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1990年代以降日本の国家財政は急速に悪化し，先進国最悪の財政状況となって久しい．2001年

に始まった小泉内閣は，アメリカ的な新自由主義経済政策をとり「聖域なき構造改革」をスローガ

ンに公共サービスの民営化を図るとともに，患者自己負担増や診療報酬の削減などの強力な医療費

抑制政策を打ち出してきた．小泉内閣に続く安倍内閣も「持続可能な社会保障制度の堅持」の名の

下に医療費削減政策を続けている．遡れば，医療費抑制の流れは昨日今日に始まったものではなく，

1980年代初頭の「医療費亡国論」に源を発すると言え，バブル時代から経済動向とは関係なく一

貫した政策として継続している．

そもそも財政危機は経済政策の失敗によるもので，社会保障が責を負うべきものではない．にも

かかわらず，少子高齢化による社会保障費の増大が国家財政を圧迫する主因として，今の政府は財

源主義的観点から医療費削減政策を唯一の選択肢としている．本来的には，国民が必要とする社会

保障のあるべき姿を問い，そのニーズに応じた負担の提案を国民に訴える，というのが政治の役割

である．実際，国民に対する各種アンケート調査においても，重点とすべき政策の筆頭に上がるの

が社会保障である．この国民の声に医療費削減以外の選択肢を示せない政治や行政の不作為の罪は

大きいと言わざるをえない．

「医療崩壊」という言葉が現実的なものになってきた現在において，厚生労働省は，財務省主導

の財政諮問会議の作文をなぞるような医療費削減のプログラムを提案しているが，その実効性につ

いては俄に信じがたいものが多い．例えば生活習慣病対策と平均在院日数の短縮により，2015年

には2兆円の医療費を削減するとし，具体的には医療保険者への2008年からの特定健診・特定保

険指導を義務化することで，生活習慣病のリスク要因を減少させ，医療費を減少させるとしている．

予防を重視した政策自体に異論はないが，それで数年単位で1兆円単位の医療費削減効果が得られ

るとするのは，団塊の世代が今後高齢者の年齢層に突入することを鑑みれば，あまりに楽天的な計

画と言わざるをえない．施政者のするべきことは，机上の空論で医療費削減のシミュレーションを

行うことではなく，医療費削減政策で国民のどの部分に負担がかかり，何が失われていくのかを示

すことであると思う．

OregonHealthPlanというアメリカオレゴン州の低所得用医療保険の管理部局の壁には・Cost,

access,quality.Pickanytwo.・という言葉が飾られているという（李啓充著『市場原理が医療

を亡ぼす』より）．コストを抑制してアクセスも医療の質も良くする，ということはナンセンスで

ある，ということを示した言葉であるが，透析医療についてはどうだろうか．

多額の初期投資を必要とし，体外循環に熟練したスタッフが不可欠で，かつ祝日も土曜日も正月

もなく，患者の社会復帰のために準夜帯も含めた治療にあたる必要のある透析医療は，本来決して

透析医療をになうスタッフ確保の重要性 155
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敷居の低いものではない．にもかかわらず医療材料の価格下落と他の医療に先駆けた医療の標準化

によって経費を抑え，民間医療機関を主体に約4,000施設で全国津々浦々まで透析医療のアクセス

を確保し，諸外国より優れた成績を出す日本の透析医療は，コスト，アクセス，医療の質の三つを

比較的高いレベルで実現してきた医療と言えるのではないだろうか．

しかしながら，度重なる透析医療の単価引き下げは，この三つの維持を次第に困難にしつつある．

2002年の診療報酬改定における透析時間区分の廃止は，透析時間の短縮を促進した．また久しく

年間100施設以上のペースで増加してきた透析施設数の伸びも，透析患者が増加し続ける状況であ

りながら，経営環境の悪化および人的資源の確保困難から急速に鈍化してきている．このまま現状

を理解しない施政者による透析医療費の削減が今のペースで続くようであれば，老朽化した施設，

慢性的な熟練したスタッフの不足による医療の質の低下，および透析施設の閉鎖による医療アクセ

スの悪化は必至である．

夕張市では自治体の破綻により自治体病院透析室の運営が不可能になり，透析患者は長い時間を

かけて遠隔の透析施設に通院している．このような状況が全国で珍しくなくなるのも，多くの自治

体病院の経営的惨状を考えれば遠い未来ではないかもしれない．

致死的疾患を社会復帰まで可能にする透析医療は，腎移植のための臓器提供数がきわめて少ない

わが国においては，ほかに代替が困難なきわめて治療効果の高い医療であり，それは高額医療であ

ってもその価値を減ずるものではない．前述のOregonHealthPlanは，限られた予算の中で，

幅広く公的医療サービスを提供するため，医療サービスに優先順位をつけ，順位に従って医療費を

給付する制度であるが，慢性腎不全に対する透析医療の順位は決して低いものではない．

もし，国家財政の事情からどうしても透析医療費を削減せざるをえないというのなら，透析医療

の質やアクセスが損なわれる可能性があるということについての，国民に対する説明義務が施政者

側にはある．日本透析医会の役員の一人として，また透析の専門医の一人として，専門的知見に基

づいた合理性のある透析医療政策を選択することを，当局に今後も訴えていきたい．

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007156



要 旨

日本透析医学会（JSDT）による二次性副甲状腺機

能亢進症治療（2°HPT）ガイドラインにおける管理

目標値として，血清リン（P）値：3.5～6.0mg/dL，

血清（補正）カルシウム（Ca）値：8.4～10.0mg/dL，

インタクトPTH：60～180pg/mLが提示された．P

管理が最優先され，次にCa，ついでPTHが管理目

標値内に維持するよう管理する．これを遂行する上で，

P管理においては食事P摂取制限，十分な透析の施

行に加えて，P結合薬として炭酸Caあるいは塩酸セ

ベラマーを適切に投与することが重要である．Ca負

荷を軽減するためには，炭酸Ca投与は3.0g/日以下

にとどめることが望ましく，Ca非含有P結合薬であ

る塩酸セベラマーへの切り替え・併用によってPを

管理する．Ca管理は主にCa製剤，各種ビタミンD

（VD）製剤の投与量を増減することで調節する．

PTHは，P，Caが管理目標にあることを確認した上

で，低PTH血症ではCa製剤やVD製剤の減量，高

PTH血症ではVD静注療法などで対処する．こうし

た治療に抵抗して進行する2°HPTに対しては，いた

ずらに内科的治療を長引かせることなくインターベン

ションや副甲状腺摘出術（PTx）を考慮することが肝

要である．今後，前向き試験により，このガイドライ

ンの妥当性を検証する必要がある．

はじめに

2006年，JSDTによりわが国独自のガイドライン

として「透析患者における2°HPTガイドライン」が

発表された1）．それ以前のK/DOQIガイドライン2）と

比較すると，P，Caの管理目標値に大きな相違は見

られないが，インタクトPTHの管理目標値は大きく

異なり，またCa×P積がパラメーターに含まれない

などの違いが認められる（表1）．PTHの相違に関し

ては，K/DOQIでは骨代謝回転が正常に近いレベル

に維持されると考えられる濃度を管理目標としたのに

対し，JSDTでは日本人透析患者の生命予後を最大の

規定因子として管理目標を設定した点が異なる．Ca

×P積を省略した点については，Ca×P積は血清P

濃度に規定されるところが大きく，血清Pが管理目

標値内にあれば概ねCa×P積は至適範囲内に入ると

いう観点から，なるべくパラメーターを少なくして臨

床的に使いやすいガイドラインにする，という小委員

会の基本的理念を反映したものである．

管理の優先順位としては，まず血清Pを管理目標
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表1 JSDTおよびK/DOQIガイドラインの比較

JSDT K/DOQI

血清P（mg/dL）

血清Ca（mg/dL）

Ca×P積（mg/dL）2

インタクトPTH（pg/mL）

1日炭酸Ca投与量（g）

3.5～6.0

8.4～10.0

―

60～180

＜3.0

3.5～5.5

8.4～9.5

＜55

150～300

＜3.75



値に維持することを最優先し，次に血清Ca，ついで

PTHを管理目標値内に管理することとしている．

1 慢性腎不全・透析患者におけるCa・Pの動態

慢性腎不全では腎機能障害の進行に伴いP排泄障

害が認められ，高P血症を呈するようになる．一方，

同じころから腎でのビタミンD（VD）の活性化障害

が出現し，血中1,25D濃度の低下により腸管からの

Ca吸収が障害され，低Ca血症が進行する．低Ca血

症はPTH分泌の強い刺激となるが，高P血症もそれ

自体血清Caを低下させると同時に，直接的にPTH

の合成・分泌を促進し，副甲状腺細胞増殖を刺激する．

PTHは骨に作用し，骨の融解により血清Caを上昇

させるが，そのPTH作用の持続は長期的には線維性

骨炎を発症させる．

こうしたCa・P・VD・PTH代謝異常を管理する

目的で，従来からCa製剤を主体とするP低下薬や活

性型VD剤による治療が行われてきた．しかしなが

ら，Ca製剤による生体へのCa負荷は活性型VD投与

と相まって腎性骨異栄養症（ROD）の新しい病型と

しての無形成骨症を発症させ，また異所性石灰化，特

に血管石灰化を介した心血管系合併症リスクの増加は，

患者予後悪化因子として働くことが次第に明らかとな

った3,4）．また血清P濃度やCa×P積が透析患者の生

命予後を規定する大きな要因となる5,6）ことから，Na-

tionalKidneyFoundationによる K/DOQIガイド

ラインをはじめ幾つかの国や機関によって透析患者の

骨ミネラル代謝に関するガイドラインが策定されてき

ている．

また近年，このようなCa・P・VD・PTH代謝異常

から派生する様々な病態を個々の異常としてではなく，

全身性の疾患・症候群として捉えようとする方向にあ

り，CKD-MBD（ChronicKidneyDisease-Mineral

andBoneDisorder，慢性腎臓病に伴うミネラル骨

代謝異常症）という呼称が提唱されている7）．

2 P管理手段

P管理は主として，①食事P制限，②透析による

除去，③P低下薬による腸管からの排泄の三者によっ

ている．透析患者の食事P制限は通常700～800mg/

日で行われるが，食事P制限は蛋白制限にも繋がる

ことから，低P食品などを併用して良質の食事蛋白

量を確保しながらうまくP制限を行うことが肝要で

ある．

1日800mgのPを摂取した場合の透析患者のPの

出納を考えてみる．残存腎機能が無く，骨組織や軟部

組織からの Pの出入りを 0とすると，約 80％（640

mg）が小腸から吸収され，消化管液として約150mg

が分泌される結果，糞便中には310mgが排泄される．

最終的に1日490mg（週3,430mg）が体内に蓄積す

る結果となる．血液透析1回当たりのP除去を800

mgとすると，週 2,400mgの除去となり，週 1,030

mgが体内に蓄積することになる．1回の透析による

P除去が 1,000mgに増加すれば，週 3,000mgの除

去となり，体内蓄積量は430mgにまで低減できるこ

とになる．

治療によるP除去を増大させる手段として，治療

時間の延長，治療モードの変更（血液濾過透析），連

日透析などがあるが，特に連日夜間透析ではP低下薬

が不要となるなどの臨床効果も報告されている8）．

P低下薬は，腸管内で食物中のPと結合して便中

への排泄を促進するP結合（吸着）薬と，小腸のNa�

Pi共輸送体活性を阻害してP吸収を抑制するP吸収

抑制薬の二者に分けられる．現在わが国でP結合薬

として適応がある薬剤は，沈降炭酸Caと塩酸セベラ

マー（以下セベラマー）の2剤のみである．

P結合薬の歴史を振り返ると，当初用いられていた

アルミニウム（Al）製剤によるAl蓄積が判明して以

来，1980年代後半からは沈降炭酸Caを主体とする

Ca製剤に変遷してきた．しかしながら前述したよう

に，Ca製剤投与に伴う生体へのCa負荷が，無形成

骨の発症や血管石灰化，生命予後の悪化などに関与す

ることが次第に明らかにされはじめ，こうした臨床的

問題を背景にAlもCaも含有しないP低下薬として

セベラマーが登場した．

わが国で2003年にセベラマーが発売となり約4年

が経過したが，2004年末の透析患者での使用頻度は

26～28％にとどまっている．一つにはCa製剤に比し

て臨床的なP低下作用が弱く，比較的大量投与を要

すること，便秘・腹部膨満などの消化器系の副作用発

現頻度が高いことなどが，セベラマーの使用を妨げて

いる要因と考えられる．しかしながらCa製剤とセベ

ラマーとを比較した海外の成績では，セベラマー使用

群では冠動脈石灰化の進行が有意に抑制され，生命予
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後も改善することが報告されており9～11），Ca負荷を

軽減するP管理の重要性が示唆されている．

また腸管でのP吸着を効果的に行うためには，服薬

のタイミングも重要である．炭酸Caでは食中から食

直後，セベラマーでは食直前から食中の服薬が望まし

いとされる．特にCa製剤では，食事から服薬までの

時間が長くなればP吸着よりもCa上昇作用が強く現

われることになる．K/DOQIガイドラインではGuerin

らの成績3）をもとに，P低下薬としての1日Ca投与

を1,500mg（炭酸Caとして3.75g/日）以内として

いるが，JSDTガイドラインでは日本人の体格などを

考慮し，炭酸Ca投与量は3.0g/日を越えないことが

望ましいとした．

その他，P低下作用を示す薬剤として，セベラマー

と類似の構造をもつコレスチミドの有効性12）や，腸管

からのP吸収抑制作用を介したニセリトロールのP

低下作用13）などが報告されている．また選択的PEIT

や現在治験中のcalcimimeticsなどではPTH低下作

用を介して血清Pを低下させる14）．

血清P管理目標値は3.5～6.0mg/dLであり，血清

P濃度に応じた管理のアルゴリズムを図 1に示す．血

清P値7.0mg/dL以上が持続すれば，速やかなVD

の中止あるいは治療法の変更を行う必要がある．また

通常は高P血症が問題となることが多いが，低P血

症の場合には食事摂取が十分であるかどうか，栄養状

態の悪化がないかどうかの評価が必要である．

3 Ca管理手段

透析患者における血清Ca濃度は，腎における出納

を0とした場合，摂取したCaの吸収と腸管からの排

泄，骨組織における骨形成と骨吸収のバランスに大き

く左右され，これに透析液Ca濃度がかかわってくる．

前者は食事としてのCa摂取以外にP低下薬として投

与されるCa製剤と活性型VDの投与量に大きく左右

され，また後者はROD病型の影響を強く受けている．

JSDTガイドラインでは血清 Ca管理目標値を補正

Caで8.4～10.0mg/dLとした．

低Ca血症に対して，血清Caを上昇させる手段と

してはCa製剤と活性型VD投与がある．Ca製剤に

関してP低下作用よりもCa上昇作用を期待する場合

二次性副甲状腺機能亢進症の治療ガイドラインをめぐって 159

図1 P，Ca，PTH管理のアルゴリズム



には，食間や眠前など食事との間隔を空けるなどの配

慮を行う．またCaが高値の場合の対策として，炭酸

Caや活性型VDが投与されている場合には，これら

の減量・中止を行う．こうした対策でなおCa高値の

場合，不動を含めた高Ca血症の原因を検索し，透析

液 Ca濃度の調整などの検討を行う．補正 Ca10.5

mg/dL以上では，速やかなVD治療の中止，治療法

の変更を行う．

こうして血清P，Caが管理目標に入ったことを確

認し，PTH管理に移る．

4 PTH管理手段

透析導入期などの低Ca血症が高度の時期には，Ca

製剤による血清Ca濃度の是正のみでも，ある程度

PTHは管理可能である．しかしながら長期的に見る

と，副甲状腺は細胞増殖とともにVD受容体（VDR）

やCa受容体（CaR）が減少し，次第にVD抵抗性と

なり，Caセットポイントの異常が出現してくる．こ

うした状況を回避するためには，血清P，Ca管理が

許す限りVD投与を行うことが望ましい．

臨床的に使用されるVD製剤には経口薬と静注薬が

あり，経口薬にはカルシトリオール，アルファカルシ

ドール，ファレカルシトリオールの3剤が，静注薬と

してカルシトリオール，マキサカルシトールの2剤が

使用できる．一般に経口薬は軽度～中等度の2°HPT

に使用され，静注薬は中等度～高度の2°HPTに対し

て投与されるが，今回のガイドラインではこれらの製

剤の使用基準に関しては明記されていない．

経口のカルシトリオール，アルファカルシドールは

血清Ca濃度の是正を目的に投与されることが多いが，

腸管からのP吸収も増大させるためにPも上昇する

ことに注意する必要がある．アルファカルシドールは

肝臓で25位の水酸化を受けてカルシトリオールに変

換されるプロドラッグであり，カルシトリオールに比

し半減期が長い．ファレカルシトリオールは，代謝物

にもVD活性があることから持続的な作用を持つこ

とが特徴とされ，Ca上昇を起こさない投与量で強力

にPTH低下作用を示す．

静注VD製剤は，投与直後に高い最高血中濃度を

達成し，直接副甲状腺細胞に働くことにより強力に

PTH合成・分泌を抑制する．合成VDアナログであ

るマキサカルシトールは，VD結合蛋白との結合親和

性がきわめて弱く血中半減期が短いという特徴などか

ら，Ca上昇を起こしにくい薬剤として注目されたが，

臨床的には用量依存性に高Ca血症を示した．

Ca製剤の減量・中止，セベラマーへの切り替えな

どによっても，なお血清Ca高値によりVD製剤が使

用しづらい場合，低Ca透析液への変更なども考慮さ

れる．また適応があれば副甲状腺PEITを試みてもよ

い．さらにP，Caが管理困難となり，500pg/mL以

上の高PTH血症が持続するようになればPTxを考

慮すべきである．この際，超音波検査による副甲状腺

体積の推定が参考になる．

近い将来，新しい2°HPT治療薬としてcalcimimet-

icsが登場してくると考えられ，より効果的なP，Ca，

PTH管理が可能となることが期待される．

5 今後の問題点

今回のガイドラインは，JSDT統計調査の再解析デ

ータを主体に生命予後を指標としてP，Ca，PTH管

理目標値が設定された．今後この設定値が適正である

かどうかを前向きに検討することが最重要課題と考え

る．また保存期腎不全におけるガイドラインの策定，

炭酸ランタン，calcimimetics，新規VD誘導体など

近い将来登場してくるであろう新しい治療薬剤への対

応を考慮しつつガイドラインを見直すためのエビデン

スの蓄積が必要である．

文 献

1） 日本透析医学会:透析患者における二次性副甲状腺機能亢

進症治療ガイドライン．透析会誌，39;1435�1455，2006．

2） NationalKidneyFoundation:K/DOQIclinicalprac-

ticeguidelinesfor bonemetabolism and diseasein

chronickidneydisease.Am JKidneyDis,42（Suppl3）;

S1�S201,2003.

3） GuerinAP,LondonGM,MarchaisSJ,etal.:Arte-

rialstiffeningandvascularcalcificationsinend-stage

renaldisease.NephrolDialTransplant,15;1014�1021,

2000.

4） Goodman WG,Goldin J,Kuizon BD,etal.:Coro-

nary-artery calcification in young adultswith end-

stagerenaldiseasewho areundergoing dialysis.N

EnglJMed,342;1478�1483,2000.

5） BlockGA,Hulbert-ShearonTE,LevinNW,etal.:As-

sociationofserum phosphorusandcalcium×phosphate

productwithmortalityriskinchronicrenalhemodialy-

sispatients:A nationalstudy.Am JKidneyDis,31;

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007160



607�617,1998.

6） Ganesh SK,Stack AG,Levin NW,etal.:Associa-

tionofelevatedserum PO（4）,Ca×PO（4）product,and

parathyroid hormonewith cardiacmortality risk in

chronichemodialysispatients.JAm SocNephrol,12;

2131�2138,2001.

7） MoeS,DruekeT,Cunningham J,etal.:Definition,

evaluation,andclassificationofrenalosteodystrophy:

apositionstatementfrom KidneyDisease:Improving

GlobalOutocomes（KDIGO）.KidneyInt,69;1945�1953,

2006.

8） MucsiI,GavrilHerczG,UldallR,etal.:Controlof

serum phosphatewithoutanyphosphatebindersinpa-

tientstreatedwithnocturnalhemodialysis.KidneyInt,

53;1399�1404,1998.

9） Chertow GM,BurkeSK,RaggiP;TreattoGoal

Working Group:Sevelamerattenuatetheprogression

ofcoronaryandaorticcalcificationinhemodialysispa-

tients.KidneyInt,62;245�252,2002.

10） BlockGA,SpiegelDM,EhrlichJ,etal.:Effectsof

sevelamerandcalcium oncoronaryarterycalcification

inpatientsnew tohemodialysis.KidneyInt,68;1815�

1824,2005.

11） BlockGA,RaggiP,BellasiA,etal.:Mortalityef-

fectofcoronary calcification and phosphate binder

choicein incidenthemodialysispatients.Kidney Int,

71;438�441,2007.

12） 伊達敏行，川下誉晃，佐竹伸由:慢性維持透析患者におけ

るColestimideのリン吸着剤としての有用性．透析会誌，

34;111�117，2001．

13） KataiK,TanakaH,TastumiS,etal.:Nicotinamide

inhibitssodium dependentphosphatecotransportactiv-

ityinratsmallintestine.NephrolDialTransplant,14;

1195�1201,1999.

14） Block GA,Martin KJ,deFranciscoALM,etal.:

Cinacalcetforsecondary hyperparathyroidism in pa-

tientsreceivinghemodialysis.N EnglJMed,350;1516�

1525,2004.

二次性副甲状腺機能亢進症の治療ガイドラインをめぐって 161



要 旨

透析液清浄化は透析療法の生体適合性を担保する最

大のものの一つである．汚染された透析液を用いると

炎症反応を惹起しMIA症候群や透析アミロイド症な

どの合併症を増長させ生命予後を低下させる．特に最

近のダイアライザ溶質透過性の向上により汚染物質の

流入リスクが高くなってきている．

透析液清浄化基準に関しては，日本透析医学会を中

心に透析療法の性能向上に伴い改定が行われてきた．

本邦における基準はエンドトキシン検出を主としてお

り，細菌検出に関しては明確な基準が示されていない．

しかし2004年のISO透析液清浄化基準案以降，本邦

においても細菌検出を加えることが論議されている．

今後の透析液清浄化基準値はISO（案）に従うべき

と考える．しかしISO（案）ではその基準値の適応

透析モードに関しては示されていない．一方，本邦に

おいては血液浄化器の性能と透析液清浄化度が一体の

ものとして論議されてきた．ISOと本邦の基準を整

理し，透析モードに適合した新たな透析液清浄化基準

を提示する必要がある．

1 はじめに

透析液清浄化の必要性については，1980年代より

ヨーロッパを中心として論議されてきた．本邦におい

ても1995年に日本透析医学会（JSDT）において清

浄化基準が提示され，その後のon-lineHDF療法の

普及と相まって清浄化基準が作成されてきた．しかし

本邦における基準はエンドトキシン（ET）測定を主

としており細菌検出に関しては明確な基準が示されて

いなかった．それに対し，諸外国では従来細菌検出に

重きを置いた水質基準が示されてきた．現在 ISO

（InternationalOrganizationforStandardization）

により国際基準の策定が検討されている1）．透析液清

浄化がISO基準として示された場合には，本邦にお

いても無視することはできず，ISO基準に合致した

新たな基準作成と臨床実施が求められている．

しかし，ISO（案）では清浄化度は示されているが，

その適応療法についてはあえて触れられていない．一

方，JSDTでは透析液清浄化を規定した血液浄化器機

能分類を提唱している．今後，ISO基準がどのよう

な血液浄化モードに適応されるのかについての検討が

必要である．

2 透析液清浄化の臨床意義

1） Interleukin仮説

1983年にHenderson，Koch，Shaldonによって提

唱されたもので，生体適合性の不良な血液透析を行う

と，透析中にサイトカインが遊離され炎症反応を惹起

し，各種生体反応を引き起こし生存率低下につながる

としたものである2）．この透析中の生体適合性を規定

するものとして，ダイアライザと透析液汚染があげら

れる．この考えは後にMIA症候群（malnutritionin-

flammationandatherosclerosissyndrome）3）へ発
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展し，透析療法合併症の中心としてサイトカインに代

表されるメディエーターを位置づけ，炎症，低栄養，

動脈硬化の三者が密接に結びついて生存率を低下させ

ているとした．

しかし当初はたとえ汚染された透析液を使用したと

してもダイアライザ自体が汚染阻止フィルタとして働

き，生体内へは影響しないと考えることが一般的であ

った．この考えを否定するためにKochらのグループ

はinvitro実験を繰り返し，どのような種類のダイア

ライザであっても汚染物質が透過し血液側にサイトカ

インを遊離させることを証明した．特にLonnemann

らは膜細孔系の小さな再生セルロース膜（CU）と透

過性の向上したポリスルホン膜（PS），ポリアミド膜

（PA），ポリアクリロニトリル膜（PAN），セルロー

ストリアセテート膜（CTA）を比較し，CU膜ではサ

イトカインの遊離が大きく，特に膜厚の薄いものほど

顕著であることを示した（図 1）4）．これは汚染物質の

透過性は単に細孔系に比例するのではなく，膜材質に

よって異なり，特にPS膜のように吸着能力を有して

いる膜種では阻止ができることによっている．また，

この結果は本邦I型ダイアライザ使用時においても透

析液清浄化が必要であることを示唆するものである．

しかしPS膜でもサイトカインは遊離されており，特

に最近のPS膜の物質透過性は極度に向上しているた

め清浄化が必須となる．

またEvansらは同様の実験系で腸内菌と緑膿菌の

刺激性を比較し，緑膿菌ではたとえET濃度が低くて

もサイトカイン遊離は大きい事を示した（図 2）5）．透
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図1 各種ダイアライザ膜を通してのサイトカイン産生刺激

CU：再生セルロース膜，CTA：セルローストリアセテート膜，PA：ポリアミド膜，

PAN：ポリアクリロニトリル膜，PS：ポリスルホン膜

（文献4より）

図2 菌種によるダイアライザを通してのサイトカイン産生刺激性の違い

CTA：セルローストリアセテート膜

（文献5より）



析液中の細菌の大半は緑膿菌属であり，この実験より

低いET濃度であっても細菌汚染は避けなければなら

ないことが証明された．

また，ETよりさらに微小な物質である細菌のDNA

fragments（oligodeoxynucleotides,6～20核酸，

1,200～25,000Da）の流入が懸念されている6）．これ

は大半のダイアライザを素通りするものであり，これ

を制御するためには完全な清浄化が必要となる．

2） 逆濾過透析液

ダイアライザの改良により溶質透過性は向上したが，

これは透析液よりダイアライザ膜を透過して汚染物質

の流入が増加することを意味する．これが逆濾過・逆

拡散であり，特に最近はこの現象を積極的に利用して

溶質除去能を向上させる内部濾過促進型ダイアライザ

が開発されてきた．また濾過膜を透過させて清浄化し

た透析液を直接体内に注入するon-lineHDFや，そ

れを開始・回収に用いる全自動透析装置が開発されて

きた．

このように逆濾過透析液を積極的に用いる場合には

透析液の完全な清浄化が要求される．特に2006年度

のダイアライザ分類の改定以後，価格差を要因として

溶質透過能の高いIV型ダイアライザの比率が増加し

ている（60％以上）．このようなダイアライザを用い

る場合には必然的に透析液清浄化が要求される．

3 透析液清浄化の臨床効果

透析液清浄化の臨床効果を表1にあげる．最も顕著

にみられる効果は貧血の改善（EPO抵抗性の改善）

である．Sitterらは通常透析液（生菌数85CFU/mL）

を ultra-pure透析液（生菌数＜0.1CFU/mL）に変

更後，有意に IL-6，CRPが低下し，それと同時に

EPO抵抗性が改善したことを示した（図 3）7）．この

現象は多く報告されており，現時点では最も明確な透

析液清浄化の証拠といえる．

そのほか残存腎機能保持8,9），透析アミロイド症の

予防10），AGE低下11）が報告されている．しかし動脈

硬化の改善や生存率への影響に関しては，長期研究が

必要なことと複合因子が多いため未だ示されていない．

またこれまでの研究は大半が小規模観察研究でありエ

ビデンスレベルとしては低く，今後大規模比較研究が

必要である．

4 日本における透析液清浄化基準の変遷

日本における透析液清浄化基準の変遷を表2に示す．

JSDTで1995年に通常の血液透析を行う場合の水質

基準が決定され12），1998年にはガンブロ社のon-line

HDF装置（AK100�Ultra）の認可のために逆濾過促

進型人工腎の水質基準が示された13）．さらに2004年

のJSDT学術集会でのコンセンサス会議を経て2005
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図3 透析液清浄化の貧血に対する効果

通常透析液（生菌数 85CFU/mL）から ultrapure透析液（生菌数＜0.1CFU/mL,

ET＜0.030EU/mL）へ変更後の変化．（n＝15）

表1 透析液清浄化の臨床効果

サイトカイン減少

炎症減少

EPO抵抗性の減少（貧血の改善）

AGE減少

透析アミロイド症発生予防

栄養状態改善

残腎機能保持

動脈硬化？

生存率？



年に内部濾過促進型透析を分離した新たな基準が示さ

れた14）．またon-lineHDFに関する水質基準は1994

年に九州HDF検討会より提示され15），これがすべて

の基準の基となっている．

これらの基準をまとめると，現在ではET濃度は通

常の血液透析でも透析液0.050EU/mL未満（達成目

標値：測定感度未満）が要求され，on-lineHDFに

おいては透析液と置換液ともに測定感度未満が絶対条

件とされている．また内部濾過促進型透析（内部濾過

量 35mL/min以上）においては，0.010EU/mL未

満（達成目標値：測定感度未満）が求められている．

このようにET濃度に関しては諸外国に比して厳しい

基準が課せられている．しかし細菌検出に関しては，

1995年JSDT基準に透析液100CFU/mL未満が示さ

れているがその後基準がなく，on-line置換液におい

ては1998年JSDT基準で1×10－3CFU/mLとの数値

が示されているのみである．

5 ISO透析液清浄化基準（案）

ISO基準案（表 3）1）では，標準透析液（standard

dialysisfluid）ではET濃度0.500EU/mL未満・菌

体数100CFU/mL未満（目標値50CFU/mL未満）

とこれまでの基準に比して厳しくなっている．さらに

超純粋透析液（ultrapuredilaysisfluid）で ET濃
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表2 日本における透析液清浄化基準

1.血液透析液

1995年 JSDT

透析液：ET濃度0.250EU/mL未満（目標値0.100EU/mL未満）

細菌数100CFU/mL未満

2005年 JSDT

透析用水：ET濃度0.050EU/mL未満

透析液：ET濃度0.050EU/mL未満（目標値は測定限界未満）

2.大量液置換型血液濾過透析および内部濾過促進型透析

1994年 九州HDF検討会水質基準

透析液：ET濃度0.050EU/mL未満（目標値0.010EU/mL未満）

置換液：ET濃度測定限界未満

1998年 JSDT

透析用水：ET濃度0.250EU/mL未満

透析液：ET濃度0.100EU/mL未満（目標値0.010EU/mL未満）

置換液：ET濃度測定限界未満，細菌数1×10－3CFU/mL未満

2005年 JSDT

透析用水：ET濃度0.050EU/mL未満

透析液：ET濃度測定限界未満

「内部濾過促進型透析：透析液ET濃度0.010EU/mL未満

（目標値は測定限界未満）」

置換液：ET濃度測定限界未満

表3 ISO透析液清浄化基準（案）

液 種 生菌数 エンドトキシン 備 考

水 100CFU/mL未満 0.250EU/mL未満 アクションレベル：50

CFU/mL

透析液

（standarddialysis

fluid）

100CFU/mL未満 0.500EU/mL未満 透析器入口で採取

アクションレベル：50

CFU/mL

超純粋透析液

（ultra-puredialysis

fluid）

0.1CFU/mL未満 0.030EU/mL未満注） 基本的には補充用透析

液を作製する透析液に

のみに適合される

補充液用透析液

（on-lineprepared

substitutionfluid）

10－6CFU/mL未満

（sterile&nonpyro-

genic）

0.030EU/mL未満注） 業者が 10－6CFU/mL

への適合性を検証した

装置・プロセスで作成

注） 0.030EU/mLは欧米での測定感度を示す．



度検出限界未満（欧米での検出限界は0.030EU/mL）・

菌体数0.1CFU/mL未満，補充液用透析液（on-line

preparedsubstitutionfluid）ではET濃度検出限界

未満・菌体数1×10－6CFU/mL未満と厳格な基準が

示されている．最も新しい基準案ではsterile&non-

pyrogenicとの表現が用いられ，滅菌条件と同等との

認識となっている．

6 透析液清浄化基準の問題点

1） ETか生菌測定か

先に述べてきたように，本邦において細菌検出は積

極的に行われてこなかった．その理由は細菌検出には

培養のために時間が必要であり，さらにコンタミネー

ションによる誤差が大きく，そのため臨床現場では安

定して測定できるET濃度測定で代用できるとの考え

があったからである．しかもダイアライザを通過して

汚染源となるのはETであり，生菌それ自体は破壊さ

れなければ問題にならないとしていた．

しかしET濃度と細菌数との間には相関性はなく，

ET濃度が検出感度以下でも生菌が存在する可能性が

ある．また生菌が存在するところに消毒剤や熱湯を流

して死滅させると，急速にET濃度が上昇する危険が

ある．さらに菌種によりET産生量や刺激性が異なっ

ている（図2）．このような観点より現在では両者の

測定が必須と考えられている．

われわれの施設で意図的に汚染させた実験用コンソ

ールでの生菌数とET濃度を測定すると，両者の間に

は相関性が無く（図 4のA），しかもこのコンソール

を洗浄消毒しET濃度を＜0.001EU/mLとしても生

菌は最大で10CFU/mL程度検出されている（図4の

B）．このことは一度高度な汚染を被ったコンソール

を洗浄消毒しても完全な生菌駆除はできないことを示

している．それに反して，常に ET濃度が＜0.001

EU/mLに担保されている通常使用のコンソールでは，

生菌は1回を除いて＜0.01CFU/mLに維持されてい

る（図4のC）．

この現象を見ると，常に完全な清浄化が担保されて

いるシステムでは，すでにバリデーションが確立して

いると評価され生菌測定は必要ない（ET測定も必要

ない）と言える．しかし清浄化が不完全で時々ETが
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図4 透析液ET濃度と生菌数の相関



検出されるシステムでは，必ず生菌が検出されるため

両者の頻回の測定が要求される．

2） 透析液清浄化基準の適応範囲

透析液清浄化基準が定められたとしても，その基準

はどのような治療モードに適合させるのかについては

決定されていない．2004年JSDT学術集会でのコン

センサス会議ならびにHDF研究会では，血液浄化器

の性能によって使用すべき透析液清浄化度を規定する

試案を出しているが14），ISO（案）は不明確である．

しかしEDTAのガイドライン（Europeanbestprac-

ticeguidelinesforhemodialysis）16） では，ultra-

pure透析液はhighflux透析はもとより通常透析まで

適応することを推奨している．

ISO（案）での規定されている通常透析液は，透析

療法における最低限の基準を示したものと考えられ，

本邦においては現状でもほぼ達成できていると考えら

れる．しかしultrapure透析液をどの血液浄化法まで

適応させるかについては論議が必要である．すくなく

とも内部濾過促進型透析（全自動透析装置などの逆濾

過透析液を用いる装置も含む）へは適応すべきと考え

られる．そのため 2005年 JSDT基準（6）の ET＜

0.010EU/mLは測定感度未満と変更されるべきであり，

細菌基準の＜0.1CFU/mLも担保される必要がある．

内部濾過促進型透析器の定義は内部濾過量（峰島基

準＞35mL/min）が妥当と考えられるが，2006年度

に改定されたダイアライザ機能分類（厚生労働省）と

の相同性が不明確である．IV型，V型はβ2micro-

globulinクリアランスが＞50mL/minであり，内部

濾過の有無に関わらず汚染物質透過性の可能性があり，

ultrapure透析液の適応とすべきである．III型の一

部においても内部濾過量の大きなものが存在している

が明確なデータが示されていない．今後，ダイアライ

ザ性能評価に推定内部濾過量を明示することが必要と

なる．さらにはlowflux（I型）ダイアライザにおい

ても危険が完全に払拭されるわけではない（図1）．

そうなるとすべての血液透析療法においてultrapure

透析液が推奨されることとなる．

3） 透析液清浄化度測定頻度

ISO（案）での測定頻度は「毎月，少なくとも末端

透析装置2基が試験され，各装置が少なくとも年1回

試験されるように装置を順回しで測定する」となって

おり，実現可能な基準である．これはon-lineHDF

にも適応されるが，本邦においては九州HDF検討会

on-lineHDF基準15）以降「2週間毎，すべての透析装

置での測定」が一般的となっている．そのため，2005

年4月に認可された逆濾過透析液を使用するJMS社

製全自動透析装置GC�110Nにおいても，2週ごとに

すべての透析装置の細菌（＜0CFU/mL）とエンド

トキシン測定が厚生労働省の承認基準により義務付け

られている．完全な清浄化状態が確認された（バリデ

ーションが達成された）後にはこのように実現困難な

測定頻度は必要ないのではとも考えられる．この点の

論議が必要となる．

4） on-lineHDFにおける基準

ISO（案）では，透析液はultrapure透析液基準が

適応され，置換液に関してはET濃度検出限界未満・

菌体数1×10－6CFU/mL未満と厳格な基準（新しい

基準案ではsterile& nonpyrogenicとの表現）が示

されているが，これらはまた測定は不可能であり，製

造者によるバリデーションによってのみ達成できると

している．

本邦では on-lineHF/HDF専用装置は存在せず

（ガンブロ社のAK100認可は得ているが），on-line

HDFは実施施設の責任において行われている．九州

HDF検討会規準15）以降，すべての基準では各施設の

自己責任を達成するために厳しい管理基準（測定頻度）

を課している．その結果，本邦におけるセントラル

on-lineHDFシステムにおける事故は報告されてい

ない．つまりは，すでにバリデーションされたシステ

ムになっているとしてよいのかもしれない．

現時点で考えられる本邦のセントラルon-lineHDF

における基準としては，ISO（案）に従い透析液は

ultrapure透析液基準とし（頻度も同様），置換液は2

週間毎のETと細菌測定を行い，一定期間ultrapure

透析液基準（ET＜測定感度，細菌＜0.1CFU/mL）が

担保されればISOの頻度と同じく毎月2台の測定の

みとして良いのかもしれない．もちろんET阻止フィ

ルタの定期的な交換は必須である．

7 今後の課題

本邦ではセントラル透析液供給システムが一般的で
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あるが，諸外国では個人用でありISO基準もそれを

前提として作成されている．そのため本邦の特徴を

ISO基準に反映させる必要がある．それには医会，

学会，業界が一丸となってエビデンスの集積・海外へ

の提示とISO対策を行うことが重要となる．

現在の予定ではISO基準は数年先（3年?）には確

立されるものと考えられる．そのため本邦においても

適応した透析液清浄化基準を作成する必要がある．現

在，JSDT学術委員会で検討しており近々に提示され

るであろう．しかし基準が作成されてもすべての透析

施設で清浄化が達成されなければ意味をなさない．今

後，ultrapure透析液レベルの透析施設での確立を提

言していく必要がある．
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要 旨

最近，透析患者における死亡原因の中で感染症が重

要な位置を占めるようになってきた．特に肺炎を中心

とした呼吸器感染症の適切な診断と治療は透析患者の

生命予後に大いに関わっている．日本呼吸器学会は，

呼吸器感染症に関して成人市中肺炎および院内肺炎の

ガイドラインを提唱している，外来透析患者において

はペニシリン耐性肺炎球菌やインフルエンザ肺炎が問

題となり，院内肺炎ではグラム陰性桿菌やMRSA肺

炎が問題である．肺炎球菌に対しては肺炎球菌ワクチ

ンが有用であり，耐性菌に対する新しい抗菌薬が使用

されうるようになった．院内肺炎患者のエンピリック

治療における抗菌薬の選択は肺炎重症度，危険因子の

有無，肺炎の群別に，当初から広域で強力な抗菌薬を

できるだけ偏りのない多様なものが推奨されている．

原因が判明したら肺炎重症度に応じて抗菌薬を選択し

て使用する．

はじめに

透析患者の死亡原因では，日本透析医学会の統計調

査によると導入患者においては2006年度末には感染

症は26.4％であり，心不全と並び重要な死亡原因で

ある1）．最近は透析患者も高齢化し，また糖尿病由来

患者が増加していることより，compromisedhostと

しての感染症，特に肺炎の罹患は生命予後に与える影

響も大きい．したがって感染症の中でも特に，適切か

つ迅速な診断と治療が要求される．

日本呼吸器学会から呼吸器感染症に関するガイドラ

インとして成人市中肺炎および院内肺炎診療の基本的

考え方が提唱され2,3），さらに日本感染症学会と日本

化学療法学会による抗菌薬の適正使用に関するガイド

ラインも作成された4）．日常診療で重要な市中肺炎お

よび院内肺炎の診断と治療について解説し，ガイドラ

インについても紹介する．

1 透析患者における感染症

関連病院おいての，透析患者における発熱原因の調

査によると，一番多いのは肺炎（17％）であり，次に

肺血症（13％），およびカテーテル感染（12％）であ

った．したがって呼吸器感染症を早期に診断し適切な

治療を行うことが，透析患者の生命予後にとって大切

であると考えられる．

2 呼吸器感染症の病原微生物検査

呼吸器学会から呼吸器感染症に関するガイドライン

が出版されており，成人市中肺炎における病原微生物

の検査のためのフローチャートが提案されている．図

1にそのフローチャートを示す2）．

血液や血清，気道分泌物，肺生検，胸水や膿汁，尿
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などから抗体価の測定，塗抹顕鏡および分離・培養・

同定，抗原検出，遺伝子診断などが推奨されている．

塗抹顕鏡にはグラム染色をルーチンに施行し，チール

ニールセン染色，ヒメネス染色，グロコット染色，蛍

光染色などの特殊染色を行う．抗体価測定ができる微

生物があり，またレジオネラ，肺炎球菌，サイトメガ

ロウイルス，クリプトコッカス，アスペルギルス，イ

ンフルエンザウイルス，溶連菌などは抗原検出が可能

である．

培養同定では薬剤感受性試験や耐性遺伝子の検出を

行うが，特殊な培養には結核菌の小川培地，MGTT法，

レジオネラのBCYE培地，マイコプラズマのPPLO

培地などがある．遺伝子診断はPCR法やDNAプロ

ーブ法などが用いられている．その他，補助診断とし

て血中β�Dグルカン，血中エンドトキシン，ツ反な

どが参考になる．

3 市中肺炎の原因病原体

最近の市中肺炎起炎菌の分離頻度は，一番多いのが

肺炎球菌であり次にインフルエンザ菌，マイコプラズ

マ・ニューモニエ，クラミジアニューモニエ，ストレ

プトコッカス，嫌気性菌，クレブジエラ・ニューモフ

ィラ，黄色ブドウ球菌，緑膿菌，モラクセラ・カタラ

ーリス，クラミジア，レジオネラ菌などである．ウイ

ルス性肺炎としてインフルエンザウイルスがある2）．

したがって市中肺炎には細菌性肺炎群とマイコプラズ

マ，クラミジアおよびレジオネラのような非定型肺炎

群ウイルス性肺炎がある．今回はその中で肺炎球菌性

肺炎，市中MRSA肺炎，インフルエンザウイルス肺

炎，および院内肺炎を取り上げて解説する．

4 肺炎球菌性肺炎

肺炎球菌は連鎖を形成して成長するグラム陽性球菌

である．ニューモリシンというヘモグロビンを緑色に

変性分解する毒素を産生し，α溶血を起こす．肺炎球

菌の臨床分離株は，多糖体夾膜（ポリサッカライド）

を有しており，約90種類の血清型が同定されている．

市中肺炎の約2/3は肺炎球菌性肺炎である．また死

亡症例の約60％が肺炎球菌によるものであった．肺

炎球菌の薬剤感受性は，図2に示すように約60％は

ペニシリン低感受性および耐性菌であり5），マクロラ

イド耐性菌やニューキノロン耐性菌の問題である．

5 肺炎球菌ワクチン

肺炎球菌は夾膜により体内での貪食作用に抵抗性を

示す．したがって，肺炎球菌夾膜の構成分ポリサッカ

ライド（多糖体）に対する抗体は，菌体夾膜と結合し，

貪食作用を著しく増強して菌は貪食される．このよう

な薬効薬理作用機序を有する肺炎球菌ワクチンは，23

種類の肺炎球菌夾膜ポリサッカライドを含むワクチン

である6）．

表1に示すように慢性腎不全および透析患者におけ
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図1 原因微生物検査のためのフローチャート

（呼吸器感染症に関するガイドライン）（文献2より引用）
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る肺炎球菌ワクチンの抗体反応は健常人に比し，上昇

率は低値であるとの報告がある7）．しかしながら，

3～4週後は低値でも接種6週後には健常人とおなじ

ように上昇したとの報告もある8）．

表2のようにCDC予防接種諮問委員会はワクチン

接種に関する勧告を出している．免疫能正常の人で
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図2 ペニシリン耐性肺炎球菌の分離頻度

（1984～2003年度）（文献5より引用）

表1 健常人，慢性腎不全，血液透析を受けている患者，腎移植を

受けた患者における肺炎球菌ワクチンの抗体反応

患者グループ
（症例数）

幾何平均抗体価（ngN/ml） 上昇をみた者
（％）接種前 接種後

健常人（14）

慢性腎不全（7）

血液透析（14）

腎移植（脾摘＋）（14）

腎移植（脾摘－）（11）

313

328

252

158

67

1,113

664

754

557

370

93

43

79

78

55

（文献7より引用）

表2 肺炎球菌多糖体ワクチンの使用に関する勧告

（米国疾病管理センター（CDC）・予防接種諮問委員会（ACIP））

ワクチン接種が推奨される集団 推奨度

免疫能正常者

65歳以上の人

2～64歳の人

慢性心血管系疾患，慢性肺疾患，または糖尿病を有する人

機能的または解剖学的無脾症の人

アルコール依存症，慢性肝疾患，または脳脊髄液漏を有する人

特殊な環境または社会状況で生活している人

A

A

A

B

C

免疫能低下者

HIV感染，白血病，慢性腎不全など免疫能が低下した2歳以上の人 C

Ａ：ワクチン使用の推奨を裏付ける強力な疫学的知見と相当な臨床的利益がある．
Ｂ：ワクチン使用の推奨を裏付けるある程度の知見がある．
Ｃ：ワクチン接種の有効性は証明されていないが，疾患発症のリスクが高く，ワク
チン接種により利益が得られると考えられ，しかもワクチン接種が安全である
ことから，ワクチン接種の妥当性が示される．

（文献9より引用）



65歳以上の人，65歳以下でも慢性の心血管疾患およ

び肺疾患を有する人，糖尿病の人，機能的または解剖

学的無脾の人，アルコール依存者，慢性肝疾患，脳脊

髄液漏を有する人などの推奨度が高い．HIV患者，

白血病，慢性腎不全など免疫能が低下した2歳以上の

人の有効性は証明されていないが，疾患発症のリスク

が高くワクチン使用が推奨されている9）．

6 MRSA肺炎

多くの施設で入院患者においては黄色ブドウ球菌の

60～70％がMRSAであるが，MRSAのサーベイラ

ンスを入院時に行うと，黄色ブドウ菌の保有者は25.3

％であり，その内MRSAの割合は52.9％であった．

入院48時間以内に観察されるMRSA感染などで定

義される市中感染型MRSAが，人工透析患者やカテ

ーテル留置患者などMRSA感染のリスク因子を有す

る患者に見られる．関連病院において透析患者におけ

る発熱の起炎菌を調査した時に一番多かったのは

MRSA感染症であった10）．

MRSA検出者における診断は敗血症が一番で，次

に肺炎，腸炎，創部感染であった．グラム染色でのグ

ラム陽性球菌の存在および好中球による貪食像は喀痰

中のMRSAの起炎性を示す．MRSA肺炎の症状と

診断に関して表 3に示す．MRSA陽性であるが明ら

かな上気道症状・所見を示さないものはMRSA保菌

者であり，抗MRSA薬の全身投与やバンコマイシン

の吸入は術前などを除き行わないで，標準予防策と接

触予防策で周辺の患者および医療従事者への拡散防止

に努める．

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007172

表3 MRSA肺炎の症状と診断

1.黄色ブドウ球菌感染に伴う明確な感染症状の存在

●臨床症状の存在（咳，膿性痰，発熱など）

●検査所見（白血球数増加，核左方移動，血沈亢進など）

●菌量，喀痰炎症細胞診，その経時的変化と病態との関連

2.宿主側因子

●患者の易感染性（手術侵襲，基礎疾患など）

●薬剤使用歴（特に第三世代セフェムなどの長期使用歴）

●医原的要因の有無（各種カテーテル留置など）

●患者の全身状態

3.X線写真像

●黄色ブドウ球菌のみによる感染は通常，化膿性炎症で，組織壊死と膿瘍形成が特徴である．

したがって，一般的な肺胞性陰影に膿瘍または空洞形成をみることが少なくない．

● MRSAは定着性が強く，宿主に易感染性があると感染に至る．したがって，肺癌の抗癌剤

治療後や緑膿菌感染症の，第三世代セフェムでの治療後にMRSA肺炎に移行したりする．

その場合，複雑なX線像を示す．

表4 インフルエンザウイルス肺炎の主な病型

原発性インフルエンザウイルス肺炎
インフルエンザウイルス関連細菌性肺炎

2次的細菌感染型 細菌同時感染型

病態 純粋にウイルス感染のみによる肺炎 先行したウイルス感染が軽

快した後，2次的な細菌感

染によっておこった肺炎

ウイルス感染に細菌感染が

重複し，重篤化した肺炎

血液検査 白血球，好中球の増多は少ない 白血球増多あり 白血球増多あり

喀痰 少ない．原因菌も（－） 多い．原因菌の検出も多い 多い．原因菌の検出も多い

ウイルス分離 分離されることが多い ほとんどなし 分離されることも多い

胸部レントゲ

ン所見

網状影など間質性陰影が多い 浸潤影が多い 浸潤影が多い

治療 抗菌薬不応．ステロイドや対症療法

など

抗菌薬治療が第一 抗菌薬治療が第一

予後 きわめて不良．短期間での死亡も 重篤化あり 重篤化することが多い

（文献2より引用）



7 インフルエンザウイルス肺炎

インフルエンザウイルス肺炎には原発性インフルエ

ンザ肺炎と2次的細菌感染型，および細菌同時感染型

のインフルエンザウイルス関連細菌性肺炎の病型があ

る．表4に病型による病態，血液検査，喀痰の性状，

ウイルス分離，胸部X線写真，治療，予後などの違

いを示す11）．

原発性インフルエンザ肺炎はきわめて重篤で，胸部

陰影は網状影など間質性陰影で抗菌薬が不応，短期間

に死亡する．インフルエンザ感染症の診断は鼻腔拭液

の迅速診断キットにより迅速になされるようになった．

治療に関しても抗インフルエンザ薬（オセルタミビル，

塩酸アマンタジン）を発症から48時間以内に単回投

与する．感染予防としてワクチン接種は透析患者にお

いては抗体上昇率が低いために2回接種が推奨されて

いる12）．
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表5 起炎菌からの主な選択薬

病原体 抗菌薬

肺炎球菌 ペニシリン系（高用量），カルバペネム系，ニューキノロン系，ケトライド系

MSSA 第1世代セフェム系，βラクタマーゼ阻害薬合剤ペニシリン系

MRSA グリコペプチド系，アルベカシン，リネゾリド

腸球菌 アンピシリン，グリコペプチド系

インフルエンザ菌 セフェム系，βラクタマーゼ阻害薬合剤ペニシリン系，ニューキノロン系

腸内細菌属 第3世代セフェム系，モノバクタム系，カルバペネム系，ニューキノロン系

緑膿菌 第3，4世代セフェム系，カルバペネム系，モノバクタム系，抗緑膿菌性アミ

ノグリコシド系，ニューキノロン系

嫌気性菌 βラクタマーゼ阻害薬合剤ペニシリン系，カルバペネム系，クリンダマイシン

重症度，基礎疾患，感受性結果により使用薬剤は異なる．
（文献12より引用）

図3 成人市中肺炎初期治療の基本フローチャート（2007）

（文献2より引用）
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8 起炎菌から選択される主な抗菌薬

表5に起炎菌から選択される主な抗菌薬を示す13）．

最近は耐性菌に対して新しい抗菌薬および抗菌作用

を強くした抗菌薬が望まれており，新しい抗菌薬が使

用されるようになった．耐性グラム陽性球菌に対して

オキサゾリジノン系のリゾネリド，耐性肺炎球菌に対

してケトライド系のテリスロマイシン，肺炎球菌に対

して抗菌力を高めたニユーキノロン系モキシフフォキ

サシンとカルバペネム系ドリペネムなどが使用される

ようになった．

9 成人市中肺炎初期治療

2007年に日本呼吸器学会から成人市中肺炎診療ガ

イドラインが出された．初期治療に関して図3に示す

ような基本フローチャートが示されている2）．肺炎の

重症度により，治療の目安の場を外来，入院および

ICU治療に分け，対象となる検査の目安があり，検査

結果に従い肺炎の群別に治療の目安が示されている．

10 成人院内肺炎

入院48時間以降に胸部X線写真で新しく出現した，
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表6 成人院内肺炎の診断基準

入院48時間以降に胸部X線写真で新しく出現した，あるいは進行性の浸潤影を認め，下記の

1つ以上を有するもの

●症状（発熱，胸痛など），検査所見（CRP，WBC，ESR）が合致する

●喀痰，血液，経気管支洗浄液，経気管支擦過物，生検材料から病原菌を分離

●気道分泌物からウイルスを分離するか，ウイルス抗原を検出（ただし，混合感染も考慮）

●血清抗体価の有意の上昇（ただし，混合感染も考慮）

●病理組織学的に肺炎を証明

院内感染の立場から，肺結核の早期診断は重要である．

閉塞性肺炎，無気肺，肺癌など，他の疾患との鑑別が必要である．

重症度，基礎疾患，感受性結果により使用薬剤は異なる．
（文献3より引用）

表7 院内肺炎の主な原因微生物

病原微生物 頻 度 主な感染源

入院早期の細菌性肺炎

肺炎球菌

インフルエンザ菌

5～20％

＜5～15％

内因性あるいは他の患者

気道分泌物

入院晩期の細菌性肺炎

好気性グラム陰性桿菌

緑膿菌

Enterbactor属

Acinetobactor属

肺炎桿菌

セラチア

大腸菌

グラム陰性球菌

黄色ブドウ球菌

≧20～60％

20～40％

内因性

他の患者，環境

経管栄養

ヘルスケアワーカー，医療器具

内因性，環境，ヘルスケアワーカー

入院早期から晩期にかけての肺炎

嫌気球菌

レジオネラ

結核菌

ウイルス

インフルエンザA,B

RSウイルス

真菌，原虫

アスペルギルス

カンジダ族

ニューモシスチス・カリニ

0～35％

0～10％

＜1％

＜1％

＜1％

＜1％

＜1％

＜1％

内因性

給湯，シャワー，蛇口，給水塔

内因性，他患者/スタッフ

他の患者/スタッフ

他の患者/スタッフ

空気，建造物

内因性，他患者/スタッフ

内因性，他の患者

（文献14より引用）



あるいは進行性の浸潤影を認める場合を院内肺炎と診

断する．表 6のように診断基準が示されている3）．症

状，病原菌の分離，血清抗体価の上昇，病理学組織学

的証明などである．院内肺炎患者は危険因子を有する

患者で肺炎の重症度により群別されている．免疫機能

低下者や人口呼吸管理患者は特殊病態下の患者として

取り扱う．

院内肺炎の病原菌は，市中肺炎と頻度を異にする表

7のような主な原因微生物が見られる14）．特に入院晩

期には緑膿菌，Enterobacta属，Acinetobacta属，

セラチア，大腸菌，グラム陰性桿菌やMRSAの割合

が多くなっている．院内肺炎患者のエンピリック治療

における抗菌薬の選択は肺炎重症度，危険因子の有無，

肺炎の群別に当初から広域で強力な抗菌薬をできるだ

け偏りのない多様なものが推奨されている．原因が判

明したら肺炎重症度に応じて抗菌薬を選択して使用す

る．日本呼吸器学会が院内肺炎ガイドラインを現在改

訂中である．

おわりに

透析患者における呼吸器感染症は，感染症による死

亡原因で重要な位置を占めており，市中肺炎としての

病原菌および院内肺炎としての病原菌を考慮してそれ

ぞれ治療にあたる必要がある．患者が有する危険因子

と肺炎の重症度を考慮し抗菌薬の選択も重要である．

日本呼吸器学会から出されている市中肺炎および院

内肺炎の診療ガイドラインを中心に解説した．
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要 旨

透析患者では脳卒中の発症頻度が高く，ことに脳出

血でその傾向が強い．しかし，近年の降圧療法の進歩

および糖尿病と高齢者の増加により，わが国全体の傾

向と同様に透析患者においても脳出血は著しく減少し

て，アテローム血栓性脳梗塞と心原性脳塞栓症が増加

している．透析患者の死亡原因として脳血管障害の比

率は徐々に減少しているが，死亡者数は減少していな

い．また，脳卒中の既往者が全体の10数％にみられ

ることから，糖尿病と腎硬化症例を中心に直接死因と

はならない脳卒中の合併が増加していると推定される．

慢性腎臓病（CKD）は脳血管障害を含む心血管疾患

の最も重要な危険因子であり，透析患者の動脈硬化病

変はCKD保存期から進行している．脳卒中の予防と

しては降圧療法が最も重要で，透析患者における降圧

目標は必ずしも明確ではないが，K/DOQIガイドラ

インでは透析前140/90mmHg未満を推奨している．

アンジオテンシンII受容体拮抗薬は脳保護作用が報

告されており，透析患者においても第一選択となる降

圧薬と考える．また，脳卒中の予防に抗血小板薬およ

び心房細動に合併する脳塞栓症の予防にはワルファリ

ンの有効性が証明されているが，透析患者における有

用性は必ずしも明らかではない．これら薬物の使用に

際しては，厳格な血圧管理による脳出血の防止と消化

管出血などの出血リスクの評価を行い，慎重に管理す

る必要がある．

透析患者の脳血管障害は予後不良である．また，後

遺症によるADLの低下が著しいために透析医療の提

供にも大きな問題を生じる．脳血管障害の対策として

は，CKD初期からの厳格な血圧管理を中心とした発

症の予防が最も効果的であるが，透析患者においては

症例ごとに危険因子の評価を行い，降圧療法を中心と

した薬物療法を厳格に行うとともに，十分な透析を行

うことが大切である．

1 透析患者における脳血管障害の現況

脳血管障害の臨床像は時代とともに変貌しており，

わが国の脳血管障害も脳出血が著しく減少して，今日

では欧米と同様にその多くを脳梗塞が占めている．ま

た，MRIの普及やt-PAによる血栓溶解療法など診

断・治療の進歩により，「ブレイン・レスキュー」と

して脳卒中急性期治療の重要性が広く認識され，その

成績が注目されている．

脳梗塞は発症機序や責任血管の大きさから，ラクナ

梗塞，アテローム血栓性脳梗塞，心原性脳塞栓症の三

つの臨床病型に分けられる（表1）1）．2003年の脳卒

中データバンクによるわが国における脳卒中の病型別

頻度では，くも膜下出血5.5％，高血圧性脳出血12.1

％で，脳梗塞が70％以上を占めている2）．中でもア

テローム血栓性脳梗塞が増加して24.3％と最も多く，

ラクナ梗塞は減少して23.5％，心原性脳塞栓症も増

加傾向で19.9％と，3病型の頻度に差がなくなってい

る．
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透析患者におけるToyodaらの報告3）では，1980～

1996年の頻度はアテローム血栓性脳梗塞4.9％，ラク

ナ梗塞24.6％，心原性脳塞栓症11.5％，脳出血52％，

くも膜下出血7％であった．1997～2002年では各々

22.4％，29.3％，16.3％，29％，3％で，脳出血の頻度

はまだ高いが，透析患者においても全体の傾向は同様

である．

脳血管障害は，わが国において1970年代まで死亡

原因の第1位であったが，現在は悪性新生物，心疾患

についで第3位である．しかし，1970年をピークに

減少していた祖死亡率は1990年以降減少していない．

透析患者の死亡原因に占める脳血管障害の割合は，

1990年以降徐々に減少し，1995年からは心不全，感

染症につぎ第3位である4）．しかし，脳血管障害によ

る死亡者数は透析患者数の増加により減少していると

は言えない（図1）．さらに，脳卒中の既往者が全体

の10数％にみられる5）ことから，糖尿病と腎硬化症

例を中心に直接死因とはならない脳卒中の合併が増加

していると推定される．

2 透析患者における脳血管障害の特徴

一般に，透析患者では脳卒中の発症頻度が高く，こ

とに脳出血が多いことが知られている．Isekiらの沖

縄における報告6）では，1988年から10年間に透析患
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表1 脳血管障害の分類（NINDS-III）

A.無症候性

B.局所性脳機能障害

1.一過性脳虚血発作：大血管の病変

2.脳卒中

1） 脳出血（細小動脈の微小動脈瘤破裂）

2） くも膜下出血

3） 脳動脈奇形に伴う頭蓋内出血

4） 脳梗塞（臨床病型）

① アテローム血栓性（頸動脈と脳主幹動脈の病変）

② 心原性塞栓症（心房細動を主な原因とした心内血栓）

③ ラクナ（細小動脈（穿通枝）の病変）

④ その他

C. 血管性認知症

D.高血圧性脳症

（文献1より一部改変）

図1 透析患者の脳血管障害による死亡者数と比率の推移

（文献4より作図）



者の脳卒中発症頻度は17.2/1000患者・年で，脳出血

10.3，脳梗塞6.2，くも膜下出血0.8と脳出血が最も多

い．しかし，1996年の平方らによる全国調査7）での発

症頻度は16.9/1000患者・年とIsekiらの報告とほぼ

同等であったが，脳出血7.2，脳梗塞7.8，くも膜下

出血0.9と脳出血の減少と脳梗塞の増加がみられてい

る．また，久山町研究との比較から透析患者では脳卒

中の発症リスクが2.7倍で，脳梗塞は1.7倍，脳出血

は8倍であることが報告されている．さらに，透析患

者では脳卒中の転帰はきわめて悪く，44％が死亡し，

介助を必要としないものは27％に過ぎなかった．

2001年に新規発症した脳卒中の発症に関連する因

子の検討（表2）5） によると，脳梗塞・脳出血ともに

女性は男性に比べてリスクが低く（0.8倍），年齢は1

歳増加するごとに脳梗塞では 1.04倍，脳出血では

1.012倍のリスク上昇となった．また，糖尿病は脳梗

塞で1.56倍のリスク上昇となった．透析前血圧と脳

梗塞の関連は，非糖尿病患者では180mmHg以上の

収縮期血圧（SBP）と100mmHg以上の拡張期血圧

（DBP）の両者で有意なリスク上昇（1.22倍，1.27倍）

を認め，SBP100～120mmHgで最もリスクが低かっ

た（0.7倍）．また，糖尿病患者では SBP120～140

mmHgでリスクが低かった（0.75倍）．透析前血圧

と脳出血の関連は，非糖尿病患者では180mmHg以

上のSBPで有意なリスク上昇（1.45倍）を認めた．

さらに，脳出血の既往者は脳梗塞の発症リスクが，糖

尿病患者で2.9倍，非糖尿病患者で3.7倍と有意に高

く，同様に脳梗塞の既往者は脳出血の発症リスクが糖

尿病患者で3.3倍，非糖尿病患者で3.8倍と高くなっ

ていた．

透析患者の脳血管障害による死亡比率を年齢ごとに

見ると30～59歳では約20％を占めて，原因疾患別で

は悪性高血圧と多発性嚢胞腎で20％を超える高い死

亡比率であった．また，透析期間との関係では，1年

未満が25％，1～4年が47％を占めていた（図2）．

以上より，30～50代の比較的若い年代および透析導

入早期の症例は脳血管障害のリスクが高く，ことに多

発性嚢胞腎症例ではくも膜下出血だけでなく脳出血の

合併も多く，より厳格な血圧管理が求められていると

言える．

Nakataniらの報告8）では透析患者の50％弱に無症

候性脳梗塞を認め，Yokoyamaら9）は脳出血の既往の

ない症例でもラクナ梗塞で比較的多く合併する微小脳

出血（microbleeds）を約20％の症例に認めたと報告

している．このように，透析患者では潜在性の微小な

脳梗塞および脳出血を合併している頻度が高いと考え

られる．
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図2 透析患者の脳血管障害による死亡と透析期間の関係

（文献5より作図）

表2 透析患者における脳卒中の危険因子（相対危険度）

● 男性：1.25倍

●年齢：脳梗塞 1.04倍/1歳，脳出血 1.012倍/1歳

●糖尿病：脳梗塞 1.56倍

●血圧：

非糖尿病 脳梗塞 透析前：SBP≧180mmHg 1.22倍

DBP≧100mmHg 1.27倍

SBP;100～120mmHg 0.7倍

透析後：SBP;100～120mmHg 0.78倍

脳出血 透析前：SBP≧180mmHg 1.45倍

糖尿病 脳梗塞 透析前：SBP;120～140mmHg 0.75倍

●脳出血の既往

脳梗塞 非糖尿病 3.7倍，糖尿病 2.9倍

●脳梗塞の既往

脳出血 非糖尿病 3.8倍，糖尿病 3.3倍

（文献5より作表）



3 慢性腎臓病と心血管障害

近年，慢性腎臓病（chronickidneydisease;CKD）

は脳血管障害を含む心血管疾患の重要な危険因子であ

ることが明らかにされ，その中でも透析患者は最もハ

イリスク群にあたる．多くの大規模臨床試験から，腎

機能障害の進行に伴いすべての心血管疾患による死亡

リスクが高くなることが示されており，CKD早期か

らの適切な管理の必要性が指摘されている．中でも高

血圧の管理は最も重要であり，CKD保存期における

血圧は 130/80mmHg未満を目標に厳格なコントロ

ールを行う必要がある．透析患者における降圧目標は

必ずしも明らかではないが，K/DOQIガイドライン

では透析前140/90mmHg未満を推奨している10）．

CKD患者はいくつかの一般的な危険因子とともに，

蛋白尿，Ca・P代謝異常，貧血など多くのCKD関連

の危険因子を抱えている（表3）11）．さらに，透析患

者では透析療法に伴う血圧の変動や抗凝固薬の使用に

よる血液凝固異常，生体適合性などの透析療法そのも

のに関連した危険因子も加わることになる．古典的な

ものを含めたすべての危険因子に対する対応が求めら

れるが実際には難しく，また進行した動脈硬化病変を

退縮させることは困難である．そのため，透析患者の

脳血管障害を含む心血管合併症の予防には，CKD早

期からの継続した管理が必要不可欠である．

4 透析患者における脳卒中の予防と対策

表4に透析患者における脳血管障害の予防と対策を

示す．言うまでもなく，尿毒症そのものが危険因子で

あり，十分な透析を行い管理することが基本となる．

脳卒中を防止する上で最も大切なことは血圧の管理で

あるが，わが国の血液透析患者の血圧は，透析前

153.1±24.3/78.5±14.1mmHgで，SBP180mmHg

以上の脳卒中ハイリスク群が14％も存在することが

報告されている4）．透析低血圧例など，透析患者の血

圧調節は容易ではないが，透析前SBPは最低限180

mmHg未満にすることが必須である．また，透析終

了時のSBPが100mmHg以上を維持できる場合は，
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表4 透析患者における脳血管障害の予防と対策

● 保存期からの厳格な血圧管理

RAS抑制薬を中心とした降圧療法

●危険因子の把握

既往歴，家族歴，原疾患（糖尿病，腎硬化症，PKD）

脂質代謝異常（LDL↑，HDL↓，TG↑，RLPs↑，Lp（a）↑）

Ca・P代謝異常，高ホモシステイン血症，カルニチン欠乏

●適切な貧血の管理

Hb10～12g/dl（日本透析医学会ガイドライン）

●抗血小板療法・抗凝固療法

良好な血圧管理の下，出血のリスクを考慮して対応

●十分な透析療法

表3 慢性腎臓病における心血管疾患の危険因子

1.古典的な危険因子

加齢

男性

白人

高血圧

LDL高値

HDL低値

糖尿病

喫煙

運動の減少

閉経

精神的社会的ストレス

CVDの家族歴

2.慢性腎疾患関連の危険因子

糸球体濾過値の低下

蛋白尿

RASの活性化

細胞外液量の増加

Ca・P代謝異常

脂質代謝異常

貧血

栄養不良

感染症

血栓形成傾向

酸化ストレス

ホモシステイン上昇

尿毒素

（文献11より引用）



K/DOQIガイドラインが推奨する透析前 140/90

mmHg未満を目標に，体液管理と降圧薬の投与を行

うべきと考える．

降圧薬としては，脳保護作用12）や脳血流自動調節能

の改善作用13）が報告され，大規模臨床試験でも脳卒中

予防効果が示されているアンジオテンシンII受容体

拮抗薬（ARB）が，高カリウム血症に注意する必要

はあるが，透析患者においても第一選択薬となると考

える．さらに，ARBには新規糖尿病および心房細動

の発症抑制効果もあり，長時間作動型で認容性がよく，

肝代謝薬のため腎機能障害による容量調節を必要とし

ないなど多くの利点がある．カルシウム拮抗薬（CCB）

は，確実な降圧と脳血流量の増加が期待できる．また，

脳卒中の発症にはnon-dipperなど夜間血圧との関連

が指摘されており，24時間の血圧変動を意識した血

圧の管理を行う必要がある10）．透析中の血圧変動が激

しい症例では，長時間作動型のARBをベースに，中�

短時間作動型のCCBなどを適宜眠前に追加すること

で夜間の降圧が得られ，また透析中の血圧低下への影

響を少なくできると考える．

一般に，非心原性脳梗塞の再発防止にはアスピリン

を代表とする抗血小板薬，および心房細動に合併する

脳塞栓症の発症予防にはワルファリンの有効性が証明

されている．しかし，日本人ではアスピリンによる出

血性脳卒中や消化管出血の合併リスクが高いことが報

告されている14）．透析患者においても使用されること

が多いが，出血のリスクなどを考慮するとその有用性

に関しては必ずしも明らかではなく，これら薬物の使

用に際しては厳格な血圧管理による脳出血の防止と出

血リスクの評価，および消化管出血などの合併症に対

する十分な注意が必要である10）．スタチンにも脳卒中

予防効果が証明されているが，まだ透析患者における

スタチンの有用性は明確ではなく，症例を選択して慎

重に使用する必要がある．

おわりに

透析患者の脳血管障害は予後不良である．また，後

遺症によるADLの低下が著しいために透析医療の提

供にも大きな問題を生じる．脳血管障害の対策として

は，CKD初期からの厳格な血圧管理を中心とした発

症の予防が最も効果的であるが，透析患者においては

症例ごとに危険因子の評価を行い，降圧療法を中心と

した薬物療法を厳格に行うとともに，十分な透析を行

うことが大切である．
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要 旨

2005年4月より隔日透析（月，水，金，日，火，

木，土の2週間7回透析）を実践してきた．現在23

名に隔日透析を実施しているが，1例を除いてすべて

に循環器合併症を有している．SF36を参考にアンケ

ートおよび面接，聞き取り調査を行ったところ，症状

の改善があり，服薬量が減少したと答えた人が多かっ

た．隔日透析は2日空きがないために体重増加が安定

し，飲食のストレスが減り，体調良好で体力がつき，

周りからの信頼も得られて，精神的に安定し，体重増

加が安定するという良循環になっている．週3回の透

析では心不全のマーカーであるBNPの高い人は，十

分除水をしても2日空きでは値は下がらず，週末の透

析後でやっと低下するという結果であり，自覚症状が

なくとも心不全状態が続いていると考えられた．自己

管理の難しい人や，もともと循環器合併症を持つ人の

透析は，2日空きがなくなれば透析中のトラブルも減

少しスタッフも楽である．人件費等経費の節約を視野

に入れて，長く実践していきたい．

はじめに

2005年度版「わが国の慢性透析療法の現況」によ

れば，透析回数は週3回94.0％，4時間以下が87.7％

となっており，依然として死因の第一位は心不全で，

脳血管障害，心筋梗塞と合わせると40％を超えてい

る．心血管合併症による死亡は透析が2日空く月曜日

か火曜日といわれて久しい．透析患者における心血管

合併症は生命予後に大きく影響し，この予防は大きな

課題であり，2日空きを作らない透析が一番の解決法

であろうと考え，2005年4月に開院した芦屋坂井瑠

実クリニックで隔日透析を実践してきた．まだまだ試

行錯誤の連続ではあるが，隔日透析の実践と，循環器

合併症の予防効果およびQOL向上効果について検討

したので報告する．

1 施設の概要

ペーシェントステーション32の有床診療所（医師

待機住宅を併設）として2005年4月開院．外来透析

用（チェア）20（DCS-73 20台），深夜透析用（ベッ

ド）10（DBB-73 10台），個室透析2（DBB-73 2

台）で，隔日透析，長時間透析，深夜透析，在宅血液

透析の訓練に対応している．

透析可能な時間は毎日午前8時から午後11時（日

曜は午後3時）で，深夜透析は月，水，金の午後7時

からは翌日朝7時までである．

透析患者80名のうち23名に隔日透析（月，水，金，

日，火，木，土の2週間7回）を行っている．他は週

3回透析45人，週4回3人，週2回1人，CAPDお

よびCAPD併用HD4人，在宅血液透析4人である．

スタッフ数は，医師2，ナース6，臨床工学技士5，

事務その他3の計16名で，週休2日である．
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2 隔日透析者の背景

隔日透析を選んでいるのは，体重増加が多く，した

がって時間当たりの除水量が大きい人，透析中に血圧

低下や下肢つりがあり，時にはショック状態になって

除水が十分できない人，糖尿病や動脈硬化で著明な血

圧変動があり透析困難な人，心筋梗塞をはじめとする

心疾患の既往があり，心電図や心エコーで異常所見が

ある人，心不全（自覚症状に加えて，BNP高値）で

2日空きでは苦しくなる人たちで，すでに循環器合併

症を持っている人がほとんどである．隔日透析を行っ

ている23人の循環器合併症を見たのが表 1である．

一例を除いて導入前，もしくは転入時から著明な循環

器合併症がみられた．

3 実践結果の比較

1） 週3回透析者の中1日と中2日の検査値の比較

（図1）

透析導入後1年以上経過した通常透析患者（週3回

4～5時間）の，中1日と中2日の検査データの比較

である．中1日も中2日もあまり差はなかったが，中

1日で少し緩め，中2日で節制している様子がうかが

われる．

2） 通常透析（週3回4時間）から隔日透析に変更

した症例の比較（図2）

週3回の透析から隔日透析に変更して6カ月以上経

過した患者16名の，尿素窒素，クレアチニン，Ca，

P，ドライウェイト，透析時間，Ht，週当たりのEPO

使用量を比較した．症例が少ないため有意差検定はし

ていないが，透析時間が増加し，ドライウェイトが増

え，ヘマトクリットが上昇し，EPOの使用量が減少

したように見える．1年以上当院で透析を行っていて，

2006年11月の検査でBNP200pg/ml以上の患者43

名の隔日透析および週3回透析者でBNP，アンギオ

テンシンII，アドレナリン，ノルアドレナリン，ド

ーパミン，体重，血圧を測定し比較した．期間や背景

が違うため検討できるところまでは行かなかった．

3） 心不全のマーカーであるBNPの経時的変化

（図3）

週3回の通常透析を行っているBNPの高い症例に，

週はじめ（中 2日）の透析前後と週末の透析後に

BNPを測定した．週3回の透析ではBNPは，水分

増加が多いと十分除水をしても2日空きでは値は下が

らず，週末の透析後でやっと低下するという結果であ

り，自覚症状がなくとも心不全状態といえる．BNP
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表1 隔日透析者23人の背景

番号 年齢 透析歴 心疾患

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

62歳

59歳

59歳

66歳

67歳

62歳

67歳

44歳

68歳

63歳

74歳

94歳

46歳

58歳

66歳

63歳

84歳

71歳

71歳

41歳

43歳

56歳

29年01カ月

28年10カ月

26年

23年05カ月

22年05カ月

19年10カ月

16年01カ月

16年

14年11カ月

13年09カ月

12年04カ月

11年11カ月

11年10カ月

11年04カ月

8年05カ月

7年10カ月

7年

4年07カ月

4年06カ月

2年06カ月

2年03カ月

1年07カ月

心筋梗塞（バイパス術）

ASO，腋窩�両大腿動脈バイパス術

不整脈，SSS，Af

高血圧，Af

心のう炎，著明な高血圧

大動脈瘤Ope，狭心症

右室負荷， 4腔拡大

心筋梗塞，DCM like

弁膜症，ASO，高血圧

LA・RA拡大，高K血症

4腔拡大，PE（＋）

DCM

慢性心不全，Af，大動脈弁逆流

DM，Af，狭心症

著明な血圧変動あり

慢性心不全，完全左脚ブロック，DCM like

DM，透析中ショック

慢性心不全，DCM like，4腔拡大

PE（＋），高血圧，透析中血圧低下

DM

急性解離性大動脈瘤，心筋梗塞
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図1 週3回透析者の中1日と中2日の検査値の比較
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図2 通常透析（週3回4時間）から隔日透析に変更した症例の比較



の値からも2日空きをつくらないことが，循環動態に

良いことがわかる．

自己管理の難しい人，もともと循環器合併症を持つ

人の透析は2日空きがなくなれば，血圧低下や，下肢

つり等，透析中のトラブルが少なくなるので患者はも

ちろん，スタッフは非常に楽である．

［症例1］ 46歳 男性 慢性糸球体腎炎由来の腎不全

35歳 血液透析導入（週3回4時間） DW 85kg

体重増加5～6kg

38歳 拡張型心筋症の診断を受ける（心筋生検は

していない）

39歳 糖尿病発症

3カ月間週4回の透析をして，2,000pg/ml以上あ

ったBNPが500pg/mlに下がり，引き続き1年半，

週4回透析を行い，2年前より隔日透析を行っている．

最近ではBNPは常に100以下である．図 4は症例1

の胸部写真で，左は2003年9月週3回透析時，拡張

型心筋症の診断を受けたときのもの（EF17％），右は

隔日透析の現在のもの（EF60％）である．胸部写真，

心エコーが改善するのにおよそ9カ月かかっている．

週4回の透析と隔日透析を比べると，隔日透析は毎

回透析条件を変える必要がないため，透析中の患者管

理は安定していて容易である．

［症例2］ 95歳 男性 腎硬化症由来の腎不全

83歳 血液透析導入（週3回4時間） DW 48kg

体重増加2～2.5kg

93歳 当院転院

心陰影拡大，左胸水貯留 不整脈頻発（透

析困難あり）

図5はこの症例の胸部写真で，左は週3回の時のも

の，右は隔日透析をして1年後の現在のものである．

どうしても3,000pg/mlを切らなかったBNPが，ま
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図3 BNPの経時的変化（週3回）

図4 症例1の胸部写真

4回/週

EF60％

3回/週

EF17％



だ高いとはいえ最近では1,000を切って，1人暮らし

で通院透析を続けている．

このように，循環器合併症のある患者には，長期に

わたる2日空きをつくらない透析すなわち，週4回も

しくは隔日透析が有効といえる．

4 隔日透析者のアンケート，面接・聞き取り調査

隔日透析者を対象にアンケートを行い，当院の

MSW，社会福祉士が聞き取り調査を行った．以下は

回答のあった19名の結果である．

「隔日透析になって変わったことがあるか」の問い

に，「ある」と答えた人が16名で，「ない」2名，無

回答が1名であった．具体的症状に対する設問（重複

回答あり）では「症状の改善あり」が16名で，かゆ

み改善9名，痛み6名，いらいら感5名，血圧8名，

めまい2名，貧血1名となっていた．

日常生活（家庭，職場）での変化については次のよ

うな回答を得た．

① 仕事をしていても，身体の動きが楽になった．

② 自分のペースで仕事・家事ができる．

③ 「元気になったなぁ」と周囲から言われる．

④ 隔日は少しせわしいが，メリットのほうが大きい．

⑤ 体重増がストレスになっていたが，気持ちがす

ごく楽になった．

⑥ 仕事と遊びができる充実した生活を送れる．

⑦ 隔日のため体重増が少なくてすむ．

⑧ 透析日以外は，趣味・外出など好きなことをし

て楽しむ余裕ができた．

⑨ おいしく食事ができる（2日空きがなくなり，

食べ物や飲み物に対するストレスが減った）．

⑩ 気持ちが楽になった（日曜日が不安だった），2

日空きの不安を今更感じる．

⑪ 体力・顔色良くなり，食欲出てきておいしい．

⑫ 水分制限もきつく感じない．

⑬ 通院・外出が苦にならなくなった．

⑭ 血圧の変動が少なくなって，外出は不安なくで

きるようになった．

⑮ 時間がとられる感じはある．

⑯ 薬が減った．

結果としては，症状の改善と降圧薬を主とする服薬

量の減少があり，食欲の増進，時間の有効利用ができ

ていると回答している．まとめると，体重増加が安定

し，飲食のストレスが減り，体調良好で体力がつき，

周りからの信頼も得られて精神的に安定し，なお一層

体重増加が安定するという良循環になっている（図6）．

週あたりの透析時間増はわずかに2～2.5時間である

が，2日空きを作らない隔日透析はQOLを向上させ
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図5 症例2の胸部写真

4回/週

BNP 904（前）→776（後）

3回/週

BNP 3960（前）→3360（後）

図6 隔日透析による日常生活（家庭，職場）の変化
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るよい方法といえる．

5 隔日透析の利点と問題点

隔日透析の利点は，以下のようなことだと考えられ

る．

① 透析中のトラブル（不整脈，血圧低下，ショッ

ク等）が減少するためスタッフが楽である．

② 体重増加が安定し，患者，スタッフ双方のスト

レスが軽減される．

③ 患者の急変，転院，死亡が少ない．

④ QOLの向上に有効である．

一方で隔日透析は以下のようなことが問題点として

あげられる．

① 診療報酬

診療報酬は「1月に15回以上人工腎臓を実施した

場合は15回目以降の人工腎臓は算定できない．ただ

し，薬剤料（透析液，血液凝固阻止剤および生理食塩

液を含む）または特殊保険医療材料は別に算定できる．」

となっている．隔日透析では，ほとんどが月15回で

ある．月1～2回技術料は請求できない．

② 透析人数のばらつき

週3回と隔日が入り混じっているので週によっては

患者数が増減し，勤務が組みにくい．

③ 日曜出勤

透析室勤務は祭日はともかく日曜日は休めると思っ

て入職したスタッフがほとんどである．日曜出勤の許

容が大問題であった．

6 隔日透析を継続するための当院の工夫

昨今の厳しい医療情勢では，理想を追うばかりでは

クリニックが存続できないと思っている．次のような

工夫をしながら，経費節減，経営安定を図るための努

力をしているところである．その一端を紹介したい．

① 透析開始時間は自由（予約制）とし，受付順に

接続をする

透析開始時間を決めると，穿刺，回収が一度になり，

スタッフ数も多く必要になる．また，待たされた後の

接続になるので，順番でもめたりもする．人件費節約

の上からも開始時間を自由にすることで患者，スタッ

フ双方にメリットがある．図7は診察券（この診察券

には災害対策用に透析条件等患者情報を書き込んであ

り，常時携帯の必要性からこのスタイルをとっている），

図8は受付に置いてある診察券リーダ，および透析室

に表示されるコンピュータ画面（図9）である．まず

受付で診察券をリーダに通す．すると受付のコンピュ

ータ画面に表示されると同時に透析室にも表示される．

② 服装自由（深夜以外原則として着替えない）

体が不自由な人が多くなってきているので，着替え
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図7 透析条件の記された診察カード

図8 診察券リーダ



は人手も時間もかかる．透析はベッドでなくチェアに

して原則着替えず，楽な格好で透析を受けてもらって

いる．着衣の重さを考慮するのも自己管理のうちであ

る．

③ プライバシーの確保

プライバシーの関係と十分診察を行うために，診察

は原則外来診察室で対応する．ナースによる薬の御用

聞きはしない．

④ 透析中に食事の提供はしない

血圧が下がらない自信のある人は持ち込み可ではあ

るが，原則透析前もしくは後に食堂で食事をする．

⑤ 患者の積極的な参加の促進

自己管理，自立をキーワードに，希望者にはセット

プライミング，コンピュータの画面操作（血圧測定，

警報解除・終了etc.）自己穿刺など積極的に参加して

もらっている．終了は自動回収なので緊急離脱のため

にも災害対策の一つとして自分でボタンを押すことを

義務付けている，等々できるだけ自立を促し実行して

もらっているが，われわれは，患者本人が「自分のた

めの透析だ」とわかってもらうことの大切さを日々学

んでいる．

おわりに

隔日透析は2日空きをつくらないことで循環動態の

安定が図れ，循環器合併症の増悪阻止治療および予防

につながると思われる．人件費節約等経営目的でなく

ても，患者の自立は透析医療には不可欠で，患者に

「自分でできることは自分で行う」，「自分の体は自分

で管理する」ことの大切さを理解してもらって，今後

も安全で，質の高い，合理的な透析医療を目指し実践

していきたいと思っている．

さらに，今は予防医学の時代．透析医療においても，

確実に起こってくる合併症対策を日常から行うことが

大切である．合併症を持たない人の透析のほうが国と

しても費用負担は少ない．今決められている診療報酬

の枠の中で経営していくには，人件費をはじめとする

様々な工夫がわれわれの大きな課題である．もちろん

透析医会の力で診療報酬の人工腎臓の技術料をせめて

15回まで認めてほしいと願っている．

今後経年的観察を行い症例を増やして隔日透析の有

用性を検証していきたい．
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図9 透析室に表示されるコンピュータ画面



要 旨

透析患者の腎性貧血の治療において，①造血が促進

されることにより鉄が不足するが，消化管からの鉄の

吸収は鉄の需要を満たすことができずに「機能性鉄欠

乏」の状態となるため鉄剤の投与が必要となる，②静

注鉄は肝脾に一旦取り込まれた後に造血に利用され，

造血に利用されるまでは鉄は網内系・肝に貯蔵できる

ため，ほかの組織への鉄の蓄積は問題にならない，③

貧血を改善させることは患者予後改善につながる，と

の考えの下にエリスロポエチン製剤とともに鉄剤の投

与は安全でかつ有用であると考えられてきた．しかし

実際には，①生体内に取り込まれた鉄を体外に排泄す

る機構がないこと，②細胞内での過剰な鉄はFenton

反応を介して酸化ストレスを亢進させることにより細

胞傷害を惹起すること，③多くの患者は慢性炎症状態

にあり，TNF-αなどのサイトカインや高CRP血症に

より，細胞からの鉄汲み出し蛋白の発現低下が起こり，

種々の細胞で・鉄の囲い込み・現象が起こること，④

最近の疫学的検討では，ヘモグロビン上昇が必ずしも

予後改善に結びつかず，鉄の利用障害のある患者に問

題があること，を念頭においておく必要がある．鉄剤

を投与する場合には，経口投与を第一選択とし，経口

投与が困難な場合に，①造血系以外への細胞での鉄蓄

積を起こさない必要最小限の用量を，②傷害を起こさ

ないような間隔をあけて投与する必要がある．

はじめに

透析医療にたずさわるものとして，透析患者におい

て透析を受けること以外は健常者と同等の生活が営め

るような生活の質を保証し，予後を改善することが最

も重要な課題である．長期維持透析患者では，透析ア

ミロイド症，二次性副甲状腺機能亢進症，腎性貧血な

どの合併症がみとめられるが，この中で腎性貧血はエ

リスロポエチン製剤の発売以後，比較的容易に解決で

きる合併症と考えられてきた．

腎性貧血の治療においては，エリスロポエチン製剤

とともに造血系への鉄の供給が治療の両輪を担うこと

は疑いがない．鉄剤の使用に関しては，従来本邦では

欧米諸国と比較してきわめて少ない用量が用いられて

きた．しかし，2006年4月における診療報酬改定の

なかでの「エリスロポエチン製剤の人工腎臓への包括

評価」の影響を受け，より少ないエリスロポエチン製

剤と同等の貧血改善効果を期待した鉄剤の使用が増加

している．鉄剤は酸化ストレスを亢進させることによ

り傷害性を有することから，その使用に多大なる注意

を要すると考えられる．われわれは，腎性貧血治療に

おいて鉄剤投与を行う場合に後述の「三つの思い込み」

が治療のよりどころになっているとの考えをもってい

るが，その真偽に関して検証していく必要があると考

えている．

近年，鉄に関しては遺伝的ヘモクロマトージスの原
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因遺伝子が1996年にFederらにより解明されて以後1），

多くの鉄輸送蛋白・調節蛋白が解明されてきた2）．そ

のため，鉄の動態と調節機構の解明についての研究が

長足の進歩を遂げている．これらの最近の知見を踏ま

え，鉄投与の問題点，特に静注鉄投与についての考え

方を論じていきたい．

1 鉄の投与を考えていく上で必須の知識

1） 鉄の二面性

鉄は両刃の剣と考えられており，生理学的には生命

を維持していくために必須の金属であるが，生化学的

には生体内で最も強力な細胞障害性を有する活性酸素

種（hydroxylradical）産生に関与するため，細胞

内（遊離）鉄濃度が適切に調節されるように厳重に制

御されている．すなわち，生体の維持に必須な蛋白，

例えばヘモグロビンやミオグロビンなどの中では有益

に働いているが，遊離鉄として存在するとハーバーワ

イス（Haber-Weiss）反応およびフェントン（Fenton）

反応

Fe3＋-compound＋O･－
2 ・・・・

Fe2＋-compound＋O2 （1）

Fe2＋-compound＋H2O2・・・・

Fe3＋-compound＋OH･＋OH－ （2）

を介して，hydroxylradical産生を介した脂質・蛋

白・核酸の酸化は連鎖反応を起こし，次々と反応が進

行し細胞障害に結びつくと考えられている3）．

2） 鉄の生理的排泄経路の欠如

鉄の代謝を考えて行く上で最も重要な点は，一旦体

内に負荷された鉄を生体外に除去する生理的なメカニ

ズムが存在しないことである．生体ではヘム鉄，非ヘ

ム鉄ともに消化管での吸収が調節されることにより鉄

の平衡が保たれていることが報告されている．十二指

腸での鉄吸収のメカニズムも近年解明されつつあるが，

食事中の鉄量，体内総鉄量，および骨髄での造血刺激

により消化管からの鉄の吸収量はある程度制御されて

いることが認められるが，その詳細なメカニズムの解

明には至っていない2）．近年肝由来の鉄調節ペプチド

としてのhepcidinが重要な働きを担っていることが

明らかになってきた4）．hepcidinの調節異常が起こっ

てくるヘモクロマトージスでは，消化管からの鉄吸収

が調節されずに鉄の蓄積が起こってくる（図1）．

2 透析患者の鉄の動態

1） 血液透析患者のautopsyによる研究

エリスロポエチン製剤が腎性貧血に対して使用可能

になってから，貧血の改善により鉄は不足することは

あっても「過剰になるかも知れない」との考えはほと

んど聞かれなくなっている．エリスロポエチン製剤が

使用されていなかった時期のautopsyによる検討では

あるが，静注鉄剤投与の既往のある患者において，透

析期間とともに鉄は肝・脾に蓄積し，その鉄は骨髄へ

動員されることはなく，静注鉄の投与は肝・脾への鉄

沈着の危険性をはらんでいるとの重大な報告がある5）．

「透析患者では肝・脾へは鉄が蓄積されやすいが，骨

髄へは動員されにくい」と考えてよいかもしれない．

2） 血液透析患者の鉄代謝

―多核白血球を用いた検討

われわれは，透析患者の細胞レベルでの鉄代謝を検

討するため，維持透析を受けている患者の多核白血球

（PMNL）を検討したところ，血清ferritin値が100

ng/ml以下の患者でもPMNL内鉄含量が増加してい

ることを見出した（図2）．その原因として，鉄取り

込み蛋白であるtransferrinreceptor（TfR）の発現

亢進と鉄汲み出し蛋白であるferroportin1（FP1）

の発現低下を遺伝子・蛋白レベルともに認めている．

すなわち透析患者の細胞では鉄輸送蛋白の発現調節異

常による鉄の取り込み亢進と汲み出し低下が起こり細

胞内に鉄が蓄積していた．その発現異常は，腎機能低

下に伴い血清濃度が上昇するTNF-αなどのサイトカ

インの関与が考えられた．さらに，これらの鉄輸送蛋

白が全身で発現していることを考慮すると，PMNL

と同様に全身の細胞においても鉄輸送の異常が起こっ

ている可能性が高いことが疑われた6）．
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図1 消化管における鉄吸収の調節

体内

鉄総量

食事中

鉄量

血液中

尿毒素

十二指腸

鉄吸収

骨髄

造血
Hepcidin↓

Hepcidin↑

?DMT1↓

促進 抑制

DMT1;divalentmetaltransporter1



3） 内皮細胞におけるサイトカインによる

鉄代謝異常の検討

サイトカインと鉄輸送の関係を検討するため，培養

細胞系での炎症性サイトカインによる鉄輸送蛋白発現

に対する影響を検討した．特に，透析患者の合併症と

して重要な動脈硬化の初期病変として内皮細胞障害が

考えられていることから，内皮細胞でのサイトカイン

による鉄代謝への影響を検討した．ヒト臍帯静脈内皮

細胞（HUVECs）においては，培養液中にTNF-αを

添加することにより，濃度依存性に鉄取り込み蛋白で

ある TfRおよび divalent metaltransporter 1

（DMT1）の発現亢進と，鉄汲み出し蛋白であるFP

1の発現低下を遺伝子・蛋白レベルともに認めた（図

3）．すなわち，TNF-αにより2価鉄および3価鉄の

細胞内への取り込みが亢進し，これらの細胞外への汲

み出しは抑制された．また，TNF-αと2価鉄および

3価鉄の同時添加においてのみhydroxylradicalの

増加を認めた．培養液中に鉄が存在するだけではhy-

droxylradicalの産生増加は起こらず，TNF-αによ

る細胞内への鉄蓄積（鉄の囲い込み）が hydroxyl

radical産生に必須であり，サイトカインと鉄の両者

の存在が細胞障害に強く関与することを解明した7）．

われわれはCKD患者では透析療法を開始する前か

ら内皮機能障害が起こっていることを報告しており8），
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図2 血液透析患者における血清・多核白血球内鉄およびフェリチン

（文献6より）

図3 ヒト臍帯静脈内皮細胞におけるTNF-αによる鉄輸送蛋白発現変化

transferringreceptor（TfR），divalentmetaltransporter1（DMT1），ferroportin1（FP1）

Mean±SEM,＊;P＜0.05comparedwithcontrol,＃;P＜0.05comparedwithTNF-α 10ng/ml.

（文献7より）



また腎機能低下に伴い血清サイトカイン濃度が上昇す

ることが明らかにされている．これらのことから，

CKDの進行とともに起こる心血管系合併症が増加す

るが，血清サイトカインレベル上昇による・鉄の囲い

込み・を介した心血管系合併症，特に動脈硬化病変の

増加が有力な説であると考えている．CKDから炎症

および高サイトカイン血症を介して内皮機能障害・動

脈硬化にいたる仮説を図4に示す．

4） ・鉄の囲い込み・とDIMES症候群

以上にわれわれが示したように，CKD患者のよう

な高サイトカイン血症を有する病態では，鉄は全身の

細胞において・鉄の囲い込み・を受けて傷害を起こし

てくることになる．すなわち，炎症や感染では網内系

だけでなく，多くの細胞での鉄取り込み亢進と鉄放出

遮断（障害）が起こり細胞傷害性を発揮することにな

る．特に，多核白血球や血管内皮細胞で認められた現

象が全身で起こっていると想定すると，網内系細胞で

の・鉄の囲い込み・は鉄利用障害・機能性鉄欠乏を引

き起こし，白血球では易感染性，ミトコンドリアでの

エネルギー産生異常にも繋がる可能性がある．われわ

れは「多くのCKDに関連する合併症は鉄の代謝異常

により引き起こされる」 との考えから DIMES

（dysregulation ofiron metabolism and energy

synthesis）症候群の概念を提唱している9）（図5）．

3 透析患者への静注鉄剤投与の問題点

1）（静注）鉄剤投与についての三つの思い込み

表1に鉄剤投与を行う上でのよりどころとなってい

る「三つの思い込み」をあげる．すなわち，①鉄剤投

与の大前提である鉄欠乏状態の評価，②静注鉄剤の投

与後の動態，そして，③鉄剤を組み合わせた貧血治療

が患者予後を改善させるかどうか，の3点である．以

下，この3点について述べる．

2） 機能性鉄欠乏

鉄欠乏といっても一般に「絶対的鉄欠乏」「機能性

鉄欠乏」「骨髄鉄欠乏」の三つの概念が存在する．「絶

対的鉄欠乏」は出血などにより体内の鉄が欠乏してい

る状態であり，血清フェリチン値12ng/ml以下で診

断される．

「機能性鉄欠乏」という用語はしばしば曖昧に使用

されているが，鉄投与の根拠となっていることが多い．

定義は，「生体での造血を維持するための鉄の需要が，

利用可能な鉄量を超えている」ことである．唯一の診
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図4 慢性腎臓病から内皮機能障害・動脈硬化にいたる仮説

図5 ・鉄の囲い込み・によるDIMES症候群

血管内皮細胞

網内系細胞

白血球

ミトコンドリア 栄養障害

易感染性

貧血

動脈硬化鉄
の
囲
い
込
み

高サイトカイン血症

炎症性疾患腎不全



断法は，「鉄投与後に有意な造血が認められるか，ま

たはrHuEPO使用量が減少する」ことであり，鑑別

すべき病態は，「anemiaofchronicdisease（慢性疾

患に伴う貧血）またはanemiaofinflammation（炎

症に伴う貧血）」であり，このような病態に限り「骨

髄鉄欠乏」であるとされてきた10）．「骨髄鉄欠乏」と

は，骨髄穿刺を行って鉄染色を行った場合に，骨髄に

鉄を認めない場合であり，造血に必要な鉄が十分に存

在しないことを意味する．

一般に，鉄過剰のゴールドスタンダードは肝生検で

の鉄の沈着の証明であり，鉄欠乏のゴールドスタンダ

ードは骨髄穿刺における鉄染色の欠如とされている．

先述の血液透析患者のautopsyによる検討と同様に，

肝脾に鉄沈着が認められ，同時に血清フェリチンが高

い患者でも，骨髄には鉄の存在を認められなかったと

報告されている5）．このことは，われわれを惑わせる

ことになるが，体内には十分な鉄が存在するにもかか

わらず，造血には利用されていない状態となっている

ことを意味している．すなわち，「機能性鉄欠乏」と

診断し，安心して鉄剤を投与してきた患者の少なくと

も一部（われわれは大半と考えるが）は「慢性疾患に

伴う貧血」を合併している可能性が高く，鉄が体内に

は存在するにもかかわらず造血に利用されていないこ

とに注意しないといけない．

この点については，先述の透析患者の鉄動態におい

て，・鉄の囲い込み・とそれにともなうDIMES症候群

の考えを再読していただきたい．慢性炎症状態・高サ

イトカイン血症を有する患者では肝脾には・鉄の囲い

込み・により過剰に存在しているが，血清鉄が低下し

ている状態では，新しい赤芽球系細胞が次々と産生さ

れている骨髄には十分な鉄が供給されていないことが

考えられる．

3） 静注鉄投与後の動態

一般に静脈注射された鉄は，細網内皮系に取り込ま

れて，徐々に放出され，transferrin（Tf）と結合し

て造血系へと運ばれていくと考えられてきた．しかし，

実際には遊離鉄が存在し，直接血漿中のTfと結合す

ることが報告されており11），Tfと結合できなかった

遊離鉄は傷害性を惹起することが想定される．また，

鉄製剤により投与後の遊離鉄の存在比率は大きく異な

ることが報告されている12）．

また，なぜ「機能性鉄欠乏」ということが起こるの

か，すなわち・鉄の囲い込み・の存在する状態でも静

注鉄を投与すると造血が亢進されるか，という点を説

明できる可能性のある研究がある．Besharaらによ

る静注鉄投与後PETを用いた鉄動態研究によると，

肝脾での取り込みは30分程度でピークを迎えるのに

対し，骨髄への鉄の取り込みは時間依存性に6～7時

間まで亢進していく．このことから，鉄の静注により

造血が亢進するのは，投与後の造血系への直接的取り

込みおよび肝脾を介した早期の間接的な取り込み促進

によるのではないかと考えられる13）．

また，この研究では造血系への鉄の利用率も計算さ

れており，多くの場合10～14日間までに60～80％し

か利用されないことも認められている．この期間を経

過すると投与された鉄はほとんど造血には利用されず，

残りはいずれかの細胞で・鉄の囲い込み・を受けてい

ることになる．

4） 貧血の改善と患者の予後改善

貧血の改善が患者の予後改善に結びつくという点に

関しては，2006年11月に発表されたCREATE研究14），

CHOIR研究15）そして1998年に発表されたAMGEN

sponsored normalhematocrit study（AMGEN

study）16） が答えとなるかもしれない．これらの研究
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表1 静注鉄剤を投与する上での三つの思い込み

1.血液透析患者ではダイアライザー・回路内への残血により透析ごとに鉄が喪失される．

エリスロポエチン治療中においては鉄が不足してしまい，多くの場合「機能性鉄欠乏」

に陥っているので鉄剤の投与は必須である．経口では充足できないので静注鉄投与が必

須である．

2.静注鉄投与を行えば，網内系・肝臓に取り込まれ適宜鉄はtransferrinに受け渡され

て骨髄で利用される．鉄は網内系および肝細胞に存在すればほとんど傷害性はなく，肝

脾以外にはほとんど存在しないので問題ない．

3.透析患者のQOLおよび予後を改善するにはまず貧血を改善すればよい．そのために

最大限エリスロポエチン製剤と鉄剤を使用すべきだ．



の中では，健常者レベルまでヘモグロビンを上昇させ

ても心血管リスクの減少は認められず，むしろ増加さ

せたとの報告が多い．この解釈の中で，多くの研究者

はもともと心血管のリスクを有する患者でのヘモグロ

ビン上昇が問題ではないかとの立場をとっているよう

である．しかし，AMGEN studyでは，明確に「正

常ヘマトクリット群に割り当てられ死亡した患者群で

は静注鉄の投与量が多かった」ことが明記されている．

また，正常ヘマトクリット群に割り当てられながら，

目標値に達していない患者の死亡率が高いことにも注

目したい．CREATE研究，CHOIR研究では，この

点の検討が待たれるところである．

5）「三つの思い込み」の誤り

以上から考えると，「静注鉄を投与する上での三つ

の思い込み」について誤りがあることに気づかれたこ

とを期待する．すなわち，体内に存在する鉄は，必ず

しも容易に造血に利用されるわけではないが，静注投

与による鉄は造血に利用されやすい．しかし，炎症状

態では必ずしもすべてが利用されるわけではない．ま

たAMGEN studyからわかるように，十分なエリス

ロポエチン製剤と鉄剤を投与し造血を促進しようとし

ても，鉄が効率的に利用できない場合には，患者予後

を悪化させる可能性があることを意味している．むや

みに鉄剤投与を増加させて貧血の改善を図ることは，

エリスロポエチン製剤の節約にはなるかもしれないが，

危険性を有していることに警鐘を鳴らす必要がある．

4 透析患者への鉄剤投与

1） 鉄剤の投与経路

一旦生体内に投与された鉄を体内から除去する生理

的なメカニズムは存在しないため，消化管を介した吸

収の段階での調節を受ける経口投与が最も安全である

と考える．ただし腎不全患者では透析治療の如何にか

かわらず，消化管からの鉄の吸収は低下していると考

えられ，また多くの患者は消化器系の問題を有してお

り，経口鉄剤の投与は困難な場合ある．そのような場

合に限り経静脈的鉄投与が考慮されることになる．

2） 静注鉄剤の投与法

静注鉄剤を投与する場合の問題点は，「経静脈的に

投与された鉄すべてが必ずしも造血に有効に利用され

ていない」ことである．DIMES症候群のところでも

述べたように，投与された鉄は，肝脾はもとより多く

の細胞において・鉄の囲い込み・を受けており，造血

に対して必要最小量を投与することが必要となってく

る．

静注鉄剤投与の頻度に関しては，日本透析医学会ワ

ーキンググループによる「慢性血液透析患者における

腎性貧血治療のガイドライン」では，鉄欠乏状態の要

件が満たされた場合，透析毎に連続3カ月間投与また

は週1回投与を13週間続けることが提言されている17）．

酸化アルブミンを指標にした検討では，Kitamuraら

がAm SocNephrolMeeting2006において，連続

13回投与した場合には，酸化ストレスの亢進が認め

られるのに対し，週1回を13週間続けた場合には，

酸化アルブミンは次回の静注鉄を投与する時点にはほ

とんど増加が認められなかったと報告している．それ

ゆえに週当たりの投与量（頻度）も考慮する必要があ

る．また，現在本邦で通常使用されている鉄剤の用量

は40～50mgであるが，これについても腎不全患者

への使用に関しては検討の余地があると考えられる．

3） 前向き臨床試験の必要性

昨年改定された TheKidney DiseaseOutcome

QualityInitiative（K/DOQI）guidelineでは，鉄の

指標として「透析患者では血清フェリチン＞200ng/

mlかつTSAT＞20％を目標にする．……また，血清

フェリチンが500ng/mlを超えた場合静注鉄をルー

チンに使用することを推奨する根拠はない．その場合，

静注鉄を実施する決定はエリスロポエチン製剤に対す

る反応性，Hb，TSATおよび患者の状態を判断のよ

りどころとする」と記載されている18）．また，後述の

中に「最低フェリチン濃度を200ng/mlにするのは

効率よく貧血を改善させるには効果がある．しかし．

前向き研究での安全であるとの明確な根拠はない．そ

れゆえ患者ごとに十分検討のうえ投与のこと」との記

載を見逃さないようにしないといけない．ただ，この

ガイドラインより高いフェリチン値を目指す研究者も

散見されるが，それらは以下を論拠としている19～21）．

① 基礎的検討で指摘された鉄による傷害を証明で

きた臨床的研究は皆無である．

② フェリチン 1,000～2,500ng/mlにもなるヘモ

クロマトージスの患者でもほとんど有害事象を認
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めない．

③ フェリチンは炎症で上昇するから鉄過剰の指標

ではないので，より高いフェリチン値を目標にす

べきだ．

④ 血清鉄の低い群のほうが予後が悪い．静注鉄を

投与した群は予後が良い．

⑤ EPO投与量の削減により，EPOによる副作用

（高血圧・内皮障害ほか）を軽減できる．EPOの

費用に比して鉄の費用は安価で，医療費を削減で

きる．

どのような製剤の，どのような量を，どのような頻

度で投与すれば・鉄の囲い込み・を最小限に抑え患者

予後を改善するのかは明らかではない．今後は，エリ

スロポエチン製剤を中心とした腎性貧血の改善と患者

予後の研究だけではなく，鉄剤投与と患者予後を明ら

かにする前向き臨床試験が必要ではないかと提案した

い．

おわりに

腎性貧血の治療を考える上で，エリスロポエチン製

剤の使用とともに，造血に必須である鉄を骨髄に供給

することが，治療の両輪をなすことは疑いもない．透

析患者へ鉄を投与する場合に，①体内に過剰に取り込

まれた鉄を適切に体外に排出する方法がないこと，②

細胞内での過剰な鉄はFenton反応を介して酸化スト

レスを亢進させることにより細胞傷害を惹起すること，

③透析患者では細胞内に・鉄の囲い込み・をうけやす

いこと，を承知しておく必要がある．そのため，鉄剤

を投与する上での基本は，経口であり，静注鉄投与に

ついては，フェリチンなどを指標に鉄の必要性を見極

めたうえで最小限を緩徐に最短期間の投与が必要であ

る．

本稿では・囲い込み・をうけた鉄を解放して鉄の利

用度を改善する方法には言及できなかったが，今後は

・鉄の囲い込み・を改善することが透析患者の合併症抑

制という意味でも重要であると考えている．
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要 旨

高リン血症は生命予後悪化因子であることが明らか

になった．現行の血液浄化法では，リン除去は不十分

でリン低下薬（吸着薬）併用が必要である．水酸化ア

ルミニウムは使用禁忌であり，炭酸カルシウム等のカ

ルシウム製剤は血管石灰化等を惹起する可能性から大

量投与は控えられる．現在ではカルシウム製剤と塩酸

セベラマーのどちらかの単独療法か併用療法が一般的

である．非アルミ非カルシウムの炭酸ランタンの治験

が本邦でも行われており，強力なリン低下力が期待さ

れているが，安全性については進行中の結果を待つ必

要があろう．

1 はじめに

リンバランスを左右するのは尿中リン排泄であるた

め，腎機能を喪失した透析患者では高リン血症が起こ

る．高リン血症自体はそう痒感など除けば，急性の自

覚症状は比較的少なく重症感はない．しかしながら，

持続する高リン血症は二次性副甲状腺機能亢進症を惹

起し骨吸収を促進することにより，高リン血症のみな

らず高カルシウム血症も引き起こすことが知られてい

る．この結果，血清カルシウム×リン積の上昇も引き

起こし軟部組織の異所性石灰化，特に血管石灰化を来

たしうる1）．これらの病態の総和として，高リン血症

は維持透析患者の心血管疾患死のみならず，全死亡す

なわち生命予後に密接に関係することが明らかになっ

た2）．この現象は米国のみならず欧州やわが国のデー

タでも同様のことが観察報告され，普遍性を持つ現象

として認められてきている3,4）．このため維持透析患

者において高リン血症の治療は，単に骨・カルシウム・

リン代謝のコントロールのみならず臨床的に重要な課

題となってきた5）．2006年に策定された日本透析医学

会による治療ガイドラインでも，血清リン濃度は

3.5～6.0mg/dlの範囲が治療目標値の第一位と位置

づけられている6）．本稿ではリン低下薬の最新の情報

を中心に記載する．

2 臨床現場におけるリン低下薬の必要性

透析患者においては，高リン血症の一方で栄養障害

も重大な問題となっている7）．このため，蛋白制限食

とほぼ同義となるリン制限食の極端な遂行は臨床上大

きな問題となる．このため，ある程度の経口リン負荷

（≧1,000～1,200mg/日）を許容しなければならない

という条件下での対策となる．

リン低下法の基本は透析療法による体からのリン除

去である．リンは小分子であるため血液透析の場合に

は，週当たりの回数と透析時間に依存する．また

CAPD療法においては透析液交換量に加えて残腎機

能による尿中リン排泄がかなりの規定因子となってく

る．

図1はわれわれが行った実際の透析患者における透

析療法によるリン除去量の実測値である．週3回HD

で2,388～3,006mg/週，CAPD療法では残腎機能を含
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めたリン除去量は2,300±113mg/週であった8）．リン

の腸管からの再吸収はカルシウムの場合とは異なり受

動輸送による吸収が基本であり，およそ経口摂取量の

約60％が吸収される．実際のリン除去量からすると，

経口的に許されるリン摂取量はHD患者では3,000/7/

0.6≒700～750mg/日へ，CAPD患者では2,300/7/0.6

≒550mg/日となってしまう．これに見合うリン制限

は困難であり，リン吸着薬（phosphatebinder）の

使用にて腸管からのリン吸収率を低下させるのが現実

的対応となる．このためリン吸着薬の最新情報を述べ

る．

3 リン低下薬の実際

1） リン吸着薬の変遷

血液透析療法に代表される血液浄化法の進歩により，

末期腎不全患者の生命予後は著しく改善し長期生存が

可能になった．逆に1970年代後半からは長期透析合

併症の出現と克服が課題となった．このうち腎性骨異

栄養症（renalosteodystrophy;ROD）は患者のQOL

を著しく損なうため注目され，高リン血症はその治療

の最大の目標の一つとなった9）．

この頃は水酸化アルミニウムがリン吸着薬として用

いられ，リン吸着能の高さと消化器症状の副作用の無

さから汎用されていた．しかし，水酸化アルミニウム

製剤の長期使用が透析患者におけるアルミニウムの体

内蓄積を招き，アルミニウム骨症やアルミニウム脳症

というような深刻な副作用が報告され10,11），リン吸

着薬としてのアルミニウム製剤は，安全性の問題から

1992年に透析患者では禁忌となった．その後1997年

に炭酸カルシウム製剤が，高リン血症治療薬として正

式に認可され使用されているが，活性型ビタミンD

の静注製剤の臨床使用と相まって，高カルシウム血症

が高頻度に発症することになった12）．さらに副甲状腺

ホルモン過剰抑制，無形成骨や軟部組織の石灰化や血

管石灰化の問題が指摘されている13）．

2） 非アルミニウム・非カルシウム性リン低下薬

リン低下薬の一覧表を表1に示す．リン低下薬は大

きくは，リンを消化管内で吸着し腸管吸収を低下させ

ることで腸管からのリン負荷を低下させるリン吸着薬

と，腸管からのリン吸収機構に作用し直接リン吸収を

阻害するリン吸収抑制薬がある．このうちニセリトロ

ールとコレスチミドは高脂血症の薬剤として販売され

臨床応用が可能であるが，高リン血症の適応症は無い．

ニセリトロールには血小板減少症という重大な副作用

があり，最新の注意を持って医師の裁量権の範囲で用

いるべきで，広く用いられる類いの薬剤ではない14）．

コレスチミドは作用機序は塩酸セベラマーと似た薬剤

であり，臨床効果も似た薬剤である15）．剤形が塩酸セ

ベラマーの倍量を含んだ錠剤のため，投与錠数を減ら

すという観点からは一考に値する薬剤である．しかし，

高頻度に腹部膨満や便秘を生じる可能性はあり，適応

症に高リン血症は無いために積極的に使用を推奨する

には至らない．

このため安全かつ有効な非アルミニウム・非カルシ

ウム性リン吸着薬が要請され，合成ポリマーの塩酸セ
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図1 慢性維持透析患者における透析療法によるリン除去

実際の維持透析でリン除去量は，現在広く行われている週3回のHDで2,388～3,006

mg/週，CAPD療法では残腎機能を含めたトータルリン除去量は2,300±113mg/週であ

り，除去量としては不十分である．このため，約60％とされる腸管リン吸収率を抑制す

ることこそリン吸着薬の存在意義である．（文献3より引用）



ベラマーが市販され臨床経験が蓄積されつつある．海

外では大動脈の石灰化の進行を大きく遅延させる報告

がなされている16）が，本邦では便秘など消化器系副作

用による低服薬コンプライアンスなど課題も多い．こ

のため，現在では炭酸カルシウムの使用減量と塩酸セ

ベラマーの併用が基本的な使用方法となっている17）．

この際には，炭酸カルシウムの力価は塩酸セベラマー

の1.5倍にて換算できる．錠剤としては炭酸カルシウ

ム（500mg）1錠≒塩酸セベラマー（250mg）3錠と

なる18）．

3） 非アルミニウム・非カルシウム性リン吸着薬

としての炭酸ランタン

三価の希土類遷移元素ランタンは，リン酸基と強固

な難溶性化合物を生成し大きな毒性の報告もないため，

食事性リンと不溶性複合体を形成する安全で有望な非

アルミニウム非カルシウム性リン吸着薬の素材として

期待された．

英国Shire社は，塩化物より難溶性の炭酸ランタン

をリン吸着薬として検討した．invitro試験では，

pH条件に依存せずに添加リンの97％以上が除去さ

れ，水酸化アルミニウムと同等かそれ以上で，炭酸カ

ルシウムより優れたリン吸着能を示した（図 2）19）．炭

酸ランタンは水難溶性であり，腸管吸収は0.0007％

（ラット）～0.00005％（イヌ）とごくわずかで，経口

投与量の99.4％が糞中に回収された．ラットに塩化

ランタン静注後にランタン排泄量の96.9％が糞中に

回収され，ランタンの主排泄経路は胆汁とされ腎不全

患者には有利である20）．さらにアルミニウム製剤で問

題となった骨組織学的，PTHに及ぼす影響を炭酸ラ
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図2 invitroにおけるリン結合作用

invitro試験では，添加リンの97％以上（pH3およびpH5）が除去され，水酸化ア

ルミニウムと同等，炭酸カルシウムより優れたリン吸着能を示し，しかもそのリンとの結

合能はpHに依存しなかった．（文献19より引用）

表1 リン低下薬（リン吸収阻害薬）

1.リン吸着薬（phosphatebinder）

（a） アルミニウム系

●水酸化アルミニウム

（b） カルシウム系

●炭酸カルシウム

●酢酸カルシウム

●乳酸カルシウム

（c） 非アルミニウム非カルシウム系

●塩酸セベラマー

●コレスチミド

●炭酸ランタン

●鉄製剤

●Mg製剤

●キト酸製剤

●metalhydroxy-carbonates

● ジルコニウム化合物

2.リン吸収抑制剤（phosphateabsorptioninhibitor）

●ニセリトロール

●Na�Pitransporter阻害剤



ンタンでも検討され，2,000mg/kg/日までの経口投

与は，マウス・ラット・イヌでの検討で，中枢神経系

副作用，心血管系副作用などは認められず，腸管の運

動能にも影響は認められなかった21）．したがって炭酸

ランタンは，中枢性障害も無く安全性は高いものと推

察され臨床開発に持ち込まれた．

このように三価の希土類遷移元素ランタンは，カル

ボキシル基やリン酸基と強固な難溶性化合物を生成し

食事性リンとの不溶性複合体を形成するため，非アル

ミニウム非カルシウム性リン吸着薬として期待される．

塩化物より難溶性の炭酸ランタンが新規リン吸着薬と

して検討され，製剤は水なし服用できるチュアブル錠

で服薬コンプライアンス改善が期待される．

副作用は主に消化器系症状である．本剤の忍容性は

良好で特に禁忌もなく，骨蓄積性と毒性についても検

討がなされた結果，アルミニウム製剤とは異なりほぼ

問題はないようである．ランタンの腸管吸収はきわめ

て少ないが，透析患者の長期服用による蓄積の可能性

がないとは断定できない．ランタンは極少量が吸収さ

れ骨に移行するが，アルミニウムと異なり石灰化面と

静止面への沈着，あるいは骨基質への一様な分布が想

定されアルミニウムより低吸収でもあるため，毒性リ

スクは格段に小さいと考えられている．しかし主たる

排泄経路が胆汁であり，アルミニウム製剤にはない肝

毒性についても検討する必要がある．

本邦での炭酸ランタン試験は，短期のプラセボ対照・

多施設・無作為化・二重盲検・用量群間比較試験が行

われ，日本人HD患者においても高リン血症治療薬と

して有効であった．至適用量は1,500～2,250mg/日が

推奨され，750mg群でも開始用量として十分である

（図 3）22）．長期投与試験やCAPD患者における試験，

そして世界で初めての炭酸カルシウム対照の二重盲検・

多施設・無作為化・前向き比較試験が行われている．

本邦における治験の結果では，開発治験の臨床試験

でも軽微な消化器症状を除けば大きな副作用も無く，

炭酸カルシウムや塩酸セベラマーを凌ぎアルミニウム

製剤に匹敵する血清リン低下作用を示している．炭酸

ランタン（375～3,000mg/日のうち至適用量）と炭酸

カルシウム（1,500～9,000mg/日のうち至適用量）比

較では，用量調節期間1カ月を含む6カ月無作為割付

試験において，血清リン濃度のコントロールは両群と

も同様に良好な成績であったが，はるかに炭酸ランタ

ンの投与量が少なく，炭酸ランタンのリン吸着力は同

量の炭酸カルシウムより強力なことが確認された23）．

それに引き続いて行われたオープンラベルのランタン

投与試験（n＝375）では，炭酸カルシウムからの切り

替え例（n＝113）を含め良好な血清リン濃度コントロ

ールが得られ，概ね5.58mg/dlに保たれ，6カ月投
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図3 炭酸ランタンによる高リン血症治療効果

本邦における炭酸ランタン（BAY 77�1931）の血液透析患者においてプラセボ対照・

多施設・無作為化・二重盲検・用量群間比較試験のPhaseIIの結果．比較的少ない量で

明らかな血清リン濃度低下効果が明確に観察されている．（文献22より引用）



与前後のカルシウム×リン積は，本薬群（74.9±49.7

mg2/dl2）が炭酸カルシウム群（74.6±51.9mg2/dl2）

より低値を示した（図4）24）．未だ確定した結果では

ないが，本邦でも類似した結果が観察されつつあり，

炭酸ランタンの力価は炭酸カルシウムのほぼ2倍との

結果が示唆され，塩酸セベラマーの3倍の力価を有す

ると考えられ，アルミニウム製剤にも匹敵する効果が

あることが期待されている．

アルミニウム製剤で問題となった骨に対する蓄積性

と毒性について，本薬についても懸念され，多くの検

討が動物実験を始めヒトにおいてもなされている．透

析患者対象の炭酸カルシウムを対照とした1年間投与

前後の骨生検成績（炭酸ランタン（n＝41），炭酸カル

シウム（n＝43））では，本薬投与による低回転骨の発

生はなく，むしろ骨組織形態計測学的パラメータを正

常化する方向であり，アルミニウムで見られた骨への

有害作用は見られていない23）．この骨の問題は動物実

験により，ヒトでは困難な大量投与実験と骨生検特に

骨芽細胞による骨形成について詳細に検討され，少な

くとも骨芽細胞に対するパラメーターにはランタン非

投与の慢性腎障害モデルラットに比して差は見られな

いと報告されている25～27）．

しかしながら，炭酸ランタンは強力な血清リン濃度

低下作用を有し，その結果としてのPTH低下作用と

リン欠乏による二次性の骨石灰化の障害を惹起する可

能性がまったくないわけでなく，今後の臨床データの

蓄積を待ち慎重に対応していく必要があるかもしれな

い．本邦でも，この点の各臨床医の危惧は根強く，本

邦でも開発治験においても，炭酸ランタン投与前後で

の骨生検データが収集されつつある．

同様にアルミニウム製剤で問題となった中枢神経に

対する毒性についても，人における長期にわたる認知

機能を中心とした臨床研究にて，少なくとも中枢神経

に対する障害は報告されていない28）．一方，炭酸ラン

タンは腸管からの吸収率はきわめて低いが，腎機能の

廃絶した透析患者に長期服用により蓄積する可能性が

無いとは言えないであろう．この点からは腎排泄では

なく胆汁排泄物質であり，アルミニウムの際には見ら

れなかった肝臓に蓄積することによる肝毒性などにも

視野を広げ考慮していく必要があるかもしれない．た

だし，現時点では，ランタンは肝臓のライソゾームに

限局して存在し胆汁中に排泄されると報告され29,30），

炭酸ランタンの肝毒性について公表された物は無い．

4 リン低下薬の将来

これまで，リン低下薬について述べてきた．しかし

ながら，リン低下薬は単独で腎不全患者を治療するも

のではなく，血液浄化法に加え多くの骨・カルシウム・

リン関連薬剤との併用が行われる．多くの薬剤の血清

カルシウムとリン濃度，および副甲状腺ホルモン

（PTH）に対する効果を表2に示した．これらの薬剤

の作用方向性を理解して，日本透析医学会が提唱した
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図4 炭酸ランタンと炭酸カルシウムのオープンラベル比較試験成績

平均血清リン濃度は9週目には等しく，平均血清リン濃度レベルは両群間で同等であっ

た．6ヵ月後（26週目）にコントロールされた被験者の割合に有意な差は認めなかった．

炭酸ランタン群で投与初期にリン濃度低下が遅いが，これは初期用量が低用量スタート

（375mg/日）のためと考えられた．（文献24より引用）



「二次性副甲状腺機能亢進症の治療ガイドライン」6）の

目標値である，血清リン濃度：3.5～6.0mg/dlに加え

て，血清カルシウム：8.4～10.0mg/dl・intact-PTH：

60～180pg/mlを実現するよう努力するとともに，こ

れらの目標値が正しいか否かの検証もなされるべきで

あろう．

また炭酸ランタンに加え，塩酸セベラマーも第2世

代の消化管関連の副作用が軽減された類似薬の治験が

始まっているとも耳にする．今後は新規のリン低下薬

の開発動向も注目すべき分野と思われる．
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要 旨

本来の感受性菌に対しファーストチョイスとなる抗

菌薬のうち，2剤あるいは3剤以上に耐性を示す場合

に・多剤耐性・と言われる．国内で分離されるMRSA

やペニシリン耐性肺炎球菌の多くがすでに多剤耐性化

している．多剤耐性緑膿菌については感染症法上の定

義があり，リスクファクターとして，①長い入院期間，

②尿路からの分離，③抗癌薬の全身使用，④ステロイ

ドの全身投与，⑤尿路カテーテルの留置，などがあげ

られる．

はじめに

細菌は人類の想像をはるかに超えた適応力を有して

おり，抗菌薬の開発使用の歴史は，同時に新しい薬剤

耐性菌の出現の歴史となっている．優れた抗菌薬の開

発・使用により，多くの細菌感染症が治療可能となる

かと思われた．しかし，1940年代にペニシリンの臨

床使用が開始された前後には，ペニシリナーゼと呼ば

れるペニシリンを分解する酵素を産生し，ペニシリン

に耐性を示す黄色ブドウ球菌が発見されている．さら

にこのようなペニシリナーゼ産生黄色ブドウ球菌に対

して，ペニシリナーゼに安定なメチシリンが合成され

たが，その直後にはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（methicillin-resistant Staphylococcus aureus;

MRSA）の出現が報告されている．

MRSAが社会的な問題となって以来，薬剤耐性菌

に対する関心が深まっている．MRSAは，当初は文

字どおりメチシリンという合成ペニシリンに対する耐

性菌であったが，種々の抗菌薬を使用したことで多く

の薬剤に対する耐性を獲得し，現在，院内でみられる

MRSAの大部分が多剤耐性かつ高度耐性である．緑

膿菌も古くから抗菌薬に対して耐性を獲得しやすい細

菌として問題になってきた．やはり現在では多剤耐性

緑膿菌（multi-drugresistantPseudomonasaerug-

inosa;MDRP）が問題となっている．

一方でまず海外で問題となり，日本に流入してきた

耐性菌もあり，その代表がバンコマイシン耐性腸球菌

（vancomycin-resistantenterococci;VRE）である．

基質拡張型βラクタマーゼ（extended-spectrum β-

lactamase;ESBL）産生菌もその一部は海外から流

入しているが，国内に特有なタイプが報告されている．

主に院内感染の原因となる上記の四つの薬剤耐性菌

に加え，市中肺炎や耳鼻科領域感染症などの市中感染

症の重要な原因菌である肺炎球菌も急激な勢いでペニ

シリン，マクロライドに耐性を獲得して多剤耐性化し，

さらにキノロン耐性が問題となりつつある．

・多剤耐性・の定義は菌種や論文により一定とは限

らないため，異なる報告どうしの比較の際には注意を

要する．一般には本来の感受性菌に対し有効とされる

（ファーストチョイスとなる）抗菌薬のうち，2剤あ

るいは3剤以上に耐性を示す場合に・多剤耐性・と言
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われる．国内で分離されるMRSAやペニシリン耐性

肺炎球菌（penicillin-resistantStreptococcuspneu-

moniae;PRSP）の多くが実際はすでに多剤耐性化し

ている．MDRPについては後述するように感染症法

上の定義がある．また結核菌においてはリファンピシ

ンとイソニアジドに耐性の場合に多剤耐性結核

（multi-drug resistanttuberculosis;MDR-TB），

さらに特定の第二選択薬にも耐性を示すものを超多剤

耐性結核（extensivelymulti-drugresistanttuber-

culosis;XDR-TB）と呼ばれている．

1 主な薬剤耐性のメカニズム

表1に主な薬剤耐性のメカニズムと該当する主要な

呼吸器感染症の原因菌をまとめた1）．耐性のメカニズ

ムは次の三つに大別される．すなわち，①細菌が産生

する抗菌薬不活化酵素により，薬剤が分解あるいは修

飾されて不活化される，②抗菌薬の作用点の変化によ

り，本来結合すべき標的部位に薬剤が結合できない，

③細菌の外膜蛋白の変化や薬剤排出ポンプにより，抗

菌薬が菌体内部に透過できない，あるいは一旦透過し

たものが菌体外に汲み出される，などの機序である．

また，一つの細菌が複数の薬剤耐性機構を有し，多剤

耐性となることも少なくない．

抗菌薬不活化酵素の中で，ESBLは，本来ペニシリ

ンのみを分解する酵素が点変異を繰り返すことにより，

分解できる基質（抗菌薬）を拡大したβラクタマーゼ

である．ペニシリナーゼやセファロスポリナーゼおよ

びESBLなどの多くのβラクタマーゼは，セリンβ

ラクタマーゼと呼ばれる．

一方，緑膿菌などが産生するカルバペネム分解酵素

の多くは，その活性中心に亜鉛を有しメタロβラクタ

マーゼと呼ばれる．ペニシリンなどのβラクタム薬耐

性のメカニズムには，ほかにも作用点であるペニシリ

ン結合蛋白（penicillin-bindingprotein;PBP）の変

化によるものも多い．PBP2・の産生によるMRSAが

その代表であるが，最近問題となっているPRSPや，

βラクタマーゼ非産生性アンピシリン耐性（β-

lactamase-negativeampicillin-resistant;BLNAR）

インフルエンザ菌などもPBPの変化による耐性であ

る．同様に，βラクタム薬以外の耐性メカニズムにも，
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表1 主要な病原菌における薬剤耐性のメカニズム

主な耐性メカニズム 例 菌 種

薬剤不活化酵素の産

生による耐性

ペニシリナーゼ（ペニシリン分解酵素）産生による

ペニシリンの加水分解

黄色ブドウ球菌，モラクセラカタラーリス，インフ

ルエンザ菌，肺炎桿菌，緑膿菌

セファロスポリナーゼ（セファロスポリン分解酵素）

産生によるセファロスポリンの加水分解

緑膿菌

基質拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生による第

三世代セフェムの加水分解

肺炎桿菌

メタロβラクタマーゼ（カルバペネム分解酵素）産生

によるカルバペネムを含むβラクタム薬の加水分解

緑膿菌

アミノグリコシド修飾酵素産生によるアミノグリコ

シドの不活化

黄色ブドウ球菌，肺炎桿菌，緑膿菌

抗菌薬の作用点の変

化による耐性

ペニシリン結合蛋白の変化のためβラクタム薬が作

用点に結合できない

黄色ブドウ球菌（MRSA），肺炎球菌（PRSP），イ

ンフルエンザ菌（BLNAR）

リボソームの作用点のメチル化によりマクロライド

薬が結合できない

黄色ブドウ球菌，肺炎球菌

キノロン薬の標的酵素であるDNAgyraseやDNA

topoisomeraseIVの変異

黄色ブドウ球菌，肺炎球菌，緑膿菌

薬剤排出ポンプや膜

の変化による耐性

マクロライドの細胞外への排出 肺炎球菌

キノロンの細胞外への排出 黄色ブドウ球菌

テトラサイクリンの細胞外への排出 黄色ブドウ球菌，肺炎球菌，肺炎桿菌，緑膿菌

薬剤排出ポンプの活性化による多剤耐性 緑膿菌

イミペネム透過ポーリンの減少 緑膿菌

（文献1より引用）



それぞれの薬剤の作用点の変化による耐性が関与して

いるものが多い．薬剤排出ポンプによる耐性は，比較

的最近明らかとなったメカニズムで注目されている．

緑膿菌などのイミペネム耐性のメカニズムとして，イ

ミペネムの菌体への入口であるポーリンと呼ばれる外

膜蛋白の減少も重要である．

2 主要な耐性菌の国内における状況

1） PRSPその他の薬剤耐性肺炎球菌

これらは，外来患者で分離される頻度が高く，海外

でも広く問題となっている耐性菌である．現在では国

内の多くの施設で肺炎球菌の60％以上がペニシリン

耐性もしくは低感受性である．世界的に見ても日本や

韓国，香港などでは特にペニシリン耐性菌の割合が高

く，かつマクロライドにも同時に耐性を示す多剤耐性

菌が多いことが特徴的である．

われわれの検討2）では，日本全国から同一の遺伝子

パターンのものが多く分離されている．単一のクロー

ンが海を越えて複数の国へ伝播していったことが明ら

かとなっており，きわめて伝播効率の高い耐性菌と考

えられる．さらに北米や香港などではフルオロキノロ

ン耐性の肺炎球菌が急増しており，国内においても増

加傾向の施設がある．当院では明らかなフルオロキノ

ロン耐性肺炎球菌の経年的増加は見られていないが，

1998年よりレボフロキサシンに対する最小発育阻止

濃度（MIC）が8μg/ml以上の株が出現している．

2） BLNARインフルエンザ菌

アンピシリン耐性インフルエンザ菌の中で，βラク

タマーゼを産生しないものはBLNARと呼ばれ，ペ

ニシリン系抗菌薬に対する親和性が低下していると考

えられている．この数年で国内でも急激に増加傾向に

あることが報告されており，今後の注意が必要である．

当院においても 1998年以降，アンピシリン耐性

（MIC2μg/ml以上，低感受性を含む）株の増加が

見られている．

3） MRSA

MRSAが単独で呼吸器感染を起こすことはきわめ

てまれであるが，抵抗力が減弱した入院患者では注意

が必要である．入院時に感染症状を有さない呼吸器疾

患患者でMRSAの保菌状況を検討したところ3），原

発性肺癌患者の16％，良性呼吸器疾患患者の7％が

入院時にMRSAを保菌していた．さらに，ここ数年

で外来患者からもMRSAの分離率が上昇しており，

市中へのMRSAの流出が考えられ，外来おいても手

洗いの励行が重要である．

米国ではバンコマイシン耐性のMRSAが数例報告

されているが，国内では現在のところ発見されていな

い．国内ではMRSA感染症に対しては，バンコマイ

シン，テイコプラニン，アルベカシンに加え，リネゾ

リドが保険収載された．前三者がいずれも腎毒性が強

いのに対し，リネゾリドは腎機能の影響を受けないた

め腎機能低下患者でも使用しやすい．ただし，すでに

リネゾリド耐性菌も報告されており，乱用は慎まなけ

ればならない．

最近では市中獲得型MRSA（community-acquired

MRSA;CA-MRSA）が問題となりつつある．

4） カルバペネマーゼ産生緑膿菌

カルバペネム系抗菌薬はほかのβラクタム薬と比較

すると，きわめて幅広い抗菌スペクトラムと強い抗菌

力を有し，臨床において切り札的な使われ方をする抗

菌薬である．カルバペネマーゼ産生菌の多くが日本で

発見されており，海外からは日本におけるカルバペネ

ム剤の乱用がその原因として指摘されている．カルバ

ペネマーゼIMP-1を産生する緑膿菌やセラチア菌は

blaIMPと呼ばれる遺伝子を有し，国内の多くの施設か

ら分離されている4）．最近では日本以外のアジア諸国，

欧州などからもカルバペネマーゼ産生グラム陰性桿菌

の報告が増えている．北米では長らくこのタイプの耐

性菌は検出されてなかったが，最近になってIMPタ

イプのカルバペネマーゼを産生する緑膿菌がカナダで

分離された5）．

5） 薬剤排出（efflux）による多剤耐性菌

緑膿菌などの多剤耐性には，薬剤不活化酵素の産生以

外にも複数の因子が関与しているが，その本体として

薬剤排出ポンプの亢進が注目されている．

緑膿菌の薬剤排出システムは，細菌内膜に存在する

ポンプ（transporter）本体であるタンパク，外膜に

存在し抗菌薬排出チャンネルを構成するタンパク，両

者の橋渡しをするタンパクの三つのユニットにより形

成される複合体である．これまでに4種類の複合体の
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存在が明らかとなっており，それぞれで基質が異なる．

MexA-MexB-OprM， MexC-MexD-OprJ， MexE-

MexF-OprN複合体が活性化された株は，それぞれ

nalB，nfxB，nfxC変異株と呼ばれ，基質となる薬剤

の排出が亢進しこれらに耐性を示す．一つのシステム

の活性化により複数の系統の抗菌薬に対して一度に耐

性となる点が他の耐性メカニズムと比べて大きく異な

る点である．MexE-MexF-OprN複合体が活性化さ

れたnfxCではイミペネムにも耐性を示すが，これは

排出によるものではなく，同時に起こったイミペネム

透過ポーリンであるOprDの減少によるものである．

3 多剤耐性緑膿菌とはどのような菌か

現在，緑膿菌感染症に対しては，一部のセフェム系

薬（モダシンTMなど），カルバペネム系薬（メロペンTM

など），フルオロキノロン系薬（シプロキサン注TMな

ど），アミノ配糖体系薬（アミカシンなど）が使用さ

れるが，これらに耐性を示す場合，現存の抗菌薬では

治療効果が期待できない．

1999年に施行され，2003年10月に改定された「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（感染症法）」では，カルバペネム，フルオロキノ

ロン，アミノ配糖体の3系統の抗菌薬に耐性を示すも

のを多剤耐性緑膿菌（MDRP）とし，これによる感

染症を「薬剤耐性緑膿菌感染症」として5類感染症に

分類し，定点報告の対象とした．現在では検査室での

判断基準として，イミペネム，アミカシン，シプロフ

ロキサシンの3剤に耐性を示すもののみを報告の対象

としている．表2に感染症法による検査室での判断基

準を示す6）．

4 緑膿菌がMDRPに変化するメカニズム

MRSAは黄色ブドウ球菌がmecAという耐性遺伝

子を獲得したものであり，VREはvanAなどの耐性

遺伝子を獲得したものであることに対し，MDRPの

耐性メカニズムは複雑で，MRSAやVREのように

単一の耐性遺伝子で規定されていない．

緑膿菌の多剤耐性には，染色体上のAmpC型セフ

ァロスポリナーゼ，プラスミド性の各種βラクタマー

ゼやアミノ配糖体不活化酵素の産生，フルオロキノロ

ンの作用点であるDNAジャイレースやトポイソメラ

ーゼIVの変異，細胞膜の変化や薬剤排出システムの

亢進などの複数の耐性機序が関与すると考えられてい

る．プラスミド性に産生されるβラクタマーゼの中で

もIMP-1などのメタロβラクタマーゼは，カルバペ

ネム系を含むすべてのβラクタム系抗菌薬を分解する

（アザクタムTMなどのモノバクタム系は比較的安定）

酵素であり，日本に特有のものであることからも上述

のように注目されている．
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図1 長崎大学医学部・歯学部附属病院でのblaIMP遺伝子保有菌の検出状況

（文献4より引用）

表2 検査室でのMDRPの判断基準

● イミペネムのMIC・16μg/ml

● アミカシンのMIC・32μg/ml

● シプロフロキサシンのMIC・4μg/ml

（文献6より引用）



図1に当院において，IMP-1の責任遺伝子である

blaIMP保有菌がPCR法で検出された患者の病棟分布

を示す4）．これは国内外で初めてのメタロβラクタマ

ーゼ産生グラム陰性桿菌の施設内調査である．1991

年にはすでに緑膿菌が多くの病棟で検出されているが

減少傾向にあり，緑膿菌以外のブドウ糖非発酵菌が増

加傾向にある．

5 メタロβラクタマーゼ産生緑膿菌が検出される

リスクファクター

当院で行ったメタロβラクタマーゼ産生グラム陰性

桿菌の施設内調査4）をもとに，69名のメタロβラクタ

マーゼ産生緑膿菌検出患者（耐性菌群）と247名の非

メタロβラクタマーゼ産生緑膿菌検出患者（コントロ

ール群）のケースコントロールスタディを行い，メタ

ロβラクタマーゼ産生緑膿菌が検出されるリスクファ

クターについての解析を行った7）．調査の対象となっ

た69株のメタロβラクタマーゼ産生緑膿菌の76.6％

がイミペネム，ゲンタマイシン，シプロフロキサシン

で判定した場合のMDRPであり，非メタロβラクタ

マーゼ産生緑膿菌247株では4.0％がMDRPであり，

本来βラクタムに対する耐性遺伝子を持っている緑膿

菌はきわめて有意に（oddsratio72.42，95％CI

32.80～182.45）アミノ配糖体およびニューキノロンに

も同時耐性を示すMDRPであることが判明した．し

たがって本研究から得られた成績は，MDRPのリス

ク解析にも応用できると考えられる．

当初はメタロβラクタマーゼ産生緑膿菌は担癌患者

や術後患者から分離されやすいと考えていたが，ケー

スコントロールスタディの結果からは耐性菌群とコン

トロール群との間に有意差は認められなかった．その

一方，耐性菌群では，①緑膿菌が検出されるまでの入

院期間がより長い，②耐性緑膿菌は尿路から分離され

る確率が高く，一般の緑膿菌は呼吸器から検出される

確率が高い，③耐性菌群では抗癌薬の全身投与の割合

が高い，④耐性菌群ではステロイドの全身投与の割合

が高い，⑤耐性菌群では尿路カテーテルの留置率が高

い，という事実が判明し，これらが耐性緑膿菌検出の

リスクファクターであると考えられた（表3）．
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表3 blaIMP陽性緑膿菌検出患者と陰性緑膿菌検出患者のcase-controlstudyの結果のまとめ

blaIMP陽性 blaIMP陰性 Oddsratio（95％CI） P

患者数

検出までの入院期間

呼吸器からの分離

尿路からの分離

抗癌薬全身投与

ステロイド全身投与

尿路カテーテル留置

多剤耐性率

69

94.8±122.4

26.1％

39.1％

20.3％

17.4％

24.6％

76.6％

247

52.3±115.4

61.9％

9.3％

1.6％

4.9％

14.2％

4.0％

―

―

0.22（0.12～0.39）

6.26（3.28～11.95）

15.46（4.90～48.79）

4.12（1.76～9.65）

1.98（1.03～3.80）

72.42（32.80～182.45）

―

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.04

0.001

（文献7より引用）



要 旨

ノロウイルスはエンベロープを持たないため消毒や

乾燥に抵抗性のウイルスで，少量でも感染症を発症す

る，普遍的な消化管感染症ウイルスである．病院内で

の感染は，便や吐物に由来するウイルスが，手指や環

境を介して経口接種される糞口感染である．一旦患者

が発生すると，今の日本の医療では広範な環境の汚染，

手指の汚染が発生しやすく院内伝播のリスクが高まる．

感染防止には手洗いの徹底と処置時の個人防御具の着

用，よく触れる環境やトイレ，汚物処理室の消毒清掃

が重要となる．

はじめに

2006～7年の冬季は全国でノロウイルスによる胃腸

炎が流行し，医療施設における院内感染や食中毒も多

発した．本稿ではノロウイルスを中心とした消化管感

染症の院内感染対策について述べる．

1 ノロウイルスとは

ノロウイルスはカリシウイルスに属する＋ストラン

ドのRNAウイルスであり，消毒や環境抵抗性の指標

となるエンベロープを持たない．（エンベロープは寄

生した細胞由来の脂質二重膜で，エンベロープを持た

ないほうが消毒薬や厳しい環境条件での抵抗性が増す．

多くの消化管感染症を起こすウイルスはエンベロープ

を持たない．）ウイルスとしても小型であり，電子顕

微鏡像では小型球形で表面にカップ様の構造があるこ

とからカリシウイルスと呼ばれる．カリシウイルスの

うちノロウイルスと類似ウイルスであるサポウイルス

は人工的増殖が成功しておらず，このため正確な消毒

抵抗性や感染性が判明していない．また人以外でのウ

イルスの増殖も確認されていない．

ノロウイルスははじめNorwalkvirusとして報告さ

れ，電顕上の特徴から小型球形ウイルス（small

round-shapedvirus;SRSV）と称されていた．ウイ

ルスの名前が統一された2000年以前の文献では，上

記のいずれの記載もノロウイルスである可能性が高い．

2 食中毒と感染性胃腸炎

ノロウイルス感染症は秋から冬にかけての急性胃腸

炎の普遍的な病原体である．小児ではロタウイルスや

サポウイルスが多いが，成人ではこれらのウイルス感

染は稀となり，ノロウイルスによるものが多い．日本

では急性熱性疾患を「風邪」と呼ぶことも多いが，い

わゆる「お腹にくる風邪」である．培養による検出が

できないため，感染症の実態が明らかとなったのはこ

の数年であるが，かなり普遍的なウイルスである．例

年冬場にかけての流行がみられていたが，2006～7年

の冬には従来より大きな流行がみられ，また医療施設

内での伝播があちこちで認められた．

ノロウイルスは2枚貝，特にカキの食中毒として有

名であるが，ノロウイルスは2枚貝で増殖するのでは

ない．その意味で従来の食中毒とは趣を異にする．ノ
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ロウイルスは人の排便とともに排出された後，河川を

下り，プランクトンに捕食され，さらに食物連鎖にの

って，或いは水中に浮遊したまま2枚貝に取り込まれ

る．このように貝ではウイルスが濃縮されて蓄積され

る．この貝を生，または加熱が不十分なまま喫食する

とノロウイルス胃腸炎を発症する．ノロウイルス食中

毒は貝の鮮度や状態では判別できず，運が悪いと発症

するものである．したがって，生で食べることが多い

カキで発生が多い．

ノロウイルスの感染症の特徴は，ウイルスが環境中

での抵抗性が高く，乾燥や時間経過によっても感染性

が残存することと，ごく少量の病原体（100個かそれ

以下のウイルス量でよいと考えられている）で発症す

ることにある．このため，感染源（主に排便，時に吐

物など）との接触を厳重に避けること，接触後には十

分な除去を行うことが重要となる．

3 ノロウイルス胃腸炎の臨床像と対応

ウイルスを経口的に摂取してから24～48時間の潜

伏期の後に，倦怠感，嘔気，腹痛などの全身症状，腹

部症状が出現する．日常的に経験する急性胃腸炎とし

ては症状が強い部類に入る．その後，嘔吐，下痢が出

現し，1日あたり4～8回の下痢を来すとされる．約

半数の例で発熱を見る．発症から2～3日で症状は軽

快する．

高齢者や高度の免疫不全がある患者では脱水や嘔吐

物の誤嚥などにより致死的転帰をとることがあるが，

一般には数日で軽快するself-limitingな疾患である．

急性ウイルス感染症であり，有効な抗ウイルス薬は

ない．治療は対症的に行うこととなり，脱水に対して

経口的に飲水をすすめる．嘔吐などが強く摂取が困難

な場合は点滴投与も考慮する．必要に応じて制吐剤，

鎮痙剤，マイルドな止痢剤などを投与するが，強い止

痢剤（ロペラミドなど）は症状の悪化を来す可能性が

あり，感染性胃腸炎では使用しない．

4 ノロウイルスによる病院感染

1） 発生パターン

ノロウイルスが病院内で広がる発端としては急性胃

腸炎，あるいは食中毒として来院した患者から環境や

手を介して院内伝播が起こる場合と，給食調理過程で，

スタッフの手から調理食が汚染され食中毒として発生

する場合がある．カキなどの2枚貝による食中毒は，

栄養師による食材に対する注意がなされており，病院

給食で発生することは稀である．

食中毒で発生した場合も食中毒患者からの2次感染

が発生することは言うまでもない．一般に食中毒は患

者からの2次感染が発生することは想定しなくてよい

場合が多いが，ノロウイルスと病原出血性大腸菌感染

症は十分な注意が必要である．また，食中毒では感染

源となる患者が同時に多数発生，あるいは多数来院す

ることになるため，2次感染の阻止という点から非常

にリスクが高い状態となる点を銘記しておく必要があ

る．

2） 感染ルート

ノロウイルスは患者の便，吐物にウイルスが存在す

るため，感染ルートは接触感染，環境表面や器具によ

る媒介物感染が中心となる．ノロウイルスは少量でも

感染が成立することと，環境表面で比較的長時間感染

性が維持されると推定されることから，標準予防策の

破綻があると容易に感染伝播が起こる．すなわち，感

染患者のケアをしたり，患者周辺に触れた手で，手指

消毒をしないまま次の患者に接すると2次感染が起こ

る可能性がある．

乾燥に強いウイルスが少量で感染源になることは，

いろいろなケア現場で深刻な環境汚染の問題に直面す

る．たとえば，日常生活に少し介助が必要な患者が急

に嘔吐した場面を考えてみる．嘔吐が割合突然に来る

こともあり，すでにベッドや寝具に嘔吐した後か，介

助者が十分な防御具を着用する暇もなく嘔吐を介助す

ることになる．このとき，スタッフは患者の容態を第

一に介護し，場合によっては投薬や点滴などを始める

場合もあるであろう．その次に吐物を処理し，寝具や

衣類を交換し，ベッドや床などの清掃を行うという手

順になろう．このように急に処置を要する場合，スタ

ッフの衣類やエプロン，手などにはウイルスが付着し，

さらにベッド柵，ドアノブ，衣類だなの取っ手，灯り

のスイッチ・輸液ポンプ，洗面台やトイレなどに次々

とウイルスが付着していくこととなる．

また，正常に排便をする後の処理を考えても同様で

ある．排便が終わって紙で拭いた後，その手で衣類を

整え，トイレのフラッシュのノブ（スイッチ）を押し，

ドアノブを開けて室外に出て，洗面台のノブなどを開
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けてから手を洗浄することになる．トイレの中や洗面

台までは目には見えないが少量のウイルスが点々と付

着していることになる．また本人の衣類は確実に汚染

されている．

このように，このウイルスの特徴は，他の病原体に

はない厳重な感染対策を行わなければ施設内での感染

を防ぐことが困難であることを意味している．

ノロウイルスの感染経路としてはもう一つ「粉塵感

染」が報告されている．英語ではair-borneinfection

（空気感染）であるが，いわゆる空気感染では咳やく

しゃみで空気中に放出されたほこりとそれに付着した

病原体が乾燥した状態で空気中を漂い，これを吸入す

ることによって感染するのに対して，ノロウイルスの

場合は吐物や便などが乾燥し，これがほこりとして舞

い上がってこれを吸引摂取して感染するというもので

ある．

この粉塵感染は状況証拠から提唱されれているもの

であり，消化管感染症が空気感染をするのかについて

は疑問点もある．また，本来の空気感染病原体と異な

りこの感染経路は特別な状況でしか発生しない．すな

わち，ウイルスの混入した吐物などが大量に乾燥し，

それが閉鎖空間で舞うという状況で発生するとされる．

また，吐物などを処理する際に粉塵を吸入して発症す

る可能性も指摘されている．

5 感染防止策

病院感染対策の基本であり，最終的な方法は標準予

防策・経路別感染防止策の遵守である．標準予防策を

表1に，ノロウイルス対策に必要な接触感染予防策を

表2に示す．

これらの予防策が日常的に遵守できていればノロウ

イルスも含めて病院感染は発生しないか，少なくとも

拡大はしないはずであるが，現実にはなかなか困難で

ある．これらの予防策の完全実施にはほど遠いのが多

くの日本の医療現場での実情であろう．ここでは，建

前論ではなく，標準予防策の実施がまだ十分でない状

況で，ノロウイルス感染の伝播を防ぐ，あるいは発生

した場合の拡大を防ぐという観点から述べていく．こ

の観点はあくまで緊急避難であり，病院感染制御の最

終目標は標準予防策・経路別予防策の完全実施である

ことは忘れてはならない．

1） 手指消毒

標準予防策のうち，手洗い・手指消毒は経口感染で

あるノロウイルス感染防止に最も重要な手技である．

日常的に患者や患者の周辺（衣類，寝具，ベッド柵と
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表1 標準予防策（要点）

―2007年6月改訂版―

1.手指衛生（手洗い）

必要な場合;患者診察の前，血液・体液に触れた後，正常な皮膚，医療行為の部位を替

えるとき，患者の周囲のもの，手袋を脱いだ後など．

2.個人防御具（PPE）

血液・体液が付着・飛散する可能性がある場合は手袋，ガウン，マスクやフェースシー

ルドなどを適切に使用する．

3.呼吸衛生/咳のエチケット

咳やくしゃみから病原体が飛散しないように患者への啓蒙や病院での資材を配置などを

行う．

4.患者配置

患者の部屋（個室/大部屋）の決定に伝播する感染症の有無を考慮する．

5.医療機器・器具

医療器具は単回使用品，再使用品の適切な使用と洗浄・消毒を行う．

6.環境の制御（環境整備）

よく触れる環境の清掃・消毒を行う．

7.衣類・寝具と洗濯

使用済の衣類・寝具は感染源とならないよう適切に扱う．

8.安全な注射処置

注射薬を介した病原体の伝播をふせぐために単回使用包装品の推奨．

9.腰椎穿刺時の感染対策

腰椎穿刺で薬液注入の際はマスク着用．

10.従業者の安全

法に従った針刺し防止策の実施（米国の場合）．



いった周辺器材など）に触れた後は手洗い・手指消毒

の励行が必要である．後述のようにアルコールはノロ

ウイルスに対してもある程度有効であるので，日常的

には擦り込み式の速乾性手指消毒剤を使用することで

よいが，吐物や排便の処理の後，明らかにノロウイル

ス感染症が疑われる患者に接した後は流水と液体石鹸

による手洗いを行う必要がある．

2） 吐物・排便後の処理

患者の吐物や排便後の処理，おむつ交換時には手袋

とエプロンを着用して処理し，終了したらこれらを脱

いで流水と石鹸による手洗いを行う．便を介した感染，

すなわち糞口感染をする病原体には消毒や乾燥に抵抗

性があったり，少量の病原体で感染が成立するものが

多いので，吐物や排便後の処理を行った場合は患者毎

に手袋とエプロンを交換することが望ましい．これは

療養型施設などではなかなか困難であるが，少なくと

も吐物の処理後と急性の下痢など感染症が疑われる患

者の後では交換するようにする．

ノロウイルスによる嘔吐や下痢が考えられる患者で

は，吐物・便の処理には手袋，長袖のエプロン，マス

クを着用して処理に当たり，使用後は破棄（ディスポ

ーザブルのもの）するか，交換するようにする．

床などに飛散したノロウイルス患者の吐物・下痢便

の処理時には 0.1～0.5％ の次亜塩素酸ナトリウムを

浸した厚手のペーパータオルで上を覆い，飛沫が発生

しないように中央に集めてビニール袋などに入れる方

法が推奨されている．床が絨毯など布製のものであっ

た場合は，この方法だけでは十分に吐物・便が除去で

きないため，0.02～0.05％の次亜塩素酸ナトリウムを

含む水で繰り返し洗浄して除去する必要がある．排気

部分にヘパフィルターを備えた掃除機があれば吸引除

去も有効である．一般の掃除機は排気によりウイルス

を空気中に拡散させることになるので使用しない．

吐物等の処理過程では，周囲を汚染させないよう十

分な配慮が必要である．ある程度の高さから床に嘔吐

した場合には思った以上に遠くまで飛散している．処

理にあたったスタッフの履物による拡散にも注意が必

要である．処理した手袋のままでドアを開けて汚物処

理室に向かうと，ドアノブやスイッチなどを汚染して

いくことになる．汚物を入れたビニール袋の外側にも

ウイルスは付着していると思われるので，これに触れ

た手から知らず知らずに環境を汚染していくことにな

りやすい．また，車いすは床に付着している病原体を

手につけやすい医療器具として十分注意が必要である．

車いすに乗った患者が嘔吐・失禁した場合や，十分な

汚染除去が済まないうちにその上を車いすが通過した

場合は，広範囲に汚染が広がっている可能性がある．

3） トイレの環境浄化

前述のように，排便後の動作を考えた場合に，便器，

フラッシュノブ，ドアノブ，洗面台は便由来の病原体

で汚染される可能性が高い．日常的にこれらの清掃・

消毒を行う必要があるが，特にノロウイルス患者が発

生した場合はトイレは専用とし，また汚染される可能

性がある部分は0.05％次亜塩素酸ナトリウムで消毒

することが望ましい．施設内での発生時にはこの清掃・

消毒は患者専用トイレだけでなく，施設内全体で行う

ほうがよい．

4） 汚物処理室の環境浄化

汚物処理室は吐物や排泄物の破棄，使用した器具の

洗浄などが行われるため，病原体の飛散が高度で，シ

ンクや処理漕のフラッシュノブ，水道のコック，各種
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表2 接触感染予防策

1.個室に収容する

困難なら同じ病原体の患者を集めた部屋とする（cohorting）．

困難なら病原体の特徴に応じて工夫する．

2.手袋

病室に入室するときから着用．

3.ガウン

スタッフの着衣が患者に触れる可能性がある行為を行う場合，入室時から着用．

4.患者の移動制限

室外への移動は控える．

5.患者ケアの器材

患者専用とする．



スイッチなどを介して様々な病院感染の中継・拡散の

場所となってきた．ノロウイルス感染でもこの場所の

環境浄化は非常に重要である．

汚物の処理や器具の洗浄を行う場合には必ず手袋，

長袖エプロン，マスクを着用して行い，作業後は脱ぐ

ことが必要である．また，ノロウイルス感染者が発生

している状況では汚物処理室のシンク，ノブ，コック，

スイッチといったよく触れる環境表面は頻回に0.05

％次亜塩素酸ナトリウムで消毒する．金属表面はこ

のあと水かアルコール消毒剤で二度拭きすると錆が発

生しにくい．

6 ノロウイルスに対する消毒

1） アルコール消毒剤

ノロウイルスに対するアルコールの効果はやや誤解

が生じているようである．エンベロープを持たないウ

イルスであるためアルコールにはある程度抵抗性であ

るが，たんぱく変性剤であるアルコールがまったく無

効とは思われない．実際アルコールによってウイルス

量が1/100程度には減少することが報告されている．

ただ，吐物や便などには大量のウイルスが存在するた

め，この程度の効果では不十分である．これが「ノロ

ウイルスに対してアルコール消毒は十分ではない」と

言われるゆえんである．

したがってノロウイルスが付着している，あるいは

その可能性がある部位の除染には向かないが，擦り込

み式アルコール消毒剤による普段の手指消毒や，日常

的な環境浄化としてアルコールによる手すりやドアノ

ブの消毒は，ノロウイルス感染の防止には有効と考え

られる．

2） 次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウムの使用に関しても種々の誤解

があるようである．ノロウイルスは塩素系の消毒剤に

もやや抵抗性で，塩素濃度として200ppmが必要と

の報告がある．200ppmはすなわち0.02％である．

ここで注意しなければならないのは次亜塩素酸ナト

リウムという消毒剤の特徴である．次亜塩素酸ナトリ

ウムはミルトンという商品名で赤ちゃんにも安全な消

毒剤としてほ乳瓶などの消毒に広く用いられているが，

これは蛋白質に接すると酸素と食塩に分解されるから

である．これを裏返せば環境表面や吐物などに応用す

る場合，大量に用いるか，有効濃度を十分上回る濃度

のものを使用しなければ分解されてしまい，十分な効

果が得られないということになる．この点を考慮して

米国CDCでは吐物などの処理に用いる次亜塩素酸ナ

トリウムの濃度は0.1～0.5％を推奨している．これ

を超える濃度はもちろん有効であるが，使用するスタ

ッフへの毒性（つんとする匂いは塩素ガスである）を

考えると推奨されない．環境表面のふき取り消毒では

表面の劣化・錆の発生も考慮しなければならないが

0.05％を使用すべきで，必要に応じて水やアルコール

による二度拭きを行う．十分な液量を使用することが

できる場合（食材の洗浄やまな板などを流す場合）は

0.02％を用いることができる．

環境消毒に用いる次亜塩素酸ナトリウムは必ずしも

医療用でなくても構わない．しかし次亜塩素酸ナトリ

ウムは経時的に濃度が低下し，初期濃度の半分以下に

なることがあるので，長期にわたって保存したものは

不適当であり，また使用にあたっては濃度低下を見込

んだ希釈をする必要がある．希釈した状態で保存して

はならない．市販されている台所・洗濯用塩素系漂白

剤は5～6％の次亜塩素酸ナトリウムを含有するので，

吐物などの処理時には10～20倍希釈で用いるとよい．

7 ノロウイルス感染患者発生時の対応

患者発生時の対応を以下にまとめた．チェック表

（表3）も参照願いたい．

1） 患者の隔離・コホーティング

ノロウイルス感染が判明したら患者は個室に収容す

るか，発症者を同じ部屋に集めるコホーティングを行

う．感染者と濃厚な接触があり発症するリスクが高い

患者も，できれば潜伏期間（平均2日）の2倍の期間，

別室でコホーティングを行うことが望ましい．

2） トイレ・洗面所の専用化

感染者が使用するトイレや洗面台は専用とし，ほか

の患者と共用しないほうがよい．

3） 手洗い・個人防御具着用の励行

感染者と接する場合はその前後に手洗いを励行し，

吐物や排泄物の処理時には手袋，長袖のエプロン，マ

スクといった個人防御具を着用する．このことは，患
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者や患者の付き添い，見舞客に対しても励行するよう

指導する必要がある．

4） 環境浄化の励行

患者周囲のよく触れる場所は1日1回以上（頻回に

行うことがのぞましい），次亜塩素酸ナトリウムによ

る清掃を行う．

結 語

2006～7年の冬季に大きな流行があったことから，

この冬の大流行の可能性は低いが，昨冬の経験を生か

し，今後の病院感染防止に務める必要がある．
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表3 ノロウイルス感染症発生時の対応チェックリスト

□ 個室に収容し，接触感染対策を開始

□ ノロウイルス患者を同室に集める

□ 患者専用のトイレを確保する

□ 患者専用の手洗いを確保する

□ 医療器具（血圧計，聴診器など）は専用とする

□ 手洗いを励行する

□ 手洗い励行のためのポスター掲示

□ 手洗いの必要についてのスタッフ教育

□ 手洗い場の改善

□ 水道栓は自動式か足踏み・キック式，肘で操作できる長いレバー式にする

□ 手洗い石鹸は液体石鹸にする

□ ペーパータオルを用意する

□ 個人防御具の配置

□ 手袋

□ サージカルマスク

□ 長袖エプロンまたはガウン（一回使い捨て又は使用毎に洗濯）

□ 患者周囲（手すり，ドアノブ，明かりのスイッチ，車いすなど）を1日1回以

上次亜塩素酸ナトリウム希釈液（0.05％）で清掃

□ トイレ・汚物処理室の清掃強化

□ 職員教育

□ 手洗いと標準予防策

□ 個人防御具の使い方

□ 吐物・失禁時の汚物処理のしかた

□ 患者・付き添い者教育

□ 手洗いの励行

□ トイレや手洗い場の汚染防止



要 旨

C型肝炎ウイルス感染に対するインターフェロン治

療の進歩により，多くの症例でウイルス駆逐が可能と

なってきた現在，C型肝炎ウイルス感染血液透析症例

への治療方策確立が求められてきている．わが国で開

発されたβインターフェロンは静脈投与可能であり，

また安全性が高いことから，透析症例に対して有用な

治療戦略となる．治療適応については，さらなる検討

が必要ではあるが，自験症例でβインターフェロンが

有用であることから，ウイルス駆逐が期待できる症例

については，積極的に治療を考慮すべきある．また，

病態の把握に有用な，著者らが行っている経静脈的肝

生検についても紹介した．

はじめに

予防医学の発達により，わが国のウイルス肝炎発症

頻度は劇的に改善している．従来，高頻度であったB

型肝炎ウイルスの母子感染はワクチン接種によりほぼ

ゼロとなり，ウィンドウ期の問題はあるが，輸血後C

型肝炎もほぼ制圧されている．しかし，中高年以降で

の既感染者は，治療の努力にもかかわらず高率であり，

肝障害の進展した肝硬変，およびその合併症として重

要な肝細胞癌は増加，男女とも重要な死亡原因となっ

ている1）．

透析治療法の進歩も目覚しく，透析開始後20年以

上の長期透析は日常化しており，透析症例の高齢化も

臨床的問題となってきている．高齢化透析症例の多く

は，C型肝炎ウイルスが発見される以前に透析導入さ

れた症例であり，加えて，エリスロポエチンの治療導

入以前に輸血が透析維持に必要であったこともあり，

C型肝炎罹患率は同年代に比し明らかに高率である．

多くのC型肝炎ウイルス感染自然死の検討により，

C型肝炎ウイルス感染は，感染が成立すると70％は

慢性化し，20年から30年の経過を経て慢性肝炎から

肝硬変へと至ることが明らかにされている．興味ある

ことに，肝硬変に至る自然経過は20年から30年とさ

れているにもかかわらず，多くの症例は60歳以降に

肝硬変に至っているという事実があり，この要因とし

て，ある年代を過ぎてからの進展は，若年時に比し急

速であることが指摘されている．

肝硬変へと至ったC型肝炎はほぼ年率7％で肝細

胞癌を発症することが報告されており2），しかも，肝

細胞癌合併症例の予後は非合併症例に比し明らかに不

良である．事実，肝硬変症例の死因を検討すると，か

つて三大死因とされた肝不全，食道静脈瘤破裂，肝細

胞癌のうち，肝不全，食道静脈瘤による死亡は明らか

に低下し，C型肝硬変の予後は肝細胞癌が規定すると

もいえる．したがって，肝硬変への進展，肝細胞癌発

症の阻止が，C型肝炎治療においては最も重要となる．

C型肝炎ウイルス感染者が中高年に多いというわが

国においては，対象が癌年齢であることもあり，その

対策が重要であり，国をあげての診断・治療施策がと

られてきている．当初その効果が満足すべきではなか
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ったインターフェロン治療も，インターフェロンの血

中濃度が長期に維持可能となったポリエチレングリコ

ール化インターフェロン，およびインターフェロンの

C型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス効果を増強する

リバビリンの臨床応用が可能となり，C型肝炎駆逐率

は60％以上となっている．

こうした状況を踏まえて，透析治療を余儀なくされ

ている慢性腎不全症例という原疾患を有すC型肝炎

症例についても，C型肝炎に対する治療方策を明確に

することが求められている．特に，わが国では優秀な

透析技術の恩恵と腎移植数の低迷により，透析期間が

長期にわたる症例が多いことが問題である．良好な透

析期間が長期化すれば，その期間はC型肝炎ウイル

ス感染による病態進展，ことに肝硬変への進展を容易

に許容する期間となり，症例の予後はむしろC型肝

炎が握るという状態が生じるからである．

肝細胞癌が出現すれば予後不良となることは言うま

でもないが，肝硬変に至った場合でも，水・電解質，

さらには蛋白代謝など，透析困難を生じる多くの要因

が出現することは明らかであり，透析症例に対するC

型肝炎の対応確立は急務であるといえる．表13）にC

型肝炎ウイルスが感染した場合の透析症例の相対危険

度を示した．表で容易に理解できるように，C型肝炎

ウイルス感染のみの相対危険度はそう高くないように

みえるが，1年生存率での危険度であることに留意す

ると，重要な危険因子であることが理解できる．

本稿では，C型肝炎ウイルス感染透析症例の診断と

治療について，著者らの経験を中心に概説する．

1 C型肝炎ウイルス感染透析症例の診断と問題点

C型肝炎の診断は通常血清抗体でなされる．抗体で

あるので，感染初期には陰性となるため，輸血用血液

の診断としては完全とはいえないが，慢性感染者では

現在汎用されている測定法では99％以上の感染が捕

捉される．しかし，長期透析症例では，稀ではあるが，

免疫状態の変化により，抗体産生が低下している場合

があり，感染が成立しているにもかかわらずC型肝

炎抗体が陰性を示す場合があることに留意する必要が

ある4）（表2）．抗体陰性であっても，血清ALTの上

昇や，過去の輸血歴，腹部超音波所見から肝障害が疑

われる場合にはHCV-RNA定性試験を行う必要があ

る．

一般に，C型肝炎は無症状であり，臨床例の半数以

上はなんら症状が無く，健康診断あるいは他疾患の際，

施行された血液検査の異常により発見される．透析症

例でも同様であるが，腎不全症例では，血清ALT，

AST値が病態により低値を示し，C型肝炎に罹患し

ていても多くが基準値以内を示すという問題がある．

C型肝炎ウイルス陽性と陰性の透析症例を比較した検

討では，25単位以上を示す症例は明らかにC型肝炎

ウイルス罹患群に多いということも報告されている5）

（図1）．また，基準値で判定するのではなく，基準値
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表1 血液透析症例の1年生存率における相対危険度

相対危険度 95％confidence
interval P-value

HCV-RNA（－）

HCV-Ab（－）
1.000

HCV-RNA（－）

HCV-Ab（＋）
1.366 1.154～1.616 0.0003

HCV-RNA（＋）

HCV-Ab（＋）
1.202 1.007～1.431 0.041

HCC（－）

LC（－）
1.000

HCC（－）

LC（＋）
2.892 2.303～3.632 0.0001

HCC（＋）

LC（－）
4.868 2.664～8.8897 0.0001

HCC（＋）

LC（＋）
62.07 36.22～106.4 0.0001

（文献3より引用）



で実測値を除し，その値が0.5以上であれば一応肝障

害の存在の可能性を考慮すべきとの報告もなされてい

る6）（表3）．したがって，透析症例のC型肝炎感染

の診断は，通常の一般健康診断でのガイドラインとは

明確に異なることに十分に留意する必要がある．

C型肝炎ウイルス感染の診断がついたら，ついでそ

の病期，病態を把握することが必要となる．慢性の肝

炎症に伴い生じる脾腫などにより，線維化の進展があ

れば血小板の低下が認められ，病期の判断に有用であ

る．また，IV型コラーゲン，ヒアルロン酸なども参

考になる．しかし，長期透析症例では，透析自体によ

る変動もあることを十分勘案する必要がある．腹部超

音波検査は，肝の変形，肝内エコーの不均一，肝門部

リンパ節の腫大などから，慢性肝疾患の存在を知るこ

とが可能である．

C型肝炎の進展は，肝の炎症所見の程度で規定され

るが，この状態を端的に表すのは血清ALTである，

ALTは病態進展の指標として有用で，ALTが高値で

あれば進展は速やかで，低値であれば進行は緩徐とな

る．したがって，ALT，ASTが基準値以内なら，進

展速度は限りなくゼロに近いことになる．しかし，前

述のように慢性腎不全症例では，血清ALT，ASTの

測定値は低値を示すので，この重要な事実を単純には

当てはめられない．治療適応を明確にするためには，

肝生検が最も良い方法となる．事実，血清ALTが正

常を持続したC型肝炎ウイルス感染透析症例の肝生

検では線維化や炎症が認められ，確実な病態診断には

生検が重要であることを示す報告がある7）．

慢性透析症例は定期的に抗凝固薬を使用し，また貧

血もあることから，肝生検が病態把握に最も適切な手

技であっても，その施行は躊躇われる場合が多い．著

者らはこの点を勘案し，経静脈的肝臓カテーテルを利
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図1 HCV感染者と非感染者透析症例の血清ALTと血小板数

血清ALT値はともに基準値以下であるが，HCV感染者の方が高値である．

血小板は逆に感染者が低値である．

（文献4より引用）

表3 透析症例†1における血清ALT

実測値/正常上限
（n＝217）

ALT/ULN†2

HCV抗体陽性者

HCV-RNA陽性者

HCV抗体陰性者

HCV-RNA陰性者

0.77±0.57

0.81±0.57

0.38±0.23

0.37±0.23

†1 平均年齢：51.2歳 60％男性
HCV抗体陽性者：18（8.3％）
HCV-RNA陽性者：17（7.8％）

†2 HCV抗体陽性者，HCV-RNA
陽性者は比が0.5以上を呈す．

表2 透析症例におけるC型肝炎ウイルスマーカー

ウイルスマーカー 症例数 陽性率（％）

HCVAb（＋），HCV-RNA（＋）

HCVAb（＋），HCV-RNA（－）

HCVAb（－），HCV-RNA（＋）

HCVAb（－），HCV-RNA（－）

65

21

2

433

12.5

4.0

0.4

83.1

（文献4より引用）



用した肝生検を施行している．この手技では外頚静脈

から肝内肝静脈にカテーテルを挿入，肝静脈を介して

肝生検を行うため，血液を体外に漏出させること無し

に生検が可能である．当然，入院での検査になるが，

著者らは，治療目的も兼ねて入院することとしている．

2 C型肝炎の治療

表4に過去に報告されている透析症例に対するイン

ターフェロン単独療法での成績のまとめを示した．表

で明らかなように，現在使用されているインターフェ

ロン量に比し低容量の治療がほとんどであり，ウイル

スの遺伝子型が不明であるが，ウイルス駆逐率は非透

析者の同時代の治療成績に勝るとも劣らない．しかし，

非透析者に比し治療中断が多いことも事実である．投

与期間は，経験的にはなるが非透析者と同様に48週

が妥当であることが示唆される．欧米の報告はすべて

αインターフェロン製剤での治療であるが，α製剤は

筋注あるいは皮下中の投与であり，「うつ」などの合

併症が多いとされている．わが国で開発されたβイン

ターフェロンは静注製剤であり，「うつ」の合併は少

なく，病態から勘案して「うつ」が心配される慢性透

析症例にとっては，α製剤に比し明らかに有利である．

しかも，著者らはβインターフェロンを透析回路内に

投与してもその効果には変化が無いことを確認してい

る（投稿中）．

インターフェロンは投与後発熱，倦怠感など種々の

初期副作用を呈すが，透析開始後速やかにインターフ

ェロンを投与すれば，透析時間内に多くの副作用は対

応可能であり，副作用対策としても有用である．現在

までにこのβインターフェロン（βモチダ600万単位，

あるいは300万単位）を用いた6カ月以上の治療を行

い良好な成績が得られている．図2に自験例を示す．

透析症例のインターフェロン治療として，一定の地位

を占めるものと考えている．

C型肝炎ウイルスには遺伝子多型が存在し，わが国

の症例の多くは遺伝子型1b型である．この1b型は

厄介なことにほかの遺伝子型2a，2b型に比し，イン

ターフェロン治療抵抗性が強いという事実がある．当

初わが国で，インターフェロン単独治療が保険収載に

なった時の治療成績がきわめて悪かったのはこれが原

因である．その後，リバビリン内服，長期作動型のポ

リエチレングリコール化インターフェロン製剤（Peg

化インターフェロン）の併用により，治療効果は格段

に良好となり，現在では治療症例の60％以上でウイ

ルス駆逐が得られている．透析症例でもわが国の非透

析症例と同様に遺伝子型1b型が多く，治療が奏功し

ない症例が少なくないと考えられる．

透析症例に対するPeg化インターフェロンの効果に

ついてはいまだ明らかではなく，その有用性は表 58）

に示す米国のガイドラインでも明らかではないとされ
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表4 透析症例に対するIFN単独治療の報告

報告者 年 症例数 IFN 投与量
（MU/W）

期間
（W）

SVR
（％）

脱落率
（％）

Koenig

Okuda

Pol

Raptopoulou

Chan

Femandez

Izopet

Rodrigues

Benci

Uchihara

Compistol

Huraib

Tokumoto

Casanovas

Epinosa

Dgos

Hanrotel

1994

1995

1995

1995

1997

1997

1997

1997

1998

1998

1999

1999

1999

2001

2001

2001

2001

37

15

19

19

11

14

23

7

10

9

19

17

6

29

13

37

12

α

α-2a

α-2b

α-2b

α-2b

α-2b

α-2b

α-2b

α-nl

α-2b

α-2b

α-2b

α-nl

α-nl

α-2b

α-2b

α-2b

5

6～3

3

3

3

1.5～3

3

3

1

3or6

3

3

5or6

3～1.5

3

3

3

16

24

24

24

24

24

24or48

24

48

24

24

48

24

48

48

48

48

32

53

20

63

27

14

52

14

20

33

42

71

50

59

46

19

33

38

33

5

32

0

21

13

14

10

33

53

NR

NR

28

23

51

8

（文献7より）



ている．また，Peg化インターフェロンが使用困難な

症例では，安全性が優れているβインターフェロンを

使用すべきとしている報告もある9）．自験症例では，

症例数はすくないものの，腎排泄の少ない高分子量

Peg化インターフェロン（Pegasys，中外）の使用は

可能で，有効性もあることが確認されている（未発表）

しこの事実を支持する報告もある10）．

その併用によりインターフェロン効果を飛躍的に上

昇したリバビリンは，血清蛋白には結合せず，赤血球

に蓄積するという特異な薬物動態を示し，副作用とし

て貧血が大きな問題となる．このため，リバビリンの

併用は慢性腎不全，透析症例では用いるべきでないと

されている．

遺伝子型1b以外では前述のβインターフェロン投

与で十分な効果が期待できるので，こうした症例では

積極的に治療を行うべきである．しかし遺伝子型1b

症例では，βインターフェロン単独では治療効果が十

分でない症例も存在することも事実である．著者らは，

当初βインターフェロンで投与開始，C型肝炎ウイル

スの低下を観察し，Peg化インターフェロンに切り替

えることも行っている．この際，皮下，筋注になるの

で出血，血腫形成などには十分留意することは言うま

でもない．しかし，要因は明らかではないが，インタ

ーフェロン単独治療による透析症例の有効率は比較的

良好であるので，副作用を勘案して，βインターフェ

ロンをまず第一に考慮することは妥当であろう．

インターフェロンの治療効果の判定は治療開始後の

血中C型肝炎ウイルスの減少率により判定する．12

週以内に血清HCV-RNAが陰性化すれば，完全駆逐

が期待でき，それより早期に陰性化すれば，完全駆逐

の確率はさらに高まる．血清HCV-RNAが陰性化し

ても肝細胞内にはC型肝炎ウイルスが存在するので，

投与期間は6カ月以上，通常は1年であるが，インタ

ーフェロン効果が得られやすい1b型以外では，6カ

月以内の治療でも十分の場合がある．しかし，多くの

症例は遺伝子型1bであることが多いので，1年投与

が標準で，有効な併用薬であるリバビリン使用が困難

な透析症例ではさらに長期の投与も必要である．βイ

ンターフェロンについては4年までの治療が安全と報

告されている11）．

インターフェロン投与中は，すでに多くの報告があ

るように，多くの副作用が出現する．糖尿病悪化，甲

状腺機能異常，間質性肺炎などについては十分な配慮

をすべきであるが，糖尿病，甲状腺機能異常について

は，それぞれの疾患に対する治療を加えることにより

対応可能である．貧血に関しては，米国のガイドライ
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図2 自験症例におけるβインターフェロン療法著効症例

37歳，男性．ウイルス遺伝子系型は1b型であったが，血清HCV-RNA量は20KIU/L

と低く，βインターフェロン300万単位2週間連続投与後週3回透析時の投与にてウイル

ス駆逐が得られている．大きな副作用は見られていない．

表5 米国肝臓学会のC型肝炎治療に関するコンセンサス

（腎障害症例について）

1.腎障害，もしくは終末腎障害が合併していても治療が望ま

しい．

HCV感染者はIFNで治療しうる．

2.透析中の場合は経過観察しながら135μg/W IFNα-2aを

考慮するが，Peg-IFN単独治療の科学的根拠は未だ示されて

いない．

3.腎不全症例にはリバビリンを投与すべきではない．

4.成長因子は使用可能である．

（文献8より）



ンの記載にもあるように，エリスロポエチン製剤を積

極的に使用することが必要である．

なお，将来，腎移植を希望する症例においてはC型

肝炎の治療は重要である．HCV遺伝子型が1b型で，

血清HCV-RNAが高値を示す場合には，前述のβイ

ンターフェロン単独での治療奏功は望みがたい．その

使用が禁忌となっているリバビリンではあるが，1/2

量以下での投与は可能であり，Peg化インターフェロ

ンとの併用により，高い抗ウイルス効果が得られるこ

とを著者らは経験していることを付記する．ただし，

エリスロポエチン製剤の積極的使用は不可欠であり，

あくまでも例外的対応であることを留意することが重

要である．

インターフェロン治療適応の年齢についても透析症

例では考慮が必要である．非透析症例では65歳まで

は治療適応が十分あり，個人の健康状態によっては

70歳までも治療は十分可能である．透析症例では，

原疾患とその合併症の状態を十分勘案し，少なくても

60歳までは治療適応が十分あるとすべきであるし，

状態によっては65歳までも治療は可能である．

おわりに

透析症例におけるC型肝炎の診断と治療について

著者らの経験をもとに概説した．透析治療は確立され

た安全な治療法であり，その予後は劇的に改善してい

る．長期予後が得られた結果として，C型肝炎の自然

死がその期間の中に包含されることとなり，C型肝炎

に対する対応が必要となってきている．事実，C型肝

炎感染が存在すれば，その症例の1年生存率に対する

相対危険度が増加することが報告されている．興味あ

ることに，インターフェロン単独治療でも透析者の治

療効果は不良ではなく，わが国独自のβインターフェ

ロン製剤を静注で用いることにより，比較的安全にウ

イルス駆逐を目指した治療が可能であることが明らか

になってきている．今後は治療抵抗性症例に対するよ

り強力な治療をいかに安全に行うかが課題である．
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要 旨

ヒトゲノム解析終了が宣言され，遺伝子情報や蛋白

質構造を利用し，効率的に医薬品を開発できる時代を

迎えた．これまでの新薬開発は化学構造を少しずつ変

化させた誘導体を有機化学で多数合成し，vitroや動

物実験で薬効確認するという地道な手法で探索されて

きた．一方，ゲノム創薬では，蛋白構造や作用メカニ

ズムに基づき，新薬候補物質を効率よく探索できる可

能性がある．腎臓病ゲノム創薬の一端を紹介したい．

はじめに

医科学分野における基礎研究成果の臨床応用は，

「トランスレーショナルリサーチ」あるいは「from

benchtobedside」として近年重要視されている．バ

イオテクノロジーが目覚ましい勢いで進歩し，医科学

への応用が進んだ今日でさえ，すべての医療分野が恩

恵を受けている訳ではない．製薬企業の重点研究分野

は種々条件（基礎研究基盤の充溢度，市場，リスクな

ど）により限定される．すなわち，製薬企業が取り組

んでいる「創薬」の領域は限られている．

同じようなスタチン系高脂血症治療薬や降圧薬が数

多くの製薬企業から次々と販売されているにもかかわ

らず，オーファンや製薬企業が取り組まないが社会的

に重要な疾患群（例えば腎臓病），またはunmetmedi-

calneed（まったく薬のない分野か，あってもなお不

十分）である領域の創薬は思うように進んでいない．

これら領域で自らトランスレーショナルリサーチを進

めていくことは，患者に少しでも良い医療を還元した

いと希望する臨床医の責務の一つとも考えられる．筆

者は，治療薬のオプションがきわめて少ない腎臓病に

おけるトランスレーショナルリサーチに取り組んで来

たので，本総説で一つのモデルとして紹介したい．

1 腎臓病治療薬の現状

日本の透析患者数は，世界第2位であり（人口当た

りでみると世界1位），世界の透析患者の約5分の1

が日本にいる．一方，日本の腎移植数は欧米に比べ圧

倒的に少なく増加は期待できない．日本の高齢化に伴

い透析患者も増々長期化・高齢化してきた．驚くべき

ことに，透析の予備軍である慢性腎臓病患者は予想以

上に多いことが日本腎臓学会の調査で明らかとなった．

2006年の日本腎臓学会慢性腎臓病対策委員会からの

報告によると，日本におけるGFRが60ml/min以下

の推計数（20歳以上）は約1,926万人であり，人口の

18.7％に至る．増加する腎臓病の背景には，高齢化

に伴う高血圧（腎硬化症），糖尿病（糖尿病性腎症），

肥満などのメタボリック症候群の増加が指摘されてい

る．

一方，腎臓病治療薬は少なく，治療のオプションは

限られている．さらに，現在腎臓病の治療薬として用

いられている薬剤は，すべて元来腎臓病治療薬として

開発された薬ではない．例えば，一部の降圧薬，ステ

ロイド・免疫抑制薬などは，臨床的経験から評価され

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007222

［臨床と研究］

腎臓病に対する創薬の展望

宮田敏男

東海大学医学部 腎・代謝内科学

keywords：腎保護，ゲノム創薬，メグシン，PAI-1，慢性虚血

A newfieldofclinical-orientedresearchtowardthedevelopmentofnovelrenalmedicines

DepartmentofNephrology,HypertensionandMetabolism,TokaiUniversitySchoolofMedicine

ToshioMiyata



てきたものである．腎臓病薬は薬効の適応拡大の過程

で展開された薬がほとんどであり，保険上の適応も認

可されていなくても臨床的に使われている薬剤も多く

ある．確かに，一部の降圧薬（アンジオテンシン受容

体拮抗薬やアンジオテンシン変換酵素阻害薬など）の

腎保護が大規模臨床試験で証明されたが，これら降圧

薬単剤での透析導入先送り効果は高々数年であり，ま

だまだ充分とは言い難い（RENAALスタディー後の

医療経済的解析結果から）．

バイオテクノロジーが目覚ましい勢いで進歩し，医

科学への応用が進んだ今日でさえ，腎臓医の治療オプ

ションは潤沢とは言えない．今後，腎臓病の進展を抑

制する新規治療薬を見出し，少しでも透析導入を先送

りできるような治療のオプションを広げることが急務

と考えられる．

2 腎臓病治療薬開発の問題点

日本の高度経済成長の陰りと共に，腎不全末期医療

（透析医療）を支えてきた国の医療財政基盤が不安定

になるにつれ，根本的治療である腎臓病治療薬の開発

の必要性が認識されてきた．しかし，残念ながら，重

点開発研究領域として腎臓病を掲げている製薬企業は

まだまだ少ない．治験の段階の新規腎臓病薬も皆無に

等しい．このままでは，私たちの10年後は少なくと

も現行使用薬のエビデンスは出るかもしれないが，新

たな治療薬のオプションは広がらない可能性が高い．

同じようなスタチン系高脂血症治療薬や降圧薬が数多

くの製薬企業から次々と販売されているにもかかわら

ず，腎臓病治療薬開発へのモチベーションは相変わら

ず低い．腎臓病は循環器疾患・糖尿病の分野と違い，

待っていても「良いくすり」は出ないようである．

この理由は，市場が小さいためではない．実際，1

年間の医療費全体で比較すると，巨大市場といわれて

いる糖尿病，高血圧疾患，虚血性心疾患に比較し，腎

不全医療費はまったく引けを取らない．それではなぜ，

腎疾患治療薬を開発目標として掲げている製薬企業は

少ないのか．これは，創薬の標的分子などの情報が得

られていないこと，リード化合物の成功モデルが存在

しないこと，すなわち創薬のための研究基盤が不十分

であり，製薬企業のモチベーションを高められないこ

とが強い原因である．さらに，臨床試験の長期化やエ

ンドポイントの設定が難しいなど，臨床薬効評価上の

ハードルがきわめて高いことなども製薬企業の開発を

躊躇させる一因となっている．医薬品の開発投資は売

上の10～20％の巨額投資を必要とする激烈な競争で

あり，基礎研究から速やかに開発製品へのプロセスが

うまくいっても通常 10年，200～300億円のコストを

要する特殊なビジネスである．従来，医薬品開発は多

大な予算と人力を投じて一部の製薬企業で行われてき

た．

このような腎臓病医療の現状と創薬事情を考慮する

と，腎疾患研究に従事しているわれわれ研究者が積極

的に創薬のための研究基盤の構築に関与し，この創薬

パラダイムを変革しない限り，この分野での画期的新

薬の開発は望むべくもない．逆に言えば，これら困難

に果敢に挑戦し創薬の可能性を示すことができれば，

製薬企業の創薬リスクがヘッジされ，大きな市場を背

景にこの遅れた分野の創薬開発が一気に加速されるこ

とが期待できる．腎臓病治療薬開発のモチベーション

を高めることは，患者に少しでも良い医療を還元した

いと希望する腎臓医の責務の一つかもしれない．

3 ゲノム創薬の時代を迎えて

2000年6月にヒトゲノム解析終了が宣言され，医

薬品開発は「ゲノム創薬」（遺伝子の塩基配列情報や

機能蛋白質の解析の成果を利用することで効率的に医

薬品を開発する手法）の時代を迎えた．これまでの新

薬開発は，ハイスループット・ランダムスクリーニン

グなど・偶然・に見いだされた薬剤の種（ヒット化合

物）の化学構造を，少しずつ変化させた誘導体化合物

を実践的有機化学で多数合成し，試験管内や動物実験

で効果を確認するという地道な手法を繰り返すことで

探索されてきた（トラディショナルな創薬アプローチ）．

一方，ゲノム創薬では，遺伝子から翻訳された蛋白

の構造や作用メカニズムに基づき，有効性があり，副

作用の少ない新薬候補物質をロジカルに，効率よく探

索できる可能性がある．X線解析結果を基に，1～2

オングストローム（0.1～0.2nm）の精度で蛋白の構

造（原子の位置）を決定し，蛋白（内の溝やポケット）

と結合する候補化合物を，バーチャル化合物ライブラ

リーからコンピューターを用いて予測する創薬アプロ

ーチ（structurebaseddrugdesign;SBDD）などが

一つの例である．最新のテクノロジーに裏付けられた

遺伝子解析に引き続くポストゲノム研究から，治療薬
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開発が遅れた医療分野に有用なヒト遺伝子・蛋白情報

が得られ，創薬が一気に加速されることが期待された．

残念ながらゲノム創薬に対する大きな期待とは裏腹

に，まだ思うような成果があげられていないのが現状

であろう．当初は，創薬の上で効率的と考えられたが，

実際に必要な研究開発費は増大している．米国では過

去10年で，新薬開発に必要な費用は4倍に増えた．

一方，製薬企業から開発された新薬の数は変わらなか

ったとの報告もある．やはり「創薬」には，泥臭い地

道な努力と多大な時間が必要なのかもしれない．ただ

し，トラディショナルなストラテジーではアプローチ

が難しい創薬分野も未だに多く（腎臓病もその一例），

ゲノム創薬に真摯に取り組んでいる研究者も少なから

ずいる．

以下にわれわれの腎臓病ゲノム創薬に対する試みの

一端を紹介したい．

4 megsinポストゲノム研究とmegsin阻害薬

われわれの教室では，腎臓に存在する細胞に特異的

に発現する新規な機能遺伝子群を同定し，この中から

ゲノム創薬につながる有用な標的分子を明らかにし，

創薬につながるリード化合物を探索するための基盤研

究を行ってきた．さらに，これら機能遺伝子の改変に

基づき，ヒト腎炎ときわめて類似の病態を呈する自然

発症腎炎モデルの作製に取り組み，治療薬評価系とし

て有用な腎臓病モデルの確立に取り組んできた．

これまでに，メサンギウム細胞抗原としてThy-1

が唯一報告されたが，Thy-1はラットにのみ発現し

ており，ヒトおよびマウスには発現が認められない1）．

さらに，メサンギウム特異的ではない（ラットでは胸

腺にも発現）．一部のアメリカのベンチャー企業，大

手製薬メーカーがメサンギウム細胞機能遺伝子の同定

をめざして研究を開始したと報告されたが，具体的な

報告は無く，依然不明のままであった．われわれはヒ

トメサンギウム細胞のトランスクリプトームを行った

結果，世界に先駆けヒトメサンギウム細胞の全発現遺

伝子の定量的・質的プロファイルを完了させ2），

megsinをはじめとしていくつかの新規メサンギウム

細胞高発現機能遺伝子群を単離同定した3,4）．

megsinはserineproteaseinhibitor（serpin）に

属する新規蛋白で，種を超えてメサンギウム細胞にか

なり特異的に発現している3,5）．megsinの標的serine

proteaseは特定されていないが，少なくともplasmin

活性を抑制する6）．insituhybridizationや免疫組織

化学解析の結果，megsin遺伝子・蛋白の発現はヒト

IgA腎症や糖尿病性腎症7,8），さらにラットThy-1腎

炎モデル9）で亢進していた．

ヒトメグシンを全身に過剰発現したマウスを作製し

た（megsintransgenicmice;Tg）6）ところ，megsin

Tgの発育は正常と変わらず，主要臓器にも特筆すべ

き病理学的異常は認めない．しかし，腎臓においては

加齢と共に異常を認め，40週齢頃から約6割のmegsin

Tgがメサンギウム増殖性糸球体腎炎に類似の病像

（糸球体細胞の増加，メサンギウム領域拡大，免疫複

合体沈着など）を呈した．このTgでは，megsinを

全身で発現したにもかかわらず，病変部は腎臓糸球体

を中心とした異常のみであった．

最近，megsin，RAGE（receptorforadvanced

glycationendproducts），iNOSのtripleTgmice

を作成したが，若週齢から高度な蛋白尿を呈し，16

週齢で約70％に糖尿病性結節性病変に類似の病理が

確認できた（糸球体肥大，基底膜肥厚，上皮障害，間

質線維化，炎症性細胞浸潤等も確認）10）．

われわれのmegsinポストゲノム研究は，この新規

蛋白が本当に腎臓病治療薬の創薬ターゲットになりう

るか否かを明らかにすることが最終目的である．

megsinの創薬上での有用性を見極めるためには，

megsin阻害作用を有する化合物を実際に腎臓病動物

モデルに投与して，腎障害軽減に有用か否かを評価す

ることが必要と考え，megsin阻害化合物の探索に着

手した．megsin阻害化合物を，トラディショナルな

創薬ストラテジーの一つであるハイスループット・ラ

ンダムスクリーニングで探索することは，設備や費用

などから大学レベルでは試行できない．そこで，ロジ

カルなアプローチでの阻害化合物の探索を考慮した．

最近，megsinの中和抗体（活性阻害する抗体）が

得られたが，megsin中和抗体の認識部位および阻害

作用を検討する過程で，megsinの活性阻害機構を明

らかにすることができた．serpinの活性発現には分

子内構造変化（serineproteaseにより特異的に切断

されたserpin内の反応性ループ構造が，serpinbody

内のベータシート間への溝に挿入される）が必須であ

り，反応性ループ構造の部分ペプチドで活性が阻害で

きる．この部分ペプチドのベータシート挿入を3次元
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的に解析することにより，部分ペプチドの低分子化合

物mimeticsを探索できる可能性が考えられた．ただ

し，このためにはmegsinの正確なX線解析情報が

必要であった．大腸菌や CHO細胞で発現した精製

megsinrecombinant蛋白を用いて，megsinの結晶

化に向け種々条件下で取り組んだが，微小結晶は生じ

るものの，解析に十分な結晶は得られなかった．

幸いなことに，serpin蛋白同士は構造上の類似性

が高く，megsinとPAI-1蛋白は40％以上のホモロ

ジーがある3）．そこで，すでに取得されているほかの

serpinのX線解析情報を基に，コンピューター上で

megsin蛋白の構造を予測し，そのデータを基にSBDD

でmegsin阻害作用のある化合物の探索を，insilico

で試みた11）．バーチャル・ケミカルライブラリから約

50個の候補化合物が得られ，plasmin阻害を指標に

したvitroでの生物学的評価法により，mesgin阻害

作用のあるヒット化合物が実際に取得できた．ただ，

活性が弱く薬剤としては不十分であったので，さらに

薬効の強い化合物の探索に取り組んでいる．有効な

megsin阻害化合物が取得できれば，腎臓病動物モデ

ルに投与して評価したい．

5 plasminogenactivatorinhibitor1（PAI-1）阻害薬

糸球体細胞外マトリックス（ECM）の産生と分解

のバランスは巧妙に制御されており，この機能バラン

スが破綻して産生が代謝を上回るとマトリックス蓄積，

さらには糸球体硬化にもつながる．ECMの産生亢進

メカニズムが明らかになれば，そのプロセスを阻害す

ることにより糸球体硬化を抑制することが期待できる

ため，治療薬開発に向けてECMの代謝・産生の機序

に関する基礎研究が行われている．plasminogenacti-

vatorinhibitor（PAI-1）も興味あるターゲットであ

り，これはplasminを活性化するtissueplasminogen

activator（tPA）およびurokinase-likeplasminogen

activator（uPA）の主要な阻害酵素でserpinに属す

る．PAI-1は血栓の形成や融解に重要であるのみなら

ず，ECMの分解にも重要な役割を果たしていること

がわかってきた．

腎炎におけるPAI-1の病態生理学的意義に関して

も知見が集積している．たとえば，PAI-1欠損マウス

での片側尿管結紮モデルでは，腎臓の線維化の軽減が

報告されている12）．また，抗糸球体基底膜腎炎におい

ても，PAI-1の欠損は半月体形成の減少とコラーゲン

蓄積の軽減を伴うことが示された13）．一連の研究から，

PAI-1を阻害し，プラスミン活性を増加させることは，

ECM分解を促進し，組織の線維化を抑制する可能性

を示唆している．実際，正常な腎臓ではPAI-1は検

出できず，糸球体硬化モデル動物や多くのヒト糸球体

腎炎でPAI-1の発現が亢進している．興味深いこと

に，腎炎進展に重要とされているTGF-betaやangio-

tensineIIは，PAI-1の発現を亢進する．NobleNA,

BorderWAらは，PAI-1拮抗剤として不活性な変異

PAI-1蛋白をThy-1腎炎に投与し，ECM分解が亢進

する事実を報告し14），PAI-1阻害の腎臓病治療への可

能性を提唱している．ただし，変異PAI-1蛋白は治

療には使用できないため，PAI-1を阻害する低分子化

合物が期待されている．

上述したように，megsinと同じ serpinに属する

PAI-1の反応性ループ構造の阻害部分ペプチド構造情

報を基に，SBDDでPAI-1阻害作用のある化合物を

探索した．その結果，約100個の候補化合物が得られ，

tPA活性を指標にした合成基質法，電気泳動法によ

るPAI-1とtPA複合体形成阻害の検討，天然基質法

によるフィブリン形成に対する検討などvitroでの生

物学的評価法により，これまでに2個のPAI-1阻害

作用のあるヒット化合物を取得できた．

これまで複数の国内外の製薬企業がPAI-1阻害薬

の開発を目指したが，われわれ以外でPAI-1阻害薬

を取得できているのは，ランダムスクリーニングで成

功したWyeth社のみである．われわれの化合物は，

Wyeth社の構造とはまったく異なっており，生物学

的活性評価での活性は同等以上であることがvitroの

試験で明らかとなっている．現在，これらヒット化合

物の安定性試験，予備的な毒性試験（細胞毒性，急性

毒性，亜急性毒性），薬物動態試験としての吸収試験

も終了し，一部の動物モデル（血栓モデル，肺線維化

モデル）では薬効が確認できている．残念ながら，現

在の化合物の腎臓組織への移行性は不十分であり，腎

臓病モデルでの評価はできない．今後，これらヒット

化合物の最適化を進め，腎臓病モデルでの有用性につ

いても検討したい．

6 hypoxiainduciblefactor（HIF）活性化薬

近年，間質・尿細管障害が腎障害進展に重要である
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ことを示唆する知見が蓄積されてきた．東京大学医学

部の南学らは，傍尿細管毛細血管の喪失や間質の線維

化等にともなう腎栄養血管面積の減少と低酸素（慢性

虚血）が，様々な腎障害の進展に重要である事実を指

摘し，一連の研究で独創的なコンセプトを提唱してき

た15,16）．実際，虚血状態を可視化できるBOLDMRI

を用いた検討で，DN早期のモデルラット腎臓での慢

性虚血の存在が明らかにされ17），2型糖尿病ラットモ

デルSHR/NDmcr-cpを用いてわれわれが施行した実

験でも確認できた．慢性虚血状態は，さらに酸素の

metabolicdisorderをもたらし（低酸素時には，ミト

コンドリアでの余剰電子から活性酸素が産生される），

われわれが長年取り組んでいる腎臓病の病態として重

要な酸化ストレスの形成にも関与する18～20）．

細胞が低酸素に応答する際に重要な転写調節因子が

hypoxiainduciblefactor（HIF）である．HIFの下

流で調節されている遺伝子群としては，造血因子エリ

スロポイエチン，細胞にエネルギーを供給するglut-

1，血管新生因子VEGFなどがあり，組織を虚血から

保護している．

われわれは，虚血に対する治療薬のターゲットとし

て，エリスロポイエチン，VEGFなどの上流に位置

するHIFを考えて，ゲノム創薬に取り組んでいる．

実際，細胞内のHIFの蓄積を促すコバルト（HIFを

分解する prolylhydroxylaseの活性に必須な鉄と置

換し，prolylhydroxylaseを阻害）を2型糖尿病ラッ

トモデルに投与することにより，高血圧や代謝異常の

改善に依存せず，さらにアンジオテンシン受容体拮抗

薬以上に強い腎保護が得られる．確立したHIF活性

を定量的に評価するための培養細胞系を用いて，化合

物ライブラリーを探索する過程で，vitroでHIF活性

を強く亢進させる化合物を二つ同定する事ができた．

これら化合物の急性毒性試験，吸収性試験，細胞障害

性試験も終了し，安全性は確認した．特筆すべきは，

これら化合物の皮下投与によって，ラット皮下での血

管増生をvivoで誘導できたことである．以上，vitro

およびvivoで創薬コンセプトを支持する知見が集積

しつつある．

虚血性心疾患，脳血管障害，糖尿病など生活習慣病

の急増に伴い，近年，HIFをターゲットとした治療

薬開発は，非常に注目されている分野となった．

prolylhydroxylaseと競合するようなぺプチドの製剤

化，prolylhydroxylaseの活性を阻害しHIF-1αを安

定化する物質の利用，HIF-1遺伝子改変により安定性

を高める試みなどが，世界各国の研究所で精力的に行

われている．

おわりに

われわれは，「薬につながる有用な新規化合物の取

得」に重点を置き研究を展開している．これは，自ら

が見出した遺伝子・蛋白から予測される「治療コンセ

プト」を提唱するだけではなく，それを検討するため

のツール（新規化合物など）を自ら取得し，さらにこ

れらを用いて動物モデル（できればヒト）で自らのコ

ンセプトを証明（poofofconcept）することが，重

要と考えているからである．

医学部の研究の多くは，「biology」「pathology」を

中心に展開されて来た．これらは基礎研究成果を生み

出すためには重要な領域であった．ただ，基礎研究成

果を基に応用・開発研究に踏み込むためには，「chem-

istry」「toxicology」「pharmacology」など，これま

で医学部研究者がむしろ苦手として来た分野を取り入

れ広げて行かなくてはいけない．ただ，これらは，そ

の分野の専門家を招き，一緒に進めていけば解決でき

る．

それなりの研究者が時間をかければ，新規遺伝子や

創薬アイデアは見つかる．ただ，そこから実際に薬剤

につなげるためどのようにするのかが今後の問題にな

る．健康保険はすでに赤字であり，医療法や健康保険

法の改正を含めいろいろと議論されている．このまま

透析患者が増え続けても国がなんとかしてくれる，待

っていれば製薬企業が「良いくすり」を作ってくれる，

という楽観はできない．「透析王国」である日本が真

に世界に貢献するためにも解決しなければならない課

題かもしれない．
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要 旨

透析患者は増加の一途をたどっており，その背後に

は膨大な数の予備軍が存在する．これらの患者では心

血管疾患をはじめとする合併症およびそれによる死亡

の危険度が高く，国民の健康保持にとって重大な脅威

となっている．透析患者と予備軍を合わせて慢性腎臓

病（CKD）という概念でとらえて，継続的，効率的，

かつ有効な対策を講じることが急務である．そのため

には，腎臓専門医だけではなく，行政も含めた幅広い

連携が必須である．

1 はじめに

なぜ，今わが国において，慢性腎臓病（chronic

kidneydisease;CKD）対策が必要なのかについて述

べる．

1） 増え続ける透析患者：世界の末期腎不全患者の

動向

世界における末期腎不全（endstagerenaldis-

ease;ESRD）患者の増加速度は著しく速く，1980年

から2010年の20年間に，約13倍に増加するものと

見込まれている．ESRDの最大の原因である糖尿病

は，全世界で，2000年から2030年の30年間で約2.4

倍と推定されているので，ESRDの増加が如何に急

ピッチであるかがわかる．

国別のデータは米国腎臓統計システム（United

StatesRenalDataSystem;USRDS）が公表して

おり，2005年のレポートでは，ESRDの有病率は日

本，台湾，米国の順に多く，発症率は台湾，米国，日
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本の順で多い（図 1）1）．この国際比較データの特徴は，

上位 3位の国のうち，米国，台湾では新規発症の

ESRD患者は対前年度比で減少に転じているのに，

わが国では依然として一定の割合で増加している点で

ある（図 2）2）．これに関しては様々な説明が考えられ

る．また，十分なデータをもとにした検討が必要であ

る．しかし，米国においては2002年頃からCKD対

策の取り組みを本格的に開始している．台湾において

は，1995年の国民皆保険制度の創設を機に，ESRD

対策が国の重要政策として取り上げられている．とも

に社会を巻き込んだ国民的課題として CKDおよび

ESRD対策に取り組んでいることは，わが国におい

てCKD対策を進めてゆく上で教訓となるであろう．

2） CKDの概念とCKDの重要性

CKDという概念はなにも新たに登場した新規の疾

患概念ではなく，慢性に経過する腎障害のすべてを包

含したものである．ただしこれまでは，慢性に経過す

る腎障害は原因となる疾患（例えば，慢性糸球体腎炎，

糖尿病性腎症，腎硬化症，ループス腎炎など）で分類

された縦割りの捉え方がされており，腎機能がかなり

悪くなってようやく慢性腎不全という範疇で共通の対

処法がとられてきた．CKDという概念は，腎障害の

リスクのある段階から透析や移植に至るまでの一連の

腎障害進行の流れを一元的に把握し，その進行段階に

応じて適切な対処ができるような対策を構築するため

に導入されたものである．また，一方でCKDは数が

大変多いこと（CKD iscommon），重大な転帰をも

たらすこと（CKD isharmful），そして治療可能で

あること（CKD istreatable），からCKD対策の確

立は，糖尿病やメタボリックシンドローム等の生活習

慣病対策に勝るとも劣らない重要な社会的課題となっ

ている．すなわち，CKDは国民あげて立ち向かうべ

き指針を示すという点できわめて社会的な概念でもあ

る．

以上のような背景から，CKDの定義とステージ

（進行度）分類は簡潔で誰にでも理解できるように作

られている．さらに，ステージ毎の対策は明瞭に示さ

れており，一般医，コメディカル，患者自身，また国

民一般から見てもわかりやすい内容にしてあり，専門

医との連携が円滑に行くこと，さらに社会の理解が得

られるように，との願いが込められている（表 1�1，

1�2）3,4）．

CKD対策のゴールは，①透析や移植を必要とする
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ようなESRDの発生を減少させる，②CKDに合併す

る心血管障害の発生や死亡を減少させる，ことである．

2 日本腎臓学会における慢性腎臓病対策の取り組み

―CKD対策のはじまり―

1） 日本腎臓学会CKD対策委員会の発足と

活動経過

2004年11月に日本腎臓学会理事会において，わが

国においてCKD対策を進めるために日本腎臓学会が

なにをなすべきかの検討を行う小委員会の発足が決定

された．この小委員会では同時に，わが国における

CKD患者の有病率を把握するため，疫学調査を行う

こともその任務とされた．CKD小委員会は，全国7

カ所の健診データをもとにした簡易疫学調査により，

わが国におけるCKDの有病率を推定するとともに，

CKD対策のあり方を検討するワーキング（疫学，診

療ガイド，啓発企画，国際協調）を立ち上げて検討を

行い，2005年4月に第1次，10月に第2次報告を行

った．以後はこの方針に基づき，CKD対策委員会と

して活動を進めた．また，CKD対策を日本腎臓学会

50周年（2007年）記念事業の一環としてキャンペー

ンをすることが決定され，2007年1月から1年間，

全国のべ約200回の講演会をキャンペーンの一環とし

て開催中である．腎臓学会から始まったこのような提

起が，現在，大きな社会的運動に広がろうとしている．

なお，これらを企画する上で，世界的なCKD対策

の中心となっている米国腎臓財団（NationalKidney

Foundation;NKF）および世界腎臓病予後改善機構

（Kidney Disease Improving GlobalOutcomes;

KDIGO）と密接な連携をとりながら，助言を得たこ

とを記しておく．

2） これまでの成果

これまでの日本腎臓学会CKD対策委員会の成果と

しては，次の5点があげられる．手短にその内容を紹

介する．

① わが国のCKD疫学データの作成（疫学調査研

究ワーキング）

第48回日本腎臓学会学術総会（透析医学会との合

同で，JapanKidneyWeekとして横浜で開催，2005

年）において，わが国で初めてCKDステージ3以上

の患者数を推計して公表した．この結果は，いくつか

の新聞紙上で取り上げられ，CKD対策キャンペーン

の先駆けとなった．現在もさらに調査対象を拡大して，

より正確な推計とCKDの推移を試みている．

② GFR推算式（暫定）の提唱と日本人に適合し

た推算式作成プロジェクトの推進

上記の疫学調査には，腎機能の指標である糸球体濾

過量（値）（glomerularfiltrationrate;GFR）が必

要である．世界的には，簡単な臨床検査値（具体的に

は血清クレアチニン）や年齢，性別，人種などから計

算で求めるGFR（推算GFR，eGFR）が汎用されて

きている．最も汎用されているのは，MDRD（modi-

ficationofdietinrenaldisease）研究で用いられ

たMDRD簡易式であるが，上述のワーキングの検討

により日本人には適合しないことがわかった．そこで，

GFR測定のゴールドスタンダードであるイヌリンク

リアランスが2006年8月の保険適用になったことを

受けて，日本人に適合したGFR推算式を作成するプ

ロジェクトを推進中である．2007年までには新しい式

が公表できる予定である．これが完成すれば，腎機能

評価がこれまでの血清クレアチニンないしはクレアチ
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表1�1 慢性腎臓病（CKD）の定義

（K/DOQI�KDIGOガイドラインによる）

定義：

下記の1，2のいずれか，又は両方が3カ月間以上持続する

1.腎障害の存在が明らか

（1） 蛋白尿の存在，または

（2） 蛋白尿以外の異常

病理，画像診断，検査（検尿/血液）等，で腎障害の

存在が明らか

2.腎機能の中程度以上の低下

＝GFR＜60（ml/min/1.73m2）

（文献3,4より）

表1�2 病期（ステージ）分類

（K/DOQI�KDIGOガイドラインによる）

病 期 定 義 GFR
（ml/min/1.73m2）

1

T

腎症はあるが，機能は

正常以上
・90

2 軽度低下 60�89

3 中等度低下 30�59

4 高度低下 15�29

5 D 腎不全 ＜15

各ステージにおいて移植患者の場合にはTを，またステージ5
においては透析患者にDを付す．
（文献3,4より）



ニンクリアランスからGFRへと大きく変更する契機

となり，その影響はきわめて大きいものと考えている．

③ 一般医向け診療ガイド作成（診療ガイドライン

作成普及ワーキング）

日本人のデータに基づいたCKD診療ガイドライン

の作成には，一定の時間と労力が必要であり，日本腎

臓学会では新たに学術委員会を立ち上げて，エビデン

スに基づいたCKD診療ガイドラインを作成する作業

が始まっている．しかし，この完成を待ってからでは

CKD対策が大幅に遅れてしまう．そこで，現時点で

の腎臓専門医のコンセンサスをもとにして，腎臓専門

医と非専門医（特にかかりつけ医）が連携できるよう

な「CKD診療ガイド」の作成が提案され，その作業

を進めており，第50回日本腎臓学会学術総会（浜松）

に合わせて公表された．このガイドは正式なガイドラ

インが完成するまでの間，CKD診療の目安となる．

④ 日本CKD対策協議会の設立と国際腎臓デー啓

発キャンペーンの実施

CKD患者は膨大な数に上り，わが国においては20

歳以上の国民のうちステージ3，4，5（すなわちGFR

60ml/min/1.73m2未満）の患者が合わせて約1,900

万人いると推算される．GFR50未満としても，約

420万人と推算される．CKDは日常診療で遭遇する

可能性の高い一般的な疾患であり，しかもESRDや

心血管疾患の重大なリスク因子となっているので，腎

臓非専門医や，コメディカル，市民，行政など社会を

あげて対策に取り組む必要がある．様々な学会や団体

が協力して社会に対してCKD対策の重要性を啓発す

るための共通のプラットフォームとして，日本CKD

対策協議会（JapanCKD Initiative）の設立が企画

され，3で述べるような進展を見ている．

⑤ アジアCKDフォーラムの開催とCKD対策の

国際協力組織の提案

今やCKD対策は国を超えて，急速に国際的な広が

りを見せている．北米では，米国とカナダが，中南米

では20カ国が協力して腎臓病対策を検討する国際組

織 SLANH （Sociedad Latinoamericana de

NephrologiaHipertension）が組織されている．ヨ

ーロッパでは患者団体や，コメディカルの団体も参加

してヨーロッパCKDアライアンスが設立されている．

これらの組織はその地域の特殊性を考慮しつつ国際的

に発言力を確保している．

アジアにおいてはこれまでCKD対策を一致して推

進する機運に乏しかった．そこで，日本腎臓学会がア

ジア諸国に呼びかけて，CKDの情報交換とCKD対

策推進のための協力体制を作ることを目的に，アジア

CKDフォーラム（AsianForum onCKDInitiative;

AFCKDI）が第50回学術総会期間中に開催された．

16カ国以上が参加して熱心な討議が行われ，今後，

継続する方向となっている．

3 日本CKD対策協議会の設立と活動の概要

―CKD対策運動の広がり―

わが国においてCKD対策の確立が幅広い団体や学

会，患者市民を巻き込んで行われるためには，その重

要性を腎臓専門医以外の医療者や国民に広く啓発する

必要がある．その共通のプラットフォームとして日本

CKD対策協議会が企画された．本協議会の趣旨に賛

同する3団体（日本腎臓学会，日本透析医学会，日本

小児腎臓病学会）がコアになって，2006年6月に正式

に発足した．この協議会には，日本腎臓財団やNPO

法人腎臓病早期発見推進機構（InternationalKid-

neyEvaluationAssociationJapan;IKEAJ）が設

立当初からオブザーバーとして参加している．昨年は

CKDニュース第1号を発刊し，学会，研究会を中心

に配布した．

国際的には2006年から世界腎臓デー（WorldKid-

neyDay;WKD）が毎年3月の第2木曜日に設定され

て，世界中でキャンペーン活動が同時に行われるよう

になっている．わが国においては2007年3月11日に

本協議会が主催し厚生労働省の後援のもとに，「スト

ップ・ザ・腎不全，慢性腎臓病（CKD）を考えるパ

ネル講演会」を開催して，社会に対して情報発信を行

った．重要なことは，この取り組みに対して多くの団

体，学会が賛同し，行動宣言（図 3）を発したことで

ある．また，日本腎臓学会が各地で行っているCKD

対策講演会を中心にして，CKD関連のキャンペーン

活動の後援ないし推薦を行い，また独自のマスコミ対

策を行ってきた．その結果，CKDの知名度は格段に

高くなっていると推測される．

4 今後のCKD対策の展望

1） CKD対策に関する行政の動き

CKD対策は国（厚生労働省）でも重要課題として
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検討されており，国の戦略的アウトカム研究（以下，

戦略研究）のテーマとして取り上げられることが確実

になっている．戦略研究とはおおよそ以下のようなも

のである．

すなわち，厚生労働省は，「戦略的な大型の資金配

分による確実な課題解決の必要性」から「新たな成果

契約型の研究課題」を創設し，「国民の大局的課題と

なっている疾患・障害等について，5年後の成果目標

を設定し，戦略的に大型な資金配分を行い，確実に議

題解決を図ることを目的として」，戦略的アウトカム

研究を創設している．これは「3大死因による死亡率

の上昇，糖尿病ハイリスク者の急増等の問題等，様々

な対策によってもなお改善されない健康課題に積極的

に対応するために厚生労働科学研究費補助金をさらに

効果的に活用するための研究」であり，「疾病・障害

予防対策に融合する新たな次元での研究課題を設定し，

より大型で戦略的かつ効果的な保健・医療・福祉・産

業の連携による実践的研究の振興」を期待している．

（「 」内は厚生労働省ホームページより引用）

腎臓病に携わる多くの人々の協力により，戦略研究

が実りある結果を生み出して，国の施策としてCKD

対策が確立してゆくことが期待される．

2） CKD対策における他分野との共同作業の推進

日本 CKD対策協議会を橋渡し組織として，CKD

に関する多くの課題が関連する学会や団体の連携のも

とに具体的に設定され，その対策が立てられることが

望ましい．現在コアになっている3団体を中心にして，
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図3 CKD対策行動宣言

＜慢性腎臓病（CKD）患者の予後と生活の質改善のための行動宣言＞

平成19年3月11日

日本慢性腎臓病対策協議会

日本慢性腎臓病対策協議会は，慢性腎臓病（CKD）患者の予後と生活の質を

改善するため，様々な組織，団体，市民，患者と連携して，以下のような活動を

進めてまいります．

● 社会，患者，保険者に対する行動

1.一般市民，患者，慢性腎臓病（CKD）対策に大きく影響を及ぼす分野の人々

や団体等を対象に，慢性腎臓病（CKD）対策の教育啓発キャンペーンを行

う．

2.心臓血管障害（CVD）を含めた腎以外の臓器障害と慢性腎臓病（CKD）

の関係を広く社会にアピールする．

3.スクリーニング検査や，慢性腎臓病が疑われる患者を評価するための単純

明快な指針（診療ガイド）を作成して公表し，啓発活動をする．

● 医療者（慢性腎臓病（CKD）医療を行う医師，コメディカル）に対する行動

1.腎機能評価の標準化をめざして，GFR換算式などを用いた慢性腎臓病

（CKD）の評価方法に関する統一的な手法を普及させる．

2.腎機能検査（特に推算 GFR）の普及を進めるなど，検査室，医療提供者，

社会に広くCKDの統一的な定義を受け入れてもらい，慢性腎臓病（CKD）

対策を普及するための施策を企画し，実行する．

3.慢性腎臓病（CKD）と末期腎不全（ESRD）/心臓血管障害（CVD）の関連

や，自然歴・治療効果について，関連学会などから継続的にデータを収集

する．

4.慢性腎臓病（CKD）克服のために活動しているすべてのグループや団体を

結集し，組織する．

● 行政や企業に対する行動

国の健康政策の中に総合的な慢性腎臓病（CKD）対策を中心的課題として

設定するよう働きかけるとともに，地域や企業などでも健診などの施策に慢性

腎臓病（CKD）対策を組み込むよう働きかける．



このような活動が広がり，その成果を社会への啓発ツ

ールとして活用することが期待される．

3） CKD対策が国民の健康増進に与える影響

図 4にわれわれが考えているCKD対策の概要を示

す．このような活動が進んでゆけば，ESRDや心血

管疾患などの合併症の発症抑制がCKD対策の第一義

的な目的であるが，これに付随して国民の健康増進の

ために大きな影響を与えうると筆者は考えている．そ

の主なものは以下のようである．

① GFRの自動報告システム

簡易な検査値（血清クレアチニン値など）から推算

したGFRを自動的に報告するシステムの導入が望ま

れる．これにより，GFRの普及が爆発的に進み，臨

床現場での利用度が増す．

② 腎機能の指標としてGFRが普及することによ

る，国民のCKDへの関心の高まりや意識・行動

の変容

CKDの進展度がGFRという数字で表され，ちょ

うど糖尿病の程度をヘモグロビンA1cで言い表すこと

が多くの国民に浸透し始めているように，お互いに比

較可能となる．このことにより，医療者も患者自身も

共通のツールとして利用でき，そのことを啓発するこ

とによりCKDに対する関心が高まり，また診療ガイ

ドによってそのステージ応じた対策が明瞭になる．

③ 薬剤の使用に関する様々な改善

腎排泄性薬剤の使用量を，GFRをもとに決定する

ような添付文書の変更や，腎障害性薬剤の使用法に関

する注意の喚起など，重要な課題が設定できる．

④ CKDとその合併症，リスクに関する疫学調査

研究の進展

GFRの普及により，共通の基準で疫学調査研究が

行われ，CKDのどの段階で様々なリスクが増大する

のか，また有病率や発症率の推移などの観察にも有用

となる．

⑤ 他の領域（疾患）の学術団体とのより緊密な連

携の推進

CKDは糖尿病やメタボリック症候群，高血圧など

とともに，重要な生活習慣病の一つであり，発症進展

の危険因子として共通要素が大変多い．したがって，

その対策を考えてゆく上では，これらを総合した対策

の確立が必要であり，そのための連携は欠かせない．

CKD対策を進める上で，常にこの視点を持って臨め

ば，生活習慣病共通パスのようなプロダクトの誕生に

結びつくと思われる．

⑥ 地域連携医療システム構築への寄与

CKD対策での最重要項目の一つは，かかりつけ医

との連携である．日本医師会との協力により，地域の

かかりつけ医と腎臓専門医が効率的な連携システムを

形成して診療に臨めるよう，協議する契機となること
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図4 CKD総合対策



を期待したい．
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要 旨

維持透析患者の導入後生存期間の長期化，導入時点

での高齢化，また導入原疾患として糖尿病の増加に伴

い，ADLの低下が問題となる．ADLを低下させる合

併症として最も重要なのは脳血管障害，ついで末梢循

環障害，そして加齢的変化であった．脳血管障害には

加齢と糖尿病が，末梢循環障害には透析の長期化と糖

尿病が影響していた．CKDの概念が今後定着すると

考えられるが，これらに対しての一般的な動脈硬化性

疾患と同様にリスク因子を意識したより早期からの治

療介入が期待される．

はじめに

透析技術の発達によって導入後の長期生存が得られ

るようになり，加えて，保存期の治療が功を奏してい

るためか，「わが国の慢性透析療法の現況2004年12

月31日現在」によると，導入時にすでに高齢（2004

年1年間の導入患者の平均65.76歳）であるため，本

邦の維持透析患者の平均年齢は63.3歳と高齢化が進

んでいる．また，1998年以降，血管系の合併症を伴

うことの多い糖尿病性腎症が腎不全の原因疾患の1位

となっている1）．これらの結果，臨床の現場で医療者

が肌で感じるとおりに，ADL（日常生活動作）の低

下した透析患者が多いと予想される．

特に四肢機能に関しては，脳血管障害に加え，末梢

血管障害，長期透析に伴うアミロイドーシスからの

DSAやCTS，あるいは高齢化に伴う頸椎症や腰椎の

圧迫骨折，変形性膝関節症などの疾患が関与している

と考えられる．それらの現状について，2005年末に

当院で維持血液透析治療（入院・外来とも）を受けて

いた378名を対象に，バーサルインデックス（Barthel

index;BI）（表1）を用いてADLを評価した．そし

て，四肢機能を低下させる疾患と透析歴，年齢，導入

原疾患などの因子との関係について検討した．

1 各々の疾患とADL

―バーサルインデックスから―

当院の 378名の平均のバーサルインデックスは

79.8点であった．この評価については，当院でも通

院不可能となる患者は療養型施設を併存する透析施設

に転院することもあり，療養型病床を持つ病院ではも

っと低く，一般の透析クリニックではもっと高くなる

ことが予想された．平均値以下が79名（21％），介助

を要するようになる50点以下の人が42名（11％），

介助の手が増す30点以下の人が23名（6％），全介助

の10点以下の人が16名（4％）であった（図1）．

2 各疾患と個々の動作の障害

脳血管障害と末梢循環障害を合併した患者では表1
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の1～9のすべての動作が低下していた．加齢的病変

の合併患者では（恐らく膝関節の変形に伴うと思われ

る）入浴や，歩行，階段の動作が障害されていた．ア

ミロイドの合併では整容とトイレ動作以外すべて障害

されていた（表2）．

3 各々の疾患と影響する因子について

ADLを低下させる疾患について，そして加齢・透
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図1 当院の透析患者のBI値（平均79.8点/90点満点）

表1 Barthelindex

independent withhelp dependent

1.食事

2.ベッドへの移乗

3.整容

4.トイレ動作

5.入浴

6.歩行

（車椅子）

7.階段昇降

8.着替え

9.排便コントロール

10.排尿コントロール†

10

15

5

10

5

15

5

10

10

10

10

5

10～5

0

5

0

10

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

バーサルインデックスは・できる・ADLを10項目に分けて評価するという

特徴を持っている．

点数が高いほどADLが高く，現場では60点を超えると介助の手がほとん

ど要らなくなり，40点以下になると介助の手が増し，20点以下になると全介

助の状態になるとしている．

†血液透析患者では透析の長期化に伴って自尿が消失していることも多いため，

10.の排尿のコントロールの評価は除外し，90点満点の各々50，30，10点で

評価した．

表2 各疾患と障害される動作（P値）

脳血管疾患 加齢的病変† アミロイド 末梢循環†

延べ人数 86 71 60 34

1.食事

2.ベッドへの移乗

3.整容

4.トイレ動作

5.入浴

6.歩行（車椅子）

7.階段昇降

8.着替え

9.排便コントロール

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

0.0572

0.1071

0.4293

0.5881

0.0362

0.0181

0.0051

0.5477

0.7920

0.0496

0.0185

0.1010

0.0638

0.0466

0.0358

0.0465

0.0486

0.0258

＜0.0001

＜0.0001

0.0006

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

＜0.0001

0.0036

Total ＜0.0001 0.0239 0.0221 0.0002

†加齢的変化をきたした4名に1名（71名中18名）に，あるいは末梢循環障害の41％（34
名のうち14名）には脳血管障害を合併している．



析歴・糖尿病からの透析導入のいずれの因子がより強

く影響しているかについて，それぞれロジスティック

回帰で検討した．

1） 脳血管疾患

透析患者における脳・神経系障害の中では脳血管障

害への対策が最も重要である．導入後の脳血管障害，

特に脳出血に関しては不充分な血圧管理が原因と考え

られている2,3）．近年，当院の透析患者においても脳

出血の発症頻度は低下しており，これは腎不全保存期

の血圧管理の徹底と，導入後の維持透析療法の技術的

改善と血圧調節の結果であると考えられている．また，

脳梗塞についても1993年以降発症がやや減少し軽症

化しているが，抗血小板薬の使用が一般化した影響と

考えられている4）．しかし，導入時に脳血管疾患の既

往・合併のある患者群は無い群に比べて有意に生命予

後が不良であった（図2）ことからも，より早期の，

保存期からの予防が重要であることは明らかである．

脳血管疾患に関しては，加齢と糖尿病の合併が有意

に影響していた（表3）．また，脳出血と脳梗塞とを

比較したところ，梗塞の合併群がより高齢でADLが

低く，糖尿病を高頻度で合併していた（表4）．透析

患者の動脈硬化性疾患は同年代の非透析患者に比べて

進行していることが知られているが，これは透析患者

が高血圧，高脂血症，糖尿病等の危険因子を種々の組

み合わせで合併し，さらに腎不全患者特有のカルシウ

ム・リン代謝異常の影響や，週3回の透析治療に伴う

運動不足，精神的ストレス，さらにわが国の透析患者

に特徴的な透析患者の高齢化（加齢）など危険因子が

集約しているためと考えられている（図3）．また，

腎臓からの排泄能力の低下に伴って起こる高ホモシス

ティン血症や高サイトカイン血症5），MIA症候群で
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図2 透析導入時の脳血管疾患の既往/合併の有無と予後（n＝268）

表3 脳血管障害
（n＝86）

係数 95％下限�上限 p値

年齢

透析歴

原疾患が糖尿病性腎症

1.054

0.983

1.907

1.032�1.077

0.953�1.013

1.019�3.569

＜0.0001

0.2689

0.0434

表4 脳出血と脳梗塞の比較

主な原因 例数†

（延べ人数） BI値 年齢 原疾患
糖尿病

脳出血の既往・合併

脳梗塞の既往・合併

18例

65例

65.0±8.1

59.2±4.2

61.0±2.5

72.3±1.4

2名/18名

22名/65名

†うち両者が既往あるいは合併しているものが3例．



代表されるような血管の炎症なども動脈硬化を促進し

ていると考えられている．

これらに対する薬物治療としては抗血小板薬や，ス

タチン系高脂血症治療薬による動脈硬化促進因子の一

つである内皮細胞機能低下を抑制する効果6），アンジ

オテンシン変換酵素阻害薬やアンジオテンシン受容体

拮抗薬など降圧薬による血管内皮保護治療が注目を集

めている7）．

2） 骨・関節の加齢的変化

透析患者の骨・関節障害については高齢化に伴う骨

粗鬆症と長期透析に伴う二次性副甲状腺機能亢進の関

与が有意であった（表5）．

骨粗鬆症は骨折を介して初めて高齢者の自立機能を

阻害しQOLを低下させるが，その骨折の発生を予知

する重要な因子が骨量の低下である．当院での295名

の維持透析患者を対象に行った骨密度測定検査（腹部

大動脈石灰化の影響を受けにくいとされている第2か

ら第4腰椎側面の二重エネルギーX線吸収検査）で

も，骨粗鬆症（WHOの基準である若年成人男性の標

準偏差でマイナス2.5SD以上低い群で127例に合併）

には年齢のみが有意に影響し，高齢化する透析患者が

この問題に直面していることを示していた（表6）．

また，透析患者においては骨密度が健常人と比較し

て皮質骨優位に低下し，二次性副甲状腺機能亢進が重

篤であると前腕骨のみならず，腰椎の骨密度も低下す

るといった報告8）もある．今後，長期患者＋高齢患者

が特徴のわが国の透析患者を対象とした二次性副甲状

腺機能亢進症治療ガイドラインが，よりブラッシュア

ップされていくことを期待したい．

部位別の検討では，頸椎の変化がほかの部位の変化

に比べADLをより低下させていた．続いて膝・腰椎
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図3 透析患者における動脈硬化危険因子

表5 加齢的変化
（n＝71）

係数 95％下限�上限 p値

年齢

透析歴

原疾患が糖尿病性腎症

1.052

1.052

0.689

1.028�1.077

1.023�1.083

0.296�1.604

＜0.0001

0.0004

0.3873

表6 骨粗鬆症の合併に影響する因子（ロジスティック回帰）
（n＝127）

係数 95％下限�上限 p値

年齢

透析歴（年）

Alb（g/dl）

HbA1c（％）

Ca（mg/dl）

P（mg/dl）

2次性副甲状腺機能亢進

（int-PTH＞300pg/ml）

1.043

0.980

0.695

0.928

1.045

0.966

1.751

1.018�1.067

0.948�1.012

0.330�1.462

0.726�1.186

0.772�1.415

0.825�1.132

0.988�3.105

0.0005

0.2177

0.3375

0.5480

0.7755

0.6710

0.0551



の変化がADLに影響していたが，指関節のADLへ

の影響は統計上ほとんど認めなかった（表7）．

3） 透析アミロイドーシス

透析アミロイドーシスは，β2ミクログロブリンを

主体とするアミロイド線維の沈着が本態で，骨関節周

囲に好発する．一般的に10年以上の長期透析に多く

認めるが，その透析条件によっても変化する．手根管

への沈着は透析開始約8年から発症するとの報告もあ

る9）．

アミロイドの合併には透析歴が有意に影響していた

が，ADLそのものはバーサルインデックス上，ほと

んど低下していなかった（表 8，表 9）．若年での透析

導入患者の安定した透析長期症例が多いためか，整形

外科的な治療が奏効しているためかは不明であった．

しかし，症状や部位によっては緊急に手術することが

必要な病変もあり，透析室での鑑別と整形外科医との

連携も重要である．

4） 末梢循環不全

末梢循環不全に関しても，脳血管疾患と共に透析患

者のADLを下げており，その発症には透析歴と糖尿

病の合併が有意に影響していた（表 10）10）．繰り返し

になるが，動脈硬化性疾患は透析患者に発症しやすい．

一般に動脈硬化は高血圧の場合，大動脈から始まり，

総腸骨動脈，脳動脈や冠血管と太い血管から細い血管

の順に伸展するが，高脂血症では冠動脈病変が先行し，

糖尿病では太いレベル（大動脈）の粥状動脈硬化と細

いレベルの細動脈硬化が混在して発症すると言われて

いる．透析室でも糖尿病症例の増加で末梢循環不全の

診療に遭遇する機会が増えている．

また，末梢循環不全が高度あるいは長期にわたると

切断術の適応となるが，12名の患者に指や手足の切

断を認めた．切断術後患者のバーサルインデックスは
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表7 障害部位とADL
（n＝71）

主な
障害部位

例数
（延べ人数） BI値 年齢 透析歴

頸椎

腰椎

膝関節

指関節

17例

30例

23例

11例

71.5±6.9

78.7±2.7

77.0±3.5

86.8±2.4

65.2±2.9

71.1±2.0

72.6±2.3

61.5±3.7

19.2±2.8

13.3±2.2

13.5±2.2

17.8±2.5

表8 アミロイドーシス
（n＝60）

係数 95％下限�上限 p値

年齢

透析歴

原疾患が糖尿病性腎症

0.998

1.234

1.270

0.965�1.032

1.174�1.297

0.243�6.625

0.9121

＜0.0001

0.7770

表9 アミロイドーシス部位とADL
（n＝60）

主な
障害部位

例数
（延べ人数） BI値 年齢 透析歴

頸椎

上肢

下肢

CTS

15例

19例

13例

33例

84.0±3.9

84.5±3.2

85.8±3.0

86.4±2.0

61.7±1.9

58.9±2.1

57.7±2.0

59.6±2.0

26.0±2.1

29.4±1.4

26.2±2.3

27.9±1.1

表10 末梢循環障害
（n＝34）

係数 95％下限�上限 p値

年齢

透析歴

原疾患が糖尿病性腎症

1.032

1.067

6.815

1.000�1.065

1.024�1.112

2.729�17.020

0.0520

0.0002

＜0.0001



低く，また上肢に比して下肢切断には糖尿病の合併が

影響していた（表11）．

4 ADLに影響する合併症

疾患別にADLに与える影響を検討したところ，脳

血管障害が最も強くADLを低下させ，ついで末梢循

環障害，そして加齢的変化の順であった（表12）．バ

ーサルインデックスが30点以下の介助の必要が増す

レベルになると，脳血管障害のみが有意に影響してい

るという結果であった（表13）．

5 考 察

透析患者の四肢機能を含めたADLの低下の背景に

は全体の高齢化に加えて，長期透析であることと，糖

尿病性腎症の増加が関与していることは想像の通りで

あった．医療者が介入できることがあるとすれば，長

期透析（に至る前）の末梢循環改善治療と，透析症例

全体の脳血管障害予防（降圧治療や水分・塩分制限の

徹底），そして特に糖尿病併発群に対してはより早期

からの血糖や血圧のコントロールによる合併症対策，

特に血管合併症対策ではないかと考えられた．
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表11 四肢指欠損部位とADL
（n＝12）

欠損部位 例数
（延べ人数） BI値 透析歴 原疾患

糖尿病

上肢

下肢

5名

8名

54.0±9.4

40.6±11.0

26.5±5.0

17.5±4.0

1名/5名

4名/8名

表12 平均以下

（BI値が75点以下の軽度の低下）
（n＝79）

係数 95％下限�上限 p値

脳血管疾患

加齢的変化

アミロイドーシス

末梢循環障害

8.067

2.274

0.433

3.244

4.525�14.380

1.163�4.447

0.160�1.172

1.417�7.425

＜0.0001

0.0164

0.0995

0.0054

表13 BI値30点以下

（介助量が増えてくるレベル）
（n＝23）

係数 95％下限�上限 p値

脳血管疾患

加齢的変化

アミロイドーシス

末梢循環障害

13.010

0.606

0.479

2.730

4.555�37.161

0.161�2.277

0.057�4.029

0.891�8.363

＜0.0001

0.4583

0.4982

0.0786
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要 旨

血液透析患者に投与される遺伝子組み換えヒトエリ

スロポエチンと患者の鉄状態との最もよい関係は，体

内の鉄が効率よく利用されることであって，貯蔵鉄が

十分（十分過ぎる：鉄過剰）にあることではない．

トランスフェリン飽和度（TSAT）20％（できれば

22％）以上，血清フェリチン（ferritin）60ng/ml未

満が最も効率よく，造血に鉄が利用される状態である．

また，鉄剤の経静脈的投与法は，2004年日本透析医

学会のガイドライン中の，毎透析ごとに終了時にボー

ラスで13回連続投与している方法ではなく持続的注

入法がよいが，その投与量は今後の検討が待たれる．

はじめに

鉄（bioiron）は生体にとって造血（erythropoiesis）

に不可欠の物質であるが，その過剰は酸化ストレスを

通して老化，発癌のみならず，逆に造血障害を起こす

とも考えられる．すなわちrHuEPO（以下rEP）9,000

単位使用群では血清フェリチン（s-ft）の値は最も高

く，rEP未使用群，すなわち造血の最も盛んと考えら

れる群では，われわれの施設の成績1）でも，また全国

統計でも最も低い2）．しかし血液透析（以下HD）患

者の貧血治療のガイドラインの中で，日本透析医学会

は鉄不足を示す指標，すなわち鉄欠乏の診断基準とし

てトランスフェリン飽和度（TSAT）は20％以下と

s-ft100ng/ml以下とし，鉄剤投与法として毎 HD

ごとに13回（1カ月），または週1回，3カ月間投与

するとしている3）．

しかしs-ftが100ng/ml以上であってもTSATが

20％以下のこともあり，また，これがためにrEPに

不応のことがしばしば経験される．s-ftが30ng/ml

以下であっても，ヘモグロビン（Hb）も高い症例や

rEPに良く反応する症例も多い．先に述べた如く，高

s-ftがかえって造血障害となることも考えられる1,2）．

鉄は造血には必須であるが両刃の剣でもある．

体内への供給路は，先ず食物中の鉄の腸管（十二指

腸）絨毛上皮による吸収である．食物中の3価の鉄は

絨毛上皮細胞の還元酵素により 2価に還元され，

divaleristmetaltransporte-1（DMT-1）によって

腸管上皮の細胞内に取り込まれる．細胞に入った鉄は

hephaestinという ceruloplasmin類似の蛋白の働き

で，再び3価鉄になり，そして膜輸送蛋白ferroportin

を介して細胞より出て門脈に入る．血中に入った鉄は

トランスフェリンと結合し，門脈から transferrin

receptor-2（TfR-2）を介して肝細胞に取り込まれ，

ここからまたferroportinを介して血中に放出され，

鉄を必要とする臓器に運ばれる．一方，老化赤血球を

貪食した網内系細胞マクロファージがこれを処理し，

鉄を細胞内にftとして貯蔵し，必要に応じて鉄が血
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中に放出され，トランスフェリン鉄として造血細胞に

供給される4）．すなわち鉄が血中に放出される時には，

ferroportinの働きが重要である．この働きをコント

ロールするのがhepcidin（hpc）である5）．すなわち

hcpは消化管からの鉄の取り込みと貯蔵細胞からの鉄

放出を抑制することになる．

近年，血清hpc（s-hpc）の測定が可能になり，血

液透析患者での鉄の動態を解明するのに重要な手掛か

りとなることが推定されるに至った．hpcは元来炎症

における抗菌ペプチドとして発見されたものであるが，

HD患者における血液諸数値とs-hpc，炎症マーカー

との関係を明らかにし，鉄動態からみたrEPの治療

効果を合わせて解明し，rEPの補助薬としての効果

的鉄剤投与法を検討する．

1 対 象

われわれの施設で，外来血液透析を受けている安定

したHD患者242名を対象に検討した．性別，年齢，

原疾患，透析期間は表1に示した．

2 方 法

中2日空けた透析開始前に臥位採血を行い，血液学

的諸数値，血液生化学値，鉄関連として血清鉄，総鉄

結合能，血清フェリチン（s-ft），血清ヘプシジン（s-

hpc），炎症マーカーとして高感度CRP，IL-6を測定，

また，血清EPO濃度も併せて測定した．s-hpcはプ

ロテインチップシステム（表面改良型レーザー脱イオ

ン化法，Ciphagen社）により，質量解析法にて測定

した6）．鉄の測定値により鉄状態の分類を行うととも

にrEP投与量を1カ月間平均し，週当りの投与量を

算出した．併せて過去6カ月の鉄剤投与量を平均して

週当りの投与量を算出した．

3 結 果

s-ftとTSATを基に，表2の如く1.鉄過剰，2.相

対的鉄欠乏，3.鉄充足，4.理想的鉄状態（理想的鉄

欠乏），5.鉄欠乏の5群に分類し，これによってほか

の測定結果を集計した結果は，表3，図1～8に示す

如くである．以下，単位を省略して記述する．
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表1 患者背景

1.症例数 242名

女性 79名

男性 163名

2.平均年齢 58.94歳（±13.36）【最高100歳】

3.平均透析期間 9.55年（±7.43）【最長31.5年】

4.基礎疾患

慢性糸球体腎炎 135例 妊娠腎 3例

糖尿病性腎症 60例 アルポート症候群 2例

腎硬化症 19例 悪性高血圧 2例

多発性嚢胞腎 8例 両低形成腎 1例

急速進行性腎炎 3例 不明 9例

表2 血液透析患者の鉄状態の分類

分 類 血清ferritin
（ng/ml）

トランスフェリ
ン飽和率（％）

1.鉄過剰

2.相対的鉄欠乏

3.鉄充足

4.理想的鉄状態

5.鉄欠乏

100以上

60以上

60以上
100未満

60未満

60未満

20以上

20未満

20以上

20以上

20未満

表3 鉄状態分類による各群の検査諸数値
（総症例数＝242）

ferritin
（ng/ml）

Fe
（μg/dl）

TIBC
（μg/dl）

TSAT
（％）

Hb
（g/dl）

Ht
（％）

RBC
（万/uL）

Ret.
（0/00）

CRP
（mg/dl）

IL-6
（pg/ml）

hepc-
idin
（AU）

鉄過剰 n＝59
平均値 201.5 67.1 214 31.4 9.9 30.0 310 16.4 0.53 5.2 33.6

±SD 95.8 20.6 33 8.3 0.8 2.2 24 7.2 1.36 5.4 34.7

相対的

鉄欠乏
n＝30

平均値 164.7 38.8 232 16.7 9.8 30.2 319 17.9 0.55 6.6 28.1

±SD 110.7 9.2 44 2.2 1.0 3.3 36 6.9 0.88 5.6 24.6

鉄充足 n＝21
平均値 77.3 68.1 240 28.5 10.3 31.1 323 16.3 0.18 7.8 45.7

±SD 11.2 14.3 35 5.2 0.8 2.5 32 5.0 0.21 15.3 50.2

理想的

鉄状態
n＝85

平均値 31.4 71.5 263 27.5 10.7 32.3 344 15.5 0.07 3.6 25.0

±SD 12.8 16.1 35 7.3 0.8 2.6 36 4.6 0.09 6.2 26.7

鉄欠乏 n＝47
平均値 21.3 40.2 286 14.3 10.4 32.1 363 17.5 0.18 5.1 20.5

±SD 13.6 10.0 44 3.8 1.0 3.2 50 6.9 0.23 4.7 20.8



図1に示す如くs-ftが100を超える第1，第2群で

はHb値は10未満であり，s-ftが100未満である第3，

第4，第5群ではHb値が10以上であり，特に第4

群はHb値が最も高い．s-hpcは5，4，2，1，3群の順

に多くなっている（図2）．高感度CRPおよびIL-6は

第4群が最も低い（図5，6）．また，rEPの投与量も
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図1 鉄剤投与基準私案分類によるHbの比較

図2 鉄状態分類によるhepcidin-25の比較

図3 鉄状態分類によるferritinの比較



第4群，すなわち理想的鉄状態群が最も少ない（図7）．

また，過去6カ月平均の週当たりの鉄剤投与量も，図

8の如くで第4群が最も少ない．

さらに0.5を境として高感度CRPの高い群と低い

群に分けてまとめると表 4の如くである．rEP投与

量を比するとCRP0.5未満の群でrEP投与量が少な
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図6 鉄状態分類によるIL-6の比較

図4 鉄状態分類によるTSATの比較

図5 鉄状態分類によるCRPの比較



い（図9）．逆にCRPの高い群はTSATに差はないが

Hbがやや低く，s-ft，hpcが高く鉄投与量も多い．

4 考 察

腎性貧血の治療に最もよい治療は透析療法を十分に

行うことと，適切な食事療法を保つことは言を俟たな

い．今回われわれの行った242例のHD患者の検討

で示されたことは，鉄状態とrEP投与を含めたHb

値，すなわち貧血の程度との関係はきわめて明白な結

果を示している．

日本透析医学会ガイドラインの中での鉄欠乏の規準

はTSAT20以下，s-ft100以下であるが3），これは必

ずしも適当ではない．また日本鉄バイオサイエンス学

会のそれは，s-ft12以下である7）．斎藤は「鉄欠乏を
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図7 鉄状態分類による週当りEPO投与量の比較

図8 鉄状態分類による過去6カ月間の週当り鉄剤投与量の比較

表4 CRPの分類による検査諸数値の比較
（mean±SD）

CRP分類

0.5mg/dl未満
（n＝215）

0.5mg/dl以上
（n＝27）

ferritin（ng/ml）

TSAT（％）

Hb（mg/dl）

heocidin-25（AU）

EPO投与量（IU/W）

鉄剤投与量（mg）

85.3±96.6

24.8±9.2

10.3±0.9

26.9±29.5

3,163±2,642

144.6±270.3

143.6±98.6

23.8±9.2

10.1±0.8

36.1±39.8

4,449±2,951

232.6±315.0



含む対象からs-ft（貯蔵鉄）の正常範囲を求めるのは

間違いであるといえる，……鉄欠乏を除く正常人を対

象にしなければならない」と述べ，鉄欠乏のs-ftの

値は日本鉄バイオサイエンス学会のそれと同じ12ng/

ml以下としている8）．ただしこれらの場合にはrEP

の使用はまったく考慮に入れていないので，これをそ

のままHD患者の場合に適用することは不適当である．

そこでわれわれは今回の検討を行ったのであるが，

この結果は鉄状態の分類でTSAT20未満の第2，第

5群のrEP投与量が多い（図3，7）．前田が先に行っ

た検討では（最近の日本透析医学会の統計2）でも同じ

であるが），rEPの投与量と鉄との関係で造血の反応

のよい群はrEP未使用群と低使用群であるが，これ

はまた血清鉄/血清フェリチンが高い群である1）．つ

まり，この比は体内鉄のうち，造血に使われる鉄の比

率の高いことを示している．

rEP使用に伴う鉄状態は第一義的にはs-ftではな

くTSATによると考えてよい．s-ftが多くても，逆

に多いが故にs-hpc値が高くなり，鉄の利用を妨げて

いることがある．また，CRP，IL-6についてもみる

と，第4群が最も低く，かつs-hpcも25.2AUで2番

目に低い（図2，6，7）．hpcと相俟って，この群の鉄

状態は鉄が有効に使われやすいことを示している．ま

た，第4群がrEPの投与量と共に鉄の投与量の少な

い事も同じ造血効果のよいことの証左である．血清

s-hpcの状態をみても，この最も低い群，すなわち鉄

欠乏の定義に最も合致するs-ft60未満，TSAT20以

下の群に次いで，理想的鉄状態の第4群でも低い．こ

れは腸管からの鉄吸収もよく，また網内系をはじめ鉄

代謝細胞からの鉄放出→造血利用にもよい状態と考え

られる．

翻って鉄の過剰による毒性，つまり細胞毒性として

の鉄の例として，肝炎悪化は衆知の事実であり，除鉄

は慢性肝炎の悪化を抑制する8～10）．わが国でも，除鉄

療法が医療保険の適応になった．また，心筋梗塞後，

血管再建による血流再開後心筋障害が進行する例は鉄

の細胞毒性によるもので，鉄類キレート剤デフェロキ

サミン（deferexamine;DFO）により防止される11）．

最近アンジオテンシンIIによる心筋への鉄の沈着が

組織障害を起こし，鉄キレート剤により改善されるこ

とも報告されている12～14）．鉄の過剰は防がねばなら

ない．

さらに理想的鉄状態の群をs-ft30を境に再検討す

ると，表5の如くになる．s-ft30未満では平均でs-ft

20.8であるためか，鉄剤の投与はやや多くなってい

る．しかしHbもrEP投与量も同じである．また，

この第 4群で，TSAT別にさらに検討すると，表 6

に示される如く，TSAT22以上の群はrEPの投与は

少ない．そしてs-hpcの平均も逆に低いことは興味深

い．鉄剤投与量の少いことに関連するのだろう．

これを考えるとs-ftはむしろ鉄過剰の指標であり，

TSATは鉄欠乏の指標として適当である．したがっ

て鉄利用の指標にもなる．すなわちs-ftの多い群は

鉄過剰を考え，TSATの低い群は鉄欠乏を示すこと

である．

このことからrEP投与に伴う鉄の欠乏の指標とし

ては s-ft100未満でなく，鉄利用の効率を考えれば

60未満TAST20以下を鉄欠乏の指標とするのが最も

適当であると考える．その上でrEPおよび鉄剤投与

にはTASTを第一義的と考え，かつs-ftはなるべく
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図9 CRPの分類によるEPO投与量の比較



100を超えないように投与法を工夫すべきである．

鉄剤投与を多くしてrEPを節約すること15,16）は医

療経済から一見良さそうに見えるが，鉄剤投与には白

血球機能障害17）や酸化ストレスを増加させる報告があ

り18），最近でも日本透析医学会の示す鉄剤投与法のう

ち，毎透析ごと，週3回投与を続けることは酸化スト

レス（酸化アルブミン）の比率を増大させることも示

されていて19），投与方法も今後改訂されねばならない．

筆者は血液透析操作の開始時より，ヘパリン注入と

同様にした持続投与法を行っている20）．この方法では

s-hpcの増加が1回投与法より少なくて，TSATも上

昇し，また実際的にも，透析終了時スタッフの忙しさ

を考えた場合より良い方法と考えている．

5 結 論

血液透析患者の鉄状態と遺伝子組み換えヒトエリス

ロポエチン製剤の最もよい関係は，s-ftが60未満，

TSAT20以上（できれば22以上）が効率よく造血を

もたらすと考えられる．
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表5 理想的鉄状態群における血清ferritinの分類による

検査諸数値の比較
（mean±SD）

ferritin分類

30ng/ml未満
（n＝43）
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ferritin（ng/ml）
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鉄剤投与量（mg）
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83.8±136.5

表6 理想的鉄状態群におけるTSATの分類による

検査諸数値の比較
（mean±SD）

TSAT分類
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（n＝61）

ferritin（ng/ml）
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Hb（mg/dl）
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EPO投与量（IU/W）

鉄剤投与量（mg）
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2,793±2,417
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日本透析医会通常総会が平成19年5月20日（日）午後2時から

ホテルマイステイズ御茶ノ水（東京）にて開催された．以下に，そ

の際の資料（抜粋）と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料

Ⅰ 平成18年度事業報告書

Ⅱ 平成18年度収支決算書

Ⅲ 平成19年度事業計画書（案）

Ⅳ 平成19年度予算（案）

平成19年度通常総会報告

（社）日本透析医会通常総会議事録

（社）日本透析医会役員名簿
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［総会資料と決定事項］

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項



（社）日本透析医会通常総会資料

第1号議案

平成18年度事業報告書

第1 会 議

総 会

1.平成18年度通常総会

平成18年5月21日 第1号議案 平成17年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成18年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 理事の辞任に伴う新理事の承認を求める件

第4号議案 その他

理 事 会

1.平成18年5月21日

通常総会付議事項

第1号議案 平成17年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成18年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 理事の辞任に伴う新理事の承認を求める件

第4号議案 顧問就任の承認を求める件

常任理事会

1.平成18年4月28日

協議事項 � 平成18年度診療報酬改定の対応に関するアンケート調査について

報告事項 � 平成18年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事

業）国庫補助の交付基準等について

� 平成18年度日本財団助成事業の契約締結について

2.平成18年5月21日

協議事項 � 通常理事会及び通常総会に付議する議案等の審議について

第1号議案 平成17年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成18年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 理事の辞任に伴う新理事の承認を求める件

理事辞任者：原田 知先生・工藤寛昭先生

後任者：山下達博先生・新里 健先生

監事辞任者：鈴木 満先生
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後任者：今 忠正先生

第4号議案 その他（顧問就任の承認）

原田 知先生・工藤寛昭先生・鈴木 満先生

� 診療費改定の対応アンケート調査について

報告事項 � 会員数等の現況報告について

� その他

3.平成18年6月24日

報告事項 � 平成18年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事

業）交付決定通知書について

� 会費別会員数（5月分）の報告について

� その他

4.平成18年7月28日

協議事項 � 「透析医療災害対策メーリングリスト」への登録（東京海洋大学）について

� 推薦名義使用のお願い（中外製薬）について

� 貧血管理に関するアンケートの仮集計結果について

� 透析患者の終末期医療に対する考え方について

報告事項 � 平成17年度日本財団助成事業の会計監査について

� 平成18年度日本財団助成事業に係る関西圏、首都圏プロジェクト委員会報告

について

� 厚生労働省疾病対策課への提出について

1） 平成17年度事業報告書および収支決算並びに平成18年度事業計画及び予

算等の報告について

2） 役員改選の届出について

� 透析患者に対する特定疾患療養管理料の取扱いについて

� 旭メディカル社のダイアライザー供給停止について

� 6月分会費別会員数について

5.平成18年9月22日

協議事項 � 当医会ホームページのリンクについて

� 災害情報ネットワークメーリングリストへの参加について

1） NHK

2） 全国腎臓病協議会

� 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について

報告事項 � レセプト分析調査（中間報告）について

� 貧血管理に関してのアンケート結果（報告）について
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6.平成18年10月7日（臨時）

協議事項 � 日本医師会「社会保険診療報酬検討委員会」に対する日本透析医会の意見につ

いて

7.平成18年10月27日

協議事項 � 日本透析医会20周年記念の開催について

報告事項 � レセプト分析調査について

� 委員会報告

1） 広報委員会

2） 研修委員会

� 諮問事項等に対する意見について

� 平成18年度中間決算について

� 医療ミスに対する賠償命令（津山第一病院）について

� その他

8.平成18年11月24日

協議事項 � 日台科学技術セミナー（2007年1月14日開催）の広報について

� 後期高齢者保険と透析医療について

報告事項 � レセプト分析調査の最終報告について

� 溶血事故報告について

� その他

9.平成18年12月22日

協議事項 � 医会ホームページリニューアルについて

� 20周年記念シンポジウムについて

報告事項 � 溶血事故のホームページ掲載について

� 第3回社会保険診療報酬検討委員会における討議事項について

� その他

10.平成19年1月26日

協議事項 � レセプト調査報告の医会雑誌掲載内容について

� 20周年記念シンポジウムについて

� 「透析医療保険審査委員懇談会」・「災害情報ネットワーク会議」の開催について

� 役員の改選について

� 後期高齢者医療に対する保険局医療課との話し合いについて

� 生活保護と更生医療について

� 参議院選挙における推薦について

� 病名のコード付けについて

	 HBV院内感染について
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報告事項 � 災害時透析医療対策部会について

� 厚生労働省疾病対策課による法人検査について

� その他

11.平成19年2月23日

協議事項 � 20周年記念シンポジウムについて

� 全国腎臓病協議会と合同による透析関係調査（入院透析・患者送迎）について

� 平成18年度総会での質問（総会とセミナーを同日に出来ないか）について

報告事項 � 厚生労働省健康局疾病課による法人立ち入り検査報告について

� 平成18年度仮決算について

� 広報委員会報告について

� 医療機器の保守管理に係る運用通知（概要案）について

� その他

12.平成19年3月23日

協議事項 � 平成19年度通常理事会および通常総会開催について

� 要望書（時間区分の復活）について

� 入院患者に関与するアンケートについて

� 研究助成審査基準及び助成規程について

� 平成18年度総会での質問（総会とセミナーを同日に出来ないか）について

報告事項 � 「医師の患者への説明と責任」について

� 維持透析療法部会報告について

� 研修委員会報告について

� その他
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第2 委員会

平成18年度委員会開催状況
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（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

委 員 会 開催年月日 備 考

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会 平成19年03月01日

� 適正透析普及部会 平成18年06月30日

� 適正医療経済部会 平成18年06月24日 保険審査懇談会

平成18年07月07日 レセプト調査

平成18年10月27日 レセプト調査

� 医療廃棄物対策部会 平成19年03月23日

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会 平成18年06月30日 常任理事会と合同

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会 平成18年06月24日 情報ネットワーク会議

平成19年01月13日

� 感染症対策部会 平成19年03月08日

� 医療事故対策部会

3.合併症対策委員会 平成18年08月02日

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会

6.研修委員会 平成18年10月22日

平成19年03月11日

7.広報委員会 平成18年06月08日

平成18年10月12日

平成19年02月08日

8.情報管理委員会

9.内規委員会

10.倫理委員会

11.学会等助成審査委員会 平成18年04月28日

平成18年06月24日

平成18年09月22日

平成18年10月27日

平成18年11月24日

平成18年12月22日

12.学会等研究助成交付審査委員会 平成18年05月01日

平成18年06月28日

平成18年12月08日

平成19年01月10日



平成18年度委員会報告

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

透析導入者審査委員会設置支部（愛知）に助成した．

報告については19年度の日本透析医会雑誌に掲載する．

� 維持透析療法部会

（平成18年度1回開催）

EPO包括化による透析医療内容の変化および治療時間による診療報酬反映撤廃の影響について話し

合いが行われた．

� 適正透析普及部会

（平成18年度1回開催）

支部長会議を開催し，18年度診療報酬改定の対応について経緯を説明した．

� 適正医療経済部会

（平成18年度3回開催）

1） 透析医療費の分析調査について検討し，病院及び診療所（185施設）の協力をいただき，平成18年6

月分外来透析レセプトの集計が行われた．報告については，19年度の日本透析医会雑誌に掲載する．

2） 第11回透析保険審査委員懇談会を開催した．事前にアンケートを行い，検討事項で43件，要望事項

で48件と多くの回答をいただいた．

報告については，日本透析医会雑誌（Vol.21�3）に掲載した．

� 医療廃棄物対策部会

（平成18年度1回開催）

1） 日本の医療廃棄物の現況について

2） 東京都に於ける医療廃棄物のシステムについて

3） 雑誌「臨牀透析」よりの原稿依頼について

4） 平成16年度千葉県における透析医療機関の現状に関するアンケート調査報告について

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会

（平成18年度2回開催）

1） 熱海市西南部で震度5弱（4月30日），広島県西南部・愛媛県・大分県で震度5弱（6月12日），大

雨2件，台風（7月8日13号），東京千葉広範囲停電（8月14日），広島県呉市，江田島市等の水道送

水施設の事故（8月28日：3施設に影響あり），北海道太平洋沿岸津波警報（11月15日）の自然災害

において情報収集・伝達活動を行った．幸い大きな災害の発生はなかった．

2） 6月24日第7回災害情報ネットワーク会議を行い，ネットワーク担当者50名の出席を得て開催され，

年次報告および活動報告等を行った．

3） 8月31日，第7回災害時情報伝達訓練を行い，35都道府県601施設の参加を得た．

4） 情報システム・メーリングリスト保守管理

taisaku_ml登録アドレス数 129

joho_ml登録アドレス数 589

5）「災害対策の検証」と「情報ネットワークの活動」，「慢性疾患患者に対する災害対策」について広く

知ってもらうため各地域で講演を行った．
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� 感染対策部会

（平成18年度1回開催）

1） 院内感染マニュアルの改訂について

●HCVの隔離・ベッド固定の扱いについて

●2人開始・終了と自動装置の関連について

●その他改訂すべき点について

2） 新型インフルエンザ対策の策定について

3.合併症対策委員会

（平成18年度1回開催）

透析患者の合併症とその対策No.16「透析患者の骨代謝，二次性副甲状腺機能亢進症」の発刊等につ

いて検討し，3月末に会員に送付した．

4.腎移植普及推進委員会

社団法人日本臓器移植ネットワーク運営事業に協力した．

5.腎不全予防医学調査研究委員会

平成18年度「血液透析患者実態調査」について事業協力した．

腎不全治療マニュアルの改定．

6.研修委員会

（平成18年度2回開催）

� 支部医会の学術研究に助成した．

1） 広島県透析連絡協議会

研究課題：「慢性透析患者の動脈硬化性病変の進展に関与する要因について」

2） 奈良県透析医会

研究課題：「血液透析症例の体水分分布に関する研究について」

� 支部医会が開催した研修会・講演会に助成した．

� （社）日本透析医会シンポジウムを開催し225名が参加した．

「維持透析患者の消化管疾患」

日 時：平成18年10月22日（日）

午前9時～午後3時5分
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支 部 名 会 場 開催年月日

宮城県透析医会

青森県透析医会

鹿児島県透析医会

島根県透析医会

愛知県透析医会

大阪府透析医会

長崎県透析医会

フォレスト仙台

弘前市民文化センター

鹿児島医師会館

出雲ロイヤルホテル

安保ホール

ホテル日航大阪

ホテルニュー長崎

平成18年12月 3日

平成18年 6月 4日

平成18年 5月13日

平成18年 4月 8日

平成18年11月26日

平成18年 8月 5日

平成18年10月 7日



場 所：品川コクヨホール

司 会：平方秀樹（福岡赤十字病院）

秋澤忠男（昭和大学医学部）

講演者：深川雅史（神戸大学医学部附属病院）ほか5名

� （社）日本透析医会研修セミナーを開催し222名が参加した．

日 時：平成19年3月11日（日）

午前8時50分～午後3時

場 所：品川コクヨホール

講演者：川西秀樹（医療法人あかね会土谷総合病院）ほか5名

� 19年度のシンポジウムは20周年記念シンポジウムとして平成19年10月21日（日）品川プリンスホ

テルで開催することが決定した．講演内容はホームページに掲載済である．

また，研修セミナーは平成20年3月2日（日）品川コクヨホールで開催することが決定した．

7.広報委員会

（平成18年度3回開催）

� 日本透析医会雑誌の企画・編集等について，討議された．

� 医会雑誌Vol.21No.1発刊

1） 維持透析患者における腸管機能の特異性overview―粘膜貧血・易出血性・吸収能・便通・便秘など―

2） 維持透析患者における顎口腔領域の合併症

3） 内視鏡検査・治療が有用な維持透析患者の消化管病変

4） 維持透析患者における腸管虚血

5） 維持透析患者における直腸・肛門疾患・憩室炎

6） 外科的治療が必要な維持透析患者の消化管病変

7） 透析患者の消化管周術期の経静脈栄養

8） 維持透析患者における薬剤性消化管障害―消化管疾患治療薬の使用上の注意―

9） 維持透析患者における悪性腫瘍

10） 維持透析患者における消化管疾患検診の年間スケジュール

11） 災害コーディネーターの必要性について

12） PreventableDeathをなくすために―医療と情報の視点から―

13） 災害時透析医療対策としての地下水利用

14） 透析液清浄化基準の変遷と今後の目標

15） 慢性腎不全と血管石灰化

16） Fabry病の診断と治療

17） 透析患者の睡眠障害に対する診断と治療

18） 透析患者の結核

19） 透析患者のスクリーニング検査からの教訓と問題点

―腹部CT，消化管内視鏡，PSA，BNP，HbA1cなどを中心に―

20） 血管吻合用カバー―AVF作成を円滑に進めるために―

21） 第9回透析医療費実態調査報告

22） 2階建て公的医療保険構想について
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23） 医療法人制度改革の動向

24） 透析患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携に関するアンケート調査

25） 平成16年度千葉県における透析医療機関の感染性廃棄物の現状に関するアンケート調査（第5報）

26） 透析室勤務の看護師教育―病院・クリニックの状況を踏まえて―

27） 透析医のひとりごと

医療制度改革の荒波の中で思う �千葉県�

透析導入患者は何故減らないの？ �高知県�

28） 支部だより �福島県・山梨県・山形県�

� 医会雑誌Vol.21No.2発刊

1） 維持透析患者の便秘対策―特に塩酸セベラマーとの関連―

2） 透析患者の睡眠障害に対する診断と治療

3） わが国のバスキュラーアクセスガイドラインを巡って

4） 国際的診療ガイドラインKDIGOの現状と方向性

5） β2-microglobulin吸着療法の効果について

6） 透析患者の冠疾患診断における冠動脈CTAとMRAの現状

7） 透析患者の冠動脈疾患治療の実際

8） 透析医療環境における医療関連感染の予防―CDCガイドラインに学ぶ対策と考え方―

9） 豪雪地域における透析

10） 企業，組織の危機管理と不祥事防止策について

11） 災害時慢性疾患対応のあり方について

12） calcimimeticsの現況―新しい副甲状腺機能亢進症治療薬シナカルセト塩酸塩―

13） 小児慢性腎不全診療の歩みと現況

14） hepcidin：血液透析患者における鉄代謝制御因子

15） 培養腹膜中皮細胞の凝固線溶系因子，血管新生因子産生および細胞内シグナル伝達系に与える各種透

析液の影響について

16） 生体試料中の化学分析

17） 本邦の腹膜透析の現況と今日的課題

18）「透析者のくらしと医療」を読んで

19） 書評「透析者のくらしと医療」

20） 日本透析医会通常総会資料および主な決定事項

21） 透析医のひとりごと：腎不全治療への思い �新潟県�

22） 支部だより �岡山県・熊本県�

� 医会雑誌Vol.21No.2別冊発刊

1） 平成17年度厚生労働科学研究費補助金（医薬安全・医療技術評価総合研究事業）

総括報告書

透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究

2） 平成17年度日本財団助成事業

災害時医療支援船の実現化に向けた調査・運用訓練の実施 報告書

災害時医療支援船構想2005 報告記録集

� 医会雑誌Vol.21No.3発刊

1） 第11回透析保険審査委員懇談会について

2） 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
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3） 浦河QQ Index2006―浦河QQ Index（QuickQuakeIndex）2004の改訂―

4） 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

5） 海外渡航移植

6） 在宅血液透析の現況

7） 透析管理のターミナルケアに関する医師の意識調査

8） 医療における統計学の功罪

9） 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―

10） 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

11） 急性腎不全―病態と治療の課題―

12） 透析患者における造影剤の使い方

13） 糖尿病透析患者における血糖コントロール

14） 今後の臨床工学技士養育と透析医療

15） 電子カルテの現状と透析医療

16） 透析施設における感染症―院内感染とその対策―

17） 診療報酬改定と今後の透析医療

18） 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

19） 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

20） 透析医のひとりごと：透析医雑感 �山梨県�

21） 支部だより：�和歌山県・岩手県・大阪府�

8.学会等助成審査委員会

（平成18年度5回開催）

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

第27回日本アフェレシス学会学術大会

第6回国際アフェレシス学会学術大会

第11回世界アフェレシス学会連合世界会議

平成19年3月2日～4日

第10回アクセス研究会（増額申請） 平成18年9月2日～3日

第17回日本サイコネフロロジー研究会（増額申請） 平成18年6月3日～4日

第18回日本サイコネフロロジー研究会 平成19年6月2日～3日

第17回日本急性血液浄化学会大会（増額申請） 平成18年10月5日～7日

第13回日本腹膜透析研究会 平成19年11月24日～25日

第9回アクセスセミナーin札幌 平成19年7月8日



9.学会等研究助成交付審査委員会

（平成18年度1回開催，FAXによる審査3回）

以下のとおり学会及び調査研究について審査した．
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研 究 課 題 研究目的等

生食置換返血実施時におけるrh-EPO製剤の至適投与タ

イミングの検討

返血3分前rh-EPO投与がベストな投与タイミング

であるのか，施設間，回路，透析条件，rh-EPO剤

型などの違いによって，この結果が異なるかどうか，

ベストな投与タイミングを検討する．

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

全国的な腎移植推進のモデルケース構築を目的とす

る．

緊急事態における血液浄化及び発展途上国における安価

な血液浄化の研究（増額申請）

大規模災害時に圧挫症候群を生じた被災者並びに透

析センターを失った透析患者に対して，災害時の救

命率向上に寄与する．

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

・血液音における周波数の時間的変動を指標とするバス

キュラアクセスの音響学的評価

・Ⅱs型糖尿病性腎症の発症・進展に関与する遺伝子の

解明

・糖尿病による透析導入をアウトカムとする臨床疫学的

研究

・GCPに準拠した透析液品質保証システムのクリニッ

クレベルでの確立

・首都直下地震発生時および被災後の透析施設および透

析関係者の具体的対応指針づくりのための調査分析

公募助成

学 会 等 開 催 日

第27回日本アフェレシス学会学術大会

第6回国際アフェレシス学会学術大会

第11回世界アフェレシス学会連合世界会議

平成19年3月2日～4日

第10回アクセス研究会（増額申請） 平成18年9月2日～3日

第17回日本サイコネフロロジー研究会（増額申請） 平成18年6月3日～4日

第18回日本サイコネフロロジー研究会 平成19年6月2日～3日

第17回日本急性血液浄化学会大会（増額申請） 平成18年10月5日～7日

増額申請

第13回日本腹膜透析研究会 平成19年11月24日～25日

第9回アクセスセミナーin札幌 平成19年7月8日
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研 究 課 題 研究目的等

生食置換返血実施時におけるrh-EPO製剤の至適投与タ

イミングの検討

透析施設における至適腎移植啓発方法の研究

緊急事態における血液浄化及び発展途上国における安価

な血液浄化の研究（増額申請）

維持透析患者の悪性腫瘍罹患調査

・血液音における周波数の時間的変動を指標とするバス

キュラアクセスの音響学的評価

・Ⅱs型糖尿病性腎症の発症・進展に関与する遺伝子の

解明

・糖尿病による透析導入をアウトカムとする臨床疫学的

研究

・GCPに準拠した透析液品質保証システムのクリニッ

クレベルでの確立

・首都直下地震発生時および被災後の透析施設および透

析関係者の具体的対応指針づくりのための調査分析

公募助成



平成18年度収支決算書

1.収支計算書（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
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（単位：円）

科 目 平成18年予算 決 算 額 差 異 備 考

I 収入の部

1.入会金収入

2.会費収入

3.寄付金収入

4.助成金収入

5.参加費収入

6.受取利息

当期収入合計（A）

前期繰越収支差額

収入合計（B）

II 支出の部

1.事業費

透析医療適正化事業費

医療安全対策委員会

合併症対策委員会

腎移植普及推進事業費

腎不全予防医学調査研究費

研修等事業費

広報活動費

倫理委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成交付審査委員会

日本財団事業

事業費合計

2.管理費

人件費

家 賃

その他経費

管理費合計

3.引当金預金支出

4.予備費

基本財産組入額

当期支出合計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

900,000

90,350,000

81,460,000

400,000

1,000

173,111,000

6,791,000

179,902,000

14,145,000

8,552,000

4,062,000

6,058,000

6,177,000

10,654,000

14,889,000

172,000

59,348,000

299,000

23,993,000

148,349,000

13,065,000

2,335,000

6,375,000

21,775,000

350,000

2,000,000

172,474,000

637,000

7,428,000

750,000

87,950,000

53,700,000

14,100,000

447,000

15,505

156,962,505

71,048,098

228,010,603

9,029,827

3,594,944

5,109,093

6,111,839

4,793,601

9,846,466

15,014,486

0

60,962,604

8,220

24,207,673

138,678,753

13,186,307

2,333,076

5,996,619

21,516,002

489,250

0

160,684,005

－3,721,500

67,326,598

150,000

2,400,000

27,760,000

－14,100,000

－47,000

－14,505

16,148,495

－64,257,098

－48,108,603

5,115,173

4,957,056

－1,047,093

－53,839

1,383,399

807,534

－125,486

172,000

－1,614,604

290,780

－214,673

9,670,247

－121,307

1,924

378,381

258,998

－139,250

2,000,000

11,789,995

4,358,500

－59,898,598



2.正味財産増減計算書（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.資産増加額

固定資産（銀行預金）増加額

退職引当預金増加額

増加の部合計

II 減少の部

1.資産減少額

当期収支差額

2.負債増加額

退職引当金繰入額

減少の部合計

当期正味財産減少額

前期繰越正味財産

期末正味財産合計額

7

489,250 489,257

489,257

4,210,750

3,721,500 3,721,500

489,250489,250

3,721,493

239,966,352

236,244,859



3.賃借対照表（平成19年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 増加の部

1.流動資産

現金預金

前払金

仮払金

流動資産合計

2.固定資産

� 基金

研究助成事業基金普通預金

基金合計

� その他の固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

II 負債の部

1.流動負債

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

III 正味財産の部

正味財産

（うち当期正味財産減少額）

負債及び正味財産合計

67,910,894

138,600

66,700

68,116,194

173,841,549

241,957,743

162,004,889

162,004,889

563,372

6,300,000

50,000

4,923,288

11,836,660

170,000

315,460

60,700

57,484

185,952

789,596

4,923,288

5,712,884

236,244,859

（3,721,493）

4,923,288

241,957,743



4.計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

� 退職引当金の計上基準について

期末退職給与の要支給額に担当する金額を計上することにしている．

� 資金の範囲について

資金の範囲には，現金・預金，仮払金，未払金，及び預り金を含めている．

なお，前期末及び当期末残高は，下記2に記載するとおりである．

2.次期繰越収支差額の内容は次のとおりである．
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（単位：円）

科 目 前期末残高 当期末残高

現 金 預 金

前 払 金

仮 払 金

71,874,297

0

66,700

67,910,894

138,600

66,700

合 計 71,940,997 68,116,194

会費預り金

所得税預り金

住民税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

288,000

403,586

55,900

54,684

90,729

170,000

315,460

60,700

57,484

185,952

合 計 892,899 789,596

次期繰越収支差額 71,048,098 67,326,598



5.財産目録（平成19年3月31日現在）
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（単位：円）

科 目 金 額

I 資産の部

1.流動資産

1） 現預金

現 金 現金手許有高

郵便振替

普通預金 三菱東京UFJ銀行神田駅前支店

三菱東京UFJ銀行定期口神田駅前支店

みずほ銀行神田支店

三井住友銀行神田支店

りそな銀行神田支店1437634

りそな銀行神田支店1437642

りそな銀行神田支店1441461

りそな銀行神田支店1458648

りそな銀行神田支店1455768

りそな銀行神田支店0984222

りそな銀行神田支店1474603

現預金合計

2） その他流動資産

前払金

仮払金

その他流動資産合計

流動資産合計

II 固定資産

1.基金

研究助成事業基金普通預金

基金合計

2.その他固定資産

電話加入権

保証金 淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他の固定資産合計

固定資産の部合計

資産の部合計

III 負債の部

1.流動負債

年会費預り金

職員等に対する源泉所得税預り金

職員等に対する住民税預り金

職員等に対する健康保険預り金

職員等に対する厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債の部合計

正味財産

負債及び正味財産合計

29,677

1,253,439

1,264,833

60,451,815

21,810

1,002

2,049

382,487

600,661

203

3,483,866

419,039

13

68,116,194

173,841,549

241,957,743

5,712,884

67,910,894

138,600

66,700

205,300

162,004,889

162,004,889

563,372

6,300,000

50,000

4,923,288

11,836,660

170,000

315,460

60,700

57,484

185,952

789,596

4,923,288

4,923,288

236,244,859

241,957,743



平成18年度管理費内訳

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007268

（単位：円）

平成18年度 按分率
按 分

管理費 事業費

人 件 費 26,372,615 13,186,307 13,186,308

給 料 20,681,229 50％ 10,340,614 10,340,615

賃 金 2,750,000 50％ 1,375,000 1,375,000

法定福利費 2,509,566 50％ 1,254,783 1,254,783

通 勤 費 431,820 50％ 215,910 215,910

家 賃 4,666,152 50％ 2,333,076 2,333,076

その他経費 13,436,059 5,996,619 7,439,440

旅費交通費 601,520 50％ 300,760 300,760

会 議 費 3,720 3,720 0

交際接待費 0 0 0

福利厚生費 174,954 50％ 87,477 87,477

印刷製本費 245,175 50％ 122,587 122,588

通信運搬費 944,245 50％ 472,122 472,123

事務・消耗品費 2,122,235 50％ 1,061,117 1,061,118

委 託 費 1,864,230 50％ 932,115 932,115

報酬（要源泉） 1,200,000 50％ 600,000 600,000

諸 謝 金 266,664 266,664 0

水道光熱費 347,363 50％ 173,681 173,682

諸 会 費 275,275 50％ 137,637 137,638

租 税 公 課 3,000 3,000 0

慶 弔 費 0 0 0

雑 費 514,372 50％ 257,186 257,186

常任理事会費 3,160,959 322,431 2,838,528

総会・理事会費 799,897 799,897 0

ホームページ管理費 912,450 50％ 456,225 456,225

合 計 44,474,826 21,516,002 22,958,824
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監 査 報 告 書

社団法人日本透析医会の平成18年度決算報告につき慎重に監査した結果

妥当なものと認めます．

平成19年4月13日

社団法人 日本透析医会

監事

監事

監事

社団法人 日本透析医会

会 長 山 � 親 雄 殿



第2号議案

平成19年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1.透析医療の適正化に関する調査研究事業

適正な透析療法の検討に関する調査・研究

適正透析療法委員会 ［委員会のもとに7部会を置く］

① 透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究

� 適正透析導入部会

適正な導入時期に関する調査・研究

� 維持透析療法部会

適正な維持透析療法に関する調査・研究

� 適正透析普及部会

適正な透析療法の普及推進を行う

� 適正医療経済部会

適正な透析医療経済に関する調査・研究

1） レセプト分析

2） 施設機能評価の調査・研究

� 医療廃棄物対策部会

・医療廃棄物対策に関する調査・研究

� 在宅血液透析部会

在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究

� 医療制度検討部会

・医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.地域医療システムに関する調査研究事業

透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立するための調査・研究

① 危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究

医療安全対策委員会 ［委員会のもとに3部会を置く］

� 災害時透析医療対策部会

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

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

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

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

害対策メーリングリスト」を新たに開設した．

・平成19年度は，引き続きブロック別災害時救急透析医療システムの構築を図るとともに災害時情

報ネットワークへの参加を推進していく．

� 感染症対策部会

院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究

� 医療事故対策部会
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・医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究

② 長期透析患者の合併症に対する調査・研究

合併症対策委員会

� 透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究

� 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究

� 患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3.国等公的機関の実施する透析医療科学研究推進事業

厚生科学研究推進委員会 ［委員会のもとに1部会を置く］

透析医療IT化推進部会

① 平成19年度厚生労働科学研究計画について

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

計画の3年目）について申請中

② 平成19年度日本財団助成金による研究計画について

・災害時医療支援船の実現に向けた調査・運用訓練の実施（3年計画3年目）

4.学術調査研究会等特定公益増進法人助成推進事業

学会等研究助成審査委員会 （助成先の適合審査の実施）

学会等研究助成交付審査委員会 （助成金の交付審査の実施）

① 平成18年度は，公募による研究助成5件を含む18件の助成推進事業を実施した．

引き続き，特定公益増進法人として助成推進事業の充実，拡大を図っていく．

5.腎移植普及推進に関する事業

腎移植普及推進委員会

① 会員及び患者に対しての協力・普及を目的とする．

� 臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力

� 会員に対する腎移植の啓発・教育

（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）

� 患者に対する腎移植推進

（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）

� 関係団体への協力事業

（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）

� 腎移植コーディネーター問題の研究

6.腎不全予防医学の調査研究事業

腎不全予防医学調査研究委員会

① 透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための調査・研究

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

進する．

7.研修等事業
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研修委員会

� 腎不全臨床医療スタッフの研修会（シンポジウム，セミナー）の開催

� 学術研究への協力

� 関係学会・団体との研究協力

� 国内講演会等の開催

8.広報活動及び刊行物の発行に関する事業

広報委員会

① 機関誌等の発行

� 医会雑誌 （年3回発行）

内容充実に一層の努力をする．

� 医会ニュース・速報等

必要の都度，発行する．

9.会員の教育・研修及び倫理向上に関する調査研究事業

倫理委員会

① 会員の倫理向上に関する調査・研究

10.情報の公開等適正管理及び情報管理に関する事業

情報管理委員会

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

調査研究

・平成14年度より，情報管理規程を設け，情報公開等の適正活用を推進している．引き続き既存ホーム

ページの内容の充実と関係団体への情報提供の拡大を図る．18年度は，新情報をいち早く知って頂く

ために希望する会員への同報メールシステムを開始した．

平成19年度予算（案）
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［収入の部］
（単位：千円）

区 分 平成18年度予算 平成19年度予算（案） 増 減

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

900
90,350
81,460

400
1

6,791

900
91,000
137,400

425
20

7,428

0
650

55,940
25
19
637

計 179,902 237,173 57,271

［支出の部］
（単位：千円）

区 分 平成18年度予算 平成19年度予算（案） 増 減

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

148,349
21,775

350
2,000
7,428

196,053
22,950

802
2,000
15,368

47,704
1,175
452
0

7,940

計 179,902 237,173 57,271



支出の部内訳
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（単位：千円）

区 分 平成18年度予算 平成19年度予算（案） ％ 増 減

I 事業費（調査研究事業費）

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会

� 適正医療経済部会

� 医療廃棄物対策部会

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会

2.地域透析医療システム

� 災害時透析医療対策部会

� 感染対策部会

� 医療事故対策部会

3.合併症対策委員会

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会

6.研修委員会

7.広報委員会

8.情報管理委員会

9.内規委員会

10.倫理委員会

11.その他の事業

� 学会・研究助成審査委員会

� 学会・研究助成交付審査委員会

� 日本財団事業

II 管理費

1.人件費

2.家賃

3.その他の経費

III 退職引当金預金支出

IV 予備費

V 固定資産取得支出

VI 次年度繰越金

148,349

594

933

1,361

9,426

729

492

610

7,186

844

522

4,062

6,058

6,177

10,654

14,889

0

0

172

59,348

299

23,993

13,065

2,335

6,375

350

2,000

0

7,428

196,053

572

686

1,315

9,318

697

492

617

5,785

583

526

3,487

6,882

5,963

23,391

15,228

0

0

180

89,175

288

30,868

13,470

2,500

6,980

802

2,000

0

15,368

0.29

0.35

0.67

4.75

0.36

0.25

0.31

2.95

0.30

0.27

1.78

3.51

3.04

11.93

7.77

45.48

0.15

15.74

47,704

－22

－247

－46

－108

－32

0

7

－1,401

－261

4

－575

824

－214

12,737

339

0

0

8

29,827

－11

6,875

405

165

605

452

0

0

7,940

計 179,902 237,173 57,271



管理費内訳
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（単位：円）

平成19年度
（案） 按分率

按 分

管理費 事業費

人 件 費 26,940,000 50％ 13,470,000 13,470,000

給 料 20,800,000 50％ 10,400,000 10,400,000

賃 金 3,000,000 50％ 1,500,000 1,500,000

法定福利費 2,700,000 50％ 1,350,000 1,350,000

通 勤 費 440,000 50％ 220,000 220,000

家 賃 5,000,000 50％ 2,500,000 2,500,000

その他経費 15,555,000 50％ 6,980,000 8,575,000

旅費交通費 800,000 50％ 400,000 400,000

会 議 費 100,000 100,000 0

交際接待費 50,000 50,000 0

福利厚生費 180,000 50％ 90,000 90,000

印刷製本費 400,000 50％ 200,000 200,000

通信運搬費 1,200,000 50％ 600,000 600,000

事務・消耗品費 2,200,000 50％ 1,100,000 1,100,000

委 託 費 1,900,000 50％ 950,000 950,000

報酬（要源泉） 1,300,000 50％ 650,000 650,000

諸 謝 金 300,000 50％ 150,000 150,000

水道光熱費 350,000 50％ 175,000 175,000

諸 会 費 300,000 50％ 150,000 150,000

租 税 公 課 5,000 5,000 0

慶 弔 費 50,000 50,000 0

雑 費 420,000 50％ 210,000 210,000

常任理事会費 3,200,000 300,000 2,900,000

総会・理事会費 800,000 800,000 0

ホームページ管理料 2,000,000 50％ 1,000,000 1,000,000

管 理 費 計 47,495,000 22,950,000 24,545,000



平成19年度通常総会報告

山�親雄会長挨拶

本日はご多忙にもかかわらず，ご出席いただきましてありがとうございます．

理事会でもお話させていただきましたが，透析患者は依然として増加しております．人口の500人に1人くら

いという患者数になっています．中でも糖尿病性腎症が約8万人となりました．ただ，個人的にはもう少し学術

的な検討が必要かなと思います．といいますのは，たとえば糖尿病性網膜症を合併しない糖尿病性腎症が数多く

カウントされているのではないかと思われるためです．今後は，糖尿病性腎症の増加というよりも，むしろ腎硬

化症患者増加の方が問題となると考えています．何れにしましてもしばらくの間は，後期高齢者を含む高齢者透

析が増加するという状況が続きます．そうしますと，社会保障費が増えない限り1人当たりの医療費は下がると

いう図式が考えられます．

われわれが2002年に日医総研と共同研究しました「透析医療におけるグランドデザイン」によれば，当時の

患者数約23万人から，2010年に26万人，2020年に32万人になると予測しました．しかし2006年末に26万人

となれば予測より大幅に増加することになりそうです．一方，15年生存率は明らかに低下しておりますし，10

年生存率，5年生存率も低下してくることでしょう．

そういったなかで，つい先日，経済財政諮問委員会では，改めて新しい社会保障制度に関する提案がされてい

ます．今後，これに基づき，かなり厳しい医療費抑制策が出てくることが予想されます．たとえば，従来ですと，

現時点で二千何百億減らせというような，具体的な数字目標がでてきたのですが，今年はそういうのが出てきて

おりません．小泉前首相と安倍首相の差でしょうか．ただ，いつかはそういう問題がでてくるのかなと考えてお

ります．

さて今年度末には，改めて診療報酬改定があり，もう一つは，いったいどんなものが出てくるか想像もできな

いような後期高齢者保険制度が新設されます．後期高齢者すなわち75歳になったからといって，74歳までの透

析と比べて，例えば安い透析ができるかというと，決してそんなことはできませんし，そんなことがあってはい

けないと考えております．しかし，後期高齢者保険制度全体としては，やはり医療費の抑制を頭に入れ，なおか

つ方向としてはできる限りの包括という噂が飛んでおりますので，そういった中で果たして透析医療がどうなっ

ていくのか，見守っていかなければなりませんし，日本透析医会からも提案していかなければいけないと考えて

おります．

ところで，昨年の診療報酬改定について，常任理事会ではEPO包括に関するアンケート調査を実施しました．

他に全腎協の調査結果も出されましたが，鉄剤の使用が増え，EPOの使用が2割減少しました．しかしながら

平均的なヘモグロビンは維持している，これはまさに質の高い治療を維持している結果と思います．日本透析医

学会統計調査結果がまもなく報告されますが，同様の結果が得られるものと信じています．この包括の問題とい

うのは，包括された時点で，それに対して診療を担当するお医者さんがどのように対応するのかということが試

された問題だと思います．経済的理由でEPOの使用が減り，貧血がだんだん悪くなっていくという危惧があり

ました．ただ，私個人としましては，決して日本のお医者さんはそういう対応をしないと思っております．

最後になりますが，今後透析に関しても大きな治療環境の変化がくるかもしれません．「JapanMedicine」

あるいは「MEDIFAX」で情報が流れましたが，全国で夜間透析を中止している公的病院がどんどん増えてき

ているとか，あるいは夜間透析のみならず透析医療そのものを放棄する施設も出てきました．これはお医者さん

を確保できない問題，もう一つは経営的に維持できないということだと思います．民間ですと後継者がいなくて

透析医療機関そのものを廃院するところもでてきています．こういう問題に対して日本透析医会は何らかの考え
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方をしめさなければいけないのかなと思っております．何れにしろ，透析は，解決を迫られている沢山の問題を

かかえております．ぜひ引き続きご協力を賜りまして，わが国の透析のあるべき姿を提示していければと考えて

おります．

本日の総会の議事に対して充分ご審議いただくことをお願いしてご挨拶にかえさせていただきます．

議長選出

吉田豊彦 副会長 を選出

議事録署名人選出

鈴木正司 常務理事

小野山攻 常務理事 を選出

議 事

第1号議案 平成18年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成19年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

以上について審議し承認された．総会での質疑応答に関して次のように「Q＆A」方式でまとめた．

総会での質疑応答

1. Ｑ：昨年の総会において，セミナーと総会を一緒の日に行っていただきたいという意見が出ましたが，その

結果については来年度のセミナーが3月2日ということですので一緒にできないということのようです

が，その理由をお聞かせください．

Ａ：実際にセミナーへ出れば1日がかりになるということ，総会も総会前に常任理事会，および理事会で承

認する作業を終了して総会へのぞみますので1日がかりとなります．時間的な余裕がありません．

Ａ：一つはセミナーの内容をみますとお分りいただけると思いますが，途中で2時間を入れることはなかな

か難しい問題があること，もう一つは総会を開くためには決算がでなくてはなりませんので，この時期

しかありません．そうしますとこの時期は関連する学会，日本透析医学会，日本腎臓学会などのイベン

トが集約されています．したがって，セミナーをこの時期に移せないだろうと考える次第です．

Ｑ：半分納得できます．関連学会が近いというご意見が主と思いますが，学術セミナーは無意味とは言いま

せんが，最近では学術講演会が沢山あって，学術的な部分についてはそちらに任せてもいいのではと思

っております．

それよりもやはり医会の目的である医療現場への提言とか，医療経済的なセミナーをしても良いのでは

と考えますが，如何でしょうか？

Ａ：これはかなり難しい，少し検討しないとお答えできませんね．

Ｑ：こういう意見もあるということを踏まえてご検討いただきたいと思います．

2. Ｑ：ただいまの事業計画を伺っていますと，来年度の診療報酬改定に関する取り組みというのは何もなかっ

たようですが，医会としてはどういう項目について要求，要請をするのでしょうかお聞かせ願いたい．

Ａ：適正医療経済部会というところで検討をします．高齢者の問題が非常に大きな問題ですので検討したい

と考えております．

Ａ：従来からの懸案事項であります，透析時間区分の復活を主に要望してまいりました．今年もそのつもり

で準備をすすめていまして，透析医学会の方に一緒にその要望書を提出しませんかという話をさせてい

ただきました．充分検討した上でということになっています．ただ新設される後期高齢者保険制度の中
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で，透析時間区分が復活しますと，75歳以上の高齢者の透析はもしかすると短時間透析でよしとされ，

低い点数が設定される可能性もあるという危惧をもっていまして，現時点ではまだ正式な要望書を作っ

てはおりません．

6月の透析医学会の時期に合わせて，毎年保険審査委員会を開催しております．この委員会は各地区で

保険審査委員を担当してもらっている先生方にお集まりいただき，レセプト上の問題点を検討しており

ますが，来年の診療報酬改定に対する要望事項も一緒に調査しています．医会の基本的な考え方である

時間区分の問題と同時に，そこから上がってくる問題について論議したうえでまとめたいと考えていま

す．最終的には，透析医会は厚生労働省の認可法人ですから，従来通り10月半ばぐらいまでに厚労省

へ要望書を持っていくと受け取っていただけ，一緒に検討できると認識しており，そういうスケジュー

ルでこれから要望を集めていきたいと考えております．

Ｑ：ありがとうございました．まさに後期高齢者の包括化の問題はどのように出てくるのか，まったくわか

らないので難しいと思いますが，ただ時間区分については検討をお願いします．充分な透析をするとい

うのが透析医療の目標ということであれば，長時間透析に加算することを要望しても良いかもしれませ

ん．

3.Ｑ：国でCKD対策を始めるということに対して執行部には何かお考えがありますでしょうか？

Ａ：透析医会としてはCKD対策について考えていかなければならないと考えておりますが，直接それに対

して大きく関与していくことは今のところ計画しておりません．一方，全腎協との話し合いのなかで，

具体的なCKD対策ではなくて，わが国の腎疾患対策について，たとえば移植をどのように普及してい

くか，あるいは保存療法をどのように考えながら透析導入患者を減らしていくかといった勉強会を，疾

病対策課に呼びかけ，いままで2度開催しております．今後もCKDキャンペーンとは別に，この勉強

会を継続したいと考えております．

4. Ｑ：会長の初めの挨拶で今後施設数が減るというようなことが述べられていたと思いますが，会員数が減れ

ば予算のほうも減るのではないでしょうか？ 何か矛盾しているように思えますが．

Ａ：全国的には透析医学会の調査をみますと，まだ施設数は増えています．ただ増え方が少し減ってきてい

ます．透析医会の会員数も，退会される施設，廃院される施設と入会される施設数のバランスをみます

と，少し増えています．したがって無理やりの予算ではありません．

5.Ｑ：細かいことですが，慶弔費は何につかうのでしょうか？ これは職員の慶弔費ですか？

Ａ：そうです，これは職員の慶弔費です．

6.Ｑ：会費の納入率は何パーセントぐらいあるのですか？

Ａ：95％は納入していただいております．ただあとの5％のなかには，もう1年，2年続けて払わない方が

おられます．

Ｑ：この会費納入のことについて，各県の透析医会に入れば，自動的に日本透析医会に入るようにしたほう

が風通しが良くなっていいのではないかと思っています．それは技術的に難しいのでしょうか？

Ａ：その方式は最も望ましいかたちではないかと思います．例えば日本医師会は，地区医師会費，都道府県

医師会費，日本医師会費とすべてひっくるめて納入しています．

ただ，透析医会がそういうかたちをとりますと，もしかすると各支部の会員数が激減するのではないか，

半減するのではないかということを危惧しています．

もちろん日本透析医会としてのそういう活動も大事なのですが，支部のなかには学術的な研究会として

存在する支部もあれば，そうではない役割をもっている支部もあります，そう考えると今のところやむ

を得ないかなと考えます．

Ｑ：これは会費納入の問題ではなくて，組織率が低いということが問題なので，組織率を上げるためにはや

はり日本透析医会の会費をもう少し下げて，広く浅くとれるような方法ができれば良いのではと思いま
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すが如何でしょうか？

Ａ：会費を安くして組織率を上げることに関しては，過去どれだけ考えてきたかわかりません．ただ，その

時点その時点での考え方のなかでは，むしろそのほうが非現実的かなと思っております．今まで活動し

てきた内容を縮小してでも会員数が多いほうが良いという考え方には今のところ至っておりません．従

来の内容を続けていくためにこれだけのものがいるとすると，会費を下げて新しく入ってくる会員数を

予測したとき，その収入が保証できるかというと，なかなか難しいのではないかというのが現在の考え

方です．3年前に会費を下げさせてもらいましたが，現在実施している事業を削減しないとこれ以上は

下げられないというのがわれわれの考え方です．

7. Ｑ：高齢者の収容施設の連携についての問題ということを医療活動目標に書いてありますが，高齢者がどん

どん増えているわけだし高齢者対策というのを医会でもう少し具体的にやっていかないと間に合わない

のではないかと思います．

具体的には，高齢者の増加とともに通院手段が確保できない高齢者が増えているという問題は見過ごす

ことができません．そのことに対する医会の対策，対応を教えていただければと思います．

Ａ：通院の問題もさることながら入院のほうが大きな問題だと思っております．療養型病床の削減，介護療

養病床の廃止という中で，入院透析をどう確保するかという問題の検討を始めております．ベッド数そ

のものに限界がありますので先ずは実態調査から始めております．太田常務理事が担当で，これから調

査結果を出せると思います．

8. Ｑ：役員の件ですが，地方選出の理事は，地方で選挙なり推薦なりして決めていただきたいとお願いをして

きましたが，まだ取り上げていただけないのですが．

ここに名前が出ておられる先生方は皆さんご立派な方ばかりなので内容についてとやかく言うことでは

ありませんが，地方独自で決めてこないと会員，会員数などにも影響がでるのではないでしょうか？

Ａ：例えば，九州なんかは具体的に九州ブロックとして理事を推薦するような動きがあると聞いていますし，

北海道も，北海道の中で決めていただくという動きになってきています．

Ｑ：顧問の先生方が多いのに驚きました．普通は数名だろうと思っていたので他の会とちょっと違うのかな

という印象をもっています．

Ａ：一般的には名誉会員ということでしょうか．当会では名誉会長の称号はありますが名誉会員という称号

はありません．その分顧問の数が多くなっているのではないかなと思っております．

9.Ｑ：5月16日の朝日新聞に出ていたのですが，従来の標榜診療科名を減らして新しい標榜科を追加すること

に対する情報はあるでしょうか？

Ａ：現在，医療法施行令に限定列挙している33診療科名を患者・国民にとってわかりやすい基本領域に関

するものだけとし，ほかに「専門性の高い診療科（いわゆるサブスペシャリティー）等の内容」と合わ

せることによってより自由でわかりやすい表記ができるようにする方向になっています．現在の標榜科

は37，医科33，歯科3ですが，医科の見直し案では「内科，精神科，小児科，外科，整形外科，形成外

科（美容外科），脳神経外科，皮膚科，泌尿器科，産婦人科（産科，婦人科），眼科，耳鼻咽喉科，リハ

ビリテーション科，放射線科，病理診断科（臨床検査科），救急科」の16を基本領域に，そしてサブス

ペシャリティーとして，アレルギー，とかリウマチとか人工透析……を付け加える方向です．

診療所において勤務している医師 1人について「主たる診療科名」を原則二つ以内とし，その他の診療

科名を「従とする診療科」（サブスペシャリティー）として区別する表現方法とするような内容となっ

ています．例えば主「内科，放射線科」，従「人工透析科」というように表現するようです．従は小さ

い文字でするのかカッコで囲むのか定かではありませんが．

ほかに「厚生労働大臣の許可を得た診療科名」として麻酔科がありますが，それを「麻酔科」と新規に

「総合科」を加えたい意向のようです．日本医師会では総合科については今までやってきたことをわざ
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わざ専門化する必要があるのか疑問視しているようです．

この点に関して，日本透析医会は日本透析医学会と共同で，標榜科としての「透析科」を新設していた

だくよう，すでに要望書を提出しました．

Ｑ：ありがとうございました．いま質問させていただいたのは，診療報酬の調査結果を見る場合，正式な診

療科でないと統計が出ないのです．透析は泌尿器科の中に含まれていたりしますので，今後医会として

も医学会としても人工透析科とか透析科の標榜にご尽力くださるようお願いします．

Ａ：標榜名として，人工透析科，腎透析科，単なる透析科がよいのか皆さまのご意見がいただきたいところ

です．

（文責 杉崎弘章）
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（社）日本透析医会通常総会議事録

1.会議の種類 平成19年度 通常総会

1.開 催 場 所 ホテルマイステイズ御茶ノ水 ホールA（東京都千代田区神田淡路町2－10－6）

1.開 催 日 時 平成19年5月20日（日） 午後14時00分～15時30分

1.会 員 総 数 1,198名

1.出席 会員数 620名 内訳 本人出席 29名 書面出席 591名

1.議事の経過

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

旨，告げられた．

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

豊彦氏が選任された．

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

場一致で選任された．

続いて議案の審議に入った．

第1号議案 平成18年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

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

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

から「平成18年度決算の監査結果は，妥当であった．」旨，報告された後，議長による採決が行われ，満場一

致で承認された．

第2号議案 平成19年度事業計画及び予算の承認を求める件

常務理事山川智之氏から，総会資料により前年度事業実績に基づく19年度事業計画（案）の概要の説明が

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

原案どおり可決承認された．

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

会長山�親雄氏から「退任される小野利彦理事の後任に，青木正氏を選任する．それ以外の理事の方々につ

いては総て再任とする．」旨，新役員選任（案）の説明があり，議長による採決の結果，満場一致で原案どお

り可決承認された．

第4号議案 その他

（1） 顧問就任についての承認を求める件

会長山�親雄氏から「今回役員を退任される小野利彦理事について顧問に選任したい．」旨，提案があり議

長による採決の結果，満場一致で承認された．

（2） 質疑応答「次回診療報酬改定の要望事項」等，自由活発な討論が行われた．
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15時30分をもって，通常総会の議案総てを終了し，議長は閉会を宣し解散した．

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

平成19年5月20日

社団法人日本透析医会通常総会に於いて

議 長

議事録署名人

同
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（社）日本透析医会 役員名簿
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役 職 名 氏 名 現 職

会 長

副 会 長

専務理事

常務理事

理 事

（北海道）

（東北）

（東北）

（関東）

（関東）

（甲信越）

（中部）

（関西）

（関西）
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要 旨

院内感染は宿主側の感染に対する防御能などの要因

と微生物の病原性や伝播性との間に密接な関係があり，

これに環境因子が複雑に影響し成立する．一方，透析

医療の現場は院内感染の生じやすい代表的な場所であ

り，日頃から患者への院内感染ばかりでなく，医療従

事者への対策をとっておく必要がある．

この総説では透析に関連して知っておきたい感染症

について，院内感染症，感染症対策の基本について述

べ，ついで透析スタッフの視点，患者の視点から，大

阪府下の透析病院・診療所における感染症対策の実態，

および患者側からみた各施設の感染対策状況について

報告した．さらに，大阪府下の透析病院・診療所にお

ける結核感染症の現況についても調査結果を報告した．

はじめに

日本透析医学会の報告によれば，2005年12月末で

の感染症による死亡は全体の19.2％と年々増加して

いる1）．感染症は宿主側の感染に対する防御能などの

要因と微生物の病原性や伝播性との間の密接な関係，

これに環境因子が複雑に影響し成立する．透析医療の

現場は院内感染の生じやすい代表的な場所であり，日

頃から患者への院内感染ばかりでなく，医療従事者へ

の対策をとっておく必要がある．

ここでは，透析に関連して知っておきたい感染症に

ついて透析スタッフの視点，患者の視点から述べてみ

たい．

1 透析に関連した感染症対策の基本

1） 院内感染

院内感染は，病院/診療所などの医療施設に入院中

の患者が原疾患とは別に罹患した感染症，あるいは医

療従事者が施設内において罹患した感染症である．医

療施設にはいろいろな疾病を持ち感染防御能の低下し

た患者が診断・治療を受けるために集まってくる．一

方では，感染症のために医療施設に治療を受けに患者

が来院する．したがって，市中に比べて明らかに感染

機会の高い環境が形成され，院内感染が引き起こされ

る．また，これに加えて，救急医学，免疫抑制療法，

輸液療法，手術手技，人工臓器，移植手術等の医療の

進歩や抗菌薬の乱用などの要因が院内感染を複雑化し

ている．特に，血液透析医療においては，感染防御能

の低下している腎不全患者が限られた場所で長時間，

多くの患者とともに体外循環による治療を受ける特殊

な環境であり，院内感染を合併しやすい典型的な例で

ある．表1に院内感染として注意すべき感染症を記し

た．

これらの院内感染の予防として，年齢，基礎疾患，

使用薬物，処置などを考慮した宿主側の感染症への対

策，感染源への対策，医療従事者が感染源，伝播者に

ならないようにするための標準予防策（standardpre-

caution）の実施，感染経路の遮断を講じる必要があ

る．
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2） 感染予防対策

わが国では，1999年5月に発症したHBVによる

劇症肝炎の院内集団感染をきっかけに，旧厚生省厚生

科学特別研究班が組織され，2000年3月に「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」が作成された2）．この感染対策マニュア

ルは血液透析療法における日常の手技について，院内

感染が起こりにくい標準的な「通常の透析」の手技と

呼べるものを目指して作成され，現在，各施設で参考

にされている．また，米国疾病管理予防センター

（CentersforDiseaseandPrevention;CDC）から

は，慢性透析患者における感染症予防のための勧告の

中で包括的感染制御プログラムが報告されており3），

この中で以下の事項がポイントとしてあげられている．

① 感染予防対策

●血液媒介ウイルスや病原性細菌の患者間の感染

予防対策

●HBVおよびHCV感染チェックのための血清

学的検査

●B型肝炎に感受性のあるすべての患者へのワク

チン接種

●HBs抗原陽牲の患者の隔離

② 感染およびほかの有害事象のサーベイランス

③ 感染制御のトレーニングおよび教育など

しかし，実際に透析現場ではたしてどの程度までこ

の感染対策マニュアルが活用されているかが問題とな

る．

3） 大阪府におけるアンケート調査結果

2001年に大阪府下の各透析施設を対象として，感

染症対策状況について，医療側と患者側の両サイドへ

アンケート調査を行った結果から，以下のような点が

明らかになった4）．

① 感染症検査について

感染症検査では，患者に対する HCV抗体，HBs

抗原検査についてほとんどの施設で年1回以上施行さ

れており，また肝機能検査はすべての施設で月1回以

上行われていたが，HBVワクチンの接種については

7.9％，年1回以上のツベルクリン反応検査は9.2％で

あった．

検査結果の説明（表2）については，医療側がHBs

抗原については82.7％の施設で説明していると回答

したのに対して，患者側では説明を受けたと回答した

のは34.1％であった．同様にHCV抗体についても，

医療側が76.5％の施設で説明していると回答したの

に対して，患者側では31.4％となっていた．なお，

医療側がHBs抗原陽性患者，あるいはHCV抗体陽

性患者に対して説明しない理由として，患者が理解で

きそうにない場合説明しないなどの意見があった．

② 感染症対策についての教育
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表1 院内感染として注意すべき感染症

1.細菌・真菌

感染力の強いもの：結核菌，芽胞形成菌，一部の真菌

院内感染として重要なもの：MRSA，緑膿菌を含む非醗酵菌

カテーテル・チューブなどの汚染菌：一般細菌（Accinetobactor，Serratiaなど）

その他

2.ウイルス

感染力の強いもの：肝炎ウイルス（B，C）

新生児，妊婦が対象の場合：風疹，ヘルペスウイルス（HSV，VZV）

その他：CMV，EBV，HIV，HTLV�1

3.その他

病原性の強い微生物：梅毒，リケッチア，クラミジア，原虫

表2 患者への検査結果説明とワクチン接種

YES

医療側 患者側

HBs抗原（抗体）検査結果の説明をしている（受けている）

HBs抗原，抗体陰性の患者に対して，HBVワクチン接種を勧
めている（勧められている）

HCV抗体検査結果の説明をしている（受けている）

82.7％

7.9％

76.5％

34.1％

8.7％

31.4％



患者に対する感染症対策の教育について（図 1），

医療側では定期，不定期合わせて，病院の44.9％，診

療所の61.9％の施設が患者に対して感染症に対する

教育を行っていると回答したが，患者側では23～30.2

％の施設でしか教育，説明を受けていないと回答し

ていた．

③ HBs抗原陽性患者の取り扱い

CDCの勧告では，「HBs抗原陽性患者は別室にて

透析を行い，別の透析装置，備品，器具，サプライを

使用する」となっているが，実際のHBs抗原陽性患

者の取り扱いについて図2に示した．医療側の回答で

は，一部の施設でHBs抗原陽性患者を別室に分けて

透析を行い（病院3.8％，診療所1.1％），また病院の

53.8％，診療所の65.3％の施設が患者のベッド固定を

行っていた．残りの施設においては分ける必要なし，

分けるだけのベッドの余裕なし，あるいは患者の希望

などの理由で区別していなかった．一方，患者側から

の回答では，病院と診療所で差がみられるが，別室隔

離が病院で3.8％，ベッド固定が診療所で34.2％，病

院で41.5％であった．HBs抗原陽性患者を別室に分

けて透析を行えない場合には，HBs抗原陽性患者の

周囲にHBs抗体陽性患者を配置し，HBs抗原陰性患

者との間に緩衝帯を作るなどの工夫が必要となる．

また，CDCの勧告では，「HBs抗原陽性患者をケ

アするスタッフはHBVに感受性のある患者を同時に

ケアしてはならない」となっているが，実際に患者の

取り扱いについて医療スタッフを分けているかとの質

問（図 3）について，分けていると答えているのは，

医療側で12.2％（病院）と11.6％（診療所），患者側

で13.8％（病院）と7.5％（診療所）であり差はみら

れなかった．医療側で分けていないと答えた施設の理

由として，分ける必要なし，手洗いと手袋で十分，ス

タッフに分けるだけの人数の余裕がないなどがあげら

れた．

このように，CDCのガイドラインでは，HBs抗原

陽性患者の別室隔離，ベッド固定，スタッフの区別が
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図1 患者に対する感染症対策教育

図2 HBs抗原陽性患者の取り扱い



勧告されているが，これらはいずれも各施設の規模，

スタッフ数，透析スケジュール，患者個人のプライバ

シーなどの問題があり，その実施は容易ではない．し

かし，患者側からの回答においても感染の危険性に対

する不安が高いことから，今後十分な対策が必要と考

えられた．

④ HCV陽性患者の取り扱い

HCV抗体陽性患者の取り扱いについては，医療側

の回答では，別室での透析はなく，ベッド固定が病院

で39.2％，診療所で29.7％となっていた．

⑤ 薬剤準備・調整

薬剤の準備については，86.8％の施設で透析ベッド

から離れた区域で調整されていたが，未だに一部の施

設でエリスロポエチンの複数患者への分割投与（3.2

％）や，返血で余った生食を別の患者に使用している

施設（0.6％）があり，感染の危険に対する認識が不

十分であった（表3）．

⑥ 開始時・終了時における複数人での操作

感染対策マニュアルでは，透析開始時および終了時

の操作について，感染伝播防止の観点から複数のスタ

ッフで行うことを勧めているが，医療側，患者側回答

とも複数スタッフで行われている割合が半数を超すに

過ぎなかった．この最大の原因としては，開始時間，

終了時間の集中に伴うスタッフ数の不足があげられて

おり，限られたスタッフ数の中でいかに複数スタッフ

で行うかについて各施設での苦慮している姿がみられ

た．

⑦ 開始時・終了時の手袋

穿刺困難などの理由により，開始操作時に手袋を使

用するスタッフの割合が終了時と比べて低く，また，

これに伴い患者ごとに手袋を交換する割合も終了時の

84.8％に比べて開始時は75.3％と低率になっていた．

ほかの患者への感染防止の観点から，できる限りの手

袋着用と交換，および確実な手洗いの励行が求められ

る．

2 結 核

日本での結核新規登録患者（罹患率）は最近まで年

とともに減少して来ていたが，先進国の中では依然と

して高値であり，2005年の罹患率（人口10万対）は

22.2となった5）．また，大阪府下での結核罹患率は

29.7と，東京都の29.9についで全国2位である6）．

一方，透析患者では，細胞性免疫の低下から結核の

罹患率が高いことが報告され7），また，結核の感染経
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図3 HBs抗原陽性患者の取り扱い（スタッフ区別）

表3 薬剤準備・調整

YES

透析中に投与する薬物を透析ベッドとは離れた一定の区画で調整している

抗凝固薬は患者ごとにバイアルを決めている

抗凝固薬は肝炎ウイルス感染者と非感染者で，別のバイアルを使用して調
整している

エリスロポエチンの同一アンプルを2人以上の患者に分割投与することが
ある

薬物投与に用いる注射器を再度使用することがある

返血で余った生理食塩液を，別の患者に投与することがある

86.8％

39.5％

32.7％

3.2％

10.3％

0.6％



路が飛沫感染であることから，一旦1人の透析患者に

発症するとウイルス性肝炎以上に集団感染を起こすこ

とが危惧されている．

大阪府下の透析施設を対象として，1999年11月か

ら2000年1月にかけて，結核感染の状況と対策につ

いてアンケート形式による調査を行った8）．

1） 透析患者数と新規結核罹患患者数の動向

これらの透析患者の中で，新たに結核に罹患し結核

予防法に基づいて報告された患者数（表 4）は，1997

年に17名，1998年に19名，1999年に26名であった．

この中で肺結核がそれぞれ14名，13名，19名であり，

肺以外の結核がそれぞれ3名，6名，7名となってい

た．結核の罹患率（人口10万人対）は1999年では

236.0であった．また，結核として登録はされていな

いが，各施設で結核を疑い検査を施行した，あるいは

治療を行った症例数を表下段に示した．この結核予備

群と考えられる患者が，結核患者の約2倍以上存在し

ていた．

1982年に行われた全国調査によれば，透析患者の

罹患率は男性が人口10万対703，女性が788であり，

年齢，性別をマッチさせた一般住民と比べてそれぞれ

6.4倍，16倍と報告されている7）．アンケートから得

られた結核罹患率236.0は1982年の罹患率と比べて

低値となっているが，全国一般住人平均の罹患率も同

時に低下しており，全国一般住人平均と比べると約

6.8倍，大阪府の一般住民と比べても約4.3倍となっ

ており，1982年の時と同様に一般住民との比較では

明らかに高値であった．

2） 結核罹患患者の内訳

① 結核患者背景

1997～1999年に結核として登録された62例の内，

46例について検討したところ，性別では，男28名，

女17名，不明1名で約2：1であった．また，発症時

の年齢は平均61.8歳で，合併患者の分布は透析患者

の年齢分布に一致していた．腎不全の基礎疾患では，

慢性糸球体腎炎が19名，41.3％，ついで糖尿病性腎

症が18名，39.1％となっており，糖尿病性腎症に伴

う発症がやや比率的に多くなっていた．

背景，危険因子については，患者本人に結核の既往

歴のあった患者が12名で，内2名が家族内にも感染

歴が認められた．このほかに，副腎皮質ステロイド剤

の使用3名，腎移植後のステロイドと免疫抑制薬併用

例が1名であった．

結核の発症時期を期間の記載された44名でみると，

導入直後の1年以内で15名に認め，特に導入直後3

カ月以内に9名と多くなっていた．その後は年ととも

に減少し，従来から報告されている透析導入時期に集

中していた9）．

② 感染部位および診断根拠

結核の感染部位では，肺結核が28名と約60.9％を

占めていた．ついで胸膜炎，リンパ節炎の順となって

いた．肺結核患者の自，他覚症状では，咳嗽が67.9％

と最も多く，ついで発熱60.7％であり，そのほかの

症状は30％以下であった．

実際に肺結核と診断した根拠は，いくつかの検査の

組合せで行われていたが，項目別に見ると胸部X線

が82.1％，結核菌の培養検査が64.3％であり，これ

に続いて，一般検査，CTなどのX線検査，PCR検

査などとなっていた．臓器生検による検査はわずか

3.6％に留まっていた．

③ 治療薬剤

投与薬剤の種類のわかった症例36例中，イソニコ

チン酸ヒドラジド（INH）は全員に，またリファン

ピシン（REP）は86.1％の症例に投与されていた．

その投与量は INHが 100～300mg/日，REPが 450

mg/日投与されていた．それ以外の薬剤については，

25％以下の症例にしか投与されていなかった．

④ 転帰

結核患者の転帰については，46名中，他施設で結

核の治療を受けるために転院した患者は17名，37.0
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表4 大阪府下の透析施設における新規結核発症患者数

1997 1998 1999

大阪府下透析患者数 11,018

新規結核発症数

（肺）

（肺外）

17

（14）

（3）

19

（13）

（6）

26

（19）

（7）

罹患率（人口10万対）

全国平均

大阪府

大阪市

（175.1）

33.9

53.7

103.8

（182.9）

34.8

54.8

106.7

236.0

38.1

74.9

113.3

結核疑診患者数 43 39 65



％であり，残りの患者は自施設で結核の治療を受け

ていた．内訳は，自施設で結核の治療をうけ治療終了

した者7名，現在も治療中の者15名，結核のために

死亡2名，結核の治療中にほかの疾患で死亡したもの

2名，ほかの施設で結核の治療を受けながら透析は自

施設で施行している者2名，不明1名となっていた．

3） 各施設での結核患者の取り扱い

① 透析患者に対する結核定期検査実施状況

透析患者に対する結核の定期検査については，胸部

X線検査は心胸比のチェックもあり，毎月行われてい

る施設が81.8％を占めている．これに対して，ツベ

ルクリン反応（ツ反応），結核菌喀痰検査，抗体検査

などは定期的に行われておらず，ツ反応では42.9％，

喀痰検査では32.9％がまったく行われていなかった．

② 結核（疑）感染患者発症時の対応

●結核感染患者への対応

透析患者に結核が発症した施設（図 4）では，結核

が疑われた患者では，一般の透析患者とそのまま一緒

に行われていた施設が56.9～65.6％で，転院した施設

はわずか9.4～20.0％に過ぎなかった．また，非開放

性結核患者では，隔離した部屋で透析を施行した施設

が 52.2～72.7％ で，最寄りの施設に転院させた施設

は8.7～18.2％しかなかった．開放性結核患者でも，

転院させたのはわずか 54.5～56.3％ であり，残りの

36.4～43.8％は自施設に入院させて治療するか，また

は入院を持たない施設では，外来通院で個室部屋を用

いて透析を施行していた．転院先の施設については，

結核の患者を数多く取り扱っていた一部の施設では転

院先が決まっているところがみられたが，多くは結核

発症後に行政側と相談しながら，転院先を決めていた．

●結核発症患者以外の患者への対応

非開放性結核では，ほとんどの場合で説明あるいは

検査などの対策はとられていなかった．また，開放性

結核の場合でも，説明については87.5％の施設でほ

かの患者に説明されておらず，また検査も56.3％の

施設でなにもされていない状況であった．

4） 各施設での医療従事者への対応

結核感染患者発症時の医療従事者への対応は，開放

性結核の場合，全員の集団検診36.8％，接触者のみ

の検診の42.1％を合計すると78.9％であり，対策を

取らなかったのは21.1％であった．非開放性結核や

結核が疑われる場合では，なんらかの対策がとられる

のは20％前後で，患者への対応と同様，ほとんど対

策は取られていなかった．

以上から，各施設で行う対策としては，「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」2） や，「結核院内（施設内）感染予防の手

引き」10）などを参考にして，現在用いている感染対策

（結核）マニュアルを現場に即した見直し・改訂など

を図った上で，通常から結核予防対策を今以上に進め，

また感染者の早期発見や二次感染の防止を心がける必

要がある．
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要 旨

2006年に日本透析学会から「透析患者における二

次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン」が発表さ

れ，これには従来引用されていたK/DOQI2003ガ

イドラインからの変化と進歩という意味に加え，透析

患者の腎性骨症に対するわが国独自の考え方の基礎が

示されている．ここには血清リン濃度の重要性や長期

透析患者の対応としての副甲状腺ホルモン（PTH）

のより厳密なコントロール，また保存的治療の限界と

副甲状腺インターベンションのタイミングにも言及が

されている．実際の臨床現場における医療者に活用さ

れ，全体の治療レベルの底上げに有用と思われる．現

在，透析患者における骨ミネラル代謝異常は，骨の疾

患から最終的に生命予後に関与する重要な因子という

方向へ概念は変遷しつつある．このガイドラインを元

に今後多くの臨床データの蓄積と解析が行われ，次な

るガイドラインの進化へ情報を提供することと思われ

る．

はじめに

近年世界各国で腎性骨異栄養症の概念が変わりつつ

あり，また2006年に日本透析学会から「透析患者に

おける二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン」

（JSDTガイドライン2006）が発表された1）．本稿で

は，この紹介を含めて，腎性骨症に関する一般的な知

識，特に透析患者の高リン血症について述べる．

これまでわれわれが二次性副甲状腺機能亢進症を考

える基準として，K/DOQI2003ガイドラインが基本

的な部分で標準として用いられていたが，今回ようや

く日本独自のガイドラインの基礎ができたことを評価

したい．このガイドラインの中心的な考え方を表1に

示す．

この概念が生じた背景には表2に示したような考え

方の変化がある．この表2はDr.SharonMoeの講演

の一部を要約したものであるが，10～20年前には大

量のビタミンD（VD）を投与してPTHを可能な限

り下げることが目標であった．このために，リンを下
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［各支部での特別講演］
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DivisionofNephrologyandBloodPurificationMedicine,WakayamaMedicalUniversity

TakashiShigematsu

表1 ガイドラインの重要なポリシー

● ルーチン検査のデータをきちんと読む．

ただし，必要なときはより頻回に検査．

特殊検査は症例を選んで行う．

●リン＞カルシウム濃度を目標値にコントロールすることを最優先する．

●これが達成された場合にのみ，副甲状腺と骨のことを考える．

●内科的治療抵抗症例は，早期にインターベンションの適応を考える．

●目標値の設定には，生命予後を最も重要視する．

●日本人のエビデンスの出版を促進する．



げるためにカルシウムを投与して吸着させるという概

念である．このような考え方の変化は本邦においても

動きが見られ，腎性骨異栄養症の概念が大きく変わろ

うとしている．

1 腎性骨異栄養症の概念の変化

上述の概念からさらに踏み込んで考えてみると，腎

性骨症の概念において，最初はROD（renalosteo-

dystrophy）という名前を使っていたが，現在この言

葉は残るものの，骨の変化だけについてのみこの言葉

を使う方向となっている．慢性腎臓病に伴う骨ミネラ

ル代謝異常 （CKD-mineraland bone disorder;

CKD-MBD）という言葉は，慢性腎臓病に伴う骨ミ

ネラル異常，腎性の全身疾患，血管の石灰化に代表さ

れる異所性石灰化，また生命予後へ関係する高リン血

症など，慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常という

大きな概念を表している．すなわち，RODはこの一

部の概念であり，CKD-MBDとは骨の異常や高リン

血症が単にPTHとかという問題だけではなく，生命

予後に大きく関係する可能性がある点から出てきた概

念であり，現在に至って腎性骨症の概念は大きく変化

しつつある．

2 透析骨症の分類

透析骨症には様々な分類があるが，例えばこれまで

は骨組織学的分類が最も良く使われていた．すなわち

線維性骨炎（高回転骨）・骨軟化症・混合性骨症（お

おむね正常骨代謝回転）・無形成骨（低回転骨）・アル

ミニウム骨症と称していた．現在ではこれらの分類を

RODまたは腎性骨症または透析骨症という狭義の概

念にて呼称しようという考え方がある．一方で，これ

らの概念に収まりきれないアミロイド骨症や異所性石

灰化は，これと別にCKD-MBDの分類に入れようと

いう傾向にある．

CKD-MBDの分類を表3に示す．大きく分けると

まず三つで，「検査値の異常（L）」・「骨病変（B）」・

「異所性石灰化（C）」であり，さらにL・LB・LC・

LBCに分類され，最近はこれが主流と思われる．こ

れら腎性骨症・透析骨症の考え方も現在，骨回転の視

点からLow-Normal-Highturnover，また異所性石

灰化の視点から Abnormalと Normal，骨量の視点

から Low-Normal-Highという概念で大きく捉える

ようになってきた．このうち，LowBoneVolumeの

病態こそ，最近になり合併が多く報じられ無視できな

い骨粗鬆症にほかならない．本邦における透析患者の

透析導入の平均年齢が66歳という事を考えれば，透

析導入の時にはまったく独立して，いわゆる「骨粗鬆

症」という加齢による骨病変を合併して当然である．
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表3 CKD-MBDの分類

Type 検査値異常L 骨病変B 軟部組織石灰化C

L

LB

LC

LBC

＋

＋

＋

＋

－

＋

－

＋

－

－

＋

＋

L＝laboratoryabnormalities（ofcalcium,phosphate,PTH,alkaline
phosphataseorvitaminDmetabolism）

B＝bonedisease（abnormalitiesin boneturnover,mineralization,
volume,lineargrowth,orstrength）

C＝calcificationofvascularorothersofttissue

表2 RODにおける考え方の変遷

以前 いま

PTHをなるべく低く!

なるべく沢山ビタミンDを与えよう!

沢山カルシウムを与えて，濃度を上げよう!

Ca×P70以下で大丈夫

25（OH）Dはあまり大事ではない

それほど低くでなく（またアッセイを変えよう）

それほど沢山でなく（種類も問題かも）

ダメ! そんなにカルシウムをやっては

これでは，血管が石灰化して死ぬよ!

欠乏が良く見られる

（SharonMoeの講演の一部を要約）



3 二次性副甲状腺機能亢進症の治療ガイドライン

2006年に発表されたJSDTのガイドラインを表4

に示す．参考のため，われわれがこれまで引用してい

たK/DOQI2003ガイドラインも併せて示す．日本

のガイドラインは非常に簡潔であり，その特徴をこれ

から述べる．

一番の特徴は，血清リン濃度が第一義に優先される

という点である．一方，K/DOQI2003は血清カルシ

ウム濃度を第一にあげている．今回のJSDTガイド

ライン2006のもう一つの特徴は，Ca×Pがない事で，

透析液カルシウム濃度も記載されていない．さらに詳

細に検討すると，血清補正カルシウム濃度値の上限が

9.5から10.0mg/dlへ，血清リン濃度が5.5から6.0

mg/dlにそれぞれ上がり，要するにカルシウムとリ

ンの上限が上昇している．最大のポイントはPTHの

目標値が約半分近くになった点である．

以下今回のガイドラインが出た経緯につき解説する．

このガイドラインはあくまで指標であり，むしろこれ

が正しいかどうか検証するための叩き台と考えて頂き

たい．

まず，K/DOQI2003ガイドラインからの大きな変

更点といえる点は，目標intact-PTHをおおよそ半分

に下げた点である．Blockらは大規模臨床研究で高リ

ン血症と生命予後の相関を示したが，これが5.5mg/

dlというK/DOQI2003ガイドラインの目標値の根

拠の一つとなった．また彼らは，K/DOQI2003ガイ

ドライン遵守率を検討し，Ca×P遵守率はPTH遵守

に比べ，強い生命予後への因子を有することを示し，

これも K/DOQI2003ガイドラインの大きな柱とな

っている2）．

また，今回のJSDTガイドライン2006の目的の一

つとして，二次性副甲状腺機能亢進症・高カルシウム

血症・高リン血症などの要因すべてを生命予後で解析

する事があげられる．K/DOQIのガイドラインは，

血清リン値やカルシウム濃度は生命予後の観点から策

定されたが，intact-PTHのレベルはどちらかといえ

ば，維持透析患者において骨代謝回転を維持するとい

う観点から策定されている．JSDT2006ガイドライ

ンは生命予後に有る意味では傾斜したと言えよう．こ

の意味から，骨の概念を議論する際のエンドポイント

が，生命予後になったことは画期的と言えよう．生命

予後に与えるインパクトの強度は，血清リン値＞血清

カルシウム値＞高PTH血症，と報告されている．一

方，リン吸着薬としての経口カルシウム投与について

は，Guerinらの報告より，経口カルシウム摂取と血

管の石灰化スコアが相関することが示され，経口カル

シウムの適切な摂取量はおおよそ1.35mg/dlまで，

つまり炭酸カルシウムにして3.5g程度とされている3）．

このように，ここ数年の間に大きな変化が起こり様々

なガイドラインが再構成されている．米国のK/DOQI

2003ガイドラインのほかに，各国でEuropeanBest

Practice Guidelines・CARI（Australia）・CSN

（Canada）・UK，そしてJSDTと，世界のガイドラ

インが進行中である．

4 本邦における腎性骨症のガイドライン解説

JSDTガイドライン2006の特徴を述べ，高リン血

症について解説したい．すでに述べてきたが，重要な

点は，ルーチン検査のデータをきちんと読むこと，血

清リンとカルシウム濃度を目標値にコントロール（優

先度はリン＞カルシウム），これらが達成された場合

のみPTHや骨のことを考える，そして早期のインタ

ーベンションの適応である．加えて，透析医療は医療

経済的にも厳しく，最小のコストで最大の効果を得る

ことは言うまでもない．以下ガイドラインの章毎に，

4項目に分けて述べる．

1） 第1章.最低限必要なルーチン検査項目と

測定頻度

血清リン・カルシウム濃度は月に1～2回は測定す

ることが望ましい．目標値から逸脱した場合やビタミ

ンDパルス療法などで高カルシウム血症になった場

合には毎週測定する．血清カルシウム濃度はアルブミ

ン値で補正するが，補正式はPayneの式：補正カル

シウム＝実測カルシウム＋（4－アルブミン）を用い，
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表4 二次性副甲状腺機能亢進症の治療ガイドライン

JSDT2006 血清リン濃度

血清補正Ca値

intact-PTH

3.5～6.0mg/dl

8.4～10.0mg/dl

60～180pg/ml

K/DOQI2003 血清補正Ca値

血清リン濃度

Ca×P積

intact-PTH

透析液Ca濃度

8.4～9.5mg/dl

3.5～5.5mg/dl

55（mg/dl）2未満

150～300pg/ml

2.5mEq/L推奨



アルブミンが4以上は測定値を補正カルシウムとする．

PTHは3カ月に1回を目安に測定，骨代謝マーカー

はALP値をまず利用する．

2） 第2章.血清リン・カルシウム濃度の管理

血清カルシウム・リン濃度の管理目標値以内に保つ

ことを優先する．血清リン値は上限6.0mg/dl，血清

補正カルシウム値は上限10.0mg/dl，これを指標に

治療法を選択する．ここで考えるべきことは，25年

前の慢性腎不全患者は，活性型VD製剤を投与しない

限り，必ず低カルシウム血症・高リン血症となった．

つまり透析患者の高カルシウム血症と低リン血症は医

原性であるということである．「何もしなければ高カ

ルシウム血症にはならない」という点が第一のスター

トラインである．

K/DOQI2003ガイドラインにおいては，高リン血

症の持続により透析患者の生命予後は悪化するという

データを参考にしていた．日本透析学会のデータによ

れば，最も低い死亡リスクの血清リン濃度は5.0～6.0

mg/dlで，有意に上がる値は8.0mg/dl以上となっ

ており，7.0mg/dlまではリスクの増加はさほど著し

くない．一方．米国のデータと大きく異なるのは3.5

mg/dl以下の低リン血症では著しく生命予後が悪化

している点である．DOPPSStudyの日本人データ

のみを抜き出したJDOPPSI＋IIにおいても同様の

傾向がある．両Studyに共通して低リン血症の死亡

リスクはかなり高いが，これは長期透析患者の多い日

本人透析患者における低栄養の問題と思われる．個人

的には，栄養状態が悪い患者の場合は，血清リン濃度

は6.5mg/dlを越えても，食事量を増やすよう指導し

ている．

血清カルシウム濃度については，日本透析医学会統

計調査委員会の解析によると，9.5～10.0mg/dlまで

が一番低く，10.0mg/dlを超えると生命予後は悪化

し，これは1年間死亡リスクも3年間死亡リスクも差

はない．

以上，血清リン・カルシウムの管理目標値からの治

療指針を表 5にまとめた．つまり，血清リン濃度が

7.0mg/dl以上・血清補正カルシウム濃度が 10.5

mg/dl以上だと生命予後が悪くなるため，速やかに

治療の変更が必要であり，高カルシウム血症では活性

型VDやカルシウムの減量が必要，血清リン・補正カ

ルシウム濃度を管理目標値内に保つことで血清Ca×

Pは適正に維持することが可能，となる．また，カル

シウムとリンの濃度の変動幅を考えれば，Ca×Pをコ

ントロールするということは血清リンをコントロール

するということを意味するため（図 1）4），Ca×Pは日

本のガイドラインには組み入れられなかった．

血清リンを下げる基本は透析療法であるが，例えば

8時間以上の透析を毎日行う等は可能であるが現実に

はなかなか困難である．また食事中のリン制限は生命

予後に強いインパクトを持つ栄養障害を惹起する危険

性もある．食事にて摂取されたリンのほぼ6割が吸収

されるため，リン吸着薬やリン結合剤が必要となる．

図 2にリン結合剤の変遷を示す．アルミニウムが

1992年に禁止になった後，炭酸カルシウムが1999年

に認可されるまでの7年間は，公式にはリン吸着薬は

日本には存在しなかった（実際には臨床家は胃潰瘍の

病名の下で炭酸カルシウム製剤を使用していた）．現

在では2003年にセベラマーが国内で認可され，また

現在治験中の炭酸ランタンがある．

3） 第3章.副甲状腺機能の管理と骨代謝の評価

副甲状腺ホルモン測定の意義について述べる．

PTHは通常intact-PTHとして測定され，副甲状腺

機能の指標となる．また，intact-PTHの値から骨代

謝の状態がおおよそ推定可能である．1-84-PTHの測

定系である bio-intact-PTHあるいは whole-PTHの

測定値は，以下の式によりintact-PTHの値に概算す

ることができる．

intact-PTH＝1-84-PTH×1.7

1-84-PTH＝intact-PTH÷1.7

また，日本透析医学会のデータから副甲状腺ホルモ

ンレベルと生命予後は逆相関する事が報告されており，

管理目標は生命予後が最も良好と思われる intact-

PTH：60～180pg/mlと考えられる．つまり，日本人
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表5 P・Caの管理目標値からの治療指針

●血清P濃度7.0mg/dl以上，あるいは血清補正Ca濃度10.5

mg/dl以上では速やかに治療の変更を考慮する．

●高Ca血症では活性型ビタミンDと炭酸カルシウム減量・中

止，高P血症ではP吸着薬の増量と活性型ビタミンD減量・

中止を図る．

●血清P値，血清補正Ca濃度を管理目標値内に維持すること

で，通常血清Ca×P積は適正レベルに維持することが可能

となる．



の場合には K/DOQI2003ガイドラインの値よりも

低いほうが良いという事になる．しかも，今回は取り

上げられなかったが，intact-PTHが 30pg/mlの群

でも生命予後は良好である．このためPTH目標値の

下限は実際には未確定である．今回は便宜的に下限が

60pg/mlに設定されている．もちろん intact-PTH

管理の前提として，血清リン・カルシウムの管理が達

成されている必要があることは言うまでもない．

さて，PTHの管理目標値を逸脱した場合どうする

か．活性型VDを用いるのであるが，第一選択を静注

にする考え方がある．つまり，白血病治療などで言う

寛解導入療法という発想があるが，これと同様に最も

強力な治療を最初に使って，まず副甲状腺機能亢進の

病勢を抑制し，血清カルシウムが目標内でかつPTH

が管理目標値となった後に経口活性型VD剤に移行

する方法である．最初に経口活性型VD剤で管理し

ていて，管理困難となった場合にVD静注療法に移

行する方法では，症例によってCa×Pが上昇しPTH

が下降する可能性がある．図 3に活性型VD静注療

法と高カルシウム血症の関係を示すが，当然PTHは

下がりALPも正常範囲で安定し，すなわち骨代謝が

ある程度落ち着いた状態になる．しかし，骨にカルシ

ウムとリンの緩衝能力がなくなったら急速に高カルシ

ウム血症が進行するため，VD静注療法時には，PTH

だけでなく骨代謝回転の把握も重要と思われる．

骨代謝の評価については，JSDTガイドライン

2006によれば，肝障害がなければALPでよいとされ

ている．画像診断は異所性石灰化に利用可能で，また
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図2 リン結合剤の変遷
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図1 血清補正Ca濃度および血清リン濃度とCa×Pi積の関係

Ca×Pi積は血清リン濃度で決まる．（文献4より）



骨塩量や骨密度は骨折の危険予測に有用性が考えられ

るものの，透析患者における骨折のデータは現存しな

いのが現状である．骨生検については基本的には不要

で，骨代謝マーカーなどに乖離がある場合，アルミ骨

症・鉄骨症・カドミウム骨症を疑う場合，また病的骨

折・骨折治癒遷延を疑った場合のみ有用と考えられる．

目立たないが，骨生検の非実用性に眼を向け骨生検の

重視政策を修正したのも一つの大きな特徴である．

4） 第4章.副甲状腺インターベンションの

適応と方法

VDの静注など内科的治療を行ってもPTHが高値

を示し，またカルシウム・リンがともに上昇してしま

う場合は，副甲状腺インターベンション，つまり副甲

状腺経皮的エタノール局注術（PEIT）や副甲状腺摘

出術（PTx）を考える．本邦でcalcimimeticsが使用

可能となれば状況は変わってくると思われるが，現時

点で今回出されたガイドライン遵守を目標とするなら

ば，本邦におけるPTxは増加するであろう．また医

療経済や管理の面から考えても，二次性副甲状腺機能

亢進症に対するPTxはそう悪い方法ではないと言え

る．副甲状腺を摘出すれば，医療者にとってはリン・

カルシウムのコントロールは楽になるし，当面は二次

性副甲状腺機能亢進症の心配をしなくてよい．

具体的な副甲状腺インターベンションは，血清カル

シウム値＞10.0mg/dlまたは，血清リン値＞6.0mg/

dlが存在する場合に適応となる．また，極論を言え

ば intact-PTH＞500pg/dlの値だけで，最終的には

JSDTガイドライン2006に適応しない可能性が高く，

インターベンションの適応となる．

また副甲状腺のサイズも重要で，長径1cm以上ま

たは500mm3以上の場合にはインターベンションの

適応と考えられる5）．二次性副甲状腺機能亢進症にお

ける腺腫大の過程の模式図を図4に示すが，正常から

びまん性増殖となり，びまん性の中に結節性の部分が

見られるようになり，その後腺全体が結節性となり，

最終的には一つの結節となる．一旦腺全体が結節性へ

移行してしまうと・pointofnoreturn・と考えられ

る．実際には，カルシウムやPTHとの関係を検討し

ながら画像診断を行う訳であるが，副甲状腺のサイズ

や内部構造を観察したりPEITを施行する際に，われ

われはベッドサイドで簡便にできるポータブルのエコ

ーを用いている．診断する点は結節性過形成や腺のサ

イズで，これらと血清カルシウム濃度やPTHの関係

より治療方針の判断材料とする．

また，副甲状腺サイズにより，内科的治療でコント

ロール可能か，PEITやPTxが必要かの大まかな鑑

別が可能であり，腺が1cm以上・以下で分けると，

サイズの大きいほうがPTHは低く，VD静注療法が

効きにくいとの報告もある6）．ほかにもマキサカルシ

透析患者の高リン血症 295

図3 活性型ビタミンD誘導体の静注療法と高Ca血症の関係

（ShigematsuT,etal.:OsteoporosisJapan,11;235�238,2003より）



トール静注療法の治療効果を多変量解析したところ，

最大の因子は副甲状腺のサイズ，次にベースラインの

VD製剤の使用，との考え方もあり，副甲状腺サイズ

測定は重要と思われる．

図5に著者が推奨する治療法の一例を示すが，副甲

状腺腫大が発見されたら，早い時期に経口VDを投与

し，もしPTHが上昇してきたら，VD静注療法に切

り替える．必要によってはVD静注療法を最初から使

用して，PTHレベルを押さえ込んでしまうのも良いの

ではないだろうか．さらに腫大が進展してくるような

らcalcimimeticsが効果的ではないかと考えているが，

これは本邦での認可後の検討としたい（calcimimetics

の日本人のデータはまだ論文化されていない）．ただ

し限られた使用経験も，この考え方を支持している．

実際にPEITを施行する場合に重要な点は副甲状腺

の血流であり，びまん性の腺では血流も多く，内科的

治療では抑えることが困難である場合が多い．また，

副甲状腺インターベンションにおいて，PEITとPTx

のいずれを選択するかについては，0.5g以上の腫大

が1腺以下と2腺以上で比較した場合，2腺以上でコ

ントロール可能な期間は6年未満と言われている．

CKD以外の疾患でも高リン血症・尿中リンと生命

予後は関係しているとの報告があり，これは，リンの

摂取量はリン利尿因子をpromoteさせるFGF-23と

いう物質を増加させ，この FGF-23のレセプターの

co-factorがKlotho遺伝子（長寿遺伝子）といわれて
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図5 二次性副甲状腺機能亢進症における副甲状腺腫大進展の模式図
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図4 副甲状腺腫大の経過模式図

�����������	
����

�������������������

�������������	�

���������������������

������

�����������

�������������

����

������������	
����

�������������

������

��������



いる．Klotho遺伝子ノックアウトラットでは血管石

灰化・骨粗鬆症が進行し生命予後不良であり，Klotho

遺伝子の産物がFGF-23のレセプターと関係している

と言われている．FGF-23はリンの摂取量，特に腸管

に入ってくるリンの量と関係があるということが考え

られ，今やリンの負荷と生命予後は，透析患者を超え

て生命予後・老化に関係していると注目されている．

この現象が今確認されているのはショウジョウ蠅・ラ

ット・マウスであるが，リンの負荷と生命予後につい

ては今から臨床研究の結果が出てくると思われる．

最後に新薬について簡単に解説する．calcimimetics

（商品名Sensipar）は米国ですでに使用が始まってお

り，その有用性が報告されていることは知られている．

本剤はPTHを抑制するとともに血清リン・カルシウ

ム濃度も低下させるため，今回のJSDTガイドライ

ン2006の遵守の意味でも本邦での発売が待たれると

ころである．また，新しいリン吸着薬に炭酸ランタン

という重金属があり，アルミニウムと異なり胆汁排泄

であるため，腎不全患者に対する使用が期待されるが，

重金属という点で骨や肝臓での安全性，また本邦にお

けるエビデンスが必要と思われる．ただし，リン吸着

力は塩酸セベラマーよりはるかに強く，炭酸カルシウ

ムも凌駕し水酸化アルミニウムに匹敵するリン低下作

用があるとする観察結果が得られているようである．

おわりに

今後の検討課題として，以下があげられる．これは

今回のJSDT2006ガイドラインの積み残しとも言え

る．

① 日本人におけるCKD-MBDのエビデンス

② 必要なprospectivestudyの計画

③ JSDTガイドライン2006の妥当性の検証（無

形成骨，保存期，小児に関する見解など）

④ 新しい治療法の組み入れ

⑤ ほかのガイドラインとの整合性

⑥ CKD-MBDにおける二次性副甲状腺機能亢進

症以外の管理

⑦ 保存期におけるCKD-MBDの管理

今後の展開として，このJSDT2006のガイドライ

ンがたたき台となり，設定数字が適正か否かが科学的

に検証されよう．この結果，calcimimeticsや炭酸ラ

ンタンなどの新薬の登場と相まって，ガイドラインが

変更されさらに進化していくことを期待したい．
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要 旨

腎臓リハビリテーションとは，励まし・教育・運動・

仕事・評価を基本原理とし，腎臓病や透析医療に基づ

く身体的・精神的影響を軽減させ，症状を和らげ，社

会心理的ならびに職業的な状況を改善させ，生命予後

を改善させることなどを目的として，運動・食事・薬

物療法，水分管理，教育，精神・心理的サポートなど

を行う，長期間にわたるプログラムである．

慢性腎不全患者の体力は腎不全の進行と共に減弱し，

QOLは損なわれている．さらに，過度な活動制限や

長期安静，高インスリン血症を惹起しうる食事療法な

どは，心血管系合併症の増加や腎疾患自体の増悪を招

く危険も指摘されている．一方，運動療法は腎不全患

者の体力，QOL，糖や脂質代謝を改善させうる．し

かし，運動が腎機能障害を増悪させる危険もあり，実

施に際しては如何なる運動が良いのかの検討が必要で

ある．そこで，腎不全モデルラットにおける長期的運

動の効果を検討した．その結果，慢性腎不全の病態下

で長期的運動を行っても腎機能や腎病変は必ずしも増

悪せず，むしろ腎を保護する可能性があった．また，

運動の腎保護作用は腎障害の原因により異なることが

示唆された．

外来維持血液透析患者における長期的運動療法の効

果を検討した結果，体力の弱い患者においても安全に

体力，QOL，体組成を改善させうることが示唆され

た．

腎臓リハビリテーションは，腎臓病や透析医療に起

因する様々なデメリットを軽減し，QOLや生命予後

の改善に繋がるものであるだけに，本邦においても広

く行われるようになることが望まれる．

現在，運動療法脱落率を最小限に抑えたり，運動習

慣がつき難い患者に運動療法を導入することを目的と

して，透析療法施行中の運動療法を実施し，効果を検

討している．

今後，リハビリテーションプログラムの検討が積み

重ねられ，科学的根拠に基づいた，より一層安全で効

果的な腎機能障害者のためのリハビリテーション指針

が早期に作成されることが重要である．

1 腎臓リハビリテーションとは

1994年頃から提唱され始めたリハビリテーション

の新領域で，「励まし」，「教育」，「運動」，「仕事」，

「評価」を基本原理とする．すなわち，個々の患者の

腎臓病や透析医療に基づく身体的・精神的影響を軽減

させ，症状を和らげ，社会心理的ならびに職業的な状

況を改善させ，生命予後を改善させることなどを目的

として，運動療法，食事療法，水分管理，薬物療法，

教育，精神・心理的サポートなどを行う，長期間にわ

たる包括的なプログラムである．

2 慢性腎不全患者の運動耐容能とQOL

慢性腎不全患者の運動耐容能は腎機能障害の進行と

共に減弱し，それによりQOLは大きく損なわれる．
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また，過度な活動制限や長期間の安静，高インスリン

血症を惹起しうる食事療法などは，インスリン抵抗性

が増すことによる心血管系合併症の増加や腎疾患自体

の増悪を招く危険性も指摘されている．

一方，適度な運動は腎不全患者の運動耐容能，QO

L，糖や脂質代謝を改善させうることが示唆されてい

る．しかし，運動の内容や程度によっては尿蛋白が増

加し，RBFやGFRが減少するなど，むしろ腎機能

障害を増悪させる危険もあり，実施に当たっては如何

なる運動が良いのかの検討が必要である．しかし，至

適な運動に関する検討は動物モデルを用いた研究を含

めてもほとんど無く，具体的な強度や時間に関する定

説はまだ無い．そこで，慢性腎不全モデルラットを用

いて長期的運動の効果を検討した．

3 慢性腎不全モデルラットを用いた長期的運動の

効果に関する基礎的検討1）

Wistar-Kyoto（WKY）ラットに 5/6腎摘除手術

を行って慢性腎不全モデルを作成し，トレッドミルに

よる長期的運動（強度80～90％peakV
・
O2，60分/日×

5回/週×12週）の効果を解析した．結果のまとめを

表1に示す．

運動をした腎摘 WKYでは，運動をしない腎摘

WKYに比較して有意な血圧降下，蛋白尿の減少，血

清クレアチニンとBUNの低下，糸球体硬化病変の改

善，腎皮質間質容積の減少を認めた．また，運動によ

り，体力（持久力）の改善に重要なヒラメ筋筋線維の

タイプI線維比は上昇し，毛細血管網が発達した．

4 各種腎不全モデルにおける長期的運動の効果

① 高血圧腎不全モデルでの検討2）

高血圧自然発症ラット（SHR）に5/6腎摘除手術

を行って高血圧慢性腎不全モデルを作成し，長期的ト

レッドミル運動を行った．運動により蛋白尿は有意に

減少し，糸球体硬化は改善した．

② 膜性増殖性糸球体腎炎モデルでの検討3）

Wistarラットの右腎を摘出し，特異的抗Thy-1抗

体OX-7を投与して膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）

モデルを作成し，長期的トレッドミル運動を行った．

運動群の腎機能，蛋白尿，腎病変に増悪傾向を認めた．

一方，運動にエナラプリルを併用すると，運動のみで

は増悪傾向を示した蛋白尿は減少し，腎皮質間質容積

比は改善した．

③ ネフローゼ症候群モデルでの検討4）

Wistarラットにアドリアマイシン（ADR）を投与

してネフローゼ症候群モデルを作成し，長期的トレッ

ドミル運動を行った．運動により有意な血清中性脂肪

の低下，糸球体脂肪沈着スコアの改善を認めた．また，

蛋白尿，糸球体硬化病変，腎皮質間質容積比に改善傾

向を認めた．運動にエナラプリルを併用すると運動に

よる腎皮質間質容積比改善効果は増強した．

④ 糖尿病性腎症モデルでの検討5）

後藤�柿崎ラットに片腎摘手術を行い，高カロリー

食と30％ショ糖溶液を与えて糖尿病性腎症モデルを

作成し，長期的トレッドミル運動を行った．運動によ

り蛋白尿，糸球体硬化，皮質間質容積比，運動負荷試

験時の総走行距離は改善し，運動にロサルタンを併用

すると運動による糸球体硬化改善効果が増強した．免

疫組織学的検討では，長期的運動とロサルタンはいず

れも糸球体でのマクロファージ浸潤や線維芽細胞増殖

を抑制し，メサンギウム細胞の活性化や足細胞の分化

に影響を与えて腎保護効果を発揮する可能性が示唆さ
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表1 結果のまとめ

vsC SBP UP Scr BUN IGS RIV C/F CD typeI

ENA ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

EXm ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑

EXi ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑

EXm

ENA
↓ ↓ ↓ ↓ � � ↑ ↑ ↑

C，対照群;ENA，エナラプリル群;EXm，速度20m/分（80％peakV
・
O2）運動群;

EXi，速度28m/分（90％peakV
・
O2）運動群;EXm ENA群，運動とエナラプリル併用群;

SBP，収縮期血圧;UP，24時間尿蛋白排泄量;Scr，血清クレアチニン;BUN，血液尿素窒素;
IGS，糸球体硬化指数;RIV，腎皮質間質容積比;C/F，1筋線維周囲の毛細血管数;
CD，単位断面積当たりの毛細血管数;typeI，タイプI筋線維比．
↓低下または減少;↑上昇または増加;�最低値．



れた．

以上の結果から，慢性腎不全の病態下において長期

的運動を行っても腎機能や腎病変は必ずしも増悪せず，

むしろ腎を保護する可能性のあることが示唆された．

また，長期的運動による腎保護作用は腎障害の原因に

より異なる可能性があった．さらに，アンジオテンシ

ン変換酵素阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗

薬は，長期的運動の腎保護効果を増強したり，運動へ

の認容性を高めることが示唆された．

以上の成績をそのまま臨床に応用することはできな

いが，様々な角度から有効な治療法の開発を目指して

研究が進められている中で，これらの成績は，運動に

よる腎保護という新たな局面からの保存期腎不全治療

法の開発を試みる契機になりうるものと考える．

5 本邦の血液透析療法

本邦で本格的に血液透析療法が普及し始めてから

30年以上が経過した．近年の血液透析技術の進歩は

著しい延命効果をもたらし，20年以上の長期生存が

可能となった．一方，血液透析は医療の中でも最もス

トレスの多いものの一つである．また，長期間の安静

による体力の低下と相俟って，透析患者のQOLは大

きく損なわれており，今こそ透析患者のQOLの向上

が求められている．

6 透析患者の抱える問題点

透析患者の死因の第1位は心不全である．また，高

齢化と共に生活習慣病を基礎疾患に持つ患者が増加し

ている．その他，QOLの低下や腎性貧血，インスリ

ン抵抗性の増加，筋蛋白の異化亢進，栄養分の透析液

への流失，筋力低下，腎性骨異栄養症，アミロイドー

シス，心理的ストレス，運動耐容能（体力）の低下，

栄養低下・炎症複合症候群などが問題点としてあげら

れる．

O・HareAMらの調査6）によると，透析患者の半数

近くはあまり運動をしていない．さらに，運動をしな

い透析患者の1年後の生存率は，1週間に1回でも運

動をしている透析患者に比較して低率であり，透析患

者における運動療法の重要性が指摘されている．

7 外来維持血液透析患者における長期的在宅

運動療法の効果（自験例）

① QOL改善効果7）

30人（男17人，女13人）に約1年間にわたる運動

療法（歩行，筋力増強訓練）を実施した．期間中に死

亡，新たな心血管系・運動器疾患発症，入院などの有

害事象の発生はなかった．対象者は1日平均8,061±

3,497歩の歩行運動を行い，223±144kcalを運動で消

費した．1年後の総KDQOL-SFTM8）スコアは1,322±

210となり，運動療法開始前の1,163±253に比較し

て有意に高値を示した．下位尺度では，「透析スタッ

フからの励まし」以外のほとんどの尺度にスコアの改

善傾向を認め，特に「活力」スコアは有意に改善した．

② 運動耐容能改善効果9）

男性維持血液透析患者9人にシャトルウォーキング

テスト（SWT）10） を行って運動耐容能を評価した．

対象者をSWTの結果に基づき，（A）250m未満（3

例），（B）250m以上（6例）の2群に分け，両群に

約1年間の運動療法（歩行，筋力増強訓練）を行った．

期間中に死亡，新たな心血管系・運動器疾患発症，入

院などの有害事象は発生しなかった．A群は平均歩

数13,854歩/日，平均運動量472kcal/日を達成した

が，B群では9,450歩/日，262kcal/日に留まった．

1年後のSWT距離は，A，B両群共に300.0mであ

ったが，開始前に比較してA群は123.3m延長し，B

群の延長は0.3mであった．InBody�で測定したA

群の筋量，骨量の増加変化率と体脂肪の減少変化率は

B群に比較して有意に高値であった．1年後にA群

のHDLコレステロール（mg/dl）は7.3上昇したが，

B群では0.3下降した．

以上より，運動耐容能の低い透析患者においても運

動量に依存して安全に体力，QOL，体組成を改善さ

せうることが示唆された．

8 いつ運動をするのが良いのか

非透析日にクリニックで週3回の監視下運動を行っ

たA群，週3回の透析中に運動したB群，自宅で非

監視下運動を週5回行ったC群で効果を比較した報

告11）では，体力の増強に最も有効であったのはA群

の運動であった．しかしながら，A群の継続率は最
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も低かった．一方，A群が行った運動に体力増強効果

では及ばないものの，継続率が高く，かつ効果的な運

動はB群の運動であった．すなわち，リスク管理体

制が整っている透析室での監視下運動療法は安全性の

点で有利であるが，この成績から継続性や効果の点で

も有利であることが示唆された．

9 どのような運動が良いのか

運動療法としては，禁忌や中止基準12）に当てはまら

ないことを確認してから，ストレッチ体操によるウォ

ーミングアップと，筋力と持久力を増強させるための

有酸素運度とレジスタンス運動を組み合わせて行うこ

とが勧められる．

運動療法からの脱落率を最小限に抑えたり，運動習

慣がつき難い患者に運動療法を導入する目的のために

は，透析療法施行中の運動療法が勧められる．内容は，

電動アシスト付きエルゴメーターを用いた下肢運動

（図1）と，ゴムバンドやボールを用いたレジスタン

ス運動である．エルゴメーター運動は透析開始から原

則2時間以内とし，10～15分間の運動後に同時間の

休息を取り，それを繰り返す．レジスタンス運動はエ

ルゴメーター運動の合間に行う．運動強度は，心肺運

動負荷試験が実施できれば，嫌気性代謝閾値の40～

60％程度から開始し，徐々に100％に近づけて行く．

または，より簡便にボルグ指数13）の13/20（ややきつ

い）以下と安静時心拍数＋30（β遮断薬投与例では

20）拍/分以下とを組み合わせて設定することも有用

である．運動頻度は，疲労が翌日にまで残らないなら

ば週3回の透析時とする．

10 運動療法の効果と展望

表2に運動療法の効果を示す．腎臓リハビリテーシ

ョンは，腎臓病や透析医療に起因する様々なデメリッ

トを軽減し，QOLや生命予後の改善に繋がるもので

あるだけに，本邦においても広く行われるようになる

ことが望まれる．また，リハビリテーションプログラ

ムに関する検討が積み重ねられ，科学的根拠に基づい

た，より一層効果的な，腎機能障害者のためのリハビ

リテーション指針が早期に作成されることが重要であ

る．
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図1 透析中電動アシスト付きエルゴメーター運動の様子

表2 HD患者における運動療法の効果

●最大酸素摂取量の増加

● 左室収縮機能の亢進

●心臓副交感神経系の活性化

●心臓交感神経過緊張の改善

● 栄養低下・炎症複合症候群の改善

● 貧血の改善

● 不安・うつ・QOLの改善

●ADLの改善

● 前腕静脈サイズの増加

●透析効率の上昇
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小泉政権を引き継いだ安倍政権においても医療費抑

制が政策の柱となっている．その大義名分が財政再建

にあることは，周知のとおりである．わが国の財政危

機の異常ぶりは，国の債務残高が名目GDPに占める

割合を諸外国と比較することで明白となる．1996年

末現在，その割合は英国40％，米国73％，日本94％，

カナダ100％，イタリア131％であり，わが国の債務

残高は名目GDP以下にとどまり諸外国と比べて突出

しているわけではなかった．しかし，10年後の2006

年末では，英国49％，米国65％，カナダ65％，イタ

リア127％，日本161％と日本のみが改善不可能と思

われるレベルに達した．

財政再建のための第1目標は，一般会計の基礎的財

政収支を赤字から脱却し均衡させることにある．基礎

的財政収支の均衡とは，「税収等＝一般歳出等」およ

び「公債金収入＝債務償還費＋利払い費」の状態を指

す．しかし，基礎的財政収支が均衡しても国債残高は

増え続ける．なぜなら，利払い費を国債発行で賄うと

いうことは，その分残高が増えることを意味するから

である．

では国の債務残高の名目GDP比が安定的に低下す

るための条件とは何か？ それは，基礎的財政収支が

均衡した時であっても「長期金利マイナス名目GDP

成長率」が負の値になることである．しかし，過去10

年間，「長期金利が名目GDP成長率より高い」状態

が続いていることから，債務残高の名目GDP比を低

下させることは困難であり，逆に上昇を続ける可能性

が高い．これは，国が際限なく国債を発行することを

意味する．

このように国の債務残高の増加が止まらないことを

・国家財政破綻・と錯覚し医療費抑制を唱えているの

が，財務省主導で運営されている経済財政諮問会議で

ある．しかし，日本医師会が発行した「国家財政と社

会保障」（平成19年2月）に登場した識者たちが，こ

の錯覚を論破し正しい現状認識の視点を提示している

ことが注目に値する．

そもそも国家財政破綻の定義は，「外国からの借金

を返せなくなって国の運営に外国から介入される」で

ある．しかるに，日本の国債の大半は日本国民自身が

所有しており，財政危機がさらに悪化しても外国介入

リスクは皆無に近い．それでは，日本政府が国債発行

を通じて自国民から際限なく借り続けたらどうなるの

であろうか？ 結論を言えば，国債の信認低下→金利

上昇と円暴落→インフレという連鎖の中で，国がイン

フレを放置する一方で金利上昇を抑制するという政策

を採用することが予想される．こうすれば「長期金利

より名目GDP成長率が高い」状態に誘導して国の債

務残高の名目GDP比を引き下げることができるから

である．

しかし，このような政策だけでは国民生活が荒廃す

る．北海道大学の宮本教授が主張するように，財政あ

るいは経済成長にポジティブな社会保障のあり方へ舵

を取らねばならない．そのポジティブな社会保障のた

めの最大のフィールドが医療であることは，米国経済

の成長のエンジンが医療産業にあることを見れば，明

らかである．OECD（経済協力開発機構）の報告書で

国家財政と医療財源 303
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も，医療費増加がマクロ経済の成長にマイナスになる

という見方を誤りであると退けている．

では，財政危機が続くわが国において，医療を経済

成長のエンジンにするための財源を何処に求めるべき

であろうか．この点についてOECDは，医療財源の

税依存を強めると後々追加財源確保が保険料に基づく

制度より困難になると結論づけている．一方，わが国

の医療界には消費税率引き上げによる財源確保を期待

する人が多い．しかし，消費税率引き上げによる増収

を医療財源に充てるのであれば，財務省は当然のこと

として従来の公費支出を縮小させるはずである．つま

り，税依存を高めれば財務省の呪縛がますます強くな

ることを看過してはならない．したがって，公費増加

要求を行う前に，医療制度の枠組みの中で追加財源を

自己増殖させる方法を探究すべきである．

その具体的方法として，本誌2006年4月号で記し

たとおり，公的医療保険を2階建てにして2階部分に

強制加入のオプション保険を導入することが有力であ

る．さらに，都道府県単位で保険者を再編成すること

を契機に，都道府県が所管している業務と保険料収納

業務を連動させることも検討に値する．例えば，車購

入および免許更新時に社会保険料支払い実績を条件に

するのである．筆者の試算では，これにより，ガソリ

ンや車を買うことができるにもかかわらず国民健康保

険料を支払っていない人たちから1兆5千億円の医療

財源を獲得できる．これは，史上最高益を謳歌する自

動車産業からの医療財源奪還に等しい．財務省と闘う

ためには，まず自力で追加財源を確保する戦略が肝要

なのである．

＊ ＊ ＊
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要 旨

糖尿病（DM）は1998年度より透析導入原疾患の

首位となり，直線的に増加し2005年度には導入患者

の42％を占めている．沖縄県の年度末透析患者数は

県民400人に1人の割合に達し，DMによる導入も他

府県に比し多い．健診受診者を対象にしたDMによる

透析導入に焦点をあてたアウトカム研究は予防対策を

講じる上で参考になると思われる．われわれは透析患

者および健診受診者の両コンピュータ登録データベー

スをもとに空腹時血糖値と累積透析導入率を検討した．

1993年度の受診者におけるDM（FBS・126mg/dl）

の頻度は5.2％で，2000年度末までの観察期間中に

133例（男82，女51）の透析導入を確認した．FBS・

126mg/dlでは有意に透析導入率が高率（補正オッズ

比3.098，95％信頼限界1.738～5.525，P＝0.0001）で

あった．

1 緒 言

日本透析医学会の統計調査によると，糖尿病（DM）

は2005年度の透析導入患者の42％を占めている．

DMは1998年度より導入原疾患の首位となり，直線

的に増加している1）．特に沖縄県はすでに年度末患者

数が県民400人に1人の割合に達しており予防対策が

急務である（図1）．住民健診ではDMのスクリーニ

ングとして空腹時血糖（FBS）およびヘモグロビン
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図1 わが国および沖縄県の年度末患者数の推移

（対人口百万人）



A1C（HbA1c）が用いられている．慢性腎臓病（CKD）

の早期発見，早期治療が重要であると考えられるが，

無症候の成人すべてを対象にした健診は経済的に負担

が大きく批判が強い．健診受診者を対象にしたDM

による透析導入に焦点をあてたアウトカム研究は少な

い．本研究ではスクリーニングとしてのFBSと透析

導入の関連を検討する．

2 対象・解析方法

1） 慢性透析患者

沖縄県は地理的，文化的背景より透析導入患者は県

内に留まっており，悉皆性の高い疫学的研究が可能で

ある．特に透析患者は県外への移動が少なく，県内の

移動であれば追跡が容易である．沖縄県では1971年

度より慢性血液透析が開始された．透析施設数は

1990年度27施設より，2006年度末65施設へと急増

した．2000年度末までの30年間にわたる県内の透析

患者（慢性透析療法に導入され，少なくとも1カ月以

上生存）5,246名を，沖縄透析研究（OkinawaDialy-

sisStudy;OKIDS）データベースに登録した2～4）．

10年後ごとの年代別にみると1980年代より60歳以

上の患者が増え始め（図 2），1990年代よりDM患者

が増加している（図3）．

2） 住民健診受診者

成人人口の約15％の健診事業を施行している沖縄

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007306

図2 沖縄県における年代別透析患者数

図3 沖縄県における原疾患別の

透析患者数



県総合保健協会の健診データから，解析用に個人情報

を匿名化した1983，1993，および2003年度版データ

ベースを作成した（表1，2）5～7）．両登録データベース

および病歴調査によりOKIDSデータベースとの照合

作業を行った．完成した標準解析データベースを用い，

健診受診時のデータから透析導入に至る経過を検討し

た．尿糖，FBSおよびヘモグロビンA1C（HbA1c）は

いずれも必須項目でないので，受診者数はそれぞれ異

なるが，項目ごとに2000年度末までの透析導入の有

無を検討し，腎不全の発症危険度を求めた．FBS126

mg/dl以上をDMと診断した．FBSのデータは健診

受診者全体の14.0％（1983年度），54.4％（1993年度），

92.9％（2003年度）を占めた．HbA1cは2003年度に

初めて調査され受診者全体の30.3％（N＝46,742）で

あった．HbA1cの平均（SD）は5.34％（0.90％），2.00

％～15.20％である．

3） 腎機能の推定

血清クレアチニンが異常高値（ヤッフェ法で 2.0

mg/dl以上）であれば，どの腎機能推定式，体格の

如何にかかわらず腎機能異常である．一般住民健診受

診者の異常高値者の頻度は約0.2％（受診者1,000人

対で2人）程度であった．現在，日本腎臓学会でGFR

の推算式をもとにCKD患者の頻度を検討しているが，

わが国では成人人口の約20％がステージ3～5のCKD

を有していることが判明している8,9）．透析導入者は

ステージ5のCKD患者である．

4） 研究計画，方法および倫理面への配慮

受診者の性，年齢別のFBSの分布の推移を検討し，

DM（FBS・126mg/dl）の有病率を推定した10）．沖

縄県総合保健協会の倫理委員会および琉球大学の倫理

委員会にて沖縄透析研究として承認を得た．データベ

ースはすべて数値化，標準化されており個人情報が漏

洩する危険を最小限にした．

3 結 果

DM（FBS・126mg/dl）の頻度は 5.2％ で，観察

期間中に133例（男82，女51）の透析導入を確認し

た．DMの有無別の累積透析導入率（図4）および蛋

白尿の有無との関連（図5）を検討した．FBS・126

mg/dlでは有意に透析導入率が高く（補正オッズ比

3.098，95％信頼限界1.738～5.525，P＝0.0001），特

に蛋白尿が合併すると著しく高率であった．

ステージ3～5のCKDの関連因子の検討では年齢，

性をのぞく治療可能因子では蛋白尿，高血圧，貧血に

ついてDMが有意で（図6），CKDのステージ別に

みてもGFRの低下に従い，DMの有病率が高くなっ

た（図 7）．FBS126mg/dl以上では CKDの有無を

積極的に検索する必要があると考えられる．

4 考 察

沖縄県の一般住民健診成績からは肥満，メタボリッ

ク症候群の頻度，DMの頻度の増加が考えられる，

また健診後の事後指導も不十分と考えられ，蛋白尿，
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表1 沖縄県総合保健協会の健診受診者の背景因子

1983 1993 2003

受診者数

男 性

平均年齢

106,171

47.6％

49.1

143,948

47.6％

49.5

154,019

48.0％

49.8

表2 沖縄県総合保健協会の健診受診者の検査所見

年 度 1983 1993 2003

蛋白尿

低GFR

5.3％

16.2％

3.4％

15.7％

4.3％

15.0％

BMI（kg/m2）

肥満（BMI・30）

収縮期血圧

総コレステロール

空腹時血糖

23.4（3.3）

3.5％

130.2（19.4）

194.3（38.3）

95.3（25.5）

23.9（3.4）

4.7％

126.1（17.2）

201.4（36.1）

96.6（22.8）

24.1（3.7）

6.2％

123.9（17.0）

203.3（36.5）

102.4（27.0）

平均値（SD）
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図5 糖尿病，蛋白尿の有無と透析導入率

図4 空腹時血糖別の透析導入率

（文献4より）

図6 健診受診者における低GFRの説明因子



高血圧，貧血についてDMを指摘された受診者での

CKD検索および専門家への紹介，治療体制の不備も

考えられる11,12）．本研究の問題点を表3にまとめた．

今後，治療介入による効果などを検討する必要がある．

透析患者の生命予後は一般住民に比し不良であるが，

特にDM患者の予後は不良である．その一因として

透析導入前からの心血管系合併症，動脈硬化症の存在

および栄養状態の不良が考えられる．腎不全の進行を

阻止すること以外にも，透析導入前の合併症を減少さ

せ，より良い状態で透析導入することにより透析導入

後の生命予後の改善が期待できる13）．

5 結 論

住民健診におけるFBSは透析導入の有意な危険因

子である．FBS高値の受診者では積極的にCKDの有

無を検索する必要がある14,15）．日本人における簡便な

GFR推定式が待たれる．
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要 旨

施設単位で行われている透析液清浄化対策を形骸化

させず，能動的な運用を図り，さらに有効な方法論を

蓄積することは透析医療の向上にとって有用と思われ

る．2006年改定された薬事法の品質保証基準（GQP）

に準拠し，複数施設の透析液製造と品質管理者による

委員会設立を企画し公募した．委員会の会合で月1回

の定期的バリデーションを通し，互いの施設の清浄化

対策の監督・改善を試みた．初回会合時に製造管理基

準・品質管理基準と手順書（GMP）を整備し，これ

を基に日常使用している透析液作成系の管理・逸脱発

生時の対応を協議した．会期中に生じた逸脱事例に対

し，自主的に期限を決め手順書の改定・採取用ポート

の増設（設備バリデーション）などが行われた．施設

側・施行者側の都合になりがちな，その場で異変が見

て取れない状況（液の清浄化）に対する対策変更の実

施には，外部への公表が有効な手段であることが明ら

かとなった．今後GMP部分のツール作成など加入へ

の障害を減らし，参加施設の拡大を目指していきたい

と考えている．

序 ―改定薬事法のGMP/GQPについて―

血液透析療法において，各施設で透析液を作成する

ことは必要不可欠である．しかも透析液はダイアライ

ザーを介して血液中に流入するので，輸液製剤などの

医薬品と同様に薬事法に準拠することが求められるよ

うになる，と考えられている．

2006年6月の改定薬事法の全面実施と平行し，「医

薬品等の製造管理および品質管理の基準に関する省令」

が公布され，医薬品の製造管理の基準が明示された1,2）．

これらは大きく二つの部分からなる．いわゆる製造・

品質管理としてのグッドマニュファクチュアリングプ

ラクティス（GMP）と，品質保証としてのグッドク

オリティープラクティス（GQP）である（図1）．ま

ずGMPのうちの製造管理として，「誰が作業に従事

しても常に同じように適正に作業できるようにする」

ための作業基準書（製造管理・品質管理・衛生管理）

を整備し，実施時にその内容を記録する．つぎに品質

管理として独立してその作業全体の妥当性を検証する

ために製品の監視・検査をし，規格外の「不良品」を

検定する．さらにGQPは，実際の使用に堪えうるも

のかどうか品質保証という観点から，GMPを遵守し

て適切に製造管理・品質管理・衛生管理がなされてい

るか監督する，という手順である3）．

この基準を透析液に当てはめると，塩濃度や浸透圧・

細菌培養/エンドトキシン測定といった最終製品「透

析液」の品質検査のみならず，製造工程から実際の身

体への使用まで一貫して品質を守るための管理が必要

となる．現在原案として公開されている透析液清浄化
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マニュアルは，バリデーション（validation）＝日常作

業工程としての測定頻度と基準値（GMPの一部，品

質管理基準）を示したにすぎない．また別項にGMP

にあたる基準を持つISOも，どのような日常的工程

管理を行い，逸脱時にどう改善を目論むかに関する批

准はない．そこでいわゆる「透析液清浄化マニュアル」

を形骸化させないためにも，その能動的な監督と運用

を図る必要性がある．

われわれは，2004年7月から透析液作成系に対す

るGMPの適用を検討し，「もし自分自身4）が透析を

受けなければならないとしたら，どのように透析液を

清浄化するか」取り組んできた．そこで，バッチごと，

週2回の透析液のエンドトキシン濃度測定・月1回の

細菌培養結果をバリデーション＝妥当性検証のツール

として，透析液清浄化に関する工程管理上の問題点を

検討し改善点をマニュアル化する作業を継続してきた．

これらから，いわゆるエンドトキシンカットフィル

ターによる清浄度や汚染後の消毒工程の管理以前に，

汚染を防止するための透析液作成時および補修などの

保全作業時の清潔操作が重要である事を報告してき

た5）（GMPとしての再バリデーション）．しかし，改

定薬事法のGMP/GQP基準を満たすためには，①製

造管理責任者と品質管理責任者を分け，②さらに品質

保証部門を「工程の日常作業者以外で業務内容に精通

した者」で監督することが求められている1）．前者は

透析液の作成に当たる技士と臨床に係わる医師などと

で役割分担することが可能である．しかし透析専門ク

リニックで後者の基準を満たそうとする場合，大～中

規模病院のように院内検査やリスク管理室を独立させ

ることが難しく，日常の作業者自らが工程管理を行わ

ざるをえない状況にある．

そこで今回，複数施設の製造管理責任者・品質管理

責任者が集い，各管理者の所属施設以外の施設の品質

保証に関して相互に監督するための委員会（改定薬事

法グッドクオリティープラクティスに準拠した透析液

清浄化委員会：透析液GQP委員会）を開設し，複数

施設による相互管理を目的とした多施設共同の品質保

証システムの確立を試みた．

1 方 法

1） 委員会設置のための参加施設公募

透析液GQP委員会の事務局を日本医科大学微生物

学免疫学教室および越谷大袋クリニックに設置し，

2006年10月より越谷大袋クリニックのホームページ

（http://kocl.jp）上に委員会の設置趣旨を公開し参加

施設を公募した．公募時の参加条件は二つで，

① 月1回程度の委員会に製造管理責任者（透析液

作成に当たる技士・看護師）と品質管理責任者

（臨床を担当する医師）とが参加できる施設

② 月1回以上，透析液の清浄度に関する科学的品

質保証を行っている，または行う予定がある

とした．

2） GQP/GMPに準拠するためのインフラ整備6～9）

参加にあたり，製造管理基準書・品質管理基準書・

衛生管理基準書をそろえ，その実施記録（作業記録・

日常業務記録・品質保証記録）を整備した．製造管理

基準書は，水処理（RO装置）～透析液作成機～中央

監視装置～ベッドサイドコンソールにいたる透析液作

成系に，人的作業が入る行為（透析液原液の保管・搬

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007312

図1 GQPとGMP



入から透析液作成・日常生産・洗浄・消毒・清掃など）

すべてに対し，「誰が作業に従事しても常に同じよう

に適正に作業できる」ように手順書の形にした．雛形

として越谷大袋クリニックの手順書および作業記録用

紙（図2）と，各施設の現状仕様についてGMPチェ

ックリストを改変したアンケートを事前に送付した

（表1）．

これらを元に初回の委員会開催時に相互に情報の交

換を行い不足点の是正を行った．衛生管理は，作業前

の作業者の手洗い・開放系を取り扱う際の手袋，必要

GQP準拠透析液清浄化対策の透析専門クリニックでの取り組み 313

図2 日常作業工程の標準化
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作業工程の手順書 作業記録

表1 透析液作製系に関するアンケート

A） 透析液作成システムについて（施設・設備・機器バリデーション）

a-1）原水 a-2）純粋化装置 a-3）透析液作成系の方式 a-4）配管素材 a-5）配管外略図

B） 透析液の作成について（日常生産工程）

b-1）透析液原液 b-2）原液調整/作成に係わる人員 b-3）透析液調整（液性状の検査など）

/作成に係わる人員 b-4）透析液性状の測定項目と測定点の数

C） 透析液作成系の洗浄・消毒方法について（日常生産工程）

c-1）洗浄・消毒薬の品名と使用頻度・使用濃度は？ c-2）各曜日の洗浄・消毒サイクル

c-3）カプラー部分の消毒 c-4）その他特殊部分の消毒

D） 機器保全・点検に関して（日常生産工程・機器バリデーション）

d-1）機器の定期的点検と補修頻度と内容 d-2）故障時の補修方法

E） 透析液清浄化システムについて（清浄化に対する妥当性：機器バリデーション）

e-1）生産ライン中のエンドトキシンカットフィルター e-2）その他のフィルター・カラム

e-3）その他特殊な方法

F） 透析液清浄化に対する妥当性検証について（定期的バリデーション）

f-1）エンドトキシン濃度の測定方法・頻度・測定点 f-2）細菌培養の方法・頻度・測定点

f-3）その他特殊な方法

G） 手順書に関して（日常生産工程の妥当性）

g-1）上記の項目（A～E）に関し作業手順書はあるか？

g-2）手順書に，清潔操作は加味されているか？ g-3）作業者に作業手順は遵守されているか？

H） 作業記録書に関して

h-1）上記の項目（A～E）に関して，個々の作業記録書はあるか？

h-2）ひやりハッと・事故報告書との連動は

I） 教育 院内教育について



時のマスク着用を標準とした．品質管理は各施設単位

の現状に合致した基準を，品質保証に関する精度管理

とともに委員会で意見交換後に作成した．

3） 透析液GQP委員会

原則として月1回，逸脱事項が発生した場合には懸

案解決のための臨時会を日常業務のない日曜に開催す

る予定とした．事前に，個別連絡や懸案議題をe-mail

で送った．また，各回ミニレクチャー形式で各施設の

教育用ツールの開示を行った．

4） 清浄度の判定と精度管理

清浄度判定は透析液のエンドトキシン値と細菌培養

とで行った．各施設で採取後直ちに検体を越谷大袋ク

リニックに搬送し一括測定した．エンドトキシン値の

測定精度の管理は，すべての検体を二重測定し，測定

毎に検量線を作成し，阻害物質の有無を判定するため

に純水および各施設の透析液に既知の濃度のエンドト

キシンを添加した際の阻止率（PPC）を測定した（井

上，投稿準備中）．

細菌培養の精度管理は，検体のR2A培地を用いた

多重測定（0.1ml平板培地への塗抹培養，1ml混釈培

養（JIS規格）10）および0.45μmニトロセルロースフィ

ルター（37mm qualitymonitor，Palllifesciences，

筑波）で，10mlろ過後R2A液体培地で培養11）（ISO

準拠））と測定時コンタミネーションを除外するため

の血液寒天培地の塗抹培養で行った（大薗，投稿中）．

エンドトキシン値は翌朝までに，細菌培養結果は15

日後にe-mailで送付した．各測定回の精度管理は結

果を一括し日本医科大学微生物学免疫学教室で行った．

2 結 果

1） 透析液GQP委員会開設

① 公募結果

単一施設のホームページ上ではあったものの，GQP

委員会参加施設公募後1日平均ヒット数が約2倍に上

昇し，当該ページがgoogle，Yahooなどの検索エン

ジン上「GQP＋透析（液）」のキーワードで，検索順

位の1位となっていた．2006年11月15日の締め切

りまでに自薦・他薦で計9施設からの応募があった．

このうちGMP基準を満たす段階での参加中止が4件，

GQP委員会への参加不能・その他の事由での参加中

止が2件あり，最終的に日本医科大学腎クリニック

（その後担当医師の配置転換に伴い日本医科大学千葉

北総病院透析室に変更）・御徒町腎クリニックおよび

越谷大袋クリニックの3施設が本件に参加した（表2）．

② 委員会

2006年11月に開催した準備会を含め，2007年4月

まで5回開催した．議事内容は事務連絡（出席者名簿

作成・次回開催期日，場所の連絡），仕様（データ解

説，日常的バリデーションと逸脱対応に関する確認）

および教育講演として，腎不全～透析液清浄化に係わ

る内容のレクチャー（表 3）を行った．日曜日の開催

を予定していたが，透析液製造責任者からの提案で，
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表2 透析液GQP委員会委員

1.委員長 葉山修陽

2.参加施設

●日本医科大学千葉北総病院透析室

御園恒一郎†1 葉山修陽†2

● 御徒町腎クリニック

藤岡紀昭†1 安部正典†1 大森容子†2 松岡由美子†2

●越谷大袋クリニック

本田和美†1 市村恭子†2 井上有紀†2

3.科学的品質保証（日本医科大学微生物学免疫学）

品質保証責任者 野呂瀬嘉彦

測定精度管理責任者 井上有紀（越谷大袋クリニック） 大薗英一

4.事務局 大薗英一 廣瀬雄

会計 白石尚也（越谷大袋クリニック）

†1製造管理責任者 †2品質管理責任者

表3 レクチャー内容

透析液作成におけるGMP/GQP準拠の取り組み

妥当性検証のための科学的品質保証

消毒について

慢性腎臓病CKDの概念と透析

PatientOrientedDialysis



透析液作成設備の相互紹介をするために第2～4回は

施設の稼動している平日の夕方に各施設で開催した．

2） 品質管理基準の設定

実際に人体に触れる状態の透析液が，ISO23501・

JIS規格上で菌が同定されず，エンドトキシンが検出

されない条件を基準Aとして日常使用に問題がない

状況とした．さらに水処理段階でこの条件を満たすも

のを基準B，透析液作成系全体がこの条件を満たすも

のを基準Cとし，清浄化の最終目標を基準Cに置い

た．エンドトキシン値と細菌数の関係は施設ごとに異

なり，エンドトキシンは検出されないものの細菌数の

多い場合や，その逆のケースも存在する（未発表デー

タ）が，今回参加した施設はすべて基準Aを満たし

ており，基準B/Cに向けた対策を執り行った．

3） 測定結果による逸脱と再バリデーション

測定回ごとにデータの検証とその対策を行った（図

3）．幸にも，今回参加した施設の参加期間中に透析液

のデータ逸脱による重大事項は発生しなかった．細菌

培養で，血液寒天培地で菌が分離され，採取時または

採取部位の問題が疑われたケースが3件認められた．

採取時の消毒方法の検討・劣化サンプルポートの交換・

サンプルポートの造設を行い，その後の再バリデーシ

ョンで状況の改善を確認した．測定精度管理の向上を

目論み，同一品質の検体の同時多重測定も行っている．

3 考 案

GQP・GMPの本態� 安全確保の目的で実際の作

業者とは別の者で複数の責任者を置く1）理由� は，

利用者の都合ではなく，施設側の都合で良いように解

釈しないということにあることが今回の検討で再確認

された．外部への隠匿性とあわせ，提供者が権威的で

あればあるほど「日本的品質保証」9）（表 4）は顕著で

あり，自己満足と欺瞞の押し付けに過ぎないと指摘さ

れている．特に利用者側のメリットとして，GQPを

委員会化し外部の目に曝すことで，応対が迅速に行わ

れ安易な妥協を自らに許さないという状況が生じたと

考えられる．

たしかに患者の状態がその場でわかるような異常が

生じれば，どこの施設でも当然透析は中断される．し

かし日常的に透析液を作成している現状で，異物混入

や細菌汚染など身体にその場で眼に見える状態で異常

が生じない場合，はたしてどう扱うべきなのか．

GMPとしてのバリデーションの妥当性検証は「行っ

ている作業に過ちはないか（妥当性），調べる」とい
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図3 逸脱事象から要因解析まで
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う作業である．安全性を確保するために，どのような

工程管理を行うべきか，また工程管理のためにバリデ

ーションの頻度をどうすべきか，またバリデーション

として何を基準にするかなど検討すべき課題は多い．

今回の検討で品質管理基準をもとに中止した事例は

なかったが，基準書をそろえ確実に実施記録をすれば，

何が原因で逸脱� 異常事態� が生じたかを探求す

る道標になると考えられた．また作業に熟練する過程

において，各個人のactionscheme構築時に欠けた

もの12）が何であるか，明らかにするにも基準書は有用

であった．すでに作業者がその作業に精通しており，

日常的に繰り返される作業に対して，これらの整備を

「煩雑」と捉えられ参加中止となったケースが多かっ

たのは遺憾である一方で，主催側の説明不備も考える

べきであり今後の課題点と考えている．

今回の透析液清浄化の鍵にした手法は，特殊な機器

や消毒を必要とするものではない．「閉鎖回路系に感

染が自然発症することはなく，感染源とその感染ルー

トが存在する」という感染疫学的観点13）から，人為汚

染を排除するための清潔操作を製造管理に盛り込んだ

ものである．慣習的に，透析液作成系は常に事前洗浄

と事後消毒を行っており安全である，身体に触れる前

にエンドトキシンカットフィルターが付いているので

清浄であるという神話が存在しているようである．し

かし実際には，閉鎖回路系への作業後に細菌数やエン

ドトキシン値が上昇し，手洗い・手袋着用といった清

潔操作の遵守によりそのピークが低下・消失している

（本田，投稿準備中）．

この清潔操作を継続させ劣化を防ぐために，生命維

持に関っているという意識付けと重要性を強調するた

めの教育と学習を繰り返すことは重要である．これと

同様にバリデーションによる情報� 正常時の成功体

験と異常時の注意喚起� は動機付けに有効である．

この点から見た場合，清浄度に関するバリデーション

が月1回で十分であるのか，今後検討すべき課題であ

る．

消毒に関する補足として，化学消毒と熱消毒のいず

れが優れているか今後も平行して検討をしていく予定

である．熱消毒の効率が取りざたされているが，混釈

培養時のデータでは，60～80℃ の加熱状態でも死滅

しない菌が存在することが確認され，特にこれらの耐

熱性の高い菌叢は熱消毒の有無に限らないようである

（未発表データ）．ここであげた安全基準C（作成系全

体を ISO23501にある 10－1/mlにする）をさらに発

展させ，いわゆる10－6/ml（.999999）未満という完

全無菌を目指す14）には，輸液製造を行っている製薬工

場と同様に，耐震設備を持ち無塵設備の中でステンレ

ス管を配管し，使用前に高圧蒸気滅菌を行う4）ことが

必要となってくると考えられる．しかしこれらを，個々

の施設で市中に整備することは不可能であり，安全性

への対応の中間点として，まず作成系全体を10－1/ml

未満にするという目標は現実的であると考えられた．

文 献

1） 薬事法（最終改正:平成一八年六月二一日法律第八四号），

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html，

2006．

2） 厚生労働省令第百七十九号 医薬品及び医薬部外品の製造

管理及び品質管理の基準に関する省令，http://wwwhourei.

mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DM

ODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&

EFSNO=510，2004．

3） 新薬事法研究会:医薬品の製造管理，よくわかる改定薬事

法;薬事日報社，pp.23�37，2005．

4） 渡辺恵市郎，森川 馨，他:序. 創薬等ヒューマンサイ

エンス総合研究推進事業「医薬品製造におけるプロセスバリ

デーションと科学的品質保証に関する研究」平成14年度報

告書;厚生労働省，pp.15�18，2003．

5） 本田和美，大薗英一，葉山修陽，他:安定した透析液浄化

システムと妥当性検証について．第33回埼玉透析医学会発

表記録集;pp.36�39，2005.

6） 永井恒司，園部 尚，渡辺純男，他:注射製剤の開発と生

産．CMCの実際 製剤研究のデザイン;じほう，東京，pp.

63�76，2003.

7） 日本PDAバリデーションレポート2 水のシステムと脱

パイロジェン;じほう，1997．

8） 川村明夫:日常工程におけるバリデーション活動．バリデ

ーション総論;第3版，じほう，pp.87�100，2005．

9） 吉武 一:品質保証の経緯，品質保証のためGMPチェッ

クリスト．バリデーションと日常工程管理;シーエムシー，

pp.2�9，pp.165�205，1997．

10） 土谷悦輝，並木 博，渡辺真理代，他:用水排水中の従属

栄養菌細菌試験方法 JIS K 0350-30-10，2002．

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007316

表4 日本的品質保証

① 仕事の仕組は整っているはず

② 製品の品質には自信があるので顧客からは信頼

されているはず

③ 信頼してほしい

（文献9より）



11） 山口進康，那須正夫:環境微生物学実験プロトコール．大

阪大学大学院薬学研究科遺伝情報解析学分野編，KeyLab，

大阪，日本細菌学会，2006．

12） 芳賀 繁:止められないとまらない違反．ミスをしない人

間はいない;飛鳥新社，東京，pp.109�130，2001．

13） 大薗英一，高橋秀実，新谷英滋，他:CDCガイドライン

に基づいた透析室内感染対策．日透医誌，16;327�334，2001．

14） 佐々木次雄， 新太喜治， 上寺祐之， 他 :Washer

disinfectorにおける熱消毒の基本的要件．医療機器の滅菌

及び滅菌保証;佐々木次雄，新太喜治，上寺祐之，他編．日

本規格協会，東京，pp.488�499，2005．

（この研究は日本透析医会公募助成（平成18年度）

によって行われた．）

GQP準拠透析液清浄化対策の透析専門クリニックでの取り組み 317



日本透析医会雑誌 Vol.22 No.2 2007318

�10年間の防災活動を顧みて � 笛木久雄

日本列島はユーラシアプレート，北米プレート，太平洋プレート，フィリピン海プレートのまさに四つど

もえの上に乗っていると，地震が発生するたびに解説報道されている．また陸上の活断層はかなり詳細に調

査が進められているにもかかわらず，海中探査はほとんど行われていないという．

福岡西方沖地震，能登半島地震はまさにこの空白の地域で発生した．そうであれば日本中，震度6強の地

震がどこで発生しても不思議ではない．

台風，洪水，高潮等では局所的な被害に止まるため，大規模自然災害といえばやはり大地震とそれに伴う

大津波が考えられる．それも震度6強以上である．人口100万人ぐらいまでの地方都市型災害を中心に考え

るとすれば，透析医療に係る施設がなにをすればよいのかは想像がつく．その例は新潟中越地震，福岡西方

沖地震，能登半島地震での教訓が物語っている．

いずれのケースでもきわめて重要な役割を果たしたのは災害医療コーディネーターの存在であった．新潟

では青柳竜治先生，福岡では隈博政先生，能登では複数の先生方である．この中でも隈先生はすでに福岡県

での地区割りと情報ネット形成に尽力されていた実績があり，お一人で患者移送をコーディネートしてしま

ったのである．

災害対策には防災と災害時対策の二面性がある．防災は読んで字の如く事前の準備であり，防災訓練，防

災システムはその典型である．したがって防災なしでは被災からの離脱と早期復旧は著しく混乱する．

防災の基本は防災マニュアルと防災訓練であり，災害時対策の基本はライフラインの確保，だめなら患者

移送である．一見簡単そうに見えるが自院・他院を含めてのチームワークが必要となる．そこで登場するの

はチームリーダーを頂点とする組織化，そして道具としての情報ネットワークである．

岡山県での自称岡山方式の防災システムは全国的には希少なケースと言える．岡山県支部への会員登録は

ほぼ100％で，しっかりとした経済基盤がスタート時より確保されていた．さらに会員の防災意識は高く，

防災システム構築が容易な環境があった．また防災意識の維持にはいくつかの工夫がある．各透析施設毎に

臨床工学技士を中心に防災責任者を選任してもらい，災害対策委員会が年1回透析施設防災責任者連絡協議

会を開催し啓蒙活動を行っている．一方，行政と患者会と連携を強化するために2003年度以降年 1回，透

析医部会・NPO岡山県腎臓病協議会（患者会）・県行政医薬安全課の間で三者懇談会を開催し，防災活動報

告と，県に対し災害時ライフライン（給水）確保に関し申し合わせ事項の確認を行っている．さらに年中行

事として恒例の防災訓練を実施しており，災害対策本部を設置して災害情報ネットワークの使用がスムーズ

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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に行えるよう徹底指導を行っている．

情報システムは年々バージョンアップをしており，現在ではネット上で患者移送のやり取りが一覧表示で

簡単に行えるようになっている．2006年度からは電子国土による透析施設マップも利用可能となった．こ

れら一連の作業成果は災害対策委員会の努力と災害対策本部の設置がもたらしたものである．

2004年度からは岡山方式を中国5県に拡大し，各県毎に岡山同様の情報ネットを設置した．この時点か

ら台風・洪水・断水・地震等々いつでも中国5県全域での災害情報収集が可能となり，実際に透析関連企業

をも巻き込んで実務的活動を粛々と展開している．

現時点では各県において防災意識の温度差，地理的要因と人口密度，リーダーシップを執れる災害医療コ

ーディネーターの有無，日本透析医会県支部（各県透析医会）の有無と組織化等まちまちであり足並みがそ

ろっているとはいえない．それは各県の諸事情によるもので異論を唱えるつもりはない．したがって防災に

関しての一定の方程式は無い．しかし被災した時に先ずなにをすればよいかは決まっている．それはSOS

信号を発信することである．

日本透析医会には災害時情報ネットワークが設置されている．不運にも被災した場合はとりあえずこの情

報ネットに情報を送信するということをしっかりと銘記しておく必要がある．この行為によってもたらされ

る効果は計り知れない．災害医療コーディネーター（災害対策本部）が存在すればベストである．その意味

で，みはま病院の武田稔男氏は日本を束ねる災害医療コーディネーターとして日夜御苦労を重ねておられる

が心より敬意を表する．

笛木内科医院
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�厳しい環境で欝になりつつある医師の繰言 � 渡邊有三

勤務医の私が愛知県透析医会の会長を仰せつかって早や6年になる．この間，透析医療を取り巻く環境は

すこぶる悪化した．毎回行われる技術料削減，ダイアライザー価格の改定，食事加算の廃止，夜間・休日加

算の減算（これも患者会の筵旗が揚がって，廃止から減算でとどまったものであるが），そしてとどめはエ

リスロポエチンの包括化である．透析医療機関の多くは民間施設である．良き人材確保，医療機器の更新な

どへの出費を考えれば，親方日の丸以外はある程度の利潤がないと経営していけないのは当然である．「武

士は食わねど高楊枝」などということをのたまうことができるのは，小生のような自治体病院に住む生きた

化石だけかもしれない．（いやいや，自治体病院も最近は世知辛くなってきて，経営を考えないと居心地が

大変悪くなってきているが……）

エポ包括化に関しては，透析患者の大多数において必要不可欠な薬剤であるから，その包括化に伴う治療

方針の変更は医師の矜持が試される大きな試練であった．透析医学会の統計調査の結果によると，昨年の改

定があったにもかかわらず，透析患者のヘモグロビン値に大きな変化はなかったので，自分としては医療機

関の対応については若干安堵している状態である．しかしながら，全腎協役員の報告に基づき Japan

Medicineに掲載されたように，エポが十分投与されていない施設もあるかもしれないという危惧がある．

アメリカ流の方式では勝ち組と負け組の二極化は当然の帰結のようであるが，医療の世界だけにおいては二

極化はあってほしくないと思う．また，エポ投与量調節の目的で投与される鉄剤が，C型肝炎患者の悪化を

招かねばよいがと危惧している．駄文を作っている間に新しいエリスロポエチン製剤の薬価が公表された．

従来品より効果が高いのに非常に安価に設定された．エポ包括化の道をさらに強固にする薬価である．こん

な状況では，製薬業界も新薬開発への展望がなくなっていくのではないか．

巷では，DPCを導入することにより一定期間は医療機関の収益が改善できるというインセンティブに乗

っかって，多くの医療機関がDPC導入に向かって走っている．効率的なDPCを行うためにクリニカルパ

スが悪用されると，患者の早期退院が推進され，その結果として患者の再入院率が増加しているとも聞く．

医療の標準化と効率化は確かに重要なものであり，限られた経済資源を有効に使っていくためには，必要な

措置であることは重々理解できる．しかし，患者の状態を十分把握しない早期退院，平均在院日数短縮化は，

はたして患者のQOL向上に有効なのであろうか．大きな疑問である．おまけに，最近の診療報酬改定は医

療資源利用の適正化と効率化を論ずる前に，総医療費の抑制という大前提があってから議論されるので話が

ややこしくなる．わが国の人口は高齢化し，介護が必要な人は増加する一方である．医療への社会的需要が
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高まっていく一方なのに，総枠抑制という大前提があるならば，一人当たりの医療費を抑制するという結果

になることは自明の理である．元来，わが国の医療費は欧米諸外国に比較して安く，おまけにフリーアクセ

スであるから，誰もが何時でも自分の好きな医療機関を選択できる．（反対に医師のほうは，応召義務など

という前近代的な文言の下，患者を選択することはできず，どんなクレーマーでも，自己管理不良な患者で

も治療していかねばならない．世の中では対称性の重要性が喧伝されているが，医療の世界ほど非対称な部

門はないと常々思っている……）先日のタミフル騒動では，マスコミが「タミフルのわが国の使用量は世界

の9割です．おまけにタミフル副作用調査の委員長は製薬会社から寄付金をもらっています」と声高に叫ん

でいた．まるでわが国の医師が患者を薬漬けにしているかのような論調であった．しかし，このことはわが

国の医療へのフリーアクセスを証明するものである．誰もが簡単に医療機関を受診でき，何時でもインフル

エンザの検査をすることができ，そしてタミフルで病気の悪化が防がれているのである．諸外国の国民はこ

のように簡単に処方してもらえないのである．そのような観点は無視して，一方的な意見ばかりを述べるマ

スメディアの存在こそが医療現場を大きく混乱させているのではなかろうか．

話が横道に逸れたが，わが国では医療費の総抑制という大命題があり，その目的を果たすためには，高額

な医療費を使用している領域の抑制が重点課題となり，透析医療は目の敵のように扱われてきた．平成19

年には生活保護を受けている透析患者は更正医療指定施設でしか透析できない，また自立支援医療がカバー

する範囲をレセプトで示してくださいという謎解きみたいな通知が突然出された．さらなる透析医療の包括

化に向かって何か企みがあるのではないかと疑心暗鬼になってしまうのは，あまりにもひどい改定の連続で，

羹に懲りて膾を吹くようになってしまったからであろうか．愛知県透析医会の施設会員からは，これ以上の

医療費カットでは採算がとれないという悲鳴が聞こえてくる．小生は経営者ではないので実際はよくわから

ないが，厚生労働省は一体どのレベルが収益分岐点と思っているのであろうか？ もう一度，筵旗があがら

ないとイジメは止まらないのであろうか？ それにしても他人に頼むなどというのは，あまりにも他力本願

的ではないか？ 思い迷うことばかりである．

一方，わが国の透析医療の成績の素晴らしさは世界に冠たるものである．アメリカの医学者は，「日本は

心筋梗塞にかからないような予後良好な患者ばかり導入するから生存率が良い」と批判してきた．しかし，

DOPPS研究は世界で最も良好な透析医療が提供されているのが日本であることをすでに明らかにした．こ

の結果は，わが国の透析医療の黎明期から現在まで指導的役割を果たしてこられた先人たちの努力の賜物で

あると小生は確信する．しかし，現在の大きな問題は透析医療を引き継ぐ若き人材が払底していることであ

る．病院で燃え尽きてしまった医師たちは，どんどん立ち去って行き，臨床研修制度による医師の偏在化に

よって，愛知県でも自治体病院での透析室の閉鎖が続いている．高齢者ばかりの透析室で，土曜日・祝日も

ない定型的医療が魅力的でないのであろうか，若い医師の入局が減っているような気がする．大学医局も人
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材派遣を続行することが不可能になっているようである．先日開催された日本糖尿病学会の展示ブースには

宮城県のブースがあって医師の勧誘を行っていた．医師偏在を物語るような光景であった．立派な後継者が

育たない環境では，わが国の透析医療の行く末も怪しいものになっていく可能性が高い．愛知県透析医会と

しては，今後勤務医の組織率も向上させて，透析医療の新しい展開に期待していきたいと考えている．

最近，年をとったせいか何事についても暗い側面ばかりから考えるようになってきた．小生の挨拶を聞く

と滅入ってしまうという会員の声もある．初老期うつ病が始まったのかもしれないとも思いながら，皆が元

気になるような明るい話をしたいと思うが，厚生労働大臣の発言や新聞情報に触れるたびに，元気の芽をつ

まれるような気がしてならない．

どうも，繰言ばかりの独り言になってしまいましたが，会員の皆様から少しでも元気を分けていただき，

後輩集めにもう一頑張りと思っています．よろしくお願いします．

春日井市民病院



平成17年2月に前支部長の浜野正義先生より引き

継ぎました．奈良県の透析患者数は2007年12月末で

2,703名で，透析施設は41施設であります．奈良県

は地域的に三重県，京都府，大阪府，和歌山県と接し

ており，県境は山に囲まれ，その地域の透析患者さん

も奈良県で透析されております．特に，和歌山県との

県境は吉野山系，熊野山系で占められ，奈良県の約半

分は山間部であります．この地域においては透析施設

がなく，長い時間をかけて透析施設に通院するか，あ

るいは腹膜透析をされています．しかし，これらの地

域は過疎高齢化が進んでおり，腹膜透析の介助者が家

族内に存在せず，最終的には透析施設の周辺へ転居さ

れているのが現状です．1～2の施設で若い透析患者

への家庭血液透析に取り組んではいますが，バックア

ップ体制や保険上の問題でなかなか進展していません．

しかし，奈良県においてはその地域性より，腹膜透析

や家庭血液透析といった在宅透析を普及する必要があ

り，自治体における健康福祉事業の一環として県当局

とも十分な検討が必要と判断しています．

一方，大規模災害時の透析システムネットワークに

関しては，阪神大震災が神戸を中心とした近郊で発生

したこともあり，数年前から検討されております．透

析医会災害情報ネットワークは全国を網羅したきわめ

て優れたネットワークシステムではありますが，奈良

県ではすべての施設が透析医会に加盟していないこと

もあり，奈良県におけるネットワークシステムを構築

することに努めております．その結果，各地域の公立

病院を基幹病院として三つの地域にわけ，災害時の連

絡網の整備，透析必要機材の備蓄などを整備すること

ができるようになりました．現在は，自治体災害対策

担当課とのリンクをどのように整備するかが問題とな

っており，予算などの問題も含めて検討している段階

であります．

日本透析医会は，透析医療行政問題ならびに大規模

災害対策問題に積極的に取り組んでおり，奈良県透析

医会も微力ではありますが，協力させていただきたい

と思います．
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奈良県透析医会会長



本稿では，前号で報告後平成19年3月23日，4月27日，5月25日，6月22日に開催された計

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.通常総会の開催について

5月20日，日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に掲載の

とおりです．

2.透析患者の障害者自立支援医療について

前号本稿でお知らせのとおり，昨年12月26日付で厚生労働省より各都道府県等の生活保護担当

課および自立支援医療担当課宛に，生活保護世帯の人工透析に係る医療費について，これまで生活

保護制度の医療扶助にて対応していたものについても，平成19年度からは，原則自立支援医療

（更生医療）において給付するとの通知がありました．これにより今年度から，生活保護透析患者

については，透析医療部分が更生医療，それ以外は生活保護の医療扶助となりましたのはご承知の

ことだと思います．

先日，東京都および千葉市から当会会員施設に自立支援医療における腎臓機能障害の適用範囲を

具体的に限定する文書が提示されました．しかしながら，当会としては，この適用範囲は，腎性貧

血なども含まない科学的根拠に乏しい分類であり，かつ透析医療の専門家による検討がなされた事

実もないこと，また将来的に透析患者に対するさらなる自己負担が求められたときに，この適用範

囲が準用される可能性もあることから，現時点では各自治体担当者に医療施設個々による判断にお

いて分類，請求するべきものであることを通知しました．将来的には，適用範囲を明示することも

必要と思われますので，今後行政担当者とも協議していく所存です．

3.日本透析医学会による「わが国の慢性透析療法の現況」について

6月に日本透析医学会統計調査委員会より2006年末の「わが国の慢性透析療法の現況」が発表

されました．この中で2005年末と2006年末のヘモグロビン濃度の比較においては，いずれも10.2

g/dlで有意差は認めない一方，エリスロポエチン投与量は，2006年末で減少している傾向が明ら
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日本透析医会常務理事



かになりました．外来血液透析技術料のEPO包括化後も，鉄剤の適正使用などによって概ね適正

な貧血管理が行われていることを示すものであると考えます．会員施設の皆様に感謝申し上げると

ともに，引き続き適正な腎性貧血管理をよろしくお願い申し上げます．

4.通院困難な透析患者への対応，および長期入院透析患者の実態調査

昨今，透析患者の高齢化および合併症の増加に伴い，医療施設への通院が困難となる透析患者が

増加しているにもかかわらず，医療療養病床の削減，介護療養病床の廃止，また来年4月には後期

高齢者医療制度の創設が決定しています．このような状況で，通院困難な透析患者，および長期入

院透析患者の実態は，全体として十分把握されているとは言えません．そこで5月に全国腎臓病患

者協議会と共同で，実態調査を行いました．回答に労力を要する設問であるにもかかわらず，多数

のご回答を頂きありがとうございました．この実態調査の結果につきましては，できる限り早急に

会員の皆様にお届けできるようにいたします．

5.標榜科について

透析患者および施設の増加，その専門性にもかかわらず，これまで透析科が標榜科になく，透析

医療を行う施設においても外部に「透析」を広告することは正式にはできませんでした．今年5月，

厚生労働省より，基本的診療科を20数科に絞る一方で，サブスペシャリティの分野の併記を緩和

するという形で標榜科を整理する方針が明らかにされました．基本診療科に透析が入る可能性はき

わめて低いものと考えておりますが，透析医の悲願であり，再編の検討の際に考慮していただく目

的で，透析医学会との連名で，診療科として広告することができる診療科名「透析科」に関する要

望書を厚生労働省の担当官に提出しております．

6.全腎協との懇談会など

4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．医療制度改革の

問題，前回診療報酬改定後の影響等について活発な議論が行われました．

また4月24日，全腎協と自民党の懇談会に，全腎協からの要請で会長の山�が出席，透析医療

の現状と今後について，専門医の立場で意見を述べております．

7.災害対策事業について

平成17年度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，神戸大学海事科学部と共に進めており，今年度は3年目で最終年

度となる予定です．3月25日には，大阪市の広報船「夢咲」による透析患者の海上搬送訓練を，大

阪腎臓病患者協議会，大阪府臨床工学技士会の協力を得て行いました．南海地震による津波発生の

被害時の対応も考慮し，今回は和歌山県透析医会の協力も得まして，柏井・和歌山県透析医会会長

ほか，和歌山より9名の医療関係者に参加いただきました．同日には能登半島沖地震が発生し，一

部の参加スタッフが災害情報ネットワークによる情報収集にあたる，という予定外の出来事もあり

ました．なお，能登半島沖地震における透析施設の対応については本誌次号にてご報告の予定です．

常任理事会だより 325



8.20周年記念シンポジウム

今年，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）に品川プリンスホ

テルにおいて日本透析医会創立20周年記念シンポジウムを開催します．会員の皆様方の多数のご

参加をお待ちしております．

9.平成19年度厚生労働科学研究の承認について

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

る研究」が昨年度に引き続き，平成19年度厚生労働科学研究の医療技術評価総合研究事業として

採択されました．日本臨床工学技士会など各方面のご協力をいただきながら，医療事故防止のため

の成果をあげるべく取り組んでいく所存です．
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お 知 ら せ

平成20年度（財）日本腎臓財団 公募助成のご案内

【目的】
当財団は，腎臓に関する研究と腎不全医療の発展を支援し，腎疾患の予防，腎疾患患者さんの
QOLの向上を図り，ひいては国民の健康に寄与することを目的としています．
この目的に沿うと期待される腎臓学研究者，腎不全医療関係者に対して下記2つの研究助成を行

っています．

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

1.若手研究者に対する助成 2.腎不全病態研究助成

対象となる研究・

応募資格

a.基礎的な腎臓学ではなく，腎臓病，特に

腎不全医療に貢献する応用が可能な臨床

研究を望みます．

b.比較的日の当り難い分野，他から助成を

受け難いものを優先対象とします．

c.昭和38年（1963年）4月1日以降に生ま

れた方．

a.「腎性貧血に関する研究」及び「腎性骨

症に関する研究」

b.基礎的な研究のみならず，日常診療の発

展に貢献する臨床的研究が望ましい．

c.大学以外の研究機関に所属する先生方の

応募を奨励します．

d.申請書には所属長の署名が必要です．

e.倫理規定に抵触する可能性のある研究を応募する際は，倫理委員会にて承認を得ることが

必要です．

f.同一の診療科からの応募は一件のみとします．

g.既に当財団の助成を受けられた方は応募が出来ません．

助成額 コメディカル 1件 50万円 2件

医師 1件 100万円 2件

内容に応じて，1件 30万円～300万円

約50件～80件 総額4,000万円

選考 若手研究者助成選考委員の厳正なる審査によ

り決定します．

腎不全病態研究助成選考委員の厳正なる審査

により決定します．

応募期間 平成19年8月1日～10月31日

（平成19年10月31日（水）必着）

応募期間・応募方法の詳細は，平成19年11

月下旬にホームページでご案内する予定です．

応募方法 所定の申請書にて，必要事項を記載の上，事

務局宛ご郵送下さい．

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

（ホームページ，雑誌「腎臓」「腎不全を生きる」）に限って公開します．

助成金の交付 平成20年5月末頃に助成金を交付します．

報告書・成果報告

の提出

報告書・成果報告を平成21年3月末日までに提出して下さい．

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

下さい．

雑誌への掲載 原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．

当財団発行の雑誌「腎臓」平成21年度Vol.

32，No.2又はNo.3へ研究成果を総論的に

掲載します．

原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
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学 会 ご 案 内

●第34回 東北腎不全研究会

開催日：平成19年9月1日（土）～2日（日）

大会長：羽渕友則（秋田大学医学部生殖発達医学講座泌尿器科学分野）

会 場：秋田県総合保健センター・秋田市文化会館（秋田市）

連絡先：秋田大学医学部生殖発達医学講座泌尿器科分野

TEL 018�884�6156 FAX 018�836�2619

E-mail ksachi@doc.med.akita-u.ac.jp

●第13回 日本HDF研究会

開催日：平成19年9月8日（土）～9日（日）

大会長：友 雅司（大分大学医学部感染分子病態制御講座）

会 場：iichiko総合文化センター・大分全日空ホテルオアシスタワー・

NHK大分放送局スタジオホールキャンバス（大分市）

連絡先：医療法人誠医会 松山医院

TEL 097�541�1151 FAX 097�542�3686

●第14回 九州HDF検討会

日 時：平成19年9月9日（日）

大会長：今村公亮（医療法人清藍会たかみや病院）

会 場：iichiko総合文化センター（大分市）

連絡先：医療法人天神会 新古賀病院

TEL 0942�38�2222 FAX 0942�38�2255

●第26回 腎と骨代謝研究会学術集会

開催日：平成19年9月22日（土）

代表世話人：鈴木正司（信楽園病院）・平方秀樹（福岡赤十字病院）

会 場：経団連会館（千代田区）

連絡先：中外製薬株式会社 腎領域学術部

TEL 03�3273�0840 FAX 03�3281�0841

●第29回 日本小児腎不全学会学術集会

日 時：平成19年9月27日（木）～28日（金）

学会長：坂野 堯（県立広島病院小児科）

会 場：松江しんじ湖温泉ホテル一畑（松江市）

連絡先：東京女子医科大学腎臓病総合医療センター 腎臓小児科

TEL 03�3353�8111 FAX 03�3359�4877
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学 会 ご 案 内

●第19回 腎とフリーラジカル研究会

日 時：平成19年9月29日（土）

会 長：菱田 明（浜松医科大学第一内科）

会 場：アクトシティー浜松 コングレスセンター（浜松市）

連絡先：浜松医科大学血液浄化療法部

TEL 053�435�2756 FAX 053�435�2756

●第75回 東海人工透析談話会

日 時：平成19年9月30日（日）

学会長：前田憲志（大幸砂田橋クリニック）

会 場：ナディアパーク・デザインホール（名古屋市）

連絡先：財団法人愛知腎臓財団

TEL 052�962�6129 FAX 052�962�1089

●第16回 中国腎不全研究会

日 時：平成19年9月30日（日）

学会長：平松 信（岡山済生会総合病院 腎臓病センター）

会 場：広島国際会議場（広島市）

連絡先：岡山済生会総合病院

TEL 086�252�2211 FAX 086�252�8070

●第18回 日本急性血液浄化学会学術集会

日 時：平成19年10月5日（金）～6日（土）

会 長：大石義英（大分市医師会立アルメイダ病院）

会 場：大分東洋ホテル（大分市）

連絡先：大分市医師会立アルメイダ病院

TEL 097�569�3121 FAX 097�567�1612

●第37回 日本腎臓学会東部学術大会

日 時：平成19年10月5日（金）～6日（土）

大会長：御手洗哲也（埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科）

会 場：大宮ソニックシティ・パレスホテル大宮（さいたま市）

連絡先：埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科

TEL 049�228�3604 FAX 049�226�8451
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学 会 ご 案 内

●第11回 アクセス研究会

日 時：平成19年10月12日（金）

大会長：室谷典義（千葉社会保険病院）

会 場：浦安ブライトンホテル（浦安市）

連絡先：千葉社会保険病院 透析

FAX 043�261�0092

E-mail jsda11@key.ocn.ne.jp

●第37回 日本腎臓学会西部学術大会

日 時：平成19年10月19日（金）～20日（土）

大会長：吉田治義（福井大学医学部腎臓病態内科学・検査医学）

会 場：福井市フェニックス・プラザ（福井市）

連絡先：福井大学医学部腎臓内科

TEL 0776�61�8478 FAX 0776�61�8120

E-mail jinseibu@congre.co.jp

●第45回 日本人工臓器学会大会/第2回 国際人工臓器

学術大会（合同開催）

日 時：平成19年10月28日（日）～31日（水）

大会長：妙中義之（国立循環器病センター研究所）

会 場：大阪国際会議場 グランキューブ大阪（大阪市）

連絡先：国立循環器病センター研究所 人工臓器部

TEL 06�6833�5012 FAX 06�6872�8090

●RenalWeek2007（ASN）

日 時：平成19年10月31日（水）～11月5日（月）

開催地：SanFrancisco,California（USA）

会 場：MoscoreCenter

連絡先：AmericanSocietyofNephrology

TEL 202�659�0599 FAX 202�659�0709

E-mail email@asn-online.org

●第28回 日本アフェレシス学会学術大会

日 時：平成19年11月16日（金）～18日（日）

大会長：古賀伸彦（医療法人天神会 理事長）

会 場：ルネッサンスホテル創世（福岡県久留米市）

連絡先：医療法人天神会 新古賀病院

TEL 0942�38�2222 FAX 0942�38�2255

E-mail apheresis28@tenjinkai.or.jp
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学 会 ご 案 内

●第43回 日本移植学会総会

日 時：平成19年11月22日（木）～24日（土）

会 長：里見 進（東北大学大学院 先進外科学分野）

会 場：仙台国際センター（仙台市）

連絡先：東北大学大学院 先進外科学分野

TEL 022�717�7214 FAX 022�717�7217

E-mail 43jst@convention.co.jp

●The3rdAsianChapterMeetingoftheInternational

SocietyforPeritonealDialysis（ACM-ISPD2007）

日 時：平成19年11月22日（木）～24日（土）

会 長：川口良人（神奈川県立汐見台病院）

会 場：広島国際会議場（広島市）

連絡先：E-mail acm-ispd2007@ics-inc.co.jp

●第13回 日本腹膜透析研究会大会/第3回国際腹膜透析

学会アジア大会（共同開催）

日 時：平成19年11月24日（土）～25日（日）

大会長：川西秀樹（医療法人あかね会土谷総合病院）

会 場：広島国際会議場（広島市）

連絡先：医療法人あかね会土谷総合病院

TEL 082�243�9191 FAX 082�243�9211

●第10回 日本腎不全看護学会学術集会・総会

日 時：平成19年11月24日（土）～25日（日）

大会長：大坪みはる（葉山ハートセンター）

会 場：パシフィコ横浜（横浜市）

連絡先：日本腎不全看護学会

TEL 045�226�3091 FAX 045�226�3092

●第40回 九州人工透析研究会総会

日 時：平成19年12月2日（日）

会 長：金武 洋（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 腎泌尿器病態学）

会 場：長崎ブリックホール，長崎新聞文化ホール（長崎市）

連絡先：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 腎泌尿器病態学

TEL 095�849�7340 FAX 095�849�7343



１.本誌は（社）日本透析医会の機関誌として年3回以上発

行する．

２.投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以

外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの

限りでない．

３.本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．

４.投稿原稿は

〒101－0041

東京都千代田区神田須田町1－15－2淡路建物ビル2F

（社）日本透析医会事務局

に，簡易書留便で送る．

５.掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．

６.編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．

７.校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員

会において行う．

８.原則として掲載料は無料とする．別刷は30部までは無

料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

９.掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．

�.原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．

� 原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．

� 原稿は邦文とし，A4判用紙を用い，横書き，口語

体，平仮名，当用漢字，現代仮名使いを使用する．ワ

ードプロセッサー等の使用を推奨する（ワードプロセッ

サー等を使用した場合，用紙は原稿用紙でなくても良

い．原稿とともに使用機種とソフト名を記載し，テキス

トファイルで保存したフロッピィディスクを添付する）．

なお，原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，

結語，文献の形式とする．総説，特集については最初

に要旨を記載する．なお，いずれの場合も簡略化題名

及び5語以内のキーワードを記載する．

また，原著，学術論文には題名，著者名，所属に英

文を併記する．

� 図はレタリングしたものとする．図表はA4判大の

紙に四隅をのりづけし，邦文の標題を図は下方に，表

は上方につける．写真は図とする．カラー写真は原則

として著者の実費負担とする．

� 図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承

諾を得てその出典を明らかにする．

� 図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．

� 外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用

い，タイプまたは，明瞭な活字体とする．

� 度量衡はCGS単位とし，km，mm，	，
，�，

kg，g，mg，mEq/	，mg/
などを用い，数字は算

用数字（1，2，3など）を用いる．

� 学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に

記載する．

 引用文献数は30以内とし，本文の引用箇所に順次番

号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引

用順に記載する．

① 書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の

時は3名まで記載し，以下は，「他」，または「etal」

として省略する．）:論文名.書籍名;編者名，出版社名，

所在地，頁数（始めの頁から終わりの頁），西暦年.の

順に記載する．

（例1）浅野 泰 :透析低血圧の病因.AnnualRe-

view腎臓1998;長澤俊彦，河邊香月，伊藤克己，他

編，中外医学社，東京，pp.148�153，1998．

（例2）AndressDL andShettadDJ:Theosteo-

dystrophyofchronicrenalfailure.Diseasesof

theKidney5thed;editedbySchrierRW and

GottschalkCW,Little,BrownandCo,Boston,

pp.2759�2761,1993.

② 雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の

時は3名まで記載し，以下は，「他」，または「etal」

として省略する．）:論文名.雑誌名，巻;頁数（始めの

頁から終わりの頁），西暦年.の順に記載する．

（例1）村山直樹，赤羽知二，亀掛川良宣，他:宇都宮

市の基本健康診査における腎疾患関連調査と有所見者

の継続受診率について．日透医誌，11;180�182，1995．

（例2）MantoA,CotroneoP,MarraG,etal:Ef-

fectofintensivetreatmentondiabeticnephropa-

thyinpatientswithtypeIdiabetes.KidneyInt,

47;231�233,1995.

雑誌名は略名で（外国雑誌はWorldMedicalPeriodicals，

邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載する．但し種々

の学会の「予稿集」は，引用文献としては認められない．
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編 集 後 記

今回も，皆様のご協力により日本透析医会雑誌22巻2号を発刊することができた．広報委員の

一人として関係各位の労苦に心よりお礼申し上げる．本号では，毎号お馴染みの項目に加えて，

「透析医療におけるConsensusConference2006」，「透析医療におけるCurrentTopics2007」，さ

らには「総会資料と決定事項」が掲載されている．いずれも興味深い内容であり，会員諸氏におか

れては，一読賜れば幸甚に存ずる．

「ConsensusConference2006」では，日本透析医学会が提唱した二次性副甲状腺機能亢進症の

治療ガイドラインのポイントとして，血清リン濃度の管理を最優先すべきであることが記述されて

いる．「透析医療におけるCurrentTopics2007」では，透析医療における諸問題について詳細に

記述されており，明日からの日常診療に役立つ内容と思われる．「医療安全対策」では，透析患者

における身近な感染症についてそれぞれの分野の専門家に寄稿をお願いした所，力作を頂戴するこ

とができ，執筆者の先生方には改めて深謝申し上げる．「臨床と研究」では，腎臓病に対するゲノ

ム創薬の現況，慢性腎臓病（CKD）対策の必要性，四肢機能低下の病態について記述されている．

ご存知のように，CKD対策の重要性は，透析導入患者が増加の一途を辿っていることに加えて

CKDでは心・脳血管障害発症リスクがきわめて高いことがあげられる．現在，全国各地でCKD

対策講演会が開催されており，会員諸氏の積極的参加が望まれる．加えて，この項では，長年にわ

たって透析医療をリードして来られた前田貞亮先生に鉄代謝に関するお考えを述べて頂いた．参考

になればと願っている．「総会資料と決定事項」では，専務理事の杉崎弘章先生に詳細を記述して

頂いた．「各支部での特別講演」については，平成19年度助成分から演者の負担を軽減する目的で

抄録のみの掲載とすることが常任理事会で決定された．今号は平成18年度分の掲載との境目とな

り，フルペーパーを寄稿して頂いた先生方には申し訳なく思っている．ご理解の上，ご容赦賜りた

い．「公募助成論文」は2編掲載されており，糖尿病性腎症患者を透析導入から回避するには血糖

の管理が重要であることが改めて明らかにされている．他編は，透析液清浄化対策への取り組み方

法に関する研究報告であり，臨床工学技士の諸兄にも参考になるものと思われる．「透析医のひと

りごと」，「たより」では医療制度上の問題点，防災活動に対する意気込みなどがひしひしと伝わっ

てくる．

透析医療は種々の面で正念場に差し掛かっている．後継者不足もその一つであり，職務柄，学生

ならびに医師教育に携わっている人間として責務の大きさを痛感している昨今である．「透析医療

に夢を」をキャッチフレーズに後継者育成に励むことを約束し，編集後記の稿を終える．

広報委員 � 岡 德 在
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