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先日には某整形外科開業医院での「作り置き点滴」による患者死亡が大きく報道された．「賞味

期限」や「使いまわし」は食料品業界や料亭だけの特有な問題かと思っていたところが，認識を改

めさせられた．関係者の調査結果によれば，点滴への薬液混注操作を行う場面での，消毒操作（長

期間使い続けた容器に脱脂綿を補給し，薄めた消毒液をその都度注ぎ足しする� ここが細菌繁殖

の巣になっていた）に根本的な問題があったようである．あたかも老舗ウナギ屋の・秘伝のタレ・

か，百年来の歴史を誇る「くさやの干物」の漬け汁……と言ったところだろうか．ところがこの問

題は「作り置き」の部分が一人歩きを始めて，われわれの医療現場にも見直しを迫られる結果とな

っている．つまり翌日の透析に使用するダイアライザと回路を前日にセットし，生理食塩液で充填

している施設は皆無とは言えない．あるいはこのような組み立て・生理食塩液充填を・プライミン

グ・センター・と称する「工場」で前もって実施し，これを関連施設へ車で配送するシステムを採

っているところもある……と聞き及んでいる．

生理食塩液の充填はやらずとも，前日夜にセット一式の組み立てをやるだけなら，現在のわが国

では相当な施設で行われていることであろう．これらまでもが・魔女狩り・的に槍玉にあがるなら

ば，毎朝に早出当番制を確立させる必要に迫られ，人員の遣り繰りがさらに困難となることは明ら

かである．現在の圧迫され続ける透析医療費制度の中で，さらに人員増を図る余裕はどれほど残さ

れているだろうか．

因みにダイアライザや回路の包装袋には「使用直前に開封のこと」と明記されており，さらに日

本透析医会・透析医学会・臨床工学技士会・腎不全看護学会の合同による「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（三訂版）」でも，ダイアライザおよび回路は準

備の直前になって滅菌有効期間を確認の上で開封する……と明記されている．その事自体には異論

を述べる気はないのだが．

さてon-lineHDFに関して本会のホームページのお知らせにもあったように，（off-line）HDF

治療は認可されてはいるが，関連学会による年余の「保険収載」の働きかけが続いてはいるものの

on-lineHDFは未だに「認可されていない治療」である．したがって十分に経験のある透析専門

医が，訓練されたコメディカル・スタッフの存在の下で，「医師の責任において行うべき治療」で

あり，万一の事故の際には実施医が全面的な責任を負うことが求められる．したがって一般の透析

患者に向けての「宣伝がましい行為」などは慎むべきことであろう．ましてや医療費の保険請求に

当たっては他から「誤解を招くような内容」であってはならない．在宅血液透析（筆者もその意義

には全面的に賛成したが）が無認可のまま長期間継続され，結局は認可されるに至ったものの，そ

の代償（当該医師の医師免許停止，不正請求とされた医療費を遡って返還）はきわめて大きかった
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事実を思い起こすべきであろう．

話は変わるが，4月から後期高齢者医療保険制度がスタートしたものの，早くもこの制度の内容

が国家の財政負担を減らし，高齢者へのしわ寄せを強める「高齢者棄民政策」の性格を持つことが

露骨に現れ始め，制度そのものを再検討する動きすら見え始めている．また，社会保険庁の怠慢に

より2,500万とも言われる膨大な「宙に浮いた年金支払い記録」の存在と言う社会情勢の中にあっ

て，個人的にはこの夏からいよいよ該当者となる筆者のところにも，運良く「厚生年金保険」の受

給手続の書類が送られて来た．よくもまあ「宙に浮かされ無かったもの……」と「神に感謝」して

いる．とにもかくにもこの制度が「崩壊するかもしれない前に」何とか一定期間は受給を経験して

みたいものである．

同時に市役所からは「介護保険被保険者証」が送付されて来て，これまた自分が「介護保険」の

対象者となったことを実感させてくれる．この場合には「厚生年金の年額」が決定しないと，介護

保険に支払うべき年額保険料は決定しない．そして「特定検診」を指定医療機関で受ける必要があ

る．いよいよ自分も高齢者の仲間入りか？ そう言えば本年早々に椎間板ヘルニアを発症して2カ

月の入院・自宅療養を経験したが，それこそが高齢者入りの根拠を示す啓示であったか．

本誌も医学・医療，医療経済，実態調査，医療安全対策などの多彩な切り口で，毎号充実した内

容で出版されており，会員皆様の日常診療のお役に立つものとなっている．ますますの発展を望み

たいし，会員諸氏からのご意見もお待ちしたい．もちろん高齢者，後期高齢者の会員諸氏にも重ね

て御願いしたい．
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要 旨

近年，わが国では，長期透析患者の増加に従い，合

併症のACDKが重要性を増してきた．特に若い男性

の長期透析患者では病腎がACDKで著しく腫大する

ため，原疾患が多発性嚢胞腎（ADPKD）かと一見間

違いそうな例も出現している．ACDKで一番の問題

点は腎細胞癌（腎癌）の合併である．長期透析患者で

は腎癌は後天性腎嚢胞に囲まれ，腎の輪郭から突出す

ることもなく，ダイナミックCTで造影剤の増強効果

も少ないので，診断が困難である．現在保険適応はな

いが，透析患者の腎癌診断にソナゾイド�による造影

超音波検査やF-18FDGPET/CTの有用性が示され

てきているので，保険適応が期待される．頻度が高い，

症状が出にくい，手術後の予後が良いことから，透析

患者には腎癌の定期スクリーニングが推奨される．腎

癌のリスクや全身状態に応じて，スクリーニングの方

法を考慮する．

はじめに

1978年，当時7年間透析を受けていた24歳の男性

が，「多発性嚢胞腎（ADPKD）」に感染を起こし，コ

ントロールできなくなったので，緊急に腎摘除しても

らいたいと，われわれのところに紹介されてきた．し

かしこの男性は，かつて腎生検で急速進行性腎炎と診

断され透析を受けていた患者であり，実際には病腎に

後天性腎嚢胞（多嚢胞化萎縮腎;ACDK）が発生し，

さらに腎癌が合併していた患者であった．これが世界

でも最初の臨床例となり1,2），われわれはこの例を契

機に，透析患者の病腎に注目し研究を始めた．

1 ACDKの実態

1） 1979年と2007年でみた透析患者の病腎の変化

① 1979年当時における病腎について

われわれが透析患者の病腎に注目しはじめた1978

年末におけるわが国の透析患者数はまだ27,048人に

すぎず，その原疾患の大部分を慢性糸球体腎炎が占め

ていた．当時，金沢医科大学とその関連2病院でも慢

性糸球体腎炎を原疾患とする透析患者が96名おり，

男性61名，女性35名，平均年齢は40.3±11.7歳，

平均透析期間は3.3±2.4年であった．

この96例をCTスキャンで検討すると，病腎は透

析開始後3年までは縮小するが，3年を過ぎると多発

した嚢胞で腫大するものも出てくることがわかった．

また後天性腎嚢胞は透析3年未満で44％，3年以上で

79％ の患者に出現し， 病腎は多嚢胞化萎縮腎

（ACDK）となっていた．さらにこのスクリーニング

で2例の腎癌が見出されたため，われわれは「透析腎

には後天性腎嚢胞ができ，最終的には腎癌が発生する」

との仮説を発表した3）．

② 2007年時における病腎との比較

現在著者が勤務する浅ノ川総合病院で，2006年9月

から2007年8月までの1年間に，定期CTスキャン

で透析患者178名の病腎の形態・腎体積を調べ，1979
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年のものと比較検討した．その結果，原疾患が慢性糸

球体腎炎の患者は90名，男性55名，女性35名，平

均年齢は60.8±10.9歳と，1979年に比べ20.5歳上昇，

平均透析期間は15.5±9.4年と12.2年延長していた．

また両腎の平均体積は 196.8±263.0mlと 1979年の

2.3倍に増大し，慢性糸球体腎炎90例中13例（14.4

％）で両腎が400mlを超え，最大は1,655mlとなっ

ていた．なお2006年末における全国の透析患者総数

は264,473人で1979年の約10倍である．

ついで1979年と2007年（図1左上）で男女別に両

腎の体積を比べてみた．すると，男性では1979年に

例外的に1例が764mlまで増大していたが，2007年

には大部分の男性で増大がみられ，400ml以上が55

例中13例（23.6％）あった．一方女性では，1979年

には増大した例がなかったが，2007年には増大した

例が35例中4例あった．うち1例は330mlに，残り

3例はそれぞれ241，198，195mlで，いずれも長期

透析例にACDKが発生したものであった．しかし残

りの大部分に腎体積の増大はみられなかった．

今回慢性糸球体腎炎に加え，糖尿病性腎症，腎硬化

症，多発性嚢胞腎（ADPKD）についても，男女別に

透析期間と腎体積の関係を検討してみた（図1）．糖尿

病性腎症では透析7年まで腎は萎縮し，その後は一部

の男性例で嚢胞による腎の腫大が見られた．腎硬化症

では透析10年まで腎は萎縮したが，長期透析患者が

いないので腎体積の増大はみられなかった．ADPKD

では長期透析患者もいたが，腎は著しく増大し続ける

ようにはみえなかった．男女差については女性が1例

しかいなかったので何もいえない．

このように，ACDKは原疾患を問わず発生し，透

析期間と共に増大するが，その発生・増大速度は原疾

患によって大きく異なる．そのため長期生存が可能な

慢性糸球体腎炎患者で特に問題となる．

2） 慢性糸球体腎炎による透析患者96例の20年間

にわたる経過観察

観察を開始した1979年からの20年間に腎体積は，

男性で57.8（1.51）（幾何平均（幾何標準偏差））ml

が 185.3（2.03）mlに，女性では 57.3（1.64）mlが

99.7（2.36）mlとなり4），増大率は男性3.2（2.06）倍，

女性1.7（2.57）倍と女性より男性で大きかった．ま

た腎体積がこの20年間に3.2倍以上となった例をみ
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ると，観察開始時に40歳以下であった患者が多かっ

た．この腎体積の増大は後天性腎嚢胞の増加・増大に

よるものである．

腎癌については，この20年間で6例発生したもの

の，経過観察15年以降20年まで新たな発生はなく，

うち1例で腎摘除部に腎癌の再発をみただけであった．

死亡は20年間に44例であり，7例は悪性腫瘍が死因

であったが，腎癌による死亡は 1例もなかった．

ACDKと関連した死亡としては後腹膜腔出血の手術

準備中に死亡した1例がある．なおその後経過観察

20年から28年の間に，腎癌がさらに1例発生し，28

年間に96例中7例8癌が発生したことになる．

3） 糖尿病性腎症患者と慢性糸球体腎炎患者に

おける後天性腎嚢胞の発生について

年齢，性別，透析期間をマッチさせた糖尿病性腎症

と慢性糸球体腎炎の患者56例（男性33例，女性23

例：平均57.6±12歳）を対象に，それぞれ平均59カ

月（11～147カ月）間，腎体積と後天性腎嚢胞の発生

を観察した．その結果糖尿病性腎症では慢性糸球体腎

炎に比べ透析導入時から7年後まで腎体積が大きく5），

透析導入後の腎萎縮が遅く，後天性腎嚢胞の発生も遅

れていた．また糖尿病性腎症では透析導入時の腎体積

にばらつきが大きく，体積が大きい症例では導入時の

血清クレアチニン値と血清アルブミン値が低かった5）．

4） 多嚢胞化萎縮腎（ACDK）の特徴

多嚢胞化萎縮腎（ACDK）の発生・増大について

は，次のような特徴がみられる．

① 最も重要な因子は透析期間である3）．透析が長

期になればなるほど後天性腎嚢胞の頻度・程度が

高くなる．

② 性差があり，女性より男性で頻度・程度が特に

高い6）．

③ 腎移植が成功すると後天性腎嚢胞は退縮する

（図 2）7）．また移植腎の機能が良く，嚢胞のサイ

ズが小さいと，より早く退縮が起こる．

④ 原疾患を問わず発生するが，糖尿病性腎症・低

形成腎では発生が遅い5）．

⑤ 年齢を問わず発生するが，若年者で頻度・程度

が高い4）．

⑥ 透析法が異なっても，血液透析でもCAPDで

も発生する8）．

⑦ 透析膜がクプロファンでも合成膜でも発生する．

2大合併症は腎癌と後腹膜腔出血である1,2）．

2 腎癌の合併

1） 全国アンケート調査の結果

1982年から2004年まで2年毎に1回，計12回全

国で腎癌のアンケート調査を行った9）．その間に腎癌

は2,873例集計され，その男女比は4：1で，集計さ

れた腎癌例全体の平均年齢は55.5±11.5（2004年，

58.9±10.9）歳，平均透析期間は 126.9±84.9（2004

年，145.7±95.0）カ月であった．

透析患者10万人に対する年間腎癌発生数をここ数

年でみてみると，近年やや増加傾向を示し，2004年

には192人となっていた．標準化発生比（SIR）すな

わち一般人にくらべ何倍多いかをみてみると，男性で

14.3倍，女性で17.1倍多く，原疾患では糸球体腎炎

が腎硬化症，糖尿病性腎症より高かった．

一般人と透析患者それぞれ10万人あたりの腎癌年

間発生数を男女別，年齢毎に比べると，男女とも60

歳以下の比較的若い透析患者で特に高かった．透析期
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図2 腎移植による多嚢胞化萎縮腎（ACDK）の退縮

（58歳，慢性糸球体腎炎，透析期間24.5年）



間については透析10年以上では10年未満に比べ腎癌

は約4倍多く，透析患者10万人あたりの年間発生数

も，透析期間が長くなるにつれ確実に上昇していた．

診断の手がかりは超音波検査，CTスキャンによる

ものが大部分で，症状出現によるものはわずか8％に

過ぎなかった．問題の転移は 16％ にみられ，その

73％が腎癌診断時に見出されていた．このように，

透析患者の腎癌は転移例・癌死例も少なくはなく，両

側性（14.5％）・多重癌が多いので画像診断が求めら

れる．

また透析患者の腎癌には多嚢胞化萎縮腎に伴うもの

と，伴わないものがある．多嚢胞化萎縮腎に伴うもの

は82％と大部分を占め，年齢が若く，透析期間が長

い男性患者に多いといえる．腎癌の組織（腎癌取り扱

い規約1999年，第3版による）については一般人の

腎癌と比べると，透析患者では淡明細胞癌が少なく，

顆粒細胞癌・乳頭状腎癌が多いという特徴があった10）．

特に多嚢胞化萎縮腎と関係した腎癌の組織では，乳頭

状腎癌が多くみられた．

今回新たに，透析期間別に腎癌の組織分類を見てみ

ると，透析0～10年では淡明細胞癌が大部分を占める

が，10年以降は非淡明細胞癌の占める割合が大きく

なり，25年以上では淡明細胞癌は20％を占めるに過

ぎなかった（図3）．

生存率については過去9回のアンケート調査で，腎

癌例848例を生命表で検討した．実測5年生存率は

64.0％，腎癌特異的5年生存率は81.5％であったが，

手術例だけでみると，実測5年生存率は79.7％，癌

特異的5年生存率は91.7％を示していた11）．

ところで慢性糸球体腎炎と糖尿病性腎症患者で腎癌

に違いがあるかを新たに調べてみた（図4）．慢性糸

球体腎炎患者では腎癌の頻度が，透析11年をピーク

に正規分布に近い分布を示したが，糖尿病性腎症患者

では導入1年未満に最も多く，その後漸減する分布を

とった．すなわち慢性糸球体腎炎患者では長期透析ほ

ど腎癌が増加するが，糖尿病性腎症患者では導入時に
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図3 透析期間別にみた腎癌の組織分類

図4 慢性糸球体腎炎と糖尿病性腎症患者における

透析期間別腎癌症例数



多く，透析患者に他の悪性腫瘍が発生するのと同じパ

ターンを示した．これは糖尿病性腎症の腎癌は後天性

腎嚢胞との関係が少ないことを示すものである．

透析10年未満と20年以上で腎癌患者を比べると，

透析20年以上の患者のほうが，年齢が若く，男性の

比率が大きく，嚢胞合併も多く，腫瘍サイズも大きい

うえ，乳頭状腎癌の比率が高く，転移・腎癌死も多か

った12）．

ここで，透析患者にみられる腎癌のリスクファクタ

ーをまとめると，まず比較的若い男性であること，長

期透析患者であること，後天性腎嚢胞が発生し腎が非

常に大きくなっていることなどがあげられる2）．

2） 透析患者の腎癌診断法

① 診断上の注意点

短期透析患者の腎癌は腎辺縁からの隆起物として見

られ，淡明細胞癌は hypervascularを示すことが多

いので，診断は比較的容易である．これに反し，長期

透析患者の腎癌は多くの嚢胞に囲まれているうえ，乳

頭状腎癌はhypovascularを示すことが多いので，診

断が著しく困難である1,2）．乳頭状腎癌が血腫の壁に

存在するときも困難をきわめる．

複数個存在することがあるので，1個みつけて安心

しないことが大切である13）．

移植が成功すると1カ月後には嚢胞が退縮し診断が

容易になる14）．ダイナミックCTが術前の診断確認手

段として最も良いが，エンハンスの有無の判定が困難

なことがある．

② hypovasculartumor，嚢胞に囲まれた腎癌の

診断法

まず従来の超音波検査，CTスキャンに単純MRI

のT2強調画像を加える15）．保険適応はないがPET/

CTを使用することも必要かもしれない．

腎癌の確定診断には腫瘤に血流があることをなんら

かの方法で証明する必要がある1,2）．このためにはダ

イナミックCTで，腫瘤部のCT値の変化を目視する

だけでなく，実際にCT値を測定しエンハンスの有無

を判断した方がよい．それでも確信が得られなければ，

造影超音波検査を試みる．

われわれは最近，血液透析導入時より病腎をCTス
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図5 透析導入23年目に発生した腎癌

（59歳，慢性糸球体腎炎，透析期間23.4年）



キャンで定期的に経過観察し，23年後に嚢胞に囲ま

れ腎癌が発生した例を経験した（図 5）．本例は当初

ダイナミックCTでエンハンスがなく，6カ月後のダ

イナミックCTでわずかにエンハンスが確認され，後

述するソナゾイド�による造影超音波検査（図 6）で

明瞭にエンハンスされ，診断のついた例である．F-

18FDG PET/CT（fluorine-18fluorodeoxyglucose

positron emission tomography/computed tomo-

graphy）でも明瞭な集積を認めた（図7）．

③ ソナゾイド�による造影超音波検査

ダイナミックCTでhypovascularでも，造影超音

波検査では明瞭にエンハンスされることがある．造影

剤にはレボビスト�（腎ドプラ検査に適応有り）16）か

ソナゾイド�（腎に適応なし）17）の使用を考える（図

6）が，レボビスト�は気泡の破壊によって得られた

信号を目に見えるようにしたものであるため，一瞬で

造影剤が消え，持続性がなく，リアルタイムに像を観

察しにくい．これに比べ，ソナゾイド�は気泡の振動

で像を得るため，リアルタイムに像が観察でき，エン

ハンス像が観察しやすい．ただし腎癌の診断には保険

適応はない．nephrogenicsystemicfibrosis18）を起

こす危険性から，ガドリニウム含有造影剤を使用した

ダイナミック MRIが施行しにくい現在，ソナゾイ

ド�による造影超音波検査が有用と考えられるので，

保険適応の拡大を期待したい．

④ F-18FDGPET/CT検査

長期透析患者は尿が出ないのでFDGの尿路への排

泄がない．そのため腎癌の診断にF-18FDG PET/

CTは有用とする報告19,20）があり，われわれの例でも

有用であった（図7）．しかし偽陰性がどれだけある

のかまだ不明なうえ，腎癌の診断に保険適応もないの

で選択性を広げる意味でも，保険適応の拡大を期待し

たい．

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.2 2008184

図6 ソナゾイド�造影超音波検査

ダイナミックCTでhypovascularでも，ソナゾイド�造影超音波検査で明瞭にエンハ

ンスされる．左：コントラストハーモニック，右：ティシュハーモニックイメージ．図5

と同一例．



3） 新しい2008年版「透析患者の腎癌スクリー

ニング法」

透析患者の腎癌は頻度が高い，症状が出にくい，ス

クリーニングで発見されたほうが手術後の予後も良

い21）ことから，定期スクリーニングが推奨されてい

る1,2,22）．腎癌発見のためのフローチャートを図 8に

示した．

症状出現時はもとより，症状がなくてもリスクに応

じた頻度で定期スクリーニングが必要と考える．スク

リーニングは導入時から開始するが，糖尿病性腎症，

腎硬化症が増加した現在，すべての患者にスクリーニ

ングをすべきか疑問がないことはない．しかし腎癌が

発見された場合，少なくとも腎摘除術に耐えられる患

者はスクリーニングの対象とすべきと考えている．今

回，その後の経験と最近の知見を考慮し 1991年の

『Nephron』23）の図を一部修正した．

腎癌のハイリスク患者には年2回，腎移植患者には

移植前に必ずスクリーニングをする．特に嚢胞多発例

では，移植後嚢胞が退縮し腎癌の診断が容易になるた

め，移植直後にも行う．また，ダイナミックCTでエ

ンハンスがはっきりしないとき，すなわち透析期間が

10年以上の男性で嚢胞が多いときは，MRI，造影超

音波検査，（PET/CT）などで腎癌を調べ，所見があ

れば腎摘除を行う．そうでなければ，年に1～2回の

経過観察を続ける．

おわりに

長期透析患者が増加し，ACDKに合併した腎癌が

ACDKの実態 185

図7 PET/CT

腎癌はPET/CTで描出された．図5と同一例．



重要性を増してきている．長期透析患者の腎癌は，後

天性腎嚢胞に囲まれ，腎の輪郭からも突出せず，ダイ

ナミックCTによる造影剤の増強効果も少ないので診

断が困難である．

今後も，透析患者を腎癌では死なせないという診療

を目指したい．
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要 旨

1985年，下条らによりDRAの前駆蛋白質がβ2-m

であることが明らかにされたが，アミロイド線維形成

や発症の詳細なメカニズムは未だ解明されていない．

しかし，臨床の現場では現在解明されコンセンサスが

得られている範囲でその病態を理解し，根拠ある治療

や助言を患者に提供することが求められている．ここ

では発生頻度が高い骨・関節アミロイドーシスの病態，

手術のタイミングおよび手術法について解説する．

1 透析アミロイドーシス概論

β2ミクログロブリン（β2-mと略す）が組織に沈着

し多彩な臨床像を呈する透析アミロイドーシス

（DRAと略す）は，骨，関節，腱，靭帯など運動に

関係する臓器に好発するのが特徴であり（表1），透

析開始後10年で40％，20年で90％の患者に発症す

るといわれている．1985年，下条らによりDRAの

前駆蛋白質がβ2-mであることが明らかにされたが1），

アミロイド線維形成や発症の詳細なメカニズムは未だ

解明されていない．しかし，臨床の現場では現在解明

されコンセンサスが得られている範囲でその病態を理

解し，根拠ある治療や助言を患者に提供することが求

められている2,3）．

DRAの予防と治療法を表2に示す．β2-m産生の

抑制，血中β2-mの除去，薬剤による炎症反応の抑制

などの内科的治療は，DRAの発症を遅延し症状を軽

減するが，組織に沈着したアミロイドを除去すること

はできない4～6）．DRAは進行性のため，無為に放置

したり手術のタイミングを逸すると生命に直接の影響

はないが，ADLやQOLを低下させる．

そこで，発生頻度が高い骨・関節アミロイドーシス

の病態と外科的治療について解説する．
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表1 アミロイド沈着部位と臨床像

アミロイド沈着部位 臨 床 像

運動器

骨・関節

アミロイド関節症:肩，手，股，膝，足，

指DIP

破壊性関節症:股

アミロイド骨嚢胞:肩，手，股，膝

透析脊椎症:頚椎，腰椎

軟部組織
手根管症候群，ばね指，滑液包炎，

手伸筋腱腱鞘滑膜炎

その他
消化管―下痢，舌―巨舌，心―心不全，

腎―腎結石，皮下脂肪組織―皮下腫瘤

表2 透析アミロイドーシスの予防と治療

1.予防対策

・β2-mの除去

・β2-m産生の抑制

2.治療

・内科的治療:NSAIDs，ステロイド薬，β2-m吸着カラム

・外科的治療



2 軟部組織の透析アミロイドーシス

軟部組織のDRAに関して，1996年，奥津はsynovial-

ligament-amyloidosis-complexsyndrome（SLACS）

という新しい概念を提唱した7）．管腔を通る神経や腱

は，アミロイド沈着により，容量の増加や靱帯・滑膜

の肥厚により管腔の相対的な狭小化をきたし発症する

（図1）．手根管症候群，足根管症候群，肘部管症候群

などの絞扼性神経障害，ばね指，指伸筋腱腱鞘滑膜炎

などが代表的な疾患である．

1） 手根管症候群CTS

�病態� アミロイド沈着による屈筋支帯の肥厚や屈

筋腱腱鞘滑膜炎により手根管内圧が高くなり，正中神

経が絞扼されて生じる絞扼性神経障害である．

�治療� 内科的治療は症状を軽減し進行を遅延させ

る効果がある．保存療法にもかかわらず透析時痛や夜

間痛が発生すれば外科的療法が選択される．手術は局

所麻酔下の直視下手根管開放術と鏡視下手根管開放術

があるが，再発を考慮して後者を行う施設が多い（図

2）8）．

�転帰・予後� 疼痛は手術後数日で寛解するが，し

びれや知覚障害の回復には数カ月を要することが多い．

再発率は0.2～16％と様々である．

2） ばね指

�病態� 指屈筋腱がA1輪状腱鞘の入口部で引っ

かかり，弾発現象を生じる疾患である．弾発現症は腱

鞘の肥大，腱自体の浮腫性肥大，屈筋腱腱鞘滑膜炎に

よる滑膜肥厚および肉芽の屈筋腱内侵入などが原因に

なっている．

�治療� 初期では，内科的治療によりこわばりや弾

発症状の軽減や進行の遅延を期待できるが，弾発現象

や剛直指を認めるときは手術的治療の適応である．手

術は局所麻酔下で直視下にA1輪状腱鞘を切開し，

さらに可及的滑膜切除術，肉芽切除，屈筋腱間の癒着

剥離などの追加処置を必要とすることが多い（図3）．

�転帰・予後� 一般に術後早期に改善するが，剛直

指の症例では近位指節間関節の屈曲拘縮を残すことが

多い．

3） 指伸筋腱腱鞘滑膜炎

�病態� 指伸筋腱が伸筋支帯部で絞扼され，手指の

伸展が障害される疾患である9）．絞扼の原因は伸筋支

帯部の肥厚，腱鞘滑膜炎による滑膜増殖，腱の肥大な

どである．

�治療� 初期では手背部の腫張のみであるが，指の

伸展制限や手背部の疼痛を生じた場合は手術適応と考

えている（図4）．手術は伸筋支帯の切開と滑膜切除

術，腱のゆるみに対しては短縮術を行う．

�転帰・予後� 腱のゆるみや変性を生じる末期まで

本症を自覚しないことが多いため，指の伸展制限を残

すことがある．
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図1 synovial-ligament-amyloidosis-complex-syndrome

図2 鏡視下手根管開放術

A：超音波による術前のマーキング B：Cho法の術中写真 C：屈筋支帯の鏡視像（★印）



4） その他

軟部組織に沈着したアミロイドにより引き起こされ

る肘部管症候群，ギオン管症候群，足根管症候群など

の絞扼性神経障害，滑液胞炎などの疾患も手術の対象

となることが多い．

3 アミロイド骨・関節症

1） 透析肩

�病態� 長期透析患者に起こる肩の激痛で，仰臥位

肩痛を特徴とする疾患である．肩峰下滑液包や腱板と

いった軟部組織にアミロイドが沈着し，その内容量増

加による内圧の上昇が主原因と考えられている．運動

痛や可動域制限を伴うものは腱板損傷や関節破壊が存

在することが多い．

�治療� 内科的治療であるβ2-m除去療法で肩痛の

改善することが多く，推奨される治療法である4,5）．

保存療法が無効の仰臥位肩痛に対しては，局所麻酔下

の烏口肩峰靭帯解離・肩峰下滑腋包部分切除が除痛に

有効との報告が多い（図5）8,10）．

�転帰・予後� 仰臥位肩痛の 92～94％ は手術後

1～2日で軽減し，疼痛に対する短期成績は良好であ

る．再発例が術後5年以上で15％あったとの報告，

手術の無効例や術後1～2年での再発の報告などもあ

り，確立された治療法ではない．

2） アミロイド骨嚢胞

�病態� アミロイド線維が滑膜へ沈着し，破骨細胞

が形成され，その結果として骨吸収が進行し骨嚢胞が
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図4 指伸筋腱腱鞘滑膜炎

図3 ばね指
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図5 透析肩の手術療法

烏口肩峰靭帯解離・肩峰下滑腋包部分切除術，横上腕靭帯切離術

図6 アミロイド骨・関節症の病態

図7 予防的手術が奏功した症例



形成される．骨嚢胞による症状はないが，経過ととも

に増大し病的骨折を起こすことがある（図6）．病的

骨折の好発部位は大腿骨頚部，手根骨である．

�治療� Harringtonらは病変が 2.5cm以上か骨

皮質の50％以上の骨破壊を切迫骨折と定義している11）．

大腿骨が切迫骨折の状態にある比較的若年者は，病的

骨折の予防的手術が推奨される（図7）12,13）．病的骨

折を起こした場合は人工骨頭置換術が施行される14）．

�転帰・予後� 予防的手術の予後は良好との報告が

多い．

3） 透析脊椎症

�概念� 透析性脊椎症の特有の病態として，後縦靭

帯，黄色靭帯，椎間板線維輪などへのアミロイド沈着

により脊髄が圧迫され脊柱管狭窄症を引き起こす軟部

増殖性病変と，椎体の骨・軟骨破壊が進行する骨破壊

性病変の2型がある（図8）15）．発生頻度は全透析患

者の10～20％程度で，好発部位は頚椎部，ついで腰

椎部である．

�症状� 症状は，椎骨の不安定性による頚肩部痛や

腰臀部痛，神経根圧迫による放散痛，脊髄圧迫による

手指の巧緻運動障害や歩行障害などの脊髄症状，馬尾

圧迫による間歇性跛行など，退行性脊椎疾患と同じ症

状である．

�治療� 治療原則について，頚部痛，腰痛および上

肢や下肢に放散する神経根症状は自然緩解傾向を有し

ているため，保存療法が第一選択となる．脊髄症や馬

尾障害は保存療法が奏功することは少ないため，手術

療法を考慮しなければならない16,17）．頚部脊髄症に対

する手術タイミングは ・下肢の脱力やふらつきによる

歩行障害が発症したとき・と考える．馬尾神経障害で

は自然緩解傾向は少ないため，保存療法の無効が明ら

かになった時点で手術療法が選択される（図9，10）．

�手術の全身合併症� 頻度は 12.5～30.6％ で，内

訳は消化管出血，脳内出血，急性心筋梗塞，呼吸器疾

患，電解質バランスなどである．死亡率は周術期

0～7％で，死因は消化管出血，脳内出血，心不全，

感染，術中の大量出血であり，周術期の管理が重要で

ある．再手術率は十数パーセントで，腰椎に多く，原

因は新たな不安定性の出現によることが多い．
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図8 骨破壊性病変の病期分類とその進行

図9 DSAによる不安定型の透析性脊椎症（1）

症例は透析歴30年の54歳女性．主訴は腰痛と間欠跛行．単純X線正面象（A）では

変性側彎，側面像（B）ではすべりを認める．MRI（C）で硬膜管の狭窄が見られる．



4） その他

① アミロイド膝関節症

積極的な治療を必要とする症例は少ないが，関節破

壊が急速に進行する症例は人工膝関節置換術の適応で

ある（図11）．

② 破壊性股関節症

関節裂隙の急速な狭小化と股関節痛による歩行障害

をきたす比較的希な疾患で，診断がつきしだい全人工

股関節置換術が施行される（図11）18）．

③ アミロイド指関節症

遠位指節間関節DIPの疼痛，屈曲変形をきたす疾

患である．使用時のテーピングで対応できることが多

いが，疼痛のため3カ月以上にわたってADL障害が

持続する場合は関節固定術を行うこともある．
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図11 人工関節置換術

図10 DSAによる不安定型の透析性脊椎症（2）

脊柱管狭窄症に対して馬尾・神経根の除圧術（A），不安定症に対して脊椎固定術

（PLIF）（B）を施行．手術時間は186分，出血量は450g．術後のMRIでは硬膜管の圧

迫は改善している（C）．



wasidentifiedasβ2-microglobulin.BiochemBiophysRes

Commun,129;701�706,1985.

2） 今井 亮:整形外科領域―骨・関節・腱・肢切断―．臨牀

透析，19;241�247,2003.

3） 今井 亮，沖野功次，小野利彦:維持透析患者の整形外科

疾患に対する周術期管理．維持透析患者の周術期管理;大平

整爾監修，診断と治療社，東京，pp.123�128,2007.

4） 下条文武，川口良人，原 茂子，他:透析アミロイドーシ

スに対する直接血液灌流型β2-ミクログロブリン吸着器「リ

クセル」の臨床効果:前向き多施設コントロールβ2-ミクロ

グロブリン吸着器スタディ（βMACS）．腎と透析,46（4）;

547�560,1999.

5） 原 茂子:透析アミロイドーシスの治療対策．腎と骨代謝,

14（1）;59�66,2001

6） 本間則行，下条文武:ステロイド治療．透析フロンティア，

12;9�13,2002.

7） 奥津一郎，浜中一輝，田邊恒成:長期透析患者の肩痛―透

析患者における新しい疾患概念 Synovial-Ligament-

AmyloidosisComplexSyndrome．MB Orthop,9;55�

60,1996.

8） 今井 亮，小野利彦，橋本哲也:アミロイド腱・関節症の

内視鏡治療の適応は？．透析療法 これは困ったぞ，どうし

よう！;秋澤忠男編著，中外医学社，東京，pp.140�148,

2006.

9） 森田裕之，田中一矢，勢納八郎，他:手背アミロイドーシ

スの10手術例の検討．腎と透析，（別冊）;66�67,2006.

10） 橋詰博行，名越 充:透析患者における肩痛．整形外科最

小侵襲手術ジャーナル，11;2�8,1999.

11） Harrington KD:Newtrendsin themanagementof

lowerextremitymetastases.ClinOrthop,169;53�61,

1982.

12） 福西成男，京 文靖，楊 鴻生，他:透析性アミロイド股

関節症に対する手術療法．中部整災誌，47;659�660,2004.

13） 坂部智哉，今井 亮，前田耕三郎，他:予防的手術をおこ

なった大腿骨頚部アミロイド骨嚢腫の治療成績．HipJoint,

29;403�406,2003.

14） 今井 亮，沖野功次，小野利彦，他:維持透析患者の大腿

骨頚部骨折に対するセメントレス人工骨頭置換術の検討．腎

と透析，（別冊）;41�45,2007.

15） 宮本達也，小野利彦:破壊性脊椎関節症の外科的治療．透

析患者の合併症とその対策;日本透析医会，pp.41�49,1996．

16） 久野木順一:長期血液透析と脊椎障害―腰椎の透析性脊椎

を中心に―．関節外科，22（11）;60�66,2003.

17） 圓尾宗司:破壊性脊椎関節症（DSA）．透析アミロイドー

シスと骨・関節障害;圓尾宗司，井上聖士，楊 鴻生著，南

江堂，東京，pp.55�77,2002.

18） 鈴木一恵，澁谷あすか，秋葉 隆，他:長期血液透析患者

に認められる透析アミロイド股関節病変―女性血液透析患者

12例のMRIスクリーニング結果―．透析会誌,40（3）;247�

253,2007．

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.2 2008194



要 旨

長期透析患者の合併症管理は，患者のQOLや予後

を大きく左右する．難治性の合併症を持つ維持透析患

者に対し漢方薬の投与を試みた．透析患者の疼痛に対

しては温熱剤，皮膚�痒症に対しては補血剤，透析低

血圧には利水剤の有効性の高さが示唆された．西洋医

学的に治療困難な維持透析患者の病態に対しても，漢

方薬の単独使用あるいは西洋薬との併用で思いもかけ

ない臨床的な効果が期待できると思われる．

はじめに

透析療法20年以上の超長期透析が当たり前となっ

た．透析患者は現在全国で20万人を超え，さらに増

加しつつある．学校検尿の実施などによる腎臓病の早

期発見，早期治療で若年の導入患者が減った反面，新

規導入患者の高齢化が目立つようになってきた．

さらに合併症の多い糖尿病による透析導入も年々増

加し，しかもほとんどがNIDDMのため，透析導入

時期も高齢化してきている．事実，最近の新規導入患

者の40～60％が65歳以上である．同時に長期透析に

伴う心血管病変，関節痛（腎性骨症，アミロイドーシ

スなど），皮膚病変をはじめとする種々の合併症を併

発し，苦痛をかかえて人生を送る透析患者も少なくな

い．合併症の管理は患者のqualityoflife（QOL）

や予後を大きく左右する．こうした長期透析合併症に

対し，血液透析技術と関連する血液浄化技術も進歩し，

西洋医学的にも様々な対策がとられつつあるが，未解

決のものも山積している．加えて個々の体質や体調を

考慮した治療はほとんどなされていない．

西洋医学はもともと分析科学的な手法を用いており，

病気の病態解明とそれに伴う治療法の開発という過程

を経ることにより成功してきた．したがって，病人よ

りも病気のほうに焦点があたりがちという点が指摘さ

れている．最近，QOLの重要性が叫ばれ，病気だけ

でなく病人全体を治療するという姿勢が重要視される

ようになったのも，今までの西洋医学に対する反省か

らとも言えるだろう．こうした背景から，欧米では西

洋医学の欠点を補い，患者を全人的に治療できる補完・

代替医療（complementary& alternativemedicine

（以下CAM））が盛んに行われるようになってきている．

一方で，西洋医学での医療費が高騰し，国家経済を

脅かそうとしている現状も見逃すことができない．わ

が国でも高齢化社会の到来をむかえ，医療費の高騰が

問題となっている．各国政府は医療費の削減の問題に

真剣に取り組んでいる．特にアメリカでは危機感が強

く，その解決策の一つとしてCAMを取り入れている．

透析医療の面でもこうした流れに対応する必要があ

ると思われる．維持透析患者のQOLを集学的に改善

することを目的に，2002年7月，維持透析患者の補

完・代替医療研究会（HD-CAM）が設立された．西

洋医学にこだわらず維持透析患者のQOLを集学的に
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改善しようという医療従事者の動きである．ここでは，

透析患者の合併症対策について活発に議論が展開され

ている．

漢方薬は1976年に保険適応となり，患者の要望も

あるせいか，現在70％以上の医療機関で処方されてい

る．西洋医にとって漢方薬を使用する上で最も問題と

なるのが「証」といわれる漢方独自の診断体系ではな

かろうか．しかし，それにもかかわらずこの使用状況

は西洋薬のみによる疾患治療の難しさを物語っている．

腎疾患に対する漢方治療の報告は，腎炎・ネフロー

ゼ症候群，糖尿病性腎症における柴苓湯によるものが

多く，その作用機序の一端が解明されつつある1～9）．

腎不全に対しては，進展抑制効果の期待される大黄製

剤によるものが報告されている10～19）．今回，長期透

析患者の合併症に対し，漢方薬を用いて好結果を得た

ため報告する．なお，表1に漢方の用語解説を付した．

1 対象・方法

1） 疼痛に対する漢方治療

慢性腎不全による透析患者で，西洋医学的にコント

ロール困難な四肢疼痛，あるいは腰痛を訴えるもの

30例（糖尿病5例）に対し，伝統的漢方治療を行った．

性別：男性14例，女性16例で平均年齢：65.6歳，

平均透析歴：11.9年，疼痛部位：上肢18例，下肢14

例，腰痛10例であった．効果判定にはVisualAna-

logueScale（VAS）を用いた．

2） 皮膚�痒症に対する漢方治療

慢性腎不全による透析患者で，難治性の皮膚の�痒

感を訴えるもの33例に対し，伝統的漢方治療を行っ

た．

性別：男性23例，女性10例，平均年齢：60.2歳，

平均透析歴：14.5年であった．効果判定にはVisual

AnalogueScale（VAS）を用いた．

3） 透析低血圧に対する漢方治療

［症例1］

81歳，女性．1994年7月より慢性糸球体腎炎によ

る慢性腎不全のため3回/週の血液透析（HD）を継

続していたが，透析中にしばしば血圧が下降．メチル

硫酸アメジウム，塩酸ミドドリンを投与されるも反応

不良であった．問診では腰痛，膝痛を訴えた．身長

144cm，体重46kg（ドライウエイト），舌は胖大，

舌色は薄白で歯痕なし，腹診上，小腹不仁，臍上下正

中芯を認めた．

ツムラ牛車腎気丸5g投与した．

［症例2］

61歳，女性．1975年5月，慢性糸球体腎炎による

慢性腎不全のためHD導入（透析歴23年）．3回/週

のHDを継続していたが，HD中にしばしば血圧が低

下するため，高Na透析を行い，メチル硫酸アメジウ

ム，塩酸ミドドリンを投与されていたにもかかわらず，

効果不良であった．また破壊性脊椎関節症による全身

の疼痛が著明であった．身長 149cm，体重 43.8kg

（ドライウエイト），舌色は淡白で舌苔は薄白，腹診上，

心下痞�，小腹不仁，臍下正中芯を認めた．

ツムラ牛車腎気丸5g投与．内服 2日めに胃部不快

感が出現し内服中止．ツムラ真武湯5gに変方するも
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表1 用語解説

●気・血・水：漢方医学でいう生体を構成する3要素．気は生命活動を営む根源的エネルギ

ー，他は生体を物質的に支える液体で赤色のものを血，無色のものを水という．

●小腹不仁：下腹部が軟弱無力で腎虚の特徴．

●正中芯：腹部正中線上の皮下に索状物を触れるもので臍上は脾虚，臍下は腎虚の特徴．

● 心下痞�：心下部のつかえ，あるいは抵抗・圧痛．

● 温熱剤：寒証の治療薬．

● 補 剤：虚証の治療薬．

● 寒 証：生体が寒性（冷感，冷え，血流低下，局所温度の低下）であること．

● 虚 証：気・血の量の状態が低いこと．いわゆる虚弱体質．

● 補血剤：血虚の治療薬．

● 清熱剤：熱証の治療薬．

●血 虚：血の不足している病態．

● 熱 証：生体が熱性（熱感，充血，局所温度の上昇）であること．

● 水 毒：水が滞って偏在している病態．

● 利水・化湿・化痰：体内に滞った水分を除去すること．



7日めに同症状出現したため，クラシエ六君子湯4g

に変方したところ消化器症状は軽快し，内服を継続し

た．

［症例3］

64歳，女性．1994年8月27日HD導入（収縮期

血圧180mmHg）．導入数カ月後より透析中の血圧低

下をきたしたが，自覚症状は認めなかった．1997年

12月ころより歩行時の立ちくらみ，めまいを自覚す

ることがあったが，仰臥位にて速やかに軽快していた．

1998年6月より歩行時の立ちくらみ，めまい等の症

状が増悪し，常時低血圧（収縮期血圧90～60mmHg）

を認めたため，低血圧精査加療目的にて1998年9月

24日当科に入院．

ツムラ当帰芍薬散7.5g投与し，1週間後にツムラ

半夏白朮天麻湯7.5gを追加投与した．

［症例4］

64歳，男性．20歳頃より網膜色素変性症のため視

力がほとんどない．1983年，NIDDM発見されるも

その後通院せず．1989年11月，口渇，多飲，多尿を

主訴に当院糖尿病センターを受診し，グリベンクラミ

ド開始するも，内服，通院共に自己中止．1995年10

月，浮腫を主訴に当院糖尿病センターに入院し，イン

スリン導入．その後徐々に腎機能悪化し，1996年2

月16日HD導入．以後当院血液浄化療法科にて3回/

週HD継続中であるが，HD中にしばしば収縮期血圧

が100mmHg以下に低下し，HD困難となりHD終

了後も全身倦怠，嘔吐，下肢つりのため就寝まで起居

不能状態であった．

クリットラインモニター（CLM）装着してHD開

始．除水量800ml/hに固定し，HD開始後2時間の

時点での血液量の変化率（％BV）を測定した後，ツ

ムラ五苓散2.5gをHD前内服した．約2カ月後，改

めて％BVを測定した．

4） 検 定

疼痛および�痒感の平均値の差は，StudentのT-

検定にて行った．有意水準はp＜0.05とした．

2 結 果

1） 疼痛に対する漢方治療

VASで治療前7.6±1.6が3.5±1.9と有意に改善し

た（図1）．随証治療を行ったため有効な方剤は，の

べで，桂枝加苓朮附湯10例，八味地黄丸5例，牛車

腎気丸4例，当帰四逆加呉茱萸生姜湯4例，真武湯3

例，補中益気湯3例，桂枝茯苓丸3例，柴胡桂枝湯3

例，芍薬甘草湯3例，当帰芍薬散2例，防已黄耆湯2

例，十全大補湯2例，柴苓湯，牛車腎気丸，芍薬甘草

湯，六君子湯，五苓散各1例という結果になった．

2） 皮膚�痒症に対する漢方治療

VASで治療前7.7±1.8が3.5±1.9と有意に改善し

た（図2）．随証治療を行ったため有効な方剤は，の

べで，温清飲11例，当帰飲子11例，黄連解毒湯8例，

桔梗石膏7例，白虎加人参湯5例，潤腸湯4例，十全

大補湯4例，十味敗毒湯2例，桂枝茯苓丸2例，当帰

芍薬散2例，柴胡桂枝湯2例，荊芥連翹湯2例，柴苓

湯，真武湯，五苓散，人参養栄湯，補中益気湯各1例

という結果になった．

3） 透析低血圧に対する漢方治療

症例1の経過を図3に示す．牛車腎気丸投与後2週

間めよりHD中の血圧が安定した．

症例2の経過を図4に示す．六君子湯で消化器症状

はすぐに軽快した．その後も投与を継続したところ約

2カ月めより血圧も上昇傾向となり，HD中の血圧低

下も軽減した．

症例3の経過を図5に示す．当帰芍薬散，半夏白朮
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図1 透析患者の疼痛に対する漢方薬による治療前後の比較

疼痛は漢方薬により有意に改善している．

図2 透析患者の皮膚�痒症に対する漢方薬による治療前後の比較

�痒症は漢方薬により有意に改善している．
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図3 症例1の経過（症例1の治療前後の透析記録の比較）

斜めのラインは除水ライン．治療後は透析中の血圧低下が改善している．

図4 症例2の経過（症例2の治療前後の透析記録の比較）

斜めのラインは除水ライン．治療後は透析中の血圧低下が改善している．

図5 症例3の経過



天麻湯の合方にて血圧は上昇し，安定した．

症例4の経過を図6に示す．五苓散投与前はHD2

時間目，％BVが約13％まで低下した時点で血圧が

低下し補液を余儀なくされたが，五苓散投与後約2カ

月後，％BVの低下は12％以内に落ち着き，補液を

することなくHDを終了した．さらに約4カ月後に

は，血圧の低下がほとんどなくなり，全身倦怠・嘔吐・

下肢つりもすべて消失した．

3 考 察

透析患者の疼痛に対して有効な製剤の多くは温熱剤

や補剤で，特に附子を含んだものの有効性が高かった．

このことから，透析患者の疼痛は，漢方医学的には寒

証および虚証によるものが多いことが明らかになった．

透析患者の皮膚�痒症に対しては，補血剤および一

部清熱剤が有効であることが多かった．これより，透

析患者の皮膚�痒症は，漢方医学的には血虚および一

部（局所の）熱証によるものが多いことが明らかにな

った．

症例1～3で有効であった方剤（牛車腎気丸，六君

子湯，当帰芍薬散，半夏白朮天麻湯）における生薬を

分析したところ，4剤に多く共通するのは，利水作用，

化湿・化痰作用を持つものであった．そこで症例4で

は漢方薬の利水剤の代表である五苓散を用いることと

した．その結果，五苓散でたとえ糖尿病性腎症による

慢性腎不全の透析低血圧であっても，その改善をみる

例があることが明らかになった．つまり透析低血圧の

機序は漢方医学的には水毒と考えることができる．さ

らに今回，五苓散により単位時間経過後の％BV変

化減少を確認できたことから，漢方の利水薬に血管内

refillingの促進効果があることが示唆された．

以上のように，西洋医学的に治療困難な維持透析患

者の病態に対しても，漢方薬の単独使用あるいは西洋

薬との併用で思いもかけない臨床的な効果が認められ

ることがあるが，（西洋薬よりは安全性が高いといえ

るが）漢方薬といえども副作用がないわけではない．

エキス剤に含まれる構成生薬で，生薬そのものが起こ

しやすい不都合な症状は知っておくべきである．たと

えば，麻黄，地黄，当帰，川�，石膏などは胃腸障害

を起こしやすく，胃腸の弱い患者には用いないとか，

量や回数を減らすなどの考慮が必要になってくる．麻

黄にはまたエフェドリンという物質が入っているため，

交感神経が興奮し，動悸，発汗，不眠，血圧上昇など

の症状がでることがある．人参も高血圧を増悪させる
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図6 症例4の経過（症例4の治療前後の透析記録とクリットライン記録の比較）

治療前は透析中に血圧と％BVが低下し補液を要したが，治療後は補液することなく

％BVが維持できている．
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ことがある．附子の中のアルカロイドは有毒で過量に

服用すると中毒を起こしかねない．特に不整脈のある

患者に附子を使用するときは要注意である．大黄によ

る下痢や甘草による偽アルドステロン症は有名である．

冷えの強い患者に石膏や黄連を用いると冷えが増強さ

れることがある．アレルギーはすべての生薬で考慮す

べきであるが，桂枝や黄�による発疹が多い．柴胡剤

などによる間質性肺炎もアレルギー機序によるもので

ある．スペースの関係で代表的な生薬を主剤とした代

表的な処方群は省略するが，参考文献を参照された

い20）．

漢方薬を維持透析患者に用いる場合，高カリウム血

症が誘発されないかという懸念がある．維持透析患者

に水分制限は必須であるからエキス剤を用いることが

ほとんどであるが，株式会社ツムラの資料によれば，

エキス剤のカリウム含量は最も多いものでも120mg/

日程度であることを付記しておく．

副作用に注意しながら，是非，漢方薬を試みていた

だきたいと筆者らは考える．また今回の研究で，使用

方剤から西洋医学的な病態を漢方医学的な病態に対応

させることができることも判明した．これをさらに発

展させ，ゲノムやプロテオームなどの解析とあわせ，

今後の漢方医学の研究の発展に期待したい．
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要 旨

各種ESAの実用化で腎性貧血の適正管理レベルが

注目され，世界各地で地域に応じた管理レベルが設定

された．わが国では2008年に日本透析医学会が「慢

性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン」

を公表した．本ガイドラインは日本のエビデンスを最

大限に活用し，世界の潮流とも合致するガイドライン

である．今後本ガイドラインに沿った腎性貧血管理が

推奨されよう．

はじめに

腎性貧血は腎不全患者に最も頻度の高い合併症であ

る．主因は腎臓で産生・分泌される造血ホルモン，エ

リスロポエチン（EPO）の欠乏で，その病因から透析

療法によっても十分な改善が得られず，管理困難な合

併症であった．しかし，1986年から遺伝子組み換え

ヒトEPO（rHuEPO）の臨床応用が進み，わが国で

は 1990年の実用化を経て，現在では rHuEPO以降

に開発された erythropoiesisstimulating agents

（ESA）を含め，これらによりある程度自由に制御可

能な合併症となった．一方，ESAによる貧血の是正

レベルが腎不全患者の生命予後やQOLを規定するこ

とが明らかにされたことから，貧血改善の目標（ター

ゲット）Hbをどの程度に設定すべきかが大きな注目

を集めている．

1 貧血改善の目標値決定の指標

貧血治療の目標Hb，Ht値は，生命予後，入院のリ

スク，QOLなどにより設定されている．

1） 生命予後

後ろ向き観察試験，前向き観察試験，介入試験，介

入試験のメタ解析結果から生命予後を改善させる目標

Hb値が報告された．

① 後ろ向き観察研究

米国のメディケア資料や，全米に展開する透析施設

グループからの大規模観察研究が代表的研究である．

約6.6万人の維持血液透析患者のメディケアデータ

を基に，観察期6カ月間のHtとその後の死亡リスク

の関係を年齢，性，人種，透析歴，原疾患などの患者

背景，合併症とその程度などで補正して検討した1）．

その結果，死亡のリスクはHt33～36％の群を対照と

すると，Ht30～33％群で25％，Ht30％未満の群で

は74％有意に増加した．一方，Ht36％を超えても

死亡のリスクに変化はみられず，生命予後の観点から

は Ht33～36％ が妥当とされた．北米の透析患者約

5.8万人を対象とした同様の研究でも，2年間の死亡

リスクはHb11.5～12g/dLの群を対照とすると，Hb

12.9までの群では有意に低下した反面，低いHb群で

は貧血に応じて死亡のリスクが増加した2）．また，こ

の研究ではHb13.5を超える群で，逆に死亡リスクの
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上昇を認めた．

こうした大規模観察研究を有力な根拠として，少な

くともHb11g/dLを超える治療目標を設定すべきで

ある，という米国，欧州の治療ガイドライン（GL）

が設定された．

② 前向き観察研究

後ろ向き観察研究に対し，DialysisOutcomesand

PracticePatternsStudy（DOPPS）は前向き観察

研究の結果を報告した．約11,000人の血液透析患者

において，死亡のリスクとHb間には有意の逆相関が

見られ，Hbの低い群ではHb11～12g/dLに比し有

意に死亡のリスクは増加した3）．また，timedepend-

entmodelを用いた解析では，Hb12～13g/dLでHb

11～12g/dLの群に比し，リスクは12％有意に低下

した4）．

スペインの血液透析患者約1,400人を1年間前向き

に研究したMARstudyでも，Hbと死亡のリスクに

は有意の逆相関がみられた5）．

③ わが国のエビデンス

1995年末の透析患者約5.5万例をHtに応じて7群

に分け，5年間の予後を検討した日本透析医学会統計

調査委員会の報告では，Ht30～33％の対照群で予後

は最も良好で，27％未満，33％以上で死亡のリスク

は有意に上昇していた．一方，約2,500例の血液透析

患者を，Htを27％未満から36％以上までの5群に

分け，1年と3年後の生命予後をみた観察研究では，

Ht27～30％の対照群に比し，Ht27％未満群では有

意に予後が悪く，Ht30～33％群でのみリスクは有意

に低値であった6）．こうしたわが国の後ろ向き観察研

究のエビデンスから，日本の血液透析患者を対象とし

たGLでは欧米より低い目標Hbが設定された7）．

JapanDOPPS患者を対象とした最近の前向き研

究結果でも，Hbと死亡のリスクは有意の逆相関を示

し，Hb12g/dLを超える群で予後は最も良好である

ものの，Hb各群間の有意差は認められなかった8）．

2） 入院のリスク

先の米国の後ろ向き観察1）における入院のリスクは，

Ht30～33％群，Ht30％未満の群でHt33～36％の

対照群に比し各々21％，42％有意に増加し，これは

生命予後と同様であったが，Ht36～39％，Ht39％

以上の群では逆に22％，16％有意に低下した．また，

FreseniusMedicalCareグループの北米の4.5万人

の血液透析患者を対象とした観察でも，Hb12～13

g/dLの群でHb11～12g/dLに比し入院期間は有意

に短縮した9）．

入院のリスクとHbの負の関連はDOPPSの前向き

観察でもみられ，Hbが1g/dL上昇すると入院のリ

スクは6％，また透析施設の平均Hbが1g/dL増加

するに伴い入院のリスクは12％低下した3）．また，ス

ペインのMAR studyでも入院のリスクとHbは負

の関連を示し，12g/dLを超えるHb群で入院のリス

クは11～12g/dLの群に比し22％有意に減少した5）．

これら入院のリスクのみを勘案すると，目標Hbは

12g/dL以上が適切という観察試験のエビデンスが存

在すると考えられる．

3） 健康関連QOL

多くの観察研究で貧血の程度とQOL低下は関連し，

rHuEPO投与で貧血を部分的に是正するとQOLが向

上することから，貧血はQOLの重要な規定因子とい

える．貧血の部分的是正に加え，健常者近くまで改善

させるとなおQOLに向上がみられる10）．また，保存

期腎不全患者約600例を対象に，rHuEPOで貧血を

是正し，Hb正常群（Hb13.5g/dL）をめざした群と

部分的改善群（Hb10.5g/dL）で4年間予後，QOL

を比較した検討でも（CREATEstudy），正常Hb群

でQOLの有意の向上が認められた11）．

このように，観察試験，介入試験ともに正常レベル

までの貧血の改善がQOLの向上に寄与することが明

らかにされている．

さらにDOPPS研究はQOLと生命予後，入院のリ

スクに密接な関連があることも明らかにした．SF-36

の身体機能をまとめた physicalcomponentsum-

maryscore（PCS）が10点低下する毎に死亡のリス

クは 25％，また精神心理機能をまとめた mental

componentsummaryscore（MCS）が10点低下す

る毎に死亡のリスクは13％上昇し，入院のリスクで

はPCSが10点低下する毎に15％，MCSでは6％有

意に上昇したという12）．

このように貧血治療の目標値とQOLのみならず，

QOLは生命予後・入院リスクとも密接に関連する．
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2 高いHbは安全か

主に観察研究を中心に，12g/dLを超える目標Hb

値を支持する多くのエビデンスがみられる一方，Hb

の正常化に対しては透析患者，保存期腎不全患者とも

大規模介入試験において疑問が呈されている．心不全

や虚血性心疾患を合併する約1,200例の血液透析患者

を2群に無作為に分け，1群はrHuEPO投与量を増

量してHt40％以上の正常化をめざし，対照群はHt

30％ 程度に維持した介入で予後を比較したところ

（NormalHtstudy），正常Ht群で死亡，非致死的

心筋梗塞の発症に増加傾向がみられ，約30カ月の時

点で試験が中止された13）．

この報告から多くの疑問点・問題点が派生したが，

少なくとも心不全や虚血性心疾患を合併する血液透析

患者の目標 Hbは 11～12g/dLにとどめるべき，と

の欧州のGLの論拠になっている．

保存期腎不全患者については，二つの大規模介入試

験結果が代表的である．一つは1,432名を対象に目標

Hb13.5g/dL群と11.3g/dL群に分け，rHuEPO投

与で介入し3年間追跡した試験（CHOIR study）で，

高いHb群で予後，特に心血管事故による予後に悪化

が認められた14）．また，先のCREATEstudyでも，

全体の予後に有意差はなかったものの，全死亡のリス

クは高Hb群で高い傾向にあった11）．この二つの試験

結果から，米国FDAは12g/dLを超えるHbを目標

とした ESA投与に警告を発している．さらに，12

g/dLを超える高い目標Hbと，10～11g/dL前後の

中等度の目標Hbを設定した先の3試験を含む九つの

介入試験をメタ解析した結果では15），全死亡，高血圧

の発症，血管アクセスの閉塞リスクは高いHb群で有

意に高く，その内三つの論文のみのメタ解析では，重

篤な心血管系イベントの発症も高いHb群で有意の高

値を示した．

一方，欧州の糖尿病性腎症による慢性腎臓病患者

（非透析患者）172名を Hb13～15g/dLに保つ群と

10.5～11.5g/dLに保つ群間で15カ月間観察した介入

試験（ACORDstudy）では，有害事象，生命予後，

腎不全の進行速度に両群間で差はみられなかったもの

の，QOLは高Hb群でより良好であった16）．

3 目標Hbはいかにあるべきか

これまでの研究からは，腎性貧血治療の目標を健常

人のHbとすることを推奨するエビデンスは存在しな

い．逆に 13g/dLを超える範囲に目標 Hbを設定し

た場合，安全性に問題があるとのメタ解析やFDA警

告が発せられ，米国K/DOQIのGLは2007年に目標

Hbのみを改訂し，通常は11～12g/dLとし，13g/dL

は超えるべきではない，とした．しかし一方で，メタ

解析やFDA警告の論拠となったのは，米国で行われ

た，NormalHtstudyとCHOIRstudyの2試験が

主要なもので，これらの試験対象は高度の心血管病変

を合併する患者に限定（NormalHtstudy），あるい

はそうした患者が多数含まれていた（CHOIRstudy）．

CREATEstudy，ACORD studyなどの欧州を中

心に行われた試験対象は，心血管病変の合併は米国よ

り軽度で，安全性に高Hb，低Hb間で差は認められ

なかった．つまり安全性に関しては試験対象の背景で

大きな差がある，と考えられる．また，高Hb群では

使用された鉄剤やESAの量が多量で，血圧も上昇し

やすく，これらが主要な転帰に影響を及ぼした可能性

も指摘されている．
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表1 各国の貧血管理のガイドラインの比較

JSDT2008（案） EBPG2004 K/DOQI2007

国 日本 欧州 米国

対 象 保存期，透析（PD含） 保存期，透析（PD含），腎移植 保存期，透析（PD含），腎移植

目標Hb

（g/dL）

HD：10＜Hb＜11

活動性の高い若年者：11＜Hb＜12

保存期，PD：11≦Hb≦13

心疾患など：11≦Hb≦12

11＜Hb（＜14）

NYHA III以上の重度な心血管合

併症あり

11＜Hb＜12

通常：11≦Hb≦12

13を超えるべきではない

目標Ht

（％）

Hbの3倍で併記 下限値は 33％ と表記されている

がHb値で統一表記されている

Hb値で統一表記

Hb：g/dL



事実 NormalHtstudyや CHOIR studyで達成

されたHb別にリスクを事後解析すると，高いHbほ

どリスクが低く，高いHbに振り分けられながらも，

それを達成できなかったESAへの低反応症例（大量

のESAが使用された）でリスクが高かったことが判

明している．さらに，実際のイベントはHbが安定し

ている時よりも変動時，特に低下する時点で発生しや

すく，こうしたHbの変動の影響も今後研究されるべ

き課題である．

おわりに

以上述べたように患者背景のみならず，診療方針，

認可薬剤を含む診療レベル，保険償還制度などは各地

域，各国で大きく異なる．こうした相違から，各地域，

各国で得られたエビデンスがその地域の診療により尊

重されるべきである．わが国の慢性腎臓病患者には，

わが国独自のエビデンスを活用した2008年版「慢性

腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン」

（表1）の使用が期待される所以でもある．
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要 旨

2008年4月にスタートした後期高齢者医療制度は，

財政上の問題で老人保健制度を改編し，75歳以上の

後期高齢者を一つの医療保険制度にまとめたものであ

る．財政上の帳尻あわせの要素が強い本制度は，政治，

行政の対応の悪さもあり施行直後から強い批判を浴び

ている．現時点では，74歳以下の医療と区別はしな

いとされているが，本質的に75歳以上の医療を制限

しようという意図が感じられる制度設計であり，今後

の行政の動きには注意を払う必要がある.

1 高齢者医療制度の歴史

日本の医療保険制度は戦後の復興とともに整備され，

1961年には全国民の公的保険制度への加入（国民皆

保険）が達成された．国民皆保険は，国民に対して平

等に医療サービスを提供する上での大きな成果であっ

たが，この国民皆保険達成後も，医療保険毎の財政状

況は大きく異なっていたため，加入している医療保険

制度によるサービス内容には大きな差があった．特に

高齢者の加入者が多い国民健康保険（国保）において

は自己負担率が高かったため，受診に支障をきたすと

いうような問題があった．

1973年，高齢者福祉を充実させようという時代の

風潮の中，老人福祉法の一部を改正し70歳以上の高

齢者に対し医療保険の自己負担分に公費を支出するこ

とで，老人医療費が無料化された．当時は高度成長期

で豊富な税収があったため可能な施策であったが（ち

なみに透析治療に更生医療が適用され，大幅に自己負

担が軽減されたのは1972年で同時期である），これに

より老人医療費は急激に増大し，各医療保険の財政を

圧迫，結果として国家財政をも圧迫し，石油ショック

による財政悪化とも相まって，老人医療費見直しを図

らざるをえなくなった．また依然として医療保険制度

間の財政格差は大きな問題であった．

そこで行き過ぎた受診を防ぐとともに，世代間の負

担の公平化を図る目的で，1982年に老人保健法が成

立し1983年2月に施行された．対象は70歳以上およ

び65歳以上で一定の障害（透析を要する慢性腎不全

を含む）があると認定をうけた高齢者で，受診する際

の定額負担を新たに導入するとともに，新たに各保険

者から老人保健制度に拠出金を支出する仕組みが創設

され，全体の70％を各保険者が負担，残りを国と各

自治体が負担することになった．保険者からの拠出金

は，高齢者の比率を調整した上で負担することになり，

これにより保険制度間での財政の不均衡はある程度は

是正されることになった．

施行当時の高齢者の自己負担は外来1カ月400円，

入院1日300円（2カ月限度）であったが，その後，

老人医療費の急増による保険者財政悪化を理由に，自
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己負担の金額は増え続け，2001年1月には1割の定

率負担が導入された．

2 後期高齢者医療制度創設以前の医療保険制度の

状況と問題点

後期高齢者医療制度施行以前の公的医療保険制度は，

大きく分けると職域を基にした被用者保険と，居住地

（市町村）を基にした国民健康保険（国保）の二本立

てであった（表 1）．被用者保険の中で大きいのは，

民間企業の従業員で構成される健康保険で，これには

政府管掌健康保険（政管健保），組合管掌健康保険

（組合健保）がある．政管健保は健康保険組合が設立

されていない中小企業などで働く従業員が中心に加入

しており，全国にわたって国が単一の保険者となって

おり，運営は社会保険庁が行っている．一方，組合健

保は単一あるいは同種同業の企業で構成される独自の

健康保険組合が保険者として運営し，その従業員が加

入している．また，国家・地方公務員，私立学校教職

員などが職域ごとに加入している共済組合も被用者保

険に含まれる．

国民健康保険は，自営業者や農業者，年金生活者な

ど，被用者保険に加入していない者を対象とするもの

で，医師，弁護士等といった職種別に組合を組織する

国民健康保険組合（国保組合）と，被用者保険・国保

組合に加入していない者すべてを対象とする市町村単

位で運営する国民健康保険（市町村国保）がある．

このようにきわめて複雑な体系によって国民皆保険

が成立しているが，全国で4,000近くある保険者の財

政状況は様々である．保険者の財政力は，加入者の年

齢と平均所得によって大きく影響を受ける．高齢者は

疾病率が高く医療費が高いため，高齢者比率の高い保

険者は財政状況が厳しい．働き盛りの加入者が多い被

用者保険においては，加入者の平均年齢は低く，一方

被用者保険の加入者は退職後市町村国保に加入するた

め，国保の高齢者比率は高い．ちなみにそれぞれの医

療保険加入者の平均年齢は2004年現在で，政管健保

37.2歳，組合健保34.2歳，市町村国保53.7歳と大き

な差がある1）．

各保険者間の財政力には大きな格差があるにもかか

わらず，現在保険者による給付率は同じであり受ける

医療の内容も同じである．これは保険者間で財政調整

がなされているからである．具体的には，まず財政の

脆弱な保険者には多くの税金が投入されている．財政

力の弱い市町村国保は給付費の約43％が国庫負担で

あるのに対し，政管健保では13％，組合健保ではほ

とんどゼロである1）．また，前述の老人保健制度に対

する拠出金においては，高齢者の加入割合が低い被用

者保険ではより多い負担が求められた．さらに被用者

保険加入者が退職後市町村国保に加入してからも，被

用者保険の財源で医療費を負担する退職者医療制度も，

保険者間の財政調整のための制度である．

このような保険者間の財政調整をもってしても，高

齢者，低所得者を多く抱える市町村国保は構造的に赤

字であり，保険料収納率の低下もあって厳しい財政状

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.2 2008206

表1 現行の医療保険制度の概要

制 度 名 保険者 被保険者 保険者数（注）

被用者保険

（狭義の）

健康保険

政府管掌
健康保険
（政管健保）

政府

（社会保険庁）
中小企業の被用者 1

組合管掌
健康保険
（組合健保）

各健康保険組合 大企業の被用者 1,584

船員保険
政府

（社会保険庁）
船舶の船員 1

共済組合 各共済組合
国家・地方公務員・私立学校

教職員など
76

国民健康保険

市町村 自営業者，農業者など 2,531

国民健康保険組

合

一部の同業者による組合の組

合員
166

後期高齢者医療
後期高齢者医療

広域連合

75歳以上の後期高齢者及び

65歳以上の一部障害者
47

（注）保険者数は2004年末現在1）．ただし後期高齢者医療のみ2008年4月現在．



況が続いている．被用者保険は健全な財政の保険者も

あるものの，昨今の景気低迷により健保組合間でも財

政格差が生じている．また老人医療費高騰による老人

保健制度への拠出金の増額に対しては，健保組合の保

険料を雇用者も負担していることから，労働者団体だ

けでなく経済界からも不満が強かった．

このように高齢者医療制度をどのように再構築する

か，という問題においては，①高齢者比率の増加につ

れて現役世代の負担が増え続け，世代間の不公平感と

いっていい状態が生じていること，②保険者によって

財政状況が大きく異なるため，保険者間の利害の隔た

りが大きい，という二つの「負担と受益の不均衡」が

存在し，これらをどのように調整するかが大きな鍵で

あった．

3 医療保険制度改革の論点

1990年初頭のバブル崩壊による日本経済の景気後

退によって国の税収は低下し，景気対策の不調もあり

国家財政は1990年代に急激に悪化した．また高齢化

の進展，医療技術の進歩によって，高齢者医療費は高
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表2 高齢者医療制度見直し案

（1）独立保険方式 （2） 突き抜け方式

内容
全ての高齢者を対象として，各医療保険制度から独立した高

齢者医療制度を設ける．

被用者OBを対象とする新たな保険者を創設し，その医療費

を被用者保険グループ全体で支える仕組みを設ける．

イメージ図

主なねらい

・独立した保険者を創設し，財政責任の明確化を図るととも

に，給付と負担の関係についてわかりやすい仕組みとする．

・すべての高齢者を独立保険制度の対象とすることにより，

共通のルールの下に応分の保険料負担を求める。

・被用者保険OBを対象とする新たな保険者の創設により，

被用者が退職後，市町村国保に移行しないようにし，市町

村国保に高齢者が集中しない仕組みとする．

（3） 年齢リスク構造調整方式 （4） 一本化方式

内容

現行の保険者を前提とし，保険者の責によらない加入者の年

齢構成の違いによって生じる各保険者の医療費支出の相違を

調整し，保険者間の負担の不均衡を調整する．

現行の医療保険制度を一本化し，被用者保険か否か，高齢者

か若年者かで区別せず，すべての者を対象とする新たな医療

保険制度を設ける.

イメージ図

主なねらい

・個別保険者の努力では回避できない加入者の年齢構成の相

違による負担の不均衡を是正する．

・各保険者の医療費適正化の取り組みなど保険者機能を維持

しつつ，拠出金・交付金の仕組みを通じて負担の公平化を

図る．

・給付と負担の両面で公平を図り，各保険者の努力では回避

できない所得格差や年齢格差等を含め，被用者保険と国保

の制度格差を是正する．

文献5を一部改変．



騰，低迷する経済状況を反映した保険料収入の伸び悩

みもあって，各保険者の財政は悪化した．これに対し

老人医療も含めて患者負担率を増やすことで給付の抑

制を図ったが抜本的な解決にはならず，国庫・自治体

財政負担が増加していく状況で，老人医療のあり方を

中心に医療制度の抜本改革を求める機運は1990年代

半ばから高まった．

日本医師会（日医）は1997年に「医療構造改革構

想」の中ではじめて老人医療保険制度の創設を提言

し2），その後75歳以上の高齢者を対象に，9割の公費

負担によって運営する，社会保障原理の色彩が強い独

立した保険制度を提唱した3）．また財界団体，各保険

者団体や労働者団体などがそれぞれの立場で，高齢者

医療制度の改革案を提唱し，1999年には医療保険福

祉審議会が報告書の中で，日医の案も含めて，①独立

保険方式，②突き抜け方式，③年齢リスク構造調整方

式，④一本化方式の四つの案としてまとめられ検討さ

れた（表2）4,5）．

① 独立保険方式

高齢者だけの保険制度を創設する案で，この場合年

齢の区切りによって若干は変わるものの，基本的には

年金生活者の多い世代であり医療費に見合った保険料

を徴収するのは不可能である．このため被保険者が保

険料を払って自らのリスクに備えるという保険の基本

的な原理は成立せず，公費の投入は不可避である．こ

の方式は日医と財界の一部が主張していたが，高齢者

医療の財政を安定させ医療の質を確保しようという考

えの日医と，高齢者医療を分離し医療費を抑制するこ

とで，健保組合の保険料負担を抑えようという考えの

財界の利害はまったく異なる．

② 突き抜け方式

退職後に低所得になってから国保に移行するのが問

題であるとして，被用者保険のOBのみを対象とする

新たな高齢者保険制度を創設し，被用者保険グループ

でその医療費を支えるとするもので，健保組合などが

この案を支持していた．この案では国保の財政が逼迫

することは必至であり，財政調整なしには成立し難い

という問題があった．

③ 年齢リスク構造調整方式

保険者ごとの年齢構成の違いによって生じる医療費

支出の相違を調整して，高齢者が多い保険を低年齢層

の多い保険者が援助するという方式で，一部の学識者

が主張する論理的な案であったが，被用者保険が国保

を援助するという構造は変わらず，被用者保険グルー

プの理解を得がたい案であった．

④ 一本化方式

高齢者と若年者で区別せず，被用者保険か否かを問

わず，医療保険を一つにまとめる案で，国保中央会や

地方自治体が主張していた．被用者保険に加入してい

るサラリーマンと国保に加入する自営業者では，所得

が捕捉されている割合が違うことや，4,000近くある

保険者を一本化する具体的な手順においてハードルが

高いことが問題とされた．

4 後期高齢者医療制度成立までの経緯

2001年4月小泉純一郎が第87代内閣総理大臣に就

任，その後5年半続くことになる小泉内閣が発足した．

小泉内閣は医療制度改革を政権公約として，医療費削

減と医療保険制度の財政的強化を中心とした政策を強

力に推し進めた．高齢者医療制度関連では，まず小泉

内閣主導で2001年11月にまとめられた医療制度改革

大綱の中で，75歳以上の高齢者を対象にした新しい

高齢者医療制度（独立保険方式）を創設することが明

言された6）．2002年7月，被用者保険の自己負担を2

割から3割にすることなどを主とした医療制度改革関

連法案が成立したが，この法案の附則に新たな高齢者

医療制度の創設などについての基本方針を2002年度

中に策定する等の内容が盛り込まれ，その方針に沿っ

て，老人健康保険の対象年齢が段階的に70歳から75

歳に引き上げられるとともに，公費負担も段階的に3

割から5割に引き上げられた．また同時に現役並み所

得者の自己負担が2割に引き上げられた．

2003年3月，「医療保険制度体系及び診療報酬体系

に関する基本方針」が閣議決定され，この中で75歳

以上の後期高齢者が加入し，保険料，国保・被用者保

険からの支援および公費によって賄う新たな保険制度

を設け，2008年への実施を目標にすることが謳われ

た7）．その後，高齢者の患者負担や後期高齢者医療制

度の運営主体の在り方などを中心に政府・与党内での

論議が重ねられ，2005年12月に政府・与党医療改革

協議会がとりまとめた「医療制度改革大綱」で，都道

府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営し，公

費5割，現役世代からの支援4割，高齢者からの保険

料1割を財源とする現行の制度の枠組みが実質的に決
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まった8）．

2006年2月には，いわゆる医療制度改革法案の一

つとして「健康保険法等の一部を改正する法律案」が

国会に提出され，同年6月与党の賛成多数で成立した．

この法律により，老人保健制度が創設された時に制定

された老人保健法が，2008年4月に「高齢者の医療

の確保に関する法律」に改称され，後期高齢者医療制

度が創設されることが決まった．

成立に至る審議過程において，「後期高齢者医療の

新たな診療報酬体系については，必要かつ適切な医療

の確保を前提とし，その上でその心身の特性等にふさ

わしい診療報酬とするため，基本的な考え方を2006

年度中を目途にとりまとめ，国民的な議論に供した上

で策定すること」という付帯決議がなされた．これを

ふまえて「社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に

関する特別部会」において，2007年4月「後期高齢

者医療の在り方に関する基本的な考え方」がとりまと

められ9），パブリックコメントを実施後，同年10月

に「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子」がまとめ

られた10）．

この中では，後期高齢者に対する医療は，74歳以

下に提供する医療と大きく変わるものではないことが

明示される一方，後期高齢者を総合的に診る主治医に

対する評価の必要性が謳われた．この「主治医」が患

者ごとの登録制度になることで，事実上のフリーアク

セス制限につながるものという懸念が示され大きな議

論になった．結果，厚生労働省（厚労省）の担当者よ

り将来的な含みは持たせたものの，現状では登録制と

しない方針が示された．

5 後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度の最も大きな目的は，高齢化が

急速に進行し今後未曾有の高齢化社会を迎えようとい

う状況で，これまでの制度では，現役世代の負担が過

重となり世代間の不公平が生じるとして，後期高齢者

を現役世代の保険から分離し保険料を負担してもらい，

現役世代と高齢者の負担状況を明確化することにある，

という．加えてこれまで市町村単位と小規模で運営さ

れていた老人保健制度の運営母体を，全市町村が加入

する都道府県の広域連合とすることで財政基盤の安定

化を目指した．老人保健制度との主な相違については

表3に示す．

後期高齢者医療制度の運営の財源は，公費が約5割，

現役世代の保険料による後期高齢者支援金が約4割，

高齢者からの保険料が約1割で，後期高齢者支援金は

被保険者の人数に応じて，各医療保険の保険者から交

付される（図 1）11）．なお，後期高齢者医療制度と同

じく2008年4月から始まる「特定健診・特定保健指

導」が，40～74歳の医療保険加入者に対し実施する

よう各保険者に義務づけられたが，この実施の達成状

況によって，2012年から各保険者が拠出する後期高

齢者支援金が±10％の範囲で加算・減算されること

が決まっている．

対象となる被保険者は75歳以上の全員および65歳
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表3 老人保健制度と後期高齢者医療制度の相違

老人保健制度 後期高齢者医療制度

運営主体
市町村 後期高齢者医療広域連合

（保険料の徴収及び窓口業務のみ市町村が担当）

被保険者
75歳以上の者

65～74歳の一定以上の障害を有する者

75歳以上の者

65～74歳の一定以上の障害を有する者

保険料
各医療保険制度の保険料を負担

被用者保険の被扶養者は保険料の負担なし

原則，全被保険者が患者負担を除く，総医療費の1

割を保険料として負担

患者負担
75歳以上は原則1割（高所得者は3割）

透析患者は月1万（高所得者は2万）

75歳以上は原則1割（高所得者は3割）

透析患者は月1万（高所得者は2万）

財源構成

公費：5割（国4/6，都道府県1/6，市町村1/6）

老人保健拠出金（国保・被用者保険）:5割

公費:5割（国4/6，都道府県1/6，市町村1/6）

後期高齢者支援金（国保・被用者保険）：4割

高齢者の保険料：1割

保険証など

老人保健医療受給者証

国民健康保険，健康保険組合などの保険者証

（透析患者は加えて特定疾病療養受領証）

後期高齢者医療制度被保険者証

（透析患者は加えて特定疾病療養受療証）

根拠となる法律 老人保健法，健康保険法 高齢者の医療の確保に関する法律



～74歳で広域連合が認定した「一定の障害」がある

方で，この「一定の障害」とは，障害年金2級以上，

身体障害者手帳3級以上などが条件であり，透析患者

を含む．75歳以上の場合は加入は必須であるが，

65～74歳の「一定の障害」を持つ方は，障害認定申

請を撤回することで後期高齢者医療制度に加入しない

という選択が可能である．

ただし2008年5月現在，10道県（北海道，青森，

山形，茨城，栃木，富山，愛知，山口，徳島，福岡）

で医療保険の自己負担分を補助する障害者医療助成に

後期高齢者医療制度加入を義務づけている12）．これら

の道県においては65～74歳の透析患者が既存の医療

保険を選択した場合，道県単位の助成は適用されず，

自己負担は「特定疾病にかかる特例」における1レセ

プトごとの自己負担限度額である，月10,000円（高

額所得者については月20,000円）となる．これは後

期高齢者医療制度のほうが自治体負担が少ないための

対応で，厚労省は都道府県単位の助成事業は自治体の

裁量に任せるもので，加入を義務づけるかどうかは各

都道府県の自由であるとしている．しかし，本来制度

上保障されている後期高齢者医療制度への加入の選択

権を65～74歳の透析患者から奪うものとして，全国

腎臓病協議会などの患者団体は各道県に対し撤回への

働きかけを続けている13）．

後期高齢者医療制度では，保険料を被保険者が一人

一人負担することになった．保険料は被保険者が均等

に負担する「応益分（均等割）」と所得に応じて負担

する「応能分（所得割）」の合計で，年50万円の上限

がある一方，低所得者は保険料の「応益分」が所得に

応じて3段階で軽減される．年金収入のみの夫婦世帯

の場合，収入と軽減率の関係は図2のようになる．

また後期高齢者医療制度には国保と同様，被扶養者

という制度はなく，一人一人が被保険者本人として加

入することになるため，これまで保険料の負担がなか

った被用者保険（健康保険，共済組合）の被扶養者も，

後期高齢者保険の被保険者になると，保険料の負担が

生じる．このような方については，激変緩和措置とし

て，後期高齢者医療制度に加入してから2年間につい
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図1 後期高齢者医療制度の運営の仕組み

（文献11を一部改変）

図2 収入と保険料の関係



ては，保険料のうち「所得割」についての負担はなく，

被保険者均等割は5割軽減される．さらに福田内閣の

政治判断で，2008年4月から9月までの6カ月間は

保険料が無料で，同年10月から2009年3月までの6

カ月間については保険料が被保険者均等割を9割軽減

された額とする時限措置が加わった．保険料は原則年

金から天引きされる．ただし年額18万円未満の場合，

介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超

える場合には，年金からの徴収は行われず，口座振替

等の方法による納付となる．

医療機関受診時には，原則1割負担で，課税所得

145万円以上の現役並み所得者については3割負担と

なる．収入による月ごとの自己負担限度額が定められ

ており，さらに高額医療・高額介護合算制度により年

額の上限額が定められている．なお，前期高齢者であ

る70～74歳については一旦原則2割負担になること

が決まったが，政治判断で2008年4月から2009年3

月までは経過措置として現行どおりの1割負担に据え

置きとなった．

6 後期高齢者医療制度の診療報酬と透析医療

前述のように，2007年10月にまとめられた「後期

高齢者医療の診療報酬の骨子」の中で，74歳以下に

提供する医療と大きく変わるものでないことが明示さ

れ，後期高齢者医療制度の診療報酬は，ほとんどの医

療行為等についてほかの医療保険と同じ点数となった．

透析関連の診療報酬もすべて74歳以下の保険制度と

同じ点数である．

また，高額な治療を著しく長期間にわたり要する透

析および血友病，抗ウイルス剤を投与中のAIDS患

者について，1レセプトごとの自己負担限度額は月

10,000円（高額所得者については月20,000円）とす

る「特定疾病にかかる特例」も同様に適用され，後期

高齢者医療制度加入の透析患者は申請することで「後

期高齢者医療特定疾病療養受療証」が交付される．

「高齢者の心身の特性にふさわしい診療報酬」とし

て整備された後期高齢者医療独自の診療報酬としては

表 4のようなものがある．「後期高齢者診療料」はい

わゆる「高齢者担当医」に対する診療報酬であり，原

則診療所のみが算定可能で，算定の条件として医師が

所定の研修を受ける必要がある．検査・画像診断・処

置料のほか，「特定疾患療養管理料」が含まれ，月

600点（＝6,000円）で包括される．ただし，病状の

急性増悪時に実施した検査，画像診断および処置のう

ち，550点以上の項目については別途算定できる．ま

た，後期高齢者診療料を診療所が算定した場合，ほか
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表4 後期高齢者医療独自の診療報酬

診療報酬名 点 数 備 考

入院関係

後期高齢者総合評価加算 50点（入院中1回）
基本的な日常生活能力，認知機能，意欲等についての総合

的な機能評価と患者及び家族等へ説明した場合

後期高齢者退院調整加算 100点（退院時1回）
退院困難な後期高齢者に対して退院支援のための計画を策

定した場合

後期高齢者退院時薬剤情報提

供料
100点（退院日1回）

入院中に使用した主な薬剤，副作用を発現した薬剤に関す

る情報の「お薬手帳」等へ記載した場合

後期高齢者退院時栄養・食事

管理指導料
180点（退院日1回）

低栄養状態にある患者に対する管理栄養士の退院後の栄養・

食事管理について概ね15分以上指導した場合

高齢者担当医関係

後期高齢者診療料 600点（月1回）（注 1）

特定の慢性疾患（注 2）を主病とするものに対して，後期高

齢者の心身の特性を踏まえ，診療計画を定期的に策定，計

画的な医学管理の下に指導及び診療を行った場合

後期高齢者外来継続指導料 200点（退院後1回目）
後期高齢者診療料算定患者が他医療機関に入院し，退院後

入院前の主治医の外来に継続して通院した場合

後期高齢者外来患者緊急入院

診療加算
500点（入院初日）

後期高齢者診療料算定患者が病状の急変等に伴いあらかじ

め定められた病院に入院し診療情報を交換した場合

終末期医療関係 後期高齢者終末期相談支援料 200点（1回に限る）
終末期における診療方針等について，看護師と共同し患者

及び家族と十分に話し合い，内容を文書等で提供した場合

（注1） 主病の診療を行う1つの医療機関においてのみ算定可能．
（注2） 特定の慢性疾患：糖尿病，脂質異常症，高血圧性疾患，認知症，結核，甲状腺障害，不整脈，心不全，脳血管疾患，喘息，気管

支拡張症，胃潰瘍，アルコール性慢性膵炎



の施設では特定疾患療養管理料などを算定することは

できない．

なお外来透析患者の場合，検査料が包括された慢性

維持透析患者外来医学管理料と後期高齢者診療料は併

算定できず，前者のほうが点数がはるかに高い

（2,305点）ため，診療所であっても外来透析患者に

後期高齢者診療料を算定することは事実上できない．

7 後期高齢者医療制度の諸問題

前述のとおり，後期高齢者医療制度は2006年6月

に国会で法案が成立し創設が決まったが，成立の時点

では，前年郵政民営化の是非で争われたいわゆる「郵

政選挙」で小泉自民党が圧勝し，与党が衆議院で2/3

以上の絶対多数を占めた状況の中で，国民的議論はほ

とんどなく，その内容についても当の高齢者を含めて

ほとんど周知されなかった．

法律成立から2008年4月の施行まで約2年の期間

があったが，制度の詳細が定められたのは，施行まで

半年を切ってからであり，さらに前述のように政治判

断による保険料の凍結などを決めたことも準備の遅れ

に拍車をかけた．また旧制度の保険証から後期高齢者

医療制度に切り替わるため，広域連合から3月中に各

被保険者に対し，市町村を通じて「転送不要」の配達

記録郵便で送付したが，届け出なく転居したり周知不

足で誤って捨てたりした人などが多数に上り，施行開

始となった2008年4月に入って早々に，厚労省は新

しい保険証がなくても受診できるよう通知を出した．

また「後期高齢者」とは当の高齢者に失礼という批

判があるとして，施行初日に福田首相の指示で通称と

して「長寿医療制度」を用いることになった．この対

応については制度の周知も十分でない状況で，名称が

混在することになりかえって混乱を与えかねないとし

て批判された．

後期高齢者医療制度の保険料は，徴収におけるコス

トを軽減し，支払う側の手間を省くため，として年金

からの天引きとなったが，年金記録不備問題の対応が

すすまない中で年金からの天引きはいかがなものか，

という批判も上がった．ただしこの批判については，

保険料を払う義務が制度上あり，介護保険の保険料は

すでに年金からの天引きとなっている現状で，後期高

齢者医療制度の保険料だけ年金からの天引きが不適切

とするにはいささか無理がある．

ともあれ，新たに保険料の負担が加わる事に対する

不満，不安に加え，上記のような対応の拙さ，さらに

早々に見直し論が出た事に対する不信感などから，後

期高齢者医療制度は非難囂々のスタートとなった．

施行開始時の混乱は一時的でいずれは収束するもの

であり，現時点でのマスコミや野党の批判的論調にも

的外れなものは少なからずあるが，それを差し引いて

も後期高齢者医療制度には看過できない問題点がいく

つかある．

1） 後期高齢者における保険料負担能力の問題

および，保険料負担のコンセンサス不足

後期高齢者医療制度は，今後高齢者人口が増える一

方で現役世代人口が減少し，既存の老人保健制度では

今後高齢者医療が破綻する可能性が高いという問題意

識の中で，これまで老人保健制度の中では不明確であ

った現役世代と高齢者の保険料の負担状況を明確にし

て，高騰する高齢者医療費を受益者である後期高齢者

自身にも支えてもらおう，という意図がある．しかし，

後期高齢者で十分な収入があり生活費に余裕がある人

は必ずしも多くない．そこに敢えて保険料の負担を科

するわけであるから，本来であれば政治家が，将来を

見据えて高齢者医療の維持のために，と国民にお願い

するのが筋であるが，2007年参議院選挙を控えてい

た状況でそのような説明が十分になされなかった．さ

らに与党が参議院選挙で敗北し，行政改革の機運はさ

らに削がれ，新たな保険料負担の凍結など，問題の先

送りが平然となされるようになった．

後期高齢者医療制度では，高齢者比率が上昇するに

つれて，現役世代の一人あたりの負担が大きくなるこ

とから，この現役世代一人あたりの負担の増加を，後

期高齢者と現役世代とで半分ずつ負担するよう，後期

高齢者の保険料の負担割合について，現役世代人口減

少率の1/2の割合で引き上げ，現役世代の後期高齢

者支援金の負担率は引き下げる予定である．これによ

り，試算では一人あたり後期高齢者の年間保険料は，

2008年度の61,000円から2015年度には85,000円に

なるとしている14）．しかしながら，年金記録や道路特

定財源などの問題で政治行政不信が高まっており，こ

れらの問題を与党の失策として攻撃している野党との

関係もあって，予定どおり保険料の増額を実行できる

かどうかは甚だ疑わしいと言わざるをえない．
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後期高齢者医療制度は高齢者医療の財源をどうする

か，という問題意識の中で制度設計されたものである

から，高齢者の保険料を上げていくという前提が崩れ

れば，ほかから補填するか，出費を抑える（＝高齢者

の医療費抑制）しかない．補填するとすれば，国保，

健康保険などの現役世代の保険者からの支援金を増や

すか公費投入を増やすか，のいずれかであるが，政治

判断で保険料を上げないとすれば，現役世代の保険者

からの支援金で穴埋めするのは筋が通らないので公費

を増やすことになる．そうなると財務省の後期高齢者

医療制度に対する発言権は強くなり，財政均衡論によ

る医療費削減の圧力が一層強くなることが予想される．

2） 実態に合わない高齢者担当医のシステムと

医療関係者の不支持

日本医師会は以前からかかりつけ医機能の充実と支

援を基本政策の一つに掲げてきた．一方，2007年に

厚労省は「総合医」構想を打ち出した．その内容は，

患者が在宅主治医を選び，総合的な診療に対処できる

医師を「総合科医」として認定し，在宅主治医として

初期診療にあたらせる，というものである．初期診療

を受ける医療施設を事実上限定する「総合医」構想は，

総合的な診療を専門とする医師を養成するシステムが

なく，本来の意味での「総合医」がほとんどいない状

況では絵に描いた餅であり，患者の受診機会を制限す

るための方便と言われても仕方のないものであった．

さらに，後期高齢者医療制度の診療報酬をどうする

かという議論の中で，複数の医療機関の受診を抑制さ

せて医療費の削減を図る目的で，かかりつけ医をベー

スに包括払いと登録制の採用の提案が主に保険者から

なされた．登録制は受診機会を大きく制限するものと

して日医を中心に反対する意見があり，後期高齢者医

療制度におけるかかりつけ医（高齢者担当医）では，

現時点で登録制とはしないことが厚労省の担当者から

示され，「総合医」についても今後の検討課題として

トーンダウンすることになったが，将来に渡って登録

制としないことを約束したものではなく，多くの医療

関係者にこの制度に対する大きな不信感を産んだ．

さらに，特定の慢性疾患を主病とする後期高齢者に

対して，医学管理等，検査，画像診断，処置が包括さ

れた後期高齢者診療料が月600点と，手間とコストを

考えれば安すぎる点数が設定されたことが反発に輪を

かけることになった．また本来複数の疾患を有するこ

との多い高齢者に対して，複数の疾患から一つだけの

疾病を選び主病とする原則を，後期高齢者診療料では

徹底したため，他の医療機関で別の疾病を治療する場

合にも特定疾患療養管理料が請求できない，という点

も批判された．

以上のような点を問題として，後期高齢者診療料の

算定をしないよう会員に呼びかけている府県医師会も

ある．これに対し厚労省は，現状の後期高齢者診療料

について，患者は自由意志で医療機関を選択でき，高

齢者担当医となるかどうかも患者の自由であること，

後期高齢者診療料に該当する主病であっても，従来通

りの出来高での算定を続けることも可能であること，

などを説明している．しかし厚労省の説明は，将来登

録制に移行するのではないか，という懸念に対する答

えにはなっておらず，現状では，このような懸念が解

消されない限り，患者の権利を侵害する制度として医

療関係者の反対は続くものと思われる．

3） 後期高齢者に限定した医療費削減政策が

とられる可能性

前述のように，後期高齢者医療制度の診療報酬に関

する議論の結果，74歳以下の受ける医療とは基本的

に変わらないとされ，それぞれの診療行為について

74歳以下と75歳以上で診療報酬は同一となった．し

かしながら，今後後期高齢者に対する保険料負担増加

の理解が得られず，低所得者へのさらなる軽減措置が

とられることになれば，国庫負担は増えることになる．

そうなった場合，財政均衡論によって後期高齢者に限

定した医療費削減政策がとられる可能性は高い．その

場合，まずかかりつけ医の登録制のようなアクセス制

限を加えることが予想されるが，74歳以下の診療報

酬より低い点数を設定する可能性も否定はできない．

8 おわりに

以上，後期高齢者医療制度の概要を解説した．後期

高齢者医療制度は，財政上の理由で老人保健制度を改

編したものであり，理念に欠ける，財政上の帳尻あわ

せの要素が強い制度と言わざるをえない．前述した制

度上の諸問題から財政的に行き詰まり，早期に見直し

が必要となる可能性は高いと思われる．とはいえ高齢

者人口が増加し，高齢者医療費の負担がこれまで以上
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に国民全体にのしかかってくる現実の中で，今後，誰

がどれだけ負担しどれだけのサービスを受けるのか，

という「負担と給付」の議論は避けられないのも事実

である．

一方，後期高齢者医療制度の透析医療に与える影響

は，現時点では軽微に留まっている．しかし，これま

で透析医療は高額医療の代表として医療費削減のター

ゲットとされてきたことから，今後，後期高齢者医療

における医療費削減の対象となる可能性は少なからず

あると考えなければいけない．透析医療に関わる医療

関係者としては，透析医療は憲法25条が保障する生

存権に基づく生命維持治療であり，高齢者といえども

それは同じであるという理念を，患者とともに今後各

方面に訴えていく必要があると思われる．
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要 旨

2008年度診療報酬改定における最大の成果は，人

工腎臓の時間区分による点数設定が復活したことにあ

る．透析担当医や患者会（全国腎臓病協議会：全腎協）

からの強い要望のほか，日本医師会の強力な支援や，

厚生労働省（厚労省）担当者に，「透析の質を維持す

るためには長時間透析が必要」という考えを理解して

いただいたことなどが，中央社会保険医療協議会（中

医協）で議論はあったものの，最終的に了解が得られ

た要因である．これを受けて，すべての透析医療機関

は，その患者にとって最も適切な透析時間を設定し，

世界に誇るわが国透析患者の「元気で長生き」を追求

していただくよう希望する．

はじめに

透析医と透析患者が熱望していた診療報酬上の透析

時間区分復活が，平成20年の改定（表1）で実現し

た．今回の診療報酬改定に際し，従来にもまして，日

本透析医会が，日本医師会や厚生労働省との間で良好

な意思疎通ができたことが，好結果をもたらしたもの

と考えている．

ここでは，透析関連の改定部分について解説すると

ともに，要望に関する経過や，現時点での評価につい

て，日本透析医会の立場から述べたい．

1 J038人工腎臓（技術料）に関する改定内容に

ついて

1） 時間区分復活2）

① 透析時間区分の変遷

それまで一律であった人工腎臓点数に，初めて透析

時間区分が導入されたのは昭和53年で，ダイアライ

ザーを包括した技術料は，i）5時間未満3,100点，ii）

5時間以上9時間未満4,000点，iii）9時間以上4,100

点であった．

次の昭和56年の改定で，ダイアライザーが分離さ

れ，人工腎臓は，診療行為別分類で手術料から処置料

へ移行された．昭和60年の改定では，ダイアライザ

ー機能の向上や，透析技術の進歩などがあいまって，

透析時間区分は 4時間未満 1,300点，4時間以上

1,700点となった．

その後平成6年には，透析液や抗凝固薬の標準的な

使用量を考え，これらに生理食塩液を加えた包括点数

が設定された．

ところがこの年に，日本透析医学会統計調査委員会

は，初めて1年死亡に対する透析時間区分別の相対危

険率について報告した．それは，原則的に，透析時間

が長いほど，死亡に対する相対危険率が減少するとい

うもので，これをもとに，平成8年の診療報酬改定で

は，4時間以上・未満の診療報酬点数区分に加えて，

5時間以上透析点数が新設された．ただ，その後も4

時間透析への流れは止まることはなかった．
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表2 透析時間区分と人工腎臓点数

1.人工腎臓1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合（包括）

イ 4時間未満の場合 2,117点（－133点）

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,267点（＋ 17点）

ハ 5時間以上の場合 2,397点（＋147点）

2.人工腎臓2 その他の場合（出来高） 1,590点（± 0点）

表3 平成20年度改定に伴うダイアライザー価格の推移

区分 膜面積 改定前（円） 改定後（円） 下げ幅（円） 下げ率（％）

Ⅰ型
1.5m2未満 2,300 1,380 －920 －40.0

1.5m2以上 2,070 1,370 －700 －33.8

Ⅱ型
1.5m2未満 1,660 1,380 －280 －16.9

1.5m2以上 1,880 1,320 －560 －29.8

Ⅲ型
1.5m2未満 1,710 1,570 －140 －8.2

1.5m2以上 2,220 1,570 －650 －29.3

Ⅳ型
1.5m2未満 2,240 1,770 －470 －21.0

1.5m2以上 2,350 1,800 －550 －23.4

Ⅴ型
1.5m2未満 2,620 1,890 －730 －27.9

1.5m2以上 2,660 2,020 －640 －24.1

表1 通知を含む改定内容概要1）

1.J038人工腎臓に関して

1） 人工腎臓1（外来包括）について透析時間区分が復活さ

れ，表2の点数となった．

2） 14回ルールが通知から注へ移行され，対象から妊娠中

の患者が除外された．

3） 開始時期と終了時期が明示された．

4） 人工腎臓治療時間については患者の納得を得た上で最も

妥当な時間とし，開始・終了時間を含む治療時間を診療録

に記録することが明示された．

5） 人工腎臓に包括される薬品としてダルベポエチンが追加

され，貧血管理については関係学会が示すガイドラインを

踏まえて適切に行うことと明示された．

6） 人工腎臓2について，夜間に治療を開始し，翌日0時を

超えて12時間以上治療が継続された場合は，2日として

算定する．

2.慢性維持透析患者外来医学管理料

1） 梅毒脂質抗原検査（定量）が追加され，βリポ蛋白が削

除された．

2） 同一月に，同一の保険医療機関に入院した場合を除き，

他の医療機関の入院なら，慢性維持透析患者外来医学管理

料の請求が可能となった．

3） シナカルセト塩酸塩の初回投与から3カ月に限って，慢

性維持透析患者外来医学管理料以外に，出来高で請求でき

る項目と頻度が追加された．

4） 副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術後（退院月

の翌月から 5カ月間）・パルス療法・シナカルセト投与

（投与開始から3カ月）に際し，月2回以上PTH検査を

実施した場合に限って，慢性維持透析患者外来医学管理料

以外に1回のみ，PTHの出来高請求が可能であることが

明示された．

3.持続緩徐式血液濾過

1） 夜間開始し0時を超えて12時間以上継続治療する場合

は2日として算定することや，妊娠時には15回以上の技

術料請求が可となったことは，人工腎臓と同じ．

4.血漿交換療法

1） 慢性C型ウイルス肝炎が新たに治療対象になった．

2） 夜間に開始し0時を超えて12時間以上継続治療する場

合は，2日として算定．

5.在宅自己腹膜灌流指導管理料および在宅血液透析指導管理料

1） 頻回指導加算点数が2,000点に引き上げられた．

6.その他

1） 糖尿病合併症（特に足病変について）管理加算170点/

月が新設された．

2） 臨床工学技士による生命維持装置の管理保守に対して，

医療機器安全管理料150点/月が新設された．

3） 時間内に，夜間，早朝等に実施される診療に対し夜間・

早朝等加算50点が新設された．

7.人工腎臓用特定保険医療材料価格など

1） ダイアライザー価格が表3のように引き下げられた．

2） その他の材料価格の引き下げ

β2-MG除去用吸着型血液浄化器・緊急時ブラッドアク

セス用留置カテーテル・血漿交換用血漿分離器・血漿交換

用血漿成分分離器・エンドトキシン除去用吸着式血液浄化

器・CAPD用カテーテルおよび専用回路……などの材料

価格が引き下げられた．



② 時間区分の廃止

平成14年の改定で，当時の小泉首相の主導する経

済財政諮問会議の指示に従って，2,800億円の医療費

歳出を削減する際，透析時間区分を廃止し，大幅な点

数引き下げを実施し（食事加算の廃止などを含めて，

医療費ベースで1,000億円程度を透析が負担した可能

性がある），これを改定財源に充てた．

当時，時間区分を廃止するべき合理的または医学的

な根拠はなく，閣議や国会質問での説明に使用された

「患者ごとの所要時間が標準化されたこと等を踏まえ

廃止した」という一文は，まったく意味不明で，理解

不能であった．

いずれにしても多くの透析担当医は，これにより透

析時間の短縮傾向が促進され，わが国の透析治療成績

が低下するのではと危惧した．

実際，「医科点数表の解釈」の通知に記載された

「人工腎臓の時間等については，患者の病態に応じて，

最も妥当なものとし，治療内容の変更が必要となった

場合には，患者に十分な説明をすること」という文言

はほとんど効果を発揮せず，透析患者の高齢化もあっ

て，日本透析医学会統計調査では，短時間透析比率が

急激に増加してきていた（表4）．

③ 透析時間区分の復活

日本透析医会は，平成16年・18年の診療報酬改定

のたびに，長時間透析の生命予後に対する優位性を根

拠に時間区分の復活を求めてきたが，実現されなかっ

た．

一方，平成14年の診療報酬改定直後に，時間区分

撤廃に対する反対意見が噴出した際に，厚労省は，

「（透析時間区分については）今後は，難易度・時間・

技術力などを踏まえた評価を進めるとした医療制度改

革の基本方針に従って，関係団体の要望や専門家の意

見を考慮しつつ検討する．」としており，いつかは必

ず見直しがあるものと考えていた．

こうした中で，今回（平成20年）の診療報酬改定

では，18年度に初めての診療報酬マイナス改定が実

施されたことや，医療崩壊の大きな要因として引き続

く医療費抑制策の影響があることなどから，日本医師

会はプラス改定を強く要望し，厚労省もメリハリがあ

り，かつ医療の質を担保できる改定が必要と判断した．

加えて，関連団体である全腎協の強い要望や，日本透

析医学会・日本透析医会など専門家の意見が聞き入れ

られ，6年越しの透析時間区分による診療報酬が復活

することになった．

④ 時間区分復活までの経緯

今回の時間区分復活（人工腎臓に係わる時間評価の

導入）については，基本的な考え方として，「副作用

等により，時間を長くせざるを得ない患者がいること

や，透析時間が生命予後に影響を与える可能性がある

ことに考慮」して，「透析時間に応じた診療報酬上の

評価」を行ったとされている．当初は，日本医師会の

支援や厚労省担当者の理解があったことから，日本透

析医会としては単純に透析時間と生命予後に関係する

資料を提出し（図 1），これにより比較的容易に時間

区分が復活されると考えていた．しかし，中医協基本

問題小委員会での論議が始まると，保険者側代表など

から，

i） なぜ短時間透析が増加してきていたのか？

ii） 短時間透析の多い施設は悪い施設か？

iii） 長時間透析が良いなら，なぜ標準的には5時

間でなくて4時間なのか？

などの質問が出された．最終的には，日本透析医学

会/日本透析医会共同の要望書（参考資料 1）と，そ

れに添付された透析時間と死亡に対する相対危険率に

関する表を用いた説明が理解されたものである．

なお，日本透析医会は，戦術的な問題もあって，公

式的には4時間以上/未満のみの点数設定を要望して

きたが，5時間以上にも点数配分が実施されたことは，

時間が長いほど生命予後が良いという質を担保するた

めには，「平成14年改定以前に戻す」という配慮が基

本にあったものかと推測する．
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表4 時間区分の廃止と4時間未満透析の比率

4時間未
満比率
（％）

75歳以上
4時間未満
（％）

75歳以上
患者比率
（％）

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

14.6

16.6

20.3

21.9

22.6

24.2

25.7

28.0

28.0

34.5

36.1

37.3

38.5

40.5

14.9

16.2

17.8

18.9

20.2

21.6

22.8

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



⑤ 復活された透析時間区分の評価

この透析時間区分による人工腎臓点数に関して，新

しい財源が投入されたとは考えがたく，4時間未満透

析を引き下げた点数で，4時間以上および5時間以上

の点数が上積みされたいわゆる「財政中立」に基づく

透析技術料の再配分であったと考える．実際には従来

の人工腎臓1（包括）2,250点が，時間区分をもとに，

4時間未満では133点減の2,117点，4時間以上は17

点増しの2,267点，5時間以上では147点増しの2,397

点と3段階に設定された．なお，入院中の人工腎臓点

数は，時間に関係なく1,590点に据え置かれた．

端数の複雑な点数であるが，4時間以上と4時間未

満の差が150点，4時間以上と5時間以上の差が130

点と考えれば，わかりやすい数字となる．

ちなみにこれらの点数の算定には，それぞれの時間

区分となる患者数比率を推測し適用したと考えられ，

5時間以上：4時間以上：4時間未満は，1：7：2であ

ったかと推測している．実際，3区分の点数差とこの

患者比率から，4時間以上に上積みされた17点など

は容易に算出できる．

いずれにしても，今回，透析医療の質の向上を目的

とし，「透析時間が長いほど死亡に対する相対危険率

が減少する」というエビデンスが評価され，透析時間

区分が復活されたことにより，これをもとに短時間透

析への流れがとまり，5時間以上の長時間透析比率が

高まったとすれば，きわめて望ましい経済誘導政策で

あり，本来あるべき行政のあり方と高く評価したい．

2） その他の人工腎臓関連部分の改定（抜粋）

① 開始時期と終了時期が明示され（準備や後片付

けのための時間は含まれない），開始・終了時間

を含む治療時間を診療録に記録することが明示さ

れた．透析チャートなどを含め，診療録に透析時

間が間違いなく記入されているか，確認が必要で

ある．

② 「人工腎臓2について，夜間に治療を開始し，

翌日0時を超えて12時間以上治療が継続された

場合は，2日として算定する．」とした通知は，24

時間以上にわたって実施されることがあるJ038�

2持続緩徐式濾過術についての新しい（当然の）

解釈を，人工腎臓および他の血液浄化法に敷衍し

当てはめたものと推測している．
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図1 透析時間と生命予後



2 その他の主たる改定内容について

1） 慢性維持透析患者外来医学管理料

① βリポ蛋白が包括からはずれた．また，指導管

理料に含まれない通常の検査では，項目数に準じて設

定されている血液化学検査料が1～2点下がり，心電

図は20点下がったが，慢性維持透析患者外来医学管

理料点数は据え置かれた．

② 同一月に，同一の保険医療機関に入院した場合

を除き，他の医療機関の入院なら，慢性維持透析患者

外来医学管理料の請求が可能となった．これについて

は，日常的には，医療機関でのレセプト請求段階では

転出患者のその後の入院が不明で，保険者からの再審

請求ではじめてわかることや，透析も実施しない白内

障の短期入院でも，出来高払いとする不明朗さを改善

したものと説明を受けている．

③ 副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術後

（退院月の翌月から5カ月間）・パルス療法・シナカル

セト投与（投与開始から3カ月）に際し，月2回以上

PTH検査を実施した場合に限って，慢性維持透析患

者外来医学管理料以外に1回のみ，出来高請求が可能

であることが明確にされた．

2） 血漿交換療法

① 慢性C型ウイルス肝炎が新たに治療対象にな

った．インターフェロン治療と血漿交換療法の併用が

有効かというエビデンスはなお不足していると思われ

るが，最近のウイルス肝炎訴訟との兼ね合いで，適応

を拡大したものと推測する．

3） 在宅自己腹膜灌流指導管理料および

在宅血液透析指導管理料

① 頻回指導加算点数が2,000点に引き上げられた

が，少しでも在宅治療への誘導が意図されたものと考

える．

4） その他

① 糖尿病合併症（特に足病変について）管理加算

170点/月が新設された．糖尿病患者の増加に伴い，

網膜症・腎症・神経症や，糖尿病性足病変，糖尿病大

血管症等の重症な合併症の発症を防止することは重要

であるとした上で，特に「糖尿病性足病変」について

は，重点的な指導による発症防止効果があるため，評

価を行うとしたものである．しかし算定要件として専

任の常勤看護師の関与が必要とし，この看護師につい

ては，糖尿病治療および糖尿病性足病変の診療に従事

した5年以上の経験が必要なことと，表5に示す研修

を修了したものという条件がある．特に後者・研修に

関する要件は，わが国でいったいどれほどの看護師が

これに該当するものかということを考えると，この点

数設定による効果の波及には，多いに疑問を感ずると

ころである．

一方，こうした足病変は，糖尿病の経過が長くなる

ほど頻度が増加し，それゆえ透析患者にこそ頻度はき

わめて高いと考える．実際，透析の現場では，通常の

看護師が，日常的に，糖尿病性足病変の予防や治療に

当たっており，ここに適用されてこそ，この点数は生

かされるものと信じている．

② 臨床工学技士による生命維持装置の管理保守に

対して，50点/月の医療機器安全管理料が新設された．

これは平成 18年 6月の医療法改正に関連し，特に生

命維持管理装置の操作および保守点検に，臨床工学技

士が強く関与することを推奨するために新設された．

血液浄化装置も対象となる生命維持装置とされたが，

人工腎臓装置（自動腹膜装置，血液濾過装置，血液透

析濾過装置も同様に）は除外された．透析については

すでに臨床工学技士が深く関与しており，したがって

対象患者も多く，もしここに医療機器安全管理料が適

用されるとすると，その改定財源は人工腎臓の点数を

下げてこれに充てたであろうと推測している．

③ 時間内に，夜間・早朝等に実施される診療に対
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表5 糖尿病合併症管理料算定に必要な専任常勤看護師の研修

1.認定看護師：糖尿病看護（（社）日本看護協会）

2.認定看護師：創傷・オストミー・失禁（WOC）看護（（社）日本看護協会）

3.慢性疾患看護：CNSプログラム サブスペシャリティ 糖尿病看護

（コース認定されている看護系大学院）

現時点では上記のいずれかの研修を修了したもの



し，夜間・早朝等加算50点が新設された．スケジュ

ールの確立した透析の場合，「病院勤務医の負担軽減

に資するため，軽症の救急患者を地域の身近な診療所

において受け止める観点から」という基本的な考え方

からははずれるが，条件が合えば請求可能とされてい

る．夜間は透析の夜間加算が請求されるため，早朝午

前6時～8時開始の場合と，土曜日の正午～17時開始

の場合には，請求可能である．

5） 人工腎臓用特定保険医療材料価格など

① ダイアライザー価格などの特定保険医療材料価

格は，原則的に，実勢価格が調査され，その加重平均

に一定（今回は7.5％）幅の調整価格（かつてはR幅

といわれた）が上乗せされることになっている．例え

ば今回の改定で550円の引き下げがあったIV型1.5

m2以上のダイアライザー（1,800円）は，調整幅を除

く実勢価格の加重平均が約1,675円のはずである．ち

なみにダイアライザー価格には血液回路の価格を含む

となっているから，本当のダイアライザーの実勢価格

はさらに低いことになる．この実勢価格調査は，メー

カーの出荷価格は関与せず，医療機関の購入価格と，

問屋からの出口価格が調査されたことになっている．

ただ，実勢価格調査の結果については公表されず，現

時点ではこの価格の妥当性を評価するコスト調査も行

われていない．多くの関係者が，血液回路を含めた実

勢価格1,675円は，あまりに安価すぎるのではという

印象を持っているが，これを証明することができない．

日本透析医会は，今回の改定までは，「ものの価格」

にはまったく関与することがなかった．ただ今回のダ

イアライザー価格があまりにも大きな引き下げであっ

たことから，日本透析医会はこれにも関与すべきとい

う意見が出始めている．現在は，これらを進める上で

の資料をまったく持ち合わせていないが，今後，日本

透析医会の事業の一部とするかは，会員の意見を収集

し判断してゆきたい．

② 薬価改定については，一定幅の医療費抑制のた

めには，今回の改定では診療報酬部分がわずかながら

プラス改定であったが故に，帳尻合わせのためには，

薬価やものの材料の引き下げが必須となる．標準的な

4時間透析の技術料アップとダイアライザー価格との

関連もこの関係にあるとは考えるが，密接にリンクし

引き下げられたものであるかの詳細については不明で

ある．

透析関連の薬価も大幅な切り下げが実施されたが，

エリスロポエチンでは，最も標準的な使用量とされる

1,500単位（シリンジ）の場合，291→268点，283→

220点となり，ダルベポエチン30μgで803→795点

となっている．

ちなみに，平成 18年の診療報酬改定では，単純に

考えれば透析1回当たり290点分のエリスロポエチン

が包括されたと考える．しかし今回の改定では，先述

した時間区分の点数変化以外に，エリスロポエチンが

包括された外来人工腎臓点数には変化がなく，エリス

ロポエチン自身の薬価引き下げから考えるなら，透析

医療機関の経営にとっても，きわめて幸運な改定結果

であったと考えている．

一方，診療報酬改定に関する主たる部分が明らかに

なった直後に，透析に使用する生理食塩液の薬価が引

き上げられた．1L製剤が16点から25点となり，日

本透析医会の標準的な保険診療マニュアル3）では1透

析あたり2Lの生理食塩液の使用を推奨していること

から，透析1回当たり180円のコスト高（減益）にな

ったことは，医療機関の経営にとっては大いなる痛手

であると考える．

おわりに

平成 20年度の診療報酬改定が終わった．全体的に

はわずかとはいえ診療報酬はアップされたものの，薬

価などものの価格が引き下げられ，全体としては若干

のマイナス改定であったとされる．

透析もまったく同様で，技術料部分は，多くの施設

で若干のアップとなったが，ダイアライザー価格の大

幅な引き下げなど，ものの価格が低下したため，全体

ではわずかなマイナス改定であったと推測する．

しかし，懸案であった透析時間区分による人工腎臓

点数が復活されたことと，包括されている個々の検査

点数は低下したものの，慢性維持透析患者外来医学管

理料については価格が据え置かれ，同じく，包括され

ているエリスロポエチン価格は大幅に引き下げられた

にもかかわらず，包括された人工腎臓1の点数は，時

間区分による変化（多くの患者では点数のアップ）の

みであったことは，日本透析医会や全腎協の努力もさ

ることながら，多くの好条件が重なった幸運ともいう

べきものであったと認識している．
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多くの好条件とは，

i）18年診療報酬改定が初めての大幅マイナス改定

で，今回の改定は必ずアップさせるという日本医

師会の強い決意があったこと

ii）引き続く経済主導の医療費抑制策が，現場の医

療を崩壊させているという認識が，国会や厚労省

内部にもあったこと

iii）時間区分の復活に限っても，医師会の強い支持

があったこと

iv）厚労省保険局医療課の担当者にも，「透析時間

が長いほど生命予後が良好なこと」が理解され，

日本医師会の中医協委員とともに，中医協基本問

題小委員会の場で繰り返しその意義を説明してい

ただいたこと

などを指す．しかし，日本透析医会は，次回の改定に

もこうした幸運が重なるという考えはまったく有して

おらず，診療報酬改定の仕組みなどを検証し，次回の

診療報酬改定に生かしてゆきたいと考えている．

いずれにしても，復活された時間区分を有効に利用

し，患者にとって最も適切な透析時間を設定し，日本

が世界に誇る「元気で長生きな」透析治療を継続して

いただくよう希望する次第である．
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参考資料1 診療報酬改定に関する要望書
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平成19年11月26日

厚生労働省保険局医療課

課 長 原 徳 壽 殿

社団法人 日本透析医学会

理事長 西 澤 良 記

社団法人 日本透析医会

会 長 山 﨑 親 雄

透析時間と生命予後に関する見解と，診療報酬上での透析時間区分復活のお願い

平成20年の診療報酬改定に向け，中央社会保険医療審議会・診療報酬基本問題小委員会では，透析時間区分

に従った診療報酬に関する検討が始まったと聞き及んでおります．

そこで，この度，透析専門家集団である日本透析医学会と日本透析医会は，時間区分に基づく透析診療の復

活が，良質な透析医療を保障するものであり，透析患者にとって大いなる福音であることをお示しし，是非，

時間区分が復活するよう強く要望します．

1.透析時間決定

透析時間は，担当医と患者双方の了解の上で決められます．医師は，生命予後や合併症予防などを考え，ま

た体格や残腎機能などを考慮し，もっとも適切な透析時間を提示することが原則です．一方患者は，医師の説

明を理解した上で，提示された透析時間に同意するものですが，少しでも短い方が良いとする考えは，当然理

解できる心理です．その結果，一般的には，日本人の標準的な体格などから考え，4時間前後の透析が実施さ

れ，とても体の大きい患者や，活動量の多い患者では5時間以上透析も選択されます．逆に，極めて体格の小

さな高齢者や，透析導入時になお一定の尿量が残り，残腎機能に期待が持てる場合には，4時間未満透析が選

択される場合もあります．糖尿病性腎症や後期高齢者では，随伴することが多いネフローゼ症候群による全身

の溢水や心不全のため比較的早期の透析導入となり，透析が安定した時期でも残腎機能が残っているため，4

時間未満透析頻度も多くなる傾向にあります．

2.4時間透析が標準と考えられる理由

透析技術料に時間区分の概念が導入されたのは昭和53年でした．当時9時間以上透析という区分もありまし

た．その後ダイアライザーの改良・透析液の改良・透析方法の改良・機器の改良などにより次第に短時間透析

が可能となり，昭和60年には4時間以上・未満による診療報酬が設定されました．これを契機に平均的な透析

時間は限りなく4時間に収斂されて行き，透析を提供するスタッフ配置を含む診療体制も，この4時間が基本

となりました．日本人の体格や，透析時の循環動態の安定性（血圧低下などの少ないことなど），透析効率など

より考え，ほぼ至適な透析時間と考えられていました．

3.透析時間と生命予後

ところが平成6年に，日本透析医学会統計調査委員会は，初めて透析時間と死亡に対する相対危険度の関係

を報告しました．表11）は，直近のデータを用いた分析ですが，4時間透析に比べて3時間半未満の透析では，

死亡する確率が約86％も増加するというものです．また，Saranら2）は，透析OUTCOMEに関する国際比較

研究（DOPPS）の中で，長時間透析と緩徐な除水（水分除去）が死亡率を減少させると報告しています．日本

透析医学会の調査は後ろ向き研究ではありますが，13万人余の膨大なデータを用いており，またDOPPS研究

は，7カ国・8,000人余のデータを用いた前向き調査で，いずれもエビデンスとするに十分な調査報告と考えて

おります．
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平成14年の診療報酬改定で，透析時間区分が廃止され，4時間未満透析比率が増加しており，今後，わが国

の透析治療成績が悪化する可能性があることを危惧するところです．

4.4時間区分以上・未満の時間区分による透析診療報酬再設定についてのお願い

短時間透析の生命予後が不良なことは述べたとおりです．

この他，たとえば長期合併症である透析アミロイドーシスの原因となるβ2-MGなど分子量の大きい溶質の除

去は，透析時間が最大の規定因子で，透析では時間をかけないと除去できません．

また，短時間透析では，血管内老廃物の除去は十分でも，組織間液や，細胞内液からの除去には，十分な時

間をかけることが重要です．

この他，短時間透析では急激な体液量および溶質濃度の変化により，急激な血圧低下や不均衡症候群と呼ば

れる苦痛を伴う副作用が出現する可能性が増加します，先に示したまだ残腎機能がある糖尿病性腎症透析患者

でも，あるいはこうした患者ほど，短時間透析では副作用が出現しやすく，むしろ時間をかけた透析のほうが

安全で無症状であるといえます．

以上より，身体状況と生活リズムに見合った透析時間の設定は重要で，特に「ゆっくり」な透析は，長生き

で透析合併症を減らし，安全かつ無症状透析を提供することが可能となります．

このことより，透析時間を加味した適切な診療報酬点数の設定は，短時間透析への流れをとどめ，安全かつ

無症状で長生きという良質な透析を誘導することになり，本来の厚生行政のあり方に合致するものと信じてお

ります．

透析医療の専門集団である日本透析医学会および日本透析医会は共同で，透析時間区分が復活することを切

に要望するところであります．
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要 旨

DPC（diagnosisprocedurecombination）を用い

た包括支払い制度は，2003年より82の特定機能病院

で導入されたが，その後は瞬く間に参入病院が増加し，

2008年4月現在では618施設に拡大するに至ってい

る．DPCは急性期入院医療の領域では，もはや絶対

数だけでなく地理的分布においても普遍的な医療制度

となりつつあるといえる．DPC病院における透析医

療を評価する目的で，2006年から2007年に松下記念

病院へ入院した患者のデータ（E,F-file）を分析する

とともに，他病院とのベンチマークテストを行った．

急性期を担うDPC病院における透析医療のあり方に

ついて主に血液透析（HD）を中心に検討するととも

に，2008年度の診療報酬改定の内容と今後の動向と

対策について論じる．

はじめに

2001年に厚労省科学研究の枠組みとして開発が始

まったDPCは，2003年から大学病院等を対象とする

包括支払い制度として試行的に開始された1）．その後

は中央社会保険医療協議会（中医協）による議論を経

て民間病院へと拡大され，2004年から62の民間病院

を試行的適応病院とし，2006年にはDPC対象病院と

名称を変更して計360病院・19万床に至った．さら

に2008年4月より258病院が新規参入し，現時点で

は計618病院となり，病床数ではすでに35万床を超

えたものと考えられる．DPCはもはや一部の限られ

た医療機関に限定された支払い制度ではなく，急性期

医療の標準的な医療制度として認知されるべきである．

このように急速な拡大をきたした背景には，医療経

営上の改善に繋がるのではないかという安易な期待が

働いていることは否定できない．しかし，DPCの本

来の目的は医療情報の標準化と透明化であり，患者に

は適切な医療情報を提供し，医療機関に対しては医療

経済的に適正な診療報酬を支払うことを目指している

ことを念頭に置くべきある．

それではDPC制度下で透析医療は正しく評価され

ているのか，言い換えるとDPC病院における標準的

な透析医療とはどのようにあるべきかを検討すること

は可能であろうか．公正に評価するためには，すべて

の医療機関の提出データを収集し医療機関別係数を1

として比較する必要があるが，残念ながら厚労省から

はごく一部を除き公開されていないのが現状である．

したがって今回の検討では，当院の入院患者のデータ

とコンサルティング会社から入手した他病院のデータ

を使用し，全体を推測せざるをえないことをご理解い

ただきたい．さらに，本論文執筆時にはDPC制度の

改定が行われているため，診断群分類やDPC点数の

変更が行われているが，分析は旧制度下における係数

やデータを用いている．

DPC制度の詳細や適切なコーディングの方法に関

しては，すでにいくつかの良書が上梓されているため，

詳述を避けて参考書籍として紹介するにとどめる2～4）．
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なお，2008年度改定の影響については，最後に考察

部分で解説をすることとした．

1 対象と方法

当院は，2004年7月からDPC試行的適応病院とし

て，62の民間医療機関のひとつとしてDPC制度を導

入した健康保健組合立の急性期医療機関である．病床

数は359床（ICU4，HCU4床）を有しており，透析

ベッドは20床で北河内医療圏のなかで急性期の透析

医療を担うセンター病院として機能している．

今回の検討では，2006および2007年のデータを使

用するため当時の係数を使用したが，2008年3月時

点で調整係数は1.0414で，医療機関別係数は1.1514

であった．使用したデータは 2006年 4月 1日から

2007年3月31日までに当院の退院患者に関する入院

データと，GHC（GlobalHealthConsulting）社か

ら提供された他院の入院データであり，これらを用い

てベンチマークテストやマーケットシェア分析および

因子分析を施行した．様式1やE,F-fileに記載され

たデータの分析方法に関しては，伏見や藤森等の述べ

ている手法を参考にした5,6）．

2 腎不全のコーディング

慢性腎不全は慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢

性腎不全（110280）という診断群に分類される．この

診断群分類のなかには保存期の腎不全や慢性腎炎をは

じめとして持続的血尿まで含まれるため，透析療法の

評価のためには14桁のDPCコードを用いる必要が

ある．診断群分類の樹型図と診断群分類14桁コード

を図1，図2に示した．
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図2 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の樹形図（ツリー）

図1 慢性腎不全で血液透析を施行した症例のDPCコード



透析患者においては，手術・処置等2が1～3すな

わち血液透析か腹膜潅流かあるいは血漿交換によって

区別されており，さらに副傷病に心不全や敗血症が存

在したか否かで分類されていることが理解できる．し

たがって，血液透析患者のみを抽出するためには手術・

処置等2が1であるコード（110280xxxxx1xx）を

選べば分析可能である．ここで注意すべきは，重症度

や手術の有無で分岐しないことと透析回数という概念

がないため，場合によってはDPCの診療報酬が従来

の出来高点数との間に大きなずれを生じる可能性があ

るということである．また，外来透析の包括とは異な

りDPC病院における入院包括の場合は1,000点以上

の処置料のみが請求対象となるため，血液透析におい

ては1,590点のみが算定されるが，その他の薬剤・ダ

イアライザー・透析液料は算定できないことである．

さらに腹膜透析（CAPD）においては，PD液はもち

ろんのこと，処置料（330点）さえ請求できないこと

も承知しておく必要がある．

3 ベンチマークテストの結果

GHCに協力を依頼して，72のDPC対象病院の間

で透析医療に関するベンチマークテストを施行した．

図3は2006年10月の退院患者の中で透析療法を受け

た症例数の割合を比較している．施設間によって透析

医療の占める割合にかなりのばらつきを認めるが，当

院の場合はちょうど平均値の3.0％となっており標準

的なモデルと考えてよい．

図4では医療機関別係数を1.0として，総診療報酬

に対する透析医療費の割合を求め比較したものである．

平均値は5.7％であるのに対し当院の収入割合は7.0

％と他院より報酬額が多く，包括支払い制度に上手

く対応した透析医療を行っていると評価してもよさそ

うである．

4 マーケットシェア分析

次に二次医療圏内における当院の占める位置と役割

について調べる目的で，マーケットシェア分析と収益

分析を行った．なお，二次医療圏内のデータとしては，

伏見らの「DPCデータ活用ブック」から転用した．

図5は当院の主な疾患の短期入院患者数がどの程度

のシェアを占めているかを分析したものである．症例

数の多い10疾患について，縦軸は年間の退院患者数

を，横軸は二次医療圏におけるシェア率を示している．

当院は都市部の中規模中核病院であるが，主要疾患は

10～20％のシェアを占めている中で，慢性腎疾患が

20％以上の入院患者を受け入れ，院内外において重

要な役割を担っていることがわかる．

同じく「DPCデータ活用ブック」に掲載されてい

るDPC傷病名分類別の収益相対係数とDPC傷病名

分類別平均在院日数を用いて，医業収入を合わせたマ

ーケットシェア分析を行った．図6はDPC効果の高

かった上位10疾患について，年間収益と二次医療圏
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図3 透析症例件数が占める割合のベンチマークテスト

（2006年10月:72病院，係数1で算出）



DPC制度における透析医療の評価 227

図4 全DPC算定額に占める透析症例による収入の割合

（2006年10月:72病院，係数1で算出）

図5 DPC別短期入院の二次医療圏内シェア分析

図6 DPC分類別の収益分析

1ベッド当たりの収入額を50,000円/日として算出



シェアを示している．非ホジキンリンパ腫・肺悪性腫

瘍・子宮癌の化学療法に大きな収益が予想されるが，

慢性腎疾患の収益性もかなり高いということが推測さ

れる．なお，分析にあたっては，当院の全疾患の1日

当たり平均医業収益を50,000円と仮定して計算して

いる．

5 当院における透析療法の評価

当院における実際の入院データを用いて，DPC点数

と出来高点数との差をDPC増収率として比較してみた．

表1は2006年度に当院を退院した6,808症例を対

象として慢性腎不全の病名（6桁）で，増収額の多い

順に比較したものである．悪性腫瘍症例や循環器科疾

患が上位を占めるなかで，腎不全症例も10％以上の

増収傾向にあり，医療機関別係数を1としても3％程

度の増収であることがわかる．さらに14桁コードま

でドリルダウンしてHD施行症例だけに絞ってみて

も（表2），10％以上の増収でありHDを施行するこ
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表2 当院のDPCコード（14桁）（総増収額の多い順）

No. DPCコード（14桁） 症 例 数 平均在院日数 総増収額（円） DPC効果

1.
130030xx99x4xx
非ホジキンリンパ腫，手術なし，処置等2�4あり

15 35.1 15,783,490 69.4％

2.
100070xxxxxxxx
2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）

217 13.7 13,305,830 16.4％

3.
040040xx9904xx
肺の悪性腫瘍，手術なし，処置等1なし，処置2�4あり

56 22.8 11,846,600 31.1％

4.
050130xxxx00xx
心不全，手術・処置等1なし，処置等2なし

116 19.9 11,703,320 17.0％

5.
040080xx99x00x
肺炎・急性気管支炎，手術なし，処置等2なし，副傷病なし

299 8.6 11,388,840 14.0％

6.
010060x099x3xx
脳梗塞（JCS30未満），手術なし・処置等2�3あり

64 16.1 8,656,590 22.8％

7.
050050xx9910xx
狭心症・虚血性心疾患，手術・処置等1あり，処置等2なし

197 3.4 8,646,370 24.1％

8.
110280xxxxx10x
慢性腎炎症候群・慢性腎不全，処置等2�1あり，副傷病なし

82 21.5 8,482,780 10.8％

9.
130100xxxxx3xx
播種性血管内凝固症候群，手術・処置等2�3あり

6 67.8 6,563,980 39.9％

10.
110290xxxx03xx
急性腎不全，手術・処置等1なし，処置等2�3あり

8 26.8 6,145,470 30.8％

2006年度退院症例 N＝6,808
DPC算定額は医療機関別係数を1.1514として計算している．

表1 当院の診断群別のDPC効果（総増収額の多い順）

No. 診断群名（DPC6桁） 症 例 数 平均在院日数 総増収額（円） DPC効果

1. 肺の悪性腫瘍 150 27.2 22,673,000 17.4％ （5.1）

2. 非ホジキンリンパ腫 45 42.2 21,930,000 24.2％（13.8）

3. 肺炎，急性気管支炎，細気管支炎 403 12.8 20,102,000 11.4％ （0.8）

4. 心不全 135 20.7 16,675,000 18.3％ （6.1）

5. 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 148 19.7 15,206,000 11.9％ （3.1）

6. 狭心症，慢性虚血性心疾患 311 4.2 13,554,000 8.5％ （4.2）

7. 2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く） 217 13.7 13,305,000 16.4％ （3.3）

8. 脳梗塞 105 16.2 12,370,000 20.1％ （6.5）

9. 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 136 14.4 11,387,000 12.8％ （5.0）

10. 子宮頚・体部の悪性腫瘍 101 23.6 8,967,000 10.1％ （2.0）

DPC算定額は医療機関別係数を1.1514として，DPC効果の（ ）内は1として計算している．
2006年度退院症例 N＝6,806



とが減収に繋がっていない．さらにHD症例の平均

在院日数が21.5日となっており，3週間程度で退院

となるように治療計画がなされていることがわかる．

内シャント手術が収益におよぼす影響を調査する目

的で，手術名（K�コード）別に増収額の多いものか

ら順に並べ比較した（表3）．最も増収額が多かった

手術はPTCAであるが，内シャント術（K601�3）施

行症例も15.7％と高いDPC効果が得られている．

以上の分析結果より，当院の透析医療の内容は

DPCの支払い制度にある程度最適化されていると見

なしてよく，当院の透析医療を分析することで，DPC

制度下での透析医療のあるべき姿を探ることが可能で

あると推測される．

6 透析療法における因子分析

最後にHD施行症例を対象とした因子別の分析を

行い，どのような診療内容がDPC対象病院としてふ

さわしいかを検討した．

2006年度に当院でHDを施行した入院患者の診療

コストを，注射・投薬・検査・画像・処置別に分類し，

GCHから提供された他院の増収病院および減収病院

と比較した（図7）．投入された医療資源は，HDを

中心とした処置が最も多く，ついで注射と検査の順と

なっている．

表4は血液透析施行の82症例を出来高点数と比較

して増収症例と減収症例に分けて，処置の内容別に差
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表3 当院のK�コード別のDPC効果（総増収額の多い順）

No. 手 術 名 症 例 数 平均在院日数 総増収額（円） DPC効果

1. 経皮的冠動脈ステント留置術 109 11.3 10,042,000 5.6％ （2.4）

2. 内シャント又は外シャント設置術 45 29.5 8,661,000 15.7％ （6.2）

3. 水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合） 502 5.6 7,289,000 4.2％（▲1.0）

4. 胆嚢摘出術 46 22.8 6,464,000 9.7％ （3.3）

5. 血管塞栓術（頭部・胸腔・腹腔内血管） 72 12.1 5,529,000 12.0％ （4.9）

6. 気管切開術 20 63.1 5,169,000 7.4％ （0.3）

7. 椎弓切除術 71 24.8 4,550,000 5.7％（▲0.9）

8. 胃切除術（悪性腫瘍手術） 40 22.2 4,266,000 13.9％ （5.2）

9. 帝王切開術（緊急帝王切開） 39 17.4 4,242,000 7.5％ （1.8）

10. 子宮付属器悪性腫瘍手術（両側） 17 44.4 3,888,000 13.6％ （6.9）

2006年度退院症例 N＝6,808
DPC算定額は医療機関別係数を1.1514として，DPC効果の（ ）内は1として計算している．

図7 透析症例の収益因子分析

110280xxxxx10x:慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全，手術・処置等2�1あり,

副傷病なし．症例数82件，増収80，減収2，DPC効果＝10.8％



額の多かった順に並べた明細表である．増収と減収を

分けているのは透析回数であり，増収症例の平均施行

回数が8.7回であるのに対し，減収症例においては15.5

回であった．注射の明細をみると，エリスロポエチン

製剤の使用が増減収を決める因子となっており，増収

症例では1,500単位を平均して7.5回投与しているが，

減収症例では3,000単位を15.5回投与していた（表5）．

手術が透析症例の収支にどのように作用しているか

を検討してみた．図8は血液症例を内シャント術（K

601�3）の有無で分類し，それぞれの出来高報酬額と
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表4 透析症例の処置明細リスト

11028x0xxx10x:慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全,処置2�1あり,副傷病なし

レセプト名 単 価
増収（症例数:80） 減収（症例数:2）

差
症例数 回 数 金 額 症例数 回 数 金 額

人工腎臓 2

人工腎臓（導入期）加算

Dドライ2.5S 2瓶

ホロファイバー型（1.5m2以上）（4）

ホロファイバー型（1.5m2以上）（2）

ホロファイバー型（1.5m2以上）（1）

15,900

3,000

1,891

2,350

1,890

2,300

80

22

80

58

25

30

8.3

10.2

8.0

5.0

6.0

4.0

：
：

132,566

30,682

8,459

11,750

11,205

9,123

2

0

2

2

0

0

15.5

0.0

16.5

17.0

0.0

0.0

246,450

0

17,474

39,950

0

0

10,112,400

675,000

641,754

601,800

280,120

273,700

表5 透析症例の薬剤明細リスト（注射）

11028x0xxx10x:慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全,処置2�1あり,副傷病なし

レセプト名 単 価
増収（症例数:80） 減収（症例数:2）

差
症例数 回 数 金 額 症例数 回 数 金 額

エポジン注15001,500国際単位0.5ml

エポジン注30003,000国際単位0.5ml

エポジン注 750750国際単位0.5ml

リプル5μg 1ml

献血アルブミン�Wf25％ 50ml

オキサロール注2.5μg 1ml

2,834

5,116

1,590

3,878

7,742

1,326

36

24

18

3

4

13

7.5

7.0

6.9

16.0

3.5

6.5

：
：

21,176

35,812

11,002

62,048

40,676

8,772

0

2

0

0

1

2

0.0

15.5

0.0

0.0

2.0

15.5

0

79,298

0

0

30,968

20,553

762,346

700,892

198,028

186,144

131,614

72,930

図8 透析症例での手術の有無による収入比較

内シャント術（K610�3）の有無で分類



DPC報酬額を比較したものである．内シャント術が

施行されず，入院中にHDのみが施行されていた症

例では対出来高で減収となっていることがわかる．そ

こですべての入院手術症例を件数順にHDの有無で

分類して報酬額を比較した（図9）．ほとんどの手術

症例においては，HDを施行した症例のほうが多くの

収益を上げていることが理解できる．

さらに慢性腎不全症例だけではなく，急性期の治療

に対しても透析療法が有効に作用することを肺水腫の

症例で検討してみた．図10は肺水腫症例を保存的に

加療した症例群とECUMを含む人工腎臓で加療した

群に分けて，診療報酬と平均在院日数を比較したもの

である．利尿薬や心房性Na利尿ポリペプチドなどで

保存的に治療した場合には，治療期間が長く総医療費

もかさむが，DPC診療報酬は出来高報酬に比べて減

収となっている．一方，早期から人工腎臓を施行した

群では退院までの在院日数がきわめて短く，その結果

医療費も低く抑えられ医療機関にとっては増収に繋が

っていることがよく表現されている．

7 考 察

2008年4月時点で，全国のDPC対象病院は600病

院を突破し，病床数では35万床を超えていると推測

される．これは，厚生労働省の考える急性期病床数に

匹敵する数である．さらに同数以上の準備病院が手挙

げし，来年度以降の参入を計画している．その背景に
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図9 手術症例における透析実施の有無によるDPC収入

K�コード別

図10 肺循環疾患における人工腎臓の有無によるDPC効果の比較



はDPC対象病院になることによって病院経営の改善

を目指そうとする動機が強く働いている．実際にDPC

データを分析すると，ほとんどの医療機関が従来の出

来高支払いよりも増収傾向になっていることは事実で

あるし，医療機関が経営改善を目指してDPC対象病

院となることを否定することはできない．

しかし，今回の診療報酬制度改革のなかで，2010

年の次回改定時に調整係数を廃止することが盛り込ま

れており，近い将来にDPC対象病院の中で淘汰が始

まる可能性を認識しておく必要がある．当院は2004

年7月にこの制度を導入しているが，当時0.9764で

あった調整係数が，現在では1.1272と4年余りの間

に約15％も高くなっている．ほかの医療機関におい

ても同様の傾向にあるが，この調整係数の上昇は

DPC点数がすでに15％程度切り下げられていること

を意味している．入院期間の短縮や後発医薬品の導入

などhospitalfeeの医療費部分を圧縮してきたこと

が，DPC報酬額を低下させており，それを後追いす

る形で報酬額が切り下げられている．それを調整係数

でかさ上げしているため，DPC病院では実感しなく

て済んでいるに過ぎないのである．厚生労働省は調整

係数を廃止するのではなく機能評価係数へ移行させる

という表現をとっているが，実際にどの機能を如何に

評価するかは決定されていない．

最も大切なことは，医療機関自体がその機能を急性

期医療に適切に対応するよう努めることであり，透析

医療としても急性期の医療を目指していくことが収益

性を確保する近道だということである．具体的には不

必要な維持透析ベッドは廃止し，新規導入や手術を中

心とした合併症治療に特化すべきである．維持透析の

ための外来の透析ベッドはできる限り縮小し，急性期

の入院透析医療を目指すべきである．平均在院日数は

3週間前後を目安とし，急性期の治療を終了するべき

である．リハビリや通院困難で入院継続が必要な患者

には，説明と同意を得た上で慢性や亜急性の病院へ転

院してもらうことも考慮する必要がある．そのために

は地域連携を大切にしながら，水平および後方連携を

構築しておかねばならないであろう．今後は地域連係

パスの作成も重要になってくると思われる．

透析導入に関しても計画的な導入を優先し，慢性腎

臓病の段階から治療に積極的に関わることが望ましい．

内シャント手術などは導入時ではなくそれ以前の保存

期の時点で作製しておくことで，入院期間をさらに短

縮することが可能である．さらに地域の透析センター

として機能するためには，医師・看護師・臨床工学技

士などの人的資源の投入も必要であることを忘れては

ならない．今回は松下記念病院という一民間病院の入

院透析のデータを分析することで，今後のDPC対象

病院における透析医療のあり方を論じた．

8 最後に

DPC制度の本質は医療情報の標準化と透明化であ

り，医療機関においての収益増加の手段ではない．多

くの施設が本制度に参加し，蓄積されたデータを経済

的に評価することで，医療の質と同時に経営的な側面

も適正化することが可能となるはずである．ただ評価

方法に関する技術的な不備があるため，治療内容によ

って収益に大きな誤差をまねくことがあるし，アップ

コーディングのような不正請求ととられかねない行為

が発生する可能性を内包している．とりわけ透析医療

においては，高額な医療費が投入されるケースが多く

慎重に対処する必要がある．

すでに一部の学会においては，各医療機関の様式1

やE,F-fileを収集・分析することで，関連疾患にお

けるDPCの問題点の洗い出しをはじめている．透析

領域においても血液浄化療法別に独自の分析を行い，

厚生労働省や研究班に対して提言を行っていく独自の

努力が必要である．今後，透析医療がDPCによって

質的にも経済的にも正しく評価され，これまで以上に

発展していくことを希求してやまない．
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要 旨

CAPDはその QOLへの良好な影響，残存腎機能

（RRF）の維持，さらに心血管系へ及ぼす影響の少な

いことなどから，末期腎不全（ESRD）の患者にまず

導入を考慮すべき透析方法である（PDファースト）．

CAPD自体の予後は短期的にはHDに勝るとも劣ら

ないとするデータが多い．しかしながら，RRFの低

下した時期以後はHDのほうが予後は良好である．

また離脱理由としては限外濾過不全に伴う溢水状態，

腹膜炎，ついで患者や家族の希望であった．

CAPD離脱後の予後はその離脱原因によって大き

く異なっている．今回の検討から明らかになったこと

として，CAPD自体の予後は短期的にはHDに勝る

とも劣らないとするデータが多い．われわれ医療者側

はその点をきちんと認識し，患者の療法選択時にイン

フォームドコンセントとして明確に示す必要がある．

はじめに

本邦に初めて持続携行式腹膜透析（continuous

ambulatoryperitonealdialysis;CAPD）が導入さ

れた1980年以後CAPD患者数は順調に増加していた

が，1997年の9,062人をピークに減少傾向となった．

CAPDはその生活の質（QOL）に及ぼす良好な影響，

残存腎機能（RRF）維持に優れていること，さらに

心負荷が少ないことなどの利点を有する．その生存率

も血液透析（HD）にひけを取らない成績であるが，

2008年の日本透析医学会の報告によれば，現在わが

国では全透析患者数のわずか3.4％程度にすぎない1）．

なぜ本邦ではHDに比べてCAPDが普及しないの

であろうか．その理由としてまず本邦ではHDの成

績がきわめて優秀なこと，さらに保険や交通の便など

の社会的な面からもHDを選択しやすい状況にある

ことがあげられる．そのほかの理由の一つに，腹膜透

析（peritonealdialysis;PD）の重篤な合併症である

被嚢性腹膜硬化症（encapsulatingperitonealsclero-

sis;EPS）の存在が考えられる．

EPSは1980年にGandhiら2）により報告された，

PDに合併するきわめて予後の不良な合併症である．

他の疾患と異なることは，EPSはPDに合併する重

篤な合併症であり，その特徴を理解して早期に診断し

対処することで予防も可能である．しかしながら

EPSに対する不安から，CAPDへの導入を躊躇する

医師がいることも事実である．

そのほかに CAPDが選択されない理由として，

CAPDは透析膜である腹膜自体の機能劣化が起こる

ために長期継続が不可能なことがある．長期に

CAPDを行っていると，腹膜機能劣化のために十分

な除水が困難となり，溢水状態が起こることはしばし

ば経験する．そのために5～10年を目安にHDへの

変更を余儀なくされる．さらにCAPDの重要な合併

症として腹膜炎があるが，腹膜炎のためにCAPD継
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続が困難となる場合もしばしば経験する．しかも重篤

な難治性腹膜炎のためにEPSを合併し，予後をさら

に悪化させる場合もある．しかし，これらの合併症自

体にきちんと対応することで良好な予後を期待できる

との報告も見られる．

ここではCAPD離脱症例を中心とした予後を，こ

れまでの報告からまとめてみる．しかし，CAPD離

脱後の予後といってもその離脱原因によって大きく異

なっており，腹膜炎で離脱した症例と被嚢性腹膜硬化

症（EPS）のためにCAPDを中止した症例の予後を

同一に議論する事は難しい．したがって前半ではPD

全体の予後を規定する因子，さらにPD患者全体の予

後をHDと比較して議論し，後半ではその離脱原因

による予後に関してこれまでの報告からまとめてみた

い．

1 PDでは何故腹膜劣化が生じるのか

長期のCAPD患者の脱落理由の一つに腹膜劣化に

伴う除水不全がある．腹膜劣化はEPSの原因にもな

るきわめて重要な問題であるが，逆に腹膜劣化を予防

することで長期のPDを可能とし，EPSの予防にも

繋がる．では何故PDの継続に伴い腹膜の劣化が生じ

るのであろうか？

PDに伴う腹膜の変化として，腹腔内に非生理的な

高濃度のブドウ糖液を入れるがゆえに，腹膜を中心に

炎症反応が起こり，生体防御反応として腹膜の線維化

や腹膜中皮細胞の脱落が生じる．そこに急性の炎症

（高濃度ブドウ糖液の使用，腹膜炎など）が起こると

急激な腹膜劣化，さらに腹膜癒着が生じる．

PDが米国のMoncriefとPopovichら3）によって臨

床応用されすでに四半世紀が経過したが，浸透圧物質

としてはその当時から使用されているブドウ糖が相変

わらず使用されている．初期の腹膜透析液では，過熱

滅菌時のブドウ糖の分解をさけるために透析液を酸性

としており，しかも高 GDP（glucosedegradation

products）でAGE（AdvancedGlycationEndprod-

ucts）の産生量も多かった4）．さらに高浸透圧，乳糖

添加などの問題があり，非生理的な透析液であった．

Moncriefと Popovichらによって臨床応用されて

以後1980年代はCAPDが広く世界に伝わり広まって

行く時代であった．また，1990年代になりその数は

急激に増加し患者数も世界で10万人を超え，本邦で

も1997年には9,062人まで増加した．しかし1990年

代後半になり，本邦ではCAPDの重篤な合併症であ

るEPSが相次いで報告され5），その原因ならびに治

療方法が不明なことからCAPDの導入に躊躇する傾

向が見られた．それに伴い腹膜透析液の生体適合性の

問題，さらに腹膜劣化の問題が注目され多くの研究が

報告された．

1990年代までCAPD液の進展はほとんど見られな

かったが，21世紀になり，中性透析液やIcodextrin

などの新しい透析液が次々と開発され臨床応用される

ようになり，この状況は大きく変化している．特に中

性透析液の使用が可能となり，酸性液，高GDP，高

AGEなどの問題点は解決された．近年この中性透析

液の使用によってRRFが維持されること6），さらに

PD導入後の生存率が改善することなどが次々報告さ

れている7）．中性透析液が，これまでの酸性透析液よ

りも生体適合性に優れており，腹膜の劣化を防ぎPD

患者の予後を改善することは間違いのないことと思わ

れるが，今後長期的なデータの蓄積をまってその有用

性はより明確になるものと思われる8,9）．

2 PDファーストとCAPD患者の予後

CAPD患者の予後を検討した大規模臨床研究として，

1996年に発表されたCANUSA研究がある10）．これは

北米の新規PD患者680名を対象として，その透析量

と生命予後を3年間比較検討した前向き研究である．

その結果，低分子クリアランスの指標であるKt/V，

Ccrが高いほど，生命予後は良好であった．この報告

をもとにDOQIのガイドラインでは，低分子クリアラン

スを重視して至適透析量の指標として，週あたりの

Kt/Vで2.0以上，Ccrで60L以上を推奨した．しか

し，このKt/VやCcrを規定していたものは，実は

RRFであることが当時より指摘されていた．すなわち

CAPD患者の透析量を規定するものはRRFであり，

RRFの有無が生命予後を規定している可能性が当時か

ら指摘されていたのである．

2002年にメキシコから発表されたADEMEX Study

では，965名の患者をコントロール群と介入群にわけ，

介入群では透析量Kt/V2.0を維持するように増加させ

生命予後を比較検討した．その結果2群間で生命予後

に差は見られなかった11）．さらに2003年に発表された

HongKongStudyでは，CAPD患者を無作為に3
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群に分け，その透析量を1.7以下，1.7～2.0，2.0以上

とした．その結果3群間で生命予後に差は見られない

ものの，Kt/Vが1.7以下の群では尿毒症に関連した入

院率が高く，エリスロポエチンの使用量も多かった．こ

れらの研究からCAPDでは週あたりのKt/Vで1.7を

維持すれば良いとするコンセンサスが出された12）．

RRFがCAPD患者の生命予後を規定すること，ま

たRRFはCAPDでより良好に維持されることから，

RRFのある時期はCAPDに導入し，RRFの低下した

時期はHDへの移行を考慮するPDファーストの考え

が広く言われている．また導入初期には少ない液量と，

少ない回数のCAPDで開始し，RRFの低下に伴い透
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図1 PDで開始しHDへ移行した患者とHDで継続している患者の予後

CAPDで開始しHDへ移行した患者群と，HDで導入しその後もHDで継続している患

者群の生命予後の比較では，PDよりHDへ移行した時点を起点とし同時期からの予後を

比較しても，PDで導入されHDへ移行した患者群のほうが予後が良好である（P＜0.01）．

（VanBiesenW,etal.:JAm SocNephrol,11;116�125,2000，より引用）

図2 包括的腎代替療法

残存腎機能（RRF）の低下に伴い透析導入を腹膜透析（PD）で開始する（PDファー

スト）．その後のRRFの低下に伴いPDと血液透析（HD）の併用，HDの移行を時期を

見て行ってゆく．HDとPDは互いに支え合うべき透析療法であり，けっしてどちらか一

方を選べば良いというわけではない．適宜透析療法を変更し，最高の透析人生の設計を個々

の患者に対して処方してゆく．



析液量を増加させ，交換回数も増やしてゆくincre-

mentalPDの考え方も一般的となっている．特にこの

方法でのCAPD導入は，患者の生活の質（QOL）を

維持し，高齢者や身体障害者での導入を容易にする．

この PDファーストの考えを最初に提唱したのは

VanBiesenら13）であった．1979年から1996年の17

年間に透析導入となった417名の患者をHDでスター

トした223名と，CAPDでスタートした194名の2群

に分けて検討した結果では，PDで開始した患者のほう

が透析導入後の生存率は良好であった．さらにHDへ

移行した後の生命予後も，HDで開始した患者よりも

良好であった（図 1）．この結果はPDで開始すること

で腎不全患者の残存腎機能（RRF）が維持され，さら

に生活の質（QOL）も良好に保たれること，そのため

に生命予後も改善する可能性が示唆されている．さら

に金銭的にもメリットがあり，感染症などの危険性も

低下する．

以上のことから末期腎不全（endstagerenaldis-

ease;ESRD，CKSstage）5）患者の透析導入では，

PDで開始するPDファーストが推奨された．同様に適

切な時期にPDからHDへ移行した場合には，PDを

継続する場合やHDのみで継続する場合よりも良好な

生存率が得られることはいくつか報告されており，PD

ファースト，そして適切な時期のHDへの移行が重要

であることが報告されている14）．この適切な時期の判断

が最も難しいのであるが，RRFの消失した時期は一つ

の目安である．

透析導入後の予後をHDとPDで比較した研究はい

くつか行われているが15～24），多くの研究で，導入後数

年間のRRFの維持がなされている期間はPDのほうが

予後は良好である．しかしながらRRFの維持ができな

くなった時点においては，その予後は様々である．PD

療法ではRRFの消失した時点においてそのメリットは

大きく減少することから，HD＋PDの併用療法，ある

いはHDへ移行するのが一般的である（包括的腎代替

療法，図2）．

3 CAPD患者の生命予後

―HD患者との比較―

先に示したように，PD患者の予後に大きく影響して

くるものにRRFがある．RRFのある導入初期に関し

てはPDのほうが予後は良好であるが，RRF消失後の

予後はHDのほうが良好，あるいは差がないとする論

文が多い（図 3）．しかし，その予後に影響する因子と

して原因疾患（糖尿病と非糖尿病），患者年齢の差，

合併症の有無，さらに観察期間などのいくつかの因子

によって大きく影響されることが知られている15）．

透析導入初期にはPDのほうが良好であるとの報告

は，1997年にカナダのFentonらが報告している16）．

1990年から1994年に導入されたESRD症例を追跡し，
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図3 腹膜透析（PD）と血液透析（HD）の予後の比較

残存腎機能（RRF）の保たれている時期はPDのほうが生存率は良好であるが，RRF

の消失する時期にその比率は逆転する．（FentonSS,etal.:AJKD,30;334�342,1997，

より引用）



導入初期の2年間についてはPDのほうが予後が良好

であったことを示している．同様な報告はデンマークの

Heafら17），さらにベルギーのVanBiesenら13）が行っ

ている．しかし，導入初期はPDとHDの差はなく，

長期的な予後はむしろHDのほうが良いとする報告も

いくつか認められる．古くはFoleyら18）の報告で，カナ

ダにおける1982年から1991年までの透析導入患者の

前向き研究である．433名の追跡調査の結果では，導

入初期の2年間はPDとHDでの生命予後に差はなか

ったが，その後はむしろHDのほうが良好であったとし

ている．有名な報告として近年オランダから報告された

Termorshuizenら 19）の前 向き研究 （NECOSAD

Study）が良く知られている．1,222名の患者の追跡調

査の結果，導入2年目まではHDとPD患者の予後に

差は見られなかったものの，2年目以後はHD患者のほ

うが予後は良好であった．これらの報告ではRRFのあ

る2年間についてPDはHDと同等，あるいはそれ以

上の生命予後であるが，2年目以後は同等，あるいはむ

しろ劣ると理解できる．このことを考えれば，RRFの

消失した時期にはHD，あるいはHD＋PDの併用療法

への移行を考慮する時期であるとの考えが理解できる

（包括的腎代替療法，図2）．

原因疾患別にHDとPDの予後を比較した検討もい

くつか認められる．最も有名な報告として1998年に

Collinsらは，米国のUSRDS（UnitedStatesRenal

DataSystem）に登録されたESRD患者の予後を検

討している20）．その結果によれば，性別や年齢にかかわ

らず非糖尿病患者の生命予後はPD患者で良好であっ

た．糖尿病患者では55歳以下の患者は男女ともにPD

患者のほうが予後は良好であったが，55歳以上の患者

では男性で差がなく，女性ではHD患者のほうが予後

は良好であった．同様な報告はカナダからもなされてお

り，カナダのESRD登録患者のデータ解析から非糖尿

病患者ではPD患者のほうが予後は良好であったとして

いる21）．一方糖尿病患者では，65歳未満の患者では

PDのほうが予後は良好，また，65歳以上では差がない

とする報告である．またオランダのRENINE研究でも，

非糖尿病の若年者ではPDのほうが予後は良好，一方

糖尿病の高齢者はHDのほうが予後は良好と報告して

いる22）．これらの結果から，非糖尿病患者や若い患者

ではPDのほうが予後が良好であることが理解できる．

しかし，まったく逆の結果も報告されている．米国の

CHOICE研究では，糖尿病の有無によってサブ解析を

行った場合に，糖尿病患者ではHDとPDに予後の差

は見られなかったが，非糖尿病患者ではHDの患者の

ほうが予後は良好であったとしている．さらに年齢によ

る分類でも65歳未満ではHD患者のほうが良好，65

歳以上ではHDとPDに差がないとしている23）．このよ

うな差は，患者群の違いや前向きコホート研究では登

録患者数が少なくなるため患者にかたよりがでたり，統

計解析力が低下する可能性があることなどの可能性が

指摘されている．

これまでの報告から明確なことは，透析導入初期，

非糖尿病患者，さらに若年者においてはPDの優位性

は十分に示されている．一方糖尿病患者，高齢者，さ

らに長期のPD継続に関してはむしろ不利である．しか

し，いずれの報告も大規模前向きにランダム化された試

験によって証明されたわけではなく，今後の大規模臨

床試験の報告が待たれる．現在行われている大規模前

向きランダム化試験として，ニュージーランドとオース

トリアで行われているIDEAL研究が知られている．現

在進行中であり，その結果は近々報告されるものと思

われる24）．

4 CAPDの離脱理由と予後

CAPD患者のCAPD離脱後の予後は，その離脱原

因によって大きく異なっている．ここではまず本邦の

CAPDの離脱理由に関して，これまでの報告を述べる．

Kawaguchiら25）は，本邦でCAPDを行っている439

施設で，CAPD施行中の5,391症例の2000年4月か

ら9月までの半年間のCAPD離脱理由について検討を

行った．その結果141の透析センターで252例（全患

者の4.7％）の脱落症例が確認された．そのうち170例

（67.5％）はこの半年間にHDへ移行し，82例（32.5

％）はPD施行中に死亡していた．PDの脱落までの平

均期間は4.47年であった．

PDの最大の脱落理由としては限外濾過不全に伴う

溢水状態が34.1％，ついで腹膜炎が25.3％，患者や家

族の希望が6.5％であった（図 4）．実際にはこの離脱

原因の発症頻度はCAPDへの導入年数によって大きく

異なっている（図 5）．導入初期から8年目までの脱落

理由は腹膜炎が最も多いが，8年目以後は腹膜機能低

下に伴う限外濾過不全が最も大きな脱落理由となり，8

年目以後はEPS，さらにEPSを回避するための計画的
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な離脱も大きな脱落理由であった．またCAPD患者の

死亡の理由としては，脳血管疾患（22％），ついで虚血

性心疾患（14.6％），さらに突然死（9.8％）が三大死

亡原因であった．

以上の結果から，CAPD患者の年間離脱率は10％

前後であり，そのうちの3割が死亡していることが明ら

かとなった．さらにCAPD離脱理由は，①腹膜機能劣

化に伴う限外濾過不全，②腹膜炎，③患者自身あるい

は家族の希望，これらが重要であることが理解できる．

さらに長期のCAPD症例では，④EPSの発症が重要
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図4 腹膜透析（PD）患者の透析離脱理由

PDの最大の脱落理由としては，限外濾過不全に伴う溢水状態が34.1％，ついで腹膜炎

が25.3％，患者や家族の希望が6.5％であった．（KawaguchiY,etal.:PeritDialInt,

23（suppl2）;S175�S177,2003，より引用）

図5 腹膜透析（PD）の継続期間によるPD離脱理由の変化

導入初期から8年目までの脱落理由は腹膜炎が最も多いが，8年目以後は腹膜機能低下

に伴う限外濾過不全が最も大きな脱落理由となり，8年目以後はEPS，さらにEPSを回

避するための計画的な離脱も大きな脱落理由であった．（KawaguchiY,etal.:Perit

DialInt,23（suppl2）;S175�S177,2003，より引用）



であることが理解できる．

5 CAPD離脱症例の予後

1） 難治性腹膜炎のために離脱した症例の予後

先の離脱理由の章でも示したように，腹膜炎は

CAPD患者の最も重要な離脱理由の一つである．これ

までの報告でも腹膜炎の発症頻度は腹膜透析継続率を

規定する最も重要な規定因子であり，本邦のCAPD継

続率がきわめて優れているのは本邦の腹膜炎発症率が

世界でも最も低いことが大きく影響している26）．

では，腹膜炎が原因で離脱した症例の予後はどうな

のであろうか．軽症の腹膜炎はそのまま完治すれば

CAPDの継続に直接影響することはないが，腹膜炎自

体が腹膜劣化の重要な危険因子であることから，間接

的にはその継続率に影響を与えている．しかし，直接

その生命予後や継続率に影響を与えているのは難治性

腹膜炎である．これまでのわれわれの検討でも，腹膜炎

のうち25～42％の症例が難治性腹膜炎であった27）．難

治性腹膜炎の多くはカテーテル抜去が必要であり，

CAPDの継続は困難となる．

三井ら28）は，1985年から2006年までの間にCAPD

導入となった278症例のCAPD離脱後の予後を報告し

ている．278症例のうち80症例がHDへ移行しており，

そのうち34例が難治性腹膜炎のためにHDへ移行して

いた．難治性腹膜炎までの CAPD継続期間は平均

71.0カ月，そのうち5回以上の腹膜炎を繰り返した症

例は6例（17.6％）であった．起因菌は18例で緑膿菌

（52.9％），7例でMRSA，1例で真菌であった．その

うち14例（41.2％）にEPSを発症しており，特に10

例は1年以内にEPSを発症していた．残りの20例は

問題なく経過していたが，結果的には34例中15例が

死亡していた．14例のEPS患者のうち11例（78.6％）

に外科的な治療として腸管剥離手術を施行しており，

14例中5例（33.3％）が腹膜炎・腸閉塞で死亡してい

た．腸管剥離術を施行した11例ではEPSを再燃する

ことなく経過し，その後の予後は良好であった．

この結果から，難治性腹膜炎で離脱した患者の予後

はきわめて不良であり，高率にEPSを発症しているこ

とが理解できる．最近では，EPS症例であっても，適

切な時期に診断をつけ，早期にステロイドや腸管剥離

術などの外科的な処置を行えば，十分治療できる可能

性が示唆される（表1）．

2） 被嚢性腹膜硬化症のために離脱した症例の予後

① EPSの定義

CAPD患者が離脱後に発症し大きく予後に影響する

因子としてEPSがある．EPSの多くはCAPD離脱後

に発症する．ここではまずEPSの定義，さらにその発

症頻度に関して述べておく．

EPSは初期には硬化性被嚢性腹膜炎（sclerosing
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表1 被嚢性腹膜硬化症（EPS）の病期と治療戦略

Stage 臨床所見 治療方法

Stage1

（EPS前期）

除水量の低下

腹膜透過性の亢進

腹膜平衡試験（PET）でHigh

低蛋白血症

血清排液

腹水の貯留

腹膜の石灰化

腹膜休息

ステロイド

Stage2

（炎症期）

CRPの上昇

排液中のWRCの増加

発熱，血清排液，腹水の貯留

体重減少，食欲の低下，下痢

ステロイド

Stage3

（被嚢期）

炎症所見の低下

腸閉塞症状（吐気，嘔吐，腹痛，便秘）

腹部腫瘤の触診，腹水

ステロイド

高カロリー栄養

Stage4

（イレウス期）

持続する腸閉塞症状

（吐気，嘔吐，腹痛，便秘）

腹部腫瘤の触診

全身状態の悪化

高カロリー栄養

外科的剥離手術



encapsulatingperitonitis;SEP）と呼ばれていた．

1996年ならびに1997年に報告された厚生省長期慢性

疾患総合研究事業慢性腎不全研究班における「CAPD

療法の評価と適応に関する研究班」による「硬化性被

嚢性腹膜炎（SclerosingEncapsulatingPeritonitis,

SEP）診断・治療指針（案）―1996年における改

定―」29,30）による定義によれば，「瀰漫性に肥厚した腹

膜の広範な癒着により，持続的，間欠的，あるいは反

復性にイレウス症状を呈する症候群．形態学的には，

腹膜の肥厚を生じ，病理組織学的には硬化性腹膜炎

（sclerosingperitonitis）の所見を認める．」とされて

いる．したがって，病理学的な所見はその確定診断に

は必要でなく，定義からすれば腸閉塞症状を呈さない

ものはEPSとは診断されない．

② EPSの発症頻度

腹膜機能劣化が原因で腹膜透析を中止せざるをえな

いCAPD症例は，CAPD中止理由の最も多くを占め

る．この場合問題なくHDに移行しえたとしても，中

止後しばらくしてEPSを発症する症例がほとんどであ

り，これがその予後を規定する大きな問題となっている．

川西ら31）の報告では，PD継続中にEPSを発症したの

は48名中15名（31.3％）にすぎず，33例（68.8％）

は離脱後に発症している．

これまで本邦におけるEPS発症状況の全国調査は，

1996年に野本ら29,30），1998年に川西ら31），さらに

2002年に中元ら32）が行っており，その発症率はそれぞ

れ 1.7％，2.8％，さらに 2.2％ と報告されている．

Rigbyら33）はオーストラリアの1978年から1994年ま

での7,374人の導入患者に関するEPSの検討を行って

おり，そのうち54人（0.7％）に発症したとしている．

その報告ではさらにCAPD継続年数による発症頻度の

差として，EPS発症率は2年以上で1.9％，5年以上

で6.4％，6年以上で10.8％，さらに8年以上で19.4％

であったと報告している．近年本邦でも同様な検討が

行われ，Kawanishiら34）による全国での前向き研究で

は，わが国のEPS発症頻度はCAPD歴3年未満で0

％，3～5年未満で0.7％，5～8年未満で2.1％，8～10

年未満で5.9％，10～15年未満で5.8％，15年以上で

17.2％と長期になるに従い増加しており，その予後も

15年以上で死亡率100％ときわめて不良となっている．

以上からEPSの発症頻度がCAPD継続期間に強く

影響されることは明らかであり，CAPD導入8年目以

後の発症率は急激に上昇する．

そのほかにもEPSの発症には酸性透析液，透析液濃

度，さらにβ遮断薬などの種々の因子に影響されてい

ることが報告されている29～34）．特に腹膜炎はEPS発症

の重要な因子として知られている．EPS発症例は非発

症例に比較して腹膜炎の発症頻度は3.3倍であったと

報告されており35），その影響はきわめて大きいと考えら

れる．またわれわれの検討でも，EPS症例の腹膜炎の

既往は90.6％の症例に認められ，腹膜炎罹患率は非

EPS症例の3.3倍高率であった32）．またEPSに対する

腹膜炎の影響は，初期PD例と長期例とでは違ってい

る可能性がある36）．加えて腹膜機能低下，PD期間，腹

膜炎回数はいずれも相互に関連しており，それぞれの疾

患発症リスクに対する関連性は不明である．EPSの発

症に遺伝素因として，人種や性別，ApoE遺伝子の関

与等について報告がなされているが37），遺伝的な素因に

ついては議論のあるところであり確立したものはない．

③ EPS患者の生命予後

以前は禁食と中心静脈栄養による栄養管理がEPSの

唯一の治療方法であった．初期の頃には外科的処置は

その予後をきわめて不良にするものとされ，EPSの外

科的な処置は禁忌とされていた．われわれの検討では，

全EPS症例の2年生存率は55.9％であり，その予後

はきわめて不良である．しかし，そのEPS症例の予後

はEPS発症までのCAPD継続年数に左右され，先の

Kawanishiらの論文によれば，CAPD継続15年以上

の患者でのEPS発症時の生存率は0％との報告も認め

られる34）．一方，長期の継続例でなければ，EPS発症初

期の時期からステロイドを使用し，さらに確立した時期

には腸管癒着剥離手術などの外科的処置を行うことで，

その予後が著明に改善することが明らかとなり，現在

EPSは十分に対処可能な疾患となっている（表1）38～40）．

3） 腹膜機能低下のためにCAPD離脱した症例の

生命予後

先に示したように，CAPD離脱症例の約2％にEPS

が発症し，その予後はきわめて不良である．一方，EPS

を発症せず腹膜機能低下によってHDへ移行した症例

の予後に関しては，小規模ないくつかの検討がなされて

いる．

長宅ら41）は，234例のCAPD症例のHD移行後の予

後に関して検討を行い報告している．その報告によれば，
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HDへの移行症例は48例（平均年齢60.8±12.5歳，

CAPD継続期間 49.1±24.8月，HD期間 22.0±24.8

月），それらのHD移行後の50％生存率は64.6カ月，

特に年齢別で70歳以上の症例の予後は不良であった．

特に糖尿病患者での予後も不良であった．しかし，い

ずれの症例においてもHD移行直前には貧血の増悪，

低栄養状態，さらにかゆみや食欲不振などの腎不全症

状の悪化，高脂血症などが認められていたが，これらの

臨床症状はいずれもHDへ移行後すみやかに改善して

いることが示されている．これらの臨床症状の出現はい

ずれもRRFの低下に伴う臨床症状の出現と考えられる．

このような場合には，すみやかにHDへの変更を考慮す

るか，あるいはCAPD＋HDの併用療法42）への移行を考

える必要がある．Kawanishiらの併用療法に関する報

告43）においても，CAPDから併用療法へ移行することに

よって，すみやかに臨床症状が改善することが報告され

ている（図6）．したがって適切な時期のHD，あるいは

併用療法への移行はCAPD患者の予後，さらにQOL

を改善するために重要な要素となる．CAPDを離脱す

る時期は重要なポイントであるが，これに関しては先の

透析会誌の文献「CAPDのメリット，デメリット」44）に

すでに記載してあるため，そちらを参照して頂きたい．

おわりに

CAPDはそのQOLへの良好な影響，RRFの維持，

さらに心血管系へ及ぼす影響の少ないことなどから，

ESRDの患者にまず導入を考慮すべき透析方法である．

しかし，その生命予後に対する影響，特に長期的な有

用性に関しては，現在なお明確なデータはだされていな

い．疾患が慢性疾患であり，その選択が患者の日常生

活や予後に大きく影響するために，前向きのランダム化

試験の行いにくい疾患ではある．しかし，きちんとした

データを蓄積して本邦独自の治療指針を出す時期にき

ている．

今回の検討から明らかになったこととして，CAPD

自体の予後は短期的にはHDに勝るとも劣らないとす

るデータが多い．われわれ医療者側はその点をきちんと

認識し，患者の療法選択時にインフォームドコンセント

として明確に示す必要がある．
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要 旨

災害時情報伝達の現況について，血液透析患者，透

析施設，日本透析医会各都道府県支部宛にアンケート

調査を行った．

血液透析患者が「災害時伝言ダイヤル171」の伝言

の保存期間や件数上限を知っているのはわずか

16.0％であった．患者本人もしくは家族が携帯電話

を所有する割合は85.2％で，携帯電話のメールアド

レスを持っているのは60.7％であるにもかかわらず，

一斉連絡方法として有用と考えられる「携帯電話メー

ル」の利用は6.7％ときわめて低かった．

透析施設の固定電話の災害時優先登録は66.8％で

なされていたが，100％となるよう今後の啓蒙が必要

である．患者への連絡網は42.6％の透析施設におい

て作成されていなかった．

透析医療施設の被災状況を把握するための情報収集

システムは15支部（50％）で構築されていて，実際

に被災経験があった13支部のうち8支部が情報収集

を行った．地方自治体と協力して減災に取り組む透析

医会（都道府県医師会の専門部会）が設立されていな

い都道府県では早急に設立されることが望まれる．

1 はじめに

災害時においても血液透析患者には生命維持のため

に定期的な継続治療が必要である．災害時の人工透析

提供体制を確保するためには，「情報収集・情報提供」，

「水・医薬品等および医療機関の確保」，「患者の移送」，

「避難場所・救護所等での対応」という取組みが求め

られる1）．

災害対策基本法に明記されているように，防災（減

災）の実働部隊は市町村であり，災害規模が大きいと

きには県単位の行動となる．各都道府県下における透

析施設の被災情報収集・情報提供を担う主体としては，

都道府県透析医会の活動が期待されるが，その情報収

集・情報提供システム構築の現状はどうであろうか．

日本透析医会としても災害時医療対策を重要課題と

している2）．その一つに，1995年の阪神淡路大震災の

教訓を基にして，2005年度にスタートした日本財団

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」がある．この中の「災害時情報プロ

ジェクト」としては「災害時情報伝達システムの確立

と整備」，「救出・搬送・治療・供給の相互連絡情報」

に取り組んだ．その過程で，災害時医療支援船と医療

施設や患者との間の連絡・情報が重要であることが浮

かび上がった3,4）．

そこで2007年10月に，災害時における透析施設と

透析患者との情報伝達の実態を把握し今後の災害時透

析医療対策に資するため，「災害時の緊急連絡体制」

についてのアンケート調査を行った．その概略報告を
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2007年度事業報告・講演会で行ったが，このレポー

トはそのまとめである．なお，詳細な集計結果および

解析は別冊で報告する予定である．

2 アンケート調査対象

血液透析患者については，被災地県の患者として新

潟県刈羽総合病院153人，石川県惠寿総合病院98人，

兵庫県元町HDクリニック97人，福岡県くま腎クリ

ニック109人，また非被災地として東京都の2施設

（府中腎クリニック，八王子東町クリニック）256人

の合計713人にアンケート調査を行い，507人分を回

収した（回収率71.1％）．

透析施設としては日本透析医会の会員施設1,049施

設にアンケート調査を行い，542施設から回収できた

（回収率51.7％）.

各都道府県における災害時情報伝達の現況について，

日本透析医会各支部（主に各都道府県透析医会である

が，透析医会が設立されていない県もあるので，ここ

では単に支部と省略）宛にアンケート調査を行い，37

支部のうち30支部（回収率81.1％）より回答が得ら

れた．

3 結果および考察

1） 患者へのアンケート結果から

災害時の連絡体制について不安（非常に不安＋不安）

を抱く患者の割合は全体では47.0％であり，地域別

に見ると，東京都で 50.3％（16.8％＋33.6％），新潟

県で55.7％（27.8％＋27.8％），石川県で47.4％（17.5

％＋29.8％），兵庫県で47.1％（14.9％＋32.2％），福

岡県で31.3％（9.1％＋22.2％），であった．

非被災地の東京都は「被災経験あり」が1.3％であ

るにもかかわらず不安を抱く割合が高いのは，関東地

方で近い将来にＭ8級の巨大地震が起こるという予想

が繰り返し流されていること，および行政や透析医会

が熱心に災害対策に取り組んでいることの表れではな

いかと考えられる5）．

また，兵庫県の「被災経験あり」が49％というの

は低すぎる感があるが，阪神淡路大震災から10数年

が経過し，その後に透析導入となった患者の割合が増

えてきたのではないだろうか．このことは被災経験が

風化する可能性がある事を意味し，災害対策に常に取

り組み続ける事の重要性を感じる．福岡県は被災経験

地区であるが，31.3％と不安を抱く割合が低いのは，

県透析医会が県庁と共に連絡網確立に取り組んでいる

ためと考える．

治療を受けている透析施設の被災状況を患者側から

情報収集する方法に関しては，最も多かったのは「自

分で病・医院へ問い合わせる」（76.9％）であり，次

いで「病・医院からの連絡がある」（49.5％），「テレ

ビ（ラジオ）等マスコミからの情報」（48.1％）が多

かった．これは，「自助」意識の高さや医療施設への

信頼の高さ，さらにはマスコミ情報への期待が表れて

いると考えられる．一方，「行政（地区市町村）に問

い合わせる」は19.3％，「避難所へ行く，そこで情報

をもらう」は 16.2％，「患者同士で連絡をとる」は

12.8％，「日本透析医会のホームページ（以下，日透

医HPと略）で検索する」は5.3％，「地区医師会に

問い合わせる」は4.7％，「全腎協や地区の患者会へ

連絡する」は4.3％，「介護者へ連絡をとる」は4.1％

であった．

行政の活動や患者同士の連絡があまり期待されてい

ない現状であり，今後の取り組みが望まれる．日透医

HPは医療機関同士の連絡を主眼においているが，患

者からも閲覧することができ，場合によってはその活

用を患者に紹介することも必要ではないだろうか．ま

た最近は，全腎協や地区の患者会の災害対策活動も活

発であり6），今後の連絡体制の一翼を担うためにも透

析医会との一層の連携が望まれる．

情報通信技術（information & communication

technology;ICT）についてであるが，災害時には固

定電話や携帯電話が輻輳してかかりにくい．固定電話

の「災害用伝言ダイヤル171」，携帯電話各社の「災

害用伝言サービス」についての質問の結果を図1に示

す．

固定電話の「災害用伝言ダイヤル 171」を 298人

（58.8％）が知っていたが，その298人において，「情

報の保存期間，件数上限」があることを知っているの

は27.2％（507人の16.0％）にとどまっていた．さら

に固定電話の「災害用伝言ダイヤル171」を毎月1日

に体験利用できることを知っているのは51.0％（507

人の30.0％）であった．携帯電話各社の「災害用伝

言サービス」についても，知っているのが 129人

（25.4％）であり，その129人において「情報の保存

期間，件数上限」があることを知っているのは
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35.7％ （507人の9.1％）であり，毎月1日に体験利

用できることは41人（31.8％，507人の8.1％）が知

っているのみであった．

携帯電話についての質問の結果を図2に示す．透析

患者およびその家族における携帯電話の普及は進んで

おり，携帯電話を所有している割合は患者で60.2％，

家族で70.6％であり，患者本人もしくは家族が持っ

ているのは85.2％であった．「メールアドレス」につ

いては，携帯電話を所有している患者305人において

62.6％（507人中 37.7％），携帯電話を所有している

家族358人において69.0％（507人中48.7％）が有し

ており，携帯電話を患者本人もしくは家族が所有して

いる432人において，患者本人もしくは家族が持って

いるのは308人（71.3％，507人中60.7％）であった．

しかし，実際に携帯メールを日常病・医院との間で

利用している割合は，携帯電話を所有している患者

305人において5.2％（507人中3.2％），携帯電話を所

有している家族 358人において 5.9％（507人中 4.1

％）であり，携帯電話を患者本人もしくは家族が所有

している432人において「患者本人もしくは家族が利

用」が7.9％（507人中6.7％）であった．

一斉連絡方法として携帯電話のメールは有用と考え

られるが，今後利用率の向上に努力が必要である．災

害時の情報伝達に携帯メールを活用するためには，日

常に利用する方法を考え，実際に体験してもらうこと

が重要と考える．

緊急時連絡先リストは73.6％の患者が有していて，

57.0％が「連絡先のメモ｣であり，そのメモの53.6％

が「全腎協の災害用患者カード」であった．また，

「必要な連絡先は携帯電話に記憶させてある」が34.5

％であったが，連絡先のみならず血液型や簡単な透

析条件，禁忌薬などの情報を記憶させておけば，携帯
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図1 災害用電話サービスの認知度（患者へのアンケート）

�アンケート内容�災害時には普通電話（固定電話）や携帯電話がかかりにくくなります．固定電話の「災害用
伝言ダイヤル171」，携帯電話各社の「災害用伝言サービス」についてお答えください．

（a） 固定電話の「災害用伝言ダイヤル171」

（b） 携帯電話各社の「災害用伝言サービス」



電話が有する「携帯」，「情報伝達」，「記録」という特

性が活かされる．それらの情報をメールとして透析施

設から送っておくことも一つの手段である．

日常において透析施設からの連絡を患者自身で受け

ることができない割合が10.5％であり，代わりに連

絡ができる方の氏名と連絡方法を各透析施設が把握し

ておく必要がある．

2） 透析施設へのアンケート結果から

過去（1995年以降）に血液透析療法を中断，ある

いは延期・透析依頼するような被災経験がある施設は

10.1％（55/542）であった．

災害時の連絡体制についての危機意識を有する割合

は，「患者の安否確認」に非常に不安，不安，やや不

安の割合がそれぞれ41.3％，40.8％，14.4％と高かっ

た．同様に「職員の安否確認」についてそれぞれ

28.6％，44.3％，22.1％であった．「ライフラインの

被災情報入手」についてはそれぞれ36.7％，38.9％，

20.7％，であり，「透析施設間の連絡体制」について

はそれぞれ24.7％，37.8％，31.1％であった．「関連

施設・行政機関との連絡体制」についてはそれぞれ

29.5％，41.1％，24.5％であった．どの項目について

も90％以上の透析施設で「危機意識」を感じていた．

日頃から台風や水害，停電などの非常事態でもなんと

か透析医療を行おうとする医療機関の姿勢がうかがわ

れる．また，前述した透析患者の不安を抱く割合が

47.0％であることは，医療機関の姿勢に患者達が信

頼を寄せていると感じられる．

医療スタッフの安否確認については「必ず連絡して

来るよう周知徹底している」が31.7％（172/542）で，

その場合のICTとしては固定電話（61.0％）や携帯

電話（67.4％）の利用の他に「携帯電話（メール）」

を方法とする割合も45.9％（79/172）と高かった．

また，26.0％（141/542）において「参集基準」（主に

震度5以上）に従って参集することに決めていた．

固定電話の災害時優先の登録は66.8％（362/542）

でなされていたが，病・医院は100％登録できるので，

電話会社および日本透析医会・各都道府県透析医会か

らの啓蒙が必要と考える．施設責任者（院長など）の

携帯電話の災害時優先の登録は19.4％（105/542）で

なされていた．登録可能な県が次第に増えている状況

と考える．

アマチュア無線の資格者がいるのは 24.7％（134/

542）であるが，地域のアマチュア無線ボランティア

と災害時の協力について事前に話し合いを行ったのは

わずか6.7％（9/134）であった．阪神淡路大震災の

ような大災害の場合，固定電話や携帯電話が使いにく

い状況と考えられる．総務省の発表では4～5年先に

「衛星携帯電話」が一般化される見通しではあるが，

それまでは約1/4の施設に存在するアマチュア無線

の資格者を活かすことを考えて，地域防災担当者と相

談していくことも重要と考える．
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図2 携帯電話利用の内訳（患者へのアンケート）

�アンケート内容�携帯電話についてお答えください．



患者への連絡網構築は49.8％（270/542）でなされ

ているが，「できていない」が42.6％（231/542）で

あるのは問題である．各施設が患者への連絡網構築に

是非取り組んでいく必要があると考える（図 3，表 1）．

患者の固定電話番号や携帯電話番号はよく把握して

おり，また日常診療に利用しているが，伝達訓練には

あまり利用されていない．またメールアドレスの把握

およびその利用は低い（図4）．

災害時には患者への「一斉連絡」が必要となるが，

その方法として「災害用伝言ダイヤル171」をあげた

割合は47.2％で，まだ検討していないが44.5％であ

った．「災害用伝言ダイヤル171」の周知徹底が必要

である．

「災害時伝言ダイヤル」の設定は，「震度6弱以上の

地震発生時，及び地震・噴火等の発生により，被災地

へ向かう安否確認のための通話等が増加し，被災地へ

向けての通話がつながりにくい状況（輻輳）になった

場合」にのみ，NTT側で提供開始するものであり，

「登録できる電話番号（被災地電話番号）は災害によ

り電話がかかりにくくなっている地域とし，エリアの

設定は，都道府県を単位」として行うものである．つ

まり，台風や大雨など局地的な災害の場合は患者への

一斉連絡システムとして利用できない事が充分ありう

る．

さらに，伝言保存期間は録音してから2日間（48

時間）であり，伝言蓄積数は1電話番号あたり1～10

伝言であるため，患者や職員の安否確認には不向きで

ある．しかし，透析施設から患者への一方向の「お知

らせ」に用いることは有用であり，その「お知らせ」

が登録できるようにするためには，多数の患者からの

伝言を入れないことが重要である．この事を知らない

患者や透析施設が多いことは問題で，今後の啓蒙活動

や毎月1回の訓練等が必要かと考える．

そこで，患者への一斉連絡には別の手段を確立して

おく必要がある．発信規制を受けにくい携帯電話のメ

ールやマスメディアの協力も過去の事例で大いに役立

っている7）．

3） 都道府県支部へのアンケートから

「透析医療施設の被災状況を把握するための情報収

集システム」を「都道府県透析医会で作成している」

が15支部（50％）あり，実際に被災経験がある13支
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図3 患者への連絡網作成（会員施設へのアンケート）

�アンケート内容�貴院の患者への連絡網がありますか？（複数回答可）

表1 患者への連絡網作成（会員施設へのアンケート）

透析施設側で
作成

患者の会
（腎友会）で作成

都道府県透析
医会で作成

「災害時要援護者」
として行政が作成 できていない

は い

いいえ

未回答

270

262

10

76

456

10

13

518

11

5

527

10

231

300

11

合 計 542 542 542 542 542



部のうち「被災状況を把握するための情報収集を都道

府県透析医会が行った」のが8支部（北海道，愛知，

石川，兵庫，岡山，広島，徳島，福岡）であった（図

5，表2）．

情報収集に「日透医災害HPを利用する」予定であ

るのが20支部（66.7％）であるにもかかわらず，実

際に被災経験がある13支部のうち「日透医災害HP

を利用した」のは1支部（新潟）であった．新潟県の

場合，短期間に2度の地震に遭ったため，「日透医災

害HP」への書き込みが県下の会員から積極的になさ

れ，対策本部の情報収集に寄与したものと考えられる．

毎年行われている「日透医災害HP」の模擬訓練への

参加がもっと多かったならば，新潟県を除いた被災経

験がある12支部においても，積極的に利用されてい

たのではないだろうか．また，「日透医災害HP」は

透析患者側からも見ることができる．さらに行政側も

この「日透医災害HP」を見ており，かつ「日透医災

害HP」による情報は「メーリングリスト」で厚労省

にも配信されるので，阪神淡路大震災のような巨大地

震時には有効な手段の一つと考えられる．

災害の規模は様々なので，「日透医災害HP」のみ

ならず，迅速かつ臨機応変に活動できる都道府県透析

医会独自の情報収集システムも必要だと考える．

透析医療施設の被災状況を把握するための情報収集

システムを「患者の会（腎友会）で作成している」が

2支部あった．このように医療提供側だけでなく患者

側においても災害対策への取り組みが一部でできてい

ることは，今後の方向を示すものと考えられ，日本透

析医会と全国腎臓病患者連絡協議会（以下，全腎協と

省略），各都道府県支部（透析医会）と全腎協各都道

府県支部との連携体制を構築，強化していくことも重

要と考える．

情報収集システムを透析医会や患者会，あるいは大

学による連絡で行う18支部において，情報収集に用

いるICTは「固定電話」が88.9％，「FAX」83.3％，

「携帯電話」61.1％であるが，「メール（携帯電話・

PC）」も83.3％（15支部）と高い割合であったのは

特筆すべき事である．今後，実際に「メール（携帯電

話・PC）」を用いた模擬訓練が各都道府県支部レベル

で行われる事を期待する．被災した13支部で実際に

情報収集に利用したICTは「固定電話」が9支部，

「携帯電話」が6支部，「FAX」が3支部，「公衆電話」
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（a） 固定電話番号 （b） 携帯電話番号

（c） 携帯電話のメールアドレス （d） パソコンのメールアドレス

図4 患者への連絡体制（会員施設へのアンケート）

�アンケート内容�患者側の情報ツールを把握していますか？ また日常診療に利用したり，あるいは情報伝達
訓練をしていますか？



が4支部，「メール（携帯電話・PC）」が4支部，「ア

マチュア無線」が1支部であった．

被災情報の収集と被災透析不可能施設に対する代替

案が策定できたら，透析不可能施設および代替施設名

などを患者に広報することになるが，その情報提供シ

ステムの構築が「できていない」割合は40％もあり，

各都道府県透析医会の今後の取り組むべき課題と考え

る．

情報提供に用いる予定のICTは，「固定電話」，「携

帯電話」，「携帯メール」が多くあげられていたが，実

際に透析不可能施設および代替施設名などを患者に情

報提供した6支部において用いられたICTは，「固定

電話」が5支部（兵庫，福岡，北海道，徳島，岡山），

「携帯電話」が4支部（福岡，北海道，徳島，岡山），

「メール（携帯電話）」が1支部（北海道），「アマチュ

ア無線」が1支部（北海道），「マスメディア（一般テ

レビ・ラジオ）」が2支部（岡山，福岡），「その他」

が1支部（兵庫）であった．また，「衛星電話・衛星

携帯電話」は過去の被災では使用されなかったが，現

在では情報収集に4支部，情報提供に3支部で予定さ

れている．費用や操作性などの点が改善されれば，今

後広まる可能性がある．

「メール（携帯電話・PC）」は通信規制を受けにく

いだけでなく，一斉発信・一斉集信できる点でもその

有用性は高い．

都道府県あるいは市町村の防災担当部署との「協力

体制ができている」が14支部（47％）で，「書面連絡

がある程度」が10支部（33％）と，かなり行政との

連絡関係ができているといえる（図 6，表 3，表 4）．

しかし，「何の連絡もない」が4支部（13％）あり，

平成19年8月23日付けで，各都道府県の衛生主管部

長および災害救助法主管部長へ「災害時の人工透析提

供体制の確保について」協力し，市町村および関係機

関へも周知依頼をするよう，厚生労働省課長通達があ

った現在，予想よりも高い割合であると考える．これ

は，県や市町村からの働きかけの受け皿となる都道府

県透析医会が設立されているかどうかも影響している

と考える．もし未設立であれば，都道府県医師会の専

門部会としての透析医会が早急に設立されることが望

ましいと考える．
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図5 情報収集システム（支部長へのアンケート）

�アンケート内容�貴都道府県では，透析医療施設の被災状況を把握するための情報収集システム
を，構築していますか？（複数回答可）

表2 情報収集システム（支部長へのアンケート）

都道府県透析医
会で作成してい
る

大学（医局）が
連絡して把握し
ている

患者の会（腎友
会）で作成して
いる

日本透析医会災
害情報伝達・集
計専用ホームペ
ージを利用する

できていない

は い

いいえ

未回答

15

15

0

3

27

0

2

28

0

20

10

0

5

25

0

合 計 30 30 30 30 30



また，われわれは行政からの働きかけを待つ姿勢で

はなく，各都道府県透析医会側からも積極的に働きか

けることが望まれる．

4 おわりに

このアンケート調査は，日本財団の助成による事業

「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」の一環として行われた．その結果の要旨は，

平成19年度事業報告・講演会において発表した．
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図6 都道府県防災計画での位置（支部長へのアンケート）

�アンケート内容�都道府県あるいは市町村の防災担当部署との協力体制，あるいは交流がありますか？

表3 自治体との協力体制

回答数

協力体制ができている

書面連絡がある程度

何の連絡もない

未回答

14

10

4

2

合 計 30

表4 自治体との協力体制の内容

情報伝達 患者移送 水の確保 電気の
確保

医薬品の
確保 その他

あ り

な し

未回答

12

2

0

4

9

1

5

8

1

5

8

1

1

12

1

1

12

1

合 計 14 14 14 14 14 14



要 旨

スターフルーツは健常人には安全な食品であるが，

腎不全患者においてはスターフルーツ中毒症が知られ

ている．症状は治療困難な吃逆，嘔吐，麻痺，意識障

害，痙攣などで，緊急透析を要する．致死率は約

25％である．本邦では症例の報告はないが，この果

物は最近では身近な果物になりつつある．われわれは

この危険性に注目し，2005年より啓蒙活動および調

査を始めた．今後本邦でもスターフルーツ中毒症は発

生する可能性が高く，十分な啓蒙と，発症時の的確な

診断および治療が重要と考える．

1 はじめに

腎不全患者は薬物また食品でも腎排泄性の中毒性物

質が蓄積しやすく，思わぬ合併症を招くことがある．

例えば過量のビタミンCは高蓚酸血症の原因になる1）．

スターフルーツはトロピカルフルーツの一種で，本邦

でも店頭で見かける機会が多くなった．健常人には安

全な食品であるが，透析および保存期の腎不全患者に

おいてはスターフルーツ中毒症が知られている2～12）．

症状は治療困難な吃逆，嘔吐，麻痺，意識障害，痙攣

などで，致死率は約25％である．

2 海外での発症状況

スターフルーツはカタバミ科ゴレンシ属の高さ5～

10mに達する常緑中木．果実の横断面が星形である

ことが名前の由来である．原産地は熱帯アジアで，現

在では熱帯・亜熱帯地域を中心に広く栽培されている．

中国では紀元前400年頃より記録があり漢字で五斂子，

漢方薬にも用いられた．グアム島では外国人がスター

フルーツを食べると吃逆を起こすという言い伝えがあ

る．

中毒症に関する最初の文献は1993年の報告で2），

スターフルーツを摂取した血液透析（HD）患者 10

例中8例に治療困難な吃逆を発症し，HDで軽快した．

最初の死亡例は1998年の報告で3），以後重篤な症例

の報告が相次ぎ，53例のまとめでは16例（30.2％）

に痙攣が起き，痙攣を起こした症例の致死率は75.0

％（16例中12例）で，一方痙攣のない症例では致死

率は2.7％（37例中1例）であったと報告している7）．

十分な疫学調査がなく，摂取腎不全患者の発症率は不

明である．

3 本邦での啓蒙活動の経緯

スターフルーツ中毒症は本邦においては未だ報告は

ない．一方でスターフルーツ自体の認知度が本邦では

低く，スターフルーツ中毒症は一部の専門医などの間

で学問的には知られながら，この危険性に対する注意

はされずに放置されてきた．スターフルーツの流通量

は多くはないものの，本邦でも南部では栽培されてお

り（図1），生食のほか，ジュース，アルコール類，
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菓子等にも使用されるなど，腎不全患者が摂取する危

険性は高まっていると考える．

われわれはこの危険性に注目し，啓蒙活動および調

査を開始した．2005年に当院内，広島県内，さらに

2006年には中国地方に通知・啓蒙した13）．また全国

的啓蒙目的にて透析会誌に報告した14）．2007年には

厚生労働省医薬食品局食品安全部へ通知した．

4 調査結果

スターフルーツの認知度・流通度とわれわれの啓蒙

活動の効果を判定する目的でHD患者，HD医療従事

者を対象に当院内でアンケート調査を行った13）．対象

の性別，年齢，透析期間，原疾患を表1に示す．スタ

ーフルーツおよびその中毒症に関する認知と摂取経験

の有無などを調査した．認知症が高度で調査困難な

HD患者46名は今回の検討からは除外した．

HD患者の結果を表 2，HD医療従事者の結果を表

3に示す．院内啓蒙の効果がありスターフルーツの認

知度は高かったが，特に認知症を伴う入院患者におい

ては啓蒙の効果は十分ではなかった．病棟Cは通知

後に透析病棟となったため認知度は低率であった．摂

取経験者はHD患者の2名（3.5％），HD医療従事者

の 16名（18.6％）であった．摂取した HD患者も

HD導入前の腎機能の良い時期と推定され，中毒の発
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図1 スターフルーツ

本邦南部地域で栽培されていたスターフルーツ．（著者撮影）

表1 対 象

外来HD患者
（n＝24）

入院HD患者
（n＝33）

HD医療従事者
（n＝86）

性 別
男性

女性

17

7

15

18

14

72

年齢（歳） 平均値±SD 65±12 75±11 37±12

透析期間（月）
平均値±SD

中央値

70±58

51

78±88

64

原疾患

糖尿病

慢性糸球体腎炎

腎硬化症

多発性嚢胞腎

SLE

不明

12

10

0

1

1

0

16

12

4

0

0

1

（文献13より引用）



症はなかった（表4）．

インターネット検索によると，本邦では沖縄および

南九州などで栽培されており，輸入品とともに容易に

入手できる．また最近のトロピカルフルーツブームも

あり，新商品として100％ジュースやアルコール類に

も使用され，身近な果物になりつつある．

5 症状・診断・治療

症状は治療困難な吃逆，嘔吐，不眠症，四肢の知覚

異常症，脱力，麻痺，精神運動興奮，意識障害，痙攣

などで，摂取から発症までは0.5～14時間と急性の経

過で，発症患者における最小摂取量は0.5個，死亡患

者における最小摂取量は1個であったと報告されてい

る4～6）．診断は問診で摂取歴と特有の症状があればほ

ぼ確定する．意識障害のある患者には磁気共鳴画像

（MRI）が良い7～9）．

治療困難で持続的な吃逆が最も特徴的で，軽症であ

ればHDにより症状は速やかに消失するが，治療終

了後再発するため連日HDを要する．高度の意識障

害や痙攣は予後不良の徴候で持続的血液浄化が望まし

い．このような症例では脳幹の脳血管障害などとの鑑

別の困難な症例もあるが，腹膜透析はむしろ好ましく

なく，血圧の保たれているうちに早急なHDを施行

することが肝要とされている5）．一方で一般的に，透

析患者の脳血管障害合併における腹膜透析治療の優位

性についてわれわれは報告してきた15,16）．

血液吸着が重症患者に著効したという報告もあり10,11），

スターフルーツ中毒症は早期診断をし，集中治療する

ことで予後は改善される可能性がある．
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表2 アンケート調査結果（HD患者）

外来HD患者
（n＝24）

入院HD患者
（n＝33）

合計
（n＝57）

スターフルーツの

認知

12

50.0％

11

33.3％

23

40.4％

スターフルーツの

実物を見た経験

7

29.2％

4

12.1％

11

19.3％

スターフルーツの

摂取経験

2

8.3％

0

0.0％

2

3.5％

スターフルーツ

中毒症の認知

11

45.8％

6

18.2％

17

29.8％

（文献13より一部改変して引用）

表3 アンケート調査結果（HD医療従事者）

医師
（n＝6）

HD室
（n＝19）

病棟A
（n＝20）

病棟B
（n＝21）

病棟C
（n＝20）

合計
（n＝86）

スターフルーツの

認知

6

100.0％

17

89.5％

18

90.0％

15

71.4％

7

35.0％

63

73.3％

スターフルーツの

実物を見た経験

4

66.7％

5

26.3％

13

65.0％

1

4.8％

4

20.0％

27

31.4％

スターフルーツの

摂取経験

3

50.0％

0

0.0％

10

50.0％

1

4.8％

2

10.0％

16

18.6％

スターフルーツ

中毒症の認知

6

100.0％

17

89.5％

15

75.0％

15

71.4％

1

5.0％

54

62.8％

（文献13より一部改変して引用）

表4 スターフルーツ摂取経験のあるHD患者の２例

症例1 症例2

性 別

年齢（歳）

透析期間（月）

原疾患

スターフルーツの摂取状況

西暦

HD導入何年前

腎機能

場所

量

中毒症状

男性

84

42

糖尿病

1942年

61年前

正常（推定）

台湾

1個

無し

男性

67

52

糖尿病

1990年

12年前

正常（推定）

台湾

5個

無し



痙攣のコントロールは困難なことが多く，麻酔薬の

一つであるpropofolが有効との報告がある12）．その

機序の一つとしてγ�aminobutyricacid（GABA）

レセプターの活性化が考えられている．

6 病因物質について

毒性の本体は不明である．カリウムではない．蓚酸

の関与も考えられている17,18）．蓚酸は5～30gが致死

量であり，蓚酸を多く含む植物の大量摂取で中毒事故

は古くよりある19）．一方でスターフルーツは比較的少

量でも腎不全患者に脳症を起こす点が特異的であると

言える．

最近の研究では未知の神経毒が想定されている．分

子量は500以下でGABAレセプターのブロックが病

状に関与するとされている20）．

7 スギヒラタケ関連脳症との比較

似た事例として本邦で2004年にスギヒラタケ関連

脳症が問題となった21～25）．透析患者に集中し，急性

脳症をきたして致死率の高いことなど類似点が多い．

しかし治療困難な吃逆はスターフルーツ中毒症に特異

的であり，スギヒラタケ関連脳症では有効な治療が確

立していないのに対して，スターフルーツ中毒症は十

分な透析が有効であることが多い．スギヒラタケ関連

脳症との比較を表5に示す．

8 健常人の摂取について

スターフルーツは健常人には基本的に安全で，ビタ

ミンCが多いなど健康に良い食品とも言える．抗酸

化作用のある食品として優れているという報告もあ

る26）．しかしながら蓚酸が多いため一度の大量摂取は

避けるべきで，急性腎不全を起こしうる27）．特に空腹

で脱水状態の時に危険性が高まる．

この機序として，蓚酸カルシウム結晶による尿細管

閉塞のみならず，蓚酸による尿細管上皮細胞のアポト

ーシスが証明されている28）．また腎機能の悪い慢性腎

臓病（CKD）患者では血清クレアチニンの上昇に関

与したという報告もある29）．ほかにCYP3Aの阻害

作用があり，薬剤との相互作用に注意が必要になる可

能性がある30）．

9 まとめ

海外渡航時また本邦においてもスターフルーツを摂

取する機会はあり，今後とも腎不全患者における中毒

症を未然に防ぐため，繰り返し啓蒙をする必要がある

と考える．

またスターフルーツ中毒症と診断した場合，緊急

HDを施行すべきである．
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要 旨

わが国の従来の重曹透析液には酢酸が8～10mＭ含

まれており，治療中・後の血圧低下や頭痛，倦怠感へ

の影響が危惧された．基礎研究では，微量の酢酸添加

培養による血管内皮細胞のiNOS産生刺激と透析患者

血単核球のIL-6発現の亢進が確認された。近年，酢

酸フリー透析剤が臨床治療に用いられ，約15％に上

記の症状，その他の改善が得られている．米国では，

ヘパリン量減量やKt/Vの上昇などが報告されている．

はじめに

わが国で最初に開発された透析液は1965年の重曹

透析液であったが，Caイオンと重炭酸が結合して沈

殿を起こすことによるCa値の不安定さが問題であっ

た．その後，フランスのMionらにより開発された酢

酸透析液が，その安定性による使いやすさから1970

年代に国際的に普及した1）．しかし，酢酸のもつ末梢

血管抵抗減弱作用による治療中の血圧低下，全身倦怠

感，頭痛，足の痙攣などディメリットが患者の生活の

質を落とす結果になった．1980年代に入り重曹透析

液が普及し，瞬く間に酢酸透析液に入れ替わった．そ

の後，20年余に亘り重曹透析液が主な透析液として

の役割を果たしてきた．

近年，透析患者の高齢化と糖尿病透析患者の増加に

伴い，わが国における重曹透析液中に8～10mMの

濃度で含まれる酢酸が，治療中の透析患者の症状の発

現に関与するのではないかという疑問が生じてきた．

そんな中で，2007年7月に酢酸フリー透析剤が保険

収載され，その臨床症状の改善効果が注目されるに至

った．今回ここでは，酢酸の内皮細胞や単球のサイト

カイン，一酸化窒素の産生系への影響に関する基礎研

究の結果や，酢酸フリー透析剤の臨床効果などについ

て述べてみたい．

１ 微量の酢酸は末梢血単核球や内皮細胞に影響を

あたえるか？

私どもは，酢酸含有透析液により治療を受ける患者

の血管内皮細胞や単核球が，微量の酢酸暴露に反応す

ることを想定して，二つの培養実験を行った．一つは，

ヒト臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）を用いた低濃度の

酢酸刺激によるサイトカインと一酸化窒素合成酵素

（NOS）のmRNA発現実験，他の一つは血液透析患

者から採取した単核球の同じく低濃度酢酸刺激による

サイトカインのｍRNA発現実験である．

1） 低濃度酢酸によるHUVECのNOSmRNA

発現

HUVECを6wellplateに3×105 cells/wellの密

度で播種し，ウシ胎児血清（FBS）10％を含有する

RPMI1640培地中で培養した．翌日，pH7.2に酢酸

ナトリウム1，3，10，30mMを添加し，酢酸ナトリウ

ム溶液はpH7.2に調整した．浸透圧コントロール用

に同濃度の塩化ナトリム溶液（pH7.2）を使用した．
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酢酸添加培養24時間または48時間後の細胞viability，

炎症性サイトカインおよびNOS遺伝子のmRNA量

をrealtimePCR法により測定した（図1）．その結

果，炎症性サイトカインの発現上昇は添加酢酸濃度内

では見られなかった．また，eNOSの発現誘導は見ら

れなかったが，iNOS遺伝子は酢酸濃度依存的に誘導

が確認された．3mMと低濃度酢酸添加培養でも3.8

倍と iNOS発現上昇が確認され， 酢酸が直接

HUVECに作用して iNOS遺伝子を誘導することが

確認された．

さらに，iNOSの蛋白量をWesternBlottingを用

いて測定した（図2）．iNOSの蛋白検出のポジティブ

コントロールとして，マウスマクロファージ由来細胞

株 RAW264を用いた．この細胞株は LPS刺激で

iNOS蛋白が誘導される事が知られており，図2右に

示すようにiNOS蛋白が多量に誘導される．一方，酢

酸添加培養48時間後のHUVECでは，元々iNOS蛋

白は微量しか発現していないが，30mMの酢酸添加
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図1 微量酢酸による臍帯静脈内皮細胞（HUVEC）のサイトカイン，NOSmRNAの発現

NaCl比してサイトカイン，eNOSmRNAの発現に変化なく，iNOSmRNA発現は有

意に亢進した．

図2 NaCl添加と微量酢酸によるiNOSタンパクの産生の比較

RAW細胞ほどではないが，30mM酢酸添加により有意な再生亢進を認めた．



でiNOSの蛋白発現が増加していることが確認された．

浸透圧対照用の30mM塩化ナトリウム添加培養では

まったくiNOS蛋白の誘導は見られていないことより，

このiNOS蛋白の誘導は，酢酸の直接作用であること

が確認された．RAW 細胞と比較すると誘導される

iNOS蛋白量は微量ではあるが，mRNAは誘導され

ており，透析液に含まれる低濃度酢酸でも長期間透析

を受けることによりiNOSが誘導されることが懸念さ

れた．

2） 低濃度酢酸による透析患者単核球の

サイトカインmRNA発現

同一透析膜（ニプロFB-P），同一エンドトキシン

濃度（30～40EU/L）の透析液を用いた，安定した維

持血液透析患者22例から透析前に採取した各血液15

mlからLymphopreptubeを用いて末梢血単核球を

分取，96穴プレートに1×105 cells/wellを播種し一

晩培養後，酢酸ナトリウム添加培養を開始した．酢酸

濃度は透析に含まれる酢酸が10mM以下なので，1，

3，10mMの3点で検討，培養時間は48時間で，培

養上清中のLPS刺激IL-6産生量を測定した．その結

果，酢酸添加時のLPS無刺激時，すなわち酢酸添加

のみのIL-6産生は，透析患者では3mMで有意な差

が見られ，10mMでは有意差は見られなかったが増

加傾向を示した（図3）．濃度依存性は見られていな

いが，透析患者では酢酸添加のみでIL-6産生が増加

する傾向を示した．一方健常人では酢酸添加による差

は見られなかった．

2 酢酸フリー透析剤の臨床効果

酢酸フリー透析剤は，すでに米国において10年余

の臨床試験から市販による一般治療の経験を持ってい

る2）．米国では2.3％のクエン酸が含まれることからク

エン酸透析液として用いられている．米国の重曹透析

液に含まれる酢酸濃度は僅か1％であるので，米国に

おける透析液酢酸濃度は患者の血圧低下，そのほかの

副作用を発揮することはなく，クエン酸透析液はそれ

を解決する術とはなっていない．その点，国の実情に

よりその治療目的は異なる．ここでは，米国とわが国

における酢酸フリー透析剤の臨床効果を別々に述べる．

1） 米国におけるクエン酸透析液の臨床効果

米国の重曹透析液は酢酸を僅か1～2％含むに過ぎ

ず，先述したように臨床的に酢酸がもたらす副作用は

現れていない2）．したがって，酢酸フリー透析剤とい

うよりも，クエン酸加透析液としてのメリットを引き

出す臨床研究が行われている．

透析液における2.3mMのクエン酸濃度は，それ自

体患者体内における血液凝固延長効果を発揮しないが，

体外循環中の血液透析中空糸膜における膜孔の中や，

血液側膜孔周辺におけるクエン酸とCaイオンとの結

合により血小板凝集や，それと蛋白とのコンプレック

ス形成を防止する効果があることを臨床成績は推測さ

せている．すなわち，通常透析液で長期透析治療を受

けている患者にクエン酸透析液を用いた血液透析を約

3カ月行い，その後さらに3カ月治療継続した．その
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図3 透析患者と健常人の単核球の低濃度酢酸添加培養におけるIL-6mRNAの発現

健常人の単核球におけるIL-6の発現はNaCl添加時に比して差がなく，22例の透析患

者では3mMの酢酸添加により有意にIL-6mRNAの発現が亢進した．



結果，通常透析時に用いられていたヘパリンは，クエ

ン酸透析液を用いた治療3カ月で平均33％減少し，

さらに3カ月治療を継続することによりさらに33％

のヘパリンが減少できた3）．一方，Kt/Vはそれぞれ

の3カ月間に有意に上昇した（図4）4）．また，ダイア

ライザーとしてフレゼニウス社のPolysulfoneF-60

またはF-80を用いた繰り返しの（再使用の）血液透

析により，有意に血清β2-microglobulin値が低下し

ていた4）．

これらの米国における結果は，ダイアライザーが

30回前後再使用される国での臨床結果であることを

申し添えたい．わが国のようにその都度新しいダイア

ライザーを使用する国で，ヘパリン減量効果やKt/V

の上昇などの同様の結果が得られるかどうかは不明で

あり，今後の検討を待ちたい．

米国においてはすでにクエン酸含有4％の透析液も

市販されており，今後の臨床評価の進展を見守りたい．

2） わが国における酢酸フリー透析剤SZ-D21

（カーボスター�）の臨床効果

わが国の重曹透析液の酢酸含有濃度8～10mEq/L

は，恐らく透析液の保管安定性のために設定されてい

ると思われるが，欧米に比して明らかに高い．しかし，

酢酸代謝部位である筋肉と，肝臓の一つである筋肉量

の少なくなる高齢透析患者や長期透析患者が増加する

につれて，酢酸のもつ副作用が一層大きな問題になっ

ている．また，すでに報告したが，酢酸ナトリウムが

血液中の単核球を刺激してサイトカインの産生を増加

させることが指摘されている．酢酸フリー透析剤のも

たらす臨床効果は，その国の重曹透析液の酢酸濃度に

より異なるが，わが国で期待できる効果についてすで

に臨床評価がなされているし，またこれからも評価が

進展すると考えられる．ここでは，現在までの臨床試

験や市販後調査の結果を述べてみたい．

① 臨床治験による臨床評価

酢酸フリー透析剤SZ-D21多施設共同比較臨床試験

（第III相試験）において，多施設112例の透析患者

は 56例ずつ SZ-D21と従来重曹透析液（AK-DL）

（表1）を用いた治療を行い，両者の治療を受ける患

者の臨床データを比較した5）．

血液酸塩基平衡の是正効果の指標として，試験期間

8週1回目の透析前の血中重炭酸濃度を指標として検

証した結果，SZ-D21では22.27±2.68mEq/Lであっ

たのに対し，AK-DL群では19.30±2.12mEq/Lで，

有意にSZ-D21群のほうが高値を示した（p＜0.0001）．

すなわち，血液酸塩基平衡の是正効果におけるSZ-

D21のAK-DLに対する優越性が検証された．さらに，

透析前のイオン化Caにおいて，SZ-D21群は前観察

期間に比べ試験期間で高値を示したが，AK-DL群に

比べて低値であった（図5）．

また，透析後のイオン化Caでは，SZ-D21群は前観

察期間と同じくらいの値で推移したのに対し，AK-

DL群では前観察期間と比べ試験期間で高値を示した．

残念ながらSZ-D21群とAK-DL群とで有意差は認め

られなかったが，SZ-D21に含まれるクエン酸が Ca

濃度に何らかの影響を及ぼしている可能性が考えられ
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表1 希釈調製後の電解質濃度（理論値）

Na
（mEq/L）

K
（mEq/L）

Ca
（mEq/L）

Mg
（mEq/L）

Cl
（mEq/L）

HCO3
（mEq/L）

Acetate
（mEq/L）

ブドウ糖
（g/L）

SZ-D21†1 140 2.0 3.0 1.0 111 35 0 1.5

AK-DL 140 2.0 3.0 1.0 111†2 25 10 1.0

†1 pH調節剤としてクエン酸を約2mEq/L含有する．
†2 別にpH調節剤として塩酸を2mEq/L含有する．

図4 非クエン酸・クエン酸透析液によるKt/Vの比較

従来の非クエン酸透析液（NCD）からクエン酸透析液

（Citrasate）に変更することにより，3カ月後投与へパリン量

は4758Uから3165Uに減少し，さらにCitrasateを3カ月継

続使用することにより2158Uにまで減少できた．一方，Kt/V

では従来のNCDでは1.51であったが，Citrasate使用により

1.59，さらに1.60に上昇した．



た．クエン酸カルシウムは透析膜を通過するので，透

析液中でキレートを形成していても体の中に入るCa

の総量はAK-DLと同じである．したがってイオン化

Ca濃度はAK-DLとSZ-D21で同じになると予想さ

れる．しかし実際はSZ-D21のほうが低くなった．こ

のことはSZ-D21においてイオン化Ca濃度を下げる

何らかの作用があることを示している．その候補とし

て一番考えられるのがクエン酸である．

クエン酸については図7に示すごとく，SZ-D21群

で透析後において，前観察期間より試験期間で高値を

酢酸フリー透析剤の臨床効果 261

図6 SZ-D21とAK-DL治療期間前，中の透析後pH

透析後pHでは，AK-DLに比してSZ-D21群において上昇傾向であったが，透析前値

には差を認めなかった．

図7 SZ-D21とAK-DL治療期間前，中の透析前・後のクエン酸濃度

透析前・後のクエン酸値では，SZ-D21群で透析後において，前観察期間より試験期間

で高値を示したが，一定の値を推移し，経時的な上昇は認められなかった．また，透析前

の値はAK-DL群と同等の値であった．

図5 SZ-D21透析とAK-DL透析における透析前と透析後のイオン化Caの推移

透析前においても透析後においても，SZ-D21とAK-DLにおけるイオン化Ca濃度で

はSZ-D21使用時において低下傾向にあったが，何れも正常域であり，両者の間に差を認

めなかった．



示したが，一定の値を推移し，経時的な上昇は認めら

れなかった．また，透析前の値はAK-DL群と同等の

値であった．

また，表2に示されるように，わが国の骨・ミネラ

ル代謝治療ガイドラインの基準値 60～180pg/mlに

基づいて6），本治験参加透析患者をi-PTH濃度60以

下，60～180，180pg/ml以上に分けて検討した．そ

の結果，i-PTH値60pg/ml以下の症例で酢酸フリー

透析剤SZ-D21治療期におけるそのi-PTH値の増加

が認められ（表2），低回転骨型症例の骨代謝改善効

果が示唆された5）．血中イオン化Ca濃度が低くなる

こととの関連も含め今後の検討が待たれる．

このようにSZ-D21は透析後に一過性のクエン酸上

昇を呈したが，透析前にはAK-DLと同適度になって

いること，および経時的な上昇が認められないことか

ら，クエン酸およびクエン酸ナトリウムの血中クエン

酸濃度への影響は少なく，安全性に問題はないものと

考えられた．

② 市販後調査による評価

酢酸フリー透析剤SZ-D21が本邦で認可された2007

年7月から約6カ月間経過した2008年1月末に，国

内製薬会社により市販後調査が行われた7）．この調査

は，その製薬会社のMRが夫々の施設の主治医に，

治療に伴う患者の合併症や全身状態の変化について口

答で聴取した結果を解析したものであり，科学的な調

査でないことから，参考資料に過ぎない．

その結果，全症例 1,119例中 104例（9.3％）に血

圧低下に関する改善，27例（2.4％）に嘔気・嘔吐，

25例（2.2％）に頭痛，131例（11.8％）に疲労感や

活動意欲に関する改善が認められ，合計 172例

（15.4％）に何らかの臨床症状の改善が得られた．一

方，数は少ないものの逆に症状が新たに発現した例も

あり，頭痛 3例，止血不良 3例，透析後 HCO3＞30

mM4例など合計16例（1.4％）に何らかの症状の発

現が見られた．

症状の変化と酢酸フリー・クエン酸添加との関連性

などについて，今後慎重な検討が必要である．特に，

体重50kg以下の比較的に体重の軽い患者における治

療直後のHCO3の値と，臨床データや症状との関連

性については慎重な評価が望まれる．

おわりに

以上，微量酢酸のHUVEC，透析患者単核球への影

響と酢酸フリー透析剤SZ-D21の臨床症状について，

国内外の結果を踏まえて述べてみた．3mM程度の微

量な酢酸が直接HUVECに作用してiNOSの発現を

促進し，また，透析患者単核球のIL-6mRNAの発現

を亢進することが明らかとなった8）．また，従来の重

曹透析液に僅か1～2mMの酢酸しか含有しない米国

では，酢酸フリー透析剤に変更したことによる血圧低

下などの臨床症状の改善傾向はなく，8～10mM含有

するわが国では，15％近い臨床症状の改善が得られ

ている．一方，米国ではダイアライザーの30回近い

再使用という条件下で，ヘパリンの減量とKt/Vの

改善などが報告されている．臨床使用が始まって1年

を経ていないわが国におけるその評価は緒についたと

ころであり，これからと言うべきである．皆様方の積

極的な検討に期待したい．
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要 旨

わが国で 2008年 1月より calcium受容体制御薬

（シナカルセト塩酸塩；レグパラ�）が使用可能とな

り，維持透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症

（SHPT）に対する治療戦略が変化しつつある．シナ

カルセトは，維持透析患者の血中副甲状腺ホルモン

（PTH）値，カルシウム（Ca）値，リン（P）値を低

下させ，QOLの改善などの作用も報告されており，

維持透析患者の生命予後を改善させる可能性を十分に

秘めている．しかし，シナカルセトに問題点がないわ

けではなく，低Ca血症，消化器症状などの副作用や，

各種薬物との相互作用など注意しなければいけない点

が存在し，また，シナカルセト投与によるSHPTの

評価方法もまだ確立されていない．

はじめに

慢性腎臓病（chronickidneydisease;CKD）患者

におけるSHPTは，腎性骨異栄養症，ミネラル代謝

異常（Ca，P，活性型ビタミンD（VD））に関連し，

心血管合併症リスクの増大など透析患者の生命予後や

QOLに大きく影響する．このため従来の骨病変であ

る腎性骨異栄養症（renalosteodystrophy;ROD）

から発展し，生命予後を重視した「CKDに伴う骨ミ

ネラル代謝異常（CKD andmineralbonedisease;

CKD-MBD）」という概念で捉えられるようになった1）．

CKD-MBDの適切な管理は，心血管合併症リスクを

減少させ患者のQOLや生命予後を改善するだけでな

く，CKDの進行抑制やCKD患者の生存率を改善さ

せることも報告されている2）．こうした観点から，わ

が国でも2006年に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日本透析医学会により

公表された3）．

CKDに伴い起こる高 P血症，VDの欠乏と低 Ca

血症によって血中PTH濃度が上昇し，様々な合併症

の出現や生命予後の低下に繋がる．そこで活性型VD

は，低Ca血症の是正と副甲状腺の直接的な抑制効果

を期待して使用される．活性型VDの使用はCKD患

者のSHPTの治療に不可欠なものになっているが，

血清Ca値の上昇および血清P値の上昇によって，血

管石灰化を起こす可能性がある．そこでSHPTの進

行に伴う高Ca血症を治療するために副甲状腺細胞の

Ca受容体に作用し，Ca擬似様にPTH分泌を抑制す

る薬剤であるシナカルセトが開発された．シナカルセ

ト治療が利用可能となったことにより，SHPTの治

療に関する治療薬の選択は複雑になってきている．本

稿では，その中で，今後CKD-MBD治療の中心とな

るであろうシナカルセトの臨床効果と問題点を中心に

述べる．

1 Ca疑似薬（calcimimetics）

シナカルセトは calcium受容体（CaR）にあたか
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もCaと認識されるがごとくに働くCa疑似薬の実用

化された薬物である．英語ではcalciumと真似する

を意味するmimicを組み合わせた造語calcimimetics

の一化合物である．もともとはCa拮抗薬の探索中に

見いだされたと聞いている．欧米ではAmgen社が開

発しAMG073という治験番号で，Sensipar�ないし

Mimpara�として発売されている．本邦ではキリン

ファーマ（株）がKRN�1493の治験番号で開発し，

レグパラ錠�として2008年1月より発売され臨床使

用が可能となった．Ca疑似薬であるため，副甲状腺

におけるCaRが減少し血清Ca値のセットポイント

が右上方にシフトしている治療抵抗性のSHPT4）（図

1）に対しても，血清Caを上昇させることなく副甲

状腺機能を抑制できる．この作用は見かけ上はCaと

して働くため，副甲状腺内におけるPTH合成分泌に

際しては，主としてCa作用としてのPTH分泌阻害

が作用の中心と考えられる5）．同じく副甲状腺の抑制

作用を持つ活性型VDの作用とはやや異なる（図2）．
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図2 PTHの合成と分泌（副甲状腺細胞内）

図1 血清イオン化CaとPTH分泌の関係

二次性副甲状腺機能亢進症を呈している副甲状腺では，イ
オン化Caに対する感受性を示すセットポイントは右上方
へシフトしている．

1） 右にシフト
感度が鈍くなった．
すなわち，Ca濃度が上がってもPTHが下がりにくい．

2） 上にシフト
反応が強くなった．
すなわち，少しのCa濃度の低下でもPTHがより多く
合成・分泌される．

3） このセットポイントのシフトには，副甲状腺における
Ca受容体の減少の関与が想定されている．



2 シナカルセトの薬物動態

シナカルセトは動物およびヒトいずれにおいても，良

好に吸収（ヒトでは74％以上のoralbioavailability）・

分布・代謝され，代謝物は速やかに尿や糞便より排泄

される6）．

米国の血液透析患者にシナカルセト25～300mg1

日1回反復経口投与した試験では，シナカルセトの

AUC0�24およびCmaxは25～200mgの範囲で用量依存

的に増加を認めたが，200mg以上の用量では曝露量

の増加は認められず，200mg以上の投与では消化管

でのシナカルセトの吸収が低下するためと考えられて

いる．トラフ濃度に関しては，投与4日目以前に定常

状態に達していることが認められている．血漿PTH

濃度に関しては，シナカルセト投与後速やかに低下し，

シナカルセトの tmaxに相当する投与 2～3時間後に

PTH値は最も低下し，血清Ca値に関しては投与12

時間後までは緩やかに低下するものの投与後24時間

ほぼ一定であることが認められている7）．

本邦の血液透析患者にシナカルセトを投与した試験

では，透析日および非透析日のいずれにおいても，血

漿シナカルセト濃度は用量依存的に増加し，4～6時

間後にCmaxに到達した後低下している．なおtmax，

t1/2，MRTはほぼシナカルセト用量とは関係しなかっ

た．血漿PTH濃度低下も用量依存的に低下し，シナ

カルセト投与後4～8時間で最も低下し，投与24時間

後の低下率を見ると，非透析日は25mgで15.4％，

50mgで3.5％，100mgで37.0％であり，透析日は，

25mgで22.0％，50mgで36.2％，100mgで40.8％

であった．

また，シナカルセト投与により低下を認めた血清

Ca2＋ 濃度および補正血清Ca濃度に関しては，シナカ

ルセト投与8時間後から低下し，投与後8～12時間ま

では低下が維持され，その後は徐々にベースラインに

戻ることが示されている．SHPTを呈する血液透析

患者において，シナカルセト単回投与時の薬物動態は

透析日と非透析日で同じであり，血液透析はシナカル

セトの薬物動態に影響を及ぼさないことが示されてい

る8）．

また，健常人および保存期腎不全患者，血液透析お

よび腹膜透析患者にシナカルセト75mgを投与した

試験でも，シナカルセトの高い蛋白結合率（92.7～

95.2％）によるため，シナカルセトの薬物動態には腎

障害の重症度および透析は影響を与えないことが示さ

れ，腎機能障害の程度や透析の有無によりシナカルセ

トの用量を変更する必要がないとされている9）．

3 シナカルセトの臨床効果

1） 血中PTH,Ca,P値の低下作用

血液透析患者におけるシナカルセトの単回経口投与

試験では，シナカルセト25mg以上の投与により，

投与2～4時間後を最大とする用量依存的な血漿PTH

濃度の低下が認められ，25,50,75,100mg群におけ

る最大PTH低下率はそれぞれ57±24％，59±16％，

59±23％，72±11％であり，75mg群以外の3群で

は投与後24時間のPTH値がベースラインまで回復

しなかった．血清 Ca値は 75mg以上の投与で投与

8～12時間後を最大とする緩やかな低下を示し，最大

Ca低下量は75mgで1.0±0.7mg/dl，100mgで0.9

±0.4mg/dlであり，24時間後においてもベースライ

ンまで回復しなかった．

シナカルセトの反復経口投与試験では，シナカルセ

ト投与 24時間後の採血による解析で，25,50mgで

は投与3日目および4日目にかけてPTH値が低下し，

8日目までベースライン以下に維持されている．25,

50mgの8日目のPTH低下率はそれぞれ28±17％，

27±34％であり，血清 Ca値は，50mg投与で 5～8

日目においてベースラインに対して5～10％低下し，

血清P値は8日目の解析において，いずれの用量群

でもベースラインより低く，血清Ca×P値も低値を

示している10）．

また腹膜透析患者を対象にした臨床試験では，血液

透析患者と腹膜透析患者間で，PTH低下作用，血清

Ca値，血清P値，Ca×P積値の低下率は同等であっ

た11）．これらの血清Ca値の低下と血清P値の低下は

PTHの低下に同期して見られる．しかも副甲状腺を

摘出した条件下ではほとんど認められない事から，シ

ナカルセトにて明確に観察されるCa,P値の低下作

用は，血中PTHを低下させる事による骨吸収抑制と

骨形成促進によるものと考えられている．このため，

時にはシナカルセト使用により，副甲状腺摘出術に際

して観察される一過性のアルカリフォスファターゼの

上昇を来すいわゆるhungrybone現象が観察される

こともある．いずれにしても，シナカルセトの血清
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Ca値の低下と血清P値の低下作用は明確であり，逆

に言うと高Ca血症と高P血症の維持に果たす骨組織

の役割の大きさに，シナカルセトの使用によって気づ

かされる12）．

さらに，PTH低下作用に関しては，性別，人種，

年齢，透析歴，ベースラインのPTH値，Ca値，P

値，Ca×P値，糖尿病の有無，VD製剤使用の有無の

いずれの因子にも影響されないことも示されている13）．

また，シナカルセトの長期投与（最長3年）を検討し

た報告でも，長期間にわたり，安全に血清Ca値，血

清P値を管理でき，血清PTH低下作用が維持可能で

あった14）．

シナカルセトとガイドラインを照らし合せた報告と

して，K/DOQIガイドラインに関する報告がある．

intactPTH300pg/ml以上，血清 Ca値 8.4mg/dl

以上の透析患者に，シナカルセトを反復投与すること

により血中intactPTH値，血清Ca値，血清P値，

Ca×P積値がK/DOQIガイドライン目標値内に管理

できる患者の割合が増加することが示されている．

平均 intactPTH値が 300pg/ml以下に管理され

た患者比率はシナカルセト投与群では56％であり，

プラセボ群では10％であった．血清Ca値が8.4～9.5

mg/dlに管理された場合はシナカルセト投与群では

49％であったが，プラセボ群では24％とベースライ

ンより減少していた．血清P値が3.5～5.5mg/dlに

管理された場合は，シナカルセト投与群で46％，プ

ラセボ群ではベースラインとほぼ同じ33％であった．

Ca×P積値が55mg2/dl2未満に管理された場合は，

シナカルセト投与群で65％，プラセボ群ではベース

ラインとほぼ同じ36％であった．

intactPTH300pg/ml以下および Ca×P積値が

55mg2/dl2未満に管理された場合は，シナカルセト投

与群で41％，プラセボ群で6％であった．また，進

行した SHPT患者（intactPTH＞800pg/ml）にお

いても，シナカルセト26週投与でintactPTHが300

pg/ml以下に低下した患者比率はシナカルセト投与

群で 22％，プラセボ群で 1％ であり，進行した

SHPT患者では，シナカルセト投与にても目標値の

達成率が低下する傾向は認められたが，いずれのパラ

メーターも改善することも示されている15）．

残念ながら，わが国のJSDTにおける二次性副甲

状腺機能亢進症治療ガイドラインに関する報告は現段

階では存在しないが，図3にわが国のJSDTガイド

ラインに対する各薬剤の効果のベクトルを示した．い

わゆる血清P濃度とCa濃度の目標範囲に向かってど

の薬剤を使用すべきかの参考になろう．活性型 VD

とシナカルセトは傾きが若干異なるが方向性はほぼ逆

であり，作用機序も基本的には異なるため併用療法も

十分考えられる．図4に著者らが現在考えている治療

のラインの私案を示した．参考になれば幸いである．

2） 副甲状腺細胞増殖および過形成抑制

シナカルセト反復経口投与は，5/6腎摘腎不全ラッ

トにおいて，副甲状腺過形成を抑制することが示され
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1） シナカルセト（Calcimimetics）
骨吸収を抑制する事で血清Ca濃度のみならず
血清リン濃度を低下させる事ができる．

2） 活性型ビタミンD
腸管吸収を促進する事で，血清Caを上昇させ
る事ができる．



ているが，シナカルセト投与による副甲状腺細胞過形

成抑はアポトーシス促進によるものではないことが示

唆されている16）．シナカルセト17）や塩酸セベラマー18），

VD19）により腎不全ラットの低下した副甲状腺CaR発

現を回復させることも示されており，臨床において，

シナカルセトに加え，塩酸セベラマー，VDを投与す

ることにより副甲状腺CaR発現の低下を回復させ，

PTH分泌や副甲状腺過形成の進展が抑制される可能

性もある．

シナカルセト投与による頚部エコーをフォローした

報告は少ないが，われわれの施設で，14～18カ月フ

ォローした3症例がある．3例とも副甲状腺総体積は

PTH低下にもかかわらず縮小は認められず，腺内の

血流もシナカルセト服用により明らかに低下している

とは言い難い結果であった．しかし，3例中1例にお

いてspontaneousremissionを起こしたと思われる

エコー像を認め，副甲状腺の活動性が抑制されること

で巨大化した腺のspontaneousremissionが起きや

すい環境となった可能性もあり，非常に興味深い症例

であると思われた．今後，副甲状腺エコーのフォロー

も含め十分検討する必要がある20）．

3） 骨作用

血液透析患者への3年間のシナカルセト投与試験で

は，PTH低下とともに骨密度が増加することが示さ

れている21）．また，血液透析患者と保存期腎不全患者

に対する26週間のシナカルセト投与で，大腿骨骨密

度の増加が示されている22）．また，透析患者のQOL

を評価した論文では，6カ月以上のシナカルセト投与

が末期腎不全患者のPTxおよび骨折の発生を減らす

ことが示されている23）．

骨代謝パラメーターに関しては，日本の透析患者に

14週間シナカルセトを投与したデータでは，骨型

ALP濃度は変動を認めなかったが，オステオカルシ

ン濃度とTRACP濃度は有意に低下が認められてい

る24）．

長期投与を検討したものでは，骨型ALP濃度は，

投与前31.73±18.11U/Lであったものが，投与開始

後上昇し，投与開始20週後では38.30±32.71U/Lま

で上昇し，投与開始24週後以降は低下に転じ，投与

開始52週後では29.72±17.38U/Lに低下を認めてい

る．オステオカルシン濃度に関しては，投与前

156.69±95.42ng/mlであり，シナカルセト投与によ

り徐々に低下し，投与開始52週後では88.66±66.73

ng/mlまで低下を認めている．

TRACP濃度に関しては，投与前9.26±2.55IU/L

であり，シナカルセト投与により徐々に低下し，投与

開始52週後では7.83±2.46IU/Lまで低下を認めて

いる． NTxに関しては， 投与前 374.95±291.50

nmolBCE/Lであり，シナカルセト投与により徐々に

低下し， 投与開始 52週後では 211.91±183.04

nmolBCE/Lまで低下を認めている25）．

4） 異所性石灰化抑制

5/6腎摘腎不全ラットに VD，calcimimeticsを投

与した基礎試験では，コントロール群（5/6腎摘腎不
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全ラット）に比べ，すべての群（VD投与群，calci-

mimetics投与群，VD＋calcimimetics併用投与群）

でintactPTH値は減少していたが，calcimimetics＋

VD併用群で，よりPTHは減少を認めた．

異所性石灰化の検討としては，VD投与群で大動脈・

肺などにCa・P含有量の増加が認められたが，VD＋

calcimimetics併用群では，異所性石灰化抑制作用が

認められ，calcimimetics単独投与群では大動脈・肺

などのCa・P含有量の増加さえ認めなかった．また

VD投与群ではラット生存率が低下していたが，VD＋

calcimimetics併用群で生存率の改善を認めた26,27）．

今後，臨床試験によってもシナカルセトによる異所性

石灰化抑制作用についても検討する必要がある．

5） QOL改善

末期腎不全に合併するSHPTは，骨ミネラル代謝

異常，心血管系合併症のリスクを高め，PTx・骨折・

心血管系による入院などを招き，また腎性貧血・皮膚

�痒感などの合併症も加わることによりQOLの低下・

死亡率の上昇に繋がると考えられている．

北米，欧州，豪州で実施された第II・III相試験の

解析では，26～52週間シナカルセトが投与された

1,184名の血液透析もしくは腹膜透析患者の評価が示

されている．プラセボ投与に対し，シナカルセト投与

が末期腎不全患者のPTx（プラセボ群4.1/100人・

年，シナカルセト投与群0.3/100人・年），骨折（プ

ラセボ群 6.9/100人・年，シナカルセト投与群 3.2/

100人・年），心血管合併症による入院（プラセボ群

19.7/100人・年，シナカルセト投与群15.0/100人・

年）を有意に低下させることが示されている．しかし，

すべての原因による入院（プラセボ群71.0/100人・年，

シナカルセト投与群67.0/100人・年），死亡率（プラ

セボ群7.4/100人・年，シナカルセト投与群5.2/100

人・年）に関しては，シナカルセトによるリスク低下

の傾向はあるものの有意差は認められなかった．

QOLに関しては，SF�36で評価され，各項目のう

ち PhysicalComponentSummaryScore（プラセ

ボ群－0.8，シナカルセト投与群＋0.5），身体の痛み

（プラセボ群 －1.0，シナカルセト投与群＋0.6），全

体的健康感（プラセボ群－1.0，シナカルセト投与群

＋0.2）の三つの指標でシナカルセト投与による有意

な改善効果が示されている．また，PhysicalCompo-

nentSummaryScore5以上の身体機能の大幅な低

下を訴えた患者比率は，プラセボ群（23％）およびシ

ナカルセト投与群（21％）で差はなかったが，Physi-

calComponentSummaryScore5以上の大幅な改

善を認めた患者比率はプラセボ群で20％，シナカル

セト投与群で26％とシナカルセト投与群で有意に多

いことが示されている．また，腎疾患に特異的な

QOLの指標であるKDQOL-CFの平均スコア変化量

は，プラセボ群で －0.8，シナカルセト群で＋0.2で

あり，有意差は認められなかったもののシナカルセト

による改善傾向が認められている23）．今後prospec-

tivestudyおよび，より長期間の検討により生命予

後改善も示される可能性があると思われる．

6） 降圧作用

高血圧を有する自然発症型高血圧ラット（SHR）に

おいて，calcimimetics単回静脈内投与は血圧を低下

させ，正常血圧のWKYラットにおいてcalcimimetics

投与は血圧に影響を与えないことが示されている．

PTxされた SHRおよび WKYラット群でも血圧低

下を認めるが，PTxされたラットにcalcimimeticsを

投与しても降圧作用の増強は認められておらず，

calcimimeticsによる降圧作用は副甲状腺を介したも

のであることが推測されている28）．またcalcimimetics

投与は偽手術ラットの血圧にほとんど影響を与えない

のに対し，部分腎摘腎不全ラットの血圧上昇を持続的

に抑制することも示されている29）．

臨床試験で，血圧に関して十分検討されたものはな

いが，副作用に血圧低下（0.5％），血圧上昇（1.6％）

が記載されており，シナカルセトの血圧に関する影響

は不明である．今後の臨床試験の結果が待たれる．

7） その他の適応症

現在，わが国のシナカルセト投与の適応は，維持透

析下の二次性副甲状腺機能亢進症とされている．その

他の適応症としては，原発性副甲状腺機能亢進症に対

するシナカルセトの有用性が報告されており，尿中

Ca排泄を増加させることなく，安全な血清Ca値の

正常化と血中PTH値の低下が可能であり30,31），欧米

では副甲状腺癌患者の高Ca血症も適応症となってい

る．

また，副甲状腺機能亢進症を合併する末期腎不全患
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者の腎移植後に併発する高Ca血症に対して，シナカ

ルセトを反復投与すると，血中PTH値低下および血

清Ca値の正常化を認めたとする報告もあり，シナカ

ルセトの有用性が示されている32～34）．

また，calciphylaxisによる皮膚潰瘍が，シナカル

セトを使用することにより良好に治癒したという報告

も存在する35,36）．

8） 進行中の臨床試験

シナカルセト使用によりJSDTガイドライン目標

値達成はより可能となると予想されるが，VD製薬や

P吸着薬の併用方法などは大規模かつ長期試験で検討

すべき課題である．

最近，NKFの 2008年 Spring ClinicalMeeting

でparicalcitol単独治療とparicalcitol＋cinacalcet併

用治療を比較した多施設共同後ろ向き試験の結果が発

表された．intactPTHの目標範囲（100～300pg/ml）

の達成率，血清Ca値の目標範囲（8.4～9.5mg/dl），

血清P値の目標範囲（3.5～5.5mg/dl）を達成した患

者の割合は，すべてにおいてparicalcitol＋cinacalcet

併用治療群に比べ paricalcitol単独治療群で高く，

SHPT治療には，まずparicalcitolの用量を最適化す

べきであり，SHPT治療において，VDを最大限利用

する前に cinacalcetによる治療を行うことは問題が

あるかもしれないとされている37）．しかし，本試験で

は，cinacalcetを受けた患者は，VD抵抗性のSHPT

であったと考えられ，今後のランダム化前向き臨床試

験が必要と思われる．

現在行われている臨床試験としては，欧米でSHPT

を伴う透析患者によって重大な合併症である心血管合

併リスクを減少させる目的で，死亡率と心血管系疾患

に関する試験（EVOLVEstudy）が行われている．

また，血液透析患者の血管石灰化に対するシナカルセ

トと低用量VD製剤併用試験（ADVANCEstudy）

が進行中である．

本邦でも，SHPTに対する大規模観察研究が計画

（2HPTアウトカム研究）され，実施される予定で期

待されている．また軽度の二次性副甲状腺機能亢進症

患者を対象に，既存治療（静注VD製剤）群を対照と

した，オープンラベル無作為化比較試験であるシナカ

ルセト塩酸塩の二次性副甲状腺機能亢進症に対する早

期介入の治療効果に関する研究（regparaforearly

stagesecondary hyperparathyroidism treatment

study;RESTstudy）が始まっている．

またマキサカルシトール（MCT）治療中のSHPT

症例において，日本透析医学会による二次性副甲状腺

機能亢進症ガイドラインの管理目標値に達していない

症例（intactPTH180pg/ml以上）に対して，次の

試験がわが国でのみ行われている．すなわち，シナカ

ルセト併用が有効であるかどうか検討し，さらにシナ

カルセト投与に伴う血清Ca値低下に対し，MCT増

量とCa製剤（P低下を目的とするP吸着薬）増量の

どちらが有効なのかを検討することを目的にした，マ

キサカルシトール（MCT）投与中の二次性副甲状腺

機能亢進症患者（SHPT）に対するシナカルセト併用

療法の効果解析検討� MCT増量群とカルシウム

（Ca）製剤増量群とのランダム化比較試験（combined

therapyofmaxacalcitolandcinacalcet;COMACI

study）� である．

さらに活性型VD製剤単独では血清Ca，P，PTH

の管理を維持できない患者において，シナカルセト塩

酸塩を併用し，各々の至適投与量を決定することを目

的とした，二次性副甲状腺機能亢進症に対するファレ

カルシトリオールとシナカルセト併用の有効性と安全

性の調査（combination regimen offalecalcitriol

andcinacalcetinrenalfailurepatients;2CRF

study）も行われることとなっており，欧米の臨床試

験と同様に結果が待たれる．

4 シナカルセトの問題点

1） 副作用

シナカルセト服薬の副作用は様々であるが，ここで

は最も重要である血清Ca値低下と消化器症状につい

て述べる．

血清Ca値低下に関しては，シナカルセトの薬効で

あるとともに，重大な副作用となる危険性がある．本

邦のシナカルセト添付文書には，投与開始にあたり，

血清Ca値が9.0mg/dl以上であることを確認した上

で投与を開始すること，また投与開始時および用量調

節時は週1回血清Ca値を測定し，維持期には2週に

1回以上を測定することと記載されている．一般に，

低Ca血症を呈した場合，筋痙攣などの症状を伴うこ

とが多いが，シナカルセト服薬による低Ca血症の際

には症状を訴えることが少なく，症状から低Ca血症
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を見つけることが困難である．そのため，特にシナカ

ルセト投与開始/増量時は，血清Ca値を頻回に測定

し，服薬状況を十分に確認することが重要だと考えら

れる．

低Ca血症時の対処としては，シナカルセト添付文

書に，血清Ca値が8.4mg/dlの時はシナカルセトの

増量は行わず，7.5mg/dl以下の際は直ちに休薬する

と記載されており，シナカルセトの減量もしくは休薬

により血清PTH値，血清Ca値は速やかに改善を認

める．また，その他の対処として，炭酸Caの投与，

VDの投与，透析液Ca濃度を上げるなどが考えられ

る．その中でもVDの投与は，シナカルセトと合わ

せて，二重のPTH抑制作用も期待できる．VD投与

では腎不全ラットの低下した副甲状腺CaRが回復す

ることが示されており19），シナカルセト投与では腎不

全ラットの低下した副甲状腺VDRが回復することが

示されている38）ことを考えても，シナカルセトとVD

併用による相乗的なPTH抑制効果を認める可能性が

ある．さらにVDの骨外作用も近年報告されている

ことも考慮すると，わが国の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に記載されてい

る血清P値（管理目標値3.5～6.0mg/dl），血清Ca

値（管理目標値8.4～10.0mg/dl）が管理可能であれ

ば，VDを積極的に使用すべきである可能性がある．

また低Ca血症に伴う重要なものとして，心電図の

QT延長があり，不整脈を引き起こす引き金になる可

能性がある．シナカルセト服薬に伴うQT延長は，不

整脈を引き起こすQT延長とは別であるという報告も

あるが，心血管合併症が多い透析患者の背景や電解質

異常の合併などを考慮すると無視できない．シナカル

セト服薬に伴いQT延長が出現した際には，十分に注

意する必要があると思われる．

次に，シナカルセト服薬に伴う副作用で多い消化器

症状について述べる．副作用として出現する消化器症

状は用量依存的に出現し，悪心・嘔吐，胃不快感，食

欲不振，下痢，便秘などが多い．もともと透析患者は

消化器症状を訴えることが多く，シナカルセト服薬に

伴う副作用であるかどうかを判断することは困難であ

るが，シナカルセト服薬開始もしくは増量直後に消化

器症状が出現した際には，シナカルセトの副作用であ

る可能性が高いと思われる．

一般的にはH2blockerもしくはPPIが有効である

と思われるが，透析患者はすでにそれらの薬剤を服薬

していることも多いため，その他の作用機序の異なる

薬剤を試すことも多い．また最近，健常者にシナカル

セトを投与することにより，血清ガストリン濃度が上

昇し，胃酸分泌が増えることが報告されている39）．ガ

ストリンによる胃酸分泌にはガストリン受容体を介す

るものと，ヒスタミン分泌を促しH2受容体を介する

ものがあり，両者とも最終的にはプロトンポンプを介

して胃酸が分泌される．以上のような機序を考えると，

H2受容体拮抗薬や抗ガストリン薬，PPIをまずは使

用する価値があると思われる．しかし，シナカルセト

服用に伴う消化器症状には，その他の作用機序も存在

する可能性もあるため，上記薬剤で効果なければ，作

用機序の異なる薬を試してみる方法もあると考えられ

る．それでも改善しない場合は，いったん減量するこ

とにより消化器症状が改善し再度増量可能な例も存在

するため，シナカルセトを減量/中止し消化器症状の

改善をはかることも重要である．今後，シナカルセト

服薬に伴う消化器症状の発症機序と対処法が解明され

るのを期待したい．

2） 薬物相互作用

シナカルセトは複数の代謝酵素 （CYP3A4，

CYP1A2，CYP2D6）により代謝を受けるため，薬物

の相互作用を考慮する必要がある．

CYP3A4阻害薬であるケトコナゾールとシナカル

セトを併用した際の薬物動態を検討した報告では，ケ

トコナゾールとシナカルセトを併用した際は，シナカ

ルセトを単独投与した場合と比べて，シナカルセトの

AUC0－∞ が 2.3倍，Cmaxが 2.2倍に増加したが，tmax

およびt1/2は変化しなかった．有害事象の出現率は，

シナカルセト単独投与では21％だが，ケトコナゾー

ルとシナカルセト併用では42％と増加を認めた40）．

その他，CYP3A4阻害薬として，アゾール系抗菌薬，

マクロライド系抗菌薬，シクロスポリン，ジルチアゼ

ム，シメチジン，フルボキサミン，HIVプロテアー

ゼ阻害薬などがあり，薬以外ではグレープフルーツジ

ュース等がある．これらとシナカルセトを併用した際

には，シナカルセトの副作用の出現（特に低Ca血症）

に注意する必要があると思われる．

また，シナカルセトはCYP2D6を強く阻害するた

め，CYP2D6で代謝される薬剤と併用する時も注意
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が必要である．抗うつ薬であるデシプラミンとシナカ

ルセトを併用した際の薬物動態を検討した報告では，

デシプラミンを単独投与した場合に比べて，デシプラ

ミンのAUC0－∞ が3.6倍，Cmaxが1.8倍増加し，t1/2

は2倍延長したが，tmaxは変化しなかった．有害事象

の発現率は，デシプラミン単独投与では33％だが，

シナカルセトとデシプラミン併用では86％と増加を

認めた41）．抗うつ薬の他，β遮断薬，アプリンジン・

フレカイニドなどの抗不整脈薬，コデイン・臭化水素

酸デキストロメトルファンなどの鎮咳薬もCYP2D6

で代謝させるため，これらの薬剤を併用する際には，

慎重に使用する必要があり，特に安全域の狭い抗不整

脈薬などは用量を調節するか，併用を避けることも考

慮する必要があると思われる．

また，シナカルセトの薬物動態とは関係ないが，透

析患者はもともと消化器症状を訴える患者が多く，上

記のように消化器症状の副作用も重なって，H2

blockerやPPIを服薬する患者が多い．このような患

者が炭酸Caを服薬してもP吸着作用が低下し，血清

P値が上昇することがあるため，このことも念頭にお

いてJSDTガイドラインで最も重要であるとされて

いる血清P値の管理を行う必要がある．

3） 服薬時間・採血のタイミング

シナカルセトの薬物動態で述べたが，血中PTH値

はシナカルセト投与後2～6時間で最低値をとった後，

徐々に回復するため，服薬時間と採血のタイミングを

考慮することが重要である．透析前に採血をすること

が多く，午前中に透析を行う患者の場合，朝食後にシ

ナカルセトを服薬すると，血中PTH値の低下が過大

評価される可能性が大きい．透析患者の血中PTH値

を評価する場合，シナカルセトの服薬時間の確認およ

び，服薬時間から採血までの時間を一定にして評価す

る必要があり，服薬と採血のタイミングがずれると薬

効や安全性が正確に評価できない．最も良いのは服薬

24時間後に採血するのが望ましいと考えられるが，

服薬コンプライアンスや患者背景を考慮する必要があ

るため，患者個々で服薬時間を考え，毎日ほぼ同時刻

に服薬して同じタイミングで検査することが非常に重

要である．また，検査値が急に変化した場合は，服薬

の確認だけでなく，シナカルセトと相互作用のあるも

のの確認，服薬と検査のタイミングも確認すべきであ

る．

また，シナカルセトを服薬し忘れた場合の対応であ

るが，翌日に倍量服用したり，気づいた時に服用した

りすると，低Ca血症といった副作用が出現するリス

クが上昇すると考えられる．服薬しないとPTHが上

昇してくるが，一時的にPTHが上昇したことによる

影響と，シナカルセトによる副作用（特に低Ca血症）

を比較すると，後者のほうが危険であると考えられる

ため，シナカルセトを服薬し忘れた場合は，気づいた

日の分は服薬しないことが推奨される．

おわりに

2008年1月よりシナカルセトが使用可能となり，

また，新たなP吸着薬として，炭酸ランタンも治験

中で，2008年度中にも承認される可能性もある．こ

れらの薬剤の登場により，CKD-MBD治療も大きく

変化し，生命予後改善にも貢献する可能性を大いに秘

めている．しかし，シナカルセトは登場してまだ間が

ないため，現在認められていない副作用が出現する可

能性は否定できない．しかし，新しい適応症も発見さ

れる可能性もあり，動物実験も含め，今後の検討が期

待される．そして，本邦において，維持透析患者の

SHPT以外の適応症拡大にも期待したい．

また，最近，SHPTの治療薬としても使用されて

いるVDの骨外作用に関する論文が散見される．興

味深いものでは，VD欠乏が心血管疾患発症のリスク

因子である可能性があるとする報告がある42）．しかし，

CKD患者におけるVD療法の価値は不明との報告も

あり，今後，CKD患者におけるVDの有益な効果が

あるかは検討する必要があると思われる43）．また，前

記の NKFの 2008年 SpringClinicalMeetingの報

告も踏まえて，シナカルセトと同様にVDを絡めて，

今後のCKD-MBD治療を考えていく必要があると思

われる．そのためにも，CKD早期から CKD-MBD

全体を見据えた臨床研究を期待し，今後発表されるで

あろう欧米および本邦の臨床試験などの結果をもとに，

進化したガイドラインが発表され，CKD患者全体の

QOL・生命予後の改善に繋がっていくことを期待し

たい．
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要 旨

透析患者の薬物投与設計では活性代謝物の蓄積，蛋

白結合率の変化，薬物の透析性などを考慮に入れる必

要がある．また透析患者の多くが高齢者であり，加齢

による薬物動態の変化も併せて考慮する必要がある．

腎排泄性薬物は透析患者では蓄積し，中毒性副作用を

起こしやすいが，尿中未変化体排泄率によって投与設

計が可能である．そのため，透析患者における中毒性

副作用の大多数が医原病であることを認識すべきであ

る．

はじめに

腎臓は，薬物の排泄経路として最も重要な臓器であ

り，腎からの排泄率の高い薬物では排泄が遅延し，正

常腎機能者と同じ用量・同じ間隔で投与すると，蓄積

による中毒性副作用を起こすことがある．ジゴキシン

やバラシクロビル（バルトレックス�）などによって

痛い思いをされた先生方も多いであろう．しかもジゴ

キシン，アマンタジン，シベンゾリンは組織移行性が

高く，いかなる血液浄化法によってもほとんど除去さ

れないため，透析患者ではより慎重な投与設計が必要

である．しかし，このような薬物の腎不全患者への適

切な投与方法は，患者の腎機能，薬物の尿中排泄率に

よって有効かつ安全な投与設計が可能である．そのた

め，透析患者で生じる中毒性副作用は医原病と考えな

ければならない．

1 透析患者の薬物動態の特徴

1） 腎排泄性薬物の蓄積～透析患者にバンコマイシ

ンはなぜ1週間に1回の投与でよいのか～

当然のことではあるが透析患者だからといってすべ

ての薬物の投与量を減少させる必要はない．降圧薬の

α遮断薬やCa拮抗薬などは肝代謝によって消失する

薬物であるため，通常用量を用いる．しかし，全身ク

リアランスに対する腎クリアアランスの寄与の大きい

薬物は減量を考慮する必要がある．そのような腎排泄

型の薬物は血中消失半減期が延長してくる．その延長

の程度にあわせて，投与間隔を延長させ，そして有効

血中濃度内に入るように1回の投与量を設定するのが

最も簡単な方法であろう．ただし効果発現時間を遅ら

せないために，初回投与量は通常量を投与するのが実

際的である．添付文書によるとCa拮抗薬のニフェジ

ピンは24時間以内の尿中排泄率が70～80％と書かれ

ているが，ほとんどが薬理学的活性がない代謝物とし

て尿中に排泄されるため，腎不全患者でも減量する必

要はない．減量すべき薬物は尿中未変化体（または活

性体）排泄率の高い薬物である（表 1）．たとえば，

バンコマイシンの90％，アセタゾラミドの95％が未

変化体として尿中に排泄される．またアロプリノール

の尿中排泄率は10％と低いものの，活性代謝物の尿

中排泄率が70％と高いため，活性代謝物が蓄積する

ことによって中毒性の副作用が発生しやすい．

尿中未変化体（あるいは活性代謝物）排泄率の高い
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表1 透析患者で減量すべき薬物

薬効 薬物名 商品名 尿中未変化体排泄率 透析患者の至適投与方法 起こりやすい中毒性副作用

鎮痛解熱薬 アセトアミノフェン
【禁忌】

カロナール錠 3～5（抱合体の腸肝
循環により，親化合
物の血中濃度が上昇
する）

1回 600mgを 1日 12回，頓用では 1回
600～1,000mg

肝障害，喘息誘発

鎮静薬 ミダゾラム ドルミカム 0（活性を持つ抱合
体の蓄積により副作
用が現れやすい）

活性代謝物の蓄積により鎮静作用が増強す
ることがあるため常用量の50％に減量

鎮静作用・昏睡の持続

抗精神病薬 スルピリド ドグマチール 90～93 1回量を2～3日おきに投与 錐体外路症状，アカシジア，
嚥下障害

抗てんかん薬 ガバペンチン ガバペン 100 初日 1日量 200mg，以降は透析後に 200
～400mg

傾眠，倦怠感，幻暈，浮腫

抗うつ剤
（SNRI）

ミルナシプラン トレドミン 60 1/2に減量 頭痛，排尿障害，錯乱，振戦

躁病治療剤 炭酸リチウム【禁
忌】

リーマス 95 25～50％に減量 嘔吐，運動失調，錯乱，振戦

徘徊・せん妄
改善薬

チアプリド グラマリール 72％以上 1/3に減量 食欲不振，傾眠，嚥下障害

抗痙縮剤 バクロフェン ギャバロン，リオレ
サール

69 1回10mgを1日1回 傾眠，意識障害，呼吸抑制

パーキンソン
病治療薬

プラミペキソール ビ・シフロール 87.6 本剤の排泄が極めて遅延する恐れがあり，
十分な使用経験がないため，状態を観察し
ながら一層，慎重に投与する

特発性睡眠，傾眠

抗アレルギー剤 ベポタスチン タリオン 75～90 1回10mgを1日1回 造血機能障害，精神神経症状

抗リウマチ剤

アクタリット オークル，モーバー 100 代謝を受けず，ほぼ100％尿中へ未変化体
として排泄されるため極めて慎重に投与す
る必要性があるものと思われる

腎障害（ネフローゼ），汎血
球減少，消化器症状

オーラノフィン【禁
忌】

リドーラ 60 投与禁忌だが1錠/日で血中の金濃度は健
常人の常用量投与時と同程度

ブシラミン リマチル 活性代謝物が蓄積 投与禁忌だが透析日のみ透析後1錠という
報告あり

痛風治療剤 アロプリノール ザイロリック 未変化体10％
活性代謝物70％

1日1回50mgまたは透析後に1回100mg
×週2～3回，CAPD患者では50mg/日

剥奪性皮膚炎，汎血球減少，
肝障害

急性心不全治
療薬

ミルリノン ミルリーラ 93～98 0.25γから開始するなど少量より投与を開
始し常用量の5%，に減量

心室頻拍，心室細動，血圧低
下

強心配糖体

ジゴキシン ジゴシン 75 内服:1回0.125mgを週3～4回服用，た
だし，筋肉量の少ない患者（特に女性）で
は1回0.125mgを週2回服用する．

食欲不振，視覚障害，不整脈
メチルジゴキシン ラニラピッド 未変化体47％

ジゴキシン35％
0.05ｍｇを週3～4回服用

デスラノシド ジギラノゲンC 60 減量の必要はあるが，薬物動態が解明され
ていないため，ジゴキシンを用いた急速飽
和療法を行う方がよい

抗不整脈薬

ジソピラミド リスモダン 50 内服:カプセル100mg分2～150mg分3 視覚障害，低血糖

プロカインアミド アミサリン 未変化体55％
活性代謝物81％

1回量同じで投与間隔 12～24hrまたは
350～400mgを12～24hrおきに投与

心室頻拍，心室細動，血圧低
下

シベンゾリン【禁忌】 シベノール 60 急激な血中濃度上昇により意識障害を伴う
低血糖などの重篤な副作用を起こしやすい
ため禁忌

低血糖，意識障害

ソタロール【禁忌】 ソタコール 75 重篤な副作用が発現するおそれがあるため
禁忌

徐脈，QT延長，うっ血性心
不全

ピルジカイニド サンリズム 80 25mgを48hr毎から開始し，効果が認め
られなければ（特に体格の大きい患者）1
日1回50mgまで増量する

刺激電導障害，心室細動

高 脂 血 症 用
剤*

ベザフィブラート【禁
忌】など

ベザトールSR 70 横紋筋融解症があらわれることがあるため
投与禁忌

横紋筋融解症

眼圧降下剤 アセタゾラミド ダイアモックス 90 内服:0.85～1mg/kg/日;ほとんどの患者
では125mgを週3回投与で良好にコント
ロール可能である

精神錯乱

気管支拡張薬 サルブタモール ベネトリン 64 報告により尿中未変化体排泄率が 8.8～
64.2％と異なるため正確なデータがないと
投与設計できない

低カリウム血症

ビグアナイド
系血糖降下剤

ブホルミン【禁忌】 ジベトス 85 乳酸アシドーシスを起こしやすいため，高
齢者を含む軽度腎障害を含み腎不全には投
与禁忌

乳酸アシドーシス
メトホルミン【禁
忌】

グリコラン，メルビ
ン

80～100 乳酸アシドーシスを起こしやすいため，高
齢者を含む軽度腎障害を含み腎不全には投
与禁忌

血糖降下剤 インスリン ペンフィルなど 腎で代謝される 50％に減量 低血糖の遷延

H2拮抗薬
ファモチジン ガスター 80，70 内服:透析後20mg，または1日1回10mg 精神錯乱，汎血球減少

ラニチジン ザンタック 内服:1日75mg寝る前

抗コリンエス
テラーゼ

ジスチグミン ウブレチド 85 1/2～1錠/日 コリン作動性クリーゼ
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薬効 薬物名 商品名 尿中未変化体排泄率 透析患者の至適投与方法 起こりやすい中毒性副作用

ヨード造影剤*イオパミドールなど イオパミロン 90 用量を減じ，透析前に造影検査．CAPD
では除去効果が低いため，一時的な血液透
析の併用を考慮する

腎障害

MRI用造影
剤

マグネビストなど
【禁忌】

ガドペンテト酸メグ
ルミン

91～99 腎性全身性線維症を起こすことがあるため
原則禁忌だが，用量を減じ，透析前に造影
検査．CAPDでは除去効果が低いため，
一時的な血液透析の併用を考慮する

全身性線維症，急性腎不全

免疫抑制剤 ミゾリビン ブレディニン 80 10～25％に減量 骨髄抑制

アミノ配糖体

アルベカシン ハベカシン

80

初回量3mg/kgを用い，以後は透析後に
2.4mg/kg投与する．

聴覚障害，腎障害

イセパマイシン エクサシン，イセパ
シン

初回投与量2mg/kg，次回は透析後に1.6
mg/kg投与する．投与期間は2週間以内
とし，必ずTDMを実施する

ゲンタマイシン ゲンタシン 初回 300～400mg（6～8mg/kg）投与，
以後は透析後に 200～300mg（4～6mg/
kg）投与．

カルバペネム
系

イミペネム チエナム 70 痙攣が発現しやすいため，他剤を選択する
がやむをえないときには0.25gを24hr毎

痙攣，意識障害

グリコペプチ
ド系

バンコマイシン バンコマイシン注 90 初回 30mg/kg投与し，2回目以降は 20
mg/kgを４～7日おきに投与

聴覚障害，腎障害テイコプラニン タゴシッド 55％以上 初回負荷量800mg，2・3日目は400mg，
4日目以降は透析後に200mgまたは5日ごと
に400mg投与．TDMを必ず実施すること

抗結核薬

エタンブトール エサンブトール 85 1日1回250mg 視覚障害，肝障害

ストレプトマイシン ストレプトマイシン 80 1回0.5gを週2回，透析後に投与
聴覚障害，腎障害

カナマイシン カナマイシン注 80 1回0.5gを1週間に2回透析後

サイクロセリン サイクロセリン 65 250mgを24時間おきに 精神錯乱

ニューキノロ
ン*

レボフロキサシンな
ど

クラビットなど 87 4日までは1日1回100mg投与，それ以
後は100mgを隔日投与

意識障害，痙攣

抗真菌剤

フルシトシン アンコチル 90 透析後に25～50mg/kgを1回投与 骨髄抑制，肝障害

フルコナゾール ジフルカン

70

腎排泄性ではあるがある種のカンジダでは
MICが高いため注射・内服ともに透析後に
初回投与量 8～16mg/kg投与，2回目以
降は週3回，透析後に5～10mg/kg投与

痙攣，意識障害，幻覚，肝障
害

ホスフルコナゾール プロジフ 透析後に通常用量投与する

抗ウイルス薬

アシクロビル ゾビラックス

80

注射:初回5mg/kg，以後週に3回透析後
に 5mg/kg投与．内服 :帯状疱疹では体
重 55kg以上のとき 800mg分 1，40＜体
重≦55kgのとき 600mg分 1，体重≦40
kgのとき400mg分1．単純疱疹では帯状
疱疹の1/2量．非透析時半減期が約20hr
であるから1日1回投与に

呂律困難，痙攣，精神神経症
状

バラシクロビル バルトレックス 500～1,000mgを48時間おき（帯状疱疹），
500mgを24時間おき（単純疱疹）

ガンシクロビル デノシン 95 注射・内服ともに500mgを週3回透析後
に，維持投与量は 0.625mg/kgを週 3回
透析後に

骨髄抑制，精神神経症状

ラミブジン ゼフィックス，エピビル 85 初回35mg，以後10mg/日に減量する 過量投与による中毒症状は不明

エンテカビル バラクルード 80 0.5mgを 7日に 1回．ラミブジン不応患
者には１mgを7日に1回．

代謝性アシドーシス，頭痛

リバビリン【禁忌】 レベトール 50 投与禁忌 骨髄抑制，意識障害

アマンタジン【禁忌】 シンメトレル 90 1回50～100mgを7日おき 幻覚，不隠，せん妄，幻視

オセルタミビル タミフル 70（活性代謝物 99
％という説もあり）

1回75mgを単回投与し，以後投与しない 嘔気，嘔吐，幻暈

インターフェロンα スミフェロン，イン
トロンAなど

腎で代謝される 300万単位を週3回透析後に投与 抑欝，間質性肺炎

抗癌剤

メトトレキサート【禁
忌】

メトトレキセート 90 投与禁忌 葉酸欠乏，腎障害

ギメラシル【禁忌】 ティーエスワン 52.8 重篤な腎障害のある患者ではギメラシルの
排泄遅延により血中濃度が上昇するおそれ
があるため禁忌になっている

骨髄抑制，下痢，口内炎

カルボプラチン パラプラチン 70 Calvert式:推奨投与量＝AUC×（GFR＋25）
を用いて投与設計する．ただし，目標
AUCは以前に他の抗ガン剤が用いられて
いず，本剤を初回投与するときにはAUC
7mg/mL・minを目標に投与設計し，繰
り返し投与の時にはAUC4～5mg/mL・
minを目標に投与設計する

血小板減少

シスプラチン【禁忌】 ランダ 50 腎障害を悪化させ，腎からの排泄が遅れ，
重篤な副作用が発現するため重篤な腎障害
では禁忌になっている

腎障害，嘔吐，聴覚障害，胃
腸障害

ブレオマイシン【禁
忌】

ブレオ 65 常用量の50％に減量するが，重篤な腎機
能障害時には禁忌

肺線維症，胃腸障害，皮膚肥
厚

尿中排泄率が報告によって異なる場合にはその平均値を採用した．尿中排泄率は個人差がある事に留意されたい．
＊は同一薬効であっても薬物によって尿中排泄率に差がある．
この表には厳密な投与設計を必要とする腎排泄性薬物の主なものをあげたが，腎排泄性薬物は全薬物中の1～2割を占めるに過ぎない．しかもその中の多くが比較的安全
域の広い薬物，セフェム系・ペニシリン系抗生物質やACE阻害薬などであり，カルバゾクロム，トラネキサム酸なども腎排泄型であるが安全性は高い．



薬物では，蓄積することによって中毒性の副作用をき

たしやすい．添付文書に書かれている尿中排泄率は時

として活性のない代謝物を含めたものを示すことがあ

るが，この場合の尿中排泄率は尿中回収率を意味する

ものであり，透析患者の投与設計にまったく役に立た

ない．活性のない代謝物がいくら蓄積しても中毒性副

作用を起こすことはないからである．薬物の尿中未変

化体排泄率および患者の腎機能から，至適投与量を求

めるには，次式で示されるGiusti�Hayton法がある1）．

投与補正係数（R）＝1－尿中排泄率×

（1－腎不全患者のCLCr/100）

CLCrは患者のクレアチニンクリアランスを示し，

正常値を100mL/minとしているが，CLCrの代わり

にGFRを用いればより正確な投与設計が可能である．

CKD患者への投与量＝常用量×R

上記の式により投与間隔を変えずに1回投与量を減

量する方法，または以下の式によって1回投与量を変

えずに投与間隔のみを延長する方法がある．

CKD患者の投与間隔＝通常投与間隔×1/R

ただし1回投与量減量法を用いて腎排泄性薬物を透

析患者に投与する際には，半減期延長により，有効治

療濃度に達するのに数日～数週間を要することがある．

透析患者であっても初回投与量まで減量すべきではな

いことに留意する必要がある．

透析患者ではほぼ腎機能が廃絶していると考えてよ

いが，血液浄化法による腎機能の代償は薬物によって

異なるが，ほぼ0～10％程度と考えてよい（表 2）．

Giusti�Hayton法における CLCrには透析患者の場

合，筆者は便宜上5mL/minを代入しているが，0を

代入しても10を代入しても得られる値に大差はない．

そのため尿中排泄率90％のバンコマイシンであれば，

無尿患者であれば10％の投与量を持続するか，1日

用量を10日おきに投与すればよいと考えられる．た

だし無尿患者では血液浄化法が腎機能の5％を肩代わ

りしていると考えると

投与補正係数（R）＝1－0.9×（1－5/100）＝0.145

となり，その投与間隔は

1/投与補正係数＝1/0.145＝6.9（日）

になる．このことにより透析患者ではバンコマイシン

を1日量投与したら，1週間おきに投与すればよい理

由が理解できるであろう．

ただしバンコマイシンの殺菌効果はAUC（血中濃

度下面積），つまり投与量と相関し，腎毒性のある薬

物の腎毒性を増強するものの，バンコマイシン単独で

の腎障害はきわめてまれということが明らかにされて

いる2）．そのため最低血中濃度（トラフ値）を，従来

の5～10μg/mLよりも15～20μg/mLと高めに投与

設計すると臨床効果も上がることが期待されるため3），

1週間おきよりも投与間隔をやや短縮すべきかもしれ

ない．

透析患者で尿中排泄率の高い薬物は半減期も著明に

延長する．バンコマイシンの場合，非透析時半減期は

200時間以上，透析を含めた全体の半減期は約100時

間に延長している．薬物を連続投与した場合，血中薬

物濃度は上がり続けるわけではなく，半減期の4～5

倍程度の時間で定常状態に達する．そのため，1回投

与量減量法では血中薬物が有効治療濃度域内に入るの

にバンコマイシンの場合，約2週間の長期間を要する

ため，初回20mg/kgを負荷投与し，投与間隔をあ

ける方法が推奨される．
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表2 生体腎と各種血液浄化法のクリアランス （mL/min）

小分子量物質 中分子量物質

物質名

分子量

尿素

60

クレアチニン

113

ビタミンB12

1,355

イヌリン

5,500

生体腎

HD×1/14

HF（20L置換）×1/14

CAPD（2L×4回/日）

59.9

13.4

5.9

7.0

110

9.2

5.9

6.7

100.0

3.0

5.9

4.8

109.9

0.5

5.9

3.6

透析療法合同専門委員会:血液透析療法ハンドブック，1997を加筆修正．
HF:血液濾過 HD，HFは1回4時間×週3回のため，生体腎と比較するため，1/14とした．

ほ
と
ん
ど
の
薬
物



［例題］

患者は55歳，男性で身長170cm，体重60kgの透

析歴5年の無尿の透析患者である．ファモチジンの投

与設計を如何にすべきか？ ファモチジンの尿中未変

化体排泄率は80％とする．

［解答］

この症例は無尿であることからCLCrはゼロと考え

られる．投与補正係数＝1－尿中排泄率×（1－腎不全

患者のCLCr/100）であるが，血液浄化法によるクリ

アランスは健常者の腎機能の5％とし，健常者のCLCr

を100mL/minとし，Giusti�Hayton法の考え方を

透析患者に当てはめると，投与補正係数＝1－0.8×（1－

5/100）＝0.24となる．投与量は常用量40mgに0.24

をかけて9.6mgとなるため，通常用量の1/4の1日

10mgあるいは透析後に20mgを投与してもよい．

ただしファモチジン錠のバイオアベイラビリティは約

40％と低いため，1回5mgを1日1回あるいは1回

10mgを週2回，注射薬の場合，透析後に投与する．

2） 活性代謝物の蓄積

透析患者では活性代謝物が蓄積して思わぬ副作用を

起こすことがある．ジソピラミドによる抗コリン作用

の増強，グリベンクラミド，アセトヘキサミド，ナテ

グリニド（経口血糖降下剤ではミチグリニドのみ透析

患者で投与可能）による血糖降下作用の増強，アロプ

リノールの様々な致死性副作用は活性代謝物の蓄積に

よって起こると言われている．ただし最近になり，ア

ロプリノールで多発し，時として致死性に進行する中

毒性表皮壊死症はHLA�B*5801の遺伝子多型による

という報告があり4），日本人でのHLA�B*5801など

の一塩基変異多型（SNP）を有する人口比は不明で

あり，このSNPを有する人が必ずしも発症するとは

かぎらないものの，今後，注目すべきであろう．

モルヒネ，ミダゾラムの傾眠傾向の延長は活性を持

ったグルクロン酸抱合体が蓄積することに起因するた

め，透析患者ではモルヒネやコデイン（モルヒネの前

駆体として鎮痛療法に用いられる）の使用を避けてオ

キシコドンやフェンタニルを使用すべきであるといわ

れている5）．

また添付文書に記載されている腎機能に応じた用量

調節を行っても，意識障害などの副作用報告の絶えな

いアシクロビル（ゾビラックス�），バラシクロビル

（バルトレックス�）による副作用は，活性代謝物が

蓄積するためという説もある（表3）6）．

3） 抱合体の蓄積と腸管循環による血中濃度上昇

アセトアミノフェンの尿中未変化体排泄率は3～5

％と低いため，透析患者でも減量の必要はないよう

に思われがちだが，透析患者に連続投与すると血清ア

セトアミノフェン濃度は健常者の約3倍に上昇し7），

半減期も2倍以上に延長する8）．これは非常に水溶性

の高いグルクロン酸抱合体･硫酸抱合体が健常者であ
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表3 腎不全で問題となる活性代謝物の蓄積

薬物名 活性代謝物 活性代謝物の作用

ジソピラミド

プロカインアミド

アセトヘキサミド

クロルプロマミド

グリベンクラミド

ナテグリニド

モルヒネ

コデイン

メペリジン

ミダゾラム

ケトプロフェン

リドカイン

イミプラミン

クロフィブレート

ミコフェノール酸モフェチル

ニトロプルシドNa

アロプリノール

モノ�N�デアルキルジソピラミド

N�アセチルプロカインアミド

ヒドロキシヘキサミド

2�ヒドロクロロクロルプロマミド

4-trans-OH体，3-cis-OH体

M1代謝物

モルヒネ�6�グルクロニド

モルヒネ�6�グルクロニド

ノルメペリジン

αヒドロキシミダゾラム抱合体

ケトプロフェングルクロン酸抱合体

グリシネクスリダイド

デスメチルイミプラミン

クロロフェノキシイソブチル酸

ミコフェノール酸グルクロン酸抱合体

チオシアネート

オキシプリノール

強力な抗コリン作用・低血糖

抗不整脈作用の増強

血糖降下作用の増強

血糖降下作用の増強

血糖降下作用の増強

血糖降下作用の増強

傾眠傾向・鎮静作用の持続

傾眠傾向・鎮静作用の持続

弱い鎮痛作用，中枢刺激作用

傾眠傾向・鎮静作用の持続

胃障害･腎障害の増強

痙攣などの中枢障害

抗うつ作用の増強

脂質低下作用，直接骨格筋を障害

胃腸障害（用量制限副作用になる）

中枢毒性

キサンチンオキシダーゼの抑制，剥脱性

皮膚炎・汎血球減少など



れば速やかに尿中に排泄されるはずであるが，末期腎

不全では蓄積し，血中濃度はそれぞれ三十数倍，十数

倍に上昇する7）．おそらく蓄積した抱合体は胆管に存

在する排泄トランスポータによって能動的に高濃度で

胆汁中に排泄され，十二指腸から小腸，結腸に移行す

る過程で，腸内細菌あるいは腸管に存在する脱抱合酵

素によって，再び活性体（親化合物）になることが想

定される．その結果，アセトアミノフェンとして再吸

収され，腎不全患者の血清アセトアミノフェン濃度は

健常者の約3倍に上昇し，半減期も2倍以上に延長す

ると考えられる．つまり腎不全患者では腸肝循環によ

って血清アセトアミノフェン濃度が上昇するものと考え

られる（図1）．

当然，末期腎不全患者にアセトアミノフェンを投与

する場合には1/3に減量，あるいは投与間隔を2～3

倍に延長すべきであろうが，わが国の添付文書の用量

（1,500mg/日が上限に対し，米国では4g/日，英国で

は6g/日まで投与可能）では鎮痛効果が十分に得ら

れないため，日本人でも単回投与では1,000mgを推

奨する報告があり9），連続投与する場合には末期腎不

全患者でも1,500mg分3，あるいは1,200mg分2投

与が適正と考えられる．ちなみにアセトアミノフェン

も他のNSAIDs同様，添付文書上では重篤な腎障害

には禁忌となっているが，中枢神経系におけるプロス

タグランディンの合成を阻害して鎮痛・解熱効果をも

たらす一方，末梢のプロスタグランディンには作用し

ないため，抗炎症作用はほとんど期待できない.その

代わりに NSAIDsに伴う消化性潰瘍・消化管出血，

腎障害，抗血小板作用による出血リスク増大の

NSAIDsに共通する3大副作用がほとんどないため，

CKD患者にはNSAIDsにとって代わるべき鎮痛薬と

なるべきであると考えられる．ただし，アセトアミノ

フェンには大量投与により肝障害が発症しやすいため，

連続投与する場合にはAST，ALTなどの肝機能のモ

ニタリングは必須である．

4） 蛋白結合率の変化

透析患者では酸性薬物の蛋白結合率が低下しやすい．

フェニトインやバルプロ酸などでは総血中濃度が有効

治療域に入っていても，非結合型分率が高いために中

毒を起こすことがある．透析患者における酸性薬物の

蛋白結合率の低下の原因としては

① 低アルブミン血症

② 尿毒症性物質が蓄積によって薬物とアルブミン

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.2 2008280

図1 腎不全患者におけるアセトアミノフェンの腸肝循環

末期腎不全患者ではアセトアミノフェンの抱合体が蓄積して胆汁に排泄され，腸内で脱抱合を受けて再び吸収

されるため，連続投与により血清アセトアミノフェン濃度は約3倍に上昇する．

（臓器のイラストは，持田製薬（株）の許可を得てhttp://www.mochida.co.jp/dis/material/illust/shokaki.html

より引用，改変）



との結合を競合する

③ 尿毒症性物質の蓄積によるアルブミンの構造変

化によって薬物と正常に結合できない

など諸説ある．しかし透析患者では，尿毒症性物質の

蓄積よりも最も大きな変動要因と思われる血清アルブ

ミン濃度によって，投与設計が可能と思われる10）．

また，リドカインやジソピラミドのような塩基性薬

物の一部はα1酸性糖蛋白と結合するが，透析患者で

は血清α1酸性糖蛋白濃度が上昇することが多く，非

結合型分率が低下するため総濃度の測定では期待した

効力が得られないことがある．今回例にあげた薬物は

すべてTDM（治療薬物モニタリング）の対象薬物で

あるため，TDMを実施することによって誤った投与

設計を行う可能性がある．以上のような薬物を透析患

者に用いる際には遊離型薬物濃度測定が有用である．

5） 非吸収性薬物の蓄積

通常，消化管吸収されない水溶性薬物のバンコマイ

シン散やカナマイシンカプセルは，腸炎の悪化により

吸収されることがある．バンコマイシン，カナマイシ

ンの尿中排泄率は各々90％，80％と高いため，腸炎

の炎症所見の強い透析患者に長期連用する際には血中

濃度が異常上昇することがある11）．このような場合に

は例外的に血中濃度測定による治療薬物モニタリング

（TDM）の実施が望まれる．

2 加齢に伴う薬物療法の変化

透析患者の平均透析導入年齢は66歳と導入時から

高齢化しており，「透析患者の薬物療法≒高齢者の薬

物療法」といえる．以下に高齢透析患者における薬物

療法について考えてみたい．

1） 加齢による薬物分布の変化

高齢者では体重と臓器重量の減少，脂肪組織の増加

および除脂肪体重（leanbodyweight）の減少が認

められる．体内水分量は通常成人60％に比し約50％

と低下するため，セフェム，ペニシリンなどのβラク

タム系抗菌薬や，アミノグリコシド系抗菌薬のような

水溶性薬物の体内水分への移行量が若年者に比し低下

している（分布容積が小さくなっている）が，透析患

者では溢水になりがちなため，通常はこの程度の変化

では血中濃度の異常上昇は認められない．しかし，脱

水を伴う場合には血中濃度が上昇し，アミノグリコシ

ド系抗菌薬では不可逆的な聴覚障害，イミペネムでは

痙攣などの中毒性副作用が起こりやすくなる．

逆に高齢者では脂溶性薬物の脂肪内組織への分布が

増加し，分布が平衡に達する時間も延長する．つまり

高齢透析患者がジアゼパムのような脂溶性薬物を服用

すると，血中濃度は見かけ上，低下するが，服用を続

けることにより，脂肪組織へ薬物が蓄積し，消失半減

期の延長とともに作用時間が延長することが考えられ

る12）．一方，分布容積の低下する水溶性薬物では消失

半減期は一般透析患者に比し短縮する．腎排泄性薬物

であるジゴキシンは透析患者では減量すべきである．

さらに骨格筋に高濃度で分布する薬物であるため，高

齢者，特に筋肉量が少ない高齢女性では血中濃度が上

昇するため，さらなる減量が必要である13）．

2） 加齢による薬物代謝の変化

加齢とともに肝重量と肝血流量は低下し，肝細胞そ

のものの減少，代謝酵素活性が低下することが報告さ

れている．代謝の中心的な臓器は肝臓であり，多くの

薬物はチトクロームP�450（CYP）によって酸化，

還元，あるいは加水分解を受ける（第I相薬物代謝）．

CYPによる多くの薬物の肝代謝能は加齢により全般

的に低下するため，多くの薬物のクリアランスは高齢

者で低下する．

加齢による肝血流量の低下は，肝血流依存型薬物の

肝臓における薬物の消失に大きく影響する．例えば，

高いクリアランスをもつ抗不整脈薬リドカイン（キシ

ロカイン�），β遮断薬プロプラノロール（インデラ

ル�），麻薬性鎮痛薬モルヒネなどの肝血流依存型薬

物を静脈内投与した場合，最大血中濃度は大きく増加

するが，血中半減期はやや延長するのみであるため1

回投与量を減量する必要がある．

第I相薬物代謝に次いで多くの薬物はグルクロン酸

抱合，アセチル化，硫酸抱合などの修飾を受ける（第

II相薬物代謝）ことによって代謝物の水溶性が増し，

腎機能正常者では主に尿中に，透析患者では透析によ

って排泄される．抱合による代謝はCYPによる代謝

と異なり加齢による影響をほとんど受けないことが知

られている14）．

高齢者に睡眠薬や抗不安薬を使用する際には，

CYP3A4発現量の低下による代謝能低下によって蓄
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積を起こしやすいので，半減期の短いものを使用した

ほうがよいが，超短時間型では常用量でも記憶障害や

行動異常などの精神神経症状や，ふらつきによる転倒

などが危惧されるため，常用量の半量程度から始める

など投与量に注意する．ただし催眠薬のロルメタゼパ

ム（エバミール�，ロラメット�），抗不安薬のロラ

ゼパム（ワイパックス�）はもともと構造中に水酸基

を有しているため，CYPによる代謝を受けることな

く直接グルクロン酸抱合される．そのため高齢者でも

減量を必要とせず，より安全と考えられる12）（図1）．

高齢者では筋弛緩作用による転倒事故も考えられるの

で，筋弛緩作用の少ない非ベンゾジアゼピン系のゾル

ピデム（マイスリー�），ゾピクロン（アモバン�）

も選択枝として考えられる．

3 薬物の透析性

～透析による除去性は予測可能か～

透析によって除去されやすい薬物は透析中，あるい

は透析後に補充する必要がある場合がある．しかし，

薬物によっては透析直後の血中濃度は低下していても，

その後，組織から血中に再分布するリバウンド現象が

現れることがある．バンコマイシンには顕著なリバウ

ンド現象が認められることはよく知られているが15），

強弱に違いはあるもののすべての薬物でリバウンド減

少は認められる．そのため透析直後の血中薬物濃度か

ら投与設計すると過量投与になる可能性がある．

薬物の透析による除去性を予測するパラメータとし

ては，①蛋白結合率，②分布容積，③分子量，の三つ

が最も重要である．最近のわれわれの検討によって，

（1－蛋白結合率/100）/分布容積，が薬物の透析による

除去性を予測する最良のパラメータであり，この式を

様々な透析条件によって補正することによってさらに

予測性が高くなることが明らかになった．分子量が大

きくなれば，拡散が中心である通常の透析では除去さ

れにくくなるのは事実であるが，多くの書物に書かれ

てあるように「分子量500以上の薬物は透析で除去さ

れにくい」というのは必ずしも正確ではなく，実際に

は蛋白結合率と分布容積のほうがより重要なパラメー

タである．蛋白結合率が90％以上の薬物，分布容積

が 2L/kg以上の薬物，あるいは蛋白結合率が 80％

以上でかつ分布容積が1L/kg以上の薬物は透析によ

って除去されないと判断できる16）．

文 献

1） GiustiDL,HaytonWL:Dosageregimenadjustment.

DrugIntelClinPharmacy,7;382�387,1973.

2） 緒方宏泰，越前 宏,俊増原慶壮,編:薬剤性腎機能不全.

アプライドセラピューティクス4;テクノミック,東京,pp.

78･9�17,2001.

3） CraigWA:Basicpharmacodynamicsofantibacterials

withclinicalapplicationstotheuseofbeta-lactams,

glycopeptides,andlinezolid.InfectDisClinNorthAm,

17;479�501,2003.

4） HungSI,ChungWH,LiouLB,etal.:HLA�B*5801

alleleasageneticmarkerforseverecutaneousad-

versereactionscausedbyallopurinol.ProcNatlAcad

SciUSA,102;4134�4139,2005.

5） Dean M:Opioidsin renalfailureanddialysispa-

tients.JPainSymptom Manage,28;497�504,2004.

6） HelldenA,LyckeJ,VanderT,etal.:Theaciclovir

metaboliteCMMGisdetectableintheCSFofsubjects

withneuropsychiatricsymptomsduringaciclovirand

valaciclovirtreatment.J Antimicrob Chemother,57;

945�949,2006.

7） MartinU,TempleRM,WinneyRJ,etal.:Thedispo-

sition ofparacetamoland the accumulation ofits

glucuronideand sulphateconjugatesduring multiple

dosinginpatientswithchronicrenalfailure.EurJ

ClinPharmacol,41;43�46,1991.

8） Prescott LF, Speirs GC, Critchley JA, et al.:

Paracetamoldispositionandmetabolitekineticsinpa-

tientswith chronicrenalfailure.EurJ Clin Phar-

macol,36;291�297,1989.

9） Shinoda S,Aoyama T,Aoyama Y,etal.:Phar-

macokinetics/pharmacodynamicsofacetaminophenan-

algesiain Japanesepatientswith chronicpain.Biol

Pharm Bull,30;157�161,2007.

10） LiponiDF,WinterME,TozerTN:Renalfunction

andtherapeuticconcentrationsofphenytoin.Neurol-

ogy,34;395�397,1984.

11） HirataS,MatobaM,IzumiS,etal.:Elevatedserum

vancomycinconcentrationsafteroraladministrationin

ahemodialysispatientwithpseudomembranouscolitis.

JpnJClinPharmacolTher,34;87�90,2003.

12） Greenblatt DJ,Harmatz JS,Shader RI:Clinical

pharmacokineticsofanxiolyticsandhypnoticsinthe

elderly. Therapeutic considerations（Part II）. Clin

Pharmacokinet,21;262�273,1991.

13） CusackB,KellyJ,O'MalleyK,etal.:Digoxinin

theelderly:pharmacokineticconsequencesofoldage.

ClinPharmacolTher,25;772�776,1979.

14） CusackBJ:Pharmacokineticsinolderpersons.Am

JGeriatrPharmacother,2;274�302,2004.

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.2 2008282



15） B�ohlerJ,Reetze-Bonorden P,KellerE,etal.:Re-

bound of plasma vancomycin levels after haemo-

dialysiswithhighlypermeablemembranes.EurJClin

Pharmacol,42;635�639,1992.

16） 平田純生,和泉 智,古久保拓，他:血液透析による薬物

除去率に影響する要因.透析会誌,37;1893�1900,2004.

透析患者における薬剤の適正使用 283



1 CKD-MBD

従来，腎性骨異栄養症（ROD），副甲状腺機能異常

症，カルシウム/リン代謝異常症，異所性石灰化など

と表現されていた腎不全に伴うカルシウム/リン異常

は， 2006年 Kidney Disease:Improving Global

Outcomes（KDIGO） の提言により， CKD-MBD

（chronickidney disease-mineralbonedisorder;

慢性腎臓病�ミネラル骨（代謝）異常症）と称される

ようになった．

CKD-MBDは以下の症候を示す CKDに伴うミネ

ラル・骨代謝異常に起因する全身性の疾患として定義

される．

① カルシウム，リン，PTH，ビタミンD代謝異常

② 骨代謝回転，石灰化，骨量，長軸方向への成長，

骨強度の異常（従来のROD）

③ 血管あるいは他の軟部組織石灰化

なぜこのような概念に変わったのかというと，

CKD-MBDが全身性疾患として直接，透析患者予後

に影響しているからである．

2 高リン血症

CKD-MBDにおいて，高リン血症は重要である．

その理由は，

① 二次性副甲状腺機能亢進症

② 血管石灰化

③ 血管以外（弁，関節周囲，肺胞など）の異所性

石灰化

④ 生命予後の悪化，QOLの低下

などに高リン血症が影響するからである．

高リン血症は透析患者予後の独立した悪化因子であ

る．また，カルシウム×リン積の増加も予後悪化因子

である．原因として冠動脈や弁の石灰化が疑われ，カ

ルシウム製剤投与が関連している可能性がある．高リ

ン血症の管理は透析患者予後向上の鍵となる．

カルシウムを含有しないリン吸着薬として塩酸セベ

ラマーが用いられているが，現在開発中の薬剤として，

炭酸ランタン，炭酸セベラマー，非吸収性リン吸着ポ

リマー，複数の鉄製剤などがあげられる．

3 管理目標値

2003年に米国より K/DOQIガイドラインが提唱

された．しかし，米国と日本の間には人種差，透析

歴，原疾患，使用薬剤（リン吸着薬，活性型ビタミ

ンDなど），採血のタイミングなどの違いがあるため，

わが国独自のガイドライン作成の必要性が求められ

てきた．このため第51回日本透析医学会コンセンサ

スカンファランスにおいて，透析患者における二次

性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン（JSDTガ

イドライン）が提唱された．それによると，血清リ

ン 3.5～6.0mg/dL，血清カルシウム（補正カルシウ

ム）8.4～10.0mg/dL，インタクト PTHを 60～180

pg/mLの範囲とする管理目標値が提唱された．二次

性副甲状腺機能亢進症治療薬である塩酸シナカルセ

トは，このJSDTガイドライン管理目標値達成率を

向上させた．
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今後の課題として，

① 本ガイドラインの妥当性

② リン管理における塩酸セベラマーの長期的効果

③ 新しい薬剤（塩酸シナカルセト，炭酸ランタン

など）への対応

④ 透析液カルシウム濃度

⑤ 保存期腎不全におけるガイドライン作成

などがあげられる．

4 高リン血症の帰結とCKD-MBD治療の今後

高リン血症を治療，改善することにより

① 二次性副甲状腺機能亢進症の予防と治療

② 動脈硬化の予防

③ 他の異所性石灰化の予防

④ 生命予後の改善

⑤ QOLの向上

⑥ 保存期リン管理による腎機能予後や透析開始後

予後の改善

などを期待できる．

今後のCKD-MBD治療法としては次の点が考えら

れる．

① リン/カルシウム管理については，カルシウム

を含有しない塩酸セベラマーを主体として，炭酸

カルシウムを従としたい．ただし塩酸セベラマー

が患者生命予後を改善したという報告はまだない

こと，高価であることが問題点である．

② PTH管理については，高度二次性副甲状腺機

能亢進症のためビタミンD製剤併用にてリン/カ

ルシウム管理が困難な場合，塩酸シナカルセトを

主体とし，ビタミンD製剤を併用する．リン/カ

ルシウム管理ができている場合はビタミンD製

剤の管理で可能．

③ 透析液カルシウム濃度は，血清カルシウム濃度

を下げないようにするため3.0mEq/Lが必要と

思われる．

5 まとめ

CKD-MBDは従来の RODを超えた新たな疾患概

念である．①カルシウム/リン管理，②適切な副甲状

腺機能，③異所性石灰化の防止，④代謝性骨疾患の予

防と治療，これらを達成することにより，CKD患者

の予後改善が望まれる．

＊ ＊ ＊
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日本透析医会通常総会が平成20年5月18日（日）午後2時から

ホテルマイステイズ御茶ノ水（東京）にて開催された．以下に，そ

の際の資料（抜粋）と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料

Ⅰ 平成19年度事業報告書

Ⅱ 平成19年度財務諸表

Ⅲ 平成20年度事業計画（案）

Ⅳ 平成20年度予算（案）

平成20年度通常総会報告での主な決定事項

（社）日本透析医会通常総会議事録

（社）日本透析医会役員名簿
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日本透析医会通常総会資料および主な決定事項



（社）日本透析医会通常総会資料

第1号議案

平成19年度事業報告書

第1 会 議

総 会

1.平成19年度通常総会

平成19年5月20日 第1号議案 平成18年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成19年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

理 事 会

1.平成19年5月20日

通常総会付議事項

第1号議案 平成18年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成19年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

常任理事会

1.平成19年4月27日

協議事項 � 生活保護（医療扶助）と自立支援医療（更生医療）請求の線引きについて

� 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について

報告事項 � 平成19年度厚生労働科学研究費補助金（医療安全・医療技術評価総合研究事

業）国庫補助の交付基準等について

� 平成18年度決算について

� 能登半島沖地震について

� 委員会報告について

感染対策部会，医療廃棄物対策部会

� その他

2.平成19年5月20日

協議事項 第1号議案 平成18年度事業報告及び収支決算の承認を求める件

第2号議案 平成19年度事業計画及び予算の承認を求める件
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第3号議案 役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件

第4号議案 その他

3.平成19年6月22日

報告事項 � 標榜診療科に対する「要望書の提出」について

� レセプト分析調査について

� アンケート「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」

の中間報告について

� その他

4.平成19年7月27日

協議事項 � 印刷業者の変更について

� 医薬品の安全管理体制について

報告事項 � 「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」

� 委員会報告について

広報委員会，感染対策部会，医療事故対策部会

� 平成19年度厚生労働科学研究費補助金交付決定通知書について

� 自立支援医療（更生医療）に於ける腎臓機能障害の適用範囲について

� 厚生労働省保険局医療課との打ち合わせについて

� その他

5.平成19年9月28日

協議事項 � 災害対策重点項目の作成について

� 医会刊行物に関する利用許諾願いについて

� 印刷業者の変更について（再協議）

報告事項 � 20周年記念シンポジウム開催について

� 在宅血液透析における医療廃棄物処理（アンケート調査）について

� 医療廃棄物関連情報について（記事：読売ウィークリー）

� 委員会報告について

合併症対策委員会，感染対策部会，医療事故対策部会

� 石川県支部の設立について

� その他

6.平成19年10月26日

協議事項 � レセプト分析調査について

� 日本財団の運営する「CANPAN」に登録する件について

� その他

① 医会のロゴマークについて

② 災害時情報アンケート調査（日本財団助成事業）について

③ 公募研究の助成審査結果について
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④ 災害時情報（某会社製）カードについて

報告事項 � 平成19年度中間決算について

� 委員会報告について

広報委員会，適正医療経済部会

� その他

7.平成19年11月16日

報告事項 � 特定公益増進法人の証明について

� レセプト分析調査の最終報告について

� 診療報酬の改定に向け厚生労働省保険局医療課との話し合いについて

� その他

8.平成19年12月21日

協議事項 � 透析導入時および転入時の同意書の作成について

報告事項 � 平成20年度診療報酬改定に関する要望書の提出について

� 中医協診療報酬基本問題小委員会資料について

� 医療事故対策部会報告について

� 慢性腎臓病（CKD）対策協議会への協力依頼について

� 災害時医療支援船事業報告・講演会について

� その他

9.平成20年1月25日

協議事項 � 公募助成に対する研究報告書（カラー写真）の医会雑誌掲載時の扱いについて

� 透析患者の「カルテカード」について

報告事項 � 平成18年度「災害時医療支援船事業」の評価結果について

� レグパラ�錠の保険請求に関する要望について

� 公益法人制度改革の概要について

� その他

10.平成20年2月22日

報告事項 � 平成20年度診療報酬改定について

� 平成19年度仮決算について

� 「災害時の緊急連絡体制」のアンケートについて

� 委員会報告について

広報委員会，災害時医療支援船事故報告・講演会

� その他

11.平成20年3月28日

協議事項 � 平成20年度通常理事会及び通常総会の開催について
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� イリジウム（衛星携帯電話）の今後の使用について

報告事項 � 透析機器（ダイアライザー）の値下げに対する医会の対応について

� 委員会報告について

医療廃棄物対策部会，研修委員会

� その他
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第2 委員会

平成19年度委員会開催状況
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（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

委 員 会 開催年月日 備 考

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

� 維持透析療法部会

� 適正透析普及部会 平成20年03月28日

� 適正医療経済部会 平成19年06月16日 保険審査懇談会

平成19年07月12日 レセプト調査

平成19年10月19日

平成19年10月26日 レセプト調査

� 医療廃棄物対策部会 平成20年03月19日

� 在宅血液透析部会

� 医療制度検討部会

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会 平成19年06月16日 情報ネットワーク会議

� 感染症対策部会 平成19年06月28日

平成19年09月06日

平成19年12月20日

平成20年01月31日

平成20年02月29日

� 医療事故対策部会 平成19年07月03日

平成19年09月04日

平成19年11月12日

平成19年12月17日

3.合併症対策委員会 平成19年08月03日

4.腎移植普及推進委員会

5.腎不全予防医学調査研究委員会

6.研修委員会 平成20年03月02日

7.広報委員会 平成19年06月21日

平成19年10月11日

平成20年02月14日

8.情報管理委員会

9.内規委員会

10.倫理委員会

11.学会等助成審査委員会 平成19年04月27日

平成19年06月22日

平成19年07月27日

平成19年09月28日

平成19年12月21日

平成20年01月25日

12.学会等研究助成交付審査委員会 平成19年10月29日



平成19年度委員会報告

1.適正透析療法委員会

� 適正透析導入部会

透析導入者審査委員会設置支部（愛知）に助成した．

報告については20年度の日本透析医会雑誌に掲載する．

� 適正透析普及部会

（平成19年度1回開催）

支部長会議を開催し，20年度診療報酬改定の対応について経緯を説明した．

法人見直しおよび来年の役員改選について会長より説明があった．

� 適正医療経済部会

（平成19年度4回開催）

1） 透析医療費の分析調査について検討し，病院及び診療所（184施設）の協力をいただき，平成19年6

月分外来透析レセプトの集計が行われた．報告については，20年度の日本透析医会雑誌に掲載する．

2） 第12回透析保険審査委員懇談会を開催した．検討事項で基本診療科・検査・投薬・注射・処置・手

術と診療行為別に討論をおこなった．また，事前にアンケートを行い，要望事項で163件と多くの回答

をいただいた．

報告については，日本透析医会雑誌（Vol.22�3）に掲載した．

� 医療廃棄物対策部会

（平成19年度1回開催）

1） 日本の医療廃棄物の現況について

2） 今後の医療廃棄物の取り組み方について

2.医療安全対策委員会

� 災害時透析医療対策部会

（平成19年度1回開催）

1） 災害時活動

平成19年は，石川県能登半島地震，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．

以下に平成19年度の災害時活動を示した．

●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

●三重県北部で震度5強（4月15日～4月16日）

●岡山市田町の水道管破裂事故（5月20日）

●北見市で水道水の強い混濁騒ぎ（6月25日）

1施設に給水車で水を得てHD，1施設はECUMで対応

●新潟県中越沖で震度6強（7月16日～7月30日）

断水により1施設で一時透析不能

●千葉県一宮町で震度5弱（8月18日～8月20日）

●神奈川県北部で震度5強（10月1日～10月2日）
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● 石川県（輪島市）で震度5弱（1月26日）

その他台風2件，大雨1件

2） 6月16日，大阪大学中之島センターにおいて第8回災害情報ネットワーク会議を開催し，48名の参

加を得て活動に関する活発な討論が行われた．

3） 9月4日，第8回災害時情報伝達を行い，32都道府県743施設の参加を得た．

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

4） 情報システム・メーリングリスト保守管理

taisaku_ml登録アドレス数 128

joho_ml登録アドレス数 596

� 感染対策部会

（平成19年度5回開催）

1） 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（三訂版）発刊について協議

した．

2） マニュアル（三訂版）を作製し，20年度会員宛に発送する予定である．

� 医療事故対策部会

（平成19年度4回開催）

1） 医療機器の安全管理体制確保に係わる運用上の留意点（2007年版）および医療安全管理指針：医薬

品の安全管理義務化への対応策について協議した．

2） マニュアルを作製し，20年度会員宛に発送する予定である．

3.合併症対策委員会

（平成19年度1回開催）

透析患者の合併症とその対策No.17「バスキュラーアクセスの管理」の発刊等について検討し，3月末

に会員に送付した．

4.腎移植普及推進委員会

社団法人日本臓器移植ネットワーク運営事業に協力した．

5.腎不全予防医学調査研究委員会

「腎不全治療マニュアル2007」を会員に発送した．

6.研修委員会

（平成19年度2回開催）

� 医会支部の学術研究に助成した．

1） 広島県透析連絡協議会

研究課題：「閉経後透析女性における性ホルモンが骨・動脈に与える影響」

2） 新潟県透析医会
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研究課題：「長期透析患者における日常生活動作の障害と透析アミロイドーシスの関連」

� 医会支部が開催した研修会・講演会に助成した．

� （社）日本透析医会創立20周年シンポジウムを開催し，154名が参加した．

「維持透析療法の現況と将来の課題 ―今われわれの為すべきこと―」

日 時：平成19年10月21日（日）

午前9時～午後3時5分

場 所：品川プリンスホテル

司 会：太田圭洋（名古屋記念病院）

講演者：山�親雄（増子クリニック昴）ほか5名

� （社）日本透析医会研修セミナーを開催し173名が参加した．

日 時：平成20年3月2日（日）

午前9時～午後3時10分

場 所：品川コクヨホール

講演者：石川 勲（医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院）他5名

� 20年度のシンポジウムは平成20年10月5日（日）品川コクヨホールで開催することが決定し，講演

内容はホームページに掲載済である．

また，研修セミナーについても平成21年3月8日（日）品川コクヨホールで開催することが決定した．

7.広報委員会

（平成19年度3回開催）

� 日本透析医会雑誌の企画・編集等について，討議された．

� 医会雑誌Vol.22No.1発刊

1） ガイドライン作成の基本的スタンス

2） Ca/P管理目標とその設定根拠

3） 二次性副甲状腺機能亢進症と骨代謝

4） 副甲状腺インターベンション

5） 二次性副甲状腺機能亢進症ガイドライン―今後の課題と問題点―

6） 第10回透析医療費実態調査報告―レセプト調査からみた透析医療診療報酬の変遷を含めて―

7） 透析医療の国際比較

8） 災害時患者搬送における河川利用の問題点
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支 部 名 会 場 開催年月日

北海道透析医会

青森県透析医会

宮城県透析医会

鹿児島県透析医会

大阪府透析医会

広島県透析連絡協議会

愛知県透析医会

札幌全日空ホテル

八戸市民センター

フォレスト仙台

城山観光ホテル

天王寺都ホテル

リーガロイヤルホテル広島

名古屋国際ホール

平成19年 7月28日

平成19年 6月 3日

平成19年12月 9日

平成19年 6月30日

平成19年 4月21日

平成20年 4月12日

平成19年11月25日



9） 広島県呉市における長期断水とその対策

10） 高齢者透析患者の脳心血管系合併症治療の実態―アンケート調査より―

11） バスキュラーアクセスに対する当院における治療成績―インターベンションから外科的治療への判断―

12） 糖尿病性足病変の治療の実際

13） 手術時間の短縮をめざしたシャント作製術―後壁を一点固定し，縫い代（bite）に考慮した縫合法―

14） 透析患者の栄養管理におけるNSTの役割

15） 透析医療における電子カルテ―導入による功罪―

16） 腎不全における代謝異常―予後の改善をめざして―

17） 血液透析に伴う認知症

18） 2006年診療報酬改定後の透析施設シミュレーション

19） 透析医のひとりごと：C型肝炎ウイルス対策 �広島県�

20） 支部だより �長崎県・新潟県�

� 医会雑誌Vol.22No.2発刊

1） 二次性副甲状腺機能亢進症の治療ガイドラインをめぐって―管理手段―

2） 透析液清浄化の手段と管理

3） 透析患者における呼吸器感染症

4） 透析患者の脳血管障害

5） 隔日透析の実践と効果

6） 透析患者における鉄投与―・鉄の囲い込み・現象からみた問題点―

7） リン低下薬uptodate

8） 多剤耐性菌感染症―耐性緑膿菌感染症を中心に―

9） ノロウイルスの感染対策

10） 透析患者におけるB・C型肝炎診断と治療の特殊性および問題点

11） 腎臓病に対する創薬の展望

12） 慢性腎臓病対策

13） 維持透析患者の四肢機能に関わるADLと病態

14） 血液透析患者の鉄の至適指標は低フェリチン高TSAT―血清hepcidin，血清ferritin，TSATから―

15） 日本透析医会通常総会資料および主な決定事項

16） 透析で知っておきたい感染症―透析スタッフの視点，患者の視点から―

17） 透析患者の高リン血症

18） 透析患者に対する腎臓リハビリテーション

19） 国家財政と医療財源

20） 糖尿病による透析導入をアウトカムとする臨床疫学的研究

21） 改定薬事法グッドクオリティープラクティスに準拠した透析液清浄化対策の透析専門クリニックでの

取り組み

22） 透析医のひとりごと：10年間の防災活動を顧みて �岡山県�

厳しい環境で欝になりつつある医師の繰言 �愛知県�

23） 支部だより �奈良県�

� 医会雑誌Vol.22No.2別冊発刊

1） 平成18年度厚生労働科学研究費補助金（医薬安全・医療技術評価総合研究事業）

［総括研究報告書］

透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究
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［分担研究報告書］

穿刺針および血液回路固定方法と抜針に関する実態調査報告

血液透析中の静脈側抜針事故の実験的検証

医療事故・医療ミスの実態把握と改善への取り組み（愛知県透析医会）

2） 平成18年度日本財団助成事業

災害医療支援船の実現化に向けた調査・運用訓練の実施 報告書

災害時医療支援船構想2006 報告記録集

� 医会雑誌Vol.22No.3発刊

1） 第12回透析保険審査委員懇談会について

2） 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

3） 第8回災害情報ネットワーク会議および情報伝達訓練実施報告

4） 能登半島地震2007―適切な災害対策により防止された被害の記録―

5） CAPDのメリット・デメリット―残存腎機能保持と中止基準―

6） 透析治療における亜鉛の動態

7） 腎再生医療の現状と展望

8） 透析患者における骨代謝マーカーの意義

9） Criticalcarenephrologyの概念

10） 認知症を合併した透析患者への対応

11） 透析皮膚掻痒症について

12） C型肝炎ウイルス関連腎症の臨床

13） 低血圧・ショックの簡単な心エコー診断

14） 2HPTに対する保存療法とその限界

15） 副甲状腺摘出術の適応とその手技

16） 低回転骨症に対するビタミンK2の有効性に関する研究（controlledtrial）

17） 災害時における維持透析患者の被災地域外搬送システ

―情報伝達システムの整備による実際的運営方法の検討―

18） 血管音における周波数の時間的変動を指標とするバスキュラアクセスの音響学的評価

19） 透析医のひとりごと：夢と希望をもらった出産 �島根県�

20） 支部だより �青森県・三重県�

8.学会等助成審査委員会

（平成19年度6回開催）

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

第11回アクセス研究会 平成19年10月12日

第53回日本透析医学会学術集会・総会 平成20年6月20日～22日

第19回日本サイコネフロロジー研究会 平成20年6月28日

第14回日本腹膜透析研究会 平成20年9月13日～14日

第54回日本透析医学会学術集会・総会 平成21年6月4日～7日

第12回アクセス研究会 平成20年10月25日～26日



9.学会等研究助成交付審査委員会

（平成19年度1回開催，FAXによる審査3回）

以下のとおり学会及び調査研究について審査した．

10.情報管理委員会

日本透析医会ホームページを全面的にリニューアルした．
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研 究 課 題 研究目的等

・緊急事態における血液浄化及び発展途上国における安価な血液浄化の研究

・携帯電話による災害時情報の収集と，新しい情報共有・連携手段の構築

・「わが国の慢性透析療法の現況」（（社）日本透析医学会）のダイナミック分析

による維持透析療法の推移予測

・維持透析患者の関節痛・筋肉痛・血管穿刺痛などに対する鍼の除痛効果

・透析医療に対する医師と患者の意識の差異と相互理解の推進

・わが国の血液透析患者の高血圧コントロール状況と生命予後に及ぼす影響

・維持血液透析患者における血清グレリン濃度と栄養状態に関する検討

・透析液清浄化の指標となる従属栄養菌培養方法の精度管理および測定結果に対

する警戒基準・処置基準値設定のためのジェネラルコンセンサスの形成

・長期透析患者に合併する破壊性脊髄関節症の発生病理に関する研究

・腎保護療法のデータベース作成における基盤整備に関する研究

公募助成

学 会 等 開 催 日

第11回アクセス研究会 平成19年10月12日

第53回日本透析医学会学術集会・総会 平成20年6月20日～22日

第19回日本サイコネフロロジー研究会 平成20年6月28日

第14回日本腹膜透析研究会 平成20年9月13日～14日

第54回日本透析医学会学術集会・総会 平成21年6月4日～7日

第12回アクセス研究会 平成20年10月25日～26日

研 究 課 題 研究目的等

・携帯電話による災害時情報の収集と，新しい情報共有・連携手段の構築

・「わが国の慢性透析療法の現況」（（社）日本透析医学会）のダイナミック分析

による維持透析療法の推移予測

・維持透析患者の関節痛・筋肉痛・血管穿刺痛などに対する鍼の除痛効果

・透析医療に対する医師と患者の意識の差異と相互理解の推進

・わが国の血液透析患者の高血圧コントロール状況と生命予後に及ぼす影響

・維持血液透析患者における血清グレリン濃度と栄養状態に関する検討

・透析液清浄化の指標となる従属栄養菌培養方法の精度管理および測定結果に対

する警戒基準・処置基準値設定のためのジェネラルコンセンサスの形成

・長期透析患者に合併する破壊性脊髄関節症の発生病理に関する研究

・腎保護療法のデータベース作成における基盤整備に関する研究

公募助成



平成19年度財務諸表

1.賃借対照表（平成20年3月31日現在）
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（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増 減

I 資産の部

1.流動資産

� 現預金

現金

ゆうちょ銀行

りそな銀行 0984222

りそな銀行 1437634

りそな銀行 1441461

りそな銀行 1455768

みずほ銀行

三井住友銀行

三菱東京UFJ銀行

三菱東京UFJ銀行定期預金

現預金合計

� その他流動資産

仮払金

その他流動資産合計

流動資産合計

2.固定資産

� 基金

研究助成事業基金普通預金

基金合計

� その他固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

II 負債の部

1.流動負債

会費預り金

所得税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

III 正味財産の部

1.一般正味財産

正味財産合計

負債及び正味財産合計

32,633

52,239

1,134,955

1,302,201

511,707

3,490,664

642,717

753,256

2,073,198

49,071,688

59,065,258

66,700

66,700

59,131,958

162,004,889

162,004,889

563,372

6,300,000

50,000

5,538,725

12,452,097

174,456,986

233,588,944

160,000

323,405

58,224

96,725

638,354

5,538,725

5,538,725

6,177,079

227,411,865

227,411,865

233,588,944



2.正味財産増減計算書（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 299

（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増 減

I 一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

� 経常収益

① 受取入会金

受取入会金

受取入会金計

② 受取会費

受取会費

受取会費計

③ 受取寄付金

受取学会寄付金

受取助成金

受取参加費

受取寄付金計

④ 雑収益

受取利息

雑収入

雑収益計

経常収益計

� 経常費用

① 事業費

適正透析導入部会

適正透析普及部会

適正医療経済部会

医療廃棄物対策部会

災害時透析医療対策部会

感染対策部会

医療事故対策部会

合併症対策委員会

腎移植普及推進委員会

腎不全予防医学調査研究委員会

研修委員会

広報委員会

学会・研究助成審査委員会

日本財団事業

事業費計

② 管理費

給与

賃金

法定福利費

通勤費

旅費交通費

福利厚生費

印刷製本費

通信運搬費

事務・消耗品費

委託費

報酬

水道光熱費

390,000

390,000

89,870,000

89,870,000

77,230,000

18,900,000

173,000

96,303,000

214,363

969,000

1,183,363

187,746,363

581,714

879,967

6,951,471

254,525

2,693,433

1,033,900

434,703

3,087,491

5,933,466

7,654,831

17,384,750

13,067,136

82,114,521

31,412,465

173,484,373

10,460,423

1,415,000

1,355,410

215,910

311,377

54,235

180,416

468,048

1,049,940

932,115

627,777

172,009
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（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増 減

家賃

諸会費

租税公課

慶弔費

雑費

常任理事会費

総会・理事会費

ホームページ管理費

退職給付費用

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

II 正味財産期末残高

2,493,978

132,400

3,000

21,000

277,925

297,640

1,144,694

866,250

615,437

23,094,984

196,579,357

－8,832,994

0

－8,832,994

236,244,859

227,411,865

227,411,865



3.財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

� 退職引当金の計上基準

期末退職給与の要支給額に担当する金額を計上することとしている．

� リース引き取りの処理

リース契約により使用している重要な固定資産としては，コピー機，コンピューター，コンピュータ

関連ネットワーク機器等があります．

2.固定資産の増減額及びその残高

研究助成事業基金普通預金及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである．

3.固定資産の財源等の内訳

基金及びその他の固定資産の財源などの内訳は，次のとおりである．
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科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基金

研究助成事業基金普通預金 162,004,889 0 0 162,004,889

小 計 162,004,889 0 0 162,004,889

その他固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給付引当金

563,372

6,300,000

50,000

4,923,288

0

0

0

615,437

0

0

0

0

563,372

6,300,000

50,000

5,538,725

小 計 11,836,660 615,437 0 12,452,097

合 計 173,841,549 615,437 0 174,456,986

科 目 当期末残高
（うち指定正
味財産からの
充当額）

（うち一般正
味財産からの
充当額）

（うち負債に
対応する額）

基金

研究助成事業基金普通預金 162,004,889 ―

小 計 162,004,889 （0） （0） ―

その他固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給付引当預金

563,372

6,300,000

50,000

5,538,725 （5,538,725）

小 計 12,452,097 （0） （0） （5,538,725）

合 計 174,456,986 （0） （0） （5,538,725）



4.補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである．
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補助金等の名称 交付者 前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高 貸借対照表上の記載区分

研修会・講演会補助金

北海道透析医会

青森県透析医会

宮城県透析医会

鹿児島県透析医会

大阪透析医会

広島県透析連絡協議会

愛知県透析医会

学術研究助成金

広島県透析連絡協議会

新潟県透析医会

研究会・公募助成

第18回日本サイコネフロロジー研究会

アクセスセミナーin札幌

NPO法人いつでもどこでも

第11回アクセス研究会

第13回日本腹膜透析研究会

第53回日本透析医学会総会

携帯電話による災害時情報の収集と，
新しい情報共有・連携手段の構築

維持透析患者の関節痛・筋肉痛・血管
穿刺痛などに対する鍼の除痛効果

「わが国の慢性透析療法の現況」（（社）
日本透析医学会のダイナミック分析に
よる維持透析療法の推移予測

透析医療に対する医師と患者の意識の
差異と相互理解の推進

わが国の血液透析患者の血圧コントロ
ール状況と生命予後に及ぼす影響

維持血液透析患者における血清グレリ
ン濃度と栄養状態に関する検討

透析液清浄化の指標となる従属栄養菌
培養方法の精度管理および測定結果に
対する警戒基準・処置基準値設定のた
めのジェネラルコンセンサスの形成

長期透析患者に合併する破壊性脊椎関
節症の発生病理に関する研究―椎間板・
骨破壊病変成立における椎間板細胞ア
ポトーシスの関与の可能性

腎保護療法のデータベース作成におけ
る基盤整備に関する研究

災害医療支援船の実現に向けた調査・
運用訓練の実施

大平 整爾

鈴木 唯司

関野 宏

前田 忠

小野 秀太

土谷晋一郎

渡邊 有三

土谷晋一郎

大森 伯

岡田 洋一

浜田 弘巳

日台 英雄

室谷 典義

川西 秀樹

水口 潤

武田 稔男

阿岸 鉄三

阿岸 鉄三

杉澤 秀博

井関 邦敏

深川 雅史

大薗 英一

宮崎 滋

前田 憲志

杉崎 弘章

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000

1,000,000

3,020,000

910,000

1,000,000

4,200,000

18,450,000

21,000,000

10,000,000

1,000,000

1,000,000

1,300,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

27,000,000

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成審査委員会

日本財団事業

合 計 0 0 0 97,580,000



4.財産目録（平成20年3月31日現在）
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（単位：円）

勘定科目 金 額

I 資産の部

1.流動資産

1） 現預金

現金

ゆうちょ銀行

りそな銀行 0984222

りそな銀行 1437634

りそな銀行 1441461

りそな銀行 1455768

みずほ銀行

三井住友銀行

三菱東京UFJ銀行 4515871

三菱東京UFJ銀行定期預金

現預金合計

2） その他流動資産

仮払金

その他流動資産合計

流動資産合計

2.固定資産

1） 基金

研究助成事業基金普通預金

基金合計

2） その他の固定資産

電話加入権

淡路建物ビル保証金

警備保証金

退職給与引当預金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

II 負債の部

1.流動負債

会費預り金

所得税預り金

健康保険預り金

厚生年金預り金

流動負債合計

2.固定負債

退職給与引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産

32,633

52,239

1,134,955

1,302,201

511,707

3,490,664

642,717

753,256

2,073,198

49,071,688

59,131,958

174,456,986

233,588,944

6,177,079

59,065,258

66,700

66,700

162,004,889

162,004,889

563,372

6,300,000

50,000

5,538,725

12,452,097

160,000

323,405

58,224

96,725

638,354

5,538,725

5,538,725

227,411,865



5.管理費内訳（平成20年3月31日現在）
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（単位：円）

平成19年度
決算額 按分率

按 分

管理費 事業費

給 料 20,920,846 50％ 10,460,423 10,460,423

賃 金 2,830,000 50％ 1,415,000 1,415,000

法定福利費 2,710,820 50％ 1,355,410 1,355,410

通 勤 費 431,820 50％ 215,910 215,910

旅費交通費 622,754 50％ 311,377 311,377

福利厚生費 108,471 50％ 54,235 54,236

印刷製本費 360,832 50％ 180,416 180,416

通信運搬費 936,097 50％ 468,048 468,049

事務・消耗品費 2,099,880 50％ 1,049,940 1,049,940

委 託 費 1,864,230 50％ 932,115 932,115

報酬（要源泉） 1,255,555 50％ 627,777 627,778

水道光熱費 344,018 50％ 172,009 172,009

家 賃 4,987,956 50％ 2,493,978 2,493,978

諸 会 費 264,800 50％ 132,400 132,400

租 税 公 課 3,000 3,000 0

慶 弔 費 21,000 21,000 0

雑 費 555,850 50％ 277,925 277,925

常任理事会費 3,653,550 297,640 3,355,910

総会・理事会費 1,144,694 1,144,694 0

ホームページ管理料 1,732,500 50％ 866,250 866,250

退職給付費用 615,437 615,437

合 計 47,464,110 23,094,984 24,369,126
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監 査 報 告 書

社団法人日本透析医会の平成19年度決算報告につき慎重に監査した結果

妥当なものと認めます．

平成20年4月18日

社団法人 日本透析医会

監事

監事

監事

社団法人 日本透析医会

会 長 山 � 親 雄 殿



第2号議案

平成20年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1.透析医療の適正化に関する調査研究事業

適正な透析療法の検討に関する調査・研究

適正透析療法委員会 ［委員会のもとに7部会を置く］

透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究

� 適正透析導入部会

適正な導入時期に関する調査・研究

� 維持透析療法部会

適正な維持透析療法に関する調査・研究

� 適正透析普及部会

適正な透析療法の普及推進を行う

� 適正医療経済部会

適正な透析医療経済に関する調査・研究

レセプト分析

施設機能評価の調査・研究

� 医療廃棄物対策部会

医療廃棄物対策に関する調査・研究

� 在宅血液透析部会

在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究

� 医療制度検討部会

医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.地域医療システムに関する調査研究事業

透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立するための調査・研究

� 危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究

医療安全対策委員会 ［委員会のもとに3部会を置く］

1） 災害時透析医療対策部会

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

た．平成17年度からは，それまで運営してきた「危機管理メーリングリスト」を終了して，医会

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

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

災害対策メーリングリスト」を新たに開設した．

・平成20年度は，引き続きブロック別災害時救急透析医療システムの構築を図るとともに災害時情

報ネットワークへの参加を推進していく．

2） 感染対策部会

・院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究

3） 医療事故対策部会
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・医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究

� 長期透析患者の合併症に対する調査・研究

合併症対策委員会

1） 透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究

2） 患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究

3） 患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3.国等公的機関の実施する透析医療科学研究推進事業

厚生科学研究推進委員会 ［委員会のもとに1部会を置く］

透析医療IT化推進部会

4.学術調査研究会等特定公益増進法人助成推進事業

学会等研究助成審査委員会 （助成先の適合審査の実施）

学会等研究助成交付審査委員会 （助成金の交付審査の実施）

平成19年度は，公募による研究助成9件を含む15件の助成推進事業を実施した．

引き続き，特定公益増進法人として助成推進事業の充実，拡大を図っていく．

5.腎移植普及推進に関する事業

腎移植普及推進委員会

会員及び患者に対しての協力・普及を目的とする．

� 臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力

� 会員に対する腎移植の啓発・教育

（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）

� 患者に対する腎移植推進

（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）

� 関係団体への協力事業

（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）

� 腎移植コーディネーター問題の研究

6.腎不全予防医学の調査研究事業

腎不全予防医学調査研究委員会

� 透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための調査・研究

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

進する．

� 19年度はわが国腎臓病の実態（疫学）から始まりCKD対策・腎疾患予防と早期診断，個々の腎疾患

解説，病態に応じた具体的な治療，社会復帰までを対象とした「腎不全治療マニュアル」を改訂出版

した．

7.研修等事業

研修委員会

� 腎不全臨床医療スタッフの研修会（シンポジウム，セミナー）の開催
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� 学術研究への協力

� 関係学会・団体との研究協力

� 国内講演会等の開催

8.広報活動及び刊行物の発行に関する事業

広報委員会

機関誌等の発行

� 医会雑誌 （年3回発行）

内容充実に一層の努力をする．

� 医会ニュース・速報等

必要の都度，発行する．

9.会員の教育・研修及び倫理向上に関する調査研究事業

倫理委員会

会員の倫理向上に関する調査・研究

10.情報の公開等適正管理及び情報管理に関する事業

情報管理委員会

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

査研究

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

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

ために希望する会員への同報メールシステムを開始した．19年度に既存ホームページを全面リニュー

アルした．
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平成20年度予算（案）

1.収支予算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
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（単位：円）

勘定科目 平成20年予算額（案） 平成19年予算額 増 減

I 事業活動収支の部

1.事業活動収入

� 入会金収入

入会金収入

入会金収入計

� 会費収入

会費収入

会費収入計

� 寄付金収入

学会寄付金収入

参加費収入

寄付金収入計

(4)雑収入

受取利息

雑収入計

事業活動収入計

2.事業活動支出

� 事業費支出

適正透析導入部会

維持透析療法部会

適正透析普及部会

適正医療経済部会

医療廃棄物対策部会

在宅血液透析部会

医療制度検討部会

災害時透析医療対策部会

感染対策部会

医療事故対策部会

合併症対策委員会

腎移植普及推進委員会

腎不全予防医学調査研究委員会

研修委員会

広報委員会

倫理委員会

学会・研究助成審査委員会

学会・研究助成交付審査委員会

日本財団事業

事業費支出計

� 管理費支出

給与

賃金

法定福利費

通勤費

旅費交通費

会議費

交際接待費

福利厚生費

510,000 900,000 －390,000

510,000 900,000 －390,000

91,000,000 91,000,000 0

91,000,000 91,000,000 0

109,990,000

440,000

137,400,000

425,000

－27,410,000

15,000

110,430,000 137,825,000 －27,395,000

180,000 20,000 160,000

180,000 20,000 160,000

202,120,000 229,745,000 －27,625,000

576,200

691,400

1,325,200

9,161,400

1,117,800

495,500

207,400

4,844,600

1,394,400

1,509,600

3,514,700

6,222,800

124,500

10,624,900

16,986,000

180,000

127,337,200

290,400

0

571,630

685,980

1,314,740

9,317,590

697,380

491,610

617,350

5,784,910

583,080

525,890

3,486,950

6,882,440

5,963,270

23,391,160

15,228,270

180,000

89,174,520

288,110

30,868,120

4,570

5,420

10,460

－156,190

420,420

3,890

－409,950

－940,310

811,320

983,710

27,750

－659,640

－5,838,770

－12,766,260

1,757,730

0

38,162,680

2,290

－30,868,120

186,604,000 196,053,000 －9,449,000

10,475,000

1,500,000

1,450,000

220,000

300,000

100,000

0

75,000

10,400,000

1,500,000

1,350,000

220,000

400,000

100,000

50,000

90,000

75,000

0

100,000

0

－100,000

0

－50,000

－15,000
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（単位：円）

勘定科目 平成20年予算額（案） 平成19年予算額 増 減

印刷製本費

通信運搬費

事務・消耗品費

委託費

報酬（要源泉）

諸謝金

水道光熱費

家賃

諸会費

租税公課

慶弔費

雑費

常任理事会費

総会・理事会費

ホームページ管理料

管理費支出計

事業活動支出計

事業活動収支差額

II 投資活動収支の部

� 特定活動支出

退職給付引当資産取得支出

特定活動支出計

III 予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

200,000

600,000

1,100,000

950,000

650,000

0

175,000

2,350,000

150,000

5,000

50,000

255,000

300,000

1,200,000

1,000,000

200,000

600,000

1,100,000

950,000

650,000

150,000

175,000

2,500,000

150,000

5,000

50,000

210,000

300,000

800,000

1,000,000

0

0

0

0

0

－150,000

0

－150,000

0

0

0

45,000

0

400,000

0

23,105,000 22,950,000 155,000

209,709,000 219,003,000 －9,294,000

－7,589,000 10,742,000 －18,331,000

598,000 802,000 －204,000

598,000 802,000 －204,000

2,000,000 2,000,000 0

－10,187,000 7,940,000 －18,127,000

15,368,000 7,428,000 7,940,000

5,181,000 15,368,000 －10,187,000



2.管理費内訳

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 311

（単位：円）

平成20年度
（案） 按分率

按 分

管理費 事業費

人 件 費 27,290,000 50％ 13,645,000 13,645,000

給 料 20,950,000 50％ 10,475,000 10,475,000

賃 金 3,000,000 50％ 1,500,000 1,500,000

法定福利費 2,900,000 50％ 1,450,000 1,450,000

通 勤 費 440,000 50％ 220,000 220,000

家 賃 4,700,000 50％ 2,350,000 2,350,000

その他経費 15,765,000 50％ 7,110,000 8,655,000

旅費交通費 600,000 50％ 300,000 300,000

会 議 費 100,000 100,000 0

福利厚生費 150,000 50％ 75,000 75,000

印刷製本費 400,000 50％ 200,000 200,000

通信運搬費 1,200,000 50％ 600,000 600,000

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

委 託 費 1,900,000 50％ 950,000 950,000

報酬（要源泉） 1,300,000 50％ 650,000 650,000

水道光熱費 350,000 50％ 175,000 175,000

諸 会 費 300,000 50％ 150,000 150,000

租 税 公 課 5,000 5,000 0

慶 弔 費 50,000 50,000 0

雑 費 510,000 50％ 255,000 255,000

常任理事会費 3,500,000 300,000 3,200,000

総会・理事会費 1,200,000 1,200,000 0

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

管 理 費 計 47,755,000 23,105,000 24,650,000



平成20年度通常総会報告

山�親雄会長挨拶

通常総会の開催に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます．本日はご多忙のところご出席いただきありがとうご

ざいます．今年度に関しましては診療報酬改定の年でございました．2002年（平成14年）以来続いております

経済・財政諮問委員会の指示により，毎年2,200億円の社会保障費削減が実施されております．2,200億円の削

減といいますのは，国家予算としての2,200億円の歳出削減で，医療費に換算しますと，約25％が国の負担で

すので，8,800億円の医療費の削減をしていくということになります．社会保障費の切り下げですから，年金や

福祉部分への割り当てや，保険者負担への振替などもありますが，医療費については，具体的には診療報酬点数

が切り下げられ，患者の自己負担が増大し，薬価や特定医療材料費の切り下げとなります．

ところが今回の改定は，幸運なことに，日本医師会の常務理事で中医協委員の鈴木 満先生は，ご存知の通り

日本透析医会の専務理事をしていただいた先生ですから，透析について，特に時間区分の重要性について，積極

的に発言してくださいました．さらに医療課原課長は，医療の質が良くなるような改定がしたいという考えをお

持ちでおられました．今回の透析時間の復活に関しても，われわれであるだとか，あるいは全腎協が，透析時間

の復活こそが予後を改善するのだという主張をし，ご理解いただきました．これらの状況が重なった上で，平成

14年の廃止から6年を経て，時間区分による技術料が復活したという大変喜ばしい結果が生まれました．

さて，前回18年の改定では，エリスロポエチンの包括ということで，日本透析医会が強くそれを支持しまし

た．アメリカがエリスロポエチンの包括をしたときには，あっという間に貧血が悪化したとして，次の改定では

エリスロポエチンの包括をなくしたと聞き及んでいます．それに比べ日本のお医者さんといいますのは，そうい

う部分はちゃんと矜持をもってことに当たられ，貧血が悪化することなく対応されました．その結果，今回の診

療報酬改定で，エリスロポエチンまたはダルベポエチンが包括されている外来人工腎臓点数が，引き下げられる

ことなく済んだというのは，大変喜ばしいことと思います，

ただ，2年後の改定に関しましては，そして，その時も，2,200億円の削減というのが続いていれば，今回の

ようないろいろな幸運が重なった改定になるかは保証できないし，むしろ今から危機感を持ちながら対応してい

かないといけないかなと思っています．

ところで日本透析医会は，診療報酬改定対応だとか，あるいはリスクマネージメント，危機管理対策だとか，

最近では特にその分野に関連した厚労省などの班研究をやってきました．ただ，今いろいろな問題を考えてみま

すと，活動の範囲が，果たして今までの分野だけに留まっていていいのかという問題がでてきます．

例えば診療報酬の部分でいいますと，ダイアライザー価格に関しては，今までわれわれは全く関与してきませ

んでした．今回でも，せっかく診療報酬改定がうまくいったのに，ダイアライザーが大幅に下がってしまいまし

た．それに関して，はたして医会は責任があるのかという問題です．私自身は，今までは関与すべきでないと認

識をしておりましたが，いきなり透析医療を支えるダイアライザーメーカーが立ち行かなくなったら大変なこと

で，そういう部分にも関与が必要かと考え，そのためにはデータの収集が必要と考えています．

そのほか，深刻な問題は，高齢化していく透析患者の治療の場の問題です．長期の入院であるとか，長期の入

所であるとか，あるいは入院困難の人の送迎の問題とか，そういう問題も必ず取り上げなくてはいけないと思っ

ています．で，その時に，今までの診療報酬とか，災害，事故，感染防止とかには何とか対応出来ていましたが，

今後もっと大きな広がりをもっていくことになると，医会そのものの陣容といいますか，ほんとうに会員の皆さ

んにもっと大きな協力をしてもらう必要があると思っておりまして，その部分を強化していきたいと考えていま

す．また，患者会あるいは医器工だとか，日本透析医学会などとより緊密な関連を持ちつつ，共同の作戦を練ら
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なくてはならないかと思っています．

いずれにしても，今回の改定は上手くいきました．しかし2年先，4年先，6年先を考えますと，決してバラ

色の世界が広がっているわけではなく，むしろ茨の道をかきわけてと言わんばかりの話ばかりです．そういうこ

とにならないように，治療を受けられる患者さん達のために透析医会は活動しなければと思っていますし，その

中で透析医療機関も経営が成りたって，幸せな良い医療が出来るように祈念して，挨拶の言葉にかえさせていた

だきます．

議長選出

吉田豊彦 副会長 を選出

議事署名人選出

鈴木正司 常務理事

小野山攻 常務理事 を選出

議 事

第1号議案 平成19年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件

第2号議案 平成20年度事業計画及び予算の承認を求める件

第3号議案 その他

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

総会での質疑応答

1.Ｑ：貸借対照表の前年度がないのは，（公益法人の新会計基準が）今期が最初だからですか？

Ａ：そうです．

2.Ｑ：公益法人の改訂で，管理費と事業費を按分しているわけですね？

Ａ：新しい法人のルールではなくて従来からあるものです．日本透析医会の事業といたしまして管理費と事

業費の比率が，管理費30％，事業費70％という，これは法人のルールとして従来からあるものです．

職員が例えば広報委員会の仕事で動いたときに，一方で管理業務として働きますし，事業業務として活

動することもあります．これは随分昔から，厚労省にご相談申し上げて，管理費と事業費に，その時そ

の時の活動に従って按分してもらっていました，例えば事業費でしか請求できないものもありますし，

管理費としては請求できないものもあるということで，いずれにしましても同じスタッフの活動をどう

いうふうに分けるかについて，事業費と管理費に按分しているわけです．新しい法人の仕組というわけ

ではなく，従来からあるものです．

3. Ｑ：事業計画の中の合併症対策委員会の「患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究」

についてですが，昨年度，送迎や入院等についてのアンケート結果を拝見しましたけれども，今後，入

院・送迎について具体的に医会として案をお持ちでしたら教えて下さい．

Ａ：アンケートの際に様々問題点をいろいろな先生から自由記載という形式で，出していただきましたが，

実際に現在どういった形で，方針として，医会として働きかけていくのか，まだハッキリと決まってい

ないという状況です．大きな問題になっていくだろうというのは，多くの先生方が認識はしていただい

ておりますが，それを医会としてどういうふうに進めていくべきなのか，患者会との関係ですとか，様々

な問題をある程度総括的に決めて動かないと，なかなか難しい問題になっていくのではないかと思いま

す．今後，真剣に理事会等で検討していきたいと思います．

4. Ｑ：日本腎臓学会や日本透析医学会は国のCKD対策に参加しているが，医会としてどのように関与してい

くのか．
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Ａ：基本的には，現在，日本腎臓学会がイニシアティブをとってやっているわけですが，日本腎臓学会は日

本透析医学会には声をかけましたが，透析医会には声がかかりませんでした．現時点では透析医会とし

ましては，そういった集まりがあるというところをいろいろな点で支えさせていただいておりますが，

中に入って何かをやっていくという点では参加をしておりません．残念ながら，一番最初にインシアテ

ィブをとりました日本腎臓学会の認識が，透析医会ではなくて，透析医学会の方に向いたということで，

そういった意味では，さしあたって見させていただいている状況です．直接，われわれのほうから役員

をCKDの活動の中に送ってという話は出てきていません．

5. Ｑ：CKD対策っていうのは，学問的なことが多いのかもしれませんけども，1つは透析医療費が日本だけ

でなく他の国でも増加しているというのが，根底にあると思うのです．だから，医療経済動向とか学会

では，どのように認識されているのか分からないですけど，透析医会もある程度，透析患者を増やさな

いためにも色々な啓蒙活動が必要だと思うし，それにはやはり，患者会と連携をとって，いろいろな方

法，啓蒙活動をしていくのが良いのかと私は思っています．そうなりますと学問的に医療社会学という

のでしょうか，そういった言葉があるのか知りませんけど，もうちょっと広い学問を包括した社会現象

としての対策を立てないといけないのではないかと，最近思うようになったのですけど，そのためには，

やはり患者会，もちろん腎不全になってしまったら，こういう風に週に何回もの治療で大変だというよ

うなことを患者さん自身に語ってもらうことも必要なのかなって思っています．できれば，・日本腎不

全協会・とでも言いましょうか，そのような医療側あるいは患者側，あるいは行政も含めた大きい組織

をもう1度作り直してやるほうがいいのかなという気がしているのです．糖尿病学会はご存知のとおり

昔から日本糖尿病協会というのがあって，学会として患者活動のいろいろ啓蒙をされているようですけ

ど，透析部門についても，そういう組織が必要でないかなぁと思うのですが，これは私の意見ですけど．

Ａ：色々な事情がありまして，日本透析医会と医学会が別々になりました．当時は，透析医学会の先生方か

ら見ますと，医師がお金の話をするなんて……という大変な苦労をしながら，初代の稲生会長は透析医

会を設立されていったわけです．厚生官僚の見方も，稲生先生への評価は・絹のハンカチを泥に染めて・

というようなものでした．しかし，今は，日本透析医学会の中で医療経済だとかそういったものを考え

ない学会・総会はありません．必ず1つ2つはワークショップなどに経営の問題が含まれるようになっ

てきて，確かに，かなりの部分で共通する仕事が増加しています．いつの日か，それぞれ違う役割をも

ってはいるものの，本当に医会と医学会が同じ土俵の上で，活動できる日が来ることもあると想像して

います．

6. Ｑ：今年度の予算の収支決算で約1,000万円くらい赤字．19年度の決算では繰越が約2,200万円くらいあっ

て，それが，今年度は1,000万円の赤字で繰越が500万円しか残らないということで，同じペースで来

年も1,000万円も赤字になっていったら転落してしまうのではとの心配もあるのですが．

Ａ：公益法人では，あまり残していく（繰越）というのが好ましくないということなので，だんだんゼロに

持っていこうということです．

（補足回答）

日本透析医会が設立されるに際しまして，参加していただいた医療機関から，2億 3,500万円の基金

が集められました．ところが，最終的に社団法人になりまして，結果的には基金が不要ということにな

りました．そこで，そのお金に関しまして，提供していただいた医療機関に対し「もし必要ならばお返

ししますが」というお話をしましたところ，ほとんど100％の医療機関が，「どうぞ日本透析医会で使

って下さい」ということでした．患者さん一人当たりいくらというような計算で集められましたが，私

のところで400万円くらい，吉田先生のところで800万円くらいというような額となりました．今でも

繰り越されて2億円という大きな繰越額になっています．今までに使わせてもらったのは，1つは，現

在の透析経営状況を分析し，将来の透析医療機関の経営だとか，透析医療そのものがどうなるのだろう
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かという事を調査するための研究費として，臨時総会で皆さんに了承いただき，日医総研に委託し，

『透析のグランドデザイン』をということで日本透析医会雑誌に報告しました．1,500万円くらい使わせ

てもらいました．それと，当時は班研究をやっていまして，コンピュータを用いた透析合併症の自動診

断・支援システムの開発に対しても1,500万円くらい使わせてもらいました．

基本的には，そういう形で財産を有効に使えるのが一番いいわけで，だんだんと赤字が積み重なって

消えていくよりも，もっと思い切った使い方をしたいと思っています．例えば2002年にやった将来展

望みたいなものを，もう一度，あらためて見直さないといけないと考えています．診療報酬もドンドン

低下していますので，その後の経営状況も変化していますし，入院が一体どういう形になっていくのか

というようなものを出す．ただ出すのではなく，それを用いて，日本透析医会が政策提言をしていくと

いうようなことを考えていきたい．ただ，毎年毎年，赤字で減らしていくのは好ましくないと思います．

7. Ｑ：37頁の要望書の中の「とても体の大きい患者や，活動量の多い患者では5時間以上透析を選択されま

す」という文言があって，もう少しハッキリいってもいいのではないかと思います．

Ａ：厚労省としては，少なくとも4時間未満透析がどんどん増えていっていることの情報を持っていました．

生命予後がそんなに悪いものなのに，どうして短時間透析が増えていってしまうのか，と突かれたらど

うするのですか，という話がありました．どういうことかといいますと，そういう短時間透析を選択し

た医者は悪い医者という世論の指摘も出てくるでしょう，というのが厚労省の心配の1つ．彼らのエク

スキューズであったのかもしれませんし，一方で透析全体に対する配慮があったということかもしれま

せん．また，長ければ長いほどいいという言い方を，それだけで言ってしまうと，ではなぜ4時間透析

で，どうして標準的な透析を5時間にしないのだとか，あるいは本当に6時間が良いのであれば，なん

で皆さん6時間やらないの，という問題にすりかわる可能性があります．だから，決して今までやって

きたことを悪者にしてはいけない．僕なんかは厚労省に対しては，悪者にしても結構です，とまで言い

切ったのですが，厚労省自身がそのへんのところを考えて，表現がこういうふうになったということで

ご理解下さい．

�追加発言�

1） 鹿児島県の前田忠先生による，鹿児島県における腎不全対策（検診の公費負担等）についての紹介．

2） 4月に，沖縄県から，沖縄県の透析医療機関に対して，レセプト上の診療内容について，透析と透析に関

連しない部分を分けなさいという指示がありました．昨年の4月に厚労省から，いわゆる医療扶助（生活保

護）について，障害者自立支援法との兼ね合いで医療請求を認めるという新しい仕組が出来上がりました．

その時に，どこまでが医療扶助（透析に関連ないもの）でどこまで障害者自立支援法かという区分けをする

という問題が出てきました．そのとき，東京都が，さっさと，透析とシャントに関連する以外は透析医療で

はないという文面の書類を出しました．これに対して千葉市が同じような，この時点では東京都と千葉市が

そういう問題を医療機関に通知したわけです．これに対し，日本透析医会が関与させていただきました，結

論としては，良識的な判断（主治医の良識的な判断）で，自立支援法の対象かどうかの線引きするようにと

いう回答をいただきました．

ところが，この4月になって沖縄県から，あらためて同じ問題が出てきました．焦点になったのは，糖尿

病性腎症の場合，これがもとで腎障害が起こっているわけですけど，原疾患としての糖尿病は障害者自立支

援医療とは関係ありませんということで，厚生労働省もそういう考え方をもっています．結局，最終的には

沖縄県の出した通知が撤回されたものなのか，凍結されたものなのか，具体的な処理は分かりませんが，従

来どおりとなりました．もしかしたら，今後，各地域でこういう問題が出てくるかもしれません．しかしな

がら，これに対して答えは出ておりますので，どこで問題が起こりましても，ご相談していただければ，も

う去年の4月に答えが出ていますし，今年の4月に沖縄県でも回答が出たわけですから，いまさら県行政が
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勝手に実施しようと思ってもそうはいかないということです．

3） ヘパリンの自主回収についてです．ヘパリンの自主回収の対象となりましたメーカーは6割くらいのシェ

アーをもっていて，最初の自主回収はクラスIIと呼ばれているもので，予防的な回収でした．2回目の5月

の連休前に行われた自主回収はクラスIと言って，色で言うと真っ黒です．最初の段階は白に近い灰色だっ

たわけですが，自主回収が行われた．一応，おさまりつつあるのですけど，メーカーに聞きますと，ああい

う問題が出ると新しく今まで契約していなかった所からのヘパリンの入手が大変難しくなるということでし

た．米国だけの問題だけではなく，実はヨーロッパ，オーストラリアでも問題になっていて，イタリア等で

も自主回収が行われたのです．ということで，まだちょっと不安定な部分があるのかなと思っています．加

えて，四川省で地震があり，中国の食用豚の11％が四川省．実は，その豚の腸管からヘパリンは抽出され

ているわけですから，今度は本当の原材料としての供給不足が問題となっていくかもしれません．われわれ

が何か出来るという問題ではないのですけど，ヘパリンの問題というのは，まだ終わっていない問題かなと

いう気がします．こういう問題が発生すると，厚労省から日本透析医会のほうに専門家としての意見を求め

られる．いちおう対応できるような仕組になっていますので，地方行政で何か問題があれば，医会のほうに

お尋ねいただければよろしいし，地方で起こった問題に関しましても医会が関与していくということになる

かと思います．

4） 今回の診療報酬改定は上手にいったと思うのですが，ダイアライザー価格が大幅に下がった．一体何を根

拠に決められたのか，誰も知らない．一斉価格の調査による結果ということが公表されているわけです．

3月末に支部長会議を行い，診療報酬改定の説明会を行いました．もし，日本透析医会がダイアライザー

価格までに関与しようと思うと，われわれ自身がコストについての資料を持たない限り交渉もできないとい

うことでした．果たして，皆さんのところへA社からいくらで買っていますか，というアンケートを出し

た時に，どのように考えられるか，ちょっと良くわからない．6月に行われます支部長会でもお話しようと

思いますが，今日は帰られまして，これを支部の中で話してもらいたい．

同様に，将来展望を推測するグランドデザインを検討したときは，3年間の医療機関の財務諸表をすべて

出してもらうという調査を行ったわけですが，今でもそのような調査が可能なのかどうか．そういうものを

見せ合ってでも，防衛策を講じないといけないのかなという気もしていますので，いつかお願いをするかも

しれません．

（文責 杉崎弘章）
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（社）日本透析医会通常総会議事録

1.会議の種類 平成20年度 通常総会

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

1.開 催 日 時 平成20年5月18日（日） 午後14時00分～15時30分

1.会 員 総 数 1,205名

1.出席会員数 606名 内訳 本人出席 18名 書面出席 588名

1.議事の経過

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

旨，告げられた．

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

豊彦氏が選任された．

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

場一致で選任された．

続いて議案の審議に入った．

第1号議案 平成19年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件

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

があり，併せて専務理事杉崎弘章氏から，財務諸表について詳細な説明が行われた．続いて監事伊原美好

氏から「平成19年度決算の監査結果は，妥当であった．」旨，報告された後，議長による採決が行われ，

満場一致で承認された．

第2号議案 平成20年度事業計画及び予算の承認を求める件

常務理事山川智之氏から，総会資料により前年度事業実績に基づく20年度事業計画（案）の概要の説明が

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

致で原案どおり可決承認された．

第3号議案 その他

質疑応答「透析患者の老齢化及びCKD対策」等，透析医療の将来展望，問題点等々，自由活発な討論が行

われた．

15時30分をもって，通常総会の議案総てを終了し，議長は閉会を宣し解散した．
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以上，この議事録が正確であることを証するため，議長並びに議事録署名人がこれに署名押印する．

平成20年5月18日

社団法人日本透析医会通常総会に於いて

議 長

議事録署名人

同
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（社）日本透析医会 役員名簿
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役 職 名 氏 名 現 職

会 長

副 会 長

専務理事

常務理事

理 事

（北海道）

（東 北）

（東 北）

（関 東）

（関 東）

（甲信越）

（中 部）

（関 西）

（関 西）

（中 国）

（中 国）

（四 国）

（九 州）

山 � 親 雄

吉 田 豊 彦

大 平 整 爾

杉 崎 弘 章

小野山 攻

鈴 木 正 司

山 川 智 之

隈 博 政

太 田 圭 洋

井 形 昭 弘

太 田 和 夫

山 下 眞 臣

澤 宏 紀

前 田 憲 志

藤 見 惺

松 田 鈴 夫

秋 澤 忠 男

戸 澤 修 平

関 野 宏

村 上 秀 一

黒 田 重 臣

秋 葉 隆

土 屋 隆

指 出 昌 秀

宮 本 孝

青 木 正

土 谷 晋一郎

山 下 達 博

寺 尾 尚 民

新 里 健

増子クリニック昴 院長

医療法人社団誠仁会 理事長（みはま病院）

医療法人社団恵水会 札幌北クリニック 院長

医療法人社団心施会 理事長（八王子東町クリニック）

医療法人小野山診療所 理事長

社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 顧問

特定医療法人仁真会 理事長（白鷺病院）

医療法人くま腎クリニック 理事長

医療法人名古屋記念財団 理事長（名古屋記念病院）

名古屋学芸大学 学長

太田医学研究所 所長

社団法人日本国民年金協会 顧問

元国立健康・栄養研究所 所長

医療法人有心会 理事長（大幸砂田橋クリニック）

医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック 院長

国際医療福祉大学 教授

昭和大学医学部腎臓内科 教授

医療法人北辰 クリニック1・9・8札幌 理事長

医療法人宏人会 理事長（宏人会中央病院）

医療法人三良会 村上新町病院 院長

くろだ明大前クリニック 院長

東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化部門 教授

医療法人輝山会 理事長（輝山会記念病院）

医療法人社団一秀会 理事長（指出泌尿器科）

医療法人平生会 理事長（宮本クリニック）

社会福祉法人 京都社会事業財団 西陣病院 顧問

医療法人あかね会 理事長（土谷総合病院）

医療法人社団博寿会 理事長（山下医院）

医療法人尚腎会 理事長（高知高須病院）

医療法人社団健昌会 理事長（新里ネフロクリニック）

監 事 今 忠 正

岩 月 史 郎

伊 原 美 好

医療法人社団恵水会 札幌北クリニック 理事長

弁護士
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�一地方病院の悩み � 竹内敏明

当院は昭和30年に開院した内科，腹部外科の急性期一般病院の特定医療法人で，透析療法は昭和46年か

ら始め，約35年を越えて現在約200名の患者さんの透析療法を行っています．

透析療法に関しましては月曜から土曜まで毎日各2クール（午前9時からと月水金は午後5時から夜間透

析，火木土は午後3時半からの午後透析）の透析を実施してきました．基本的には午前からの透析は主に高

齢患者さん，合併症のある患者さんと入院患者さんの透析療法を，病院機能が低くなる夜間透析は安定した

患者さんを主体に透析を行い，ここ数年前までは比較的うまく2クールの透析を行って来ました．

しかし，近年新しく透析導入する患者さんは，自力では通院できない通院介護の必要な高齢患者さんや複

数の高度合併症を有する糖尿病患者さんの増加と，午後や夜間に透析していた患者さんも高齢化し，夜間か

ら午前の透析に移らなければならなくなり，午前の透析ベッドに余裕がない状態になってきております．ど

うしても夜は病院機能が低下し，合併症の多い患者さんの夜間透析はリスクが高すぎます．また，たとえ夜

間透析が可能であるとしても，自力通院のできない患者さんにとっては通院手段の確保ができず，自院での

送迎も地方病院では患者さんが分散し地域が広く不可能であり，夜間の有効なベッド利用ができなくなって

まいりました．これは当院だけの問題では無く，地方の透析施設をもった一般病院の悩みではないでしょう

か．

これを解決するためには，透析開始時間を早め1日3クールを実施するか，透析ベッドの増床（それには

看護師始め透析医師やスタッフの増員は不可欠）の何れかと思います．しかしASOをはじめ糖尿病足病変，

慢性心不全，ADLの低い自立通院のできない患者さん，透析中常にベッドサイドにいなければならない認

知症の患者さんなどあげればきりがありませんが，このような患者さんには透析中だけでなく例え3時間透

析（3時間透析の患者さんのほとんどは3時間透析するのが限界でやっと透析ができるという患者さんです）

の患者さんでも，透析開始までと透析終了後の止血介助，食事介助，透析後の観察，帰宅に向けての介助，

家族への透析状態の連絡帳作成など，透析は3時間でも著しく高い看護度とマンパワー，さらに長い時間が

必要とされます．そのため，これまでは3クールも可能であったかもわかりませんが，多くの合併症を持っ

た患者さんの増加には対応できません．また増床するにもスペースは無く莫大な費用が必要であり，また地

方の病院では医師，看護師の確保は不可能であり，期待はできません．地方では透析難民が出現する日はそ

こまで来ているのではないでしょうか？

また，透析機器が動いている時間だけが透析療法なのでしょうか？ 上述の如く，3時間透析しかできな

透析医のひとりごと透析医のひとりごと



透析医のひとりごと 321

い患者さんにはそれだけの理由があるのです．また，糖尿病性腎不全患者さんの足病変のケアを，透析毎に

ベッドサイドで真面目に実施していてもそれは報いられません．厚生労働省の方々も地方の病院透析を1カ

月でも一緒に経験して頂けたら，また医療の地域性も考えていただけないでしょうか？ 小児科や産科だけ

でなく透析医療も含め地方の医療が荒廃する日はまさにそこまで来ているように思われます．

ある金曜日の午後10時30分，やっと今日の夜間透析が終了しました．

遠山病院
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�最近思うこと � 吉田克法

昭和54年泌尿器科に入局した私にとっていまでも忘れられないことは，緊急腹膜透析の現場です．真夜

中に全身浮腫の婦人が大学付属病院に運び込まれてきました．当時は救命救急科などの講座はもちろんなく，

現在の緊急検査システムも整備されておらず，入局したての私にとっては，このような病態の患者をなぜ泌

尿器科がみなければならないのかもわからない時期でありました．レントゲン撮影は，救急体制がとれてい

たこともあって，当時のオーベンは胸部レントゲンをみて急性腎不全の診断のもと，救急処置室にて腹膜透

析カテーテル挿入を始めました．腹部を一部消毒の上で，「おなかに力をいれて！」と言って，五寸釘のよ

うなものを下腹部に一気に突き刺したのでした．すなわちトラカール穿刺だったのですが，当時の私にとっ

て初めての経験であり，非常に驚きでありました．その後，この婦人はしばらくして全身の浮腫もとれて，

みるみる改善していきました．この間，病棟までの搬送，病棟への申し送り，腹膜透析液の調整や水分の管

理，創部の観察消毒，などすべてやった（やらされた！）気がします．

今，このような患者が搬送されてきた時，救急科にて対応するわけでありますが，採血，レントゲン，バ

イタルチェックなどそれぞれ専門部署のエキスパートが対処し，結果が出るやいなや，数十分のうちにアク

セスが確保され，一方では臨床工学技士により血液透析の準備が整い，受診後1～2時間のうちに血液透析

が開始されていることになります．現在の医療技術とその専門性から，医療は進んでいるという事になりま

すが，私は医師の立場として，これでいいのかと時々考える時があります．透析プライミングのできない医

者，穿刺のできない医者，患者に説得できない医者など私の周りには少なからず存在しているのも現実です．

われわれが研修医時代は，さほど医者が余っている訳では無かったと思いますが，常に2～3人の研修医が

指導医の後についてまわり，処置方法，点滴穿刺，透析穿刺，手術テクニックなど学んだものでした．特に，

患者家族との対応に関しては，その治療が困難となればなるほどその対応方法は勉強になり，いまでもその

やり方を踏襲しております．現在，研修制度の変更により，前期研修終了後は早１人前として，臨床現場に

担当医として臨むわけでありますが，まだまだ不十分であると言わざるをえないのも現実です．医療現場で

患者と対応する時は，自分の力量と信念をもって臨まなければなりません．しかし，力量にしても信念にし

てもほとんどない状態で患者家族と対応するときは，そこに軋轢が生じ，最悪の場合には医療訴訟という事

態が発生することになります．

若い医者は，とにかく一生懸命に仕事に打ち込み，自分の知識を最大限に駆使して，治療に取り組んでお

り，私の周囲にもそのようなひたむきな若い医者が数多くいます．当直でもないのに，その日の患者の状態
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を再確認し，明日の治療方針を立て，検査をオーダーし，眠りに就くのは夜中というのがほとんど連日で，

苦言を言うものはほとんどいません．世間では医師不足と言われて久しいですが，医師不足ではなく有能な

医師が不足しているということなのです．これら若い真摯な医者を有能な医師として指導していくことがわ

れわれの重要な責務であると思います．

奈良県立医科大学泌尿器科透析部



はじめに

山形県透析医会の設立については2006年の本会雑

誌において報告した1）が，時が経つのは早いもので設

立後すでに約2年以上経過した．この間手始めの業務

として県内透析施設における災害ネットワークの整備

に着手した．県内を4地区に分けた上で，各地区に代

表者を置き，災害発生を想定した情報伝達訓練をこれ

まで数回にわたり実施した．その結果，検討を要する

課題も少しずつ明らかにされた．また大規模災害発生

時の情報提供や協力を得るために県医師会を通じて県

にも働きかけた結果，保健医療対策班としてネットワ

ークの一部に組み込まれた．これと並行して山形支部

透析医会の組織整備にも取り組んできたが，現状は順

調とは言い難い．その最大の理由としては各地区にお

ける透析施設の責任者の多くが転勤，退職，他県への

異動などで交代してしまったことがあげられる．その

ため災害ネットワークの情報伝達も十分機能しなくな

り，再整備を迫られている状況にある．勤務医の過重

労働等による医師不足が県内の透析分野にも波及して

きたように思われる．このような状況から山形透析医

会は新たな組織づくりが必要であり，今後の方向性を

再検討する時期にきている．

まずは最近の山形県の透析患者の現状，透析施設の

充足状況および透析患者数の動向について報告し，今

後の透析医会の課題についてのべてみたい．

1 山形県における透析の現況

山形腎不全研究会の調査に基づき，過去3年間の透

析施設の充足状況や患者数の推移について調査してみ

た．

透析施設は表 1のごとく36施設と2年前と比べ新

たに2施設が増え，同時透析や最大収容能力はやや増

加した．この間，血液透析患者数も2年間で189名増

加した．しかし死亡例も増加したため，以前に比べ増

加幅も鈍化してきたようである．また夜間透析患者数

の増加は認められなかった．

血液透析患者の年齢構成では，2007年 8月では

60～79歳が 53.2％ と大部分を占め，80歳以上も

13.5％と増加していた．このように当県では高齢化

が急激に進んでいる．そのことは就業年齢での導入の

減少を意味しており，今後山形県における夜間透析患

者数は減少するものと推測される．また2007年にお

ける導入患者の原疾患は糖尿病37.5％，ついで慢性

糸球体腎炎27.3％，腎硬化症9.1％の順であった．こ

のように山形県でも糖尿病による導入が最も多かった
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［た よ り］

山形県支部だより

工藤健一

山形県透析医会会長

表1 山形県における血液透析患者の現況

2007.8 2006.8 2005.8

透析施設数

同時透析能力

最大収容能力

血液透析患者数

夜間透析患者数

血液導入患者数

死亡患者数

36

770

2,403

1,957

280

275

209

35

731

2,256

1,882

283

299

177

34

712

2,034

1,768

―

271

189

（第36，37，38回山形腎不全研究会より）



が，全国統計2）の42.9％（2006年末）と比較するとや

や少ない傾向が見られた．

次にCAPD患者についてみると，表2の如く2006

年度は一時減少したが2007年には177名と患者数は

2年前とほぼ同数に回復している．年齢構成は60～79

歳が46.9％で最も多かったが，80歳以上も28.3％と

年々増加してきている．導入患者の原疾患では糖尿病

が15.2％と血液透析と比べてかなり少なく，腎硬化

症および診断困難なその他の原因不明症例の増加が目

につく．後者のなかに高齢化に伴う動脈硬化に起因す

る症例が多く含まれているものと推測された．また総

透析患者数に対してCAPDの占める頻度は8.3％と

他県と比較して高率であった．時期的にはやや異なる

が日本透析医学会の集計2）（2006年末）では徳島県に

次いで第2位であった．

各地区別の収容状況および透析患者数については表

3のごとくである．この中で山形および庄内地区の透

析施設は病院が中心であるのに対し，村山地区では診

療所が多い．そのためか後者では夜間透析の実施施設

は1か所のみであり，周辺の地区，主として山形地区

に依存している．一方，血液患者の収容能力について

みると，置賜地区では他の地区に比して充足率が高く，

すでに90％に達している．特にこの地区の病院，3

施設ではほとんど空床がない状態である．したがって

遠距離で，自ら通院手段のない高齢者の場合は

CAPDに依存せざるをえない．この地区で県内の

CAPD患者の40％近くを占めている．前述した如く

本県におけるCAPDの占める頻度の高い理由として

高齢者の在宅医療という側面もあるが，透析施設不足

も大きな要因といえる．

2 透析医会の活動と災害ネットワーク

透析医会の活動としては，前述のごとく災害情報伝

達訓練を今まで数回に亘って実施するとともに年に1

回の割合で講師を招待し，災害対策に関する講演会を

行い，各施設における安全対策の向上に努めてきた．

また全国透析医会で決定された事項や診療報酬に関す

る全国の動向についても，県腎不全研究会の代表者会

議の席上逐次報告している．しかしそれ以外の活動は

現在のところ実施されていない．

当県の場合，山形腎不全研究会に加入しているほぼ

全施設が県の透析医会へ入会しており，かつ事務局も

現在は同一場所にあることから，両者の役割分担を明

確にするべく会則の一部を見直し中である．昨年の腎

不全研究会の施設代表者会議においてもこの問題が討

論され，その主旨に対して概ね賛同が得られたが，時

間不足で細部まで決定しえなかった．近々臨時総会を

開催予定である．また透析医会の役員や災害ネットワ

ークの地区代表者も欠員の状態であり，早急に決定す

る必要に迫られている．
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表2 山形県におけるCAPD患者の現況

2007.8 2006.8 2005.8

CAPD実施施設

CAPD患者数

導入患者

死亡患者

13

177

46

25

14

155

32

22

15

179

55

24

（第36，37，38回山形腎不全研究会より）

表3 地区別の透析施設の収容状況と患者数 2007.8現在

山形 村山 置賜 最上 荘内 計

透析施設数

病院†1

診療所†1

夜間実施施設数

夜間患者数

同時透析能力（人）

最大収容能力（人）

血液透析患者数

充足率†2（％）

CAPD患者数

CAPD実施施設数

9

8

1

6

104

222

740

599

80.9

45

4

10

4

6

1

24

163

502

394

78.5

4

1

9

6

3

3

54

107

353

317

89.8

71

3

3

2

1

1

5

91

236

198

78.8

8

1

5

5

0

4

93

187

572

449

78.8

49

4

36

25

11

15

280

770

2,403

1,957

81.4

177

13

†1 透析施設数の内訳を示す．
†2 最大収容能力に対する血液透析患者数の比率を示す．
（第38回山形腎不全研究会より）



まとめ

山形県の透析患者数の増加は鈍化したがそれでもな

お増加傾向にある．一方透析に携わる医師の減少や診

療報酬の削減もあり，新規開設や新たな増設が困難な

状況にある．このような現状を踏まえ，山形県透析医

会の組織整備を早急に行い，結束して様々な課題に対

処していきたいと考えている．

文 献

1） 工藤健一:山形県透析医会の設立にあたって．日透医誌，

22;194�196，2007.

2） 中井 滋，政金生人，秋葉 隆，他:わが国の慢性透析療

法の現況．透析会誌，40;1�30，2007.
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今回で3回目となる地区だよりである．

特に目立った活動といえば，災害にそなえて地域社

会との連携を深めるために，要援護者医療救護対策会

議なるものの議長を務め，県や市町村関係者と協議を

くりかえし行って一定の成果を得ていることだ．

かねてから災害時の透析医療をどう推進するかは大

きな課題である．透析医療関係者および腎臓病協議会

の協力のもとシステム作りが行われてきた．システム

の確立には行政や地域の全面的な協力が欠かせない．

国を挙げての対応が待たれていた．そうした中，災害

時に人の手助けを必要とする高齢者や障害を持つ人た

ちに如何に対応するのかを定める支援プランが検討さ

れている．「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」

だ．こうした形で透析医療のスムースな遂行のために

一般社会からの協力を頂くのは大変有難いことだ．

災害時要援護者対策は，地域において高齢者や障害

者など支援を必要とする人を特定し，その人たちを誰

が支援し，どの避難場所に避難させるかを定める取組

である．

この避難支援ガイドラインの骨子は市町村内に要援

護者支援班を設置することから始まる．

市町村は平常時から福祉関係者，民生委員，ケアー

マネージャー，介護職員との連携を深めておくことが

大切である．その結果，要支援者が何所に如何にして

おられるのかが確認でき支援を有効に実施できる．透

析医療機関と腎臓病協議会は自らの情報を市町村に伝

えておく必要がある．しかし，個人情報保護法も考慮

して限定的に行うことが肝要である．一方，透析遂行

のためには電気・水道等のライフラインの確保も欠か

せない．電力会社や水道関係機関との連携体制を確保

しなければならない．

過去の災害現場からの報告によっても，行政，市町

村，関連機関との連携が欠かせない例が多数認められ

た．

透析者は要援護者の範囲に入っている．優先順位は

人工呼吸器装着者，酸素療法実施者から比べると若干

低く考えられている．これは正しい設定であると考え

る．しかし，避難場所の確認や，透析施設と透析者の

連絡の確保は速やかに行うべきである．この点は市町

村の支援班に大いに期待する．このために透析施設と

透析者の部分的な情報公開が求められる．一方，個人

情報保護の観点から，市町村は運用には慎重を期して

欲しい．

透析医療関係機関，腎臓病協議会，県，市町村との

連携でスムースに透析医療を遂行しようと考える．
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はじめに

日本透析医会会長山﨑親雄先生のご指導のもとに，

平成14年12月島根県透析医会を結成いたしました．

当初は岡山県医師会透析医部会の笛木久雄先生のご指

導を受け，災害時対策マニュアル，災害時情報ネット

ワークづくりを中心に活動いたしました．

平成18年には島根大学医学部の先生方が入会，透

析患者さんの予後の改善をめざして内分泌代謝異常研

究を開始いたしました．これまでに透析医学会，地方

会，研究会等で発表，成果を上げています．今年の春

は島根大学医学部腎臓内科より4名，循環器専門の先

生も入会，心血管合併症の研究，治療にも貢献できる

と期待しています．

島根県内の透析施設は23（内開業医が10施設）で，

87％の施設が入会しています．

4月の総会と講演会には毎年日本透析医会から講師

の先生を派遣していただいています．昨年は山川智之

先生に透析医療をとりまく情勢について，今年は太田

圭洋先生に高齢者の透析に関する諸問題についてご講

演，ご指導いただきました．また，年末には勉強会と

忘年会，7月と1月にはコメディカルも含めた講演会

（明日の透析医療を考える会）を開催しています．島

根県は東西に長く，交通の便も悪いため行事の出席率

が60％前後です．それでも支部ができてからは施設

間の情報交換ができ，患者さんの紹介等がよりスムー

ズにできるようになりました．また，島根の透析医療

の向上のための共同研究が発足，島根大学医学部内科

学第一教室の矢野彰三先生が研究結果を「ネフロン」

に発表されました．

島根県は74万人で人口の少ない県です．また，65

歳以上が 27％ の高齢県でもあり，透析患者さん

1,420人（平成19年10月1日現在）の内65歳以上

が56％，80歳以上の方が15.4％もいらっしゃいます．

高齢の患者さんには必然的に介護，通院の問題が付随

し，同居の家族の協力，介護保険の利用が不可欠です．

核家族化がすすみ，また合併症のため在宅療養が困難

になる患者さんがますます増えることが予想されます．

医療破壊が進む昨今ですが，会員が協力してこれら

の問題にも立ち向かって行きたいと思います．日本透

析医会の先生方，今後ともよろしくご指導お願い申し

上げます．
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本稿では，前号で報告後平成20年3月28日，4月25日，5月18日，6月21日に開催された計

4回の常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動について

報告します．

1.通常総会の開催について

5月18日，日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に掲載の

とおりです．

2.診療報酬改定に対する対応について

平成20年度の診療報酬改定は，前号の本欄でも報告したとおり，6年ぶりに透析時間区分によ

る人工腎臓点数の復活が実現しました．その経緯については本号で山�会長からの報告のとおりで

す．日本医師会の先生方のご指導とご協力，厚生労働省の担当者の方々のご理解により今回改定の

最大の目標が実現したわけですが，依然として透析医療を取り巻く環境は厳しく，次回平成22年

度の改定については予断を許さない状況です．また今回大幅に下がったダイアライザの価格につい

ても経営に与える影響は大きく，価格交渉の当事者はメーカーではありますが，透析医会として何

らかの動きがとれないか検討中です．今後，メーカー，あるいは行政と折衝する場合に，交渉の材

料として価格調査など種々の実態調査が必要になるかもしれません．その際は大変お手数をおかけ

しますが，会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます．

3.第13回透析保険審査委員懇談会について

日本透析医学会学術集会の期間中の6月21日に，全国の透析関連の保険審査委員，支部長の先

生などにご出席いただき，第13回透析保険審査委員懇談会が開催されました．お忙しいところご

出席いただいた先生方には御礼申し上げます．詳細につきましては，次号23巻3号で報告の予定

ですが，この会で話題になった重要と思われる事項について下記の通り報告します．

1） 慢性維持透析外来医学管理料

今回の改定で，同一月内に入院と入院外が混在する場合，どのような場合に慢性維持透析外来医

学管理料が算定できるか問題になりました．検査を行っていれば1回の外来透析でも算定できると
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いう意見や，月の半分程度の透析回数は必要だろう，という意見などがありましたが，これについ

ては保険局医療課より現時点での考えとして，検査結果に基づく指導が実施されれば，1回の透析

（1回の検査）でも可とする見解が出されております．

2） 15回目以降の人工腎臓の取り扱い

月に15回以上の人工腎臓を施行した場合，15回目以降は技術料が算定できず，それ以外で出来

高になるが，外来透析では，月初めから暦日に従って日数を数えた場合，15回目以降に使用した

EPO（ネスプを含む）は出来高で算定できるのではないか，という意見がありました．今回の診

療報酬改定で，この部分の説明は保発の通知から注に変わり「1月に14回に限り算定」と記載が

変更されていることから，一般的には実施された透析の順番とは関係なく，14回の包括された技

術料の中でEPOが使われ，技術料の請求がない透析では使用されないと考えるのが，透析医会と

しての見解です．

また，持続緩徐式濾過術や異なる透析時間区分が混在する場合には，審査上，技術料の高い方か

ら14回を数え，残りを技術料の請求なしとすることが望ましいと考えられます．

3） on-lineHDFについて

現在，特にon-lineHDFを禁止するなどの具体的な動きは全国的にありませんが，厚生労働省

がon-lineHDFの是非について判断を求められるような事態になった場合，薬事法に抵触すると

解釈する可能性もあり，もしそうなった場合は，診療報酬返還という事態にもなりかねません．こ

のような状況に鑑み，on-lineHDFを行っているという内容のホームページ上での宣伝や，on-

lineHDFの認可を求める陳情および要望書の提出などについては，現時点では自粛するべきだろ

うと透析医会としては考えております．

4.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」事業は平成19年度が3年計画の最終年度でした．平成20年3

月22～23日には徳島において川島病院が中心となり，行政，医師会関係者の方々のご協力をいた

だき本事業最後の検証航海を行いました．

3年間，多くの方にご協力，ご支援いただき船舶輸送を中心にして，透析医療の災害対策につい

て一定の成果をあげることができました．心より感謝申し上げます．

また，第53回日本透析医学会学術集会開催期間中の6月21日に，第9回災害時情報ネットワー

ク会議を開催しました．ご多忙中参加していただきました先生方には厚く御礼申し上げます．会議

の内容については，次号（23巻 3号）で報告させていただきます．なお，この会議でも報告させ

ていただきましたが，現在，災害情報ネットワークを携帯電話対応にする準備中です．まもなく詳

細についてご案内できる予定です．

5.透析患者の障害者自立支援医療について

平成19年度から，生活保護患者の透析医療部分は自立支援（更生）医療，それ以外は生活保護

の医療扶助で給付されることになりました．この自立支援医療の範囲については，医療側が医療内

容に基づき分類，判断するものである，と医会としては考えておりますが，昨年の東京都および千

葉市に引き続き，3月に沖縄県福祉保健部障害保健福祉課長名で，長期透析による手根管症候群，
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二次性副甲状腺機能亢進症などの合併症は更生医療の給付対象とならず，糖尿病に対する治療も対

象とならない旨の通知が出されました．

これを受けまして，4月17日には厚生労働省障害保健福祉部精神・障害保健課を訪問し，この

区分についての話し合いをしてまいりました．厚生労働省としては，どこまで自立支援医療の給付

とするかについては，各都道府県の裁量による，との見解でありました．その後，沖縄県におきま

しては，沖縄県医師会を通じて，沖縄の透析医療関係者と行政が話し合った結果，医会と同様の見

解に落ち着いた，とのことです．この件につきましては，各都道府県によって行政の対応が異なる

可能性がありますので今後も情報提供をよろしくお願いします．

6.ヘパリン製剤について

米国において，米国バクスター社が販売する透析用ヘパリン製剤による重篤な有害事象の報告が

急増し，自主回収が行われましたが，その後の調査で，この米国バクスター社の製品と原薬製造所

を同一とする製品がわが国においても存在することが判明し，当該メーカー3社が3月上旬に予防

的安全確保措置として自主回収（クラスII）を開始しました．しかしながら代替品のない状態で

自主回収を進めた場合に，透析が不可能になる状況が考えられたため，山�会長に厚生労働省から

相談があり，患者にきちんと情報提供し，ショック，アナフィラキシー様症状等に注意した上で従

来製品の使用も可とすることになりました．

その後，需要にヘパリン製剤の供給が追いつかないという事情も踏まえて，4月22日に開催さ

れた薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会に山�会長が意見陳述者として出

席，この席で出荷製品について不純物の含有がないかメーカーが確認することが決まり，これを踏

まえた検査の結果，扶桑薬品工業の一部のロットで，アメリカで問題になった不純物（過硫酸化コ

ンドロイチン硫酸）がごく少量含まれることが判明し，5月2日付けで自主回収（クラスI）とな

りました．従来の自主回収品には不純物が含まれていないことが確認できたため，扶桑薬品工業で

はこれを代替品として出荷するという対応をとりました．

ヘパリン等の製剤は透析治療においてきわめて重要でありますが，生物由来製剤故のリスクを包

含しているのも事実であり，今後も同様な事例についてはメーカー，行政と緊密な連携をとりなが

ら慎重かつ迅速に対応していく所存です．

7.日本透析医会シンポジウム

平成 20年 10月5日，東京品川コクヨホールにおきまして，「透析医のためのCKD管理―透析

導入後の予後向上を目指して―」と題して日本透析医会シンポジウムを開催します．非会員の方も

参加できますので，お誘い合わせの上皆様の多数のご参加をお待ちしております．

8.感染事故について

6月，三重県の診療所において，感染対策の不備で院内感染が発生したという報道がありました．

透析医療においては，ヘパリン生食の分注などを介した院内感染が報告されたこともあり，一旦院

内感染が発生すると多数の患者に被害を及ぼす可能性があります．日本透析医会としては院内感染

防止のため「透析医療事故防止のための標準的透析操作マニュアル」に従った感染対策を推奨いた

します．なお同マニュアルは日本透析医会ホームページよりダウンロード可能です．
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お 知 ら せ

平成21年度（財）日本腎臓財団 公募助成のご案内

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

っています．

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

（助成事業→公募助成）

1.若手研究者に対する助成 2.腎不全病態研究助成

対象となる研究・
応募資格

a.基礎的な腎臓学ではなく，腎臓病，特に
腎不全医療に貢献する応用が可能な臨床
研究を望みます．

b.比較的日の当り難い分野，他から助成を
受け難いものを優先対象とします．

c.昭和39年（1964年）4月1日以降に生ま
れた方．

d.以前に本助成を受けた方は応募できませ
ん．

a.「腎性貧血に関する研究」及び「腎性骨
症に関する研究」

b.基礎的な研究のみならず，日常診療の発
展に貢献する臨床的研究が望ましい．

c.大学以外の研究機関に所属する先生方の
応募を奨励します．

d.以前に応募または助成を受けた方が再度
応募することも可としますが，前回応募
時の研究との相違点を申請書に明記して
下さい．

e.申請書には所属長の署名が必要です．
f.倫理規定に抵触する可能性のある研究を応募する際は，倫理委員会にて承認を得ることが
必要です．

g.同一の診療科からの応募は原則として一件のみとします．
h.同じ研究内容・テーマで両方の助成を受けることは出来ません．

助成額 コメディカル 1件 50万円 2件
医師 1件 100万円 2件

内容に応じて，1件 50万円～300万円
約50件 総額4,000万円

選考 若手研究者助成選考委員の厳正なる審査によ
り決定します．

腎不全病態研究助成選考委員の厳正なる審査
により決定します．

応募期間 平成20年8月1日～平成20年9月30日 随時，ホームページでご案内します．

応募方法 所定の申請書に必要事項を記載の上，事務局
宛ご郵送下さい．

助成対象者の公表 本件の助成に関して，氏名・所属・対象研究タイトルを当財団の公募助成関係についての情報
（ホームページ，雑誌「腎臓」「腎不全を生きる」）に限って公開します．

助成金の交付 平成21年5月末頃に助成金を交付します．

報告書・成果報告
の提出

報告書・成果報告を平成22年3月末日までに提出して下さい．

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

雑誌への掲載 原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
当財団発行の雑誌「腎臓」平成22年度Vol.
33，No.2又はNo.3へ研究成果を総論的に
掲載します．

原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
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●第71回 大阪透析研究会

日 時：平成20年9月７日（日）

会 長：山川智之（仁真会 白鷺病院）

会 場：グランキューブ大阪〔大阪国際会議場〕（大阪市阿倍野区）

連絡先：大阪市立大学医学部 泌尿器科学教室

TEL 06�6645�3858 FAX 06�6647�4426

●第14回 日本腹膜透析研究会/

第22回 小児PD研究会

（併催：第19回 北海道腹膜透析研究会）

日 時：平成20年9月13日（土）～14日（日）

大会長：星井桜子（国立病院機構西札幌病院）

会 場：札幌コンベンションセンター（札幌市）

連絡先：国立病院機構西札幌病院 小児科

TEL 011�611�8111 FAX 011�611�5820

E-mail jspd2008@jtbpco.co.jp

URL http://www.jtbpco.co.jp/jspd2008/

●第19回 北海道腹膜透析研究会

（併催：第14回 日本腹膜透析研究会/

第22回 小児PD研究会）

日 時：平成20年9月13日（土）～14日（日）

大会長：大平整爾（札幌北クリニック）

会 場：札幌コンベンションセンター（札幌市）

連絡先：日鋼記念病院腎センター

TEL 0143�24�1331

●第19回 日本急性血液浄化学会学術集会・総会

日 時：平成20年9月19日（金）～20日（土）

会 長：斎藤 明（東海大学医学部 腎・代謝内科）

会 場：御殿山ヒルズホテルラフォーレ東京

連絡先：東海大学医学部 腎・代謝内科

TEL 046�220�1705 FAX 046�220�1706

E-mail jsbpcc19@mtoyou.jp

URL http://www.mtoyou.jp/jsbpcc19/index.html
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●第44回 日本移植学会総会

日 時：平成20年9月19日（金）～21日（日）

会 長：高原史郎

（大阪大学大学院医学系研究科 先端移植基盤医療学講座）

会 場：大阪国際会議場（大阪市）

連絡先：大阪大学大学院医学系研究科 先端移植基盤医療学

TEL 06�6879�3746 FAX 06�6879�3749

URL http://www.congre.co.jp/44jst/

●第20回 腎とフリーラジカル研究会

日 時：平成20年9月20日（土）

会 長：福永 惠（市立豊中病院 腎臓内科）

会 場：市立豊中病院（豊中市）

連絡先：市立豊中病院

TEL 06�6843�0101（代表） FAX 06�6858�3531

URL http://www.jinfr.org/meeting_20.html

●第38回 日本腎臓学会西部学術大会

日 時：平成20年9月26日（金）～27日（土）

大会長：木村玄次郎

（名古屋市立大学大学院医学研究科 心臓・腎高血圧内科学）

会 場：ウィルあいち〔愛知県女性総合センター〕（名古屋市）

連絡先：名古屋市立大学大学院医学研究科 心臓・腎高血圧内科学

TEL 052�853�8221 FAX 052�852�3796

E-mail jinseibu38@congre.co.jp

URL http://www.congre.co.jp/jinseibu38/

●第77回 東海人工透析談話会

日 時：平成20年9月28日（日）

会 長：前田憲志（大幸砂田橋クリニック）

会 場：ナディアパーク・デザインホール（名古屋市）

連絡先：財団法人 愛知腎臓財団

TEL 052�962�6129 FAX 052�962�1089

●第17回 中国腎不全研究会

日 時：平成20年9月28日（日）

会 長：那須誉人（徳山中央病院 泌尿器科）

会 場：広島国際会議場（広島市）

連絡先：徳山中央病院 泌尿器科

TEL 0834�28�4411 FAX 0834�29�2579
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●第30回 日本小児腎不全学会・学術集会

日 時：平成20年10月2日（木）～3日（金）

学会長：相川 厚（東邦大学医学部 腎臓学教室）

会 場：ホテルニュー塩原（那須塩原市）

連絡先：東邦大学医療センター大森病院 腎センター

TEL 03�3762�4151（内線6758・6750）

FAX 03�5471�3056

E-mail shouni-jinfuzen@med.toho-u.ac.jp

URL http://www.30shouni-jinfuzen.com/

●第27回 腎と骨代謝研究会学術集会

開催日：平成20年10月4日（土）

代表世話人：秋葉 隆（東京女子医科大学）・渡邊有三（春日井市民病院）

会 場：経団連会館 国際会議場（千代田区）

連絡先：中外製薬（株）腎領域学術部（事務局代行）

TEL 03�3273�0840 FAX 03�3281�0841

●第38回 日本腎臓学会東部学術大会

日 時：平成20年10月11日（土）～12日（日）

大会長：飯野靖彦（日本医科大学 内科）

会 場：六本木アカデミーヒルズ40（港区）

連絡先：（株）メディカル東友 コンベンション事業部

TEL 046�220�1705 FAX 046�220�1706

E-mail east38@mtoyou.jp

URL http://www.mtoyou.jp/east38/index.html

●第12回 アクセス研究会

日 時：平成20年10月25日（土）～26日（日）

大会長：政金生人（医療法人社団清永会 矢吹病院）

会 場：かみのやま温泉 月岡ホテル（山形市）

連絡先：医療法人社団清永会 矢吹病院

TEL 023�641�7330 FAX 023�641�7346

E-mail hosp@yabuki.yamagata.yamagata.jp

URL http://www.pac.ne.jp/access/index.html

●RenalWeek2008（ASN）

日 時：平成20年11月4日（火）～9日（日）

開催地：Philadelphia,Pennsylvania（USA）

会 場：PennsylvaniaConventionCenter

URL http://www.asn-online.org/



日本透析医会雑誌 Vol.23 No.2 2008336

学 会 ご 案 内

●第29回 日本アフェレシス学会学術大会

日 時：平成20年11月21日（金）～23日（日）

大会長：�岡德在

（広島大学大学院医歯薬学総合研究科 腎臓病制御学講座）

会 場：広島国際会議場（広島市中区）

連絡先：（株）メディカル東友 コンベンション事業部

TEL 046�220�1705 FAX 046�220�1706

E-mail jsfa29@mtoyou.jp

URL http://www.mtoyou.jp/jsfa29/

●第74回 北海道透析療法学会

日 時：平成20年11月23日（日）

会 長：久木田和丘（札幌北楡病院）

会 場：札幌コンベンションセンター（札幌市）

連絡先：北海道透析療法学会

TEL 011�261�2033 FAX 011�261�2033

●第46回 日本人工臓器学会大会

日 時：平成20年11月27日（木）～29日（土）

大会長：斎藤 明（東海大学医学部 腎・代謝内科）

会 場：六本木アカデミーヒルズ（港区）

連絡先：（株）メディカル東友 コンベンション事業部

TEL 046�220�1705 FAX 046�220�1706

E-mail jsao46@mtoyou.jp

URL http://www.mtoyou.jp/jsao46/

●第11回 日本腎不全看護学会学術集会・総会

日 時：平成20年11月29日（土）～30日（日）

大会長：佐藤久光（増子記念病院）

会 場：名古屋国際会議場（名古屋市）

連絡先：日本腎不全看護学会

TEL 045�226�3091 FAX 045�226�3092

E-mail jinfuzen-n@giga.ocn.ne.jp

URL http://www.congre.co.jp/jann11/



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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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

自ら申し述べるべきことではないのかもしれないが，日本の医療は医療者の献身的な働きで支え

られてきた部分が大きかったのではないだろうか．1999年の横浜市立大学病院の「患者取り違え

事件」を一つの契機として，マスメディアによる医療バッシングは加速した．

医療者は従前に増して，患者・家族と対話をすることを求められてきている．当然の帰着ながら

医療者はこれに時間を割かざるをえず，忙しさのなかで苦労して時間を作り出している．これに追

い討ちをかけたのが2004年に発足した卒後臨床研修の必須化であり，研修医の選択する医療機関

が著しく偏在化してしまった．勤務医は過重労働に疲弊して退職が相次ぎ，退職が退職を生み出し

て，多くの医療機関・診療科の縮小や閉鎖が矢継ぎ早に報道された．透析医療機関もこの度の診療

報酬改定で大打撃を受けており，例外ではない．今や人員削減やその他の経営努力も，限界に達し

てきていることを憂慮せざるをえない．

医師不足が医療崩壊に繋がると小松秀樹氏や本田宏氏が警鐘を鳴らし，日医会長の唐澤祥人氏が

ごく最近『医師の主張』を著わしたのも同趣旨のものであろう．小松氏や本田氏の警告は，これま

で医療に厳しい態度で臨むことの多かったメディアの論調に変化をもたらし，医師不足や医療崩壊

を取り上げるようになった．この4月に始まった「後期高齢者医療制度」は国民，殊に高齢者への

周知徹底を欠き当局の準備不足と相俟って，政府がこれの呼称を「長寿医療制度」と呼び変えたと

ころで，国民の不評・不満は目を覆うばかりである．「後期高齢者医療制度」の理念や制度上に不

備があることは明らかであり，高齢弱者への温かな施策は急務であろう．しかし，一方で「医療を

含む社会保障の根幹を支えるために何をすべきか」の視点を忘れてはなるまい．公共事業・国家公

務員の天下り先の4,576法人（当該団体に対する補助金等交付額や事業発注額は総額で5兆9,200

億円）等々，税金の無駄使いを排除してこれを医療へ差し向けるという主張には反対する人はいま

いが，社会保障を確固たる制度に仕上げる財源への配慮も欠かせられないのではないか．社会保険

料や租税の引き上げには反対する国民が多いが，避けては通れない課題だと認識したい．このため

には，慶大商学部教授の権丈善一氏の提案するように，専門集団である医療者が各界の協力を得て

「公的医療費として，いったい幾ら必要なのか」に関して，内容にまで言及した具体的な「見積書」

を作成する必要を痛感する．医療者の提案が国民に受け入れられるためには，医療者・医療団体が

国民の信頼を勝ち取れるほどに自立した公平無私な存在でなければならないであろう．

さて，本号も各執筆者が健筆を揮い，今日の透析医療が抱える諸問題に優れた見解と将来への見

通しを提示してくれている．諸兄の日常臨床に必ずや役立つものであり，ご一読を願いたい．

広報委員 大 平 整 爾
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