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平成元年に診療所の方針ができてすでに19年が経過した．毎日透析室のミーティングにてリー

ダーが復誦する日々が19年間続いているが，現状と方針のギャップは誰も知るよしもない．

診療所の方針

1.生き甲斐のある明るい職場

2.全員参加による医療の質的向上

3.患者中心の医療の実践

4.社会福祉に貢献

現状と方針のギャップについて一度調べてみた所，結果は散々だった．職員同士の人間関係に大

きな問題がある．また，組織での医療サービスをおざなりにしたまま年月が経過した面があり，ひ

とりひとりの能力は高いが組織としての機能が果たせていない．つまり，自分中心の考え方が強く，

医療の方針である患者中心の考え方にはほど遠い状況である．

今後は，管理者を中心とした組織での均一した医療サービスの徹底から，患者様中心という考え

方を植え付けなければ，将来の診療所の存続も危ぶまれる．

そのためには，医療方針を全職員が理解し継続して実践することが必要である．そして，診療所

の方向性を管理者がしっかり示し，全職員がベクトルを合わせ，目標をやり抜く体質が重要である．

風土調査では，組織としての機能はなく，個人の好みでそれぞれが行動をとっている，自分勝手

で他人に無関心な風土である．具体的には，職員の定着率は高いが，言行一致の風土がなく，目標

は大きく掲げるが尻切れトンボで終わっている．つまり，目標はあるが具体的な方法論や行動計画

までは落とし込まれていない．

一般職員からの管理職への評価は，全項目の平均値が66％と低い．特に将来に対してのビジョ

ンが見えず部下が不安に感じており，管理者としての機能を果たしていない．

今後の改善の骨子として，思いやりのある組織医療サービスの実現に向けてのチームワーク作り

が必要．幹部5名がリーダーシップを発揮し意見を一致させ，管理者としてのマネジメント能力を

発揮する．リーダーシップとは，ある人間が組織内の他の職員の行動に影響を与えることによって，

組織の目標達成を促すことである．管理者は職員のストレスを緩和するために，職員の相談に乗っ

たり励ましたりしなければならない．共通することは，部下の意見を聞くことである．

これまでは自分が頑張って動けばどうにかなるという感覚で，自分が業務をこなしていたと思う

が，ひとりひとりの仕事量はいくら頑張っても2倍にはならない．しかし，優秀な部下が2名いれ

ば仕事量は瞬時にして2倍となる．そのためには，管理者が自分ですべてを行うのではなく，自分

の分身をもうひとり，ふたりと育成することが重要なのである．

透析医療をになうスタッフ確保の重要性 335
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職員ひとりひとりが目標を立てて実行し，苦難に耐える能力・創造的活動・倫理観を高める．ま

た，経営方針を正しく理解し，全員が納得し，全職員のモチベーションアップに努める．

レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたモナリザの微笑のようなすがたかたちを職員が患者さん達に

与えられるような診療所が理想である．

私の好きな言葉に，「窮
きゆう

して困
くる

しまず．憂いて意
こころ

衰えず．禍福終始を知って，惑わず」がある．

「人を育てる」は我慢の連続ということでしょうか？

さてこれから1年間，日本一を目指して職員一団となってベクトルを一致させ，受容できる風土

作りに努力したいと思っている．
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要 旨

第12回透析保険審査委員懇談会を平成19年6月

16日（土）16：00～18：00，大阪大学中之島センタ

ー佐治敬三メモリアルホール10階で行った．出席者

は54名で，事前に行ったアンケートのうち時間の都

合上検討事項についてのみ会議を行った．主な会議の

内容と保険改定要望要旨を記載した．

はじめに

この懇談会は，毎年透析医学会総会時に集まり，全

国の透析審査の格差是正に役立てることを目的に開く

会である．例年申し上げていることであるが，この会

は，お世話する（社）日本透析医会から，なんの干渉

も受けない独立した自由な会であり，また，その際の

討論結果が，全国都道府県の社保・国保審査委員会の

独立性を損なうものではないことを付記しておく．

1 検討事項

例年通り診療行為別に討論を行ったが，明確な適否

の結論が出なかった事項が多かったので，討論経緯を

できるだけ詳しく報告することにした．

1） 基本診療料

「病名に「糖尿病性腎不全」をつけてありましたが，

社保の審査で糖尿病の治療内容もあるので保険上は

「糖尿病」の病名も必要です，という返戻ありました．

「糖尿病」の病名が必要なのでしょうか」について．

このレセプトの場合，さすがに「糖尿病」という病

名は必要ないと思われ，審査員の裁量範囲内と考えら

れる．すなわちレナジェルやフォスブロック投与時の

「高リン血症」とは異なり，病名は不要である．

2） 検査

① 「透析導入時や他院からの転入時検査で行う

HBs抗体精密測定が査定されることがあるが，この

検査は感染症の状態把握のために必要なので認めてほ

しい」

HBs抗原/HCV抗体/梅毒反応までは可とする見解

があり，入院時や術前検査でもHBs抗体は不可とす

る見解もある．

しかしながら本当に感染症を考えると抗原はマイナ

スだが抗体は陽性だとか，あるいはHBc抗体が陽性

であるということはいくらでも起こりえる訳なので，

このへんのところは，多分に審査員の裁量によるとこ

ろだと思われる．

② 「 慢透 に包括されているBNPが，入院した場

合出来高となり，レセプトに 慢透 に含まれていると

付記しても査定され，再審査請求しても原審通りとさ

れる．どうしたらよいか」

適応となる心不全病名が必須である． 慢透 の包括

内容と同様に，外来でEPOが包括化されてから腎性

貧血病名がレセプト上削除されたまま入院となり，病

名欠のEPOが査定される再審査例が増えている．

③ 「C型慢性肝炎，肝腫瘍疑いでのPIVKA IIの

査定は？」
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αフェト蛋白と併施の場合，査定されることがある．

④ 「厚生労働科学研究費補助金医療安全総合研究

事業による「透析医療における標準的な透析操作と院

内感染予防に関するマニュアル」でB型肝炎ウイル

ス，C型肝炎ウイルスは，年2回以上定期検査の必要

を，また，厚生労働省医政局指導課からも感染防止対

策の再徹底（H17.3.15）について万全を期すように

指示が出ているにもかかわらず，年に1回のHBsAg，

HBsAb，HCV検査が査定されます．それも毎年査定

されます．指導内容と審査のギャップの理由は？」

実施は必要だが，外来では 慢透 に包括された項目

である．最近保険者がレセプトを縦覧でみて，毎月必

要ですかと再審査請求してくるので，入院で出来高の

場合は，一定期間をあけるか，必要性をコメントする．

例えば，観血的処置や検査のためなら請求可となると

思う．

⑤ 「画像診断：内シャントエコーのカラードップ

ラー加算200点が増加してきていて，現在は認める方

向ですが，各県の状況をご教示下さい」

通常内シャントの超音波検査は血流測定の20点の

み可とする見解だが，コメントで近い将来手術や処置

に結びつくと認められる時は350点を認め，また，手

術前に中枢側で再吻合する時にどのくらいの太さのと

ころで，流量はどれくらいあるかをみる時は当然カラ

ードップラー加算を認めるべきと思われる．循環器系

の審査員には，心臓なんかの時に弁膜症もないのにカ

ラードップラーがついていない機械はないくらいであ

るので，安易に認めるとエコー全部にカラードップラ

ー加算がつくようになるという危惧からうるさくなっ

ているようだ．

⑥ 「慢透包括外検査施行時は適応欄にその理由を

書けという保発がありますが，病名欄に病名記載があ

るのに検査目的を記述しなければならないのでしょう

か」

例えば今回から包括外になったHbA1c等のことだ

が，病名のほうがずっと優先されるべきもので，病名

記載があればその必要はない．

3） 投薬・注射

① 「処方回数について傾向的ではなく，やむをえ

ず回数が増えた場合でも減点されるのはいかがなもの

か（社保のみ8回以上の処方はすべて減点された）」

意図的な分割処方については問題とされることもあ

る．処方回数が突出して多い施設は厳しく審査される．

② 「薬の処方量について，保険者から大量の再審

査請求がきて問題になっている．当県では降圧薬は倍

量までは可としているので，例えば，日本医薬品集に

アダラートCRは本態性高血圧症，腎血管性高血圧症

に1日1回20～40mg，20mg1日2回が適応となっ

ているが，60mg投与でも原審通りとしている．この

場合もちろんほかの降圧薬も併用している．他県では

どこまで認めていますか」

「適宜増減」と表示してあるものは，1.5～2倍まで

認めている．ただし投与量に縛りのあるものは認めて

いない．

③ 「例えば，�炭カル投与には高リン血症，�カ

リメート投与には高カリウム血症，�骨X�Pには腎

性骨異栄養症，等の病名をつけているが，腎不全で透

析療法を行っているのだからいちいち病名をつける必

要があるのだろうか？」

噂されているような保険者審査が実施されれば必須

である．現段階でも�はまだしも�，�は透析以外の

一般審査員には病名やコメントがない限り理解不能で

ある．

④ 「PEITにおいてオキサロール，ロカルトロー

ル注の使用量の上限は明確にあるのでしょうか」

本来は適応外使用と思われる．

⑤ 「ビタミンDパルス療法が施設により，頻度が

大きく異なるようです．半数を大きく超える施設があ

り，それに伴い，画一的に追加検査等がされています」

OCTの「内服などによる治療が困難な場合」とい

う縛りは無視されているようだ．「二次性副甲状腺機

能亢進症治療ガイドライン」に経口でなく静注からや

るということがはっきりと書いてあるので，逆に言え

ば，このように一生懸命やってもらってPTHをはっ

きりと月に1回，Ca，Pは月2回 慢透 につけ足して

患者をしっかり診ているなら認められるのではないか

という意見もあった．

⑥ 「慢性閉塞性動脈硬化症に対するパルクス，ブ

ロスタグランジン，ノバスタンの使用時に病名が古い，

という指導を受けるが，透析患者で著しい疼痛がある

場合，継続的に使用せざるをえないケースも多いので，

使用期間を拡大してほしい」

時間が経つほど，治療することなく症状は悪化する
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としてできるだけ通している．しかし漫然と投与して

いるのではなくしっかり診ているぞというコメントが

必要なことが多い．適応期間の延長などはメーカーの

責任である．

⑦ 「透析患者に対して，血中濃度をモニタリング

しながらバンコマイシンを使用した場合，しばしば使

用量，使用期間が査定対象となる」

病名，感染部位，血中濃度測定値等の記載があれば，

例えばMRSA骨髄炎などでは，かなり長期間投与が

認められている．

⑧ 「HDやCHDFにおいてフサンを用いた長時間

透析のフサン使用量が査定される場合がある．6時間

を超える場合5V（V＝50mg）使用することもある

が，必要な量は認めてほしい」

●時間当たり50mgが原則と考える．

● 長時間にわたるCHDFでは時間当たり30mgと

いう見解もある．

●治療時間の記載を求める県もある．

⑨ 「リクセルを1年使用して，さらに継続が必要

な場合，どれくらいのインターバルが必要か．また，

注釈はどのようにつけたらよいか」

●1週間でも1カ月でも．

●「中止により症状が悪化したから」というコメン

トが必要．

⑩ 「右下腿切断手術後，術後MRSA感染症でバ

ンコマイシンが査定された」

部位の記載がなかったか，褥瘡のMRSAと同じと

みられ，使う意味がないとして査定されたかだと思わ

れる．ランタ部のMRSA感染症なら認められると思

う．ちなみにCAPDのトンネル出口部感染は適応外

となっているが，ほかに効く薬がなく，出口部感染，

トンネル感染，腹膜炎と進行すると診断されて，菌の

培養，血中濃度をみながら，1日目，3日目，1週間

目と間隔をあけてバンコマイシンを投与しているなら

医師の判断で審査してほしいと思われる．

4） 処置

① 「CAPDとHDの併算定について，どこまで認

めるのか」

� CAPD中の患者が，除水が悪くなり，週に 1

回または2週に1回HDを併用する場合．

� CAPD中の患者が，よその施設でHDを行う

場合．

� CAPD中の患者が腹膜機能が低下し，腹膜炎

が怖いので腹膜洗浄をしながらHDを行ってい

る場合．

以上の�，�，�の三つの場合で，一つの施設だけ

ではなく，二つの施設にまたがって行われている場合

もある．いずれにしてもCAPD用薬剤が用いられて

いればCAPD管理料しか算定できず，慢透やHD技

術料は請求できない．これは青本にきちんと書いてあ

るルールである．

具体例をあげてみると，�の例で，同一施設で

CAPD中の週1回HDの請求は，通常のCAPDの算

定に加え，週1回HDの技術料は請求せず，材料費

だけ請求するということになる．またHDのみほか

の施設で行っている場合は，HD施行施設は材料費の

みの請求になり， 慢透 も算定できない．�の例で，

患者の都合によりCAPDをしている施設では，夜間

HDができないので，ほかの施設で夜間HDをやって

いる例だが，HD施設の請求を認めた場合は，CAPD

は全査定となり，CAPDを認めた場合は，HDは材

料費のみの請求となる．

�の例で，大学でCAPD管理をしていて，腹膜機

能が低下し，腹膜洗浄にCAPD用（在宅透析用）透

析液を使っていて，ほかの施設でHDを行っている

場合の請求は，大学が一切請求しなければ，HD施設

が請求でき，大学がCAPD液を算定する場合は，HD

施設は，HDの材料費のみの請求となる．

② 「透析時のイソジン等の消毒剤は算定できるか」

昨年4月より9月までは，ペンレス使用時の消毒液

請求は不可であったが，10月に青本が改定され不可

の文言が消えたので，算定可と思う．量は1回10ml

前後が目安と思う．

③ 「透析中の呼吸心拍監視は算定できるか」

④ 「透析中のO2吸入は算定できるか」

⑤ 「透析中の経皮的酸素飽和度（SPO2）の算定は

できるか」

●病態に応じて可．

●コメントは必要か．

●SPO2測定は酸素吸入の回数に対応して．

⑥ 「透析中の昇圧薬として，高浸透圧剤の補液は

算定できるか」

●算定可としている（透析困難症や不均衡症候群の
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病名で）．

●保険者再審に対しては，不均衡症候群時の脳圧亢

進を根拠に．

5） 手術

① 「PTAの手術料は，都道府県により差があるの

ではないか」

② 「シャント部のPTAに対する，K�608�3，内

シャント血栓除去術3,130点の保険請求について，従

来から血管結紮術3,130点での準用点数請求の指導が

ありましたが，いまだ四肢の血管拡張術，血栓除去術

15,800点の請求ではだめだとの明記はありません．

やっていることは血管拡張術にもかかわらず，血栓除

去術，または血管結紮術での準用点数請求をしなけれ

ばならないのでしょうか，疑問を感じています．ご検

討下さい．会員の中にも，疑問を感じている人が多数

おりますので」

③ 「PTAは3,130点だが上腕以上中枢に近いもの

は，15,800点とするよう合同審査会に提出していま

す．望みは五分五分です」

①②③をまとめると

● Q＆Aではっきりと3,130点で請求すると書かれ

ている．なにがあろうと，どこの県だろうと3,130

点である．

●上腕以上あるいは鎖骨下静脈でもシャント関連は

3,130点である．ただし，鎖骨下がシャント関連

ではなく単独で狭窄した場合は別．

●血管拡張術には術中の造影は手技料に含まれると

の縛りがあるが，この準用点数には縛りがないの

で術中造影は請求できると思う．

④ 「PTA時の微細血管用ガイドワイヤーが，一律

適応外として扱われます．一律適応外を見直していた

だきたい．他県でどうしているか」

●特殊型だとか，微細血管用ガイドワイヤーとかが

単独ででてきた場合は適応外だと査定される．本

来標準型と合わせて使わなければならないので，

コメントをつける必要がある．

⑤ 「早期穿刺を可能にするために2種の人工血管

を継いで使用した場合や，通常より長く人工血管を使

用する場合に査定対象となることがある」

●実使用量は当然請求可能である．

●残量破棄というコメントも必要な場合がある．

●できたら図示してほしい．

⑥ 「内シャントのステント使用は，適応外として

現在査定していますが，他県の状況を知らせて下さい」

●本来末梢血管用ステントは，動脈への使用で部位

にも指定がある．

●中心静脈に使用する場合は認めていく方向にある．

●ステントに動脈用という縛りがあるが，シャント

の静脈は動脈化していると考えて，透析の場合も

認められる可能性がある．

2 要望事項

平成20年4月の保険改定に対し，実に163件の要

望事項（後期高齢者医療制度に対する要望事項を除く）

があった．貴重なご意見なので，この会の出席者には

まとめや省略をせず全文を配布した．しかしここでは

紙面の都合上一部掲載となることをお許し下さい．

① 透析の質を担保するために，透析時間を4時間

以上と4時間未満とに区分する時間区分復活の要

望．（要望事項中最多）

② 透析時間4時間以上の加算．

③ 夜間・休日加算を元の500点へ．

④ 夜間透析加算の削減による夜間透析中止クリニ

ックの多発．原因は夜間シフトのNs確保が困難

なため．

⑤ PTA手技料のアップまたは新設．

⑥ 頻回透析の保険収載．

⑦ 透析医療機器の保守管理と透析液の清浄化に要

する透析技術料のアップ．

⑧ 高齢化による要介護透析手当の新設．

⑨ 障害者加算の対象範囲の拡大とアップ．

⑩ 感染症患者対策費の新設．

⑪ 透析包括化反対．

⑫ 障害加算をADLスコアにより多段階化．

⑬ 緊急時ブラッドアクセス（ダブルルーメンカテ

ーテル）留置手技料の新設．

⑭ エンドトキシンカットフィルターの保険収載．

⑮ ダイアライザー包括化による点数アップ．

⑯ 人件費アップ分に相当する技術料のアップ．

⑰ 透析の質を担保するため，�時間区分の復活，

�水質管理区分による加算，�医師・透析スタッ

フ数対患者数による加算，�感染対策リスクマネ

ジメントに対する加算．

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.3 2007340



⑱ CHDFとHD併せて1カ月14回までの縛り解

除．

⑲ 同一月内に，入院と外来が混在する場合 慢透

は算定不可だが，透析施設のない病院に入院中の

患者が，ほかの透析施設で外来透析を行う場合は

慢透を算定可とすべき．

⑳ 透析患者増に比例して，透析単価を下げればよ

いという国の現場を顧みない医療政策の撤回を．

� 透析施設の透析ベッド数による診療報酬の区別

化．（維持透析の場合，透析ベッド数の多寡と看

護師配置数は一致せず，小規模施設閉鎖が進行）

� 認知症患者，精神疾患患者の抜針事故防止加算

の新設．

� on-lineHDFの認可．

� 透析室の看護師配置数による看護加算の新設．

（病棟の看護基準加算に準じて）

� 内シャントのステント使用の認可．

� （安全機能付）穿刺針の特定保険医療材料化．

3 後期高齢者医療制度について

60件にも及ぶ貴重なご意見をいただいた．その主

なものを掲載する．

① 年齢で治療を区別するのは妥当ではない．

② 高齢化は，通院援助，誘導介助等透析医療以外

の人件費並びに設備投資を必要とし，包括により医療

費を削減すると質の低下と事故の増加を招くため，包

括化は絶対反対．

③ これ以上の包括化は医療ではなくスーパーマー

ケットになる．

④ 透析患者の後期高齢者が増加し，事故発生や合

併症リスクが高く，透析医療は基本的に包括化になじ

まない．

⑤ 包括化は粗診・粗療を招くので反対．

⑥ 透析医会に，透析医療施設をスムーズに閉院す

る方法を検討する委員会を立ち上げ，会員になるべく

早く提示してほしい．

⑦ 地方での透析施設では高齢者が多く，この医療

制度が導入されると医療費削減が施設負担となり，質

の低下，生命予後不良，施設閉鎖を招く．

⑧ 包括化をやめ，時間区分の復活を．
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要 旨

平成19年6月，日本透析医会は全腎協と共同で，

「通院困難な透析患者への対応，及び長期入院透析患

者の実態調査」を行った．576施設から回答を得た

（回答率55％）．送迎の実施率は51％であった．多く

の透析施設が通院困難となった透析患者の対応に苦慮

しているが，入院病床をもつ施設の多くは，自院での

長期入院を許容していた．2,605人の3カ月以上の長

期入院患者の報告を得て詳細な分析を行った．

はじめに

わが国では，透析患者の高齢化が進行している．日

本透析医学会の統計調査によると，2006年12月末の

透析患者の平均年齢は64.4歳と10年前に比べ5.8歳

上昇している．また，透析導入の平均年齢も66.4歳

と高齢化が進んでいる1）．これに長期透析患者が増加

していることもあいまって，通院困難となる患者の増

加，長期入院となる患者の増加が大きな問題となって

いる．実際に患者の療養体制の相談にのっているソー

シャルワーカーの研究会の調査でも，老老介護となり

通院が困難となる例，短期入所施設の不足，長期入所

施設の不足が指摘されている2,3）．

毎年2万人以上亡くなる透析患者も，通院透析から

の急激な病態変化が生じた際，短期入院後に亡くなる

患者ばかりでなく，脳血管疾患や整形外科的疾患，認

知症等により通院困難となり，長期の入院・入所の末

に亡くなる患者が多数にのぼることは論を待たない．

そのような状況の中で，国は2006年に介護療養病

床の廃止を決定，医療療養病床も15万床に削減する

方向性を打ち出した．また，昨今の医療制度の方向性

として，透析患者の長期入院の主体になっている中小

病院，有床診療所に厳しい制度改正を行っている．

2006年度改定で行われた7対1看護の創設後生じた

全国的な看護師不足で，最も影響を受けているのもこ

れらの施設である．このままの政策が継続されると，

透析患者の受け入れがどこかで破綻するのではと危惧

されている．

しかし，現在透析患者の通院困難・長期入院に関し

ての調査はほとんど行われておらず，実態がどのよう

な状況になっているのかまったく資料がない状態であ

る．今回，日本透析医会は全腎協と共同で平成19年

6月に「通院困難な透析患者への対応，及び長期入院

透析患者の実態調査」を実施した．本稿では，その結

果を報告するとともに，若干の分析・考察を加えてみ

たい．

1 調査対象，回答数（回答率），回答施設属性

平成19年6月に日本透析医会会員施設あてに，ア

ンケート調査を行った．アンケートは資料のように，

会員施設の属性，送迎・通院困難な患者への対応に関

しての部分と，3カ月以上の長期入院患者の状態に関

しての個別調査の2部構成とした．

1,049施設にアンケートを送付し576施設から回答

を得た（回答率55％）．回答した施設の外来維持透析

患者数は合計56,347人であった（表1）．
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回答施設の属性は，病院279施設（48％），有床診

療所126施設（22％），無床診療所170施設（30％）

であった．本調査の回答施設の平均外来透析患者数は

100人であった．日本透析医学会の統計調査では，1

施設の維持透析患者の平均は65.4人となっており，

本調査の回答施設平均100人は，比較的規模の大きい

透析施設からの回答が多かったことを示している．

回答のあった入院施設をもつ医療施設（病院，有床

診療所）の病床数は1床から1,505床まで，施設属性

も急性期病院から療養病床主体の病院，診療所まで様々

であった．病床規模別では病床数19床未満の有床診

療所が126施設（31％），99床以下の病院が89施設

（22％），100～199床が68施設（17％），200～399床

が66施設（16％），400床以上が54施設（13％）で

あった．

一般病床を有する病院の看護基準は，回答のあった

267施設中，7対1看護72施設（27％），10対1看護

98施設（37％），13対1看護28施設（10％），15対1

看護50施設（19％）であり，7対1看護，10対1看

護という看護密度の高い施設からの回答が多かった．

一般病床と療養病床を併せ持ついわゆるケアミックス

病院（診療所）は61施設であり，多くの病院は一般

病床のみをもつ施設であった．療養病床のみの施設は

16施設であった．

2 送迎実施の有無

設問4において，施設の患者送迎の有無を質問した．

送迎を行っている施設は291施設（51％），実施して

いない施設が275施設（49％）であり，ほぼ半数の施

設が患者送迎を実施していると回答した（図 1）．施

設の平均維持透析患者数は，送迎実施透析施設が112

人，未実施施設が89人であり，送迎実施施設のほう

が患者数が多い傾向にあった．施設属性別では病院の

送迎実施率42％，有床診療所66％，無床診療所57％

であり，病院の送迎実施率が低く，有床・無床診療所

の実施率が高い傾向にあり，透析の専門性の高い医療

施設ほど送迎を実施していると考えられた（図2）．

病床を持っている施設を抽出し分析すると，一般病

床の病床規模別で，送迎を実施していると回答した割

合は19床未満（有床診療所）66％，99床以下60％，

100～199床53％，200～399床20％，400床以上4％

と病床規模が大きくなるに従い送迎実施率は低くなっ

た．

病院の一般病床看護基準別では，送迎を実施してい

る割合は，7対1看護31％，10対1看護35％，13対
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図1 送迎実施，未実施

（N＝566施設）

図2 施設属性別送迎実施率

表1 調査対象，回答数（回答率），回答施設属性

調査対象数 1,049施設

回答数（回答率） 576施設（55％）

回答施設の平均外来透析患者数 100人

回答施設の合計外来透析患者数 56,347人

病院種別 病院 279施設（48％）

有床診療所 126施設（22％）

無床診療所 170施設（30％）

病床規模別 19床未満 126施設（31％）

20～99床 89施設（22％）

100～199床 68施設（17％）

200～399床 66施設（16％）

400床以上 54施設（13％）

無回答 4施設（1％）

看護基準別（一般病床有する病院） 7対1看護 72施設（27％）

10対1看護 98施設（37％）

13対1看護 28施設（10％）

15対1看護 50施設（19％）

無回答 19施設（7％）



1看護52％，15対1看護66％となっており，看護基

準が低い病院ほど，送迎を積極的に行っているとの結

果であった．

3 通院困難から長期入院となる見込みの透析患者の

他院からの受け入れ

入院施設をもつ会員に，通院困難から長期入院とな

る見込みの透析患者が他院から紹介された場合，入院

を受け入れているかどうか質問した（設問6）．「受け

入れる」と回答した施設は220施設（54％），「受け入

れていない」と回答した施設は184施設（46％）と約

半数の施設が，受け入れると回答した（図3）．施設

属性別に見ると病院では「受け入れ」146施設（54％），

「受け入れない」125施設（46％），有床診療所では「受

け入れる」71施設（57％），「受け入れない」54施設

（43％）と施設属性では大きな違いは見られなかった．

しかし一般病床の病床規模別では，「受け入れる」

と回答した割合は19床未満（有床診療所）57％，99

床以下78％，100～199床61％，200～399床27％，

400床以上11％と病床規模が大きくなるに従い受け

入れ割合は低くなる傾向にあった（図4）．

また，病院の一般病床看護基準別でも「受け入れる」

割合は，7対1看護30％，10対1看護41％，13対1

看護79％，15対1看護92％となっており，看護基準

が低い病院ほど受け入れに積極的な傾向がみられた

（図5）．

4 通院困難となった場合の対応

設問7で，通院透析患者が，下肢筋力低下や麻痺等

により通院困難となった場合の対応を質問した．結果

を図6に示す．「他の医療機関へ紹介する」との回答

が304施設（54％）で，約半数の施設はほかの医療施

設への入院を依頼すると回答した．しかし「貴院での

長期入院を受け入れる」と回答した施設も235施設

（42％）存在した．他の医療機関を紹介するとの回答

数が多いのは，回答施設中無床診療所が30％占めて

いることを考慮する必要がある．

「透析対応できる介護保険施設へ紹介する」は134

施設（24％）であった．少数ではあるが「在宅での

PD等を模索する」と回答した施設も存在した（33施

設，6％）．

「貴院での長期入院を受け入れる」と回答した施設
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図3 通院困難から長期入院となる見込みの透析患者の紹介

受け入れ

図4 病床規模別（一般病床）の長期入院見込み透析患者の

受け入れ率

図5 看護基準別（一般病床）の長期入院見込み透析患者の

受け入れ率

図6 透析患者が通院困難となった場合の対応



は，施設属性別では病院54％，有床診療所62％であ

った．一般病床の病床規模別では，19床未満（有床

診療所）62％，99床以下 77％，100～199床 67％，

200～399床28％，400床以上15％が自院での長期入

院を受け入れると回答しており，病床規模が大きくな

るに従い受け入れ割合は低くなる傾向にあった．特に

200床を越えると長期入院を許容する割合は急激に低

下することがわかった（図7）．後述の実際の長期入

院している患者の調査（表6）でも，小規模病院と有

床診療所が透析患者の長期入院の主力になっている実

態が判明した．

一般病床の看護基準別でも，長期入院許容の割合は

7対1看護32％，10対1看護49％，13対1看護71％，

15対1看護84％となっており，看護基準が高い病院

ほど受け入れに消極的な傾向がみられた．

5 周囲の透析患者の長期入院・入所を受け入れる

施設の存在

周囲の受け入れ施設の存在を複数回答可で質問した．

図8に結果を示す．回答の多い順に「病院（一般病床）」

286施設（51％），「病院（医療療養病床）」266施設

（47％），「病院（介護療養病床）」167施設（30％），

「老人保健施設」163施設（29％），「グループホーム」

158施設（28％），「有料老人ホーム」155施設（28％），

「老人福祉施設（特養）」139施設（25％），「ケアハウ

ス」119施設（21％），「高齢者住宅」64施設（11％）

であった．

やはり病院が上位を占め，透析患者の病態の不安定

さから受け入れ施設に医療施設が多い傾向にあった．

ただ介護保険創設後増加しつつある，グループホーム，

ケアハウス，高齢者住宅などの介護施設も徐々に受け

入れるようになってきていると推察された．今回，回

答欄に有床診療所が欠けていたため，その他として有

床診療所との回答が複数あった．後で示す長期入院患

者の個票調査の結果（表6）でも有床診療所も透析患

者の重要な受け入れ先になっていると考えられた．

この設問の回答には回答施設の都道府県別で大きな

違いが見られた．透析患者の長期受け入れ先の状況に

は大きな地域差があると考えられた．

6 医療制度上，改善が必要と思われる点

今回の調査では，現在の医療制度上，通院困難とな
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図7 病床規模別（一般病床）の長期入院を許容すると回答し

た施設割合

図8 周囲の透析患者の長期入院・入所受け入れ施設の存在

（N＝576施設）



った透析患者への対応で，改善が必要と思われる点に

関して，自由記述で質問した．300以上の回答をいた

だいた．特に送迎への制度的配慮と，介護施設に入所

しながらの通院に対しての制度的サポートを求める意

見が多かった．代表的な意見を表2に示す．

7 3カ月以上の長期入院患者の個別調査

今回のアンケートでは，3カ月以上入院している患

者一人一人について資料1のように，個別に患者の年

齢，入院期間，透析期間，入院病床種別，ADL程度，

認知症程度，特殊治療，今後の方向性の8項目につい

て質問した．2,605人分の回答を得た．一部の設問へ

の回答が未記入の例も認められたが，すべて有効回答

として扱った．その結果，後述する詳細分析結果の表

の数値と全体の数値に微妙な食い違いが生じているが，

全体の傾向を判断するための分析であるため許容した．

全体の結果を図9に示す．
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表2 医療制度上，通院困難の透析患者への対応で改善が必要と思われる点（自由記述）

・送迎サービス

・自己負担の逆累進（一般病院が最も自己負担が少なく，老保，

特養は高い）が患者の社会的入院を助長していると思う

・改善も何も，もともと何も無いので0にいくら掛けても，0×X＝

0です

・透析等の継続的医療への通院を介護保険の適用に含められるよ

うにすること

・通院介助の充実

・リハビリテーションが可能な入院施設が必要

・近くの特養に入所を依頼しても透析患者は重症であると理解不

十分で受け入れてもらいにくい

・NPO法人などで通院支援するものがあるとよい（団塊の世代の

人々の有償ボランティアとして）

・患者送迎費用を公費負担できるようにしてほしい

・入院介護透析患者について，通院透析日の入院施設での入院基

本料85％の減算の除外

・医療者側で対応は限界あり，通院介護の強化が必要

・入院透析を行っているが，入院基本料の見直し必要（透析患者

入院の特例化）

・長期入院を可能にする必要がある

・介護タクシー代の一部負担

・リハビリ特に冬期間の筋肉トレーニングを

・有床診療所の活用のために入院料のアップが望ましい

・在宅でCAPDを行う場合の支援体制強化

・透析中止の基準

・医療療養病床削減，介護療養病床廃止案の見直し

・送迎サービスの医療保険適応

・ある程度の個人負担が必要と思われる（たとえば10～20％）

・在宅HDを介護施設で行うための訪問看護ステーションなどの

整備

・老健施設，特別養護施設などで受け入れ可能になるようにして

ほしい

・平均在院日数の算定除外を拡大する

・介護老人保健施設入所中の診療報酬の算定拡大

・医師会からの送迎サービスの禁止解除

・長期入院の必要な透析患者は合併症が多いため，特別加算が必

要と思われる

・高齢，独居，一生続く透析を一般病床でどこまで対応できるのか

・ヘルパーなどによるPDの取り扱いを可能に

・介護施設側から透析時の送迎をしてもらえないか

・通院困難患者の家族による送迎時に給付等があればいいと思う

（タクシーだけでは不十分）

・重度の合併症を伴う通院困難患者の病院送迎時の診療報酬加算

があればよいと思う

・施設の増設（HD患者は入所しにくい）．介護支援が困難ならば

長期入院できる制度を作ってほしい

・医療法人でも有償による送迎が出来るように

・家族が仕事をやめるなど本末転倒の結果となっている

・腎不全専用のケアハウスがあれば良いと思う（介護つき）

・65歳（透析患者の高齢者）未満の入院を在院日数算定から除外

して欲しい

・療養病床の増加．連携医療を促進するような諸施策（行政に依

存するのではなく医会が積極的に策を出す．）

・施設間の送迎も点数が認められるようになる

・病院に入院していると患者の自己負担が少ないのはおかしい

・70歳未満の患者も平均在院日数より除外すべき

・老人保健施設入所しての通院透析について特例で薬剤費保険適

用をお願いしたい

・介護度の高い患者，超高齢患者に対する通院・送迎に対する保

険適用化

・透析患者が入所できる老健，特養を．出来れば透析施設の併設

が望ましい

・在宅血液透析についても特養，老健でも可能な診療報酬の改定を

・療養病床でなく基本的には管理不可と思われる．透析中止の国

のガイドラインが必要

・PDナースによる家でのPD治療が可能となるシステムの構築

・当院診療所の一般病床で入院費が安すぎる，その割りに介護を

必要とする患者が多い

・入院，入所（老健，療養）でのHD算定を外来で取り扱っても

らえると，もっと施設入所が増えるのでは

・65歳以上の透析患者の平均在院日数の除外の年齢制限の撤廃

・グループホーム，ケアハウス，老人ホームにおいて送迎できる

ような体制をとって欲しい

・透析導入時のインフォームドコンセントの有り方，基準，患者

負担についての考え方（金銭的な面）

・介護保険施設でありながら，老人医療規制のために老健施設に

入所できない状況は改善して欲しい

・在宅PDでのbag交換が家人，本人が出来ない時の介護サービ

スを利用したときの費用が高額

・在宅透析を訪問診療に取り入れる対策をお願いしたい（検討）

・在宅は不可能なので，せめて老健又は老人ホームへの入所を勧

めて送迎手段を保障してやる制度が必要

・他科受診の減算対策

・療養型の検査・投薬のマルメをなくす事

・リハビリを中心とした透析施設が少なく受け入れが悪い，長期

入院患者を受け入れる施設で透析が行われていない

・患者に限定した場合，2種免許が無くても正式な送迎を認めて

もらえないか
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図9 3カ月以上の長期入院患者（2,605人）の実態



1） 年齢

年齢別では65歳未満が529人（20％），65～74歳

が686人（26％），75歳以上が1,379人（54％）とや

はり75歳以上の後期高齢者の割合が高かった．患者

年齢層別に分析した結果を表3に示す．

入院期間に関しては，年齢により特に大きな違いは

認められなかった．しかしHD期間別にみると65歳

未満の長期入院患者は透析期間が長い傾向が認められ，

長期透析患者は若くても長期入院が必要となる患者が

かなりの程度存在することが窺われた．

入院している病床では年齢により大きな違いは認め

られなかった．

ADL程度では，65歳未満と比べ 65歳以上では

「ほぼ寝たきり」の割合が大きくなる傾向にあった．

また認知症程度も年齢が上がるに従い重度の比率が高

くなった．

人工呼吸器使用や経管栄養，IVH管理の比率は年

齢により大きな違いは認められなかった．

今後の方向性では，「在宅への復帰を試みる」と回

答した割合は65歳未満では30％と全体の比率（20％）

と比べ高かった．

2） 入院期間

3～6カ月の入院が589人（23％），6カ月～1年が

528人（21％），1～3年が913人（35％），3年以上の

長期入院も538人（21％）認められた（図9）．患者

の入院期間別に分析した結果を表4に示す．

透析期間が長い患者ほど長期入院（3年以上）の割

合が高かった．

病床種別では入院期間が長いほど一般病床に入院し

ている割合が減り，療養系病床の割合が多くなったが，

3年以上の長期入院患者も半数以上は一般病床に入院

していた．

ADL程度は入院期間によって大きな違いは認めら

れなかった．

認知症程度は長期入院している患者に，重度の比率

が若干高い傾向にあった．

特殊治療を行っている患者の割合は，3年以上の長
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表3 長期入院透析患者の年齢層別分析

65歳未満 65～74歳 75歳以上

患者数 全体 529（20％） 686（26％） 1,379（54％）

入院期間 3～6カ月

6カ月～1年

1～3年

3年以上

139（24％）

100（19％）

160（18％）

120（22％）

172（29％）

126（24％）

252（28％）

127（24％）

274（47％）

300（57％）

499（55％）

290（54％）

HD期間 1年未満

1～5年

5～15年

15年以上

50（15％）

165（17％）

183（20％）

119（40％）

78（23％）

263（26％）

241（26％）

91（31％）

213（62％）

571（57％）

493（54％）

84（29％）

入院病床 一般病床

医療療養病床

介護療養病床

328（21％）

186（20％）

8（24％）

434（27％）

236（25％）

12（36％）

823（52％）

526（55％）

13（39％）

ADL ほぼ寝たきり（全介助）

介助で歩行可

ほぼ自立

244（16％）

143（22％）

131（34％）

410（27％）

186（28％）

84（22％）

855（57％）

330（50％）

172（44％）

認知症 重度

軽度

なし

80（11％）

123（14％）

314（33％）

167（23％）

220（25％）

291（30％）

477（66％）

525（60％）

356（37％）

特殊治療 人工呼吸器

経管栄養

IVH管理

なし

4（13％）

46（18％）

17（14％）

432（21％）

16（52％）

75（30％）

33（27％）

52（25％）

11（35％）

128（51％）

72（59％）

1,100（54％）

今後の方

向性

在宅への退院試みる

他施設への転院，転所

貴院での長期入院容認

その他

150（30％）

41（18％）

319（18％）

28（31％）

152（31％）

60（26％）

461（26％）

18（20％）

194（39％）

127（56％）

1,014（57％）

43（48％）



期入院では若干低かった．

今後の方向性として，入院期間が長期になればなる

ほど，在宅への復帰を試みるとの回答は減少する傾向

にあった．

3） 透析期間

3カ月以上の長期入院患者の透析期間は，導入後1

年未満が345人（13％），1～5年が1,003人（39％），

5～15年が920人（36％），15年以上が295人（12％）

であった（図9）．

4） 入院病床

入院病床種別では一般病床に入院している患者が

1,592人（62％），医療療養病床が953人（37％），介

護療養病床は33人（1％）であり，約2/3弱の患者

が一般病床に長期入院している実態であった（図9）．

今回の結果からは，介護療養病床は透析患者の受け皿

としてほとんど機能していないと考えられた．詳細な

結果を表5に示す．

一般病床に入院している患者の属性では，入院期間

は医療療養病床に入院している患者と比べ，6カ月未

満の比率が高く，3年以上の割合が低かった．

HD期間では大きな違いは見られなかった．

認知症程度は特に変わりは無いものの，ADL程度

は自立の割合が一般病床は療養病床と比べ若干低かっ

た．

特殊治療を行っている割合は一般病床のほうが高か

った．人工呼吸器使用の患者の約9割は一般病床であ

ったが，療養病床でも10％（3人）認められた．経管

栄養を行っている患者の75％，IVH管理を行ってい

る患者は94％が一般病床であった．

今後の方向性として，在宅への復帰を試みる割合が

一般病床では若干高く，その結果，自院での長期入院

を容認する割合は療養病床と比べ若干低かった．

5） ADL程度

「ほぼ寝たきり（全介助）」，「介助で歩行可」，「ほぼ

自立」の3段階で回答を求めた．結果，ほぼ寝たきり

通院困難な透析患者への対応，及び長期入院透析患者の実態調査 349

表4 長期入院透析患者の入院期間別分析

3～6カ月 6カ月～1年 1～3年 3年以上

患者数 全体 589（23％） 528（21％） 913（36％） 538（21％）

年齢 65歳未満

65～74歳

75歳以上

139（27％）

172（25％）

274（20％）

100（19％）

126（19％）

300（22％）

160（31％）

252（37％）

499（37％）

120（23％）

127（19％）

290（21％）

HD期間 1年未満

1～5年

5～15年

15年以上

173（50％）

181（18％）

157（17％）

63（22％）

138（40％）

187（19％）

148（16％）

47（16％）

27（ 8％）

482（49％）

299（33％）

90（31％）

6（ 2％）

136（14％）

301（33％）

92（32％）

入院病床 一般病床

医療療養病床

介護療養病床

408（26％）

162（17％）

9（27％）

330（21％）

191（20％）

4（12％）

532（34％）

356（38％）

16（48％）

304（19％）

224（24％）

4（12％）

ADL ほぼ寝たきり（全介助）

介助で歩行可

ほぼ自立

31（21％）

174（27％）

93（24％）

302（20％）

139（21％）

77（20％）

578（39％）

209（32％）

114（30％）

304（20％）

126（19％）

99（26％）

認知症 重度

軽度

なし

136（19％）

178（21％）

263（28％）

127（18％）

212（24％）

186（20％）

283（40％）

307（35％）

308（33％）

168（24％）

169（20％）

190（20％）

特殊治療 人工呼吸器

経管栄養

IVH管理

なし

8（25％）

44（18％）

41（35％）

456（22％）

4（13％）

43（17％）

28（24％）

427（21％）

16（50％）

114（46％）

34（29％）

715（35％）

4（13％）

48（19％）

14（12％）

443（22％）

今後の方

向性

在宅への退院試みる

他施設への転院，転所

貴院での長期入院容認

その他

223（46％）

91（40％）

249（14％）

23（26％）

113（23％）

65（28％）

338（19％）

19（22％）

114（23％）

52（23％）

729（41％）

26（30％）

37（ 8％）

21（ 9％）

459（26％）

20（23％）



（全介助）が1,518人（59％），介助で歩行可が661人

（26％），ほぼ自立が388人（15％）であり，長期入院

となっている患者の約6割がほぼ寝たきりという結果

であった（図9）．

6） 認知症程度

「重度」，「軽度」，「なし」の3段階で回答を求めた．

「重度」との回答が728人（28％），「軽度」が872人

（34％），「なし」が 965人（38％）であり，前述の

ADL程度と比べると，認知症重度の患者が一定程度

存在するものの，軽度，または認知症のない患者も多

く入院している結果となった（図9）．

7） 特殊治療の有無

人工呼吸器を利用している患者は32人（1％），経

管栄養の患者は251人（10％），IVH管理を行ってい

る患者は123人（5％）であった（図9）．3年以上の

長期入院患者の中でも人工呼吸器の使用が4人，経管

栄養が48人，IVH管理が14人認められた．

8） 今後の方向性

「在宅への退院を試みる」が497人（19％），「他施

設への転院・転所をすすめる」が230人（9％），「貴

院での長期入院を容認する」が1,800人（69％）と，

約7割が今後の長期入院を容認すると回答した．「他

施設への転院・転所をすすめる」との回答割合は1割

弱と低く，自宅に帰宅させられなければ，そのまま長

期入院となっている実態が認められた（図9）．

9） 病床規模別分析

患者が入院している医療施設（有床診療所，病院）

の規模別に分析を試みた．結果を図 10に示す．有床

診療所が407人（16％），20～99床が989人（38％），

100～199床が 706人（28％），200～399床が 406人

（16％），400床以上が 52人（2％）と有床診療所と

199床以下の中小病院で8割を超えた．

病床規模別に入院患者層をより詳細に分析した結果

が表6である．

入院患者の年齢層では，どの規模の医療施設に入院
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表5 長期入院透析患者の入院病床別分析

一般病床 医療療養病床 介護療養病床

患者数 全体 1,592（62％） 953（37％） 33（1％）

年齢 65歳未満

65～74歳

75歳以上

328（63％）

434（64％）

823（60％）

186（36％）

236（35％）

526（39％）

8（2％）

12（2％）

13（1％）

入院期間 3～6カ月

6カ月～1年

1～3年

3年以上

408（70％）

330（63％）

532（59％）

304（57％）

162（28％）

191（36％）

356（39％）

224（42％）

9（2％）

4（1％）

16（2％）

4（1％）

HD期間 1年未満

1～5年

5～15年

15年以上

238（70％）

590（60％）

557（61％）

181（62％）

103（30％）

381（39％）

349（38％）

109（37％）

1（0％）

17（2％）

8（1％）

3（1％）

ADL ほぼ寝たきり（全介助）

介助で歩行可

ほぼ自立

957（64％）

396（61％）

220（58％）

526（35％）

253（39％）

157（41％）

22（1％）

5（1％）

5（1％）

認知症 重度

軽度

なし

457（63％）

528（61％）

579（61％）

249（35％）

326（38％）

367（39％）

14（2％）

12（1％）

7（1％）

特殊治療 人工呼吸器

経管栄養

IVH管理

なし

28（90％）

187（75％）

115（94％）

1,185（58％）

3（10％）

62（25％）

7（ 6％）

830（41％）

0（0％）

1（0％）

0（0％）

29（1％）

今後の方

向性

在宅への退院試みる

他施設への転院，転所

貴院での長期入院容認

その他

345（70％）

154（68％）

1,039（58％）

64（71％）

147（30％）

72（32％）

711（40％）

25（28％）

3（1％）

1（0％）

28（2％）

1（1％）



しているかに大きな違いは見られなかった．

入院期間についてみると，3年以上の長期入院して

いる患者の割合は，有床診療所では20％と全体の割

合（16％）より高く，有床診療所が長期入院患者の対

応で大きな役割をはたしている事がうかがわれた．

導入後の透析期間では，透析期間が長い患者ほど，

規模の小さい医療施設に多く入院している傾向が見ら

れた．

ADL程度ではほぼ寝たきり（全介助）の患者の割

合は，20～99床の小規模病院が一番高く，全体の41

％がこの規模の病院に入院していた．

認知症程度では，病床規模で大きな違いは見られな

かった．

特殊治療の有無別では，人工呼吸器の使用，IVH

管理を行っている長期入院患者は，200～399床の比

較的規模の大きい病院に多く入院している傾向にあっ

た．経管栄養は20～99床の小規模病院に比較的多く

入院していた．

今後の方向性では，長期入院を許容する割合は病床

規模が大きくなるに従い小さくなる傾向にあった．
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表6 長期入院透析患者の病床規模別分析

有床診療所 20～99床 100～199床 200～399床 400床以上

患者数 全体 407（16％） 989（38％） 706（27％） 406（16％） 52（ 2％）

年齢 65歳未満

65～74歳

75歳以上

85（17％）

106（16％）

215（16％）

169（33％）

253（37％）

561（41％）

147（29％）

196（29％）

362（27％）

94（18％）

105（16％）

204（15％）

20（ 4％）

17（ 3％）

14（ 1％）

入院期間 3～6カ月

6カ月～1年

1～3年

3年以上

81（14％）

81（16％）

141（16％）

104（20％）

205（36％）

198（38％）

369（41％）

192（36％）

171（30％）

141（27％）

242（27％）

143（27％）

85（15％）

90（17％）

138（15％）

89（17％）

34（ 6％）

10（ 2％）

7（ 1％）

1（ 0％）

HD期間 1年未満

1～5年

5～15年

15年以上

40（12％）

143（14％）

148（16％）

69（24％）

111（33％）

392（40％）

355（39％）

115（40％）

89（26％）

284（29％）

243（27％）

78（27％）

79（23％）

156（16％）

147（16％）

20（ 7％）

20（ 6％）

12（ 1％）

10（ 1％）

6（ 2％）

入院病床 一般病床

医療療養病床

介護療養病床

281（18％）

100（11％）

19（58％）

571（37％）

401（42％）

11（33％）

395（26％）

305（32％）

0（ 0％）

253（16％）

144（15％）

3（ 9％）

48（ 3％）

2（ 0％）

0（ 0％）

ADL ほぼ寝たきり（全介助）

介助で歩行可

ほぼ自立

200（13％）

122（19％）

81（22％）

611（41％）

231（36％）

135（36％）

409（27％）

194（30％）

95（25％）

248（17％）

85（13％）

59（16％）

29（ 2％）

16（ 2％）

6（ 2％）

認知症 重度

軽度

なし

108（15％）

142（17％）

151（16％）

285（40％）

354（41％）

336（36％）

219（30％）

223（26％）

253（27％）

103（14％）

129（15％）

164（17％）

5（ 1％）

12（ 1％）

34（ 4％）

特殊治療 人工呼吸器

経管栄養

IVH管理

なし

1（ 3％）

31（13％）

10（ 8％）

350（17％）

7（22％）

104（42％）

41（34％）

781（39％）

9（28％）

59（24％）

33（27％）

564（28％）

11（34％）

39（16％）

30（25％）

304（15％）

4（13％）

12（ 5％）

8（ 7％）

27（ 1％）

今後の方

向性

在宅への退院試みる

他施設への転院，転所

貴院での長期入院容認

その他

84（17％）

24（11％）

292（16％）

8（ 9％）

159（33％）

73（32％）

741（42％）

23（27％）

131（27％）

50（22％）

486（27％）

41（48％）

87（18％）

61（27％）

243（14％）

10（12％）

22（ 5％）

18（ 8％）

11（ 1％）

3（ 4％）

図10 長期入院患者の病床規模別割合



10） 看護基準別分析

一般病床に入院している患者を入院病棟の看護基準

別に分析した．結果を図 11に示す．一般病床に長期

入院している患者のうち549人（42％）は15対1看

護（旧3対1看護）の病棟に入院しているとの結果で

あった．詳細な分析結果を表7に示す．特に入院期間

が3年以上の患者は15対1看護の比率が高く50％に

達する．また急性期病院向けに新設された7対1看護

でも，194人（15％）の患者が3カ月以上入院してお

り，3年以上の患者も24人認められた．

年齢，透析期間では看護基準による大きな違いは見

られないものの，ADLで「ほぼ寝たきり（全介助）

の比率は7対1，10対1という看護密度の濃い病院の

ほうが若干高い傾向にあった．

特殊治療では，人工呼吸器，IVH管理を行ってい

る患者の比率は，10対1という看護密度の濃い病院

のほうが若干高い傾向にあった．

今後の方向性は，他施設への転院・転所をすすめる

割合は 7対 1看護で多かった．しかし 10対 1看護

（旧2対1看護）では長期の入院を許容する比率が高

く，新設された7対1看護を取得できた病院と10対

1看護の病院で傾向の違いが見られた．

11） 平均在院日数別分析

一般病床平均在院日数の回答のあった病院に，入院
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図11 長期入院患者の看護基準別（一般病床）割合

表7 長期入院透析患者（一般病床）の看護基準別分析

7対1 10対1 13対1 15対1

患者数 全体 194（15％） 453（35％） 98（8％） 549（42％）

年齢 65歳未満

65～74歳

75歳以上

37（14％）

64（18％）

91（14％）

91（34％）

118（33％）

242（36％）

19（7％）

27（8％）

50（8％）

117（44％）

151（42％）

281（42％）

入院期間 3～6カ月

6カ月～1年

1～3年

3年以上

67（19％）

48（18％）

55（13％）

24（10％）

117（34％）

91（34％）

163（38％）

80（34％）

18（5％）

20（7％）

38（9％）

14（6％）

144（42％）

110（41％）

173（40％）

116（50％）

HD期間 1年未満

1～5年

5～15年

15年以上

40（20％）

64（13％）

62（13％）

22（17％）

60（29％）

167（35％）

180（39％）

42（32％）

12（6％）

38（8％）

35（8％）

12（9％）

92（45％）

207（43％）

183（40％）

56（42％）

ADL ほぼ寝たきり（全介助）

介助で歩行可

ほぼ自立

120（15％）

53（17％）

17（11％）

322（40％）

78（25％）

47（31％）

61（8％）

27（9％）

8（5％）

306（38％）

157（50％）

81（53％）

認知症 重度

軽度

なし

40（11％）

77（18％）

72（15％）

153（40％）

117（28％）

176（38％）

27（7％）

31（7％）

39（8％）

159（42％）

198（47％）

181（39％）

特殊治療 人工呼吸器

経管栄養

IVH管理

なし

6（24％）

23（14％）

21（21％）

127（14％）

12（48％）

63（39％）

42（42％）

325（35％）

2（8％）

15（9％）

6（6％）

67（7％）

5（20％）

60（37％）

32（32％）

417（45％）

今後の方

向性

在宅への退院試みる

他施設への転院，転所

貴院での長期入院容認

その他

55（20％）

56（41％）

85（10％）

9（17％）

83（30％）

41（30％）

314（38％）

18（35％）

21（8％）

6（4％）

69（8％）

1（2％）

121（43％）

34（25％）

362（44％）

24（46％）



している患者を抽出し，平均在院日数別の分析を試み

た．結果を表8に示す．

7日未満の病院には 8人（1％），7～14日が 85人

（6％），14～21日が431人（32％），21～28日の病院

が200人（15％），28日以上が610人（46％）と，平

均在院日数が21日以上の病院で全体の6割以上とな

り，平均在院日数の比較的長い病院で多くの患者が入

院しているとの結果であった．

入院期間の長い患者の割合には，一般病床の平均在

院日数では多きな違いは見られなかった．これは90

日以上の透析患者の入院は，平均在院日数算定の対象

外となっているからと思われた．

年齢，透析期間，ADL程度，認知症程度では大き

な違いは見られなかった．

12） ADL自立かつ認知症なしの患者の分析

今回，患者の個票調査で，ADL程度，認知症程度

を質問したが，結果，ADL自立かつ認知症なしの患

者の報告があったので，その患者を抽出し特徴を検討

した．表9に結果を示す．

ADL自立かつ認知症なしの患者は2,605人中259人

（約10％）認められた．

年齢では全体と比較し，65歳未満の比率が高かっ

た．入院期間では64人（該当患者の25％）が3年以

上の長期入院であった．

透析期間は15年以上の長期透析患者の比率が多か

った．

在宅への復帰を試みるとの回答割合が98人と全体

と比べ2倍の比率であった．

8 考 察

今回の調査で，多くの透析患者が長期入院となって

いる実態が明らかになった．日本透析医会では，2005

年に外来通院困難な透析患者に対する対応策の実態と，

各施設の相互連携に関してのアンケート調査を行って

いる4）．609施設の回答を分析した同調査では，外来

通院困難な入院患者の原因として，病状の問題が最も

多かったが（30.2％），介護者の問題（30.2％），家族
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表8 一般病床の平均在院日数別分析

7日未満 7～14日 14～21日 21～28日 28日以上

患者数 全体 8（1％） 85（ 6％） 431（32％） 200（15％） 610（46％）

年齢 65歳未満

65～74歳

75歳以上

4（1％）

1（0％）

3（0％）

17（ 6％）

20（ 6％）

48（ 7％）

87（32％）

103（29％）

238（34％）

31（11％）

61（17％）

104（15％）

132（49％）

176（49％）

300（43％）

入院期間 3～6カ月

6カ月～1年

1～3年

3年以上

4（1％）

0（0％）

2（0％）

2（1％）

28（ 9％）

19（ 7％）

19（ 4％）

18（ 7％）

115（35％）

90（35％）

145（31％）

79（30％）

35（11％）

29（11％）

88（19％）

44（16％）

146（45％）

119（46％）

209（45％）

124（46％）

HD期間 1年未満

1～5年

5～15年

15年以上

1（0％）

3（1％）

1（0％）

3（2％）

18（ 9％）

26（ 5％）

27（ 6％）

11（ 8％）

67（33％）

153（30％）

156（33％）

48（36％）

25（12％）

75（15％）

77（16％）

17（13％）

90（45％）

251（49％）

206（44％）

56（41％）

ADL ほぼ寝たきり（全介助）

介助で歩行可

ほぼ自立

2（0％）

4（1％）

2（1％）

51（ 6％）

13（ 4％）

17（10％）

274（33％）

104（33％）

50（28％）

129（16％）

41（13％）

24（14％）

364（44％）

157（49％）

84（47％）

認知症 重度

軽度

なし

0（0％）

4（1％）

4（1％）

27（ 7％）

32（ 7％）

24（ 5％）

115（28％）

127（29％）

183（40％）

67（16％）

59（14％）

69（15％）

204（49％）

214（49％）

180（39％）

特殊治療 人工呼吸器

経管栄養

IVH管理

なし

0（0％）

0（0％）

0（0％）

8（1％）

1（ 5％）

7（ 5％）

6（ 8％）

58（ 6％）

10（53％）

45（32％）

22（29％）

333（33％）

4（21％）

24（17％）

16（21％）

146（14％）

4（21％）

63（45％）

33（43％）

467（46％）

今後の方

向性

在宅への退院試みる

他施設への転院，転所

貴院での長期入院容認

その他

4（2％）

0（0％）

4（0％）

4（6％）

15（ 6％）

7（ 5％）

53（ 6％）

9（14％）

87（34％）

74（52％）

267（30％）

12（18％）

38（15％）

15（11％）

147（17％）

2（ 3％）

109（43％）

45（32％）

412（47％）

38（58％）



関係の問題（10.6％），経済的問題（4.7％）と病状以

外の要因も大きく影響していることがわかっている．

また外来透析困難患者の紹介先がなく苦慮していると

の回答が37％にのぼり，通院困難患者への対応が現

在の透析施設の抱える大きな問題になっていることが

窺われる．

今回の調査では，通院困難となった透析患者に対し

て，実際にどのように対応しているのか，また長期入

院となっている患者の実数およびその状況の把握を目

的として，詳細なデータの収集を行い分析を行った．

特に3カ月以上入院している2,605人の患者のデータ

が入手できたことから多くの事実が判明した．

まず，実際にわが国でどれくらいの規模の患者が長

期入院しているかであるが，今回の調査に回答があっ

た施設数576施設は，日本透析医学会による全国の透

析施設数3,985の約1/7である．また回答のあった施

設数の外来管理透析患者数は56,347人であり，全国

の透析患者数の約1/5である．今回の調査回答施設

が入院を含め積極的に透析治療を行っている医療施設

が多いだろうことを考慮に入れても，やはり今回の回

答患者の4～5倍程度の長期入院患者数が存在するの

ではないかと推測され，結果，全国で1万人を超える

透析患者が長期入院していると予想された．これは全

透析患者の20～25人に1人が長期入院していること

を意味し，今後，通院困難となった透析患者の受け入

れ態勢は，ますます高齢化，患者数増加が見込まれる

中，大きな問題になると思われる．

送迎に関しては，ほぼ半数の医療施設が患者送迎を

行っていると回答した．血液透析患者は週3回の通院

が不可欠であり，送迎がなければ入院，入所せざるを

えない患者を透析施設の自発的な努力で，在宅での生

活維持を支えている実態が浮き彫りになった．患者送

迎に関しては，様々な意見が医療界内部でもあるが，

万が一，患者送迎が認められない場合，多数の透析患

者が通院手段を失い長期入院となることは間違いない．

半数の施設が送迎を行っていてさえ1万人を超える長

期入院透析患者が存在すると推測される中，送迎を今

後積極的にサポートしていく制度が，長期入院患者の

増加抑制に，またひいては医療費の抑制に寄与すると

思われる．

本調査では，実際に患者が通院困難となった場合，

約4割の施設は自院での長期入院を受け入れると回答

している．この数値は入院施設をもつ病院，有床診療

所に限定すると57％となり，病床を有する透析施設

の半数以上が，通院困難となった患者の長期入院を容

認している（または容認せざるをえない）状況にあっ

た．特に長期入院患者の6割以上が一般病床に長期入

院していることは，想像されていたことではあるが，

今後問題となる可能性が高い．

多くの病院が一般病床での長期入院を容認している

大きな理由として，90日以上の長期入院透析患者が

平均在院日数のカウントから除外される制度が影響し

ているといわれる．病院側からは，平均在院日数の縛

りに影響されること無く比較的長期間入院を受け入れ

ることができ，患者側からも，最近介護保険施設で導

入されたいわゆるホテルコストを負担することなく入

院できるので，経済的なメリットが大きいことによる

と考えられる．

しかし，現在の医療制度改革の方向性としては，一

般病床はより医療密度を上げることが求められ，病床

も削減されていく傾向にある．実際，2006年改定に

より導入された7対1看護基準と夜勤 72時間以内の
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表9 ADL自立，認知症なし患者の分析

ADL自立・
認知症なし

患者数 259（10％）

年齢 65歳未満

65～74歳

75歳以上

101（19％）

64（ 9％）

93（ 7％）

入院期間 3～6カ月

6カ月～1年

1～3年

3年以上

67（11％）

51（10％）

72（ 8％）

64（12％）

HD期間 1年未満

1～5年

5～15年

15年以上

42（12％）

91（ 9％）

74（ 8％）

48（16％）

入院病床 一般病床

医療療養病床

介護療養病床

146（ 9％）

106（11％）

3（ 9％）

特殊治療 人工呼吸器

経管栄養

IVH管理

なし

0（ 0％）

0（ 0％）

1（ 1％）

238（12％）

今後の方

向性

在宅への退院試みる

他施設への転院，転所

貴院での長期入院容認

その他

98（20％）

15（ 7％）

136（ 8％）

8（ 9％）

（ ）内は患者全体に対する比率



制限から看護師の不足問題は深刻になり，透析患者を

主に受け入れている中小病院が看護師不足から病床を

減らさざるをえない傾向にある．

今回明らかになった一般病床でも，13対1看護と

15対1看護という比較的手薄な看護体制の病床規模

の小さな医療施設が，長期入院透析患者の主な受け入

れ先になっているという事実を考慮すると，現在の医

療制度改革の方向性の先には，なんらかの制度的な配

慮がなされないと，通院困難透析患者の受け入れ先不

足がさらに深刻化し，通院困難透析難民が発生する可

能性すらあると考える．

今後の通院困難となった透析患者の受け入れ先とし

て，医療療養型病床と介護保険施設の重要性が増すと

思われるが，本調査では，周囲の受け入れ先施設とし

て老人保健施設が存在すると回答したのは30％弱に

とどまる．特養，グループホーム，ケアハウス，有料

老人施設もそれ以下であり，介護保険施設と透析施設

の連携，送迎をスムーズにする施策が今後必要となる

と思われる．

療養病床に関しては，今後15万床に削減すること

が決まっている．本調査では，医療療養病床に入院し

ている患者も相当数認められたが，厚生労働省が平成

19年3月に発表した「療養病床アンケート調査結果」

によると，医療療養病床に入院中の患者のうち透析を

行っている患者は2％にとどまる．医療区分2に分類

されている透析患者は，包括される薬剤も多く採算的

にも厳しいとの意見もある．医療療養病床がスムーズ

に透析患者の受け入れが可能となる施策も検討する必

要があろう．

また，社会的入院にどのように対応するかも大きな

問題である．今回の調査では，ADL自立，認知症も

ない長期入院患者が約10％認められた．もちろんそ

の中には病態により入院加療が必要な患者も含まれる

と思われるが，いわゆる社会的入院が多く存在するこ

とは間違いない．在宅への復帰をどのようにすすめて

いくか，ほかの福祉施策も含めなんらかの解決策が求

められる．

最後に

今回の調査により，通院困難から多数の透析患者が

長期入院となっている実態が浮かび上がった．今後ま

すます高齢化がすすみ，より多くの患者が通院困難と

なることが予想される中，現在の医療提供体制の改革

は，本問題が深刻化する方向に動きつつある．今後，

日本透析医会としても真剣にこの問題に取り組んでい

く必要がある．
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資料

通院困難な透析患者への対応，及び長期入院透析患者の実態調査

下記の質問に関してお答えください．選択枝のある質問は，回答を選び○をつけてください．

1） 貴院所在地の都道府県をお答えください （都・道・府・県）

2） 施設属性をお答えください ①病院 ②有床診療所 ③無床診療所

3） 貴院の外来通院透析患者数 人

4） 貴院では通院患者の送迎を行っていますか？ ①行っている ②行っていない
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2）で③と回答された会員は 設問7）へ飛んでください．

2）で①及び②と回答された入院施設をもつ会員は，以下続けて回答ください．

5） 貴院の病床数（及び看護基準）についてお答えください

全病床数 床

①一般病床 床（看護基準 対1）

（ 例 10 対1）

（一般病床の平均在院日数 日）

②医療療養病床 床（看護基準 対1）

③介護療養病床 床

④（再掲）回復期リハビリテーション病床 床

6） 貴院では，通院困難から長期入院となる見込みの透析患者を他院から紹介された場合，入院を受け入れていますか？

①受け入れている ②受け入れていない

7） 貴院の通院透析患者が，下肢筋力低下や麻痺等により通院困難となった場合，どのように対応されていますか？

①他の医療機関へ紹介する

②透析対応できる介護保険施設へ紹介する

③貴院での長期入院で受け入れる

④在宅でのPD等を模索する

⑤その他（ ）

8） 貴院の周囲に，透析患者の長期入院・入所を受け入れる以下の施設はありますか

①病院（一般病床） ある ない

②病院（医療療養病床） ある ない

③病院（介護療養病床） ある ない

④老人保健施設 ある ない

⑤老人福祉施設（特養） ある ない

⑥グループホーム ある ない

⑦ケアハウス ある ない

⑧有料老人ホーム ある ない

⑨高齢者住宅 ある ない

⑩その他（ ）

9） 現在の医療制度上，通院困難となった透析患者への対応で，改善が必要と思われる点がありましたら，お書きください

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

10） 設問2）で①，②と回答された入院施設を持つ会員に質問します．

・別紙個別患者調査票に，貴院に3カ月以上入院している透析患者の状態について，一人ずつ回答ください．

・患者Noは通し番号をつけてください．（例 No1，No2・・・）

・4人以上，3カ月以上の長期入院透析患者がいる施設は，まことに申し訳ありませんが別紙個別患者調査票をコ

ピーいただき，ご回答くださいますようお願いいたします．
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個別患者調査票

患者 No

Ａ） 年齢 ①65歳未満 ②65歳～74歳 ③75歳以上

Ｂ） 入院期間 ①3～6カ月 ②6カ月～1年 ③1～3年 ④3年以上

Ｃ） HD期間 ①1年未満 ②1～5年 ③5～15年 ④15年以上

Ｄ） 現在の入院病床 ①一般病床 ②医療療養病床 ③介護療養病床

Ｅ） ADL ①ほぼ寝たきり（全介助） ②介助で歩行可 ③ほぼ自立

Ｆ） 認知症 ①重度 ②軽度 ③なし

Ｇ） 特殊治療 ①人工呼吸器の利用 ②経管栄養 ③IVH管理 ④なし

Ｈ） 今後の方向性 ①在宅への退院を試みる
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要 旨

平成19年6月16日に，大阪大学中之島センターに

おいて開催された第8回災害情報ネットワーク会議の

議事，および，9月4日に実施され，32都道府県743

施設にご参加いただいた第8回災害時情報伝達訓練の

結果について報告した．

はじめに

残念なことに平成19年も地震の年となってしまっ

た．3月25日に石川県能登半島地震，7月16日には

新潟県中越沖地震と，震度6強の大地震が2度も襲来

した．幸いなことに，これらの地震による透析施設の

被害は少なかったが，断水により一時透析不能に陥る

被害が発生した．両地域の方々が粉骨砕身して対応さ

れるなか，本ネットワークも微力ながら情報共有に貢

献できたと考えている．

本稿では，8回目となる災害情報ネットワーク会議

と災害情報伝達訓練について報告する．

1 第8回災害情報ネットワーク会議報告

会議は第52回日本透析医学会学術集会会期中の平

成19年6月16日18時30分より，大阪大学中之島セ

ンター佐治敬三メモリアルホール（10階）において，

表1に示す先生方にご出席いただき開催された．表2

には会議のプログラムを示す．

1） 報告事項

① 各支部の主な年次報告

各支部代表の先生に，自己紹介と活動報告をして頂

いた．

青森：情報伝達訓練への参加数はまだ少ないが，各施

設の災害に対する意識は強くなっており，災害時

のマニュアルにも災害情報ネットワークの活用を

盛り込んでいる．

宮城：県内を5ブロックに分け，MCA無線，電子メ

ール，FAXを使った情報伝達訓練やセミナーを

始めた．今年度は全県で情報伝達訓練を実施する

予定である．県と仙台市より協力の申し出があり，

給水に関する事項を構築中である．

福島：各地域ごとに少しずつネットワークができつつ

あるが，宮城県沖に隣接する海岸地域で危機感が

薄い．つい1週間前にも講演会を開いて意識の向

上を図っている．

栃木：本年度は，以前県に作成させた災害時透析医療

対策プランの見直しなどを行う予定である．

千葉：電子国土を利用した地図への会員施設登録を行

っている．携帯電話を利用した情報伝達システム

の作成に向け活動を始めた．

東京：区部においては災害時透析医療ネットワークを

構築して，メーリングリストをスタートした．三

多摩腎疾患治療医会の災害時ネットワークと共催

で災害時情報伝達訓練も実施した．首都圏を中心

とした停電事故が発生したので，施設会員を対象

に調査を行った．詳細は改めて報告するが，血液
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ポンプのバックアップバッテリの重要さを再認識

している．三多摩腎疾患治療医会では早い時期か

ら災害対策委員会を設立して情報伝達訓練を行っ

ている．今後も区部と協力しあいながら活動した

い．

山梨：医師会，技士会，患者会などとの連携を強め，

自治体との情報共有や連絡先確保に向け活動中で

ある．また，患者から同意書をいただいて，大災

害発生時に第一線で活動される保健所や消防署の

方々と患者情報を共有するための活動を行ってい
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表1 第8回災害情報ネットワーク会議出席者

都道府県 医 師 施 設 名 臨床工学
技士・他 施 設 名

青森 中村 寿 村上新町病院

岩手 小坂美奈子

鈴木 征美

岩手クリニック

岩手クリニック水沢

宮城 槇 昭弘 仙台社会保険病院

福島 小林 正人 公立岩瀬病院 入谷 隆一

氏家 憲一

太田西ノ内病院

星総合病院

栃木 目黒 輝雄 目黒医院 杉山 憲男 奥田クリニック

千葉 江村 宗郎

内野 順司

武田 稔男

東�クリニック病院

みはま病院

みはま病院

東京 杉崎 弘章

山田 明

赤塚東司雄

府中腎クリニック

杏林大学

府中腎クリニック

金子 岩和

石森 勇

和氣 政志

東京女子医大

東京女子医大

府中腎クリニック

富山 三川 正人 横田病院

山梨 長田 一元 すずきネフロクリニック

長野 大西 史彦

山下 雅弘

相澤病院

相澤病院

静岡 菅野 寛也 菅野医院分院 宇賀田富夫 菅野医院分院

愛知 山﨑 親雄

太田 圭洋

増子クリニック昴

名古屋記念病院

重松 恭一 増子記念病院

京都 深津 敦司 京大病院

大阪 山川 智之 白鷺病院

兵庫 申 曽洙

斉藤 雅文

松井 豊

元町HDクリニック

斉藤内科クリニック

まついクリニック

森上 辰哉 元町HDクリニック

和歌山 植木 隼人 児玉病院

島根 竹田 敏伸 おおつかクリニック

岡山 草野 功

西崎 哲一

笛木 久雄

福島内科医院

西崎内科医院

笛木内科医院

中尾 憲一 西崎内科医院

広島 大木 美幸 土谷総合病院

香川 小野 茂男 海部医院

福岡 隈 博政 くま腎クリニック 本田 裕之 小倉第一病院

佐賀 力武 修 力武医院

大分 大石 義英 アルメイダ病院

宮崎 久永 修一 古賀総合病院

鹿児島 上山 達典 上山病院 山口 親光 南さつま中央病院

事務局 水本 進

平成19年6月16日



る．災害時優先電話の加入促進に加え，衛星携帯

電話の加入促進も進めている．

長野：警察と相談して「災害時緊急車両」の登録を進

めている．本年度は全県的な災害時マニュアルを

完成させるとともに，患者情報の伝達手段として

情報を入力した小型磁気カードの利用について検

討する予定である．

静岡：毎年講演会を開いて意識の向上に努めているせ

いか，細分化されたネットワークが県内にできて

きた．しかし，県や日本透析医会など報告の書式

がまちまちであることが問題であり，書式を徹底

すべきである．マスコミとの連携については，

NHKと静岡放送のテレビ・ラジオを通じて透析

施設の状況が報道されることになっている．しか

し残念なことに，患者の搬送や水の供給に関する

行政の対応はなかなか具体的になってこない．行

政に対しては，日本透析医会からも地に足の着い

た対応をするよう働きかけていただきたい．

富山：「2000年問題」のときに，富山市災害対策協議

会を設立して以降，講演会を重ねて少しずつ盛り

上げてきた．昨年4月には県医師会の下部組織と

して透析医会を設立した．能登半島地震により各

施設の意識も上がった．今後は，災害時対応の基

幹病院・拠点病院を設定すること，患者の自宅を

電子地図上にマッピングすること，災害時優先電

話への加入，日本透析医会への加入，メーリング

リストへの加入を増やすこと，患者会や行政，マ

スコミとのコミュニケーションを充実すること，

などを行いたい．

愛知：以前より県透析医会で独自の災害情報ネットワ

ークを立ち上げている．昨年度の災害時情報伝達

訓練では，まず県のネットワークを使って情報を

収集し，それをまとめて日本透析医会へ報告する

という形で参加した．今後は，この情報伝達シス

テムを日本透析医会のシステムに一本化するとい

うことで検討が進んでいる．

京都：これまで府を四つに分けて，それぞれの地域に

主・副になる施設を設定していたが，昨年はメー

リングリストにより状況を伝えることができるよ

うになった．さらに講演会を開くなどして各施設

の災害に対する意識が高まっている．今後は情報

伝達訓練やシステムの構築などをしたい．

大阪：日本財団助成の「災害支援船事業」に参画して，

講演会および患者とともに実証航海訓練を行った．

兵庫：「災害支援船事業」へ担当委員も決めて協力・

参加している．1月には，（財）交流協会平成18

年度日台科学技術交流セミナー事業「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」

へも協力・参加した．また，兵庫県の腎友会が行

っている透析患者の災害時支援名簿に協力した．

これは関係行政・消防・民生委員等に配布して災

害時の患者搬送に役立てていただくものである．

3月に県下の透析患者の半数である約 5,000名を

登録したものを配布した．

和歌山：災害対策の講演会を開催した．大阪で行われ

た「災害支援船事業」の訓練にスタッフ 10名が

参加した．今年は県立医大を中心とした県内のネ

ットワークを確立したい．

島根：昨年は7月に30年ぶりの大雨が降り，市内が

冠水して避難勧告が出された．幸い透析施設に被

害はなかったが，通院が困難になって透析日を変

更するなどの対応が必要になった．

岡山：常時災害の透析本部を立ち上げている．また，

すでに県内の透析施設間ネットワークは完成して

いるが，加えて今年は携帯電話からもアクセスで

きるようにバージョンアップしつつある．患者の

情報を収集できるように，患者の災害情報ネット

ワークを新設した．これは施設ごとに患者が自己

の状況を設定できるように準備中で，この夏には

完成する予定である．

広島：昨年5月に広島県災害情報ネットワークのメー

リングリストの更新，施設防災責任者の変更確認，
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表2 第8回災害情報ネットワーク会議プログラム

司 会 災害時透析医療対策部会 会長 申 曽洙

開 会 医療安全対策委員会 委員長 杉崎 弘章

挨 拶 透析医会 会長 山﨑 親雄

自己紹介（簡単な年次報告を含めて） 都道府県代表参加者

Ⅰ報告事項

・平成18年度活動報告 武田 稔男

・日本財団助成「災害支援船事業」について 杉崎 弘章

・浦河QQ Index2006・災害時慢性疾患対応の

ありかたについて 赤塚東司雄

Ⅱ協議事項・その他

・平成19年度活動計画 武田 稔男

・第8回情報伝達訓練実施について 森上 辰哉

・その他

閉 会 災害時透析医療対策部会 副会長 山川 智之



調査，および新規登録等の活動を行った．県内

97施設のうち73施設が登録され，前年より5施

設の増となった．8月25日には，広島県営水道

の送水管崩落事故により呉市と江田島市で断水が

発生し3施設に被害がでた．これに対しメーリン

グリスト加入施設へ情報提供を行うとともに，広

島県の担当部署に対して給水要請を行った．被災

施設では，貯水タンクの設置や井戸水を利用した

節水透析，他施設への透析依頼などで対応できた．

香川：現在一番の心配は地震ではなく「水」である．

1994年に平成の大渇水が発生し，高松市は昼間3

時間の時間給水が28日間続いた．透析施設は，

民間の給水車を手配して準備した．ところが，そ

の給水車を高松市に取り上げられてしまい，鮮魚

用の運搬車に頼んで運搬してもらうなどして280

万円もの費用がかかった．その後2005年にも渇

水が発生したが，給水車を手配して取りに行かな

ければ水を確保できない状況で，相変わらず水道

局の認識は非常に甘く対応も悪いままである．し

かも本日現在の早明浦ダムの水量は1994年の時

の半分しかなく，明日から第3次取水制限に入る

予定である．患者，施設ともに増加しているため，

今のままの行政の対応では絶望的である．日本透

析医会からも，1日に1回でも透析施設に給水車

で給水するよう働きかけていただきたい．

福岡：県庁とタイアップして，被災施設情報，代替施

設情報，被災施設の復旧情報などを，患者の携帯

電話へ一斉に流すことができるようにした．患者

にメールアドレスを登録いただくよう活動中であ

る．また，福岡県透析医会会員施設の災害時情報

についても，携帯電話から登録する方法を確立し，

現在訓練中である．

佐賀：行政との対応のために連絡網等を築きたい．

大分：県医師会で情報ネットワークを検討中である．

臨床工学技士会でもメーリングリストを使って情

報伝達訓練参加に協力したい．

宮崎：県北，県央，県南にそれぞれ支部をつくり，メ

ーリングリストを作ろうとしているところである．

鹿児島：災害時情報伝達訓練には，80以上の施設に

参加を要請しているがなかなか参加が増えない．

今年は情報連絡担当者ネットワークを使って参加

施設を増やしたい．昨年7月に県北部で水害が発

生して，1施設で断水の被害が発生したが，町か

ら給水車による給水を得ることで透析治療を続行

できた．現在，県医師会と行政が一緒になって新

しい災害マニュアルを作成中で，県透析医会も参

加を検討中である．

② 平成18年度活動報告

a） 災害時情報伝達活動

平成18年度は以下の情報伝達活動を行った．

● 静岡県熱海市で震度5弱（平成18年4月30日～

5月1日）．

●広島県南西部，愛媛県東予，愛媛県南予，大分県

南部で震度5弱(6月12日～13日）．

● 東北から九州までの広い範囲で大雨（7月18日

～24日）．

● 台風7号，8号（8月8日～10日）．

● 東京都，神奈川県，千葉県の一部で停電（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～9月1日）．断水により3施設に影響．

● 台風13号（9月18日）．

●北海道太平洋沿岸への津波警報（11月15日）．

●北海道オホーツク・太平洋沿岸に避難勧告・津波

警報（平成19年1月13日）．

● 能登半島で震度6強（3月25日～4月16日）．断

水により2施設で一時透析不能．

b） 情報伝達訓練

平成18年8月31日（木）に第7回全国災害時情報

伝達訓練を行い，35都道府県601施設の参加をいた

だいた．参加数は過去最高だった昨年よりやや少なか

ったが，参加地域は35とこれまでで最高となった．

本訓練の結果を参加施設に郵送するとともに，日本透

析医会雑誌（Vol.21No.3pp.404～4122006．）に

報告した．

c） 災害時透析医療対策部会会議

平成19年1月13日，災害時透析医療対策部会会議

を開催した．

● 全腎協との懇談について．

●日本財団助成事業の今後の方向性について．

●電子国土の今後の運用は，各県単位にコンセンサ

スを得て登録を行う．

●災害情報システムの再構築は，現システムに，携
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帯電話への通知と情報登録機能を付加することを

目標にする．

d） 電子国土

●千葉県透析医会では，会員施設の登録を開始した．

●大阪透析医会では，登録へ向けた検討を始めた．

（すでに中国地区の登録は完了）

e） 災害情報ネット専用サーバーの更新・管理

6月1日現在，本部・副本部各1および25支部の

災害時情報伝達システムが運用されている．なお，

（社）日本透析医会支部であれば，災害情報ネットサ

ーバーへのホームページ作成・登録などが無料ででき

るので，情報ネット本部（武田）にお問い合わせいた

だきたい．

f） 危機管理メーリングリストの運用

6月1日現在，医会会員とその所属する施設で，災

害対策に関わっている者が参加する「災害情報ネット

ワークメーリングリスト」は586アドレス，関係団体

の災害対策担当者，および行政関係の腎・透析医療の

担当者をメンバーとする「透析医療災害対策メーリン

グリスト」には126アドレスが登録されている．

g） その他

●日本医科器械学会，日本臨床工学技士会から災害

対策についての発表依頼があり，本情報伝達ネッ

トワークについて，平成18年6月25日のAAMI

（米国医科器械学会）年次大会（ワシントンD.C.）

にて発表した．

●平成19年1月12～14日，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（神戸）に参

加，発表した．

●日本財団より助成を受けた「災害時医療支援船運

用計画策定と実施」事業に参加した．

③ 日本財団助成「災害支援船事業」について

今年で3年目を迎えた災害支援船事業に関して，そ

の概要説明と活動内容のビデオ上映を行った．昨年ま

での事業報告については日本透析医会雑誌の別冊を参

照していただきたい1）．

④ 浦河QQ Index2006・災害時慢性疾患対応の

ありかたについて

赤塚東司雄先生より，2004年の発表2）から僅か2年

の間に発生した，新潟県中越，福岡県西方沖，宮城県

沖の各地震と，阪神淡路大震災の被害状況の再調査を

加えて改定した「浦河QQ Index2006」3） について，

さらに日本の災害医療には未だ考慮されるにいたって

いない，「災害時慢性疾患対応のあり方について」4）の

二つのテーマについて解説していただいた．

2） 協議事項・その他

平成19年度の活動計画として以下の項目について

了承を得た．

●災害時情報伝達活動

●第8回情報伝達訓練（平成19年9月4日実施）

●災害情報ネットワークホームページ（携帯電話の

web機能を利用）再構築

● 災害情報ネット専用サーバーの更新・管理

●メーリングリストの拡充と運用

●電子国土の利用推進

● 災害情報ネットワーク連絡先名簿，関係業者名簿

の更新，施設名簿の作成等，他組織との連携手段

開発

●日本財団助成事業「災害時医療支援船構想の実現

に向けた調査・運用訓練の実施」に参加し，3年

目の成果を報告

以上が平成19年6月16日に実施された，第8回災

害情報ネットワーク会議の報告である．

2 第8回災害時情報伝達訓練結果報告

1） 目的

● 地域における災害対策の拡充

● 地域情報ネットワーク・地域情報システムの周知

拡大

2） 方法

● 日時：平成19年9月4日 木曜日 10:00～23:00

● 地域における情報伝達網を活用して，地域情報伝

達用ホームページまたは本部ホームページ

［http://www.saigai-touseki.net/］に施設情報

を登録していただいた．

●訓練にあたっては，各支部において策定した訓練

のシナリオに従った情報，または各施設で任意に

想定した情報を送信していただいた．

● 多くの施設が参加できるよう，支部において
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FAXやメールを使うなどして収集した情報も登

録していただき，集計に役立つものかどうかを確

認していただいた．

●施設名入力の精度やサーバー動作の評価も行うた

め，可能な限り複数回の情報送信と集計結果の確

認をお願いした．

●参加対象施設は，透析医会会員，非会員を問わず

すべての透析施設とし，訓練日時以外の情報送信

も受け付けることとした．

3） 結果

① 参加施設総数

今回の訓練には，災害情報ネットワークホームペー

ジ（副本部も含む）への参加が661，中国地区5県の

システムへの参加が102，重複参加が20施設あり，

合計32地域743施設のご参加をいただいた．参加地

域は過去最高だった昨年よりやや少ないものの，参加

数は過去最高となった．支部を中心とした情報ネット

ワークの周知拡大がさらに進展したものと考えられる

（表3，4）．

② 情報登録アクセスの状況とプログラムの評価

本部ホームページへの情報登録総数は967だった．

訓練当日の重複を除いた利用者数は855（アクセスカ

ウンタでは2,002カウントの増）で，情報登録や閲覧

などのリクエスト総数は24,578件であった．情報本

部で見る限りにおいては，サーバーの動作や情報の表

示に滞りは見られなかったが，失敗したリクエスト数

が574件あり，一部では表示が滞ることがあったもの

と推測される．

本システムは「施設名」を比較して，同一施設から

の情報の有無を判断している．したがって法人名が付

く，付かない，間にスペースが入る，入らない，登録

した都道府県名が違うなどの場合は，同一施設として

集計されない．今回の訓練でも数件ではあるが，本来

は同一施設であるはずの情報が別施設として集計され

ていた．

一方，入力が不十分であるために，情報本部で施設

名を特定できない施設が3施設あった．該当する地域

の情報中核病院に問い合わせたところ，すべて特定で

きており，それぞれの地域では連携できていることを

再認識できた．

現在，本災害情報システムの懸案であった携帯電話

への対応を行っているところで，これに伴って新たな

機能の追加やサーバーの更新などを図る予定である．

来年は新システムで訓練を行いたいと考えている．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変

お忙しいなか多数の方々にご参加いただき，心から謝

意を表する次第である．

さて，気象庁では，平成19年10月1日から「緊急

地震速報」の一般提供を開始した5）．情報の受け手が

速やかに適切な対応をとることで，地震被害の大幅な

軽減が期待されている．しかし一方で「緊急地震速報」

を知らせてから実際に強い揺れが来るまでの時間は，

わずか数秒から十数秒しかなく，内陸の浅い地震など

震源の近くでは，緊急地震速報より先に強い揺れが来

てしまうこともあるとのことである6）．透析施設にお

いても「緊急地震速報」への対応を検討する必要があ

る．
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表3 訓練参加施設数

青森 ＝ 9 岩手 ＝ 2 福島 ＝ 1 栃木 ＝ 21

千葉 ＝ 75 東京 ＝138 神奈川＝ 5 新潟 ＝ 16

富山 ＝ 2 山梨 ＝ 18 長野 ＝ 62 岐阜 ＝ 1

静岡 ＝ 30 愛知 ＝112 三重 ＝ 4 京都 ＝ 1

大阪 ＝ 39 兵庫 ＝ 27 和歌山＝ 6 鳥取 ＝ 2

島根 ＝ 11 岡山 ＝ 58 広島 ＝ 21 山口 ＝ 12

徳島 ＝ 1 香川 ＝ 12 高知 ＝ 25 福岡 ＝ 4

佐賀 ＝ 1 大分 ＝ 2 宮崎 ＝ 12 鹿児島＝ 13

表4 参加施設数の推移

参加都道
府県数 参加施設数

第1回（2000年7月7日実施）

第2回（2001年7月6日実施）

第3回（2002年9月3日実施）

第4回（2003年9月3日実施）

第5回（2004年9月2日実施）

第6回（2005年9月1日実施）

第7回（2006年8月31日実施）

第8回（2007年9月4日実施）

18

23

19

25

28

29

35

32

99

190

131

275

488

614

601

743
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要 旨

能登半島地震2007では，被災地域での災害対策の

採用が十分に進んでおり，従来なら大きな被害を出し

た震度6強の地域の施設においても，透析室インフラ

は完璧に無事であった．被災した2施設が支援透析を

必要とした原因は断水のみであった．支援透析は，被

災施設の立地条件・ライフラインの復旧見込みなどか

ら外来主体と入院主体に分かれた．今回の支援透析を

特徴付けた入院主体方式では，被災直後に多数の入院

ベッドを準備するのは大きな困難を伴うことが予想さ

れたが，被災地域外からの支援コーディネート体制が

非常に有効に働いたため，順調に支援が遂行された．

1 調査日程とご協力いただいた皆様

平成19年3月25日，最大震度6強の能登半島地震

が発生した．今回の地震では，震度6強を記録した地

域（図 1）にある市立輪島病院と穴水総合病院が透析

不能となり，支援透析を受けている．いち早く支援活

動に乗り出したのは，石川県立中央病院・浅ノ川総合

病院・金沢医科大学病院など，石川県で最も人口の多

い金沢市内およびその近郊の病院であった．

今回の地震も，福岡県西方沖地震2005の時と同じ

ように日曜日に発生した．被災地は幸運にも24時間

の猶予を与えられた．今回取材させていただいた皆さ

んは異口同音に，日曜日だったのは幸運だった，と述

べられた．地震発生から1カ月が経った平成19年4

月20日，同27，28日に能登を訪れ，多くの方々のお

話を聞くことができた．

ご協力いただいたのは，以下の方々である．

① 被災施設

市立輪島病院：医師 松本洋先生/看護師長 沖崎

裕子さん/臨床工学技士長 水上隆さん

穴水総合病院：看護師長 川尻幸子さん/看護師

（透析室機械担当）川崎智宏さん

② 支援施設

浅ノ川総合病院：医師 石川勲先生/看護師長 林

幸子さん

石川県立中央病院：医師 北島進先生

恵寿総合病院：医師 斉藤靖人先生/看護師長 松

井静夫さん

金沢医科大学病院：看護師長 清水由美子さん/臨

床工学技士 荒木忠さん

浜野西病院：臨床工学技士長 水野善勝さん（後日

電話取材）

能登総合病院：医師 藤岡正彦先生（後日電話取材）

向病院：主任看護師 吉野ゆり子さん（後日電話取

材）

③ 日本透析医会

白鷺病院：医師 山川智之先生

元町HDクリニック：臨床工学技士長 日本透析

医会災害時情報ネットワーク 森上辰哉さん

みはま病院：臨床工学技士 日本透析医会災害時情

報ネットワーク 武田稔男さん
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能登半島地震2007
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④ その他

七尾市役所

有益な話をたくさん聞かせていただき，本当にあり

がとうございました．紙面を借りてお礼を申し上げま

す．

2 今回の地震の特徴

1） 通信網について

今回の地震においても，通信網は短時間のうちに通

じにくくなったことが報告されている．地方で発生し

た地震でアクセス数も都市部ほどではないと思われる

が，以下のような状況であった．

�調査記録�

「日曜日の9時45分の地震発生から10分後には電

話はほとんど通じなくなっていました．携帯メールは

比較的通じました．」

「とにかく通信が途絶しているので情報を取るのに

苦労しました．日曜日は1日中つながりにくい状況で

した．」

「月曜日も情報の取りにくさは相変わらずでした．

午前中に1回だけ市立輪島病院と連絡が取れました．」

荒木忠さん（臨床工学技士 金沢医科大学病院）

「患者連絡の方法は電話です．12時30分ごろです

けど，たまたまその時間帯だけ電話が通じました．あ

とはぜんぜん通じなかったです．」

川尻幸子さん（看護師 穴水総合病院）

「患者さんと連絡を取ろうとして病院から連絡を入

れましたが，つながらなかったです．ぜんぜんつなが

らないということはなかったですけど．」

沖崎裕子さん（看護師 市立輪島病院）

「輪島で被害が出ていることがわかったので，なん

とか連絡を取ろうとしましたが電話はつながらなかっ

たです．携帯メールが夜になってある程度届いたり届

かなかったりという状態になったので，それで連絡を

取りました．」

北島進先生（医師 石川県立中央病院）

「地震発生時は，東京にいました．金沢の自宅もど
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うなっているか，電話もつながらなかったのでわかり

ませんでした．」

石川勲先生（医師 浅ノ川総合病院）

2） 道路交通状況について

高速道路の一部通行止め（能登海浜道路が崩れてい

て，羽咋から向こう金沢側は使えなかった）が約1カ

月継続したが，一般道が通常どおり通行可能であった

ため，被災直後の移動も支援透析のための患者移動に

ついても，大きな支障がなかったことが報告されてい

る．

�調査記録�

「地震が発生してから1時間後の11時頃に，医大へ

向かって出発しました．途中の道路はあちこちで陥没

しており，それがまだ何も修復されておらず，むき出

しのままでぼろぼろでした．それでも行きは2時間く

らいで到着できました．帰りは道路の補修も始まって

いて，1時間くらいで帰れました．道路状況は非常に

良く，普段とほとんど変わらない時間で往来できまし

た．」

荒木忠さん（臨床工学技士 金沢医科大学病院）

「日曜日，私は午前11時過ぎに門前町の自宅から車

で病院にまでやってきました．地震発生が9時42分

ですが，交通渋滞があるというような場所はなかった

です．」

松本洋先生（医師 市立輪島病院）

「陸路が意外と大丈夫で，ストレスなく移動できま

した．七尾と宇出津と両方向ともです．」

川尻幸子さん（看護師 穴水総合病院）

3） ライフラインの状況について

電気に関しては，輪島市，穴水町，志賀町などで一

部地域の停電はあったものの短時間で通電しており，

業務に支障はなかった．最終的には3月26日（月）

16時50分に石川県の全戸通電となっている．

断水に関しては，輪島市，穴水町ともに当日から断

水となり，火曜日の朝に水道が通水している．ただ当

初輪島市の断水からの復旧はさらに時間がかかること

が予想されたため，後述する入院透析への決断となる

主要因となった．

�調査記録�

「ライフラインは町のほうに確認して，水道・電気

も大丈夫という返事をもらいました．それで明日から

の透析も問題ない，やりましょう，とみんなで決定し

ました．それは午後3時頃のことです．」

吉野ゆり子さん（看護師 向病院）

「平成19年3月25日（日）午前9時42分発生の能

登半島地震による3月26日（月）8時30分現在の透

析施設の状況について報告します．輪島市立病院，能

登町公立宇出津総合病院，七尾市恵寿総合病院，能登

総合病院，浜野西病院は，いずれも定時の透析準備を

行っています注 1）．穴水総合病院は，断水にて休診，

能登町公立宇出津総合病院，七尾市恵寿総合病院，浜

野西病院の3病院にて患者さんの受け入れを行います．

富来町（著者注：平成17年9月1日志賀町と富来町

が合併したため，現在は志賀町富来）の向病院は，3

月26日午前6時に断水が復旧し，現在機器の点検と

始業準備中ですが，震度4程度の余震が持続しており，

3時間透析にて対応予定．」（災害時情報ネットワーク・

メーリングリストより）

横山仁先生（医師 金沢医科大学病院）

注 1） 当日輪島市は断水が続いていた．停電に関して

は日曜日の段階で午後6時以降は輪島市で避難中

の7戸以外は，すべての市・町で復旧していた．

「輪島市のマイクロバスを2台借りることができま

した．道路事情は意外とよくて，金沢まで2時間半で

到着しました注 2）．」

沖崎裕子さん（看護師 市立輪島病院）

注 2） 著者が1カ月後，すべての道が復旧した後に取

材で走った時3時間程度かかった．初めての道で

慣れていないせいだと思われるが，それよりも早

いので，道路事情はほぼ完璧だったことがわかる．

4） 地震の揺れなどの情報について

建物にはその種類によって大きく揺れる特定の周期

があり，一般には高層ビルは長周期，一般住宅は短周

期の地震波と共振しやすい．今回の地震では150棟以

上の家屋が全半壊した．震度6強を記録した穴水町で
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は，木造家屋が最も揺れやすい「キラーパルス」と呼

ばれる，周期がほぼ1秒の地震波が観測されていた．

こうした地震波は，阪神大震災で壊滅的被害をもたら

したものであり，今回の能登半島地震におけるキラー

パルスは阪神大震災，新潟県中越地震に次ぐ強さだっ

た（防災科学技術研究所のデーターから）1）．

3 能登半島地震による透析室被災の特徴

過去の地震被害から得られた事実から，地震被災と

透析室被害には表1のような関係を見出すことができ

る2～4）．そして上記の状況を現出するには，表2に示

す四つの災害対策を実施している必要がある5）．以上

の対策を確実にやっておけば，透析室インフラは震度

6強までの揺れには耐えることができる．ライフライ

ンの途絶という自らではどうしようもない，いわば避

けられない被害による透析不能はあったとしても，対

策が不十分なせいで透析不能となることはない，とい

うものである．

結論から述べると，表3に示すとおり今回の能登半

島地震においては，上記の四つの対策がほぼ完璧に実

施されていたおかげで，透析室インフラが被害を受け

ることはなく，そのせいで透析不能に陥った施設もな

かったということが，大きな特徴である．新潟県中越

地震2004の被災地に近接，石川県全体で災害対策を

検討する意識が高く，透析スタッフ向け雑誌の特集6），

透析室災害対策ビデオ（「十勝沖地震その時何がおき
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表1 地震強度と透析室の被害との関係

震度 5強以下 基本的に深刻な透析室被害は出ない．

震度6弱 常に狭い地域で，一つないし二つ程度の透析室が短期間（2～3日）透析不能になる

可能性がある．

震度6強 より広い範囲に存在する複数の透析室が，もっと長期に（1週間から2週間）透析不

能になる可能性が高い．

震度7 襲われた地域の大半は，施設建物が大きく被害を受け，崩壊してしまうケースもある．

ライフラインの遮断も長期化するため，数十の施設で数千人レベル，さらに長期の

（最大1カ月から2カ月程度）透析不能期間となる可能性が高い．

表2 透析室防災に重要な4つの対策

1. ベッドサイドコンソールのキャスターはロックしないでフリーにし，地震の揺れのま

まに透析室内を走らせる．

2. 透析ベッドもキャスターガードなどで床面に固定したりしないで，キャスターのロッ

クだけしておく．（患者の乗り降りが危険なのでロックする）

3. 透析液供給装置，ROは床面にアンカーボルトなどで固定する．可能であれば免震台

の上に載せる．

4. 透析液供給装置，ROと機械室壁面との接続部は，かならずフレキシブルチューブを

使用する．（壁面の配管は塩ビでよい．接続部のみ）

表3 能登各病院での災害対策採用状況と被害状況

災害対策 市立輪
島病院

穴水総
合病院 向病院 恵寿総

合病院
浜野西
病 院

能登総
合病院

被災/支援

震度

被災

震度6強

被災

震度6強

支援

震度6弱

支援

震度5強

支援

震度5強

支援

震度5強

監視装置キャスター

被害状況

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

透析ベッドロック

被害状況

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

RO・供給装置固定

被害状況

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

固定無×

10cm移動

固定無×

5cm移動

flexibletube採用

被害状況

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）

○

（－）



ていたのか？」）7） などを利用した災害対策の見直し

が進んでいた．

�調査記録�

「コンソールについては，キャスターのロックはか

けずにフリーにしてあります．そういう対策がいいと

聞いていました．コンソールは一つも倒れていません

でした．それで助かった，と思いました．」

川尻幸子さん（看護師 穴水総合病院）

「はい，ROも供給装置も床面に固定してありまし

た．壁面の配管は塩ビです．でも壁面とRO，供給装

置との接合部はフレキシブルチューブにしてあります．

配管も破損していませんでした．」

川崎智宏さん（看護師 穴水総合病院）

「まずコンソールのキャスターはフリーにしてあり

ます．転倒しなかったのはそのおかげだと思います．

ベッドのキャスターはロックしてあります．患者さん

の乗り降りに危険なので．ROと供給装置は床面に完

全固定してあります．ROの背後の水の入り口の接合

部と壁面配管との間はフレキシブルチューブに変えて

あります．これらはみんな災害対策として行っていま

した．」

松井静夫さん（看護師 恵寿総合病院）

「コンソールはキャスターのロックをフリーにして

ありました．ベッドはキャスターのロックをかけてお

きました．機械室については，ROはネジ式のアンカ

ーボルトで床面に固定してありました．供給装置は

15cm後ろへ下がっていました．しかし壁面の配管は

塩ビでしたけれども，ROと壁面配管との接合部はフ

レキシブルチューブにしてありました．だから大きく

動いたけれども配管が吹っ飛ぶことはありませんでし

た．重曹溶解装置が10cmぐらい動いていましたが，

転倒はしていません．」

水上隆さん（臨床工学技士 市立輪島病院）

「コンソールのキャスターはフリーにしてあり，1

台も倒れていませんでした．ベッドはキャスターのロ

ックだけはしてありました．ベッドは透析室内で横に

移動していましたが，コンソールはみんなベッドのそ

ばにありました．他にベッド間の天井から吊り下げに

設置してあったテレビが床に落下していました．あと

機械室ですが，ROも供給装置もアンカーボルトで床

面に完全固定してあります．どちらもまったく動いて

もずれてもいませんでした．壁面の配管は塩ビのチュ

ーブです．でも破損はなかったです．壁面は塩ビで大

丈夫と聞いていました．あと壁面とRO・供給装置の

接合部（機械裏面）ですけどここはフレキシブルチュ

ーブを使っていました．」

吉野ゆり子さん（看護師 向病院）

以上のように，必要な対策はすべて取られていた．

市立輪島病院や穴水総合病院は震度6強で揺られたが，

適切な対策をとっていたので透析室インフラがまった

く被害を受けていない．町の水道の断水という，自分

たちでは避けることのできない被害による理由で透析

中止に陥っただけであった．実際の地震の検証を元に

提唱されてきた多くの災害対策は，見事に生かされて

いた．

4 今回の地震における災害時情報ネットワークの

活動の特徴

今回の地震での，ホームページの利用状況は以下の

とおりであった．災害時情報伝達・集計専用ページに

は，62施設の情報が登録された．内訳は，石川 36，

富山 9，新潟 12，東京 2，栃木・愛知・京都 各1施

設である．石川県以外の26施設と石川県 9施設から

自主登録をいただき，残りの27施設は返信されてき

たFAX情報や電子メールでいただいた情報を災害情

報ネットが登録したものであった．（参考：（社）日本

透析医会ホームページ「http://www.saigai-touseki.

net/」）

今回災害時情報ネットワークはごく早期から稼動し

た．今回の稼動における特筆すべき点は以下のように

要約される．

① 認知度の高さ

ホームページの立ち上がりも早く，集計専用ページ

の利用も以前の災害に比較してよく使われた．認知度

の高まりが確認された．

② 正確で迅速なメーリングリストによる情報配信

石川県立中央病院の紺井一郎先生が金沢医科大学横

山仁先生，浅ノ川総合病院の石川勲先生とともに情報
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を集約一元化し，確認の後全国へ配信した．そのため

誤報がまったくなく，非常に精度の高い情報が配信さ

れた．交換されるメールの内容からも，配信された人々

が，固唾を呑んで事態の推移を見守っている様子が窺

えた．真の意味で有用であったと言える．

③ 公的機関との連携

国や公共機関が，最初から災害時情報ネットワーク

の支援活動に参加することにより，被害が予想を超え

て広がったような場合も迅速なバックアップが期待で

きる．今回は厚生労働省健康局疾病対策課が，当初よ

り積極的に支援活動に参加するなど，日本透析医会/

災害時情報ネットワークが意図した支援方式へ進展し

ていることが確認された．

5 支援透析について

今回被災した二つの施設は市立輪島病院が入院透析

主体，穴水総合病院が外来透析主体と選択が分かれた．

同じ地震で行われた支援透析の対処が，大きく違った

という事実は興味深い．今回のケースの特徴を表4に

まとめた．

過去の地震災害において入院支援透析は，わずかに

新潟県中越地震2004において少数実施されたのみで

ある．それも搬送に困難を伴う重症患者などを例外的

に入院として選択したのであり，基本は外来支援透析

であった．今回の市立輪島病院のようにほぼ全員を入

院させ，自ら通院可能な機動力のある患者のみを外来

とする，という入院主体の選択がなされたことはない．

そうなる大きな要因は被災直後の混乱期に，多数の

入院ベッドを迅速にそろえるという作業に非常な困難

が伴うため，入院そのものを最小限に回避しようとい

うインセンティブが働くからである（そのことは今回

の関係者の証言からも裏付けられており，後から紹介

したい）．

しかし今までの外来支援透析中心の方法では，条件

の悪い被災地域内での往来を何度も繰り返すことにな

り，それは果たして最善かどうか？ 被災地の条件が

好転するまで被災地外に患者を搬送し，余震もなく，

ライフラインも無事で安全な環境へ入院で支援透析を

行うことを選択すべきではないか，という議論が新潟

県中越地震2004や福岡県西方沖地震2005の時になさ

れた．今回の市立輪島病院のケースは，その議論の中

で推奨された，「被災地外入院支援透析」という選択

肢を実施したことになり，そういう観点からも十分な

検証を試みたい．

まず支援透析において外来と入院を区分する基本的

な判断基準を示し，さらにその条件を支援側と被災側

にわけて，重視すると思われる順に優先度をつけてみ

た．これらは著者が行ってきたこれまでの調査（十勝

沖地震2003，新潟県中越地震2004，福岡県西方沖地

震2005，今回の能登半島地震2007，および未発表の

新潟県中越沖地震2007）から得られたものである．

支援側・被災側どちらにとっても考慮すべき条件は表

5に示した三つにまとまる．支援先との距離，ライフ

ライン復旧までの時間，要支援透析患者数である．

① 支援先までの距離

被災側が最も重視するのは支援先までの距離である．
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表4 市立輪島病院と穴水総合病院の支援透析の状況

市立輪島病院 穴水総合病院

要支援透析患者数 79人（うち69人が入院） 23人（最大37人）

支援先までの距離 金沢�輪島＞100km 七尾市，近郊

支援透析期間 3月26日夜～4月4日まで10日間 3月26日のみ1日間

断水の見通し 長期化する（実際は火曜日には復旧） 長期化しない（実際は火曜日には復旧）

支援のきっかけ 金沢市の石川県立中央病院（災害拠点病

院）から打診を受けた

自ら七尾市の恵寿総合病院へ支援の要請

を行った

表5 支援透析における入院と外来の基本的な判断基準

支援施設から
見た優先度

被災施設から
見た優先度 条 件 入 院 外 来

2 1 1.支援先までの距離 遠距離 近距離

3 2 2.LL† 復旧の見通し 長期 短期

1 3 3.要支援透析患者数 少数 多数

† lifeline



患者の体調を考えると，今回のように100kmも離れ

た場所に頼らざるをえない時は入院以外ありえない．

② 要支援透析患者の数

支援側にとっては，常に要支援患者の数が問題にな

る．新潟県中越地震2004でのケースのように，少数

の入院患者だけを他の病院へ入院でお願いしたケース

は，受け入れ側もストレスがあまりなかったと思われ

る．要支援透析患者の数，という条件からすると基本

的には少数＝入院，多数＝外来の適応となる．

③ ライフラインの復旧見通し

ライフラインの復旧の見通しは，どちらにとっても

同程度に重要な問題である．被災側も長期化するとき

は患者の健康を考慮して，早期に入院の決断を下すべ

きだし，支援側もその事情を最大限汲む必要がある．

以上の条件を加味して市立輪島病院のケースを考察

する．ほぼ全員の入院透析が実現した今回は，表5の

条件1の遠距離が該当するが，条件3の少数は該当し

ない．むしろ支援側からすると最もストレスのかかる

多人数の入院に該当するので，入院回避のインセンテ

ィブが働いても不思議ではない．それでもあえて全員

入院という選択肢となったのは，当然のことながら条

件1の遠距離かどうか，が最重要条件だからである．

ほかの条件を言えば近距離であっても，条件2の長

期化する時，がある場合には入院が考慮されやすく，

さらに条件3の少数であればさらに実現しやすくなる．

このように考察したのちに改めて考えると，今回の

能登半島地震における石川県立中央病院を初めとする，

金沢市の病院群の支援活動は特筆に価するものであり，

十分賞賛すべきと評価されるべきである．市立輪島病

院の支援に協力した金沢市の病院群を表6に，穴水総

合病院の支援に協力した病院群を表7にまとめた．

ここまで考察を進めて，改めて「被災地外入院とい

う選択はfirstchoiceか？」という問題について，さ

らに考察を進めたい．今回の入院支援透析の特徴をま

とめると以下のようになる．

① 郡部の被災を都市部が支援したため，予備力が

十分あった．

② 地域で構築されたボトムアップ型のネットワー

クによる活動の利点が生かされた．

③ 入院ベッドの確保という最難関の作業をすべて

被災地外の金沢市の施設がやってくれた．

入院透析を選択するときの，最大のネックは入院ベ

ッドである．多数の透析患者の入院ベッドを，被災当

日～翌日の短い期間に，それも通信状況が最悪の時期

に，用意するのは通常不可能と考えてよい．石川県立

中央病院（基幹災害医療センター）が自ら30床（初

日は40床）の入院ベッドを用意するというインパク

トのある対応を行った．その上で足りない40床分の

入院ベッドを金沢市内の多数の病院へ依頼して，ベッ

ドを用意してもらったことで入院支援は可能となった．

以上のような高いハードルを越えて行われたこの事

例をもってして，常に入院支援透析をfirstchoiceに，

ということにはならないと考えられる．

それに対し，穴水総合病院の支援透析は従来型のオ

ーソドックスな形のものである．支援先の病院を，被

災施設みずから声を上げて顔見知りの施設に依頼した．

患者全員が病院に集合し，病院の用意した交通機関を
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表6 市立輪島病院を支援した金沢市内の病院と引き受け患者数

金沢市内の支援病院 提供した入院ベッド数

石川県立中央病院（県の基幹災害医療センター） 30名（初日40名）

石川社会保険病院 10名

金沢医科大学 10名

浅ノ川総合病院 10名

金沢市立病院/金沢大学/金沢西病院/金沢済生会病院 5名/2名/2名/1名

向病院 10名（外来患者のみ）

表7 穴水総合病院を支援した七尾市と宇出津町の病院と引き受け患者数

支援病院名 地 域 支援地域の震度 入院数 外来数 交通手段

恵寿総合病院 七尾市 5強 0 14 マイクロバス

浜野西病院 七尾市 5強 0 4 救急車

宇出津総合病院 能登町 6弱 0 5 自家用車



利用して外来支援透析が行われた．

立地条件は，震度6強で揺れた穴水町に隣接する七

尾市ではあったが，支援先の病院のある七尾市市街地

は震度5強程度であった（七尾市でも地盤の悪い一部

地域だけが震度6強を記録した）ため被災せず，最も

近い場所で支援透析を受けることができた．

当初から断水期間も短いと想定されており，こちら

もいろいろな条件に恵まれていたので，実質的には患

者へのストレスが小さく支援透析を行うことができた

と評価できる．こちらはむしろ入院を選択するインセ

ンティブは，支援側も被災側もまったくなかったとい

ってよい．

こうしてすべての支援透析は無事・順調に実施され

た．

�調査記録�

「輪島から金沢まで109キロあるので距離の問題か

らしても，入院以外に選択肢はありませんでした．た

だ入院に関しては必ずしも患者さん全員が，最初から，

それも心から同意……というわけにはいかず，当初ど

うして元気な私が入院しなくてはならないの，と難色

を示した人もいらっしゃいました．しかし時間の経過

とともに患者さん自身が入院の必要性を理解していた

だけて，『落ち着いて考えると，入院でよかった．』

『結果的によかった』とわかってくれました．市立輪

島の患者さんは高齢者が多く，災害関連死の防止とい

う観点からも8）入院は必要だったと思います．」

清水由美子さん（看護師 金沢医科大学病院）

「輪島はかなり遠隔地なので入院による受け入れで

ないと，支援の透析を受けに行くのも難しいです．被

災地域内の施設が自分からいろいろな施設へ支援要請

をする余裕はありません．やはり，被災地外の組織が

動いてくれないと不可能だと思います．」9）

松本洋先生（医師 市立輪島病院）

「外来を選択した理由は，入院が必要なかったとい

うか，やはり七尾は近いので行って帰って来るという

ことに抵抗がなかったからです．もし入院という選択

をしたとしたら，入院ベッドは絶対足りなかったと思

います．そうなるともっとたくさんの施設にお願いす

る必要があったでしょうね．できるのなら外来以外考

えられないです．」

川尻幸子さん（看護師 穴水総合病院）

「病状が悪化して入院したわけではないので，透析

自体は普通に進みました．結局3月27日から始まっ

て，輪島の透析が再開される4月5日に向けて，4月

3日，4日にかけてお帰りになりました．当院に来ら

れたばかりの患者さんたちには，疲労感・不安感を感

じました．入院中ずっとそのように感じました．病棟

は，輪島の患者さんの看護度を参考に看護部が，決定

しました．できるだけ，重症度・人数が偏らないよう

に確保されたと思います．」

「知らない患者さんを多数引き受けるため，とにか

くミスがないようなやりかたを徹底すべきだと思いま

す．日常の透析医療・看護で行っているような行為で

はなく，とにかくやらなければいけないことを中心に

行うことと，細かな指示（透析条件など）は，できる

限り統一して行うこと，その都度現在行っている医療

行為・確認作業に集中すること，決して次に何をやろ

うか考えながら行わないこと（ミスの原因になります

ので……），以上心がけました．」

北島進先生（医師 石川県立中央病院）

「たくさんの方を一つの施設でとってあげたほうが

いいのはわかります．ただ，今回のように入院でとな

ると，ちょっと難しいのではないでしょうか？ 透析

ベッドはなんとかなっても，入院ベッドは大変だった

ので．10人でももう大変でした．それ以上となると

ちょっと……」

林幸子さん（看護師 浅ノ川総合病院）

6 これまでの地震および今回の地震体験による

災害対策の再検討すべき点

1） 地震当日の「被災なし」について

地震当日，震度6弱以上の揺れを記録した地域の病

院の「被災なし」は少し疑っておいたほうがよい．今

回の市立輪島病院は日曜日に地震が発生し断水が続い

ていたが，病院の受水槽に残っていた水で月曜日の透

析は自力で実施した．実施しつつ，翌日からの透析継

続可能性をさぐることになる．結論が出るまでは，と

にかく透析ができていることになるため，透析実施中

という返事を災害時情報ネットワークに書き込むこと
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になる．

これは新潟県中越沖地震2007の時の刈羽郡総合病

院も，同様であった（未発表）．地震発生当日の月曜

日にすでに断水していたが，やはり当日は受水槽の水

で透析をして，そして翌日からの水の供給が不能であ

ることを確認して，その後支援透析を依頼している．

こういう場合の地震発生第一報はやはり「被災なし」

となり，結論が出た翌日の午後あたりに「支援頼みま

す」と変わって，虚をつかれることがある．たとえ被

災施設がないという情報が出ても，翌日までは安心で

きない．

2） 災害時患者カードの使用状況

災害時患者カードについては，今回もまったく使用

されなかった．被災側も支援側もほとんど思い出すこ

とすらなく，ごく普通に前回透析経過表やカルテ，患

者病歴などを用意して持参した．

郡部で発生した地域密着型災害の場合は，新潟県中

越地震2004でも今回の能登半島地震2007，さらに新

潟県中越沖地震2007（未発表）でも，被災施設はあ

らゆる方法で患者連絡をつけることができている．こ

れは匿名性の高い都市部との大きな違いであり，全員

との連絡がついた時点で，災害時患者カードは出番な

しになる．

どういうことかというと，全員と連絡がついたら病

院に集合して，同じバスに乗ってスタッフ同伴で支援

透析に向かうことになる．であれば，病院には災害時

患者カードよりもっと正確でuptodateな情報ツー

ルがいくらでもあるので，確実性の低いツールに頼る

必要がなくなる．

それに加えて，多数の患者を一気に引き受けてもら

う場合，支援側も準備に追われることになる．ここは

どうしても，被災側がバスで出発する前に一覧表にな

った情報シートを作成してもらって，FAXでもメール

でも，あるいはそれが通じていないのなら病院職員が

車かバイクで，先に送ってもらわないと，準備が間に

合わず透析を早い時間に始めてあげることができない．

�調査記録�

「火曜日の午後3時ごろ皆さん来院されました．全

員に月曜日の透析記録を持ってきてもらいました．火

曜日になると電話も少しずつ通じるようになったので，

なんとかなりましたね．輪島の透析記録を見てわかっ

たのが，透析1時間＋ECUM3時間の人が数人いた

事です．水が足りなくなり結局透析は1時間だけしか

できず，残りはECUMでしのいだということでした．

来て貰って透析記録の内容でわかったんです．その人

達だけまず先に透析しました．」

荒木忠さん（臨床工学技士 金沢医科大学病院）

「災害時患者カードはかなりがんばって作っていま

す．更新しないと意味がないので，情報変更の度に完

璧に更新しています．例えばドライウエイトが変わっ

たら，患者さんが透析室にいるうちにPCの情報を新

たに入力して新しいドライウエイトを書き込みます．

そしてすぐ印刷して，患者さんのもっている古いもの

と差し替えるのです．そこまでやっているのですが…

… 地震の日に持ってきた患者さんは，1人もいませ

んでした．がっくりです．」

松井静夫さん（看護師 恵寿総合病院）

「一番困ったことは，患者さんとの連絡がなかなか

つかなかったことです．病院から患者さんのお宅へ連

絡しましたが，電話がつながりにくくて，すごく時間

がかかりました．寝たきりの人とかを安全に連れて行

けるかどうか心配でしたので，一部ですけど家族も一

緒に乗ってもらいました．」

「災害時患者カードは作っていません．多分役に立

たないと思っていましたし，当日一番最近の透析経過

表をFAXしました．」

沖崎裕子さん（看護師 市立輪島病院）

「途中で急変したり，体調を崩したりした方が現れ

た時の対応が問題です．」

「輪島病院の患者さんのドライウエイトや処方など

は，患者さんが来たときに同行されてきたスタッフか

ら情報提供書をもらいました．透析条件は透析経過表

からわかりましたし，氏名，ID番号，透析日，住所，

電話番号，生年月日などは書類がありました．石川県

立中央病院では作っています．氏名・生年月日・ダイ

アライザー，ドライウエイト，抗凝固薬などです．情

報の更新ですか？ 毎回はできてないので…… 今回

思ったんですけど，これでは実際には使えないですね．

きっと．」
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北島進先生（医師 石川県立中央病院）

「輪島病院は使っていませんでしたけど，別に困ら

なかったですよ．さあ行くよ，という時に，最後の透

析の記録，処方記録，透析条件のコピーを作っていま

した．災害時患者カードは，我々のところでも作る予

定はないですね．情報の更新がしっかりしていないも

のは，災害時にはとても使えないですから．」

石川勲先生（医師 浅ノ川総合病院）

災害時患者カードを実際に使えるツールにするため

のハードルは相当高いものがある．情報の更新，患者

の確実な携帯，現実の地震の時に被災側も支援側も思

い出すかどうか，など，これは最後に考察する．

7 考 察

1） 災害対策の普及効果

今回の地震では災害対策の普及効果を十分に実感す

ることができた．これまでの地震による被災状況を表

8にまとめた．これを見てわかることは，2005年まで

の地震では，必ず一つ以上の施設が配管断裂や RO

の転倒，患者監視装置の転落など，透析室インフラに

なんらかの被害を出しており，場合によってはそれが

原因で透析不能となって，支援透析が必要となった．

しかし，それらの経験を災害教育ビデオや雑誌の特

集記事などから習得することのできた今回の能登半島

地震2007では，災害対策は非常に広範囲に，しかも

有効に普及していたこともあり，透析室インフラにま

ったく被害を出さなかった．

新潟県中越地震の被災地と近接していることもあり，

能登半島では防災意識が高かったことも，災害対策の

普及に貢献していると考えられる．これは，私が以前

から紹介している「災害下位文化」10）の発達による防

災技術の向上と考えてもよいであろう．

2） 災害時患者カードの問題点

次に災害時患者カードについて考察しておきたい．

災害時患者カードは，これまでのどの地震における支

援透析でも一切使用されていないうえ，そもそも患者

自身が最も重要な被災時に携行してこないという，情

報ツールとして大きな欠陥があることが明らかになっ

てきた．

災害時の情報で重要なポイントをあげる（表9）．

この中に詳しいこと（詳細性）は，必要がないとする

意見が多かったため含めていない．

災害時患者カードは，患者に渡してしまうという点

で，実際に持ってくるかどうかわからない，つまり1

の「すぐ使える」という点が担保されなくなっている．

さらに，情報の変更時に更新するのが非常に面倒であ

り，半年あるいは1年に1回程度しか更新しない施設

が多く，古い情報が書き込まれたままになっていると

ころが多い．これでは2の「間違いがないこと」（up

todateであることと言い換えてもいい）という正確

性が担保されない．持ってこない人がいると（それも
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表8 2003�2007に発生した地震と被災施設の状況のまとめ10～16）

被災施設 地震 震度 年度 支援透析 監視装置 RO 供給装置 緊急離脱

浦河赤十字 十勝沖 6弱 2003 ― ― ― ― 非透析中

十日町診療所 新潟県中越 6強 2004 2日間 ― 配管断裂 配管破損 非透析中

小千谷総合 新潟県中越 6強 2004 6日間 ― 配管断裂 破損 非透析中

長岡中央綜合 新潟県中越 6弱 2004 2日間 ― 配管断裂 ― 離脱回路

立川M中越診療所 新潟県中越 6弱 2004 ― ― ― ― 通常返血

呉服町腎クリニック 福岡県西方沖 6弱 2005 2日間 ― 配管断裂 配管破損 非透析中

浜の町 福岡県西方沖 6弱 2005 ― 3台転落 ― ― 非透析中

村山泌尿器科 福岡県西方沖 6弱 2005 ― ― 配管断裂 配管破損 非透析中

市立輪島 能登半島 6強 2007 9日間 ― ― ― 非透析中

穴水総合 能登半島 6強 2007 1日間 ― ― ― 非透析中

刈羽郡総合 新潟県中越沖 6強 2007 2日間 ― ― ― 離脱せず

2004年以降の地震で発生した透析室設備（インフラ）被害は，2007年に震度6強を記録した二つの地震（能登半島・新潟
県中越沖）ではまったく発生していない．支援透析が必要とされた原因は断水だった．災害対策の普及効果と考えられる．

表9 災害時情報の満たすべきポイント

1．すぐ使えること 迅速性・簡便性

2．間違いがないこと 正確性

3．全員に適用できること 包括性



多数いると）結局施設が情報を再度収集して作り直さ

ねばならず，3の「全員に適用できる」という包括性

も担保されない．つまり，災害時情報として，重要な

点すべてが担保されていないツールであることがわか

ってきたと言えよう．

だから災害対策として広く行き渡っている割には，

今までの多くの透析室被災を伴う表8の地震のすべて

で一度も使用されなかったということにつながり，あ

まつさえ当事者にインタビューすると，作っていたが

思い出しもしなかったという感想すらあったほどであ

る．これは緊急離脱用キットであるセイフティカット

も同様で，広まっている割には実際の災害でまったく

使用されたことがないのと酷似している．これらは一

見使えそうに見えて，現実の使用に堪えるqualityに

ない，という評価を下さねばならない程度には，ネガ

ティブな証拠が揃ったと思われる．

私見ではあるが，なぜこれほどまでに災害時患者カ

ードは使われないのか考えてみる．一つには，今回調

査対象にしている地震の発生地域が，すべて郡部であ

る（福岡は大都市だが，都市型災害の特徴である対処

しきれないほど多数の被災者という面から言うと，被

災者数が少ない地域密着型災害の特徴を有している）

という点があげられる．地方ではなんとか病院と連絡

が取れるし，病院に全員集まって支援透析に出かける

のだから，確かにカードは必要がない．

それとは別にもう一つ言えば，透析条件まで含めた

情報ツールとして使おうというところに問題があるよ

うに思われる．支援透析をこれだけで行おうという発

想はやめて，これは患者の医療的な身分証明書である

と割り切るべきではないか？ 頻回の更新の必要のな

い固定情報（氏名・年齢・性別・原疾患・血液型・感

染症→半年に1回でよい）に特化し，持っていてくれ

ればありがたいが，なくてもなんとかなる……という

程度にすべきではないか，と考えている．

都市部でどうやって使うか，という点においては，

都市型災害と呼べる災害は今のところ阪神淡路大震災

しか発生していないので，これ以上の検証は難しい．

しかし郡部の少数の患者にすら適用できないものを，

大都市の何倍もの患者情報の処理に使おうというのは，

楽観的過ぎるかもしれない．

3） 地方の被災を都市部が救った地震，その反対の

ケースは？

今回は人口が希薄で，透析患者も少ない郡部が被災

し都市部が助けたからうまく行った側面がある．福岡

県西方沖地震2005は都市部で発生したが，地震の規

模が小さく被災した患者の数も少なかったので大混乱

にはならなかった．だから被災地内の外来支援透析で

決着がついたのである．

阪神淡路大震災1995は別にして，今まで検証して

きた地震とそれに対する解決策は，個人の努力・自助

で可能であった．災害時情報ネットワークなど共助の

要素もあるが，大規模な公助がどうしても必要だった

という地震はなかった．もし，仮に首都圏直下型地震

が発生したとき，私達がうまくやれるかどうかは未知

数である．

東京で首都圏直下型地震が発生し，狭い地域に多数

の要支援透析患者が発生したら（例えば新宿区のみで

26施設，約3,000人）というケースを考えると，数

が多すぎて組織的に施設と連絡を取り合って支援透析

施設を用意して，というような個別の対応は現段階で

は不可能である．阪神淡路大震災のときがそうであっ

たように，基本的には自分で動けて逃げられる人には

逃げていただき，後からでいいのでどこにいるか連絡

をもらう以外ない．

そういう氏名も人数もすべてわかって救助にいくよ

うな形ではなく，なるたけ多くの人を被災地外へ搬送

できるようなツール（陸送・海上搬送・空送のあらゆ

る手段）を用意し，支援の網からもれる人を減らす努

力を行うという程度が限界であろう．

ライフラインが完全に破壊された震度7の被災地内

での支援透析は，考えるだけ無駄であるから，安全に

被災地外へ避難させる，というのが今の段階で最も有

効な対策であると考えられる．
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要 旨

これまでの透析医療は血液透析（HD）の患者は一

生HDを，腹膜透析（CAPD）の患者はできる限り

CAPDを行うとの考え方であったが，近年CAPDと

HDは腎代替療法として互いに支え合い，腎不全患者

の生活状況をできる限り良好に保とうとする考え方が

一般的になっている．したがってCAPDからHDへ

移行し，時には併用を行う，逆にHD患者で水管理

が不良な場合にCAPDを併用するといった，臨機応

変に個々の療法の長所を生かしていこうとの考え方へ

と変化している（包括的腎代替療法）．

しかしながらCAPDは腹膜という生体膜を用いて

いるために長期になると腹膜劣化が生じてくる．した

がってCAPDの継続期間には限界がある．われわれ

はその限界をはっきりと把握し，CAPDの中止時期を

患者に明確に示すことが必要となる．現在の透析療法

は選択肢が増えたぶん，われわれ医療者サイドがはっ

きりとその適応を患者に示し，的確なアドバイスを行

ってゆく必要がある．

1 はじめに

末期腎不全に対する腎代替療法として腹膜透析

（peritonealdialysis;PD）と血液透析（hemodialysis;

HD），さらに腎臓移植（renaltransplantation）が

3本の柱として知られている．さらに腹膜透析には持

続的に行う持続式携行腹膜透析（continuousambu-

latoryperitonealdialysis;CAPD）と，入院患者が

間欠的に行う間欠式腹膜透析（intermittentperito-

nealdialysis;IPD）があるが，現在維持透析として

広く行われているのはCAPDである．

透析への導入が決定した場合，次にその患者がHD

を行うか，あるいはPDを行うかを決定する必要があ

る．その最終決定を行うのはあくまで患者自身である

が，それに対して助言をし，最終決定に導くのにわれ

われ医療サイドは重要な役割を担っている．そのため

にはHDとCAPDの違いを十分に理解したうえでは

っきりと患者に説明をし，その透析方法を選択するこ

とが患者自身にとって十分な利益がもたらされるもの

となる必要がある．そのためにもわれわれ医療者サイ

ドは患者の生活状態，家族状況，仕事，交通の便など

についても十分に把握しておく必要がある．

近年の透析療法における大きな変化として，これま

ではHDを選択した患者は一生HDを，CAPDを選

択した患者はできる限りCAPDを行うとの考え方で

あったが，近年CAPDとHDは腎代替療法として互

いに支え合い，腎不全患者の生活状況をできる限り良

好に保とうとする考え方が一般的になっている．した

がって CAPDから HDへ移行し，時には CAPDと

HDを同時に行う併用療法も可能となった．逆にHD

患者で水管理が不良な場合にCAPDを併用するとい

った，臨機応変に個々の療法の長所を生かしていこう
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との考え方へと変化している（包括的腎代替療法）

（図1）．したがってわれわれ医療者サイドは，どのよ

うな透析療法の選択が患者にとって最善なのかを，個々

の患者にあわせて考えていく必要がある．

しかしながらCAPDは腹膜という生体膜を用いて

いるために，長期的に腹膜劣化が生じてくる．したが

ってCAPDの継続期間には限界がある．われわれは

その限界をはっきりと把握し，CAPDの中止時期を

患者に明確に示すことが必要となる．現在の透析療法

は選択肢が増えたぶん，われわれ医療者サイドがはっ

きりとその適応を患者に示し，的確なアドバイスを行

ってゆく必要がある．ここではその適応と中止基準に

ついて，最近の知見から述べる．

2 現代の医療情勢と高齢者医療

わが国の国内医療費は年々増加し1999年に初めて

30兆円をこえ，その後2000年4月からの介護保険の

導入により一時減少したものの2001年には再度増加

し30.7兆円，対国民総生産（GDP）の8.5％と推測

されている．今後高齢者の増加に伴い医療費は大幅に

増加することが予測されている1）．

厚生労働省の試算によれば 2007年には医療費は

34.7兆円，2025年には65.6兆円に達するものと予想

している1）．実際のところ，この医療費の予測はあく

まで厚生労働省の試算であり，この費用は常に過大に

喧伝されている．図2に示すように，1995年の厚生

省発表の2025年の年間医療費予測は141兆円であっ

たが，2006年度の厚生省予測では半分以下の65.6兆

円と訂正されていた．1995年度の予測よりも医療費

の伸びははるかに少なく，1997年から2003年の6年

間で総計9％，年平均1.45％の増加にすぎなかった．

したがって，この発表は厚生労働省の医療費抑制のた

めの過大な数値と言わざるをえない．逆に近年医療費

抑制の結果として，医療の質の低下や安全性の低下が

問題となっている．

特に厚生労働省が常に問題としているものに，高齢

者医療費の増大がある．確かに今後の医療費の増加の

ほとんどは75歳以上の後期高齢者の増加に伴うもの

であるが，高齢者医療に費用がかかるのは多くの合併

症，さらに生活能力の低下に伴うことが知られており，
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図1 包括的腎代替療法

最近の考え方ではCAPDとHDは互いに補完しあう療法であり，何時でも互いに移行

することが可能である．また，併用療法も一般的になっている．

図2 厚生労働省発表の2025年の年間医療費の予測金額

発表年度による2025年の医療費予測金額は，年々低額にな

っている．この医療費の予測はあくまで厚生労働省の試算であ

り，この費用は常に過大に喧伝されている．1995年の時点で

の厚生省の予測では2025年度の医療費は，現在の予測の倍以

上の141兆円と発表していた．



これは加齢に伴う変化として避けられないものである．

厚生労働省の調査結果によれば，高齢者の病院受診率

は入院比率で一般患者の5.8倍，外来受診比率で2.7

倍であり，1人あたりの年間医療費は一般患者の約5

倍であることを報告している．このうち特に医療費が

必要となるのは75歳以上の後期高齢者であるが，今

後 20年でこの後期高齢者は 1,200万人から 2,000万

人に増加することが予想され，そのために75歳以上

の後期高齢者医療費は 2007年の 12.2兆円から 2025

年には34.3兆円に増加する予測を発表している1）．

この中で透析医療では，25万人の透析患者に年間1

兆2,000億円の費用がかかっており，毎年約12,000人

の透析患者の増加に伴い約540億円の医療費の増加が

ある．厚生労働省にとってこの透析医療費の抑制は，

今後の医療費抑制のためにも重要な課題となっている．

そのために厚生労働省が目標としているものに，末

期腎不全の原因である糖尿病，高血圧，さらに慢性腎

臓病（CKD）の発症ならびに進展抑制がある．さら

に入院患者の削減による在宅医療の推進があげられる．

病院入院下の血液透析（HD）患者の増加は，最も大

きな医療費用増加の原因となるため，厚生労働省は積

極的に在宅透析を推進している．特に末期腎不全患者

（ESRD）に対して自立を促す意味からも，在宅透析

療法としての腹膜透析（CAPD）の導入を推奨してゆ

くとの政策がある．

3 本邦の末期腎不全医療の現状と問題点

日本透析医学会統計調査委員会の報告によれば，

2006年12月31日現在の本邦の透析患者数は264,473

人，そのうちHD患者数は255,242人（96.5％），一方

PD患者数は9,223人（3.5％），そのうちCAPDを施

行している患者数は9,003人（3.4％）にすぎない2）．

HD患者数は着実に増加しているのに対して，腹膜透

析患者数は1997年の9,062人以後は横ばい状態であ

り，この数年間腹膜透析患者割合はむしろ減少してい

た．今回の調査で若干の増加を見たもののHD患者

数の増加に比較し微々たるものである．また家庭血液

透析を施行している患者数はわずかに147人（0.1％）

であった．

2006年1年間の透析導入患者数は36,373人，一方

年間死亡患者数は24,034人であり，毎年約12,000人

の透析患者数の増加がみられる2）．本邦における透析

患者総数は確実に増加しており，30年前の1975年に

は 13,059人であったものが 2006年には約 20倍の

264,473人まで増加している．このペースで増加して

行くと，2010年には透析患者数は30万人に達するで

あろうといわれており，透析患者数の増加は本邦にお

ける医療費の圧迫の一因ともいわれ重要な問題となっ

ている．

このような透析患者数の増加に伴い現在大きな問題

となっているものに，透析患者の高齢化がある．国民

の高齢化に伴い透析患者の高齢化が急速に進行してお

り，2003年には透析患者の導入時平均年齢は 65.35

歳と65歳以上となった．また透析導入の原因疾患は

本邦でも米国同様に糖尿病の比率が増加しており，

1998年以後糖尿病が透析導入原因疾患の第1位とな

っている．このように高齢透析患者の増加，さらに糖

尿病を原疾患にもつ透析患者の増加は，心血管合併症

や末梢循環不全などの血管合併症を持つ透析患者の増

加を示しており，今後の透析関連医療費の増加の原因

となることが予想される2）．

次に本邦の透析患者の現状を世界の状況と比較して

みる．現在の世界の人口は約63億人であり，そのう

ち末期腎不全患者数は1,681,000人，そのうち血液透

析患者数は1,158,000人（68.9％），一方腹膜透析患者

数は141,000人（8.4％），腎臓移植を受けた患者数は

382,000人（22.7％）と報告されている3）．腎臓移植を

除いた透析患者でのCAPD選択率は10.9％であり，

透析患者の約11％である．したがって本邦の人口は

世界のわずか2％にすぎないのになんと全世界のHD

患者の20％以上を占めている．また世界のCAPD患

者比率は約11％であるが，本邦のCAPD患者はわず

か3％台にすぎない．この数字からも，本邦がいかに

HDの比率が高く，HD患者数の多い国であるのかが

理解できる．

現在世界には230以上の国があるが，そのうち透析

医療が確立している国はわずか122カ国であり，半数

の国では透析医療が十分にうけられない．透析患者数

の100万人あたりの比率（prevalence）で日本は1,890

人であり，2位の米国の1,060人の約2倍となってい

る．この透析患者のprevalenceはGDPに比例して増

加することが報告されており，その国の経済状況が透

析医療に影響を与えていることは明らかと思われる3,4）．
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4 本邦ではなぜHDが圧倒的に多いのか

腹膜透析はその残存腎機能（residualrenalfunc-

tion;RRF）維持の良好な点，心血管系へ優しいこと，

生活の質（qualityoflife;QOL）への良好な影響か

ら，きわめて満足度の高い透析療法であることが知ら

れている5）．当院で行ったHDならびにCAPD患者

へのアンケート調査において，PD患者の満足度は

HD患者よりも良好であった（図3）．また，生命予

後への影響も透析導入後数年間はHDと同等，ある

いはPD導入のほうが良好であるとする論文が多数見

られる6）．それにもかかわらず，本邦の導入比率はな

ぜ圧倒的にHDのほうが高率なのであろうか．それ

には以下のような理由が推測されている．

① 本邦ではHDの成績が良好であり，世界で最

も良好な生存率を示している．

② 本邦にはHD施設が多く，PDで言われている

地理的なメリットが少ない．

③ 本邦では透析医療への患者負担は少なく，金銭

的なメリットもない．

④ 医療保険上入院PDの費用の一部が認められな

いため，CAPD患者の入院が困難．

⑤ 被嚢性腹膜硬化症（EPS）の危険性．

⑥ 腹膜が劣化するために長期のPD継続が困難．

⑦ 医療スタッフの不足（医師，看護師などPDの

専門家が少ない）．

⑧ HDと比較して病院の収益性が悪い．

⑨ 社会的にPDの認識が不十分であり，PDに関

する情報も少ない．

⑩ 患者側の自己管理への不安．

欧米での報告では，保存期からの透析導入教育がき

ちんとなされている施設においては，圧倒的にCAPD

への導入比率が高いことが報告されている7）．近年欧

米でもCAPDの選択率が低下傾向にあることが報告さ

れているが，その原因としてきちんとした患者教育が

行われていない可能性が言われている．また「CAPD

を知っていますか？」という本邦の全腎協での調査で

は，現在HDを行っている患者でCAPDを知ってい
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図3 埼玉医科大学の透析患者に対する満足度調査

（HD50名，CAPD90名）



ると答えた患者は70歳代で20％台，80歳代では10

％にすぎないことが報告されている（図 4）8）．したが

って，本邦では透析導入前の患者への十分なインフォ

ームドコンセントがなされていない可能性もある．こ

れは本邦にはPDの専門家が少なく，CAPDを行うこ

とができる施設が少ないこと，さらにPDに対応でき

る医療スタッフが少ないことが問題であり，CAPD普

及のためには医療スタッフの育成も重要な課題である．

5 CAPDとHDの比較

CAPDはカテーテルを腹腔内に留置して，1日数回

の透析液の交換を行う透析療法である．それに対して，

HDは内シャントを用いて血液を直接ダイアライザー

内に通すことによって浄化を行う透析方法である．表

1にCAPDとHDの特徴の比較を示した．

根本的な違いはCAPDが腹膜という生体膜を利用
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図4 CAPDの認知度

2001年全腎協のアンケート結果より．HDを施行している患者への全国調査．

（文献8より一部改変して引用）

表1 CAPDとHDの比較

腹膜透析（CAPD） 血液透析（HD）

透析膜

透析時間

通院日

透析場所

腹膜

24時間連続，交換は4回/日

1～2回/月

自宅，会社

合成膜

3～5時間/日

2～3回/週

病院，透析クリニック

手術

介助者

カテーテル挿入手術

不要（自己管理）

シャント手術

必要（病院スタッフ）

小分子除去効率

中�大分子除去効率

心循環器への影響

透析時疼痛

血糖上昇

高脂血症

不良

良好

少ない

なし

あり

あり

良好

不良

大きい

穿刺時疼痛

なし

なし

特有の合併症 腹膜炎，ヘルニア，横隔膜交通症，

出口部感染，被嚢性腹膜硬化症

不均衡症候群，Steal症候群，Sore

thumb症候群，シャント感染

社会復帰

入浴

食事制限

良好

制限あり

軽度

不良

透析日以外は制限なし

塩分，水分，K制限



した持続透析療法であり，在宅療法を目的とした透析

方法であることに対し，HDは人工膜を用いた間欠的

な透析方法で，通院加療を基本とする点である1）．し

たがってCAPDはあくまで自己管理が中心となるが，

逆に社会復帰しやすくQOLの改善に優れている．さ

らにCAPDは生体膜を用いた持続透析方法であるた

めに非常に緩徐であり，循環動態の変動も少なく，心

臓血管系への影響が少ない．そのために腎血流を低下

させることもなく，RRFも長期に維持される．RRF

の維持はCAPD患者の生命予後や合併症の発症率に

大きく影響する因子であり，近年透析患者，特に

CAPD患者における RRFの重要性が報告されてい

る10）．

これらの特徴から，末期腎不全患者において透析導

入はまずCAPDで行い，導入後のRRFをできる限り

維持しようとする透析方法が試みられている（PDフ

ァースト）．特に緩徐で心血管系への負荷の少ない

CAPDは高齢者に適しているとの考えから，高齢者

の透析導入を積極的にCAPDで行っている施設も見

られる11）．一方HDは非常に強力な透析方法であり，

尿毒素物質の除去効率に優れており，体液量などの調

節もしやすい．逆に強力であるがゆえに心血管系への

影響が大きく，また不均衡症候群などの合併症も起こ

りやすい12）．

6 CAPDのメリット

先に示したようにCAPDは緩徐な透析であり，24

時間の持続透析療法である．そのためにCAPD特有

の利点を有する．CAPDの利点を身体的，社会的，

さらに精神的な面からわけて，以下に示す．

1） 身体的な利点

① 心血管系に対する負担が少ない．

これはCAPDが24時間を基本とする持続透析療法

であるがゆえの利点といえる．血液透析と比較して循

環動態を変動させないことで，血圧の急激な低下や冠

動脈血流の急激な減少は少ない．またシャントが不要

なために，心臓への負荷も少ない12）．したがって

CAPDのほうが心血管合併症の発症が少ないことが

報告されており，低血圧や狭心症などの合併症を有す

る患者に適している．

② 残存腎機能（RRF）を維持できる．

CAPDの最も重要なメリットとして，透析導入後の

RRFの低下がHDと比較して少ないことが多数報告

されている13）．RRFの重要性に関しては，CANUSA

Studyの結果で生存率に影響する因子がRRFであっ

たこと，さらに ADEMEX Studyや Hong Kong

Studyの結果，腹膜透析の透析量を増加させても生存

率に影響しないことなどからすでに十分認識されてい

る．またRRFの維持されている時期は少ないCAPD

の透析量でも良好な状態が維持できることから，良好

な生活の質（QOL）を維持できることが知られてい

る．

したがって，最初の透析導入はCAPDで行い（PD

ファースト），RRFの低下した時期にはCAPDとHD

の併用療法を行い，さらにHDへ移行していく段階

的治療法を基本としている施設が最近は増加している．

③ 中分子物質（β2ミクログロブリン等）の除去

に優れている．

透析アミロイドーシスや手根管症候群などの合併症

の発症がHDと比較して少ないと言われていたが，

CAPDそのものによる中分子物質の除去はそれほど

大きくはない．むしろRRFの維持による残存腎から

の中分子物質の除去によるものと言われている14）．

④ B型肝炎やC型肝炎などの感染症の合併率が

低い．

⑤ 貧血の合併が少ない．

⑥ 蛋白やK等の食事制限がかるい．

⑦ シャントを必要としない．

⑧ 透析に伴う抗凝固療法を必要としない．

⑨ 生体膜を使用するために生体適合性がよく，ア

レルギーが少ない．

⑩ 不均衡症候群や，血圧低下などの合併症が少な

い．

2） 社会的な利点

① 在宅透析療法であり，月に1～2回の病院通院

ですむ．

② 時間的な束縛が軽く，社会復帰しやすい．

③ 生活の質（QOL）に及ぼす影響が少ない．

3） 精神的な利点

① 自己管理の意識が高まる．

② 高齢者において認知症の進行予防になる．
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7 CAPDのデメリット

CAPDの欠点としては，長期透析に伴う腹膜機能

劣化により，長期間の透析継続が困難なことがある．

CAPDは5～10年を目安に血液透析への移行を考え

る必要がある．また，無理に腹膜透析を継続した場合

に，腹膜の癒着に伴う被嚢性腹膜硬化症（EPS）の合

併が知られている15,16）．そのほかにも，以下のような

欠点が知られている．

① 長期CAPDに伴う腹膜機能劣化．

② 長期継続が困難．

③ 小分子物質の除去効率が悪い．

④ 自己管理に伴う衛生手技が必要．

⑤ 視力低下患者や肢体不自由な患者においては困

難．

⑥ 腰痛や脊椎障害のある患者では，注意が必要．

⑦ 糖質の吸収に伴い，血糖の上昇や糖尿病の増悪

が見られる．

⑧ 低蛋白血症を合併しやすい．

⑨ 高脂血症を合併しやすい．

⑩ 腹膜炎などの腹膜関連合併症がある．

⑪ 被嚢性腹膜硬化症（EPS）がある．

8 残存腎機能維持の重要性とPDファースト

HDに関しては療法として広く知られており，その

導入適応はすべての慢性腎不全患者に対して行われて

いる．現在の透析導入に関して広く認められている考

え方として，RRF維持が良好であるほどその予後は

良い事が知られている17）．そのためにRRF維持の考

え方からまずCAPDに導入をし，RRFの低下した時

期にHDに移行するPDファーストの考えが広く知

られている11）．

RRFの維持は以下のメリットをもつ．

① 透析量に大きく寄与する．

② 水バランスに寄与する．

③ 食事や飲水制限を緩和する．

④ 中分子物質の除去を良好にし，透析アミロイド

ーシスなどの合併症を予防する．

⑤ エリスロポエチンの産生やビタミンDの活性

化などのメリットがある．

⑥ QOLの維持にも大きく影響する．

またHDでは，透析による血圧の低下や除水に伴

う冠血流の低下によって心血管合併症を引き起こす場

合も多く，心血管合併症のある患者ではCAPDの積

極的な適応となる．また，最近高齢者では少ない透析

量でも良好な状態が維持できることから，高齢者の透

析導入はCAPDで行い，できる限り在宅での生活を

維持させようとする考え方もある18）．その場合の導入

方法も，間欠的にCAPDを行い，できる限り良好な

QOLを維持しようとするincrementalPDの導入を

推奨する考え方が広く行われている19）．そのほかに，

HD患者での水分管理や食事管理のできない患者では

CAPDへの移行，あるいは併用を考慮する20,21）．

9 そのほかのCAPD療法選択時の問題点

CAPD療法は積極的な患者である限り，どのよう

な患者においても適応になる．特に積極的にCAPD

への導入を考慮すべき患者を表2に列挙した．しかし

ながらCAPDの特性や，患者の合併症などを考えた

場合，HDをむしろ選択したほうが患者のメリットに

つながる場合は無理にCAPDを選択せずにHDへの

変更を考慮すべきであろう．そのような患者を表3に

列挙した．

またCAPD選択の時に問題となるものに腹部手術

の既往や多発性嚢胞腎（PCK）など特殊な疾患があ

げられる．まず腹部手術の患者では，癒着（イレウス

などの症状がなければ可能）がない限りCAPDは問

題なく可能な場合が多い（特に上腹部の手術では問題

なくほとんど可能である）．また，多発性嚢胞腎の患

者では，骨盤腔容積が保てれば可能な場合が多いが，

かなり巨大な多発性嚢胞腎の場合もあり，腹満感が強

いうえに十分な透析効率が得られない場合もあるため
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表2 CAPD導入に適した患者

1.積極的な適応（positiveselection）

① 十分な自己管理能力がありCAPDを希望する患者

② 残存腎機能のある患者 （PDファースト）

③ 社会復帰を希望する患者

④ 小児

⑤ 自己管理が可能な高齢者

⑥ 腹水貯留患者

2.消極的な適応（negativeselection）

① 良好なブラッドアクセスの作成が困難な患者

② 心機能の低下した患者

③ 血圧が低くHDが困難な患者

④ 血液透析で十分な透析効率の得られない患者

⑤ その他の透析困難症



に，導入にあたっては慎重な検討ときちんとしたイン

フォームドコンセントが必要である22）．

10 透析療法導入時の療法選択における

インフォームドコンセント

腎代替療法としてはHD，PDのほかに腎移植の三

つがある．腎移植については腎提供者がいるかどうか

によって選択が変わってくるため，ここではHDと

PD選択時のインフォームドコンセントについて述べ

る．

当然のことであるが，透析療法の選択にあたっては，

かならずHD，PD，さらに腎移植の三つの療法に関

して十分に利点と欠点を示し，いずれの療法選択も可

能であることを伝える．ただし，移植に関しては腎臓

提供者が必要であること，遺伝因子（HLA）が一致

しない場合は困難であること等をはっきりと伝える．

また透析療法では家族の協力が必要となるために，患

者本人と患者の家族にわかりやすく説明をする必要が

ある．特に各療法の利点ばかりではなく，欠点，合併

症，さらに長期の予後に関しても説明を行う必要があ

る．そのうえで，患者自身の決定に従うことがインフ

ォームドコンセントの基本である．

しかし，患者自身は透析導入に十分な知識がなく，

また短時間で適切な選択を行うには困難な場合が多い．

その場合に適切な導入を行うためには，医療者サイド

が選択療法の選択に際して適切なアドバイスを行って

いく必要がある．また，保存期の早期から定期的な腎

臓病教室などを行い，透析療法に関する教育を定期的

に行っていくことが重要である．

腹膜透析に関しては，RRFの維持，心血管への良

好な影響，QOLの維持，食事制限が少ないなどの利

点から，社会復帰しやすく仕事に従事する患者には適

した透析療法である．しかし，透析液の定期的な交換

が必要であり，勤務先などの確認が必要となる．また，

RRFの低下時にはHDとの併用や，HDへの移行が

必要なこと，さらに無理な継続はEPSなどの重篤な

合併症を引き起こす可能性があることなどをはっきり

と説明する必要がある．

11 CAPD＋HD併用療法

CAPDの重要なメリットとしてRRF維持があるが，

RRFが低下してくるとCAPDだけでは十分な透析量

の維持が困難となる場合がある．特に体格の大きな男

性患者では透析不足となり，溢水状態（体液過剰状態）

が出現したり，貧血が進行してくる場合を経験する．

これはRRFの低下する3～5年目頃に出現してくる．

RRFの低下に対してまず

① 腹腔内貯留液量の増加

② 透析液濃度を増加させ除水量をふやす

③ 透析液交換回数の増加

④ 自動腹膜還流装置（APD）を用いてCCPDへ

変更する

などで対処するが，それでも透析不足と考えられる場

合に週に1回ないし2回の血液透析（HD）を併用す

るCAPD＋HD併用療法が広く行われている20,21）．

CAPD＋HD併用療法は本邦独自の透析療法であり，

透析不足に対して積極的に行われている．また併用療

法はQOLの維持の面からも，積極的に行う価値のあ

る療法である．併用療法を開始する基準として確立し

たものはないが，現在の透析量の目安として Kt/V

weeklyが1.7以上と定義されていることから，Kt/V

weeklyが1.7を維持できない症例，あるいは1.7を

維持しているにもかかわらず，①溢水状態（体液過剰

状態）が見られる患者，②治療抵抗性の貧血が見られ

る患者，③尿毒症症状が見られる患者，④栄養状態が

悪化してくる患者，などに対しては併用療法を積極的

に考慮する必要がある23,24）．

一方併用療法をさけるべき患者として，腹膜劣化が

疑われる症例があげられる．CAPDの中止を考慮す

べき症例では，併用療法よりもHDへの変更を考慮す

べきである．これらについて，以下に記述する．
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表3 CAPD導入をさけたほうがよい患者

（HDに適した患者）

① 十分な腹腔内容積を保てない患者

② 精神障害患者

③ 血糖のコントロールが不十分な糖尿病患者

④ 著明な低蛋白血症患者

⑤ ヘルニアを有する患者（手術後は可能）

⑥ 人工肛門造設患者

⑦ 視力障害患者

⑧ 著しい換気障害のある患者

⑨ 横隔膜欠損のある患者

⑩ 著明な腰痛のある患者

⑪ 易感染性（免疫能低下）の患者

⑫ 良好な衛生環境を保てない患者

⑬ 自己管理能力の不十分な患者

⑭ 体格の良好な男性患者20）



12 RRF維持のための施策

RRFの維持がCAPD患者にとって生命予後や合併

症を規定し，さらにQOLに影響する大きな因子であ

ることは多数報告されている．とすればCAPD患者

にとってRRFを維持することは，最も重要なことで

ある．RRF維持に関する論文は多数報告されており，

この点を詳細に述べるには紙面がたりないためここで

は簡潔に要点のみ記載する．

RRFの低下の原因となるものでは腎毒性物質，す

なわち薬剤の影響が問題となる．したがってRRF維

持のためには腎毒性のある解熱鎮痛薬（NSAID），抗

生物質（アミノグリコシド，バンコマイシンなど），

抗癌剤などの使用は控えるべきである．また使用にあ

たっては，最小限に努めるべきである．また脱水や過

度な血圧の低下は，いずれも腎血流を低下させるため

に注意が必要である．腹膜炎などは多数の抗生物質を

使用するため，さらに脱水や腹膜炎そのものによる影

響で急激に腎機能を悪化させることがある．同様に感

染や過労などもRRF低下の原因となる．またHDの

併用も，腎血流をおとすためにRRFの低下の原因と

なる可能性がある．最近の報告では酸性透析液の使用

はRRFを低下させ，中性透析液はRRFの保持によ

り生命予後を改善させるとの報告もある25,26）．また食

事についても蛋白制限食のほうがRRF維持の効果が

あるとの報告が散見されるが，明らかなエビデンスは

証明されていない．

薬剤や透析液の改良によるRRF維持の試みは多数

行われているが，いずれも実験レベルのものである．

最近われわれも降圧薬のアンジオテンシン受容体拮抗

薬（ARB）にはRRF維持の効果があることを報告し

ている27）．しかしARBやアンジオテンシン変換酵素

阻害薬（ACEI）は，腎機能の低下した状態での使用

は一過性の腎機能低下を引き起こす可能性もあり，少

量から注意深く開始する必要がある27）．

13 CAPDの中止基準

本邦においてCAPDを中止すべき基準は未だ確立

していない．現在日本透析医学会のガイドライン作成

委員会において議論されており，近年中に基本原案が

発表される予定である．また世界的にも中止基準とし

て明確なものはない．CAPD中止の基準が必要な理由

として，腹膜劣化が腹膜癒着を伴う重篤な合併症であ

る被嚢性腹膜硬化症（encapsulatingperitonealscle-

rosis;EPS）の原因となるためであり，EPS予防の

ためのCAPD中止基準として考案されてきた歴史が

ある28～30）．

これまでの中止基準として厚生省長期慢性疾患総合

研究事業慢性腎不全研究班（CAPD療法の評価と適

応に関する研究班）が1997年に報告した「硬化性被

嚢性腹膜炎（sclerosingencapsulatingperitonitis;

SEP）診断・治療指針（案）」の中で，「SEP（EPS）

予防のためのCAPD中止基準指針」が広く用いられ

ている28～30）．その中では危険兆候の大症状として除水

不全をあげ，その他，小症状の一つとして，腹膜平衡

試験（PET）でhighが示されている．当時本邦での

臨床経験に基づき策案されたものであるが，その内容

は現在でも十分通用するものである．除水不全の定義

として「2.5％ の透析液 8Lを用いて 1日除水量 500

ml以下」と定義されている．

しかし，近年icodextrinが開発されたことによっ

て，腹膜機能の低下した患者においても除水コントロ

ールが可能となった．それでは，このような患者では

どのように除水不全を判断すべきなのであろうか．国

際腹膜透析学会（ISPD）では，除水不全の定義とし

てmodifiedPETによる除水量での判断を推奨して

いる31）．これは4.25％ ブドウ糖のCAPD液（2L）の

貯留によって4時間での除水が400ml以下を除水不

全と定義している．

さらに腹膜劣化の指標として広く用いられているも

のに，PETでhighの基準が用いられている．PET

自体個人差があるために絶対的な指標とはなりにくい

が，急激にD/Pクレアチニン（D/PCr）4時間値の

上昇する症例や，D/PCr4時間値が0.81以上の症例

では中止を考慮すべきと考える．したがって腹膜機能

の低下が考えられる患者では，腹膜機能を把握するた

めに，最低1年に1回は腹膜平衡試験（PET）を施

行すべきである32）．さらに「硬化性被嚢性腹膜炎

（sclerosingencapsulatingperitonitis;SEP）診断・

治療指針（案）」では，長期PD療法（8年以上）を

EPS発症危険因子にあげている28～30）．

Kawanishiらが報告したEPSとPD期間との検討

は，PD施行期間が3年，5年，8年，10年，15年，

15年以上の群で，発症頻度は，それぞれ0％，0.7％，

CAPDのメリット・デメリット 385



2.1％，5.9％，5.8％，17.2％であった33）．PD療法の

長期化とEPS発症との関連は明らかであるが，これ

についても個人差が大きいために，明確に 8年で

CAPDを中止するとの基準を決めることは困難であ

ろう．野本ら28～30）の報告に示された，8年目以後，

PETでhighの中止基準は現在のところは最も妥当な

基準と思われるが，中止の決定についてはほかの検査

と併せて総合的に判断すべきであろう．また，腹膜の

石灰化，あるいは血性腹水は，EPSの病期分類です

でにEPS発症前期と考えられるために，これらの症

状が認められる場合には早期のCAPDの中止を考慮

すべきである．そのほかの腹膜中皮細胞診，種々のマ

ーカーに関しては，いずれも明確なエビデンスは示さ

れていないため，現状では参考所見と考えるべきであ

ろう15,16）．

14 2006年の本邦のEPSガイドラインに基づく

CAPD継続の指針

これまでの多くの報告を基に，2006年に本邦の

EPSと治療指針が報告された．それに基づく中止の

アルゴリズムを図5に示す15）．

この指針ではCAPD 2年目以上の症例では，腹膜

平衡試験（PET）を行い腹膜機能の変化をチェック

する．原則として最低1年に1回はPETを行う必要

がある．そして腹膜機能の急激な変化（D/PCrの上

昇），あるいは繰り返す腹膜炎などの所見が認められ

る症例では腹膜透過性の急激な亢進が見られることを

考慮し，CAPDの中止を考える必要がある．CAPD

の中止は8年を目安として考えるべきであるが，以下

の場合にはCAPDを継続する．その条件は

① 安定したD/PCrの状態であり，さらにPET

の結果がlow，low average，さらにhighaver-

ageのいずれかであること

② 高張透析液の頻回利用ではないこと

③ 良好な状態であり，食欲も十分にあること，さ

らに安定した体重であり，水分過剰の所見が見ら

れないこと

④ 持続的なCRPの上昇が見られないこと

⑤ きちんとしたインフォームドコンセントを行い，

患者の了解が得られていること

⑥ 腹膜炎を繰り返し起こしてはいないこと

で，これらの条件を満たす患者においてのみCAPD

の継続を考慮するとしている．

この指針の重要な点は，早期に腹膜透過性の亢進を

鑑別し，そのような症例においては腹膜透析からの離

脱を考慮すべきとしており，これが現在のEPS予防

を前提としたCAPD中止の統一した見解と言える．
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図5 被嚢性腹膜硬化症（EPS）回避にむけた腹膜透析（PD）の治療戦略

（文献15より一部改変して引用）

† PD中止についての意思決定は，腹膜炎既往歴に加え透過性亢進，HDへの移行可能性
（アクセス，心臓血管系の状況）と心理的社会的要因を考慮して行われる必要がある．

EPSを疑わせる臨床症状の兆候が見られた場合，必ずエコー，CT等
腹腔内情報が得られる技術を用いて診断する
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下記の条件が整っている患者は8年以上の治療期間があってもPD継続は可能†

● 安定したD/PCr，とlow，lowaverageorhighaverageカテゴリー
●高濃度腹膜透析液の頻回使用を必要としない
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15 おわりに

透析導入時の透析療法の選択と中止の基準に関して，

これまでの報告を中心に示した．透析療法の選択にあ

たっては，あくまで患者の立場になり，長期予後と合

併症の発症予防，さらにQOLの維持を中心に考える

必要がある．そのためにもRRFの維持はきわめて重

要なポイントであり，透析導入の際にPDファースト

は十分考慮して良い透析導入方法と言える．
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要 旨

今回われわれは体内微量元素のうち亜鉛の動態に注

目し，当院の透析患者を対象に血清亜鉛を測定し，種々

の検討を行った．まず，維持透析患者は健常人に比べ

て血清亜鉛濃度が低いとの報告が多いが，われわれの

検討では，透析患者125名の平均血清亜鉛濃度は84.7

±13.1μg/dLであり，健常人（当院職員20名）の平

均血清亜鉛濃度81.21μg/dLと有意な差は認めなかっ

た．次に，透析治療による血清亜鉛の変化について検

討したところ，透析前で84.71±14.2μg/dL，透析後

で93.91±18.4μg/dLと，有意に上昇していた．この

上昇率は年齢・性・透析歴・糖尿病などの有無では差

がなかったものの，興味深いことにダイアライザーに

て大きく異なり，上昇率は，EVAL膜＜polysulfone

＜celluloseと，一般に生体適合性が高いといわれて

いるダイアライザーにおいて，血清亜鉛上昇率は有意

に高かった．また，透析患者のうち，亜鉛欠乏と思わ

れる患者に対しポラプレジンクにて亜鉛補充療法を行

ったところ，血清亜鉛濃度は投与後に有意に上昇した．

1 はじめに

体内微量元素とは，生体に不可欠な元素で，かつ生

体内の存在が 0.01％（100ppm以下）のものと定義

される．このうち亜鉛は，鉄や銅などとともに生体内

必須微量元素と呼ばれ，核酸・蛋白・糖・脂質代謝や

DNA・RNAの合成に関与している．人体には鉄に

次いで2番目に多く含まれ，その量は1.4～2.3gとい

われている．98％が細胞内に，2％が細胞外に存在し，

血中では正常pHの下ではほとんどが蛋白に結合して

いる．組織内の分布は，骨や筋肉，また血球・皮膚・

毛髪に存在している．亜鉛の1日あたりの必要量は

70～80μg/kg体重であり，通常は食物から摂取可能

で，経口摂取した亜鉛の約40％が小腸から吸収され，

排泄経路としては90％が糞便中に，10％が尿中に排

泄される1）．血清亜鉛の基準値については報告により

大きな差があり，健常人の平均値は 50～140μg/dL

（原子吸光法）との幅がある．

その欠乏は，貧血・皮膚症状・下痢・褥瘡の発症・

治癒遅延・食欲不振・味覚障害・味覚異常・臭覚障害・

舌炎様症状・精神症状を来たし，また成長や性腺機能

の発達障害を生じるという報告もある2）．亜鉛の過剰

摂取については，1日必要量の10倍程度までは長期

投与でも安全であると報告されている3）．また，大量

摂取により，腸管からの吸収が拮抗し，それぞれ2価

の金属である鉄や銅の欠乏を招くとの報告もある5）．

透析患者においては，血清亜鉛は健常人に比べて低

下しているという報告があり6～8），その原因として腸

管からの吸収障害，組織内の分布不均等，酸塩基平衡

（アシドーシスにより，血清の亜鉛が赤血球内に移動

するという報告がある1,9））などが言われている．ま

た，亜鉛不足による食欲の低下が，結果的に栄養障害
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の原因の一つであるとの報告もある4）．

加えて，溶質と水分の除去・酸塩基平衡の変化を人

工的に頻回に行う血液透析治療において，体内微量元

素の動態に関する報告はきわめて少ない．透析後の血

清亜鉛が増加するとの報告があり10），この機序につい

てはいくつかの説があるものの，明確なものはない．

2 当院透析患者における血清亜鉛濃度

当院の透析患者における血清亜鉛濃度を測定し，種々

のパラメータによる差異について検討した．方法とし

ては，当院の透析患者 125名（平均年齢 59.8±12.0

歳）に文書による同意を得た後に，透析前後に回路よ

り血液を採取し，BML社にて原子吸光法で血清亜鉛

濃度を測定した．

結果は，透析患者の透析前の平均血清亜鉛濃度は

84.71μg/dLと，これまでの報告の範囲内にあった．

一方，健常人（職員20名の随時採血，平均年齢37.8

歳）の平均亜鉛濃度は81.26μg/dLであり，当院の

透析患者においては健常人と比較して差は認めなかっ

た．以下，各種因子と血清亜鉛濃度の関係について示

す．

① 年齢については，当院透析患者において，年齢

と血清亜鉛濃度は，R＝0.0234と相関は認めなか

った（図 1）．また，男女差においても，男性平

均85.8μg/dL，女性平均82.4μg/dLと有意差は

見られなかった．

② 透析歴については，これまで透析歴が長くなる

につれ血清亜鉛が上昇するという報告もあるが11），

今回のわれわれの検討では，透析歴と血清亜鉛濃

度に相関は見られなかった（図2）．

③ 血清亜鉛濃度は日内変動が知られており，午前

より午後は低値となるが，透析患者ではその変動

幅が低いとの報告がある1）．今回のわれわれの検

討では，採血時間による差はなかった．また，血

液中の亜鉛は蛋白結合しているため，HDFによ

るアルブミンの喪失が，血液透析と比較し血清亜

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.3 2007390

図1 血清亜鉛と年齢の関係

図2 血清亜鉛と透析年数の関係



鉛濃度に影響するかを検討したが，HDFと血液

透析の間に有意な差は見られなかった．

④ 亜鉛の欠乏は貧血の一要因であるといわれてい

る．今回のわれわれの検討では，血清亜鉛とHb

値にはr＝0.26と弱い正の相関が見られた（図3）．

また，栄養状態については，血清亜鉛値とアルブ

ミン値の間には正の相関（r＝0.29）が見られた

（図4）．

⑤ 薬剤の影響に関しては，鉄・マグネシウム投与

群と非投与群に血清亜鉛濃度の有意な差はなく，

また，カルシウム製剤有無の影響もみられなかっ

たため，治療の範囲内であれば，影響を及ぼさな

いと思われる．

3 透析治療中の亜鉛上昇率とダイアライザーの

膜素材

前述のように，血液透析治療により血清亜鉛は増加

するとの過去の報告がいくつか見られたため，今回わ

れわれも透析前後の血清亜鉛濃度の変化を検討した．

総患者の透析前後では，透析前の血清亜鉛の平均値

84.7μg/dLから透析後93.2μg/dLと増加した（上昇

率10.8％，p＝0.000019）．これらの上昇を，表1に示

すように，ダイアライザーの膜素材別に解析したとこ

ろ，上昇率は，EVAL膜（＋4.7％）＜polysulfone

（＋10.1％）＜cellulose（＋15.5％）と，一般に生体適

合性の高いといわれているダイアライザーにおいて血
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図3 血清亜鉛とヘモグロビン値の関係

図4 血清亜鉛とアルブミン値の関係

表1 ダイアライザー膜素材による血清亜鉛増加率

素材 n数 亜鉛（前）
（μg/dL）

亜鉛（後）
（μg/dL）

増加率
（％） P-Value

全体平均

セルロース

ポリスルホン

エバール

155

30

96

11

84.71±14.2

81.68±12.8

85.88±14.1

82.54±15.5

93.91±18.4

94.36±19.0

94.60±18.8

86.45±13.8

10.8

15.5

10.1

4.7

P＝0.000019

P＝0.0093

P＝0.0006

P＝0.458



清亜鉛上昇率は有意に高かった．これらの機序につい

て，以下若干の考察を行った．

透析による患者の血清亜鉛上昇の機序は，除水によ

る血液濃縮のほかに，透析液から血液側への移動，細

胞内から血中への移動，などが考えられる．まず，血

液濃縮については，図5に示すように，透析前後の血

清総蛋白（TP）の変化率と亜鉛の変化率の関連を検

討したが，傾向は見られるものの相関はなく，透析に

よる血清亜鉛の増加は血液濃縮だけでは説明できない

と考えられる．

次に，透析液と血液間の亜鉛の移動であるが，当院

の透析液の亜鉛濃度は測定感度以下であり，また透析

2時間目の廃液中の血清亜鉛濃度も検出限界以下であ

ったことより，透析膜を介しての亜鉛の移動はないも

のと思われる．

亜鉛の細胞内と血中の移動についてであるが，透析

治療中には赤血球と血清間の亜鉛の移動が存在し，前

述のようにアルカローシスにより赤血球内から血清へ

亜鉛が移動するという報告もあり1,9），透析による酸

塩基平衡の是正によって赤血球内の亜鉛が血中に移行

し，結果として血清亜鉛の上昇につながる可能性があ

る．また，前述のように，透析膜素材の種類によって

亜鉛上昇率が異なることより，ダイアライザー膜によ

る赤血球へのダメージの差異も推測される．ただし，

今回のこれら仮説の証明には赤血球内の亜鉛の定量が

必須である．技術的には十分可能で，過去には測定し

ていた業者もあったが，現在は存在せず今後測定の実

現化が待たれる．

4 血清亜鉛低値透析患者に対する補充療法

亜鉛欠乏の明確な定義はないが，文献的に，①血清

亜鉛値が70μg/dL以下，あるいは，②ほかに原因が

考えにくい味覚異常・皮膚変化などの亜鉛欠乏を強く

疑う症状3），を有する患者を今回は亜鉛欠乏者とした．

これらのうち，今回適切なインフォームド・コンセン

トを得た透析患者31名を対象とし，亜鉛補充療法を
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図5 血清亜鉛増加率と血清総蛋白増加率

図6 ポラプレジンク投与後の血清亜鉛値



行った．

方法としては，ポラプレジンク（プロマックTM，

ゼリア）の経口投与とした．ポラプレジンクは抗胃潰

瘍として保険適用とされている薬剤であるが，一部の

都道府県では，亜鉛欠乏症の治療への投与が認められ

ている．上記の亜鉛欠乏が疑われる患者にポラプレジ

ンク150mg（亜鉛として34mg）を投与したところ，

血清亜鉛濃度は，投与前69.7μg/dLから投与1カ月

で85.4μg/dLと，有意に上昇した（図 6）．亜鉛欠乏

の是正によるHb値の変化は，今回の検討では見られ

なかった．これはエリスロポイエチン・鉄製剤の調整

という修飾が加わったことが考えられた．しかし，投

与1カ月目の患者へのアンケート調査では，有意差は

得られなかったものの，食欲増進や疲労回復促進など

の意見が得られ，亜鉛補充によるADL改善効果の可

能性も示唆された．

5 まとめ

亜鉛は98％が細胞内にあり，血清亜鉛濃度がその

まま生体の亜鉛総量を反映しているのかの問題は残さ

れるが，現実に血清亜鉛定量は簡便で非侵襲的に，亜

鉛の動態の指標となりうる可能性がある．実際に，今

回のわれわれの検討では，透析患者と健常人において

血清亜鉛濃度に差はなかったものの，薬剤による補充

にて血清亜鉛の上昇が認められた．また，本稿で強調

したい点として，透析治療による血清亜鉛の細胞�血

中間の動態をあげたい．冒頭に述べたように，人工的

に種々の物質と水分の除去，また酸塩基平衡の是正を

頻回に行う血液透析治療において，赤血球を含む細胞

と血液間の，微量元素の移動や赤血球膜に対するスト

レスも含め，体内微量元素の動態に関するさらなる研

究が期待される．
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要 旨

1990年代に，尿管芽を大網に移植することにより

腎臓が発生することが示され，また，骨髄由来幹細胞

がlinage（細胞の系列）を超えて様々な臓器に分化

すること，および障害を受けた臓器の再生にこれらの

骨髄幹細胞が応用可能である可能性を示す報告が出さ

れ，腎再生医療の可能性についての探索研究が開始さ

れた．腎臓の再生に関する研究は，動物の急性腎炎モ

デルや急性腎不全モデルを使用して，主に骨髄幹細胞，

腎臓幹細胞，胎児由来幹細胞（ES細胞）を使って行

われてきた．骨髄幹細胞は造血幹細胞，間葉系幹細胞，

内皮前駆細胞の3種類の細胞系からなり，骨髄細胞全

体として投与するか，それぞれの細胞を単離培養して

投与して検討されてきた．2000年ごろには，これら

の幹細胞が，腎臓固有の細胞である尿細管細胞や糸球

体のメサンギウム細胞，内皮細胞，さらには糸球体の

ポドサイトにまで分化転換（transdifferentiation）

するのではないかといわれたが，実際に細胞の系列を

超えて細胞が分化転換したかどうかはいまだ明確にさ

れていない場合が多い．最近の報告では，幹細胞を急

性期病変に対して投与すると，組織修復が早くなり，

腎機能も改善するが，幹細胞が尿細管細胞などに分化

転換することは少ないのではないかと考えられている．

また，間葉系幹細胞を培養した上清を急性腎不全ラッ

トに投与することで修復が促進されたことから，幹細

胞は直接には障害組織に影響をあたえず，むしろ幹細

胞が分泌する因子により，組織修復が促進するのでは

ないかとも考えられる．腎臓内の成体幹細胞は近位尿

細管S3部位，ボーマン嚢，乳頭部などでの存在が報

告されており，組織修復にどのように関与するかにつ

いての今後の研究が期待される．ES細胞は腎臓に投

与すると奇形腫を形成するため，現在のところ使用は

困難である．今後，幹細胞から分泌される液性因子の

同定と腎幹細胞の同定と機能解析が待たれる．

はじめに

腎臓を単独で再生することは不可能であると考えら

れていた．1998年に，Rogers1）によって発生途中の

ラットの中腎の尿管芽となる部分を摘出して，大網に

移植することにより，腎臓が形成されたという報告は

大きな衝撃であった．この腎臓は1/10程度の大きさ

であり，糸球体濾過量は1/100ぐらいしかないが，

尿管も腎臓から生えてきており，尿管を接続すると尿

が出てくることが確認された．胎児より組織をとるこ

とが倫理的には許されないこと，尿量を得るには10

個程度の移植が必要であること，同種移植でも限られ

た期間に移植しないと拒絶されることなど問題は多い

が，将来異種移植を応用することにより，腎臓を作る

ことの可能性を示した先駆的な研究であった．

2000年前後には幹細胞を使用した細胞移植による

治療が試みられた．・Turningbrainintoheart・と

いう題名の神経幹細胞が造血幹細胞に変化するという

Bjornsonら2）の論文がScienceに掲載され，再生医療
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の可能性として大きく取り上げられた．これは，内胚

葉系，間葉系，外胚葉系といった胚葉の壁（細胞の系

列）を超えた分化は起こらないとされてきた常識を打

ち破るものである．骨髄由来幹細胞がlinage（細胞

の系列）を超えて様々な臓器に分化すること，および

障害を受けた臓器の再生にこれらの骨髄幹細胞が応用

可能である可能性を示す驚くべき報告であり，この後，

その可能性についての探索研究が多くの分野で開始さ

れた．

同じ年にPittenger3）は骨髄の中にある間葉系幹細

胞が骨細胞，軟骨細胞，脂肪細胞へとinvitro培養

系で分化することを報告した．間葉系幹細胞は筋肉，

心臓，肝臓，神経，肺，胃腸などの上皮系細胞へ分化

することが報告され，治療への応用の可能性が示され

た．この間葉系幹細胞こそ多分化能を示し，最も注目

されている幹細胞である．Jiangら4）による胚胞盤へ

の注入や静脈内への投与により，多くの細胞に分化す

ることが示され，当時この多分化能の存在は決定的と

も思われた．

1 腎臓再生の方法

急性腎不全や急性腎炎は激しい組織変化があるにも

かかわらず，多くの場合ほぼ完全に修復されることも

あり，この過程における幹細胞の関与に関して検討が

行われてきた．図1に腎臓再生に関してこれまで試み

られてきた手段を示す．幹細胞を使用する方法として，

ES細胞，骨髄幹細胞（造血幹細胞，間葉系幹細胞，

内皮前駆細胞），そして，腎固有の幹細胞がある．ま

た，臓器再生の場所は，invivo，exvivoで行われ

ている．

2 骨髄幹細胞は腎細胞に分化するか

骨髄細胞が胚葉の壁を越えた分化転換をするという

可能性に，腎臓研究者もチャレンジしてきた．男性の

移植患者において，移植された女性の腎臓に自己の骨

髄細胞が腎細胞に直接分化転換することをinvivoで

証明する実験が行われた．Poulsomら5）は，雄性マウ

スに移植した雌性マウスの腎臓を観察することにより，

4～8％の細胞がオスの細胞によって置き換わってい

ることを示し，さらにこのような現象は人の腎移植で

も起こっていることが報告された．

3 糸球体腎炎の修復における骨髄幹細胞の役割

今澤ら6）はマウスに，greenfluorescenceprotein

（GFP）遺伝子を発現するマウスの骨髄移植を行い，

糸球体のメサンギウム領域にGFP陽性でメサンギウ

ム細胞のマーカーであるdesmin陽性細胞が次第に増

加していくことを見出し，骨髄細胞がメサンギウム細

胞へと変換する可能性を示した．自己修復を示す実験

腎炎にどれぐらい骨髄幹細胞が使われているかは，興

味深い問題である．

伊藤ら7）はGFPでラベルされた骨髄細胞をラット

腎再生医療の現状と展望 395

図1 腎臓再生医療の方法

（LittleMH:JAm SocNephrol,17;2390�2401,2006より改変）



に移植したのち，Thy1腎炎を起こして，その修復を

見る実験を行った．この実験では，同種移植された骨

髄細胞が，糸球体腎炎の修復過程でメサンギウム細胞

へと形質を転換し，修復に使用されていることがわか

った．また，鈴木ら8）は骨髄細胞をIV型コラーゲン

存在下で培養し，PDGFとretinoicacid存在下で，

メサンギウム細胞にinvitroで分化することを報告

した．

Liら9），およびRookmaakerら10）は，やはりThy1

腎炎モデルラットで，骨髄細胞はメサンギウム細胞だ

けでなく，糸球体内皮細胞へも分化することを報告し

ている．内村ら11）は，骨髄の内皮前駆細胞をThy1腎

炎モデルラットに静注することにより内皮障害が軽減

し，腎障害が軽度に止まることを示した．この原因と

して，内皮前駆細胞が分泌するVEGFが糸球体の修

復に有効であったのではないかと推測している．しか

し，これらの幹細胞は糸球体の中の細胞の数％を占

めるに過ぎず，形質転換で修復されると説明するには

無理がある．

4 急性腎不全の修復と骨髄幹細胞

急性腎不全の修復機序と幹細胞の関係を図2に示す．

Poulsomら5）は骨髄細胞が尿細管細胞にも形質転換

し，腎障害後の再生に関与することを提唱した．雄ラ

ットの骨髄細胞をメスに移植すると腎尿細管細胞の約

8％がY染色体を持つ細胞になる．その後，Linら12）

によって，造血幹細胞の一部（Lin-Sac-1＋ckit＋細

胞）が虚血再潅流後の尿細管の再生に関与することが

示された．Guptaら13）も骨髄細胞が尿細管細胞の修

復に関して，その1％が形質転換し尿細管になること

を示した．しかし，骨髄細胞が急性腎不全による尿細

管の修復に分化転換して関与するのはせいぜい数％

である．しかも，この細胞の形質転換は腎臓固有細胞

のマーカーと骨髄細胞の発現する Y染色体または

GFP蛋白の2重染色による共発現による証明しか行

われておらず，証拠としてはやや不足する．

これに対して，急性腎不全における尿細管修復にお

いて，骨髄幹細胞は分化転換にはほとんど，あるいは
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図2 急性腎不全の発症と幹細胞による修復

急性腎不全による障害を受けた尿細管細胞はアポトーシスなどにより尿細管基底膜より

脱落する．血管内皮細胞も傷害を受け，剥がれ落ちる．I.骨髄より間葉系細胞が腎臓の間

質に遊走し，尿細管前駆細胞を保護する．II.間質に遊走した間葉系細胞は残存する尿細管

細胞の脱分化，増殖を刺激し，尿細管の修復を促進する．尿細管の修復の90％は尿細管

細胞の増殖，遊走による．一方，骨髄の間葉系幹細胞は尿細管細胞に分化する可能性もあ

るがその割合は多く見積もっても10％以下である．III.間葉系幹細胞は血管内皮細胞に分

化し，脱落した内皮細胞を修復するとともに腎髄質の血流を回復する．（文献28より引用）



まったく関与していないという報告が 2005年から

2006年に相次いだ．

Togelら14）は，培養間葉系幹細胞（mesenchymal

stem cell;MSC）を虚血再潅流モデルに経静脈的に

投与することにより，腎機能が改善することを報告し

ているが，このモデルにおいて投与したMSCが最初

は腎臓に認められるものの，24時間以内に腎臓より

消失し，その後3日目においても腎臓には検出できな

かったと報告している．

Duffieldら15）は，GFP陽性またはβ-galを発現する

骨髄細胞あるいはY染色体を持つ骨髄細胞を移植す

るだけでは，骨髄細胞は尿細管細胞へと分化転換する

ことはないと主張した．また，虚血再潅流2時間後に

MSCを投与することで，腎機能が改善し，傷害され

た腎臓の組織回復を早めるが，この過程において

MSCが尿細管細胞や血管内皮細胞への分化転換は認

められなかった．経静脈的に投与されたMSCは，投

与後8時間までは腎臓に存在するが，24時間後には

腎臓から消失している．この結果は，骨髄幹細胞の腎

細胞への分化転換が起こると考えてきた研究者と鋭く

対立するものである．しかし，この論文では，腎臓の

幹細胞の存在の可能性を否定するものではない．

Linら12）は，骨髄幹細胞が腎臓の細胞になることを

示しつつも，虚血再潅流傷害による腎臓の修復には骨

髄由来幹細胞はあまり関係せず，腎臓の幹細胞が関連

しているのではないかと述べている．

また，骨髄由来間葉系細胞の多分化能に関しては，

肝臓などで見られる注入した幹細胞と肝細胞との細胞

融合の可能性もあり，その多分化能に関して疑問を呈

する研究者もある．細胞融合の可能性を除くためには

細胞の染色体数を数えることも必要である．しかしな

がら，ある場合には，融合した幹細胞が減数分裂する

こともあるため16），細胞融合の可能性を否定すること

はきわめて困難である．

最近，腎臓の修復にMSCは不要であると，明確に

証明する論文が発表された．

Biら17）は，MSCの培養上清をcisplatinによる腎障

害マウスに投与することにより，腎機能が改善し，死

亡率が低下したと報告している．この結果は，MSC

が直接障害組織に関与するのではなく，なんらかの液

性因子を分泌することにより尿細管細胞の修復に当た

っていることを示唆する．すなわち，尿細管修復能を

もつ液性因子の組み合わせを見出せば，骨髄幹細胞を

投与する必要はなく，急性腎不全から回復させること

ができる可能性を示すものである．この培養上清は，

どのように効くのであろうか．傷害された尿細管細胞

はおそらく，なんらかのサイトカインを出し，シグナ

ルとして骨髄へ伝える．骨髄からは幹細胞が遊離し，

血中に出てきて，障害腎へと遊走する．遊走してきた

骨髄細胞は，直接分化転換するのではなく，なんらか

の液性因子を出して腎幹細胞，あるいは腎尿細管細胞

を増殖させ，修復する．また，MSCは骨髄から直接

腎臓の修復に当たる因子を出す可能性もある．

骨髄細胞が障害腎の修復を促進するのは，免疫抑制

作用があることも一因である18）．MSCの免疫抑制作

用には以下のような作用がある．①dendriticcellの

成熟抑制，②T細胞の活性抑制，③抑制性T細胞の

増殖，④抗体産生抑制，⑤NK細胞抑制．MSCは

MHCクラスII抗原を発現しておらず，また，T細胞

の副刺激となるCD80やCD86を発現していない．

このため，注入されたMSCはNK細胞を刺激するこ

となく組織に存在することができる．また，T細胞を

活性化させることは少ない．MSCはT細胞と接触す

ることにより，IL-12産生を抑制する．MSCは活性

化した T細胞の IL-2の産生抑制と IL-2受容体のダ

ウンレギュレーションを起こす．

MSCの産生する液性因子は炎症を抑制するものが

多い．MSCは肝細胞増殖因子（HGF），IL-10，プロ

スタグランディンE2を産生することが報告されてお

り，T細胞の抑制とTregの増殖を促進する．プロス

タグランディンE2はB細胞の抑制とTregの増殖を

促進する．急性糸球体腎炎や急性尿細管壊死では，炎

症細胞の浸潤があり，MSCが産生する液性因子がこ

れらの炎症を起こすT細胞，B細胞，dendriticcell

を抑制し，過剰な炎症を抑制して，組織修復の促進に

つながる可能性がある．

5 腎臓幹細胞は存在するか

腎臓の幹細胞に関しても様々な研究が行われてきた．

幹細胞は分裂せずに静止期にあることが多く，BrDU

で細胞を短時間ラベルすると細胞は長期間BrDUで

ラベルされる．分裂の盛んな細胞ではBrDUが細胞

から消えてしまうが，細胞増殖の遅い細胞，labelre-

tainingcell（LRC）では数週間から数カ月に渡って
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BrDUを検出することができる．

Oliverら19）は生後 2週のラットの腎乳頭部に存在

する，BrDUを長期に維持する細胞を見つけ出した．

この細胞を培養すると，球状になり，かつ単離細胞を

クローン培養すると，間葉系細胞，上皮細胞，神経細

胞のマーカーを発現することが示され，幹細胞の特徴

を有することが証明されている．前島ら20）は，同様に

BrDUでラベルすることにより，近位尿細管と遠位

尿細管に長期BrDUが残る細胞があることを報告し

ている．また，彼らはこの細胞を器官培養した腎臓へ

注入することにより，近位尿細管や遠位尿細管へ分化

することを示した．

喜多村ら21）は，マイクロダイセクション法で採取し

たネフロンの各セグメントを培養し，自己増殖する細

胞をさらに単離培養し，近位尿細管S3セグメントか

ら単離できた細胞をRks56細胞と名づけた．この細

胞は，不均等分裂し，多分化能を有し，虚血再潅流障

害を受けた腎臓の尿細管に分化する．Guptaら13）も

Oct-4陽性，Pax-2陽性の細胞を腎臓より単離した．

この細胞を正常のラットに静注すると尿細管細胞に分

化する．また，虚血再潅流モデルに静注するとやはり

腎機能が改善することを示した．Dekelら22）も幹細胞

の表面マーカーであるSca-1の抗体を付けたマイクロ

ビーズで腎臓の組織からSca-1＋細胞を単離した．こ

の細胞は，腎臓の髄質索に存在し，虚血再潅流障害を

軽減するため，腎臓の幹細胞である可能性を示す．

CD133は生体幹細胞のマーカーであり，CD24は

人の幹細胞のマーカーである．この両者を有する細胞

が腎臓の糸球体ボーマン嚢に存在する23）．CD133＋

CD24＋ 細胞は幹細胞に特異的に発現する転写因子

Oct-4とBmI-1も発現している．この細胞は多分化

能を持ち，尿細管細胞や骨芽細胞や脂肪細胞になる．

この細胞を，グリセロール静注で作ったマウスの急性

腎不全モデルに静脈内投与すると，尿細管細胞の修復

と腎機能の改善を認めたと報告している．ボーマン嚢

にこのような多分化能の細胞が存在することは，腎炎

などの障害腎の病理組織からは考えにくいが，今後追

試がなされ，確認されることを期待したい．

幹細胞にはトランスポーターであるATPbinding

cassette（ABC）が高度に発現しており，異物を外に

排泄することが活発に行われている．この性格を利用

して，DNA染色液（Hoechst33342）で染色して染

まらない細胞を幹細胞を含む細胞群として集めて

（sidepopulationcells;SP細胞），その機能が解析

されている．

岩谷ら24）は，腎臓にあるSP細胞を集めて，ほかの

ラットに静注する事により，腎臓のSP細胞が肝臓や

筋肉の細胞になる可能性を示した．しかしながら，こ

のSP細胞は腎臓の尿細管細胞や糸球体細胞に集積す

ることも，分化転換することもなかった．菱川ら25）も，

SP細胞は尿細管細胞への分化は示さないが，cisplatin

による急性腎不全からの回復を早めるとの報告をして

いる．現在のところ，SP細胞は様々な細胞のミック

スであり，腎臓の修復に役立つ機能を持つ細胞を同定

することはできていない．

6 ES細胞の応用は可能か

ES細胞は本来すべての細胞に分化可能な胎児由来

の細胞であり，この細胞を使用することで，どのよう

な臓器の修復も可能なはずであるが，実際にはES細

胞の分化をコントロールすることができないために，

注入された臓器で奇形腫を形成してしまう．小林ら26）

は腎臓にES細胞を注入した場合にも奇形腫が形成さ

れるが，Wnt-4を導入したES細胞にHGFとアクチ

ビンAを添加することにより，尿細管細胞の形質を

持った細胞に分化させることに成功している．しかし，

ES細胞を使用して，組織修復を行うのであれば，奇

形腫を発生させないような手段の開発が必要である．

今後の展望

これまでの急性腎不全に対する，骨髄細胞を用いた

細胞治療の有効性は広く認められるが，その機序に関

しては最近の研究により，骨髄細胞が直接分化転換に

より修復する可能性は低く，むしろ腎臓内の腎幹細胞

や腎前駆細胞になんらかの骨髄由来細胞からの液性因

子が作用して治癒していく可能性が高まってきた．ま

た，この液性因子の標的となる細胞は同定されておら

ず，今後，急性腎不全の修復を担当する腎臓に存在す

る細胞の同定と，その作用を促進する液性因子の同定

が望まれる．また，外部から投与された骨髄細胞は傷

害された腎臓にはほとんど存在せず，肺などほかの臓

器から遠隔で液性因子を分泌している可能性はある．

このメカニズムも解明が必要である．

一方，間葉系幹細胞からの腎臓再生の可能性を示す
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成果も上がってきている．

横尾ら27）は，人の間葉系幹細胞をラットの中腎管の

発芽する部位に注入し，成長する胎児の中で培養する

ことで，発生段階と同じ環境において，発生してくる

腎臓の中で間葉系幹細胞をネフロンの一部にまで分化

させることに成功している．すなわち，人の間葉系幹

細胞は腎臓発生のプログラムの中では腎臓に分化する

ことを証明したもので，最終的に環境を整えてやれば，

腎臓の再生は可能であることを示し，再生医療への可

能性が示されたものと考える．

また，急性腎不全に戻ると，傷害を受けた腎臓の中

に胎児環境を作ればネフロンは再生される可能性を示

したものとしてきわめて興味深い．しかし，異種動物

での再生を行うのであれば，その動物の細胞を完全に

取り除くことができるかどうかが，今後に残された課

題である．再生医療にはまだまだ未知の部分があり，

研究すべき課題は多い．さらなる研究の発展に期待し

たい．
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要 旨

骨代謝マーカーのうち，腎臓で代謝されるマーカー

は，腎機能低下による血中での蓄積効果により，健常

者よりも高値となる．また，これら骨代謝マーカーの

透析による影響も考慮する必要がある．しかし，腎機

能低下により影響を受けるマーカーを含め，骨代謝マ

ーカーと骨組織のパラメータが相関することから，透

析患者においてもこれらの血中濃度は骨の代謝状態を

反映しているものと考えられる．透析患者において骨

の代謝回転が，高回転であるのか低回転であるのかを

区別するのには，副甲状腺ホルモン（parathyroid

hormone;PTH）が有用とされている．しかし，個々

の症例において，血中PTHレベルのみで骨代謝回転

状態を判断するのは困難な場合が多く，骨代謝マーカ

ーの測定が必要となってくる．また，透析患者におい

ては，骨密度（bonemineraldensity;BMD）が減

少していることが多いが，骨代謝マーカーは透析患者

におけるBMD減少の予測において有用な指標ともな

る．さらに，リン吸着薬や透析液Ca濃度の変更，ビ

タミンDパルス療法，副甲状腺摘出術（PTX）とい

った治療による骨代謝状態の変化に関しても，骨代謝

マーカーが有用な情報を与えてくれる．

はじめに

透析患者における代謝性骨疾患は透析骨症と呼ばれ

ており，その診断には骨生検による組織・形態学的評

価が必要であるとされている．しかし，骨生検は侵襲

が大きく，繰り返して行うことが困難である．そのた

め，非侵襲的に骨代謝状態を繰り返して評価できる骨

代謝マーカーが注目されてきている．透析患者では，

血清副甲状腺ホルモン（parathyroidhormone;PTH）

値で骨代謝状態が推定されているが，PTHの骨作用

は個々の患者で大きく異なるため，骨代謝状態を直接

反映する骨代謝マーカーの測定が必要となってくる．

1 骨代謝マーカーとは

骨代謝マーカーは，骨形成時に骨芽細胞で産生され

る酵素や骨基質蛋白などの骨形成マーカーと，骨吸収

によって出現してくるコラーゲン分解産物や破骨細胞

の活性を示す骨吸収マーカーの二つに大きく分類され

る（表1，2）．

アルカリフォスファターゼ（alkalinephosphatase;

ALP）は，骨や肝臓，小腸などの多くの臓器に分布

しており，電気泳動により六つのバンドに分かれる．

このALPアイソザイムの中で3型が骨型ALP（bone

specificalkalinephosphatase;BAP）であり，骨芽

細胞の分化の比較的早期から発現し，骨の形成や石灰

化に対して重要な役割を有しているとされている．オ

ステオカルシン（osteocalcin;OC）はboneGlapro-

tein（BGP）とも呼ばれ，グルタミン酸残基がγカル

ボキシル化（Gla化）されることにより，骨のヒドロ
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キシアパタイトへの結合性が高くなり，骨基質中に蓄

積され，骨の石灰化に関与すると考えられている．骨

芽細胞から分泌されたOCの約2/3はヒドロキシア

パタイトへ結合し，残り約1/3は血中へ放出される．

血中OCの約1/3はintactOCであり，残りは種々

のOCフラグメントの形として存在する．

I型コラーゲンは，骨基質の有機成分の90％以上を

占めており，骨芽細胞内で前駆物質であるI型プロコ

ラーゲンとして合成される．その後細胞外に分泌され

たI型プロコラーゲンは，C末端およびN末端のプロ

ペプチド構造が切断され，これらがI型プロコラーゲ

ン�C�プロペプチド（PICP）もしくはI型プロコラー

ゲン�N�プロペプチド（PINP）として測定される（図

1）1）．I型コラーゲンは骨以外の軟部組織の線維芽細

胞などにおいても合成されるため，PICPやPINPの

評価においては注意が必要である．血中PINPは，骨

由来のintactPINPと，主に軟骨組織由来のCol1

domainに分けられ，従来の測定系は，この両者およ

びそのほかの代謝産物すべてを包括して測定していた．

しかし，intactPINP測定系が開発され，骨形成の程

度をよく反映するマーカーとして期待されてきている．

酸フォスファターゼ（acidphosphatase;ACP）は，

広く生体内の細胞や組織に存在するが，その中で酒石

酸によって酵素活性が抑制されないACPは，酒石酸

抵抗性ACP（tartrate-resistantacidphosphatase;

TRACP）と呼ばれている．血中TRACPにはマクロ

ファージなどに由来する5a型と破骨細胞に由来する
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図1 コラーゲンの代謝と骨代謝マーカー

（文献1より引用）

表1 主な骨代謝マーカー（骨形成マーカー）

マーカー 腎機能低
下の影響

アルカリフォスファターゼ（ALP）

骨型アルカリフォスファターゼ（BAP）

オステオカルシン（OC）

I型プロコラーゲン�C�プロペプチド（PICP）

I型プロコラーゲン�N�プロペプチド（PINP）

（－）

（－）

（＋）

（－）

（－）

表2 主な骨代謝マーカー（骨吸収マーカー）

マーカー 腎機能低
下の影響

酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ（TRACP）

骨型特異的酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ

（TRACP-5b）

ピリゾノリン（PYD）

デオキシピリジノリン（DPD）

I型コラーゲン�C�テロペプチド（ICTP）

I型コラーゲン架橋C�テロペプチド（CTX）

I型コラーゲン架橋N�テロペプチド（NTX）

（－）

（－）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）



TRACP骨型アイソザイム（TRACP-5b）が存在する．

従来の測定方法では，血小板や赤血球に由来する

TRACPやTRACP-5aなどの影響を受けていたが，

最近このTRACP-5bを特異的に測定する方法が開発

されてきている．TRACP-5bは，骨吸収過程におい

て必須であるとされており，I型コラーゲンが破骨細

胞により分解されたとき，分解物とともに細胞外に分

泌される．他の骨吸収マーカーが，骨吸収によって出

現してくるI型コラーゲンの分解産物をみているのに

対して，TRACP-5bは破骨細胞の機能を直接みてい

ると考えられる．

I型コラーゲンは 2本のα1鎖と 1本のα2鎖の 3

本のコラーゲン線維がらせん構造を形成しており，N

末端とC末端にテロペプチドが存在する．骨吸収に

おいて，コラーゲンが分解されると，種々の分解産物

が産生され，それが骨吸収マーカーとして測定されて

いる．ピリジノリン（pyridinoline;PYD），デオキ

シピリジノリン（deoxypyridinoline;DPD）はコラ

ーゲン線維を安定化させている架橋アミノ酸である

（図1）．PYDは骨以外にも多くの組織に分布するた

め，PYDよりも水酸基が一つ少ないDPDのほうが骨

特異性が高いとされている．I型コラーゲン�C�テロ

ペプチド（ICTP）は，骨吸収によるI型コラーゲン分

解産物のうち，比較的大きいC末端テロペプチド部分

である．I型コラーゲン架橋C�テロペプチド（CTX）

は，I型コラーゲンα1鎖のC�テロペプチドに含まれ

る8個のアミノ酸シークエンス（EKAHDGGR）に

対する抗体を用いて測定したものである．この

EKAHDGGRのD（Asp）には，α型とβ型の二つ

が存在し，β型は，骨基質中において，非酵素的，時

間依存性にα型から変換される．このβ構造はほかの

組織に比較して骨に多いことから，β-CTXはより骨

に特異的なアッセイ法である．I型コラーゲン架橋N�

テロペプチド（NTX）は，ピリジニウム架橋を含む

N末端ペプチドである．CTXはα1鎖C�テロペプチ

ドを含むピリジニウム架橋部分のみであるのに対して，

NTXは，骨のI型コラーゲンに特異性の高いα2鎖

N�テロペプチドを含むピリジニウム架橋を認識して

いるため，骨に対する特異性が高いと考えられている．

2 腎機能低下と骨代謝マーカー

骨代謝マーカーにおいて，腎臓で代謝されるマーカ

ーは，腎機能が低下すると，蓄積により高値となるこ

とに留意する必要がある（表1，2）．骨形成マーカー

においては，BAPの血中濃度は，骨芽細胞からの放

出と肝臓での分解に依存し，腎臓においては排泄され

ないため，腎機能の影響を受けない．PICPも，肝臓

で代謝され，腎臓からはほとんど排泄されないため，

腎機能低下の影響は受けないと考えられている．血清

intactPINP濃度に関する著者らの検討では，男性

維持血液透析患者における平均値は正常者基準値とほ

ぼ同等であった2）．一方OCは，腎臓で代謝されるた

め，その血中濃度は腎機能に影響を受け，透析患者で

は高値を示す．

骨吸収マーカーでは，TRACP-5bの血中濃度は腎

機能に影響されないとされている3）．一方，健常人の

場合，血中のPYD，DPDレベルは非常に低いが，透

析患者では健常人に比較して高い値を示す．ICTPに

おいても，腎臓で代謝されるため腎機能が低下すると

血中レベルが上昇する．CTXの血清濃度に関する著

者らの検討では，透析患者では健常者の基準値の4.4

倍程度の高値を示し，腎機能低下に伴い血中に蓄積す

るものと考えられた4）．また同様に血清NTX濃度に

関する検討でも，透析患者では健常人の正常上限の

6.2倍と上昇していた5）．図 2は，骨代謝回転がそれ

程上昇していないと考えられる，intactPTHが300

pg/ml以下の透析患者における，骨代謝マーカーの

血清濃度をみたものである．

透析患者において，骨代謝マーカーを評価するうえ

で，採血が透析前であるのか透析後であるのかも，重

要なポイントとなってくる．まず，透析後では除水に

よる血液濃縮の影響を考慮する必要がある．また，分

子量が500Da以下の分子は，自由に透析膜を通過で

きるため，分子量が小さいマーカーは透析後に低下す

ると考えられる．Alvarezらは，PINPは透析の前後

で差を認めなかったが，分子量が 1,000から 10,000

Daのフラグメントを測定しているCTXは透析後に

有意に低下したことを報告している．著者らの検討で

も，骨形成マーカーでは，intactPINPは透析前後

で変化を認めず，BAPは軽度上昇，intactOCは有

意に低下，骨吸収マーカーでは，TRACP-5bは変化

せず，CTXは透析後有意に低下した．

骨形成マーカーにおいて，腎機能低下の影響を受け

るintactOCと影響を受けないBAPの血清濃度の関
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図2 血液透析患者における骨代謝マーカーの値

骨代謝回転がそれ程上昇していないと考えられる，血清intactPTHが300pg/ml以下

の男性血液透析患者（155名）において，血液透析前に採血を行い各骨代謝マーカーを測

定した．なお，TRACP-5bには血清intactPTHが300pg/ml以下の，女性血液透析患

者（男女合わせて64名）も含まれている．なお，参考までに各図の横に健常人の基準値

とされている範囲を，バーにて示した．骨形成マーカーでは，BAPおよびintactPINP

はほぼ基準値の範囲であったが，intactOCおよびN-MidOCは基準値以上に分布して

いた．骨吸収マーカーにおいては，TRACP-5bは，ほぼ基準値範囲内であったが，PYD，

DPD，β-CTXおよびNTXは基準値以上に分布していた．



係をみたところ，共に腎機能低下の影響を受けない

intactPINPとBAPの場合に比較して，若干相関係

数は低いものの，有意な正の相関関係を認めていた

（図 3）．また，骨吸収マーカーにおいて，腎機能低下

の影響を受ける NTXと影響を受けない TRACP-5b

の血清濃度の関係をみたところ，骨形成マーカーの場

合と同様，有意な正の相関関係を認めていた．一方，

骨代謝マーカーと骨組織の関連においても，腎機能低

下の影響を受けないマーカーのみならず，腎機能低下

の影響を受けるOCやPYD，DPDなども骨生検にお

ける骨代謝パラメータと相関することが報告されてい

る．

以上のことから，腎機能低下の影響を受ける骨代謝

マーカーも，その血中レベルは，単に蓄積による値を

みているのではなく，骨代謝状態を反映しているもの

と考えられる．腎機能低下の影響を受けるマーカーで

は，経時的にマーカーの変化をみることにより，骨代

謝状態の変化をみることは可能であると考えられる．

しかし，1回の測定による骨代謝状態の評価には，健

常人での値は使用できないので，腎機能低下者での基

準値を求める必要がある．

3 骨代謝回転と骨代謝マーカー

透析骨症は，副甲状腺機能亢進症による骨病変であ

る線維性骨炎型や混合型の高回転型と，骨軟化型や無

形成骨症（adynamicbonedisease;ABD）型の低回

転型に分類されており，その鑑別にはPTHが用いら

れることが多い6）．しかし，PTHはあくまで副甲状

腺の活動度をみているのであって骨の代謝状態をみて

いるのではない．したがって，個々の症例の骨代謝回

転状態を判断するのは困難なことも多く，intact

PTHが 65～450pg/mlの間では，PTHは骨代謝回

転の指標とならないとする報告もある7）．そこで，骨

代謝マーカーが透析患者の骨代謝回転状態を判断する

のに必要となってくる．intactPTHに比較してBAP

のほうが，骨生検における骨形成や骨吸収のパラメー

タとよく相関し，IRMAで測定したBAPが20ng/ml

（注；わが国で使用されているEIA法では，33U/L

程度と考えられる）以上の場合，高回転骨の診断にお

いて感度，特異度とも100％であったとの報告がある8）．

また，Fletcherらは73名の透析患者の検討において，

同様にBAPが10ng/ml以上の場合，線維性骨炎の

診断の特異度は92％，感度は70％であったと報告し

ている9）．

一方，骨代謝マーカーによる低回転骨の診断に関し

て，三浦らは，35例の透析患者に骨生検を施行し，

ABDであった11例中7例において血清BAPは正常

下限である10.3U/Lより低値であったとしている10）．

さらに，ABDを疾患群，ABD以外の症例を対照群
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図3 腎機能低下の影響を受ける骨代謝マーカーと影響を

受けないマーカーの関係

骨形成マーカーにおいて，腎機能低下の影響を受ける

intactOCと影響をうけないBAPの血清濃度（b）は，共

に腎機能低下の影響を受けないintactPINPとBAPの場

合（a）に比較して，若干相関係数は低いものの，有意な

正の相関関係を認めていた．また，骨吸収マーカーにおい

て，腎機能低下の影響を受けるNTXと影響を受けない

TRACP-5bの血清濃度（c）においても，有意な正の相関

関係を認めていた．

 



として，ABDの診断における各種マーカーの精度を

比較したところ，intactPTH，HS-PTH，OCに比較

し，BAPが最も優れていたとしている．また同様に

BAPもしくはDPDが低値の場合11）や，intactPTH

が 150pg/ml以下に加えて BAPが低値8,12）の場合

ABDの可能性が高いとする報告もある．Morishita

らは，まず血清 intactPTHが 65pg/ml未満なら

ABD，455pg/ml以上なら副甲状腺機能亢進症型と

し，次にintactPTHが65～455pg/mlの間の場合，

intactOCが30ng/ml以下ならABD，70ng/ml以

上なら副甲状腺機能亢進症型とした13）．この方法によ

り，62名中49名において骨回転状態が正確に診断で

き，ABDの診断における感度は 94.4％，特異度は

84.0％であったとしている．

透析患者において，時々PTHとBAPなどの骨代

謝マーカーに乖離がみられることがある．ビタミン

Dのパルス療法を受けた透析患者において，血清in-

tactPTHが持続して高値であったにもかかわらず，

骨形成速度が低下していた症例があることが報告され

ている14）．ビタミンDは，PTHの産生抑制作用以外

に骨への直接作用があり，PTHの骨への反応性を低

下させる．このため，ビタミンD投与中はPTHが比

較的高値であっても低回転骨となっている可能性があ

り，PTHの値のみならずBAPなどの骨代謝マーカ

ーの動きにも注意する必要があるものと思われる．

4 骨密度減少と骨代謝マーカー

骨粗鬆症では，骨密度（bonemineraldensity;

BMD）の減少と骨代謝マーカーが相関していること

が知られており，骨代謝マーカーが高い場合，BMD

が減少していく可能性が高いことが予測される．この

ように，骨粗鬆症患者においては，骨代謝マーカーに
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図4 橈骨のBMDの変化率と骨代謝マーカー

160名の男性維持血液透析患者における骨代謝マーカーと橈骨遠位1/3BMDの年間変

化率の関係を検討した．骨形成マーカーであるBAP，intactOC，N-MidOCおよび骨

吸収マーカーであるPYD，DPD，β-CTXはそれぞれ橈骨遠位1/3BMDの年間変化率と

有意な負の相関関係を示していた．（文献4より改変）



よりBMDの変化がある程度予測できるが，透析患者

において，骨代謝マーカーとBMDの関連について検

討した報告は比較的少ない．著者らは，男性血液透析

患者において検討を行ったところ，橈骨BMDの変化

率と骨代謝マーカーとの間には有意な負の相関関係が

認められていた（図 4）4）．このことから，透析患者に

おいても，BMDの変化の予測において，骨代謝マー

カーが有用であるものと思われる．なお，BMDの減

少が速い群を識別する能力を各マーカーについて検討

したところ，骨代謝回転が比較的高い症例が含まれて

いる場合には，骨形成マーカーよりも，TRACP-5b，

NTXやβ-CTXのような骨吸収マーカーのほうが有

用であると考えられた5,15）．

一方，骨代謝回転が，低いと考えられる血清intact

PTHが180pg/ml未満の糖尿病透析患者において，

橈骨BMDの減少群と非減少群を比較した場合，in-

tactOC，intactPINP，β-CTX，PYD，DPDには，

この 2群間に差を認めなかったが，BAPは，BMD

非減少群に比較して，減少群において有意に高い値で

あった16）．このことから，骨代謝回転が比較的低い場

合の，BMDの減少の予測には，BAPが優れている

可能性が示唆された．以上から，透析患者における

BMDの変化の予測において，骨代謝回転の状態によ

り，骨代謝マーカーを使い分ける必要があるものと考

えられた．

5 骨代謝に対する治療と骨代謝マーカー

骨粗鬆症患者においては，ホルモン補充療法やビス

フォスフォネート治療において，短期における骨代謝

マーカーの減少は，その後のBMDの増加と相関する

ことが知られている．閉経後の血液透析患者に，選択

的エストロゲン受容体モジュレーターであるラロキシ

フェンを投与したところ，6カ月後に血清PYDが有

意に低下し，1年後には腰椎BMDの改善が認められ

たとの報告がある17）．透析患者においても，骨粗鬆症

は重要な問題であり，治療薬投与によるBMDの反応

を，骨代謝マーカーにより，より早期に判定できるも

のと考えられる．

Iwataらは，intactPTHが 60pg/ml以下の透析

患者において，リン吸着薬を炭酸Caから塩酸セベラ

マーに変更したところ，血清Caの低下やintactPTH

の上昇に加え，BAPやintactOCが上昇し，骨代謝

状態が改善したと報告している18）．また，Hamano

らは，透析液のCa濃度を3.0mEq/Lから2.5mEq/L

に変更したところ，intactPTHが100pg/ml未満の

群では，intactPTHに加え，NTX，BAPが上昇し，

ABDが改善された可能性があるとしている19）．なお

血清NTXの上昇は変更1カ月後に認められたのに対

し，BAPの上昇は1カ月後では認められず，4カ月

後に認められている．Fujimoriらも同様に，透析液

Ca濃度を 3.0mEq/Lから 2.5mEq/Lに変更したと

き，ABDの可能性が高い wholePTHが 90pg/ml

以下の患者では，wholePTHや BAP，TRACP-5b

が上昇し，骨代謝回転が改善した可能性があるとして

いる20）．なお，BAPは2カ月目から上昇したのに対し，

TRACP-5bは1カ月後から上昇しており，Hamano

らの報告同様に，透析液のCa濃度を変更したときな

どには，骨形成マーカーより骨吸収マーカーがより早

期から変化するものと考えられた．

PTX後の骨代謝マーカーの変化に関しては，骨吸

収マーカーであるICTPは，3日後から低下し，15日

後も低下したままであったが，骨形成マーカーである

PICPは，3日後には上昇し15日後には前値まで低下，

ALPは 15日後に上昇していたとの報告がある21）．

Yajimaらの報告では，PTX 4週後の骨生検所見で

は，PTX時に比較して骨吸収パラメータは低下し，

骨形成パラメータは上昇していたとしている．このと

き吸収マーカーである TRACPと DPDは，PTX 1

週後より著明に低下し，骨形成マーカーであるALP，

intactOC，PICPは，PTX後一過性に上昇し，その

後徐々に低下していた22）．これらのことから，透析患

者において，リン吸着薬や透析液Ca濃度の変更，ビ

タミンDパルス療法，PTXといった治療による骨代

謝状態の変化を，骨代謝マーカーが反映してくれるも

のと考えられる．

おわりに

骨粗鬆症における骨代謝マーカー測定の意義は，そ

の疾患概念の変化に伴って変化してきており，BMD

に代わる指標としての意義から，骨質や将来の骨折リ

スク，骨吸収抑制薬の治療効果などを評価する手段と

しての意義が強調されてきている23）．透析患者におけ

る骨代謝マーカーの意義としては，現在のところ今ま

で述べてきたように，骨代謝状態の評価，BMD減少
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の予測や種々の治療効果の評価などが考えられるが，

今後さらにその重要性が増していくものと思われる．
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要 旨

Criticalcarenephrologyとは，主にICUで治療

を受ける重症急性腎不全（ARF）患者を対象とした

学問領域であり，1990年代後半に提唱された新しい

概念である．重症ARFの多くは多臓器不全の一分症

として発症し，その病態は複雑かつ重篤なため，これ

らの患者の診断・治療には多臓器不全の病態生理に関

する知識や持続腎補助療法（CRRT）の施行法等に精

通することが必要となっている．欧米ではこの概念の

導入によって，集中治療領域と腎臓領域のエキスパー

トの協力のもと，acutekidneyinjury（AKI）の概

念の導入や診断基準の統一化，腎補助療法の適応標準

化やガイドラインの作成等が精力的に行われつつある．

この領域の発展と重症ARF患者の救命率向上のため

に，わが国においても救急・集中治療医と腎臓内科医，

透析医などの多方面のさらなる連携が不可欠であると

考えられる．

はじめに

Criticalcareとは，危機的状況にある患者，すなわ

ち重症患者に対する救命医療，集中治療を意味する言

葉である．Criticalcarenephrologyとは，主に救急・

集中治療領域における急性腎不全（acuterenalfail-

ure;ARF）を対象とした新しい学問領域であり，イ

タリアの腎臓内科医であるClaudioRoncoとオース

トラリアの集中治療医 RinaldoBellomoによって

1998年にはじめて提唱された1,2）．わが国では未だな

じみの薄い言葉であり適切な訳語も見当たらないが，

この概念は欧米における近年のARFの診断や治療に

対する関心の高まりの大きな原動力となっている．

従来欧米では，主に腎臓内科医（nephrologist）が

急性・慢性腎不全の診断や治療，特に腎補助療法の適

応決定や実施に大きく関与する一方，重症ARF患者

に対する治療はICUで行われるため，近年は集中治

療医が主体となっている施設も増加してきており，腎

臓内科医と集中治療医の間で意見が食い違う場面も見

られるようになっていた．しかしこの概念の提唱によ

り，腎臓内科医と集中治療医（intensivist）が連携し

て重症ARFの治療にあたること（multidisciplinary

approach）の重要性が認識され，両者が一体となっ

てARFの病態解明や，診断基準の統一化，治療の標

準化に着手し始めている．

本稿では，わが国ではまだなじみの薄いこのcriti-

calcarenephrologyの概念を紹介するとともに，最

近のARFに関する診断，治療の進歩，およびわが国

におけるARF治療の今後の方向性について著者の意

見も含めて概説する．

1 救急集中治療領域におけるARF

従来より，救急・集中治療領域におけるARFは，

多くが多臓器不全（multipleorganfailure;MOF）

の一分症として発症し，その背景には，敗血症や出血

性ショック，虚血/再灌流障害，心不全などの様々な
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病態が関与していることが知られている3,4）．

われわれの検討でも，図1に示すようにMOF症例

の不全臓器の中ではARFが最も多く，次いで肺，心

の順であった．つまりMOF患者の多くが腎補助療法

を必要とすることを示している．図2は腎以外の他臓

器不全の合併数別ARF症例の救命率を比較したもの

であるが，腎以外に1臓器の場合は78.3％であるの

に対し，2臓器では48％，3臓器では24.4％と，不全

臓器数が増えるにつれて救命率は直線的に低下するこ

とを示している．すなわちMOFの一分症として発症

したARFでは，腎補助療法を行ったとしても臓器不

全数が増加するとその転帰は依然として不良であり，

その治療においてはMOFの病態生理を理解し，その

対策を講じることが重要であることを示している5）．

従来これらの患者に対しても，慢性腎不全と同様に

血液透析（hemodialysis;HD）が腎補助療法として

施行されてきた．しかし，1977年のKramerらの報

告6）以来，持続的血液濾過（continuoushemofiltra-

tion;CHF）や持続的血液透析濾過（continuous

hemodiafiltration;CHDF）などの持続腎補助療法

（continuousrenalreplacementtherapy;CRRT）

がこのような重症ARF患者の管理に導入され，ICU

で広く普及・発展してきた7）．さらにMOFの一分症

としてのARFの認識と病態生理の解明，さらには重

症患者の腎補助療法として開発されたCRRTをはじ

めとする新しい血液浄化法が，敗血症や多臓器不全の

治療そのものを目的として施行されるようになったこ

となどから，この領域の研究は近年急速に発展してき

た8,9）．

このような中で，従来HDを主体に慢性腎不全治

療を行ってきた透析医や腎臓内科医に代わり，集中治

療医がCRRTをはじめとする急性血液浄化法に関わ

り，MOFの一分症としてのARFをはじめとする重

症患者の診断，治療の主体となってきている．

2 Criticalcarenephrologyの提唱

このような背景のもと，RoncoとBellomoは，重

症 ARFを対象とする新しい医学の領域を critical

carenephrologyという名称で呼ぶことを提唱し，集

中治療医と腎臓内科医が密接に連携してARFの診療・

研究に当たるとともに，この領域の専門医育成の必要

性を呼びかけるに至った1,2）．

彼らは・Criticalcarenephrology:thetimehas

come・1）と題する論文の中でその理由を次のように述

べている．すなわち科学的な見地からみると，重症患

者管理が飛躍的に進歩し，ARF患者の治療に関する

知識が非常に多岐にわたるようになったために，一領

域のみの知識だけでは対応できなくなった．また臨床

的な面では，ARF患者の病態が以前と比べてはるか

に重症化，多様化したため，その治療には様々な領域

の専門家が協力する必要がでてきた．さらに実践的な

面では，CRRTの適応や施行に関して腎臓内科医と

集中治療医がそれぞれのサブスペシャリティとして協

力することにより，よりよい治療が可能となり，さら

なる発展が期待できることなどである．

図3は，この論文1）に掲載された欧米における重症

ARF患者に対する腎臓内科医と集中治療医の役割を
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図1 MOF症例における不全臓器の割合

（千葉大学大学院救急集中治療医学 1985.5～2001.3）

図2 ARF症例の他合併臓器不全数別救命率

（千葉大学大学院救急集中治療医学 1985.5～2001.3）



模式化したものである．従来は両者が患者の重症度に

応じてそれぞれに専門的医療を行い，連携する部分は

少なかった．しかし将来は，両者が歩み寄って連携す

る部分を増やすことにより，ARF患者により良い医

療を提供するとともに，ARFの研究をさらに推進す

ることが可能となることを示している．そしてその目

的を達成するために，腎臓内科医と集中治療医が互い

に相手の領域を少なくとも1年間は研修するシステム

を構築し，criticalcarenephrologyのスペシャリス

トを養成していく必要があると述べている．

3 Criticalcarenephrologyの展開

この Roncoと Bellomoの呼びかけの後，ARFを

サブスペシャリティとする救急集中治療領域と腎臓内

科のエキスパートによる合同カンファレンスが開催さ

れるようになり，ARFの診断・治療に関していくつ

かの進展がみられた．

1998年5月にイタリアのVicenzaで，最初のInter-

nationalCourseonCriticalCareNephrologyが開

催された．また，同年RoncoとBellomoは・Critical

CareNephrology・と題するテキスト2）を発表してい

る．この中では，集中治療領域におけるARFの病態

生理と疫学，診断，モニタリング，多臓器障害の病態

生理と呼吸・循環管理，ARFと他臓器との関連，各

臓器不全に対する人工補助療法，腎補助療法，なかで

もCRRTの適応と施行方法などが詳細に記載されて

いる．さらに，慢性腎不全の急性増悪や，様々な病態

に合併したARFの治療，肝・腎移植患者の管理等ま

で網羅されている．

2000年8月には，Ronco，Kellumらを中心に，重

症患者に対する腎補助療法の標準化と至適施行方法に

関するコンセンサスや，エビデンスに基づく治療ガイ

ドラインの作成を目標としてAcuteDialysisQual-

ityInitiative（ADQI）が組織され（http://www.

ADQI.net:この名称は慢性腎不全に対するK/DOQI

を参考にしたと思われる），ニューヨークで最初のカ

ンファレンスが開催された．本カンファレンスでは

CRRTの適応や施行方法に関する詳細な討議が行わ

れ，その結果がKidneyInternationalに発表された10）．

さらに2001年には，Bellomo，Kellum，Roncoの

3人が，ARFの統一された診断基準の必要性を訴え

る論文をヨーロッパ集中治療医学会の機関紙である

IntensiceCareMedicine誌に発表した11）．そして

2002年5月に，ARFの定義に関するカンファレンス

がイタリアのVicenzaで開催され，ARFの新しい分

類法であるRIFLE（ライフル）クライテリアが提唱

された12）． このクライテリアは， ARFを GFR

（glomerularfiltrationrate，具体的には血清クレア

チニン）と尿量（urineoutput;UO）によって，Risk，

Injury，Failure，Loss，ESKD（endstagekidney
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図3 ARF治療における腎臓内科医（renal）と集中治療医（ICU）の関わり

（文献1より引用改変）



disease）の5段階に分類するものである（図4）．こ

の分類は重症患者における腎機能の低下を，軽度の障

害から腎補助療法を必要とする腎不全の状態までの動

的な病態として捉え，早期に診断することを目的とし

ている．

そしてさらに，ADQIグループとAmericanSoci-

etyofNephrology（ASN），InternationalSociety

ofNephrology（ISN），NationalKidneyFounda-

tion（NKF），および EuropeanSocietyofInten-

siveCareMedicine（ESICM）の代表者が集まって

2004年9月にイタリアのVicenzaで会合（AcuteKid-

neyInjuryNetwork）を開き，急性腎傷害（acute

kidneyinjury;AKI）という用語をはじめて提唱し

た．そして，AKIを48時間以内の急激な腎機能の低

下（Cre≧0.3mg/dlの上昇またはベースラインから

≧50％（1.5倍），または尿量＜0.5ml/kg/hrが6時

間以上持続）と明確に定義するとともに，腎機能障害

の程度を ADQIの RIFLEクライテリアをもとに，

stage1～3の3段階に分類する新しい診断基準を提

唱した（表1,2）13,14）．
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表1 AKIの診断基準

急激な（48時間以内）腎機能の低下

S-Cre・0.3mg/dl（・26.4μmol/l）または ・50％（ベースラインの1.5倍）の上昇

または，尿量・0.5ml/kg/hrの乏尿の6時間以上の持続

（文献13より引用改変）

表2 AKIの分類とステージング

stage S-Cre 尿量

1
・0.3mg/dl（・26.4μmol/l）の上昇

または ベースラインから150～200％（1.5～2倍）の上昇

・0.5ml/kg/hrが6時間以上

2 ベースラインから200～300％（2～3倍）の上昇 ・0.5ml/kg/hrが12時間以上

3

ベースラインから＞300％（＞3倍）の上昇

またはS-Cre・4.0mg/dl（・354μmol/l）で少なくとも

0.5mg/dl（44μmol/l）の急増を伴う

・0.3ml/kg/hrが24時間

または12時間の無尿

（文献13より引用改変）

図4 ADQIが提唱する新しいARFの分類

（文献12より引用改変）



最近，RIFLEクライテリアあるいはAKIの診断基

準に基づいたいくつかの研究成果や総説が発表されて

いる15～19）．Hosteら16,17）は，ICU入室患者の67％が

AKIの診断基準を満たし，その内訳はRisk12％，

Injury27％，Failure28％であった．そして院内死

亡率は，Risk8.8％，Injury11.4％，Failure26.3％

と障害が進むにつれて増加することを明らかにした．

一方，Maccarielloら18）は，腎補助療法を必要とした

ICU患者でRIFLEクライテリアと他の因子の転帰に

及ぼす影響を比較検討し，年齢，臓器障害数，並存病

変，腎補助療法の有無が主な予後規定因子であり，

AKI自体は転帰に影響を与えなかったと報告してい

る．さらにVieiraら19）は，AKIの診断基準を満たし

た患者はAKIでない患者と比較して，人工呼吸器装

着期間が有意に長く，死亡率も高かったことを報告し，

AKIが人工呼吸器からの離脱を遅らせる独立した因

子となりうることを報告した．

以上のように，criticalcarenephrologyの概念の

導入によりARFの統一された診断基準が作成され，

現在これらに基づいた重症患者におけるARFの病態

の検討や，治療の標準化，ガイドライン作成等が行わ

れつつある．

4 わが国の現状

わが国では腎不全患者の診断・治療においては日本

透析医学会が中心となり，慢性腎不全治療の標準化や

ガイドラインの作成等が行われてきた．その成果が，

現在の世界最高水準の治療成績の原動力となってきた

ことは論を待たない．欧米と異なり，わが国の透析医

学会は，腎臓内科医のみならず，外科医，泌尿器科医

など，もともと多分野にわたるmultidisciplinaryな

学会である．ARFも透析医学会のテーマの一つとし

て取り上げられてきたが，近年の集中治療の発達や

CRRTの普及・発展に伴い，ARF患者の多くはICU

で治療されるようになり，治療の主体も救急・集中治

療医へと移行していった．

これらの背景の下，主に重症患者の血液浄化療法に

関する研究，討議を行う目的で1990年に日本急性血

液浄化研究会が発足し，その後学会へと発展し，今年

で第18回目を数えるに至っている．日本急性血液浄

化学会は，ARFのみならず敗血症性ショックや肝不

全など，救急・集中治療領域の各種急性血液浄化の適

応となる病態や疾患の診断，治療を論議する場であり，

会員は救急医，集中治療医，腎臓内科医，透析医，臨

床工学技士，ICU看護師などで構成されている．

昨年の日本急性血液浄化学会で，はじめて・Critical

CareNephrologyの薦め・というシンポジウムが開

催され活発な討論が行われた．今後，日本急性血液浄

化学会がわが国におけるcriticalcarenephrologyを

議論する場となって行くものと考えられる．

5 今後の展望

ヨーロッパ集中治療医学会のリーダーの一人である

JeanLouisVincentは，criticalcarenephrology

に関する最近の総説20）の中で，ARFを合併した重症

患者の治療は，ICUでの全身管理やMOFの病態生

理に精通した集中治療医が主体となり，これに腎臓内

科医が協力する形で行うべきであると述べている．こ

れはわれわれが従来から主張してきた，集中治療医は

呼吸不全患者に自分で呼吸管理が行えるのと同じよう

に，ARF患者に自分自身でCHDFを組み立て，適応

を判断して自ら施行できなければならないという考え

方と一致している．

一方では欧米と日本では腎不全患者の診断・治療や，

腎補助療法に関する考え方，関与する職種や仕組みは

大きく異なっている．今後はこれらの違いを認識した

上で日本急性血液浄化学会が中心となって，critical

carenephrologyの概念に基づいて欧米で進められて

いる診断基準の統一化や，腎補助療法の標準化等に関

して，わが国におけるデータを蓄積すると共に，わが

国独自の治療ガイドラインを作成していくことが重要

であると考えられる．そのためには，救急・集中治療

医のみでなく，腎臓内科医，透析医などの各分野の医

師が協力することが不可欠であり，これがわが国の

ARF治療，ひいてはICUに入室する重症患者の救命

率向上に寄与するものと考えられる．
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要 旨

高齢社会を迎えたわが国では，透析医療の現場でも，

認知症患者の問題（迷惑）行動への対処が問題となっ

てきている．そこで，認知症の臨床に必要なものとし

て，①高齢者の精神・身体の理解（老化の理解），②

認知症疾患の理解，③介護のスキル（行動障害への対

処）をあげ，これらについて簡単に述べた．しかし，

臨床の常として，対応は個々の人で異なり正解は必ず

しも一つではない．認知症患者と知恵比べしながら，

より良い医療を実践していくことが求められる．

はじめに

高齢社会を迎えたわが国では，多くの医療現場にお

いて，認知症を専門とするしないにかかわらず，認知

症患者との接触を避けて通れない状況となっている．

透析医療においても然りであり，原因疾患に占める糖

尿病性腎症の増加，透析導入年齢の上昇，透析患者の

予後改善などを背景に透析患者の急激な増加および高

齢化が生じ，必然的に認知障害を伴う患者の増加が認

められてきている．そこで今回，認知症を合併した透

析患者にどのように対応したらよいかについて，簡単

に述べてみたい．

1 認知障害を呈する疾患

認知障害を呈する疾患には，治りうる認知症と，現

在の医療レベルでは治らない認知症がある（表1）．

わが国では，アルツハイマー型認知症が最も多く，つ

いで脳血管性認知症が占めている．主な疾患の特徴を

簡単に述べる．

1） アルツハイマー型認知症

① 発症初期から，記憶障害，失見当識が著明に現

れる．

② 早期から人格が崩壊する．

③ 緩徐に悪化する．

④ 女性で最も多い型である．
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認知症を合併した透析患者への対応
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keywords：認知症，透析患者，問題（迷惑）行動

表1 認知障害をきたす疾患

1.治りうる認知症

① 薬物性（睡眠薬，向精神薬，抗パーキンソン薬など）

② 内分泌代謝疾患

甲状腺機能低下症，無症候性低血糖

③ 脳腫瘍

④ 外傷性

慢性硬膜下血腫

⑤ うつ病

⑥ 感染性

ウイルス性脳炎

⑦ アルコール性精神病

⑧ 正常圧水頭症

2.治らない認知症

① 脳血管性認知症

② アルツハイマー型認知症

③ レビー小体型認知症

④ ピック病

⑤ クロイツフェルト・ヤコブ病

⑥ その他

パーキンソン病，ハンチントン病，エイズ

Treatmentofhemodialysis-patientswithdementia

DepartmentofGeriatrics,HirosakiUniversitySchoolofMedicine（Presentaffiliation;KyoaikaiHospital）

YutakaMizushima



2） 脳血管性認知症

① まだら痴呆で，人格が比較的保たれている．

② 感情失禁が見られる．

③ 性格が尖鋭化する．

④ 局所神経症状がある．

⑤ 脳卒中の再発ごとに，階段状に悪化する．

⑥ 男性で最も多い型である．

3） レビー小体型認知症

アルツハイマー型認知症に，パーキンソン症候群が

合併したような臨床像を呈する．

① 動揺性の認知障害．

② 具体的な内容が繰り返される幻視体験．

③ 繰り返す転倒．

④ 抗精神病薬への過敏性．

⑤ アリセプトの有効例が多い．

4） ピック病

① 前頭葉・側頭葉が限局性に萎縮する．

② 人格障害（脱抑制）が出現し，ついで記憶障害

が現れる．

③ 滞続言語� 同じことばを繰り返す．

5） クロイツフェルト・ヤコブ病

① 記憶障害，精神症状，運動障害が見られる．

② ミオクローヌスが高頻度．

③ 脳波でPSDが見られる．

④ 数カ月から1年余の経過で死亡する．

2 認知症患者への対応

「認知症の臨床」に必要な，①高齢者の精神・身体

の理解（老化の理解），②認知症疾患の理解，③介護

のスキル（行動障害への対処），について述べる．

1） 高齢者の精神・身体の理解

① 身体的機能が低下している．

② 喪失体験が多い（退職，肉親・配偶者の死，子

どもの独立）．

③ 収入が減り，経済的不安が生じる．

④ 物忘れをするようになる．

⑤ 死を自覚する．

⑥ 身体的疾患を有する．

⑦ うつ状態になりやすい．「老年期は喪失期」な

ので，多くのものを喪失することで不安で孤独な

世界に住むことになり，生活する世界が縮小して

いく．

2） 疾患（認知症）の理解

① 記憶障害

認知症の基本症状は記憶障害，見当識障害である．

正常人では遠い過去→近い過去→現在→未来と，時間

（記憶）が連続している．しかし，認知症患者では過

去の記憶が消失するため，時間が連続していない．そ

のため，記憶の空白部分を作話で辻褄を合わせようと

する．また，過去と今が混在する状態も生じる．「過

去の記憶が消失」することは，地図を持たずして旅行

するようなもので，非常な不安を持って生きることに

なる．

② 学習能力の低下

新しいことが理解できないため，変化への順応力が

弱い．転居，新築，配偶者の死，在宅から施設入所，

介護者が代わった，などを契機に認知症が悪化するの

は，順応力の低下のせいである．これも，生活する世

界が縮小する要因となる．

3） 介護の仕方

介護の上手下手で，迷惑行動が悪化または改善の方

向に進む．悪化すれば，看護・介護者のストレスが増

し，介護者の健康障害や患者への虐待を生む要因とも

なる．よって，本人の目的や要求が何なのか，を推理

し，その要求を満たすように介護することが大切とな

る．

基本的姿勢を表2に，介護の基本的事項を表3に示

す．

4） 転倒・骨折

① 易転倒性
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表2 基本的姿勢

1.受容的姿勢で接する� 説得よりも納得．

2.患者の自尊心を大切にする．

3.患者を孤独にしない，家や施設に閉じ込めない．

4.転倒に注意し寝こませない．

5.簡潔にゆっくり話す．

6.「ダメ」などの行動制限はしない．

7.薬物を安易に投与しない．



転倒・骨折は，転倒→骨折→寝たきり→認知能の悪

化→感染症→死亡，の悪循環となる．高齢者の骨折の

最大の原因は易転倒性にある．

●立位保持能力の低下．

●脳血管障害による運動麻痺，視力の低下，薬剤

の副作用によるふらつき．

●危険予知能力の低下，注意力の低下，危険性認

知の低下，慎重性の低下．

② 骨折の現状

●骨折例の約80％が認知症患者．

●高齢者ほど多い．

●大腿骨頚部骨折が半数以上を占める（入所1カ

月以内に多く，早朝，夜間に多い）．

●自立歩行が可能な者に多い．

●骨折後，約10％が寝たきりとなる．

③ 「転倒，骨折」の防止対策

●躓きやすい障害物を減らし，部屋をシンプルに

する．

●廊下やトイレの濡れを即拭き乾かし，滑るのを

防ぐ．

●転びやすい場所に把手を付ける．

●照明を明るくする．

●杖を使用する．

●スリッパや草履をやめ，運動靴を用いる．

●和服より洋服で，着丈を短くし足さばきをよく

しておく．

●ベッドの周辺で転倒する者は畳部屋にする．

●骨粗鬆症治療薬を服用させる．

●ヒッププロテクターを装着する．

5） 介護者を悩ませる迷惑行動（行動障害）

① 迷惑行動（behavioralandpsychologicalsymp-

tomsofdementia;BPSD）の種類

意欲低下，尿便失禁・興奮，徘徊，暴力行為，無断

外出，迷子，帰家要求，不潔行為，夜間せん妄，異食

など．

② BPSDへの対処

BPSDへの対処の基本を表 4に，対応の実際を表 5
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表3 介護の基本的事項

1.自尊心を大切にし失敗を叱らない！

叱られた内容は忘れ，叱られた時の嫌な感情だけが残る．そうすれば，介護者との人間関係が

悪くなり，反抗的になり，介護者の介護負担が重くなる．認知症患者の自尊心が，比較的最後ま

で保たれることを知らねばならない．

2.なじみの関係を作る．

① 患者に好かれる介護者になるための工夫

● 本人が気に入った呼び名で，よく声かけをする．「工藤さん」「社長」「先生」「大将」．女

性の場合は，時に旧姓もよし．

●方言を用いる．

●スキンシップを多くする．

●叱らない．

② 会話する際の工夫

●一度に多くの動作を指示しない．

●重要なことは簡単にパターン化して，繰り返し教える．

●手を握るなど身体的接触を通してする．

●近づいて話しかける．

●身振りも用いて話す．

3.認知症患者を孤独にしない．

声かけをする，スキンシップを大切にする（手をつないで散歩する），相手の話に耳を傾けて

あげる，など，適度の快刺激を与え，残された能力を活かすようにする．孤立・孤独は認知症を

促進させると考えられる．

4.残存している記憶を活用する．

体で覚えた記憶（手続き記憶），遠隔記憶（若い頃の記憶）は比較的最後まで残る．

5.転倒・骨折に注意する！

表4 迷惑行動（BPSD）対処の基本

1.非薬物療法を優先する．

音楽療法，遊戯療法，作業療法，生活療法，健康療法，会話

療法，realityorientation，ペット療法など．

2.BPSDの誘因を除去する．

3.薬物療法

認知障害の治療，およびBPSDの治療．



に示す．

6） 薬物療法

① 認知障害の治療薬

認知障害の治療薬を表6に示す．

② BPSDに対する薬物療法

薬物療法の基本は以下である．また，夫々の症状に

対する薬剤を表7に示す．

●高齢者の場合は，成人量の約半量から投与する．

●レビー小体型認知症の場合は，さらにその半量

から投与する．
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表5 迷惑行動への対応の実際

1.「妄想」への対応

妄想を否定せず，受容する．

① 物盗られ妄想

一緒に探す振りをして，本人に発見させるように仕向ける．

財布は身に付けさせ，貴重品は預かる．

② 嫉妬妄想

配偶者がなるべく一緒にいて，世話をするようにする．

③ 被害妄想

そばにいてあげ，安心させる．

④ 貧困妄想

薬物療法

2.「暴言，暴力行為」への対応

① 介護者が落ち着いた対応をし，患者の興奮を鎮めるように

する．無理に押さえつけることはせず，離れて見る．

② 何か要求に応えていないことはないか？

訴えに耳を傾け，欲求を受けとめてあげる．

③ 「ダメ」に反抗してないか？

「ダメ」より「お願いします」の姿勢．

④ 嫉妬妄想や幻覚がないか？

⑤ 暴力行為が激しい場合は薬物を使用する．

3.「徘徊」への対応

① 認知障害による行動

自分のいる場所や時間がわからない．

●本人の部屋に目印をつける．

●興味のある作業に誘導する．

② 欲求による行動

食物，介護者を求めてさまよう．

●集団活動やおやつに誘う．

③ 衝動的な行動

不安や焦燥にかられ，取り憑かれたように歩く．

●徘徊スペースを確保し自由に徘徊させ，時々お菓子で誘い，

休ませる．

④ 無目的な行動

目的なくフラフラ歩く．

●夜間の徘徊では無理に寝かせない．

●夕食後の入浴が効果的な場合がある．

⑤ 妄想・幻覚に基づく行動

例えば，「子どもが外で遊んでいる」と言って徘徊する．

●薬物療法

4.「尿失禁」への対応

① 認知症による尿失禁の原因

●トイレの場所がわからない� 最も多く，夜間に多い．

●トイレと間違う� トイレと似た場所で放尿する．

●介護者の関心を引こうとする� 幼児性の心．

●「排尿はトイレでする」の概念を失った� 高度の認知障

害者．

② 尿失禁への対応

●失敗を叱らず，後始末を迅速にする．

●トイレの場所をわかりやすく目印する．

●トイレに近い部屋に入れる．

●トイレと間違う場所に，ポータブルトイレを置く．

● トイレに誘導する� 定時的に（就寝前にも），あるいは

尿意のある時のしぐさをした時．

●排尿が簡単にできる衣類を工夫する．

●なるべくオムツはしない（夜間，外出時のみ）．

5.「せん妄」への対応

せん妄とは，意識障害に幻覚や異常行動を伴った状態．新しい

環境に移る際に生じることが多く，ストレス，不安，孤独が背景

にある．1日の中で状態が変動し，特に夜間に多く見られる．興

奮していた時のことは記憶していない．脳血管性認知症に多い．

① 「夜間せん妄」への対応

●安心感を与える環境調整を図る� 慣れた古い家具などを

設置する．音楽が好きな患者では音楽を流す（音楽療法）．

●日中の覚醒を保ち，睡眠覚醒リズムをつくる� 昼間，体

力に合わせた運動・作業をさせる．

●夜間，興奮させないようにする．

●興奮した場合は，傍にいて落ち着かせるようにする．

●興奮が激しい場合は薬物を使用する．

② 「透析中のせん妄」への対応

●家族の了承を得て，手を縛る．利点としては，覚醒してい

るので，血圧低下などの異常事態に早く対応できる．

●薬物で鎮静する．

6.「幻覚，幻視」への対応

統合失調症との違いは幻覚，妄想が，具体的で現実的内容が多

い．家族などの説得で，内容を訂正することがある．

① 幻覚の訴えを否定しない．

② 辻褄を合わせて，相手の話にのってあげる．

③ 幻視の場合，夜間は照明をつけて寝させる．

④ 薬物療法．

表6 認知障害の治療薬

1.ドネペジル（アリセプト）＝コリンエステラーゼ阻害薬

適応疾患はアルツハイマー病．3mg1錠，朝食後，1～2週

間投与．副作用（悪心，嘔吐）のないことを確認して，5mg

に増量する．

2.ビタミンE

アルツハイマー病の進展を遅らせる．

3.セレジリン（＝MAO-B）

アルツハイマー病の進展を遅らせる．

4.メシル酸エルゴロイド（ヒデルギン）

脳循環代謝改善剤で，脳血管性認知症に軽度有効．

5.エストロゲン補充療法

アルツハイマー病での認知機能低下の遅延．



● できるだけ，最少有効量を用いる．

●新症状の発現は，薬の副作用ではないか，と常

に疑うこと．

● 一般医で制御できないBPSDの場合は，専門

医（精神科医）の指導を求める．

おわりに

認知障害を有する高齢者を診るに際し，高齢者の心

身の特徴を理解し，認知症という疾患を理解し，行動

障害（BPSD）の背景にあるものを推理し，患者の要

求に適切に対応していくことが大切である1～4）．本日

の講演が，透析医療に従事されておられる方々の日常

診療に，少しでも役立てば幸いである．

文 献

1） 米山公啓:治せるぼけ，防げるぼけ;法研，東京，1997.

2） 十束支朗:ボケを知り，ボケとつき合う;成星出版，東京，

1998.

3） 呆け老人をかかえる家族の会:ぼけ老人とともに;婦人生

活社，東京，1998.

4） 宮永和夫:痴呆老人の問題行動へのアプローチ;医薬ジャ

ーナル社，大阪，1998.

5） 介護・医療・予防研究会編:高齢者を知る事典;厚生科学

研究所，東京，2000.

6） 杉山弘道:老人痴呆患者の問題行動を推理する;永井書店，

大阪，2004.

（平成18年6月4日/青森県

「第30回青森人工透析研究会」）

認知症を合併した透析患者への対応 419

表7 BPSDに対する治療薬

1.「幻覚，妄想，せん妄」に対する薬剤

① リスペリドン（リスパダール）

●作用機序

セロトニン・ドパミンアンタゴニスト（SDA）．

●適応

統合失調症．認知症の場合は，「統合失調症様症状」の保

険病名を付けること．

●投与量

高齢者は0.5錠（0.5mg），夕食後，より開始．1日量2mg

まで増量可．

●利点

クエチアピン（セロクエル＝SDA），オランザピン（ジプ

レキサ＝MARTA）は糖尿病に禁忌だが，本剤はOK．

2.「暴言・暴力行為」に対する薬剤

① 抑肝散（TJ-54）

●証

虚弱な体質で神経が高ぶる者．

●組成

釣藤散，柴胡，甘草，当帰，茯苓，白朮，川きゅう．

●用量

7.5g，分3，食前

3.「睡眠障害」に対する薬剤

① ゾルピデム（マイスリー）

●作用機序

GABAω1受容体に選択的に作用．

●適応

不眠症．

●投与量

1～2錠（5～10mg），眠前．

●利点

持ち越し効果が少ない，筋弛緩作用が弱い，習慣性が低い．

② トラゾドン（レスリン）

●作用機序

セロトニンの再取り込み抑制．

●適応

うつ病，うつ状態．

●用量

1～4錠（25～100mg），夕食後．

●利点

抗コリン作用が弱い．

4.「抑うつ状態」に対する薬剤

① トラゾドン（レスリン）

前述，睡眠障害の改善．

② フルボキサミン（ルボックス）

●作用機序

SSRI．

●適応

うつ病，うつ状態．

●投与量

1～4錠（25～100mg），分1～2．

●利点

抗不安作用を併せ持つ．

③ ミルナシプラン（トレドミン）

●作用機序

SNRI．

●適応

うつ病，うつ状態．

●投与量

1～4錠（15～60mg），分1～2．

●利点

発動性の改善が優れている．他剤との薬の相互作用が少な

い．

●禁忌

尿閉（前立腺肥大）．

5.「透析中のせん妄」に対する薬剤

① リスパダール

1mg/mlの内用液 0.5～1.0ml，経口．

② セレネース

1A（2mg/ml）を1/2A，iv．

③ ロヒプノール，サイレース

1A（2mg）＋生食100mlを入眠まで急速滴下．



要 旨

痒みは，掻痒起因物質が皮膚（末梢性）に存在する

痒み受容体に結合し，そのシグナルがc線維，脊髄を

通り大脳（中枢性）で痒みとして認知されるが，その

各部位における異常について検討してきた．皮膚掻痒

症を有する透析患者は表皮浅部だけでなく表皮深部も

カルシウムイオン濃度が高く，皮膚表皮におけるカル

シウムイオン濃度勾配の乱れていることが，皮膚掻痒

症を有さない透析患者との違いであった．

1 緒 言

透析関連皮膚掻痒症の原因として，乾皮症，末梢神

経障害，肥満細胞，オーコタイド（ヒスタミン，セロ

トニン），二価のイオンの代謝異常，二次性副甲状腺

機能亢進症，オピオイド系の異常（中枢性）などの多

くの因子が考えられている．しかし，これらの因子が

複合的に関わりあっているということだけでまだ明瞭

な原因は解明されていない．そのため，皮膚掻痒症の

治療も，アレルギー薬・抗ヒスタミン薬，軟膏（メン

ソール，カプサイシン，etc），脂肪製剤（γリノレイ

ン酸，イントラリポス�）1），副甲状腺摘出術2），低カ

ルシウム透析液3），HDF/pushandpull，低温透析，

紫外線（UVB）4），鍼治療，タクロリムス軟膏5）など多

岐にわたるのが現状である．末梢性，中枢性の痒みの

メカニズムについて，自験例を中心に報告する（図1）．

2 対象・方法・結果

1） 中枢性� 神経細胞（脳＋脊髄）

中枢におけるオピオイドレセプターのμレセプター，
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3）そう痒起因物質
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κレセプターの比の異常が皮膚掻痒症の原因であると

いう考えから，μレセプターアンタゴニストとκレセ

プターアゴニストが臨床応用されはじめている．しか

し，長期的効果については今後の報告を待たねばなら

ない．

2） 中枢性� 受容体周囲環境

患者の同意のもとに脳脊髄液を採取し，皮膚掻痒症

を有する患者と有さない患者とで，脳脊髄液の生化学

的パラメーター（ナトリウム，カリウム，尿素窒素，

カルシウム，カルシウムイオン，リン，グルコース，

尿酸，鉄，マグネシウム）と神経伝達物質（βエンド

ルフィン，Metエンケファリン）について比較検討

したが有意差を認めなかった6）．

3） 末梢性� 掻痒起因物質

① 皮膚の細菌

皮膚の細菌（特に，アトピー性皮膚炎で重要な黄色

ブドウ球菌）について，皮膚掻痒症のある血液透析患

者とない患者とで比較検討したが，有意差を認めなか

った．

② 掻痒起因物質

皮膚におけるヒスタミン，サブスタンスP，VIP，

NSE，Achを，免疫染色にて皮膚掻痒症のある患者と

ない患者とで比較検討したが，有意差を認めなかった．

4） 末梢性� 知覚神経・受容体

① 末梢神経伝導速度

末梢神経伝導速度を，皮膚掻痒症がある血液透析患

者とない患者とで比較検討したが，有意差を認めなか

った．

② 受容体

温度や痛み，カプサイシンの受容体である tran-

sientreceptorpotentialvanilloid1（TRPV1）や，

アセチルコリンの受容体である nicotinicacetyl-

cholinereceptorとmuscarinic3acetylcholinere-

ceptorを，皮膚染色にて，皮膚掻痒症を有する血液

透析患者と有さない患者とで比較検討したが，有意差

を認めなかった．

5） 末梢性� 受容体周囲環境

① 血液中のパラメーター

血液中のパラメーター（ナトリウム，カリウム，尿

素窒素，カルシウム，カルシウムイオン，無機リン，

血糖，尿酸，副甲状腺ホルモン，ヒスタミン，血清鉄，

マグネシウム）について，皮膚掻痒症を有する患者と

有さない患者とで比較検討したが，有意差をみとめな

かった．

② 血液中の免疫

血液中の免疫に関しては，CD4値やCD4/CD8比

が，皮膚掻痒症を有する患者のほうが有さない患者よ

りも高い傾向を認めた．
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図2 皮膚のカルシウムイオン分布



③ 皮膚のカルシウムイオン

皮膚掻痒症を有する患者は有さない患者に比べて，

皮膚深部の細胞内外のカルシウムイオン濃度が高く

（図 2），カルシウムイオン濃度勾配の乱れが認められ

た7）．

3 考 察

われわれの研究において，痒みをきたしている透析

患者の皮膚においては，皮膚表皮の深部（基底層や有

棘層）におけるカルシウムイオン濃度も高くなってお

り，皮膚表皮の表層（顆粒層）から深部にかけて除々

にカルシウムイオン濃度が低くなるというカルシウム

イオン濃度勾配が乱れていた．また，血液透析患者に

おいては，二次性副甲状腺機能亢進症などにより，カ

ルシウムバランスはリンとともに乱れており（図 3），

血管石灰化などの異所性石灰化をきたす．これらのこ

とを考え合わせると，カルシウムの骨への沈着や腎臓

からの排出に異常が起きている血液透析患者において

は，血液のカルシウムイオン濃度を厳密に一定範囲内

に保つために，血中の過剰なカルシウムをリン酸カル

シウムの形で血液から排出することが異所性石灰化

（関節周囲や軟部皮下組織）や血管石灰化であり，さ

らに皮膚からもまた血液中の過剰なカルシウムを排出

しているのではないかと考えられる．

さらに，痛みでは逃避行動，痒みでは掻爬行動を示

すが，この掻爬行動の生理学的な意義を考えた場合，

逃避ばかりしていたのでは体が疲弊してしまう．虫さ

されなどの外的な刺激物とそれによる生体壊死物質に

対する debridement，さらに，皮膚の過剰なカルシ

ウムを除去する行動とも考えられた．

慢性腎不全に伴う皮膚掻痒症の原因や治療が，これ

まで多種多様であったのは明確なメカニズムが不明の

ためで，このため一元的に痒みの現象や治療を説明す

る理論の構築が必要となる．今回，今までの皮膚掻痒

症の治療をカルシウムイオンの異常ということで総括

を試みた．

① アレルギー薬は，肥満細胞へのカルシウムイオ

ンの流入をブロックすることで，ヒスタミンなど

の分泌を抑制し痒みを抑制する．

② カプサイシンやメンソールの受容体は，それぞ

れ TRPV1，TRPM8でカルシウムイオンも通

過するイオンチャンネルである．

③ タクロリムスは，カルシウムイオンとカルシニ

ューリンとの結合をブロックすることで，免疫抑

制作用を発現する．

④ 副甲状腺摘出術にて血中のカルシウムイオンが

低下する．

⑤ 低カルシウム透析液の使用にて血液中のカルシ

ウムが低下する．

⑥ HDF/pushandpullは，血清カルシウムの半

分が結合しているアルブミンの除去量が多い．

⑦ 低温透析により，カルシウムイオン通過チャン
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ネルのTRPM8が関与する可能性がある．

⑧ 紫外線照射により皮膚のリンが低下する4）．

このように，皮膚掻痒症の治療とカルシウムイオン

との関連を考えてみた．

以上より，現時点でのカルシウムイオンを介した皮

膚掻痒症のメカニズムとしては，

① カルシウムイオンそのものが掻痒起因物質であ

る可能性

② 角質細胞内外のカルシウムイオン濃度が高いこ

とが刺激になり，角質細胞から掻痒起因物質が分

泌される可能性

③ 痒みのレセプターがTRPV1に類似したカル

シウムイオンチャンネルで，レセプター周囲のカ

ルシウムイオン濃度が高いことで痒みの閾値が低

下する可能性

が考えられた．
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要 旨

C型肝炎患者に膜性増殖性腎炎が起こることが知ら

れており，C型肝炎ウイルス関連腎症と呼ばれる．通

常，ネフローゼ症候群，低補体血症，クリオグロブリ

ン血症，リウマチ因子を呈する．病因としてC型肝

炎ウイルスとその抗体からなる免疫複合体が腎に沈着

することにより発症すると考えられている．治療はス

テロイド薬や免疫抑制薬など免疫抑制療法，血漿交換

療法のほか，インターフェロンの有用性も報告されて

いる．

1 はじめに

現在まで肝炎ウイルスはA，B，C，D，E，Gの6

種類が明らかになっている．これらのうちA型肝炎

ではまれに急性腎不全を，また，B型肝炎やC型肝

炎では糸球体腎炎を引き起こすことが知られている．

本稿ではC型肝炎ウイルス（HCV）に関連した腎炎

について概説する．

2 概 念

C型肝炎患者に膜性増殖性腎炎が起こることが知ら

れており，HCV関連腎症といわれる．通常，ネフロー

ゼ症候群を呈し，クリオグロブリン血症，低補体血症，

リウマチ因子を伴うなど特徴的な臨床像を呈する1）．

成人の膜性増殖性腎炎の20～60％はHCVが原因に

なっているものと思われる．

3 発症機序

HCVとその抗体からなる免疫複合体による腎炎と

考えられている．また，免疫複合体の形成にIgM型

リウマチ因子からなるクリオグロブリンの関与が指摘

されている2）．C型肝炎においてクリオグロブリン血

症が起こる理由として，C型肝炎ウイルスに感染した

Bリンパ球がポリクロナールやモノクローナルの

IgMリウマチ因子を産生し，このIgMリウマチ因子

がメサンギウム細胞のフィブロネクチンと親和性を有

しているため，IgMκのクリオグロブリンのみが腎炎

を起こすとの考えも示されている3）．

4 発症頻度

膜性増殖性腎炎におけるHCV感染の頻度について

は国や報告者によって違いがみられる．著者の施設で

は，1990年の4月から1993年の6月までの3年間に

146例の糸球体腎炎のHCV抗体を検索した．その結

果，IgA腎炎58例中1例（1.7％），微小変化群ネフ

ローゼ症候群12例中0例（0％），ループス腎炎14例

中0例（0％），膜性腎症24例中2例（8.3％），膜性

増殖性腎炎10例中6例（60％），そのほかの腎疾患

28例中0例（0％）であった4）．日本の献血者におけ

るHCV抗体陽性率は年齢とともに増大するが，平均

1.9％であり，50歳以上では約4％と報告されている．

われわれの膜性増殖性腎炎の平均年齢は56歳である

が，これと比較しても明らかに高率である．
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米国では10例の膜性増殖性腎炎のうち2例（20％）

がHCV抗体陽性であったとされており1），米国にお

ける献血者の0.6％と比較しても高率である．そのほ

か，スペインで膜性増殖性腎炎6例中2例（33％）が，

また，中国では32例中7例（21.9％）がHCV抗体

陽性であったと報告されている．Ohsawaらは日本の

膜性増殖性腎炎の症例を集計し，93例中14例（15％）

がHCV抗体陽性であったが，40歳以上に限ると26

例中12例（46％）がHCV抗体陽性であったとして

いる5）．

HCV抗体が陽性の患者における糸球体腎炎の頻度

は明らかではない．Johnsonらは33例のC型肝炎患

者の9例（27％）に蛋白尿が，3例（9％）に顕微鏡

的血尿が認められたと報告している1）．

5 臨床像と病理組織像

HCV関連腎症では通常ネフローゼ症候群，70％の

例でクリオグロブリン血症，低補体血症，リウマチ因

子を伴う6）．しかしクリオグロブリン血症を示唆する

紫斑や関節炎などの症状を認めるのは半数以下である．

全例で血液中にHCV抗体が検出され，ほとんどの例

で血液中にHCV-RNAが検出される．一般に肝機能

異常を認めるほか，慢性活動性肝炎や肝硬変の例も多

い．

腎組織像は通常の膜性増殖性腎炎I型と同様であり

区別できない（図1）．蛍光抗体法ではIgGやC3，

IgMの沈着を見る．電顕では基底膜内皮下に沈着物

を認めるほか，しばしばクリオグロブリンの沈着も認

める（図2）．膜性腎症を呈したとの報告も見られる

が，C型肝炎ウイルスによる特異的な病変か否かは明

らかではない．

糸球体内のウイルスの証明については，polymerase

chainreaction（PCR）法によって腎組織中にHCV

を検出したとの報告や，免疫組織学的手法による

HCVの糸球体沈着の報告がなされている7）．また，

insituhybridizationや insituPCRによる HCV

の腎組織内の存在が示されている．

6 診 断

低補体血症，クリオグロブリン血症，肝障害を伴い，

尿所見が認められればHCV関連腎症である可能性は

きわめて高い．しかし特発性の膜性増殖性腎炎と臨床

的に区別することは困難であり，HCV抗体を検索す

ることが必要である．

7 治 療

インターフェロンによる原因療法やステロイド薬や

免疫抑制薬による免疫抑制療法，血漿交換療法が行わ

れる．インターフェロンによりHCVの消失とともに

病状が軽快したとの報告も少なくない8）．

Misianiらは 53例の HCVに関連したクリオグロ

ブリン血症に対してインターフェロンで治療し，治療

が最後まで行われた25例のうち15例（60％）では血

中のHCV-RNAが陰性化したのに対し，インターフ

ェロンを投与しなかった群では1例も陰性化しなかっ

たと報告している．また，HCV-RNAが陰性化した

15例は，血清クレアチニンの低下や尿蛋白量の低下

など臨床症状の改善をみたという9）．Johnsonらも同

様な報告をしており，14例のHCV関連腎症にイン

ターフェロンを投与したところ尿蛋白量は明らかに減

少し，その効果は血中のHCV-RNAの消失と関連し
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図1 C型肝炎に伴う膜性増殖性腎炎の光学顕微鏡像

図2 C型肝炎に伴う膜性増殖性腎炎におけるクリオグロ

ブリンの糸球体沈着



たという10）．

HCV関連腎症に対しては，ステロイド薬などの免

疫抑制療法は血中のウイルス量を増やすので好ましく

ないと考えられる．Dammaccoらはインターフェロ

ン，プレドニゾロン，それらの併用についての成績を

報告しているが，インターフェロンとプレドニゾロン

の併用では十分な効果が得られたが，プレドニゾロン

単独や無治療群ではほとんど改善がみられなかったと

している11）．しかし，Quiggらはシクロフォスファ

ミドの使用により血中のウイルス量は増大したが，ク

リオグロブリンの消失と尿蛋白の減少，腎機能の改善

を認めた例を報告し12），Komatsudaらはステロイド

薬の使用により，11例中5例に腎症状の改善を認め

たとしており13），HCV関連腎症ではステロイド薬は

必ずしも禁忌ではないと考えられる．

血漿交換もしばしばクリオグロブリン血症の治療に

用いられる．これまでの血漿交換療法の成績はいずれ

も小規模な研究で，前向き対照試験ではないが，55～

87％の患者に有効であったとされている．一般にネ

フローゼ症候群の持続するものや，発見時に腎機能低

下の認められる例は予後不良である．

8 おわりに

糸球体腎炎の多くは免疫複合体が糸球体に沈着する

ことが原因と考えられている．しかしその抗原は急性

腎炎における溶連菌以外では明らかではなかった．B

型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスが糸球体腎炎を

引き起こすことが明らかになったことは原因療法へ道

を開くものであり，その意義は大きいと考えられる．

また，透析患者におけるHCV抗体陽性率の高いこと

が報告され，繰り返された輸血が関係していると考え

られている．HCV関連腎症は高率に末期腎不全に至

る腎炎であり，透析患者における高いHCV抗体陽性

率の一部を説明するものかもしれない．
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1 はじめに

私は循環器臨床，その中でも心臓の超音波診断（心

エコー）を中心に仕事をしてきました．鹿児島県医療

界の大先輩である前田忠先生に，鹿児島県透析医会で

の発表を依頼されたときに大変光栄なことであると思

い，同時に「腎臓内科の先生になんの発表ができるの

だろう」と考えました．そして，「低血圧の診断」で

あれば私が行ってきた仕事と腎臓の先生方の接点が多

いと思い，6月に鹿児島で「低血圧の簡単な心エコー

診断」というタイトルで発表させていただきました．

その時の内容を寄稿させていただきます．また，近日

中に日本超音波医学会雑誌に同じテーマで詳細な発表

を行いますので，ご興味のある先生方はそちらのほう

もご参照ください．

2 低血圧・ショックの大まかな生理

血圧＝心拍出量×末梢血管抵抗

上の式が成り立つので，血圧（通常は上腕動脈圧）

が低いということは，心拍出量および・または血管抵

抗が少ない，あるいは真の血圧（上行大動脈圧）は低

くないが上腕動脈の血圧は低いということになります．

このことから低血圧は表1のように分類できます．ま

た，図1に示すように，心臓（あるいは左室）は大き

いほど駆出量が増加する（Frank-Starlingの法則）

ことは，低血圧の評価を行う上できわめて重要なこと

です．この二つを理解すると，通常の心エコー図検査

（長軸像および短軸像）で，ほとんどの低血圧の大ま

かな診断が可能です．

1） 左室駆出が減少，低血圧の場合

これには左室（僧帽弁・大動脈弁も含め）自体の機

能が問題となる場合，左室の前負荷が足りない場合，

左室の後負荷が増大した場合の3種類が考えられます．

① 左室（僧帽弁・大動脈弁も含め）自体の機能が

低血圧・ショックの簡単な心エコー診断 427

［各支部での特別講演］ 講演抄録

低血圧・ショックの簡単な心エコー診断

尾辻 豊

平成19年6月30日/鹿児島県「第21回鹿児島県透析医会総会」

産業医科大学第2内科学

表1 低血圧・ショックを起こす原因

1.左室駆出に問題あり

左室機能低下（僧帽弁・大動脈弁も含め）

高度の左室収縮障害，大動脈弁逆流

左室壁破裂（自由壁，心室中隔，乳頭筋）

左室流出路閉塞，僧帽弁逆流

左室前負荷が不十分（左室充満が不足）

心嚢液貯留（タンポナーデ），肺塞栓症

右室機能低下，緊張性気胸，三尖弁逆流

Hypovolemia

左室後負荷が過剰（大動脈弁狭窄症）

2.左室駆出は正常

不適当な血管拡張

偽低血圧

図1 Frank�Starlingの曲線

左室は大きいほど心拍出量が多い．

正常な左室

左室機能低下

左
室
駆
出
量

左室拡張期容量



問題

左室自体の機能低下の場合には，心エコー図で左室

壁運動の高度かつ広範囲な低下が見られます．通常の

長軸像で診断可能です．図2に示しているのは，左室

拡大も高度であり末期拡張型心筋症の低血圧症例です．

虚血性心筋症でも同様の所見が見られます．左室拡大

がないのに高度かつ全体的な左室機能低下が見られる

場合は，急性心筋炎が考えられます1）．前壁から側壁

にかけて広範に壁運動低下がありますが，下壁の運動

が保たれている場合は急性心筋梗塞の左主幹部病変が

考えられます2）．

高度大動脈弁逆流では，亜急性および急性の逆流が

問題となります．大動脈弁逆流が重症であるかどうか

はカラードプラ法で簡便に診断できますが3），原因ま

で検討する必要があります．亜急性の場合は高安・大

西動脈炎であることが多く，頚動脈エコーで血管壁肥

厚所見が参考となります．急性の場合は感染性心内膜

炎が多く，血液培養や早期の外科手術の検討が重要と

なります．

心筋梗塞の機械的合併症によりショックとなります．

自由壁破裂は，新たな心嚢腔のエコーフリースペース

で診断可能です4）．心室中隔穿孔は，心室中隔をまた

ぐ短絡血流をカラードプラ法で見ることが可能です．

乳頭筋断裂は，小さな左室が良く動いていることが特

徴で，明らかなショックの原因が長軸・短軸画像上で

見えないこともあります．病態から緊急の経食道心エ

コーを行うと，明瞭に断裂した乳頭筋を診断すること

ができます．

左室流出路閉塞や僧帽弁逆流も長軸像で診断可能で

す．しかし，低血圧・ショックの原因となることは比

較的少ないと思われます．

② 左室前負荷が不十分

様々な原因で左室充満が不足してショックとなりま

す．心嚢液貯留によるものを心タンポナーデと呼びま

す．慢性の大量の液貯留で発症します5）．注意すべき

は，急性の心嚢液貯留では少量でもタンポナーデとな

る点です6）．大動脈解離による心嚢腔への出血が代表

です．さらに心臓外科手術直後の症例では右房周囲の

限局した血腫によりタンポナーデとなることがあり，

要注意です．

右心系の疾患により左心系へ血液が循環せずに低血

圧・ショックとなる場合があります．この場合は左室

が小さく良く動いていることが特徴です．肺塞栓症，

高度三尖弁逆流，右室機能低下（右室梗塞・右室心筋

症）がその代表です．緊張性気胸でも同様の所見とな

ります．また，hypovolemiaの診断も重要です．こ

の場合は，左室・右室が小さく良く動いており，下大

静脈が虚脱しています．下大静脈を観察するときには

右や左側臥位でなく仰臥位で行う必要があります．

③ 左室後負荷が過剰

これは大動脈弁狭窄症ですから，長軸像で大動脈弁

の開放が高度に制限されていることを観察すれば診断

可能です．

2） 左室駆出は正常で低血圧・ショックの場合

① 末梢血管抵抗が低下している

この場合は心エコー所見はほぼ正常となります．敗

血症，アナフィラキシー，神経調節性疾患による低血
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図2 ショック症例

非常に大きくて左室壁がほとんど動かないことが観察される．拡張型心筋症の末期であった．

拡張末期 収縮末期



圧がこれに相当します．

② 真の血圧（上行大動脈圧）は低くないが上腕動

脈の血圧は低い

この場合は上行大動脈と末梢動脈の間で動脈の狭窄

あるいは閉塞があります．大動脈解離，高安・大西動

脈炎，閉塞性動脈硬化症，大動脈縮窄症等がこの病態

を発症させます．この中で緊急に診断を行わなければ

ならないのが大動脈解離です．上行大動脈の解離の診

断を行う必要があるわけですが，通常の胸骨左からの

アプローチではしばしば上行大動脈はきれいに見えま

せん．上行大動脈に病変がある時はたいていは拡大し

てきます．この拡大は右方向に向かいますので，胸骨

右から（特に右側臥位）のアプローチで上行大動脈が

きれいに描出され，解離の診断も容易となります．

3 おわりに

以上，低血圧・ショックの診断を心エコー法を用い

て行うことが可能です．通常の長軸像，短軸像から原

因のおおまかな推定が可能です．腎臓内科の先生方に

も積極的に心エコーを行っていただければと思います．
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1 CKD-MBDという新しい概念

腎臓は生体のカルシウム（Ca），リン（P）のバラ

ンスを保つために最も重要な臓器の一つであるため，

「慢性腎臓病（CKD）」では種々の骨ミネラル代謝異

常をきたす．このような病態は従来，骨病変に着目し

て「腎性骨異栄養症（ROD）」と呼ばれてきたが，最

近では生命予後を重視する世界的な流れから，血管石

灰化を含むより広い概念として「CKDに伴う全身性

の骨ミネラル代謝異常（CKD-MBD）」と呼ばれてい

る1,2）．

2 日本のガイドラインのポリシー

2006年10月に日本透析医学会より「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

発表された3）．このガイドラインでは，以下のような

ポリシーが重要視されている．

① ルーチン検査のデータをきちんと解釈する．

② 血清P，Ca濃度の管理をすべてに優先する．

③ 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．

④ 内科的治療に抵抗する症例は，早期にインター

ベンションの適応を考える．

本ガイドラインの大きな特徴は，K/DOQIガイド

ライン4）以降のCKD-MBDに関するパラダイムシフ

トを受けて，生命予後をアウトカムとして目標値が設

定されていることである．アウトカムに与える影響は，

血清P，血清Ca，血清PTHの順で寄与度が高いた

め，本ガイドラインでは血清Pがコントロールされ

ていることが最も最優先され，その後血清Ca，続い

て血清PTHとなっている．

血清Pに関しては，日本人のデータベースの再解

析やJ-DOPPSなどで，高P血症が死亡率上昇に関

与することが示されている． 実際の目標値は

K/DOQIを参考にして設定され，日本では週初めに

採血されることを考慮し，3.5～6.0mg/dLに設定さ

れた．血清Caは，日本人データベースの再解析の結

果から，目標値8.4～10.0mg/dLに設定されている．

P，Caの治療指針に関しては，血清P，Ca濃度と

管理目標値を比べて，①低い，②コントロールされて

いる，③高い，に分けて，その組み合わせの9パター

ンにおけるそれぞれの治療指針が作成された．血清P，

Ca濃度をそれぞれ上げる治療，下げる治療の内容は，

K/DOQIガイドラインに準じて設定されている．高

P血症の治療薬は，日本では炭酸Caと塩酸セベラマ

ーが使用可能である．塩酸セベラマーは炭酸Caより

も，高Ca血症や血管石灰化のリスクが低く5,6），最

近発表されたposthocanalysisでは生命予後を改善

する可能性が示されている7）．そのためK/DOQIを

含む多くのガイドラインで，塩酸セベラマーがP吸

着剤として推奨されている．しかし一方で，両者のP

吸着剤の生命予後に差がなかったとする報告もあり8），

今後さらなる検討が必要である．

血清PTHに関しては，血清P，Ca濃度を最優先

するというポリシーから，前提としてこれが達成され

ている必要がある．PTHは骨代謝のおおよその指標
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ともなるが，その目標値は骨代謝よりも生命予後が重

視され，60～180pg/mLに設定されている．2HPT

の治療に関しては，活性型ビタミンD治療などの保

存的治療に抵抗性を示す場合は，いたずらに内科的治

療を継続せず，副甲状腺インターベンション（副甲状

腺摘除術，選択的エタノール注入療法）を検討するこ

とが推奨されている．具体的にはintactPTH＞500

pg/mLで副甲状腺インターベンションが強く推奨さ

れるが，これ以下のPTH値であっても，内科的治療

によりP，Ca濃度が管理目標を逸脱する場合には，

インターベンションの適応を検討すべきである．特に

超音波検査で測定した推定体積（π/6×a×b×c）500

mm3以上，または長径1cm以上の腫大腺は，結節性

過形成の可能性が高く，この段階に至ると内科的治療

に抵抗性を示すことから，副甲状腺インターベンショ

ン選択の重要な因子となる9）．選択的エタノール注入

療法の適応に関しては，1腺のみが推定体積500mm3

または長径1cmを超え腫大している場合で，穿刺可

能な部位に副甲状腺が存在する場合に，長期的な管理

が期待できる10）．

3 PTHのアッセイと新しい分子

PTHは通常，第2世代PTHアッセイを用いてin-

tactPTHとして測定されるが，従来用いられていた

Nichols社のAllegro-LiteIntactPTHが供給中止と

なり，現在は世界で10種類以上のintactPTH測定

法が存在している．各アッセイにより測定値が異なる

ため，取り扱いには注意が必要である11）．

PTHは血中に様々な長さのfragmentsが存在し，

第 2世代 PTHアッセイは，生理活性を有する 1-84

PTHの他に7-84PTHも測定するという問題がある．

第 3世代の bio-intactPTH，wholePTHは 1-84

PTHのみを測定するため，第2世代PTHアッセイ

の測定値よりも低く，正確性に長けていると考えられ

ている12）．しかし一方で，第2世代，第3世代PTH

アッセイは非常に良い相関を示し，intactPTH＝1-

84PTH×1.7の式によりおおよそ変換可能であるこ

とが示されている13）．第3世代PTHアッセイの意義・

評価に関しては，今後エビデンスの集積が待たれる．

非常に特殊な症例では，第3世代 PTH/第 2世代

PTHの比が1以上に逆転することが報告されている．

このような現象は，重度の原発性副甲状腺腺腫，副甲

状腺癌のほか，2HPTの最終形態であるsinglenodu-

larlesionでも報告され，副甲状腺摘除術や自己梗塞

によるspontaneousremissionで改善することが示

されている14～18）．このような症例では，N端を有する

新規PTH分子が存在することが明らかとなっている．

この新規PTH分子はN端（1�6）が正常で，15�20

の部分のアミノ酸がなんらかの修飾を受けており，そ

のため第3世代PTHアッセイでは認識されるが，第

2世代PTHアッセイでは認識されないと考えられて

いる．このような逆転現象は非常に重篤な副甲状腺機

能亢進症の症例に限定されるため，第3世代PTH/第

2世代PTHの逆転現象が，保存的治療抵抗性の予測

因子となる可能性も考えられている．現在このような

症例のデータ解析が行われている．

4 今後の展望

日本のガイドラインは，現在入手可能な範囲のエビ

デンスに基づいたものであるが，日本人のデータに基

づくエビデンスは未だ十分でない．しかしながら，日

本独自のガイドラインが一応の完成に至った意義は非

常に大きい．今後はこのガイドラインを踏み台にして，

長期的展望を持ったデータの収集・解析を行い，目標

値の妥当性を検討することが重要である．さらには，

新たな薬剤のもたらす影響の評価や，生命予後をアウ

トカムにすることの検証も必要であろう．また今後，

保存期患者，CAPD患者，2HPT以外のCKD-MBD

に関してもカバーできる広範なガイドラインの作成が

望まれる．
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1 適 応

2006年10月日本透析医学会より透析患者に対する

二次性副甲状腺（上皮小体）機能亢進症（2HPT）の

治療ガイドラインが提示された．基本的にわれわれも

ガイドラインに準じた手術適応を採用している（表1）．

高度な2HPTは異所性石灰化などにより心血管系合

併症を引き起こし生命予後を悪化させるため，たとえ

自覚症状がなくても内科的治療に抵抗すれば手術を選

択している．経皮的エタノール注入療法（PEIT）は

1腺腫大の際は，PEITのみで長期間管理可能なこと

があるが，PEIT後の副甲状腺摘出術（PTx）の際，

周囲への癒着により副甲状腺（PTG），反回神経の確

認が困難となるので，われわれはすべての症例でPTx

を第1選択としている．

2 術 式

われわれは，2HPTに対しては副甲状腺全摘出後前

腕筋肉内自家移植術を選択している．わが国ではPTx

後も長期間の血液透析（HD）を継続する症例が大半

である．ちなみに自験例でのPTx後10年の生存率は

約80％である．全摘出術（withoutautograft）で

PTHをきわめて低値に長期間維持する事の安全性

（生命予後，骨折の危険性）に関してはまだしっかり

したエビデンスが出ていない点，2HPTの術後再発

の危険性は無視できず，再手術を考えると，局所麻酔

下に低侵襲に自家移植副甲状腺の切除が可能である点

より本術式が適していると考えている．

3 術前処置

画像診断によるPTGの部位診断は，すべての腺を

切除することが必須の2HPTに対するPTxには欠か

すことができない．特に異所性腺，過剰腺の確認には

有益である．甲状腺近傍，甲状腺内のPTGの確認に

優れている超音波検査，またはCTと甲状腺から離れ

た部位に存在するPTGの確認に優れている 201TlCl，

または 99mTcMIBIscintigramの併用が推奨される．

術前の充分な HDは言うまでもない．2HPTで

PTxを受ける患者のほとんどが長期HD患者であり，

心機能，脳血管などの術前検査による全身麻酔下の手

術のリスクは評価すべきである．また抗凝固薬，抗血

小板凝集阻害剤を術前の適切な時期に中止することも，
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表1 二次性副甲状腺（上皮小体）機能亢進症の手術適応

1.高PTH値（intact-PTH＞500pg/ml）の持続

2.副甲状腺の腫大の確認（推定体積＞500mm3，または長径

＞1cm）

3.内科的治療に抵抗する高カルシウム血症（10.0mg/dL以

上）または高リン血症（6.0mg/dL以上）

上記3項目を満たせば手術適応．さらに下記に示す臨床所見

を1項でも有すれば絶対適応．

1.異所性石灰化の進行

2.自覚症状（骨・関節痛，筋力低下，�痒感，いらいら感など）

3.高骨回転，線維性骨炎，骨格変形

4.骨量の進行性の減少

5.calciphylaxis

6.エリスロポエチンに抵抗性の貧血

7.DCM likeheart



術後創出血を避けるために重要である．

4 手術のコツ

2HPTに対するPTxでは，基本的にすべての腺が

腫大している（過形成に陥っている）と考えてよく，

過剰PTGを含めすべての腺を確認切除することが肝

要である．すべてのPTGを確認切除することは必ず

しも容易ではない．第一に正常のPTGは米粒大で脂

肪の色に類似しており確認困難であること．第二に

PTGは少なからず異所性（縦隔内，甲状腺内，下降

不全など）に存在すること．第三に過剰PTGが約20

％に存在するためである．PTGの発生，解剖を熟知

し，PTGを見つける眼を養うことが重要である．

反回神経と下甲状腺動脈の走行を確認することは，

PTGの存在部位を確認する上で重要である．上の

PTGは反回神経と下甲状腺動脈の交差点より頭側で

反回神経より背側に存在することが多い．下のPTG

は交差点より尾側で反回神経より腹側に存在すること

が多い．その位置に存在しない場合はそれぞれ探索の

順番がある．過剰腺は胸腺舌部内に存在することが多

いので，胸腺舌部を頚部創より切除することが必須で

ある．総頚動脈鞘を開放し，動脈周囲，傍食道，傍気

管を探索する事も重要である．二番目に過剰PTGが

存在するのはその部位である．手術の詳細は他に譲

る1）．

移植する副甲状腺組織の選択，移植する量も重要で

ある．再発を防ぐためには，びまん性過形成の組織を

選択することが望まれる．
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要 旨

透析患者において低回転骨症を有する患者が増加し

ている．低回転骨症では骨回転が低下しているため，

骨折率が高く，骨のカルシウム緩衝系としての機能が

低下しており，有効な治療法が模索されている．そこ

でわれわれは低回転骨症に対するビタミンK2の効果

を検討した．

1年間を通してintact-PTHが100pg/ml以下の血

液透析患者を対象とし，無作為にビタミンK2を投与

する群，投与しない群に分けた．投与前，1，3，12カ

月後に，intact-PTH，オステオカルシン，骨型ALP，

I型コラーゲンN末端架橋テロペプチド（NTx），カ

ルシウム，リンを測定した．結果をそれぞれの群ごと

にWilcoxon符号付順位和検定を用いて解析した．

オステオカルシンは投与群で1カ月後より有意に上

昇し，骨型ALPは投与群で12カ月後に有意に上昇

した．非内服群ではどちらも有意な変化は認めなかっ

た．NTxは投与開始前と経過中で両群ともに有意な

変化を認めなかった．intact-PTHは投与群で 12カ

月後に有意な上昇を認めたが，非内服群では有意な変

化を認めなかった．内服群において，血清補正カルシ

ウムは3カ月後より有意に上昇し，血清リンは3カ月

後より有意に低下した．非内服群では経過中カルシウ

ム，リンの有意な変化を認めなかった．

低回転骨を有する透析患者において，ビタミンK2

の投与は骨回転を改善させることが示唆された．

1 はじめに

透析患者において低回転骨症を有する患者が増加し

ており，腎性骨症の病型の中で最も多い病型となって

いる．低回転骨症は骨密度が保たれているのにもかか

わらず1），骨回転が低下し，骨折率が上昇しているこ

とが報告されている2）．さらに，低回転骨症では食事

やカルシウム含有リン吸着薬の投与で，容易に高カル

シウム血症をきたしやすい．Kurzら3）は，二重アイ

ソトープ法を用いたcalcium kineticstudyにより，

この病態では骨のカルシウム緩衝系としての機能が低

下していることを示している．一方，Goodmanら4）

は，若年透析患者においても，カルシウム・リン積値

が血管石灰化と強い相関を認めることを示したが，低

回転骨症は，まさにカルシウム・リン積値の上昇をき

たしやすい病態である．

ビタミンK2は一般骨粗鬆症患者における内服薬と

して知られているが，Shirakiら5）は，骨粗鬆症患者

に24カ月間ビタミンK2の内服療法を行い，骨折率

の抑制が認められたことを報告している．骨代謝マー

カーの推移は，ビタミンK2内服群で，オステオカル

シン濃度を増加させるだけでなく，不活性型のオステ

オカルシンであるGlu（グル）オステオカルシン濃度を
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低下させる，さらに，骨吸収マーカーであるデオキシ

ピリジノリンの尿中排泄量は2群間で有意差が無く，

この結果より一般骨粗鬆症患者におけるビタミンK2

の効果として，骨吸収には変化を与えず骨形成を増加

させていることが考えられる5）．一方，透析患者では

健常人と比較し有意にビタミンKの血中濃度が低下

しており，さらに透析患者においてビタミンK2濃度

と骨折率との間に負の相関関係が報告されている6）．

また，ビスホスホネート投与によって生じた低回転骨

症を有するラットの骨回転をビタミンK2の投与によ

って制御することが可能であることから，ビタミン

K2は低回転骨症の改善に効果を有することが示唆さ

れている7）．

そこでわれわれは，低回転骨症におけるビタミン

K2の治療効果を，骨代謝マーカーを用いて検討した．

2 対象と方法

投与 12カ月前および直前の採血検査で，intact-

PTHが100pg/ml以下であり，外来通院中の血液透

析患者を対象とした．副甲状腺切除後，warfarin内

服中，活性型ビタミンD製剤を使用している患者は

対象外とした．

ビタミン K2 ：メナテトレノン（グラケー�）45

mg/dayを毎食後に12カ月間内服する群と内服しな

い群の2群に無作為に分けた．

ビタミンK2投与群：男性10名，女性12名．平均

年齢66.2±10.6歳，平均透析期間9.1±7.2年．

非投与（コントロール）群：男性4名，女性8名．

平均年齢64.1±12.4歳，平均透析期間7.3±2.9年で

あった（表1）．

intact-PTH，インタクトオステオカルシン（OC），

骨型アルカリホスファターゼ（B-ALP），I型コラー

ゲンN末端架橋テロペプチド（NTx），血清カルシウ

ム，血清リンを投与前，1カ月後，3カ月，12カ月後

に測定した．

結果は，Wilcoxon符号付順位和検定を用いて解析

した．

3 結 果

表1にビタミンK2投与群・非投与群ごとに患者背

景および血液学的データを示す．ビタミンK2投与群

で原疾患が糖尿病の患者が有意に多かったが，ほかの

因子は2群間に差を認めなかった．

OCはビタミンK2投与群で1カ月後より有意な上

昇を認め，B-ALPはビタミンK2投与群で12カ月後

に有意な上昇を認めた．非内服群では有意な変化を認

めなかった（表2）．ビタミンK2投与群では骨形成マ

ーカーであるB-ALP，OCの両方の上昇を認め，さ

らに，OCの上昇率は 12カ月後で 28％ であり，

Shirakiら5）が報告した骨粗鬆症患者のビタミンK2内

服群におけるOC血中濃度の上昇率とほぼ同程度であ

った．骨吸収マーカーであるNTxは投与開始前と経

過中で両群ともに有意な変化を認めなかった（表2）．

intact-PTHはビタミンK2投与群で12カ月後に有

意な上昇を認めたが，非投与群では有意な変化を認め

なかった（表3）．ビタミンK2投与群において，血清

補正カルシウムは3カ月後より有意に上昇し，血清リ

ンは3カ月後より有意に低下したが，非投与群では有

意な変化を認めなかった（表3）．
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表1 ビタミンK2投与群，非投与群の患者背景および血液データ（開始前）

群 非投与群 投与群

age（years）

gender（male,％）

duration（years）

diabetes（％）

intact-PTH（pg/dl）

B-ALP（U/l）

osteocalcin（ng/ml）

NTx（nmolBCE/l）

adjustedcalcium（mg/dl）

phosphate（mg/dl）

64.1±12.4

33.3％

7.3±2.9

16.7％

41.4±26.3

18.0±6.2

20.6±15.2

61.7±58.2

9.2±0.5

5.5±1.2

66.2±10.6

45.0％

9.1±7.2

55.0％†

49.6±26.4

20.6±11.6

21.9±18.0

62.8±69.3

9.2±0.5

5.4±1.2

Resultsareshownasthemean±SD.
† P＜0.05vs.controlgroupbytheMann-WhitneyU testorχ2 test.



4 考 察

ビタミンK2投与群でのみB-ALPおよびOCの有

意な上昇を認めたことから，透析患者においても，ビ

タミンK2はOCをGla（グラ）化させることで，ハ

イドロキシアパタイトとの親和性を上昇させ8），骨形

成に関与することが示唆された．一方，骨吸収マーカ

ーである NTxの変動は両群とも認めなかったが，

intact-PTHはビタミンK2投与群でのみ12カ月後に

有意な上昇を認めた．

われわれはすでにcontrolledtrialではないが，32

名の低回転骨症を有する透析患者に対し，12カ月間

ビタミンK2の投与を行い，骨代謝マーカーの推移を

報告している9）．ビタミンK2投与により，骨形成マ

ーカー（OCおよびB-ALP）および骨吸収マーカー

（NTxおよび TRACP）の上昇を認めたが，intact-

PTHの有意な上昇は認めなかった．本研究では，ビ

タミンK2投与群でのみ12カ月後にintact-PTHの有

意な上昇を認めたが，骨吸収マーカーであるNTxの

変動は認めなかった．ビタミンK2には，骨吸収に対

してこれまでまったく反対の二つの作用があることが

示されている．ビタミンK2自体は側鎖に骨吸収抑制

作用を有しているが10,11），ビタミンK2によって増加

するグラ化オステオカルシンは破骨細胞の形成を促進

することが報告されている12）．本研究では，NTxの

変動は両群とも認められず，ビタミンK2の側鎖によ

る影響と，増加したグラ化オステオカルシンが破骨細

胞の形成を促進する影響が相殺されているのではない

かと考えられた．さらに，本研究の骨代謝マーカーの

変動は，Shirakiら5）が，骨粗鬆症患者に24カ月間ビ

タミンK2（グラケー�45mg/day）の内服療法を行

った研究とほぼ同様の結果であった．

また，intact-PTHは投与群で 12カ月後に有意な

上昇を認めたが，非投与群では有意な変化を認めなか

った．ビタミンK2による副甲状腺への直接作用は認

められていないが，ビタミンK2により骨の緩衝系が

改善されたため，intact-PTHの上昇が認められたも

のと推測される．本研究では，投与群のみに3カ月目

より，血清補正カルシウム値の有意な上昇を認め，投

与群でカルシウム含有リン吸着薬の内服量が増加した

ことが考えられた．血清補正カルシウム値の上昇は

PTH分泌を抑制するが，このような状態であっても，

投与群でintact-PTHは12カ月後に有意な上昇を認

めたことから，ビタミンK2による骨回転の上昇作用
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表2 骨代謝マーカーの推移

群 開始時 1カ月 3カ月 12カ月

B-ALP（U/l） 投与群 20.6±11.6 20.6±11.8 22±12.1 24.6±13.7†1，†2

非投与群 18.0±6.2 19.4±9.9 17.6±5.6 21.3±9.1

osteocalcin（ng/ml） 投与群 21.9±18.0 26.1±16.8†1 28.5±16.4†1 28±17.0†1

非投与群 20.6±15.7 19.1±14.5 22.1±14.6 21.6±13.2

NTx（nmolBCE/l） 投与群 65.5±75.7 56.6±61.7 62.4±60.9 67.2±59.3†2

非投与群 61.7±58.2 53.7±49.3 46.3±18.7 54.6±23.8

Resultsareshownasthemean±SD.
†1 P＜0.05vs.baseline.
†2 P＜0.05vs.1monthbytheWilcoxonsignedranktest.

表3 intact-PTH，血清補正カルシウム，リンの推移

群 開始時 1カ月 3カ月 12カ月

intact-PTH（pg/dl） 投与群 49.6±26.4 53.4±29.5 59.7±61.9 80.2±63.1†1

非投与群 41.4±26.3 39.2±24.5 46.9±25.0 48.6±29.5

adjustedcalcium（mg/dl） 投与群 9.1±0.5 9.3±0.6 9.6±0.6†1 9.6±0.9†1

非投与群 9.2±0.5 9.3±0.4 9.2±0.8 9.3±0.8

phosphate（mg/dl） 投与群 5.6±1.2 5.0±0.9 4.9±1.0†1 4.6±1.2†1

非投与群 5.5±1.2 5.4±1.8 4.9±1.4 4.7±1.2

Resultsareshownasthemean±SD.
†1 P＜0.05vs.baseline.
†2 P＜0.05vs.1monthbytheWilcoxonsignedranktest.
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は大きいと考えられた．

ビタミン K依存蛋白である MatrixGlaprotein

は動脈石灰化に抑制的に働くと報告されている13,14）．

また，ビタミンK2濃度と動脈石灰化との負の相関が

示されていることからも15），動脈石灰化のリスクの高

い低回転骨症および広く血液透析患者における動脈石

灰化の危険性をビタミンK2は抑制させる可能性を有

していると考えられる．

ビタミン K2投与群でのみ B-ALP，OC，intact-

PTHの有意な上昇を認めたことから，低回転骨を有

する透析患者において，ビタミンK2の投与は骨吸収

にはあまり影響を与えずに骨形成を促進させ，骨回転

を改善させることが示唆された．

この研究は，日本透析医会平成16年度学術研究助

成事業による．
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要 旨

首都圏直下型地震発生により東京都が被災した場合，

狭い地域に多数の維持透析患者が取り残されることが

懸念される．このとき，陸路に頼った現状の患者搬送

は，阪神淡路大震災でも経験したように，道路の破壊

や建物倒壊，自動車の道路上への放置などで十分機能

しない可能性が高い．陸路が機能しない場合に備え，

空路や船舶の使用も手段の一つとして捉えておく必要

がある．このとき被災地にある施設の位置情報と船舶

およびリバーステーション・港湾などをつなぐ情報シ

ステムを構築しておくことで実際の使用に堪えるシス

テムとして機能することが期待される．GoogleEarth

や電子国土などインターネットを介して視覚的に捉え

るソフトを用い，さらに各施設をプロットしたポイン

トに掲示板をつけることで透析施設�船舶関係者間双

方向の情報伝達システムの可能性を検討した．

A 研究の背景と概要

A�1 災害時支援の基本的問題

阪神淡路大震災の時，交通網の遮断から激しい交通

渋滞が発生したため患者搬送が困難になり，必要な医

療の提供を妨げる原因の一つになった1）．一方，巨大地

震とはいえ，地震はそもそも局地現象でしかなく，神

戸が壊滅したあの震災であっても，わずか数十キロ離

れた大阪にはごく普通の市民生活が存在した．つまり，

被災地は実は非常に小規模な面積の地域であるので，

そこから被災者を救出する方法の確立は重要である．

A�2 地域密着型災害と都市型災害

また同じ規模の災害が発生したとしても，大都市

（都市型災害）と郊外（地域密着型災害）とでは，そ

こに居住する住民の絶対数の違いのために，支援体制

が根本的に変わってくる．

地域密着型災害では，都市型災害に比較して被災者
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数は極度に少なくなるので，災害への対応が発災後に

始まったとしても，現段階での日本の防災システムで，

ほぼ対応可能である．実際，新潟県中越地震（2004）2,3）

や能登半島地震（2007）4）においてもほとんど医療支

援は齟齬をきたすことなく提供されており，それは透

析医療も例外ではなかった．

しかし都市型災害においては，その様相は大きく様

変わりする．その最大の問題点は，対応しきれないほ

ど多数の被災者の出現である．発災後に対応を始めた

のではその数の多さがネックとなり，被災地外搬送該

当者のサポートが相当不十分なものとなることが予想

される5）．

今回想定した首都圏直下地震における被害規模や要

対応患者数は，1,600人あまりの支援透析必要患者を

出した阪神大震災の，さらに数倍になることを想定し

ておかなければならない．その原因は主に二つ考えら

れる6）．

1.人口密集度が首都圏では阪神圏よりもさらに著

しいこと．

2.1995年当時よりも透析患者の高齢化が著しく進行

しており，支援を必要とする患者数が増加すること．

このように被災地外への要搬送者は増加し，自力で

脱出できる対象患者以外の要支援者の搬送手段の準備

が必要となる．

A�3 災害時支援における役割分担の概念の確立

以上，大都市において発生した巨大災害では搬送手

段の確立が最重要課題であり，そのためには，まず陸

海空搬送手段の役割分担という概念の確立が不可欠で

ある．以下，陸海空の搬送手段の特徴を提示する．

1.空

情報収集が主たる役割．少数の重傷患者の緊急搬送

（少数急性期対応）D-MAT，広域医療搬送の概念の

実現手段．

2.海

大量の準救急患者の搬送（多数応急期対応）．現段

階では維持透析患者を対象する災害時慢性疾患対応の

実現手段の一つ．

3.陸

災害のすべての場面での搬送（緊急も応急も慢性も

すべて含む）．利便性は高く，広範囲の搬送，少数・

多数・急性期・応急期・慢性期すべてに対応させるこ

とになる体制は確立しているが，その活用範囲は巨大

災害時の交通網の破壊状況に左右される．

災害時の空路支援は小型ヘリなどが主体となるため，

基本的に大量搬送になじまず，少数の急性期患者への

対応にならざるをえない．陸路支援はシステムが確立

しているために利便性は高いが，交通網の遮断が必発

であるためその有効性に疑問がある．現在の搬送手段

は陸路に偏重しており，陸路交通網の破壊状況によっ

ては，ほとんど有効な医療搬送が不可能になる（事実

阪神大震災ではそうなった）．

2005年度より関西圏で，2006年度より首都圏での

災害時医療支援船システムの構築のための研究を行っ

てきたのは，このような事実が根底にあり，災害時の

海運の利用の可能性を探ってきた7）．

その研究において，船舶による支援が可能かつ有用

であることがほぼ立証されたと考えられる．

今後はさらにそれを実際に使用する時を想定した，

船舶と患者を具体的連携方法の構築へと視点を移して

いく時期に来ていると思われる．

A�4 首都直下型地震：具体的な陸路以外の

事前支援体制のオプションの構築を目指して

そこで，われわれは首都圏直下型地震の想定をさら

に具体的に「東京都東部地域で発生した」という場合

に絞った．この具体的条件の下，災害支援船構想を現

実的で使用可能なものにするための基礎調査を行った．

基本的には首都圏直下型地震が起きたとき，東京東部

地域の透析不能などの被害にあった透析施設の被災地

域外搬送対象者に，どのような方法で情報伝達し，船

舶による支援の意思決定を行い，支援透析施設までど

のような手段で移送し透析できるようにするか，とい

う，移送計画を現実のものにするための情報伝達シス

テムの構築を提案するのが第一の目標である．

この時支援船が中心的な役割を担うと考えているの

ではなく，あくまでも国や都が策定している陸路支援

が頓挫したときの，選択肢のオプションとして準備し

ておくというスタンスのものである．

A�5 海への通路：河川利用を考える

六甲山系が大阪湾に向かってせり出し，狭い通路の

ような地形が形成されていた地域に人口が密集してい
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る阪神間では，海へ向かうことのほうが，東西へ脱出

することよりやさしかった．船舶が遡上できるような

河川が存在しないため，その狭い通路のような地形の

関西圏での災害支援船構想は，おもに大阪湾の中をい

かに効率的に搬送するかに重点が置かれた7）．

それに対し首都圏/関東平野は人口密集地域の面積

が広く対象施設数も膨大であるため，災害時医療支援

船構想の首都圏プロジェクトでは，東京湾とそこへ注

ぐ河川の利用を検討している．「東京都東部地域で発

生した」首都圏直下型地震であれば，荒川放水路と隅

田川を交通路として利用することはごく当然の帰結で

ある．船舶も荒川と隅田川の分岐点である赤羽（東京

と埼玉の都県境）あたりまで遡上可能であり，海への

通路として，陸路が使用不可能な場合のオプションと

して有望であることがわかった．

A�6 情報伝達システムの実際

以上のような状況下で使用可能なツールとして今回

われわれが考案したのは，位置情報をあらかじめ特定

のサーバー上においてメンバー間で共有し，必要時に

地図（写真）情報としてPC画面上に反映させる方法

である．

地図上（あるいは写真上）にプロットされた登録施

設のアイコンをクリックすると，掲示板機能が備わっ

ていて，このシステム参加者は誰もがその施設から発

信された情報を確認することができ，情報の交換が可

能なように設定した．情報の交換は，読み取りだけで

はなく，どこからでも書き込みも可能なように設定さ

れており，掲示板を通じた双方向の情報交換が可能で

ある．

また施設情報のみならず，河川に設置されたリバー

ステーション，支援船の所在地，港やポンドなども，

あらかじめサーバー上にファイリングしておけば自由

に取捨できる．

今回使用したソフトは，GoogleEarthと電子国土

の二通りである．表現形式として，宇宙からの航空写

真（GoogleEarth）という視覚的効果を優先させた

ものと，詳細で正確な地図（電子国土）という主に道

路情報という見栄えは地味だが正確性を優先させたも

のの二通りを用意してみた．この二つは表現形式が違

うだけで，目標にいたる概念はほとんど同じである．

同じ概念を表現するのに東京海洋大学は Google

Earthを，日本透析医会の災害情報ネットワークは電

子国土を選択したわけであり，現時点ではこの位置情

報交換システムとしては，この方法が最も安価で手軽

にシステム構築ができるということであろう．

今回われわれは，海陸連携システムの一端として使

用できるよう考案したが，使い道としては，いろいろ

な可能性が考えられる．例えば，一つの透析施設にお

いて通院困難者の送迎などを行う場合，自施設の患者

の地理的な分布状況を把握するのには非常に有用であ

る（この場合は道路情報が詳細に得られる点を考えて，

電子国土がより有用であろう）．

あるいは災害時の施設・患者間の連絡システムの一

環としての使い方も考えられる．災害時にすべての患

者一人一人と施設が直接連絡を取り合うのは，通信の

遮断が起きやすい災害時には，あまりにも効率が悪く

不適当である（通常発災後 30分以内に，高度の発信

制限がかかり，被災地への情報伝達状況は極端に悪化

することが多い）．だから地理的に近い患者たちをグ

ループ化して，まずそのグループ内で徒歩や自転車，

バイクなどで連絡を取り合ってもらうことにする．こ

のとき，その代表者がグループ内すべての患者の情報

を電話で知らせるのはお互いに負担が大きい．そうで

あれば，このシステムを利用して，掲示板の中に一人

一人の情報を書き込んでいけばよい．施設へは，情報

伝達システムの掲示板に「情報書き込み終了しました」

とだけ，なんとか伝達することで目的は達せられる．

もしもどうしても連絡が取れないケースを見込んで，

災害で連絡が取れなくなったときには，情報伝達シス

テムを必ず参照するよう取り決めておけばよいであろ

う．

さらにこの情報システムに期待する役割は，視覚的

理解である．都市部では住所という文字情報だけでは，

一体誰と誰が近くにいるのかが十分把握できないこと

も多い．同じ市内であるから近いとは限らないし，区

が違うから遠いかといえば，道一本隔てただけだった

りすることもよくあるので，文字情報を地図・写真上

にプロットすることで，視覚的な情報把握を可能にす

る（このように位置的な遠近の視覚的把握には

GoogleEarthが優れているかもしれない）．

このようなシステムの構築を行うことが，最難関と

されてきた災害時における施設対患者間の個別情報伝

達のシステムを確立するヒントになるのではないか，
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と考えた．

B以下の章で，具体的なシステムの説明を行う．

A�7 研究実施担当者

以上のような経過をたどり，今回東京海洋大学と日

本透析医会の合同研究，協力：城東腎不全研究会，桜

映画社として，この研究はスタートした．

（赤塚東司雄）

B 施設登録用データベースの作成：

対象施設の登録

B�1 はじめに

大規模災害が発生した場合にも利用できる，新しい

情報の伝達・共有の手段としてWebベースの「施設

登録用データベース」というものを作成した．

B�2 施設登録用データベースの説明

B�2.1 システム要件

作成した施設登録用データベース（以降，「施設D

B」とする）は以下の要件を満たすものとする．

1.インターネット経由でデータの追加，変更，削

除ができる．

2.データの管理はデータベースソフトで行う．

3.CSVファイルを作成する．

4.GoogleEarthと連携する（kmlファイルを作

成する）．

B�2.2 構成（使用ソフト含む）

図B�1は施設DBを簡略化して示したものである．

B�2.2.1 ハードウェア

作成した施設DBでは，データサーバ（データベー

ス管理用ソフトウェア）とWebサーバ（Webシステ

ムにおいて情報送信を行うソフトウェア）が同一ハー

ドウェア上で動作している．使用したハードウェアの

スペックを表B�1に示す．

B�2.2.2 ソフトウェア，スクリプト言語

データの管理，Webサーバ機能などを実現させる

ため，施設DBでは表B�2に示すようなソフトウェ

アやスクリプト（簡易プログラミング言語）を表B�

1で示したハードウェア上で使用している．

B�2.3 DBについて

DB（データベース）とは，多くのデータを蓄積し

て利用するための仕組みである．大量の情報を高速処

理することに長けており，同時アクセスしてもデータ

が壊れないようにする機能や，不正なデータを受け付

けないようにする機能，ユーザ権限の厳密な管理など

の情報を安全に運用するための仕組みが実装されてい

る．施設DBでは，データベースを用いてデータの管

理をするために，TCX DataKonsultAB社などが開

発している，オープンソースのデータベース管理用の

ソフトウェア「MySQL」を使用している．
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図B�1 システム構成

表B�1 使用ハードウェアスペック

OS

CPU

メモリ

ハードディスク

WindowsXPHomeEdition（SP2）

Pentium（R）4 2.20GHz

512MB

120GB

表B�2 使用ソフトウェア，スクリプト言語

ソフトウェア Apache（ver.2.2.3）

MySQL（ver.5.0.37）

Webサーバ

データベース管理

スクリプト言語 PHP（ver.5.2.0）

JavaScript

データベースアクセス

入力フォーム作成



B�2.4 施設DBで使用したデータ

データベースを使用するに当たり，事前にデータの

登録が必要となる．本来ならば登録するデータの選定

などから行わなければならないが，今回は試験的に，

「施設名」「住所」「施設コード」の項目に分けて登録

を行った（「住所」は「都道府県」「区」「町」「丁目」

「番地」「号」「建物名」の項目に分割し登録）．それに

加え，施設ごとに「備考欄」を設けた．1施設ごと入

力していくのは時間と手間がかかるので，データの登

録にはカンマ区切りのデータであるCSV形式のファ

イルをインポートした．

B�3 Webアプリケーション

B�3.1 機能一覧

作成した施設DBが有する機能について，図B�2の

①～⑦に沿って実際の画像を用いて説明する．

B�3.1.1 一覧表

1.データベースに登録してあるデータの一覧表示

を行う．

2.現在は，施設コード順に表示されるようになっ

ている（図B�3）．

B�3.1.2 施設コード検索

1.施設コードから，各施設情報の検索および表示

を行う．入力フォームに，データの確認を行いた

い施設コードを入力する．

2.施設コードを入力後に確認ボタンをクリックす

ると，施設コードに対応するデータが表示される

（図B�4）．

B�3.1.3 施設登録

1.データベースに施設情報を新規登録する（図B�

5）．

2.入力フォームに施設情報を入力後，登録ボタン

をクリックすると，データベースに施設情報が登
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図B�2 施設DBトップページ画面

図B�3 一覧表示画面

図B�4 施設コード検索画面



録できる．

3.施設コードが登録済みのデータと重なった場合

や，建物名とnoteの項目以外が未入力だった場

合は，登録ができないようになっている．

B�3.1.4 登録内容削除

1.データベースから施設情報を削除する．

2.入力フォームにデータの削除を行いたい施設コ

ードを入力する．施設コードを入力後に確認ボタ

ンをクリックすると，施設コードに対応するデー

タが表示される．

3.さらに削除ボタンをクリックするとダイアログ

が表示され，OKボタンをクリックするとデータ

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.3 2007444

図B�5 施設登録画面

図B�6 登録内容削除画面



ベースからデータが削除される（図B�6）．

B�3.1.5 登録内容変更

1.データベースに登録済みの施設情報を変更する．

2.入力フォームにデータの変更を行いたい施設コ

ードを入力する（図B�7）．

3.施設コードを入力後に確認ボタンをクリックす

ると，入力した施設コードに対応するデータとと

もに変更点を入力するフォームが表示される．変

更点を入力するフォームには変更前のデータが入

力されているので，そのデータを編集することに

よって情報が変更される（図B�8）．

4.最後に変更ボタンをクリックすることにより，

データベースの情報が新しい情報へと更新される．

B�3.1.6 CSVファイルのDL

CSV形式に出力されたデータベース内の施設情報

をダウンロードする．

メニューページのCSVファイルのDLをクリック

すると，図B�9のようなダイアログが表示される．

保存を選択すると，データベースに登録されているデ

ータがカンマ区切りのCSV形式のデータに出力され

ダウンロードができる．

B�3.1.7 kmlファイルの作成

データベース内の施設情報をkml形式として出力

する．

操作手順は図B�2の⑥のCSVファイルのDLと同

様である．

kmlファイルの詳細はB�3.3項で説明する．

B�3.2 機能説明

B�3.1で示した機能を実現するために，施設 DB

ではスクリプト言語のPHPを用いてMySQLにアク

セスし，データの取り出しなどのデータ操作を行って

いる．データ操作を行う際には，SQLと呼ばれるデ

ータベース操作言語がPHPを通してMySQLに伝え

られる．データベースから取り出されたデータは，

InternetExplorerなどのブラウザで見ることができ

るhtml形式で出力される．

施設DBが行う内部操作を順にまとめると，以下の

ようになる．

1.Apacheを通して施設DB使用者の要求を受け

取る．

2.要求に従いPHPを用いてMySQLにアクセス

する．

3.PHPを通しMySQLにSQLを発行しデータを

取り出す．

4.取り出したデータをhtml形式で出力する．

5.Apacheを通して施設DB使用者に要求の結果

を送る．

B�3.3 GoogleEarthとの連携

GoogleEarthは，Google社が2005年6月に提供
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図B�7 登録内容変更画面①

図B�8 登録内容変更画面②

図B�9 CSVファイルのDL画面



を開始した，世界中の衛星・航空写真を閲覧できる

「デジタル地球儀」とも言える3D地図ソフトウェア

である．2006年9月に，GoogleEarth日本語版の配

布が開始された．GoogleEarthのクライアントソフ

トは同社が無償配布しており，同社サイトから誰でも

自由にダウンロードできる．GoogleEarthクライア

ントはインターネットを通じて同社のサーバに接続し，

指定した場所の衛星・航空写真や地図，地理情報，建

物の3Dモデルなどを受信，合成して一体的に表示す

ることができる．

施設DBは，GoogleEarth用の設定ファイルであ

るkmlファイルを出力できる．出力したファイルに

は施設名や住所などのデータベースに登録された情報

が記述してあり，住所から検索した施設の場所が

GoogleEarthでプロットされる仕組みになっている．

これにより施設の場所の把握が容易にできるようにな

っている．

図 B�10に，作成したkmlファイルの内容を示す．

図 B�11は，作成したkmlファイルを実際にGoogle

Earthで読み込んだ画像である．

B�4 まとめ

本研究では，災害時の新しい情報交換手段として施

設DBというものを構築した．城東腎不全研究会から

提供された施設情報をデータベース化することからは

じめ，データベース内の情報をWeb経由で編集でき

るようなシステムを構成した．施設の位置を把握でき

るように，GoogleEarthと連携できるようにした．

B�4.1 課 題

本研究で作成した施設DBには，
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図B�10 kmlファイルの例

図B�11 GoogleEarthの画面



1.kmlファイル作成時の手動による処理

2.データベースに登録するデータの未選定

3.個人情報の保護のための認証プログラムの未使

用

などといった課題が残されている．

快適な情報交換のために，Webページ上で各施設

にメールの送信が行えるようにする機能や，掲示板シ

ステムの応用について検討する必要がある．

B�4.2 今後の展望

本研究で作成した施設DBは，医療施設情報のみを

データベース化したシステムとなっている．現在，医

療施設情報に加え災害時に医療支援に使用できる船舶

や係留施設の情報を調査・収集中であり，今後はそれ

らの情報もデータベース化していく予定である．

収集したデータを効率よく利用できるシステムが構

築できれば，係留施設から一番近い医療施設の検索や

医療施設間の情報交換だけでなく，最寄りの船舶への

医療支援要請を出すことなども可能になると考えられ

る．

本施設DBには残された課題も多く，実際に運用す

るにはあまりにも機能が不足している．今後はさらに

機能の充実をはかり，システムの質を向上させられる

よう研究を進めていきたい．

（西山尚材・庄司邦昭・庄司るり）

C 透析医療施設・河川情報のマッピング作成：

対象施設の視覚的把握

C�1 はじめに

今回は首都圏の主要河川である荒川・隅田川に焦点

を当てた．病院の位置と乗船場の位置をマッピングし，

どの乗船場に行けばいいのかがわかるための地図作り

をした．

C�2 利用したデータ

1.医療施設について

城東腎不全研究会から提供された医療施設のデータ

により，施設名，住所，電話番号等をエクセルのデー

タでまとめる．GoogleEarthに住所を入力してその

場所に病院とわかるようなポイントを設定する．

2.リバーステーション等について

国土交通省荒川下流河川事務所が発行している，荒

川リバーステーション整備計画の資料から必要な情報

を取得した．

C�3 地図の製作

C�3.1 GoogleEarth

GoogleEarthのホームページよりGoogleEarth

をダウンロードする（無料でダウンロード可能）．

URLはhttp://earth.google.co.jp/である．

C�3.1.1 GoogleEarthとは

GoogleEarth（グーグルアース）は，Google社が

無料で配布しているバーチャル地球儀ソフトである．

2005年6月28日から頒布が開始された．（B�3.3参

照）

C�3.1.2 マッピング方法

地図上に指定場所を書き込む方法として次の三つが

ある．

1.緯度，経度を入力する．

2.住所を入力する．

3.任意の場所を手動で入力．

住所で入力した場合は，位置が不正確の場合もある

ので注意する．これらのプロットした情報は kmlま

たはkmzファイルによって保存することができる．

GoogleEarthがダウンロードされていれば，kmlお

よびkmzファイルによって簡単に表示することが可

能となっている．なお，kmlファイルは Google

Earth用のプログラミングファイルであり，kmzフ

ァイルはkmlファイルを圧縮したものである．

プロットした情報はファイルごとに整理すれば，病

院のみ，リバーステーションのみ，品川区と墨田区の

病院など，それぞれの地図のみというように，それぞ

れのファイルごとに表示することもできる．

今回は，資料より，荒川・隅田川沿いの11区の病

院の住所を入力してマッピングした透析施設は施設コ

ードで表示しており，ポイントをクリックすればそれ

ぞれの病院の個別情報（病院名，住所等）を表示可能

とした．
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C�3.2 GoogleEarthへの病院の位置マッピング

病院の住所を入力するだけでその場所が簡単にわか

る．GoogleEarthでは，拡大，縮小も簡単に操作す

ることが可能である．図C�1に，今回プロットした

すべての病院の全体図を示す．この地図では区の境界

線しか表示していないが，道路，線路なども一緒に表

示することも可能である．

C�3.3 リバーステーションのマッピング

リバーステーションは河川の乗船場のことで，国や

区によって整備されている．大規模災害後，被災した

河川堤防を復旧するための建築機械や土砂等の資材の

運搬，また被災者への救援物資（水・食料品・医療品

など）の運搬を河川敷に整備された緊急用河川敷道路

と連携して，機動的な役割を果たす．

図C�2は，国土交通省荒川下流河川事務所が発行

している，荒川リバーステーション整備計画の資料よ

り，手動でリバーステーションの情報を入力した図で

ある．荒川の岩淵リバーステーションがほぼ最上流部

になり，新砂リバーステーションが最下流部のリバー

ステーションになる．また，東京湾にはリバーステー

ション以外に多数の乗船場がある．岩淵リバーステー

ションから新砂リバーステーションまで約20kmで

あった．

リバーステーションには2種類あり，浮き桟橋型と

岸壁型がある．浮き桟橋型は，水位に応じて桟橋が浮

き沈みするタイプで，人の乗降に適している．岸壁型

は，港湾でよく見かける形式で，荷物の陸揚げ，積み

出しに適している．

図C�3の黄色い線は足立リバーステーションから

「133859」の病院までの直線距離を表し，1.21kmで

あった．GoogleEarthなら簡単に直線距離を測定可

能である．足立リバーステーション付近には大きな建

物もなく，人や物資を集結することの可能な広いスペ

ースがあることがわかる．ただし，人が集まるために

は広い公共の建物があったほうが避難および休憩場所

としては好ましい．

図C�4は，災害時の避難場所となっている東京海

洋大学を例にとって示している．実際には，病院やリ

バーステーションに印されたマークをクリックするこ

とにより，災害時には最新の情報を病院ごとに詳細情

報を表示することが可能である．あるいは掲示板への

日本透析医会雑誌 Vol.22 No.3 2007448

図C�1 病院の全体図
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図C�2 リバーステーション
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図C�3 足立リバーステーション付近の拡大図



ショートカットのURLを表示させることも可能であ

る．

C�4 まとめ

この地図によるマッピングはまだ作成中の段階であ

りまだまだ完成ではない．これからより発展させてい

くために，病院，リバーステーションのデータを充実

させることがまず必要である．そのほか，川にかかる

橋の高さなどを調査して，どのくらいの水面上高さを

もつ船なら通航可能かといった船舶に関する情報を入

力する必要がある．また，船に搭載されたGPSのデ

ータを利用して位置情報を地図上に示すなどいろいろ

な可能性がある．

また，問題点として，災害時に大雨が降ったりして，

河川の水位の上昇によりリバーステーションが利用で

きないようなことも考えられる．また，河川に架かっ

ている橋が倒壊して河川が利用できない可能性もある．

これらの問題点は現段階では解決できないことかもし

れないが，最新の情報をいかにデータ上に入力してい

くかなど，これから研究・調査をしてよりよいものに

なるようにしていきたい．

（藤井俊輔・庄司邦昭・庄司るり）

D 掲示板システムの作成：

各施設の情報のリアルタイムな把握

D�1 掲示板システムの概要

電子掲示板（以降，「掲示板」とする）は，メール

のような1対1の通信手段ではなく，1対多の情報伝

達を可能にするソフトウェアシステムのことである．

構成が掲示板に似ていることからこう呼ばれる．ある

ユーザーが電子掲示板にメッセージを書き込むと，そ

れはグループ全員に見えるようになる．それを見たグ

ループのメンバは，そのメッセージに対してさらに掲

示板に返信を書き込んだり（この返信もほかのメンバ

に公開される），電子メールを使用して個人宛にメー

ルを送信できたりする．

D�2 掲示板システムの有する機能

本掲示板システムは以下の機能を有する．

1.GoogleEarthとの連携で各施設掲示板にリン

クする．

2.画像を利用できる．

3.投稿者が決めたパスワードにより投稿記事を削

除できる．

D�3 構 成

図D�1は施設DBと掲示板システムを簡略化して

示したものである．

掲示板システムは，図D�1の中の「bbs」という名

前のフォルダ（以降，「bbsフォルダ」とする）に保

存されているデータによりその機能を実現させている．

図D�2で，bbsフォルダの構成を示す．図D�2の各々

のフォルダの機能は以下となる．

1.imgフォルダ

記事の投稿者から投稿された画像データを保存する．

2.lockフォルダ

ログファイルを複数の投稿者が同時にアクセスした

場合，掲示板の記録データ（ログファイル）が壊れて

しまう場合がある．このような問題を防ぐため，誰か
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図C�4 詳細情報



が掲示板へ書き込みをしている間，ログファイルへの

アクセスを一時的に待ってもらう仕組みを実現させる

ためのフォルダである．

3.logフォルダ

投稿内容を保存するフォルダ．施設ごとにログファ

イルが作成される．

4.bbs.php

PHPで書かれた掲示板システムのスクリプト．DB

（MySQL）にアクセスしてブラウザに表示させる内

容を変化させる．

URLをクリックすると（図D�3），GoogleEarth

内にブラウザが起動して掲示板が表示される．Google

Earthの設定次第では，外部のブラウザを自動的に起

動させ掲示板を表示させることもできる．図D�4は
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図D�1 システム構成 図D�2 bbsフォルダ構成

図D�3 GoogleEarth施設情報表示



GoogleEarth内で掲示板を表示させたときの画面で

あり，図D�5は外部のブラウザで掲示板を表示させ

たときの画面である．

D�4 アプリケーションの説明

D�4.1 GoogleEarthパート

各施設の掲示板にアクセスするには， Google

Earthを利用する．（GoogleEarthについては，B�

3.1.7kmlファイルの作成，および，B�3.3Google
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図D�4 掲示板の表示（GoogleEarth内）

図D�5 掲示板の表示（外部ブラウザ使用）



Earthとの連携を参照）

GoogleEarthで作成した kmlファイルを開いた

後，掲示板を開きたい施設の情報を表示させる．施設

情報を表示させたら，「掲示板」と書いてある行の下

に表示されているURLをクリックする（図D�3）．

D�4.2 掲示板パート

D�4.2.1 掲示板の画面構成

実際の掲示板は，図D�6のように表示される．

1.投稿時に使用する部分（図D�6中の丸で囲まれ

た数字に対応）

① 名前入力欄

② 題名入力欄

③ メールアドレス入力欄

④ ホームページアドレス入力欄

⑤ 本文入力欄

⑥ 投稿する画像選択欄

⑦ 文字色選択ボタン

⑧ 削除用パスワード入力欄

2.削除時に使用する部分

⑨ 記事番号入力欄

⑩ 削除用パスワード入力欄

D�4.2.2 掲示板への投稿

掲示板への投稿を説明するために，各欄に図D�7

のように入力したとする．

このとき投稿する画像の選択欄への入力は，右の

「参照」ボタンをクリックすることによってファイル
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図D�6 掲示板画面

図D�7 入力内容（例）

図D�8 ファイル選択画面



選択画面が開かれるので，そこで選択することとなる

（図D�8）．

投稿する際に，名前入力欄，題名入力欄，本文入力

欄，削除用パスワードの4項目が入力されていないと

投稿できないような仕組みになっている．削除用のパ

スワードは，投稿者が投稿した記事を削除するために

必要なものなので，覚えておく必要がある（今回入力

した削除用パスワードは「0123」）．

図D�7の内容で投稿した結果が図D�9である．

D�4.2.3 投稿内容の削除

投稿内容を削除するためには，投稿記事の番号と削

除用パスワードが必要となる．投稿記事の番号は，図

D�10に示すように投稿記事表示されている．
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図D�9 投稿結果

図D�10 削除画面
図D�11 投稿内容（レス表示状態）



今回の例では，記事番号が「1」，削除用パスワード

が「0123」となっているので，それぞれの入力欄に入

力した後，削除ボタンを押すと投稿した記事が削除で

きる．このとき，削除用のパスワードと投稿した記事

が一致しないと，削除できないようになっている．削

除後の掲示板の画面は，図D�5と同じものなので省

略する．

D�4.2.4 レス機能

本掲示板には，レス機能がある．「レス」とは，掲

示板に書き込まれた内容に対して返信すること，また

は，その返信した内容のことを指す．図D�11はレス

があるときの掲示板の画面である．

（西山尚材・庄司邦昭・庄司るり）

E 荒川・隅田川の橋梁の航行可能区域情報：

災害時航行情報の把握

� 内部河川での船舶の橋梁通過のシミュレーション�

江東区の内部河川を災害時に通行する際に，河川に

は多くの橋が架かっており高さによって通行できない

場合がある．そのようなことがないように事前に調査

する必要がある．そのための潮汐と船舶のエアドラフ

ト，橋梁桁下高を考慮した簡単なシミュレーションを

表E�1に示す．

［仮定する条件］

船舶のエアドラフト 200cm

橋梁桁下高 399cm

場所 晴海潮汐所

潮汐は平成19年5月20日を想定する．

図E�1のグラフの濃い線は観測値で，淡い線は予

測値である．実際，観測値と予測値は多少ずれがある

が，その差は数センチである．しかし，晴海の潮汐観

測所から江東区内部河川は上流にあり，潮汐は晴海の

観測所の値より数十センチ高くなる．

図E�2は高橋一正による卒業論文8）の一部であり，

実際に観測した結果である．これを見ると，高橋は一

番上流の橋で，黒船橋が一番下流である．上流に行く

ほど潮汐が高くなることがわかる．

図E�3は東京の場合の潮位，可航高さなどの関係

図である．T.P.はTokyoPeilの略で，東京湾平均海

面である．A.P.はArakawaPeilの略で，荒川工事

基準面である．つまり，潮位と橋の高さの基準となる

高さが異なっているので注意が必要である．その差は
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表E�1 小名木川に架かる橋の

最低の高さ

橋梁名 A.P.

萬年橋

高橋

西深川橋

東深川橋

大富橋

新高橋

新扇橋

4.93m

4.75m

5.15m

5.13m

4.01m

3.99m

4.93m

図E�1

図E�2 各橋と晴海検潮所での潮位の比較

図E�3 最低水面と橋の下面との変動要素
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1.1344mである．これらを式に表すと以下のように

なる．

可航高さ（cm）＝A.P.基準の橋の高さ（cm）

＋6.56（cm）－晴海の潮位（cm）

実際は潮位とずれが生じるので30cmの余裕を持

たせると以下となる．

可航高さ（cm）＋30（cm）＝A.P.基準の橋の高さ（cm）

＋6.56（cm）

－晴海の潮位（cm）

可航高さ（cm）＝A.P.基準の橋の高さ（cm）

－23.44（cm）－晴海の潮位（cm）

今回の仮定条件に合わせると以下である．

200（cm）≦375.56（cm）－晴海の潮位（cm）

晴海の潮位（cm）≦175.56（cm）

グラフで表すと図E�4となる．図E�4より今回の

場合，可航な時間は約10～17時の間である．河口付

近になると潮汐の影響が大きくなるので事前に可航で

きるか調査が必要である．

（藤井俊輔・庄司邦昭・庄司るり）

F 災害時に連携すべき行政機関

および船舶保有団体

今回の対象地域を管轄している行政機関のリスト，

あるいは現状で保有されている船舶とその保有団体に

ついてリストアップしておく（表F�1）．もし，河川

や港湾を利用した搬送を行うとしたら，このような機

関に問い合わせる必要も出てくると思われることから，

一応リストアップしてみた．患者の搬送に対しての協

力を要請したわけではない．入手しうる資料から得ら

れたものに関しては，定員や水面下深さ，総トン数，

長さ，幅なども記載した．

（庄司邦昭）

G 各施設アンケート：

対象地域の施設の災害対策の現状と意識の調査

G�1 アンケート実施目的・研究デザインについて

今回首都直下型地震を想定し，災害時支援船の出動

を目標とした情報伝達システムを構築するためのモデ

ルケースを作るために研究を始めた．そこで，実際に
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図E�4

表F�1 保有船舶とその所属機関

所属機関 保有船舶 定 員 他 係留場所

行政機関/公共機関

東京都港湾局

千代田区

荒川下流河川事務所

東京都第六建設事務所

港湾航空部

航海訓練所

臨港消防署

日本橋消防署

東京海洋大学

民間

東京都水辺ライン

関東マリン協会

船宿三浦屋

ありあけII・第一たつみ

さくら・清流

あらかわ

ちどり

あおば・あさかぜ

しんとく

はるみ・しぶき

きよす・はるかぜ

ちどり

さくら

ハイビスカス・ベイサイドII

大江戸丸

8名・9名/3.8t・3.73t

38名

10名

10名・10名

11名/7.2ｍ×2.16ｍ/5t

140名

10名・10名

120名

月島

月島

浜町

越中島



このシステムを導入するにあたって，対象地域の透析

施設について防災意識の状況についても，アンケート

調査を行った．

特に今回主眼をおいたのは，災害時に最難関である

と考えられる，施設・患者間，施設・施設間の細かい

コンタクトをどのように行おうとしているのか，また

それについて，どの程度まで考慮がなされているか，

という現状の把握である．アンケートの質問事項はそ

れに絞った．

実際のアンケートについては，別表G�1に示す．

なお，対象施設は城東腎不全研究会参加47施設，回

答回収施設は31施設（回収率66％）．地域は東京都

の�飾区，江戸川区，江東区，荒川区，渋谷区，新宿

区，世田谷区，足立区，台東区，大田区，中央区，文

京区，墨田区，目黒区の14区にまたがっていた．ア

ンケート実施期間は2007年3～5月である．

G�2 アンケート結果の評価

G�2.1 連絡手段について

被災した時にまず頼ろうとする相手は，普段から行

き来のある施設（近隣・系列透析施設）という回答が

多数であり（表G�2），これは新潟県中越地震（2004）

や能登半島地震（2007）での被災施設の行動によって

も裏付けられている．公的なネットワークに対しては，

まず連絡を取ろうという発想にはならないようである．

連絡手段については，対スタッフ，患者とも電話が

主体である（表G�3）．電話という通信手段が遮断さ

れているケースを想定している場合に，対スタッフの

みパソコンメール，携帯メールという回答が出ている．

患者はやはり高齢者が多く，メールは使えないと考え

られている．また緊急連絡手段は，対スタッフについ

て考慮されている割合が高かったが，対患者緊急連絡

手段が考慮されていないケースが目立った（表G�4）．

G�2.2 支援施設の選択について

支援施設についても，まず最初に頼る相手と支援を

要請したい相手は一致していて，近隣施設かなんらか

の系列関連施設であった（表G�2）．

透析依頼施設との連絡方法については，スタッフ連

絡や患者連絡を行うときに多く選択された携帯メール

が減少し，パソコンメールを選択する施設が増加して

いた（表G�3）．これは，やり取りする情報量が多い

ため，電話や携帯メールよりも有用性が高いことを意

識している回答であると思われる．

G�2.3 患者の搬送手段・情報収集手段について

患者の搬送については，施設で独自にやれると考え

ているところは少数派であった（表G�5）．やはり，
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表G�4 連絡システムの有無
（単数回答）

スタッフ連絡
システム

患者連絡シス
テム

あり

なし

23

8

14

17

表G�2 被災時に最初に連絡をとる施設
（複数回答）

まず連絡を取
る施設

支援透析施設
の選定

近隣

系列

その他関連

その他

21

15

5

4

21

15

5

7

回答数合計 45 48

表G�3 緊急時連絡手段について
（複数回答）

スタッフ連絡 患者連絡 支援透析施設
への連絡方法

固定電話

携帯電話

携帯メール

パソコンメール

その他

26

29

17

9

5

28

26

7

3

8

28

20

7

18

3

回答数合計 86 72 76



行くべき施設を示し，自ら行くように指示するにとど

めているケースが目立つ．現実的な対応であると思わ

れる．またその次に多かったのは，病院に患者を集め

て，スタッフの案内で支援施設に向かうという回答で

ある．このあたりの対応が限界であろう．

また，搬送手段や，搬送すると決めるにあたって，

どのようなところに問い合わせるか，という設問につ

いては，回答がないか，あっても一定の傾向がなくば

らばらな回答であった（表G�6）．狭い地域に存在す

る施設が，連絡するべき相手として，地元警察，地元

消防，区役所・市役所・東京都がほとんど同数である

というのは，実際にはどうしていいかわからない，と

いうのが実感なのであろうと思われる．同様に，搬送

手段についても，最も頼るのは自らの施設の所有する

病院車や私有車である（表G�7）．搬送手段について

十分検討したというよりは，今回のアンケートに際し

てどうしようか，と考えた結果，手近なものに落ち着

いたということであろう．現状ではロジスティックに

まで考えが及んでいないことが示唆される．

G�2.4 日本財団支援事業災害時支援船事業についての

要望

検証航海に乗船された方々も多くいたため，より踏

み込んだ回答が得られた（表G�8）．6施設から4種

類いただいたどの意見も，このままでは実際には使え

ないという点で一致していた．この危機感は今回の研

究者全員が持っていた問題意識と完全に一致している．

今回の研究の最も大きな動機もこの一点にある．

各施設とも災害時にとるべき行動，および連絡のと

り方については一定の方法を考案しているケースが多

かった．しかし，それが現実に災害が発生した段階で，

どのように利用できるか，という実際的なシミュレー

ションまで行っているわけではなかった．また電話連

絡，という方法自体が発信制限により不可能になる可

能性が高いことは，一定の範囲で知られた事実として

受け入れられているようである．

これらの状況をまとめてみると，今回考案したよう

に一定のパソコンの知識があれば簡単に作れる情報管

理システムは有用であると考えられる．具体例を提示

してゆけば，需要は十分存在することが裏付けられた，

と評価している．

（赤塚東司雄）
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表G�5 支援透析に行く方法
（複数回答）

方 法 回答数

各自独力で

病院集合で職員引率

集合場所決め職員引率

その他

24

15

8

1

回答数合計 48

表G�6 問合せ先公共機関
（複数回答）

問合せ先 回答数

地元警察

地元消防

市・区役所

東京都

その他

21

15

12

11

4

回答数合計 63

表G�7 患者搬送手段
（複数回答）

手 段 回答数

消防などの支援

病院の車両

タクシーなど

貸切バスのチャーター

職員の私用車

その他

7

8

2

1

10

2

回答数合計 30

表G�8 災害支援船構想について

実際に使えるものにして欲しい 2施設

徒歩圏の人以外無理 2施設

連絡が取れないと思う 1施設

訓練にたくさん参加して意識付けを 1施設
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別表 G�1

透析施設災害対策調査（2007年5月）

調査設問1.（連絡手段について）

■あなたの施設が都市型地震で透析不能になったとします．復旧の見通しは立っていません．その時あなたの施設では，

どのような対応をとられますか？ （どのような対応をとると準備していますか？）

（1） 被災した直後まず連絡をとるところ，透析室の被災状況がわかって透析続行が難しいとわかったときに連絡を取

るのはどのようなところですか？

1.（ ）近隣透析施設・機関

2.（ ）系列透析施設・機関

3.（ ）その他関連施設

4.（ ）その他

（2） スタッフへはどのような方法で，連絡を取りますか？

1.（ ）電話

2.（ ）携帯電話

3.（ ）携帯メール

4.（ ）パソコンメール

5.（ ）その他

（3） 患者さんへはどのような方法で連絡を取りますか？

1.（ ）電話

2.（ ）携帯電話

3.（ ）携帯メール

4.（ ）パソコンメール

5.（ ）その他

（4） 災害時を想定したスタッフへの連絡網等は用意されていますか？

1.（ ）はい（具体的にはどのような形のものですか？ 特徴などありましたら教えて下さい）

2.（ ）いいえ

（5） 次に災害時を想定した患者様への連絡網等は用意されていますか？

1.（ ）はい（具体的にはどのような形のものですか？ 特徴などありましたら教えて下さい）

2.（ ）いいえ

調査設問2.（支援施設を探す方法について）

■透析不能になって，透析再開の見通しが立たない場合，透析患者さんに他の施設で透析してもらわなければなりませ

ん．その時，どのように透析できる施設を探しますか？

（1） 透析できる施設（支援施設）を探す時の見当，目安（どのような方法で探したらよいか？）

1.（ ）近隣透析施設・機関

2.（ ）系列透析施設・機関

3.（ ）その他関連施設

4.（ ）その他

（2） 透析できる（と思われる）施設へ連絡を取る方法はどのような方法を考えていますか？

1.（ ）電話

2.（ ）携帯電話

3.（ ）携帯メール

4.（ ）パソコンメール

5.（ ）その他



H 電子国土とGoogleEarth：

情報ツールとしての最適性の検討

H�1 はじめに

Web上には目的地の住所や施設名などを入力する

ことで，その場所の地図やそこへ行くまでの順路を表

示するサイトが数多く存在する．通常Webサイトで

用いられている「地図情報」は，専門の業者が作成し

た著作物であり，われわれが利用する際には，地図情

報のほかに広告が表示されることが多い．この広告収

入により，常に最新でより充実した地図情報の更新が

行われている．したがって「地図情報」をある特定の

目的に利用するためには，地図データおよび地図を利

用するためのソフトウエアを購入するなどが必要であ

り，災害対策のために各利用施設が購入して利用する

のは困難であった．

そこに2003年，国土地理院の地図情報を無料で利

用できる「電子国土」が発表された．日本透析医会で

は2004年8月から日本透析医会災害時情報伝達専用
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調査設問3.（患者さんを運ぶ方法・情報収集について）

■患者さんの透析を受け入れてくれる施設が見つかりました．ではそのことをどのように患者さんに伝えますか？

（1） 患者さんに連絡する内容について

1.（ ）患者さんに受け入れてくれる施設を知らせ，独自に行ってもらう

2.（ ）患者さんを病院に集め，スタッフの案内で受け入れ施設へ向かう

3.（ ）患者さんを特定の場所（駅前，広域避難所など）に集め，スタッフの案内で受け入れ施設に向かう

4.（ ）その他

■前質問で2.または3.を選んだ場合，患者さんを運ぶ（往路，復路）手段としてはどのようなものが考えられますか？

1.（ ）消防署など公的機関の救急車，車両，ヘリなどを要請する

・この場合，どのようなところへどのような要請を行いますか？

2.（ ）施設独自の救急車および車両を用意している

3.（ ）タクシー・ハイヤーなどを利用する

4.（ ）バス会社などに貸切バスを依頼する

5.（ ）職員・医療スタッフの患者さんの車両を利用する

6.（ ）その他

■受け入れ施設がわかり，患者さんを運ぶ手段も用意できそうです．しかし，道路事情等，災害の状況がわかりません．

そうした情報源としてどのようなところに問い合わせますか？

1.（ ）地元警察署

2.（ ）地元消防署

3.（ ）区役所・市役所

・この場合，それは役所の中の何課ですか？

4.（ ）東京都

・この場合，それは役所の中の何課ですか？

5.（ ）その他

■先日，ご紹介させていただいた災害時医療支援船構想のDVDの感想，あるいはあの構想が現実の対策として活用可

能なものにするためにはどういうことが必要と思われるかについて，お考えがあればお聞かせください．



ページで試験的（非公開）に利用しており，2007年6

月現在267施設が登録している．

H�2 電子国土とは

「電子国土」とは，国土地理院が数値化した地図情

報をコンピュータ上で再現する仕組みである．電子国

土対応サイト（すなわち日本透析医会のWebサイト）

に，施設名や住所，緯度，経度などを特殊な文書形式

（XML）に変換したファイルと，電子国土システムへ

の命令を記述したファイルをサーバーに登録しておく

（図 H�1）．利用者はプラグインソフトをインストー

ルする（初めて利用するときに自動でインストールさ
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図H�1 電子国土Web

（文献9より引用）

図H�2 電子国土と施設情報の表示



れる）ことで，InternetExplorerなどのWebブラ

ウザに透析施設情報の入った地図を表示することがで

きる（図H�2）．

図H�1について，さらに解説を加えると次のよう

になる．

1.2004年7月（社）日本透析医会として利用申請

し，同年8月に許可を得た．

2.地図データと，施設情報を重ねて表示するWeb

ページを作成して登録する．

3.施設名や住所，位置情報などを特殊な文書形式

（XML）に変換して透析医会のサーバーに登録す

る．

4.国土地理院のサーバーには，地図データが登録

されている．

5.初めて利用するときは，プラグインソフトをイ

ンストールする（自動）．

6.施設情報が地図上に表示される．

H�3 GoogleEarthとは

「GoogleEarth」は2005年6月に米Google社から

公開された（2006年9月に日本語対応）世界の衛星画

像などを表示できるソフトである．電子国土とは異な

り，パソコンにインストールする単体ソフト（Web

ブラウザは不要）として提供されており，地図情報は

インターネットを介して取得しながら表示する仕組み

で，無料で利用できる．「世界の衛星画像」のダイナ

ミックな表示は衝撃的でさえある．この衛星画像に施

設情報を表示するためには，電子国土と同様に特殊な

文書形式（XML）に変換したファイルを各利用者が

パソコンにダウンロードする必要がある（Google

EarthについてはB・C章を参照）．

H�4 情報ツールとしての最適性

電子国土，GoogleEarth，どちらも透析施設情報

の登録には緯度と経度の値が必須である．Google

Earthは，住所を検索することでおおよその位置が表

示可能であり，その位置から実際の施設位置を選択す

ることで緯度と経度が取得可能である．一方，電子国

土は住所の検索機能を有しておらず，施設の位置を確

認するためにはMapFanやGoogleEarthなどほか

のシステムが必要になるという欠点がある．また，ど

ちらも施設を一つひとつ手作業で登録する必要がある．

地図情報については，電子国土が一般によく目にす

る「地図」であるのに対し，GoogleEarthは航空写

真である．航空写真のほうが圧倒的に楽しく，見るも

のを感動させる魅力を有しており，今後爆発的な普及

が予想される．しかし，施設を特定できるような精密

な航空写真は現在のところ大都市に限られていて，今

回の研究対象である東京都ではまったく問題ないもの

の，地方での利用は大まかな位置表示にとどまる．そ

の点，電子国土では大都市から地方まで日本全国

1/25,000の地図表示が可能である．

データを更新した場合，電子国土はサーバーのファ

イルを更新するだけで，利用者は特に意識することな

く最新のデータが表示されるが，GoogleEarthの場

合は更新したデータを各利用者がそれぞれダウンロー

ドする必要があるため，全利用者が同じデータを参照

しているかどうかの判断は不可能である．

どちらのシステムも，地図情報の「画像」をインタ

ーネットから取得しながら表示するため，インターネ

ットとの高速通信接続（実効1Mbps程度以上の回線）

が必要である．そのため光通信やADSLではおおむ

ね快適に利用可能であるが，モバイルやISDNなど

からのアクセスでは実用的な利用は不可能である．

以上のように，いずれにも一長一短があり，使用目

的により優劣が決まるものと思われるが，本研究や日

本透析医会のような施設の位置情報を表示するのであ

れば，都市部はGoogleEarth，地方では電子国土が

有利ではないかと考えている．

被災地内ではパソコンが利用できる可能性が低いこ

とや，飛躍的に伸びた「普及率」を考えると，今後は

携帯電話にも対応可能なシステムの公開が期待される．

（武田稔男）

I研究の総括・まとめ

透析医療と海洋工学のコラボレーションという，あ

る意味珍しい試みが始まって3年目を迎えた．「A 研

究の背景と概要」の章でも触れたが，これまでの活動

は，災害時の船舶利用が可能であることを周知するこ
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とが目的の象徴的な活動であったと言える．検証航海

を繰り返し実施したことで周知が進み，東京と大阪で

研究成果の発表となる講演会を毎年実施することで，

象徴化にはある程度区切りがついた感があった．

そして次にこの活動を災害時に実際に役立つツール

とするにはなにが必要であるか，を考えた時に出てき

たのが，これも「A 研究の背景と概要」の章で触れ

たように，「船は船として，透析患者は透析患者とし

てのみ存在し，災害時にお互いをつなぐツールはなに

もない」ということであった．お互いをつなぐツール

を作り上げない限り，この活動は現実性の乏しい夢物

語で終わってしまうであろう．この懸念はくしくも今

回協力を仰いだ城東腎不全研究会のメンバーからのア

ンケート調査においても鋭く指摘された．使用可能な

情報伝達システムを，船舶側と透析医療側の両方から，

自由にアクセスしていけるようにすることが，今回の

システムの重要な点である．

今回作成したこの情報伝達ツールについて一番気を

配ったことは，設立と運営に費用がかからないことで

ある．どれほどすぐれたシステムであっても，費用対

効果の低いものが世に広まったためしはない．PCと

接続するインターネット環境さえあれば，ほぼ無料で

作成できるうえ，ランニングコストもまったくかから

ない方法，という発想で臨んだ結果が今回のシステム

であり，その部分については非常に満足のいくものに

なったと自己評価している．今後はこのインターネッ

ト環境のみならず，携帯電話にも対応可能にすること

で，さらに使用価値が高まるはずである．

研究が始まって，ある程度骨格ができ上がってから

参加していただいた日本透析医会の武田稔男さんから，

医会でも現在同様のシステムを構築中であることを聞

いて，研究会合の場でプレゼンテーションをしてもら

った．使用しているツールがGoogleEarthと電子国

土の違いがあるだけで，発想もシステム構造もほとん

ど同じであることに感銘を受けた．実際に使用すると

きは，GoogleEarthは宇宙からの写真という大きな

魅力を生かすという点では位置情報の視覚的把握に，

かたや電子国土は道路などが正確に表される地図情報

的な実用性に，というように各システムの長所を生か

す方向で使用範囲を決めていけばよいであろう．地域

的特性から言えば，武田氏の考察にもあったように，

現段階では，GoogleEarthは都市部においてはある

程度精密な情報を得られるが，相当目の粗い情報しか

得られない郡部においては，電子国土が有用と思われ

る．

まったく違うソースで始まった研究（一方は医療者，

もう一方は海洋工学の教官と学生，というようになん

ら接点のない集団）においてまったく別個に作成され

たシステムが，ほとんど同一のものになる，という事

実は興味深い．要するに現段階で作成できるシステム

においては，これ以上のものは難しいということであ

ろう．普段の研究場面とは違って，海洋工学部の学生

たちの若々しく柔軟な発想には教えられることも多か

った．

今回目標としたシステムは，船舶と透析医療をつな

ぐツールとしての役割が第一義的なものであるが，で

き上がったシステム自体は非常に汎用性があるもので

あることは，やはり最初の「A 研究の背景と概要」

の章でも触れたとおりである．このシステムは，輻輳

や発信制限などによる通信手段の途絶が発生するため

に，現在最難関とされている巨大災害時における透析

施設間あるいは透析施設と患者間での通信網を構築す

るツールとして役立つ可能性がある．

また災害時に限定することなく，平常時においても

このシステムは使用可能である．地図情報的側面を重

視すれば，ある施設の患者の居住状況を視覚的に捉え

ることで，送迎システムの立案作業に．あるいは，患

者一人一人に対して，家族同居者を○で，老人のみの

世帯を▽で，老人独居世帯を×で分類し表示するとい

うような生活状況別の視覚的把握作業に．あるいは掲

示板を用いた双方向の情報伝達機能に着目すれば，夜

中など透析施設にスタッフが不在のときでも，翌朝一

番に出勤してきたスタッフがパソコンを開いて必ずこ

のシステムをチェックすることにしておけば，患者は

家庭や職場で24時間いつでも掲示板に書き込んでお

くことで，緊急性の低い連絡をすませることができる．

この平常時に汎用性があるということは，ツールと

しては決定的に重要である．それは，災害時患者カー

ドや，緊急離断などにおいても強調しているように，

災害時だけのために考案されたものは，その日常性の

欠如から災害時にはほとんど役に立たないことが多い

からである10）．日常的に使用しているものを災害時に

も応用可能にする発想は，災害対策を立案する上で常

に最重要な点であるから．
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要 旨

透析用バスキュラアクセスにおける狭窄などによる

血流異常を早期に検出する目的で，聴診器で血管音を

聴診することが頻繁に行われ，簡便でありながら，臨

床的にかなり信頼できるとされている．しかし，現在

の聴診法では，①音の変化の感知は主観的である，②

再現性がない，③ほかの人に伝達できないので普遍性

に欠ける，④定量的評価ができない，すなわち非科学

的であり，⑤ある程度の熟練が必要である，などの欠

点が指摘できる．これらの欠点を解消する目的で，血

管音を心音センサで計測して，音波としての周波数の

時間的変化をwavelet解析する方法が案出された．

臨床的に応用して，実際の血流低下の予知などに利用

できる有用性が期待される結果が得られた．

はじめに

慢性腎不全患者に対する維持血液透析を効率よく継

続するには，十分な血流量を提供するバスキュラアク

セスの確保が絶対必要条件である．しかし，現実には，

維持透析患者全体の高齢化，糖尿病性腎症に由来する

患者の増加などから動脈硬化が進展し，年々バスキュ

ラアクセス・トラブルを起こす患者が，全数でも，頻

度でも増加しつつある．このことはかなり深刻な問題

であり，維持透析患者のバスキュラアクセス・トラブ

ルの治療を対象とする専門の医療施設が，現在のとこ

ろ数の少ないこともあって，異常ともいえるにぎわう

現象を呈している．

狭窄性変化などのバスキュラアクセス・トラブルに

由来する血流低下，極端には廃絶を回避するには，ひ

とつの考え方として，バスキュラアクセスの血管内形

態的変化をできるだけ早期に発見し，必要な対応策を

とることが望ましい．言い換えると，決定的な変化を

きたし手術的処置が必要になる以前に，薬剤療法や，

せいぜい血管内カテーテル操作などで対応することに

よってバスキュラアクセスの寿命を延長させ，ひいて

は，透析患者のQOLの保持，生命延長につながると

期待される．

血管内形態的変化を非侵襲的に簡単に探索する方法

として，聴診器による血管音の聴診が透析医療が始ま

った直後から行われてきた．熟練者による聴診は，簡

便でありながら，かなり的確に異常を把握することが

できると一般的に評価されており，日常的に利用され

ている．しかし，得られる情報は，①主観的である，

②再現性に乏しい，③他の人に伝達できないので普遍

性にかける，④質的変化を把握できるが定量的評価が

できない，すなわち非科学的であり，⑤熟練が必要で

あることなどを欠点として指摘できる．

聴診による血管音の表現は，・ハイピッチ（ローピ

ッチ）・，・高い音（低い音）・，・尾を引く音（短く終わ

る音）・などと表現されることが多い．ピッチ・音の

高低は音波としての周波数，音の長短は音波としての
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振動の継続時間の表現である．これらの周波数・時間

は，物理的な量であり，聴診というヒトの感性に依存

する質的変化の把握を量的変化として表現ができる可

能性がある．すなわち，分析的・科学的な表現が可能

となるはずである．さらに，これを機械的に行えると，

熟練の問題も解決するはずである．ここに，この研究

の基本的な考えがある．

過去数年間の研究から，基礎的技術は，ほぼ確立さ

れたと考えている1～5）．すなわち，患者のバスキュラ

アクセス音を心音センサによって採取し，パソコン内

に導いて周波数の時間的変化として記録し，さらに

wavelet変換して保存し，解析するのである．バスキ

ュラアクセス音が，例えば狭窄性変化に対応して高音

化（周波数増加）と血管音グループの時間的短縮化の

起こることが確認されており，すでに数学的に表現で

きることまで研究が進められてきた．このたびは，バ

スキュラアクセスのどの部位で血管音を採取するのが

より適切かを検討し，さらに血管造影・手術時視診な

どのこれまで臨床的にバスキュラアクセスの狭窄を診

断する方法として確立された方法との関連性を評価す

ることとした．また，血栓溶解・除去などによってバ

スキュラアクセスの狭窄性変化が解除された後の血管

音を採取し，治療効果の評価も行うこととした．

1 方 法

使用した計器は，中央電子（株）が試作した Bio

SoundAnalyzerである（図 1）．脱血側穿刺部・返

血側穿刺部・脱血側穿刺部�返血側穿刺部の中間点に

貼付した3個の心音センサから，3カ所の血管音を同

時採取できる．

この計測システムを用い，バスキュラアクセス用血

管に狭窄が生じた疑いがあり，血管造影検査とその後

にPTAを行った16症例から血管音の採取・解析検

討をした．

2 結 果

最初に解析の凡例を示す．すべての図において水平

方向は時間軸（msec）である．上段にはバスキュラ

アクセス音の信号が垂直方向に電圧（mV）で示され

ている．下段にはwavelet変換による解析結果が，

垂直方向に周波数（Hz/sec）で示されている（図 2）．

典型例を示す．第1例目は，自己血管による内シャ

ント症例である．変化が最も著明に現れたと考えられ

た動静脈瘻から中枢側（心臓側）で血管音を採取して

いる（図 3）．上段は PTA施行 3週間前，下段は

PTA施行2週間前である．高周波数成分の分布がよ

り多くなり，血管音が次の血管音が始まる前に減弱し

ている．右の血管造影図では，狭窄の状況と心音セン

サの置かれた部位が示されている．この時点では，血

液透析時に脱血不良となることはなかったが，高周波

成分が多くなったことから特にブラッドアクセスを注

意して観察していた．
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図1 BioSoundAnalyzer

4点まで同時測定・ポータブルでベッドサイドでのデータ収集・リアルタイムでの測定

結果表示・評価が可能．（中央電子（株）製，薬事法未承認品）

心音センサ

BioSoundAnalyzer



上段に見るようにPTA直前になると，それ以前よ

りも低周波成分が少なくなり，次の血管音開始前には

断続的となっている（図4）．臨床的には，血液透析

時に脱血不良をきたすことがしばしばあった．下段は，

PTA施行後の周波数解析結果である．高周波数成分

の分布から低周波数成分の分布が多くなった変化がわ

かる．血管音の断続もほぼ，連続へと移行している．

血液透析時の脱血も良好となった．

バスキュラアクセス音評価 467

図2 周波数解析結果画面

上段：バスキュラアクセス音信号，下段：wavelet変換による解析結果

周波数成分の振幅：青＝小さい～赤＝大きい

図3 内シャント患者：PTA3週間前・2週間前の周波数解析

症例1.内シャント患者

血管造影・PTA3週間前

症例1.内シャント患者

血管造影・PTA2週間前

①



図5には，血管造影でのPTA施行前のバスキュラ

アクセス血管の狭窄性変化と，PTA施行後の改善

（→）が示されている．数字は，心音センサの装着部

位を示している．

ついで，バスキュラアクセスとして人工血管を使用

した例の血管音の解析結果を呈示する．図6では，上

段にはPTA 3週間前，下段にはPTA 2週間前の血

管音の周波数と，そのwavelet変換による解析結果

が示されている．3週間前から2週間前にかけて，高

周波数成分の分布がより多くなり，次の血管音の始ま
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図4 内シャント患者：PTA直前・直後の周波数解析

症例1.内シャント患者

血管造影・PTA 直前

症例1.内シャント患者

血管造影・PTA直後

図5 内シャント患者：PTA前後の血管造影図

PTA施行前 PTA施行後

①

②

③



る前にかけて時間的な減弱からさらに断裂が認められ

る．しかし，臨床的には血液透析時に脱血不良となる

ことはなかった．バスキュラアクセス血管音解析にお

いて変化が起こりつつあることが認められたので，特

別な注意を払って測定を継続していた．血管造影図で

は，動脈側吻合部に強い狭窄が認められる．
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図6 人工血管患者：PTA3週間前・2週間前の周波数解析

症例2.人工血管患者

血管造影・PTA3週間前

症例2.人工血管患者

血管造影・PTA2週間前

①

図7 人工血管患者：PTA直前・直後の周波数解析

症例2.人工血管患者

血管造影・PTA直前

症例2.人工血管患者

血管造影・PTA直後

①



図7では，上段にPTA直前，下段にPTA直後の

血管音の周波数分布と，そのwavelet変換解析の結

果が示されている．PTA直前には，高周波数分布の

増加と血管音の断裂が認められる．PTA直後にはそ

れらの改善が認められる．血管造影においても動脈側

吻合部の狭窄が改善している．

図8では，上段にPTAによる動脈吻合部における

狭窄（↑）の改善，および下段に静脈側吻合部から中

枢側（心臓側）における狭窄（↑）の改善が認められ

る．

これらを総括すると，自己血管を用いた内シャント

症例においても，また，人工血管を用いた症例におい

ても，血管音の周波数の時間的変化の解析によって，

狭窄部付近では高周波成分の増加が認められ，狭窄部

より中枢側静脈においては高周波数成分が相対的に減

少し，変化が強い場合には次の血管音との間に断続の

起こることがあることがわかった．

また，PTA施行後においては，狭窄部付近・狭窄

部より中枢側において低周波成分が増加し，周波数成

分全体の増加と断続から連続に変化することがわかっ

た．また，聴診器による聴診よりも血管音の周波数解

析を行ったほうが，より早くバスキュラアクセスの変

化をとらえることができる可能性のあることがわかっ

た．

3 結 論

維持透析患者におけるバスキュラアクセスの血流変

化（臨床的には，多くの場合，脱血不良をきたす）を

手軽に推定する方法として，聴診器による血管音の聴

取が臨床的に汎用されてきた．この方法における欠陥

として指摘される，①主観的である，②再現性がない，

③普遍性にかける，④熟練が必要であるなどを解消す

る目的から，血管音の機械的な採取と数学的解析が試

みられた．さらに，バスキュラアクセスにおける狭窄

性変化を検索する臨床的検査方法として最も信頼され

ている血管造影法との比較も行われた．結果的に，こ

こに研究開発された方法は，聴診法における欠点を解

決するばかりでなく，聴診法よりも早い時期に血管内

の解剖学的狭窄性変化を検出できる可能性のあること

が示されたと判断される．

おわりに

バスキュラアクセス血管音を機械的に採取し，数学

的に解析する方法は，臨床的な有用性が期待される．

しかし，これまでに集めた情報量は，未だ十分とはい

えず，今後，測定症例を増やして信頼できる数学的解
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図8 人工血管患者：PTA前後の血管造影図

①

②

③

PTA前

上段：動脈吻合部

付近

下段：静脈吻合部

付近

PTA後

上段：動脈吻合部

付近

下段：静脈吻合部

付近



析方法を確立すべきと考えている．

この研究と並行して行われた疑似血管のシステムを

用いた同じような解析により，血管内腔の形態学的な

変化と，血管音における周波数の時間的変化との関係

を検討する実験が行われて成果を上げつつある6～8）．

さらにこの手法を応用して，嚥下音の発生メカニズム

の検討が行われており，重症患者・要介護患者におけ

る誤嚥を回避する処置法の開発に応用されることが考

えられている9）．

聴診は，医療における診断技術として古くから試み

られてきたが，先に述べられたような理由から最近で

はあまり重要視されない傾向にあるようである．しか

し，生体はいろいろな音を発しており，その異常な変

化は，生体からの重要なシグナルである．生体音を現

代的な技術によって採取し，数学的解析を加えること

によって十分に利用が可能なのではないかと考えてお

り，われわれは，この考えにもとづく「生体音の科学

的音響学」という新しい分野を開くことができると考

えている．

この研究の一部は，社団法人日本透析医会平成18

年度研究助成によって行った．
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�夢と希望をもらった出産 � 鈴木恵子

透析療法を受けている女性にとって妊娠・出産は大きな夢であり希望です．しかし同時に命懸けの大事業

でもあります．T君が高校に入学したとの便りで，私は当時を思い出して胸が熱くなるのを覚えたのでした．

昭和59年9月，開院したばかりの私のクリニックに真剣なまなざしの彼女の姿がありました．「私はどう

しても子供が欲しい，今の病院の先生はそんなばかなことは考えるな，自分の命を大切にしなさいと，まっ

たく取り合ってもらえません．先生なら女性だから私の気持ちがわかってもらえると思ってきました．転院

させてください」 私は「透析療法はどんどん進歩しているのでそれも夢ではない時代がきっと来ますよ」

と彼女の転院をうけいれました．しかし，文献を調べてみると出産の報告はきわめて少なく，妊娠さえも困

難，また透析で使用するヘパリンの影響で流産が多いとのことでした．また，彼女は血液型がRhマイナス，

2度の流産，血液型不適合妊娠も危惧されました．それでも私は妊娠したらその時に考えればよいとのんき

に構えることにしました．

平成2年7月6日，妊娠10週間と診断されました．私は早速，鳥取大学，島根医科大学にも彼女の出産

をお願いしました．しかし経験がないという理由であっさりと断られてしまいました．

そこで鳥取大学の先輩である東京女子医科大学の佐中孜先生に相談，神戸の甲南病院の内藤秀宗先生を紹

介していただきました．また入院までの治療方針は透析患者の出産例のご経験のある信楽園病院の鈴木正司

先生，荻原忠久先生にご教示頂きました．平澤由平先生からも励ましの伝言をいただき心強く思いました．

8月10日いよいよ甲南病院に入院することになりました．大事をとっての早目の入院でした．彼女のた

めに個室を準備してくださいました．入院後の透析は週4回の無ヘパリン透析（EVAL膜），貧血に対し

（その前年に保険適応になった）エリスロポエチンを投与，全身状態の改善を図られました．

12月19日お昼前に甲南病院の宮崎哲夫先生より「帝王切開にて男の子が生まれました．母児ともにお元

気です」とのお電話をいただきました．妊娠34週，赤ちゃんの体重は1,652gでしたが大きな産声だった

そうです．

翌年2月の神戸新聞に彼女の記事が赤ちゃんを抱いた写真とともに掲載されました．母となった喜びにみ

ちた笑顔がそこにありました．

ご家族と遠く離れ6カ月間の入院生活でしたが，ご本人のがんばりはもとより，甲南病院の先生方をはじ

めスタッフのみなさん，親身になって応援してくださった全国の先生方のおかげで新しい命が誕生すること

ができました．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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新聞を読んで，出産を希望する透析患者さんより彼女に相談の手紙がよせられたそうです．彼女の勇気が

透析患者さんに夢と希望を与えました．その後，ご家族の協力のもとに透析通院と育児，家事を見事に両立

され，お子さんはすくすくと成長，現在，高校2年生です．明るく元気なスポーツマンだそうです．「この

子のために元気で長生きしたい」と彼女はいつも言っておられます．クリニックの行事には必ずお子さんを

連れて参加してくださいました．そのかわいい笑顔に患者さんもスタッフも，心が和んだものでした．

私の透析医療33年余の関わりのなかでたくさんの感動や喜びを患者様から頂きましたが，これは，今も

私の心を癒してくれる大切な想い出です．

おおつかクリニック



1 はじめに

青森県透析医会は，青森人工透析研究会として

1978年（昭和53年）3月19日に発足しました．この

日，青森県医師会館ホールで第1回研究会が開催され

ました．弘前大学附属病院，鷹揚郷腎研究所，村上新

町病院，青森県立中央病院，青森労災病院，川嶋病院

などの透析施設より症例の発表，質疑があり，さらに

東京女子医科大学の太田和夫教授の特別講演「欧米に

おける腎センターの現況」が行われました．

その後研究会は数回開催されましたが，1979年

（昭和54年）には研究会の会則，会員名簿が作成され，

体制を整えてゆきました．1981年（昭和56年）日本

透析医会が設立されたのを機に，青森県支部として青

森県透析医会と名乗ることになり，正式に世話人（幹

事）会を作り，世話人会の推挙で会長を決めることに

しました．さらに年1回青森人工透析研究会を開催し，

会誌を発行することとなりました．以後青森県全体よ

り会員が増加し続け現在に至っています．

2 青森県透析医会の構成

この会は純粋に透析療法の向上発展を目的に，青森

県在住の透析医療に関係する医師からなる会ですが，

会員としては施設会員で構成されており，参加施設に

所属する医師がすべて含まれることになります．参加

施設（会員）は2007年（平成19年）6月現在35施

設となっています．なお会は会長（任期2年，再任可），

と理事（および監事）により運営されており，その内

容は総会で報告されています．

3 青森県透析医会の活動

1） 青森人工透析研究会

前述のごとく，本会の学術大会として青森人工透析

研究会が年1回開催されています．研究会では医師に

よる症例，臨床研究の発表に加え，看護師，検査技師，

栄養士，理学療法士，ケースワーカー等から多彩な報

告があり，加えて教育講演や特別講演も行われ，最近

では 400人を超える参加者を得ています．2006年

（平成18年）6月4日には記念すべき第30回研究会

が弘前市において開催され（会長：舟生富寿鷹揚郷理

事長），一般演題に加え記念講演，特別講演，教育講

演等が行われ盛会でありました．

2） 会誌「青森人工透析研究会」の発行

研究会発表演題の抄録を中心に，年間の透析医会の

活動を含む庶務報告，会計報告，会員の動向を記載し

て年1回発行されています．一層の内容の充実が期待

されるところです．

3） 青森県臓器移植推進講演会の共催

毎年の臓器移植推進月間に合わせて青森市で例年開

催される「青森県臓器移植推進講演会」を（財）弘前

大学アイバンク，（財）鷹揚郷青森県腎臓バンクと共

催しています．

青森県ではこれまで年間6例前後の腎移植が行われ，

献腎も僅かではありますが提供されていました．しか
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し，この数年間は腎移植は停滞し，やっと昨年より少

しずつ生体腎移植が再開されています．しかしこの5

年間，献腎は途絶えたままであり，県全体としても献

腎の動きが鈍いのが実情です．青森県透析医会として

もこの現状を打破すべく，臓器移植推進に協力しては

いますが，腎の提供に関しては提供施設への働きかけ

を含め一層の努力が必要と考えられます．

4） 今後の課題

青森県透析医会として今後イニシアチブをとってゆ

かねばならぬ課題が幾つかあります．

最近の新潟中越沖地震は記憶に新しいところですが，

日本海沿岸では数年に一回は大きな地震が起こり，被

害をもたらしています．神戸の大地震や平成16年新

潟中越地震を教訓に，災害時の透析について各地で対

策が講じられていると聞きます．青森県付近でも（北

海道，秋田県沖を含め）古くから地震による被害があ

り，最近では1983年日本海中部地震，平成6年三陸

はるか沖地震以来大きな地震は起きていませんが，常

に起きる可能性を秘めています．その意味でも地震等

の災害に対する対策を準備しておく必要があると思わ

れますが，残念ながらこれまでされていません．会員

の協力を得て災害時の透析体制をどうするか考えてお

く必要がありそうです．

昨年の診療報酬の改定は各透析施設に深刻な影響を

与えました．特に地方地域間の格差は大きく，患者の

少ない施設は淘汰される可能性があります．しかし青

森県のような雪国では，特に冬季，地元での透析が患

者さんにとって切実な要望です．このためにも地方か

らの要望が直接検討され，達成されるよう透析医会が

力を持つ必要があるでしょう．

青森県は東西に広く，交通の便も悪く，会員，施設

同士の交流が十分ではありません．そのため透析医会

としてももう少し活動を広げ，お互いの交流を深くす

る必要があります．医師だけでなくパラメディカルの

人々のための勉強会を主催するなどを考えるべきかも

しれません．今後さらに会員間の交流を深め，一層実

力の伴った透析医会に発展させたいものです．
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近年，日本透析医会三重県支部としての活動状況に

つきましては，残念ながら停滞しているのが現状です．

支部とは名ばかりで支部長としまして責任を痛感して

おります．

社団法人日本透析医会三重県支部としての設立は昭

和56年頃ですが，明らかな設立年月日は記録が不十

分なため不明です．しかし設立当時は日本透析医会三

重県支部の支部長は武内純四郎先生で，事務局は武内

病院にありました．平成元年に支部長には遠山病院の

西村誠先生が就任され，その後再び平成5年9月より

平成9年3月まで武内病院の武内純四郎先生が就任さ

れて三重県支部長として御活躍されていました．その

後は私が支部長を引き継ぎ現在に至っております．

現在三重県には日本透析医学会の施設会員は48施

設が登録されており，学術的には三重大学医学部血液

浄化部�村信介准教授を会長として，三重県透析研究

会が毎年2月の日曜日に開催されています．平成19

年の2月には第44回目（発足当初は年2回）の研究

会が開催されました．この研究会には県内のすべての

透析施設より医師，看護師，臨床工学技士，栄養士，

薬剤師，MSW，そのほか透析医療関係者が参加し，

多数の発表があり，活気のある学術研究会です．また，

透析医療に関する学術講演も頻回に開催されておりま

す．

一方，透析医会三重県支部としての組織は現在無い

に等しい状態ですが，平成16年より東海，東南海，

南海地震に備えた透析災害対策に関して，三重県行政

と三重県透析研究会および三重県臨床工学技士会の会

員により災害対策討論会を行って来ました．そして，

平成18年には三重県透析施設災害対策委員会として

発足し，平成19年9月4日には武内病院の武内秀之

先生を委員長として第2回目の委員会が開催されまし

た．その委員会に三重県健康福祉部が出席し，三重県

行政として災害時の透析マニュアル（平成19年3月

三重県健康福祉部作成）を作成し，その内容説明と意

見交換が行われました．

三重県は行政機関がすべきこととして，医療機関へ

の情報提供，医薬品の提供，患者搬送，ライフライン

の早期復旧を行う，さらに，透析施設が不足した場合

に，県が非被災地都道府県に医療機関での患者受け入

れが可能かどうかを問い合わせ，人工透析を受けなけ

ればならない患者にその結果を伝えるなど，必要な対

策を行うとの内容でありました．

しかし残念なことに県内の各透析施設の災害に対す

る認識はまだ充分とは言えず，同日開催された日本透

析医会の第8回災害時情報伝達訓練には三重県の透析

施設の参加が少なかったとの委員からの発言があり，

日本透析医会三重県支部としましては県内の透析施設

に対して透析災害に対する啓蒙や情報の伝達が不十分

であったことを深く反省しているしだいです．また三

重県は地理的には北は桑名から南は志摩，紀南まで南

北に長く，特に紀南，熊野地方は幹線道路が災害時に

寸断されれば陸路の連絡は閉ざされ，各透析施設間の

情報連絡や患者の移動には大変な問題があります．身

近に迫る大地震，津波に対する災害対策，特に情報伝

達は緊急で且つ重要な問題です．しかし，その災害対
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策は県行政の積極的な姿勢にもかかわらず大変遅れて

いる状態です．

このように多くの問題のある中ですが，現在，県内

の透析施設には，地震など災害に対する意見や情報交

換が行えるように，情報伝達手段として三重県透析施

設災害対策メーリングリスト（ML）を作成し，ML

メンバーに参加していただくことをお願いし，透析災

害に関する意見や情報交換を行うよう啓蒙しています

（現在48施設中32施設が登録）．また，日本透析医会

の災害情報ネットワークとリンクした三重県透析災害

ネットを，三重県臨床工学技士会と協力し構築するよ

う現在検討中であります．これを機会に日本透析医会

の三重県支部としての組織化を再度行い，三重県医師

会や腎友会とも協力し大規模な地震の災害対策に取り

組まねばならないと思っています．日本透析医会のご

指導をお願い申し上げます．

最後に三重県の48透析施設（透析患者数約3,000

人）のうち公的病院は18病院でありますが，それぞ

れの病院は三重県の地域の中核病院であり，多くの透

析患者が治療を受けています．しかし，それらの透析

施設によっては，産科医師や小児科の医師不足の問題

と同じく透析医療を専門とする医師の充足が求められ

ており，地震災害対策と同じく現在三重県の透析医療

の抱えた問題であります．
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本稿では，前号で報告後平成19年7月27日，9月28日，10月26日に開催された常任理事会の

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

1.平成20年度診療報酬改定に対する対応

日本透析医会では，依然として医療費圧縮への強い圧力がある中，透析医療の質を落とさない診

療報酬のあり方を求めて，平成20年度の診療報酬改定に臨んでおります．6月16日に開催した透

析保険審査委員懇談会などでお聞きしたご意見やこれまでの経緯をふまえ，今回の改定においては，

透析時間区分による人工腎臓点数の復活を中心に要望していくことになりました．会員からご要望

の多い透析シャント関連手術点数の見直しについても併せて要望していきたいと考えております．

厚生労働省の担当部署などに透析医療の現状や診療報酬改定に関して医会の考えを訴え，透析医療

の質を維持できる診療報酬の実現に向けて努力していく所存です．

2.20周年記念シンポジウム

10月21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い

たしました．ご多忙のところ多くの方々にご参加いただき誠にありがとうございました．本シンポ

ジウムの内容については，次号（23巻1号）掲載の予定です．

3.災害対策事業について

平成17年度に始まった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」事業は3年目の今年が最終年度の予定です．11月3日には，首都

圏での大災害を想定し河川，海上を利用して被災地外への患者の搬送方法の検証を行う目的で，東

京湾において検証航海を行いました．岩淵リバーステーション発，荒川，隅田川の2河川経由のル

ートと，千葉，横浜発の海路による2ルートの計4ルートを設定し，それぞれ船の科学館に向かう

検証航海は，約100名が参加し成功裡に終了しました．12月には和歌山を中心とした検証航海を

行い，平成20年2月には3年間の事業を総括する報告講演会を開催する予定です．
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4.第11回透析医療費実態調査について

今年で11回目となる透析医療費実態調査の結果が概ねまとまりました．今回は184施設（レセ

プト枚数9,358枚）の協力を頂きました．失礼ながら書面で御礼申し上げます．詳細については，

次号（23巻1号）でご報告の予定です．

5.公募助成

平成19年度の公募研究助成は厳正な審査の結果，9件の申請に対する研究助成が決定しました．

6.研修セミナー開催について

平成20年3月2日（日）には日本透析医会研修セミナーを東京品川のコクヨホールで開催しま

す．内容は「透析医療におけるCurrentTopics2008」と題して，透析医療の最新の話題を6人

の演者にご講演いただく予定です．詳細は本号にご案内させていただいております．日本透析医会

会員以外でも参加できますので，お誘い合わせの上，多数のご参加をお待ちしております．

7.石川県支部設立について

新たに石川県に石川透析連絡協議会が結成されました．会長は石川勲先生（浅ノ川総合病院）で，

日本透析医会の37番目の支部となります．

常任理事会だより 479
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学 会 ご 案 内

●10th InternationalConferenceonDialysis

開催日：平成20年1月15日（火）～17日（木）

代表者：NathanW.Levin,MD

会 場：FiestaAmericanaGrandCoralBeach（Cancun,Mexico）

連絡先：RenalResearchInstitute,LLC

207East94thStreet

NewYork,NY 10128

TEL 212�360�4900 FAX 646�672�4174

E-mail IAdelsberger@rriny.com

●第41回 日本臨床腎移植学会

開催日：平成20年1月23日（水）～25日（金）

学会長：星長清隆（藤田保健衛生大学医学部 泌尿器科学）

会 場：浜名湖舘山寺温泉

遠鉄ホテル エンパイア/ホテル九重（浜松市）

連絡先：第41回日本臨床腎移植学会事務局

TEL 0562�93�9257 FAX 0562�93�7863

E-mail jscrt41-office@ib2.jp

●The13thInternationalConferenceonContinuous

RenalReplacementTherapies（CRRT2008）

開催日：平成20年2月27日（水）～3月1日（土）

代表者：RavindraL.Mehta,MD

会 場：HotelDelCoronado（SanDiego,California,U.S.A.）

連絡先：CONFERENCEOFFICE/INFORMATION

RESSeminars

4425CassStreet,SuiteA

SanDiego,CA 92109

TEL 858�272�1018 FAX 858�272�7687

E-mail res@crrtonline.com

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

●第13回バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会

開催日：平成20年3月1日（土）

代表者：太田和夫

会 場：津田ホール（東京都）

連絡先：天野よろづ相談所病院 腎透析科（天野 泉）

〒632�8552 奈良県天理市三島町200番地

TEL/FAX 0743�63�7851

URL http://www.vaivt.com

E-mail info@vaivt.com
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学 会 ご 案 内

●第18回 腎と妊娠研究会

開催日：平成20年3月1日（土）

代表者：中林正雄（愛育病院）

会 場：東京アメリカンクラブ（東京都港区）

連絡先：事務局

（株）MAコンベンションコンサルティング 担当：酒井

TEL 03�5275�1191 FAX 03�5275�1192

E-mail info@macc.jp

●第5回 日本在宅透析支援会議・総会

開催日：平成20年3月1日（土）～2日（日）

大会長：平松 信（岡山済生会総合病院腎臓病センター）

会 場：岡山コンベンションセンター（岡山市）

連絡先：第5回日本在宅透析支援会議・総会事務局

岡山済生会総合病院腎臓病センター

TEL 086�252�2211 FAX 086�252�8070

E-mail m-hirama@saiseidr.jp

URL http://www.convention-j.com/jshd2008/

●28th AnnualDialysisConference（ADC）

開催日：平成20年3月2日（日）～4日（火）

代表者：KarlD.Nolph,MD

会 場：RosenShingleCreekResort（Orlando,Florida）

連絡先：ElaineRogers

TEL 573�882�9973

E-mail dialysis@health.missouri.edu

URL http://som.missouri.edu/dialysis/

●第23回 ハイパフォーマンス・メンブレン研究会

開催日：平成20年3月15日（土）～16日（日）

代表者：斎藤 明（東海大学）

会 場：日本消防会館・ニッショーホール（東京都港区）

連絡先：ハイパフォーマンス・メンブレン事務局

医療法人 川島会 川島病院内 水口 潤

TEL 088�631�0782 FAX 088�632�6885

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

E-mail office@hpm-net.jp
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学 会 ご 案 内

●第24回 日本医工学治療学会学術大会

開催日：平成20年4月18日（金）～20日（日）

代表者：織田成人（千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）

会 場：幕張メッセ国際会議場（千葉市）

連絡先：千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学

TEL 043�226�2372 FAX 043�226�2371

E-mail chibadaieccm-office@umin.ac.jp

URL http://www.congre.co.jp/24jste2008/

●第96回 日本泌尿器科学会総会

開催日：平成20年4月25日（金）～27日（日）

代表者：西村泰司（日本医科大学泌尿器科学教室）

会 場：パシフィコ横浜（横浜市）

連絡先：総会事務局

日本医科大学泌尿器科学教室内

TEL 03�5814�6210 FAX 03�5685�1794

E-mail jua96@nms.ac.jp



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
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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

本誌が会員皆様の手元に届くのは，年末頃と思います．来年も皆様にとって良い年である事を願

い，また本誌へのより一層のご指導につきましてもお願い申し上げます（最近は1年の経過を非常

に短く感じるようになりました）．本号も会員皆様のご協力により，充実した論文を掲載する事が

できたと思っています．医療経済，安全対策，実態調査，臨床と研究，etc.いずれも一読願いたい

ものばかりであり，明日の臨床に役立てていただければ幸いに思います．

ちょうど1年前には，腎臓関連分野（医学面のみならず社会面でも）において，病気腎移植が大

きな問題となっていました．その後の関連学会の声明では「現時点では医学的に妥当性がない」と

否定され，厚生労働省も「治療のために摘出した腎臓を別の患者の移植に用いる病気腎移植の原則

禁止」などを盛り込んだ臓器移植法の運用指針を改正し，本年7月12日に各都道府県に通知して

います（反面，生体腎移植，献腎移植に次ぐ第3の移植法として，その許容を希望する署名が一部

の患者から提出されてもいます）．

ここで確認しておかねばならない事は，生体腎移植が行われる根幹として「片腎を摘出しても残

腎が代償し，70％近い腎機能を保持できる」という前提が存在する事であります．これについて，

杉野信博先生（東京女子医科大学名誉教授）が貴重な巻頭言を述べられているので，その概要を紹

介したい（腎と透析，61（6）:745，2006）．

この仕事は，若き日の先生が米国留学中の1967年に発表されたものであります．9例のドナー

について，移植前，術後8時間，7日，30日の4回にわたり腎機能（CIN，CPAH，TmPAH）を測定し

たところ，腎機能は3者とも上昇し，術後30日で70％に達している．しかし，その内容を見ると

CINの上昇が最も早く，次いでCPAH，TmPAHが最も遅れている．この成績より，ドナーの腎機能の

変化には，術後30日以内にGTimbalance（糸球体・尿細管機能不均衡）の時期が存在する事を

指摘しています．このGTimbalanceの時期には，感染，外傷，腎毒性薬物などによる腎障害の

riskが高いため，充分に注意しなければならない事を警告しています（後日談として，ドナーの1

人がARFを発症し，色々と苦労されたエピソードも紹介されています）．

現在，腎不全治療として腎移植は確立した一般的な治療法ですが，今回の病気腎移植の問題はそ

の側面として，常に慎重に対応しなければならないという原点を再認識するための警鐘であると受

け止めねばならないと思います．

委員長 久 保 和 雄
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