拠点は患者の居住地，職

場は近いことが望ましい．

就中，高齢社会では在宅介護型PDも必要で，これ

までの家族内連携，院内連携，地域での病院連携から，

さらに地域と地域との連携，広域での職種と職種の連

携も必要と考え，CAPD支援機構という名のPD支援

のネットをソフトとして立ち上げた（図9）．様々な

角度から良質なCAPDを患者に提供できるのではな

いかと考えている．

本稿がCAPDの質と量を考えるときの参考になれ
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図8 腹膜透析液の開発（タウリンによる除水効果）

図9 NPO法人「CAPD支援機構」による広域連携

・在宅透析の直接バックアップ，医療施設相互の業務の支援，PD・CAPD・在宅HDの

推進活動．

・患者の転居，移動などに伴う通院や在宅医療管理を行う施設の紹介．



ば幸甚である．
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要 旨

ET濃度分析による水質管理では，主にグラム陰性

菌の存在のみを把握するに留まっている．しかし，実

際にはグラム陽性菌なども存在するため，これからは

国際基準に沿って菌数把握による水質管理も平行して

行う必要がある．菌培養のためのサンプリング，培養

方法には未だ不明な点が多く，早急なマニュアル化が

望まれる．

はじめに

現在多くの透析施設では透析用水，透析液の水質管

理はエンドトキシン（ET）の値をもってなされてい

る．数年前では100EU/L程度が普通だったが，現在

では10EU/L未満がなかば常識化している．しかし，

ETカットフィルターを用いて無理にET濃度を下げ

ても正しい清浄化とはいえない．これは，ET以外に

も菌から得られる毒素が多いためである．したがって，

分析が容易でかつ短時間に結果が得られるET濃度と

ともに，菌の存在を把握することも重要といえる．

2004年秋にAAMIから細菌数の新しい基準が発表

され1），にわかにET以外に菌数の管理も重要ではな

いかとの議論が盛んになった．AAMI基準が国際基

準であるISOへ移行しつつある現況を踏まえて，新

たな水質管理の方法について検討した．

1 ET分析のメリットとデメリット

ET分析は感度がよく，日本では1EU/Lあるいは

それ以下の濃度を数時間で測定することが可能である．

すなわち，臨床現場で急な発熱などが生じた際に透析

液ET濃度を直ちに分析し，問題点を洗い出すことが

できる．しかし，ETはグラム陰性菌から溶出するた

め，グラム陽性菌が大量に繁殖していてもET濃度に

は反映されにくい．一般的には，グラム陰性菌から得

られるETを把握，低濃度に管理していればグラム陽

性菌も少ないとの予測から，細菌数の測定はほとんど

行われていなかった．実際にはこの考えは間違いであ

り，ET濃度管理のみでは片手落ちであったといえる．

ただし，簡便なET濃度分析が普及した結果，配管

のデッドスペース，つなぎ部分，T字管，Oリング付

きのカプラで大量のETが得られる．すなわち大量の

菌が繁殖しているということが判明し，対策が取られ

るようになった．また，RO装置もメーカによっては

ETがリークしていたため，RO装置配管やモジュー

ル構造そのものも改良されるようになった．

こうして，今やRO装置からのETリークは皆無に

近い状態となり，ETカットフィルター無しでRO水

の ET濃度の一桁は常識となった．これは明らかに

ROモジュールからの菌のリーク減少を意味しており，

ET分析結果をもって水質を管理してきた今までのア

プローチが間違っていたわけではない．問題点は，配

管内での菌の繁殖である．グラム陰性菌が主に繁殖し
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ている場合にはET濃度と菌数がある程度相関するた

め，ET濃度減少がそのまま菌数の減少に結びつく．

しかし，グラム陽性菌が主に繁殖している施設では，

さほどたいした清浄化対策を行わなくともET濃度が

自然と減少していく傾向にあったことと思われる．施

設によっては通常のライン管理のみで低いET濃度が

維持されているというところもあるが，これはグラム

陽性菌が大量に繁殖している可能性を秘めている．

2 細菌数分析の問題点

菌数を把握するためのサンプリングはET分析と異

なり，かなり工夫を要する．ETは生菌よりも死菌の

ほうが濃度は高くなる．これは，ETすなわちリポポ

リサッカライドがグラム陰性菌外膜に大量に存在し，

菌が生きている状態では外膜に保持されているが，膜

を破壊するなどで菌を死滅させるとリポポリサッカラ

イドが剥離し，液中に分散していくためである．ET

濃度はこのリポポリサッカライドとカブトガニから抽

出したライゼートと呼ばれる試薬を反応させているの

で，大量に分散していたほうが試薬の反応は起きやす

い．

カプラ内のOリングには写真1のように凹凸部分

に菌が繁殖しており，生菌が大量に遊離しやすい状況

にある．したがって，ET分析には生菌の影響が少な

いものの，菌を培養する場合には透析液中から得られ

た菌かあるいはサンプリング中に紛れ込んだ菌かの区

別がつきにくい．

菌の培養には種々の培地が用意されている．RO水

と透析液とでは最適な培地が異なると思われる．また，

施設によっても最適培地が異なるかもしれない．すな

わち，ある培地で得られた菌数は絶対的なものではな

く，別の培地を用いればさらに多くの菌数となる可能

性もある．最適培地はなにかの議論は，おそらく永遠

につきないであろう．

そこで，一つの方法として貧栄養のR2A培地を用

いた培養方法を検討中である．RO水，透析液中の菌

は比較的低温で繁殖しやすいため，R2A培地での培

養では，室温で2週間後のコロニーをカウントするこ

とが望ましいようである．

3 ET濃度と細菌数

日本HDF研究会が主体となっていくつかの透析施

設にて同一検体中のET濃度と細菌数を測定した．図

1はその結果の一部である．1mLを採取し，R2A培

地に直接塗布，室温にて2週間培養した．

多くの施設ではエンドトキシン濃度が高くても菌数

は 10CFU/mL未満だった．これは RO配管あるい

はROタンク中での菌の繁殖が少なく，ROモジュー

ルからのETリークがあることを意味している．しか

し，菌数は0でないため，配管などにバイオフィルム

が形成されている可能性を秘めている．一方，菌数が

10CFU/mLを超えている施設ではバイオフィルムが

形成されていると考えられる．特に，ET濃度が一桁

の，今までであれば水質管理が良好な施設であっても

グラム陽性菌が大量に繁殖していることをうかがわせ

る結果となった．この部分がET濃度のみによる管理

の落とし穴といえる．

今回の結果は分析中の汚染（コンタミ）を完全に防

げていたかどうかが不明のため，さらなる詳細な検討

が必要ではあるものの，同様の結果はいくつか発表さ
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写真1 カプラ内のOリングとOリング表面の電顕観察

凹凸の間に見える球状のものが細菌と思われる．



れつつあり，配管中での菌の繁殖は確実に起きている

といえる．また，文献によれば200CFU/mL前後の

菌数が長期に渡って確認されていることもあり5），細

菌対策の困難さがうかがえる．透析液中に存在するグ

ラム陽性菌と合併症などとの関連は今のところ報告が

みられないものの，今後菌の分析が普及するにつれて

明らかとなっていくであろう．

日本透析医学会とAAMIの基準は表1のようであ

り，細菌数の上限はかなり厳しいと思われる．現状で

この基準を満たしている施設はいくつかあるものの，

II型ダイアライザーが主流となっている日本におい

てすべての施設でこの基準をクリアすることは困難と

いえる．なお，AAMIのET濃度基準が30EU/Lと

なっているが，これはアメリカで多く使用されている

ETキットの分析下限値であり，日本と同様10EU/L

未満と解釈するのが妥当であろう．

4 ETカットフィルタ装着の問題点

菌を阻止する一つの方法はETカットフィルタの活

用である．菌を完全に除去することは膨大な労力と費

用を要するため，現実的ではない．しかし，ETカッ

トフィルタを有効に活用し，多少の菌をトラップ，次

亜塩素酸で死滅させれば，バイオフィルム形成の機会

を減少させ，良好な水質管理が可能となる．

ETカットフィルタはいくつかのポイントで使用す

るが，いずれも全濾過のままでは菌あるいは菌の死骸

の温床となる．図2のように全濾過のままで使用する

と，菌あるいは菌の死骸が蓄積し，約2週間で入口濃

度のETよりも出口濃度が高くなる場合すらある．こ

れはきわめて危険な使用方法である．入口の回路にバ

イパスを設け，通常の使用ではバイパスを閉めておく

が，洗浄時にはバイパス回路を開けて膜表面に堆積し

透析液・補充液の清浄化と臨床的効果 259

表1 ET濃度と菌数の基準値（II型ダイアライザーの場合）

日本透析医学会
（2001） AAMI

エンドトキシン濃度

最大値

許容値

細菌数

50EU/L未満

10EU/L未満

基準なし

30EU/L未満

0.1CFU/mL

図1 RO水中のエンドトキシン濃度と細菌数の関係

R2A培地，1mL採取，室温２週間培養

図2 ETカットフィルタ装着の悪い例

全濾過方式では菌や菌の死骸が蓄積．一部バイパスを

設けて消毒時には膜表面を洗浄しなければならない．



たものを洗い流すようにしなければならない．このよ

うな簡単な方法が意外と行われておらず，カットフィ

ルタが黒ずんだまま使用している施設もあるが，きわ

めて危険な状態である．正しい使用方法と，患者の

QOLを維持するという確固した姿勢が必要である．

おわりに

ET濃度減少によって合併症を減らし2～4），免疫系

の異常も検査データ上は少なくなりつつある．しかし，

RO水や透析液中にはグラム陽性菌が繁殖しており，

今後はETのみならず菌の培養によるさらに一歩進ん

だ管理が必要となった．国際基準化がなされる状況を

踏まえると，日本でも菌数管理を含めた新しい管理方

法の確立が急務である．
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要 旨

透析液流量（QD）の増加は透析液側の物質移動抵

抗を低下させ，小分子量物質除去効果を増大させる．

FB-250UでHDを行っている症例を対象に，血流量

（QB）＝200mL/min，濾液流量（QF）＝15mL/minの

条件下で QDを 400から 700mL/minまで 100mL/

min毎に増加させると，尿素クリアランス（KUN）はそ

れぞれ194.2±1.59，196.3±1.61，197.6±1.62および

198.3±1.63mL/minと上昇傾向を示した．FB-170U

でHDを行っている症例を対象に同様の検討を行った

ところ，KUNはそれぞれ194.2±1.59†1，196.3±1.61，

197.6±1.62，および198.3±1.63†1mL/minと上昇し

（†1 QD＝500mL/minにおける KUNに対し P＜0.05），

QDの増加によるKUNの増分はFB-250Uに比べ多か

った．

また，β2-microglobulinクリアランス（K・2・M
）に

関しては両者とも有意な変動を認めなかった．PES-

150DSで前希釈on-lineHDFを行っている症例を対

象に QB＝200mL/min，QF＝15mL/min，QD＝500

mL/minの条件下で，補充液量（QS）を0mL/min

から150mL/minまで50mL/min毎に変化させ（QD

は 500mL/minから 350mL/minまで 50mL/min

毎に減少），KUNおよび K・2・M
の経過を観察すると，

KUNは176.7±2.47，175.6±2.46，173.8±2.43および

170.7±2.39†2mL/minと減少したが，K・2・M
は74.1±

3.63，85.5±4.19†2，89.0±4.36†2および91.3±4.47†2

mL/minとQSに依存して増加した（†2 p＜0.05）．

同じ条件下でQSを100mL/minに固定し，QDを

500から700mL/minまで100mL/min毎に増加させ

たところ，KUNはそれぞれ180.7±1.06，183.2±1.08

および185.2±1.09mL/minと増加したが，K・2・M
は

それぞれ122.4±5.09，121.4±5.04および122.8±5.11

mL/minと，有意な変動は認められなかった．

以上の結果より小分子量物質の除去に関してはQD

に依存するが，大分子量物質の除去に関してはQSに

依存することが確認された．しかしながら，QDを500

から600mL/minに増加させた場合の小分子量物質

クリアランスの増分は多くとも2.0％程度と少なく，

臨床的および経済的意義は少ないと考えられた．

緒 言

透析液流量（QD）の増加は透析液側の物質移動抵

抗を低下させることにより小分子量物質除去効果を増

大させ，高分子物質の除去は補充液量（QS）に依存

することが知られている1）．血流量（QB）を一定とし

た場合，ダイアライザークリアランス（Kd）は QD

の関数となり，KdはQDの増加に伴い上昇するが，

その度合いはQDがQBより大きくなると緩除となる2）．

本来，QDは与えられた条件内で最大の透析効率を

引き出すことができるように設定する必要があるが，

現在，QDは500mL/minが一般的である．その根拠

はBabbらがKiil型ダイアライザーでの検討で，QB

の約3倍のQDが理論上の最大溶質除去効率を達成で
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きることを示し，臨床成績とも一致したことからによ

るとされる3）．また，QB＝200mL/minの場合，QDが

400mL/minと500mL/minにおけるKdの増分が小

さいことから，経済的側面から見るとQDは400mL/

minで十分であろうとの意見もある4）．

実際に2004年1月から12月末日までに宏人会中央

クリニックで臨時血液透析を行った59症例を，透析

条件に記載されていたQD別に集計すると，QD＝500

mL/minの症例は53例，QD＝400mL/minの症例は

6例であり，おおよそ1割の施設でQDを400mL/min

としていることが推察された（表1）．

今回，HDおよびon-lineHDFにおいて，QDおよ

びQSが物質除去に及ぼす影響に関し検討を加えた．

1 対象および方法

医療法人宏人会の外来血液透析患者4例を対象とし

た．

FB-250UあるいはFB-170Uを使用してHDを行

っている症例①，②（表2）を対象にQBを200mL/

min，濾液流量（QF）を15mL/minとしてQDを400

から700mL/minまで100mL/min毎に増加させ，

尿素（UN），クレアチニン（Cr），尿酸（UA），リン

（P）およびβ2-microgrobulin（β2-M）のクリアラン

スを観察した．クリアランスは透析開始後15分値で

検討し，それぞれ3回の測定値の平均で評価した．ま

た，症例①ではFB-250UからFB-210Uに，症例②

ではFB-170UからFB-210Uに変更して同様の検討

を行った．さらに症例①，②を対象にQD＝500mL/

minの設定で週初めの透析前後の検査所見から，Kt/

V forurea，nPCR，クリアスペース率を計算し5,6），

中日よりQD＝600mL/minとして次回の週初めに同

様の検討を行い，さらにQD＝700mL/minとして同

様の検討を行った．

PES-150DSを使用し，前希釈によるon-lineHDF
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表2 対象症例のプロフィール

症例 性別 年齢（歳） 原疾患 透析歴（年） 透析方法

①

②

③

④

男性

女性

男性

男性

52.7

46.4

53.8

65.2

不詳

妊娠腎

慢性糸球体腎炎

慢性糸球体腎炎

12.0

3.4

24.3

10.6

HD

HD

on-lineHDF

on-lineHDF

表1 宏人会中央クリニックにおける臨時

血液透析患者の概要（2004年）

QD（mL/min） 症例数 比率（％）

400

500

600

6

53

0

10.2

89.8

0

計 59 100.0

表3 FB-170U，210U，250UおよびPES-150DSの性能表

モデルNo. FB-170U FB-210U FB-250U PES-150DS

有効膜面積 （m2） 1.7 2.1 2.5 1.5

有効長 （mm） 236 254 280 245

血液容量 （mL） 236 125 145 93

クリアランス

尿素 （mL/min）

クレアチニン（mL/min）

リン （mL/min）

ビタミンB12 （mL/min）

ミオグロビン（mL/min）

198

192

186

141

41

199

195

192

153

47

200

197

195

163

54

190

181

172

136

57

UFR（mL/（100mmHg-hr）） 3,370 4,170 4,970 3,468

中空糸

材質

内径 （μm）

膜厚 （μm）

トリアセテート

200

15

トリアセテート

200

15

トリアセテート

200

15

ポリエーテルスルホン

200

30

滅菌方法 ガンマ線滅菌 ガンマ線滅菌 ガンマ線滅菌 ガンマ線滅菌



が行われている症例③④（表2）を対象に，QDおよ

びQSがクリアランスに及ぼす影響を検討した．症例

③ではQBを200mL/min，QFを15mL/minとして，

QSを 0から 150mL/minまで 50mL/min毎に増加

させ（QDは 500から 350mL/minまで 50mL/min

毎に減少），さらに症例④ではQBを200mL/min，QF

を15mL/min，QSを100mL/min（前希釈）として

QDを500から700mL/minまで100mL/min毎に増

加させ，症例①，②と同様の検討を行った．

今回の検討に使用したFB-170U，210U，250Uお

よびPES-150DSの特徴を表3に示した7,8）．各物質

のクリアランスの測定は原則としてそれぞれ3回行い，

その平均値で評価した．平均値の差の検定には分散分

析，Student・st-testを用い，有意水準を5％とした．

2 結 果

1） HDにおける検討

症例①（FB-250U）および症例②（FB-170U）を

対象に，QB＝200mL/min，QF＝15mL/minとして，

QDを400から700mL/minまで100mL/min毎に増

加させ，UNのクリアランス（KUN）を検討した．QD＝

400，500，600および700mL/minに対するKUNは，

症例①ではそれぞれ194.2±1.59，196.3±1.61，197.6

±1.62および198.3±1.63mL/min，症例②ではそれ

ぞれ 189.4±1.55，193.2±1.58，195.6±1.60および

196.9±1.61mL/minであった（図1）．症例②におい

て， QD＝400mL/minにおける KUN は QD＝500

mL/minにおけるKUNに比較して有意に低く，QD＝

700mL/minにおけるKUNは有意に高かった．β2-M

のクリアランス（K・2・M
）に関しては両者ともに有意

な変動は認められなかった．症例①でFB-250Uから

FB-210Uに変更して検討したところ，それぞれのQD

に対するKUNの値に変動は認められなかった（図2�

（a））．症例②でFB-170UからFB-210Uに変更した
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図1 ダイアライザー膜面積と透析液流量（QD）の関係

症例①（FB-250U）および症例②（FB-170U）を対象にQB＝200

mL/min，QF＝15mL/minとして，QDを400から700mL/minま

で100mL/min毎に増加させ，UNのクリアランス（KUN）を検討

した．症例①のKUNはそれぞれ194.2±1.59，196.3±1.61，197.6±

1.62および198.3±1.63mL/min，症例②ではそれぞれ189.4±1.55

（p＜0.05），193.2±1.58，195.6±1.60および196.9±1.61（p＜0.05）

mL/minであった．

図2 ダイアライザー膜面積の変更とQDの関係

症例①では FB-250UからFB-210Uに（a），症例②ではFB-

170Uから FB-210Uに変更し（b），QB＝200mL/min，QF＝15

mL/minの条件下でQDを400から700mL/minまで100mL/min

毎に増加させ，KUNを観察した．症例①では変更前後に有意の変動

は認められなかったが，症例②ではFB-210Uに変更後，KUNは有

意に上昇した．

（a）

（b）



ところ，それぞれのQDに対するKUNの値はFB-210U

で上昇し，膜面積を24％大きくした効果と，QDを20

％増加させた効果とは同等だった（図2�（b））．

症例①，②を対象に，FB-170U，FB-210Uおよび

FB-250UでそれぞれQDを400から500mL/min，500

から600mL/min，FB-170UおよびFB-250Uではさ

らに 600から 700mL/minに変更した場合における

KUNの増分（ΔKUN）を検討した（図3）．FB-170Uの

場合，ΔKUNはそれぞれ2.01†3±0.03％，1.24†3±0.02

％および0.66±0.01％，FB-210Uの場合にはそれぞ

れ1.14±0.02％および0.72±0.01％，また，FB-250U

ではそれぞれ1.08±0.02％，0.66±0.01％および0.35

±0.01％であった（†3 p＜0.05）．いずれにおいても

QDの増加とともにΔKUNは増加した．FB-170Uでは

QDの増加によるΔKUNの増加はFB-210Uあるいは

FB-250Uに比べて多かったが（QDを 400から 500

mL/minでp＜0.05），FB-210UとFB-250Uの間に

差は認められなかった．

症例①，②を対象に QDを 500，600，次いで 700

mL/minとしてそれぞれ1週間血液透析を行った後

の，週初めの検査所見から計算したKt/V forurea，

nPCR，クリアスペース率の経過を図4に示す．Kt/V

forureaおよびnPCRに関しては，症例①，②とも

にQDに依存して上昇したが，その増分は症例①では

症例②よりも小さく，先に示したKUNの経過と同様

であった．クリアスペース率に関してはQDに依存し

た変動は認められなかった．

2） on-lineHDFにおける検討

症例③（PES-150DS）を対象にQB＝200mL/min，

QF＝15mL/min，QD＝500mL/minの条件下で，QS

を前希釈で0から150mL/minまで50mL/min毎に

増加させると（QDは 500から 350mL/minまで 50

mL/min毎に減少），KUNは176.7±2.47，175.6±2.46，

173.8±2.43および170.7±2.39†4mL/minと減少し，

K・2・M
は74.1±3.63，85.5±4.19†4，89.0±4.36†4およ

び 91.3±4.47†4mL/minと QSに依存して増加した

（†4 p＜0.05）（図5）．

また，症例④（PES-150DS）を対象に QSを 100

mL/min（前希釈）として QDを 400から 600mL/

minまで100mL/min毎に増加させ，各物質のクリ

アランスを観察した．QD＝500mL/min，QS＝0mL/

minにおけるKUNおよびK・2・M
はそれぞれ186.2±1.09

および99.0±4.12mL/minであった．QDを400から

600mL/minまで100mL/min毎に増加させるとKUN

はそれぞれ180.7±1.06，183.2±1.08および185.2±
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図3 QDを100mL/min毎に増加させた場合のKUNの増分

（膜面積別）

症例①，②を対象に，QB＝200mL/min，QF＝15mL/minの条

件下でQDを400から700mL/minまで100mL/min毎に増加させ

た場合のKUNの増分（ΔKUN）をFB-170U，FB-210UおよびFB-

250Uでそれぞれ観察した．いずれにおいてもQDの増加とともに

ΔKUNは増加した．FB-170UではQDの増加によるΔKUNの増加は

FB-210Uあるいは FB-250Uに比べて多かったが，FB-210Uと

FB-250Uの間に差は認められなかった．

図4 QDとKt/Vforurea，nPCRおよびクリアスペース率の関係

症例①，②を対象にQD＝500,600,および700mL/minでそれ

ぞれ1週間血液透析を行い，週初めの血液透析前後の検査所見から

Kt/Vforurea，nPCRおよびクリアスペース率を計算し，その経

過を観察した．Kt/VforureaおよびnPCRに関しては，症例①，

②ともにQDに依存して上昇したが，その増分は症例①では症例②

よりも小さかった．クリアスペース率に関してはQDに依存した変

動は認められなかった．



1.09mL/minと増加し，Cr，UA，Pの経過も同様で

あったが，K・2・M
はそれぞれ122.4±5.09，121.4±5.04

および122.8±5.11mL/minであり，有意な変動は認

められなかった（図6）．

3 考 察

QDが小分子量物質の除去に，また，QSが大分子量

物質の除去に関係することは良く知られている．ほか

にも透析の「量」に影響を与える因子は多いが，特に，

透析時間とQBはそれぞれ単独で透析量の決定因子と

なりうる重要な因子である．今回の検討では，QDと

QSの物質除去に関する影響を明確にする目的で，QB

と透析時間を一定としてすべての検討を行った．

佐藤らはPES-150Dでon-lineHDFが行われてい

る6例を対象に，HD，前希釈30Lおよび48L，後

希釈10Lにより，溶質除去率，除去量などの検討を

行い，UN，Crおよび Pに関しては HDと on-line

HDFの間に有意差を認めず，β2-Mに関してはHD

とon-lineHDFの間に有意差を認めたが，希釈方法

の違いによる差は認められなかったとしている9）．し

かしながら栗原らは1人の症例を対象にPS-1.9UW

を用いてQB＝200mL/min，週3回，1回4時間の治

療を行い，後希釈65mL/min，前希釈130mL/min

および170mL/minとした場合の溶質除去率をクロ

スオーバーで検討し，希釈方法および液量により溶質

の除去率に有意差が認められたことを報告している10）．

今回の検討においても pilotstudyとして PES-

150DSを用い，QB＝100mL/minとして4時間のHD

およびon-lineHDFを行って溶質除去の検討を行っ

たが，個々の症例間における溶質除去率のvariation

が大きく，有意差はまったく認められなかったため，

1人の症例ごとに検討項目を設定して，おのおの3回

の測定値の平均により検討を行う方法をとった．

HD症例における検討では，QDの増加に伴い，小

分子物質のクリアランスの増加が認められた．その増

加は FB-170Uに比べ，FB-210Uおよび FB-250U

では少なかった．この結果は，FB-210UおよびFB-

250UではQB＝200mL/minにおける小分子量物質，

特に UNのクリアランスが 199mL/minおよび 200

mL/minとすでに極限に達しており，QD上昇の効果

が認められなかったものと思われる．

FB-170UでQDの増加によるKUNの増分，ΔKUNを
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図6 QS＝100mL/minとして，QDを400，500および600mL/

minとした場合の各物質のクリアランス（K）の変化

症例④を対象に QB＝200mL/min，QF＝15mL/min，QS＝100

mL/minの条件下で，QDを 400から 600mL/minまで 100mL/

min毎に変化させ，UN，Cr，UA，Pおよびβ2-Mのクリアランス

を観察した．QD＝500mL/min，QS＝0mL/minにおけるKUNおよ

びKβ2�Mはそれぞれ186.2±1.09および99.0±4.12mL/minであっ

た．QS＝100mL/minとして，QDを400から600mL/minまで100

mL/min毎に増加させるとKUNはそれぞれ180.7±1.06，183.2±

1.08および185.2±1.09mL/minと増加し，Cr，UA，Pの経過も同

様であったが，Kβ2�M はそれぞれ122.4±5.09，121.4±5.04および

122.8±5.11mL/minであり，有意な変動は認められなかった．

図5 on-lineHDFにおける補充液量（QS）とKUNおよびKβ2�M の

関係

症例③を対象に QB＝200mL/min，QF＝15mL/min，QD＝500

mL/minの条件下で，QSを 0から 150mL/minまで 50mL/min

毎に変化させ（QDは500から350mL/minまで50mL/min毎に

減少），KUNおよびKβ2�Mの経過を観察した．KUNは176.7±2.47，

175.6±2.46，173.8±2.43および170.7±2.39（p＜0.05）mL/minと

減少し，Kβ2�M は 74.1±3.63，85.5±4.19（p＜0.05），89.0±4.36

（p＜0.05）および91.3±4.47（p＜0.05）mL/minとQSに依存して

増加した．



検討すると，QDを400から500mL/minとした場合

は 2.0％，500から 600mL/minで 1.2％，600から

700mL/minとした場合には0.7％であった．現在の

標準的 QD である 500mL/minを 600あるいは 700

mL/minとしたとしてもΔKUNは多くても2.0％以下

であり，臨床的に意味のあるものとは言いがたい．さ

らに，膜面積が大きく，膜の利用率がほぼ100％であ

るダイアライザーを用いた場合にはQDを増加させる

利点はほとんどないものと考えられた．QBの増加に

より小分子量物質の除去量は当然増加するが，症例①

（FB-250U）でQB＝250mL/min，QS＝15mL/minの

条件下でQDを500から600mL/minにしたとしても

ΔKUNは1.3％と少なく，臨床的意義は少ないと考え

られた．これらの傾向はKt/VforureaおよびnPCR

の検討においても同様であった．

on-lineHDF症例における検討では，QDを固定し

た場合，K・2・M
はQSに比例して増加したが，KUNは減

少していた．これはQSの増加に従い，QDが減少して

いくことの反映であると考えられた．逆に，QSを固

定して，QDを変化させた場合には K・2・M
に変化は見

られず，UN等の小分子量物質のクリアランスはQD

に比例して増加した．QS＝100mL/minとした場合に，

QD＝500mL/min，QS＝0mL/minと同等の小分子物

質クリアランスを得るためにはQDを700mL/minと

する必要があったが，その増分は2.5％未満であり，

やはり臨床的に意味のあるものとは考えがたかった．

結 語

今回の検討から，小分子物質の除去に関してはQD

に依存するが，高分子物質の除去に関してはQSに依

存することが確認された．しかしながら，HDにおい

て，QDを500mL/minから600mL/minに増加させ

た場合のKUNの増分は2.0％未満であり，また，on-

lineHDFにおいてQB＝200mL/min，QS＝100mL/

min（前希釈）とした場合，QS＝0mL/min，QD＝500

mL/minと同等のKUNを得るためにはQDを700mL/

minとする必要があったが，その増分も2.5％未満と

小さく，経済効果を考えた場合にはほとんど意味はな

いものと考えられた．
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要 旨

血液浄化療法における生体適合性には血液浄化器材

自体の安全性も含まれ，治療の質を規定する重要な要

因である．透析膜や回路に使用されるEOG，perfluoro-

hydrocarbon，DEHP，膜からの溶出物としてのオリ

ゴマー，膜分解産物などと素材との接触に起因する補

体，サイトカイン，ブラディキニン，活性酸素など様々

な生体の異物反応物に焦点を当て，これらの治療の安

全性に与える影響から，血液浄化療法の質を考察した．

はじめに

血液浄化法は体外循環を要する技術である．体外循

環では，血管内皮細胞以外の異物である体外循環路素

材と血液との接触が不可避で，生体にとって異物であ

る材料と血液が接触すると，生体には異物反応が生じ

る．重度の異物反応を引き起こす材料は生体との「な

じみが悪い」とみなすことができるし，異物反応が軽

度であればその材料は生体との「なじみがよい」材料

と判断される．この「なじみぐあい」を指標に材料の

適否を判断するために考案された概念が生体適合性で

あった．

しかし，時代の変遷と血液浄化療法の進歩に伴い，

材料との「なじみぐあい」にとどまらず，透析液や抗

凝固薬など多くの要素の影響を広く包括して，「血液

浄化療法自体の安全性」を規定・評価する概念へと生

体適合性は発展を遂げた．こうした観点からは，生体

適合性は血液浄化の質を評価する指標の一つともいえ

る（表1）．

本稿では，血液浄化法の代表として血液透析を取り

あげ，生体適合性の基礎的考え方を歴史を交えて解説

し，血液浄化の質を規定する要因としての生体適合性

を考えてみたい．

1 生体適合性の規定因子

1） 製造時に使用した薬剤やその反応物の残留

米国ではダイアライザーの再使用が盛んに行われ，

新品のダイアライザーを使用した透析時には血圧の低

下や呼吸困難，痒み，時にはショック症状が観察され

るのに対し，再使用したダイアライザーではこうした

現象は認められなかった．新品のダイアライザー使用

時にみられる症状としてfirstuse症候群と命名され

たこれらの症状は，ダイアライザーや回路の滅菌に用

いられたエチレンオキサイドガス（EOG）の残留が透

析の度に生体にチャレンジし，その結果EOGに対す

る抗体がIgE分画に形成され引き起こされたことが

明らかにされた1）．再使用時にはホルマリンで再滅菌

したため，再使用ダイアライザーではそうした症状は

出現しなかった，と説明される．日本でもEOGアレ

ルギーを呈する患者は多く，透析喘息，�痒症，好酸

球増多症，IgE高値などの症状が認められた．この経

験からわが国で世界に先駆けて高圧蒸気滅菌のダイア

血液浄化の質の観点からみた血液浄化膜の生体適合性 267

［透析医療におけるCurrentTopics2005］

血液浄化の質の観点からみた血液浄化膜の生体適合性

秋澤忠男 根木茂雄

和歌山県立医科大学腎臓内科・血液浄化センター

keywords：血液透析，生体適合性，フタール酸エステル，補体，サイトカイン

Membranebiocompatibilityisadeterminantofdialysisquality

NephrologyandBloodPurificationMedicine,WakayamaMedicalUniversity

TadaoAkizawa

ShigeoNegi



ライザーが開発・市販され，回路を含む滅菌には高圧

蒸気やγ線を用いる工夫が払われるようになった．EOG

には最近発がん性との関連も強く疑われている2）．

EOG以外の物質の影響として忘れてならないのは

製造工程で使用したパーフルオロハイドロカーボンに

よる死亡事故である．特定のセルロースアセテート膜

ダイアライザーを使用した透析中に，欧州と米国，ア

ジアで2001年8月～10月の間に65名以上が死亡し

たとされるこの事故は，製造工程でダイアライザー性

能を試験するため使用されたパーフルオロハイドロカ

ーボンが患者血中で気化し，気泡を形成，空気塞栓を

形成し死亡に至ったことが患者の剖検所見から強く疑

われた3）．この仮説はごく最近rabbitを用いた動物実

験で再現されている4）．生体に使用する治療機器には

あらゆる事態を想定した入念な注意が不可欠であるこ

とを裏付ける悲惨な事件であった．

血液回路の問題点として，ポリエチレン樹脂血液回

路の可塑剤として使用されるフタール酸エステル

（DEHP）溶出が長い間指摘されてきた．DEHPには

発癌作用が懸念されており，USEnvironmentalPro-

tectionAgency（EPA）ではprobablehumancar-

cinogenに分類されている．さらに近年は内分泌攪乱

物質（環境ホルモン）として，生殖機能異常をきたす

可能性も報告されている5）．こうした問題点から，一

時ポリエチレン以外の素材を血液回路に応用するなど

の試みもなされたが，使い勝手や製造単価上の経済的

問題から放置されてきた．近年DEHPに代わり，血

液中への溶出のより少ない可塑剤（TOTM）を用い

た血液回路が使用され始め，問題の解決が図られよう

としている．

2） 材料から血液への溶出物質

1981年から1982年にかけてセルロースアセテート

膜ダイアライザーからの溶出物による眼痛，発赤，め

まい，耳鳴などのCogan症候群様症状の発症事故が

わが国で発生した．セルロースアセテート膜から溶出

した5炭糖と6炭糖からなるオリゴマーが原因と報告

され6），これ以後，5炭糖を含む木材由来のセルロー

スは，透析膜の原料から払拭された．

米国でも1996年9月に，製造から10年以上経過し

たセルロースアセテート膜ダイアライザーを使用した

患者が，急激な視力と聴力の低下，結膜炎，頭痛など

を訴え，一部は死亡に至る事例が発生した7）．セルロ

ースアセテート膜の経年変化による分解産物が原因と

同定され，動物実験によっても再現されている．以降

製造から10年以上経過したダイアライザーが臨床現

場で使用されることのないよう，規制当局から様々な

対策がとられるようになった．

3） 材料に対する生体の異物反応

生体適合性の狭義の概念に当たり，以下の代表的な

要因の関与が知られている．

① 補体の活性化

血液透析を開始すると開始後15分をピークに白血

球数は著減し，やがて徐々に回復し，透析終了時には

前値を大幅にこえる増加をきたす現象が1960年代よ
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表1 生体不適合とその帰結

不適合物質 帰 結

製造時の薬剤，添加物 EOG

perfluorohydrocarbon

DEHP

firstuse症候群

透析喘息，不均衡症候群，発癌（?）

空気塞栓，死亡

内分泌攪乱（環境ホルモン），発癌物質（?）

溶出物・反応物・分解物 オリゴマー

CA膜分解物

Cogan症候群

Cogan症候群，不整脈，死亡

生体の異物反応 補体活性化

凝固活性化

K/K活性化

血小板活性化

顆粒球活性化

単核球活性化

不均衡症候群，長期透析症候群

凝血，過凝固状態

アナフィラキシー様反応

凝血，血栓症，不均衡症候群，動脈硬化，HIT（II）

活性酸素生成，動脈硬化，不均衡症候群，長期透析症候群

サイトカイン生成，不均衡症候群，長期透析症候群

EOG：エチレンオキサイドガス，DEHP：フタール酸エステル，CA：セルロースアセテート
K/K：カリクレイン・キニン，HIT（II）：ヘパリン惹起性血小板減少症2型



り知られ，hemodialysisleukopenia（HL），over-

shoot現象と呼ばれていた．原因が透析膜による補体

活性化に伴う白血球の肺血管への捕捉に起因すること

が明らかにされたのは1977年のことである8）．

当時透析膜として広く用いられていた再生セルロー

ス透析膜表面の遊離水酸基が補体第2経路を活性化し，

これがHLのみならず，透析時の低血圧や痒みなどの

急性反応の一因となることが指摘された．さらに補体

活性化に伴いアナフィラトキシンと呼ばれる活性化補

体が大量に産生され，活性化補体はサイトカインを誘

導したり，白血球を活性化して活性酸素の産生を高め

るなど広範な作用をもつことから，補体活性化の栄養

障害，透析アミロイド症，動脈硬化などの長期透析合

併症への関与も疑われた．この考えは，後のサイトカ

イン仮説や活性酸素仮説など，生体適合性をとりまく

多くの仮説に発展を遂げた．

また，補体活性化作用は再生セルロース膜で高度で

あるのに対し，合成高分子に分類される各種の透析膜

では軽度で，補体活性化作用が透析膜の種類で大きく

異なることから，補体活性化（生体適合性）の相違が

いかなる臨床的帰結をもたらすかが注目された．再生

セルロース膜についても，補体活性基である遊離水酸

基をほかの物質で置換したり，改質することで補体の

活性化を減弱させた改質セルロース膜の研究・開発が

進んだ．血液透析で明らかになった補体活性化作用は，

血漿交換や血漿吸着などほかの血液浄化療法でも生体

適合性の指標として利用されている．

② 凝固・線溶系

血管内皮細胞以外の物質と接触した血液では，第

XII因子の活性化を介して内因系の凝固反応が進行し，

やがて血液は凝固する．実際にはこれを防ぐために抗

凝固薬が用いられるが，体外循環の度に生じる凝固活

性化が，過凝固状態，血栓形成や動脈硬化の進行など

患者に影響を与えている可能性が指摘されている．

AN�69透析膜やデキストラン硫酸（DS）をリガン

ドとしたLDLアフェレシス用吸着材などでは材料表

面の陰性荷電が強く，凝固活性化が高度とされる．ま

た，ヘパリンは陰性に，メシル酸ナファモスタット

（NM）は陽性に荷電するなど，抗凝固薬も荷電性を

持つ．このため材料の荷電状態は凝固反応の程度のみ

ならず，抗凝固法の選択や抗凝固薬の必要量にも影響

を及ぼす．

③ カリクレイン・キニン系

活性化した第XII因子は凝固系を進行させる一方，

プレカリクレインをカリクレインに変換し，さらにカ

リクレインはキニノーゲンからブラディキニン（BK）

を生成する．BKは血管透過性を亢進させ，同時に末

梢血管を拡張させることから，大量のBKが発生する

とアナフィラキシーショック様症状を惹起する危険性

がある．

BKは通常代謝酵素によって速やかに分解されるが，

BKの代謝酵素はアンジオテンシン変換酵素（ACE）

と同一で，ACE阻害薬を服用していると，本剤がBK

の分解も同時に阻害するためにBKの蓄積が生じる．

陰性荷電が強い AN�69膜や DSリガンドを用いた

LDLアフェレシスとACE阻害薬内服との併用が禁忌

となっているのはこのためである9）．この解決策とし

て，表面の荷電を中和し，かつヘパリンでコーティン

グしたAN�69ST膜などが開発されている．

④ 血小板

血小板は材料との接触に伴い活性化刺激を受け，凝

集塊を形成し，回路内血栓を形成したり，体内に戻れ

ば微小塞栓として透析不均衡症候群などの原因となる．

材料表面や体外循環回路に粘着・放出・凝集した血小

板も同様で，これらの血小板活性化は血小板由来の増

殖因子を介して動脈硬化などを促進する可能性も報告

されている．

また，ヘパリンと血小板第4因子複合体に対する抗

体形成からヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II型

を発症することがあり，本症では血小板減少と同時に

全身性の血栓形成リスクが高まり，ヘパリンの継続使

用は困難となる．最近本症に対し合成抗トロンビン薬

であるアルガトロバンの効果が医師主導型治験として

検討されている．

⑤ 単核球

単核球が体外循環に伴い活性化され，炎症性サイト

カイン産生に関与するとのサイトカイン仮説は，患者

の広範な合併症の発症機序の一つとして受け入れられ

ている．サイトカインの産生刺激には，膜素材，活性

化補体，透析液中エンドトキシン様物質などがあげら

れる．透析膜溶質除去性能の向上に伴い，分子量の大

きい尿毒症物質の除去が可能となった反面，透析液か

らのエンドトキシンフラグメントやエンドトキシン様

物質などの侵入がサイトカインの産生刺激となってい
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る事実が明らかにされている10）．

これに対しては，透析液の清浄化がはかられている

が，最近清浄化についての国際的基準案が提示された．

清浄化に関し，わが国ではエンドトキシン濃度が注目

されて来たが，国際的基準案ではエンドトキシンと同

時に細菌数も重要視され，これまでのわが国の考え方

との乖離が認められる．透析液清浄化については，国

際的視野からの再検討が必要とされよう．

⑥ 活性酸素

腎不全はそれ自体が酸化的ストレスの増強された病

態にある．体外循環に伴い白血球が刺激を受けると白

血球からの活性酸素放出が増加し酸化的ストレスが加

速される．酸化的ストレスが透析患者の合併症に悪影

響をもたらす事実は「活性酸素仮説」として佐中らに

より唱えられてきたが，より詳細にはカルボニィルス

トレス仮説として宮田らにより報告されている11）．

活性酸素はさらに脂質の過酸化などにも関与し，動

脈硬化の重要な促進因子とされる．活性酸素の産生の

程度は透析膜により異なること，ビタミンEの透析膜

への導入により酸化的ストレスの増強が抑制される可

能性のあることなども指摘されており12），活性酸素が

新たな透析の質の規定因子となる可能性がうかがわれ

る．

おわりに

透析の質を安全性の面から規定する透析膜の生体適

合性について述べた．体外循環には有害物質を用いて

いない，あるいは有害物質を溶出しない材料に限定し

て使用すると同時に，血液が異物と認識しない高度の

生体適合性を持つ素材の開発と応用が，生体適合性と

透析の質の向上に期待されよう．
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要 旨

透析の量の指標として Kt/Vforureaあるいはその修

飾型が採用されている．これは，透過能のきわめて劣

悪であった透析膜を用いていた1971年に提出された

M2-H仮説に依拠しているが，現在では，小分子蛋白

に至るまで良好な透過能を持つ透析膜を使用しており，

この仮説は妥当性を持たない．一方，透析の量という

変量によってもたらされる臨床的効果は，一般的には，

QOLなどの医療の質として評価される傾向にある．

一般社会においては，量と質は独立の概念であり，論

理的な不整合を感じさせる．実は，医療における量と

質は不可分であると考えると理解しやすく，独立させ

て考える方に無理があるのではないかと考え，新たな

モデルを提案した．

1 Square-MeterHour仮説に基づく透析の量の概念

透析医療に関しては，数年前から透析の量について

の議論があるが，透析の質についてはほとんど議論が

ない．一方，一般社会においては，医療全般の質に関

心が向けられることがあるが，その定義も評価基準も

なく，医療の量について話題にされることはほとんど

ない．しかし，現代社会の風潮としては，医療の量と

質が求められる時代と総括してよいであろう．医療の

量と質における最善・最高を求めると極限はなく，究

極がないと考えるべきである．

ここでは透析医療に限って，まず，透析（の）量に

ついて論議を進めることにする．具体的な・透析量・

の指標としていくつかのものが提示されている1）（表

1）が，大平らは，総括して血液透析操作によって処

理される患者の血液量によって規定される値と定義し，

同一量であっても透析条件によって質的な差異を生じ

るとしている．ここでは，量と質との概念的区別がな

い．

透析の量の指標のうち最も汎用されているのは，

Kt/Vforureaおよびその修飾型であるが，その基本的な

考え方は，Square-MeterHour仮説2）に基づいてい

ると指摘できる．この仮説の意味するものは，1970

年代初め維持透析がやっと慢性腎不全患者の生命維持

に有用であると認められてきていたが，患者のwell-

beingの保持には，大きな膜面積（squaremeter）を

持ったダイアライザーを用い，十分な透析時間（hour）

をかけるべきであるということであった．

well-being（≒QOL）∝ f（M2･H） （1）

これは，同時に中分子量物質と想定されたuremic

toxin（s）を十分除去することが必要であるとする

uremictoxin仮説とも連動していた．ここでも，膜

面積と時間というcgs単位で表現されるきわめて科学

的な指標が，well-beingという実体の不明確な非科

学的な効果をもたらすと述べられている．well-being

は，最近ではQOLと近い概念で取り扱われたりする．

well-being（≒QOL）∝ f（M2･H）でも，Kt/Vでも，

同じ透析の量により同じ臨床的効果がもたらされると

の暗喩を含むと考えるのが当然の論理である．
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しかし，近年の報告によると，この暗喩は妥当性を

失っている．その一つの例は，短時間頻回透析の結果

である．連日2時間・週6回の透析を行うと，4時間

で週3回の場合より良好な貧血改善・高血圧是正の臨

床効果が得られるという3）（表2，3）．従来の考えで

は同一の透析の量であるはずなのに，異なる臨床効果

がもたらされることになる．

第二の例は，透析の量の維持透析患者の生命予後に

対する影響で，Kt/Vforurea＝1.6で極大を示すことが

知られている4）．本来は，極大を持つ効果は想定され

ていない筈である．

2 透析の量と質の概念は混合

透析量を考えることについて，大平は「医師をはじ

めとする透析スタッフと患者との接触時間を十分に確

保することによって，五感を働かせて数値や画像に現

れない大切な何かを把握できる．透析量はすべてでは

ないと認識すべきである．かくして技術・技能と人間性

の融合した良質の医療が保証される」といっている1）．

透析の量だけでは規定できない透析医療の効果の存在

を示唆する発言である．

杉崎は「パソコンソフトの開発により最終的に標準

的で良質な透析医療の提供ができる」とする5）が，標

準化によって低質の医療は向上する可能性はあるが，

高質の医療は平均化され，全体としての良質な医療の

保証はないと考えるのが自然であろう．

同じような側面から看護度を見ると，佐藤は「看護

度＝患者の手のかかり度を点数化＝看護観察の程度×

自立の程度」として表現できるとし，おのおのを点数

化して，看護度が10点を超えるとミス・トラブルの

発生件数が急激に増えることから適正な人員配置を考

慮する必要があるといっている6）．ここでは，数値化

された看護度は，概念的に看護の量と質とを含むもの
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表2 Square-MeterHour仮説の崩壊

整合性に欠ける臨床結果

1.連日短時間透析（2時間×6回/週）＞週3回透析（4時間×3回/週）

⇒

貧血改善・高血圧是正

2.Kt/Vforureaの増大は，限られた範囲（1.8＞）でのみしか死亡リスクを低下させない．

表1 具体的な「透析量」の指標

1回当たりの透析時間と週当たりの透析回数（頻度）が基本．

1.尿素減少率（URR）

中分子量物質のクリアランスと同一ということにはならない．

低栄養状態では高値．

必要な血漿成分の過剰除去の可能性．

2.Kt/V

総浄化血液量と総体液量との比率（単位のない数値）．

ダイアライザーのクリアランスは経時的に低下．

総体液量を体重の約60％と概算する危険．

時間当たりのKt/V，すなわちKt/V/tへの配慮も必要．

3.統計に表れたKt/V

1年間の死亡リスクは，Kt/Vが1.8未満ではKt/Vが低いほど高い．

4.hemodialysisproduct（HDP）

well-being∝（1回の透析時間）×（週の透析回数）2（Scribner，2002）

cf.二乗とする数理学的根拠不明

（大平整爾，他：透析量への一考察．日透医誌，18（2）;121�128，2003）

表3 Kt/Vforureaと透析患者の死亡リスク

Kt/Vforurea ハザード比 （95％信頼区間） p値

＜0.8

0.8≦＜1.0

1.0≦＜1.2

1.2≦＜1.4

1.4≦＜1.6

1.6≦＜1.8

1.8≦

1.688

1.315

1.000

0.818

0.731

0.646

0.672

（1.438～1.981）

（1.192～1.451）

（対照）

（0.761～0.879）

（0.674～0.793）

（0.580～0.719）

（0.585～0.771）

0.0001

0.0001

対照

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

（日本透析医学会統計調査委員会：わが国の慢性透析療
法の現況，2001年12月31日現在，日本透析医学会）



であろうが，区別されていない．また，看護師個人の

資質・適性などは無視されている．

こうしてみると，医療においては，本質的に量と質

を区別して分けることができないのではないかという

疑問がわく．

3 Square-MeterHour仮説概念の補正・拡大

先に述べたSquare-MeterHour仮説，およびそれ

に由来するKt/Vforureaを現代的に補正すると，下記

のようになるであろう．

透析の量による臨床効果・・生命維持効果・Well・beingetc.・
・

・・・・・・
m・大分子

m・小分子

・・・・・
t・終了

t・0
CL･d・透析時間・

・・・・

・T･d・分子量 ・
・・・・・・M （2）

CL：透析時間にわたる小～大分子までに対

するクリアランス

T：透析時間

M：最大除去標的物質分子量

少し説明を加えると，現在臨床的に使用されている

多くのダイアライザーの濾過特性から見ると尿素クリ

アランスだけでなく，小分子蛋白質までにいたる各種

尿毒症性物質に対するクリアランスも算入するべきで

あるし，現用のダイアライザーを使用するとき血液透

析中のクリアランスは，特に，分子量の大きな溶質に

対しては時間的に著しく低下するので，時間的変動の

要素を算入する必要があることを表現している．

4 透析医療全体としての量と質

さらに，大平が示唆したように，透析医療全体の臨

床効果を，単に数字的に表現される機械的な透析操作

だけによって規定されるものではないとの考えをモデ

ル化すると次のようになる．

適正透析医療

＝透析医療全体による臨床効果

・・生命維持効果・QOLetc. ・
・・・CAM

・・・・・・
m・大分子

m・小分子

・・・・・
t・終了

t・0
CL･d・透析時間・

・・・・

・T･d・分子量 ・
・・・・・・M・・ （3）

CAM：complementary& alternative

medicine;補完・代替医療

補完・代替医療の詳細についてはほかの文献に譲

る7,8）．現代科学的視野に立つ医療だけでなく，補完・

代替医療の視野は，患者に肉体的・精神的・社会的・

倫理的などの多面的モデルとして対応できるとする全

人医療（holisticmedicine）・統合医療（integrative

medicine）における重要な要素である．

5 QOLと自由度

ここで少し論点を変え，医学・医療の目的と評価に

ついて考えてみる．清水は「医療の目的は健康状態を

目指すものであり，患者の健康状態は身体状況のQOL

の総和によって表現され，目的は自由度の総和を可能

な限り大にすることである」とする．また，人間の自

由度については，ルネサンスの思想家ピコ・デッラ・

ミランドラが「人間の尊厳」において，「・何にでもな

り得る・という人間の持つ可能性，自由を尊重するこ

とであり，私的な自己評価でなく，公共的なこと」と

述べたことに由来するとしている9）．

6 QOLの評価は主観的で非科学的

しかし，QOLの評価方法は，ADL（activityof

dailylife）・HRQOL（healthrelatedQOL）・QWB

（qualityofwell-being）・SF�36（shortforum 36

healthsurvey）などに代表されるように多すぎ，信

頼でき実証された方法は少なすぎ，結局基準になるも

のがないのが現状といえる．

具体的に患者のQOLについての論文を見ると，た

とえば患者の健康感については，とてもよい・よいな

どであり，自覚症状については，のどの渇き・のどの

痛み・むねのむかつきなどである10）．有名で，かつ汎

用されている SF�36に列記されている活動性（ac-

tivities）の項目は，vigorousactivities・liftingor

carryinggroceriesなどであり，程度に応じてスコ

ア化されて数字的な取り扱いができるようにはなって

いるが，基本的な評価の基準は患者の主観によるもの

であり，科学的とはいえない11）．

ここで，一般的に・科学的・であることの要件とし

て，①客観性，②再現性，③普遍性，④論理の一貫性

などがあげられていることを再確認しておきたい．

7 EBMの理念における矛盾と非科学性

最近では，厚生労働省の誘導もあって，医療とは
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EBM（evidence-basedmedicine）とする志向が強い

が，その観点から医療の量と質について考えてみる．

EBMの基本理念は「経験主義を排し，科学的証拠に

基づいた医療を行う」である．そして，要件として，

①医学的知識・臨床技能，②臨床研究のevidence，

③患者の価値観（patientpreference），がある．しか

し，この基本概念には，論理的な矛盾がある．科学あ

るいは科学するとは，事象の経験の蓄積の中から相同

性・相異性を見つけ出し，帰納によって共通した理論

を構築することである．経験を排除して科学は成立し

ない．

一方，患者の価値観を重視することは，患者の自由

度を尊重し，QOLを保持することと同義であると考

えられるが，患者の心性は多岐多彩にわたり無方向性

であり，科学的評価に堪えない．人の心を科学すると

いういいかたは存在するが，内容的には科学的とはい

い難い．

さらに現代では，EBMは絶対的でない実例が数限

りなくある．たとえば米国のFlammingham study

の結果は，高脂血症と虚血性心疾患の関係を説く信頼

性の高い科学的証拠とされている．しかし多くの米国

民の食事量は高脂質・過量で，結果的に肥満であるが，

農業・牧畜業など国内産業拡大の指向が国民衛生の重

要性より重視されている現状といえる．

現代日本においてEBMが重視される理由を考えて

みる．有効・有用な医療を行うには厚生労働省が適用

を決定する医療保険を利用することが必須である．適

用の根拠としてEBMとして妥当することが求められ，

結果的にEBMであることが絶対的な権威をもってい

る．しかし，EBMは唯一絶対正統性を持った医療で

はない．論理的な矛盾を含んでいる．医療費節減の目

的から・科学的という隠れ蓑・を着せられたものと判

断するべきである．真の医療の発展のための絶対的な

条件ではない．

8 医療は統合の方向へ

統合医療に戻って考えてみる．現代の日本において

は，科学的医療が正当性をもち，表面的には専一的に

適用されているように見える．しかし，医療先進社会・

国家における医療の重層構造は明らかである（表4）．

それは，医学の学問としての特異性に由来するという

ことができよう（表5）．医学は，本質的に複合的学

問であって，統合的特性を持つことを，特に現代にあ

っては認識しなければならない．

9 科学的であることは絶対的価値をもたない

かつて科学は万能，すべてに科学的であることが専

一的に目指されていた．しかし，輝かしい未来・客観

的な正しさ・真理の象徴としての科学は現代では変容

しているという指摘は多い12）（表6）．

科学的判断の脆弱性は，医学の分野だけでなく一般

社会に浸透している．BSE感染牛肉の米国からの輸入

再開について，米国側は科学的に安全性が証明された

といい，日本側は科学的に確認できないとしながらも，

小泉首相は「科学的に判断」するといいながら・政治

決断・を迫る米国に押し切られそうである13）．

科学を意味するscienceは，scissors（鋏）と同じ

語源を持ち，物事を分析的に解析・解明することで発

展してきた．しかし，その手法は，少なくとも生命現
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表4 医療の重層性

1.狭義の正統的医療＝厳密な意味の・医療・

国家により制度的に規定・制限・認可

近代科学に由来する現代医学の方法論に従う治療行為

日本では，健康保険適用，表面的には限られた適用

2.補完・代替・伝統医療＝厳密には，・非医療・・医療（業）

類似行為・

ときに，現代医療の方法論と相容れない原理・理念

自費支払い

社会の科学的文明度が高い社会ほど人気

表5 医学の学問性における特異性

医学の特異性：複合的学問・統合的特性

科学的側面：身体を物質的存在に還元，身体部位別・治療手段別に分化・専門化

哲学的側面：精神的存在に還元，人間を全体として扱う全人医療的・倫理的

宗教的側面：医療奇跡（シャーマニズム・道教・ルルドの泉）プラシーボ．霊（性）的

「医者は牧師のこころを持つべき」（内村鑑三）

芸術的側面：「サイエンスに支えられたアート」（AlbertSchweitzer）

「個性の交流が作り上げるアート」（日野原重明）



象に関わる場合には行き詰まってしまっている．遺伝

子情報まで読むことができるようになっても，科学的

には生命を理解することができない．科学以外の多面

的理解の手段を導入しないと生命の理解は不可能であ

る．現代では，諸学は統合に向かうとするのが一つの

大きな思想潮流となっている（図1）．

10 医療の量と質は不可分

現代科学文明の中に住むわれわれは，量と質はまっ

たく無関係の別個のものと考えるのが通例であるが，

少なくとも医療の量と質は分離することのできない不

可分統合体と考えるべきである．このちょっと奇妙に

聞こえる論理も，実は，一般社会ではそれほどまれな

ものではない．たとえば，宇宙はまったく別物に見え

る空間と時間の不可分統合体の認識であり，20世紀

初頭の相対性理論導入以来の思想とする論考もある．

しかしすでに古代中国からの思想で古事記にも記述が

あり，また日本人の大切にする間（ま）は，戦国時代

に存在した茶室に関係する「床の間」と「話の間」の

ように空間と時間を一体とした認識に基づいている．

外国でも，beforeとafterは空間にも時間にも共用す

る．

ちなみに，WHOによる健康余命（disabilityad-

justedlifeexpectancy;DALE）は，QOLを通して

表される健康の質と生存年で表される量との組み合わ

せで表現されることになっている．
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図1 諸学は統合へ

周辺関連科学の進歩
・・・・
触発

現代医学
・・・・

人間を分析的に解析・解明（臓器・器官・組織・分子・遺伝子）

しかし解析したものを集合させても人間とはならない．

そこには生命が存在せず，理解することもできない．

人間を科学的・哲学的・宗教的・芸術的etc.統合的にみて理解可能．

「全体は部分の集合にまさる」（パスカル）

「自然のシステムはすべて全体．互いに依存し合う．全体の性質は

単なる部分の総和とは異なる」（カプラ）

表6「正しさ」の象徴・科学のリアリティの喪失

かって科学は万能，すべてに科学的であることが目指された．「輝かしい未来」「客観的な正し

さ」「真理」の象徴が変容している．

1.科学の代表である物理学（繰り返し可能性から客観性）では手に負えない．

現代の新しい関心は生命（不可逆的・1回性）・環境（複雑な諸要素）．

2.根本法則がわかれば，現象の予知・支配・制御可能とする世界観の崩壊．

カオス・複雑系は将来状態の予測不可能．ex）水の流れ・天気予報・株価変動

3.科学（理論）―技術（テクノロジー）の主従関係の逆転．

科学の進展は，テクノロジーイノベーションなしにはありえない．ex）遺伝子研究

4.科学を基本的旗印とするマルクス主義の衰退．

現代は，「科学」単一原理主義から宗教・経済・民族・テクノロジー，原始的/最先端etc.様々

な要素の複雑な絡み合いの様相．

［科学だけで，すべては語れない］時代の思潮を認識するのが，統合医療を理解する扉を開く鍵．

（黒崎政男：ゆらぐ科学のリアリティ，朝日新聞，2002年6月19日，夕刊，2版，13頁）
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要 旨

2004年9月，新潟県，秋田県，山形県を中心に急

性脳症が相次いで報告された．透析患者や腎機能障害

を呈する患者にリスクが高く，発症以前にスギヒラタ

ケを高率に摂取していたことが判明した．スギヒラタ

ケはこれらの地区では古くから摂取されていたキシメ

ジ科の食用キノコであり，これまでにはほとんど中毒

の報告はない．今回の脳症は一般的なキノコ中毒の臨

床症状とは異なり，意識障害，不随意運動，麻痺，け

いれんが主症状で，無治療で軽快する症例もあったが，

32％が不幸な転帰をとった．現在までに60余例が報

告されたが，スギヒラタケが直接の原因とは断定でき

ず，また原因物質も特定されていないため今後の研究

結果が待たれる．

はじめに

2004年9月初旬，新潟県において原因不明の急性

脳症の疑いがある患者が多発しているとの報告があり，

原因究明のため同県は厚生労働省・国立感染症研究所

の派遣を要請した．10月21日には新聞報道がなされ，

そのなかで透析患者を含む腎機能障害患者において症

状が重篤であること，多くの症例がスギヒラタケ摂食

の既往があることが注目された．スギヒラタケは東北

地方では日常的に広く摂取されているキシメジ科の食

用キノコであり，これがなんらかの毒性を有する可能

性が高いとした報告は，腎不全患者だけにとどまらな

い驚きであった．

厚生労働省は10月22日に疑い症例も含めて，原因

不明の急性脳症の全国調査を開始し，腎機能が低下し

ている患者は安全性が確認されるまでの間，スギヒラ

タケの摂取を控えるように注意喚起せよとの通達を各

都道府県，日本医師会，透析医会，透析医学会，全腎

協に行った．山形県もこの通達を受け，全県下で主に

透析施設を対象に疑い症例も含めた急性脳症発症状況

の調査を行った．この時点で山形県では7例の患者発

生と3例の死亡が確認され，全例にスギヒラタケの摂

取の既往があった．

患者発生は新潟，秋田，山形の3県に集中しており，

この3県ではいずれも国立感染症研究所実地疫学専門

家養成コース（FETP）のメンバーによる調査が行わ

れ，現在に至るまでにその疫学，臨床像，病因に対す

る詳細な分析が進められている．本稿ではこれまで行

われた調査結果の報告をまとめ，典型的な経過を辿っ

た自験症例を提示し，文献的考察を加える．

1 本症の疫学

2004年9月以降に報告された急性脳症事例は60余

例で，その内訳は新潟県20例，秋田県23例，山形県

13例，福島県2例，石川県，宮城県，岐阜県，福井
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県，鳥取県それぞれ1例ずつであった1）．個々の症例

について詳しい調査がなされたのは新潟，秋田，山形

の3県であり，この3県の患者数は2005年2月23日

現在までに計56例である．

この56例の特徴は表 1に概括したが，男女比は男

24：女32であり女性が若干多い．年齢は16歳から

94歳までで，平均年齢は男性64.8歳，女性72.9歳で

あった．血液透析施行例は33例（59％），透析未施行

も腎機能障害を指摘されていた症例は14例（25％），

死亡例は18例（32％）であった．郡部生活者が約6

割をしめ，スギヒラタケの摂取が確認された者は50

例（89％）であった．

本症発症時期は2004年の8月に2例の報告がある

が9月下旬から急激に増え，9月27日から10月3日

までの1週間がピークで，10月下旬には報告数が激

減し11月に2例散発発生をみた以降報告がなくなっ

ており，ちょうどスギヒラタケのシーズンと一致して

いる1）．当初は2004年の発症のみと考えられたが，

後に日本腎臓学会の調査により，2003年9月および

1997年10月にもスギヒラタケを摂取した維持血液透

析患者に同様の急性脳症の発症例があることが報告さ

れた．

2 本症の臨床像

岡部1）らの報告では本症の主な症状は意識障害，不

随意運動，麻痺，けいれんである．入院時発熱のあっ

たものは約9％，白血球増加は15％，CRPの上昇は

11％に認められたが，経過中に半数は白血球増加と

CRPの上昇を呈した．35症例において髄液検査が施

行されたが細胞数の増加はなく，蛋白のみ増加する蛋

白細胞解離を認めた．脳炎の原因となる日本脳炎ウイ

ルス，ヘルペスウイルス，サイトメガロウイルスなど

今回の集団発生の原因と考えられる病原体の検出はな

されていない．

3 症例呈示

1） 症例（69歳，女性）

巣状糸球体硬化症による末期腎不全のため，1999

年12月山形大学医学部付属病院で週3回の血液透析

を開始した．2000年11月，意識障害のため公立置賜

総合病院に入院，保存的加療で軽快した．このときの

意識障害の原因は不明で，スギヒラタケ摂取の既往は

明らかではない．2004年9月上旬に数回にわたって

スギヒラタケを摂取，9月27日の夕方から右上下肢

の振戦が出現したが，睡眠薬を服用して就寝した．9

月28日朝，上下肢の振戦，脱力のため起立不能とな

り，また痰がからみ頻回に嘔吐した．原因不明の意識

障害の精査目的で公立置賜総合病院に緊急入院した．

2） 入院時現症

呼名反応はあるが返答は不可．上下肢に振戦を認め

た．胸腹部に特に異常所見は認めなかった．

3） 入院時検査所見

入院時の血液生化学所見を表2に示した．透析患者

であるため腎機能障害を呈するが，白血球増加やCRP

高値は認めなかった．AST，ALTは正常域内である

が透析患者では一般に低値をとるのに対しやや高め，

しかしLDHは正常であり体内での器質的病変を疑わ

せる所見に乏しかった．

4） 脳CT所見

入院時脳CT（9月28日）では両側側脳室周囲の白

質，基底核領域に低吸収域の多発を認めた（図1）．
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表1 本症の特徴

患者数

平均年齢（歳）

年齢分布

血液透析患者

腎障害（非透析）

転帰

スギヒラタケ摂取確認

臨床症状

検査所見

画像所見

56（男24，女32）

69.4（男64.8，女72.9）

16～94歳

33例（59％）

14例（25％）

死亡18例（32％）

50例（89％）

意識障害，不随意運動，麻痺，けいれん

特異所見なし

特異所見なし，MRIでT2高信号病変



5） 入院後経過

入院後意識状態は改善せず，その原因も特定できな

かったため，保存的に治療した．

9月29日に収縮期血圧が200mmHg以上に上昇し

たため塩酸ニカルジピンの持続静注を開始した．脳

MRIを施行したところT2強調画像，FLAIR画像，

拡散強調画像で両側島皮質に高信号領域を認めた（図

2）．この頃から39度台の発熱も認められ，意識障害

も改善しないため，髄液検査を施行したが細胞数の増

加は認めず，軽度の蛋白濃度の上昇を認めるのみであ

った（表3）．

また一部ウイルスに対する抗体価の上昇を認めたこ

ともあり，ウイルス性の脳炎の可能性も考慮してアシ

クロビルの投与を行った．その後全身性のけいれんが

起こりフェニトインの投与を行い一時軽快したが，以

降は昏睡状態となった．週3回の血液透析を継続して

行っていたが意識状態は改善せず，10月4日には全

身性のけいれん発作があり，さらに重積状態となった

ためジアゼパムの持続静注を開始した．10月6日に

呼吸停止を来たしたため人工呼吸器管理としたが，10

月9日に死亡した．

4 考 察

本症例は原因不明の意識障害として対症的に加療さ

れたが，治療抵抗性のけいれん重積状態となり死亡し

た．当初スギヒラタケ摂取と急性脳炎症状の因果関係

についての認識がなかったが，後日厚生労働省の勧告

があり患者家族に確認したところスギヒラタケ摂取が

判明した．

本症例は2000年11月にも意識障害のため入院した

が，このときの精神神経症状はせん妄・錯乱が主症状

であり，今回のようなけいれん，下肢の脱力といった

症状ではなかった．当時は脳CT上でも器質的な病変

はなく，ブラッドアクセス不全があり透析時間も短か

ったため，尿毒症性脳症の診断で透析時間を延長し，

保存的加療を行い約2週間程度で正常な意識レベルに

回復した．しかし振り返ると尿毒症に起因する障害と

いうよりも，当時はなんらかの中毒が関与しているの

ではないかという印象を持った．その後は後遺症もな

く，今回の急性脳症まではきわめて快活に元気に過ご

していた．

患者宅は県西の山間部に位置し，この地区ではスギ

ヒラタケは日常的な食用キノコであり，患者家族は毎

年かなりの量を摂取していた．2004年以前にもスギ

ヒラタケ関連の急性脳症の報告があり，日常的にスギ

ヒラタケを摂取していた状況を考えると，神経症状の

違いはあるがなんらかの因果関係があった可能性も否

定できない．

下条ら2）は発症地域の9透析施設，524名の患者の
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表2 入院時検査所見

WBC 5,800/μl

RBC 418×104/μl

Hb 12.5g/dl

Ht 38.7％

Plt 10.9×104/μl

MCV 92.6fL

MCH 29.9pg

MCHC 32.3g/dL

Neut 65.2％

Lymph 29.3％

TP 6.7g/dl

Alb 4.0g/dl

T.Bil 0.41mg/dl

D.Bil 0.08mg/dl

AST 29IU/L

ALT 31IU/L

LDH 223IU/L

ALP 328IU/L

γ-GTP 57IU/L

ChE 292IU/L

BUN 62.6mg/dl

Cr 13.05mg/dl

尿酸 10.7mg/dl

Na 142mEq/L

K 5.5mEq/L

Cl 107mEq/L

Ca 8.4mg/dl

P 5.3mg/dl

CRP 0.36mg/dl

図1 脳CT（9月28日）
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図2 脳MRI（9月29日）

T2強調画像 FLAIR画像

拡散強調画像

表3 髄液検査所見

細胞数 2個/mm3

総蛋白質 80.4mg/dL

グルコース 95mg/dL

Cl 125.0mEq/L

麻疹ウイルス抗体（CF） 4倍未満

風疹ウイルス抗体（HI） 8倍

ムンプスウイルス抗体（CF） 16倍

単純ヘルペスウイルス抗体（CF） 64倍

EBウイルスVCA抗体IgG 20倍

EBウイルスVCA抗体IgM 10倍未満

EBウイルスEBNA抗体 10倍



スギヒラタケ喫食状況を調査した結果，278名が喫食

し，12名（4.3％）が脳症を発症，一方摂取歴のない

患者には1例も発症者がなかったと報告している．以

上の結果から統計学的にスギヒラタケ摂取と脳症の発

症は有意に相関していると結論付けている．佐藤ら3）

の報告にもあるように新潟，秋田の一部の維持透析患

者の半数以上がスギヒラタケを摂取しており，なぜ今

年に限ってスギヒラタケ摂取が脳症の起因となったか

は不明である．

現時点ではスギヒラタケが脳症の直接原因とされた

わけではなく，その毒性成分が同定されたわけでもな

い．そのためあまり非科学的な想像は慎むべきと考え

るが，昨年の東北・北陸地方で起きた大雨との関係や，

最近の異常気象との関連を指摘する意見もある．また

キノコ愛好家の間では昨年のスギヒラタケは豊作で例

年のものよりも白っぽく，大ぶりであったと語るもの

もいたが科学的に信頼できる根拠に基づいた話ではな

い．ただ一般にキノコの有毒性分量は，土地や季節に

より異なる可能性があることが知られており4），なん

らかの変異も視野に入れて考える必要があるかもしれ

ない．

急性脳炎は感染症法5類感染症に分類され，2004

年に一部届け出の法律が変わったことにより全数把握

が義務づけられ，報告件数が増えただけではないかと

の見解も出された．しかし改変後の8月まではほとん

ど報告がなく，スギヒラタケの旬と一致した9月から

報告が激増し，シーズン終了とともに収束したので，

スギヒラタケの高い摂取率もあり，その因果関係が強

く疑われるに至った．いずれにしてもスギヒラタケが

直接の原因であるのかどうか，毒性成分の早期の特定

が待たれる．

本急性脳症は，通常摂取後数日以降に発症し，初発

症状はふらつき，全身倦怠感，歩行困難が多く，数日

の経過を経てけいれん，不随意運動，意識障害を呈す

る5,6）．軽症例は無治療で回復するが，その後治療抵

抗性のけいれん重積発作に至り死亡する場合もある．

キノコ中毒で一般的にみられる，ムスカリン中毒様の

嘔吐や下痢などの消化器症状はほとんど認められず，

そのため下条らは尿毒症性脳症あるいは単なるキノコ

中毒とは異なる病態であると推定2）している．

江口らは東北，北陸の7箇所のスギヒラタケを採取

しその熱水抽出物をマウスの腹腔内に投与したところ，

4箇所のスギヒラタケを投与されたマウスが死亡した

と報告している．特に日本海側で採取したもので致死

性が高く，これらのキノコの含水率は高い傾向にあっ

た7）．また腎機能障害モデルマウスに投与した場合，

低容量であってもその毒性が観察されている7）．原因

物質の特定にまでは至らなかったが，これらの結果か

らスギヒラタケが急性脳症になんらかの形で寄与して

いると推測された．

佐藤ら3）は秋田県では腹膜透析患者に脳症の発症が

なかったことから，腹膜は通過できるが透析膜は通過

できない比較的高分子量の物質で，なおかつ正常の腎

機能を有する場合尿中に排泄されるものとしている．

その一方で通常血液脳関門を通過できる分子量は透析

で除去可能であり，矛盾があるとも考察している．西

澤5）は本事例の症状は尿毒症性脳症に類似しているこ

とから，血液脳関門の透過性を修飾するような物質に

より尿毒症性脳症が起きているのではないかと想定し

ている．このような作用を有する物質として，スギヒ

ラタケに含まれるレクチンの関与を示唆している．加

藤ら6）は山形県の10症例について詳細な検討を行っ

た結果，臨床的に脳画像所見，脳波，髄液所見はそれ

ぞれ特異的な所見はなく，このことから原因の異なる

脳症が混在している可能性もあるのではないかと報告

している．

今回の56例の報告には含まれていないが，われわ

れの施設において，60歳代の女性維持透析患者がス

ギヒラタケの天ぷらを食べた翌日，原因がわからず下

半身の脱力で立ち上がれなくなり半日で治ったという

エピソードがあった．また60歳代の嚢胞腎による維

持透析患者の女性は肝嚢胞が巨大化し末期肝不全で入

院加療中であったが，外泊し帰院後昏睡状態となり死

亡した症例である．この例では高アンモニア血症もあ

り死因は肝性昏睡としたが，死戦期にはコントロール

困難な全身性けいれんがあり，通常の肝性昏睡とは違

和感があった．後日夫から外泊中の旅先で茶碗蒸しに

スギヒラタケが一葉入っていたと知らされた．

このような軽症例や非典型的な症例は今回の調査で

は見過ごされている可能性がある．急性脳症の病態，

発症機序，毒物の特定などほとんどのことがまだわか

っていない．

これまでの報告を総合すると臨床検査では特異的な

所見はなく1），血液検査で白血球の増多やCRPの上
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昇を呈する症例があった．髄液検査では細胞数の増加

は顕著ではなく，蛋白が100mg/dl以上まで上昇す

る，蛋白細胞解離を呈する症例も認められた5）．脳波

は徐波と多発性の発作波を呈する症例がある一方，正

常所見の場合もある．

本症例の場合，発症当初に行った脳CTでは加齢に

よる虚血性の変化のほか特異的な所見は認められなか

ったが，基底核外側部に淡い高吸収域を認める症例や

逆に低吸収域を呈する報告もある．脳MRI所見では

一部高信号領域を認め，基底核外側部のほかに大脳深

部白質，皮質下などに高信号領域を認める症例も報告

されており5,6），脳症との因果関係が検討されている．

2005年5月の日本神経病理学会において東京都神

経科学総合研究所の新井と秋田大学の共同研究チーム

が，今回の脳症で死亡した腎不全症例の脳剖検所見を

発表し，大脳皮質深部の白質，脳幹，小脳などに脱髄

性の組織破壊像がみられたと報告した．

治療に関しても特異的な方法はなく，症例によって

は頻回の血液透析，血漿交換療法が施行されたが脳症

に対しては無効であった．

おわりに

東北，北陸地方に多発した急性脳症に関してその原

因物質や病態についてこれまでに様々な考察がなされ

ているが，共通点はスギヒラタケの摂取と腎機能障害

だけである．厚生労働省よりスギヒラタケの摂取を見

合わせるよう注意喚起がなされ，そのシーズンが終わ

って以降新たな発症は報告されていない．しかし病因

が明らかになり，その原因が特定されない限り，今後

の発症を予防することはできない．

スギヒラタケはこれまでに長く愛されてきた食用キ

ノコであり，食べるなと言われると食べたくなるのも

人の常である．もし因果関係があるのならばそれは

2004年に限ったことだったのか，今年もかわらず危

険なのか，自然環境の破壊などによる突然変異の可能

性があるなら，今後別なキノコあるいは別な山菜など

で同じようなことがおこる危険性はないのかなどとい

った素朴な疑問が次々に生まれてくる．食は人生を豊

かにする楽しみの一つである，完全に安全ということ

はなかなか難しいのかもしれないが，その楽しみを享

受できるように引き続き原因解明に向けた詳細な検討

が望まれる．

文 献

1） 岡部信彦，大山卓昭，中島一敏，他 :東北北陸地方での急

性脳症多発事例にかかる研究報告書．厚生労働省科学研究費

補助金 厚生労働特別研究事業 東北北陸等での急性脳症多

発事例にかかる研究 平成 16年度総括・分担研究報告書;

2005．

2） 下条文武，成田一衛 :東北北陸等での急性脳症多発事例に

かかる研究．厚生労働省科学研究費補助金 厚生労働特別研

究事業 東北北陸等での急性脳症多発事例にかかる研究 平

成16年度総括・分担研究報告書;2005．

3） 佐藤 滋，山岸 剛，北島正一，他 :秋田県の透析患者に

発症した急性脳症（第 1報）．透析会誌，38;139�142，2005．

4） 山本 都，畝山智香子，登田美桜 :化学物質分野における

情報調査と分析．厚生労働省科学研究費補助金 厚生労働特

別研究事業 東北北陸等での急性脳症多発事例にかかる研究

平成16年度総括・分担研究報告書;2005．

5） 西澤正豊:スギヒラタケ脳症の疾患定義と臨床．厚生労働

省科学研究費補助金 厚生労働特別研究事業 東北北陸等で

の急性脳症多発事例にかかる研究 平成 16年度総括・分担

研究報告書;2005．

6） 加藤丈夫，川並 透，清水 博，他 :スギヒラタケ摂食後に

腎不全患者に多発した脳症．脳と神経，56;999�1007，2004．

7） 江口文陽 :東北北陸などでの急性脳症多発事例にかかる研

究．厚生労働省科学研究費補助金 厚生労働特別研究事業

東北北陸等での急性脳症多発事例にかかる研究 平成 16年

度総括・分担研究報告書;2005．

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.2 2005282



要 旨

現在，多くの医療廃棄物を排出する医療機関，とり

わけ血液透析施設（以下透析施設）における感染性廃

棄物処理については未だ不十分であると思われる．

今回改正された「感染性廃棄物処理マニュアル」で

は透析室そのものが感染性病棟であると規定されてお

り，そこから排出されるほとんどの医療廃棄物が感染

性であることが明確に示された1,2）．このことから起

こりうる医療現場での分別作業，委託業者への監視，

不法投棄などに対する罰則対策，処理に伴う経済的な

負担など検討項目は多い．マニュアルが改正されたの

を機会に，大阪透析医会感染性廃棄物対策委員会にお

いて感染性廃棄物処理の現状と対策，さらにどこをチ

ェックすべきかを検討したので報告する．

はじめに

医療機関から生ずる感染性廃棄物は（廃棄物の処理

及び清掃に関する法律，昭和45年法律第137号）特

別管理廃棄物（特別管理産業廃棄物または特別管理一

般廃棄物）3）とされており，それらの廃棄物を収納し

た容器（密閉されたハザード缶）の運搬方法，さらに

は院内において廃棄物の感染性を失わせる処分方法な

どが処理基準として定められている.また，これらの

処理基準を補完するものとして，平成4年に感染性廃

棄物に対する判断基準および医療機関などが感染性廃

棄物を処理する際の注意事項を示した感染性廃棄物処

理マニュアルが作成され現在まで運用されてきた.

しかしながら，従来の感染性廃棄物処理マニュアル

では感染性廃棄物に対する判断の大半を現場の医師な

どに委ねられていて判断基準に客観性を欠き，かねて

より全国的に見ても各施設バラバラな処理方法で一定

ではないのではないかとの指摘があった．そのため，

平成13年度より環境省において医師，学識経験者な

どの専門家による「感染性廃棄物処理対策検討会」を

設置し，感染性廃棄物に対する判断基準などについて

検討を行い，平成16年3月16日には改正「感染性廃

棄物処理マニュアル」1）が施行された．それによると

透析室から排出されるものはほとんどが感染性廃棄物

と規定された．

廃棄物の不法処理に関しては，ごく最近においても，

香川県豊島で多量の産業廃棄物の不法投棄，また千葉

県成田市郊外においても30tもの感染性廃棄物が不

法投棄された事件などがあり，また栃木県の運搬処理

業者が医療廃棄物の混入した産業廃棄物をフィリピン

へ輸出した事件，さらには青森・岩手県境の原野への

関東圏内の医療機関から排出された医療廃棄物の不法

投棄など枚挙にいとまがないのが現状である．さらに

は本年1月には札幌市の病院職員が自分の病院で発生

した医療廃棄物を河川敷などに捨てた疑いで病院長ら

5名が書類送検された事件も発覚している．

これらの事件を引き起こした委託業者はいずれも都
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道府県知事から感染性廃棄物の収集運搬または処分の

許可を受けた業者である．このように契約業者の不法

投棄などの事件が発覚したとき，排出事業者である医

療機関が適切な措置を講じていなかった場合は都道府

県知事または保健所設置市長によって生活環境保全上

の措置，すなわち現状復帰の措置を講ずるよう命ぜら

れる．廃棄物の撤去や汚染土壌の浄化など現状復帰に

は莫大な費用の負担が予想され，医療廃棄物で生じた

健康被害などの賠償費用をも保証しなければならない．

とりわけ医療消耗品の大半を占めるダイアライザー

と血液回路等が感染性廃棄物として処理されなければ

ならないことになったために，多量の感染性廃棄物を

排出する透析施設においては，特に感染性廃棄物の適

正な処理方法を再確認することが必要であると考える．

1 感染性廃棄物の処理委託

医療機関は施設内において感染性廃棄物を焼却滅菌

消毒後破砕などの処理ができない場合，都道府県知事

より感染性廃棄物運搬収集および中間処理の許可を受

けた専門業者と正式に契約を結び，運搬収集および中

間処理を委託しなければならない．

医療機関が感染性廃棄物（特別産業廃棄物）の処理

を業者に委託する場合は，それらの運搬と処分につい

ては業者と書面による契約が必要であり，以下のこと

に留意しなければならない．

① 委託業者の許可証の確認

●業の区分（収集運搬業か処分業か）

●取り扱うことのできる廃棄物の種類（業者の事

業範囲に感染性廃棄物が含まれているかの確認）

●許可証

●許可期限（期限が過ぎていないか）

●処理施設の種類および処理能力

② 委託に係わる通知

感染性廃棄物の委託に先立ち，委託しようとする廃

棄物の種類，数量，性状，荷姿など取り扱う際に注意

すべき情報を十分伝えること．

③ 収集運搬および処分が適切に行われているかど

うかの確認

収集運搬業者の場合の確認事項は以下である．

●運搬に屋根が着いたボックスタイプの車両を使

用していること

●感染性廃棄物の漏れ，鋭利物の突出などを考慮

した収納容器を使用していること

●感染性廃棄物が積み替え，保存されることなく

収集後直接処分場へ運搬されていること

処分業者の場合は以下である．

●委託締結の前に処分施設の見学をする

●契約後も年に1回は処理現場の見学の実施を心

がけること．必ず見学記録と写真を撮って保管

しておくこと（図1，2，3）

見学の際の処分施設のチェック項目としては次の事

項がある．
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図1 施設内の焼却炉

図2 焼却処分された感染性廃棄物



● 処分施設の近隣に「施設撤去」などの警告掲示

物がないこと

●過剰な量の感染性廃棄物が保管されていないこ

と

●施設内に廃棄物が散乱していないこと

●施設内に悪臭がしないこと

●許可証に記載された処分方法で適正に感染性廃

棄物が処分されていること

④ 委託契約締結時に記載すべき事項

●委託する感染性廃棄物の種類および数量

●運搬を委託する場合は最終目的地の所在地

●処分を委託する場合はその所在地，処分方法，

処理能力

●委託契約有効期間

●料金（数量および単価）

●許可業者の事業範囲（収集運搬，処分の別：感

染性廃棄物が含まれているか否かなど廃棄物の

種類）

●許可業者が適正な処理を行うための情報提供に

関する事項（性状，荷姿，性状変化など）

●運搬，処分終了後の排出事業者への報告に関す

る事項

●契約を解除した場合の処理されない廃棄物の取

り扱いに関する事項

⑤ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付1,2）

感染性廃棄物の処理を他人に委託する場合，感染性

廃棄物を引き渡す際に，定められた様式による産業廃

棄物管理票に必要な事項を記入して交付しなければな

らない．

2 感染性廃棄物の施設内処理

一方，感染性廃棄物は「感染性廃棄物処理マニュア

ル」で定められた方法で適正に処理すれば処理残渣物

は非感染性廃棄物いわゆる産業廃棄物（廃プラスティ

ック）として処理することができる．

1） 施設内における感染性廃棄物取り扱い上の

確認事項

① 感染性廃棄物の管理責任者が明確であること

管理責任者の資格は以下である．

●医師，歯科医師，薬剤師，獣医師，保健師，助

産師，看護師，臨床検査技師，衛生検査技師ま

たは歯科衛生士

● 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員

の職にあった者

●学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく

大学若しくは高等専門学校，旧大学令（大正7

年勅令第388号）に基づく大学若しくは旧専門

学校令（明治36年勅令第61号）に基づく専門

学校において医学，薬学，保健学，衛生学若し

くは獣医学の課程を修めて卒業した者，または

これと同等以上の知識を有すると認められたる

者

② 管理規定の作成

感染性廃棄物の施設内における感染性廃棄物の取り

扱いについて管理規定が作成されていること．

③ 感染性廃棄物の一時保管施設が適切であること

保管施設には周囲に囲いがもうけられ，かつ取り扱

い注意の表示を行うこと．表示は縦横それぞれ60cm

以上とする（図4）．

④ 容器の分別・搬送

感染性廃棄物発生場所では指定の容器に分別収納さ

れ，施設内一時保管施設まで安全に搬送されているこ

と．

⑤ 容器の形態・表示

感染性廃棄物収納容器は蓋付きの物が使用されてお

り，バイオハザードマークが貼られていること．

2） 感染性廃棄物施設内処理上の確認事項

感染性廃棄物は改正マニュアルで定められた方法で

処理すれば，処理後の残渣物は産業廃棄物として処分

血液透析施設における感染性廃棄物処理 285

図3 図2の廃棄物を最終処分地へ搬出する港



できると規定された．このことによって，感染性廃棄

物の多量排出施設では，感染性廃棄物を院内処理する

ことで処理委託費を大幅に削減することができる．

① 処理装置を導入するうえでの条件

●装置の導入により業者委託処理費がより削減さ

れること

●装置設置スペースの確保ができること

装置の重量は1.5～20t，必要設置面積は4～50

m2，高さは2～5m

● 処理残渣物（産業廃棄物）の委託業者の確認

●医療現場での廃棄物の分別が徹底できること

② 改正マニュアルに記載された施設内処理方法と

問題点

病院・診療所などの施設内で行う感染性廃棄物の処

理方法が定められており，各々の処理方法は次の通り

である．

●焼却設備を用いて充分に焼却する方法

ダイオキシン排出規制，煤煙，臭気などの問題

で一般の病院，診療所での導入は困難

●溶融設備を用いて充分に溶融する方法

設置に広い敷地が必要．ランニングコストがほ

かの方法より高い

●高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）装置を用いて

滅菌する方法

処理物が湿状態であることと廃水処理が必要

●乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法

もっとも導入しやすい方法であるが，紙，布な

ど可燃物の処理ができないことと装置が高価な

ため，ある程度以上の透析患者数と設置スペー

スが必要．加えてかなりの重量を要するため，

2階以上のテナントビル設置には難がある

●消毒する方法

薬剤または加熱による方法であるが，破砕する

など滅菌したことを明らかにしなければならず，

処理物が湿状態であり消毒液などの廃液処理が

必要となり煩雑である

3 感染性廃棄物の全面的な業者処理委託と

施設内処理の比較

1） 経済面

① 契約業者委託費用について

現在，一般的に行われているのがいわゆる密封した

ハザードポリ容器に感染性廃棄物を収納し，容器1個

いくらで運搬・処理を業者に委託している方法である．

今回，われわれが行ったアンケート調査においても，

透析1セット（1セットとはダイアライザーと血液回

路で，それらを一括してポリ容器に収納）あたり

150～250円が一般的であった．患者1人にかかる月

額廃棄物処理費用はダイアライザーと血液回路のみで

2,000～3,500円（13回透析/月）が最低必要というこ

とになる（図5）．

② 施設内処理費用について

現在，購入可能な非焼却炉型医療廃棄物処理装置の

概要と価格を表1に示した．これらの装置で乾熱滅菌

処理された後の残渣物は非感染性廃棄物いわゆる産業

廃棄物（廃プラスティック）として扱われ，業者と処
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図5 透析1セット処理委託単価

大阪透析医会感染性廃棄物処理に関するアンケート調査（平成16年）による

図4 感染性廃棄物一時保存施設の表示板



理委託契約する（詳細は後述）．

2） 医療現場での分別の問題

専門業者に委託する場合は業者の指定した容器が耐

貫通性のポリ容器であるため，すべての感染性廃棄物

を容器内に収納・密封し，密封後は委託業者が回収す

るだけで事足りるわけである．しかしながら，施設内

処理の場合は処理装置で処理できる物，できない物と

分別しなければならない．特に，乾熱滅菌装置では紙，

布などの可燃物や穿刺針などの鋭利な物は処理後にお

いても鋭利性が残るため，現場において厳密に分別し

なければならない．

4 措置命令および罰則

委託業者が不法投棄などの事故を引き起こした場合，

さらにはその委託業者が行方不明や，破産によって賠

償不可能な場合においても，排出事業者である医療機

関は現状復帰などの措置命令に従わなければならない

ことになっている．加えて措置命令とは別に排出事業

者である医療機関が，廃棄物処理法に違反した場合，

以下のような刑罰が科せられる（第5章罰則の項）3）．

① 措置命令違反，一般・産業廃棄物の無許可業者

への委託，不法投棄（未遂も含む）には5年以下

の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの

併科（法人も同様の罰金，不法投棄は1億円以下

の罰金）

② 一般・産業廃棄物の委託基準違反，処理基準に

基づかない廃棄物の焼却違反には3年以下の懲役

もしくは300万円以下の罰金，またはこの併科

（法人も同様）

③ マニフェストの不交付，未記載・虚偽記載によ

る交付，マニフェストの保存義務違反には50万

円以下の罰金（法人も同様の罰金）

④ 帳簿備え付け，記載，保存義務違反，報告拒否，

虚偽報告，特別管理産業廃棄物管理責任者設置義

務違反，立ち入り検査拒否・妨害・忌避を行った

場合30万円以下の罰金（法人も同様の罰金）

5 改正廃棄物処理法への対応

事故が起こった場合の賠償については個々の医療機

関がそれぞれ対応しなければならない訳であるが，賠

償金額が多額になる可能性があるために医療廃棄物排

出責任保険への加入によって対応することも可能であ

る．対象となる事故というのは医療機関が排出した廃

棄物が不法投棄され，廃棄物処理法・国内バーゼル法

（特定廃棄物の輸入などの規制に関する法律）に基づ

く措置命令・除去費用を求められたときの廃棄物の撤

去や汚染土壌の浄化にかかる費用または，法律上の賠

償責任を負い損害賠償金を求められた場合である．し

かしながら，前述の委託基準に則っていなかったり，

故意の不正であると認定されたりした場合，保険金は

支払われないので本保険の定款を熟読することが肝要

である．

年間保険料についてはさほど高額なものではなく，

無床診療所であれば年間の保険料は支払限度額3億円

の場合10,287円，1億円では9,027円，5,000万円で

あれば8,235円となっている．なお，病院であれば1

床当たりいくらと規定されている（問い合わせ：株式

会社：損保保険ジャパン 電話03-3349-9274）．

6 大阪透析医会感染性廃棄物対策委員会の

アンケート調査について

平成 16年8月，大阪透析医会会員の感染性廃棄物

に対する意識と現状をみるために「感染性廃棄物処理

に関するアンケート調査」を行った（表2）．血液透

析を行っている診療所・病院合わせて161施設に対し
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表1 非焼却炉型医療廃棄物処理装置一覧表

販売企業名 製造元 装置名 方 式 処理能力 価 格

アイバック

小池酸素工業

大成建設

日本ヘルスサイエンス

山田工業

松下電工

日立メディコ

日立メディコ

アイバック

小池酸素工業

米・SANITEC

山田工業

山田工業

松下電器

米・TENPICO

日立メディコ

ディスポバック

ドミュウス

サニテック

サニクラッシュ60

サニクラッシュ・スーパー

ドラクエ君

ロトクレーブ

ヒットクレープ

乾熱・圧縮

プラズマ溶融

マイクロ波・破砕

乾熱・破砕

乾熱・破砕

乾熱・破砕

高圧蒸気・破砕

高圧蒸気

400L/時

1,000L/8時間

500kg/時

60L/時

320L/時

50L/時

2,000L/50分

250L/35分

4,000万

6,000万

1.7億

1,600万

8,000万

1,500万

1.5億

3,000万



て調査を行い，112（69.5％）施設（診療所62，病院

44，病院と診療所6）の回答を得た．

結果（表2）は，Q3，Aのダイアライザー・血液

回路について，どのように処理しているかの設問に対

して92（80％）施設が感染性廃棄物として処理し，

17（14.8％）施設は症例によって分別しているとし，

2（1.7％）施設はすべて非感染性廃棄物として処理し

ていた．

Q3，Bについては針，ガラスなど鋭利なものは101

（91.0％）施設が感染性廃棄物として処理し，5（4.5％）

施設が症例によって分別していた．

Q3，Cのその他，血液の付着したゴム手袋，シー

ツ，ガーゼなどの処理については95（84.8％）施設

が感染性として処理していたが，15（13.4％）施設は

症例によって分別しているという結果であった．

また，Q4の感染性廃棄物処理については，102

（90.3％）施設においてすべて許可を受けた業者と契

約していた．一方，自院において適正に処理している

のが10（8.8％）施設で，Q5では，すでに院内処理

として乾熱滅菌装置により処理している施設が5施設

あった．

Q7の保健所による医療監視の際どのような指導が

あったかの設問には，廃棄物の設置場所の改善を求め

られるケースが多かった．

感染性廃棄物処理にかかる月額の費用については，

図5のごとく透析1セット当たり150～250円の施設

が多かった．

Q9の感染性廃棄物処理についての疑問，意見とし

て，7施設が委託単価について，①コストが高すぎる，

②今後ますます負担になる，③大阪透析医会全体とし

て単価を下げる交渉をしてほしい，④診療報酬に廃棄

物処理加算をもうけるべきであるという意見であった．

また3施設が，①市町村によって処理の解釈に差があ

る，②処理コストが地域や業者によって異なる，③適

正価格を知るために大阪府下，または全国的な調査を

求める，との意見であった．3施設からは院内処理方

法として乾熱破砕装置の購入を検討しているなどの意

見が寄せられた．さらには感染性廃棄物を不適切に処

理している施設が多いのは問題だという厳しい意見も

あった．

7 考 察

今回の改正で，透析施設から排出される医療行為に

伴って発生した廃棄物はすべて感染性廃棄物であると
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表2 アンケート調査の内容と結果

Q1 貴院の施設は？

1.診療所 62施設

2.病院 44施設

3.病院と診療所 6施設

Q2 貴院での患者数をお答えください

Q3 貴院での透析関連の医療廃棄物処理はどのように行って

いますか

A.ダイアライザー，回路

1.すべて感染性として処理している 92（80.0％）施設

2.すべて非感染性として処理している 2（1.7％）施設

3.症例によって分別している 17（14.8％）施設

4.その他 4（3.5％）施設

B.針，ガラスなど鋭利なもの

1.すべて感染性として処理している 101（91.0％）施設

2.すべて非感染性として処理している 1（0.9％）施設

3.症例によって分別している 5（4.5％）施設

4.その他 4（3.6％）施設

C.その他，血液の付着したゴム手袋，シーツ，ガーゼなど

1.すべて感染性として処理している 95（84.8％）施設

2.すべて非感染性として処理している 1（0.9％）施設

3.症例によって分別している 15（13.4％）施設

4.その他 1（0.9％）施設

Q4 感染性廃棄物処理について

1.特別管理産業廃棄物の運搬・処理を許可された業者と

契約している 102（90.3％）施設

………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………

……

……

……………

………………………………………

……

……

………………

………………………………………

……

……

……………

………………………………………

………………………………

2.特別管理産業廃棄物の運搬・処理を許可されていない

業者と契約している 0（0％）施設

3.自院にて適正に処理し，非感染性廃棄物として処理し，

針など自院で処理できないものは許可された業者と契約

している 10（8.8％）施設

4.その他 1（0.9％）施設

Q5 Q4で3と答えた方は処理方法として

1.消毒液で処理し非感染性（産業）廃棄物としている

5施設

2.乾熱滅菌により破砕している 5施設

3.その他 0施設

Q6 現在業者とのトラブルはありますか

1.金銭上の問題 2施設

2.廃棄物の搬出の際 1施設

3.特になし 107施設

Q7 保健所の医療監視について（複数回答）

1.廃棄物の設置場所 39施設

2.廃棄物の処理法 8施設

3.業者との契約の内容チェック 17施設

4.その他 33施設

Q8 透析関連の医療廃棄物にかかるコストは月額おおよそい

くらですか

図5を参照

Q9 感染性廃棄物処理について疑問，ご意見などございまし

たらお書きください

……………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………………………

……………………

………………………………………………

………………………………………

…………………………………

…………………………………………

…………………………………

……………………………………

……………………

………………………………………………



いうことが明確になったことにより，次のことなどが

厳守されなければならない．

① 契約業者の厳選

② マニフェストの管理

③ 運搬，中間処理，最終処分の監視として，実際

に年1回運搬収集，中間処理，最終処理の現場を

視察し，写真などを証拠書類として残しておく

（図1，2，3）

④ 委託業者との適正な処理価格の契約

⑤ 不正な処理に気づいたときには，速やかに当局

への通報と廃棄物の排出など中止の措置を講じる

大阪透析医会で行ったアンケート調査（表2）にお

いても，一部の施設で感染性廃棄物を適切でない方法

で処理していることがわかった．ほとんどすべての施

設が都道府県知事より許可を受けた業者と委託契約し

ていたが，今回のアンケート調査では約30％の施設

から回答が得られなかったことから，処理方法に問題

のある施設はもう少しあるのではないかと懸念される．

今後も規制が強化され，ますます，透析施設の廃棄

物処理に対する監視の目は厳しくなることが予想され

る．そのことによって，透析施設から運搬・中間処理・

最終処分業者へ排出される廃棄物の量は増加するので

はないか思われる．特に最終処分地の確保は難しく，

大阪府下から三重県，岡山県のような遠隔地に搬送し

なければならないのが現状である．こういったことか

らも感染性廃棄物処理委託単価の上昇も予想される．

透析1セット当たりの単価を下げるよう交渉すること

も一つの考えであるが，行き過ぎると不法投棄を誘発

するおそれもある．100人ぐらいの透析患者のいる施

設では，自院の規模に合わせた処理方法を導入したほ

うが総合的に有利な場合がある．たとえば，乾熱滅菌

破砕装置については，装置設置スペースが必要である

とか，軽量装置でも1.5tの重量があるために2階以

上のテナントビルでの設置には難があるなど問題はあ

るが，以下のような利点がある．

① 処理費用の削減が可能なこと

② プラスティック製品が適切に処理できること

③ 小型のものであれば比較的狭いスペースでも設

置可能（図6）

④ 処理残渣物は破砕などの処理がなされること

（図7，8）

⑤ 騒音，臭気，煤煙を発生しない機種のため住居

地域で可能など

会員であるS施設が①～⑤の利点を考慮して導入

した，乾熱滅菌破砕装置（図6）の仕様と能力につい

て参考までに紹介する．本装置は幅×奥行き×高さは

1,200×1,100×1,370mm，重量は1.5tで，1回あたり

の滅菌破砕処理量の60L（一袋）を平均 60～70分間

で処理することができる．まず 180℃で30～45分間

かけて乾熱滅菌し，さらに110℃まで冷却した後に破

砕する．S施設では専用袋に12～13セット（図7）

を入れて，毎日（AM7:00～PM10:00），12～13回

処理作業を行っている．1セットは平均 0.8kg（積層

型の1セットは1.4kg）であるが，S施設の処理後廃

プラスティック（図8）の業者委託価格が105円/kg4）

とすれば1セット84円の計算となり，感染性廃棄物

として専門業者に全面委託した場合の1セット150～

250円と比べても院内処理のほうが安価である．

したがって，装置導入の損益分岐点は業者委託単価

にもよるが，装置の償却費，保守メンテナンス費，人

件費さらには機械設置のためのスペースなどを考慮し

ても60～70人ぐらいではないかと考える．100人を

超えると，おおよそ30～40％は削減できるものと思

われる．さらに，装置はメンテナンスをしっかりして
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図6 乾熱滅菌粉砕装置（サニクラッシュ60型）



いればリース期間以上に機能するため，その節減は無

視できないものである．S施設は廃棄物の一時保管場

所が狭いため，処理残渣物（廃プラスティック）を週

2回業者に収集依頼しているが，一時収集場所に余裕

のある施設では収集回数を減らすことでさらなる経費

削減が可能となろう．装置の導入から4年間が経過し

ているが，大きなトラブルもなく現在も順調に稼働し

ている．

処理委託単価についてのアンケート調査（図5）で，

集計可能であったのが81（50％）施設と少なかった

のは

① 病院群では病院全体の処理費用として一括算定

のため，透析関連の廃棄物費用のみ分けられない

② 集計時，算出できないような回答

③ 記載なし

がその理由であった．1セット処理委託単価は101～

300円が54（66.6％）施設で，301円以上と答えたの

が8（9.8％）施設と，処理委託単価については施設

の規模などでまちまちであることがわかった．

このように，業者委託単価が各市町村，地域によっ

てバラツキが生じるのは，運搬処理業者の規模や，業

者と行政との関わりも様々であったり，契約の形態が

個人であったり医師会が窓口であったりと一様でない

ことがあげられる．都道府県の医師会によっては，委

託業者と一括契約を結び，医師会員に均一の処理委託

費を紹介しているところもあるが，多量排出施設にと

っては割高傾向となるため，委託業者と独自に契約し

ている施設もあるようである．したがって，委託単価

が各施設によって異なるのはある意味，現実的である

といえる．日本透析医会などが窓口となって交渉すれ

ば価格は下げられるのではないかとの意見もあるよう

だが，諸般の事情を鑑みればそれはトラブルのもとに

なるように思われる．

地球の環境保全の観点からも運搬・処理業者，加え

て感染性廃棄物排出事業者であるわれわれは，医療現

場においての分別作業の徹底5）をはかるなど責務はき

わめて重大であることを肝に銘じ，長年築いた日本透

析医会の信用が失墜しないよう会員が一丸となってこ

の問題をのり超えていかなければならない．また，感

染性廃棄物を適正に処理していても診療保険報酬に加

算されない現状では各施設は大きな負担を強いられる

わけで，来るべき包括医療など度重なる透析医療費の

削減に対処するためにも，感染性廃棄物処理にかかる

費用の削減方法は医療機関全体の問題として捉え，真

剣に取り組んでいかなければならないと考える．

まとめ

医療事故，院内感染事故，感染性廃棄物不法投棄事

件が多発している昨今，世間の医療界にたいする目は

大変厳しいものがある．これらの問題を解消していく

には，日々の地道な努力の積み重ね以外に方法はない．

特に感染性廃棄物の処理については，改正「感染性廃

棄物処理マニュアル」を遵守し，なおかつ経済的にも

効率の良い方法で処理していくことがこれからの医業

経営にとって必要なことと考える．年1回行われる医

療監視も日ごろの努力の結果が評価される一つの方法

であることを忘れてはならない．
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要 旨

維持透析患者の予後を左右する病態に心血管系の合

併症がある．心筋・骨格筋エネルギー代謝維持にミト

コンドリアにおけるATP産生が重要な役割を担って

いる．保存期を含めた腎不全患者では潜在的にもその

代謝異常が存在している．この成因の一部にCoQやカ

ルニチンの欠乏が推定されている．カルニチン補給に

より一部では筋肉エネルギー代謝の改善が認められて

いるが，CoQの効果に関しては明らかにされていない．

また，CoQは呼吸鎖に関わるだけでなく，細胞内全体

に広く分布し，その還元型はビタミンEなどの抗酸化

系物質と共同して生体全体の抗酸化系ネットワークを

形成しており，酸化ストレスに対する防御系として機

能している．腎不全患者のCoQの改善，合併症予防

や生命予後に対する影響など，CoQの効果を多数例

で長期間調査した報告はなく今後の検討が必要である．

はじめに

コエンザイムQ（CoQ）はミトコンドリア内膜の

電子伝達系（呼吸鎖）に必須の電子伝達因子であり，

わが国では1974年に虚血性心疾患，高血圧やリウマ

チ性心疾患等に基づく軽度および中等度のうっ血性心

不全改善薬として認可されている．最近，その存在が

ミトコンドリア外にも広がり，生体内の抗酸化系物質

の一つとして機能していることが明らかとなり，ビタ

ミンCおよびE，グルタチオンなどの低分子抗酸化

物質や抗酸化酵素などとの相互作用が注目されている．

また，近年の健康志向の高まりに呼応して内因性の

アンチエイジング物質として健康補助食品の認可を受

けており汎用されつつある．しかし，腎不全患者にお

けるその功罪に関しては十分に検証されてはいない．

本稿ではこれまでに報告された論文を紹介し，透析を

含めた腎不全における有用性検討の一助になれば幸い

である．

1 基礎的事項

CoQが電子伝達系（呼吸鎖）における電子伝達体

として機能していることは現在では明らかであるが，

1957年Craneら1）によりウシ心筋ミトコンドリアの

脂質画分から単離されたCoQの詳細な機能が認識さ

れるまでは相当の時間を必要とした．生体は電子伝達

系における電子の流れの過程で生じる自由エネルギー

をATPとしてとらえ利用している．この機構は酸化

的リン酸化反応とよばれ，生体内のATP産生のほと

んどはこの機構で生成される．

このようにCoQは生体のエネルギー産生に必須の

物質であり，わが国においては1970年代に心筋エネ

ルギー代謝改善薬として心不全に臨床使用されてきた．

また，CoQの還元型に抗酸化作用があることは現在で

は広く認識されているが，端緒は後述するTakayanagi

ら2）およびMarubayashiら3,4）の報告と考えられてい
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る．さらに，本稿のテーマである腎疾患におけるCoQ

の抗酸化作用に着目した研究としてAoyagiら5）の報

告が1987年にはなされている．

1） CoQの由来

CoQの生合成はコレステロール合成と同様，メバロ

ン酸を経由して合成される．すなわち，アセチルCoA

とアセトアセチルCoAからHMG-CoA synthaseに

より3�ヒドロキシル�3�メチルグルタリルCoA（HMG-

CoA）が生成し，さらにHMG-CoAreductaseにより

メバロン酸が生じる．HMG-CoAreductaseはコレス

テロール合成の律速酵素であり，最終生成物であるコ

レステロール自身により負のフィードバック調節を受

けている．つまりヒトでは食物から摂取するコレステ

ロール量が多いときにはその生合成は活性化されない．

また，メバロン酸からコレステロール合成の中間体と

してのゲラニルピロリン酸を経由してCoQが生成する．

最近，高脂血症治療にHMG-CoA reductase阻害

薬が汎用されている．これによりCoQの生合成が阻

害され減少することが危惧されているがCoQ補充の

必要性に関しては確立していない（後述）．また，CoQ

は植物および動物種によりそのイソプレノイド側鎖長

に違いがあり，ヒトではほとんどがCoQ10で，ラット

ではCoQ9とCoQ10が存在し種差が認められる．

2） 生体内分布

CoQのヒト血中濃度に関しては，多くの報告例か

らまとめた岡本ら6）の総説によると，健常成人で血清

および血漿とも平均0.8μg/ml程度であり加齢による

変化は認められない．また，還元型（CoQ10H2）と酸

化型（CoQ10）の比率も85～95％と相当部分が還元型

として存在している．

Kal�enら7）は生後1～3日の新生児から81歳までの

ヒト組織におけるCoQ10濃度の分布と加齢による変化

を剖検例で検討した．膵臓と副腎では生後2年までが

最高値を示し以後加齢とともに減少していた．肺と脾

臓では顕著な差は認められなかったが，肝臓では2歳

以降一定濃度を維持，腎臓では20歳代で最高値を示

し80歳代では30％程度減少していた．心臓は他臓器

よりやや多く20歳代で最高値を示し，80歳代では約

50％減少していたと報告している．しかし，骨格筋

については記載がなく不明である．その後の�Aberg

ら8）の報告でもCoQ10は心筋に最も多く存在し，腎お

よび肝臓が心筋の約50％で骨格筋は30ないし40％

と報告している．

以上のことからCoQが筋エネルギー代謝に重要な

役割を演じていることは明らかであり，腎不全患者に

おける意義が推察される．

3） 生理的意義

ミトコンドリア呼吸鎖における必須因子としてATP

産生に関わっていることからも生体のエネルギー代謝

に重要な役割を果たしていることは明らかである．特

に心臓に高濃度に存在することから，わが国では心筋

代謝改善薬として心不全に保険適応されている．当初

CoQはミトコンドリアから抽出されたことから研究

の中心はATP産生に重きが置かれていたが，分析法

の進歩によりミトコンドリア以外の細胞画分にも還元

型CoQとして存在していることが明らかとなり，脂

溶性の抗酸化物質として生体の酸化防御システムの構

成分子として作用している．

Takayanagiら2）およびMarubayashiら3,4）の報告

では，ウシ心筋のミトコンドリア画分をADPと鉄で

酸化した時の脂質過酸化や，ラット肝の虚血・再灌流

障害モデルでのミトコンドリア機能および脂質過酸化

物増加と還元型CoQに負の相関関係が見出されたこ

とからCoQの抗酸化分子としての意義が認められた．

この際，投与されたCoQ10（酸化型）は肝で代謝され

還元型CoQ10に変換され抗酸化作用を示した．腎疾患

に関してはAoyagiら5）の報告が最初である．ラット

の単離肝細胞を用いた実験系で，uremictoxinの一

つであるmethylguanidine（MG）はクレアチニンか

ら活性酸素種により産生され，CoQ10にはMG産生抑

制効果があることが示された．以上からCoQはATP

産生と抗酸化作用を併せ持つことが明らかとなった．

さらに，Stockerら9）はヒト血漿中のLDLと多核白

血球の混合溶液を PMAで刺激し活性酸素による

LDL酸化を観察した結果，還元型CoQ10はlecopene，

β-caroteneやビタミンEよりもLDL酸化を強く抑

制することをみいだした．Yamamotoら10）は銅イオ

ンを用いLDLを酸化し，還元型CoQが存在してい

る間は酸化物は観察されず，消失後はビタミンEが

存在しているにもかかわらず酸化を抑制できなかった

ことを報告している．これらの結果からは還元型CoQ
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はビタミンEとリンクした脂質酸化連鎖反応を抑制

できることを意味している．

4） 食品中のCoQ10濃度

慢性腎不全患者では様々な程度の食事制限が治療の

一環として行われており，エネルギー代謝や抗酸化能

を考慮した食事指導と実施は実際上困難である．食品

中のCoQ10濃度に関しては，日本11）とデンマーク12）で

の報告が参考になると考えられるため要旨を紹介する．

食品中のCoQはCoQ10が主でCoQ9は微量しか存

在しない．日本およびデンマークの食材中のCoQ濃

度はほぼ同じであり地域差を認めない．食材別では魚

肉類に多く含まれ，野菜，果物や穀類にはきわめて少

量で0～数％である．栄養価の良い鶏卵では魚肉類よ

り少ないが10～20％程度含まれている．肉類では牛

肉が鶏肉・豚肉の2倍程度多く含有しているが，豚の

心臓には5から10倍含まれている．また，調理方法

での差はほとんど認められないが，煮るほうが揚げる

よりは損失が少ないと報告している（最大限14～32

％）．デンマーク人の平均 1日摂取量としては 3～5

mgであり，この摂取量で血中濃度は平均値の0.8μg/

mlを維持できるので，サプリメントとして摂取され

ている量は食事からの摂取に比べかなり多く，至適摂

取量は不明である．

5） 経口投与時における吸収と半減期

食物やサプリメントとして外来性に投与したCoQ

の腸管からの吸収や異化・排泄などに関しては十分な

検討成績は得られていないが，Tomonoら13）は健常成

人を対照としてラベルしたCoQ10 100mgを食後に経

口投与，Tmaxは6.5±1.5時間で半減期は33±5時間

であった．また，24時間後に再上昇が認められたこ

とから，腸管から吸収後肝臓に分布し，VLDLなど

の脂質画分に分布し血中に再度出現するとしている．

これまでの報告例からCoQ10補給の投与量は100～200

mg/日で，投与期間も数カ月から年余にわたっている

が，投与前に比べ投与後は速やかに血中CoQ濃度は

上昇し，2～5倍の値を示している．また，長期間の

投与でも目立った副作用は認められていない．

6） HMG阻害薬の基礎と臨床報告

CoQの生合成経路はコレステロール生合成と共通

する部分があることは先にも述べたが，高脂血症治療

薬のHMG-CoA阻害薬（スタチン）がCoQ生成を抑

制するかに関心がもたれ，基礎および臨床で検討が行

われた．

Folkersら14,15）のグループはラットおよびヒトでロ

バスタチンのCoQへの影響を検討した．ラットにロ

バスタチンを4週間経口投与し，血液，心臓および肝

臓中のCoQ9とCoQ10濃度を測定した結果，血中では

CoQ9と CoQ10濃度の両者は有意な低下，心臓では

CoQ10濃度のみ低下，そして肝臓ではCoQ9濃度のみ

の低下が認められた．CoQ10補給で血液および肝臓中

のそれは著増していた．ヒトでは，ロバスタチンを投

与した様々な程度の心不全患者5例の血中CoQ10濃度，

心機能などがCoQ10補給前後で検討された．詳細は論

文を参照されたいが，概ね良好の結果が得られている．

そこで，高脂血症患者にロバスタチン40mg/日を29

日間経口投与後，引き続いてCoQ10 200mg/日を追

加（約1週間）さらにロバスタチンを中止しCoQ10の

みにして（5日間）比較検討した結果，ロバスタチン

投与で血中CoQ10濃度と心機能は有意に低下，CoQ10

の併用でこれらは正常化，CoQ10のみでさらに改善を

示した．これらの観察結果からスタチン投与にさいし

CoQの補給は必要であるとしている．

また，Mortensenら16）は45例の高脂血症患者をロ

バスタチン投与群（20～80mg/日，n＝22）とプラバ

スタチン投与群（10～40mg/日，n＝23）の2群にわ

け18週間観察した結果，両群とも試験開始時に比較

し血清CoQ10濃度は20～30％減少したとことから，

長期間投与するスタチン使用時には，一部はCoQ減

少によると考えられる肝障害やミオパチーなどの副作

用発現に留意すべきとしている．一方，Palom�akiら17）

はロバスタチン（60mg/日）によるLDL酸化がCoQ10

（180mg/日）の補給で防御可能かを厳密な二重盲検，

擬似薬調整下クロスオーバー試験を18週間行った．

ロバスタチン投与でLDL中の還元型CoQ濃度は減

少しCoQ10投与で著増したが，LDL酸化と酸化生成

物であるdienには変化が認められなかったことから，

CoQ10補給に関しては結論を下せないと報告している．

2 保存期慢性腎不全および透析患者における検討

1） 心機能に対する効果

これまでの腎不全患者におけるCoQの報告をまと
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めると，二つの方向性が示されている．CoQの発見

経緯から心不全患者を対象にした臨床研究が1970～

1980年代にかけて多くなされた．とりわけ血液透析

患者において心血管合併症の管理は現在と同様重要な

課題であった．当時の報告例はわが国の臨床研究のみ

で検索した限りでは欧米ではみあたらない．1974年

森井18）の関西ノイキノン研究会報告によると，2例の

血液症例にCoQ10を1日60mg経口投与し心胸比の

改善傾向を認めた経験例が紹介されているが，何れも

2カ月程度の治療期間で長期の観察が必要と述べられ

ている．

その後，金子ら19），荒井ら20）により心エコーおよび

色素希釈法を用いた心機能評価が行われた．金子らは，

維持血液透析患者22名を2群に分け，11名にCoQ10

30mg/日を3カ月間経口投与，非投与対照患者11名

について心エコーを用い心機能を比較し，高心拍出状

態の改善と心筋肥大の抑制効果を認めたと報告してい

る．金子らの検討では，維持血液透析および保存期腎

不全患者それぞれ10例と7例にCoQ10 90mg/日を3

カ月間経口投与し，心係数の変動を観察し，心機能の

維持改善に有用であったとしている．

このように初期の臨床研究では心機能を指標に心筋

代謝へのCoQの効果を中心に論じており，もう一方

の酸化ストレスに対する解釈は当時ではなされていな

かった．多くの透析施設でCoQ10は使用されていたの

ではと考えられるが，それ以降まとまった報告はみあ

たらない．

2） 酸化ストレスに対する効果

その後前述したようにCoQの抗酸化作用が示され

て以降，1990年代後半から現在までに保存期腎不全

および透析患者における各種酸化ストレスマーカーの

一因子として病態における役割が論ぜられているが，

結論的にはCoQによる心血管合併症の抑制効果や死

亡率の減少を示す明確な根拠は得られていない．

Trioloら21）によると，48名のHD患者（CHD），9

例の保存期腎不全患者（CRF）と40例の健常人の血

清CoQ10濃度はCHDおよびCRF患者群で有意に低

値で，ビタミンEはCRF群で有意に減少していた．

CHD群ではCoQ濃度とビタミンEおよび中性脂肪

との間に正の相関関係が認められた．また，酸化スト

レスマーカーとしてのconjugateddien濃度もCHD

群で有意に高値であった．さらに血液透析前後での

CoQ10の変動はなく，腎不全患者の血清CoQ10濃度の

減少の原因として，摂取量の低下，内因性の生合成の

低下やさらに腎不全における酸化ストレス増大に伴う

消費が考えられるとしている．

Lippaら22）も25例のHD患者，10例の保存期腎不

全患者および10例の健常人の血漿CoQ10，ビタミンE，

congugateddienと中性脂肪を測定した結果，保存期

およびHD患者ではCoQ10濃度は健常人より有意に低

く，dienは有意に高値を示していた．また，ビタミ

ンEおよび中性脂肪はHD患者で有意に高く，中性

脂肪に対するCoQ10の比率も著明な低値を示していた．

さらに，HDによるCoQ10の変動はなく酸化ストレス

による影響が示唆されたと述べている．

McDonnellら23）は HD，CAPD患者，IDDM，

NIDDM患者および高脂血症患者の血漿中還元型ユビ

キノン濃度（総コレステロールで補正）を測定し，

HD，CAPDおよびIDDM患者では低値であり，酸

化ストレスの影響と抗酸化物質の再生障害によること

を示唆した．

その後さらにLippaら24）は症例を増やして検討した．

16例のCRF患者，46例のHD患者と95例の健常人

のCoQ10濃度をLDLおよびVLDLコレステロールの

総和の比率として測定した結果，CRF，HD両者で有

意な低値を示した．補正ビタミンE濃度はCRF患者

で有意な低値であったが，HD患者と健常人では差は

認めなかった．CRF患者ではクレアチニン値とCoQ

濃度には負の相関が認められたが，HD患者では相関

は無かった．ビタミンE濃度とCoQ濃度には健常人，

HD＋CRF患者群夫々に有意な正の相関関係が認めら

れた．CoQの変動要因として，摂取量，生合成と分解

のバランスなどの変化を指摘している．また，ビタミ

ンEはCRF患者で有意な低値を示している一方HD

群では健常人と比べ有意差は無かった．しかし，CoQ

にはビタミンEの再生を促す作用があり，腎不全患

者では脂質過酸化が起きやすいことを想定している．

Gazd�kov�aら25）は55名の軽度から重症の保存期腎

不全患者のCoQ10，α-tocpherol（Toc），β-carotene

（CAR）および脂質過酸化の指標としてmalondialde-

hyde（MDA）濃度を測定した結果，MDAは軽症腎

不全から上昇していたが重症度との相関はなく，CoQ

は軽症腎不全から低下し重症度との間に相関をみいだ
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せなかった．β-CARは腎機能低下に従って悪化した

がα-Toc濃度は腎機能低下に従い上昇した．これら

の事実から腎不全の進行に酸化ストレスが早期から関

わり，抗酸化物質間のインバランスの制御が重要であ

るとしている．

以上，腎不全の進行や透析における動脈硬化の促進

など病態解析が主体でありCoQ補給による介入結果

についてはまとまった成績はまだない．

中澤ら26）は9例のHD患者にCoQ10 200mg＋ビタミ

ンE400IUを6カ月間経口投与し，還元型CoQ濃度，

CoQ酸化率，酸化LDL，MDA，GPx，Pentosidine，

CML濃度の変化を観察した．基準値以下であった血

清CoQ濃度の上昇と，酸化率の改善を認めたがほか

のパラメーターの有意な変化は認められなかったと報

告した．以上の報告からも多数例・長期間の観察結果

がなければ結論は出せないであろう．

3） サプリメントへの期待

以下，CoQ以外のサプリメントによるわれわれの

成績を紹介し，今後これらの物質をどのように応用す

るかの一助になれば幸いである．

ミトコンドリアの機能維持にCoQは重要な役割を

果たしている．呼吸差におけるATP産生においてフ

リーラジカルの生成も同時に起こり，これらを消去す

る機構が備わっている．CoQもその一員でほかの抗

酸化系物質と共同して細胞を保護している．先にも述

べたようにエネルギー産生と抗酸化機能は一体の関係

があり，腎不全においても様々な因子の欠乏や機能異

常がエネルギー産生障害に関与している．透析患者に

おける心筋エネルギー代謝異常に関する報告は枚挙に

暇がないが，サプリメントにより心筋の状態が改善す

るかは興味のあるところである．

カルニチンはミトコンドリアにおける脂肪酸β酸化

に必須の因子である．透析を含めた腎不全患者では血

中カルニチンの減少があり心筋を含め筋肉ATP産生

障害の一因となっている．荻本ら27）は11名の腹膜透

析（CAPD）患者にカルニチン500mg/日を12週間

経口投与し，磁気共鳴スペクトロスコピーを用い，心

筋内エネルギー状態（クレアチン燐酸，ATPなどの

シグナル）を計測した．患者群ではPcr/β�ATP比

は健常成人群（8名）に比べ有意な低値を示したが，

カルニチン投与は非投与患者に比べエネルギー状態の

改善を認めたが健常人レベルまでは回復しなかった．

また，左室心筋重量指標（LVMI;g/m2）は，有意差

はないが減少している症例も認められ，長期間の観察

を必要としている．

まとめ

CoQは呼吸鎖にリンクしてATP産生に寄与してい

るが，同時にミトコンドリアのみでなくほかの細胞画

分に広く分布し，ビタミンEなどの抗酸化系物質と共

同して酸化ストレス防御に働いている．腎不全患者の

血中CoQ濃度の減少あるいは還元比率の低下は明ら

かで，補給により血中濃度の上昇は観察されるが，動

脈硬化の予防，心機能や運動能力の改善あるいは心筋

梗塞・脳梗塞発症の予防など患者のoutcomeにどれ

程寄与するかは今後長期間の観察が必要である．また，

カルニチン，クレアチンやその前駆物質であるグアニ

ジノ酢酸などのエネルギー産生関連物質や，水溶性・

脂溶性の抗酸化物質などとの共同効果も検討されるべ

きと考える．最後にCoQ関連酵素欠損によるCoQ欠

乏（ミトコンドリア脳筋症を呈す）の兄弟例にCoQ

の長期間投与がある程度の症状改善を認めたとの事例

がLancetに報告28）されているので是非一読されたい．
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要 旨

狭義の炎症性腸疾患には潰瘍性大腸炎とクローン病

があり，現在，潰瘍性大腸炎の緩解導入療法として，

白血球除去療法が行われるようになった．その白血球

除去療法には，遠心分離法，ビーズを使った顆粒球吸

着療法（ビーズ法），膜を使った白血球除去療法（膜

法）の3種類があり，それぞれメリット，デメリット

がある．遠心分離法は成分輸血の技術を，ビーズ法は

すでに使用されていた癌やリウマチ治療の技術を，膜

法は輸血用小型白血球吸着除去膜を臨床治療に応用し

た．それぞれの治療は，薬剤の投与量を少なくし，薬

剤の副作用を減らしながら，薬剤治療のみより患者の

病状を改善する治療法であることが証明された．ただ

し，これら白血球除去療法はオールマイティな治療で

はなく，基本的な食事療法，生活の注意や最小限の併

用薬剤は必要で，本治療無効時は強力な免疫抑制薬に

よる治療や外科的治療を考慮する必要がある．

1 緒 言

狭義の炎症性腸疾患（inflammatoryboweldis-

ease;IBD）（図1）には，消化管の難病，潰瘍性大腸

炎（ulcerativecolitis;UC）とクローン病（Crohn・s

disease;CD）がある．前者のUCは，粘血便，血便，

下痢，腹痛，発熱，体重減少を主症状とし，内視鏡・

病理学的には主として大腸粘膜を侵し，しばしばびら

んや潰瘍を形成する原因不明のびまん性非特異性炎症

である．また，後者のCDは，線維化や潰瘍を伴う腸

管全層を侵す原因不明の肉芽腫性炎症性病変からなり，

主症状として下痢，全身倦怠感，体重減少，発熱，貧

血，腹痛などを起こす疾患である．

近年UCの患者数は目覚しく増加し，厚生労働省特

定疾患医療受給者数は2005年10万人近くになった．

人口10万人当たりの発病率と有病率は，1960年頃ま

で 0.02と 0.16であったのが，42年間でそれぞれ 2

（100倍）と20（130倍）を越えるに至った．初発年

齢は20～24歳にピークを見るが，最近では高齢発症

や，若年齢（乳児・幼児）発症も多数認めるようにな

った．

前述のごとく本症の病因は不明であるが，多因子に

よる複合的な要因説が有力で，遺伝子の異常，免疫学

的要因，感染症の影響，環境因子，心理的要因，食生

活の変化や食事アレルギーがUC発症に関与するもの

と報告1）されている．

2 UCの診断と検査

UCの臨床症状は，一般的に全身倦怠感や感冒に伴
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図1 狭義の炎症性腸疾患
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うような胃腸症状（腹痛や下痢）から始まり，つづい

て粘液便，粘血便をきたし，典型的な急性症状である

腹痛，tenesmusを伴う頻回の粘血下痢便に至ること

が多い．

UCの診断の基本は除外診断2）であり，UCの臨床

症状と一致する場合においても，以下の三点を考慮し

なくてはならない．

1） 感染性腸炎の除外

細菌性赤痢，サルモネラ，病原性大腸菌，キャンピ

ロバクター，結核，非定型抗酸菌の便培養，虫卵の存

在，サイトメガロウイルスの封入体や血清抗体の存在

などを除外する必要がある．UCと診断すればステロ

イドの使用を考慮するので，特に重要である．

2） 大腸内視鏡検査，病理組織学的検査，注腸X

線検査

クローン病，ベーチェット病，リンパ濾胞増殖症，

虚血性腸炎は，大腸内視鏡検査・病理組織学的検査に

よる除外が必要になる．内視鏡検査で直腸より口側に

連続性・びまん性に，血管透見の消失（粘膜の浮腫），

多数のびらん・潰瘍・発赤，炎症性ポリープ，粘液

（膿），易出血性，粘血がないか観察する．同時に行う

大腸粘膜組織生検で，炎症細胞浸潤の程度，杯細胞の

減少・消失，腺管の配列の乱れ，cryptabscessや

dysplasiaの有無と，肉芽腫・リンパ濾胞増殖の有無

など他疾患との鑑別を行う．

3） 詳細な問診

腹部放射線照射歴，抗生物質服用の有無，海外渡航

歴，同性愛者，家族歴などを詳細に問診し，いわゆる

広義の炎症性腸疾患の除外に努めなくてはならない．

3 UCの内科的治療

UCに対する内科的治療の基本は，サラゾスルファ

ピリジン（SASP）と5�アミノサリチル酸（5-ASA）

のサリチル酸製剤とステロイドである．治療指針は診

断指針案と同様に厚生科学研究費補助金特定疾患対策

研究事業難治性炎症性腸管障害に関する調査研究班で

改定案3）が作成されている．

直腸炎型の軽症患者にはサリチル酸製剤内服とステ

ロイドまたはサリチル酸薬の坐薬を，左側大腸炎型・

全大腸炎型の軽症患者には上記に加えステロイドの注

腸を用いる．

中等症患者には，ステロイド（プレドニン30～40

mg/日）の内服を加える．腹痛が強く内服できなけ

ればステロイドの静注を行う．ステロイドの離脱困難・

難治患者には，免疫抑制薬（アザチオプリンまたは6

MPを50～100mg/日，まだ健康保険適応外であるが）

を追加することがある．

重症患者には，内服可能であればサリチル酸製剤を

内服させ，初めから輸液・電解質補正・輸血など全身

管理の上，40～80mg（1.0～1.5mg/kg）/日のステロ

イドの強力静注療法を行う．広域スペクトルの抗生物

質を併用し，白血球除去療法やシクロスポリン持続静

注療法も考慮する．劇症患者には，重症患者の治療に

加え，ステロイドの動注療法，ステロイドパルス療法

も考慮する．中毒性巨大結腸になった場合は，外科と

の共観とし，緊急手術に備えながら強力に内科治療を

行うことになっている．

すべての症状において，改善が認められれば，特に

ステロイドの減量は注意深く行う．副腎機能の低下時

はACTHを使用して副腎の機能回復を行ってからス

テロイドを中止する必要がある．また，精神的に不安

定な患者には，不安神経症に対する治療を併用し，ス

テロイド長期使用の患者には，ステロイド性上部消化

管潰瘍，骨粗鬆症，白内障・緑内障，精神障害などに

対する総合的な治療を併せもって行う必要がある．

UCに対する白血球系細胞吸着除去療法（leukocyt-

apheresis;LCAPとgranulocytapheresis;GCAP）は，

薬剤の副作用を少なくし，少量の薬剤（副作用が少な

い量）と本療法を併用することにより，患者のOQL

を上げ，しかも症状改善効果が優れ，慢性の炎症を持

続して安定化させることを目的に考えられた．

今まで内服や注射の形で体内に薬剤を与える治療法

しかなかったUC治療に，患者体内から白血球を体外

に取り出す体外循環治療4）を用い，UC患者の腸の炎

症（血便を主症状とすることが多い）を沈静化すると

いうことは当時画期的な治療法であった．まるで，透

析治療がクリーブランドクリニックで始まったときに，

その効果を信じない腎臓内科医が多数いたと伝えられ

ているが，それと同様，その効果を信じない消化器内

科医も多くいた．血便という主症状に対し，体外循環

治療は抗凝固薬を用いなくてはならず，治療による大

量下血の増悪の危険も考えなくてはならなかったから

である．

初めて炎症性腸疾患に体外循環治療が試みられたの
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は，1989年のDr.Bicks5）らによるCDへの遠心分離

法によるリンパ球除去療法（特にT細胞）であった．

しかし，腸管よりの出血が主訴であるUCにおいて，

体外循環治療中に使用する抗凝固薬は，腸管よりの出

血を悪化させるリスクがあり，文献的にもUCに対す

る体外循環治療の報告はなかった．

以下に紹介する研究内容のほとんどは，透析治療を

初めとする体外循環治療で世界的に有名なクリーブラ

ンドクリニック人工臓器研究所（当時，能勢之彦教授

所長）に3年半留学してきた筆者の成果を元に，筆者

の母校である兵庫県西宮市の兵庫医科大学消化器内科

で，同研究所の先輩である天野国幹博士と当時医局助

教授の里見匡迪博士のアドバイスを得て，故下山孝教

授の下で行った臨床研究である．

4 UCに対する白血球系細胞吸着除去療法の臨床研究

新しい治療「白血球除去療法」

全血を除去する瀉血療法も，同時に白血球を除去で

きる細胞除去療法として考えられるが，ほかの血液成

分も同時に除去してしまうので血球成分除去の範疇よ

り除外すると，以下に述べる3種類の白血球除去療法

（図2）が，現在UC治療に行われていることになる．

筆者は，膜やビーズを使った白血球を除去する技術と

潰瘍性大腸炎に対する臨床効果を報告6～8）して来たが，

少し遅れて，遠心分離法を使ったUC治療においても

同様の効果が報告9,10）されるようになった．②のGCAP

が平成12年4月1日，③のLCAPが平成13年10月

1日に血球成分除去療法として健康保険適応治療とな

ったが，遠心分離法は製造承認のみで，健康保険取得

はまだである．

1） 対象患者

従来のサリチル酸やステロイド治療（1日投与量約

25mg：0.5±0.1mg/kg）によって，効果の認められ

なかったステロイド抵抗性，またはステロイド依存性

で臨床重症度分類が重症・中等症患者に対して治験が

行われた．対象・適応患者は，2週間の観察期間中，

現行の薬剤治療で症状の改善が認められず，治験開始

2週間以内の下部消化管内視鏡検査でUC活動期と判

定された患者である．

2） 臨床研究または治験の方法

① 遠心分離法

遠心分離法3）は，比重の差で細胞や血漿を分離して，

目的とする細胞を除去する方法である．

② 顆粒球吸着療法

（granulocytapheresis;GCAP）11）

日本抗体研究所により開発された単球・顆粒球吸着

器（アダカラム）を用い，内部に入っている直径3

mmのビーズに単球・顆粒球をそれらの活性化の程

度に伴い30～60％を吸着・除去する．

③ 白血球除去療法

（leukocytapheresis;LCAP）12）

旭メディカル社製の膜（セルソーバ）を用い，単球・

顆粒球は無作為に95％以上を，リンパ球・血小板は

それらの活性化の程度に伴い約30～60％ 吸着・除去

する．

後発でUCに対する効果を検討された遠心分離法に

関しては，無作為割付はされておらず，単施設におけ

るパイロット試験9）と無作為割付ではない多施設での

オープン試験の結果10）のみの報告である．

しかし，ビーズを用いた白血球系細胞吸着・除去療

法（通称：顆粒球吸着療法，granulocytapheresis;

GCAP）（図3）と膜を用いた白血球系細胞吸着・除

去療法（通称：白血球除去療法，leukocytapheresis;

LCAP）（図4）は，当時の厚生省難治性腸管障害調

査研究班において，エビデンスレベルの高い多施設無

作為割付試験13,14）の形で全国治験として行われた．さ

らにLCAPにおいては，多施設でさらにエビデンス

レベルが高い二重盲検シャムコントロール試験15）が行

われた．本試験では，白血球を除くという因子以外

（抗凝固薬のナファモスタットメシレイト16）量や体外

循環という因子）を同じにし，白血球を除くこと自身

がその効果に関与するのか検討したものである．

多施設無作為割付試験は，登録患者より治験の同意

を得た後，患者はコントローラー（第三者）により無

作為に

① 白血球系細胞吸着除去療法群：遠心法，GCAP，
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図2 白血球除去療法の手段

1.遠心分離による白血球除去療法

2.ビーズを用いた白血球吸着除去療法

3.膜を用いた白血球吸着除去療法



LCAPを週に1回×5週間（1クール）を上乗せ

する群

② ステロイド多量療法群：ステロイドの量を約

2～3倍に増量した群

に無作為に割り付けられ，その効果，安全性，有用性

（効果と有用性を考慮）を評価された．ステロイド以

外の治療薬（サリチル酸製剤や胃薬など）で治験前よ

り投薬中であった薬剤は増量せず継続し，新たな薬剤

の投与は行われなかった．

3） 結 果

遠心分離法の結果9）は，ステロイド抵抗性UC患者

14例に対し，遠心分離による白血球除去療法を行い，

4週間以内に14例中13例（92.9％）と高率に臨床上

の緩解が確認され，L�セレクチンとVLA4aの接着

因子が低下したことが報告された．次に行われた多施

設のオープン試験の結果10）は，内視鏡的に45例中26

例（57.7％）の緩解と，50例中37例（74％）に改善

が認められた．

活動期UC患者に対するGCAPを用いた多施設無

作為割付試験の結果13），活動期療法における改善以上

を示す有効率（表 1）は，プレドニン多量療法群（中

等症患者にはプレドニンを30～40mg/日まで，重症

患者では60～80mg/日まで増量する）の46.2％（24/

52）に比較し，GCAP上乗せ群（以後GCAP群）は

58.5％（31/53）であり，有害事象出現率は，プレド

ニン多量療法群41.1％（23/56）に比較し，GCAP群

では10.2％（6/59）であった．有効性と安全性を包

括した有用性は，GCAP群が有意に安全であったた

め，プレドニン多量療法群の44.2％（23/52）に対し，

GCAP群58.5％（31/53）で，GCAP群が有意に有用

（p＜0.45）であることがわかった．

つまり，顆粒球吸着療法（GCAP）を加えることに

より，ステロイドを多量に使わないままUC患者の臨
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図3 顆粒球吸着療法

GCAPは大塚電子製治療器・アダモニター・（a）により施行され，カラムはG-1カラ

ムまたは日本抗体研究所創設者の初代足立社長の名前を取ってアダカラム（b）と命名さ

れた．内部にセルロースアセテート素材の直径約3mmのビーズが3万5千個（220g）

入っており，その表面に顆粒球と単球が約30～50％吸着され（活性化されたものがより

高率に吸着），リンパ球や血小板はほとんど吸着・除去されないのが特徴である．

（a） （b）



床症状の改善をもたらす，すなわち，本治療は副作用

が少ないステロイド量を用いてコントロールでき，か

つ，UC患者の症状を改善させる効果があることが示

された．

LCAPの無作為割付多施設共同研究14）の結果（表2）

は，改善以上を示す有効率が，プレドニン多量療法群

の37.8％（14/37）に比較し，LCAP上乗せ群（以後

LCAP群）は74.4％（29/39）と有意（p＜0.005）に

高かった．副作用の出現率はプレドニン多量療法群

70.3％（26/37）に比較し，LCAP群では25.6％（10/

39）で有意（p＜0.001）に少なかった．有効性と副作

用を考慮した有用性は，プレドニン多量療法群で有用

以上が37.8％（14/37）と比較し，LCAP群では74.4

％（29/39）で有意（p＜0.005）に高く，その有用性

が示された．

本治験においても，LCAP治療を加えることによ

りステロイドを多量に使わないままUC患者の臨床症

状の改善をもたらすことが示された．

二重盲検で行われたシャムコントロール試験の結果15）

は，有効がセルソーバを使用した群で 10例中 8例
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図4 白血球除去療法

LCAPは旭メディカル社製治療機械・プラソート・（a）により施行される．現在のLCAP

治療機械プラソートLCは，プライミングも自動で行われるようになった．また，旭メデ

ィカル社製セルソーバ（b）のカラム内には，直径3μm以下のポリエステル繊維膜が数

万本入っており，その膜に顆粒球，単球はほぼ100％，リンパ球と血小板はそれらの活性

化程度によりやや異なり30～60％吸着される．

（a） （b）

表1 多施設共同無作為割付試験緩解導入療法における有用性判定（GCAP）

GCAP きわめて有用 有 用 どちらとも
いえない

好ましくない
いえない

GCAP群の結果

（n＝53）

11

（20.8％）

20

（37.7％）

18

（34％）

4

（7.5％）

プレドニン群の結果

（n＝52）

5

（9.6％）

18

（34.6％）

19

（36.5％）

10

（19.2％）

GCAP群58.5％ vsPSL群44.2％（p＝0.045，U test）



（80％），シャムカラムを使用したプラセボ群で9例

中3例（33.3％）と，セルソーバを使用した群が有意

に有効であり，白血球除去をすることが本治療の主因

であることがわかった．

また，GCAP，LCAPの有害事象（副作用）13,14,17）

の発現率とその内訳を以下に示す．

GCAPの多施設無作為割付試験で報告された有害事

象（副作用）は，発現率が8.5％で，頭痛，立ちくら

み，めまい，発熱，顔面発赤であった．また，LCAP

の多施設無作為割付試験で報告された有害事象は，発

現率が24％で，吐き気，頭痛，発熱，腹痛，舌と口

唇のしびれ，背部痛，全身倦怠感，軽度の呼吸困難で

あった．しかし，ステロイドの有害事象と違って，こ

れら体外循環治療中の有害事象は体外循環治療中か体

外循環治療直後に出現する一時的なもので重篤なもの

は報告されなかった．

5 考 察

1） 輸血用白血球吸着除去膜の臨床応用

現在臨床でLCAPに使用されている膜は，本来輸

血時のアレルギー（発熱，戦慄，蕁麻疹，喘鳴，重篤

な場合肺水腫，ショック状態に至ることもある）や，

輸血後移植片対宿主病（transfusion-associatedgraft

versushostdisease;TA-GVHD，濃厚赤血球など

の輸血血液製剤中に混入した供血者のリンパ球を主と

した白血球などが含まれていた場合，まれにその白血

球が受血者中で増殖することがあり，受血者組織を非

自己とみなして破壊し続けることがある病態）を抑え

る目的で開発された輸血用小型白血球吸着除去膜18）で

ある．輸血用の濃厚赤血球成分は遠心分離で作られる

が，この操作ではどうしても赤血球成分の中に白血球

が紛れ込み，まれに上記のアレルギーやTA-GVHD

が起こるのである．

現在，輸血用の血液製剤はアレルギーやTA-GVHD

を抑えるのに放射線照射を加えている．膜を使った白

血球の吸着・除去は，直径3μm以下の膜に白血球が

吸着しやすくなる性質を利用し，いかに簡単に効率良

く，白血球細胞群を吸着・除去できるかという輸血時

の副作用を軽減する膜の研究より，今回報告したUC

治療の膜へと臨床応用されたのである．

この治療を臨床に応用するに当たっては，さらに，

以下の4点の克服が必要であった．

① 輸血用白血球除去膜の吸着能力・治療容量を増

し，実際，臨床で体外循環治療に使用できる能力

のある細胞吸着・除去器として改良・製作される

こと．

② 流体力学的問題．膜の中を速いスピードで血液

が流れると，赤血球が障害を受けて溶血すること

があるので，そのような不利益がないようにカラ

ム内の血流方向やシェアストレス（血球の引き伸

ばされ方や摩擦抵抗など）を医療工学的に解決す

ること．

③ 白血球除去膜やビーズの密度の問題の解決．膜

やビーズの密度が高いと血液が流入・流出し難く

なり血液に圧がかかり，また，少な過ぎると除去

能力が低下する．

④ 生体適合性の問題．膜やビーズは異物（生体内

に存在する物質ではない）なので，膜やビーズと

患者の血液が触れることにより生じる不利益な生

理的反応を起こさない，生体に適合した素材を見

つけ出すこと．

このようにして，セルソーバを用いたLCAPやアダ

カラムを用いたGCAPが，細胞吸着・除去器を用い

た白血球系細胞吸着・除去療法として慢性関節リウマ

チ19～21），全身性エリテマトーデス22），癌23,24），そして

今回のテーマであるUCに行われるようになったので

ある．
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表2 多施設共同無作為割付試験緩解導入療法における有用性判定（LCAP）

LCAP きわめて有用 有 用 どちらとも
いえない

好ましくない
いえない

LCAP群の結果

（n＝39）

9

（23.0％）

20

（51.0％）

8

（21.0％）

2

（5.0％）

プレドニン群の結果

（n＝37）

6

（16.0％）

8

（22.0％）

14

（38.0％）

9

（24.0％）

LCAP群74.0％ vsPSL群38.0％（p＜0.005，U test）



2） 白血球除去の方法によるメリット・デメリット

（表3）

遠心分離法は，比重の差で細胞や血漿を分離して，

目的とする細胞を除去する方法なので，顆粒球を除去

する目的であれば，赤血球層に埋没している顆粒球を

除去する必要がある．そのため赤血球層の上層を同時

除去する必要があるため，貧血の増悪をもたらすデメ

リットがある．また，その赤血球を再遠心して患者に

返す試みもされているがより時間が掛かってしまう．

リンパ系の細胞を高率に除去するならきわめて理にか

なった方法と考える．

ビーズを使用したGCAPは，白血球の除去効率が

ほかに比べるとあまり良くなく，専用の機械アダモニ

ターにカラムの圧モニターが一つで，万が一カラム圧

が上昇したとき，手技者はカラム圧の上昇に気づく手

だてがないのである．また，膜を使ったLCAPは，

白血球以外に血小板やフィブリノーゲンなどの蛋白も

同時に吸着除去され，開発段階で内圧を上げない流体

力学的工夫がなされ（筆者もその開発に加わった）か

なり改善したが，まだ膜の目詰まりを起こし，膜内圧

が上がってしまうデメリットがある．

3） 白血球系細胞吸着除去療法による

二次的免疫調節

最近のアダカラムの研究により，GCAP治療では顆

粒球の量的変化を起こすのみならず，カラムより流出

してきた顆粒球の活性酸素産生の低下をもたらし，潰

瘍性大腸炎が改善に向かうような白血球の質的変化25）

も起こすことが明らかにされた．

また，LCAPで使用されているセルソーバもflow

cytometryで治療前後にHLA陽性活性細胞％や接

着因子陽性細胞％の有意な変化25）をもたらし，白血

球の量的な変化だけでなく，治療による二次的免疫調

節作用の存在がわかってきた．

保険適応となったのはUC患者のうち，厚生省特定

疾患の臨床重症度で重症，劇症，難治（重症度に関係

なく）で，難治の定義に当てはまらない中等症患者の

緩解導入療法や緩解維持を目的とした維持療法は保険

適応に入らなかった．

本治療（血球成分除去療法）は，ステロイドの副作

用の問題から見て，ステロイドの投与量を多量まで増

やさないで本治療を導入し，薬剤の副作用を極力減ら

すことに意義があると思われる．若年の患者が多いの

でステロイドの成長障害などの副作用や，また，年配

の患者では骨粗鬆症や白内障，緑内障などの眼へのス

テロイドの副作用の心配があるので，白血球系細胞吸

着・除去療法を用いることにより，重篤な副作用を起

こさないより少ない薬物量でコントロールできればと

切に願う．できれば中等症～重症で下部消化管内視鏡

検査（大腸カメラ）でひどくなければ，ステロイドを

使用しないまま，早期に本治療を使用することにより，

潰瘍性大腸炎をコントロールすることが私の願いであ

り，可能であると考える．

しかし，保険適応となったのは，重症，劇症，難治

の患者だけであり，難治の定義に当てはまらない中等

症患者に対し早期に本治療を使用することは，現在の

ところ保険適応上無理である．今後，中等症患者にも

その使用が可能となれば，早期に病状が安定し，入院

の必要がなくなり，また，入院中の患者はより早く退
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表3 3種の白血球系細胞除去療法のメリット・デメリット

メリット デメリット

遠心分離法

（centrifugalleukocytapheresis;C-LCP）

①ディスポーザブル部分が安価である

②脱血と返血を同じ経路で行うため，

血管確保が1箇所でよい

③リンパ球，血小板も除去できる

①保険適応ではない（自費）

②脱血と返血が同じ経路なので治療時

間が長く，赤血球ロスがある

③活性化細胞除去の選択性はない

顆粒球吸着療法

（granulocytapheresis;GCAP）

①保険適応で，副作用が少ない

②脱血と返血を連続で行うため，治療

時間が短い

③活性化顆粒球・単球を選択除去

①ディスポーザブル部分が高価である

②脱血と返血2箇所の血管確保が必要

（患者は2回血管をつかれる）

③リンパ球，血小板は除去できない

白血球除去療法

（leukocytapheresis;LCAP）

①保険適応で，エビデンスが高い

②脱血と返血を連続で行うため，治療

時間が短い

③活性化白血球・血小板を選択除去

①ディスポーザブル部分が高価である

②脱血と返血2箇所の血管確保が必要

（患者は2回血管をつかれる）

③除去物が多く膜の目づまりを起こす



院でき，患者の早期社会復帰が可能だと考える．

つまり，社会的に重要な働き手をしばらく失うとい

う損失面から考えても，本治療を早期にしかも重症度

が低い状態でUCのfirstline治療として使用するこ

とが重要であると考える．また，薬剤減量に伴いステ

ロイドや免疫抑制薬等によって起こっていた副作用が

低下し，その副作用に対して使われてきた治療薬が減

量できれば，国の医療財政の面からも得策ではないか

と思う．

この白血球系細胞吸着・除去療法の導入により，今

まで薬剤療法だけではコントロール不十分であった

UC患者の多くが，手術せずに内科的に再度コントロ

ールできるようになった．しかし，白血球系細胞吸着・

除去療法（健保名：血球成分除去療法）は，UCに対

するオールマイティーな治療ではない．特に，患者の

臨床重症度と内視鏡的重症度に乖離があり，臨床的重

症度が内視鏡的重症度より低い場合は，内視鏡的重症

度や画像による診断を重視し，それに応じた治療をす

べきだと筆者は考える．

重篤な内視鏡所見のある患者でも初発，発症早期の

患者では，本治療によって改善するが，再発緩解を繰

り返し，また，再発したときに再び重篤な内視鏡像

（深掘れ潰瘍のような）を呈する患者では，たとえ改

善してもまたすぐに再燃することが多い．むしろ，そ

ういう患者に対しては，シクロスポリン治療26）のよう

な強力な免疫抑制薬を使ってみるほうが効果的かもし

れない．また，すでに腸管の線維化が進んでいる（腸

がかなり狭くなっている）患者にも本治療の効果は少

ないと感じる．

月 300mg以下にステロイドが減量できない場合

（副腎機能に異常があればその治療も行う），生涯ステ

ロイド投与量27）が15gを超えている場合はむやみや

たらにステロイドを継続し，その副作用28,29）を増やす

ことなく，患者の納得・同意の下，手術を考慮すべき

である．また，内視鏡的所見が重篤な場合で罹病期間

が長い場合は，白血球系細胞吸着・除去療法で患者の

全身状態を改善後，より安全に手術に移行していく橋

渡し治療（bridgingtherapy）を考慮に入れていか

なければならない．
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要 旨

われわれは，1986年に腔間のない関節外の内視鏡手

術を可能とするUniversalSubcutaneousEndoscope

（USE）systemを開発し，手根管症候群の手術に臨床

応用してきた．この内視鏡を用いた手根管症候群の手

術は，局所麻酔下に，前腕1カ所，1cmの小切開か

ら空気止血帯を用いることなく，盲目的な手術操作な

しに内視鏡の観察下にすべての手術操作を行う真の内

視鏡手術である．手術侵襲はきわめて小さく，易感染

性や易出血性がある透析患者に最適の手術で，外来日

帰り手術として行うことができる．しびれ感，痛覚や

触覚の回復をみると，75％の症例で術後5～7週間で

改善，術後24週では90％以上の症例で回復していた．

現在では透析患者の生命予後が改善されたため，術後

数年を経て5％程度の患者が再発を起こすが，本内視

鏡手術は，初回手術はもちろんのこと，初回手術を観

血的あるいは内視鏡的に行った後に再発した症例に対

しても応用可能である．再発例における知覚神経機能

の回復は，初回手術例とほぼ同様である．一方，母指

球筋の運動機能回復は初回手術例に比べて劣る．全合

併症の発生率は0.5％と観血手術よりも低く，初回内

視鏡手術後の再発率も5％（平均再発期間7年）と観

血手術に優るとも劣らなかった．19年間の治療経験

から，透析患者に発症した手根管症候群とその内視鏡

手術と結果について述べる．

はじめに

われわれは手根管症候群に対して，1986年，世界

に先駆けて内視鏡手術1）を開発し，外来日帰り手術と

して2005年4月までに透析例と特発例など合わせて

6,500手に施行してきた．19年間の手根管症候群の治

療経験から，長期血液透析患者の手根管症候群につい

て述べる．

1 透析患者における手根管症候群の疾患概念，

治療法の考え方および特徴

手根管症候群は，腱滑膜炎などの様々な事象が手根

管内で発生したために正中神経が圧迫されて発症する

絞扼性神経障害である．慢性腎不全患者では血液透析

を17年程度受けていると，β2-microglobulin由来の

アミロイド2）が手根管内の屈筋腱や腱滑膜（図1），あ

るいは屈筋支帯に沈着するために手根管の相対的な狭

小化が発生して，手根管内圧が上昇，正中神経が圧迫

されて手根管症候群が発症する（図2）．

このような病態の特性から，透析アミロイドーシ

ス3,4）による透析患者の手根管症候群は，中高年の女

性に多く発症し原因が特定できない特発性手根管症候

群と異なり，副木固定などによる局所の安静，ステロ

イドと局所麻酔薬の手根管内注入，消炎鎮痛薬の内服
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などによる保存療法で治癒することはない．そして，

疾患が一度発症すれば常に進行性で，自然治癒を望む

ことはできない．したがって手指の疼痛が日常生活を

強く障害したり，母指球筋の機能が回復不能な状態に

陥る前に，屈筋支帯をはじめとする手根管の掌側組織

を切離して手根管の相対的な狭小化を改善し，正中神

経に対する圧迫を取り除き神経症状の改善を図ること

が必要である（図2）．

手術法には，大別して内視鏡手術と観血手術がある．

内視鏡手術には，用いる手術器械により様々な方法が

ある．各手術法により合併症発生率，手術成績などが

異なる点に注意する必要がある5）．いずれの方法を選

択するにせよ，シャント血管の存在，易出血性，易感

染性ならびに再発などの特徴から，手術法は可能な限

り低侵襲な方法が望まれる．

初回発症の手根管症候群は内視鏡的に手術を施行，

治療できる．これらの症例における臨床症状の回復状

況は良好で，特発性手根管症候群に対して内視鏡手術

を行った症例の回復結果と同等，あるいは優ってい

た6,7）．しかし，初回手術を受けた後も，患者は維持

透析を継続する必要があるため，β2-microglobulin

由来のアミロイドが継続して手根管部の軟部組織に沈

着する．その結果，われわれの経験では，5％の症例

が初回手術後平均7年で再発していた5）．これらの再

発例に対して内視鏡的に再手術を行った場合，初回手

術と同様に良好な知覚の回復をみるが，筋肉機能の回

復は初回手術に劣っていた8,9）．

2 臨床症状

正中神経は手根管部分では知覚神経と運動神経から

なる混合神経である．そのため，神経が絞扼された場

合には，知覚神経の症状として母指，示指，中指と環

指橈側の手掌側のしびれ感，痛みと知覚障害（図 3）

が発生する．透析患者の「手の痛み」や「しびれ感」

は夜間に睡眠が障害されたり，症例によっては透析中

にも強く，透析の継続が困難となる症例もある．また，

症例の中には手部だけでなく前腕から上腕にかけて疼

痛を訴えるものもある．

運動神経の圧迫症状としては，短母指外転筋に代表

される母指球筋の萎縮や筋力低下が起こる（図3）．

その結果，小さなものがつかみにくい，ボタンをかけ

にくい，箸が使いにくいなどの母指対立機能障害が発

生する．同様の臨床症状は，透析性頸椎症による脊髄

の圧迫や神経根の圧迫でも出現するため鑑別を要する．

再発例における臨床症状は，初回発症時の症状と同
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図1 屈筋腱のアミロイド沈着

手根管内の腱滑膜と屈筋腱に白色無定型物質（アミロイド）の沈着

を認める．

図2 手根管症候群発症の模式図



様である．

3 診 断

1） 臨床症状

患者が外来を受診した場合，前述した臨床症状から

のみでは，透析性頸椎症（破壊性頸椎症）由来の脊髄

症状や神経根症状と区別できない．そのため以下の臨

床症状誘発試験を行い補助診断とする．

2） 臨床症状誘発試験

以下の三つの方法は手根管内圧を上昇させ，神経に

圧迫を加えることで臨床症状を誘発するものである．

1分以内に手指のしびれ感や疼痛が増強した場合を陽

性とする．かっこ内に自験例での誘発率を示す．

① Phalentest（wristflexiontest）

肘を机上に置き，前腕をたて，手首の力をぬき，重

力で手関節を屈曲させる（誘発率70％）．

② wristextensiontest

いわゆる祈りの手の形をとらせる（誘発率50％）．

③ Okutsutest（奥津テスト）

検者と被験者が握手するように手を握り，被験者の

手を中間位で最大橈屈する（図 4）．透析患者において

は手関節が拘縮傾向にあるため，多くの症例でPhalen

testやwristextensiontestを行うことができない．

本テストはこれらの臨床誘発試験が行えない患者にお

いても行うことができる利点がある．また，誘発率が

最も高い（誘発率75％）10）．

前述以外の方法で古くから知られている臨床症状誘

発試験に，Tinel様徴候（percussion testatthe

wrist）がある．これは手関節掌側部分で正中神経を

軽く叩いたときに指先へ放散痛を感じる（誘発率44％）．

これらの誘発試験は，手根管症候群であっても100

％陽性を示すわけではない．診断を確定するために

は，以下の電気生理学的検査が必須である．

3） 電気生理学的検査，手根管内圧測定検査等

以下の検査のうち①，②の方法は，神経機能を電気

的に測定したり，手根管の内圧から正中神経の圧迫状

態を明らかにするものである．

① 知覚神経遠位潜時および運動神経遠位潜時

測定施設により正常値は異なるため，各施設の正常

値を検出しておく必要がある．通常，知覚神経遠位潜

時が3.4～3.5msecより延長，あるいは運動神経遠位

潜時が4.2～4.5msecより延長している場合を異常値

とする．

発症初期の手根管症候群では臨床症状が存在しても

異常値を示さない症例も存在するため，注意を要する．

したがって，症例によっては数カ月の間隔で繰り返し

検査を行う．浜中ら11）は電気生理学的検査結果に異常

が認められなかったが，手根管内圧測定で診断を確定

できた症例を多数報告している．

② 手根管内圧測定

continuousinfusiontechniqueを用いて 30秒間

測定を行った場合，安静位で15mmHgより高い値，

あるいは指最大自動屈曲位で135mmHgより高い値

を示した場合には，手根管症候群と診断できる12）．ま
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図3 手根管症候群の臨床症状

左：知覚障害部を斜線で示す．右：母指球筋の萎縮は高度である

（矢印）．徒手筋力テストでは［0］である．

図4 奥津テスト

臨床症状誘発試験の中では最も誘発率が高い．透析患者では手関

節の掌屈，背屈が制限されている症例が多い．奥津テストは，手関

節の可動域制限がある症例でも行うことができる．



た，正中神経内圧13）と手根管内圧は相関することがわ

かっている14,15）．

③ MRI

手根管症候群の発症原因は，神経自身に存在するの

ではなく，神経障害は結果である．透析例では腱滑膜

炎等のため，手根管部のMRIで，屈筋腱へのアミロ

イド沈着による腱の肥大や腱滑膜の増殖が明らかとな

れば，非侵襲的な補助診断として有用な方法となる可

能性がある（図5）．また，撮像条件によっては，神

経が圧迫された結果発生した神経浮腫などの状態を把

握できる．

以上の検査結果を総合的に判断して診断を確定する．

4 手術法，後療法および結果

本項では，われわれが USE system1,16,17）を用い

て行っている，初発例ならびに再発例に有効な内視鏡

下手根管開放術について述べる．

1） 初発例に対する内視鏡手術

① 手術法

われわれのUSEsystemを用いる手術は，手術開

始の内視鏡挿入時点から，手術の対象部位である「屈

筋支帯および distalholdfastfibersoftheflexor

retinaculum（DHFFR）」17～21）の同定，確認，切離，

そして手術の終了までを完全な内視鏡下に行うもので

ある1,17）．盲目的な手術操作はいっさい含まれていな

い．そのため合併症の全発生率は0.3％（20/6,500手，

分母は長期血液透析例と特発例の合計症例数．約2/3

の症例が長期血液透析例）と従来の観血手術の報告5）

と比較してもきわめて低く安全である．

手術は1％ lidocaine10mlの局所麻酔下に空気止

血帯を用いずに外来手術として行う．したがって血圧

低下などを含めて手術の影響によるシャントトラブル

などが発生しにくい．手術に要する健常組織損傷は内

視鏡挿入部の前腕約1cmの皮膚切開部分のみである．

前腕筋膜と皮膚の間の皮下部分を剥離して，手関節

部分で屈筋支帯と前腕筋膜の境より内視鏡を手根管内

に挿入する．屈筋支帯を同定，観察後に，hookknife

を用いて屈筋支帯を完全に切離する（図6）．屈筋支帯

を完全に切離した後に，hookknifeを用いてDHFFR

の切離を行う．屈筋支帯とDHFFRの両者の切離に

より手根管の完全開放と完全除圧が達成できる（図

7）19,20）．この方法は，屈筋支帯の単独切離に比較して
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図5 MRI

手根管の最も遠位部分でのMRI．手根管内で腱滑膜が増殖して

いる．屈筋腱は低輝度で示される．

図6 屈筋支帯と手根管内のhookknife

屈筋支帯（FR）の線維は横方向に走る．hookknifeの先端（矢

印）は屈筋支帯を切離している．FTに屈筋腱を示す．

図7 手根管の完全開放

屈筋支帯とDHFFRの両者を切離することで手根管は初めて完

全に開放される．矢印に屈筋支帯の両切離端を示す．



臨床症状の回復が早く，かつ再発率が低下するもので

ある17,22）．

手術終了後は，局所の血腫形成を防ぐために，皮膚

を縫合することなく滅菌包帯材料で閉鎖する．

② 後療法

術後数時間，局所麻酔の効果が継続する間，患指に

火傷や外傷を受けないように注意する．麻酔効果が切

れた時点から手の使用を許可する．手関節部掌側の冷

却を行うと術後の疼痛軽減，手術部位の出血や腫脹を

防止できるので，可能であれば手術終了直後から1日

程度，また，手術後初回の透析中は患部の冷却を行わ

せる．透析にはフサンを使用してもよいが通常のヘパ

リンを用いても問題はない．

手指が腫れた場合には，積極的に手指の屈伸運動を

行わせポンプ機能で血液循環を促進する．次回の透析

終了後4時間あるいは翌朝に圧迫包帯を患者自身に除

去させる．長期間の圧迫包帯は不要であり，場合によ

っては患手の腫脹を増強する．患部を濡らさない状況

下での入浴は，手術当日から許可する．

滅菌包帯材料の交換は不要であり，交換は感染の機

会を増すなどのために有害であるので行わない．術後

7日目に透析施設あるいは患者自身に除去してもらう

までそのままとする．滅菌包帯材料を除去した時点で

創が治癒していれば手を水に濡らしてもよい（図 8）23）．

③ 臨床症状の回復

初回手術後の自覚的しびれ感の消失，3gm痛覚計

による痛覚および2gm触覚計による触覚の回復は，

75％の症例において，術後5～7週間で見られた．そ

して，術後24週の時点では，それぞれ89～92の症例

で回復していた．

徒手筋力テストで術前［0］（筋力がまったくない），

［1］を示した症例は14％であった．術後1年以上経

過を追ってみると，これらの症例中64％の症例で術

後臨床的に有用な［4］［5］（正常）まで改善していた7）．

2） 再発例に対する手術

初回手術を内視鏡で行った自験例での再発率は5％，

平均再発期間は7年であった5）（図2）．一方，他院で

行われた手術侵襲の大きい観血手術後の再発例の報告

でも，われわれの内視鏡を用いた再発例の報告とほぼ

同様な再発頻度と再発時期を示している5）．

自験例における再発例を分析してみると，透析開始

後短期間で手根管症候群に罹患した症例，および年齢

が若く発症した症例の再発が有意に高いことが明らか

となった24）．

① 内視鏡手術後に再発した症例

内視鏡で観察を行うと，手根管内は瘢痕組織や癒着

がなくきれいである．初回手術と異なり横方向に走行

するしっかりとした屈筋支帯の線維は観察されず，薄

い膜様の組織が観察される（図 9）．この膜様組織を

hookknifeを用いて切離すると，手掌部の皮下脂肪

が観察できる．初回手術と同様の方法で創閉鎖を行う．

後療法も同一である．

再発例の回復も初回手術同様に良好であった．自覚

的しびれ感，痛覚，触覚は，75％の症例において，

術後5～7週間で改善していた．そして，術後24週の

時点ではそれぞれ95～97％の症例で改善していた．

徒手筋力テストで術前［0］［1］を示した症例は13％
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図8 術後の手術創

左に内視鏡手術創（矢印）：瘢痕形成はない．右に観血手術創（矢

印）を示す：肥厚性，有痛性瘢痕を認める．

図9 再手術時の内視鏡所見

左：内視鏡手術後に再発した症例の再手術時内視鏡所見．膜様組

織が観察できる．右：観血手術後に再発した症例の再手術時内視鏡

所見．再生屈筋支帯が観察できる．線維は横方向に走る．



であったが，これらの症例の中で55％の症例が術後

［4］［5］まで改善していた7,8,9）．

② 観血手術後再発例

内視鏡で観察を行うと，軟部組織に炎症が発生した

後のように組織の癒着が強い．症例によっては屈筋腱

が屈筋支帯と癒着している症例も見受けられる．内視

鏡手術後の再発例において膜様組織が観察できるのと

異なり，再生した屈筋支帯の線維が横走するのが観察

できる（図9）．この組織は組織学的に疎な靱帯組織

である．hookknifeを用いて初回手術の屈筋支帯と

同様に再生靱帯組織を切離する．一部の症例では初回

手術でDHFFRが切離されずに残存している．初回

手術と同様の方法で，DHFFRを切離する．

初回手術と同様の方法で創閉鎖を行う．後療法も同

一である．

観血手術後再発例のしびれ感，痛覚，触覚は，75％

の症例において，術後5～7週間で正常に回復してい

た．そして，術後24週の時点ではそれぞれ92～95％

の症例で回復していた．徒手筋力テストで術前［0］

［1］を示した症例は16％であったが，これらの症例

中42％の症例が術後［4］［5］まで改善していた7～9）．

まとめ

透析患者の手根管症候群は透析アミロイドーシスの

一分症としてとらえる必要がある．初発例ならびに再

発例に対する内視鏡手術は，手術侵襲も軽く良好な結

果を得ることができる．いずれの症例においても日常

生活動作に障害のない程度の知覚機能の改善は得るこ

とができるが，手術回数が増加するごとに母指球筋機

能の回復は悪くなる．したがって，初回手術後も1年

に1回程度の診察を受け，再発例においては早期に診

断し，筋力低下や筋萎縮が軽度な時期に適切な手術を

行う必要がある．

生命予後が改善された現在，生涯に多数回の手術を

必要とする可能性があるため，手術は内視鏡手術など

の低侵襲な術式を選択することが望ましい．
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要 旨

人遺伝子組換えエリスロポエチン製剤（rHuEPO）

が透析患者に使用可能となって15年を経過し，透析

患者に多大な恩恵をもたらした．当初手探り状態であ

った使用法に関しても，欧米を中心に多くのevidence

に基づいたガイドラインが出されている．わが国にお

いても目標 Hb値が 10～11g/dLとされ，欧米のガ

イドラインの11～12g/dL，あるいはそれ以上という

目標値より低値に設定されたが，透析方法や採血日の

差などから，この差はある程度説明可能とされている．

しかし用いたevidenceはいずれも観察研究で，生

存率のみを評価項目としたデータである．現在行われ

ているlongactingなrHuEPO製剤の治験の目標値

は高く設定されており，この前向き試験の成績が報告

されれば，わが国のガイドラインも変更される可能性

がある．またわが国のガイドラインではCAPD患者

や保存期慢性腎不全患者はevidenceに乏しいため対

象とされていないが，同様に行われている治験の目標

値はHD患者よりさらに高値であり，将来HD患者と

異なった目標値とされる可能性もある．また鉄剤使用

に関しても，目標値や投与法に関しても今後の見直し

が必要である．

はじめに

1990年，わが国でも人遺伝子組換えエリスロポエ

チン製剤 （recombinant human erythropoietin;

rHuEPO）が透析患者に適応され，15年を経過した．

それまで輸血を余儀なくされていた患者が10％以上

も存在し，多くのウイルス肝炎の罹患が大きな問題と

なっていた時代を振り返ると隔世の感がある．

しかし，rHuEPOによる腎性貧血の目標値や方法

に関しては新たに多くの問題が発生した．

欧米ではすでに多数のevidenceを基に腎性貧血治

療ガイドラインが作成されている．アメリカのNKF-

K/DOQIガイドライン（1997年，2001年），ならびに

欧州のEDTA/ERAガイドライン（1999年，2000年）

であり，ともに保険医療制度からもこれに沿った使用

が行われている．一方わが国でも昨年（2004年）に

ようやく血液透析（HD）患者に関するガイドライン

が日本透析医学会から公表された．

本稿ではこのガイドライン，およびガイドライン作

成の経過を紹介するとともに，問題点や今後の課題に

も言及する．

1 血液透析患者

2004年に日本透析医学会から「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」（以下，わが

国のガイドラインと略）が公表された．欧米のガイド

ラインはHD患者，CAPD患者，保存期慢性腎不全

（CRF）患者を同等に扱っているが，HD患者のよう

にHD前後でHb値が大きく変動する病態と，CAPD

やCRF患者を同等に扱う根拠はまったくない．そこ

でわが国のガイドラインではHD患者のみを対象と
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している．

わが国のガイドラインは7章からなるが，以下にこ

の全文を紹介しその後で著者の意見を述べる．

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

第1章 貧血の診断基準と診断

1） 健常人の生理的なHb値は年齢，性，人種など

により異なる．従って，貧血の診断基準はこれら

の要因を考慮して設定する必要がある．

2） 貧血の診断規準値としてHb値を用いるがHt

値を併記することを推奨する．

3） 貧血の診断に際しては，貧血をきたす様々な疾

患を鑑別する必要がある．その際の指標として平

均赤血球容積（MCV）が有用である．

4） 腎性貧血は，腎機能低下以外に貧血の原因疾患

が認められない時に初めて診断される．

1.一般的な貧血の診断基準

60歳以上の日本人における貧血の診断基準値は，

男女とも欧米人の値より低い傾向にある．

1） 貧血の定義

貧血は疾患名でなく，血液単位容積中のHb量が減

少した状態と定義される．Hbは各組織へ酸素を運搬

する役割を有しているので，貧血になると組織への酸

素供給が低下し，生体機能は貧血の程度に応じて様々

な影響を受けることになる．

2） 診断基準

日本人を対象とした測定結果に基づいた貧血の数値

的診断基準を記載した教科書はほとんど見あたらない．

そこで，日本人の平均的なHb値，Ht値を参照して

（表1�1，1�2），貧血の診断基準値の算出を試みた1,2）．

平均値－2SD（標準偏差）を貧血の診断基準値と考

えると，表に示すように，男性と女性，年齢層により

相違が認められる．また，腎性貧血治療に関するヨー

ロッパ（EDTA）3）や米国（NKF-K/DOQI）4）のガイ

ドラインに記載されている一般的な貧血の診断基準値

を表1�3に掲載した．表1�1，表1�2に示される年

齢別のわが国の診断基準値は，60歳以上の年齢層に

おいては，男女とも欧米の診断基準値より低い傾向に

ある．

2.貧血の鑑別診断と検査項目

貧血をきたす様々な疾患を鑑別するには，平均赤血

透析医療とEBM 315

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

表1�1 日本人のヘモグロビン（Hb）値と貧血の診断基準値

（新版日本血
液学全書）1）
20～59歳

（理科年表）2）

60～69歳 70～79歳

男性mean±2SD

女性mean±2SD

男性mean－2SD 診断基準値

女性mean－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

表1�2 日本人のヘマトクリット（Ht）値と貧血の診断基準値

（新版日本血
液学全書）1）
20～59歳

（理科年表）2）

60～69歳 70～79歳

男性mean±2SD

女性mean±2SD

男性mean－2SD 診断基準値

女性mean－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

％

％

％

％

表1�3 EDTAならびにNKF-K/DOQIの貧血診断基準

閉経前女性と思春期前患者

成人男性と閉経後女性

Hb＜11g/dL

Hb＜12g/dL

Ht＜33％

Ht＜37％



球容積（MCV）を用いて，小球性，正球性，大球性

に分けて考えると便利である．

貧血の診断には，貧血をきたすさまざまな疾患を鑑

別する必要がある．貧血の鑑別診断は，臨床的には平

均赤血球容積（MCV）により，小球性，正球性，大

球性に分けて考えると便利である．腎疾患に伴う腎性

貧血は，正球性あるいは大球性貧血を示すといわれて

いる．表1�4に平均赤血球容積による貧血の鑑別疾

患を列挙する．

次に，これら個々の疾患を鑑別するのに必要な検査

項目を表1�5にまとめた．末梢血検査，鉄代謝指標，

生化学検査，血清学検査，骨髄穿刺，ビタミン，ホル

モン検査など多岐にわたっている．全ての検査項目が

同時に必要なわけではなく，鑑別すべき疾患に合わせ

て検査項目を選択することが肝要である．腎性貧血に

対する血中EPOの測定は診断的意義が少ない．

3.腎性貧血の定義

腎性貧血は，腎機能低下以外に貧血の原因を認めな

いことが必須である．

腎性貧血とは，腎機能低下に伴い腎からのEPO産

生量が低下し，基準値以上のHb値を維持できなくな

った状態を指す．基準値とは，わが国の場合は，性別，

年齢に応じて表1�1，表1�2に示した程度の値と考え

るのが妥当と思われる．この基準値は，問題はあるが，

保存期腎不全と透析導入後の状態どちらにも共通して

適応されることもある．

腎性貧血が出現する腎機能低下の目安は，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程度である5～7）．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

するといわれている．その目安はクレアチニン・クリ

アランス＜45mL/min程度である．

腎性貧血と断定するためには，腎機能低下以外の貧

血の原因疾患が否定されていなければならない．特に，

鉄欠乏性貧血は腎性貧血に合併している頻度が最も高

く注意しなければならない．

第2章 rHuEPO療法の目標Hb値（Ht値）および

投与開始基準

1） HD患者に対するrHuEPO療法の目標Hb値

（Ht値）は，週初め（前透析2日後）のHD前

の臥位採血による値で Hb値 10～11g/dL（Ht

値30～33％）を推奨する．

2） rHuEPOの投与開始基準は，腎性貧血と診断

され，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．

3） 但し，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．

またrHuEPO投与開始基準として，複数回の検

査でHb値11g/dL（Ht値33％）未満となった

時点とする．
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表1�4 貧血の鑑別診断

小球性

正球性

大球性

鉄欠乏性貧血，慢性疾患に伴う貧血，鉄芽球性貧血，サラセミア，無トランスフェリン血症

腎性貧血，溶血性貧血，再生不良性貧血，赤芽球癆，骨髄異形成症候群，慢性疾患に伴う貧

血，白血病

腎性貧血，巨赤芽球性貧血（ビタミンB12欠乏，葉酸欠乏），肝障害，甲状腺機能低下症，

再生不良性貧血，骨髄異形成症候群，薬剤によるDNA合成障害

表1�5 貧血鑑別診断のための検査項目

1.RBC，Hb，Ht，MCV，MCH，MCHC

2.網状赤血球数

3.鉄代謝指標（Fe，UIBC，Ferritin，TSAT）

4.白血球数，WBC分画，血小板数

5.便潜血

6.生化学検査，蛋白分画

7.CRP

8.骨髄検査

9.ビタミンB12，葉酸

10.クームステスト，ハプトグロビン

11.血中アルミニウム濃度

12.甲状腺機能

13.副甲状腺機能（intactPTH）

14.その他

TSAT（％）＝〔血清鉄（μg/dL）/総鉄結合能（TIBC）（μg/dL）〕×100



1.rHuEPO療法の背景と根拠

rHuEPO療法の至適Hb値（Ht値）を提示した腎

性貧血治療に関するヨーロッパ（EDTA）8） や米国

（NKF-K/DOQI）9）のガイドライン（以下，欧米のガ

イドラインと略す）策定の基礎となった論文の大半が

HD患者に関するデータであり，CAPDや保存期慢

性腎不全患者に関する論文データは極めて少ない．欧

米では，全てのrHuEPO療法の目標値を同一に設定

しているが，HD患者の目標値をCAPD患者や保存

期慢性腎不全患者にも同一に当てはめてよい証拠はな

い．そこで，本ガイドラインはHD患者のみを対象

とした．

また，末梢血検査で実測されるのはHb値であり，

Ht値はHb値と平均赤血球容積（MCV）から算出さ

れた値である．MCVはさまざまな要因によって変動

するため，欧米のガイドラインではHb値が貧血の指

標として採用されている．しかし，「わが国の透析医

学会の現況調査」でも，下記に述べる調査結果でも，

貧血の指標は全てHt値で記載されている．そこで，

欧米のガイドラインと同様にHb値を主に，Ht値を

併記することとした．今後，全ての調査・報告でHb

値が用いられることが望ましい．また正確にはHb値

（g/dL）はHt値（％）の1/3に相当する訳ではない

が，一般臨床上大きな問題とならない誤差であるため，

欧米と同様この換算を採用した．

欧米のガイドラインでは，生存率，罹病率，左室心

筋重量，QOL，身体活動能，入院回数（日数），その

他認知能，代謝機能，睡眠パターンなどを評価項目と

した研究結果から，目標Hb値を11～12g/dL，ある

いはそれ以上としている8,9）．

一方，日本人と欧米人の正常Hb値（Ht値）には

多少の人種差があり，日本人高齢者の方がやや低値で

ある（第1章参照）．しかしながら日本人を対象とし

たrHuEPO療法の目標Hb値（Ht値）設定に関し，

引用に足る研究は極めて少ない．毎年施行されている

日本透析医学会の統計調査結果における1年生存率に

及ぼす独立影響因子の評価の中では，Ht値は30～35

％が最良であることが確認されている．しかし，1年

生存という短期予後のみを評価したものであること，

評価Ht値間隔が5％と幅広く，5％間隔の値を推奨

値とするには問題があると考えられる．

そこで，日本透析医学会の統計調査資料を利用し，

1995年末の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年生存率に及ぼ

す影響を検討した．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�1）（未発表データ）．年齢別，

原疾患別に解析しても，多少の差はあるものの，Ht

値30～33％群が最も良好な生命予後を示した．

平澤らは，レトロスペクティブ研究であるが，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Ht値の平均値

をもとに3年予後を調査した．年齢，性，原疾患，合

併症，アルブミン値などで補正したHt値の生命予後

に関する評価では，Ht値30～33％が最も良好であっ

たことを報告した（表2�2）10）．

以上の結果を総合すると，生命予後から評価した

rHuEPO療法の目標 Hb値は 10～11g/dL（Ht値

30～33％）であると考えられる．ただし，透析医学会

の統計を用いた5年生存に関する解析では，35～45

歳の若年者に限ると，Ht値30～33％に比べ，Ht値

33～36％の相対リスクは有意差はないが，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（Ht

値33～36％）を推奨した．

欧米のガイドラインの目標Hb値（Ht値）とくら

べ差が認められる理由は，人種差に加え，採血曜日や

採血時の体位などの差が影響しているためと考えられ

る．この仮説を実証する目的で2つ追加研究を施行し

た．

わが国の透析医学会の現況調査におけるHt値は，

大部分週初めのデータが採用されているのに対し，欧

米では週中日の採血結果が使用されており，増加体重

率の差による影響が予想される．そこで，単一施設に

おいて月水金週3回HDを受けている患者247例を
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表2�1 95年末のHD前Ht値が5年生存率に及ぼす影響

（年齢，性，原疾患，Kt/V尿素，体重減少率（％）で補正）

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



対象に，同一患者で月曜日と水曜日の末梢血データを

比較した．その結果，月曜日のHt値は水曜日の99.1

％に相当することが判明した（表2�3，未発表デー

タ）．

また採血時の体位がHt値に影響することも知られ

ている．わが国における検討でも健常人に比べ HD

患者の方が，臥位でより大きくHt値が低下すること

が報告されている11）．欧米の大部分のHD患者はチェ

アーベッドによる座位透析であるのに対し，わが国の

ほとんどのHD患者は臥位透析であり，採血時の体

位が異なる．そこで4施設において残腎機能のほとん

どない週3回HD患者99例を対象に，入室直後の座

位と臥位後約10分の採血で末梢血データを比較した．

臥位採血のHt値は座位時の94.3％であった（表2�4，

未発表データ）．

以上の2つの要因を単純に計算すると，欧米のHt

値33～36％はわが国の30.8～33.6％に相当し，引用

したわが国の生命予後に及ぼす研究結果を説明し得る

ものと考えられる．

しかし，前述の研究はいずれも一時期のHt値をも

とにしたレトロスペクティブなものであり，生命予後

のみをエンドポイントとした結果である．正確な目標

Hb値（Ht値）を設定するには，今後はQOLなども

エンドポイントとした大規模な前向きランダム化対照

試験が必要である．また，血液濾過や血液透析濾過な

ど透析方法の差による貧血改善度の差に関する検討も

なく，これらの透析方法の普及とともに目標 Hb値

（Ht値）が変わる可能性もある．よって本推奨値には

定期的な見直しが必要である．
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表2�2 Ht値と患者特性が死亡率に及ぼす影響（1年死亡と3年死亡）

背景因子 1年死亡RR 95％CI pValue 3年死亡RR 95％CI pValue

1群（Ht≧36％）

2群（33％≦Ht＜36％）

3群（30％≦Ht＜33％）

4群（27％≦Ht＜30％）

5群（Ht＜27％）

年 齢 1歳増加

性 別 女性

原疾患 糖尿病性腎症

合併症 心疾患

閉塞性動脈硬化症

脳血管障害

消化管疾患

肝・胆道系疾患

癌

Alb 3.5g/dL未満

3.5g/dL未満

0

0.605

0.447

1

1.657

1.029

0.85

0.958

1.224

1.281

1.683

1.190

1.438

1.725

1

0.424

0

0.320～1.146

0.290～0.689

1.161～2.367

1.016～1.043

0.620～1.167

0.671～1.368

0.883～1.696

0.844～1.944

1.142～2.480

0.870～1.628

0.978～2.117

0.943～3.156

0.370～0.585

0.9694

0.1231

0.0003

0.0054

＜0.0001

0.3159

0.815

0.2256

0.2456

0.0085

0.2759

0.0651

0.0768

＜0.0001

0.915

1.111

0.677

1.604

1.048

0.758

1.354

1.596

1.639

1.522

0.907

1.264

2.716

0.603

0.405～2.072

0.816～1.514

0.537～0.855

1.275～2.019

1.039～1.056

0.629～0.913

1.114～1.647

1.319～1.932

1.302～2.063

1.211～1.913

0.753～1.093

0.997～1.603

1.910～3.862

0.501～0.726

0.8321

0.5036

0.001

＜0.0001

＜0.0001

0.0036

0.0024

＜0.0001

＜0.0001

0.0003

0.3051

0.0528

＜0.0001

＜0.0001

（RR：相対危険度 95％Cl：95％信頼区間）平澤らの論文10）より

表2�3 採血日による差

（月水金透析の247例を対象とした，同週の月曜と水曜の採血結果の比較）

月曜 水曜 差 n＝247

BW（kg）

Hb値（g/dL）

Ht値（％）

TP（g/dL）

53.1±0.7

10.4±1.0

32.3±3.5

6.7±0.5

52.6±8.9

10.5±1.3

32.6±4.4

6.7±0.5

0.6

0.15

0.36

0.05

表2�4 HD患者の座位と臥位でのHt値の検討

週3回HDで，残腎機能がほとんどなく，同意の

得られた4施設の99例を対象に，来院直後座位に

て，返血ルートから採血し，臥位となって約10分

後に脱血ルートから採血し比較した．

結果： 座位 臥位

Cr値

BUN

Hb値

Ht値

TP

10.9±2.8

74.4±12.4

10.7±1.0

33.2±3.0

6.7±0.5

10.9±2.8

74.0±12.2

10.1±0.9（94.4％）

31.3±2.9（94.3％）

6.3±0.5（94.0％）

（大阪府立病院，他3施設での検討）



第3章 鉄状態の診断と治療

1） HD患者は，ダイアライザーへの残血と採血検

査のため，年間約2gの鉄を喪失する．このため

容易に鉄欠乏に陥り易い．鉄欠乏の診断には，ト

ランスフェリン飽和度（TSAT）と血清フェリチ

ン濃度が標準的マーカーである．鉄過剰に関する

欧米のガイドラインは，日本人に対して安易に推

奨できない．

2） 鉄剤は，透析終了時に透析回路よりゆっくり投

与する．毎透析に計13回，ないしは週1回3か

月間の投与を目安として終了する．鉄剤投与禁忌

の病態があることに注意する必要がある．

1.鉄状態の診断

鉄欠乏の診断基準は，トランスフェリン飽和度

（TSAT）20％以下，血清フェリチン濃度100ng/mL

以下である．

1） 鉄欠乏と鉄過剰の定義

体内の鉄欠乏，鉄過剰状態は造血と密接に関連する．

しかも，体内の鉄状態は，その役割と分布の両面から

評価される必要がある12）．

HD患者は，ダイアライザーへの残血と採血検査の

ため，年間約2gの鉄を喪失する．造血が維持されて

いる患者では，鉄補給を行わない限り，いずれ鉄欠乏

に陥る．EPOの効果を充分発揮させるためには，造

血が最大となるようにHb合成にみあう鉄供給を維持

することが必須である13～15）．

一方，造血以外にも，鉄欠乏は異味症，爪変形，鉄

過剰はヘモジデローシス，易感染性などを惹起するの

で避けなければならない．

2） 鉄欠乏の診断

鉄欠乏状態を判断する上で汎用されている簡便な診

断マーカーは平均赤血球容積（MCV）である．しか

しその感度・特異度とも不十分である．そこで，①

TSATが20％以下，②血清フェリチン濃度100ng/

mL以下，③網赤血球内ヘモグロビン含量32.2pg未

満，④4～5か月間にわたって低下傾向を示す平均赤

血球容積などの指標を利用して鉄欠乏と判断する．こ

れらのうち，網赤血球内ヘモグロビン含量は健保適用

も認められておらず，TSATと血清フェリチン濃度

が標準的な鉄欠乏マーカーである．

TSAT：トランスフェリン飽和度

TSAT（％）＝〔血清鉄（μg/dL）×/総鉄結合能

（TIBC）（μg/dL）〕×100

3） 鉄過剰の診断

鉄過剰の診断は，鉄投与の副作用を予防・軽減する

ために，適切に行われなければならない．欧米のガイ

ドライン8,16,17）では，TSAT＜50％および血清フェリ

チン濃度＜800ng/mLまでは鉄剤投与を継続するこ

とでHb11～12g/dLが維持できることが多いとして

いる．しかし，TSAT＜50％および血清フェリチン
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表3�1 鉄欠乏と鉄過剰状態のマーカーの感度と特異度

a.

鉄欠乏の指標 Sensitivity/Specificity 保険点数/時間 備考

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/assaykit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

b.

鉄過剰の指標 Sensitivity/Specificity 保険点数/時間 備考

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％/36.2％

37点/

150点/

保険未承認/

保険未承認/

貯蔵鉄

赤血球レベルの指標

赤血球レベルの指標



濃度＜800ng/mLほどの高値まで鉄剤を投与し続け

ることは18～20），鉄過剰の可能性から安易に勧めるこ

とはできない．

TSATおよび血清フェリチン濃度を鉄過剰の診断法

に利用した場合の感度と特異度は，いずれも不良で21），

鉄過剰の簡易診断は不可能である（表3�1）．

結果的に，限定された鉄指標の目標範囲を維持する

ように鉄剤を持続的に投与する22,23）のではなく，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24～26）が，より安全な

投与法として推奨される．

2.鉄剤の投与

鉄剤の投与は透析終了時にゆっくり静注する．毎透

析ごとに13回，ないしは週1回3か月間投与する．

1） 鉄剤の選択と投与経路

鉄剤には，経口製剤と静注製剤がある．欧米では皮

下注も推奨されているが，わが国では承認されていな

い．いずれの製剤も，過量投与で過剰症を招くので，

厳重な鉄状態の監視が必要である．

rHuEPO投与による急激な造血時の鉄需要の増加

に応じるには，血管内投与が必要である．静注用鉄剤

として，わが国では含糖酸化鉄24），コンドロイチン硫

酸・鉄コロイド25），シデフェロン26）が入手できる．

2） 鉄剤の一回投与量と頻度

上記の診断基準により鉄欠乏状態にあると判断され，

鉄剤投与の禁忌（下記参照）がない場合，コンドロイ

チン硫酸鉄・鉄コロイド40mgなどを毎透析ごとに

13回，ないしは週1回3か月間投与する．透析終了

時に，透析回路返血側よりゆっくりと投与する．静注

製剤はいずれも，投与直後に急激なショック症状を呈

することがある27～32）．特に，初回は充分な監視下に

希釈した半量をゆっくり投与し，投与後1時間程度観

察して過敏反応が起きないことを確かめることが勧め

られる．

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．

3） 鉄剤投与の禁忌

鉄剤投与の適応があると判断されても，以下の場合

には，投与を中止するか，充分に検討し対応策を講じ

た後に投与する．

� 鉄剤によるアナフィラキシーの既往．

� 鉄過剰症を疑わせる既往歴や症状，大量輸血歴，

ヘモジデローシス33），ヘモクロマトーシス，鉄骨

症34）などのある時．

� 感染症の存在

鉄剤投与により細菌感染症，真菌症などの合併

や増悪が報告されている35）．

� ウイルス性肝炎

鉄欠乏状態では，肝機能異常の改善，インターフェ

ロンへの反応性改善などが報告されており，鉄剤投与

により逆効果が発生する可能性がある36）．

第4章 rHuEPOの投与法―投与経路，投与量―

1） 投与経路については，rHuEPOに起因する

EPO自己抗体産生に基づく赤芽球癆の発生が皮

下注患者で高率であったことから，当面は透析回

路を通しての静注を推奨する．

2） 投与量については，静注で1回1,500単位，週

3回投与から開始し，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

ことができる．

3） 投与量や投与回数は，貧血改善目標をどのレベ

ルに設定するか，どの程度の速度で貧血を改善さ

せるかによって決定されるべきで，現行の投与量・

投与回数の上限については再検討すべき余地があ

る．

1.rHuEPOの投与経路―静注と皮下注―

rHuEPOの投与は，HD患者では原則として透析

終了時に透析回路から静注する．

わが国では，平成2年度厚生科学研究班（平澤由平

班長）37） の提言に基づいた保険医療制度により，

rHuEPOの投与経路は，HD患者では静注に限られ，

皮下注はCAPD患者や保存期慢性腎不全患者のみで

認可されている．一方，欧米では，静注と皮下注を比

較した多くの臨床研究をもとに，rHuEPOの貧血改

善やその維持効果，さらには医療経済の観点からも，

皮下注の方が有利であると指摘している38～50）．

これらの成績から，腎性貧血治療に関するヨーロッ
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パ（EDTA）8,51） や米国（NKF-K/DOQI）52） の「腎

性貧血治療ガイドライン」は，保存期慢性腎不全患者

やCAPD患者に限らずHD患者においても皮下注を

推奨している．その結果，皮下注は，ヨーロッパでは

1990年初頭には30％の患者で適用されていたに過ぎ

なかったが，現在では約90％に達し，自己注射も認

可されていた．しかし，赤芽球癆の発症とともに現在

では大部分が静注に戻っている．米国では状況が異な

り，主として注射手技の簡便性から，静注の普及率が

依然として高く，皮下注は10％程度の適用率に留ま

っている53）．

皮下注の最大の利点は，投与量の減量効果とそれに

基づく医療費節減効果である．不利な点は，生物学的

利用率が静注の約20％と低いこと，皮脂厚による吸

収率のばらつき，注射局所の疼痛などがあげられる．

皮下注の薬理学的動態の特徴は，血中 EPO濃度が

100mU/mL程度の低値で長時間維持されることで

（hightime-averagedplasmaconcentration），低い

生物学的利用率にもかかわらず，静注と同等の貧血改

善効果を発揮する要因となっている54）．

通常，週当たり2～3回が必要である．大腿部は，

皮下注で吸収効率が高い部位として最適との報告もあ

るが，明らかな証拠はない．注射部位を常時変更する

ことが必要と指摘されている．しかし，皮下注の疼痛

は強く，これに耐えられない患者では静注が望ましい．

静注は，投与したrHuEPOが標的の赤芽球細胞に

完全に作用することを目的としている．薬理学的動態

では，投与直後から血中EPO濃度が急激に上昇した

後に急速に低下することが特徴で，トラフ値は皮下注

法よりも低値となる．最近，この特徴が臨床的な

rHuEPO抵抗性の原因である可能性が指摘されている．

すなわち，Riceら55）は，静注で血中EPO濃度が急激

に低下することで，骨髄から放出されてまもない若い

赤血球のアポトーシスが誘発される（neocytolysis）

と報告している．

1991年に Bommerら38）が最初に報告して以来，

rHuEPOの静注と皮下注の有用性を検討した報告は

欧米を中心に36件（全症例2,028例）みられる．そ

の結果，両者間に差がないと報告したのは3件に過ぎ

ず，大部分は皮下注の有用性を指摘している．わが国

では2件の報告56,57）があり，越川ら56）は，HD患者を

対象にして，SNB-5001の臨床治験報告として，皮下

注群（週1回6,000単位と週1回12,000単位の2群）

と静注群（1回3,000単位，週3回）の3群間で貧血

是正効果を比較し，貧血是正効果は週 1回，12,000

単位の皮下注群で最も高かったことを報告している．

前田ら57）は，HD患者で，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％減量できたと報告している．他の報告でも，静

注から皮下注への変更により投与量が約30％減少す

ると指摘されている．Besarabら49）が前向き研究27

件（全症例916例）を対象としたメタアナリシスでも，

同等の貧血改善効果を得るのに皮下注での投与量は静

注の約30％と少なく，医療費も約30％削減されると

強調している．

このように，rHuEPOの投与法に関して皮下注の

有利性が強調されてきた中で，1998年以降，ヨーロ

ッパを中心に，主としてEPREX�（エポエチンα：

Johnson& JohnsonPharmaceuticalResearch&

Development,LLC）投与例で，抗エリスロポエチン

抗体形成に伴う続発性赤芽球癆 （purered cell

aplasia;PRCA）合併例が発生した58）．患者の血中に

は内因性EPOに対する中和抗体も検出され，骨髄造

血が高度に抑制されていたため，輸血を余儀なくされ

た．最近では，免疫抑制薬の使用も考慮されている．

Johnson& Johnson社の発表によれば，2002年10

月末現在で，疑い例を含めると188例が集計されてい

る．この中でEPREX� 使用例は106例（56％）を

占めていた59）．全世界のrHuEPOの投与総数に対す

る赤芽球癆の発症頻度は極めて低いが，開発当初に危

惧されていた蛋白製剤に共通した抗体産生による有害

事象がrHuEPOでも確認されたことになる．

一般に，蛋白製剤に対する抗体産生は頻回の皮下注

例で高いことが知られている60）が，今回のrHuEPO

による赤芽球癆についても，皮下注例の発症頻度は静

注例よりも約33倍と高いことが明らかになった59）．

赤芽球癆の成因機序は明らかではなく，製剤の運搬状

態，自己注射例における製剤の保存方法（冷蔵保存），

製剤の振盪などによる抗原性の増強なども可能性とし

て推測されている．現在，正確な抗体検出法の開発が

進められている．以上の経緯から，Johnson &

Johnson社は，EPREX� の投与法に関して，皮下

注から静注への変更を勧告した59）．

rHuEPOが臨床応用されて以後，確実な貧血是正
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効果が明らかになった一方，欧米を中心に，医療経済

への視点から投与量を減ずる必要性が強調され，皮下

注が推奨されてきた．しかしながら，rHuEPOに対

する抗体産生による赤芽球癆発症が明らかになり，皮

下注の危険性が指摘されている．

一方，わが国で市販されているエポエチンαおよび

エポエチンβのいずれについても赤芽球癆発症例が報

告されている．このような状況を考慮すると，当面は，

現行の静注を継続させることが安全と考えられる．

rHuEPO製剤に対する抗体産生による有害事象がさ

らに発生する可能性は否定できず，厳重な監視と正確

な抗体検出法の開発が必要である．

2.rHuEPOの投与量

HD患者では，静注で1回1,500～3,000単位を週3

回から投与開始する．投与中は週当たりHb値0.3～

0.4g/dL（Ht値1％）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．

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．

rHuEPOの投与量について，前述の厚生省科学研

究班37）は，Htが25％未満のHD患者では目標Ht値

として30％を設定し，1,500単位の週3回静注から

開始し，4週間後のHt上昇度が3％未満の場合には，

3,000単位の週3回静注に増量し，さらに4週間観察

し，それでもHtの上昇度が3％未満の場合，6,000

単位の週 3回静注に増量する治療指針を示した．

6,000単位の週3回静注によっても目標に達しない場

合にはrHuEPO抵抗性と判断して原因を検索すべき

であると提唱した．しかし，1回6,000単位，週3回

静注は現行の保険医療制度の枠を越えており，実際に

適用することは困難な状況にある．

いずれの段階でも，目標値に達した以後は，それま

での投与量の1/3～1/2量に投与量を減じて維持量と

する．わが国では，rHuEPO製剤の添付文書には，

週 3回の血液透析終了時に 3,000単位（150～180単

位/kg/週）の静注から開始すべきであると記載され

ているが，厚生科学研究班のガイドラインが適用され，

1回1,500単位から開始することが多い．初回投与量

は少量として，貧血是正速度を観察しながら，不十分

と判断された場合には，徐々に漸増させる方法が一般

的である．わが国においては，臨床応用の開始当初か

ら，高血圧性脳症様のけいれん発作など重篤な副作用

発症例の頻度が欧米にくらべて少なかった．厚生省科

学研究班が示した「低用量から開始すべき」との提言

が寄与した可能性がある．

一方，欧米では投与量を体重当たりで決定し，高用

量から投与を開始することが一般的であったが，けい

れん発作など重篤な副作用報告が相次ぎ，これらを予

防することを目的として，腎性貧血治療に関するヨー

ロッパ（EDTA）51）や米国（NKF-K/DOQI）のガイ

ドライン52）では，皮下注の場合には80～120単位/kg/

週，静注では120～180単位/kg/週が提唱されている．

これらの投与量は，皮下注で 6,000単位，静注では

9,000単位に相当し，わが国での投与量と大きな差は

ない．小児例，特に5歳未満では高用量が必要となる

ことが多く，300単位/kg/週程度と報告されている．

rHuEPOの投与量は，患者の病態に応じて，是正

目標値や是正速度を設定して決定されなければならな

い．臨床治験時の用量設定試験の成績から，週当たり

のHt上昇率が1％以上では高血圧の増悪やあらたな

血圧上昇をもたらし，降圧薬の開始や増量を要する場

合が多く，貧血改善速度を週当たり Hb値 0.3～0.4

g/dL（Ht値1％）以内に留めるべきであると強調さ

れている．投与前のHt値も大きな要因で，Ht値が

低いほど急速な是正を目指すことになって高用量が必

要となる．透析導入時には，尿毒症の改善効果も伴っ

て，貧血是正効果が予想以上に速い場合があることに

も留意することが重要である．投与中は，頭痛を代表

とする自覚症状の発現，血圧上昇や高血圧の増悪，ブ

ラッドアクセス閉塞などの有害事象を予防することが

重要である．

第5章 EPO抵抗性（低反応性）

1） 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

るが，これは科学的医学的根拠に乏しい基準であ

る．

2） 現実に遭遇するEPO抵抗性の多くは鉄欠乏に

よる．鉄欠乏がない場合は，その他の抵抗性の原
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因を検索すべきである．なかでも抗EPO抗体の

出現による赤芽球癆は最も深刻な合併症である．

3） 鉄以外の造血に対する必須成分が欠乏すること

でも，EPOの効果が減弱する場合が知られてい

る．

1.低反応性の定義

通常，EPO抵抗性とは絶対的なものではなく相対

的なものである．むしろ「EPO低反応性」と表現す

べきである．

EPO抵抗性の明確な定義は存在しない．HD患者

では静注1回3,000単位，週3回（9,000単位/週）で

も貧血改善効果が得られない場合を一般的にEPO抵

抗性とする．これはわが国の医療保険制度では透析患

者では週当たりの最大投与量が9,000単位までと規制

されているからであり，医学的根拠による定義ではな

い．体重 50～60kgの患者で計算すると，150～180

単位/kg/週に相当する．

NKF-K/DOQIでは静注の場合は 450単位/kg/週

で96％の患者が4～6か月以内に目標Hb値（Ht値）

に到達するため61），これ以上の投与量でも有効な造血

反応を示さない例をいわゆるEPO抵抗性としている．

この静注450単位/kg/週は皮下注300単位/kg/週に

相当する．皮下注では300単位/kg/週でも反応不良

例をEPO抵抗性とする．

EDTAのガイドラインでは皮下注で300単位/kg/

週（およそ20,000単位/週）以上でも目標Hb値（Ht

値）に到達できない場合，あるいはその目標Hb値

（Ht値）の維持ができない場合をいわゆるEPO抵抗

性としている62）．抵抗性とは通常絶対的なものではな

く相対的なもので，むしろ「EPO低反応性」と表現

すべきであり，各個人の不確定要素と初期投与量に依

存するとしている．

保存期慢性腎不全におけるEPO抵抗性の基準に関

しては，わが国も含めて腎性貧血治療に関するヨーロ

ッパ（EDTA）や米国（NKF-K/DOQI）のガイドラ

インのいずれにも明示されていない．

2.EPO低反応性の原因

EPO低反応性の最大の原因は絶対的あるいは相対

的鉄欠乏状態である．その他の要因も複数知られてい

る．

鉄を十分補給された状態では，90％の例で，低反

応基準とされるEPO量より遥かに少ない量で造血が

期待できる61）．すなわちEPO低反応性の最大の原因

は絶対的あるいは相対的鉄欠乏状態である．従って鉄

欠乏がない状態でもEPO反応が不良な場合，表 5�1，

表5�2のような要因を検討すべきである．

長期にわたる血液喪失は鉄欠乏の誘因となる．感染

症や移植臓器の慢性拒絶反応を含む炎症が存在すると，

増加したTNF-αやIL-6などの炎症性サイトカイン

が赤血球前駆体の初期成熟を阻害する．副甲状腺ホル

モンは造血阻害作用を有し，さらに線維性骨炎による

骨髄の占拠が造血の場を奪う．アルミニウムはヘモグ

ロビン合成を阻害し小球性低色素性貧血を招く．葉酸，

ビタミンB12は赤血球の産生に必須な成分である．

多発性骨髄腫ではrHuEPOが全く無効とはいえない

が，低反応の個人差が大きくその理由は不詳である．

その他の悪性腫瘍でも，単なる慢性腎不全の貧血治療

よりは大量のrHuEPOを必要とするが，この場合に

もTNF-αなどの関与が想定される．

溶血は機械的にも免疫学的にも発生し，EPO低反
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表5�1 EPO低反応性の有力な原因

消化管や性器からの慢性失血63）

感染症（血液アクセス・腹膜アクセス感染）・炎症

外科的感染症，結核症，SLE，AIDS64～67）

移植片の慢性拒絶反応68）

高度の副甲状腺機能亢進症（線維性骨炎）69）

アルミニウム中毒症70～73）

葉酸，ビタミンB12欠乏74,75）

多発性骨髄腫76,77）

その他の悪性腫瘍78）

溶血79）

異常ヘモグロビン症

（α，βサラセミア80,81），鎌状赤血球性貧血82））

脾臓機能亢進症83）

抗EPO抗体の出現55）

表5�2 EPO低反応性が疑われる原因

ACE阻害薬の投与84,85）

カルニチン欠乏86）

不十分な透析87）

低栄養88）

ビタミンC欠乏89）

ビタミンE欠乏90）

亜鉛欠乏91）



応の誘因となる．異常ヘモグロビン症では長期大量の

rHuEPOを必要とする．脾臓機能亢進症では，赤血球

が脾に抑留され，網状赤血球は増加しても貧血の改善

に至らない場合がある．最も深刻なものは抗EPO抗

体が発現した場合の赤芽球癆（pureredcellaplasia）

である．アンジオテンシン変換酵素阻害薬はEPO低

反応を招くとする報告と，これを否定する報告がある．

カルニチンは赤血球の膜成分である脂肪酸合成に関与

している．透析患者では多くの例でカルニチン欠乏が

存在しrHuEPO必要量が増加する．

不十分な透析，生体適合性の低い透析膜での治療が，

EPO低反応の直接原因となるかどうかの確証はない．

逆に長時間の緩徐透析や連日長時間夜間透析では貧血

改善効果が知られている．低栄養は透析患者でしばし

ば認められるが，アルブミン濃度とHb濃度は良く相

関する．また，低アルブミン血症は炎症とも関連する．

さらに低栄養状態ではカルニチンやビタミン摂取の不

足，亜鉛欠乏などとも強く関連する．

ビタミンCは貯蔵鉄を動員すると想定され，EPO

の作用を補強するとする報告がある．ビタミンEは

抗酸化作用を介してEPO効果を補強している可能性

がある．亜鉛欠乏例では貧血発症が知られているが，

透析患者でも血清亜鉛濃度が低い例が多く，亜鉛投与

でrHuEPO投与量が減少できた報告がある．

第6章 腎不全患者への輸血

1） rHuEPOの使用や鉄剤の使用により，腎不全

患者への輸血の頻度は低下している．しかし，限

られた条件下に赤血球輸血は依然として必要とさ

れている．

2） 移植を受ける可能性のある患者には，白血球除

去フィルターを使用しMHC抗原の感作を最小限

にすべきである．

1.輸血の適応について

赤血球輸血は，いかなる場合も，貧血の改善が可逆

的な状況に限定されるべきである．

透析技術の向上による透析効率の向上，透析時の失

血の減少，rHuEPOの使用や鉄剤の適切な使用など

により，腎性貧血は著しく改善され，腎不全患者への

輸血の頻度は低下している．しかし，限られた条件下

に赤血球輸血は依然として必要とされている．今後も

その必要性は皆無にはならないと予測される．赤血球

輸血は，いかなる場合も，貧血の改善が可逆的な状況

に限定されるべきである．輸血により何らかの症候ま

たは臨床症状が改善され得るという事前の慎重な評価

も必須である92）．

赤血球輸血は以下の場合に適応される（表6�1）．

2.輸血を行う際の注意

輸血には，副作用が出現することもある．

透析患者の輸血を避ける主な理由は，①MHC抗原

への感作，②輸血反応，③ウイルス，寄生虫などの感

染，④輸血による鉄過剰やヘモジデローシスなどが危

惧されるからである．その他，⑤貧血改善効果が短期

的であるということも挙げられる．

特に，将来移植を受ける可能性のある患者，移植手

術を待機中の患者に輸血が必要な時は，白血球除去フ

ィルターを使用するなどのMHC抗原の感作を最小限

にする手段が講じられるべきである．

輸血が必要と想定される手術が計画されている場合，

事前にrHuEPOの計画的投与による造血と計画的血

液採取・保存を行い，手術時に自己血輸血することが

非透析患者では行われている．将来的に，透析患者に

自己貯血が許された場合，現行のrHuEPO投与量基

準が変更されることが必要である．

第7章 rHuEPOの副作用と随伴症状

1） rHuEPOの副作用としては，高血圧，血栓・

塞栓症，赤芽球癆などがある．これらの出現には

注意すべきである（表7�1）．

1990年rHuEPOが実用化されてから多くの副作用・

随伴症状が報告されてきた．それらの中で，臨床的に

高いレベルの文献証拠に裏づけされた重要な副作用を
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表6�1 赤血球輸血が必要な透析患者の例

貧血特有の症候・症状を有する重症貧血患者

不安定な血液循環動態に関連した急性血液喪失を呈する患者

重症狭心症患者

出血量の多い手術患者

危険値までヘモグロビン値が低下した血液喪失状態のrHuEPO

低反応性患者



取りあげる．

1.血圧上昇

急速なHb値（Ht値）の上昇は，高血圧を惹起す

る．

血圧上昇はrHuEPOの代表的随伴症状である．高

血圧の発症を含めた血圧上昇の発現頻度は，わが国の

治験データや市販後臨床成績では3～7％程度と諸外

国の成績20～30％に比して低値である．しかし，限

られた対象症例数では35.6％にのぼるとの報告もあ

る93）．

血圧上昇の原因は貧血改善に伴う組織低酸素濃度の

是正から，拡張していた末梢血管が収縮すること，血

液粘度が亢進することなどによる末梢血管抵抗の増加

に対し，心拍出量の反応性低下が欠如ないしは不十分

であることが主因とされる．従って，家族歴や既往歴

に高血圧のある患者では，こうした要因が潜在的にあ

り，血圧上昇をきたしやすいとの見解もある94）．その

他に，貧血改善に伴う体液量と末梢血管抵抗の関係に

おけるリセッティング，エンドセリンなどの昇圧物質

の関与，アンジオテンシンIIなどの昇圧物質に対す

る反応性の亢進など，他にも数多くの説が報告されて

いる．

高血圧を防ぐには，貧血改善速度を緩徐に保ち，血

圧上昇に注意しながら徐々に貧血を是正することが当

初より推奨されている．その具体的基準として，貧血

改善速度が週当たりHb値0.3～0.4g/dL（Ht値1％）

を超えないようにすべきであるとの提言がある．特に，

高血圧の病歴を有する患者では，血圧上昇を警戒して

より慎重な投与が望まれる．治療としては，循環血液

量増加（体液過剰）があればまずドライウエイトを低

下させ，効果を確認しつつ適切な降圧薬療法を行う必

要がある．

急激な血圧上昇に伴う高血圧性脳症が疑われる例も

報告されており，特に投与開始直後のHb値（Ht値）

上昇が進行している時期では，きめ細かい観察と対応

が肝要である．

2.血栓・塞栓症

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95）を除き認められない．因果関係を

否定できない個々の症例報告は少数だが存在する．海

外の成績では，シャント（とくに人工血管グラフト）

閉塞リスクの増加が報告されているが，そのリスクは

Hb値（Ht値）の正常化に至って増加するとされる96）．

虚血性心疾患や心不全を合併した透析患者では，正常

Hb値（Ht値）で死亡，非致死性心筋梗塞発症のリ

スクの増加が報告されている97）．しかし，これらの成

績をすべて一般の透析患者に適応できる医学的根拠は

ない．

3.赤芽球癆

抗EPO抗体により，赤芽球癆が発生した症例があ

る．

赤芽球癆は抗EPO抗体（中和抗体）の出現により

発症するとされる58）．詳しくは rHuEPO投与方法

（第 4章）とEPO抵抗性（第 5章）の章で紹介され

ているが，新たに発見された副作用である．

4.その他

痙攣発作，透析効率の低下，体外循環回路残血・凝

血の増加，抗凝固薬必要量の増加，高カリウム血症，

高リン血症，感冒様症状，骨髄線維症，幻視など多く

の随伴症状・副作用が報告されているが，rHuEPO

との関連性は薄いか，現時点では注目に値するとは考

えにくい事項と思われる．
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表7�1 rHuEPOの副作用

1.エビデンスレベルの高い文献で証明されている副作用

高血圧

血栓・塞栓症

抗EPO抗体出現に起因する赤芽球癆

2.その他報告のある副作用

痙攣発作

透析効率の低下

体外循環回路残血・凝血の増加

抗凝固薬必要量の増加

高カリウム血症

高リン血症

感冒様症状

骨髄線維症

幻視



2 HD患者の腎性貧血治療ガイドラインの

課題と展望

以上，HD患者に対するわが国のガイドラインを紹

介したが，評価できる点とともに課題も多い．評価で

きる点としては，欧米のガイドラインではHD，CAPD，

CRF患者をすべて同様に扱っているが，今回のわが

国のガイドラインではHD患者のみを対象としてい

る．今後の議論を待ちたいが，CAPDやCRFに関す

るガイドライン作成も早急に行うべきであろう．

最大の課題としては，わが国でのevidenceの不足

である．気になる問題点を章毎にあげてみたい．

1） 第1章について

日本人の正常Hb値を年齢，性別に解析し，貧血の

基準を定義したことは，欧米のガイドラインより進ん

でいると思われる．一方，腎性貧血の診断基準にCr

値≧2mg/dLで，血中EPO濃度の測定は診断的意義

が少ないという欧米の基準を流用しているが，体格な

どの人種差などを考慮し最近行われている疫学調査の

結果を反映させるべきと考える．

EPO濃度の測定は，わが国ではrHuEPO療法開始

前に測定することが保険診療でも認められているが，

欧米のガイドラインでは診断的意義は少ないとされて

いる．しかし，これに関するevidenceは無く，最近

改訂された欧州のガイドライン98）では，腎機能の比較

的良好な患者での鑑別診断に用いるべきことが記載さ

れている．HD患者のみを対象としたわが国のガイド

ラインでは必要性は無いであろうが，今後CRF患者

のガイドライン作成には保険診療で測定が認められて

いる観点からもevidenceが必要となろう．

2） 第2章について

rHuEPO療法の目標Hb値はガイドラインの中で

も最も議論された点である．当初はわが国のevidence

が少ないことから，欧米のガイドラインを流用するこ

とも検討されたが，HD方法の違いなどもあり，第2

章に記載された内容となった．また採血曜日や採血時

の体位の重要性が認識され，ガイドラインに盛り込ま

れた．しかし目標値の設定に使用されたデータはあく

までも観察研究の結果であり，介入試験の成績ではな

い．

現在すでに欧米で市販されている長時間作用型

erythropoiesisstimulatingagents（ESAs）である

Darbepoetinalfaや，新たに開発中の Continuous

erythropoietinreceptoractivator（CERA）などの

製剤の臨床治験がわが国で実施中であるが，HD，

CAPD，CRF患者に対する目標値が異なって設定さ

れており，これらの成果が蓄積すればわが国独自の

evidenceとして使用可能となることが期待されている．

3） 第3章について

rHuEPO療法中の鉄指標，および下限値は欧米と

同様の基準が用いられた．これはすでにわが国の多く

の施設においても用いられており，問題の無い基準と

考えられた．一方，維持値や上限に関しては欧米の目

標値が高すぎるとの意見が有り，設定することを断念

した．

すなわち欧米のガイドラインではフェリチン値200～

500ng/mL，TSAT30～40％を維持値としているが，

これらの基準はrHuEPOの反応性から設定されたも

のであり，臓器における鉄沈着などの副作用には重点

が置かれていない．わが国のC型肝炎を有するHD

患者に対するinterferon療法の際に肝生検を行うと，

フェリチン値が250ng/mL以上では鉄沈着の認めら

れる例が多いことが報告されており99），今後副作用の

指標とともに生命予後などを評価項目とした介入試験

が必要と考える．

4） 第4章について

当初の欧米のガイドラインではrHuEPO投与経路

は有効性が重視され皮下注が推奨された．これを受け

てわが国のガイドラインでも皮下注を推奨すべきとの

意見が大勢を占めた．しかし，欧州においてepoetinα

の皮下投与者に赤芽球癆が多発し，本剤の皮下注が禁

止された．また米国では皮下注を推奨するガイドライ

ンが作成されたにもかかわらず，HD患者では10％

程度しか普及しておらず，わが国においてもすでに赤

芽球癆の発症が報告されていることなどから，HD患

者には静注を推奨することとされた．

投与量や頻度に関しては，静注では頻度が多い程有

効であることから，週3回，1回1,500～3,000単位か

ら開始することが推奨され，欧米のガイドラインと同

様に維持投与量は1/2～1/3量に減じることが推奨さ
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れている．投与頻度は明記されていないが，静注では

週3回投与が前提である．

3 CAPD患者，保存期慢性腎不全（CRF）患者の

ガイドライン

欧米では CAPD患者や CRF患者に関しても HD

患者と同等に扱われている．しかしHDのようにHD

前後でHb値が大きく変動する病態と，CAPDやCRF

患者のように比較的安定した病態とを同様に扱って良

いというevidenceも無い．最近CRF患者を対象とし

た多くの介入試験が行われ，正常に近いHb値でも安

全性に問題が無く，心機能や腎機能，QOLなどを評

価項目とした有効性が証明されつつあり100～105），現在

わが国で行われている長時間作用型ESAsの治験に

際しても，HD患者よりさらに高い目標値（Hb値≧

12g/dL）が設定されて行われており，これらの結果

が報告されればガイドライン作成のevidenceとなり

える．

現状ではわが国のrHuEPO製剤の添付文書に記載

されている上限の Hb値 11～12g/dL程度に維持す

るのが妥当と考える．

おわりに

腎性貧血治療に関して，2004年にようやくHD患

者に対するガイドラインが作成された．しかしわが国

におけるevidenceは少なく，今後の見直しが必要で

ある．またCAPD患者やCRF患者に対するガイド

ライン作成も緒に就いた．

一方，長期作用型ESAsの治験がわが国でも行わ

れており，従来の rHuEPO製剤とは異なった目標

Hb値を目指している．さらに従来のrHuEPO製剤

を用いた大規模な市販後調査も予定されており，これ

らの結果がわが国におけるevidenceとして利用可能

となれば，EBMに基づく腎性貧血治療法が新たに提

案されるであろう．
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要 旨

透析スタッフの聴診によるブラッドアクセスの機能

評価は，シャント音の大きさとその性状について丁寧

に聴診すれば70～80％が可能であるとされている．

しかしその現状は，アクセス不全の結果として現れる

臨床症状に特有な音の特徴を聞いて覚えるという勘と

経験に頼るものであり，定量性と客観性に欠けている．

また，診断データとして保存することもできなかった

ので，経時変化の観察によるアクセストラブルの発生

予測もできなかった．そこでわれわれは，日常的に透

析スタッフが簡単に実施でき，かつ定量性と客観性も

有し，診断データとして保存も可能なブラッドアクセ

ス機能評価の新しい方法として，ウェーブレット変換

を用いたシャント音の時間―周波数分析について検討

した．

まず，シャント音を検出するためのシステムとして，

市販の心音センサからなるシステムを用いて，被験者

のシャント音を良好に検出できることを確認した．次

に，ウェーブレット変換による時間―周波数分析を行

ったところ，シャント血管の血流状態に応じて，シャ

ント音の周波数分布特性が変化することがわかった．

また，静脈狭窄がある被験者に対して，狭窄部分と

その周辺に位置を変えてセンサを装着し，シャント音

測定と得られた信号に対するウェーブレット変換を用

いた時間―周波数解析を行った．その結果，静脈狭窄

部分から得られたシャント音は，大部分が高周波数成

分で，かつ心収縮に続く拡張期の音がほとんど無い断

続的な音であった．また，静脈狭窄が終了した直後の

シャント音は，低周波数から高周波数成分まで幅広く

混在し，シャント音信号の振幅も最大であった．これ

は，この部分を流れる血液の乱流成分が大きいためと

考えられる．

さらに，人工血管内シャントから得られたシャント

音は，動脈側吻合部から静脈側吻合部へと近づくにつ

れて高周波数成分が増加し，静脈側吻合部では低周波

数から高周波数まで幅広く混在し，シャント音信号の

振幅も最大であった．これは，静脈側吻合部を流れる

血流の乱流成分が最も大きいことに対応していると考

えられる．

1 緒 言

ブラッドアクセスの評価法としては，近年，工学機

器の進歩に伴い血管造影，DSA，3D-CTA，MRI，

MRアンギオグラフィ，超音波エコー法などがある1）．

この中でも血管造影2,3）は，シャント血管の状態や機

能の診断では一般的な方法であり，得られる像も鮮明

で精度の高い検査方法であるが，実施に際してカテー

テルの挿入，造影剤の注入など侵襲的な操作を必要と

し，さらに連続撮影などではX線被爆の問題もある．
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超音波エコー法4,5）は，皮膚の表面からプローブを血

管壁に押し当てるという非侵襲操作で測定でき，血管

の断面を画像として捉え，血管造影では描出しにくい

血管壁の解離や石灰化などの形態的変化とそれに伴う

血流異常を同時に観察することが可能である．また，

最近では超音波ドプラ法により流速などの測定も可能

になり，ブラッドアクセスの経過観察には有用な方法

であるが，プローブの血管壁への当て方，圧力，角度

により測定精度が大きく左右されるために操作に熟練

を要し，装置も高価6,7）である．

一方，透析スタッフの聴診による方法では，内シャ

ントの造設部位から血流に沿って各部位におけるシャ

ント音を，音の大きさとその性状について丁寧に聴診

すればブラッドアクセス機能評価の70～80％が可能8）

であるとされている．臨床的には透析スタッフの経験

から，シャント音の大きさは血流量と，シャント音の

周波数は血管内径と関連し，低音のときは内径が大き

く，高音のときは内径が小さいと言われている．また，

心収縮に続く拡張期の音がほとんど無い断続的な音と

して聞こえるときは，静脈硬化が進んで静脈壁のコン

プライアンスが小さくなっているか，あるいは動静脈

吻合口径が狭窄のために小さくなっていると言われて

いる．

これらの音の組み合わせを聞き，臨床経験に基づい

て推理し分析すれば，かなり正確にブラッドアクセス

機能評価が可能であると考えられるが，その現状は，

アクセス不全の結果として現れる臨床症状に特有な音

の特徴を聞いて覚えるという勘と経験に頼るものであ

り，定量性と客観性に欠けているため，透析スタッフ

の臨床経験の違いによって同じ音を聴いても，その診

断が異なる場合も多く，ほかのスタッフに診断結果を

説明することもできない．また，シャント音を診断デ

ータとして保存することもできなかったので，経時変

化の観察によるアクセストラブルの発生予測もできな

かった．

そこでわれわれは，日常的に透析スタッフが簡単に

実施でき，また，定量性と客観性も有し，診断データ

として保存も可能なブラッドアクセス機能評価の新し

い方法として，ウェーブレット変換を用いたシャント

音の分析方法について検討した9,10）．

また，シャント血管の吻合部下流に静脈狭窄がある

場合，聴診を行う位置によってシャント音が異なって聞

こえることが指摘されている．そこで本研究では，静脈

狭窄がある被験者に対して，その狭窄部位を中心に位

置を変えてセンサを装着し，シャント音測定システムを

使って得られたシャント音信号に対してウェーブレッ

ト変換による時間―周波数解析を試みると共に，静脈

狭窄がある場合のシャント音の特徴について検討した．

さらに，近年，長期透析患者，糖尿病患者，高齢導

入患者の増加に伴い，人工血管を用いた内シャントを

作製せざるをえない症例が増加しており，その合併症

にいかに対処するかは重要な問題になっている11）．人

工血管内シャントの主要な合併症は血栓閉塞であり，

血栓閉塞症例の80％はなんらかの狭窄病変を伴って

いる12）．そこで，シャントが閉塞する前に狭窄病変を

発見して治療することで人工血管内シャントの寿命を

延長することを目的として，人工血管内シャントのシ

ャント音測定による狭窄状態のモニタリングの可能性

についても検討した．

2 対象・方法

1） シャント音測定システム

今回の報告で，シャント音を測定するために用いた

システムをFig.1に示す．シャント音を検出するため

のセンサは，市販の心音センサ（TA�701T，日本光電

工業）を用いた．このセンサは，心音信号を体表面で

検出するフローティングタイプの加速度型心音センサ

で，大きさはφ20×16mm，重さ41gである．心音

の持つ周波数範囲をカバーできるように，その通過周

波数帯域はFig.2に示すように20～1,000Hzで，550

Hz付近に共振周波数がある．また，感度は150Hzで

0.1V/（m/s2）である．心音センサには，専用のバッ

テリボックス（SB�701S，日本光電工業）から電源を

供給した．心音センサで検出したシャント音信号を高

入力インピーダンス増幅器からなる心音カプラ（AS�

650H，日本光電工業）と，4種類のバンドパスフィ

ルタ（L，M1，M2，H）と増幅器からなる心音アン

プ（AS�611H，日本光電工業）で増幅し，基礎医学測

定装置（LEG�1000，日本光電工業）でA/D変換して，

コンピュータに取り込んだ．今回の測定の際には4種

類ある心音アンプのフィルタのうち，最も低い周波数

まで通過帯域を有するフィルターL（カットオフ周波

数fr＝50Hz，ロールオフ6dB/oct）を使用した．

このシステムを用いた血液透析患者のシャント音の
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測定は，板橋中央総合病院血液浄化療法センターにて

実施した．シャント音測定にあたって，心音センサの

装着方法として，

① 両面テープからなる粘着カラー（356125A，

日本光電工業）を使って装着する

② センサを内シャントの上から押さえつけるよう

にサージカルテープを使って装着する

③ 上記の①と②の両方を使って装着する

という3通りの方法について検討した．実際に被験者

の測定部位に上記の各方法でセンサを装着し，測定し

たシャント音信号を比較したところ，それぞれの装着

方法について大きな違いは見られなかった．②のサー

ジカルテープによる方法では，強くセンサを押し付け

ると被験者の内シャントを圧迫し，押しつぶしてしま

う恐れがあることから，ここではセンサを①の粘着カ

ラーを使って，シャント音の測定部位に装着した．シ

ャント音測定の際，透析中の測定では内シャントの血

行動態を正しく反映しないため，測定はすべて透析開

始前の非透析時に実施した．

2） シャント音のウェーブレット変換による

特徴分析

一般的にシャント音は局所的に周期的な変動を示し，

その周波数が時間とともに変化する性質を有すると想

定される．また，心収縮に続く拡張期の音が持続する

ことで比較的連続音として聞こえるときと，シャント

音が短く，断続的な音として聞こえるときでは，シャ

ント血流状態も異なっている．すなわち，シャント音

の持つ周波数情報だけではなく，時間に関する信号の

情報も臨床的に大きな意味を持っている．

このように局所的に周期的な信号を時間推移のなか

で捉え，時間に関する情報も同時に得ること，つまり

シャント音信号を時間と周波数の両面から捉えるため

に，われわれはウェーブレット変換による時間―周波

数解析13,14）を試みた．今回の報告では，ウェーブレッ

ト変換において信号を切り出す単位となるマザー・ウ

ェーブレットとして，（1）式に示すGaborのマザー・

ウェーブレット15）を用いた．

・・t・・
1

2・・・
e
・

t2

・2・e
・it

（1）

ここで，σは任意の実数，iは虚数単位，tは時間を

それぞれ表す．このウェーブレットで切り出した信号

の部分は，それぞれ時間軸上における位置と，その部

分の局所的な周波数を表わしている．そこで，Fig.3

に示すように時間軸と周波数軸からなる時間―周波

数平面を考え，この図の中で一番奥にある信号を例え

ば局所的に周期的なシャント音信号であると仮定する

と，その手前に示したウェーブレット成分により，信

号の時間軸上の各部で周波数がどのように分布してい

るかを表現することができる．今回の報告では，ウェ

ーブレット変換波形信号解析ツールとして，GENEX

WAVEROBER（日本物性株式会社）を使用した．

3 結 果

1） シャント音信号測定とウェーブレット変換

シャント音測定システムを使って，血液透析患者の

シャント音信号を測定した際の内シャント吻合部と，
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Fig.1 シャント音測定システム

Fig.2 心音センサの周波数特性

Fig.3 時間―周波数平面における信号のウェーブレット交換

（文献15より引用）



センサ装着位置の関係をFig.4に示す．この被験者は

76歳の男性で，透析年数は4年5カ月が経過してい

る．過去に左橈側皮静脈で狭窄が発生したため，直径

6mm，長さ43mmのステント留置による血管拡張術

（percutaneoustransluminalangioplasty;PTA）

を行っている．そのため，現在の透析の際の脱血量は

230ml/minと良好である．シャント音測定システム

を使って得られたシャント音信号をFig.5に示す．測

定の際のA/D変換のサンプリング周波数は5kHzと

した．得られた信号を高速フーリエ変換（FFT）し

て得られたシャント音信号の周波数スペクトルの振幅

をFig.6に示す．このとき，FFTの周波数分解能は

⊿f＝2.44Hzである．周波数スペクトルを見ると，こ

の被験者のシャント音信号の周波数範囲は，およそ

30～250Hzで，今回使用した心音センサで十分に周

波数帯域をカバーできることがわかる．

Fig.5に示したシャント音信号に対してウェーブレ

ット変換を行った結果をFig.7に示す．解析の際，

WAVE NUMBER（波数）は 14，OCTAVE DIV.

（オクターブ分割数）は11，END ORDER（ウェー

ブレット係数を算出する次数範囲の終次数）は42に

設定した．Fig.7上段のグラフは，Fig.5と同様に横

軸に時間，縦軸に信号振幅を取って表わしたシャント

音信号を示している．Fig.7下段のグラフは，シャン

ト音信号に対してウェーブレット変換を行って得られ

た結果を示している．このグラフの横軸はFig.3に示

したように時間軸を表わし，縦軸は周波数軸を表わし
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Fig.4 内シャント吻合部とセンサ装着位置の関係

Fig.5 シャント音信号

Fig.6 シャント音信号の周波数スペクトル

Fig.7 シャント音信号のウェーブレット

変換結果

（低周波数成分が多い例）



ている．また，Fig.3では信号振幅を時間―周波数平

面に垂直な第3の軸で表現しているが，ここでは信号

の時間軸上の各部における周波数スペクトルの振幅の

大きさを色の違いで表現している．青色から赤色に対

応して，周波数スペクトルの振幅の小から大を表現し

ている．

2） 静脈狭窄を持つ被験者に対するシャント音測定

Fig.8に吻合部下流に静脈狭窄がある被験者のDSA

写真とセンサの装着位置を示す．静脈狭窄のために，

透析時の脱血量は170ml/minと脱血不良を呈してい

る．センサの装着位置は，①静脈狭窄部分，②静脈狭

窄が終了した直後，③静脈狭窄が終了したところから

約5cm下流部の計3箇所とした．

シャント音測定システムを使って得られた各センサ

位置におけるシャント音信号と，その信号に対してウ

ェーブレット変換を行った結果をFig.9～11に示す．

3） 人工血管内シャントに対するシャント音測定

被験者は68歳の女性で，透析年数として4年1カ

月が経過している．自己血管による内シャントの使用

が困難になったため，左上腕部に肘関節を回る形でル

ープ状に内径6mmのE-PTFE製人工血管の移植術

を施行した．移植の際，動脈側は上腕動脈に吻合し，

静脈側は尺側皮静脈に吻合した．透析時の脱血量は

220ml/minと良好である．センサの装着位置は，①

動脈側吻合部付近，②動脈側吻合部と静脈側吻合部の
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Fig.8 吻合部下流に静脈狭窄がある被験者のDSA写真

Fig.9 静脈狭窄がある被験者のシャント音信

号とウェーブレット変換結果

（センサ装着位置：①）
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Fig.10 静脈狭窄がある被験者のシャント音

信号とウェーブレット変換結果

（センサ装着位置：②）

Fig.11 静脈狭窄がある被験者のシャント音

信号とウェーブレット変換結果

（センサ装着位置：③）

Fig.12 人工血管内シャントのシャント音

信号とウェーブレット変換結果

（センサ装着位置：①）



ほぼ中間，③静脈側吻合部付近とした．

シャント音測定システムを使って得られた各センサ

位置におけるシャント音信号と，その信号に対してウ

ェーブレット変換を行った結果をFig.12～14に示す．

4 考 察

1） シャント音の周波数特性によるシャント

血流状態の評価

Fig.7の結果を見ると，この被験者の場合，シャン

ト音の持つ周波数成分の大部分が低周波数領域に集中

していることがわかる．シャント音の周波数は血管内

径に関連し，内径が大きいときには低音であるとの臨

床における聴診による診断を考慮すると，この被験者

には静脈狭窄はなく，血流状態は良好であると言える．

これはこの被験者の透析時の脱血量が230ml/minと

良好であることと一致する．また，吻合部下流の静脈

に沿って聴診を行ったが，センサ装着部位を含めて特

に静脈狭窄が疑われるようなところはなかった．

一方，別の被験者から得られた結果をFig.15に示

す．被験者は77歳の男性で，透析年数は5年7カ月

が経過している．この被験者は吻合部下流に静脈狭窄

があるため，脱血量が150ml/minと脱血不良を呈し，

あらかじめ聴診によって狭窄部位を特定した上で，そ

の直上にセンサを装着した．Fig.15の結果を見ると，
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Fig.13 人工血管内シャントのシャント音

信号とウェーブレット変換結果

（センサ装着位置：②）

Fig.14 人工血管内シャントのシャント音

信号とウェーブレット変換結果

（センサ装着位置：③）



さきほどの被験者に対する結果とは異なり，シャント

音の持つ周波数成分の大部分が高周波数領域に集中し

ていることがわかる．シャント音が高音の場合，その

部分に狭窄が生じている可能性があり，この被験者の

脱血量が150ml/minと脱血不良であるという臨床所

見と一致する．

前述したようにシャント音は，内シャントの橈骨動

脈と橈側皮静脈との吻合部を大量の血液が急速に通過

する際に生じる乱流が，血管壁を振動させることで発

生すると言われている．シャント造設直後や，狭窄に

よる脱血不良が発生したために再造設した直後の脱血

良好時には，血管内径が大きいために通過する血液の

速度が遅い．したがって，乱流の発生が少なく，その

ために低周波数成分が多いシャント音が得られるもの

と考えられる．一方，吻合部下流の静脈側に狭窄が発

生し，閉塞直前のような脱血状態が悪化している時に

は，その狭窄部位の血管内径が小さいために通過する

血液の速度が速く，そこで大きな乱流成分が発生する

ために，高周波数成分が多いシャント音が発生すると

考えられる．

ところで，シャント音の大きさをあらかじめ設定し

ておいた下限値と比較して，シャント音の大きさの低

下から被験者のシャント部位の状態を知らせる方法16）

も提案されている．確かにシャント音の大きさは，血

管内を流れる血流量と密接に関連していることが，臨

床における経験則からわかっている．しかし，われわ

れの経験からシャント音の大きさは，センサの取り付

け状態にも大きく影響を受けることがわかった．セン

サ取り付け時の被験者の測定部位における皮膚の状態

や，測定中の体動によるセンサのズレや緩みといった

血流状態とは直接的に関係しない多くの原因によって

も，大きくシャント音は変動する．また，シャント音

の経時変化を調べるには，長期間にわたって再現性の

あるセンサの取り付けが必要であるが，これにもかな

りの熟練を要するであろう．

それに対して，提案したウェーブレット変換によっ

て時間―周波数平面上に表現した周波数分布特性から

シャント血管の血流状態を評価する方法は，それほど

センサの取り付け状態に影響を受けないという利点も

ある．また，センサを粘着カラーで測定部位に貼り付

けるだけという非常に簡単な方法で測定できるので，

透析開始前のわずかな時間を使って毎回測定できると

いう利点もある．さらに，装置も超音波エコー法より

はずっと安価であり，ウェーブレット変換の結果を時

間―周波数平面上に表わすことで，視覚的にも非常に

わかりやすく優れた画像診断法ともいえる．

2） 静脈狭窄がある場合の測定位置による

シャント音の変化

静脈狭窄を持つ被験者の静脈狭窄部分から得られた

シャント音信号とそのウェーブレット変換の結果を示

すFig.9を見ると，大部分が高周波数成分で，かつ拡

張期の音がほとんど無い断続的な音となっている．こ

れは，透析の臨床現場で・ハイピッチ・と呼ばれてい
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Fig.15 シャント音信号のウェーブレット

変換結果

（高周波数成分が多い例）



る音に相当する．静脈狭窄が終了した直後のシャント

音を測定したFig.10の結果からは，低周波数から高

周波数まで幅広くいろいろな周波数成分を持った音が

混在し，また，シャント音信号の振幅もほかの測定位

置と比較して最大になっているのがわかる．これは，

この部分を流れる血流の乱流成分が最も大きいことに

対応した結果であると考えられる．

静脈狭窄が終了したところから約5cm下流部にお

けるFig.11の結果を見ると，上記の結果とは異なり，

低周波数成分が大部分を占め，さらに拡張期の音も見

られるようになることから，比較的連続的な音になっ

ている．これは，臨床現場で・ローピッチ・と呼ばれ

ている音に相当するものである．また，シャント音信

号の振幅は最も小さくなっているが，これは狭窄部分

から遠ざかるにしたがって血流の流れが乱流から層流

になり，シャント音が小さくなったためと考えられる．

3） 人工血管内シャントの測定位置による

シャント音の変化

Fig.12の結果を見ると，動脈側吻合部では低周波

数成分が大部分を占め，さらに心収縮に続く拡張期の

音も見られ，比較的連続的な音になっている．しかし，

Fig.13に示した動脈側と静脈側吻合の中間から静脈

側吻合部へと近づくにつれて高周波数成分が増加し，

Fig.14に示す静脈側吻合部では低周波数から高周波

数まで幅広くいろいろな周波数成分を持った音が混在

している．また，シャント音信号の振幅も動脈側吻合

部で最も小さく，静脈側吻合部に近づくにつれて大き

くなり，静脈側吻合部で最大になっている．これは，

前節で示した静脈狭窄が終了した直後のシャント音と

同じ特徴を示しており，人工血管の静脈吻合部を流れ

る血流の乱流成分が最も大きいことに対応した結果で

あると考えられる．

人工血管内シャントの閉塞の原因の90％は，静脈

吻合部の狭窄によるものと考えられている．その原因

は，静脈の内膜過形成によるものとされており，それ

は血管壁にかかるずり応力（shearstress）に関連す

るという報告17）がある．このずり応力は血流状態に関

係し，血流の乱流成分が大きいところでは，ずり応力

も対応して大きいと考えられ，シャント音測定で得ら

れた結果は，静脈側吻合部で最も乱流成分が大きいた

めに血管壁にかかるずり応力も大きく，そのために静

脈の内膜過形成による静脈狭窄が起こるという臨床で

見られる所見と一致している．

5 結 語

血液透析患者にとってブラッドアクセスを良好に保

つことは重要な課題の一つであり，非侵襲的で簡便な

方法によりブラッドアクセスの形態と機能を評価・診

断する方法が求められている．われわれは，日常的に

透析スタッフが簡単に実施でき，また，定量性と客観

性も有し，診断データとして保存も可能なブラッドア

クセス機能評価の新しい方法として，ウェーブレット

変換を用いたシャント音の分析について検討した結果，

次に示す結果が得られた．

① シャント音を検出するためのシステムとして，

市販の心音センサからなるシステムで，被験者の

シャント音を良好に検出できることを確認した．

② シャント音信号に対して，ウェーブレット変換

による時間―周波数解析を行ったところ，シャン

ト血管の血流状態に応じて，シャント音の周波数

分布特性が変化することがわかった．

③ シャント血管の内径が大きく，血流速が遅い場

合には，低周波数成分が多いシャント音が得られ

る一方，内径が小さく，血流速が速い場合には，

高周波数成分が多いシャント音が得られた．

④ 静脈狭窄部分から得られたシャント音は，大部

分が高周波数成分で，かつ心収縮に続く拡張期の

音がほとんど無い断続的な音で，臨床現場で・ハ

イピッチ・と呼ばれている音に相当する．

⑤ 静脈狭窄が終了した直後のシャント音は，低周

波数から高周波数成分まで幅広く混在し，シャン

ト音信号の振幅も最大であった．これは，この部

分を流れる血流の乱流成分が大きいためと考えら

れる．

⑥ 静脈狭窄が終了したところから約5cm下流部

におけるシャント音は，低周波数成分が大部分を

占め，かつ拡張期の音も見られる連続的な音で，

臨床現場で・ローピッチ・と呼ばれる音に相当す

る．

⑦ 人工血管内シャントから得られたシャント音は，

動脈側吻合部から静脈側吻合部へと近づくにつれ

て高周波数成分が増加し，静脈側吻合部では低周

波数から高周波数まで幅広く混在し，シャント音
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信号の振幅も最大であった．これは，静脈側吻合

部を流れる血流の乱流成分が最も大きいことに対

応している．

本研究は「シャント血管雑音の音響学的分析による

新しい診断技術の開発についての研究」として，社団

法人日本透析医会の平成16年度公募助成を受けた．
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要 旨

1995年の阪神大震災，さらに10年後にたて続けに

発生した新潟県中越地震と福岡沖地震において，現地

で被災情報を収集し伝達する情報機関（災害対策本部），

およびリーダーシップを発揮する「人」の存在がいか

に重要であるかが立証された．

今後の災害対策の必須課題は各県や地域毎の組織と

体制作りであり，それに付随した情報ネットワークを

整備して事前に備えておくことである．

はじめに

岡山県では1997年に日本透析医会岡山県支部とし

て岡山県医師会透析医部会を設立し，災害対策委員会

を中心に積極的な防災活動を展開している．

その中で防災システムや情報システムの機能評価を

する上で防災訓練を最も重要視している．以下2004

年度に実施した岡山県透析施設防災訓練の結果を報告

する．

1 岡山県医師会透析医部会の防災訓練

2000年に透析医部会ホームページを立ち上げて以

来，県内を北部，東部，西部の三つの地区に区割りし，

順次地区毎の大地震発生を想定し，隣接する他県を巻

き込む形で毎年防災訓練を実施している．

2004年度は，これまでの訓練のあり方に関する問

題点や課題の掘り起こしを行って災害時情報ネットワ

ークを全面的に改定し，バージョンアップを行った．

そこで以下の項目を主な検討課題とした．

① 日本透析医会ホームページのイメージに可能な

範囲で近づけ，相方とも違和感のない設定を行う．

② あくまでも中国地区の現状に則した「地方都市

型災害」を想定して設定する．

③ 従来の「災害対策本部主導型」から各施設の意

志を尊重した「施設主導型」に変更する．

④ 災害情報伝達の入力部において「被災あり」

「被災なし」とする（図1）．

⑤ 「被災なし」施設は患者移送要請に対して受け

入れ可能患者数を入力する（図2）．

⑥ 「被災あり」施設は透析可能か不可能かの判断

を行い，透析不能の場合，他施設への移送要請患

者数を入力する（図3）．

⑦ 被災施設と非被災施設を左右に振り分け一覧表

示する（図4）．

⑧ この一覧表は色分けによる地区割り表示とし，

おおよそどの地域かを判断し，施設位置の詳細は

後述の「電子国土」で確認できるようにする．

⑨ 上記一覧表示の画面を確認しながら移送を要請

する被災施設は，任意に受け入れ施設を選択し，

受け入れ可能数を確認しながら，1ないし複数の

施設に移送患者数を入力する（図5）．

⑩ 入力が終了した時点で移送患者数と受け入れ患
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図1 災害情報送信入力部表示

図2 災害情報送信入力部（被災なし）
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図3 災害情報送信入力（被災あり）

図4 災害情報表示一覧
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図5 移送患者数入力部

図6 5県合同ホームページ



者数が施設毎に決定する．この際このシステムで

はその内容が自動的に受け入れ先にE-mailで送

信される．

⑪ 被災施設と非被災施設の相方で，災害時に必要

となる関連情報を可能な限り公開情報として表示

できるように設定する．

⑫ 公開情報は行政，県医師会，赤十字病院，救急

病院，消防署，患者，透析関連企業，ボランティ

アが確認や判断の助けになるように表示する．

⑬ 公開情報に対するそれぞれの立場での意見，救

援活動の内容等を，その他の情報欄を用いて掲示

板形式で書き込めるよう設定する．

⑭ 災害対策本部での一連の作業は災害初動期の3

日間とする．

⑮ 災害4日目以降は通信網，交通網の復旧が見込

めるため，施設間での連携作業に移行する．ただ

し本部災害時情報ネットワークは7日間使用可能

な状態にしておく．また必要に応じて再度立ち上

げることは可能である．

⑯ 災害時に必要となる情報の一つとして，地図上

の施設位置を確認できるよう国土地理院の「電子

国土」を新たに設定する．この件は準備段階に入

っている．

以上の課題に則して先ず図6のホームページのトッ

プページ表示ボタンを表 1に示す 1～10の項目とし

た．

2004年7月24日岡山県総合災害対策本部に防災責

任者を招集し，バージョンアップした新システムの説

明会と操作マニュアルの配布を行った．この説明会に

は広島県，島根県，鳥取県の代表も参加した．

2004年8月26，27日の2日間を新システムの練習

日とし，災害対策本部を立ち上げた．

2004年8月31日岡山県北部の大原断層を震源地と

して震度7の大地震発生を想定し防災訓練を実施した．

この際北部地区の8施設を透析不能とし，東部地区と

西部地区へ患者移送を行うことにした．
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表1 表示ボタンの内容

1.中国ブロック5県合同ホームページ

① 岡山県医師会透析医部会

② 鳥取県透析医会

③ 島根県透析医会

④ 山口県透析医会

⑤ 広島県透析連絡協議会

2.岡山県医師会透析医部会情報ページ（ログイン入力）

① 会長挨拶

② 概要

③ 会則

④ 内規・付則

⑤ 役員一覧

⑥ 会務事業報告

⑦ 決算

⑧ 会務事業計画

⑨ 予算

⑩ 名簿

3.日本透析医会情報ページ

① 日本透析医会ホームページ

② 日本透析医会災害時情報ネットワーク

4.災害マニュアル

① 災害時情報ネットワークの利用について

② 岡山県における透析施設分布と現状

③ 岡山県周辺で予想される大規模地震

④ 災害対策ネットワーク

⑤ 大規模災害（レベル3）に関しての対応

⑥ 災害対策の今後

⑦ 参考文献

5.リンク

① 岡山県関連

・岡山県行政

・岡山県医師会

・岡山赤十字病院

② 中核病院・その他

・津山中央病院

・岡山中央病院

・重井医学研究所付属病院

・岡山県災害・救急医療情報システム

・広島県救急医療情報システム

6.災害時情報ネットワーク

① 災害情報送信（ログイン入力）

② 情報集計結果

③ 登録施設一覧（施設別情報確認）

④ 全登録情報一覧（登録情報のすべて）

⑤ 給水必要施設一覧（アンケート⑥）

⑥ 透析関連企業向け情報一覧（アンケート⑦⑧⑨）

⑦ 災害時急性腎不全患者受け入れ施設一覧（アンケート⑩）

⑧ その他の情報掲示板（本部，施設，企業，患者，ボラン

ティア，行政等）

7.平時情報ネットワーク（ログイン入力）

① 患者情報マネージメント

② 災害用施設情報アンケート調査

③ Q＆A掲示板

8.災害対策本部専用ページ（ログイン入力）

① 施設情報アンケート調査結果一覧

② 災害情報送信施設経過一覧

9.中国5県の透析施設マップ

10.一般公開情報

① お知らせ

② 公報



今回は非被災施設の受け入れ患者数を見ながら被災

施設が任意に相手施設を選択し，移送患者数の振り分

けと書き込みを行った（表 2）．結果的には午後2時

に開始し，午後4時30分には全施設が参加して終了

した．

事前に説明会と練習日を設けた効果が認められ，災

害対策本部は，画面を見ながら確認するだけで，誘導

支援作業はまったく必要なかった．この訓練に呼応し
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表2 2004年度防災訓練結果（岡山県）

被災施設 引受施設名 引 受
ブロック 引受住所 登録日 引受入

院受数
外来引
受人数 引受日

さとう記念病院 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 倉敷市松島577 2004/8/31 22 0 2004/8/31

さとう記念病院 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 倉敷市松島577 2004/8/31 0 15 2004/9/2

さとう記念病院 西崎内科医院 岡山県西部 倉敷市玉島爪崎860�8 2004/8/31 0 15 2004/9/2

さとう記念病院 しげい病院 岡山県東部 倉敷市幸町2�30 2004/8/31 0 10 2004/9/1

さとう記念病院 しげい病院 岡山県東部 倉敷市幸町2�30 2004/8/31 0 10 2004/9/2

さとう記念病院 南方クリニック 岡山県東部 岡山市南方3�10�33 2004/8/31 0 4 2004/9/1

さとう記念病院 南方クリニック 岡山県東部 岡山市南方3�10�33 2004/8/31 0 5 2004/9/2

金田病院 岡山中央病院 岡山県東部 岡山市伊島北町6�3 2004/8/31 9 0 2004/8/31

三村医院 岡山中央奉還町病院 岡山県東部 岡山市奉還町2�18�19 2004/8/31 0 25 2004/9/1

三村医院 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 岡山市山田2117 2004/8/31 0 51 2004/9/1

三村医院 笛木内科医院 岡山県東部 岡山市庭瀬183 2004/8/31 0 20 2004/9/2

三村医院 倉敷中央病院 岡山県西部 倉敷市美和1�1�1 2004/8/31 0 4 2004/9/2

小畑内科医院 新見クリニック 岡山県西部 新見市西方450 2004/8/31 0 12 2004/9/1

小畑内科医院 新見クリニック 岡山県西部 新見市西方450 2004/8/31 0 8 2004/9/2

小畑内科医院 岡山中央病院 岡山県東部 岡山市伊島北町6�3 2004/8/31 0 6 2004/9/1

小畑内科医院 しげい病院 岡山県東部 倉敷市幸町2�30 2004/8/31 2 0 2004/8/31

小畑内科医院 市立備前病院 透析室 岡山県東部 備前市伊部2245 2004/8/31 4 0 2004/8/31

小畑内科医院 金光病院 岡山県西部 浅口郡金光町占見新田740 2004/8/31 1 0 2004/8/31

小畑内科医院 西崎内科医院 岡山県西部 倉敷市玉島爪崎860�8 2004/8/31 0 15 2004/9/2

小畑内科医院 菅病院 岡山県西部 井原市井原町124 2004/8/31 0 10 2004/9/2

石川病院 岡山協立病院 岡山県東部 岡山市赤坂本町8�10 2004/8/31 2 0 2004/8/31

石川病院 岡山協立病院 岡山県東部 岡山市赤坂本町8�10 2004/8/31 0 1 2004/9/1

石川病院 岡山協立病院 岡山県東部 岡山市赤坂本町8�10 2004/8/31 0 2 2004/9/2

津山第一病院 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 倉敷市松島577 2004/8/31 1 0 2004/8/31

津山第一病院 新見クリニック 岡山県西部 新見市西方450 2004/8/31 0 3 2004/9/2

津山第一病院 岡山中央病院 岡山県東部 岡山市伊島北町6�3 2004/8/31 0 6 2004/9/2

津山第一病院 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 岡山市山田2117 2004/8/31 0 15 2004/9/1

津山第一病院 岡大附属病院 岡山県東部 岡山市鹿田町2�5�1 2004/8/31 0 3 2004/9/1

津山中央病院 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 倉敷市松島577 2004/8/31 7 15 2004/9/1

津山中央病院 西崎内科医院 岡山県西部 倉敷市玉島爪崎860�8 2004/8/31 5 20 2004/9/1

津山中央病院 菅病院 岡山県西部 井原市井原町124 2004/8/31 1 10 2004/9/1

津山中央病院 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 岡山市山田2117 2004/8/31 0 53 2004/9/2

津山中央病院 幸町記念病院 岡山県東部 岡山市幸町9�1 2004/8/31 0 13 2004/9/1

落合病院 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 岡山市山田2117 2004/8/31 10 27 2004/8/31

落合病院 笛木内科医院 岡山県東部 岡山市庭瀬183 2004/8/31 1 0 2004/8/31

落合病院 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 岡山市山田2117 2004/8/31 0 27 2004/9/1



て広島県から7施設が参加した（表3）．

島根県透析医会も5県合同ホームページの島根県用

サイトを用いて，同日県独自の防災訓練を岡山県と同

様に滞りなく行った（表4）．

2 考 案

災害時透析医療において災害対策本部を設置した場

合，その役割を果すための活動期間は過去の大震災の

事例から推定して約2週間と考えられる．この間に復

旧に向けてのインフラ整備が進み，物流がほぼ回復す

る．

しかしこの期間中，上記本部が最もその能力を発揮

し，必要とされるのは初動期（3～4日間）の対応で

ある．

この初動期の舵取りが適切に行われれば，災害発生

時の混乱とパニック状態を最小限に止めることが可能

となる．防災訓練はまさにこの初動期対応そのもので

ある．

1） 透析医療の災害対策とはなにか

防災訓練を重ねながら様々な視点と角度から検討し

た結果，災害対策にはおおよそ表5に示す七つの項目

とそれぞれ二つの要素があり，これらを総合的に組み

合わせることにより，初動期対応が可能となる．

これらの項目に関してはすでに過去5年間の日本透

析医会雑誌への投稿論文中に詳述している1～6）．

2） 行政との連携

災害時の被災施設において行政の協力と支援を最も

必要とするのは給水の確保である．施設内の水道管破

損は修理により即座に復旧するが，地下に埋設された

水道本管の復旧にはかなりの時間を要する．新潟県中

越地震では3～4日で復旧したが場所によっては数週

間かかることもある．
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表4 2004年防災訓練結果（島根県）

被災施設 引受施設名 引 受
ブロック 引受住所 登録日 引受入

院受数
外来引
受人数 引受日

おおつかクリニック 岩本内科医院 島根県西部 益田市乙吉町イ209�11 2004/9/2 0 10 2004/9/2

おおつかクリニック 総合病院松江生協病院 島根県東部 松江市西津田8�8�8 2004/9/2 0 5 2004/9/2

おおつかクリニック 森脇医院 島根県東部 松江市砂子町202�3 2004/9/2 0 5 2004/9/2

隠岐病院 松江赤十字病院 島根県東部 松江市母衣町200 2004/9/2 0 10 2004/9/2

公立雲南総合病院 安来第一病院 島根県東部 安来市安来町899�1 2004/9/2 0 10 2004/9/2

出雲市民病院 森脇医院 島根県東部 松江市砂子町202�3 2004/9/2 0 10 2004/9/2

出雲市民病院 済生会江津総合病院 島根県西部 江津市江津町1551 2004/9/2 0 10 2004/9/2

出雲市民病院 北村内科クリニック 島根県西部 浜田市国分町1981�159 2004/9/2 0 5 2004/9/2

出雲市民病院 松江腎クリニック 島根県東部 松江市南田町110 2004/9/2 0 5 2004/9/2

大田市立病院 北村内科クリニック 島根県西部 浜田市国分町1981�159 2004/9/2 0 5 2004/9/2

島根県立中央病院 総合病院松江生協病院 島根県東部 松江市西津田8�8�8 2004/9/2 0 15 2004/9/2

島根県立中央病院 松江赤十字病院 島根県東部 松江市母衣町200 2004/9/2 3 0 2004/9/2

表3 2004年防災訓練他県参加状況（広島県）

病医院名 状 況 日 付 時 間 県

尾道クリニック 被災なし登録を行いました 2004/8/31 14:14 広島県

高須クリニック 被災なし登録を行いました 2004/8/31 14:16 広島県

山陽腎クリニック 被災なし登録を行いました 2004/8/31 15:36 広島県

こね森内科医院 被災なし登録を行いました 2004/8/31 15:45 広島県

土屋総合病院 被災なし登録を行いました 2004/8/31 16:06 広島県

中島土屋クリニック 被災なし登録を行いました 2004/8/31 17:14 広島県

大町土屋クリニック 被災なし登録を行いました 2004/8/31 18:01 広島県



岡山県では市との話し合いの中で，現実的に給水車

は数台しか無いため大震災では当てにならないことが

判明した．その際は県行政が優先的に給水を確保して

くれることになっている（図7）．

3） 透析関連企業との連携

2005年3月20日に発生した福岡沖地震に関連して，

福岡県透析医会渉外担当副会長隈博政氏より日本透析

医会のメーリングリストに以下のメールが送信された．

福岡県透析医会 会員 各位
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図7 岡山県での災害時被災透析施設の給水確保

表5 7つの項目と2つの要素

1.災害対策の目的

① 透析患者の生命維持 透析患者支援

② 透析施設の医療保全 透析施設支援

2.災害対策の手法

① 施設自衛型災害対策 施設自身

② 施設連携型災害対策 地域ぐるみ

3.災害対策のシステム

① 防災システム 組織と体制

② 情報システム 平時・災害時情報ネットワーク

4.災害対策の局面

① 災害前対策

② 災害時対策

5.行政および透析関連事業との連携

① 行政による給水確保

② 透析関連企業による人材・物質の両面支援

6.透析患者移送手段の確保

① 施設の対応 施設所有車，チャーターバス等

② 行政の対応 救急車，自衛隊，ヘリコプター等

7.防災対策の集大成

① 施設防災訓練

② 地域防災訓練



薬問屋のいくつかは（半数以上），日祭日は連絡

が付かない状態です．

緊急時の対応が確立されていないようです．

日頃から，緊急連絡方法を確実に把握しておく必

要を実感しました．

問屋側の体制ができていなくても，取り敢えず，

担当者の携帯電話を聞いておくなり，対策を講じ

てください．

災害時の透析施設支援の一環として，透析関連企業

との連携を考慮しておくことは必要である．

岡山県には岡山県医薬品卸業協会があり，大手5社

が加盟している．2005年2月10日サンルートホテル

において，岡山県医師会透析医部会（以下透析医部会）

と卸業協会の間で打ち合わせ会を行った．その際のテ

ーマと決定事項を以下に述べる．なお出席者（代表）

は，岡山県医師会透析医部会，岡山県医薬品卸業協会，

オムエル，エバルス，サンキ，成和産業，セイナスで

ある．

① 防災システム（組織と構成員）

A.岡山県医薬品卸業協会（加盟5社）

●オムエル

●エバルス

●サンキ

●成和産業

●セイナス

B.透析関連メーカー

●透析機械メーカー

●透析液メーカー

●透析医療材料メーカー

●透析関連医薬品メーカー

② 情報システム

●岡山県医薬品卸業協会事務局を総合情報管理セ

ンターとする．

●卸問屋5社を中核情報管理センターとする．

●各メーカー毎に災害時情報管理室と情報管理者

を設置，選任する．

●卸問屋を中心として系列メーカーの名簿を作成

する．名簿を基に透析医部会ホームページに企

業用メーリングリストを設定する．

③ 災害時情報の流れ

透析医部会，卸問屋，メーカー間の災害時情報の流

れを図8に示す．

④ 災害時のメーカー対応と救援対策

A.伝達された情報に基づき独自の判断と対応を
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図8 透析関連企業における災害時情報伝達



要するメーカー

●透析機械メーカー

救援作業人員の確保

修復機材の確保

移送車両の確保と目的施設への人員移送

●透析液メーカー

必要量の透析液を確保

移送車両を確保し，目的施設への搬送

●透析医療材料メーカー

卸問屋と在庫量を確認

補充を要する製品に関しては臨機応変に対応

し，必要であれば車両確保と製品搬送を行う

B.卸問屋の判断と対応を要するメーカー

透析関連医薬品メーカーは卸問屋の指示に従

い，製品を補充する

⑤ 打ち合わせ会の決定事項

●透析医療機関と卸問屋・透析関連企業は防災シ

ステム，情報システムの両面で連携を図る．

●災害時，被災して不都合が生じた卸問屋に対し

てはほかの卸問屋が業務を全面的にバックアッ

プする．

●災害対策に係る企業代表世話役として岡山県医

薬品卸業協会の常務理事光畑実氏を選任した．

●情報ネット構築用の企業名簿を透析医部会に提

出する．

●企業用メーリングリストを透析医部会ホームペ

ージに設定する．

● 2005年8月30日に企業を含めて防災訓練を実

施する．

4） 中国5県の情報共有化

中国地区災害情報ネットワーク協議会（川西秀樹主

催）が計6回行われた時点で，情報ネットの整備に伴

い，2004年度新たに中国地区合同透析医療災害対策

会議の名称で防災会議（表6）が発足した．

すでに決定している各県の地区割りと所属施設名簿

に基づいて，情報共有化は日本透析医会と同様に「災

害時情報」と「メーリングリスト」の2本立てとなっ

た．

① 災害時情報
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表6 中国地区合同透析医療災害対策会議会則

1.目的

本会は中国5県に属する透析医療施設の災害対策を目的とし，透析施設同士の連携と相互扶助をその基本理念とする．

2.各県代表者（会議構成員）

各県透析医会で複数名任意に決定する．代表資格は問わないが医師と臨床工学技士を中心とする．

3.役員

会議運用上，以下の役員を各県代表者の中から決定する．

① 顧問 川西秀樹

本会議結成までの代表世話人であった川西先生とし，任期は問わない．

② 代表世話役

本会の議題および連絡事項等の立案および取りまとめ役として各県代表者の中から1名決定する．任期を2年とし，

再選は妨げない．

③ 議長

各県持ち回りとし，会議毎に当番となる県が選任する．

4.会議と会期

年1回中国腎不全研究会会期中の土曜日午後6:00～7:00とする．ただし必要に応じて臨時会議を開催することがで

きる．臨時会議の日時，場所はその都度決定する．

5.会場

広島リーガロイヤルホテル

6.5県総合災害対策本部

5県総合災害対策本部を岡山県倉敷市の西崎内科医院内とする．

5県用ホームページ，メーリングリスト，災害時情報ネットワークの設定管理を総合災害対策本部に委託する．

7.5県情報管理責任者

岡山県：藤本孝義 広島県：岡本賢一 山口県：林田重昭

島根県：竹田敏伸 鳥取県：徳丸理彦

8.IT管理費

IT管理費用負担を各県単位で年間3万円とする．会計年度を4月から翌年3月までとして期主の4月に岡山県の5県

総合災害対策本部に納入する．



各県毎にホームページ内に災害時情報ネットワーク

を設定し，情報伝達を行う（図 9）．この情報に関し

ては，情報伝達作業中にプルダウンボタンで各県のペ

ージを開くことにより5県共有で同時に閲覧すること

ができる（図10）．

② メーリングリスト

次の6系統が設定されている．

各県代表者専用アドレス

岡山県支部会員用アドレス

広島県支部会員用アドレス

山口県支部会員用アドレス

島根県支部会員用アドレス

鳥取県支部会員用アドレス

このメーリングリストは平時および災害時において

も活用可能となっている（図11）．

5） 岡山県で実施している災害用施設情報

アンケート調査

災害時に必要となる施設情報を毎年アンケート調査

で収集しデータ更新を行って，災害対策本部が施設状

況を事前に把握しておくことも重要である（図 12）．

この情報は必要な部分を抜き出して災害時に公開情報

として活用することも可能である．施設毎に医部会ホ

ームページにWebで登録する．

6） 今後の防災訓練と防災マニュアル

日本透析医会により2004年に新潟県中越地震の実

体と検証を含めてシリーズもので「災害対策教育ビデ

オ」が作成された．このビデオの登場により，目に見

える形で透析施設自身と地域連携での防災マニュアル

作りがより明確に可能となった．

岡山県ではこの際，施設防災マニュアルと患者用防

災マニュアルの見直しと再編を各施設に指示し，患者

用防災の手引書を各施設に配布した．

9月1日は国の「防災の日」と定められている．そ

こでその日の前後いずれかの「火曜日」を「総合防災

訓練の日」と定め，毎年行っている防災訓練を本年度

以降は「施設防災訓練」および「県情報伝達訓練」の

2本立てで，同時進行の形で実施することになった．

より現実に近い状況を想定する目的で，本年度に関し

ては以下の如く決定した．

総合防災訓練実施日 2005年8月30日（火）

施設防災訓練 午前中

県情報伝達訓練 AM10:00～PM4:00
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図9 中国5県における災害時（防災訓練時）情報伝達と情報共有化
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図11 中国5県におけるメーリングリストによる情報伝達

図10 5県選択ボタン表示
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図12 アンケート調査票

午 前 午 後 夜 間

月・水・金 人 人 人

火・木・土 人 人 人

200○年度災害用透析施設アンケート調査（○月現在）

施設名

1.防災責任者名

①

②

③

2.登録が新規，あるいは変更のある場合のみ記入

住所

TEL

FAX

E�mail @

URL（ホームページ） http://www.

3.透析ベッド数 ベッド （内感染症用隔離 ベッド）

4.血液透析患者数

入院 人

外来透析患者

5.CAPD患者数 人

6.一日使用水量（1人1回200lで計算する 1トン＝1000l）

月・水・金 トン

火・木・土 トン

7.使用透析機械メーカー

□ 日機装（ 台） □ 東レ（ 台） □ JMS（ 台） □ ニプロ（ 台） □ その他 （ 台）

8.使用透析液メーカー

□ 扶桑薬品 □ ニプロファーマ □ 味の素ファルマ □ テルモ（CAPD） □ バクスター（CAPD）

9.使用透析医療材料メーカー

□ 旭化成 □ 東レ □ ニプロファーマ □ 日機装 □ 川澄化学 □ テルモ □ クラレ

□ バクスター □ JMS □ プレゼニウス □ その他

10.クラッシュシンドローム（災害時急性腎不全）

引き受け方法により3つに分類

一次引き受け ： 外科処置 ＋ 血液透析

二次引き受け ： 血液透析のみ（外科処置済）

乳幼児引き受け ： 乳幼児は困難を伴うことが多いため

一次引き受け数 人

二次引き受け数 人

乳幼児引き受け数 人

11.災害時受け入れ可能血液透析患者数の算定と登録

受け入れ可能患者数登録および必要となる透析ボランティア数登録

※上記はあくまでも事前最大登録数であり，災害時には移送患者は受け入れ可能施設に分散するため登録数値以下となることが予想される

※外来透析患者の移送は貸切りバスの利用が主体となり，その費用については原則的に患者は自己負担，透析スタッフは施設負担となる

※入院透析患者の移送は 施設，家族，タクシー，バス，救急車，ヘリコプター等が考えられる

受け入れ可能患者数算定法

① 最大貸し出し透析ベッド数

施設の実状により，所有ベッド数の範囲で決定する

② 最大割り込み透析サイクル数

施設の実状により，割り込み透析サイクル（シフト）数を決定する

例えば，月水金1サイクル，火木土2サイクル等とする

③ 外来受け入れ可能患者数

「貸し出し透析ベッド数」×「割り込み透析サイクル数」で算定する

④ 必要となる透析ボランティア数

施設の透析従事職員の疲労度を考慮し，交代要員数，不足要員数を想定して算定する

⑤ 患者を他施設に送り出す（移送する）側の被災透析施設は可能な限り，余剰な透析従事職員を透析患者に同伴させることを前提とする

⑥ 過去の事例から災害時緊急透析に要する期間は長くて約2週間と想定される

月水金 火木土 総 計

貸し出し透析ベッド数（床）

割り込み透析サイクル数

外来受け入れ可能患者数

入院受け入れ可能患者数

受け入れ患者数に対する必要透析

ボランティア数

医 医 医

看 看 看

技 技 技



結 語

日本列島は阪神大震災以来，地震の活動期に入った

といわれている．最も発生頻度の少ない安定した地盤

地域とされていた福岡県でさえ震度6弱の大地震にみ

まわれている．いざという時にあれもしておけば良か

った，これもしておけば良かったということの無いよ

うに事前の準備をしっかりとしておくことが大切であ

る．
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日本透析医会通常総会が平成17年5月15日（日）午後2時から

ホテルニュー神田（東京）にて開催された．以下に，その際の資料

（抜粋）と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料

Ⅰ 平成16年度事業報告書

Ⅱ 平成16年度収支決算書

Ⅲ 平成17年度事業計画（案）

Ⅳ 平成17年度予算（案）

平成17年度通常総会での主な決定事項

（社）日本透析医会通常総会議事録

（社）日本透析医会役員名簿
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［総会資料と決定事項］

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項



（社）日本透析医会通常総会資料

第1号議案

平成16年度事業報告書

第1 会 議

総 会

1.平成16年度通常総会

平成16年5月16日 第1号議案 平成15年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成16年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 会費の見直しの承認を求める件

第4号議案 経営および訴訟問題に対し相談できる顧問配置の承認を求める件

第5号議案 その他

理 事 会

1.平成16年5月16日

通常総会付議事項

第1号議案 平成15年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成16年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 会費の見直しの承認を求める件

第4号議案 経営および訴訟問題に対し相談できる顧問配置の承認を求める件

第5号議案 その他

常任理事会

1.平成16年4月23日

協議事項 � 秋葉先生の厚生労働科学班研究による院内感染予防マニュアルの出版，配布に

ついて

� 株式会社クリオへの医会ホームページのリンクについて

� 学術研究公募助成200万円について

報告事項 � 医療廃棄物対策部会の会議報告について

� 透析保険審査委員名簿とアンケートについて

� 平成15年度厚生科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）研究報告

書の提出について

� 平成15年度厚生労働科学研究費補助金（効果的医療技術の確立推進臨床研究

事業）研究報告書の提出について
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2.平成16年5月16日

協議事項 � 平成15年度事業報告及び収支決算の承認を求める件について

� 平成16年度事業計画及び予算の承認を求める件について

� 会費の見直しの承認を求める件について

� 経営および訴訟問題に対し相談できる顧問配置の承認を求める件について

� その他

3.平成16年6月25日

協議事項 � 顧問配置に対するホームページ掲載について

� 研究助成の公募に対するホームページ掲載について

� マニュアル（改訂版）の扱いについて

� レセプト分析定点調査の実施について

� 推薦名義の使用承認について

� その他

報告事項 � 改正年会費請求の進捗状況

� 厚生労働科学研究費補助金「効果的医療技術の確立推進臨床研究事業（生活習

慣病分野）に係る研究課題の評価結果について

� 平成16年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）に係

る研究課題の評価結果について

� 平成16年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）国庫

補助の交付基準額等について

� 平成15年度事業報告及び収支決算並びに平成16年度事業計画及び予算等の報

告について（厚生労働省提出）

4.平成16年7月23日

協議事項 � ホームページの利用（災害対策委員会）について

� 電子国土への参加について

� 井上欣三教授の災害メーリングリストへの参加について

� その他

報告事項 � 透析医会奈良県支部長の就任について

� 委員会報告について

� マニュアルの訂正について

� 日本医師会役員の就任祝いについて

� 平成16年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）交付

申請書の提出について

5.平成16年9月24日

協議事項 � 厚生労働省における環境配慮の方針ついて

� 学術ビデオへの推薦名義使用について

� その他
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報告事項 � 電子国土への参加の決定について

� 委員会報告について

� ホームページの立ち上げ（災害対策の情報交換等）について

� 京都府支部の立ち上げについて

� 平成16年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）の交

付決定について

� その他

6.平成16年10月22日

協議事項 � ホームページの掲載（透析医療器具自主回収）について

� その他

報告事項 � 公募助成について

� 中間決算について

� 委員会報告について

� レセプト調査の集計結果について

� HPの掲載（透析医療器具自主回収）について

� 災害医療協議会発足について

� その他

7.平成16年11月26日

協議事項 � 災害情報ネットワークメーリングリストへの登録者について

� ビデオ「新潟県中越地震と透析（仮題）」の作成について

報告事項 � 新潟県中越地震に対する義援金について

� 研修委員会報告について

� 三者合同会議報告について

� 新潟県中越地震の視察報告について

8.平成16年12月17日

協議事項 � 次期診療費改定の対応について

報告事項 � 新潟県中越地震義援金の状況報告について

� 平成17年度厚生労働科学研究費補助金申請について

� 平成17年度日本財団助成金申請について

9.平成17年1月28日

協議事項 � 義援金の残高使途について

� 支部長会（3月）・保険審査懇談会（6月）の開催について

� 災害マニュアルの作成について

� 株式会社サイトと透析医会HPのリンクについて

� その他
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報告事項 � 日医役員（透析関係医）との話合いについて

� その他

10.平成17年2月25日

協議事項 � ペイオフに備え経理の銀行口座分散について

� 支部長会議の開催について

報告事項 � 広報委員会の報告について

� 平成16年度仮決算について

� ホームページの掲載（医療用具回収の概要）について

� 院内感染の発生に伴い会長の注意通知について

� 災害医療連絡協議会について

11.平成17年3月25日

協議事項 � 平成17年度通常理事会及び通常総会の開催について

報告事項 � 研修委員会報告について

� ホームページの掲載（医療用具回収の概要）について

� 三者合同会議報告について

� ボランティアに対する補償について

� 防災情報収集及び連絡等について

� その他
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第2 委員会

平成16年度委員会開催状況
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（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

委 員 会 開催年月日 備 考

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会 平成16年10月21日

平成17年03月06日

� 適正医療経済部会 平成16年11月12日 3者合同部会

平成17年03月11日 3者合同部会

平成16年06月20日

� 医療廃棄物対策部会

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会 平成16年06月19日

� 感染症対策部会 厚生労働科学研究事業：班会議（C型肝炎感染対策・

事故防止）で関連事項審議� 医療事故対策部会

3.合併症対策委員会 平成16年08月04日

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会 平成16年07月07日

6.研修委員会 平成16年07月23日

平成16年11月14日

平成17年03月06日

7.広報委員会 平成16年06月10日

平成16年10月22日

平成17年02月10日

8.情報管理委員会

9.内規委員会

10.倫理委員会

11.学会等助成審査委員会 平成16年04月23日

平成16年06月25日

平成16年07月23日

平成16年11月26日

平成17年01月28日

平成17年03月25日

12.学会等研究助成交付審査委員会 平成16年07月09日

平成16年07月27日

平成16年12月03日

平成17年02月04日

平成17年03月29日



平成16年度委員会報告

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

透析導入者審査委員会設置支部（愛知）に助成した．

事業報告については17年度の日本透析医会雑誌に掲載する．

� 適正透析普及部会

（平成16年度2回開催）

1） 17年度役員改選に向けて

2） 18年度診療報酬改定に向けて要望書のまとめ

以上について討議された．

� 適正医療経済部会

（平成16年度2回開催）

1） 医療改革の方向性について講演（松山幸弘氏）

2） 透析医療費の分析調査について検討し，病院及び診療所（179施設）の協力を戴き，平成16年6月

分外来透析レセプトの集計が行われた．報告については，17年度の日本透析医会雑誌（Vol.20�1）に

掲載する．

3） 3者合同会議を2回開催し，以下について討議された．

① 自動回収装置を含む逆濾過促進型血液浄化法の今後

② エンドトキシンフィルターと水処理

③ 特定保健医療材料について

④ 診療報酬改定マスター

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会

（平成16年度1回開催）

1） 新潟・福島豪雨と福井豪雨および台風23号，新潟県中越地震，福井県西方沖地震において情報収集・

伝達活動を行った．

2） 第5回災害時情報伝達訓練を行い，28都道府県488施設が参加した．

3） 引き続きインターネットの情報システムの構築を進めており，現在16支部に構築されている．「危機

管理メーリングリスト」には，厚生労働省，日本透析医会災害情報ネット委員，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），日本腎不全看護学会，臨床工学技士，医療機器・医薬品メーカーが参加し，212アドレスが登録

されている．併せて，これら情報システムおよび危機管理メーリングリストの保守管理を行った．

4） 新潟県中越地震の経験をもとに，「災害対策の検証」と「情報ネットワークの活動」について広く知

ってもらうため各地域で講演を行った．

3.合併症対策委員会

（平成16年度1回開催）

1） 平成16年度透析患者の合併症とその対策No.14「透析患者のASO動脈硬化」の発刊等について検

討し，3月に会員に送付した．

2） 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携に関する研究のために，実態調査について協議した．
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具体的にはADLが低下して，通院はおろか日常生活でも介助を必要とする患者が増加しつつある現

状を正確に把握する必要があり，アンケート調査の有用性を結論とした．

4.腎移植普及推進委員会

社団法人日本臓器移植ネットワーク運営事業に協力する．

5.研修委員会

（平成16年度3回開催）

� 支部医会の学術研究に助成した．

1） 広島県透析連絡協議会

研究課題：「低回転骨症に対するVitaminK2の有効性に関する研究（controlledtrial）」

2） 岡山県支部

研究課題：「透析医療における災害対策」

� 支部が開催した研修会・講演会に助成した．

� （社）日本透析医会シンポジウムを開催した．

「透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の診断と治療」

日 時：平成16年11月14日（日曜日）

午前9時00分～午後3時50分

場 所：津田ホール

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）

講演者：太田 敬（愛知医科大学血管外科）ほか8名

� （社）日本透析医会研修セミナーを開催した．

「透析医療におけるCurrentTopics2005 透析の量と質」

日 時：平成17年3月6日（日曜日）

午前9時20分～午後3時35分

場 所：品川コクヨホール

講演者：佐中 孜（東京女子医科大学附属第2病院内科）ほか5名

� 17年度のシンポジウムは平成17年10月23日（日）品川コクヨホールで開催することが決定した．な
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支 部 名 会 場 開催年月日

青森県透析医会

鹿児島県透析医会

広島県透析連絡協議会

熊本県透析施設連絡協議会

北海道透析医会

愛知県透析医会

大阪透析医会

十和田市市民文化センター

鹿児島県医師会館

ホテルグランビァ広島

熊本大学医学部総合研究棟

札幌市ホテルニューオオタニ

名古屋国際ホテル

三井アーバンホテル大阪ベイタワー

平成16年 6月 6日

平成16年 5月22日

平成16年 4月 3日

平成16年 5月16日

平成16年 5月23日

平成16年 8月 7日

平成16年11月28日

平成16年11月13日



お，講演内容はホームページに掲載した．

また，研修セミナーは平成18年3月5日（日）品川コクヨホールで開催することが決定した．

6.広報委員会

（平成16年度3回開催）

� 日本透析医会雑誌の企画・編集等について，討議された．

� 医会雑誌Vol.19No.1発刊

1） 透析患者の高血圧の薬物療法について

2） 血圧管理と予後

3） 透析患者の心機能障害と高血圧

4） 透析患者の体液管理

5） 低血圧の管理

6） 透析医療におけるConsensusConference2003―維持透析患者の血圧管理―

7） 医療機関の会計制度改定にどのように対応するか

―透析医療機関に求められる社会の流れへの注目と積極的な対応―

8） 平成15年十勝沖地震における災害情報ネットワークの活動報告

9） 地震の町に来た地震―平成15年十勝沖地震による浦河赤十字病院の被災―

10） 血液製剤の使用指針

11） 慢性腎不全に対する在宅療法―現状と課題―

12） 血液透析時間に関わる問題

13） 血管再生医療の現状

14） 第7回透析医療費実態調査報告書

15） 平成14年度千葉県における透析医療機関の感染性廃棄物の現状に関するアンケート調査（第4報）

16）「透析療法指導看護師」認定制度発足にあたって

17） 岡山県における透析医療災害対策への取り組み

18） 透析症例の開心術

19） 透析骨症の新しい治療方針

20） 透析の原疾患と血液浄化法の種類

21） 腎性骨症の病態と治療

22） 最近の透析医療に感ずること

23） どうする未来の透析医療

24） 支部だより �千葉県・愛知県・兵庫県・鹿児島県�

� 医会雑誌Vol.19No.2発刊

1） 塩酸セベラマーの臨床使用経験

2） 透析医療関連の事故分析

3） ブラッドアクセスインターベンションに用いられる最新デバイス

4） 16列multidetecter-rowCT（MDCT）による冠動脈画像診断の透析患者への応用

5） HDF―worldwide―

6） カルシウム・リンの管理は患者予後を向上させるか

7） 平成16年度診療報酬改定の要点（透析関係）

8） これからの医療と診断群分類（DPC）の活用

9） 病院機能評価を体験して
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10） 災害情報ネットワーク会議と情報伝達訓練実施報告

11） 熊本県B型肝炎ウイルス院内感染事故報告

12） 透析と感染症―ウイルス感染を中心に―

13） 当院および他施設アンケート調査による10年以上腹膜透析継続例の検討

14） 多嚢胞化萎縮腎（ACDK）の病態について

15） 慢性腎疾患における骨代謝・骨疾患治療ガイドライン―透析患者を中心に―

16） 慢性維持透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する外科的治療

17） 血液透析用ブラッドアクセス―現状とその開存率向上を目指して―

18） 各種栄養指標を用いた維持透析患者の生命予後に関する危険因子の検討

19） ヒト腹膜中皮細胞の細胞外基質産生および細胞増殖に対するangiotensinIIの影響について

20） 北海道における高齢者透析並びに慢性透析患者の終末期医療―その現状と課題―

21） 新潟県透析患者のQOL調査の経年変化

22） 日本透析医会通常総会資料および主な決定事項

23） 透析医のひとりごと

24） 最近の鹿児島県透析事情

25） 支部だより �佐賀県・宮城県�

� 医会雑誌Vol.19No.2別冊発刊

1） 平成15年度厚生労働科学研究費補助金 効果的医療技術の確立推進臨床研究事業 長期透析に伴う

合併症の克服に関する研究 研究報告書

2） 平成13～15年度厚生労働科学研究費補助金 効果的医療技術の確立推進臨床研究事業 長期透析に

伴う合併症の克服に関する研究 総合研究報告書

3） 平成15年度厚生労働科学研究事業 肝炎等克服緊急対策研究事業

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

・本邦の血液透析施設におけるC型ウイルス肝炎感染の実態調査

・透析医療における高感度HCV抗原検査の有用性の評価に関する研究

・春日井市地区透析施設における透析患者の肝炎抗体陽性率の検討―1年間の前向き調査―

・透析室におけるウイルス性肝炎集団感染事故調査報告書に関する文献学的考察

・「透析医療事故の定義」及び「透析医療事故（ブラッドアクセス関連）の実態」に関する研究

・院内感染および事故防止を考えた透析室施設基準の作成に関する研究

―「透析施設（室）の医療自己評価票（II）」を用いた透析室の現状と将来への展望―

・「透析看護度と適正人員配置基準」に関する研究

・透析医療における事故の実態把握と改善への取り組み―愛知県透析医会による調査―

� 医会雑誌Vol.19No.3発刊

1） 第9回透析保険審査委員懇談会について

2） 感染性廃棄物処理マニュアルの改定

3） 災害情報ネットワーク会議と情報伝達訓練実施報告

4） 穿刺針逸脱の防止対策

5） 浦河QQIndex（QuickQuakeIndex）の考案

6） 医工学治療における安全対策

7） ヒューマンエラー発生のメカニズムとその防止対策

8） 透析医療におけるグランドデザイン

9） 多発性嚢胞腎の治療と合併症
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10） 透析アミロイド症に対するリクセルの臨床応用

11） 透析患者における・鉄の囲い込み・異常（DIMES症候群）―MIA症候群はDIMES症候群で起こるか―

12） 透析患者の薬物動態

13） 病院機能評価と透析医療

14） 長期透析患者でのブラッドアクセスに関する検討―現状および問題点と作成困難例での工夫―

15） 透析患者の高血圧の特徴と対策

16） ・04診療報酬改定と透析医療の将来

17） 透析医療におけるリスクマネイジメント―医師の立場から―

18） 在宅透析が今，必要な理由と普及のための方策

19） 今になっての間違い

20） 支部だより �静岡県・長野県�

7.学会等研究助成審査委員会

（平成16年度6回開催）

以下のとおり学会及び調査研究について申請を受け，審査した．
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学 会 等 開 催 日

第20回日本医工学治療学会

第11回日本腹膜透析研究会

第16回日本サイコネフロロジー研究会

第50回日本透析医学会学術集会・総会

平成16年 4月21日～23日

平成17年10月29日・30日

平成17年 6月11日・12日

平成17年 6月24日～26日

研 究 課 題 研究目的等

非糖尿病性腎症に対するアンジオテンシンII受容体

拮抗薬（ARB）テルミサルタンとアンジオテンシン

変換酵素阻害薬（ACEI）リシノプリルとの非盲検下

比較試験

保存期慢性腎不全の治療法の開発

維持透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する自己末

梢血幹細胞移植

閉塞性動脈硬化症に対する血管再生医療

高齢腹膜透析患者の実態調査 高齢腹膜透析患者の健全な普及

JAPAN�KDstudy 保存期慢性腎不全のレニン・アンジオテンシ

ン系抑制下における低蛋白食の意義

・血液透析患者における血圧低下に対する超早期診断

・血液透析用シャント機能に対する音響学的分析

・透析膜の酸化ストレスマーカーの研究

・透析患者・家族の社会参加等に関する研究

公募研究



8.学会等研究助成交付審査委員会

（平成16年度5回開催）

以下のとおり学会及び調査研究について審査した．
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学 会 等 開 催 日

第13回腎不全外科研究会

第20回日本医工学治療学会

第11回日本腹膜透析研究会

第16回日本サイコネフロロジー研究会

第50回日本透析医学会学術集会・総会

平成16年 7月 9日・10日

平成16年 4月21日～23日

平成17年10月29日・30日

平成17年 6月11日・12日

平成17年 6月24日～26日

研 究 課 題 研究目的等

保存期慢性腎不全患者における酸化ストレスと腎障害

進行に与える影響

非糖尿病性腎症に対するアンジオテンシンII受容体

拮抗薬（ARB）テルミサルタンとアンジオテンシン

変換酵素阻害薬（ACEI）リシノプリルとの非盲検下

比較試験

保存期慢性腎不全の治療法の開発

維持透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する自己末

梢血幹細胞移植

閉塞性動脈硬化症に対する血管再生医療

高齢腹膜透析患者の実態調査 高齢腹膜透析患者の健全な普及

JAPAN�KD study 保存期慢性腎不全のレニン・アンジオテンシ

ン系抑制下における低蛋白食の意義

・血液透析患者における血圧低下に対する超早期診断

・血液透析用シャント機能に対する音響学的分析

・透析膜の酸化ストレスマーカーの研究

・透析患者・家族の社会参加等に関する研究

公募研究



平成16年度収支決算書

1.収支計算書（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
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（単位：円）

科 目 予算（A） 決算額（B） 差異（A）－（B） 備 考

I 収入の部

1.入会金収入

2.会費収入

3.寄付金収入

4.義捐金収入

5.参加費収入

6.受取利息

7.雑誌・マニュアル収入

当期収入合計（A）

前期繰越収支差額

収入合計（B）

II 支出の部

1.事業費

透析医療適正化事業費

医療安全対策委員会

合併症対策委員会

腎移植普及推進事業費

腎不全予防医学調査研究費

研修等事業費

広報活動費

情報管理委員会

内規委員会

倫理委員会

学会等助成審査委員会

学会等助成交付審査委員会

厚生科学研究推進（継続）委員会

事業費合計

2.管理費

人件費

家 賃

その他経費

管理費合計

3.義捐金支出

4.引当金預金支出

5.予備費

当期支出合計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

500,000

79,000,000

136,294,000

400,000

2,000

200,000

216,396,000

7,148,000

223,544,000

11,914,000

10,237,000

3,777,000

5,788,000

112,000

10,046,000

11,000,000

0

0

360,000

135,082,000

546,000

907,000

189,769,000

13,365,000

2,350,000

9,060,000

24,775,000

2,000,000

216,544,000

－148,000

7,000,000

600,000

88,150,000

136,376,000

8,481,708

439,000

772

27,180

234,074,660

40,552,520

274,627,180

9,771,146

7,128,520

4,920,391

6,022,312

46,971

11,234,101

14,622,969

0

0

0

135,261,243

65,323

88,590

189,161,566

12,434,353

2,333,076

6,738,689

21,506,118

5,000,000

3,773,815

0

219,441,499

14,633,161

55,185,681

－100,000

－9,150,000

－82,000

－8,481,708

－39,000

1,228

172,820

－17,678,660

－33,404,520

－51,083,180

2,142,854

3,108,480

－1,143,391

－234,312

65,029

－1,188,101

－3,622,969

0

0

360,000

－179,243

480,677

818,410

607,434

930,647

16,924

2,321,311

3,268,882

－5,000,000

－3,773,815

2,000,000

－2,897,499

－14,781,161

－48,185,681



2.正味財産増減計算書（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.資産増加額

固定資産（銀行預金）増加額

退職引当預金増加額

当期収支差額

増加の部合計

II 減少の部

1.負債増加額

退職金引当金繰入額

減少の部合計

当期正味財産増加額

前期繰越正味財産額

期末正味財産合計額

1,614

3,773,815

14,633,161 18,408,590

185,620

18,408,590

185,620

18,222,970

205,880,897

185,620

224,103,867



3.賃借対照表（平成17年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.流動資産

現金預金

仮払金

流動資産合計

2.固定資産

� 固定資産

銀行預金

銀行預金合計

� その他の固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

II 負債の部

1.流動負債

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

III 正味財産の部

正味財産

（うち当期正味財産増加額）

負債及び正味財産合計

55,972,909

57,700

56,030,609

172,692,001

228,722,610

162,004,814

162,004,814

563,372

6,300,000

50,000

3,773,815

10,687,187

268,000

410,333

48,900

45,936

71,759

844,928

3,773,815

4,618,743

224,103,867

（18,222,970）

3,773,815

228,722,610



4.計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

� 退職引当金の計上基準について

期末退職給与の要支給額に担当する金額を計上することにしている．

� 資金の範囲について

資金の範囲には，現金・預金，仮払金，未払金，及び預り金を含めている．

なお，前期末及び当期末残高は，下記2に記載するとおりである．

2.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである．
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（単位：円）

科 目 前期末残高 当期末残高

現 金 預 金

仮 払 金

47,014,502

71,340

55,972,909

57,700

合 計 47,085,842 56,030,609

未 払 金

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

6,000,000

8,000

312,713

73,200

53,176

86,233

0

268,000

410,333

48,900

45,936

71,759

合 計 6,533,322 844,928

次期繰越収支差額 40,552,520 55,185,681



5.財産目録（平成17年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 資産の部

1.流動資産

現金預金

現 金 現金手許有高

郵便振替

普通預金 東京三菱銀行神田支店

東京三菱銀行定期口神田支店

みずほ銀行神田小川町支店

三井住友銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

りそな銀行神田支店

仮 払 金

流動資産合計

II 固定資産

1.銀行預金

東京三菱銀行（普通預金）

銀行預金計

2.固定資産

その他の固定資産

電話加入権

保証金 淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他の固定資産合計

固定資産の部合計

資産の部合計

III 負債の部

1.流動負債

年会費預り金

職員等に対する源泉所得税預り金

職員等に対する住民税預り金

職員等に対する健康保険預り金

職員等に対する厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債の部合計

正味財産

50,557

535,839

4,432,952

39,220,554

233,012

961,796

3,200,002

100,052

50,121

600,100

100

3,481,817

105,949

3,000,058

57,700

56,030,609

172,692,001

228,722,610

4,618,743

162,004,814

162,004,814

563,372

6,300,000

50,000

3,773,815

10,687,187

268,000

410,333

48,900

45,936

71,759

844,928

3,773,815

3,773,815

224,103,867



管理費内訳
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（単位：円）

平成15年度 按分率
按 分

管理費 事業費

人 件 費 24,868,706 50％ 12,434,353 12,434,353

給 料 19,007,104 50％ 9,503,552 9,503,552

賃 金 3,070,000 50％ 1,535,000 1,535,000

法定福利費 2,416,592 50％ 1,208,296 1,208,296

通 勤 費 375,010 50％ 187,505 187,505

家 賃 4,666,152 50％ 2,333,076 2,333,076

その他経費 14,940,247 6,738,689 8,201,558

旅費交通費 521,355 50％ 260,677 260,678

会 議 費 0 0 0

交際接待費 0 0 0

福利厚生費 84,630 50％ 42,315 42,315

印刷製本費 889,665 50％ 444,832 444,833

通信運搬費 1,042,508 50％ 521,254 521,254

事務・消耗品費 1,803,718 50％ 901,859 901,859

委 託 費 1,864,230 50％ 932,115 932,115

報酬（要源泉） 1,111,100 50％ 555,550 555,550

水道光熱費 343,055 50％ 171,527 171,528

諸 会 費 310,960 50％ 155,480 155,480

租 税 公 課 0 0 0

慶 弔 費 0 0 0

雑 費 440,002 50％ 220,001 220,001

常任理事会費 2,669,951 217,506 2,452,445

総会・理事会費 772,073 772,073 0

会員ソフト 3,087,000 50％ 1,543,500 1,543,500

合 計 44,475,105 21,506,118 22,968,987
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監 査 報 告 書

社団法人日本透析医会の平成16年度決算報告につき慎重に監査した結果

妥当なものと認めます．

平成17年4月15日

社団法人 日本透析医会

監事

監事

監事

社団法人 日本透析医会

会 長 山 � 親 雄 殿



第2号議案

平成17年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1.透析医療の適正化に関する調査研究事業

適正な透析療法の検討に関する調査・研究

適正透析療法委員会 ［委員会のもとに7部会を置く］

① 透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究

� 適正透析導入部会

適正な導入時期に関する調査・研究

� 維持透析療法部会

適正な維持透析療法に関する調査・研究

� 適正透析普及部会

適正な透析療法の普及推進を行う

� 適正医療経済部会

適正な透析医療経済に関する調査・研究

1） レセプト分析

2） 施設機能評価の調査・研究

� 医療廃棄物対策部会

・医療廃棄物対策に関する調査・研究

� 在宅血液透析部会

在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究

� 医療制度検討部会

・医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.地域医療システムに関する調査研究事業

透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立するための調査・研究

① 危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究

医療安全対策委員会 ［委員会のもとに3部会を置く］

� 災害時透析医療対策部会

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

来た．平成16年度は，新潟県中越地震災害時に災害時情報ネットワークを運用し，被災透析患者

および透析施設等への支援対策に大いに貢献した．

・平成17年度は，引き続きブロック別災害時救急透析医療システムの構築を図るとともに災害時情

報ネットワークに各都道府県の参加を推進していく．

� 感染症対策部会

院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究

� 医療事故対策部会

医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究
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② 長期透析患者の合併症に対する調査・研究

合併症対策委員会

� 透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究

� 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究

� 患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3.国等公的機関の実施する透析医療科学研究推進事業

厚生科学研究推進委員会 ［委員会のもとに1部会を置く］

透析医療IT化推進部会

① 平成17年度厚生労働科学研究計画について

・医療技術評価総合研究事業「透析施設における事故防止体制の確立に関する研究」（3年計画）につ

いて申請中

② 平成17年度日本財団助成金による研究計画について

・災害時医療支援船の運用計画準備調査と実施に関する研究（2年計画1年目）

4.学術調査研究会等特定公益増進法人助成推進事業

学会等研究助成審査委員会 （助成先の適合審査の実施）

学会等研究助成交付審査委員会 （助成金の交付審査の実施）

① 平成16年度は，公募による研究助成4件を含む17件の助成推進事業を実施した．

② 平成17年度は引き続き，特定公益増進法人として助成推進事業の充実，拡大を図っていく．

5.腎移植普及推進に関する事業

腎移植普及推進委員会

① 会員及び患者に対しての協力・普及を目的とする．

� 臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力

� 会員に対する腎移植の啓発・教育

（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）

� 患者に対する腎移植推進

（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）

� 関係団体への協力事業

（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）

� 腎移植コーディネーター問題の研究

6.腎不全予防医学の調査研究事業

腎不全予防医学調査研究委員会

① 透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための調査・研究

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

進する．

7.研修等事業

研修委員会

� 腎不全臨床医療スタッフの研修会（シンポジウム，セミナー）の開催
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� 学術研究への協力

� 関係学会・団体との研究協力

� 国内講演会等の開催

8.広報活動及び刊行物の発行に関する事業

広報委員会

① 機関誌等の発行

� 医会雑誌 （年3回発行）

内容充実に一層の努力をする．

� 医会ニュース・速報等

必要の都度，発行する．

9.会員の教育・研修及び倫理向上に関する調査研究事業

倫理委員会

① 会員の倫理向上に関する調査・研究

10.情報の公開等適正管理及び情報管理に関する事業

情報管理委員会

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

調査研究

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

・平成17年度は，引き続き既存ホームページの内容充実並びに関係団体への情報提供の拡大を図る．

平成17年度予算（案）
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［収入の部］
（単位：千円）

区 分 平成16年度予算 平成17年度予算（案） 増 減

1.入会金収入

2.会費収入

3.寄付金収入

4.参加費収入

5.受取利息

6.雑収入

7.前年度繰越金

500

79,000

136,294

400

2

200

7,148

600

88,330

164,450

400

1

0

7,000

100

9,330

28,156

0

－1

－200

－148

計 223,544 260,781 37,237

［支出の部］
（単位：千円）

区 分 平成16年度予算 平成17年度予算（案） 増 減

1.事業費

2.管理費

3.予備費

4.次年度繰越金

189,769

24,775

2,000

7,000

230,322

21,668

2,000

6,791

40,553

－3,107

0

－209

計 223,544 260,781 37,237



支出の部内訳
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（単位：千円）

区 分 平成16年度予算 平成17年度予算（案） ％ 増 減

I 事業費（調査研究事業費）

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会

� 適正医療経済部会

� 医療廃棄物対策部会

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会

2.地域透析医療システム

� 災害時透析医療対策部会

� 感染対策部会

� 医療事故対策部会

3.合併症対策委員会

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会

6.研修委員会

7.広報委員会

8.情報管理委員会

9.内規委員会

10.倫理委員会

11.その他の事業

� 学会助成費

� 厚生科学研究推進委員会

� 助成交付審査委員会

� 日本財団事業

II 管理費

1.人件費

2.家賃

3.その他の経費

III 予備費

IV 固定資産取得支出

V 次年度繰越金

189,769

564

909

1,308

7,357

702

490

584

6,356

3,881

0

3,777

5,788

112

10,046

11,000

0

0

360

135,082

907

546

13,365

2,350

9,060

2,000

0

7,000

230,322

546

885

1,289

9,057

682

468

562

7,085

657

824

3,582

5,671

5,783

9,806

13,018

0

0

172

155,718

0

280

14,237

13,221

2,500

5,947

2,000

0

6,791

0.20

0.40

0.60

3.90

0.30

0.20

0.20

3.08

0.29

0.36

1.56

2.46

2.51

4.26

5.66

67.71

0.00

0.12

6.19

40,553

－18

－24

－19

1,700

－20

－22

－22

729

－3,224

824

－195

－117

5,671

－240

2,018

0

0

－188

20,636

－907

－266

14,237

－144

150

－3,113

0

0

－209

計 223,544 260,781 37,237



管理費内訳
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（単位：円）

平成17年度
（案） 按分率

按 分

管理費 事業費

人 件 費 26,443,000 50％ 13,221,500 13,221,500

給 料 20,600,000 50％ 10,300,000 10,300,000

賃 金 2,880,000 50％ 1,440,000 1,440,000

法定福利費 2,500,000 50％ 1,250,000 1,250,000

通 勤 費 463,000 50％ 231,500 231,500

家 賃 5,000,000 50％ 2,500,000 2,500,000

その他経費 13,438,320 50％ 5,946,660 7,491,660

旅費交通費 600,000 50％ 300,000 300,000

会 議 費 50,000 50,000 0

交際接待費 50,000 50,000 0

福利厚生費 200,000 50％ 100,000 100,000

印刷製本費 600,000 50％ 300,000 300,000

通信運搬費 1,300,000 50％ 650,000 650,000

事務・消耗品費 2,300,000 50％ 1,150,000 1,150,000

委 託 費 2,000,000 50％ 1,000,000 1,000,000

報酬（要源泉） 1,333,320 50％ 666,660 666,660

水道光熱費 350,000 50％ 175,000 175,000

諸 会 費 300,000 50％ 150,000 150,000

租 税 公 課 5,000 5,000 0

慶 弔 費 50,000 50,000 0

雑 費 500,000 50％ 250,000 250,000

常任理事会費 3,000,000 250,000 2,750,000

総会・理事会費 800,000 800,000 0

管 理 費 計 44,881,320 21,668,160 23,213,160



平成17年度通常総会での主な決定事項

山�親雄会長挨拶

本日はご多忙にもかかわらず総会にご出席いただきましてありがとうございます．

16年度につきましては，総会資料の中にもありますように，新潟，福島の大雨，あるいは福井の大洪水もあ

りました．それから，兵庫県の日高のほうの台風による水害，あるいは新潟の中越地震，いちばん最後に福岡の

地震と，たいへんな災害続きでした．それぞれ被災されました施設におきましてはたいへんご苦労があったと思

いますが，日本透析医会のリスクマネージメントといいますか，災害対策のためのメーリングリストなどでフォ

ローアップすることによって，本当に充実することができたかなと．被災施設にとってはご不幸な出来事だった

のですけれども，医会の仕事としてそういうものが少しずつできてきたのかなと感じております．

一方で，3年間にわたりましてC型肝炎の感染防止に関して班研究をやってまいりました．今年の2月に，ウ

イルス肝炎財団が主催する発表会がございまして，そのときに，広島大学の吉澤先生という，ウイルス肝炎の疫

学調査を専門にやっておられる先生が，ちょうど私の発表の透析とウイルス肝炎のところの座長をやられまして，

本当にくやしい思いをしながら座長の紹介を聞いたのですけれども，「医療の中でこれだけC型肝炎が依然とし

て残っているのは透析だけだ」という発言がございました．確かに，言われてみればまさにそのとおりかなと思

います．本当は歯科治療などもたいへん大きな問題があるのだろうと思いますけれども，透析の場合には，何と

言いましても患者さんが引き続き来られてフォローできるものですから，圧倒的な多さなのです．悪い歯科治療

のことを言っても仕方がありません．昔は，胃のファイバーなんかでもずいぶんあったと聞いておりますが，や

はりなくなっていっております．ぜひ透析に関しましてもそういうものを撲滅したいと思っているのですが，2

月に宮崎県で，残念ながら集団感染が出てしまいました．もう班研究は終わったのですが，今後とも引き続き医

会の事業として考えていきたいと思っております．

それよりも何よりも，本日ご挨拶の中で皆さんにお話ししておかなければいけないことは，来年度の診療報酬

改定に関する問題だろうと思っております．

平成14年で時間区分がなくなりました．時々僕は講演を頼まれまして，そのスライドを持っていくのですけ

れども，75歳以上の透析患者さんは，平成14年に診療報酬改定が行われて時間区分がなくなる前は，4時間未

満透析というのが28％ぐらいでした．ところが，間もなく昨年の統計調査が出てくると思いますが，一昨年の

統計調査を見ると，なんと75歳以上の4時間未満透析というのは35％になっているのです．

これは，時間区分があったから4時間を守っていたのか，あるいは，その背景として，例えば，75歳以上だ

から，本当は4時間やらなくてもいいんじゃないのという考え方があったのか，果たしてそれが正しいかどうか，

わかりません．

個人的な印象としては，高齢者といえども時間が長いほうが，回数が多いほうが，成績がいいかなとは思って

おりますが，実際にはたくさんの検証が行われていない状況になっております．

来年の診療報酬改定に向かって，果たして時間区分を改めて要望するのかどうかというのは，会員の総意とし

て考えるときにどうしたらいいものなのか，これから検討していかなければいけないところだと思います．

DOPPS研究といいまして，インターナショナルな透析の成績比較が行われておりますが，これでははっきり

と，短時間透析は予後が悪いという答が出てきておりますので，やはり我々としましては，ある程度の時間区分

を改めて設けていただきながら，せめてそこが歯止めになるような工夫をしなければいけないと思っております．

一方，今年度担当いたします保険局医療課の麦谷課長は，こんなに分厚くなりました医科点数表の解釈（青本）

というのがありますが，読めども読めどもわからないという……．たぶん皆さんそうでしょうね．僕なんか，長
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い間審査をやってきましたので，そこそこわかるのですが，とても理解しにくい部分もたくさんあります．課長

はあれを3分の1にしたいという提案をしています．

今，改定に対する要望の受け入れというルールが変わりつつあります．この6月いっぱいまでに，日本医学会

に所属する分科会になっている関連学会については，保険局医療課が2時間ぐらいの時間をとりまして，学会の

代表と，来年の診療報酬改定に関する要望を聞く時間を持っています．120ぐらいの学会がそれに対応します．

ただ，残念なことに，透析医学会といいますのは日本医学会の分科会に認められておりませんから，透析医学会

は内保連を経由して医師会経由で要望書を出さざるを得ないということになっております．

ただ，日本透析医会に関しましては，厚生労働省の認めるところの法人ですから，学会とはまったく別な形で

要望書を提出することができるかなと思っておりまして，例えばこういうことも考えております．

現在，慢性維持透析患者外来医学管理料と言いまして，主たる検査はほとんど包括化されていて，胸のレント

ゲン写真も心電図も包括化されています．例えば，BAP（骨のアルカリフォスファターゼ）が新規に出てきま

すと，丸めていないものですからワーッといろいろな医療費が絡んできて，審査でレセプトを見ていますとそう

いうものがいっぱい出てきます．

コメントさえ書いてあればいいのですけれども，いっそのこと，そういうものもなにもかも，将来を見据えて

全部包括化してしまって，その代わり，点数をそこそこ付けていただきますと，いま青本の中で慢性維持透析患

者外来医学管理料に書いてある記載というのはものすごい量が書いてあるのですが，そういうものも短くしなが

ら，もしかすると点数が上がる方向に向くのかなという戦術も，考えていきたいと思っております．

幸いなことに，これも皆さんご存じと思いますけれども，今年に入りまして会合もさせていただきましたが，

現在の日本医師会の中に透析関連の理事が何人もお見えになりまして，非常に心強く，医師会を通じた要望もで

きるかなと思っております．しかし，今年になりまして医師会の先生方とお話ししたときに，透析をご自分のと

ころでも手広くやっておられる先生方が理事なのですけれども，いろいろなお話を聞いてみると，「理事になる

と，透析はなかなか風当たりが強いですよ．何かきちんとしたものを持たないで要望だけは無理ですね」という

発言をされます．まさにそのとおりかなと思っておりまして，そのときにはこういうお話が出ました．前から僕

はアドバルーンを上げていたのですけれども，施設基準みたいなものも考えなければいけない，あるいは職員の

適正配置も考えなければいけないと言ったのですが，「そういうものを出しながらのほうがむしろわかりやすい

ですよ」というお話も聞いておりまして，実は班研究でほとんど，施設基準などに関しての基本的な考え方は出

ております．あとは，これをそのまま出しますとたいへん問題になるものですから，例えば，この項目に関して

は推奨度がAという，リコメンデーションがものによって違うような形ででも出すのかなとも思いますし，や

っぱり出すとそれが足かせになるのかなと思っておりまして，たいへん悩むところではあるのです．

いずれにしましても，今年度末，18年の診療報酬改定が，ほとんど将来の透析医療に関する道筋を，特に保

険とか医療経済的な問題での道筋をつける改定になるのかなと思っておりまして，今年度はそういうつもりで頑

張っていきたいと思っております．

一昨年臨時総会を開きまして皆さんのご了解を頂いて，日医総研にお願いして透析医療の15年後のグランド

デザインというものを作成させていただきました．部分的に，昨年の何月号でしたか，透析医会の雑誌にサマリ

ーが出ておりまして，それで見られましたとおり，医療機関の経営形態によっては，すでにどうやっても赤字は

出ないという形態の医療機関もございます．このまま放っておきますと，本当に勝ち組・負け組という形の色分

けができていくのかなと思います．

それから，特に民間医療機関に関しましては後継者の問題が非常に大きな問題になっておりまして，3月のカ

レントトピックスのときにも，我々の仲間でした北海道の渡井先生が，後継者がいないからもう透析をやめたと

宣言されました．愛知県にも「実は，もう後継者がいないからやめました」と言って患者さんを断られた医療機

関があります．福島県でもそういうお話を聞いております．本当に全国的にそういうところが出てくる中で，そ

れを透析医会は黙って見ていていいのか，非常に心詰まるものがあるのですが，果たしてそれに対してどのよう

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 381



な援助ができるか，まだわかっておりません．

いずれにしましても，透析医会そのものの設立の趣旨であるとか，透析医会そのものの存続を考えますと，民

間医療機関がきちんと経営が成り立って，そういう中で余裕を持って良質な医療が提供できて，患者さんの幸せ

があるというのが，やはり望むべき道だろうと思っておりますので，ぜひこれに対して今年度は頑張っていきた

いと思っています．

たいへん長くなりましたが，ちょっと心の中にありました思いを述べさせていただきまして，ご挨拶に代えさ

せていただきます．ありがとうございました．

議 事

第1号議案：平成16年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案：平成17年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案：役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案：その他

出席者614名（会員数1,212名）にて総会成立．第1号議案～第4号議案を審議し全て承認されました．総会

の主な内容については以下に要約し，最後に質疑応答に関して「Q＆A」方式でまとめました．

平成16年度事業報告について

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

す．

1.日本透析医会シンポジウム開催（平成16年11月14日，津田ホール）

「透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の診断と治療」について

2.日本透析医会研修セミナー開催（平成17年3月6日，品川コクヨホール）

「透析医療におけるCurrentTopics2005透析の量と質」について

3.厚生労働科学研究事業「血液透析施設におけるC型ウイルス肝炎感染の実態調査」

透析室におけるC型肝炎院内感染防止対策を提言．同時に透析医療事故防止対策，安全を考えた透析施設基

準，スタッフの適正配置を検討し結果を報告．

4. 新潟・福井県豪雨（平成16年7月13日）から，台風 23号，新潟県中越地震，福岡県西方沖地震（平成17

年3月20日）など 15件の災害に対して災害情報収集・伝達を立上げ活動．特に新潟県中越地震に対しては，

災害対策本部を立上げ対策本部員を派遣，情報の収集と記録をVTR「新潟県中越地震と透析 速報版」に収

め支部へ頒布．「災害対策の検証」と「情報ネットワークの活動」について広報．

5. 災害対策の一環として，デジタルネットワークを推進．現在「災害時情報伝達・集計サイト（ホームページ）」

と「危機管理メーリングリスト」2本のネットワークを構築．「危機管理メーリングリスト」には，日本透析

医会災害情報ネット委員（35支部 95名），厚労省健康局疾病対策課，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」，日本臨床工学技

士会，日本腎不全看護学会，医療機器・医薬品メーカーが加入し，現在 215アドレスを登録．尚，災害発生時

には，被災地周辺の施設（メールアドレス登録の医会会員）を一時的にメーリングリストに登録し正確な情報

の伝達を図っている．

6. 支部への助成については，2支部の学術研究に助成，7支部の研修会・講演会に助成．調査研究に対しては

8課題（公募を含む），全国規模の公募助成に対しては4研究に助成．
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平成17年度事業計画について

平成17年度事業は基本的に前年度事業を継続することが承認されましたが，新規事業，重点項目としては以

下のものが挙げられます．

1. 医療技術評価総合研究事業「透析施設における事故防止体制の確立に関する研究」（平成17年度厚生労働科

学研究計画）について申請中．

2.「災害時医療支援船の運用計画策定と実施」に関する研究（日本財団助成事業）

大規模災害時に，船舶を医療支援船に転用し，被災地近くの海域から被災者の救援にあたる計画をより具現

化するための調査，災害時船舶支援についての一般の理解推進，災害時情報網としてのネットワークの開発を

目的として調査・研究を計画．

3.災害対策

阪神大震災後に厚生労働省の策定した「防災業務計画 人工透析の提供体制」ネットワークを確立するため，

現在未加入の行政（都道府県，市町村）に「危機管理メーリングリスト」に加入を依頼すること，支部体制が

出来ていない12支部に結成の援助をしていくことを計画．

4.シンポジウム開催：平成17年10月23日（日）品川コクヨホールにて予定

研修セミナー開催：平成18年3月5日（日）品川コクヨホールにて予定

講演内容については，ホームページに掲載予定．

平成16年度決算および平成17年度予算について

平成16年度決算は総会資料のとおり承認されました．

今年度は収入合計234,074,660円，支出合計219,441,499円，収支差額14,633,161円の黒字を計上できました．

これは，会員数の増加と研究助成金（寄付金）が増加したことによります．

尚，新潟県中越地震の義捐金として皆様から8,481,708円の募金をいただきましたが，その中より5,000,000

円を被災した3施設へ供出，残金3,481,708円を次回災害時義捐金として積立てました．

平成17年度予算案は総会資料のとおり承認されました．

16年度の予算223,544,000円に比べ37,237,000円増の260,781,000円を計上しました．学会等研究助成費の増

額と日本財団助成事業「災害時医療支援船の運用計画と実施」の調査・研究が開始されたため予算額が増加しま

した．

役員の任期満了に伴う新役員の承認について

本年度は2年に一度の役員改選に当り，従来の役員については引き続き役員の継続を推薦されましたが，常務

理事の廣田紀昭先生（北海道），理事の後藤武男先生（兵庫県）が辞任され，その後任を含めて推薦された方す

べてが承認されました．

新規就任者は以下のとおりです．

常任理事 太田圭洋 先生（愛知県）

理事 戸澤修平 先生（北海道） 宮本 孝 先生（兵庫県）

なお，九州理事の隈 博政 先生（福岡県）は，今年度から常務理事に選任されました．

その他について

前年度，今年度に退任された理事の先生方，後藤宏一郎先生，後藤武男先生，廣田紀昭先生は，顧問として推

薦され承認されました．
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総会での質疑応答

Ｑ：財産目録について．現在162百万円の銀行預金のペイオフ対策は何か考えているのでしょうか？

Ａ：この預金は，日本透析医会の設立当初基本財産を持たなければならないという話があり，会員の皆様から集

めた財産です．今までに「透析医療におけるグランドデザイン」や班研究「長期透析に伴う合併症の克服に

関する研究（MINT）」などに使わせていただき現在162百万円残っております．これを東京三菱銀行の普

通 決済型無利息預金に預けております．利息なしですがペイオフの対象にならない配慮をしております．

（文責 杉崎弘章）
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（社）日本透析医会通常総会議事録

1.会議の種類 平成17年度 通常総会

1.開 催 場 所 ホテルニュー神田 3階306・307号室（東京都千代田区神田淡路町2－10）

1.開 催 日 時 平成17年5月15日（日） 午後2時00分～4時00分

1.会 員 総 数 1,212名

1.出席 会員数 612名 内訳 本人出席 20名 書面出席 592名

1.議事の経過

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

旨，告げられた．

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

選任された．

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

れた．

続いて議案の審議に入った．

第1号議案 平成16年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

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

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

「平成16年度決算の監査結果は，妥当であった．」旨，報告された後，議長による採決が行われ満場一致で承

認された．

第2号議案 平成17年度事業計画及び予算の承認を求める件

常務理事山川智之氏から，総会資料により前年度事業実績に基づく17年度事業計画（案）の概要の説明が

あり，続いて専務理事杉崎弘章氏から，予算（案）の説明が行われた後，議長による採決の結果満場一致で原

案どおり可決承認された．

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

会長山�親雄氏から「辞任される廣田紀昭理事と後藤武男理事の後任には，戸澤修平氏と宮本孝氏を選任す

る．また，新たに太田圭洋氏1名を理事に加える．それ以外の理事の方々は総て再任とする．」旨，新役員選

任（案）の説明があり，議長による採決の結果，満場一致で原案どおり可決承認された．

第4号議案 その他

1.顧問就任についての承認を求める件

会長山�親雄氏から「今回役員を辞任される廣田紀昭氏，後藤武男氏および15年度に辞任された後藤宏

一郎氏の3名について，顧問に選任したい．」旨，提案があり議長による採決の結果，満場一致で承認され

た．

2.新潟県中越地震における義援金の報告について
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会長山�親雄氏から，新潟県中越地震における義援金の募金額と使途について報告があった．

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

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

平成17年5月15日

社団法人日本透析医会通常総会に於いて

議 長

議事録署名人

同
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（社）日本透析医会 役員名簿
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平成17年4月1日現在

役 職 名 氏 名 現 職

会 長

副 会 長

専務理事

常務理事

理 事

（北海道）

（東北）

（東北）

（関東）

（関東）

（甲信越）

（中部）

（関西）

（関西）

（中国）

（中国）

（四国）

（九州）

山 � 親 雄

吉 田 豊 彦

大 平 整 爾

杉 崎 弘 章

小野山 攻

鈴 木 正 司

山 川 智 之

隈 博 政

太 田 圭 洋

井 形 昭 弘

太 田 和 夫

山 下 眞 臣

澤 宏 紀

前 田 憲 志

藤 見 惺

松 田 鈴 夫

秋 澤 忠 男

戸 澤 修 平

関 野 宏

村 上 秀 一

黒 田 重 臣

秋 葉 隆

土 屋 隆

指 出 昌 秀

宮 本 孝

小 野 利 彦

土 谷 晋一郎

原 田 知

寺 尾 尚 民

工 藤 寛 昭

医療法人衆済会 増子記念病院附属則武診療所 所長

医療法人社団誠仁会 理事長（みはま病院）

医療法人社団恵水会 札幌北クリニック 院長

医療法人社団心施会 理事長（府中腎クリニック）

医療法人小野山診療所 理事長

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 院長

特定医療法人仁真会 理事長（白鷺病院）

医療法人くま腎クリニック 理事長

医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院

名古屋学芸大学 学長

太田医学研究所 所長

社会法人日本国民年金協会 理事長

鈴鹿医療科学大学 学長

医療法人有心会 理事長（大幸砂田橋クリニック）

医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック 院長

国際医療福祉大学 教授

和歌山県立医科大学 血液浄化センター 教授

医療法人クリニック1・9・8札幌 理事長

医療法人宏人会 理事長（宏人会中央病院）

医療法人三良会 村上新町病院 院長

独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 院長

東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化部門 教授

医療法人輝山会 理事長（輝山会記念病院）

医療法人社団一秀会 理事長（指出泌尿器科）

医療法人平生会 理事長（宮本クリニック）

医療法人桃仁会 理事長（桃仁会病院）

医療法人あかね会 理事長（土谷総合病院）

医療法人社団一陽会 原田病院 院長

医療法人尚腎会 理事長（高知高須病院）

医療法人杏和会 工藤医院 院長

監 事 鈴 木 満

岩 月 史 郎

伊 原 美 好

医療法人松圓会 理事長（東葛クリニック）

弁護士

公認会計士

名誉会長 稲 生 綱 政

平 澤 由 平

医療法人大坪会 東和病院 名誉院長

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 顧問
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�高齢者透析雑感 � 陣内謙一

昭和40年頃の慢性腎不全患者さんの主治医になると，なすすべがなく，どうすることもできなかった．

今では透析療法は当然のことになり，感謝されることも少なくなった．維持透析を受けている患者さんのな

かには緊急の導入のため，本人の知らない間にこの治療が始まっていたと言う人がすくなくない．また透析

が始まるまで充分な時間があっても患者本人，家族にこれから長期に続くであろう透析の治療について，理

解してもらうことも難しい．このような理由から，透析治療に不満を持っている人が多い．

いまから15年前頃はまだ高齢者の透析導入は少なかった．その頃，77歳の男性に慢性腎炎より尿毒症状

の悪心，嘔吐，貧血がはじまり，公立病院へ入院し，透析療法の適応が検討された．主治医より，高齢者の

透析は始めての経験だからと躊躇され，本人は死を覚悟したそうである．透析がはじまり，食事もおいしく

摂れ，貧血も改善し，体力も回復し，透析のおかげだと感謝され，維持透析を引き継いだ私達のスタッフに

もやりがいと希望を与えてもらった，大切な患者さんだった．

一方別の78歳の男性は糖尿病性腎症，前立腺肥大症，尿路感染症があり，主訴は排尿障害で頻尿，尿閉

であった．腎機能はクレアチニン4.0mg/dlで前立腺の経尿道的手術は問題なく施行され，排尿障害，感染

症も改善された．それから，4年後にクレアチニン7.1mg/dl，貧血も増悪し，そろそろ透析導入を考える

時期になり，主治医として，その適応について考えた．この患者さんは幼児より歩行障害があり，車椅子の

生活であった．また糖尿病性網膜症も合併していた．それに医師，看護師の話に耳をかさず，自分の主張の

みで透析の継続は困難と考えた．幸い，娘さんが腹膜透析を受けており，この治療についての理解もあるだ

ろうと期待し，透析導入は公立病院の医師へ御願いした．入院後，輸血により自覚症状の改善があり退院し

たが，2カ月後尿毒症状で再入院，2002年5月透析導入となった．透析をはじめて6週後に維持透析の目的

で，私の外来へ帰ってみえた．はじめは尿量もあり，週2回としたが，車椅子通院のため，介助が大変であ

った．2カ月間どうにか継続したが，導入前に心配していたことになってしまった．帰宅してから昼食を摂

るので，その時間にあわせて透析をして欲しいといい張り，当院も対応できない旨説明し，導入先の病院へ

転院してもらった．この患者さんはその後もいろいろ問題を起こしながら透析開始後15カ月で，本人の透

析中止のかたい意志があり，死亡の報告をもらった．

以上2例の患者さんを紹介したが，はじめの例は透析に感謝され，体重の管理も良く，9年間の透析生活

を終え，86歳で亡くなった．2例目は頑固な自己主張の強い高齢者で自分の意志で透析を中止，1年3カ月

の透析期間であった．高齢者の透析導入の適応についてはいろいろな条件があり悩むものである．また，透

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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析中止については「患者の強い一貫した希望」，「患者の独立した自分自身の意志決定」はごく一部の例を除

いては皆無に等しい．いずれの場合も「その場に臨んで急遽家族と医師とで話し合うのが現実ではないだろ

うか」と春木繁一先生は述べておられる（日本透析医会雑誌，第17巻2号，139頁）．

今問題になっている如く，毎年増加する透析医療費をある一定の枠内に押さえ込まれるのは，現行の保険

制度ではしかたないことであろう．現在の透析医療の質を維持していくための対策として患者増を抑えるた

め，国民全体が「何故の透析かという命題を真剣になって討論する時期にきている」とのべられる，日本透

析医会の吉田豊彦先生の言葉（日本透析医会雑誌，第18巻3号，247頁）に納得させられる．

陣内泌尿器科



日本透析医会雑誌 Vol.20 No.2 2005390

�恵まれている日本の透析医療 � 白岩康夫

血液透析が慢性腎不全の治療法として日本に入り始めた1960年代初頭，その普及には地域差が大きかっ

た．私は弘前大学病院で腎不全患者を診ていたのだが，人工腎臓があれば助けられるのにと思いながら，み

すみす患者を失った苦い経験がある．1967年，人工透析が保険適応となってからは全国に広がりをみせ，

いまでは国内どこへ行っても同じ条件で透析医療を受けることができる．しかも大部分が公費負担によって

である．

1990年，あることがきっかけとなりベトナム社会主義共和国ハノイの友好病院と関係し，中古の透析装置

15台を贈り，医師を含めた4名のスタッフを福島医大病院で教育した．翌年になって友好病院では「Viet-

nam-FukushimaHemodialysisCenter」を開設し，透析を始めた．適応はもっぱら急性腎不全であり，

救命が目的であった．彼等は診療開始直後の5カ月間に124名の腎不全患者に透析を行い，急性腎不全84

名の中，62名（73.8％）の命を救い大変感謝された．友好病院との関係は今日まで続いている．

昨今は慢性腎不全の維持透析も行っていて，人工透析の料金は50万VND（3,750円）である．この金額

は病院が国や地方自治体から予算を貰っているため安く設定されているとは言え，一般市民にとっては手の

届かない額であり，保険適応となる前の日本の状態に似ている．健康保険加入者は，公務員や企業の労働者

等にかぎられて居り，保険負担が80％，本人負担が20％である．ダイアライザーはリユースであり，友好

病院の透析センターには立派な再利用準備室が設けられている．

一方ひるがえって日本の透析医療をみると，政府は莫大な予算を組んで公費医療を行っている．患者さん

は安心して透析を受けることができるのである．なんと幸せなことかと思う．

そこからまた，いろいろな問題が派生して来るのだが．透析患者は訴えが多い．個々の症状に対応してい

ると薬剤の種類が多くなり10種を超えるのは珍しくない．あれが欲しい，これが欲しいと多々要求が出て

くる．それはいいとしても，コンプライアンスがほかの慢性疾患の患者さんと比べ悪いのではなかろうか．

主治医としては患者さんの状態や検査データを考慮しながら，又それぞれの症状に合わせて処方しているの

だから，のんで貰いたいと思う．特に水の摂取についてはさまざまである．dryweightをきちんと守って

体重をあまり増やさない人はトラブルも少ない．しかし認識しながら，なかなか守れない人もいる．

透析療法は使われだした初期の頃と比べると大いに進歩をとげ，合併症に対する対処法についての知識も

増えてきている．しかし究極の治療法とは言えない．QOLからみて，腎移植はより優れた方法と思うが，

腎提供者の問題があり広がりがもう一つである．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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今，全国の主要大学で再生医療の研究が始まっていて，胚性幹細胞から神経伝達物質であるドーパミンを

つくり出す方法が開発されたと伝えられている．また骨髄性の幹細胞を，遺伝子操作を行った後にラットの

胎児に組み入れ，ネフロンや間質をつくり出すことに成功したとの報道もある．新しい医学の発展は，将来

腎不全の治療に大きな変革を齎すに違いない．若い人達のチャレンジに期待するところが大きい．

寿泉堂クリニック
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�日本の医療について � 澤田重樹

国家予算の歳出における社会保障費の中で，約10兆円が医療関係費である．

国民医療費は平成12年度は30.4兆円で，本人・事業主の保険料と本人負担のほか，国庫，地方による約

3割の補助金が内訳である．そのうち医療費の国庫負担割合は5％下落しており，家計負担，医療機関の負

担が5％増加しているのが現状である．

厚生労働省は，平成12年度の国民医療費を38兆円と予測したが，実際は30.4兆円であった（図 1）．そ

れにも懲りず，平成22年度の予測を68兆円になるとマスコミ宣伝している．さらに間違った予測は訂正さ

れず，今後の医療費膨大による医療費亡国論のイメージを創りあげ「老人医療に5倍の医療費がかかる」

「老人が無駄な医療費を使っている」と高齢化を問題視させ，年金や医療費を減額させる情報操作を行って

いる．さらに日本の国民医療費は，高齢化により毎年1兆円を超えるペースで自然増を予測しているにもか

かわらず，平成12年度は介護保険導入により1.9％減少，平成14年度は2.7％の診療報酬の下落により0.7

％の減少し，予測と実際の間に大きな矛盾があり，現在は，「医療費を減額すれば医療の質すらも維持でき

ない」状況にある．もし良い医療を望むなら医療費の抑制ばかり考えては問題がある．

社会保障給付費の国際比較（対国民所得）でも日本は異常に低い．さらにこの10年間で日本だけが社会

保障費を減額している．しかも政府は健康への自己責任，自分の健康は自分で守れと言って国民の医療機関

への受診抑制をしているようなものである．

日本の社会保障還元率は世界の中でもダントツに低い（図 2）．小泉内閣は，潜在的国民負担＝（税金＋社

透析医のひとりごと透析医のひとりごと

図1 国民医療費の推移
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会保障費＋財政赤字）/国民所得，を50％程度に抑えると躍起になっているが，自己負担が多いにもかかわ

らず自己負担分が分子に含まれていない問題がある．

世界各国は安い医療費で賄える高度医療の日本の制度を高く評価している．心ある医師，看護師たちの献

身的な努力によって辛うじて支えられてきた日本の優れた医療機関の多くが，今経営的にきわめて困難な状

況におかれており，日本の医療の全般的崩壊は必至なものとなりつつある．かつて来日したヒラリー夫人が

「日本の医師や看護師は聖職者さながら自己犠牲をしいられ，忍耐強く活動している」といった言葉が有名

である．日本の病院見学ではあまりに患者が多くて建物の老朽化が激しく参考にならない．日本では，医師

や看護師などの医療従事者の犠牲によって過酷な労働条件であっても患者を思う気持ちが世界1位の医療を

築いていることを忘れてはならない．

日本の国民医療費30兆円は建設投資額（公共事業費）85兆円，パチンコ産業30兆円に比べて高いと言

えるだろうか．欧米では建設投資額は国民医療費の1/2である．盲腸手術入院の総費用はニューヨーク243

万円，日本は30万円である．

部屋代においてもニューヨーク個室約15万円，一般病棟7万円であり，日本の一般病棟は無料である．

海外で病気になったらファーストクラスに乗ってでも帰国して治療を受けたほうが安く済むのである．米国

では，入院医療費が高すぎるので1日でも早く退院して隣のホテルに滞在し病院に通院したほうが安く済む

のである．

日本の物価は世界一高いが，日本で医療を受けた場合，世界で最も安い医療費になる．安い医療費のため

設備投資ができず，さらにマンパワーの不足など，これだけの金額で運営しているのだからそれぞれ不満を

持つ人が多いのはあたりまえである．

図2 社会保障還元率

還元率＝
社会保障給付

税金＋社会保険料

（社会保険統計年表（1993）より全国保険医団体連合会が作成）
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日本の診療報酬は質よりも量での設定のため医薬品，医療機器の代金が高く，医師の技術料は異常に安い．

また日米病院職員数の比較でも5～10倍の相違がある．価値あるものには適正な値段，責任あるものには責

任に見合った価値の設定が必要である．医療事故防止の観点からも十分な診察や病気の説明と同意，適正な

医師や看護師を確保できるように医療費を設定すべきである．

さらに公的病院の経営収支は問題がある．多額の税金が投入されているにもかかわらず民間の看護師の給

料と比較して1.3倍，また民間病院1人あたりの人件費が460万円に比べ，社会保険病院は1人あたりの人

件費が790万円と高額，まして多数が赤字病院である．

今後，病床数が十分である地域では国や自治体の病院は不採算部門（小児科・精神科・救急等）に特化し

て存続させ，ほかは民間に任せるのも一つの考え方であろう．

レセプト点数別医療費割合をみても，診療所の診療報酬を減らしても日本の医療費を下げる効果は小さい．

なぜなら高度医療に伴う高額医療のほうが問題で，患者構成1％の患者さんのために26％の総医療費が使

われているが，高額上位の患者さんの9割が死亡，助かっても社会復帰はほとんどないのが現状である．

最近の医療の問題点としては，院外処方制度がある．院外処方は増加の一途をたどっているが，同じ薬を

同じ日数処方した場合院内では690円で済むが，院外処方では3,350円あるいは3剤以上処方の時は4,150

円と医療費が跳ね上がる．院外処方で薬代がアップする．院内の処方料よりも院外処方箋料のほうが診療報

酬が高いのである．

まして，医師の再診料よりも院外薬局の技術料のほうが高く設定されている．院外処方制度により国民医

療費が約1兆円増加している．患者さんのニーズは院内処方を希望（医薬分業についての意識調査によると

85％）している．また薬剤師は薬の説明はできるが病名，臨床経験に乏しいため，症状と合わせてどのよう

に説明できるのか問題が多い．

病院（200床以上）と診療所における初診時，再診時の診療報酬の相違のため，病院の外来機能だけを代

行する門前クリニック，いわゆる門前診療所は，患者さんの手間や自己負担が増えるだけでなく，地域の診

療所との関係に問題が生じ，真の病診連携の阻害になる．

さらに混合診療が導入されると，保険外診療（自費診療）が増え自己負担が大幅に増えることにより，金

持ちが優遇され公平・平等に受診ができなくなり「いのちの不平等」を生み出すことになる．また，患者さ

んは私的保険を通じた保障を求めるようになり，米国のように私的保険が医療の内容を決める危険性がある．

お金を払って「良い医療を受けたい」という願いは「自分だけが満足したい」発想でなく，「同じ思いを持

つほかの人にも同様により良い医療が提供されるべき」で，今後「患者選択同意医療」の範囲を注視する必

要がある．医療機関を不合理な経済競争に巻き込むことは医療人の行動原理たる「医の倫理」を侵食する．

病院経営への株式会社参入問題でも営利追求の場とすることで歪められ「組織ぐるみの診療報酬不正請求」
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犯罪が多発する．米国の場合，経営のプロたちが運営する営利病院のほうが医療の質が劣るだけでなく価格

も高い現実がある．介護保険における「民間開放」の結果が証明している．

「カルテ開示，インフォームドコンセント，電子カルテ，セカンドオピニオン」の議論は大切だが，その

際には経費の議論が重大で，良い医療サービス，質の高い医療にはお金がかかるものである．膨大な事務手

続きを医療機関に義務づけてさらに診療報酬を下げ，職員数や予算を増やさず仕事だけを増やすことによっ

て職員は多忙になり，結果，患者との会話の時間が減少し，医療事故の増大につながっている．

また，医師の悪口を言う医師が増えているのも気がかりである．国民医療費という一つのパイの奪い合い

で，疲れきっている医師同士が愚痴を言うのでなく，もっと医師もロータリークラブ，ライオンズクラブ，

老人会などいろいろな会合で医療の現状を説明するべきである．特に抽象的な言葉の羅列でなく，数値で示

し，現状の医療の報道問題も国民に理解してもらうことが重要である．

私の所属している岐阜県医師会は患者さんの視点に立って将来の医療制度を考える組織であるため，今後

とも，日本の医療について活動を続けていきたいと考えている．

医療法人社団慈朋会澤田病院
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学 会 ご 案 内

●第16回 日本急性血液浄化学会学術集会

日 時：平成17年9月16日（金）～17日（土）

会 長：鈴木 忠（女医大・救命救急C）

会 場：東京ドームホテル（東京都）

問合せ：〒162�8666

東京都新宿区河田町8�1

東京女子医科大学 救命救急C

TEL 03�3353�8111 FAX 03�5269�7335

●第27回 日本小児腎不全学会学術集会

日 時：平成17年9月29日（木）～30日（金）

大会長：服部元史（東京女子医科大学・腎C）

会 場：湯本富士屋ホテル（神奈川県）

問合せ：〒162�8666

東京都新宿区河田町8�1

東京女子医科大学 腎C 腎臓小児科

TEL 03�3353�8111（39112） FAX 03�3356�0293

●第35回 日本腎臓学会西部学術大会

日 時：平成17年9月30日（金）～10月1日（土）

大会長：田口 尚（長崎大学）

会 場：長崎ブリックホール（長崎市）

問合せ：〒852�8523

長崎市坂本1�12�4

長崎大学 病態病理学分野（第二病理）

TEL 095�849�7053 FAX 095�849�7056

●第35回 日本腎臓学会東部学術大会

日 時：平成17年10月7日（金）～8日（土）

大会長：清水不二雄（新潟大学・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

新潟大学・大学院・医歯 附属腎研究施設分子病態学分野

TEL 025�223�6161 FAX 025�227�0770
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学 会 ご 案 内

●第41回 日本移植学会

日 時：平成17年10月28日（金）～30日（日）

会 長：高橋公太（新潟大学・大学院・医歯）

会 場：朱鷺メッセ（新潟市）

問合せ：〒951�8514

新潟市学校町通二番町5274

新潟大学大学院医歯 機能再建医学講座

TEL 025�227�2284 FAX 025�227�2284

●第8回 日本腎不全看護学会学術集会

日 時：平成17年11月12日（土）～13日（日）

大会長：田村幸子（金沢医科大学）

会 場：金沢市文化ホール（金沢市）

問合せ：〒231�0013

神奈川県横浜市中区住吉町1�4 第3白井ビル5�A

日本腎不全看護学会

TEL 045�226�3091 FAX 045�226�3092

●第25回 日本アフェレシス学会学術大会

日 時：平成17年11月18日（金）～19日（土）

大会長：天野 泉（天理よろづ相談所病院）

会 場：なら100年会館（奈良市）

問合せ：〒632�8552

奈良県天理市三島町200

天理よろづ相談所病院 腎透析科・血液浄化センター

TEL 0743�63�7851

●第43回 日本人工臓器学会

日 時：平成17年12月1日（木）～2日（金）

大会長：峰島三千男（東京女子医科大学）

会 場：日本都市センター会館（東京都）

問合せ：〒162�8666

東京都新宿区河田町8�1

東京女子医科大学 臨床工学科

TEL 03�3353�8111
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学 会 ご 案 内

●第11回 HDF研究会

日 時：平成17年12月2日（金）～3日（土）

大会長：峰島三千男（東京女子医科大学）

会 場：日本都市センター会館（東京都）

問合せ：〒162�8666

東京都新宿区河田町8�1

東京女子医科大学 臨床工学科

TEL 03�3353�8111



北海道透析医会は昭和54年に発足し初代会長は渡

井幾男（昭和54年～平成元年），二代会長は猪野毛健

男（平成元年～平成6年），三代会長は今忠正（平成

6年～）の諸先生が歴任されてきました（菅原剛太郎：

北海道支部だより．日透医誌，16;101�102，2001）．

現在，今忠正会長以下100施設151名の会員が活動し

ております．

本会における近年の学術研究は大平整爾常任理事を

中心に行われ，「北海道における慢性血液透析患者用

ブラッドアクセスに関するアンケート結果とその分析」

（日透医誌，15;107�121，2000），「北海道における高

齢者透析並びに慢性透析患者の終末期医療」（日透医

誌，19;324�346，2004）が投稿されております．

また年に2回，春秋に外部講師を招請し札幌市透析

医会と合同で学術講演会を開催しております．最近は

平成17年2月19日，佐野伊川谷病院の内藤秀宗先生，

医療経営戦略研究所の桜堂渉先生をお迎えして透析医

療と医療施設経営についてのご講演をいただきました．

この会には事務方の出席もあり参加者は130名で盛会

でした．

北海道も道東を中心に地震の多いところですが，阪

神淡路大震災の振動から当時の田島邦好副会長を中心

に大震災対策が協議されました．震災時の通信手段，

搬送手段，ライフラインの調査および市，道との協議

のほか，地震の災害地を札幌中心あるいは札幌外とし

た想定のもと，道内の受け入れ体制の調査を行ってお

ります（表1，2）．

日本透析医会は平成15年度には33道府県に支部が

結成されておりますが，日本透析医会，山�親雄会長

の呼びかけでさらなる組織の強化を目指し平成15年
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表1 後方支援I（近隣地区の受入体制）

札
幌

石
狩
・
江
別

岩
見

沢

千
歳
・
恵
庭

小
樽

苫
小

牧

小
計

滝
川

旭
川

室
蘭

小
計

合
計

施 設 数 28 2 6 5 8 5 26 1 12 5 18 72

有床施設 24 1 6 4 7 5 23 1 11 4 16 63

ダイアライザー台数 695 55 116 75 105 89 440 38 252 133 423 1,558

受

入

体

制

通常スケジュール 304 25 30 101 73 45 274 4 86 49 139 717

夜間，休診日も稼動 716 70 126 89 124 117 526 40 243 123 406 1,648

応援スタッフとフル

タイムに稼動
1,195 110 175 216 202 175 878 100 505 241 846 2,919

急性腎不全とクラッ

シュの受入
94 6 14 13 13 12 58 31 8 39 191



4月より平成16年6月までに，本会のみならず日本

透析医会にも新たに20名の先生方に入会していただ

きました．平成16年度には北海道でも重度心身障害

者医療費助成事業の1割負担導入などの見直し実施に

伴い，身体障害者福祉法に基づく「更正医療」を利用

できるよう，指定医療機関増加が行われました．

本会は表 3，4の業務分担を行っておりますが，透

析医療の危機が叫ばれている現在，日本透析医会と歩

調をそろえて奮闘したい所存です．
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表2 後方支援II（地方都市の受入体制）

留
萌

函
館

帯
広

浦
河

北
見

釧
路

稚
内

小
計

総
合
計

施 設 数 1 11 9 2 3 10 1 37 109

有床施設 11 8 2 3 9 33 96

ダイアライザー台数 7 205 113 31 47 161 564 2,122

受

入

体

制

通常スケジュール 60 67 33 43 95 2 306 1,017

夜間，休診日も稼動 14 146 175 30 94 113 10 582 2,230

応援スタッフとフル

タイムに稼動
14 245 246 47 175 205 40 972 3,891

急性腎不全とクラッ

シュの受入
24 9 3 18 21 2 77 268

表3 北海道透析医会役員

会 長

副 会 長

〃

〃

常任理事

〃

〃

〃

〃

理 事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監 事

〃

今 忠正

菅原剛太郎

中野 幸雄

広田 紀昭

川村 明夫

戸澤 修平

宇野 弘昌

大平 整爾

久木田和丘（事務局）

阿部 憲司

石川登喜治

伊丹 儀友

上田 峻弘

小林 武

斉藤 誠一

品田 佳秀

千葉 栄市

中西正一郎

橋本 史生

久島 貞一

桜井 哲男

大野 一典

表4 委員会構成

（1） 総務委員会

◎広田 ○中西 ○久木田

（2） 学術担当委員会

◎大平 ○上田 ○阿部

（3） 医療廃棄物対策委員会

◎菅原 ○石川

（4） 医政・保険委員会

◎川村 ○小林 ○品田

（5） 災害対策委員会

◎戸澤 ○久島 ○伊丹

（6） 会員増強委員会

◎久木田 ○橋本

（7） 安全対策委員会

◎宇野 ○千葉 ○斉藤

◎委員長 ○副委員長



1 支部の概況

宮崎県は九州の南東部にあり，黒潮流れる日向灘に

面している．そのため気候は年間を通して温暖で，春

はプロ野球のキャンプ，秋はプロゴルフのトーナメン

トなどが開催され，県内外の観客で賑わう．

平成16年12月31日時点の調査で当県の総人口は

1,160,531名であるが，二次医療圏別の透析施設数は

宮崎東諸県22，都城北諸県9，宮崎県北部7，日南串

間6，西諸5，西都児湯5，日向入郷6の計60で，透

析装置は総数1,460台，透析患者数は3,131名を数え

る．これらを1年前と比較すると透析施設数3，透析

装置66台，透析患者数134名の増加となっている．

日本透析医会の会員が所属する施設数は21で全体の

35％であり，今後の新規加入の増加が望まれる．

県内での透析医療に関する活動は，ほぼ全施設が加

入している宮崎県人工透析研究会のもとで，日本透析

医会宮崎県支部の活動もかねて春に総会，夏に学術大

会が行われている．そのほか臨時の集会もある．平成

17年度の役員を表1に示した．

2 C型肝炎院内感染の発生

すでにマスコミ等で報じられたが，当県宮崎市の某

透析施設でC型肝炎の院内感染が発生した．当該施

設から当方へ連絡が入ったのが2月5日で，8日には

宮崎市保健所が公表し，このことは，同日宮崎県医師

会から県下の全医療施設にFAXニュースとして伝え

られた．9日から地方紙を中心にマスコミで報道され，

同日付けで宮崎県福祉保健部長より各透析医療機関管

理者宛に透析医療機関における院内感染対策の徹底に

ついて，また，宮崎県医師会も同日透析医療実施の医

療機関の長宛に透析医療における院内感染予防につい

て緊急の連絡が行われ，両者から『透析医療における

標準的な透析操作と院内予防に関するマニュアル』

（改訂版第2刷）が送付された．また，周知のごとく

10日付で日本透析医会から支部長各位宛に「宮崎県

下の透析施設にてC型肝炎院内感染が発生した」と

の内容と共に院内感染の防止について通知が出され，

当方にも届いた．

私達は12日に総会を開催したが，未だ事態が流動

的であったので推移を慎重に見守ることとし，宮崎市

保健所が設置した「宮崎市C型感染ウィルス集団感

染調査」の委員として宮崎大学医学部第一内科助教授

の藤元昭一先生を当研究会から推薦した．

17日に宮崎市の透析施設による緊急集会を行い，

先方からの申し出に従い当該施設院長から事情を聴取

し，各施設の感染予防対策について討議した．その後，

当方からの依頼もあって宮崎県医師会に「宮崎市内の
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中山 健

宮崎県支部

表1 役員名簿（宮崎県透析研究会）

会 長：中山 健

幹 事：藤元昭一，山本良高，中村恒雄，横山 巌，

蓑田国広（会計），山下政紀，脇坂 治，

海老原和正，久永修一

（順不同）

監 事：王丸鴻一

顧 問：江藤胤尚，長田幸夫



医療機関におけるC型肝炎ウィルスの集団感染対策

協議会」が設置された．筆者も委員として加わり，22

日の会合で県民（患者，家族）に対するC型肝炎ウ

ィルス関連広報ポスターとリーフレットの作成を決定

した．これは3月2日優先的に透析医療実施の医療機

関の長宛に届けられ，その後県下の全医療施設に送付

された（図1，2）．日本透析医学会は15日に透析医療

機関における感染防止対策の徹底についてお知らせを

出した．なお，25日に上述の「宮崎市C型肝炎ウィ

ルス集団感染調査委員会」の初会合が宮崎市保健所で

開かれた．

その時点で判明した事実は，当該施設では透析は3

シフトで行われていたが，その内の1シフトに属する

14名中13名に肝機能の異常がみられ，その後C型肝

炎ウィルス陽性を認めたというものである．その後，

4月25日に2回目の「宮崎市C型肝炎ウィルス集団

感染調査委員会」が開かれ，キャリアーに使用した注

射針で共用のヘパリンを吸引したため，ヘパリンが汚

染された可能性が大きいと発表した．すなわち，注射

か採血に使用された針が誤用された疑いがあるという

ものである．同委員会は7月中に3回目を開き，再発

防止策を検討することになっている．なお，宮崎市保

健所は6月上旬まで，市内の全透析医療機関を対象に

立ち入り検査を実施している．
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図1 リーフレット

患者の皆様へ

C型肝炎について

C型肝炎の原因はウィルス感染で、血液を介しておこります。

しかし、同じく血液を介して発生するB型肝炎に比べると感染力は100分の1か

ら1000分の1と低く、日常生活での感染、夫婦間感染は殆どありません。

人工透析でもマニュアルが守られていれば感染はおこりません。

（通常の医療行為や人工透析液では感染はおこりません）

診断は採血による肝機能検査とウィルス検査で可能です。感染が心配なら当院へ

ご相談ください。

治療は急性肝炎ではインターフェロンの早期治療で90％は慢性化予防が可能です。

慢性肝炎ではインターフェロンの注射やリバビリンとの内服併用が有効です。

近年は治療法の進化と共に治癒率が急速に高まっています。

C型肝炎患者の皆様は日常生活の注意として、

①血液が付着している可能性のあるカミソリや歯ブラシ等の共用をさける

②出血した場合は自分で手当てし他人に付着させない

③血液や分泌物の付いたものはしっかり処分する

等が必要です。

わたしたちはC型肝炎発生の再発防止に努めています。

※ご不明な点、お聞きになりたい点は当院へお問い合わせください。

平成17年2月

社団法人 宮崎県医師会

宮崎県人工透析研究会

（医療機関名）



当方からは3月2日に県下の全透析施設に対して院

内感染防止，特に薬剤の共用のリスクに関して緊急通

達を送った．なお，5月14日に県外から講師を招請

し，第1回宮崎透析療法安全管理セミナー「透析室の

感染症対策」を宮崎市で開催した．さらに，7月9日

の定例の学術集会でも同じ主題のセクションを設ける

予定である．

3 おわりに

事務局より支部だよりを書くよう御下命があり，院

内感染発症の最中であったが，皆様への御報告をかね

て述べさせていただいた．
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本稿では，前号で報告後平成17年3月17日，4月22日，5月15日，6月26日の4回開催され

た常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動についてご報

告します．

1.通常総会の開催と役員の交代

平成17年5月15日日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に

掲載のとおりです．この総会で今後の医会運営強化のため，新しい常務理事の就任が承認されまし

た．新任の隈博政先生，太田圭洋先生はいずれも気鋭の経営者で，また隈先生は前福岡県透析医会

会長でもあり，医会の活動に深い理解をお持ちの先生です．新しい感覚で日本透析医会に大きな力

を与えていただけるものと期待しております．

2.平成18年度診療報酬改定に対する対応

日本透析医学会の統計調査によれば，2004年末現在の日本の透析患者は248,166人で前年から

は10,456人増と，1万人を超す大幅な増加となり，透析患者数は頭打ちになるのではないか，と

いう楽観的な期待は潰え，透析患者30万人時代の到来が現実に迫ってきました．国家財政の破綻

的状況のため医療費削減への圧力はかつてにもまして強く，その中でも，元厚生大臣が透析医療費

を名指しで抑制を公言するなど，透析医療を取り巻く情勢はきわめて厳しいものです．医会として

は，平成18年度の診療報酬改定に対する対応を最重点課題とし各方面に折衝中です．全体として

厳しい改定になることが確実視される次回の改定ですが，その中で透析医療の質を守ることができ

る診療報酬の維持を目指していく所存です．

3.日本財団助成「災害時医療支援船運用計画策定と実施」事業

前回の記事でご報告したように，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に「災害時医療連絡協議会」が昨年設立されましたが，この趣旨を汲んだ実

際の船舶の利用の検証を中心とした活動に，日本財団からの助成が認可され「災害時医療支援船運

用計画策定と実施」事業としてすでに進行中です．この事業は日本透析医会が中心となり，日本透

析医学会・神戸大学海事科学部・災害医療連絡協議会の協力の下に行われることになります．神戸
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大学の練習船「深江丸」を使って3月9日に行われた医師を乗船者の中心とする検証航海に引き続

き，7月19日には，透析室のスタッフ（看護師，臨床工学技士）が乗船する検証航海を行いまし

た．この秋には透析患者に実際に乗船していただく検証航海も予定しています．

4.第10回保険審査委員懇談会・第6回災害時情報ネットワーク会議

第50回日本透析医学会学術集会開催期間中の6月25日に，標記二つの会議が横浜ランドマーク

タワー内の会議室で執り行われました．ご多忙中参加していただきました先生方には厚く御礼申し

上げます．参加の皆様のご協力により，いずれもきわめて有意義な内容の会議になりました．会議

の内容については，どちらも次号（20巻3号）でご報告させていただく予定です．

5.医会のIT化推進

日本透析医会からのお知らせを電子メールでお送りできるように現在準備を進めています．すで

に普遍的なコミュニケーションツールとなったインターネットを使って，医会の会員の皆様方に迅

速で正確な情報をお伝えできるよう努力していきます．
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お 知 ら せ

第11回日本腹膜透析研究会

日 時：平成17年10月29日（土）～30日（日）AM9:00～

会 場：岡山コンベンションセンター（岡山市）

会 長：太田和夫（太田医学研究所）

当番幹事：平松 信（岡山済生会総合病院腎臓病センター）

参 加 費：9,000円

●メインテーマ

生き方を選択する時代の腹膜透析療法～ハーモニー・オブ・ライフのために～

●主な内容

・招請講演 ・Peritonealdialysisintheelderly:SpecialIssues・

DimitriosG.Oreopoulos（トロント大学）

・特別企画 「日本腹膜透析研究会10年の歩みと将来の夢を語る」

司会：太田和夫（太田医学研究所）

・特別講演I「なぜ今、東京大学で腹膜透析なのか」

藤田敏郎（東京大学大学院 医学系研究科内科学）

・特別講演II「CAPD関連腹膜炎・出口部感染の20年の軌跡と最新情報」

今田聰雄（近畿大学医学部堺病院 腎・透析科）

・特別講演（小児PD研究会ジョイント）

「CAPDにおけるナレッジ・マネジメント ～ベター・クオリティ・オブ・ライフのために～」

酒井 糾（小児腎疾患総合管理研究所）

・教育講演 「腹膜の素性と変容」 河上牧夫（東京慈恵会医科大学 病院病理部）

・特別文化講演 「藤原備前のおはなし」 藤原 和（備前焼陶芸家）

・シンポジウム 「高齢社会におけるPD療法の役割」

・ワークショップI「腹膜の機能低下をいかに防ぐか」

・ワークショップII「新たな展開を見せる高齢者の腹膜透析」

・栄養エキスパートセッションI「PD患者の栄養アセスメント」

・栄養エキスパートセッションII「PD患者の栄養ケアの実際」

・スペシャルセッションI「SMAP」

・スペシャルセッションII「カテーテル出口部ケア」

・腹膜病理組織検討会議 「腹膜病理組織分類基準の国際基準」

●問合せ先

〒700�8511 岡山県岡山市伊福町1�17�18

第11回日本腹膜透析研究会事務局（岡山済生会総合病院腎臓病センター内）

TEL 086�252�2211（代） FAX 086�252�8070

E-mail m-hirama@saiseidr.jp URL http://apollon.nta.co.jp/jspd2005
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編 集 後 記

今年は，6月下旬から7月下旬にかけて，横浜と新潟の会場を使って，JAPANKIDNEYWEEK

2005が「未来を拓く」をテーマとして，日本腎臓学会と日本透析医学会の共催で開かれた．

その中の特別企画に「慢性腎臓病の克服をめざして」というシンポジウムがあった．米国から招

聘されたDr.Eknoyanは，全世界で維持透析を受けている患者数は，1990年に426,000名であっ

たものが，2000年には1,490,000名となり，さらに，僅か5年後の2010年には2,500,000名に達す

るだろうと推測していた．

末期腎不全の原因疾患で急速に増加しつつあるのは，生活習慣病である糖尿病による糖尿病性腎

症，高血圧や高脂血症による腎硬化症であり，かつ，透析導入年齢の高齢化をも伴っている．これ

らの疾患の予防と適切な治療を行うためには，患者の正しい理解と協力がなければ，最終目標に到

達することはできないであろう．同じような目的の事業は本医会でもすでに発足しているがその道

は遠い．

本号では，「透析医療のCurrentTopics2005」として，高齢者の透析治療にかかわる問題点を

も視野に入れた，透析の質や量を主体に多くの専門家諸兄からいただいた論文を掲載している．な

お，残念ながら東京女子医大 秋葉隆先生の「透析の質と量の決定因子と予後との関連」は論文未

着のため今号に掲載することができなかったが，次号20巻3号（12月末発刊）に掲載を予定して

いる．そのほか，透析治療の現場で発生した諸問題について，すぐ応用できるような解答を伴った

論文が多数投稿されている．

「透析医のひとりごと」や支部だよりには，わが国の医療の現状に関する危機感のあふれた内容

のものが多く見られている．最近，某大新聞に，虎ノ門病院泌尿器科部長の小松先生が投稿された

「国民的会議で医療崩壊を防げ」という一文がある．それによると，医師は医療に限界があるだけ

でなく，危険であると思っている．適切な医療が実施されても，結果として患者に障害をもたらす

ことも少なくない．また，同じ医療を行っても結果は患者によって異なるばかりでなく，同じ患者

でも時によって違うことさえある．医療に100％安全を期待する患者側の認識と大きなずれがある．

その認識のずれをもってマスコミ，警察，司法などから医師は不当に攻撃されていると感じ，多く

の医師や看護師が勤労意欲を失っている．また医療費の抑制は英国での失敗事例を参考にしていな

い……などである．そして医療について国家的会議を招集して国民的な合意形成を計るべきだと提

案している．重要なポイントを指摘されたように思う．わが国の医療が崩壊しないように，まず，

患者やその家族に，現状を正しく理解してもらうような努力を惜しまないようにしたい．

広報委員会委員 北 本 清
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