
THEJOURNALOFJAPANESEASSOCIATION OFDIALYSISPHYSICIANS

日本透析医会雑誌
Vol.21 No.3 2006

［巻 頭 言］

透析医療をになうスタッフ確保の重要性 日本透析医会常任理事 太 田 圭 洋…397

［医 療 経 済］

第11回透析保険審査委員懇談会について 日本透析医会医療経済部会 吉 田 豊 彦…399

［医療安全対策］

第7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

日本透析医会災害時透析医療対策部会災害情報ネット副本部 森 上 辰 哉

災害情報ネット本部 武 田 稔 男 吉 田 豊 彦

災害時透析医療対策部会 申 曽 洙 山 川 智 之

医療安全対策委員会 杉 崎 弘 章…404

浦河QQ Index2006―浦河QQ Index（QuickQuakeIndex）2004の改訂―

府中腎クリニック 赤 塚 東司雄…413

［実 態 調 査］

平成18年度改定に対する透析医療施設の対応，及びエポ包括化に伴う貧血管理の変化

日本透析医会常任理事 太 田 圭 洋

隈 博 政 山 川 智 之 鈴 木 正 司 小野山 攻

日本透析医会専務理事 杉 崎 弘 章

日本透析医会副会長 大 平 整 爾 吉 田 豊 彦

日本透析医会会長 山 � 親 雄…421

海外渡航移植 大阪大学医学系研究科・先端移植基盤医療学 高 原 史 郎…429

在宅血液透析の現況 東海大学医学部 腎・代謝内科 斎 藤 明…434

透析患者のターミナルケアに関する医師の意識調査 日本透析医会 大 平 整 爾

杉 崎 弘 章 山 � 親 雄…442

［臨床と研究］

医療における統計学の功罪

東京理科大学工学部 経営工学科 浜 田 知久馬…461

ABO血液型不適合腎移植

―ABO血液型関連抗原による急性抗体関連型拒絶反応の分類とその治療戦略―

新潟大学医歯学総合研究科 腎泌尿器病態学分野 高 橋 公 太…467

非血縁腎移植例の臨床的検討とその倫理諸問題に関する考察

社会保険中京病院 絹 川 常 郎…479

急性腎不全―病態と治療の課題― 浜松医科大学 第一内科 菱 田 明…484

透析患者における造影剤の使い方 福岡赤十字病院腎臓内科 水 政 透

平 方 秀 樹…491

糖尿病透析患者における血糖コントロール 蒼龍会井上病院 内科 田 畑 勉…498

目 次



［そ の 他］

今後の臨床工学技士養育と透析医療 湘南工科大学大学院 竹 澤 真 吾…504

電子カルテの現状と透析医療

マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院/東京医科大学医療情報学講座 秋 山 昌 範…508

［各支部での特別講演］

透析施設における感染症―院内感染とその対策―

長崎大学医学部・歯学部附属病院 血液浄化療法部 原 田 孝 司 河 野 茂…514

診療報酬改定と今後の透析医療 増子クリニック昴 山 � 親 雄…522

［公募助成論文］

糖尿病性腎症による慢性腎不全におけるアセテートフリーバイオフィルトレーション（AFBF）

の効果と血圧安定化機序の解明

東京女子医科大学 東医療センター内科 庭 山 淳 佐 中 孜

同血液浄化部 宮 原 隆 明 芝 田 正 道…536

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 桜美林大学大学院 杉 澤 秀 博

札幌北クリニック 大 平 整 爾

府中腎クリニック 杉 崎 弘 章

慶応義塾大学 熊 谷 たまき

明治学院大学 浅 川 達 人

全国腎臓病協議会 岸 上 武 志

増子クリニック昴 山 � 親 雄

第一福祉大学 西 三 郎…542

［透析医のひとりごと］

透析医雑感 山梨県透析医会（三井クリニック） 三 井 靜…552

［た よ り］

和歌山県支部だより 和歌山県透析医会会長 柏 井 利 彦…554

岩手県支部だより 岩手県透析医会会長 後 藤 康 文…557

大阪府支部だより 大阪透析医会会長 小 野 秀 太…560

常任理事会だより 日本透析医会常務理事 山 川 智 之…563

投稿規定 569

編集後記 杉 崎 弘 章…570

お知らせ

学会ご案内（H19．1月～4月） 551，566



最近，透析医療に携わる人的スタッフの不足の声をよく聞くようになってきました．もっともよ

く聞くのは透析医の不足です．後任医師の確保ができず維持透析患者をほかの内科医が片手間に診

ざるをえなくなった病院や，患者を近くの透析施設に紹介しクリニックを閉鎖した例も出てきてい

ます．また，透析クリニックでも，医師1人当たりの受け持ち透析患者数が増加し，悲鳴を上げ始

めた若手の医者も知っています．

現在，約1万人の透析患者が毎年増加しています．1人の透析医が主治医として管理できる患者

数を100人と仮定した場合（これもけっこう大変ですが），日本全体で毎年100人の透析医が純増

していなければ，透析医療を担う医師は人的な面で手薄になっているといえます．すなわち人口

120万人に1人．私の住む愛知県は約720万人の人口ですので，毎年6人，新しくフル勤務の透析

医が増加している必要があるのですが，周りを見渡してもどうもそうはなっていないように思いま

す．今後は，透析第一世代のリタイアが急激に進行することが確実です．毎年さらに多くの透析医

を確保していかなければ，どんどん患者ケアが手薄になっていく状況にあります．

看護師の不足も医師に負けず劣らず深刻です．今年の診療報酬改定で，病院の看護基準の見直し

が行われました．一般病床での7対1看護の新設をうけ，多くの急性期病院が看護師募集をこぞっ

て行っているため，現在の看護師の労働市場はいまだかつて日本の医療が経験したことが無い不足

状態が生じています．その結果，透析医療にも大きな影響が出始めています．

まず問題となるのが中小の民間病院です．日本の維持透析は，中小の民間病院および有床診療所，

無床診療所が中心です．その中で，透析患者の急性増悪や合併症に対応してきた中小病院での病棟

看護師の不足が顕在化してきています．大学病院や公立・公的の大病院と対抗できず，来年度の募

集が十分に集まらないだけでなく，中途退職が進み病棟維持が困難となる病院がでてきています．

この流れが進むと透析患者の急変時の受け入れ先に影響がでてくることが予想されます．

また外来維持透析も，全体的な看護師不足の中，徐々に募集が難しくなっているように思います．

今後，全自動コンソール等，機械の進歩による省力化が見込めるとしても，患者の高齢化の結果，

透析患者の層は重篤化がすすむことが確実です．毎年1万人増える重篤な透析患者を支えていく看

護スタッフを，この異常な看護師不足の中で確保していくことは容易なことではありません．

医療は人が行うものです．マスコミや官僚は，箱や制度ができればよい医療が提供されると思っ

ておられる方が多いようです．その結果，立派な自治体立病院や○○センターなるものが造られま

す．しかし，どんなに立派な建物や機械があっても，どんなに見た目，機能しそうな制度ができて

も，医療スタッフがいなければ医療は提供されません．ましてや質の高い医療を提供するためには

十分なマンパワーの確保が不可欠です．最近の医師不足・看護師不足で診療科や病棟が閉鎖された
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り，救急受け入れが停止したりしているニュースをみるにつけ，医療は人であるとつくづく思いま

す．

このような全国的な医療スタッフ不足の中で，透析医療は今後どうなっていくのでしょうか．日

本全体としては，少子化の影響で，労働生産年齢人口が徐々に減っていくことは確実です．その貴

重な若手の労働力を透析医療に導いてくることは容易なことではありません．しかし人的確保無し

では，どこかで日本の透析は臨界点を超え崩壊してしまいます．日本の透析医療に携わるすべての

人が，積極的に透析医療の魅力をアピールし，1人でも多くの医師・看護師が透析医療に加わって

いただけるよう努力していく時期にきていると思います．
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要 旨

第11回透析保険審査委員懇談会を平成18年6月

24日（土）14：00～18：00，パンパシフィックホテ

ル横浜アンバサダーズボールルームで行った．出席者

は56名．事前に行ったアンケートでは，検討事項で

43件，要望事項で48件と多くの回答を頂いた．会議

の内容については，検討事項と要望事項とに分け記載

した．

はじめに

この懇談会は，毎年透析医学会総会時に集まり，全

国の透析審査の格差是正に役立てることを目的に開く

会である．同様の目的で，他の多数の診療科でも審査

員懇談会が開催されているが，この会も他科のそれと

同様に，お世話する（社）日本透析医会から，なんの

干渉も受けない独立した自由な会であり，その際の討

論結果が，全国都道府県の社保・国保の審査委員会の

独立性を損なうものではないことを繰り返し申し述べ

ておく．今年もまた，充実した討論をして頂き，ここ

に改めて感謝申し上げる．

1 検討事項

診療行為別に検討を行ったが，検討結果が各都道府

県の審査委員会で大幅に違い，適応か否かの結論が出

なかった事項が多数であったので，討論内容をできる

だけ詳しく記載することとした．

1） 特定疾患療養管理料特について

従来は，レセプト上一番医療コストが投入されてい

る疾患を主病として捉え，慢性腎不全を主病とする透

析では，合併症として特対象疾患（高血圧，高脂血症，

糖尿病，胃潰瘍等）があっても特の併算定を行って来

なかった．

しかしながら，今回の保険改定で特定疾患療養指導

料が特定疾患療養管理料に改定されたことなどから，

特の併算定が可能になったのではという意見が多数

提出された．以下に主な意見を列挙する．

① 慢透 と特との併算定はできないという縛りは

どこにもない．

② 主病とは医療コストが一番投入されている疾患

ということであるが，例えば高血圧を主病として

治療している人が，風邪をこじらせれば，医療コ

ストは風邪のほうが多くかかるが特の算定の問

題は起きない．

③ 主病は複数あっても良いので 慢透 と特との併

算定は可能である．

以上が併算定可能とする代表的な意見であるが，当局

は以下の如く事務連絡している．

「基金本部審査業務部長」より「都道府県基金幹事

長」宛の事務連絡において「当局から連絡があり」と

いう書き出しで始まっている．

平成18年5月10日付では「 慢透 と特の併算定は

別疾患の場合は算定できる．」と連絡．

平成18年6月16日付では「 慢透 と特の併算定に

ついては，算定ルール上は，それぞれ要件を満たせば
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算定可能であるが，糖尿病，高血圧性疾患等のある透

析患者の主病は，実態としては，慢性腎不全となるこ

とから併算定できない．」と連絡．

平成18年6月22日付では「 慢透 と特の併算定に

ついては，それぞれ要件を満たせば算定可能であるが，

糖尿病と高血圧性疾患等を有する透析患者の場合は，

実態として慢性腎不全が主病となることが相当程度あ

ると考えられる．糖尿病と高血圧性疾患等に対する診

療内容と慢性腎不全に対する診療内容とを比較し，そ

の上で糖尿病，高血圧性疾患等が主病とみなしえない

場合は算定できない．」と連絡している．

特の対象疾患は糖尿病，高血圧性疾患等だけでは

なく，胃潰瘍，慢性肝炎，癌等々多数あるので，それ

ぞれ要件を満たせば併算定可能ですよとも解釈できる．

したがって結論が出せないので，併算定を認めるか否

かは，各都道府県審査会で決めてもらって，統一見解

は出さないことになった．ただし併算定する場合は，

診療の実態として，特を算定するに見合うカルテ記載

が絶対に必要である．そして，立ち入り検査になった

時にも，特算定根拠を充分立証できるようにしておく

ことである．

ここに，特定疾患療養管理料について，（社）日本

透析医会としての見解を会長より述べさせて頂く．

�経過�

技術料，処置料のない内科系の診療に関する支

援点数として新設され，特の対象疾患として別に

厚生労働大臣が定める主病が提示されました．し

かし，管理指導が最も必要な腎疾患については，

理由は不明ですが，特定疾患の指定はありません

でした．

ところで，この算定には，当該患者の主病が，

指定された特定疾患であることが条件となってお

り，一般的に言って，透析患者では慢性腎不全が

主病と考えられ，原則として請求されない傾向が，

毎年の日本透析医会保険審査委員懇談会で見られ

ていました．ただし，落ち着いた透析患者で，悪

性腫瘍の治療が必要な場合や，血糖コントロール

が不安定でインスリンを用いているような糖尿病

や，慢性化が進んだウイルス肝炎などについては，

請求を認めている県もありました．

ちなみに，主病に関する定義は，①DPCでは，

主病とは「その月で最も医療資源を使った（高か

った）疾患」とされ，②この管理料に関する課長

通知（保医発）では「主病とは，当該患者の全身

的な医学管理の中心となっている特定疾患」とな

っています．

しかし最近では，例えば白内障のある眼科患者

の高血圧治療や，変形性関節症のある整形外科患

者の高血圧などで，特の併算定を認めているばか

りでなく，透析患者の合併症で特対象疾患の場合，

併算定可能としている県もみられています．

ただし，会員に対しての通知では，あくまで，

ある特定の県の国保，および社保審査委員会の見

解であって，例えば厚生労働省や，会計検査院が

全面的に併算定を了解したものではないので，特

に主病に関しては，各施設での慎重な判断を求め

ています．

�日本透析医会の対応�

毎年日本透析医学会の時期に実施される保険審

査委員懇談会でも問題にされ，結論は出ませんで

した．最終的には，各県の判断および各施設の判

断に委ねることとしています．

その最大の理由は，かつて，各県審査で通って

いた透析液量について，会計検査院が過剰と判断

し，厚生省の指導不足を指摘するとともに，多く

の県で自主返還が求められました．某県では2年

間に遡って数千万円の自主返還となった医療機関

もありましたが，もし今でしたら，その金額から

考え，保険医あるいは保険医療機関取り消しも考

えられることになります．

以上が透析医会の見解です．

2） 慢透の包括から除外されたHbA1Cの

算定方法について

① インスリン投与中：60番で出来高算定．

② 糖尿病：経過観察中等のコメントを入れたほう

が良い．

③ 糖尿病が無い場合：糖尿病の疑いが必要．

3） 在宅医療：テンコフカテーテル抜去術について

現在抜去術の点数が無いのは，K635�3連続携行式

腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術12,000点の中に

含まれるのではないかという意見もあったが，留置後

日本透析医会雑誌 Vol.21 No.3 2006400



長期間経過している症例が多く，カフが付いていて癒

着が強くかなりタフな手術となるので，K029筋肉内

異物摘出術2,840点で認めている県が大多数であった．

例えば，同一日に抜去し反対側に留置した場合でも，

レセプトにきちっと明記されていたら，二つの手術は

認めてもいいのではないかという意見もあった．

4） C102在宅自己腹膜灌流指導管理料灌と

人工腎臓の併施について

灌中は，人工腎臓の費用は算定できないが，薬剤料

または特定保険医療材料料は別に算定できる．また灌

中の併用人工腎臓は原則週1回が望ましい．長期PD

患者が週3回の血液透析に移った後の腹膜洗浄である

が，1日1回の腹膜透析液の算定について，保険者か

らクレームを付けられるが，命にかかわることだから

と丁寧にその必要性を書いて，1日1回腹膜洗浄を認

めている所もある．

5） 検査：カラードップラー加算について

「PEIT後のフォローに毎月エコーの請求あり，カ

ラードップラー加算は？ PEITの前後は別にして，

エコーの回数は3カ月に1回位が妥当ではないか．」

という意見について．

カラードップラーは診断の意義として学術的には認

めるべきであるので加算を認めている所が10県，認

めていない所が6県で，他の都道府県はケースバイケ

ースであった．

現在，ほとんどの機械にカラードップラーがついて

いて，カラードップラー加算200点を認めれば，全超

音波検査が200点アップしてしまうので，ケースバイ

ケースとしている所が多いものと推察された．

カラードップラー加算については，今後の都道府県

の審査におまかせすることになった．

6） 検査：慢性腎不全に含まれる定期的検査

初診時，転入時，定期的検査を「慢性腎不全」の病

名でどこまで認めるか．これについては，いちいち疑

い病名を入れなくても透析医会の保険診療マニュアル

にそって行えば認めている所が多い．ただし，審査員

が透析医の場合は問題ないが，他科の場合は疑い病名

が必要となる．またアルミニウムであるが，10数年

前に禁忌薬になっていて使われていないので，血清ア

ルミニウムの測定をカットしている所もある．CH50

と抗核抗体は認めてもC3，C4はカットしている所

もあり，ATLA抗体は初回の導入時検査では認める

が，ATLA抗体のウイルスがB型肝炎のように感染

力が高いわけではないので，例え九州が白血病が多い

と言っても，全患者のルーチン検査としては認めてい

ない．TSHは甲状腺機能低下症の病名があれば認め

ている．

短期入院後の再転入時検査は，通常の転入時検査一

式とは違いフルに検査する必要はないが，各都道府県

でどの範囲までという基準を持っている所は無かった．

支払者側から必要ないのではという厳しい注文がつい

てくるようになった．

7） 検査：腎のクリアランステストについて

腎のクリアランステストが保険請求不可になった問

題．内因性クレアチニンクリアランスを施行しても保

険請求ができなくなったというだけで，導入データ等

に必要な場合は実施せざるをえない．

8） 検査：シャントの超音波検査について

シャントの血流を検査するだけなら20点である．

流出路の狭窄を診るのは20点だが，シャントをつく

る時，血管が無く静脈撮影できない時で，血管の太さ

を測るというような情報収集のためのエコーなら350

点を認めている．

また人工血管の場合，流出路の狭窄のため3～6カ

月に1回位PTAを繰り返さなければならないが，そ

の際，アンギオや DSAの代わりに行うエコーなら

350点認めている．パルスドップラ加算は，動脈の太

さのどの辺で吻合するかわからない時は認めている．

9） 投薬・注射：アリセプトについて

アルツハイマー型認知症に対し，アリセプト5mg

を1カ月28日分処方したのが14日に査定された，と

いう問題があった．これについては，アリセプトは初

回投与 5mgで14日間投与後，効果判定してから以

後の投与を決める縛りがあるために査定されたのであ

って，通常5mgなら査定されない．

10） 投薬・注射：アーガメイトゼリーについて

「アーガメイトゼリーを2日に1個に削られた」と

第11回透析保険審査委員懇談会について 401



いう点については，透析の2日空きの日に飲むという

考え方をしているが，1カ月で42個まで認めている

所もある．

11） ASOに対するリプルやパルクスの

使用について

通常の使い方は，3カ月位使って，その後内服に切

り替える投与方法であるが，透析患者の場合，四肢切

断を避けるため長期にわたって使用している例が多く，

透析患者のパルクスやリプルの使用の特出を保険者の

ほうが大問題にしている．すなわち，保険者よりみれ

ば縦に並べてみると，6カ月以上何のコメントも無く

使われている場合が多く，せめて効果判定とか，写真

を添付するとかしたほうが良いという意見があった．

12） 処置：ユーパッチ等の局麻ハップ剤について

ユーパッチ2枚×透析回数という縛りは付ける必要

はない．いろいろな所に穿刺する場合があり，また

30分以上前に貼ったほうが効果があるので，処方量

が常識的なら全部認めて良いと思われる．しかし院外

処方箋では請求できないという縛りがある．

13） 処置：アルガトロパンについて

「HIT抗体陽性患者に対して，AT�IIIが70％以下

でなくてもアルガトロパンが使えるように認めて頂き

たい」との意見．

欧米ではすでにII型HITに対しては，firstchoice

となっている．II型HITとはっきりしていれば認め

ている．ノバスタンは全例．ただし，必ずHIT抗体

のデータを一度出すことを条件に認めている．しかし

発生率からみて，一施設より，例えば100件のレセプ

トから3例も4例もノバスタン投与例が出て来たら，

疑義で返戻し査定している．

14） 処置：ダブルルーメンカテーテルについて

緊急時ブラッドアクセスとしてのダブルルーメンカ

テーテルの算定については，脱血不良等の理由で，1

週に1本以上，2～3本使用せざるをえなかった場合，

コメントがしっかり書いてあれば認めている所が多か

った．理由としては，手技料は透析の処置料に含まれ

ていて，この特定保険医療材料料を査定すると全損に

なるため．ただし1カ月入院していて6本も7本もと

いうのは認めていない．

15） 処置：障害加算のアンケート結果

① 導入加算と障害加算との重複加算は全国で認め

ている．

② 障害加算の（15）のエ：・透析中に頻回の検査，

処置を必要とするインスリン注射を行っている糖

尿病の患者・検査，処置内容についてのコメント

が無くても透析回数分認めている所が，検査，処

置内容の記載が無ければ認めていない所より多く，

2：1であった．

以上のアンケート結果を今後の審査に生かして行き

たい．

16） 手術：人工血管内シャント設置術について

人工血管内シャント設置術で，K614�5，血管移植

術，バイパス移植術（その他の動脈）23,300点の算

定が，K610�3，内シャント設置術10,700点に減点さ

れることがある，という問題について．

人工血管の穿刺目的でグラフトを入れるのではなく，

ブリーチのために，人工血管をちょっとだけ，例えば

2～5cm位入れる時に減点されることがある．しかし

人工血管を穿刺に使わないという条件設定を，レセプ

トで評価することは難しいので，普通は査定できない

のではないか．

また人工血管の使用量について，減点される所があ

るが，使用量の制限または基準があるのかどうか．現

在制限とか基準はない．手術室に人工血管全部の長さ

および太さを揃えていれば，丁度適切な量を使用でき

る．しかしそうでない場合は，やむをえず50cmのも

のでも必要な量だけ使わざるをえないので，レセプト

に使用量と残量破棄（残量の再消毒，再使用は禁止さ

れている）と書けば，査定されることは無いとの意見

であった．

17） 手術：移植術とPTAの技術料について

内シャント手術で責任病変が複数あり，「（前腕）人

工血管移植術」と「（上腕）PTA」を同日に行った場

合，「（前腕）人工血管移植術」のみの算定で，PTA

のほうは保険医療材料のみ認めている，との指摘につ

いて．移植術とPTAの両方の技術料を認めている所

はなく，上記の通りであった．
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18） 手術：PTAのカテーテル本数について

シャントの血流量低下の原因部位が2カ所以上あり，

肘関節の上下ともにある場合，穿刺の向きが異なり，

シャントPTAを2方向に行わざるをえないことがあ

る．

また，そのうちの1カ所が動脈あるいは動静脈吻合

（シャント）部である場合は，使用するカテーテルが

異なる（動脈へガイドワイヤーを挿入するためにカー

ブドタイプが必要）ことから，なおさら2本使用せざ

るをえないので，コメントがきちんと書いてあれば，

複数本認めるのが自然で，全国的に認めているとのこ

とであった．ただし，最初から特殊型を使われる場合

は，しっかりコメントを付けて頂くことにしている．

2 要望事項

保険改定されたばかりなのに，沢山の要望があった．

貴重な意見なので全部掲載したかったが，紙面の都合

上一部掲載となった．

① 休日・夜間加算を300→400点にしてもらいた

い．同時に土曜日も休日扱いとし400点付けて欲しい．

② 今回の改定はあまりにも医療への配慮に欠けて

いるので，元の点数に戻して欲しい．前回は食費の削

除，今回は夜間，そのほかの多額な削除がされたため，

今後充分な透析が行えず，人員の削減，給与のカット，

夜間透析の中止になって行くものと危惧している．

③ ダイアライザーがβ2�MGのクリアランスのみ

で分類されたことは残念である．今後は公平な第三者

機関が同一の検査法と審査基準で判定し分類し直して

欲しい．

④ シャントPTAについての統一が必要であり，

またシャントエコーはカラードップラー加算を全例認

め，保険請求は（350＋200）とすべきである．

⑤ シャントPTAの現行保険点数3,130点はいか

にも安過ぎる．せめて8,000点前後の新設をお願いし

たい．

⑥ 最近，高齢透析者の増加とともに，認知症を伴

った透析患者が著増している．現行の障害加算では対

応しきれないケアが増え，さらなる加算を要求したい．

⑦ 現在透析と合併症を一括して透析医療費として

扱っているが，透析特有の合併症以外は他の疾患と同

様に3割負担とし，透析医療費の引き下げを止めるべ

きである．

⑧ エポと時間の包括化は，透析の病態を無視した

改定で，いずれ医療荒廃を招くと思う．

⑨ 透析審査の地域格差是正の要望．例えば，京都

では，アルブミンや新鮮凍結血漿を使用しても査定さ

れないが，神戸では出血性合併症があってもメシル酸

ナファモスタットがすぐ査定される．このため，よく

査定される薬剤，物品等，どの程度の使用，どういう

病名であれば認められるかを統一して，透析医会とし

ての指針を示して欲しい．

⑩ 透析医会として「尊厳死」の問題を議論してい

かないと，患者増による診療報酬の引き下げが患者負

担の増大と萎縮医療の増加を招くだけではと懸念して

いる．

⑪ 透析液清浄化による貧血の改善は明らかである

ので，透析液の細菌数やエンドトキシン値を報告させ，

基準値以上の施設には加算の新設をして欲しい．

⑫ 透析医療費の引き下げが，深刻な透析医不足を

招いている．透析医の高齢化が進み，現在の産科や小

児科のように，将来腎不全を診る医者が激減してしま

う危惧がある．

⑬ 透析の合併症が多様化する現状では，月 14回

の透析回数を増やすことが，医療効果が大きいと聞い

ているので，条件付でもよいから，算定上限を緩和し

て欲しい．

⑭ 高齢化が進み，早朝透析の需要が増加している

ので，夜間・休日加算と同等の加算点数を新設して欲

しい．

⑮ 透析時間区分による点数の復活と臨床工学技士

に対する評価加算新設を要望する．

⑯ 緊急時ブラッドアクセス留置料の新設をして欲

しい．
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要 旨

平成18年6月24日，第7回災害情報ネットワーク

会議は各都道府県災害情報ネットワーク担当者等，関

係各位50名の出席を得て開催された．

会議では，各都道府県の年次報告および災害情報ネ

ットワークの活動報告等を行った後，昨年度より船舶

を活用した透析患者搬送プロジェクトにご協力いただ

いている，神戸大学海事科学部教授，井上欣三先生に

よる特別講演が行われた．

また，地域における災害対策の拡充と情報ネットワ

ーク・情報システムの周知拡大を目的に，8月31日

に行った第7回災害情報伝達訓練では，35地域601

施設の参加を得た．訓練は，前回・前々回に引き続き，

より実践的となるように，支部ごとに策定した被害想

定のもとで行った．

今回の訓練において，情報伝達・集計システムとプ

ログラムに一部不具合が発見された．この不具合はプ

ログラムの改良で対応できたが，今後もシステムのさ

らなる改良や運用方法の改善が必要である．

はじめに

日本透析医会の災害情報ネットワークも発足から7

年が経過した．昨年度（平成17年度）は，地震災害

が9回，風水害などが3回発生し，計12回において

災害情報ネットワークが立ち上がったが，幸いその前

年度（平成16年度）ほど大きな災害は発生しなかっ

た．

新潟県中越地震，福岡西方沖地震など，多大な被害

を受けた平成16年度から1年が過ぎ，じっくりと災

害対策を見つめ直す年でもあった．

本稿では，7回目を迎えた災害情報ネットワーク会

議と，災害情報伝達訓練について報告する．

1 第7回災害情報ネットワーク会議報告

会議は第51回日本透析医学会学術集会会期中の平

成18年6月24日18時30分より，パン・パシフィッ

クホテル横浜，地下2階アンバサダーズボールルーム

において，関係各位のご出席をいただき開催された

（表1）．表2には会議のプログラムを示す．

1） 報告事項

① 各支部の主な年次報告

各都道府県代表の方々より，以下のとおり活動報告

をいただいた．

北海道：道内の中心である札幌が被災した場合につい

て，現在札幌医師会と北海道透析医会が中心にな

って，災害対策のネットワークを構築中．

青森：災害時情報ネットワークの運用がまだ県内では

難しい現状があるので，今後きちんとやっていき

たい．

岩手：昨年からとりかかったネットワーク作りが遅れ

ている．県臨床工学技士会からも積極的に支援し

ていく．

福島：昨年，水道局，NTT，そして透析医会を中心

に災害対策シンポジウムを開催した．
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NTTの報告でわかったことは，災害発生時に

はメールが比較的通じやすく，また公衆電話も活

用できる旨のお話をいただいた．また，災害伝言

ダイヤル「171」は活用されているが，高齢者に

は難しいことがわかった．

水道局からは，水の運搬手段の重要性が指摘さ

れた．

県内透析施設情報ネットワークは現在構築中．

栃木：現在栃木県では，県内70施設中，県透析医会

に入会済みの施設が50，その内32施設がインタ

ーネットで情報伝達が可能であることがわかった．

昨年度の日本透析医会災害時情報伝達訓練参加施
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表1 第7回災害情報ネットワーク会議出席者リスト

都道府県 氏 名 所 属 氏 名 所 属

北海道 大平 整爾 札幌北クリニック

青 森 宮川 泰子 村上新町病院

岩 手 藤原 茂記 岩手クリニック水沢

福 島 入谷 隆一 太田西ノ内病院 小林 正人 公立岩瀬病院

栃 木
渡辺 剛志 奥田クリニック 杉山 憲男 奥田クリニック

目黒 輝雄 目黒病院

千 葉
吉田 豊彦 みはま病院 内野 順司 みはま病院

河野 孝史 みはま病院 江村 宗郎 東�クリニック病院

東 京
杉崎 弘章 府中腎クリニック 金子 岩和 東京女子医科大学病院

赤塚東司雄 府中腎クリニック 石森 勇 東京女子医科大学病院

新 潟 鈴木 正司 信楽園病院 池田 裕 信楽園病院

富 山 三川 正人 不二越病院 田丸恵理子 横田病院

山 梨 鈴木斐庫人 すずきネフロクリニック

長 野 大西 史彦 相澤病院 竹村 孝之 岡谷塩嶺病院

静 岡
三井 静 三井クリニック 宇賀田富夫 菅野医院分院

菅野 寛也 菅野医院分院

愛 知
山﨑 親雄 増子クリニック昴 重松 恭一 増子記念病院

太田 圭洋 名古屋記念病院

京 都 深津 敦司 京都大学医学部附属病院

大 阪 山川 智之 白鷺病院

兵 庫
申 曽洙 元町HDクリニック 森上 辰哉 元町HDクリニック

永井 博之 尼崎永仁会病院

和歌山 根木 茂雄 和歌山県立医科大学附属病院 植木 隼人 児玉病院

島 根 竹田 敏伸 おおつかクリニック 鈴木 恵子 おおつかクリニック

岡 山
笛木 久雄 笛木内科医院 中尾 憲一 西崎内科医院

草野 功 福島内科医院

広 島 大木 美幸 あかね会土谷総合病院

香 川 小野 茂男 海部医院

徳 島 鈴木 信行 川島病院

福 岡 本田 裕之 小倉第一病院

宮崎市 海老原和正 海老原クリニック

佐 賀 力武 修 力武医院

大 分 大石 義英 大分市医師会立アルメイダ病院

鹿児島 上山 達典 上山病院

事務局 水本 進

特別講演演者 井上欣三先生 神戸大学海事科学部



設は26施設であった．

県内では，自衛隊宇都宮基地の利用を考えてい

る．

千葉：千葉県透析医会では，携帯電話による情報ネッ

トワークの構築に動き出した．

東京区部：災害時透析医療ネットワークが発足した．

180人程度の会員が参加し，発足記念講演会を開

催した．現在，サーバーを確保し，メーリングリ

ストの準備が整った．

今年度の災害時情報伝達訓練（8月31日）で

始動する予定．

東京三多摩：東京都福祉局で，患者用災害対策マニュ

アルを作成した．

船舶関係では，昨年の神戸大学海事科学部の協

力により行われた患者搬送プロジェクトと同様に，

東京海洋大学の協力を得て，関東プロジェクトを

立ち上げていく．

新潟：昨年12月23日に大停電があり，数施設が透析

延期の被害を受けた．信楽園病院では，自家発電

が30分間でダウンして，一番電力の必要な透析

室が稼動しないという脆さを露呈した．

今後，新潟県では，上越・中越・下越に分けて，

それぞれに中核病院を置き，体制を整備していく．

富山：県の医師会に軸を置いて活動すると，行政から

思わぬ情報が得られることがわかった．同時に今

年度より，県の透析医会を立ち上げた．この中で

災害対策を中心に活動する．県内は全県一平野で

あり，比較的リンクしやすい．しかし一級河川が

県を分断しており，災害で橋が落ちると交通が完

全に寸断する危険がある．

これまで富山市のみで災害対策の協議会があっ

たが，今後全県あげてネットワーク作りに取り組

んでいく．とりあえず，全施設が会員になったの

で，医会として各施設のスペックを調査する予定．

山梨：県内透析施設30施設で災害時情報ネットワー

クを構築している．今年度は岡山県笛木先生に講

演いただいた．県内は山に囲まれているので，交

通や通信手段が不利であることを考えてアマチュ

ア無線を取り入れる．病院協会と相乗りで構築し

ていく．

長野：昨年の第 6回情報伝達訓練に併せて，県内を5

ブロックに分け，各ブロックに基幹病院をもうけ，

FAXを用いた情報伝達訓練を行った．県内 60

施設中53施設が参加した．訓練の中で問題にな

ったことは，患者搬送についてであった．今後の

対策として，県内のバス会社等に優先的にバスを

貸してもらえるように交渉した．

施設と患者の連絡網の構築が今年度の課題．

静岡：静岡県は20数年前に地震予告があって以来，

行政も含めて地震に対する意識は高いが，大きな

地震がないので，最近マンネリ化してきた．講演

会を通じて啓蒙を続ける．また，様々な地域で作

られているネットワークの一本化を目指して活動

する．

静岡の自衛隊との協力を考えている．ラジオの

協力も確認済み．

愛知：現在活動が停止している．テレビのテロップは

被災地では見る余裕がないのでは．

京都：京都は地域を4地区に分け，基幹病院，副基幹

病院を決定したが，それぞれの地域の連絡網はま

だでき上がっていない．

今年度はメーリングリスト作成を中心に，有線・

無線を含めて考えてなんらかの形を2種以上施設

間の連絡網として考えていく．施設・患者間の連

絡網はまだ考えていない．

大阪：現在大阪には二百数十施設ある．これまで講演

会やメーリングリストの立ち上げを行ってきた．

このような災害対策に関する情報教育は大事であ

るが，なかなかそこまでは行きついていない．先

日，大阪府庁に出向き，4部署の方の話を聞いた．

これを突破口に話を進めて行きたいと思っている．
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表2 会議プログラム

司 会 災害時透析医療対策部会 部会長 申 曽洙

開 会 医療安全対策委員会 委員長 杉崎弘章

挨 拶 日本透析医会 会長 山﨑親雄

自己紹介 簡単な年次報告を含めて 都道府県代表参加者

Ⅰ 報告事項

●平成17年度活動報告 森上辰哉

●透析室の地震対策 赤塚東司雄

●災害情報ネットワークの課題と今後の展望 山川智之

Ⅱ 特別講演

●災害時医療に対する海上からの支援

神戸大学海事科学部教授 井上欣三先生

Ⅲ 協議事項

●平成18年度活動計画 森上辰哉

● 第7回情報伝達訓練実施について 森上辰哉

閉 会 災害時透析医療対策部会 副部会長 山川智之



兵庫：これまでパソコン通信ネットワークを利用して

いたが，数年前よりメーリングリストに切り替え

てから現在も百あまりの施設会員が活用している．

毎月数件の情報が行き来している．また，今年度

兵庫県透析医会では，一般会計と別に100万円の

災害基金を設けた．

和歌山：県が本年度より，災害時透析患者支援対策と

して予算の計上をしていただけた．

県・和歌山県立医大・和歌山透析研究会が中心

となって開いた会議の中で，現実的な問題として，

水の問題と緊急時の連絡網の問題が提起された．

また啓蒙活動として今年度，府中腎クリニックの

赤塚先生に講演いただいた．

島根：岡山県主導で中国5県合同の活動を行っている．

県内で透析医会への新入会施設が数件あったの

で，もう一度災害対策の輪を拡げていきたい．ま

た，施設の防災マニュアルも少しずつできつつあ

る．

岡山：昨年は，広島県，兵庫県が参加して，合同の災

害情報訓練を行った．150施設を超える参加があ

った．今回は日本透析医会災害時情報ネットワー

ク副本部を使用して行った．

広島：単独のネットワークは現在なく，中国5県のネ

ットワークに参加しているのみである．今後は臨

床工学技士会がどのように協力していけるか検討

していく．

徳島：昨年度災害時情報ネットワークサーバーに登録

した．徳島県では三十数施設あるが，まだ透析医

会入会施設が少ない状況である．今後は東南海地

震がひかえているので，積極的に活動していく．

香川：昨年啓蒙活動として，災害対策に関する講演会

を2回開催した．患者会からの要望もあり，各施

設の取り組みを把握するために災害対策に対して

のアンケートをとった．昨年末には県透析医会に

臨床工学技士会が運営委員として参加して，災害

時情報ネットワーク作りが開始された．

福岡：福岡県では西暦2000年問題に取り組んで以来，

災害時優先携帯電話に登録する運動や患者移送の

ための送迎用の車両を緊急通行車両として事前登

録する運動を行ってきた．昨年の福岡西方沖地震

では携帯優先電話が役に立った．そのほか，テレ

ビのテロップ，携帯メール，または会員間の一斉

連絡メールシステムが有用である．

今年度，九州ブロックで連絡協議会を立ち上げ

た．

佐賀：患者会ではメール配信システムを構築している．

県医師会の災害対策マニュアルの中に透析に関す

る文言は一切ないので，下部組織として透析医部

会を作っていただくように依頼中．

大分：今年3月に震度5弱の地震があった．災害時情

報ネットワークから連絡をいただいた．日本臨床

工学技士会ではメーリングリストが活用された．

宮崎：これまで全く災害対策に対して取り組んでいな

かったが，昨年の台風 14号での断水と，土砂崩

れで宮崎市街が寸断される経験をした．県透析医

会として，2月に災害対策委員会を立ち上げた．

その中で，優先携帯電話の手続きを進めたところ，

60施設中12施設が登録した．

今後，緊急連絡網の立ち上げと，ホームページ

を早急に作って行政との交渉を始める予定．

鹿児島：昨年の台風 14号では，大きな被害はなかっ

たが，県内10施設で当日透析ができずに，翌日

に行った．

今年度の日本透析医会災害時情報伝達訓練の参

加施設が少なかった．このことより，各施設に災

害時情報伝達の担当者設置をお願いしたところ，

95％の施設で賛同が得られた．

② 平成17年度活動報告

a） 災害時情報伝達活動

平成 17年度は比較的被害の少ない年であった．災

害情報ネットでは，以下の災害に対し情報伝達活動を

行った．

● 茨城県南部，千葉県北東部で震度5強（平成 17

年4月11日～12日）

被害なし

●福岡県西方沖で震度5強（4月20日～22日）

被害なし

● 熊本県で震度5弱（6月3日）

被害なし

●新潟県中越地方で震度5弱（6月20日～21日）

被害なし

●新潟県柏崎市で大雨により避難勧告（6月28日

～30日）
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被害なし

●東京都足立区で震度5強（7月23日～26日）

被害なし

●宮城県沖が震源で震度6弱（8月16日～20日）

被害なし

●新潟県中越地方で震度5強（8月21日）

被害なし

●台風14号（9月6日～9日）

鹿児島県で治療中に停電した施設があったが，大

きな被害はなかった．

●茨城県南部で震度5弱（10月19日）

被害なし

● 新潟県の広域で豪雪が原因の停電が発生（12月

22日～23日）

透析日を1日順延した施設があった．

●大分県南部で震度5弱（平成18年3月27日～28

日）

被害なし

b） 情報伝達訓練

平成17年9月1日（木）に第6回全国災害時情報

伝達訓練を行い，参加施設は29都道府県613施設に

のぼり，過去最高の参加施設数であった．

c） 災害時透析医療対策部会会議（9月9日）

平成17年9月9日，災害時透析医療対策部会会議

を開催した．

「危機管理メーリングリスト」は，会員および会員

施設のスタッフなど広く情報を伝達することを目的と

したものと，ある程度メンバーを限定した会議室的な

ものとに分けることとした．またメーリングリストと

ともに，ホームページの形態も含めて，今後の日本透

析医会災害時情報ネットワーク全体のシステムの再構

築を，山川先生を中心としたプロジェクトチームに依

頼することとした．

2カ所の新災害担当部「東京区部災害担当部」，「東

京三多摩災害担当部」発足の報告があった．

巨大地震時の透析機器の安全対策については，赤塚

先生を中心としたプロジェクトチーム（医器工との合

同委員会）に依頼することとした．

d） 電子国土

昨年度，国土地理院が作成し非営利団体が無料で使

用できる「電子国土」について，国土地理院から利用

許可をとり，透析施設情報が登録・参照できるソフト

ウエアを開発した．岡山県支部では，9月21日に岡

山県内の透析施設の情報登録を完了した．

e） 災害情報ネット専用サーバーの更新・管理

平成17年度は本部サーバー本部システムにおいて，

高知県透析医会，山梨県透析医会，徳島県透析医会の

3地域，独自サーバー独自システムでは東京都区部災

害時透析医療ネットワークが加わり，4地域増えて全

24地域となった．

f） 危機管理メーリングリストの運用

災害時情報（joho_ml）メーリングリストメンバー

として，日本透析医会災害情報ネット委員，会員・会

員施設スタッフ，厚生労働省健康局疾病対策課，日本

透析医学会危機管理委員・統計調査委員，静岡県透析

施設災害ネットワーク，神戸大学「危機管理・海上支

援ネットワーク」，日本臨床工学技士会，日本腎不全

看護学会，医療機器・医薬品メーカー等，2006年6

月1日現在登録数が549となった．

災害対策（taisaku_ml）メーリングリストメンバ

ーは，日本透析医会役員，日本透析医会災害時透析医

療対策部会員，日本透析医学会役員，日本透析医学会

危機管理委員，厚生労働省健康局疾病対策課，都道府

県災害時透析医療担当（45都道府県），神戸大学「危

機管理・海上支援ネットワーク」，日本臨床工学技士

会，日本腎不全看護学会，災害情報ネットワーク本部・

副本部で，2006年6月現在の登録数は134であった．

g） その他

日本財団より助成を受けた「災害時医療支援船運用

計画策定と実施」事業に参加した．

この中で，災害医療支援船の実現化に向けた調査・

運用訓練を下記の通り実施した．

●2005年7月18～19日 深江丸による検証航海

医師，看護師，臨床工学技士等の医療チームによ

るフィジビリティー調査

● 2005年10月2日 深江丸による患者搬送訓練航

海

患者，医療チーム，船舶による連携訓練

③ 「透析室の地震対策」（赤塚東司雄先生より）

要旨

これまで数多く発生した災害の実態調査や災害対策

の検証結果を，学会や全国各地域の医会支部等の協力

を得て，災害対策に関する講演活動や，雑誌等への執
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筆活動など普及活動をつづけてきた．その結果，知識

の伝授と普及が進んだ．

昨年の9月にプロジェクトチームを作り，医器工と

の間で危険な装置に対してのリスク管理を取り上げた．

この中で一番の元になったのは，福岡西方沖地震の際，

カウンター設置型の患者監視装置がカウンターから落

下したことである．これらの持っているポテンシャル

リスクを考えたとき，これまでに検証されている最も

安全な設置方法（キャスター付台車に乗せ，ロックは

解除する）をとることが望まれる．

今年度は，医会として設置方法などのポテンシャル

リスクを啓蒙していく．

④ 「災害情報ネットワークの課題と今後の展望」

（山川智之先生より）要旨

日本透析医会では阪神・淡路大震災以前から，災害

対策に取り組んでいた．その中で，災害時の患者登録

を始め，平成7年時点では約3割の登録があった．し

かしこれらに膨大な労力と費用をつぎ込んだにもかか

わらず，実際は阪神・淡路大震災ではほとんど役に立

たなかった．そこで方向転換をして，現在の災害時の

情報共有を図るシステムとした．

日本透析医会の災害対策の考え方として，基本的に

は地域で実施し，後方支援として日本透析医会が行う．

その中の中心的なツールとして災害時情報ネットワー

クがある．具体的にはメーリングリスト，ホームペー

ジの二本立てで活用している．これらが災害発生時に

情報共有のツールとして機能するのか，あるいは大規

模災害発生時に機能するのか，ということが今後の課

題である．

日本透析医会のメーリングリストにおいて，設立当

初の情報ネット委員など限られたメンバーの情報共有

や災害時の対策を論じる場，という性格と，災害時に

広く情報共有する，という役割が混在しており，趣旨

が不明確であった．また，創設からの歴史的経緯によ

って参加しているメンバーがいるなど，参加基準に曖

昧な部分があった．これらの問題から，災害時情報を

共有するためのメーリングリスト（現在549アドレス），

行政担当者等を含めた会議室的な役割を担うメーリン

グリストの2種のメーリングリストに変更した．

一方，ホームページについては完全なオープンシス

テムであり，広く情報を行き渡らせることができるこ

とが医会の災害対策事業の広い理解につながっている．

問題点としては，完全にオープンシステムであるため，

悪意のユーザーによるシステム妨害の可能性が考えら

れる．また，個人情報や施設情報を含む情報について

は，無条件で掲載できないことがあり配慮を要する．

災害時における被災状況の把握には，被災地区の施

設情報が必要だが，透析施設情報のWEBへの掲載は，

情報の転用についての対策が必要であり，現状では問

題がある．

これまでの災害発生時に直接の情報提供はほとんど

なかった．これは携帯に対応していないということも

一因である．また，システムの構造上，本部（武田）

の集中管理になっており，大規模災害時にはこれがネ

ックとなる可能性が高い．

今後の災害情報ネットワークシステムの方向性とし

て，リアルタイムでの情報処理の負荷を軽減するため，

管理と情報処理を分散させ，また，被災施設の災害情

報を持つ人たちのネットワークへの accessibilityの

向上を図り，メーリングリストの参加者を増やすこと

が重要であると考える．

2） 特別講演

特別講演として，昨年度より船舶を活用した透析患

者搬送プロジェクトにご協力いただいている，神戸大

学海事科学部教授，井上欣三先生に「災害時医療に対

する海上からの支援」と題してご講演をいただいた．

ご講演要旨を以下に記す．

�講演要旨�

今回，災害時，透析患者の搬送に船を利用するにあ

たって，海上支援システムですべてのことができると

いうことではなく，海上支援は一つの選択肢であるこ

とを理解いただきたい．今回のプロジェクトで海上の

仕組みを陸上や航空の仕組みにも生かされるように，

フィードバックされることを期待している．

船は自己完結機能があり，透析患者の大量の搬送や

透析資機材輸送に活用する．普通に運用しているもの

を，万が一のときに特別な装備を施すことなく活用で

きる仕組みであることに意義がある．

具体的には衛星通信を利用した「海陸連携支援シス

テム」を拠点基地として，災害時における緊急医療活

動を海上から支援することと，患者搬送・医療資機材

運搬ニーズを集約し，受け入れ体制を把握して，支配
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下船隊を効率的に配船・指揮，船の航行状況をモニタ

リングして，安全に目的の達成を図ることをコンセプ

トとする．

昨年度は，災害医療支援船の実現化に向けた調査・

運用訓練を実施した．その中で，まず，医療チームに

よるフィジビリティー調査として検証航海を行い，続

いて患者，医療チーム，船舶関係者による連携訓練と

して患者搬送訓練航海を行った．また，透析資機材輸

送懇談会，「首都直下型地震と医療」と題した講演会

を開催した．

昨年度の活動を通じて，以下のような問題点があっ

た．

患者の陸上移送方法の問題，船舶のハード面の問題，

患者情報の必要性，船内加療の考慮，自治体との連携，

そして情報連携の問題等があり，これらの問題は現在

作成中の「海上支援船構想」マニュアルの中で今後解

決していかなければならない．また，自助・共助・公

助の総合化システムとして構築していかなければなら

ないと感じている．

医療側と船舶側の情報連携については，海陸連携支

援システムと災害情報ネットワークの機能連携および

その高度化であり，医療側の支援要請，被害状況，患

者受け入れ等の情報の共有化が含まれる．また，すべ

ての情報を関係者全員が個別のパソコンで共有できる

専用システムを開発することが重要であり，今後の情

報網のあり方等について災害時情報プロジェクト委員

会を組織して検討していく．

災害時医療における船舶のメリットとして，独立し

たライフラインを自前で確保できる，通信情報伝達手

段を自前で確保できる，被災地に自力で行ける，多量

に人・物を運搬できる，宿泊，生活施設を完備してい

るなど，特別に医療設備がなくても船だからこそでき

ることを考え，今後も活動していく．

3） 協議事項・その他

平成18年度活動計画として以下の項目について承

認を得た．

●災害時情報伝達活動

●第7回情報伝達訓練

●災害情報ネットワークホームページの再構築準備

●災害情報ネット専用サーバーの更新・管理

● メーリングリストの拡充と運用

●電子国土の利用推進

● 災害情報ネットワーク連絡先名簿，関係業者名簿

の更新，施設名簿の作成等

●他組織との連携手段開発

以上が平成18年6月24日に実施された，第7回災

害情報ネットワーク会議の報告である．

2 第7回災害時情報伝達訓練結果報告

1） 目的

●地域における災害対策の拡充

● 地域情報ネットワーク・地域情報システムの周知

拡大

2） 方法

●日時：平成18年8月31日 木曜日

10：00～23：00

● 地域における情報伝達網を活用して，地域情報伝

達用ホームページまたは本部ホームページ［http:

//www.saigai-touseki.net/］に施設情報を登録

していただいた．

●訓練にあたっては，各支部において策定した訓練

のシナリオに従った情報，または各施設で任意に

想定した情報を送信していただいた．

● 多くの施設が参加できるよう，支部において

FAXやメールを使うなどして収集した情報も登

録して，集計に役立つものかどうかを確認してい

ただいた．

●施設名入力の精度やサーバー動作の評価も行うた

め，可能な限り複数回の情報送信と集計結果の確

認をお願いした．

●参加対象施設は，透析医会会員，非会員を問わず

すべての透析施設とし，訓練日時以外の情報送信

も受け付けることとした．

3） 結果

① 参加施設総数

35地域601施設のご参加をいただいた（表3）．

参加数は過去最高だった昨年よりやや少なかったが，

参加地域は35とこれまでで最高となった（表 4）．支

部を中心とした情報ネットワークの周知拡大がさらに

進展したものと考えている．
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災害情報ネットワークのホームページは本部と副本

部の二つある．日常使用する本部のホームページは，

支部のホームページからも連動して動作するよう作ら

れており，現在11支部（栃木，千葉，東京三多摩，

山梨，長野，岐阜，大阪，徳島県，高知，福岡，鹿児

島）で利用されている．また，中国地区5県や愛知県

などでは独自の情報システムが稼動している．今回の

訓練では，災害情報ネットワークホームページ（副本

部も含む）への参加が494，中国地区5県のシステム

への参加は91，愛知県システムへの参加が30施設で，

重複参加は14施設だった．

② 災害時情報伝達・集計システムとプログラムの

評価

●動作状況

本部ホームページへの情報登録総数は851で，8月

31日と9月1日の2日間の利用者数（重複を除く）

は 909，情報登録や閲覧などのリクエスト総数は

37,961件だったが，サーバーの動作や情報の表示に

滞りは見られなかった．

●今回の訓練により発見できた不具合

高知県支部ホームページにおいて，高知県の情報に

香川県の情報も表示されてしまう不具合を発見した．

原因は，本システムが使用しているデータベースソフ

トの仕様に問題があり，問い合わせ命令において，

「高知県」と「香川県」が区別できないことがわかっ

た．問い合わせ結果を表示するプログラムを改良する

ことで対応できた．

●施設名や地域の入力間違い

本システムは「施設名」を比較して，同一施設から

の情報の有無を判断している．したがって法人名が付

く，付かない，間にスペースが入る，入らない，登録

した都道府県名が違うなどの場合は，同一施設として

集計されない．今回の訓練でも数件だが，本来は同一

施設であるはずの情報が別施設として集計されていた．

③ 訓練想定の例

第4回訓練までは情報伝達システムの周知を主な目

標としてきたため，訓練想定は特に定めていなかった．

第5回以降は，より実践的に訓練が行えるよう支部ご

とに策定した想定のもとで訓練していただくようお願

いしている．そこで今回の訓練で使用された想定例を

以下に示す．

a） 東京都三多摩

●地震の概要および被害の状況（地震の概要）

発生日時 平成18年8月31日，午前10時00分

震度6強の直下型地震が，多摩地域を中心に発生

する．（規模マグニチュード7.2）

各地の震度

震度6強 多摩地域，区西部，区西北部，区西

南部

震度6弱 区東北部，区中央部，区東北部

震度5強 区南部

●被害想定

午前10時00分，東京荒川河口付近を震源とする，

マグニチュード7.2の地震発生．

東京都多摩地域，区部全域で震度6強の地震．

道路橋梁・橋脚被害は，震度6強エリア内に発生．

道路や鉄道の橋梁などの被害の多くは多摩地域，

区西部，区西北部，区西南部で発生する．

私鉄，JRともに鉄道はほとんど一時運行停止し，

また緊急交通路の渋滞も発生する．

ライフラインは，東京湾北部，多摩を問わず区部

に被害が多く発生．

地震発生後，停電，断水状態となる．

エレベータ使用不能．

建物被害，および火災は，区部の木造住宅密集地

第7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 411

表3 参加施設数

青 森＝ 5 岩 手＝ 3 宮 城＝ 2 秋 田＝ 1

福 島＝ 12 茨 城＝ 1 栃 木＝ 15 埼 玉＝ 2

千 葉＝ 54 東 京＝134 神奈川＝ 2 新 潟＝ 6

山 梨＝ 12 長 野＝ 57 岐 阜＝ 1 静 岡＝ 37

愛 知＝ 35 三 重＝ 2 滋 賀＝ 3 京 都＝ 1

大 阪＝ 24 兵 庫＝ 30 和歌山＝ 4 鳥 取＝ 1

島 根＝ 9 岡 山＝ 48 広 島＝ 37 徳 島＝ 1

香 川＝ 3 愛 媛＝ 1 高 知＝ 1 福 岡＝ 34

佐 賀＝ 1 大 分＝ 6 鹿児島＝ 16

表4 参加地域数

参 加
都道府県数

参加施設数

第1回（2000年7月7日実施）

第2回（2001年7月6日実施）

第3回（2002年9月3日実施）

第4回（2003年9月3日実施）

第5回（2004年9月2日実施）

第6回（2005年9月1日実施）

第7回（2006年8月31日実施）

18

22

19

25

28

29

35

99

190

131

275

488

613

601



域を中心に発生．

避難者，帰宅困難者は，発災直後，鉄道等の運行

停止により，大量の帰宅困難者が発生するととも

に，ターミナル駅に乗客等が集中し，混乱．

b） 岡山県

●災害想定

岡山県西部地区で大地震（直下型），震度7弱

●被災内容

倉敷市を中心に停電，断水，ガス漏れ，一部で火

災，各所で家屋倒壊，道路の陥没と亀裂，がけ崩

れ．

●災害情報送信

西部地区

施設ごとに「被災あり」「被災なし」のどちらか

を独自に選択する．（本部指定なし）

北部・東部地区

「被災なし」を選択し最大受け入れ可能人数を記

入する．

c） 千葉県

平成18年8月31日午前10時00分．千葉県東方沖

を震源とするM＝7.2の地震発生．県内最大震度は銚

子市，旭市，成田市で震度6強．その他の地域では震

度5弱以下．

●太平洋側で津波発生（1m）．

●震度6強を記録した地域では，停電・断水が発生

し，復旧の見通しが立たず自力での透析続行は不

可能と想定．

●電話は災害電話以外不通，インターネットは繰り

返しアクセスすることでやっと通じる程度．電話

は2時間後にようやく一部通じる．しかしアクセ

ス数が多いためかかりにくい状態．携帯電話は災

害地域内では復旧せず．

● 交通網：交通網はJR，私鉄，幹線道路を含め不

通状態．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中のお忙しい中多

くのご参加をいただき心より謝意を申し上げたい．

海外では，2006年5月27日ジャワ中部地震が発生

し，5,700人以上が死亡，約38,000人が負傷．さらに

7月17日にはジャワ島南西沖でM7.7の地震が発生

し沿岸に津波が襲来して600人以上が死亡したと報道

されている．これを他事とせず，今後も災害対策の確

立と情報伝達システムの普及を目指したい．
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要 旨

「透析実施中」という状況下における，地震災害被

災時の震度別防災到達目標であり，被害予測であり，

発生時の対策として「浦河QQIndex」を考案したの

は2004年のことである．震度3から7までの5項目，

そして震度5～7で建物が倒壊した場合を1項目，さ

らに震度に関係なく津波に対する対策1項目の合計7

項目を作成した．

そして前回浦河QQ Indexを執筆してから2年の

間に2004年新潟県中越地震，2005年福岡県西方沖地

震，2005年宮城県沖の地震と，透析室被災を伴う地

震が三つ立て続けに発生し，数多くの事実・対策の検

証を行うことができた．災害を前回よりさらに現実的

かつ適切に評価する資料とするために，これらの検証

の成果を加えて浦河QQ Indexの改訂作業を今回行

った．

今回の改訂で最も多くの変更を行ったのは，震度7

の部分である．震度6強までにおいては，透析室内で

どのような事態が発生するかは概ね検証が進んだこと

により，震度7がより明確にイメージできるようにな

った．逆に震度3・4はもはや災害と意識する必要が

ないという結論に至った．

緒 言

「透析実施中」という状況下における，地震災害被

災時の震度別防災到達目標であり，被害予測であり，

発生時の対策として浦河QQ Indexを考案したのは

2004年のことである1）．震度3から7までの5項目，

そして震度5～7で建物が倒壊した場合を1項目，さ

らに震度に関係なく津波に対する対策1項目の合計7

項目を作成した．

この浦河QQ Indexは，北海道日高支庁の浦河町

での私の地震被災経験2）が元になっている．十勝沖・

浦河沖・釧路沖・日高山脈などの多くの震源で発生す

る地震で揺らされる位置関係にある浦河町は，有感地

震発生数が日本一であり，そのため日本国内でも珍し

い「災害下位文化」の発達した町として，都市災害学

の分野でも高い評価を受けるようになっていた．

私はこの浦河町で10年間透析部長を務めた経験，

そしてそこで長年勤務しているスタッフの経験・知識

を基に，巨大地震とはどういうものであるのか，そし

て透析室にとってそれはどのような被害をもたらす災

害としてとらえればよいのか，という，最も基本的な

問題を解決しようと考えた．それが2004年に作成し

た「浦河QQIndex」である．その時の論文の考察に

も書いたが，この浦河QQ Indexは，実際的な地震

防災の教科書となりうるものであるけれども，同時に

これでもまだ実際の検証が十分とは言えない，と考え

ていた．

そして前回の浦河QQ Indexを執筆してから2年

の間に2004年新潟県中越地震3），2005年福岡県西方

沖地震4,5），2005年宮城県沖の地震と，透析室被災を

伴う地震が三つ立て続けに発生し，数多くの事実・対
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策の検証を行うことができた．災害を前回よりさらに

現実的かつ適切に評価する資料とするために，これら

の検証の成果を加えて浦河QQ Indexの改訂作業を

今回行った．

1 浦河QQIndexを成立させるための透析室

災害対策の前提条件

なお，この「浦河QQ Index2006」は，以下の透

析室災害対策が十分実施されていることが前提となっ

ている．以下の対策を施してあれば，「浦河QQ In-

dex2006」に示すような被災状況に抑えることがで

き，その後の対策も有効である，という視点で記載し

てある．最低限以下にあげる三つの対策を，ぜひ透析

室内で施していただきたいと考えている6）．

1） ベッド・患者監視装置の固定について

ベッドはキャスターのロックのみかけておき，患者

監視装置（モニター）はキャスターロックもかけるこ

となく，フリーにしておく．地震の揺れに際しては，

患者監視装置は自由に透析室内を走らせるほうが，転

倒被害は起きない．またベッドと患者監視装置は同じ

方向にほぼ同じだけ動いてくれるため，震度6強まで

の揺れでは両者が透析室内を暴走することはない．震

度7では震度6強までの揺れの時よりも大きく動くの

で，泣き別れ状態での抜針事故防止目的でベッドと患

者監視装置の連結は行ってもよい．

ベッドを床面に完全固定してしまうと，地震の揺れ

がすべてベッドに伝達され，その力はベッド上の患者

に集中してしまい，患者が宙を舞うことになるため，

完全固定してはならない．

2） RO・供給装置の固定，壁面接合部について

RO・供給装置については，「床面完全固定＋天井

からの吊り下げ式固定」ないしは後部壁面からの固定

を加えて，地震の揺れで大きく移動しないようにしな

ければならない．予算が許せば免震台に載せる．

壁面の配管とRO・供給装置の接合部に塩ビのチュ

ーブの使用は推奨できない．わずかに配管が動かされ

るとか，あるいはRO・供給装置が移動するという程

度の事態でも，簡単に破損して激しい漏水を招く．フ

レキシブルチューブで接合することでそれらの懸念は

ほとんど解消する．完全固定との二つを組み合わせれ

ば，震度6強までの透析室インフラの被害はほぼ根絶

可能である．

透析不能に陥る原因は，意外なことにライフライン

の途絶ではなく（新潟で1施設のみ），RO・供給装

置が地震の揺れで大きく位置を変え，ないしは転倒し

てしまい，壁面の配管とRO・供給装置とをつなぐ塩

ビのチューブが破断したことであった（新潟・福岡な

どで5施設）．

3） 緊急離脱のための対策について

緊急に透析を終了して患者をベッドから離脱させる

方法は複数考えておくべきである．基本的には最も慣

れ親しんだ手技として，通常の返血回収を行う．緊急

離脱が必要なほどの地震であれば，その後避難所へ行

かねばならない人が出るのは必至であり，今後の避難

生活のためにも体力の消耗防止まで考慮し，安易に血

液を捨てる手技を選択するべきではない．余震がひど

く，立って作業ができない，あるいは自家発電のない

施設が停電してしまい，患者監視装置のバッテリーへ

の切り替えに手間取った……などの理由で返血回収で

きない時には，事前に用意した止血ベルトを用いて抜

針止血する，あるいはインストッパー（穿刺針のキャ

ップ）を用いて穿刺針のふたをしてしまう，あるいは

離脱用回路をあらかじめ採用しておく，などの次の手

を考えておくこと．

これらの手技を選択するうえで最も重要なのは，

「日常的に相当慣れ親しんだ手技である」ということ

である．巨大災害時はスタッフも患者もパニック状態

になるため，日常性の確保されていない手技注）は危険

きわまりないものとなり，実施不可能であることを理

解すべきである．

注）

日常性の確保されていない手技とは，セイフティカッ

トや自前の緊急離断セットなどを用いて，透析回路を切

断してベッドから患者を解放しようという方法を指す．

セイフティカットによる緊急離断という手技は，以下

の理由で推奨できない．1年間にスタッフ全員が何度も

訓練することができないため，ストレスなく実施できる

くらいの日常性が確保できない．さらに回路切断という，

日常業務の範囲内では本来絶対行ってはならないとされ

ていることを，パニック時に完璧に行うことを強要され

るという点でリスクマネージメント的に失格である．さ

らに慣れないスタッフが実施すると，回路の切断はでき
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ても遮断はできなかった（つまり大出血する），という

報告もあり7），使用したために余計な事故を引き起こす

可能性が高い，などである．

以上の3点だけでよいので，透析室災害対策として

完全に実施しておくことが，浦河QQ Indexにおい

て私が目安として提示した「防止目標・ありうる被害・

その対策」が実現可能になる条件である．

2 必要とされる透析室災害対策の水準は

どのくらいか

さて，では以上の災害対策を施せばあらゆる地震に

対して，完璧な安全が確保できるのであろうか．費用

対効果の問題が大きく立ちはだかるので，この問いに

対する答えはさほど単純ではない．地震の発生頻度ま

で考慮した場合，広い範囲で震度6強を記録する地震

は100年間に30回以上発生するが，都市の大部分を

震度7でなめつくされるような直下型巨大地震は，

100年に2回（関東大震災と阪神淡路大震災）程度で

しかない．

それを考慮すると，100年に30回以上発生する震

度6強に対する対策は，それほど費用もかけずに実施

可能であるので，これはやはりすべての施設が実施す

るべきであろうと考えられる．しかし震度7に対する

対策を完璧にやろう，という考えを進めていくと病院

の建物自体を免震構造にしていくことになるので，実

現は難しいであろう．あまりにも費用対効果が悪すぎ

るし，その規模の災害がほとんど起きない事実をみな

が知っているのであれば，なおさらだれもやる気にな

らない．老朽化した病院を新しく建て直すというよう

な時に考えればよいことである．

以上のことから私は，災害下位文化と対策で対応可

能な震度6，文化も文明も役に立たない震度7，とは

っきり割り切るべきと考えている．震度7に対しては，

震度6までに耐える対策をほどこすことで減災をめざ

し，患者はとにかく安全かつ迅速に（簡単に言ってい

るが，これが最も厳しい問題である）被災地外へ出す

ことを考える，というスタンスでよいと思っている．

そうでなければ，できもしないことをやるべしとガイ

ドラインに書かれると，皆立つ瀬がない．

3 今回の改訂の要点

三つの地震により，震度6強までの透析中の被害状

況をある程度実証的に検証ができた．そのレベルの被

害が明らかになったことで，震度7の透析中の被害状

況がより具体的に推定可能となったので，この部分を

最も大きく改訂した（震度7は現在までのところ，透

析中に経験していないため推定となる）．

基本的には，浦河 QQ Index（QuickQuakeIn-

dex）2004で推定したときよりも，大きな被害が発生

するという結論になった．これは震度6弱・強の被災

状況の蓄積と，阪神淡路大震災の被災状況を再検討し

た結果である．逆に震度3・4程度の揺れでは，もは

や語る必要がないほどなにも被害が出ないと断定した．

浦河QQIndex2006

震度3および震度4

［被害の防止目標］

① 全員無事に透析を終了し，人的被害が皆無であ

ること．重症者はもちろん，軽症者も発生しない

こと．

［ありうる被害］

① 基本的に重大な被害は出ない．

② 揺れの時間が長い場合，少人数がパニック状態

になる可能性がある．これはスタッフにも患者に

も起こりうる．怯えて立ち上がり，逃げようとし

てベッドから落ちるなど．

③ ベッド，患者監視装置は動かない．天井取り付

けのテレビ，あるいは（固定していなくても）輸

液ポンプなどの室内設備や，入り口ドアは無事で

ある．

④ 停電・断水は起こらない．

⑤ 交通網は無事である．

［対 策］

① この震度は災害ではない．揺れの続く間は動か

ないこと，落ち着いた行動が取れれば，何も被害

は出ないことを十分理解すること．

② 周りを観察し，揺れが収まると同時に活動でき

るよう冷静になることに努める．
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③ 活動レベルは通常診療．

震度5弱・強

［被害の防止目標］

① 透析継続可能な状況が多いが，中断を視野に入

れた対応ができること．

② 耐震設計であれば，建物は倒壊しない．だから

重傷者・死者が一切発生しないことを目標とする．

［ありうる被害］

① 患者がひどいパニック状態になって自分から走

り出さない限り，ベッド転落，穿刺針の抜針など

の深刻な被害は起きない．

② パニック状態になる人が一定数発生する可能性

がある．地震の揺れの時間が長いときや，災害体

験が少ないとパニックの状態はひどくなり，立ち

上がる人，回路を抜去して逃げようとする人があ

らわれる場合がある．

③ 患者監視装置とベッドが同じ方向に小さく動く

（動いても0.5m以下である．地震は波であるか

ら基本的には同一方向に動く）．室内設備は固定

していないと落下する．

④ 断水・停電が起こる可能性はあるが，短時間で

回復する．

⑤ 交通網は，山道や海岸線で一部交通規制される

ことがある．鉄道・飛行場は点検目的で短時間

（長くとも半日程度）運転休止・空港閉鎖などの

措置が取られることが多い．

［対 策］

① まずスタッフが落ち着くこと．揺れている間は

絶対動かず自分の身を守ること．揺れの続く間の

救助活動は，危険なだけで効果がないので行わな

いこと．

② 耐震設計の建物は倒壊しない．パニックさえ起

こさなければ基本的には深刻な被害は出ない．患

者（一部スタッフ）のパニックの発生を迅速に押

さえ込むこと．揺れが収まると同時に近寄り，体

にふれてやり落ち着かせることができるよう，周

りをよく観察すること．

③ 透析室からの避難はほとんど必要がない．少な

くとも透析室から避難するべきかどうかよく検討

するべき．

④ 活動レベルは救急．（ケガ人等が出なくても，

全体の状況が把握できるまでは救急体制を継続し

ておくこと）

震度6弱・強

［被害の防止目標］

① さまざまな理由で透析継続は不可能になること

が多い．安全に透析を中断すること．

② 重傷者が発生しないこと，ないしは発生しても

最小限にすること．

③ 死者を出さないこと．

［ありうる被害］

① ベッドを完全に床に固定してしまわない限り，

揺れで転落することはない．パニックを起こして

ベッドから動き出さない限り，ベッド転落・シャ

ント穿刺針の抜針等の深刻な被害は出ない．

② 複数の患者がパニック状態で動き出すと想定す

ること（この震度になると落ち着いていることは

不可能）．立ち上がる人，回路を抜去して逃げよ

うとする人が複数現れる可能性が高い．

③ 耐震設計でない建物の倒壊がありうる．（倒壊

した場合については，別に分類する）

④ 患者監視装置とベッドがある程度大きく動く

（1m程度）．

⑤ 蛍光灯の落下，窓ガラスの粉砕が起きる．天井

からの吊り下げ式のテレビは，基本的には震度6

強の地震で落下しないように工事が行われている

はずである（工事業者に要確認）．キャスター付

のオーバーテーブルに載せているテレビなどは，

キャスターがベッドなどに引っかかって動かない

状態（キャスターで移動できない状態）になって

いない限り，落下しない．入り口ドアはこわれて，

行く手をふさいでいる可能性がある．

⑥ 断水・停電はほぼ確実に起こる．震度6弱では

比較的短時間（24～72時間）で復旧することが

多いので，支援透析もまず短期を想定する．震度

6強ではそれらの状態が長期化（72時間以上）す

ることがあるため，支援透析は長期も想定の中に

いれ，被災地から遠隔地への避難・入院透析まで

考慮して，患者を説得する場面が発生する．
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⑦ 交通網は山道や海岸線のみならず，市街地でも

道路の陥没・地盤の沈下などで短期（～まれに中

長期）に交通遮断されることが多い．また短期的

に激しい交通渋滞に見舞われ，短距離の移動でも

難渋する．鉄道は線路が大きくうねり，長期に運

転休止に追い込まれることがある．また線路上を

列車が動いている時間帯に地震が発生すれば，複

数の列車が脱線することがあり，運転休止は長期

化する．飛行場は点検目的で空港閉鎖などの措置

が取られることが多い．この時滑走路上にうねり，

陥没などがなければ短時間（長くとも半日程度）

の空港閉鎖ですむことが多い．

［対 策］

① まずスタッフが落ち着くこと（かなり難しいけ

れども）．揺れている間は絶対動かず自分の身を

守ることを第一に考える．揺れが収まるまで，自

分が無事でいられるように最大限の努力を払うこ

と．揺れが続く間の救助活動は，危険なだけで効

果がないので行わないこと．

② 揺れが収まると同時に患者の精神的動揺に対処

する．精神的動揺が激しく，パニックを起こして

立ち上がったり，抜針し大出血したりする人がい

た場合，まずそこから対処する．地震の多くは1

分以内なので，たとえ大出血していても，揺れが

収まってから落ち着いて対処すれば問題なく対応

可能であり，死亡事故などにはつながらない．

③ 次に透析の安全な中止を始める．自家発電のあ

る施設，あるいは自家発電がなくても停電になっ

ていない場合は，返血回収を第一選択にする．夜

間に停電してしまい暗闇になってしまった場合，

あるいは余震のために立って作業することが不可

能な場合は，抜針ベルト止血・離脱用回路による

離脱・穿刺針キャップによる緊急離脱など，返血

回収以外の方法をあらかじめ準備しておき離脱す

る．（スタッフも患者もパニック状態であり，日

常診療で毎日行っているような確実に実施できる

手技以外は，実施不可能であることを理解して対

策を考案してほしい）

④ 火事・建物の倒壊の危険性・海辺の施設の津波・

有毒ガスの発生など危険が目前に迫っている時以

外，避難しないほうが安全である場合が多い．い

きなり透析室の外へ逃げようとせず，避難すべき

かどうかを，いろいろな角度からスタッフ間で検

討すべきである．（避難するために外へあわてて

飛び出して，倒壊してきた建物の下敷きというよ

うな被害が多くの地震の報告書に出ている）

⑤ 施設の規模にもよるが，災害対策本部を設置，

またはリーダーを決めて指揮系統を確立すること．

災害後の透析継続可能・不可能を判定するための

情報収集を迅速に開始する．

⑥ 安全な救急・救護のための応援を依頼する．

⑦ 建物が倒壊しなかった場合は，活動レベルは救

急に止まる場合が多い．しかし，スタッフ内では

救護に対応する心構えが必要．

震度7

［被害の防止目標］

① なるべく安全に透析を中断すること．的確に緊

急離脱すること．

② 重傷者を最小限にすること．

③ 死亡者を出さないよう努力すること．

［ありうる被害］

① ベッドを床に完全に固定した場合は，ベッド上

の人は1m近く弾き飛ばされる．固定しなかっ

た場合でも，激しい揺れでベッド転落・シャント

穿刺針の抜針などの深刻な被害が出ることがある．

また患者監視装置上に固定せずに設置してあった

器物は，ベッド上の患者に落下・激突することが

ある．しかし建物が倒壊しておらずスタッフが迅

速に救護にあたれる状況であれば，よほど不運な

アクシデントが重ならない限り，死亡者にまで発

展する確率は低い．（カウンター設置型の患者監

視装置が，患者の頭上に転落した場合のみ死亡事

故がありうる）

② 患者はパニック状態であっても，揺れている間

は動くことすらできず，ベッド上で固まっている

以外の行動は不可能である．立ち上がることも，

回路を抜去して逃げようとすることもできない．

危険なのは揺れが収まってから，恐怖でパニック

を起こして立ち上がる，逃げ出すなどの行動に出

ること．

③ 耐震設計であっても建物の倒壊がありうる．
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（倒壊した場合については，別に分類する）

④ 患者監視装置とベッドが大きく動く．透析室の

一方の端（波に垂直方向）にベッドが全て寄って

しまうことになる．この時大きく動いてくるベッ

ドのために，フロアにいるスタッフがベッドに轢

かれたり，ベッドと壁などに挟まれたりして重傷

を負う可能性がある．ベッド上の患者は，柵など

をしっかり握ることにより，転落を免れてむしろ

安全である可能性が高い．

⑤ 蛍光灯の落下，窓ガラスの粉砕が起きる．天井

からの吊り下げ式のテレビは落下してくる可能性

がある（工事業者に要確認）．キャスター付のオ

ーバーテーブルに載せているテレビなどは，キャ

スターがベッドに引っかかって動かない状態（キ

ャスターで移動できない状態）になってしまい，

落下してくる可能性が高い．入り口ドアは間違い

なく壊れて，行く手を塞いでいる．

⑥ 断水・停電は確実に起こり長期間（72時間以

上～長いと1カ月程度）回復しないため，支援透

析は長期を想定する．被災地から遠隔地への避難

をどうやって実現するか，が重要．

⑦ 交通網は山道や海岸線のみならず市街地の幹線

道路でも道路の陥没・地盤の沈下などで中長期に

交通遮断されることが多い．また激しい交通渋滞

に数日間以上見舞われ，短距離の移動でも難渋す

る．鉄道は線路の切断，長い範囲にわたるゆがみ

に加え，駅舎の崩壊なども加わり，長期に運転休

止に追い込まれる．また線路上を列車が動いてい

る時間帯に地震が発生すれば，複数の列車が脱線

することがあり，運転休止は長期化する．飛行場

は点検目的で空港閉鎖などの措置が取られること

が多い．震度7では滑走路上にうねり，陥没など

が発生することが多いので短時間（半日～1日程

度）の空港閉鎖ではすまない可能性がある．

［対 策］

① まずスタッフが揺れの恐ろしさから立ち直るこ

と（数分かかるかもしれない）．揺れが収まるま

で，自分が無事でいられるように最大限の努力を

払うこと．立っていることもできないし，危険な

ので敢えて立とうとしない．負傷する患者が目の

前に現れても，揺れている間の救助活動は，そも

そもできないと割り切ること．どちらにしろ，揺

れの継続時間は1分以内なので，それから救助活

動を始めても必ず間に合う．

② 揺れが収まった後なるべく早く患者の精神的動

揺に対処する．揺れている間は身動きできないは

ずであるが，揺れが収まった後にパニックを起こ

して立ち上がったり，抜針し大出血したりする人

が出る可能性が高いため，まずそこから対処する．

地震の多くは1分以内であるが震度7の衝撃から

立ち直る時間が必要であり，大出血している人が

いる場合迅速に対応しないと死亡事故につながる．

③ 次にベッドに轢かれたり，あるいはベッドと壁

などにはさまれて重傷を負っているスタッフを救

助する．もし重傷を負っているスタッフの意識が

ないなど，より深刻な被害を被っている場合は，

患者よりも先に救助するべきである．負傷者に患

者とスタッフの区別はない．重傷度と緊急性のみ

が基準である．

④ 次に透析の中止を始める．激しい揺れとベッド・

患者監視装置の移動距離が大きいため，電源コー

ド・排水チューブなどが完全に破損してしまい，

返血回収は不可能となる可能性が高い．抜針ベル

ト止血・離脱用回路による離脱・穿刺針キャップ

による緊急離脱など，返血回収以外のいかなる方

法でもよいから離脱させる．（スタッフも患者も

パニック状態．あるいは重傷者の発生により大き

な精神的外傷を受けている可能性もある．このよ

うな場合，たとえ日常診療で実施して高度に習熟

している手技であっても，頭が真っ白になって何

も出来ない可能性がある，という想定のもとに対

策を考案する）

⑤ 確実に断水・停電となる．一度目の震度7に建

物が耐えたとしても，大きい余震で倒壊する可能

性もある．可能な範囲で安全に配慮し，緊急離脱

する．

⑥ 火災・建物の倒壊の危険性・海辺の施設の津波・

有毒ガスの発生など危険が目前に迫っている可能

性が高いため，まず室外の情報を収集する．避難

行動そのものが危険を伴う可能性も高いので，

「安全な対応は何か」をよく考慮すること．震度

6強までと異なり震度7の場合は建物のダメージ

がより大きいので，余震で倒壊する危険性を考慮
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に入れた上で決定すること．ある程度の危険を冒

しても，外へ出るという選択肢を迫られるケース

はありうる．

⑦ 施設の規模にもよるが，災害対策本部を設置，

またはリーダーを決めて指揮系統を確立すること．

災害後の透析継続は不可能であり，災害地域から

の避難方法の確立を目指す．

⑧ 安全な救急・救護のための応援を依頼すること

になるが，応援に来てくれる人はまずいないと覚

悟する．その場にいるものだけが力となる．事前

に考慮可能で有効な対策は殆どない．基本的には

その場でやれることをやる．

⑨ 活動レベルは救護．スタッフの救護も必要であ

る．多くは基本的救助も含まれる．

震度にかかわらず建物が倒壊した場合

建物が倒壊するか，しないかで，被害状況はまっ

たく違ってくる．この場合震度の違いはほとんど意

味がない．しかし建物の倒壊を経験した透析室はな

いので，ここから先も想像の産物でしかない．阪神

淡路大震災の記録などから推定した．交通網，ライ

フラインなどの透析室外設備についての被害・対策

などは各震度を参照．

［被害の防止目標］

① 1名でも多く生存者を救出する．

② 救護・救助活動に従事しうる職員を1人でも多

く確保する．

③ トリアージを迅速的確に行い，救命可能と判断

される重傷・重体者を死亡させないこと．

［ありうる被害］

① 完全倒壊という最悪の場合，全員救命不可能と

なる．

② 生存者が複数いたとしても，偶然生存空間に恵

まれただけという状況となる．救助・救護を行う

どころか，外部からの救助を待つのみという可能

性が高い．

③ たとえ外部のスタッフが迅速に救護にあたれる

状況であっても，救命できる人は少ない．

［対 策］

① 揺れが収まるまで，自分が無事でいられるよう

に最大限の努力を払うこと．

② 建物が倒壊時に生存していた場合は周りの状況

をよく確認する．次に，動いてよいと判断できた

ら生存者の確認を始める．重傷を負っていないス

タッフからリーダーを決定し，指揮系統を確立す

ること．

③ 人命最優先の対応・人命の救助に目標をしぼる．

しかし，人命救助から始めてよいか，それよりも

重体者の中で救命可能な人がいないか，判定する

こと．救命救助か，救護か，どの段階を優先する

かというトリアージから始まる．

④ 倒壊時は，医療活動は不可能である．医療活動

ができるところへ患者を移すことを考える．

⑤ 人命救助が終了，又は不可能という見通しとな

ったら，次に落下物による重傷，穿刺針の抜針に

よる大出血患者，ベッドからの転落患者の救助を

行う．パニックへの対応もこの段階で．

⑥ 患者監視装置は停止しているはず．血液を回路

ごとすべて放棄せざるを得ないはずであるから，

針をぬいてシャントをベルトで止血するだけの緊

急離脱を開始する．

⑦ 応援を依頼する余裕はない．応援を依頼される

側も壊滅的被害を被っている可能性が高い．今生

き残っているものだけが頼りであるという覚悟を

決める．

⑧ 事前に考慮可能で有効な対策は殆どない．その

場でやれることをやる．

⑨ 活動レベルは，救護．災害時応急救助も含まれ

る．建物が倒壊した場合は，活動レベルはもはや

救急ではなく，救護活動を含む救助となる．

津波に対して（震度にはかかわらず）

津波は大規模な火災と並んで最も大きな被害をも

たらす8）．地震そのものよりも恐るべきものである

ことを理解する必要がある．なお気象庁の津波に関

する警報・注意報の表を掲げておく（表1）．

［被害の防止目標］

① 津波による死亡者を出さないこと．
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［ありうる被害］

① 津波で死亡者が出るときは，そこにいる全員で

あることが多い．

② 木造建築物は，津波高さが2m以上あるとき，

建物ごと全て海へもっていかれる（表2）．

③ 鉄筋コンクリートの建物は，2階以上の階は10

mまでの津波に耐えるとされている（表2）．

［対 策］

① 震源地をまずテレビ（または気象庁HP）で確

認する．津波は震源地で発生する．震源地と自分

の施設との距離がどれだけあるか，が到達時間の

予想に非常に重要である．

② 震度と関係なく津波がくるという情報が入り次

第，海辺の低地の施設は透析の中止と，患者を避

難させることを検討すること．津波の到達時間も，

多くの場合予想可能である．

③ 震度が小さいからといって，津波が小さいわけ

ではない．遠い海で発生した巨大地震（スマトラ

島沖地震津波）による遠地津波では，震度の予想

を越えた津波が発生する．

④ 巨大津波が襲来するという情報（気象庁津波警

報・大津波・）が入り次第，迅速に緊急離脱を開

始し避難させる．秒単位の迅速さが要求される．

そのまま回路を抜いて，ベルトを2本まきつける

だけですぐ患者を逃がすこと．

⑤ 避難場所を必ず指定すること．時間的余裕があ

れば丘の上など高い場所．高い場所がなければ，

なるたけ海岸から遠ざける．時間的余裕がない時

は，鉄筋建築の2階以上の上層階．

⑥ 気象庁の発表する津波高さは潮位であり，現実

に海岸を襲う波の高さではない．地形によっては

1mと発表された津波が 5mとなって襲ってく

ることもある．1mだから逃げなくてよいのでは

ない．どの程度まで大きくなる可能性があるかは，

海岸ごとにまったく違うと言ってよい．

⑦ 津波を伴う地震は驚くほど規則的に繰り返す

（三陸沖・東南海南海沖・日本海中部北部など）

ので，海辺の施設，あるいは海から多少遠くても

海抜の低い所にある施設は津波について十分な学

習をする．
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表1 津波予報の種類

予報の種類 解 説 発表される津波の高さ†1

津 波 警 報

大 津 波
高いところで 3m以上の津波が予想さ

れますので，厳重に警戒してください．

3m，4m，6m，8m，

10m以上

津 波
高いところで 2m程度の津波が予想さ

れますので，警戒してください．

1m，2m

津波注意報 津波注意
高いところで0.5m程度の津波が予想さ

れますので，注意してください．

0.5m

†1「津波の高さ」とは，平常の海面から，津波によって高くなった高さのこと．
（気象庁ホームページ・理科年表2004より）

表2 津波と家屋の被害程度

1.木造家屋†1

（ア） 地上冠水厚さ＞2m―→家屋は完全流出

（イ） 2m＞同＞1m―→大破・全壊・流出が混じる

（ウ） 50cm＞同―→家屋被害なし．浸水のみ

2.鉄筋・鉄骨造り†2

（ア） 10m以下の津波にはもちこたえる

†1羽鳥徳太郎：津波による家屋破壊率．東京大学地震研
究所彙報，52;407�439，1984．

†2首藤伸夫：津波強度による津波形態と被害程度の分類．
津波工学研究報告，1994．



要 旨

平成18年度の診療報酬改定に対する透析医療施設

の対応，およびエリスロポエチン包括化の影響を調査

するために，平成18年7月に日本透析医会会員施設

を対象にアンケート調査を行った．その結果，医業収

入の低下により透析施設経営に大きな影響がでている

ものの，貧血管理に関しては，鉄剤の適正使用，透析

量の増加，透析液の清浄化等様々な努力により，エリ

スロポエチンの使用量を減少させつつも，適正に腎性

貧血の管理に努力している姿がうかがわれた．

はじめに

平成18年度の診療報酬改定は医療費全体で3.16％

と，透析医療機関が甚大な影響を受けた平成14年度

改定を超える規模のマイナス改定となった．さらに，

その内容も療養病床の診療報酬の大幅削減（医療区分

の導入）や，急性期病院におけるDPCの拡大，7：1

看護料の創設など医療提供体制に大きな影響を及ぼす

大規模なものとなった．

透析医療においても，透析医会，透析医学会からの

透析時間区分の復活や，透析液清浄化加算の創設等の

要望はまったく考慮されず，慢性維持透析患者外来医

学管理料の引き下げに加え，夜間・休日加算の減額，

エリスロポエチン製剤の人工腎臓点数（技術料）への

包括が行われた．またダイアライザーの区分の細分化

と価格改定が行われ，ダイアライザー使用状況の急激

な変化を招き，一部地域で欠品による供給停止に陥っ

たメーカーがでるなど，透析医療供給体制全般に大き

な影響が出た改定となった．

特にエリスロポエチンの包括化に関しては，中央社

会保険医療協議会（中医協）においても様々議論され，

その議論を踏まえ厚生労働省は「中医協医療技術評価

分科会において専門的観点から検証する」と，包括化

の影響を注視していくと伝えられている．

日本透析医会も貧血管理の推移に関して大きな関心

を持っており，常任理事会において，改定前後におけ

る腎性貧血の管理の変化，および透析医療施設の本改

定への対応に関してのアンケート調査を行うことを決

定した．アンケートは平成18年7月に実施された．

本稿ではその結果を報告するとともに若干の分析，考

察を加えてみたい．

1 調査対象，回答数（回答率），回答施設属性

平成18年7月に，日本透析医会会員である1,038

施設に対して，「平成18年度診療報酬改定に伴う透析

医療施設の対応，及びエリスロポエチン包括化に伴う

外来維持透析患者の貧血管理の変化に関するアンケー

ト」（別表）を実施した．482施設から回答が寄せら

れ回答率は46.4％だった．

有効回答が得られた465施設の透析ベッド数の平均

は37.37床であった．また施設属性としては病院227

施設（47.6％），有床診療所 116施設（24.3％），無床

診療所 134施設（28.1％）であった（複数の施設属性

を回答した施設あり）．

これは，日本透析医学会の調査による1施設の透析

エポ包括化に伴う貧血管理の変化 421

［実 態 調 査］

平成18年度改定に対する透析医療施設の対応，

及びエポ包括化に伴う貧血管理の変化

太田圭洋＊1 隈 博政＊1 山川智之＊1 鈴木正司＊1 小野山攻＊1 杉崎弘章＊2
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ベッド数が平均は24.9（2004年末）であることから1），

今回の調査は全国平均より大規模な施設が対象になっ

ているということができる．これは回答の約47.6％

が病院であることからも推察される．

2 貧血管理の変化に関しての調査

アンケート（別表）の問6において，施設における

通院維持透析患者の平均患者数，平均ヘモグロビン濃

度，平均ヘマトクリット，Ht30％未満の患者比率に

関して，診療報酬改定前後の2006年1月と6月の月

前半採血の結果を質問した．

アンケート回答に，1月と6月のデータが両方記入

されているものを有効回答とし，有効回答数は患者数，

Hb，Ht，Ht30％未満の患者比率それぞれで決定し

た．すなわち，Hbの記入の無いものでもHtが1月，

6月両月の記載があれば，Htに関しては有効回答と

して扱った．

1） 結果

結果を表 1，表 2に示す．外来維持透析患者のHb

値（g/dl）の単純平均は，平成18年1月の10.21か

ら平成18年6月の10.09に変化している．今回の調

査では，回答のあった施設の患者数は最低2人から最

高780人まで大きなばらつきがあるため，施設の患者

数の違いをより反映する加重平均も計算した．加重平

均では10.22から10.12への変化となった．

Ht値（％）は，単純平均31.64から31.23へ，加

重平均は31.61から31.31への変化であった．

施設のHt30％未満の患者比率（％）は1月が27.64，

6月が31.57であった．

図 1～図 3は，平均Hb値，平均Ht，およびHt30

％未満の患者比率に関しての結果をグラフにしたも

のである．

2） 分析および考察

上記結果からは，改定前後で平均値の推移で判断す

ると，若干のHb，Ht値の低下が認められた．統計

的にもt検定で有意差が認められた（p＜0.0001）．し

かし改定前後での変化は小さく，またどちらも日本透

析医学会のガイドラインの範囲内であり，おおむね適

切に貧血管理が行われていると思われた．

また，Htの平均値は改定前後で低下しているもの

の，その間，増加している施設もすくなからず認めら

れる．表 3に平成18年1月から6月の間にヘマトク

リット値が2ポイント以上変動した施設数を示す．ほ

とんどの施設は上下2ポイント以内の変化であり，2

ポイント以上変化があった施設は，Htが低下した施

設が30施設，上昇した施設が13施設であった．

Ht30％未満の患者比率に関しては，改定前の平成

18年1月の時点においても約3割の患者が，日本透

析医学会の腎性貧血のガイドラインである適正値

（Ht30～33％）を下まわるという結果が得られた．こ

れは日本透析医学会統計調査委員会により本年初めて

発表された貧血調査データでも，Hb10g/dl以下の

患者比率38.8％となっており，今回の調査と同じく

かなりの比率となっている2）．
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表1 アンケート回答数

アンケート送付数 1,038施設

回答総数 482施設

有効回答数 Hb 421施設

Ht 439施設

Ht30％未満の患者比率 440施設

表2 Hb値，Ht値の変化

平成18年1月 6月

施設の外来透析患者数（人） 100.02 101.37

Hb値（g/dl） 単純平均

加重平均

10.21

10.22

10.09

10.12

Ht（％） 単純平均

加重平均

31.64

31.61

31.23

31.31

施設内のHt30％未満の患者割合（％） 27.64 31.57
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図1 患者の平均ヘモグロビン値（g/dl）の推移

12.5以上

図2 患者の平均ヘマトクリット（％）の推移

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37以上

図3 Ht30％未満の患者比率の推移

90以上



どのような施設がHt30％未満の患者が多いのか，

比率が50％以上の施設の属性を分析してみたのが表

4である．平均の透析ベッド数は，回答全体の平均と

ほぼ等しいが，1施設あたりの外来透析患者数が全体

平均より少ない．また病院の比率が多いことから，重

症の患者を扱っている施設が多いのではと推察された

が，本調査ではそれ以上の検討は不可能であった．ま

たエリスロポエチンの使用に関しての，都道府県によ

る保険上の取り扱いの違いによる地域差が関与してい

る可能性も考えられたが，その点に関しても本調査で

は検討できなかった．

3 診療報酬改定に伴う透析医療施設の対応に

関しての調査

今回の調査では，平成14年に行った調査3）を参考

に，減額改定に対する各施設の経営改善のための対応

策の内容について調査するとともに，今回の改定の特

徴である夜間・休日加算の減額に対しての対応，及び

エリスロポエチン包括化に対しての対応に関しての質

問を行った（別表）．

1） 診療報酬改定による1カ月あたり医療報酬への

影響に関して

減少と回答した施設は375施設と全体の82.8％で

あった．不変が56施設（12.4％），増加と回答した施

設も22施設（5.0％）であるが存在した．平成14年

改定時の同様の調査結果3）がそれぞれ，83.2％，8.2％，

7.2％であったことから，前回改定時と同様，多くの

施設で減額改定となったことがわかる．増加した施設

22施設も，透析患者数の増加率が他施設と比較して

大きいわけではなく，増収は透析以外の医業収入の影

響だと考えられた．

2） 今回の改定に対しての経営改善・効率化に

関して

図4に結果を示す．回答が多かった順にあげると以

下のようになる．

ダイアライザーの変更・採用の見直し

278施設（57.7％）

医療材料・薬剤等の納入価格の引き下げ

273施設（56.6％）

エリスロポエチン使用量の削減 207施設（42.9％）

患者数の増加 172施設（35.7％）

人件費の削減 135施設（28.0％）

後発医薬品の利用 97施設（20.1％）

給与体系の見直し 57施設（11.8％）

医療材料・薬剤等の共同購入 44施設（9.1％）

ダイアライザーやエリスロポエチンなど医療材料や

薬剤関連でのコスト削減努力が上位を占めた．これは

前回平成14年時の調査も同様であり，診療報酬減額

への対応として，物品・薬剤関連分野で，多くの施設

が積極的に経営努力を行っていることがわかる．

人件費の削減を回答した施設は135施設（28％）で

あった．前回14年調査時でも27.2％とほぼ同じ回答

率であり，今回改定を乗り切るため，甚大な影響があ

った14年改定時とほぼ同率の施設が，人件費関連で

も対策を考えていることから，今回の改定が経営に大

きな影響を与えていることがうかがわれる．

人件費削減に関しては9項目の小分類があり，削減

された順に整理すると以下のようになる．

賞与の引き下げ 60（44.4％）

手当ての引き下げ 50（37.0％）

職員数の削減 44（32.6％）

非常勤医師数の削減 29（21.5％）

給与の引き下げ 24（17.8％）

常勤職員のパート化 20（14.8％）

就業時間短縮による人件費削減 13（9.7％）

非常勤医師の給与削減 12（8.9％）
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表3 1月から6月のヘマトクリット値変化

施設数（N＝439）

2ポイント以上増加

－2ポイント以上2ポイント未満

－2ポイント未満

13

396

30

表4 施設のHt30％未満の患者比率が50％以上の施設の属性

50％以上
の施設 全 施 設

施設数

平均透析ベッド数

病院数（構成比率％）

有床診療所（構成比率％）

無床診療所（構成比率％）

患者数

Hb（g/dl）

Ht（％）

88

32.57

47（52.8％）

22（24.7％）

20（22.5％）

79.61

9.20

28.24

440

31.23

227（47.6％）

116（24.3％）

134（28.1％）

101.37

10.09

31.23



部門委託による人件費削減 9（6.7％）

（カッコ内は人件費削減と回答した135施設に対す

る比率）

賞与の引き下げ，職員数の引き下げは前回調査時も

多くの施設が回答している．特に職員数の削減は，年々

重症化，重介護化する透析患者が増加している中にも

かかわらず，再度現場のマンパワーに手をつけざるを

えない改定の影響の深刻さが推察される．

3） 夜間・休日加算の減額に対する対応

今回の改定では夜間・休日加算の大幅な減額が行わ

れた．これに対し会員施設がどのように対応する予定

か質問した．結果を図 5に示す．「現状どおり」との

回答が371施設（90.0％）であり，多くの施設は今ま

でと同様に夜間透析に対応していくと回答した．しか

しながら 10施設（2.4％）が「廃止する」，21施設

（5.1％）が「縮小する」と回答しており，あわせて7.5

％の施設が，夜間透析に対してネガティブな対応を

考えており，今回の改定による加算減額の影響の大き

さがわかる．

また，夜間透析から昼間透析クールへ患者誘導を行

うと回答した施設は29施設（7.2％）あった．

4） エリスロポエチン包括化への対応

エリスロポエチン製剤の包括化に対して，エリスロ

ポエチン製剤の使用量，鉄剤の使用量，そのほか貧血

管理に関係する項目がどのように変化したか質問した．

結果を表5に示す．

エリスロポエチンの使用量に関しては，「減少した」

232施設（48.6％），「変わらない」243施設（50.9％）

であり，約半数の施設でエリスロポエチンの使用量が

減少したと回答している．それに対し，鉄剤の使用に

関しては逆に，「増加した」が 247施設（51.9％），

「変わらない」が225施設（47.3％）で，貧血管理に

関しては，多くの施設が，鉄剤使用の適正化によりエ

リスロポエチンの使用量の削減に努力していることが

わかる．

透析時間に関しては，452施設（95.0％）は「変わ

らない」と回答したものの，「延長した」と回答した
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図4 今回改定に対する経営改善，効率化

図5 夜間透析への影響



施設が23施設（4.8％）認められた．

透析血液量（Qb）は，「増加した」35施設（7.4％），

「変わらない」440施設（92.6％）であり，減少した

施設はなかった．

ダイアライザーの膜面積に関しては，「変わらない」

が422施設（88.5％）と最も多いが，「増加した」と

回答した施設が49施設（10.3％）あり，透析時間，

透析血流量と同様，透析量の増加によりエリスロポエ

チンの使用量を減らそうと努力している施設が一定数

あることがわかる．

透析液の清浄化に関しても，「変わらない」が417

施設（88.2％）に対し，「より清浄化をすすめた」と

の回答が56施設（11.8％）認められた．10施設に1

施設が，今回のエリスロポエチンの包括化に対して，

透析液の清浄化をすすめたと回答したことは，一定程

度，よりよい透析を促すインセンティブが，包括化に

より働いていることがうかがわれた．

そのほかのエリスロポエチン使用量減少のための取

り組みとしては，「食事・栄養指導の徹底」，「EPOの

より細かな使用量管理」，「ビタミンC，B12等の投与」，

「TSAT等をより細かくモニターできる環境の整備」，

「オンラインHDFの人数を増やした」等，様々な工

夫が回答された．一方少数ではあるが，「目標Htを

下げた」という回答も見られた（8施設）．

まとめ

平成18年度の改定では，夜間・休日加算の減額，

ダイアライザーの大幅な点数の引き下げ等，医業収入

の大幅な低下により透析施設経営に大きな影響がでて

いる．今回の調査では，多くの透析施設が人件費の削

減に踏みきらざるをえない厳しい経営状況の中にもか

かわらず，貧血管理に関して，鉄剤の適正使用，透析

量の増加，透析液の清浄化等様々な努力により，エリ

スロポエチンの使用量を減少させつつも，適正に腎性

貧血の管理に努力している姿がうかがわれた．
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表5 エリスロポエチン包括化に対する対応

エリスロポエチン

使用量

減少した

変わらない

増加した

232（48.6％）

243（50.9％）

2（0.4％）

鉄剤使用量 減少した

変わらない

増加した

4（1.0％）

225（47.3％）

247（51.9％）

透析時間 短縮した

変わらない

増加した

1（0.0％）

452（95.0％）

23（4.8％）

透析血流量（Qb） 減少した

変わらない

増加した

0（0.0％）

440（92.6％）

35（7.4％）

ダイアライザー膜

面積

縮小した

変わらない

増加した

6（1.3％）

422（88.5％）

49（10.3％）

透析液清浄化 より進めた

変わらない

56（11.8％）

417（88.2％）



別表
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平成18年度診療報酬改定に伴う透析医療施設の対応，及びエリスロポエチン包括化に伴う

外来維持透析患者の貧血管理の変化に関するアンケート

1.貴院の属性についてお答えください．

（ア） 貴院の透析ベッド数は 床

（イ） 1） □病院 2） □有床診療所 3） □無床診療所

2.今回の診療報酬改定により，一ヶ月当たりの医療報酬は前年同月と比較し

1） □減少した 2） □不変だった 3） □増加した

3.今回の診療報酬改定に対し，どのような経営改善・効率化を行いましたか（または行う予定ですか）．

1） □人件費の削減

（1） □職員数の削減

（2） □給与の引き下げ

（3） □賞与の引き下げ

（4） □手当ての見直し

（5） □常勤職員のパート化

（6） □部門委託（委託社員の雇用）による人件費削減

（7） □非常勤医師の給与削減

（8） □非常勤医師数の削減

（9） □就業時間短縮による人件費削減

2） □給与体系の見直し

3） □退職金制度の見直し

4） □医療材料・薬剤等の納入価格の引き下げ

5） □医療材料・薬剤等の共同購入

6） □ダイアライザーの変更・採用の見直し

7） □エリスロポエチン使用量の削減

8） □送迎等の患者サービスの削減

9） □透析クール数の削減

10） □透析時間の短縮

11） □後発医薬品の利用

12） □患者数の増加

13） □透析クール数の増加

14） □送迎等の患者サービスの新規開始・増加

15） □透析時間の延長

16） □処方回数の増加

17） □年間の生理検査の回数増加

18） □その他（ ）

4.今回の診療報酬改定での夜間・休日加算の削減についてお聞きします．

1） 貴施設では夜間透析を今後

（1） □廃止する （2） □縮小する （3） □現状どおり （4） □拡充する

2） 夜間透析から昼間透析クールへ患者誘導を

（1） □行う （2） □行わない
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5.エリスロポエチンの包括化への対応に関してお聞きします．

1） エリスロポエチンの使用量は全体として

（1） □減少した （2） □変わらない （3） □増加した

2） 鉄剤の使用量は全体として

（1） □減少した （2） □変わらない （3） □増加した

3） 透析時間を全体として

（1） □短縮した （2） □変わらない （3） □延長した

4） 透析血流量（Qb）を全体として

（1） □減少した （2） □変わらない （3） □増加した

5） ダイアライザー膜面積を全体として

（1） □縮小した （2） □変わらない （3） □増加した

6） 透析液の清浄化を

（1） □より進めた （2） □変わらない

7） エリスロポエチンの使用量減少のため，特別に行った施策がありましたらお答えください

（ ）

6.貴施設の外来通院維持透析患者のHb，Htについて，本年1月と本年6月の月前半採血の平均値をお答えくださ

い．（対象患者の変化，及び対象患者数が変化していても結構です）

また，全患者数のうち，Htが30％未満の患者比率をお知らせください．

06年1月 患者数 人 Hb g/dl Ht ％ Ht30％未満 ％

06年6月 患者数 人 Hb g/dl Ht ％ Ht30％未満 ％

ご協力ありがとうございました．7月18日までに，日本透析医会事務局までに同封の封筒にてご返送くださいま

すようお願いいたします．



要 旨

慢性的なドナー不足に陥っている日本の現状により，

海外渡航腎移植が増加している（平成17年度・厚生

労働科学研究費補助金・特別研究事業「渡航移植者の

実情と術後の状況に関する調査研究」）．渡航移植を受

けた患者自身は責められるべきではないが，死刑囚か

らの臓器摘出を行っている中国については，「臓器提

供の任意性が担保されない」という理由からWHO，

世界移植学会，日本移植学会も認めていない．日本国

内からの臓器提供を増やす以外に献腎移植の展望は望

めない．

1 渡航腎移植の実態把握

1） 方 法

2005年度に，日本臨床腎移植学会が行った腎移植

集計に登録された腎移植施設を対象とした．腎移植集

計センター登録施設（154施設）にアンケートを送付

し，統計処理を行った．

質問項目は，①現在の腎移植患者通院数，②渡航移

植通院患者数，③渡航先・移植施設，④斡旋・紹介に

ついて，⑤特記事項である．倫理面への配慮として，

患者個人が特定可能な質問は回避した．渡航国別人数

に関しては施設の判断に委ねた．

2） 結 果

138施設（90.0％）から回答があった．

① 136施設において8,297名の腎移植患者が外来

通院し，うち63施設において198名が海外で腎

移植を受けていた．

② 腎移植患者通院数が多い施設ほど渡航移植症例

を管理している傾向が見られた．通院数100例以

上の22施設で94名（47％）が管理されていた．

③ 渡航先は9カ国にわたり，中国，フィリピン，

アメリカ合衆国が最も多かった（図1参照）．

④ 渡航の際，渡航先が中国の患者において，斡旋

者・紹介者について回答のない例が多かった（図

2参照）．

2004年に日本移植学会が行った調査時と回収率

（57.9％）は異なるため単純に比較はできないが，

2004年調査時の渡航移植通院数は34施設107名であ

った．今回はアンケート回収施設率が90.0％と上昇

した（63施設198名）．しかしそれ以上に海外渡航者

数が107名から198名と，アンケート回収率以上に渡

航移植者数が増加していることが判明した．特に中国

での移植者数の増加が顕著であった．

帰国後死亡例については詳細不明である．また，渡

航先で術後死亡した症例に関しては，今回の調査方法

では把握できなかった．

3） 考 察

今回の調査は，2005年度に日本臨床腎移植学会が

行った腎移植集計に登録された腎移植施設を対象とし

た．腎移植の場合は，これらの登録施設以外でも外来
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診療を行っている可能性がある．つまり今回の調査方

法では補足率に限界があると思われる．

2 他の臓器移植での海外渡航の実態

1） 肝臓移植

日本肝移植研究会施設会員（123施設）にアンケー

トを送付し，統計処理を行った．120施設（97.6％）

から回答があった．

① 83施設において 2,982名の肝移植患者が外来

通院し，うち43施設において221名が海外で肝

移植を受けていた．

② 肝移植患者通院数が多い施設ほど渡航移植症例

を管理している傾向が見られた．通院数100例以

上の9施設で136名（63％）が管理されていた．

③ 渡航先は12カ国にわたり，オーストラリア，

アメリカ，中国が最も多かった（図3参照）．

④ 渡航の際，渡航先が中国の患者において，斡旋

者・紹介者について回答のない例が多かった．
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図2 斡旋の有無

図1 渡航先ごとの術後通院施設数



2002年調査時と回収率（62％）は異なるものの，

渡航移植通院数は28施設169名から43施設221名に

増加した．帰国後死亡例については詳細不明であり，

渡航移植患者の予後向上のためには今後の詳細な調査

が求められる．また，渡航先で術後死亡した症例に関

してはまったくデータがなく，調査すら困難である．

2） 心臓移植

これまで海外渡航心臓移植に関わってきた計17施

設（国内心臓移植施設7施設を含む）にアンケート調

査を行い，移植日，移植時年齢，原疾患，渡航国，移

植施設，生存・死亡，死亡例では死因・死亡日を調査

した．

① 1984年から2005年末までに103例が海外渡航

心臓移植を受けた．内訳は男が64例，女性が39

例であった．移植時年齢は，10歳未満が32例，

10～17歳が 22例，18歳以上が 49例であった

（図4参照）．

② 渡航先は米85例，ドイツ9例，英国7例，カ

ナダ1例，フランス1例で，日本の臓器移植法制

定後はイギリス，フランスでの受入はなかった．

わが国の「臓器移植に関する法律」は非常に厳格な

法律であり，国内で心臓移植を受けることのできる患

者でも，医学的緊急度が1であり，しかも2年近く待

機しなければならない．そのために，本研究の結果か

らわかるように，法的に施行不可能な体の小さな小児
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図3 渡航先ごとの術後通院施設数

図4 海外渡航心臓移植実施数の推移

（N＝103，1988.1～2005.12）



例だけでなく，多くの，体の大きな小児や，さらに

は成人が海外渡航心臓移植を受けている．なお，法施

行後2005年末までに海外渡航移植を希望し，医療施

設で検討された小児例は72例にのぼり，38例が移植

に至った．しかし，11例が渡航準備中に，11例が渡

航後待機中に死亡しており，必ずしも全員が移植の恩

恵に浴していない．

3 渡航移植調査の背景について

① WHO guidingprincipleの論理的限界と新た

なルール構築の必要

非血縁者間の臓器移植については，WHOguiding

principleで明らかにされている．すなわち，�血縁

者間の臓器移植を原則とし，非血縁者においては配偶

者など，血縁者に準じて取扱うことができる場合に限

定すること，�臓器売買の禁止，である．国際移植学

会，各国の移植学会などでも同様の考え方が採られて

いる．しかし，移植医療の一般化に伴い，文化的背景

の異なる国においては，必ずしもこの考え方を採らな

い状況が明らかになってきた．

② 生体間移植の拡大：geneticallyrelatedから

emotionallyrelatedへ

米国などでは，インターネットなどで臓器提供者を

求め，これに自発的に応じるなど，血縁者（geneti-

callyrelated）から，感情的縁者（emotionallyre-

lated）間での移植が一部では一般化するようになっ

てきた．

③ 生前の罪を本人死後の社会へのcompensation

（臓器提供）で償うべきとの考え

中国などでは，このような考え方が採られており，

臓器提供など社会への償いをしない場合には，葬式を

行うことができないなどの状況がある．

④ 臓器提供は社会への貢献であり，社会のfund

で補償されるべき

フィリピンなどでは，社会への貢献は，社会の資金

で報いるべきとの考え方が採られている．

⑤ 圧倒的な貧富の差

インドなど貧富の格差が大きな国では，腎臓1個の

提供で4人家族が10年間生活できる，あるいは企業

資金を得ることが可能であり，社会的慣習としてこの

ような犠牲をむしろ促進する状況がある．

⑥ 先進国の実情

程度の差はあるが，移植用臓器の不足は先進国共通

の問題となっており，移植機会をもとめて途上国で移

植を受けることは，公式・非公式を問わず一般化して

いる状況がある．

4 今後の海外渡航移植

2005年 10月にフィリピンのマニラで開催された

WHO移植会議において，中国の臓器移植件数が発表

された．1993年から2005年10月までに，腎臓移植

59,540例，肝臓移植6,125例，心臓移植248例，肺移

植15例，膵腎同時移植115例，肝臓・腎臓同時移植

43例，心肺同時移植11例とされる．移植医療機関も

2004年末で，公式には，心臓移植施設56病院，肝臓

移植166施設，腎臓移植348施設とされている．つま

り移植施設と症例数の増加に伴って海外からの移植数

も増加してきた．

その後一時的に海外からの移植を制限していたが，

2006年7月から再び中国国内の臓器移植施設の要件

を厳しくすることと同時に，中止していた海外からの

臓器移植も受け入れるようになった．

中国だけでなく，詳細な情報，ならびに情報の正確

性に対するバリデーションが，現時点では困難であり，

さらなる情報収集が必要である．

腎移植に関しては，今回の厚生労働科学研究費補助

金・特別研究事業の調査で全体像を把握することは困

難であった．その理由は，①腎移植では専門医以外の

医師が外来診療している場合もあり，腎移植の専門医

へのアンケート調査では限界があること，②渡航して

死亡した症例については情報を得られなかったこと，

③欧米以外の国への渡航移植では，インターネットお

よび仲介業者を介しての場合が多く，やはり腎移植の

専門医へのアンケート調査では限界があること，など

である．

それでは今，国内でのドナーがなく，切実に腎移植

を希望している透析患者に対し，腎臓内科医は海外渡

航移植を薦めるべきなのか？ 「やめなさい」と言う

べきなのか？ 私は後者の立場をとる．なぜなら欧米

以外の国からの帰国患者での重篤な合併症患者を散見

するからである．症例数が多く，設備が整っている移

植施設からの帰国者でも重症例を認めている．

渡航移植を受けた患者自身は責められるべきではな

い．また海外にて移植を受けざるをえない患者のため
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のルール作り，術後の的確なフォローの方法，医学的

バリエーションの構築と医療技術への還元方法等が必

要である．

しかし今，わが国で急がれるべきは国内のドナーが

あまりにも少ない現状の改善である．臓器移植法の見

直しは現時点で6年間以上遅れている．臓器提供施設

での，脳死患者の発生から提供手術までのハードルは

多くまた高い．やはり本質的に，「国内からの臓器提

供」を増やす以外に献腎移植の展望は望めない．

本報告は，平成17年度・厚生労働科学研究費補助

金・特別研究事業「渡航移植者の実情と術後の状況に

関する調査研究」の内容を抜粋，要約したものである．

各々の研究者名は以下である．

1 渡航腎移植の実態把握：高原史郎

2�1） 肝臓移植：江川用裕人（京都大学大学院・臓

器移植医療部）

2�2） 心臓移植：福嶌教偉（大阪大学医学部附属病

院・移植医療部）

3 渡航移植調査の背景について：長谷川友紀（東

邦大学医学部・公衆衛生学）
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要 旨

国際的に，在宅血液透析は1980年代に頂点となり，

その後漸減している．近年，透析患者の増加による透

析医療費の膨大化と，患者のQOL向上意欲の高まり

により，在宅血液透析が再び注目を集めている．しか

し，その伸びは決して著しい動きではない．わが国で

も，透析患者の中に在宅血液透析に対する関心は高ま

っている．その普及に力を入れる透析施設も漸増して

いるが，全体の動きになるためには診療報酬の改定が

不可欠と考えられる．

はじめに

在宅血液透析は1980年代に最も普及したが，その

後漸減し，1990年から2000年にはきわめて低い比率

に落ち込んでいた．米国では1985～1986年には在宅

血液透析が全体の約6％を占めていたが，1990年代

以降1％以下に低迷していた．オーストラリアでは約

半数近くが在宅血液透析であったが，漸減し，現在

12％程度になっている1）．

しかし，近年，在宅血液透析が再び脚光を浴びてい

る．国際的に透析患者が増えており，2002年にはす

でに100万人を超えている2）．各国の為政者は透析医

療費の節約効果を期待して，在宅血液透析を普及させ

ようと考えている．一方，患者側ではQOLの向上を

目指して在宅透析に関心を示すようになっている．イ

タリアのBuoncristianiら3～9）の連日短時間在宅血液

透析や，カナダのPierratosら10～17）の連日夜間在宅血

液透析が高QOLであるとの報告が，一層在宅血液透析

への関心を呼び起こす要因になっていると考えられる．

今回ここでは，国際的な，またわが国の在宅血液透

析の現状と今後の展望について述べてみたい．

1 国際的な在宅血液透析の現況

前述したが，1980年代後半から在宅血液透析は漸

減している．時期的に若干の差異があるにしても，国

際的にも（図1）1），また米国においても同じ傾向であ

る（図2）1）．その理由は不明であるが，1980年代の

米国における透析療法の普及状況では，通院するのに

数時間を要するような地域が多数存在したが，透析施

設の開設が進み，通院するための施設が充足するにし

たがい在宅透析を行う必然性が減ったのかもしれない．

また，働く女性が増えるにつれて，在宅透析の介助者

へのなり手がなくなったことがもう一つの要因かもし

れない．CAPDの普及も在宅血液透析の漸減する要

因になりうるが，図2に示す如く1），米国では在宅血

液透析が減少に向かう前に，すでにCAPDの普及は

頂点に達しており，その理由は考えにくい．

他方，ヨーロッパ，特にベルギー，オランダ，フラ

ンスなどではlow careunitが在宅透析やCAPD以

上に普及している（図3）18）．患者宅の近くにあり，

治療時間が指定できる自由があり，自己穿刺を始めす

べて自分で治療することが前提であるが，自分専用の

ダイアライザーを用いることが可能である．医師は常
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駐せず，透析専門看護師ではない一般看護師が8人の

患者のために1人配置される．なにか問題があれば，

クリニックから医師が駆けつけるシステムである．人

件費が低い分だけ治療コストも安くなり，病院透析＞

クリニック透析＞low care透析＞在宅透析の順であ

る．low careunitは自己管理透析ではあっても在宅

血液透析ではない．しかし，在宅血液透析のもつ自由

度と過度の自己負担の軽減化を考えると，このような

選択肢もありうると考えられる．

1） 米国，欧州の一般在宅血液透析

在宅血液透析については，1960年代より存在する

一般病院用ダイアライザーを用いて，家庭で介助者と

ともに行う在宅血液透析が一般的である．欧州ではド

イツのクラトリウムを始めとする在宅血液透析協会の

もとで，それぞれのシステムを作って運営されている．

米国では，ワシントン州にみられる在宅血液透析シ

ステムが先駆的で最も高比率になっている19）．これは

独自の介助者システムをもっている．訓練を受け，患

者と無関係である（親族ではない）介助者が職業とし

て介助し，主に1回38ドルを得ている（表1）．同時

期に1人最高4人までの介助が可能であり，介助料は

メディケアから支給されている．

フランスでは，介助者への支給は約24ドルであり，
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図1 1991年度と1996年度の在宅血液透析比率の比較

（ニュージーランド，オーストラリア，フランス，カナダ，オランダ，デンマーク，米国，チリ）

いずれの国においても，1991年に比して1996年度の在宅血液透析比率は低下している．

（文献1より）
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図2 米国におけるCAPD，CCPD，在宅血液透析，その他の透析，における比率の推移
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0

3

6

9

12

15

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Dialysis Patients (%)

Year

9.1

CAPD

CCPD

( ) = 80-84%

4.2

1.1
1.3

*

* Preliminary



その他，1カ月分の水道料，電気代，そして管理セン

ターへの電話代金が在宅透析NPOから支給される．

何処も粘り強い努力と積み重ねの中で地域独自の在宅

血液透析管理システムを形成しているといえる．

2） 短時間頻回在宅血液透析

週 6回，1回 2時間の短時間頻回在宅血液透析

（DHD）は週3回，1回4時間の週12時間と治療時

間は同じであるが，除去効率は高くなる．透析初期に

は尿毒素濃度が高いため除去効率が高く，週単位で同

じ透析時間でも，週3回透析よりも週6回のほうが尿

毒素濃度を低く維持できるからである（図4）．

Buoncristianiらが最も治療経験をもっている．そ

れによると週3回の標準透析（SHD）に比して，尿素，
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図3 フランスにおける各自己管理透析数の推移（1982～1996）

現在では，在宅血液透析，CAPDよりもlow careunitによる透析患者数のほうが多い．

表1 米国ワシントン州における在宅血液透析時間と

1回分の介助料

在宅透析時間
介助料金（ドル/1回）

肝炎（－） 肝炎（＋）

3時間以上，4時間未満

4時間以上，5時間未満

5時間以上

35

38

41

40

40

―

介助料はメディケアから支給される．
（文献19より）

図4 透析スケジュールと血清尿素窒素との関係

single-poolmodelを用いた尿素のkineticstudyにおいて，週12時間の血液透析を

行った場合に，透析頻度の高いほど治療を受ける患者の時間平均血清尿素窒素が最も低値

になることが示された．

Total HD = 12 hr / wk 



クレアチニン，尿酸などの濃度の低下4），貧血の改善4），

実質体重の増加4），高血圧の改善4），心肥大の改善6），

蛋白糖化（proteinglycation）の改善（図 5）7），そ

して，ヴァスキュラー・アクセス不全9）の改善などが

得られていることを報告している．

米国AKSYS社では，60lのバッチシステム透析液

供給装置を用い，80℃ の透析液によるダイアライザ

ー・血液回路の自動洗浄・消毒を行う簡便な在宅透析

システムを開発・普及させている20）．同じく米国の

Nextage社も滅菌バッグ入り透析液を用いた在宅血

液透析システムを開発・普及させている（図 6）21,22）．

後発のNextage社のシステムが急追し追い越してい

る．今後これらのシステムがどう普及するかが注目さ

れる．

3） 夜間緩徐在宅血液透析

Pierratosらの夜間緩徐在宅血液透析も，著しい血

清尿素，クレアチニン，尿酸値の低下10），実質体重増

加10），高血圧の改善10,11），過剰水の除去15），心肥大の

改善15），貧血の改善11），血清β2-microglobulin値の低

下（図 7）13），睡眠時無呼吸症候の改善12），ホモシステ

イン血症の改善14），そして，医療経済的優位性17）など
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図5 標準血液透析と短時間頻回血液透析との比較

図中左から11名の健常人，11名の保存期腎不全患者，そして，21名の非糖尿病血液透

析患者と11名の糖尿病血液透析患者を標準血液透析と週6回，1回2時間の短時間頻回

血液透析で6カ月間治療した時の夫々の検査結果を示す．Bはタンパク結合ペントシジン，

Cは遊離型ペントシジン，DはAGEペプタイドの濃度変化．健常人に比して腎不全，そ

して末期腎不全患者のAGE関連物質は有意に蓄積している．保存期腎不全よりも血液透

析患者において高く，非糖尿病，糖尿病性腎不全間に差はなかった．標準透析に比して，

短時間頻回透析により低下が認められた．（文献7を改変）



を示している．夜間睡眠中の透析であるので，管理セ

ンターのディスプレーで各透析条件が観察できるよう

にしてあり，穿刺針と血液回路の接続固定具の装備を

している．透析液流量を100～200ml/minと低下さ

せているので透析中の血圧低下は皆無であり，8～10

時間透析であるので効率は十分であるとしている．現

在，標準透析とのコントロール試験を行っているので，

その結果に注目したい．

2 わが国の在宅血液透析の現況

わが国の在宅血液透析は1968年には名古屋で始め

られており，すでに35年余の活動経験があるのみな

らず，その教育・訓練法と安全な管理に関する方法論

は確立している（表2，3）23）．名古屋を中心とした在

宅血液透析の長期実践により，在宅血液透析の透析効

率は通院施設透析よりも明らかに優れている（表4）24）．

また，日本透析医学会統計調査において，男性通院透
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図6 米国における新しい在宅透析機NxStageとAksysの在宅透析使用数の推移

(1) NxStage data as of December 31, 2005

(2) Based on Aksys public disclosure as of September 30, 2005
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図7 標準血液透析と夜間緩徐血液透析との比較

10人の安定した無尿血液透析患者を週3回，1回4時間の従来血液透析（CHD）と週

6回，1回8時間の夜間緩徐血液透析（NHD）で交叉的に治療し，血清と透析液のβ2�ミ

クログロブリン（β2�m）濃度を比較した．MidはCHDの2時間目，NHDの4時間目

を示す．NHD透析液中β2�m濃度の高さは，クリアランスの高さと低透析液流量による．

血清β2濃度は，CHDに比しNHDで有意に低値を示した．（文献13より）



析患者の生命予後に比して，在宅血液透析患者のそれ

は有意に良好であった（図8）24）．

しかし，保険医療における診療報酬に収載されたの

は1998年と遅く，かつその診療報酬の低さからその

後も普及が低迷する状態が続いている．すでに，米国

FDAで認可を受けたAKSYS社の装置が在宅血液透
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表2 新生会における在宅血液透析教育訓練内容

講 義 教科書 実 技 教科書

1.家庭透析における自主管理と心構え，家

庭透析について

2.脈拍･血圧・体温・体重測定

3.無菌操作

4.腎臓の構造と働き

5.腎不全

6.透析の原理，ダイアライザー，透析液

7.透析液供給装置，血液ポンプ，水処理装

置

8.透析条件の設定

9.透析中の合併症

10.透析中の異常・事故

11.食生活

12.栄養指導（栄養士）

13.シャント

14.透析に関する薬品

15.長期透析の合併症

16.検査データの読み方

17.物品・器材・装置の管理

18.日常生活上の注意

19.病院への連絡

20.ソーシャルワーカーの面接

2，3，7，8，10については実技時にも説明する．

A

A

A

B

B

B

B・A

B

B

A

B

B

B

A

B

B

A

A

A

1.脈拍・血圧・体温・体重測定

2.プライミング

3.透析の手順

①手洗い ②必要物品の準備

③ダイアライザー・血液回路のセット

④透析液供給装置の準備 ⑤透析液の作製

⑥無菌操作 ⑦開始・終了操作手順

⑧自己穿刺 ⑨止血方法

4.透析条件の設定

5.透析中の観察

6.血圧降下時の対処方法

7.透析カード・自己管理ノートの記録

8.異常・事故時の対処方法

①透析液濃度・温度異常 ②細菌繁殖

③透析液流量の不足 ④血流不良

⑤静脈圧上昇 ⑥穿刺ミス ⑦脱血

⑧膜破れ ⑨凝血 ⑩空気誤入

⑪体外循環法 ⑫誤抜去

⑬穿刺針の洗浄法

⑭ドリップチェンバーから空気を抜く方法

⑮ダイアライザー交換法

⑯停電・断水 ⑰災害の心得

9.その他の実技

①検体の採り方，郵送方法

②注射方法

③使用物品の後始末

10.調理実習（栄養士）

11.運動訓練（運動訓練士）

その他，家庭透析を行っている患者宅へ訪問

A

A

A

B

A

B

A

A

A

教育訓練期間約4週間
使用教科書 A：在宅血液透析ハンドブック（医学書院），B：透析ハンドブック（医学書院）
（文献23より）

表3 新生会家庭透析センターでの出張要請件数と

その内訳

年度
内訳

1981年
63名

1983年
65名

1995年
67名

内シャント穿刺ミス

外シャント返血不良

体調・気分不良

シャント不良

鼻出血

高Ｋ血症様症状

空気誤入

外シャント抜去

ダイアライザー凝血

その他

11

2

1

1

1

4

1

6

3

1

1

1

1

2

2

1

2

合 計 21 17 3

（文献23より）



析専用機として治験申請されたが，厚生労働省には在

宅血液透析専用透析機に関する基準がないとの理由で

却下されている．したがって，保険医療に承認される

以前の1980年代に，130名前後の在宅血液透析患者

がわが国に存在していたにもかかわらず，2005年も

なお127名に低迷している．

しかし近年，透析患者の中に在宅血液透析に対する

関心が高まっている．その関心は主にQOLが高く，

自由度が保証されていることからきていると考えられ

る．在宅血液透析研究会にも例年100名余の患者およ

び家族の参加が認められている．また，在宅血液透析

の訓練・管理を進めることを打ち出し，すでに複数名

の在宅患者を管理している施設数も全体からすれば一

部に過ぎないまでも，着実に増えている．さらなる参

画施設数を得るためには，診療報酬改定が不可欠であ

る．その努力は現在も進められている．

企業の在宅血液透析に対する姿勢も全体的には消極

的である．診療報酬における機器管理料は月8,000点

であり，在宅機器の点検・管理のための訪問コストも

含め，企業が要求する最低月11,000点に遠く及んで

いないからである．この面からも診療報酬の改定が望

まれている．しかし，新たな在宅用透析機の開発を積

極的に行っている企業が存在することも確かであり，

今後の販売・普及が期待される．
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要 旨

終末期医療への関心が医療者に限らず，国民的な関

心を集めつつある．これに鑑み，透析医が担当する透

析患者の終末期医療（ケア）にどのような意識を有し

ているかを，日本透析医会会員にアンケート用紙を配

布して回答してもらった．回答医師数は542名で，回

答率は 44.6％ であった．回答医師は 50歳以上が約

70％であり，20年以上の透析医療従事経験者が約62

％，病院・有床診療所勤務医が約73％を占めていた．

透析導入の可否や透析の中止に関する判断は，患者自

身の意向よりも家族のそれに影響される傾向を認めた．

医学部卒業前後の倫理的問題に関する教育・修練の不

十分さや，透析中止決定後のケア体制の不備が明らか

となった．終末期医療についての患者側との話合いに

は透析医の努力の形跡を認めたが，患者側の認識とは

乖離していた．倫理的な問題を検討してもらえる倫理

委員会を有する透析施設は著しく限定されていた．一

方，事前指示書に関する回答医師の意見はかなり分か

れていた．患者側も医療者側も受け入れられる充実し

た終末期ケアの内容を具体的に詰める以前に，前終末

期患者・終末期患者の受け入れ先（収容先）の確保に

苦労があり，この問題の大きな一つの隘路となってい

る．透析患者の終末期医療に関する意識調査の結果も

間もなく発表される予定であり，これを踏まえて「透

析患者の終末期医療の具体策」を日本透析医会の重要

な課題といたしたい所存である．

はじめに

「透析医療」は，末期慢性腎不全（CRF）患者に対

してその人となりの社会復帰を可能にするために目論

まれる治療法の一つである．透析医療は決して終末期

医療ではなく，透析患者は決して終末期患者ではない．

実際に透析療法を継続しながら，多くの人々が社会復

帰を果たしている．しかし，人の誰もが終末期を迎え

るように，透析患者もその例外ではない（表1）．

黎明期の透析療法を知る透析医にとっては，近年の

この領域の進歩・発展は著しいものであると感じるの

であるが，生体腎が持つ精緻で巧妙な機能をすべて代

行しうるわけではなく，経年的に種々の未解決の合併
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透析患者のターミナルケアに関する
医師の意識調査

大平整爾 杉崎弘章 山﨑親雄

keywords：ターミナルケア，透析患者の特異性，医師・患者の考え方，具体策

（社）日本透析医会

表1 維持透析患者終末期の具体的な病態

1.重篤な心機能障害（心筋梗塞）で持続性の胸痛があり，低血圧のためHDが著しく

困難な状態

2.糖尿病性腎症，閉塞性動脈硬化症，下肢に壊疽・感染さらに敗血症，心肺機能低下，

視力障害―→意識混濁

3.大きな脳出血または脳梗塞で意識喪失，持続的植物状態

4.末期慢性腎不全＋がん末期（摂食不能，全身倦怠感，腹水貯留，持続性の痛み）

血液透析の中止：一般的に1週間内外で死亡



症が出現してくる（図1）．透析患者が迎える終末期

（ターミナル・ステージ）に，どのようなケア（ター

ミナルケア）を行うことが患者本人にも医療者にも望

ましいのかについては，必要性が感じられながらこれ

までは表に出てくることは少なく，双方において密や

かに漠然と考えられるに止まっていた．

厚生労働省による2004年のアンケート調査によれ

ば，一般国民・医師・看護職員・介護施設職員の約

80％に及ぶ人々が，終末期医療について「非常に関

心がある」「まあ関心がある」と回答している1）．こ

のような社会情勢を反映してか，透析患者と担当医と

が直接この課題を話し合うことが昨今では必ずしも稀

有ではなくなっている．こうした話し合いを実りある

ものにするためには，個々の透析医がこの領域の諸問

題にどのような意識を抱いているかをまず詳らかにす

る必要があろう．今回のアンケート調査の目的はここ

にある．

1 透析医に対する「透析患者のターミナルケアに

関する医師の意識」アンケート調査

1） 調査方法

① 調査の主体：（財）統計研究会，（社）日本透析

医会および（社）全国腎臓病協議会の三者である．

② アンケート調査表：別表

③ アンケート送付先：（社）日本透析医会・会員

1,215名に対してアンケート調査表を 2006年 2
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図1 長期維持透析患者の主な合併症

QOL/ADL

ASO

図2 透析医療終末期対応に対する医師の意識

調査の主体：統計研究会，日本透析医会，全腎協

アンケート送付先：日本透析医会会員

アンケート回答率：44.6％（回答数＝542名）
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月28日に送付し，回答締切日を同年3月31日と

した．

④ アンケート回収率：回答は1,215名中542名で，

回収率は44.6％であった．

2） 回答した透析医の属性（図2）

① 年齢：50歳以上の医師が69.7％を占め，30歳

未満の医師は8.1％であった．

② 透析医療の経験年数：20年以上の経験を有す

る医師が61.9％を占め，5年未満者は4.6％と少

数であった．

③ 勤務先医療機関：病院と有床診療所が72.7％

であり，無床診療所は27.1％であった．実際に

終末期の透析患者を診る機会の多い病床のある医

療機関に勤務する医師の回答が多かったことにな

る．

2 設問に対する回答とその分析

1） 仮想例1について

�75歳男性．慢性糸球体腎炎と高血圧で末期腎不全

状態．現在，重症のアルツハイマー病で判断力なし．

嚥下・摂食困難な状態．事前指示書はない．家族から

透析導入の是非を問われた場合，担当医としてどう対

処するか．（透析導入の可否）�

分析Q1～5（図 3）：患者がこのような状態下で家

族に導入の可否を問われた場合，過半数（53.8％）の

医師が見送り（非導入）を勧める．しかし，患者の年

齢が50歳と若くなると，導入を勧める比率がやや高

くなる．Q3，4，5の回答からは，家族の意向が第一

義的に尊重されており，患者自身の意向の尊重を上回

っている．

2） 仮想例2について

�75歳男性．50歳時，糖尿病診断．60歳時，大腸

がん切除術．65歳で血液透析導入（1回4時間・週3

回）．現在，肺・脳への転移が判明．呼吸困難・食欲

不振な状態．腹水あり．高カロリー輸液中．死期が迫

っているが意思表明能あり．患者は延命措置を望んで

いない．家族は透析継続の判断を医師および患者本人

に委ねている．担当医としてどう対処するか．（透析

継続の可否）�

分析Q6～9（図 4）：癌末期の透析患者であるが，

この病態でもすでに透析療法が開始されていることを

反映してか過半数（51.8％）の医師が継続と回答して

いる．患者が55歳と若くなると継続率はやや高まる．

患者が中止を希望しても家族が継続を望めば，家族の

意向（55.2％）が尊重されている．患者・家族の双方

が中止を希望すると中止の回答は85.4％と高くなる．

3） 仮想例3について

�75歳男性．50歳時，糖尿病．65歳で血液透析導

入．2年前から健忘症．現在，重度のアルツハイマー

病と診断．判断力なし．事前指示書なし．透析中安静

を保てない．（透析継続の可否）�
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図3 仮想例1に対する回答

75歳男性，CGN，高血圧で末期慢性腎不全．

現在，重症のアルツハイマー病で判断力なし．嚥下・摂食困難．

事前指示（書）はない．（透析導入の可否判断）
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分析Q10～14（図 5）：この状態で家族に継続の可

否を問われた場合，医師の回答は継続44.5％で中止

26.4％であった．患者が若年であれば継続回答率は

50.5％とやや高まる．患者が事前指示で中止を希望

し家族が判断を医師に委ねた場合には，66.4％の医

師は中止と回答している．患者・家族の双方が中止を

希望する場合には，中止の回答率は87.1％に及ぶ．

4） 透析の見送り（非導入）または中止の判断にお

いて医師が助言を得る手段（Q15）

①先輩に相談する（25.1％），②透析スタッフに相

談（40.8％），③ケースカンファレンスで検討（36.2

％），④倫理委員会での議論（22.7％），⑤自分で結論

を出す（22.6％），⑥適当な相談先がない（15.5％），

⑦その他（13.8％）などと回答があり，飛びぬけて高

い項目は見当たらなかった．透析スタッフとの合議が

比較的多く認められた．「自分で結論を出す」が22.6

％であったのは，「出さざるをえない」状況下に透析

医が置かれているのかもしれない．

5） 倫理委員会の存在（Q16）

所属する病院や診療所にあるとの回答率は20.1％

に止まり，いくつかの診療所や病院で合同して組織し

ている倫理委員会は僅か1.7％であった．身近に微妙

な事例を討議してくれる倫理委員会を持たない透析医

が約80％にも及ぶのが，日本透析医療の現状である．
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図4 仮想例2に対する回答

75歳男性．50歳で糖尿病．60歳時，大腸がん切除術．65歳で血液透析導入．

現在，肺・脳外転移判明し腹水あり．高カロリー輸液中．患者は死期迫るも意思表明能あ

り，延命措置を望まず．血液透析の施行は可能．家族は透析継続の判断を医師・本人に委

ねている．（透析継続の可否判断）
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図5 仮想例3に対する回答

75歳男性．50歳の時，糖尿病．65歳でHD導入（1回4時間，週3回）．

2年前から健忘症出現し増悪．現在，重度のアルツハイマー病と診断．

判断力なし．HD中体動激しい．（透析継続の可否判断）
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6） 透析中止後の患者および家族に対する身体的・

精神的アフターケアの体制（Q17）

①十分に整っている（3.7％），②まあまあ整ってい

る（19.6％），③あまり整っていない（48.5％），④ま

ったく整っていない（27.3％）という回答であり，今

後に多くの課題を残す領域であることが明確化した．

7） 透析の非導入や透析の中止に関する判断をする

上で，受けた医学部教育や卒後研修は有用であっ

たか（Q18）

①十分（2.4％），②まあまあ（18.1％），③あまり

できたとは思わない（38.7％），④まったくできたと

は思わない（40.2％）．回答医師の大半は，過去に受

けた教育・研修が臨床現場における倫理的な問題の解

決に不十分であったとの認識を抱いている．

8） 平成 17年 1年間における透析非導入の経験

（Q19）

①あった（97名，17.9％），②なかった（81.4％）

と回答し，非導入の経験を持たなかった医師が大多数

を占めた．非導入を経験した医師の83.5％はその患

者数が1～2名であった．

9） 平成17年1年間において，透析が可能であっ

たにもかかわらず透析を中止した経験の有無（Q

20）

①あった（71名，13.1％），②なかった（81.4％）

であり，経験のなかった医師が大多数を占めていた．

非導入経験回答率よりはやや低率である．中止を経験

した医師の80.3％はその患者数が1～2名であった．

10） 認知症などで判断力を失った場合の治療計画

（透析の中止または継続など）について，患者か

ら意向が伝えられているか相談されたことがある
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表2 事前指示書についての医師の意見（n＝542）
（％）

そう思う まあ
そう思う

あまり
そう
思わない

まったく
そう
思わない

無回答

1.患者の気分や感情によって左右されることか

ら，信用することができない
10.3 34.9 44.6 9.2 0.9

2.患者にとっては，死を考えることになり，か

えって生きる意欲を低下させてしまう
9.6 20.3 52.2 17.2 0.7

3.治療の決定に関する家族の苦悩を軽減する
23.1 50.9 21.4 3.5 1.1

4.患者にとっては，具体的な場面を想定できな

いため，答えることが困難
24.7 45.2 24.7 4.4 0.9

5.透析中止と書いた場合，きちんとした治療が

受けられないと思う患者が多い
22.7 41.3 29.2 6.3 0.6

6.治療決定の際の医師の負担を軽減する
20.7 40.8 28.6 9.4 0.6

7.患者の自己決定が尊重される重要な機会を提

供する
37.8 49.6 8.7 2.4 1.5

8.多くの患者は，家族や医師に決定をゆだねた

いと思っており，患者の意向とマッチしない
9.0 34.3 47.4 8.1 1.1

9.家族の意向と異なっていた場合，家族との調

整が大変
41.3 40.4 15.7 0.9 1.7

10.「重度の認知症」とかが記載されていても，ほん

とうにそれに該当するのか否かの判断に迷う
21.6 51.8 23.2 2.6 0.7

11.透析中止と事前指示書に記載されていたとし

ても，透析が可能な状態でそれに従って透析

を中止することは医学の敗北である

7.2 14.0 48.3 29.7 0.7

12.その指示通りに行ったとしても，現状におい

ては家族から訴訟を起こされる危険がある
34.9 33.8 27.7 2.6 1.1



か（明文化されなくてもよい）（Q21）

①ある（19.9％），②ない（79.3％）．判断力の喪失

を予測して予め患者自身が意向を示しておく状況は現

段階ではきわめて少ないといえる．

11） 判断力の喪失した場合の治療計画について，

医師側から患者自身へ，または家族を通じて患者

の意思確認の働きかけをしているか（Q22）

①ほとんどすべての患者に（32.1％），②半分くら

いの患者に（3.9％），③一部の患者に（17.9％），④

患者の自主性に任せている（44.1％）．終末期医療の

あり方については患者自身の自主性に委ねている医師

が44.1％と最頻であるが，積極的な働きかけを約1/3

の医師が行っていることが判明した．

12） 判断力が喪失した場合の治療計画について，

患者と何時頃相談するのが適当であるか（Q23）

①透析開始時（34.5％），②開始後3カ月頃（24.2

％），③患者の相談を待つ（26.4％），④その他（13.7

％）．この事項については，回答医師の意見が分かれ

ている．医師側に真実を伝えたい気持ちと同時に，患

者の不安や落胆を避けたい気持ちが錯綜するからであ

ろうと推測される．

13）「事前指示書」についての医師としての意見

（Q24）

具体的な事前指示書の書式を提示していないため，

表2に掲げたように回答医師の意見はかなり分かれて

いる．事前指示書の効用として，①患者の自己決定権

尊重の機会，②治療決定に際しての家族・医師の負担

軽減があげられる．一方には問題点として，①指示書

の曖昧さ，②患者が中止後の治療に抱く不安，③患者

が具体的な場面を想定できない，④患者と家族との意

向の不一致，⑤指示書に従った場合の訴訟の懸念，な

どがあげられる．「事前指示書」なるものに対して，

現行のわが国の立法が確固たる立場を明らかにしてい

ないことに現場の医師の迷いと苦しみが垣間見られる．

「事前指示（書）」については，医療側と患者側に限定

せず社会的な論議が急務と考えられる．すでに「尊厳

死法制化を考える議員連盟」（中山太郎会長）から試

案が公表されているが（表 3），2005年6月に「安楽

死・尊厳死法制化を阻止する会」（原田正純代表）も

発足しており，十二分な検討が必要であろう．

3 考 察

透析療法におけるターミナル（終末期）ケアに関し

ては，2006年，今回の医師を対象とするアンケート

調査に呼応して透析患者自身に対しても行われている．

透析患者一般のこの領域への関心の広がりのほかに，

全腎協役員の方々による一般会員への啓発があったた

めであろうが，トラブルなく多数の回答が寄せられて

いる．透析医自身も，近年とみに増加傾向にある患者

の長期化・高齢化や，未解決で重篤な複数の合併症を

有する患者の増加などのために，終末期ケアを考える

機会が多くなった（図6，表4）．

この問題に対する透析医へのアンケート調査は，す

でに大平2,3），伊藤4），岡田5），Miura6）らにより行わ

れ，報告されている．今回のアンケートは三つの仮想

事例を含めて，透析医療に携わる医師に終末期ケアに

関する考えを改めて問うものであった．
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表3 尊厳死法制化を考える議員連盟の動き

2005年6月発足←→日本尊厳死協会が「尊厳死法制化」を求め請願（6月7日）

2005年11月 日医・日弁連・生命倫理学者・宗教界へアンケート7項目の骨子案を提示

（1） 何人も，末期の状態で生命維持の措置を受容すべきか否かを自ら決定する権利を

有する（死する権利の容認）

（2） 末期とは「合理的な医学上の判断により，助かる見込みがなく，死期が切迫して

いると認められる状態」をいう（末期の定義）

（3） 末期の状態で延命措置を拒否する事前の意思表示は15歳からできる

（4） 末期状態の確認は，担当医を除く医師2人以上で行う

（5） 本人の意思表示に沿った医師の行為には民事・刑事上の責任は問わない＝違法性

の阻却

（6） 生命保険契約上，自殺とみなさない

（7） 意識を回復する見込みのない「持続性植物状態」も末期に準じて扱う



今回のアンケート回答結果の総括をすると，以下の

ように考えられる．

① 三つの仮想事例に対する回答をみると，患者と

家族の意向が一致している場合にはその意向に従う医

師が多い．しかし，患者の意向が不明な場合，または

患者が透析中止を希望していても家族が継続を希望す

れば（あるいはその逆の場合でも），家族の意向に従

う医師が大半を占めていた．自由記載のコメントなど

を参照すると，事後家族との紛争を懸念していること

が予想された．

② 担当医が透析の非導入ないしは継続中止の判断

に迷う場合には，現にその患者に接しているほかの透

析スタッフに相談することが多い（40.8％）．院内倫

理委員会が存在する施設は，今回のアンケートで20.1

％と低率であり，このような問題で担当医を支援す

る院内外の協力体制の樹立が急務であることを感じた．

③ 透析中止後の患者・家族のアフターケア体制は

未だ著しく不備と言わざるをえず，将来に託された重

要な課題である．アメリカでは透析患者の多くがいわ

ゆるホスピスで終末期を過ごしており，透析中止死亡

患者の42％がそこで死を迎えているが7），日本では

緩和ケア病棟への透析患者の収容は，一般的に診療報

酬制度のために歓迎されず低率である．

医科点数表の解釈（平成18年4月版）によれば，

「緩和ケア病棟（入院料3,780点/日）は，主として末
・・・・

期の悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院

させ，緩和ケアを行う病棟である．上記以外の患者が

当該病棟に入院した場合には，一般病棟入院基本料の

特別入院基本料を算定する：575点/日＋加算428点

（14日以内の期間）．」とある．透析患者の緩和ケア病

棟入院では入院料は1日当たり低額となる．

④ 患者の生命の終焉に関する判断に対しては，過

去の医学部教育や研修が不十分であったと感じている

医師が大半を占めた．終末期医療に対する医学部教育

の不足は，Holleyら8）の報告にあるように，アメリカ

でも腎疾患医に認識されている．医学部教育の初期か

ら，医療倫理が学習されることが求められる．

⑤ 2005年に透析非導入や透析継続の中止を経験

した医師は，それぞれ17.9％，13.1％と回答があり，

少数派であった．調査期間を5カ年（1999～2003）と

した北海道透析医77名に対するアンケート調査では，

透析非導入経験率は46.8％であり，透析中止経験率

は63.6％であった9）．これら経験率の差異が調査期間

の長短によるのか地域差によるのかは断定できないが，

USRDSの資料（アメリカ）では，死亡例における中

止例比率に，州による格差が14.0～39.8％と明確に出

ている7）．

透析中止経験率の差異（13.1％ vs.63.6％）は，今

回のアンケートの設問に「透析が可能であったにもか
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表4 高齢透析患者の治療上の困難

問 題 点 件数 問 題 点 件数

1．重症患者の受け入れ先不足

2．HD中の不穏，体動など

3．ADLの低下（介護度の増大）

4．多彩な合併症

5．長期入院

6．意思疎通の非円滑・困難

7．服薬コンプライアンスの不良

8．通院困難

9．HD中の血圧不安定

10．患者の依存心

11．家族の非協力

62

55

49

49

42

38

38

32

29

29

27

12．うつ傾向，痴呆とその進行

13．患者と家族の意向の相違

14．病態に対する患者・家族の不理解

15．排便調整困難

16．単身生活患者の増加

17．透析だけに生きている

18．ブラッドアクセスの不調

19．一人暮らしの患者の自己管理不良

20．褥瘡の発生とその治療の困難

21．重症に関わらず入院の拒否

25

22

21

19

16

9

8

8

6

2

回答医師数77人，複数回答
（大平整爾:日透医誌，19（2）;324�346，2004より）

図6 透析治療とその対象患者の変貌

1）人口の高齢化 ⇒ 複数の臓器機能障害 ⇒ LTAC*

↓
医療費の高騰

2）高度精密機器 ⇒ 人的交流の希薄化

3）生活様式の変化 ⇒ 疾患構造の変化

*Longterm acutecare（長期に渉る急性期医療）

⇒慢性疾患に急性疾患が合併する

（大平）



かわらず，透析を中止した経験」という条件が付加さ

れたためであろうと推測される．2004年に15,000人

の透析患者が透析継続の中止で死亡し，これが透析患

者死亡の 22％ に相当するアメリカで，透析中止が

・relatively common among dialysispatients・10）

と認識されている状況とは異なることを強く感じた．

しかし，自由記載のコメントからは，少なくない日本

人医師がこの問題に苦悩していることがうかがわれ，

透析継続の中止は別にして，透析患者の終末期医療に

苦慮していると推測された．

⑥ 終末期医療に関する医師と患者・家族との話し

合いは，「ほとんどすべての患者」「半分くらいの患者」

「一部の患者」を加えると53.9％と過半数に達し，こ

の点に関心を寄せる医師が多いことが判明した．ただ

し，同時期に全腎協会員（透析患者1,891名）から得

られた回答結果とは相当な乖離が認められた．すなわ

ち，「終末期医療に関する担当透析医から患者への希

望聴取の有無」という設問には，「あった」2.6％，

「なかった」93.0％，「無回答」4.3％と回答されてい

る．回答医師が必ずしも回答患者を担当していないこ

ともあろうし，また医師のこれに関する言葉遣いが曖

昧模糊・漠然としているために，当該患者が終末期ケ

アについて話し合われているとは受け止めていないこ

とも懸念される．詳細は「終末期ケアに対する透析患

者の意識アンケート調査」の解析を待ちたい．

⑦ 終末期医療を何時患者と相談するかについては，

回答医師の意見は分かれた．平素の日常的な会話の中

で，自然にこの課題が話し合われることが最も好まし

いのであろうが，突き詰めた論議を要する課題である．

⑧ 「事前指示（書）」に関する回答医師の考え方も

様々であった．Holleyらの報告10）では事前指示書を

記した患者でも，人工呼吸器・経管栄養・心肺蘇生・

透析の中止についての記載率はそれぞれ，68％，55％，

43％，31％に止まっており，患者・家族や医師が終

末期ケアを話し合うとしても，具体的な事項にまで及

ぶことの困難性を示している（表5）．我が国におい

ては，まず事前指示（書）の理念・効用を，患者・家

族並びに医療者が理解したうえで，その先に進むべき

ことが重要であろう．

4 終末期医療の抱える課題

1） 慢性腎不全確定診断後の治療方針決定

これは医療者側からの適正な説明，および医療者側

と患者・家族間の質疑応答を経て，患者が主体的に決

定すべき事項である．とは言え，患者（側）がすべて

の事項を自主的に決めかねる事態も少なくはなく，し

たがって，両者の「共同の意思決定」（shareddeci-

sionmaking）とすることも容認されよう．

確定診断後の選択肢は，「透析導入」か「透析非導

入」かの二つになる．患者自身に判断力があるか否か，

然らざれば事前指示（書）を残しているか否かによっ

て考慮事項は異なってくるが，この間の事情を図7に

提示した．一方，患者が一旦透析療法を受諾してこれ

が開始された場合でも病態や心境に変化があって，

「透析継続の中止」が検討されなければならない事態

が時に生じる．この場合でも，患者の判断力および事

前指示（書）の有無が問題となる（図8）．わが国で

は事前指示を残している患者はきわめて少なく，この

ため代理判断となるが，これには曖昧さと困難性が常

に付きまとうため，医療者側と家族側に慎重な対応が

求められる．

2） 透析患者の終末期の捉え方

透析患者がきわめて重篤な病態に陥って透析を施行

できなくなった場合，患者の大半は透析中止後1週間

内外で死に至る1）．したがって，当該患者が安寧な死

を迎えるためには，図9に示した前終末期からのケア

を事実上考慮する必要があると考える．

さらに具体的に区分すれば，自力歩行・自力摂食が

次第に困難になる段階から終末期に患者が陥ったこと

を考慮し，①余命数カ月から6カ月を前期，②余命数

週間を中期，③余命数日を後期として，それぞれの時

期に適切なケアを実施していくことが求められる．②
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表5 透析中止に対する患者の意向を誘出するうえでの

事前ケア計画上の課題

1.調査対象患者：HD患者400名（WV，NY）

2.事前指示書（AD）保有率：51％

3.終末期ケアに関する具体的な内容の話し合い

永続的昏睡時において

AD非保有者 AD保有者

（1） 人工呼吸器 41％ 68％

（2） 経管栄養 35％ 55％

（3） 心肺蘇生 25％ 43％

（4） 透析の中止 18％ 31％

注） 米国透析患者の22％は死亡前に透析中止（USRDS，2005）
（HolleyJL,etal.:Am JKidneyDis,33（4）;688�693,1999）



および③の具体的な病態の例として，表1があげられ

よう．

3） 終末期患者との意思疎通

終末期を迎える患者並びに現に終末期にある患者と，

終末期医療を具体的に話し合えるか．朝日新聞（平成

18年5月4日版）によれば，全国の中小病院（50～

300床）において，終末期患者への延命処置に関する

希望確認は15.2％に止まっているという．患者・家

族・医療者・社会に deatheducationが一層望まれ

るのである．患者が終末期医療に意向を示した場合，

医療側および社会一般が当該患者・家族をどのように

支援・助力していけばよいのか．この課題の重みも大

きく，先行しているホスピススタッフによる癌終末期

ケア（緩和ケア）の経験の蓄積を生かすことができる

ことを強く希望するのである．
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図7 慢性腎不全確定診断後の治療選択

( informed choice )

(

9

図8 透析中止に対する取り組み方

AD AD

F & D 

AD : 

( )

HD



4） 終末期患者の終の棲家

図9に提示した患者が前終末期に至ると大半の患者

は通院が困難となり，入院先が必要となる．しかし，

実情は種々の要因のため透析単科の施設からの転入院

には困難がある（図10，11，表6）．中澤らの調査11）

（全国609透析施設）では，「紹介先が十分に確保でき

ている」のは19.4％に止まり，「紹介先がなく苦慮し

ている」施設が37.1％に及んでいる．

2006年の医療制度改革によれば，2011年に「介護

療養型病床」は廃止され，「医療療養型病床」は削減

されることに決定している．現在38万床ある療養型

病床は15万床に激減すると，予測されている．従っ

て，良質の終末期ケアを実際に行う前に，患者の居場

所という問題が大きく立ちはだかっているのが現況で

ある．患者と家族が在宅ケアを希望した場合には，①

透析形式の変更（血液透析から腹膜透析），②介護者
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図9 透析導入から命終焉までの過程

QOL, ADL

Grief Care

図10 透析患者の転院先

（中澤ら：日透医誌，21（1）;161�169，2006）

特老
7.4％

老健
10.6％

急性期病院
17.4％

療養型病院
34.7％

a：療養型病院 b：急性期病院 c：老人保健施設 d：特別養護老人ホーム e：療養型診療所
f：グループホーム g：ケアハウス h：有料老人ホーム I：その他

表6 入院中で通院困難な透析患者（退院不可能）

なし：170施設（28.2％） 内161施設は無床診療所

あり：432施設（71.8％）

有床施設のほとんどは将来外来通院できない患者を抱えている

（中澤ら:日透医誌，21（1）;161�169，2006．）



の存在，③透析スタッフを含めた医療者による往診応

需体制，④家族の支援体制などが十分に整えられるこ

とが肝要である．

5）「無益な治療」論争12）

①成功率がきわめて低い治療，②患者のQOLの向

上を期待できない治療，③医療費に見合う成果を期待

できない治療などの観点から，この問題が論じられて

いる．①については，その線引きや判断に困難が伴い，

患者自身は「救急救命期待権」を有するものである．

②では持続性植物状態をどう理解するか，生命の質を

どう捉えるか，患者や家族の意向をどのように満足さ

せるのか．③は限定された医療資源をどのように適正

に配分するのか，保険診療報酬上の制限を克服できる

のか，医療経営上「経費と労力を効果の期待できる患

者へ向けること」が容認されるのか，等々の問題が湧

出してくる．

人の生命終焉に際して最大限に尊重されるべきは死

に至る本人の希望と意向であろう．しかし，患者の自

己決定（権），それを死守すべき家族と医師の立場，

これに関連する経済的な諸問題が複雑に絡み合って早

急な結論を出しえないでいる．

6） 良好な透析患者終末期ケアを阻んでいる諸要因

複数の要因が輻輳しているものであるが，以下のよ

うに要約できる13）．

① 患者・家族および医師が「死」「終末期」など

を話題にすることを回避する傾向

② 医師およびその他医療職の終末期医療に対する

教育・訓練の不足

③ 医療職と患者・家族との接触時間の少なさ

④ 医療職の労働過多・多忙さ

⑤ プライバシーを保てる空間の少なさ

⑥ 転入院などのため，患者と医療職との長期的な

信頼関係を樹立することの困難性（担当医療者の

交代）

⑦ 倫理的な問題に対して，透析スタッフを支援・

助言する体制の不足

⑧ 治療介入や介護に関わる費用の出所

⑨ 慢性病態に加えて複数の急性病態の合併

⑩ 透析を継続しなければ死に至るという透析患者

の特殊性

⑪ 患者の意向に従うことに対する，および代理判

断に対する法的整備の遅延

⑫ 終末期ケアに対する社会一般の理解不徹底

これらの諸項目に対して今後，具体的な論議と提案

が社会全体としてなされることを強く望みたい．

おわりに

（社）日本透析医会会員の医師に対して「透析患者

のターミナル（終末期）ケアへの意識」をアンケート

で行った調査結果を報告し，これに小考察を加えた．

この問題に関して透析医全般が次第に大きな関心を寄

せてきていることが感じられたが，理念と実際面で未

だ多くの課題が山積みしていることも明らかとなった．

良好で望ましい透析患者への終末期ケアを可能にする

ために幾つかの問題提起を行ったが，今後一層具体的

な行動を取るべきことを痛感した．ご回答をお寄せ下

さった会員各位に，深謝いたします．
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図11 外来通院が困難となる理由

（中澤ら：日透医誌，21（1）;161�169，2006）
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要 旨

EBMを実現するために，医療研究者は様々な情報

源の中から，どの証拠が科学的に最も信頼性が高いか

を判断することが要求されている．その判断をする上

で，統計学は決定的に重要な役割を果たす．しかし，

統計パッケージの普及によって統計手法が高度化した

ことが，皮肉にも論文における統計手法の誤用をまね

くようになった．現在では医療関係者が高度化した多

様な統計手法のすべてを理解することは不可能であり，

多くの統計手法を医薬研究で適切に使いこなすために

は，生物統計家との共同研究が必須である．

はじめに

・クスリ・を後ろから読むと・リスク・になる．この

ことが象徴するように医薬品を適正に使えば，人の生

命を救い，生活の質QOL（qualityoflife）を大幅

に向上させることができるが，使い方を間違えると副

作用が生じ，薬害をまねくことは，過去に繰り返され

てきた不幸な薬害の歴史が物語っている．医薬品を適

正に使用するためには，有効性と安全性に関する正確

な情報が必要である．

診療ガイドライン（clinicalpracticeguideline）は，

予防から診断，治療，リハビリテーションまで患者の

持つ臨床症状に応じて，適切な判断を支援する目的で

体系的に作成された文書であり，診断・治療を適切に

行うために最も重要な情報源である．現在，世界各国

の様々な機関から診療ガイドラインが公表されている．

このような国際的な各種疾患の治療ガイドラインは

EBM（evidence-basedmedicine）に沿う方向に進ん

だ．現代医療が基盤とする西洋医学は，元来，科学的

なエビデンス（証拠）を重視するところにその本質が

ある．しかし，それにもかかわらずこの10年ほどで，

科学的根拠に基づいた医療を行おうという主張がたい

へん盛んになってきた．この根底には，近年，科学的

な臨床試験と疫学の方法論が確立，普及したために，

治療医学におけるエビデンスの中身が充実して，その

質が高まってきたことにある．

しかし，EBMを実現させるためには大きな障害が

ある．それは医療に関するエビデンスの氾濫である．

医薬ジャーナル，インターネット，新聞テレビ等のマ

スメディアから発信される医療に関する情報量は莫大

なものである．したがって，医療研究者にはピンから

キリまである様々な情報源の中から，どの証拠が科学

的に最も信頼性が高いかを判断することが要求されて

いる．その判断をする上で，統計学は決定的に重要な

役割を果たす．しかし・クスリ・が・リスク・を伴うよ

うに，統計学にも功罪の両方がある．

1 エビデンスの価値の検討

具体的な例に基づいてエビデンスの価値について考

えてみる．図1は，わが国における男性の肺癌の罹患

率1）と携帯電話の契約台数の1989～1996年の経年変

化を示している2）．罹患率は年齢の違いを調整した人
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口10万人当たりの気管・気管支および肺の悪性新生

物の罹患率を表し，普及数は単位を万とした携帯・自

動車電話サービスの総契約数（NTTドコモグループ

およびNCC21社の合計）を表している．

図1より肺癌の罹患率は年とともに増加傾向にあり，

年に対する相関係数はr＝0.74（p＝0.03）と有意な正

の相関がある．同様に携帯電話の普及数も r＝0.82

（p＝0.01）と年とともに有意に増加している．次に携

帯電話の普及数と肺癌の罹患率の相関係数を計算する

とr＝0.91（p＝0.002）と非常に高い正の相関がある．

確かに1992年を除いて，携帯電話の普及数と肺癌の

罹患率がほぼ同様なパターンで増加している．

このように，複数の指標の時間的変化を調べて，指

標間に相関がないかを調べる研究を経年的な相関研究

（timetrendstudy）とよぶ．しかし本当に携帯電話

の普及が原因で肺癌が増加したのだろうか？

別の例を示す．図2には，いわゆる援助交際による

補導数と携帯電話の契約台数の経年変化を示してい
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図1 肺癌の罹患率と携帯電話

r＝0.91

図2 援助交際と携帯電話

r＝0.96



る3）．補導数は，正確には「遊ぶ金欲しさ」を動機と

する性の逸脱行動で補導・保護した女子少年の数を示

している．図2より，二つの指標とも1993年を境に

して急激に増加していることがわかる．補導数と時間

との相関係数は補導数がr＝0.81（p＝0.01）と有意に

増加していることがわかる．また補導数と携帯電話の

契約台数の相関係数はr＝0.96（p＝0.001）と非常に

強い相関があり，図2からもほぼ経年的パターンも同

様であることがわかる．

この相関は肺癌の場合と異なり，解釈が可能である．

女子中学生や女子高校生が援助交際を行うためには，

親に内緒で，相手からの連絡を受けとるための手段と

して携帯電話は不可欠なためである．

2 相関と因果関係

統計解析の結果は肺癌でも援助交際でも，携帯電話

の普及数との相関係数は0.9以上と高かったが，前者

は医学的には考え難い関連，後者は必然的な関連であ

った．実はこのような相関解析では，因果的な関係が

なくても有意な正の相関がみられることが多々ある．

ほかの要因の影響によって見かけ上相関が生じるため

である．

この例では，1990年代は年とともに医療環境の変

化により肺癌の罹患率が，技術の進歩に伴うコスト低

減により携帯電話の普及数が増加傾向にあり，見かけ

上同じようなパターンで変化したようにみえただけで

ある．実際には類似したパターンに見えるように，著

者は意図的に工夫した．図1では，肺癌の罹患率に対

する縦軸の原点をあえて図上に示していない．それは，

肺癌の罹患率の変化を大きく見せ，携帯電話の普及数

と関連が強いように見せるためである．

相関があるということは直線的に変化するというこ

とで，あまり大きな変化でなくても直線的であれば有

意になる．1990年以前の携帯電話の数が実質的に0

だったのが，わずか8年間で2,000万台に普及したの

に対し，肺癌の罹患率は1989年から1996年の間で，

人口10万人当たり53.0人から55.6人に増えただけ

で変化の絶対値は大きくない．すなわち携帯電話の数

に比例して肺癌の罹患率が増加しているわけではない．

もし肺癌の罹患率の縦軸を0からスタートさせていれ

ば，肺癌の罹患率と携帯電話の数が同様のパターンで

増加したようには見えなかったはずである．これに対

して図2では，携帯電話の普及が本格化する1993年

以前は補導数が1,000人前後であったが，それ以降，

携帯電話の数にほぼ比例して，補導数の1993年との

差が増大している．1993年以降では，補導された理

由がおそらくそれ以前とは大きく異なっているはずで

ある．

3 研究デザインとエビデンスとしての価値

経年的な相関研究は新しい医学的仮説を提唱するた

めに有用で，実際に気管支拡張作用を有するβ刺激薬

と喘息死亡との関連がこの方法によって検討された．

この研究デザインは年ごとの集計されたデータのみで

可能なので，簡便で費用がかからないのが利点である．

しかし，肺癌の例のように因果関係がなくても相関が

生じることがあるので，残念ながら研究結果のエビデ

ンスとしての価値はあまり高いとはいえない．また個

別データが得られていないので，後述の交絡因子の調

整などの複雑な評価も不可能である．

それではどのような研究を行えば，より強いエビデ

ンスが得られたのだろうか？ 医学的にはあまり意味

がないが，肺癌と携帯電話の関連を例にとって説明す

る．見かけ上同じようなデータが得られたとしても，

エビデンスとしての価値は研究デザインによって大き

く異なる．最も強力な研究デザインは無作為化臨床試

験を行うことである．無作為化ではコインを投げて表

が出れば携帯電話を与え，裏が出れば与えないという

ように研究者が携帯電話の使用を確率的に決定する．

無作為化を行うことによって，比較する二つの集団が

類似し，公平な比較が可能になる．しかしこのデザイ

ンの実現は現実には困難である．現在では携帯電話の

普及率が80％を越えており，5割の確率で携帯電話

が使えなくなれば，研究に参加する人はいなくなるか

らである（ある程度の高齢者に限定すれば可能である

かもしれない）．

無作為化を行うのが難しいのであれば，次善の策と

してある集団について，携帯電話の使用状況を調べ，

肺癌の発生状況を追跡調査することが考えられる．こ

の方法をコホート研究とよぶ．コホート（cohort）と

は英語で集団を意味する．現在では，携帯電話を持っ

ている人がほとんどなので，単に使用の有無でなく，

使用量（通話時間・料金）と肺癌発生率の関連を調べ

たほうが望ましいといえる．ただし，無作為化を行っ
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ていないので，二つの集団が類似していない可能性が

ある．たとえば携帯電話使用群は年齢が若く，非使用

群は高齢の人が多くなることが予想される．また年齢

が上がるにつれて肺癌の罹患率もあがる．すると携帯

電話と肺癌に関連がなくても，携帯電話使用群のほう

が罹患率の低い若年者が多いので，見かけ上，肺癌の

罹患率が低くなる．しかしこれは携帯電話ではなく，

二つの集団の年齢分布の違いが原因である．

年齢のように，携帯電話の使用と肺癌の両方に交じ

って絡んで，携帯電話と肺癌の関係を歪めてしまう因

子を交絡因子とよぶ．無作為化を行えば，二つの集団

で年齢分布がそろうので交絡は起きないが，コホート

研究では交絡因子の影響を考慮した評価が必要である．

また無作為化臨床試験，コホート研究では莫大な費用

と時間が必要である．肺癌の罹患率は，前述のように

10万人あたり年間約50人だから，かなりの人数を長

期間追跡しない限りは肺癌の罹患数は少なく，罹患率

を精度よく推定できない．また携帯電話が肺癌の罹患

率を上げるとしてもその影響はそれほど大きくはない

はずであり，その違いを検出するには膨大な数の研究

対象者を追跡する必要がある．さらに研究の費用の大

半を，肺癌を起こさない大多数の人の追跡のために費

やすことになるので効率的とはいえない．

これに対し，ケース・コントロール（症例・対照）

研究と呼ばれる方法がある．これはすでに肺癌が発生

したケースと，肺癌を起こしていないコントロールで

携帯電話の使用状況を比較するものである．ケースの

ほうで使用率が高ければ，肺癌と携帯電話の関係が示

唆されることになる．すでに存在しているデータを使

うので，新たな追跡の必要がなく，短時間で結果を出

し，また肺癌を罹患した人を選択的に抽出するので，

費用を抑えることができる．ただし，ケースに対して，

適切なコントロールをどのように選ぶかが重要な問題

になる．通常は肺癌をおこしたケースと年齢・性別が

等しいコントロールが選択される．また肺癌では喫煙

が重要なリスク因子になるので，喫煙の有無も揃えた

ほうがよいと考えられる．

ケース・コントロール研究では時間を過去にさかの

ぼって，携帯電話の使用状況を調査するので情報バイ

アスが問題になる．たとえばすでにケースが肺癌で亡

くなっていたとすると，携帯電話の使用状況を家族に

聞くしかなく，これによって情報が不正確になり，本

人に直接聞くことが可能なコントロールと比べて系統

的なバイアスが生じる可能性がある．ケース・コント

ロール研究ではコホート研究と比べて，多くのバイア

スの影響を受けやすいため，エビデンスとしての価値

は一段低くなる．

以上のように，一つの仮説を検討するために様々な

デザインが可能であるが，それぞれのデザインには利

点・欠点があり（図 3），デザインが研究のエビデン

スとしての価値を決定することになる．したがって医

薬研究を評価するときには，結果だけではなく，どの

ような研究デザインで行われたかに常に注意を払う必

要がある．

4 研究デザインの格付け

同じようなデータが得られたとしても，デザインに

よってそのエビデンスとしての価値は大きく異なるこ

とが，従来より指摘されてきた．たとえば，1993年

に提案されたAgencyforHealthCarePolicyand
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図3 研究デザインの特徴



Research（AHCPR）（現在のAgencyforHealthcare

ResearchandQuality;AHRQ）による研究タイプ

によるエビデンスの価値の格付けは表1のようになっ

ている4）．

医学会の権威者の意見はエビデンスの価値としては

最低ランクであり，前述の経年的な相関研究はそれよ

り一段上に過ぎず，エビデンスの価値は決して高くな

い．これに対し，無作為化臨床試験は2番目に高いエ

ビデンスとしての価値を有するが，最も高いのは，複

数の無作為化臨床試験のメタアナリシスである．メタ

アナリシスとは複数の臨床試験の結果を統計学的に統

合する方法で，症例数を増やすことで，統計解析の精

度を単独の無作為化臨床試験より向上させることがで

きる．

5 統計手法の誤用の増加

医療における統計学の重要性について，19世紀の

前半から認識し，次のような言葉を残した医療関係者

がいた．

To understandGod・sthought,we must

studystatistics,forthesearethemeasure

ofhispurpose.

（神の教えを理解するために統計学を勉強しなけ

ればならない．統計学は神の意図を測るための手

段である．）

フローレンス・ナイチンゲール（FlorenceNight-

ingale,1820�1910）である．英国の裕福な家に生ま

れたものの体が丈夫ではなかった彼女は，臨床の看護

婦として従事した期間は数年と非常に短かった．臨床

の看護婦としてあまり活躍しなかった彼女が有名なの

は何故だろうか？ 実は，・献身的な白衣の天使・と

いうステレオタイプのイメージと，実際の彼女はまっ

たくの別人であった5）．

・クリミアの天使・は，その伝記の中で・情熱的な統

計家・と記述されている．彼女の活躍した当時は衛生

学が確立されておらず，戦場における兵士の死亡率は

非常に高かった．ナイチンゲールの最大の業績は，統

計データを駆使して，戦場における兵士の死亡率を激

減させたことである．実際，彼女の働いていた病院の

死亡率は42％から2％に低下している．彼女が自分

の主張を男性優位な封建的な軍隊で通すためには，統

計学による理論武装が必要であった．ナイチンゲール

の鋭い知性は，統計的方法の効用を理解し，統計デー

タを元に人々を説得しなければ人は動かないことを感

じていた．また後年は各種の病院統計，看護統計の完

備に尽力し，今で言う厚生労働大臣的な役割を果たし

た．その彼女は統計学についても専門的知識を有して

おり，国際統計学会の会員でもあった．

ナイチンゲールの残した言葉は，現代においてはさ

らに重要である．われわれは高度情報化社会の中で生

活し，かつ神様はたいへん意地悪で，統計学を知らな

い人には，様々な落とし穴を用意しているからである．

統計学は難しい学問であり，十分な知識がないと，

高度な統計手法をうまく使いこなせない．医学論文で

統計学的な誤りがどれくらいあるか，少しショッキン

グな数字を示そう．

Gore等は，最も権威のある医学雑誌の一つLAN-

CETに投稿されてきた論文の候補191報の統計に関

連した記述について，論文のセクションごとにレビュ

ーした6）．その結果，統計解析について，・問題がな

いか，少し修正すれば論文として受理できる・が54％

であったのに対し，14％の論文は・統計解析について

重大な誤りがあるのでリジェクトすべき・であり，32

％は・かなり改訂をすればかろうじて受理できる・と

いう結果であった．驚くべきことにLANCETのよう

な一流雑誌に投稿されてくる論文でさえ，統計に関し

て2報に1報は重大な誤りをおかしていた．表2に論

文のセクションごとの誤りの割合を示した．方法と結

果の記述部分でそれぞれ48，50％の誤りがあり，統

計手法の記述が適切になされていないことがわかる．

論文における統計解析手法の誤用の大きな原因は，

皮肉にも統計パッケージの普及である．最新の統計パ

ッケージを用いれば，コンピュータの基礎教育を受け

ずに，プログラミングがわからないユーザーでも，マ

ウスだけの操作でかなり難しい統計計算を簡単に実行

できる．コンピュータのハードウエア・ソフトウエア
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表1 研究デザインとエビデンスの価値

Ia

Ib

IIa

IIb

III

IV

複数の無作為化臨床試験のメタアナリシス

少なくとも1つの，無作為化臨床試験

少なくとも1つの，よくデザインされたコホート研究

少なくとも1つの，他のタイプのよくデザインされた準

実験的研究

経年的な相関研究，ケース・コントロール研究など，よ

くデザインされた観察的研究

専門委員会の報告や意見，あるいは権威者の臨床経験



の普及によって，高度な統計手法の利用が統計の専門

家以外にも可能になった．しかし統計手法の内容がよ

くわからなくても計算が可能になったため，適切では

ない統計手法が論文で用いられることが増えてきた．

あるいは統計解析の内容はブラックボックスのまま，

有意であるという結果だけが，一人歩きする傾向を生

んだ．

このように，論文における統計の誤用が増えたため，

欧米の基礎と臨床の一流の医薬ジャーナルでは，統計

の専門家がレフリーとして参画するようになり，実験

デザインと解析の双方の観点から，論文の質を統計学

的に評価するようになってきた．さらにTheJournal

ofThoracicandCardiovascularSurgeryでは論文

を投稿する際に，規程の条件を満たした生物統計家が，

研究のデザインと解析の統計的な側面についてリビュ

ーして，記述が正確であることを保証するサインが必

要である点が明記されている7）．生物統計家の条件に

は，生物統計学（あるいは関連分野）の修士または博

士の学位を持っていることが要求されている．

おわりに

統計手法の高度化は両刃の剣である．高度化によっ

て，より多くの問題に対応できるようになったが，う

まく使いこなさないと誤用によって自分自身を傷つけ

てしまうことになる．ナイチンゲールが生きた時代は，

医療関係者自身が統計学を学ぶことで必要十分であっ

たが，現在では医療関係者が高度化した多様な統計手

法のすべてを理解することは不可能である．多くのク

スリを適切に使いこなすためには，クスリの情報を正

確に把握している薬剤師が必要であるように，多くの

統計手法を医薬研究で適切に使いこなすためには，生

物統計家との共同研究が必須である．
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表2 統計解析の誤りがあった論文の割合

論文のセクション 誤りの割合（％）

要約

導入

方法 記述

試験計画

結果 記述

表

図

考察

結論

24

9

48

25

50

40

31

29

24

（n＝191）



要 旨

わが国ではABO血液型不適合腎移植は1989年か

ら開始され，現在まで850例以上の症例で実施された．

最近では，生体腎移植の15％まで占めるに至ってい

る．その成績は，2001年以降，1年生着率が96％，3

年が94％まで向上しており，適合移植と比較しても

遜色ない．その背景には，免疫学的順応や急性抗体関

連型拒絶反応のメカニズムなどが次々と明らかにされ，

その治療戦略が立てやすくなったことによる．今回は，

ABO血液型関連抗原による急性抗体関連型拒絶反応

を分類し，その意義について述べた．

はじめに

日本透析医会の編集委員会からこのたびABO血液

型不適合腎移植の原稿を依頼された．その条件に医学

的面からという注文があったので，今回は，ABO血

液型関連抗原による急性抗体関連型拒絶反応の分類と

その治療戦略について述べたい．この拒絶反応を分類

することがABO血液型不適合腎移植の治療戦略にい

かに重要であるか冒頭に強調しておく．

なお，この移植は従来から超急性拒絶反応（hyper-

acuterejection）が発生し，機能が廃絶するといわれ

てきたが，著者は，2004年に世界で初めてABO血

液型関連では超急性拒絶反応が起こらないことを証明

した．また，同時に生着するメカニズム，すなわち免

疫学的順応（accommodation）メカニズムについて

も明らかにした．これらについても触れたいが，これ

らを説明をしていると本稿の大部分を占めてしまうの

で，今まで著者が書いた論文を参考にしていただきた

い1～8）．

1 ABO血液型不適合腎移植における拒絶反応の

分類とその特徴

ABO血液型不適合腎移植における免疫反応は，血

液型抗原とその抗体が同定されているため，拒絶反応

のメカニズムを考える上できわめて明解で格好なモデ

ルである．それに反して後で述べるが，予期せぬ拒絶

反応が発生するので，その原因を解明するのが難しか

った．

免疫反応の源は，血液幹細胞で始まり，T細胞系を

中心とした細胞性免疫とB細胞系によって産生され

る液性免疫の二つに大きく別れる．拒絶反応も，当然

その流れに沿って細胞性拒絶反応と抗体関連型拒絶反

応に分類するのが自然である．今回は，特にABO血

液型関連抗原（ABO血液型抗原とその類似抗原）に

よる急性抗体関連型拒絶反応の分類を提言する．

1） 細胞性拒絶反応

細胞性拒絶反応は，周知の通りドナーの異なった

HLA抗原（移植抗原）をレシピエントのマクロファ

ージが認識して抗原提示細胞（antigenpresenting
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cell;APC）となり，さらにAPCとT細胞の接着に

よる移植抗原の認識，続いてT細胞の活性化が起こ

り，サイトカインが産生され，最終的には増殖したT

細胞が尿細管，問質をターゲットとして浸潤し，組織

障害を起こす反応である．最近ではregulatoryT細

胞の役割が注目されている．

2） 急性抗体関連型拒絶反応

ABO血液型不適合腎移植における急性抗体関連型

拒絶反応の原因として，ABO血液型関連抗体，抗

HLA抗体や不規則抗体などが陽性の場合が考えられ

る．今回は，混乱を避けるためにあえてABO血液型

関連抗原に由来する急性抗体関連型拒絶反応について

のみ述べる．

2 分類に至った契機

ABO血液型不適合腎移植において次のような質問

をよく受ける．「急性抗体関連型拒絶反応はどのよう

な症例に発生しますか．その予知診断は可能ですか．」

「移植後，急性抗体関連型拒絶反応を予防するために

抗体除去療法を実施すべきでしょうか．」

しかし，これらの質問に対して適切な回答ができず，

躊躇せざるをえなかった．

移植前に血清抗体価が高く，抗体除去後に抗体価に

リバウンドを起こす症例は，免疫学的ハイリスクで，

急性抗体関連型拒絶反応を起こす可能性が高い．この

事実は断言できる9,10）．しかし，移植前，抗体除去前

に血清抗体価が低い例でも急性抗体関連型拒絶反応が

発生していることも事実である11）．この矛盾点をどの

ように解釈すればよいか常々考えていた．

この矛盾点を説明できない理由を考えてみると，

ABO血液型関連の急性抗体関連型拒絶反応を単一の

ものと思い込んで，一元論ですべてを解決しようと試

みていた．しかし，それでは解明的でないことが明ら

かになった．そこでもう一度，原点に戻って考え直す

ことにした．

図 1は，わが国でABO血液型不適合腎移植が441

例実施されたときに，日本移植学会雑誌すなわち『移

植』，および日本ABO血液型不適合移植研究会の刊

行誌である『ABO血液型不適合移植の新戦略』で明

らかにされている急性抗体関連型拒絶反応の好発時期

をみたものである12～14）．過去に詳細に報告している

ので詳しいことは割愛するが，その内容を要約してみ

ると下記のようになる1～8）．

① ABO血液型関連では超急性拒絶反応（hyper-

acuterejection）は発生しない．

② 急性抗体関連型拒絶反応（delayedhyperacute

rejection）は，移植後2～7日目に発生しやすい．

それ以降の発生頻度は少なくなり，すくなくとも

1カ月以降には発生は見られない．われわれは，

この危険な時期を臨界期間（criticalperiod）と

定義した15～18）．

③ 従来の免疫抑制療法下では脾摘群は，非脾摘群

に比べて急性抗体関連型拒絶反応の発生頻度は低

い．（図1の上段の脾摘群の母集団は400例，下

段の母集団は10例）．

④ 第2の現象の裏返しであるが，免疫学的順応

（accommodation）は移植後 1～2週間で誘導・

日本透析医会雑誌 Vol.21 No.3 2006468

図1 急性抗体関連型拒絶反応の好発時期



成立する場合が多い．成立後，急性抗体関連型拒

絶反応は発生しない．

さらにこの図をもっと深く吟味してみると，急性抗

体関連型拒絶反応の発生例で生着している例と機能廃

絶例があることに気がついた．この運命の分かれ道は，

どのような条件によって左右されるのか．

著者は，この岐路を最近まで治療時期や治療法によ

る差と思っていた．すなわち，拒絶反応発生早期に適

切な治療を実施したグラフトは延命し，時期を失すれ

ば機能廃絶すると考えた．グラフトが助かると自分が

早期診断し，治療が早かったので助けることができた

と優越感にひたり，機能廃絶すれば，免疫学的ハイリ

スク症例だったので仕方がないと勝手に解釈した．こ

れでは進歩は望めない．

そこでさらに分析を加えていくうちに，この急性抗

体関連型拒絶反応の発生を一元論で説明することは難

しく，むしろ多元論のほうが説明しやすいという結論

に達した．そこでこれらの症例に検討を加えてみた9～11）．

その結果，決定的な違いは，拒絶反応発生後の血清

抗A，抗B抗体価の推移を見れば歴然とした．機能

廃絶例は，IgG抗体価が主に上昇し，IgM抗体価は

それに並行して上昇する場合が多い．機能廃絶せずに

なんとか治療に反応し延命したグラフトは，主にIgM

抗体価は上昇するが，IgG抗体価はほとんど不変で

ある．

この事実が示唆することは，免疫の一次応答（pri-

maryresponse）と二次応答（secondaryresponse）

の差である．すなわち，初感作と再感作の違いである．

そうであれば抗原も単一ではないことになる．ABO血

液型抗原による再感作とABO血液型類似抗原による

初感作の相違である．私はこの二つの抗原を合わせて

ABO血液型関連抗原（ABO-relatedantigen;ABO

antigensandassociatedantigens）と名づけた18）．

このような背景をベースに次の話を進めたい．

3 ABO血液型関連抗原による急性抗体関連型

拒絶反応の分類

ABO血液型関連抗原による急性抗体関連型拒絶反

応は，免疫学的順応が誘導・成立するまでの臨界期間

に発生する1～3,15～17）．この急性抗体関連型拒絶反応は

抗原刺激とその免疫応答から大きく二つに分類できる

（表 1）．なお，この分類は，腎移植のみならず，ほか

のABO血液型不適合臓器移植にも当てはまる．

1） I型

これは，ABO血液型抗原により再感作され惹起さ

れる急性抗体関連型拒絶反応である．

免疫学的ハイリスク群で，臓器が移植されることに

よりグラフトのABO血液型抗原そのものが抗原刺激

となって免疫応答し，爆発的に抗体産生が惹起され急

性抗体関連型拒絶反応が発生する．二次応答であるた

め，臨界期間の早期に発生し，IgG抗体価が主に上

昇し，IgM抗体価はそれに並行して上昇する場合が

多い．ひとたび発生するとその病態は激しく，現行の

治療には反応せず，機能は廃絶する．一般に移植前に

血清IgG抗体価が高値を示し，このような症例では

しばしば移植前の抗体除去後に抗体のリバウンドが観

察されるため，移植前にmemorycellの抑制も含め

て，脱感作療法が大切である．

2） II型

ABO血液型類似抗原により初感作され惹起される

急性抗体関連型拒絶反応である．

敗血症などの細菌感染が契機となり，細菌の表面に

保持されている血液型類似物質（ABO-antigen-like

substances）が交差抗原となって感作され，抗体が産

生され，移植臓器障害型の抗体関連型拒絶反応が惹起

される．初感作の一次応答であるため，感作されるま

でに時間がかかる．I型よりその進行は遅く，その程

度は軽い．I型との大きな相違はIgM抗体価が上昇

することである．現行の治療に反応する場合があるの

で速やかに抗体除去療法や抗凝固療法などを実施する．

このような症例は，移植後の外来ABO血液型類似

抗原の刺激により，宿主が免疫応答するので，移植前

に血清抗A,抗B抗体価が低いからと言って予見でき

ないので注意する．
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表1 ABO血液型関連抗原による急性抗体

関連型拒絶反応の分類

I型

ABO血液型抗原，再感作，

二次応答，激しい，治療に抵抗性

II型

ABO血液型類似抗原，初感作，

一次応答，I型より緩やか，治療に反応



ABO血液型関連抗原による急性抗体関連型拒絶反

応を2分類することにより，ABO血液型不適合臓器

移植の治療戦略がより立てやすくなった．

次にI型，II型の急性抗体関連型拒絶反応について

さらに詳しく述べよう．

4 I型の急性抗体関連型拒絶反応

ABO血液型不適合腎移植のI型拒絶反応の病態を

具体的に説明する前に，ABO不適合例における移植

後の自然経過について復習してみよう1～5）．

ABO不適合例では移植前に抗体を除去するが，完

全に除去できないし，その後も産生されるため移植直

前，抗体価が0倍になることはない．しかし，ほとん

どの例では移植後約1週間，血清抗体価が限りなく0

に近づく．また，ドナーより摘出した腎の0hourbi-

opsy（血流再開前）では認められないが，1hourbi-

opsy（血流再開1時間後）では，糸球体係締やPTC

にC4dの沈着や，ときに糸球体係蹄，PTCに血栓形

成，赤血球連銭形成，および顆粒球の遊走が認められ

る．

これらの現象を説明すると，血管内皮細胞の血液型

抗原に抗A,抗B抗体が付着することにより，抗原抗

体反応が起こり，これが内皮細胞障害を惹き起こす．

さらにサイトカイン，遊走因子，およびフリーラジカ

ルなどが発生し，血小板や補体の活性化，血栓形成，

さらに顆粒球，マクロファージの遊走，貪食作用が起

こる．したがってここに抗凝固療法の意義がある．

このように血中に含まれている微量の抗A,抗B抗

体が腎臓の血管に吸着されて移植後約1週間は血清抗

体価が0倍になる．内皮細胞障害は血流再開による再

灌流障害によっても助長される可能性がある．このよ

うな症例においては，おそらく臨床的にははっきりし

ない不顕性拒絶反応（subclinicalrejection）が局所

に発生しても，生着例では，線溶系などが中心となっ

て修復され，終焉する．

ABO血液型不適合腎移植におけるI型の急性抗体

関連型拒絶反応は，二次応答であるので臨界期間の早

期に好発する．

グラフトを移植し，血流再開すると障害された血管

内皮細胞は再生され，ABO血液型抗原も抗原性が強

くなる．この時期にmemorycellの抑制を含めて抗

体産生が十分抑制されていないと，この抗原刺激は，

当然二次応答を惹起させるため，抗体は爆発的に産生

され，いっきに激しい急性抗体関連型拒絶反応を発生

させる．

典型的な急性抗体関連型拒絶反応は，一般にその程

度は激しく，しばしば臨床的には38℃の一過性の発

熱と血小板の減少，移植腎部の腫脹で始まる．これは

血栓形成，血管炎などが原因で発熱し，さらに腎臓に

炎症が，さらに循環障害，浮腫が発生する．I型の拒

絶反応は，現行の拒絶反応の治療法では回復すること

はきわめて難しく，機能廃絶する．生化学的検査では，

腎臓の逸脱酵素であるLDHの高度上昇，トランスア

ミナーゼの軽度上昇が見られる．やがて腎臓で吸着さ

れた抗体は飽和状態に達し，さらに産生されるので血

清抗A,抗B抗体価は急激に上昇する．主に血清IgG

抗体価が上昇し，IgM抗体価はそれに並行して上昇

する場合が多い．

現在，ABO血液型不適合腎移植において，移植前

に脱感作療法（desensitizationtherapy）を実施し

ているので，このような激しい経過を辿る症例は経験

していない．以下に従来の免疫抑制療法下でI型の拒

絶反応が発生した症例を紹介する9）（図2）．

① 症例1

40歳，女性，O型，原疾患：慢性糸球体腎炎

入院時，抗体除去前の抗B抗体価はIgM：64倍，

IgG：128倍と高値を示していた．移植前に免疫吸着

を3回施行したが，抗体価の低下がみられず，DFPP

を1回と免疫吸着を4回追加し，抗体価を16倍に低

下させた．本症例は免疫学的にhighresponderと考

えられたので，術後拒絶反応が起こり，機能が廃絶す

る可能性があることを十分説明した上で，B型，

HLA-A,B,1haploidenticalの弟をドナーとして腎移

植と脾摘を施行した．

導入期の免疫抑制療法は5剤併用療法である．術後

血清Cr値の低下は良好であり，術後8日目には0.7

mg/dlとなったが，術後9日目に発熱し，突然無尿

となり，血清Cr値が急上昇した．この時点では抗体

価の上昇は認めなかったが，ただちにステロイド・パ

ルス療法，muromonabCD3（OKT3）を投与し，

免疫吸着を施行したが反応せず，16日目に移植腎生

検を施行したところ血栓を伴う全壊死像を認めた．回

復が望めないので，術後19日目に移植腎を摘出した
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（図 3）．その後免疫抑制薬も中止したところ抗B抗体

価はIgM：32倍，IgG：64倍にただちに上昇した．

② 考察

免疫学的順応や急性抗体関連型拒絶反応の発生メカ

ニズムなどがまったく解明できない初期の頃の症例で

ある．これらのメカニズムが明らかになるたびに

ABO血液型不適合腎移植の免疫抑制療法を変更し，

現在の免疫抑制療法（pinpointtargetedimmunosup-

pression）を迎えた16,17）．この症例は，初期のstage

1の免疫抑制療法下で移植が実施されている20）．

移植前の抗体除去療法で血清抗体価にリバウンドを

示す症例は，移植前に抗体除去の回数を増やして強制

的に抗体価を下げても，宿主の免疫学ハイリスク状態

は変わらない．したがって，このような状態下で移植

を強行すれば，グラフトのABO血液型抗原に刺激さ

れ，二次応答を起こし，臨界期間に爆発的に抗体が産

生され，I型の急性抗体関連型拒絶反応が発生し，た

だちに機能廃絶する．

現在ではこのような症例に対しては，移植を延期し

て脱感作療法を十分に実施してから再度移植を試みて

いる16,17,21）．

5 II型の急性抗体関連型拒絶反応

移植後，免疫学的順応が誘導，成立する前にドナー

血液型抗原に交差性のあるABO血液型類似抗原によ

りレシピエントが初感作されると，抗体産生の免疫応

答が惹起され，急性抗体関連型の拒絶反応が発生する．

前に述べたように初感作の一次応答なので，I型より

時間がかかる．その病態の進行は，I型に比べて緩や

かである．このような症例では，血清IgM抗体価が

上昇する．原則として IgG抗体価は不変である．
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図2 症例1の臨床経過

図3 摘出移植腎の割面

全壊死像がみられる．



ABO血液型類似抗原については文献18）を参考にして

もらいたい．

われわれは，移植後，敗血症によりこのような症例

を経験したので，次に紹介する10,16,17）．

① 症例2

34歳，男性，血液型O型，原疾患：慢性糸球体腎炎

30歳，B型，HLA-A,B,DR：identicalの弟をドナ

ーとしてABO血液型不適合腎移植を施行した11）（図

4）．

術前の抗B抗体価はIgM：8倍，IgG：16倍と低

値であったが，移植2日前に免疫吸着を1回施行し，

IgM，IgG抗体価がそれぞれ4倍，8倍となった．型

の如く腎移植と脾摘を実施した（以前の免疫抑制療法

で，この当時脾摘を実施していた）．

移植直後の腎機能は良好で，移植1日目，16日目

の血清 Cr値はそれぞれ 3.7mg/dl，1.6mg/dlであ

った．移植後19日目に38℃以上の発熱と血清Cr値

が2.1mg/dl，尿量の減少がみられたので急性拒絶反

応の発生と考え，ステロイドのパルス療法を施行した．

血小板数の急激な減少，血清抗B抗体価の上昇がみ

られ，急性抗体関連型拒絶反応の発生が考えられたの

で，免疫吸着と抗凝固療法を実施した．拒絶反応直前

の抗体価は，IgM：4倍，IgG：0倍であったが，拒

絶反応発生時には，それぞれ64倍，4倍と，IgMが

急激に上昇した．尿量が減少したので，血液透析にて

除水をした後OKT3を10日間使用した．血清Cr値

は最高9.7mg/dlまで上昇したが，その後利尿がみら

れ，一旦2.5mg/dlまで低下したが，血清抗体価の上

昇と血清Cr値の上昇がみられたので免疫吸着をもう

1度施行した．また，急性抗体関連型拒絶反応のため，

移植尿管は虚血により壊死に陥ったので，やむをえず

腎ろうを作成した．

しかし，その後徐々に移植腎機能が低下し，移植1

年後に機能が廃絶した．

図 5は，移植後27日目の腎生検であるが，糸球体

係締やperitubularcapillary内には赤血球の連銭形

成，血栓形成，白血球の遊走，間質には出血がみられ

るが，間質の浮腫は弱く，リンパ球の浸潤はほとんど

みられない．

② 考察

本症例の拒絶反応は，病理学的にも典型的な急性抗

体関連型拒絶反応である．リンパ球の細胞浸潤はほと

んどみられず，細胞性拒絶反応は否定できる．

血清抗B抗体価，特にIgM抗体価が拒絶反応直前

の値より4倍（4倍→64倍）も上昇し，急性抗体関連

型拒絶反応が発生した．その原因を追及したところ意

外な事実が判明した．

移植後28日目に動脈血培養にてKlebsiellapneu-

moniaeが分離され，この細菌による敗血症が拒絶反

応の発生の起因であった．さらにさかのぼってその原

発巣を調べてみると，患者が高熱を出した前日の移植

後18日目の尿培養により本細菌が分離されている．

本症例は透析歴が13年という長期透析患者で，移植
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図4 症例2の臨床経過



時の膀胱が廃用性萎縮のためその容量が30ccと小さ

かった．そこで尿漏を防ぐために膀胱留置カテーテル

をいつもより長く留置していたため，Klebsiellapneu-

moniaeの感染を受け，急性膀胱炎を引き起こした．

そして膀胱容量減少のため尿管膀逆流現象（VUR）

が起きやすくなり，逆行性感染を起こし，急性腎盂腎

炎となり，さらに敗血症を引き起こしたと診断した．

そして Klebsiellapneumoniaeの表面にある血液

型類似物質が，交差抗原となってレシピエントが初感

作され，抗B抗体が産生され，血管内皮細胞のB型

抗原と反応して，その結果，急性抗体関連型拒絶反応

が惹起させられたものと考えられた．

このように，ある種の細菌の表面や食物などには血

液型類似物質の糖鎖抗原が含まれている16）．そしてこ

れらが体内に侵入すると，これらが交差抗原となって

レシピエントは感作され抗体を産生し，その結果，急

性抗体関連型反応を引き起こすことがある．

生体防御機能の面から敗血症の治癒過程において，

一般患者では細菌に対する中和抗体はこのように産生

されて治癒すると考えられる．たまたまABO血液型

不適合腎移植患者において，不幸なことに移植臓器傷

害型の急性抗体関連型拒絶反応という新たな病態を発

生させてしまったと考えられる．

このようにABO血液型関連抗原による急性抗体関

連型拒絶反応を分類し，明らかにすることにより，

ABO血液型不適合腎移植の治療戦略がより立てやす

くなった．

6 ABO血液型不適合腎移植における免疫抑制療法の

新戦略

1） ABO血液型不適合腎移植における

免疫抑制療法の意義

腎移植における免疫抑制療法の最終目標であり，こ

れが達成できれば，腎移植のみならず，すべての臓器

移植の免疫抑制療法に応用できる．その理由として，

B細胞免疫とT細胞免疫の両方の免疫抑制治療法が

要求され，さらに両者を時期的に使い分ける必要があ

る（図6）．

2） 免疫学的順応を安全に誘導する免疫抑制療法

われわれは従来，「ABO血液型不適合グラフトが

生着しているかぎり，終生強い抗体関連型拒絶反応

（晩期超急性拒絶反応）が，いつ何時発生するかもし

れない」という懸念を抱いていた．したがって，免疫

抑制療法の治療戦略が立てづらく，ついつい免疫抑制

療法を強化しすぎて，その結果，レシピエントは過剰

免疫抑制状態（over-immunosuppression）に陥り，
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図5 移植27日目の移植腎生検所見

典型的な急性抗体関連型拒絶反応の像を示している．H�E染色，400倍．



思わぬ日和見感染をしばしば併発した．

その後，前に述べたように急性抗体関連型拒絶反応

の発生メカニズムを明らかにし，さらに発生原因から

この拒絶反応を2分類した．

免疫学的順応のメカニズムには色々な説があるが，

レシピエントが移植後1～2週間経過が良好であれば，

免疫学的順応が誘導・成立することも明らかにした．

現在ではこの現象は誰しも認める事実である．また，

ひとたび免疫学的順応が成立すれば，グラフトが生着

している限り，終生この状態が持続することも報告し

た6～8）．

これらの知見から，ABO血液型不適合腎移植にお

ける免疫抑制療法の第一の治療方針として，免疫学的

順応を安全に誘導・成立させるまでの期間，すなわち

臨界期間（criticalperiod）に，ABO血液型抗原と

それに対する抗体のどちらかをなくす方向で治療すれ

ばよいという結論に達した．

そうは言っても現状では，この臨界期間に強い抗原

刺激を受けても，それに対して免疫応答しないように

抗体除去や抗体産生を抑制してしのぐ方法しかない．

しかし，近い将来，免疫学的順応を安全に誘導するた

め，ABO血液型抗原の抗原性を消失させるような薬

剤や抗体が開発されるか，抗原性のないボンベイ型の

臓器にすれば，これらの治療法の必然性は当然なくな

る．

7 現時点で可能な免疫抑制療法

急性抗体関連型拒絶反応を予防する治療戦略を一言

で言うと，臨界期間にABO血液型関連抗原（ABO

血液型抗原およびその類似抗原）による抗原刺激が入

っても，それに対して免疫応答しない免疫抑制療法を

実施し，さらに急性抗体関連型拒絶反応の原因となる

感染症を予防することが大切である．

繰り返し述べるが，現時点でできる免疫抑制療法は，

免疫学的順応が誘導・成立するまで，急性抗体関連型

拒絶反応の発生を抑制するために，移植前に抗体の産

生を抑制し，さらに抗体をできる限り除去する方法で

ある．

免疫学的順応が成立したら，グラフトの抗原性が消

失するので，抗体産生がなされても急性抗体関連型拒

絶反応は発生しない．したがってこの臨界期間を越え

たならば，過剰な免疫抑制状態にならないように，適

合移植と同様な免疫抑制療法に切り替えていくことが

重要である．

ABO血液型不適合腎移植の免疫抑制療法には以下

に述べるようないくつかの柱がある．

1） 体外免疫調節（血清抗A,抗B抗体の除去）

血清抗A,抗B抗体の除去については，除去効率に

差があるもののどのような方法でも本質的な問題では
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図6 ABO血液型不適合臓器移植における免疫抑制療法の治療戦略

分子標的治療（pinpointtargetedimmunosuppression）．B細胞免疫抑制療法とT細

胞免疫抑制療法を時期的に使い分けることが大切である．



ない22～29）．できる限り抗体を除去したほうが望まし

い．著者らは，移植前，原則として血清抗体価を16

倍以下にしている．除去後，血清蛋白質の喪失により，

血漿膠質浸透圧の低下を招き血管内脱水にならないよ

うに，術前に補正しておくことが大切である．術中お

よび術直後，レシピエントが血管内脱水に陥り，術後，

急性腎不全になると，拒絶反応との鑑別が難しくな

る22）．

2） 免疫抑制薬による薬物療法

T細胞免疫とB細胞免疫の両面の免疫抑制療法が

必要となる．これらが移植免疫に及ぼす時期の相違か

ら，一般に開始時期の目安として，前者は細胞性拒絶

反応を予防するために移植直前から開始し，投与量は

減るもののグラフトが生着している限り終生必要とな

る．後者は，抗体関連型拒絶反応を予防するために移

植前から開始し，免疫学的順応が誘導・成立するまで

が主体となる．

① T細胞免疫抑制療法（細胞性拒絶反応の抑制）

原則として適合移植の免疫抑制療法と同様にすれば

よい．具体的にはカルシニューリン阻害薬（ciclosporin，

tacrolimus）をベースに低用量のステロイドを加味し，

第3の免疫抑制薬として代謝拮抗薬（mycophenolate

mofetil，azathioprine，およびmizoribine）や，最

近では導入期に抗体療法（basiliximab）を加えるこ

とが多い．

細胞性拒絶反応が発生した場合，ステロイドのパル

ス療法を第一選択としてそれでも難治性の拒絶反応で

は，muromonabCD3や gusperimus（deoxysper-

gualin）を追加する．

② B細胞性免疫抑制療法

（急性抗体関連型拒絶反応の抑制）

免疫学的順応が誘導されればグラフトの抗原性が消

失するので，それまで抗体産生を抑制すればよい（図

7）．この臨界期間は，移植後1～2週間の幅があるの

で，その間に抗体価が上昇すると急性抗体関連型拒絶

反応が発生する．ひとたび拒絶反応が発生すると，現

行の拒絶反応の治療ではコントロールすることは難し

く，ほとんどの症例が機能廃絶する1～8）（図 8）．した

がって免疫学的順応が誘導・成立前に血清抗体価が上

昇するような免疫抑制療法は不適切であり，抗体産生

を十分抑制するために移植前より脱感作療法を実施す

る．

●I型の急性抗体関連型拒絶反応の治療

I型の急性抗体関連型拒絶反応は，再感作，すなわ

ち二次応答であるため，経過が速く，その程度も激し

い，ひとたび発生したら残念ながら現行の拒絶反応の

治療法ではほとんど効果が見られない．機能廃絶した

ならば，速やかにグラフトを摘出することが望ましい．

●II型の急性抗体関連拒絶反応の治療

II型の急性拒絶反応は，敗血症などの細菌感染な

どに惹起される場合が多い．初感作であるため，I型

の拒絶反応に比べて，その進行は遅く，その程度も軽

い．しかし，治療を早めにしないとgraftlossとな
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図7 B細胞免疫抑制療法生着例

accommodationが成立して移植腎は生着する．



る．下記の二つの治療法を同時に実施する．

ひとつは拒絶反応の治療として，抗凝固療法と抗体

除去療法を速やかに実施する．頻回の抗体除去を実施

すると低蛋白血症に陥りやすいので，その補正には十

分注意する．

もうひとつは感染症の治療として，敗血症の起炎菌

を同定して，感受性のある抗生物質を投与する．脾摘

を実施されている場合は，易感染性が助長される可能

性があるので注意する．

3） 脱感作療法（desensitizationtherapy）

脱感作療法の開始日の目安として，著者は，移植1

カ月前から維持量の免疫抑制薬を投与し，さらに

rituximabを2週間前と最後の抗体除去後に2回投与

している．

脱感作療法を移植1カ月前に開始している根拠は，

過去のデータから1カ月間免疫抑制療法を実施すれば，

血清免疫グロブリン値を有意に低下させることができ

るからである18,27～30）．

rituximabの投与は，比較的早目に投与したほうが

効果的と考えられる．その理由として，本剤は，pre-

B細胞とB細胞には効果があるが，形質細胞には効

果がみられないので，抗体産生をつかさどる形質細胞

をできる限り枯渇させるためには，術直前や急性抗体

関連型拒絶反応の発生時に投与しても即効性は期待で

きないからである．また，二重膜濾過血漿交換療法

（doublefiltrationplasmapheresis;DFPP）におい

ては，1回の血漿交換で投与された血中のrituximab

は約6割喪失するので，2回目の投与はDFPP後に投

与している．

このような治療法により，移植直後，血中の抗体量

を減少させ，さらに産生能を抑制すれば，急性抗体関

連型拒絶反応をほとんど抑制することができる．

免疫学的順応が誘導されると，血清抗体価が上昇し

ても発熱や血清クレアチニン値の上昇などの臨床症状

や所見がみられない．以後B細胞免疫に対する免疫

抑制療法は弱めにし，適合移植と同様に細胞性拒絶反

応を抑制するためのT細胞免疫に対する免疫抑制療

法を主体にする．

ABO血液型不適合腎移植をすべて免疫学的ハイリ

スクとみなし免疫抑制療法を強めると，過剰免疫抑制

状態（over-immunosuppression）となり，思わぬ日

和見感染（opportunisticinfection）などの合併症を

招くので注意を要する．

4） 脾摘の意義とその有無

脾臓は抗体を産生する臓器であることには誰しも異

論はないが，ABO血液型不適合移植に脾摘が本当に

必要であるのかは別の問題である34）．

わが国のABO血液型不適合腎移植の臨床統計でも

ほとんどの例で脾摘が実施されてきた14,34）．しかし，

免疫学的順応が移植後1～2週間という比較的短期間

（臨界期間）に誘導・成立することが明らかにされた

現在，移植後1～2週間の抗体産生を抑制する目的の

日本透析医会雑誌 Vol.21 No.3 2006476

図8 晩期超急性拒絶反応

criticalperiodに抗体が産生され，急性抗体関連型拒絶反応が発生してgraftlossになる．



みのための脾摘は必要ないという結論に達した16,17,31）．

また，最近の知見ではmemorycellは脾臓はもちろ

んのこと，骨髄にもかなりの数がいることが明らかに

されている．そのため移植前，十分に脱感作療法を実

施し，免疫学的順応が誘導されるまで抗体産生を抑制

することが大切である16,17,21,30）．

5） 抗凝固療法

生着例において移植後1～2週間，すなわち臨界期

間においては，血清抗体価は限りなく0に近づいてい

る．これは移植前，抗体除去後に残存した抗体が移植

腎に吸着されているからである．血管内皮細胞の表面

にあるABO血液型抗原がそれに対する抗体と反応し

ているので，移植臓器の微小血管では localDIC

（intrarenalDIC）が発生して微小血栓が形成されて

いる32）．

したがって血栓形成を予防する治療として，具体的

には抗DIC療法，すなわち抗凝固療法が必要となる．

比較的軽度の凝固異常の段階から抗凝固療法を開始す

ることを勧める．抗凝固薬としてヘパリン，低分子ヘ

パリン，メシル酸ナファモスタットやメシル酸ガベキ

サートなどが使用されている．また，前述のようにII

型の拒絶反応の発生時には速やかに抗凝固療法を実施

する．

6） 感染症の予防

前に詳しく述べたが，移植後，免疫学的順応が完全

に成立するまでに感染症，特に敗血症にかかると，と

きにこれを契機にII型の急性抗体関連型拒絶反応が

発生することがあるので感染の予防は大切である．

おわりに

以上，ABO血液型不適合腎移植における拒絶反応

について述べ，特にABO血液型関連抗原に由来する

急性抗体関連型拒絶反応の分類に触れた．この拒絶反

応を分類することによりABO血液型不適合臓器移植

の治療戦略がよりたてやすくなった．

また，ABO血液型不適合臓器移植において，免疫

学的順応と急性抗体関連型拒絶反応の発生メカニズム，

およびその拒絶反応の分類をするに至って，ここに

ABO血液型不適合臓器移植の学問的体系の骨組みを

確立することができた．

文 献

1） TakahashiK:Accommodation in ABO-incompatible

kidneytransplantation:Whydokidneygraftssurvive?

TransplantProc,36（Suppl2S）;193�196,2004.

2） TakahashiK:Accommodation in ABO-incompatible

kidneytransplantation;Elsevier,Amsterdam,2004.

3） TakahashiK:A new conceptofaccommodation in

ABO-incompatiblekidneytransplantation.ClinTrans-

plant.19（Suppl14）;76�85,2005.

4） 高橋公太:ABO血液型不適合腎移植とAccommodation.

UrologyView，3;77�83，2005．

5） 高橋公太:ABO血液型不適合腎移植における免疫学的順

応のメカニズム．泌尿器外科，18;287�293，2005．

6） 高橋公太:ABO血液型不適合臓器移植における免疫学的

順応のメカニズムとその誘導．ABO血液型不適合移植の新

戦略―2005―;高橋公太，田中紘一編，日本医学館，東京，

pp.3�31，2005．

7） 高橋公太:ABO血液型不適合腎移植における免疫学的順

応とそれに基づいた免疫抑制療法の新戦略．免疫の進化;シ

クロスポリン学術国際シンポジウム編，医薬ジャーナル社，

大阪，pp.21�32，2006．

8） 高橋公太:ABO血液型不適合腎移植から学んだこと．今

日の移植，19;390�409，2006．

9） TakahashiK:A caseofreboundfollowingpretrans-

plantantibody removal,with subsequentgraftloss

due to humoralrejection.ABO-incompatible kidney

transplantation;ElsevierScience,Amsterdam,pp.116-

119,2001.

10） TakahashiK:Ifgraftlossoccurs.Accommodation

inABO-incompatiblekidneytransplantation;Elsevier,

Amsterdam,pp.177�181,2004.

11） TakahashiK:Acaseofacutehumoralrejectiontrig-

geredbybacterialinfection.ABO-incompatibleKidney

Transplantation;ElsevierScience,Amsterdam,pp.124�

128,2001.

12） 高橋公太，田中紘一編:ABO血液型不適合移植の新戦略

―2001―;日本医学館，東京，2001．

13） 高橋公太，田中紘一編:ABO血液型不適合移植の新戦略

―2002―;日本医学館，東京，2002．

14） TakahashiK,SaitoK,TakaharaS,etal.:Excellent

long-term outcomeofABO-incompatibleliving donor

kidneytransplantationinJapan.Am JTransplant,4;

1089�1096,2004.

15） Takahashi K,Saito K:Present status of ABO-

incompatiblekidney transplantation in Japan.Xeno-

transplant,13;118�112,2006.

16） SaitoK,NakagawaY,TakahashiK,etal.:Pinpoint

targetedimmunosuppression;Anti-CD20/MMFdesensi-

tizationwithanti-CD25insuccessfulABO-incompatible

kidneytransplantationwithoutsplenectomy.Xenotrans-

ABO血液型不適合腎移植 477



こともあり，かなり高い成功率が期待できた．

何回かの面談を繰り返し，最終的に，移植の事実を

病院側から宣伝目的でマスコミや学会に報告しないこ

とを患者およびドナーと約束し，腎移植を行った．移

植後，レシピエントは23年間，良好な腎機能を維持

したが突然発症した肺炎を契機とした多臓器不全のた

め60歳で死亡された．ドナーもすでに故人となって

いることから今回この事実を明らかにした．移植は医

学的には成功であったものの，妻である患者は生前語

ることはなかったが，他の関係者からの情報によれば，

移植後，夫婦関係に問題が生じたことが明らかとなっ

た．

以後，免疫抑制薬の進歩に伴い，日本でも夫婦間移

植が徐々に一般的になったが5），当院は移植後に夫婦

間に問題が発生することを予測することは困難である

との立場で，この種の移植の実施を17年間行ってこ

なかった．

結局，1998年に夫婦間腎移植を再開した．当時は，

臓器移植法の制定に伴いかえって献腎の提供も極端に

減少しており，腎移植を希望する50歳以上の患者の

ドナーとして配偶者が現実的な対象とならざるをえな

い社会状況であった．そのような状況下で，夫婦間移

植を再開する際に表1に示すような条件を私の判断に

て決定した．

2003年10月発効の日本移植学会の「改訂倫理指針」

では，生体腎移植に関して要約すると

① ドナーは親族（6親等以内の血族と3親等以内

の姻族）に限定すること

② 親族に該当しない場合は，施設の倫理委員会の

症例毎の承認を受け，実施に際しては移植学会の

意見を求めること

③ 本人の自発的意思に基づいており報償を目的と

するものではないこと

④ 提供意志がほかからの強制でないことを第三者

が確認すること

⑤ ドナー，レシピエントに十分なインフォームド・

コンセントを行うこと

⑥ 未成年者，精神障害者を対象としない

⑦ ドミノ移植に関する規定（詳細省略）

を条件としている6）．当時，私の決めた夫婦間移植の

条件はこの指針の条件を満たしていることとなる．

初回例を含む計9例の移植例の背景とその成績は表

2に示したとおりである．症例4は結婚期間が比較的

短期間であったが，そのほかの条件を満たしており，

熟慮のうえ最終的に移植を決定した．ドナーの精神医

学的諸問題は，専門家の解析が必要であろう7）．

術後の統一的なアンケート調査は実施していないが，

頻度の圧倒的に高い妻から夫への移植例では，外来で

患者およびドナーの経過観察時に私から話をお聞きす

る限りでは，ドナーである妻は移植の結果が良く，夫

婦仲がうまくいっていることに満足している．レシピ

エントである夫は，ドナーは健康に関しては口うるさ

いが，腎を提供したことを恩着せがましく言うことは

なく，自分自身は移植前より多少はわがままを遠慮す

ることはあるが，夫婦仲は概して良好であると語って

いる．

そのほかに義姉妹間の移植を1例経験した．移植学

会の示した生体腎移植施行の条件である3親等以内の

姻族に当てはまるが，その実施については十分な事情

聴取の後，院内倫理委員会の審議を経て，血液型不適

合もあったので，Basiliximabの発売を待って移植を

行った．移植後の腎機能は良好で，ドナーとレシピエ

ントの人間関係もうまくいっている．

夫婦間移植を再開後，結婚期間の短い外国人妻をド

ナー候補とした例，腎提供を前提とした可能性のある

結婚予定者，明らかにレシピエントが妻に臓器提供を
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表1 社会保険中京病院の夫婦間生体腎移植の実施基準

1.結婚期間が十分に（10年以上が望ましい）長いこと

2.ドナーの自発的な申し出であることをドナー，レシピエント以外から確認できること

3.レシピエントがドナーの申し出を素直に受け入れていること

4.家族にドナーに対し腎提供を強制する人物がいないこと

5.家族全員の賛同を得ていること

6.私（移植責任者）の直感として円満な夫婦であること

7.移植のリスクが通常の生体腎移植と同等あるいはそれ以下であること

8.移植の決定にあたって移植医以外の医師（精神科医など）による夫婦別々の診断を受

け移植の実施に問題点が指摘されないこと



おねだりしている例に対する移植をお断りした．

次に，2006年4月に行った友人間移植（レシピエ

ント58歳男性，ドナー59歳男性）については，患者

とドナーの承諾の範囲内で簡単に紹介する．

2004年5月に初診，30年来の同業の友人をドナー

とする移植を，ドナー候補の申し出を契機に希望し来

院された．若い頃は義兄弟のような関係であったとの

ことではあったが，前例のない事例であり，消極的な

態度で対応し，当院では移植は困難であることをお話

した．お2人の希望により可能性のある他施設へ紹介

した．しかし紹介先でも受け入れられず，6カ月後に

再来院された．

問診ではレシピエントの親族に生体腎移植のドナー

となりうる人はいなかった．ドナーの腎提供への意志

はその時点でも非常に強かった．ドナーは家族と疎遠

で，手術の保証人も仕事関係の元上司しかいない状況

であった．私の収集できる範囲内の客観的事実より，

ドナーとレシピエント間に金銭等の取引がないことは

明白であった．過去，友人間の移植は，移植学会倫理

委員会では兄弟同様の環境で育っているなど心情的に

は家族同然という特殊な事例で移植実施の承認を得た

ことを知ってはいたが8），この事例は非常に親しくと

も兄弟同様の扱いを受ける関係ではなかった．

2人の強い意志を受ける形で，当方も逃げることな

く，時間がかかっても正規の手続きを一つずつ踏んで

移植の可能性を探ることを約束した．その後，夫婦間

移植の手続と同様に，精神科医の診断を行い，2人の

間での移植を行うことが取引ではなく，友情の発露で

あることを説明できる人にわざわざ遠方から来て頂き

証言を頂いた．これらの資料をもとに院内倫理委員会

での審査で承認を得，わかる範囲のすべての事実を記

載した上で，日本移植学会倫理委員会へ移植の可否に

ついて審議を依頼し，実際に東京まで出かけて委員会

で説明を行った．

移植学会倫理委員会からは，いくつかの項目を明確

にすべく，一度差し戻しを受けた．指摘のあった項目

のうち，死体腎移植の可能性については，未登録であ

ったので，指示に従い登録を行った．しかし，その時

点での予測待機年数は10年以上であり非常にチャン

スの少ないことが確認された．レシピエントには自分

より年上の4名の姉がいたが，すべて医学的にドナー

候補となりえないことを各人の主治医に診断書を提出

していただいた．ドナーの保証人が親族に見つからな

いため，元仕事関係の上司には手術の保証人となって

いただいた．

5年以上経過していたが，レシピエントには大腸癌

の病歴があり，再度，再発のないことを確認すべく検

査を行った．ドナーとレシピエントの精神科での心理

テストの結果についての質問にも精神科医よりの返答

を追加した．移植術およびドナー腎摘の同意書も倫理

委員会の指摘に沿って，起こりうる合併症についてさ

らに詳細に記したものに変更した．

以上の準備を行った後，院内の倫理委員会で再審査

を受け，移植学会倫理委員会に再審査を依頼した．最

初の審議より約8カ月の審査期間を経て，学会の倫理

指針に沿った手続のなされていることを確認していた

だいた．その2カ月後，最終的に自院の責任において

腎移植を施行した．ドナーに手術に伴う合併症の発症
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表2 社会保険中京病院の夫婦間生体腎移植例における背景および成績

Case
No.

ドナー
→
レシピ
エント

ドナー
年 齢

レシピ
エント
年 齢

結婚後
年 数

透析期
間月数 ABO

HLA
Mis
Match
AB/DR

免疫抑制方法
移植後
期 間
（月数）

最終ク
レアチ
ニン値
（mg/dl）

予 後 コメント

1

2

3

4

5

6

7

8

9

夫→妻

妻→夫

妻→夫

妻→夫

妻→夫

妻→夫

妻→夫

夫→妻

妻→夫

26

46

36

34

62

51

55

60

54

37

50

37

41

56

52

56

58

54

1

25

12

3

28

24

23

25

24

125

4

25

6

17

48

19

63

84

適合

適合

適合

適合

不適合

不適合

適合

不適合

適合

1/1

2/2

2/2

3/1

2/2

3/0

3/2

3/2

2/2

TDD＋AZ＋ST

FK＋ST

BX＋CY＋MMF＋ST

BX＋CY＋ST

BX＋CY＋MMF＋ST

BX＋FK＋MMF＋ST

BX＋CY＋MMF＋ST

CY＋MMF＋ST

BX＋CY＋MMF＋ST

256

96

50

45

42

33

27

13

6

0.6

1.12

1.25

1.57

1.23

1.05

1.09

0.73

1.2

重症肺炎
で死亡

生着中

生着中

生着中

生着中

生着中

生着中

生着中

生着中

2次移植

TDD:thoracicdrainage AZ:azathioprine ST:Steroid BX:basiliximab FK:tacrolimus CY:cyclosoprine
MMF:mycophenolatemofetil



はなく，患者も手術より6カ月経過した現在，インス

リンは必要であるが血清クレアチニン値1.2mg/dl前

後の良好な腎機能を獲得し，通院中である．ドナーと

レシピエントの人間の関係も良好に保たれている．

2 非血縁者間腎移植に関する考察

アメリカではまだ HLA重視の観念が残っていた

1995年，夫婦間移植が死体腎移植の成績より良好で

あることが統計調査より公表された9）．アメリカでも

献腎移植ドナーは不足してきており，このような状況

下で，生体腎移植における夫婦間移植が広く受け入れ

られるようになった10）．また，かなり特殊な形ではあ

るが，まったくのボランティアが，献血のように知ら

ない患者のために腎を提供する場合が数は少ないが行

われていることも知られている11）．献腎移植の少なか

ったヨーロッパでもアメリカと同様の事情で，2004

年EDTA統計によると，非血縁生体腎移植の全腎移

植に対する比率がスウェーデンで14％，ノルウェー

で11％，デンマークで5％，イギリスおよびオースト

リアで3％，と少しずつ増加している12）．

しかし，イギリスでは過去に経済的に貧しい国から

来た人々に臓器を提供させる事件があったため，非血

縁移植を許可制にした経緯がある．この法律のためイ

ギリスでは，夫婦間移植の実施が困難となっており，

ほかのヨーロッパ諸国より生体腎移植の頻度が低く，

患者の権利を守るため法律の改正が叫ばれている13）．

以上のように，ドナー不足の昨今，欧米諸国では夫

婦間移植など臓器売買に関係のない非血縁間移植につ

いては，これを問題視する報告はほとんど見あたらな

い．

日本でも，非血縁移植でも夫婦間移植については，

すでに，日本移植学会の倫理指針を満たすことを条件

に公認されており6），ドナーとレシピエントが最も近

い関係にあるが故での注意しなければならない心理的

な問題はあるが，これは親子間，兄弟間でも生じうる

問題である．生体腎移植が個々のケース毎に，ドナー

とレシピエントの術前検査時には，それぞれの心理状

態にも十分配慮して行わなければならないという基本

的姿勢を保って行われれば，問題はないものと考える．

しかし，今回，提示した友人間移植については，移

植学会の倫理規定を見るまでもなく，制限無しで実施

すべきものではないと考えている．ドナーへの金銭支

払や周囲からの強制の問題など，ドナー決定に関して

注意しなければならない問題の発生の余地は通常の肉

親間や夫婦間より多いことが予想される．移植医が，

その特殊な利害関係の中に踏み込んでしまう恐れもあ

る．このようなケースの移植にあたっては，いくら精

神科医などに診察を依頼し院内の倫理委員会に相談し

ても，実施するか否かの最後の決定責任は移植医とそ

れを認めた施設にある．しかし，より慎重な検討を要

する場合もあろう．このような事例で日本移植学会の

倫理委員会に審査を依頼できるシステムがあるのは移

植医にとって頼もしいと言えるし，少しでも疑問を感

じたら審査を依頼すべきと考える．

非血縁移植が医学的には比較的安全に行えるように

なった結果として，アジア諸国の中には臓器売買が大

きな問題となっている国々がある14）．日本人の海外渡

航移植については，現在日本移植学会が調査中ではあ

るが，もし人権保護の観点から問題のある，経済的に

貧しい国で日本人がその財力に厭かして臓器を獲得し

ているとしたら，日本人として恥ずべきことである．

さらに，最近中国では，処刑後の摘出臓器が問題とな

っている．日本移植学会は売買された臓器の移植を禁

じ，それを斡旋するものに患者を紹介することを禁じ

ている6）．私はそのような患者の帰国後の診療は日本

移植学会のすべての会員が拒否すべきと考える．諸外

国の事情に私たちが直接関与することはできないが，

何かできるとしたら，臓器を金で買った患者の帰国後

の診療を一切行わないことを公表し，臓器を買うよう

な日本人の患者を国外に出さないことであろう．

臓器摘出に関して，国内では国際的な基準から大き

く外れた厳しい基準を作っておきながら外国での移植

には目をつむる二重基準では，わが国の国際的な信頼

を損なうことになる．そのためも臓器移植法を国際的

な基準を参考に改訂し，臓器摘出機会を増加させるこ

とは急務である．

一方，日本国内における親族以外の非血縁生体腎移

植は，法律も含んだシステムの問題から発生している

死後の臓器提供不足の状況をわずかながら改善する手

段である．その実施に際しては，倫理指針に則った個々

の事例の慎重な検討が必要であるが，関係者の負担を

軽減するために，良くある状況を想定して十分な検討

を行った上で，ある程度の詳細な実施基準が作成され

ることを望む．その代わり，学会への1例ずつ全例の
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要 旨

社会保険中京病院では，2006年4月までに非血縁

腎移植（夫婦間9例，義姉妹間1例，友人間1例）11

例を経験した．移植23年後に腎機能良好のまま死亡

された1例を除き，移植後，3～96カ月を経過し，す

べて良好な腎機能を維持している．

夫婦間移植については，開始するころは日本移植学

会の倫理規定が曖昧であり，自施設で適切と思われる

基準を決めて行った．友人間移植については，まだま

だこれから検討し，学会として基準が作成されること

が望まれる．

緒 言

腎移植の成績の向上は著しい．1980年代前半のシ

クロスポリン登場以降も，種々の新しい免疫抑制薬や

合併症治療方法が開発されてきたことが成績向上の要

因である．日本移植学会の最新の報告によれば，1992

年以降に実施した生体腎移植の移植腎生着率は5年

83.4％，10年69.6％である1）．著者らの施設でも生体

腎移植では1年生着率は10年間100％を維持してお

り，10年生着率も2005年末で78％に達している．

現在，移植医にとっての腎移植早期の医学的な課題

は，ほぼ定着した感のあるABO不適合間移植をより

安全に行うことや，かつて禁忌とされてきた既存抗体

陽性患者への移植方法の開発などである．HLAが不

適合という理由で移植を見送る移植医はほとんどいな

い．夫婦間移植は2003年には日本の生体腎移植の20

％を超える頻度で行われており2），いくつかの施設か

らまとまった良い成績も報告されている3,4）．夫婦間

以外のほかの非血縁間での腎移植も，医学的適応があ

れば当然，臨床的には安全に行える時代である．

移植医療は生体腎では健康人であるドナーに対して

手術侵襲を加える問題，献腎移植では脳死問題，臓器

配分方法など，倫理的，社会学的領域にも踏み込まざ

るをえない医療である．著者は，最近，増加傾向のあ

る非血縁間生体腎移植についても，今一度，その足下

を見つめ直しておく必要があると考えた．

本稿では，著者の経験を元に，まず現在の非血縁腎

移植の成績について報告し，ついで非血縁移植の本邦

および諸外国での実態について紹介し，最後に生体腎

移植におけるドナー選択に関する著者の考え方につい

て述べたい．

1 社会保険中京病院における非血縁腎移植の

成績について

当院における，最初の非血縁腎移植は1981年の夫

婦間移植である．患者は37歳の女性で，夫をドナー

とする生体腎移植を希望し来院された．患者は当時，

すでに10年以上の血液透析による合併症に苦しんで

おり，夫の妻を思う気持ちも自然なものと判断した．

ABO血液型は適合しており，HLAはAB2抗原が適

合していた．シクロスポリン登場前であったが，当時，

胸管ドレナージ前処置による移植成績が良好であった
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報告を義務付ければ非倫理的な移植の実施の抑止力と

なろう．

おわりに

ある研究会での報告を契機に，本原稿の執筆の依頼

を頂いた．精神医学や倫理問題の専門家ではなく移植

医である私には任の重い主題であった．しかし市中病

院で腎移植の臨床に携わる臨床医が，日本の腎移植の

あり方に関して日頃考えていることを透析関係の先生

方に理解して頂ければ良いのではと考え思いつくまま

を記した．本稿がなにかの参考になれば幸いである．

追 補

9月初旬に本稿を脱稿して約1カ月後，宇和島でド

ナーに報酬を支払う約束をした生体腎移植が行われた

ことが明らかとなった．日本移植学会は生体腎移植に

関する規定を改めるべく調査中である．私は，本稿で

生体腎移植は，腎不全患者を救う重要な医療であるが，

十分な検討を加えてから行うべきであることを述べた

つもりである．今後，善意のドナーに対しても不愉快

な思いをかけるかもしれないが，ある程度，確認作業

を複雑化せざるを得ない情勢である．この事件を契機

に生体腎移植がより公正で安全な医療となることを期

待している．
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要 旨

急性腎不全は，医療の足かせとなるばかりでなく，

高い死亡率を有する疾患である．死亡率の高い理由は

多臓器不全の一つとして発症する急性腎不全が多いこ

とによる．現在治療として行われている利尿薬や低用

量ドパミンなどの薬剤，持続的血液ろ過透析などは十

分な治療効果を得られていない．今後，急性腎不全の

病態の解明とそれに基づく治療薬の開発とともに，腎

不全の早期発見マーカーの開発が必要である．

はじめに

急性腎不全は腎臓内科学の分野においてはもちろん，

透析医療の分野でも重要な疾患である．しかし，近年

の急性腎不全は手術後などに多臓器不全の形で出現す

ること，また集中治療室（ICU）で発症し管理される

ことが多いために，腎臓内科医や透析に携わる医師が，

全身管理へ関与する度合いが慢性腎不全に比しやや距

離感のあるものとなっている．特に臨床研究を行い，

その臨床的課題を解決するという取り組みにはさらに

遠い存在となっている感がある．

著者は虚血性急性腎不全，シスプラチンや重金属に

よる動物の急性腎不全モデルを使い，急性腎不全の発

症機序を検討してきた．その立場から今日の急性腎不

全の課題について考えてみたい．

1 なぜ急性腎不全が問題か

急性腎不全の発症頻度については正確な統計情報は

無いが，一般的には入院患者の5％に急性腎不全が発

症するとされており，日本では年間約7万5千人の患

者が発生し，約1万5千人/年が透析療法を受けてい

ると推定されている．急性腎不全の発生頻度の経年的

変化について検討したNashら1）によると，入院患者

数に占める急性腎不全患者の割合は 1979年の 4.9％

に比し，1996年では7.2％であったと報告しており，

医学・医療の進歩にもかかわらず，むしろ増加する傾

向にあると考えられる．

急性腎不全の原因としては図1のようなものがあげ

られる．腎前性腎不全，急性尿細管壊死，間質性腎炎

などの原因として薬剤によるものが多いこと，手術後・

造影検査後の腎症など医療行為に関連したものが多い

ことなど，切れ味の鋭い薬剤や，より侵襲的医療の増

加が急性腎不全の発症を増加させる要因になっている

と考えられる．

急性腎不全の臨床的問題点としては次のような三つ

の問題がある．第一は，急性腎不全が侵襲的医療の足

かせとなっていることであり，第二はその死亡率が高

いことである．また第三に，急性腎不全もしくは急激

な腎機能低下が，原疾患の予後を悪化させていること

である．

日本透析医会雑誌 Vol.21 No.3 2006484

［臨床と研究］

急性腎不全
� 病態と治療の課題�

菱田 明

浜松医科大学第一内科

keywords：急性腎不全，多臓器不全，血液浄化療法，早期発見マーカー

Tasksforthedevelopmentofnewtherapyofacuterenalfailure

FirstDepartmentofMedicine,HamamatsuUniversitySchoolofMedicine

AkiraHishida



1） 侵襲的医療の足かせ

急性腎不全の原因のところでも述べたように，今日

の急性腎不全は医療行為に関連して発症することが多

い．シスプラチンによる急性腎不全を例にあげると，

シスプラチン投与を受けた患者の2％程度に血清クレ

アチニン値3mg/dl以上の腎障害が発症する．この

率そのものは決して高くないため，シスプラチンは臨

床の場で頻用されている．

しかし，シスプラチンの投与を繰り返すにつれ，腎

障害発症頻度が増加する上，徐々に糸球体濾過値が低

下し，使用ができなくなるケースが出現する．また，

シスプラチン投与時には腎毒性軽減のため2L以上の

水分（食塩水）負荷が必要とされている．そのため，

腎不全患者や心不全患者ではシスプラチンの恩恵に浴

せない，といった問題がある．さらに，シスプラチン

の投与量の設定は「腎障害を起こしにくい量」という

判断が加えられており，「腎障害という副作用は，が

ん治療への制約」を加えているという側面を有してい

る．また，腎障害のために開発が断念された新薬の問

題を考えると，癌の化学療法に対する足かせとしての

腎障害の意味は少なくない．

2） 高い死亡率

急性腎不全を起こした症例の死亡率は，40～60％と

高い．この高い死亡率は1956～2003年で変化がない2）

（図2）．また，世界23カ国で集中治療室内で発症した

急性腎不全患者の死亡率を調べた報告3）では，平均死

亡率が60％前後であり，すべての国で死亡率は50％

を超えていた（図3）．

急性腎不全の死亡率が高い原因は「多臓器不全の一

つとして発生する急性腎不全」が多いことと，多臓器

不全の死亡率が高いことによっており，多臓器不全の

救命率の向上が強く要請されている．多臓器不全の発

症機序は明らかではないが，炎症を背景に出現する酸

化ストレスの増加，好中球の活性化，各種サイトカイ

ンの増加（高サイトカイン血症）などがあり，これら

とともに組織の虚血が加わることが発生に関与してい

ると考えられている（図4）．
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図2 1956～2003年における急性腎不全の死亡率の変化

85論文．15,987人の急性腎不全の死亡率（文献2より）

図1 急性腎不全の原因

下線は医療行為が関係するものを示す．
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図5 経皮的冠動脈拡張術施行後のScr上昇

（文献6より）

図3 国別の急性腎不全死亡率

（文献3より）

図4 多臓器不全の発症機序

SIRS:systemicinflammatoryresponsesyndrome



3） 原疾患の予後の悪化

心疾患その他生命予後にかかわる病態がある場合，

急性の腎障害が加わると原疾患の生命予後が悪化する．

たとえば，心臓手術前後での糸球体濾過値の低下率が

高いものでは死亡リスクが高い4,5）．また，急性心筋

梗塞患者でのPCI（percutaneouscoronaryinterven-

tion）施行後の血清クレアチニン値の上昇が高いもの

では死亡リスクが高い6）（図 5）という報告もある．

さらに，心，肝，肺などの移植術後に急性腎不全を発

症したものでは，その後の死亡リスクが高いとする結

果も報告されている7,8）．

2 急性腎不全の予後改善の取り組み

1） 血液浄化療法の工夫

多臓器不全に伴う急性腎不全の予後改善に向けて，

生体適合性膜の使用，持続的血液浄化療法，頻回透析，

などがなされてきた．しかし，積極的サイトカイン除

去や，緩除な水分除去を目的とした持続的血液浄化療

法（CRRT）と間歇的血液透析（IHD）を比較した六

つの無作為割付研究（約600人を対象）のメタアナリ

シスの結果では，死亡率においても腎機能回復率にお

いても差なしとの結果に終わり，持続的血液浄化療法

が有効という結果はでていない9）．より生体適合性の

良い透析膜を用いることが，生存率の向上に有用であ

ろうとする Hakim10）や Schifflら11）の仮説について

も多くの検証が行われた．生体適合性膜はキュプロフ

ァン膜を用いた透析よりも良い成績を出すことができ

ることは確認されたものの，臨床の場で広く用いられ

ているほかのセルロース膜に対する優位性はなく，生

体適合性膜を使用しても死亡率を大きく低下させるこ

とはできないとの残念な結果に終わっている．

こうした試みの中で，透析を連日行うなど頻回透析

を行うことは，合併症の発生，在院日数，死亡率，な

どの指標の改善に貢献することが報告されている12）

（表 1）．従って十分な透析を心がけることは必要であ

ろうし，その効果も期待できると言えよう．

2） 治療薬の開発

急性腎不全の成績を薬物によって改善しようとする

取り組みもいくつかなされている．その中の一つが，

急性腎不全の臨床の現場で用いられることの多いルー

プ利尿薬や低用量ドパミンが，急性腎不全の発症や死

亡率の減少に有用であるかどうかを検証しようとする

研究である．もう一つは，急性腎不全の病態から有効

性が推測される薬剤を用いての新たな治療薬開発のた

めの臨床研究である．

ループ利尿薬は急性腎不全患者の尿量を増加させ，

水・Na管理を容易にするという利点はあるものの，

急性腎不全の死亡率，入院期間，透析への移行，など

に有益な貢献はしないことが多くの研究とそのメタア

ナリシスで明らかとなった．また，低用量ドパミンの

効果に関するメタアナリシスの結果13）でも，急性腎不

全の患者や，急性腎不全に陥る危険のある患者で，低

用量のドパミンは尿量を増加させるが，死亡率，透析

の必要度を減少させないとの結論が出されている．

新薬の開発に関しては，ヒト心房性ナトリウム利尿

ペプチド14）や成長因子の一つであるIGF-115）などが動

物実験での有効性を根拠に臨床治験が行われたが，こ

れらについては，その効果を示すことはできなかった．

多くの薬剤が急性腎不全に対する有効性を示す結果を

だせない中で，acetylcysteineが造影剤腎症に対する

予防効果を示すとの報告が多くだされ，メタアナリシ
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表1 連日間歇的HDと隔日HDの比較

連日HD 隔日HD

平均BUN（mg/dl）

平均 Scr（mg/dl）

血圧低下（％）

乏尿に進展（％）

SIRS発症（％）

呼吸不全（％）

消化管出血（％）

死亡率（％）

回復までの日数（日）

60

5.3

5

21（8/38）

22

35

15

28

9

104

9.5

25

73（30/40）

46

69

36

46

12

p＜0.001

p＜0.001

p＜0.001

p＝0.005

p＜0.001

p＝0.007

p＝0.01

p＝0.001

（文献12より）



スの結果でも acetylcysteineは造影剤腎症の発症を

56％減少させるとして期待が持たれている16）（図6）．

3） 腎臓専門医の役割

有効な薬剤や透析方法が開発されないなかで，腎臓

を専門とする医師は急性腎不全の予後改善に役立って

いないのであろうか？ この点について，興味深い報

告が出されている．

四つの米国教育病院の集中治療室に入室した急性腎

不全患者215人を，腎臓専門医へのコンサルトのタイ

ミングで，delayedconsultation（集中治療室入室48

時間以降のコンサルト）とearlyconsultation（集中

治療室入室48時間未満のコンサルト）に分類して解

析した．その結果，delayedconsultationの患者は全

体の28％を占め，コンサルトの時点での血清クレア

チニン値が低く（5.7vs.3.1mg/dl），尿量が多い（648

vs.1,137ml/day）状態であり，急性腎不全の程度が

軽度であったと思われるにもかかわらず，透析を必要

とした患者の死亡率，透析を必要としない患者の死亡

率，入院期間，集中治療室在室日数，すべてのパラメ

ーターで earlyconsultationのグループが好成績で

あったという17）．この結果は，腎臓専門医のきめ細か

い観察と，適切な全身管理が急性腎不全の予後改善に

重要であることを示しているのではなかろうか？

3 急性腎不全の課題の解決に向けて

急性腎不全の予防法・治療法の開発のためには，急

性腎不全の病態を解明し，そのキーとなる部分への介

入を行うことが重要となる．現在までの研究の結果，

介入の視点からの病態の解明について，いくつかのこ

とが判明してきている．すなわち，アポトーシスによ

る細胞死が尿細管障害に重要であり，活性酸素，炎症，

血管作動性物質などが障害促進因子として，一方，抗

アポトーシス関連物質や熱ショック蛋白（HSP），細

胞周期調節因子，DNA修復関連物質などが防御的に

関与する可能性があることが知られるようになってき

た．こうした因子をターゲットとした薬剤の有効性が

動物実験では証明されており，人での有効性確認が望

まれている．

急性腎不全治療薬の開発の困難さは，①急性腎不全

での腎障害の進行が急速であり，わずかの時間の遅れ

が介入のタイミングを失することになる，②その原因

の種類や程度により発症する急性腎不全の重症度が大

きく異なる，という点にもある．腎が強く障害された

後では，投与された薬剤の作用が強力であっても有効

性を示すのは困難と予想される．一方，障害が軽度の

ものは放置しておいても軽快する可能性がある．

急性腎不全の治療薬がその有効性を証明するには，

こうした対象の不均一性から生じるばらつきの問題を

解決する必要がある．その一つの解決策は，急性腎不

全の将来の発症とその程度を予測できる早期マーカー

の開発にある．表2に示すように，近年急性腎不全の

早期発見マーカーに関する多くの研究成果が発表され

ている．中でも，neutrophilgelatinase-associated
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図6 腎不全患者を対象とするacetylcysteineの造影剤腎症予防効果（メタアナリシス）

（文献16より）



lipocalin（NGAL）は，小児の心手術後の急性腎不全

の発症を予測することがヒトで示されており，その臨

床応用に期待が寄せられている18）（図7）．

おわりに

近年，急性腎不全の臨床的課題の大きさが明らかに

なるとともに，病態の解明や早期発見マーカーの開発

が急速に進んでいる．急性腎不全の課題解決が現実の

ものとなる日が近いことを期待したい．
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図7 心手術後の急性腎不全マーカーとしてのNeutrophilgelatinase-associated

lipocalin（NGAL）

（文献18より）

表2 提唱される急性腎不全の早期マーカー

1.障害された腎臓に誘導される（遊出する）物質

●KIM-1（kidneyinjurymolecule-1）

●CYR61（cysteinrichprotein61）

● SSAT（supermidine/supermineN1-acetyltransferase）

●cytochromec

●liver-typefattyacid-bindingprotein

2.炎症関連物質

●IL-18

●NGAL（neutrophilgelatinase-associatedlipocalin）
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要 旨

糖尿病患者や高齢透析患者の増加が著しく，虚血性

心疾患や悪性腫瘍を代表とする合併症の診断と治療，

バスキュラーアクセスに対する血管造影や PTA

（percutaneoustransluminalangioplasty）など，

透析患者における造影剤の使用頻度が増加している．

造影剤の副作用としては，造影剤腎症とアレルギー様

反応が重要である．しかし，自己腎機能が廃絶した透

析患者で前者が問題にされることは少なかった．一方，

透析導入以後，より長期に残存腎機能が保持される患

者ほど生命予後が良好なことが明らかになった．この

ことは，特にCAPD患者にあてはまり，これらの患

者では，造影剤使用に際して腎機能への影響について

十分な配慮が必要である．

はじめに

近年，透析患者の高齢化と糖尿病患者の増加が著し

く，心血管系合併症や悪性疾患などの合併症の評価や

治療手段として，さらに，バスキュラーアクセスに対

する血管造影やPTAに際して造影剤を使用する機会

が増加している．

造影剤の副作用では造影剤腎症とアレルギー様反応

が最も問題になるが，前者については，自己腎機能が

廃絶している透析患者で問題にされることはなかった．

しかしながら，最近では，主としてCAPD患者で，

透析導入以後に自己腎機能をより長期に保持すること

が患者の生命予後を改善するという成績が相次いで報

告されている．このことはすなわち，非常に低値であ

っても自己腎機能を長期に保持させたいCAPD患者

では，造影剤使用による腎機能悪化をできるだけ回避

しなければならないことを意味している1,2）．

本稿では，最も使用頻度が高いヨード系造影剤につ

いて基本的事項にふれ，透析患者における造影剤使用

時の留意点について概説する．

1 ヨード系造影剤

1） ヨード系造影剤の種類と特徴

造影剤は，非イオン性，イオン性かどうかと，ベン

ゼン環の数によってイオン性モノマー，非イオン性モ

ノマー，イオン性ダイマー，非イオン性ダイマーの4

種類に分類される．それぞれの特徴を表1に示す．イ

オン性モノマーは高濃度のNaイオンを含有し，浸透

圧が血漿浸透圧の約7倍と高く，最近では使用頻度が

減少している．Naイオンを含まない非イオン性モノ

マーの浸透圧は血漿浸透圧の1～3倍程度で，ヨード

含有量もイオン性モノマーの約半分と少ないことが特

徴である．イオン性ダイマーの浸透圧は非イオン性モ

ノマーと同程度であるが，Naイオンの含有量が多い．

非イオン性ダイマーは非イオン性モノマーやイオン性

ダイマーより低浸透圧で，血漿浸透圧と同程度である．

しかし，浸透圧を調整する目的でNaイオン以外に多
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彩なイオンを含有し，遅延型副作用の発現率が高く，

現在では血管内投与の適応が制限されている．

2） ヨード系造影剤の代謝経路

ヨード系造影剤の代謝はtwo-compartmentmodel

で説明される3）．ヨード系造影剤は血管内に投与され

ると，血管壁を容易に通過し血管外の細胞外液に分布

する．蛋白結合率はきわめて低く，細胞内に取り込ま

れることもないので細胞外分画の指標となる．また，

通常状態では脳血管関門を通過しない．

ヨード系造影剤は代謝を受けず，糸球体で受動的に

濾過され，尿細管からの分泌や再吸収はほとんどない．

尿細管へ到達した造影剤は，近位尿細管での水の再吸

収や，遠位尿細管や集合管におけるバソプレッシンに

よる水の再吸収により濃縮される．腎機能が正常な場

合には，尿中の造影剤濃度が血中濃度にくらべて

50～100倍に濃縮される．非イオン性ダイマーは等浸

透圧性の造影剤であるが，尿細管到達時の濃度は投与

前の製剤濃度と同等まで濃縮される4）．

健常者では，投与された造影剤の排泄は速やかで，

投与量の約50％は2時間で尿中に排泄される．イオ

ン性ヨード系造影剤の血漿半減期は100～120分程度，

非イオン性造影剤であるiopromideは血漿半減期が

110分と報告されている5）．一方，腎機能障害が重篤

になると（GFR＜26ml/分/1.73m2），造影剤の排泄

が遅延し，投与量の50％が排泄されるのに16～84時
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表1 国内で発売されているヨード系造影剤の種類

商品名� 分 子 量
浸透圧比
（/生理
食塩液）

ヨード
含有量

（mgI/ml）

非イオン性

モノマー型

iopamidol

イオパミロン150

イオパミロン300

イオパミロン370

777.09

1

3

4

150

300

370

iohexol

オムニパーク140

オムニパーク240

オムニパーク300

オムニパーク350

821.14

1

2

2

3

140

240

300

350

ioversol

オプチレイ160

オプチレイ240

オプチレイ320

オプチレイ350

807.12

1

2

2

3

160

240

320

350

iomeprol

イオメロン300

イオメロン350

イオメロン400

777.09

2

2

3

300

350

400

iopromide

プロスコープ150

プロスコープ240

プロスコープ300

プロスコープ370

791.12

1

2

2�3

3�4

150

240

300

370

ioxilan
イマジニール300

イマジニール350
791.12

2

3

300

350

ダイマー型

iotrolan
イソビスト240

イソビスト300
1626.24 1

240

300

iodixanol
ビジパーク270

ビジパーク320
1551.19 1

270

320

イオン性

モノマー型

amidotrizoicacid
ウログラフィン60％

ウログラフィン76％
613.92

6

9

292

370

iothalamicacid

コンレイ30％

コンレイ

コンレイ400

613.92

3

5

8

141

282

400

ダイマー型
ioxaglicacid ヘキサブリックス320 1268.89 2 320

iotroxicacid ビリスコピンDIC50 1215.82 1 50



間を要する6）．低浸透圧性造影剤であるiomeprolでは，

投与120時間後の累積尿中排泄率は，健常者が93.5

％であるのに対し，高度腎機能障害患者（GFR＜26

ml/分/1.73m2）では68.3％に留まる．イオン性モノ

マーの肝排泄率は5％以上と報告されているが，それ

以外のヨード系造影剤では腎機能が正常な場合に肝臓

からの排泄はほとんどみられない7）．末期腎不全の場

合は，肝臓はすべてのヨード系造影剤について重要な

排泄経路となる．末期腎不全患者では，尿中への排泄

はみられず，代償的に胆道系へ排泄されるが，その排

泄速度は著しく遅延する．また，2％未満ではあるが，

汗や涙，唾液腺からも分泌される．

2 ヨード系造影剤の透析性

1） 血液透析

ヨード系造影剤の分子量は，非イオン性モノマーで

800Da程度，イオン性ダイマーでは1,200Da程度と，

いわゆる中分子物質に属す．さらに，水溶性で蛋白結

合率も低く，細胞内に分布しないという特徴から，速

やかに血液透析で除去される．血液透析による除去は

主に拡散により行われるが8），尿素やクレアチニンよ

りも分子量が大きいので，除去効率は制限される．非

イオン性モノマーはダイマーよりも分子量が小さく，

血液透析での除去効率は高い．

一般に，血液透析での除去速度に影響を与える因子

としては，造影剤側の因子として，分子量，蛋白結合

率，荷電状態，親水性があり，血液透析側の因子とし

てダイアライザー（膜面積，膜素材），血液流量，透

析液流量，透析時間などがあげられる（表 2）．さら

に，患者側の因子として，残腎機能や肝機能，造影剤

の血漿濃度がある9）．一般的に，透析膜面積が大きく，

透析時間が長いほど造影剤除去効率が良好で，セルロ

ース膜よりも合成高分子系膜で除去効率が高い10）．

血液透析によるヨード系造影剤の血漿クリアランス

は50～70ml/分と報告されている．Furukawaら11）

は，非イオン性モノマーであるiomeprolの血漿クリ

アランスは60ml/分で，4～5時間の血液透析（血液

流量200ml/分，透析液流量500ml/分）で80％以上

が除去されると報告した．

2） 腹膜透析

Iwamotoらは12），CAPD患者14名で非イオン性モ

ノマー（iomeprol，50～150mg）の血中半減期を検

討し，全例では平均32.6時間，残存腎機能がある患

者（平均GFR3.8ml/分）では25.8時間，残存腎機

能がほとんど消失した患者（平均 GFR0.6ml/分）

では39.4時間と，残存腎機能がある患者で血中半減

期が有意に短かったと報告した．そのほか，腹膜透析

は体内からヨード系造影剤を除去するのに有効である

が，血液透析よりも時間を要し，造影剤の速やかな除

去のためには血液透析のほうが優れていると考えられ

ている13～16）．

3 ヨード系造影剤の副作用

1） 造影剤腎症

造影剤腎症は，造影剤投与後24時間から3～5日に

かけて血清クレアチニン値が上昇する病態で，通常は，

発症後2週間程度で腎機能は前値に復する．乏尿の頻

度は30％にすぎず，非乏尿性であることが多い．発

症機序としては，造影剤による腎動脈攣縮，脱水，尿

細管細胞への直接障害や壊死物質による尿細管閉塞な

どが複合し，急性尿細管壊死が主体で，基本的に，脱

水などを背景にした腎の虚血（腎血流量低下，腎髄質

虚血）と造影剤による直接的な細胞毒性が関与してい

る17）．

造影剤を投与すると，浸透圧作用により細胞外液量

が増加し一時的に腎血流量は増加する．しかし，その

後，腎血流量が遷延性に低下する．腎では赤血球が浸
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表2 ヨード系造影剤の血液透析による除去に影響を及ぼす因子

ヨード系造影剤 血液透析 患者側の因子

分子量

蛋白結合率

荷電状態

親水性

透析膜の透過性と膜面積

膜素材

血流量

透析液流量

透析時間

残存腎機能

肝機能

造影剤血漿濃度

（文献9より改変）



透圧効果のため膨化し，毛細血管レベルでの通過障害，

いわゆるrigidificationをきたすため末梢血管抵抗が

増し，また一過性の心機能障害と血管拡張によって血

圧が低下する．さらに，造影剤による浸透圧負荷に伴

うバソプレッシン分泌の亢進，糸球体毛細血管内皮細

胞からのエンドセリン分泌などによって腎内血管が収

縮し，特に，輸入細動脈の収縮によって糸球体内静水

圧が減少して糸球体濾過値が減少する．造影剤による

尿細管内液の浸透圧上昇は，傍糸球体装置を刺激して

アンジオテンシンIIやアデノシンなどの血管収縮物

質の放出を促進することも血管収縮をもたらし，腎血

流量はさらに低下し，腎前性の機序で急性腎不全を惹

起する．一方，腎髄質は，健常時にも酸素分圧が低く

酸素摂取率が高い．すなわち，酸素予備能がきわめて

低い部位である．この部位で，造影剤による浸透圧利

尿は尿細管での酸素需要を高め，腎髄質の酸素分圧が

さらに低下し，腎髄質は虚血状態をきたして細胞を傷

害し，尿細管壊死にいたる．造影剤腎症の危険因子と

して，既存の腎障害は最強の危険因子で，腎障害を有

する糖尿病患者で特に注意が必要である．しかしなが

ら，造影剤腎症に関する無作為化比較対照試験（ran-

domizedcontroltrial;RCT）は少なく，今後も検

討が必要であろう3,18）．

末期腎不全で無尿の患者では造影剤腎症を考慮する

必要は少ないと考えられる．しかし，残存腎機能が低

値でも保持されている患者，特に，CAPD患者では

問題となる．造影剤腎症の予防法としては投与前から

の輸液による脱水防止が有効と考えられるが，低浸透

圧性または等浸透圧性造影剤の有用性，フロセミド投

与，投与後の透析治療などについては明らかなエビデ

ンスはない9）．

2） アレルギー様反応

造影剤投与後のアレルギー様反応は即時型と遅発型

に分けられる．前者の頻度に関して，桑鶴ら19）は，ヨ

ード系造影剤を使用した4,555例中319例（7.0％）と

高率に認めたと報告した．症状としては熱感（5.1％）

が最も多く，嘔気（1.3％），血管痛（0.4％），くしゃ

み（0.4％）が主要であった．発症時期は，造影剤注

入中が255例（80％）と圧倒的に多く，5分以内が43

例，5～10分が13例，10分以上が3例であった．投

与量に関しては，150ml以上で頻度が上昇する傾向

を認めた．即時型アレルギー様反応の発症機序は未だ

不明であるが，補体系の活性化によるヒスタミン遊離

が関与していると考えられている20）．

一方，遅延型アレルギー様反応は，検査終了後6時

間以内に発生し，症状発現後6時間以内に消失するこ

とが多い．ただし，皮膚症状の発現は遅い傾向があり，

1週間程度経過した後に認められることもある．また，

稀ではあるが，造影剤投与後2～4時間後に発症した

遅発性ショック例も報告され，注意が必要である21）．

末期腎不全患者におけるヨード系造影剤によるアレ

ルギー様反応についての大規模な集計報告はみられな

い．当院でのバスキュラーアクセスにおけるPTA施

行840例での検討では，アレルギー様反応の発生頻度

は，iopamidol300使用例で4例（2.2％），iopamidol

150使用例で8例（1.2％）で，症状としては，�痒感，

皮疹，気分不良が多かったが，入院を必要とする重篤

なものは認めなかった．

3） そのほかの副作用

冠動脈造影時の心拍出量低下や不整脈，中枢神経系

への副作用としての痙攣発作や呼吸抑制，右心造影や

肺動脈造影時の肺高血圧症など，臓器特異的な副作用

が知られている22,23）．また，ヨード系造影剤を高濃度

で使用した場合，血管内皮を傷害して血栓を形成し，

赤血球の破砕，肥満細胞や好塩基球からヒスタミンの

遊離をきたすことがある24）．

通常の造影CT検査で使用される造影剤の投与量は

約 150mlと少ないが，intervention治療では 500～

600mlに達することがある．しかし，この量でも細

胞外液量の増加は2％程度に留まり，血漿浸透圧の7

倍という高浸透圧性造影剤を使用しても浸透圧や体液

量の増加が臨床的に問題となることは少ない．実際，

Lorussoら6）は，低浸透圧性非イオン性造影剤を末期

腎不全患者に使用し，重篤な心血管系合併症が出現す

ることはなかったと報告した．しかし，心機能低下例

では，大量の造影剤投与によって浸透圧が上昇し，循

環血漿量が増加し，急性肺水腫を発症することがある

ので注意しなければならない25）．

4 透析患者における造影剤の使い方

1） 血液透析患者

末期腎不全患者では，一般的に，ヨード系造影剤の
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半減期は30時間以上と延長し，副作用が発現しやす

い．その防止策としては，造影剤をできるだけ速やか

に体外に排泄させることが重要となる．前述したよう

に，ヨード系造影剤の血液透析による除去効率はきわ

めて高い．Younathanら26）は，週3回の維持血液透

析を施行中の患者10名で，非イオン性モノマーであ

るioversol（40～225ml）を用いて前向き研究を行い，

臨時の追加透析の必要がなかったことを報告した．

Hamaniら27）も，非イオン性低浸透圧性造影剤である

iobitridol（50～300ml）を用いて同様の検討を行い，

追加透析なしで副作用の発現がなかったことを報告し

た．Takebayashiら28）も，低浸透圧性造影剤を用い

た検討で，臨時透析を施行しなくても，造影剤投与に

よる副作用は出現しなかったと報告した．このように，

通常量の造影剤使用時に造影剤除去を目的とした透析

を追加するは必要ないと考えられる．

2） CAPD患者

CAPD患者では，残存腎機能をできるだけ長期に

保持することが最も重要になる2,29）．最近になって，

残存腎機能を有するCAPD患者における造影剤投与

後の腎機能の変化に関する前向き研究がいくつか報告

された30～32）．Moranneら30）は，CAPD患者（残存腎

機能：2ml/分/1.73m2以上）36名を対象として，

iodixanol（非イオン性ダイマー）ないしは iohexol

（非イオン性モノマー）を投与し，2週間にわたって

尿量，腎機能，腹膜機能の変動を検討した．その結果，

造影剤投与前後でいずれのパラメータも有意に変化せ

ず，また，対照群と比べても有意差を認めなかった．

Dittrichら31）は，CAPD患者（残存腎機能：1.5ml/

分/1.73m2以上）10名を対象として，非イオン性モ

ノマーである iopromideを 60～430ml（平均 107.5

ml）投与し，30日間にわたって腎機能と尿量の変動

を測定した．残存腎機能は，造影剤投与6日後にかけ

て漸減したが，以後漸増して30日後には投与前と同

程度までに回復し，結果的に有意の変動を示さなかっ

た．彼らはさらに4カ月間経過観察し，対照群と残存

腎機能の推移に有意差を認めなかったと報告した．

いずれの報告でも，造影剤投与による残存腎機能へ

の影響は小さく，投与量が少量であれば問題ないと考

えられる．しかし，症例数が少なく，また，投与量と

の関係を示した成績はない．今後は，これらの患者に

おける造影剤使用と腎機能の長期予後について検討す

べきであろう．

以上のように，透析患者においては，造影剤を使用

した検査の適応と代替検査の可能性を十分に検討する

ことが最も重要であるが，臨床的に必要な場合に造影

剤使用を躊躇する必要はないと考えられる．しかしな

がら，低浸透圧性造影剤をできるだけ少量使用するこ

とをこころがけ，CAPD患者では，造影剤の長期的

な影響についての検討がないことを考慮し，慎重に対

応すべきと考えられる．

5 ガドリニウム造影剤

MRIの造影剤として使用されるガドリニウム（Gd）

造影剤は，ヨード系造影剤と類似の薬物動態を示し，

細胞外液分画に分布し，腎機能が正常であれば4時間

で約80％が排泄され，その半減期は約1.5時間であ

る33）．また，透析性に関してもヨード系造影剤と同様

で，血液透析での除去効率が高く，腹膜透析でも血液

透析より劣るものの除去される．腎機能低下症例では

排泄が遅延するが，投与後に腎機能障害が増悪するこ

とはなく安全である34～36）．しかし，大量投与例（0.44

mmol/kg）での腎不全発症例や37），重篤なアナフィ

ラキシー様症状が出現した報告38）もあり，Gd造影剤

の使用はできるだけ少量とし，投与後は経過観察を厳

重に行うべきである．

また，高度腎機能障害を有する患者では排泄クリア

ランスが低下し，キレート複合体からGdが遊離し，

Zn，Fe，Cu，Caなどの陽イオンがキレートされ，

これらの微量元素の欠乏を来す可能性が指摘されてい

るが39），実際に使用するGd量は少量で，臨床的に問

題になることは少ないと考えられている．

おわりに

以上，透析患者における造影剤使用の注意点につい

て概説した．ヨード系造影剤を中心に述べたが，透析

患者でも基本的には非透析例と同様に注意すれば安全

に使用可能である．しかしながら，残存腎機能の保持

が最も問題なCAPD患者での影響については未だ明

らかでないことが多く，これらの患者では造影剤使用

の適応について考慮し，できれば代替検査を検討すべ

きであろう．MRI検査におけるGd造影剤に関して

は，透析患者でも安全に使用できると考えられる．
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要 旨

NKFTaskForceの報告において，糖尿病透析患

者では重症低血糖の危険のために，高血糖に関連した

感染症と代謝異常を予防する程度の血糖コントロール，

すなわちHbA1c値8.0％，食前血糖100～150mg/dL

を血糖コントロールの目標としている．われわれも維

持血液透析中のHbA1cが8.0％以上の糖尿病患者では

生命予後が不良であることから，HbA1c8.0％未満を

血液透析患者の目標値としている．これはあくまでも

minimumtargetであり，個々の症例では重症低血糖

を起こすことがなければHbA1cが7％台にとどまら

ず，6％台，5％台を達成することが必要であると考

えている．また，近年，HbA1cよりグリコアルブミン

（GA）が血液透析患者の血糖コントロール指標とし

て有用であると報告されているが，透析患者の予後な

どに関するGAのエビデンスはなく，血糖コントロ

ールとしての目標GA値の設定が必要である．

はじめに

1型糖尿病を対象としたDCCT（DiabetesControl

andComplicationTrial），2型糖尿病を対象とした

熊本スタディやUKPDS（U.K.ProspectiveDiabe-

tesStudy）において，インスリンまたは経口血糖降

下薬による厳格な血糖コントロールが，糖尿病細小血

管症である網膜症，腎症，神経障害の発症と進展を防

止することが示されている1～3）．また，血糖コントロ

ールが，糖尿病患者のADLや生命予後に関わる虚血

性心疾患や脳血管障害など動脈硬化症に対しても重要

であることが報告されている4～6）．これらのエビデン

スより，糖尿病患者における合併症の発症・進展を予

防するため，空腹時血糖値，食後2時間血糖値，眠前

血糖値やHbA1c値の血糖コントロールの目標値が示

されている．

しかし，細小血管症をすでに合併した糖尿病透析患

者に対する血糖コントロールの目標値が示されていな

いのが現状である．ここでは，糖尿病透析患者におけ

る血糖コントロールの指標，血糖コントロールの目標

値について述べる．

1 血糖コントロールの指標

糖尿病患者の血糖コントロールの指標として空腹時

血糖値，食後2時間などの随時血糖値，HbA1c，グリ

コアルブミン（GA），フルクトサミン，1,5アンヒド

ログルシトール（1,5AG）が用いられている7）（表 1）．

血糖値の平均値である 平均血糖値（meanblood

glucose;MBG），血糖の変動幅を反映した血糖可動

域の平均振幅（meanamplitudeofglycemicexcur-

sion;MAGE），基準となる血糖値との差を元に計算

され血糖の変動幅を示すM値が血糖コントロール指

標として用いられている8,9）．しかし，これらの指標

は血糖コントロール状態を結果として評価するには有

用であるが，日常診療での血糖コントロールの指標と

するのは実際的ではない．
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1,5AGとブドウ糖とは尿細管において再吸収が競

合するため，血中1,5AGは尿中糖排泄を反映し，軽

度ないし中等度の高血糖領域の血糖コントロールの指

標として用いられている10）．しかし血中1,5AGは血

清クレアチニンが3mg/dL以上の症例では異常値を

示すこと，また尿中糖排泄を反映する検査であるため，

無尿もしくは尿量が減少した透析患者では血糖コント

ロールの指標とはならない．

① HbA1c

HbA1cはβ鎖N末端のバリンのアミノ基にブドウ

糖が結合し，この初期生成物は可逆的なシッフ塩基結

合によるアルジミンであり不安定型HbA1cと呼ばれ

る．不安定型HbA1cが緩徐にアマドリ転位反応を受

けるとケトアミンとなる．この反応はほとんど不可逆

的であるため，このアマドリ産物を安定型HbA1cと呼

ぶ．安定型HbA1cは赤血球寿命の約120日間に血糖

値に応じて緩徐に生成され，HbA1cの半減期が約30

日であることから，約2カ月前の平均血糖値を反映し，

長期間の血糖コントロ－ルの評価として優れている．

② グリコアルブミン（GA）

血清蛋白もヘモグロビン同様にブドウ糖と結合しア

ルジミン，さらにアルジミンがアマドリ転換を起こし

てケトアミンとなり，糖化蛋白を形成する11）（図 1）．

糖化蛋白は結合側鎖がフルクトース構造をとるためフ

ルクトサミンと呼ばれる．フルクトサミンは血清中の

すべての蛋白の糖化産物を意味するが，GAは血清ア

ルブミンの糖化産物であり，フルクトサミンの主成分

である．GAの半減期は約17日であり，約1カ月間

の平均血糖値を反映する．

GAとHbA1cの測定値がどの時期の血糖状態を反映

しているかを図2に示す7,12）．
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図1 糖化アルブミンの生成反応

（文献11より）

表1 血糖コントロ－ル指標の比較

HbA1c GA フルクトサミン 1,5AG

臨床的意義
過去4カ月の加重平

均血糖

過去40～60日の加

重平均血糖

過去 30～40日の加

重平均血糖

最近の尿糖排泄

応答半減期
30～35日 14～20日 10～14日 上昇時30～50日

下降時1～10日

正常値 4～6％ 12～18％ 200～280μmol/L 140μg/mL以上

正常値の個人差 小 小 中 大

対象患者
糖尿病患者すべて 不安定型糖尿病

妊娠糖尿病

不安定型糖尿病

スクリーニング

境界型～軽症糖尿病

スクリーニング

異常値の出る場合

妊娠，貧血，腎不全

異常Hb血症

ネフローゼ症候群

甲状腺機能障害

肝硬変

ネフローゼ症候群

低蛋白血症，脱水

甲状腺機能障害

腎性尿糖，妊娠，腎

不全，長期IVH

文献7より引用



GA測定値の約50％は採血時からさかのぼって過

去2週間の血糖状態を反映しており，また約75％が

過去1カ月間の血糖状態を反映している．血糖コント

ロールの変化があった場合は，1～2週間でGA値に

反映され，総合的には約1カ月の血糖状態を表すこと

になる．

HbA1cはヘモグロビンβ鎖のN末端バリン1カ所

がグリケーションを受けたものであるが，GAはアル

ブミンの4カ所のリジンがグリケーションされるため，

ヘモグロビンよりアルブミンはグリケーションされや

すい13）．つまりGAは血糖コントロールの変化に対す

る反応が早いということに加えて，HbA1cがあまり変

化しない場合においてもGA値がより大きく変動す

る特徴を持つ．

2 糖尿病透析患者と血糖コントロール指標

HbA1cは赤血球寿命の約120日間に血糖値に応じて

緩徐に生成されるため，赤血球寿命に大きく左右され

る．大野らはエリスロポエチン投与開始後，貧血の改

善に伴いHbA1cが低下し，この低下はエリスロポエ

チンによる赤血球新生の亢進と関連があることを示し

た14）．朝長らはエリスロポエチン投与開始2週間後に，

血糖の変動がなかったにもかかわらずHbA1cは低下

し，GAは変化しなかったことを報告している15）．

このように透析患者では，血液透析による赤血球の

破壊，エリスロポエチンによる貧血の改善，輸血の影

響などにより，赤血球寿命の短縮や幼若赤血球の増加

が起こり，HbA1cが低値に測定される．一方，GAは

赤血球寿命の影響を受けないので，アルブミン代謝が

影響されない限り，血液透析患者においてはHbA1cよ

りGAのほうが血糖状態を的確に反映し，HbA1cに代

わりうる有用な血糖コントロールの指標になると考え

られてきている16）．

しかし，肝硬変，甲状腺機能低下症，栄養障害では

アルブミン半減期が延長するためGA値は高値を，ネ

フローゼ症候群や甲状腺機能亢進症では半減期が短縮

するためGA値は低値を示し，GAもアルブミン代謝

の影響によりその値が変動する．このため糖尿病腎不

全患者では，ネフローゼ症候群を呈する透析導入時期，

肝硬変や甲状腺疾患を合併した症例，腹腔からのアル

ブミン喪失のみられる腹膜透析患者ではGAの評価

に注意が必要である7）．

3 糖尿病透析患者における血糖コントロールの

目標値

腎不全を合併していない糖尿病患者では，厳格な血

糖コントロールが糖尿病細小血管症の発症と進展を防

止するというエビデンスが数多くあり1～3），日本糖尿

病学会ではHbA1c値5.8％未満を優，5.8％～6.5％を

良とし，アメリカ糖尿病協会ではHbA1c値7.0％以下

にすることが勧められている．しかし，すでに細小血

管症を合併した糖尿病透析患者において，このような

厳格な血糖のコントロールを必要とするのかは不明で

ある．むしろ，厳格な血糖のコントロールを達成する

ことばかりに注意を払うと，重症低血糖を起こす危険

がある17,18）．

糖尿病透析患者では神経障害，特に自律神経障害を

すでに合併している患者が多く，低血糖を起こしても

症状を伴わない無自覚低血糖を起こす危険が増加する．

心血管疾患についてのNKFTaskForceの報告にお

いて，Manskeは重症低血糖を起こす危険があるため，

糖尿病透析患者においては，厳格な血糖コントロール
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図2 HbA1c，GA測定値への過去の血糖の寄与率

（文献7より）



を推奨せず，高血糖に関連した感染症と代謝異常を予

防する程度の血糖コントロールとしてHbA1c値8.0％，

食前血糖100～150mg/dLを目標としている19）．

SuzukiらはHbA1c値7.5％未満の患者は予後が良

いことを20），Medinaらは血液透析導入前のMBGが

予後の予測因子21）であると報告している．Wuらは，

137人の2型糖尿病血液透析患者の10年の追跡調査

において，血液透析導入前のHbA1cが10％以上の血

糖コントロール不良患者では心血管に関する予後が不

良であったと報告している22）．われわれは，10年の観

察研究において，血液透析導入時のHbA1cが7.5％未

満と血糖コントロール良好な93人の糖尿病透析患者

が，HbA1c7.5％以上の血糖コントロール不良な57人

の患者より予後が良かったことを観察した23）．さらに，

コックス比例分析において，血液透析導入時のHbA1c

が1.0％増加するごとに生命予後のリスクが6.8％増

加することを示した．Okadaらは，124人の2型糖

尿病血液透析患者において血液透析導入時の HbA1c

値が一変量のコックス比例分析においては，予後の有

意な予測因子であったが，多変量解析においては有意

差が失われたと報告している24）．

このように多くの研究は，血液透析導入時の血糖コ

ントロール状態が，透析導入後の予後に影響すること

を報告したものであり，維持透析中の糖尿病患者の血

糖管理の必要性や目標値を示すものではなかった20～24）．

近年，われわれは維持血液透析中のHbA1c値にて分

けた，HbA1c6.5％未満のGood群，HbA1c6.5％～8.0

％のFair群，HbA1c8.0％以上のPoor群の3群にお

いて，HbA1cが8.0％以上の糖尿病血液透析患者では

明らかに予後が悪く，維持透析中の血糖コントロール

不良状態が年齢，性，血液透析期間および心血管合併

症などの因子から独立した予後の予測因子であったこ

とを報告した25）（図 3）．これは血液透析導入時の

HbA1cにて検討されたこれまでの報告と異なり，維持

血液透析中の血糖コントロールの必要性とその目標値

を示したものである．すなわち，血液透析導入後でさ

え予後を改善するために血糖コントロールすることの

重要性を示すものである．

McMurrayらにより介入試験による糖尿病透析患

者の血糖コントロールの必要性が示されている26）．こ

の介入試験では，12カ月間の糖尿病教育と管理を集

中的に行うことにより血糖コントロールが改善され，

糖尿病関連の入院の減少およびQOLが改善されたこ

とを報告している．対象が83名と比較的少数であっ

たこと，12カ月間の短期間の介入であったため，予

後に関して統計的に有意な差がみられなかったが，こ

の結果は糖尿病血液透析患者のQOLに対し血糖コン

トロールの必要性を示したものである．
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図3 糖尿病維持血液透析患者における生命予後

（文献25より）



おわりに

糖尿病透析患者のコントロール指標としての目標値

が確立されていないのが現状である．NKF Task

Forceの報告において，重症低血糖を起こす危険があ

るため，糖尿病透析患者においては，高血糖に関連し

た感染症と代謝異常を予防する程度の血糖コントロー

ルとしてHbA1c値8.0％，食前血糖100～150mg/dL

を目標としている19）．われわれも維持血液透析中の血

糖コントロールと生命予後の結果より，HbA1cが8.0

％未満を血液透析患者の目標値としているが，これ

はあくまでもminimum targetであり，個々の症例

では無自覚低血糖や遷延性低血糖などの重症低血糖を

起こすことがなければHbA1cが7％台にとどまらず，

6％台，5％台を達成することが必要であると考えて

いる25）．

また，近年，血液透析患者においてHbA1cはエリ

スロポエチン投与の影響を受けるなどの問題点があげ

られている．これに対し，赤血球寿命の影響を受けな

いGAが血液透析患者の血糖コントロール指標とし

て有用であると報告され，今後HbA1cに代わりGA

が透析患者の血糖コントロールの指標の中心になるか

もしれない．しかし，透析患者の予後などに関する

GAのエビデンスはなく，今後血糖コントロール目標

としてのGA値の設定が必要である．
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要 旨

透析機器の全自動化が近い将来実現すると思われ，

臨床工学技士のあり方も変わりつつある．教育施設で

は工学基礎知識とともに機器の保守点検管理業務を十

分に教えるべきである．その一方で患者と円滑に会話

ができる人材育成も不可欠である．また，卒後の工学

技術教育施設が存在しないため，施設の設立と卒後教

育によるマイスター制度の導入も検討されるべきであ

る．

緒 言

透析機器の高度化への対応やダイアライザーのハイ

フラックス化に伴う透析液ラインの無菌化のためには，

臨床工学技士が不可欠となった．また，病院では厚生

労働省の後押しもあり，臨床工学技士によるME室

を新設，機器の集中管理がなされるようになった．こ

のように現場環境が変化する状況において，臨床工学

技士養成と資格取得後の教育体制はいかにあるべきか

について述べる．

1 臨床工学技士の養成

1） 教育内容の変化

国の規制緩和推進計画に基づき，臨床工学技士養成

校のカリキュラムも2004年4月から大綱化がなされ

た．大綱化とは大枠のみを行政が決定し，内容の詳細

は各養成校が一定の範囲内で自由に設定できることを

意味している．すなわち，各養成校で時代に即した内

容の講義を行うとともに，養成校の特徴を出した人材

育成が可能となった．

大綱化とは1998年3月31日に閣議決定した，1998

年度から2000年度までの3カ年にわたる規制緩和政

策1）の一つである．規制緩和政策は，日本の経済社会

の抜本的な構造改革を図り，国際的に開かれ，自己責

任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会を形成

していくとともに，行政のあり方を，いわゆる事前規

制型の行政から事後チェック型の行政に転換している

ことを基本としている．このため，

① 経済的規制は原則自由，社会的規制は必要最小

限との原則の下，規制の撤廃，またはより緩やか

な規制への移行

② 検査の民間移行など規制方法の合理化

③ 規制内容の明確化，簡素化

④ 規制の国際的整合性

⑤ 規制関連手続きの迅速化

⑥ 規制制定手続きの透明化を重視し，規制緩和な

どを計画的に推進

するものである．

その中で，医療関連資格制度にかかわる規制緩和と

していくつかの項目が設けられ，カリキュラム等を規

制している国家試験受験資格付与のための養成施設の

指定制度を見直し，各養成校が社会のニーズに適切に

対応した多様な医療技術者等の養成ができるようにす

ることがあげられた．具体的には理学療法士・作業療
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法士・臨床検査技師のカリキュラム見直しがなされ，

その後もほかの医療技術職について順次見直しがなさ

れた．2003年後半に臨床工学技士のカリキュラム大

綱化が厚生労働省医政局より打ち出され，1987年法

律第60号の臨床工学技士法が見直されるに至った．

2004年4月より大綱化カリキュラムにて養成が行わ

れている．

カリキュラムの内容は表1のごとくであり，教育目

標として大枠が指定されているが具体的な講義内容は

各養成校が決定する．大綱化以前との比較で特徴的な

ことは，医療関連講義よりも工学関連講義に重点が移

っていることである．特に，昨今問題となっている医

療機器の安全性確保のための保守点検管理業務は，医

療職の中でも臨床工学技士が中心的に行う業務である．

そのためには電気，電子，物理学といった工学的基礎

と応用知識が不可欠である．また，これらの知識は医

療現場へ一旦就職すると現状では再教育の機会が無く，

養成校で十分な教育を施さない限り資質向上は望めな

い．そのような観点から考えると，今後どこまで保守

点検管理業務を習得させるかが養成校の優劣を決定す

る一つの要因といえる．

一方，臨床現場で患者と接する機会が多いため，単
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表1 教育内容と教育目標

区分

教育内容

単位数
（法第14条
第1号）

教 育 目 標

基
礎
分
野

科学的思考の基礎

人間と生活
14

科学的，論理的思考力を育て，人間性を磨き，自由で主体的な判

断と行動を培う．

生命倫理及び人の尊厳を幅広く理解する．

国際化及び情報化社会に対応できる能力を養う．

専
門

基
礎

分
野

人体の構造及び機能
6

人体の構造と機能を系統的に学び，生命現象を総合的に理解し関

連科目を習得するための基礎的能力を養う．

臨床工学に必要な医

学的基礎 8

臨床工学に必要な臨床医学の基礎及び各種疾患の病態を体系的に

学び，チーム医療の一員として，医療の内容を把握し理解する能

力を養う．

臨床工学に必要な理

工学的基礎
16

臨床工学に必要な理工学的基礎知識を習得し，医療に応用される

理工学的技術・機器を理解するための能力を養う．

臨床工学に必要な医

療情報技術とシステ

ム工学の基礎

7

医療分野で利用される情報処理技術及びシステム工学を学び，そ

の実践応用を理解する基礎的能力を養う．

小 計 37

専
門

分
野

医用生体工学
7

工学の基礎概念を用いて生体を理解し，工学的技術を医療機器に

応用するための知識・技術を習得する．

医用機器学

8

臨床で利用される計測機器・治療機器の原理・構造・構成を工学

的に理解し，その適正かつ安全な使用法や保守管理に関する実践

的知識・技術を習得する．

生体機能代行技術学

12

人の呼吸・循環・代謝に関わる生命維持管理装置の原理・構造を

工学的に理解し，その適正かつ安全な使用法や保守管理に関する

実践的知識・技術を習得する．

医用安全管理学

5

医用工学機器を中心とした医療の安全確保のために，機器及び関

連施設・設備のシステム安全工学を理解し，併せて関連法規・各

種規格等を学習し，医用安全管理技術を習得する．

関連臨床医学
6

臨床工学業務を行う上で必要な関連疾患の病態及び治療法を理解

する．

臨床実習

4

臨床工学士としての基礎的な実践能力を身につけ，医療における

臨床工学の重要性を理解し，かつ，患者への対応について臨床現

場で学習し，チーム医療の一員としての責任と役割を自覚する．

小 計 42

合 計 93



に機器の保守点検管理業務ができるだけでは臨床工学

技士として片手落ちである．常に笑顔で前向きな態度

が取れるか，患者の心理を十分把握して言葉を選べる

か，ほかの医療職を尊重して協同作業ができるかとい

った，医療従事者である前に一人の人間として完成し

ているかどうかも重要なポイントである．もちろん，

専門学校あるいは大学卒業直後でこのような高度な人

間性を身につけられるわけではなく，就職後10年ほ

どを経て失敗を重ねながら身につけていくものだが，

基本的な姿勢は養成校在学時代に教わるべきである．

臨床工学技士はまだ不足している状況であり，国家資

格を取得すれば就職にさほど困ることはないが，今後

透析機器の自動化が進み，少ない医療者で多くの透析

患者が治療できるようになれば，当然質の高い臨床工

学技士のみが生き残ることとなる．

2） 教育の現況

臨床工学技士法による養成所指定規則（第14条）

は，四つの分類からなっている．

一つは3年以上の養成過程であり（14条1号），通

常の臨床工学技士養成専門学校と指定校大学がこれに

該当する．2006年時点では34校であり，そのうち大

学は短期大学も含めて6校である2）．一方，すでに臨

床工学技士以外の医療資格を取得している場合には，

臨床工学技士資格取得に必要な残りの単位を満たせば

よい．そのため，1年間（14条2号）あるいは2年間

（14条3号 通常は夜間）の専攻科制度があり，10校

が養成校となっている．

以上3分類は厚生労働省管轄の臨床工学技士養成所

だが，文部科学省管轄の大学を対象とした臨床工学技

士国家試験受験資格取得の道が開かれており，この場

合には厚生労働省指定科目を取得することによって受

験資格を得ることができる（14条4号）．これには6

大学が該当し，学士とともに臨床工学技士の取得が可

能となっている．大学では14条1号の指定を受ける

か，もしくは4号の科目認定で受験資格を与えるかの

選択ができる．

2006年3月5日に行われた臨床工学技士国家試験

では，受験者数1,727名のうち合格者1,446名，合格

率83.7％であった2）．現役の合格率は高く，90％以

上である．

臨床工学技士資格取得者はすでに2万人に達してい

ると思われるが，2004年10月1日時点での実働数は

病院で8,743名3），2002年での一般診療所での実働数

が2,879名である4）．調査年が異なるものの，合計す

ると実働数は11,622名となる．

2 これからの透析医療と望まれる臨床工学技士像

1） 近未来の透析医療

すでに臨床現場では自動プライミング，自動返血装

置が備わったコンソールが普及しつつあり，透析中の

血圧変動もいくつかの方法でリアルタイムに把握，対

応できるようになった5,6）．その一方で単純な医療ミ

スは相変わらず発生しており7），今後増えゆく透析患

者をいかに安全に，そして確実に治療するかがポイン

トとなる．

近い将来は全自動型の透析コンソールも可能であり，

すでに複雑な体液・血液回路のカセット化に成功して

いる8）．現在複数の大手企業とプロジェクトが進行中

だが，透析用装置の開発に成功すれば，カセットを装

置本体にセットするのみで透析準備が終了，さらに終

了時にカセットを取り出すことによって自動洗浄が行

われ，ほとんど人手がかからなく安全な透析治療が可

能となる．図1は腹膜透析と血液透析が可能なカセッ

ト回路対応のハイブリッド型試作装置だが，ROモジ

ュール内蔵のためこの装置へ水道水を供給するのみで

透析液が作成される．
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図1 カセット回路対応ハイブリッド型試作装置



2） 今後の臨床工学技士のあり方

装置の自動化に伴い，日常業務内容が変わりつつあ

る．透析開始時間を工夫すれば，限られた医療従事者

で多くの患者に透析治療を行うことも可能となってき

た．今後この流れは加速され，全自動透析へと移って

いくであろう．そのときにはどのような臨床工学技士

が必要とされるのであろうか．

全自動化が行われるようになっても必ず医療者の介

入は必要であり，医療事故発生の可能性は残っている．

また，自動化になるほど装置内部がブラックボックス

化するため，かなり高度な技術知識が要求される．す

なわち，単に医師の指示どおりに動く臨床工学技士は

不要となり，自らの頭で考え，判断，行動，責任がと

れる人材でなければならない．一部の透析施設では大

学卒の臨床工学技士のみしか採用しないなど，教育の

高度化を求めるところも出始めた．大綱化の内容に示

されるよう，工学の基礎知識，特に機器の保守点検管

理業務が十分理解されているかどうかが，今後の臨床

工学技士に求められている．

その一方で，透析患者は慢性疾患であり，患者を前

にして日常業務をこなすため，透析患者と円滑な会話

ができなければならない．糖尿病性腎症患者が増加す

る現状では円滑な会話は困難となりつつあるが，患者

のストレスを最大限取り除き，的確，安全な透析治療

のできる人材が不可欠である．すなわち，単に工学技

術に特化しているのではなく，どのような相手であっ

てもきちんと会話のできる人材育成が必要である．現

状の臨床工学技士のごく一部は患者との会話ができず，

透析開始とともに機械室に引きこもっているのはまこ

とに残念なことである．

臨床現場で働く1万人程度の臨床工学技士は，工学

的知識を持って現場に出てきたものの，その後の技術

革新に追いつけず，また，医療知識のめまぐるしい進

歩に押されて工学知識，技術の研鑽がおろそかになっ

ている．これは，卒後教育システムが確立していない

ためである．

これからの臨床工学技士に必要不可欠な項目をあげ

ると，次のようになる．

① 養成校側では工学知識，とりわけ機器の保守点

検管理業務が可能な人材育成を行う．

② さらに，患者との円滑な会話ができるよう臨床

のケーススタディを介して精神心理を学ぶべきで

ある．

③ 医学の最先端情報は臨床現場で習得可能なため，

積極的に学会，研究会で自己研鑽を行わなければ

ならない．

④ 卒後教育システムがないため，早急な臨床工学

技士センターの設立，最新技術の習得が施される

べきである．

⑤ 卒後教育では期限5年間のマイスター制度を導

入し，取得者には上級透析技士の資格を与えて給

与面でも優遇すべきである．

時代に即した臨床工学技士とすべく，多くの施設で

認識を新たにしたシステム作りが望まれている．

まとめ

現状の医療機器は進歩が早く，高度な教育を受けた

臨床工学技士が望まれている．その一方で装置の全自

動化が近い将来なされるため，卒後教育によるマイス

ター制度の導入，臨床工学技士の差別化も不可欠とな

った．2007年4月より九州保健福祉大学にて臨床工

学科を新設，筆者はそこで新しい試みをいくつか検討

しているため，卒後教育制度などについても実現させ

るべく努力したい．
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要 旨

処置室や透析室，手術室など，医療現場において最

も危険かつ無駄な経費が発生しやすい現場において実

施進捗をサポートするには，従来の電子カルテが目指

した記録重視のみではなく，行為を自動的に補足する

仕組みが重要である．オーダから情報を取る限り，緊

急対応（口頭実施）にリアルタイムに対応することは

困難であり，時々刻々と患者状態が変わる透析室のよ

うな場所では，薬剤1本単位で変更できるオーダが必

須であり，そのための基盤インフラが重要である．

1 はじめに

平成13年12月には厚生労働省のグランドデザイン

が発表され，医療のIT化が国民のニーズになり，電

子カルテの普及が期待されていた．しかし，現実には

昨今の厳しい医療経済状況下で情報インフラを整備し

ていくには困難が多い．特に，今までの病院情報シス

テムでは，情報システム投入の費用対効果といった面

で，必ずしも十分でなかった．「保健医療分野の情報

化にむけてのグランドデザイン」における普及目標で

は，平成16年までに，全国の各二次医療圏毎に少な

くとも1施設は電子カルテシステムの普及を図り（平

成14年10月1日現在，全国の363の二次医療圏のう

ち，309（85.1％）の圏域に普及（診療所を含む）），

平成18年までに全国の400床以上の病院の6割以上

に普及，および全診療所の6割以上に普及，とされて

いる．しかし，現在の状況ではその達成は大変厳しい

状況であると思われる．

データは少々古いが，厚生労働省平成14年医療施

設調査報告によると，平成14年10月1日時点の病院

におけるオーダリングシステムの導入状況は，200床

未満の病院では 6,423施設の内，導入済が 485施設

（7.6％），200～399床では1,915施設の内，導入済が

411施設（21.5％）であった．また，400床以上では

849施設の内，導入済が427施設（50.3％）であり，

合計して病院総数9,187施設の内，導入済が1,323施

設（14.4％）のみが導入済であり，達成目標に及ばな

い．

また，同じ調査において病院の電子カルテ導入状況

を見ても，200床未満 6,423施設の内，導入済が 67

施設（1.0％）であり，導入済・導入予定の合計（率）

でも553施設（8.6％）と少ない．また，200～399床

1,915施設の内，導入済が21施設（1.1％），導入済・

導入予定の合計（率）でも239施設（12.5％）に留ま

っている．また，400床以上の大病院でも，849施設

の内，導入済が21施設（2.5％），導入済・導入予定

の合計（率）でも255施設（30.0％）に過ぎない．し

たがって，病院総数9,187施設の内，導入済が109施

設（1.2％）であり，導入済・導入予定の合計（率）

でも1,047施設（11.4％）に過ぎず，また，診療所に

おける電子カルテ導入率も，2.6％に留まっている．

したがって，目標達成は困難であると思われる．
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2 電子カルテの課題

もちろん，この間，政府は普及を妨げる課題克服の

ための取り組みとして，様々な取り組みを行っている．

具体的に，用語・コードの標準化の推進では，特に病

名など9分野について，平成15年度末までに標準用

語・コードのマスター表を完成させている．さらに，

ネットワークセキュリティ基盤についても検討し，導

入補助，融資，税制の補助を行っている．例えば，平

成13，14年度補正予算により241病院に対する導入

補助や電子カルテ等の整備に対し福祉医療機構による

融資・IT投資促進税制等を行っている．また，「標準

的電子カルテ」開発の検討や導入目的を明確化（医療

安全等）し，システム構築のしやすい環境整備や導入

効果の検証を行い，成功例についての情報提供，並び

に医療施設をネットワークで結び，連携することによ

る医療の質向上と効率化を図るモデル事業の実施等様々

な施策を行ってきた．しかし，いずれも有効であった

かどうかは疑問である．

特に明らかになっている電子カルテの課題として，

以下のようなものがあげられている．

① 医療の情報化推進に必要な標準化やセキュリテ

ィなどの基盤整備が未了

② システムの導入・維持費が高い

③ 高性能化してきている反面，使いやすさやシス

テムの維持・更新の面で課題

④ 情報システムの導入効果が必ずしも明らかでな

い

等々がある．

厚生労働省の標準的電子カルテ推進委員会でも，以

下のように指摘されている．

① 電子カルテの現状と普及のための課題

システムへの要請が多様化し，大規模化や高額化を

招きやすい，電子カルテシステムの機能の整理が必要，

システム単位ごとの部品化・共通利用化が不十分，用

語・コード・データ交換規格のみでなく応用層の標準

化も重要，セキュリティ基準が明確でなく潜在的なリ

スクをはらんでいる，インターフェイスを含む電子カ

ルテ機能が不十分であり，標準的電子カルテシステム

の明確化が必要．

以上の課題が分析されている．

② 検討の視点と方向性

標準的な電子カルテシステムの目的・目標の明確化，

電子カルテシステムの効果の評価方法や指標の検討，

共通の機能の整理とシステム要件の記述，列挙共通の

機能に対応するソフトウェア部品の標準化，優れたイ

ンターフェイスの実現，電子カルテシステムのセキュ

リティ基準の明確化，医療安全確保の観点からのシス

テム検討や標準化の推進（医療機関，診療科，従事者

コードを含む），システム更新時の円滑なデータ移行，

異なるシステム間の互換性確保の重視など，課題は分

析されている．

しかし，医療費抑制政策へと舵を切っている現在の

状況で，まず優先されるべき課題は，導入費用に対す

る効果，特に経営改善効果があるかどうかであろう．

その証拠に，4～5年前に政府の補助事業で電子カル

テを導入した病院では，そのリプレース時期が迫って

いるが，その原資の調達が難しくなっているというこ

とである．

3 IT投資に見合う効果

ほかの産業界におけるIT投資は，補助金で賄われ

ていないが，銀行のATMやコンビニの情報端末等，

顧客サービスとともに経営改善のツールとして，費用

対効果が考慮されて来た．多くの企業におけるM &

A（mergersandacquisitions）は，情報投資の減弱

に根ざしたものも少なくない．また，合理化といった

側面もある．

このように，ITを活用するためには，医療におい

ても他の産業界同様，BPR（businessprocessreeng-

ineering）の視点が重要であり，ITを用いることで

医療体制のリエンジニアリング（再構築）やコスト削

減の実施，並びに情報の共有化等を進展させないと，

費用に見合った効果は出ないと思われる．したがって，

この場合の医療情報システムの概念には，オーダエン

トリ，医事会計，物品管理，臨床検査，画像検査，臨

床所見記載等のいわゆる電子カルテ等をすべて包括し

たものになる．

たとえば，病院内の物流管理をすることは，在庫減

少という経営改善に寄与するのみならず，医療材料の

有効期限を管理して，常に新しい品質の良い材料を提

供することを可能にするという医療の品質向上にも寄

与するはずである．従来の管理方法では，医薬品や医

電子カルテの現状と透析医療 509



療材料の統一したコードが無かった．そのため，SPD

（supplyprocessing& distribution）といった物品

の供給，在庫，加工などの物流管理を中央化および外

注化することにより，診療現場の物品を柔軟かつ円滑

に管理しようとする方法等で独自のコードを振って管

理する必要があった．また，人手による管理だけでは

精度が不十分な上に，棚卸しにも手間がかかり問題が

あった．その対策として採用されているバーコードに

よる管理の際にも，コードが統一されてないために，

院内でバーコードシールを貼り直すというような対応

が必要であった．このため，以上のような点を解決す

るようなシステムが求められている．換言すれば，真

の意味で資材管理を合理化できれば，確実に経営改善

が図れることを意味している．

4 医療行為実施進捗支援システム

しかし，物流が大事というと，患者を脇において資

材管理だけに力を注ぐという印象を持つ方も多い．そ

こで，大切なのが，情報インフラとしての物流システ

ムと合わせて，医療の質を担保するためのプロセス管

理を行うような「医療行為実施進捗支援システム」と

でも呼ぶべき機能である．物流が線路だとすると，

「医療行為実施進捗支援システム」は電車の車両であ

り，患者が乗客ということになる．そこで扱うカルテ

情報は，患者の治療計画やクリティカルパスのために

医師間，また看護師，ほかの医療従事者と共有ができ

るものである．そのため，電子カルテシステムは患者

の最新の治療計画を医療従事者同士で常に共有し，共

通の認識の下，治療の実践を支援することで，患者に

とっての医療の質の向上に寄与するシステムでなけれ

ばならない．つまり，診療に関わる指示の伝達状況や，

医療行為の進捗状況がリアルタイムで把握できるシス

テムである．

臨床の現場では，常に最新の情報に基づいて診断が

行えることが重要である．このために医師による診療

行為の指示，指示の変更・中止が，リアルタイムに看

護師など医療行為の実施者に伝達され，最新の情報に

よって診療行為が行われなければならない．従来の紙

による伝達に比べ，リアルタイム性ということでは，

電子カルテが圧倒的に有利である．また，一覧性や全

体の状況把握という点から考えて，医師による診療に

関する指示の実施者への伝達状況や，複数の診療行為

の進行状況が，一元的に管理・参照できるシステムで

なければならない．

それを可能にした医療行為実施進捗支援システムが，

国立国際医療センターのシステムである．そこでは，

徹底した発生源入力を実現し，医療版POS（pointof

sale）といえる医療行為の発生時点管理（pointofact

system;POAS）システムを開発することで，省力化

を図るとともに，物流管理の精度を向上させるシステ

ムを実現している．このシステムは，物流管理をイン

フラ（線路）とし，医療行為の実施進捗支援を目的と

しており，その結果医療過誤対策が実現した．

物流に関し，従来は中央材料部門での管理には対応

できるが，各部署における正確な消費時点管理は困難

であった．たとえば，中央検査部門で使用した試薬の

量やキットの数を，1日ごとに正確に把握することは

困難であった．しかし，無線を利用した携帯端末によ
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るオンラインバーコードチェックを利用したこのシス

テムは，今まで表に出てこなかった物流・業務も把握

できるので，無駄を省き効率的な業務体系を確立する

ことを可能にする．すなわち，レセプトに上がらない

医療行為や材料の把握も可能となり，重複入力をなく

し，臨床業務の省力化に対応した上で，物流や患者の

動態をリアルタイムに確認できる．各部門システム内

で発生したデータは，情報が発生する時点で同時に材

料データが経営管理システムにも流れる．

このPOASにおいては，現場のシステムで必要な

検査結果や画像を出力するのみではなく，「いつ，ど

こで，誰が，誰に対して，何を使って，どういう理由

で，何をしたか」，いわゆる5W1Hの記録が残る（図

1）．つまり，可能な限り発生源入力を可能にし，同時

に在庫を含む物流情報も処理するのである．

また，ネットワークを利用して施設間連携ができれ

ば，共同購入等の無駄のない効率的な物流が実現する．

さらに，多施設共同研究などの診療支援や医療資材の

共同購入も可能になる．このシステムは，あらゆる部

門システムが連動していることで，オーダと検査結果

などの情報をやり取りできるだけではなく，診療報酬

請求用の医事データ，在庫・物流等の病院管理データ，

画像・レポートを含めたあらゆる診療支援のデータ，

の三つのルートが同時に処理されるシステムである．

こうすることで，人（業務），物（医療材料や医薬品

など），金（購入費用や請求費用など）の動きを完全

に把握でき，同時に現場の省力化も実現する．すなわ

ち，検査レポートなどの伝票だけでなく，医事請求や

物品請求の伝票も不要になり，治験も含めた臨床研究

データ登録の自動化も可能になるのである．

5 ITによる経営改善

前述のように，このシステムは5W1Hが，すべて

記録されるシステムである．この発生時点での正確な

記録を電子化して残すことで，データの自動集積，デ

ータベースの構築，そのデータベースを解析し，医療

の向上につなげることもできる．筆者らが現在マサチ

ューセッツ工科大学スローン経営大学院で，国立国際

医療センターと行っている共同研究結果でも，導入1

年目に，医薬品や医療材料の在庫が10分の1になり，

医薬品のみで2億2,550万円コスト削減，医療材料で

2億4,162万円コスト削減した（表 1）．さらに，導入

4年目にも医薬品のみで，108,535,086円（2004年度）

の経費削減を実現している．その理由を注射の例で説

明してみよう（図2）．

従来のシステムでは，病棟のナースステーションで

混注をする時点で，最新オーダとのチェックをしてい

なかった．これは，オーダリングシステムが扱う情報

が1日単位か1ボトル（処方）単位であり，1本 1本

にユニークなIDを振っていなかったために機能がな

いからである．しかし，POASでは最新のITを用い

て，すべての医薬品にシリアル番号を割り当て，1本

ずつ管理をしている．そこで，急な指示変更も電子的

に補足できるのである．

図3のように，もし混注前にチェックしないで，ベ

ッドサイドの投与時のみにバーコード等で指示確認し

た場合，指示変更されていた薬剤は廃棄するしかない

（タイプ2）．しかし，混注直前で確認して変更が明ら

かになれば，それを返品再利用できるのである（タイ

プ3）．その経費だけで，2004年度に1億円強あった

ということであり，もしPOASがなければ，このタ
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表1 POASによる在庫削減効果

病 院 名 病床数
マスタ件数 倉庫面積

（m2）
要 員 数
（人）倉庫在庫品 採 用 品

国立国際医療センター

福岡県A病院（私立）

東京都B病院（私立）

岡山県C病院（私立）

東京都D病院（私立）

栃木県E病院（私立）

和歌山県F病院（公立）

大阪府G病院（私立）

神奈川県H病院（公立）

925

1,205

1,203

1,178

1,154

1,150

800

741

720

300

1,900

500

1,000

1,320

700

600

500

2,500

6,800

20,000

8,000

3,500

7,700

7,000

10,000

2,000

8,000

32

300

200

65

155

108

300

300

400

1

10

7

6

2

4

7

7

10



イプ3の薬剤は廃棄されるからである．

6 処置室や透析室，手術室における実施進捗支援

この実施進捗をサポートするには，従来の電子カル

テが目指した記録重視のみではなく，行為を自動的に

補足する仕組みが重要である．自動的に行為を捕捉す

る仕組みとして，モノの動きを捉えたのが「物流」で

あり，これは「単なる在庫管理」とはまったく異なる

ものである．前者を動画とするならば，後者は静止画

であり，プロセス管理はできない．また，看護師詰所

の情報化ではなく，処置室や透析室，手術室など，医

療現場において最も危険かつ無駄な経費が発生しやす

い現場である場所の情報化（電子化）は進んでいなか

った．それは，緊急対応（口頭実施）ができなかった

からである．オーダから情報を取る限り，口頭指示に

リアルタイムに対応することは困難であり，また実施

記録を看護記録から拾う限り事後になってしまう．そ

こでは廃棄を減らすことは困難である．まとめて記載

するからである．時々刻々と患者状態が変わる処置室

や透析室，手術室のような場所では，1本単位で変更

できるオーダリングが必須であり，そのために基盤イ

ンフラは物流を使うほうが望ましいのである．

医事や検体検査システムが1970年代に導入され，

1980年になりオーダリングが，1999年には電子カル

テにより，院内のかなりの部署が情報化された（図4）．

しかし，医療にとって最も重要であり，最も危険な部

分の安全確保に必要な「処置室や透析室，手術室にお

ける実施進捗支援」の機能が追いついていなかった．

POASは，そこをターゲットにした仕組みである．

その手段として，物流システムをインフラとして用い

たのである．すなわち，医療行為発生時点情報管理シ

ステムPOASは，物流をベースとし，財務会計や管
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図2 経費削減システム例



理会計システムや人事管理を目的とするのみならず，

医療過誤対策などリスクマネジメントにも有用である．

その上で，業務改善・経営改善を実現した．将来は，

これを施設間連携や全国連携に応用することができれ

ば，さらに効率的な物流が実現され，さらには，診療

支援システム（臨床研究における多施設共同研究）も

可能となるであろう．
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図4 病院情報システムの歴史



要 旨

日本透析医学会の統計調査によると，わが国の透析

施設における感染症は年別死亡原因の2位であるが，

導入年別では1位であり死因の重要な位置を占めてい

る．透析施設における院内感染として，血液媒介感染

症は依然として陽性頻度が高く，さらに陽性化率が高

い．

接触感染ではMRSA感染頻度が高く，アウトブレ

イクの可能性があり，空気感染では結核症の集団感染

が危惧されている．日本の透析施設における院内感染

の現状とその感染対策について解説した．

はじめに

わが国の透析施設における感染症は，日本透析医学

会の統計調査によると年別死亡原因の第2位（18.8％，

2004年）であるが，特に導入年死亡患者の原因でみ

ると23.6％と死因の中で心不全に代わり第1位にな

った1）（図1）．最近の導入患者は高齢者および糖尿病

性腎症由来の患者が増加していることが理由の一つで

あると考えられる．透析施設における院内感染として

の血液媒介感染症，接触感染および飛沫・空気感染に

ついての現況とその対策について解説する．
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図1 導入年別死亡患者の死亡原因の推移



1 血液媒介感染症

1） 透析施設での肝炎院内感染事故

透析施設での肝炎院内感染事故は，1994年に東京

の透析施設で5名のB型肝炎が発生し，そのうち4

名が劇症肝炎で死亡した事故以来，表1に示すように，

各地の透析施設においてB型およびC型肝炎の院内

感染事故の報告がある．それぞれウイルスの遺伝子解

析により，同じ透析施設の透析患者のウイルスキャリ

ヤーからの感染が確認されている．

感染経路の調査による感染経路に関しては，EPO

の注射を介した感染の疑いや，返血時の生食液，ヘパ

リン生食液を介した感染が疑われているが不明な例が

多い．劇症肝炎を発症したB型肝炎ウイルスは，劇

症化に関連するHBe抗原非産生のいわゆる変異株で

あった2）．

1999年の兵庫県におけるB型肝炎では7名のうち

6名が劇症肝炎で死亡している．この施設ではHCV

抗体陽性者が80％ときわめて高く，返血生食液によ

る日頃からの感染暴露が起っていたことが推測され

た3）．C型肝炎の感染事故も2000年には4件あり，

その後も散発的に感染事故が発生している4）．院内感

染対策が十分でない施設がある一方で感染経路が不明

な例があり，今後に問題が残されている．

2） HBs抗原およびHCV抗体陽性率と陽転化率

わが国における透析患者の HBs抗原・HCV抗体

陽性率の推移をみると，日本透析医学会の統計調査に

よると，HBs抗原は1995年の約3.7％から2001年に

は2.4％に減少している．HCV抗体陽性者は1995年

の23.7％から2001年には13.5％に減少していたが，

健常人の陽性率は HBs抗原が 0.67％，HCV抗体が

0.5％ であるのに比し依然と高率である5）．DOPPS

（2001年6），2004年7））の報告によると，諸外国に比

し日本におけるHBs抗原およびHCV抗体の陽性率

は高く，また陽転化率も高い．HCV抗体の陽転化率

は透析施設間で差があり，特にHCV陽性率が高い施

設での陽転化率が高い（表2）．

3） 肝炎ウイルスの伝播

HBウイルスに関しては，CDCの報告（2001）8）に

よると，HBe抗原陽性血液には 10ビリオン/mlの
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表1 透析施設での肝炎院内感染事故

発生地・年 感染事故 感 染 源

1．東京（1994）

（新宿）

5名のB型肝炎

［4名劇症肝炎で死亡］

EPO注射を介した感染の疑い

2．兵庫（1999）

（加古川）

7名のB型肝炎

［6名劇症肝炎で死亡］

返血時の生食液を介した感染疑い

3．大阪（1999）

（堺）

1名のB型肝炎

［劇症肝炎で死亡］

不明

4．広島（1997）

（三原）

7名のC型肝炎 不明

5．岩手（1999）

（盛岡）

3名の急性B型肝炎 不明

6．静岡（2000）

（浜松）

11名のC型肝炎 抗凝固薬や生食液を介して

7．静岡（2000）

（下田）

2名のC型肝炎 不明

8．福岡（2000）

（博多）

5名のC型肝炎 共通使用ヘパリン生食溶解

9.千葉（2000）

（千葉）

6名のC型肝炎 不明

10．熊本（2003）

（熊本）

14名のB型肝炎 ヘパリン生食液

11．宮崎（2005）

（宮崎）

13名のC型肝炎 ヘパリン生食液



HBVがあり，確認できる血液が見られなくても環境

表面に存在し感染の可能性がある．HBVは環境に安

定して室温で7日間生きており，はさみ，鉗子，透析

装置のコントロールスイツチ，ドアノブなどで検出さ

れている．HCVはHCV抗体陰性でも3.4％はRT�

PCR（100～1,000ウイルスゲノムコピー/mlを検出）

でHCVが陽性であるので注意が必要である．肝炎ウ

イルス感染のアウトブレイクはルーチンに消毒されて

いない環境表面や器具の使用，血液サンプルの取り扱

い区域での注射薬剤の準備，一患者専用になっていな

い薬剤，バイヤル注射液の使用などと，スタッフによ

る交差感染誘発により惹起されていることが考えられ

る．

4） ウイルス肝炎集団感染防止対策

厚生労働省は透析施設における肝炎ウイルスの集団

感染事故が発生することを重視し，2005年にウイル

ス性肝炎集団感染防止対策を透析医療機関に通達した

（表3）9）．共通使用薬剤のウイルス汚染防止の注意，

定期的な検査によるウイルス性肝炎患者の把握，ウイ

ルス性肝炎患者の情報提供，ベッドの固定，B型肝炎

ワクチンの接種を推奨している．

5） その他の血液媒介ウイルス感染症

① HTLV�1ウイルス

HTLV�1抗体陽性者は西日本地区に多く，陽性

率が高い地域では15％にも達する．したがって長崎

県においては献血者の 6.6％ に比し，透析患者は

18.4％が陽性であり，特に輸血の既往歴と関連があ

った．HTLV�1関連疾患としてATL，痙性脊髄麻痺

（HAM），肺病変（HAB）などを発症する例がある10）．

② HIV

日本におけるHIV抗体陽性者は，日赤の献血デー

ターでは確実に増加しており11），透析患者における増

加も危惧される．HIVキャリヤーには種々の腎病変

が観察されており，HIV関連腎症としての疾患概念

が確立された．特に巣状糸球体硬化症は末期腎不全に

進展し透析が必要となる．米国においては末期腎不全

の1％はHIV関連腎炎由来である．特にアフリカ系

黒人では新規末期腎不全の 10％ が HIV関連腎症に

よるものと報告されている12）．

6） 針刺し事故対策

血液媒介ウイルス感染針刺し事故後の感染発生頻度

は，HBVは30～70％，HCVは1～2％，HIVは0.4

％でありHTLV�1はきわめて稀である（表4）．日

本透析医学会および日本透析医会から針刺し事故の対

応マニュアルが出されている．HBV，HCV感染針刺

し事故時の対応を表5に示す13）．HBV感染において

は，高力価 HBs抗体含有免疫グロブリン1,000単位

をできるだけ早く接種する．特に感染源がHBe抗原
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表2 HCV陽性率と陽転化率

国
陽性率 陽転化率

非調整（％） 調整（％） 非調整（％） 調整（％）

フランス

ドイツ

イタリア

日本

スペイン

英国

米国

14.7

3.9

22.2

19.9

22.2

2.7

14.4

10.4

3.8

20.5

14.8

22.9

2.6

14.0

1.9

1.7

3.6

3.1

3.0

1.1

3.1

2.0

1.7

3.9

3.0

3.5

1.2

2.5

（文献7より）

表3 ウイルス性肝炎集団感染防止対策

1．共通使用薬剤のウイルス汚染防止

① 可能な注射薬剤は溶解せずに使用する．

② 溶解が必要な薬剤は共通の溶解液を使用しない．

③ 作り置きまたは大容量の薬剤を共通使用しない．

④ 注射薬剤の準備は隔離する（できれば別の部屋）．

2．定期的な検査によるウイルス性肝炎患者の把握

① 1回／2週のALT検査

② 新たな肝機能障害はHCV�RNAまたはHCV抗体検査

③ 年2回の定期ウイルスチェック（1回はHCV�RNAま

たはHCV抗体検査

3．ウイルス性肝炎患者の情報提供

4．ベッド固定が望ましい

ベッドが固定できない場合，スタッフの固定や操作順序の

工夫

5．B型肝炎のワクチンの接種

（厚生労働省健康局疾患対策課）

表4 感染症の針刺し事故後の発症頻度

1. HBV 30～70％

2. HCV 1～2％

3. HTLV�1 きわめて稀，日本での感染例は1例のみ

4. HIV 0.4％

5. 梅毒 きわめて稀，針刺し事故での報告例なし



陽性の場合は必ず HBワクチンを 3回併用する．

HIV感染事故ではCDCのガイドラインに従い1～2

時間内に，ウイルス量により抗ウイルス薬の2種また

は3種の服用を開始し，4週間予防服用する．

針刺し事故の予防には，針先を保護できる安全針を

使用することである．また感染性医療廃棄物の処理法

を遵守することである（表6）．

2 接触感染

1） MRSA感染

透析患者における発熱の原因は肺炎，肺血症および

カテーテル感染などであるが，その起炎菌としては

MRSAが一番多い（図2）．通常，透析患者の約30％

は鼻腔・咽頭に黄色ブドウ球菌を持っており，その内

約50％はMRSAである．しかも保菌者としてだけ

でなく，常に院内感染の発症の可能性がある．集団発

症したMRSA院内感染のサーベイランスとしては，

MRSAのパルスフィールド電気泳動などによる遺伝

子解析にて感染源を明らかにすることができる14）．

MRSA検出患者における臨床診断は敗血症が多く，

次に肺炎，腸炎，創部感染などである（図 3）．

MRSAによる敗血症ではSIRSの病態を呈する事が

多い．肺炎では喀痰のグラム染色にてグラム陽性球菌

の存在と，好中球による貪食像の証明が必要である．

MRSAによる腸炎では大量の下痢で脱水やシヨック

状態を呈することがある．

接触感染の予防対策の基本を表7に示すが，患者の

ケア時および汚染物との接触時の手洗い，手袋着用，

ガウン着用（プラスチックエプロン）などと，器具の

専用化と消毒，感染源隔離（排出菌量が多い場合）な

どが必要である．MRSAのアウトブレイクを起こさ

ないためには常に予防対策を遵守する必要がある．

MRSAのバンコマイシン耐性菌の出現が報告され

ているが，バンコマイシン耐性防止のためにはバンコ

マイシンの使用における注意が必要である（表8）．

感染予防の使用やempirictherapyに使用，定着予

防のための全身投与，局所や洗浄に使用することなど

を戒めている15）．バンコマイシンなどの抗菌薬は血中
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表5 HBV，HCV感染針刺し事故の対応

1．HBV感染事故

① HBs抗原，抗体陰性のスタッフを対象（HBs抗体価16倍（PHA）未満）．

② 高力価HBs抗体含有免疫グロブリン（HBIG）1,000単（5ml）をできるだけ早く接種

（遅くとも48時間内）．

③ HBe抗原陽性のHBVキャリアーの場合は必ずHBワクチンを併用する．

1回目（7日以内）10μg（0.5ml）接種

2回目（1カ月後）10μg（0.5ml）接種

3回目（3カ月後）10μg（0.5ml）接種

④ HBs抗原・抗体の測定：事故直後，1～6カ月目（望ましい），7カ月目（必須），最後に12

カ月目で確認．

2．HCV感染事故（感染成立可能性は1～2％）

① 特異的な予防法なし．

② 2～4週ごとに肝機能（AST，ALT）とHCV RNAを6カ月まで測定．

③ HCV感染が確定したら（労災保険が適応できる）インターフェロンの投与を考慮する．

（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）

表6 感染性医療廃棄物の処理法

1.血液・体液の付着したものは専用容器へ

使用済みダイアライザーは血液回路から外さず，残液が漏れないように

密閉して専用容器へ

2.使用後の注射針は専用の針廃棄専用ボックスへ

3.貫通性のある針，ガラス片，鋭利なものは貫通困難な専用容器へ

4.患者控え室では止血ガーゼなどの汚染されたものを専用容器へ

5.血液で汚染されたリネン類

洗濯可能な物→グルタラール液に30分以上浸漬，水洗いし，洗濯室へ

専用容器：感染性廃棄物処理容器（バイオハザードマーク付き）



濃度を測定しながら適正使用が推奨されている．

MRSAの保菌者とは，MRSAが喀痰や咽頭などで陽

性であるが，明らかな上気道症状・所見を呈さない場

合であり，通常MRSA抗菌薬の全身投与は行わない

が，手術前などの症例によってはバンコマイシン軟膏

が有用な場合がある．

そのほかの耐性菌としては，バンコマイシン耐性腸

球菌や多剤耐性緑膿菌などが問題となる．最近，多剤

耐性緑膿菌によるアウトブレイクが報告されている．

2） 疥癬

接触感染では特殊な感染で問題になるものに疥癬が

ある．疥癬はヒゼンダニの皮膚角質内寄生で，痒みが

強い伝染性皮膚疾患である．特にノルウエー疥癬は虫

体数（100～200万）が多く，全身の鱗屑が著明であ

り隔離が必要である．線状の皮疹である疥癬トンネル

が特徴であり，診断には顕微鏡による虫体および虫卵

の確認が必要である．特効薬としてイベルメクチンが
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図2 透析患者の発熱における起炎菌

（2000.9～2001.2長崎大学病院関連22施設）

図3 MRSA検出患者における診断名

（2000.9～2001.2長崎大学病院関連22施設）

表7 接触感染予防対策の基本

1．手洗い

患者との接触時

汚染表面との接触時

2.手袋着用

患者のケア時

汚染物との接触時

3.ガウン・プラスチックエプロン着用

感染性が高い患者のケア時

感染性が高い汚染物との接触時

4.器具

体温計や聴診器の専用化

または患者の使用の前後に消毒

5.隔離

感染源隔離

個室隔離

集団隔離（MRSAの入院患者の場合）

表8 バンコマイシン耐性防止のためのガイドライン（米国CDC1995）

次のような使用法の戒めがある．

1．感染予防に使用（外科手術時，低体重新生児，CAPD，透

析患者）

2．empirictherapyに使用

3．血液培養でコアクラーゼ陰性ブドウ球菌陽性で直ちに使用

4．血管留置カテーテルへの感染や定着予防に，全身または局

所に使用

5．定着の除去のために使用

6．抗生物質関連大腸菌の治療に直ちに使用

7．局所や洗浄に用いる



特定療法費制度で使用できるようになった16）．

3 空気感染

� 肺結核症

日本における結核症は外国に比し先進国のなかでも

罹患率が非常に高く，1999年には増加傾向のために

結核の非常事態宣言が出された．特に透析患者は結核

症のハイリスクグループであり，発症の相対危険度は

10～15倍である．

透析患者における結核症の発症率は5％前後の報告

が多いが，最近は高齢者の発症が多くなっている．ま

た以前は透析導入時の発症が多かったが，最近は維持

期での発症が増加している（図 4）．また以前はリン

パ節結核などの肺外結核が多かったが，最近は排菌が

見られる肺結核の増加が多くなっている．結核の感染

性の特徴は飛沫核感染であり，表9に示すように喀痰

塗抹陽性では喀痰1ml中に7,000個以上と菌量が多

く，咳が持続する場合は感染源として危険性が高い．

一方培養陽性で塗抹陰性では塗抹陽性に比し危険性は

きわめて低くなる．有効な化学療法によって感染源と

しての危険性が急速に低下する．

結核は決して過去のものでなく，いつでも，どこで

も誰でも罹患する可能性があり，医療従事者でも感染

することを認識しておく必要がある．咳嗽が持続する

場合は結核も考慮することが大切である．結核菌の検

査法には塗抹染色，培養，遺伝子診断および血清診断

が行われている．遺伝子診断では迅速な診断が可能で，

結核菌群と非結核性抗酸菌の鑑別ができる17）．

感染予防には空気管理が必要で，透析室でも陰圧空

調室，N95マスク，換気設備の設置が必要である．

陰圧空調室がない場合はHEPAフイルター内臓のア

イソレーターが必要である（図5）18）．

結核症の治療は透析患者においても標準治療方式に

従い行う．透析患者でも抗結核薬の治療効果は十分得

られるが，抗結核薬によっては減量および投与間隔の

調整が必要である．
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図4 透析患者における結核症の発症時期

（長崎県15透析施設）

表9 結核の感染性について

1．喀痰塗抹陽性の場合，一般的に喀痰1mlに7,000個以上の菌を含むとされている．

2.気管支洗浄液，胃液などで塗抹陽性―→感染源としての意義は小さい．

3.激しい咳を長期間続けている―→感染源としての危険性が高い．

4.有効な化学療法を行えば，感染源としての危険性は急速に低下する．

化学療法2週―→咳の回数は 1/35

4週―→咳の回数は 1/400

5.塗抹陰性，培養陽性―→塗抹陽性に比べ危険性はきわめて低い．

6.一度結核菌感染を受けた者では，一般的に再感染を受けることはきわめて稀である

（BCG接種者は除く）．

7.ツベルクリン反応が強陽性でも，発病していない限り感染源とはなりえない．



結核患者の隔離解除の目安は，適切な治療により臨

床症状の改善が見られ，3回連続喀痰塗抹陰性であっ

たら隔離を解除してよいことになっている．

おわりに

透析患者はcompromisedhostであり，各種感染症

に対して易感染性を有し，また血液浄化療法による血液

媒介感染症のリスクを有している．したがって透析患

者に発症する感染症の早期診断と感染源の把握が院内

感染対策にとって大切である．院内感染のアウトブレ

ークを起こさないためには，標準的な透析操作と院内感

染予防に関するマニュアルを常に遵守する必要がある．
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はじめに

この原稿は，日本透析医会支部主催の研究会特別講

演の要旨をまとめたものである．

本来は，2006年4月1日の広島県透析連絡協議会

での講演「診療報酬改定と今後の透析医療」と，5月

13日開催の第20回鹿児島県透析医会学術講演会での

講演「透析医療の過去と現状と将来」とを別々に寄稿

するべきであるが，講演内容がかなりの部分で共通で

あることから，両者をまとめて一つの原稿とした．ま

た，必要な新規情報を追加し，数値などについては最

近のものに差し替えて使用した．

講演内容は大別して以下のようなものであった．

1.歴史的に見た診療報酬改定と透析医療

2.2006年度診療報酬改定

3.EPOの包括と貧血管理

4.「長生き」な透析に関する当院の取り組み

5.透析の将来予測

以下に，具体的な講演内容を要約する．

1 透析診療報酬の推移

透析医療ほど，社会的・経済的背景に左右され続け

た医療はない．

透析黎明期の1967年，先人たちの努力により人工

腎臓点数が保険収載された時，いつの日か，25万人

を超すような患者が治療を受けているなどと，誰がい

ったい想像できただろうか？ 機器や治療法そのもの

の進歩，診療報酬による経済誘導，更正医療の適用な

どがあいまって，いまや人口500人に1人の透析患者

が存在し，なお増加し続けている．

日本透析医会は，いままでの患者背景がそのまま続

くなら，2020年には約32.3万人の透析患者が存在し，

65歳未満・75歳未満・75歳以上の患者数および透析

医療費が，それぞれおおよそ1/3ずつになると推計

している（図1�1，1�2）1）．

透析医療費は，より直接的に透析医療の質に関係し

てきた．診療報酬の推移と，これに伴う透析医療の変

化を表1（a，b）に示した2）．過去の診療報酬改定は，

大きく分けて3期に分けられる．第1期は，保険点数

の新設から1981年改定までで，明らかに透析医療の

普及を図るため，民間施設が参入しやすい高点数が設

定された時期である．また,国産メーカー育成のため，

ダイアライザーは特定保険医療材料としての保険点数

は設定されず，都道府県購入価とされ，きわめて高価

であった．併せて身障者医療（更正医療）と高額療養

費制度の適用により患者自己負担がほとんどゼロとな

り，急激な患者数の増加と総透析医療費が膨張したた

め，1978年に技術料とダイアライザーを包括し，

1981年に再び分離する改定の中で，技術料とダイア

ライザー価格が大幅に引き下げられた．ちなみにこの

時点で，人工腎臓点数は手術料から処置料へ分類し直

され，ダイアライザーにも公定償還価格が設定された．

手術よりも手間のかからないと考えられている処置料

や，償還価格が設定されたダイアライザーは，その後

の改定時に，価格操作が容易になったと認識している．

第 2期は，平成 14年（2002年）の改定までで，
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「もの」に関しては実勢価格に基づき確実に価格が引

き下げられ，見返りに，夜間加算・障害加算・水処理

加算・除水調整器加算などが新設された．水処理加算

は，全国の施設にRO装置が導入されるきっかけと

なり，このことが間違いなくわが国の透析の質を高め

ることになった．また材料や技術の改良により，透析

時間区分も短縮し4時間透析が主流の中で，生命予後

に関する相対的危険率が低下（成績が改善）するとい

うきわめて正当な理由で，5時間透析が新設された改

定もあった．またこの間，検査料である慢性維持透析

患者外来医学管理料や外来透析が包括化されたが，こ

れらの背景は，検査項目や頻度に関して，あるいは抗

凝固薬と透析液使用量に関して，あまりにも地域およ

び施設間格差が大きく，これらを標準化したことによ

るとされている．その後検査については，これも「も

の」と類似した価格設定が行われているという考え方

より，実勢価格に基づき引き下げ続けられている．

第3期は，2002年の改定から今回の改定まで引き

続くもので，透析の質などとは無関係に，膨張する透

析医療費の大幅な抑制が第1の目標で，予め引き下げ

幅が決められているという暴力的な改定である．2002

年診療報酬改定による時間区分の廃止は，世界一のわ

が国の透析医療成績を危機的な立場に立たせる可能性

がある．そして，2006年，本年の診療報酬改定も，

まず透析医療費の引き下げありきから始まった．

2 2006年の診療報酬改定

平成14年（2002年）の改定から，改定の道筋や改

定幅は，首相直轄の経済財政諮問会議および閣議で決

定され，厚生労働省がこれを具体化し，中医協の場で

了解を求めるという図式になっている．日本医師会や，

中医協そのものが，改定の本質に関与する機会が大幅

に減じていると推測される．

こうした中で，2006年の診療報酬改定も，すでに

自然増からの引き下げ幅が設定され，平成14年改定

を上回る3.16％の引き下げ幅が提示された（表 2）．

しかし透析の場合は，改定財源を捻出するための大幅

な値下げが過去の改定でも実施されており，平成14

年度の改定では8％のマイナスとされている．今回の

改定でも，ダイアライザーや薬価などを除く本体（技
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図1�1 年齢階級別透析総医療費

（文献1より）

図1�2 年齢階級別患者数の推計

（文献1より）
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表1（a） 透析関連診療報酬改定の推移

1967年12月 1972年2月 1974年10月 1978年2月 1981年6月 1983年2月 1985年3月

技術料：人工腎臓点数 920 1,540 2,150 4,000†1 2,000 → 1,800

外来包括点数

慢性維持透析患者外来

医学管理料

加算

夜間加算

食事加算

滅菌加算

導入期加算

水処理加算

休日加算

身障加算

除水調整器加算

150 400

50（＋10）

30

→

→

→

→

→

→

ダイアライザー 購入価 購入価 購入価 技術料へ包括†1 9,600 8,600 8,100

1986年4月 1988年4月 1989年4月 1990年4月 1992年4月 1994年4月 1996年4月

技術料：人工腎臓点数 1,700 → → → → 1,740†3 1,730

外来包括点数 2,100†4 2,080

慢性維持透析患者外来

医学管理料
2,500 → →

加算

夜間加算

食事加算

滅菌加算

導入期加算

水処理加算

休日加算

身障加算

除水調整器加算

500

60（＋10）

→

30

→

→

→

→

30

→

61（＋10）

→

→

→

62（＋10）

15

→

→

500†2

→

63（＋10）

→

→

→

→

100

→

→

→

→

技術料へ

→

120

30

→

→

→

→

→

→

→

ダイアライザー → 7,600 → 7,100 6,200 5,250 4,750

1997年4月 1998年4月 2000年4月 2002年4月 2004年4月 2006年4月

技術料：人工腎臓点数 1,760 1,770 → 1,590 → →

外来包括点数 2,110 → → 1,960 → 2,250†5

慢性維持透析患者外来

医学管理料
→ 2,900 2,800 2,670 2,460 2,305

加算

夜間加算

食事加算

滅菌加算

導入期加算

水処理加算

休日加算

身障加算

除水調整器加算

→

63

廃止

→

→

→

技術料へ

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

廃止

→

→

→

→

→

→

→

300

→

300

→

ダイアライザー 4,650 4,180 3,530 3,190 2,800 2,660

†1ダイアライザー包括 †2休日加算の新設 †3入院技術料
†4技術料への透析処置薬剤包括水処理加算の技術料への組み込み †5外来点数にエリスロポエチンの包括

標準的な透析時間を使用
ダイアライザーは最高区分点数を使用



術料と加算点数）で，500～600億円のマイナスが検

討されたという情報もあった．これに対して日本透析

医会は，表3に示すような対応策を考え，保険局医療

課に要望書を提出した．

最終的には，表4に示す通り，外来透析へのEPO

包括と包括技術料の引き下げ，夜間・休日加算の引き

下げ，慢性維持透析患者外来医学管理料の引き下げと，

ダイアライザーの新分類に基づく引き下げが実施され，

本体のみではなく，「もの」の価格を含めて，約600

億円の引き下げになったと考えられる．

さて，EPOの包括に関しては表5に示される経過

で点数が設定されたとされている．すなわち，EPO

を使用する・しないにかかわらず，従来の包括技術料

に薬価改定後（▲7％とされている）のEPO320点

を上乗せし，ここから技術料を30点マイナスしたも

のである．

日本透析医会の集計では，使用比率などから計算す

れば，薬価改定前の価格で263点/回と計算してきて
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表1（b） 透析関連診療報酬改定の特記事項

1967年12月

1978年 2月

1981年 6月

1985年 3月

1986年 4月

1988年 4月

1989年 4月

1990年 4月

1992年 4月

1994年 4月

1996年 4月

1998年 4月

2002年 4月

2006年 4月

人工腎臓技術料（手術）

ダイアライザーと技術料包括

時間区分の設定（5時間）

夜間加算の新設

包括の分離

ダイアライザー区分の新設

人工腎臓が手術から処置へ

食事（特食）加算の新設

時間区分の変更（4時間）

導入期加算の新設

水処理加算の新設

消費税分改定

休日加算の新設

ダイアライザー区分の変更

身障加算の新設

慢性維持透析患者外来医学管理料の新設

技術料への透析処置薬剤包括水処理加算の技術料への組み込み

除水調整器加算の新設

水処理加算の技術料への組み込み

5時間透析区分の新設

ダイアライザーの機能分類

慢性維持透析患者外来医学管理料包括範囲の拡大と点数アップ

15回以上の透析は材料費のみの請求

在宅血液透析指導管理料の新設

ダイアライザー滅菌加算の廃止

透析時間区分の廃止

食事加算の廃止

外来点数にエリスロポエチンの包括

夜間・休日加算の引き下げ

ダイアライザー区分と価格の見直し

表3 平成18年診療報酬改定と日本透析医会の対応

�原則�

1．急激で大幅な引き下げは経営を悪化させ透析の質

が担保できなくなり容認できない．

2．技術料だけは引き下げさせない．

3．しかし全体で一定の引き下げはやむをえない．

4．工夫すれば質を担保できる引き下げもある．

�具体的要望�

1．透析時間区分の復活

2．透析液清浄化加算の新設

3．慢性維持透析患者外来医学管理料の見直し

表2 平成18年度診療報酬改定（概要と経過）

�最初に経済ありき�

平成14年改定を上回る最大幅の引き下げ（3.16％）

平成14年の透析は8%の引き下げ―→本年は？

最初は透析本体で500～600億円

透析本体とは「医科点数表の解釈」関連部分

（薬剤やダイアライザー価格は本体に含まれない）

�途中経過�

夜間・休日加算の全廃―→引き下げ

EPOの包括―→最終的に実行



おり，実質290点の上乗せは，透析施設経営上，意義

あるものであったと評価している．ちなみに290点は，

薬価改定後のEPO1,500単位シリンジの価格と一致

し，また1回1,500単位は，日本透析医会調査による

外来患者の標準的な使用量とほぼ一致する．

3 改定による影響

今回の改定が，透析医療機関の経営や，透析の質に

どのような影響を与える，または与えたかは，これか

らの検証が必要である．しかし，われわれの施設での

経験や工夫について述べておく．

1） 施設での工夫

日本透析医会は，後述するEPO使用と貧血の推移

を調査するのに併せて，医療施設がどのような経営改

善策をとったかについても調査を実施し，現在集計中

である．結果については，この原稿とともに，日本透

析医会雑誌に掲載される予定である．

2） ダイアライザーの供給不足

新しく分類されたダイアライザーについては，今回

の改定以前の使用頻度は，II型・III型がそれぞれ25

％，Ⅳ型が50％とされ，I型およびV型は1％未満

とされていた．しかし改定によりII・III型の価格が

大幅に引き下げられたことと，より良質なダイアライ

ザーが志向され，IV型ダイアライザーへの急激なシ

フトがあったと考えられる．こうした中で，当院を含

めた多くの施設で，A社のIV型ダイアライザーの一

部が，突然，2週間にわたり供給停止となった．改定

以降，IV型へのシフトによる需要に供給が追いつか

なかったもので，メーカーの計算違いがあったものと

説明されている．現在でもなお，IV型ダイアライザ

ーの供給は，今ひとつ安定した状況ではないと言われ

ている．

3） 夜間透析の減少

夜間透析を実施する施設が近隣にない場合には，点

数が引き下げられたからといって，夜間透析を中止す

ることはできない．しかし近隣に夜間透析を実施する

施設があって，自施設の夜間患者が少ない場合，夜間

透析を閉鎖することは容易に推測される．実際，改定

以後，当院にも，夜間透析が閉鎖されたために他院か

ら転入した例があった．また，こうした状況下で，職

員の確保が困難な公的病院の夜間透析が閉鎖される計

画があると聞いている．当院では約30％の患者が夜

間透析を実施しているが，高齢化などにより，就業の

ために必要な夜間透析を利用する患者は，確実にかつ

急激に減少している．

4） EPOの使用

EPOの包括が明らかになった時点で，EPO使用は

減少し，貧血管理は悪化し，生命予後が悪化するとし

て，これに反対する人は少なくなかった．ただ，これ

らの批判の根拠は，（自分はそんなことをしないけれ

ども）そうする人たちが多くいるはずというものであ

った．確かに，同様の傾向として，平成14年の診療

報酬改定で透析時間区分がなくなってから，4時間未

満透析の頻度は急激に上昇し続けてきた（表6）．し

かし繰り返すなら，今回のEPO包括点数の内容から，

いままで通りのEPO投与を続けても，技術料に限っ

て言えばマイナスにはならない計算である．ただ，ダ

イアライザーの大幅な値下げをなにで補うかと考えた

とき，貧血が悪化しても包括されたEPO使用量を減

らすかという考えがまったくないとはいえず，医師の

選択に委ねられていることは間違いない．透析時間の

問題にしても，貧血管理の問題にしても，医療施設差

が明確になる可能性があり，またこうした情報は必ず

患者の知るところとなり，患者による透析施設選択の
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表4 平成18年度診療報酬改定結果

夜間・休日加算40％引き下げ：180億円

慢性維持透析患者外来医学管理料で50億円

EPOを包括した技術料で120億円

ダイアライザーで275億円

外来透析は，全体で▲6％前後とされている．

表5 EPOの包括点数について

切り下げた薬価（▲7％）で包括．

包括後30点を下げて290点/回とした．

もともと包括されたEPOは320点/回

日本透析医会データ（平成17年6月）

外来患者の84％が使用

1回あたりのEPO点数は313点

外来患者全員にEPOを上乗せするなら263点/回

もしEPOの包括がなければ技術料がマイナス50点



時代が来るかもしれない．

ちなみに，当院の，貧血管理に関する患者へのお願

いを表7に示した．

なお，最近の調査では，薬価改定以後のEPO売り

上げは，包括の影響もあって，約15％低下したとさ

れている3）．一方，EPO効果を補うため，鉄剤の投与

は劇的に増加したと推測されるが，まだ一定規模の調

査結果はえられていない．

4 貧血の推移

1） 実態調査

EPOを外来技術料に包括化した今改定以降，貧血

がどのように推移したかは，改定の妥当性を検討する

上できわめて重要である．日本透析医会は，本年6月

に，これに関するアンケート調査を実施し，速報値を

会員に知らせた．その結果を表8�1，8�2，8�3および

図2，図3に示す．

平均ヘマトクリット値は，1月の31.6％が，6月の

31.3％へと統計的に有意な低下を見るが，この低下

が臨床的にどれほど意味のあるものかは，なお詳細な

検証を要する．また，改定以降 EPOの使用が検討

（変更）されたとしても，効果発現時期などから考え，

おそらく6月までの推移では，観察期間が短すぎるも

のと推測される．ちなみに，当院（増子クリニック昴：
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表6 4時間未満透析比率

4時間未満比率（％） 75歳以上4時間未満（％） 75歳以上患者比率（％）

2000年

2001年

2002年

2003年

14.6

16.6

20.3

21.9

28.0

28.0

34.5

36.1

14.9

16.2

17.8

18.9

4時間未満/回≒2002年調査は12時間未満/週（3回）
2002年の診療報酬改定で時間区分が廃止された．

表7「昴」患者さんへの提案とお願い

年間約5,000万円のマイナスが見込まれる．

貧血管理を徹底（貧血を悪化させない）する．

透析医学会/昴の貧血管理ガイドライン遵守する．

長生きのための透析条件を引き続き勧める．

1．血流量を250以上とする（希望に応じて）

2．Hgb10以上を最低目標

3．Hgb11～12を推奨

4．鉄剤を使用する

5．EPO使用量を調節する

表8�1 ヘマトクリット値（％）

平成18年1月 6月

単純平均

施設の患者数を考慮した加重平均

31.64

31.61

31.23

31.31

表8�2 1月～6月のヘマトクリット値変化

施設数（Ｎ＝439）

2ポイント以上増加

－2ポイント以上2ポイント未満

－2ポイント未満

13

396

30

表8�3 施設のHt30％未満の患者割合

平成18年1月 6月

単純平均（％） 27.6 31.6



外来透析のみ）の 1月・10月の医師別一回あたり

EPO投与量および平均 HGB値を図 4に示したが，

EPO使用量は増加しているが，貧血は変化していな

い（統計学的処理は実施していない）という結果にな

っている．また増子記念病院（入院透析を含む）の貧

血の推移も図5に示した．

なお，EPO使用と貧血に関する実態調査は全腎協

も実施しており，10月をめどに集計されると聞き及

んでいる．この原稿が出版される時期には，その結果

が報告されているものと考える．また，透析医学会統

計調査でも，昨年度に引き続き貧血調査が実施される

ことから，2007年度の日本透析医学会学術集会時に

その結果が報告されると思われるが，これが，EPO

包括と貧血管理の推移に関する大規模な検証結果とな

るだろう．

2） 貧血に関する文献的考察

貧血とEPOおよび生命予後に関する研究は，前向

き調査がDOPPSで実施されている．今までの研究結

果として，わが国のEPO使用量および平均Hgb値

は，諸外国に比し圧倒的に低値である（図 6）4）．これ

は，わが国の腎性貧血に対するEPOの薬事法承認事

項の内容と関係し，多くの医師がHct30％前後を目

標に治療した結果にほかならない．日本透析医学会の

統計調査でも，ガイドラインの最低目標であるHgb10

g/dLを超えない患者比率は，38.8％となっている5）．

また，K�DOQIでは，EPO不応性の最大原因であ

る鉄欠乏を防止するため，鉄剤の投与を推奨している
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図2 平均Ht（％）

図3 HT30％未満の患者比率
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図4 貧血管理の推移（医師別）

図5 貧血管理の推移

（増子記念病院）



が，DOPPS研究からは，わが国透析患者のフェリチ

ン値も圧倒的に低値であるという結果が得られている

（図7）4）．

さて，DOPPSには，貧血の程度と生命予後に関す

る報告がある．これによれば，11≦Hgb＜12を示す

患者の生命予後に関する相対危険率を1とした場合，

12≦Hgbでは相対危険度率が8％減少し，10≦Hgb

＜11では9％上昇するとされている（図8）4）．

ただ同じくDOPPS研究では，日本の透析患者の

死亡に関する相対危険率を1とした場合，米国では

3.8倍，欧州でも 2.8倍の相対危険率を示している

（図9）6）．平均Hgb値の最も低いわが国が，総合的な

死亡に関する相対危険率が最も低値という結果は，貧

血以外の要素の，死亡に関する相対危険率への大きな

関与が推測される．

5 民間施設で透析成績を維持するためにできること

診療報酬が透析の質を左右し，生命予後に大きな影

響を与える可能性については今までに述べてきた．こ

こでは，そうした医療経済的には質を担保し難い環境

ではあるが，サテライト透析施設として透析患者のア

ウトカムを向上させる工夫，特に当院での試みについ

て，概要を簡単に述べてみる．

ところで，「ぜんじんきょう」に，長きに亘って医
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図6 EPO使用量と平均Hgb（国別比較）

（文献4より）

j y p

Mean Hgb by Country, 2002-2003 

図7 鉄剤使用頻度とT-SAT（国別比較）

（文献4より）

Intravenous Iron Therapy, by Country, 

2002-03 



学講座を連載してきた秋澤先生がその最終稿で，表 9

に示すような「長生き」に関する秘訣を示している7）．

患者向けのメッセージではあるが，透析施設（特にサ

テライト診療所）にとってもきわめて重要な提案であ

ると考えている．なぜなら，これらの内容は，患者自

身が実行するものが多いことと同時に，合併症治療の

ための設備を有しない診療所でも，透析の工夫によっ

て対応（予防）可能な項目であることによる．

設立時より「安全で長生き」をコンセプトとする当

院（無床診療所）では，上記の「長生きの秘訣」にも

ある十分な透析・長時間透析のほか，特に「感染防止」

と「十分な体格≒筋力の維持」を当面の診療と研究の
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図8 Hgb値と死亡に対する相対危険率

（文献4より）

y y g

Group, 1996-2001

図9 死亡に対する相対危険率

（日・米・欧比較：DOPPS）（文献6より）

表9 透析と長生き

ぜんじんきょう
（Dr.AKIZAWA） 当 院 解 釈

十分な透析

時間は長く

良好な栄養

十分な体格

炎症予防

QOL向上

リンに注意

体重増加は5％以内

禁煙 節塩

Kt/V(透析量)を指標

高齢といえども

PCRは蛋白摂取量と一致

Cr産生速度・筋肉量・筋力

シャントと呼吸器感染（肺炎）・CRP（持続）陽性

生きがい・ADL・リハビリ

動脈硬化を加速



目標とした．ちなみに，長生きの条件とされてきた透

析指標に関する当院の達成率を表10に示しておく．

まず「感染防止」については，従来のワクチン（肺

炎球菌・インフルエンザなど）接種に加え，シャント

管理のためのスペシャリストによる感染の早期発見と

対応も，長期生存にとって重要な役割の一つとしてい

る．また今後は，CRP持続陽性の問題に取り組む予

定である．

次に「十分な体格」については，「歩くことさえで

きれば」あるいは「車椅子への移動が自力でできれば」

長生きであろうという単純な仮説をたて，％クレアチ

ニン産生速度やPCRなどの計測，TANITA社製の

体内組成分析器（BCA）を用いたBMI・筋肉量・脚

点などの測定と，アニマ社製膝伸展筋力測定装置を用

いた下肢筋力を測定し，これらの測定結果を総合的に

評価し，リハビリの処方を始めたところである．一例

として，下肢筋力（等尺性膝関節伸展筋力）/体重比

の測定結果を図10に示すが，透析患者では，各年代
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表10 長生きの条件（日本透析医学会）と達成率

長生きの条件 全国の達成率（％） 「昴」の達成率（％）

5時間以上透析

Kt/V:1.6以上

体重減少率:4～6％

血清リン値:4～6mg/dl

血清Alb値:4～4.5g/dl

血清β2MG値:30mg/L以下

ヘモグロビン:10g/dl以上

11.9†2

19.8†2

42.0†2

50.9†2

29.8†2

42.3†1

61.2†3

16.7

46.5

62.9

58.5

41.0

75.0

85.7

†1 1999年12月，日本透析医学会統計調査より
†2 2004年12月，日本透析医学会統計調査より
†3 2005年12月，日本透析医学会統計調査より

図10 等尺性膝伸展筋力体重比

＊等尺性膝伸展筋力（健常者）のデータは平澤ら：PTジャーナル，38（4）;2004，より引用．



とも健常人の60～80％と低下しており，なんらかの

臨床介入がない限り，一層筋力が低下するであろうこ

とは想像に難くない．

なお，これらの研究および臨床応用の詳細について

は，今回の報告では割愛する．

6 透析医療の将来予測

時間区分が廃止された2002年以降，医療内容より

も経済が優先される診療報酬改定が続いてきた．特に

透析は，診療報酬改定について議論する中医協の中で

は，個別に，増加する患者数と医療費が問題とされて

きた．最終的には，透析医療費を大幅に削り，これを

ほかの重点的・政策的医療費の財源としてきたことは，

周知の通りである．

1） 患者数予測

今までにも，将来の患者数推移を提示した研究はあ

った．しかしながら結果的には，糖尿病性腎症や腎硬

化症（≒高齢者）導入が急激に増加する以前の予測は，

すべて現実の増加を予想できなかった．当面は，単純

に，将来にわたっていままで通り患者数は増加し続け

るとする予測が最も現実的であろう．たとえば日本透

析医学会のデータを基に，糖尿病性腎症透析導入患者

数の将来予測が報告されたが，それによれば，2004

年を基準とした場合，2010年では30.6％増し，2015

年では52.2％増しとしている8）．

日本透析医会でも，将来の透析医療のあり方やグラ

ンドデザインを考えるため，日医総研に委託し実施し

た透析の将来予測がある．これによれば，現時点での

年齢別・疾患別患者数の増加，死亡患者数の推移など

より，2020年の患者数を32.3万人と推測している．

死亡患者数の増加は，患者の高齢化より考えて続き，

日本透析医学会統計調査では，15年生存率は明らか

に低下しており，まもなく10年生存率にも影響が出

るであろう．一方，導入患者数は，人口そのものは減

少傾向を示し始めたが，高齢者人口（比率ではない）

はなお増加し続けており，したがっていまや高齢者の

疾患である腎不全は増加し，透析導入患者も増加する

ことになる．

こうした高齢者人口の推移に関連すると思われる透

析導入患者数であるが，もしなんらかの理由でそれが

減少するとすれば，世界中で始まったCKD対策が効

果を示すこと，特に高血圧の管理と糖尿病性腎症の克

服のめどが立つこと，明らかに予後不良な患者の導入

抑制のほか，医療保険などの操作による社会的要因な

どによるものであろう．

CKD対策，高血圧管理，糖尿病性腎症の克服は，

ある意味では加齢現象の阻止であり，日常社会生活の

抜本的な改革であることから，容易ではない．また，

超高齢者や，合併症などによる回復不能の意識障害者，

寝たきりの患者，担癌者など腎不全以外の理由による

予後不良の患者などの導入抑制が可能かということに

なるが，患者および家族が導入を希望すればこれを拒

否することは困難であり，またたとえそうした状況が

なくても，医師自身が導入しないと決心をすることは

困難と推測される．また，このことによる導入患者数

の減少は，限られた数字でしかないと考える．保険操

作などによる患者数の変化は，保険本人以外の自己負

担が50％であった昭和47年までの状況を考えれば容

易に想像できる．

2） 医療費の推移予測と透析経営

透析医療費の推移からわかるように，平成 14年改

定までは，毎年約 2％（2年に一度の改定で約 4％）ず

つ透析単価は低下してきた．しかし年2％の単価切り

下げが続くことは，透析医療の存続を不可能にするこ

とは経験から容易に推測できる．そこで，従来の半分，

年1％ずつ単価が低下した場合を仮定すると，2020

年の透析医療費は13,700億円となり，先述の透析患

者推計値 32.3万人から考えれば，1人当たり35万円/

月の透析医療費となる（図 11）．しかし，この時，透

析施設全体の経常利益は▲579億円，売上高経常利益

率は▲4.2％と赤字を呈すこととなり，透析医療機関

の経営は成り立たないことになる．さらに半分の0.5

％/年の価格引下げも推計されているが，その場合で

も2020年の透析医療費は14,380億円であるが，全透

析機関の経常利益は▲240億円，売上高経常利益率は

▲1.7％と，やはり透析施設の経営は成り立たない1）．

ところで透析医療費が抑制される最大の根拠は，患

者数がなお増加し続けていることによるとされる．し

かし，平成 5年度の患者増加数9,955人を全国 3,940

施設で割ると，1施設あたり年間2.5人の患者数増加

にしかならない5）．したがって，立地条件や競合施設

など，いくつかの条件はあると考えるが，患者がまっ
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たく増えないばかりか，減少している施設もあると想

像される．こうした経営上の先行き不安や，後継者問

題が絡んで，透析施設を閉鎖したという報告もある．

これ以上の経営悪化は，将来の透析治療確保にとって

深刻な問題となりつつある．

8 高齢者保険

医療制度改革法案の成立により，高齢者保険制度の

運用が平成20年より開始される9）．基本的には，75

歳以上の後期高齢者が対象で，受益者負担を増加させ，

現役世代に対して公平感をかもし出すとともに，将来

にわたる安定した保険制度の確立が目標であるが，高

齢者医療費の伸びそのものを抑制することが，制度を

導入する最大の意図であろう．言い換えるなら，後期

高齢者医療は，心身の特性や生活実態を踏まえ，かつ

保険のあり方について配慮された制度の中で，高齢者

医療費の伸びの抑制が目的で，限りなく包括された診

療報酬の導入と，これによる医療内容の制限（国民の

コンセンサスを得てということにはなっているが）に

よって，もたらされると考えられている．包括以外に

も，在宅医療への誘導と家族による介助は医療費の抑

制に働く．また，保険料の徴収や財政運営は，市町村

およびこれが所属する広域連合が実施することになっ

ており，医療費の抑制を市町村などの努力に依存する

とともに，保険料率や，医療内容に地域差が生じる可

能性もある．

なお，65歳以上74歳未満の障害者も高齢者保険の

適用となるが，保険の適用は本人の選択とされ，保険

料と自己負担率から考えると，透析患者は選択しない

ほうが有利とされている．ただ，75歳以上の透析患

者は高齢者保険の対象となるため，従来の診療報酬と

は異なる点数を設定するとされていることから，
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図11 透析医療の将来像イメージ



はたして全包括となるか？

はたして経営的に容認できる点数か？

はたして透析の質が担保できるものか？

はたして風邪薬や湿布は高額療養費の対象として続

くか？

はたして平成20年度の従来の診療報酬改定とどの

ようにリンクするものか？

などについて，慎重な見守りが必要な上，日本透析医

会は，高齢者保険の内容や，次回診療報酬改定につい

て，なんらかの具体的提案をする必要があると考えて

いる．

おわりに

わが国の透析治療成績が世界一である理由は，そこ

そこお金がかけられていることと（自己負担も少ない），

多くの手間をかけるだけの経営的な余裕があったこと，

生真面目な医療従事者の努力，自制できる日本人患者

の性格などにあったと考える．しかし，平成14年以

降の診療報酬改定で明確になってきているなりふりか

まわぬ医療費の抑制と，将来出現するであろうお金の

ある人だけが優れた医療を受けられるという医療制度

の導入は，急激にわが国の透析成績の悪化を招来する

可能性を秘めている．また，それに併せて，透析医療

機関の治療成績や経営にも格差が生じたり，競合が生

じたりするであろう．

日本透析医会活動のあり方が問われるところである．

なお，ここに用いた図表は著者等の了解をとった上

で掲載され，かつ引用文献を示した．
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要 旨

糖尿病に起因する慢性腎不全患者の血液浄化療法施

行例では，高齢化や飲水制限量を厳守できないための

除水オーバーや，原疾患である糖尿病の管理限界によ

る糖尿病性神経症などのため透析困難症となる場合が

ある．

今回われわれは透析困難症患者を対象に，アセテー

トフリーバイオフィルトレーション（AFBF）を施行

した．施行中の細動脈における血流障害を視覚確認で

きるようリアルタイムに測定し，血液浄化療法施行中

に血圧変動以外になにが起っているのかを，レーザド

ップラー血流計（LDF）を用いた無侵襲連続モニタ

リング方法（NICOMM）で透析困難症の病態解明へ

のアプローチを行った．

その結果，非糖尿病性透析困難症（nonDM HP）

に比較して糖尿病性透析困難症（DM HP）の多くは

頭部組織血流（HBF）を保持することが困難な状態

であり（n＝16，P＜0.05），AFBFはHBFの保持に

優れていることにより血圧低下を防いでいることが示

唆された．

これらの検討結果は，HBFの保持血液浄化療法の

必要性を示している．また，細動脈血流変動因子とし

て，各種血管反応性内分泌機構の不適切反応も考えら

れた．

1 緒 言

糖尿病に起因する慢性腎不全の血液浄化療法施行例

は，高齢化や飲水制限量を厳守できないための除水オ

ーバーや，原疾患である糖尿病の管理限界による糖尿

病性神経症などのため透析困難症となる場合がある．

しかも，わが国の新規血液透析導入患者の30％が

糖尿病患者であり，かつ導入年齢も高齢化し，透析困

難症は今後大きな問題とされている．また，25万人

を超える血液透析患者のうち，糖尿病を起因とする透

析患者は年々増加傾向にあり，医療財源を今後数十年

にわたり支えるには困難な事である．

このような状況下において透析を行う現場では，限

られた透析時間と可能な限りの効果的な薬剤を的確に

使用して患者のQOLをいかに維持するかが求められ，

それぞれの施設で厳重に治療方法の管理がされている．

たとえば，ドライウェイト（DW）の設定が正しく

行われたとしても急激な血圧低下をきたす場合がある．

また透析歴を重ねるにつれ常時低血圧となる患者例は，

おそらくどの施設でも経験していると思われる．

そこでわれわれは，透析患者管理の新しい手法とな

りうる生体モニタの新規開発に取り組んできた．すな

わち，血液浄化療法施行中の細動脈を含む組織血流の

無侵襲連続モニタリング方法（NICOMM）である1）．

NICOMMシステムは，LDFとオシロメトリック
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自動血圧計を用い，記録並びに解析のためにパーソナ

ルコンピュータ（PC）を利用したモニタリングシス

テムである．頭部組織血流（HBF）並びに下肢組織

血流（LBF）および平均動脈圧（MAP）の測定結果

より，患者の循環動態を直接リアルタイムで確認し適

正透析であるか判断しうる事のできるシステムである．

HBF並びにLBFの急激な低下は，透析施行中のシ

ョックときわめて関係が深いことが報告されている2）．

また正常ボランティアでは，HBFは，変化すること

なく一定を維持し続けようとする自動調節機能が働き，

一方LBFは，血圧調整の因子の一つとなりMAPに

正相関している3）．さらに血液透析（HD）を施行し

た時の代表的な例では，HBFは除水に伴い徐々に低

下し，LBF・MAPも低下しLBFとMAPは正相関

となるパターンと，HBFは一定を維持し続けるが，

末梢血管収縮によりLBFは低下し，MAPは増加，

または一定状態の負相関，または，非相関を示すパタ

ーンが報告されている4）．

今回われわれは，これ等の結果よりHBFの安定化

が生体における恒常性の重要なパラメータと仮定し，

図1に示すように，stabilityindex（SI）を下記の式

より求め解析方法として用いた．

HBFSIとは，HD開始から終了までの頭部組織血

流のstandarddeviation（SD）を，meanで除した

変動係数（coefficientofvariation;CV）である．

HBFSI＝SHBF/MHBF

MHBF・・
n

xi
Xi・n

SHBF・ ・
n

xi
Xi・X・ ・

2
・n

・

MHBF;meanofheadtissuebloodflow

SHBF;standarddeviationofheadtissue

bloodflow

X;headtissuebloodflow

なおSIは，低値であれば安定しており，高値であ

れば恒常性が破綻を来たし生体の不調を示すインデッ

クスとなる事が，LDFを用いた糖尿病における自律

神経失調症の評価パラメータとして報告されている5）．

また同様な解析方法で，透析施行中の患者において，

経皮酸素分圧（trans-cutaneousoxygenpressure;

TcPo2）を用い，四肢の組織血流を評価し血圧の低下

の予測として，微分・平行移動分析法も報告されて

いる6）．

2 対象・解析方法

外来維持非糖尿病性透析困難症（nonDM HP）3

名と糖尿病性透析困難症（DM HP）を対象とし，イ

ンフォームドコンセント後，1患者に対して週1回，

週末で除水量変動の少ない日を測定日とした．さらに

計3回の測定を1単位として，HD施行中のHBF，L

BF，MAPをNICOMMシステムでモニタリングし，

同条件にてAFBFでのクロスオーバを行った（表1）．

HD，AFBFで取得されたNICOMMデータは，分

散解析法を用い，HBF，LBFを血流変化としての平

均値に置き換え，MAPの平均値とで経過推移グラフ

として比較を行った．さらにHBF・LBF血流変化率

のmean値を，HDとAFBFで等分散検定を行い，

比較し同様にMAPも比較を行った．

AVPにおいては，HD，AFBF施行終了時に採血

を行いnonDM群とDMに分けADHを蛋白補正し，

等分散検定を行い比較した．

また，HD，AFBFで取得されたNICOMMデータ

よりSI値を求め，nonDM群とDM群に分け，一

元配置分散分析法を用い，多群比較を行った．
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表1 HDvs.AFBF施行における測定対象

原疾患
nonDM：4（male：3 female：1）

DM：4（male：3 female：1）

平均年齢 59.3±11（yearsold）

透析歴 6.4±1.6（years）

図1 頭部組織血流量（headtissuebloodflow）



3 結 果

HD施行時を破線に，AFBF施行時を実線にし，

HBF，LBFを血流変化率の変化としMAPの経過推

移をグラフ化した結果，HD施行時に対して AFBF

施行時は，HBF，LBF，MPAが増加する傾向にある

事が判明した（n＝16，P＜0.05）（図2�a）．さらに，

HBF・LBF血流変化率の mean値について HDと
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図2�a HDvs.AFBF施行時におけるHBF，LBF，MAPの経時的推移

図2�b HDvs.AFBFにおけるMAPの2群比較

図2�c HDvs.AFBFにおけるHBF＆ LBF変化率の2群比較



AFBF間で等分散検定を行い比較した結果，HD施行

時に対してAFBF施行時は，有意に増加する傾向に

ある事が判明した（n＝16，P＜0.05）（図2�b，2�c）．

AVPにおいては，HD，AFBF施行終了時に採血

を行い，nonDM群とDM群に分けADHを蛋白補

正し，等分散検定を行い比較した結果，AFBFを施

行した場合nonDM群が有意に増加したが（n＝16，

P＜0.05），DM群でも増加傾向が見られた（図3�a）．

また，HD，AFBFで取得されたHBFより，HBF

SI値を求めnonDM群とDM群に分け，一元配置

分散分析法を用い多群比較を行った結果，HD施行時

に対しDM群では，有意な増加傾向を示した（n＝16，

P＜0.01）（図3�b）．

4 考 察

今回われわれは，NICOMMシステムを用いて透析

患者のHD，AFBF施行中の循環動態について調査を

行った．DM群は，HD施行中においてnonDM群

に対しHBFSIは高値であった．そしてAVPの反応

性については，DM群で低値を認めた．一方AFBF

を施行した場合HBFSIは低値を示し，AVPは，若

干の増加を認めた（図3�a，b）．

NICOMMで測定される部位は細動脈血流の変化で

あり，末梢組織での血液のpH，電解質，血糖の変化

は約20秒で中脳腹側核の受容体にて感知され反応す

るとの報告がされている7）．透析療法ではpHや電解

質が変化をきたすので，透析当たりの感知回数を考え

た場合，この1回当たりの透析負荷が年の単位で累積

して行くものと推察でき，このことから神経障害を主

軸に透析困難症を引き起こすことは十分考えられ，透

析療法負荷そのものが病態に影響を及ぼしている可能

性が示唆される．

なお，AVPの反応は，この細動脈で行われており，

細動脈血流の変化障害がAVPの昇圧効果において不
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図3�a HDAFBF施行終了時におけるAVPのDM群とnonDM群との比較

図3�b HDvs.AFBF施行時におけるHBFSIのDM群とnonDM群の比較



適切反応をきたした可能性も考えられる8）．一般的に，

1回の透析における負荷は患者自身の食事や飲水量，

体調などの不確定因子と，透析療法負荷のバランスに

より，およそ毎回変動し，実際一つとして同じ透析条

件となる事はありえない事である．なかでも糖尿病を

原疾患とする慢性腎不全群は，他疾患群に比べ飲水条

件をコントロールする事が困難である．

さらに糖尿病による細動脈障害は解剖学的にも神経

障害をきたしやすいことになる．これらの諸条件の結

果，透析中の血圧低下に難渋する事は恐らくどの施設

でも経験していることであろう．そしてこれらの結果

が意味する事は，DM群では，nonDM群に比較し

て血液浄化の侵襲による患者の循環動態への影響が強

く反映されている事が考えられる（図3�a）．

透析困難症の対応としてAFBFは，無酢酸透析液

と等張性炭酸水素ナトリウム（NaHCO3;Na166

mEq/l）を補充液に用いる事で臨床的有効性が報告さ

れている9）．AFBFを施行することは，頭部血流量を

高いポテンシャルで保持し，血液浄化療法によるあら

ゆる負荷に対して影響を緩和し，脳血流自動調節能を

正常化させる事が指摘されている4,10）．また重曹透析

に比較して，糖尿病性腎不全患者の循環器および自覚

症状を改善させるとの報告もされており11,12），われわ

れの検討でもすべての結果で同様の結論を確認するこ

とができた．

最近注目されている再生医療は，今回 NICOMM

の測定部位である細動脈レベルの研究が多く，細動脈

での血管作動性因子（VEGF，TGF�β，PDGF）お

よび細動脈と神経成長のメカニズムが解明されつつあ

る．今後血液浄化医療もこのレベルの検討が必要であ

り，細動脈，自律神経，血圧を含む病態解明は新たな

血液浄化療法の鍵となるものと思われる3）．

さらに，NICOMMで測定された細動脈レベルの血

流変動は，液流による血液レオロジー的ストレスを来

していると考えられる．このことは血流の乱れが内皮

細胞を刺激し動脈硬化をきたす原因になっていると考

えられる．頭部でこの現象が長期間に渡り起こればマ

イクロレベルの動脈硬化をきたし，ひいては細動脈機

能を損傷することとなりうる14）．

以上を総合した結果，脳血流自動調節能の破綻状態

が，いわゆる透析困難症ではないかと考えられた．

5 結 論

① 糖尿病，非糖尿病性腎不全を問わず，血液浄化療

法施行中HBFとLBF変動の観察は，急激な血圧

変動を観察する上で有用である．

② 特にHBFの急激な変動は体血圧変動をきたすき

っかけとなるばかりではなく，長期維持血液透析療

法において，様々な弊害を起こすことになりうる．

③ HBFSIは，血液浄化療法における循環動態を反

映している指標とすることが可能である．

④ DM HP群で AFBFにより HBFの保持が難し

い症例では，AFBFの重曹中に含有される高ナト

リウム（166mEq/l）状態でのAVPの不適切反応

も合併しており，これらの症例は自律神経など恒常

性を維持する能力の欠如が考えられる．

⑤ 血液浄化療法施行中および日常生活での血圧安定

化のためには，全身の細動脈血流量と自律神経およ

び内分泌での反応安定化が必要と考えられる．
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要 旨

本研究では，①透析医に対する量的な調査から，透

析導入の見送りなどの判断に迷うケースについて検討

してもらえる倫理委員会の設置が遅れている，医学部

教育や卒後の研修において透析の導入や見送りについ

ての判断のための知識や態度を身につけることができ

ていないなどの問題点が浮かび上がってきたこと，②

透析導入の見送り・透析中止に対する医師の態度には，

都市規模など地域差が存在する可能性があること，③

患者に対する量的な調査から，患者の維持透析中止の

意向には，日常生活上の支障などのストレス要因やう

つ症状などの精神的健康の低下が関係していることが

示されたこと，④患者と家族に対する質的研究から，

透析の中止については「介護の負担」と「生きる意味」

をどのようにとらえるかによって影響を受けること，

また，ターミナル期における治療の方針について家族

内で話し合っている人が少なく，その要因としては

「以心伝心」と死を想像させるという「タブー」が関

係していること，などが明らかとなった．

1 研究の目的

本研究では，透析導入見送り・維持透析中止の決定

過程における透析医・患者・家族の心理的ダイナミク

スを，質的および量的に解明することを目的としてい

る．具体的な検討課題は次の3点である．

第1は，新規透析導入の見送り・維持透析中止に対

する透析医の態度とその関連要因を量的調査に基づき

解明すること，第2は，維持透析中止に対する透析患

者の態度とその関連要因を量的調査に基づき明らかに

すること，第3には，維持透析中止に対する透析患者・

家族の態度を質的調査によって解明することである．

以上の課題を検討することにより，新規透析導入の

見送り・維持透析の中止のガイドライン作成の際に検

討すべき論点について，患者・家族側および透析医の

側から提起することを目指している．

本研究の課題に関しては，維持透析中止の事例検討

（出現割合・患者の状態・中止の決定者・透析の困難

性）や透析中止に対する透析医の意識調査など研究が，

これまでにも行われてきた．しかし，この分野におけ

る研究蓄積が絶対的に少ないとともに，既存の研究は

透析医を対象とした調査が主であり，決定の一方の当

事者である患者・家族の心理的力動およびそれらに対

する透析医のかかわりについてはほとんど解明されて

いない．

2 研究方法

1） 検討課題1：新規透析導入の見送り・維持透析
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中止に対する透析医の態度とその関連要因を量的

調査に基づき解明すること

① 対象と方法

（社）日本透析医会会員1,215名全員に対して，郵

送配布・郵送回収法により調査を実施した．

② 調査項目

a） 仮想の3事例（「重度の認知症の高齢者」「末

期癌の高齢者」「重度の認知症の高齢透析患者」）

を提示し（巻末資料①参照），条件（患者・家

族の意向や意思表示の有無など）ごとに透析の

見送りや透析中止への態度を把握する

b） 透析導入見送りや維持透析中止の判断に迷う

場合のサポート体制

c） 透析導入見送り・維持透析中止の経験

d） 透析導入見送りや維持透析中止に対する患者

の意向の把握

e） 事前指示に対する態度（巻末資料②参照）

f） 基本属性

③ 回収結果

回答は 1,215名中 542名で，回収率は 44.6％ であ

った．

2） 検討課題2：維持透析中止に対する透析患者の

態度とその関連要因を量的調査に基づき解明する

こと

① 対象と方法

全国腎臓病協議会の65歳以上の会員2,495人に対

して，自記式調査票を各都道府県協議会を通じて配布

し，回収した．各都道府県の配布数は65歳以上の会

員数に応じて決定し，会員抽出は名簿から無作為に抽

出することを原則とした．

② 調査項目

a） 仮想の2場面（「末期癌」と「重度の認知症」）

に直面した場合，それぞれの透析維持・中止の

意向

b） 事前指示の経験

c） 事前指示に対する態度（巻末資料③参照）

d） 健康状態

e） 基本属性

③ 回収結果

回収数は1,803票であり，回収率は72.3％であった．

3） 検討課題3：維持透析中止に対する透析患者と

家族の意向や態度を，質的調査に基づき明らかに

すること

① 対象

a） 65歳以上の高齢患者22人

b） 高齢透析患者の家族（死亡者の家族2名を含

む）21人

対象者は関東・中部・東北地域の都市部と郡部から，

それぞれ数が等しくなるように選択した．対象者の選

定は全国腎臓病協議会が行った．

② 方法

3グループ（7名，患者の1グループのみ8名）に

分け，フォーカスグループインタビューを行った．フ

ォーカスグループインタビューは，ある題目について，

その題目に関係する人たちが，自分の考えや意見，経

験を出し合い，それらを交換することで，題目につい

ての様々な考えや意見，経験を収集する方法である．

③ インタビュー項目

a） 透析患者：i）癌末期の状態になった場合の延

命治療，ii）重度の認知症で判断能力を失った

場合の透析継続，iii）事前指示について．

b） 家族：i）患者が癌末期の状態になった場合の

延命治療，ii）患者が重度の認知症で判断能力

を失った場合の透析継続，iii）患者の事前指示

について．

3 結果と考察

1） 医師に対する量的調査から

① 新規透析導入の見送り・維持透析中止に対する

透析医の態度

a） 透析の導入見送り・維持透析中止については，

誰の意向が強く影響を与えているかをみると，三つの

仮想事例に対する回答から，患者と家族の意向が一致

している場合には，その意向に従う場合が多いこと，

しかし，患者の意向が不明な場合，または患者が透析

中止を希望していても家族が継続を希望すれば，家族

の意向に従う医師が大半であることが示された．自由

記載のコメントなどを参照すると，家族の意向に従う

背景には，事後に家族との紛争を懸念することがある

と考えられた．

b） 透析導入見送りや維持透析中止について判断に

迷う場合のサポート体制については，「透析スタッフ
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に相談」が41％と最も多く，「ケースカンファレンス」

が36％と続いていた．相談先として患者と日頃から

接している透析スタッフの比重が大きいことがわかっ

た．「適当な相談先はない」という医師は16％であっ

た．判断に迷うケースについて検討してもらえる倫理

委員会が院内に存在している医師は20％と低率であ

った．担当医を支援する院内外の協力体制の樹立が急

務であると思われる．

c） 透析中止後の患者と家族のアフターケアについ

ては，「十分に整っている」が4％で「まあまあ整っ

ている」と合計しても整っているのは23％であり，

著しく不備であることがわかった．

d） 医学部教育や卒後の研修において，透析の導入

の見送りや維持透析中止についての判断のための知識

や態度を身につけることができたか否かについては，

「十分にできた」が2％で，「まあまあできた」と合わ

せても21％であった．終末期医療に対する医学部教

育の不足は，アメリカでも腎疾患医に認識されている．

医学部教育の初期から医療倫理が学習されることが求

められる．（分析担当：大平，杉崎，山﨑）

② 透析導入見送り・維持透析中止に対する透析医

の態度に関連する要因

透析導入見送り・維持透析中止に際して，患者の事

前指示を尊重するか否かという観点から態度を評価し，

それによって明らかにされた態度がどのような要因と

関連するかを検討した．

a） 高齢癌患者を仮想事例として設定し，透析導入

を希望しない旨の事前指示が患者からあった場合，

「導入する」「導入しない」のいずれの行動をとるかを

把握した．その上でその選択に関連する要因を，「医

師の年齢」「経験年数」「中止か継続かの判断を迷う場

合の相談先のネットワーク」「透析中止後の緩和ケア

の体制」「事前指示に対する態度（積極的に評価，不

信）」との関連で分析した．分析の結果，「事前指示に

対する不信感」が有意な効果をもっており，不信感が

強い医師では患者の指示に反し，「導入しない」とす

る割合が高かった．この結果は，家族の意向に関係な

く見られた．そのほかの要因については，有意な効果

はみられなかった．

b） 以上の事例のほか，高齢透析者が癌末期の場合

と重度の認知症の場合の事例も想定し，それぞれの場

合に患者が直接，あるいは事前指示で透析中止の意向

を表明していた場合に，患者の指示通りに中止するか

否かを把握した．その上で関連する要因を，a）と共通

する要因を投入して分析した結果，事前指示に対する

不信感が強いや積極的な評価をしているといった心理

的要因が有意な効果をもっており，不信感が強い医師，

あるいは事前指示に対してあまり評価していない医師

では，患者の指示に反し「導入しない」とする割合が

高かった．

以上のように，透析の導入見送り，透析の中止に際

し医師が患者の意向を尊重するか否かは，患者の事前

指示に対して医師がどのように評価しているかが大き

な影響力をもっていることが示唆された．（分析担当：

杉澤）

③ 都市規模別に見た維持透析中止の態度・経験の

違い

a） 維持透析中止への態度については，「75歳の末

期がんの男性．患者は延命の措置を望んでおらず，家

族は維持透析を継続するか否かは，医師や本人の判断

に任せるとしている」「50歳の末期がんの男性．患者

は延命の措置を望んでおらず，家族は維持透析を継続

するか否かは，医師や本人の判断に任せるとしている」

という二つのケースについて，「中止する」「維持透析

を継続する」「わからない」の選択肢を用いて評価し

た．小市町村（人口10万人未満），および中都市・大

都市・巨大都市（人口 20万人以上）に勤務する医師

は，「小都市（人口 10～20万人未満）」の医師と比較

して，仮想事例のような状態にある患者で，なおかつ

高齢期にあたる場合は，維持透析を中止するという考

えをもつ医師が多く，さらに，中都市・大都市・巨大

都市で勤務する医師は「わからない」すなわち判断を

留保する傾向があることが示された．

b） 透析の導入見送り・維持透析中止の経験につい

ては，平成 17年の1年間の経験について質問した．

透析の導入見送りの経験については，都市規模との関

連は統計的に有意な水準に達していなかった．維持透

析中止の経験については，都市規模と有意な関連が見

られ，「小市町村（人口 10万人未満）」で勤務する医

師では維持透析中止の経験ありと回答した医師が23

％と最も高い値を示しており，「大都市（50～100万

人未満）」で勤務する医師では維持透析中止の経験あ
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りと回答した医師は最も少なく4％であった．維持透

析中止に対する考えの分析結果と合わせて考察すると，

小市町村で勤務する医師は維持透析中止の事例に接す

ることがほかの地域の医師に比べて多く，そのことが

維持透析を中止するという考えを支えている可能性が

示唆された．（分析担当：浅川）

④ 事前指示書に関する医師の態度の構造と関連要因

a） 事前指示書に関する態度12項目を対象とした

因子分析の結果，「事前指示書に対する不信」「事前指

示書に対する積極的評価」と名づけられるような2因

子が抽出された．因子間の相関が弱く，この二つは相

反する因子として命名されうる構造を示していること

がわかった．

b）「事前指示書に対する不信」の関連要因を，勤

務先医療機関の透析患者総数，透析医療の経験年数，

勤務先の医療施設の種類との関連で分析した．経験年

数が有意な効果をもっており，「5～10年未満」ある

いは「20～30年未満」の医師と比較して，経験年数

が「30年以上」の医師では事前指示書に対する不信

が強い傾向があった．透析施設の種類についても有意

な効果が見られ，「有床の診療所」に勤務している医

師では，病院の医師と比較して事前指示書に対する不

信が強いことが示された．経験年数については有意な

効果は認められなかった．

c）「事前指示書に対する積極的評価」についても，

b）の要因を投入し分析したが，いずれの要因も有意

な効果がみられなかった．そのため探索的に，透析導

入の見送りあるいは維持透析を中止するか否か判断に

迷うケースがあった場合「あくまでも自分で考え，結

論を出す」と回答したか否かによって，「事前指示書

に対する積極的評価」がどの程度異なるかを分析した．

その結果，「あくまでも自分で考え，結論を出す」と

回答した医師が事前指示書に対して積極的に評価する

傾向があることがわかった．（分析担当：浅川）

2） 患者に対する量的調査から

① 透析中止に対する高齢透析患者の態度とその関

連要因

a） 透析中止を考えたことのある患者の割合は，過

去1年間に遡って尋ねた結果18％であった．中止を

考えたことのある患者の背景や要因を，「基本属性

（年齢，性，学歴，世帯類型）」「闘病歴（原疾患，透

析歴）」「健康状態（日常生活動作，生活上の支障，う

つ症状）」との関連で分析した結果，社会生活の支障

やうつ症状が強い患者では，透析中止を考えたことの

ある人の割合が有意に高く，透析中止の意向は精神健

康が病んでいること，そして日常生活の支障によるス

トレスが背景にあることが示唆された．さらに女性で

中止を考えたことのある人の割合が有意に高かった．

b） 末期癌の場合（痛みや倦怠感が強く，余命が6

カ月くらいと告知された場合）に延命治療をどうする

かについては，「透析治療を含めた延命治療を希望す

る」が28％，「痛みを緩和する治療のみで，透析治療

を含めた延命治療は希望しない」が29％，「透析治療・

延命治療ともに希望しない」が17％，「わからない」

が26％で，患者の意見が分かれていた．延命治療の

意向（「透析・延命医療の両方を希望しない」と「い

ずれかを希望する」の比較）に関連する要因を，「基

本属性（年齢，性，学歴，世帯類型））「闘病歴（原疾

患，透析歴）」「健康状態（日常生活動作，生活上の支

障，うつ症状）」「事前指示への態度（肯定，不信・抵

抗感）」「主治医の事前指示への働きかけ」との関連で

分析した．

分析の結果，性，うつ症状，事前指示への不信感が

治療の選択に有意な効果を示しており，女性，うつ症

状が強い，事前指示への不信感が弱い人では，透析を

望まず延命治療のみを希望する，あるいは透析もその

ほかの延命治療も望まない人の割合も高かった．透析

中止の念慮の場合と共通して，延命治療を希望しない

ことの背景には，精神健康が低いという問題があるこ

とが示唆された．また，事前指示への不信感との関連

については，次のような解釈が可能である．医師調査

からわかるように，現在においては患者が事前指示を

しない限り，多くの場合，医師は透析を含めた延命治

療を継続する．つまり，事前指示に対して不信が強い

人では，自ら主張し，延命治療を中止するという手段

をもたないことから，現状をそのまま受け入れ，延命

治療を選択するといった解釈も可能である．

c） 重度の認知症の場合も，透析を継続するか否か

については，「透析を続けたい」が29％，「中止した

い」が32％，「わからない」が39％で，この場合も

患者の間で意見が分かれていた．透析維持に対する意

向（「透析を続けるか」と「中止したい」の比較）に
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関連する要因を分析した結果，性，うつ症状，事前指

示への不信が有意な効果をもっており，女性，うつ症

状が強い，事前指示に対する不信が弱い人で，「中止

したい」という人の割合が高かった．重度の認知症の

場合の治療の選択も癌末期の延命治療に対する意向と

共通する背景や要因があることが明らかとなった．

d） 事前指示の実施については，「希望する治療に

ついて周囲の人に伝えた」が31％，「考えているが，

伝えていない」が40％，「希望する治療について考え

たこともない」が29％であった．実施（「周囲に伝え

た」と「考えたこともない」の比較）に関連する要因

を，基本属性（年齢，性，学歴，世帯類型），闘病歴

（原疾患，透析歴），健康状態（日常生活動作，生活上

の支障，うつ症状），事前指示への態度（肯定，不信・

抵抗感），主治医の事前指示への働きかけとの関連で

分析した結果，主治医から事前指示への働きかけがあ

ったか否かが有意な効果をもっており，主治医からの

働きかけがあった人では「希望する治療を周囲の人に

伝えた」という人の割合が高かった．事前指示の実施

には，医師の働きかけが大きな役割を果たしているこ

とが示唆された．事前指示への積極的な評価が高く，

また不信感が低いといった心理的要因も，事前指示に

対する態度に有意な効果をもっていることが明らかと

なった．（分析担当：杉澤）

② 事前指示書に関する患者の態度の構造と関連要因

a） 事前指示に関する態度10項目を対象とした因

子分析の結果，「事前指示に対する不信・抵抗」と

「事前指示に対する積極的評価」と名づけられる2因

子が抽出された．さらに，この因子間の相関が弱く，

医師と共通する因子構造であることが明らかとなった．

b）「事前指示に対する不信・抵抗」と「事前指示

に対する積極的評価」の関連要因をそれぞれ，「基本

属性（年齢，性，学歴，世帯類型）」「闘病歴（原疾患，

透析歴）」「健康状態（日常生活動作，生活上の支障，

うつ症状）」「主治医の事前指示への働きかけ」との関

連で分析した．「事前指示に対する不信・抵抗」につ

いては，年齢，性，就学年数，同居者の有無が有意な

効果をもっており，年齢が高い，男性，就学年数が短

い，同居者がいる場合にはこうした傾向が強いことが

明らかとなった．「事前指示に対する積極的評価」に

ついては，就学年数など限られた要因しか有意な効果

をもっていなかった．（分析担当：杉澤）

③ 都市規模別に見た維持透析中止に対する態度の

違い

「あなたはここ1年くらいに，死に至ったとしても

透析を中止したいと考えたことはありますか」の設問

に対する回答割合が，都市規模によって異なるか否か

を検討した．その際には，患者の特性（年齢，性，精

神健康，透析年数，主観的健康，透析の翌日の生活，

同居家族数，最終学歴）の影響を調整した．分析の結

果，100万人以上の大都市で暮らす患者に比べて，10

万人未満の小都市で暮らす患者は，「透析を中止した

いと考えた」と答える確率が39％低減することが示

された．小市町村よりも大都市部に暮らす患者のほう

が，透析生活になんらかの支障を抱えることが多い可

能性があることが示唆されている．したがって，医師

についての分析結果と合わせて考察すると，大都市部

で診療する医師では，透析生活に関するなんらかの支

障が維持透析中止についての判断留保に繋がっている

可能性も示唆された．透析生活の地域格差について，

今後一層の分析が望まれる．（分析担当：浅川）

3） 維持透析中止に対する透析患者・家族の態度に

関する質的研究

① 本人の場合

a） 癌の末期については，維持透析を希望するとい

う意見と維持透析を含めた延命治療を望まないという

意見が出されていた．この二つの意見は一見対立する

ようにみえるが，「身体的な苦痛」に対する対応の違

いが意見の違いとなってあらわれていると思われた．

すなわち，維持透析を希望する人の場合には，意識が

はっきりしているため透析を中止したのちの苦痛はさ

けたいという理由が指摘され，他方，維持透析を含め

た延命治療を望まない人は，その前提として痛みを含

めた苦痛の軽減が必要とあった．つまり，いずれの場

合も身体的な苦痛が軽減されるほうを選択するという

ことであった．

b） 重度の認知症については，維持透析を中止する

という意見が多かったものの，癌の末期と同じに維持

透析を希望する意見も見られた．これも対立する意見

のようにみえるが，「周囲への負担」と「生きる意味」

に対するとらえ方の違いが意見の違いとなってあらわ
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れていると思われた．まず「周囲への負担」について

は，透析でこれまでにも家族に負担をかけてきており，

認知症の場合には，それ以上に家族に負担をかける，

さらに透析すること自体が家族や医療スタッフに迷惑

をかけている．このように，周囲への負担の問題が重

いと認識するかが中止するか否かの判断基準となって

いる．さらに，「生きる意味」については，「家族のぬ

くもりやあたたかさを感じられる」「生きているだけ

で幸せか？」など本人が自覚して生きることに意味を

見出すか，それとも意識がなくてもただ生きているこ

とに意義や価値を見出しているかによって中止の判断

が異なっていた．「生きる意味」については，意識が

はっきりしている癌末期における終末期ケアの選択に

おいては論点とはならなかった．

c） 以上のような患者の意向はあるものの，終末期

のケアの自己決定については，自分の考えのみを優先

させるという患者の意見はほとんどなかった．そこに

は自分の意見はもっているものの，それよりも家族の

意見が大きな比重を占めていた．つまり，最終的には

家族が判断することになるからとし，自分としては家

族の判断の障害になるようなことをしたくないという

意識があった．しかし，他方では，「家族が判断する

ってのも大変ですよね．どの時点で判断するか．自分

ではそうなったら，いつでも，切ってくれと言えるが，

家族はそうはいかない」として，家族に負担をかけな

いために自己決定するという意見もあった．いずれの

場合も，「家族への負担の軽減」が重要な視点となっ

ている．同時に，「守ってくれなければ決定してもし

かたない」というように，終末期の治療の決定は自分

の及ぶ範囲ではないという「無力」を指摘した人もい

た．

d） さらに，自分の決定を正確に伝える手段として

文書で残すという方法があるが，それに賛成する意見

としては，自己決定についての考えと共通して，自ら

の主張を通すというよりも「判断するのは苦労かける．

自分のことは自分で」「家族に判断させるということ

は，大変なこと．それは家族に負担をかけることにな

る」という，自己決定の理由でも示したように，「家

族の負担軽減」が背景にある．同時に，文書で残さな

いということについては，その理由として「文書を妻

に渡しても無理．そうゆうときになっても（文書を）

破るだけ．妻は最期まで面倒みるという」（（ ）は筆

者記入）というように，文書を示してもそれが「無力」

であるということであった．さらに，特徴的であった

のが，文書にしなくても，「日々の会話の中でわかり

合っている．以心伝心というように，妻も，「そうで

すか」という．私の考えていることはわかってくれて

いる」という「以心伝心」という考えがある．

e） 終末期についての家族との会話については，フ

ォーカスグループに参加するために話をしたというこ

とを除いては，多くの参加者が終末期のケアについて

家族と話したことはなかった．その理由としては，

「すべて任せた」という言葉にみられる「家族に依存」，

「腎不全の患者は心に抱えているものが重い．だから

明るくしたい．こういう暗い話はタブー視している．

暗い話はしたくない」というように「タブー」，「深刻

な状況になったら」「車椅子の生活になったら考える」

というように「直近の問題ではない」という意見に分

類できた．医師については，話をした経験を持ってい

る人はほとんどいなかった．その理由としては，終末

期について切羽詰って考えたことがないことに加えて，

「医者は針刺すので精一杯．体調いいですかで終わる」

「主治医がコロコロかわる．どの先生に相談していい

かが定まらない」というように，医師が多忙であった

り，主治医が特定されていないなどの医師側の要因が

指摘されていた．他方，医師と話しているという例で

は，「院長の方針．月に1～2回話し合いをしている」

「院長が治療や延命について忌憚のない考えを患者は

することが大事と言う」というように医師側からの積

極的なアプローチがあった．

② 家族の場合

a） 家族については，重度の認知症の場合，本人と

同じように「負担の問題」と「生きる意味」が判断の

キーワードであった．「本人がわからずに暴れる．そ

のときは（透析）はできないんじゃないかという気持

ちはあります」という発言に見られるように，負担が

強くなると透析中止という判断に傾く．逆に「それぞ

れの家族の事情による．屈強な息子がいるなら（認知

症の人がいる家族）抑えつけても病院へ連れていける，

というのと，か弱いご婦人ばかりの家族だと違う」と

いうように，家族に介護力があれば継続を希望するこ

とになる．生きる意味については，「本人がまったく

動けない，痴呆みたいになってしまったら仕方ないが，
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わかるうちは……」「判断力があるうちは延命治療は

続けさせたいという気持ちはある．つらいと思うが」

と，患者の意識がはっきりしている場合には透析の維

持を考えている．他方では，判断力がなくても，「具

体的にだめだと思っても主人の手を握って握り返して

きたとき，だめだと思っても先生に延命して欲しいと

いう．反応的にいろんなことがある」というように，

生きている証であるということで透析維持を考える人

もいる．

b） 末期癌についても，患者の場合と共通して「痛

みや苦痛の強さ」が透析を含む治療継続の意向に大き

な影響をもっていた．「命の大事さはわかるが，苦痛

があっても生きるというような延命処置はやめてもら

いたい」「本人は延命治療はしてくれるなと言ってい

ます．ただそれは家族のことを思いやってのことだと

思うが，家族は家族で治療してもらいたい．ただ，本

人が苦痛が強いなら考えていく」などがその例である．

c） 終末期についての患者との話し合いについては，

「機会がなかった」「お恥ずかしいんですけどないんで

すよね．考えもしなかった」「深く考えていません」

というように，そもそも日頃から関心をもたない課題

であることが原因して，ほとんど機会をもっていない．

しかし，患者に対するインタビューでも出てきたよう

に，「すごく深刻になっちゃう．考えないようにして

いる」「遺言書くようなもんですよね」「主人が透析し

ている．両方とも延命とかそういうことはタブーみた

いにして今まで話していない」というように，死を想

像してしまうため「タブー」としていることが，家族

内での話し合いを阻害している面でもある．さらに，

「あえて話し合いまでは．お互い日常の中で理解しあ

っているんだからそれで良い」「結婚して30何 年，

（死んでも）また一緒になろうと思っている．真剣に

なると話しができないですよ．妻も・私にはあなたし

かいないですよ・と」というように，タブーであるこ

とから，「以心伝心」によって伝わることを期待し，

話し合いがなされないという状況もみてとれる．

d） 患者からのインタビューに基づき，患者が文書

を残さない理由の一つとして，文書は現実には家族の

決定に生かされないという「無力」があると指摘した．

家族側では，「書かせたくない」「いやですね．聞くだけ

はいいんだけど，文書にすると違和感」と，文書で残

されることについての不快感を示す参加者が多かった．

その理由としては，「最終的に家族で決めたい……．

意識がなくなっちゃったら」というように，本人の意

向が自分の意向と異なる場合に判断に迷うということ

が背景にあった．さらに，文書で残すことに賛成した

参加者も，「とにかく主人の気持ちに沿うように，心

が痛くても書いてあるものは私が理解してあげたらと

……わかるのは私．いざとなったときに判断するのは

私」というように，患者の意向を尊重しつつも，それ

に全面的に従うのではなく，最終的な判断は家族がす

るという意向をもっている．

e） 患者からのインタビューでは，終末期のケアの

自己決定については，家族とのかかわりが重要である

ということが示唆された．最終的には家族が判断する

ことになるからとし，自分としては家族の判断の障害

になるようなことをしたくないという意識があった．

患者が文書を残さない理由には，このような家族の意

向が反映していると思われる．

家族側の発言の多くは，患者の意向を知ることは必

要なことであるが，「たとえ書いてあっても実行する

のは家族ですから，いざとなった時，判断するのは家

族ですから．今の家族の状況を考えてから……」「私

も書いて残されたとしても，家族で話し合って決める」

というように，最終的な決定にあたっては本人の意向

をくみつつも，自分たちの考えも反映させるという意

見が多かった．しかし，他方では，患者の発言として，

「家族が判断するってのも大変ですよね．どの時点で

判断するか．自分ではそうなったら，いつでも，切っ

てくれと言えるが，家族はそうはいかない」として，

家族に負担をかけないために自己決定するとしている．

患者と家族の意向に食い違いがあるようにみえるが，

家族側として患者の意向の扱いには続き柄に特徴があ

った．

以上の家族側の発言は配偶者である人が多かった．

子供の立場にある人では，「末期がんの場合，痴呆の

場合，それぞれだが．私（の場合）は父だが，この会

の前や，折にふれて話した．父がどう死にたいのか，

どう最期終わりたいのかという気持ちを知らないと自

分がつらいので，散歩の時などに時々話している」と，

「以心伝心」が無理であることから，本人からの意向

を積極的に知り，それを実現するようにすることが心

理的にストレスにならないということであった．この

ことは，配偶者の立場にある人でも「娘，息子に私と
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同じ判断を強いるのは難しい．娘たちが（延命治療を

止める決断をしたら）自分の責任といつまでも考えて

しまうから（そのような負担をかけることはさせたく

ない）．でも私がやるんならわかってくれると思う」

と配偶者と子供との違いを説明している．（分析担当：

杉澤）

4 おわりに

本研究の目的は，

① 新規透析導入の見送り・維持透析中止に対する

透析医の態度とその関連する要因を量的研究に基

づき解明すること．

② 維持透析中止に対する透析患者の態度とその関

連要因を量的研究に基づき明らかにすること．

③ 維持透析中止に対する透析患者・家族の態度を

質的研究によって解明すること．

の3点であった．①と②については，これまで未解明

であった課題，すなわち，透析医と患者の態度に影響

する要因の解明を主眼としたが，その要因の一部が明

らかになった．③については，事例報告が多く，今回

のようにグループインタビューという方法を用いて系

統的に分析した研究はほとんどなかった．③の課題を

通して，患者と家族の透析中止に関連する心理的なダ

イナミズムの一部が明らかにされたといえよう．

今後の課題としては，実際に透析中止となった事例

を集積し，それらの事例に関わった家族と医師へのヒ

アリングを通じて，透析中止の決定過程における患者，

家族，医師三者のダイナミックな関係を分析すること

が必要であるといえよう．

最後になりましたが，この研究のメンバーでありま

す全腎協の遠藤公男様が今年8月に急逝されました．

遠藤様のご尽力がなければ，患者を対象とした量的・

質的な調査は実現しませんでした．遠藤様のご尽力に

心から感謝申し上げますとともに，ここに慎んで哀悼

の意を表し，ご冥福をお祈り申し上げます．

資料

資料①：医師に提示した仮想の3事例

事例1：75歳男性．糸球体腎炎と高血圧に罹患してお

り，末期の腎不全の状態にある．尿毒症になる2年

ほど前から，忘れっぽく，何曜日か，どこにいるか

を思い出せないことがあった．徐々に症状が悪化し，

現在，医師から重いアルツハイマーであると診断さ

れ，判断能力はない．嚥下が困難で，介助しても食

べ飲むことがほとんど不可能である．医学的には維

持透析はできる状態である．透析を開始するか否か

の意向は，判断能力があるときでも患者から表明さ

れておらず，事前指示書もない．家族から透析導入

の是非について質問されたとき，導入を勧めますか．

事例2：75歳の男性．50歳のときに糖尿病を指摘，

60歳のときに大腸がんの切除，65歳のときに血液

透析の導入．1回4時間，週 3回の外来維持透析を

継続していたが，呼吸困難・食欲不振を訴えたため

精査したところ，肺や脳への転移を認め，入院とな

った．その後，全身状態が徐々に悪化し，食事も食

べられなくなり，高カロリー輸液を施行している．

重度の腹水もみられる．死期が迫っている状態であ

るが，はっきり自分の意思表示ができ，血液透析は

安定して施行できている．患者は延命の措置を望ん

でおらず，家族は維持透析を継続するか否かは，医

師や本人の判断に任せるとしています．このような

場合，先生は透析を中止しますか．

事例3：75歳男性．50歳のときに糖尿病を指摘，65

歳のときに血液透析の導入．1回4時間，週 3回の

外来維持透析を継続していた．2年ほど前から，忘

れっぽく，何曜日か，どこにいるかを思い出せない

ことがあった．徐々に症状が悪化し，現在，医師か

ら重いアルツハイマーであると診断され，判断能力

はない．透析中の安静もたもてる状態にはない．こ

のような状態のときに透析を中止するか否かの意向

は，判断能力があるときでも患者から表明されてお

らず，事前指示書もない．家族は，維持透析を継続

するか否かは，医師の判断に任せるとしています．

このような場合，先生は透析を中止しますか．

資料②：事前指示に対する医師の態度に関する項目

事前指示書についての先生のお考えをお聞かせくだ

さい．以下の1）～12）の項目それぞれについて「そ

う思う」「まあまあそう思う」「あまりそうは思わない」

「まったくそう思わない」でお答えください．

1） 患者の気分や感情によって左右されることから，

信用することができない

2） 患者にとっては，死を考えることになり，かえ
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って生きる意欲を低下させてしまう

3） 治療の決定に関する家族の苦悩を軽減する

4） 患者にとっては，具体的な場面を想定できない

ため，答えることが困難

5） 透析中止と書いた場合，きちんとした治療が受

けられないと思う患者が多い

6） 治療決定の際の医師の負担を軽減する

7） 患者の自己決定が尊重される重要な機会を提供

する

8） 多くの患者は，家族や医師に決定をゆだねたい

と思っており，患者の意向とマッチしない

9） 家族の意向と異なっていた場合，家族との調整

が大変

10）「重度の認知症」とかが記載されていても，ほ

んとうにそれに該当するか否かの判断に迷う

11） 透析中止と事前指示書に記載されていたとし

ても，透析が可能な状態でそれに従って透析を中

止することは，医学の敗北である

12） その指示通りに行ったとしても，現状におい

ては家族から訴訟を起こされる危険がある

資料③：事前指示に対する患者の態度に関する項目

将来，判断能力を失うような状態になった際，どの

ような治療を受けたいかについて，口頭や文書で残す

ことについて，あなたのお考えをお聞かせください．

以下の1）～10）の項目それぞれについて「1 そう思

う」「2 まあまあそう思う」「3 あまりそうは思わな

い」「4 まったくそう思わない」でお答えください．

1） 治療の決定に関する家族の悩みが軽減できると

思う

2） 医師が治療方針を決定する際の負担を軽減でき

ると思う

3） 自分の意思が尊重されるので重要なことだと思

う

4） その時の気分や感情によるので，確固とした意

思は残せないと思う

5） 死ぬとか，縁起の悪いことなので考えたくない

6） 家族や担当医に決めてもらえばよく，自分で決

める必要はないと思う

7） 家族等の意向と異なった場合，かえって負担を

かけると思う

8） 具体的な場面を想像できないので，答えること

が困難

9） 透析中止と書いた場合は，きちんとした治療を

受けられない

10） 現在健康であるのでまだ考える必要はない
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学 会 ご 案 内（1）

●9th InternationalConferenceonDialysis

日 時：平成19年1月24日（水）～26日（金）

代表者：RRIStaff

NathanW.Levin,MD

MedicalandResearchDirector

RenalResearchInstitute

MaryCarter,MS,MBA,MPHResearchProgramDirector

会 場：HiltonAustin（Austin.USA）

問合せ：RenalResearchInstitute,LLC

207East94thStreet

NewYork,NY 10128

TEL 212�360�4900 FAX 646�672�4174

E-mail IAdelsberger@rriny.com

URL http://renalresearch.com/html/conferences.htm

●第23回 日本医工学治療学会学術大会

日 時：平成19年2月9日（金）～11日（日）

代表者：今田聰雄（長寿会長寿クリニック理事長）

会 場：グランキューブ大阪（大阪国際会議場・大阪市）

問合せ：医療法人長寿会 長寿クリニック

TEL 072�230�2882 FAX 072�230�2883

E-mail 23jste@jshd.jp

URL http://www2.convention.co.jp/23jste/

●2007DialysisCoference：27th AnnualDialysis

Conference（ADC）

日 時：平成19年2月18日（日）～20日（火）

代表者：ConferenceChair

KarlD.Nolph,MD

会 場：ColoradoConventionCenter（Denver.USA）

問合せ：ElaineRogers

TEL 573�882�9973

E-mail dialysis@health.missouri.edu

URL http://www.muhealth.org/~dialysis/

●第40回 日本臨床腎移植学会

日 時：平成19年2月28日（水）～3月2日（金）

代表者：吉村了勇（京都府立医科大学大学院 移植・再生制御外科学）

会 場：ホテル百万石（石川県加賀市）

問合せ：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 orgtx@koto.kpu-m.ac.jp

URL http://www.transp.jp/jscrt2007/index.html
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�透析医雑感 � 三井 靜

日本の透析療法が臨床的に形をなしたのは1960年代である．私はそのころからかかわっていた．医局の

先輩の小高先生がアメリカ帰りで大変張りきっておられた．先生の意欲と情熱について行くことになった．

当時は，腎不全が進行すると間違いなく死亡していた．癌より早い時期に確実になくなってしまう事は世間

の常識であった．

急性腎不全を除いて保険適応はなく，ほとんどの方が学用か自費で透析導入となった．経済的に患者さん

には大きな負担がかかり，田畑や山を売って透析を受けるためにわれわれの施設へ来た．ずいぶん遠くから

ヘリコプターで来ることもしばしばであった．

異型輸血で急性腎不全におちいり，緊急透析を行い助けた方が今より多かった印象がある．その当時はそ

うした医療事故も報道されることもほとんど無かったように覚える．現在では全国的に報道され，そうした

事故で医療施設が心ならずも有名になってしまうことがある．情報公開が一般的になった．それはそれで良

いことだと思う．

当時の透析は大変で，初期のコルフ型はプライミングボリュームが2,000ml近くあったために透析毎に

2,000mlの血液が必要であった．終了時にプライミング量に相当する血液を返さずに輸血用ボトルに取っ

ておいてそれを使ったものである．

また，返血時に誤って空気の泡を返してしまうこともたまにはあった．空気で返血操作を行うのが当たり

まえであったし，当時は現在のように検知器でモニターしていなかったのでそういう事がありえたのだ．何

れも大事には至らなかったが結構危ういものだった．

1970年代になると慢性透析が保険適応になり，多くの方々が救われることになった．夜間透析で完全社

会復帰をしている方も多くなっている．腹膜透析も進歩し，透析者も努力すれば幸せな人生を歩むことが可

能となっている．

透析機器の進歩も著しく，いろいろな必要データーがモニターされ，安全性はかなり高まってきた．しか

し油断はならない．すべての操作の中に，事故または感染につながる可能性がふくまれていると考えておい

たほうが良いと思う．

われわれは透析患者さんのために集中して全力で事に当たることが務めであると考えている．そのために

は透析チームが一致協力していかなければならない．その裏づけは保険請求からの収入である．なにか新し

い技術や薬品で透析療法が進歩して一定の成果が得られると，しばらくして保険請求上評価が下がってしま
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う．こうしたことの繰り返しをここのところ何回も経験してきた．その都度透析医会の執行部の方々が，厚

生労働省と交渉して大変な努力をされておられることは承知している．これからも負けないように頑張って

いただき，適正化という言葉に騙されずに，透析医の正論を通していただきたいと思う．

三井クリニック



1 支部のあらまし

和歌山県の透析医療は阿部富弥現和歌山医大名誉教

授を中心に進歩，発展し，勉強会である和歌山透析研

究会は阿部名誉教授，秋澤忠男前教授を中心にすでに

67回開催されている．本年4月からは県立医大腎臓

内科・血液浄化センターに重松隆教授が就任，さらな

る発展を期待している．

透析医会は少し遅く1981年に結成され，1989年か

ら日本透析医会の支部となり現在に至っている．結成

当初は理事の互選により役員を決めていたが，平成

12年より会員全員の選挙により会長・副会長を選出，

理事・監事は会長・副会長より委嘱するように変更し

ている．

平成18年4月に改選があり，現在の役員は下記の

通りとなっている．

会 長 柏井利彦 柏井内科クリニック

副会長 半羽健二 半羽胃腸病院

理 事 重松 隆 和歌山県立医科大学血液浄化

センター

宇治田卓也 宇治田循環器科内科

打田和宏 紀北クリニック

大伴裕美子 日本赤十字社和歌山医療

センター

北 裕次 きたクリニック

風呂谷匡彦 名手病院

前田明文 児玉病院

根木茂雄 和歌山県立医科大学血液浄化

センター

監 事 木下敬之助 松尾外科

顧 問 阿部富弥 中谷病院・和歌山医科大学

名誉教授

2 現在の主な活動状況

1） 和歌山県の慢性透析療法の現況把握

2001年より，日本透析医学会統計調査委員会の報

告より和歌山県の結果を抽出し，全国平均と比較検討，

毎年和歌山透析研究会に現状報告を行っている．

① 2004年末和歌山県の現況

透析施設 42施設

同時透析 892床

最大 2,817名

慢性透析患者数 2,421名

新規導入患者数 326名

年間死亡患者数 208名

粗死亡率 10.4％（全国平均9.4％）

② 慢性透析患者の人口100万対比

1,945.8人（全国平均1,624.1人 第7位）

③ 1983年以降導入患者1年生存率

84.3％（全国平均86.0％）

④ 2004年導入患者の傾向

●導入年齢

和歌山県 全体65.77歳

（男性64.62歳 女性67.86歳）

全国平均 全体63.78歳

（男性63.04歳 女性64.98歳）
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全国平均より高齢で，特に男性では約1.6歳も年齢

が高い．

●原疾患

慢性糸球体腎炎由来 41.4％，糖尿病性腎症 37.3％

と慢性糸球体腎炎由来が減少してきているものの最も

多い．糖尿病性腎症の頻度は増加している．

●死亡

新規導入患者の死亡は18名と少なかった．

2） 新規導入患者の検討

2000年末の現況より，和歌山県では慢性腎不全患

者が多く，かつ導入3カ月以内の死亡例が多いとの認

識より，2001年より新規導入患者の実態調査を行っ

ている．

アンケート調査の一部を表1，2，3，4に掲載する．

表2が示すように，和歌山県では新規に導入される患

者には性別差が見られる．地域別の導入年齢を見ると

（表3），南に行くほど過疎化が進み平均年齢も高くな

る一方，導入年齢が低くなっている現状がある．慢性

透析患者の分布を表4で見ると，和歌山市周辺で主に

導入され，維持透析は地域の医療機関で行われている

例が多い．

3） 災害時透析医療検討会

和歌山県は近い将来南海地震が予想されている．そ

の対応として，和歌山県医務課を中心に，県医師会，

病院協会，透析医会，県立医大血液浄化センター，保

健所の参加で2005年度に3回の会議を持った．さら

に，府中腎クリニックの赤塚東司雄先生を迎え県下2

カ所で講演会を開催，各保健所単位で地域の連絡会を

開催，地震への対応を検討している．

3 和歌山県の問題点

和歌山県の透析医療は，和歌山県立医大血液浄化セ

ンター・日本赤十字社和歌山医療センターを中心とし

ているがなお透析医会への参加が少なく，医療機関相

互の連携も必ずしも良好とはいえない．災害発生時の

対応も始まったばかりであり，なお不充分な事が多い．

和歌山県の透析施設は人口の多い，紀ノ川筋，海岸

線に沿ったところに偏在している．かなりの施設で送

迎を行っているが，他府県同様高齢化が進む傾向にあ

り，透析患者の送迎が透析医療機関・透析患者ともに

負担となっている．

以上和歌山県の現状について述べたが，なお透析医
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表1 アンケートの回収率

2001年 2002年 2003年 3年計

新規患者数

集計数

率（％）

325

225

69.2

330

161

48.8

317

265

83.6

972

651

67.0

表2 地域別の患者数

男 性 女 性 合 計

紀北

和歌山市

海南市

有田市・有田郡

御坊市

田辺市

新宮市・東牟婁郡

27

246

14

15

26

47

41

6

157

10

6

13

22

23

33

403

24

21

21

69

64

全県 416（63.7％） 237（36.3％） 653

表3 地域別導入年齢

2001年 3年間
の平均

紀北

和歌山市

海南市

有田市・有田郡

御坊市

田辺市

新宮市・東牟婁郡

63.7

65.3

70.3

68.9

65.6

60.1

59.3

65.5

65.1

68.2

66.7

63.9

63.5

63.0

全県 64.6 65.8

表4 慢性透析患者の分布

紀 北 和歌山 湯 浅 御 坊 田 辺 新 宮 全 県

患者数

率（％）

322

13.4

1,392

58.2

147

6.1

180

7.5

278

11.6

255

10.7

2,393

100



会への参加率も低く，前回報告した2001年と比べて

も大差なく，残念ながら十分活動できていないのが現

状である．
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1 活動状況

近年，岩手県透析医会としての活動につきましては，

残念ながら停滞しておるのが現状です．

岩手県の透析医会は，昭和54年11月に木川田典彌

先生のもとに会員16名で発足いたしました．平成14

年まで約24年間木川田先生就任の後，盛岡市三愛病

院の細川久昭先生が1年間引き継がれ，その後三代目

に私が就任し，今日に至っております．現在，日本透

析学会施設会員34施設，東北腎研43施設，岩手腎研

43施設が登録されていますが，日本透析医会には10

施設の入会がなされております．会員は，平成16年

には12施設，今年度は10施設と減少傾向にあり，活

動の活性化を図るためには，早期に会員による組織の

再構成をしなければならない考えております．

これまで，当支部の組織は無いに等しく，会長のみ，

日本透析医会の総会，支部長会議に出席し，会員への

報告事項が仕事でありました．今後は，今秋に行われ

る岩手県透析研究会の開催時に医会の時間を設けさせ

て頂き，組織づくりをし，会費，事務局等を含め話し

合い，会員相互の親睦を図り，組織を再構成したいと

考えております．しかし，日本透析医会についての理

解をさせておりますが，色々問題もあり，その一つに

年会費等も問題があるかと思われます．現在，岩手腎

不全研究会は会費に関する事項を，会費は医師のみが

納めることとし，年会費二千円，学術集会には当日会

費千円を徴収しています．また東北腎不全研究会では，

年会費一万円，学術集会には三千円となっております．

支部長の仕事として，この2年間は，日本透析医会

の支部長会議へ出席し，会員および今後の支部の拡大

等踏まえ，非会員への報告を主に行って参りました．

今年は，6月 24日第 11回透析保険審査委員懇親会

（横浜），6月30日高齢者医療制度創設に向けての勉

強会（東京）に出席し報告しております．また，非会

員へ透析医会での平成17年11月の要望（適正透析医

療推進対策）について説明しております．そのほか，

レセプト分析・点数調査の協力，保険審査等に関する

アンケート調査，災害時情報ネットワーク，腎不全対

策推進者の推薦依頼等に関し連絡をしております．

透析医会の目的は，適正な人工透析の普及，腎不全

対策推進などの事業活動でありますが，現会員のみで

の活動は容易ではなく，岩手医科大学，地域中核病院

（県立病院28病院中透析施設は12病院）との連携強

化の必要があると思います．

災害時救急透析医療システムも，拠点病院の関与が

必要であり，さらに行政との連携を迅速かつ密に図る

ことが大切と考えます．岩手県の場合，内陸と沿岸で

の地域差もあります．本年12月2日，久慈・宮古・

山田・釜石・大船渡等の沿岸地区の施設にて，災害時

の透析患者援護対策について「岩手沿岸地区透析講演

会～災害ネットワークについて～」開催予定としてお

ります．

2 岩手県の腎不全治療の歴史

岩手県内において，腎不全に対する透析治療は，昭

和40年（1965）前後からで，間歇的腹膜灌流が始め
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られました．

腎移植の手術は，昭和43年4月，県立中央病院泌

尿器科小柴健先生が初で，19歳の看護婦に対して母

親からの腎臓摘出により行われ，313日の生存でした．

当時，県内には血液透析も無い頃で腹膜灌流が主なも

のでありました．このことがあり，昭和45年に岩手

県環境保健部からダイアライザー（スウェーデンフリ

ーザーのダイアライザー）を購入して頂き，当時は平

板ダイアライザーで開始しております．県立中央病院

が県内で最初の血液透析施設で，最初の患者は下閉伊

郡山田町の35歳の男性で，腎結核から腎不全になり

透析を開始しております．当時は交通基盤も整備され

ておらず，沿岸から盛岡市にある県立中央病院まで車

でも10時間以上の時間がかかり，入院にも1日がか

りを要する程でした．

偶然にも，昭和43年岩手県で腎移植を施行した年

に，北海道では日本初の心臓移植が施行されており，

移植手術において色々な問題と直面しておりました．

なかでも，脳死についての課題は最重要視され，数十

年経て，国会等で法案が審議されておりますが，当時

から医療現場と行政との間で隔たりがあり，問題解決

は困難をきわめておりました．

昭和47年以降から漸次，身体障害者等級1級が適

応とされ，徐々に，血液透析が県内に普及されてきて

おります．

3 岩手腎不全研究会の発足について

昭和49年6月8日，第1回が県立中央病院の吉田

邦彦先生のご指導のもとに設立，開催されました．そ

の際会則を決め，研究会は年2回，盛岡を拠点として

各地域を会場に隔年開催と決めました．以降県内に透

析治療について理解をいただけるよう努力をしており

ます．

第1回の会議においては，「透析施設は6カ所（岩

手医大，県立病院4カ所，済生会病院）．透析患者数

は39名（外来通院16名，入院23名）であり，内シ

ャント12名，外シャント27名．透析モニター（ペー

シェントステーションは21台で，キール型8台，コ

ルフ型13台を使用」と当時の腎不全治療の現況報告

がありました．ほかに各施設の諸問題等の話し合いも

なされておりました．

現在は年1回の開催となり，平成 18年10月22日

に第40回岩手県腎不全研究会が開催されます．

4 岩手県内の施設・患者動向

岩手県内の透析施設および透析患者数は，昭和49

年6月施設数6，患者数39名，昭和55年9月施設数

21，患者数460名，昭和60年9月施設数35，患者数
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800名，平成9年9月施設数41，患者数1,759名とな

っております．

昭和50年代には岩手県内にも民間透析施設が次々

と開設され，夜間透析も行われ社会復帰が可能となり，

患者数も漸次増加してきました．

平成9年頃より施設数は鈍化し，現在は施設数43

施設，透析台数 859台，血液透析患者数 2,425名，

CAPD患者数170名となっております（図 1）．現在

の43施設は，岩手医大・県立中央病院（ほかに11県

立病院）・済生会病院2施設・国保健康保険病院2施

設・市立病院6施設で，残りは個人診療所となってお

ります．

5 透析態勢の課題

血液透析医療が開始された当初透析時間は通常5時

間で，それ以上の時間を必要としておりました．その

後4時間透析となり，近年では短時間（3時間）の透

析が行われるようになりました．透析の短時間化には，

医療点数改定による透析施行時間別の点数算定が廃止，

一本化されたことも要因の一つと考えられます．やは

り，私個人としては，4時間ないし5時間以上の血液

透析時間の必要性はあると考えます．

現在，大学病院，県立病院，日赤病院等では夜間透

析は施行しておらず，夜間透析は民間の病院，診療所

の15施設が主体に行っております．夜間透析を行っ

ている施設は，患者数と透析台数に関しては，充分な

透析時間が得られている状態と考えます．夜間透析を

施行していない施設では過密状態となっているように

思われ，通常の診療時間では無理と考えられる施設も

あるように思われます．例えば，A施設では，透析

台数12台で54名の患者数，B施設では，28台の透

析台数で100名の患者数を診ている状況です．

夜間透析の導入には，医療従事者の就業規則（週5

日制，40時間労働）の問題も生じるため，これらの

施設では，当然，日中の透析で施行するには透析台数

の増設が必要と思われます．

6 他組織の動向

① 財団法人岩手愛の健康づくり財団

昭和62年11月に設立され，腎バンク登録事業を主

体に，腎不全予防や腎移植推進の普及・啓発に努めて

おります．

② 岩手県腎臓病の会（岩腎会）

昭和53年に岩腎会を一本化し，昭和54年9月2日

第1回総会を開催しております．昭和55年全腎協総

会（東京）東北ブロック協議会に参加．その後，昭和

55～59年にかけて，宮古・下閉伊腎友会，盛岡（南

病院腎友会，三島医院腎友会），久慈腎友会が結成さ

れております．昭和62年9月18日財団法人岩手愛の

健康づくり財団設立準備委員会を開催．昭和63年に

は，県腎臓病専門委員会（委員長大堀勉）が発足し，

移植推進国民大会，国会請願，臓器移植法案キャンペ

ーン等の活動がなされております．

岩手県の腎友会は，現在も色々な活動をしており，

透析医療施設との連絡を保ち，政治的な役割にも影響

力を持っております．

おわりに

以上，岩手透析医会は岩手医大，岩手県内の県立病

院，岩手労災病院，盛岡赤十字病院等の協力と，岩手

愛の健康づくり財団および岩腎会等との共議のもとに，

向後，透析医会の活動の必要性を広く多くの人々に伝

えていきたいと考えております．また，会員の拡大に

も繋がればと願っております．
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はじめに

大阪透析医会は1988年，初代会長として故前川正

信（大阪市立大学名誉教授）により設立され，その後

1998年より2006年3月まで飯田喜俊が2代目の会長

を務めた．1974年には大阪府下において透析医療に

携わるすべての医療従事者のための勉強会として，当

医会にさきがけて前川正信（前述）等により，大阪透

析研究会（現会長西沢良記，現会員数1,100名）が立

ち上げられた．年2回，春と秋に学術集会が開催され，

この秋には第67回学術集会（第24回透析骨関節研究

会同時開催）が予定されている．

医会は研究会とは異なり，本来経営者もしくは経営

になんらかの形で関わっている者によって運営される

会であるが，その設立にあたっては各都道府県のどの

支部とも同じような経緯をたどっているようである．

現在の医療状況は患者さんの高齢化など諸般の事情

により，当医会発足当時と比べて大きく様変わりして

いる．年々，医療費（給付費）が増加してきた結果，

国の社会保障費，とりわけ医療保障費の予算枠が厳し

く決められ，財源の確保のあり方についてはいろいろ

議論されている．一つとして，2008年には75歳以上

のすべての高齢者が新しい医療保険制度に加入するこ

とが義務付けられた．昨今，消費税の議論が活発化し，

今後増大していくであろう社会保障費対策の目的税と

なることが望まれる．いずれにしても医療を提供する

側にとっても受ける側にとっても様々な厳しい状況に

置かれている中で，支部としてどのようなことができ

るのであろうか思案しているところである．

1 組織について

2006年8月現在，大阪透析医会が把握している会

員数は施設会員として183施設である．一方，（社）

日本透析医学会施設会員名簿（2006年度版）では大

阪府下の会員として237施設が登録されている．また，

年1回大阪腎臓病患者協議会（大腎協）は独自に患者

さんのためのアンケート式「透析施設実態調査」を

262施設（回答率88.5％）（2005年9月版）に対して

行っている．調査項目は施設名・所在地・電話，設置

台数，患者数，夜間透析・入院の有無，HDF・CAPD

が可能かなどである．大腎協の「透析施設実態調査」

に基づいた「大阪府下透析施設一覧表」は，患者さん

はもちろんのことわれわれ透析施設も大いに参考とな

り，当医会においてもこのようないわば「情報開示」

を行っていかなければならないと考えている．

2 事業と委員会活動

役員は表1のごとくであり，事業については総会を

含めて幹事会・常任幹事会を年5回開催している．役

員会にあわせてその時々のテーマを取り上げ，著名な

先生方をお招きして年3回講演会を開催している．昨

今は学術的な内容に加えて医療経済問題を多く取り上

げるようになっている．今後は1カ所集中型の講演会

に加え，地域において小規模な勉強会の開催も予定し

ている．

委員会活動については下記のごときテーマを念頭に
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入れ，委員会（表2）が構成された．

① 透析医療を続けていく上において，どの施設にお

いても様々な問題を抱えているが，とりわけ「透析

末期，癌末期，認知症，結核」など治療に大変手の

かかる患者さんの対応については，それぞれ知恵を

絞ってほかの施設へお願いするなどして日々なんと

かすごしている．しかし，もっと日常的に起こって

いる問題の一つとして，透析患者さんを公的介護施

設（老健施設など）へ入所させたいと思っても，そ

の施設の運営上入所が難しいことである．もう一つ

の問題としてあげられるのが，通院のための「送迎」

である．前述の大腎協アンケート調査（回答233施

設）によれば，送迎（医療機関自前，委託，その他）

を行っているのは病院107のうち40（37.3％）施設，

クリニック（診療所）126施設のうち95（75.4％）

施設という結果がでている．クリニックは急速に増

えてきている「要送迎患者」に対して苦労しながら

も臨機応変に対応していることが想像できる．地域

によって異なるが「送迎」は透析治療の延長線上に

あるといっても過言ではなかろうか．過剰なサービ

スはかえって問題を悪化させ，混乱させることにな

り，適切かつ節度ある対応が望まれるところである

が，これら以外の様々な難問解決のためにも施設間

の交流，さらには患者会（大阪腎臓病患者協議会）

との意見交換・情報交換によってお互いに理解を深

めていくことが大変重要であると考える．

② 院内感染事故，医療事故対策については医療経営

の根幹を揺るがしかねない問題であり，会員共通の

大阪府支部だより 561

表1 役員構成

名誉会長 前川正信（大阪市立大学名誉教授）

会 長 小野秀太（健栄会三康病院）

副 会 長 小野山攻（小野山診療所，日本透析医会常務理事）

川村正喜（PL病院）

常任幹事 井上 隆（蒼龍会井上病院）・岡田茂樹（岡田クリニック）

早原信行（榊原クリニック）・三上裕司（三上会東香里病院）

矢嶋息吹（いぶきクリニック）・安井明泰（門真クリニック）

山川智之（仁真会白鷺病院，日本透析医会常務理事）

監 事 田畑 勉（蒼龍会井上病院）・仲野 孝（小阪イナバ診療所）

幹 事 井上 徹（大阪医科大学）・東 勇志（あずま泌尿器科）

大野卓志（長寿クリニック）・大道 彰（大道クリニック）

大山 哲（大山クリニック）・岡崎修治（三和会永山病院）

岡村幹夫（寿楽会大野記念病院）・河村裕憲（河村クリニック）

北川慶幸（北川クリニック）・岸田直博（岸田クリニック）

金 昌雄（かいこうクリニック）・佐藤利行（明生会明生病院）

杉本俊門（大阪市立総合医療センター）

椿原美治（大阪府急性期・総合医療センター）

時実昌泰（時実クリニック）・仲谷達也（大阪市立大学医学部）

西川光重（関西医科大学）・西沢良記（大阪市立大学医学部）

長谷川廣文（近畿大学医学部）・藤井正満（三上会東香里病院）

前 暢子（淳康会近森病院）・宮野元成（泉南西出病院）

安田英煥（健栄会三康病院）・淀井省三（淀井病院）

和田 晃（国立病院機構大阪医療センター）

顧 問 飯田喜俊（仁真会白鷺病院）・今田聡雄（長寿クリニック）

岸本武利（トキワクリニック）・酒井英雄（大阪府医師会）

事 務 局 仁真会白鷺病院

大阪市東住吉区杭全7�11�23

表2 委員会構成

1.経営・医政委員会

◎小野 ○小野山

2.保険委員会

◎小野山 ○金

3.透析者支援委員会

◎矢嶋 ○井上

4.災害対策委員会

◎山川 ○前

5.感染・事故対策委員会

◎川村 ○和田

6.総務委員会

◎山川 ○川村

7.府医医学会運営委員会

◎井上

◎委員長 ○副委員長



課題である．また，災害対策については患者さんに

とってもわれわれにとっても重要かつ大きなテーマ

である．日本透析医会の災害情報ネットワークと連

携し，当医会の災害対策メーリングリストを通じて

会員と患者会と密に連携し，災害対策のためのさら

なる活動を目指している．

③ 今日，何処においてでも適正かつ良質な透析医療

が提供されるようになったのは，長年にわたる先人

の方々のたゆまざる研究によって成り立っているこ

とを忘れてはならない．加えて，現場スタッフの努

力もさることながら，地道に行ってきた日本透析医

会活動の成果の証ではないかと考える．今回の診療

報酬改定に際して，透析医療にかかわる諸問題の意

思決定機関としてその方向性を示した役割は大きい

と私個人として感じている．今後も，支部として日

本透析医会，日本透析医学会，日本医師会とも連携

し，これからの医療・介護制度がどのように構築さ

れるべきか提言できればよいのではないか．

おわりに

「患者本位の医療提供体制」を実現するための議論

が盛んに行われている中「コアサービスである治療を

適切に行ってさえおれば問題はないのではないか」と

いう声もある．しかし，医療という使命に基づいてい

かに効率よく安定した健全な経営を維持していくか期

待されている中，医療そのものに加え，施設の「アメ

ニティー」，患者さんの「QOL」が重視される時代に

なってきていることは時代の趨勢であり，これらを達

成するという目標を持つことが良質かつ適正な医療活

動を続ける秘訣ではなかろうか．
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本稿では，前号で報告後平成18年7月28日，9月22日，10月27日の定例常任理事会，および

10月7日に開催された臨時常任理事会をあわせ，計4回の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.診療報酬改定および医療制度改革に対する対応

前号の本項でも述べたとおり，今年6月に医療制度改革法案が成立しました．この法案には，危

機的な国家財政の状況を踏まえ患者負担増や医療費削減策が盛り込まれており，小泉政権の流れを

くむ安倍政権下では，今後も厳しい医療費削減政策が遂行されることが予想されます．また平成

20年の診療報酬改定と同時に新たに後期高齢者医療制度が創設されることが決まりました．この

高齢者医療制度は現行の制度より包括化を進めるなど，医療費抑制を目指す制度になる可能性が高

いと言われ，高齢患者が多数を占める透析医療にとって影響は多大になるという危惧があり，日本

透析医会では，今後この制度を含めた医療政策の動向に注目し研究，分析を進めております．

9月には日本医師会の社会保険診療報酬検討委員会より，平成18年の診療報酬改定の影響と問

題点についての日本透析医会に対する諮問があり，10月7日の臨時常任理事会ではこれに対する

回答を主に検討しました．結論としては，透析医療費実態調査の結果も踏まえ，透析時間区分の復

活，透析液清浄化加算の新設，感染性廃棄物処理費用の診療報酬への上乗せ，シャントPTA技術

料の新設，テンポラリーブラッドアクセス設置料の新設などを訴える内容を答申しました．

今後も日本透析医会としては，平成20年の診療報酬改定に向けた対応を最優先の課題として取

り組んでいく所存です．

2.EPO包括化に伴う影響に関するアンケート

日本透析医会では，平成18年の診療報酬改定で外来透析技術料にEPOが包括化されたのを踏

まえ，この7月にEPO包括化の影響に関するアンケート調査を行いました．482施設からご回答

を頂き，その結果については本号に掲載しておりますように，EPO包括化でEPO使用量は減少し

ているものの，概ね適正な腎性貧血の管理がなされている状況がうかがえました．お忙しい中アン

ケート調査にご回答頂いた会員施設の方々に感謝申し上げると共に，今後とも適正な腎性貧血管理

を重ねてお願い申し上げます．

常任理事会だより 563

［た よ り］

常任理事会だより

山川智之

日本透析医会常務理事



3.全腎協との懇談会

10月12日東京で全国腎臓病協議会の役員の方々と意見交換会を行いました．前述の後期高齢者

医療制度の問題，EPO包括化後の影響調査の報告，宇和島徳洲会病院の生体腎移植の問題などに

ついて活発な議論が行われました．

4.災害対策事業について

昨年より，災害時の透析患者の船舶搬送を中心に検討する日本財団助成「災害時医療支援船運用

計画策定と実施」事業を，日本透析医会が中心となって進めていることは，以前の本欄でもご報告

しております．2年目に入った今年度は，東京海洋大学の協力の下に首都圏でも事業を展開してお

り，9月2日と10月28日の2回，実際に船を使った検証航海を実施しました．9月の検証航海で

は実行委員が中心に参加し，小型船と東京海洋大学の実習船「汐路丸」間での乗降などの検証など

も行いました．この結果も踏まえて10月の航海では，透析患者や首都圏を中心にした透析関係者

にも乗船して頂き，荒川から江東区の運河を経由するなど，災害時の河川を使った患者搬送につい

ても検討しました．この検証航海については2月に東京で報告会を開催する予定です．詳細につい

ては別途ご案内いたしますので多数の参加をお待ちしております．

10月7日には，大阪の新梅田研修センターで日本財団助成事業の一環として「災害時医療支援

船構想報告講演会」を開催しました．お忙しい中ご参加いただいた方々には心より感謝申し上げま

す．

また平成19年1月12日から14日には，これまでの日本財団助成事業の成果を台湾にも移転す

る目的で，「災害時医療における船舶の活用に関する日台国際セミナー」を神戸で行うことが決定

しました．主催は日本財団助成事業の関西圏プロジェクトで全面的にご協力いただいている神戸大

学海事科学部で，日本透析医会は共催で参加させていただくことになっております．

なお，同セミナーの詳細については日本透析医会ホームページにてご案内させていただいており

ます．ご興味のある方は是非ご参加ください．よろしくお願い申し上げます．

5.第10回透析医療費実態調査について

今年で10回目となる透析医療費実態調査の結果が概ねまとまりました．今回は185施設（レセ

プト枚数8,823枚）の協力を頂きました．失礼ながら本誌面で御礼申し上げます．詳細については，

次号（22巻1号）でご報告の予定です．

6.シンポジウムおよび研修セミナー開催について

平成19年3月11日（日）には，日本透析医会研修セミナーを東京品川のコクヨホールで開催し

ます．内容は「透析医療におけるCurrentTopics2007」と題して，透析医療の最新の話題を6

人の演者にご講演いただく予定です．詳細は本号にご案内させていただいております．多数のご参

加をお待ちしております．

7.岡山県の透析施設における医事紛争について

新聞報道でご存じの方もあるかと思いますが，岡山県の津山第一病院で，体重設定に問題があっ

たとして，岡山地裁が病院側の過失を認め，遺族側からの約 1億 3,400万円の損害賠償請求に対し，
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約5,840万円の支払いを命じる判決を下しました．本人が同意しない場合家族に説明する義務があ

る，と裁判所が判断したという新聞報道もあり，日本透析医会としてなんらかの対応をすべきであ

るという会員のご意見を踏まえ，10月の常任理事会で検討しましたが，現時点では日本透析医会

として本訴訟に関する対応はしない，という結論となりました．その理由は，事実関係について本

訴訟の裁判記録も取り寄せたところ，裁判の争点が新聞報道とは少なからずニュアンスが異なるこ

と，当該施設が日本透析医会の会員でないこと，あくまで民事訴訟であり，現時点では不当な判決

と言い切れるだけの根拠がないことなどです．会員の皆様にはご理解のほどをよろしくお願い申し

上げます．

8.20周年記念シンポジウム

来年，日本透析医会が20周年を迎えるにあたり，平成19年10月21日（日）に記念シンポジウ

ムを開催する予定です．詳細については次号以降でご案内の予定です．

常任理事会だより 565
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学 会 ご 案 内（2）

●第27回 日本アフェレシス学会

（第6回国際アフェレシス学会・第11回世界アフェレシス連合世界会議と共催）

日 時：平成19年3月2日（金）～3日（土）

代表者：秋澤忠男（昭和大学医学部腎臓内科）

会 場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

問合せ：昭和大学医学部腎臓内科

TEL 03�3784�8533 FAX 03�3784�5934

E-mail isfa.waa.@med.showa-u.ac.jp

URL http://www.mtz.co.jp/isfawaajsfa07/index.htm

●第17回 腎と妊娠研究会

日 時：平成19年3月3日（土）

代表者：細谷龍男（東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科）

会 場：海運クラブ（東京都千代田区）

問合せ：東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科教室（宇都宮保典）

〒105�8461 東京都港区西新橋3�25�8

TEL 03�3433�1111 FAX 03�3433�4297

●The12th InternationalConferenceonContinuous

RenalReplacementTherapies（CRRT）

日 時：平成19年3月7日（水）～10日（土）

代表者：RavindraLMehta,MD

Chairman,OrganizingCommittee

会 場：HoteldelCoronado（SanDiego.USA）

問合せ：CONFERENCEOFFICE/INFORMATION

RESSeminars

4425CassStreet,SuiteA

SanDiego,CA 92109

TEL 858�272�1018 FAX 858�272�7687

E-mail res@crrtonline.com

URL http://www.crrtonline.com/conference/index.php

●第12回 バスキュラーアクセスインターベンション

治療研究会

日 時：平成19年3月10日（土）

代表者：太田和夫

会 場：津田ホール（東京都渋谷区）

問合せ：天理よろづ相談所病院 腎透析科（天野 泉）

〒632�8552 奈良県天理市三島町200番地

TEL/FAX 0743�63�7851

E-mail info@vaivt.com

URL http://www.vaivt.com
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学 会 ご 案 内

●第22回 ハイパフォーマンス・メンブレン研究会

日 時：平成19年3月17日（土）～18日（日）

代表者：斎藤 明

会 場：東京消防会館・ニッショーホール（東京都港区）

問合せ：ハイパフォーマンス・メンブレン事務局（水口 潤）

〒770�8548 徳島市北佐古1番町1�39

医療法人川島会川島病院内

TEL 088�631�0782 FAX 088�632�6885

E-mail office@hpm-net.jp

URL http://www.hpm-net.jp

●第27回 日本医学会総会

日 時：平成19年4月6日（金）～8日（日）

代表者：岸本忠三（大阪大学前総長）

会 場：大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル・

ホテルニューオータニ大阪（大阪府大阪市）

問合せ：第27回日本医学会総会 事務局

〒565�0871 大阪府吹田市山田丘2�2

大阪大学医学部銀杏会館内

TEL 06�6875�8346 FAX 06�6875�8347

E-mail office@isoukai.jp

URL http://www.isoukai.jp/

●第10回 在宅血液透析研究会

日 時：平成19年4月8日（日）

代表者：前田憲志

会 場：名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）

問合せ：在宅血液透析研究会 事務局（東海大学医学部腎・代謝内科 内）

〒259�1193 神奈川県伊勢原市望星台

TEL 0463�93�1121（内線：2350） FAX 0463�92�4374

E-mail zaitaku@m.med.u-tokai.ac.jp

●第95回 日本泌尿器科学会

日 時：平成19年4月14日（土）～17日（火）

代表者：勝岡洋治（大阪医科大学泌尿器科）

会 場：神戸ポートピアホテル（兵庫県神戸市）

問合せ：大阪医科大学応用外科学講座泌尿器科学教室

TEL 072�684�6430 FAX 072�684�6430

E-mail soukai95@art.osaka-med.ac.jp

URL http://www2.convention.co.jp/jua95/
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学 会 ご 案 内

●WorldCongressofNephrology2007（ISN）

日 時：平成19年4月21日（土）～25日（水）

開催地：リオデジャネイロ（ブラジル）

問合せ：InternationalSocietyofNephrology（ISN）

GlobalHeadquarters

AvenuedeTervueren,300

1150Brussels-Belgium

TEL ＋32�2�7431546 FAX ＋32�2�7431550

E-mail info@isn-online.org

URL http://www.wcn2007.org/



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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今回も皆様のご協力により他誌にない充実した透析記事を掲載することができたと思う．医療経

済，医療安全対策，実態調査，臨床と研究，その他の情報，各支部での特別講演，透析医のひとり

ごと，各支部だよりなど，どれも皆様に一読願いたいものばかりである．

医療経済では「慢性維持透析患者外来医学管理料」と「特定疾患療養管理料」の扱い方が地域に

よって違うこと，医療安全対策「浦河QQIndex2006の改定版」では透析実施中の震度別防災到達

目標について記述，さらに震度7，津波対策が追加されている．透析室に張り出しスタッフが日頃

から目にすれば防災対策に役立つであろう．実態調査「平成18年度診療報酬改定に伴う対応，エ

ポ包括化の貧血管理のアンケート結果」では，会員にお願いしたアンケート調査結果（7月）を太

田圭洋理事がまとめている．その結果，改定により医業収入が低下し様々な経営努力がなされてい

ることが判明．貧血に関してはエポ使用量がやや減少しているが，「鉄剤の適正使用，透析量の増

加，透析液の清浄化など」の努力により適正に貧血管理がなされている実態が判明．アンケートに

回答した施設ではエポ包括化による医療の質の低下はなかったと考えられる．腎移植については3

題掲載しているが，海外渡航移植が増加し，中国，フィリピン，アメリカ……の順，死刑囚からの

臓器摘出を行っている中国（WHO，世界移植学会，日本移植学会が未認可）が一番多いのは問題

であろう．国内の臓器提供を増やす以外に献腎移植が増える道はない，腎不全の治療法として「透

析と腎移植」は両輪としながら腎移植に消極的ではなかっただろうか？ 反省すべき時期かもしれ

ない．さて，透析医療は終末期医療ではないが，万人誰もが終末期を迎える．透析患者が終末期を

迎えたときどうするか？ 「透析患者のターミナルケアに関する医師の意識調査」では，医師の倫

理的問題に関する教育・修練が不足していること，また倫理的問題を検討する倫理委員会を有する

透析施設が少ないこと，透析中止決定後のケア体制も不備であることが浮き彫りになっている．今

後後期高齢者が増える可能性を考えれば「終末期透析医療の具体策」を早急に構築する必要がある

のではないだろうか？

この会誌が先生方のお手元に届くのが12月末と思う．今年を振り返ってみると，診療報酬の改

定が大きな問題だった．そのため先生方の施設では大変な思いで経営努力をされてきたと思う．エ

ポの包括化，休日・夜間透析の減点が大きく影響，経営不振で閉鎖した施設，夜間透析を廃止した

施設も少なくない．患者数が少なく，その地区で1施設しかないようなところが閉鎖になった場合

など，患者さんへの影響を多々残している……．以前は「政策医療」の側面もあり，医療側の経営

努力が少なくても，患者側の「あまえ」が多少あっても維持できたが，現在は「一般医療」へ転換

していることを認識しなければならないのだろう．さらに，今後の改定で一番危惧されるのが

2008年の後期高齢者保険制度の創設であろう．75歳以上の透析患者さんの診療報酬が影響を受け

る可能性がある．ターミナルケアを含め後期高齢者の透析について充分把握し，患者さんのために

なにができるか，来年は透析医療の正念場かもしれない．

広報委員会委員 杉 崎 弘 章
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