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ブロック内の透析医会連絡協議会が必要だと感じたのは，福岡県西方沖地震（2005年3月20日，

M7，震度6弱）を経験してからである．この地震では情報伝達がスムーズに行き，なんとか切り

ぬけることができたが，もし地震が県境で起きていたら，あるいは広域の大地震であったら，他県

の透析医会の支援を仰がねばならなかったであろう．これを機に九州ブロック内での災害時透析医

療対策を検討する事が必要と考えた．

先ずは一堂に会して話し合おうと，地震から間もない7月に「九州ブロック透析医会連絡協議会」

を開催した．九州ブロックの日本透析医会理事や顧問の先生をはじめ，各県の透析医会，透析施設

協議会や人工透析研究会の会長，副会長，災害時透析医療担当理事等12名が集まった．

この時には，福岡県西方沖地震や豪雨，台風などの被災体験とその対策について活発な意見交換

がなされた．また，院内感染防止，医療事故防止，診療報酬改定への取り組み，保険審査の差違解

消，各県透析医会の組織率や運営上の問題，日本透析医会九州ブロック代表理事の選出方法などに

ついて，時間がたつのを忘れて議論がなされた．

第2回目を，九州人工透析研究会開催に合わせて11月に沖縄県で開いた．九州ブロック代表理

事を退任表明された工藤先生の後任に，長崎県の新里先生を推薦することに決めた．日本透析医会

総会において承認され新里先生が九州ブロック代表理事に，工藤先生が顧問に就任された．以後，

九州ブロックの会のお世話を新里先生にお願いしている．

第3回目は本年6月に福岡で開催され，14名の参加があった．前回，前々回と同様に，活発な

意見交換がなされた．

ここで特筆したいことは，県や日本透析医会の活動における「災害時透析医療対策」と「保険改

定・保険審査」は重要課題であり，入会のメリットでもあり，組織率向上のポイントであるという

共通認識を持つに至ったことである．

「災害時透析医療対策」においては，時に行政（県・市町村）の協力が重要となり，そのために

は県医師会の協力が必要である．県災害対策マニュアルはあっても，県医師会に透析医会が認知さ

れていない場合は蚊帳の外となる可能性がある．鹿児島県での両者の関係は良好で，県医師会が透

析医療材料の備蓄（3日分位）をしているとの事である．

県医師会に専門部会の一員として認知されるには，県透析医会の会員数を増やすことが必要であ

る．そのためには透析施設協議会から，透析医なら全員加入できる透析医会への移行が必須となる．

県医師会の部会に認められれば，医師会活動を通して県医師会の中で透析医が重要なポストにも就

けるようになり，透析医療への理解が深まることが期待できる．さらに保険改定での意見を県医師

会から日本医師会を通して述べることもできる．

ブロックでの会議による県透析医会の活性化 205
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福岡県も15年程前に県医師会の専門部会の一員にしていただくようお願いしたが，4～5年は相

手にされなかった．全員加入できる透析医会へ移行し，透析に理解のある医師会役員の先生に継続

して熱心にお願いすることで，最初に準部会という扱いになり，その後ようやく部会として認知し

ていただいた．

もう一つ特筆したいことは，この会への参加を各県の会長・副会長や災害時透析医療担当理事に

限らず，各県の将来の会長候補の若手透析医の参加も呼びかけていることである．先輩医師達が大

変な努力で透析医会を設立しても，各県すべてにおいて世代交代がスムーズになされているとは言

えない．この会への出席が，他県や日本透析医会の活動状況を知ることで，参考になればありがた

い．

最後に，透析医会と透析医学会は透析医療発展のための，車の両輪のようなもので，双方がその

役割を補いながらうまく機能していくことが重要と考える．これは日本というレベルのみならず，

各県においても然りである．そのためにも透析医全員が両方の会へ入会することが望まれる．

日本透析医会雑誌 Vol.21 No.2 2006206



要 旨

血液透析患者にとって便秘は重大な臨床症状であり，

患者のQOLにも大きな障害となる．高リン血症の治

療薬として塩酸セベラマーという薬品が最近使用可能

になった．本薬剤は血清カルシウム値を上昇させない

リン吸着薬としてその臨床効果が期待されたが，市販

後の調査の結果，わが国の患者では便秘・消化管穿孔

などの副作用が欧米に比べて明らかに多く発生するこ

とがわかった．しかし，本薬剤の臨床効果を考えると，

簡単に使用を中止するわけにもいかない．そこで透析

患者の便秘に対する治療が注目を集めるようになった．

本稿では，透析患者の便秘の原因について概説しなが

ら，それぞれの病態に最も適した治療法について紹介

したい．

緒 言

維持透析患者にとって便秘はきってもきれない合併

症である．日常的に存在する便秘は単に消化器症状に

とどまらず，高カリウム血症や高リン血症悪化の原因

でもある．そして，便秘は透析患者のQOLを妨げる

要因でもある．

このような状況下，透析患者の高リン血症改善の目

的で新しいリン吸着薬である塩酸セベラマーが発売さ

れた．従来リン吸着薬として使用されてきた炭酸カル

シウムは，高カルシウム血症という副作用があり，透

析患者の血管石灰化促進の可能性が最近注目され，そ

の過剰投与の危険性が提唱されている．一方，塩酸セ

ベラマーはカルシウムを含まない薬剤であり，高カル

シウム血症の危険性がなく，高リン血症を改善させる

薬剤として注目され，わが国でも多くの患者に投与さ

れてきた．

しかしながら，先に発売されていた欧米諸国での使

用成績と異なり，わが国では本薬投与後に腸閉塞や腸

管穿孔を合併し死亡する症例が多数報告され，薬剤安

全情報が発売直後に出されるという事態となった．し

かしながら，この薬剤の理論的有用性は確かなもので

あり，副作用を恐れて投与しないという対策をとるこ

とはできない．したがって，透析患者に投与する際の

排便コントロールは非常に重要な問題である．

本報告では便通という基本的問題から概説し，透析

患者の便秘対策について言及したい．

1 正常人における排便の生理的機構

経口摂取された食物は2～6時間かけて盲腸に運ば

れ，上行結腸から横行結腸中部（キャノン�ベーム点）

にかけて水分が吸収され，5～6時間後には便塊が形

成される．その後ゆっくりと水分が吸収されながら

12時間前後で下行結腸からS状結腸まで運ばれる．

ここで排便の機会を待つのであるが，この時点では骨

盤直腸括約部の平滑筋は緊張していて便塊は直腸に送

られず，直腸自体は空虚である．しかし，朝食をとる

などの摂食行動をとると，胃�結腸反射と呼ばれる強

い腸管の蠕動刺激が起こり，便塊が直腸に送られ，直
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腸壁が伸展されると排便反射が生じる．この経路のど

こかに障害があると便秘が生じることになる．その概

略について図1に示す．

最近の透析患者は高齢化が顕著であるが，高齢者は

活動度が低いことが多く，腹筋力の低下も便秘の大き

な原因である．

2 便秘の定義

便秘は，糞便水分量および排便回数の減少と定義さ

れる．しかし，1日の糞便量は平均150gであるが個

人差が大きく，排便回数にしても正常範囲が広く，1

週に3回以上ともいわれている．

このように客観的な所見にかけるので，便秘を扱う

研究では表 1に示すように，RomeIIによる機能性便

秘の診断基準というものを利用していることが多い．

3 便秘の分類

大腸以降に存在する様々な理由によって起こる便秘

の発生機序について図1に示す．しかし，臨床的な観

点から見ると，多様な全身性疾患あるいは心理的問題

を原因として便秘が生じることもわかっている．表 2

に疾患単位として分類される便秘の種類について示す．

この中で，単純性便秘が最も基本的な問題であるが，

そのほかにも器質的病変あるいは特有の疾病に便秘が

関係している．どのような疾患や病態で便秘が生じる

かを知っていることは，その疾患への対策を通じ，便

秘解決の手助けとなるわけで重要である．

もう一つ別のものとして，排便の生理的機構を基に

した分類がある．それは表3に示すように，①器質的

病変があるかどうか，②機能的異常があるかどうか，

③医療行為による影響はあるかどうか，で大別するも

のである．さらに機能的異常については，痙攣性，弛

緩性，直腸性というように細分されている．この分類

は下剤を使用しての便秘治療対策を考える上で有用な

ものである．

① 器質性便秘

先天性疾患としてはHirschsprung病などの腸管神

経叢の障害，成人では腸ポリープや大腸癌，腸管癒着

などによる便の通過障害または大腸の形質の異常によ

る便秘である．それ自体を解決しないことには便秘の

改善は見込めない．

② 痙攣性便秘

左下腹部の不快感や疼痛，腹部膨満感などの消化器

症状だけでなく，心悸亢進，めまいなどの神経症状も

伴うことが多いいわゆる過敏性大腸炎ともいえるもの
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表1 RomeIIによる機能性便秘の診断基準

1年間で最低12週間にわたり（連続的でなくても可）下記

症状が2つ以上，認められる．

1.排便でいきむことがある（4回に1回以上）

2.排便で硬結便または兎糞状の便を認める（4回に1回以上）

3.残便感がある（4回に1回以上）

4.肛門・直腸に閉塞感がある（4回に1回以上）

5.摘便が必要（4回に1回以上）

6.排便が週に3回未満

ただし下痢はなく，過敏性腸症候群を除く

図1 便秘の発生機序



である．排便量は少なく兎糞状の硬便（scybala）で，

腹部の触診で下行結腸からS状結腸にかけての痙攣

性収縮を索状に触知することがある．直腸触診では内

容は空虚であり，X線検査で深いハウストラをみる

という特徴がある．透析患者には少ないタイプの便秘

である．

③ 弛緩性便秘

腸管のアウエルバッハ神経叢の機能低下から起こる

病態である．老人・虚弱体質・長期臥床者・経産婦な

どに多く見られ，症状は乏しく，腹部膨満感がみられ

るだけである．便の性状は太く硬い便であり，X線

検査ではハウストラが消失した大腸の拡張像を見る．

太く固まった便は腸壁を薄くさせることにもつながり，

このような弛緩性便秘の患者に，突然排便刺激剤を投

与することが腸管穿孔の原因になるとも想定される．

④ 直腸性便秘

直腸の感受性が低下し，糞便が送られても直腸反射

による収縮が起こりにくいために排便困難となるタイ

プの便秘である（dyschezia）．日頃から排便を我慢す

る事により便がS字結腸から直腸にかけて滞留し，

カチカチになった状態の便秘であり，度重なる便意の

抑制が主要な原因である（多忙な人や痔などの直腸肛

門病変のため排便痛のある人がなりやすい）．症状と

しては便意を欠くのが特徴で，便は硬く，直腸診で内

腔は異常に拡大し，そこに便塊を触知する．

4 透析患者の便秘の特徴

透析患者は何故便秘になりやすいのかということに

ついて，表4にその原因を示す．透析患者は腎機能が

廃絶しているために，カリウム制限や水分制限など食

生活での制限は多い．たとえば，カリウム制限のため

に重要なことは，野菜や果物などの摂取を控えること

で，このことは食物繊維の摂取不足につながる．また，

水分制限は便の水分量を減らすことにもつながりかね

ず，便秘を助長する可能性が高い．最近の高齢化傾向

は運動不足や長期臥床の原因ともなり，このことは消

化管機能低下や蠕動運動機能低下の原因となる．導入

基礎疾患の1位である糖尿病患者では，末梢神経障害

が内臓神経にまで進展し，糖尿病胃腸症と総称される

頑固な消化器症状の原因ともなる．そして最後の問題

は，透析患者は実に多種類の薬剤を内服していること

である．たとえば降圧薬は必須であるが，カルシウム
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表3 生理的機序を基に考えた便秘の分類

1.器質性便秘

腸管が長い，狭窄があるなどの物理的な原因による便秘

2.機能性便秘

排便機能自体の障害による便秘

a.痙攣性便秘：副交感神経過緊張による痙攣性収縮

下痢便秘交代症（過敏性大腸症候群）で代表される

b.弛緩性便秘：腸管運動低下による水分吸収増加

腸管内に巨大な便塊が形成される

腸管壁の慢性伸展から収縮能力低下

慢性便秘の大部分がこれにあたる

c.直腸性便秘：排便反射が極端に低下することによる便秘

下剤の乱用，習慣的な排便反射の自己抑制

3.薬剤性（医原性）便秘

表2 便秘の臨床的分類

1.単純性便秘

内 因 性
食事摂取量不足，食物繊維不足

運動不足，排便抑制の習慣

外 因 性

貧弱な便所など衛生環境の問題

用便に不都合な仕事，旅行，入院

次に使用する人への遠慮

2.運動障害による2次的便秘
特発性腸内容通過遅延，過敏性大腸，大腸憩室

産科的便秘（妊娠/産褥期），巨大結腸

3.精神障害による2次的便秘 鬱病，慢性精神病，神経性食思不振症

4.器質性便秘
直腸疾患 痔核，肛門病変，脱肛

大腸疾患 癌，捻転，潰瘍性大腸炎，腸重積

5.神経疾患による2次的便秘 多発性硬化症，脳性麻痺，対麻痺

6.内分泌疾患による2次的便秘
甲状腺機能低下症，糖尿病，高カルシウム血症

脱水，ポルフィリン症など

7.医原性便秘
内 科 的 薬剤，脱水，長期臥床，ベッド上排泄

外 科 的 麻酔，手術侵襲



拮抗薬は便秘の副作用があるし，カリウム吸収阻害目

的で投与されるイオン交換樹脂（ケイエキサレート）

も強い便秘作用を有している．そこに塩酸セベラマー

が加わるわけなので，透析患者の便秘は医師がさらに

悪化させるように仕向けていると言っても過言ではな

い．表5には透析患者でよく使用される薬剤で便秘の

副作用が強いものを示した．

また，透析患者は長時間透析室という治療の場に身

をおくことになる．このような彼らを取り巻く特殊な

環境も強く影響し，図2に示すような心理状況から，

排便行動が起こることへの一種の恐怖心で，下剤の服
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表4 透析患者が便秘になりやすい理由

1.体重管理のための水制限

水制限により腸管内水分が減少し，便が硬くなる

2.カリウム制限による食餌摂取の偏り

野菜類・豆類・海藻類などの繊維性食品摂取不足

3.消化管機能低下ならびに蠕動低下

運動不足と長時間の臥床，動脈硬化による血流障害

4.糖尿病患者の激増に伴う腸管運動障害

糖尿病末梢神経障害による糖尿病胃腸症

5.医原性の便秘

イオン交換樹脂製剤投与による薬剤性便秘

塩酸Sevelamerの登場による頻度増加

便秘となりやすい様々な内服薬の服用

表5 便秘の副作用を有する薬剤

1.麻薬

a.モルヒネ系：塩酸モルヒネ（MSコンチン）

b.コデイン系：リン酸コデイン

2.抗コリン作用製剤

a.パーキンソン病治療剤：トリヘキシフェニジル（アーテン他），レボドパ（ドパストン他）

b.抗うつ剤（三環系）：アミトリプチリン（トリプタノール他），クロミプラミン（アナフ

ラニール），イミプラミン（トフラニール）

c.抗うつ剤（四環系）：マプロチリン（ルジオミール他）

d.失禁治療剤：プロパンテリン（プロバンサイン），オキシブチニン（ポラキス）

3.制酸剤

アルミニウム製剤

4.その他

骨量増加薬（カルシウム製剤），利尿剤，鉄剤，カルシウム拮抗薬，ベンゾジアゼピン系剤，

フェノチアジン系剤（クロルプロマジンなど），H2�遮断薬など

図2 透析患者にはストレスとなる排便行為



用を止めてしまうことだってありうる．家庭において

も筋力が低下した患者は，排便行動に身体がついてい

かず失敗してしまうことからくる恐怖もある．このよ

うな心理的抑制は，知らず知らずの間に透析患者の鬱

病ストレスを増加させる因子となっているので，この

点からも上手な排便行動への手助けは非常に重要な問

題である．

5 透析患者の便秘の実態

それでは透析患者ではどれぐらいの頻度で便秘が観

察されるのであろうか．RomeIIという基準を利用し

てアンケート調査を行った報告では，便秘と判断され

た者は19％，日頃から下剤を常用している者33％を

加え，全体の52％の患者で便秘が観察されたとして

いる．そして，性別では男性より女性で，年齢では高

齢者ほど，基礎疾患別では非糖尿病より糖尿病で，統

計的に有意に便秘が多く観察されたとしている．

塩酸セベラマー発売の2003年6月26日～2005年

10月30日までに報告された消化器副作用を表6に示

す．腸管穿孔や腸閉塞など，生命に関わるような副作

用が81件も報告されている．この消化器症状は投与

開始1週間以内に起こることがほとんどである．この

ような副作用は，元来便秘があってS状結腸などに

便塊があるような患者に，安易に塩酸セベラマーが投

与された結果と推測され，塩酸セベラマー投与開始時

には便通を改善させておくことと，服用開始後の便通

異常について注目する必要があることを示唆する所見

である．

6 便秘の治療薬

下剤には表7に示すように多くの種類がある．各薬

剤の作用機序を熟知して適切な薬剤を選択することは

重要である．また下剤の中には，透析患者には適さな

い薬剤もあるので注意が必要である．

① 膨張性下剤

腸内で膨張して腸内容を増量させ腸運動を刺激する

タイプの薬剤．わが国ではカルボキシルメチルセルロ

ース（バルコーゼ）が薬価収載されている唯一の繊維

製剤である．欠点は服用しにくいことと作用発現に数

日～1週間要することである．また，多量の水と一緒

に服用する必要があり，水分制限のある透析患者には

使用できない．

② 浸潤性下剤

界面活性化作用により便を軟化させる薬剤．DSS

（dioethylsodium sulfosuccinate）を含む強力ソル

ベン，強力バルコゾルという薬剤が販売されていたが，

現在では製薬会社は保険収載品としての販売を中止し

ている．

③ 刺激性下剤

腸粘膜を刺激して運動を亢進させる薬剤である．高

齢者や虚弱者によく見られる結腸性便秘や弛緩性便秘

の患者に有効である．刺激性下剤は寝る前に1回飲ん
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表6 塩酸セベラマーに関する消化器副作用の報告件数

（2003/6/26～2005/10/30）

腸管穿孔 41件

腸閉塞 40件

消化管潰瘍 12件

消化管出血 12件

憩室炎 5件

虚血性腸炎 1件

便秘 9件

下痢 4件

腹部膨満 3件

腹痛 3件

嘔吐 4件

悪心 2件

上記は原則としてすべて重篤な症例であるが，消化管
潰瘍・出血の一部は非重篤である．

表7 緩下剤の種類

種 類 作用機序 特 徴

1.膨張性緩下剤 便の量を増加させる 大量の水が必要であり透析患者は不可

2.浸潤性緩下剤 便の移動を改善させる 医薬品では該当薬なし

3.刺激性緩下剤 腸管の蠕動を高める 連用すると耐性となりやすい

4.坐剤 直腸反射を高める 直腸反射が減弱している患者に最適

5.浸透圧性緩下剤

塩類下剤，糖類下剤

経口腸管洗浄剤

生理的腸管機能改善剤

便の量を増加させる

便の量を増加させる

便の量を増加させる

マグネシウム製剤の長期連用は危険

大腸検査前のみの保険適応

保険適応がない

6.自律神経性緩下剤 腸管の蠕動を高める ビタミン不足の患者には最適

7.浣腸 便移動と腸蠕動を改善 肛門病変のある患者には注意



で，翌朝に便を一気に押し出すという形で作用するが，

本剤は腸壁を刺激するため炎症性変化が起こることが

あるし，耐性も起こりやすいので，長期連用は好まし

くない．作用する腸の部位によって，�小腸刺激性下

剤：ヒマシ油，�大腸刺激性下剤：diphenylmethane

系（ラキサトール，コーラック，ラキソベロン）と

anthraquinone系（プルセニド，アジャスト，ダイ

オウ，アローゼン）などがある．もともと大量の便塊

がS状結腸に存在するような患者に安易に投与する

と，腸管穿孔の原因となるので注意が必要である．

④ 坐剤

炭酸ガスを封入した薬剤であるレシカルボン坐剤は，

腸内で徐々に炭酸ガスが発生するよう製剤化され，蠕

動運動を高めて自然に近い排便作用を促すよう開発さ

れた便秘治療剤である．排便固有の生理的機能に対し

重要な意義を持ち，直腸膨大部および下部は炭酸ガス

により蠕動運動が亢進する．本剤は効果が即時に現れ

るという特徴がある．

⑤ 浸透圧性下剤

腸から吸収されにくく浸透圧活性のある物質を利用

し，便塊の中に水分を引き込んで膨張させ，便意を催

させる下剤である．その物質特性から，塩類下剤とし

て分類されるものと，腸管から吸収されない糖物質を

利用したものがある．糞便量を多くして排便を高める

という生理的作用から，下剤の中で基本となるべき薬

剤である．

塩類下剤には酸化マグネシウム，硫酸マグネシウム，

マグコロール（クエン酸Mg）などがあり，効果のあ

る患者では少量でもよく効き，透析患者でも有効であ

る．しかし，透析患者に長期連用すると高Mg血症

となる危険性があるので，透析患者への投与は慎重に

行いたい．

糖類下剤としては，ソルビトール，ポリエチレング

リコール（ニフレック），ラクツロース（モニラック）

などがある．ソルビトールはケイエキサレートによる

便秘を予防する目的で古くから使用されてきた．しか

し本剤の効能は，�消化管のX線造影の迅速化，�

消化管のX線造影時の便秘の防止，�経口的栄養補

給という目的での使用が保険承認されているのみで，

下剤としての保険適応は基本的にはない．

ニフレックは大腸内視鏡の検査前薬品であるし，2

リットル近くの大量の服用という点で透析患者には適

さない．モニラックはラクツロース製剤であるが，消

化管粘膜にはラクツロースを単糖類に分解する酵素が

ないため，経口投与されたラクツロースの大部分は消

化吸収されることなく下部消化管に達することによる

浸透圧効果と，細菌による分解をうけて有機酸（乳酸，

酢酸等）を生成しpHを低下させ腸管の蠕動を亢進さ

せる作用が知られている．しかし，本薬剤は高アンモ

ニア血症の改善目的に投与されるもので，産婦人科術

後の排ガス・排便の促進，小児における便秘の改善と

いう効能はあるが，透析患者の便秘に適用されるかど

うかは微妙である．

⑥ 自律神経性下剤

消化管運動機能改善剤として弛緩性便秘に適用され

るパントシン（ビタミンB5）と，副交感神経を刺激し

て胃腸の自動運動を改善し，胃内容物排出を促進する

副交感神経刺激剤がある．副交感神経刺激剤には，�

アクチナミン（塩化カルプロニウム），�アボビス

（ナパジシル酸アクラトニウム），�ベサコリン（塩化

ベサコリン酸）などがあるが，気管支喘息を悪化させ，

他剤との配合禁忌が多いなど使いにくい薬剤である．

⑦ 浣腸

グリセリン浣腸は水分を失って硬くなった便に水分

を吸収させ，便をやわらかくするとともに便の量を増

やし，直腸を刺激することによって排便を促す．直腸

反射の弱い患者には最適であるが，肛門外傷のある患

者では，血液に吸収されたグリセリンによる溶血性貧

血が起こるので注意が必要である．

7 透析患者への塩酸セベラマー投与時の注意

さて，透析患者の便秘について概説してきたが，本

稿の一番の命題は，如何に安全に塩酸セベラマーを安

全かつ有効に投与していくかということである．最後

にそれをまとめる．

① 少量から開始し，漸増すること（3錠/日から）

が基本である．また増量する際も1回量1錠ごと

にすべきで，大量投与を防ぐためには炭酸カルシ

ウム製剤との併用が重要である．

② 下剤の工夫が2番目に重要な課題である．元来

便秘のある患者への安易な投与は注意すべきで，

便が長期間排泄されていない患者への刺激性下剤

の安易な投与は，腸管穿孔の危険性を高めると推

測される．基本的には糖類下剤や塩類下剤を利用
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して糞便量を増加させ，排便管理ができるように

なってから投与したいものである．乳酸菌などを

使用して腸内細菌叢を改善することも有用といわ

れている．

③ もう一つ重要なことは，患者にこの薬剤の必要

性ならびに副作用について十分な説明と指導が行

われ，患者自身も意思決定に加わるshareddeci-

sionmakingを行うことである．こうすれば，

コンプライアンスも向上するし，排便状況の確認

も容易になるのではないだろうか．表8には患者

の症状にあわせた下剤の選択について示した．

まとめ

便秘の定義は難しいが，RomeIIによる機能性便秘

の診断基準というものを利用した検討では，透析患者

の52％が便秘であるということが平田らの報告によ

り明らかとなっている．このことからも便秘は透析患

者にとって大きな問題であることがわかるが，その原

因について考えていく必要がある．

まず便秘をその背景から，①器質性，②機能性，③

薬剤性（医原性）に分類し，除ける背景因子があれば，

その対策を行わねばならない．透析患者の器質性病変

としては，動脈硬化症進展に伴う虚血性腸炎，男性の

高齢者に多い憩室炎の存在に着目すべきである．日本

人は欧米人と比べてS状結腸が長い人が多いといわ

れていて，このことが欧米人と比べて塩酸セベラマー

の合併症がわが国で多いことの理由なのかもしれない．

機能性の中にも，①痙攣性，②弛緩性，③直腸性の小

分類がある．透析患者では弛緩性のものが多いと推測

されるため，蠕動を刺激するような薬剤の選択，日常

生活で運動を行うような生活指導も必要と思われる．

本題の塩酸セベラマーの便秘対策だが，イレウスの

発生やS状結腸穿孔などという合併症は，便塊が巨

大でかつ水分が少ないことを反映しているようだ．し

たがって，その予防には硬結便を防ぐように，塩酸セ

ベラマー内服時から水分を含んだ柔らかい便を作るよ

うに浸透圧下剤を使用すべきと考えられる．浸透圧下

剤では酸化マグネシウムは使用できないので，75％

ソルビトールを使用することが良いとの報告が多い．

ただ高齢者など腹圧を強くかけられない人には，ラキ

ソベロンも有用との考えかたもある．ただし注意すべ

きは，すでに便秘となり何日も便が出ていない人に対

し，塩酸セベラマーの副作用と考え，ソルビトールを

突然投与することは腸管内圧を高める危険性があるの

で注意が必要となる．

塩酸セベラマーはDOQIガイドラインでも示され

たように，高カルシウム血症を起こさずに血清リン値

を低下させるには必須の薬剤である．しかし，日本人

には消化器症状が出やすいという副作用がある．最初

から大量の本剤を服用させ，患者のコンプライアンス

を損なうことなく，炭酸カルシウムと上手に併用して

使用していくことが重要と考えている．

便秘について専門家ではないので十分な資料ではな

いかもしれないが，読者の皆様の日常診療の参考にな

れば幸甚である．
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表8 症状に応じた下剤の適用

症 状 頻 度 適する下剤 下剤名

便が硬くて出にくい 多い 浸透圧下剤 ソルビトール，ラクツロース

便量が少ない 多い 繊維性下剤 カルボキシルメチルセルロース（バルコーゼ）

便意が起こらない 多い 刺激性下剤
センノシド（プルセニド），ピコスルファート

（ラキソベロン），センナ（アローゼン），大黄

便意があるが出ない 少ない 浣腸，坐薬 レシカルボン坐薬，グリセリン浣腸

痙攣性 まれ 抗コリン剤 メペンゾラート（トランコロン）



要 旨

維持透析患者における睡眠障害が生命予後に関与し

ているとの報告から，透析患者の睡眠障害が注目され

検討されているが，まだ詳細には解明されていない．

したがって本セミナーで睡眠障害について睡眠の病態

生理，睡眠障害の分類，睡眠障害の検査法，特に睡眠

時無呼吸症候群について重症度，治療および生命予後

に関して解説した．

はじめに

維持透析患者における生命予後に関わる因子として

種々の因子が報告されているが，その中で睡眠障害の

関与が注目されるようになった．透析患者には，臨床

的に睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害，およ

びレストレスレッグ症候群などによる睡眠障害が高頻

度に見られる事が明らかになってきたが，詳細はいま

だ不明である．したがって，ヒトの睡眠の生理を理解

し，睡眠障害の原因とその病態について認識しておく

必要があると考える．特に，睡眠時無呼吸症候群や周

期性四肢運動障害の診断および分類に関しては，睡眠

ポリグラフによる検査が必要である．セミナーでは今

まで報告されている文献をもとに透析患者の睡眠障害

について解説した．

1 睡眠の生理

ヒトは一般的に人生の2/3を覚醒し，残り1/3で

は睡眠をとっている．このことから，睡眠が体にとっ

ていかに必要であるか認識する必要がある．ギリシャ

神話にピプノスという眠りの神が出てくることからも，

古代から眠りに関しては注目されていたことが推測さ

れる．睡眠が体の成長に必要であると考えられている

が，その理由は成長ホルモンが深い睡眠中に分泌され，

脳内物質のメラトニンがその分泌を促しているからと

考えられている．また睡眠は身体の活動を停止した状

態であり，身体の疲労回復につながる．深い睡眠中は

深部体温が下げられるために脳の過熱を防ぐ効果があ

ると考えられている．

ヒトにはサーカディアンリズムという生体の周期的

な働きがあり，睡眠と覚醒，体温調節およびホルモン

バランスなどにリズムがある．このリズムは外部の環

境にあわせて活動と休息のリズムをつくる仕組みであ

り，生物時計といわれている．約24時間周期で外部

環境との調整を行い，光によりリセットされると考え

られている．

ヒトの睡眠の状態は，睡眠深度により分かれており，

レム（rapideyemovement）睡眠は急速な眼球運動

を伴う眠りで，夢を見るのはこの眠りの時である．大

脳の活動は比較的活発で脳を覚醒させるための眠りと

いわれている．非レム（nonrapideyemovement）
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睡眠は急速眼球運動を伴わない眠りで，大脳の休息に

よる機能回復をはかる眠りで，脳を休ませるための眠

りである．これには浅い眠りと深い眠りがあり，脳波，

眼電図および筋電図などでステージを4段階に分けて

いる．ヒトの睡眠経過は覚醒から浅い睡眠に続き深い

睡眠にはいり，その後レム睡眠となる．この周期が睡

眠単位といわれており，平均90分で一晩に4～5回繰

り返す（図1）1）．

通常，呼吸の調節は延髄の呼吸中枢群によって制御

されているが，化学的調節や代謝的調節により常に呼

吸の恒常性を維持している．しかしながら睡眠は換気

量の減少，肺気量の減少，気道抵抗の上昇，低O2，

高CO2に対する換気応答の低下などによる肺胞低換

気状態であると言われている．覚醒時に比しノンレム

睡眠およびレム睡眠時には換気量が低下するが，呼吸

数は同じなので一回の換気量の減少による事が考えら

れる2）．また呼吸パターンは，レム期には腹式呼吸が

有意になることや不規則になることが認められている．

2 睡眠障害の原因と分類

睡眠障害の原因としては大きく分けて心理的，精神

医学的，生理的，身体的，薬理学的原因によるものが

ある．心理的には悩み事による不眠が慢性化してしま

った状態である．精神医学的には神経症，躁鬱病，統

合失調症，アルコール依存症，痴呆などがあり，精神

症状が出現する前に不眠だけが出現することがある．

生理的には生活習慣や生体リズムの変化，加齢，不適

切な睡眠衛生などである．身体的には慢性疾患による

症状により睡眠が妨げられる場合で，慢性閉塞性肺疾

患や心不全，消化器疾患による症状，悪性腫瘍による

疼痛，糖尿病や前立腺肥大による頻尿，アデノイドな

どによる気道閉塞，尿毒症による透析療法施行時，パ

ーキンソン病などの神経疾患などがある．薬理学的に

は薬物の中にステロイドやインターフェロンなどのよ

うに不眠を引き起こすものがある．嗜好品の中のコー

ヒーなども不眠の原因となる3）．

睡眠障害を病態生理学的に分類したものに睡眠障害

国際分類があり，睡眠異常，睡眠時随伴症，内科・精

神科的睡眠障害，その他の睡眠障害に分類されてい

る4）．それぞれ睡眠障害には内因性睡眠障害，外因性

睡眠障害，槻日リズム睡眠障害があり，睡眠時随伴症

には覚醒障害，睡眠覚醒移行障害，レム睡眠に関連す

る睡眠時随伴症，その他の睡眠時随伴症がある．内科・

精神科的睡眠障害には精神疾患に伴うもの，神経疾患

に伴うもの，その他の内科的疾患に伴うものなどであ

る．

睡眠障害のうちで不眠症の鑑別には詳細な問診を行

い，図2のようなわかりやすい診断フローチャートが

提案されている5）．この中で維持透析患者に特に関連あ

るのが，頻回の中途覚醒，睡眠中の窒息感，呼吸停止

によリ中断される激しいイビキの睡眠時無呼吸症候群，

入眠障害，就寝時の下肢の異常感覚のむずむず症候群，

入眠困難，中途覚醒，睡眠時の下肢不髄運動の自覚，

睡眠中の体動の増加の周期性四肢運動障害である．

3 睡眠呼吸障害による病態生理

睡眠障害が起こると病態生理学的には，種々の生理

学的変化が惹起され，それぞれ臨床像を呈する．図 3

に示すように不整脈や除脈により夜間の突然死，肺血

管攣縮による肺高血圧や右心不全，体血管攣縮による
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図1 健康成人の睡眠経過図

（菱川泰夫：睡眠時無呼吸症候群の臨床;星和書店，1999）



高血圧，内分泌機能障害による糖尿病，造血機能刺激

による多血症，大脳機能不全や深睡眠欠如や睡眠断片

化による知的障害，性格変化，行動異常，過剰運動に

よる多動性睡眠などである．わが国のアンケート調査

の結果によると，表 1のように睡眠呼吸障害者2,761

名の合併症のうち高血圧は23.3％，肺高血圧は3.4％，

重篤な不整脈は1.6％，脳血管障害は4.5％，心不全

は5.3％，社会的不適応は1.4％であった．その他，

交通事故が4.5％，突然死が0.4％であった6）．

睡眠量と生命予後の検討では，最も死亡率が低かっ
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図2 不眠症の診断フローチャート

（粥川祐平：睡眠障害のこつと落とし穴;中山書店，2006）

表1 睡眠呼吸障害の合併症

高血圧

肺高血圧

重篤な不整脈

脳血管障害

心不全

社会的不適応

交通事故

突然死

642名（37施設・2,761症例中）（23.3％）

59名（28施設・1,741症例中） （3.4％）

34名（31施設・2,098症例中） （1.6％）

90名（32施設・1,985症例中） （4.5％）

107名（30施設・2,007症例中） （5.3％）

34名（32施設・2,371症例中） （1.4％）

106名（32施設・2,371症例中） （4.5％）

（運転免許不明）

11名（33施設・2,332症例中） （0.4％）

全国アンケート調査 回答41施設/発送73施設 1993年
（太田保世:睡眠時無呼吸症候群;克誠堂出版，2000）



たのは1日の睡眠時間が7～8時間であり，それより

睡眠時間が短くなるにしたがい死亡率が上昇していた．

逆に睡眠時間が長い人の死亡率も上昇していた．した

がって睡眠時間に関する問題はまだ未解決である．

4 透析患者における睡眠障害

透析患者において睡眠障害が多い実態が報告されて

おり，生命予後におおいに関与していると考えられて

いる．睡眠障害として，睡眠時無呼吸症候群のほか周

期性四肢運動障害，レストレスレッグ症候群があり，

それぞれ健常人に比し透析患者では頻度が高い7～11）．

本邦では豊橋メイツクリニック睡眠医療センターに

おいて多数の透析患者に睡眠ポリグラフ検査を施行し，

無呼吸低呼吸指数（apneahyponeaindex;AHI）≧5

が85.9％，AHI≧15が59.1％と睡眠時無呼吸症候群の

頻度が非常に高いことを報告している（本セミナー後

に日本透析医会誌に小池茂文氏の論文が掲載された12））．

睡眠時無呼吸症候群の要因のうち，尿毒症，透析緩

衝液，ホルモンバランス異常，代謝性アシドーシス，

脳循環障害などは中枢性要因と考えられ，また種々の

要因による上気道の神経・筋の障害や水分貯留による

上気道の浮腫は閉塞性要因と考えられる13）．また，透

析患者においてはうつ状態の頻度が高いが，診断や治

療が十分になされていないことがDOPPSの調査で明

らかになっている14）．夜間透析をする事により無呼吸・

低呼吸指数が改善する報告がある15）．

5 睡眠評価のための検査法

睡眠障害の診断には表2のような睡眠検査法が用い

られているが16），主観的検査にくわえて客観的検査法

が必要である．その中でも睡眠ポリグラフは睡眠時に

睡眠時無呼吸の有無と睡眠状態を診断する．測定項目

は脳波，眼電図，頤筋電図，口鼻フロー，胸/腹部セ

ンサー，マイクロフォン，サチュレーション，心電図，

体位などである．図4に透析患者の閉塞性睡眠時無呼

吸症候群を示した睡眠ポリグラフ記録を示す．無呼吸

低呼吸指数（AHI：回数/時間）は36.6で最低SpO2

は79％であった．

6 睡眠時無呼吸症候群の診断と重症度分類

睡眠ポリグラフを用いて睡眠時無呼吸症候群を分類

すると，10秒以上の上気道閉塞による呼吸停止がみ

られる閉塞型，上気道閉塞を伴わない呼吸停止が見ら

れる中枢型，閉塞性と中枢性を併せ持った混合型，睡

眠中の呼吸振幅のベースラインから50％以上の低下

を示す睡眠時低呼吸に分類される．
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図3 睡眠呼吸障害の病態生理と臨床像

（太田保世：睡眠時無呼吸症候群;克誠堂出版，2000）



アメリカ睡眠医学会による閉塞性睡眠時無呼吸症候

群の重症度の定義および随伴症状，危険因子を表3に

示す17）．閉塞型呼吸イベントによる重症度分類は，

AHIが1時間に5～15イベントは軽症，15～30イベ

ントは中等度，30イベント以上は重症に分けられて

いる．新しい診断基準では，AHIが15イベント以上

で症状の有無に関わらず睡眠時無呼吸症候群と診断す

るようになった．

睡眠時無呼吸症候群は欧米の中年男性で4％，女性

で2％で，わが国では1.1～1.9％であるが，透析患者に

おける睡眠時無呼吸症候群の頻度は健常人に比し高頻

度であるが報告によって幅があり，診断のための検査

法や診断基準の違いにより異なっていると考えられる．
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図4 睡眠ポリグラフ

表2 睡眠評価のための検査法

客観的検査法

睡眠ポリグラフ 1）24時間？ 2）終夜 3）日中（短時間）

睡眠潜時反復検査（multiplesleeplatencytest;MSLT）

覚醒維持検査（maintenanceofwakefulnesstest;MWT）

活動量測定検査（actigraphy）

瞳孔径測定法

在宅睡眠モニタリング

睡眠ビデオモニタリング

主観的検査法

スタンフォード眠気尺度（Stanfordsleepnessscale;SSS）

関西学院眠気尺度（Kanseigakuinsleepnessscale;KSS）

Epworth眠気尺度（Epworthsleepnessscale;ESS）

OSA睡眠調査法

朝型・夜型質問調査（morningtypeandeveningtype

questionaire;MEQ）

睡眠日誌法

（杉田義郎:臨床と研究，2005）



7 睡眠時無呼吸症候群の生命予後

睡眠時無呼吸症候群は生命予後に関わっているとい

われており，特に循環器疾患に及ぼす影響として図5

に示すような要因が考えられる．睡眠時の無呼吸によ

り，胸腔内圧の低下は心拍出量の低下を来たし，左心
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表3 アメリカ睡眠医学会（AASM，1999）によるOSASの重症度の定義

および随伴徴候，危険因子

1.重症度の定義

AかBで重症な方を採用する

A.眠気による

1）軽症：あまり集中力を要しない活動中（テレビ鑑賞，読書，乗客など）に眠ってしまう

社会的，職業的に障害はわずか

2）中等度：多少集中力を要する活動中（コンサート，会議，発表など）に眠ってしまう

社会的，職業的に中等度の障害となる

3）重症：より集中力を要する活動中（食事中，会話中，歩行中，運転中など）に眠ってしまう

社会的，職業的に著明な障害となる

B.閉塞型呼吸イベントによる

1）軽症：1時間に5～15イベント

2）中等度：1時間に15～30イベント

3）重症：1時間に30イベントより大

2.随伴徴候

1）いびき，2）肥満，3）高血圧，4）肺高血圧，5）睡眠分断化，6）睡眠時不整脈，

7）夜間狭心症，8）食道胃逆流症，9）QOL障害，10）不眠

3.危険因子

1）肥満（特に上半身肥満）

2）男性

3）頭蓋・顔面の異常（上顎/下顎の形成異常を含む）

4）咽頭軟部組織あるいはリンパ組織の肥大

5）鼻閉

6）内分泌液：甲状腺機能低下，アクロメガリー

7）家族歴

図5 睡眠時無呼吸症候群と循環器疾患の関連

（池田聡司：臨牀透析，2002）



不全を来たし，低酸素血症は交感神経の活性化，カテ

コラミンの放出，エンドセリンの産生増加や一酸化窒

素の産生低下，血小板凝集能や活性化の亢進などによ

り，高血圧，不整脈，虚血性心疾患，肺高血圧，右心

不全などを惹起する18）．このような循環器疾患の合併

症は睡眠時無呼吸症候群の生命予後を左右する重要な

因子である19～21）．

慢性閉塞性肺疾患，気管支喘息および拘束性換気障

害などの呼吸器疾患が合併すると，低酸素血症を来た

しやすく肺性心が惹起される．

閉塞性睡眠時無呼吸症候群において，AHIが20以

上での生命予後は図6に示すように累積生存率におい

て有意に悪い22）．脳血管障害に対しては，閉塞性睡眠

時無呼吸症候群にCPAPを導入する事により，有意

に脳血流が改善していたことが観察されている23）．

8 睡眠時無呼吸症候群の治療

睡眠時無呼吸症候群には表4に示すような治療が行

われている．経鼻式持続陽圧呼吸（CPAP）は，鼻マ

スクにより一定の陽圧をかけて睡眠の気道の閉塞を防

ぐ効果がある．CPAPは呼吸状態に合わせて自動的

に供給圧を調節する自動圧調節型CPAPが使用され

ている．

CPAPを使用することで，無呼吸，低呼吸，イビキ

の消失により，血液ガスの改善，睡眠の質の向上，日

中の眠気などのQOLの向上が見られ，循環器疾患の

合併症を予防でき生命予後の改善が期待できる．図 7

にAHIがCPAP前に36.6だった透析患者が，CPAP

施行後はAHIが5.1に改善した例を示す．

CPAPの保険上の適応は表 5に示すようにAHIが

40以上で，日中の傾眠，起床時の頭痛などの自覚症状
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図6 睡眠時無呼吸症候群の予後

（HeJ,etal.:Chest,94;1988）

表4 睡眠時無呼吸症候群の治療

● 経鼻式持続陽圧呼吸装置

固定式CPAP，Bi-levelCPAP，AutoCPAP

● 日常生活の改善（減量，禁煙，禁酒）

●寝る姿勢の工夫

●歯科装具（マウスピース）

●耳鼻科的手術

1） 鼻中隔矯正術

2） 口蓋垂・軟口蓋・咽頭形成術

3） 扁桃アデノイド手術

●薬剤療法（三環系抗うつ薬，アセタゾラミド）

表5 保険診療上のnCPAPの適応

1.在宅持続陽圧呼吸療法とは，睡眠時無呼吸症候群である患

者について，在宅において実施する呼吸療法をいう．

2.対象となる患者は，以下のすべての基準に該当する患者と

する。ただし，無呼吸低呼吸指数は40以上である患者につい

ては，イおよびエの要件を満たせば対象患者となる．

ア 無呼吸低呼吸指数（1時間当たりの無呼吸および低呼吸

数をいう）が20以上

イ 日中の傾眠，起床時の頭痛などの自覚症状が強く，日常

生活に支障を来している症例

ウ 睡眠ポリグラフ上，頻回の睡眠時無呼吸が原因で，睡眠

の分断化，深睡眠が著しく減少し，または欠如し，持続陽

圧呼吸療法により睡眠ポリグラフ上，睡眠の分断が消失，

深睡眠が出現し，睡眠段階が正常化する症例

エ 睡眠時無呼吸が原因と考えられる合併症（高血圧，心不

全，虚血性心疾患，脳血管障害等）を伴うもの

（厚生労働省，医科点数表解釈）



が強く，日常生活に支障をきたしているならCPAP

の適応となる．AHIが20以上の場合は頻回の睡眠時

無呼吸が原因で睡眠の分断化，深睡眠が著しく減少も

しくは欠如している場合もCPAPの適応になってい

る24）．

おわりに

最近は一般人の睡眠障害に関して全国に睡眠医療セ

ンターが開設され，睡眠障害の実態とその対策につい

て検討されている．一方，維持透析患者に睡眠時無呼

吸症候群がみられ生命予後に関わっていることが明ら

かになってから，透析患者の睡眠障害に関しても注目

されるようになった．本セミナーでは睡眠の病態生理

と透析患者の睡眠障害，特に睡眠時無呼吸症候群につ

いて解説した．
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要 旨

慢性血液透析療法には穿刺しやすく所定の血流量が

確保でき，各種の合併症の少ないバスキュラーアクセ

ス（vascularaccess;VA）が必要不可欠である．

近年，透析期間の長期化・高齢患者の導入・脈管損

傷の高度な症例の導入などを主因として，VAの新規

作製ならびにVA機能不全時の修復に困難を伴う事

例が増加してきている．導入時期に恒常的に使用可能

なVAが準備されていないために，血管内カテーテル

留置法を採用せざるをえない場合も少なくなく，この

点にも問題が残されている．さらに，VA不調時の修

復法として外科的手技に代わってきわめて有用な血管

内操作修復法が頻用されてきているが，本法は使用器

材の高価さや処置後の有効機能期間になお隘路があり，

考慮しなければならない事項が山積みしている．欧・

米・豪・加の諸国からすでにVAに関するガイドラ

インが公刊されていて私共にも参考になる点が多々あ

るが，わが国の血液透析療法の特性に見合った VA

関連ガイドラインの必要性が近年強く望まれていた．

2005年9月に（社）日本透析医学会が「慢性血液

透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関す

るガイドライン」を公刊したのに鑑み，本論ではその

概要を紹介し今後の課題にも言及した．

はじめに

（社）日本透析医学会による「慢性血液透析用バス

キュラーアクセスの作製および修復に関するガイドラ

イン」（VA�GL）1） が，2005年9月に公刊された．

本論は，作成に携わった者として，このガイドライン

（GL）誕生の経緯，概要の紹介ならびに今後の課題な

どに言及するものである．

1 わが国における慢性透析療法の特徴と課題

末期慢性腎不全患者に対する腎機能代替療法として

は，①血液透析，②腹膜透析，③腎移植がある．腎移

植の年間施行例数は900～1,000件に留まって，飛躍

的な増加は過去10年間に亘って見られず，将来的な

見通しも楽観できない．

こうした情勢下にあって，以下のような課題が発生

している．

① 当該患者は慢性透析を選択せざるをえない．そ

して，種々の要因から血液透析へ導入され，継続

される患者が全体の約95％を占めている．

② その結果として血液透析期間は長くなり，VA

は長期的な使用を余儀なくされる．

③ 長期継続患者の増加により，VA修復機会の増

加やVA修復困難例の増加が派生している．

④ 高齢者や糖尿病性腎不全患者など，脈管の荒廃

した患者の血液透析導入が増加傾向にあるため，
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VAの新規作製に困難を伴うケースが増えている．

⑤ VA不調時の修復法としては，カテーテルなど

を用いた血管内操作による方式（endovascular

orinterventionalrepair）が主流となってきて

おり多くの利点を実感しているが，高価な器材費

になお隘路が存在している．つまり，費用効果に

関する検討が不可避である．

⑥ 日本の維持血液透析患者の90％以上が，現時

点で最も好ましいとされるVAの形態・自己動

静脈使用による内シャントを保有しているが，導

入期には約30％の症例において，血管内カテー

テル留置法が使用されている2）．カテーテル法は

簡便かつ有用ではあるが，感染率が高く，また被

留置血管を損傷する可能性を伴うため，できるだ

け回避したい方式である．

2 わが国独自のVA�GL作成の必要性

VAに関するGLはすでにいくつかの国から発表さ

れている．アメリカ（NKF�DOQI）からは，私共に

馴染みの・ClinicalPracticeGuidelinesforVascular

Access・が1977年に発表され，2000年に改訂されて

いる3）．カナダ（CanadianSocietyofNephrology;

CSN）は1999年に・ClinicalPracticeGuidelinesfor

VascularAccess・を発表し4），オーストラリア（Kid-

neyOrganizationofAustralia）は2002年に・Car-

ingforAustralianswithRenalImpairment;Vas-

cularAccess・5）を公刊した．さらにヨーロッパのVas-

cularAccessSociety（VAS）は2003年に・Manage-

mentoftheRenalPatient:ClinicalAlgorithms

onVascularAccessforHemodialysis・6）を公表し

た．これらに関しては別に紹介しているので，ご参照

願いたい7）．

これら諸外国のGLはそれぞれに特徴があって私共

にも参考になるが，わが国における血液透析療法の特

性を勘案した道しるべとなるVA�GLの作成はその

必要性が強く望まれてきた．日本透析医学会が，独自

のVA�GL作成を意図した所以である．

3 日本透析医学会VA�GL作成に当たっての

基本的方針

治療指針には客観的資料（evidence）として，ran-

domizedcontroltrials（RCT）やmeta-analysisな

どの収集が望ましいが，これらの資料収集はVAに

関しては困難であった．このため，DOQI（アメリカ）

ではpublishedliteratures，またオーストラリアでは

descriptivestudiesなどをガイドラインの根拠として

いる．これを参考にして，JSDT：VA�GL（2005）

の作成に当たっては，国内外の発刊論著の中から然る

べきものをLevel�BEvidenceとして採用しつつ，本

GL作成委員会の現時点での意見を各所に Opinion

（ExpertOpinion）として付記した．多数の論著が渉

猟され，この内から約240編が引用文献として採用さ

れた．

4 日本透析医学会VA�GLの構成

本GLは序文，VAワーキンググループ委員会名簿，

委員会および中間報告会の開催記録，用語の説明と略

語一覧表を経て11の章からなり，結語ならびに引用

文献で結ばれている（表1）．各章では基本的事項を

簡潔にGLとして記述し，それぞれに解説を加えると

いう形式を採用した．

5 日本透析医学会VA�GLの概要説明

その詳細に関しては掲載誌1）をご一読願うこととし

て，ここではその解説と課題とを簡略に述べたい．
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表1（社）日本透析医学会「慢性血液透析用バスキュラーアクセ

スの作製および修復に関するガイドライン」の内容

序文 本ガイドライン作成の意図

VAワーキンググループ委員会・委員名簿

委員会および中間報告会の開催記録

用語の説明と略語一覧表

第 1章 VAに関わるインフォームドコンセント

第 2章 血液透析導入期におけるVA作製の基本と時期

第 3章 AVFの作製と管理

第 4章 AVGの作製と管理

第 5章 （1） 短期型バスキュラーカテーテル留置

（2） 長期型バスキュラーカテーテルに関するガイド

ライン

第 6章 動脈表在化

第 7章 VAの使用法

第 8章 VA機能のモニタリング

（1） AVF機能のモニタリング

（2） AVG機能のモニタリング

第 9章 VAと心機能：患者の心機能を考慮したVA作製と

変更

第10章 VAの修復の時期と方針

第11章 VAの形態と罹病率および死亡率

結語

引用文献（239編）



1） VAに関わるインフォームドコンセント（第1章）

諸外国のGLには，これに関する記述はない．患者

側にVAの必要性と重要性を理解してもらいVAが

適正な時期に適正に作製されるためには，患者側への

過不足のない説明がきわめて大切であると考えてこの

章を設けた．近年増加傾向にあるVAに関連する患者

側とのトラブルを回避するためにも，透析療法の必要

性を説明し患者が血液透析を選択した段階で，速やか

に本療法に不可欠なVAへの説明を加えるべきである．

この過程は，透析医とVA作製医が協力して行う

べきである．具体的な説明事項は表2のごとくである

が，患者の理解度や病状を考慮して適宜取捨選択する

ことは容認されよう．患者側に過度の不安や恐れを与

えないことに留意しながら，合併症（表 3）に関して

も言及しておくことが望まれる．VAの作製・修復に

ついての成績は，自施設のそれを提示することが原則

である．なお，患者側への説明は医療側が必要だと考

える範囲に止めるのではなく，患者側が知りたいこと・

知りたいであろうことを推測して行いたい．

2） 導入期におけるVAの作製の基本と時期（第2章）

VA作製医は透析医と綿密に連絡を取り合い，臨床

症状に配慮しながら，Ccrが10～20mL/min，また

は血清クレアチニン（S.Cr）が6～8mg/dLに達した

時点で，VAの作製を考慮する．VA作製医は初診時

に患者の四肢脈管を視触診して，将来のVA作製に備

えることになる．VAの第一選択は，自己動静脈を使

用する内シャント（AVF）である．CcrとS.Crの値

が乖離する場合には，複数回測定されたCcr値を優

先する．なお，糖尿病性腎不全では溢水傾向を呈しや

すく，既述の値よりも低値でのVA作製が一般的で

ある．

DOQIでは「初回穿刺の最低でも1カ月前，望まし

くは3～4カ月前の作製」，CSNは「Ccr15～20mL/

minまたは S.Cr3～5mg/dLで作製」，CARIでは

「VA作製の時期は患者の全身状態と脈管の局所因子

に依存する」として含みを持たせている．本GLでは，

「予定される初回穿刺よりも最低で2～4週間前に作製

される必要がある」ことを推奨した．

VAの作製が，外科医や患者の都合で先延ばしにさ

れることは好ましくなく，血管内留置カテーテル法に

よる緊急導入を避けるために，患者・紹介医・透析医・

VA作製医間の話合いと協力が必要である．このプロ

セスに，第1章での作業が大きく影響してくる．

3） AVFの作製と管理（第3章）

この章では，現時点でVAの最も好ましい形態であ

るAVFに関する基本的事項が述べられている．AVF

の作製に際しては，局所の脈管所見に留まらず，全身

状態（脱水・溢水・浮腫など）の把握と適切な対処が

必要となる．既往歴に鎖骨下静脈など中心静脈へのカ

テーテル留置，乳癌手術，頸部・上肢の手術などがあ

れば，同側でのAVF作製はできるだけ回避すること

が望ましい．このような症例では，必要に応じて血管

造影を行うことにしたい．

AVF作製部位の第一選択は手関節部かタバチエー

ル（tabatiere＝anatomicalsnuffbox）であるが，

脈管の状態によっては，前腕中位でのradiocephalic

AVF・前腕の尺側皮静脈を用いた AVF・肘窩部の

AVF・上腕部のAVFなどを考慮する．作製部位を

決定する場合の考慮事項としては表4を掲げ注意を喚

起した．

動静脈の吻合法として本GLは側（動脈）―端（静脈）

を推奨したが，双方が細い場合には側々吻合として静
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表2 VA作製時における患者への説明事項

（1） VA作製の目的

（2） VAの作製法（術式）と術前の検査

（3） 麻酔法

（4） 手術時間

（5） 術後の注意事項

（6） 実際の使用法（穿刺の実際）

（7） 各種VAの開存率

（8） 定期的なVA機能・形態に対する検査の必要性

（9） 予想されるVA関連合併症

（10） VA合併症に対する修復術

（11） その他

表3 VAに関連する合併症

（1） 血流量不足

（2） 狭窄（動脈/静脈の内腔狭小化）

（3） 血栓形成（VAの閉塞）

（4） 穿刺部感染症

（5） 瘤形成

（6） 静脈高血圧（sorethumborsorehandsyndrome）

（7） スチール症候群（虚血障害）

（8） 血流量過剰，highoutputfailure

（9） 血流再循環

（10） 穿刺困難・穿刺部限局

（11） その他



脈末梢側を結紮する変法も有用である．作製された

AVFの開存性には，①患者背景（年齢・性別・原疾

患・病態など），②カテーテル留置歴の有無，③穿刺

時期，④術者の技量，など複数の因子が影響するため，

これらを勘案した作製と管理が必要となる．

AVFの初期不成功率には，2～53％（Allonら）8），

0.8～23.6％（大平ら）9）と報告によって大差があるが，

既述の4項目が複雑に絡んでいるものと推測される．

適正に作製されたAVFであっても長期の使用によっ

て障害は現れてくるものであり，血流量・静脈圧・瘤

形成・穿刺性などをモニターしなければならない．

4） 人工血管使用内シャント（AVG）（第4章）

AVGはAVFと比較して開存性や抗感染性におい

て劣るため，できる限り避けたいVAの形式である

が，自己脈管の損傷度が激しくAVGを選択せざるを

えない症例は存在する．長期または高齢透析患者の増

加で，今後適応例の増加が予測される．

グラフト（人工血管）の植え込み部位は，患者の状

態・術者の技量・予想される透析期間（余命）などに

よって決定されるべきものであり，形式は穿刺性を考

えてストレート型かカーブ型とする．グラフトの性状・

形態には諸説あるが，本GLではePTFEまたはpolyu-

rethane（PU）を推奨した．AVG二次開存率の到達

目標を，術後1年80％，3年60％，5年40％と定め

た（図1）．

AVG閉塞の主因は，流出静脈に発生する狭窄にあ

ることはよく知られている．狭窄を早期に発見できる

モニタリングを定期的に施行し，閉塞の発現する前に

狭窄を積極的に見つけ出し加療することで，前掲の目

標値を達成できるものと考えた10）．

5） バスキュラーカテーテル留置法（第5章）

① 短期型

緊急血液透析導入時や突発的なVA機能不全に対

して，簡便かつ有用な本法ではあるが，随伴して各種

の合併症（感染・血栓形成・被留置血管への損傷など）

が発生することも懸念される．そのため適正な使用を

このGLで強調した．この方式による血液透析導入を

恒常化することは，好ましくない．

カテーテル留置は，無菌的操作により一定の場所で

エコーガイド下に行い，右内頸静脈留置を第一選択と

し，これが不可能な場合には大腿静脈を使用する．鎖

骨下静脈への留置は上肢に作製される AVF，AVG

に障害をきたしやすく，回避することが望まれる．カ

テーテルの留置期間は3週間を目処とするが，留置期

間と発熱・感染とは相関しないとの報告もあり，これ

らの兆候がなければ3週間以上の留置も可能である．

いずれにせよ，この留置期間内にAVFかAVGを作
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表4 VA作製部位を決定する際の

考慮事項

（1） 動脈の径と壁の石灰化度

（2） 静脈の径と連続性

（3） 動静脈の走行と相互の関係

（4） 患者の全身状態と生命予後

（5） 末梢循環不全の有無

（6） 心機能

図1 AVG開存率（全症例）

（酒井：第49回日本透析医学会コンセンサスカンファレンス「ブラッドアクセス治療の標

準化に向けて」（2004年6月19日）より引用）



製しなければならない．

カテーテル内凝血防止には，ヘパリン加生理食塩液

の微量注入を推奨した．カテーテル感染は抗生物質に

抵抗するため，カテーテルを抜去することを原則とす

る．なお，透析患者は高率に黄色ブドウ球菌のキャリ

アであるため，鼻腔の同菌保有者には留置前からのム

ピロシン軟膏やポピドンヨード鼻腔内塗布が必要であ

る．

② 長期型

各種のVA作製ができない患者が適応となり，今後

の適応増加が推測されるが，現時点では満足すべき成

績を得ていない．本法の採用は，当該患者の利得損失

を慎重に考慮して行うべきであろう．

6） 動脈表在化法（第6章）

他国のVA�GLには，これに関する記載はない．こ

の方法は当初，緊急避難的に，またはAVF・AVG不

調時のバックアップとして採用されていたが，わが国

では慢性血液透析患者の2～3％で恒常的に使用され

ているため，この章を設けた．その適応症例は表5に

掲げたごとくである．

表在化される動脈の90％以上が上腕動脈であるが11），

返血路として非動脈化静脈が使用されるため，約50

％の症例で静脈荒廃により表在化法が使用不能に陥

ったとの報告がある12）．この点が本法の欠点である．

AVFやAVGの作製が重大な心機能への負担になる

ような症例では，動脈表在化法は一時的にでも採用さ

れるべきVAの一形式である．

7） VAの使用法（穿刺法）（第7章）

この章には，AVF，AVGおよび表在化動脈に関す

る穿刺法とその部位・感染予防などが記述されている．

いずれのVAも一般的にできるだけ広い範囲をまん

べんなく穿刺することを従来同様に推奨した．

ボタンホールは近年関心を集めているが，その適応

を表 6のごとく定めた．VAの作製・修復・穿刺は患

者に相当な心理的・精神的な重圧を与えるものであり，

穿刺に絶えず苦労するような症例ではなんらかの処置

が必要である．

8） VA機能のモニタリング（第8章）

この章では，各施設がVA機能のモニタリングに

関して，施設の特性に応じたプログラムを作成するこ

との重要性を強調した．具体的には，理学所見・VA

血流量の測定・再循環率の測定・VA機能，および形

態の異常時における超音波，血管造影・3次元 CTな

どであるが，作製時および修復時に可及的に多くの血

管ならびに周辺組織の情報を把握しておくことが肝要

である．

血流量の測定には，超音波希釈法・超音波ドップラ

ー法・クリットライン法による方法が低侵襲で有用で

ある．AVF，AVGいずれにおいても，基準値の20％

以上の減少で血流減少（狭窄）の可能性が高い．動脈

化静脈に狭窄が発生すると静脈圧の上昇が認められ，

その測定は日常的に行われている．わが国では「動的

静脈圧」と称される方法が一般的に採用されているが，

この方法での測定値は針のゲージ・回路の形状および

血流量に大きく影響されるため，本GLではより正確

な「静的静脈圧」による測定を推奨した．血管造影法

は血管の状態を鮮明に描出するきわめて有効な方法で

あるが，造影剤を注入するものであり，副作用回避の

ためその使用量は必要最小限にとどめるようにしなけ

ればならない．

9） VAと心機能：患者の心機能を考慮した

VAの作製と管理（第9章）
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表5 動脈表在化の適応

（1） 内シャントによる心負担に耐えられないと予想される症例

左室駆出率が30～40％以下を本法作製の目安とする

（2） 表在性静脈の荒廃により内シャント手術が困難な症例

（3） 吻合する適当な静脈が存在しない症例

（4） 内シャント作製によりスチール症候群が発生しているか，

発生の懸念される症例

（5） AVF作製により静脈高血圧症が発生しているか，発生

の懸念される症例

（6） 頻回にVAトラブルを発生する患者のバックアップ

（7） その他

表6 ボタンホール法の作製・適応

（1） 本法の適応は，穿刺痛の強い患者とする

注）在宅血液透析患者にもよい適応となるであろう

（2） ボタンホール穿刺法の固定穿刺ルートは，通常の透析終

了後，穿刺針の抜去後に針の穿刺ルート跡にVA血管表面

近くしか達しない短いスティックを14日間留置することに

より作製する

（3） ボタンホール穿刺にあたっては，その入り口に形成され

た痂皮を除去し，ダルAVFニードルを固定穿刺ルートに

沿って挿入する



これに関する記載も，諸外国のGLには明記されて

いない．内シャント形式のVA（AVF，AVG）が心

機能に負担を強いることは明らかであり，

① 心機能に影響を及ぼすVAと然らざるVAの

認識

② 心機能障害を有する患者では，AVF・AVGの

作製が心不全を顕性化させる可能性があるため，

VAの新規作製・修復・保持に際しては，十分に

当該患者の心機能に配慮すべき

ことを強調した．具体的には，VA作製後絶えず患者

の心機能の変化に留意し，VA血流量が相対的に過剰

になっていないかを検討しなければならない．

心機能の異常把握には臨床症状を重視することが先

決であるが，客観的な指標としては心エコー所見で，

① 左室駆出率（EF）＜30％を著しい心機能低下

② EF＝30～40％を境界領域

③ EF＞40％を比較的良好

④ EF＞60％を良好

と評価することに暫定的に定めた．

10） VA修復の時期と方針（第10章）

VAはたとえ適正に作製されたとしても，その使用

後経時的に機能と形態に各種の異常が発生してくる

（表3）．本章では，狭窄・血栓形成・スチール症候群・

感染・過剰血流などに関して，詳細かつ具体的な指針

を示すことを目論んだ．

狭窄は，狭窄率が50％を超え

① 血流量低下，瘤形成

② 静脈圧の上昇

③ BUNの異常高値または再循環率の上昇

④ 予測できない透析量の低下

⑤ 異常な身体所見

などの異常を一つ以上認めた場合に，修復が必要とな

る．

狭窄病変の修復には，アクセス血管の温存性と低侵

襲度の観点から，バルーンPTA法およびその変法が

優先される．ただし，これらの血管内操作修復法と外

科的修復法にはそれぞれに特徴があることを認識した

うえで，いずれかを選択することが求められる13,14）．

PTA関連器材が現時点で高価であるため，「3カ月

以内に狭窄治療としてPTAを2回以上必要とした症

例においては，その後の対応策として外科的再建法を

考慮しなければならない」と定めた．患者の心身の負

担感を軽減するためには，当然ながら修復後のVAの

有効機能期間を考慮しなければならない．VA修復法

の選択は透析医が最も苦慮する事項の一つであるが，

その施設内またはその近隣地域で最もVA治療に精

通した医師（血管外科医，放射線科医，透析専門医な

ど）の加療や指示を仰ぐことを原則とし，その実際の

施行は合理的かつ経済的なプランニングに基づいて行

われるべきである．

11） VAの形態と罹病率および死亡率（第11章）

本章では，VA形態の種別によりその機能異常の発

現率が異なり，これが当該患者の罹病率ならびに死亡

率に大きく影響することに触れた．さらに，血液透析

が開始される時期に，機能・形態に優れ長期的開存性

を示すAVFをあらかじめ設置しておくことを再度強

調した．

6 今後の課題

このGL（治療指針）は，慢性血液透析に不可欠な

VAに関わる諸問題に対して，関係する透析医などが

適切な医療上の判断を下せるように支援する目標で作

成された．ここに盛り込まれた内容の明確性・妥当性・

再現性・信頼性・適用性・柔軟性などが，今後検証さ

れたうえで改訂されなければならないと作成に携わっ

た者として自粛・自戒している15）．そのためにも多く

の関係者に本GLが熟読され，意見が寄せられること

を望む次第である．

おわりに

（社）日本透析医学会が発刊した「慢性血液透析用

バスキュラーアクセスの作製および修復に関するガイ

ドライン」について，その作成の趣旨と内容の概説を

紹介した．本GLがVA作製の一つの道しるべとな

ることを期待したい．

なお，このGLは以下の諸氏の協力により作成され

た．

（敬称略）

大平整爾，内藤秀宗，天野 泉，東 仲宣，池田

潔，久木田和丘，後藤靖男，酒井信治，新里高弘，

杉本徳一郎，武本佳昭，春口洋昭，日野一郎，平中

俊行，水口 潤，宮田 昭，室谷典義
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要 旨

EBMに基づいた腎臓病診療ガイドラインとして米

国のK/DOQIは有名であるが，2003年世界的に統一

した腎臓病診療ガイドライン機構としてKDIGOが発

足した．そのKDIGOのもとで慢性腎臓病の定義，重

症度分類，診断法が作成され，腎性骨症もあたらしく

CKD-MBDという概念が創設された．今後，種々の

臨床ガイドラインが作成されていく．

1 DOQIからKDIGOへ

EBM（evidencebasedmedicine）が提唱され始め

た1990年代中頃に，米国腎臓財団（NKF）は，透析

療法の予後改善を目的とした診療ガイドラインDOQI

（DialysisOutcomeQualityInitiative）を立ち上げ

た．そして1999年，透析療法だけでなく慢性腎臓病

のすべての病期で治療予後を改善することに目的を拡

大し，K/DOQI（KidneyDiseaseOutcomeQuality

Initiative）へと発展した．K/DOQIは米国のガイド

ラインではあるが，その発表とともに世界的な標準に

なる傾向を有した．そして欧米のガイドラインの統合

から国際的ガイドラインを目指して，2003年にKDIGO

（KidneyDisease:ImprovingGlobalOutcome，ケ

ーディーゴと呼ぶ）が設立されることになった（表1）．

2 KDIGOの基本理念

国際的腎臓病ガイドライン設立の根拠は表2に表さ

れており，さらにKDIGO設立に当たって三つのパラ
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国際的診療ガイドラインKDIGOの現状と方向性

塚本雄介
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表1 DOQI→K/DOQI→KDIGO年表

1996年：NKFによりDOQI（DialysisOutcomeQualityInitiative）発足

1997年秋：DOQI透析療法診療ガイドライン発表

1999年：DOQIをK/DOQI（KidneyDiseaseOutcomeQualityInitiative）へ発展改称

2001年：血液透析，腹膜透析，栄養，貧血，アクセスに関するDOQIガイドラインを改訂

2002年2月：K/DOQI「CKD：評価法，分類，層別化」発表

2003年7月：KDIGO設立

2003年9月：K/DOQI「蛋白尿およびその他のCKD診断マーカー」発表

2003年4月：K/DOQI脂質代謝異常治療ガイドライン発表

2003年10月：K/DOQI腎性骨症とミネラル代謝に関するガイドライン発表

2004年5月：K/DOQI高血圧と降圧療法ガイドライン発表

2004年11月：KDIGOControversyConference（CKDの定義，分類，評価法）

2005年6月：KDIGOCKDの定義，分類，評価法発表

2005年9月：KDIGO腎性骨症ワーキンググループGBMIControversyConference

（ROD分類，組織学的分類，診断法）

2006年2月：KDIGO腎移植患者のケアーControversyConference

2006年3月：KDIGOCKD-MBDガイドライン発表



ダイムが追加された（表3）．今後，世界共通のエビ

デンスの下に，各地域で固有の現状をふまえたガイド

ライン作りを目指す．

3 KDIGOの組織

KDIGOはベルギーに本拠地が置かれる非営利団体

で，正式にはKDIGOFoundationである．その運営

はNKFに委託され，企業からの寄付で成り立ってい

る．KDIGOは46名の，世界各国（日本から筆者1

名が参加）から選抜されたエキスパート（看護士も1

名含まれている）による理事会（BoardofDirec-

tors）からなり，さらに幹部会（ExecutiveBoard

ofDirectors）が執行機関として存在する．現在のco-

chairmanはK/DOQIの祖でもあるGarabedEknoyan

（USA）と，NobertLamiere（ベルギー）であり，表

4に示す作業部会からなる．
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表2 国際的腎臓病ガイドライン設立の根拠

1.慢性腎臓病の有病率が世界中で増加し，この病気の増加を抑えるための公衆衛生的措

置が必要となった．

2.慢性腎臓病患者に併発する合併症の問題が世界的に共通であった．

3.慢性腎臓病のエビデンスに基づく治療法は，地理的環境，国境，政治的問題とは無関

係である．

4.すでに存在する専門家と資源の有効利用を図ることは世界的な腎臓病の予後を改善し，

重複を避ける意味で重要である．

5.これらの目標を達成するために臨床ガイドラインの作成，普及，適用には国際的協力

をさらに改善する余地がある．

表3 KDIGO設立に伴うパラダイムの追加

1.慢性腎臓病は連続した病態であり，透析患者の予後を改善しようとするなら早期に透

析を開始する必要がある．腎臓病のガイドラインに注目することは，特に早期の時点か

ら循環器系専門医との連携と協力を行うことが有用である．特に末期腎不全に向かう過

程では，腎臓専門医の役割の重要性がさらに増大する．

2.慢性腎臓病とエビデンスに基づくガイドラインは世界共通であり，国などの地理的境

界はない．

3.目標の違いを強調するのではなく，共通性を探るという変化が重要である．それこそ

がKDIGOが生まれた理由であり，達成すべきことは多いが正しい方向性を指し示して

いる．

表4 KDIGOワーキンググループ

1.CKDEvaluationandClassification（CKD測定法と分類）

Kai�UweEckardt,AndrewLevey

2.GlobalBoneandMineralInitiative（腎性骨症と電解質代謝異常）

SharonMoe,TilmanDr�ueke

3.Database/DataWarehouse（データベース）

RaymondVanholder,NathanLevin

4.EvidenceRating（エビデンスの採点）

AlisonMacLeod,KatrinUhlig

5.ImplementationinRegionswithClinicalPracticeGuidelines（臨床ガイドライン

を有する各国への適応）

NorbertLameire,FrancescoLocatelli

6.ImplementationinRegionswithoutClinicalPracticeGuidelines（臨床ガイドラ

インを有しない各国への適応）

RashardBarsoum

7.KDOQI/EBPGCoordination（K/DOQIおよびEuropeanBestPracticeGuidelines

との協調）

RaymondVanholder,GarabedEknoyan

名前はco-chairman



4 慢性腎臓病（CKD）の定義，分類，評価法に

関するガイドライン

最初に作成されたのが慢性腎臓病（CKD）の定義，

分類，評価法に関するガイドラインであり，表5，6に

定義と重症度分類を示した．この内容はK/DOQIに

よるものをほぼ踏襲しているが，透析期をstage5D

とし，移植患者をそのGFRによるステージ分類にT

をつけることが違いである．

採用された腎機能は，簡易 MDRD法による推算

（推算）GFR，すなわちeGFRで，血清クレアチン値，

体重，性別，人種（白人か黒人）を入力する（表7）．

日本人などアジア人の係数はなく，日本腎臓学会慢性

腎臓病対策委員会疫学調査グループはイヌリンクリア

ランスを用いた検討で0.881という係数を発表してい

る．またMDRD法に使用されていたクレアチニン測
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表5 慢性腎臓病の定義（definitionofCKD）

1か2のどちらかを満足する場合

1.腎障害（kidneydamage）が3カ月間以上継続する.

● 腎障害とは腎臓の形態的または機能的な異常を指し，GFR低下の有無を問わない．

●腎障害の診断は，

病理学的診断または，

腎障害マーカーによって行う（このマーカーとしては血液または尿検査，また

は画像診断がある）

2.GFR＜60mL/分/1.73m2が3カ月間以上継続する．この場合腎障害の有無を問わない．

表6 CKD重症度分類と臨床行動計画（K/DOQI�KDIGO）

stage 重症度の説明 推算GFR値
（mL/分/1.73m2）

診療計画
（clinicalactionplan）

リスクの増大

（CKDには至っていない

病期）

CKD危険因子が存在する

（DM，高血圧など）

（≧90）

①CKDスクリーニングの実施

（アルブミン尿etc）

②CKD危険因子の減少に努める

1

腎障害（＋）

GFRは正常または亢進

≧90 �CKDの診断と治療の開始�

併発疾患comorbidityの治療

CKD進展を遅延させる治療

CVDリスクを軽減する治療

2
腎障害（＋）

GFR軽度低下

60�89 CKD進行を予測

3
腎障害（＋）

GFR中等度低下

30�59 CKD合併症を把握し治療する

（貧血，血圧上昇，2HPT，etc）

4
腎障害（＋）

GFR高度低下

15�29 透析または移植を準備する

5

5D

腎不全

透析期

＜15

透析

透析または移植の導入

（もし尿毒症の症状があれば）

表7 GFR推算式（estimatedGFR;eGFR）

1.簡易MDRD法（推算GFRmL/min/1.73m2）

eGFR＝186×（Scr）－1.154×（Age）－0.203×（0.742iffemale）

×（1.210ifblack）×0.881（if日本人）†

2.Cockcroft-Gault法（推算CcrmL/min）

eCcr・
・140・Age・・Weight

72・Scr
・・0.85iffemale・

3.堀尾らの式（推算CcrmL/min）

男性：Ccr＝（33－0.065age－0.493BMI）BW/Scr/14.4

女性：Ccr＝（21－0.030age－0.216BMI）BW/Scr/14.4

† 日腎CKD対策委員会疫学調査グループ，Cr測定法：
Jeffe法＝酵素法＋0.2mg/dL



定法は，日本では過去のものとなっているJeffe法で

あり，現在日本で90％以上を占めるより精度の高い

酵素法により得た値には0.2mg/dLを計算に際して

は加える必要がある．今後アジア人などのデータも組

み入れた新しい推算式が必要となっている．

5 GBMI

2番目のガイドラインは，腎性骨異栄養症（ROD）

の定義，分類，評価法にかんするガイドラインで，作

業部会GBMI（GlobalBoneMineralInitiative，ギ

ブミーと呼ぶ）が作成した．その結果を表8にまとめ

たが，RODという病名は骨生検によって診断される

骨病変のみに適応することになった．すなわちROD

をめぐる病態は，異所性石灰化や心血管病など骨病変

を超えた広いミネラル代謝異常症であることから，こ

れらを包括した慢性腎臓病ミネラル骨代謝症候群

（CKD-mineralandbonedisorder）という新しい病

名が提案された．また共通の検査法としてはCa，P，

Al-p，intactPTH法など，どこでも実施可能でエビ

デンスが明確な方法が採用された．こうした新しい疾

患概念の下に表9に示すように，骨病変，臨床検査値

異常，石灰化の有無を組み合わせた分類法が提案され

た．今後，こうした定義，分類法の下に新しい診療ガ

イドライン作りが行われる．

6 今後のKDIGOの方向性とわが国および

アジアにおける取り組み

今後，KDIGOが国際的な核となり，腎臓病全体の

診療ガイドラインのイニシアチブをとっていくのは間

違いない．一方で，地域格差や地域固有の問題に沿っ

たガイドラインも必要である．すなわち，・globalize

evidence,implementregionally・の趣旨を確固なも

のとしていく必要がある．

KDIGOは今後さらに，国際腎臓学会などのすでに

存在する国際機関，および各国学会組織と協調をもと

めていく．特にアジア地域ではこれまで共通したガイ

ドライン作りが行われてこなかった．2007年度に日

本腎臓学会が計画している 1stAsian Forum of

CKD Initiativeをアジアにおける共同行動の第一歩

として，アジア太平洋腎臓学会などとの協力も密にし
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表8 GBMIのまとめ

1.CKD-mineralandbonedisorder（CKD-MBD）：CKDにおけるミネラル骨代謝異

常症を示す用語．この疾患は以下の内の一つまたは複数の所見を呈する．

●Ca，リン，PTHまたはビタミンD代謝異常

●骨回転，骨石灰化，骨量，長軸方向の成長または骨強度の異常

●血管または他の軟部組織の異所性石灰化

2.renalosteodystrophy：この用語はCKDに伴う骨組織異常を示すためのみに用いる．

この骨組織異常は骨形態計測によってさらに解析され，その結果は骨回転，骨石灰化，

骨量を含む分類法に基づいて報告される．

3.骨ミネラル代謝異常に関する統一した用語，定義，分類法の国際的な適用は相互のコ

ミュニケーションを深め，診療における方針決定を容易にし，EBMを世界的なものに

進化させることになるだろう．

4.さらなるエビデンスに基づいた検証が次の分野に必要である：（1）種々の生化学パラ

メーターと予後との相関，（2）骨強度と血管石灰化のすでに存在する測定法の感度と特

異度，（3）CKD-MBDの予後に対する治療法の評価.

表9 CKD-MBD分類法の概要

病型 臨床検査値異常 骨病変 血管または軟部
組織の石灰化

L ＋ － －

LB ＋ ＋ －

LC ＋ － ＋

LBC ＋ ＋ ＋

L＝臨検値異常（Ca，リン，PTH，Al-pまたはvitaminD代謝）
B＝骨病変（骨回転，石灰化，骨量，長軸成長または骨強度の異常）
C＝血管または軟部組織の石灰化



ていく必要がある．

KDIGOの英文に関しては KDIGOホームページ

http://www.kdigo.org/，その翻訳に関しては腎臓

ネット特集 http://www.jinzou.netからすべて引用

した．
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要 旨

血清β2-microglobulin吸着器は，透析アミロイド

ーシスの原因物質であるβ2-microglobulinを吸着除

去する治療用具として1996年より臨床での使用が可

能となった．透析アミロイドーシスに対する根治的治

療法は未だ確立されていないが，その前駆蛋白である

β2-microglobulinの積極的な除去が病態を改善する

ことが期待されている．吸着器はβ2-microglobulin

以外にもサイトカインなども吸着することが報告され

ている．

臨床効果としては，関節痛・ADLの改善，関節可

動域の拡大，つまみ力の上昇，神経伝導速度の回復や

骨嚢胞の縮小についての症例報告もなされている．今

後は症例を重ねて長期効果を検討し，また，治療効果

発現メカニズムのさらなる検討も取り組むべき課題で

あると考えられる．

1 長期透析症例における合併症とアミロイドーシス

長期の透析患者に手根管症候群が多くみられること

は，1975年Warren，Otienoらが報告していたが1），

未だ透析アミロイドーシスとの関係が理解されていな

い時期であった．1980年，組織学的に手根管症候群

でのアミロイド沈着が報告され2），さらに1984年，

手根管症候群を呈した長期透析患者において，アミロ

イド陽性の滑膜炎を伴う嚢胞性骨病変が存在すること

がFenvesらにより報告され3），透析合併症としての

アミロイドーシスに関心が注がれた．そのような時，

1985年Gejyoらにより，このアミロイドの構成蛋白

がβ2-microglobulinであることが同定され4），透析ア

ミロイドーシスの病態解明と種々の治療が急速に進む

こととなった．

2 透析治療によるβ2-microglobulin除去効果

セルロース膜透析では，血清β2-microglobulin濃

度と手根管症候群合併の有無に明らかな関係はみられ

ないと報告されているが5），セルロース系膜を使用し

ている透析症例の血清β2-microglobulin濃度は正常

の30～50倍の高値であり，透析アミロイドの前駆蛋

白であるβ2-microglobulinを正常域に近づける治療

は重要であると考えられる．β2-microglobulinの除去

が可能であり，かつ，良好な生体適合性を有している

PAN（polyacrylonitrile）膜，PS（polysulfone）膜，

PMMA（polymethylmethacrylate）膜などの合成

高分子膜を用いた透析治療における透析アミロイドー

シス合併の抑制効果について臨床研究がなされており，

良好な成績が示されている6～9）．

3 β2-microglobulin吸着器の概要

本吸着器は，担体である直径約460μmの球状セル

ロースヒドロゲル表面に，リガンドのヘキサデシル基

を共有結合させた吸着体を，ポリカーボネート製のカ

ラムに充填した構造となっており，全血を直接灌流さ

せる．β2-microglobulinの吸着のメカニズムは，リ
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ガンドとの疎水性相互作用および吸着体表面細孔によ

る分子篩効果による．β2-microglobulin吸着の選択

性が高いが，分子量4,000～20,000dalton程度のもの

も吸着され10），臨床においてもサイトカインの低下が

もたらされることが報告されている11）．

吸着器は血液回路に直列に接続して用い（図1），

より積極的なβ2-microglobulinの除去をはかるもの

である．治療時のβ2-microglobulinの除去は透析膜

での除去と合わせた性能となり，高いβ2-micro-

globulin除去能をもつダイアライザーとの組合せで，

透析後のβ2-microglobulin値は10mg/L以下に下げ

ることも可能となる．

本邦において，1996年より透析治療との併用でβ2-

microglobulin吸着器が保険適応となっており，現在，

本器の使用に際しては表1に示した適応が示されてい

る．

当初，本器は充填容量350ml，プライミング容量

177mlのS�35タイプのみであったが，58施設，183

例を対象とした副作用調査では，血圧低下などの問題

がみられた（カネカメディクス資料）．そのため現在

では，充填容量150ml，充填容量65mlと小型化さ

れた S�15タイプも使用されている．しかし，S�35

からS�15への変更後に臨床症状が悪化した症例もみ

られることもあり，S�35使用にて特段の問題が無い

場合はS�35を選択し，なんらかの副作用が予測され

る症例においてS�15を選択することが望ましい12）．

4 物質除去評価と臨床効果

既報の主要文献によるβ2-microglobulin吸着器の

物質除去性能については，β2-microglobulin除去以

外にIL-1β，TGF-β，IL-6などの低下が報告されてい

る一方，TNF-α，IL-6変化率などは差がないとの報告

もみられる．

臨床効果については，関節痛スコア，ADL，ROM，

こわばり，つまみ力などの改善や，CRPなど炎症に

関係したマーカーの改善なども報告されている．

骨嚢胞の存在は本カラムの保健適応基準の一つとな

っている．本カラムの骨嚢胞への治療効果について

Hommaらが25カ月以上の使用により，嚢胞領域が

骨X線撮影にて14.7～19.8％減少した1例を報告し

ているが13），他に明確な報告は少ない．骨嚢胞の評価

方法として，現在多くの場合においてはX線検査が

用いられているが，撮影条件などにより必ずしも良好

な画像が得られない場合もあり，CTなどでの評価を

考慮する必要がある．

5 信楽園病院でのβ2-microglobulin吸着器

リクセル�治療

当院では2005年12月末日時点において，16例の

症例でβ2-microglobulin吸着器の併用が行われてい

る．その症例の概要を表2�1,2�2に示す．また同表

にはリクセル治療効果の検討のために抽出され設定さ

れた対照群も示した．抽出条件として，①性別，②年

齢，③透析歴のマッチした症例を選択し，同年齢また

は同透析歴の対象が存在しない場合は，最も近い条件

の症例とした．抽出された症例で使用されていたダイ
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図1 β2-microglobulin吸着器使用時の体外循環血液回路

表1 β2-microglobulin吸着器の保険適応

保医発第0306005号（通知は，平成18年4月1日から適用）

人工腎臓用特定保険医療材料

吸着型血液浄化器（β2-ミクログロブリン除去用）は，関

節痛を伴う透析アミロイド症であって，以下のaからcまで

のいずれの要件も満たしている患者に対して，人工腎臓（血

液透析に限る．）を行う際に用いた場合に，初回の使用日か

ら1年を限度として算定する．

また，透析アミロイド症の治癒又は軽快により，一旦使用

を終了した後再び疼痛等の症状の出現を認めた場合は，以下

のb及びcまでの要件を満たすことを確認した場合に限り，

更に1年を限度として算定できる．3度目以降の使用にあっ

ても同様の取扱いとする．

ａ 手術又は生検により，β2-ミクログロブリンによるアミ

ロイド沈着が確認されている．

ｂ 透析歴が10年以上であり，以前に手根管開放術を受け

ている．

ｃ 画像診断により骨嚢胞像が認められる．

なお，本材料を使用した場合は，診療報酬明細書の摘要欄

に本材料の使用開始日を記載する．



アライザーの膜種はリクセル群とほぼ同じ割合であっ

た．

β2-microglobulin吸着器併用症例におけるリクセ

ルの使用感聞き取り調査では，

① 自己の手根管症候群の経緯に照らして症状が良

い

② 肩関節を動かせる範囲が改善した

③ 検査値（MCV）の悪化が遅くなった

④ 治療開始後から症状の悪化がない（著しい改善

もない）

⑤ 肩関節痛が改善

⑥ β2-microglobulin吸着器の使用を休むと症状

が悪くなる

などの使用感，自覚症状が得られた．

図2に，β2-microglobulin吸着器を併用した長期

透析症例の，手関節ROMの推移を示す．リクセル

併用開始後より手関節ROM（屈曲および伸展）は改

善を示したが，約2年6カ月頃より再度ROMの低

下が出現している．ROMの測定は測定者の手技や検

査時の被験者の状態なども大きく影響するとともに，

経過中に加齢の影響も受けるため長期効果の評価につ

いては注意が必要である．

6 透析治療単独群とβ2-microglobulin吸着器

併用群の比較検討

両群において血清β2-microglobulin値，手指つま

み力，MatrixMetalloproteinase-3（MMP-3）につ

いて比較検討を行った．

血清β2-microglobulin値については，透析後値が

β2-microglobulin吸着器併用群7.4±2.9mg/L，HD

単独群13.1±3.7mg/Lと，β2-microglobulin吸着器

併用群において有意な低下が認められた（図3）．

両群での手指つまみ力の測定において有意差はみら

れなかった．しかし，Abeらはβ2-microglobulin吸

着器治療12カ月にて手指つまみ力の改善がみられた

ことを報告しており，β2-microglobulin吸着器治療

効果の一つと考えられる14）（図4）．

軟骨マトリックス成分に対して分解作用をもつ

MMP-3の治療前値は，使用されたダイアライザーの

膜種に関係なく，β2-microglobulin吸着器併用群に

β2-microglobulin吸着療法の効果について 237β2-microglobulin吸着療法の効果について

図2 長期リクセル治療に伴う手関節ROMの推移

症例：58歳 男性，透析歴36年

表2�1 リクセル使用群および対照群（抽出例）の概要

β2-M吸着カラム使用例 対照群（抽出例）

例 数

カ ラ ム

年 齢

透 析 歴

使用期間

16例

（男性13例 女性3例）

S�35:10例 S�15:6例

59.4±8.3歳

28.1±6.9年

44.6±25.4カ月

（5～76カ月）

16例

（男性13例 女性3例）

59.6±7.4歳

26.9±5.9年

2005年12月末日

表2�2 使用透析膜

PS PMMA CTA PAN

リクセル併用群

対 照 群

7

6

5

5

4

4 1



おいて有意に低値を示した（図5）．

7 β2-microglobulin吸着器併用透析の効果と問題点

β2-microglobulin吸着器の効果については，下条

らが多施設における前向き臨床研究を行い，その有用

性を報告しており15），ほかの報告においても臨床症状

の改善が報告されている．

本吸着器のメインとなる治療機序はβ2-micro-

globulinの吸着除去であるが，本治療開始後に比較

的早期からの関節痛の改善，つまみ力の改善，MMP-

3の低値などを認めるのは，β2-microglobulin除去の

直接的な効果である確証は明確ではない．血中β2-

microglobulinを低下させることにより，短期間に新

たなアミロイドの沈着を防ぎ，組織に沈着したアミロ

イドの改善をもたらすには困難であると推測されるが，

β2-microglobulin吸着器併用開始後数週～数カ月で

の臨床症状の改善がみられており，β2-microglobulin
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図3 血清β2-microglobulinの比較

図4 つまみ強度の比較

（T.Abe,etal:Effectofβ2-microglobulinadsorptioncolumnondialysis-related

amyloidosisKI64;1522�1528,2003）

図5 血清MMP-3の分布



吸着除去とは別の治療機序も考えられる．

β2-microglobulin吸着器併用群で MMP-3が低値

を示したことは，β2-microglobulin吸着器のサイト

カイン吸着により，強力なMMP-3誘導作用をもつ

IL-1が吸着除去され，滑膜細胞からのMMP-3誘導

が抑制されるためであることなども推測される（図6）．

リクセル併用により，β2-microglobulin以外に除去

される物質も，相加的・相乗的な効果をもたらしてい

る可能性も考えられる．

おわりに

合成高分子膜ダイアライザーを透析初期より用いる

ことにより，透析アミロイドーシス発症の抑制・遅延

効果が報告されている．しかし，リクセルの併用は医

療経済的問題もあり，現行の保険制度においては透析

アミロイドーシス発症後に限定されており，透析治療

初期から用いることはできない．しかし，透析アミロ

イドーシスに対する種々の対応を早期より講じること

により，透析アミロイドーシスの合併・進展を強力に

阻止しうるのであれば，発症後の合併症治療にくらべ

高い有益性が有るものと考えられる．今後，透析アミ

ロイドーシス病態のさらなる解明が進められ，各種治

療の奏効機序が明らかとなり，理論的な治療法が確立

されることが切望される．
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要 旨

冠動脈疾患は，維持透析患者の予後を左右する重要

な合併症である．確定診断にはCAGが用いられてき

たが，近年，CTやMRIを用いた非侵襲的画像診断

が可能となり，冠疾患の診断体系に革新的変化が訪れ

ようとしている．当施設では，2年半前より 16列

MDCTとMRIを，さらに昨年より64列VCTを導

入し，冠疾患の診断に用いてきた．特に64列VCT

は16列MDCTに比べ，ビーム幅の拡大やガントリ

回転の高速化のために画像が鮮明になり，息止め時間

の短縮，広範囲撮影，造影剤の減量などの画期的な改

善が得られた．

冠動脈CTAは，放射線被爆や造影剤使用，不整脈

による画像の乱れ，高度石灰化では狭窄度判定が困難

などの問題があるが，簡便に冠動脈を描出できる利点

がある．冠動脈MRAは，ペースメーカー禁忌，ス

テントの描出不可，画質がCTより劣るものの，高度

に石灰化した動脈でも内腔評価が可能，造影剤不要，

放射線被爆が無いなどの利点がある．64列VCTを

CAG（高度石灰化病変は除外）と比較した場合，感

度 98.1％，特異度 95.1％，陽性病変的中率（PPV）

85.4％，陰性病変的中率（NPV）99.4％と高い診断精

度が得られた．冠動脈MRAは感度65.0％，特異度

91.3％，PPV68.4％，NPV90.0％であり，64列VCT

より診断精度は劣っていた．

64列VCTでは石灰化病変，冠動脈ステント画像の

改善，バイパスグラフトの鮮明な画像が得られ，診断

目的のCAGを減らすことができた．

透析患者において，64列VCTは冠疾患のスクリー

ニング，血管石灰化，狭窄度診断，ステント内腔診断，

バイパス術後の評価などに有用であり，本法の普及が

望まれる．

緒 言

冠動脈疾患は維持透析患者の予後を左右する重要な

合併症である1）．確定診断には冠動脈造影（CAG）が

用いられてきたが，侵襲的検査であり医療費も高額で

あることから，安価で低侵襲の検査が望まれている．

近年，CTやMRIによる冠動脈画像診断が可能とな

り，冠疾患の診断体系に大きな変化が訪れようとして

いる．

著者らは，2年半前より16列多列検出器搭載ヘリ

カルCT（multidetector-rowCT;MDCT）2）とMRI

を，さらに昨年より64列VCT（lightspeedVCT;

VolumeCT，GE社製）を導入して，冠動脈CTアン

ギオグラフィー（CT angiography;CTA）と MR

アンギオグラフィー（MR angiography;MRA）を

透析患者の画像診断に用いてきた．

冠動脈CTAは，放射線被爆，造影剤使用，不整脈

透析患者の冠動脈CTAとMRAの現状 241
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不適応，ステントや石灰化病変におけるアーチファク

トなどの問題はあるものの，簡便に鮮明な画像が得ら

れるという大きな利点を有している．また，透析患者

ではCT診断に不利な高度石灰化病変が多発するが，

CT装置の進歩に伴い，これらの問題点も徐々に改善

されつつある．一方，冠動脈MRAは，ペースメー

カー禁忌，ステントの描出不可，画質がCTより劣る

ものの，高度石灰化症例でも内腔評価が可能，造影剤

不要，放射線被爆が無いなどの特長がある．

本稿では，当施設における冠動脈CTAやMRAの

経験をもとに，透析患者の冠疾患の狭窄度診断，血管

石灰化，ステント内腔診断，バイパス術後の評価など

について診断の現状を述べる．

1 64列VCTによる冠動脈CTAの進歩

64列VCT（図1）は，16列MDCT装置2）と比較す

ると，ガントリ回転速度が高速化（0.5秒→0.35秒）

し，ビームコリメーションが4倍（1cm→4cm）に

拡大した．その結果として，心拍変動によるアーチフ

ァクトは減少し，評価不能の割合が減少した．また，

撮影時間の短縮化（20秒→5秒）と広範囲撮影，造影

剤の減量（100ml→50ml以下）が可能になり，石灰

化やステントのアーチファクトは軽減し，画質も著し

く向上した．なお，64列MDCTをGE社ではVol-

umeCTと呼称しているため，本文でもVCTと記す

ことにする．

2 冠動脈画像表示法

冠動脈画像はaxial画像を元画像として，worksta-

tion4.1を用いて，画像再構成を行う（図2）．64列

VCTでは新たにangiographicviewが加わり，冠動

脈の全体像をCAGと類似したMIP画像で表示する．

また，石灰化の全体像を冠動脈だけでなく大動脈弁や

僧帽弁まで観察できる（図3）．

3 冠動脈画像診断の適応

冠動脈CTAの適応は以下の三つに大別される．

① スクリーニング

狭心症，非定型的胸痛，ハイリスク患者

② 精密検査

冠動脈狭窄，プラークの量的・質的評価，CAG前

検査（冠動脈位置異常や奇形），PCI前検査

③ フォローアップ

CABG後，PCI（ステントを含む）後，薬物治療

4 冠動脈狭窄の診断精度

2003年11月より2005年6月までに，16列MDCT

で1,298例（うち透析59例），64列VCTで1,052例

（うち透析例42例）の冠動脈CTAを実施した．その

うちCAGと同時期にCTAを実施した連続症例，そ

れぞれ159例と221例を対象に，主要な冠動脈病変

（＃1，2，3，5，6，7，11，12，13）について，CAGと

CTAの高度狭窄（75％以上）の診断精度について検

討した（表1）．高度石灰化のため内腔評価困難，ス

テント内腔評価困難，モーションアーチファクトや不

整脈による画像の乱れ，造影不良などのため画像が不

鮮明な症例は対象から外した．

16列CTでは感度68.6％，特異度85.7％，陽性病変

的中率（PPV）55.1％，陰性病変適中率（NPV）91.5

％と低値であった．一方64列VCTでは，感度98.1
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図1 多列検出器搭載ヘリカルCT装置
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図3 64列VCT;angiographicviewによる石灰化表示

軽度石灰化：透析歴28年CGN（59歳M） 高度石灰化：透析歴12年DM（70歳F）

図2 冠動脈CTにおける画像表示法

画像表示法

冠動脈を全体的に把握
VolumeRendering
AngiographicView（MIP）

血管壁の情報を含めて
冠状動脈を連続的に評価
（病変の長さや形態）
CPRLumenView
（curvedplanarreconstruction）

狭窄率や血管リモデリングの
有無，プラークの性状を評価
Cross-sectionalView

使用目的

表1 評価困難例を除外した診断精度（一般患者）

16MDCTvs.64VCT

ALL LMT LAD LCx RCA

16
MDCT

64
MDCT

16
MDCT

64
MDCT

16
MDCT

64
MDCT

16
MDCT

64
MDCT

16
MDCT

64
MDCT

感 度 68.6 98.1 100.0 100.0 71.2 100.0 58.6 94.1 69.2 98.0

特異度 85.7 95.1 96.6 97.9 65.4 90.5 87.2 97.1 84.6 91.8

PPV 55.1 85.4 44.4 69.2 60.0 88.1 53.1 88.8 50.0 83.3

NPV 91.5 99.4 100.0 100.0 75.7 100.0 89.5 98.5 92.5 99.1

CAG，MDCTいずれもAHA75％以上を有意狭窄として判定
PPV：positivepredictivevalue（陽性病変的中率）
NPV：negativepredictivevalue（陰性病変的中率）
LMT：左主幹部
LAD：左冠状動脈前下行枝
LCX：左回旋枝
RCA：右冠状動脈



％，特異度95.1％，PPV85.4％，NPV99.4％まで改

善がみられた．

PPVが低い理由には，狭窄度測定法の違いが関与

している可能性がある．ちなみにCAGでは狭窄部の

前後径から狭窄度を測定するのに対して，CTAでは

狭窄部位の血管壁と血管内腔の断面積から測定する．

64列VCTはCAGと比較した結果，一般患者では

高い診断精度を有することが明らかになった．冠動脈

狭窄の診断法として，CAGの代替検査になりうる可

能性を示唆する結果であった．

さらに，評価困難部位における有病率を検討した．

16列MDCTで評価困難部位55/638（8.6％）のうち

有意狭窄含有率は27/55（50％），64列VCTでは評

価困難部位167/884（18.8％）のうち有意狭窄含有率

は85/167（50.8％）であった．評価困難部位の多く

は高度石灰化病変であり，高度石灰化病変の半数程度

に有意狭窄が存在した．

次に，14例の透析患者について同様の検討を行っ

た（表2）．特異度とNPVはそれぞれ96.9％と94.9

％と高値を示したが，感度は68.8％，PPV78.6％と

著しい低値を示した．透析患者では高度石灰化症例が

多いために，一般患者に比べて診断精度の低下がみら

れた．石灰化病変における診断精度の向上は今後の課

題である．

5 症例別診断結果の現状

1） 冠動脈石灰化

透析患者では血管石灰化が高頻度に認められ，加齢，

透析期間，PTH高値，高P血症，Ca含有燐吸着薬

投与による高カルシウム血症などにより進行し，生命

予後と関連することが指摘されている3）．冠動脈石灰

化の石灰化指数の定量評価には電子ビーム CT

（EBCT）4） が用いられてきたが，MDCTでも定量評

価は可能である．

64列VCTの新たな画像表示法であるangiographic

viewは冠動脈石灰化の部位や程度を全体像として描

出できる（図3）．図3左は透析歴28年の59歳男性

であるが，長期透析症例でもこのように石灰化が軽度

の症例もみられる．図3右の透析歴12年，糖尿病の

70歳女性では，冠動脈全体の高度石灰化のみでなく，

大動脈弁部位や僧帽弁部位にも強い石灰化を認める．

このように angiographicviewは石灰化の分布や

定性診断に優れた画像表示法である．

石灰化病変における狭窄度評価には，64列VCTは

3Dバックプロジェクションの採用と管球の高速化に

より対応している．さらに，画像再構成時の工夫で狭

窄度評価もかなり改善した．

しかし，全周性の高度石灰化病変に対しては，現行

の装置では限界があり，冠動脈MRAと心筋シンチ

グラフィによる補完的診断が有効である．

症例（図4）は透析歴21年で不安定狭心症の70歳

女性である．

CTAでは，左前下行枝の近位部に全周性石灰化を

認め，CTでの内腔評価が困難であったため，冠動脈

MRAを追加した．MRAでは同部位に高度狭窄を示

唆する所見を認めた．心筋シンチグラフィでは，心尖

部から下壁にかけて灌流低下を認め，左前下行枝のみ

ならず右冠動脈にも狭窄の存在が示唆された．CAG

では，左前下行枝近位部に完全閉塞を認め，その末梢

部は右冠動脈からの豊富な側副血行で造影されていた．

また，右冠動脈にも高度狭窄が認められ，心筋シンチ

グラフィの所見と合致した．

このように，高度石灰化のため，CTAによる評価

困難例には，MRAや心筋シンチグラフィの併用が有

効である．また，確定診断にはCAGが必要であった．

2） 透析患者における非石灰化プラーク診断

一般患者では，冠動脈のプラーク診断は急性冠症候

群発症予防に重要視されているが，透析患者では石灰

化プラークに注目が集まり，非石灰化プラークには余

り目が向けられていない．

CTAではプラークの性状評価にはCT値（Houns-

field値;HU）を用いる．冠動脈内エコーと対比した

研究では，脂質に富むプラークは－42～47HU，線維
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表2 64列VCTによる透析患者の狭窄度評価

AHA分類で75％以上を有意狭窄とした場合

（高度石灰化病変を含む）

CAG

有意
狭窄 陽性 陰性

64
VCT

陽性 11 3 14 PPV78.6％

陰性 5 93 98 NPV94.9％

16 96 112

感度
68.8％

特異度
96.9％

有効度
92.9％



性プラークは 61～112HU，石灰化は 126～736HU

と報告されている5）．

図5に不安定狭心症患者にみられた冠動脈プラーク

を提示する．a,bは非透析患者，c,dは透析患者で

ある．

図5のc,dは透析歴17年目の77歳女性．透析中

の血圧低下のために冠動脈CTを実施したところ，左

主幹部に非石灰化プラークによる高度狭窄を認め，冠
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図4 高度石灰化部位の狭窄度の診断が困難であった透析症例

CTAの高度石灰化部位（�）に一致して，MRAで血流信号（�）が途絶しており，

閉塞ないし高度狭窄が疑われる．心筋SPECTで心尖部から下壁にかけて灌流低下がみら

れる．CAGでは左前下行枝の完全閉塞と右冠動脈の高度狭窄を認める．

CTA MRA

CAG

タリウム心筋spect

図5 冠動脈プラークの2症例

a，bは非透析患者にみられた，内部に小石灰化を伴うプラーク（同一症例）．c，dは

透析患者にみられたプラーク（同一症例）．

a c

b

d



動脈バイパス術が施行された．

透析患者においてもこのように一般人と同様の冠動

脈プラークを示す症例はしばしばみられた．今後，

MDCTによる透析導入期からの経過観察が，透析患

者の冠疾患の発症や進行の解明に寄与するものと期待

される．

3） 冠動脈ステント留置後の経過観察

薬剤溶出性ステントの普及により，ステント再狭窄

の減少がみられている．再PCIの可能性が低下した

ため，CAGによらない非侵襲的なステント再狭窄診

断のニーズがさらに高まっている．

64列VCTによる冠動脈ステントの診断能について

自験例で検討した．2005年 6月 20日以降に 64列

VCTを施行した連続854例のうち，冠動脈またはバ

イパスグラフト内に留置され，評価項目の揃ったステ

ント181本（114症例）を対象とした．

この研究では評価可能の基準として，図 6のa,b

のように，ステント自体とその内腔が鮮明に見えるこ

とを条件とした．ステント内腔評価について，①ステ

ントの種類，②ステント留置部位，③ステントストラ

ット厚，④使用ステント径，⑤最終拡張バルーン径，

⑥CT，で測定した内腔径の6項目を検討した．その

結果，最終バルーン拡張径 3mm以上，内腔径が 2

mm以上の場合には，ステント内腔は良好に評価可

能であった．

図6c,dに透析歴10年，53歳女性，糖尿病，冠動

脈バイパス術後のステント留置症例を供覧する．左主

幹部から前下行枝にかけて，中等度の石灰化病変に3

本のステント（3mmと2.5mm径）が留置されてい

る．このような条件下でも，ステントの内腔は明瞭に

観察できる．

64列VCTではステント内腔評価の改善が得られて

おり，ステント狭窄診断の第一選択としてCTAを試

みる価値がある．

4） 冠動脈バイパスグラフトの評価

透析患者の心臓手術はハイリスクであったが，低侵

襲性心拍動下手術の普及により，安定した手術成績が

得られるようになった．それに伴い動脈グラフト使用

が主流となり，術後のグラフト開存の評価には内胸動

脈の起始部から冠動脈吻合部，胃大網動脈までの広範

囲の撮影が必要になった．このような広範囲の撮影は

16列 MDCTでは困難であったが，64列 VCTでは

10～12秒の息止めで良好な画像を得ることが可能に

なった．
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図6 冠動脈ステント留置の2症例

a，bは非透析症例（同一症例）で，ステントが内腔まで明瞭に描出されている．c，d

は透析症例（同一症例）で，石灰化部位に3個のステントが留置されているが，内腔まで

観察可能である．

a c

b

d



図7に44歳，女性，SLE透析歴9年目の症例を示

す．左内胸動脈�左前下行枝，大伏在静脈�鈍縁枝，

胃大網動脈�右後下行枝へのグラフトは，吻合部を含

めて明瞭に描出されている．左内胸動脈は血流低下の

ために細く描出されている．

CABG後の患者にとって，非侵襲的にグラフト開

存を診断できることは，CAGに伴う合併症や患者の

心理的，身体的負担を減らし，グラフト閉塞の早期発

見を可能にするなどメリットは大きい．バイパスグラ

フトの評価は，CAGよりCTAのほうが説得力のあ

る鮮明な画像が得られるため，CAGの代わりにVCT

検査を第一選択としている．

透析患者では，冠動脈石灰化が強いために冠動脈

CTAの有用性を疑問視する見方もある．しかし，64

列VCTは，全周性高度石灰化病変を除けば，狭窄や

プラーク診断も可能であり，また，ステントやバイパ

ス術後の評価にも適しており，透析患者の臨床におい

ても有用性の高い診断法といえる．

6 冠動脈MRAとCTAとの比較

冠動脈MRAは石灰化病変に妨げられることなく，

冠動脈内腔を描出できることから，透析患者の冠疾患

のスクリーニング法として期待されている．筆者らの

施設ではフィリップス社製の InteraAchieva1.5T

を用いている．冠動脈MRAの特徴としては，放射

線被爆がなく，また造影剤が不要なことである．その

一方でペースメーカー患者には禁忌で，ステントやバ

イパスグラフトも描出不可能である．画質がCTAよ

り劣ること，検査時間が長いことや画像再構成に手間

がかかることが普及の妨げになっている．

撮像した画像は CPR画像と VR画像に処理する

（図8）．図8のように，末梢まで明瞭な画像は自験例

（検診）では91％に得られた．冠動脈MRAは，閉

塞や高度狭窄の診断は可能であるが，軽度狭窄の診断

や側副血行や冠動脈プラークの描出は困難である．

冠動脈MRAやCTAのCAGに対する診断精度を

表3にまとめた．MRAは35症例，280分節で，16

列MDCTは159症例，1,272分節，64列VCTは221

症例，1,768分節でそれぞれ評価した．

一般患者を対象に，高度石灰化症例などを除外して

64列VCTとCAGを比較した場合，CAG上の75％

以上の狭窄度診断に関して，感度98.1％，特異度95.1

％，陽性病変的中率（PPV）85.4％，陰性病変的中率

（NPV）99.4％と高い診断精度が得られた．冠動脈

MRAは特異度とNPVは90％を越えていたが，感

度やPPVは低値であった．
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図7 冠動脈バイパス術後の透析症例

a，bは内胸動脈～LADのグラフト，c，dは胃大網動脈～RCAのグラフト．内胸動脈

や胃大網動脈グラフトが吻合部まで，明瞭に描出されている．

a cb

d

吻合部

吻合部

吻合部



以上，冠疾患の非侵襲的診断が可能な3機種の中で

64列VCTの診断精度がきわめて高いことが判明した．

7 透析患者の冠疾患の診断手順

透析患者中でもハイリスク症例はまず冠動脈CTA

を行い，中等度以下の狭窄であれば内科治療を行う．

高度石灰化や高度狭窄があれば，心筋シンチグラフィ

やMRAなどで血行再建と適応を検討，適応があれば

CAGを実施して，治療方法を考慮する．高度石灰化

病変にはCAGによる確定診断（図9）が必要である．
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図8 冠動脈MRA

a：VolumeRendering画像，b：CPR画像 左前下行枝，c：CPR画像 回旋枝，

d：CPR画像 右冠動脈．

a cb

d

図9 透析患者の冠疾患のスクリーニングの手順（私案）

表3 診断精度の総合評価

MRA vs.16MD-CTvs.64VCT

MRA 16MD-CT 64VCT

症例数 35 159 221

分節数 280 1,272 1,768

感 度 65.0％ 73.5％ 98.0％

特異度 91.3％ 83.9％ 94.5％

PPV 68.4％ 52.5％ 82.9％

NPV 90.0％ 89.8％ 99.4％



まとめ

透析患者の冠疾患診断における冠動脈 CTAと

MRAの現状を述べた．64列VCTは，透析患者にお

いて冠動脈狭窄，ステント狭窄，CABG後の非侵襲

冠動脈画像診断法として，従来のCAGの代替として，

時にはそれを超える検査法として有用である．その一

方で，高度石灰化病変に対しては，冠動脈MRAや

心筋シンチグラフィによる補助的診断や，CAGによ

る確定診断を必要とすることも多い．

冠動脈CTAは，維持透析患者の心疾患管理におい

て画期的な診断法である．この診断法の普及を望むと

ともにさらなる技術の進歩を期待したい．
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要 旨

透析患者の冠動脈疾患の特徴は多枝病変と石灰化病

変である．治療としては，冠動脈バイパス術が多枝病

変を同時に治療でき，石灰化の先にバイパスするため

第一選択であり長期成績も良好である．しかし，人工

心肺を使用したバイパス術は急性期の死亡率，合併症

が多いのが問題である．ハイリスク症例にはoff-pump

バイパス術または冠動脈インターベンションが選択さ

れるが，完全血行再建ができればいずれの方法でも予

後は改善する．

はじめに

透析患者の死因の約40％は心疾患に由来している．

その死因の大多数は心不全である．心不全の原因とし

て，冠動脈疾患，弁膜症（大動脈弁狭窄など），拡張

型心筋症，アミロイドーシスなどの変性疾患などがあ

る．中でも，近年の透析患者の高齢化や糖尿病性腎症

による導入患者の増加に伴い冠動脈疾患（虚血性心臓

病）の占める割合も増加し，その治療の重要性も増し

てきている．すべての透析患者に冠動脈造影を施行す

ることは困難であるが，冠動脈疾患を疑われて施行さ

れた多くの例では冠動脈造影上，狭窄や閉塞が認めら

れる．よって，正確な数字は明らかではないものの，

冠動脈疾患は維持透析例に合併する致死的疾患として

無視できないと思われる．

1 維持透析患者の冠動脈疾患の特徴

透析患者の冠動脈病変は，石灰化と多枝病変が最大

の特徴である．この二つの特徴のために治療に難渋す

る症例が多い．したがって，この特徴についてまず明

らかにしたい．

1） 多枝病変

冠動脈疾患の重症度を表す方法として，冠動脈病変

の存在する本数で行うものがある．3本ある冠動脈の

1本が病変を伴うとき1枝病変という．2本のときに

は2枝病変，3本のときには3枝病変という．2枝病

変と3枝病変を合わせて多枝病変と呼ぶ．左主幹部と

いう前下行枝と回旋枝の分岐前の病変は非常に領域が

広いため1カ所の病変でも左主幹部病変と呼び，多枝

病変として扱う．従来の冠動脈疾患の検討では，多枝

病変では1枝病変と比較し，心臓病による死亡率が高

く予後不良であることが知られている（図1）．

透析患者の動脈硬化は多発していることが多く，冠

動脈の1枝病変であることは少ない．したがって多枝

病変は透析例の特徴として位置付けられる．従来の検

討と照らし合わせると，透析患者は冠動脈疾患による

死亡率が高いと考えられる．

多枝病変が多いということは，動脈硬化の程度が強

いということである．糖尿病例が多く含まれることの

ほかに，透析を行うこと自体が動脈硬化の悪化要因で

ある可能性がある．
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2） 血管石灰化

透析患者の血管石灰化は，全身の血管に発症する．

大動脈からその分枝，さらに冠動脈などの直径3mm

程度のサイズの血管にまで見られる．その程度は全体

に著しく，単純X線写真で血管の輪郭が認められる

ような高度の症例もある．

血管石灰化のメカニズムは現在のところ確立されて

いない．しかし，様々な仮説が想定されている．その
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図2 透析例における冠動脈の石灰化

透視画像において血管の縁取りのように見える．両側に見えるため，古典的には重度の

石灰化と診断できる．

図3 石灰化を伴う冠動脈（左）と正常冠動脈（右）の血管内超音波像

石灰化は高エコーで音響陰影を伴う．超音波法は石灰化の検出に高感度であるが，音響

陰影のため石灰化の厚みを定量することは不可能である．

図1 1枝病変と多枝病変

1枝病変のほうが軽症で，多枝病変のほうが重症の冠動脈疾患である．



1つとして，高リン血症がその原因である仮説を紹介

する．

細胞外液中のリンは細胞膜上のリセプターを介し，

血管平滑筋内に入る．血管平滑筋内のリンは，細胞を

骨芽細胞に分化誘導し平滑筋が骨蛋白であるosteo-

pontinやosteoprotegerinなどを作り，さらに血管壁

の骨化や軟骨化を促進する．この仮説のそれぞれのス

テップは，invitroにおいてすでに証明されており，

血管平滑筋の骨芽細胞への分化は突拍子もない話では

ない．実際，透析患者の橈骨動脈において血管の骨化

および軟骨化が病理学的に証明されている．

冠動脈の石灰化はどのように診断されるであろうか？

実際の臨床の場においては，冠動脈造影の透視上も画

像で診断する．古典的には，冠動脈造影の透視上で血

管断面の一側に見えると軽度，両側に見えると重度と

判定されてきた（図 2）．しかし，この方法では透視機

械の性能により容易に誤りを生じるため定量性には問

題があるとされている．冠動脈カテーテル検査の際に

行う，血管内超音波法は石灰化の検出に優れている．

しかし，感度は良いものの定量性には問題がある（図

3）．石灰化の定量には，電子ビームCTやマルチスラ

イスCTなどが定量性に優れ，最近は使用されるよう

になってきている．

以上より透析例における石灰化は，非透析例と比較

すると考えられないほど強い症例が多い．

2 透析患者の冠動脈疾患の治療

冠動脈疾患の治療には内科的な薬物治療と血行再建

術がある．血行再建術はカテーテルによるインターベ

ンション（PCI）と冠動脈バイパス術（CABG）があ

る．

PCIの利点は局所麻酔による治療であるため侵襲が

小さく，傷も数ミリ程度であるため入院期間が短く，

非透析例では1泊程度で施行できるし，通常透析患者

においても1週間以内の入院で治療が可能であること

である．欠点としては，再狭窄が起こり再治療が必要

になる場合が多いこと，放射線ガイドで行うため，繰

り返し長時間行うと放射性皮膚炎を合併する可能性が

あること，デバイスが高額であるため病変の数が少な

ければCABGより安価であるが，多い場合CABGよ

りも高額になる可能性があること，内科的治療と比較

し，術者の技術に依存するため結果のばらつきが存在

することなどである．

CABGの利点は，多枝病変に対し一度に多くの血

管を再建することができるため完全血行再建率が高い

こと，石灰化の頻度の高い冠動脈の近位部を触ること

なく末梢に吻合を行えばよいため，石灰化を削ったり

するPCIと比べ透析患者には向いていることなどが

ある．CABGの欠点としては，全身麻酔の手術であ

り侵襲がPCIと比べ大きいこと，人工心肺を使用す

る場合人工心肺による合併症，すなわち免疫力の低下

や脳血管合併症などがあり，急性期死亡率が高いこと

がある．静脈グラフトの場合，長期開存に問題がある

ことなどであろう．もともと抵抗力の弱い透析患者で

あり術後の縦隔炎などの感染症，脳血管合併症などの

ため入院期間も長く，非透析患者と比べると死亡率も

高いことが報告されている．

1） PCIによる透析患者の冠動脈疾患の治療

PCIによる透析症例の冠動脈疾患の治療には，ステ

ント植え込み（金属製の枠を植え込む）とダイアモン

ドで切削するrotationalatherectomyなどが中心で

ある（図4）．

透析患者の問題点は，前項に示したように多枝病変

と石灰化である．石灰化に対しては，PCIを施行する

場合には大きな問題となる．すなわち，バルーンの拡

張では十分に拡張せず，ステントを植え込んでも不十

分拡張となり亜急性冠閉塞のリスクが高まることであ

る．亜急性冠閉塞は時に致命的な合併症となるため避
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図4 PCIに使用される器具

ステントは金属製の網で風船を拡張することにより，血管に

圧着させ植え込まれる．ロータブレーターは先端にダイアモン

ドを散りばめたドリルで，17万回転/分の高速で回転切除する．

ステント

ロータブレーター



けるべきものである．

そこで，まず行われるのが高圧拡張である．通常の

バルーンでは，14気圧程度が推奨圧であることが多

いが，高圧拡張用のバルーンを用いると20気圧まで

可能である．14気圧で拡張できないのに，20気圧で

石灰化にクラックが入り拡張可能な病変もしばしば認

められる．高圧拡張にても十分に拡張できない場合に

はロータブレーターの適応である．

ロータブレーター（図4）は，ダイアモンドを散り

ばめたラグビーボール型のburrを15万から20万回

転/分の高速回転をさせるため，いかなる硬い物質で

も穴を開けることが可能である．しかしながら，冠動

脈穿孔や末梢塞栓などの合併症のリスクがある．安全

に用いるためにはトレーニングを受けることが必要で

あり，外科手術のバックアップのある施設でしか使用

することはできない．

再狭窄対策としては，近年使用可能となった薬剤溶

出性ステント（drug-elutingstent;DES）がある．

非透析例においては著しく再狭窄率を低下させるため

透析例においてもその効果が期待されている．現在の

ところ大規模な成績の報告はないが，再狭窄率は10

％から30％程度の間ではないかと考えられる．

2） CABGによる透析患者の冠動脈疾患の治療

CABGは閉塞した血管の先にバイパス血管を吻合

するため，冠動脈近位部に好発する著しい石灰化には

直接手を下さずに治療を完了でき，理論的には透析例

には最適の治療法である（図5）．

内胸動脈グラフトなどの動脈グラフトは長期成績も

良好であり第一選択となるグラフトである．そのほか

の動脈グラフトとしては，胃大網動脈グラフト，橈骨

動脈のフリーグラフトなどがある．透析例における特

異的な問題として，橈骨動脈はシャントに必要な血管

であり，バイパスに使用することは禁忌であると考え

られる．また，シャントと同側の内胸動脈グラフトは

steal現象を起こして虚血となる可能性があるため若

干注意を要する．その他静脈グラフトが使用される場

合があるが，数年で閉塞するリスクが高いため，最近

は使われなくなってきている．

CABGは全身麻酔の手術であり侵襲が大きいため，

術前に手術リスクについての十分な評価が必要である．

アメリカ心臓病学会（AHA）から冠動脈バイパスに

関するリスク評価についての報告があるので参照され

たい（図6）．

従来の人工心肺を用いたバイパス術は急性期死亡率

が高く，人工心肺を使用しないoff-pumpバイパス術

が行われるようになり，急性期死亡率が改善している．

最近の報告では，人工心肺を使用したバイパス術は急

性期死亡率17％であったが，人工心肺を使用しない

off-pumpバイパス術で1.7％と，明らかに急性期死

亡を改善した1）．しかし，長期成績は急性期死亡率が

圧倒的に低いoff-pumpのほうで悪かった（図 7）．

短期的には10分の1の死亡率にもかかわらず，経過

中に予後が悪い理由として，完全血行再建が十分に達
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図5 冠動脈バイパス術による治療例

左：左前下行枝には石灰化を伴う狭窄がある．右：その末梢に内胸動脈バイパスが吻合

されている．



成されていない可能性が指摘されている．

3） PCIとCABGの成績の比較

成績の比較は，Herzogらが米国における成績をま

とめているのでこれを紹介したい2）．

2年生存率はCABG群で56％，PTCA群で48％，

ステント群で48％であり，有意にCABG群で良好で

あった（p＜0.0001）．この研究の結果として CABG

は院内死亡率はやや高い傾向があるものの，一旦成功

し退院できた症例では2年生存率はCABGのほうが

良好であった（図8）．これは前向き研究ではないが，

現在引用できる最も大規模のデータと考えられる．わ
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図6 ACC/AHAによるCABGリスクスコア5）

70代（3），透析患者（4），末梢血管の閉塞（2）があるEF＜40％の低心機能（1.5）例

では，左表よりmortalityscore10.5となる．すると，周術期死亡率は右表よりTotal

score11より10.6％と判定される．

図7 On-PumpバイパスとOff-Pumpバイパスの長期予後

off-pumpバイパスは，急性期死亡率1.7％であるが，長期成績に問題がある．

on-pumpバイパスは急性期死亡率17％と高いが，長期成績は良い．（文献1より引用）



れわれも後ろ向きに検討すると同様の結果が導き出せ

る．CABGが一旦成功し退院できた症例では長期成

績が望める3,4）．長期成績は完全血行再建と関連があ

るようであった．しかし術前評価にてリスクの少ない

症例のみが選択されているにもかかわらず，CABG

は非心臓合併症が多く入院期間も長い．

透析例では，PCIとCABGとどちらが良いかとい

うよりも，いずれの方法においても著しく成績が悪い

ことは考慮に入れなければならない．唯一長期成績を

上げるのは完全血行再建の達成である．したがって，

PCIとCABGいずれの方法を組み合わせて用いてで

も完全血行再建の努力をするべきである．

4） 透析例の冠動脈疾患の今後の展望

CABGでは，スタビライザーなどの器具の進歩に

より人工心肺を使用しないoff-pumpCABGによる

成績が今後明らかになるであろう．また，PCIでは，

DESの成績が明らかになってくると思われる．これ

らを組み合わせて完全血行再建をした症例の長期成績

も今後明らかになるであろう．

3 透析例における急性心筋梗塞

透析例の急性心筋梗塞ははたして，多いのか少ない

のかという議論がある．非透析例では当たり前のこと

なのに，実は結果が出ていない難しい問題である．透

析例の狭心症例は非常に多いと考えられる．透析後半

の胸苦しさは多くは狭心症である．しかしながら，統

計的にみると急性心筋梗塞は非常に少ない．これは非

透析例のデータと比べると考えられない乖離である．

最近，しばしば透析患者の心筋梗塞を見かけるよう

になっているのも事実である．透析クリニックからの

紹介状では，「徐脈」「意識消失」などの精査依頼が実

は心筋梗塞であることがある．突然患者が変調をきた

し重症感を伴う場合には，是非急性心筋梗塞を疑って

いただきたい．

自宅で突然死した透析例は心不全として処理される

が，きちんと病理解剖してみないと本当の急性心筋梗

塞の発生率はわからないのではないかと思われる．

まとめ

透析例における冠動脈疾患の特徴と治療，今後の問

題点などについて論じた．高齢者の透析例など日本に

おいて今後も増加すると予測される．冠動脈疾患の治

療に関してはますます重要性が増すと考えられる．
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図8 米国における大規模後ろ向き試験

透析例では，長期成績は冠動脈バイパス術が優れていた．（文献2より引用）
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要 旨

透析医療の質を高めるためには，感染対策の充実が

必須である．米国疾病管理予防センター（Centers

forDiseaseControlandPrevention;CDC）は，

エビデンスに基づく，感染対策の実践に役立つ，医療

関連の感染制御のための数多くのガイドラインを公開

し続けている．本稿では，これらガイドラインの中で

も透析医療と関連の深いガイドラインを，わが国で実

践する上でのポイントと，CDCの実施している透析

医療における感染サーベイランス実施の動向について

解説した．慢性血液透析患者は免疫能が低下しており，

透析医療環境における肝炎ウイルス対策においては，

そのほかの医療環境における感染対策よりも高い水準

で実施することをCDCガイドラインは求めている．

MRSAやバンコマイシン耐性腸球菌などのような多

剤耐性菌対策や，結核対策なども重要である．CDC

では1999年より全米透析サーベイランスネットワー

ク事業を立ち上げ，2005年からは全米医療安全ネッ

トワーク（NationalHealthcareSafetyNetwork;

NHSN）の一部へと進化し，透析医療関連の感染症

の実態が毎年公開され，臨床の現場の改善に役立って

いる．

はじめに

米国疾病管理予防センター（CentersforDisease

ControlandPrevention;CDC）では，医療関連の

感染制御の方策として科学的な根拠を，エビデンスを

集大成し，ガイドラインとして勧告を公開し続けてい

る（表1）1～10）．ほとんどのCDCガイドラインは，米国

の公衆衛生週報（MorbidityandMortalityWeekly

Report;MMWR）で一般公開されている．CDCガ

イドラインは最大限活用されるよう著作権を放棄して

おり，世界中で活用されている．

わが国においても，10年以上前から同ガイドライ

ンが数多く翻訳され紹介されてきた．一方で米国では，
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表1 透析医療に関連したCDCの公開する感染制御のための

ガイドライン

公開年 CDCの公開した感染制御に関するガイドラインの内容

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2004

2005

＊バンコマイシン耐性腸球菌伝播防止のための勧告

＊隔離予防策のためのガイドライン

＊医療従事者のための感染管理のガイドライン

外科手術部位感染防止のためのガイドライン

骨髄移植患者における日和見感染防止のためのガ

イドライン

＊B・C型肝炎ウイルスとHIVの職務曝露対策と

曝露後の感染予防策

＊慢性透析患者間の感染症伝播予防のための勧告

＊医療現場における手指衛生のためのガイドライン

＊血管内留置カテーテルに関連した感染予防のため

のガイドライン

＊医療施設環境における感染管理のガイドライン

歯科医療における感染管理のガイドライン

消毒と滅菌のガイドライン（草案）

医療関連肺炎予防のためのガイドライン改訂版

＊隔離予防策のガイドライン（草案）

＊医療環境における結核菌伝播予防のためのガイド

ライン

＊：透析医療にとくに関係したCDCガイドライン



透析医療環境における医療関連感染の実態を把握すべ

く，感染サーベイランスを継続的に実施している．本

稿では，こうしたCDCの提供している情報をもとに，

透析関連の感染制御の要点について解説する．

1 感染制御をとりまく日米における透析医療環境の

相違点

CDCガイドラインは米国の医療事情に即して記載

されており，いくら・エビデンスに基づくガイドライ

ン・とは言え，医療経済や政治的背景の絡む局面の影

響も受け策定されていることを理解する必要がある．

事実，ガイドラインの勧告文の一部には，エビデンス

とは関係なく，法律により規定されている項目もある．

したがって，日本の医療環境においてCDCガイド

ラインを活用する際には，日米間の医療事情の背景の

違いをまず認識する必要がある．

1） ダイアライザーの再利用と維持透析患者の

B型肝炎罹患率2,3）

信じがたいことだが，米国では未だダイアライザー

を多くの症例で再生して利用している（再利用される

ダイアライザーは原則的に同じ患者に使用される）．

1996年に再利用率はピークを迎え，82％にまで達し

ていた．その後の5年間は減少し続けたが，2002年

の時点で未だ63％は再利用されていた．

一方で，疫学統計上，透析患者のB型肝炎罹患率

は1976年で3.0％だったのに対し，2001年には順調

に0.05％まで低下している（2002年は0.12％）．

2） 透析関連の水質2,3,10）

2003年に公開された・医療施設環境における感染制

御のためのCDCガイドライン・には，透析関連の水

質に関する記載がある．すなわち，

① 血液透析センター（急性期および長期施設両方）

での水の取り扱い・保管，濃縮液や血液透析液の

準備に使用される器具の品質管理については，医

療器具振興協会（AssociationfortheAdvance-

mentofMedicalInstrumentation;AAMI）の

最新の規格に準拠すること

② 透析施設に定められた水質管理のための細菌テ

ストを実施すること（�水および透析溶液は最低

毎月行うが，アウトブレイク発生時には標準的定

量的方法で細菌学的検査を行うこと，�再利用さ

れるダイアライザーの再生に使用される生産水に

ついては，細菌検査に加えてエンドトキシンの検

査を行うこと，�水中の細菌数とエンドトキシン

濃度の限度を超えないこと）

などが勧告に記されている．

2004年に米国規格協会・医療器具振興協会による

RD�52基準（ANSI/AAMIRD52:2004―Dialysate

forhemodialysis）がリリースされ，ようやく標準透

析液の細菌数の最大許容値は，200CFU/mL（アク

ションレベル：50CFU/mL），エンドトキシンは濃

度最大許容値：2EU/L以下（アクションレベル：1

EU/L）と定められた．

3） 職業感染対策6）

米国では医療従事者が針刺し・切傷から守られるよ

う，2000年 10月に ・針刺し防止法（Needlestick

SafetyandPreventionAct［H.R.5178］）・が成立し

ているが，わが国では医療従事者を針刺し・切傷から

守るための法的拘束力を持つ規制はない．米国では現

在，動静脈シャント部位へのバスキュラー・アクセス

に使用する穿刺針は，安全機能付きの金属製翼状針が

おおかたのシェアを占めている．

しかし，わが国では安全機能を持たないタイプのテ

フロン製の留置針が使用されており，状況が異なる．

わが国では安全機能付きのテフロンタイプの留置針が

すでに販売されていることから，これら製品を積極的

に取り入れるべきである．該当する製品には，テフロ

ン製留置針タイプには，メディキット・カニューラ

（日本シャーウッド），ハッピーキャスV（メディキ

ット）が，翼状針（金属針）タイプにはAVフィス

チュラ（JMS）などがある．

透析に使用するバスキュラー・アクセス針は16ゲ

ージと太い．理論的な血液媒介感染のリスクも，21～

24ゲージの穿刺針と比較して，針刺し・切傷インシ

デントの発生時には，金属針（内筒）内に残存する血

液の容量も遥かに多いことから，安全機能付きの穿刺

針を優先的に導入すべき状況にある．透析医療に特化

した針刺し・切傷に関する既存の疫学統計の論文はほ

とんどないことから，こうした領域の検討が今後課題

である．
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4） 検査法の変化

検査診断のウインドウ期（感染はしていても検査が

陽性にならない期間）は PCR法での評価の場合，

HIV�1で 11日＜HCVで 23日＜HBVで 34日で，

抗体検査陽転時期の評価の場合はHIV�1で21日＜

HBVで59日＜HCVで82日である．最近わが国では

高感度免疫化学発光（CLEIA）によるHCVコア抗原

蛋白が高感度に検出可能となり，積極的にスクリーニ

ング検査の1ステップとして取り入れられている11,12）．

AST・ALTもマーカーとして重要である．

2 透析医療に関連するCDCガイドラインと

その実践の際のポイント

CDCガイドラインは数百あるとも言われ，その中

でも医療関連の感染症を取り扱ったガイドラインでも

30前後ある．これらはMMWRに収載されたり，よ

り詳しい解説文を加えたバージョンがCDCのホーム

ページ（http://www.cdc.gov）上で公開されている．

表1がその主要なガイドラインである．

これらの中で，透析医療に関連する現状での最重要

のガイドラインは，2001年に公開された慢性透析患

者における感染予防のための CDCガイドライン

（RecommendationsforPreventingTransmission

ofInfectionsAmongChronicHemodialysisPa-

tients）である2,3）．米国では，1996年に隔離予防の

ためのCDCガイドラインが公開されてからは，・標準

予防策（standardprecautions）・の実施が勧告され

てきた4）．

しかし，この2001年に公開された透析医療のCDC

ガイドラインでは，この・標準予防策・の水準をさら

に高めたレベルを要求している点が注目される．すな

わち，ほかの医療環境で基準とされている標準予防策

を実施しただけでは，透析医療環境における肝炎ウイ

ルスを主体とする血液媒介感染対策は不十分だと言う

ことを理解する必要がある（勧告文の項目参照）．

血液透析業務においては，とかく血液媒介ウイルス

感染症伝播予防に注目が集まりやすい．しかし，医療

従事者の血液・体液曝露予防策も重要な課題である．

また透析患者におけるCAPDに伴う細菌性腹膜炎や

バスキュラー・アクセスに伴う血流感染対策，これら

に関連した多剤耐性菌対策も重要な課題である．さら

に，肝炎ウイルス感染者の多い透析医療の現場では，

医療従事者の職業感染対策（B型肝炎ワクチン接種，

個人防護具の適正使用や安全機能を備えた鋭利器材の

採用など）も課題である．

こうしてみると，CDCガイドラインは，これら多

角的な対策の求められる感染制御に取り組めるよう策

定されており，感染制御面での取り組みは，感染制御

領域の専門家と協力して対策を講ずるべきであろう．

透析医療における感染対策のポイントとしては，

① 透析医療環境における感染予防策の内容とその

重要性を認識する

② すべての医療施設に対して推奨される・標準予

防策（standardprecautions）・と透析医療環境

で要求されるさらに高い水準の・特別な予防策・

を混同せず履行すること

③ 肝炎ウイルス対策の徹底

④ 医療従事者の職業感染予防策の徹底

⑤ 透析患者における抗菌薬の適正使用の重要性

の5点があげられよう．また，手指衛生や血管内留置

カテーテルの管理に関しては，あらゆる診療分野同様

重要である．以下解説を加える．

1） 感染予防策の内容とその重要性の認識

透析医療環境は，易感染性患者のケアにおいて，血

液を介した処置内容で実施しているエリアである．す

なわち医療行為による医原性の血液媒介感染症のリス

クが特に高く，手指あるいは汚染された器具・器材・

環境を介して交叉感染が起こりやすい．

2） ・特別な予防策・の要求

実際の疫学データに基づく科学的な根拠から，透析

医療環境における感染制御策は，・標準予防策・の水

準では血液媒介感染の伝播予防を制御することが困難

なため，より高い水準の予防策を施すようガイドライ

ンでは勧告している．すなわち，ルチンの医療従事者

のバリアプリコーション（barrierprecautions）の

徹底と，患者ケアに使用する医療器具・器材の個人使

用と，一度ベッドサイドへ持ち込んだあらゆる物品

（医療器具，器材：トレイやディスポ製品など）は，

一方向で未使用品でも清潔区域（出庫元）にそのまま

返却することを禁じている（図1）．

ポケットに入れて，患者間で消毒用アルコール綿や

テープや鉗子などを共用しないこと．また，廃棄せず
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清潔区域に戻す際には洗浄・消毒（必要に応じて滅菌）

を施すよう求めている．すなわち，注射調剤に使用す

るテーブルに，処置に使用した抜去後の透析針や輸液

回路，そのほかのディスポ製品を戻してはならない．

HBVは，環境表面で1週間ウイルス活性が残る．ま

たHCVと比較して血液中のウイルスのコピー数も多

く，直接的にカテーテルなどから汚染血を混入した履

歴がないにもかかわらず，透析施設内での伝播が多く

報告されており，手指接触表面（透析のコンソールや

処置台や器具・器材）の環境の衛生管理の徹底が求め

られる．

3） 肝炎ウイルス対策

① B型肝炎ウイルス対策の要点

● 慢性血液透析におけるHBワクチンの積極的な

導入：末期腎不全状態に至る過程で，透析医療を

受ける可能性の高い患者は，リスクヘッジとして

HBワクチンを受けておくべきであろう．少なく

とも維持透析開始時には必ず HBワクチンを接

種し，抗体価の上昇と維持の確認を定期的に行う

（米国の検査基準で≧10IU/mLを維持するよう

指示している）．日本ではAVシャント形成術を

行う専門医と，維持透析に係わる専門医の所属医

療機関（すなわち急性期病院と，維持透析を実施

する医療機関）が一致しない場合が多い．そのた

め，HBワクチン接種に関する双方の役割分担が

不明瞭となり，その結果適切な時期にHBワク

チンの接種を受けることが困難な状況にある．こ

の点について改善が求められる．

●透析患者をHBVに対する感受性で分類し対応す

る（図2）：HBVに対する感受性により，�感受

性患者，�抗HBs抗体陽性の患者，�活動性B
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図1 透析医療現場における薬剤・医療器具・器材の運用

図2 HBVを中心にみた患者（透析ベッド）の配置



型肝炎の患者あるいはHBVキャリアーの患者に

分ける．�感受性患者と�HBV保有患者との間

に，�抗HBs抗体陽性の患者を配置することで，

人を楯としておき，感受性宿主への伝播を防ぐよ

う提案している（HBV患者のケアを担当する専

任の医療従事者は抗HBs抗体陽性者が望ましい）．

●・活動性B型肝炎の患者や，HBVキャリアーの患

者の透析ケアに従事する医療従事者は，同時にそ

のほかの患者の透析ケアを行ってはならない・と

し，医療従事者の導線を介しての交差汚染を防ぐ

よう勧告している．

② C型肝炎ウイルス対策の要点

●HBV対策と比較して，HCV対策はその伝播力

に応じて柔軟に対応するよう記載されている．す

なわち，C型肝炎患者・HCVキャリアー患者・

感染していない患者のケアを行う医療従事者は同

じでも良いとしている．表 2にHBVとHCV対

策の相違点を示す．

HBV対策とHCV対策の違いは，・感染力・あ

るいは・伝播力・の違いにより弾力的に取り扱う

ことを目的としている．しかしわが国の医療環境

において，こうした差別化が望ましいかどうかは

検討する必要があろう．

HBVやHCVの血清学的な個々の状況の対応

については，ガイドライン参照のこと．

4） 医療従事者の職業感染予防策の徹底

透析医療は，大量の血液曝露を受ける可能性の高い

患者ケア領域である．特にシャント穿刺時の前後はリ

スクが高い．透析用のテフロン製血管内留置カテーテ

ルでも，安全機能のついた製品がすでに国内に存在す

るため，これらを積極的に導入し，針刺し対策を行う．

これとともに，穿刺時の血液飛沫による曝露を避ける

ため，手袋・フェイスシールド（最低限ゴーグル）・

プラスチックエプロン・サージカルマスクなどを装着

する．鋭利物の廃棄容器（シャープスコンテナ）は患

者ケアを行う近傍に準備する．鋭利器材の廃棄を第三

者に依頼しないよう，施設内ルールを制定し徹底する

（渡した第三者が針刺しを起こした場合，心情的な加

害者となることを避ける）．

5） 透析患者における抗菌薬の適正使用の重要性

2002年6月，米国で初めてバンコマイシン耐性の

MRSA（vancomycin-resistantStaphylococcusau-

reus;VRSA）が出現したが，実はこの患者は慢性腎

不全の外来透析患者だった13）．一方で，バンコマイシ

ン耐性腸球菌（vancomycin-resistantEnterococcus

faecalis）感染症の患者のリスクファクターを解析し

た結果，介護施設在住者（P＝0.0005），バンコマイシ

ンの注射投与（P＝0.0002），透析療法（P＝0.009），

褥瘡（P＝0.03）が有意なリスクファクターとした報

告も見られる14）．

シャント感染，CAPD関連の腹膜炎やカテーテル

感染など，慢性透析患者が常に侵襲的な処置と体内異

物（デバイス）の挿入を長期間受ける場合は，感染の

リスクが高い．抗菌薬の血中濃度管理が必要なバンコ

マイシン・テイコプラニン・アルベカシンなどを不適

な量で長期間投与することで，耐性菌が選択され施設

内伝播するといったリスクをはらんでいる．
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表2 CDCガイドラインにみる透析医療におけるHBV感染患者と

HCV感染患者の感染対策の比較

項 目 HBV HCV

感染透析者と非感染透析者の透析装置の共有

感染透析者と非感染透析者の医療従事者の共有

感染透析者用透析装置の位置固定

感染者透析者の隔離の予防効果

患者間の多用量バイアルの共用

透析後のルーチンの環境表面の消毒

感染防御の患者・医療従事者教育

禁止

禁止

必要

有り

禁止

必要

必要

可能

可能

不要

なし

禁止

必要

必要

※注意点1：日本の医療環境で，この比較表の内容の運用が望ましい
かどうかは検証が必要である．

※注意点2：透析のコンソールは患者間で共有する場合，いかなる時
も事前に器具の表面を清拭・消毒する．



3 ・慢性透析患者における感染予防のための

CDCガイドライン・の勧告2,3）

原文にある勧告はすべて文書形式で記載されており，

勧告の水準の明記もない．別表として筆者が同ガイド

ラインの勧告文を要約し，チェックリスト形式で示す

（ダイアライザーの再利用など日本の医療環境に合わ

ない勧告は省いているので，全文を照会したい場合は

原文2）あるいは監訳版3）を参照のこと）．

4 ・医療環境における結核菌伝播予防のための

CDCガイドライン・と透析医療環境

2005年12月，医療環境における結核菌伝播予防の

ためのCDCガイドラインが改定された15）．本ガイド

ラインでは，透析医療環境における特殊性として，以

下の点に関する勧告がなされている．

① 末期腎疾患患者の結核感染ならびに発病率は高

く，糖尿病末期腎疾患と結核発病の合併リスクに

より悪化しやすい．

② 慢性維持透析を必要とする末期腎疾患患者は潜

在結核感染 （latent tuberculosis infection;

LTBI）※1の判定のため，1回は結核菌感染の検査※2

を受けるべきである．

③ 結核発病疑いか，確定した患者の血液透析は，

空気感染隔離室で行うこと．

④ 透析職員は最低でもN95規格以上の水準の呼

吸用保護具（respirator）を使用すること．

⑤ 維持透析を必要とする結核発病疑いか，確定患

者の場合，その伝染性がなくなるか別の診断が確

定するまでの間は，空気感染隔離室で透析を受け

ること．

⑥ 特定の抗結核療法の処方については，血液透析

患者に対しては別の処方が指示される．

※1 クォンティフェロン�TB2G検査（結核菌特異抗

原刺激による患者全血インターフェロンγ遊離検査）や

ツベルクリン反応で確認されたが，X線所見や塗抹・培

養検査により結核発病と診断できない状態のことをさす．

※2 米国ではBCG接種をルチンに実施していないた

め，ツベルクリン反応検査も有効な検査法である．わが

国ではBCG接種をほとんどの国民が受けており，ツベ

ルクリンの偽陽性が問題となる．定期的な胸部画像診断

やクォンティフェロン�TB2G検査（日本ビーシージ

ーサプライ）の実施が今後の方向性と言える．

5 透析医療における感染サーベイランス実施の

意義とわが国における取り組みの必要性16～19）

感染対策の充実には，継続的な感染サーベイランス

の実施が欠かせない．CDCは1972年に血液透析関連

肝炎の全国的なサーベイランスを開始した．1976年

以降，本サーベイランスは，米国保健省医療保険財政

管理局（Health CareFinancing Administration;

HCFA）が実施する年1回の医療施設調査の一環とし

て，同局の協力の下で実施されている．

すなわち，透析医療機関がメディケアやメディケイ

ドなどの公的医療費補助金の支払いを受けるためには，

透析関連の感染サーベイランスのデータを毎年当局に

提出する必要がある．財務当局とCDCの連携は報告

率を向上させるためのインセンティブであったが，今

になってみると，これは・報告の義務化（mandatory

reporting）・と見ることもできる．肝炎以外の血液透

析関連疾患（発熱反応，認知症，バスキュラー・アク

セス感染など）や，透析療法に関連する手技・手法

（ダイアライザーの再生処理，バンコマイシンの使用

など）に関しても長年にわたりサーベイランスが行わ

れてきている．

血液透析施設におけるB型肝炎の予防に関する勧

告は1977年に初めて公表された．その内容が1980年

までに周知徹底されたことにより，患者，スタッフ双

方のHBV感染の頻度が急速に減少した．サーベイラ

ンスの充実により，その経年的なデータの解析を実施

し対策を周知する必要がある．バスキュラー・アクセ

ス感染などの細菌感染症は，血液透析に関連する感染

性合併症の中で最も頻度が高く，血液透析患者におけ

る疾病や死亡の主因となっている．

米国では，1990年代に，血液透析施設をはじめと

する医療環境において，抗菌薬耐性菌（メチシリン耐

性黄色ブドウ球菌［MRSA］やバンコマイシン耐性

腸球菌［VRE］など）の感染率が急増した．1999年，

CDCは予防法を策定・評価するために，外来血液透

析施設における血流感染，およびブラッドアクセス感

染のサーベイランスシステム（TheDialysisSurveil-

lanceNetwork;DSN）を開始し，これらの合併症の

発生頻度や危険因子の調査を開始した．その後，この

サーベイランスシステムは，2005年からCDCにより

全米医療安全ネットワーク（NationalHealthcare
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SafetyNetwork;NHSN）に引き継がれた．NHSN

の集計はオンライン登録が可能となり，そのほかの医

療安全や医療関連感染に関連したデータとともに一元

化された．

わが国では透析医療に限定した肝炎ウイルス感染症

や，HIV感染症をはじめとする継続的なサーベイラ

ンス事業は未だ存在していない．しかし，これらは感

染症法により届け出を義務づけているため，新規の感

染者が発見された時点で，これら患者を届け出る必要

があることを考えると，こうした届け出の中からデー

タ抽出をしないとデータ分析ができない状況にある．

米国の実情をみると，わが国でも透析医療における感

染サーベイランス事業の必要性を強く感じる．

6 事例に学ぶ改善策と不慮の感染アウトブレイク

発生時に対するセイフティ・マネジメンント

参考まで，WreghittのまとめたHBV/HCV/HIV

の伝播様式を一覧にして示す（表3）20）．過去の事例

から多くを学ぶという姿勢は，原因根本分析（root

causeanalysis;RCA）としての概念からするときわ

めて重要である．そのため，本透析医会誌で公表され

続けてきた事例はきわめて重要な資源である21～23）．

最近でも藤元昭一らにより・宮崎市C型肝炎院内感染

発生に関する報告・が公開されている24）．これは著者

からの提案であるが，こうした国内事例の原因究明を

行い，得られた成果を是非ホームページ等で広く社会

に公開し，改善に結びつけていただきたい．

また，科学の進歩は日進月歩であり，たとえわが国

の透析医療環境に即したガイドラインが公開されたと

しても，定期的にレビューを行い，改善に結びつける

システム作りが急務である．また，透析部門あるいは

施設内のみで客観的な評価を行い改善に結びつけるこ

とは困難であることから，施設内あるいは地域で活動

している感染制御の専門家※3に協力を要請し，第三者

評価を受けた上で対策を講ずるなどの改善策が望まれ

よう．また，地域の透析医療機関同士で連携して，感

染制御面のサーベイを相互に実施するなどの方策も有

効な対策であろう．

透析関連の感染アウトブレイクの事前対策としては，

不慮の感染アウトブレイクが発生した際に，その原因

を最短時間で究明するために，トレーサビリティの観

点から必要となる患者処置記録や，検査データなど数々

の項目に関する事前の備えが肝要である（表4）．い

ざという時に備え施設内で検討いただきたい．

※3 ICD制度協議会認定インフェクションコントロー

ルドクター［ICD］，日本看護協会認定感染管理認定看

護師［ICN］，日本薬剤師会認定感染制御専門薬剤師，

日本臨床微生物学会認定感染制御認定臨床微生物検査技

師［ICMT］

結 語

わが国の透析医療環境における感染制御の指針であ

る・透析医療における標準的な透析操作と院内感染予

防に関するマニュアル・は，平成16年9月に改訂が

行われた25）．今後も継続的に見直しがはかられより充

実した指針となることが期待される．また，医療機能

評価機構による病院機能評価の審査基準の項目として

の充実や，国家的な透析医療環境における感染サーベ

イランス事業の設置が今後の課題と言える．
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表3 透析医療環境における血液媒介感染症と

その伝播経路の比較

ウイルス伝播の原因 HBV HCV HIV

多目的バイアルの使用 ○

スタッフが感染患者と感

受性患者を共にケアした
○ ○

血液媒介病原体による器

材や環境表面の汚染
◎ ◎

不適切な再生透析用注射

針の滅菌処理
○

◎：報告文献数4点以上，○：報告文献3点未満
（文献20の資料をもとに著者作成）

表4 透析関連の感染アウトブレイクの事前対策

□ 1 透析ベッド配置図

□ 2 透析日誌

□ 3 透析チャート

□ 4 従業員名簿（退職者を含む）

□ 5 勤務体制及び出勤状況

□ 6 患者名簿（過去1年間の転出・死亡を含む）

□ 7 透析患者・職員の肝炎ウイルス関連検査結果（過去3年分）

□ 8 透析機器一覧表

□ 9 透析手順マニュアルと実際の実施状況（消毒を含む）

□10 過去2年間の医薬品・診療機器・消耗品購入一覧

□11 廃棄物処理システム

□12 再利用機器類の滅菌消毒法

□13 保存血清
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別表：・慢性透析患者における感染予防のためのCDCガイドライン・の勧告の要約

§血液透析ユニットにおける感染対策について

① すべての患者を対象とした感染予防策

□ 透析ステーションにおいて，患者をケアする際や患者のための器具に触れる際は使い捨ての手袋を着用し，患

者間またはステーション間では手袋を外したあとには手を洗うこと．

□ 透析ステーションに持ち込んだ物品は，使い捨てにするか1人の患者専用とする．

□ 透析ステーションに持ち込んだ物品を共通の清潔区域に戻したり他の患者に使用する前には，清拭と消毒を実

施すること．

□ 清拭や消毒ができない非ディスポ物品（粘着テープ，布地でカバーされた血圧計のカフなど）は1人の患者専

用とすべきである．

□ 患者のベッドに持ち込んだ未使用の薬剤（希釈液入りの多用量の薬剤バイアルなど）やサプライ品（注射器，

アルコール綿など）はその患者専用とすべきであり，共通の清潔区域に戻したり他の患者に使用すべきでない．

□ 多用量の薬剤バイアルを使用する場合，各患者の薬剤の準備は透析ベッドから離れた清潔（中央）区域で行い，

各患者に別々に配布すべきである．

□ ベッドからベッドへ多用量の薬剤バイアルを持ち運んではならない．

□ 患者に薬剤を配布するために，共通薬剤カートを使用してはならない．

□ 薬剤バイアル，注射器，アルコール綿，サプライ品をポケットに入れて運んではならない．

□ 各患者に薬剤を配布するためにトレイを使用する場合は，患者間で清拭しなければならない．

□ 薬剤および未使用のサプライ品や器具を準備，取り扱い，保存するために，清潔区域を明確に指定すべきであ

る．

□ 清潔区域は，使用済みのサプライ品や器具を取り扱う汚染区域と明確に区別すべきである．

□ 使用済みの器具，血液サンプルを取り扱う区域やその隣接区域で，薬剤や清潔なサプライ品を取り扱ったり保

存したりしてはならない．

□ 透析装置の圧モニター（静脈側回路内圧・動脈側回路内圧モニター）が血液で汚染されることを防ぐために，

各患者の透析時には圧トランスデューサーを保護する外部フィルター/プロテクターを使用する．

□ 患者毎に圧トランスデューサーを保護するフィルター/プロテクターを交換し，再使用はしない．

□ 透析装置の内部トランスデューサーフィルターは患者毎に日常的に交換する必要はない．

□ 患者が変わるたびに透析ステーション（透析チェア/ベッド，テーブル，透析装置など）の清拭と消毒を行うこ

と．

□ 透析装置のコントロールパネルや，頻繁に触れた表面，患者の血液で汚染されている可能性のある表面を清拭

する場合は，特に注意が必要である．

□ すべての液体を廃棄し，すべての表面ならびにプライミング廃液用の容器（透析装置に備え付けられているバ

ケツなども含む）を清拭，消毒すること．

□ 使用済みダイアライザーや血液チューブを透析ベッドから再生区域または廃棄区域に運ぶときは，耐漏性の容

器に入れること．

② HBワクチン

□ HBウイルスの検査の結果は，患者が血液透析を開始する前に判明していなければならない．

□ すべてのHBウイルスに感受性のある患者に対しHBワクチンを投与すること．

□ 最終接種から1～2カ月後に抗HBs抗体の検査を行うこと．

□ 抗HBs抗体が10mIU/mL未満である場合は感染しやすいと考え，3回の追加再接種後に抗HBs抗体の再検

査を行うこと．

□ 抗HBs抗体が10mIU/mL以上である場合はHBウイルスに対する免疫があるとみなし，年 1回，再検査を行
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うこと．

□ 抗HBs抗体が10mIU/mL未満に低下した場合はブースター接種を行い，年1回の再検査を継続すること．

③ HBs抗原陽性患者の取り扱い

□ 全患者に対し，血液透析ユニットの感染対策に準じたケアを行う．HBs抗原陽性患者は別室で透析を行い，透

析装置，器具，器材，サプライ品は専用とする．

□ HBs抗原陽性患者をケアする医療従事者は，HBVに感受性のある患者を同時に（同じシフト時に，または患

者の交代時に）ケアしてはならない．

§HBウイルス感染症の予防と対処

慢性血液透析患者間でのHBVの伝播を防ぐためには以下の実施が必要である．

□ すべての血液透析患者のケアに推奨される感染予防

□ HBV感染マーカーの定期的な血清学的検査ならびに迅速な結果確認

□ HBs抗原陽性患者専用の透析室，透析装置，器具，サプライ品，専従の医療従事者で対応し隔離すること

□ ワクチン接種

※HBVは透析装置の内部汚染よりも環境を介して感染する可能性が高いため，追加の方策も必要である．定期

的な追跡検査，ワクチン接種，隔離が必要であるか否かは患者の血清学的状態に依存する．

① HBウイルスに感受性のある患者

□ すべてのHBVに感受性のある患者にワクチンを投与する．

□ HBVに感受性のある患者には月1回HBs抗原検査を行う．

□ 慢性血液透析患者におけるHBV感染の発生率は低いが，伝播を予防するためにはHBs抗原が陰性から陽性に

なった患者を適時検出し，交差感染が起こる前に速やかに隔離することが重要である．

② HBs抗原の陽性化

□ HBs抗原の陽性化が認められた場合は，法律や条例に従い行政に報告する．

□ 陽性化が認められた際には，その他の症例を同定するために全患者の定期検査の結果を見直す．

□ 感染源に関する調査を行い，伝播が透析ユニット内で生じたか否かを明らかにする．調査では，新規感染患者

の最近の医療歴（輸血や入院など），ハイリスクな行動の有無（静注麻薬の使用，性行為など），透析の手技・

手法，などを再確認する．

□ HBV初感染患者では，HBs抗原が初期に検出される唯一のマーカーであることが多い．

□ 1～2カ月後にHBs抗原と抗HBc抗体（IgM型抗HBc抗体を含む）の再検査を行う．

□ 6カ月後にHBs抗原の再検査と抗HBs抗体検査を行い，臨床的転帰を確認するとともに，カウンセリング，

肝障害などに関する医学的評価，接触者のワクチン接種が必要であるか否かを定める．

□ HBs抗原が陰性化した患者は，もはや感染性がないので隔離は解除してよい．

③ HBV感染症の患者

□ HBs抗原陽性患者を隔離するために，透析用の別室を用意し，装置，器具，器材，サプライ品，薬剤は専用と

する．

□ HBs抗原陽性患者をケアした医療従事者がHBVに感受性のある患者を同時に（ある患者の透析が終了し，次

の患者が透析を開始するまでの時間帯も含まれる）ケアしないこと．

□ 透析ユニットを新たに開設する場合，HBs抗原陽性患者の透析のための隔離室を用意すべきである．

□ 隔離室のない既存のユニットでは，HBs抗原陽性患者を業務の中心区域から離れた場所に配置し，HBVに感

受性のある患者と区別すべきである．

□ またHBs抗原陽性患者には専用の透析装置を使用すべきである．

□ HBs抗原陽性患者の使用した透析装置をHBVに感受性のある患者が使用しなければならない場合は，装置の

内部回路を規定の方法で消毒し，外部表面を石けんや水または洗浄消毒薬を用いて清拭すること．
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□ 慢性感染者（HBs抗原ならびに総抗HBc抗体が陽性でIgM型抗HBc抗体が陰性の患者）は他者への感染性

があり，慢性肝障害に至る危険性がある．慢性感染者に対しては，他者への感染防止に関するカウンセリング

を行い，家族や性的パートナーにはHBVワクチンを接種させるべきである．また，現行の診療のガイドライ

ンに従い，慢性肝障害の有無や発症を評価し，必要に応じて相談や紹介も行うべきである．

□ 慢性肝障害患者は，A型肝炎ウイルスに感受性があればA型肝炎ワクチンを接種すべきである．

□ 慢性感染者に対しては，感染対策の目的で定期的な追跡検査を行う必要はない．しかし，HBs抗原陰性となる

可能性があるごく少数のHBV感染者を検出するという意味においては，年1回HBs抗原検査を行うことも妥

当である．

④ HBVに免疫のある患者

□ 抗HBs抗体陽性（10mIU/mL以上）かつ抗HBc抗体陰性の患者を対象に年1回，抗HBs抗体検査を行い，

ブースター接種の必要性を検討し，感染防御レベルの抗体価が確実に維持されるようにする．

□ 抗HBs抗体，抗HBc抗体ともに陽性である患者には，定期的な追跡検査は不要である．

□ HBVに免疫がある患者は，HBs抗体陽性患者と同じ区域で透析を行ってもよい．また，HBVに免疫がある患

者は，配置上，HBs抗原陽性患者とHBV感受性患者の間の緩衝的役割を果たす可能性がある．感染患者と免

疫のある患者を同じシフトでケアするようにスタッフを割り当ててもよい．

⑤ 抗HBc抗体単独陽性患者

□ 抗HBc抗体のみが陽性の患者（すなわち，抗HBc抗体陽性かつHBs抗原陰性かつ抗HBs抗体陰性の患者）

は別の血清サンプルを用いて総抗HBc抗体を再検査し，陽性であればIgM型抗HBc抗体検査を行う．結果の

解釈および経過観察については以下に従うべきである．

① 総抗HBc抗体が陰性である場合はHBVに感染しやすいと考え，ワクチンに関する勧告に従う．

② 総抗HBc抗体が陽性でありIgM型抗HBc抗体が陰性であれば，ワクチンに関する勧告に従う．

a.ワクチン再接種後も抗HBs抗体が10mIU/mL未満であれば，HBV DNA検査を行う．

b.HBV DNAが陰性であればHBVに感染しやすいと考え（すなわち，抗HBc抗体検査の結果は偽陽性

であったとみなし），月1回HBs抗原検査を行う．

c.HBV DNAが陽性であれば，感染歴のある患者または「低レベル」の慢性感染者とみなし（すなわち，

抗HBc抗体検査の結果は真の陽性とみなし），これ以降の検査は不要である．

d.HBs抗原が検出されていないので，隔離は不要である．

③ 総抗HBc抗体もIgM型抗HBc抗体も陽性であれば，最近感染したとみなし，4～6カ月後に抗HBs抗

体検査を行う．以降，ルーチンの検査は不要である（HBs抗原が検出されていないので，隔離は不要）．

§C型肝炎ウイルス感染症の予防と対処

□ 透析環境内のHCV感染は，・すべての血液透析患者に推奨される感染予防策・を厳守することで予防できる．

□ HCV感染患者を隔離する必要はないが，定期的にALTや抗HCV抗体の検査を行い，施設内での感染をモニ

ターし，適切な予防策が厳密かつ継続的に実施されていることを確認することは重要である．

□ HCV陰性患者は月1回，ALTを検査することで新規感染者が適時検出され，ALT値の変動からいつ曝露や感

染が生じたのか明らかになる．原因不明のALT上昇が認められない患者に対しては，HCV新規感染の発生を

モニターするために6カ月毎に抗HCV抗体検査を行えば十分である．

□ 抗HCV抗体陰性患者において原因不明のALT上昇が認められた場合には，抗HCV抗体検査を繰り返す必要

がある．繰り返し検査を行っても抗HCV抗体陰性であり，原因不明のALT上昇が続いている場合は，HCV

RNA検査を考慮すべきである．

□ 抗HCV抗体の陽性化が認められた場合は，法律や条例に従い，地域の保健局に報告する．陽性化が認められ

た際には，その他の症例を同定するために全患者の定期検査の結果を見直す．

□ 感染源に関する調査を行い，伝播が透析ユニット内で生じたか否かを明らかにする．調査では，新規感染患者

の最近の医療歴（輸血や入院など），ハイリスクな行動の有無（静注麻薬の使用，性行為など），透析の手技・

手法，などを再確認する．
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□ 6カ月間で1例以上に抗HCV抗体の陽性化が認められた場合，HCV陰性患者を対象に抗HCV抗体検査を頻

繁に（例えば1～3カ月毎に）行うことで，限られた期間内（例えば3～6カ月）における他の新規感染患者を

検出することができる．

□ 更なる新規感染者が検出されなければ，半年毎の検査を再開する．患者間にHCV感染の持続的な発生が確認

された場合は，感染源に関する調査結果に基づいて感染防止のための方策を講じ，その有効性をモニターする

（半年毎の検査を再開する前に，6～12カ月間，HCV陰性患者を対象として抗HCV抗体検査を頻繁に行う，

など）．

□ 抗HCV抗体陽性（またはHCV RNA陽性）患者は，他の患者から隔離したり，別の部屋で専用の透析装置を

用いて透析を行ったりする必要はない．また，ダイアライザーを再使用してもよい．HBVとは異なり，HCV

は職務上の曝露で効率的に伝播することはない．したがって，HCV陽性患者の使用したダイアライザーを再

生しても医療従事者の感染リスクが高まることはない．

□ HCV陽性者に対しては，現行の医療ガイドラインに従い，慢性肝障害の有無や発症を評価し，必要に応じて

相談や紹介も行うべきである．また，肝障害の進行を抑制する方法や他者へのHCV感染を防ぐ方法について

情報を提供すべきである．

□ 慢性肝障害患者は，A型肝炎ウイルスに感染しやすい要因があればA型肝炎ワクチンを接種すべきである．

§D型肝炎ウイルス感染症の予防と対処

□ 患者がHDVに感染していることが判明した場合や透析センターにおいて感染したことが証明された場合は，

抗デルタ抗体のスクリーニングを行う必要がある．

□ HDV感染者は他の透析患者から隔離すべきであり，特にHBs抗原陽性者に対して，その必要がある．

§HIV感染症の予防と対処

□ 感染対策として，血液透析患者に対しHIVの感染に関する定期的検査を行う必要はなく，推奨されない．

□ HIV感染の危険因子がある患者に対しては，感染が判明した場合に適切な医療ケアやウイルスの伝播予防に関

するカウンセリングが受けられるよう，検査を行うべきである．

□ ・すべての血液透析患者に推奨される感染予防策・を実行すれば，患者間のHIV感染を十分予防できる．

□ HIV感染患者は他の患者から隔離したり，専用の透析装置を用いて透析を行ったりする必要はない．

§細菌感染症の予防と対処

□ 公開されている抗菌薬（特にバンコマイシン）の適正な使用法に関するガイドラインに従い，抗菌薬耐性菌の

選択を抑制すること．

□ ・すべての血液透析患者に推奨される感染予防策・を実行すれば，抗菌薬耐性株などの病原菌に感染している患

者または保菌患者からの伝播を十分に予防することができる．

□ 病原菌伝播のリスクが高い患者を取り扱う場合には，追加の感染予防策を考慮すべきである．病原菌伝播のリ

スクが高い患者として，a）ドレッシングに含みきれないほどの排膿がある感染性の皮膚の創傷（排膿がVRE，

MRSA，その他の特定の病原体に関し，培養陽性であるか否かは問わない），またはb）自分自身の衛生手段に

よってコントロールできない便失禁や下痢，のいずれかを認める患者が挙げられる．このような患者に対して

は以下の追加予防策を考慮する．a）患者に接する医療従事者は，通常の衣類の上に別のガウンを着用し，患者

のケアが終わればガウンを脱ぐ，b）隣接するベッドができるだけ少ない場所（透析ユニットの端またはコー

ナーなど）で透析を行う．

§感染症およびその他の有害事象のサーベイランス

□ 独立した中央記録保存システム（記録ノートや電子ファイルなど）を立ち上げて管理し，患者のワクチン接種

状況，ウイルス性肝炎に対する血清学的検査（ALTを含む）の結果，菌血症の既往や感染症によるバスキュラ

ーアクセスの損失（発生日，感染部位，起因菌の属および種，選択した抗菌薬に対する感受性試験の結果など），

有害事象（血液の漏れや流出，透析装置の不具合など），を記録する．

□ 定期検査が行われるたびに結果を迅速に確認し，菌血症やバスキュラーアクセス感染の既往歴を定期的に確認
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するための専任のスタッフを1名選定しておくこと．検査結果に変化が認められたとき，または菌血症や感染

によるバスキュラーアクセスの損失の頻度に変化があったときに必要となる対処法を明確化しておく．各患者

に関し，各透析時に使用した透析ステーションの位置，透析装置の番号，患者と透析装置の接続や切断に携わ

った医療従事者の氏名，などを記録する．

§感染対策に関する研修や教育

□ 医療従事者や患者（または家族の介護者）に対しては，研修や教育を行うことが望ましい．

□ 研修は医療従事者，患者，家族が理解できるレベルで適切に行うべきであり，コンプライアンスを高めるため

に，感染対策上の適切な行動や手法について理論的根拠も提示すべきである．

□ 業務上，血液曝露の危険性があるすべての医療従事者に対し，研修と教育を最低年1回，実施すべきである．

□ 新規医療従事者に対しては施設で業務を始める前に教育を行い，記録に残す．

□ 以下のトピックスに関しては最低限教育内容として触れるべきである．

① 適切な手指衛生の方法

② 適切な防護具の使用方法

③ 血液媒介ウイルス，病原菌，（必要に応じて）その他の微生物の伝播様式

④ 血液透析ユニットで推奨される感染予防策，ならびにその予防策と他の医療施設で推奨される標準予防

策との相違点

⑤ 薬剤の適切な取扱方法と配布方法

⑥ HBs抗原陽性患者を別室に隔離し，透析装置，器具，サプライ品，薬剤，医療従事者を別にする理由―

アクセス部位の穿刺，ケア，維持に関する適切な感染防止手技・手法

⑦ 微生物の伝播を最小限にとどめるための清掃方法（器具や環境表面の適切な清拭法・消毒法など）

⑧ 合併症をモニターし，予防するための中央記録保存システム（記録内容は，HBVやHCVに関する定期

的な血清学的検査の結果，HBVワクチンの接種状況，菌血症や感染症によるバスキュラー・アクセスの

損失，その他の有害事象，などである．水質および透析液の質に関する調査記録も保管すべきである）．

□ 患者（身の回りのことができない患者の場合は家族）を対象とした感染対策の内容に関する研修や教育は，透

析導入時に行い，以降は最低年1回実施すべきである．

□ 教育や研修では，以下のトピックスについて言及すべきである．

① 個人衛生と手洗いの方法：患者自身がアクセス部位を適切にケアし，感染の徴候に対する認識を持つこ

と（これらについては，バスキュラー・アクセスの種類に変更があるたびに再確認すべきである）．

② 推奨されているワクチンの接種について



要 旨

豪雪地域での透析医療の問題点について，透析患者

にアンケート調査を行って検討した．通院に介助が必

要，遠距離からの通院，積雪期に余計な通院時間を要

する，今年の豪雪で，例年の冬より通院に困難であっ

たなどの問題があった．通院には75％近くが自家用

車を利用しており，交通や駐車場の確保の要望が多数

あった．例年冬季に体調の悪化を感じる者は6割近く

いたが，今年の豪雪では，より体調不良を感じる者が

多数あった．豪雪は災害であり，その地域での透析医

療にも様々な支援が必要と考えられた．

はじめに

新潟県は全域が「豪雪地帯対策特別措置法」（以下

「豪雪法」という）に基づく豪雪地帯であり，中でも

魚沼地域（南魚沼，中魚沼，北魚沼，図1）は，特別

豪雪地帯に指定されている全国でも有数の豪雪地帯で

ある．特に今冬は「平成18年豪雪」と命名される大

雪であった．このような豪雪の環境での透析医療の問

題点について，アンケート調査を行って検討した．

1 対象および方法

新潟県南魚沼地域にある新潟県立六日町病院（六日

町病院），南魚沼市立ゆきぐに大和病院（大和病院），

および北魚沼地域にある新潟県立小出病院（小出病院）

の3施設の透析患者を対象とし，平成18年4月にア

ンケートを配布して回収した．

2 結 果

1） 患者背景

患者161人（男性90人，女性70人，記載なし1人）

から回答を得た．

透析施設は六日町病院73人，大和病院34人，小出

病院54人であり，透析時間帯は昼間が111人，夜間

が49人，記載なし1人であった．

居住地は南魚沼市96人，湯沢町9人，魚沼市56人

であった．

年齢は70歳代が45人（28.1％）と最も多く，つい

で60歳代44人（27.5％）で60歳以上が105人（65.7

％）であった．

透析歴は1年未満18人（11.1％），1年以上5年未

満38人（23.6％），5年以上10年未満35人（21.7％），

10年以上20年未満43人（26.7％），20年以上27人

（16.8％）であった．

2） 普段の生活状況（図2）

自力歩行が129人（81.1％），杖歩行が17人（10.7
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％），車椅子が10人（6.3％）であった．

3） 自宅から透析施設までの通院距離（図3）

5km未満は 60人（38.2％），5kmから 10km未

満は47人（29.9％），10kmから20km未満は37人

（23.6％），20km以上は13人（8.3％）であり，10km

以上は31.9％であった．

4） 非積雪期と比較した積雪期の通院方法（図4）

非積雪期は，徒歩3人（1.9％），自転車3人（1.9
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図2 生活状況

図1 新潟県魚沼地域



％），バス15人（9.3％），タクシー11人（6.8％），鉄

道2人（1.2％），自家用車の送迎49人（30.4％），自

家用車運転74人（46.0％），入院1人（0.6％）であっ

た．

積雪期は，徒歩5人（3.1％），自転車0人（0.0％），

バス20人（12.4％），タクシー9人（5.6％），鉄道1

人（0.6％），自家用車の送迎54人（33.5％），自家用

車運転67人（41.6％），入院2人（1.2％）である．非

積雪期に比して自家用車の送迎とバス利用が増加した．

送迎と運転を合わせた自家用車の利用は非積雪期

123人（76.4％），積雪期121人（75.2％）であった．

5） 通院介助について（図5）

「必要なし」は，非積雪期で87人（58.8％）が積雪

期では81人（54.4％）と減少していた．「家族が介助」

は，非積雪期で 55人（37.2％）が積雪期では 59人

（40.0％）に増加した．「家族以外の介助」は，非積雪

期では6人（4.1％）が積雪期では9人（6.0％）と増

加した．

6） 非積雪期と比較した積雪期の通院状況（図6）

「変わらない」が 36人（22.5％），「やや困難」が

71人（44.4％），「困難」が38人（23.8％），「非常に

困難」が15人（9.4％）であった．77.5％が積雪によ
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図3 通院距離

図4 通院方法



るなんらかの困難を感じていた．

7） 例年の積雪期と比較した今季の積雪期の通院状

況（図7）

今季は豪雪であったが，例年の積雪期と比較して通

院の状況について質問をした．「変わらない」が41人

（26.3％），「やや困難」が71人（45.5％），「困難」が

30人（19.2％），「非常に困難」が14人（9.0％）であ

った．63.7％がいつもの冬の積雪期よりさらに困難

と感じていた．

8） 積雪による通院時間の延長（図8）

5分未満30人（19.2％），5分から30分未満102人

（65.4％），30分から60分未満20人（12.8％），60分

以上4人（2.6％）であった．30分以上の延長は全体

の15.4％であった．

9） 非積雪期と比較した積雪期の体調（図9）

「良い」が 3人（1.9％），「変わらない」が 64人

（40.0％），「やや悪い」が58人（36.3％），「悪い」が

28人（17.5％），「非常に悪い」が7人（4.4％）であ

った．冬の体調の不良を58.2％が感じていたが，夏

より冬のほうが体調が良いと感じる者も少数（1.9％）

であるがいた．

10） 例年と比較した今年の積雪期の体調（図10）
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図5 通院介助の状況

図6 非積雪期と比較した積雪期の通院状況
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図7 例年の積雪期と比較した今季の積雪期の通院状況

図8 積雪による通院時間の延長

図9 非積雪期と比較した積雪期の体調



「良い」が 0人（0.0％），「変わらない」が 84人

（53.2％），「やや悪い」が41人（25.9％），「悪い」が

27人（17.1％），「非常に悪い」6人（3.8％）であっ

た．今年の豪雪でいつもの冬より体調不良を感じた者

は46.8％で，良いと感じた者はいなかった．

11） 積雪期の通院透析に対する要望（複数回答可，

図11）

要望は，交通確保32人，介助者の確保5人，必要時

の入院施設の確保29人，駐車場の確保58人であった．

12） 通院断念について

今季，通院できなかったことのある患者は 9人

（5.6％）であった．その理由として記載があったのは，

道路の不通が4人，体調不良，雪崩の危険，除雪困難

がそれぞれ1人であった．その対応としては入院が7

人，付近に宿泊が1人であった．

3 考 察

1） 積雪と被害の概略

豪雪法第2条に基づき，特に積雪の多い地域は「豪

雪地帯」または「特別豪雪地帯」と指定されている．

特別豪雪地帯とは豪雪地帯のうちでも，積雪量が特に

多く，積雪により長期間自動車の交通が途絶するなど

により住民の生活に著しい支障が生ずる地域である．

南魚沼市塩沢地区の過去の観測記録では，年間平均

累積降雪量は900cm，平均最大積雪深は150cmとな

っている．これを新潟市と比較すると，それぞれ130
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図10 例年と比較した今年の積雪期の体調

図11 積雪期の要望事項



cm，12cmであり，如何に当地域が豪雪地帯である

かということが理解されると思われる．

平成18年1月20日時点で，南魚沼市六日町観測点

の累計降雪量は1,688cmであり，豪雪といわれた平

成17年1月20日の1,466cmを超えたことが発表さ

れた．また，平成17年12月の最大積雪深は今年度

265cmで，昭和59年の過去最高記録の178cmを超

え，1月の最大積雪深は324cmで，昭和56年豪雪以

来2番目の値となったことも発表された．さらに平成

18年3月31日には累計降雪量が昭和56年豪雪時を

超え，昭和39年からの観測値上，2番目の値（2,138

cm）となった．

このようなことから，平成18年3月1日に気象庁

は，平成18年の冬（平成17年12月～平成18年2月）

に発生した大雪について「平成18年豪雪」と命名し

たが，同庁の豪雪の命名は「昭和38年1月豪雪」以

来実に43年ぶりであった．また，災害救助法が発動

され，中魚沼郡津南町などでは生活道路が途絶したた

めに，自衛隊が災害出動をして交通確保や家屋の倒壊

防止のために除雪が行われたことが全国的に連日報道

された．平成18年1月6日には六日町病院のある南

魚沼市にも災害救助法が発動された．

今回アンケート調査を行った患者の居住地域は，南

魚沼地域の南魚沼市と湯沢町，北魚沼地域の魚沼市で

ある．両地域の雪による被害は平成18年3月15日ま

でで死亡7名，重傷者55名，軽傷者65名であった．

建物被害は一部損壊が13棟あるものの全半壊はなか

った．

2） 被害の特徴と経費負担

以上のように，今冬は稀に見る豪雪であったが，建

物被害は意外と少数で軽度であり，これに対して人的

被害は死亡に至るなど甚大であった．これは，豪雪地

帯では建物の倒壊防止に多くの時間と労力を投じてい

るためではあるが，それを行う屋外での活動や作業に

は多くの危険があることを示している．透析施設にお

いても，多くの労力や経費を費やして施設や設備には

十分な対応がとられており，透析施設そのものが積雪

や豪雪で医療活動ができなくなることは想定されてい

ない．しかし，医療活動を維持するために通勤するス

タッフの交通手段の確保や，医療とは直接関係のない

除雪のためには多大な労力や経費が必要である．この

ような地域での医療は医師不足などから経営状況も不

良であり，このような負担は経営をさらに圧迫する．

大都会と同様な診療報酬でこのような地域での医療を

確保することは困難であり，なんらかの措置が必要で

ある．なお，六日町病院が業者に委託して建物や敷地

の除雪に要した費用は，少雪であった平成 14年度

300万円，15年度269万円であったのに対して，大雪

であった16年度は613万円，さらに豪雪であった17

年度は1,487万円であった．

3） 透析患者がかかえる問題

このような豪雪地域における透析医療について検討

するために，透析患者を対象にアンケート調査を行っ

た結果，いくつかの問題が明らかとなった．

患者の背景としては，通院に介助が必要な者は半数

近く，10km以上の距離から通院する者は30％，積

雪期には 30分以上の余計な通院時間を要する者が

15.4％であった．大都市では勤務地あるいは住居に

近接した施設で透析を受けることが可能であるが，過

疎地を抱える地方では通院距離も長くなっている．特

に今年の豪雪で，いつもの冬より通院に困難を感じた

者は63.7％と半数以上であった．

豪雪地帯における透析医療では，患者の通院をいか

に確保するかということが切実な問題となる．一般の

患者ではせいぜい月に1回から2回の通院であるが，

透析患者はほとんど1日おきの通院をしなければなら

ない．また，この地域では公共交通機関の利便性が不

良であるため，通院は75％ 近くが自家用車の利用に

頼っていた．このため，アンケートでも，積雪期豪雪

時の交通や駐車場の確保の要望が多数あった．これら

は，それぞれの自己責任で行うことが期待されている

が，非積雪地域の人々には想像を絶するような豪雪で

は限界がある．透析医療では決められた週 2ないし3

回の日時に遅滞なく受診しなければならない．非積雪

期では比較的交通状況は良好であるが，積雪期には同

じ距離であっても，豪雪時にその困難ははるかに増大

する．さらに透析を終えて帰宅することになるが，夜

間透析の場合では深夜の吹雪く視界不良の雪道では遭

難の危険もある．しかも，このような気象は数カ月続

く．このような場合には，アンケートでも必要時に入

院の確保の要望が多数あった．

冬季は体調の悪化を感じる者は6割近くいたが，暑
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い季節より冬のほうがむしろ体調が良いと感じる者も

少数ながらいた．しかし，今年の豪雪ではいつもの冬

よりさらに体調不良を感じる者が半数近くであり，良

いと感じた者は皆無であった．これには冬季の除雪や

通院に要する体力の消耗による疲労が大きな要因であ

ると考えられた．

豪雪に対する昼夜を問わぬ自宅の除雪，除雪の追い

つかない雪道の車で長距離・長時間の通院，除雪不十

分な透析施設での駐車場探しなどで患者が疲弊してい

るものと思われる．

4） 必要とされる透析医療対策

豪雪地域での透析医療対策として，医療機関には診

療報酬の加算あるいは除雪費用の公費助成，自衛隊の

災害出動による除雪，駐車場整備の助成，透析患者に

は通院手段の確保，透析施設に附属して寝具や給食を

利用できる宿泊施設の整備，一時的な社会的入院制度

などが必要であると考えた．

おわりに

大雪は雪害とされ雪国の宿命とされているが，何十

年に1回というような記録的な豪雪は大地震のような

天災でもある．このような状況で透析医療を維持する

ためには，自助努力だけでは限界があり，社会全体か

らの支援が必要である．
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要 旨

企業や組織（行政）は本来，消費者や市民（社会）

に対し安全・安心・満足を提供するために日常活動を

行い，存在しているものといえます．しかし最近の企

業や行政に見る事件・事故・不祥事は，そのほとんど

が人為的なもので，目を覆うばかりの状況が起こって

います．長い平成不況は，企業経営者，組織責任者の

心や思考に歪みやモラール・ハザードを起こしていま

す．チェック機能（内部統制）の不全によって現場で

は様々な不正や不祥事が発生し，内部告発によって明

るみに出た結果，市民には大きな不信・不安・不満の

影を残しています．

この小論は「問題行為はなぜ起こるのか，起こった

時どのように対応すべきか，それらを防止する手立て

はなにか」という問いに実践的に応えるものとして，

「人とリスク情報」に焦点を絞り，今後の組織経営や

組織防衛のために少しでも「気付き」があればと思い

記述したものです．

序：行政や企業の不祥事とマスコミの関係

筆者は昨年の春，37年間勤めた（株）電通PRを

定年退職しました．会社は一言でいうと，「パブリッ

ク リレーションズ→マスメディアを活用してお得意

の信頼をどう高めるか，世論をどう味方に付けるか」

という仕事でした．PRビジネスは変化に富む毎日で，

日本人のこころの奥底に潜む「家内安全，他人ご不幸」

的心理をのぞき込むような体験も多々ありました．こ

れらの経験から，主に企業における危機管理の中のク

ライシス コミュニケーションと，危機防止のための

コンプライアンス諸活動について述べてみようと思い

ます（図1）．

私は高度な専門性と倫理観が求められる病院の経営

や医療の現場についてはまったくの素人であります．

しかし，このところの医師と患者，家族の問題や医療

事故などは，官・民における諸問題と根本的に多くの

類似点があると思われ，このレポートが皆さま方にな

んらかのご参考となり，また少しでもお役に立つもの

となれば幸甚であります．

2000年以降，行政や企業において「こんな事まで

ヤッてんのか」というまったく同情に値しない不祥事

や事件・事故が続発しています．

行政や銀行の個人情報漏洩事件と二次被害，食肉産

地偽装表示と補助金（税金）の大規模詐取，保身のた

めの原発データ改ざんと隠蔽，官公庁や県警の裏金づ

くり，凄惨な鉄道事故，安全を無視した自動車リコー

ル隠し，一級建築士による耐震強度偽装事件，大手監

査法人ぐるみのカネボウやライブドア粉飾決算，土壌

汚染等々，「あってはならない事」が新聞の社会面や

テレビの番組に連日報道されております．そして新聞

には「お詫びとお知らせ」が掲載されない日はありま

せん．なんの資格も制度も信用できない，歯止めが効

かない，すべて国民にしわ寄せが来る� 不信・不安・

不満，「なんか変だな！」という世相．
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なぜ，事例が山ほどあるのに，同じような事件・事

故・不祥事が頻発するのだろうか．その原因を考えて

みますと

① ・信用への甘え・が引き金となって，組織のト

ップから現場に至るまでの意識の根底には消費者

不在で，一般市民のことなどは軽視あるいはカケ

ラも考えていない

② ナントカナルダロウ，タイシタコトニハナラナ

イダロウという甘い意識がリスク発生時には不十

分な情報開示となり，ヤバイ話（リスク情報）は

必ず洩れる（内部告発される）という危機意識の

欠落

③ 組織の中はモラールハザード（使命感とプライ

ドの崩壊）の状態で，コンプライアンス（遵法精

神，倫理観）がまったく欠如している

などがあげられるのではないでしょうか．
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図2 組織の危機を発生させる環境の変化

図1 企業のリスクとコンプライアンスの関係



組織（企業や行政）の内外における環境は大きく変

化し，信頼を得るハードルはますます高くなっており

ます（図2）．

一方，マスメディアが事件・事故，不祥事を増幅さ

せパニックを拡大するといわれていますが，マスコミ

記者には告発情報が毎日のよう入ってきており，彼ら

にとって「暴かれた情報ほどおいしいもの」はありま

せん．信憑性が高く，居ながらにして飛び込んでくる

内部告発という事実を最優先しているのです．「マス

コミ記者は内部告発大好き人間」なのです．

またマスメディアは「第四の権力」とも言われてい

ます．かれらは自助努力でそうなったとは考えられま

せん．立法，行政，司法や政・官・財がこれまでにな

くスキャンダルまみれのため，その権力を自ら減衰さ

せ，相対的にマスメディアの影響力が増大したと言え

ましょう．

実際，日本では「マスメディアが法律をつくり，マ

スメディアが行政施策の優先順位を決め，マスメディ

アが判決を下している」のです．彼らはこれまで，三

権のチェックおよびバランス機能を保っていました．

が，今や三権を兼ねていると言っても過言ではありま

せん．一方，政・官・財はマスメディアにどう書かれ

るのかが最大の関心事であり，過激な批判報道による

社会的制裁を最も恐れているのです．

このような時代，事件・事故・不祥事から企業，組

織を守るために考えられることは危機意識の啓発と行

動規範（基準）の確認・見直しが第一であります．そ

の場合のポイントを表1に示します．

1 組織（企業や行政）の信頼性回復の要因と対応策

「組織（行政，企業）活動にリスクはつきもの」，あ

るいは「人の介在するところすべてにリスクあり」と

いわれています．「だからしょうがないんだ」では済

まされない時代なのです．

雪印乳業が起こした大規模な食中毒事件は未だに記

憶に新しい事故で，社内の危機意識の欠如や情報パイ

プの硬化，消費者対応措置の不手際，そしてマスコミ

対応の一連のマズサなどの要因がほぼ同時に重なって，

石川社長以下重役陣は辞任を余儀なくされました．明

治以来およそ100年かかって築き上げてきた信頼を，

同社はわずか1週間で無にしてしまったのです．また

茨城県東海村のJCOの臨界事故にみるように，いま

企業の事件・事故，不祥事はトップの辞任だけでは済

まされず，企業解散・組織整理にまで追い込まれる厳

しい責任追及の時代といえましょう．

組織のなかで緊急事態が発生し，マスコミによって

大きな社会的ダメージや社会的制裁を受けた時，「企

業（組織）の論理」での解決，回復は望むべくもあり

ません．つまり緊急事態発生の時点で，企業活動，い

わゆるマーケティング（企業の論理）は緊急停止する

のです．「企業の常識＝社会の非常識」といわれる訳

はここにあります．

そして，この緊急時発生後のダメージをできるだけ

最小化するための方策とは「コミュニケーション＝社

会的常識」以外にありません．これは企業にとって車

にたとえますと，ドライブギア（前進，企業活動）か

らリバースギア（反転＝ノロイ，ガソリン多消費，運

転しにくい，あるいは未経験）に切り替えることで，

後ろ向きの大変体力消耗の激しい状態といえます．つ

まり大きなダメージを最小化し信頼を回復するために

は，膨大なエネルギー（体力）と時間的経過と的確な

ディレクションが不可欠なのです．

そうしますと，企業（組織）の緊急事態発生後の信

頼性を回復，醸成する要因とは図2にも示す通り
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表1 危機意識の啓発と規範確認のポイント

1.危機意識の啓発

① 「ちょっと変だな」「これで本当に大丈夫かな」という意識を持つ．

② 「いつも誰かが見ている，誰かに見られている」という意識を持つ．

③ 「自分と自分の家族を守るため」という自覚．

2.行動規範・基準の確認� 企業の常識＝社会の非常識（常識に優る法律はない）

① コンプライアンスをはみ出た行為はないか．

② 消費者（ユーザー）の顔，立場を思い起こしているか．

③ それは誰にでも堂々と説明できるか．

④ それを敏腕なマスコミ記者が知っても問題にならないか．



① 情報開示の有無（透明性，マスメディアを通じ

て様々な情報が伝わってくる）

② 社会的責任の有無（トラブル発生時に誠実，迅

速，的確な判断と対応をする）

③ コンプライアンスの有無（フェアな企業活動や

サービスをする）

④ リスク情報開示姿勢の有無（マイナス情報も隠

さず公表する）

の4点で，いずれも市民（生活者）重視策の有無とい

えます．

そして企業の評価軸はこれまでの規模や営業力，企

業イメージや技術力・将来性などから大きく変化し，
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図4 企業の信頼の維持・向上に重要なもの

この世論調査（図3，4）は，経済広報センターが行った「一般市民からみた企業観調査」

（2003年11月～12月），3,618の有効サンプル数．

図3 企業経営で重視すべきステークホルダー



最優先課題としていわゆる「市民社会との良好な関係

性をどのように確保・維持（コミュニケーション）し，

世論を味方にするか」という「市民，消費者重視の姿

勢と環境変化に対する認識」が問われております（図

3，4）．

特にこの関係性の確保に重要な役割を果たすマスメ

ディア（社会部，報道部）は，

① 嘘，隠蔽，取材拒否を絶対許さない（激しく情

報開示を要求する）

② 批判報道の長期化（キャンペーン報道）により

トップの辞任まで追及する

③ 情報開示が評価の大きな尺度という認識

という特性をもっております．このため，リスクは必

ず発生することを前提とした日頃からの対応策は（ス

テークホルダーとの間にいい関係を作るために），次

のことがあげられます．

① 緊急時の初期対応の研究（消費者や市民が一番

望んでいる事はなにか）

② マスメディアの研究と積極活用（リスク情報提

供の研究，メディアトレーニング）

③ 危機意識の啓発（リスクセミナーの開催，他社

のリスク事例研究や潜在リスク洗い出し調査，リ

スクシナリオ・ライティング）

※危機管理委員会の設置による対策が望ましい

2 リスク情報の送り手（企業）と受け手（市民，

消費者）の認識ギャップについて

人は誰でも自分を良く見せたいし，見られたいとい

う心理がはたらき，まずい事は言いたくないものです．

企業とて同じで，社員たちは評価やイメージが低くな

ることを無意識のうちに避けて通ったり隠したくなる

ものです．歴史的名門企業やロイヤリティが，モラー

ルが高い会社と言われるほどそのように作用し，これ

が法人格といわれる所以です．東京電力の原発データ

改ざん・隠蔽事件や三菱自動車の一連の事故・リコー

ル隠し，県警察本部の裏金づくり，マルハの関税脱税，

カネボウの粉飾決算など数え切れません．

しかし幾ら隠そうとしても「反社会的行為や違法行

為は必ず洩れる」ものです．内部告発があるからです．

それも昨今は電子メールにより，ダイレクトにマスコ

ミにタレ込みがあるのです．リスク情報は発信する側

の企業にとっては話したくない憂鬱そのものですが，

受け手の市民や消費者にとっては命や安全，健康被害

に関わる重大な情報なのです．ですから企業は過小評

価の情報を出したがり，その結果消費者や市民は「本

当に大丈夫かな？」と疑念に包まれ，時にはパニック

となるのです．

1999年 2月 1日，TV朝日の「NC－9」で久米宏

キャスターは，冒頭突然「所沢市の農産物に大量のダ

イオキシン汚染が発覚」という驚きのニュースを発信

し，連日経過報道しました．これにより所沢市および

近隣産の農産物は，翌日スーパーから一斉引き上げさ

れ，さらに土地・不動産や関連物産は大暴落という事

件が発生しました．この原因はなにか� リスク情報

の発信者側（市役所や所沢 JA）に大きな誤りがあっ

たのです．その時ダイオキシンによる健康被害のデー

タが埼玉県や厚生省，環境庁，WHO，等々でまちま

ちで，発信者側は大いに困惑していました．どれがわ

かりやすく正しいのかに手間取った結果，当事者であ

る所沢 JAはなにも発信しなかったのです．そして取

材にこまねいたマスコミは，一方的に自分達に都合の

良いセンセーショナルな情報を取り上げ，視聴者は

「関係者はなにか隠してるのではないか」という疑念

につつまれてあのパニック（社会的不安の大増殖）と

なったのです．

この事件は当然地域農民による風評被害として告訴

があり，昨春ようやく7年もかかり和解（TV朝日が

関係農家に1,000万円の迷惑料を支払う）しました．

類似事件にO�157のカイワレ大根風評被害がありま

す．

この事件は，「情報発信の仕方」がいかに重要なポ

イントであるかを示唆しています．つまり事件や事故，

不祥事が起こったとき，企業（組織）が取り扱うリス

ク情報には，送り手と受け手の間に大きな認識のギャ

ップがあるという事です（図5）．

両者の特性とその対応策としては，送り手（行政や

企業）は情報の科学的客観性を求めやすい傾向があり

ます．

① 情報発信のタイミングを見誤りやすい（スピー

ドが問題）．

② リスク情報は不完全情報のため，わかる範囲で

の発信と修正が重要．

③ 突発事態での意思決定の遅れをなくすため，日

頃から責任者を明確にしておく．
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一方受け手（消費者や一般市民）は，未知なるリス

クや非自発的リスクが怖いことになります（図6）．

① 技術以外の安全管理システムや，万一の対応策

の情報開示を求めている．

② 大量のマスコミ報道による影響が大きい．

③ リスク認知の次元が違うため，専門家がいくら
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図6 リスク情報の内容（正確さ）＋情報の伝え方（配慮）

（SLovic，1987．吉川肇子，リスクとつきあう;有斐閣選書）

図5 企業情報のうち「十分でない」情報

経済広報センター実施の「生活者の企業観調査」（2003年11月～12月），3,618の有効

サンプル数による．



事故の重大性や確率が低いと言っても影響されな

い．

すなわち，人々がなにを情報として求めているかへ

の十分な配慮が不足しているのです．

3 市民や消費者が一番知りたい情報について

企業において，消費者や市民を巻き込む事故が発生

した時，ステークホルダー（利害関係者）は敏感に反

応を示します．投資家の「売り」によって株価は急落

し，顧客は同社製品の買い控えに走り，マスコミの厳

しい取材により社会的制裁を受け，想定できない風評

が発生，ダメージスパイラルによって刻一刻と企業の

信頼やイメージは大幅にダウンして，企業活動はほと

んど機能しなくなります．にもかかわらず企業側は，

一生懸命プレス発表のための説明データを探したり，

行政や監督官庁，業界団体の承諾に走り回ったりと，

ほとんど見当違いのことに時間と体力を費やしていま

す（図7）．

JCO臨界事故や雪印乳業の食中毒事故にみるよう

に，市民はそのような事故や不祥事の言い訳ではなく，

できるだけ早く「これからどうしなければならないの

かの対応策」や「安全管理について」聞きたいのです．

ここが前述の認識ギャップとともに非常に重要なとこ

ろです．消費者が最も「怖い」と思うことは図6にも

示す通り，「自分ではどうすることもできない非自発

的な事故や，科学的に解明されていない未知なるリス

ク，孫の代になって現われる遅延効果の高いもの」で

す．それらは単純に恐ろしいと感ずる事柄で，その主

なものは「大気汚染，土壌汚染，水質汚染，地球温暖

化現象」や「遺伝子組み換え食品，原子力関連事故，

枯葉剤後遺症」等々です．

このような消費者や市民の心理状況を考えたとき，

緊急時に一番先になにを確認しなければならないかが

見えてきます．それらは

① 生命に関わる事件・事故か

↓

② 生活の安全を脅かす事柄か

↓

③ 地域市民の健康被害に関わるものか

↓

④ 市民に不快感，不誠実性を与えるものか

の4点に絞られます．消費者や一般市民（社会の目）

はこのような視点で捉え，マスコミの取材ポイントも

このウエイトで迫ってきます．そうしますと緊急時に

は，被害に遭われた人への直接的対応はもとより，企

業を取り巻く諸環境に対しての初期対応措置と，説明

のプライオリティが明確になってきます．

したがってリスク情報発信者側として，特に気をつ

けなければならない情報要因（市民が一番必要として

いる情報）はつぎの3点と言えます．

① 情報源の専門性：正しいことを述べる能力
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図7 不祥事発生時の企業の対応

経済広報センター実施の「生活者の企業観調査」（2003年11月～12月），3,618の有効

サンプル数による．



② 情報源の誠実性：第三者の推薦などによる客観

的証明（あの人が言ってることは間違いない）

③ リスク管理に関する情報伝達（透明性）：安全

管理システム（責任者，日常的訓練や事故防止策）

や緊急時の対応

この中で当然③が一番重要であります．またリスク情

報発信時の送り手の重要な留意点は以下となります．

① 素人の意見を拒む専門家の意識（自らの正しさ

に確信を持ちすぎていること）．

② 非言語的なコミュニケーション能力を高めるこ

と（発言内容：ビジュアル効果＝3：7）．ビジュ

アル効果とは，記者発表時の目線，声，言い淀み，

身振り・手振りのことです．

③ 発信する人が，所属する組織の中で評価が低い

と，そのリスク情報は伝わらない．たとえば薬害

エイズ事故，動燃ナトリウム火災爆発事故，

NASAチャレンジャー爆発．

4 危機を招く社内原因と第4の必須管理（危機管理）

企業や組織のリスク発生は「第一線（現場）のクレ

ーム対応ミス」「マスコミ対応ミス」「トップや管理職

の判断ミス」が重なって重大なクライシス局面へと深

刻化していきます．危機の原因で最も注目しなければ

ならないのは足元（社内）にあります．

まず第一に「第一線の危機意識の欠如が危ない」．

危機の発端の90％はマスコミ報道を観ても，現場か

ら発生しています（残り10％はトップの判断ミス）．

「たいしたことにはならないだろう」

「なんとかなるだろう」

「よくあることさ」

という緩んだ意識が大きな危機を招いており，東海村

のJCO臨界事故がその典型的な事例です．当時の新

聞には「仕事を早く終えたかった」「メンドウだった」

「臨界なんて知らなかった」という驚きの見出しがあ

ります．・バケツで一気に・そして・青い閃光・ととも

に2名の作業員は即死（1名は未だに植物人間），さ

らに周辺住民はIAEAの査察により安全宣言をした

が，「被爆したのではないか」「大丈夫かな？」と不安

な毎日が今でも続いており，行政による健康診断が年

1回，現在も行われています．

この事故は，危険な放射性物質を扱う企業としてま

ったく論外といえるものでした．普段の現場教育や訓

練がまったく無く，マニュアルを完全に無視，危機意

識ゼロ，安全管理ゼロの状態であり，その結果JCO

は整理され，損害賠償のためのペーパーカンパニーと

なっています．

第二に「管理職による情報ブロックと部門内処理が

危ない」．2001年海上自衛隊横須賀基地・通信部隊で

起こった「覚せい剤隠蔽事件」．隊内同僚の見てみぬ

振りと，組織ぐるみのかばい合い（三猿主義），そし

て箝口令により「ナントカナルダロー」との思惑が，

3カ月後の，朝日新聞に内部告発され，幕僚，幹部以

下処分されました．特に部門長に昇格が内示されてい

る時（マズイコトは上司に報告したくない）などに起

こりがちで，企業においても同様なことが十分予測さ

れます．

第三に「問題があっても指摘しにくい企業風土が危

ない」．カネボウと中央青山監査法人ぐるみの粉飾決

算事件でみられるように，上司や管理者に対して「お

かしいのではないか？」が言いにくい組織にリスクは

起こりやすいのです．「組織風土はミドルが作る」と
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図8 会社における四つの必須管理業務

表2 組織内に危機意識を高める五つのポイント

1.「チョット変だな」「これで大丈夫かな」というポスターを

掲示する．

（普段の現場の・異変センサー・の高さがリスクを防止する）

2.「リスク事例報道記事」を職場内に回覧する．

（マスコミ記事は危機意識を高める生きた教材）

3.「悪い情報」ほど上司，トップに速報する．

（たとえば2時間以内にトップ必着，30分以内に上司に速報）

4.不安，疑問を感じたら管轄部署にまず一報．

（安易な気持ち，思い込みがリスクを作る）

5.会社のモノサシではなく社会のモノサシで見つめること．

（会社の常識＝社会の非常識）



いわれ，「この位ならいいだろう」「ヤバイ橋（違法）

の一つも渡らなきゃーやっていけないよ」といった言

葉が若手に大きく影響し引き継がれていきます．この

空気がいつか必ず内部告発される遠因になります．

したがって危機管理は，この三つの社内原因を解消

するための全社共通の危機意識啓発の教育プログラム

であり，企業でいう，①業務管理，②人事管理，③計

数管理とともに第四の必須管理業務であります（図8）．

リスク予防はなによりも各部門の危機意識とコンプラ

イアンスがカギです（表2）．その危機意識啓発の基

本は「知識よりも意識である」，「意識があって知識が

活かされる」ということになります．

5 クライシス コミュニケーション：初期対応（その1）

企業や組織を取り巻く環境の変化により，これまで

になくリスク要因は満ち充ちており，普段からの予防

努力を実践しつつも，残念ながらリスクが発生し緊急

事態に至ってしまった時どのような対応をすべきか．

クライシス局面で最も重要なことはその初期対応です．

初期対応とは，事故が発生してから当該企業や組織の

対策本部が社会に対して，リスク情報の第一報を発信

するまでのことをいいます．

最初に確認しなければならないことは

① いつ，どこの誰から，誰に情報が入ったのか

② それに誰がどのように対応したのか

③ 具体的被害と，被害の拡大は予測されるか

④ マスコミの取材や報道，インターネットの発表

はどうか

⑤ 原因はなんだと推定できるか

等々があり，リスク情報発信のシナリオと緊急度を考

察しながら，記者会見か，資料のプレスリリースか，

社告か，などの効果的な発信方法を速やかに決めなけ

ればなりません．

ステークホルダーに対し，最もスピーディに，広く

公平に，低コストで発信することができる緊急記者会

見が最もインパクトが高く，特に

① 社会に対して謝罪が必要なとき

② 毅然とした（企業）姿勢の表明が必要なとき

③ 誤認，誤解や風評リスクを防ぐため十分な説明

が必要なとき
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図9 クライシス コミュニケーション二正面同時作戦（危機発生と初期対応）



などの場合実行しなければなりません（図9）．

ここで注意しなければならないのは，日本の企業や

組織においてよく誤るのは，事故の対応措置に懸命に

なり情報開示を忘れてしまう，あるいは数週間遅れて

発表する事です．情報開示がなければ社会やマスコミ

には「なにもやっていないとんでもない企業，隠蔽体

質の企業」としか映らないのです．初期対応の要諦は，

この対応措置と情報開示の両面を同時にできるだけ早

く実行する「二正面同時作戦」により，企業は未体験

（リバースギア）の大きな体力を消耗しますが，事態

の速やかな収束とダメージの最小化を図れるのです．

またこの緊急記者会見でのマスメディアの視点には

一定の取材パターンがあり

① なにが起こったのか（状況説明）

② どう対応しているのか（対応説明）

③ なぜ起こったのか（原因説明）

④ 誰の責任か（責任説明）

⑤ 効果的再発防止策はなにか（再発防止策説明）

この5項目に対して必ず回答を求めてきます．

6 クライシス コミュニケーション：初期対応（その2）

これまで緊急時においては，二正面同時作戦がきわ

めて重要であることと，緊急記者会見時のマスコミ記

者取材対応のポイントについて述べました．当該企業

の対策本部は，取材の中心点である5項目（状況説明，

対応説明，原因説明，責任説明，再発防止説明）につ

いてできるだけ早く確認・決定し，回答することがで

きれば，マスコミ記者にはもうこれ以上書くネタが無

くなり，1回の記者会見でクライシス局面を収束でき

るという事です．それを日本ハム事件や雪印事故のよ

うに，「社内調査で3カ月かかる」といっては報道さ

れ，「前回の発表と違うではないか」とか「トップの

責任の執り方が不十分」と言われてまた書かれ，批判

報道の長期化によって大きな社会的制裁を受け，ダメ

ージが拡大されるのです．

したがって，緊急記者会見は「社会に対し最初で最

後の説明責任（アカウンタビリティ）を果たす場であ

る」との基本認識が，初期対応の第二の要諦と言えま

しょう．記者会見によるメッセージは，風評リスクや

事実誤認など，社会からの不必要な不信やイメージダ

ウンを防止するための，

① 最速で

② 均一に

③ 信頼される情報として

④ 低コストで伝達できる

きわめて有効的手法なのです．

また対策本部員は，緊急時のマスメディア特性につ

いて，下記の5項目を基本認識しなければなりません．

① 暴かれた情報（内部告発）は発表された情報よ

りインパクトが強い．

② リスク情報は2倍の伝播力をもつ．

③ 先に接した情報がインパクトを持つ．

④ 事故の背景は個人か，組織・構造によるものか

に関心が高い．

⑤ 法的責任より社会的，道義的責任を追及する．

したがって記者会見設定の留意点として

① 感情的・告発型報道を回避するため会見（企業

主導の事実・解説型報道）は，1日も早く行うこ

と

② 発表資料は「ポジションペーパー」により統一

した見解を述べること

③ ポジションペーパーは時系列，関係図により整

理され，前記5項目（取材の中心点）の説明がな

されていること

等々が重要事項であります．

先日，松下電器は緊急記者会見を通じ石油温風機の

リコールを発表し，自社のすべてのCMを「緊急の

お知らせとお詫び」に切り替えた方策をとりました．

また参天製薬の一般用目薬毒物混入事件（参天は被害

者であったが）などは，これまで述べてきた緊急時対

応のサクセスストーリーといえるでしょう．

そして企業や組織の緊急時における「管理職の初期

対応・五つの心得」として，次があげられます．

① リスクを招いた本人を・その場で・叱るな！

・叱ると「本当の真実」を話さなくなる� トッ

プの判断ミスを招く．

・大切なのは「事実の掌握」「原因の究明」� 再

発防止策の着手．

・叱ることと処分は1カ月後でもできる．

② 個人の不祥事を，誤った対応で・組織ぐるみの

不祥事・にしない．

・かばう配慮が組織ぐるみの疑惑を生む．

③ リスク情報は・一何の原則・と速報を旨とする．

・リスク発生時5W 1H（六何の法則）はすぐに
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は得られない．

④ 当局への第一報を守る．

・「速報」「誠意」「全面協力」の三原則で臨む．

⑤ ・情報開示のスピード・がダメージを小さくす

る．

・CS（顧客満足）とは不測の事態発生時にこそ

現われる．

7 緊急事態を明暗に分かつものはなにか

これまで2回に亘り，緊急時の情報開示とマスコミ

対応の重要性について述べてきました．緊急時は，当

該企業（組織）にとって「企業の論理が通じない」未

体験で大変な時間と体力を消耗するプレッシャーの多

い事態で，なかでもマスコミ対応が最大のポイントと

いうことであります．そうしますと，

① クライシス コミュニケーションとは「万一リ

スクが発生した時，ダメージを最小限にとどめる

ため，情報開示を基本とした，内外のステークホ

ルダーに対する迅速，適切なコミュニケーション

活動」である．

② 緊急時におけるダメージ最小化の核心は「人は

起こしたことで非難されるのではなく，起こした

ことにどう対応したかによって非難されるのであ

る」．

ということであります．したがって，緊急時を乗り切

り，危機をむしろ好機に転換するためには

① スピード（迅速な意思決定と行動）

② 情報開示（疑惑を生まないための徹底した情報

開示）

③ 社会的常識の視点（市民の立場に立った判断）

の三つのキーワードを念頭に，大きく失った信頼をで

きるだけ早く回復することにあり，「リスク情報を隠

蔽するコストは，開示するコストの何百倍にもなる」

ということを忘れてはならないのです．東京電力の原

子力発電所データ改ざんと，隠蔽による経営者の大幅

な退陣や，薬害エイズ事件による社会的被害の拡大と

損失等は，いまだに「全国民に大きな不信と影」を残

しています．

さて，緊急時には様々な内外の情報が錯綜し，どれ

がどこまで正しいのか，どの情報を基にして対応策を

立てたら良いのか，困惑する対策本部が判断を往々に

して誤るケースがあとを絶ちません．第三者（コンサ

ルタントやPR会社など）による適切な判断が求めら

れる理由はここにありますが，「その時，当事者であ

るあなたは今なにをすべきか，なにができるか」を，

客観的に一般市民（消費者）の立場で捉え，冷静に判

断することが求められているのです．

危機発生時に真っ先に駆けつけるのはマスコミ（そ

の業界にはまったく基礎知識のない社会部，報道部記

者），その取材先は対策本部だけに限られているわけ

ではありません．企業のトップから従業員，当局，周

辺住民，取引先と広い範囲にわたって事件・事故の対

応措置の適否や，原因および責任者の有無，組織的背

景など多方面からウラをとっていきます．そして・対

策本部の対応や発表に誤りや嘘はないのか，社会的常

識に照らしておかしくはないのか，消費者第一主義が

薄れ利益追求の姿勢が強くはないのか・という視点で

追及してきます．

したがってマスコミ対応には常に一歩先んじた対策

（スピードと判断）が不可欠で，取材対応型より発表

型対応が企業にとって望ましい理由はここにあります．

つまり取材対応型情報開示（マスコミからの要請によ

る個別対応）のマイナス点は以下となります．

① メディア主導となる．

② 感情的な告発型批判報道になりやすい．

③ 批判報道の長期化・キャンペーン型報道により，

大きなダメージを招きやすい．

一方発表型開示は，同時に複数のメディアを対象と

する会見であるため，次のような違いがあります．

① 企業主導の開示ができる．

② 客観的解説型記事となる．

③ 一過性の事実報道の可能性が高いため，ダメー

ジが少なく収束が早い．

ところで緊急記者会時にスポークスパーソン（トッ

プ）が失敗し，会見が混乱したり紛糾したりするケー

スが見受けられます．その原因としては次のようなこ

とが考えられます．

① トップが平常時に会う人の99％はビジネスマ

ン（取引関係者）であり，マスコミ記者はノンビ

ジネスマンであること．

② 社会部記者は，見出しを考えながら誘導質問を

して，感情的ホンネを引き出す挑発質問のプロ，

一方トップは不慣れな回答のアマチュア．

③ 世論の代表者意識の社会部・報道部記者は，ま
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ったく遠慮のない一見の客．

したがって，トップに対して，記者会見の空気を事前

に十分伝えておくことが必要なのです．

スポークスパーソン（トップ）の心得は以下となり

ます．

① 記者に与える印象の70％以上はビジュアル効

果（表情，視線，しぐさ，声）

② 「逃げの姿勢，姑息な言い逃れ」は絶対にして

はならない（批判報道を招く）

③ 記者との議論は得策ではない（挑発質問に乗せ

られてはいけない）

④ 反省すべき点は率直に謝ること（弁解，言い訳

は意地悪質問を次々浴びる）

⑤ 自分の言葉で説明すること（想定問答の読み上

げは見識を疑われる）

企業批判の世論はマスコミがどう見るか，どう書く

かで決まります．

8 企業・組織の危機防止のための指針（その1）

これまで企業における危機発生の原因や，危機意識

の問題，緊急時のマスコミ対応等々について述べてき

ました．ここからは危機を未然に防止するためのコン

プライアンス活動（表3，4，5）について述べてみま

す．

冒頭でも述べた通り，リスク発生の根源は官民を問

わず「信用への甘え」からくる

① 消費者・市民不在

② 危機意識の欠落

③ コンプライアンスの欠如

にあります．国会で三点セットなどと言われている耐

震強度偽装事件や防衛施設庁の官製談合問題，粉飾決

算とライブドア事件など，国民生活を巻き込んだ重大

リスクはすべてこの複合した上記三点に起因するとい

えます．①，②については，各企業のリスク体験や事

例研究が徐々に進み，かなり経営の中に取り込まれつ

つありますが，③のコンプライアンス（遵法精神）に

ついては，どのように組織内で確立し浸透・定着させ

るかがまだまだ不十分な状態といえましょう．

ここでもう一度おさらいしてみると，「組織におけ

るコンプライアンス推進とは，内部統制を目的とした

社内運動であり，社員のモラールハザード（使命感＋

プライドの大きな低下を意味し，プライドは主に報酬

によって支えられている）をくい止め，リスク発生を

未然に最も有効に防止するための行動規範の確立と定

着」であり，個人の意識に依るところ大といえます．

その意味する内容は

① 関連法律の遵守

② 社内規則の遵守

③ 社会的常識との整合（企業の常識＝社会の非常

識になりやすい）

④ トップの命令の遵守（トップの判断は誤る確率

が少ない）

の4点であります．特にリスク発生時には，③がマス

コミ取材の原点であり，最大のポイント（常識に優る

法律はない）といえましょう．

したがってコンプライアンスとは，法的遵守は当然
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表5 コンプライアンス違反を防ぐ七つの指針

1.「いつも誰かに見られている」と思いながら仕事しよう！（心理的抑止効果）

（「いつでも内部告発がある」と思いながら仕事しよう）

2.そのことは誰にでも堂々と説明できる事か自問しよう！

3.三猿主義（見ざる，聞かざる，言わざる）は自分も巻き添えになると心得よう！

4.顧客の立場，顔を思い起こして対応したか．

5.よそでもやっている（業界慣習）という甘えの判断はないか．

6.コンプライアンスとは誰のためでもない，自分と自分の家族を守るためのもの

と心得よう！

7.敏腕なマスコミ記者が知っても問題にならないか自問しよう！

（社会的，道義的責任から観て問題はないか自問しよう）

表3 コンプライアンス活動の目的

1.問題行為を防止するため

2.問題行為の発生を防止するため

3.問題を発見した時，迅速適切に処理するため

表4 コンプライアンス活動の最重要ポイント

1.倫理綱領，行動基準の策定

2.周知徹底のための具体的に機能するシステム

（仕組み）づくり



のことながら，前述の通り一般市民の目から見ておか

しくはないのか，嘘・粉飾等はないのか，消費者・市

民の立場に立った判断が薄れてはいないか，企業の利

益追求の姿勢が露骨に顕れていないか，等々持続する

法人格としての社会的品位や信頼性の基盤そのものを

指しています．

9 企業・組織の危機防止のための指針（その2）

「企業の危機とコンプライアンスの関係」や，これ

まで数々の事件・事故，不祥事発生の要因は，コンプ

ライアンスがほとんど未成熟であったために起こった

といえます．このことはこれまで述べてきたことや，

今国会の状況をみても十分ご理解いただけたと思いま

す．

それではどのようにしたらコンプライアンスを組織

内に確立し，周知・徹底（企業倫理の体質化）させる

ことができるのか．その基本的な考え方と対応策につ

いて述べてみたいと思います（図10）．

企業や組織のコンプライアンス体制づくりに重要な

七つの柱は以下となります．これらについて順次詳述

してゆきます．

① トップのリーダーシップと意識改革（コミット

メント・公約）

② 行動基準の策定と周知徹底（構成員への刷り込

み）

③ 法令や規定遵守の体制整備

④ 教育・研修プログラム策定と実践

⑤ 倫理ヘルプラインの整備と機能の充実

⑥ コンプライアンス監査やアンケート調査の実施

⑦ 人事面への配慮

1） トップのリーダーシップと意識改革

これはコンプライアンス体制構築の前提となります．

経営・組織のトップとしてまず第一に行う事は，コン

プライアンス経営の実践に際し，率先垂範して社内外

にコミットメント（約束，公約）やメッセージを明示

することです．この狙いは

① 経営理念，組織使命，に基づいて

② 企業・事業活動における法令規範，社内規範，

社会規範を遵守することが必要であり

③ 中長期計画，年度計画に基づく企業（組織）使

命の遂行を中核として，コンプライアンス経営を

推進する

④ これこそがステークホルダー（企業・組織を取

り巻く利害関係者）からの信頼，社会からの信頼

を得る道である旨を明確にすることにあり

⑤ トップをはじめ全構成員の意識改革の「礎」と

なる

ことにあります．
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図10 コンプライアンス体制の全体イメージ



2） 行動基準の策定と周知徹底

企業，組織の「行動基準」（倫理規定）は，組織や

その全構成員にとって，倫理・法令に基づく行動のガ

イドラインであり，その役割と位置づけは

① 創業の精神，組織理念等を頂点にして

② 中間に「行動基準」があり，すべての企業・組

織活動における実践のガイダンス（行動指針）と

して機能し，コンプライアンス実践での基軸とな

る

③ さらにその下部に社内各種規定・業務マニュア

ルがある

ということになります．

企業ではコンプライアンス活動の活性化と周知徹底

の重点方策として

① トップと現場のコミュニケーション（経営の見

える現場，現場の見える経営）

② 仕組みによる徹底

等があげられます．その活動要点は，役員および全社

員からの「行動基準誓約書」（確認書）の提出，事例

集（ケースブック）の整備，社内各種規定や業務マニ

ュアルとともに，繰り返し社内での教育・研修に活用

する，ということです．

3） 法令や規定遵守の体制整備

法令や規定遵守体制の整備は，コンプライアンスの

「自覚と責任」を全役職員に浸透・定着させるため，

専任の部署（表 6）の設置，および責任者（倫理担当

役員，コンプライアンス・オフィサー）の任命で，具

体的施策の執行機関となります．

次に全体を統括するコンプライアンス委員会（表7）

（役員や関連部署の責任者等）があり，本件の意思決

定機関に位置することになります．

専任部署の最重点課題であり経営理念に則して策定

される「行動基準」は，企業（組織）に対して，社会

に対して，そして自らに対して誇りを持って働くこと

を可能にするものです．それと同時に確実に実行する

ことでステークホルダーの信頼が得られるものでなけ

ればなりません．したがってその構成，内容，表現等

はそれぞれの企業・組織の個性が反映されたものとな

ります．一般的な構成を表8にあげます．

これらは企業・組織の基本的な使命と，それを達成

するための企業活動の拠って立つところの規範（基準）

企業，組織の危機管理と不祥事防止策について 291

表6 専任部署の主要な役割

1.年度替わりに際し，全役職員より行動基準誓約書を提出させる．

2.新年度経営計画の重要課題の一つとしてコンプライアンスの実践，高い倫理観

に基づく公正な企業行動の推進を掲げる．

・行動基準および事例集（ケースブック）制作

・周知徹底の教育，研修，啓発の実施

3.年度のコンプライアンス実践状況（実情調査）をまとめ，経営トップ，コンプ

ライアンス委員会等に報告を行い，併せて組織内にフィードバック．

4.翌年度の課題，目標についてアクションプランを策定し，トップおよびコンプ

ライアンス委員会の決裁を得る．

5.コンプライアンス委員会の事務局機能をもつ．

表7 コンプライアンス委員会の主要機能

1.コンプライアンスの重要事案についての総合的検討と判断

2.倫理ヘルプラインからくる重要問題についての討議と正式対応

3.重要事案や検証結果をトップに報告

表8 行動基準

1.安全な製品とサービスを提供します．（安全確保）

2.顧客満足と安心が得られるよう最大限の努力をします．（顧客第一，危機管理）

3.法令を遵守し，社会的倫理に則した企業活動をすすめます．（法令遵守）

4.環境問題に自主的，積極的に取り組みます．（環境保全）

5.良き企業市民として積極的に社会貢献を行います．（社会貢献）

6.安全で働きやすい環境の確保に努めます．（労働環境）

7.国際社会の一員として関係地域の発展に努めます．（グローバル経営）



の明示であり，原則公開されることを前提とします．

また行動規範マニュアルについて図11，12に，アク

ションプランについて表9に示します．

4） 教育，研修プログラムの実践

コンプライアンスの周知徹底（企業倫理の体質化）

には，トップと現場のコミュニケーション（経営の見
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図11 行動規範マニュアルの制作（表8）

表9 アクションプランの構成

1.想定されるコンプライアンス違反の組織別洗い出し調査と分析

2.起こりやすい違反事例の研究とマニュアル，ケースブック（事例集）の作成

3.教育，研修プログラムの作成（社内コミュニケーション）

4.コンプライアンス，リスクマネジメント等のセミナー開催

5.シミュレーショントレーニング（違反事件発生と対応策の検討）

図12 マニュアル制作以降の実行プログラム全体像

（コンプライアンスの体質化，定着化）



える現場，現場の見える経営），仕組みによって全構

成員への徹底刷り込み，が必須であります．

概ね企業では教育，研修プログラムにより次のステ

ップを反復実行しています．

① 第一ステップ

経営理念，企業使命などを十分理解し，共有するた

めに，トップが自分の言葉で理念，ビジョン，などを

熱く社員に語りかけコミットメント（公約）する．

② 第二ステップ

行動基準，事例集，各種マニュアルの理解促進をは

かる．コンプライアンス専門部署や責任者によるコン

プライアンス体制，運営に関し，具体的に繰り返し説

明し周知徹底を図る．また外部専門家やコンサルタン

トによる研修など．

③ 第三ステップ

ケースブック（事例集）などを活用しながら，コン

プライアンス・リスクの事例研究を行う．参加者によ

る現状分析，対応策の討議やシミュレーショントレー

ニング（ロールプレーイング）等を通じて意識の向上

を図り，成果を社として共有，実務に反映させる．組

織のトップ，管理職，一般職員別に全構成員がこのプ

ログラムに参加することが大切．

第二および第三ステップの周知徹底には，カスケー

ド方式（職位の上位者が下位者に対して順繰りに行う

研修方式）などがあります．コンプライアンスの意識

は，時間の経過とともに劣化することを認識する必要

があります．

5） 倫理ヘルプラインの整備と機能の充実

風通しの良い組織風土を作るために，組織内のコミ

ュニケーションのあり方として，「倫理ヘルプライン」

（コンプライアンス何でも相談窓口）（表 10）が重要な

役割を果たします．その仕組みは次のようなものにな

ります．

① 通常のラインルート（業務報告ルート）以外の

方法により，コンプライアンスに関する疑問，照

会，相談，報告などとして機能する．

② 企業によっては社内ラインの外に，社外ライン

（法律事務所，専門コンサル会社等）も併設して

いる．

③ 主なツールは，専用電話・FAⅩ，電子メール，

面談，文書等がある．

④ 相談者の守秘義務，公益通報者保護が重要ポイ

ント．

6） コンプライアンス監査，アンケート調査による

実情把握

行動基準や社内諸規定に照らし，遵守運営状況をア

ンケート調査により定期的にチェックし，構成員の

「生の声」，問題意識を確認する．職場へこれらをフィ

ードバックし，業務改善に資する（テキストマイニン

グ分析）．倫理ヘルプラインに通報された事案の状況

把握とアドバイスを行う．

7） 人事面，評価面への配慮

コンプライアンスの徹底，刷り込みには，コンプラ

イアンスの成果を人事考課に組み込み，組織内での正

当な評価によるキャリアアップがポイントとなります．

成功事例発表会など，社内イベントによる表彰も効果

的です．

おわりに

以上，リスクマネジメントの中のクライシス コミ

ュニケーションのあり方と，コンプライアンスのすす

め方について述べてまいりました．医療の現場や病院

経営の一助となれば望外のよろこびであります．
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表10 倫理ヘルプライン運営のポイント

1.相談・通報者が不利な扱いや報復行為を受けないようルールを厳守

2.通話者の内容の守秘義務

3.回答者は担当部署の特定メンバー（複数）による

4.内容の正式記録と保管

5.コンプライアンス委員会は適正にフォローすること



要 旨

民間災害医学の歴史は浅く，世界では1980年代か

ら本格化し，日本では集団災害医学会が開設された

1995年に始まった．救急医学の流れをくむ災害医学

は，災害時急性疾患対応に主眼が置かれた．国内支援

ではD�MAT，SCUが，海外支援ではJDR�MT，

ERUなどの整備に重点が置かれた．であるから，国

内の災害では発災後当日から3日間程度は外傷を初め

とする急性期疾患であり，その医療需要が減少したこ

ろから慢性疾患の増悪を見るため，慢性期疾患対応に

移行していくとされてきた．しかし阪神淡路大震災以

降問題となった災害関連死の問題を考察すると，災害

急性期に慢性疾患対応を十分に行うことが関連死を防

止し，ひいては災害での犠牲者の極小化につながるこ

とが徐々に明らかになってきた．神戸での死者の14.3

％は関連死であり，新潟でも59人中43人が関連死

（73％）であり，その死亡の原因は発災当日から始ま

っていることが明らかにされた．災害急性期の慢性疾

患対応は，これまでの評価に増して重要であることを

提唱した．

はじめに

軍事医学は別分野として，民間医療における災害医

学（disastermedicine）は，そう古い概念ではない．

世界を見回してもA.Pecceiが発案したいわゆる「Club

ofRoma」（1968）が最初であろう．具体的な学術活

動としては，1976年に「ClubofMainz」が麻酔学

者によって設立され，1977年に第1回医学大会が開

かれた．本格的な災害医学の発展は1980年代を待た

ねばならないとされている1）．

日本においてはさらに遅く，1995年の阪神淡路大

震災まで待たねばならない．日本における災害医学の

中心である日本集団災害医学会は1995年が第1回大

会であり，それが災害医学の歴史の始まりである（ち

なみに日本災害医学会というのは労働災害の学会であ

る）．災害医学は日本においてはわずか10年強の歴史

しか持っていない．

disastermedicineを担ったのは救急医学の世界で

あったので，急性期災害医療の研究が中心となった．

1 日本の災害医療の歴史

大別すると現在の日本における災害医学の関心は，

国内と海外の二つの方向に向いており，それぞれにそ

の活動を象徴する医療チームの育成が行われている．

1） 災害時急性期医療への対応：国内

① 災害時派遣医療チーム（DisasterMedical

AssistanceTeam;D�MAT）

「災害急性期（48時間以内）に活動できる機動性の

あるトレーニングを受けた医療チーム」のこと．わが

国においては2004年8月の東京D�MATを最初とす

る2）．現在ではほぼ病院単位で組織され，2006年度中

に 200チームまで育成整備される予定である．D�
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MATは基本的に厚生労働省，地方公共団体などから

の要請を受けた病院から派遣される．

ただ現実の災害においては災害の現地へ入ることに

難渋することがあり，医療チームだけを整備しても十

分とは言えない．そこで東京消防庁などは「東京D�

MAT連携隊」の運用を行い，D�MATの搬送・到着

後の情報提供などを担当させている3）．

現地への迅速な到達という問題が解決できれば，後

はほぼ問題なく進展することを考えても，この方向性

は正しい．災害医学は物資も人もlogistics（物資・人

などの供給体制の確立）の問題を抜きにしては語れない．

D�MATを紹介するどの文献を見ても，必ずその冒

頭に阪神淡路大震災時に組織的医療支援体制がほとん

ど組めなかった忸怩たる思いが述べられている．だか

ら・D�MATすら存在しない日本・の解消が急がれた

のであり，その悲願は徐々に達成されようとしている．

② 広域搬送拠点医療管理所（StagingCareUnit;

SCU）

日本全国を対象とすれば，震災とは基本的に局地的

現象である．被災地内では重症患者が多数発生するの

に，医療機関の機能は大きく低下しているのであるか

ら，重症患者は平常時と同じ活動が可能な被災地外へ

の搬送を行うことが合理的である．

これを実現するのが広域医療搬送という概念である．

具体的には，�首都圏直下地震，�東海地震，�東南

海・南海地震に関する大綱・活動要領が国によって策

定されている2）．

広域医療搬送においては，まず被災地域の重症患者

を1カ所に集約し，そこから自衛隊機などで各地に搬

送するとされている．このときの搬送の拠点がSCU

である．東海地震においては，24時間以内に600人

程度の重症患者が搬送可能な計画が組まれている．

2） 国際緊急援助隊医療チーム：海外

① 国際緊急援助隊医療チーム（JapanDisaster

ReliefMedicalTeam;JDR�MT）

2003年末のイランでのバム地震（死者26,000人），

2004年末のスマトラ島沖地震津波（同230,000人），

2005年10月のパキスタン北部地震（同86,000人）

など，アジア・アフリカでの地震災害は悲惨を極める．

阪神淡路大震災が日本国内ではいかに悲惨な災害と考

えられても，その犠牲者のオーダーは1桁から2桁小

さい．（これほど多数の死者を出す原因は，日干し煉

瓦造り（＝アドベ）など，耐震性のまったくない建物

に居住していることが大きな原因である．）

これらの被災国が，緊急にこの規模の災害に対処す

ることは至難の技であり，先進諸国の迅速で手厚い支

援が必要であるのは当然である．それらの支援は多岐

にわたり，まず災害急性期支援のチームとして編成さ

れるのが，JDR�MTである．

② 基礎保健型緊急対応ユニット（Emergency

ResponseUnit;ERU）

JDR�MTが超急性期の医療提供を目的としたチー

ムであるとするなら，災害発生後からもう少し時間の

たった時期の支援を行うために，赤十字が中心になっ

て組まれることが多いのがERUである．スマトラ沖

地震津波でも，発災後13日目から約3カ月にわたっ

て活動を行っている．

ERUは仮設診療所を拠点に，母子保健，予防接種，

栄養管理などの保健医療機能をもっており，赤十字

・おはこ・の巡回診療を組み合わせて，どちらかとい

うと亜急性期から復興期にわたる息の長い活動が特徴

的と言える4）．

③ 災害人道支援会（HumanitarianMedical

Assistance;HuMA）

さらに震災発生から時間の経過とともに，外傷など

超急性期医療ニーズから，急性期の回復期や慢性疾患

の増悪へと医療ニーズが変化してくると，JDR�MT

は撤退の時期を迎えるとされている．

しかし，壊滅的な打撃を受けた現地医療機関が，先

進諸国の医療チームの迅速な活動に追いつくような速

度で復興することは，普通ありえない．だからそこに

タイムラグができることになる．パキスタン北部地震

の時には，このタイムラグを埋め，日本としての継続

的な支援を行う役割を，HuMA（NPO）が担うとい

う試みがなされた5）．

災害支援の進化と言ってよい発想で，災害医療が急

性期ばかりではないことが，海外支援では一定の水準

で理解されている．

以上日本における災害医療を象徴すると思われるチ
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ームやシステムを，その現実の活動に即して概説した．

設立の趣旨と違う解説も若干あるかもしれないが，理

念を語ってもあまり意味がないと思われたので，あえ

て現実の活動がどうであったかを調査し，そこから逆

に「この組織はどういうものか？」という評価を行っ

た次第である．

1例をあげると，スマトラ沖地震津波への国際支援

では，発災後4日目に行ったチームも，13日目，21

日後に活動開始した，どのチームもすべて自らの活動

に「緊急」という冠をつけていた．災害医学的意味で

の「緊急」とはなんであるか，という定義づけをする

べき時期に来ている．

2 災害医療と慢性疾患

以上災害医療の枠組みを見てきて気づくことは，ま

ず「災害急性期は外傷などの急性期疾患への対応の時

期である」と，決めたかのようなシステムになってい

ることである．救急医学からスタートした災害医学で

あるからやむを得ないことではあるが，この論文では

その発想で今後とも進んで行ってよいものかどうか，

を問いたい．

国内では，今現在でもまずD�MATの整備ありき

の段階を抜けていないが，海外支援では急性期支援を

行っただけでは災害支援として十分ではないことが認

識されており，パキスタンでのHuMAの活動はその

象徴的な例である．しかし，それでも「急性期医療の

需要が途絶えた後に，慢性疾患の増悪という医療ニー

ズが発生する」という前提は崩れていない．果たして

本当にそうなのであろうか？ それでよいのであろう

か？

1） 震災後関連死：神戸

ここで議論したいのは，災害の急性期であるからと

いって（・急性期・という言葉に引きずられるかのよ

うに）・急性期医療・だけを考えている今のシステム

で良いのか，ということである．

われわれは最近よく災害関連死という言葉を使う．

この言葉は神戸の震災の時には，上田らにより震災後

関連疾患，そして，そこから発生する震災後関連死亡

と名づけられていた6）．

上田らは，神戸の震災を高齢化社会が迎えた初めて

の巨大災害と位置づけ，震災後関連疾患を，①地震後

のストレス，生活環境の悪化（典型的には避難所生活）

が原因誘引，②死亡につながる疾患群（ただし，癌末

期など，終末期を除く），と定義した．具体的には地

域の居住環境悪化により発生した肺炎，気管支喘息，

急性心筋梗塞，出血性胃潰瘍など特定の内科疾患をさ

す．

当時は災害関連死という概念が認知されておらず，

神戸市は記録として残していない．そこで上田らは人

口動態から神戸市の震災後関連死亡数を推定している．

1995年1～3月の総死亡数（7,691）－外因死亡数（3,896）－

1994年の自然死亡数（3,027）＝768人であった（1995/

1994＝1.25）．

1990～1994年の1～3月の同様の数式で求めた自然

死亡数の変動範囲は，2,747～3,256人となった．1995

年の外因死以外の死亡数は3,795人である．よって関

連死亡数の変動範囲は539～1,048人となり，少なく

とも500人以上の余分な死が認められると結論してい

る．これらの死亡者の89.6％が60歳以上であったこ

ともわかっており，震災の二次災害が高齢者と病弱者

に集中したことを示す資料である．2004年末までに

確定した阪神淡路大震災での総死者数は6,443人であ

り，うち災害関連死は14.3％とされた7）．また兵庫県

透析医会の報告でも，兵庫県内の維持透析患者の

1995年の総死亡率が例年の30％増であることを報告

している8）．

さらに上田らの病院の資料によれば，これらの震災

後関連死患者の半数が，発災後1週間以内の入院であ

る．関連死は発災当日着実に忍び寄ってくることを，

この数字は物語っている．これらの事実は，われわれ

が災害急性期を急性期疾患への対応に目を奪われてい

る間に，高齢者を始めとする災害弱者を，取り返しの

つかない状況にまで追いやっていることを気づかせる．

3日目までは外傷を中心とした急性期疾患，その後

急性期の医療需要が減少してきた時期に二次的疾患や

慢性疾患の増悪が主体となる，という従来型の見方は

明らかに片手落ちである．発災当日から1週間の時期

に，慢性疾患患者に対する迅速な危機対応ができるか

どうかが，その後の災害関連死の発生に大きく関わっ

てくる．

2） 災害関連死：新潟

新潟県中越地震の総死亡者数 59人（2006年 5月現
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在）に占める割合は，直接死16人，関連死43人（う

ち新しい若年者の関連死として注目された車中死は9

人）である．新潟県中越地震では，災害関連死という

概念の認知が進んできたとされている．災害関連死に

至った人々の多くが循環器疾患であったことは，神戸

との大きな違いであろう．

しかし災害直接受傷は4,600名あまりが数えられて

いるものの，災害後関連疾患は相変わらずカウントも

されていないため，実態が不明である．さて4,600人

の受傷者をベースに災害直接死16人を数えるならば，

災害関連疾患X人をベースに43人の災害関連死は発

生しているはずである．どちらが重要か，というよう

な比較をするつもりはないが，受傷者と同等以上に気

を配るべき存在であることに異論はあるまい．そして

関連死は新潟での集計では，発災後1～3日間に17名

を数え，次の1週間は7人と漸減している9）．これで

もわれわれは，発災後3日間は外傷などの急性期疾患

を中心とした災害医療を展開するべきなのであろうか？

3） 災害後関連疾患・関連死を引き起こす因子

① 日常性からの乖離

基本的には環境の変化に弱い高齢者・病弱者が，震

災による日常生活からの乖離を起こしたことが第一で

ある．

② ライフラインの停止

ライフラインの停止によるトイレ利用が困難になる

ことも，循環器疾患の増悪の大きな要因であることは

以前から指摘されている．トイレに行くのに長距離歩

くことや，待ち時間が長いことなどを嫌って高齢者は

水分を取らなくなるのである6）．

③ 精神的ストレス

新潟県中越地震においては，長期にわたる頻繁な余

震が特徴であった．余震の絶え間ない発生がもたらす

恐怖感とストレスは，精神的不安定さを増長し不眠を

呼ぶ．新潟で震災関連死の割合が多くなったことのベ

ースとなっていることは否定できない．

さらにプライバシーの存在しない避難所生活の長期

化がストレスの温床となり続けた．これらの経験を総

括し，困難であることは承知の上であえて提案すると

すれば，避難所開設が決定したと同時に，仮設住宅の

建設を始めてもいい．

④ 家族介護力の低下

加えて生活環境が激変することによる家族介護力の

低下も見逃せない．介護しようにも劣悪な環境の避難

所でなにができるだろう？

以上のような増悪因子を考慮のうえ，阪神での呼吸

器疾患（冬が関連）COPDの増悪，そして新潟での

高血圧を含む循環器疾患の増悪に対する対応が必要で

ある．さらに食生活の不安定さから糖尿病の増悪は必

発であろう．ストレスの増強が胃潰瘍など消化器疾患

を増悪させる．こう考察していくと，生活習慣病を中

心にあらゆる慢性疾患はすべて増悪する，と考えられ

る．だから増悪する慢性疾患の種類は何か，と考える

よりも，対象となる患者群を想定したほうが現実的で

ある．

このような状況に対応するためにも，内科医・精神

科医を中心とした医療チームは，避難所においては最

も必要とされるはずであり，発災後できるだけ早く避

難所をカバーすべきである．それも地元の内科医とケ

アマネージャー・保健師の合同の支援が望ましい．

病気のあるなしだけに気をとられずに，普段の生活

を知っている地元内科医とリスクマネージャー・保健

師からみて，避難所にいる人々の打ちのめされた心情

を十分汲み取る作業は欠かせない．心のケアとは，心

だけをケアするためのものではなく，震災後の悲惨な

生活を乗り切る勇気を得るためにも絶対必要なもので

ある．

さらに今後の課題は，医療者はもとより一般の被災

者が，この災害関連疾患というものを十分理解し，被

災地を離れることができる人は可能な限り被災地外へ

避難することが安全であるという，社会的合意を形成

することである．

被災者は，親戚・実家・別荘などが被災地外にあっ

ても，不思議なくらい被災地内の避難所生活を選択す

る．被災当初は，余震が続くことにより，今無事な自

分の家が倒壊するのではないか，という不安もあろう

し，なにより慢性疾患患者の場合には家族と離れ離れ

になることを，強く忌避する傾向にある．だから被災

地にとどまり，さらに状況を悪化させる．大多数の住

民が被災地内に留まることにより，震災によって対応

力の低下している被災自治体の対応水準をさらに下げ

るのである．これは，新潟県中越地震での維持透析患

者へのインタビューからも明らかである10）．
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3 日本透析医会の活動

以上，現代の日本の災害医療の現実，目指す方向性，

課題を明らかにしてきた．そして，災害急性期には慢

性疾患対応も重要であることを強調し，その根拠も提

示してきた．では今までの災害で，慢性疾患対応はど

の程度行われてきたのか？

もちろん，今までのわが国における災害医療の原則

どおり，災害急性期は外傷を中心とする急性疾患対応

が中心であった．そして急性期医療需要が減少してき

たころから慢性期疾患の対応を行ってきたわけである．

だから，発災後4日目から以降には当然避難所におけ

る内科医・精神科医を中心とするチームが活動をして

きたことは明らかである．

ここで問題として提起したいのは，災害急性期に慢

性疾患対応を行ってきたかどうか，ということである．

上田らのチームが阪神淡路大震災や新潟県中越地震で

行ってきた慢性疾患対応は，その発想に近いものがあ

るが，それでもやはり，災害が発生してからの個別的

対応である．

慢性疾患患者に対して，地震が発生する前の事前対

応として，組織的な医療介入を前提としたシステムを

構築してきたのは，透析医療の世界のみである．それ

は1978年の宮城県沖地震の時に個別的対応として対

策の提唱が始まり，1995年阪神淡路大震災の経験か

ら広域化・ネットワーク化を推進してきた．2006年

現在，25万人という世界に類を見ない多数の患者群

を抱える透析医療の世界としては必要不可欠な進化の

過程であったと言える．

そしてその象徴が日本透析医会の「災害時情報ネッ

トワーク」である．ここでは参考文献を提示11～13）する

のみとし，具体的な活動内容についてはふれない．最

も重要なのは，この災害時情報ネットワークが持つ慢

性疾患に対する事前対応システムという側面が，現代

日本の災害医療においては唯一無二のものだというこ

とである．

このシステムは，新潟県中越地震でも，福岡県西方

沖地震でも有効に稼動し，維持透析患者の支援情報を

全国に発信した．現在では，メーリングリストも整備

され，国（厚生労働省）やほとんどの都道府県の防災

機関も参加し，さらに具体的な支援機構としての体裁

を着々と整えている．

4 今後の展望

災害医学において今後最も問題となるのは，先にも

述べたようにlogisticsの問題である．対象者が少数

の急性期重症患者であってもそうなのだから，対象者

数が飛躍的に増える慢性疾患患者への対応はなおさら

であろう．

1） 透析医療におけるSCU

SCUは，まさに急性疾患対応にむけた発想である．

航空機を使用し，とにかく速くという迅速性を最重点

にしたシステムで，多数とは言えない数の重症疾患患

者の搬送を想定している．「少数ではあるが迅速」で

ある搬送である．

しかし慢性期疾患におけるSCUは，そもそも対象

人員があまりにも違う．透析患者だけでも 25万人

（国民 500人に1人）であり，ここにさらに多くの慢

性疾患患者群を加えるならば，大至急である必要はな

いけれども，数日以内に被災地外に搬送すべき数千人

単位の患者群を想定しなければならない．「大量かつ

迅速」という，相反する二つの命題の同時解決が必要

となる．

また震災とは交通渋滞のことでもある．阪神淡路大

震災では，あまりにも多くの地点で寸断された道路網

に阻まれて，神戸から大阪までの決して遠くない道の

りを，救急車で12時間も要した．震災後4日目にし

てプレジャーボートを利用して，六甲アイランドから

大阪へ搬送が試みられた際には，わずか1時間で重症

坐滅症候群患者を搬送できた．

大量輸送を念頭に置いた場合，今後陸海空の役割の

明確化を行い，それに見合った体制の搬送システムを

構築する必要がある．空路・空中搬送は，本来的には

被災地の空中からの情報収集に最も威力を発揮する．

そして，新潟の山間部でそうであったように，陸路か

ら到達不能な地域への支援を受け持つ．そのほかの長

所として迅速性があげられるが，短所としてはごく少

数の対象者にしか適用できないことである．

海路・海上搬送は，速度は陸路よりも遅いかもしれ

ないが，交通渋滞というものがない海の上を移動する

ため，災害時の平均速度は陸路より数倍はやい．しか

も対象人数は空路・空中搬送に比較して，飛躍的に増

大する．また小型船舶と大型船舶の母船＋はしけ方式
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のシステムを構築すれば，使用岸壁のレベルも大幅に

引き下げることができる（大型船舶は使用する岸壁が

限られるが，プレジャーボートなどはそのハードルは

相当低い）．日本の巨大都市がすべて海岸沿いに位置

していることまで考慮すれば，非常に有効な搬送手段

である．

現在関西圏では，日本透析医会と災害時医療連絡会

議（災医連）と神戸大海事学部の合同プロジェクトと

してほぼ確立しており，今後マリーナ協会などの小型

船舶との協力体制の構築がなされる予定になっている．

首都圏でも日本透析医会と東京海洋大学との合同プロ

ジェクトが2006年度より始まっている．これもすで

に小型船舶団体からの協力申し出を受けており，国や

都と協力を進めていく状況にある14）．

陸路はいつでもどのような車両であっても使用可能

な利便性が一番の長所であろう．国民も陸路の搬送は

なじみがあり，自らもやろうと思えば可能である．し

かし，災害時にはその交通渋滞の激しさがネックにな

って，思ったほど有効には働かないことは知っておく

べきである．また，空路・空中搬送も海路・海上搬送

も，そのSCU拠点までの搬送は陸路を使用しなけれ

ばならないことは当然である．むしろ空路・海路とも

有効に稼動するかどうかは，被災時の陸路部分がどれ

ほど効率的に稼動するかにかかっている．これが海上

輸送検証航海を実施してみた折りの，最初に浮かんだ

課題であった．

2） 慢性疾患全体への適用へむけて

透析医療の世界で災害時慢性疾患対応が特異的に進

化した理由は，その対象患者の多さ（25万人，国民

500人に1人）と，緊急とまではいわないまでもある

程度の迅速性を要求されることが促進要因となってい

る．この二つの要素を有する透析医療は，災害が起こ

ってから動いても遅いという認識があったのである．

そのほかの慢性疾患でこういう対策が考えてこられ

なかった理由は，大量性と迅速性のどちらかが欠けて

いたための切迫感のなさによるものと思われる．それ

に加えて，災害関連死というものへの認識が薄かった

ことも原因の一端である．

条件の最も厳しい透析医療で実現される対策は，ほ

かの慢性疾患医療にも確実に適用できる．今後とも透

析医療の災害時慢性疾患医療の充実は欠かせない．
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要 旨

細胞外カルシウムイオン（Ca2＋）の感知機構である

カルシウム（Ca）受容体（CaR）に作用し，細胞外

Ca2＋に対する感受性を増強する化合物をcalcimimetics

と称する．calcimimeticsは副甲状腺細胞表面上の

CaRに作用し，副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を強

力に抑制する薬理作用を有する．

現在，過剰なPTH分泌亢進状態で特徴づけられる

二次性副甲状腺機能亢進症（2HPT）の治療薬として，

シナカルセト塩酸塩（シナカルセト）が欧米ですでに

臨床使用されており，本邦でも製造承認申請を終えた

段階にある．2HPTを呈する慢性腎不全ラットを用い

た基礎試験では，PTH分泌および生合成抑制，副甲

状腺細胞増殖抑制に伴う副甲状腺過形成抑制ならびに

骨密度および骨強度改善などの薬理作用が認められて

いる．また，透析施行中の2HPT患者においては，

血中 PTH値および Ca値低下に加えて，血中リン

（P）値およびCa×P積値低下や，高代謝回転型骨障

害改善ならびにqualityoflife（QOL）改善などの

有用作用も認められており，2HPT治療の言わば特効

薬として期待されている．

はじめに

わずか数％の細胞外Ca2＋ 濃度（［Ca2＋］e）の変動

を副甲状腺が鋭敏に感知し，PTHの分泌は瞬時に変

動する．分泌されたPTHは，腎でのCa2＋ 再吸収亢

進，骨からのCa2＋ 動員ならびにビタミンD活性化を

介した腸管でのCa2＋ 吸収亢進作用を通じて，高濃度

かつ狭い範囲（1.1～1.3mM）での［Ca2＋］eの恒常性

維持に中心的な役割を果たす．副甲状腺が有するこの

［Ca2＋］e感知機構の本体として，Ca受容体（CaRあ

るいは Ca-sensingreceptor;CaSR）がクローニン

グされて13年が経過する1）．

CaRに選択的に作用し，CaRのCa2＋ に対する感受

性をallostericに増強する化合物を，・Ca2＋ の作用を

模倣する（mimetic）物質・という意味の造語で ・cal-

cimimetics・と称する2～4）．広義のcalcimimeticsは，

後述の無機・有機多価陽イオン（typeIcalcimimet-

ics）を含む場合もあるが，ここではphenylalkylamine

骨格を有する低分子性化合物（typeIIcalcimimet-

ics）に限定する．また，calcimimeticsは複数形の名

詞であり，その形容詞は calcimimeticとなり，cal-

cimimeticcompound/drugのような使用が一般的で

ある．

本稿ではCaRの特性を概説後，calcimimeticsの基

礎試験成績ならびにシナカルセトの臨床試験成績を紹

介する．

1 CaRとcalcimimetics

1） CaRの構造と細胞内情報伝達機構

CaRは7回膜貫通G蛋白共役型受容体（GPCR）

の構造をとり，代謝調節型グルタミン酸受容体や

GABAB受容体とともにfamilyC（あるいは3）に分
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類される1）．二量体として膜表面に発現し，巨大な細

胞外N末端ドメインの数カ所の陰性に荷電した酸性

アミノ酸クラスター部分へ，Ca2＋ は静電相互作用に

より低親和性で結合する．このため，1mMという高

濃度で細胞外液中に存在するCa2＋ の認識が可能とな

る反面，La3＋，Gd3＋，Be2＋，Ba2＋，Sr2＋，Mg2＋ などの

無機多価陽イオンのみならず，spermine，polylysine，

polyarginine，protamine，neomycin，gentamicin

のような有機多価陽イオンも，CaRにアゴニストとし

て作用することがinvitroの実験で明らかとされてい

る2～4）．これらの作用は［Ca2＋］e非依存的であり，

CaRへの結合部位はCa2＋と同一部位であると推定さ

れることより，いわゆるorthostericアゴニストと呼

ぶべきものである．

副甲状腺CaRの細胞内情報伝達機構は，Gq/11蛋白-

phospholipaseC（PLC）-1,4,5-trisphosphate（IP3）

系の活性化を介し，細胞内Ca2＋ ストアからのCa2＋ 動

員により，細胞内Ca2＋ 濃度（［Ca2＋］i）が一過性に上

昇する．その後，非選択的カチオンチャネルが開口し，

細胞外からのCa2＋ 流入による持続的な［Ca2＋］iの上

昇ならびに Gi 蛋白を介した cyclic adenosine

monophosphate（cAMP）産生の低下も認められる

が，PTH分泌とは一過性の［Ca2＋］i上昇が良く相関

する．これら G蛋白の下流で，mitogen-activated

proteinkinase（MAPK），ついでphospholipaseA2

（PLA2）の活性化が生じ，アラキドン酸代謝物の産生

を介して PTH分泌が抑制されると想定されている

（図1）5）．
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図1 CaRの構造と細胞内情報伝達機構

CaRはGiおよびGq/11とカップリングする．Gi活性化に伴いadenylatecyclase（AC）

が抑制され，細胞内のcyclicadenosinemonophosphate（cAMP）が低下する．また，

Gq/11を介してphospholipaseC（PLC）が活性化し，inositol1,4,5-trisphosphate（IP3）

が増加する結果，細胞内小胞体からのCa2＋ 放出が促進され，細胞内Ca2＋ 濃度が一過性に

上昇する．これに引き続き，非選択的カチオンチャネルが開口し，細胞外からCa2＋ が流

入する．並行して，Gq/11を介したproteinkinaseC（PKC）の活性化，Giを介したtyro-

sinekinase（TK）の活性化の経路により，mitogen-activatedproteinkinase（MAPK）

カスケードが活性化する．ついでその下流にあるcytosolicphospholipaseA2（cPLA2）

がリン酸化され，アラキドン酸（AA）代謝系が亢進し，その代謝産物であるhydroxy-

eicosatetraenoicacid（HETE）などを介してPTH分泌が制御されると想定されている．

（文献5より許諾を得て転載）
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2） CaRの異常と疾病

CaRはミネラル代謝を司る器官である副甲状腺，

甲状腺C細胞，腎に強く発現する3）．従来，［Ca2＋］e

感知機構の異常が原因と考えられてきた遺伝性疾患が，

CaRのクローニングによりCaRの遺伝子変異に基づ

くことが明らかとされている．すなわち，CaRの不

活性型異常症として，家族性低 Ca尿性高 Ca血症

（FHH） および新生児重度副甲状腺機能亢進症

（NSHPT）が，また，活性型異常症として，常染色

体優性低Ca血症（ADH）が知られている3）．

これらの疾患は，副甲状腺における［Ca2＋］e/PTH

分泌および腎における［Ca2＋］e/尿中 Ca排泄の set

pointが，同時に右方あるいは左方にパラレルにシフ

トしているために，その病名が示す特徴的な病態を呈

する．すなわち，FHH患者では高Ca血症でありなが

らPTHは低下せず，尿中Ca排泄は低値となり，また，

ADH患者では低Ca血症でありながらPTHは上昇せ

ず，尿中Ca排泄は低下しないことで，［Ca2＋］eの恒常

性が維持されているため，基本的にbenignである．

これらの臨床所見は，副甲状腺および腎における

CaRの［Ca2＋］eに対する感受性が，同時に低感度側

あるいは高感度側にリセットされているために生ずる

ものと理解される．また，基本的には NSHPTは

FHHのホモ接合体で生じ，CaRのノックアウトマウ

スにおいてもヘテロ接合体はFHH様の，また，ホモ

接合体はNSHPT様の表現型を呈する3）．

一方，原発性および2HPT患者の過形成副甲状腺

では，CaRのcording領域に変異または特徴的な遺伝

子多型は認められないものの，副甲状腺におけるCaR

発現量の低下が［Ca2＋］eに対する感受性の低下を招

き，PTHの過剰分泌に繋がるものと考えられる3）．こ

れらの事実は，副甲状腺PTH分泌および腎Ca出納

がCaRにより厳密に制御されているために，［Ca2＋］e

の恒常性維持が可能となっていることの傍証とも言え

る．

3） calcimimetics発見の経緯

世界で販売されている医薬品の約半数がGPCRを

標的とする．CaRは無機イオンを生体内リガンドと

することで，ほかのGPCRと大きく一線を画するも

のの，本事実はCaRをターゲットとした創薬意欲を

掻き立たせるのに充分である．しかしながら，cal-

cimimeticsの発見は，CaRクローニング後の受容体

強制発現細胞やロボットシステムを用いた high-

through-putスクリーニングなどのスマートな創薬

技術により見出されたのではなく，CaRクローニン

グ以前に行われた古典的な薬理試験中のserendipity

を端緒とする．

すなわち，培養下のウシ副甲状腺細胞を多価陽イオ

ンで刺激した際に生じる細胞外からのCa2＋ の流入が，

いかなるタイプのCaチャネルブロッカーにより拮抗

されるかを検討中，phenylalkylamine骨格のCaチ

ャネルブロッカーに，多価陽イオンと同様に，一過性

の［Ca2＋］i上昇を促進させるものが見出された（本

結果は，当時仮想的であった［Ca2＋］e感知機構にア

ゴニストとして作用したことを意味する）．その後，

NPSPharmaceuticals,Inc.（SaltLakeCity,Utah）

は，培養下のウシ副甲状腺細胞の［Ca2＋］i上昇を指

標とし，構造活性相関による化合物の最適化を経て

R�568の創製に至った3）．

R�568は，無機イオンを生体内リガンドとする受

容体であるCaRに作用する，まったく新しい概念の

化合物であり，基礎および臨床試験において優れた薬

効が確認された2～4）．しかしながらヒトにおいて，生

物学的利用率（bioavailability）が低く，薬物血中濃

度にバラツキが生じ，かつ，遺伝子多型を有する代謝

酵素CYP2D6により代謝されるという欠点を有して

いたため，その後のcalcimimeticsの開発はシナカル

セトにswitchされた（図2）．

シナカルセトは高い生物学的利用率を有し，複数の

代謝酵素（CYP3A4，CYP2D6，CYP1A2）により代

謝されるプロファイルを有する．現在では，シナカル
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図2 calcimimetic化合物であるシナカルセトの化学構造式

英名：N�［（1R）-1-（Naphthalen-1-yl）ethyl］-3-［3-（trifluorome

thyl）phenyl］propan-1-aminemonohydrochloride，日本名：N

�［（1R）�1�（ナフタレン�1�イル）エチル］�3�［3�（トリフルオロ

メチル）フェニル］プロパン�1�アミン一塩酸塩



セトは透析施行中の2HPTおよび副甲状腺癌患者の

高Ca血症を適応症として，欧米ではすでに臨床使用

されており（米国;Sensipar�：欧州;Mimpara�），

本邦でも維持透析下の2HPTを適応症として製造承

認申請を終えた段階にある．

2 calcimimeticsの基礎試験成績

1） 結合部位ならびにPTH分泌抑制作用（invitro）

CaRと代謝調節型グルタミン酸受容体とのキメラ

受容体解析の結果，R�568はCa
2＋ が結合する細胞外

ドメインではなく，CaRの膜貫通ドメインに結合す

るallostericactivatorであることが示されている3）．

R�568やシナカルセトの作用は［Ca
2＋］e依存的で

あり，ほかのGPCRには作用を示さず，CaRに対す

る高い選択性を有する．また，理論的にもallosteric

modulatorは，内因性リガンドがその効果器に結合

し，その生理作用が発現するのを調節するのみで，そ

れ自身単独では活性を示さないために高い作用特異性

を有し，血中に過剰量存在した場合においても，その

効果にいわゆる・天井効果・が生じると考えられる．

培養下のウシ副甲状腺細胞に対し，R�568およびシ

ナカルセトは生理学的な［Ca2＋］e下で，濃度依存的

に［Ca2＋］iを上昇させPTH分泌を抑制する．2HPT

患者由来の過形成副甲状腺は，CaRの発現は低下し

ており多量のPTH分泌能を有し，高/低［Ca2＋］e刺

激によるPTH分泌の反応性低下を示す．しかしなが

ら，2HPT患者から副甲状腺摘除術（PTx）により得

られたCaR発現が低下している副甲状腺細胞に対し

ても，培養液中の［Ca2＋］eを上昇させた場合と同様

に，シナカルセトはPTH分泌の抑制が可能である6）．

換言すれば，calcimimeticsは，副甲状腺細胞表面上

のCaRに結合し，Ca2＋ と同一の細胞内情報伝達機構

を介し，副甲状腺細胞を・あたかも［Ca2＋］eが上昇

したかのように錯覚させる・ことで，亢進状態にある

PTH分泌を抑制すると言える（図3）．

2） 血中PTHおよびCa値低下作用

部分腎摘ラットを高P食で飼育することにより，

血中 PTH値が 1,000pg/mL程度の重篤な 2HPTモ

デルラットが作製可能である．本ラットへのR�568

やシナカルセトの単回経口投与により，血中PTH値

は正常値付近まで速やかに低下し，以降，翌日にかけ

て回復に向かう．すなわち，・calcimimeticsは，chem-

icalかつ reversibleな PTxと同様の効果を PTH分
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図3 副甲状腺CaRに対するcalcimimeticsの作用（模式図）

高Ca血症時には，Ca2＋ がCaRの細胞外ドメインに結合し，副甲状腺機能は低下する

（左）．副甲状腺機能亢進症下では，副甲状腺細胞におけるPTH分泌および生合成が亢進

する（中央）．副甲状腺機能亢進症下であっても，calcimimeticsがCaRの膜貫通ドメイ

ンに結合し，Ca2＋ と同一のシグナルを入れることにより，副甲状腺細胞を・あたかも細胞

外Ca2＋ 濃度が上昇したかのように錯覚させる・ことで，亢進したPTH分泌および生合成

を抑制する（右）．（文献3を一部改変）



泌に対してもたらす・と言える．

また，正常および腎不全ラットにおいて，cal-

cimimeticsの高用量投与により，甲状腺 C細胞の

CaRが活性化されることにより，血中カルシトニン

値の一過性の上昇が認められる．血中PTH値の低下

ならびに血中カルシトニン値の上昇を介して，骨から

のCa2＋ 動員が低下することにより，血中PTH値の

低下に引き続いて血中Ca値の持続的な低下が観察さ

れる2～4）．

血中Ca値と副甲状腺のPTH mRNAレベルが逆

相関することに加え，PTH遺伝子の上流にnegative

Ca-responsiveDNA element（nCaRE）が存在する

ことが知られている．高P食飼育下のアデニン腎不

全ラットでは，血中PTH値の上昇と並行してPTH

mRNA量の増加が認められるが，R�568の高用量頻

回投与により，血中 PTH値の低下とともに PTH

mRNA量が正常値付近まで低下することが報告され

ている7）．本結果は，calcimimeticsはPTH分泌抑制

作用に加えて，PTH生合成抑制作用を併せ持つこと

を示す．ただし，高用量かつ頻回投与の結果であるこ

とより，あくまでもcalcimimeticsの薬効のメインは

PTH分泌抑制作用であると言える．基礎および臨床

試験において，連日投与終了後，calcimimeticsの退

薬に伴い，速やかに血中PTH値が元のレベルに復す

るという現象もその根拠に足りうる．

3） 副甲状腺細胞増殖および過形成抑制作用

部分腎摘ラットへR�568やシナカルセトを反復投

与することにより，副甲状腺細胞増殖の低下に伴い，

副甲状腺過形成の進展が抑制される3）．副甲状腺過形

成と血中PTH値との間に高い正の相関関係が認めら

れるため，少なくとも進行性の2HPTモデルラット

においては，calcimimeticsは副甲状腺過形成を抑制

することによっても血中PTH値を低値に維持する作

用があると考えられる．

しかしながら，calcimimeticsは副甲状腺細胞にア

ポトーシスを誘導しえない．臨床における過形成副甲

状腺は退縮しがたく，多量のPTHを分泌し，活性型

ビタミンD（VD）治療に抵抗性を示すため，早期か

らのシナカルセトの使用により細胞数を低値に維持し

続けることは，その後の2HPTのマネージメントを

容易にするものと考えられる．

さらに最近では，R�568は部分腎摘ラットの低下

した副甲状腺CaR発現を正常レベルまで回復させる

ことや8），塩酸セベラマーや VDにより，副甲状腺

CaR発現の低下が部分的に回復可能であることも示

されている9,10）．臨床において，これら薬剤とシナカ

ルセトの併用投与時に，CaR発現の低下が予防ある

いは回復し，PTH分泌の亢進や副甲状腺過形成の進

展が抑制される可能性も考えられる．

4） 骨作用

高代謝回転型骨障害を有する2HPTモデルラット

へのR�568やシナカルセトの反復経口投与により，

皮質骨骨密度の改善，骨強度の改善，皮質骨粗鬆化の

抑制ならびに線維性骨炎の発症抑制作用が認められ

る3,4）．この時，病態下で上昇した骨形成系および骨

吸収系の各指標は，血中PTH値の低下と相関して低

下する．また，骨軟化症様の低代謝回転型骨障害を呈

する腎不全モデルラットへのR�568の反復経口投与

により，骨量の増加が観察される11）．連日の経口投与

後に生じる血中PTH値のoscillationが，骨に対して

アナボリックに作用した可能性も考えられ興味深い．

さらには，血中PTH値に対してoscillationをもたら

すというcalcimimeticsの本作用は，VDとは異なり

低代謝回転骨を作りにくいという特性に繋がるものと

考えられる．

骨芽細胞や破骨細胞におけるCaR発現に関し，肯

定する報告と否定する報告が混在しており，cal-

cimimeticsの骨に対する直接作用の可能性も残され

る．しかしながら，シナカルセトは骨芽細胞および破

骨細胞に直接作用を示さないことがinvitroの試験

で明らかとされており，calcimimeticsの骨障害に対

する有用作用は，血中PTH低下を介した二次的な作

用と結論できる3）．

5） 異所性石灰化抑制作用

部分腎摘ラットにおいて，過剰量のVD投与は血

中Ca×P積値を上昇させ，大動脈中膜，心，腎，肺

などに石灰化を惹起するのに対し，R�568やシナカ

ルセトの高用量反復投与は石灰化をなんら惹起しない．

一方，高P食飼育下の部分腎摘ラットにおいて，過

剰量のVD投与による大動脈，肺，胃のCaおよびP

含量の上昇は，R�568の併用投与により抑制可能で
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あり，VD投与による死亡率を減少させることも報告

されている12）．

さらには，fetuin�Aノックアウトマウスへのcal-

cimimetics投与は，大動脈および心におけるCbfa�1

発現を低下させることより，calcimimeticsは血管平

滑筋細胞の骨芽細胞への形質転換を抑制することで血

管石灰化を抑制する機序も学会報告されている．

6） 降圧作用

細胞外Ca2＋ の上昇は，摘出血管を弛緩させるが機

序は長らく不明であった．ラット腸間膜動脈およびブ

タ冠動脈内皮細胞にCaRが存在し，CaR刺激後に内

皮細胞のCa2＋ 感受性K＋ チャネルが開口し，筋細胞

が過分極することが薬理学的に証明されている13）．

R�568投与は偽手術ラットの血圧にほとんんど影

響しないのに対し，部分腎摘ラットの術後からの血圧

上昇を抑制する14）．その降圧機序として，血管に存在

するCaRに対する直接作用，血中Ca低下あるいは

PTH低下を介する間接作用が想定されている．

また，高血圧を呈する自然発症性高血圧ラット

（SHR）において，R�568の単回静脈内投与は血圧を

低下させる15）．正常血圧のWKYラットおよびPTx

したSHRにおいては，R�568は血圧に影響しないこ

とより，R�568が副甲状腺CaRに作用し，PTHの

みならず副甲状腺細胞に含まれる昇圧物質の分泌を抑

制する機序も想定されている．これらが薬理量のcal-

cimimeticsで生じるラット特有の現象である可能性

も考えられ，今後の臨床における精査が期待される．

3 シナカルセトの臨床試験成績

1） 薬物動態試験

シナカルセトは経口投与後，N�脱アルキル化また

はナフタレン環の酸化により速やかに代謝される16）．

血液透析患者を対象とした100mgの用量までの本邦

の試験では，最高血中濃度到達時間（tmax）は4～6時

間後に，また，消失半減期（t1/2）は28～40時間後に

認められている17）．

健常人，残腎機能の異なる腎不全患者および透析患

者を用いた試験により，単回経口投与後のシナカルセ

トの薬物動態学パラメータ各種は，腎機能，透析日/

非透析日，血液透析/腹膜透析によって影響を受けな

いことが示されている18）．本結果は，本剤の高い蛋白

結合率（約93～97％）に起因するものと考えられる．

また，単回経口投与後の血中シナカルセト濃度と血中

PTH値に負の相関性が認められ，用量によって異な

るものの，最高血中濃度（Cmax）が認められる投与数

時間後に血中PTH値は最低値に達し，以降回復に向

かう．

2） 血中PTH，CaおよびP値低下作用

既存薬によってもコントロールできない透析施行中

の2HPT患者において，シナカルセトの1日1回反

復経口投与は，血中PTH，Ca，Pの投与開始前値や

VD製剤およびP吸着薬の使用の有無，種類，使用量

ならびに透析歴，血液透析/腹膜透析，原疾患，性別，

人種，年齢に依存することなく，血中PTH値を低下

させる3）．このシナカルセトの PTH低下効力は，3

年間の長期使用においてもなんら減弱することなく発

揮し続け，シナカルセトの長期投与は2HPTの進展

を抑制し，かつ定常化させることを示す19）．ラットで

証明されている副甲状腺過形成の進展抑制作用や，副

甲状腺CaR発現の低下が予防されている可能性も考

えられる．

また，シナカルセトのPTH低下作用は，C端フラ

グメントも測りこむintactPTHアッセイ法および完

全長のみを測定するbio-intactPTHアッセイ法のい

ずれによっても，同様の精度で評価可能であることが

知られている20）．

シナカルセトの投与により，VD製剤およびP吸着

薬の使用の有無や使用量とは無関係に，血中Ca値お

よび血中P値の持続的な低下が認められる．現行の

VD製剤による治療では，過剰に投与された場合，高

Ca血症や高P血症による異所性石灰化の助長が懸念

されるため，VD製剤自身やP吸着薬として併用され

る Ca製剤の減量や中止が余儀なくされる．また，

2HPT患者における高P血症は心血管系への石灰化

をもたらし，生命予後の独立した悪化因子となるため，

既存のVD製剤とはまったく異なる明らかなベネフ

ィットと言える．

3） K/DOQIガイドライン目標値

既存薬ではPTH＜300pg/mLにマネジメントでき

ない透析患者に対し，シナカルセトの反復投与により

血中 PTH，Ca，P，Ca×P積値が，NationalKid-
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neyFoundation・sKidneyDiseaseOutcomesQual-

ityInitiative（NKF-K/DOQI）のClinicalPractice

GuidelinesforBoneMetabolism andDiseaseの定

める目標値範囲内へ，プラセボ対照群に比較して早期

より高い割合で収束することが示されている（図4）21）．

特筆すべきは，PTHおよびCa×P積のいずれの指

標もK/DOQI目標値範囲内を示す患者の割合は，プ

ラセボ対照群ではわずか6％であるのに対し，シナカ

ルセト群では実に41％で達成されている．前述の通

り，シナカルセト投与後の血中PTH値は数時間後に
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図4 透析患者の血清PTH値およびCa×P積値に対するシナカルセトの作用

既存薬ではintactPTH＜300pg/mLにコントロールできない難治性の2HPTを呈す

る透析患者を対象とした3試験（計1,136名）の併合解析結果．シナカルセト（30～180

mg，1日1回）を用量設定期間（12あるいは16週間）を経て，その後，固定用量で26

週後までの観察期間を設定．影の部分は，NKF�K/DOQIガイドラインのchronickid-

neydisease（CKD）stage5（GFR＜15mL/min/1.732あるいは透析患者）における各

目標値範囲（150≦PTH≦300pg/mL;Ca×P積＜55mg2/dL2）．シナカルセト投与群で

は，血清PTHの中央値（上）およびCa×P積値（下）が早期より低下し，K/DOQI目

標値範囲内に高い割合で収束する．●；シナカルセト群，○；プラセボ対照群，BL；投

与開始前値（文献21より許諾を得て転載）



最低値となり，以降回復に向かう．したがって本達成

割合は，シナカルセト投与翌日の血中値を解析した結

果であるため，シナカルセトのPTH低下作用を過小

評価した結果であるとも言える．

VD誘導体により，PTHはK/DOQI目標値範囲内

にコントロールされているものの，Ca×P積値が上

昇（＞55mg2/dL2）している透析患者に対し，VD誘

導体を減量しシナカルセトを併用する試験が実施され

ている22）．その結果，シナカルセト投与開始第1週よ

り，Ca×P積値は50mg2/dL2付近まで速やかに低下

し，約7割の患者がK/DOQI目標値を達成した．ま

た，約2割の患者がVD誘導体の投与が不要となり，

VD誘導体投与量は試験開始時の約5割の減量が可能

となった．さらに，塩酸セベラマー投与量は減少傾向

に，また，Ca含有P吸着薬は服用患者割合および投

与量ともにいずれも増加した．以上の結果は，VD誘

導体を減量しシナカルセトを併用することにより，

K/DOQI目標値を満足する患者の割合が増加するこ

とを明示するが，VDの減量，退薬あるいはCa含有

P吸着薬の増量が患者のアウトカムにどのように影響

するかは，より大規模かつ長期の試験で検討されるべ

き重要な課題であろう．

4） QOL改善作用

2HPTでは，骨障害や全身動脈を含めた軟部組織に

おける異所性石灰化を始めとし，循環器障害，心機能

障害，肺機能障害，皮膚�痒感などの様々な合併症を

呈し，透析患者のQOLや生命予後の低下に繋がって

いる．

シナカルセトが6～12カ月間投与された1,000名を

超える2HPT患者のretrospectiveな併合解析の結果，

PTx，骨折および心血管病に起因する入院のイベント

件数が，プラセボ対照群に比較して低下することが示

されている23）．また，SF�36による健康関連QOL調

査の結果，PhysicalComponentSummaryScore

および体の痛み，全体的健康感の尺度の改善が認めら

れている．さらには，シナカルセトの長期投与により，

calciphylaxisにより深部まで達した潰瘍がほぼ完全

に治癒した症例も報告されている24）．

シナカルセトは，ミネラル代謝に対する有用作用を

超えて，種々のアウトカムを改善させるポテンシャル

を有しており，より長期間の検討を行えば生命予後を

改善させる可能性も期待される．

5） 骨作用

シナカルセトが透析患者の線維性骨炎の発症や，骨

型アルカリフォスファターゼを低下させることが少数

例の検討で知られている．また，透析患者と保存期の

患者を含む小規模かつ26週間の試験ではあるが，シ

ナカルセトが大腿骨の骨密度を増加させることが報告

されている25）．本試験において，海綿骨主体の腰椎で

は骨密度増加作用は認められておらず，PTH自身の

骨作用を考える上でも興味深い．さらには，線維性骨

炎を呈する2HPT患者において，少数例の検討では

あるものの，シナカルセトは骨吸収窩，骨形成率およ

び線維量などの骨生検所見を改善する結果も学会報告

されている．

6） そのほかの適応症

原発性副甲状腺機能亢進症患者において，シナカル

セトは2HPT患者と同様に優れた血中PTH低下作用

を示し，高Ca血症を正常化させる3）．また，保存期

慢性腎不全患者において，シナカルセトの反復投与に

より，血中PTH値およびCa値の低下が認められて

いる26）．しかしながら，PTH低下に起因した尿中P

排泄低下による血中P値および血中Ca×P積値の上

昇も認められており，trade-offtheoryを薬理学的

に実証した結果とも言える．

腎移植後も続発する副甲状腺機能亢進症のために，

高Ca血症を呈する患者に対するシナカルセトの反復

投与により，血中PTH値の低下とともに血中Ca値

の正常化が認められている27～29）．血中P値およびク

レアチニン値に対しては，上昇あるいは影響無しとす

る結果が混在し，保存期慢性腎不全患者での使用を含

め，長期使用下でのイヌリンなどを用いた正確な腎機

能評価の検討が今後の課題である．

そのほか，X-linkedhypophosphatemicrickets

（XLH）患者において，経口P製剤投与で惹起される

副甲状腺機能亢進症を対象とした試験が進行中である．

7） 副作用

透析患者において，薬効の延長作用と考えられる低

Ca血症が生じるものの，シナカルセトの減量，VD

製剤あるいはCa含有P吸着薬の投与/増量により，
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速やかな改善が認められている．そのほか，悪心・嘔

吐，胃部不快感，食欲不振などの消化器症状が報告さ

れているが，いずれも軽～中程度であり，本剤の減量

/中止により消失する3）．これら消化器症状の発症機

序の解明と有効な対処法の確立が急務である．

4 今後の展望

CaRはCa2＋ 以外にも，イオン強度，pH，一部の

L型アミノ酸のセンサーとして機能していることや，

細胞間のコミュニケーションを司る可能性も示唆され

ている．これに加え，CaRはミネラル代謝に一見関

係の無いと思われる，脳，下垂体，胃，小腸，大腸，

膵臓，肝臓，乳腺，卵巣，胎盤，前立腺，精巣，皮膚，

レンズ，骨髄細胞などにおいても，低いレベルながら

その発現が知られている3）．

したがって，calcimimeticsがこれらになんらかの

直接作用をもたらすことも考えられ，現在認められて

はいないものの，予見できない副作用あるいはミネラ

ル代謝以外の新たな薬効が発現・確認される可能性も

否定できない．しかしながら，全身に分布するCaR

が恒常的に活性化していると考えられるADH患者に

おいても，これらの器官に機能異常が無いこと，さら

には，calcimimeticsの薬理作用も副甲状腺，甲状腺

C細胞および腎に限局していることより，これらの器

官におけるCaRは，低いレベルで痕跡的に発現して

いるに過ぎない可能性も指摘されている3）．

一方，PTHは高代謝回転型骨障害を惹起するのみ

ならず，神経系，循環器系，免疫系，脂質代謝系，造

血系などにuremictoxinとして種々の悪影響を及ぼ

すことが知られている．したがって，シナカルセトに

よりPTHが低下し，これらの障害が副次的に軽減さ

れることによっても，透析患者のQOLが改善される

可能性も考えられる．

実際に，基礎の試験ではあるが，高蛋白食飼育下の

慢性腎不全ラットへR�568を長期投与することで，

血中PTH値を低値に維持したところ，腎および心保

護作用ならびに血圧およびLDLコレステロール低下

作用が認められたとする報告もあり30），今後の臨床で

の精査が期待される．

おわりに

Ca2＋ は細胞内情報伝達におけるsecondmessenger

としてのみならず，ホルモンやオータコイドと同様に

血中をめぐるfirstmessengerとしても機能する．こ

のCa2＋ を生体内リガンドとするCaRに，allosteric

activatorとして作用するシナカルセトは，基礎およ

び臨床でその優れた有効性および安全性が確認されて

おり，2HPT治療の言わば特効薬として，欧米での臨

床使用経験も蓄積されつつある．本邦においても，シ

ナカルセトは維持透析下の2HPTを適応症として，

すでに製造承認申請を終えた段階にある．長期透析患

者が多く，2HPTの診断と治療が高い水準にある本邦

の透析現場において，いよいよその真価が問われるこ

ととなる．
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要 旨

近年の透析療法や腎移植，さらに周辺治療（とくに

エリスロポエチンや成長ホルモンの臨床応用）の進歩

は目覚ましく，いまや小児慢性腎不全患者の延命のみ

を考える時代は完全に過ぎ去った．現在の治療目標は，

健常児と遜色なく心身ともに健やかに育てることにあ

り，保存期腎不全の時期から，こども達の生涯にわた

る腎不全治療計画を立てることが重要である．本稿で

は，過去40年間の小児慢性腎不全診療の歩みを通覧

したうえで，小児慢性腎不全診療の現況，腎移植の意

義と現在の課題，そして診療の要点について概説した．

はじめに

1965年（S40年）に，本邦において初めて小児慢

性腎不全患者に対して透析療法が導入されてから約

40年が経過した．この間の透析療法1）や腎移植2），さ

らに周辺治療（特にエリスロポエチン3）や成長ホルモ

ン4）の臨床応用）の進歩は目覚ましく，いまや小児慢

性腎不全患者の延命のみを考える時代は完全に過ぎ去

った5）．

本稿では，小児慢性腎不全診療の歩みを通覧したう

えで，小児慢性腎不全診療の現況と今後解決すべき課

題について概説した．

1 小児慢性腎不全診療の歩み

小児慢性腎不全診療の歩みのなかで，エポックメイ

キングな事項を年代順に表1に示した5）．

1） CAPD・APD

1981年（S56年）に導入されたCAPDは，新生児・

乳児例の維持透析を可能とし，その後のデバイスの向

上（特に接続システムとサイクラー）とも相まって，

小児慢性腎不全の治療上なくてはならないものになっ

ている．

小児においては，①ブラッドアクセスが不要（穿刺

の苦痛がない），②循環動態に対する影響が少ない，

③食事制限が緩やか（適正な栄養摂取が可能），さら

に，④在宅医療で通園や通学が容易（健全な精神発達

や社会性の獲得が期待できる）などの理由から，腹膜

透析（PD）が選択されるし，また新生児・乳幼児例

では選択せざるをえない．さらに，1992年（H4年）

に保険適用を受けたサイクラーを利用したautomated

PD（APD）によって，患者および家族のQOLは大

幅に向上した（特に，幼稚園や学校でのバッグ交換が

不要となった）1）．
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表1 小児慢性腎不全診療の歩み

1981年（S56年） CAPD

1983年（S58年） シクロスポリン

1990年（H2年） エリスロポエチン

1992年（H4年） APD（サイクラー）

1994年（H6年） 持続型血液浄化装置

1996年（H8年） タクロリムス

1997年（H9年） ソマトロピン（成長ホルモン）



2） rHuEPO療法

rHuEPO療法が臨床導入される以前の時期には，

頻回の輸血に伴う鉄過剰症（ヘモクロマトーシス），

感染症，そして抗HLA抗体の産生により腎移植の実

施が困難になるなど，腎性貧血はきわめて深刻な問題

であった．わが国では，1990年（H2年）から透析患

者に，そして1994年（H6年）からは保存期慢性腎

不全患者にも保険適用となったが，rHuEPO療法に

よってもたらされた恩恵は計り知れない3）．

3） rHuGH療法

成長障害は，慢性腎不全のこども達の・心の痛み・

を引き起こすきわめて重大な合併症である．

小児慢性腎不全患者の成長障害には，多彩な要因が

関与している．しかし近年の研究により，成長ホルモ

ン（GH）の病的重要性が明らかにされ，1980年代後

半より，著明な成長障害を認める小児慢性腎不全患者

に対して，ヒトリコンビナントGH（rHuGH）が臨

床応用されるようになり，その後欧米および本邦より

その有効性が確認された．1997年（H9年）には，骨

端線閉鎖を伴わない慢性腎不全における低身長も保険

適用となっているが，成長障害に悩む小児慢性腎不全

患者の福音となっている4）．

4） 体外循環血液浄化療法

1994年（H6年）以降の血液浄化関連機器（持続

型血液浄化装置（コンソール）や血液浄化器）の開発

とその臨床応用により，現在では体重が3kg以上あ

れば，技術的にはほぼ問題なく体外循環血液浄化療法

が実施できるようになってきた6）．

しかし，小児は成人と比べて体格が小さいことから，

体外循環血液浄化療法を実施する場合には，プライミ

ングボリューム，ブラッドアクセス，回路内凝固，そ

して体液量バランスなどが問題となり，また保温に注

意するなど，小児に特有ないくつかの実施上の留意点

がある．小児用ダブルルーメンカテーテル，小児に対

応可能なコンソール，低膜面積血液浄化器，そして具

体的な実施方法については，『小児急性血液浄化療法

マニュアル』7）を参照して頂ければ幸いである．

5） 腎移植（免疫抑制薬の開発と臨床応用）

1960年代にアザチオプリンとステロイドの併用に

よる免疫抑制療法が開発されたことで，腎移植の臨床

応用が始まった．わが国でも腎移植が本格的に取り組

まれるようになったのは1970年代からである．1970

年代には，腎移植の生着率は1年で50～60％程度で，

感染症や消化管出血などの合併症による死亡が多かっ

た．

しかしながら，1983年（S58年）に登場したシク

ロスポリン（CYA）の臨床応用によって，移植腎の

生着率は飛躍的に向上し，腎移植は慢性腎不全に対す

る医療として定着した．さらに，1996年（H8年）に

はタクロリムス（FK）も臨床応用されるようになり，

現在では，CYAやFKを中心にステロイドや代謝拮

抗薬（特にミコフェノール酸モフェチル）を加えた多

剤併用療法により，5年生着率はほぼ100％になって

いる2）．

このように，近年の新しい免疫抑制薬の開発・臨床

応用と，術中・術後管理の進歩により，腎移植による

腎不全治療は，小児科領域でも完全に定着した医療と

なり，さらにその適応は拡大されつつある（ABO血

液型不適合例，後部尿道弁などの下部尿路障害を伴っ

た症例，そして知的障害児に対する腎移植8）や，原発

性過蓚酸尿症に対する肝・腎複合移植9）など）．ただし，

移植臓器にはドナーの愛情や期待が託されており，さ

らにそのチャンスは限られているため失敗は許されな

い．そのため，周到な移植前検査と処置10），そして移

植後感染症に対する適切なモニタリングと治療11）が必

要不可欠である．

2 小児慢性腎不全診療における現在の治療目標

現在の治療目標は，健常児と遜色なく心身ともに健

やかに育てることにあり，保存期腎不全の時期から，

こども達の生涯にわたる腎不全治療計画を立てること

が重要である5）．

3 わが国における小児慢性腎不全診療の現況

ここでは，日本小児腎臓病学会による全国調査結

果12）を紹介しながら，わが国における小児慢性腎不全

診療の現況を通覧したい．

1） 症例数

1998年から2003年までの6年間に，新規に末期慢

性腎不全に至った（透析導入かpreemptive腎移植の
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実施）15歳未満の症例数は，0～4歳が126例，5～9

歳が61例，そして10～14歳が160例であった12）．

2） 原因疾患

原因疾患で最も多いのは異・低形成腎（約37％）

で，次いで巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）が約12

％を占めていた12）．

3） 腎代替療法の選択

選択された腎代替療法の頻度を年齢別，治療法別に

分けて図1に示した．新生児・乳幼児例でも無理なく

透析導入されており，そして15歳未満の小児例では

その大半（約85％）でPDが選択されている12）．な

お，小児PD患者の約80％でAPDが行われている．

4） 腎移植の実施状況

透析導入後の腎移植実施率は，1年で10.2％，その

後経年的に増加して5年で48.6％と報告されている12）．

また小児PD研究会の調査によれば，透析導入から腎

移植実施までの期間は，1996年以降は平均2.2±1.4

年と，それ以前の時期の平均3.8年に比べて早くなっ

ている．

4 小児慢性腎不全診療における腎移植の意義

1） PD療法と腎移植の比較：糸球体濾過量（GFR）

K/DOQIによる目標透析量は 60L/wk/1.73m2

（GFRとして6ml/min/1.73m2）とされている．た

だし，小児は成人と違い成長（すなわち蛋白の同化）

を正の窒素バランスとして評価する必要があり，体重

あたりの必要摂取蛋白量は成人に比べて多いため，成

人よりも十分な透析が必要となる．実際，上村による

シミュレーションによれば，成人の倍近くの透析が必

要であろうと報告されている13）．一方，腎移植が成功

すれば，約80ml/mim/1.73m2のGFRが得られる2）．

このようにGFRの点からみても明らかなように，

健常児と遜色のないダイナミックな成長と発達を獲得

するためには，PD療法では限界があり，腎移植の成

功が必要不可欠である．実際，小児PD研究会による

748例の検討では，身長SDSはPD導入時にすでに

－2.2±1.8と低身長を認め，PD継続中も0.26SD/年

ずつ失われ，PD導入5年後には－3.6±1.7に悪化し

ていた14）．

2） preemptive腎移植

末期慢性腎不全患者に対する腎代替療法として，ま

ず透析療法へ導入し，そして次に腎移植の適応につい

ても考えてみるというのが従来からのアプローチであ
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図1 年齢別にみた腎代替療法の選択

日本小児腎臓病学会調査（文献12より引用）

図2 東京女子医科大学腎臓小児科にて実施した小児腎移植例の経年的推移

2000年以降，preemptive腎移植例が増加している．2002年1月のレシピエント選択基

準の改正に伴い，小児献腎移植例もやや増加傾向にある．



る．一方，近年の欧米（特にアメリカ）での大規模症

例研究により，透析療法を経ないで先行的に腎移植を

行うpreemptive腎移植（PRT）の治療上の意義が明

らかにされつつある．すなわち，PRTは，従来から

の透析療法を経てからの腎移植（non-PRT）に比べ

て，患者の様々な生活の質の向上以外にも，患者生存

率や移植腎生着率が優れていること，一方，移植前の

透析期間が長くなればなるほど患者生存率や移植腎生

着率は悪くなることが明らかにされた．このように現

在は，末期慢性腎不全患者に対する腎代替療法として，

PRTを積極的に考慮・実践すべき時代に入っている15）．

特に小児の場合には，身体および精神運動発達の面

から腎移植が必須の治療であり，腎移植の成功により

もたらされる恩恵ははかり知れない．そのため，小児

慢性腎不全診療においては，理由のない透析導入と透

析の継続は避けるべきで，PRTを積極的に考慮する16）．

実際，当施設での小児腎移植例でも，図2に示したよ

うに最近PRT例が増加している．小児PRTのアド

バンテージを表2に，そして小児PRTが困難な場合

を表3に示した．

5 小児腎移植・小児慢性腎不全診療の現在の課題

1） 新生児・乳児慢性腎不全診療

先述したように，新生児・乳児例でも維持透析が可

能になっている．一方，生体腎移植が安全に実施でき

る体重は7～8kg前後である17）．そのため，腎移植が

可能な体格になるまでの期間中，新生児・乳児慢性腎

不全例をいかに上手く成長発育させるかが小児腎臓病

専門医に与えられた課題である．

適正な栄養摂取（鼻腔チューブや胃ろうによるチュ

ーブ栄養を積極的に導入する），十分な透析（先述し

たように成人の倍以上の透析量は必要），ドライウエ

イトの適正な管理（小児透析患者でみられる高血圧の

大部分は溢水による），感染症の予防・治療などが重

要であるが困難な場合が少なくない．最近，小児PD

研究会より「小児PD治療マニュアル」18）がまとめら

れたが，新生児・乳児慢性腎不全診療の一層の充実が

必要である．

2） 腎移植後成長

先述したように，健常児と遜色のない発育を得るた

めには腎移植の成功が必要不可欠である．しかしなが

ら，腎移植後の成長には，移植腎機能，ステロイド，

移植時年齢，そして思春期成長などが関与し，拒絶反

応などで移植腎機能が低下すれば，当然のことながら

期待通りの成長は望めない19）．

またステロイドは，思春期には少なくとも 0.25

mg/kg隔日投与（男児の場合には0.1mg/kg隔日投

与）まで減量する必要があり，さらにできれば中止し

たい．いくつかのステロイド中止プロトコールが試み

られているが，ステロイド中止に伴う拒絶反応が問題

となり，未だ一定の結論は得られていない．腎移植と

ステロイドに関する問題は今後さらに検討が必要な領

域である20）．

3） 慢性移植腎症（CAN）

先述したように，腎移植の短期成績はほぼ満足すべ

きレベルまで達しているが，移植腎の長期生着が，腎

移植医療が抱える最大の医学的課題として残されてい

る．幼児期に腎移植を受けたこども達が病気について

心配することなく成人期に達するためには，最低15

年間，できれば20年間は移植腎機能が良好な状態に

保たれなくてはならない．CANの病態解明と有効な

治療法の確立が強く望まれている．

4） 原因疾患（特に下部尿路障害とFSGS）

異・低形成腎症例では，膀胱尿管逆流現象，尿管異

所開口，後部尿道弁などが認められる場合が多く，小

児泌尿器科専門医による診断と治療（下部尿路再建術
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表2 小児preemptive腎移植のアドバンテージ

1.腹膜透析カテーテル挿入などのアクセス手術や，アクセス

関連合併症の回避

2.透析に関わる時間的拘束がない

3.食事・水分制限がない

4.腎不全に伴う合併症（成長障害や心循環器合併症など）の

回避

5.移植腎生着率の向上†

†北米小児腎移植研究（NAPRTCS）のデータ

表3 小児preemptive腎移植が困難な場合

1.新生児・乳児慢性腎不全

2.先天性・乳児ネフローゼ症候群

3.難治性ネフローゼ症候群（特にFSGS）

4.腎不全進行の予測が困難な症例

5.下部尿路に問題がある症例

6.本人や家族の末期慢性腎不全に対する受容拒否

7.ドナーがいない



など）が必要不可欠である21）．

またFSGSは，腎移植後も約30～40％の症例が再

発するきわめて厄介な病気である．その詳細について

は，拙著22）を参照して頂ければと思うが，その病因・

病態を解明し，そして有効な治療法を確立しなければ

ならない小児腎臓病専門医のtargetdiseaseの一つ

である．

5） 長期透析合併症

小児透析患者が抱える合併症を表4に示した．その

詳細は拙著23）を参照して頂ければと思うが，ここでは

特記すべき事項のみ概説する．

① 心・循環器合併症

小児PD研究会による調査結果によれば，患者生存

率は1年97％，5年87％，そして10年74％であっ

た．小児PD患者の死因を1990年前後で比べると，

腹膜炎や敗血症などの感染症による死亡は減少してい

るのに対し，心不全，肺水腫，脳血管障害などの心・

循環器合併症による死亡は相対的に増加しており，心・

循環器合併症は小児慢性腎不全患者（特に6歳未満の

乳幼児例）の生命予後を左右する重大な問題である24）．

② 腎性骨異栄養症（ROD）と異所性石灰化（特

に心血管系）

RODは成長障害の一因でもあり，腎不全保存期か

らの適切な治療が大切である．小児の場合，骨痛など

の自覚症状に乏しく，最終的に著明な骨変形を来しや

すいこと，乳幼児は年長児に比べて骨障害が出現しや

すいことに留意する25）．

また最近，小児期発症若年成人透析患者において，

冠動脈の石灰化の頻度が高いことが明らかにされ注目

されている．そのため，適正なカルシウムとリンのコ

ントロールは，小児慢性腎不全患者の長期的な生命予

後の点からもきわめて重要な事項である26）．

③ PDの長期化と被嚢性腹膜硬化症（EPS）

先の小児PD研究会の調査によれば，PD期間の長

期化が進み（5年以上27.8％，10年以上は5.4％）24），

それに伴って小児でもEPSが問題となってきた．

1999年末の調査によると27），頻度は2.0％，PD開

始年齢は平均8.0±4.6歳で，EPS診断年齢は平均18.0

±4.8歳，そしてPD期間は全例5年以上で，平均PD

期間は10.3±3年であった．

小児のEPSは，腎移植が思うように進展しないわ

が国特有の現象と考えられるが，治療法は確立してお

らず，生命予後もきわめて不良なため，EPSの発症

を早期に察知することが重要である．

6） 献腎移植

わが国における腎移植の最大の社会的問題は，臓器

提供の絶対的な不足であり，その結果，小児でも長期

透析例が増加し，先述したような長期透析に伴う種々

の合併症が問題となっている．

2002年1月にレシピエント選択基準の改正が行わ

れ，16歳未満の小児例では献腎移植のチャンスは広

がった．実際，図2に示したように，当施設での小児

献腎移植症例数は増加傾向にある．小児腎不全診療の

治療計画を立てる際に，まずは献腎移植登録を行うこ

とが大切である．今後さらに献腎移植が進み，1人で

も多くの小児慢性腎不全患者が，適切なタイミングで

腎移植が受けられるよう，より良い臓器移植システム

の確立に向けた一層の努力が必要とされている28）．

6 小児慢性腎不全患者に対する診療の要点

発育（成長と発達）はこどもの重要な特性であり，

体のどこかに慢性的な障害（ここでは，慢性腎不全）

や精神的ストレスを受けると，発育は障害される．小
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表4 小児長期透析患者が抱える合併症

1.成長障害

2.心・循環器合併症（溢水による死亡）

3.腎性骨異栄養症

4.異所性石灰化（特に冠動脈）

5.被嚢性腹膜硬化症

表5 小児慢性腎不全診療の要点

1.こどもの重要な特性である発育（成長と発達）に十分配慮

する．

2.良好な身体発育を獲得するためには，適正な栄養摂取，十

分な透析，そして腎移植の成功が鍵となる．

3.健全な精神発達（社会性の獲得）のためには，家族に囲ま

れた家庭生活と保育園や学校での生活が必須である．

4.歪んだ母子関係（過度の母子間の心理的密着）は，患児の

社会性の欠如へと繋がる恐れがあるため，注意深い対応が必

要である．

5.思春期例では，ドロップアウトやノンコンプライアンス，

透析拒否などがみられるため，患児に対する精神的ケアが大

切である．

6.保存期腎不全の時期から，患児の生涯にわたる腎不全治療

計画を立てる（preemptiveな腎移植も積極的に考慮する）．

7.小児慢性腎不全治療は長期間かつ多方面にわたるため，様々

な職種の医療従事者の力を結集して対応するチーム医療

（multidisciplinaryteam）が必要不可欠である．



児慢性腎不全患者に対する診療の要点は，この小児の

特性に対して十分に配慮することであり，表5にまと

めて示した．特に，家族と患児への精神的，社会的ケ

ア29）と，チーム医療の重要性を強調したい．

おわりに

小児慢性腎不全診療の歩みを通覧したうえで，小児

慢性腎不全診療の現況と課題について概説した．
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要 旨

hepcidinは肝臓で産生され，血中に分泌され，尿

中へ排泄される低分子ペプチドである．hepcidinは

腸管からの鉄吸収や，貯蔵鉄を有する網内系細胞から

の鉄の放出を ferroportinを介して制御している．

hepcidinの発現は鉄負荷や炎症で誘発され，貧血，

低酸素状態やerythropoietin投与で抑制されると考

えられているが，これまで血清hepcidinが測定でき

なかったため，その臨床的意義は明確にはなっていな

い．近年，質量解析法を用いた測定法が開発され，臨

床的に血清hepcidinを捉えることが可能になった．

血液透析患者では，しばしばhepcidin高値を呈する

が，主な原因は鉄の過剰投与であると考えられる．高

hepcidin血症では血清鉄の供給が抑制されるため，

容易に機能的鉄欠乏状態に陥ることを考慮すると，

hepcidin値に基づく血液透析患者への新たな鉄投与

基準が必要になる．

はじめに

近年の鉄代謝制御機構は，transferrin，transferrin

receptor，ferritin，ironregulatoryprotein，diva-

lentmetaltransporter1，ferroportin，HFE，hemo-

juvelin，hepcidinなどの分子レベルで理解されるよう

になっている1～3）．これらの中で，血清蛋白質はtrans-

ferrin，ferritin，hepcidinであり，臨床的には鉄結

合能や貯蔵鉄の指標としてtransferrinやferritinが

測定されてきた．

hepcidinは肝臓で産生される一種のペプチドホルモ

ンであり，鉄代謝制御機構の中心的役割を演じている

と考えられているが，これまで尿中hepcidinが研究室

レベルで測定されているのみであり，血中のhepcidin

は測定することができなかった4）．今回われわれは，

質量解析法を用いて血中hepcidinの測定系を開発し

たことにより，臨床への応用も可能となった5）．そこ

で本稿では，慢性腎不全患者でのhepcidin発現につ

いて，われわれの研究結果を含め，最新の知見を概説

する．

1 hepcidinの発見

hepcidinは，まず抗菌ペプチドとしてヒトサンプ

ルから発見された．2000年Kraseら6）は血液透析液

から抗菌ペプチドを抽出し，これが肝臓で産生される

ことから liver-expressed antimicrobialpeptide1

（LEAP-1）と命名した．このペプチドは，2001年

Ganzら7）が尿中から発見しhepcidinと名付けた抗菌

ペプチドと同一のものであった．

一方，2001年Pigeonら8）は，マウスの鉄過剰状態

で発現する遺伝子が，ヒトhepcidin遺伝子（HANP）

と類似していることを確認し，さらにマウスは二つの
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hepcidin遺伝子（hepc1，hepc2）を持つことを見出

した．ちなみにヒトのhepcidin遺伝子は1個である．

また，2001年Vaulontら9）は，転写因子USF2近傍

に位置するhepcidin遺伝子のノックアウトマウスで

は肝臓や膵臓に著明な鉄沈着をきたすことを報告した．

このような過程で，鉄制御と炎症の要に位置する

hepcidinが発見された．

2 hepcidinの作用：鉄代謝制御作用と抗菌作用

hepcidinの主たる役割は鉄代謝制御である．図 1

のように，鉄には汗，胆汁，尿への排泄や皮膚，腸管

上皮の剥離などに伴う1～2mg/日程度の喪失以外に

は，能動的に排泄する経路がないため，鉄の血中への

移行は厳密に制御されている3,4）．

血清鉄が供給される経路は三つある．第一に食物中

の鉄が主に十二指腸の絨毛上皮で吸収され，その際

duodenalcytochromeBによって3価から2価に還

元され，divalentmetaltransporter1によって上皮

細胞内に取り込まれ，この鉄は膜輸送蛋白ferroportin

を介して門脈に入る．経口からの吸収は1～2mg/日

程度である．第二に，門脈に入った鉄はhephaestin

により酸化され再び3価になり，transferrinと結合

し，門脈からtransferrinreceptor2を介して肝細胞

に取り込まれ，必要に応じてferroportinを介して血

中に放出される．第三に，老化赤血球を処理した網内

系マクロファージが細胞内に鉄を貯蔵し，必要に応じ

てferroportinを介して血中に鉄を供給する．

このように，血清中に鉄が放出されるときには，い

ずれの場合にもferroportinが必要であり，hepcidin

はこの機能をコントロールしているのである10）．

ferroportinはhepcidinの受容体であり，hepcidinと

結合し，これを内部移行させライソゾームで分解する．

その際 ferroportin自体も hepcidinと一緒に分解さ

れるため，ferroportinが膜輸送蛋白として再生され

るまでの間は，細胞から鉄を汲み出すことができない

ことになる11）．つまり，hepcidinの発現が上昇する

と，膜ferroportinが減少し，血清鉄の供給が低下す

るわけである．血清鉄のプールは3～4mgときわめ
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図1 鉄の代謝

血清鉄のプールは3～4mgときわめて少ない．造血に要する血清鉄は，リサイクルさ

れた網内系からの鉄供給に負うところが大きい．



て少ないため，供給が低下すれば容易に機能的鉄欠乏

状態に陥ることになる．

一方，hepcidinは自然免疫システムとして存在す

る抗菌ペプチドのうちの一つでもある．その作用機序

は不明であるが，hepcidin自体の抗菌作用に加え，

鉄を低下させることで抗菌作用を発揮しているものと

考えられている．つまり，多くの病原体はその増殖に

多量の鉄を要するため，鉄を低下させることは菌の増

殖を抑制することを意味する．現在hepcidin-25は鉄

制御作用と抗菌作用を持ち，またhepcidin-22は抗菌

作用を持ち，一方hepcidin-20はhepcidin-25より抗

菌作用が強いが鉄制御作用は持たないものと考えられ

ている7,12）．

3 hepcidinの発現制御

hepcidinは主に肝臓で発現するが，鉄負荷と炎症性

cytokineによる二つの経路により刺激されている10）．

鉄負荷状態ではhepcidinの産生は亢進するが，この

分子機構は不明であり，培養細胞では鉄が負荷されて

もhepcidinの産生増加はみられない．また炎症時に

は IL-6や IL-1の刺激で hepcidin産生が亢進するこ

とから，慢性炎症性疾患に伴う貧血の原因分子と考え

られている13）．

一方，hepcidinの発現は貧血，酸素，erythropoie-

tinにより抑制される14,15）．貧血や低酸素状態では，

erythropoietinの発現が刺激され造血亢進状態にな

る．これに対応してhepcidin産生は低下するため，

そのferroportin抑制作用がみられず，鉄が血清中へ

供給されやすくなる．

4 hepcidinの測定

以上のように，主にマウス実験からhepcidinの機

能が解析されてきたが，臨床での影響を理解するには

血清hepcidinを測定することが不可欠である．しか

し，これまでその測定は不可能であった．

ヒトhepcidin遺伝子はhepcidin前駆体であるpro-

hepcidinの84アミノ酸をコードしている16）．活性型

hepcidin-25は，プロテアーゼで切断されたC末端部

の25アミノ酸からなり，さらに切断され22，および

20アミノ酸のhepcidin-22，hepcidin-20も存在する．

活性型hepcidinは8個のシステインを持ち，4個のS―

S結合を形成している．このような構造上の特異性の

ため，活性型hepcidinには特異抗体の作製がきわめ

て困難とされている．これまで様々な試みがなされて

いるが，未だに特異抗体は得られていない．

現在市販されている測定キットはprohepcidin抗体

を利用したものであり，活性型hepcidinを捉えたも

のではない．そのため，これまでの臨床報告は混乱し

ているように思われる17～20）．

そこでわれわれは，表面改良型レーザー脱離イオン

化法 （surface-enhanced laserdesorption/ioniza-

tion）を利用した質量解析法 ProteinChipSystem

（Ciphergen）を用い，分子量レベルでの血清hepcidin

の検出を試みた5）．
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図2 血清ペプチドの2,000から4,000m/zのプロファイリング

case1と2は血液透析患者．case3と4は腎機能正常者．2,192,2,789および2,851

m/zはcase1でみられるが，case2と4ではみられない．case3では 2,789m/zが軽

度上昇している．（文献5より）



分子量1,000から15,000Daのあいだには114個の

ペプチドピークが検出されたが（図2），それらの発

現とHb，Ht，RBC，ferritinなどの造血指標因子と

の相関を調べると，ferritinとのみ強い相関をもつ3

種のペプチド2,192，2,789，2,851m/zがみつかった

（r＝0.93，0.83，0.80，図3A）．SwissProtによるデ

ータベース検索では，ペプチド2,192，2,789m/zは

hepcidin-20とhepcidin-25の分子量と一致していた．

2,789Daペプチドを精製し，タンデム質量分析法

（MS/MS）で同定したアミノ酸配列は，hepcidin-25に

一致していた．合成hepcidin-25を用いたProteinChip

Systemでの測定系では，測定限界は16nMであり，

256nMまではほぼ直線の検量線（CV42.7～4.6％）

がえられ，判定量法として臨床応用が可能であった．

鉄代謝における主要分子である活性型hepcidin-25

の測定が可能になったことで，ヒト疾患での貧血の解

析手段が一つ得られたことになる．

5 血液透析患者のhepcidin

血液透析患者は，腎性貧血に対してerythropoietin

や鉄投与で治療されていることが多いが，血清

hepcidinの動態は不明であった．質量解析法を用い

たわれわれの検討では，血液透析患者でみられた血清

hepcidin-25の発現量と血清ferritinとの強い相関は，

正常人においても同様にみられた．しかし，血液透析

患者ではhepcidinのクリアランスが低下しているた

めか，同じferritin値に対するhepcidin-25の発現は

正常人に比べ高かった（図3B）．

次に血液透析患者への鉄剤投与の影響を検討した．
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図4 血液透析患者における血清hepcidin-25とferritinの相関

鉄投与（症例1）と出血（症例2）による推移は，図3Aの回帰直線に絡んでいる．

図3 2,789m/zペプチド（血清hepcidin-25）とferritinの相関

A：血液透析患者（n＝40），B：腎機能正常者（n＝16）



血液透析導入期において強度の貧血を呈した患者に対

し，週2回の鉄40mg静脈注射を8週間続けたところ，

導入前には血清hepcidinの発現はみられなかったが，

鉄剤投与によりferritinとともhepcidinの発現は徐々

に増加した（図4，症例1）．一方，生理による出血に

伴い ferritin低下を認めた症例では，hepcidin発現

は徐々に減少した（図4，症例2）．これらの変動は，

図3Aで求められた回帰直線に絡むものであった．

血液透析患者は鉄剤を投与されることが多く，それ

が過剰であれば，ferritinと同時に hepcidinが発現

し，一旦hepcidinが産生されれば，そのクリアラン

スが低下しているため血中での半減期は延長するもの

と考えられる．

また血液透析患者ではCRP陽性者が多く見られる

ことから21），炎症所見を繰り返すためにhepcidinが

上昇する可能性も考えられているが，図 5のように

IL-6に反応してhepcidinが上昇する感染症例の反応

とは異なり，透析患者のhepcidin上昇にはIL-6の影

響は見られなかった．

以上の所見からは，血液透析患者で本質的に

hepcidinを上昇させる因子は，不適切な鉄投与であ

ることが多いものと推測される．hepcidinの高値が

続けば，腸管からの鉄の吸収と貯蔵鉄からの鉄の供給

は抑制されることになる．

おわりに

� hepcidinからの問題提起�

hepcidin高値の状態をどうとらえるか，重要なヒ

ントが Revieraら12）から報告された．彼らは，合成

hepcidinをマウスに投与すると，血清鉄が1時間以

内に低下し，この状態が2日間続き3日目には改善す

ることを確認した．これは，前述したように，hepcidin

と結合し，endocytosisの過程でライソゾームで分解

されたferroportinが，新たに合成されるまでの期間

であり，この間血清への鉄の供給が低下したものと推

測される．

ヒトでは，新たな造血に1日20mgの鉄を必要と

しており，これに対し貯蔵鉄からは1日に20mgの

鉄が血清中に供給されている10）．つまり造血のために

は1時間当たり0.8～1.0mgの鉄が血清中に供給され

る必要があり，この供給が低下すれば急速に血清鉄は

低下することが推測される．

血液透析患者の場合，hepcidin高値は主に鉄の経

静脈的過剰投与に限られていることを考えると，今後

の鉄投与方法を検討する場合には，血清hepcidinの

モニタリングが重要になる．ヒトの場合，血清鉄を低

下させ機能的鉄欠乏状態をもたらす血清hepcidin濃

度は未だ不明だが，今後，血清hepcidin値を基準と
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図5 hepcidin-25とIL-6の相関

血液透析患者（黒丸）では，SLE以外の症例は血清IL-6値は30pg/mL以下であった．

感染症患者（白丸，n＝16）では，r＝0.60の相関がみられた．（文献5より）



して適切な鉄投与量の検討を行いたい．
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要 旨

腹膜透析患者の腹膜線維化および血管新生に与える

透析液の影響を検討するため，培養ヒト腹膜中皮細胞

（HPMC） の plasminogen activator inhibitor�1

（PAI�1），tissuetypeplasminogenactivator（t�

PA）および vascularendothelialgrowth factor

（VEGF）の産生，さらに細胞内シグナル伝達系であ

るextracellularsignal-regulatedkinase1/2（ERK

1/2）の活性化に対する透析液の影響について検討し

た．各種透析液にてHPMCを48時間刺激後，培養

上清を採取してELISA法によってPAI�1，t�PAお

よびVEGFを測定した．またERK1/2の活性化につ

いては，HPMCを30分間刺激後のcelllysateを採

取してWesternblot法にて検討した．PAI�1につい

てはブドウ糖透析液では濃度依存性に産生が亢進して

いたが，イコデキストリン透析液ではいずれのブドウ

糖透析液よりも有意にPAIの産生が少なかった．t�

PA，VEGFについてもイコデキストリン透析液は高

濃度ブドウ糖透析液に比して有意に産生が少なかった．

ERK1/2はブドウ糖濃度依存性に活性化が亢進して

いたが，イコデキストリン透析液ではいずれのブドウ

糖透析液よりも有意に活性化が少なく，コントロール

と同等であった．以上より，イコデキストリン透析液

は有効な除水が得られるだけではなく，腹膜線維化，

血管新生に，さらには細胞内シグナル伝達系に与える

影響が少ない透析液であると考えられた．

はじめに

腹膜透析は腎代替療法の一つとして広く普及し，末

期腎不全患者のQOL改善に貢献している．近年様々

なデバイスの進歩によりアウトカムの改善がみられて

いるが，長期腹膜透析患者にみられる腹膜の劣化によ

る除水不全，その終末像である被嚢性腹膜硬化症は未

だ重大な合併症の一つである．腹膜の劣化の原因とし

て，高濃度ブドウ糖をはじめとした非生理的な透析液

への暴露，腹膜炎などがあげられている1,2）．形態学

的には中皮細胞の剥離脱落，中皮下組織の線維化，血

管壁の肥厚，血管新生などが認められている．

ヒト腹膜中皮細胞（HPMC）は，plasminogenac-

tivator inhibitor�1（PAI�1） や tissue type

plasminogenactivator（t�PA）などの凝固線溶系因

子の産生能を有することが示されており3），高濃度ブ

ドウ糖4,5）や炎症性メディエーター3,6,7）が HPMCの

PAI�1やt�PAの産生能に影響を及ぼすことが示さ

れている．また，腹膜透析患者においては腹腔内の凝
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固線溶系の異常が認められており，細菌性腹膜炎の際

にはこれら異常が顕著になることが示されている3,8）．

さらに，この凝固線溶系の異常が腹膜線維化を惹起し，

進展させると言われている9）．

過去の様々な研究において，凝固線溶系がフィブリ

ンや細胞外基質（ECM）の沈着や分解を調節するこ

とによって，組織の線維化やリモデリングに関与する

ことが示されている．plasminはフィブリンや細胞外

基質を分解するプロテアーゼであり，この作用は

plasmin自身によるものとmatrixmetalloproteinases

（MMPs）を活性化することによるものとがある．

plasminはそのproenzymeであるplasminogenから

plasminogenactivatorの作用によってつくられ，

PAI�1はこの plasminogenactivatorの阻害物質で

ある．よって，PAI�1は線溶や組織のリモデリング

における重要な調節因子であり，主要な線維化惹起分

子と考えられている．過去のinvivoの研究では，

PAI�1は肝線維症10,11），肺線維症12,13），糸球体硬化14），

腎間質の線維化15,16）など様々な臓器の線維化に関与す

ることが示されている．

さらに，近年の研究ではPAI�1がラットの腹膜線

維化に関与していることも示されている17）．PAI�1

の発現は様々な因子によって惹起されることが知られ

ており，HPMCについてはブドウ糖4），サイトカイ

ンや細菌の構成成分3,7）がPAI�1を発現することが示

されている．さらに近年の研究において，PAI�1は

線維化に関与するだけではなく，血管新生に関与する

ことが示されており18），さらにHjortland19）らは，ヒ

トグリオーマ細胞においてPAI�1が血管新生因子の

一つである vascular endothelialgrowth factor

（VEGF）の発現を増加させることを示している．

イコデキストリンは平均分子量 12,000～20,000の

グルコースポリマーであり，ブドウ糖に変わる浸透圧

物質として用いられている．7.5％イコデキストリン

透析液は長時間貯留によって4.25％ブドウ糖透析液

に匹敵する除水量を得ることができる20）．われわれは

以前，イコデキストリン透析液はブドウ糖透析液に比

してHPMCの細胞間結合装置の障害性が少ないこと，

HPMCのviabilityに与える影響が少ないこと，さら

に HPMCの TGF-β1産生が少ないことなどを示し

た21）．このことから，イコデキストリン透析液は腹膜

の凝固線溶系へも与える影響が少ないことが期待され

るが，このことに対する検討は未だされていない．

そこで今回われわれは，HPMCの PAI�1，t�PA

産生に対するブドウ糖透析液とイコデキストリン透析

液の与える影響について比較検討を行い，あわせて

VEGF産生に与える影響についても検討を行った．

さらに，細胞内シグナル伝達系の一つである ERK

1/2経路の活性化に対するブドウ糖透析液とイコデキ

ストリン透析液の影響についても比較検討した．以上

の方法によって，イコデキストリン透析液が生体適合

性，腹膜の劣化防止に優れているかを検討した．

1 対象と方法

1） HPMCの培養

HPMCはStylianouら22）の方法に従って，転移や

腹膜炎のない胃癌の開腹手術を施行された患者より採

取した大網より単離した．得られたHPMCはそれぞ

れサイトケラチン，ビメンチン，第VIII因子で免疫

染色を行い，ほかの細胞の混入がないことを確認した．

培養には 10％ Fetalcalfserum（FCS）添加 Me-

dium199を使用し，2～3継代目の細胞を実験に使用

した．なお，検体の採取にあたっては，広島大学大学

院医歯薬学総合研究科倫理委員会の承認を得，事前に

患者にインフォームドコンセントを行い，書面による

承諾を得た．

2） テスト培養液の調整

コントロールは0.1％ FCS添加Medium199とし

た．各透析液（エクストラニール，ダイアニールPD�

21.5，2.5，4.25（BaxterHealthcareLtd.））は 2

倍に調整した Medium 199（0.2％ FCS添加）にて

50:50に混合して実験に使用した．

3） 培養上清中PAI�1，t�PA，VEGF蛋白の測定

6�wellplateに1×10
5個/wellのHPMCを培養し，

sub-confluentになったところで培養液を0.1％添加

Medium 199に替え，48時間の培養にてgrowthar-

restし，confluentであることを確認した後，各テス

ト培養液にて培養した．刺激開始48時間後に培養上

清を採取した．また，蛋白含有量を測定するため，

celllysisbufferを用いてcelllysateも採取した．

培養上清中のPAI�1，t�PA，VEGF濃度をELISA

にて測定した．蛋白量はBCA proteinassaykitを
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用いて測定した．ELISAにて得られた結果は蛋白量

によって補正を行った．

4） ERK1/2の活性化の測定

growtharrestまで，上記と同様に培養を行い，各

テスト培養液にて刺激開始30分後にcelllysisbuffer

を用いてcelllysateを回収した．BCA proteinas-

saykitを用いた蛋白濃度の測定結果をもとに蛋白濃

度を調節した後，SDS�PAGEにて電気泳動し（10％

AA gel），NC膜に転写した後，5％drymilk�TBST

でブロッキングし，一次抗体に抗リン酸化ERK1/2

抗体および抗totalERK1/2，二次抗体にHRP標識

抗IgG抗体を用い，ECLkitを用いてバンドを検出

した．

5） 統計解析

得られた結果はmean±SDにて示した．統計解析

には ANOVAを用い，p＜0.05をもって統計的有意

とした．

2 結 果

培養上清中の PAI�1濃度は，コントロールでは

2.84±0.58ng/mgcellproteinであったのに対し，

ブドウ糖透析液では，ダイアニールPD�21.5（PD

1.5）で 5.66±0.51ng/mgcellprotein，PD�22.5

（PD 2.5）で6.72±0.88ng/mgcellprotein，PD�2

4.25（PD 4.25）で 10.20±1.48ng/mgcellprotein

とブドウ糖濃度依存性に増加していた．一方，イコデ

キストリン透析液（エクストラニール（Ex））では，

PAI�1濃度は4.64±0.93ng/mgcellproteinといず

れのブドウ糖透析液と比べても有意に増加が少なかっ

た（図1）．

培養上清中のt�PA濃度は，コントロールでは0.56

±0.21ng/mgcellproteinであったのに対し，ブド

ウ糖透析液では，PD 2.5で 7.51±2.20ng/mgcell

protein，PD 4.25で 42.86±11.74ng/mgcellpro-

teinと有意に増加していた．一方，Exでは，t�PA

濃度は 4.13±0.58ng/mgcellproteinと PD 2.5，

PD4.25に比べて有意に増加が少なかった（図2）．

さらに，培養上清中のVEGF濃度は，コントロー

ルでは42.9±29.8ng/mgcellproteinであったのに

対し，ブドウ糖透析液では，PD4.25で338.5±109.5

ng/mgcellproteinと有意に増加していた．一方，

Exでは，VEGF濃度は89.8±26.9ng/mgcellpro-

teinと PD 4.25に比べて有意に増加が少なかった

（図3）．
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図1 HPMCのPAI�1産生に対する透析液の影響

ブドウ糖透析液（PD1.5，PD2.5，PD4.25）は刺激48時間後において，ブドウ糖濃

度依存性にPAI�1産生を亢進させた．一方，イコデキストリン透析液（Ex）はいずれの

ブドウ糖透析液に比べても有意にこの影響が少なかった（n＝11）．



ERK1/2の活性化は，ブドウ糖透析液ではコント

ロールに比してPD 1.5で1.26倍，PD 2.5で1.36倍，

PD 4.25で1.51倍とブドウ糖濃度依存性に活性化の

亢進が認められた．一方，Exではいずれのブドウ糖

透析液と比べても有意に活性化の亢進が少なく，コン

トロールと比して有意差がなかった（図4）．

3 考 察

腹膜の劣化による腹膜機能不全は長期腹膜透析患者

の重大な合併症である．腹膜の劣化は生体非適合性で

ある透析液（高濃度ブドウ糖，高浸透圧，低pH，乳

酸，ブドウ糖分解産物など）や難治性，反復性の腹膜
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図3 HPMCのVEGF産生に対する透析液の影響

高濃度ブドウ糖透析液（PD 4.25）は刺激48時間後において，VEGF産生を亢進させ

た．一方，イコデキストリン透析液（Ex）はPD 4.25と比べて有意にこの影響が少なか

った（n＝5）．

図2 HPMCのt�PA産生に対する透析液の影響

高濃度ブドウ糖透析液（PD 2.5，PD 4.25）は刺激48時間後において，t�PA産生を

亢進させた．一方，イコデキストリン透析液（Ex）はPD 4.25と比べて有意にこの影響

が少なかった（n＝10）．



炎などが原因として考えられており1,2），これらはサ

イトカイン23～25），凝固線溶系因子2～9,17）などのメディ

エーターの産生亢進，レニン�アンギオテンシン系の

活性化26）などをもたらす．

今回の検討でわれわれはまず，ブドウ糖透析液は

HPMCにおいてPAI�1の産生亢進をもたらす一方，

イコデキストリン透析液はこの作用が有意に少ないこ

とを示した．PAI�1はplasminの生成を抑制するこ

と，さらに二次的にMMPsの活性化が抑制されるこ

とによって fibrinや ECM の分解が減少し，結果的

に線維化が惹起される 27）． さらに， PAI�1は

plasmin非依存性の線維化惹起作用も有することが示

されている．つまり，PAI�1は炎症性マクロファー

ジ，α-smooth muscleactin（α-SMA）陽性の

myofibroblastを動員して線維化に関与していること

が示されている16,28,29）．このことより，今回の成績か

らはイコデキストリン透析液は腹膜の線維化を惹起，

進行させる作用が少ないことが考えられる．

また，今回われわれはブドウ糖透析液はHPMCに

おいてt�PAの産生亢進をもたらすことを示した．t�

PAおよびplasminは，fibrinやECMを分解すると

いう作用からみれば，線維化抑制性に働くと考えられ

るが，最近の研究ではt�PAのノックアウトマウスの

ほうが腎間質の線維化が軽度であることが示されてお

り，この研究ではt�PAはMMP-9を誘導して尿細管

の基底膜を破壊したり，α-SMA陽性のmyofibroblast

への形質転換を促進したりして，線維化惹起性に働い

ていると考察されている30）．また，ラット肝線維症モ

デルではPAI�1とともにt�PAの過剰発現が認めら

れることが示されている10,11）．

このように，PAI�1およびt�PAのdysregulation

がplasmin依存性およびplasmin非依存性の経路に

て異常な組織のリモデリングや病的なfibrin，ECM

の蓄積を引き起こし，これが線維化の惹起，進展に関

与すると考えられる．このことから，ブドウ糖透析液，

とりわけ高濃度ブドウ糖透析液はPAI�1，t�PAの産

生亢進を介して腹膜線維化に関与していると考えられ

る．
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図4 HPMCにおけるERK1/2活性化に対する透析液の影響

ブドウ糖透析液（PD1.5，PD2.5，PD4.25）は刺激30分後において，ブドウ糖濃度

依存性にERK1/2活性化を亢進させた．一方，イコデキストリン透析液（Ex）はいずれ

のブドウ糖透析液に比べても有意にこの影響が少なく，コントロールと比して有意差はな

かった（n＝7）．



一方，イコデキストリン透析液はグルコース透析液

に比べてPAI�1，t�PA産生に与える影響が有意に少

なく，腹膜線維化惹起性の少ない透析液であると考え

られた．さらに，今回の検討で，高濃度ブドウ糖透析

液は HPMCにおいて VEGFの産生を亢進させる一

方，イコデキストリン透析液ではこの影響が少ないこ

とも示した．このことから，イコデキストリン透析液

は血管新生の面からみても高濃度ブドウ糖透析液に比

べて惹起性が少ないことが考えられた．

MAPkinaseは，serine/threoninkinaseであり，

様々な細胞への刺激を細胞表面から核へとシグナルを

伝達し，様々な生体反応を起こす．MAPkinaseは，

HPMCにおいても様々な刺激を伝達することが示さ

れており，われわれも以前 angiotensinIIが MAP

kinaseのうち ERK1/2，p38の経路を介して fibro-

nectinを発現させることを示した26）．また，ERK1/2

経路は様々なタイプの細胞においてブドウ糖刺激によ

って活性化され，様々な生体反応を引き起こしている

ことが知られており24,31～33），Suzukiらは，血管平滑

筋細胞においてブドウ糖が ERK1/2経路を介して

PAI�1の発現を亢進させることを示している33）．

そこで，今回われわれはERK1/2の活性化に与え

る透析液の影響について検討した．今回の検討では，

ブドウ糖透析液では有意なERK1/2の活性化亢進が

認められたが，イコデキストリン透析液ではコントロ

ールに比べても有意差はなく，ERK1/2の活性化に

与える影響が少ないことが考えられた．このことはす

なわち，引き続いて起こるHPMCの生体反応もブド

ウ糖透析液に比べて少ないことが予想される．

従来，有効な除水を得るためには，2.5％，4.25％

の高濃度のブドウ糖透析液が使用されており，腹膜劣

化の危険性が高かったが，これに対してイコデキスト

リン透析液は十分な除水が得られるだけではなく，腹

膜線維化，血管新生の両面に与える影響が少なく，細

胞のシグナル伝達系から見ても刺激性の少ない有用な

透析液であると考えられる．
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要 旨

内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）のうちクロ

ルデン関連物質（trans-クロルデン，cis-クロルデン，

trans-ノナクロル，cis-ノナクロル，オキシクロルデ

ン，ヘプタクロルエポキサイド）およびヘキサクロロ

ベンゼンの各化合物を生体試料中より分析した．分析

方法としてガスクロマトグラフィー/質量分析法

（GC/MS）を用いた．

はじめに

われわれは内分泌かく乱化学物質のうちクロルデン

関連物質，ヘキサクロロベンゼンの分析法を開発した．

また生体試料中のこれら化合物濃度測定を行った．

1 内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）

1990年代後半に，環境汚染物質が野生動物の生殖

系に，異常発生を生じさせたことが相次いで報告され

た．たとえば有機スズ化合物によるバイ貝，イボニシ

雌のインポセックス，DDT，DDEによる鳥類の産卵

異常，PCBによるカワウソ，ミンクの繁殖激減，DDT，

ジコホールによるワニのペニスの短小化，精巣発育不

全などである．これら環境汚染物質を内分泌かく乱化

学物質と総称している．また環境ホルモンとも呼ばれ

ている．人においても精子数の減少，生殖器の発育不

全，乳癌，子宮内膜症の増加などについて，内分泌か

く乱化学物質の影響が疑われている．

1997年，ホワイトハウス委員会，スミソニアン協

会でシンポジウムがあり，内分泌かく乱化学物質の定

義がなされた．その後，わが国では1998年環境省が

「内分泌かく乱作用が疑われる化学物質」として68種

類を発表した．これらの多くは農薬である．

今回の分析対象化合物はクロルデン関連物質，ヘキ

サクロロベンゼンであり，これらについて以下に分析

法を述べる．

2 生体試料中のクロルデン関連物質および

ヘキサクロロベンゼンの分析

1） クロルデン関連物質

クロルデンはシロアリの駆除剤および防除剤として

広く使用されていたが，肝臓障害などの慢性毒性が認

められたことから，わが国では1986年より使用禁止

となった．しかし遅効性殺虫剤であるクロルデンの残

留性は強く，最近の調査でも環境中にクロルデン関連

物質の残留が認められている．

このクロルデン関連物質は，内分泌かく乱化学物質

として掲げられている．野菜，肉，牛乳には残留して

いないが，河と海の混ざる領域の魚に残留している．

クロルデン関連物質は6種類あり，trans-クロルデ

ン，cis-クロルデンが主であり，trans-ノナクロル，

cis-ノナクロルは不純物として，またオキシクロルデ

ン，ヘプタクロルエポキサイドがある．

2） ヘキサクロロベンゼン
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一方，ヘキサクロロベンゼンの分子量は282である．

この化合物は海外では殺虫剤として使用されているが，

わが国では農薬登録はなされていない．しかしクロル

デンなどと同様に，環境中に存在していることが明ら

かとなっている．その理由として，これが塩素系化合

物の製造原料中に，あるいは塩素系農薬の不純物に由

来するためと推測されている．ヘキサクロロベンゼン

も内分泌かく乱化学物質の一つとしてあげられている．

クロルデン関連物質は塩素が6～8個，ヘキサクロ

ロベンゼンも塩素が6個存在しているのが特徴であり，

この点が後述する分析同定にとって重要となる．

3） 分析法

分析法に求められる条件として，①多成分同時分析

が可能であること，②高感度分析が可能であること，

③同定確認が可能であること，④汎用の装置で分析が

可能なこと，などがあげられる．

分析対象試料としては水・空気・土壌などの環境試

料，穀物・野菜・果実・食肉・魚介類・飲料水などの

飲食物，血液・尿・糞便・体液・脂肪などの生体試料

がある．現在は血液試料を中心に分析している．

われわれは高感度分析としてガスクロマトグラフィ

ー/質量分析法（GC/MS）を用いた．この方法は非常

に選択性が高い．

まず前処理として，血清約3mLのヘキサン抽出層

をセプパックカラムにかけ，その溶出液2μLをGC/

MS分析に用いた．内部標準物質として1�クロロテ

トラデカンを用いた．GC/MSは日本電子社製JMS

AX�505Wであり，カラムはクロムパックCP�Sil5

CB�MSを用いた．カラム温度は80℃ で2分間保持

し，230℃ まで毎分15℃ で昇温する．その後300℃

まで毎分20℃で昇温後，300℃で10分間保持した．

検出は選択イオン検出法（SIM）を用いた．

その結果，1回の試料分析で，13分以内に1�クロ

ロテトラデカン，ヘキサクロロベンゼン，ヘプタクロ

ルエポキサイド，オキシクロルデン，trans-クロルデ

ン，cis-クロルデン，trans-ノナクロル，cis-ノナクロ

ルが同時分析可能となる良好な条件となった．またブ

ランクの人血清のSIMプロファイルにもクロルデン

関連物質が含まれていた．

4） 人血清添加回収実験結果および定量限界

10ppbレベルの添加量によってこの分析法におけ

る平均回収率は80％以上，変動係数は4.6％以下と

良好な結果が得られた．定量限界は人血清で0.02～

0.2ppb，母乳（牛乳）脂肪で0.1～1ppbであった．

5） 人血清中の分析

人血清中に検出されたクロルデン関連物質およびヘ

キサクロロベンゼンについて，同位体存在比による同

定を試みたところ，これらの化合物を良好に同定する

ことができた．

まとめ

内分泌かく乱化学物質の内，クロルデン関連物質，

ヘキサクロロベンゼンを生体内試料中から分析，同定

した．測定方法はガスクロマトグラフィー/質量分析

法（GC/MS）を用いた．またこれら化学物質の分析

の困難性と対策を述べた．

（平成17年11月27日

名古屋市「愛知県透析医会研修会講演会」）
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要 旨

本邦の腹膜透析（peritonealdialysis;PD）の低迷

が言われて久しい．これには，合併症である被嚢性腹

膜硬化症，末期腎不全患者の高齢化などの医学的要因

が関与しているとされる．しかしながら，それ以上に，

本治療法の位置づけに関する大きな変動期を迎えてい

ることが大きく影響していると筆者らは考える．現在，

本邦では，PDを残腎機能と密接に連動している治療

法と捉え，それを基本に治療体系を構築する考え方が

広まりつつある．この文脈の中で，PD適正透析量，

血液透析との併用療法，インクリメンタルPDが検討

され，PDに関わる医療者の間では，包括的腎不全医

療の中でのPD療法が強く意識されるようになってき

た．そして，この新たな治療体系の中で，PDが医学

的・社会的に果たすべき課題が議論されている．

序 論

腹膜透析（peritonealdialysis;PD）療法は，わが

国では1982年に薬価収載された後，着実に維持透析

療法として浸透し，1997年には患者総数9,000人を

超えるに至った。しかしながら，その後，患者数は現
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図1 本邦のPD患者数の推移
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在に至るまで伸び悩み，透析患者総数に対する普及率

も低下している（図1）．

PD普及が失速した基本的な背景には，複合的要因

が関与していると考えられるが，これらは次の2点に

集約することができると筆者らは考えている．すなわ

ち，「PDの位置づけをめぐる混乱」と，「PD合併症

対策の立ち遅れ」である．いずれの問題も本邦の透析

事情や歴史的背景と密接に関連しており，この観点か

ら考察した時，PD失速は，本邦でのPD療法が内包

していた構造的欠陥が顕性化した結果といえる．

しかしながら，過去5年間の新規PD患者数の推移

を見ると，その減少傾向にも抑制がかかっている（図

2）．これはPDに対する本邦での様々な取り組みによ

る結果と考えられ，本邦のPD療法は静かに新たな段

階に歩を進めつつあるようである．そして，このよう

な状況にある現在，PD療法の位置づけが改めて問わ

れている．本稿では，これを基線に，本邦PD療法の

今日的課題について述べたい．

1 本邦のPD療法の現況

わが国での過去5年間の新規PD患者数は増加して

いるものの，患者総数は増加していない．これは離脱

率の増加を表すものであり，本邦でのPD療法の在り

方が大きく変化している可能性を明瞭に示している．

その背景の一部には，被嚢性腹膜硬化症（encapsu-

latingperitonealsclerosis;EPS）を回避するため

に，長期PDが忌避される傾向が反映されているのは

明らかであろう．

本邦のPD普及率には，患者年齢層により大きな違

いがあるのが特徴である．すなわち，小児科領域では

実に80％の患者にPDを施行しているのに対して，

成人例では4％弱である．さらに成人層の中にも若年

層，壮年層では6～10％と比較的高いのに対し，高齢

患者では低いという特徴がある．世界的に見て，この

患者分布は必ずしも一般的とは言えない．

本邦PD患者の治療継続率，離脱率，生命予後につ

いては，全国規模のデータベースが構築されていない

ため不明である．しかしながら川口ら1）により2000年

に行われたPD患者の離脱死亡原因調査では，半年の

間に，約5％近くの患者が離脱しており，その3割は

死亡が原因であった．死亡原因の1位は脳血管障害で

あり，以下，虚血性心疾患と続く．死亡以外の離脱原

因では，腹膜炎が第一の原因であったが，ついで体液

管理不良が大きな要因となっていた．一方，長期例で

は腹膜機能劣化，EPS，そしてEPSを回避するため

と考えられる計画的な治療法変更が離脱理由となって

いた．この結果から推定されるのは，本邦でのPD離

脱率は年間10％程度であり，治療継続のうえで，腹

膜炎と体液管理不良がきわめて大きな問題であること

が明示された．

透析医学会の横断的解析では，PDはHDに比較し

て，1年目の死亡率が有意に低いことが示されている．

5年目，10年目にはPDの優位性は認められず，むし

ろHDより死亡率は上昇することが示されている．

後述する残腎機能の有無が大きな予後影響因子となっ

ている可能性を示唆するものかもしれない．

本邦では，PD医療費はHDと基本的にはほぼ同額

に設定されている．これは海外との大きな違いであり，

わが国では医療経済面からは，後述する医療費面での

PD firstポリシーは，従来のやり方ではまったく説

得力を有さないことが事実として存在する．

2 PDfirst概念の現実

PD firstとは，末期腎不全患者の透析治療導入に

際して，PD療法のもつ医学的，社会的利点を重視す

る考え方2,3）である．PDの利点として，残腎機能の

保持，心血管系の負担減，感染症のリスクの軽減

（HCV感染），社会復帰，そして，海外においては低

医療コストがあげられる．

PD firstの概念は，欧米では一定の支持を得てい

るものの，本邦においてもそれが達成されているかに

ついては疑問が残る．具体的には，その一つは体液管

理の問題である．うっ血性心不全は本邦透析患者の最

大の死因である．この面で，PDによる安定した体液

状態は重要な医学的利点であると期待されてきた．し
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かしながら，本邦の検討では，臨床上の利点を示唆す

る結果は示されていない4）．

われわれは，この最大の理由は，従来のPD治療の

理念や治療スタイルが現実の患者に合っていない点に

あると考えている．治療による利点を得るためには，

治療体系を見直し，より現実的な適応を模索する必要

がある．この意味で，現在，医療者のPD療法のとら

え方にパラダイムシフトが必要なのである．そして，

CANUSA研究から始まる最近のいくつかの大規模臨

床研究は，それを示している．

3 大規模臨床研究がもたらしたPD療法における

パラダイムシフト

1） CANUSA研究による混乱

CANUSA研究は，北米の新規PD患者680例あま

りを対象にして，透析量と患者予後との関係を2年間

に渡り探索した前向き研究である5）．その結果，確認

された重要な点は，小分子クリアランスの程度がとも

に生命予後と密接な関連を有していたという点である．

この報告を基礎に，K/DOQIガイドラインでは，

至適透析量の指標として，ureaKt/Vで 2.0以上/

week，クレアチニンクリアランス（Ccr）で60L以

上/weekを推奨するに至った．しかしながら，これ

には重大な落とし穴があった．それは，小分子透析量

の多寡は，主に残腎機能にて決定されていたという事

実であり，PDによるクリアランスの増加が実際にど

れだけの臨床的意味があるのかについては十分な議論

が無いままに推奨値が提示されていた．これが，その

後，臨床現場に多大な混乱を与えたのは周知のとおり

である．

同ガイドラインが提示された後，本邦においてPD

患者の透析量の検証が行われた．熊野ら6）の報告では，

当時の日本人の PD患者の透析量は Ccrで 55L/

week，Kt/V ureaで 1.8/weekであり，平均値は

DOQI推奨値を下回るものであった．しかしながら，

大変興味深いことに，報告によれば，担当医師の臨床

的判断では，小分子透析量と透析不足とには明確な関

連を認めず，むしろ，β2-MGクリアランスや残腎機

能が透析不足と強く関連していた．翻って考えれば，

このことは，日本の医療者の患者観察が確かなもので

あったことを示すエピソードと言えよう．

2） 適正透析量の提唱

メキシコの965例の患者を対象に行われたADEMEX

研究7）は，K/DOQI推奨値に対して決定的な疑問符を

付けた．この研究では，無作為にコントロール群と介

入群に分け，コントロール群では従来からの標準的な

治療を継続させ，介入群ではPD透析液の使用量を増

加させて，K/DOQIの推奨するレベルを維持するよ

う治療を強化し，最低2年間の観察を行った．その結

果，両群間で患者生命予後には違いは認められなかっ

た．

この解釈として，PDにより透析量を増加させても

生命予後の改善は期待できないという推論が導かれる．

したがって，CANUSA研究の成績と本研究とを抱き

合わせて考えた場合，患者生命予後に対する最も重要

な因子は，残腎機能で得られる溶質のクリアランスで

あると推察され，事実，このことが，CANUSA，

ADEMEXのサブ解析においても確認されている．

では，PDでの適正溶質クリアランス量をどのよう

にとらえるべきなのか．これに対する回答は香港の研

究グループからもたらされた．

彼らは患者を無作為に3群に分け，それぞれの透析

量を設定し，そして臨床転帰を観察した8）．その結果，

3群間で2年生存率には違いは認められず，ureaKt/

Vが1.5以上/weekである場合，明確な違いはないも

のの，ureaKt/Vが1.7以下/weekの群では尿毒症

に関連した入院率が高く，エリスロポエチン使用量が

多かった．したがって，1.7以上の透析量を確保する

ことは臨床的に意味があり，この値をミニマムの必要

レベルとすべきとの考えが提示された．報告を行った

香港では，従来，1日3バッグ交換を標準的初期治療

としていたが，この研究成績はその治療法の妥当性を

指示するものとなった．

以上の大規模研究の結果は，PD療法を自己完結し

た維持透析療法ととらえる古典的な考え方には科学的

妥当性は無く，むしろ，残腎機能との兼ね合いととら

え，組み込んでいく治療手段であるということを明確

に示したといえる．

4 残腎機能からみたPD療法と保存期腎不全治療

1） 残腎機能とPD療法の相互関連

PDによってもたらされる治療上の利点には，残腎

機能が強く関与していることが示されてきた．PDと
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HDを比較した場合，PDで残腎機能が良好に保持さ

れている例が多いことがいくつかの研究に示されてい

るが9,10），このことは，PDがHDより生命予後面で

優位となる時期が，導入早期から中期までの期間にあ

るとする疫学的事実の理由の一つになっているかもし

れない11）．

現在までの知見から言えることは，PD療法とは残

腎機能を抜きにはその利点は語れず，また，残腎機能

はPDによって保持されうる側面を有しているという

点である．われわれは，この点を十分踏まえて，PD

療法の位置付けを行わなければならないと思う．明ら

かなのは，これらの事実は，PD療法は保存期腎不全

治療体系の延長線上にあることを示している点である．

この考え方に立脚するならば，いわゆるincremental

PD12）は導入初期の最も重要な治療概念となろう（図

3）．このやり方は後述する高齢者におけるPD療法，

そして医療経済面において，大きな利点をもたらすと

考えられる．

残腎機能に関するいくつかの問題点に触れる．PD

ではHD例より残腎機能が良好に保持されるとする

報告は多いが，最近の検討では，ultrapurewater，

biocompatiblemembraneを使用する HD患者との

間には違いはないとする報告13）もされており，PDの

優位性に対する疑問も呈されている．しかしながら，

少なくとも，HDがPDより優れるとする報告はない

というのも事実である．また，ブドウ糖分解物（glu-

cosedegradationproducts）を減じた中性化透析液

では残腎機能が保持されると報告14）されており，現時

点では，PDの優位性は支持されていると考えられる．

PDの腎保護のメカニズムに関しては，HDに比較

して血行動態が安定しているという点が大きな要因と

されるが，それのみならず，PD特有の尿毒素除去能

が関与している可能性が示唆されている．PDラット

では残腎組織の障害度が抑制されること15），そして，

最近，少数例の臨床検討ではあるが，PD導入後，残

腎機能の低下が抑制されたことが報告されている16）．

2） 尿量と体液量，残腎機能

尿量の維持と体液過剰との関連は常に投げかけられ

る疑問である．すなわち，体液過剰を補正すると残腎

機能が低下してしまう例を認めるのは事実である．そ

のような例における尿量は，単に体液過剰を反映して

いるだけかもしれない．その一方で，腎硬化症症例を

中心に，体液過剰を呈さずに十分な尿量を確保してい

る例も存在する．残腎機能の廃絶に関しては，透析導

入後の経過から見て，急速低下群がある一方，緩徐低

下群も存在する．今後，この残腎機能問題は，患者年

齢，基礎疾患とのかかわりの中で検討していくべき重

要な課題と考える．

適正な体液量，血圧管理は，保存期腎不全治療がそ

うであるように，PD患者の残腎機能保持面において

も基本的に重要なポイントであるはずである．これを

達成し維持していくためには，適切な塩分バランスを

維持することが肝要である17）．しかしながら，塩分バ

ランスは，たとえ十分な尿量が確保されていても，残

腎機能だけで維持することは現実的には困難である例

が少なくない．ここに低ナトリウムPD透析液が必要

とされる理由がある．本透析液はわが国から最初に報

告された18,19）が，その検討はいまだ不十分であり，今

後の臨床検討が期待される．

5 EPS

1） EPSショックの社会的背景

EPSは新しい問題ではない．歴史的に，本合併症

はすでに70年代に欧州で確認されている．その原因

には透析液の生体不適合性が関わっている可能性が示

され，それを受けて，透析液の改良が進められてきた

経過がある．一方，本邦においては，EPS例の報告

が相次いだ90年代中期以前，PD透析液の生体適合

性への関心は高いとはいえなかった．また，欧米では，

PDは腎移植あるいは長期HDへの橋渡し的役割を担

っていたのに対し，本邦では当初から長期維持療法と
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しての役割が期待されていた．この結果，本邦での長

期PD患者数は世界的に見ても類を見ないものになっ

ていた．

このような医学的・社会的背景があるため，EPS

の発症は本邦の医療者に実に大きなショックを与えた．

欧州での教訓は生かされなかったのである．

長期にPDを施行する医学的妥当性に関しては，安

易に結論付けることができない大きな課題が内包され

ており，医療者個々でその考え方は違っている．しか

しながら，明白であるのは，本治療継続の妥当性は，

患者利益と不利益のバランスのうえで決定されるべき

問題であるという点である．

PDによる患者利益とは，PDによってもたらされ

る社会・家庭生活を含めた患者のQOLの向上，HD

合併症の危険性の回避であり，一方，患者不利益とは，

PD治療に特有の合併症（腹膜炎やEPS）の危険や，

PDによるQOLの低下などが含まれる．患者不利益

を未然に回避して治療の変更を行うのは，戦略的なア

プローチであり，EPS予防に関する現在の主流とな

っている．

2） EPS治療の展開

近年の薬物治療，外科的治療の進歩により，わが国

のEPS患者の予後は大きく変貌している．EPSに対

する副腎皮質ステロイドの有効性が海外で初めて報告

されたのが1994年であるが，その後，本邦からも多

くの報告がされている．2003年末までの本邦での68

例の報告例を見る限りでは，慢性イレウス例での死亡

率は25％であるが，発症早期～中期治療例では，腸

管機能予後，生命予後ともに80％以上の有効性が示

されており20），ステロイド薬の投与は従来の致死的な

疾患イメージを大きく変えている．内科的治療に抵抗

性の慢性例に対しては癒着剥離術が多く行われるよう

になり，多くの例で効果が確認されている．

3） EPS予防対策の検討と中性化透析液

EPSをめぐる状況はすでに次の段階，いかに予防，

あるいは高危険患者を発症前に同定できるかに移って

いる．長期 PD施行例の中では，high-transport

stateがきわめて重要な危険因子であることが報告さ

れており21），また，現在，中皮細胞診，グローバル規

模での排液中の腹膜劣化パラメータ検討が行われてい

る．これらの成果により，EPS予防法が早急に確立

されることが期待される．

大変皮肉なことであるが，世界の中でも際立って多

くのEPS臨床経験を持つわが国では，今後EPSの治

療法に関する種々のリコメンデーションを世界に発信

することが可能である．本邦での泥仕合とそこから得

られた知見は，今後，海外諸国にとってきわめて有益

な情報になると考えられる．

予防法を導く手段として，PDによる腹膜変化（腹

膜劣化）を明確にした上で，EPSにつながる基本的

機序を解明し，それを抑制しうる透析液の開発が必須

である．

まず，基礎的検討として，わが国では，豊富な臨床

検体をもとに，国内において平野博士による独自の組

織分類が提示されていたが，2003年，英国グループ

が国際学術誌に包括的なデータを発表して以降，これ

を基本に病理組織が論じられるようになっている．し

かし，英国論文の基礎となったのは日本で集められた

腹膜組織（特に長期PD例）であり，これに対して，

日本腹膜透析研究会は独自の病理組織分類基準案を策

案し，現在，国際的コンセンサス形成を目指した活動

が行われている．

PD腹膜組織の特徴は，単なる線維性肥厚ではなく，

糖化反応を伴う組織変性（advancedglycationend-

products;AGEs）であることが広く認識されるよう

になってきた．この知見の多くはわが国から発信され

たものである．PDではこのAGE形成は，ブドウ糖

分解産物（glucosedegradationproducts;GDPs）

が主要な役割を果たしている事実が確認されてきた．

これはブドウ糖の加熱滅菌処理過程，あるいは自動酸

化にて生成するアルデヒドなどの物質群である．これ

らの含有量を大きく軽減した中性化透析液の開発研究

は欧州が中心となってきたが，2000年以降，わが国

でも，販売されるようになり，現在，本邦PDの標準

的透析液は中性液となった．これは，世界的に見ても

きわめて特殊な状況にある．これらの患者の臨床効果・

転帰を確認することは，国際的にも大きく貢献するこ

とになり，わが国が行うべき重要な責務であろう．

6 HDとの併用療法

多くの患者は，PDを中断しても維持透析療法を継

続しなければならず，PD離脱後は，今度は新たに
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HDの合併症の問題に対応しなければならない．また，

PDで利点を享受していた患者ほど，PDを中断する

ことによってこうむる生活面での制約は大きい．

このような問題に対して，EPSのリスクを天秤に

かけながら，PDの利点を可能な限り患者還元しよう

とするアプローチ法も妥当性のある治療対策・考え方

であることは否定できない．このような考え方は戦略

的に対して，全人的な治療体系の表れであると理解さ

れ，この流れをくむのが併用療法（combination

therapy/complementarytherapy）であるとわれわ

れは解釈している．

PDとHDを組み合わせた併用療法は，わが国では

じめて提案され，広く実地レベルに普及しているきわ

めてユニークな治療スタイルである22）．この治療が普

及した背景には，上述した患者の社会復帰を支援しよ

うとする，患者サイドに立った医療者の考えが基本的

にあるといえる．すでに1,000例を超える患者が併用

療法を受けていることが確認されている．

「PD＋HD併用療法研究会」を構成した20施設へ

のアンケート調査を基に，併用療法の適応，方法，中

止基準が示されている．それによれば，開始の適応時

期は，残腎機能が低下して十分な除水量や溶質クリア

ランスを得られなくなった時としている．治療モード

としては，週5日のPDと1日のHDであり，したが

って周1日は治療休止日となる．治療中止の基準とし

て，EPS発症が疑われる例，HDを週2回以上必要

となる例，そしてhightransportstateの進展であ

る．併用療法は，PDに伴なう中皮細胞傷害の軽減と，

患者のQOLの向上をもたらす．

以上の観点より，同研究会では，本治療法を，包括

的腎代替療法の中に積極的に位置付けることを提案し

ている（図4）．

7 高齢者対策

本邦の透析患者の高齢化は著しい．しかし，本邦で

はPD療法は社会，家庭復帰を目的とする治療手段と

して展開されてきたため，PD患者は学童や壮年期層

が中心であるという背景がある．PD導入の際に，

positiveあるいはnegativeselectionという概念が固

定化されていき，結果的に，本邦では高齢者のPD導

入は積極的に支持されない土壌が形成されていったと

考えられる．この点は，たとえば韓国でのPD普及率

が各年齢層に血液透析とほぼ同じ比率で普及している

のとはきわめて大きな違いである．本邦の透析現場で

は，「高齢者にはPDは勧められない」というPD黎

明期の既成概念にとらわれ，柔軟な現実対応能力を失

っている可能性が危惧される．

このような背景のもと，2001年にゼニーレPD研

究会が発足し，高齢PD患者にかかわる広範な調査が

行われている．その中で明らかにされた重要な点は，

高齢者の予後を決定するのは，個々の患者における並

存合併症の程度であるという点，基礎疾患が腎疾患の

みに限定されている患者群の予後は良好であり，治療

継続率は年齢に関与しないという点である23）．

高齢者医療は介護問題と切り離すことはできない．

看護・介護者のモチベーションの上昇は，短中期的に

は，その患者を取り巻く無駄な医療行為を減らし，効

率的な医療を行うことにつながっていく．ところが，
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その逆の場合，医療者のモラルハザードは結果的に，

無駄な医療を増大させることに陥る．われわれは，現

実に即した介護支援システムを構築する重要な時期を

迎えており，そして，高齢者PD医療はそれと連動す

ることではじめて本格的な展開を迎えると考えられる．

今後，高齢者によりいっそうPDを受け入れやすく

するための前提として，いくつかの医学的課題が検討・

解明されなければならない．残腎機能の保持は，低頻

度，完結的な穏やかなincrementalPDを実践するた

めに重要である．また，高齢者では，その治療評価は

QOLに代表される質的評価を重視して考えていかな

ければならない．この分野での臨床研究は限られてお

り，今後の検討が求められている．

8 医療従事者に対するPD教育と

インフォームドコンセント

PDの利点を患者に還元するためには，まず，安定

した医療システムの構築と，それを可能にする人材の

育成が重要である．PD医療分野でこれが適切に行わ

れているかは大いに疑問である．

2004年春に開催された第14回東京PD研究会での

アンケート結果は，この問題において大変憂慮すべき

事実を明らかにした24）．アンケートの概要は，都内の

主な大学付属病院，教育病院に対して，PD療法のイ

ンフォームドコンセント，医師および看護師に対する

PDプログラムに関する調査である．その結果，PD

療法のインフォームドコンセントは，必ずしもすべて

の患者に行われていないこと，医師に対する確立され

たPD教育プログラムを有する施設はきわめて限られ

ること，看護師へのPD教育は透析液を販売している

企業が大きな役割を担っていること，そして教育され

た看護師が継続的にPDを担当する機会はむしろ少な

いことが明らかにされた．

また，全国470施設へのアンケート調査では，PD

を含む末期腎不全の治療法に関するインフォームドコ

ンセントの自己評価は，施設における治療実績に大き

く依存しており，PD治療実績のない施設における同

治療法の患者に対するインフォームドコンセントは不

十分であるとの結果が確認されている25）．

人材育成，医療情報の開示，そして，それを真に有

意義にするために医療機関の連携など，解決すべき多

くの課題が存在している．この問題の本質は，医療者

の能力を拡大できるような創造的システムの構築と同

義語であり，PDだけに限定された問題ではない．

9 医療経済面への効果

PDの本質は残された腎機能を最後まで利用する尿

毒症治療であり，したがって，残腎機能をいかに保持

するかはPDの本質的な課題である．一方，残腎機能

の保持によってもたらされる重要な点は，低頻度PD

が可能になる点である．残腎機能が保持されていれば，

PDのバッグ交換回数は，必ずしも1日 4回行う必要

性が無くなる．

このように，残腎機能の程度にあわせたこのやり方

は，incrementalPDといわれ，米国で1997年に提

唱された治療手段である．まだ一般的には十分な経験

は無いものの，われわれの経験では十分実践可能であ

り，臨床利点は大きいと考えている．その利点の1例

として医療費削減効果があげられる．上述したように，

残腎機能が安定していれば，交換バッグを増やす必要

が無く，廉価な治療を達成することができる．この問

題は，現在まさに直面している医療費抑制の時代にお

いて重要な意味を持つのではないかと考えている．

重要な点は，残腎機能が廃絶した患者には十分な血

液透析が必要であり，そのための医療費は確保されな

ければならない．残腎機能を基礎にした低頻度PD患

者が，導入早期群の一定の比率を占めるならば，結果

的に，適切な医療費の配分を可能にする要因となる事

も期待できよう．

おわりに

以上，わが国のPD療法の現状と治療の位置付け，

そして現在PDが直面しているいくつかの課題に関し

て述べた．PDは残存している生体機能（腎臓）を最

大限利用しようとする，創意工夫の治療法であり，そ

の治療の中心にはhumaninterfaceがある．従来の

HDと二者択一的な治療体系ではなく，PD療法を保

存期腎不全治療体系の延長線の中で位置付けることに

より，PD療法の医学的社会的利点が最大化され，包

括的な腎不全医療が達成されると考える．
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1 はじめに

正直言って，この書（杉澤秀博，西 三郎，山�親

雄編：透析者のくらしと医療;日本評論社）を読むの

にはかなり苦しい思いをした．それは，私が疫学，統

計学による論文を読み慣れていないことにもよるが，

なんといっても，その内容が「重い」のである．おそ

らく，書いておられる筆者（ことに直接に透析医療現

場を経験しておられない公衆衛生，医療統計，保健福

祉，看護医療など専攻の方々）は，それほどにはこの

「重さ」を意識しておられないであろう．が，読むほ

うの私（透析歴35年目になる）は，示されたデータ

ないしエビデンスの背後にあるひとつひとつの事例，

臨床的事実を具体的に思い起こすことになってしまっ

て，途中で何回もこの本を閉じてしまい，瞑想するこ

とが少なくなかった．

ここに書かれている現象は一層顕在化して，現在進

行形で透析医療の現場で現実化している．そして，私

はその場に患者および観察者としているのである．

2 透析者のくらしをめぐる問題点と提言

序章では「透析者のくらしと医療をみる新たな視点」

と題して，これまでの透析者の心理・社会・行動に関

する研究の歴史をおおまかにたどっている．そして，

透析者の高齢化が今後どのような保健福祉問題をもた

らすであろうか，という疑問を投げかけて，この書の

めざす共通のテーマとしたことを説明している．

この章で特筆すべきは，用いられた分析データベー

スの特徴が述べられていることである．それは（社）

全国腎臓病協議会と（社）日本透析医会が共同で，約

5年ごとに実施している透析者と透析医に対する全国

アンケート調査であることが明らかにされている．回

収率が77.7～86.9％（1986年から2001年までの5年

ごと4回で）であったというから高率の回収率である．

ついで，第1章では「高齢透析者が直面する保健福

祉問題」が論じられる．一般高齢者よりもうつ状態に

ある人や要介護者の割合が高いこと．うつ状態は尿毒

症などの身体的原因が複合的に重なっている可能性が

大きいこと．地域への活動参加はうつ状態の軽減に特

に有効であること．家族，親族，友人，知人，近隣の

人々からの情緒的支援を受けられるような仕組みが必

要との提言もあった．

一臨床精神科医として，毎日を患者さんと接してい

て，この提言は高齢者精神医学でもまったく同じであ

る．が，実際には一臨床家が実行できる日常の臨床の

限界を超える提言であって，個人的な努力のみではな

くて，社会的な合意形成やシステム作りが必要だとつ

くづく思った．

第2章では「透析者の就業問題」が取り上げられた．

これも昔からの頭の痛い問題である．そして，なおあ

まり実態は昔と変らないことをいやでも知ることにな

った．すなわち，低い就業率，不安定な就業，低い就

業収入など昔とまったく変らない．高い就業意欲があ

るにもかかわらずである．今後の日本が，いわゆる

「透析者のくらしと医療」を読んで 339

［そ の 他］

「透析者のくらしと医療」を読んで

春木繁一

松江青葉クリニック



「勝ち組」「負け組」と二分化されていく中で，透析者

に限らず，障害者はどう処遇されていくか，を考える

と，苦しいテーマとしか私には考えられなかった．

第3章は「透析者・家族の社会的活動・支障」が論

じられた．この章では，中年期の透析者とその配偶者

に焦点が当てられた．恐れていたことだが，男女を問

わず地域活動への参加が特に低いこと，友人との交流

が低いこと，また面白い結果だが透析時間が長い人ほ

ど友人との交流が活発であることが指摘された．

配偶者もいくつもの困難を抱えていることも明らか

になった．性生活や経済状態に支障をきたしているこ

と，配偶者の生活上の支障は透析者の身体機能に関連

していること，配偶者が周囲からのサポートを多く得

ていることが支障を防止させることも明らかになった．

ひとつひとつが思い当たることで，ここでも透析者

の健康維持およびQOL向上が，単に透析者ひとりだ

けのものではないことが示された．

第4章では「血液透析患者の医療参加」という題が

登場した．「うん，うん」とうなずける内容が並ぶ．

患者ももっと積極的に自分自身の医療に参加してほし

いという医師の要望がある．もっとも，過去日本では

有名なパターナリズム（父親的温情主義：医師の言う

通りにやりなさい式の医療のこと）で医療を行ってき

た歴史があるので，患者から言えば「今になって，急

に患者も医療に参加しろなんて！ 自己決定と言われ

ても」という気持ちが湧こう．ひとつ忘れられている

ことは，「自分は医師になって以来，ずっと患者中心

主義できた」と主張する医師も，医学生，インターン，

医局員時代は，古いタイプの教授や先輩医師に，知ら

ず知らずのうちにパターナリスティックな考え方で教

えられてきたという事実があることである．身体に染

み付いていることに十分に意識を払いつつ，インフォ

ームドコンセントに基づく医療を心がけたい．

ここで取り上げられている問題は「医師と患者の認

知のズレ」である．この基底に患者のもつ不信や不満，

不安があるのではないか，というのがこの章の筆者の

仮定であった．それゆえ「患者の満足度」について質

問している．その結果については本書をみていただき

たい．

余談になるが，私はよく叫ばれるインフォームドコ

ンセントについて，大部分の人々はインフォームド，

すなわち「伝えること」「情報」に力点をおいて語っ

ていると思う．が，精神科医の観点からは，実はコン

セントのほうにもう少し重心が置かれると良いと思う．

コン＝con，セント＝sentier，すなわちconsentier

はtofeeltogetherの意味だと理解している．医師

と患者がお互いに「共感しあう，同感しあう」ことの

心の作業がインフォームドコンセントの本質であろう

と思っている．契約を交わす，書類や記録に残すとい

うのは，この心の作業ののちのことであろう．「透析

という医療はお互いに大変ですが，今後いっしょにや

っていきましょうね」との情緒的交流を幾度となく行

っていく姿勢を医師のほうが常にもちたいと思う．

第5章は「患者および家族の医療への参加」という

題の論文である．4章よりももっと自らの医療を自身

が主人公になっていって欲しいとの意向で書かれてい

る．「究極の患者参加型の医療：在宅透析」について，

これまでの反省点と今後の課題が述べられている．

ここで問題になるのが危機管理の考え方である．詳

細にこれまでの経験をもとに記載されていく．災害後

の透析，透析中の災害などについても，患者や家族の

参加によるマニュアル作成が提案されている．一方で，

超高齢者の透析医療についても触れられていて，これ

らの人々は「意志の表示」も「医療への参加」も難し

い場合が多く，家族の参加のみでは現実的でないとし

て，今後どのように医療者側が取り組むかが課題であ

るとしている．

第6章は「患者会活動の意義と役割」で，これまで

の「全腎協」の30年に及ぶ活動を検討し，高く評価

している．今後，次第に個別化していく個々の課題，

多様化する要求，個々の患者の生活問題など，大きい

組織がどう個別的な問題に向かうかは大変に難しいと

指摘している．組織がその力を消耗しない方向での再

組織化がテーマである，との鋭い指摘がある．これも，

患者の高齢化と無縁ではないであろう．

第7章では「透析患者のターミナルケア」が述べら

れた．終末期の定義，長期透析患者の合併症，bad

newsをどう患者に伝えるか，医療行為に対する患者

の意思の確認などが解説される．いずれもが重いテー
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マである．この章の筆者の論文のいくつかは幾度か読

ませて頂いていた．が，こうしてまとめて読むと，す

べてのことがらが私自身のごく近い将来であることを

いやでも実感させられた．

livingwillにしてもadvanceddirectivesにしても，

頭では理解していても，その実行についてはつい躊躇

する自分がいる．さらに，透析中止，透析非導入の話

になると「言うは易し，行うは難し」の気持ちが先立

つ．日本の透析医療は，今後の日本の高齢者医療のあ

るべき姿を先取りしているとの指摘は正しい．透析医

療をになう透析者，家族，透析スタッフが，真剣にそ

の適正な医療のあり方を構築する努力が必要であると

の筆者の指摘は重要である．が，同時に国民，社会一

般にもそれを求めていることに同感である．

第8章は「透析者のくらしと医療は15年間にどの

ように変化したか―4回の調査の傾向分析―」である．

腎臓病がかなり悪化しての透析導入が多い，透析時

間の短縮化が目立つ，要介護透析者が次第に増加して

いる，通院透析がだんだんと家族の負担になっている，

透析者の経済水準は全体的には向上しているが，一部

に年収200万円以下の世帯が15％前後ある，などが

示された．

第9章では「データの質」と題して，ここで用いら

れた調査データの信頼度がチェックされた．客観的な

姿勢に終始された調査者の態度に敬意を表したい．

たしかに，医療の社会的側面を語るとき，こういう

俯瞰的な態度がどうしても必要である．われわれ臨床

家は，地図でいえば，一つの市や町の地図を，いや時

には町内の一軒一軒を記載した「ゼンリン地図」に頼

っている．反するに，この書の多くの筆者たちは，日

本地図か世界地図によって広く人間もしくは人類，病

態一般，生活一般，心理社会的共通事項，さらには透

析文化などにも当てはめることのできる視点をもって，

広くものごとを見て考えることの重要性を示してくれ

ている．それにしても患者，透析医ひとりひとりが記

載した膨大な量のアンケート用紙から，この共通する

データを意味のあるデータとして拾い出す仕事は，相

当の根気とエネルギーを必要としたであろう．

3 おわりに

いつの日にか，このような筆者たちによる生のディ

スカッションが企画されて，もう少し実態が具体的に

わかる日を期待したい．労作に敬意を示したい．

なお本書の筆者は杉澤秀博，JERSEY LIANG，

熊谷たまき，浅川達人，山�親雄，大平整爾の各氏で

ある．
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1 はじめに

本書（杉澤秀博，西三郎，山�親雄編：透析者のく

らしと医療;日本評論社）は六つの課題を取り上げ，

高齢透析者の保健福祉的問題点，就業の問題点，地域

社会への参加活動，医療における参加，患者会（全腎

協）の活動，終末期医療，について言及している．そ

の中で，日本の将来の透析医療の抱える問題点を明ら

かにし，その対策について言及している．分析データ

ーは，全腎協と日本透析医会が共同で，5年ごとに4

回実施した全国調査から得られたデーターベースが用

いられているが，5年間のパネルデーター（同一人物

を追跡したデーター），配偶者をペアで対象とした調

査や，フォーカスグループインタビュー（かかわりが

ある5～10人の議論）などの手法も用いられている．

表1に目次を示すが，序章から始まり第9章まであ

り，最後に終章で提言を行っている．以下各章の概略

について要約する．

2 各章の要約

第1章では，高齢透析患者の保健福祉的問題を取り

上げ，高齢透析者の特徴を明らかにしている．分析の

結果，4つのことが明らかになっている．

① 高齢透析患者ではうつ状態や要介護者の割合が

高く，地元のグループ活動に関わることがうつ状

態の軽減に有効であり，介護支援は家族や親族な

どの私的な支援源によって行われている．

② 高齢透析者では要介護やグループ活動への不参

加の割合が高く，うつ状態は尿毒症などの身体的

原因が複合している．

③ 高齢者の透析導入に関しては深刻な問題に直面

していない．

④ グループ活動への参加が乏しい人は要介護状態

発生のリスクが高く，家族や主治医からの情報面

での支援が関係している．

以上を踏まえ，高齢透析者の保健福祉的問題への対

策について以下の提案をしている．

① 高齢透析者のうつ状態は，身体的原因が複合的

に関係しているので，医学的に適切な対応が必要

である．

② うつ状態の社会心理的要因には主治医からの情

報的支援が必要で，気軽に相談できる雰囲気が必

要である．

③ うつ状態の社会的要因から，居住する地域で，
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表1『透析者のくらしと医療』目次

序 章：透析者のくらしと医療をみる新たな視点

第 1章：高齢透析者が直面する保健福祉的問題点

第 2章：透析者の就業問題

第 3章：透析者・家族の社会的活動・生活支障

第 4章：血液透析患者の医療への参加

第 5章：患者および家族の医療への参加

第 6章：患者会活動の意義と役割

第 7章：透析患者のターミナルケア

第 8章：透析者のくらしと医療は15年間でどのように変化し

たか―4回の調査の傾向分析―

第 9章：データーの質

第10章：若干の提言



透析者がグループ活動に参加できる受け皿が必要

である．

④ 介護サービスの利用が遅れているので，介護の

社会化を推進する対策が必要である．

第2章では，透析者の就業問題を，2001年度全国透

析患者実態調査に基づいて検討している．就業が患者

や家族に対してどのように影響しているか，就業率と

いう量的側面や就業上の地位，就業収入あるいは職務

満足度を分析し，就業推進あるいは阻害要因をフォー

カスグループインタビューを用いて明らかにしている．

就業は性や年齢を問わず，世帯に経済基盤の確保だ

けでなく，生きがいや精神的健康の維持，さらに家族

の精神的健康にも重要な役割を果たしている．就業率

の面では，一般の人と比較し10％以上低く，定年退

職後は著明に低くなっていた．就業上の地位が不安定

であり，職務満足度は高いが就業収入が少ない人では，

就業満足度は低い傾向にあり，高い職務満足度は得ら

れていなかった．

したがって正規雇用による就業の推進，医療側から

の就業に対する情緒面・情報面からの支援，肉体的負

担の発生時には職種の転換や転職の支援，企業に対す

る啓蒙活動および経済的負担の解消のための手立ての

必要性などを提言している．

第3章では，中年期の透析者の社会的活動が，精神

的健康に与える効果および社会的活動の関連要因の分

析と，配偶者が受けている生活上の支障や精神的健康

に及ぼす影響を，透析者と配偶者の相互作用から分析

している．

中年期の透析患者の社会的活動は，男女に共通して

地域活動への参加が乏しく，精神的健康の維持にとっ

て友人との交流が重要であり，医療機関における透析

が貴重な社会的ネットワークの形成・維持の場となっ

ている可能性が明らかにされた．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，周囲からの

情報的サポートが生活上の支障を低下させることが明

らかになった．

したがって，透析患者が友人関係を形成するために

は，透析者のネットワーク形成に取り組む必要がある．

一方配偶者を含めた家族の生活支障を予防する必要が

ある．また透析者の行動範囲が拡大するような医療体

制が必要であると提言している．

第4章では，透析患者と医師の医療情報の授受につ

いての実態調査から，インフォームドコンセントの重

要性を分析している．

医療情報に関して，主治医と患者の双方の認知程度

のズレと，そのズレが医療への不満感につながってい

るかを分析している．検査データーの提示方法に対す

る医師と患者の認知にズレがあることが予想された．

したがって，透析方法に対する満足度の要因分析では，

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不満が高くな

っていた．その要因の分析では，医師に要因があると

する解釈と患者に要因があるとする解釈があるが，両

方の場合も考えられる．特に，糖尿病性腎症の患者は，

医師から提示された情報をきちんと把握していないこ

とが示唆されている．

医療従事者は患者が理解したか否かを把握したうえ

で情報提供すべきで，患者のほうは医師から提示され

た情報をしっかり受け止めるべきであると提言してい

る．

第5章は，患者および家族の透析医療への参加につ

いて分析している．

まず透析患者および家族の透析医療への参加の必要

性について，長生きの条件，究極の患者参加型医療

（在宅透析），透析施設における危機管理，施設運営の

面より解析している．患者自ら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必要

である．患者および家族参加型の医療は在宅透析であ

り，治療の継続性と長期生存の面からも優れていた．

危機管理として透析事故防止のために患者自身がで

きる事故防止対策が提案されており，災害時において

も患者自身の命は自ら守るという姿勢の必要性をのべ

ている．したがって，透析患者および家族の透析医療

への参加の推進には情報の共有が必要で，医療へ直接

関与するためには，患者自身の同意に基づく意思表示

が必要である．ここにおいて患者会との話し合いを紹

介している．

治療をはじめあらゆる場への患者とその家族の参加

は，最終的に患者満足度に集約され，職員満足度も向
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上させることになると提言している．

第6章は，患者会活動の意義と役割についてである．

患者会の全国組織である全国腎臓病協議会の目標や

方針の歴史的な展開過程とその背景を検討して，活動

の意義と役割についてまとめ提言をしている．

全腎協の会報である・ぜんじんきょう・を客観的分

析のためにテキストデーター化し，コーディングして，

クラスター分析を行っている．患者会の目標や方針は

透析医療体制の確立，拡充・充実，透析者の生活拡充

のテーマから構成されていた．透析者の生活の質を高

めることをめざすと同時に，自らの手で支えるという

原点を共有することが必要であると提言している．

第7章では，透析患者のターミナルケアの実態と問

題点を取り上げ検討している．

ターミナルステージ（終末期）の定義から，維持透

析患者においては，腎不全病態に起因する合併症が増

悪した状態と，悪性腫瘍や脳血管障害などを併発した

状態が考えられ，実例を示している．

患者に悪い知らせを伝えるのにコミュニケーション

技術がきわめて重要で，医療側からの情報提供は患者

自身による療法の選択に結びつく重要な過程であり，

医療側の都合や主義・主張を強制する父権主義は排除

するべきであることを強調している．医療行為におけ

る患者の意志の確認が必須で，重篤な状態に陥る前に

リビングウィル，または事前指示を残していることを

勧めている．治療中止に関して，患者の意志決定に関

わる要因を取り上げて示し，患者の言い分を傾聴した

うえで患者の意向を明確にし，苦痛・苦悩の軽減に努

めることが先決としている．

一方医師の考えは，アンケートによると，大多数の

医師が透析患者の状態によっては透析中止に条件付で

賛成していた．アメリカにおける透析非導入および継

続中止の基準を示しているが，個別の事例では単に基

準に当てはめるのは慎重に対応する必要があるとして

いる．国内外の透析中止の実情を，著者の調査の症例

分析から，日本における透析継続中止は欧米に比較し

て著しく少ないとしている．終末期患者が具体的に望

む事項は，医師の立場からによるものとの間に微妙に

食い違いが存在していた．また，透析の非導入あるい

は中断を決意した後の配慮事項についても触れている．

以上の分析より終末期のケアの総仕上げは，患者・

家族・医療者間の話し合いと触れ合いにあるとしてい

る．尊厳ある生で終末期を過ごしうるような配慮で，

患者に助言することがターミナルケアの本質であると

している．

第8章では，透析者の暮らしと医療がこの15年間

でどのように変化したか，透析医療の実態，腎不全医

療に対する意識，家庭・経済に関する実態について，

4回の調査によって傾向を分析している．

その結果から腎臓病の早期発見の体制をよりいっそ

う努める必要があり，透析時間の短縮傾向の不利益の

可能性，通院介助の保険適用の拡大や医療機関による

送迎の拡充の必要性，経済水準の全体的向上に比し年

収 200万円以下の世帯の比率が依然として15％であ

ることの問題を指摘している．

第9章では，用いた調査データーの質に関して検討

している．無回答と回答のゆれについて分析を行い，

本研究が用いた調査データーは十分に信頼性があると

考えられた．

終章では，個々の透析者・家族および透析者の団体，

透析医療を担当するスタッフおよび専門医師団を含む

日本医師会，個々の企業主および事業主の組織団体，

一般市および市民生活に関わる諸団体，国および地方

公共団体へ提言を行っている．

3 おわりに

本書は，課題として取り上げたそれぞれの分野で秀

でた研究や報告をなさっている著者（杉澤秀博，Jer-

seyLiang，熊谷たまき，山�親雄，浅川達人，大平

整爾，西 三郎氏）のすばらしい労作である．これだ

け透析患者の面から深く分析した著書は今まであまり

みたことがない．今後日本の透析医療も高齢化が加速

される事が予測される中で，生命予後を改善するだけ

でなく，患者のQOLをいかに維持し高めるかが課題

となってくると思われる．昨今の厳しい医療制度改革

の医療現場のなかで，そのような課題にいかに対応す

るべきかを示唆しており，透析医療に携わる透析専門

医だけでなく看護師，臨床工学技士などを含めたコメ

ディカル必読の書といえる．
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日本透析医会通常総会が平成18年5月21日（日）午後2時から

ホテルニュー神田（東京）にて開催された．以下に，その際の資料

（抜粋）と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料

Ⅰ 平成17年度事業報告書

Ⅱ 平成17年度収支決算書

Ⅲ 平成18年度事業計画書（案）

Ⅳ 平成18年度予算（案）

平成18年度通常総会での主な決定事項

（社）日本透析医会通常総会議事録

（社）日本透析医会役員名簿
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（社）日本透析医会通常総会資料

第1号議案

平成17年度事業報告書

第1 会 議

総 会

1.平成17年度通常総会

平成17年5月15日 第1号議案 平成16年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成17年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

理 事 会

1.平成17年5月15日

通常総会付議事項

第1号議案 平成16年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成17年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

常任理事会

1.平成17年4月22日

協議事項 � キリンビールホームページへのリンクについて

� 災害時ネットワーク「メーリングリスト」登録について

1） グリーン情報システム株式会社

2） 板橋中央病院血液浄化療法センター・赤松真医師

� 中越地震と透析の報告書の取り扱いについて

� その他

1） 医会，医学会との懇親会の日程調整について

2） 三者合同会議の日程調整について

3） 新年度役員人事について

報告事項 � 日本財団助成事業について

� 平成16年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研究事業）事業

実績報告等の提出について

� 日本財団との平成17年度助成契約の締結について
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2.平成17年5月15日

協議事項 � 平成16年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

� 平成17年度事業計画及び予算の承認を求める件

� 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

� その他

3.平成17年6月26日

協議事項 � 平成16年度決算による繰越金の一部を固定資産（銀行預金）に繰り入れる件

について

� 会員のメールアドレスの登録について

� 小出桂三顧問の会費免除について

� 三多摩腎疾患治療医会ホームページのリンク承認について

報告事項 � 平成17年度各委員会の担当理事について

� 平成17年度レセプト分析定点調査の協力依頼について

� HPの掲載（医療機器回収の概要）について

4.平成17年7月22日

協議事項 � 医療法人社団心施会からの医会HPへのリンク許可について

� 研修委員会から学術研究助成の諮問について

� 「地震対策についての提言」について

� 医会HP会員ページの公開希望について

報告事項 � 委員会報告

1） 腎不全予防医学調査研究委員会

2） 広報委員会

3） 研修委員会

� 日本財団助成金事業現況報告について

� 平成17年度臓器移植普及推進月間の主催及び臓器移植推進国民大会の後援に

ついて（回答）

� 平成16年度事業報告及び決算並びに平成17年度事業計画及び予算等の報告に

ついて

� 役員改選の届け出について

� 診療報酬改定に対する要望書の提出について

5.平成17年9月9日

協議事項 � 平成18年度診療報酬改定に対する要望書（案）について

（参考）診療報酬改定について

� 日本臓器移植ネットワークの推薦（山梨・熊本・宮崎）

� 推薦名義の使用申請について（鳥居薬品K・K）

報告事項 � 平成17年度厚生労働科学研究の承認について
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� 委員会報告について

1） 合併症対策委員会

2） 災害時透析医療対策部会

� 肝炎事故班研究報告書の誤謬訂正について

� 平成17年度レセプト分析調査について

� 厚生労働省疾病対策課との打ち合わせ

� その他

6.平成17年10月28日

協議事項 � 行政担当者を含む新メーリングリストの新設について

� 推薦名義使用のお願い（中外製薬）について

� 日本財団助成研究の中間報告（ホームページ掲載）について

� 平成18年度の日本財団助成研究の申請について

報告事項 � 委員会報告について

1） 広報委員会

2） 研修委員会

� 平成17年度中間決算について

� 災害情報メーリングリストの状況について

� レセプト調査の結果について

� 山形県透析医会の設立

� その他

7.平成17年11月18日（臨時）

協議事項 � 平成18年度診療報酬改定に対する要望について

8.平成17年12月13日

協議事項 � メールアドレス登録者への通報開始について

� 災害時ネットワークシステムの変更について

報告事項 � 特定公益増進法人の証明について

� 平成18年度診療報酬改定に対する要望について

� 腎不全医療の今後のあり方について意見交換会（阿部正俊氏）

9.平成18年1月13日（臨時）

協議事項 � 平成18年度診療報酬改定に対する要望について

10.平成18年1月27日

協議事項 � 診療報酬改定に対する「パブリックコメント」の対応について

� 米国医科機器学会大会（AAMI）への派遣者の推薦等について

報告事項 � メールによる情報提供の開始（2月1日より）について
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� 平成18年度厚生労働科学研究補助金（医療技術評価総合研究事業）に係る研

究計画書の提出について

11.平成18年2月24日

協議事項 � 診療報酬改定追加要望，中医協答申について

� 職員就業規則の改定について

� 会員名簿の改訂について

報告事項 � 広報委員会報告について

� 17年度仮決算について

� その他

12.平成18年3月24日

協議事項 � 平成18年度通常理事会及び通常総会の開催について

報告事項 � 事故報告（聖隷佐倉市民病院）について

� 2006年度日本財団研究助成申請について

� 研修委員会報告について
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第2 委員会

平成17年度委員会開催状況

日本透析医会雑誌 Vol.21 No.2 2006350

（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

委 員 会 開催年月日 備 考

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会 平成18年03月24日

� 適正医療経済部会 平成17年06月25日 保険審査懇談会

平成17年07月04日 レセプト調査

平成17年09月15日 ３者合同会議

平成17年09月30日 レセプト調査

� 医療廃棄物対策部会

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会 平成17年12月13日 常任理事会と合同

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会 平成17年06月25日 情報ネットワーク会議

平成17年09月09日

ワーキング平成17年12月16日

� 感染症対策部会

� 医療事故対策部会

3.合併症対策委員会 平成17年08月04日

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会 平成17年06月30日

6.研修委員会 平成17年07月15日

平成17年10月23日

平成18年03月05日

7.広報委員会 平成17年07月01日

平成17年10月11日

平成18年02月09日

8.情報管理委員会

9.内規委員会

10.倫理委員会

11.学会等助成審査委員会 平成17年04月22日

平成17年10月28日

平成17年12月13日

平成18年01月27日

平成17年02月24日

12.学会等研究助成交付審査委員会 平成17年11月01日



平成17年度委員会報告

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

透析導入者審査委員会設置支部（愛知）に助成した．

報告については18年度の日本透析医会雑誌に掲載する．

� 適正透析普及部会

（平成17年度1回開催）

支部長会議を開催し，18年度診療報酬改定の対応の経緯を説明した．

� 適正医療経済部会

（平成17年度4回開催）

1） 透析医療費の分析調査について検討し，病院及び診療所（190施設）の協力を戴き，平成17年6月

分外来透析レセプトの集計が行われた．報告については，18年度の日本透析医会雑誌（Vol.21�1）に

掲載する．

2） 3者合同会議を1回開催し，以下について討議された．

① 自動回収装置を含む逆濾過促進型血液浄化法の今後

② エンドトキシンフィルターと水処理

③ 特定保険医療材料について

●血液濾過フィルター

●内外価格差の大きい製品（CAPD関連・カテーテル類・ステント・人工血管など）

●透析用血液回路の統一

④ 診療報酬改定マター

3） 第10回透析保険審査委員懇談会を開催した．事前にアンケートを行い，検討事項で96件，要望事項

で120件と多くの回答を頂いた．報告については，日本透析医会雑誌（Vol.20�3）に掲載した．

� 医療制度検討部会

（平成17年度1回開催）

常任理事会と合同で開催した．

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会

（平成17年度3回開催）

1） 福岡県西方沖余震（4月20日），千葉県北西部が震源の震度5強の地震（7月23日），宮城県沖が震

源の震度6弱の地震（8月16日）など7件の地震と大雨，台風，豪雪（停電）それぞれ各1件の自然

災害において情報収集・伝達活動を行った．幸い大きな災害の発生はなかった．

2） 9月1日，第6回災害時情報伝達訓練を行い，29都道府県613施設が参加を得た．

3） メーリングリストの新設

昨年まで運営してきた「危機管理メーリングリスト」を終了して，医会会員とその所属する施設で，

災害対策に関わっている者が参加する「災害情報ネットワークメーリングリスト（540アドレス参加）」

と，関係団体の災害対策担当者，および行政関係の腎・透析医療の担当者をメンバーとする「透析医療

災害対策メーリングリスト」の二つのメーリングリストを新たに開設した．併せて，支部情報システム

の構築（高知・徳島・山梨）および本部情報システムの保守管理を行った．

4）「災害対策の検証」と「情報ネットワークの活動」，「慢性疾患患者に対する災害対策」について広く
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知ってもらうため各地域で講演を行った．

3.合併症対策委員会

（平成17年度1回開催）

1） 平成17年度透析患者の合併症とその対策No.15「透析患者の心血管（系）合併症」の発刊等につい

て検討し，3月に会員に送付する．

2） 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携に関する研究のために，実態調査について協議した．

具体的にはADLが低下して，通院はおろか日常生活でも介助を必要とする患者が増加しつつある現

状を正確に把握することが必要であるため，アンケート調査を行い，609件の回答を頂いた．報告につ

いては日本透析医会雑誌（Vol.21�1）に掲載する．

4.腎移植普及推進委員会

社団法人日本臓器移植ネットワーク運営事業に協力する．

5.腎不全予防医学調査研究委員会

（平成17年度1回開催）

腎不全治療マニュアル発刊に向け，原稿依頼を発送した．

発刊は19年度を予定している．

6.研修委員会

（平成17年度3回開催）

� 支部医会の学術研究に助成した．

1） 広島県透析連絡協議会

研究課題：「ヒト腹膜中皮細胞の凝固・線溶系因子産生能に対する各種透析液の影響について」

� 支部医会が開催した研修会・講演会に助成した．

� （社）日本透析医会シンポジウムを開催した．

「維持透析患者の消化管疾患」

日 時：平成17年10月23日（日）

午前9時00分～午後4時05分

場 所：品川コクヨホール

司 会：大平整爾（札幌北クリニック）
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支 部 名 会 場 開催年月日

宮城県透析医会

青森県透析医会

鹿児島県透析医会

北海道透析医会

高知県透析医会

大阪透析医会

広島県透析連絡協議会

愛知県透析医会

フォレスト仙台

パルルプラザ青森

鹿児島サンロイヤルホテル

北大学術交流会館

ホリディ・イン高知

ホテル日航大阪

リーガロイヤルホテル広島

安保ホール

平成17年12月 4日

平成17年 6月 5日

平成17年 5月14日

平成17年 8月 6日

平成18年 2月19日

平成17年 8月 6日

平成18年 4月 1日

平成17年11月27日



鈴木正司（信楽園病院）

講演者：小沢 潔（平塚共済病院）ほか10名

� （社）日本透析医会研修セミナーを開催した．

「日常臨床の向上を目指して」

日 時：平成18年3月5日（日）

午前9時20分～午後3時40分

場 所：品川コクヨホール

講演者：佐中 孜（東京女子医科大学附属第2病院内科）ほか6名

� 18年度のシンポジウムは平成18年10月22日（日）品川コクヨホールで開催することが決定した．日

本透析医学会「二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドラインを巡って」を日本透析医学会と共催で開催す

る．講演内容はホームページに掲載済である．

また，研修セミナーは平成19年3月11日（日）品川コクヨホールで開催することが決定した．

7.広報委員会

（平成17年度3回開催）

� 日本透析医会雑誌の企画・編集等について，討議された．

� 医会雑誌Vol.20No.1発刊

1） 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の特異性

2） 閉塞性動脈硬化症の機能診断

3） 維持透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の画像診断

4） 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する薬物療法とフットケア

5） 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する外科治療

6） 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する血管内カテーテル治療及び人工炭酸泉浴

7） 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対するアフェレシス治療

8） 透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症に対する幹細胞治療

9） 閉塞性動脈硬化症に対する血管再生遺伝子治療

10） 第17回社団法人日本透析医会シンポジウム

透析医療におけるConsensusConference2004

「透析患者の下肢閉塞性動脈硬化症の診断と治療の現況」報告

11） 台風および大雨による透析施設の災害実態調査

12） 津波と透析室防災について

13） 血液透析患者のインフルエンザ対策

14） 7・13新潟豪雨水害における透析施設の対応

15） 第8回透析医療費実態調査報告

16） 透析専門医の広告許可と質の確保

17） 保険医療におけるアフェレシス療法の現況と今後の展望

18） 透析費用の国際比較―特に低所得国の医療経済問題について―

19） DOPPS最近の話題

20） 透析患者の睡眠障害

21） ISO 9001認証取得
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22） 副甲状腺機能低下症と無形成骨―概念と問題点―

23）「慢性血液透析患者における腎性貧血治療のガイドライン」の解説

24） 高齢者に対するCAPD療法

25） 透析合併症と活性酸素

26） 慢性透析患者の栄養状態―評価法と課題―

27） 透析医療機関における個人情報保護法への対応（第一報）

28） 腎臓病と膠原病―膠原病へのアプローチ―

29） 透析室地震災害と対策およびその検証について

30） 透析医のひとりごと

31） 補完・代替医療について

32） 支部だより �高知県�

� 医会雑誌Vol.20No.2発刊

1） CAPDの量と質

2） 透析液・補充液の清浄化と臨床的効果

3） HDおよび前希釈on-lineHDFにおける透析液流量の臨床的影響

4） 血液浄化の質と観点からみた血液浄化膜の生体適合性

5） 透析医療の量と質は不可分統合体

6） スギヒラタケが原因と思われる慢性腎不全患者に集団発生した急性脳症

7） 血液透析施設における感染性廃棄物処理

8） コエンザイムQの臨床

9） 3種類の白血球除去療法（C-LCP，LCAP，GCAP）

10） 長期血液透析患者に発生した手根管症候群とその治療―19年間の内視鏡治療経験―

11） 透析医療とEBM―腎性貧血の治療―

12） シャント血管雑音の音響学的分析による新しい診断方法

13） 災害時透析医療の情報共用化

14） 日本透析医会通常総会資料および主な決定事項

15） 高齢者透析雑感

16） 恵まれている日本の透析医療

17） 日本の医療について

18） 支部だより �北海道・宮崎県�

� 医会雑誌Vol.20No.2別冊発刊

1） 平成16年度厚生労働科学研究費補助金 肝炎等克服緊急対策研究事業

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

・「透析医療事故（透析装置および周辺機器の故障や操作ミス関連）の実態」及び「標準的透析用血

液回路」に関する研究

・院内感染および事故防止を考えた透析室施設基準の作成に関する研究

―「透析施設（室）の基準案」に基づいた透析施設基準の作成―

・「透析看護度と適正人員配置基準」に関する研究―看護度と現状人員配置―

・透析医療における医療事故，医療ミスの実態調査に関する愛知県の取り組みに関する研究

2） 平成14～16年度厚生労働科学研究肝炎等克服緊急対策事業

・血液透析施設におけるC型肝炎感染事故（含：透析事故）防止体制の確立に関する研究総合報告書
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� 医会雑誌Vol.20No.3発刊

1） 透析の質と量の決定因子と予後との関係

2） 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

3） 宮崎市C型肝炎院内感染発生に関する報告

4） 福岡西方沖地震で被災して―現場より―

5） 福岡県西方沖地震と情報伝達

6） CAPDとHD併用療法―その特徴・適応・問題点―

7） 維持透析患者の帯状疱疹

8） 高血圧と低血圧―透析医療とEBM―

9） DPCと透析医療

10） AcetateFreeBiofiltration

11） 第10回透析保険審査委員懇談会について

12） 障害者自立支援法案と透析医療の公費負担

13） 学会発表におけるPCプレゼンテーションの現状と問題点

14） 組織酵素分圧モニタリングにより血圧低下予知の可能性の検討

15） 透析膜の酸化ストレスマーカーとNK細胞活性に及ぼす影響

16） 透析患者の今日的な生活・医療問題―高齢化・社会参加・ターミナルケアに着目して―

17） 腎不全患者のこころ

18） 腹膜透析の功罪と新しい透析液への期待

19） MINT（MedicalInformationNewTechnology）システムと個人情報保護法

20） 愛知県透析療法審査会議から見る現在の透析医療の実態

21） 一臨床医の思うこと

22） 高齢化社会を迎え

23） 支部だより �京都府・広島県�

8.学会等研究助成審査委員会

（平成17年度5回開催）

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

第17回日本急性血液浄化学会学術集会

第17回日本サイコネフロロジー研究会

第10回アクセス研究会

平成18年10月5日～7日

平成18年 6月3日・4日

平成18年 9月2日・3日



9.学会等研究助成交付審査委員会

（平成17年度2回開催，FAXによる審査4回）

以下のとおり学会及び調査研究について審査した．
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研 究 課 題 研究目的等

透析施設における至適腎移植啓発方法の研究 透析施設における至適腎移植啓発方法の検討を行

い，全国的なモデルケース構築を目的とする

進行性の慢性腎不全患者を対象にした血清インドキシル硫

酸に対する経口吸着薬の臨床試験

進行性の慢性腎不全患者を対象に2種類の経口吸

着薬服用による血清インドキシル硫酸に対する影

響について同等であるか否かを検討する

・透析膜の酸化ストレスマーカーとNK細胞活性に及ぼす

影響

・新規透析導入見送り・維持透析中止の決定過程における

患者・家族・透析医の心理的ダイナミクスに関する研究

・糖尿病性腎症による慢性腎不全に於けるアセテートフィル

バイオフィルトレーションの効果と血圧安定化機序の解明

公募助成

腎不全患者データベース構築に関する研究 わが国の保存期腎不全患者の特性を明らかにする

こと，また，予後を追求することにより腎不全の

進行に関与する因子を明らかにし腎機能保護療法

の最適化に寄与すること

維持透析患者の悪性腫瘍罹患調査 維持透析患者の悪性腫瘍罹患率を明らかにすること

緊急事態における血液浄化及び発展途上国における安価な

血液浄化の研究

大規模災害時に圧挫症候群を生じた被災者ならび

に透析センターを失った透析患者に対して，災害

時の救命率向上を寄与することを目的とする

学 会 等 開 催 日

第17回日本急性血液浄化学会学術集会

第17回日本サイコネフロロジー研究会

第10回アクセス研究会

平成18年10月5日～7日

平成18年 6月3日・4日

平成18年 9月2日・3日

研 究 課 題 研究目的等

透析施設における至適腎移植啓発方法の研究

進行性の慢性腎不全患者を対象にした血清インドキシル硫

酸に対する経口吸着薬の臨床試験

・透析膜の酸化ストレスマーカーとNK細胞活性に及ぼす

影響

・新規透析導入見送り・維持透析中止の決定過程における

患者・家族・透析医の心理的ダイナミクスに関する研究

・糖尿病性腎症による慢性腎不全に於けるアセテートフィル

バイオフィルトレーションの効果と血圧安定化機序の解明

公募助成

腎不全患者データベース構築に関する研究

維持透析患者の悪性腫瘍罹患調査

緊急事態における血液浄化及び発展途上国における安価な

血液浄化の研究



平成17年度収支決算書

1.収支計算書（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）
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（単位：円）

科 目 予算（A） 決算額（B） 差異（A）－（B） 備 考

I 収入の部

1.入会金収入

2.会費収入

3.学会寄付金収入

4.助成金収入

5.参加費収入

6.受取利息

7.雑誌・マニュアル収入

当期収入合計（A）

前期繰越収支差額

収入合計（B）

II 支出の部

1.事業費

透析医療適正化事業費

医療安全対策委員会

合併症対策委員会

腎移植普及推進事業費

腎不全予防医学調査研究費

研修等事業費

広報活動費

情報管理委員会

内規委員会

倫理委員会

学会等助成審査委員会

学会等助成交付審査委員会

日本財団事業

事業費合計

2.管理費

人件費

家 賃

その他経費

管理費合計

3.退職引当金預金支出

4.予備費

当期支出合計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

600,000

88,330,000

164,450,000

400,000

1,000

0

253,781,000

7,000,000

260,781,000

13,489,000

8,566,000

3,582,000

5,671,000

5,783,000

9,806,000

13,018,000

0

0

172,000

155,718,000

280,000

14,237,000

230,322,000

13,221,000

2,500,000

5,947,000

21,668,000

2,000,000

253,990,000

－209,000

6,791,000

720,000

88,300,000

100,320,000

8,900,000

385,000

498

1,560

198,627,058

55,185,681

253,812,739

8,519,245

4,275,486

3,245,104

6,113,953

64,528

9,811,920

14,064,533

0

0

0

96,387,400

9,182

15,344,824

157,836,175

12,970,395

2,493,978

8,803,870

24,268,243

660,223

0

182,764,641

15,862,417

71,048,098

－120,000

30,000

64,130,000

－8,900,000

15,000

502

－1,560

55,153,942

－48,185,681

6,968,261

4,969,755

4,290,514

336,896

－442,953

5,718,472

－5,920

－1,046,533

0

0

172,000

59,330,600

270,818

－1,107,824

72,485,825

250,605

6,022

－2,856,870

－2,600,243

－660,223

2,000,000

71,225,359

－16,071,417

－64,257,098



2.正味財産増減計算書（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）

日本透析医会雑誌 Vol.21 No.2 2006358

（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.資産増加額

固定資産（銀行預金）増加額

退職引当預金増加額

当期収支差額

増加の部合計

II 減少の部

1.負債増加額

退職引当金繰入額

減少の部合計

当期正味財産増加額

前期繰越正味財産額

期末正味財産合計額

68

660,223

15,862,417 16,522,708

660,223

16,522,708

660,223

15,862,485

224,103,867

660,223

239,966,352



3.賃借対照表（平成18年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.流動資産

現金預金

仮払金

流動資産合計

2.固定資産

� 固定資産

銀行預金

銀行預金合計

� その他の固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

II 負債の部

1.流動負債

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

III 正味財産の部

正味財産

（うち当期正味財産増加額）

負債及び正味財産合計

71,874,297

66,700

71,940,997

173,352,292

245,293,289

162,004,849

162,004,849

563,372

6,300,000

50,000

4,434,071

11,347,443

288,000

403,586

55,900

54,684

90,729

892,899

4,434,038

5,326,937

239,966,352

（15,862,485）

4,434,038

245,293,289



4.計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

� 退職引当金の計上基準について

期末退職給与の要支給額に担当する金額を計上することとしている．

� 資金の範囲について

資金の範囲には，現金・預金，仮払金，未払金，及び預り金を含めている．

なお，前期末及び当期末残高は，下記2に記載するとおりである．

2.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである．
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（単位：円）

科 目 前期末残高 当期末残高

現 金 預 金

仮 払 金

55,972,909

57,700

71,874,297

66,700

合 計 56,030,609 71,940,997

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

268,000

410,333

48,900

45,936

71,759

288,000

403,586

55,900

54,684

90,729

合 計 844,928 892,899

次期繰越収支差額 55,185,681 71,048,098



5.財産目録（平成18年3月31日現在）

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 361

（単位：円）

科 目 金 額

I 資産の部

1.流動資産

現金預金

現 金 現金手許有高

郵便振替

普通預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店

三菱東京UFJ銀行定期口神田駅前支店

みずほ銀行神田小川町支店

三井住友銀行神田支店

りそな銀行神田支店1437634

りそな銀行神田支店1437642

りそな銀行神田支店1441461

りそな銀行神田支店1458648

りそな銀行神田支店1455768

りそな銀行神田支店0984222

りそな銀行神田支店0960156

りそな銀行神田支店1474603

仮 払 金

流動資産合計

II 固定資産

1.銀行預金

三菱東京UFJ銀行（普通預金）

銀行預金計

2.固定資産

その他の固定資産

電話加入権

保証金 淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他の固定資産合計

固定資産の部合計

資産の部合計

III 負債の部

1.流動負債

年会費預り金

職員等に対する源泉所得税預り金

職員等に対する住民税預り金

職員等に対する健康保険預り金

職員等に対する厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債の部合計

正味財産

負債及び正味財産合計

34,185

774,639

655,483

42,165,975

232,384

81,382

45

1,040,086

1,750,020

760,124

3,481,851

557,954

20,340,069

100

66,700

71,940,997

173,352,292

245,293,289

5,326,937

162,004,849

162,004,849

563,372

6,300,000

50,000

4,434,071

11,347,443

288,000

403,586

55,900

54,684

90,729

892,899

4,434,038

4,434,038

239,966,352

245,293,289



管理費内訳
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（単位：円）

平成17年度 按分率
按 分

管理費 事業費

人 件 費 25,940,791 12,970,395 12,970,396

給 料 20,101,632 50％ 10,050,816 10,050,816

賃 金 2,970,000 50％ 1,485,000 1,485,000

法定福利費 2,446,339 50％ 1,223,169 1,223,170

通 勤 費 422,820 50％ 211,410 211,410

家 賃 4,987,956 50％ 2,493,978 2,493,978

その他経費 19,515,451 8,803,870 10,711,581

旅費交通費 811,755 50％ 405,877 405,878

会 議 費 60,282 60,282 0

交際接待費 0 0 0

福利厚生費 114,705 50％ 57,353 57,352

印刷製本費 698,827 50％ 349,413 349,414

通信運搬費 1,023,124 50％ 511,562 511,562

事務・消耗品費 2,679,161 50％ 1,339,581 1,339,580

委 託 費 1,704,000 50％ 852,000 852,000

報酬（要源泉） 1,200,000 50％ 600,000 600,000

水道光熱費 346,668 50％ 173,334 173,334

諸 会 費 307,784 50％ 153,892 153,892

租 税 公 課 3,000 3,000 0

慶 弔 費 10,000 10,000 0

雑 費 446,717 50％ 223,359 223,358

常任理事会費 3,318,414 252,578 3,065,836

総会・理事会費 832,264 832,264 0

本部災害対策費 5,958,750 50％ 2,979,375 2,979,375

合 計 50,444,198 24,268,243 26,175,955
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監 査 報 告 書

社団法人日本透析医会の平成17年度決算報告につき慎重に監査した結果

妥当なものと認めます．

平成18年4月14日

社団法人 日本透析医会

監事

監事

社団法人 日本透析医会

会 長 山 � 親 雄 殿



第2号議案

平成18年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1.透析医療の適正化に関する調査研究事業

適正な透析療法の検討に関する調査・研究

適正透析療法委員会 ［委員会のもとに7部会を置く］

① 透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究

� 適正透析導入部会

適正な導入時期に関する調査・研究

� 維持透析療法部会

適正な維持透析療法に関する調査・研究

� 適正透析普及部会

適正な透析療法の普及推進を行う

� 適正医療経済部会

適正な透析医療経済に関する調査・研究

1） レセプト分析

2） 施設機能評価の調査・研究

� 医療廃棄物対策部会

・医療廃棄物対策に関する調査・研究

� 在宅血液透析部会

在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究

� 医療制度検討部会

・医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.地域医療システムに関する調査研究事業

透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立するための調査・研究

① 危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究

医療安全対策委員会 ［委員会のもとに3部会を置く］

� 災害時透析医療対策部会

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

来た．平成17年度は，昨年度まで運営してきた「危機管理メーリングリスト」を終了して，医会

会員とその所属する施設で災害対策に関わっている者が参加する「災害時ネットワークメーリング

リスト」と，関係団体の災害対策担当者，および行政関係の担当者をメンバーとする「透析医療災

害対策メーリングリスト」を新たに開設した．

・平成18年度は，引き続きブロック別災害時救急透析医療システムの構築を図るとともに災害時情

報ネットワークへの参加を推進していく．

� 感染症対策部会

院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究

� 医療事故対策部会
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・医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究

② 長期透析患者の合併症に対する調査・研究

合併症対策委員会

� 透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究

� 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究

・17年度にアンケート調査を行った．

� 患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3.国等公的機関の実施する透析医療科学研究推進事業

厚生科学研究推進委員会 ［委員会のもとに1部会を置く］

透析医療IT化推進部会

① 平成18年度厚生労働科学研究計画について

・医療技術評価総合研究事業「透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」（3年

計画の2年目）について申請中

② 平成18年度日本財団助成金による研究計画について

・災害時医療支援船の実現に向けた調査・運用訓練の実施（2年計画2年目）

4.学術調査研究会等特定公益増進法人助成推進事業

学会等研究助成審査委員会 （助成先の適合審査の実施）

学会等研究助成交付審査委員会 （助成金の交付審査の実施）

① 平成17年度は，公募による研究助成3件を含む13件の助成推進事業を実施した．

引き続き，特定公益増進法人として助成推進事業の充実，拡大を図っていく．

5.腎移植普及推進に関する事業

腎移植普及推進委員会

① 会員及び患者に対しての協力・普及を目的とする．

� 臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力

� 会員に対する腎移植の啓発・教育

（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）

� 患者に対する腎移植推進

（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）

� 関係団体への協力事業

（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）

� 腎移植コーディネーター問題の研究

6.腎不全予防医学の調査研究事業

腎不全予防医学調査研究委員会

① 透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための調査・研究

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

進する．
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7.研修等事業

研修委員会

� 腎不全臨床医療スタッフの研修会（シンポジウム，セミナー）の開催

� 学術研究への協力

� 関係学会・団体との研究協力

� 国内講演会等の開催

8.広報活動及び刊行物の発行に関する事業

広報委員会

① 機関誌等の発行

� 医会雑誌 （年3回発行）

内容充実に一層の努力をする．

� 医会ニュース・速報等

必要の都度，発行する．

9.会員の教育・研修及び倫理向上に関する調査研究事業

倫理委員会

① 会員の倫理向上に関する調査・研究

10.情報の公開等適正管理及び情報管理に関する事業

情報管理委員会

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

調査研究

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

引き続き既存ホームページの内容充実並びに関係団体への情報提供の拡大を図る．

平成18年度予算（案）
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［収入の部］
（単位：千円）

区 分 平成17年度予算 平成18年度予算（案） 増 減

1.入会金収入
2.会費収入
3.寄付金収入
4.参加費収入
5.受取利息
6.雑収入
7.前年度繰越金

600
88,330
164,450

400
1
0

7,000

900
90,350
81,460

400
1
0

6,791

300
2,020

－82,990
0
0
0

－209

計 260,781 179,902 －80,879

［支出の部］
（単位：千円）

区 分 平成17年度予算 平成18年度予算（案） 増 減

1.事業費
2.管理費
3.退職引当金預金支出
4.予備費
5.次年度繰越金

230,322
21,668

0
2,000
6,791

148,349
21,775

350
2,000
7,428

－81,973
107
350
0

637

計 260,781 179,902 －80,879



支出の部内訳
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（単位：千円）

区 分 平成17年度予算 平成18年度予算（案） ％ 増 減

I 事業費（調査研究事業費）

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会

� 適正医療経済部会

� 医療廃棄物対策部会

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会

2.地域透析医療システム

� 災害時透析医療対策部会

� 感染対策部会

� 医療事故対策部会

3.合併症対策委員会

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会

6.研修委員会

7.広報委員会

8.情報管理委員会

9.内規委員会

10.倫理委員会

11.その他の事業

� 学会助成費

� 厚生科学研究推進委員会

� 助成交付審査委員会

� 日本財団事業

II 管理費

1.人件費

2.家賃

3.その他の経費

III 退職引当金預金支出

IV 予備費

V 固定資産取得支出

VI 次年度繰越金

230,322

546

885

1,289

9,057

682

468

562

7,085

657

824

3,582

5,671

5,783

9,806

13,018

0

0

172

155,718

0

280

14,237

13,221

2,500

5,947

0

2,000

0

6,791

148,349

594

933

1,361

9,426

729

492

610

7,186

844

522

4,062

6,058

6,177

10,654

14,889

0

0

172

59,348

0

299

23,993

13,065

2,335

6,375

350

2,000

0

7,428

0.40

0.60

0.90

6.40

0.50

0.30

0.40

4.85

0.57

0.35

2.74

4.09

4.17

7.19

10.05

40.11

0.20

16.19

－81,973

48

48

72

369

47

24

48

101

187

－302

480

387

394

848

1,871

0

0

0

－96,370

0

19

9,756

－156

－165

428

350

0

0

637

計 260,781 179,902 －80,879



管理費内訳
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（単位：円）

平成18年度
（案） 按分率

按 分

管理費 事業費

人 件 費 26,130,000 50％ 13,065,000 13,065,000

給 料 20,200,000 50％ 10,100,000 10,100,000

賃 金 3,000,000 50％ 1,500,000 1,500,000

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

通 勤 費 430,000 50％ 215,000 215,000

家 賃 4,670,000 50％ 2,335,000 2,335,000

その他経費 14,405,000 50％ 6,375,000 8,030,000

旅費交通費 800,000 50％ 400,000 400,000

会 議 費 100,000 100,000 0

交際接待費 50,000 50,000 0

福利厚生費 150,000 50％ 75,000 75,000

印刷製本費 600,000 50％ 300,000 300,000

通信運搬費 1,200,000 50％ 600,000 600,000

事務・消耗品費 2,700,000 50％ 1,350,000 1,350,000

委 託 費 1,700,000 50％ 850,000 850,000

報酬（要源泉） 1,260,000 50％ 630,000 630,000

水道光熱費 350,000 50％ 175,000 175,000

諸 会 費 300,000 50％ 150,000 150,000

租 税 公 課 5,000 5,000 0

慶 弔 費 50,000 50,000 0

ホームページ管理料 700,000 50％ 350,000 350,000

雑 費 400,000 50％ 200,000 200,000

常任理事会費 3,200,000 250,000 2,950,000

総会・理事会費 840,000 840,000 0

管 理 費 計 45,205,000 21,775,000 23,430,000



平成18年度通常総会での主な決定事項

山�親雄会長挨拶

本日は総会にご出席ありがとうございました．

振り返ってみますと1年間いろいろなことがございました．何と言いましても，一番大きかったのは診療報酬

改定が今年度行われたということで，会員の皆様には途中経過などでお伝えしましたように，エリスロポエチン

が技術料に包括化されたということでした．その後どのような対応が各医療機関で行われているかということに

ついては，具体的な数字としては入ってきておりません．断片的に入ってきます情報によりますと，エリスロポ

エチンの使用量がかなり減ってきているというお話は聞いております．工夫をされて貧血が悪くならなければい

いと思っています，いつかはこれをきちんと検証しなければいけないと思っています．また今日の総会で，この

へんに関してご議論いただくことがあるかと思っております．

それ以外に2件続けて消毒薬が混入した事故がありました．消毒薬の混入といいましても，個人用でなくて多

人数用でしたので沢山の方が一気に影響を受けました．2件とも亡くなられた方がおいでにならなかったという

ことは不幸中の幸いでした．非常に恥ずかしい話ですが私どもの施設で同じような事故を起こしたことがござい

ます．

今回，特に岐阜でおきました事故のように消毒薬の濃度が少なく，じわじわと混入しますと気づかれません．

そういう場合貧血の進行で気づかれるのですが，一気に混入しますと貧血よりも前に血小板が激減し，それによ

る出血などが起こり易くなります．岐阜の方は会員施設ですので，最後にきちんとまとめられた段階で報告書を

いただいて，会誌への掲載が許されれば会誌で別途皆さんにご報告できると思っております．

もう一つ，班研究がいま計画して行われています．ブラッドアクセス関連の事故ということで，昨年も調査を

させていただきました．以前に比べますと針が抜けたりする事故の50％以上は自己抜針，ご自身で抜かれてし

まうということです．意識障害があったり，あるいは認知症の方が増えてきて，そういう方々が抜いてしまうと

いう事故が半数を超えてしまっています．これは厚生労働省がやっておりますカテーテル抜針事故などについて

ももちろん同じで，ご自分で気が付かずに抜いてしまうというところを我々がどのように防止するかということ

には，かなり重要な対策が必要かと思っております．引き続き今年度もこの事故に関して班研究を続けます．で

きれば各施設の抜針事故防止のための具体的な工夫を，それこそデジタルカメラで撮っていただいてメールのよ

うな格好で集めてみたいと考えております．

それから災害対策として，船舶を用いた患者搬送について日本財団の助成を受けて研究が進んでおります．平

成 17年度は阪神地区を中心に検討をいたしました．実際に神戸大学海事科学部所属の練習船を使い，3度ほど

運用・検証航海をさせていただきました．今年度に関しては助成額も大きくなり，神戸以外に東京・横浜など首

都圏で実際に訓練をする計画が進んでおります．本日の総会後，今年度の研究にたいする準備会議があります．

海の仲間というのはたいしたもので，本当にやろうということになるとアッという間に集まるということで仲間

意識の非常に強いというのでしょうか．また聞いてみますと，東京都では屋形船までが災害時に動いて患者さん

の搬送にあたろうかという話も出ているぐらいでたいしたものだと思います．

最後に，今週医療制度改革関連法案が衆議院を通りました．この中で一番大きな問題は2年後に高齢者保険が

新設され，導入されることです．高齢者保険というのは75歳以上の後期高齢者を対象に，俗称「姥捨て保険」

といわれているそうです．なるべくお金を使わずに亡くなっていただこうという保険だと言われています．その

方式は，可能な限り包括を考えていくという話が出ています．75歳以上の後期高齢者ということですが，非常

に重要なことは，「身体障害者の1級～3級に該当する方で65歳～74歳までの方もこの高齢者保険の対象」とな
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るということになっています．ということは平均65歳以上で透析を導入される患者さんのかなりの多くが，こ

の高齢者保険の対象になるのではないかと思っています．これから2年の間にこの保険の姿がみえてきて，2年

後の診療報酬改定に反映されるとなりますと，遅れないように常任理事会の中で，先ずは勉強会を開催しようと

いうことになりました．できる限り沢山の方に勉強会に出席していただこうと思っておりますが，先ずはどんな

ものなのかをはっきりした上で，それに対応していかなければいけません．これについて今日聞いた情報ですと，

この保険そのものは半分を国が税金から負担するということのようです．従って，中医協のようなところで保険

点数を決めたりする仕組みが変わるかもしれません，例えば介護保険は中医協でディスカッションされることは

ありませんが，高齢者保険ももしかすると同じようになるかもしれません．厚生労働省の事務方が出される案が

そのまま出てくる可能性があるのではないかという気がいたします．充分勉強した上で，我々のほうから具体的

な提案ができるぐらいのものを作らなければならないと思っています．

今回の診療報酬改定に関しましても，日本医師会には透析関連の多くの常務理事がおられますがその先生方と

もご相談をさせていただきました．今後も，ついこの間まで医会の専務理事でおられた鈴木満先生が日本医師会

の常務理事になられ，かつ中医協の委員にもなられました，たいへん心強く思っております．高齢者保険に対し

ても日本医師会と一緒に検討していきたいと考えております．

これで私の挨拶は終わらせていただきますが，総会関連議事に対して充分なディスカッションをしていただき

たく思います．

議長選出

吉田豊彦 副会長 を選出

議事録署名人選出

鈴木正司 常務理事

小野山攻 常務理事 を選出

議 事

第1号議案：平成17年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案：平成18年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案：理事の辞任に伴う新理事の承認を求める件

第4号議案：その他

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

方式でまとめた．

平成17年度事業報告について

（山川智之 常務理事）

通常総会，理事会，常任理事会および各委員会・部会の活動報告が報告された．その中で主な内容について報

告する．

1.日本透析医会シンポジウム開催（平成17年10月23日）

「維持透析患者の消化管疾患」について

日本透析医会研修セミナー開催（平成18年3月5日）

「日常臨床の向上を目指して」について

1.日本財団助成事業

「災害時医療支援船の運用計画の実現と拡大」について，神戸大学海事科学部の協力を得て実施．災害時を

想定して患者，医師・看護師・臨床工学技士などの医療スタッフ及び関係者が練習船「深江丸」に体験乗船，
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患者搬送，医療機器搬送のさまざまな問題点を抽出した．

1.災害対策

9月1日，第6回災害時情報伝達訓練を行い，従来の参加施設数を上回り活発な訓練が行われた．参加施設

は29都道府県613施設．

メーリングリストの新設：昨年まで運営してきた「危機管理メーリングリスト」を終了して，医会会員とそ

の所属する施設で，災害対策に関わっている者が参加する「災害情報ネットワークメーリングリスト（540ア

ドレス参加）」と，関係団体の災害対策担当者および行政関係の腎・透析医療の担当者をメンバーとする「透

析医療災害対策メーリングリスト」の二つのメーリングリストを新たに開設した．

1.平成18年度の診療報酬改定に関する対応

通常の常任理事会の他に2回の臨時常任理事会を開催し，改定案の対応について検討を重ねた．

平成18年度事業計画について

各委員会・部会の活動計画が報告された．その中で主な内容について報告する．

1. EPO.包括化による影響について，アンケート調査を実施する予定．

1. 厚生労働科学研究費補助金 医療技術評価総合研究事業「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」を予定．

1. 日本財団助成による「災害時医療支援船の実現に向けた調査・運用訓練の実施」の事業が2年目に入り，神

戸地区だけでなく「関西圏ブロック」と「首都圏ブロック」に拡大，検討をする予定．

平成17年度決算および平成18年度予算について

（杉崎弘章 専務理事）

平成17年度決算は総会資料のとおり報告し承認された．17年度は15,862,417円の黒字を計上できた．

平成18年度予算は理事会，各委員会・部会などの事業計画に基づいて作成し，179,902,000円を計上，総会で

承認された．

総会での質疑応答

1.Ｑ：会費収入のところですが，いま全国的な透析医会の組織率は分かりますか？

また，納入率などは如何でしょうか？

Ａ：組織率，はっきりしたことは言えませんが，透析医学会に登録されている施設数3,882に対し，施設会

員1,048です（30％弱）．また，別に個人会員として151人がおります．従って会員数は1,199名とな

ります（31％）．

Ｑ：会員の勧誘をされているのでしょうか？ 支部への働きかけは如何でしょうか？

Ａ：特別に勧誘はしておりません．災害の起きたときなどを契機に「入会を勧める」ような，いわゆるコミ

ニュケーションができて加入を勧めているということです．

Ｑ：実際勧誘といっても事務局が出向くとか，あるいは中央で「はいってください」というのはなかなか難

しい部分もあると思います．やはり支部単位が中心となると思いますが，中央では何かお考えがありま

すか？

Ａ：会員のメリットということから，「災害対策へいち早く対応できること」があると考えております．あ

る一定以上の災害が起きますと会員全員にメーリングリストを利用して情報が発進されます．その情報

に基づいて被災地外から援助の情報も入ると考えております．

患者さんを抱えている透析施設がこの「災害情報」に加入しないのは，時には大変なデメリットと思い

ますが，まだまだこの存在が知られていないのではないかと思います．今後広報しアピールすることが
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会員の組織率の向上につながると考えております．

Ｑ：支部には入っても日本透析医会には入っていないという人が結構いらっしゃいます．これは各支部によ

りだいぶ違うのではないかと思います．支部でも頑張りますが，本部の方でもいろいろ働きかけ後押し

していただければと思います．

Ａ：会費の問題もあるかもしれません．医療費の改定のたびに透析の保険点数が下がるものですから，よけ

い切実に感じると思います．

メリットの一つとして我々の広報誌．医会雑誌はかなり質の高いものだと思っております．学術情報，

医療制度・診療報酬関連の経済情報，感染・事故・災害対策の医療安全対策情報，実態調査情報など，

透析の現場には必要な情報を常に掲載している雑誌は他にない，会員の皆様には相当のメリットと思っ

ております．

さらに追加させていただきますが，災害情報などを考えますと，医会の非会員でも支部に所属されてお

られる方々は，いざというときには我々の会員と認識しております．

2.Ｑ：事業計画の中で，新しい事業は本年度から何かございますか？

Ａ：新しい事業計画につきましては特にございませんが，昨年度の日本財団助成による「災害時医療支援船

の実現に向けた調査・運用訓練の実施」の事業が2年目に入ります．また厚生労働科学研究の医療技術

評価総合研究事業「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」も2年目に入りま

す．

Ｑ：その中でEPOの包括化の影響について調査は今年度実施されますか？

Ａ：日本透析医会では6月にアンケート調査を行う計画をしております．ただ，厚労省の方でも時期は分か

りませんが調査をするという情報を得ています．日本透析医学会でも，例年の統計調査にあわせて調査

をするということを聞いております．

3.Ｑ：寄付金と学会助成金との関係ですが，寄付金の何割を学会に出すという決まりはあるのですか？

Ａ：寄付金ですけれども，原則名目を指定しない形で寄付をしていただいております．その中で学会関連の

ものがどれだけだという決まりはありません．目安になっているのは，事業費の約7割が研究助成でな

いと「特定公益増進法人」の資格に該当しないという考えが，監督官庁から指導されております．

今後，この研究助成が少なくなってきますと，「特定公益増進法人」の資格が取れなくなる可能性があ

ると考えております．

4. Ｑ：研修会セミナーの件についてですが，毎年3月に実施されていますが，これを例えば5月にして総会と

一緒にやれませんか？ 総会は決算の関係で5月になるというのは分かるのですが，研修セミナーを3

月でないといけないという意味はないだろうと思っています．執行部のご意見を伺いたい．

Ａ：3月は他の会合があまりないので，講演のスピーカーや特別講演の講師を選び易いということがありま

した．今年度は10月と来年3月まで決まっておりますが，その後のことについては皆様と一緒に相談

して決めたいと思います．もし他の方でご意見がございましたらお聞きしたいと思います．

5.Ｑ：新理事の選任の方法をもう少し詳しく教えていただけますか？

Ａ：九州地区では今まで選任システムがあいまいでしたので，九州ブロック各県の透析医会の会長に集まっ

ていただき，九州ブロック透析医会会長連絡協議会をスタートさせました．そしてその席上で新理事を

選任しました．

Ｑ：事情は分かりましたが，原則的に言えばやはり地区の選任は地区の中で，もう少し民主的な方法で選ん

でいただきたいと思っています．

Ａ：各地区の会長が集まって選任するということのどこが非民主的でしょうか．会員一人ひとりが全体の投

票をしなければいけないというものとは違いますが，それなりのルールのもとで民主的方法と思います．

Ｑ：私の所属する地区には透析医会というのはありますが，日本透析医会の支部の活動，集まりというのは
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1回もありません．

Ａ：県の透析医会の集まりとしてやっていますが，同時に日本透析医会の支部としても活動しております．

会員の中には日本透析医会に加入していない方もおられます．

Ｑ：以前提案させていただいたのですけれども，各県の支部に加入したら日本透析医会に自動的に加入する

ようなシステムはできないのでしょうか？

Ａ：日本医師会と同じようなかたちですね．会費を負担していただいて加入していただけるのは一番望まし

いと思いますが，実際には県単位の支部には加入しますが，日本透析医会には入りませんという方がお

いでになるのが現状です．

Ｑ：そうなると日本透析医会の会員の資格自体があいまいになってくるのではありませんか？

Ａ：いえ，会員の条件をクリアして会費を払われたら日本透析医会の会員です．支部のないところでも会員

として活動されている方も沢山おられます．

Ｑ：では会費を払ってなくてもそれは県の支部の会員であるわけですね．

Ａ：その方は県の支部の会員で，日本透析医会の会員ではありません．

Ｑ：それでは支部のなかには2種類の会員がいて，その権限があいまいではありませんか？ それを今後の

検討課題としてきちんと支部組織というのを，どういうふうに位置づけるかを考えていただきたい．

Ａ：地区によっては，透析医会がありますが日本透析医会支部となっていない地区もあります，地域的ない

ろいろの事情により仕方がないと思われることもあります．

Ｑ：私の地区では支部長会で決まったことが，一般会員に流していないということがあります．特に今回の

新理事の推薦についてですが，これはどういうことなのでしょう．

Ａ：先生の所属するブロックでは，透析医会支部長連絡協議会を昨年2回実施しました．その都度その内容

は広報しております．私の記憶ではその内容を箇条書きで会員にニュースレターで報告したと思います．

Ｑ：具体的な名前は報告になかったと思います．何れにしろこれは地区の問題ですから，県の透析医会その

他で詳しくお聞きしたいと思います．

6.Ｑ：日本透析医会会長名で中医協に出された要望書の件についてお尋ねしたいと思います．

その中で「ぜひEPOを包括化してくれ」という文言がありましたが，EPOが自由に使えるようになっ

て患者のメリットになるといのはどういうことなのでしょうか？

Ａ：今回の包括によって，例えばより使われなくても済む人もあるし，9,000単位以上を使って貧血を改善

しなければならない人もあって，それが保険とは関係なしに使用できるという点では，それが正しいと

思っております．

Ｑ：現実的に，使っても使わなくても同じ診療報酬になるのでしたら，使わなくなる方が常識的に考えて多

くなるのでは？

Ａ：いいえ，そうは思っておりません．もう少し透析医を信じております．

ただ結果としてそういうものが出てくるかもしれません．例えば先生ご自身のところでそういうことを

行うかどうかを考えていただければよろしいかと．私の施設では4月の段階で，まだ1カ月ほどしかあ

りませんが，EPOの使用量が減りました．しかしHt値は33.7％，Hb値11g/dlと以前と変わってお

りません．

Ｑ：厚労省のホームページをみてみますと「EPOの包括的評価について」のところでこういう文言があり

ます．「適切な透析の実施により，一定程度の貧血の改善が期待できる．エリスロポエチンの投与量を

減少させることは不可能であり，エリスロポエチンを包括的に評価することにより適切な透析を実施す

るインセンティブを付与することになる」．後半が大事だと私は思います．「適切な透析をしたらという

より，EPOを包括化したら適切な透析をするように誘導できる」と厚労省は言っています．本当でし

ょうか？
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Ａ：インセンティブというからには，包括したことによって，透析の水がもっときれいにされるかどうかだ

とか，そういうお金のかかることを本気でやるんですかという先生のご質問だと思います．EPOの包

括化がなくて技術料が下がったときに，果たしてこれ以上お金をかけることがやられるかどうかという

問題の方が実は切実ですね．

技術料が維持された中で本当に良い透析を評価しようと思うと，やはり技術料が下がらなかったことが

インセンティブにつながっていく．包括をされたということよりも，包括をされて技術料が下がらなか

ったことがインセンティブにつながっていくと私は考えております．

Ｑ：良質な透析ということは，私は3つあると思います，水の清浄化，長時間透析と効率の良いダイアライ

ザを使うことだろうと思います．では前回時間制が撤廃されどんどん短くなっているということは事実

だろうと思います．EPOを包括したら本当に時間が長くなったり，清浄化したり，良いダイアライザ

を使って良い透析ができるのですか．

Ａ：もう一度繰り返して申し上げますが，技術料が担保されずに，もっと下がったらもっと大変なことが起

こるだろうというのが私の個人的な考えです．

Ｑ：4時間未満の透析が増えているということは，良質な透析に向っているとは思われませんが．

Ａ：時間復活については，総会資料35ページにありますように要望書の第1番目にとして提出しておりま

す．全腎協でも要望書として提出しております．

しかしながらいったん取れてしまった，下がってしまった技術料は元に戻るにはよほどの努力がないと

戻りません．

Ｑ：私は良質の透析を提供するためには，時間区分が復活したのだったら，EPOが包括されても仕方がな

いという考えです．

すべてを良い方向にというのは無理かもしれませんが，医会の基本的姿勢として良い透析に向かうよう

な制度を要求していっていただきたい．

Ａ：最後に一言．これを機会にどこもここも同じ透析を実施するだろうか，ということに疑問を感じており

ます．例えば患者さんの目からみて，あまりにひどいところは選別されても仕方がないかなという気が

します．また今回のEPOの包括化の問題，あるいは透析時間の問題を無視して，経営に走っていると

ころが出てくるとすると，いつまでも同じ仲間であっていいかどうかというのは大変疑問に感じている

ところです．

（文責 杉崎弘章）
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（社）日本透析医会通常総会議事録

1.会議の種類 平成18年度 通常総会

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

1.開 催 日 時 平成18年5月21日（日） 午後14時00分～15時40分

1.会 員 総 数 1,194名

1.出席 会員数 615名 内訳 本人出席 28名 書面出席 587名

1.議事の経過

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

旨，告げられた．

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

豊彦氏が選任された．

吉田議長は，挨拶に続き議事録署名人に常務理事の小野山攻氏及び，鈴木正司氏の両名を指名し，両名とも満

場一致で選任された．

続いて議案の審議に入った．

第1号議案 平成17年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

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

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

ら「平成17年度決算の監査結果は，妥当であった．」旨，報告された後，議長による採決が行われ，満場一致

で承認された．

第2号議案 平成18年度事業計画及び予算の承認を求める件

常務理事山川智之氏から，総会資料により前年度事業実績に基づく18年度事業計画（案）の概要の説明が

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

原案どおり可決承認された．

第3号議案 役員の辞任に伴う新役員の承認を求める件

会長山�親雄氏から「辞任される原田知理事と工藤寛昭理事の後任には山下達博と新里健氏を選任する．ま

た，鈴木満監事の辞任による後任には今忠正氏を選任する．」旨，説明があり，議長による採決の結果，満場

一致で原案どおり可決承認された．

第4号議案 その他

（1） 顧問就任についての承認を求める件

会長山�親雄氏から「今回役員を辞任される原田知理事と工藤寛昭理事及び鈴木満監事の3方については顧

問に選任したい．また，監事に就任される今忠正氏については顧問を一時離脱する．」旨，提案があり議長に

よる採決の結果，満場一致で承認された．

（2） 18年度診療費改定に関し，問題点等自由活発な討論が行われた．
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15時40分をもって，通常総会の議案総てを終了し，議長は閉会を宣し解散した．

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

平成18年5月21日

社団法人日本透析医会通常総会に於いて

議 長

議事録署名人

同
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（社）日本透析医会 役員名簿
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役 職 名 氏 名 現 職

会 長

副 会 長

専務理事

常務理事

理 事

（北海道）

（東北）

（東北）

（関東）

（関東）

（甲信越）

（中部）

（関西）

（関西）

（中国）

（中国）

（四国）

（九州）

山 � 親 雄

吉 田 豊 彦

大 平 整 爾

杉 崎 弘 章

小野山 攻

鈴 木 正 司

山 川 智 之

隈 博 政

太 田 圭 洋

井 形 昭 弘

太 田 和 夫

山 下 眞 臣

澤 宏 紀

前 田 憲 志

藤 見 惺

松 田 鈴 夫

秋 澤 忠 男

戸 澤 修 平

関 野 宏

村 上 秀 一

黒 田 重 臣

秋 葉 隆

土 屋 隆

指 出 昌 秀

宮 本 孝

小 野 利 彦

土 谷 晋一郎

山 下 達 博

寺 尾 尚 民

新 里 健

増子クリニック昴 院長

医療法人社団誠仁会 理事長（みはま病院）

医療法人社団恵水会 札幌北クリニック 院長

医療法人社団心施会 理事長（八王子東町クリニック）

医療法人小野山診療所 理事長

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 院長

特定医療法人仁真会 理事長（白鷺病院）

医療法人くま腎クリニック 理事長

医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院

名古屋学芸大学 学長

太田医学研究所 所長

社会法人日本国民年金協会 理事長

医療法人有心会 理事長（大幸砂田橋クリニック）

医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック 院長

国際医療福祉大学 教授

昭和大学医学部腎臓内科 教授

医療法人北辰クリニック１・９・８札幌 理事長

医療法人宏人会 理事長（宏人会中央病院）

医療法人三良会 村上新町病院 院長

くろだ明大前クリニック 院長

東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化部門 教授

医療法人輝山会 理事長（輝山会記念病院）

医療法人社団一秀会 理事長（指出泌尿器科）

医療法人平生会 理事長（宮本クリニック）

医療法人桃仁会 理事長（桃仁会病院）

医療法人あかね会 理事長（土谷総合病院）

医療法人社団博寿会 理事長（山下医院）

医療法人尚腎会 理事長（高知高須病院）

医療法人社団健昌会 理事長（新里ネフロクリニック）

監 事 今 忠 正

岩 月 史 郎

伊 原 美 好

医療法人社団恵水会 理事長（札幌北クリニック）

弁護士

公認会計士

名誉会長 稲 生 綱 政

平 澤 由 平

医療法人大坪会 東和病院 名誉院長

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 顧問
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�腎不全治療への思い � 片桐正則

● 初めての患者

昭和36年5月に入局．初めて受け持たされた患者は，16歳の蕎麦屋の出前持ちの娘さんでした．全身の

浮腫，血圧250/150mmHg，高度の貧血，歯肉や鼻，目，その他あらゆるところからの出血．尿素窒素，

Kの上昇，HCO－
3 は低下．当時の降圧薬は強力セルパシール・アプレゾリンが主役で，ウインタミンの注

射が威力を発揮していました．利尿薬は水銀利尿薬だけなので腎臓には使えません．サイアザイドが出る寸

前でした．当時の治療は，アシドーシスには重曹を入れるとか，入れることはできても除くことはできませ

んでした．貧血に全血を使うと血清Kが上昇したし，いわゆる売血で，日赤から派遣される売血者が手帳

をもって直接病棟に来て採血を受け，主治医がやるクロスマッチがOKとなると患者に輸血しました．中

にはHt20％と患者と同程度の供血者も居ました．仕方がないので試みになんとか血球浮遊液を作って入れ

てみましたが，役に立つほどのことはできませんでした．実に悲惨な死に方で今でも胸が痛みます．

●事のはじめ

昭和39年の正月でした．平澤先生が腎班の若手に腹膜灌流をやろうと文献を示したのがはじまりでした．

関連病院の出張から帰ったばかりの身ではなんのことかわかりませんでしたが，準備を進めるうちになにか

にとりつかれたようにみんな興奮していました．灌流液は薬局に作ってもらい，トロカールの外套管に通す

7号のネラトンカテーテルの先端部分に3，4個の穴をあけ，イルリガートルと接続しました．いろいろな試

行錯誤の末，なんとか延命できるとわかり若い腎班は張り切ったものでした．

●無我夢中

しかし，腹膜灌流にも限界を感じ血液透析へと進むことになったのですが，24時間ぶっ通しで透析に時

間もエネルギーも費やしたのは，1日も早く保険適用になるよう，厚生省に提出するデータの実績を積み上

げるためでした．懐かしく，また考えてみれば幾多のスサマジイ（？）エピソードを経て今日に至っていま

す．

●予想通り

今，透析歴 30年を越える患者は当院でも100人中7人を数え，高齢者や経管栄養の寝たきり患者が通院

透析しています．しかしこの現実は40数年前にすでにアメリカの文献で予測されていました．はじめは適

応患者の選択という倫理的問題，次いで医学の進歩に伴い患者の増加，そのための経済的問題が提起され，

健康保険や福祉の介入に伴い，ついには政治的問題に連なります．正に予想通りになっています．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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● 進歩と変遷

ここまで延命が可能になったのは，透析そのものが進歩しただけではない事を痛感しています．たとえば

循環器その他の医療技術の長足の進歩に負うところが多く，カルシウム沈着でガリガリになった冠動脈を削

って広げることなど40年前に考えることはできなかった筈です．その上で，慢性腎不全に対する考え方も

変わってきています．その分，改善され，単なる延命でなく，QOLの向上を目指すようになりました．患

者さんの期待と要求も変わってきましたが，透析に携わっているスタッフの透析に対する思いも変わってき

ているように感じます．

●未解決と質の低下

一方，長期透析歴の人が多くなったことに一応は満足しているとしても，未解決の問題は多く，30年を

越えている患者さんの合併症を見ていると，本当に為になっているのだろうか，苦しめているのではないだ

ろうかと思うことさえあります．ダイアライザー，透析液，HDFはじめ自分が携わっているやり方を見直

していますが，診療報酬の減額やまるめなど経営上マイナス要因が多い中で，保険の制約を理由にして安易

に流れていないだろうかと思うこのごろです．

●基本的対処

患者さんによく言われることですが，もっと根本的なことは，腎不全にしないことであり，生活習慣病特

に糖尿病を減らすことでしょう．それにしても，こんなにゆとりを持って大勢が透析を受けられるのも，日

本がゆたかであり平和であるからに違いありません．腎友会では半ば本気で平和運動をすすめています．そ

して自分自身は分をわきまえて日常診療に誠意を持って対応しなければならないと思っています．

●透析哲学

腎不全治療の原点に返って，単なる延命のためにみんなで骨身を削った激しい思いを今のスタッフに求め

ることはできないにしても，いわば「透析哲学」とでもいうべき思いを若い人たちに期待しているのであり

ます．

（医）片桐医院



1 支部の概況

岡山県は，人口約195万人の県．瀬戸大橋の開通で

四国が近くなり，また山陽道・岡山道の高速道路網の

整備により，中国地方では地理的には交通の要として

便利な環境にある．行政的には9保健所と二次医療圏

域は県南東部，県南西部，津山・勝英，真庭，阿新圏

域の五つに分かれている．透析災害時の対応は，透析

医部会独自に透析施設や交通網など地理的環境を考慮

して，岡山東部，岡山西部，岡山県北部の三つの圏域

に設定している．

岡山県透析医会は，平成9年6月21日，岡山県医

師会の承認を受け，岡山県医師会透析医部会設立総会

が行われた．今年は，設立10周年にあたり記念すべ

き年である．

日本透析医会には岡山県透析医会とし，岡山県支部

として活動をしている．したがって，会員は原則，岡

山県医師会員に限定している．県医師会の部会になっ

ている透析医会はほかの都道府県にはほとんど無いよ

うである．このことは，対外的には公的団体である医

師会として折衝活動が可能となり，誠に有益である．

岡山県医師会透析医部会には，県下61医療機関，64

施設ある．このうち岡山市民病院，岡山日赤病院（災

害時に対応），国立病院機構南岡山病院（結核患者病

棟あり）の3医療機関は，慢性透析を行っていない．

また，1医療機関のみ会員になっていないが個人会員

数は86名である．

透析医部会では災害時に備え，毎年，各施設の患者

数調査をはじめ関連情報を一元的にデータベース化し

ており，平時でも患者の移動に参考となる情報を提供

できるシステムを構築している．これを利用して毎年，

岡山県医薬安全課には県下の透析患者数を報告してい

る．ちなみに，平成18年4月調査では血液透析患者

3,789人，腹膜透析患者294名の合計4,083人であっ

た．

また，県関係部課，岡山県腎臓病患者連絡協議会と

透析医部会幹部との懇談会や，臨床工学士会，栄養士

会など関係団体との連携が進んでいる．特に行政に対

しては信頼性が高く，部会活動は高く評価されている．

役員は以下のように，地域と専門性を考慮して選出

している．

顧 問：槙野博史（岡山大学教授） 柏原直樹（川

崎医大教授）

会 長：草野 功（福島内科医院）

副会長：西崎哲一（西崎内科医院） 平松 信（岡

山済生会病院）

幹 事：北田信吾（津山中央病院） 笛木久雄（笛

木内科医院） 木本克彦（木本内科医院）

宮崎雅史（幸町記念病院） 有本克彦（重

井医学研究所附属病院） 味埜泰明（落合

病院） 片山 弘（備前市立病院） 福島正

樹（倉敷中央病院） 佐々木環（川崎医科

大学）

監 事：小林完治（小林内科診療所） 菅 嘉彦

（菅病院）

岡山県医師会担当理事：糸島達也 田中茂人 川崎
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岡山県支部だより

草野 功

岡山県支部支部長



祐徳

事務局：（医）創和会重井医学研究所附属病院

岡山市山田2117

災害対策本部：（医）社団西崎内科医院

倉敷市新倉敷駅前3丁目119�1

2 災害対策

岡山県透析医会の設立機運は，日本透析医会設立時

からあったが，平成7年1月の阪神大災害を契機に，

透析医療災害対策の重要性に鑑み，県医師会の部会と

して設立した．

したがって，部会活動の大きな柱の一つが災害対策

である．災害対策委員長の笛木久雄幹事は，岡山県の

透析災害対策の中心的存在であり，中国地区において

は他県の災害対策システムの構築をリードし，日本透

析医会災害時透析医療対策部会の部会員としても活躍

している．

災害時には，透析施設間の連携は重要であるが，行

政・救急病院との関係，特に日赤の初動体制は重要で，

岡山日赤病院は慢性透析を行っていないが透析災害ネ

ットワークシステムと常に連携をしている．また，医

薬品や透析機材の供給体制も必要であるから，平成

17年1月岡山県医薬品卸業協会との打ち合わせ会，3

月には透析関連企業との連絡協議会を持ち，これまで

毎年岡山県内での透析災害訓練を行ってきた．

以下に平成17年度の活動を中心に略記する．

4月 災害対策関連情報施設アンケート調査とデー

タ更新，各施設の透析患者数は岡山県医薬安全

課にも報告

6月11日 岡山県医師会透析医部会総会

6月25日 日本透析医会災害情報ネットワーク会

議（草野・西崎・笛木出席）

8月30日 透析医部会防災訓練（広島・兵庫・岡

山三県合同）

9月 9日 日本透析医会災害時透析医療対策部会

（東京・笛木部会員出席）

9月 24日 中国地区合同透析医療災害対策会議

（広島・笛木・菅出席）

10月27日 三者懇談会（透析医部会・県腎協・県

行政幹部）

11月 10日 福井県腎不全症例検討会学術講演会

（笛木幹事の災害対策講演）

11月17日 第7回岡山県透析施設防災責任者連絡

協議会

11月24日 日本職業・災害医学会ランチョンセミ

ナー（大阪・笛木講演）

雑誌掲載 笛木久雄ら：災害時透析医療の情報共有

化．日透医誌，20;342，2005．

3 平成17年度学術関連活動

7月9日 第76回岡山透析懇話会

12月15日 第77回岡山透析懇話会

岡山透析懇話会は昭和42年から発足し，岡山県内

のみならず近県からの出席がある．幹事として出席し，

透析医部会との連携をしている．

6月11日 透析医部会総会・懇親会：川崎医大腎

センター長の英国留学体験談

7月2日 透析スタッフを含む学術講演会：「透析

医療従事者の接遇マナー」（ANAラーニング

インストラクター）北井優子先生，「2次性副

甲状腺機能亢進症の治療戦略」（慶寿会春日部

内科クリニック）栗原怜先生

10月29・30日 第11回日本腹膜透析研究会（当

番幹事 平松 信）：岡山市で行われ，透析医

部会が強力に後援した．

岡山で行われる全国規模の研究会，学会には透析医

部会が常に後援をしている．

1月20日 2005腎と栄養こんわ会：岡山県病院栄

養士協議会・岡山腎不全食研究会が主催し，川

崎医療福祉大学で行われ，草野，柏原，平松，

佐々木，田中が透析部会から出演，協賛した．

4 平成17年度他団体との連携

5月15日 NPO法人岡山県腎臓病連絡協議会総会：

草野会長が来賓出席し，祝辞を述べた．

10月27日 三者懇談会（透析医部会・県腎協・行

政）：透析医療災害対策，透析患者高齢化問題，

透析医療の制約強化策と患者負担，障害者への

県費削減の問題など多岐にわたる問題が話し合

われた．

6月25日 日本透析医会第10回透析保険審査に関

する懇談会：草野・平松出席

その他，（財）岡山県臓器バンク理事・評議員とし
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て移植医療にも協力している．

おわりに

本年度の診療報酬改定では3.16％のマイナス改定

であるが，透析医療に関しては，エリスロポエチンの

包括，ダイアライザーのコストダウン，障害者加算・

時間外加算の低減化など大幅なものとなった．このこ

とは，透析患者にとって，施設運営のために合理化の

余波を受けるのではないかと強く危惧している．さら

に，患者負担の増加，高齢透析患者の増加は医療機関

にとっても負担が大きくなってきた．特に，通院の問

題，限られた入院など将来に不安が募り，患者・施設

ともに苦境にさらされる状況は由々しき問題である．

透析医会として今後，どのように対応していくか，皆

様の叡智を結集しなければならないと考える．

紙面の都合で十分ではないが平成17年度を中心に

略記し，岡山県支部だよりとする．
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はじめに

熊本県は透析医会が組織化されておらず，平成元年

に始まった熊本県透析施設協議会（参加施設67医療

機関）が熊本県の支部として機能している状況です．

昨年度の日本透析医会の会員名簿では，熊本県の会員

は20名弱しかおりませんので，透析医会として組織

化されることはまだまだ難しいように思えます．

支部だよりのご指名を受けましたが，上記の理由で，

熊本県透析施設協議会の活動を報告させていただきま

す．

昭和63年に臨床工学士法が施行され，各施設の技

士を共同で教育しようという趣旨で，平成元年熊本県

透析施設協議会がスタートしたとのことです．会長1

名・副会長2名・理事9名で理事会が運営され，メン

バーは公的病院・開業医のバランス，地域のバランス

を考慮しながら，立候補により選出されています．ま

た，会長の任期は2年で，再任は認められておりませ

ん．

私は，この会に途中から参加致しましたが，非常に

和気藹々としたオープンな雰囲気の会で，とても優し

く迎えていただきました．競合する面も否定できない

透析施設間で，このような和やかな会が継続している

ことは，「熊本でより良い透析をするために，お互い

協力し合おう」と言う，創立期の先輩方の熱い思いと

フェアなお人柄によるものと，感謝する次第です．

1 年間行事

熊本県透析施設協議会の例年の年間行事をまとめて

みます．理事会は年間5～6回開催されています．

1月末 総会・懇親会

5月末 熊本県腎臓病患者連絡協議会総会参加

5月～ 透析スタッフ講習会

6月 5公的病院が世話人を務め，日曜日午前の

講習会を2回，講師各4名ずつ選出して行

っています．例年各200名弱の透析スタッ

フが参加しています．

6月末 スタッフ講習会講師慰労会

7月末 ビアパーティ

医師だけでなく，技士長・看護師長さんた

ちに参加していただき，有意義な懇親の場

となっています．

10月 秋の講演会

他県からの講師をお招きする講演会です．

2 活動のトピックス

今年度のトピックスをいくつかあげてみます．

① 会費の値下げ

毎年繰越金が増える一方ですので，基本年会費＋患

者数比率分による会費の値下げを，2年前に引き続き

行いました．

② 特定の業者依存からの脱却

例年，スタッフ講習会・秋の講演会は，業者の協力

により行われていましたが，今年度からは技士会の協

熊本県支部だより 383

［た よ り］

熊本県支部だより

野尻明弘

熊本県透析施設協議会会長



力を得て，独自に運営することに致しました．

③ 熊本市以外での勉強会（災害対策）の開催

スタッフ講習会・ビアパーティ・講演会・総会を通

じて，熊本市周辺以外の会員やスタッフの参加が少な

く，会費を集めても使うのは熊本市を中心とした施設

になってしまい，不公平になっていると思われました．

そのため，熊本市以外での勉強会などの開催を行うべ

きだと考え，地域での取り組みが重要である災害対策

を今年度のテーマとして選びました．すでに八代地区

が熱心に勉強会など開催され資料なども作成されてい

たため，県下を県北・阿蘇大津・天草・県南地区に分

け，八代地区の先生方に講師をお願いして勉強会を行

うことになりました．

おわりに

今後の熊本県透析施設協議会の課題として，災害対

策や診療報酬改定・査定などの問題にどのように対応

していくかがあります．会長の再任を認めないなどの

運営方法は魅力的ではあります．しかし，継続的な話

し合いが必要な，行政との交渉などの面で，十分な対

応ができていないことも事実です．継続性のある問題

に関して，専門委員会やスペシャリストを作っていく

必要があると痛感しています．

以上，支部だよりではありますが，私個人の考えを

書かせていただきました．私の任期も今年12月一杯

ですので，課題の解決に向け，提案をしていきたいと

考えております．
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本稿では，前号で報告後平成18年3月24日，4月28日，5月21日，6月24日の4回開催され

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

告します．

1.通常総会の開催と役員の交代

5月21日，日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に掲載の

とおりです．この総会で，原田知理事，工藤寛明理事の辞任に伴い，中国地区から山下達博先生，

九州地区から新里健先生が推薦され，新たに理事として承認されました．また，鈴木満先生が，日

本医師会常任理事に就任されたことに伴い監事を辞任され，新たに今忠正先生が監事に就任されま

した．

2.診療報酬改定について

平成18年度診療報酬改定の経緯につきましては，前号でもご報告させていただきましたが，3

月24日に支部長会を開催し，改めて会長の山﨑よりご説明させていただきました．

今回の診療報酬改定についてはEPOの包括化の影響が大きいと思われます．そこで医会では，

今回の改定の影響と対応について会員の方々にアンケート調査を行いました．ご協力いただきまし

た皆様には御礼申し上げます．EPOの包括化の影響については各方面からの分析と調査がされる

ことになりますが，医会の今回の調査結果は，早い時期に何らかの形で皆様方にご報告させていた

だきたいと考えております．

6月14日には，国会において与党賛成多数で医療制度改革法案が成立しました．この法案には，

高齢化が進行し医療費が増加傾向にあり，危機的な状況にある国家財政の状況も踏まえ，患者負担

増，医療費削減策が盛り込まれていますが，透析医療にとっても直接影響がある事柄がいくつかあ

ります．まず，今年10月より高所得人工透析患者（月収53万円以上）の自己負担限度額が月1万

円から2万円に引き上げられます．また平成20年4月からは，75歳以上を対象とした高齢者医療

制度が創設され，これには65歳以上の透析患者も対象となります．この高齢者医療制度は，現行

の制度より包括化が進められるなど，厳しい医療費抑制を目指す制度になる可能性が高く，今や高

齢患者が多数を占める透析医療にとって大きな影響を及ぼすことは必至です．医会ではさしあたっ
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て6月30日に，厚生労働省保険局より講師を招聘し勉強会を行いました．席上，この時点では高

齢者医療制度の診療報酬について，まだオープンにできることはない，とのことでしたが，医会と

しては，今後情報収集を進めるとともに，透析医療が今後の医療制度の中で，医療の質を保ちつつ

成立するように努力していく所存です．

3.第11回保険審査委員懇談会・第7回災害時情報ネットワーク会議

第51回日本透析医学会学術集会開催期間中の6月24日に，表記二つの会議がパンパシフィック

ホテル横浜内の会議室で執り行われました．ご多忙中参加していただきました先生方には厚く御礼

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

会議の内容については，どちらも次号（21巻3号）でご報告させていただく予定です．

4.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

昨年4月より，透析医療をはじめとした慢性期疾患の医療に対し，災害時における船舶による支

援の可能性について検討する目的で，日本透析医会が中心となり，日本透析医学会・神戸大学海洋

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」

事業を進めています．昨年度は，神戸大学海事科学部の練習船「深江丸」による訓練航海を2回大

阪湾内で行いましたが，今年度は，阪神地区でのプロジェクトに加え，新たに東京海洋大学に参画

いただき，京浜地区においても，災害時の船舶搬送による透析医療支援についてのプロジェクトを

進めていくことになりました．また，今年2月に東京船の科学館で行った「災害時医療支援船構想

報告講演会」を，今年度は10月に大阪で開催する予定です．詳細については別途ご案内させてい

ただきます．皆様方のご参加をお待ちしております．

5.透析患者さんの移動に関する原則

新聞報道等でご存じの方も多いかと存じますが，今年5月，愛知県で公的病院の透析担当医師と

民間透析施設医師が，患者さん紹介にかかわる金銭の授受の容疑で逮捕される，という事件が発生

しました．このような事件は，透析医療に対する社会的評価を貶めるものであり，医会としても由々

しき事態であると考えております．透析患者さんの紹介にあたって金銭の授受があってはならない

ことは当然のこととして，このような事態が再び繰り返されることのないよう，医会として患者さ

んの移動に関して原則と考えるところを会員の皆様方にお知らせするとともに，医会のホームペー

ジの会員専用ページに掲載しましたので，ご確認をお願い申し上げます．

6.平成18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」が昨年度に引き続き，平成18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．日本臨床工学技士会など各方面のご協力をいただきながら，医療事故防止のため

の成果をあげるべく取り組んでいく所存です．

7.シンポジウムおよび研修セミナー開催について

平成18年10月22日（日），日本透析医学会との共催で，日本透析医会シンポジウム「透析医療
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におけるConsensusConference2006～」を東京都港区品川のコクヨホールで行います．テーマ

は日本透析医学会「二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドラインを巡って」です．詳細は本誌巻頭

のお知らせをご参照ください．日本透析医会の会員以外でもご参加いただけますので，お誘い合わ

せの上ご参加ください．なお，平成19年3月11日（日）には日本透析医会研修セミナーを同じく

東京都港区品川コクヨホールで行う予定です．
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お 知 ら せ

平成19年度（財）日本腎臓財団 公募助成のご案内

【目的】
当財団は，腎臓に関する研究と腎不全医療の発展を支援し，腎疾患の予防，腎疾患患者さんの
QOLの向上を図り，ひいては国民の健康に寄与することを目的としています．
この目的に沿うと期待される腎臓学研究者，腎不全医療関係者に助成を行います．

【選考条件】
ａ.基礎的な腎臓学ではなく，腎臓病，特に腎不全医療に貢献する応用が可能な臨床研究を望み
ます．
ｂ.比較的日の当り難い分野，他から助成を受け難いものを優先対象とします．
ｃ.昭和37年（1962年）4月1日以降に生まれた方．
ｄ.申請書には所属長の署名が必要です．
ｅ.倫理規定に抵触する可能性のある研究を応募する際は，倫理委員会にて承認を得ることが必
要です．
ｆ.同一の診療科からの応募は一件のみとします．
ｇ.既に当財団の助成を受けられた方は応募が出来ません．

【助成額】
平成19年度 コメディカル 1件 50万円―2件

医師 1件 100万円―2件

【応募期間】
平成18年9月1日～11月30日（平成18年11月30日（木）必着）

【選考】
公募助成選考委員の厳正なる審査により決定します．

【応募方法】
所定の申請書にて，必要事項を記載の上，事務局宛ご郵送下さい．
倫理規定に抵触する可能性のある研究を応募する際は，倫理委員会の承認通知書（コピー）を添
付して下さい．まだ承認を受けていない場合は，承認予定日を明記して下さい．

【助成対象者の公表】
本件の助成に関して，氏名・所属・対象研究タイトルを当財団の公募助成関係についての情報

（ホームページ，雑誌「腎臓」「腎不全を生きる」）に限って公開します．

【助成金の交付及び報告書・成果報告の提出，GrantNo.の設定】
平成19年5月末頃に助成金を交付します．
報告書・成果報告を平成20年3月末日までに提出して下さい．
助成金交付時にGrantNo.を設定しますので，助成該当研究を発表する折には必ず明記して下さい．

【雑誌への掲載】
原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
別に雑誌「腎臓」平成20年度VOL.31，No.2又はNo.3へ研究成果を総論的に掲載します．

【書類送付・問合せ先】
〒112�0004 東京都文京区後楽2�1�11 飯田橋デルタビル2階
（財）日本腎臓財団 公募助成係宛
TEL ０３�３８１５�２９８９ FAX ０３�３８１５�４９８８
※ホームページでもご覧いただけます．URL http://www.jinzouzaidan.or.jp/
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学 会 ご 案 内

●第10回 アクセス研究会記念大会

日 時：平成18年9月2日（土）～3日（日）

大会長：水口 潤（川島病院）

会 場：神戸国際会議場（神戸市）

〒650�0046

神戸市中央区港島中町6�9�1

TEL 078�302�5200 FAX 078�302�6485

問合せ：〒770�8548

徳島県徳島市北佐古1番町1�39

医療法人川島会 川島病院

TEL 088�631�0782 FAX 088�632�6885

E-mail office@jsda-10.jp

URL http://www.jsda-10.jp/

●第42回 日本移植学会

日 時：平成18年9月7日（木）～9日（土）

会 長：落合武徳（千葉大学大学院 先端応用外科）

会 場：幕張メッセ国際会議場（千葉市）

〒261�0023

千葉県千葉市美浜区中瀬2�1

TEL 043�296�0001

問合せ：〒260�8670

千葉県千葉市中央区亥鼻1�8�1

（千葉大学大学院 先端応用外科内）

第42回日本移植学会総会事務局

TEL 043�226�2110 FAX 043�226�2113

E-mail jst2006@convention.co.jp

URL http://www2.convention.co.jp/jst2006/

●第24回 国際血液浄化学会

日 時：平成18年9月8日（金）～10日（日）

大会長：武本佳昭

会 場：奈良ホテル（8日）

〒630�8301

奈良市高畑町1096 TEL 0742�26�3300

奈良県新公会堂（9～10日）

〒630�8212

奈良市春日野町101 TEL 0742�27�2630

問合せ：〒545�8586

大阪市阿倍野区旭町1�5�7

大阪市立大学・大学院医学研究科泌尿器病態学（人工腎部）内

第24回国際血液浄化学会 事務局

TEL 06�6645�2393 FAX 06�6633�9131

E-mail ktsuchida@msic.med.osaka-cu.ac.jp

URL http://www.isbp.org/meeting_2006
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●第25回 腎と骨代謝研究会学術集会

日 時：平成18年9月16日（土）

当番世話人：下条文武（新潟大学）

福永仁夫（川崎医科大学）

会 場：経団連会館11階「国際会議場」（千代田区）

〒100�0004

東京都千代田区大手町1�9�4

TEL 03�5204�1500

●第28回 日本小児腎不全学会

日 時：平成18年9月20日（水）～21日（木）

会 長：吉村了勇（京都府立医科大学）

会 場：旅亭紅葉（大津市）

〒520�0023

滋賀県大津市茶ヶ崎4�3

TEL 077�524�8111 FAX 077�524�0193

問合せ：〒602�8566

京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465番地

京都府立医科大学大学院医学研究科移植・再生制御外科学

TEL 075�251�5532 FAX 075�223�6189

E-mail orgty@koto.kqu-m.ac.jp

URL http://www.transp.jp/jsprf2006/

●第36回 日本腎臓学会西部学術大会

日 時：平成18年9月29日（金）～30日（土）

大会長：冨田公夫（熊本大学大学院 腎臓内科学）

会 場：熊本県立劇場（熊本市）

〒862�0971

熊本市大江2丁目7�1

TEL 096�363�2233 FAX 096�371�5246

問合せ：〒860�8556

熊本県熊本市本荘1�1�1（熊本大学大学院腎臓内科）

第36回日本腎臓学会西部学術大会事務局

TEL 096�373�5164 FAX 096�366�8458

E-mail seibujin36@convention.co.jp
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●第17回 日本急性血液浄化学会

日 時：平成18年10月6日（金）～7日（土）

会 長：川西秀樹（土谷総合病院）

会 場：広島プリンスホテル（広島市）

〒734�8543

広島県広島市南区元宇品町23�1

TEL 082�256�1111 FAX 082�256�1134

問合せ：〒730�8655

広島県広島市中区中島町3�30

医療法人あかね会土谷総合病院

TEL 082�243�9191 FAX 082�243�9211

E-mail jsbpcc-hiroshima@tsuchiya-hp.jp

URL http://www.tsuchiya-hp.jp/jsbpcc/

●第12回 日本腹膜研究会

日 時：平成18年10月13日（金）～15日（日）

会 長：内藤秀宗（佐野伊川谷病院）

会 場：大磯プリンスホテル（神奈川県中郡）

〒259�0193

神奈川県中郡大磯国府本郷546

TEL 0463�61�1111 FAX 0463�61�6281

問合せ：〒251�8511

神奈川県藤沢市辻堂西海岸1�1�25

湘南工科大学工学部マテリアル工学科内

「第12回日本腹膜透析研究会事務局」

TEL 0466�30�0238（代表）内線369

FAX 0466�34�1096

E-mail t055004@sit.shonan-it.ac.jp

●第12回 日本HDF研究会

日 時：平成18年10月28日（土）～29日（日）

大会長：衣笠えり子（昭和大学横浜市北部病院）

会 場：ワークピア横浜（横浜市）

〒231�0023

神奈川県横浜市中区山下町24�1

TEL 045�664�5252 FAX 045�664�6743

問合せ：〒224�8503

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35�1

昭和大学横浜市北部病院血液浄化室内

TEL 045�949�7000（内線7823・7217）

FAX 045�949�7208

E-mail hdf@mtz.co.jp

URL http://www.mtz.co.jp/hdf2006/
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●第44回 日本腎臓学会西部学術大会

日 時：平成18年10月31日（火）～11月2日（木）

会 長：野一色泰晴（横浜市立大学産学推進本部 学務教授

横浜市立大学大学院医学研究科人工臓器科学）

会 場：パシフィコ横浜 会議センター（横浜市）

〒220�0012

横浜市西区みなとみらい1�1�1

TEL 045�221�2155

問合せ：〒236�0004

神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9番地

横浜市立大学大学院医学研究科人工臓器科学

TEL 045�787�2782 FAX 045�787�2975

E-mail jsao2006@convention.co.jp

●第36回 日本腎臓学会東部学術大会

日 時：平成18年11月3日（金）～4日（土）

大会長：小板橋 靖（聖マリアンナ医科大学小児科学教室）

会 場：パシフィコ横浜（横浜市）

〒220�0012

横浜市西区みなとみらい1�1�1

TEL 045�221�2155

問合せ：〒216�8511

神奈川県川崎市宮前区菅生2�16�1

（聖マリアンナ医科大学小児科）

第36回日本腎臓学会東部学術大会事務局

TEL 044�977�8111 FAX 044�976�8603

E-mail tobu@marianna-u.ac.jp

URL http://www.jsn.or.jp

●第9回 日本腎不全看護学会学術集会・総会

日 時：平成18年11月11日（土）～12日（日）

大会長：遠藤優子（仙台社会保険病院 腎センター 血液透析部）

会 場：仙台国際センター（仙台市）

〒980�0856

宮城県仙台市青葉区青葉山無番地

TEL 022�265�2450 FAX 022�265�2485

問合せ：〒231�0013

神奈川県横浜市中区住吉町1�4 第3白井ビル5A

日本腎不全看護学会

TEL 045�226�3091 FAX 045�226�3092

E-mail jinfuzen-n@giga.ocn.ne.jp
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学 会 ご 案 内

●第7回 日本クリニカルパス学会

日 時：平成18年11月17日（金）～18日（土）

会 長：副島秀久（済生会熊本病院）

会 場：熊本県立劇場（メイン）

〒862�0971

熊本県熊本市大江2丁目7�1

TEL 096�363�2233

熊本学園大学（サブ）

〒862�0971

熊本県熊本市大江2丁目5�1

TEL 096�364�5161

問合せ：〒861�4193

熊本県熊本市近見5�3�1（済生会熊本病院）

第7回日本クリニカルパス学会学術集会事務局

TEL 096�351�8000 FAX 096�351�8478

E-mail cp7kumamoto@skh.saiseikai.or.jp

●第15回 腎とエリスロポエチン研究会

日 時：平成18年11月25日（土）

代 表：西沢良記（大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学）

会 場：品川プリンスホテル（品川区）

〒108�8611

東京都港区高輪4�10�30

TEL 03�3440�1111



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

時々校正をさせていただく程度の，あまり役に立っていない名ばかりの広報委員の私，それでも

毎回でき上がった会誌を前に・こんなに素敵に格調高くでき上がった！・と，感激しています．同

じ原稿でも出版社のセンスでこんなにも変わるものと感心し，校正の原稿を，そのまま送り返して

も決して・ばれる・ことはないほど完璧なゲラを送っていただいている三秀舎の皆様にいつも感謝

しています．催促があってからしか原稿の書けないとんでもない性格の私には，膨大な原稿を期日

に送ってくださる執筆者の皆々様には，ただただ敬意を表するばかりです．

診療報酬改定から3カ月，もう工夫の仕様のないと思われるこの度の改定，それでも各透析施設

では様々な経費節減の工夫がなされ，巷のうわさではEPOの使用量が減少したとも聞こえて来ま

す．方向性を見極める力も，経営感覚も持ち合わせていない人間が，おっちょこちょいにもこの時

期に理想を振りかざして透析施設を開院してしまった事をひたすら後悔しながら，しかし毎度のこ

とながら，あまりにも敏感かつ早急な透析施設の経営努力に驚いています．もちろん私が言うこと

ではないでしょうが，人工腎臓の点数に包括化されてしまったEPO製剤に関する減量への工夫は

やめにしませんか！ どの施設もせめてEPOだけは次の改定まで今までどうり使いましょう！

中井先生があれほどのエネルギーを使って裁判をし，勝ち取ったEPO製剤への見解，必要な分だ

け使おうではありませんか！ 無理をして，いろいろ工夫して，EPOの使用量を減らしても次の

改定では必ずその分，点数が減ることは想像に難くありません．診療報酬が変わったのだから仕方

がないと不利益を患者さんに押し付けるのではなく，みんなで踏ん張りたいものです．透析医療ほ

ど診療報酬の改定のたびに診療内容が変わる分野はないと常々残念に思っています．検査が・丸め・

になったら検査センターがつぶれるぐらい検査が少なくなった，時間枠がなくなったとたんに短時

間透析になったetc．今，透析医療が出来高で請求できた時代を懐かしむとともに，・丸め・になっ

たからといって医療の質の低下につながることだけは免れたいと強く思っています．近くの病院で

もこの7月から夜間透析が中止になりました．一兆円枠があるから今後も医療費改定のたびに切り

下げはやむを得ないと許容しなければならないのでしょうか．今までの経緯からすれば経営努力を

したぶん，間違いなく次の改定で切り下げられてきて，かえって自分たちの首を絞める結果になっ

ています．私たちの努力の方向は本当にこれでよいのかと疑問に思う今日この頃です．

これって編集後記とは程遠い文章ですね！ 本当にごめんなさい．やっぱり広報委員失格です．

広報委員会委員 坂 井 瑠 実
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広 報 委 員

久保 和雄（委員長） 鈴木 正司（副委員長）

杉崎 弘章（担当理事） 小野 利彦

大平 整爾 坂井 瑠実

山川 智之 原田 孝司

�岡 德在 奈倉 勇爾

北本 清 佐藤 壽伸

日 本 透 析 医 会 雑 誌
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