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厚生労働省による医療制度構造改革試案＊が示されました．首相の主導する経済財政諮問会議が，

経済立て直しの重要項目として，年度を限った明確な医療費抑制案を求めたことに対する回答です．

現行の制度を継続すれば，平成18年の医療給付費28.3兆円（国民所得費7.3％．対GDP比5.4％）

が，2025年には56兆円（同10.5％，7.7％）となり，今回の改革案が実行されれば，49兆円に縮

減されるというものですが，経済財政諮問会議の民間委員は，42兆円まで下げるべきとさらなる

プレッシャーをかけています．

基本方針は，国民皆保険の堅持と，これを支えるための保険制度の見直しで，具体的には，生活

習慣病の管理などによる中長期的な医療費抑制策と，公的医療保険の給付範囲見直しや，診療報酬

改定など短期的な政策が検討されています．

透析医療がこれらの政策にどのように関わるかを予想するのは容易ではありませんが，具体的に

はいくつかの項目に関与すると読めます．

最も早く具体化された案は，年収620（？）万円以上の透析患者の自己負担を月2万円とするも

の（2005年11月16日：JAPAN MEDICINE）です．これは，保険給付内容の見直し，特に高額

療養制度の見直しに該当し，対象となる患者数は2.5万人とされ，計算すると年間30億円になり

ます．これにより，「多額の医療費を必要とする医療を，ほとんど無料で受けている」と認識され

ている透析も，多少なりとも負担が増えたと世間へアピールすることができるでしょうか．

次に，「高齢者医療費の爆発的な増加は悪」という考えが底にあって，国民的合意を形成し，病

院での死亡を在宅での死亡に誘導したいという考えが示されています．考えてみれば，癌末期の患

者の透析導入をどうするかとか，回復する目途が立たない脳出血患者の透析を継続するか中止する

かなど，透析関係者自身が検討しなければならない問題と同類項で，まじめに考えるべき問題です．

さて，この改革案の中で，医療上最大の政策は生活習慣病の予防です．悪性腫瘍が生活習慣病か

は問題ですが（喫煙と癌の問題は別として），平成15年医療費の約30％，死因の約60％が生活習

慣病とされています．予防は，「1に運動，2に食事，しっかり禁煙，最後に薬」としています．わ

が国最大の企業や外食産業，タバコや薬剤メーカーには申し訳ないが，「車はやめて歩きましょう」，

「主婦はおにぎりと味噌汁を」というキャンペーンが必要でしょう．茶化すつもりはなく本心です．

高度経済成長期以前の日本には，こうした病気はほとんどありませんでしたから．

特に年間1.2兆円の医療費となった（あれどこかで見た数字だぞ．そういえば先述した企業の経

営利益もこんなものかな？）糖尿病は目の敵にされ，今回の改革案にある資料では，糖尿病が強く

疑われる，あるいは糖尿病が否定できない人1,620万人のグラフと透析患者数推移のグラフが並べ

られており，糖尿病合併症としての透析が浮き彫りにされています．
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ただ，糖尿病の予防，合併症予防，（われわれの領域で言うならCKDの進展防止）など，産学・

官民をあげた国民的予防が叫ばれていますが，今までの研究者や臨床医がこうしたことを意識せず

に漫然と診療・研究をしてきたわけではありません．それを考えると，なまなかな政策では実現不

能で，改めて「車には乗らない」，「おにぎりと味噌汁を食べる」，国家収入への寄与は考えずに

「タバコはやめる」，製薬メーカーが衰退しても「薬はのまない」などの国民運動が展開されるべき

です．
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＊厚生労働省ホームページ 医療制度構造改革試案 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1.html



要 旨

1990年代，合衆国の慢性透析患者の粗死亡率が年

間3割を越える状態が認識され，合衆国ではその改善

のために真剣な努力が払われた．ダイアライザー再使

用の再評価が行われ，再使用とその基準の改善，専門

医早期紹介の重要性の認識，皮下動静脈瘻造設の必要

性，新薬の開発による合併症の治療などが行われ，近

年，患者の予後も改善してきている．

一方，わが国では「透析医療は，量の拡大に圧され

て，どこまで質の低下がすすむのであろうか？」とい

う諦めに満ちた発言が散見される．本稿では，わが国

の透析医療は量の増加の一方で，実際に質の低下が進

んでいるのか，この流れに抗して世界とわが国の透析

医療が質を高めてきたのか，今後も質を高めていける

のかを検証するため，介入研究であるNCDS研究と

HEMO研究，観察研究である JSDT，USRDS，

DOPPSの成績を見直した．特に，透析量，特に透析

時間の影響，血管アクセスの選択，カルシウム・リン・

PTHの影響と治療ターゲット，血液透析の方法，特

に透析液清浄化基準などについて検討した．

近年透析医療費の増大が社会問題となり，慢性腎不

全医療費の増加を抑制する方法が模索されているが，

医療費削減により治療成績が悪化し結果的に死亡が増

えるような選択肢がとられないことが肝要であろう．

1 はじめに

世界の透析医療の質に関する議論は，合衆国の慢性

透析患者の粗死亡率が年間3割を越える状況の認識か

ら始まった．これには Friedmanが企画した成書

『DeathonHemodialysis:PreventableorInevitable?』

（1994）に丸茂文昭，前田憲治，越川昭三先生が書か

れたわが国の慢性透析の治療成績の報告1）と，Held，

Akibaらが日米の透析患者の生命予後を比較した成

績2）などがきっかけとなったと思われる．

その後合衆国では，その改善のために真剣な努力が

払われた．すなわち，

① 「ダイアライザー再使用」に対して真摯な洗浄

法などの評価が行われ，再使用基準，再使用法が

確立された結果「再使用」の質が向上したこと

② 「専門医早期紹介（earlyreferral）」の重要性

が認識され，腎臓専門医として「透析導入」の方

法が定式化して，導入時の脱落が減少したこと

③ 「自己血管による皮下動静脈瘻造設」の重要性

が認識され，安易な人工血管使用が減少したこと

④ 新薬「Zemplar（活性型ビタミンD）」「NESP

（長時間作用型EPO）」「Sensipar（カルシウム受

容体拮抗薬）」「Fosrenol（lanthanumcarbonate）」

などの導入による慢性透析管理の改善と，血管外

科手術に費やされていた費用が軽減されただけで

なく，その費用を合併症治療薬にまわすこと

で患者の予後も改善してきている．
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このような合衆国の状況にたいして，わが国でも透

析療法の質を向上して，治療成績を改善する方向に各

スタッフが努力していることは事実である．一方，患

者会・学会・研究会・医療機器薬剤メーカー・行政の

非公式発言では，「透析医療は量の拡大に圧されて，

どこまで質の低下がすすむのであろうか？」という諦

めに満ちている．そこで，本稿ではわが国の透析医療

は量の増加の一方で実際に質の低下が進んでいるのか，

この流れに抗して世界とわが国の「透析医療が質を高

めてきたのか，今後も質を高めていけるのか」を検証

し，今後の方向性を模索する3）．

2 検討の方法

透析療法の質が低下しつつあるのか，理想的な透析

から離れる方向に動きつつあるのか検証するため，透

析処方の理想像とはどの程度患者の生命予後を改善す

る治療法か，患者が喜んで選択できるmodalityたり

えているのかを明らかにした後，現実の透析医療の現

状と比較する．このために，介入研究であるNCDS

研究4）とHEMO研究5,6），JSDT，USRDS，DOPPS

などの観察研究の成果を引用した．

3 透析の質と量

後述する観察研究DOPPSによれば，米国，欧州，

日本の血液透析患者の粗死亡率は，それぞれ23.5人/

100患者・年，17.1人/100患者・年，6.6人/100患者・

年と圧倒的に日本の死亡率が低い7）．これは原疾患・

性別・年齢・透析期間を調整しても有意で，なんらか

の透析療法の違いが関与している可能性が指摘され，

どんな違いが生命予後の差をもたらしているのか興味

がもたれていた．

1） 透析量

最初に，透析量に関する生命予後をoutcomeとし

た初めての前向き無作為化試験であるNCDSの患者

群別の透析量を示す（図 1）．NCDSでは透析患者を

TAC（timeaveragedconcentrationofurea）の低

いI群（51.3mg/dl，54.1mg/dl），高いII群（87.0

mg/dl，89.6mg/dl），透析時間の短い群（199分，

194分）と長い群（269分，271分）の4群に分けて

prospectiveに治療を行いその成績を比較した．その

結果，生命予後には透析時間の長短の影響は少なく，

TACがその生命予後の決定因子であることが示され

た．この成績はさらに，Gotchらにより再解析され，

Kt/V＞1.2が望ましいとする透析量のターゲットが

形成された4）．

Schulman（2004）の総説に依れば，血液透析療法

において小分子量物質の除去性能は，影響の大きい順

に，血流量，透析液流量，膜面積，透析時間，膜物質

移動計数である．さらに中分子量以上の物質について

は，透析時間，膜面積，膜物質移動計数，血液・透析

液流量とされている8）．

わが国の透析医療費給付の変化から心配されている

のは，「透析時間による透析医療費給付の区別撤廃

（2002）」により，透析時間を長くとろうとするincen-

tiveが減弱して，透析時間が短くなっているのではな

いかとの虞である．これはすでに中井らにより検討さ

れている（図2）．すなわち，1992年と2002年を比較

すると，透析時間 4.5～5時間の患者が減少し，3～

3.5時間の患者が増加し，その平均値は1990年の4.30

時間から 2002年 3.97時間へ 0.33時間次第に減少し

た．

この透析時間の減少は，透析療法の質を悪くしたの

であろうか．一般に「透析時間は短くてすむものなら

短くしたい」というのが患者の希望であり，社会復帰

の面から望ましい．日本の透析歴と透析時間，死亡の

リスクとの関連を検討した日本透析医学会統計調査委

員会の成績では，透析歴の延長とともに透析時間は延

長し，また，透析時間の延長とともに死亡のリスクが

減少した．残腎機能が減少するにつれて，透析時間が

延長されている実態と，透析時間が長い患者の生命予

後が良好である状況が示された．

一般に良質の透析医療が行われていると喧伝されて

いるわが国の透析においても，その質はすべての面で

万全とはいいがたい．世界的な血液透析患者と施設の

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005412

図1 NCDSの患者群分け

透析時間とtime-averagedconcentrationofurea



前向き観察研究である DialysisOutcomePractice

PatternStudy（DOPPS）では，透析治療の内容と

患者予後の関連を明らかにすることで，透析患者の予

後を改善する良い透析医療の内容を明確にする目的で

研究の成果が明らかになってきている7,9～11）．

DOPPS参加国の透析量 eKt/Vの国別平均値と

eKt/V＞1.06（spKt/V＞1.20に相当）を達成してい

る患者割合を検討した9）．わが国では平均eKt/V＝1/

19，eKt/V＞1.06の患者73％と世界で最悪である．

前述のDOPPSを解析すると，残腎機能の影響を避け

て透析歴1年を越える患者に対する透析量は，わが国

以外のDOPPS参加国に比べ，平均透析量（spKt/V），

透析量（spKt/V）1.2を越える患者割合，平均透析

量（dpKt/V），処方透析量，平均拡散容積（L），処

方血流量，ダイアライザー膜面積のいずれも小さく，

わずかに透析時間が長いのみだった8）．透析量と生命

予後との関係をわが国のDOPPS参加患者のみの成績

で検討しても，Kt/Vと生命予後の関係は，Kt/V 1.2

以上においても有意に右下がりの直線関係が認められ，

諸外国と比べて少ない透析量決定因子のさらなる増加

により，わが国の透析患者の予後改善の可能性が示さ

れた．

2） 血管アクセス

DOPPS調査に依れば，自己血管による皮下動静脈

瘻により透析を受けている患者割合は日本93％，欧

州81％，合衆国24％と合衆国できわめて少ない9）．

これは，合衆国での分析では，

① 腎臓専門医への紹介が遅い

② メディケア・メディケイドの給付では十分な

Kt/V，言い換えれば高血流量が求められる

③ 表在静脈の乏しい肥満患者や荒廃した患者が多

い

④ 血管外科医が，安易に高額な給付が得られる人

工血管による動静脈瘻増設を選択している

などと分析されている．

最初から自己血管による動静脈瘻により導入した患

者のアクセス寿命は，一時的アクセスで導入後に自己

血管による動静脈瘻に移行した患者のアクセス寿命よ

り長いことが知られている．また自己血管による動静

脈瘻造設後穿刺まで14日以下と15日以上を比較する

と，前者のほうが機能する期間が長いことが明らかに

なった．

3） カルシウム・リン・PTH

カルシウム・リン・PTHと生命予後について

DOPPSの解析では，アルブミン補正カルシウム

9.01～9.50mg/dlを対照群とすると，カルシウム濃

度依存的に全原因による生命予後も，心死亡に限った

生命予後も悪化し，逆に7.8mg/dl以下では相対リス

クは全死亡0.66，心死亡0.58と良好だった11）．

これに対して血清リン値は，いわゆるU字型と対

照4.5～4.99mg/dl付近を底にリンが増加しても，低

下しても全死亡・心疾患死亡の相対リスクが増加した．
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図2 日本の透析時間の分布と平均値の経過

・透析時間4.5～5時間の患者が減少し，3～3.5時間の患者が増加した．

・また，その平均値は，1990年の4.30時間から2002年3.97時間へ0.33時間次第に減少した．

（日本透析医学会統計調査委員会）



一方PTHの死亡リスクに対する関連は弱く，全死

亡の相対リスクは900pg/ml以上で，心血管死亡は

751pg/ml以上でやっと対照群150～300pg/mlより

有意に増加した．

同様の解析は，日本透析医学会やBlockらにより

報告されている．リン・カルシウムの高値が生命予後

不良となる理由としては，心血管への異所性石灰化か

ら動脈硬化へつながる可能性，リン低値が生命のリス

クにつながる理由としては栄養不良によるものではな

いかと推測されている12）．

4） 血液浄化の方法modality

2003年末では血液透析90.8％，血液濾過透析5.3％，

CAPD3.6％，その他0.3％と，圧倒的に血液透析が

占めていた．これらの治療法選択の特徴として，治療

法別の患者年齢分布ではHD：62.2±12.5歳，HDF：

60.5±12.3歳，CAPD：56.7±14.7歳と，HD＞HDF＞

CAPDの順に高齢で，CAPDは比較的若年者に施行

されていた（図 3）．治療法別の透析期間はHD：6.2

±6.4年,HDF：10.9±8.5年，CAPD：4.1±4.4年と

CAPD＜HD＜HDFの順で，HDFが長期透析合併症

をもつ患者に行われている実態が明らかになった（図

4）．

これらの患者の背景因子と予後との関係を解析する

と，20～25年の長い透析歴が予後不良の危険因子と

して明らかになった．そこで，これらの因子を調整し

た上で，治療法と予後との関連を中井らが解析してい

る（表1）．

これらの成績から，HDFは比較的透析歴の長い

（データは示さないが）合併症の多い患者に使われて
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図3 慢性透析患者の治療法別年齢分布（2003年末）

HD：62.2±12.5years，HDF：60.5±12.3，CAPD：56.7±14.7

図4 慢性透析患者の治療法別透析期間（2003年末）

HD：6.2±6.4years，HDF：10.9±8.5，CAPD：4.1±4.4



いる治療法であるのにかかわらず生命予後良好で（表

2），この観点からは広く使われるべき治療法であると

いえる13）．

一方，療法選択には予後の観点のみならずその経済

性の観点をはずすことはできない．すなわち，on-line

HDFを行うためには，透水性の良好な広い面積のダ

イアライザーを選択し，清浄な透析液を調整すること

となるが，現状の健康保険ではこの部分は給付されず

持ち出しとなる．多人数用透析装置が大半を占めるわ

が国では，AMIIや欧州でのHDF用の透析液基準を

満たす透析液を用意することは至難である．国際的な

透析液清浄化基準が制定されるとすれば，わが国では

いわゆるoff-lineHDFしか生き残れないだろう．

5） 透析患者の日常生活に適合した透析医療

わが国では，月水金または火木土の週3回透析が大

半を占めている．週当たりの頻度を変えない範囲であ

っても，患者のその週の個人的な希望で頻回に変更す

ることは許されていなかった．月木土でも月水土でも

患者の健康には変わりないはずで，これは透析室運営

の利便上の制限だった．わが国の透析施設が 24万

8,000人の患者に対して，32万9,000人分の透析床が

用意できている状況では，自由な透析日・透析開始時

刻の選択など，透析生活をより楽しいものにするサー

ビスの提供が配慮されてもいいのではないだろうか．

4 慢性疾患としての腎不全治療と医療費

一般にいえることであるが，慢性疾患医療の特徴と

して，治療成績が改善されて生命予後が良くなれば患

者数が増加し，その疾患に要する治療費は増大するこ

とは明らかである．わが国では，経済の不振による税

収の伸び悩みと，高齢化などによる義務的経費の増大

から，医療費のこれ以上の増加は困難であると政府は

喧伝している．これが正しい主張であるかはさておき，

巨大な財政赤字を抱えるわが国では，31兆円の国民

医療費のうち約1兆円を占める末期腎不全治療費の増

加は難しい．

慢性腎不全医療費を抑制する方法としては，

① 腎不全進行予防策を講じて透析導入数を減らす

② 移植医療を増進し透析を離脱させる

③ 透析療法の効率化により1人あたりの医療費を

下げる

ことが必須になる．

一方，危険な方向として，

① 医療費削減により治療成績が悪化し結果的に死

亡が増える

② 「適切に」末期腎不全患者の透析導入を考慮す

るように求められる（選別）

③ 採算悪化により透析医療からの撤退が続き，透

析医療が受けられなくなる

などの可能性もこれまで「産科」「小児科」がたどっ

た経緯を観察すると，十分考えておかなければならな

い．また，これらの議論はヒトの死生観にも関わるこ
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表1 背景因子を調整後の，慢性透析患者の治療法と予後との関連

Modality RR（95％ Conflmt） p-value

HDwregularmemb.

HDwhigh-fluxmemb.

off-lineHDF

on-lineHDF

push/pullHDF

HDwβ2-mgadsorption

reference

0.489（0.349�0.685）

0.117（0.062�0.224）

0.013（0.002�0.081）

0.017（0.001�0.276）

0.054（0.013�0.221）

0.0001

0.0001

0.0001

0.0041

0.0001

表2 慢性透析患者の背景因子と予後との関連

RelativeRisk PValue

Sex

Male 1.000（Reference） Reference

Female 1.104（0.807�1.509） ns

Age（y）

0・ ＜30 1.665（0.412�6.722） ns

30・ ＜45 0.719（0.441�1.175） ns

45・ ＜60 1.000（Reference） Reference

60・ ＜75 1.002（0.732�1.371） ns

＜75 1.098（0.675�1.788） ns

Durationondialysis（y）

2・ ＜5 0.846（0.560�1.277） ns

5・ ＜10 1.000（Reference） Reference

10・ ＜15 1.277（0.863�1.890） ns

15・ ＜20 1.330（0.869�2.036） ns

20・ ＜25 2.690（1.602�4.519） 0.0002

25・ 1.519（0.477�4.839） ns



とである．患者，医療従事者，厚生行政担当者など広

く深い議論のうえの国民的な合意が醸成される必要が

ある．

20世紀末より透析医療の国際化が進んだが，この

動きは最近腎臓病学の領域にも押し寄せている．国際

化の程度を3分類すると以下に分けられる．

すなわち，

① 地域益重視（Regionalism：PublicFirst）

② 中間・国際協調（Cooperatism：Medium）

③ 世界標準遵守（Globalism：InvestorFirst）

である．世界標準遵守というお題目はほとんどの場合，

サイエンスに名を借りた海外資本参入障壁の排除を目

的としている，言い換えれば，世界標準を守ることと

は，「すべての国は世界規模となった薬品業界の共通

の市場となることが正しい」との前提に立っている．

これが本当にわが国の国民の健康に役立つのか疑問を

感じる．

一方国内に目を向けると，従来の卒後研修制度の崩

壊と医師の医局離れ，すなわち医師の流動性の増加が

期待されている．一方，大学・医育機関にとっては，

卒後教育期間としての役割の再評価の時期を迎えてい

る．われわれは新しい波に順応して生き残るかの正念

場であり，透析専門医の養成に直接の責任のあるもの

として責任を感じている．

なお，『臨牀透析』2004年 12月に特集号として

「DPC特集」を企画した．DPCという医療費給付制

度の導入が透析医療にどのような影響をもたらすか検

討した．ご一読いただければ幸いである．

文 献

1） MarumoF,MaedaK,KoshikawaS:ESRD registry

statisticsondialysismortalityinJapan.Developments

inNephrologyVolume35:DeathonHemodialysis:Pre-

ventableorInevitable?;FriedmanEA（ed.）,KluwerAca-

demicPublisher,Dordrecht,pp.45�54,1994.

2） HeldPJ,AkibaT,StearnsNS,etal.:Survivalof

middle-aged dialysispatientsin Japan and theUS,

1988�89;DevelopmentsAcademicPublishers,1994.

3） 秋葉 隆:腎不全の現況と未来．大阪透析研究会誌，21

（2）;111�115，2003．

4） Gotch FA,SargentJA:A mechanisticanalysisof

theNationalCooperativeDialysisStudy（NCDS）.Kid-

neyInt,28（3）;526�534,1985.

5） EknoyanG,BeckGJ,CheungAK,etal.:Effectof

dialysisdoseandmembranefluxinmaintenancehemo-

dialysis.N EngJMed,347（25）;2010�2009,2002.

6） 秋葉 隆 :Thehemodialysis（HEMO）studyの意義と

その誤解．臨牀透析，19;1366�1367，2003．

7） GoodkinDA,YoungEW,KurokawaK,etal.:Mor-

talityamonghemodialysispatientsinEurope,Japan,

andtheUnitedStates:case-mixeffects.AmericanJour-

nalofKidneyDiseases,44（5Suppl3）;16�21,2004.

8） SchulmanG:Thedoseofdialysisinhemodialysispa-

tients:impacton nutrition.Seminarsin Dialysis,17

（6）;479�488,2004.

9） 秋葉 隆，秋澤忠男，福原俊一，他:日本における国際血

液透析患者調査DOPPSの成績．透析会誌，37（10）;1865�

1873，2004．

10） PisoniRL,YoungEW,MapesDL,etal.:Vascular

accessuseandoutcomesintheUS,Europe,andJa-

pan:resultsfrom theDialysisOutcomesandPractice

PatternsStudy.NephrologyNews&Issues,17（6）;38�

43,47,2003.

11） YoungEW,AkibaT,AlbertJM,etal.:Magnitude

andimpactofabnormalmineralmetabolism inhemo-

dialysispatientsintheDialysisOutcomesandPractice

PatternsStudy（DOPPS）.AmericanJournalofKidney

Diseases,44（5Suppl3）;34�38,2004.

12） KimataN,AkibaT,PisoniRL,etal.:Mineralme-

tabolism andhaemoglobinconcentrationamonghaemo-

dialysispatientsintheDialysisOutcomesandPractice

PatternsStudy（DOPPS）.NephrologyDialysisTrans-

plantation,20（5）;927�935,2005.

13） ManNK:Controversiesandissuesinhemodiafiltra-

tiontherapy.BloodPurif,22（Suppl2）;2�7,2004.

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005416



要 旨

平成17年6月25日，第6回災害情報ネットワーク

会議が開催され，平成16年度の活動報告および今後

の活動計画について協議が行われた．特別講演では，

青栁竜治先生より「新潟県中越地震と透析患者の支援

について」，隈博政先生より「福岡県西方沖地震と情

報伝達について」をそれぞれ講演いただいた．平成

17年9月1日には，第6回災害時情報伝達訓練を実

施し，過去最高となる29都道府県613施設の参加を

いただいた．

はじめに

阪神・淡路大震災以降，「減災」という言葉を目に

するようになった．被害が出るのは避けられないが，

できるだけ被害を低減しかつ短期化する試みを「減災」

と言うようである．日本透析医会災害情報ネットワー

クは，情報の共有によって個々の施設では対応不可能

な状況を「減災」するためのネットワークであるとい

える．本稿では，6回目を迎えた災害情報ネットワー

ク会議と災害情報伝達訓練について報告する．

1 第6回災害情報ネットワーク会議報告

会議は第50回日本透析医学会学術集会会期中の平

成17年6月25日18時30分より，みなとみらいラン

ドマークタワー13階「フォーラムよこはま・会議室

1」において，表1に示す先生方の出席により開催さ

れた．表2には会議のプログラムを示す．

1） 報告事項

① 各支部の主な年次報告

各支部代表の先生に，自己紹介と活動報告をして頂

いた．以下に各県の災害情報ネットワークの現状につ

いて報告する．

北海道：北海道では，もし冬に災害が起きた場合をま

ず考えて検討している．

岩手：現在ネットワークを構築中．

宮城：昨年は県内をブロック化して連絡網の見直しを

行った．それに伴い，透析業者間の連絡網も作

成して，薬品と消耗品の連絡網も完備した．ま

た県の医師会が中心となって，MCA無線機を

46施設に配備した．本年度はこれを利用した

訓練を行う予定．

山梨：山梨県では臨床工学技士会と共同でネットワー

ク構築へ向け準備をしている．患者カードも作

成した．

栃木：昨年の新潟県中越地震では情報センターを開設

して対応した．県内11施設から情報の登録が

あった．ボランティア協力情報としては3施設

から臨床工学技士4名，看護師2名の登録があ

った．実際に行くことはなかったが，食事など

の備品をどの程度準備すればいいかなど，マニ

ュアルがあれば良いと思った．

長野：昨年より日本透析医会のサーバーにホームペー

ジを移行した．県内には5つの活断層があり，

これを考慮して基幹病院とマニュアルを検討中

である．
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第6回災害情報ネットワーク会議および
情報伝達訓練実施報告

武田稔男＊1 吉田豊彦＊1 森上辰哉＊2 申 曽洙＊3 山川智之＊3 杉崎弘章＊4

keywords：災害，ネットワーク，情報伝達，地震，水害

＊1日本透析医会災害時透析医療対策部会災害情報ネット本部 ＊2災害情報ネット副本部 ＊3災害時透析医療対策部会

＊4医療安全対策委員会



日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005418

表1 第6回災害情報ネットワーク会議出席者

都道府県 医 師 施 設 名 臨床工学
技士・他 施 設 名

北海道 戸澤 修平 クリニック198札幌

青 森 川村美貴子 村上新町病院

岩 手 岩渕 国人 岩手クリニック水沢 藤原 茂記 岩手クリニック水沢

宮 城 槇 昭弘 仙台社会保険病院

福 島 入谷 隆一 太田西ノ内病院

栃 木
目黒 輝雄 目黒医院 古沢 幸男 奥田クリニック

杉山 憲男 奥田クリニック

千 葉

吉田 豊彦 みはま病院 江村 宗郎 東�クリニック病院

河野 孝史 みはま病院 内野 順司 みはま病院

武田 稔男 みはま病院

東 京
杉崎 弘章 府中腎クリニック 和氣 政志 府中腎クリニック

赤塚東司雄 府中腎クリニック

新 潟 青栁 竜治 中越診療所 池田 裕 信楽園病院

富 山 三川 正人 不二越病院 田丸恵美子 横田病院

山 梨
鈴木斐庫人 鈴木ネフロクリニック

三井 静 三井クリニック

長 野
大西 史彦 相澤病院

竹村 孝之 岡谷塩嶺病院

静 岡
菅野 寛也 菅野医院分院 宇賀田富夫 菅野医院分院

加藤 明彦 浜松医科大学

愛 知
山� 親雄 増子記念病院 重松 恭一 増子記念病院

渡邊 有三 春日井市民病院

京 都 岩元 則幸 京都第一赤十字病院

大 阪 山川 智之 白鷺病院

兵 庫

申 曽洙 元町HDクリニック 森上 辰哉 元町HDクリニック

内藤 秀宗 佐野伊川谷病院 羽田 新平 まついクリニック

永井 博之 尼崎永仁会病院

西岡 正登 住吉川病院

吉矢 邦彦 原泌尿器科病院

和歌山 坂口 俊文 和歌山県立医科大学 植木 隼人 児玉病院

島 根 鈴木 恵子 おおつかクリニック 竹田 敏伸 おおつかクリニック

岡 山
草野 功 福島内科医院

笛木 久雄 笛木内科医院

広 島 大木 美幸 土谷総合病院

香 川 小野 茂男 海部医院

高 知 湯浅 健司 高知高須病院

福 岡
吉富 宏治 よしとみ内科クリニック 本田 裕之 小倉第一病院

隈 博政 くま腎クリニック

佐 賀 力武 修 力武医院

大 分 高司 久 別府中央病院 大石 義英 アルメイダ病院

鹿児島 上山 達典 上山病院 山口 親光 薩南病院

事務局 水本 進

平成17年6月25日



静岡：80施設以上が参加したネットワークがすでに

ある．昨年は中部のネットワークを使って2回

訓練を行った．近々3回目の訓練を計画してい

る．今後全県下の訓練を目標にしたい．

新潟：昨年の水害と地震ではお世話になりました．地

震発生後から各施設への電話連絡に追われたが，

最終的には優先電話が一番役に立った．ただし

連絡がついても本ネットワークのことを当直や

事務の方などが知らない現状がある．これにつ

いて協議していただきたい．

富山：まずは県医師会の中に透析医部会が設立できる

よう活動したい．

兵庫：先日阪神・淡路大震災10周年の検証を行った．

平成16年7月には，FAXとE-mailによる情

報伝達訓練を行って 142施設の参加を得た．

FAXは送信は良いが，受けるのに時間がかか

るという欠点がわかった．平成17年1月17日

には，日本透析医会の災害情報システムを使っ

て訓練を行い，全国144施設170件の情報登録

があった．改めて感謝したい．

岡山：岡山県のみならず中国5県ブロックのシステム

が構築されている．現在電子国土を使った透析

施設マップの設定に取り組んでいる．

島根：県医師会の透析医部会として正式に認めていた

だいたので，行政とともに災害対策に取り組み

たい．

高知：今回日本透析医会のサーバーにホームページを

開設した．県内で情報伝達のトレーニングをし

て行きたい．

香川：昨年の台風23号の被害を聞き取り調査したが，

1日半かかった．今年は臨床工学技士会を中心

に連絡網をつくり，透析医会のネットワークに

アクセスできるよう活動したい．

福岡：3月20日の地震ではお世話になりました．昨

年は，災害時緊急優先電話と，優先通行車両を

昨年度の課題として取り組んできた．優先電話

は非常に有効であった．

鹿児島：昨年も災害時情報伝達訓練を行った．年々参

加施設数が増えている．また，昨年は三つ台風

が来襲した．停電した施設もあったが，患者へ

の影響も含め幸いにも大きな被害はなかった．

② 平成16年度活動報告

a） 災害時情報伝達活動

平成16年度も15年度に引き続き災害多発の年とな

った．災害情報ネットでは，以下の災害に対し情報伝

達活動を行った．

● 新潟・福島豪雨水害（平成16年7月13日～24

日）：7月13日新潟県中越地方や福島県会津地方

で豪雨．堤防決壊などで多数の浸水被害が発生し

た．透析施設に直接被害はなかったが，その後給

水不足が発生し，3施設において給水車による給

水や透析液流量を下げる対応がされた1,2）．

● 福井県豪雨水害（7月18日～24日）：7月18日

朝から昼前にかけて福井県美山町などで豪雨．15

河川43箇所で堤防決壊が発生した．福井市に出

された避難勧告を受けて福井市 7施設，�江市 1

施設に対しFAXによる情報収集を行ったが被害

なし1）．

● 岩手県で震度5弱（8月10日～11日）：8月10

日15時13分ごろ岩手県沖を震源とする地震が発

生．岩手県宮古市周辺の2施設に対しFAXで情

報収集を行った．被害なし．

●台風16号（8月31日～9月3日）：台風通過に伴

う被害状況について，岡山，香川，熊本，鹿児島

の各県より情報が伝達された．停電や浸水被害は

あるものの，透析治療に大きな影響はなかった．

●奈良県・和歌山県で震度5弱（9月5日～6日）：
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表2 第6回災害情報ネットワーク会議プログラム

司 会 災害時透析医療対策部会 会長 申 曽洙

開 会 医療安全対策委員会 委員長 杉崎弘章

挨 拶 透析医会 会長 山�親雄

日本透析医学会総務委員会 委員長 渡邊有三

災害時医療連絡協議会 副会長 内藤秀宗

自己紹介（簡単な年次報告を含めて） 都道府県代表参加者

Ⅰ報告事項

● 平成16年度活動報告 武田稔男

●「危機管理メーリングリスト」と今後の展望 杉崎弘章

● 台風23号被害と情報伝達について 申 曽洙

Ⅱ特別講演

● 福岡県西方沖地震と情報伝達について

福岡県透析医会 隈 博政

●新潟県中越地震と透析患者の支援について

新潟県透析医会 青栁竜治

Ⅲ協議事項・その他

● 平成17年度活動計画 武田稔男

●第6回情報伝達訓練実施について 武田稔男，森上辰哉

閉 会 災害時透析医療対策部会 副会長 山川智之



9月5日19時07分ごろ，紀伊半島沖を震源とす

る地震が発生し，奈良県下北山村と和歌山県新宮

市で震度5弱．被害なし．

● 三重県・和歌山県で震度5弱，津波警報（9月5

日～6日）：9月5日23時57分頃，近畿地方で地

震発生．三重県松阪市と和歌山県新宮市で震度5

弱．三重県尾鷲市では津波に対する避難勧告が発

令された．該当県支部や山﨑会長により情報収集

が行われた．被害なし．

● 台風18号（9月7日～8日）：台風通過に伴う被

害状況について，岡山，広島，鹿児島の各県より

情報発信があった．停電などあるが大きな被害な

し．

● 台風21号（9月30日）：台風通過に伴う被害状

況について，岡山，鹿児島の各県より情報発信が

あった．停電などあるが大きな被害なし．

●茨城県南部で震度5弱（10月6日～7日）：10月

6日23時40分ごろ茨城県南部を震源とする地震

発生．茨城県南部と埼玉県南部で震度5弱．つく

ば市内2施設に対しFAXにて情報収集を行うが

被害なし．

● 沖縄県与那国島で震度5弱（10月15日）：10月

15日13時09分ころ与那国島近海を震源とする

地震発生．透析施設なし．

●台風23号（10月20日～24日）：台風通過に伴う

被災状況について，熊本，大分，徳島，広島，兵

庫，岡山，愛知，千葉などから情報伝達があり，

徳島と兵庫で大きな被害が出ていることが判明．

後に京都でも大きな被害が発生していることがわ

かり，副本部により調査が行われた．浸水被害や

断水により，徳島県1，兵庫県3，京都府3の各

施設で一時透析不能．幸い周辺施設との連携によ

り代替透析が実施された1）．

● 新潟県中越地方で震度 7（10月 23日～11月 15

日）：10月23日17時56分ころ，新潟県中越地

方を震源とする震度7の地震発生．わずか2時間

の間に震度6弱以上4回，震度5も含めると11

回もの地震が繰り返し発生．10月24日には日本

透析医会災害対策本部へ，厚生労働省健康局疾病

対策課からの断水状況と新潟県災害対策本部窓口

紹介のFAX，新潟県福祉保険部健康対策課から

の透析施設の被災情報のFAX，新潟県支部によ

る電話調査報告，被災施設からの報告などにより

3施設で透析不能と判明．この3施設は，ライフ

ラインの停止や RO装置や透析液供給装置の配

管破損などで3日～1週間透析不能となった．一

時的に他施設での透析を余儀なくされた患者は約

340名にのぼり，この間新潟県内12施設，長野

県2施設，埼玉県1施設などで治療を受けた．こ

れら施設への患者移送手段は，病院のバスやボラ

ンティアの自家用車，市町村のバス，救急車，自

衛隊のヘリコプターなどであった．その後11月

4日，8日，12月28日にも震度5強・5弱の地震

が発生したが，幸い被害なし．

● 北海道で震度5強（11月29日・12月6日・14

日・平成17年1月18日）：11月29日3時32分

ころ釧路沖を，12月6日23時15分ころ根室半

島南東沖を，14日14時56分ころ留萌支庁南部，

平成17年1月18日23時09分ころ釧路沖をそれ

ぞれ震源とする震度5強の地震が発生．北海道支

部の調査により該当地域に被害なし．

● 茨城県で震度5弱（平成17年2月16日）：2月

16日04時46分ころ茨城県南部を震源とする地

震が発生，土浦市，つくば市などで震度5弱．被

害なし．

● 福岡県西方沖で震度6弱，津波注意報（3月20

日～29日）：3月20日10時53分ころ福岡県西方

沖を震源とする震度6弱の地震が発生．福岡県支

部，情報ネット本部（長崎・佐賀県両県の施設に

FAXで調査）で情報収集を行った．被災3施設

中1施設で水処理装置などの配管破損のため2日

間透析不能となったが，近隣2施設で代替透析が

行われた．

b） 情報伝達訓練

平成16年9月2日（木）に第5回全国災害時情報

伝達訓練を行い，28都道府県488施設という過去最

高の参加をいただいた3）．本訓練の結果は，参加施設

に郵送した．

兵庫県透析医会震災10年目情報伝達訓練：兵庫県

透析医会災害情報伝達訓練が平成17年1月17・18日

に施行された．全国144施設から170件，副本部にも

14件の情報が登録された．

c） 電子国土

これまで災害情報ネット本部では，地図ソフトを使
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って透析施設のデータベースを構築してきたが，さら

に国土地理院が作成し非営利団体が無料で使用できる

「電子国土」を試用することにした．「電子国土」の利

用により，透析施設に関する様々なデータと位置情報

をホームページで発信可能になる．電子国土の詳細は

http://cyberjapan.jp/をご参照いただきたい．

そこで，国土地理院から利用許可をとり，透析施設

情報が登録・参照できるソフトウエアを開発した．現

在先行地域として，地図情報の公開に関してコンセン

サスが得られている岡山県支部施設の情報を登録して

いる段階である．

d） 災害情報ネット専用サーバーの更新・管理

平成16年度は，災害情報ネットサーバーに福岡県

支部，岐阜県支部，東京都三多摩腎疾患治療医会，長

野県支部のホームページを登録した．平成17年6月

には高知県支部も登録したので，21支部に災害時情

報伝達網ができたことになる．

e） 危機管理メーリングリストの運用

平成17年6月現在215アドレスが登録されている．

f） その他

平成17年3月9日，災害時医療連絡協議会による

「深江丸による運用検証航海」に参加した．

③ 日本透析医会災害対策の取り組みと今後の課題

災害対策への取り組みと今後の課題について，以下

の8項目があげられる．

●災害時情報ネットワークの危機管理メーリングリ

ストに行政（地方自治体）の参加を勧める．

● 未結成支部12県を組織化して日本透析医会への

入会を勧める．

●船舶の利用を検討する目的で，日本透析医会・医

学会・神戸大海事科学部・災害医療連絡協議会の

4団体が中心となって，「災害時医療支援船の運

用計画策定と実施」研究を行う．

●DMAT（disastermedicalassistanceteam）の

必要性を検討する．

●先遣隊の派遣体制の必要性を検討する．

●災害コーディネイトシステムの創設の必要性を検

討する．

●災害長期化の場合はマンパワーの確保が必須なた

め，専門職ボランティア制度創設の必要性を検討

する．

●危機管理メーリングリストの改変を検討する．

④ 台風23号被害と情報伝達について

平成16年台風23号の時，兵庫県では豊岡市と洲本

市の4施設で大きな被害が発生した．これらの被害状

況は，各地域の県透析医会幹事や危機管理委員の電話，

メールによる早期情報収集によって得ることができた．

この情報は県透析医会のメーリングリストで共有し，

さらにその集約を日本透析医会のメーリングリストに

伝達した．

一つの県でさえ，県内すべての地域の情報を集める

のは困難であり，各地域担当者の責任の所在と分担が

大切で，兵庫県では有効に機能したと考えている．

2） 特別講演

今回の会議では，福岡県西方沖地震と新潟県中越地

震において，災害対応の中心的役割を果たされた，福

岡県透析医会の隈博政先生と新潟県透析医会の青栁竜

治先生による特別講演を企画した．

① 隈博政先生の講演要旨

「福岡県西方沖地震と情報伝達」

福岡県透析医会では，災害対策を重要課題の一つと

して取り組んできた．中でも連絡網の再構築と，多く

の通信手段入手が重要と考え「災害時優先電話，災害

時優先携帯電話」を各会員にお願いして登録した．

平成17年3月20日の地震で透析に影響があったの

は，被災した4施設と大勢の急患を透析ベッドに収容

した1施設だった．被災4施設の被害内容は，3施設

がRO装置の塩ビ配管の破損で1施設がA粉末溶解

装置の故障だった．このうち1施設は2日間透析不能

となり，残りは当日のうちに復旧して通常通り透析が

可能だった（地震は日曜日だったため月曜からの透析

に影響がなかった）．

情報伝達では「災害時優先電話，災害時優先携帯電

話」が威力を発揮して，短時間に被災状況を把握でき

た．被災した透析施設からも被災後直ちに報告があり，

被災から2～5時間後には対策を立てられた．多くの

会員から，日本透析医会災害情報ネットワーク災害時

情報伝達・集計専用ページへの入力があり，透析受け

入れの申し出も多数あった．連絡がつかない患者へは，

NHKテレビのテロップが有効であった．今後は携帯
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電話のメール機能を利用した一斉連絡システムが有用

であろう．

② 青栁竜治先生の講演要旨

「新潟県中越地震と透析患者の支援について」

新潟県中越地震では3施設で血液透析不能となった

が，336人の患者はほかの施設で予定通り透析ができ

た．これは，日頃からの施設間交流により情報交換が

スムーズだったことに加え，スタッフにけが人や死亡

者がなかったこと，地方自治体と国の援助，関連業者

の協力，透析医会災害情報ネットワークからの情報提

供，迅速なボランティア活動など，多くの支援があっ

て実現できた．患者にも重傷者はなかったが，震災後

の死亡が4件あった．いずれも強いストレスが原因と

思われ，災害関連死とされている．

情報伝達メディアは電話，メール，FAXなど使え

るものはすべて使ったが，メーカーからの情報は特に

有力であった．施設と患者間の連絡は，避難所へ医師

や看護師，保健師が伝えたり，テレビやラジオなどで

伝えてもらった．

当施設では1日約30名の患者を4日間受け入れた．

透析時間は3時間～3時間30分とした．透析情報カ

ードなどはなかったが，入院患者はカルテ，外来患者

は透析記録を持参した．スタッフの同行も大変助かっ

た．物品を持参した施設もあったが，血液回路が合わ

ず利用できなかった例もあった．

3） 協議事項・その他

① 平成17年度活動計画

平成17年度活動計画として以下の項目について承

認を得た．

●災害時情報伝達活動

●第6回情報伝達訓練

●電子国土の利用推進

●災害情報ネット専用サーバーの更新・管理

●メーリングリストの拡充と運用

●災害情報ネットワーク連絡先名簿，関係業者名簿

の更新，施設名簿の作成等

●他組織との連携手段開発

以上が平成17年6月25日に実施された，第6回災

害情報ネットワーク会議の報告である．

2 第6回災害時情報伝達訓練結果報告

1） 目的

●地域における災害対策の拡充

●地域情報ネットワーク・地域情報システムの周知

拡大

2） 方法

●日時：平成17年9月1日 木曜日 10:00～23:00

● 地域における情報伝達網を活用して，地域情報伝

達用ホームページまたは本部ホームページ［http:

//www.saigai-touseki.net/］に施設情報を登録

してもらった．

●訓練にあたっては，各支部において策定した訓練

のシナリオに従った情報，または各施設で任意に

想定した情報を送信してもらった．

● 多くの施設が参加できるよう，支部において

FAXやメールを使うなどして収集した情報も登

録してもらい，集計に役立つものかどうかを確認

してもらった．

●施設名入力の精度やサーバー動作の評価を行うた

め，可能な限り複数回の情報送信と集計結果の確

認をお願いした．

●参加対象施設は，透析医会会員，非会員を問わず

すべての透析施設とし，訓練日時以外の情報送信

も受け付けることとした．

3） 結果

① 参加施設総数

訓練に参加した施設数は，29都道府県613施設だ

った（表3）．このうち本部システムへの参加は496，

岡山県のシステムへの参加が148，両方への参加は31

施設だった．過去の参加数は，第1回：100，第2回：

190，第3回：131，第4回：275，第5回：488施設
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表3 訓練参加施設数

北海道＝ 1 青 森＝ 8 山 形＝ 2 福 島＝ 3

栃 木＝32 埼 玉＝ 1 千 葉＝73 東 京＝81

神奈川＝ 1 新 潟＝25 山 梨＝14 長 野＝53

岐 阜＝ 1 静 岡＝25 愛 知＝31 大 阪＝29

兵 庫＝68 鳥 取＝ 3 島 根＝11 岡 山＝57

広 島＝33 香 川＝ 4 愛 媛＝ 1 高 知＝16

福 岡＝20 佐 賀＝ 1 大 分＝ 4 宮 崎＝ 1

鹿児島＝15



であることから，最多の参加数となった．

昨年より訓練の実施は各支部が主体となって実施す

るようお願いし，訓練想定も各支部において策定した

シナリオに従った情報，または各施設で任意に想定し

た情報を送信してもらった．特に静岡県では，県庁健

康福祉部疾病対策室疾病対策係との連携の下に訓練が

実施されていた．このことから支部を中心とした情報

ネットワークの周知拡大がさらに進展したものと考え

ている．

② 情報登録アクセスの状況とプログラムの評価

本部のホームページへのアクセス数は約2,000件で，

登録された総情報件数は724件だった．各施設から送

られてくる情報はデータベースに記憶され，集計結果

等の表示要請があるたびに，それぞれのプログラムが

計算結果を表示する．すなわち，データベースや各プ

ログラムへのアクセスは6,000件以上と推測されるが，

情報送信や集計結果表示の動作に滞りはなく，リアル

タイムに状況の変化を見ることができた．

今までの訓練では，同一施設からの登録にもかかわ

らず，登録施設名が異なるために別施設として集計さ

れるという問題があったため，2回目以降の情報送信

時に施設名が自動で入力されるよう「クッキー」とい

う仕組みと，説明付き情報入力フォームで対応してき

た．しかし今回の訓練でも6施設が別々の施設として

集計されていた．その内容は，ⅰ�社団名の有無・スペ

ースの位置が違う，ⅱ�一方に「附属」が付いていて他

方にはない，ⅲ�地域を間違えて入力している，ⅳ�入力

システムの違いにより別の地域名になった，ⅴ�文字化

け，などであった．

また［情報集計結果］において，違う地域に同じ名

前の施設が存在する場合や，地域を間違えて入力して

いる場合は，別々の施設が同一の施設として集計され

てしまう，間違えた地域で集計されてしまう，などの

不具合が発見された．このことより，入力および集計

プログラムに一部修正が必要であることがわかった．

インターネットや携帯電話など，その進展には目を

見張るものがある．当ネットワーク発足時には一般的

ではなかった技術や，携帯電話の電子メール機能が今

では当たり前になった．これらを取り入れながら，今

後も災害に備えるべく当ネットワークのシステムをよ

り充実させたいと考えている．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変

お忙しい中多数の方々にご参加いただき，心から謝意

を表する次第である．

平成16年度も新潟・福島および福井県の豪雨水害，

相次ぐ台風の上陸（中でも台風23号），新潟県中越地

震，福岡県西方沖地震など自然災害が次々と襲来した．

海外へ目を転じればスマトラ沖地震・津波大災害（死

者30万人超），アメリカ南部を襲ったハリケーン「カ

トリーナ」災害など大災害が頻発している．今こそ各

施設・各地域が災害に備える行動を起こしていただき

たい．
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要 旨

平成17年2月宮崎市の某透析医療機関において，

患者13名のC型肝炎集団感染が発生した．遺伝子解

析検査の結果，今回集団感染を起こしたウイルスは，

同院のHCVキャリア患者1名のウイルスと，遺伝子

配列がほぼ同一と認められた．感染経路については，

ヘパリンボトルが汚染された後，そのヘパリンが複数

の患者に使用されたために感染が起きたと考えられた．

はじめに

平成17年2月宮崎市の某透析医療機関において急

性C型肝炎の集団発生があり，新聞等においても報

道された1）．透析患者の集団感染は，最近注目されて

おり，その予防策も多々報告されている2）．しかし，

なによりも原因を究明し，今後同様の感染をいかに防

止するかが重要である．宮崎市保健所は同院からの届

出により，「宮崎市C型肝炎ウイルス集団感染調査委

員会」を設置し，透析医療機関における院内感染の防

止を図り，透析医療の安全を推進する観点から，「感

染原因及び感染経路」「衛生管理上の問題点」「院内感

染防止のための対策」等について調査および考察を行

った．ここでは，紙面の都合もあり，経過，感染原因

および感染経路について「宮崎市C型肝炎ウイルス

集団感染事例調査結果報告書3）」より同委員会の了解

を得た上で，宮崎県透析研究会を代表して要点のみを

報告する．詳細に関しては，同委員会よりの調査報告

書を参照されることをお薦めする．

1 経過の概要

経過の概要を表1に示す．

2 調査の方法

宮崎市保健所内に保健所長を統括者とする「宮崎市

C型肝炎ウイルス集団感染調査チーム」（以下，「調査

チーム」という）を設置し，当該医療機関に対し以下の

事項について資料の提示を求めるとともに，医師をは

じめとする透析医療従事者からの聞き取り調査を行っ

た．

① 透析患者全員のカルテ・透析記録・検査記録

② 透析室職員の勤務状況・検査記録

③ 透析に関する具体的処置，操作状況

④ 院内感染対策の実施状況

⑤ そのほか原因究明に必要な資料

また，当該医療機関の協力のもと，透析患者から採

血した血清について，C型肝炎ウイルスの遺伝子解析

検査を国立感染症研究所に依頼して実施した．

これらの調査結果に基づき，「宮崎市C型肝炎ウイ

ルス集団感染調査委員会」による検討を行った．
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表1 宮崎市C型肝炎院内感染の経過の概要

日 時 内 容

2月 2日 宮崎市内の医療機関院長から保健所に通報

「透析患者中4名が肝機能検査結果，高値．うち1名はＣ型肝炎抗体検査陽性」

現地調査：感染症法第15条に基づく調査

・施設および患者状況について把握

・衛生管理の点検及び指導

3日 現地調査：感染症法第15条に基づく調査

・院内感染防止対策の徹底指導

4日 当該医療機関から報告

・検査結果報告（新たに2名，Ｃ型肝炎ウイルス陽性）

・患者説明会開催決定の報告

6日 患者家族説明会開催（当該医療機関主催）

・参加者：33名（患者23名，家族10名），医療機関職員：20名

7日 当該医療機関にて協議

・患者会とも協議のうえ，公表することを確認

・検査結果確認（新たに3名，Ｃ型肝炎ウイルス陽性）

8日 当該医療機関から五類感染症発生届出

・五類感染症発生届（ウイルス性肝炎5名）受理

記者発表

10日 当該医療機関と協議

1） 今後の調査について

・遺伝子解析の実施（患者へのインフォームドコンセント依頼）

・看護師のHCV抗体検査依頼

2） 院内感染対策研修会の実施について

・院内感染防止対策の専門家による研修会開催について指導

市内の透析医療機関へ通知

1）「院内感染防止の徹底について（通知）」（マニュアル添付）

2）「透析実施診療所に対する医療監視について（通知）」

☆参 考

（宮崎県）

・県内透析医療機関に注意喚起

「透析医療機関における院内感染対策の徹底について（通知）」2/9

（宮崎県医師会）

・県内全医療機関に注意喚起（県医FAXニュース「院内感染防止対策を怠りなく」）2/8

・県内透析医療機関に注意喚起（マニュアル送付）2/９

11日 当該医療機関から検査結果報告

・当初の肝機能検査高値者12名のうち6名についてＣ型肝炎ウイルス陽性確認

12日 院内感染対策研修会（ヘルスケアリソース研究所 土井英史所長）（当該医療機関主催）

・透析室のラウンドによる指導

・職員への講義

14日 当該医療機関への指導

・2/12の指導事項について，当該医療機関に早急な改善を要請

当該医療機関から検査結果報告

・当初の肝機能検査高値者12名のうち1名についてＣ型肝炎ウイルス陽性確認

15日 当該医療機関から五類感染症発生届出

・五類感染症発生届（ウイルス性肝炎7名）受理 （計12名）

記者発表

・当初の肝機能検査高値者12名全員の感染確認

・今後の対応方針（調査委員会設置）

17日 当該医療機関から検査結果報告

・当初の肝機能検査高値者12名以外の同シフトの1名からＣ型肝炎ウイルス陽性確認

現地調査：感染症法第15条に基づく調査

・当該医療機関にて改善実施状況を確認



3 調査の結果

1） 肝炎集団感染等に関する概要

当該医療機関には44名の慢性腎不全患者が透析の

ため通院しており，HCVキャリアが5名（いずれも

HCV�RNA陽性）認められていた．なお HBs抗原

陽性者は0名であった．本院の透析室は2部屋あるが，

現在は1部屋のみ使用されており，16台のダイアラ

イザー（個人用4台，セントラル12台）が使用され

ていた．本院の透析シフトは，月・水・金が昼間帯・

夜間帯の2シフト（それぞれAシフト・Bシフト）

と火・木・土が昼間帯の1シフト（Cシフト）であり，

今回新たに感染した患者13名は，全員が平成16年中

に同じシフト（Bシフト）に属しており，全員同じ透

析室でほぼ同日に透析を受けていた（図 1）．Bシフ

トの患者は14名であった．感染をまぬがれたBシフ

トの患者1名は，ほかの同シフトの患者より早めに透

析室に入室することがほとんどであった．

当該医療機関では，月1回の肝機能検査を含む血液

検査と，年2回の肝炎ウイルス検査が定期的に行われ

ていた．平成17年1月下旬から2月1日にかけてB

シフト4名の患者に消化器症状（嘔気・嘔吐）があり，

肝機能検査値の上昇がみられた．さらに，Bシフトの

14名全員について平成17年2月2日に施行された定

期血液検査では患者13名に肝機能検査値の上昇がみ

られた（表 2）．平成 16年 10月に施行された HCV

抗体検査では，Bシフトの患者全員が陰性であったが，

平成17年2月に実施したHCV�RNA検査では肝機

能上昇のみられた13名全員が陽性と判明した（他院

にて施行された検査結果も含む）．

AシフトおよびCシフトの患者については，トラ

ンスアミナーゼの上昇やHCV抗体の陽転化のみられ

た症例は認めなかった．

2） 感染時期の検討

今回感染を受けた患者は，平成16年10月4日に実
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日 時 内 容

22日 当該医療機関から五類感染症発生届出

・五類感染症発生届（ウイルス性肝炎1名）受理 （計13名）

当該医療機関にて患者会と協議

・医療機関名の公表について

24日 現地調査：感染症法第15条に基づく調査

・当該医療機関にて改善実施状況を確認

25日 第1回調査委員会開催

・これまでの経過について報告・質疑

・感染原因及び感染経路について説明・協議

・院内感染の再発防止について協議

3月 1日 国立感染症研究所へウイルスの遺伝子検査を依頼

現地調査：感染症法第15条に基づく調査

・当該医療機関にて改善実施状況を確認

・第1回調査委員会指摘事項についての再調査

16日 現地調査：感染症法第15条に基づく調査

・当該医療機関にて改善実施状況を確認

・第1回調査委員会指摘事項についての再調査

4月22日 現地調査：感染症法第15条に基づく調査

・当該医療機関にて改善実施状況を確認

市内透析医療機関20施設への立入検査開始

25日 第2回調査委員会開催

・第1回調査委員会以降の調査結果及び経過等についての報告

・感染源，感染時期，感染経路について協議

6月10日 市内透析医療機関20施設への立入検査終了

7月27日 第3回調査委員会開催

・感染源・感染時期・感染経路について協議

・透析医療機関の立入検査結果及び院内感染防止策について協議

・本報告書の関係機関・団体への報告について協議



施されたHCV抗体検査では全員陰性であり，12月6

日の肝機能検査でも全員に異常は認められなかった．

感染時期については，13人の感染者がほぼ同時期に

発症していること，および通常の透析手順では頻回の

感染が同一グループのみに生じるとは考えにくいこと

などから，同一日に感染したのではないかと推測され

た．感染が起こった日を知ることは，C型肝炎の潜伏

期間が1カ月から半年と幅があるため困難ではあるが，

平均潜伏期間から考えると，平成16年11月から12

月に感染が起きた可能性が高いと考えられた．

3） C型肝炎ウイルスの遺伝子解析検査

感染源および感染経路を特定するため，国立感染症

研究所ウイルス第二部に依頼し実施したC型肝炎ウ

イルスの遺伝子解析検査の結果を以下に述べる．

① 検体

新たに感染した患者13名のうち，検査についての

同意の得られた患者10名．HCVキャリア5名（Aシ

フト：2名，Cシフト：3名）．

② 方法

各血清検体よりtotalRNAを抽出し，HCVの逆

転写（RT）-nestedPCRを行った．PCRプライマー

には，HCV遺伝子の中で遺伝的に最も変化しやすい

超可変領域（hypervariableregion;HVR）1の5�末

端側および3�末端側の遺伝子配列を用いた．得られ

たPCR産物を精製した後，2nd PCRプライマーを用

いて直接ダイターミネーター法により塩基配列を決定

した．

③ 結果

検体すべてにおいて約200塩基のDNA断片が増幅

された．これらの断片に一番優位に含まれるHCV遺

伝子配列を決定し，PCRprimer配列を含まない150

塩基について各検体間の相同性解析を行った．各検体

間の相同性解析を行った結果，患者検体間の相同性は

99.3～100％ときわめて高く，ほぼ同一配列と考えら

れた．一方これらの患者検体とキャリア検体の相同性

は75.3～100％と多様であった．この中でキャリア1

検体と患者検体との間には99.3～100％ときわめて高

い相同性が認められた（表 3）．確認試験として，キ

ャリア1検体について，他検体と独立に再度nested

PCR遺伝子配列決定を行い同様の成績を得た．
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4） 透析の手技・手順等感染経路に関する調査

今回の院内感染の特徴は，HCV抗体陰性であった

同一シフトの13名がほぼ同一時期に肝機能障害を呈

し，全員のHCV�RNAが陽性となったことである．

このため，ほぼ同一時期に有意の量のC型肝炎ウイ

ルスに感染したことが強く疑われた．

したがって，血液を扱う透析の手技および手順を中

心に調査した．

① 医薬品の準備

医薬品の準備は，前シフトの職員が実施しており，

Bシフトの準備はAシフトの職員が行っていた．担

当する職員は決まっておらず，手の空いた職員が行っ

ており，その記録も残されていなかった．

② 透析開始時の手技操作

透析開始操作の順番は患者の入室順，透析開始操作

は看護師1名が行い，新しいディスポーザブル手袋を

着用し，穿刺部をイソジン液とハイポアルコールで消

毒した後穿刺し，穿刺針をテープで固定していた．

透析開始前の採血が必要な場合はクランプを開放し，

チューブから直接5mlディスポーザブル注射筒を接

続して採血した．その後，「初回ヘパリン」の注射針

を外し，チューブから注入の手順であった．

シャント穿刺時および血液回路との接合時にごく少

量の失血がみられるが，これはシャーレの中の滅菌ガ

ーゼで吸い取り，このガーゼは使用した手袋とともに

感染性廃棄物としてベッドサイドのバケツに廃棄処理

されていた．

③ 透析終了時の手技操作

透析終了操作は看護師1名が行っていた．新しいデ

ィスポーザブル手袋を着用し，生理食塩液にて返血回

収され，穿刺針は，回路に接続されている生理食塩液

パック（ゴム部分）に刺し，穿刺部を滅菌圧迫綿で圧

迫止血後，ベッドサイドに設置しているバケツにダイ

アライザーと血液回路，穿刺針を刺したままの生理食

塩液パックを入れて廃棄されていた．

④ 採血行為

採血は月3回，2回は透析開始前に注射針を使用せ

ず，直接AVFフェスチュラチューブに5ml注射筒

を接続し，1回は透析終了直前に血液回路の側管から

21G注射針を使用して採血し，使用後の注射針はリ

キャップして，手に持ったまま汚染物処理室に持って

いき廃棄されていた．

平成16年12月1日に血液回路を変更しており（ニ

ードルレス回路），変更後においては，すべての採血

において，一切注射針を使用せずに行われていた．

⑤ 透析中の薬液注入

ア.ヘパリン

ヘパリンは容量が100ml（1,000U/ml）のものを

使用していた．複数の患者に，「ヘパリン加生理食塩

液」，「時間ヘパリン」，「初回ヘパリン」として共用使

用していた．同時に複数のヘパリンを開けることはな

く，すべて使い切った後に新しいヘパリンを開封して

いた．1本のヘパリンは開封後，翌日まで使用するこ

ともあった．使用前のヘパリンは物品庫に，使用後は

冷蔵庫に保管していた．

イ.エリスロポエチン

エリスロポエチンは2種類の製剤が使用されていた．

いずれも単品のバイアルであり，透析終了直前に静脈

側血液回路の側管から注入していた．平成16年12月

1日に血液回路を変更しており，変更前は21G注射

針を使用し，変更後は注射針を使用せずに薬液注入し

ていた．変更前には使用後の注射針はリキャップして，

手に持ったまま汚染物処理室に持っていっていた．

ウ.その他の薬液注入

鉄剤，抗生物質など患者の状態に応じて注入されて

いるが，いずれも患者間の共用はなかった（注射針の

使用については前項（イ.エリスロポエチン）の記述

と同じ）．

なお，Aシフトのキャリア1名およびBシフトの

患者1名については，毎回用いる1種類の薬液につい

てのみ，回路の側管から21G注射針，20ml注射筒を

使用して注入していた．

⑥ 汚染物の廃棄方法

使用後の血液回路，穿刺針，注射筒，ガーゼなどの

汚染物はベッドサイドに置いているバケツ（ビニール

袋は張っておらず，血液で汚染される状態のバケツ）

に入れ，汚染物処理室に持っていっていた．穿刺針に

ついてはチューブから針を切り取り，汚物処理室内の

注射針専用の廃棄容器に廃棄されていた．また，採血

や薬液注入の際に使用した注射筒および注射針を，手

に持ったまま汚染物処理室に持っていき廃棄していた．

⑦ 患者のベッド配置（図1）

感染がみられた13名の患者はいずれもBシフトの

透析患者であるが，13名のベッドはAシフトの患者
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が使用した後に使用されていた．患者ごとに使用ベッ

ドは固定されているが，各シフトを通じた固定はなさ

れていなかった．したがって，HCVキャリアとそう

でない者によるベッドの共用は多くみられていた．

⑧ トランスデューサー・プロテクター

透析機器の静脈圧センサーには，トランスデューサ

ー・プロテクターが以前から設置されており，6カ月

に1回交換するほか，血液汚染時には随時交換してい

た．平成16年12月1日以降はトランスデューサー・

プロテクター付の血液回路を変更したため，毎日交換

していた．

4 感染経路の検討

1） 可能性のある感染経路

感染経路としては，透析液を介する感染や，透析開

始時または終了時の医療スタッフを介する接触感染，

注入薬剤である生理食塩液やヘパリン，エリスロポエ

チン製剤などを介する感染などが想定される．これら

の中で，この13名の患者に対し，同一日，同一原因

によりC型肝炎ウイルス感染を引き起こすことを説

明できるものについて以下のように検討した．

① 透析液を介する感染

当該施設では，個人用とセントラル式の2種類の透

析機器が設置され，各々にまったく独立した透析液が

使用されている．今回の感染はどちらの機器の患者か

らも発生しており，透析機器を介した感染の可能性は

きわめて低いと考えられた．

② 透析開始時または終了時の医療スタッフを介す

る接触感染

透析は入室順に開始され，終了毎に処置がなされて

いる．13名の患者を同じスタッフが対応する可能性

はきわめて低く，しかも患者毎にディスポーザブル手

袋が交換されており，医療スタッフを介した接触感染

が起きた可能性は否定できると考えられた．

③ 注入薬剤を介する感染

使用されている注射薬剤としては，生理食塩液，ヘ

パリン，エリスロポエチン製剤，さらには患者の状態

に応じて鉄剤や抗生剤，肝庇護薬などが用いられてい

る．ヘパリンを除き，いずれの薬剤も患者毎に薬剤が

使用されているが，抗凝固薬として用いられるヘパリ

ンについては患者間でボトルが共用されており，同時

期に発症した感染の経路として，ヘパリンを介した感

染の可能性が最も高いと考えられた．

④ その他の可能性

そのほかの感染経路としては，ベッド共用による感

染や針刺し事故による感染なども想定されたが，13

人もの患者に同時に感染を引き起こす可能性は少なく，

否定できると考えられた．

2） ヘパリンボトルが感染元か？

以上のとおり，今回のC型肝炎ウイルス感染の感

染経路としては，患者間でボトルが共用されていたヘ

パリンである可能性が最も高いと考えられた．

ヘパリンが感染経路になったと想定した場合，13

人もの患者に感染を起こすには共用されるヘパリンボ

トルがキャリアの血液で汚染されなければならない．

ヘパリンボトルが汚染された機会としては，ⅰ�ヘパリ

ン加生理食塩液をつくったとき，ⅱ�時間ヘパリンをつ

くったとき，ⅲ�初回ヘパリンをつくったときが考えら

れる．それぞれの操作においては，ディスポーザブル

の注射筒，針が使用される手順となっているが，この

いずれかの時に，キャリアに使用され血液で汚染され

た注射筒や針が誤って使用されたとすれば，ヘパリン

の汚染が起こりうる．

感染元と考えられるAシフトのキャリア1に対し

ては，月3回の採血（2回は透析開始前，1回は透析

終了直前）と，透析毎の薬液（肝庇護薬）注入（透析

終了直前）が行われていた．採血や薬液注入後の使用

済み注射筒や針は本来そのまま手に持ったまま汚染物

処理室に持って行き廃棄することとなっていたが，な

んらかの緊急事態が発生し，それに対応するために使

用済み注射筒や針がリキャップした状態でワゴン車ま

たは患者のオーバーテ－ブル上に置き忘れられ，誤っ

てヘパリン吸引に使用された可能性が考えられる．個々

のケースについてその検討を行った．

① ヘパリン加生理食塩液

ヘパリン加生理食塩液をつくるときは，ヘパリンボ

トルからヘパリンを18G針，20ml注射筒で吸引する．

Bシフトの患者に対するヘパリン加生理食塩液の作製

は，Aシフト患者の透析導入が一段落した後に行われ

ていた．ここで，感染源となったAシフトのキャリ

アの透析開始時に行われる，初回ヘパリン注入および

月2回の採血に使用された注射筒や針が間違って使用

された可能性がある．しかし，注入や採血で使用され
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る注射筒および針はどちらも5ml，21Gであり，ヘ

パリン加生理食塩液をつくるときには，20mlの注射

筒と18Gの針であることから，容量などの違いを考

えると間違われた可能性はかなり低い．

② 時間ヘパリンと初回ヘパリン

時間ヘパリンと初回ヘパリンについては，まず20

ml注射筒に21G針を接続し，ボトルからヘパリンを

吸引，さらに患者毎に作製済みのヘパリン加生理食塩

液を吸引して希釈，その後針を外し，注射筒を機器に

セット，ここで外した針を初回ヘパリン用の5ml注

射筒に接続し，ボトルからヘパリンを吸引する手順と

なっていた．

これらの操作は，Aシフト患者の透析終了時間帯

と重なって行われていた．このため，感染源となった

Aシフトのキャリア 1の透析終了時に行われる月 1

回の採血や薬液注入に使用される注射筒や針が間違っ

て使用された可能性がある．

時間ヘパリンをつくるときは，20ml注射筒に21G

針を接続して作製する．その際，ワゴン車または患者

のオーバーテーブル上に置かれていた使用済みの21G

針付き20ml注射筒が，開封され接続されたばかりの

21G針20ml注射筒と誤認されて使用された可能性が

ある．このキャリアに使用される注射薬液は無色透明

であるため，薬液注入後でも未使用の時間ヘパリン用

20ml注射筒と区別がつき難く，勘違いされる可能性

があると考えられる．

③ Bシフトの患者の中で1名だけ感染を免れた患

者がいること等について

感染を免れた患者1名は，Bシフトの患者のうち早

く透析室に入る3名の中の1名であり，汚染される前

のヘパリンが使用されたために感染を免れた可能性が

高い．

なお，Bシフトの患者のみに感染者がでており，次

のシフトであるCシフトにはでていない．それは，

汚染されたボトルのヘパリンがBシフトのみで使用

され，Cシフトで使用されなかったためと考えられた．

つまり，ヘパリンボトルにはBシフトの患者分しか

ヘパリンが残っておらず，そのために次のCシフト

においては，新しいボトルのヘパリンが使用されて感

染を免れたと考えられた．

5 結 論

上記のように，今回の集団感染が引き起こされた経

路としては，患者間で共用されていたヘパリン以外に

は考えにくく，ヘパリンボトル内のヘパリンが誤って

キャリアの血液で汚染され，感染を介在したと考えら

れた．

ヘパリン汚染の経路について，想定されるケースご

とに検討した．処置の行われる時間的な問題や，使用

された注射筒の大きさなどから，Aシフトのキャリ

アに使用され血液で汚染された薬液静注用の21G針

付20ml注射筒が，Bシフトの患者の時間ヘパリン作

製用として誤って使用され，ボトル内のヘパリンがC

型肝炎ウイルスに汚染された可能性が最も高いと考え

られた．すなわち，

① 薬液静注後の使用済み21G針付20ml注射筒

がリキャップされた上で直ちに廃棄されずにオー

バーテーブル上に置かれ

② 時間ヘパリンをつくるときの最初の作業である

包装された未使用20ml注射筒を取り出すための

開封作業が行われず

③ オーバーテーブル上に置かれていた使用済み

21G針付20ml注射筒が開封されたばかりの21G

針付20ml注射筒と誤認された

など，一連の作業手順の中での誤りが重なり，汚染事

故の原因となったものと考えられた．

6 まとめ

① 本事例は，同一夜間帯透析グループ内で発生し

たもので，患者14名中13名のC型肝炎集団感

染であった．

② 遺伝子解析検査の結果，今回集団感染を起こし

たウイルスは，集団感染が発生した夜間帯透析グ

ループと同日の昼間帯透析グループに属する

HCVキャリア1名のウイルスと，遺伝子配列が

ほぼ同一と認められた．

③ 感染時期については，平成16年11月から12

月頃と考えられた．感染経路については，ヘパリ

ンボトルが汚染された後，そのヘパリンが複数の

患者に使用されたために感染が起きたと考えられ

た．ヘパリンが汚染される可能性のある機会につ

いては，推定はできたが，確定はできなかった．
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最後に，これまでに報告されているいくつかの透析

室ウイルス肝炎集団感染に推測される感染ルートは，

注入される注射薬剤（ヘパリン，生理食塩液，EPO

製剤）のウイルス感染とされている4）．今回もヘパリ

ンが強く疑われた．EPO製剤はシリンジ化され，生

理食塩液の使いまわしをしないなどの対策が取られて

いる．ヘパリンについても，小容量製剤化（特にシリ

ンジ製剤）への移行が強く勧められる．
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要 旨

福岡西方沖地震では福岡市内で当院のみ被災で透析

不能となり，他院に透析患者を受け入れていただいた．

この経験を通し実感したことを報告する．

当院は石堂―海の中道断層の真上に位置している．

鉄骨3階建てで，2階にコンソール27台，3階にコン

ソール23台を設置し，機械室は3階にある．

2005年3月20日10:53地震発生．当日はワックス

がけのため，スタッフが在院．地震直後より大量の漏

水が生じ，ただちに水道水流入口の元栓バルブを閉鎖．

11:09院長へ報告．2階，3階の床は水浸し，機械室で

は大型機械が30～80cm移動しており，配管は複数箇

所で破損していた．配管は超純塩化ビニール管であっ

た．推定漏水量は原水700L，A液原液150Lである．

12:00頃から受け入れ先確保のための電話をかけ

始めた．13:00頃には，3月21日と22日の患者すべ

てを，安全確認の早かった「くま腎クリニック」と

「はこざき公園内科」へ受け入れてもらうことを決定．

13:00すぎから患者へ，当院が被災して透析が行え

ないこと，受け入れ病院の名前，電話番号，住所など

の連絡を開始した．患者への電話連絡は非常に難航，

さらに受け入れ先に電話が殺到した．17:34に隈先

生，患者連絡の支援のためNHKにテロップ放送を依

頼．3月21日昼の透析患者36名，くま腎クリニック

にて透析．夜はくま腎クリニックで14名，はこざき

公園内科で18名透析．3月22日昼はくま腎クリニッ

クで33名，夜ははこざき公園内科で25名透析．スタ

ッフはそれぞれ2～8名派遣した．

一方，配管の修理は3月21日午前1:00すぎに終

了．3月23日より通常透析を開始した．

今回の経験で反省した点は第一にハード面である．

機械室が3階にあることが被害を大きくしたのは間違

いない．さらに，RO装置の配管が塩化ビニール製で

あったことが破損につながった．

ソフト面で最も反省したのは患者の搬送である．受

け入れ先の施設に各自行ってもらったため患者の不安

を増大させ，紹介先に電話が殺到し大混乱を招いた．

シフトごとに受け入れてもらったのであるから，患者

の移送は病院側がまとめてすべきであった．今後は透

析中の地震発生を念頭においた危機管理を行っていき

たい．

緒 言

当院は危機管理マニュアル作成，緊急時連絡カード

作成，年に1回の患者を交えての避難訓練など，日頃

から危機管理には積極的に取り組んでいるつもりであ

った．しかし平成17年3月20日福岡西方沖地震では

福岡市内で当院のみ被災で透析不能となり，他院に透

析患者を受け入れていただいた．この経験を通し実感

したことを報告する．

1 当院の概要

今回の地震の震央分布図と当院の位置関係を図1に
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福岡西方沖地震で被災して
� 現場より�

片渕律子

原三信病院附属呉服町腎クリニック

keywords：地震，透析，被害

Sufferingfrom theearthquakecenteredonthewatersoffthewestcoastofFukuoka

Gofukumachi-JinClinic,HarasanshinHospital

RitsukoKatafuchi



示す．震源地は福岡市北西約40キロ沖でマグニチュ

ード7であった．福岡市には警固断層と西山断層とい

う大きな断層が二つある．その間にあまり知られてい

ないが石堂―海の中道断層という小さな断層があり，

当院はその真上に位置している．

当院は鉄骨3階建てで，1階にロビー，外来診察室，

更衣室，医局，休憩室があり，2階にコンソール27

台，3階にコンソール23台と機械室があり，逆浸透

（RO）装置・透析液供給装置を設置している．

2 地震発生から復旧まで

1） 地震発生

2005年3月20日（日）10:53地震発生．当院では

ワックスがけのため，スタッフが在院していた．地震

直後より機械室から大量の漏水が生じ，スタッフはた

だちに水道水流入口の元栓バルブを閉鎖．5分後，主

任に電話連絡．主任はクリニックに駆けつけ現場を確

認．11:09主任より院長へ第一報．11:50頃，院長

がクリニックに到着．このとき主任は電話にてスタッ

フを召集中であった．

2） 被災状況

2階，3階の床は水浸しで，2階天井からは水がポ

タポタと落ちてきていた．機械室に入ると原水タンク

は手前に30cm移動，RO装置は右側面が80cm，左

側面は50cm移動していた．RO処理水タンクは手前

に50cm移動し，壁に激突．壁には亀裂が入っていた．

透析液供給装置，原液タンクも壁側に移動していた．

原液タンクから透析液供給装置への配管はシリコン

ホースであったが亀裂が生じ，A液原液が150L漏れ

ていた．超純塩化ビニールの配管は複数箇所で破損．

図 2，3に破損した配管部分を示す．図2aは原水ポ

ンプからRO装置への送液ラインの破損である．点

線部分のラインが折れて床に落下していた．水道水の
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図1 福岡県西方沖地震の震央分布図と当院の位置関係

星印が今回の震源地．丸印はその後の震央である．福岡市には警固断層と西山断層とい

う大きな断層があることはよく知られているが，その間に石堂―海の中道断層という小さ

な断層があり，当院はその真上に位置している．（福岡県西方沖地震の震央図はhttp://

unit.aist.go.jp/actfault/fukuoka/map.htmlよりダウンロードした．）

呉服町腎クリニック



加圧ポンプ吐出量を 0.14m3/minとすると 5分間の

推定漏水量は約700Lである．図2bは原水タンクか

らRO装置，RO装置からRO処理水タンクへの壁固

定のラインの破損を示す．壁固定により，配管に振動

が直に伝導した．図2cはRO装置からRO処理水タ

ンクへの配管の破損部分である．図3aはRO送水管

の埋め込み部分の亀裂で，この部分には塩ビ溶接で対

応した．1カ月後の余震（震度5強）の際に，この部

分に再度亀裂が生じ，水漏れを起こした．図3bは排

水ラインの配管の破損である．RO処理水タンク，

RO装置，原水タンクなどの排水ラインが破損し，ば

らばらに床に散乱していた．
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図2 配管の破損（1）

a原水タンク下の原水ポンプから逆浸透装置への送液ラインの破損．点線部分のライ

ンが折れて床に落下していた．b原水タンクから逆浸透装置および逆浸透装置からRO

処理水タンクへの壁固定したライン（点線部分）が破損した．c逆浸透装置からRO処理

水タンク（700Lステンレスタンク）への配管（点線部分）が破損した．

図3 配管の破損（2）

aRO送水管の埋め込み部分（矢印）の亀裂．塩ビ溶接にて対応した．b排水ラインの

配管：RO処理水タンク，逆浸透装置，原水タンクなどの排水ラインが破損し，ばらばら

に床に散乱していた．



3） 患者受け入れ先確保

12:00頃から患者受け入れ先確保のための電話をか

け始めた．3軒中2軒は留守，1軒は機械点検中で，4

軒目にくま腎クリニックへ電話した．被害状況を説明

し，3月21日と22日の透析患者受け入れを依頼．隈

先生からは，自分の施設は耐震構造になっており，震

度6までは大丈夫，現時点で2回試運転をして安全確

認はしているが，再度試運転で確認してから最終的に

返事をするとのことであった．また，透析医会へ被害

状況を報告するように指示された．直ちに日本透析医

会災害情報伝達ホームページへ被害状況を報告．

12:50くま腎クリニックへ受け入れ確認の電話．3

月21日昼の透析患者全員，夜透析19名，3月22日

昼全員受け入れ可能との回答．また，はこざき公園内

科も受け入れ可能であるとの情報が得られた．すぐに，

はこざき公園内科に連絡．3月21日夜のくま腎クリ

ニックに収容できない患者の受け入れ，3月22日夜

の患者全員を受け入れ可能との回答であった．3月22

日は火曜日であり通常夜間透析は行っていないが，特

別に受け入れてもらえた．

その後，くま腎クリニックへ再度連絡．3月21日，

3月22日の昼の患者全員，3月21夜は15名受け入れ，

さらに当院からスタッフを派遣することを決定した．

4） 患者への連絡

13:00すぎから患者への連絡を開始した．この時

点でスタッフ33名中，19名が来院していた．受け入

れ先の病院には各自行ってもらうこととした．連絡内

容は，当院が被災して透析が行えないこと，受け入れ

病院の名前，電話番号，住所などである．患者への電

話連絡は電話が通じにくかったこと，患者も地震のた

め精神的に動揺しており，連絡内容がなかなか理解で

きないなどで，非常に難航した．また，連絡を受けた

当院の患者より，受け入れ先施設に電話が殺到した．

15:55隈先生に，患者連絡が手間取っており，透

析条件のFaxが遅れている旨をメール．患者への連

絡が一段落した時点で，受け入れ先へ透析条件をFax

した．17:34隈先生よりNHKにテロップ放送を依頼

したとメール．17:39隈先生よりくま腎クリニックの

所在などの問い合わせに対し，当日最寄の駅へ，職員

が迎えに行く旨のメールが入った．実際に現地を見に

行った患者も多かった．21:00連絡がとれない患者

数は3月21日の透析患者5名，3月22日の透析患者

7名であった．

5） 他院での透析

3月21日昼の透析患者36名，くま腎クリニックに

て透析，スタッフを8名派遣した．夜はくま腎クリニ

ックで14名，はこざき公園内科で18名透析．スタッ

フはくま腎クリニックに8名，はこざき公園内科に2

名派遣．3月22日昼はくま腎クリニックで33名透析，

スタッフは8名派遣．夜は，はこざき公園内科で25

名透析．スタッフは3名派遣した．くま腎クリニック

では，自施設の昼の透析開始時間を1時間早め，さら

に透析終了時間を1時間切り上げて，その後に当院の

昼の透析患者を受け入れてくれた．3月21日，22日

当院の院長は受け入れ施設へ回診に行った．

6） 復 旧

透析関連業者が当院へ被害状況のチェックに来たの

が3月20日（日）16:00過ぎ，実際に配管の修理にと

りかかったのは17:00過ぎであった．地震発生直後は

臨床工学技士のいる透析施設については業者の見回り

が後回しになったとのことであった．3月21日（月）

午前1:00すぎ，配管の修理終了．昼過ぎには正常運

転を確認．3月22日（火）ブロック塀や壊れたセコム

の修理を行い，3月23日（水）通常透析を開始した．

3 耐震対策

福岡市内で当院のみ透析不能に陥った事実を重く受

け止め，以下のような耐震対策を行った．

まず配管の材質を変更した．図4は原水タンクから

RO装置への配管である．水道水が通るラインに関し

ては耐圧を考慮してflexibleのステンレス管を採用し

た．床，壁の固定配管からの水処理ユニットへのライ

ンはすべてflexibleとした．

図 5a，bはRO処理水の送水ラインである．以前

は塩化ビニール管で床に埋め込みをしていたが，これ

を廃止し，耐圧チューブを用いて天井を這わせた．a

の矢印は埋め込んでいた配管の遺残である．エンドト

キシン，細菌の繁殖を考慮しテフロンの耐圧チューブ

を使用した．図 5cに示す排水ラインに関しては圧力

がかからないため，塩化ビニルチューブを使用した．

次に大型機械の床固定を強化した．大型装置はこれ
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図4 配管の変更（1）：原水タンクから逆浸透装置への配管

a,b原水（水道水）が通るラインに関しては耐圧を考慮してflexibleのステンレス管を

採用した．c床，壁の固定配管からの水処理ユニットへのラインはすべてflexibleとした．

a b c

図5 配管の変更（2）：RO水の送液ラインと排水ライン

RO水の送水ラインは塩ビ管で床に埋め込みをしていたが，これを廃止し，耐圧チュー

ブを用いて天井を這わせることにした．aは反転部分，bは天井部分である．aの矢印が

埋め込んでいた配管の遺残である．チューブに関してはエンドトキシン，細菌の繁殖を考

慮しテフロンの耐圧チューブを使用した．aの反転部分にはKCホースを使用し，b天井

部分にはMPホースを使用．矢印の部分は遮光管を通した．cの排水ラインに関しては圧

力はかからないため，塩化ビニルチューブを使用した．

a b c

図6 大型装置の固定

これまではレベルアジャスターのみの固定であったが，耐震固定としてゲルセーフ（商

品名）を用いて接着固定を追加した．aは逆浸透装置，bは透析液供給装置である．

a b



までレベルアジャスターのみで固定していたが，耐震

固定としてゲルセーフ（商品名）を用いた接着固定を

追加した（図6）．

さらに漏水対策として，漏水遮断システムを導入し

た．原水タンクとRO処理水タンクの下に漏水セン

サーを設置し，漏水発生時には漏水センサーの信号が

原水管の電磁弁に伝わり，元栓バルブが自動的に閉鎖

するシステムをつくった（図7）．
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図7 漏水遮断システム

原水タンク（a）とRO処理水タンク（b）の下に漏水センサー（矢印）を設置した．

漏水発生時には漏水センサーの信号が原水管の電磁弁に伝わり，元栓バルブが自動的に閉

鎖するしくみになっている．

b RO処理水タンク下

a 原水タンク下

c 元栓バルブ閉鎖用電磁弁

図8 警報転送システム

逆浸透装置，透析液供給装置，コンソールのカプラーセット異常など，各装置の60秒

以上の警報がリレーボックスに集約され，電話を通して臨床工学技士の携帯電話に転送さ

れるシステムを設置した．臨床工学技士は当院には3名いるが，異常が発生すると3人中

1人が出るまで携帯電話が鳴り続けるしくみになっている．



また，警報転送システムを導入した．図8にその流

れを示す．RO装置，透析液供給装置，コンソールの

カプラーセット異常など，各装置の60秒以上の警報

がリレーボックスに集約され，電話を通して臨床工学

技士の携帯電話に転送される．臨床工学技士は当院に

は3名いるが，うち1名が出るまで携帯電話が鳴り続

けるしくみになっている．

4 考 察

今回の地震は予期せぬ災難であったが，あとで考え

ると不幸中の幸いであったことがいくつもあった．第

一に地震が日曜日で透析をしていなかったことである．

地震当日，右往左往しているときにも，このことが脳

裏をかすめていた．・これが透析中だったら，私はこ

んなに冷静でいられるだろうか？ パニック状態に陥

り，透析室中，血の海になっていたのではないだろう

か？ 日ごろの避難訓練など実際に役に立っただろう

か？・．

二番目は，地震当日，スタッフが在院しており被害

確認が早かったことである．通常は，日曜日には当院

は無人である．クリニックに誰もいなかったら水漏れ

は850Lの数十倍の規模で起こっていたに違いない．

漏水が多ければ電気系統にも支障をきたし，透析不能

期間が格段に延長していたであろう．ともすれば漏電

を起こし火災発生につながったかもしれない．

三番目は被災から患者の受け入れ先決定まで約2時

間と比較的迅速な対応ができたことである．これには，

くま腎クリニックへ早い段階で連絡を入れたことが大

きな要因であった．日ごろから危機管理に取り組んで

いる隈先生に早く連絡をいれたことで，日本透析医会

の災害ネットワークに被害状況を報告するように指示

され，また，はこざき公園内科も被害がなかったこと

を知らせてくれた．また，患者への連絡に手間取って

いることをメールした直後にはNHKに交渉してテロ

ップを流してくれた．このようなことは当事者には思

いもつかないことであった．

四番目はシフトすべての患者を受け入れてもらえた

ことで混乱を最小限にとどめることができたことであ

る．少人数でたくさんの施設に振り分けていたら混乱

はさらに大きくなったであろう．また，スタッフを派

遣したこと，主治医が回診することで患者の不安を軽

減することができた．

一方，反省すべき点は多い．ハード面での第一の問

題点は機械室が3階にあることである．このため揺れ

が増幅した可能性が高い．事実，当院とあまり離れて

いない原三信病院本院では当院より機械は古いのであ

るが，機械室が1階にあり，被害はほとんどなかった．

第二の問題点はRO装置などの配管が塩化ビニー

ル製であったことである．3月 29日，日本透析医会

の災害担当理事である杉崎弘章先生と地震対策に詳し

い浦河赤十字病院の赤塚東司雄先生からインタビュー

を受けたが，この時，両先生が言われていたのはこれ

までの大きな地震（中越地震・十勝沖地震など）で，

施設が透析できなくなった原因は，すべてRO装置

の塩化ビニール製配管の破損だったということである．

ハード面での耐震対策は前述のように完了した．

災害時優先電話，災害時優先携帯電話に関しては，

各1台登録していたが，災害時優先電話は1台では全

くたりなかった．災害時優先携帯電話はNTTドコモ

であったため，トラブルによりあまり機能しなかった．

ソフト面で最も反省すべきは患者の搬送である．患

者には受け入れ先の施設に各自行ってもらった．その

理由として，道路が寸断されていなかったこと，一人

一回ずつ不自由な目にあえば済むという・痛み分け・

の判断をしたからである．このことで患者の不安を大

きくし，また受け入れ先の病院に多大なる迷惑をかけ

た．すなわち，アクセスがうまく説明できず紹介先に

電話が殺到し大混乱を招いた．はこざき公園内科では

普段の駐車場を当院の患者のためにあけてくれた．シ

フトごとに受け入れてもらったのであるから，患者の

移送は病院側がまとめてすべきであった．

また，知識不足の点も反省している．伝言ダイヤル

171のことはまったく知らなかった．このことも影響

して患者への連絡に非常に手間取った．このことを踏

まえ，現在，患者への連絡方法を整備中である．まず，

伝言ダイヤルの活用を定着させるため，毎月1日に練

習しているが，まだ軌道にのっていない．また患者の

メーリングリストは作成中である．患者の移送に関し

ては本院事務の協力を要請し，バスのチャーターなど

を計画している．またスタッフの召集に関しては震度

5以上で自主的に出動するというルールを作った．

残された課題はいくつかある．透析中の地震発生を

想定した危機管理マニュアルを作成する必要がある．

被害の大きさに応じてマニュアルを作成する予定であ
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る1）．行政面の課題も多い．4月の時点で災害時の患

者搬送に対する行政側からの援助について市役所地域

医療課に問い合わせたが，災害時の患者搬送などの救

援システムはなく，行政側からバスのチャーターなど

はしない，災害パンフレットはない，災害課などはな

い，という回答であった．福岡県は災害対策後進県で

あると痛感した．

8月5日，福岡県西方沖地震での行政，民間の初動

対応を点検していた震災対応調査委員会から，ようや

く改善策などをまとめた報告書が提出された．それに

よれば，行政の取り組みについては，自衛隊や海上保

安庁などと被災情報を共有する・危機管理調整センタ

ー・の設置，防災無線の整備促進，職員参集基準の明

確化などが求められている．

またメデイアの活用も課題の一つである．今回は隈

先生の尽力でNHKにテロップが流された．このテロ

ップは当院で透析が不可となり，くま腎クリニックと

はこざき公園内科で透析を受けるように呼びかけてい

る，という内容のものであった．このメッセージはい

ろいろな角度から解釈された．先ず，当院での透析が

できなくなっていること，次にくま腎クリニックと，

はこざき公園内科は大丈夫であったこと，さらにその

ほかの施設ではおそらく大丈夫であること，などの解

釈ができ，福岡市内の透析患者に広くメッセージを伝

えることができたのである．今後，ラジオ放送なども

積極的に活用すれば，より詳細な情報伝達も可能とな

るであろう．

最後に，今回の地震で起こった教訓的な出来事を紹

介する．福岡市内の浜の町病院でカウンター設置型の

透析用監視装置3台が床に転落した．図 9aはその衝
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図9 浜の町病院透析室の光景

a転落したカウンター設置型透析監視装置．b後片付けをしているところ．オーバーテ

ーブルの上のテレビは落ちていない．（浜の町病院，腎臓内科吉田鉄彦先生提供）

a

b



撃的な写真である．キャスターつきオーバーテーブル

上のテレビは転落していなかった（図9b）．これら

の写真は浜の町病院腎臓内科の吉田鉄彦先生からの提

供によるものである．カウンター設置型の透析用監視

装置は危険であり，キャスター付きスタンド式がよい

ことが証明された．

あとがき

今考えると，当院の苦労はなんのことはない．地震

でクリニックは透析不能となったが，地震発生は日曜

日であり，パニックに陥ることもなかった．建物は健

在でライフラインにも支障なく，患者への情報の伝達

には手間取ったが，患者受け入れ施設がスムーズにみ

つかり，3日目には通常運転が可能となった．通常透

析ができることがこんなにありがたいことであったか

と改めて感じた．

一方，一度に20～30名以上の他院の患者を受け入

れてくれたくま腎クリニック，はこざき公園内科の苦

労はいかばかりだったかと，いくら感謝しても足りな

いくらいである．院長先生をはじめ，スタッフの皆様

に心から感謝して結びの言葉としたい．

文 献

1） 赤塚東司雄 :浦河 DD Index（QuickQuakeIndex）の

考案．日透医誌，19;441�455，2004．
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要 旨

2005年3月20日に震度6弱の福岡県西方沖地震が

発生し，1透析施設が2日間透析不能となった．福岡

県透析医会は直ちに各透析施設の被災状況を調べ，そ

の結果および支援態勢案を会員，日本透析医会や福岡

県医師会など各方面にリアルタイムで広報した．災害

時優先電話，災害時優先携帯電話，e-mail，インター

ネットおよびNHKテレビのテロップ放送が役に立っ

た．今後，発信規制を受けにくい携帯電話メールの一

斉連絡システムが有望と考える．

1 はじめに

地震対策の基本は，①ハード面での「免震，耐震，

制震」，②ソフト面での「情報の共有化，連絡網の徹

底化」，そして③「自助，共助，公助」であると言われ

ている．

1995年の阪神大震災の犠牲者の83.9％は建物被害

による死亡であり，抜本対策としては建築物の耐震化

（特に老朽家屋の補強対策）が最も重要である．そし

て，生き埋めになった3万5千人のうち，4分の3以

上の約2.7万人が近隣住民等に救助されている．また

約30万人が避難生活を余儀なくされた．

また，この震災で兵庫県の透析施設の約6割の66

施設が影響を受け透析不能の状態に陥り，これらの医

療機関からあふれた透析患者の数は1,600人以上であ

った．

福岡県透析医会（以下，透析医会と略）は，1999

年に「コンピュータ西暦2000年問題」対策に取り組

んだ際に，もしも1995年の阪神大震災のような社会

インフラの混乱が起こったらという危機感から，「災

害時透析医療対策」を透析医会活動の重要課題と捉え

て活動してきた（図1）．

その活動の一つとして，『災害時に優先的に取扱う

固定電話及び携帯電話（以下，優先電話と略）』登録

の獲得があった．

2005年3月20日10時53分に，福岡県沖玄界島付

近を震源とするマグニチュード（M）7.0，震度6弱

の地震が発生した．建物被害，人的被害，および社会

インフラへの影響，通信への影響は，幸い震源地が沖

合であったこと，また日曜日の午前中であったことな
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図1 今までの福岡県透析医会の取り組み

「災害時透析医療対策」は重要課題の一つ

1．1999年，「コンピュータ西暦2000年問題」
連絡網の構築：4ブロックの下にサブブロック，FAX
連絡書式作成

2．2001年5月22日，「災害時透析医療対策委員会」
西暦2000年問題後の取り組むべき方向性を模索
連絡網の再構築
通信手段の検討：様々な状況に応じた通信方法および
情報量・内容

3．2002年，「災害時優先電話，災害時優先携帯電話の登録」
4．2003年～2004年に「災害時の患者移送」の為の「緊急通
行車両の事前届出」
福岡県警察と相談し福岡県医師会の協力，公安委員会に
提出し受理

5．2004年「災害時の透析医療対策」の講演会
6月10日福岡市透析集談会



どから，内陸型地震としては被災が少なくてすんだ．

透析施設においては，4施設で被災があり，また1

施設が救急病院で大勢の患者が集中し透析不可能にな

りかかった．2日間透析不能となった原三信病院附属

呉服町腎クリニック（以下，呉服町腎クリニックと略）

の被災状況と，透析依頼－受け入れの詳細については，

本誌別論文に付託し，ここでは主に情報伝達という視

点から述べる．

2 地震発生後のできごと

地震発生直後より，福岡県透析医会（以下，透析医

会と略）は各医療機関の被災状況を収集し，その結果

および立案した被災透析施設のバックアップ体制を会

員に広報した．同時に日本透析医会をはじめ福岡県医

師会などにも情報発信した．その間の経過をほぼ時系

列に沿って述べる．

① 自院へ被災有無チェックなどの指示

地震発生直後に隈は自宅から自院へ向かう車中より，

発信規制のない「災害時優先携帯電話」で，i）院内の

固定電話（「災害時優先電話」）で職員を動員すること，

ii）入院患者・建物・透析機器の被災の有無と程度を

調べること，iii）透析機器の被災チェックを試運転ま

で行うこと，の3点を指示した．約20分後には被災

無しを確認し，資材の在庫確認および空きベッドの確

認をした後，12時08分に，「日本透析医会災害情報

ネットワーク 災害時情報伝達・集計専用ページ」に

入力した．

② 呉服町腎クリニックからの一報（図2）

ほぼ同時刻の12時10分頃「呉服町腎クリニック」

の片渕律子先生より電話（「災害時優先電話」）連絡が

あり，逆浸透装置の塩ビ配管が破損し，翌日からの透

析が不可能となった．いくつかの透析施設に透析依頼

の電話をしたが，まだ被災状況の確認中とのことであ

った．143名の明日からの透析をどうしたらいいか，

という内容であった．

「くま腎クリニック」の月水金の透析シフトを2シ

フトから3シフトに増やして，第2シフトのすべてと

第3シフト（夜間）の空床を利用して受け入れる．夜

の部に入りきれない患者は，今後無事が判明する施設

に当方から依頼する．また，火木土は透析シフトを1

シフトから2シフトに増やして受け入れる，という方

針を立てた．その後，「はこざき公園内科」に残りの

患者の透析を依頼した．

③ 透析医会の各ブロックへ連絡

福岡県全体の透析施設の被災状況を早急に調査する

ために，透析医会の役員に，i）各ブロックの透析施設

の被災状況を試運転まで行って調べること，ii）患者

との連絡に「災害時伝言ダイヤル 171」を利用するこ

と，iii）日本透析医会災害時情報ネットワークの「災

害時情報伝達・集計専用ページ」に書込みをしてもら

うこと，の3点を全会員に伝えて頂くよう，「災害時

優先携帯電話」で依頼した．（当院の固定の災害時優

先電話は当院患者への発信専用としていた．）

また，同様のことを透析医会役員および県下の透析

医にe-mailでも呼びかけた．

④ 被災透析施設のバックアップ体制立案

「国家公務員共済組合 浜の町病院」および「済生

会福岡総合病院 腎センター」から被災状況が電話で

届いたので，無被災の施設を確認し，二重三重のバッ

クアップ計画を立てた（図3，図4）．

⑤ 受け入れ準備

当院は「はこざき公園内科」とともに「呉服町腎ク

リニック」の透析を受け入れることにしたために，職

員に受け入れの準備を指示した．

⑥ 日本透析医会その他への情報発信

これら一連の出来事をe-mailでリアルタイムに，

日本透析医会メーリングリスト，福岡県内の透析医

（透析医会会員・非会員を問わず），福岡市医師会電算

課，福岡県医師会や福岡県腎臓病患者連絡協議会に広

報した．

⑦ NHKテレビへの放送依頼（図5）

片渕先生より，「患者さんに電話連絡を入れている

が，連絡がとれないかたもあり，少々時間がかかって
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図2 呉服町腎クリニックからの一報

12:10頃（固定電話;災害時優先電話）

1．逆浸透（RO）装置の塩ビ配管が損傷
2．2階・3階の透析室が水浸し
3．漏電の危険性がある
4．明日からの血液透析が不可能
5．いくつかの透析施設へ連絡したが点検中との事
対策：
①くま腎クリニックの透析シフトを2→3シフトにして受
け入れ
②夜の部に入りきれない患者さんは，今後無事が判明する
施設に，くま腎クリニックから依頼する



います．」というe-mailが送られてきた．

同時に多数の，しかも所在不明の患者さんへ情報を

発信するには「NHKテレビのニュース放送」が良い

と考えて，NHKテレビ福岡支社に電話し，ニュース

放送を依頼した．しかし相手側からは，血液透析とは，

逆浸透装置とは，透析スケジュールとは，などの質問

があり，一向にニュースを流すという結論が出ないの

で，依頼文書を作成して FAX送信した．すると，

「呉服町腎クリニックが透析不能となり」「くま腎クリ

ニックとはこざき公園内科でひきうける」という2行

のテロップ放送がなされた．するとこれまで電話連絡

がつかなかった患者から呉服町腎クリニックへ連絡が

あった．

⑧ 受け入れ

地震の翌21日（月）の透析2シフト目に36名，3

シフト目（夜間）に14名の「呉服町腎クリニック」

の透析患者を受け入れ，22日（火）の透析2シフト

目に同じく33名の透析患者を受け入れた．「はこざき

公園内科」でも，21日の2シフト目（夜間）に18名，

22日の2シフト目（夜間）に25名を受け入れた．

⑨ 日本透析医会と被災施設の取材

4月7～8日に日本透析医会理事の杉崎弘章先生と

赤塚東司雄先生およびビデオクルーが取材のために来

福された．一緒に各被災施設（呉服町クリニック，浜

の町病院，村山泌尿器科）と臨時受け入れ施設（くま

腎クリニック，はこざき公園内科），および急患が押

し寄せてきて透析不可能になりかけた済生会福岡総合

病院腎センターの取材を行った．

⑩ 透析医会緊急理事会

4月8日（金）に透析医会の緊急理事会を開き，杉

崎弘章先生と赤塚東司雄先生にも出席して頂いて，意

見交換を行った．

⑪ 安全管理セミナー開催

4月16日（土）に透析医会主催の安全管理セミナ

ーを開催し，被災施設の体験を呉服町腎クリニックの

片渕律子先生，浜の町病院の吉田鉄彦先生が，そして

透析受け入れ施設の体験をはこざき公園内科の友岡卓

先生と隈が発表した．特別講演として，『透析医療災

害対策の体制作りと情報ネットワーク』という演題で

岡山県医師会透析医部会災害対策委員長の笛木久雄先

生（笛木内科医院院長）に講演をしていただいた．

⑫ 福岡県腎臓病患者連絡協議会との懇談会
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図5 NHK福岡支局にテロップ依頼

16:20（災害時優先携帯電話とFAX）

NHK福岡支局
長野 様

前略
「福岡県透析医会」の調査によると，血液透析用水処理
装置などの配管が破損して水浸しの状況などで，「原三信
病院附属 呉服町腎クリニック」と「国家公務員等共済
連合会浜の町病院」の2施設が透析不可能となった．
復旧までの間，「原三信病院附属 呉服町腎クリニック」
の透析患者さんは，「くま腎クリニック」および「はこざ
き公園内科医院」で，「国家公務員等共済連合会 浜の町
病院」の透析患者さんは「後藤クリニック」および「平
尾クリニック」で治療を引き受けることとなった．
また，「済生会 福岡総合病院 腎センター」の透析ベ
ッドが大勢の急患の休憩室として使われているため，も
し明日の血液透析が行えない場合は，「福岡赤十字病院」
「福岡腎臓内科クリニック」および「平尾クリニック」で
治療を引き受ける予定である．
なお，これに伴い「くま腎クリニック」の透析開始時
間が変更された為，伝言ダイヤル「171」などで確認をす
るよう，お願いします． 早々

福岡県透析医会
渉外担当 副会長

隈 博政

図3 浜の町病院からの一報

13:45（固定電話;災害時優先電話）

1．逆浸透（RO）装置の配管が損傷した
2．透析室が水浸し
3．棚置きコンソールが数台転倒
4．明日からの血液透析が不可能
5．後藤クリニックに打診中
対策：
①後藤クリニック・平尾クリニックがバックアップ
②後藤クリニックが被災を受けていたら，平尾クリニック・
福岡腎臓内科クリニック・福岡赤十字病院がバックアッ
プ
③入院患者4名の透析について検討
④福岡腎臓内科クリニックの被災状況把握を王先生に依頼

図4 済生会福岡総合病院からの一報

15:15（固定電話;災害時優先電話）

1．急患を透析室のベッドに収容→明日の透析が不可能か
（ドコモの災害時優先携帯電話が一時機能せず，救急車・
緊急消防バスが飛び込みで集中し，待合室や透析室でも
診療）

2．外来患者 月水金 午前10名，午後4名，夜7名
対策：
①バックアップ体制
平尾クリニック，福岡腎臓内科クリニック，福岡赤十
字病院

②福岡腎臓内科クリニックの状況把握を王先生に依頼
③福岡赤十字病院に依頼の電話



4月28日，福岡県腎臓病患者連絡協議会の役員と

懇談会を開き，地震対策，特に透析中に地震が起こっ

た場合のこと，携帯電話のメールによる一斉連絡シス

テムなど，今後取り組むべき課題に協力していくこと

となった．

⑬ 九州ブロック透析医会連絡協議会

7月16日，九州各県の透析医会会長が一堂に会し

て話し合う会議を立ち上げた．各県の実状や今までの

取り組みなどの報告，透析医療における今後の諸問題

について，活発な意見交換を行い，特に，災害時透析

医療対策については，今後県境を越えての協力を推進

することとなった．また，各県の災害時透析医療対策

担当理事の集まりを別に開いて行う事になった．

そして，透析医会活動の重要課題である災害時透析

医療対策こそが，学問・研究を担う透析医学会や透析

研究会とは違った存在理由であるとの認識が新たにな

り，災害時透析医療対策が各県透析医会および日本透

析医会の重要課題でもありかつ組織率向上の方策でも

あるとの意見が出た．

3 考 察

1） 当日の通信障害（通信規制）と臨時的手段

今回の地震では図6で示す通信障害（通信規制）が

起こった．

1995年には携帯電話における通信規制はあまりな

かったが，その後携帯電話が普及するにつれ日台1）が

予測したように規制がかかるようになった．

普及率が時期と機種によって異なるため，2004年

10月23日新潟県中越地震（新潟県中越大震災）の時

は，固定電話とドコモ社のMOVAはほとんど繋がら

なかったが，FOMAはほとんど通じたそうであるが

（赤塚東司雄先生よりのe-mail），今回は逆にFOMA

はほとんど通じなかった．さらにその後の2005年7

月23日千葉県北西部を震源とする最大震度5強の地

震においては，固定電話より携帯電話がより大きな規

制の対象となった．この事からも時代の流れに即した

通信手段が常に検討されなければならない．

今回の地震での臨時的通信手段として様々な方法が

用いられた（図7）．

避難世帯などの安否を連絡する手段として，NTT

西日本が「災害用伝言ダイヤル（171）」を設置し，1

日で約3万件が録音された．

また，携帯電話メールで伝言を登録できる「災害用

伝言板」も開設された．災害用伝言板は，携帯ではイ

ンターネットを使い，自分や相手の電話番号を入力し

て安否を知らせるもので，PHSやパソコン等からメッ

セージを確認することもできる．福岡県西方沖地震で

は九州，沖縄，山口各県と愛媛県内から登録でき，全

国で確認できた．3日間で約5万件の安否が登録された．

2） 災害時透析医療における必要情報と

情報伝達ツール

災害時透析医療における必要情報と情報伝達ツール

について図8，図9に示す．

今回の地震においては，『優先電話』により，情報

収集，広報，医療機関の連携がスムーズに行えた，と

考えている．また，インターネットでの日本透析医会

災害時情報ネットワークの「災害時情報伝達・集計専

用ページ」への書込みも全体の状況を把握するのに役

立った．また，インターネットや携帯電話のe-mail

も有用であった．

この『優先電話』について詳しく述べる．
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図6 福岡県西方沖地震と通信障害

●固定電話（NTT西日本）
音声通信の発信規制：22時58分に解除
全国から九州地域への音声通信の接続規制：15時20分
に解除
九州地域から092，093，094，095局番への音声通信の
発信規制：16時18分に解除

●携帯電話
NTTドコモが20日15時20分まで発信・接続規制
第3世代携帯電話の「FOMA」：断続的に利用不能（21
時42分に回復）

●PHS
固定電話と同様の通話規制
メール・ウェブは携帯電話と同様

●インターネット（ADSL）やIP電話
地震直後も問題なく利用できた（停電世帯を除く）

図7 福岡県西方沖地震における臨時的通信手段

●公衆電話（災害優先機能により通常通り使える）
●携帯電話を臨時に計110台設置（無料）
避難所（九電記念体育館;福岡市中央区薬院）にmova：
50台
福岡市玄界島にmova：50台，衛星携帯電話：10台

●能古島に可搬型移動基地局（P�MBS）を設置
1台（120回線対応可能）
玄界島の島民や災害復旧の為の現地調査や工事に携帯電
話を利用するため

●通信各社の災害伝言板
「災害用伝言ダイヤル（171）」を設置
「災害用伝言板」（携帯電話メールで伝言を登録）を開設



『優先電話』とは災害の救援，復旧や公共の秩序を

維持するため，法律に基づいてあらかじめ電気通信事

業者（NTT西日本，ドコモ九州，KDDI等）で指定

（登録）した電話が「災害時優先電話」あるいは「災

害時優先携帯電話」である（図10）．

気象，水防，消防，災害救助機関およびその他の国

または地方公共団体の機関，秩序の維持，防衛，輸送

の確保，電力・水道・ガスの供給に直接関係のある機

関，新聞社，通信社，放送事業者の機関，などが登録

することができる．

病院の場合は規模に応じて複数台，診療所は1台の

固定電話を「災害時優先電話」として登録することが

できるので，透析医会は優先未登録の会員へ広報を行

った．

「災害時優先携帯電話」は2005年3月の時点でも九

州全体では約2,130回線，福岡県内では約1,100回線，

福岡県庁では麻生渡知事ら県幹部や防災担当者に優先

携帯19台を配備している程度であった．

しかし，2002年頃身体障害者の方々への緊急時連

絡ツールとしての携帯電話の可能性を模索していた

NTTドコモ九州に，阪神大震災を例にして災害時透

析の緊急性を説明し理解してもらうことができ，さら

にKDDI社とも同様の交渉を進め，透析医会会員は

ドコモ社およびKDDI社のAU携帯電話の災害時優

先登録が可能となった．

3） 今回の問題点

今回の地震における情報伝達上の教訓は，「患者へ

の一斉連絡方法」が必要であるという事であった．透

析不能となった施設および受け入れ施設ともに患者へ

の一斉連絡ができず，固定電話が災害時優先であると

はいえ，1台の災害時優先電話で百数十名以上の患者

へ延々と連絡し続けた．また，被災を受けたが自力で

復興した施設でも，夜になるまで透析再開の可能性が

判断できず患者引受先を探すのと平行して患者への連

絡を行ったがなかなか連絡がとれなかった．

患者への一斉連絡として，急場をしのぐために咄嗟

に依頼した「NHKテレビのテロップ放送」が大いに

役だった．テロップが流れて患者から連絡をしてきた

例が多数あり，またこの2行のテロップから「くま腎

クリニックとはこざき公園内科は大丈夫」，「くま腎ク

リニックとはこざき公園内科の透析は通常とは少し異

なるかも知れない」という事までも多くの患者が推測

してくれた．

地震後からわれわれは透析医会会員と患者に対して，

今後の災害時には「災害時伝言ダイヤル 171」を利用

するように呼びかけた（図11）．しかし，4月20日の

震度5強という大きな余震では4施設が被災を受けた

が，「災害時伝言ダイヤル 171」を利用できなかった．

「災害時伝言ダイヤル」の設定は，「震度6弱以上の

地震発生時，及び地震・噴火等の発生により，被災地

へ向かう安否確認のための通話等が増加し，被災地へ

向けての通話がつながりにくい状況（輻輳）になった

場合」にのみ，NTT側で提供開始するものであり，

「登録できる電話番号（被災地電話番号）は「災害に
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図8 災害時透析医療における必要情報

1．職員の安否確認，招集
2．自院の被災状況，資材在庫
3．患者の被災状況
4．他院の被災状況
5．依頼医療機関からの患者情報
6．依頼医療機関の患者への通知
7．受け入れ医療機関の患者への通知
8．透析機器メーカー，薬品メーカーへの連絡
9．水，電機確保，患者移送のために行政への協力依頼

図9 情報伝達方法

1．一般電話，ファックス通信，携帯電話
2．災害時優先電話（固定電話）
3．災害時優先携帯電話
4．インターネット：ペンパソコン，ハンドヘルドパソコン
5．メール（携帯電話，パソコン）：防災情報電子メール
6．災害時伝言ダイヤル 171
7．公衆電話
8．衛星通信携帯電話，アマチュア無線，トランシーバー
9．防災無線，ミニFM放送
10．一般テレビ・ラジオ
11．ポケット・ベル

図10 重要通信の確保（災害時優先電話）



より電話がかかりにくくなっている地域とし，エリア

の設定は，都道府県を単位」として行うものである．

つまり，4月20日の震度5強の余震に際しては接続

規制が発動されなかったため，「災害時伝言ダイヤル」

を患者への一斉連絡に使用できなかったのである．

この事から，台風や大雨など局地的な災害の場合は

患者への一斉連絡システムとして利用できない事が判

明した．ここで，われわれは別の方法を検討すること

となった．

4） 今後の方向性� ITを活用した防災対策

（携帯電話メール）

災害時情報伝達システムに望まれることは，①輻輳

（電話が集中し繋がらなくなる現象）が起こりにくい，

②発信や接続の規制を受けない，③一斉連絡ができる

（職員や患者，他施設，行政に向けて）ものであり，

④日常的に使用に慣れておく必要がある．

このような観点から，発信規制を受けにくい携帯電

話のメール（以下，携帯メールと略）が患者への一斉

連絡方法としても有望である．コネクションレス型通

信例であるインターネットおよびメール等については，

電話網と別網のため規制を受けず，災害時に発生する

輻輳の際にもほとんど影響を受けない（図12，13，14）．

（FOMAなどの第3世代の携帯電話は，音声通話とメ

ールなどのパケット通信の分離規制ができずメールも

繋がりにくかったが，各社は2006年から分離規制が

できるようにシステムを改良する方針を出した．）

また携帯メールは，大規模災害により電気や電話回

線などのインフラに大きな影響を受けた場合も通信で

きる可能性が高い．さらに，迅速に安否確認や緊急連

絡が行える．また，映像による確認（留守宅，透析室

監視ネットワーク）や透析データをQRコードで表

示するなどの患者のデータベース管理という発展性も

ある．

すでに，佐賀腎臓病患者連絡協議会は独自でIT（携

帯メールやパソコン）を活用した防災対策ネットワー

クを構築しており，今回の地震でも素晴らしい効果を
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図13 インターネットと電話の違い（1）

図14 インターネットと電話の違い（2）

図11 災害用伝言ダイヤルの利用
図12 電話網とインターネット網の違い



発揮した．

同様のシステムを，NTTドコモ九州の子会社ドコ

モアイ九州は，地震など災害時に携帯電話のメール機

能を使って社員に一斉連絡するパッケージ商品「呼び

出し君」を出した．利用企業は「地震の安否確認」な

ど想定される配信内容と，社員のメールアドレスをド

コモアイ九州の緊急連絡用システムサーバーに登録し

ておく．地震発生時などや自社の社屋やシステムに被

害が出た場合も連絡できるのが特徴である．

「呼び出し君」を採用して透析医会会員同士での携

帯メール一斉連絡システムの構築を検討中である．ま

た，各透析施設での患者への携帯メール一斉連絡シス

テムの構築も，福岡県腎臓病患者連絡協議会の動向と

照らし合わせながら検討する予定である．

行政の動きとしては，福岡県消防防災安全課が三つ

の機能を持った防災メール「まもるくん」（図 15）を

スタートさせた．

①気象情報や災害時注意呼びかけ，②安否情報の問

い合わせとその安否を5人の知り合いへ配信，そして

③市町村単位での地域安全情報の配信，という機能を

有している．

透析医会は，この地域安全情報を市町村単位で流す

機能を利用して災害時に透析施設情報を流して頂くよ

うにと陳情を行った．すると，「県のレベルで情報を

流す」（これには手入力情報を県単位で流すためのシ

ステム改良および人的配置が必要），また「必要時に

はメディアへの仲介もする」，という方向で検討をし

てもらう事になった．

5） 透析医会における情報伝達とキーパーソン

今回の透析医会の活動に「災害時優先電話（固定電

話）」と「災害時優先携帯電話」がきわめて有用であ

った．ただし，ドコモ社の「災害時優先携帯電話」が

些細なことから一時機能しなかった．そのためドコモ

社の災害時優先携帯電話を所持していた会長および災

害時透析医療担当副会長に連絡が取れず，前会長で

1999年から災害時透析医療対策を担当してきた隈の

災害時優先携帯電話がKDDIのAUであったことが，

当日隈が災害対策本部として活動することになった一

因であった．この事は，災害時には「誰でもキーパー

ソンになる」可能性がある，ということの教訓となっ

た．災害の場所と規模およびそのほかの状況に応じて

臨機応変に「キーパーソンが決まる」という事を，今

後の対策を立てる上で念頭におく必要がある．

4 最後に

福岡西方沖地震での体験を基に「情報の共有化，連

絡網の徹底化」について述べた．もちろん，情報シス

テムの改善が災害対策のすべてではない．地震対策の

基本が，①ハード面での「免震，耐震，制震」，②ソ

フト面での「情報の共有化，連絡網の徹底化」，そし

て③「自助，共助，公助」である事を再度強調したい．

秋葉2）の「災害時の透析医療は一体誰が担うのか」

「日本透析医会と日本透析医学会の性格を生かし，相

補って災害時透析医療対策を打ち立てて行ければと希

望します．」という言葉が，いよいよ重く感じられる．

そして，「災害時透析医療」を「院内感染」や「医

療事故」と置き換えれば，『臨床』と『研究』という

車の両輪がいかに重要であるかを教えてくれ，今後，

透析医全員が両会の会員であるという方向へ，両会の

協議や会則変更などの検討がなされることを願ってや

まない．

また，全国から心配と励ましの声をたくさんいただ

いた．ここに紙面を借りて厚く御礼を申し上げる．

貴重な情報を頂いた，杉崎弘章先生（府中腎クリニ

ック），赤塚東司雄先生（同），申曽洙先生（元町HD

クリニック），中尾憲一先生（西崎内科医院），笛木久

雄先生（笛木内科医院），内藤秀宗先生（佐野伊川谷

病院），NTT西日本（株）の楯岡氏，ドコモアイ九州

（株）の長崎忠巳氏，西日本新聞社の田川大介氏，元

毎日新聞社の大賀和男氏，佐賀腎臓病患者連絡協議会，
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図15 防災メール「まもるくん」



福岡県消防防災安全課防災企画係長の田島誠氏，福岡

市防災課課長の泉正彦氏，福岡県医師会地域医療課係

長の浜本敏之氏，他多数の方々にお礼を申し上げる．
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要 旨

「CAPD＋HD併用療法」はCAPDを主な治療とし

て血液透析を補助的に利用する一種のCAPDの補完

治療である．主として，CAPDの導入期，一時的な

限外濾過不全時，残存腎機能消失時，などに限外濾過

不全（除水不良）や溶質除去不足（透析不足）を補う

ために用いられる．また腹膜炎時，CAPDを休止し，

腹膜への糖の暴露を防ぎ，腹膜の傷害を軽減するため

にも用いられる．すなわち，併用療法は腹膜休息がで

きるという側面も持つ．腹膜休息の結果として，限外

濾過能（除水能）の改善，腹膜への糖負荷量の減少，

腹膜透過性亢進の抑制，中皮細胞面積の増大の抑制，

などの効果と，全身状態の改善に伴うQOLの改善も

もたらす．10年以上CAPD継続症例17例を経験し，

クレアチニン・クリアランス 51L/week，2.5％透

析液，平均1回の使用で限外濾過は911mlを保ち，

血圧142/80，心胸比48.1％と臨床的にも安定してお

り，中皮細胞面積も1例を除き安全域であった．この

ことはCAPDの長期継続に併用療法が有用であるこ

とを証明したと言えるかもしれない．

はじめに

CAPD患者に限ったことではないが，透析患者に対

してわれわれ医療者が果たすべき目的は，患者のQOL

を保ちつつ，長期生存をめざすことであり，CAPD

患者においてはその短い継続期間を延ばすことも必要

となる．われわれがこれまで行ってきた「CAPD＋HD

併用療法」（以下併用療法と略す）はQOLの改善や

長期間の継続に一定の役割を果たして来たと考えてい

る1,2）．そこで本稿では，その理論と臨床的な経験と

成績を述べて，併用療法の特徴・適応・問題点を述べ

るとともに，その有用性についても言及したい．

1 わが国のCAPD患者の現況

2004年12月31日現在のわが国の慢性透析療法の

現況をみるとCAPD患者の総数は8,774人であり，

全透析患者の3.5％に過ぎない3）．しかし，実数はそ

れより多いと予想される．そこでCAPD療法に携わ

っている業者の協力を得て把握したCAPD患者数は

少なくとも11,550人程度であり，こちらのほうがよ

り実態に近いと思われるが，それでも全透析患者の

4.65％である．最近，その実数も，比率もほとんど伸

びていない．CAPD患者数が増えるのが望ましいか

どうかの議論は置くにしても，CAPD患者数が増加

しない大きな原因はそのドロップアウトの多さにある

と考えられる4,5）．

2 CAPD療法における当院での治療方針

① できるだけ低濃度CAPD液を使用

② 腹膜炎の際はCAPDを休止する

③ 腹腔洗浄液の工夫：中性生理食塩液＋ヘパリン
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の使用

④ 血液透析の併用：腹膜休息

①と②の方針をつらぬくためには併用療法が必要不

可欠である．

3 併用療法を行うきっかけとなった症例6）

併用療法のきっかけとなった症例を示す（図 1）．

年齢などは平成7年当時のものである．

症例：26歳，女性

原疾患：慢性糸球体腎炎

CAPD歴：10年4カ月，腹膜炎の既往は無い．

患者は経時的な除水低下により，高血圧，軽度の浮

腫，心胸比の増大を認めたので，それらを是正する目

的で，平成6年6月より月1回の血液透析の併用を開

始した．

しかし，それでも不十分となり，平成7年5月より

月 2回に増やした．その後 3カ月は除水量は約 440

ml前後で変化はなかった．8月より血液透析の場合

を参考にして，血液透析実施当日と翌日の2日間，

CAPDを休止することにした．休止は血液透析を行

った日とその翌日の2日間であり，この患者の場合1

カ月に4日間のCAPD休止となる．その後，1日当

たりの除水量は8月530ml，9月613ml，10月737ml，

11月737ml，12月818ml，と次第に増加した．除水

はCAPD休止前に比較して，休止後，約80％増加し

た．これは患者から「除水が増えました」と告げられ

患者のCAPD手帳を調査した結果である．この事実

は腹膜休息が限外濾過能を改善する可能性があること

を示唆している．

8月以降2.5％透析液の使用回数も減らすことがで

き，血圧も良好にコントロールされ，心胸比も50％

以下となり，全身状態も改善した．

この患者は16年間のCAPDの後，平成13年6月

に母親をドナーとして腎移植を行い，その後の経過は

順調である．

この症例の経験は，私達が併用療法に本格的に取り

組むきっかけとなった．

4 併用療法の目的

以下の5つにまとめられる．

① 水分・塩分除去と溶質除去の不足を補う

これは主として残存腎機能が消失した場合であり，

導入期の限外濾過不全時にもあてはまる．

② 高濃度透析液への移行を避ける

これはどのステージにもあてはまる．

③ 腹膜炎時の腹膜の傷害を避ける
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図1 間欠的腹膜休息例

26歳女性，CAPD歴125カ月



腹膜炎時，CAPDを休止し血液透析を併用するこ

とが，腹膜の傷害を避け，腹膜機能保護の観点からは，

最も貢献する場面であると考えている．なぜなら腹膜

炎時が最も糖の負荷が腹膜機能を傷害させると考える

からである．

④ 腹膜機能の保持

上記の②，③が結果として腹膜機能の保持につなが

る．

⑤ 腹膜休息効果を期待する

血液透析併用時は必ずCAPDを休止しており，ど

のような併用モードでも腹膜休息効果が期待できる．

5 併用療法のモードと具体的方法

1） どのような時に併用療法を行うか

図2にその概要を示す．以下の①～③では症例も呈

示する．

① 導入期

導入期に限外濾過不全を呈することは珍しくない．

われわれの検討でも導入期の約4割の患者が程度の差

はあれ限外濾過不全を起こしている．主な原因は腹膜

の透過性亢進にあるのではなく，リンパ吸収の亢進に

よると推測されており，そのため糖濃度の高い透析液

を用いるのは得策ではなく，また糖負荷を増加させな

いためにも血液透析の間歇的な併用を行う7）．

図3に，透析の併用により限外濾過が著明に改善し

た症例を示す．患者はCAPD導入期の66歳の女性で，

除水不良に対して計7回の血液透析の併用で除水が著

明に増加した．この時期の除水不良に対して高濃度の

透析液を使用する代わりの併用療法はより有用な選択

肢の1つである．実際，血液透析の併用の有無にかか
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図2 CAPDの経過と残腎機能

図3 除水量の推移



わらず，この時期の限外濾過不全は次第に改善してい

くことが多い．

② 腹膜炎時

腹膜炎時，腹膜は最も傷害されやすい状態であり，

糖を含んだ透析液による傷害を避けるため，CAPD

を休止し，腹腔内にある透析液をすぐに排液し，ヘパ

リン加中性生理食塩液で，腹腔内を1日4回位から洗

浄を開始し，細胞数が減るにつれ1日の洗浄回数を少

なくしていく．細胞数が10以下になるまで洗浄を続

ける．その間，血液透析を行う．

表1にこの方法で腹膜炎を治療した症例をまとめた8）．

1例を除き（重症の腹膜炎であった）除水量は変わら

ないか増しており，2.5％透析液の使用量が減ってい

る例もある．腹膜機能を保持する点から考えればこの

腹膜炎時の併用が最も有用性が大きいと考える．この

ことは，どれだけ強調してもし過ぎることはない．腹

膜炎の時，CAPDを続けていた時期と，休止するこ

とを始めた以降の腹膜炎の治療の難易度，患者の苦痛，

治癒後の除水能などを比べた場合，どれをとっても休

息したほうが明らかに勝っており，われわれはそのこ

とを臨床経験の中から学び取って来たからである．

限外濾過不全の患者が腹膜炎になり，併用による腹

膜休息で限外濾過が著明に改善した症例を図4に示す．

この症例はいま述べたような方法で腹膜炎の治療を行
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図4 腹膜炎にて2週間の短期腹膜休息施行

腹膜炎にて短期腹膜休息後は，CAPD液も1.5％主体で除水良好となった．

46歳，男性，CAPD歴31カ月

表1 短期腹膜休息症例（腹膜炎時）の除水量の推移

症例 休息前
bag

休息後
bag

休息前除水
（ml/日）

休息後除水
（ml/日）

PET
（CrD/P） 腹膜炎の回数

1 D 1.5×0 D 1.5×3 530 980 0.56 1

D 2.5×5 D 2.5×2

2 D 1.5×2 D 1.5×2 1,100 1,050 0.8 2

D 2.5×2 D 2.5×2

3 D 1.5×3 D 1.5×2 960 1,130 0.58 1

D 2.5×1 D 2.5×2

4 D 1.35×3 D 1.35×3 450 900 0.66 1

D 2.5×1 D 2.5×1

5 D 1.5×3 D 1.5×3 1,200 1,300 （0.46） 2

D 2.5×1 D 2.5×1

6 D 1.5×2 D 1.5×2 1,300 100 1

D 2.5×2 D 2.5×2

7 D 1.35×4 D 1.35×4 1,050 1,150 （0.81） 1

D 2.5×1 D 2.5×1



い，2週間の短期腹膜休息で著明な除水の改善を得る

ことができた．

③ 一時的

感冒罹患時や体調不良時，NSAIDなどの薬剤服用

時など，一時的に，限外濾過が低下し，浮腫や高血圧

を呈することがある．そのような場合，限外濾過は次

第に改善することが多い．そこで，敢えて高糖濃度液

に移行することなく，一時的に血液透析を2回併用す

ることで限外濾過が改善し2.5％糖濃度液を減らすこ

とができた症例を図5に示す．本症例は感冒を契機に

限外濾過が低下したため併用療法を行った．わずか2

回の血液透析の併用で血圧の低下，除水の改善ととも

に，低濃度透析液への移行が可能となった．

④ 残存腎機能消失時

この場合の併用が最も頻度が高い9）．CAPDは残存

腎機能に依存することの多い治療法であり，残存腎機

能消失後もCAPDを続けていると，透析不足に陥る

危険がある10）．その時には選択できる道は次の4つし

かない．

イ） CAPDを中止し，完全に血液透析に移行する．

ロ） それまで通りのCAPDを続ける．

ハ） 交換回数を増やす，透析液の量を増やす，

APDとCAPDを組み合わせる，等のいわゆる

enhancedCAPDを行う．

ニ） 血液透析を併用する．

もし腹膜機能が正常に保たれていればイ）の選択は

現実的ではない．CAPDを継続して行く場合，体重

が50kg以下の患者や高齢者はロ）でいける場合もあ

るがそれ以外の場合はハ）かニ）を選択することにな

る．われわれはenhancedCAPDのように腹膜を酷

使することもなく，かつ腹膜休息効果が期待でき，医

療経済的にもより安価なニ）を選択している．

2） 併用療法のモード

① 間歇的な併用

ある間隔を空けて行うもの．定期的なものとして，

残存腎機能消失後のものがあり，1週間に1度とか2

週間に1度のように一定の間隔を空けて行うものであ

る．不定期なものとして，導入期や一時的な限外濾過

不全時（この場合一定の期間行うこともある）がこれ

にあたる．

② 一定の期間行う場合

当然不定期な併用であるが，腹膜炎の場合がこれに

あたり，原則として腹膜炎が完全に治癒するまで1～

2週間の間CAPDを休止する．

3） 腹膜休息からみた併用療法

概要を図6に示す．間歇的な併用の場合は原則とし
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図5 症例

41歳，女性，CAPD歴35カ月



て，血液透析を実施した日と翌日の計2日間，CAPD

を休止する．腹膜炎のときのように一定の期間行う併

用の場合は，その期間はCAPDを完全に休止する．

4） 腹腔洗浄

腹膜休息時には，必ず重曹液を入れてpH7前後に

保った中性の生理食塩液の2Lにヘパリン1mlを入

れた液で腹腔洗浄を行う．

6 CAPDと血液透析における透析効率の比較

併用療法は透析量，換言すれば溶質除去量の面から

考えてどのくらい貢献しているのだろうか．また

CAPDは透析効率の面から考えて血液透析よりも劣

るとされるがどの程度の比率なのか．どちらも，正確

に測定した報告は少ない．

CAPDと血液透析はまったく異なった方法であり，

それを比較するのは難しい点もあるからである．一番

わかりやすいのは，実際CAPD排液や血液透析時の

透析液の廃液に排出された溶質量を比較するのが一番

確実であると考えた．

そこでわれわれは，定期的な併用療法を行っている

同一患者8名（β2-MGのみ6名）について，それぞれ

CAPDの排液と血液透析時の廃液から実際の除去量

を算定し，それを透析量とした．CAPDは患者に1

日の全排液を持参して貰い，その量と，廃液中のBU

N，クレアチニン，β2-MGの濃度を測定して透析量を

算定し，8人の平均値を得た．一方，血液透析も全廃

液をためる必要があるが，われわれは全廃液をためる

方法と近似値をとることを実証した透析廃液間歇的採

液法という方法で各溶質の濃度を測定し，除去量を算

出した．透析時間はすべて5時間である．ただし，血

液透析の場合はダイアライザーへの吸着があるので，

もう少し多いということは考慮に入れる必要がある．

そのためここに示した併用療法中の患者における血液

透析とCAPDの透析量の比較はあくまで概算である．

BUN，クレアチニン，β2-MGについての両治療法

による透析量の比較を図7，図8，図9にそれぞれ示

す．BUN，クレアチニンに関しては1回の血液透析

でおよそ3日分のCAPDの透析量に相当する．併用

療法では1回の透析で2日間CAPDを休止するので，

1回の透析の併用で差し引き1日分に相当するCAPD

透析量を増加させることができる．

通常行われている4時間透析では5時間透析の85

％の透析量に相当することが，われわれの研究で確

認されているので，その場合は2.55日分に相当する．

一方，CAPDにおけるβ2-MGの透析効率はきわめ

て悪く，1回の血液透析はCAPD患者の5.7日分の透

析量に相当する．β2-MGに関しては血液透析1回の併

用で約4日分に相当するCAPDの透析量を増加させ

ることができる．後述の10年以上継続している患者

の平均β2-MG値が高いのはこのことを反映している

と考えられる．β2-MGを透析することの臨床的な意

義はともかくとしても，その透析量を増加させるため

にも血液透析の併用が必要であることを示唆している．

注意しなければいけないのは，この両治療法の透析

量の比較は一般の患者の比較ではないということであ

る．血液透析のみの患者は透析の前には1～2日間隔

があるが，併用療法の患者は前日までCAPDを行っ
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図6 腹膜休息からみた併用療法
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図7 UN除去量

図8 Cr除去量

図9 β2-MG除去量



ており，各溶質の前値は血液透析のみの患者が高く，

透析量は当然多くなるからである．

7 併用療法は何をもたらすか

一つは腹膜休息による糖負荷の減少や腹膜機能の保

護であり，二つ目はCAPD休止日を設けること，全

身状態やデータの改善に伴うQOLの上昇である．

1） 腹膜休息の効果

腹膜機能の評価法にPDC（persoaldialysiscapac-

ity）11） があり，この方法を用いて腹膜休息の効果を

検討すると，短期休息の効果はabsorption因子の関

与，長期休息の効果はarea因子の関与が推測されて

いる．前者では限外濾過能の改善を，後者では膜の透

過性亢進の抑制を示す．

① 限外濾過能（除水能）の改善

どのやり方であれ，腹膜を休息し，CAPD再開直

後は除水量が増えるが，やがて次第に減少する．しか

し間歇的な併用を継続すると長期的には除水量は確実

に増加する．また腹膜炎時の短期的（一定の期間）な
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図10 腹膜への糖負荷量

図11 糖負荷量とD/P比



休息でも除水量は増加する．除水量増加の理由として

透析液吸収の低下などを推測している．

② 腹膜への糖負荷量の減少

併用療法は必ず腹膜休息を伴うため，図 10の如く

糖の負荷量は減少する．図 11の如く糖負荷量が多い

とD/P比が上昇するとの報告が見られ12），糖の負荷

が少ないほうが腹膜に与えるダメージが少ないと考え

てよい．

③ 腹膜透過性亢進の抑制

CAPDが経過しより長期になるにつれ，腹膜の透

過性は亢進，PETでいうとhighの方向に向かうこと

が多いとされる．しかし併用療法では腹膜休息により

上述のように糖負荷量は減少する．実際，定期的，間

歇的に長期的に併用療法を続けていれば必ずしもPET

上，highの方向に向かわない症例も少なくない．

④ 中皮細胞面積の増大の抑制

中皮細胞の面積は腹膜の傷害に比例して，あるいは

経年的に大きくなるとされる．しかし，山本らは，腹

膜休息を行った症例は，経年的にもほとんど大きくな

らず，横這いかむしろやや減少傾向であったと報告し

た13）（図 12）．このことは腹膜休息が中皮細胞の傷害

を減少させ，腹膜の傷害を防止する可能性があること

を示唆している．
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図12 併用療法施行前後での中皮細胞面積の比較

（山本忠司，出雲谷剛，金 昌雄：排液中皮細胞診よりみたHD併用療法の有用性につい

て（inpress），（文献13）より引用）

図13 併用療法とQOL

（HashimotoY:AdvancesinPeritonealDialysis16,2000より引用）



2） QOLの改善

たとえば腹膜炎時のCAPDの休止は腹痛や腹満感

の軽減をもたらし，腹膜炎による苦痛を大幅に軽減さ

せ，食事も早く食べられるようになる．一方，定期的，

間歇的な併用療法を開始すると，データや全身状態の

改善，除水量の増加などに伴い，明らかにQOLは改

善しているように思われる．実際，患者は「やってよ

かった」との感想を述べることが多い．客観的なデー

タとして，橋本14）はLaupacisの方法15）を用いて，併

用前後でのQOLを比較，検討し，併用後にQOLは

改善したと報告している（図13）．

8 10年以上継続患者の臨床的検討

10年以上CAPDを継続している17例の臨床的な

検討を行った．その内訳を表2に示す．導入時平均年

歳は54歳，平均CAPD継続期間は12年である．血

液透析の併用を行っている患者は133例でその頻度は

表2の如くであり，2週間に1度が8例と最も多い．

1） 2.5％糖濃度バッグの使用頻度

図14の如くであり，平均で約1回である．

2） 臨床データ

臨床データを表3と表4に示す．臨床的には平均で

血圧 142/80，心胸比 48.1％と比較的良好に保たれ，

Ht30.3％である．

一方腹膜機能で，溶質除去能がクレアチニン・クリ

アランスで51ml/weekであり，導入時よりほとんど

低下していないと予想されることは特筆すべきことで
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表2 当院での長期CAPD（10年以上）

1.対象

10年以上CAPDを継続している17例（男性10/女性7）

＊原疾患：慢性腎炎16例，SLE1例

＊導入時年齢：54±12（歳）

＊CAPD継続期間：145±20（月）

2.併用療法

月4回併用（週1回） 4例

月2回併用（2週に1回） 8例

月1回併用 1例

なし 4例

表3 臨床データ（1）

体重 ：54.2±10.6（kg）

BMI ：21.0±2.4

収縮期血圧：142±17mmHg

拡張期血圧：80±14mmHg

CTR ：48.1±4.3％

UN ：57.7±11.7mg/dl

Cr ：11.8±2.7mg/dl

Ht ：30.3±4.5％

表4 臨床データ（2）

1.溶質除去能

Ccr 50.9±10.4L/week/1.73m2

KT/V 1.97±0.52

2.栄養状態

Alb 3.4±0.3g/dl

nPCR 0.98±0.21

3.除水能

除水量 911±328ml/day

（併用症例）透析での除水 1.0±0.9L/回

4.PETcategory

H（1），HA（8），LA（8）

5.中皮細胞面積 322±52μm2

6.その他β2-MG 40.0±7.7mg/dl

図14 10年以上の長期CAPDにおける2.5％CAPD液の1日使用回数



ある．限外濾過能も，除水量が2.5％透析液の使用回

数平均1回で911ml/dayと良好に保たれている．栄

養状態もAlb3.4g/dl，nPCR 0.98と比較的良く保

たれている．このことは，CAPDはやりかたによっ

ては10年以上たっても腹膜機能は十分に温存され，

臨床的にも安定した状態を保つことができるというこ

とを示唆している．

PETcategoryでは，HA（HighAverage）とLA

（Low Average）がそれぞれ 8例と同数であり，H

（High）は1例のみである．

3） 排液中皮細胞面積

中皮細胞面積は平均322μm2である．CAPD継続

期間と中皮細胞面積との関係を図 15に示す．両者の

間に一定の関係は無く，CAPD継続期間が長くなる

につれて増加するという傾向はない．1例を除いて，

ほかはほぼ安全域に入っている．

以前のわれわれの10年以上12例での検討で，腹膜

炎の回数と中皮細胞面積との相関をみたが，一定の関

連は見られなかった16）（図 16）．このことは腹膜炎が

中皮細胞面積に影響を与えていないと考えることもで

きる．すなわち腹膜炎時のわれわれの対処法がこのよ

うな結果をもたらしている可能性も考えられる．

4） β2-MG値

β2-MG値は平均40mg/dlでかなり高値である．「わ

が国の慢性透析療法の現況1999」によると血液透析患

者のβ2-MG値の平均値は31.70mg/dlであり，CAPD

患者の値は32.71とほぼ同じであった17）．この値は今回

のわれわれの患者の値よりかなり低い．その理由とし

て，この時の調査の対象になったCAPD患者のなかに

はまだ残存腎機能を残したCAPD継続期間が短いもの

も含まれ，それが影響していると思われる．透析液清

浄化の研究で，残存腎機能がβ2-MG値の低下に大きく

貢献していることをわれわれは経験している18）．しか

し，今回の患者は残存腎機能をほとんど残しておらず，

そのβ2-MGの高値は前述したCAPD治療におけるβ2-

MG除去効率の低さを反映していると考えられる．

しかし，β2-MG値が高値であるのにもかかわらず，

手根管症候群は1例もなく，現在まで，CAPD患者

で経験したこともない．β2-MG値と手根管症候群の

間に相関はないとの報告もあり19），CAPD患者で手根

管症候群が少ないのは興味あるところである．
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図15 排液中皮細胞面積

図16 腹膜炎の回数と中皮細胞面積



9 併用療法の経済性

併用療法にかかる1カ月あたりの医療費をほかの治

療法と比較して表 5に示す．CCPDなどのenhanced

CAPDなどと比較してより安価であるのは当然とし

ても，場合によってはCAPDより安価で，血液透析

とも余り変わらない．これは，腹膜休息時の透析液が

不要なのに加えて，血液透析の技術料が保険請求でき

ないことが影響している．もちろん月2回までの併用

であれば，頻回加算で請求できるが，それ以上血液透

析が増えるに従い請求できる保険点数はより低くなる．

併用療法はexpensiveではないかということが誤解で

あることがわかる．皮肉なことにこのこと（血液透析

の技術料が請求できない）が，併用療法の普及を妨げ

ている側面があることも否定できない．

10 問題点は何か？

① 併用療法時の血液透析の技術料請求ができない．

併用療法は確かに医療経済的には安価であるが，し

かし医療者側から見れば技術料が取れないということ

はincentiveが起きにくい．この療法が普及するため

の大きなネックとなっているのは否定できない．

② いつCAPDを中止するか

われわれの経験からすると，併用療法をやるとかな

り長期にわたり限外濾過能や溶質除去能は保たれ，2.5

％糖濃度液の使用回数も2回まででよい．中皮細胞

面積もほとんどが正常域にとどまる．結局中止のタイ

ミングが難しい．結局，これらの指標に加えてPET

の値等を参考にして総合的に判断することが必要では

ないかと考える．

おわりに

この「CAPD＋HD併用療法」は腹膜機能を保った

まま，CAPD治療を長期継続できることが，われわ

れの長期継続症例は示している．すなわち，腹膜機能

が落ちたから併用療法を行うのではなくて，その機能

を温存するために行うのだと，われわれは従来から主

張してきた．われわれの臨床経験はそのことを証明し

ている．

これはCAPDは7年から8年で中止すべきである

という意見に対する確実なアンチテーゼである．なに

がなんでもCAPDだけで治療することにこだわるの

ではなく，CAPDの限界を受け入れそれにどう対処

するかの視点にたちこの療法を理解し，・併用療法は

スタンダードではない・という偏見が払拭されれば，

この併用療法は普及し，CAPDに明るい展望がひら

けてくるかもしれない．

文 献

1） 福井博義，有薗健二 :腹膜透析・血液透析併用療法の有

用性．透析会誌，18;107�114，2003．

2） FukuiH,HaraS,HasimotoY,etal.（PD＋HDCombi-

nationTherapyStudyGroup）:Review ofcombination

ofperitonealdialysisandhemodialysisasamodalityof

treatmentforend-stagerenaldisease.TherapApher

Dial,8;56�61,2004.

3） 日本透析医学会編:わが国の慢性透析療法の現況，2004．

4） 川口良人，石崎 允，今田聡雄，他:腹膜透析離脱理由に

関する調査報告．腎と透析，53（別冊 腹膜透析2002）;9�11，

2002．

5） 福井博義:なぜ成人のCAPDは増加しないのか．腎と透

析，52;808�812，2002．

6） 有薗健二，松岡 潔，宮本哲明，他:CAPD療法における

腹膜休息による除水量の改善について．腹膜透析，97;223�

228，1997．

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005462

表5 併用療法の医療経済
（円）

費 用 交換キット 管理料 その他 合 計

PD
（2L×4回） 271,200 75,600 38,000 384,800

HD
（4hr×13回） 291,200 24,600 600 316,400

CCPD
（夜10L，昼2L） 406,800 113,400 63,000 583,200

PD＋HD
（週1回） 216,360 55,440 72,000 2,240 350,040

PD＋HD
（月2回） 243,780 65,520 72,000 1,120 386,420



7） 有薗健二，野村和史，松岡 潔，他:CAPD導入期におけ

る除水不全に対する間歇的腹膜休息の有用性．腎と透析，50

（別冊 腹膜透析2000）;122�126，2000．

8） 福井博義，有薗健二:腹膜機能低下を防止する新しい治療

戦略―腹膜休息―，腎と透析，51（別冊 腹膜透析2001）;23�

28，2001．

9） 有薗健二，福井博義，PD＋HD併用療法懇話会:腹膜透

析（PD）および血液透析（HD）の併用療法の実態．腎と

透析，51（別冊 腹膜透析2001）;181�184，2001．

10） CANADA�USA〔CANUSA〕PeritonealDialysisStudy

Group:AdequacyofDialysisandNutritioninContinu-

ousPeritonealDialysis:AssociationwithClinicalOut-

comes.JournaloftheAmericanSocietyofNephrology,

7（2）;198�207,1996.

11） Haraldsson B:Assessing theperitonealdialysisca-

pacitiesofindividualpatients.Kidney Int,47;1187�

1198,1995.

12） DaviesSJ,PhillipsL,NaishPF,etal.:Peritonealglu-

coseexposureandchangeinmembranesolutetrans-

portwithtimeonperitonealdialysis.JAmSocNephrol,

12;1046�1051,2001.

13） 山本忠司，出雲谷剛，山川智之:廃液中皮細胞面積からみ

た HD併用療法の有用性．腎と透析，55（別冊 腹膜透析

2003）;101�103，2003．

14） HashimotoY,MatubaraT:combinedperitonealdi-

alysisandHemodialysistherapyimprovedqualityof

lifeinendstagerenaldiseasepatients.Advancedin

PeritonealDialysis,16;108�112,2002.

15） LaupacisA,MuirheadN,KeownP,etal.:A disease

specificquestionnaireforassessingqualityoflifeinpa-

tientonhemodialysis.Nephron,60;302�306,1992.

16） 有薗健二，宮津利加子，田中英明，他 :当院における

CAPD症例での中皮細胞についての検討．腎と透析，53（別

冊 腹膜透析2002）;205�207，2002．

17） 日本透析医学会編:わが国の慢性透析療法の現況，日本透

析医学会，1999．

18） 松岡 潔，野村和史，有薗健二:エンドトキシンフリーの

透析液でβ2MGはどこまで低下したか．腎と透析，49（別冊

・HDF療法・00）;50�55，2000．

19） GejyoF,HommaN,SuzukiY,etal.:Serum levelof

β2-microglobulinasanew form ofamyloidproteinin

patientsundergoinglong-term hemodialysis.N EngJ

Med,314;585�586,1986.

PD＋HD併用療法 463



要 旨

帯状疱疹とは，神経節に潜伏感染している水痘・帯

状疱疹ウイルスの再活性化によって生じるウイルス感

染症である．透析患者では免疫機能は低下しており，

帯状疱疹に罹患しやすく，しかも重篤化する恐れもあ

る．症状は通常，皮疹出現に前後して疼痛・違和感が

みられ，その後水疱化し約3週間で痂皮化する．この

間は伝染する可能性があるため，十分な手洗いの遂行

等の院内感染対策が必要となる．汎発性帯状疱疹に進

展すると重症化し生命をも脅かすこととなる．したが

って，早期診断・治療が重要である．抗ヘルペス薬と

してアシクロビル・塩酸バラシクロビルが用いられる

が，使用に際しては減量が必要である．同中毒症状と

してアシクロビル脳症が挙げられ，脳炎との鑑別が必

要となることがある．減量投与しても中毒症状がみら

れることもあり，投与量においては我が国独自のマニ

ュアル作成が必要である．

はじめに

近年における透析技術の進歩は目覚しい．日本透析

医学会統計調査委員会1）によると，2004年12月31日

現在わが国で慢性透析療法を実施している患者数は約

24万8千人であり，前年度より約1万人増加してい

る．わが国の透析人口は調査開始以来この数年間はほ

ぼ直線的に増加している．一方で，年間の死亡者数も

経年的に増加を示しており，死亡原因は，心不全，感

染症，脳血管障害の順となっている．注目されること

は，導入患者の死亡原因は感染症23.6％で，例年に

比べて心不全に代わり第1位となったことである．透

析患者において感染症はきわめて重要な合併症である．

感染微生物に対し生体は種々の免疫防御機構を備え

ているが，透析患者ではこれらの免疫機構が種々の段

階で破綻しており，compromisedhostの状態にある．

透析患者の免疫異常の特徴は，好中球をはじめとする

貪食細胞の機能異常と細胞性免疫の低下である2,3）．

したがって，透析患者においては帯状疱疹になりやす

い．帯状疱疹は水疱・疼痛を伴う特徴的な皮疹に加え，

時に多彩な全身症状を呈することがある．皮膚科医を

はじめ眼科医，耳鼻科医，麻酔科医など他科との密な

る連携が重要である．

1 病 因4,5）

水痘・帯状疱疹ウイルス（varicella-zostervirus;

VZV）はヘルペス科のDNAウイルスで，2～8歳に

初感染を受け水痘として発症する．この時に主に皮膚

に生じた発疹からVZVは神経細胞の軸索を上行し後

根神経節に潜伏する．宿主になんらかの誘因があると

潜伏感染したVZVは再活性化されは軸索内を逆行し，

その神経が支配する皮節に病変を起こす．回復すると

ウイルスは再び潜伏感染をする．

個人の一生のうち帯状疱疹が起こる確率は約2割と
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推定されている．健常人でも，日光暴露，過労，風邪

などを契機に発症するが，高齢者や免疫不全患者に多

い．免疫学的にVZV特異的細胞障害性T細胞（サプ

レッサーT細胞）数の減少によって生じると言われ

ている．透析患者ではリンパ球数の減少，T細胞の機

能低下がみられ，帯状疱疹を発症する頻度は高く，重

症化もしやすい．

2 症 状

通常，片側性で，好発部位は，肋間神経領域，頸部，

顔面（三叉神経領域），腰部の順である．皮膚知覚神

経支配領域に一致した部位での知覚異常，疼痛，違和

感，かゆみに続き，その後数日で疼痛を伴った発疹

（紅斑→丘疹→水疱）が生じる（表 1）．発疹は，はじ

めは数ヶ所に集簇して生じ，進行すると癒合する．通

常2週間程度で痂皮化する．水疱が痂皮化するまでは

伝染の可能性があるため，十分な手洗い等の院内感染

対策が必要である．

3 合併症

1） 眼部帯状疱疹

（herpeszosterophthalmicus）6,7,8）

三叉神経第1枝領域の帯状疱疹は，眼部帯状疱疹と

も呼ばれ，約半数に結膜炎，強膜炎，角膜炎，光彩毛

様体炎，緑内障，網膜脈絡膜炎，視神経炎，外眼筋麻

痺など多彩な眼合併症を発生する．鼻尖部は鼻毛様体

神経の支配を受けているが，同神経は眼球，結膜にも

分布しており，鼻尖部に皮疹が生じると眼合併症の頻

度が高くなる（Hutchinsonの法則）．眼科医との連

携が必要である．

2） Ramsey�Hunt症候群9）

耳性帯状疱疹（herpeszosteroticus）とも呼ばれ，

耳介・口腔咽頭の帯状疱疹，末梢性顔面神経麻痺，難

聴・耳鳴・めまいなど第8脳神経症状を3主徴とする．

顔面神経膝神経節に潜伏したVZVの再活性化により

発症する．耳介・外耳道に疼痛を伴う水疱が形成され

る．Ramsey�Hunt症候群において顔面神経麻痺は，

Bell麻痺と比較して麻痺の程度が高度であることが

多く治癒率も不良である10）．

3） 膀胱障害11）

仙髄領域の帯状疱疹，すなわち外陰部領域の帯状疱

疹では膀胱直腸障害がみられ尿閉を起こすことがある．

そのほかに便秘症，インポテンツなどが発症すると報

告されている．また，排尿痛，尿意頻数，血尿などの

膀胱炎症状を呈することもある．

4） 汎発性帯状疱疹

帯状限局性病変に続いて4，5日頃に全身に疱疹が

散発することがある．これを汎発性帯状疱疹と言うが，

ウイルスが血中に侵入し全身に播種するため水痘と同

じ症状がみられる．汎発疹の個疹は大きく全身に多数

みられる．帯状疱疹の重症型であり重篤化し予後不良

である．

5） 中枢神経系合併症

① 脳炎12,13）

一般にウイルス性脳炎の大部分は単純ヘルペスウイ

ルス（herpessimplexvirus;HSV）1型によるもの

であり，VZV脳炎は非常に稀で，帯状疱疹の0.2～0.5

％の頻度である14）．耳介部，頸部など顔面に近い部位

に発症した帯状疱疹に併発しやすい．通常，皮疹出現

後3～8日で発症する．発症のメカニズムの詳細は不

明であるがVZVが血液脳関門を通過して直接浸潤す

るため脳炎を惹起するものと考えられている．すでに

抗ウイルス薬の治療開始後に発症した場合，アシクロ

ビル脳症（後述）との鑑別が必要となる．また，帯状

疱疹患者の約半数に髄液検査のみが陽性の無症候性髄

膜炎が一過性にみられる．

② 肉芽腫性血管炎

眼部帯状疱疹に続発し，対側の片麻痺がみられるこ

とがある．VZVの血管壁への直接浸潤が原因と考え

られている．CTやMRIで脳梗塞様の所見が認めら

れる．
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表1 帯状疱疹の一般経過

1.知覚異常，疼痛，違和感，かゆみ（数日～1週間続く）

2.紅斑

3.丘疹

4.水疱

5.びらん，潰瘍

6.痂皮（約2週間）

7.痂皮の脱落（約3週間）



4 検査所見

1） Tzancktest

水疱内容のTzancktestは診断に有用である．水

疱に切開を加え水疱内面や底面をスライドグラスに塗

抹しギムザまたはライト染色を行う．球状変性細胞

（ballooningcell）や多核巨細胞がみられる．しかし，

HSVとVZVの鑑別はできない．

2） モノクロナール抗体を用いた上皮細胞中水痘

ウイルス抗原精密測定

水疱底部の基底細胞を検体とする．蛍光標識した抗

VZVモノクロナール抗体と反応させ蛍光顕微鏡で判

定する．特異性は高いが一般的ではない．

3） ウイルス血清検査

補体結合反応（complemetfixationtest;CF）や

蛍光抗体法は簡便であり広く行われている．しかし，

感度がやや劣り，抗体価の上昇をペア血清で確認せね

ばならず，時間がかかりすぎる難点がある．ELISA

法によるウイルス特異抗体測定はより鋭敏である．

VZV�IgM 抗体は急性期に，やや遅れて VZV�IgG

抗体が出現する．いずれにせよ，ウイルス血清検査は

迅速診断には適さない．診断の確認のために用いられ

ることが多い．

4） その他

脳炎・髄膜炎では髄液中VZV polymerasechain

reaction（PCR）が陽性となる．

5 治 療

薬物療法の中心は抗ヘルペス薬（アシクロビル，塩

酸バラシクロビル，ビダラビン）である．皮膚病変出

現後72時間以内にアシクロビルを投与すると病状を

緩和できると言われる．

1） 抗ヘルペス薬（表2）

① アシクロビル（ゾビラックス�）

i） 薬理

アシクロビルは，HSVあるいはVZVが感染した

細胞内に入ると，ウイルス性チミジンキナーゼにより

一リン酸化された後，細胞性キナーゼによりリン酸化

され活性型aciclo-GTPに変換される．これがチェー

ンターミネーターとしてウイルスDNA合成を阻害す

ることによって作用を発揮する．正常細胞ではこの変

換は進行せず，選択的抗ウイルス作用を有する．

アシクロビルは主に腎で排泄される．したがって，

透析患者では排泄遅延を起こすため投与に際しては減

量が必要であることは言うまでもない．アシクロビル

の精神神経症状の発症頻度は振戦，ミオクローヌス，

混迷，錯乱，傾眠，幻覚，錐体外路症状，意識混濁，

構語障害の順に多く，アシクロビル脳症15）と呼ばれ，

しばしば脳炎との鑑別を要する．アシクロビルの透析

性は良く，血液透析によって脳症は通常速やかに改善

する．

ii） 投与法

一般には重症度に応じて点滴静注，経口を選択する

が，透析患者では重症化しやすく点滴静注が望ましい．

添付文書によると，透析患者においては2.5mg/kg

を24時間毎または透析終了後点滴静注と記されてい

る．しかし，同投与量に減量してもアシクロビル脳症

の併発を示す報告が散見される16,17）．古久保ら18）は透

析患者におけるアシクロビルの投与量を精神神経系の

有害作用発現を考慮して詳細に検討した結果，1回
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表2 透析患者に対する抗ヘルペス薬の用法・用量

添付文書における用法・用量 最近の検討により推奨される用法・用量

アシクロビル

ゾビラックス�錠

ゾビラックス�点滴静注

塩酸バラシクロビル

バルトレックス�錠

1回800mgを1日2回

1回2.5mg/kgを1日1回

1回1,000mgを1日1回

1回800mgを1日1回23）注 1）

3.5mg/kg（週3回，透析後）18）注 2）

500mg（週3回，透析後）19）

注1） 体重55kg以上のとき800mg1日1回，40kg＜体重＜50kgのとき600mg1日1回，体重＜40kgのとき400
mg1日1回．

注2） 初回5mg/kg，以後週3回透析後に5mg/kg投与も推奨されている23）．



3.5mg/kg，週3回透析後投与，と設定している．内

服においては添付文書では1回800mg，1日2回投

与とされているが，少量投与（400mg/日）にもかか

わらず高齢透析患者で中毒発現に至った報告15）もみら

れる．

② 塩酸バラシクロビル（バルトレックス�）

アシクロビルのプロドラッグであり，経口投与後主

に肝初回通過効果によりアシクロビルに加水分解され，

アシクロビルとして抗ウイルス作用を発現する．透析

患者では1日1回1,000mg，透析日は透析後に投与，

と添付文書には記されているが，中毒発現を考慮し古

久保ら19）は週3回透析後に500mgの投与を推奨して

いる．

③ ビダラビン（アラセナA�）

ウイルスのDNAポリメラーゼに選択的に作用し，

ヘルペスウイルス群（HSV1型，2型，VZV）に有

効である．アシクロビル耐性のウイルスにも有効であ

るが，本剤は主として腎臓より排泄されるため，高齢

者や腎機能低下症例では減量が必要である．透析患者

に使用した報告も少なく，現時点では注射による全身

投与は奨められない．軽症の場合3％軟膏（クリーム）

を1日1～4回塗布またはガーゼにのばして貼布する．

2） 疼痛対策

皮膚病変消退後神経痛様の痛みがしばらく残存する

ことがあり，postherpeticneuralgia（PHN）と呼ば

れる．通常急性期の痛みは4週間程度で消失するが，

透析患者では3カ月程度持続することも珍しくない．

痛みは我慢させずに積極的に鎮痛薬を併用する．非ス

テロイド鎮痛薬（non-steroidalanti-inflammatory

drugs;NSAID）が使用されることが多いが，透析患

者では投与量の減量が必要であることは言うまでもな

い．しかし，NSAID単独での疼痛コントロールは困

難なことも多く，三環系抗うつ薬（保険適応外）も用

いられる．疼痛が激しい場合は副腎皮質ホルモンも使

用される．Ramsey�Hunt症候群，動眼神経麻痺な

どの予防にも有効である．その他，局所の疼痛に関し

てはリドカインや外用副腎皮質ホルモンを適宜外用す

る．神経ブロックが施行されることもある．三叉神経

および頸神経領域の場合，星状神経節ブロックを行う．

最近，米国神経学会は，PHNの治療法に関する新

たなガイドラインを発表した20）．ガイドラインはエビ

デンスに基づき，効果がないと思われる薬剤，従来行

われていたがエビデンスが十分でない治療法，避けな

ければならない治療法などをリストアップしている．

三環系抗うつ薬のアミトリプチン（トリプタノール�），

ノルトリプチン（ノリトレン�），マポロチリン（ル

ジオミール�）のほか，抗痙攣薬のガバペンチン・プ

レガバリン（ともにわが国では未発売），局所麻酔薬

のリドカインの局所パッチ，オピオイドはPHNをコ

ントロールできると結論している．一方，カプサイシ

ンクリームは有用性が低いことが示されている．しか

し，いかなる治療法もその長期的効果に関しては不明

であると述べられている．わが国の透析医療の現場に

おいて，PHN対策にはNSAIDに加え積極的に三環

系抗うつ薬のアミトリプチン（トリプタノール�）を

併用する事が適切であろう．

3） 日常生活の指導21）

病初期は安静を保つことが大切である．安静が保て

ない場合は重症化，汎発化を招く恐れがある．入浴に

ついては，シャワーは差し支えないが，紅斑，水疱の

時期は局所の摩擦は避ける．びらん，潰瘍の時期には

皮膚をバイオフィルム剤などで覆うと良い．また，ア

ルコール摂取は局所の血流量を増加させるため避ける

よう指導する．

おわりに

以上，透析患者における帯状疱疹について述べた．

わが国の透析患者は高齢化しており，帯状疱疹の患者

数は今後も増加することが予想される．本症は重篤化

することもあり，帯状疱疹が疑われた場合は躊躇する

ことなく抗ヘルペス薬の投与を行うべきである．抗ヘ

ルペス薬の投与量においては慎重に投与する事は言う

までもないが，添付文書の用量は欧米人を対象にした

ものであるため，投与量に際してはわが国独自のマニ

ュアル作成が待たれる．各種薬剤の投与量に当たって

は今一度成書22,23）を参照されたい．
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要 旨

透析患者の血圧管理を考えると，腎臓と血圧の深い

相関関係が腎不全の保存期から生命の終末期まで長く

続いているという事実が背景にある事がわかる．透析

患者の約70％で，高血圧を合併する．血圧上昇は心

肥大や心不全の危険因子であり，また，透析患者の主

要な死因は，心血管系疾患である．①体液量，②レニ

ン・アルドステロン系，③交感神経系，④血管作動性

物質，⑤動脈壁弾性の低下，⑥エリスロポエチン，⑦

睡眠時無呼吸，などの要素が血圧上昇因子である．降

圧治療は体液量の管理が基本であり，食事管理，適正

な体重の維持，病態に応じた降圧薬の選択をする．透

析患者の低血圧は透析時ばかりでなく持続的な低血圧

の管理の側面がある．適正体重，栄養の管理，血液濾

過，腹膜透析を含む透析方法の修正によりQOLを維

持していくことが望ましい．

はじめに

腎機能障害と血圧の関わりはきわめて深くかつ長い

といえる．様々な原因による腎機能障害は体液貯留を

はじめとする機序により血圧を上昇させる．一方，持

続する高血圧は細動脈硬化を主体とする腎糸球体障害

をもたらす．ここで，お互いが原因であり標的でもあ

るという深い関係が長く続くことになり，慢性腎不全

患者では高血圧が高度となりかつ持続性で，動脈硬化

性合併症が進行しやすい．このことは，末期腎不全患

者において透析の開始時期にすでに心血管系の合併症

が多く認められるという，われわれ透析医療に関わる

医療者が日々痛感する事態にもつながっている．

すでに全身動脈硬化の進行した症例に富む今日の透

析患者の治療において，血圧変動の要因の理解と，適

切な血圧管理に関して，ここでは，可能なかぎりEBM

に準拠し検討してみたい．

1 透析患者の高血圧

透析患者の約70％で，高血圧を合併する1,2）．高血

圧は，心肥大や心不全の危険因子であり3,4），また，

透析患者の主要な死因は，心血管系疾患である5,6）．

本邦でも，透析患者の死因の6.2％を心筋梗塞が占め，

心不全の25.0％と合わせると死因の約31％が心臓死

であるといえる5）．したがって，透析患者における高

血圧の管理はきわめて重要で，高血圧の適正な管理に

より左室肥大と生命予後の改善がもたらされる7,8）．

1） 透析患者における高血圧の成因

① 体液量

体液量の増加は，透析患者の血圧上昇の最も重要な

要因である（体液量依存性;volume-dependent）．腎

機能の廃絶による腎からの食塩排泄の圧倒的な機能障

害が言わずもがなの要因である．日本人の食塩摂取量

は，平均11.2gとされるが，男性が女性より多く，
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40代～60代の世代が，20代や70代以上の世代より

も多い傾向がある（厚生労働省健康局総務課「国民栄

養調査結果の概要」）．この食塩摂取量増加の背景には，

食習慣の世代ごとの相違や，勤労世代においては外食

の機会やカロリー摂取とともに食塩摂取量が多くなる

ことなどがあろう．

② レニン・アルドステロン系

レニン・アンギオテンシン系の亢進により末梢血管

抵抗の増大がみられる．また，体液量とは独立した血

圧高値の要因になり予後にも影響する9）．透析患者で

は体液量の増大に比して，相対的なレニン活性の亢進

がある可能性がある．

③ 交感神経系

透析患者の交感神経節後線維の放電は亢進している．

これは，腎からの求心性シグナルを介するとされてい

る10）．

④ 血管作動性物質

腎不全患者では，強力な昇圧物質であるエンドセリ

ンの血中濃度が上昇している11）．Na�K�ATPase阻害

物質の増加が高血圧に関与する可能性も知られている．

降圧系については，一酸化窒素（NO）合成を阻害す

るdimethylarginineが腎不全患者で高値を示すこと

が知られている12）．

⑤ 動脈壁弾性の低下

動脈硬化に伴う血管の弾力性低下は，収縮期高血圧

をきたす．その結果，脈圧の増加がみられる13）．

⑥ エリスロポエチン

遺伝子組換えヒトエリスロポエチン（EPO）投与

による貧血の改善に伴って，しばしば高血圧が発症ま

たは増悪することが知られている．貧血の改善が早い

場合や貧血改善の目標を高く設定した場合に高血圧の

発症頻度が高いことが知られている14）．

⑦ 睡眠時無呼吸

透析患者の睡眠パターンは乱れており，夜間睡眠時

無呼吸症候群の合併が多い15）．睡眠時無呼吸は交感神

経系刺激を介して血圧上昇に関与する16）．

2） 透析患者の高血圧の特徴

透析患者は収縮期高血圧を示す例が多く，脈圧が大

きい傾向にある17）．また，血圧の日内変動は小さく18,19），

夜間降圧が少ない（non-dipper）．時に夜間血圧が上

昇する症例（nocturalhypertension）もある20）．さら

に，体液量依存（volume-dependent）の要因のため，

透析前後で血圧が大きく変動する20,21）．透析後には下

降する．また，非透析日と透析日とでも血圧が変化す

る．透析患者の血圧管理には，血液透析中の血圧のみ

でなく，自宅血圧も考え合わせることが重要である．

3） 血圧管理の目標と生命予後

血圧管理の目標については議論がある．D・Amico

らは，LVHと致死率が一番低かったことから，通常

140/90mmHg未満で高齢者は160/90mmHg未満を

提唱している22）．Maillouxらは，合併症のない患者

では正常血圧を目指し，昼間 135/85mmHg，夜間

120/80mmHg以下とするように提唱している23）．一

方，Uカーブ現象として，過度の血圧低下が生命予

後を悪化させるという報告も見られる24,25）．しかし，

低血圧例では，心疾患などの合併疾患が背景にあり予

後に影響している可能性がある．非透析日の血圧にお

いても140/90mmHg以下であることがのぞましいと

考えられる．

4） 体液量の是正

透析患者の高血圧の第一の要因は過剰な体液量であ

り，降圧療法の基本は体液量の是正である26,27）．厳格

な塩分制限や適切な除水により，血圧が正常化するこ

とが多い28,29）．透析患者では，腎機能正常者と比べる

と塩分摂取に伴う高血圧が出現しやすい．細胞外液量

に影響する要因としては水分よりも塩分のほうが大き

いためである．塩分摂取では浸透圧が上がり口渇が起

こるが，水分摂取では浸透圧の低下で抑制がかかる．

このため，塩分摂取ほど問題にはならない30）．

透析患者においても高血圧の主因は不十分な除水で

ある31）．実際，十分な除水で降圧薬が中止できること

がしばしばある．また，頻回透析や長時間透析により，

血圧コントロールが容易になる．これは体液量の要因

が大きく血圧を規定している場合である32）．ここで，

適切なdryweight達成から血圧正常化までは数週か

ら数カ月かかるlagphenomenonがある33,34）．血管

収縮物質が血中に残存していたと考えられている．そ

のため，過度な除水には注意を要すると考えられる．

血液透析間の体重増加はdryweightの3％を目標と

し，5％までを許容範囲とするべきである．適切な体

液量の是正が行われても，なお血圧が高い症例が薬物
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療法の適応になる．

5） 降圧薬

血液透析患者の降圧薬使用は，透析時の除水ととも

に，急激な血圧低下や透析直後の起立性低血圧を生じ

やすいことを考慮して，少量からの開始を原則とする．

また，透析中の血圧低下が起きやすい症例には，血液

透析直前の降圧薬の使用を避けることで，予防をはか

るべきであろう．

① アンギオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

心血管系疾患のリスクのある一般症例に対して，ほ

かの薬剤よりも有用性があることがHOPEstudyで

報告されている35）．高血圧は透析患者の左室肥大と予

後不良を起こす21）が，ACE阻害薬は血圧とは独立し

た因子としての左室肥大を改善し，死亡率を52％減

少させたという報告もある36）．さらに血管収縮物質で

あるdimethylarginineを減少させる働きもある37）．

このように，血圧降下以外の因子が加わっており，有

用性が高い．

ACE阻害薬の副作用としては，空咳，高カリウム

血症のほかに，透析患者に特有のものとして，陰性荷

電を有する PAN膜（polyacrylonitrile;AN69）に

よるアナフィラキシー反応と貧血が知られている．ア

ナフィラキシー反応は最初の10～20分に起こり，ブ

ラジキニンの産生と蓄積によると考えられている38）．

貧 血 は ， N�acetyl�seryl�aspartyl�lysy�proline

（AcSDKP） が高濃度になるために出現する．

AcSDKPはACEで低下し，尿中に排泄される．この

ため，EPO不応性の貧血を起こしうる39,40）．

② アンギオテンシン受容体拮抗薬（ARB）

ACE阻害薬の副作用対策で開発されたものの，透

析患者で左室肥大の抑制に対し有用であったという報

告がある41）．実際，ACE阻害薬と比べてARBは多

くが肝代謝であるため使用しやすい．しかし，メカニ

ズムは不明だがPAN膜によるアナフィラキシー反応

の出現は見られており注意は必要である42）．

③ β遮断薬

高血圧や冠動脈疾患のある透析患者に対する使用で

の有用性（致死率が前者 9％，後者 13％ 減少）が

DOPPSstudyで報告されている43）．また，Foleyら

により透析患者の生命予後を16％改善させたと報告

されている44）．気管支喘息，徐脈，心不全急性期，末

梢循環不全，うつ病などには禁忌であり，また高齢者

にもさけたいが，有用な薬剤である．高カリウム血症

への注意も必要である．

④ カルシウム（Ca）拮抗薬

Ca拮抗薬は降圧効果が強力であり，また肝代謝の

薬物が多いため，重用される．さらに，体液量が増大

していても，ある程度の降圧効果が期待できる45）．

KestenbaumらはCa拮抗薬により透析患者の総死亡

率を21％減少させ，心血管関連死を26％減少させた

と報告している46）．

Ca拮抗薬はPD症例では，排液の白濁をきたすこ

とがある47）．中性脂肪の濃度上昇があり，乳び液の滲

出と考えられる．

⑤ そのほかの降圧薬

α1遮断薬や中枢性交感神経抑制薬などは，他剤の

効果が不十分なときに併用される．高齢者や糖尿病患

者では起立性低血圧を起こしやすいため，少量から投

与を開始し徐々に増量する．

2 透析患者の低血圧

透析患者の低血圧には透析中に起こるものと慢性持

続的な血圧低下がある．

1） 透析中の血圧低下

透析中の血圧低下や透析後の起立性低血圧は死亡率

を増加させるとされている．

① 原因

●循環血液量の低下と交感神経活性の低下

循環血漿量の減少（hypovolemia）が主要な因子で

あり，血圧低下の多くは補液のみにて回復することが

多い．透析によって循環血漿量が減少すると，生理的

には交感神経刺激が増大し末梢血管抵抗が代償的に増

加し血圧は維持される．しかし，除水が過剰な場合や，

溶質除去による膠質浸透圧低下が大きく，間質や細胞

内から血管内への水分移動（plasmarefilling）が小

さい場合には，循環血漿量の急激な減少をきたし血圧

低下を示す．不適切に低いdryweightの設定は血圧

低下の一因である．また，透析患者における自律神経

機能の低下が，循環血漿量減少に対する末梢血管収縮

が不十分な要因となり，血圧が低下をきたすという面

も指摘されている．

● 酢酸塩
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透析液中には少量の酢酸塩が含まれている．酢酸イ

オンは末梢血管拡張作用や心機能抑制作用によって血

圧を低下させる．高齢者や肝障害患者などで酢酸の処

理能が低下しているケースなどで問題になる．

●心予備力の低下，不整脈，心タンポナーデ48）

● そのほか

内因性の降圧物質であるNO49）やアデノシン50）の関

与も報告されている．透析中の食事摂取に伴う消化液

の分泌やダイアライザーとの反応によっても血圧低下

が起こる．

② 透析時の血圧低下に対する対応

まず，除水速度をゼロにして限外濾過を中止し，血

流速度を100ml/分以下におとす．Trendelenburg体

位にし，生理食塩液や高浸透圧液（高濃度アルブミン

など）を補液する51,52）．嘔吐に対しては，側臥位を取

り誤嚥を予防する．高齢者や心機能低下例，気分不快

が遷延する例は，酸素吸入も考慮する．昇圧薬として

は，カテコラミンの点滴静注なども行う．（血圧低下

の予防は対策の項目を参照）

2） 持続的な慢性の低血圧

長期透析に伴って，血圧が次第に下降し，持続的に

低血圧を示す患者がいる．自覚症状の悪化やブラッド

アクセスの閉塞，透析不足につながることがある．原

因として自律神経機能障害やノルエピネフリンやアン

ギオテンシンIIなどの昇圧物質に対する血管反応性

の低下が重視されている53）．高度の貧血も低血圧の一

因である．

自覚症状がなく血液透析に支障がない場合には治療

が不要である．起立性低血圧症の増悪に対しては，段

階的な起立位をとることが勧められる．立位でめまい

が進行した場合は，直ちに腰をかがめる（蹲踞）よう

指導する．

3） 透析患者の低血圧の対策

① 適切なdryweightを設定する54）．

② 透析前に昇圧薬（amezinium（リズミック�），

midodrine（メトリジン�）55））などを使用する．

③ 降圧薬の種類や投与法をみなおし，透析前の投薬

の減量や中止を検討する．

④ 貧血の是正のため，エリスロポエチン製剤を用い

る．

⑤ 食事摂取は末梢血管抵抗を減少させ，血圧低下を

起こすため，さけるようにする．

⑥ 著しい低蛋白血症を伴う場合には，透析開始時に

血漿蛋白製剤を補充する．

⑦ L�カルニチンを使用する．

⑧ 循環動態に影響が少ない透析方法に変更する．

● 血液濾過（HF），血液濾過透析（HDF）：血液透

析（HD）に比べて除水に伴う血圧低下や透析困

難症の出現がすくない．

● 体外限外濾過法（ECUM）：ECUM による除水

は等張性であり血漿膠質浸透圧が減少しないため，

血圧が低下しにくい．ECUMによって除水し，

ついで限外濾過なしに透析すると，循環動態の変

動を軽減することができる．

● 持続緩徐式血液濾過法（CHF）：緩やかな透析条

件で通常よりも長時間をかけるHF，HDFの方

法．循環動態が不安定で，集中治療を必要とする

症例に適している．

●高ナトリウム透析56）：透析液のNa濃度を上昇さ

せ血漿浸透圧を維持し，plasmarefillingを促進

する．

●高カルシウム透析57）

● 低温透析：透析液温を通常の37℃から35℃に低

下させる．交感神経刺激が増大するために末梢血

管の収縮や心収縮力の増大により血圧低下が起こ

りにくいと考えられている58）．

●腹膜透析：持続的除水であるため心負荷がすくな

い59）．ただし，慢性的な除水不足にならないこと

が条件である．
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要 旨

急性期病院へ導入されてきたDPC包括評価におい

て，透析医療の評価方法の妥当性は充分に検証されて

はいない．調査データの解析から慢性透析患者では副

傷病として慢性腎不全を有する症例の医療資源必要度

が，透析医療に必要な医療資源を上回っていて，複雑

な病態となっていることが示された．一方，急性血液

浄化療法では，特に重篤な症例が多く，包括評価点数

の設定が充分でない可能性が示唆された．DPC包括

評価においての透析医療の評価の適正化を図る必要が

あろう．

緒 言

平成15年4月から急性期入院医療の包括評価が特

定機能病院などへ導入され，その後包括評価の試行的

適用あるいは試行調査の形で約300の急性期病院にま

で拡大する兆しを見せている．この包括評価の特徴は，

日本独自の診断群分類 DPC（diagnosisprocedure

combination）が利用されていること，DPC毎に 1

日あたり定額の包括医療費が定められていること，医

療機関毎に異なる償還点数が設定されていることなど

である．厚生労働省が入院医療の包括評価の基本方針

を示したことから，DPC包括評価がわが国の急性期

入院医療の診療報酬評価の基幹となっていくと考えて

良いであろう．

DPC包括評価が導入されることに対しては，従来

の出来高払い制の下で培われてきた医療機関の経営戦

略を抜本的に見直す必要がある．包括評価に対する医

療機関の戦略的対応としては，適切にDPCコードを

決定し医療費収入を確保すること，入院中およびその

前後を通して診療処置を計画的に実施し，また過剰な

診療を避けること，そして，当然のことであるが，提

供する入院医療の質を確保することの三つの座標軸に

関連づけて整理するとわかりやすい．

特に，透析療法を必要とする入院症例では，合併症

を持ち重症であることが多い．そのため検査，投薬注

射，血液浄化療法などの処置が多いことや，血液透析，

血液吸着，血漿交換などの技術料部分は出来高払いで

あるが，これらに伴う抗凝固薬，ダイアライザー，吸

着カラム，血漿製剤などの比較的高額な薬剤・材料は

包括支払いとなっていることなど，DPC包括評価に

おいて充分な償還点数が確保されない危惧がある．そ

こで，本研究では，透析療法の質的向上とDPC包括

評価の適正化に寄与するために，特定機能病院などで

実施されている透析療法の実態を明らかにすることを

目的とした．

1 対象・方法

まず，2002，2003年の7月から10月に収集された

包括評価のための調査データから，血液透析，血漿交

換，血液吸着療法いずれかの手技料または薬材料が算

定された症例のうち，医療資源病名または副傷病など

に慢性腎不全および慢性腎炎に関連する傷病名が存在
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しない症例を急性血液浄化療法実施症例として抽出し

た．

一方，同じデータから血液透析実施症例のうち医療

資源病名または副傷病が慢性腎不全である症例を慢性

血液透析療法実施症例として抽出した．

これらの症例の特徴，平均在院日数，診療行為の内

容などを集計して比較分析した．

2 結 果

1） 慢性血液透析症例の分析

2003年の調査データで血液透析を実施した症例の

うち，医療資源を最も必要とした病名（医療資源病名）

が慢性腎不全である症例は1,859例，副傷病に慢性腎

不全のある症例は1,537例であった（図 1）．これら

の症例の平均在院日数は，血液透析の実施が無く傷病

名に慢性腎不全の無い症例（対照例）に比べて長く，

対照例の平均値との差は，医療資源病名が慢性腎不全

である場合は＋9.0日，副傷病が慢性腎不全である場

合は＋5.4日と，前者のほうの入院期間が長くなる傾

向を示した（図 2）．これは，血液透析導入に伴う手

術，処置，検査，指導等の多くの医療サービスを提供

する必要性を反映しているものと考えられる．

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005476

図1 慢性血液透析症例数

（2003年7月から10月）

図2 慢性血液透析症例の平均在院日数



ついで，慢性血液透析症例の医療資源の必要度を，

1日あたりの包括評価部分の出来高点数（包括部分点

数）として対照例と比較した．包括部分点数には，入

院料，検査料，画像診断料，処方料，注射料，血液透

析に係わる薬剤と材料などの大部分が含まれている．

血液透析実施症例の1日あたりの包括部分点数は対照

例より高いことが示された（図3）．医療資源病名が

慢性腎不全である場合は対照例との差は1日あたり約

160点であったが，副傷病が慢性腎不全である場合は

その差は1日あたり1,250点にもなっていた．在院日

数では医療資源病名のほうの影響が大きかったのと対

照的に，医療資源必要度では副傷病の影響が大きいこ

とが明らかとなった．

慢性血液透析症例の医療資源必要度が高い理由を分

析するために，診療区分別の1日あたり出来高点数を

比較した（図4）．医療資源病名が慢性腎不全である

場合は，処置の薬剤・材料料が対照例に比べて非常に

高くなっているのが特徴であったが，注射料や検査料

は対照例より少ない傾向にあった．これは在院日数が

長いために，1日あたりに換算した検査や注射の量が

少ないことに起因すると考えられる．

一方，副傷病に慢性腎不全がある症例では大きく異

なる傾向が認められた．処置に関する点数が高いのは

同様であるが，そのほかすべての項目の1日あたり点
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図3 慢性血液透析症例の1日あたりの包括部分の出来高点数

図4 診療区分別の1日あたり包括部分点数の比較



数が対照例より高く，特に検査と注射の点数の差が大

きいことが際だっていた．これは，副傷病として慢性

腎不全を持つ症例が，透析治療のみでなく，広く様々

な形での医療資源の投入を必要としていることを示し

ていると考えられる．

2） 急性血液浄化療法症例の分析

集計された急性血液浄化療法実施症例は，2002年

では1,437例，2003年では1,693例となった．この数

値からは，全国の特定機能病院での年間の急性血液浄

化療法実施症例は約4,500例であることが推測される．

急性血液浄化療法実施症例の特徴としては，粗死亡

率が約30％と全体の粗死亡率約2.5％より著しく高

く重症例が多いと考えられること，男女比が約1.9：1，

平均年齢が約59歳と全体に比して男性が多く，約8

歳高齢であることが明らかとなった．表1に示す疾患

が主であった．

急性血液浄化療法実施症例の医療資源必要度を見る

と，平均在院日数が約37日と非常に長く，1日あた

りの包括評価部分出来高換算点数が約14,000点と全

体の平均の3倍近いことが明らかとなった．この診療

区分別の内訳を見ると，特定入院料，注射，処置，手

術などが全体の平均に比べて4～30倍と非常に大きく

なっていることが明らかとなった．包括評価部分に含

まれている血液浄化療法関連の薬剤・材料費を見ると，

狭心症・慢性虚血性心疾患，急性腎不全，大動脈瘤，

急性心筋梗塞などでは血液透析薬剤・材料の要因が大

きく，自己免疫性疾患と劇症肝炎・急性肝不全・急性

肝炎では血漿交換薬剤・材料が，また，敗血症，腹膜

炎では血液吸着薬剤・材料が多く使用されていること

が明らかとなった（図5）．

ついで，包括支払い点数と包括部分の出来高換算点

数の差額の要因について解析した．この差額は，従来

の出来高支払い制であれば得られたであろう収入と現
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表1 急性血液浄化療法実施症例の主診断名

DPC
コード DPC傷病名分類 症例数 平均在

院日数

050050 狭心症，慢性虚血性心疾患 211 28.5

110290 急性腎不全 184 37.9

050160 大動脈瘤 149 47.1

160160 敗血症その他の感染症 119 34.0

060270 劇症肝炎，急性肝不全，急性肝炎 105 32.0

070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 100 52.2

050030 急性心筋梗塞，再発性心筋梗塞 94 36.3

050130 心不全 80 42.5

130100 播種性血管内凝固症候群 77 35.0

010130 重症筋無力症，神経障害（その他） 67 46.7

060370 腹膜炎，腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く） 61 44.7

010110 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 47 38.9

図5 包括評価に含まれる血液浄化療法関連薬剤・材料の主要疾患別の1日あたり点数

血液透析薬剤・材料

血漿交換薬剤・材料

血液吸着薬剤・材料



行の包括評価支払い制における実際の収入額の差額で

あるが，出来高支払い制が比較的個別の診療行為と密

接に関連していることからより医療コストに近い値を

示しているため，この差額をもって，近似的に収支バ

ランスを検討する一つの参考情報とすることができる．

当然のことであるが，実際の症例あたり医療費収支の

解析のためにはより厳密な医療コスト分析が必要であ

るため，この包括―出来高差額のみをもって収支を論

じることは大きな危険を伴う．

分析の結果，包括点数と出来高点数の差額は大部分

の症例で1日あたり1,000点以下であったが，一部の

症例では包括点数が出来高点数より非常に少なく，特

に在院日数の短い症例でそれが顕著になる傾向にあっ

た．包括点数が出来高点数より極端に大きい症例はほ

とんど見られなかった．

ついで，包括評価点数設定の疾患別妥当性を検証す

るために，主要疾患別に包括評価点数と出来高換算点

数の差額を集計した．図6に示すように，急性心筋梗

塞，劇症肝炎，敗血症症例で急性血液浄化療法を実施

した場合，包括点数は出来高点数に比して低く設定さ

れていると考えられた．

3 考 察

DPC包括評価の調査データから，慢性血液透析症

例での医療資源必要度が明らかにされた．慢性腎不全

を主たる病名として入院する症例では，在院日数の点

での医療資源必要度が大きく，1日あたりの医療資源

必要度としては，透析治療に関する薬剤・材料が多く

なっているもののあまり大きくはないことがわかった．

一方，慢性腎不全を副傷病として入院する症例は，

透析治療に関する薬剤・材料のみならず，検査，注射

を含めて非常に大きな医療資源を必要とすることが示

された．これは慢性透析患者が入院治療を受ける際に，

それ以外の患者に比べて多くのケアを必要とすること

を示していると考えられる．同じ疾患で入院する場合

でも慢性透析を受けている患者の場合は，透析治療に

係わる医療資源に加えて，併存する病態や合併症など

の状況のために，より複雑な病態となりやすく，医療

資源の必要度が高くなるためと考えられる．

このことは，DPC包括評価において慢性腎不全が

併存し血液透析を受けている入院患者に対して，単に

透析医療に見合う医療資源を手当てするのみならず，

より複雑な病態を取りうるということに対しても，医

療資源をより多く手当てする必要があることを意味し

ている．

急性期入院患者の透析治療の評価方法には

① DPC診断群分類として評価する方法

② 透析医療の部分はある一定の定額加算として評

価する方法

③ 透析医療に係わる手技料，薬剤・材料料を出来

高として評価する方法

の3法がある．
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図6 急性血液浄化関連症例の主要疾患別の出来高換算点数と包括評価点数との差額



現在のDPC包括評価点数の設定は①であり，調査

データに基づく実態に沿った評価であるので，現状が

正確に反映されうる仕組みであると言えよう．方法②

は一見合理的に見えるが，透析症例での透析に必要な

医療資源の加算などの設定の仕方を誤りやすい．本研

究で示されたように，併存症として透析を必要とする

症例は，単に透析治療にとどまらずに複雑な病態を取

りやすいと考えられるので，単に透析に必要な医療資

源のみに限局して加算を設定することは適切では無い

であろう．方法③も同様の理由で，透析患者の複雑な

病態が反映されなくなってしまう危険性が大きい．

ただし，方法①によって慢性透析患者の医療資源が

適切に評価されるためにはいくつかの前提条件がある．

まず，適切なDPC診断群分類が必要である．特に，

透析療法などは「手術・処置等2」の項目で設定され

ているので，慢性透析を併存している患者が一定数以

上いるDPC分類では，透析関連の条件を設定し，適

切に評価をする必要がある．

第二の問題点として，医療提供者側にも充分な注意

を喚起する必要がある問題であるが，方法①は，調査

データに基づいて各診断群分類の点数が決定される仕

組みとなっているため，医療提供者が適切な医療を提

供しない限り，その実態が評価されないということで

ある．つまり，透析の必要な患者に対して必要充分な

医療を提供することで，透析に関する包括評価の点数

が合理的なものに設定されるということである．

透析の回数，薬剤，材料などを「節約」すると次回

の評価点数が相対的に低下し，充分な診療報酬が得ら

れなくなるということになる．目先の利益を追求しす

ぎると透析医療そのものに対する診療報酬評価が低下

するのである．この問題点は，いままであまり指摘さ

れていなかったが，DPC包括評価が定着し，点数設

定の仕組みが固まってきた以上，今後は充分に注意を

払う必要があろう．

急性血液浄化療法においては，このような分析によ

って，全国規模で急性血液浄化療法の実態が明らかと

なったことの意義は大きいと考えられる．一方，DPC

包括評価では，急性血液浄化療法に対する評価が充分

でない可能性が示唆された．特に，処置等の評価にお

いて医療資源必要度が非常に高い血液浄化療法が，医

療資源必要度のあまり高くない処置と同列で評価され

ている問題が大きいと考えられた．今後は，処置等に

関してDPC分類の精緻化と包括点数の合理的再評価

などを強く求めていく必要があると考えられた．

結 語

DPC包括評価において，急性期医療における維持

透析の評価と，急性血液浄化療法の評価の二つの視点

から調査データを検討した．透析医療の質の確保と向

上のためには今後もDPC包括評価における透析医療

の評価方法に充分に注意を払う必要があろう．
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要 旨

現在，重曹型透析液においても7.5～10mEq/Lの

酢酸が含まれており，一般的な血液浄化療法において

AcetateFreeBiofiltrationが唯一酢酸の生体への負

荷をもたらさない方法である．酢酸負荷の無い本法は

透析に伴う種々の不快な症状に有効であり，透析患者

の QOL上昇が期待される．本稿が AcetateFree

Biofiltrationの理解と実施の一助となれば幸である．

1 透析液の発展

1） 重曹型から酢酸型へ

1945年にKolffらが透析により急性腎不全例の救

命に成功し1），腎不全の治療として血液透析が普及す

る契機となった．当時，Kolff2）やSkeggs3）らが用い

ていた透析液の組成はアルカリ剤として重炭酸が用い

られていた．重炭酸は直接的なアルカリ剤の補給とな

り生理的であったが，その当時においては重炭酸ナト

リウムを含む透析液の作成や調製は困難であり，また，

装置操作の煩雑性などの問題があった．日本において

は1965年に重炭酸型透析液「人工腎臓潅流原液・フ

ソー・」が初めて発売されたが，当時，透析液はタン

クの再循環方式で使用されており，その調整や使用方

法などに煩雑な操作を必要とする状況であった．

このような状況の中，1964年にMion4）らによりア

ルカリ化剤を重曹から酢酸ナトリウムに置き換えられ

ることが報告され安定した品質の透析液が供給可能と

なり，その簡便性や利便性により専用装置の開発など

が一気に進み1970年代は酢酸型透析液による治療が

広く普及するに至った．

2） 酢酸不耐症

酢酸は生体内でアセチルCoAとなるが，buffer産

生に関与するのはTCAサイクルに取り込まれる60～

70％で，残りは脂肪酸代謝経路などへ向かう．透析患

者のアセテート代謝能力の上限は 3.5mmol/hr/kg

と報告されている5）．

臨床的には酢酸型透析液が広く用いられるようにな

り酢酸不耐症の問題がクローズアップされるようにな

った6）．Aizawaらはアセテート透析での末梢血管抵

抗の減弱，心収縮力の低下を報告した7）．また，アセ

テート刺激によりinterleukin-1が産生されることが

報告されて8），酢酸型透析液がもたらす様々なデメリ

ットが明らかとなった．

3） 再度，重曹型透析液へ

1970年代の後半になり酢酸不耐症の解決方法とし

て，Sargent9）らなどにより報告された新たな安定し

た重曹型透析液の必要性が再認識された．本邦では

1980年以降，組成の安定性や煩雑な操作などを大幅

に改善した第二世代の重曹型透析液AK�ソリタCを

初めとした製剤が相次いで市販された10）．しかし，製

剤安定化などの目的のため，現在においても本邦の重

曹型透析液は7.5～10mEq/L程度の酢酸が含まれて
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いる．

4） biofiltration（BF）の登場

重曹型透析液の安定供給が困難であった1980年，

VanStoneらは従来の装置を使用しつつ無酢酸で透

析し，bufferとして血流1Lあたり5％重炭酸ナトリ

ウム20mEqをダイアライザー出口部より持続注入す

る方法（AcetateFreeBiofiltrationの原法）を報告

した．この方法は酢酸型透析液による透析に比べて良

好なアシドーシスの補正，PaCO2の正常化，PaO2低

下防止，血圧低下の改善が認められた11）．

その後，ZucchelliらはPAN膜ダイアライザーを用

い酢酸透析と同時に重曹液を後希釈で補液するHDF

を報告し12），さらにBeneらはbuffer-free透析液に

よる透析と重曹液の後希釈法によるHDFを報告し，

現在，行われているAFBFの基礎を確立した13）．Bene

らの方法はbuffer-freeBFと呼ばれていたが，1987

年，Zucchelliらにより AcetateFreeBiofiltration

の名称が用いられ14），その後，AcetateFreeBiofiltra-

tion（AFBF/AFB）と呼ばれている．

本邦においては，酢酸透析での重炭酸ナトリウム液

注入法が1985年15），BFが1986年に報告されている16）．

また，AFBFが保険医療の適用となったのは2000年

で，清水製薬（現 味の素ファルマ）がAFBF専用透

析液「バイフィルS」および補充液「バイフィル専用

炭酸水素ナトリウム補充液」を発売した．

2 AFBFの実際

AFBFの実施に必要な主な機器，薬液などを表 1

に示した．ダイアライザーはII型であればいずれの

膜素材でも使用可能である．透析液は35倍希釈で用

いるため，重曹透析での希釈倍率とは異なる．したが

って中央配管方式でのAFBFは難しく，個人用透析

装置が必要となる．

AFBFでは透析と補充液注入の操作は同時に行う

ことが必須で，なんらかの原因で治療時の体外循環に

支障が生じた場合，血液ポンプの作動，透析液の供給，

補充液の注入が連動して運転・休止されなければなら

ない．DBG�02（日機装），SD200�F（JMS），TR�

7000S（東レ），NDF�21（ニプロ），インテグラ（ホ

スパル）などの個人用HDF装置ではAFBFモード

に対応した運転が可能となっている．ほかの装置でも

輸液ポンプとの組合せで実施可能であるが，先に述べ

たように各動作を連動させることが必須である．希釈

用水はAFBFに限らずとも高純度，高清浄度である

ことが求められている．AFBFは基本的にHDF治療

であり，一般的注意事項はHDF治療に準ずる．

1） 補充液量の調節

大段らによれば，バイフィルSおよびバイフィル

専用炭酸水素ナトリウム補充液（表2）を用いたとき

の至適補充液量はQBの12.5～13.5％と報告されてい

る17）．

至適HCO－
3 範囲を20mEq/L以上，30mEq/L未

満とした場合，治療前後の血中HCO－
3 濃度より補充

液の投与量の増減の方法を表3に示した．

2） AFBFの臨床効果

① アシドーシス是正効果

AFBFでは組成として乳酸，酢酸などを含まず重炭

酸の直接的補充によりアシドーシスの是正を行うこと

ができる．Suzukiらの酢酸透析，重曹透析，AFBF

での血中の酢酸濃度と血液HCO－
3 の変化効果につい
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表1 AFBFに必要な機器，薬剤など

● ヘモフィルター（HPM）

●個人用透析装置

UFコントローラー付

各種警報装置（連動運転）

補充液注入ポンプ（連動運転）

●透析液（bufferfree）

バイフィルS（35倍希釈）※

●補充液（重曹）

バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液※

●高純度希釈用水

※バイフィルSとバイフィル専用炭酸水素ナト
リウム補充液は同時に使用する.

表2 バイフィルS，バイフィル専用補充液の組成

Na
（mEq/L）

K
（mEq/L）

Ca
（mEq/L）

Mg
（mEq/L）

Cl
（mEq/L）

HCO3
（mEq/L）

Glucose
（g/L）

バイフィルS

バイフィル専用補充液

139

166

2

―

3.3

―

1

―

145.3

―

―

166

1

―



ての検討では，AFBFでの血中酢酸濃度の上昇はま

ったく無く，アシドーシス補正効果も良好であった18）

（図1）．

2005年2月にまとめられたバイフィルの使用成績

調査/特別調査の結果においても，治療開始2カ月後

で治療前HCO－
3 値の改善が認められた．

② ADLの改善

AFBF治療例では従来のHDFと比較して・透析終

了後の疲労感軽減・などADLの改善効果が認められ

ている19）．これらの改善効果は治療中に酢酸が負荷さ

れず透析治療中の血圧低下等が少なくないなど循環動

態への負荷が少ないことによると推測される．

③ 物質の除去能について

AFBFは4～10Lの置換を行うHDFであり，HD

に比べ低分子量蛋白の除去に優れている．中村らは

AFBFとHFソリタを用いた通常のHDFとの比較に

おいて同等な置換液量の場合，AFBFでβ2-MGなど

の除去率が上回る現象を報告しているが，現在のとこ

ろその機序については不明である20）．

3） AFBF実施時の注意点

安全かつ効率的なAFBF治療を行うためには，透

析液，補充液の特徴を把握し，血液ガス分析の結果に

基づいた治療条件の設定を行い，また，急激な治療条

件の変更は避けることが肝要である．至適補充液量は

QBに依存するので，低QBでは過アルカリ化に注意が

必要である．

4） AFBF治療の現況

2003年 12月末日時点での AFBF治療症例数は約

450例で全透析症例の約0.2％であった（味の素ファ

ルマ調べ）．2005年3月においては205施設において

AFBF治療が行われており，年間20～30施設の割合

で増加している．

5） AFBFの適応と展望

AFBFの適応病態としては，循環動態の維持・改

善やアシドーシスの是正などが困難な場合，不均衡症

候群を生じる場合など透析困難症を呈する場合であり，

治療時の息苦しさや頭痛などの症状改善もみられる．
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表3 補充液量の決め方

補充液量の増減
治療終了後の血中HCO－

3 濃度

30mEq/L未満 30mEq/L以上

治療開始前

血中HCO－
3 濃度

20mEq/L以上 維持（目標値） 次回から0.1L/hr減量

20mEq/L未満 翌週から0.1L/hr増量 次回から0.1L/hr減量

・通常，成人1時間あたり1.2～2.0Lの速度で投与し，1回の治療では4～10Lを4～5時間
で投与する．
・投与開始時の投与量 QB（200mL/分） 1.5L/時間

QB（170mL/分未満） 1.3L/時間
・投与中は，血液ガス分析により定期的に酸塩基平衡を測定する．
（投与初期には週1回，維持投与期には2～4週に1回程度）

図1 血中酢酸濃度の変化と血液HCO－
3 の変化



また，経験的には食欲の改善，皮膚そう痒の軽減など

の症状に対しても効果がみられる場合がある．さらに

筋肉量の少ない高齢者や肝機能低下症例などアセテー

ト代謝が遅延している症例でも適応が考慮される．

このような種々の臨床症状の改善は主にアセテート

負荷が無いことによりもたらされると考えられるが，

bufferフリー透析液での平均重炭酸イオン除去率は

35mEq/15分で21），補充液が注入される前のダイア

ライザー内の血液のHCO－
3 は1～3mEq/Lまで低下

し，大きなpH変化などが尿毒素―アルブミン結合状

態に変化をもたらし，より効率的に尿毒症物質が除去

されている可能性も考えられる．

このように治療毎においてはその効果を発揮してい

るAFBFであるが，今後は透析合併症に対する効果

や生命予後改善など長期的な臨床効果についても研究

をすすめていくことが重要である．
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要 旨

第10回透析保険審査委員懇談会を平成17年6月

25日（土）16:00～18:00，ランドマークタワー内の

フォーラムよこはま会議室Iで行った．出席者は52

名で，事前に行ったアンケートでは，検討事項で96

件，要望事項で120件と多くの回答を頂いた．会議の

内容については，検討事項と要望事項に分け，その討

論要旨が実際に役立つように記載した．

はじめに

毎度述べていることであるが，この懇談会は，年に

一度，透析医学会総会時に集まり，全国の透析審査の

格差更正を目的に開く会である．無論，お世話する

（社）日本透析医会から，なんの干渉も受けない独立

した自由な会であり，その際の討論結果が，全国都道

府県の社保・国保の審査委員会の独立性を損なうもの

ではないことを繰り返し申し述べておく．また前回に

引き続き，会員・非会員を問わず全国の透析保険審査

委員の先生方にご参加をお願いした．

当日は充実した討論が行われ，ここに改めて感謝申

し上げる．

1 検討事項

診療行為別に検討を行ったので，できるだけ日常の

保険診療の参考になるように，以下に�問題点，�検

討結果の順に記載する．

検討結果が常に白黒どちらかに出れば良いが，実際

は症例により異なり，審査委員が大変な苦労をしてい

るケースが多く，結論を得ることができなかった項目

が多かったが，この場合でも，できるだけその討論要

旨を記載することとした．

1） 指導管理料について

［検討事項①］

� 慢性維持透析患者外来医学管理料は，透析クリニ

ックの場合，1カ月のうち月末の1日でも他院に入

院すると算定できなくなる．1カ月間充分に管理し

ながら算定できなくなるのは，どうしても納得がい

かないし，大抵は，保険者のほうでつき合わせて，

再審査請求され，その結果，良くて出来高に直させ

られるか，慢性維持透析患者外来医学管理料が査定

されたままになってしまうかであるので，なにか対

策はないか．

� ある県では，1日でも先に透析を行った施設が，

その月の慢性維持透析患者外来医学管理料を算定で

きることとし，移転先の施設は算定しないという申

し合わせができていて，うまく行っている．移転先

の施設から入院した場合でも，入院したと先の施設

に連絡があるわけではないので，そのまま算定して

いる．保険者がレセプトをつき合わせて，再審査請

求してきた場合に初めて出来高に算定し直してもら

っている．

もう一つの予防策としては，透析患者に，入院し

た場合は，必ず外来維持透析をしてもらっている施

設に，入院したことを連絡するように，日頃徹底し
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ておくと混乱が起きないようである．したがって，

各都道府県の透析医会で慢性維持透析患者外来医学

管理料算定ルールを打ち合わせておくことが大切で

ある．

［検討事項②］

� 慢性維持透析患者外来医学管理料算定下で，軽い

肺炎を合併し，胸部単純X線撮影を2回施行した

場合，2回目は慢性維持透析患者外来医学管理料と

は別に算定できないか．

� 別算定はできない．フィルムだけは算定可能であ

る．

2） 在宅医療について

［検討事項①］

� CAPD患者の腹膜透析液の算定について，以下

のような場合どうしたらよいか．現状では，処方箋

でメーカーへ宅配依頼をしている．処方箋発行日よ

り2～3週間先や1カ月先の宅配など，月をまたが

る依頼もあり，患者の都合などで宅配がキャンセル

になることもある．在宅薬剤としての算定日は処方

箋発行日となっているため，レセプト提出後の変更

時は払戻しをしていて，なかなかスムーズに保険請

求できずに困っている．確実に算定するには，宅配

日を算定日としたいが認められるのだろうか．処方

箋でない形での宅配依頼の方法はないか．

� 在宅薬剤の算定日は処方箋発行日となっていて変

えられないが，全国的には予備のような状況で，2

週間分から場合によっては1カ月分余分に処方され

たからといって，多すぎると査定しているところは

ない．ただし，患者により1日何回交換するかまた

日によって交換回数を変えているかわからないので，

医療機関としては，1カ月単位で使う薬の量や交換

セットの数を算定してもらうようにすると，この患

者は「ナイトリー＋昼」もやっているなとわかるし，

また1日2回ですませているのだなとレセプトから

読みとれる．以上のように予備は2週間分位を1回

認めておけば，それ以後は，1カ月単位で算定して

もらうようにすると医療機関は請求上損はしない．

実際には，患者の家族よりメーカーのサーベイへな

にをいくらほしいと言って発送したもののFAXが

入ってくるわけで，1カ月単位にすると困るのはメ

ーカーであるが，長い目で見れば数が合ってくるの

で，我慢していただくことにしてはどうか．

3） 検査・画像診断について

［検討事項①］

� 慢性維持透析患者外来医学管理料が算定不可の導

入後3カ月未満でHANPを透析前後2回測定した

ら1回に査定された．

� 通常，心不全の病名が無いHANPは，ほとんど

のところで認められていない．心不全の病名がある

場合は，1回のみ認められている．HANPは，以

前透析前後で測っていて問題となった経緯があるが，

現在では，慢性維持透析患者外来医学管理料に包括

されている．出来高でのHANP2回はよほどしっ

かりした理由がない限り認められない．

［検討事項②］

� 全身骨のX�Pが減点されるため，1年間に分け

て，ほぼ毎月部位を変えて算定している．

� 1年に1回，5カ所くらい撮影して算定するなら

認めている．査定しているところはない．

［検討事項③］

� ヨード過敏症のため造影できないシャントトラブ

ル（狭窄等）に血管内エコー（IVUS）236,000円

を認めているか．

� 認めているところは少ないが，ヨード過敏症の場

合，やむを得ず認めているところがある．大多数の

ところでは未だ認めていない．

［検討事項④］

� 副甲状腺シンチ（MIBI）を認めているところが

あるか．

� 適応が通っていないので，全国で認めているとこ

ろはない．

［検討事項⑤］

� 副甲状腺機能亢進症に対するパルス療法で，Ca，

P，PTHを3回以上算定すると全件査定される．

� 通常，二次性副甲状腺機能亢進症のパルス療法な

ら，Ca，Pが月に2回，I�PTHが1回，慢性維持

透析患者外来医学管理料以外に算定できるので，こ

れに従って査定（減点）されていると思われる．

［検討事項⑥］

� HBs抗体検査（年1回），出来高算定の人に初の

査定があった．HBs抗原と同時検査のため「B型

肝炎の疑い」との病名は付けていたが．
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� 通常HBs抗原と抗体の両方の算定は，抗原のほ

うしか認められない．HBs抗体を測定するのは，B

型肝炎の治癒判定の場合や，輸血後の場合であって，

B型肝炎の疑いでは，HBs抗原のみ認めるのが正

しいレセプトである．ただし，今は厚生科学研究で

6カ月に1回HBs抗体を測定するというのも出て

来たので，1年に1回というコメントがあれば認め

ている．これは，透析に限ったことで，術前検査等

では認めていない．

［検討事項⑦］

� 慢性維持透析患者外来医学管理料を算定していな

い出来高で，末梢血液検査が 4回から 3回へ，

CRPが3回から2回へ査定された．

� 入院で感染症の治療が行われている時は，1カ月

で9回位，3～4日に1回位のCRP測定は通常認め

られている．CRPを外来でやってはいけないとい

うことは無いので，この場合，感染症に対する治療

内容等から判断して査定されたものと思われる．

［検討事項⑧］

� 通常「算定回数が複数月に1回とのしばりがある

検査」以外は，前回実施日を記載する必要はないと

思われるが，全検査に記載させられている．

� 腹部エコーや頚部エコー，内視鏡検査等の前回施

行日は記載させられているところがあるが，ほかに

問題が無ければ，すべての検査の前回実施日を記載

させられることはないと思われる．

［検討事項⑨］

� 心臓エコー検査でドプラー加算が査定される．

� ドプラー加算について，どこの県でもそのまま認

められているところは無いと思われる．心臓弁膜症

の経過観察のように，真に血流ドプラーが重要な診

断根拠となる場合以外は，認められていない．

［検討事項⑩］

� デジタル画像で胸部X�Pを撮影しているが，慢

性維持透析患者外来医学管理料算定時，デジタル加

算はとれないか．

� フィルムとデジタル加算は別に算定できる．

4） 投薬・注射について

［検討事項①］

� 局所麻酔薬のペンレスの使用量について

� 本来手術薬剤であるので，当日使用分だけ出して，

予め投与してはいけないことになるが，透析前30

分ないし1時間前に貼り付けるものだから，予め前

渡しすることも何枚かは，何回分かはある．よって，

1カ月の透析が13回で，ペンレスが2枚×14とな

っても認めているところが多かった．

［検討事項②］

� 透析症例で，腎性貧血にエリスロポエチン投与中

の，鉄欠乏性貧血病名のない鉄剤投与の査定につい

て，またエリスロポエチン投与中のFe，UIBC，フ

ェリチン測定について．

� 腎性貧血と病名のあるエリスロポエチン投与中の

鉄剤投与は当然のことであって，特に鉄欠乏性貧血

の病名はいらない．いくら病名主義といっても，で

きるだけ病名を少なくするため，推測できる病名は

いちいち記載する必要はないということになってい

る．またエリスロポエチン投与中に，Fe，UIBC，

フェリチン（貯蔵鉄）を測定するのは当たり前であ

り，特に病名を必要とせず全部通っている．

［検討事項③］

� 経口パルス療法の定義が不明確．例えば，ロカル

トロール経口で1μg×週 2回をパルス療法と認め，

慢性維持透析患者外来医学管理料以外にCa，P，I�

PTH算定を認めているか．

� 投与日数がフルタームでなく，パルス療法中と書

いてあれば，量が少なくても認めている．

［検討事項④］

� 廉価薬の取り扱いについて

「慢性腎不全」が主病で，便秘症，高尿酸血症，

副甲状腺機能亢進症，高リン血症等の病名は省略可

能か．

� 慢性腎不全で透析をしている例では，当然の合併

症として推測できるので，病名が無くても全部通し

ているところが大部分であった．一部では，透析医

以外の審査員も見るので，なるべく病名を入れて欲

しいとのこと．特に，高リン血症だけは保険者がう

るさいので入れる必要があるという意見があった．

［検討事項⑤］

� PTA施行時にルーチンで抗生物質の点滴を行う

施設がある．必要性はないと思われるが．

� 全国ほとんど抗生物質投与は行われていない．通

常必要ないということであった．

［検討事項⑥］
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� 抗凝固薬（ヘパリン，低分子ヘパリン等）が，感

染予防のためにシリンジ化された．これにより，従

来のように実使用量の算定ができなくなり，レセプ

トでは，実使用量と残量破棄で算定している．全国

ではどうしているか．

� 全国的に同様の算定となっている．

［検討事項⑦］

� リプル等プロスタグランジン製剤の使用回数につ

いてどのように認めているか．

� 通常，効果が認められる場合には，3カ月位まで

認め，後は内服に切り替える．内服に切り替え後，

症状が悪化した場合は，症状詳記して再使用する．

全国的にはかなり地域差があり，1カ月10回まで

のところから透析毎というところまで有り．期間も

必要なら認め，特に制限せず病状により適宜判断し

ているところもあった．

［検討事項⑧］

� エルシトニン使用量，頻度について査定に差があ

る．

� 骨粗鬆症の病名がある場合，以前は5年，10年と

漫然と使用されていたようだが，最近エルシトニン

20単位の場合「骨粗鬆症による疼痛」の病名が必

要で，なおかつ3カ月間で効果判定し，疼痛がとれ

なかったらそれ以上の使用は認められなくなった．

［検討事項⑨］

� アーガメイトゼリーやフォスブロックは対応病名

がないと減点になるか．

� 保険者から再審査請求が非常に多いが，対応病名

が無くても全部通している．

［検討事項⑩］

� 外来透析のフサンをどのように認めているか．

� 眼底出血の場合のフサン透析は，3週間位認めて

いる．白内障の術後や抜歯前後や痔出血等で最小限

必要な回数認めている．またヘパリン起因性血小板

減少症によるアルガトロバンやフサン透析は全国で

認めていた．

5） 処置について

［検討事項①］

� 止血困難時のスポンゼルやサージセルなどの使用

について．

� 手術後の止血に使用するというしばりがあるので

全例は認められない．止血困難のためやむを得ず使

用した場合に限り少数例認めているところが大部分．

［検討事項②］

� Goodpasture症候群に血漿交換療法を認めてい

るか．

� 現在では，全国で認めているところはない．

［検討事項③］

� CAPDの処置の消毒液について．カテーテル出

口部の感染時や，皮下トンネル感染時の消毒液の算

定は可能か．

� 在宅医療の通則のところにすべて指導管理料に含

まれ算定できないと書いてある．

6） 手術について

［検討事項①］

� シャント手術，グラフト植込み，血栓除去，PTA，

ステント留置術等を同一日に一緒に行った場合，最

も高い点数しか認められない．日を違えてやらざる

を得ないのか．

� 同一日に同一手術野で一連の手術を行った場合，

主たる手術料で算定するとなっている．またステン

ト留置は静脈の狭窄には未だ適応が通っていない．

鎖骨下静脈の狭窄とかネックレス等にやむを得ず認

めているところもでてきているが．

［検討事項②］

� 深部静脈を表在化してシャントを造る場合に，静

脈形成術13,500点＋内シャント造設術10,700点を

請求してくる施設がある．

� 全国的には10,700点しか認めていない．

［検討事項③］

� シャント手術時の低分子ヘパリン使用について．

� 通常のヘパリンで用は足りると思われる．

［検討事項④］

� シャント手術時のカナマイシンスプレー120ml

の使用は．

� 認めているところはない．

［検討事項⑤］

� シャント手術時のPTAカテーテル使用例をどの

ように扱っているか．例えば肘窩部等で注射穿刺痕

等による狭窄がありシャント造設しても流れない場

合．

� シャント手術中にPTAを行った場合，材料費だ
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け認めている．

［検討事項⑥］

� シャント手術中の血栓除去用カテーテルの使用に

ついて．

� 下手に血栓除去用カテーテルを使用すると手術料

が血栓除去術になってしまうので，きちっと術式を

コメントする必要がある．

［検討事項⑦］

� PTA時の血管造影料は算定できるか．

� シャント狭窄診断のゴールドスタンダードは血管

造影なので，四肢の血管拡張術から血栓除去術に点

数が引き下げられた時より手術料に含まれず，別に

算定できるようになった．

7） 特定保険医療材料について

［検討事項①］

� PTA時の狭窄径に応じたバルーンカテーテルの

使用について．

� 特にコメントがなくても2本ぐらいの拡張用カテ

ーテルは通しているところが大部分．

2 要望事項

沢山の貴重な要望を頂いた．全部掲載したいが，紙

面の都合上，内容が同一のものは一括し，診療行為別

に記載した．

1） 基本診療料について

① CAPDを老健施設でも可能にして欲しい．

② 老人の基本診療料（老人一般病棟入院基本料につ

いて）

�状態等�10人工腎臓または血漿交換療法を実施

している状態

�診療報酬点数�10人工腎臓，血漿交換療法改定案

�状態等�10人工腎臓，腹膜灌流または血漿交換

療法を実施している状態

�診療報酬点数�10人工腎臓，腹膜灌流血漿交換

療法

2） 指導管理料について

① 慢性維持透析患者外来医学管理料の点数アップ．

② 1カ月の3分の2以上外来透析した場合は，慢性

維持透析患者外来医学管理料を入院の有無にかかわ

らず算定可としてほしい．

3） 在宅医療について

① 在宅療養指導料を二つ以上併算定できるようにし

て欲しい（例：在宅酸素療法と在宅自己注射）．

② SMAP法によるPDカテーテル埋め込み術およ

び出口作成手技の保険収載をして欲しい．

③ 在宅血液透析の管理料の増点．

4） 検査・画像診断について

① MIBIシンチの適応（副甲状腺機能亢進症）．

5） 投薬・注射について

① アルミゲルの「禁忌」を「厳重注意」とし，高リ

ン血症治療薬として使用可能にして欲しい．

6） 処置について

① 透析時間の復活希望が10県よりあった．透析医

会からだけでなく，学会からも強い復活要望があり，

透析時間が長いほうが生存率が良いというエビデン

スが，国内だけでなく外国でも得られている．

② 介護保険2以上の方は，障害加算120点を算定で

きるようにして欲しい．

③ 看護・コメディカル等の技術料の適正評価．

④ 医療事故防止には費用がかかる．安全で充分な透

析医療をできる点数にして欲しい．

⑤ エンドトキシン処理加算の新設．

⑥ オンラインHDFの保険採用．

7） 手術について

① PTAの手術料をせめて6,000点～7,000点くらい

に新設して欲しい．この要望が時間復活と共に一番

多数あった．

② シャント狭窄に対し，静脈にもステント留置術の

適応を拡大して欲しい．

③ 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル設置料

の新設．

④ CAPDカテーテル挿入術と抜去術とを手術料に

新設して欲しい．

8） 特定保険医療材料について

① カッティングバルーンや血栓性閉塞に使用するス
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ロンバスター，血管内エコー使用時に通常のバルー

ンカテーテルの同時使用を認めて欲しい．

② 肘関節よりも中枢に使用する静脈へのステント使

用を認めて欲しい．

9） その他

多数のご意見を頂いた．透析患者の高齢化と糖尿病

を原因疾患とする患者の増加とに伴い，現場はますま

す人件費がかかるようになって，悲鳴をあげているの

が良くわかった．ここに掲載できないことをお詫びする．

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005490



要 旨

障害者自立支援法案は，障害者福祉制度の財源不足

を背景に，身体・知的・精神の三障害に対する給付の

仕組みを統一するとともに，利用者負担の原則を応能

負担から定率負担とするなど，障害者福祉サービス給

付の仕組みを大幅に変える法案である．透析医療に関

しては，更生医療が自立支援医療となり，自己負担額

が所得に応じて月額0～2万円となる．本法案は，平

成17年2月に国会に提出されたが，同年8月の衆議

院解散のため廃案になった．同年9月の総選挙での与

党大勝を受け，国会で再提出され，10月31日に可決，

成立した．

はじめに

平成17年8月8日，参議院で郵政民営化法案が否

決されたのを受け，小泉内閣が衆議院解散を断行した

ため，衆議院を賛成多数で通過し参議院での審議にか

けられていた障害者自立支援法案は廃案になった．今

後の政治の動向によって法案の取り扱いについて変化

があることは十分考えられるが，締め切りの都合上本

稿では，平成17年第162回通常国会に提出，審議さ

れた障害者自立支援法案の内容とその背景を中心に，

平成17年9月現在における透析医療の公費負担の現

況を含め概説する．

1 障害者自立支援法案に至る背景

平成15年4月に障害者に対する新たな福祉サービ

ス給付の枠組みとして支援費制度が始まった．それま

で障害者に対して，行政処分としての措置決定により

サービスを支給する，という形で提供されていたいわ

ゆる措置制度であった．これに対し支援費制度は障害

者自身がサービスを選択し，契約に基づきサービスを

利用する，という趣旨で始まったものである．この支

援費制度は，障害者福祉の公的責任を放棄するもので

措置制度からの後退である，という主旨で一部の障害

者団体からの反対があったものの，利用者本位という

概念自体は概ね評価されその利用は広がっていった1）．

しかしながらこの支援費制度は，わずか1年で様々

な問題が表面化することになり，事業の継続性が問わ

れるまでに至った．その最大の問題は財源不足である．

本制度は開始後，厚生労働省の見通し以上に利用が伸

び，特に在宅サービスの利用が著しく増加した．これ

は利用者のニーズに応えたサービスの増大という観点

でいえば，正に利用者本位の望ましい姿ではあるが，

その結果として，支援費制度の財源が大幅に不足する

ことになったのである．

具体的には，在宅サービスの給付に資する居宅生活

支援費の平成15年度予算が516億円であったが128

億円の財源不足が発生，また平成16年度には，602

億円の予算に対し実に250億円以上の赤字となった．

この大幅な経費の増加をふまえ，平成17年度には居

宅生活支援費に対し930億円の予算が計上された．こ

の伸びは厳しい国家財政の状況において異例であるが，

930億円のうち 161億円は，制度改革によって利用者

負担などの見直しを行うことを前提に国の財政責任を
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明確化するということで，義務的経費という形で計上

されたものである．

また支援費制度は，身体障害，知的障害を対象とす

る一方で，精神障害を対象外としており，支援費制度

のサービスの利用拡大によって，利便性が向上した障

害者と，そうでない障害者との格差が増大した．また

実務を市町村とする一方で予算配分権を国に残したこ

とで，市町村の財政格差による地域格差が，措置制度

の時よりも著しく増大したことも大きな問題となった1）．

一方，平成12年4月に施行された介護保険法は，

附則により施行5年後に制度全般に関して検討を加え，

見直しを行うことが義務づけられており，これをふま

え平成16年1月厚生労働省は，介護制度改革本部を

立ち上げた．その中での検討課題の一つに介護保険制

度と障害保健福祉施策との統合が掲げられた．これは

介護保険における利用者負担やケアマネジメントの仕

組み，国と地方の財政負担の枠組みを障害者福祉に適

用したいという厚生労働省の意向によるもので，これ

については障害者団体との意見交換も交わされ検討さ

れたものの，介護保険サービスの利用者増加の財源対

策として提案された介護保険の被保険者年齢引き下げ

問題など，財源的議論が先行したこともあり，障害者

団体をはじめとする各方面の反対で断念を余儀なくさ

れた．

そこで，新たに厚生労働省からの試案として平成

16年10月に社会保障審議会障害者部会に提示された

のが「今後の障害保健福祉施策について（改革のグラ

ンドデザイン案）」であり，その中で必要な法的整備

として提示されたのが「障害者福祉サービス法（仮称）」

である．この法律案が検討の結果名前を変え，一旦

「障害者自立支援給付法（仮称）」となったが，「給付」

という言葉に対する障害者団体などからの指摘があり，

最終的に「障害者自立支援法案」として国会に提出さ

れた．

2 改革のグランドデザイン案と

障害者自立支援法案の概要

改革のグランドデザイン案で示された障害保健福祉

施策の基本的な考え方には三つの柱があるという（図

1）2）．

一つは，「障害保健福祉の総合化」である．これは

障害者福祉サービスの一元的な提供体制を作り，年齢

や障害者種別にかかわりなくサービスが受けられる体

制を目指すということである．たとえば障害者種別に

ついては，身体障害，知的障害，精神障害はそれぞれ，

身体障害者福祉法，知的障害者福祉法，精神保健福祉

法という別々の法律で福祉制度の枠組みが定められて

いる．これらの三障害を共通対象とする法律の制定に

より，障害種別で生じていた格差の解消，および重度

の高次脳機能障害等のいわゆる「障害種別の狭間」に
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図1 障害保健福祉改革の基本的な視点

今後の障害保健福祉施策について（改革のグランドデザイン案）

（第16回社会保障審議会障害者部会資料より）



あって制度上無視されていた障害者に対するサービス

提供の制度整備を目指している．

二つめは「自立支援型システムへの転換」である．

グランドデザイン案の中には，「障害者が就労を含め，

その人らしく自立して地域で暮らし，社会に貢献でき

るシステムを進める」とあるが，この「自立」とは，

障害者をいわゆる社会的弱者とみず，社会の対等な構

成員としての人権尊重を行い，自己選択と自己決定の

下に社会活動に参加，参画し，社会の一員としての責

任を分担する，とした平成14年に閣議決定された障

害者基本計画の基本的な方針に謳われている，いわゆ

るnormalizationの理念に基づくものである．

三つめは，「制度の持続可能性の確保」である．こ

れは，前述のように財政的基盤が脆弱であり，地域間

の格差を著しく助長することになった支援費制度を改

め，財政上の裏付けを強化し，公平で効率的な制度に

しようというものである．具体的な方向性については，

市町村が障害保健福祉サービス提供の主体となり，制

度の見直しを前提とした上で，国が財政支出を義務的

経費とする一方で，これまでの所得など支払い能力に

応じて費用負担を求める「応能負担」に代え，障害者

に原則的にサービスの利用量に応じた負担を求める

「応益負担」の導入をうちだした．さらに施設入所者

について，居宅生活者とのバランスから食費や日用品

費などの自己負担の方針を示した．また障害に係る公

費負担医療の対象の見直しについても言及，給付対象

者を，①負担能力の乏しい者，②重度で継続して医療

費負担の発生する者等，に重点化する方針をうちだし

た．障害者医療における公費負担については，後に詳

しく述べる．

このグランドデザイン案に記された整備すべき法律

として提示された「障害者福祉サービス法（仮称）」

は，身体障害者福祉法，知的障害者福祉法，精神保健

福祉法および児童福祉法によって定義された障害者に

対し，障害種別にかかわらず共通の給付等の事項につ

いて規定したものである．この法律案は厚生労働省社

会保障審議会障害者部会における数回の議論の後，

「障害者自立支援法案」として平成17年2月 10日に

閣議決定され，同日国会に提出された．

この障害者自立支援法案では，グランドデザイン案

の中で障害者団体などの大きな反発を招いた「応益負

担」という言葉を「定率負担」という表現に変えたも

のの，サービス量に応じた原則1割という利用者負担

の基本方針は変えることなく（ただし月額負担金額は

所得に応じた上限を設ける），また財源については，

国が必要な事業費用の1/2を義務的経費として市町

村に支出し，また都道府県は1/4を補助し，残りの

1/4を市町村が負担する枠組みとした．この，国：都

道府県：市町村＝2：1：1の負担割合は介護保険制度

の行政費用負担と同じであり，一旦障害者福祉制度と

の統合を断念した介護保険制度との整合性に配慮した

ものである，といえる．平成17年6月に国会で可決

成立した介護保険制度改革法案の附則には，平成21

年度を目処に介護保険制度の給付対象範囲について，

社会保障に関する制度全般と併せ見直しをすることを

明記しており，この時点で再度介護保険制度と障害者

福祉制度の統合が検討事項に上る可能性は高い．

3 障害者自立支援法案における

公費負担医療の利用者負担

障害者に対する公費負担医療制度には，精神疾患を

対象とする精神障害者通院医療費助成，身体障害を対

象とした更生医療（成人対象），育成医療（児童対象）

がある．精神障害者については医療費の5％の自己負

担，更生・育成医療については，所得に応じた自己負

担（平均約 1％）であったが，障害者自立支援法案で

は，これらの障害者に対する公費負担医療が，自立支

援医療として統合され，負担上限を設け，所得，疾病

の状況等に配慮をした上での定率負担（10％）となる．

なお，また入院時の食費については，通院と入院の公

平の観点から原則自己負担とした．

具体的には，市町村民税非課税および生活保護であ

る一定所得以下の障害者については，負担上限を0～

5,000円，それ以上で所得税 30万円未満の中間的所

得の障害者については，原則1割負担，それ以上の所

得の障害者については公費負担の対象外とし医療保険

の適用とした（図 2）．ただし，「重度かつ継続」のグ

ループに属する障害者医療については，中間的所得で

あっても，負担上限は月額 1万，所得税 30万円以上

であっても負担上限は月額2万とした．この「重度か

つ継続」には，腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害な

どの身体障害，統合失調症などの精神疾患，およびそ

のほか高額な費用負担が継続する者が対象となり，透

析患者はここに含まれる．
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なお，重度かつ継続の対象については，「実証的な

研究成果を踏まえ，2年以内に範囲を見直す」とし，

また「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対

する経過措置は，施行後3年を経た段階で医療実態等

を踏まえて見直す，としており，今後の自己負担の増

加に含みを持たせた内容となっている．医療費と自己

負担の関係をグラフにしたものを図3に示す．

4 透析医療費の公費負担の現状

日本透析医会の調査によれば，現在もなお透析医療

は外来一人あたり最低月額約39万円かかる高額医療

である3）が，様々な公費負担制度により，患者の自己

負担は比較的少なく透析医療を受けることができる．

透析医療の黎明期には，透析医療が保険給付対象に

なった昭和42年12月以降も，健康保険被保険者は

10割給付だったが被扶養者は5割給付，国民保険本

人は7割給付だったため，被扶養者が透析医療を受け

る場合，高額な医療費負担を余儀なくされていた．高

額な費用負担に耐えきれない透析患者も多数おり，

「金の切れ目が生命の切れ目」などという言葉で語ら

れていた当時の透析医療の現状は社会問題にもなった．

当時の透析患者および透析医療関係者の努力もあり，

昭和47年10月に，腎臓機能障害が身体障害者福祉法

の対象となり更生医療が適用され，透析患者の自己負

担は軽減されることになった．

昭和59年には，健康保険法の規定に，特定疾病に

かかる特例（長期高額疾病）が設けられ，透析および

血友病，抗ウイルス薬を投与中のAIDS患者につい
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一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上

（所得税額

30万円以上）生活保護世帯
市町村民税

非課税世帯Ⅰ

市町村民税

非課税世帯Ⅱ
所得税非課税

所 得 税 額

30万円未満

0円
負担上限額

2,500円

負担上限額

5,000円

1割負担（※1）
公費負担の対象外

（医療保険の自己負担）

重度かつ継続（※2）

負担上限額

5,000円

負担上限額

10,000円

負担上限額

20,000円（※3）

※１（略）
※２（1） 当面の重度かつ継続の範囲

・疾病，症状等から対象となる者
精神：統合失調症，躁うつ病（狭義），難治性てんかん
更生・育成：腎臓機能，小腸機能，免疫機能障害
・疾病等に関わらず，高額な費用負担が継続することから対象となる者
精神・更生・育成：医療保険の多数該当の者

（2） 重度かつ継続の対象については，実証的な研究成果を踏まえ，２年以内に範囲を見直す．
※３「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は，施行後３年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す．

図2 自立支援医療の利用者負担（1）

厚生労働省社会援護局障害保健福祉部：公費負担医療の利用者負担

（第25回厚生労働省社会保障審議会障害者部会資料より）

図3 自立支援医療の利用者負担（2）

（厚生労働省：障害者自立支援法案による改革説明資料より）



ては，当該疾病の治療に対し，1レセプトごとの自己

負担限度額は月1万円となった．さらに，その後各都

道府県において，障害者医療費助成制度が創設され，

透析患者の自己負担が一層軽減された．

これら公費助成の利用優先順位は，①医療保険（長

期高額疾病含む），②更生医療，③障害者医療費助成

制度となっている．障害者医療費助成が充実している

都道府県では，自己負担がほとんどないことと，更生

医療による助成を受けるためには限られた更生医療指

定医療機関で治療を受ける必要があるため，更生医療

の助成を受けている透析患者はそれほど多くなく，

2001年の全国腎臓病協議会（全腎協）の調査では23.2

％であった4）．なお，最近になり地方自治体の財政悪

化を理由として複数の都道府県で，障害者医療費助成

制度が縮小され，患者の負担が増加する傾向にある5）．

障害者自立支援法案が原案通り成立した場合，透析

患者においては，前述のように更生医療が自立支援医

療となり自己負担額が所得に応じ月額0～2万円とな

るが，医療保険の特定疾病にかかる特例は所得制限が

ないため，透析医療にかかる自己負担限度額が月1万

円をこえることはない．

5 障害者自立支援法案の論点

グランドデザイン案提示の時点でまず問題になり，

現時点でも反対意見の最大のポイントとなっているの

が，障害者自立支援法案が障害者のサービス利用の応

益負担（定率負担）を原則としている点である．これ

は障害者の権利として獲得してきた所得保障を揺るが

すものとして，ほとんどすべての障害者団体や一部の

有識者，そして野党が問題視し，これまでの原則であ

る患者の所得に応じた負担を求める応能負担の維持を

訴えている．

これに対し，行政および与党側は，支援費制度が施

行2年にして大幅な赤字を出し，財源上存続の危機に

あること，障害者福祉サービスの予算を国の義務的経

費として大幅増額で獲得した条件が，応益負担の導入

を含む障害者福祉制度の改正であったことから，応益

負担（定率負担）については譲らなかった．

ほかにも，定率負担を導入するのであれば，就労環

境を含む十分な所得保障が必要であり，年金や社会資

源の充実を，と訴える意見がある．また家族からの自

立を目指し扶養義務負担を廃止する，としながら，低

所得者対策として設けられた自己負担上限の基準は，

本人ではなく世帯の収入としているのは矛盾している

のではないか，という意見6）など，障害者の自己負担

に関わる部分に批判が集中した．なお，全腎協が平成

17年1月に厚生労働省に要望した内容を表1に示す5）．

衆議院厚生労働委員会において，福祉サービスにつ

いては平成18年1月の施行である一方で，自立支援

医療（公費負担医療）の施行時期が平成17年10月と

している理由を問われて，行政側は明確に予算の問題

である，と答弁している．このように，本法案が作ら

れ早期施行が目指された背景には，支援費制度および

公費負担医療の財源問題が第一にあることは明白な事

実である．一方で特に支援費制度で大幅な赤字を生む

に至ったのは，厚生労働省の状況判断の甘さや実態把

握不足があったからだ，という批判がある7）．

しかし，国家財政の危機的状況と，官邸・財務省主

導の「三位一体改革」における国の補助金を廃止・削

減し，社会保障費も一般財源化，すなわち地方自治体

へ権限委譲していく流れの中で，厚生労働省が抵抗し，

介護保険のスキームを障害者福祉に流用することで，

障害者福祉にかかる国からの義務的経費を引き出した，

いわば財務省および官邸と厚生労働省の妥協点として

の法案という見方もまた可能であるかもしれない．

6 障害者自立支援法案の国会の審議経過

障害者自立支援法案は，平成17年2月に内閣提出

法律案として国会に上程され審議が行われていたが，

郵政法案による政治状況で審議はずれこみ，定率負担

の凍結などの大幅修正を求めた民主党に対し，公費負

担医療に関する実施時期を平成17年10月から平成

18年1月とするなどの一部修正のみで応じた与党の

賛成多数で，平成17年7月13日厚生労働委員会を通

過，7月15日に衆議院において可決された．
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表1 全国腎臓病患者協議会（全腎協）の厚生労働省に対する要望

1.自立支援医療（更生・育成医療）の利用者負担を「応能負

担」から「定率負担」に改定しないで下さい．

2.入院時食事療養費の一部自己負担（入院給食費）の助成を

自立支援医療から外さないでください．

3.負担能力の認定は，世帯合算ではなく本人所得を基準に判

定してください．

4.自立支援医療以外の介護給付（ホームヘルプ，障害者療護

施設），訓練等給付（更生施設）の利用者負担は，月額15,000

円を上限とする「低所得1」並みの取扱にしてください．



しかしながら冒頭で述べたように，参議院で郵政民

営化法案が否決されたのを受け，小泉内閣が衆議院解

散を断行したため本法案は廃案になった．解散直後

（8月10日），尾辻厚生労働大臣は記者会見で，本法

案については大きく手を加えることなく再提出する意

向を示したが，成立時期は平成17年9月現在，見通

しが立っていない．同年9月の総選挙では自公連立与

党が圧勝した．これにより本法案は今後の国会で原案

に近い形で再提出されるものと思われる．

前述のように，障害者の在宅サービスの補助に資す

る居宅生活支援費の平成17年度予算は930億円であ

るが，うち161億円は本法案の成立を前提として，義

務的経費として計上したものであり，本法案が成立し

なければこれに1割自己負担導入に伴う財政効果10

億円をあわせた約170億円の財源不足が発生すること

が予想されている8）．

（追記） 本法案は総選挙後の国会で一部施行時期を延

期した上で再提出され10月31日可決，成立した．

おわりに

障害者自立支援法案は，障害者福祉サービスを公平

かつ効率的に一元化する，という大きな理念を持った

法案である．しかしその趣旨に障害者福祉事業の財源

不足対策があることは隠しようのない事実であり，そ

の意味で，この法案は改革の名前を借りた福祉切り捨

てである，という批判は，反体制的イデオロギーに基

づく論調とは決めつけられない説得力を持っている．

しかしながら，このような法案が作られる背景には，

厳しい財政状況の中で，経済の伸びを大きく上回って

増大する社会保障関係の費用を抑制しようという，財

務省および官邸（＝小泉内閣）のこれまでにない強い

意思があることも，また紛れもない事実である．

障害者自立支援法案の透析医療に与える影響は，現

時点では更生医療における自己負担の問題にとどまる．

しかし，この法案は国の社会保障政策の大転換を具現

したものであり，この法案の意図するところや成立過

程を理解した上で，来る医療制度改革において透析医

療が成立する条件を検討することは，すべての透析医

療に携わるものにとって焦眉の急であると考える．
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要 旨

IT環境の発展は医学系の学会・研究会においてPC

（personalcomputer）プレゼンテーションという新

しい形に移行した．しかし，PCプレゼンテーション

は，発表者側の発表形式や運営側の運営方法に変化を

もたらした．発表者側にはPowerPointでデータを作

成するにあたってバージョン，スライドのサイズ指定，

フォント指定，画像処理，ファイル保存方法，持込方

法についての注意が必要であり，運営側の問題点は専

任PCオペレーターの必要性や，映像機材の取り扱い，

コストや著作権などの新たな問題が浮上している．こ

れからの時代に対応すべくPCプレゼンテーションの

現状と問題点を明らかにする．

1 はじめに

近年のIT環境の発展は目覚ましく，アナログデー

タからデジタルデータへの華麗なる変遷を遂げた．パ

ーソナルコンピューター（PC）にいたっては職場に

1台であったものが個人2～3台があたりまえの時代

である．Windows，Macintoshに代表されるPC用

OSの発展は医療業界にも多大なる影響を与えた．す

なわち学会や研究会での発表スタイルが，モノクロ

（ブルースライド）からカラースライドに変わってい

ったと思えば，現在ではPowerPointを利用したPC

プレゼンテーションがあたりまえの時代になっている．

しかし，PCプレゼンテーションによる発表には，

発表者側の発表形式や運営側の運営方法にも様々な変

化をもたらしたといえる．本稿では学会・研究会にお

けるPCプレゼンテーションの現状と問題点を明らか

にし，発表者や運営側にPCプレゼンテーションのコ

ツについて解説したいと思う．

2 IT環境の変遷

1970年代のPC用OSの開発は現代社会を大きく変

化させたといえる（図1）．1980年代のWindows，

MacintoshのOSの誕生は，PCを個人が利用する大

きな転機となった．PCの普及はペーパー中心の時代

から，on-lineデータが中心の時代に変化させ，今や

様々な情報はインターネットから得るというのがあた

りまえになってきている．

データに関してもアナログ的なフィルムの時代から

デジタル管理となり，データを保存するメディアもフ

ロッピーディスクからMO，CD，DVD，USBフラ

ッシュメモリへと小型ながらも大容量を記憶できる媒

体が登場している．

学会や研究会での発表は90年代前半までは白黒ス

ライド（ブルースライド）が主体で，その後10年間

くらいはカラースライドの時代となった．しかし，21

世紀になってPCプレゼンテーションに切り替わる学

会や研究会が増えてきた．ハード面でのIT環境の飛

躍的進歩ももちろんだが，昨今よく耳にするグローバ
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リゼーションやユニバーサル，ユニバーサリティとい

った，すべての事象を世界規模，世界基準で捉えるこ

とによって，われわれはいとも簡単にスピーディーに

情報をやりとりできるようになったことも大きな要因

の一つと思われる．

もう一つ重要なことは，こんなに便利になった世の

中なので，手軽にそれも自由に個性を発揮する場が増

えてきたということである．集団ではなく一人一人の

個性を発揮できる環境になりつつあるということであ

る．

スライド作成の際，以前はPCの速度は遅く，フィ

ルムに落とす必要があり，そうこうしている間にPC

がフリーズし，また一からやり直しということがよく

あった．ところが今やPCのデータ処理能力は速く，

手軽になりスライドなど作らなくても良い時代がやっ

て来た．それがPCプレゼンテーションという，私た

ちが今行っている方法である．

周辺学会や社団法人日本透析医学会全国規模学術集

会は表 1にあるように，ほとんどがこのPCプレゼン

テーションを採用しているのが現状である．
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表1 透析関連全国規模学術集会

学会・研究会 PC使用 スライド使用

日本透析医学会

日本アフェレーシス学会

人工臓器学会

日本腎臓学会

日本内科学会

日本泌尿器科学会

日本急性血液浄化学会

小児PD研究会

腎不全外科研究会

日本医工学治療学会

日本透析医会・シンポジウム

全国腎疾患管理懇話会

日本サイコネフロロジー研究会

日本腹膜透析研究会/CAPDセミナー

日本HDF研究会

バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会

アクセス研究会/アクセスセミナー

ハイパフォーマンスメンブレン/次世代人工腎研究会

維持透析患者の補充・代替医療研究会

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

？

○

○

○

○

○

○

？

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

？

×

×

×

×

×

×

？

図1 IT環境の変遷

　　　　　　　　



3 スライドフィルムプレゼンテーションから

PCプレゼンテーションへ

PCプレゼンテーションを用いることによって，発

表スタイルがより自由に効果的にできるようになって

きた．スライドを作成する手間暇も要らず，発表者側

にとっては得なことが多い．その反面，発表者側の

PC環境は十人十色で，運営側がそれらに対応しよう

と思うと，コストの面や技術面などの問題が生じてき

ている．また，不慣れな発表者もまだまだ多い．

1） 発表者側から見た，PCプレゼンテーションの

問題点および解決策

まず，スライドとPCプレゼンテーションを比較す

ると（表2），PCプレゼンテーションでは発表者側に

利点が多いと思われるが，コスト面ではPC環境を整

える運営側に負担が大きくなる．またコンピューター

環境・技術面ではWindowsのみの持込だとか，フォ

ントの指定や，動画禁止などと限定されるようになる．

また，データを作成するまではこれまで通り，ハード，

ソフト，電気代，メディアなどの周辺機器や消耗品の

コストが必要なのは変わらないが，スライド作成だと

これにプラス，例えばフィルム代が約400円で現像

850円，全部で1,200円程度必要となる．PCプレゼ

ンテーションだとこの費用は不要である．

2） 発表者側と運営側での比較（表3）

発表者側はスライド作成代がいらない反面，PC環

境を整える必要に迫られてきた．運営側の要望が多く，

高度になるほど発表者側の負担が大きくなる．逆に，

発表者側の自由度を保証することは運営側のコストや

技量面に負担がかかってくることになり，この辺りの

バランス感覚が非常に難しい問題である．

発表者側への要望が多くて，邪魔くさいと思ったこ

とのある方は少なくないと思われるが，実は運営側に

もコンピューター環境や技量はもちろん，また運営費

に至るまで多くの問題点が存在することを認識してい

ただきたい．
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表2 スライドとPCプレゼンテーションとの比較

比較項目 スライド 評 PCプレゼンテーション 評

コスト
発表者側負担・大

（フィルム代と現像代） �
運営側負担・大

（機材など）
？�

時間・労力
データ作成→フィルム→現像

まで �
データ作成まで

�
コンピューター

環境・技術

特別な環境や技術がなくとも

可能 �
運営側の要望に合わせなくて

はならない？
？�

意 識
一般的なプレゼンテーション

�
より個性的・効果的に（動画

使用など） �
欠点・利点

スライド資料が膨大に

映写時のピント合わせ
� データのみの保管

プレゼンテーションがスムーズに �

表3 発表者側と運営側の比較

比較項目 発表者側 評 運営側 評

コスト
スライド代不要

PC環境整備代？
？�

機材増

PC技術者要 �
時間・労力

データ作成まで

�
データチェック，試写など人

数および技量が必要 �
コンピューター

環境・技術

運営側の要望に合わせなくて

はならない？
？�

コスト面を押さえる？

→発表者への要望・大
？�

意 識
より個性的・効果的に

（動画使用など） �
自由度を保証しないと進歩が

なくなる？
？�

欠点・利点
メディア持込で楽々！

直前までデータ変更可能 �
PC操作の技量必要

運営費の問題
？�



また，運営側がどういう場合でも対応できれば良い

が，PC環境はそれこそ千差万別で，すべての環境に

対応するのは困難である．OSやOSのバージョン，

ソフトのバージョン，ノートPC持込を認めるか，メ

ディア持込に限定するか，メディアは限定するかなど，

それぞれのパターンを考慮しながら運営をスムーズに

するには制限がどうしてもかかってしまう．

3） 昨今のPCプレゼンテーションの現況（図2）

図2はここ5年ほどのPCプレゼンテーションの状

況であるが，これは運営側の「PC発表上の注意」な

るもので数値はかなり変わるはずである．実際は

Macintoshを所有していながら，なにかと制限が多く，

慣れないWindowsで作成された方もいたと思われる．

CD�Rを焼くのにソフトがなく，ノートPCを持ち込

んだ方もいたと思われる．これらは運営側の要望が多

ければ多いほど，今後いくつかの方式に収束せねばな

らないことになるが，発表者側の自由度も保証しない

と進歩がなくなる，これもまた大きな問題である．

4 PCプレゼンテーションでの発表者側の

主な注意事項

①ノートパソコン持込かメディア持込のみなのか，

②PC環境に関しての細かな注意事項，③OSやソフ

トのバージョン，フォントの指定というデータ作成上

の注意点などが主な三つの注意事項である．

そこで最も面倒でかつ重要なのは，PowerPoint

でデータを作成する時の注意点である．それぞれは運

営側の対応の限界点も表しているが，逆にどのコンピ

ューター環境でも問題なく動作できるようにすること

は可能であり，以下の六つのポイントからそれぞれの

問題と解決方法を記述する（表4）．

1） PowerPointのバージョン

基本的に上位バージョンは下位バージョンのデータ

を動かすことができる．これをふまえれば運営側は上

位，発表者側は下位という図式ができあがる訳だが，

あまりかけ離れているのは限界があるため，運営側は

高すぎず低すぎず，一般的な設定にせざるをえない．

できるだけ広い範囲で対応するべく準備していても限

度があり，発表者側全体のレベルアップと同時に運営

側もこの点に注意しながらPC環境づくりをしていく

必要がある．

2） スライドのサイズ指定

PowerPointで新規作成する際に，一番始めに設定

しておくことを推奨する．理由は，「画面に合わせる」

に設定してしまうと，個々のコンピューターの画面サ

イズに合わせてしまうからである．またA4などの

「用紙サイズ」に合わせてしまうと，通常設定されて

いるプリンタの機種によって変わってくる．そこで一

番安全なのは「35mmスライド」に合わせることで

ある．これはPowerPointのソフト自身の決まった設

定なので，おおむねどのPC上でもテキストのズレも

なく，図表もまずはズレない．

3） フォント指定

フォントには，個々のPCに，初期状態ですでに標

準で入っているフォントがあり，これはOSや機種，

またバージョンによって様々である．すべてのフォン

トに対応するには限界があり，文字化けや位置ズレを

防ぐためにフォント指定を行っている．現在，OS間
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図2 昨今のPCプレゼンテーションの状況



の共通フォントなるものを開発中らしいが，これには

もうすこし時間がかかりそうである．したがって，発

表者側も，特にメディアを持ち込む場合は指定フォン

トを遵守して協力していただくことが必要となる．

記号や省略文字は，機種依存文字と呼ばれている．

WindowsとMacではそれぞれ文字の定義が異なって

いる．文字は文字コードという英数字で表しており，

たとえば「AAA333」はWindowsではローマ数字の

「Ⅰ」を表していたとしてもMacではそんな番号のつ

いた文字がなかったりする．したがって，どの環境で

も文字化けしないためには，例えば発表でよく使う

「丸数字」「ローマ数字」「単位」などは，工夫しなけ

ればならない．

4） 画像処理について

① 静止画

画像をPowerPointで使用する場合，不必要に大き

な画像ファイルを貼付けると動作が重くなり，発表が

スムーズにいかない．画像解像度とは画像の細かさの

ことで「dpi」という単位で表される．「dpi」はドッ

トパーインチの略で1inchあたりにドット，つまり

点が何個あるかを表す．ファイルサイズは画像データ

の大きさ，つまり容量のことで，画像解像度とその画

像の表示サイズで決まる（図3�1）．

② 静止画のファイルサイズ

プレゼンテーション画面をきれいに見せるために必

要な画像のファイルサイズは，だいたいスライド一画

面に対して，モノクロで1メガバイト，カラーで3メ

ガバイトを目安にするとよい．画面に半分ずつ同じ大

きさの画像が2枚だと，モノクロで500Kbずつ，カ

ラーだと1.5Mbずつということになる．これより小

さいサイズだときれいに表示されない可能性があり，

逆に不必要に大きなファイルだと動作が遅くなる（図

3�2）．

ファイルサイズは画像解像度と表示サイズで決めら

れる．ファイルサイズを基準に考えると，適切な画像

解像度が自ずと決まり，画面サイズをいっぱいに使用

する場合，23cm×17cmが限界であり，計算すると

画像解像度は150dpiぐらいが良い（図3�3）．
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表4 PowerPoint作成時の注意点

項 目 内 容

1.PowerPointのバージョン

2.スライドのサイズ指定

3.フォント

4.画像処理

静止画，動画，アニメーション

5.メディアに保存

6.データ持込方法

OSバージョンと対応PPバージョンの限界

PC環境に左右されないためには？

PC環境に左右されない共通のフォントとは？

機種依存文字とは？

スムーズに動作させるためには？

保存時の注意事項は？

ノートPC持込，メディア持込

図3�1 画像解像度と表示サイズ

図3�2 スライドに必要なファイルサイズ

図3�3 理想的な静止画



③ アニメーション

これはPowerPoint内の機能であって，動画では

ないので，特に使用制限はない．ただし，Windows

とMac間では共通のアニメーションが少なく，若干

の注意が必要となる．

④ 動画

ファイルタイプやコーデック，つまり圧縮方式など

が多様に渡り，現在のところ運営側がすべて対応する

ことは困難であり，動画を使用したい場合はノート

PCの持込が推奨される．ただし，フリーズなどがな

いようにPCの環境を整えていくべきである．

5） ファイル保存方法

① CDとDVD（表5）

データを一度だけ書込めるCD�RまたはDVD�R，

もしくは読み書き消去できるCD�RWまたはDVD�

RWがよい．なお，DVDの中でもDVD�RAMとい

うDVD�RW の大容量版があるが，これは現在主流

のDVD�ROMドライブでは読込みできないので推奨

されない．

② USBフラッシュメモリ

データを保存し，PCから抜く前に，Windowsで

は「ハードウエアの安全な取り外し」という操作が必

要である．Macでは「ゴミ箱にドラックアンドドロ

ップ」もしくは「取り出し」の操作が必要となる．こ

れらの作業を行わずに安易に抜いてしまうとデータを

消失する恐れがある．USBフラッシュメモリは，PC

に差し込まれている間はまだ作業中であるということ

を念頭において操作すれば安全で，簡便なメディアで

ある．

6） データ持込方法

① ノートPC持込

持込できるノートPCは「外部映像出力端子」とい

って，このような「D-Sub15pinメス」の端子があ

るものとなる．

もしこの「D-Sub15pinメス」端子がない場合は，

別売り，もしくは付属のVGA変換アダプターを発表

者側で用意しなくてはならない（図4）．

このようにノートPC持込の際は，まず「D-Sub15

pinメス端子」があること，なければ機種専用のVGA

交換アダプターを用意する．次に「パスワード解除」

は運営中に動作にトラブルなどあった際に再起動する

場合があり，必ず解除する．さらに「スクリーンセー

バーおよびスリープ解除」「ウイルス自動チェック解

除」は口演中に作動することを回避するため重要であ

る．バッテリーでの駆動は危険であり，必ず電源アダ

プターを持参する必要がある．補足として，デスクト

ップを整理しておくとか，動作に支障がないようPC

自体のメモリが充分であるかなど，万が一のトラブル

に備えてバックアップをとったメディアも持参すると

なお良い．ノートPCの持込は，これらの注意点を守

れば，自由度の高いプレゼンテーションができる．

② メディア持込の場合

必ず運営側の注意事項を遵守しなければならない．

推奨メディアは CD�R/RW，DVD�R/RW と USB

フラッシュメモリとなる．またPowerPoint作成上の

注意を必ず守らなければならない．データは運営側の

PC環境に左右されるということを念頭において，発

表までの準備をすることが重要となる．
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表5 各種メディアの利点と欠点

メディア 利 点 欠 点

FD 扱いが楽 扱えるデータ量が少ない

CD�R/RW
互換性が高い

安価

書き込みに時間がかかる

DVD�RAM 大容量 高価 ★ドライブ未対応機種多し

USBフラッ

シュメモリ

高速

扱いが楽

★USBポートからの抜き差しを慎重に！

MO，Zip
扱いが簡単 ドライブがないとデータのやり取り不可能

（容量によっては互換性がない場合も）

HDD
大容量

高速

常時接続環境ではウイルスに汚染されてい

る可能性あり



上記のような事柄がPCプレゼンテーションを円滑

にこなすための発表者側の問題点であり，理解し実行

することで自分らしいプレゼンテーションが可能にな

る．

5 運営側の問題点と解決方法

1） 研究会・学会の規模からみたPCプレゼン

テーション

地域の小規模研究会などでは演者は数名程度であり，

1人の講演時間も長いため，自分たち（いわゆるわれ

われ医師やコメディカルスタッフ）だけでの運営も可

能である．ただし，液晶プロジェクタとPCの接続，

各種PCの取り扱いや，モニタの解像度の設定，接続

ケーブルの取り扱いに注意する必要がある．

一方，一般演題がある研究会・学会レベルでは，一

般演題をスムーズに処理する必要があるため，われわ

れのレベルでは対応できないことが多い．したがって，

専用のPC関連機器や専任PCオペレーターが必要に

なってくる．この場合，専任PCオペレーターにすべ

て任せれば問題はなく，慣れているオペレーターの監

視下ではスムーズな運営が可能である．

2） 小規模研究会運営の注意点（図5）

ノートPC持込時の場合，運営側の準備としてはま

ず，液晶プロジェクタとこれに付属のVGA接続ケー

ブルを準備しておく．次に，ノートPCと液晶プロジ

ェクタを接続する際には，ノートPCの電源が入って

いるか，出力に「外部モニタ」が選ばれているか，接

続ケーブルがきちんと挿入されているか，出力解像度

が液晶プロジェクタに合っているかを確認しなければ

ならない．

また，接続ケーブルが断線していないか，長すぎな

いかにも注意する必要がある．液晶プロジェクタは電

源が入っているか，入力信号が「RGB」か「Computer」

が選ばれているか，接続ケーブルが「Input」に挿入

されているかを確認する．

特に注意すべきはノートPCと液晶プロジェクタの

解像度である．ノートPCの一部機種でPCのモニタ

出力端子より出力する解像度がVGA（640×480）に

限定されている機種がある．この場合，その解像度以

上のサイズで作成するとノートPCの画面では正しく

表示されていても，プロジェクタで投影した場合にレ

イアウトがくずれてしまう恐れがあり，出力できる解

像度を確認してから作成することを奨める．

3） 一般演題の特殊性

一般演題は1セッション6演題程度あり，演題と演

題の間の時間的な余裕がなく，動画の持込やアニメー

ションの設定がうまく作動しないことが多い．また，

プレゼンテーションに慣れていない演者も存在し，ス
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図4 D-Sub15pinとVGAアダプター



ムーズな進行ができない可能性が高い．したがって，

一般演題が多ければ多いほど，PCプレゼンテーショ

ンは手間やコストがかかってしまうため，現状を把握

し，問題点を明らかにすることが急務となる．

4） 大規模研究会・学会運営方法

① データ受付場所

PCセンター利用はデータの一括管理で会場が多い

ときにはベターである．各会場前受付はこれまでの研

究会スタイルと同様で，発表者の混乱は少ないが人手

を多く必要とする．会場内受付は会場内が雑然として

しまうため，避けた方がよいと考える．

② データ受付方法

各自持ち込みメディアダイレクトデータ処理方法，

持込メディアの運営側PCへの落し込み，各自ノート

PC持込などがあるが，各方法の利点と欠点について

は後で述べる．

③ 必要映像機材（会場内）

会場内でまず表6のような機材が必要である．特に，

液晶プロジェクタと接続する複数のPC：切替器（分

配器：シームレススイッチャー）は必須である．図6

ではA～Eの5台のコンピューターをシームレススイ

ッチャーで切り替えている．CのPCが選ばれている

間は，プレゼン中にもかかわらずA，B，D，EのPC
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図5 小規模研究会の準備

ノートPC持込時の注意事項

表6 映像機材（会場内）

機 材 必要数

シームレススイッチャー

液晶プロジェクター

各種ケーブル

ノートパソコン

液晶ディスプレイ（モニタ）

プレゼンテーションマウス

（ないしはキーボード）

1台

1台

10本

2～3台

2台

2台

図6 液晶プロジェクターとの接続

複数のPC切替器（シームレススイッチャー）の使用



を操作しても問題はない．

④ 専任オペレーターの必要性

いざというときにはやはり，専任のPCオペレータ

ーが必要であり，運営スタッフでは管理不能な部分が

存在する．また，レンタルの場合，どうしても機材の

癖などもあり，専任オペレーターの存在は欠かせない．

研究会では安全かつスムーズな運営が第一条件である．

受付で試写は可能であったが，会場内でうまくプレゼ

ンテーションできない場合もある．このようなトラブ

ル発生時にも専任オペレーターがいれば的確に対応し，

会の進行を妨げることはない．

研究会で機材を購入し，コスト削減を実施する方法

もある．しかし，バージョンアップに対応しなければ

ならず，機材が古くなっていくため，維持費用が馬鹿

にならない．また，研究会自体で専任のPCオペレー

ターを育成し，何年かは限定したプレゼンテーション

方法でやるなら可能であるが現実的ではない．

⑤ 使用機材（PC受付）（図7）

持込メディアを限定してもMOとCDを認識違い

したり，さらにはFDを持参する発表者も存在する．

したがって，各種メディアが使用できるように周辺機

器を備えておくのも必要である．いずれにせよ，イレ

ギュラーの対応ほど時間を取られるので運営側はあわ

てないように準備することが必要である，つまり「備

えあれば憂いなし」である．

5） 映像機材のコスト（表7）

実際，最も気になる部分がPCプレゼンテーション

を導入する際のコストの問題である．全国各地で多少

の差はあると考えられるが，おおむね1日1会場あた

りのレンタル料は30万円程度であり（人件費も含む），

たとえば3会場で施行すると100万円程度のコストが

必要になってくる．

6） PCプレゼンテーション導入コストの解決法

① 参加費の値上げ

これが一番理にかなっている．というのもこれまで

はPCで作成したスライドを各自が負担していた．こ

れを研究会が独自にやりだしたと思えば良いからであ

る．

② 参加費以外による収入増

ランチョンセミナーや展示を増やし，収入増加をね

らう手もある．しかし，食事ができる会場か，展示ス

ペースが存在するかなどの問題も生じる．

③ 研究会本部からの援助金の増資

資金的に余裕のある研究会や学会なら，運営側に運
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表7 映像機材のコスト（1日1会場あたりのレンタル料）

機 材 値 段 台 数 値 段

シームレススイッチャー

液晶プロジェクター

各種ケーブル一式

ノートパソコン

液晶ディスプレイ（モニタ）

プレゼンテーションマウス

（ないしはキーボード）

専任PCオペレーター

70,000

50,000

10,000

15,000

7,000

3,000

35,000

1

1

1

6

4

4

2

70,000

50,000

10,000

90,000

28,000

12,000

70,000

合 計

330,000

（2会場では660,000円，

3会場では990,000円）

図7 安全な運営（受付）



営資金の割り当てを増資する．

7） 演題受付の方法

これまでの印刷物郵送受付，メール受付，オンライ

ン演題登録受付があるが，それぞれ利点・欠点があり，

表8にまとめる．メール受付では印刷物（抄録集）に

する際のレイアウトの変更が必要であるが，簡便で郵

送による時間のロスがなく，無駄な紙の使用がない．

さらに，オンライン演題登録受付は運営側のメリット

は大きいが，すべての人がIT環境を整える必要があ

る．そのほか，セキュリティーの問題，入力項目が多

いなどの欠点も存在する．

8） 大阪透析研究会の場合

大阪透析研究会ではプレゼンテーション方法として

第1回から2004年秋の第63回まではスライドプレゼ

ンテーション，2005年春の第64回からPCプレゼン

テーションに変更した．方法はメディア持込，運営側

PC落し込み方式としたが，午前中にCDが運営側PC

に落とし込めなかったり，USBフラシュメモリで持

込んだデータがロスしたり，文字化けや，文字描出不

能などの不具合が発生した．さらに，運営費用の捻出

が困難になりPCプレゼンテーションの見直しや，研

究会参加費が1,000円から2,000円に値上げとなった．

9） そのほかの問題点

① セキュリティー問題

PCプレゼンテーションの場合，データで処理を行

うため，ウイルスチェックの確認は必須である．今の

ところ既存のチェッカーで十分であると思われるが，

発表者の感染メディアが運営側PCを感染させる可能

性がある．

② 著作権の問題

「思想又は感情を創作的に表現したものであって，

文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの」（著

作権法）が著作物に当たる．著作権は，特許と異なり，

事前登録などは不要．著作物が生み出された瞬間，著

作権が備わる．著作権（財産的な利益の保護・譲渡可）

には複製権，上演権及び演奏権，公衆送信権等，口述

権，展示権，頒布権，譲渡権，貸与権，翻訳権・翻案

権など，二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

がある．
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表8 各種演題受付方法の特徴

項 目 はがき メール on-line

印刷物データ化

データ化時の入力ミス

抄録レイアウト作成

時間

郵送料

紙の使用

PC環境

セキュリティー

入力（掲載）項目

必要

あり

必要

長時間

必要

多し

必要なし

問題なし

少ない

なし

コピー＆ペースト

必要

短時間

なし

なし

必要

△

少ない

なし

なし

なし

超短時間

なし

なし

制限あり

△～×

多い

図8 現時点での最善のPCプレゼンテーション

（社）日本透析医学会学術集会・総会ではon-line登録が必須

表9 最善のPCプレゼンテーション運営方法（データ取扱）

各自ノート
PC持込

メディア持込
運営側PC落込

メディア
直接使用法

簡便性

不具合頻度

バージョン

文字など

動画

動作

確実性

著作権

×

少ない

気にしない

正確

可能

PCによる

◎

問題なし

◎

多い

問題多し

文字化け

不具合

速い

○

問題あり

◎

多い

問題多し

文字化け

不具合

遅い

×

問題なし

＞ ＞



したがって，データを運営側PCにコピーして運営

する場合は，運営側PCが悪用される可能性があるた

め，研究会終了後にデータを完全に破棄する必要があ

る．また，運営側が発表者に運営側PCへの取り込み

について事前に説明しておく必要もある．ノートPC

持込の場合は上記の問題は発生しない．しかし，CD�

RやUSBフラッシュメモリを直接運営側のPCに入

れて作動させると，動作が遅く運営に支障をきたす恐

れがあり実際的ではない．また，メディアの受取，返

却方法も構築しておく必要がある．

③ 個人情報保護法

報道，著述，学術研究，宗教活動，政治活動の用に

供する目的で個人情報を取り扱う報道機関，著述を業

として行う者，学術研究機関等，宗教団体，政治団体

については，個人情報取扱事業者の義務等については

除外となっているが，学会・研究会の発表でも特定個

人が限定されないように十分に注意する必要がある

（日本透析医学会ホームページ「患者情報に対する守

秘義務について」 http://www.jsdt.or.jp/html/

kaikoku_10.htmlを参考）．

10） PCプレゼンテーション運営方法のまとめ

現時点での最善の PCプレゼンテーションは図 8,

表9のように考える．あくまでも現時点での最良の方

法であり，今後IT機器のさらなる発展とともに，大

きく変化する可能性もある．また，研究会自体も税制

や専門医制度からNPO法人や有限責任中間法人など

へ変わってくる可能性がある．しかし，現時点の状況

が研究会・学会におけるPCプレゼンテーションの基

礎になることは変わりない．
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要 旨

血液透析中に起こる急激な血圧低下を予知すること

ができれば，患者の安全性は著しく向上する．特別な

モニタリングシステムを構築して厳密に血液透析中の

循環動態を検討した結果，組織酸素分圧（tcPO2）が

血圧の急激な低下に約360秒先行して変動する可能性

が示唆された．血圧が緩徐に変動する場合，安定して

いる場合にはtcPO2の明らかな変動は観察されなか

った．変動を検出するには，微分係数，および移動平

均法を適用する特別な分析法が必要であった．

1 緒 言

わが国では2004年末に維持透析患者数が実質的に

25万人を超えたようである．維持透析患者を全般的

に見渡したとき，長期透析経験者が多い，高齢者が多

い，糖尿病性腎症由来患者が多いことに気づく．これ

らはすべて，動脈硬化を中心とする循環器疾患の素因

であり，危険因子である．その結果，日常的な血液透

析中に突然の急激な血圧低下が起こりやすく，時には

ショックから心停止にまでいたることがある．急激な

血圧低下が数分間でも早く予知できるならば，血液透

析の安全性は格段に向上する筈である．

たまたま，血液透析中にほかの目的で循環動態を検

索しているときに，血圧の急激な低下に先立って経皮

的酸素分圧が変動する可能性のあることが観察された．

そこで血液透析中に血圧・経皮的酸素分圧（tcPO2）・

経皮的二酸化炭素分圧（tcPCO2）・末梢血流量を瞬時

的・同時的・経時的に測定するシステムを構築し，血

圧の変動に先立って tcPO2・tcPCO2・末梢血流量が

実際に変動するかを検討した．

2 方 法

1） 測定

① 測定機器とシステム

a.連続的血圧測定：18ゲージプラスティックカニ

ュラを前腕動脈に直接穿刺・留置し，その内圧を圧ト

ランスジューサーに導き，多用途生理学的監視装置

（日本光電工業株式会社）に接続して血圧を連続的に

測定・記録した．

b.連続的tcPO2・tcPCO2の測定：酸素分圧・二酸

化炭素分圧計（住友電工ハイデックス株式会社）を使

用し，測定プローブを手背面に装着し，連続的に

tcPO2・tcPCO2を測定・記録した．

c.末梢血流量：レーザー血流計（NECインフロン

ティア東北株式会社）を使用し，測定プローブを手背

面に装着し，連続的に血流量を測定した．

② 測定データのサンプリング

収縮期血圧・tcPO2・tcPCO2・末梢血流量の変動デー

タのサンプリングの条件を図1に示す．
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2） 結果

① 計測データの単純表示

血液透析中に急激な血圧低下をきたした典型例にお

ける収縮期血圧・tcPO2・tcPCO2・末梢血流量の変化

を図示する（図2）．ここでは収縮期血圧が急激に低

下しても，tcPCO2には大きな変化が見られないこと
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図1 測定データのサンプリング

・サンプリング周波数⊿f＝200Hz� サンプリング間隔Δt＝5.0ms
・測定データを毎分分割
t分 最高値 （t＋1）分
┃ ↓ ┃
M1，M2，M3，……，MN，……，M12,000 � 最高値：MN

t分での代表値

図2 収縮期血圧・tcPO2・tcCO2・血流量の変化



がわかる．tcPO2・血流量は，収縮期血圧の急激な低

下とほぼ並行して変動する傾向が認められるものの，

お互いの変動の時間的な前後関係は明らかでなかった．

② 計測データの「1分微分係数」による表示

データの単純表示からは収縮期血圧・tcPO2におけ

る変動の時間的な前後関係が明らかでないことから，

変動率（変動の速度）を比較検討した．言い換えると，

各パラメータの変動を微分係数として表示することと

した（表1）．

tcPO2の微分係数は，収縮期血圧の微分係数と密接

な関係を持って変動することが一層明らかとなったが，

変動の時間的前後関係は明らかでない（図3）．

一方，末梢血流量の微分係数のグラフ上の表示に微

細な変動（fluctuation）が常に現れることから信頼
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図3 収縮期血圧・tcPO2変動の微分係数

表1 収縮期血圧・tcPO2・血流量変動の微分係数

データの第一段階分析

血圧・PO2・血流量測定値の1分微分係数（D）

微分分析法：

D（t＋Δt）＝（M（t＋Δt）－M（t））/・t

定義：

D（t＋Δt）：時間tにおける測定値の微分係数

M（t＋Δt）：時間（t＋・t）における測定値

M（t）：時間tにおける測定値

・t：1分

表2 収縮期血圧・tcPO2の微分・移動平均

データの第2段階分析

移動平均法

●データの連続する平均値を部分的に重複

●素早い・短時間の変化を除外

0.1秒毎の計測

1秒目の計算値：0.0～0.9秒値の測定値の平均

2秒目の計算値：1.0～1.9秒値の測定値の平均

↓

移動平均法

↓

1秒毎の計算

1秒目の計算値：1～10秒値の計算値の平均

2秒目の計算値：2～11秒値の計算値の平均



に足るデータが得られないのではないかと考えられた

（図4）．

③ 計測データの「1分微分係数＋移動平均法」に

よる表示

収縮期血圧・tcPO2測定値の微分係数における微細

な変動を消去するため，さらに移動平均法が適用され

た（表2）．

血液透析中に急激な血圧低下をきたした症例の収縮

期血圧，およびtcPO2の変動に微分係数・移動平均

を適用して表示してみると（図5），血圧の大きな低

下に先立ってtcPO2が大きな変動を示すことが観察

された．先行する時間は約360秒であると判断された．

これを，急激な血圧低下を何回も繰り返す症例にお

いて見ると（図6），血圧低下に先行してtcPO2の大

きな変動が起こるようであるが，個々のtcPO2変動が

どの血圧低下に相当するのかが明らかでない．
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図5 収縮期血圧・tcPO2の微分係数・移動平均（1）

図4 収縮期血圧・末梢血流量変動の微分係数



一方，緩徐な血圧降下を示す例で見ると（図 7），

tcPO2の微分係数・移動平均を適用した表示に明らか

に大きな変動はみられない．

また，血液透析中循環器機能が安定して大きな血圧

変動の起こらない例では（図8），tcPO2の微分係数・

移動平均を適用した表示においても大きな変動はみら

れない．

3 考 察

血液透析中に偶発する急激な血圧低下を予知するこ

とができれば，患者の安全性は著しく向上する．安全

性を保証するための夢とさえいえる．そのような思考

の方向に沿うと推察されるこれまでの開発研究として

二つのものを指摘することができる．

一つはCritline（（株）ジェイ・エム・エス）であ

る1）．このシステムでは，血液透析体外循環回路中で

血液中のヘマトクリットを連続的に測定し，患者から

の除水状況を経時的に追跡する．特定の患者において，

特定の除水が起こったときに血圧低下することを経験

的に把握しておいて，急激な血圧低下の予知に利用し

ようとするものである．この方法においては，特定の

患者における除水状況の前歴を知っておかなければな
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図6 収縮期血圧・tcPO2の微分係数・移動平均（2）

図7 収縮期血圧・tcPO2の微分係数・移動平均（3）



らない．また，血圧低下の原因が除水，すなわち循環

血漿量の減少である場合にのみ有用であるが，一般的

に血圧低下の原因は，より多因子的である．

もう一つは HASTE（harmonizedalertsensing

technology）（ColinMedicalTechnologyCorpora-

tion）である2）．このシステムにおいては，通常のマ

ンシェットを用いた血圧計によって間欠的に血圧をモ

ニタリングし，同時に連続的に心電図・容積指尖脈波

をモニタリングする．心電図・容積指尖脈波に異常が

モニタリングされた場合に自動的に血圧計が作動し，

血圧を確認する．このシステムにおいては，血圧低下

の予知はできず，実際の血圧低下が起きてから確認す

るまでに約10秒間の時間的な遅れが生じるといわれ

る．

われわれは，通常のマンシェットによって上腕を駆

血する血圧計を用いたほかの循環機能検索中に，たま

たま血圧の変動に先立ってtcPO2が変動する可能性

に気づき，連続的・経時的に血圧を観察するシステム

を構築して血圧とtcPO2の変動の時間的関係を詳細

に検討した3～5）．結果的に，単純な血圧とtcPO2の表

示からはある程度時間的に並行して変動することが観

察されたものの，変動の時間的前後関係を細かに確認

できなかった．

しかし，その後，この観察によって得られたデータ

に微分係数，さらに移動平均法を適用して分析するこ

とによってtcPO2の変動が血圧の変動に約360秒先

行して起こる可能性が示唆された．しかも，tcPO2の

変動は血圧の緩徐な変動，あるいは血圧の安定してい

る場合には起こらないようであった．このことは，臨

床的な有用性の点からいえば，むしろ好都合であると

考えられる．

この研究成果は，臨床的有用性からはきわめて重要

なものと判断される．しかし，現在では連続的血圧モ

ニタリングには動脈直接穿刺が必要であることが欠点

である．しかし研究を継続することによってデータを

集積し，組織酸素分圧を経皮的プローブ装着によって

血圧低下を予知できることが確認されれば，観血的連

続的血圧モニタリングは必要ないことになり，動脈直

接穿刺の問題は解消する．

循環生理学的に，この場合のように血圧とtcPO2が

ある時間差をもって変動するということが実際に起こ

る可能性があるであろうか．一つの考え方として血圧

の維持は全身的ホメオスタシスの保持の点から重要な

意味を持ち，身体各所・各種のセンサーからの情報を

統合して血圧中枢が最終的に血圧レベルに対する指令

を発するものと考えられ，血圧に異常が生じる，ある

いは生じようとすることに対して多彩なバックアップ

システムが機能すると考えられる．一方，tcPO2の変

動は相対的により局所的な，したがって小さなバック

アップシステムを持つと考えられる．初期のtcPO2の

変動は血圧中枢において相殺され，血圧を変動させる

までの情報とはならず，ある程度時間が経過してより

大きなtcPO2の変動が起こったときに血圧を変動させ

る情報になる可能性があると考えられる．
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図8 収縮期血圧・tcPO2の微分係数・移動平均（4）



血液透析中の急激な血圧低下に時間的に先行して，

ほかの生理学的パラメータ，たとえばここに示したよ

うなtcPO2が変動を示すとすれば，血液透析の安全性

を保証するために臨床的にきわめて重要な情報である．

われわれの研究資料はきわめて限られた症例数による

ものであり，より大きな症例数による確認が必要と考

えられる．

4 結 語

血液透析中の急激な血圧低下に先行してtcPO2が

低下することが示唆された．変動の時間的前後関係は，

生理学的モニタリングシステムにおける単純なグラフ

上の変動では検出できず，グラフ上の数値を微分係数

と移動平均法を適用して分析することが必要であると

考えられた．
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要 旨

生体はガン細胞やウイルスなどが体内で発生すると

排除する免疫機能があり，特にNK細胞は第一防衛

手段を担う細胞として注目されているが，活性酸素に

より酸化損傷を受けNK細胞の活性化が低下してしま

うことから，透析患者の悪性腫瘍発生率の高さと免疫

力低下による易感染性への関与が考えられる．ビタミ

ンEは抗酸化物質の一つであり，ビタミンE固定化

ダイアライザーの使用によって酸化ストレスマーカー

が低下することは報告されている．ビタミンE固定

化ダイアライザーに変更群（以下1群）6名とビタミ

ンE固定化ダイアライザーからほかの膜に変更群（以

下2群）6名で9カ月間使用し8�OHdG（8�hydroxy-

deoxyguanosine），NK細胞活性，two-colorCD3

×CD56を透析膜変更前，変更後3，6，9カ月で測定

し透析膜の影響を観察した．

8�OHdGは1群は6カ月後がダイアライザー変更

前，3カ月後と比較し有意に上昇した．また9カ月後

は3カ月後と比較し有意に低下した．2群は3カ月後

と比較し6カ月後は有意な上昇が見られた．

NK細胞活性は1群は統計学的に有意な変化は見ら

れなかったが，2群よりNK細胞活性が維持されてい

る傾向にあった．2群は3カ月後が変更前と比較して

有意に上昇した．また6カ月後は3カ月後と比較し有

意に低下した．

CD3（－）CD56（＋）は1群は変更前と比較して

6カ月後，9カ月後が有意に上昇した．2群は変化が

見られなかった．

CL�EE膜はDNA酸化障害を抑え免疫細胞である

NK細胞に影響を与えるものと思われる．

緒 言

透析患者はfreeradicalの過剰産生および抗酸化能

の低下により酸化ストレスが亢進した状態にあり，そ

れが透析患者における合併症発症の一因であることが

示唆される．本来生体は癌細胞やウイルスを排除する

免疫機能があるが，健常者の悪性腫瘍発生率と比べ透

析患者は2～4倍高いと言われている6）．原因として細

胞性免疫機能の低下が指摘されている7）．

活性酸素により酸化損傷を受けNK細胞の活性化

が低下する事から透析患者の悪性腫瘍発生率の高さと

免疫力低下による易感染性への関与が考えられる．そ

こで透析膜の酸化ストレスマーカーとNK細胞活性

への影響を検討した．

1 対象，方法

安定維持透析患者12名で，従来膜からビタミンE

固定化ダイアライザーに変更群（以下1群）6名と，

ビタミンE固定化ダイアライザーからほかの膜に変

更群（以下2群）6名で9カ月間使用し，8�OHdG，

NK細胞活性，two-colorCD3×CD56を透析膜変更
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前，変更後3，6，9カ月で測定し透析膜の影響を観察

した．対象患者は表1参照．

血液サンプルは透析前に採取し，NK測定にはクロ

ーム51遊離法，CD測定にはフローサイトメトリー

法を利用し，8�OHdG測定にはELISA法を用いた．

また透析液中のエンドトキシン濃度は3カ月おきに採

取し，1EU/L以下であることを確認した．透析条件

（時間，血流量，ヘパリン等）は原則として変更せず，

現在喫煙中の患者は喫煙によって酸化ストレスが増加

するといった報告があるため対象から除いた．また感

染症陽性の患者については，肝炎発症時に酸化ストレ

スが上昇しているということにより対象から除いた．

検査実施前に睡眠時間，健康食品（サプリメント）な

ど活性酸素に影響を及ぼす要因を調査し，3カ月おき

に再調査して日常生活の変化がないか調べた．変化が

あるときは記録した．成績はすべてmean±SDで表

示し，統計解析はpairedt�testで検討した．いずれ

も危険率5％未満をもってを統計学的に有意と見なし

た．

2 結 果

1） 8�OHdG

1群は6カ月後がダイアライザー変更前，3カ月後

と比較し有意に上昇した．また9カ月後は3カ月後と

比較し有意に低下した．2群は3カ月後と比較し6カ

月後は有意な上昇が見られた．図1参照．

2） NK細胞活性

1群は統計学的に有意な変化は見られなかったが，

2群よりNK細胞活性が維持されている傾向にあった．

2群は3カ月後が変更前と比較して有意に上昇した．

6カ月後は3カ月後と比較し有意に低下した．図 2参

照．

3） リンパ球表面マーカー（CD3（－）CD56（＋））

1群は変更前と比較して6カ月後，9カ月後が有意

に上昇した．2群は変化が見られなかった．図 3参照．
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表1 対象患者

1群 2群

患者総数

性別（M：F）

原疾患

患者数

平均年齢

平均透析歴

6 6

3：3 2：4

DM

6

69.6歳

5年2カ月

non�DM

0

―

―

DM

3

75.3歳

2年6カ月

non�DM

3

75.7歳

2年6カ月

図1 8�OHdG



3 考 察

透析患者は活性酸素生成能を有し，また接着性を持

つ白血球の体内循環によって絶えず酸化ストレスに暴

露されている．CL�EE膜は再生セルロース膜にビタ

ミンEを固定化した物で，透析中に産生されたラジカ

ルを消去し抗酸化能を発揮すると推測され，透析患者

の酸化ストレスを軽減しうる．DNAの酸化的障害の

マーカーである8�OHdGが，従来膜からビタミンE

固定化ダイアライザーに変更群で低下したことはDNA

酸化的障害が軽減したものと考えられるが，6カ月後

のデータが両群共に上昇しているのは，季節的な変動

によるものなのか，もしくはほかの因子があるのか今

後も検討して行かなくては把握できないと思われる．

NK細胞活性は従来膜からビタミンE固定化ダイ

アライザーに変更群が維持されているのに比べ，ビタ

ミンE固定化ダイアライザーからほかの膜に変更群

は低下した．NK細胞の数そのものを表すCD3（－）

CD56（＋）が，従来膜からビタミンE固定化ダイア

ライザーにおいて上昇したのに比べ，ビタミンE固

定化ダイアライザーからほかの膜に変更群では変化が

見られなかった．今後はこれらのメディエーターだけ

でなく臨床症状等も観察していきたい．また悪性腫瘍

罹患率や感染症罹患率も今後追って行く予定である．

結 語

CL�EE膜はDNA酸化障害を抑え免疫細胞である

NK細胞に影響を与えるものと思われる．
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図2 NK細胞活性

図3 リンパ球表面マーカー CD3（－）CD56（＋）



この結果は第50回日本透析医学会学術集会・総会

で発表した．
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要 旨

本研究では，透析患者が直面する生活・医療問題に

ついて，高齢化，社会参加（就業，地域活動，医療），

家族への影響，ターミナルケアに焦点をあてて検討し

た．具体的な検討課題は，次の8点であった．

① 高齢化については，透析患者人口の高齢化に伴

って透析患者の保健福祉的問題が量的・質的にど

のように変化するかを予測するため，高齢透析患

者の保健福祉的問題を多角的に評価した．

② 就業による社会参加に関しては，就業率といっ

た量的な側面とともに，就業収入や職務満足度と

いった就業の質的な側面，さらに就労を阻害ある

いは推進する要因についても検討を加えた．

③ 地域活動への社会参加については，地域活動へ

の参加のレベルを一般の人と比較することによっ

て明らかにするとともに，地域活動への参加の推

進・阻害要因も分析した．

④ 医療における参加の問題については，透析患者

の自己決定について透析患者と医師の相互理解と

合意形成に資するため，透析患者と医師の間で検

査データに関する説明と理解にどのようなズレが

あるのか，そのズレの背景はなにか，そのズレが

医療に対する満足度にどのような効果があるのか

について検討を加えた．

⑤ 患者の医療への参加の必要性と課題について，

治療への参加，危機管理システムへの参加，施設

運営への参加という各側面から検討した．

⑥ 集団としての社会参加事例として，全国組織で

ある全腎協に着目し，その目標や方針の歴史的な

展開過程とその背景について，透析患者の意見・

要望と対比させながら検討した．

⑦ 家族への影響については，配偶者の生活に対し

て透析導入がどのような影響を与えているかにつ

いて検討した．

⑧ ターミナルケアについては，終末期における透

析の開始見送り・中止に関する議論のたたき台と

するために，終末期の透析の中止やその理由など

の実態を明らかにした．

1 緒 言

1） 透析患者が直面する保健福祉的問題の

質的変化の可能性

透析患者数は，1990年には103,296人であったが，

2003年には237,710人と最近の10年間でみても2倍

以上に増加している1）．その理由としては，比較的長

期の経過を経て高齢で腎不全に至る疾患，たとえば糖

尿病などを原因疾患とした透析患者が増加している，
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ダイアライザーや透析装置あるいは合併症に対する治

療法が進歩したことによって透析患者の予後が改善し

ているなどが考えられる．このような増加の要因や背

景を考えるとき，透析患者数は今後も増加していくも

のとみられる．

透析患者はその数が増加しているだけでなく，内部

構成も大きく変化している．その一つが透析患者人口

の高齢化である．透析患者の平均年齢は，1990年に

おいては54.5歳であったものが，直近の2003年の統

計資料では62.8歳となっており，この10年間で実に

10歳近く上昇している1）．ほかの一つが原因疾患の変

化である．新規に透析導入となる原因疾患としては糖

尿病性腎症が増加し，逆に慢性糸球体腎炎については

減少しており，1998年には糖尿病性腎症が慢性糸球

体腎炎を抜き1位となった1）．このような高齢化や原

因疾患の変化は，透析患者が直面する保健福祉的問題

に大きな変化をもたらしている可能性がある．

2） 透析患者の心理・社会・行動に関する

研究の歴史

透析が治療法として認められ，導入された当初から，

透析患者の心理に関する研究は取り組まれていた．同

じ心理に着目しても研究への問題関心には相反する二

つの立場があった2）．一つは，身体機能の喪失体験，

器械に依存した生活，死への恐怖あるいは透析装置の

管理など，透析に伴うストレスフルな状況に対する心

理的な反応の評価とその解決を目指した研究である．

ほかの一つは，末期腎不全患者に比較して透析機器や

専門スタッフが絶対的に不足しているという状況下で，

透析への適応が速やかな患者を選びだすための心理的

な基準を明らかにすることで，限りある透析資源の有

効活用を図っていこうという研究である．

第2の研究に関連して，浅井,保崎,武正,ほかの

指摘3）は，医療スタッフが患者の心理・社会経済的な

問題をどのようにとらえていたかを示すものとして興

味深い．すなわち，浅井は，末期腎不全の患者につい

ては，①生活史，②既往歴，③体質，④性格傾向，⑤

知識・理解度，⑥家庭環境，⑦社会・経済，⑧学校・

職場環境，についてのチェックリストの用意が望まし

いとしている．どのような患者に優先的に透析を行う

かについては，精神面の問題を考慮し，①透析医療を

理解できる知的能力，②困難を切り抜ける葛藤耐性，

③医療スタッフやほかの患者との良好な関係，④家庭

環境が支持的，などが重要な条件であると文献に基づ

き指摘している．

透析機器が普及し，専門スタッフも整備・拡充され

るに伴って，透析患者の心理・社会・行動に関する研

究も，透析の適用患者の選択といった問題関心とは異

なる方向性で展開されるようになった．その流れは次

の4点に要約されよう．

第1は，透析機器が導入された当初から指摘されて

きた透析患者の心理や精神医学的問題，中でも「うつ

状態」に着目するという研究の流れがある．この領域

における研究の展開の背景について，Kimmel,Weihs,

Peterson4）は次のような指摘をしている．透析療法が

始まった初期の10年くらいの研究は，透析患者の生

命予後の延長を目指してそれに影響する要因の解明を

重要な課題として位置づけていた．しかし，生命の延

長のみを治療目的にするというだけでは十分とはいえ

なくなった．すなわち，透析患者の間で多様な心理的

反応がみられると報告されてきているが，その中でも

「うつ」などの精神医学的な問題が最も重要な課題と

して認識されるようになったのである．

精神医学的な研究としては，

① 問題の広がりがほかの疾患の患者や一般の人々

とどのように異なるのか

② この問題が透析患者の生命予後に差異をもたら

すのか

③ 透析患者の喪失体験などの心理力動的な要因，

尿毒症などの身体的原因，医療スタッフ・家族・

透析機器への依存からくる統制感の欠如などの心

理的要因が，精神医学的な問題とどのように関連

しているか

④ 薬物療法や心理療法によってこの問題が軽減す

る可能性はあるのか

などの課題が設定され，解明が進められてきた4）．

第2の流れとしては，1980年ごろ始まった透析患

者のQOLに関する研究，中でも治療法の効果を比較

するためのアウトカム指標としてQOL指標を取り上

げた研究があげられる．比較のために取り上げられた

治療法には，施設透析，家庭透析，CAPD，腎移植な

どがある．アウトカム指標としてQOLが取り上げら

れた背景には，治療の目的が生命予後から患者の日常

生活の維持や向上に向けられるようになったこと，末
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期腎不全患者に対する治療費の増加に対処するため資

源の効率的な利用を図る必要があったこと，などがあ

ったと指摘されている5）．

貧血を改善する薬として登場してきたエリスロポエ

チンについても，最適投与量を決定するためにQOL

指標をアウトカム指標として用いた研究も行われてい

る．これら一連の研究も，この領域における研究とし

て位置づけられる．以上の研究ではQOLの概念につ

いて統一化は図られていないものの， Parsons,

Harris6）はQOL指標として身体機能，社会的機能，

家族・友人との関係，健康度自己評価，心理的なwell-

beingをカバーするスケールとして使用した研究例が

多いと指摘している．

第3の流れとしては，食事内容や水分摂取の制限な

ど医師の指示に対するコンプライアンスについての研

究があげられよう．コンプライアンスに影響する要因

として初期のうちは，内的なローカスオブコントロー

ル，怒りや敵対心が低いこと，自己統制感や欲求不満

に対する耐性が強いなど心理的特性が取り上げられて

いた7）．その後，家族の支援環境などの社会的要因7），

保健信念モデルや社会的認知理論8），さらに変化のス

テージモデル（transtheoreticalmodel）9） といった

保健行動を説明する心理学的な理論モデルを導入した

研究も行われるようになった．最近では，コンプライ

アンスの改善に向けた介入方法の開発といった課題も

取り組まれている10～12）．

第4の流れとしては，透析の実施が透析患者の就業，

家庭生活，地域生活，経済生活などにどのような影響

をもたらすか，その影響を個別の生活領域に着目して

解析するとともにQOLなどの総合的指標を使用して

明らかにしようという研究があげられる．透析の影響

を評価することに加えて，その影響を軽減させる，逆

に増悪させる要因について，人口学や疾病関連の医学

的要因だけでなく，たとえば自己効力感，自己統制感，

病気の認知といった心理的要因，社会的支援などの社

会的要因との関連で解明した研究もこの流れに含める

ことができる13）．

この研究の流れはQOLに着目しているという点で

第2の流れと重なる部分をもちつつも，その問題関心

はかなり異なる．すなわち第2に位置づけられる研究

の問題関心は透析方法の違いによる効果の比較という

点にあったが，この領域における研究は，この点には

直接の関心がなく，透析患者に対する心理的・社会的

介入の必要性や可能性を明らかにすることを意図して

いる．

以上，主要な流れを紹介したが，それ以外にも生命

予後に影響する要因については，当初解明が行われて

いた医学的な所見だけでなく，心理的・社会的要因に

着目した研究が行われるようになった14）．さらに，透

析患者人口の高齢化に伴う新しい課題として，高齢透

析患者に対する透析導入の差し控え，透析中止に関す

る研究も行われるようになった．

2 本研究の視点

透析患者が直面する今日的な問題について，心理的・

社会的側面から検討する場合，どのような視点が必要

なのだろうか．

第1の視点は，透析患者人口の高齢化という視点で

あり，高齢化が透析患者における保健福祉問題にどの

ような影響をもたらすかといった課題の解明である．

既述のように，透析患者人口の高齢化は原因疾患の変

化を伴いながら急速に進展している．高齢透析患者の

場合はたして中年や若年の透析患者とは異なる保健福

祉的問題を抱えているのであろうか．また，高齢にな

って始めて糖尿病性腎症などで透析導入となった人の

場合，若い時に慢性糸球体腎炎などで透析導入となっ

た人とは異なる問題を抱えているのだろうか．このよ

うな疑問への回答は透析患者人口の高齢化に伴う保健

福祉的問題の量的・質的な変化を予測し，有効な対応

策を提案していくために必要なことであるが，現時点

では十分な回答が用意されていない．

第2は，社会参加という視点から透析患者が直面す

る保健福祉的問題を考えることである．社会参加の一

般的な定義は，共同の目的をもち仲間意識のある，ほ

かとは区別された集団（2人以上）を形成することで

あるとされている15）．しかし，その使われ方は，1970

年代半ば以降に変化し，市民参加や住民参加と区別し

て，特に社会に対して自らの権利を主張する場から排

除されたもの，たとえば，専業主婦，退職後の高齢者

や障害者が社会的に意義の認められた活動に自発的に

参入する，その権利を表す言葉として用いられるよう

になった15）．

このような社会参加についての意味づけの変化をみ

ると，身体的あるいは治療上の制約から社会参加の機
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会に乏しく，社会参加から排除されてきた透析患者に

とっても，社会参加の保障は権利の擁護や実現のため

に不可欠なものである．透析患者については1972年

以降，法的には障害者福祉法で障害者として認められ

るようになり，この制度に基づき社会参加の保障が行

われるようになった．しかし，透析患者の間で就業や

地域活動に参加することがどの程度実現できているの

だろうか．社会参加の実情やそれに伴う問題を詳細に

検討した研究がほとんどないため，障害者福祉制度に

よって透析患者の社会参加がどの程度保障されている

のか，その有効性や課題については科学的に検証する

材料がほとんどない現状にある．

以上の社会参加の視点については，専業主婦や退職

後の高齢者などと共通するものであるが，他方では透

析患者について固有の参加の領域が存在している．そ

れは，医療における参加の視点，言い換えるならば自

己決定に関する問題である．

透析患者は食事の内容や水分管理などきびしい自己

管理が求められるが，コンプライアンスという概念で

表現されているように，自己管理であっても医療者の

指示するものを厳密に守って行うことが望ましいとさ

れてきた．しかし，近年，自分の生活にあった方法を見

出し，自分の目安で食事の内容や水分の摂取も決定し

ていくという透析患者が多く16），他方では，透析看護

師の間ではこのような透析患者に対してストレスを感

じる人も少なくないことが明らかにされてきている16）．

つまり，これらの結果は，透析患者の自己決定をめ

ぐっては，透析患者と医療スタッフの価値観や考えに

ズレがあり，必ずしも一致していない現状にあること

を物語っている．このような事態に直面し，透析患者

の医療における参加，自己決定という視点から透析患

者と医療スタッフとの関係のあり方を検討することは，

透析患者と医療スタッフの相互理解と合意に向けての

重要なステップとなるであろう．

これまで論じられてきた社会参加については，透析

患者個人のレベルからみたものに限定されているが，

他方では，集団としての社会参加という視点もある．

その一つの例が全国腎臓病協議会（全腎協）の活動で

ある．

全国組織である全腎協の活動は，障害者関連の諸制

度を透析患者に適用拡大させるなど透析患者の医療や

生活保障の充実に貢献してきた．しかし，現在，透析

患者の間での組織率が低下するなどその活動の停滞が

指摘されている．患者会はいうまでもなく患者の要望

に応じて，その実現を目指した活動を展開することが

基本である．したがって，透析患者の高齢化や原因疾

患の変化に伴って透析患者の抱える保健福祉的問題や

患者の要望に変化がみられていたとするならば，これ

までの制度改革や制度の拡充を目指した活動では，透

析患者の要望や期待に十分に対応することができなく

なり，活動の停滞も起こってくるであろう．つまり，

全国レベルでの患者会活動の今後の方向性を探ってい

くには，その時々の透析患者の意見・要望と対比させ

ながら会の目標や方針の歴史的な展開を評価してみる

ことが必要であろうが，このような視点から患者会活

動の展開を評価した研究はほとんどない．

第3の視点は，透析患者の家族にまで視野を拡大し，

透析の影響を評価する視点である．従来の研究の多く

は，原因疾患や透析導入に伴う影響を主として透析患

者本人に限定して評価してきており，生活を共にし，

様々な支援を患者に提供している家族については，家

庭透析の場合に限定された研究がいくつかみられるだ

けである．

Peterson17）は，家族は家庭透析にかかわる医学的・

技術的な作業を担うように訓練され，治療に対する責

任を負うことになるから，それに対する心理的な反応

は大きいと指摘している．WhalenとFreeman18）も，

援助者である家族が心理的問題を抱えていると指摘し

ている．しかし，日本では，家族の負担が比較的軽い

と思われている施設透析が圧倒的に多いという理由か

らであろうか，施設透析が家族に対してどのような影

響をもたらすかについてはほとんど解明が進んでいな

い．透析患者本人だけでなく家族をも含めた心理的・

社会的介入が必要であるか否かを判断するためにも，

本人とともに家族も含めた透析の影響を評価すること

が必要である．

第4は，透析導入・継続に代わって透析導入の見送

り・透析中止という選択肢を考えるという視点である．

現在，末期腎不全患者であっても透析を導入しないと

いう決定，また終末期の透析患者では透析を中止する

という決定を行うことは，医師・透析患者・家族のい

ずれにとってもきわめてストレスフルな問題である．

しかし，透析患者の高齢化とともに，さらに患者の自

己決定権の普及・定着という動きも加わり，今後医師・
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透析患者・家族がこのような決定を迫られる機会が多

くなると予想される．

このような流れの中にあって，終末期における透析

の見送り・中止については医療の現場における個別の

対応のみに任せておくことはできない．この問題につ

いての合意を形成していくためにも，その前提として

終末期における透析の見送り・中止，その背景につい

てできるだけ実証的なデータを収集し，検討すること

が必要であるが，このような研究の蓄積は少ない．

3 検討課題

課題1は，透析患者人口の高齢化に伴って透析患者

の保健福祉的問題が量的・質的にどのように変化する

かを予測するため，高齢透析患者の保健福祉的問題を

多角的に評価することにある．高齢透析患者が果たし

て量的にも質的にも特徴的問題を有しているか否かを，

一般高齢者や若年透析患者と比較することによって明

らかにするとともに，高齢透析患者の介護予防の方法

についても言及する．

課題2は，就業による社会参加の問題であり，就業

率といった量的な側面とともに，就業収入や職務満足

度といった就業の質的な側面，さらに就労を阻害ある

いは推進する要因について検討を加える．

課題3は，地域活動への社会参加を取り上げる．地

域活動への参加のレベルを一般の人と比較することに

よって明らかにするとともに，地域活動への参加の推

進・阻害要因も分析する．

課題4は，医療における参加の問題を取り上げる．

既述のように，医療における透析患者の自己決定をめ

ぐっては，透析患者と医療スタッフの間に認識や価値

観のズレがあり，一致している状況にはない．そのた

め，透析患者の自己決定について透析患者と医師の相

互理解と合意形成に資するため，透析患者と医師の間

で検査データに関する説明と理解にどのようなズレが

あるのか，そのズレの背景はなにか，そのズレが医療

に対する満足度にどのような効果があるのかについて

検討を加える．

課題5も，医療における参加に関する問題であり，

患者の医療への参加の必要性と課題について，治療へ

の参加，危機管理システムへの参加，施設運営への参

加という各側面から検討する．

課題6は，集団としての社会参加の例として全腎協

の活動を取り上げる．具体的には，全国組織である全

腎協の目標や方針の歴史的な展開過程とその背景につ

いて，透析患者の意見・要望と対比させながら検討す

る．

課題7は，透析患者の家族，中でも配偶者の生活へ

の影響についてであり，基礎疾患や透析導入が透析患

者と配偶者の生活に対してどのような影響を与えてい

るか，またそれらが相互にどのように影響しあってい

るかについて検討する．

課題8は，終末期における透析の開始見送り・中止

に関する議論のたたき台とするために，終末期の透析

の中止やその理由などの実態を明らかにする．

4 方 法

1） 分析に用いたデータ

本研究の課題解明にあたっては，上記の課題の1～

4，7については以下に示す四つのデータベースを活

用した．課題6については，全国腎臓病協議会の会報

『ぜんじんきょう』からテキストデータを作成し，こ

のテキストデータを統計的に分析した．課題5と8は，

文献研究である．

① 全国血液透析患者実態調査

本研究で用いたデータは，全国の血液透析患者を対

象に1991年，1996年，2001年の3回にわたり実施し

た調査から得たものである．調査対象者数は，3回の

調査で異なるが，その方法は以下のように共通してい

る．

まず，調査対象者の選定は，全国腎臓病協議会の患

者会の名簿に基づき，10％の等間隔抽出法によって

行った．対象者数は1991年では6,750人，1996年で

は8,281人，2001年では10,439人であった．調査方

法は，自記式である．

透析患者への調査票の配布は次のような方法で行っ

た．調査票は患者用と当該患者の医学的データ他を把

握することを目的とした医師用の2部構成となってお

り，医師用の部分を主治医が記入した後，主治医を介

して患者用の調査票を患者に手渡すという方法を用い

た．回収率については，1986年は85.1％，1991年は

77.7％，1996年は85.0％，2001年は86.9％であった．

以上の調査は，全国腎臓病協議会と日本透析医会の共

同で実施した．

全国調査の詳細については，統計研究会，ほか編
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『1986年度血液透析患者実態調査報告書』，全国腎臓

病患者連絡協議会，ほか編『1991年度血液透析患者

実態調査報告書』，全国腎臓病協議会，ほか編『1996

年度血液透析患者実態調査報告書』，全国腎臓病協議

会，ほか，編『2001年度血液透析患者実態調査報告

書』を参照されたい．

② 透析患者の5年間のパネル調査

以上の3回の全国調査のうち，2001年の調査では

パネルデータを作成することを目的として，対象とし

た患者から前回（1996年）の調査結果も合わせて活

用することへの同意を得ることとした．同意の得られ

た患者について，性，生年月日，透析導入時期がすべ

て一致した人について1996年のデータを結合し，パ

ネルのデータベースを作成した．パネルデータには

682人が含まれている．

③ 透析患者・配偶者実態調査

東京，愛知，千葉，新潟の各県に位置する4箇所の

透析医療機関に通院する中高齢（40～64歳）の血液

透析患者とその配偶者を対象とし，自記式質問票を用

いて調査を実施した．調査対象は，医療機関を通じて

調査協力に対する承諾が得られた214人の血液透析患

者であった．実施時期は2004年3～6月で，調査票は

患者に対しては対面で配布・回収し，配偶者に対して

は郵送法によって行った．配偶者調査の回収数は183

人であった．

④ フォーカスグループインタビューのデータ

フォーカスグループインタビューとは，着目した課

題についてそれとかかわりのある人5～10人を集め，

その人たちの経験を踏まえた議論を通して，その論点

について多角的・複眼的に検討できる質的な情報を収

集しようという手法である．参加者の募集は全国腎臓

病協議会を通じて行った．対象者の条件は就業の経験

のある人，あるいは就業中の人とした．その結果，11

人からフォーカスグループインタビューへの参加の承

諾が得られた．この11人を5人と6人の2つのグルー

プに分け，それぞれのグループについてフォーカスグ

ループインタビューを2004年4月と5月に実施した．

2） データベースの特徴

第1は，「全国血液透析患者実態調査」に関するも

のであり，分析対象が一部の地域や医療機関に限定さ

れず，全国の透析患者を対象としたデータベースであ

ることにある．そのことによって，透析患者の全国的

な傾向とともに，必要に応じて地域差を検討できる．

第2は，同じく「全国血液透析患者実態調査」に関

するものであり，1991年から5年おきに2001年まで

計3回のデータが集積されていることにある．その間

に経済的な環境が大きく変化し，また健康関連の

QOLの向上に貢献したとされるエリスロポエチンと

いう画期的な薬の健康保険における使用が認められた．

本研究で用いたデータベースによって社会的・経済的

な環境の変化が透析患者の生活に与えた影響について

言及することが可能である．

第3は，「透析患者の5年間のパネル調査」に関する

特徴であり，5年間のパネルデータ（同一人物を追跡

したデータ）を利用することで，身体的・精神的・社

会的機能の維持や回復の予測要因の解明が可能である．

以上のほか，限られた透析機関ではあるが，そこに

受診する患者と配偶者からペアーで情報を得ているこ

と，さらに，就労の継続・中断の要因を網羅的・探索

的に探るため，フォーカスグループインタビューによ

って質的データを収集している点も，本研究で用いた

データベースの特徴といえる．

5 結果および考察

1） 高齢透析患者の問題の特徴（分析担当：杉澤）

① 一般高齢者との比較によって，高齢透析患者で

はうつ状態にある人や要介護者の比率が高いこと，地

域のグループ活動（患者会活動を除く）に参加するこ

とがうつ状態の軽減により一層有効であること，さら

に介護支援については一般高齢者以上に家族や親族な

どの私的な支援源によって担われており，介護保険制

度が導入されてもその状態に大きな変化がみられない

こと，が明らかとなった．

② 65歳未満の患者と比較することで，高齢透析

患者では，要介護の人の比率や地域のグループ活動

（患者会活動を除く）への不参加の比率が高いこと，

そして高齢透析患者数の増加率が現在のまま継続した

場合には，これらの問題を抱えた高齢透析患者が倍増

する可能性があること，さらに，高齢透析患者のうつ

状態は，尿毒症などの身体症状・治療の副作用などの

身体的原因が複合して発生している可能性が高いこと

が明らかになった．

③ 高齢期に透析を導入することの問題を高齢期以
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前に透析導入した人との比較によって分析した結果，

身体的・社会的・経済的に深刻な問題に直面する可能

性は必ずしも高いわけではないことが明らかとなった．

④ 高齢透析患者のみの分析によって，グループ活

動（患者活動を除く）への参加が乏しい人では要介護

状態発生のリスクが高いこと，うつ状態の改善には，

家族・親族・友人などからの情緒面での支援とともに，

主治医からの情報面での支援も関係していることが明

らかとなった．

2） 透析患者の就業問題（分析担当：杉澤）

① 就業は性や年齢を問わず世帯の経済基盤を確保

するという意義だけでなく，透析患者の生きがいの獲

得や精神的健康の維持，さらに家族の精神的健康に対

しても重要な役割を果たしていることがわかった．

② 就業は透析患者にとって重要な役割を果たして

いるものの，就業率の面では生産年齢にある人に限っ

てみても一般の人たちと比較して10％以上低く，求

職しても就業の機会を得ることができない人が少なか

らずいることが明らかとなった．さらに，定年退職後

の年齢にあたる60～69歳の男性においては特に一般

の人との就業率の差が著しく，定年退職後の再就職が

透析患者の場合に特に厳しい状況にあることも示唆さ

れた．

③ 就業者に限定しても従業上の地位が不安定で，

特に若年透析患者ではその傾向が顕著であり，このこ

とはかれらの今後の長い人生のことを考えると深刻な

課題ということも明らかとなった．就業の質の評価指

標である職務満足については，満足しているという回

答が全体の90％と，一見問題がないような非常に高

い数値を示していた．しかし，一般の人と比較し，特

に若い年齢の透析患者では就業収入が少なく，さらに

就業収入と職務満足度とのクロスでは，就業による年

収が200万円に満たない人では400万円以上の人と比

べて有意に職務満足度が低い傾向にあった．つまり，

低所得の就業では高い職務満足を得るまでには至らな

いことが示唆された．

3） 就業以外の社会活動への参加（分析担当：熊谷）

中年期の透析患者の社会的活動について，「家庭内

役割の遂行」「地域活動の参加」「友人との交流」とい

う3側面から検討を行った結果

① 男女に共通して一般の人と比べて，地域活動へ

の参加の比率が特に低いこと

② 精神的健康の維持からみた場合，3種類の社会

活動の中でも友人との交流が特に重要であること

③ 友人との交流については透析時間が長いほど活

発な人が多く，医療機関における透析が透析患者

にとっては貴重な社会的ネットワークの形成・維

持の場となっている可能性があること

が明らかとなった．

4） 透析患者と医師の医療情報の授受の実態

（分析担当：浅川）

医療情報の授受の実態を解明するため，患者に対し

ては，主治医が「検査データの文書での提示」「検査

データに関する説明」「検査データに基づいて透析生

活についてのアドバイス」をしてくれたか否かをそれ

ぞれ質問し，他方主治医に対しては，患者に上記のこ

とを行っているか否かを質問した．

① 「文書で提示」し，「データに関する説明」を行

い，なおかつ「データに基づいて透析生活についてア

ドバイス」をしていると，主治医も患者も認知してい

る人は全体の56.0％で，残りの4割は認知がズレて

いるか，なにかが欠落していることが明らかとなった．

② 医療情報の授受の実態と透析方法に対する満足

度との関連については，「文書で提示」し，「データに

関する説明」を行い，なおかつ「データに基づいて透

析生活についてアドバイス」をしていると主治医も患

者も認知している場合，医師が行っている情報提供以

上に提供を受けていると患者が認知している場合は，

透析方法に対する満足感は高くなること，逆に，医師

が行っていると認知している情報提供よりも患者が認

知している情報提供が少ない場合，患者の満足感が低

くなることが明らかとなった．

5） 患者および家族の医療への参加

（分析担当：山�）

患者および家族の医療への参加の必要性を文献研究

に基づき明らかにした．すなわち，

① 患者の長生きの条件として，自らができる範囲

で医療に参加し，自分の治療内容を確認するとと

もに，不明な点や疑問についてはスタッフに説明

を求める姿勢が重要であること
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② 最も典型的な患者および家族参加型の医療であ

る在宅血液透析は，治療の継続性や長期生存とい

う点から優れていること

③ 透析事故の防止のために患者自身ができること

があること

が明らかとなった．さらに，患者および家族の医療へ

の参加を推進するために必要なこととして，①情報の

共有，②患者・家族の意思表示が必要であることが示

唆された．

以上のような患者・家族の治療への参加に加えて，

患者・家族の施設運営への参加が，施設経営の悪化に

よる透析医療の質の低下防止や患者自己負担の大幅な

増加を阻止するという視点から重要であることも示唆

された．

6） 患者会活動の意義と役割（分析担当：浅川）

全国腎臓病協議会の30余年におよぶ患者会活動の

展開過程については，三つの時代から成り立っていた

ことがわかった．第I期は，透析医療体制の確立をめ

ざして活動を行っていた時期であり，発足から1970

年代末ごろまで続いていた．1975年頃から1990年ご

ろまでは，それまでにある程度確立された透析医療体

制をさらに拡充し，充実させるために，活動を拡大し

ていった時期であった．この頃が第II期としてまと

められた．

これら第I期と第II期が透析医療体制の確立と拡

充を目標としていたのに対し，それに続く1990年以

降は，透析患者の生活全般に活動の関心が向けられて

いた．要介護透析患者が抱える生活課題などが指摘さ

れるようになった1990年以降は，第I期，第II期と

は質的に異なった第III期を迎えることとなった．

7） 透析の原因疾患や透析導入による透析患者と

配偶者の生活上の支障（分析担当：熊谷）

① 透析患者ほどではないものの，配偶者に対して

も透析患者を抱えることがいくつかの生活領域で少な

くない支障をもたらしていること，中でも性生活や経

済状態に支障をきたしているとの訴えが上位に位置す

るという点で透析患者とは異なる支障があることが示

された．

② 透析患者と配偶者において，身体機能状態は透

析患者と配偶者の生活支障に効果をもっており，配偶

者の生活支障は透析年数によっても違いがみられるこ

と，そして配偶者の生活支障が透析患者の精神健康を

低下させていたが，透析患者の生活支障は配偶者の精

神健康には影響をもっていないという相互関係が認め

られることが明らかとなった．

③ 配偶者において透析患者を抱えることによる生

活上の支障は精神的健康の低下に関連しているものの，

周囲からの情報的サポートを多く持っていることが生

活上の支障が精神的な健康を低下させることを防止す

る効果があることが示された．

8） 透析患者のターミナルケア（分析担当：大平）

末期慢性腎不全のために維持透析療法に導入された

透析患者のターミナルステージ（終末期）を医療チー

ムと患者側がどのように捉えているのか，その状況下

でのケアの実態はどうであるのか，そしてどのような

問題が内在しているのかなどを検討した．

設定した論点は，①ターミナルステージ（終末期）

の定義，②長期維持透析患者に生じる主な合併症，③

患者への説明と・BadNews・の医療者としての伝え

方，④医療行為に対する患者の意思の確認，⑤治療中

止に対する患者および医師の考え方，⑥透析患者が透

析継続中止を決意する諸要因，⑦治療中止に対する医

師の考え方，⑧透析非導入および継続中止に関する基

準，⑨透析中止の国内外の実情，⑩透析中止と患者の

死亡，その意味，⑪終末期患者が具体的に望む事項，

⑫医療者が追加すべき終末期の考慮事項，⑬ターミナ

ルケアと法律，であった．

6 結びにかえて

本研究は，「透析医療研究委員会」が中心となって

担った．この透析医療研究委員会には（社）全国腎臓

病協議会および（社）日本透析医会の両団体から役員

が派遣されている．（社）全国腎臓病協議会からは，

「患者会活動の意義と役割」をまとめるに必要な資料

の提供を受けた．また，透析医会の会長である山�親

雄，役員の大平整爾が本研究の課題の重要な部分を担

当した．さらに，（社）日本透析医会からは，本研究

の推進のための研究助成をいただいた．加えて，統計

研究会の職員の荒金由布子様，事務局長の岩崎洋三様

にも，「透析医療研究委員会」の事務局として，研究

の推進に大きく貢献していただいた．以上のように，
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研究者だけでなく，透析患者の当事者の団体，医療の

責任を持っている団体および民間の研究組織の協力を

得ることができたからこそ，本研究をまとめることが

できたといえよう．深く感謝申し上げる．

2005年秋に，本研究の成果を取りまとめた本が，

『透析者の直面する生活問題』（仮題）と題して，日本

評論社から出版される．研究の詳細については，この

本を参照していただきたい．
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要 旨

愛知県透析医会研修委員会で承った特別講演「腎不

全患者のこころ」を中心に，現在のわが国の透析患者

に内在しているはずの心の病に対して，透析医がその

疾患概念についてどのように把握し，どのように対処

していくかについての要点を文章にした．われわれが

見過ごしている透析患者のうつ病に対する理解を深め

るために参考にしてもらいたい．

はじめに

諸外国との共同研究として実施されているDOPPS

研究において，世界のどの国の透析患者でも沢山のう

つ病患者が存在することが明らかにされ，患者の

QOLを妨げる大きな問題であることが提言された．

一方，わが国で透析医療に携わっている医療者は，う

つ病の存在についてあまりにも無頓着であるという実

態も明らかになった．このような現況を打破するには，

透析患者における心の問題について知っておく必要が

あると考え，今回の研修委員会では名古屋大学医学部

精神医学教室の尾崎紀夫教授をお招きし，「腎不全患

者のこころ」という標題で特別講演をお願いした．そ

の概略についてまとめて報告するが，読者の日常診療

の一助となれば幸いである．

1 健康フロンティア戦略

厚生労働省は糖尿病とうつ病が現代の成人の健康を

蝕む大きな問題としてとらえ，大規模な戦略研究を開

始しようとしている．実はうつ病などを原因として自

殺する人の数は交通事故死者数の数倍となり，大きな

社会的問題である．その戦略の一環として，臨床研修

制度の中で精神科研修が必須となった．研修制度下で，

患者の持つ不安・抑鬱に対して研修すべきとしていて，

うつ病入院患者に対するレポートも必須となっている．

このような地道な努力も将来の新たな展開の一つとな

ることが期待される．

2 透析患者の受容に潜む透析拒否の問題

日常診療の場でわれわれは透析患者の心理的問題に

ついて配慮する余裕がないというのが実情である．し

かし，透析患者は透析に対して様々な印象を持ってい

る．透析患者の特殊な心理状態について考察してみる

と，透析導入によって「身体が楽になった」と答える

患者もいるが，「導入期のつらさ」は前面に出てこな

い．「いろいろ考えないようにしている」という発言

からも，考えたくないことについて無意識に避けてい

る傾向がある．春木は，このような状態こそ透析患者

が秘かに隠し持っている「透析拒否の心理」と名づけ，

「受容」とは不安や抑鬱を抑圧できた状態であると述

べている．透析医は「透析はつらいけれども癌よりは

まし」と開き直れと指導する傾向があるが，ここに透

析患者とのズレが生じている可能性がある．実際，腎

移植患者は「透析とは一生拘束され，希望もなく，あ

きらめながら，ともに透析を受けていた人が死ぬのを
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見て，怯えながら暮らす毎日」とも述べている．感情

的な訴えをあえてしない患者もいるが，現実的にはこ

のような考え方が透析患者の潜在心理に働いていると

いっても過言ではない．

3 睡眠障害の問題とうつ病

透析患者では45％の患者が不眠を訴えている．不

眠のリスクには高齢・長期透析・二次性副甲状腺機能

亢進症などがあるが，restlesslegsyndromeも透析

患者特有の不眠の原因である．糖尿病透析患者にいた

っては68％もの患者が不眠を訴えるという実態があ

る．不眠を訴える患者のチェックポイントを表1に示

すが，透析患者にとって不眠の存在はうつ病発生のも

とともなるし，うつ病の症状自身である可能性が高い

ので注意が必要である．また睡眠障害は心筋梗塞など

致命的な合併症発生のリスクともなる．

このような不眠を訴える患者への対応として重要な

ことは

① 不眠を症状と捉えて，患者の訴えをよく聞く

② 不眠恐怖を軽減させること

である．睡眠に対する正しい理解を促す，不眠が連日

持続しないようにすること，薬物療法に対する正しい

認識を促すことである．睡眠導入剤は「きちんと使え

ば，ぼけの原因となったり，止められなくなることは

ない」ことを保証すると，患者の不安は取り除ける．

日常生活の指導としては

① 日中適度な運動を太陽光の下で行う

② 起床時間を一定にすること（早寝からではなく

早起きから始める）

③ 休日の寝だめは睡眠リズムを乱す原因

④ 就寝前のカフェイン，熱すぎる入浴などを避け

る

⑤ 睡眠環境の設定（部屋の光，音など）

を行うなどがある．薬物療法のポイントとしては，不

眠の頻度と程度に少しでも改善があればポジティブに

評価し，服用を忘れることがあれば減量を提言すると

いうように指導することである．

睡眠障害を訴える患者の20％がうつ病である．ま

た不眠患者が3年以内にうつ病を発生するリスクは4

倍にもなる．したがって，睡眠障害を訴える場合は，

すでにうつ病であるか，うつ病発生の可能性があると

もいえる．だから，睡眠障害は早期に対処する必要が

ある．

4 腎不全患者とうつ病

うつ病は身体疾患を持つとその発症率が高まるとさ

れ，透析患者のうつ病生涯発生率は30～50％（一般

人口では15％）と言われている．うつ病を持ってい

る心筋梗塞患者は死亡率が高いことが明らかにされて

いるので，冠動脈疾患を主要な合併症とする透析患者

にとっては大きな問題である．

しかしながら，うつ病患者は精神科を受診しない傾

向がある．その理由としては表2に示すようなものが

ある．うつ病患者は自分の症状を自己判断で勝手に思

い込むという反応を示しやすい．そして，ものの見方

がすべて否定的になってしまう．これは否定的認知と

呼ばれるもので，二分割的思考，極端な一般化とも呼

ばれるが，すべてを100点か0点という極端な考え方

をとるか，少数の事実を取り上げ，すべてのことが同

様な結果になるだろうと結論づけてしまうようになる．

その結果，一つうまくいかないと，すべてが自分には

できないものだと結論づけてしまう傾向になる．
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表1 不眠を訴える患者のチェックポイント

1.不眠の状態

就眠困難か，睡眠維持困難か

自分の睡眠の質と量をどう考えているか

日中への影響はどうか

2.随伴症状の有無

いびき，足のぴくつき

3.不眠の持続期間と頻度

毎日，2週間以上継続するものが問題

4.精神的要因

精神疾患の有無

5.身体的要因

痛み，かゆみ，カフェイン，アルコール

6.睡眠環境

音，光，湿度など

表2 なぜ，うつ病患者は精神科を受診しないのか

●こんなふうになったのは「自分が駄目」なせいで，病気で

はない

● 調子が悪いのは「環境（例えば職場）」のせいで，医療で

解決できない

●自分だけとんでもないことになっているが，誰もわかって

くれないし，解決の方法があるとは言えない

●身体の症状があるから，身体の病気に違いないという思い

込み

●精神科にかかると周りから変な目でみられるのではないか

上記のような否定的な捉え方が根底にあることが問題である



それでは，どのようにしてうつ病を早期発見するの

であろうか．その方法として推奨されるのは，二質問

法と呼ばれる方法である．その質問は

① 「この1カ月気分が沈んだり，憂鬱な気持ちに

なったりすることがありましたか？」

② 「この1カ月間，どうも物事に対して興味がわ

かない，あるいは心から楽しめない感じがよくあ

りましたか？」

である．どちらかが「はい」なら，うつ病を念頭に置

いた質問を進めるというものである．誰にでも日頃感

じるような質問であるが，疑うことから始めるという

ことが大切である．

そして，うつ病の診断がついたら治療を開始するの

であるが，治療導入に際して必要な条項を表3ならび

に表4に示す．なお，以下に示すような状態を示す患

者は危険な状態にあると考えられるので，精神科医に

よる速やかな治療が必要である．それは，

① 自殺に関して深刻に悩んでいる（自殺企図）

② 家族が対応に対して途方にくれている

③ 現実離れした心配をして（妄想），説得しても

聞き入れない

④ 躁状態と強い不眠を示す

などである．

なお腎不全患者に向精神薬を使用する際には次のよ

うな様々な注意点がある．

① 薬剤感受性や代謝動態の変化から思わぬ副作用

が起こりうる．

② セロトニン受容体拮抗薬や三環系抗うつ薬は，

蛋白結合率が高く血液透析では除去されにくいの

で半量からスタートする．

③ 向精神薬の副作用を薬理学的に理解し注意を払

う（口渇，心室伝導障害など）．

まとめ

どうもわれわれは精神疾患というか患者の心理状態

について深く立ち入ることを遠慮しがちであり，患者

のほうもあまり細かいことを訴えないという傾向があ

る．これは惻隠の情という言葉で代表される日本人独

特の感性かもしれないが，DOPPSで明らかにされた

ようにわれわれは透析患者のうつ病傾向をあまりにも

過小評価しているのかもしれない．本稿では，透析患

者の心理状態の捉え方，うつ病の早期診断の仕方に重

点をおいてまとめてみた．不眠で代表される初期症状

を上手に管理してあげることが患者のQOL増加につ

ながることを期待している．

（平成16年11月28日/愛知県「平成16年度

愛知県透析医会研修委員会」）
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表3 うつ病治療導入での問題点

1.否定的認知があることを念頭に置く

●「病気ではなくなまけである」「どうせ薬なんか効かない」

●患者の困惑には共感しつつ，極端な因果律には巻き込ま

れない

● 困っている点に焦点をあて，「薬も効くかもしれない」

という認知の転換へ

● 急性効果の出やすい抗不安薬を抗うつ薬と併用

「医療も役立つ」と感じてもらう

2.心理学的側面を重視

●うつ病であることを伝える

表4 うつ病患者への対応（急性期）

1.診断を伝える

●まず「病気」であって「なまけ」ではないことを確認

● 稀な病気ではないこと

2.治療方針を伝える

●薬物療法：抗うつ薬の効果と副作用を説明

●精神的な休息を確保することの必要性

●療養中は「人生の大決断」をしないことを約束

●自己破壊的な行動をしないことを約束

3.経過を伝える

●治療中病状に一進一退があること

● 再発予防

寛解後も薬物維持投与の必要性

認知行動療法的アプローチの併用



要 旨

腹膜透析（PD）の最大の利点は残存腎機能の保持

と連続的な治療である．この残存腎機能の保持は透析

導入期にしか効果を発揮しないものであり，そのため

透析導入時には可能な限りPDで導入されるべきであ

る（PD�first）．また連続的なNa除去と酸塩基平衡

の是正は患者管理を容易にする．しかし腹膜自体の透

析膜としての能力は現在の高性能ダイアライザに比べ

てはるかに低く，残存腎機能が消失すればPDのみで

は維持できないことは明らかである．また生体膜であ

る腹膜は使用透析液量と期間に比例して劣化し，最終

的には非可逆的変化を引き起こすことの認識が必要で

ある．このような透析膜としての腹膜の特性を熟知し

透析液処方を行うことがPD療法の基本である．

はじめに

透析療法は腎代替療法と称されているが，基本は除

去療法である．つまり適切な透析量と除水を得ること

を目標としている．これまでの至適透析量の解説の多

くは，目標となる透析量と除水量を設定し，それを得

るための処方を提示している．血液透析（HD）では

この方式は妥当性があるが，そのまま腹膜透析（PD）

に適応することはできない．PDは腹膜という生体膜

を使用し，またPD液は基本的に非生体適合性であり

腹膜劣化を避けることができないためである．

PDの最大の利点は，連続的な治療と残存腎機能の

保持である．この2点を最大限生かすことがPDにお

ける適正透析である．常に透析量と腹膜劣化を考え，

両者のバランスを取りながら処方していくことが適正

透析処方となる．

忘れてはならないPDの基本的事項は，①PDにお

ける腹膜は透析膜の一つにすぎない，②連続的な治療

である，③残存腎機能の保持に有効，④小分子量物質

の除去しか期待できない，⑤PD液は非生体適合性で

ある，⑥PD液の使用量・期間により腹膜は劣化する，

⑦劣化した腹膜の改善は困難，である．

1 PDにおける腹膜は透析膜の一つにすぎない

PD療法における腹膜は透析膜の一つにすぎないこ

とは自明の理である．しかもこの透析膜としての能力

は連続的治療をもってしても，現在の高効率のダイア

ライザと比較すると見劣りがする．表1に腹膜の週当

たりの除去性能を，1回4時間週3回のHDと比較し

て示す．確かに小分子量物質である尿素はHDとほ

ぼ同様であるが，β2-microglobulinにおいてはI型ダ

イアライザよりは除去効率は優れているが，II型ダ

イアライザの下限の性能とほぼ一致しており，現在主

に用いられている高効率のII型ダイアライザには及

ばないことがわかる．PD療法が始まった初期の頃の

教科書には腹膜は中～大分子量物質の透過性に優れて

いるとの説明が見られたが，その当時HDに用いら

れていたダイアライザは再生セルロース膜に代表され

るI型ダイアライザであり，その後のダイアライザの
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進歩により相反する結果となった．

このことは兎にも角にも腹膜の能力は決まっており，

透析膜としては効率の不良な部類に入る．それでは現

在でもなぜPD療法が行われるのであろうか，それは

以下に述べる連続的な治療と酸塩基平衡の補正，そし

て最大の武器である残存腎機能の保持があるからでる．

2 PD療法の有効性と限界

導入期において最も有効な事項は残存腎機能の保持

である1,2）．透析導入時の残存腎機能を保持できれば，

透析液使用量は最小量で維持できる．その最小量の透

析液は透析量を得るのみならず酸塩基平衡の調節と

Na除去を期待するものであり，それにより水分管理

も容易となる．そのためPDの利点は導入期にこそ最

大限発揮される．PD�firstが推奨される所以である．

数年を経ると残存腎機能は徐々に減少する．そのた

め透析液使用量を増加せざるをえない．しかしNaが

除去されるため飲水管理は容易であり，少量の尿量で

も体液管理は可能となる．腹膜劣化を防止するため透

析液，特に高張ブドウ糖液の使用量は最小にしなけれ

ばならない．8L/day以上の透析液量を用いることは

腹膜劣化を加速する可能性を覚悟する必要がある．

もし残存腎機能が廃絶すれば，PDのみで大分子量

物質，特にβ2-microglobulinのコントロールは困難

となる3）．その際には速やかにHDを併用するか4），

完全なHDに移行することを考えなければならない．

しかし連続的治療の利点，特にNa除去と酸塩基平衡

の是正はHDと併用する際にも生かされる．

3 PDにおける透析量の概念

先に述べたように腹膜自体の効率を増加させること

は困難であり，除去効率を規定するものは透析液量と

貯留時間になる．しかし連続的治療であるCAPDに

とって時間はすでに最大限使用しており，後は透析液

量の増加しかない．この考えより数年前には透析液量

の増加のキャンペーンが某メーカーにより行われた．

この際利用されたのがK/DOQIガイドラインで推奨

されているweeklytotalKt/V2.0，Ccr60L/week/

1.73m2の目標値であった5）．しかしガイドラインで

は残存腎機能による除去量と腹膜による透析量を合計

したものを推奨値としているのであり，決して腹膜透

析によってのみ達成すべきとはしていなかった．

4 至適透析量のガイドラインの変遷

腹膜透析の透析量に関して大規模研究が行われたも

のが1996年に発表されたCANUSAスタディであり6），

その結果を基にNKF�DOQIガイドラインではweekly

totalKt/V 2.0，Ccr60L/week/1.73m2が推奨され

た5）．しかしこの透析量に関しては多くの問題点がな

げかけられ現在改訂が進められている．

1） CANUSAスタディとNKF�K/DOQI

ガイドライン

腹膜透析の大規模な予後調査としてCanada�USA

peritonealdialysisstudy（CANUSA）が行われた6）．

この調査は1990年9月から92年12月までの間で米

国とカナダの14施設でCAPDに導入された680人の

患者の予後を調査したものである．注目すべき点は透

析量の経時的な減少が死亡に与えるリスクを検討し，

weeklytotalKt/Vが0.1増加する毎に死亡リスクは

6％ 低下し，weeklytotalCcrが 5L/week/1.73m2

増加する毎にリスクが7％低下する事を示し，weekly

Kt/V＝2.1，CcrN＝70L/week/1.73m2が至適透析量

であるとした．さらに，この調査では透析量の経時的

な減少は残存腎機能の減少によっており，この結果と

して腹膜による透析量と残存腎による透析量を合計し
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表1 腹膜の除去性能とダイアライザの比較

I型ダイアライザ 腹 膜 II型ダイアライザ
（下限）

II型ダイアライザ
（高効率）

限外濾過率（mL/mmHg/hr） 3 4.92 10 60

尿素クリアランス（mL/min） 125 6.4 150 195

β2-mクリアランス（mL/min） 0 1 10 40

尿素クリアスペース（週当たり）（L） 40 64.5 50 60

β2-mクリアスペース（週当たり）（L） 0 10 9 24

HD：血流量200mL/min，透析液流量500L/min,4時間HD（クリアスペースは実測値より概算）
PD：透析液量８L/day



て評価することの重要性が示された．

この CANUSA研究を基に，推奨されるべき至適

透析量が 1997年 NKF�DOQI（NationalKidney

Foundation�DialysisOutcomeQualityInitiative5）,

後にNKF�KidneyDiseaseOutcomeQualityInitia-

tive;K/DOQIと改称された）として示され，腹膜と

残存腎による総透析量の目標としてweeklyKt/V2.0，

Ccr60L/week/1.73m2が示され，残存腎機能が低下

した場合にはこの目標透析量を維持するために腹膜に

よる透析量を増加させることが推奨された（図1）．

2） NKF-K/DOQIガイドラインの問題点

先に述べたようにガイドラインの目標値自体は妥当

なものである．しかし腹膜透析のみでこの目標値を達

成することが適切であるかが問題である．K/DOQI

ガイドラインでは残存腎機能と腹膜透析を合わせて目

標値を維持し，もし残存腎機能が減少すればそれに従

って腹膜透析量を増加させることが推奨されている．

果たして残存腎機能と腹膜透析による除去量を同等と

考えてよいのだろうか．

ガイドラインは尿素やCrのような小分子量物質を

指標として目標透析量を設定している．しかし血液透

析と異なり，腹膜での物質透過性は小分子量物質では

良好であるが，中から大分子量物質には限界がある．

腹膜透析による透析量の増加とは，使用する透析液量

の増加にほかならず，結果としてK/DOQIガイドラ

インを達成したとしても小分子量物質の透析量が増加

するのみである．一方，残存腎による除去能は小分子

から大分子量物質まで幅広く認められる．

そのためたとえガイドライン目標値を達成できたと

しても，患者の状態の改善は得られないことが考えら

れる．さらに腹膜透析液量の増加は腹膜劣化を加速し，

腹膜透過性亢進による除水不全をきたし継続が困難と

なる．

3） 最近の大規模研究

最近，K/DOQIガイドラインの目標透析量の概念

を否定する大規模研究が報告された．第一のものは

ADEMEXスタディ7）である．これはメキシコにおい

て，透析液量を増加させることによりK/DOQIの目

標値であるweeklyKt/V 2.0，Ccr60L/week/1.73

m2を達成させた群と，液量を変更せずweeklyKt/V

1.7，Ccr45L/week/1.73m2にとどめた群の生存率を

比較したものである．2年間の生存率は，両群間にま

ったく差を認めず，透析量（透析液量）を増加させた

効果が得られなかった．

ほかにはLow WKらのHongKongスタディ8）が

ある．これは導入期の患者を3群にわけ，残存腎機能

の減少に応じて腹膜による透析量（透析液量）を増加

させ，総透析量をK/DOQIの目標値Kt/V2.0以上に

維持した群，中等量しか透析液量を増加させずKt/V

が1.7～2.0の範囲に維持した群，透析液量を増加させ

ず残存腎機能の減少にしたがって総透析液量も減少す

るにまかせた群（Kt/V 1.5～1.7）での生存率を比較

したものである．結果は3年後の生存率は3群間にま

ったく差が無いものであった（Low WKによる最近

のretrospective研究では無尿の症例の5年生存率は

Kt/V 1.8が最も良く，それ以上でも以下でも生存率
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図1 残存腎機能低下に合わせた処方の変更

残存腎機能の低下に従って，腹膜透析量を増加させる．しかしweeklyKt/V 1.7を最

大とする．



は低下するとしている9））．

このADEMEXとHongKongスタディからは，

必要な腹膜による透析量はKt/V 1.7で十分であり，

残存腎機能が減少するにつれ透析液量を増加させて総

透析量を目標値Kt/V＞2.0まで維持しても生存率に

は影響がないことが判明した．つまり残存腎による除

去と腹膜による除去は別物であり，腹膜により小分子

量物質のみの除去量を上げても生存への効果が少ない

ことが示された．

4） 新しいガイドライン

ADEMEXと HongKongスタディの結果をもと

に，新しい至適透析ガイドラインの討議が始まり，

K/DOQIガイドラインの改訂が検討されている．そ

れによると残存腎機能と腹膜による除去量を分離し，

残尿量＞100mL/dayでは腹膜によるweeklyKt/V

は残存腎機能に従って1.0～1.7の範囲とし，残尿量＜

100mL/dayの無尿症例では腹膜によるweeklyKt/V

は1.7を最大とするとしている（図1）．問題となる

点は，無尿の症例では必要量のweeklyKt/V 2.0を

得ることができず尿毒症症状が発生する点であり，そ

の場合の対策に関してはK/DOQIガイドラインはま

ったく触れていない．

現在，国際腹膜透析学会（ISPD）においてもガイ

ドライン（ISPD2005guidelineontargetsonsol-

uteandfluidremoval）が検討されているが，その

骨子となるのは上記の考えである．要約すると

① total（renal＋peritoneal）Kt/Vureaは1.7以下

にしてはならない

② 残存腎機能を評価し，それにあわせて透析処方

を変更

③ 持続的治療（CAPD）を推奨

④ 除水が重要

⑤ 透析不足で，Kt/Vureaが1.7に達していなけれ

ば透析液量を増加

⑥ 透析液量を増加させる場合には，副作用，ライ

フスタイル，医療費とのバランスを考える必要が

ある

としている．

5 腹膜劣化とPD処方

腹膜は生体膜であり，一度劣化するとその再生は困

難となる．腹膜の劣化に影響を及ぼすものとしてPD

液に含まれているブドウ糖分解産物（GDPs）やブド

ウ糖より産生される最終糖化産物（AGEs）などに注

目が集まっているが，最も悪影響を与えているものは

浸透圧格差かもしれない．PDでは除水を得るために

非生理的な浸透圧を有した透析液を腹腔内に注入して

いる．この急激な圧ストレスが血管内皮細胞などへの

障害を引き起こしていることも考えなければならない．

つまりPD療法に除水を求めること自体が劣化を加速

させているかもしれない．

PDでは残存腎機能が保持されるため導入期には除

水は必要なく，また持続的なNa除去も行われるため，

残存腎機能が低下しても飲水制限が容易となる．この

点を積極的に利用することがPD療法の基本となる．

その意味からもPD療法は残存腎機能を補完するもの

であり，残存腎機能が消失した後は電解質と酸塩基平

衡の是正のみしか役割は無いと考えられる．この考え

に立ってPD処方を行えば重篤な腹膜劣化をきたすこ

とは無いと信じる．

もちろんこの考え方はHD療法が容易に行える本邦

のみに当てはまるものである．医療費の制限によりHD

を行うことが困難な，いわゆる発展途上国においては

PDのみしか選択できない場合が多い．その場合におい

ても，残存腎機能の保持と適切な透析液量の使用によ

ってある程度は腹膜劣化を防止することが可能となる．

6 complementarydialysisの勧め

残存腎による除去は小～大分子量物質まで幅広いも

のであり，これは腹膜透析のみでは補完できない．そ

れでは残存腎機能が消失した場合には，どうすればよ

いであろうか．現時点で，最も容易に選択される方法

は，HDの併用となる．現在の高効率のダイアライザ

を用いたHDはβ2-microglobulinに代表される大分

子量物質まで良好な除去効率を有しており，残存腎に

匹敵する除去効率を得ることができる．つまり残存腎

機能と腹膜透析と血液透析がお互いに補完しあう療法

が必要となる．これまでPD＋HD併用療法と言われ

てきたが，われわれは・complementarydialysis・と

称する（図2）．

逆にHDの立場から・complementarydialysis・を

考えるとどうであろうか．通常HDの最大の欠点は

間歇的療法であり，さらに日曜日があるために不均一
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となっている点である10）．その欠点を補うために連日

HDが試みられている．しかし，在宅で連日HDを簡

便に行うには特殊な機器が必要となり普及には時間が

かかる．現在，在宅透析として確立されたものはPD

であり，これを利用することが早道となる．そのため

週3回HDに非HD日のPDが加えられる．このPD

にはfull-doseから少量までHD量に見合って変更で

きる．繰り返すが，その際のPDの役割はNa除去と

酸塩基平衡の是正が主となる．

7 dailydialysis

complementarydialysisを念頭において透析形態

を考えると次のようになる（図3）．

透析導入時には残存腎機能の保持を第一優先とし

CAPDで導入する．この段階ではPDの機能は残存

腎機能を補填するものとなる．残存腎機能が低下して

くればHDの併用を考える．その後は溶質・水分除

去を基準とし血液透析の回数を増加，腹膜透析処方量

を減少させる．最終的には週3回のHDと非HD日

の少透析液量PDの併用となる．つまりHDを補填

するPDとなる．

これまでのPD療法は，これのみで透析患者のすべ

てを管理しようとしてきた．これが透析液量の増加を

きたし，腹膜劣化を加速させ最終合併症である被嚢性

腹膜硬化症（EPS）を発症させた可能性がある．PD

の位置づけは第一義的に「残腎機能を補填する透析」

であり，最終的には「HDを補填する透析」になるべ

きである．これにより真の連日透析（dailydialysis）

が達成できると考える．

8 新しい透析液への期待と問題点

これまで用いられてきた透析液はブドウ糖含有酸性

（高GDPs）透析であり基本的に生体適合性が不良な

ものである．われわれが行ったEPSの前向き調査に

よると，これを通常量（8L/day）使用すると8年で

EPSを発症するリスクが高まることが証明された

（図3）11）．その要因としては，①加熱滅菌操作によっ

て産生されるGDPs，②生体内でブドウ糖より産生さ

れるAGEs，③浸透圧，が主なものである．その対策

として，中性化（低GDP）透析液，アミノ酸含有透

析液，icodextrin含有透析液が開発され臨床に用いら

れている．

1） 中性化（低GDP）透析液

腹膜透析液では加熱滅菌の過程でのブドウ糖のカラ

メル化を防止するために酸性に保たれている．この低

pHは腹腔内白血球やmacrophageの活性を減弱させ

防御能の低下を来たし，さらに腹膜中皮細胞の活性も

低下させるとされている．

中性化透析液は隔壁により2室に分けられており，

一方はpH3～4程度の高濃度ブドウ糖添加液，他方

はpH7～8程度のアルカリ剤（乳酸や重炭酸）添加

液となっており，使用直前に混和しpH6.5から7.5の

中性液として腹腔内へ注入される．

また，ブドウ糖を加熱するとGDPsが生成される．

このGDPsには3-deoxyglucosone，methylglyoxal，

glyoxalなどがあり，直接中皮細胞に対する毒性も検

討されているが，それよりAGEsの形成を促進し，

それを介しての腹膜障害に関与している可能性が示さ

れている．このGDPsの生成は中性になるほど促進

されるが，上記の2室構造の透析液ではブドウ糖部分
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図3 complementarydialysisからdailydialysisへ
図2 complementarydialysisの概念

残存腎機能（Kr）と腹膜透析（Kp）と血液透析（Khd）が補完

（complementary）しあう．



は低pHでありGDPsの生成量が減少している．

中性化（低GDP）透析液の腹膜劣化防止効果に関

しては，ラットを用いたMortierらによる実験によ

り明らかである（図4）12）．本邦では中性化透析液は

1999年より臨床使用が開始され，現在ではすべての

PDメーカーより供給されている．これにより EPS

発症が抑えられるかに関しては今後の研究が待たれる．

2） icodextrin含有透析液

ポリグルコースであるicodextrinを浸透圧物質と

して用い，ブドウ糖透析液と異なり膠質浸透圧格差で

除水を行うものである．そのためブドウ糖液に比べて

注入初期には腹腔内と血液の浸透圧格差は小さく除水

は少なくなる．しかしicodextrinは多糖体であり分子

量が13～19kDと大きく，腹膜毛細血管内皮細胞間隙

（small-pore）を透過せず，血液中への吸収速度がゆ

っくりしているため長時間にわたり浸透圧格差が維持

され除水が行われる．つまり長時間貯留でのみ多くの

除水量を得ることができ，除水の最大ピークは15時

間となる13）．

また腹腔内から血液中への移動は主にリンパ管や間

質を通じての吸収となる．血液中へ吸収されたicodext-

rinはアミラーゼにより主にマルトースへ分解される．

さらにマルトースは細胞内マルターゼによりブドウ糖

へと分解されるが緩徐であり，1回のicodextrin投与

の影響が消失するには最大21日かかる14）．つまりそ

の期間マルトースに代表されるオリゴ糖が血中に存在

することとなり，その影響が懸念される．また，その
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図4 中性化透析液のラット腹膜への影響

中性化透析液（3.86％ physioneal）では腹膜毛細血管増生とVEGF，AGE，TGF-βの

発現が抑制される．（文献12より）

図5 icodextrin使用前と12週後の排液中白血球数の変化

icodextrin透析液使用により腹腔内白血球数が増加する．



ため1日1バッグしか使用できない．

このようにicodextrin透析液では容易に除水を得

ることができる利点がある．しかしその生体適合性に

関しては明確ではない．コーンスターチを原材料とし

ており，まれに皮膚のアレルギー反応を起こすことが

ある．また，ヨーロッパで使用が開始された頃の初期

の製品では製造過程において耐熱耐酸性菌である

Alicyclobacillusacidocaldarius汚染があり，それよ

り産生されたpeptidoglycanが混入し反応性の腹膜炎

が多数見られた15）．現在の製品ではこのような報告は

ないが，腹腔内白血球数や炎症性産物の増加も報告さ

れている16,17）．

われわれの症例でのicodextrin使用前と12週後の

排液中白血球数の変化を示す（図 5）．白血球数は

icodextrin貯留排液では有意の上昇を認めた．しかも

白血球数はicodextrin透析液以外のブドウ糖液排液

中でも上昇していた．また同時に測定したFDP濃度

も上昇しており，なんらかの炎症性反応の持続を推定

させた．

またicodextrin透析液を夜間長時間貯留し，その

直後にPETを行うとD/Doグルコースが下がりD/P

Cr値が高く出る傾向があり，あたかも小分子の透過

性が亢進したかのようにみえる．また除水量も低下す

る（表 2）18）．この現象はPET直前にブドウ糖液によ

る共洗いを行っても認められる．このメカニズムは不

明であるが，可能性としてicodextrinによる炎症反

応が腹膜血流量増加を起こしていることも推定される．

少なくともPETを行うときは必ずブドウ糖透析液を

直前に長時間貯留しておく必要がある．

おわりに

PD療法における腹膜は透析膜の一つにしか過ぎな

いことは自明の理である．しかも大変弱いものであり，

これに過大な負荷を加えると用意に不可逆性の変性を

起こし危機的状況に陥る．この透析膜としての性格を

見極めて用いることがPD処方の基本である．透析医

は二度と腹膜劣化という悲劇を繰り返さないように細

心のPD液処方を行う必要がある．
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要 旨

平成15年5月，「個人情報の保護に関する法律」が

制定され，同17年4月から全面施行された．この法

律は，各事業分野を対象とするものであり，医療・介

護の分野にも適用される．したがって，透析医療の情

報管理も例外ではない．透析医療の特徴は，ほかの医

療に比べ情報量が多く，医師のみならず，看護師，臨

床工学技士などコメディカルスタッフの協力によって

成り立っていることである．このため，患者個人情報

の共有が必須である．

このような情勢のなかで，社団法人日本透析医会厚

生労働研究班は，平成13年より平成15年度厚生科学

研究による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」により，

IT（情報技術）を利用した未来型予防・治療研究の基

礎的準備として，MINT（MedicalInformationNew

Technology）システムを開発してきた1）．

今回，MINTシステムと個人情報保護法について，

鹿児島県透析医会で講演を行い，意見交換の機会があ

り，これをまとめて報告する．

はじめに

MINTシステム開発の目的（図1）は，電子媒体等

を用いた合併症予防および治療の研究と次世代治療の

あり方等の研究のもとに，

●透析施設IT化推進支援

●ソフト化による透析治療の標準化

● データベースによる情報収集とEBM（evidence

basedmedicine）構築

●情報公開とインフォームドコンセントの実施

を理念として行っている．

これを簡単に言うと，

●コンピュータを使って情報を集め，分析して合併

症の予防や治療に役立てましょう

●透析室にもコンピュータを入れてください

●MINTシステムを使ってください

●集めたデータをください，研究に役立てます

●MINTの印刷物を患者様のために利用してくだ

さい

という事に要約される．

透析に関するソフトも多種あり，検査データの蓄積

を行っている施設も増えている．しかし，そのデータ

をどこまで有効に利用できているかは不明である．

MINTシステムでは，検査データを日常無駄なく利

用できる，それもソフトによる自動的な処理を行える

ことを目指した．この点，既存の透析に関するソフト

とあわせて使用することも可能である．
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［各支部での特別講演］
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1 MINTシステム

研究目的のひとつの「ソフト化による透析治療の標

準化」は，本来，先に多くの論議によって透析治療の

標準化が行われ，マニュアルやガイドラインができた

上で，コンピュータのソフト化が図られるものである．

しかし，そのようなマニュアルやガイドラインがまだ

存在しないため，研究班で暫定的な判断のもとにソフ

ト化が行われた．その基礎データは，付属の「透析診

療マニュアル」に掲載している．度々，K/DOQIガ

イドラインと比較をされるが，これよりもMINTシ

ステムの開発が先のため若干違う点も存在する．

1） MINTシステム概略

MINTシステム（図 2）の利用操作は，患者登録，

検査結果入力とデータ蓄積，検査結果判定処理，検査

成績表印刷・配布からなっている．さらに收集したデ

ータを管理するサーバをおいている．

はじめに患者登録を行う．一意の患者コード（重複

した番号でないこと）であれば，各施設が現在使用中

のカルテ番号をそのまま利用できる．また，一意の患

者コードが使われていない施設の場合は，導入時にそ

の旨登録すると，システムが透析患者マスターへの登

録順番を一意の患者コードと見なして扱う．情報の安

全のためカルテ番号と別に設定することもできる．

検査結果入力に関しては，直接ソフトにデータを入

力することも可能だが，フロッピーディスク（FD）

で一括して取り込める．検査項目名をキーに一度にま

とめてデータをCSVフォーマットで取り込みできる

ようにした．このCSVフォーマットは素人でも少し

工夫すれば作成が可能となる．

また，この統一規格のもとに検査結果をフロッピー

ディスク（FD）に取り込んで透析施設に返却できる

よう（社）日本衛生検査所協会に要請し，快諾を得て

いる．

取り込んだ検査結果は自動判定され，コメント付き

の検査成績表が印刷される．またデータはシステムに

保存蓄積され，過去のデータが参照可能となっている．

2） 検体検査結果判定

MINTシステムには日本透析医会作成の「安定期

慢性維持透析の保険診療マニュアル」2）にある慢性維

持透析患者の検査項目が組み込まれ，その基準値およ

び要注意値がデータ値をもとに設定してある3）．また，

単位も統一化されている．この基準値により，検査結

果値を自動判定し，検査項目の重要性を鑑み，患者，

スタッフに注意を促すコメントが検査成績表に単項目

ごとに自動出力される．判定基準には，透析治療に役

立つよう数々の工夫を行っている．

① 単項目判定
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図1 MINTシステムの展開



検査値の上限，下限により異常を表示するが，さら

に，検査値を区切り，注意・警戒・警告と重要度によ

り表示する（図3）．

② 経時変化判定

すべての項目で経時的変化が表およびグラフで参照

できるが，経時的な変化が重要と考えられる項目につ

いては，変動情報が容易に把握できるよう配慮してあ

る．

③ 複数項目フローチャート式判定

貧血，カルシウム・リンについては複数の検査項目

結果値を読み取りフローチャート式に自動判定を行い，

その判定結果をコメントとして表示する．貧血に関す

るフローチャートでは血算や血清鉄，フェリチン，ト

ランスフェリンにより，治療へのアドバイスを行う．

同様に骨代謝としてカルシウム・リン判定が自動的に

行われ，炭酸カルシウム，活性型ビタミンDの増減，

その他の関連コメントが出力され，診療支援に大いに

役立つと考えている（図4）．

④ 検査成績表

単項目，経時変化，複数項目鑑定を項目分類して出

力したものが検査成績表である．検査成績表は患者向

け，スタッフ向けの双方向となっている．各項目は透
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図3 検査評価表の1例

図2 MINTシステムのスタート画面



析効率関連，貧血，感染，骨代謝，糖蛋白脂質，肝胆

膵筋，免疫，内分泌，その他に分類されている．

スタッフ向けは検査されたすべての項目に関して，

出力時点で最新の検査値が示され，その判定コメント

が付加され注意を促す．ただし，感染にかかわる項目

（HBsAg，HCV，HTLV�Iなど）の結果は，管理者

向けに陽性者の一覧および直近の検査で陽転した日に

印が付いた患者リストなど，院内感染対策などに役立

てるための危機管理報告として出力される．

患者向けも同様であるが，配布などを考慮し，各施

設で自由に項目設定ができるようになっており，自己

管理に役立てられるようになっている．

これらのデータは画面上でも見ることができ，画面

上の検査成績では判定結果参照として検査値が異常値

を示した場合には注意，警戒，警告に連動し，黄色，

ピンク，赤の色別で示される．印刷された検査成績表

では異常値の程度に対応して注意，警戒，警告が示さ

れ，それに附随したコメントが付加されている．

3） 診断と治療のマニュアル（透析診療マニュアル）

本マニュアルは医療スタッフの診療支援を目的とし

て，検査結果から得られた情報に対してすばやく，か

つ容易に対処できるように作成したインターネット感

覚で利用できる電子ブックである．マニュアルの内容

は，検査基準値，資料，臨床マニュアル，栄養マニュ

アル，指導マニュアル，管理マニュアルで構成されて

いる．

本マニュアルはMINTソフトと合体しているため，

いつでも対処法などを知りたい場合に簡便に利用でき，

診療支援に有用と考える．加えてマニュアルのなかに

はKt/V，栄養指示カロリーなどの試算機能も付いて

いる．

2 個人情報保護法ポイント

平成15年5月「個人情報の保護に関する法律」が

制定され，平成17年4月より全面的に施行された．

これに従い，厚生労働省より平成16年12月「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイドライン」が通知された．その後，具体的ガ

イドラインとして，日本医師会より平成 17年 2月

「医療機関における個人情報の保護」が発表された．

また，厚生労働省は医療のIT化に関して平成17年3

月「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」を作成した．

「個人情報の保護に関する法律」は個人情報を取り

扱う事業者の遵守すべき義務を定め，個人情報の有用

性に配慮しつつ，個人の権利・利益を保護することを

目的とする法律である．以下，ポイントを述べる．

① 個人情報の定義（同法2条）

公開，非公開にかかわらず，生存する個人に関する

情報，特定の個人を識別できる情報である．

② 個人情報データベース（個人データ）の定義

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005542

図4 フローチャート評価の1例



（同法2条）

医療では個人情報を電子計算を用いて検索すること

ができる電子カルテや電子レセプトも対象になる．

③ 個人情報取扱い業者の定義（同法2条）

個人情報データベースを事業のために利用する者，

5,000件以上の個人データを保有していれば個人情報

取扱い事業者とする．

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイドライン」では，医療・

介護関係事業者は，個人情報を提供して医療・介護関

係事業者からサービスを受ける患者・利用者等から，

その規模等によらず良質かつ適切な医療・介護サービ

スの提供が期待されていること，そのため，良質かつ

適切な医療・介護サービスの提供のために最善の努力

を行う必要があること，また，患者・利用者の立場か

らは，どの医療・介護関係事業者が法令上の義務を負

う個人情報取扱い事業者に該当するかがわかりにくい

こと等から，本ガイドラインにおいては個人情報取扱

い事業者としての法令上の義務等を負わない医療・介

護関係事業者にも，5,000件の区分にこだわることな

く，本ガイドラインを遵守する努力を求めている．

④ 個人情報の適正な取扱いと事業者の義務（同法

15～36条）

下記が，あげられている．

●利用目的を明確化

●当該目的の達成に必要な範囲内で取り扱う

●適法，適正な方法での取得

●最新の内容に保つ正確性の確保

●漏洩，滅失，毀損を防止する安全性の確保

●本人が適切に関与しうる透明性の確保

●開示の請求に適切に応じる

⑤ 認定個人情報保護団体（同法37～49条）

主務大臣は個人情報の適正な取扱いの確保を目的と

して，苦情の処理や個人情報の適正な取扱いの支援を

行う法人を認定する．

医療情報に関しては，日本医師会が対象とされ，平

成17年2月「医療機関における個人情報の保護」が

発表された．

⑥ 個人情報保護指針（同法43条）

認定個人情報保護団体は，個人情報の適正な取扱い

の確保のために，利用目的の特定，安全管理のための

処置，本人の求めに応じる手続きその他事項に関し，

個人情報取扱い業者が遵守すべき指針を作成し公表す

る．

⑦ 罰則（同法56～59条）

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金．平成

17年4月から完全施行．罰則の対象は管理者にあた

るものとされている．

3 MINTシステムと個人情報の扱い

これまで，患者情報を診療に役立てるため，医療ス

タッフなら誰でも利用できることを主眼に医療のIT

化が行われてきた．今後さらにIT化は進んでいくこ

とは明らかである．しかし，情報の多様化と肥大化に

より逆に情報管理の困難化が表面にでてきている．こ

れは，個人情報保護との矛盾である．

透析医療に限らず，治療の根幹をなす情報は，個人

データである．したがって，個人情報保護法に沿うデ

ータ管理を行う必要がある．

透析医療は，多事処理が関わる医療であり，コメデ

ィカルスタッフとの情報の共有化の必要性は変えるこ

とができない．また，近年の医療費抑制政策のための

在院日数の削減が，透析導入のための入院期間の短縮

につながり，充分な教育がなされないまま外来透析に

なることも増えている．そのため患者の教育と指導の

場が外来やサテライトになりつつある．また，介護保

険の充実により送迎を民間業者に依頼する患者家族も

増え，逆に家族との情報交換も減ってきている．しか

し，透析医療は家族の協力が必要な場合も多く，家族

への積極的な情報提供は欠かせないことである．

この点，MINTシステムでは，データベースでの

コメディカルスタッフの情報共有，検査成績表や透析

診療マニュアルを通じて患者の教育，家族への情報提

供がスムーズに進められると考える．

4 MINTシステムとデータベースの扱い

各施設で使用されるMINTシステムではデータの

管理を行い，直接診療に役立てられるので，その役割

には充分な必要性を認める．

一方，MINTシステムのサーバ機能は，各施設の

データを研究目的に集計しようとするシステムである．

これを災害時に備えてのデータ保存や患者の施設間移

動によるデータ継続保持，およびデータ提供に役立て

ることもできる．サーバにデータを蓄えるには，個人
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情報が必要であり，患者に一意（ユニーク）の背番号

化が必要になるが，倫理的に今後続けてよいのかの論

議はこれからのことである．

また，MINTシステムでは，検査データの統計的

処理による検査・診断・治療関連の法則性を発見する

データマイニングの手法を想定し，現時点で具体的研

究テーマは設定してない．この点，個人情報保護法で

の「利用目的を明確化」や「患者を識別する情報を長

期に蓄えることの可否」との兼ね合いがつくのか現時

点では不明であり，今後各学会などでも同様のシステ

ムを構築するときに論議が起こると思われる．

5 機器（コンピュータ本体，外付け記録装置，

通信装置など）の管理

「個人情報の保護に関する法律」の施行後，病院で

の情報漏洩のニュースが頻回に話題になっている．ま

た，病院の医局より大量のノートパソコンの盗難事件

も起きている．特にノートパソコンなどの盗難や紛失

しやすい機器での管理は厳重な注意が必要である．さ

らに，個人管理のパソコンでも病院での個人情報を扱

う時は，個人名を消すなど，決められたルールを守る

ことが必要である．

MINTシステムではパスワードによる操作権限も

設定でき，適切に使用してもらいたい．

6 情報管理と教育

透析医療に限らず，すべての医療で患者情報の管理

が重要になったことはいうまでもない．しかし，IT

化という中で，使っているソフトやハードは多くの医

療人にとってはブラックボックス（理解不能の物）で

ある．診療に使っているコンピュータが知らない間に

インターネットに繋がれて，情報が流失するという事

態も何時起こるかわからない．

このため，院内では情報管理と教育を行うスタッフ

が必要となる．まず，誰が中心になるか，すべてはそ

こから始まると思う．

日本医療情報学会では，「医療情報技師」の認定を

開始している．日本医療情報学会のホームページ

（http://jami.umin.ac.jp/）より引用すると，

「信頼される医療を再構築するためには，現在進行

している医療のIT化はもっとも有力で不可欠な手段

であります．医療の質や効率性を評価するには，保健

医療福祉機関の提供した医療サービス等の内容を明ら

かにするデータが必要です．社会の情報化が進み，医

療においても透明性が望まれている今日，保健医療福

祉機関は，情報公開や病院診療とその業務のIT化を

支える医療情報システムの構築とその推進，および有

用で質の高い医療情報の活用と提供に対応できる人材

育成を通じて，情報管理体制の強化をはかり，地域に

開かれた保健医療福祉の質向上と経営管理体質の改善

を急ぐべきであります．」

とあり，医療情報技師の育成の必要性を訴えている．

具体的に，医療情報技師とは，「保健医療福祉専門

職の一員として，医療の特質をふまえ，最適な情報処

理技術にもとづき，医療情報を安全かつ有効に活用・

提供することができる知識・技術および資質を有する

者」と定義している．

まさしく，この「医療情報技師」が情報管理と教育

の中心となっていくものと思われる．医療情報技師試

験には，特別な受験資格はないが，医療系の資格のあ

るかたには一部試験の免除がある．昨年の認定試験で

は，男性ばかりか，数多くの女性の方が受験している．

是非，この資格を病院や医院のスタッフの方に取得し

てもらい，情報管理の中心となっていただきたい．

7 考 察（ディスカッション）

MINTシステムは，はじめて使うとき戸惑う点もあ

るが，慣れてしまうと非常に簡単に使えるソフトであ

る．鹿児島市では，検査の読み込み用フロッピーディ

スクを医師会の検査所の協力により作ってもらえる．

それをパソコンに読み込み，基本的な患者情報を入れ

ることにより，簡単に検査のデータベース化や検査の

評価ができる．さらに体重情報などを入力すると

Kt/Vなどの評価もできる．スタッフとのカンファレ

ンスで参照すると診療に役に立つ．透析ベッド数の少

ない透析施設や，IT化が難しい施設でも簡単に

MINTシステムを使ってもらえる．

MINTシステムは，検査データ管理データベース

としてだけではなく，「透析診療マニュアル」など患

者教育やスッタフ教育にも使えるソフトである．デー

タベースを利用しなくても，MINTシステムをパソ

コンにインストールすれば，「透析診療マニュアル」

は使用でき，是非利用してみる価値はある．

現在，高齢化社会を迎え，透析医療も変化している．
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データよりQOL（qualityoflife）が大切という考

え方もされつつある．透析医療も当初は，数日から数

週間の延命でしかなかったが，現在では10年を簡単

に超え，30年を超える患者も多数いる．この透析医

療の技術は医療全体の質の向上に役立ってきた．さら

に，最近「アンチエージング」と言われ，寿命は125

歳までと言われだした今日，透析医療の莫大な情報デ

ータは未来の医療への掛け橋になっていくものと思わ

る．

また，個人情報を医療に活かすために，個人情報の

管理をしっかり行い情報提供者である患者に充分な信

頼を得る必要がある．

結 語

MINTシステムは患者データの蓄積，患者への検

査データ情報提供，またスタッフ側への注意喚起など

医療の質保証の一助として有効利用できるものと考え

ている．この点，既存の透析管理システムに加えて使

用してもらえる．MINTシステムは診療所や病院の

透析室にパソコン1台あれば，利用できるシステムで

ある．IT化を進めようと準備している施設や特に小

規模な施設にとっては十分利用価値があると思われる．

「個人情報の保護に関する法律」の施行のため，情

報データ管理が重要になってきている状況で，MINT

システムをスタッフと患者の情報共有化に有効に利用

してもらいたい．

なお，MINTシステムは社団法人日本透析医会よ

り各施設に配布済みとなっている（図 5）．MINTシ

ステムについて詳細を知りたい方は，同封のマニュア

ルを参考にしてほしい．

文 献

1） 長谷川真二，山根伸吾，山�親雄，他:「長期透析に伴う

合併症の克服に関する研究」の概要―MedicalInformation

New Technology（MINT）システムの構築に向けて．日透

医誌，16;397�414，2001．

2）（社）日本透析医会編:安定期慢性維持透析の保険診療マ

ニュアル（平成10年改訂版）．

3） 長期透析に伴う合併症の克服に関する研究班:平成13年

度厚生労働省厚生科学研究費補助金 21世紀型医療開拓推

進研究事業 MINTシステム「長期透析に伴う合併症克服

に関する研究」，2002．

4） 日本医師会:医療機関における個人情報の保護，2005．

5） 内閣府:個人情報の保護に関する法律，2003.

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.

html

6） 内閣府:個人情報の保護に関する法律施行令，2003．

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/seirei/pdfs/

kojinseirei507.pdf

7） 内閣府:個人情報の保護に関する基本方針（閣議決定），

2003．

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kihonhoushin-

kakugikettei.pdf

8） 厚生労働省:医療・介護関係事業者における個人情報の適

MINTシステムと個人情報保護法 545

図5 MINTシステム送付資料



切な取扱いのためのガイドライン，2004．

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6a.

pdf

9） 厚生労働省:医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン，2005．

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/s0331-8.html

（平成17年5月14日/鹿児島県「鹿児島県透析医会学術講演会」）

日本透析医会雑誌 Vol.20 No.3 2005546



要 旨

高齢化と糖尿病腎不全患者が新規導入患者の主体を

占める現在では，透析患者と言えども血清クレアチニ

ン濃度が低く，身体障害者の基準にもあてはまらない

ような症例が増加している．かつまた，医療費負担の

問題から更正医療の取り扱われ方も最近では大幅に変

化している．このような現況を愛知県で開催されてい

る透析療法審査会の結果をもとに解析した．その結果，

透析患者の高齢化に伴う合併症の多さから運動量が減

り血清クレアチニン濃度が極端に低い患者の増加が明

らかにされた．

はじめに

わが国の透析患者数は平成15年末の実数では少し

増加傾向に翳りが見えてきたようであった．しかし，

平成16年末の統計では25万人にも達することが明ら

かにされ，そろそろ透析患者数はプラトーに達したの

ではないかという楽観的な意見を打破する結果が示さ

れた．さらに顕著な傾向は患者の高齢化と糖尿病性腎

症患者の増加である．今や導入患者の平均年齢は65

歳程度となり，以前では社会復帰を目指しての医療行

為であったはずの透析治療が，様々な合併症を抱える

高齢者の救命治療の場ではないかとも考えたくなるよ

うな現状である．

確かに，25万人（国民の0.2％）の患者が国民総医

療費31兆円の4％程度を使用している現況は問題で

あるかもしれない．元厚生労働大臣のホームページに，

たとえ透析患者であっても応分の自己負担が必要であ

るという主張が掲載されたことは，内部身体障害者と

して辛い毎日を送っている透析患者にとって，非常に

危険な兆候であるといっても過言ではないだろう．実

際，衆議院選挙も終わった今，障害者自立支援法案が

再度国会に上程され，患者の自己負担金の見直しも行

われることは必至の状況である．かつ又平成18年度

の診療報酬改定では透析医療へのさらなるマルメも検

討されていると聞き及ぶ．

このように，透析医療を取り巻く環境は今後さらに

劣悪となる可能性が否定できない．しかし，社会資源

には限りもあるわけで，医療や福祉に供される資源が

有効に利用されなければいけないことも自明の理であ

る．そこで，愛知県で行われている透析療法審査会で

は更正医療が適切に実施されるよう専門医による審査

を行っているので，その現状を報告しながら，現在の

透析事情について考えていきたい．

1 透析療法審査会の概要

愛知県では透析治療にかかわる更正医療申請が行わ

れた際に，その適否を審査する機構として透析療法審

査会が組織されてきた．このことについては，すでに

本医会誌に報告してきたが1），審査会の構成委員は透

析医学会専門医5名と愛知県医師会副会長1名のあわ

せて6名である．毎月1回一つの会場に集まり，前月

に申請された患者の更正医療の適否について合議し，
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更正医療給付の妥当性について審議している．疑義が

ある場合には補足説明ならびに追加データを各医療機

関に求め，再審査している．慢性維持透析治療が不適

切であると判断された場合には申請を却下することも

ある．

さらに，本審査会では全県下における新規透析導入

患者の実態調査も同時に行ってきた．この事業は単に

導入患者の臨床的背景を調査するだけではなく，腎移

植希望患者の登録調査に利用してきた．ただし平成

17年4月から始まった個人情報保護法案は，このよ

うな登録方式の実施に対し隘路となるものであった．

そこで，愛知腎臓財団は新規導入患者たちから事前に

了解を頂戴した上で登録を行っている．登録された患

者には，腎移植希望の登録をするかどうか問い合わせ

る手紙を発送し，腎移植普及の一助となるべく活動し

ている．ここで審査される導入患者票は後に更正医療

が申請される時の判断資料にも供されている．

しかしながら，6名の専門委員で県下の透析患者全

例を審査することは時間的に不可能である．そこで，

本審査会ではある基準を設け，その基準に該当する患

者のみを審査することにしている．その患者をわれわ

れは第1項該当者と定義している．第1項に該当する

患者は，①新規透析導入患者，②導入2年未満の継続

申請患者，③透析療法の長短に拘らず，新規申請され

た患者，④2年以上の透析歴を有しているが，今回申

請時の血清クレアチニン濃度が7mg/dl以下の患者

である．以前は8mg/dlを基準としていたが，高齢

者の増加に伴い，該当する患者が急増したため平成

12年から変更した．その詳細については日本透析医

会雑誌の17巻を参照されたい1）．2年以上透析治療が

継続されていて，血清クレアチニン濃度が 7mg/dl

以上の患者については，第2項該当患者として事務的

に承認処理がなされている．

2 審査件数とその評価

平成15年度，平成16年度の総審査数を表1に示す．

総数は8,524件である．ちなみに平成11年度は4,655

件，平成13年度は6,425件であるので，総審査件数

は右肩上がりに増加している．この理由としては，入

院中の食費が更正医療でカバーされることから，この

システムを利用するようにケースワーカーが積極的に

指導していることが第一にあげられる．

審査内容については表2に示す．第1項該当者とし

て専門委員の協議に付された患者は平成 16年度で

2,831件であり，全体の33.2％を占める．ただ，この

頻度は平成 11年度が 33.0％，平成 13年度が 33.2％

であることから，最近目立って増えてきているわけで

はない．平成12年に血清クレアチニン濃度の基準を

8から7mg/dlに変更したことも影響している可能性

がある．
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表1 総審査数

全体 県中央 県西三河 県東三河 市身体更相

平成16年度 8,524 3,201 1,440 548 3,335

平成15年度 7,891 2,800 1,360 498 3,233

対前年度比 108.0％ 114.3％ 105.9％ 110.0％ 103.2％

表2 審査内容

年度 第1項該当審査件数 第2項該当審査件数 計

適用

承 認
16 2,808（32.9％） 5,693（66.8％） 8,501（99.7％）

15 2,496（31.6％） 5,321（67.4％） 7,817（99.1％）

疑義・指導
16 0（0％） 0（0.0％）

15 2（0.02％） 2（0.02％）

不承認（保留）
16 23（0.3％） 23（0.3％）

15 72（0.9％） 72（0.9％）

計
16 2,831（33.2％） 5,693（66.8％） 8,524（100％）

15 2,570（32.6％） 5,321（67.4％） 7,891（100％）

（ ）内の数は総数に対する割合



疑義があり指導が行われた件数は2年間で2件であ

る．なお，疑義問い合わせ，指導の対象となった者は

最終的にすべて承認されているので総計には含めてい

ないが，この件数は年々減少傾向を示している．一方，

不承認（保留）に関しては平成15年度で72件，平成

16年度で23件ある．不承認となった理由には，①保

存期からの申請であって透析導入までにまだ十分の時

間があると判断された例，②急性腎不全と考えられ一

時的な離脱も可能と推測された例，③一時は透析も必

要であったかもしれないが，現時点では透析治療が不

要と判断された例，④ECUM治療が行われているの

みであり，透析は必要でないと判断された例，⑤透析

治療施行に疑義がある例などがある．この数は以前か

ら大体20名前後であり，平成15年度のみ突出してい

る．その理由は不詳である．

表3は第1項該当審査対象者の背景を示したもので

ある．新規申請が約1,500名程度である．この中で透

析継続とされているのは，他院での導入後に転院して

きて，転院施設から新規申請がされたものである．継

続申請については，平成16年度では1,260名である．

継続申請者数は平成11年度は310名，平成13年度は

938名，平成15年度は1,081名であることから毎年着

実に増加している傾向が明らかである．前述したよう

に，2年以上透析治療が実施されていて，血清クレア

チニン濃度が7mg/dl以下の者を第1項該当者とし

ているので，この定義に該当する患者が年々増加して

いることを反映する結果である．

血清クレアチニン濃度が低い患者の臨床的特徴には，

①脳血管障害による寝たきり透析患者，②下肢切断な

どを合併する糖尿病透析患者，③長期透析患者でアミ

ロイドの合併などにより運動障害がひどい透析患者，

④悪性腫瘍合併透析患者，⑤冠動脈疾患合併により日

常生活に支障がある透析患者などがあげられ，そのほ

とんどが顕著な体重減少を呈している．

表 4，表 5には患者の性別と年齢を示すが，男性と

高齢者の割合が高いことが読み取れる．

まとめ

審査会議を常置し更正医療の適否を判定している県

は非常に少ないのが現状である．愛知県では事務官に

よる判定基準に基づき振り分けられた第1項該当患者

について集中審議することで，個々の症例に適切に判

断を下している．また，この機構により基準値から逸

脱する症例に対して事務的に却下されてしまう弊害を

防いでいる．また，行われている医療行為について疑

義がある場合には，審査会からの意見として医療機関

への助言も行うことにより，県全体の医療技術のレベ

ルアップをも図っている．あわせて実施されている透

析導入調査票は腎移植患者の登録に役立っていること

は前述した．

透析医療に係わる費用については，長期高額療養費

制度により月1万円の自己負担で医療が受けられるよ

うに配慮されてきた．さらにこの自己負担分を減免す

る仕組みとしての更正医療や，各地で事業名が若干異

なるが，障害者医療給付事業が行われている．東京都

ではマル福，愛知県では心身障害者医療と呼称されて

いる．

ここで一つの問題がある．更正医療は世帯の所得税

額に応じて負担金があるものの，医療費の自己負担分

と入院中の食事代が助成される．食事代は医療費か生
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表5 審査数（年齢別）

平成16年度 平成15年度

20歳未満 6（0.1％） 54（0.7％）

20～40歳 410（4.8％） 409（5.2％）

40～60歳 2,822（33.1％） 2,845（36.1％）

60歳以上 5,286（62.0％） 4,583（58.0％）

計 8,524（100％） 7,891（100％）

表4 審査数（性別）

平成16年度 平成15年度

男 5,217（61.2％） 4,790（60.7％）

女 3,307（38.8％） 3,101（39.3％）

計 8,524（100％） 7,891（100％）

表3 第1項該当審査対象者の内訳

年度 対象者数

更正医療

新規申請

透析導入
16 642（22.7％）

15 610（23.7％）

透析継続
16 929（32.8％）

15 879（34.2％）

更正医療継続申請
16 1,260（44.5％）

15 1,081（42.1％）

計
16 2,831（100％）

15 2,570（100％）



活費かという大問題があるが，更正医療では食費まで

減免してしまうのである．また，たとえ自己負担が発

生しても，その負担は障害者医療で減免されるので，

自己負担はないに等しい．ただしすべての透析施設が

更正医療の認定施設ではないので，非認定施設で治療

を受けている患者はこの恩恵を受けることができない．

同じ治療を受けている者が施設によって治療費が異な

るというシステムは矛盾に満ちたものである．

第二の問題は自己負担金部分を支払うお役所の財布

のことである．更正医療を使用すると，負担金の半分

は国，半分は県が負担する．県がそれぞれ独自に施行

している障害者医療を利用すると県が半分，各市町の

自治体が半分負担するようになっているとのことであ

る．税収益の悪化している地方自治体にあっては，更

正医療を先行させることは財政面からも得であるし，

そのような施策も公布されていると聞く．ただし，更

正医療を受けられる施設は限定されているのである．

これは大きな社会的問題である．更正医療認可施設の

基準について再考する必要があるのではなかろうか．

現在検討されている障害者自立支援法案では，自立

という名の下で，受益者に対して応分の負担が必要で

あるということが基調となっているようである．自己

負担能力がある者にとっては問題のなさそうな内容で

あるが，年金収入だけで生活していて永遠に続く治療

費を負担することになる貧しい患者にとっては大打撃

であろう．このような状況であるからこそ，限られた

社会資源を有効に利用するために，審査会議による適

切な更正医療の実施が重要である．今後，このような

地道な活動が全国に普及することを祈念して，愛知県

透析療法審査会議の報告とする．

なお，この報告は日本透析医会適正透析導入部会研

究補助事業報告書を兼ねる．

文 献

1） 渡邊有三:愛知県透析療法審査会議報告．日透医誌，17;

413�417，2002．
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学 会 ご 案 内

●第39回 日本臨床腎移植学会
日 時：平成18年1月25日（水）～27日（金）
代表者：村井 勝（慶大教授）
会 場：ホテルニュー岡部（栃木県塩谷郡）
問合せ：〒160�8582

東京都新宿区信濃町35
慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室

TEL 03�5919�2325 FAX 03�3225�1985

●第23回 鹿児島県人工透析研究会
日 時：平成18年2月19日（日）
会 長：上田博章
会 場：鹿児島県歴史資料センター 黎明館
問合せ：〒890�8520

鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35�1
鹿児島大学病院 腎臓内科

TEL 099�275�5326 FAX 099�264�3504

●第34回 東京透析懇談会
日 時：平成18年2月26日（日）
会 長：太田和夫
会 場：（財）日本教育会館一ッ橋ホール
問合せ：〒103�0027

東京都中央区日本橋3�4�167F
太田医学研究所内 東京透析懇談会

TEL 03�3278�3022 FAX 03�3278�3037

●第94回 日本泌尿器科学会
日 時：平成18年4月12日（水）～15日（土）
代表者：内藤誠二（九大教授）
会 場：福岡国際会議場（福岡市）
問合せ：〒812�8582

福岡県福岡市東区馬出3�1�1
九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野

TEL 092�642�5603 FAX 092�642�5618

●第22回 日本医工学治療学会学術大会
日 時：平成18年4月21日（金）～23日（日）
代表者：古賀伸彦（新古賀病院）
会 場：福岡国際会議場（福岡市）
問合せ：〒830�8577

福岡県久留米市天神町120
医療法人天神会 新古賀病院 内
日本医工学治療学会 第22回学術大会事務局

TEL 0942�38�2222 FAX 0942�38�2255
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�一臨床医の思うこと � 堀見博之

戦後60年を経過して戦争の悲惨さと命の尊さを問いかける番組がテレビで多く見受けられるようになっ

た．当時の人々は本来の人間としての基本的要求である長く生きたい，多くの知識を得たいと言うことすら

意のままにならず，自分の願う意思とはまったく関係なく自己の運命を殺戮の中へ委ねなければならない状

況であったであろう．当然のごとく生活の質の向上は望めないどころか，多くの疾病の中，特に末期臓器不

全などは不治の病として社会から支援されることがなく，ほとんどの人々はそれを口に出す余裕もなかった

時で，いわゆる命の質の向上も望めなかった時代であった．

しかし戦後の科学の進歩はこれら人間の本質的な要求を徐々であるが確実に向上させてきた．医学の分野

も然りである．たとえば腎移植治療への橋渡しとしての末期慢性腎不全に対する透析治療法は，1966年に

BresicaMJ，CiminoBJらによって上肢で動静脈内シャント造設に関する論文が発表されて以来，急速な

進歩を遂げることとなった．そして透析技術の向上と相まって，日本における末期慢性腎不全の透析治療が，

ICUでの救急救命治療から生活の質の向上を伴った社会復帰を目指した治療に進歩したことは周知の事実

であり，技術の進歩における恩恵であろうことは言うまでもない．

しかしながら基礎医学の知識に加え最近の臨床技術の進歩は，時として原則としてきた今までの常識を覆

すことがあることをわれわれは知らされることとなった．この原因として腎移植治療が日本で遅々として軌

道に乗らないこともあげられるが，現在直面している透析治療の諸問題はまさに技術進歩が成せる結果では

ないであろうか．少なくとも私が外科の技術を用いて透析医療に携わり始めた時には，糖尿病性腎症に対し

て透析の導入絶対数は少なかったものの原則的には認められていなかったし，透析導入期の高齢化において

も年齢的に制限は認められないものの導入への規制が存在した．悪性腫瘍や個人生活に支障をきたす合併も

勿論のこと適応外であった．

さらに透析技術の進歩，並びに感染の機会と出血の危険性が少なくなったブラッドアクセスの出現が維持

透析患者の高齢化をもたらしたことは言うまでもないことである．透析患者の高齢化は当然のごとく動脈の

器質的変化を助長し，内シャント血管の荒廃化をもたらした．たとえインターベンション治療法が進歩して

も，腎移植が遅々として進まない現状を加味すれば，内シャントを造設する側としては今後内シャント造設

技術に関しての技量が要求され，ますます精神的，肉体的な悩みの種となっていくことであろう．

今後，医学分野の進歩のみに限れば，これから一層の深い専門医学知識と社会的必要性から，疾病を基礎，

臨床分野の縦枠で考える取り組みから，互換性を兼ね備えた横枠で疾病を考えて行こうとする，すなわち科

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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別でなく臓器別で疾病に取り組んでいこうとする流れができつつある．合理的でなによりも集中的に専門的

な議論が交わされ最善の治療選択がなされるようになるであろう．医師や患者さんにとっては理想的な関係

であるが，ただし戦後60年の経過は，科学の進歩には十分であったかもしれないが，医師の技量の進歩に

は十分であったろうか？

医師と患者さんのコミュニケーションが，インターネットなどの導入で迅速で確実な情報の交換ができる

ようになっても，お互いの良好な精神信頼関係が生じるほどに60年で人間が変化したわけでもないし，現

在も医師と患者さんの関係が強い信頼関係で成りたっていることが基本であることに変わりはない．医師は

医学の専門知識はもとより頭の中で知識を組み立てて3次元的固体として接することは60年前も現在もな

にも変わることはなく，すなわち人を臓器別ではなく血の通う総合的な固体として考えなくてはいけないの

ではないだろうか．進歩する医学にあって各医師の臓器への知識はますます深くなってきているが，人間に

接する能力は下降しているかのように思われる．複雑で専門的な医学知識とパラメディカルの進歩を各外科

医，内科医は技量の向上と錯覚しがちであるが，医師は自分の技量に謙虚であり，総合的に医療と人を結び

つける勇気と謙虚さが今後の医療に大切ではないだろうか．

グリーンタウンクリニック
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�高齢化社会を迎え � 田中孝夫

透析医療に携わるようになり17年が経過しました．当時の透析医療は，それ以前に私がほぼ同期間従事

した臨床麻酔と比べ，多くの点で違いが認められました．従事する時間も違いましたし，また収入面での大

きな違いもあり，当時は羨ましく思ったりしたものです．先輩の中には，やっかみ気味に「透析医療は金食

い虫」とまで断じる人もいました．現在も未だ若干その傾向は残っていますが，長者番付の上位に例年透析

医が名を連ね，一般の人にも透析は儲かるとの印象が強かったようです．

しかし，その後は周知のごとく透析医療に対する厳しさも増し，もはや往年の栄華は見られなくなった感

じです．祝祭日もなく，自由な時間も，家庭サービスも犠牲にして働いても，私の周辺の透析医の多くは表

情が冴えません．昨今は医療訴訟にも聊か過剰に反応せざるをえなくなり，以前よりは神経を使うことも多

くなっています．一方，透析受療者の高齢化は進み，それに伴い合併症の種類も頻度も多くなってきました．

不吉な話ですが，私どもの施設では260名ほどの維持透析者で，年間死亡者は，以前はせいぜい10名以下

でしたが，ここ数年は20数名と倍以上になっています．平均年齢も今では63.5歳で，入院に限れば73.5歳

となっており，今後もさらなる高齢化が推測されます．こうした高齢化傾向に対しては社会的なサポートの

活用も当然必要ですが，それと同時に，私どもにもなんらかの対応が求められています．当面，私は（1）

総合的な診療面での充実，（2）家庭，社会復帰に向けての対応，の2点があげられると思います．

高齢化による合併症の増加は，診療面での拡大，高度化，複雑化を必要とします．こうなると，もはや単

独のサテライト透析施設だけですべてをカバーすることは難しく，必要に応じてほかの然るべき専門医療機

関へ紹介せざるをえなくなります．当然，施設間でのより緊密なコミュニケーションも必要となってきます．

実際，私どもの日常診療においても，紹介状書きに費やす時間は以前よりも明らかに多くなっています．幸

い，紹介率のこともあり，受け入れ先も以前よりは快く引き受けてくれるのは有り難いことですが，将来的

には，こうしたコミュニケーションがよりスムーズに行われるには，個人情報保護に留意した電子カルテの

普及が一層必要になってくると思われます．

一方，高齢者の家庭，社会復帰も同じく重要です．近年は介護福祉面の普及と充実により，通院自体は随

分と楽になったようですが，それでも家族の受け入れの問題から長期入院を余儀なくされる，所謂社会的入

院もなお多く見られます．このような場合，リハビリテーションの活用は大きいと思います．近年のリハビ

リテーション医学の著しい進歩により，以前ではとても考えられなかった目覚しい回復を経験することも珍

しくなくなりました．私どもの所でも，現在リハビリテーション・クリニックを併設しておりますが，その

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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効果には充分満足しています．入院当初は，とても離床など期待もできなかった症例が，数週間のリハビリ

で見違えるほど回復することも稀ではありません．透析医療では，退院後も週2～3回の通院が引き続き必

要ですので，その意味でも，リハビリで可能な限り体力を回復させておくことはきわめて重要と言えます．

現在，透析医療の世界では，今なお解決されるべき問題は山積しています．しかし，日常の診療現場では，

比較的変化の乏しい単調な日々が繰り返されているのが現実です．そんな中，私たち医療者のほうが逆に癒

されたり，教えられたりすることも時にはあります．最近でも，90歳代半ばの女性に貴重な生き方を教え

られる経験をいたしました．今年還暦の私にとって，透析医としての残された時間は決して長くはありませ

んが，日々の身近な体験に一喜一憂しながらも，これからの人生を大過なく送っていければと願う昨今です．

医療法人財団はまゆう会王子病院



京都透析医会は，従来からの京都透析医学会を昨年

規約改正のうえ2004年3月新たに発足し，2004年8

月日本透析医会に京都支部として申請しました．

現在会員数115名（2005年3月末現在）です．京

都透析医学会として1980年発足以来，現在までに多

くの会長のもと会が運営されてきました．

医会の構成は，会長1名，副会長2名，庶務委員会，

学術委員会，保険委員会，災害対策委員会，日本透析

医会担当委員会があり，庶務担当理事が府医師会ある

いは保険医協会との折衝にあたっています．

現在，医会として三つのことに注意しながら活動を

行っています．

一つ，学術交流の場として，特別講演を組み込んだ

年1回の学術総会と，府下透析施設で経験した珍しい

あるいは治療に困った症例を内輪で紹介しあう年3回

の透析困難症例検討会の開催があります．

毎年の学術総会には外部講師を招請し特別講演をお

願いしています．今年の第25回総会の学術総会には，

北海道から千葉栄一先生をお迎えし・慢性透析患者に

おけるリンの管理・をテーマに話していただきました．

透析時間が短くなる傾向にある現在，透析量とくに透

析時間との関連の中でリン管理の問題点を指摘してい

ただき非常に興味深いものでした．・透析医はリン高

値の患者に服薬コンプライアンスが悪いの，食事が悪

いのと患者の非をあげがちあるが，その前に透析医が，

透析量が充分か反省してみる必要がある・との千葉先

生の指摘は耳に痛いものでした．

2003年7月から始まった透析困難症例検討会は，

夕方7時より3～4症例について忌憚ない意見を交換

する中で弁当をつまむという忙しい会で，毎回30～40

名の参加者があります．発表者はできるだけ若手の先

生に限り，普通の研究会と違い，遠慮なく意見を戦わ

すことが好評の理由みたいです．また，K/DOQI03

の発表もあり，活性型VDの使い方，セベレマー，

透析液Ca濃度，静注VD治療から副甲状腺インター

ベンションへの移行など施設によりまだ治療方針に差

があるのが現状です．そこで2000年12月の腎性貧血

に関するアンケート調査に次いで，2004年12月二次

性副甲状腺機能亢進症の施設治療方針および検査所見

をアンケート調査しました．56施設にアンケートを

送付し，29施設2,966名のデータが得られました．現

在解析中で貴重なデータが得られつつあります．終了

次第，皆さんへ報告させていただけたらと思います．

二つ，災害対策であります．前会長時，各地区の府

の災害拠点病院を中心に防災連絡網が設けられました．

京都市以外を北丹，中丹，中部，南山城・相楽の4地

区に分け，京都市を3つの断層系に分け，あわせて7

地区に分けてそれぞれの基幹連絡病院を設置し情報網

を構築しています（図 1）．2004年秋の京都北部水害

では与謝の海病院，舞鶴共済病院，福知山市民病院を

中心に透析患者の受け入れが滞りなく行われました．

三つ，透析関連の診療報酬についての啓蒙，審査状

況の把握を医会として取り組んで行こうとするもので

す．時に不合理と思われる査定がされ，また，審査委

員による査定にばらつきが認められることなどから，

査定状況を医会事務局にプールし各施設へ還元するこ
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とを目的に活動しています．まだ始まったばかりでデ

ータを蓄積し会員の希望に添いたいと考えます．

以上，京都透析医会の現状について報告させていた

だきましたが，透析期あるいは保存期腎不全患者にた

いする啓蒙活動など至らない点が多く鋭意努力する所

存です．
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図1 防災連絡網

京都第一赤十字病院（基幹災害医療センター）

京都市立病院（地域災害医療センター）

Ⅰ.丹後グループ

Ⅱ.中丹グループ

Ⅲ.中部グループ

Ⅳ.南山城・相楽グループ

Ⅴ.花折グループ

Ⅵ.西山グループ

Ⅶ.黄檗グループ

基幹施設

府立与謝の海病院
Tel0772�46�3371
Fax0772�46�3371

福知山市民病院
Tel0773�22�2101
Fax0773�22�6181

公立南丹病院
Tel0771�42�2510
Fax0771�42�2096

公立山城病院
Tel0774�72�0235
Fax0774�72�2155

京都第一赤十字病院
Tel075�561�1121
Fax075�551�4571

京都市立病院
Tel075�311�5311
Fax075�321�6025

桃仁会病院
Tel075�622�1991
Fax075�622�3491

副基幹施設

岡所泌尿器科医院
Tel0772�22�8511
Fax0772�22�8512

舞鶴共済病院
Tel0773�62�2510
Fax0773�64�4301

ぬくい泌尿器科
Tel0771�29�4401
Fax0771�29�4401

京都八幡病院
Tel075�971�2001
Fax075�983�0185

京大病院人工腎臓
Tel075�751�3640
Fax075�751�3643

西陣病院
Tel075�461�8800
Fax075�461�5514

洛和会音羽病院
Tel075�593�4111
Fax075�581�8831



1 支部の概況

広島県は，中国地方にある人口約290万人の県です．

三次保健医療圏は一つで，全県となっております．二

次保健医療圏は，広島，広島西，呉，広島中央，尾三，

福山・府中，備北の7圏域に分かれています．一次保

健医療圏は，ほかの地域と同じく，市町村単位で区域

割りされています．

2002年3月31日現在，広島県下で，人工透析を受

けている患者の総数は5,647名です．透析施設は，県

内に全部で96施設あります．二次保健医療圏毎の透

析患者数と施設数は，それぞれ，広島：2,458人・30

施設，広島西：259人・4施設，広島中央314人・8

施設，呉：637人・10施設，尾三：626人・13施設，

福山・府中：1,085人・22施設，備北：268人・9施

設となっています．

日本透析医会広島県支部は，広島県透析連絡協議会

という名称を使っております．日本透析医会が，1979

年4月15日都道府県透析医会連合会として結成され

ましたが，それ以前に，広島県では広島県透析連絡協

議会を立ち上げていましたので，名称変更せずに，現

在に至っております．

広島県透析連絡協議会には，県内の83透析施設が

会員となっておりまして，非常に高い組織率です．役

員は以下となっており，広島県全域から，かたより無

く役員を選出しております．

名誉会長：辰川自光

顧 問：原田 知

会 長：土谷晋一郎

副 会 長：山下達博・浜口直樹

幹 事：高杉敬久・川合 淳・大上和行・安田克

樹・高須伸治・小根森元・碓井公治

監 事：田中一誠・�岡德在

2 災害対策について

2004年に，中国5県で正式に中国地区透析医療災

害対策会議が発足し，ホームページにて，日本透析医

会とリンクしております．広島県透析連絡協議会では，

災害時連絡網（メーリングリスト，携帯電話）を作成

し，二次保健医療圏ごとに，中核病院，副中核病院を

選定しています．

広島：土谷総合病院・JA吉田総合病院（副）・

原田病院（副）

広島西：阿品土谷病院・JA広島総合病院（副），

博愛病院・呉共済病院（副）

広島中央：本永病院・安田病院（副）

尾三：土肥病院・興生総合病院（副）

福山・府中：山陽病院・寺岡記念病院（副）

備北：市立三次中央病院・庄原赤十字病院（副）

2001年3月24日午後3時28分，瀬戸内海西部の

芸予諸島付近を震源とする大きな地震が生じ，中国・

四国地方を中心に西日本の広い地域が揺れました．広

島県大崎町，河内町，熊野町等で震度6弱，愛媛県松

山市，今治市，広島県広島市，呉市，山口県岩国市な

どで震度5を記録しました．この地震により，中国・

四国 7県で死者 2人，負傷者 175人，建物の被害
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5,000棟以上等の被害が生じました．建物被害につい

ては，呉市での被害が最も顕著でした．高杉会員（博

愛病院，呉市）は，自院の地震での被害を報告してく

ださり，われわれは，大いに啓蒙を受け，この経験が

今日の災害時対策に大いに役立っております．

3 広島県腎友会

広島県透析連絡協議会は，毎年一回秋頃に，透析患

者の団体である広島県腎友会と懇談する機会を設けて

おります．患者からの要望・苦情などをお聞きしてお

ります．昨年は，災害（地震・台風など）発生時の透

析施設間の連携，広島県透析連絡協議会の対応につい

て，広島県腎友会からするどい質問がございました．

広島県腎友会は，1970年4月26日人工腎友会（1972

年に広島県腎友会と改名）として，全国で初めての透

析患者の互助会として産声をあげました．発足当時の

会員は約50名でした．

1967年に人工透析療法は，健康保険の対象となり，

組合健保，共済組合の被保険者（本人）は医療費の負

担がなくなりました．しかしながら，その家族および

国保の人には，3割から5割の自己負担があり，1970

年当時で平均的な人で月十数万円，多い人では三十万

円を越える高額な自己負担でした．そのころは，大学

卒の初任給が月四万円強，サラリーマンの平均月収が

十万円程度だったそうです．このような状況下で，医

療費を捻出するため，家屋敷を売ったり，退職金を前

借りする例もまれではありませんでした．生活保護を

受ける方便として離婚する例や高額医療費を払い続け

る家族に迷惑をかけるからと自ら命を絶つ者もいまし

た．

腎不全患者およびその家族が，高額な治療費の自己

負担と人工透析施設の不足などを解消するため，衰弱

しきった体にむち打ち，お互いに励ましあいながら，

国・県・市町村に対して陳情を始めました．1971年6

月に国レベルで問題の解決を図るために，広島県腎友

会が呼びかけて，全国腎臓病患者連絡協議会（1996

年社団法人全国腎臓病協議会と改名）が設立されまし

た．全国組織となればやはり本拠地は東京ということ

で，日大医学部附属板橋病院の患者による「ニーレの

会」に中心になっていただいたとのことです．全腎協

は1971年10月国会請願を行い，その後も粘り強く陳

情を続け，1972年には，人工透析医療費が更生医療

の給付対象に認められるなどの大成果を得ました．

4 中国腎不全研究会

中国5県持ち回りで，中国腎不全研究会が毎年秋頃

開催されています．広島県透析連絡協議会の会員も中

心となって積極的に参加しています．2004年9月19

日には，島根県済生会江津総合病院東堀裕司先生が会

長になられて，第 13回中国腎不全研究会が広島国際

会議場で開催されました．182題の演題，総数981名

の参加者でした．

5 中四国透析研究懇話会

中四国という名称がついておりますが，会員22名

で，うちわけは，山口県の透析医3名，広島県の透析

医19名です．広島県の透析医19名は，全員広島県透

析連絡協議会の会員です．現在，大上先生が会長をさ

れております．1980年頃に，透析医の親睦を図るこ

とと，透析技術と治療法の研究および情報交換により

医療の向上を図ることを目的として，設立されました．

新年会（1月か2月），幹事会（5月），総会（7月），

学術講演会（10月）が年間行事です．

もともと，広島県の透析医療の草分け的存在だった

先生方の親睦を深め，情報交換することを目的とした

クローズドの会であったと聞いております．このよう

な透析医の親睦を図る懇話会の存在というのが，広島

県支部の特徴であると思っております．この会の会長

を原田先生がなさっておられる時に，クローズドとい

う性格を改め，オープンなスタイルにされ，10月の

学術講演会を広く御案内するようになりました．

おわりに

来年度の診療報酬改定では，またしても医療費削減

が叫ばれております．2002年度診療報酬改定では，

史上初の診療報酬本体の引き下げ（マイナス 1.3％）

が行われ，引き下げ幅は，全体でマイナス 2.7％と過

去最大でありました．

この時，診療報酬本体引き下げに最も貢献させられ

たのが，人工腎臓でありました．「4時間未満」，「4時

間以上5時間未満」「5時間以上」の3段階の時間区

分が廃止され，透析点数が一本化されました．さらに

外来血液透析での食事加算が廃止されました．腎不全

治療において，食事指導は生命線ということは周知で
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あるにもかかわらず，さらに，透析時間が長いほうが

予後がよいという明白なエビデンスを無視するひどい

改定でした．

来年度改定では，われわれ日本透析医会が透析医療

の質と安全を守らねばならないと強い危機感を抱いて

おります．
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本稿では，前号で報告後平成17年7月22日，9月9日，10月28日の3回開催された常任理事

会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動についてご報告します．

1.平成18年度診療報酬改定に対する対応

9月12日に行われた衆議院総選挙は小泉自民党の地滑り的大勝に終わりました．総選挙の争点

は郵政民営化に絞られ，将来の社会保障のあり方が議論になることはほとんどありませんでした．

ところが選挙後には，社会保障費の増加を見込んだ近い将来の消費税増税を示唆する動きがある一

方で，堰を切ったように財務省主導の医療費抑制策が矢継ぎ早に出されています．本号掲載の拙稿

で概説した障害者自立支援法も，たとえ必要性があるものであっても増加し続ける経費は抑制しな

ければならない，という財務省の意向が強く反映されたものであることは明白であり，同様の論理

が医療費に対しても適用されようとしています．

糖尿病性腎症患者の増加を背景に，透析患者数の増加は今のところ鈍化の気配は見せていません．

このような状況の中で，日本透析医会としては，前述のような財政の論理に基づき，次回の診療報

酬改定において2002年のような透析医療費の理不尽な引き下げが再度繰り返されることがありう

るという危機感を持っています．われわれは現在，日本透析医学会など関係各団体との連携を図り

ながら，透析医療全体の質を維持するべきという観点で，医会としての独自の要望書を提出する方

向で調整中です．日本の透析医療を産科や小児科のような崩壊の危機にさらさぬよう努力していく

所存です．

2.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

前号でもお伝えしたように，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，日本財団助成「災害時医療支援船運用計画策定と実施」事業が

進められていますが，7月19日の第1回目の検証航海に引き続き，10月2日には，第2回目の検

証航海が行われました．今回の検証航海では，阪神地区を襲う甚大災害により神戸の透析施設にお

いて維持透析が不可能となり，大阪の透析施設に搬送を行うという想定の下，神戸大学の練習船

「深江丸」に，兵庫と大阪の患者会の協力の下，透析患者20名に神戸大学深江キャンパスから大阪

港まで乗船していただきました．乗船中には，支援施設で臨時透析を行うという想定で，患者から
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透析情報聴取を行い想定支援施設に電子メールで情報を送信するなど，盛りだくさんの内容となり

ました．この訓練航海については，すでに日本透析医会のホームページでレポートしておりますが，

また様々な機会にご報告させていただきます．

3.「災害情報ネットワークメーリングリスト」の新設

昨年多発した災害における災害情報ネットワークシステムの運用状況をふまえ，これまでの限定

された参加者による「危機管理メーリングリスト」に代え，新たに「災害情報ネットワークメーリ

ングリスト」を開設しました．この新たなメーリングリストは，参加資格を大幅に拡大し，すべて

の日本透析医会会員および医会会員施設の所属で災害対策に関わる方々に参加していただけること

になりました．これにより，災害発生時により多くの被災施設や周辺施設の先生方から，早期に情

報提供いただくことが可能となると思われます．現在，これとは別に災害時の行政との連携のため

の作業を進めており，またWebによる災害情報ネットワークシステムについても大幅なバージョ

ンアップを検討中です．

4.平成17年度厚生労働科学研究の承認について

本会会長の山�を代表とする研究事業「透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関す

る研究」が平成17年度厚生労働科学研究の医療技術評価総合研究事業として採択されました．医

会の事業の中でも医療事故防止は大きな柱の一つでありますので，医会をあげて取り組んでいきた

いと考えております．

5.第9回透析医療費実態調査について

今年で9回目となる透析医療費実態調査の結果が概ねまとまりました．今回はこれまでの最多で

ある190施設（レセプト枚数9,078枚）の協力を頂きました．失礼ながら書面で御礼申し上げます．

詳細については，次号（21巻1号）でご報告の予定です．
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１.本誌は（社）日本透析医会の機関誌として年3回以上発

行する．

２.投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以

外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの

限りでない．

３.本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．

４.投稿原稿は

〒101－0041

東京都千代田区神田須田町1－15－2淡路建物ビル2F

（社）日本透析医会事務局

に，簡易書留便で送る．

５.掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．

６.編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

７.校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員

会において行う．

８.原則として掲載料は無料とする．別刷は30部までは無

料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

９.掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．

�.原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

� 原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．

� 原稿は邦文とし，A4判用紙を用い，横書き，口語

体，平仮名，当用漢字，現代仮名使いを使用する．ワ

ードプロセッサー等の使用を推奨する（ワードプロセッ

サー等を使用した場合，用紙は原稿用紙でなくても良

い．原稿とともに使用機種とソフト名を記載し，テキス

トファイルで保存したフロッピィディスクを添付する）．

なお，原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，

結語，文献の形式とする．総説，特集については最初

に要旨を記載する．なお，いずれの場合も簡略化題名

及び5語以内のキーワードを記載する．

また，原著，学術論文には題名，著者名，所属に英

文を併記する．

� 図はレタリングしたものとする．図表はA4判大の

紙に四隅をのりづけし，邦文の標題を図は下方に，表

は上方につける．写真は図とする．カラー写真は原則

として著者の実費負担とする．

� 図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承

諾を得てその出典を明らかにする．

� 図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．

� 外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用

い，タイプまたは，明瞭な活字体とする．

� 度量衡はCGS単位とし，km，mm，	，
，�，

kg，g，mg，mEq/	，mg/
などを用い，数字は算

用数字（1，2，3など）を用いる．

� 学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に

記載する．

 引用文献数は30以内とし，本文の引用箇所に順次番

号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引

用順に記載する．

① 書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の

時は3名まで記載し，以下は，「他」，または「etal」

として省略する．）:論文名.書籍名;編者名，出版社名，

所在地，頁数（始めの頁から終わりの頁），西暦年.の

順に記載する．

（例1）浅野 泰 :透析低血圧の病因.AnnualRe-

view腎臓1998;長澤俊彦，河邊香月，伊藤克己，他

編，中外医学社，東京，pp.148�153，1998．

（例2）AndressDL andShettadDJ:Theosteo-

dystrophyofchronicrenalfailure.Diseasesof

theKidney5thed;editedbySchrierRW and

GottschalkCW,Little,BrownandCo,Boston,

pp.2759�2761,1993.

② 雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の

時は3名まで記載し，以下は，「他」，または「etal」

として省略する．）:論文名.雑誌名，巻;頁数（始めの

頁から終わりの頁），西暦年.の順に記載する．

（例1）村山直樹，赤羽知二，亀掛川良宣，他:宇都宮

市の基本健康診査における腎疾患関連調査と有所見者

の継続受診率について．日透医誌，11;180�182，1995．

（例2）MantoA,CotroneoP,MarraG,etal:Ef-

fectofintensivetreatmentondiabeticnephropa-

thyinpatientswithtypeIdiabetes.KidneyInt,

47;231�233,1995.

雑誌名は略名で（外国雑誌はWorldMedicalPeriodicals，

邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載する．但し種々

の学会の「予稿集」は，引用文献としては認められない．
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編 集 後 記

医会雑誌も15巻1号でサイズ，体裁を一新して以来，内容的にもますます充実しつつある．本

号では秋葉先生の「透析の質と量の決定因子と予後の関連」，「医療安全対策」として福岡県西方沖

地震，宮崎市C型肝炎院内発生についての報告，「臨床と研究」ではHDとCAPDの併用療法ほ

かの興味ある論文が多数掲載されており，ぜひご一読頂きたい．

近年世をあげて禁煙活動が真っ盛り．喫煙者は相当に肩身が狭い．「当節の愛煙家は本当に気の

毒である．私たちの社会では一旦毛嫌いされたら，もう大変．ほどほどではすまされないのだ．ほ

どよい加減ということを認めない社会は，しかし，どこかおかしい．イイカゲンはよくないが，ほ

どよい加減というものを計りながら，人とお付き合いするのがエチケットというものであろう」と

は奈良興福寺貫主，多川俊映師のご意見である．私は，多川師のご意見に全面的に賛成，喫煙は確

かに迷惑なことが多い．しかしながら私たちは人に一切の迷惑をかけずに生きていくことは不可能

である．自戒をこめて言えば存在するだけで迷惑な人間もいるのである．

最近の医療施設，ことに新築される病院はほとんどすべてが全館禁煙であるが，私共の病院では

あえて喫煙スペースを設けた．透析患者さんは生活全般にわたりなにかと制約が多い．食事につい

てもかなり自由になったとはいえ，塩分，水分，高K，高Pの注意などなにかと気を使って生活

している．どこかで息ぬきは必要である．煙草を吸わない人の立場を十分考慮したうえでの喫煙は

許容範囲内のことではないだろうか．発癌や血管病変に対する危険性も強調されているが，リスク

ファクターはほかにもゴマンとある．禁煙だけで一件落着とはいかないだろう．

1999年・2000年の日本透析医学会の統計調査で喫煙についての調査が行われたが，その結果は

大方の予想に反するものであった．調査方法に若干の問題があるとの条件つきではあるが，末梢動

脈疾患・冠動脈疾患・脳血管障害・栄養状態などに関して，喫煙が悪影響を及ぼしているという明

らかな証拠は得られていない．また驚くべきことには，喫煙者の生命予後に対する相対危険度が

0.220と有意に低いことである．この結果に対して「たばこを吸っていない患者」には「たばこを

吸えないほど状態の悪い患者」が多く含まれていることを示しているとコメントされているが，少

し無理な解釈ではないだろうか．心・血管系の合併症を持ちながら，あるいはかなり状態が悪いに

もかかわらず，煙草だけは吸わせてくれと訴える患者さんも少なくない．透析患者さんにとって喫

煙がどの程度リスキーなのか正確な統計が欲しいものである．

貴重な紙面を駄文で費やしたことをお詫びいたします．

小 野 利 彦
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