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2008年の診療報酬改定では，時間区分が復活し，ESA製剤が包括されている人工腎臓点数の引

き下げがなかったため，多くの透析施設で技術料はアップしたと考えられる．しかし，ダイアライ

ザー価格の大幅な引き下げと，プライミング用生理食塩液の薬価引き上げがあり，外来部分に限っ

てみれば，1％程度のマイナス診療報酬改定であったと推測している．ちなみに，日本透析医会の

外来透析レセプト調査でも，過去10年間の透析医療費の減少率は，年間1.2～1.3％となっており1），

この傾向は続いているといえる．

透析医療費の引き下げは，経済が優先された「先ず引き下げありき」の改定の犠牲とも言えるし，

特に引き続く患者数の増加が，単価の引き下げもやむなしとする考えがあることに原因があるとも

いえる．裏返せば，単価の引き下げは，患者数の増加で補うことができるはずということになる．

実際，今後とも透析患者数は増加し続ける．なぜなら，導入年齢から考え，人口が減少し始めた

今でも，高齢者人口（比率のみではなく絶対数）が増加する限り，患者数の増加は続くと考えるゆ

えに．一方，高齢者人口が減少し始めた時点で，透析導入患者数は減少傾向に入る．また，透析患

者の高齢化と長期化は，確実に死亡患者数を増加させており，いつの日か年間導入患者数と死亡患

者数が同数になる時期も来る．

したがって，安全で，長生きで，良質の透析医療を提供するためには，十分な職員の確保や，新

しい装置や設備などへの投資が必須で，こうした一定の余裕を持った経営を確保するためには，コ

スト引き下げなどの工夫も大事ではあるが，患者数の増加を図る以外に，根本的な解決策はない．

しかし，これからの患者数の増加は，団塊の世代が居住する都市部に限られており，また施設の

患者数の増加は，上流に位置する医療施設からの紹介か，自施設内の導入以外に期待できない．上

流に位置する医療施設から下流である民間医療施設へ患者を紹介するかどうかは，原則的には良質

な透析が行われているかにある．送ってもすぐ亡くなったり，合併症コントロールが不良であった

りする施設へは，患者のためを思えば，いくら個人的なつながりがあっても送ることにためらいが

あるはずである．ただ現在では，必ずしも医療内容だけではなく，高齢化や合併症，社会的要因な

どから，自力での通院や家族の協力が不可能という患者も増加しており，送迎という医療以外のサ

ービスの有無が，上流からの患者送り先の条件になっていることも間違いない．

こうして考えてみると，民間透析施設の生き残りは，後継者の問題も含めて，それぞれの医療機

関の考え方にあるといえる．

パリに本部をおくエノキアン協会という商業グループがある．会員は，①創業以来200年以上の

社史を持っていること， ②創業者の子孫が現在でも経営者，もしくは役員であること，③家族が

会社のオーナーもしくは筆頭株主であること，④現在でも健全経営を維持していること，が入会の
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条件である．現在，石川県粟津温泉の旅館「法師」（創業718年），京都伏見の造り酒屋「月桂冠」

（1637年），尾張名古屋城下の鍛冶屋から始まった「岡谷鋼機」（1669年），お客さんの強い支えが

あって大変な危機を乗り越えようとしている伊勢の「赤福」（1707年）が，日本の会員である．そ

して，世代を越えて存続する協会加盟の企業には，以下のような共通点があるといわれている．そ

れは，①危機に対して柔軟で創造的な適応をなしうること，②オリジナル商品の品質に対するこだ

わりが強いこと，③後継者育成の努力とともに，④過度な成長やパワーを望まないという点がある

とされている（Wikipedia，エノキアン協会参照）．ちなみに，世襲を考えなければ，200年を経過

した企業は，わが国には3,000社以上が存在するといわれている．このクラブに所属する企業のあ

り方は，医療施設の生き残りや継続にも通じるものであろう．

日本透析医会は，民間施設の経営やサバイバルを直接支援するものではない．後継者育成のため

の努力や，経営努力は，当然のことながら施設が負担するものである．しかし，安全で良質な透析

を提供するための仕組みの中で，民間透析施設の果たす役割は重大であり，ここを維持するための

サポートは，間違いなく日本透析医会の役割の一つである．最大の支援は，余裕を持っての経営が

可能な診療報酬の確保にある．

2002年，日本透析医会は日医総研に委託し，透析医療の将来予測に関する研究を実施した2）．例

えば患者数は，2020年では32.3万人としている（ただ，途中の2010年の予測患者数は26.6万人

としており，すでに日本透析医学会による実態調査を下回っている）．問題は，2002年の透析医療

費が11,213億円，経常利益率が3.4％，経常利益が381億円であったものが，患者数の推移と併せ

て，冒頭に述べた透析医療費が年間1％ずつ引き下げられた場合，2020年の透析医療費は14,380

億円，経常利益率は▲1.7％，経常利益は▲240億円となって，透析医療提供ができなくなる．こ

うした事実を示しながら，今後の診療報酬改定に当たりたい．

最終的には，「透析医療はどこへ行く」と他人事みたいに「しがらん（む）」でいる時期はもう過

ぎ，具体的な透析医療の落ち着き先を提案する時期に来ていると自覚している．このために少し急

ぐ必要がある．

1） 杉崎弘章，他:第11回透析医療費実態調査．日透医誌，23;49，2008．

2） 杉崎弘章，他:透析医療におけるグランドデザイン．日透医誌，19;468，2004．
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要 旨

維持血液透析患者の半数は栄養状態正常と判定され

るが，約15％に軽度栄養障害，10～15％に中等度栄

養障害，5～10％に高度の栄養障害を認める．そして

維持透析患者の生命予後や合併症併発率は栄養状態と

の良否と関連している．このような透析患者における

栄養障害の原因としては，食事摂取不良と炎症の存在

が第一義的に重要である．栄養障害の予防には，異化

的代謝を促進する因子の除去とともに，食事療法では

炭水化物摂取の増加をうながすべきである．

はじめに

わが国の維持透析患者の死亡原因の第1位は心不全

であり，つづいて感染症，脳血管障害，悪性腫瘍，心

筋梗塞となっている1）．このように，栄養障害が透析

患者の主要な死亡原因としてあげられることはない．

しかし維持透析患者の生命予後や合併症併発率は栄養

状態の良否と関連し，栄養状態不良の患者の予後が悪

いことは近年の多くの報告で明らかにされている2～5）．

このことは，低栄養状態が前述のような死亡原因とな

る疾病の基本病態となっており，それらと密接に関連

していることを示している．栄養障害と炎症の共存関

係はmalnutrition-inflammationcomplexsyndrome

（MICS）として注目されている6）．そして，栄養障害

と炎症，動脈硬化を同時に合併する透析患者が多い点

から，これを malnutrition-inflammation-athero-

sclerosis（MIA）syndromeとして捉える考え方が提

唱されている7）．

1 高齢透析患者と栄養状態維持の重要性

維持透析患者の高齢化が進んでいる．2007年度に

おけるわが国の新規透析導入患者の平均年齢は66.8

歳であり，75歳以上の後期高齢者は全体の31.8％を

占めていた1）．高齢透析患者では，栄養状態を良好に

維持することが特段に重要であることは言うまでもな

い．栄養状態が不良では，生体の修復・再生機能が低

下し，疾病や創傷からの回復が遅れる．また免疫能が

低下して易感染性が助長され，重篤な感染症を発症す

る原因となる．またいったん発症した感染症が難治性

となりやすい．

また栄養状態の低下では，骨格筋の消耗により廃用

症候群を招く原因となる．高齢者の廃用症候群は，栄

養状態・筋消耗の防止や過度の安静の回避により予防

可能であるが，一度生じると新たな障害の拡大を招き，

回復に多大な労力を要し難渋する場面も多い．このた

め廃用症候群ではしばしば寝たきり高齢者を生み出す

結果となり，QOLが著しく低下した状態となる．こ

のような状態では，透析療法を行って生命を維持した

としても，その価値に疑問がもたれる状況となろう．

このように，高齢透析患者の管理において，栄養管

理はまさに中心をなすものと言える．食事療法では腎
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不全のための制限・制約は避けられないが，そのよう

な条件下においても，個人の嗜好を尊重しつつ食事を

安全に楽しむことができる可能性を追求していくこと

が重要である．

2 栄養障害の指標

1） 体重

一般的に，ある個体が低栄養状態かあるいは良好な

いし過栄養の状態であるかどうかは，bodymassに

より判定する．これの最も簡単な評価指標は体重であ

る．個人間での比較には，体重を身長（m）の二乗で

除したbodymassindex（BMI）を用いるが，個人

内の経時的変化を観察するには単に体重の変動を観察

すればよい．透析患者の場合は，体液過剰のない体重

いわゆるdryweightを用いる．

一般人においては，BMI22.0が最も疾病率の低い

健康的標準体重とされている．これより低ければ低い

ほど感染症等の疾病罹患率が上昇し，一方高ければ高

いほど動脈硬化性疾病の罹患率が上昇するとされてい

る．

維持透析患者では，米国とヨーロッパにおける平均

透析歴 2.9±4.5年の維持血液透析患者 9,714人の

BMIの検討において，20kg/m2以下の患者が15.8％，

20～22.9kg/m2が25.0％，23～24.9kg/m2が16.9％，

25～29.9kg/m2が26.2％，30kg/m2以上が16.1％で

あったという．そしてこの5群のBMIで分類した患

者の年間死亡率を検討すると，BMI30kg/m2以上

と肥満を示す群で死亡リスクが最も低く，これよりも

BMIが低い患者群では低くなるにしたがって死亡リ

スクが高くなることが認められている5）．一方，観察

開始時の BMIが 28.1kg/m2以上の患者と比較した

死亡リスクの上昇は，24.1～28.1kg/m2では1.05倍

で有意ではないが，21.1～24.1kg/m2では1.42倍（p

＜0.001），21.1kg/m2以下では 1.60倍の上昇（p＜

0.001）が認められている．BMIの6カ月間の変化で

は，＋1.2％以上の患者と比べると，0～＋1.2％の患

者の死亡リスク上昇は1.00倍，0～－3.5％では1.03

倍で有意差を認めないが，－3.5％ 以下の患者では

1.35倍と有意のリスク上昇（p＜0.05）が認められて

いる4）．

一般人ではBMIが25以上の肥満では，これが高

値となるほど死亡リスクが高くなるのに対し，血液透

析患者では，前述のように，BMIが高値になればな

るほど死亡リスクが低くなっているという一般人とま

ったく逆の調査結果が最近報告され，これは・reverse

epidemiology・として話題に上がっている8）．しかし，

最近の722人の維持血液透析患者を平均7年間追跡観

察した報告によれば，維持透析患者においても，過度

の肥満は長期的にみればやはり死亡リスクが上昇する

結果となっており，やはり一般人と同様に注意をすべ

きことが示されている9）．

2） 身体構成成分の評価

① 身体構成成分の評価方法

Bodymassのうち，大部分を占める身体構成成分

量の評価，特に体蛋白量（ほとんどは筋肉量）や体脂

肪量を個別に評価することにより，より精密な栄養状

態の評価ができる．体蛋白量と体脂肪量はどちらも重

要な栄養状態の指標である．しかし体重が同じ個人同

士であっても，脂肪量がより多い者と筋肉量が多い者

では代謝上の意義が異なることは周知のとおりである．

このような身体構成成分量の評価法としては，身体計

測法や二重X線吸収法（DEXA），電気インピーダン

ス法（BIA），クレアチニン産生率算出などがある10）．

② 電気インピーダンス法（BIA）による体蛋白量

の評価

われわれは，多周波BIAにより算出する体蛋白量

により，さらにbodyproteinindex（BPI，体蛋白

量（kg）/身長（m）2）を次により算出して慢性腎不全

患者の栄養アセスメントの一つとして用いてきたので，

その結果をここに紹介する11）．

対象患者は維持血液透析394名（男性282名，女性

112名），腹膜透析66名（男性45名，女性21名）で，

コントロールは，年齢をマッチさせたクレアチニンク

リアランス 70ml/min以上，尿蛋白量 1.0g/day以

下の者である．血液透析，腹膜透析患者のBPIは，

ともにコントロールに比べ有意に低値であり，体蛋白

量の低下が示唆された（表 1）．また血液透析患者で

は，コントロールの平均値の－10％以内の患者（正

常）が全体の46.7％を占めていたが，－10～－14％

の患者（軽度栄養障害）が28.7％，－15～－19％の

患者（中程度栄養障害）が14.5％，－20％以上の低値

患者（高度栄養障害）を10.1％に認めた（図 1）．ま

たこれを透析歴別にみると，10年以上の患者では10
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年未満の患者に比べ有意にBPIが低値であり，栄養障

害の進行がより深刻であることが窺われた（図2）11）．

BIA法は，身体に微弱電流を通電することにより

身体の電気抵抗を測定し，身体各組織の電気抵抗の違

いを利用して，抵抗成分と容量抵抗であるリアクタン

スを測定することにより，体液量や体脂肪量，体蛋白

量を算出する．最近では，多周波BIAが用いられる

ようになってきている．BIAの測定は数分で終了する

ことができ，低侵襲かつベッドサイドで誰でも簡単に

測定可能であり，大量にかつ反復して測定する必要が

ある場合ではきわめて有用性が高いと考えられる．し

かし本法は，生物学的変動によるインピーダンス変動

で各成分量の推定誤差が生じる問題点も指摘されてい

る．

BIA法にて測定誤差を生じないようにするために

は，測定時の条件を厳密に適正な状況とすることが重

要である．これには，

a.身長，体重を正確に測定する

b.血液透析患者では，透析後で溢水・脱水のない

状況下であること12）

c.腹膜透析患者では，同じく溢水・脱水のない状

況下でかつ完全排液後13）

d.できるだけ軽い服装

e.飲食物の消化吸収後

f.測定姿勢は機器により定められた体位により

（座位から臥位になる場合では5～10分程度，座

位から立位では1～2分程度経過後に），四肢を体

幹から離す

g.一定の皮膚温の条件下で

h.中程度以上の運動では終了後1時間以上経過後

などの条件とする14）．ちなみに，腹水，胸水，消化管

内容物などthirdspaceの水分や，衣服などの重量は，

BIA法による体組成分析では導電しない組織つまり
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表1 BPIによる透析患者の栄養評価（自験例）11）

Group Gender N BPI（kg/m2）

Contsubjects
Men

Women

45

43

4.72±0.37

4.00±0.34†1

HDpatients
Men

Women

282

112

4.25±0.37†2,†3

3.65±0.34†1,†4

PDpatients
Men

Women

45

21

4.38±0.34†2

3.83±0.39†1,†5

Dataweremean±SD.†1 p＜0.0001vs.men
ineachgroup,†2 p＜0.0001vs.controlmen,
†3 p＜0.0001vs.controlwomen,†4 p＝0.033vs.
PDwomen,†5 p＝0.067vs.controlwomen

図2 血液透析患者の透析歴別にみたBPIによる体蛋白量の比較（自験例）11）

A ＜5years，B5～9years，C10～14years，D15～19years，E＞20years.

＊ p＝0.029vs.B，＃ p＝0.013vs.B，¶ p＝0.014vs.A，§ p＝0.001vs.B，

† p＝0.009vs.A，♭ p=0.043vs.A

図1 維持血液透析患者における栄養障害の頻度（自験例）11）



脂肪として表現されてしまう．電極接着型の機器では，

その接着部位や接着状況に十分注意を払うことは基本

である．

3） 血清アルブミン濃度は栄養指標か

従来よりアルブミン，トランスフェリン，プレアル

ブミンなどの血清蛋白濃度測定が栄養指標とされてい

る．しかし近年では，血清アルブミン濃度を栄養状態

の指標とすることには疑問が投げかけられている15）．

事実，血清アルブミン濃度は体蛋白量や体脂肪量，

栄養状態とは無関係の動態をとることも多い．たとえ

ばネフローゼ症候群では，尿中へのアルブミン喪失に

より低アルブミン血症を呈するが，体蛋白と体脂肪な

どのbodymassの低下を示すとは限らない．これは

血清アルブミン濃度を栄養指標とすることができない

良い実例である．腹膜透析患者でも，血清アルブミン

濃度は腹膜透過性と有意に関連し，栄養指標とするこ

とには問題がある16）．すでに最近の海外での栄養学の

教科書では，血清アルブミン濃度を栄養状態の指標と

して採用していない．

4） アセスメント指標の組み合わせによる

栄養状態の評価

種々の栄養アセスメント指標を組み合わせて，総合

的評点法により栄養状態の評価が行われている．その

代表的なものはsubjectiveglobalassessment（SGA）

である．SGAは，病歴や食事摂取量，体重変化，理

学的所見，身体活動能力，栄養状態に影響する合併症

の状況などをスコア化して，総合点により栄養評価を

しようとする方法として透析患者の栄養アセスメント

に試みられている．本法は，比較的簡便にかつ正確な

栄養状態の評価法として有用性が高いとされ，臨床上

でのルーチンとして推奨されている．

米国の DOPPSに参加した平均透析歴 2.1±3.6年

の維持血液透析患者のうち，観察開始時と6カ月後で

栄養指標を比較できた3,739人において，SGAによ

り中等度栄養障害と判定された患者は7.6％，高度栄

養障害は11.0％であったという4）．ヨーロッパ5カ国

（フランス，ドイツ，イタリア，スペイン，英国）で，

維持血液透析開始後90日以上の合計3,039人につい

て，栄養指標の集計結果も報告されている17）．これに

よれば，SGAにより中等度栄養障害と判定された患

者は15.1％，高度栄養障害は3.8％であったという．

国別にみると，スペインでは中等度栄養障害の頻度が

11.2％と有意に低く，英国は高度栄養障害の頻度が

6.8％と有意に高い結果となっている．

アセスメント指標の組み合わせによる栄養状態の評

価方法としては，上記SGA以外にも種々の方法が報

告されている18）．

3 栄養障害の対策

1） 栄養摂取量の把握

透析患者における栄養障害の原因としては，表2に

示すような事項があげられるが，摂食量，特にエネル

ギー摂取量の減少が第一義的に重要である．維持透析

患者の栄養障害の対策の基本は，まず実際の食事摂取

量を把握することである．透析患者の栄養管理を行う

上で，患者の実際の食事摂取量を把握することは臨床

上きわめて重要である．これには管理栄養士による食

事摂取量記録調査のほか，蛋白質摂取量は蛋白異化率

算出により推定できる19）．

2） 透析患者の栄養状態維持における炭水化物

からのエネルギー摂取の重要性

代謝上では，炭水化物や脂質は，身体の必要量以上

が摂取された場合にはグリコーゲンや体脂肪として蓄

えられる．しかし蛋白質は炭水化物や脂質と異なり，

たとえ必要以上に摂取したとしても身体に蓄えられる

ことなく尿素やなどの終末代謝産物に分解される．ま

た炭水化物や脂質からのエネルギー摂取が少ない場合

は，最終的には筋肉の蛋白質がエネルギー源として消

費され，筋消耗を招くことになる20）．透析患者では，

必要以上の蛋白質を摂取した場合には，それが直接血

清アルブミン濃度の上昇などには結びつかず21），かえ

って血清尿素窒素やリン濃度の上昇，アシドーシスを

助長するという不利益のほうが大きい．週3回の血液

透析あるいは一定量の腹膜透析を行う条件下で，血清
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表2 透析患者における栄養障害の主な原因

1.栄養素，特に炭水化物からのエネルギー摂取量の不足

2.急性あるいは慢性炎症

3.血液透析での異化的刺激

（血液と透析膜の接触，エンドトキシンの血中流入）

4.アシドーシス

5.透析排液への栄養素の喪失

6.腎不全による糖質・アミノ酸代謝異常



尿素窒素やリン濃度の上昇を一定に維持するには，蛋

白質摂取量を至適量に抑制する必要がある．

維持血液透析患者に適切と考えられている1日の蛋

白質摂取量は，日本腎臓学会による食事基準22）では標

準体重当たり1.0～1.2g/kg，1.1～1.3g/kgとされて

おり，米国DOQIガイドライン23）では血液透析患者で

標準体重当たり1.2g/kg，腹膜透析患者では1.2～1.3

g/kgとされている．この量は，一般日本人での所要

量が0.94g/kg/day24），米国では0.83g/kg/day25）と

されているのと比べるとかなり多い．このように透析

患者の蛋白所要量が比較的高めに設定されているのは，

透析患者では栄養障害の頻度が高く，また栄養障害は

透析患者の生命予後を不良とするリスクファクターと

して重要視されているため，いかに安全な摂取量を確

保するかに関心が寄せられてきた結果と言える．

蛋白質摂取量の少ない透析患者の栄養状態が不良で

あるとの報告は多いが，エネルギー摂取量については

触れられていない場合が多い．一方，エネルギー摂取

量が検討してある報告では，蛋白摂取量は上記ガイド

ラインより少なくてもエネルギー摂取量が十分であれ

ば栄養状態の悪化は認められていない26）．HEMO

Studyにおいて，維持血液透析患者の体重（dry

weight）が経時的に減少して栄養障害が進行した結

果が示されているが，対象患者の蛋白質摂取量は

1.03g/kg/dayで一般人の摂取必要量よりも多かった

が，エネルギー摂取量は22.7kcal/kg/dayと少なか

った27）．

保存期慢性腎不全では，低蛋白食を継続してもエネ

ルギー摂取量が十分であれば栄養状態は良好に維持で

きることが報告されている28）．上記の透析患者の報告

で蛋白質摂取量が減少している患者では，食事摂取量

全体が減少しており，蛋白質摂取量のみならず，炭水

化物や脂質からのエネルギー摂取量も同時に減少して

いる可能性が大きい．蛋白質摂取量はureakinetics

modelingの応用により， protein catabolicrate

（PCR）を算出すれば簡単に評価できるが，エネルギ

ー摂取量の算出は管理栄養士による患者の摂取量調査

しか手段がなく，正確な評価はかなり困難である．こ

のような事情から，エネルギー摂取量が評価されるこ

となく単に蛋白質摂取量のみを評価する結果，透析患

者の蛋白質所要量が比較的高めに設定される結果にな

っている可能性がある．透析患者の栄養状態の維持で

重要なのは，蛋白質摂取量よりも炭水化物と脂質から

のエネルギー摂取量であると言えよう29）．この場合，

脂質の摂取過剰では動脈硬化性疾患の原因となるので

エネルギー比率で25％程度とし，炭水化物でのエネ

ルギー摂取をすすめるべきであろう．

3） 炎症や合併症の改善

食欲不振や摂食不良をおこす疾患や原因を検索して

改善・除去する30）．特に，急性あるいは慢性の炎症性

疾患は速やかに治癒させる．以上述べたことを含めて，

栄養障害の予防・治療の対策をまとめて表3に示す．

おわりに

すでに述べたとおり，高齢の透析患者の増加により，

栄養状態維持はQOL向上や生命予後の上で今後ます

ます重要な問題となるだろう．薬物療法は各製薬会社

が常時，医師に対し積極的に普及促進を行い，また医

学会に対しても協賛して参加し情報浸透を期している．

そのため薬物に関しては，医師にとって半ば受動的に

情報が取得できて認識されやすい状況がある．一方，

食事療法や生活指導の必要性は医師の意識のうちにあ

っても，本格的な取り組みには医師自らが高い動機づ

けを持って実行していかなくてはならない．このため，

食事療法は薬物療法と同様に重要ではあるものの，と

かく疎かになりがちな分野とも言える．

文 献

1） 日本透析医学会統計調査委員会:わが国の慢性透析療法の

現況 2007年12月31日現在，日本透析医学会，2008．

2） SpiegelDM,RaggiP,SmitsG,etal.:Factorsassoci-

atedwithmortalityinpatientsnew tohemodialysis.

NephrolDialTransplant,22;3568�3572,2007.

3） TerrierN,JaussentI,DuputyA-M,etal.:Creatinine

透析患者の栄養障害 347

表3 透析患者における栄養障害の予防と治療

1.炭水化物による必要十分なエネルギー摂取・補給を行う．

必要量の蛋白質・アミノ酸を摂取する．食事のアミノ酸スコ

アは100（perfect）に維持する．

2.食欲不振や摂食不良をおこす疾患や原因を検索して改善・

除去する．

3.著しい高窒素血症，アシドーシス，溢水状態，低ナトリウ

ム血症，高カルシウム血症などの体液異常を改善する．

4.感染症は適切な抗菌薬により速やかに治療する．

5.血清CRP高値が持続するような慢性炎症を改善する．

6.透析液の清浄化．

7.生体適合性の良い膜素材のダイアライザーの使用．



indexandtransthyretinasadditivepredictorsofmor-

tality in hemodialysispatients.NephrolDialTrans-

plant,23;345�353,2007.

4） PiferTB,McCulloughKP,PortFK,etal.:Mortal-

ityriskinhemodialysispatientsandchangesinnutri-

tionalindicators:DOPPS.Kidney Int,62;2238�2245,

2002.

5） LeaveySF,McCulloughKP,HeckingE,etal.:Body

massindex and mortality in・healthier・ascompared

with・sicker・haemodialysis patients:results from the

Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study

（DOPPS）.NephrolDialTransplant,16;2386�2394,2001.

6） Kalantar-ZadehK,IkizlerA,BlockG,etal.:Malnu-

trition-inflammationcomplexsyndromeindialysispa-

tients:causesandconsequences.Am JKidneyDis,42;

864�881,2003.

7） StenvinkelP,Heimburger O,Paultre F,et al.:

Strong association between malnutrition,inflamma-

tion,andatherosclerosisinchronicrenalfailure.Kid-

neyInt,55;1899�1911,1999.

8） Kalantar-ZadehK,BlockG,HumphreydM,etal.:

Reverseepidemiologyofcardiovacularriskfactorsin

maintenancedialysispatients.KidneyInt,63;793�808,

2003.

9） MutsertR,SnijderMB,Sman-deBeerF,etal.:As-

sociation between body massindex andmortality is

similarinthehemodialysispopulationandthegeneral

populationathighageandequaldurationoffollow-

up.JAm SocNephrol,18;967�974,2007.

10） 松永智仁:透析患者の栄養アセスメント（身体計測や血液

生化学検査を中心として）．栄養評価と治療，25;330�334，

2008．

11） NakaoT,KanazawaY,NagaokaY,etal.:Bodypro-

teinindexbasedonbioelectricalimpedanceanalysisis

ausefulnewmarkerassessingnutritionalstatus:appli-

cationtopatientswithchronicrenalfailureonmainte-

nancedialysis.ContribNephrol,155;18�28,2007.

12） DiLorioBR,ScalfiL,TerraccianoV,etal.:Asystem-

aticevaluationofbioelectricalimpedancemeasurement

afterhemodialysissession.KidneyInt,65;2435�2440,

2004.

13） SeoungJH,LeeSW,Kim GA,etal.:Measurement

of fluid shift in CAPD patients using segmental

bioelectricalimpedanceanalysis.PeritDiaInt,19;386�

390,1999.

14） Kushner RF,Gudivaka R,Schoeller DA:Clinical

characteristics influencing bioelectrical impedance

analysismeasurements.Am J Clin Nutr,64（suppl）;

423S�427S,1996.

15） 熊谷裕通:透析患者における栄養評価の意義と課題．栄養

評価と治療，25;327�329，2008．

16） 忍田聡子，金澤良枝，中尾俊之:腹膜透析患者における蛋

白質摂取量と栄養状態は無関係？ 腎と透析65（別冊）;腹膜

透析，146�149，2006．

17） HeckingE,Bragg-Gresham JL,RaynerHC,etal.:

Haemodialysisprescription,adherenceandnutritional

indicatorsinfiveEuropeancountries:resultsfrom the

DialysisOutcomesandPracticePatternStudy（DOPPS）.

NephrolDialTransplant,19;100�107,2004.

18） 山田康輔，熊谷裕道:透析患者の栄養評価（栄養スクリー

ニング）．栄養評価と治療，25;342�346，2008．

19） 金澤良枝，中尾俊之:透析患者の栄養アセスメント（食事

摂取量の評価を中心として）．栄養評価と治療，25;335�337，

2008．

20） Shulman GI,BarrettEJ,Sherwin RS:Integrated

fuelmetabolism.DiabetesMellitusfifthed;editedby

PorteD,SherwinRS,Appleton& Lange,Stamford,

pp.1�17,1997.

21） BlumenkranzMJ,KoppleJD,MoranJK,etal.:Meta-

bolicbalancestudiesanddietaryproteinrequirements

inpatientsundergoingcontinuousambulatoryperito-

nealdialysis.KidneyInt,21;849�861,1982.

22） 日本腎臓学会:慢性腎臓病に対する食事療法基準2007年

版．日腎会誌，49;871�878，2007．

23） NationalKidneyFoundation:K/DOQKIclinicalprac-

ticeguidelinesfornutritioninchronicrenalfailure.

Am JKidneyDis,35（suppl2）;s1�s103,2000.

24） 厚生労働省:日本人の食事摂取基準 2005年版;第一出版，

東京，2005．

25） PelletLP:Protein requirementin humans.Am J

ClinNut,51;723�737,1990.

26） DaviesSJ,PhillipsL,GriffithsAM,etal.:Analysis

ofeffectsofincreaseddelivereddialysistreatmentto

malnourishedperitonealdialysispatients.KidneyInt,

57;1734�1754,2000.

27） RoccoMV,DwyerJT,LariveB,etal.:Theeffect

ofdialysisdoseandmembranefluxonnutritionalpa-

rameters in hemodialysis patients:Results of the

HEMOstudy.KidneyInt,65;2321�2334,2004.

28） BernardJ,BeaufrereB,LavivileM,etal.:Adaptive

responsetoalow-proteindietinpredialysischronicre-

nalfailurepatients.JAm SocNephrol,12;1249�1254,

2001.

29） NakaoT,MatsumotoH,OkadaT,etal.:Nutritional

managementofdialysispatients:Balancingamongnu-

trientintake,dialysis dose,and nutritionalstatus.

Am JKidneyDis,41（suppl1）;s133�136,2003.

30） 岡田知也，中尾俊之:透析患者の栄養障害の原因と鑑別．

栄養評価と治療，25;347�351，2008．

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.3 2008348



要 旨

透析患者のqualityoflife（QOL）の改善には十

分な透析を基本に，栄養状態と身体能力の向上が不可

欠である．血液透析中の併用療法として下肢エクササ

イズを施行し，安全性，有効性や継続性の観点からそ

の可能性を検討した．

1 はじめに

透析医療の現場で日々増大する問題に，要介護透析

患者の爆発的な増加があげられる．その背景には，高

齢者や糖尿病原疾患患者の透析導入の増加および長期

透析患者の増加があり，近い将来の通院透析医療の限

界を予想するに難くない．一方，慢性腎不全患者に対

する透析医療自体は，技術的に成熟した局面を迎えて

おり，これらの要介護透析患者の増加に対する有効な

手段として，十分な透析量に立脚した，運動機能改善

や心肺機能改善を目的とした併用療法の導入が必要と

考えられる．従来よりQOLを保った予後の改善には，

運動療法が有用であり，結果的に運動耐容能の改善も

期待されることから1），包括的治療の一環として今後

さらに積極的に取り組むべきと考えられる．

本稿では，ともすると安静臥床のイメージが強く，

受動的治療である血液透析中に下肢エクササイズを施

行し，併用療法としての可能性を探ってみた．

2 透析患者の運動療法

1） 透析患者の運動パターン

血液透析患者の身体活動量は低く，特に透析日に著

しく低下することが報告されている2）．透析日におい

ては，治療時間による活動の制約や治療後の疲労感な

どがその理由と考えられるが，それ以外に医療者側の

安静臥床という意識も少なからず影響するものと考え

られる．一般に，血液透析患者に推奨されている典型

的な運動パターンは，非透析日にあまり無理をしない

ウォーキング程度の運動を取り入れることであろう3）．

隔日の透析というライフスタイルや頻度としても，非

透析日の運動が，現実的であり取り組みやすいことが

その理由と考えられ，種目や自由度の点からも運動効

果が得やすい4）．反面，（透析）治療から解放される

べき（非透析日という）時間に敢えて運動という別の

治療を導入することにもつながり，結果的に生活の質

の低下が懸念され，生活のなかに運動を安定して取り

入れる上での動機付け，意欲や継続性に問題を残す．

また安全性を確保し，運動を治療量として処方する

という観点からは，監視が重要なファクターとなる．

つまり，強度やフォーム，生体情報などを監視しなが

ら行う監視型運動が透析患者には適している．非透析

日の運動は，基本的に非監視型運動であり，患者の自

主性に任せるがゆえに，時として過大な負担をもたら

すことも多く，まず監視型運動の下でセルフモニタリ

ングに習熟した後に非監視型（自立した）運動に移行
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することが望ましい5）．

これらの点からも血液透析中に運動療法を行う利点

が予想される．

2） 透析患者の体組成・体力と運動特性

維持透析患者の体組成評価において，今日もっとも

簡便で実際的な評価法は多周波数インピーダンス法で

あろう．維持透析患者と健常人を比較すると，透析患

者において下肢筋肉量低下とそれに伴う起立歩行運動

の筋力低下が著明であり，この傾向は透析歴が長くな

るほど顕著となる．報告によれば，透析患者の筋力は，

健常人の半分以下，調節力そのほかも著しく低下して

いる6）．

下肢筋力の低下により，日常生活における嫌気性代

謝閾値（AT）以下のレベルの運動と定義される家事

や歩行，通院などでさえ，実際にはATレベル以上

の過大な負荷・運動強度となる．ATレベルを超えた

運動では，それ以下の強度に比べ乳酸産生量がさらに

著しく増大することから，日常生活においてさえ透析

患者ではより多量の乳酸が産生・蓄積される傾向が強

い．さらにアシドーシス緩衝機構は，腎機能の廃絶し

た透析患者の場合，不十分になることが多く，体内環

境は急激にアシドーシスに傾き緩衝も遷延する（図1）．

このような乳酸アシドーシスの遷延状態は疲労感の自

覚が強く持続し，運動継続に障害となるばかりか，骨

の脱灰や不整脈の誘発などの危険を伴う．また，図2

のごとく透析患者の運動を細胞呼吸と肺呼吸の連関か

ら見たガス輸送機構から考えると，いくつかの問題が

浮き彫りにされる．まず，肺で摂取した酸素は肺循環

から大循環・血液に渡り末梢循環・筋活動へ運ばれる

が，腎性貧血のために著しく酸素運搬能が低下してい

ることが問題となる．健常人のヘマトクリット（Ht）

を40％と仮定した場合，Ht30％の透析患者では酸

素運搬能は約80％に低下しており，その結果，運動
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時のエネルギー産生の場であるミトコンドリアに供給

されるべき酸素は絶対量が不足する．いかに低負荷の

運動強度でも生体は運動エネルギーの産生を要求する

ため，酸素供給によって運動エネルギーを産生する機

構であるTCAサイクルが利用される以前に，無酸素

的なエネルギー産生のパスウエイが働き，容易に乳酸

生成が増大を始めるATレベルを超えてしまう7）．

以上のような透析患者の特性により，家事や歩行，

自転車などの日常生活動作でさえ疲労を体感し蓄積す

る運動強度となり，結果的に身体活動量が低下し，さ

らに筋肉量も低下するという悪循環に陥る．

3） 心肺運動負荷試験

透析患者の運動処方においては，過剰な乳酸の生成・

蓄積を招来せず，疲労感も自覚させない安全な，しか

しながら機能向上のために必要な負荷となる有効な運

動強度の範囲を設定することがなににもまして重要で

ある．運動時に生体は酸素と二酸化炭素のガス交換を

行うが，直線的に漸増する運動負荷に対して，呼吸ご

とに呼気ガスの酸素と二酸化炭素のガス比率を測定し，

あわせて心電図変化をモニターする心肺運動負荷試験

を用いて運動強度を設定することが望ましい（図3）．

本法は運動強度の設定にも有用であるとともに，運動

療法実施前後の心肺機能の治療効果の評価にも非常に

有用である．心肺運動負荷試験で得られる指標として

は，運動時間，最大運動強度，嫌気性代謝閾値

（anerobicthreshold;AT），最高酸素摂取量（peak

VO2），最大酸素摂取量（maxVO2）や分時換気量増

加率/CO2排出量増加率（VE/VCO2 slope）などが求

められ，患者個々人の運動強度の設定や予後に関係す

る心肺機能の推測に有用である8）．

実際の透析患者の心肺運動負荷試験において，最大

運動強度や最大酸素摂取量を求めることは筋力や心肺

機能の低下などから困難なことが多く，最低限運動処

方において重要なAT値を求め，有効で安全な運動

の心拍範囲を得ることが現実的である．図4に示すよ

うに，透析患者は，安静時心拍が高く，逆にAT時

心拍が低い傾向が強く，健常人に比して運動可能な心

拍範囲が狭い．したがって一般的なカルボーネン法な

どの簡易的運動強度設定法では，過大な運動強度に陥

ることが多く，疲労も強く自覚するため運動を拒絶す

るようになる．また，最高酸素摂取能（予測値）も低

く，このことは透析患者の循環器機能予後とも相関し

透析患者の運動療法 351

図2 透析患者の細胞呼吸と肺呼吸の連関に対するガス輸送機構

図3 自転車エルゴメーターによる心肺運動負荷試験（CPX）

（エアロモニタAE300S，ミナト医科学）



ている可能性が強い．

3 血液透析中のエクササイズ

1） 安全性・コンプライアンス

透析患者の運動の必要性は多くが認めるところであ

る．運動の処方においては，種類選択，強度設定，頻

度，持続時間が重要であるが，透析中のエクササイズ

は，血液透析患者の運動量が透析日に著しく低下する

ことからも，頻度とコンプライアンスの両面で有用で

ある3）．また，運動の種類に関しては，有酸素運動と

筋力トレーニングの併用が理想的であるが，簡単な装

備によって透析中に両者を施行することは困難ではな

いし，医療従事者による監視下に行われるために，厳

密な運動強度設定の実行も可能である．

運動による諸機能の向上には，過負荷を与えること

が原則であるが，設定運動強度を逸脱した非監視下の

持久性エクササイズは，過剰な乳酸産生とアシドーシ

スにより不整脈などの危険が増大する．その点，透析

中であれば，仮にATを軽度越える負荷をかけてア

シドーシスに傾いても，速やかに緩衝され安全性は高

い．Mooreらの血液透析中の運動療法の血行動態の

検討では，透析開始後2時間目までは安定しているこ

とが報告されているが9），運動強度設定を厳密にし，

循環血液量変化率（⊿BV％）モニタリングを行うこ

とで問題なく透析終了時まで運動は可能である．しか

しながら重炭酸の補充という観点から血液透析を捉え

ると，過剰な乳酸を産生する運動を長時間継続するこ

とは望ましくなく，いかに透析中といえども強度設定

（心拍設定）は厳密でありたい．運動の頻度も，筋へ

の刺激と回復のサイクルから考えると，隔日の透析日

のエクササイズは理想的である．

さらに，概して受動的である血液透析というプロセ

スに，患者自身による能動的治療を導入できることの

意義は大きく，運動時間の増大とともに体力や社会生

活への自信にも良好な影響を及ぼす．

2） 心肺機能への効果

有酸素運動を行うための運動負荷にエルゴメーター

を用い，下肢筋力増強のためのチューブトレーニング

を併用するシステムで維持透析患者を対象に，2カ月

間エクササイズを行った．その結果，有酸素運動を行

う閾値が有意に拡大し，AT到達時点での運動負荷値

も上昇した．また，漸増運動負荷中のCO2排出量増

加に対する分時換気量増加の比（VE/VCO2 slope），

いわゆる二酸化炭素当量も改善した（図 5）．心肺機

能と予後の相関に関する報告からも，透析患者の運動

耐容能改善とそれに伴う予後改善に運動療法は有用か

もしれない1,10）．

3） 溶質除去への影響

下肢を中心とした透析中のエクササイズが，血液量

や血液分布および溶質除去にもたらす影響は未だ解明

されていない．表1に示したように，諸臓器の血液配

分は運動とその強度により，著しく変化する11）．血液

透析は，主として大循環系の血液の浄化を行っている

が，諸臓器血流を含めた末梢血流を豊富にすることに

より透析効率が向上する可能性は江口らが述べてい

る12）．

図6のような構成で，血液透析中にエルゴメーター

を用い，ペダリング運動を行った際の循環血液量変化
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図4 透析患者と健常人の運動耐容能の比較
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図5 透析患者のエクササイズ前後の運動耐容能の比較

図6 運動負荷透析システム

表1 運動強度と局所血流配分

血流量（L/分）/比率（％）

安静時 軽運動時 中等度 最 大
運動時

腹部臓器

腎

脳

心 臓

皮 膚

他の臓器

1.4/24

1.1/21

0.7/13

0.3/03

0.5/08

0.6/10

1.1/11

0.9/10

0.75/08

0.35/04

1.5/15

0.4/04

0.6/03

0.6/03

0.75/04

0.75/04

1.9/12

0.4/03

0.3/01

0.25/01

0.75/03

1.0/04

0.6/02

0.1/01

骨格筋 1.2/21 4.5/47 12.5/71 22.0/88

全 体 5.8 9.5 17.5 25.0



率（⊿BV％），下肢筋肉（大腿四頭筋）血液量をモ

ニターすると，運動負荷によって筋血液量が増加し，

大循環のヘマトクリットは上昇する．つまり，大循環

から筋肉の末梢血管へボリュームがシフトしているこ

とが想像される（図7）．

運動負荷を行った際の，溶質除去の変化を検討した

結果を図8,9に示す．非運動時に比して運動時に，

β2マイクログロブリン（β2-Mg）のクリアスペース

の増加が認められた．図10に示すように，運動を3

カ月継続した患者の，透析前のβ2-Mg値は12μg/ml

程度まで低下して維持されている．運動負荷のオン�

オフで筋血流が増減し，それに伴い血液分布も変動す

るとすれば，より効率のよい溶質除去も可能になるか

もしれない．運動負荷のオン�オフ透析で，体液がプ

ール間を頻回に移動し，結果的に攪拌効果が高まると

すれば，溶質の除去効率は運動の強度ではなくオン�

オフのサイクルに依存するものと推察される．さらに，

運動による血管の拡張と血液のシフトは，神経支配も
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図7 透析中運動負荷オン�オフによる循環血液量変化率（⊿BV％）と大腿四頭筋血液量

の変化

BV測定はクリットラインモニターによる．TotalHb変化指数測定はOM-220（島津

製作所社製）による．

図8 通常HD・運動負荷HDのクリアスペース比較

図9 通常HD・運動負荷HDのβ2-Mgクリアスペース経過

図10 運動負荷透析患者における透析前β2-Mg値の経過



受けることから，交感神経が過度に優位にならず鋭敏

な反応性を保つ運動強度設定も重要であると考えられ

る．少なくとも血液透析中の下肢運動によって，溶質

除去が低下する懸念はないと考えられた．

4） 透析患者の運動デザイン

透析患者が運動を治療の一環として受容し継続する

ためには，運動自体が疲労や苦痛をもたらすものであ

ってはならないのは当然として，治療効果を体感・認

識することが重要である．身体組成や体力全般の客観

的評価を一定の期間ごとに行い，その結果に基づく適

正な運動処方を繰り返すことによって，効率よく運動

耐容能は向上し，ADLの改善や易疲労感の減少など

の患者自身が体感しやすい効果が得られる．ドライウ

エイトなどの透析条件をこまめに検討し処方するよう

に，運動も綿密な処方が必要である．その意味におい

ても血液透析中の運動は，処方に忠実な強度や量が実

施されることから，運動効果も得やすい．

現在，われわれの施設では，血液透析中に3種目

30分の集団運動療法（図 11）を継続しているが，

ADLの改善に伴って非透析時間の運動やレジャーも

可能になり，生活の質も向上している．

4 まとめ

運動機能の低下による心肺機能低下を改善する手段

は運動療法以外に存在しない．

日本の透析患者において，運動療法が積極的に展開

されたとは言い難いが，その原因として腎不全患者の

運動メカニズムの理解が不十分であったことが考えら

れる．今回，透析患者の運動特性・体力特性などから

そのメカニズムを検討した結果，血液透析中の運動療

法が合理的であるという結論に達した．実際に血液透

析中に運動を行い，安全性と効果について検討したが，

安全管理や運動継続という観点からも有利と考えられ

た．また，循環器機能の改善が大きな課題である透析

患者において，安全かつ有効な運動強度領域が狭く容

易にアシドーシスが遷延するハンディキャップは，過

負荷を与えて機能改善を得ることを困難にしている．

その点，血液透析中の重炭酸によるリアルタイムな緩

衝機構は，非透析患者の心臓リハビリテーションにお

いても展開し難い新たな負荷プログラムの可能性が期

待できる．今後はより楽しく，効果的で普遍性を有し

た運動療法メニューの開発が重要になる．
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図11 透析中の集団運動療法
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要 旨

第13回透析保険審査委員懇談会を，平成20年6月

21日（土）16：00～18：00，クオリティホテル神戸2

階バレンシアで行った．出席者は54名で，事前に行

ったアンケートのうち検討事項のみについて討論した

ので，その主な内容をここに報告する．同時に，この

会議では未検討であったが，アンケート中の主な保険

改定要望の要旨も報告する．

はじめに

例年申し上げているが，この懇談会は毎年透析医学

会総会時に開催し，全国の透析審査の格差是正に役立

てることを目的に行っている．したがって，お世話す

る（社）日本透析医会からは，なんの干渉も受けない

独立した自由な会であり，またその際の討論結果が全

国都道府県の社保・国保審査委員会の独立性を損なう

ものではないことを付記しておく．

1 検討事項

例年通り診療行為別に討論を行ったが，保険改定年

に当たり，明確な適否の結論が出なかった事項もあり，

討論経緯をできるだけ詳しく報告することにした．

1） 基本診療料

① 「当院は一般外来診療時間を毎週木曜日1日と

土曜日午後とを休診として届け出ていますが，透析は

月曜日から土曜日まで毎日行っています．土曜日の夜

間・早朝加算50点は算定できるでしょうか？」

夜間・早朝等加算は，地方社会保険事務局に届け出

た診療所が，午後6時（土曜日にあっては正午）から

午前8時までの間（深夜及び休日を除く）にその診療

所が表示する診療時間内において，初診または再診を

行った場合に50点を加算するものです．したがって，

この場合算定できません．算定できるようにするには，

外来診療時間を外来維持透析時間に合わせて木曜日1

日も土曜日午後も診療していると届け出て，なおかつ

土曜日の午後透析の受付時間が正午を過ぎている必要

があります．

② 「生保と更生医療の併用請求について；更生医

療の適応の範囲を決めるのが難しい？」

生保と更生医療の区分開始時点（平成19年4月）

に，東京都と千葉市とで行政からの強い介入がありま

した．また，平成20年に入ってからは沖縄県で同様

に介入がありましたが，各地区の行政と地域の透析医

会，日本透析医会と厚生労働省での話し合いで，原則

は主治医の判断ということになっています．

ちなみに，上記の問題となった地域での行政の考え

方，すなわち，障害者自立支援法の対象となる医療

（更生医療）の範囲は，透析とシャント手術関連のみ

で，透析合併症の治療や透析の原疾患の治療は対象外

とするものでした．たとえば，原疾患が糖尿病でイン

スリンを使っていても，更生医療の対象外であるとい

うことでしたが，一方，二次性副甲状腺機能亢進症や

腎性骨症のような透析合併症を，治療分野で区別する

のはほとんど不可能なので，主治医の良識的な判断に
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まかせるということになりました．

2） 医学管理料

① 「維持透析をしていた方が，一時透析を離脱し

て再度透析を開始した場合， 慢透 は再開してすぐ算

定可能でしょうか？」

慢透 は，導入後3カ月以上経過し，安定した患者

で，定期的に透析を必要とする患者に算定するとなっ

ていますので，離脱できた維持透析中は請求できなか

ったのでは？ また，今回は本当の維持透析でしょう

から，3カ月経った時期からの算定ではないでしょう

か．

ついでに導入期加算の算定方法について，皆さんの

考え方について聞かせてもらいます．

たとえば，CAPDをやっていた方が，血液透析に

導入された場合に，血液透析の導入加算がとれるか否

か，また反対に血液透析をずっとやってきた方が，

CAPDに導入された場合にCAPDの導入加算がとれ

るかどうかについて聞いたところ，とれないと審査し

ておられる県は少数で，とっていいですよと審査して

おられる県のほうが多かった．

② 「本年4月改定より，慢透の保発に「同一の保

険医療機関において同一月内に入院と入院外が混在す

る場合，または人工腎臓と自己腹膜灌流療法を併施し

ている場合は，本管理料は算定できない．」という条

件が付加されたが，このことは他院に腎不全以外の疾

患（たとえば肺炎など）で入院し，透析だけは自院へ

通院し外来維持透析を行った場合は，慢透が算定可能

となったと理解してよろしいか？ またその場合，他

院（たとえば精神科単科の病院）に長期入院中の患者

が，自院に外来通院維持透析をしている場合も 慢透

が算定可能になったのか？ だとすると今までは人工

腎臓の「2 1,590点」で請求していたが，当院にと

っては外来維持透析なので，マルメの人工腎臓の

「1 2,267点（4時間以上5時間未満の場合）」を算定

してよいのか？」

他院に入院中の患者が，自院に外来維持透析に来て

いる場合は，今まで通り外来の包括点数も 慢透 もと

れません．

今回保発に付加された条件は，同一の保険医療機関

（特別な関係にある保険医療機関も含む）において，

同一月内に入院と入院外が混在する場合ですので，他

院に入院中の患者が自院に外来維持透析に来た時は，

出来高の1,590点だけの算定となり， 慢透 も算定で

きませんし，また検査も他の入院先の包括に入ってい

れば算定できないと考えられます．すなわち入院中の

患者が退院して，外来維持透析患者となった場合に，

慢透 がとれるかどうかという縛りです．この場合1

日でも外来になった場合，とれるかどうかという問題

が生じますが，保発では1日だけ外来透析となり，そ

の際，採血を行い必要な検査に基づいて指導管理を行

った場合でもとれるというふうに読めます．すなわち，

必要な検査に基づいた指導を明確に行っていなければ，

慢透 は算定できません．たとえば，週1回透析の患

者で，月4回のうち3回が他院に入院中で，退院後自

院に1回外来維持透析に来られた場合などがこの例に

相当します．

今回，この付加された保発の趣旨は，透析施設側で

は外来維持透析患者が，同一月内に他院に2～3日入

院していたのを知らずに，例月の透析と 慢透 とを算

定してしまうレセプトが保険者の所に集まり，入院が

混在するので 慢透 算定不可で返戻となり，保険者か

らの返戻の再審査請求が多数となったため，煩雑さ解

消を目的としたものと聞いています．

③ 「医療機器安全管理料50点の算定できる生命維

持管理装置とはなにかを具体的に教えてほしい．透析

用監視装置や個人用透析装置は生命維持装置の中には

入らないのでしょうか？」

保発に「生命維持管理装置とは，人工心肺装置及び

補助循環装置，人工呼吸器，血液浄化装置（人工腎臓

を除く），除細動装置及び閉鎖式保育器をいう」とあ

り，HD装置のほか，HDFおよびHF装置と自動腹

膜灌流装置は対象となりません．

④ 「糖尿病合併症管理料170点を算定する場合，

医師の経歴とはどういうものでしょうか？（たとえば，

日本糖尿病学会会員であるとかでしょうか．）」

当該管理料を算定する専任の常勤医師の資格要件は

明示されていませんので，自己申告でよいのでは！

透析をやりながら一定の年数診療していれば必ず足病

変の患者は診ますので，経歴はほとんどクリアできる

と思いますし，またそれ以上の条件はないのではない

かと思います．

⑤ 「糖尿病合併症管理料の施設認定で，看護師の

資格に研修を終了した者とあるが，いろいろ調べても
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糖尿病セミナー等資格のとれる研修会等がない．医会

で考慮していただきたい．」

以下の三つの研修が厚生労働省から提示されていま

す．

� 認定看護師 糖尿病看護（（社）日本看護協会）

� 認定看護師 創傷・オストミー・失禁（WOC）

看護（（社）日本看護協会）

� 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（コース設定されている看

護系大学院）

⑥ 「介護老人保健施設に入所中の患者は，人工腎

臓の2で算定することになっているが，通院してHD

していることに変わりはないと思うが，人工腎臓の2

で算定するのはなぜでしょうか？」

青本（医科点数表の解釈 平成 20年 4月版）の

1,452頁に「8人工腎臓等に関する留意事項につい

て 介護老人保健施設の入所者について，人工腎臓の

1を算定する場合には，エリスロポエチン及びダルベ

ポエチンの費用は当該点数に含まれており，別に算定

することはできない．」とありますので，平成20年4

月より人工腎臓の1で算定可となりました．

3） 在宅医療

なし．

4） 検査

① 「慢透にまるめられていない検査を出来高請求

できるのは当然ですが，摘要欄に施行理由を記載して

いるにもかかわらず査定されることがあります．特に

同月に行った請求で社保はOK，国保はNGの場合に

は納得がいきません．なにか根拠があるのでしょうか？」

いつも出てくる難しい問題ですが，個々のレセプト

を見てみないと回答不能です．また，国保と社保との

格差や，各都道府県の格差が存在することに対する正

答は不明です．

② 「シャント血流状況を知り，PTAの適応を判断

するために超音波（カラードップラー）による検討は

有効不可欠と考えて，指針に従い「D215超音波検査

2断層撮影法 ロその他（頭頚部，四肢，体表，末梢

血管等）350点，パルスドプラ法200点加算計550点」

で請求しているが，予告なしに査定されます．全国的

にはどうでしょうか？」

全国的に「D215の4ドプラ法 イ末梢血管血行動

態検査 20点」です．

③ 「低酸素血症の患者に1日何回までの血液ガス

分析が認められるでしょうか？」

ICUなどの場合は，必要に応じてと考えています

が，酸素吸入もなしにこの検査だけがされている場合

は査定されるかもしれません．酸素吸入しながらの透

析では，常識的範囲内の回数であれば査定されないと

思います．

④ 「シナカルセト塩酸塩の投与開始後3カ月間は，

月に2回以上i-PTHを検査した場合，出来高で1回

ずつ算定できますが，投与開始日をレセプトに記載す

る必要がありますか？」

投与開始日が記載されていたほうが審査には便利で

すが，義務ではないようです．検査を2回以上実施し

たということをレセプトへ記載する必要もないと考え

ます．

⑤ その他，例年繰り返し出てくるHBsAbの査定

問題や，末梢血液一般検査とCRPの回数および画像

診断等については，第12回までの報告と重複するの

で割愛した．

5） 投薬・注射

① 「レグパラとオキサロールの併用時に，オキサ

ロールの使用が制限される条項 （i-PTH＜150

pg/ml）はそのまま生き続けるのでしょうか？」

生き続けるとは考えます．しかしi-PTH検査結果

を記載する必要はないと考えます．医師の裁量権とい

うことで，あまり機械的に余計なことは書かないほう

が良いと思います．

② 「ペンレス使用を特定保険医療材料費一括とし

て査定されました．県によって見解が異なるとのこと

ですが，どうなっているのでしょうか？」

ペンレスの請求を手術の項で請求すれば，まったく

問題がないと考えます．請求は2枚×13とするべき

かと思います．また処方する薬剤ではないので，院外

処方箋でペンレスを出しても通らないと思います．

③ 「ペンレスを4枚使用した場合，2枚にB査定

されてしまう．3枚以上使用の場合はコメントが必要

でしょうか？」

やはり3枚以上は必要性をコメントするべきと思い

ます．
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④ 「透析患者の場合，血圧の薬が規定の量以上に

なることがよくあるが，注釈がないと削られる．いち

いち注釈がないといけないでしょうか？」

薬事法承認事項に適宜増減という条件がある場合，

1.5倍から2倍程度の量までを認めるところは多いと

思います．しかし薬事法承認事項で最大○○までとい

う薬剤は，これを超えての請求はコメントで良しとさ

れる場合とやはり査定とされる場合があります．

6） 処置

① 「透析の時間区分が復活しましたが，レセプト

に透析時間を記載する必要がありますか？」

レセプト上に時間の記載は不要となっております．

ただしそれぞれの県で異なり，記載が必要とするとこ

ろもあるかもしれません．

② 「人工腎臓の回路を通して行う注射料は算定で

きないが，抜針後で回路を通していない旨のコメント

を記載しているのに点滴の手技料が査定されることが

ある．対策は？」

透析中にできなかった理由などを詳記することが必

要かもしれません．ただし，透析中に注射し忘れたか

ら等の理由では通るかどうか不明です．

③ 「ECUMを2～3回していて，同月内に血液透

析を開始した場合，導入期加算は血液透析を開始した

時から1カ月算定して良いでしょうか？ レセプトに

その旨コメントが必要でしょうか？ またこの場合の

慢透 算定は，血液透析を開始してから3カ月経って

からの算定になるのでしょうか？」

導入時加算は，その後維持透析が必要となった時点

から1カ月となっており，ECUMが定期的に実施さ

れ，引き続き透析が定期的に実施された場合は，最初

のECUMからの算定になります．慢透算定について

も同様にECUM開始後（導入後）3カ月経ってから

です．この際，ECUMも透析として算定するのは了

解されておりますし，導入期加算の請求は，導入年月

日の記載が望ましいと考えます．

④ 「更生医療もなく，身体障害の証書も持ってい

ない 長 のみの方が，同月で外来では透析をしていた

が，入院になってから患者が勝手に透析を中断した場

合，入院は透析がないため 長 扱いにはならないので

しょうか？」

同一レセプトに透析がない場合は， 長 での請求は

していないようです．ただし，透析を行っている施設

で，白内障手術などの短期入院で透析を伴わないレセ

プトでは，その旨のコメントがあれば 長 扱いになる

ようです．

⑤ 「J038－（6）の規定により，「1月に15回以上

人工腎臓を実施した場合は，15回目以降の人工腎臓

は算定できない．ただし，薬剤料（透析液，血液凝固

阻止剤，エリスロポエチン，ダルベポエチンおよび生

理食塩液を含む）または特定保険医療材料は別に算定

できる」となっているが，ここでいう15回目は次の

どちらでしょうか？

� 暦日に従って数えた15回目．

� 定期の人工腎臓の施行に追加して行った分．

ちなみに�と�では薬剤の用法上，算定の適正さに

差が生じることがあると思われますが？」

�と考えます．週3回透析の月当たりの回数は暦上

14回が最大ですが，肺水腫等止むなく頻回透析を必

要とする場合のためにつくられた保発ですので�とな

ります．�とした場合，作為的に15回目以降にエリ

スロポエチン等を算定することもできて，適正さに差

が生じることになります．

7） 手術

① 「血栓除去術中にカテーテルのバルーンが破れ，

1回の手術に2本のカテーテルを使用した場合，2本

とも請求可能ですか？」

黙って2本までは可とする県と，コメントがあって

可とする県があるでしょう．高価なものですので，コ

メントがあったほうが望ましいと思います．

② 「内シャント造設術（動脈形成術）時にアビテ

ンシートを使用したところ査定されました．現在再審

査に提出中ですが，全国的にはいかがでしょうか？」

微繊維性コラーゲンはかなり限られた部位での使用

となっており，末梢血管を用いる内シャント手術が適

用となるかは疑問です．

2 要望事項

保険改定されたばかりであるにもかかわらず 65件

の要望事項があった．貴重なご意見なので，この会の

出席者にはまとめや省略をせず，たとえ内容が重複し

ていても全文を配布した．しかしここでは紙面の都合

上一部掲載となったことをお許し下さい．
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① 今回のダイアライザー引き下げは異常で，回路

代を入れると逆ざやになる．次回改定での善処を

望む声が一番多数あった．

② 現在の医療費抑制政策は医療崩壊を招くもので

あり，即刻見直しをしてほしい．

③ 透析全体での診療報酬の引き下げをこれ以上続

けると人件費や設備投資に重大な影響を及ぼし，

健全な医療サービス提供ができなくなるので下げ

止まりとしてほしい．

④ 次期改定では，包括点数中のエリスロポエチン

の値下がり分が引き下げられることは確実です．

今から対策を考えておく必要があります．

⑤ 看護師や臨床工学技士の確保が大変厳しいので，

せめて祝祭日加算だけでも300点から以前の500

点に戻してほしい．

⑥ 夜間透析加算が500点から300点に引き下げら

れたことにより，夜間透析を縮小する施設が増加

している．患者の社会復帰を支援する意味でも元

に戻してほしい．

⑦ 透析患者の高齢化により介護の必要度が増加し，

人手がかかるようになってきているので，なんら

かの対策をしてほしい．たとえば，送迎加算とか

看護必要度に応じた加算とかの新設を希望する．

⑧ 月内透析回数（現状月14回まで）の緩和を要

望する．

⑨ 採算が合わないのでPTAの点数を上げてほし

い．

⑩ 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル設置

手技料の新設要望．

⑪ 特定保険医療材料について，特に高価な医療材

料（PTAバルーンカテーテル，人工血管等）の

コストの低減化を要望する．

⑫ CAPDカテーテル抜去術の手術項目と点数設

定してほしい．

⑬ 人工腎臓の2も時間区分復活すべきではないか．

⑭ オンラインHDFに対する人工腎臓の加算点数

の要望．オンラインHDFには設備と管理を必要

とし，また消耗品やエンドトキシン測定の費用等

もかかるので保険適応の際考慮してほしい．

⑮ 一般クリニックでは対応できない透析患者の重

症患者加算の新設．
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要 旨

慢性腎臓病は，透析導入の予備軍としてのみならず

心血管系疾患の危険因子で，腎機能が低下してくると

指数関数的に心臓発作や脳卒中が増加し，死亡リスク

が高くなる．透析患者の増加は医療経済の面でも直撃

し，全人口の約0.15％に当たる患者が，国民総医療

費の4％以上を費やしている．ストップ・ザ腎不全へ

の対策が重要である．つまり，急増する慢性腎臓病

（chronickidneydisease;CKD）という社会的・経

済的そして健康上の課題に取り組むためには，臨床的

アプローチの補完策として，より広範かつ強調的な公

衆衛生でのアプローチが必要である．

はじめに

腎機能の悪化を抑えることは，透析導入を遅らせる

ばかりでなく，腎臓病に起因する心血管系の合併症を

少なくすることに繋がる．また，腎臓病の発見から，

心血管系の初期の異常を見つけることも少なくない．

今まで，慢性糸球体腎炎，慢性腎盂腎炎，腎硬化症や

慢性腎不全などと呼ばれていた多様な病気が，腎機能

の低下などに基づき包括的に捉えられ，CKDという

新しい概念で呼ばれるに至っている1）．

CKDステージ分類2）は，腎機能指標eGFRおよび

尿中アルブミン・クレアチニン比（ACR）を併用し

たNKFの指診に基づき，つまりステージ1およびス

テージ2はACRの腎障害の指標によって決定され，

ステージ3～5は，eGFR（ml/min/1.73m2）が60ml/

min/1.73m2未満の場合とし，筆者らは正常群をステ

ージ0と定義する（表1）．

CKDは腎不全の発生率および罹患率の増加，高い

医療費と不良な転帰は世界中で公衆衛生上の問題とな

り，世界規模で関心が寄せられている．目指すところ

は，国民の健康の向上，特にCKDの早期発見と末期

腎不全（endstagerenaldisease;ESRD）への進行

を抑制すること，それによって心血管系の合併症をも

減らし，強いては国民医療費高騰の抑制に寄与するこ

とである．

現在の年間の国民医療費は約33兆円を超え，国民

GDPの8.9％である．国民1人あたりの年間医療費

は25万9,000円，65歳未満が平均で15万8,000円，

65歳以上が平均でこの約4倍かかっている．透析患

者は年間平均で1人約500万円かかる．つまり日本で

は，全人口の約0.15％に当たる患者が，国民総医療

費の4％以上を費やしている．透析人口の生存年数，
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表1 CKDのステージ分類（NHANESIII試験のデータ）

CKDのステージ
分類

eGFR†1

（ml/分/1.73m2） 蛋白尿

ステージ１

ステージ２

ステージ３

ステージ４

ステージ５

90＋

60＜89

30＜59

15＜29

＜15

尿中アルブミン＋†2

尿中アルブミン＋

またはESRD

†1 MDRD推算式で求めた推定糸球体濾過量（eGR）
†2 尿中アルブミン＋（＞30mg/gCr）
NHANES:NationalHealthAndNutritionEvaluationSurvey



生命予後等のいくつかの患者登録データでみると，こ

の点からはすばらしい．医療経済の評価法の費用対効

果分析と健康結果の面から質調整生存率（QALY）

等では満足とは言い切れない．

筆者は過去約40年，腎臓学，透析医療と共に歩ん

できたが，今日のこの分野の発展状況にはある意味で

多少失望していると言わざるをえない．

人工腎臓の装置は旧態依然で，それほど向上してい

ないのではないかと思う．これは腎臓が複雑で精巧な

臓器によることも影響していると思うが，約40年前，

第3回国際腎臓学会で，コルフ教授が人工腎臓の将来

像として携帯型の人工腎臓のモデルを肩にかけて登壇

したが，残念ながら未だその域にまで達していない．

CKDは死亡，罹患，QOL，コストという形で社会

全体の脅威として受け止められている．アップストリ

ームの予防戦略（国民の健康に影響を及ぼす経済的・

政治的・環境的要因をターゲットとする戦略）はまだ

十分ではないが，戦略が効果的に実行されれば，負担

の軽減に繋がる．

本稿ではグローバルな観点から各国の取り組みなど

を紹介，腎臓病領域の襲来の羅針盤の役目になること

を願っているが読者の各位のご批判を仰ぎたい．

1 慢性腎臓病のグローバルの対策

CKDが話題となる背景には，CKDは透析導入の予

備軍としてのみならず心血管系疾患（cardiovascular

disease;CVD）の危険因子3）であり，腎機能が低下し

てくると指数関数的にCVDの心臓発作や脳卒中が増

加し，死亡リスクが高くなること4）である．つまり

CKDで腎機能が増悪してくれば，透析に導入するよ

りも心血管系のイベントで入院や死亡するリスクが高

くなる（図1）．また，腎臓病の治療も可能な時代にな

ってきたこと5），特に，早期からの介入によって治療

効果があがることなどから，CKDへの対策が重要課

題として認識されるようになってきたことなどがある．

また，透析患者の増加は，医療経済の面にも直撃し

ている．将来の医療費を，全体的な健康状態と現在の

医療費によって予測できると仮定したモデルを用いて

分析すると，クレアチニン値の上昇は測定値が1上昇

すると医療費は 27％ 増加，尿蛋白（定性）や尿糖

（定性）が一段上昇すると6～9％増加するとの報告6）

がある．この背後には腎臓病や糖尿病が潜んでいる．

将来の医療費の上昇の代表的な検査項目は腎臓病，糖

尿病の機能低下に関するものである．

1） 国際腎臓財団連盟（IFKF）の対策

IFKFは近年，その使命にCKDの予防と早期発見

を組み込んでいる．2005年および2007年，IFKFは

加盟機関を対象に，それぞれの国または地域のCKD

予防プログラムの現状に関する調査を実施した．

NPO法人腎臓病早期発見推進機構（IKEAJ）が日本

におけるIFKFの唯一の加盟団体であり，この調査
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図1 年齢調整による腎機能（eGFR）別の死亡率，心血管イベント発生率および入院率

Kaiserプラン登録者100万人について評価．

（GoAS,etal.:N EnglJMed,351（13）;1296�1305,2004，より）



に参加している．

2005年の調査には 42加盟機関のうち 19機関，

2007年には43加盟機関のうち30機関から回答が寄

せられた．本調査の分析結果は27カ国の状況を反映

している．31人の回答者（82％）が何らかのCKDス

クリーニング検査活動について報告している．法定

（国が実施する）スクリーニング検査があると報告し

た国は2カ国（7％），一方，何も実施していない，あ

るいは当面実施の予定がないという回答が5カ国であ

った．

スクリーニング検査は多くの場合，政府あるいは非

政府組織（NGOs）の協力を得て財団・法人および研

究グループが実施し，63％のスクリーニング検査が

体重，身長，血圧，血糖値，尿検査，血清クレアチニ

ン濃度を，19％はウエスト，ヘモグロビン，ヘモグ

ロビンA1c，脂質，血球数，ACR，ポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）を測定している．腎臓病早期評価プロ

グラム（KEEP）や国際腎臓学会（ISN）の国際腎臓

学推進委員会（COMGA-KDRP）が実施しているプ

ログラムをモデルとしたものも複数見られた．

23カ国（85％）において，世界腎臓デー（WKD）

関連活動（注：IFKFとISNが共同してCKD対策のキャ

ンペーンを3年前から毎年3月第2木曜日に実施している）

がCKDの教育・啓蒙に大きく貢献している．世界腎

臓デーへの参加国は毎年増加し（図 2），プラスの効

果があると回答者が報告している．14カ国（52％）

がWKD時にスクリーニング検査を連携実施してい

る．又，スクリーニング検査は血圧検査だけと答えた

国も数カ国あった．

共通の課題としては，資金の必要性，当局が問題の

重要性を認識し確固たる方針に基づく政策運営を行う

必要性，CKDを慢性疾患予防戦略および総合保健医

療サービスの主項目に組み入れることであるとしてい

る．2005年の調査で何らかの活動について報告し，

2007年の調査にも再度参加した機関すべてが，特に

政府の関心を引きつけた点など，前進があったと報告

している．しかし依然まったくプログラムを実施して

いない国も一部にある．それでも時代は世界同一の基

準で CKD早期発見を目指す KEEPコンソーシアム

の構築へと進んでいる．その発祥の地である米国の対

策およびコンソーシアムへ参加を検討している各国の

CKDへの取り組みを簡単に紹介する．

2） 米 国

米国腎臓財団（NKF）がKEEPを運営し，コミュ

ニティ内の高リスク・グループを対象にスクリーニン

グしている．少なくとも23都市で実施されたと報告

があり，NKFは，プライマリー・ケア・サービス提

供者（PCPs）向けCKD啓蒙・教育，CKD臨床診療

ツール，CKD公教育，CKD患者教育の総合対策も開

発している．NKFは各種の支援・権利擁護活動およ

び政府への働きかけを行っている．

さらにNKFは，一般国民向けに新しいプログラム

を開発中で，この「腎臓の健康リスク評価」プログラ

ムは，潜在的CKDリスク要因を特定するものである．

リスクのある個々人にはその場でCKDの啓蒙・教育

資料が渡され，居住地域で実施される次の無料KEEP

スクリーニング検査を受けることが薦められる．米国
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図2 世界腎臓デー参加国の推移

（WKD2008報告書より）



国立衛生研究所の米国腎臓病教育プログラム（NIH

NKDEP）は引き続き進化している．CKD高リスク

人口に対する教育と家族再結（リユニオン）・アウト

リーチ・プログラムという要素に加え，NKDEPは糸

球体濾過率（GFR）推算に血清中クレアチニン量の

測定を活用することを標準化することに焦点を置いて

いる．米国疾病予防管理センター（CDC）は，2006

年CKDを主要な公衆衛生問題に指定し，NKFと協

力し慢性腎臓病スクリーニング・プログラムの開発に

着手している．

糖尿病も影響力が大きいが，その度合いは人口の高

齢化による増加と比べれば少ない．非ESRDのCKD，

すなわちESRDになる前の集団というのはどうだろ

うか．糖尿病あるいは高血圧があって，腎臓病もある

という人の規模はどのくらいか．図3�aの外側の輪

は，メディケアシステムでカバーされている約3,100

万人を表している7）．このうちの約22％が糖尿病，

約12％はうっ血性心不全と診断され，重複している

ところは合併症である．米国では普遍的な報告・登録

システムがあり，ESRDの人は全例が登録されるよ

うになっている．メディケアのカバーであっても，プ

ライベートな保険であっても，登録しなくては

ESRDの治療費は一銭も出ない．比較的知られてい

なかったが，CKDは約7％を占めている．病院ある

いはクリニック・サービスにおいて診断のコードに記

入されるが，これですべての腎臓病ということではな

く，認識されたものだけである．次に医療費であるが，

総額約2,170億ドルの中で糖尿病が予算の約40％近

くを占めている．単に糖尿病という診断名が付いてい

るだけで，実際は関節炎や癌，心不全などの病気と重

複している．ただし，集団ベースでみると，予算の

40％が糖尿病，残りの40％が心不全の患者で占めら

れることからも，重複があるのは意外ではない．

ESRDは予算の約 8％ を占めている．ただし約

20％がCKDの診断がなされた人に費やされていると

いうことから，全体としては腎臓病が全メディケア予

算の約27％を占めていることになる．これが人口の

8％だけに使われているということは，非常に限られ

た人がコストの大部分を占めているとも言える．糖尿

病，心不全，CKDは互いに非常に影響し合う疾患で

ある．

もう一つ，障害をもつ貧困の人で，州のメディケア，

メディケア両方にカバーされている人を対象に分析し

たところ，まず糖尿病がさらに多い（図3�b）．心不

全もCKDもESRDも多い結果となっている．米国

でサービスが受けられない，または受けにくい貧困の

人々であるためである．こちらも予算のほぼ半分が糖

尿病に費やされ腎臓病も約35％を占めている．ここ

でも糖尿病と心不全とがオーバーラップすることが大

きい．

各国政府がCKDを心配するのはこのようにコスト

の問題が大きいからである．心臓病，糖尿病，腎臓病

の三つの疾患によってかなりの医療予算が占められ，

特に貧困で障害のある人の場合は全支出額の35％に
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図3�a メディケアにおけるCKD，うっ血性心不全，糖尿病，ESRDの患者数および

医療費分析

（2007年USRDS年次データ報告（ADR）より）



相当する．これは米国だけの状況なのだろうか．全世

界で分析されると興味深い．少なくても米国，そして

ほかの地域でもこの10年間変わってきているといえ

る．台湾などで，どの基準を使うかということがかな

り議論されている eGFR60ml/min未満の割合であ

るが，米国では増えている．ACR陽性の割合も増加

した．ESRDの発症率は安定していることをかんが

みると，実際に良い医療が施されて病気の進行が遅く

なっているのかもしれない．

3） 日 本

IKEAJは，2006年，NKFと提携の上，日本版腎

臓病早期発見評価プログラム（KEEPJAPAN）を，

CKDや蛋白尿を指摘されていない糖尿病，高血圧の

ある人やその家族，腎臓病の家族の高リスクグループ

を対象に無料で開始した．クレアチニン測定はNKF

とのキャリブレーションの実施や，検査センターは同

一施設での中央測定をしている．すでに2,000人を超

えるデータが集積され，日米の同等な基準での比較が

可能になってきている．CKDの臨床診断の簡易化が

進められている．早期CKDの最も高感度な検査は尿

中アルブミン測定である．IKEAJでは KEEPJA-

PANのCKD早期発見検査ではeGFRと共に導入し

ている．

4） メキシコ

2005年には個人スクリーニング検査は糖尿病プロ

グラムの一環として実施されていたが，KEEPが2008

年から始まる予定である．このシステムは，検診車を

利用してCKDのみならず糖尿病，癌，女性健診など

も同時に実施されている．

5） 英 国

プライマリー・ケアに従事する内科医のCKD診療

面に対する報酬制と，リスク患者に対するeGFR測

定が開始された．2008年5月中旬から，バッキンガ

ム地方を皮切りに，KEEPがスタート予定である．

6） オーストラリア

KEEPプログラム（kidneyevaluationforyou;

KEY）を，企業健診の中で開始している．

コンソーシアムが組織され各国からのデータを基に，

CKDの疫学調査などの比較がなされ，国民に貢献す

る日も近いと思う．課題はあるものの，CKD関連活

動は前進している．しかし大幅な支援を必要としてい

るメンバーも少なくないことも事実である．特にリソ

ース面での支援が求められている．

2 透析医療費を巡る問題

1） 米国における制度・費用の変遷

今日までのこの分野の進歩を振り返ってみると，米

国の社会保障の中心となるのは，1935年に立法化さ

れ1937年に発効した社会保障法である．その後1965
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図3�b 二重加入していた患者（メディケアおよび身体障害者など）におけるCKD，

うっ血性心不全，糖尿病，ESRD患者数および医療費の分析

（2007年USRDS年次データ報告（ADR）より）



年にメディケア，メディケイドの採用など多くの改正

を経て現在に至っている．さらにメディケイドの改正

で，対象に透析治療や腎移植にも適応が拡大された．

なお，米国は地方分権が非常に進んだ連邦国家であり，

州の権限が大きく，米国50州にそれぞれ独自な制度

を有していることを忘れてはいけない．

透析医療費償還の歴史の概略を表2に示す．また，

2004年から導入されているケースミックス調整が提

示され，医療提供にかかる費用に影響する患者の地域

特性，性別，年齢，AIDS，末梢血管病の有無などが

調整係数となる．また，地域および規模も調整係数と

なっている（表3）．現行の総合レートに変更され償

還額が決定されている（表4）．

興味深い30年間の変遷の事実について記載すると，

1970年から2000年までの期間に，フォード・ムスタ

ング・スポーツカー（アメリカで非常にポピュラーな

モデル）は，約4,000米ドルから25,000米ドル以上

にまで値上がりした．同じ期間に腎臓移植の1年目の

コストは30,000米ドルから45,000米ドル以上になっ

た．同じ期間に血液透析1回あたりの平均診療報酬は

175米ドルから125米ドルに下がった8）（表5）．

単純に考えると，フォード・ムスタング自動車の価

格変化には，市場経済の圧力と顧客価値が反映されて

いる．これを米ドル価値の変化の指針として医療に当

てはめてみる．血液透析1回の現在の価値は，1970

年代の米ドル換算で20米ドル未満となる．つまり血

液透析は「市場」評価がスポーツカーより低い（表6）．

1970年代中頃は在宅血液透析がまだ重要なモダリ

ティの選択肢であった．患者のトレーニングに高いコ
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表2 透析医療費償還の歴史の概略（米国）

●1974年以前 多額の出費

●1974年 リハビリテーション法により透析がメディケア

の対象となる．原価加算

●1983年 総合レート設定，約130ドル

●1986年 恒久的に0.50ドルの減額

腎臓ネットワーク設立

●1986年 2年間で2.00ドルの減額，1988年9月まで

●1989年 1990年3月まで2％の減額

●1990年 1990年12月まで1.5％の減額

●1991年 1.00ドルの増額

●2000年 1.2％の増額

●2001年 2.4％の増額

EPO薬価増額分が0.4％近くを占める

●現行の総合レート（地域別調整前）

病院付属施設のレート 132.40ドル

独立施設のレート 128.35ドル

● 2003年メディケア処方薬改善と近代化に関する法律

（MMA）

●ESRDに関係する新しい4つの構成要素

総合レート増額

別途請求可能な医薬品

総合レートへの医薬品費加算

ケースミックス調整

表3ケースミックス調整（米国）

1.医療提供にかかる費用に影響する患者特性と地域別特性

2.CMSが総合レート調整への使用を決めた患者特性

●性別・年齢

65歳未満の女性 1.11

65～79歳の女性 1.0

79歳を超える女性 1.16

65歳未満の男性 1.21

65～79歳の男性 1.17

79歳を超える男性 1.23

●AIDSの有無

AIDS 1.15

●PVD（末梢血管疾患）の有無

PVD 1.07

3.現行の地域別調整係数と共にケースミックス調整係数を

適用する

独立施設 1.1917

病院付属施設 1.1936

都市部の施設 1.1931

地方の施設 1.1865

小規模施設 1.1911

中規模施設 1.1910

大規模施設 1.1924

非営利施設 1.1924

営利施設 1.1918

全施設 1.1919

表4 現行の総合レートに変更を適用した場合の医療費（米国）

総合レートによる透析1回当たりの支払い額 123.78ドル

1.6％の増額 125.76ドル

医薬品費加算 139.97ドル

ケースミックス調整 141.64ドル

別途請求可能な医薬品の取得原価 56.81ドル

平均償還総額 198.45ドル

旧方式による平均償還総額 200.44ドル

償還額の正味平均変化 1.99ドル

表5 30年間の変遷

1970年 2000年

自動車FordMustang 3,800ドル 25,000ドル

腎臓移植 30,000ドル

（6,850ドル）

45,000ドル

1回あたりの透析コスト

（HDの保険請求金額）

175ドル

（20ドル）

125ドル

（ ）内の金額は1970年代の米ドル換算によるものである．



ストがかかったが，それを勘定に入れても在宅の方が

サテライト透析センターより安価であった．さらに病

院の透析センターと比べると半額以下であった．カナ

ダの報告書では，在宅血液透析が復活し週3回以上も

透析してもなおセンターでの血液透析より安価である．

透析の直接費と医療費合計が患者1人あたり1年にい

くらかかるか計算すると，透析以外の費用が全医療費

の20～38％もかかっている．病院での透析が38％と

最高である9）（表7）．

透析の価値が過去30年間に激減したのはなぜか．

直接費は135米ドルから20米ドルまで減少した．在

宅ベースでの透析療法を強力に奨励することによって，

コストを削減する施策を何故保険機構が取ってこなか

ったのか．ESRDの場合，全医療費の中で透析以外

のコストが非常に高い．それでは何かトレードオフは

ないであろうか．透析の改善に出費を増せば，入院費，

薬剤費などを減らせるのかなど問題が多い．

2） 米国の透析医療関連材料費の実態

① ダイアライザー

現在，米国で販売されているダイアライザーの医療

施設（クリニック）向け納入価格は，シングルユーズ

物で，平均US$9.00～9.50である．この価格は過去

10年にわたり，ほとんど上昇していない．その理由

は，使用するダイアライザーの購入費用はメディケア

から支払われる手技料（州により異なるが，平均

US$140/回）で賄われるためと推定している．透析

手技料は10年前と比較してほとんど変わっていない．

ただし，ダイアライザーの性能をみれば，Low

FLux⇒MiddleFlux⇒HighFluxとだんだん高性能

になっている．

② 血液回路

現状価格はユニバーサル型で，施設納入価格が

US$2.75～2.85である．これは10年前に比べて価格

が30％程度下がっている．ダイアライザーの価格が

ほぼ一定であるのに対して血液回路の価格が下がって

いる理由としては，血液回路の形状や性能が10年前

から変わっておらず，発展途上国などの廉価製品との

比較から，大手メーカーが価格を下げざるをえない環

境にあるからだろう．

③ アクセス・カテーテル（AVF）

日本と違い米国では，AVフィスチュラニードル

（AVF）が血管挿入器具として利用さている．これは

誤穿刺防止法が定められた影響もあり，10年前と比

較すると価格は約10％程度上昇している（US$0.40

→US$0.50）．

④ 腹膜カテーテル

カテーテルも材料の性能がよくなっているにもかか

わらず，価格は10年前とほぼ同じで約US$120～150

である．これは患者数が増えないことから，使用数量

が増えず，メーカー側も増産による原価低減がむずか

しい反面，償還価格が上がっていないことから，価格

引き上げもむずかしい状況にあると想定している．た

だし，日本と同じように使用者依頼によるカスタムメ

ードの場合はUS$400→US$500と20％程度価格上

昇している．

では，何故価格が上がったり，下がったりせず一定

の枠で収まっているかという点は，透析に使用する装

置の経済合理性が高まり，人件費の上昇を人員削減で

オフセットできることが可能であったからだろう．メ

ーカー側は常時値上げを要求するものの，一旦競合先

が自社顧客へアプローチをされると，ほとんどの場合，

値上げを撤回せざるをえない状況に追い込まれている

のが現状である．ちなみに，指数として有名なマクド
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表6 1970年代中頃の血液透析のコスト（米国）

年間の1回あたりの
透析コスト 1年目の

推定金額
下 限 上 限

在宅トレーニング

在宅血液透析

＄146

＄ 33

＄256

＄ 66
＄13,230.00

LimitedCare（施設） ＄100 ＄116 ＄16,848.00

Fullcare（施設） ＄144 ＄172 ＄24,648.00

HoffsteinPA,etal.:KidneyInt,9;286�293,1976,より.
＄は1976年の米ドル.

表7 療法別のコスト比較（カナダ）

年間のコスト
透析以外

トータル 透 析

施設血液透析

サテライト・セルフ・ケア

CAPD

在宅血液透析

＄88,585

＄55,593

＄44,790

＄32,570

＄54,929

＄43,313

＄31,918

＄26,048

38％

22％

29％

20％

トータルコストおよび透析コストを療法別，場所別に比較したも
の．1990・1991年オンタリオにおける実績である．
GoereeR,etal.:ClinInvestMed,18;455�464,1995,より.
＄は1993年のカナダドル.



ナルドのビッグマックの米国での価格で比較すると，

10年前に比べて約28％（US$2.51→US$3.22）上昇

している．当然需給関係から価格が決定され，仮に製

品が同じと仮定した場合，製造コストが上がり，価格

が下がることは考えられない．

透析関連の医療機器の場合，患者数が増えることで

数量が増えることが見込まれ，その増産効果でクリニ

ック側は価格引き下げを要求するが，メーカー側は人

件費の増加や製品改良コストの増加から価格引き上げ

を求め，最終的に価格が維持されていると考えられる．

3 コスト対効果の方程式

医療のコスト対効果の方程式では，特に財源，人的

資源など多くの要素がある．明らかに資源は無制限で

はなく，資源を獲得する競争が生じ，透析を担当する

医師は，利用可能な資源を心臓や腫瘍の専門医，心臓

病や癌の患者と分かち合わなければならない．われわ

れは機会コストを受入れなければならない．ESRD

に分配された資源は別の疾病には利用できない．

恐らく最も困難な問題は，費用を支払う意思である．

個人が治療費を自費で支払う場合，治療による効果の

良し悪しを，役務や商品の購入と比較してどう高く評

価するかが問題である．米国の州政府が支払う場合，

支払う意思をどう測定するか．恐らくすべての治療を

万人が受けたいと思っている．そこで支払者はそのよ

うな競争の下で，限りある資源をどう公平に利用する

か．これらすべてのことが，ESRDとその治療につい

て特殊な問題を提起している．つまりESRD患者が

全人口に占める割合は1％未満で非常に小さい．しか

し利用可能な医療費のうち相当な金額（10％）を使っ

ている．

コスト対効果の方程式は，図4に示す形になるだろ

う．それは線型の関係ではなく，放物線の形をしてい

る．ある上限をコストが超えると，効果の測定可能な

変化を検知できない（つまりいくらコストをかけても

効果は改善しない）．これらの関係を定めるのは，費

用対便益，費用対効用の分析をする医療経済学者の仕

事である．実際は，費やされた金額の1単位あたりの

効果を測定する方法がある．コスト対効果の関係が線

型かまたは線型に近い場合，解釈は単純である．プロ

ットの漸近線の場合も比較的単純である．この場合，

出費が変化しても効果は変化しない．問題は両者の中

間にあるプロットの中央部分である．ここではどんな

方程式を使っても誤差が大きくなる．したがって，出

費の変化に対する効果の変化を予測することは難しい．

しかしながら，診療報酬の変更が気まぐれでない限

り，複雑な効果測定の適切な手段を見つけて適用し，

医療経済学者が正しい非線型の方程式を作れるように

しなければならない．医療提供者，腎臓学者，透析医

が関与して，透析のコスト対効果の適切な方程式を開

発することがきわめて重要である．そうしないと医療

経済学者はもっぱら支払者の側に立ち，勝手な意思決

定をするので臨床的な効果が過小評価されるであろう．

4 透析ケアのトレードオフ

典型的な透析患者の医療費を調べると，ますます複

雑になる．透析ケア自体に必要な各費目のコストを決

定するのは比較的簡単である．費目は医師，看護師な

どの人件費，材料費，薬剤費，他の諸経費などである．

しかし透析の直接費は，透析患者にかかる医療費の合

計の一部に過ぎない．米国では透析の直接費は，医療

費合計の50％未満である．透析人口には，老人，糖

尿病や心疾患の合併症患者が多い．透析の質は，合併

症のケアの程度と医療費に関係がある．

透析の直接費の診療報酬がますます削減され，ある

限度を超すと，透析以外の医療費が増す可能性がある

のではないか．そうなると，制度上で別々の医療行為

に対し別々に予算が組まれるので実態は検知できない．

リスクと管理などのトレードオフに悩まされながら患

者のQOL改善に努力している．
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図4 費用対効果の方程式

費用対効果の等式直線の傾きと実行可能性を表す．



5 疾患状態管理

制度改革に向けての最近の取り組みとしてコスト対

効果や，トレードオフの問題を克服する医療財源モデ

ルとして，疾患状態管理（DSM）モデルが米国で利

用されてきている．それは，準医師資格者を通じて，

個人・団体患者のためのケースマネジメントを提供す

る．通常はCPMまたはDOQIガイドラインに焦点

をあて，目標は費用を下げ，入院の必要度を最小限に

抑え，入院日数を減らすことである．モデルには種々

の形式があるが，原則として医療提供者は，患者/年

または患者/月の単位で頭割りにして，全部の，また

はほとんどの医療ニーズを提供しようとする．すでに

DMO・sと契約を結んでメディケア・メディケイド患

者（糖尿病，慢性閉塞性肺疾患，慢性心不全，末期腎

不全）を管理している州もある．

支払者にとってDSMは魅力的である．医療のコス

トとリスクを医療機関に転嫁できるからである．した

がって，医療機関がリスクマネジメントをしなければ

ならない．リスクの量を正確に推計し，リスクを最小

限にするよう努めなければならない．リスクを評価し

最小限にするには，コスト対効用解析を行い，様々な

トレードオフを評価し試験する必要がある．重要なこ

とは，これらの評価を州や国のレベルではなく，提供

者の地方レベルで行うことである．そうすれば医療経

済の評価がしやすくなり，評価結果を提供者の管轄地

域内の患者に適用しやすくなる．全国平均で評価する

より優れている．

DSMを実施すれば，医療提供者の構成や分布が変

わるであろう．収益も増えるが損失のリスクも増える．

十分な財源とその他の資源を持つ医療提供者だけが生

き残る．

6 ESRDの近隣諸国，欧州の現況および医療費

先進国においては，戦後のベビーブーマーが60歳

代になってくると，ESRDの発症率が加速しはじめ

るといわれている．これが駆動力となって，疾病人口

が2020年までに増えるという予測が成り立っている．

1） 中 国

根本的な統計データがないが，数少ない中国腎臓病

学会のデータが1989年の透析施設数が305施設で，

その17年後に当たる2006年末には2,386施設に増加

している．これは年間あたり平均140施設の増加があ

った．また近年は医療保険給付が普及してきているこ

とから，透析装置数，透析患者数は年間あたり12～

15％の増加率で増加し，今後もさらに増進していく

傾向である．腎移植施行施設数は約169施設である．

① ESRD患者数

約1,000,000人（2007年）と推定されている．参考

として，糖尿病患者数は約23,809,000人（2003年 In-

ternationalDiabetesFederation調査）である．血

液浄化治療患者数は100,000人前後と推定される．経

済的理由で治療を受けられない患者数は多い．

② 血液透析（HD）患者数

HD患者は約 85,000人，腹膜透析（CAPD）患者

数は約13,000人である．

③ 1回当たりの透析治療費

約 300～450RMB（日本円換算 4,500～6,750円，

1RMB＝15円）

④ 上記治療費に対する自己負担額

保険加入者は治療費の30％ 相当，都市部の保険未

加入者，農村部は治療費全額自己負担である．

2） 韓 国10）

2006年末の韓国の腎代替療法の患者数は46,730人

（HD：29,031人，62.1％，PD：7,990人，17.1％，

KT：9,709人，20.8％）である．人口100万人中941.7

人，発生率は185.3人である．2006年末の新規導入

患者は9,197人（HD：5,691人，PD：2,568人，KT：

935人），透析患者年間増加数は約2万人/年である．

腎代替療法の施行施設数は505施設，透析装置は

10,599台，データの回収率は57.2％である．

透析治療の費用は，

保護患者：136,000ウォン（DRG方式）：患者負担

無し

保険患者：125,000ウォン（処置料＋材料費＋加算

金）－患者負担比率20％

これらの金額は単純な血液透析費用であり，薬剤な

どが加わる場合は上乗せされる．（患者の平均負担額

は，25,000～30,000ウォンの間）

3） 欧州連合（EU）

フランスの透析施設のタイプは五つに分かれている．
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透析システムを表8に示す．

欧米での 2007年の統計によれば，フランスでは

100万人あたりおよそ600人の透析患者であり，透析

患者と臓器移植患者の比は6：4と比較的臓器移植が

進んでいる．フランスではテレダイアリーシスとう方

式もある．これはメインステーションからサテライト
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表8 フランスの透析システム

設 備 スタッフ 責 務

In-CenterUnit ≧8HDbeds,2fortraining

≦3patients/24hrsfor1bed

2専門医/8beds

1看護師/4患者

HD中は駐在

HD間はオンコール

Limited-CareUnit ≧6HDbeds,1fortraining

≦3patients/24hrsfor1bed

専門医はインセンター

1看護師/4患者

1回/月のメディカルチェック

専門医のオンコール（15分以内）

Self-CareUnit 1bedfor1～2patient（s） 専門医はインセンター

1看護師/4患者

1回/3月のメディカルチェック

専門医のオンコール

HomeHD/PD 適した場所であること 看護師のアシスト可能 専門医のオンコール

SeasonUnitfor

Vacation

フランス国内に限られるが，旅先で実施できる．治療方式のアップグレードは可能，ダウング

レードでの透析は不可能

ManNKの第8回日仏腎臓研究交流会シンポジウム講演内容から引用し，改変した．

表9 EU地域でのESRDの動向

フランス ベルギー ド イ ツ イタリア スペイン

ESRD（pmp） Notshown 998 Notshown 1,022 1,053

移植（pmp） 400 382 250 263 499

透析患者（pmp） 600 616 720 759 554

In-CenterUnit 66.9％ 10％

Limited-CareUnit 5.2％

Self-CareUnit 23.9％

HomeHD/PD 4.0％ 1.1％/9.1％ 1％/― 0.8％/12％ 0.1％/5.5％

表10 EU地域での透析の費用 （円）

ベルギーワルーン

（フランス語圏）

透析パッケージ 18,881.18～35,982.72

イタリア

全 国 25,423.50/回

エミリアロマーニャ州

公 立 29,491.26/回

私 立 27,626.87/回

ドイツ

HD,CAPD,APD（週当たり）

＜18歳 140,676.70

18�59歳 85,422.96

＞60歳 88,134.80

糖尿病 89,829.70

追加レート

感染症患者 ＋5,084.7

IPD ＋50,847.0

フランス

（FranceCNAMTS2005）

インセンターユニット（HD1回あたり） 66,101.10

リミテッドケアユニット（HD1回あたり） 47,541.94

セルフケア（HD1回あたり）

介助なし 40,777.59

介助あり 41,869.11

在宅

透析1回あたり 35,570.86

CAPD/週 92,844.92

CCPD/週 119,548.07

スペイン

（MinisteriodeSanidadyConsumo1/3/2006）

インセンター 病院 22,881.15/回

Rotellar透析クラブ 22,881.15/回

サテライトセンター 17,796.45/回

在宅透析 20,338.80/回

為替レート（2008.7.28）:1・＝￥169.49



のlimitedcareunitの様子がスクリーンを通してわ

かるようになっており，医療スタッフと患者のコミニ

ュケーションが可能である．重症の合併症を有する患

者はセンター内で良い．しかし，全般的にはselfcare

unitや在宅医療も選択肢である．

CKDではGFRを指標にその進行状況を把握し，

CKDステージ5になると，患者を含め5人（医師，

看護師，栄養士，ソーシャルワーカー，患者）がチー

ムを作り，腎移植を含めその後の方針を話し合う．

欧州周辺国のESRD患者動向と1回の透析にかか

る費用を比較する11）（表 9，10）．円換算でEU組織内

をみると，システムの違いはあるが概してわが国の診

療報酬と大差がないのではないかと思う．この点につ

いて検証中である．なお，ノルウエーでは透析患者は

200人程度できわめて少なく，臓器移植患者が7割を

占める．

日本透析医学会調査のデータに基づき外挿し推測す

ると，日本での透析療法の普及率は2050年頃までに

ピークに達し，人口100万人あたり約3,500人と推計

される．世界の透析患者数を推定すれば，全世界で約

150万人の患者が何らかの形で透析を受けている．ま

た，中国などの推計から透析の普及は指数関数的に伸

びて，20年たつと800万人を超える見込みである（図

5）．成熟して飽和した「市場」では伸びは遅くなるが，

新興国，開発途上国では指数関数的に伸びると推定さ

れる．

結 論

慢性腎臓病は，透析導入の予備軍としてのみならず

心血管系疾患の危険因子で，腎機能が低下してくると

指数関数的に心臓発作や脳卒中が増加し，死亡リスク

が高くなる．透析患者の増加は医療経済の面でも直撃

し，全人口の約0.15％に当たる患者が，国民総医療

費の4％以上を費やしている．われわれは費用対効用

などコスト方程式への取り組みを疎かにしていた感も

否めない．透析医療についても，米国のケースミック

スやフランスのケースなども参考にするところも少な

くない．

医療提供者は献身的な努力と高い倫理性のもと真の

プロフェッショナルと努力はしているが，医療費の伸

びを前提に，透析に対する診療報酬の無駄を省くとい

う名目で財源論に終始し，医療制度が健康というきわ

めて重い範疇に入り込み，ESRDの透析経費を減ら

そうとする圧力を常に感じている．診療報酬が漫然と

現在のモデルに基づいていると，透析の質と効果の悪

化は避けられない．海外に視点を向けると，透析医療

対策にはどこの国も頭を悩まして国際規模での問題と

なり，世界腎臓デー創設などを通してCKD対策に乗

り出している．

ESRDに対しては質調整生存率（QALY）のコス

ト問題などにも配慮することは当然であるが，それ以

上にCKDの問題は，医療サービス提供者だけが対処

すれば良い臨床的問題の範囲を超えた，重層的取り組

みを必要とする，主要な公衆衛生の問題であることを

痛感する．腎臓病早期発見に努め，ストップ・ザ腎不
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図5 将来の透析人口の予測



全への対策が重要である．
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世界腎臓デー2009運営委員会からメッセージが届いています．

皆様にお知らせします．

2009年は

・高血圧症と腎臓病・

をテーマとして取りあげています．

高血圧がCKDの主な危険要因のうちの1つであるという事実から，来たる2009年3月12

日に実施される世界腎臓デー（WKD）では腎臓病に関する高血圧の問題に注目し，WKD

参加者全員がもっと腎臓病や高血圧についてスクリーニングを行うよう心がけ，CKDの

増加をとめましょう！ WKDでは，すべての人々が，特に糖尿病の患者さんが，自分の

血圧値を知ることを目指すという意欲的な長期的目標を掲げています．また，血圧値が正

常範囲を超えたなら直ちに治療が必要であるという認識も必要です．さらに，公衆衛生当

局は慢性腎臓病に関する一般の認識を向上させ高血圧症発症のリスクを低減する手段を促

進する活動に対し支援を行うように社会から強く求められています．

文責 IKEAJ 高橋 進



要 旨

合併症を有する透析患者の増加に伴い，ADL，QOL

が低下し長期入院を必要とする透析患者が増加してい

る．近年腎臓リハビリテーションの概念が提唱され，

透析患者に対するリハビリの重要性が見直されてきた．

この中で運動療法を当院では積極的に行い，これによ

り下肢骨折，切断患者においてADLの改善を認めた．

透析患者ではリハビリの施行において非透析患者と異

なる点があり，これらを勘案したリハビリの実施が必

要である．

はじめに

透析技術と医療の進歩に伴って長期透析歴患者が増

加し，さらに高齢者や糖尿病性腎症からの透析導入も

増加している1）．これにより脳血管障害，心血管障害，

整形外科的合併症を有する患者も増加し，これら合併

症が原因となってADLおよびQOLが低下し，長期

の入院透析を必要とする患者も多くなっている．これ

ら入院透析患者に対しては，リハビリテーションが重

要な位置を占めることとなってきた．ここでは，当院

および関連病院における入院透析患者に対するリハビ

リの実施状況について報告する．

1 リハビリテーションの現況

1） 腎臓リハビリテーション

1994年頃より提唱されてきた新領域で，運動療法

のほか食事療法，薬物療法などを行い，症状改善はも

とより心理状態の改善，生命予後の改善などを目的と

した包括的なプログラムで，腎不全患者に対してその

有効性が注目されてきているものである2,3）．今回は

この中の一つである運動療法としてのリハビリテーシ

ョンについて述べる．

2） 当院での入院透析患者に対する

リハビリテーションの現況

2007年4月から2008年7月までに，開成病院で入

院リハビリを受けた透析患者は48歳から92歳までの

77名（男性28名，女性49名）であった．リハビリ

の対象疾患は表1のとおりであった．この中では廃用

症候群に対するリハビリが多く行われたが，切断・骨

折などの整形外科的疾患に対するリハビリも増加して

いる．リハビリ内容としては基本動作訓練がほとんど

すべての患者に対して行われ，そのほかの訓練と合わ

せて施行されていた（表2）．これらの患者の転帰を

表3に示す．死亡された症例を除くと，barthelin-

dex（BI）で点数上昇を示す症例が認められた．
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3） 骨折術後および下肢切断後の透析患者に

対するリハビリ

透析患者に対する整形外科的手術は，透析技術と術

前・術中・術後管理の向上により，当院では非透析患

者とほぼ同様に行われている．しかし手術後ADLの

低下や寝たきりとなる可能性も高いため，積極的なリ

ハビリによるADL向上や社会復帰を期待して取り組

んでいる．ある期間における下肢骨折と下肢切断透析

患者のリハビリ後の状態を表4に示す．退院までにい

たった患者は少数であったが，ADLの改善をその多

数に認めることができた．これらの患者に対するリハ

ビリの概要を以下に示す．

① 骨接合術（CHS・人工関節置換術）

目的（ゴール）：自立歩行の獲得，日常生活の自立

を目指す．

方法：術後3～7日目は病室にて開始し，疼痛範囲

内にて車椅子を使用する．健側はストレッチ，筋力訓

練を積極的に行う．患側は持続的他動運動（CPM），

可動域訓練，足指・足関節運動，大腿四頭筋等尺性運

動を行う．術後1週目から訓練室にて荷重訓練を開始

する．松葉杖または歩行器を使用しての歩行訓練，バ

ランス訓練を行う．CPMは股関節屈曲を90°までの

範囲で訓練を行う．術後2週目から松葉杖または歩行

器から杖歩行へとすすめる．同時にバランス訓練，神

経筋協調訓練を実施する．術後3週から応用歩行（障

害物越え）を開始して，自宅退院に向けてのADL訓

練（階段昇降，入浴動作等）を行う．終了時期は目的

（ゴール）達成時とする．

② 下肢切断

目的（ゴール）：義肢装着での歩行獲得，または車

椅子レベルでの日常生活動作の自立を目指す．

方法：術後7～10日，病室にてリハビリを開始する．

まず上肢と健側下肢の筋力訓練を行う．術後2週目か

ら手術創の治癒を待って（抜糸後），弾性包帯による

断端訓練を開始する．健側の下肢・患側股関節，周囲

筋・体幹筋の筋力訓練とともに座位訓練，車椅子操作

の指導を行う．術後3週目から筋力訓練は継続し，平

行棒内での立位・バランス訓練と同時に松葉杖の使用

法を指導する．義足作成は3～4週目に考慮する．術

後4週目から自主訓練として断端包帯の巻き方を指導

し，平行棒内立位訓練を行い，義足への荷重を開始し，

片脚立位訓練を行う．この時点で生活習慣上，膝・股

関節の屈曲拘縮を起こしやすいため注意が必要となる．

終了時期は目的（ゴール）達成時とする．

③ 両下肢切断時での義足処方

当院の基準は，下記のａ～ｅすべてを満たしている

ことを条件とし，義足作成を検討している．

ａ 断端状態：良好

入院透析患者へのリハビリテーション 375

表4 下肢骨折・切断後の転帰
（名）

下肢骨折 下肢切断

男

女

7

9

8

5

片下肢

両下肢

7

6

退院

入院中

死亡

転院

5

6

5（2）

―

1

4（1）

7（1）

1

ADL

（一部）自立
14 11

（ ）：寝たきり
2005年10月～2007年5月（開成病院）

表1 リハビリ対象疾患
（名）

ASO＋腰痛

上腕骨骨折＋切断＋脳卒中

心筋梗塞

切断

切断＋廃用症候群

大腿骨頚部骨折

中足骨骨折

脳卒中

脳卒中＋切断

廃用症候群

廃用症候群＋下肢・腰痛

人工関節

腰痛

1

1

2

9

1

8

1

10

1

31

10

1

1

表2 リハビリ内容
（名）

ROM訓練

筋力訓練

基本動作訓練

ADL訓練

物理療法

25

51

74

11

17

表3 リハビリ後の転帰
（名）

自 宅

死 亡

転 院

入 院

21

13

10

33



ｂ 筋 力：上下肢・体幹すべてMMT（徒手筋

力検査）4以上

ｃ 動作能力：車椅子（アームレスト開閉式）への

移乗動作が自立

ｄ 精神機能：HDS-R（長谷川式簡易知能検査）

21点以上

ｅ 意 欲：高い

④ 義足作成上の注意点

●断端容積の変化（透析前後・ドライウェイト変更時）

透析前後やドライウェイト変更時に容積差が大きい

場合は，作成の再検討が必要となる．透析後に容積変

化を考慮し採型（型どり）をしないようにする．透析

前後での断端袋の使い分けを考慮することもポイント

となる．

●糖尿病患者での傷に対する問題

荷重部位に創傷を受けることがあり，創に対する工

夫が必要となる．シリコンライナーの使用も検討する．

●透析後の歩行能力低下・両義足装着の手間

義足のみの使用を考えずに，車椅子の併用を必ず検

討しなければならない．

⑤ 透析による断端容積の変化

採型は透析後に行わないことが重要である．作製後

は透析前では薄い断端袋を使用し，透析後では厚い断

端袋を使用することがポイントとなる．ドライウェイ

トを下げた時には厚い断端袋を使用することが必要と

なる．

⑥ 下肢切断と義足

義足の実用性を見てみると，高齢者においては片側

であっても両側でも，年齢が若いときには問題となら

ない膝関節の残存の有無が重要となる（表5）．

⑦ 下肢切断患者の転帰

14名の下肢切断患者に対し積極的にリハビリを行

った結果，半数の患者が退院，通院となり社会復帰を

果たすことができた（表6）．

2 考 察

長期入院が必要となる透析患者は高齢で，多くの合

併症を有している．これらの患者に対して，包括的な

リハビリテーションとして腎臓リハビリテーションが

注目されており，これにより患者のADL，QOLの改

善を図り，生命予後を改善する試みがなされている．

維持透析患者では，健常人と比較して，身体活動量が

約40％，運動耐容能は約50％低下しているといわれ

ている4,5）．特に入院中の高齢透析患者では著しく身

体活動量が低下していることも報告されている6）．

運動療法においても，透析日と非透析日にて実施内

容の変更や実施方法の工夫が必要であり，

① 非透析日にリハビリセンターで監視下運動

② 透析中の監視下運動

③ 自宅での非監視下運動

の3群にわけ，効果的な運動療法のタイミングを検討

している．週3回以上，非透析日に監視下で運動療法

を行うと効果的であるとの報告もある7）．また透析中

での運動療法の安全性と有効性を示す報告もあり8,9），

リハビリ施行の拡大の可能性を思わせる．

われわれの先行研究でも，筋肉量が透析中の血圧変

動に影響を与えること，また入院透析患者の身体活動

量の検証において，透析日・非透析日に有意差がない

ことを示してきた6,10）．このことは運動療法の重要性

を示すのと，入院透析患者に対して非透析日のリハビ

リの必要性を示すものと考える．当院と関連病院での
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表5 下肢切断と義足

片下肢切断 両下肢切断

65歳以上 65歳未満 65歳以上 65歳未満

義足実用性

あり

下腿切断以下 大腿切断 両下腿切断以

下

片足が下腿切

断以下

義足実用性

なし

膝離断以上 不明 片足が膝離断

以上では不可

片足が下腿切

断以下でない

表6 下肢切断患者の転帰
（名）

退院後外来通院

義足歩行可能

歩行不可・移動自立

入院

車椅子移乗可能

移動のみ介助

座位保持可能

寝たきり

5

2

3

1

2

1



入院透析患者に対するリハビリでも，運動療法におい

て基本動作訓練を中心として他の訓練を組み合わせて

行い，患者のADL改善に寄与していると考えられた．

整形外科領域での合併症として骨折，切断に対する

リハビリが主に行われている．大腿骨頸部骨折でのリ

ハビリ内容は透析患者・非透析患者で同様に行うこと

ができるが， 非透析患者に比べ透析患者では倦怠感

の訴えが多く，練習量は1/3程度になってしまうこ

ともある．この時，動作能力やADL能力は練習によ

り向上していくが，体力（運動耐容能）の改善が難し

く，透析後の歩行困難や屋外歩行（室内歩行は可能で

も）がなかなか自立せず，退院後の外来透析通院時に

車椅子が必要となることが多くなる．ADLに関して

は，非透析患者と比較すると排尿回数の減少があるた

め，トイレ動作の重要性が低下し，移動能力向上に重

点をおくことが多く認められる．

下肢切断において，高齢者では膝関節が残存してい

るかどうかが重要である．また血圧が不安定なことも

多く，訓練中は切断非透析患者よりもバイタルサイン

に留意することが必要となる．断端訓練は義足適応か

否かで積極性を判断し，義足不適応でも健側下肢トレ

ーニングや体幹トレーニングを行うことが重要と考え

られる．透析患者は非透析患者に比べ運動耐容能の低

下が著しいため，インターバルトレーニングが基本と

なる．また透析患者では透析前は歩行可でも透析後に

車椅子が必要となる場合があり，車椅子の併用を考慮

する必要がある．除水量が多い患者では断端容積の変

化が著しい場合があり，義足のソケット内フィッテイ

ングが難しくなることがあり注意が必要となる．糖尿

病が基礎にある場合は傷の問題があり，こまめな断端

チェックが必要である．

車椅子については義足歩行と車椅子の併用を考慮し

なければならない．また足重量の低下により後方転倒

が起こりやすくなり，後輪の軸を後方へ移動すること

や転倒防止ストッパーの設置等を考えなければならな

くなる．移乗では義足非使用時にフットレストがない

ほうが行いやすく，フットレストは取り外し可能なほ

うがよいと考えられる．

まとめ

① 下肢切断患者や大腿骨頸部骨折患者に対するリ

ハビリは，基本的に非透析患者と内容は同じであ

るが，透析患者特有の倦怠感・血圧不安定や抑う

つ的な精神機能の低下があり，十分な訓練になら

ないことがある．

② ADLに関しては，非透析患者に比べトイレ動

作の頻度が少ないため，移動能力向上のほうが重

要となる．

③ 退院後を検討するとき透析通院が問題となり，

非透析患者では退院可能な状況でも退院ができな

いことがある．

④ リハビリが非透析患者に比べ量として少ないた

め工夫が必要で（たとえば透析時間を午後にして

午前にリハビリを実施することや，透析後でもバ

イタルサインが安定している場合は休息を取って

から行うこと，非透析日は午前・午後の2回実施

するなど），少しでも実施回数や実施量を増やす

努力が必要である．
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要 旨

災害時人工透析提供体制の確保には，「情報収集・

情報提供」，「水・医薬品等及び医療機関の確保」，「患

者の移送」および「避難場所・救護所等での対応」が

必要である．福岡県医師会透析医会（以下，福透医と

略）は緊急通行車両の事前登録，携帯電話の災害時優

先登録，会員間の携帯電話一斉連絡メールシステム，

人工透析患者への携帯メールによる災害緊急情報の提

供，九州全県の協力体制のための透析医会連絡協議会

設立を行った．

1 はじめに

1） 地震災害の可能性

歴史的に見ると，マグニチュード8クラスといった

巨大な海溝型地震が100～200年の周期で発生してい

る．日本海溝で発生する十勝沖地震・宮城県沖地震・

三陸沖地震，千島海溝で発生する根室沖地震や，駿河・

南海トラフで発生する東海・東南海・南海地震がそう

である．

その海溝型地震の前，約40年間は，プレート同士

の圧縮力を受けて地殻内に蓄積された応力により内陸

型（都市直下型）地震が起こり続ける．西日本地域で

は1995年兵庫県南部地震，2000年鳥取県西部地震，

2001年芸予地震，2005年福岡県西方沖地震（以下，

西方沖地震と略）と相次いで発生しており，同じよう

に2004年新潟県中越地震や2007年能登半島地震，

2008年岩手・宮城内陸地震なども内陸型地震である．

このように，いつでも，どこでも災害は起こりうる．

2） 災害時の人工透析提供体制の確保

治療中断ができない透析患者を救うためには，災害

時でも人工透析提供体制の確保がなされていなければ

ならない．2007年（平成19年）8月23日，厚生労働

省より「災害時の人工透析提供体制の確保について」

という課長通達が，同時に二つのルートを通して出さ

れた（図1，2）．

その内容は，「情報収集・情報提供」，「水・医薬品

等及び医療機関の確保」，「患者の移送」および「避難

場所・救護所等での対応」をする事となっている．

特に，災害時には被災透析施設への「支援透析」お

よび「大量患者移送」という課題において，医療機関

と職員，患者と患者会，都道府県透析医会，都道府県・

市町村や関係機関といったあらゆるレベルでの「自助，

共助，公助」の行動が必要となり，そのためにも「情

報の共有化，連絡網の徹底化」が要求される．

そのためには，平時に災害対策委員会活動を継続し

て行い，災害時には対策本部を設立しコーディネート
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するという組織的な取り組みが必要である．このよう

な共助システムとして，また公助がうまく機能するた

めの受け皿や連絡機関としては，各都道府県庁との窓

口となる都道府県医師会の専門医（部）会である透析

医会が最もふさわしいと考える．

以下，福透医の取り組みについて述べる．

2 情報収集・情報提供

1） 情報手段

① 災害時に優先的に取扱う固定電話および携帯電話

福透医は，1999年に「コンピュータ西暦2000年問

題（以下，Y2K問題と略）」対策に取り組んで災害

時連絡網を作成し，2001年5月から「災害時透析医療

対策委員会」を立ち上げ災害対策に取り組んできた1）

（図3）．

特に「災害時に優先的に取扱う固定電話及び携帯電

話（以下，優先電話，携帯優先電話と略）」登録に取

り組み，西方沖地震では，優先電話と携帯優先電話が

情報伝達に威力を発揮した1）．現在も，担当理事を決

めて優先契約のさらなる普及に取り組み，携帯電話機

更新時の優先継続の仕方などを会員に広報し手続きの

代行を行っている．

② 会員や患者への一斉連絡を可能にする携帯メール

西方沖地震の一つの教訓は，「会員や患者への一斉

連絡方法」が必要であるということであった1）．

災害時情報伝達のツールに望まれることは，

a. 被災を受けにくい

b. 輻輳（電話が集中し繋がらなくなる現象）が起
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図1 災害時の人工透析提供体制の確保について

―厚生労働省課長通達の内容―

図2 災害時の人工透析提供体制の確保について

―厚生労働省課長通達の二つの流れ―



こりにくい

c. 発信や接続の規制を受けない

d. 災害用伝言ダイヤルが利用できない時にも有用

e. 一斉連絡，安否確認ができる

f. 持ち運びができるもの

g.日常的に使い慣れているもの

である．現在の段階でこれを最も満足するのは携帯電

話メールと考えた．そこで，以下の二つの携帯電話の

メールシステムの活用を考えた．

● 透析医会会員間の情報伝達メールシステム：「会

員用お知らせメール」

2005年12月1日より，透析医会会員間の情報伝達

として「会員用お知らせメール」を開始した（図4，5）．

これは，NTTドコモ中国が提供するASP（アプリケ

ーションソフトをインターネットを利用して，顧客に

レンタルするサービス）の「おむかえ君（車両運行通

知サービス）」を用いたもので，あらかじめ登録をし

ていた場所を車両（幼稚園の送迎バスや介護バスなど）

が通過すると，家族などの携帯電話へメールで車両の

接近を知らせるシステムである．クライアントがメッ

セージを一斉送信することも可能で，また三択質問の

返信を集計する機能を持つ．

福透医はこのシステムを利用して，

a. 透析医会の登録者全員の携帯電話（あるいはパ

ソコン）に一斉配信

b. 返信の集計（三択の質問と返答）

c. 開封確認（連絡の取れない施設の確認）

を行っている．費用はASP利用料金18,000円/年＋

付加機能利用料3,600円/年の計21,600円/年（税抜

き）である．サーバーが広島県に設置されているため，

福岡県との同時被災の可能性が低いのも利点である．

ただし，安価な「一斉同報メール配信ソフト」や，同・

無料サービスが多数出回っている現在では新規受付は

していないとの事である．

● 患者への一斉情報提供のメールシステム：「防災

メールまもる君」

患者への情報提供（一斉連絡）方法としては，福岡

県庁が運用している県民を対象にした「防災メールま

もる君」のシステムの一部を福透医が使えるように県

庁と交渉し，2006年12月より可能となった（図4，

図6，7）．

この「防災メールまもる君」は，

a. 気象情報や災害時注意呼びかけ

b. 安否情報の問い合わせとその安否を既登録して

ある5件の連絡先へ配信

c. 市町村単位での地域安全情報の配信

という三つの機能を有している．

福透医は，cの「市町村単位での地域安全情報の配

信」という機能を利用して，災害時に透析施設情報を

流して頂くようにと県と交渉した．その結果，「福透

医が市町村と同格」でIDおよびパスワードを得て，

a. 被災透析不能施設名の通知

b. 支援透析施設名の通知

c. 被災透析不能施設の復旧・透析再開日

を登録した透析患者に情報提供できることになった．

西方沖地震では，電話連絡がつかない透析患者への一

斉連絡として，NHKテレビのテロップ放送が大いに

役だったが，NHKテレビへの放送依頼に苦労した．
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図3 福岡県西方沖地震までの福岡県透析医会の取り組み

（文献1より引用，一部改編）



そこで，必要時には「防災メールまもる君」を通して

メディアへの情報提供も同時にできるようにしていた

だいた．

また，この「防災メールまもる君」のb「安否情報

の問い合わせとその安否を既登録してある5件の連絡

先へ配信」という機能の応用に，患者や職員が安否通

知先としてあらかじめかかりつけ透析施設のメールア

ドレスを登録しておくと，患者や職員の安否情報が透

析施設で確認できる．

2） 組織構成

① 情報伝達網と災害対策組織構成の一致

災害対策基本法に明記されているように，防災の実

働単位は市町村である．そこで，防災の実働単位と情

報網の単位を一致させ，効率の向上を図るべく，福透

医はY2K問題対策として構築した情報伝達網を，

行政区分の市区町村に沿って再編し，災害対策システ

ムの組織化を行った．「災害対策委員会」を設立し，

行政区分に沿って県内を北九州・筑豊・福岡・筑後の

4ブロックに分け，各ブロックに副会長および災害対
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図5「一斉お知らせメール」システム

図4 福岡県透析医会の一斉連絡方法

（文献4より引用）



策委員チーフを，サブブロックに災害対策委員を配置

した．災害対策委員会は前述の二つの携帯メールシス

テムを会員に周知徹底させる努力をしている．

② 災害対策本部：ボトムアップ方式

西方沖地震のもう一つの教訓は，災害時には災害の

場所と規模，そのほかの状況に応じ臨機応変に誰でも

コーディネータになる可能性があるという事であっ

た1）．そこで，二つの災害時情報伝達システムのIDと

パスワードを，ブロック災害対策委員チーフ，副会長

および会長が保持し，「災害対策本部」は災害規模に

応じてボトムアップ方式で運営されることにしている．

災害発生時に会員は，災害対策委員に災害発生を通

知し，これを受けブロック災害対策委員チーフが直ち

に災害対策本部を立ち上げ，前述した「会員用お知ら

せメール」を送信する．ブロック副会長が災害対策本

部を引き継ぎ，二つの災害時情報伝達システムを用い
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図7 携帯メールによる人工透析患者への災害緊急情報の提供

図6「防災メールまもる君」の三つの機能



て情報収集とそれに基づく対策立案および情報提供を

行う．該当副会長が不在あるいは連絡が取れない場合

は，遅滞なく他ブロック副会長が引き継ぐ．災害規模

が大きければ，会長が引き継ぐ．

③ 九州ブロック透析医会連絡協議会の設立

県境を越えての災害時協力を推進する目的で，九州

各県の透析医会会長および災害担当理事が一堂に会す

る会議を2005年7月に設立した．災害対策のみなら

ず各県透析医会の実状や保険審査など幅広く活発な意

見交換を行い，毎年2回開催している．

3） 今後の課題

クラッシュ症候群など急を要する重症患者が発生し

た際の連絡体制が，上記の情報伝達システムで良いの

か，検討する必要がある．

福岡県には，厚生労働省広域災害・救急医療情報シ

ステム（http://www.wds.emis.or.jp）に連動した

「福岡県広域災害・救急医療情報システム」があり，

福岡県救急医療情報センター（財団法人福岡県メディ

カルセンター）が24時間体制で運用している（図8）2）．

それと福透医が独自で構築した情報伝達システムとの

連絡体制，および事前打ち合わせ，訓練が必要と考え

る．

また，大規模災害時には救急指定病院の透析用ベッ

ドは救急患者の透析用はもちろん，一般用ベッドとし

ても利用され，通常の透析患者の透析が不能となる事

態も想定される．その際には周辺透析施設でそれら透

析患者の受入が必要となるので，連携体制の準備が必

要である．

3 水・医薬品等および医療機関の確保

福岡県災害時医療救護マニュアル2）によると，災害

時緊急医薬品等の備蓄先が決められているが，これに

は透析医療に詳しい卸問屋，透析機器メーカーやディ

ーラーが含まれていない（図9）．また，備蓄の内容

であるが，医療機器協会会員が診療創傷セット，蘇生

気管セット，医薬品卸業会会員が衛生材料セット，事

務用品セット，医薬品（抗生物質，消毒薬，解熱鎮痛

薬等，乾燥抗破傷風ヒト免疫グロブリン）を備蓄して

いるに過ぎない．

やはり，それぞれの透析施設で数日間の備蓄を行う

こと（自助）が重要であると考える．被災透析施設が

支援透析を受ける（共助）際に，必要であれば透析器

（ダイアライザー）やヘパリン・エリスロポエチンを

一緒に搬送する事もありうると考える．また，被災施

設のスタッフが支援透析時に他施設で介助（補助）を

行う事を考えると，血液回路および透析操作手技の統

一化が強く望まれる．

過去の被災例でも，透析関連製薬会社および透析機

器製造・販売会社の行動は迅速であった．西方沖地震

においても情報伝達の補完はもとより，支援透析に際

して被災施設の患者を駅から支援施設へ誘導し，A

粉末溶解機の表面操作パネルや基盤に液がかかって故

障した透析施設へは，F薬品工業株式会社が透析液原
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図8 福岡県広域災害・救急医療情報システム

（文献2より引用）



液を緊急配送した．

水の確保について述べる．1977～1978年および

1994年の福岡市の渇水では，透析施設へ市水道局か

ら特別に給水がなされ，治療に事なきを得た．そして

1994年7月27日に，「給水制限における非常用医療

機関への給水の取り扱い方針」が福岡市から出され，

透析施設への給水が保証された3）．

福透医は，市町村（福岡市以外）の各透析施設に対

して，給水制限時に透析医療のための確実な水確保が

できるように市町村の水道部門と交渉を行う事を推奨

している．

4 患者の移送

自助努力として2003～2004年に，災害時における

「医療機器や医療材料および患者緊急移送」の方法と

して「緊急通行車両の事前登録」に取り組んだ1）（図

2）．

災害時には道路通行閉鎖により一般車両の通行は禁

止され，予め許可を受けた緊急車両しか通行できなく

なる可能性がきわめて大きい．緊急車両として通行が

許可されることになっている「災害時緊急車両」には，

「緊急通行車両」と「交通規制除外車両（除外車両）」

の2種類があり，「緊急通行車両」は事前申請が原則

である．「除外車両」は災害発生後に申請し公安委員

会が決定するので，数日を要する（緊急措置として検

問所などの現場の警官の判断で許可されることもある）．

「緊急通行車両」は，災害時において，災害緊急対策

に従事する者，または災害応急対策に必要な物資の緊

急輸送その他の災害応急対策を実施するための車両で，

「指定行政機関等が保有し，若しくは契約等により常
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図9 災害時緊急医薬品等の備蓄先

―医薬品・衛生材料・事務用品―

（福岡県災害時医療救護マニュアル（平成19年3月福岡県保健福祉部）より）

図10 重症患者の搬送要請への対応手順

―市町村管内で重症患者の搬送が可能な場合―

（福岡県災害時医療救護マニュアル（平成19年3月福岡県保健福祉部）より）



時指定行政機関等の活動のために専用に使用される車

両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から調達す

る車両であること」とされている．

そこで，福岡県警察および福岡県医師会と交渉を重

ね，各透析施設で日常患者送迎に使っている車両を，

災害発生時には福岡県医師会が透析施設から調達する

契約をむすび，「災害の発生防御又は拡大の防止のた

めの措置」として，福岡県医師会の「災害予防・災害

応急対策」である「負傷者に対する医療活動」に使用

する「緊急通行車両」としての事前登録を行った．現

在は，担当理事を決めて，更新や追加あるいは車両変

更などの手続きを取りまとめて，福透医と福岡県医師

会が代行している

2004年の新潟県中越地震では，小千谷総合病院の

患者搬送に自衛隊のヘリコプターが利用され，十日町

診療所では市町村が手配したバスで搬送が行われた．

福透医としても，福岡県のマニュアルに沿った依頼

（公助）方法の周知とその訓練が必要と考えている

（図10，11）

5 避難場所・救護所等での対応

大規模災害に備えて，各透析施設が近くの避難場所

の位置を把握しておき，また，避難所の利用を患者へ

指導しておく必要がある．患者宅への通常の連絡手段

の利用が困難となる事態も想定される．

そこで，福透医は，県下の災害時避難場所等をマッ

プで確認するために，下記のアドレスを会員に広報し

た（北九州市と福岡市は政令指定都市なので，三つの

情報マップ）．

福岡県避難支援マップ（http://www.bousai.pref.

fukuoka.jp/shienmap/index.html）

北九州市防災情報マップ（http://www.qbiz.ne.jp/

cecera/hakase/map/index.html）

福岡市防災マップ （http://www.bousai.city.

fukuoka.lg.jp/map.html）

また，福岡県は，前述した「防災メールまもる君」

に2008年3月1日より，最寄りの避難所や救急病院

の地図情報を携帯電話で確認する新サービスを開始し

た．災害時に携帯電話で地図情報を提供するのは全国

の都道府県で初めてである．震度5弱以上の地震が起

きたり，津波や土砂災害で警報や避難勧告などが出さ

れたとき，県のサイトにアクセスし，自分がいる市町

村を入力すると，最寄りの避難所，徒歩帰宅者に飲料

水やトイレなどを提供するコンビニやガソリンスタン

ド，救急病院の場所が地図上に表示される．衛星利用

測位システム（GPS）機能付きの携帯電話なら，自

分がいる地点から目的地へのルートも表示される．こ

の事も，福岡県腎臓病患者連絡協議会と共に，患者へ

の啓蒙を行う必要がある．

各地域における「災害時人工透析提供体制」の確立 385

図11 重症患者の搬送要請への対応手順

―市町村管内で重症患者の搬送が不可能な場合で，県へ派遣要請するケース―

（福岡県災害時医療救護マニュアル（平成19年3月福岡県保健福祉部）より）



6 最後に

災害時透析医療対策においては，県医師会や行政の

協力が必要となる場合が多い．福透医が取り組んだ

「緊急通行車両の事前登録」や「県の災害時対策を聞

く講演会」依頼などには，行政との交渉において県医

師会の後押しが非常に有効であった．

「災害時の人工透析提供体制の確保について」とい

う厚生労働省課長通達の一つは，厚生労働省健康局疾

病対策課長より日本医師会会長宛に出され，それを受

けて同年9月20日に日本医師会常務理事より各都道

府県医師会担当理事宛に協力依頼がなされた．これに

基づいて各都道府県医師会が各都道府県下の透析施設

とともにその任に当たるためには，受け皿となる都道

府県透析医会が必要である．

もう一つの課長通達は，厚生労働省医政局指導課長，

医政局経済課長，健康局疾病対策課長，健康局水道課

長，社会・援護局総務課長の連名で，各都道府県衛生

主管部（局）長および災害救助法主管部（局）長宛に

出され，各都道府県管下の市町村および関係機関への

協力要請がなされた（図2）．この厚生労働省課長通

達の流れをみてもわかるように，また災害対策基本法

に謳うとおり，まさしく災害時の実働部隊は市町村で

ある．各都道府県透析医会の活動は，市町村とも連携

ができる体制作りが必要である．

なお，この論文の内容の大半は，医薬ジャーナル社

の「最新透析医学」（2008年発行）の中で，「大規模

災害における対策―情報伝達網の確保―」4）として述

べている事をお断りしておく．
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要 旨

平成20年6月21日，クオリティホテル神戸におい

て，第9回災害情報ネットワーク会議が54名の出席

を得て開催された．会議では，「平成19年能登半島地

震時の対応と情報伝達について」と題して，石川勲先

生より特別講演をいただいた．また，各支部からの年

次報告，情報ネットワーク本部からの平成19年度活

動報告，日本財団助成「災害支援船事業」3年間の成

果，岩手・宮城内陸地震に関する緊急報告が行われた．

9月2日には，第9回災害時情報伝達訓練が実施さ

れ，過去最高となる41都道府県，902施設の参加と

なった．

はじめに

残念なことに平成20年も地震の年となってしまっ

た．国内では，茨城県沖を震源とする震度5弱の地震

（5月8日），平成20年岩手・宮城内陸地震（震度6

強，6月14日），茨城県沖を震源とする震度5弱の地

震（7月5日），沖縄本島近海を震源とする震度5弱

の地震（7月8日），岩手県沿岸部を震源とする震度6

強の地震（7月24日）と，震度5以上の地震が5件

も発生した．海外に目を向けると，5月2日に大型サ

イクロンが直撃したミャンマーでは，13万人以上の

死者・行方不明者と報道されているし，5月12日に

は中国四川省でマグニチュード8という激烈な地震が

発生して6万人を超える死者がでている．

本稿では，9回目となる災害情報ネットワーク会議

と災害情報伝達訓練について報告する．

1 第9回災害情報ネットワーク会議報告

会議は第53回日本透析医学会学術集会会期中の平

成20年6月21日18時30分より，クオリティホテル

神戸2階バレンシアにおいて，表1に示す先生方にご

出席いただき開催された．表2には会議のプログラム

を示す．

1） 特別講演

「平成19年能登半島地震時の対応と情報伝達につい

て」と題して，石川勲先生よりご講演をいただいた．

＊ ＊ ＊

�石川勲先生の講演要旨�

平成19年3月25日の9時42分，最大震度6強の

能登半島地震が発生した．阪神淡路大震災以来，情報

をいち早く集めて対応するシステムが必要であろうと

準備をしていたその矢先の地震だった．

透析不能に陥ったのは，公立穴水総合病院と市立輪

島病院の2施設だった．地震が日曜日であったために，

透析中の被災はなかったものの，公立穴水総合病院で

は貯水槽の破損のために，翌月曜日の患者23名が近

隣の三つの病院で1日だけ透析を行い，市立輪島病院

では断水と続発する余震のために，79名の患者が100

km以上離れた金沢市で平均10日間の入院透析を行

った．

公立穴水総合病院では，コンソールはキャスターフ

リーにしていたために転倒なし，機械室にも破損はな
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表1 第9回災害情報ネットワーク会議出席者

都道府県 医 師 施 設 名 臨床工学
技士・他 施 設 名

北海道 大平 整爾 札幌北クリニック

青森 中村 寿 村上新町病院

岩手 岩渕 國人 奥州病院

宮城 宮崎真理子 仙台社会保険病院 槇 昭弘 仙台社会保険病院

山形 谷田 秀樹 天童温泉矢吹クリニック

福島 入谷 隆一

根本 浩

太田西ノ内病院

かしま病院

栃木 目黒 輝雄 目黒医院 高橋 伸治

新井 美明

目黒医院

奥田クリニック

千葉 吉田 豊彦 みはま病院 江村 宗郎

内野 順司

武田 稔男

東�クリニック病院

みはま病院

みはま病院

東京 秋葉 隆

杉崎 弘章

山田 明

東京女子医大

府中腎クリニック

杏林大学

金子 岩和

和氣 政志

東京女子医大

府中腎クリニック

新潟 鈴木 正司 信楽園病院

石川 石川 勲

越野 慶隆

浅ノ川総合病院

越野病院

山梨 鈴木斐庫人 すずきネフロクリニック

長野 山下 雅弘 相澤病院

静岡 菅野 寛也 菅野医院分院 宇賀田富夫 菅野医院分院

愛知 山﨑 親雄

太田 圭洋

増子クリニック昴

名古屋記念病院

重松 恭一 増子記念病院

京都 小野 晋司 三菱京都病院

大阪 小野山 攻

山川 智之

小野山診療所

白鷺病院

兵庫 申 曽洙

松井 豊

赤塚東司雄

稲葉 洋子

元町HDクリニック

まついクリニック

赤塚クリニック

新須磨病院

森上 辰哉 元町HDクリニック

和歌山 根木 茂雄 和歌山医大 植木 隼人 児玉病院

島根 鈴木 恵子 おおつかクリニック 竹田 敏伸 おおつかクリニック

岡山 草野 功

西崎 哲一

笛木 久雄

福島内科医院

西崎内科医院

笛木内科医院

中尾 憲一 西崎内科医院

広島 大木 美幸 土谷総合病院

徳島 田尾 知浩 川島病院

香川 小野 茂男 海部医院

福岡 隈 博政 くま腎クリニック 本田 裕之 小倉第一病院

佐賀 床次 誠一 力武医院

大分 大石 義英 アルメイダ病院

鹿児島 上山 達典 上山病院 山口 親光 南さつま中央病院

事務局 水本 進

平成20年6月21日



かった．しかし貯水槽が破損していたため，看護師長

の判断で支援病院を決め，透析患者への連絡を地震発

生後3時間以内に終えていた．なお，通常の電話はつ

ながらず，公衆電話を利用した．看護師長が普段から

作成していた緊急連絡網を使って連絡したが，最も被

害の大きかった穴水地区の3名の患者は避難所に避難

していて連絡がつかなかった（その後避難所の保健師

から病院に連絡があった）．

支援依頼施設の選択については，輪島（北）のほう

はだめだと判断し，南にある七尾市の恵寿総合病院

（14名），浜野西病院（4名），公立宇出津総合病院（5

名）に透析を依頼した．介助が必要な人は浜野西病院，

宇出津に近い人は宇出津総合病院という振り分けをし

た．それぞれの病院に対して，看護師を夫々3名，2

名，2名同行させており，これが非常に好評だった．

病院側の懸命な修理により，貯水槽は火曜日の朝には

復旧し，当初は何日間か支援透析が必要だと考えてい

たが，実際は1日で済んだ．

市立輪島病院でも，機械室に故障はなく，コンソー

ルもキャスターフリーにしていたために転倒せず，ベ

ッドが少し動いていた程度だった．電気はすぐ復旧し

たが，水道は止まったままだった．濁った水を入れな

いように意図的に止めているだけだということだった

が，翌日の透析開始40分後に貯水槽が空になった．

実際は断水が続いていて，貯水槽に水は供給されてい

なかったことが判明した．月曜日の午前の患者たちに

は1時間しか透析できず，あとはECUMでしのいだ．

その後，自衛隊の給水車の協力を得て，午後は通常通

りの透析ができた．翌日以降の透析に向けて支援先の

検討を始めたところに，石川県立中央病院の紺井先生

から支援の申し出があり，79名の全患者を金沢で支

援することになった．患者への連絡は看護師が数名ず

つ分担をして連絡をした．大変な作業であったが，ど

この病院へ何人支援透析をしてくれるかということを

考えなくてもいい状況になり，現場では非常によかっ

たということだった．

県立中央病院は，石川県の災害拠点病院で，入院ベ

ッド，透析も含めて少し余裕があるように普段からな

っていた．しかし，県立中央病院だけで79名を受け

入れることはできないため，九つの病院に割り振って

支援することを約3時間で決定した．このような支援

が可能だった背景として，臓器移植にかかわる透析病

院の連絡網がすでにあったことと，金沢大学や金沢医

科大学の関連病院に日常的な連携関係があったためと

思われる．

＊ ＊ ＊

2） 報告事項

① 各支部の主な年次報告

各支部代表の先生に，自己紹介と活動報告をして頂

いた．

北海道：3月に災害対策の講演会を開催した．今後も

行政を含めて活動を充実していきたい．

青森：ようやく行政が動き始め，災害対策が進みつつ

ある．各施設でも災害時のシミュレーションを行

い，連携を取り合っているところである．

岩手：1週間前に岩手・宮城内陸地震に見舞われた．

詳細は後で述べるが，最終的には人，物ともに被

害は発生しなかった．

宮城：岩手・宮城内陸地震では，患者が入室前だった

ので大きな混乱はなかった．施設も点検の結果大

きな被害はなく，30分遅れで透析を開始した．

情報伝達については，地震発生の約1時後から日

本透析医会のホームページに書き込みが始まって

いた．同時に，県内施設に配備しているMCA無

線を利用して，施設間で連絡を取り合った．震源

地に最も近い施設では，大きな被害はなかったも

のの，道路の寸断のため孤立した地域に住んでい

る数人の患者がヘリコプターで移送されたとのこ
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表2 第9回災害情報ネットワーク会議プログラム

司 会 災害時透析医療対策部会 会長 申 曽洙

開 会 医療安全対策委員会 委員長 杉崎 弘章

挨 拶 透析医会 会長 山﨑 親雄

自己紹介（簡単な年次報告を含めて） 都道府県代表参加者

Ⅰ特別講演

・平成19年能登半島地震時の対応と情報伝達に

ついて 石川県透析連絡協議会会長 石川 勲

Ⅱ報告事項

・平成19年度活動報告 武田 稔男

・日本財団助成「災害支援船事業」3年間の成果 杉崎 弘章

・岩手・宮城内陸地震に関する緊急報告 赤塚東司雄

・新しい災害情報共有システムについて 武田 稔男

Ⅲ協議事項・その他

・平成20年度活動計画 武田 稔男

・第9回情報伝達訓練実施について 武田 稔男

・その他

閉 会 災害時透析医療対策部会 副会長 山川 智之

（敬称略）



とであった．MCA無線は一昨年前から伝達訓練

で利用していた．グループ発信機能により他施設

の交信も聞くことができたので，県内の状況が把

握できた．医師会だけで業者には配備されていな

かったため，透析装置の点検を業者に依頼するの

に時間を要したことが反省点である．

山形：岩手・宮城内陸地震では，山形県でも大きな揺

れを感じた．メールやFAXを用いて情報交換が

行われ，被害がないことを確認した．

栃木：平成19年度は，9月4日（火）にメーリング

リストを使って災害情報ネットワークの情報伝達

訓練を行った．結果は，登録施設が20件で，透

析患者受け入れ可能数131人，透析室貸出可能が

94床，ボランティア派遣可能の医師4人，臨床

工学技士14人，看護師26人だった．

千葉：昨年度は，千葉県透析医会会員施設の電子国土

への登録を完了した．本年度は，千葉県内5ブロ

ックの各情報中核施設に衛星携帯電話を配備する

ことを計画している．

東京：東京都区部災害時透析医療ネットワークとして

活動を開始して3年半が経過した．東京都区部の

透析施設の8割ぐらいの組織率である．昨年はメ

ーリングリストを利用しての情報伝達訓練を実施

した．また，日本財団助成の「災害時支援船」事

業でも訓練航海や講演会に参加した．今年度は，

都市型災害がいかに恐ろしいものであるかについ

て，講演会などを企画したい．三多摩腎疾患治療

医会では，都区部以外の広い地域の八十数施設が

杉崎先生を中心に災害対策活動を行っており，昨

年9月の災害時情報伝達訓練に参加した．

新潟：昨年の中越沖地震では，2004年中越地震での

教訓が生かされ，新潟大学医歯学総合病院第二内

科を中心とした透析施設災害ネットワークが有効

に機能した．

山梨：年に一回は必ず災害関係の講演会を開催してお

り，今年度は新潟県刈羽郡総合病院の倉持先生を

お呼びする予定である．また，特有の地理的事情

のために携帯電話が使えない地域があることから，

山梨県病院協会では，県下の全病院によるアマチ

ュア無線ネットワークを構築中で，山梨県透析医

会もこの無線ネットワークに参加したいと考えて

いる．

長野：平成19年度は，日本透析医会の災害情報伝達

訓練と同じ日に長野県の情報伝達訓練を行い，67

施設の参加を得た．現在，家電量販店のポイント

カードのような財布に入る患者情報カードの配布

を考えており，県下の患者のカード携帯率を調査

中である．災害発生時の患者搬送に対しては，行

政と民間のタクシー会社やバス会社と打ち合わせ

をしている．

静岡：静岡県には大地震が来るといわれてもう 10年

近く，毎年地震体験者の方々を招いて講演会を開

いてきた．意識は非常に高まっているが少々マン

ネリ化して疲れてきている．地域別にいろいろな

組織の災害情報ネットワークができつつある．し

かし情報伝達の書式も複雑化する傾向にあるため，

本日配布された情報伝達FAX用紙を元に書式を

統一したい．一方実際に災害が発生した場合に，

支援を提供したり，受けたりするわけであるが，

その際，余震でケガなどをした場合の労災はどう

なるのか，ということを問題点として提起したい．

石川：平成19年度に石川県透析施設連絡協議会を発

足した．第1回の総会には，災害対策の講演会を

開催した．今後は災害情報ネットワークを構築し

て防災活動にあたりたい．

愛知：愛知県腎臓財団により，透析患者に限らずすべ

ての腎不全患者の災害時の安全を守る目的で，災

害時の心構えや準備について記載した冊子を腎臓

財団のホームページからダウンロードして自由に

印刷・配布できるシステムが構築されている．

京都：昨年度は災害対策の講演会を開催し多数の参加

をいただいた．また不参加の施設には講演会の

DVDを配布した．災害時情報ネットワークにつ

いては，やっと動きだしたという状況で，メーリ

ングリストを構築しているところである．今年度

は，臨床工学技士会や行政とタイアップして情報

伝達手段を作り上げたい．

大阪：災害時支援船事業に参加して，航海訓練を行っ

た．

兵庫：神戸大学海事科学部の災害時支援船の訓練に参

加した．郵政事業の助成金を得て，患者会が中心

となった災害時連絡のための名簿づくりを手伝っ

た．経済産業省が行っている事業の一つで，地域

の冷暖房のための蓄熱に1,500トン貯水があり，
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これを災害時に医療用として使えないかという試

みに参加した．残念ながら細菌数やエンドトキシ

ン活性値が非常に高く，透析液用水としては使え

ないことがわかった．

和歌山：今年に入ってようやく県が動き，災害時患者

支援システムと船による患者搬送支援システムが

構築された．災害時患者支援システムは，患者と

その家族に携帯電話のメールアドレスを登録して

いただき，災害時の透析施設状況について県の防

災センターが配信することになった．患者搬送に

関しては，神戸大学海事科学部から船の支援を受

けることになった．

島根：今年も引き続き，中国5県のネットワークを利

用して，9月の防災訓練などしっかり活動してい

きたい．

岡山：すでに中国5県連合という形で，ネットワーク

を作って活動している．したがってこの5県の中

で何か発生した場合，その情報は総合災害対策本

部である岡山県に集まることになっている．また，

各県ごとに情報は共有できるシステムになってい

る．

広島：昨年度の中国5県防災訓練には20施設が参加

した．メーリングリストには新たに2施設が加わ

った．今後もさらなる入会率向上を目指して活動

したい．

徳島：災害情報ネットワークが立ち上がったところで

ある．今後も訓練を含めより良いものを作り上げ

ようと話し合っている．

香川：昨年のこの会議では水不足の話をしたが，台風

のお陰で断水は避けられた．しかし渇水以外の災

害に対する防災意識は低いと言わざるを得ず，各

施設における意識向上，災害情報伝達訓練参加，

マニュアル作成等を促してゆきたい．

福岡：医療機関の被災状況を収集する携帯電話メール

システムを構築済みで，情報収集の訓練も行って

いる．これとは別に県下の患者へ被災状況や，支

援透析実施施設，被災した施設の復旧情報を流す

システム（県行政がもっているサーバー）も構築

している．さらに，各施設において患者送迎に使

用している車を災害時の患者移送を目的とした緊

急通行車両とする登録の年度更新や，災害時優先

衛星携帯電話の加入促進活動を行っている．今後

はアマチュア無線によるネットワーク構築にも取

り組みたい．

大分：災害対策の講演会を開催した．大分県の透析医

会と臨床工学技士会が協力して行政とともに対応

していきたい．

鹿児島：昨年度は災害対策の講演会を開催した．災害

情報伝達訓練の参加施設をさらに増やすこと，行

政やライフライン関連会社との連携を強化するこ

と，衛星携帯電話の購入などに向けて行動してい

る．

② 平成19年度活動報告

a） 災害時情報伝達活動

平成19年度は以下の情報伝達活動を行った．

● 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施設が給水車で水を得てHD，1施設はECUM

で対応

●台風4号（7月13日～7月14日）

●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

● 千葉一宮町で震度5弱（8月18日～8月20日）

●台風9号（9月6日～9月8日）

● 東北地方の大雨（9月18日）

●神奈川県西部で震度5強（10月1日～10月2日）

● 石川県（輪島市）で震度5弱（平成20年1月26日）

b） 情報伝達訓練

平成19年9月4日（木）に第 8回全国災害時情報

伝達訓練を行い，32都道府県743施設と過去最高の

参加があった．本訓練の結果を参加施設に郵送すると

ともに，日本透析医会雑誌（Vol.22，No.3，pp.358

～364，2007．）に報告した．

c） 電子国土

千葉県透析医会では，会員施設の登録を完了した

（すでに中国地区の登録は完了）．

d） 災害情報ネット専用サーバーの更新・管理

6月1日現在，本部・副本部各1，および27支部の

災害時情報伝達システムが運用されている．

e） 危機管理メーリングリストの運用
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6月11日現在，日本透析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」への参加は610

アドレス，関係団体の災害対策担当者，および行政関

係の腎・透析医療の担当者をメンバーとする「透析医

療災害対策メーリングリスト」への参加は138アドレ

スの登録となった．特に行政関係では，47都道府県

すべての連絡先が登録された．

f） 新災害情報共有システムの構築

平成19年度（社）日本透析医会公募助成を受け，

新災害情報共有システムである「携帯電話による災害

時情報の収集と，Web2.0を利用した情報の共有と連

携手段」の構築へ向け活動を行った．

g） その他

● 平成19年10月20日，災害時医療における船舶

の活用に関する日台国際セミナー（台北医科大学

附属病院11階国際会議ホール）に参加，発表し

た．

●日本財団より助成を受けた「災害時医療支援船運

用計画策定と実施」事業に参加し，3年目の成果

を報告した．

③ 日本財団助成「災害支援船事業」3年間の成果

標題の件について，杉崎弘章先生より報告をいただ

いた．

＊ ＊ ＊

�杉崎弘章先生の報告要旨�

大規模災害時に，医療船として治療にあたるのでは

なく，被災地外へ患者を搬送するということを目的と

した災害時医療支援船という構想を基に，3年間日本

財団から助成を受けて研究を行った．

災害時医療支援船構想の完成と運用実施体制の確立

を本事業のコンセプトとして次の項目を行った．

●運用航海検証として，神戸大学を中心とした関西

圏における海上搬送航海を6回，東京海洋大学を

中心とした首都圏における河川搬送検証を3回実

施した．それぞれ，医師や医療スタッフによる調

査の後，患者も含めた検証を行った．

●災害情報伝達システムの確立と整備を目的として，

日本透析医会の災害情報ネットワークとの連携体

制の構築，神戸大学による海陸連携システムの構

築，衛星携帯電話による情報システムの確立，医

療施設と患者との間の情報伝達に関する調査・提

言などを実施した．

●本構想の広報・普及啓発として，講演会を4回開

催した．

以上により，海路の搬送システムは神戸大学を中心

に公民の協力支援船組織（現在25隻）が確立され，

国・地方自治体との連携，海陸連携支援ネットワーク

（支援船団監視システム・傍受システムなど）が完成

した．この関西圏のノウハウを雛型に，全国規模への

展開や支援規模拡大へ向けた準備が整った．水上搬送

に関しては，陸路搬送を少なくすることができる身近

な「水路～海路搬送システム」の有効性を明らかにで

きた．今後，1万人以上の透析患者を有する「埼玉～

東京～千葉～神奈川」のルートの確立，民間の水上バ

スなどの協力支援船の組織化や行政（東京都防災計画）

の災害時水上搬送構想への参加を目指すことになる．

災害時情報システムでは，「海陸連携支援システム」

の機能整備が完成した．災害発生時，医療側からの患

者搬送の要請と支援船への指令は「海陸連携支援シス

テム」で仲介し，情報の収集整理，判断決定，指令伝

達，支援船の運航安全管理までを一元的に統括するこ

とで，医療側と船側の一体性が確保可能になった．河

川・小型船舶の情報では，地上基地破壊の場合に備え

てイリジウム衛星携帯電話を配備した．今後は，患者

側の携帯電話，メール利用促進，医療機関側の情報収

集・提供システムの構築，自治体との協力体制づくり

が必要である．

医薬品・医療機器の流通については，備蓄倉庫・集

積所から供給される仕組みができ上がっており，普段

から卸売業者と緊急時用の連絡をとっておくことが重

要であることがわかった．

本事業の今後の展望としては，持続的な訓練啓蒙活

動，災害レベル・災害ステージに応じた医療支援船対

応ガイドラインの作成，災害時情報網の改善と確立，

災害時医療支援船協力ボランティアの組織化などがあ

げられる．

＊ ＊ ＊

④ 岩手・宮城内陸地震に関する緊急報告

岩手・宮城内陸地震について，岩渕國人（奥州病院），

赤塚東司雄両先生からの緊急報告をいただいた．

＊ ＊ ＊
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�岩渕國人先生の報告要旨�

6月14日8時43分に震度6強の地震が発生した．

震源地は一関の西の端で，当施設がある水沢から約

40km位離れていたが大きな震動があった．

棚から書類が落ちる，電話機の受話器が外れる，床

置きの消火器が倒れる，職員が1人エレベータに閉じ

込められる，という被害があったが，透析室に（コン

ソールのストッパーフリー，ベッドのストッパーをロ

ックの状態）被害はなかった．

透析は，4人の患者の穿刺が終わって血液回路をつ

ないだという状況だったが透析を続行．他の患者も何

人かベッドの上にいたが，そのまま透析を始めて特別

なこともなく終了した．血液回路を切断して避難する

方法について検討し，一通り準備もしているが，それ

をするのは地震の時でなく，火事の時ぐらいではない

かとの印象を受けた．

電話も一時通じなくなり，3時間後からだんだん通

じるようになった．この間，一関のサテライトとの連

絡がとれなかったが，たまたま一関に泊っていた

MRの方がいて，一関のサテライトに被災がないこ

とを連絡していただいた．

透析施設は，一関に4施設，奥州市にも4施設ある

が，どこも被災は無く，クラッシュシンドロームの報

告も今のところない．

＊ ＊ ＊

�赤塚東司雄先生の報告要旨�

岩手宮城北部地震発生時に通信状況の調査を行った．

調査目標は二点である．

第一は，災害発生時の通信状況調査である．震度6

弱以上の地域にある10施設に対し，地震発生1時間

後から電話を使って実施した．過去の事例によれば，

発信制限による通信状況が悪化するとされる時間帯で

ある．結果は，調査開始から約50分で10施設すべて

への連絡・および地震後の状況の調査が終了した．透

析不能となる被害を受けた施設は無く，余震の危惧に

よりその時の透析を回避した施設が2施設あった．

能登半島地震や中越沖地震においても通信が完全に

途絶したという報告はなく，リダイヤル機能を使えば

発信制限は0～7回，時間にして1，2分でつながるこ

とがわかった．したがって地方での災害時には，通信

途絶や発信制限のことをあまり重視しなくてもよいの

ではないかと考えられる．なお，使用した回線は一般

回線で，災害時優先電話ではない．災害時優先電話を

使用すれば，さらに成績は向上することが予想される．

第二は，災害時情報ネットワークへの書き込みを通

じた，災害対策の浸透度調査である．災害時における

支援透析は，交通網の混乱などから数人単位の支援受

け入れ表明に応じることは不可能で，一施設あたり最

低でも10人以上，できれば30人単位の受け入れが必

要であるが，これまで必ずしもその状況を理解された

支援表明とはなっていなかった．わずかに新潟県中越

沖地震のときに二施設が，表明されたのみである．し

かし今回受け入れ可能人数10人以上の施設が15以上

あったことと，「患者さんといっしょにスタッフも同

行してください」との書き込みがあり，支援透析の実

情への理解が浸透していると評価された．

第一の点に関して，後日現地岩手県への実地調査を

行った（7月11～12日）．現地においては，発災後30

分程度でまったく電話連絡がつながらなくなった，と

いう施設が6施設を数えた．通信途絶状態は，発災後

1.5～2時間目程度におよんでいた．地震発生時の通

信調査において，神戸市から岩手県への電話通信がス

トレスなくできていた時間帯とかぶっていた．このこ

とから，通信途絶状態は「被災地外⇔被災地内通信」

と「被災地内同士の通信」に分けて考える必要があり，

被災地内同士の通信途絶状態のほうが著しいことが示

唆された．これは阪神淡路大震災においてもそのよう

な状況であったことが，兵庫県透析医会の宮本孝先生

より指摘されており，都市部でも郡部でも変わりがな

いようである．しかし，その通信途絶状態の持続時間

は確実に短くなっており，通信網自体の技術発展によ

る改善が示唆されている．

以上，これまで言われてきた災害対策が，現実の場

面でも有効か，実情を反映したものであるか，という

視点での調査を行った．災害対策は，検証されるまで

それが有効であり正しいかどうかがわからない点があ

るため，ともすれば提唱者の単なる思い込みによる過

度の対策の提唱が横行することが多い．10年くらい

前の教科書などでは，検証がないままに震度3～4で

透析を中止する，というように，実情がほとんど認識

されていないことが書かれている．私の実地調査では，

震度5強以下ではいかなる被害も，都市機能の麻痺も

起きないことを実証済みである．

災害対策においては，初期対応に関しては思いつく
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限りの対策が出尽くしているので，今後ともその対策

の現実への適応性や，実効性があるかどうか，という

点に絞った検証がぜひとも必要であると考えている．

いわば，何をすべきかはしばらくおいておき，何をし

なくてよいか，を明らかにしたほうが，利益が大きい

であろう．必ずしも潤沢な人員が配置されているとは

限らない各施設の現状では，やらなければならない対

策をもっと整理検討し，最低限の対策で最大限の有効

性をもつ対策に絞ることが最重要課題である．

＊ ＊ ＊

⑤ 新しい災害情報共有システムについて

これまでの活動の中から判明した課題を列挙すると，

以下の4点があげられる．

●被災地周辺施設からの直接登録は，数施設～十数

施設である（残りはFAXなどで得た情報を，情

報ネット本部が代理で登録した）．

●被災地施設では，パソコンが使えない場合が多い．

●インターネット接続設備がない施設もある．

●電子メール以外に，災害時情報の収集開始通知や

情報の更新を告知する方法がない．情報のコーデ

ィネートを複数の担当者が行うための簡単な操作

画面や説明書がない（情報本部に情報が輻輳する

場合がある）．

そこで，その対応策として次の3点を考えた．

●パソコンがなくても最低限の情報登録・確認がで

きるシステムが必要．

●より迅速に情報発信を促すシステムが必要．

●ホームページの情報更新を配信するような機能が

必要．

具体的には，携帯電話の電子メールやWeb機能利

用，現状サイトのモバイル対応，登録メンバーへの一

斉メール配信・集計システム，RSSの利用などであ

る．

特に携帯電話への対応については，高い普及率があ

り，停電時にも利用可能で，文字通り「携帯」してい

るため，即時性がある．メール・Webなどのパケッ

ト通信は輻輳が起きにくい，災害時優先（携帯）電話

としても利用可能，GPS（globalpositioningsys-

tem）と連動する機種が発売されており，今後，携帯

電話が災害時ツールの主役となりつつある，等々の利

点があり，この利点を生かしたシステムを作り上げた

い．

もちろん，基地局や伝送路の被災など必ず使えるわ

けではないし，メール到達に時間がかかる場合もある．

扱うことができる情報量に制限がある．最近は迷惑メ

ールが多く，その中にまぎれる恐れもある，などの欠

点はあるが，利点のほうが大きいものと考えている．

そこで現在構築中の新しいシステムは，現システム

が有している透析施設情報登録・集計システムに加え

て，透析施設情報登録督促メール配信，回覧メール配

信，RSS対応お知らせ用掲示板，RSS対応登録メン

バー専用掲示板，メーリングリスト，会員専用ページ

などを有する予定である．

今後の予定としては，6月に試験運用，7月から現

システムからの移転作業を実施して，8月より本格運

用を開始したいと考えている．また，本格運用後は，

ご訪問やメールなどを通じて使用方法を説明する予定

でおり，第9回全国災害時情報伝達訓練では，この新

システムを使用して実施したいと考えている．

3） 協議事項・その他

平成20年度の活動計画として以下の項目について

了承を得た．

●災害時情報伝達活動

●第9回情報伝達訓練

●新災害情報ネット専用サーバーの利用拡大，更新・

管理

●メーリングリストの拡充と運用

●電子国土の利用推進

● 災害情報ネットワーク連絡先名簿，関係業者名簿

の更新，施設名簿の作成等

●他組織との連携手段開発

●その他

以上，平成20年6月21日に実施された，第9回災

害情報ネットワーク会議について報告した．

2 第9回災害時情報伝達訓練結果報告

1） 第9回災害時情報伝達目的

●地域における災害対策の拡充

● 地域情報ネットワーク・地域情報システムの周知

拡大

●衛星携帯電話による通信訓練
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2） 方法

●日時：平成20年9月2日火曜日10:00～23:00

● 地域における情報伝達網を活用して，地域情報伝

達用ホームページまたは本部ホームページ［http:

//www.saigai-touseki.net/］に施設情報を記録

してもらった．

●訓練にあたっては，各支部において策定した訓練

のシナリオに従った情報，または各施設で任意に

想定した情報を送信してもらった．

●参加対象施設は，透析医会会員，非会員を問わず

すべての透析施設とし，訓練日時以外の情報送信

も受け付けることとした．

●イリジウム衛星携帯電話が配備されている透析医

会会員施設の各担当者は，15時から17時の間に，

本部イリジウム携帯（8816�414�75574 武田）お

よび副本部一般電話（元町HDクリニック：078�

321�6800 森上）との通話を最低1回行うこと，

また衛星携帯同士の通話をお願いすることとした．

3） 結果

① 参加施設総数

今回の訓練には，災害情報ネットワークホームペー

ジ（副本部も含む）への参加が831，中国地区5県の

システムへの参加が98，重複参加が27施設あり，合

計41地域902施設の参加となった．参加地域，参加

数ともに過去最高となった（表3，4）．

② 本訓練への意見・感想

a.一見「訓練」であることがわかりにくいため，実

際に災害が発生した場合に混乱を来すのではない

かと思う．たとえば，

●必ず各項目に【訓練】という文字が入るように

する

●副本部は実際の災害が起こった場合に備え，訓

練には使わない

といった解決策をとっておくなど．実際に訓練の

最中に災害が起こった場合，折角のリアルタイム

のシステムにもかかわらず情報が錯綜してしまう

可能性がある．

b.掲示板へのアクセスが誰でもできてしまうのが問

題ではないかと思う．災害時にいたずらしようと

いう不届き者はいないと思うが，病院が実際は機

能できていないときに，だれかが透析患者30名

受け入れ可能などと書き込むと混乱が起きると思

った．

c.情報を訂正・追加する際の入力の仕方をもう少し

工夫してほしい．一度入力した情報を容易に変更

できるように，また更新履歴が見られるように工

夫はできないか？

aに関しては，今回の訓練では，「その他連絡事項」

欄に「訓練」の文字を入れるようお願いをしていなか

った．ご指摘のとおり，訓練中の災害発生の可能性も

考慮した訓練方法，管理運営をしたい．

bについては，当ネットワークHP作成当初から，

登録された情報の信憑性をどのように判断するかとい

うことと，災害時の情報を広く求めるための手段をど

うするかということが課題となっている．信憑性を第

一とするならば，事前に登録された先生にIDとパス

ワードを用いてアクセスしてもらう方法がある．しか

し，透析施設を医会会員の施設に限定してしまうこと

は避けたい，透析に携わる，もしくは関係者の方々に

そのような方はいないものとして（＝信憑性をある程

度犠牲にして）現在の形式としている．さらに，もし

限られた先生だけがアクセスできるとした場合，その

第9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 395

表3 訓練参加施設数

北海道＝ 4 青森 ＝ 13 岩手 ＝ 1 宮城 ＝ 9

秋田 ＝ 1 福島 ＝ 6 茨城 ＝ 2 栃木 ＝ 20

群馬 ＝ 1 埼玉 ＝ 5 千葉 ＝ 72 東京 ＝103

神奈川＝ 58 新潟 ＝ 3 富山 ＝ 1 石川 ＝ 8

山梨 ＝ 26 長野 ＝ 60 岐阜 ＝ 8 静岡 ＝ 9

愛知 ＝130 三重 ＝ 12 京都 ＝ 1 大阪 ＝ 56

兵庫 ＝ 61 和歌山＝ 15 鳥取 ＝ 5 島根 ＝ 11

岡山 ＝ 60 広島 ＝ 21 山口 ＝ 2 香川 ＝ 3

愛媛 ＝ 2 高知 ＝ 36 福岡 ＝ 14 佐賀 ＝ 1

長崎 ＝ 1 熊本 ＝ 33 大分 ＝ 5 宮崎 ＝ 1

鹿児島＝ 22

表4 参加施設数の推移

参加都道
府県数

参加
施設数

第1回（平成12年7月7日実施）

第2回（ 〃 13年7月6日実施）

第3回（ 〃 14年9月3日実施）

第4回（ 〃 15年9月3日実施）

第5回（ 〃 16年9月2日実施）

第6回（ 〃 17年9月1日実施）

第7回（ 〃 18年8月31日実施）

第8回（ 〃 19年9月4日実施）

第9回（ 〃 20年9月2日実施）

18

23

19

25

28

29

35

32

41

99

190

131

275

488

614

601

743

902



先生に万が一のことがあった場合は情報が得られない

可能性もある．本件に関しては，今後も両者が成立で

きる方法を模索したいと思っており，ご指導いただき

たい．

cに関しては，過去に入力したデータがあったら，

次回の入力時に，そのデータが入力された状態で表示

されれば確かに便利であり，バージョンアップ時の対

応としたい．

現在，本災害情報システムの懸案であった携帯電話

への対応を行っている．本来であれば，この第9回の

訓練で使用したいと考えていたが，当ネットワーク本

部の不手際により間に合わなかった．次回の訓練は，

新しいシステムで訓練を行いたい．

③ 衛星携帯電話

今回の訓練では，日本財団助成「災害支援船事業」

で配備された，イリジウム衛星携帯電話による通信を

訓練に加えた．本衛星携帯電話は，地上から780km

の低い高度に配置された66機の衛星により，一般携

帯電話・PHSが通じない場所や，その他の通信手段

が得られない場所のほか全世界で利用できる通信手段

である．イリジウム端末同士の通信は地上のネットワ

ークを経由せず，衛星のみを経由して行われ，イリジ

ウム端末と他の電話（固定電話・携帯電話など）との

通信は，アメリカにある地球局を経由して一般電話回

線と接続される（KDDIネットワーク＆ソリューショ

ンズ：イリジウム衛星電話サービスホームページ，

http://www.kddi-nsl.com/iridium/index.html）．

今回の訓練において，本部イリジウム携帯が受けた

着信は，副本部（元町HDクリニック）および千葉

県透析医会（みはま病院）の2件のみである．副本部

一般電話（元町HDクリニック）で受けた着信は，

副本部（元町HDクリニック），三多摩腎疾患治療医

会（府中腎クリニック），千葉県透析医会（みはま病

院）の3件のみであった．特にイリジウム携帯からイ

リジウム携帯の通信では，三多摩腎疾患治療医会（府

中腎クリニック）から本部への接続が成功しなかった

ことから，イリジウム携帯同士での情報伝達に課題を

残す結果となった．

今後も繰り返し訓練を実施して，使用方法を習熟す

る必要がある．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変

お忙しいなか多数の方々にご参加いただき，心から謝

意を申しあげたい．

冒頭でも述べたが，日本国内・外を問わず地震や水

害が多発している．このことから，災害対策・災害時

情報伝達に対しても注目が集まっており，訓練への参

加地域・参加施設数も年々増加している．これを好機

として，今後も引き続き災害対策の確立と情報伝達シ

ステムの普及，向上に努めたい．
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要 旨

新型インフルエンザ対策として，感染症指定医療機

関，感染症診療協力医療機関，医師会，保健所，行政

が協力して，地域の実情に合った診療体制を構築する

必要がある．封じ込め期においては，新型インフルエ

ンザ患者を感染症指定医療機関に勧告入院させる．パ

ンデミック期においては，勧告入院は解除され，感染

患者は原則外来治療となり，すべての透析施設は感染

患者を自施設で透析する．感染症指定医療機関を含め

て，入院医療機関は重症患者の入院を担当する．

はじめに

新型インフルエンザとは，従来はヒトに感染するこ

とがなかった鳥インフルエンザ等がヒトに感染し，ヒ

トの体内で増えることができるように変化し，ヒトか

らヒトへ効率良く感染できるようになったウイルスに

よる疾患を指す．すでに，鳥インフルエンザのヒトへ

の感染は世界でも300例以上みられており，家族内発

症も確認されている．これらのウイルスが変異し，効

率的なヒトからヒトへの感染を起こすようになるのは，

時間の問題とされている．新型インフルエンザは，病

原体を含んだ直径5ミクロン以上の飛沫の1～2mの

飛散による飛沫感染が主体と考えられているが，同時

に，接触感染や5ミクロン以下の飛沫核が空気中に1

m以上浮遊することによる空気感染の可能性も高い．

新型インフルエンザには，全国民の約25～30％が

罹患し，国の試算では，死亡者数は17万人から64万

人とされている1）．現在世界各地で流行中のH5N1型

鳥インフルエンザの感染者は重症例が多く，致死率は

6割を超えていること，新型インフルエンザはH5N1

型鳥インフルエンザの変化により起こる可能性が高い

こと，ウイルスの強毒性などを考慮すると死亡者数は

国の想定以上になる可能性が少なくない．日本での死

亡者数を210万人と試算する海外のシンクタンクもあ

る2）．2007年末現在，透析患者は275,119人で，国民

464.4人あたり1人に相当する3）．国の試算をそのま

まあてはめると，透析患者の罹患者数は68,700人余

りから82,500人余り，死者数は366～1,300人余りと

なる．

本稿では，新型インフルエンザ対策について，感染

症指定医療機関の立場から概説する．

1 インフルエンザ流行のフェーズと感染様式

表1のように，WHOによる，世界インフルエンザ

事前対策計画における警報フェーズが示されている4）．

WHOは，20世紀に起こった3回のパンデミックの

最後が発生した1968年以来のどの時よりも，現在，

世界はインフルエンザパンデミックに近づいていると

考えている．現在はフェーズ3，すなわち，ヒト�ヒ

ト感染はないか，またはきわめてまれとされている，

という段階である．このフェーズについては，国およ

び都が定めた時期と用語がまぎらわしいので表1に比

較を示す．フェーズのうちAは海外での発生を，B
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は国内で発生した段階を指す．

パンデミック間期（interpandemicperiod）はプレ

パンデミック期，前パンデミック期ともいわれる．ヒ

トでは，新型インフルエンザウイルスは検出されない

が，動物でヒトへ感染する可能性を持つ，あるいは，

ヒトへ感染するリスクが高いウイルスが検出される時

期で，WHOのフェーズ1，2に相当する．パンデミ

ックアラート期（pandemicalertperiod）は新型イ

ンフルエンザのヒトへの感染がみられるが，ヒト�ヒ

ト感染はないかごく限定されている時期から，より大

きな集団感染がみられ，パンデミックの発生のリスク

が高い時期までを示す．WHOのフェーズ3から5に

相当する．

パンデミック期（pandemicperiod）は新型インフ

ルエンザウイルスが一般社会に広範かつ急速に広がり，

大流行を呈している時期で，WHOのフェーズ6に相

当する．

以上のような発生段階の区分は，今後，改訂される

可能性もある．

2 感染症指定医療機関とは

平成20年5月に施行された新しい感染症法では，

新型インフルエンザは「新型インフルエンザ等感染症」

と指定されている．

感染症指定医療機関には，平成19年現在，特定感

染症指定医療機関が3カ所（病床数8床），第一種感

染症指定医療機関が23カ所（病床数49床），第二種

感染症指定医療機関が315カ所（病床数1,635床，こ

のうち，陰圧病床は917床）ある．これらの感染症指

定医療機関は，フェーズ4，5の封じ込め期で新型イ

ンフルエンザ患者（疑い患者を含む）の主として入院

治療にあたる．そして，感染症指定医療機関の病床で

は，隔離病床が不足する場合には，結核病床のうち陰

圧病床の空床を利用することが計画されている（307

医療機関，結核病床は12,279床，陰圧病床は3,305床）．

パンデミック期においては，公的病院を中心として，

病床を確保するよう都道府県別に要請されている．

3 東京都の新型インフルエンザ対策

各地域で，新型インフルエンザ対策が検討されてい

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.3 2008398

表1 WHOによる，世界インフルエンザ事前対策計画における警報フェーズと

国のフェーズ及び東京都区分

WHOフェーズ 国のフェーズ 東京都区分

パンデミック間期 ヒト感染のリスクは低い 1 1

動物間に新しい亜型ウイルス

は存在するがヒト感染はない

ヒト感染のリスクはより高い 2 2

パンデミックアラート期：新

しい亜型ウイルスによるヒト

感染発生

ヒト�ヒト感染はないか，ま

たはきわめて限定されている

3 3A・3B 発生

前期

ヒト�ヒト感染が増加してい

ることの証拠がある

4 4B 第1段階

国内

発生期

かなりの数のヒト�ヒト感染

の証拠がある

5 5B 第2段階

都内

流行期

前期

パンデミック期 効率よく持続したヒト�ヒト

感染が確立

6 6B 第3段階

都内

流行期

後期

第4段階

大規模流行期

後パンデミック期 第5段階

流行

終息期

A：海外で発生，B：国内で発生



る．当院が所属する東京都の対策（図 1）5～7） につい

て述べる．当院の対応もこの東京都の対策に準拠して

いる．

東京都にある10の感染症指定医療機関（感染症病

床92床）を中心としたブロック単位で診療協力病院，

医師会，行政などと地域医療確保のための協議体を設

置し，新型インフルエンザ診療に備える．なお，ここ

でいう新型インフルエンザ診療協力病院とは，保健所

が発熱相談によってトリアージした新型インフルエン

ザの疑いのある患者について，外来診療を行い，病原

体検査の結果がでるまで経過観察する機関で，二次保

健医療圏ごとに3カ所以上設置されることになってい

る．封じ込め対策期には，感染症指定医療機関への入

院患者を決定する上でキーとなる機関で，感染症指定

医療機関が機能的に働くために重要な役割を果たす．

1） 第一段階（WHO フェーズ4B，パンデミック

アラート期，国内には発生しているが，都内には

発生していない時期）

封じ込め対策期にあたる．一般の患者は，保健所が

設置した発熱相談に連絡し，トリアージを受ける．ト

リアージの結果，新型インフルエンザの疑いのある症

例については，診療協力病院で外来診療を受ける．こ

こでは，病原体の検査を行い，結果が判明するまで経
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図1 新型インフルエンザ発生時の東京都の医療体制

（新型インフルエンザ対応マニュアル（東京都平成19年3月）より引用）



過観察する（一泊入院を含めて）．新型インフルエン

ザ（疑似症を含む）症例は，勧告入院により感染症指

定医療機関の感染症病床に入院する．

2） 第二段階（WHOフェーズ5B，パンデミック

アラート期，都内に発生している時期）

第一段階に引き続き発熱相談によってトリアージさ

れ，新型インフルエンザの疑いのある症例については

診療協力病院が外来診療を行い，一泊入院を含む経過

観察も診療協力病院で行う．患者が直接一般診療機関

を受診し要観察例に該当する場合は，保健所を介して

病原体検査を当該診療機関で行い，可能な場合には，

その医療機関で経過観察を行うか，それが不能の場合

は診断が確定するまで診療協力病院にて経過観察を行

う．

感染症指定医療機関は，引き続き勧告入院に該当す

る症例の入院業務を担当する．そして，感染症指定医

療機関の感染症病床が満員になった場合，感染症指定

医療機関の感染症病床以外の病床や勧告入院協力医療

機関を活用する．

3） 第三段階（WHOフェーズ6，パンデミック期，

患者が増加し，勧告入院が解除され，都内のすべ

ての入院医療機関において対応する段階）

勧告入院による封じ込めができなくなった場合，ま

たは，勧告入院用の病床が満床となった場合，国と協

議した上で，新型インフルエンザの勧告入院を中止す

る．この段階では，すべての医療機関において，新型

インフルエンザ患者が発生，または受診する可能性が

あり，医療機関は各々の診療体制に応じて新型インフ

ルエンザ診療を担う．

新型インフルエンザ患者のうち，重度の肺炎，呼吸

不全，脳炎など入院治療が必須な重症患者のみを入院

させ，帰宅可能な患者は外来治療とする．入院にあた

っては新型インフルエンザ専用病棟を設定して，一般

患者と物理的に隔離し感染対策に留意する．

一方，待機的入院や待機的手術は控え，緊急以外の

外来受診も自治体を通して抑制する．ただし，透析や

救急医療，周産期医療など継続的な管理を必要とする

慢性疾患やがん診療など，パンデミック期にあっても

普段と同様な機能が求められる医療は継続する．感染

症指定医療機関は，地域の中核病院となっていること

がほとんどであり，これらの機能をどのように維持し

ていくかが重要な課題である．

4 感染症指定医療機関が機能を発揮するために

感染症指定医療機関の使命は，封じ込め期において，

効果的な新型インフルエンザの隔離を行って，感染拡

大を防止することが第一である．それが不可能として

も，パンデミック期への移行の時間を稼ぎ，集中的な

患者の集積を少しでも防ぎ，医療体制を維持すること

にある．

封じ込め期において，感染症指定医療機関が効果的

に機能するためには，新型インフルエンザ疑いの患者

が直接このような施設に押しかけないように，周知徹

底する必要がある．患者はまず，保健所の発熱相談や

市町村が設置する発熱センターでのトリアージを受け，

必要だと判断されれば指定された診療協力機関を受診

し，勧告入院に相当する患者のみを重点的に感染症指

定医療機関が担当する必要がある．もし，これらのト

リアージを受けずに直接病院の診療を受けようとする

人々が感染症指定医療機関に殺到すると，業務が数的

に混乱することになる．加えて，すべての来院患者を

隔離することは不可能であり，待合スペースなどで本

物の新型インフルエンザ患者から，その他の新型イン

フルエンザを心配してやってきた多くの未感染患者に

感染が広がるリスクが大きいと考えられる．

すなわち，感染症指定医療機関の機能を生かすため

には，地域医療計画の立案と実行，地域住民の理解，

地域医療機関，医師会，行政との連携が鍵を握る．封

じ込め期においては，感染症指定医療機関は勧告入院

受け入れ施設としての機能を発揮するが，その前段階

の発熱相談におけるトリアージ，感染症診療協力病院

での診断確定などが重要である．

また，より患者が増加した場合，地域での医療分担

が可能かどうかで新型インフルエンザ診療体制には違

いがでてくる．すなわち，通常の医療を分担する医療

機関が地域にあれば，感染症指定医療機関の新型イン

フルエンザ患者収容能力を増加させることができるが，

感染症指定病院が通常の医療を継続しながらという場

合は，収容能力に限界がある．

5 透析患者における新型インフルエンザ対策

最新の「透析医療における標準的な透析操作と院内
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感染予防に関するマニュアル」では，第4章「感染患

者への対策マニュアル」のX節「新興感染症の広範

な流行が見られた際の透析施設の対応」にあるように，

新型インフルエンザを疑う症状（38℃以上の発熱，咳，

くしゃみ，呼吸困難などの急性期呼吸器症状に加えて，

新型インフルエンザ患者との接触歴がある）を有する

透析患者への対応が重要である8）．

透析患者が新型インフルエンザに感染したままで，

他の患者とともに一般の透析施設で透析を行ってしま

うことがないようにするには，的確に対象患者を把握

することが重要である．そのためには，透析開始前の

問診や身体状態の評価が必要である．封じ込め期にお

いては，新型インフルエンザの疑い段階で，管轄の保

健所や市町村の衛生主管部局に相談して指示を仰ぎ，

指定医療機関へ移送し，そこで臨床的評価をし，透析

を受ける，としている．対象の患者がいた場合の感染

症指定医療機関への移送は，管轄の保健所や自治体の

衛生主管部局との調整が必要で，これらの機関に相談

して指示を仰ぐ．

パンデミック期（WHOフェーズ6）には，感染症

法第19条に基づく新型インフルエンザ患者の入院勧

告が中止となるため，透析患者においても自宅からの

通院治療が可能な者においては自宅療養となり，一般

透析医療機関での透析が原則となる．その場合は，可

能な限り，時間的・空間的に隔離して透析を行うこと

が推奨されている．

感染症指定医療機関は重症患者の受け入れに限られ

ることになる．

6 透析患者における問題点

透析患者で封じ込め期に，発熱などの新型インフル

エンザ疑いの患者が発生した場合の対応が問題となる．

一般の人は発熱センターや発熱相談でトリアージされ，

必要であれば診断のために感染症診療協力病院を受診

し，診断確定まで自宅あるいはその施設で一泊入院し，

診断が確定した時点で，感染症指定医療機関に勧告入

院する流れである．しかし透析患者の場合，診断が確

定するまでの透析をどこでどのように行うのかが問題

となる．当院でも，透析センターには感染症用の透析

ベッドはなく，診断が確定し勧告入院となれば，感染

症病床に出張透析をするシステムとなっている．当院

のように，経過観察用の透析ベッドがない場合，患者

の状態が許せば，診断が確定するまでの透析を延期す

ることも実際的な対応となりうる．そのためには，透

析患者，透析施設いずれにもあらかじめコンセンサス

を得ておくことが必要である．また，新型インフルエ

ンザの透析患者が多数発生した場合，マンパワーや透

析機器の問題で出張透析には数的限界がある．封じ込

め期においても，感染症指定医療機関の施設の状況に

応じて，透析回数の減少や透析時間の短縮が必要とな

りうる．

7 当院の新型インフルエンザ診療体制

当院の新型インフルエンザ対策は端緒についたばか

りである．したがって，以下の診療体制については，

いまだ診療体制案の域にとどまっていることをお断り

する．

① 新型インフルエンザ診療に当たっての原則

新型インフルエンザの診療に当たっては，職員の安

全確保を最優先とする．ワクチンや抗インフルエンザ

薬の優先投与は，より多くの人を助けるために必要不

可欠な条件である．ついで，普段からの院内感染対策

の徹底を図り，標準予防策，マスク・手袋などの個人

防護具の正しい使用方法，適切な新型インフルエンザ

への知識と理解が必要である．

あらかじめ，マニュアルを作成しておくが，実際の

パンデミック発生の際には予想もできない事態が起こ

りうる．したがって，職員は臨機応変な対応をとり，

沈着冷静な行動を心がける．ただし，感染の危機にあ

たっては，繰り返しになるが自己の安全を最優先とす

る．

② 地域医療

当院は611床を有する地域医療支援病院で，第二種

感染症指定病院として東京都北多摩南部ブロック（武

蔵野市，三鷹市，府中市，調布市，小金井市，狛江市）

を担当する．このブロックのカバーする人口（前記 6

市）は1,001,807人で，パンデミック期に想定される

外来受診数はブロック全体で約 30万人，入院患者数

は約 23,000人，死亡者は約 1,120人とされる．1日新

規入院患者数は302人，1日最大必要病床は2,106床

である．このブロックの病床数は約 6,000床なので，

そのうち約 1/3程度の病床が必要となる計算である．

当院の感染症病床は6床で，うち2床が陰圧個室で，

同じ病棟にほかに個室6床，大部屋8床があり，病棟
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全体では20床である．封じ込め期には，この病床お

よび病棟が隔離病床・病棟になる予定である．

プレパンデミック期からパンデミック期においては，

地域における医療機関ごとの役割分担（新型インフル

エンザの患者を医療機関ごとに集める）の重要性が増

すが，当院の場合は，未だ，地域での医療の役割分担

は具体化しておらず，通常の医療を継続しながら新型

インフルエンザの診療にあたることになる．その場合，

611床のうち，新型インフルエンザに向けられる病床

は最大100床程度の確保が限界とみている．

③ 当院のフェーズ毎の診療体制（表2）

WHOのフェーズ4Aの段階で，院長を本部長とす

る対策本部を設置する．対策本部会議は最後の感染者

が完治もしくは死亡した日から45日以降とし，院長

の解散命令により解散する．

④ 外来診療

保健所からの受け入れ要請があった場合は，感染症

病棟にある感染症診察室（陰圧個室）で診察する．患

者が直接来院した場合は，トリアージされた段階で，

患者を他の外来患者から速やかに隔離し，感染症診察

室で診察する．

⑤ 入院診療

初期・封じ込め期には，感染病棟にある前室付きの

独立陰圧空調個室に患者を収容する．担当したチーム

は新型インフルエンザの診療のみにあたり，通常の患

者は担当しない．パンデミック期では帰宅可能な新型

インフルエンザ患者は極力，自宅療養とさせ，重症者

のみを入院対象とする．隔離病棟が満床の際には，一
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図2 個人用防護具

N�95マスク，キャップ，

ゴーグル，ディスポーザ

ブルガウン，手袋，シュ

ーカバー

図3 医療用マスクレスピレータ（PAPR）

CDC（米国疾病管理予防センター）はSARS，

結核，鳥インフルエンザや新型インフルエンザ

などの空気感染暴露リスクの高い処置時にPAPR

の着用を推奨している．（モーレーンコーポレーシ

ョンのホームページ http://www.moraine.co.

jp/products/airbornecontrol/bullardpaprpa.

htmlから引用）



部の病棟を病棟単位で感染者用とする．一部の病棟に

ついては，いかなる場合も非感染者の処置・治療のた

めに確保する．

⑥ 透析

透析を要する場合は，感染症病床への出張透析とな

る．この場合，前室のある陰圧個室を外からモニター

することは遠隔テレビのみでは難しく，出入りする頻

度を最小限とするためには，透析中，スタッフが病室

内に常駐せざるをえないことが問題である．

対応する職員は，透析を要しない新型インフルエン

ザ患者の場合と共通だが，専任とし，患者に接する場

合は個人防護具を装着する．

⑦ 職員の感染防止

新型インフルエンザ患者に対応する場合に，ワクチ

ン（当面は，プレパンデミックワクチン）およびタミ

フルの予防内服とともに，個人防護具が必要不可欠で

ある．N�95マスク，キャップ，ゴーグル，ラテック

ス・ニトリル手袋，ディスポーザブルガウン，シュー

カバーが標準となる（図 2）．しかし，透析業務も含

めて長時間の作業となる場合，N�95マスクは長時間

の装用が難しく，医療用マスクレスピレータ（pow-

eredair-purifyingrespitrator;PAPR）（図 3）の導

入が望ましいが，予算の関係もありまだ未整備である．

8 今後の課題

新型インフルエンザ診療にあたって，今後の課題は

山積みである．一般の新型インフルエンザ対策に関し

てでさえも，いまだ検討途上であり，課題は多い．そ

のなかでも，医療関係者や社会一般に新型インフルエ

ンザや医療体制の情報が行き渡っていず，コンセンサ

スが得られていないことが最も問題である．地域の医

療体制や医療分担についても，端緒についたばかりで，

各論まで至っていない．当院も含めて，各医療機関に

おける対応マニュアルの整備もまだ不十分なところが

多いと思われる．

透析医療は前述したように，パンデミック期にあっ

ても，維持すべき機能であることは行動計画などに明

記はされているが，施設のハード面でもソフト面にお

いても実際の隔離透析の難しさなどは未解決の問題で

ある．また，パンデミック期においては，物流が機能

しているか，特に透析液等の物品が確保できるか，ス

タッフの確保がどの程度できるのかなども未知数であ

る．

新型インフルエンザ診療の上で最も危惧すべき点の

一つは，医療従事者の疲弊であり，透析に関しても，

新型インフルエンザに対応する場合には，ある程度休

息がとれるように医療スタッフを一定数確保する必要

がある．パンデミック期には十分予想される透析スタ

ッフの感染による欠勤で，一定数が確保できない場合

の最低限保持すべき診療機能を明確にしておくことも

必要である．これらの問題は，ひとり感染症指定医療

機関のみでは到底解決できず，地域で限られた医療資

源を有効に使うための真の意味での医療連携が不可欠

である．
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要 旨

医療施設内感染に対する要求が高まる一方で，医療

費の削減などによる感染対策担当者の供給の減少には

歯止めがかからない．その時代背景の中でICTの果

たすべき役割は多様化し，変容している．ICTの仕

事について認識し，理解することで，活動の要点を知

ることができ，評価できる．正しい評価によって協力

者や経営担当者にICTの必要性の認識や医療施設内

感染対策を実行する意欲をわかせることもICTの役

割である．

1 はじめに

医療法の改正や安全管理に対する世間の関心の高ま

りなど，医療施設内感染に関して医療施設に求められ

るものは非常に大きくなっており，その評価は厳しく，

対策の徹底が求められている．しかし，感染対策の分

野で先進国といえるアメリカ合衆国やイギリスなどの

国と比較してわが国では，感染対策分野への人材供給，

資金の供給は決して潤沢なものではなく，感染対策に

専従していない医療従事者が，他の役割に加えて実施

することが求められている．

一般に感染対策を有効に実施するためには，100～

150床に 1人の割合で感染対策専門家（infection

controlprofessional;ICP）が必要と考えられてい

るが，実際にこの基準を満たす病院は非常に少ない．

一方で医療施設内感染対策は，医療の一行為にとどま

ることなく，病院全体を総合的に管理してこそ有効で

あり，少ない人材に多くの仕事を課している現状では

決して解決しない．このような理由から，わが国では，

infectioncontrolteam（ICT）が本来持ち合わせる

べき専門領域ごとの知識の融合に加えて，仕事内容に

よってはチームの構成員が分担して仕事量を分散する

機能が求められている．

2 感染対策の基本

感染とは，病原体と宿主の免疫状態のバランス

（host-parasiterelationship）の上に成り立っている．

たとえば，職員全員がワクチン接種等により麻疹の抗

体を有する場合には，職員に対する麻疹の感染を考慮

する必要はない．このように対象が感染である以上，

必ずしも一定の方法ではなく現状把握の後，個々の対

策が求められる．

現状を的確に把握することは，感染制御の基本であ

り，ICTの役割の第一歩である．このために必要な

項目には，医療施設の形態・種類・規模，診療科，入

院患者のリスク因子，感染症専門家の有無，地域の流

行状況，ICTのメンバー構成，職員感染予防プログ

ラムの実施状況，過去の感染対策実施状況，経営者の

理解など多様な因子が考慮される．

また今後の感染対策の立案に当たっては，現在の問

題点を抽出し，情報とする必要がありサーベイランス

が実施されるべきである．感染対策はこのほかに，教

育，対策の質の管理などが必須項目である．
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3 感染対策組織

感染制御が有効に行われるには，適切な組織作りが

重要である．わが国においては，院内感染対策委員会

（infectioncontrolcommittee;ICC）の設置は義務

（平成19年以降の医療法改正及び施行細則を参照）で

あり，定期的に開催されている．一般に，感染制御に

は意思決定機関と実務者の集団を設けることが必要と

考えられており，ICCは意思決定機関としての役割

が大きい．しかし，実際に運営していくためには実務

者の集団（ICT）が必要であり，ICTを中心として各

部署の協力者との連携により，対策を講じることが有

効である．

ICTは実際には感染対策のすべての実務を担うこ

とが期待されている．なかでも感染対策のトータルコ

ーディネートは重要な要素である．多くの病院では，

部署ごと，あるいは病棟ごとに対策がまちまちであっ

て，有効性にかけている．ICTやICCからもたらさ

れた最新のエビデンスに基づいた対策を，統一して行

わなければ効果には限界がある．また統一した対策を

実施しなければ有効性を評価できない．

ICTに参加することを期待される職種は医師，看

護師，薬剤師，臨床検査技士，そして事務職員である．

ICTのメンバーは，連続性を持った対策を構築する

ためにできるだけ固定されることが望ましい．短期間

にメンバーの変更がある場合には，組織として無駄な

時間を使うことになる．また各部署の協力者もできる

だけ理解があって，積極的に参加できる人員が継続的

に参加することが望ましい．

4 サーベイランス

サーベイランスは，感染症が集団発生していなくて

も，医療施設全体の基礎値であり，集団発生を察知す

るために必要である．サーベイランスは有効に実施す

ることが困難な印象を受けるが，形態には様々なもの

があり，医療施設ごとに実施できるものから開始する

のが良い．

サーベイランスに必要なものには，①サーベイラン

ス対象の適切な定義，②病院間での比較が可能な単位

の選択（たとえば1,000入院あたりなど）などがある．

適切な定義とは，たとえば診断基準などであり，厳

格な診断基準は陽性者数を減らし，かえって偽陰性を

増やすことになる．これは感染対策上のサーベイラン

スでは不適であることが多く，「いつからいつまでの

期間に，胸部画像所見上異常を認めた入院患者」など，

できるだけ誰でも参加できる形で開始し，必要に応じ

て専門家の意見を取り入れるほうが良い．単位の選択

は様々だが，可能な限り文献などを検索し，広く用い

られている単位に統一するか，少なくとも後になって

比較できるように，実際の測定結果を管理しておく必

要がある．

サーベイランスの種類は

① 入院患者すべてを対象とした包括的なサーベイ

ランス

② 期間を限定したサーベイランス

③ ハイリスク集団などに対象を限定したサーベイ

ランス

④ 微生物検査に基づいたサーベイランス

⑤ 目的別サーベイランス

などがある．

包括的なサーベイランスでは，対象，期間ともに限

定しないために病院の感染症をすべて網羅できるが，

仕事量が増えて現実的でない．そのため最も感染発生

率の高いハイリスク集団でのサーベイランスが感染対

策の取り組みや病院の状態を反映し，最も多く用いら

れている．また微生物検査に基づいたサーベイランス

は理想的にはすべての感染症を網羅できるが，実際に

は必要であっても検査を実施しない場合，偽陰性の場

合などがあり，包括的とはいかないが，集団発生など

の管理には非常に有用である．しかし微生物検査室が

縮小されている昨今では，微生物検査情報によるサー

ベイランスは必ずしも有効に実施できない．

一方で，たとえば100患者あたり，あるいは1,000

患者あたりなど一定の単位あたりの消化管症状出現者

の割合などを定期的にモニタリングしていると，流行

期には感染性胃腸炎の流行を早期に感知できる．季節

流行性の疾患において，特に症候サーベイランスなど

の目的別サーベイランスは有効である．

5 質の管理

感染対策は日々新しいエビデンスが誕生している．

一方で感染症は病原体や宿主の状態が変化するなど常

に流動的で，その度に対策は大きく異なる．たとえば，

外来化学療法の開始，ワクチンプログラムの実施によ

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.3 2008406



る抗体保有者の増加，新たな流行性疾患の誕生，さら

には国家や自治体の政策の変化，交通網の変化などの

社会状況によっても医療施設内感染対策が変化するの

である．

変化する状況に対応するためには，第一に質の管理

が重要である．管理する対象はICTそのもの，現在

までに実行している対策，感染対策に関わる設備など

が含まれる．質管理の一つの考え方として，図1に

PDCAサイクルを記載している．図を見てわかるよ

うに質管理に終着点はない．管理のもう一つの重要な

点は継続的に行うこと（継続的品質改善，continu-

ousqualityimprovement;CQI）である．

6 教 育

医療施設内感染は，医療に関わるすべての人が破綻

の要因となりうるため，職種を問わず参加する必要が

あり，感染対策の実現には教育の役割が欠かせない．

2007年4月の医療法改正により，病院職員は年に2

回以上の感染対策講習会への参加が義務付けられてい

る．講習会は多くの職員の医療施設内感染への理解を

共通化し，施設内のルールを周知させる方法として機

能している．

教育の対象を細分化していくと，医療の専門的教育

を受けた職種（医師，看護師など），事務職員，食事

関連職種，清掃関連職種など医療の知識や関わりが様々

である．これらの対象者に共通の講習で理解や実施を

求めることには困難がある．そのために，全体講習会

に加えてICTが担う役割としては，職種別の感染対

策講習会の実施や日常診療のなかで直接感染対策に関

する教育や介入を実施することが求められる．しかし，

実際には人員の問題からも常に実施できる施設は限ら

れており，ICTメンバーの枠を越えたリンクドクタ

ーやリンクナースなどの部署の感染対策責任者と連携

をとって広く実施する体制作りが重要である．

もう一つの重要な教育対象としては，中途採用者を

含む新規採用者がある．新規採用者は医療に関する経

験年数にかかわらず，採用された病院内での感染対策

上のルールを理解していないため，破綻の原因となり

やすい．採用時点では医療安全とともに特別な配慮が

必要である．

7 医療経済・経営に果たす役割

医療事故と同様に，医療施設内感染が生命予後や医

療経済に与えるインパクトは非常に大きい．米国では

医療施設内感染が毎年200万例発生し，9万人が死亡

しているとする報告もあり1），年間45億ドルが失わ

れているとされている．わが国では医療経済に与える

影響を検討した報告は限られているが，1,000床あた

りで換算すると年間10億円近い医療費が失われてい

るとされている．

これらの医療費は，医療施設の規模，形態，DPC

などの包括医療の導入などにより増減するが，医療経

済全体では大きな額を占め，全医療費の5％に達する

との報告もある．今後包括医療制度の導入はますます

経営と感染対策の関係を強固なものとし，削減への圧

力となると考えられている．しかし現在は医療施設の

経営体力が細っており，直接的な収入を生まない感染

対策への投資は見合わないと考える傾向が強く，経営

者の考え方の差や役割が大きい．

8 リスクマネジメント

感染対策はリスクマネジメントの一面を示す．連日

のマスコミの報道でもわかるように，感染対策の破綻

は診療所・病院の存続そのものを危うくすることもあ

る．

医療施設は，易感染宿主と感染症患者が近接してい

るというリスクの高い施設であり，これらのリスク軽

減はICTの大きな役割である．感染対策では集団発
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図1 質改善の方法論（PDCAサイクル）

目的に沿った計画を立てる（Plan）

計画を見直し，改善点を見つける（Check）

新たな計画を立てる（Act）小規模で実践する（Do）



生後の対応は非常に困難で，大きな労力を必要とする．

小さな労力でリスクの芽を摘み取ることのできる継続

的なシステムの構築が求められる．

有効なリスクマネジメントを実施するためにICT

は以下のことを実施しなければならない．

① 医療施設内感染情報報告の一元化

② すべての職種が参加した検討会の実施

③ 感染に関する報告の推進

④ 迅速な現場へのフィードバック

⑤ 担当者の情報の共有

⑥ 有効な情報伝達経路の確立

⑦ トータルマネジメント

医療施設の職員にとって報告はストレスであり，報

告先の単純化や報告に対する敷居の低さが結果的に報

告数を増やし，有効な対策への近道であり，必ずフィ

ードバックを迅速に実施することが意欲を低下させな

いために必要である．また感染対策に限らず情報は活

用されなければならない．活用のためには管理，分析，

共有，伝達の有効な実施が求められる．これらはいず

れも部署としてICTが総合的に管理すべきである．

9 医療施設の種類ごとのICTの考え方

感染対策の対象となる病原微生物や入院あるいは入

所している患者のリスク因子は，医療施設の種類ごと

に必ずしも一様でない．医療関連施設には診療所，急

性期医療機関，療養型施設，介護施設など様々な形態

が存在し，感染対策上重要な対象となる微生物も異な

る．

たとえば介護施設において重要な病原体は，診療所

に近く市中感染で問題となる病原体，たとえば，イン

フルエンザ，ノロウイルス，疥癬などが重要であり，

薬剤耐性菌が問題となることは少ない．しかし，急性

期医療機関では市中感染とは異なり，MRSA（多剤

耐性黄色ブドウ球菌あるいはメチシリン耐性黄色ブド

ウ球菌）をはじめとする薬剤耐性菌が大きな問題であ

る．（市中感染型のMRSAが問題となっているが，

病原性の問題から医療関連施設内感染で問題となる

MRSAとは別と考えたほうが良い．）

また，対象となる患者群の特性も異なっている．患

者群の特性はさらに細分化され，急性期医療機関であ

っても，移植を行う施設や外傷を主体とする病院など

で感染症から見たリスク因子は大きく異なる．表1に，

介護施設のような長期療養型施設における施設内感染

の頻度を例として記載する．一般に医療施設内感染症

では尿路感染や呼吸器感染症が多いが，表に示すよう

に，皮膚軟部組織感染症が比較的多い．

上記のような背景因子とともにICTの役割は異な

ってくる．医療施設の種類が異なる場合にICTは，

まずは現在おかれている状況を理解し，最も労力が少

なく，有効に監視できるポイントを探さなければなら

ない．長期療養型施設の場合には，感染症のタイプは

市中感染型が多く，施設内感染は少ない．ICTに従

事する職員も，長期療養型施設では必ずしも医療に関

する専門的教育を受けた人員とは限らず，ほぼ全員が

他の職との兼務である．医療専門家が少なく，施設入

所後の継続的な管理には限界がある．この場合最も有

効な監視ポイントは入所時のリスク評価であり，専門

的な意見を求められ，市中感染症の持込を評価できる．

10 感染対策マニュアルの作成

感染対策マニュアルの作成，改定はICTの重要な

役割である．1996年のCDC（米国疾病予防管理セン

ター）から出された隔離予防策のためのガイドライン

以後，約5年おきに重要なガイドラインが出されてい

る．また，わが国においても，2007年の医療法改正

や感染症法の改正，結核予防法の廃止など重要な法律

が施行されている．これらを鑑みて，少なくとも5年

ごとにはマニュアルが改定されている必要がある．

感染対策マニュアルはガイドラインとは異なり，医

療施設の実情に沿ったものであって，職員であればだ
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表1 長期療養型施設における感染発生頻度

全頻度 UTIs RTIs SSTIs

1,000入院日あたりの頻度
1.8～9.4

（中央値4.2）

0.3～2.8

（中央値1.5）

0.3～2.6

（中央値1.2）

0.2～2.1

（中央値0.6）

1日あたりの有病率
2.4～18.4

（中央値10.6）

1.2～7.3

（中央値2.8）

0.3～9.9

（中央値2.5）

0.9～6.0

（中央値2.8）

UTIs：尿路感染症 RTIs：呼吸器感染症 SSTIs：皮膚軟部組織感染症



れでも実施できるような内容でなければならない．そ

のなかで，できる限り最新のエビデンスを取り入れる

ことが必要である．

11 ネットワークの構築

感染対策は個人，1部署，1医療施設，1地域で行

っても限界がある．それぞれの段階において破綻した

施設内感染は，連鎖を起こし，集団発生を引き起こす．

ICTに求められるのは，第一義的には医療施設まで

の感染対策に必要なネットワークの構築である．ネッ

トワークの構築には職種間の専門性を持ち寄って，か

つ職種の垣根を越えて参加することが必要である．

しかし，感染対策は医療施設間の協力なしには有効

性に欠ける．薬剤耐性菌は一般に地域で蔓延し，紹介

された，あるいは他の医療機関に入院歴のある新規入

院患者によって次の医療機関内に蔓延することはしば

しば経験される．感染性病原体の伝播には

① 前医療機関での診断不足

② 前医療機関での感染対策の不足

③ 前医療機関から現医療機関への感染症情報の伝

達不足

④ 現医療機関での認識不足

⑤ 現医療機関での感染対策の不足

などが原因となる．これらの因子のいくつかは地域内

の感染対策ネットワーク構築により防ぐことができる．

また新たな検査の実施を必要とせず，医療費を軽減す

ることもできる．

地域内のネットワークは核となる診療機関が必要で，

実際に構築することは簡単ではない．しかし医療の電

子化が進み，情報の共有化にも道が拓けており，今後

検討すべき課題の一つと考えられる．

12 外部評価

感染対策を実行するに当たっては，いくつかの問題

がある．実際に今までに慣行とされてきた医療行為の

変更や，意識の低い職員への対応は比較的困難な問題

である．これらを解決する方法は，①感染対策をサー

ベイランスデータなど明確な基準によって評価した結

果の提示，②外部評価による客観的な評価が有効であ

る．

感染対策を実行している主体であるICTにとって

は，外部評価は自分たちへの批判と受け取られること

も多いが，実際にはより簡潔で有効な案の提示，必要

でない対策や不足した対策の明示，慣行の変更を実施

するICTにとって有効な機会となる．外部評価の機

会がある場合には積極的に実施すべきである．

13 感染対策を有効に実施するために

感染対策は有効であると認識している職員は少なく

ない．しかし実際に対策を厳密に行うことのできる職

員は比較的少ない．われわれはこの問題を解決するた

めの一つとして，人間工学や行動心理学などに基づい

た対策の構築に心がけている．

地域での流行状況などをポスターで伝達していても，

施設内で伝播したり診断が遅れたりすることは少なく

ない．この場合に問題なのは，ポスターを見ていない

職員の意識の低さよりも，必ず目にするところにポス

ターを掲示していなかったことのほうにより重点を置

くべきという考え方などがその例である．

実際に海外のガイドラインなどでは，手洗いを励行

させるためには，いつでもどこでも手洗い設備やアル

コール性手指消毒剤が設置されている必要がある，ポ

スターは目に付くところに掲げる，といった対策の要

点を記載していることが多い．これからは感染対策教

育とともに認識しやすい環境の整備などに重点を置い

た対策が必要と考えられる．

14 まとめ

ICTに求められ，期待される役割は多岐にわたり，

多様化する一方で，医療費の削減などの圧力は，人員

の供給停止や予算の削減など，ICTにとって不利な

要因ともなりかねない．しかし医療施設内感染がなく

なった事実はなく，感染症に苦しむ患者は後を絶たな

い．ICTが存在することの有用性を適切なデータな

どにして提示し，継続して存続できるように交渉する

こともまたICTの役割である．
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要 旨

血液透析療法では治療の特性からも，ヒューマンフ

ァクター工学1）的にみた職場環境からも事故が生じや

すい特有の背景が存在する．透析医療における安全管

理には二つの戦略が必要であり，第一はヒューマンエ

ラーに対する対策であり，第二は医療機器や装置の安

全管理である．透析医療で生じるインシデントを防止

する対策の3本柱は，第一に事故のリスクが高いとい

う認識を職員全体が共有すること，第二に透析医療事

故の情報を収集すること，第三にこの情報に基づいた

対策を自ら立案することである．

はじめに

血液透析療法では治療の特性からも，ヒューマンフ

ァクター工学1）的にみた職場環境からも事故が生じや

すい特有の背景が存在する．前者では，

① 体外血液循環治療である

② 多人数の治療が同時に並行して行われる

③ 類似した複数の治療が同時に並行して行われる

④ 複数の職種，多数のスタッフが関わる

⑤ 認知症や意識障害の合併患者，循環動態が不安

定な患者が混在する

などの要因があげられる．後者では，今日の透析医療

の職場環境そのものが要因と考えられる．すなわち，

各種自動制御装置や安全装置の庇護の下に多人数の治

療を同時に行っているが，医療経済の緊縮化に伴い，

透析医療の現場には必ずしも十分な人数のスタッフ

（特に熟練者）が配置されているとはいえない環境で

ある．技術がきわめて成熟し大量生産が行われる一方

で，コストダウン対策やリストラ策が図られている職

場では，単純なヒューマンエラーにより大きな事故が

起きやすいとされ2），これは正に今日の透析医療の現

場に当てはまる状況である．

透析医療における安全管理のもっとも基本的なこと

は，このように透析医療の現場が事故のリスクが高い

状況にあることを認識し，職場全体でこの危機意識を

共有することにある．安全対策の立案のためには，透

析医療事故の情報を収集し，事故要因の分析が重要で

ある．加えて，透析医療に関連する医療機器の安全管

理システムの構築も欠かせぬ対策である．

1 透析医療事故の現況報告からみたリスク

平成 12年，14～17年の透析医療事故の調査結果

で3～7），透析医療事故の多くはヒューマンエラーに起

因するものであるが，透析用医療機器および周辺の機

器の故障や誤作動に起因するものも少なからずあるこ

とが判明している．ただし，医療機器や周辺機器に関

する事故でも，誤操作というヒューマンエラーが故障

や誤作動よりも頻度が高い．従来，透析医療事故にお

いてヒューマンエラー対策に力点が置かれてきたが，

機器側の対策も昨年の医療法改正に伴い行政指導がな

され，医療施設側の迅速な対応が求められている（後

述）．
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平成14年の調査4）（図1）では，レベル3以上（簡

単な処置で済まず何らかの治療を要した，あるいは同

時多発した）の重篤な事故は 553件（100万透析に

40.4件），死亡事故は全部で18件と，平成12年の調

査3）（100万透析に31件，死亡事故5件）より増加し

ていた．この頻度は透析患者が160名いる施設では1

年に1回の割で重篤な事故が起きる危険性に相当し，

きわめて注意を要する事態といえる．今までに重篤な

事故経験がない施設では，ともすると事故に対する危

機意識が希薄な可能性があるため，このような事故リ

スクを十分認識する必要がある．

平成14年の調査では，平成12年の調査より空気誤

入と血液回路の接続離断事故は減少していたが，抜針

事故は増加し，血液透析濾過法（HDF）の補充液調

剤ミスによる死亡という新たな事故が報告された．減

少しない抜針事故の対策のため，平成15年，17年に

ブラッドアクセス関連の事故調査を行い，対策を提起

した5,7）．平成16年には多数の透析装置を制御するコ

ンピュータシステムの実用化に伴い，透析周辺医療機

器に関する事故調査を行った．このようなシステムの

普及度は低いが，キーボード操作のミスによる誤入力

による事故という新たな事故の実態や，体重測定にお

ける単純なミスが事故に繋がることが判明した6）．

これらの透析医療事故の実態調査の結果をまとめる

と，事故のほとんどは6項目の分類に属することがわ

かる（表1）8）．

2 透析医療事故の情報収集

透析医療では，主にヒューマンエラーにより軽微な

事故（インシデント）が時々起きているが，幸い大多
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図1 透析医療事故に関する全国調査（平成14年度）

（文献4より引用改変）

表1 透析医療事故のABC

事故の種別 原因・具体例 対 策

A:aircontamination

空気誤入

エア返血，エア針付輸液，返血後の回

路経由輸液

標準的操作遵守，監視二重チェック

B:bloodloss

失血

血液回路離脱，偶発的穿刺針抜針 ルアロック機構，穿刺針や血液回路の

固定強化，監視強化

C:consciousnessdisturbance

認知症や意識障害関連事故

穿刺針の自己抜去，ベッドからの転落 監視強化，身体の可動制限，シャント

肢や対側手のカバー

D:dialysate

透析液や補充液の組成異常

（電解質濃度や汚染物質）

透析液電解質異常，補充液の組成異常，

透析液汚染

透析液の二重チェック（伝導度と浸透

圧など），補充液バッグの隔壁開通二

重チェック，透析液清浄化

E:engineering

制御・監視の電子工学異常

制御・監視装置の故障，データ誤入力 定期点検，始業点検，入力データの二

重チェック

F:fluidremoval

除水異常

不適切な除水量や除水速度（誤体重，

誤計算）

体重値・除水量など入力データの二重

チェック，体重計や除水量コントロー

ラの点検

（文献8より引用）



数は重大事故に至らない．臨床現場のヒューマンエラ

ーは，すなわち，不適切な医療行為となる．重大事故

に至る場合の多くは，複数の不適切行為が重なった場

合に起きる．多くのインシデントでは，重大事故に至

る前にエラーに気付いて適切な処置がとられるため，

重大事故に至らない場合がほとんどであり，これは事

故防止のための「二重チェック」（後述）の有用性を

如実に示している．

しかし，逆に運悪くエラーに気づかない場合には重

大事故が生じる危険性がある．このため，インシデン

ト報告の収集は事故防止に有用である．特に報告頻度

の高いインシデントは将来の重大事故の警鐘である可

能性が高いので，そのインシデントの要因を分析する

ことは事故防止策の立案に役立つ（後述）．

一方，報告頻度は少なくても重大事故の一歩手前の

インシデントもまれに認める．この場合は対策が急が

れる．インシデント報告は施設独特の傾向が掴める利

点があるが，個々の施設では重篤な透析医療事故の発

生頻度はそれほど多くないため（前述），自施設のイ

ンシデント報告だけに頼っていては，事故防止におい

て後手をひく結果となる．そこで文献3～7のような

透析医療事故の調査報告を収集することにより重大事

故の実態を知り，自施設の状況に合わせた対策を立て

ることも必要である．

3 安全対策

安全対策にはヒューマンエラー対策に加え，医療機

器の安全管理システムの構築が重要である．

1） ヒュ－マンエラー対策

安全対策の立案には，先に述べたように透析医療事

故に関する情報収集が不可欠であるが，施設内のイン

シデントの集計・分析だけでは不十分であり，他施設

における事故情報の収集が不可欠といえる．これらを

元に安全マニュアルを作成し，スタッフの教育・指導

を行っていく訳であるが，安全対策の背景にある事故

の発生要因を併せて理解させることが肝要である．す

なわち，事故につながる危険操作が理解できて初めて

安全操作の意味が明確になる．

施設独自の安全マニュアル作成のたたき台として役

立つのが，日本透析医会と日本透析医学会が中心とな

って作成した，「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」9）である．これ

は，数年次にわたる透析医療事故の全国調査の結果を

元に作成したマニュアルであり，透析施設に共通して

多い事故の情報を元に策定した安全マニュアルといえ

る．透析医療施設は施設の規模や構造，設備，医療ス

タッフ，患者構成などにそれぞれ独自の背景を有し，

これらが起きやすいインシデントに反映すると考えら

れる．このため，これらのマニュアルをそのまま用い

るよりは，自施設の状況に合わせて改定することがよ

り有効な活用法となる．

インシデントによる患者への影響度分類の一例を示

す（表 2）．著者が昨年末まで医療安全委員長を務め

ていた社会保険中央病院では，この分類でレベル0か

ら3aを影響度の少ないインシデント，レベル3bか

ら5を影響度が大きいアクシデントとして扱い，後者

に対しては迅速な対応を行っていた．レベル0から
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表2 不適切医療行為による患者への影響度分類

（社会保険中央総合病院医療安全委員会2007年度版）

レベル
医療行為に関連した傷害

程度・継続性 内 容

0 なし エラーや不具合はあったが，実施されなかった

1 なし 実害なし

2 軽度・一過性 処置や治療はなし．経過観察や検査を要した

3a 中等度・一過性 簡単な処置や治療（消毒や皮膚縫合，鎮痛薬など）

3b
高度・一過性 濃厚な治療を要した（血圧や脈拍の高度変化，骨折，

人工呼吸，手術，入院など）

4a 軽度～中等度 永続的 永続的な傷害や後遺症，機能障害や美容障害なし

4b 中等度～高度 永続的 永続的な傷害や後遺症，機能障害や美容障害残る

5 死亡 死亡



3aでも報告頻度の高いインシデントは将来の重大事

故の警鐘である可能性が高いと考えられる．

インシデントの原因を分析し，対策を立案するため

の分析法には，Medicalsafer法，RCA（rootcause

analysis）法，VT（variationtree）法などいくつか

の手法があるが，各々の特徴と施設の状況に合わせて

利用するとよい．その詳細は文献1などを参照された

い．

不適切な医療行為にはルール違反（安全な操作を行

わない），ミステイク（判断の誤り），スリップ（うっ

かりミス）の3種類がある（表 3）10）が，生じたイン

シデントにどのような不適切行為が関係しているのか

だけを分析しても，安全対策の参考になる．ルール違

反が原因の場合には，原因となった危険な操作を行わ

ないような安全マニュアルを作成し，安全な操作の徹

底を図ることにより，事故を防止することが可能であ

る．エア返血による空気誤入事故はこの典型である．

ミステイクも判断の誤りであるため，教育と修練によ

り事故の危険性を減少させることが可能と考えられる．

一番避けがたいのはスリップ（うっかりミス）である．

誰しも犯す可能性のあるヒューマンエラーであるため，

エラーが大きな事故に直結しないような安全システム

を構築することが必要である．穿刺，透析開始，除水

設定，薬物投与，返血などの危険性が高い操作は必ず

二重チェックとして，行為者以外のスタッフが確認す

るようにする方法が実際的で有効な方法と考えられる．

安全対策には二重チェックのほか，フールプルーフ

（初心者が行っても間違いにくくする工夫）とフェイ

ルセーフ（万一間違っても事故に直結しないような工

夫）の手法がある．この3種が安全対策の基本的考え

方であり，中でも二重チェックは，誰かが犯してしま

ったヒューマンエラーが大きな事故とならないように

する最後の砦として働く．ダイアライザーと血液回路

の接続部位や，消毒液の接続口を色分けしてあるのは，

フールプルーフの1例であり，気泡検知器と回路遮断

器の組み合わせはフェイルセーフの1例である．生理

食塩液置換返血法は，血液回路内にそもそも空気を入

れない操作であるので，フールプルーフともいえるし，

フェイルセーフともいえる．

2） 医療機器安全管理

医療機器の安全管理は，2006年6月に公布された

改正医療法における関連通知「医療機器に係わる安全

管理のための体制確保に係わる運用上の留意点につい

て」（医政指発第033001号・医政研発第0330018号）

により，安全管理の方向性が具体的に示された11）．こ

れにより，医療機器の安全管理は医療監視の審査項目

となり，医療機関の必須条件となった．医療機器の実

際の管理方法までは提示されていないため，「医療機

器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切

な実施に関する指針」12），「透析医療機関における医薬

品・医療機器安全管理への対応マニュアル」13）や，文

献14，15などを参照し，各透析施設の状況に合わせ

た安全管理を行っていくことが必要である．

施設は安全管理の責任者である医療機器安全管理責

任者（無床診療所では院長が兼務可能であるが，医療

機器に精通した臨床工学技士のほうが望ましい）を置

く必要がある．血液透析用水処理装置は医療機器では

ないが，透析液供給装置あるいは個人用透析装置にお

いて清浄な透析液を作製するためには必須の装置であ

るため，透析液管理責任者も合わせて配置することが

望ましい．
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表3 ヒューマンエラーの種類

ヒューマンエラーの種類 要 因 対 策

ルール違反（violation） 安全操作（マニュア

ル手順）を守らない

マニュアル遵守教育

エラー

（error）

ミステイク

（mistake）

意識的行為

判断・目標の誤り

教育

行為の理解

フェイルセーフ

スリップ

（slip）

無意識的行為

手技の失敗

体系的対策困難

指導と修練

フールプルーフ

フェイルセーフ

（文献10より引用）



この安全管理における定期点検，故障点検，修理，

始業点検，使用中点検，終業点検によって，装置の安

全性を常に確保することは，血液透析に使用する装置

に起因する事故を削減するために不可欠な作業といえ

る．

まとめ

透析医療における安全管理はヒューマンエラー対策

に加え，医療機器の安全管理が重要である．ヒューマ

ンエラー対策の3本柱は，事故リスク意識の共有，事

故情報の収集，および情報に基づく独自の安全対策の

主体的構築と考えられる．
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要 旨

現在の医学や医療において，アイソトープ（RI）

の利用は欠かすことができない．透析医療においても

同様で，主に，画像診断目的で利用されている．副甲

状腺腫の診断には，Tc-99m MIBIによる副甲状腺シ

ンチグラフィが頻繁に行われており，副甲状腺腫の部

位診断，異所性腺腫の診断に有用である．近年，ブド

ウ糖のF-18標識体のF-18FDGによる腫瘍の診断が

PET/CT装置の普及とともに広がりを見せている．

一方，RIを用いる治療は，I-131による甲状腺癌の治

療，標識抗体による悪性リンパ腫の放射免疫治療，I-

131MIBGによる悪性神経内分泌腫瘍などが行われ

ている．腎機能低下のある場合は，一般的には禁忌と

なることが多いが，欧米では，甲状腺癌やバセドウ病

の治療で行われた報告もあり，個別の症例で慎重に治

療の適否の検討を行う必要がある．

はじめに

現代の医学研究や医療において，RIは欠かすこと

ができない．慢性腎不全により透析療法を受けている

症例に対しても，数々の合併症の診断目的に画像診断

としてRI診断が行われる．

医療に使われるRIは，診断用には生体内での透過

性の高いγ線（PET検査では消滅光子）を放出する

核種が使われ（表1），治療には，細胞殺傷能力の高

いβ線やα線を放出する核種が使われる（表2）．本稿

では，RI診断としては，透析症例に関係の深い副甲
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表1 主な診断用RI

核 種 主な薬剤 半減期 主なエネル
ギー（keV） 適 応

Ga-67ガリウム クエン酸ガリウム 3.3日 93 腫瘍，炎症

Tc-99m テクネシ

ウム

MIBI，TF，ECD，

MAG3，MAA
6.0時間 141

心筋血流，脳血流，腎血流動

態，肺血流など

In-111インジウム 塩化インジウム 2.8日 171 骨髄シンチグラフィ

I-123ヨード
IMP，MIBG，

BMIPP
13.3時間 159

脳血流，心筋交感神経機能

心筋脂肪酸代謝

I-131ヨード
MIBG，アドステ

ロール
8.0日 364

副腎シンチグラフィ

Tl-201タリウム 塩化タリウム 3.0日 167 心筋血流

F-18 FDG 110分 511 腫瘍，脳，心筋



状腺シンチグラフィ，癌の診断にて行われる FDG-

PETについて述べる．さらに，RI治療としては，I-

131による甲状腺癌の治療，最近注目されている標識

抗体による放射免疫治療，I-131MIBGによる悪性神

経内分泌腫瘍の治療に関して概説する．

1 副甲状腺シンチグラフィによる副甲状腺機能

亢進症の診断

長期透析症例にて，腎臓でのリンの排泄低下，ビタ

ミンD3の活性化不全が起こり，さらに，活性化ビタ

ミンD3低下による，腸管からのカルシウム吸収低下

に伴い，合併症として続発性副甲状腺機能亢進症が見

られる．食事療法やリン吸着剤の内服，活性型ビタミ

ンD3の内服または静脈内投与などでの保存的治療が

行われるが，ある程度病気が進行してしまった場合に，

CT・MRIに加え，Tc-99m MIBIによるシンチグラ

フィで腫大した副甲状腺腫の診断を行い，治療として

経皮的エタノール注入療法，ビタミンD3注入療法，

手術療法などが行われる．

副甲状腺シンチグラフィには，Tl-201と Tc-99m

のサブトラクション法での診断，99mTc-MIBIによ

るdualphase法による診断が行われる1）．前者は，2

核腫を使う煩雑さや副甲状腺描出感度が低いこともあ

り，MIBIシンチグラフィが頻用されている．副甲状

腺腫は血流が多く，細胞ミトコンドリア膜の機能が亢

進しているため，取り込まれたRIが正常甲状腺より

も副甲状腺に長く残存する性質を利用してイメージン

グ可能である．時間を追って撮像すると，正常甲状腺

の集積は減少し，腫瘍への集積は残存するためより明

瞭となる．RI投与後30分に早期像の撮像を行い4時

間後に遅延像の撮像を行う．異所性副甲状腺腫の多い

縦隔を必ず含めて撮像が行われる．

副甲状腺シンチグラフィの続発性副甲状腺機能亢進

症症例における診断能については，LomonteCらが

報告している2）．彼らは35例の手術例でMIBIシンチ

グラフィの有用性に関して検討を行っている．約70

％の症例でMIBI集積陽性であったが，摘出された

合計121腺に対して，MIBIの陽性率は34.7％とやや

低めである．上極の病変よりも下極の病変のほうの診

断能が高く，結節性過形成のほうがびまん性過形成よ

りも診断感度が高いことなどを報告している．これら
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表2 癌治療に用いられる主な放射性同位元素（RI）の物理学的特性

放射性同位元素 崩壊形式 物理学的
半減期

放射線のエネルギー
（MeV）

α線
β線
最大エネ
ルギー

β線放出

核種

I-131 ヨウ素 β－ 8.1日 0.61

Y-90 イットリウム β－ 2.7日 2.27

Re-186 レニウム β－，EC 3.8日 1.07

Lu-177 ルテチウム β－ 6.8日 0.5

Cu-67 銅 β－ 2.4日 0.58

Pb-212 鉛 β－ 10.6時間 0.59

α線放出

核種

At-211 アスタチン α，EC 7.2時間 5.58

Bi-212 ビスマス α 1.0時間 6.05

図1 症例1

52歳，男性．慢性腎不全にて透析中．続発性副甲状腺機能

亢進症にて，Tc-99m MIBI副甲状腺シンチグラフィを施行．

（a）早期像では，右甲状腺の下極に連続するように異常集積を

認める．（b）遅延像でも同部に集積貯留像が見られる．SPECT

像では，（c）横断像で甲状腺背側に位置し，（d）冠状断像で甲

状腺下極と離れて集積が見られることが確認できる．

（a） 早期前面像 （b） 遅延前面像

（c） SPECT横断像 （d） SPECT冠状断像



のことをふまえ診断がなされる必要がある．

図1は，実際の続発性副甲状腺機能亢進症の症例で

ある．早期像（図1（a））で右甲状腺の下極に異常集

積を認め，遅延像（図1（b））でも，同部に集積貯留

像が見られる．SPECT像で右甲状腺下極と離れて集

積が見られることが確認できる．このように，プラナ

ー像だけでは確認困難な位置関係を，SPECT像では

より確実に理解することが可能である．

2 FDG-PETによる診断

FDGとは，fluoro（F-18で標識された）deoxy

（酸素原子のとれた）glucose（ブドウ糖）の略で，C-

2の位置の―OH基がF-18に置き代わった形で，ブ

ドウ糖ときわめて類似の構造をしている． F-18の半

減期は約110分と短く，迅速に検査を進める必要があ

るが，他のPET核種と比べ比較的半減期が長く，デ

リバリーされたFDG製剤で検査が可能である．集積

機序を図 2に示す．FDGは，ブドウ糖と同じグルコ

ーストランスポーターによって細胞膜を通過し，ブド

ウ糖の代わりに細胞内のヘキソキナーゼによりFDG-

6-phosphateに変えられる．その後，TCA回路やグ

リコーゲン合成などにも進めないとともに，ヘキソキ

ナーゼと逆の反応を司る脱リン酸化酵素の働きがきわ

めて弱い脳，心筋，癌組織では，FDGにも戻れない

ため，FDG-6-phosphateはいわゆる代謝トラッピン

グといわれる状態で細胞内にとどまる．

実際の臨床では，FDG製剤（FDGスキャン�）が

保険適用となりデリバリーにて入手可能であり，PET

カメラを保有している施設であれば，FDG-PET検査

は可能である．PET専用機にとってかわりPET/CT

撮像機の導入も進み，FDG-PET検査は，癌の診断を

中心に，脳疾患，心臓疾患の診断などに日常的に使わ

れるようになってきている．慢性腎不全症例でも，癌

の合併が疑われた際に，FDG-PET検査が役立つ．透

析症例では，糖尿病などの合併が多く，高血糖の場合，

腫瘍と正常組織の描出コントラストが悪くなるため，

十分血糖値のコントロールを行ってからPET検査を

行うことが必要である．

FDG-PET検査の適応として，悪性腫瘍診断では，

肺癌，乳癌，大腸癌，頭頸部癌，脳腫瘍，膵癌，悪性

リンパ腫，悪性黒色腫，原発不明癌などが適応となる．

虚血性心疾患では，左室機能が低下している虚血性心

疾患による心不全患者で，心筋組織のバイアビリティ

診断が必要とされ，かつ，通常の心筋血流シンチグラ

フィで判定困難な場合に適応となる．脳の診断では，

難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる場合の
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図2 FDGの癌細胞への集積機序

図3 症例2

卵巣癌Ia期にて，単純子宮全摘術，両側付属器摘出，大網，

虫垂切除後．経過観察中にCA125が上昇してきたが，術後の

X線 CT検査などでは再発診断ができなかったため，FDG-

PETを施行．（a）FDG-PETMIP像では，腹部大動脈分枝レ

ベルに明瞭なFDGの異常集積（矢印）が見られ，再発診断は

容易である．同じ部位の（b）CT横断像，（c）CT冠状断像で

は1cm前後の腸間膜内結節が見られるが，CTのみでは，再

発の特異的診断に至るのは困難である．

（a） FDG-PET体幹MIP像

（b） CT横断像 （c） CT冠状断像



脳グルコース代謝異常領域の診断において適応となる．

図3は卵巣癌の再発症例である．治療後に腫瘍マー

カー上昇が見られていたが，従来の画像診断では再発

診断が困難であった症例である．CT検査では後腹膜

リンパ節内での再発が指摘困難であるが，FDG-PET

では，明瞭に再発部が指摘可能である．

3 RI治療について

現在日本で行われているRI治療は，主にI-131と

Y-90が用いられる．両者にはそれぞれ表3に示され

ているごとく特徴があり，用途に応じて使い分けられ

る．I-131は物理学的半減期が約8日で，γ線および

β線を放出する．このβ線の最大エネルギーは0.61

MeVで最大飛程2mmであり，I-131が取り込まれた

細胞の周囲の細胞に対しても障害効果を有する．古く

から転移性甲状腺癌の検出やその治療に使われている．

I-131はγ線を放出するためRI病棟に入院が必要で

あり，この点が普及に対して障壁となっている．一方，

Y-90はγ線を放出せず高エネルギーのβ線のみを放

出するため，イメージングはできないものの治療には

最適である．I-131は，甲状腺癌の再発や転移の治療

としてRI病棟入院にて行われる．組織型としては，

乳頭癌や濾胞癌が適応である．治療手順としては，甲

状腺全摘術を行った後に1回目の，残存甲状腺組織の

破壊を目的にablation治療を行った後，2回目以降

の投与が行われる．I-131治療により，非治療群と比

べ再発率や死亡率の改善が得られる．

一方，従来より，褐色細胞腫などneuralcrest由来

の腫瘍の診断目的に使われていた診断薬であるI-131

MIBGを大量投与することにより治療が行われるよ

うになっている．MIBG治療は，本邦では，3施設の

RI病棟で行われている．薬剤であるI-131MIBGは

ハンガリーより個人輸入により入手を行い，薬剤費は

患者負担で治療が行われている．群馬大学病院では

2004年より新RI病棟が稼動し，I-131MIBG治療を

行っている3）．治療対象は，悪性褐色細胞腫のほか，

カルチノイド，甲状腺髄様癌，神経内分泌腫瘍などで

ある．

Y-90を用いるアイソトープ治療としては，ゼヴァ

リン（一般名：イブリツモマブチウキセタン）が，

2008年1月に国内で認可され，4月より薬価収載され

ており，現実に治療用として使用が始まった．ゼヴァ

リンは，マウス�ヒトキメラ型抗 CD20抗体に Y-90

を結合させた放射性免疫療法薬である．非標識抗体製

剤であるリツキシマブは，CD20抗原を標的としてB

細胞性リンパ腫細胞に作用を発現する薬剤である．こ

れに対して，ゼヴァリンはCD20を発現している腫瘍

細胞だけでなく，隣接する周囲のCD20を発現しない

腫瘍細胞に対しても内照射効果（crossfireeffect）

が及ぶことが利点であり，リツキシマブ治療で効果の

発現しにくい症例でも抗腫瘍効果が期待される薬剤で

ある．ゼヴァリンの保険適用は，CD20陽性の再発ま

たは難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫，

マントル細胞リンパ腫などがある．

海外での臨床試験としては，2007年12月に開催さ

れた第49回米国血液学会（ASH）総会にて，ゼヴァ

リンの多国籍間無作為化比較試験であるFIT（first-

lineindolenttrial）の結果がある．初回の寛解導入

療法に対して完全寛解であった進行期の濾胞性リンパ

腫症例を，無治療群とゼヴァリン投与群とに分けて，

初回治療のゼヴァリンの地固め療法の効果を検討した

ところ，無進行生存期間の平均値は無治療群29.9カ

月に対して，ゼヴァリン投与群54.6カ月と良好な結

果が得られている．

一般に，透析症例に対しては腎機能障害のある場合

禁忌となることが多いため，現在はRI治療が行われ

ることは少ないが，甲状腺機能亢進症の治療や甲状腺

癌の治療として，I-131治療は副作用の少ない治療と

して，透析症例においても有効である．実際の施行に

あたっては，透析施設での十分な放射線防護対策が必

要である．海外の報告では，透析回路に対するRI汚

染対策，スタッフへ被爆の影響などに関して評価が行

われているが，いずれもきちんとした対策が行われれ

ば問題はなく，今後，透析症例においてもアイソトー

プ治療が行われることも増えてくると考えられる4,5）．

今後の展開としては，CD20以外をターゲットとし
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表3 治療に用いられるヨウ素（I-131）と

イットリウム（Y-90）の特徴

I-131 Y-90

物理学的半減期 8日 2.7日

γ線 あり なし

β線の最大エネルギー 0.61MeV 2.3MeV

組織内の最大飛程 2mm 11mm

画像化 可能 不可能

入院の必要性 入院 外来でも可能



たY-90標識抗体によるがん治療，I-131やY-90以外

の新たなRI（表2）による治療法の開発などがあり，

現在研究開発がさかんに行われている．

おわりに

RIによる診断は，ヨード造影剤の使用できない症

例でも施行可能であり，透析症例でも安全に実施が可

能である．副甲状腺腫の診断や虚血性心疾患の診断，

肺塞栓の診断，癌の診断と幅広い領域での診断に応用

可能である．一方，RIによる治療は，現在は透析症

例では制限が多く，国内での実施には問題点も多く，

きちんとした放射線防護対策，安全性に関しての周知

などが行われる必要がある．
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要 旨

2005年，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から発表された．このガイドラ

インは透析患者の骨合併症をミネラル代謝異常として

とらえ，透析患者の生命予後を改善する目的で，

CKD-MBDという概念の下にまとめられたものであ

る．本稿では，CKD-MBDがRODにとって代わっ

た理由，CKD-MBDは何を意味するのか，わが国の

ガイドラインと世界のガイドラインとの違い，新しい

ガイドラインを使用してどのような治療対策をとるの

かについて概説した．また，最近ではビタミンD 治

療が透析患者の生命予後改善に寄与することが報告さ

れているし，cinacalcetという新しい治療薬も登場し

た．ガイドライン制定時にはあまり注目されていなか

ったこれらの点についても概説し，CKD-MBDに対

する管理のポイントについて考察した．

はじめに

骨ミネラル代謝異常は，慢性腎臓病（chronickid-

neydisease;CKD）患者において比較的早期から見

られる合併症である1）．従来，この合併症は腎性骨異

栄養症（renalosteodystrophy;ROD）と総称され，

骨生検で得られた組織所見を中心にして高回転型

（highturnover）と低回転型（low turnover）に大

別し，その中間に混合型（mixedtype）という両者

の病態を併せ持つ群と，これらの変化が軽度な軽度変

化型という4群に分類してきた2）（表 1）．しかし，

RODという病態の中には，そのほかにも透析性骨減

少症とも呼ばれる骨粗鬆症（dialysisosteopenia）や

異所性石灰化（ectopiccalcification），アミロイド骨

関節症なども存在しており，CKD患者に伴う骨ミネ

ラル代謝異常を十分に表現できているとはいえないと

いう欠点がある．さらに，近年では，ビタミンDや

P吸着薬として使用される炭酸Caによる高Ca血症

や，高P血症に伴って発生する血管石灰化という状態
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CKD-MBDという新しい概念の紹介
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春日井市民病院内科

keywords：骨代謝異常，ミネラル代謝異常，CKD，二次性副甲状腺機能亢進症

IntroductionofCKD-MBDasanewconceptofmetabolicbonediseaseinCKDpatients

InternalMedicine,KasugaiMunicipalHospital

YuzoWatanabe

表1 RODの病型と一般的特徴

骨回転 組織所見 PTH値 Alの蓄積

1.高回転型骨症

2.低回転型骨症

3.混合型骨症

4.軽度変化型

線維性骨炎（OF）

骨軟化症（OM）

無形成骨症（ABD）

（OFとOMの組織像を併せ持つ）

著増

正常ないし軽度増加

正常以下ないし軽度増加

軽度増加ないし増加

軽度増加

＋＋

OF：osteitisfibrosa,OM：osteomalacia,ABD：adynamicbonedisease
PTH値は正常範囲（10～65pg/ml）からの変化，Al：alminum



とミネラル代謝異常との関連が注目されるようになっ

てきた3～5）．また血管石灰化は透析患者の予後にも影

響をおよぼす危険性が示唆され， 無形成骨

（adynamicbone）患者では骨に行くべきCaやPが

血管に移動するのではないかとの推測から，骨�血管

相関という概念も登場した6）．

このような状況を背景にして，2005年にマドリー

ドで開催された第2回KDIGO（KidneyDiseaseIm-

provingGlobalOutcome）会議の作業部会の一つで

あるGBMI（GlobalBoneandMineralInitiative）

において，CKD患者に合併するCa，P，PTH，ビタ

ミンD代謝異常，骨回転，石灰化，骨量，骨強度の

異常，血管・軟部組織の異所性石灰化というものを包

括する概念としてCKD-MBD（chronickidneydis-

ease-mineralandbonedisorder）という用語が提

唱された5,7）．丁度この頃はわが国でも，アメリカの

K/DOQIガイドライン（KidneyDiseaseOutcome

QualityInitiative）8）に対応するわが国発の二次性副

甲状腺機能亢進症治療ガイドライン作成が日本透析医

学会で計画されていた頃であり，わが国のガイドライ

ンはCKD-MBDを強く意識したものとなった．

本稿では，このような血管石灰化も含めた分類であ

るCKD-MBDという新しい病態について概説しなが

ら，今後の問題について私見を交えて解説したい．

1 従来のROD分類の問題点

RODという概念で透析患者の骨病変を分類し，治

療法を考えていく時に様々の問題点が存在する．その

理由を以下に述べる．

① 1回の骨生検のみによって行われる分類が，病

態を把握することに対し適切な指標となりうるか

どうかは大きな問題である．骨生検は患者への侵

襲も大きく，繰り替えして実施することは困難で

ある．また，1回の骨生検で治療効果，予後まで

の判定はできない（これは腎生検が有する問題と

同様である）．

② ROD分類は純粋に骨組織の評価であり，血管

石灰化などは評価できない．これは，とりもなお

さず骨ミネラル代謝異常すべてを包含していない

ということになる．

③ 近年，PTHの高値，血清Ca濃度の高値が透

析患者の死亡の危険度に影響するといわれている．

一方，血清P濃度は高くても低くても生命予後

に影響することが知られている9）．PやCaがど

のような機序でCKD患者の心血管病変に関与す

るのか，本当に生命予後決定因子であるかどうか，

まだ結論はついていないが，このような現況では，

単に組織病変のみで評価するのではなく，血液生

化学検査なども勘案した総合的な評価が必要であ

る．

以上の観点からCKD-MBDという概念が発生した

のである．

2 CKD-MBD分類の基本的特徴

CKDに伴う骨ミネラル代謝異常を臨床的，生化学

的，レントゲン変化，画像診断，骨生検などを含めて

より広範な臨床的概念としてCKD-MBDを分類する

という観点から，CKD-MBDは CKDに伴う骨ミネ

ラル代謝異常を示す全身性疾患で，以下の内一つ以上

を含むものと定義された．

① 生化学的異常（laboratoryabnormalities;L）：

Ca，P，PTH，ビタミンD代謝の異常

② 骨病変（bonedisease;B）：骨回転，石灰化，

骨量，骨強度の異常

③ 石灰化（calcification;C）：血管またはほかの

軟部組織の石灰化

上記の所見により，L群，LB群，LC群，LBC群

という4群に分類された（表 2）．今後の課題として
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表2 CKD-MBDの分類

形式 検査値異常（L） 骨病変（B） 軟部組織石灰化（C）

L

LB

LC

LBC

＋

＋

＋

＋

－

＋

－

＋

－

－

＋

＋

L：検査値異常が主体（Ca，P，PTH，ALPやビタミンDなど）
B：骨代謝異常（骨回転，石灰化，骨体積，骨の成長，骨の強度など）
C：血管石灰化などの異所性石灰化



は，石灰化などの画像診断結果も包含した新しい分類

が，本当に生命予後判定の有用な指標となりうるかど

うか検証していく必要がある．

3 各国のCKD-MBDガイドラインの比較

1） Stage5（GFR＜15ml/min，透析療法含む）

わが国では，2005年，日本透析医学会から二次性

副甲状腺機能亢進症治療ガイドラインが発表された10）．

このガイドラインは「患者の生命予後を良好に保つこ

とを基本目標とし，血清P値，Ca値が管理されてい

るという前提で，PTH 値を管理していく」という方

針に基づいて作成された．

世界のガイドラインとの比較を行うために表3に諸

国のガイドラインを示した．また，これらのガイドラ

インのいくつかについて，文末にURLを掲載した．

欧州では血清P値を厳しく制限している．

わが国のガイドラインでは，透析医学会の統計調査

により4～6mg/dl程度が最も死亡危険率が低かった

という事実に基づき，3.5～6.0mg/dlという値を採用

した．Ca値については，欧州やCARI（Caringfor

AustralianswithRenalImpairment）が若干高め

に設定されている．わが国では，ガイドライン作成に

あたり，あまり実態とかけ離れた目標を設定しても臨

床現場に混乱を招くという観点から，Caに関しても

8.4～10.0mg/dlとされた．なお，Ca負荷が生命予後

に悪影響を与える危険性を考慮し，炭酸Caの投与量

は3g/dayまでに制限された．PTH値に関しては，

最も議論が分かれたところであるが，K/DOQIの値

よりも低めに設定された．PTH値と生命予後の観点

では，PTH値が高いほど心血管死が多いことが，わ

が国の統計調査でも示されているので，今後目標値が

変更される可能性もある．

2） Stage4（GFR 15～29ml/min）

わが国では保存期のガイドラインについては未だ設

定されていない．欧米のガイドラインを表4に示す．

この時期において欧州では血清Ca値を若干高めに設

定している．米国は低めを推奨しており意見の分かれ

るところである．また，この時期での血清25（OH）D3

濃度の測定と，不足時には補充することを推奨してい

る．CKD患者における25（OH）D3低下については最

近注目されているが11～13），蛋白制限による食品構成

の問題や低栄養状態の関与も考えられ，今後の検討が

重要である．

3） Stage3（GFR 30～59ml/min）

欧州では，この時期から若干高めのCaとPTH値

を設定している．現実問題としては，この時期におい

ては腎臓にまだ代償能力があるので，CaやPに関し

て異常値が観察されることは稀である．しかしながら，

この時期において血清 1,25（OH）2D3濃度の低下や

PTH値の軽度上昇はすでに始まっている1）．このよ
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表3 世界のガイドライン/CKD-MBD（stage5）

出典 年 Ca（mg/dl） P（mg/dl） Ca×P積 PTH（ng/ml）

CARI

Europe

EBPG

K/DOQI

UK

JSDT

2000

2001

2002

2003

2002

2006

8.8～10.4

8.8～11.0

なし

＜10.2

可能なら8.4～9.5

8.8～10.4

8.4～10.0

＜6.8

2.5～4.6

2.5～5.5

3.5～5.5

なし

3.5～6.0

＜71.9

なし

＜55

＜55

なし

なし

上限の2～3倍

85～170

なし

150～300

上限の4倍以下

60～180

stage5：GFR＜15ml/minor透析
EBPG：EuropeanBestPracticeGuideline，UK：UK-guideline，JSDT：日本透析医学会

表4 世界のガイドライン/CKD＝MBD（stage3&4）

stage 出典 年 Ca（mg/dl） P（mg/dl） Ca×P積 PTH（pg/ml）

CKD-stage3

（GFR30～59ml/min）

Europe

K/DOQI

2001

2003

8.8～11.0

8.4～9.5

2.5～4.6

2.7～4.6

なし

なし

85～170

35～70

CKD-stage4

（GFR15～29ml/min）

Europe

K/DOQI

2001

2003

8.8～11.0

8.4～9.5

2.5～4.6

2.7～4.6

なし

＜55

85～170

70～110



うな事実を背景として，Bricker14）が当初提唱した

trade-off仮説はビタミンD主犯説に変貌しつつある

のだが，今後この時期のCKD患者に対して積極的に

治療介入していくかどうかは今後の重要な課題である

（図1）．

4 わが国のガイドラインの特徴と問題点

前述したように，わが国のガイドラインは血清P

とCa管理が主眼であって，PTH値や骨代謝の管理

を一義的に考えたものではない．また，CKDのStage

3～4の保存期患者への対応も検討されていない．し

かし，臨床の現場では，内科的治療に抵抗性の二次性

副甲状腺機能亢進症への対応こそが喫緊の課題なので

ある．ガイドラインでは，内科的治療抵抗例について

は，積極的な副甲状腺摘除術やPEIT治療を推奨して

いるが，これとて，わが国の何処の地域でもできるわ

けではない．さらに，二次性副甲状腺機能亢進症に罹

患しやすい患者は長期透析患者であり，これらの患者

は高齢者であり，関節アミロイドーシスをも合併して

いることが多く，全身麻酔が困難な場合もある．目標

PTH値については，低PTH＝無形成骨という概念が

払拭されていないために，積極的な治療に関する記載

ができなかったと推測されるが，今後のデータの集積

を待ちたいところである．

もう一つの問題点は，P/Ca値を指標とした治療管

理図が示されたことへの誤解である．この図の中央に

は，血清P値もCa値も目標にあてはまっている，所

謂ストライクゾーンともスウィートスポットとも呼ば

れる領域がある．現在の臨床現場では，この図が一人

歩きをして，「このゾーンに入っていれば安全？」と

考えられてしまう不思議な現象が起こっている．また，

ビタミンDなどの治療は考慮されず，炭酸CaとP

吸着薬のみでもこのゾーン内で管理されていれば良い

という風潮もある．しかし，これは大きな誤解である．

活性型ビタミンDなど本来不足しているものを補充

することが内科治療の基本であって，ビタミンD治

療などに伴ってPやCa値に異常値が出現した時の対

応を示した図であることが忘れられているような印象

がある．低 PTH値は悪であるという概念から，低

Ca濃度透析液を積極的に使用し，二次性副甲状腺機

能亢進症の悪化を促進した轍は踏まないようにすべき

であるというのが筆者の持論である．

最後の問題点は，このガイドライン作成時には，

cinacalcet（レグパラ�）がまだ市販されていなかっ

たということである．本薬剤は従来のビタミンD製

剤などと異なり，血清 P，Ca値を低下させながら

PTH値を抑制することができる画期的な薬剤である．

本剤による治療効果は内科的副甲状腺摘除術（medi-

calparathyroidectomy）ともいえるほど劇的であり，

投与を中止することによってPTH分泌は回復するの
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図1 ビタミンD主犯説模式図



で，可逆的副甲状腺摘除術（reversibleparathyroid-

ectomy）ともいえる．今後わが国での使用経験が蓄

積された際には，ガイドラインの大幅な手直しが必要

になってくると予想される．

5 ビタミンDなどによる治療の再検討

ガイドライン作成時には，高Ca血症や高P血症が

発生する元凶として考えられていたビタミンD関連

製剤であるが，最近では心血管死などを軽減する可能

性のある薬剤として見直される傾向がある．

わが国からはShojiら15）が，活性型ビタミンD製剤

である1α（OH）D3製剤を服用していた透析患者群の

ほうが心血管死が少ないということを報告した．同様

の研究は表5に示すように多く報告されているが，ほ

とんどがビタミンD治療の有用性を認めている4,16～18）．

生命予後に対する有用性は，ビタミンDが持つ様々

な生理効果に由来すると考えられている19）．また，ビ

タミンD治療によりPTH値が抑制されることも心血

管死の減少に寄与するとも考えられる．

現在考えられているビタミンDの効果について図

2に示す．なお，外国の論文では活性型ビタミン D

よりも血清 Caや Pに影響を与えにくいビタミン D

アナログ製剤の有用性を報告するものが多いことも付

記しておく．

まとめ

わが国の慢性透析療法の現況で報告されたように，

PTH値が高いほど死亡に対する危険度が上昇するし，
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表5 ビタミンD治療の功罪に関する観察研究

研究者名 症例数 比 較 結 果

Shojietal.

Tengetal.

Melamedetal.

Kalanthal-Zadehetal.

Tentorietal.

242

51,037

1,007

58,058

7,731

経口ビタミンD群と非投与群

あらゆるビタミンD群と非投与群

活性型ビタミンDと非投与群

paricalcitol群と非投与群

あらゆるビタミンD群と非投与群

D群で心血管死抑制

D群で全死亡の20％低下

D群で全死亡が低下

時間因子も加えP群で全死亡が低下

D群で全死亡が低下

図2 ビタミンDの薬理効果

（文献19より改変）



2007年末の検討では大腿骨骨折の既往を有する者ほ

ど PTH値が高い傾向と，PTXや PEITの既往を持

つ者が多いことが判明した20）．低栄養，低 P，低

PTHである患者でも骨折が多いが，この患者たちは

malnutrition-inflammation-atherosclerosis（MIA）

症候群の状態にある一群と推測される．このような患

者では蛋白質摂取が少なくPもあまり摂取されない

ので，PTH値は低い傾向がある．このような特殊例

を主体にして治療対策を講ずるのではなく，比較的若

くて長期透析が必要な新規導入患者への対応を主体と

することが重要と筆者は考えている．この目的を果た

すには，貧血に対してエリスロポエチンを補充すると

同様に，透析患者で枯渇している活性型ビタミンD

を補充していくという姿勢を基本としてCKD-MBD

について再検討していく必要がある．

参考URL

a） CARI:http://www.cari.org.au/

b） EBPG:http://www.educational.org/

guidelines.asp

c） UK-guidline:http://www.renal.org/

Standards/standards.htm

d） K/DOQI:http://www.kidney.org/

professionals/kdoqi/index.cfm
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要 旨

透析患者におけるリポ蛋白異常は，TG-richリポ蛋

白増加に特徴がある．透析患者を含む慢性腎臓病

（CKD）患者でも，脂質異常は，動脈壁肥厚，壁硬化，

心血管イベントリスク高値と関連している．スタチン

によるランダム化比較試験では，CKDステージ3程

度までならCVDリスクを低下させるが，現時点では

透析患者でのエビデンスは不十分である．

1 はじめに

透析患者が心血管疾患のハイリスク群であることを

最初に報告したのは，1974年のLindnerらのNEJM

論文であった．脂質異常症が動脈硬化の重要な危険因

子であるとの認識がある反面，コレステロールが高い

ほど死亡率が低いという逆説的な疫学データもあり，

戸惑う臨床家も多い．本稿では，透析患者における脂

質プロフィールの特徴と代謝障害，脂質と動脈硬化と

の関連，脂質と心血管イベントとの関連，コレステロ

ール・パラドックス，スタチンによる介入試験，およ

び腎臓病患者に対する脂質管理のガイドラインについ

て概説する．

2 透析患者におけるリポ蛋白プロフィール

透析患者の特徴は，VLDLやIDLといったTG-rich

リポ蛋白が貯留することであるが1），空腹時高カイロ

ミクロン血症はまれである（図1）．cholesterol-rich

リポ蛋白であるLDLやHDLは低下し，血清総コレ
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図1 非糖尿病血液透析患者におけるリポ蛋白異常

腎不全ではTG-richリポ蛋白の異化障害により，VLDLとIDLの増加が特徴で，LDL

やHDLは低下する．（文献1を改変引用）



ステロールは低下する場合が多い．

カイロミクロンがない場合，血清総コレステロール

はVLDL，IDL，LDL，HDLのもつコレステロール

の合計になる（図2）．通常「悪玉コレステロール」

といえばLDLのコレステロール濃度を指す．しかし，

VLDLやIDLというTG-richリポ蛋白も動脈硬化促

進的であるため，これらを加味した指標が求められて

いた．「悪玉系」リポ蛋白の総和として，「non-HDL

コレステロール（non-HDL-C）」が最近よく用いられ

る．non-HDL-C は VLDL＋IDL＋LDLのコレステ

ロールの総和であり，総コレステロール－HDL-Cで

簡単に計算できる．non-HDL-Cは，一回の食事前後

で変化しないため，採血のための標準的な絶食が困難

な透析患者，インスリン治療中の糖尿病患者，夜診の

患者などで有用性が高い．

3 透析患者におけるリポ蛋白代謝の変化

リポ蛋白代謝は三つの経路に分けて考えることがで

きる．まず，経口摂取された脂質が小腸からカイロミ

クロンとして分泌される「外因性リポ蛋白経路」，次

に肝臓で合成された脂質が超低比重リポ蛋白

（VLDL）として分泌され，中間比重リポ蛋白（IDL），

低比重リポ蛋白（LDL）へと代謝される「内因性リ

ポ蛋白経路」，そして末梢組織から肝臓へコレステロ

ールを回収する「コレステロール逆転送系」である．

透析患者では，肝臓からの VLDL分泌は正常，

VLDLからIDLへの異化（リポ蛋白リパーゼ＝LPL

が関与）に障害あり，とIDLからLDLへの異化（肝

性トリグリセリドリパーゼ＝HTGLが関与）に障害

あり，LDLの異化（LDL受容体が関与）にも低下が

示されている2）．

LPL作用の低下について，透析で用いるヘパリン

により組織のLPLが枯渇する可能性が考えられてい

た．しかし，ヘパリン静注後血漿中のLPL蛋白量は

有意な低下を示さない3）．一方，LPL活性化因子であ

るアポC-IIと阻害因子であるC-IIIの比率は低下し

ている．したがって，酵素であるLPL側よりも，む

しろ基質であるVLDL側の「LPL抵抗性」が重要で

あると考えられる4）．アポC-IIIの増加は保存期腎不

全患者でも認められる．

透析患者のヘパリン静注後血漿中のHTGL蛋白量

は著明に低下し3），HTGL量は血清イオン化Ca低下，

副甲状腺ホルモン（PTH）高値，女性，高齢と有意

で独立した関連が示されている．

LDL受容体活性が透析患者で低下している機序は

明らかではないが，LDLの血中での滞留時間は延長

し，健常対照で約2.2日に対し，約4.5日と2倍と報

告2）されており，LDL酸化変性などに関係している可

能性がある．

透析患者におけるコレステロール逆転送系の障害は，

HDLコレステロールの著明な低下3）からもうかがえ

る．しかし，末梢組織のコレステロールを逆転送系に

引き込むinitialacceptorであるpreβ-HDLレベルは，

透析患者で高い5）．その理由は，preβ-HDLが，成熟

型HDLに変換する酵素であるLCATの活性が低下

しているためである．

コレステロールエステル転送蛋白（CETP）の作用

で，HDLのコレステロールはVLDLのTGと交換さ

れ，HDLのTGはHTGLにより分解される．透析患

者のCETP活性は低下あるいは亢進と，報告が一定

しないが，VLDLが高値，HTGL低値であり，HDL

はTG-rich,cholesterol-poorに組成が変化している．
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図2 血清リポ蛋白分画とnon-HDL-C

non-HDL-Cは，LDLとTG-richリポ蛋白を合わせて評価する脂質指標である．



4 透析患者における脂質レベルと動脈硬化の関連

腎不全患者の動脈硬化を大動脈脈波速度（PWV），

あるいは頚動脈内膜中膜肥厚度（IMT）で定量評価

し，脂質レベルとの関係を調べた．表1に示すように，

非糖尿病透析患者の大動脈PWVは，VLDL-C，IDL-

C，LDL-Cのいずれとも正の関連を示し，特にIDL

との関連が最も密接であった．また，これらリポ蛋白

の合計であるnon-HDL-Cとも独立した正の関連が認

められた6）．透析していない糖尿病性腎症（CKDステ

ージ4まで）の解析でも，non-HDL-Cとの関連が有

意であった7）．頚動脈IMTでみた検討8,9）でも，non-

HDL-Cと正の関連が認められる．

以上の結果から，腎不全における脂質レベルと動脈

硬化性変化の関係は，一般住民における関係と同じ方

向であると考えられる．

5 透析患者における脂質レベルと心血管イベント

との関連

日本透析医学会の「図説わが国の慢性透析療法の現

況（2004年12月31日現在）」掲載のデータによると，

年齢・性別・透析年数・糖尿病の有無で調整した心筋

梗塞の新規発症リスクは，LDL-C高値で高まり，

LDL-C＞100mg/dLで統計学的に有意となる．逆に，

HDL-C低値で段階的にリスクは高まっている．さら

に，TG高値ほどリスクが高く，200mg/dL以上で

有意になっている．これらの結果は，透析患者の脂質

異常と心血管イベントとの関係は，一般住民と同じ方

向であることを示している．

6 コレステロール・パラドックス

このように，透析患者において脂質異常症（特に

non-HDL-C高値）は動脈壁の変化と関連し，また心

血管イベント発症の危険因子である．しかし，透析患

者では総コレステロールが高いほど死亡リスクが低い

ことが知られている．この奇妙な現象は，コレステロ

ール・パラドックスと呼ばれるが，その機序は必ずし

も明らかではない．

われわれは，「心血管死亡」を「心血管イベント発

症」と「イベント発症後の致死」の二段階に分けるこ

とで理解できるのではないかと提案している4,10,11）．

すなわち，脂質異常は動脈壁変化を促進することで心

血管イベント発症リスクを高めるが，発症後に助かる

かどうか（致死率）については，栄養状態の影響が大

きいものと考えられる．栄養不良の患者では，コレス

テロールが低値になり，かつ致死率が高くなるため，

透析患者ではコレステロールが低いほど死亡率が高く

なるものと考えている．このような考え方が正しけれ

ば，脂質低下のみならず栄養改善が重要な課題になる．

7 4D試験が示すこと

4D試験12）は，CKDを対象としてスタチンで介入し

た最初のランダム化比較試験（RCT）で，現時点で

透析患者におけるスタチン治療の唯一のRCTである．

2型糖尿病で透析中の1,255名を対象とし，一次エン

ドポイントを心臓死，非致死的心筋梗塞，および脳梗
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表1 CKDにおける脂質レベルと動脈壁変化との関連

対 象 動脈評価法 脂質との関連

非糖尿病透析患者＋健常対照（N＝389）

（JAm SocNephrol,9;1277�1284,1998）

大動脈PWV non-HDL-Cと正関連

（VLDL,IDL,LDLとも）

非糖尿病腎不全（透析症例除外）＋健常対照（N＝355）

（KidneyInt,65;936�943,2004）

大動脈PWV non-HDL-Cと正関連

糖尿病透析患者＋非糖尿病透析患者（N＝265）

（JAm SocNephrol,12;2117�2124,2001）

大動脈PWV non-HDL-Cと正関連

糖尿病性腎症（透析症例除外）＋健常対照（N＝626）

（JAm SocNephrol,17;2245�2252,2006）

大動脈PWV non-HDL-Cと正関連

糖尿病透析＋非糖尿病透析患者＋腎症のない糖尿病＋健常対照（N＝897）

（Atherosclerosis,153;257�258,2000）

頸動脈IMT non-HDL-Cと正関連

透析前腎不全＋維持透析＋健常対照（すべて非糖尿病,N＝757）

（KidneyInt,61;2187�2192,2002）

頸動脈IMT non-HDL-Cと正関連



塞の複合エンドポイントとした．介入は，プラセボと

アトルバスタチン20mgで，4年間追跡した．その結

果，二次エンドポイントである総心イベントでは

18％の有意なリスク低下が認められたものの，一次

エンドポイントの低下は8％で統計学的には有意なも

のではなかった．

4D試験から何を学ぶべきか．まず，大きな脂質低

下にもかかわらず，死亡率の増加は認められなかった

点が重要で，観察コホートのデータのみに基づいて，

「コレステロールを下げると死亡率が上がる」という

懸念は払拭された．

二つ目は，40％のLDL低下によっても，糖尿病透

析患者のCVDイベント抑制は期待通りに低下できな

かったポイントである．動脈硬化が著しく進み，石灰

化が問題になる対象では，この段階からの介入では手

遅れという可能性がある．スタチンは非腎不全では

30％程度のリスク低下を示すのに対し，透析患者に

おけるリスク低下率は一般よりも小さかった．スタチ

ンを用いた大規模トライアルの対象のうち，CKDに

該当する患者のみで検討したサブ解析によると，ステ

ージ3までのCKDであれば，一般とほぼ同じ程度の

リスク低下が認められている（表2）．興味深いこと

に，腎障害のない患者のみではスタチンの効果が有意

でなかったとのサブ解析13）もみられる．これらから，

CKD早期（あるいはそれ以前）から心血管保護対策

を講じることの重要性を示しているものと考えられる．

複数の臨床試験に基づく考察が，より慎重なガイドラ

イン策定に必要であり，現在進行中の AURORA，

SHARP試験結果が待たれる．

8 透析患者の脂質管理ガイドライン

米国腎臓財団（NKF）が公表しているK/DOQIガイ

ドライン14）では，透析患者は心血管疾患のハイリスク

群であるから，脂質管理を厳格に行うべきであるとの

原則に立ち，LDL-C＜100mg/dL未満，空腹時TG≧

200mg/dLの場合は non-HDL-C＜130mg/dLを目

標値に掲げている（表3）．

日本腎臓学会のCKD診療ガイド15）では，LDL-C＜

120mg/dL，可能であれば＜100mg/dLと記載され

ている．日本動脈硬化学会の診療ガイドラインでは，
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表2 CKDにおけるスタチンによる心血管イベント抑制効果

研究
（用いたスタチン） 症例数と腎機能 イベント抑制効果

ハザード比（95％信頼区間） 引用文献

4D研究

（アトルバスタチン）

N＝1,255

維持透析の2型糖尿病

（CKDstage5Dのみ）

一次エンドポイント

0.92（0.77～1.10）非有意

心イベント合計（二次エンド

ポイント）

0.82（0.68～0.99）有意

WannerC,etal.:N Engl

JMed,353;238�248,2005.

HPSサブ解析

（シンバスタチン）

N＝1,329

S-Cr（μmol/L）

男性：130～200

女性：110～200

CKDstage3相当

0.72（記載なし）有意 著者名なし

Lancet,360;7�22,2002.

ASCOT-LLA サブ解析

（アトルバスタチン）

N＝6,517

微量アルブミン尿・蛋白尿

（＋）かつ

S-Cr＜200μmol/L

CKDstage1～3相当

0.61（0.44～0.84）有意 Sever PS,et al.:Lancet

361;1149�1158,2003.

PPPサブ解析

（プラバスタチン）

N＝4,491

CKDstage3のみ

0.77（0.68～0.86）有意 TonelliM,etal.:Circula-

tion,110;1557�1563,2004.

30の臨床試験をまとめ

たメタ解析

（フルバスタチン）

N＝9,920

腎機能中等度～高度低下群

（CCr＜50mL/min）

腎機能正常～軽度低下群

（CCr≧50mL/min）

心臓死＋心筋梗塞

腎機能中等度～高度低下群

HR0.589，p＝0.007

腎機能正常～軽度低下群

HR0.70，p＝0.009

冠動脈インターベンションの

リスクは低下なし

HoldaasH,etal.:IntJ

Cardiol,117;64�74,2007.



腎臓病がハイリスク群であるという特別扱いはない．

われわれは，空腹時採血が事実上困難な透析患者の場

合，随時採血でnon-HDL-C＜130mg/dLのみを基準

にするのがシンプルではないかと提案している16）．

9 透析患者における脂質管理の方法

生活習慣に問題のある患者では，まずその是正を考

慮する．コレステロール，脂質摂取の制限が，総カロ

リー摂取の不足や低栄養をきたさないよう，注意する

ことも重要である．

薬剤を用いる場合，LDL-Cやnon-HDL-Cが高い

場合にはスタチンが選択される．わが国でもプラバス

タチン17），シンバスタチン18），フルバスタチン19），ア

トルバスタチン20）などの使用報告があり，安全に使用

できたと報告されている．透析患者におけるスタチン

の脂質低下作用の程度は，一般とほぼ同じであり，

LDL低下は25～40％程度である．

エゼチミブは，小腸でのコレステロール吸収を阻害

する新規の薬剤で，海外ではCKDでの効果と安全性

が報告されている．スタチンとの併用で，LDLをさ

らに 20％ 程度低下させる．胆汁酸結合レジンは

LDL-C低下目的で処方されるが，単独ではTGを上

昇させることがある．コレスチミド3gには塩酸セベ

ラマー 3gと同程度の血清 P低下作用がある21）．

EPA製剤で腎不全患者のレムナント低下作用が報告

されている22）．

腎不全ではLPL作用の不足によるTG上昇がみら

れるため，機序からはフィブラートが選択される．し

かし，多くのフィブラートは腎排泄性であり，横紋筋

融解症のリスクが高まるため，禁忌である．ニコチン

酸は，日本人では顔面紅潮や消化器症状が多く，少量

から増量するなどの工夫を要する．いずれにしろ，こ

れらの治療で透析患者のCVDリスクが低下するとの

エビデンスはない．

TGの増加した透析患者では，われわれは non-

HDL-Cを計算して，これが高値であればスタチンを

用いて管理を考慮している．

透析患者特有の点として，ダイアライザーの膜の種

類により脂質レベルが変化する可能性があり，セルロ

ース・トリアセテート膜は，アポC-IIIを吸着除去し，

TGを低下させるとの報告23）がある．

10 おわりに

脂質異常症は動脈硬化の重要な危険因子である．ま

た透析患者は特有のリポ蛋白異常を示す．にもかかわ

らず，介入試験によるエビデンスが乏しいのも事実で

ある．透析治療期に入った患者では，栄養障害に対す

る対策に力点を移すべきものと考えられるが，栄養対

策で予後が改善するという介入試験もない．さらなる

エビデンスが求められるとともに，日常診療では，エ

キスパートオピニオンを参考にした対応が重要になる

ものと考えられる．
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要 旨

EBMを基に，下肢末梢動脈疾患（閉塞性動脈硬化

症）の治療戦略を解説する．間欠性跛行の患者に対し

てはまず運動，薬物療法を施行し，それでも患者が不

満に感じる場合にはバイパス術を考慮する．同時に動

脈硬化危険因子の管理が不可欠である．重症虚血肢を

もつ患者は，可及的早期にバイパス術による血行再建

を行うことを考慮しなければならない．血管内治療や

血管新生療法も将来性のある治療だが，現状では下肢

救済のための第一選択はバイパス術である．

緒 言

近年下肢末梢動脈疾患のほとんどを占める閉塞性動

脈硬化症は，他の動脈硬化性血管病（冠動脈疾患，脳

血管疾患）同様増加傾向にあるが，いまだに一般市民，

臨床医の中での認知度が後者に比べ低く，すべての患

者が適切な治療を受けているとは言い難い面がある．

その原因の一つとして，これらの疾患を診断，治療す

る脈管専門医がわが国では未だに不足していることが

あげられる．この現状を補うには，閉塞性動脈硬化症

ハイリスク症例を扱う透析医や，糖尿病専門医などの

関連臨床医の注意深い診療による早期診断，適切な治

療方針による早期の治療開始が重要となってくる．

最近，閉塞性動脈硬化症の診断，治療に関する世界

的なガイドラインともいえる「Trans-AtlanticInter-

SocietyConsensus」の第2版（TASCII）が発行さ

れ1），わが国でもこのガイドラインに則った治療が行

われるようになった．本稿ではこのTASCIIに準じ

た下肢閉塞性動脈硬化症の治療戦略を，最近の新しい

治療法も含めて解説する．

1 閉塞性動脈硬化症の疫学

閉塞性動脈硬化症は，以前からわが国ではarterio-

sclerosisobliterans（ASO）と称されてきたが，近年

国際的な名称に準拠してperipheralarterialdisease

（PAD）と呼ばれることが多くなってきた．PADの

有病率は全人口の3～10％とも言われるが，特に高齢

者，糖尿病患者，喫煙患者，慢性腎不全患者に多いと

されている2～4）．PAD患者のうち安静時疼痛や虚血性

潰瘍，壊死を伴ういわゆる慢性重症下肢虚血（criti-

callimbischemia;CLI）は下肢大切断や死亡にいた

る可能性が高く，早期の適切な治療を必要とする．

わが国では正確な疫学的調査はなされていないのが

現状であるが，PAD患者は推定700万人存在すると

されている5）．この中で下肢切断を要する患者は，あ

る地域での調査でおよそ3.7肢/人口10万人と報告さ

れており6），全国では推定4,400人もの患者が毎年大

切断にいたっている計算になる．これに対し，日本血

管外科学会による全国の血管外科施設における閉塞性

動脈硬化症に対する外科的治療は，2006年の報告で

も総計約4,000例であり，まだまだ外科的介入を要す
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る患者が多く存在する可能性が示唆されている．

2 閉塞性動脈硬化症の診断

初期のPADの診断には日々の下肢の診察が非常に

重要となってくる．専門医による下肢の症状の問診，

視診，触診にておおよその動脈疾患の存在の診断がつ

くが，確定診断には客観的指標が必要である．

上肢下肢血圧比で表される ankle-brachialpres-

sureindex（ABI）が最も簡便で的確な指標であり，

0.9以下では測定部位より中枢側の動脈に閉塞や狭窄

の存在が疑われる7）．しかし動脈石灰化の強い透析患

者などでは，マンシェットによる加圧が困難で，ABI

の値も信頼性に乏しいことがある．このような場合は，

足趾血圧の測定（toe-brachialpressureindex;TBI）

や経皮酸素分圧測定，足趾容積脈波，皮膚潅流圧など

を参考にするのがよい．画像診断にはMDCTによる

CT angiographyが近年非常に高解像度となってき

ているが，造影MRangiographyやduplexscanな

ども有用である．石灰化の高度な症例ではCT,du-

plexscanの解像度が低下することもあるので注意が

必要である．ゴールドスタンダードとしてはやはり以

前からの血管造影検査で，部位診断にはこの方法によ

らざるをえない場合があり，その侵襲性と有用性をよ

く吟味したうえで行う．

3 間欠性跛行患者の治療戦略

ある一定の距離を歩行すると下肢にだるさ，はり，

痛みを生じ，安静にしていると回復するが，また同じ

距離の歩行で同様の症状が出現するという間欠性跛行

は，初期の閉塞性動脈硬化症の症状であることがあり，

診断に非常に重要である．TASCでは間欠性跛行の

PAD患者に対しては，まず運動，薬物療法を選択す

るよう提唱している．

1） 運動療法

運動療法は欧米では確立された治療法として認知さ

れ，入院し，医師の監視下での運動を繰り返す運動療

法プログラムも一般的に存在する．約3カ月の運動療

法のみでも運動能力，歩行距離の増大，運動時の疼痛

緩和が得られる．これは側副血行路の発達による血流

増加とともに下肢筋の代謝効率の改善などによると言

われている8）．わが国では，運動療法は各主治医の指

示で患者が独自に行うことが多く，効果はそれほど大

きくないが，糖尿病や他の動脈疾患の予防，治療とも

なるため基本的な療法として重要である．

2） 薬物療法

運動療法とともに薬物療法も推奨されている．間欠

性跛行の症状軽減のために用いられている薬の中で最

もエビデンスのあるものがシロスタゾールである．こ

れはわが国で開発された薬品であるが，欧米でもその

有用性が認められ9），今回のTASCIIにも「跛行の

治療効果に関して（中略）最高のエビデンスを有して

いる」と記載されている．

そのほかには脂質低下薬であるスタチンが跛行の運

動パーフォーマンスを改善する可能性が示唆されてお

り10），心血管系のリスク軽減にも寄与するため広く用

いられるようになってきている．これらに比して跛行

に対するエビデンスレベルとしては劣っているが，抗

血小板薬であるアスピリンやクロピドグレルは，

PAD患者の心血管イベントを低下させることで生命

予後の改善効果があるとされている．そのほかサルポ

グレラートやベラプロスト（PGI2製剤），チクロピ

ジンも跛行患者に対する効果を示した報告がある11）．

3） バイパス術

これらの保存的な治療を続けても満足な効果の得ら

れない患者に対しては，血行再建術を考慮する．バイ

パス術は以前から確立された手術手技で，遠隔期開存

率，救肢率なども明確になっているものも多く，これ

らのデータを患者に示したうえで患者のリスクや要望

も考慮して手術適応を決定する．一般的にバイパス手

術による周術期死亡率は0.5～2％とされているが，

個々の患者の全身状態，合併基礎疾患などにより左右

される．特に心血管，脳血管疾患合併患者や維持透析

患者はリスクがより高いと考えられている．糖尿病患

者における感染も，特に人工血管を使用する場合は深

刻な状況に陥ることもあり，慎重な適応を考慮する．

一般には ABIが 0.5以下で間欠性跛行距離が 100～

200m以下，画像診断で長区域，多分節の動脈狭窄，

閉塞が認められた患者にはきちんとした informed

consentの上でバイパス術を考慮する．
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4） 血管内治療

近年血管内治療の発達が目覚ましく，特に腸骨動脈

領域に対する血管拡張療法，およびステント留置術は

ほぼ外科的バイパス術に匹敵する遠隔予後が明らかに

されてきており，その低侵襲性から適応患者の拡大が

見込まれている．TASCIIでも，腸骨動脈領域の狭窄，

閉塞に対してはいたずらに薬物，運動療法で時間を費

やすことなく血行再建術を施行することが提唱されて

いる．ただしその適応症例をしっかり吟味することが

重要で，TASCIIにおけるA,B病変，つまり単純な

短区域の狭窄，閉塞には血管内治療が第一選択となり

うる．しかし高度石灰化症例，内腸骨動脈にかかる病

変などでは，血管損傷や腸管虚血といった重篤な合併

症をきたすことがあり，またソケイ靭帯に近い病変で

は，将来の総大腿動脈の外科的治療に支障をきたすこ

ともあり適応に熟考が必要である．そのような場合に

は，バイパス術，特に大腿（または腸骨）�大腿動脈交

差バイパス術を選択すれば長期開存性も間欠性跛行患

者では良好であり，低侵襲で行えるので有用である．

大腿膝窩動脈領域でも，短区域の病変に対しては，

血管内治療が良好な成績を上げているが，長区域の狭

窄，完全閉塞病変に対しては，大腿�膝窩動脈バイパ

ス術のようなバイパス術のほうが開存性は良好であ

る12）．わが国では保険適応上でも問題があり，大腿動

脈領域以下では未だにステントの保険償還は認められ

ていない．膝窩動脈以下に関しては，一般的には間欠

性跛行患者に対する血行再建の適応はない．侵襲に比

べいまだにその遠隔予後が不良であるためである．

5） 動脈硬化症危険因子の管理

間欠性跛行患者の下肢の予後は比較的良好で，5年

後に悪化するものは15～30％であるといわれている．

それに比べ全身の合併症の発症や死亡率はきわめて高

く，5年間で死亡が10～15％，心血管イベントの発生

が20％に起こるとされている13）．ABIが0.9以下で

あることが総死亡率と強い相関があるというメタアナ

リシスの結果も存在する14）．したがって，間欠性跛行

患者では，下肢の治療はともかく全身の合併症の予防

をしっかりと行わなければならない．糖尿病，脂質代

謝異常，高血圧のコントロール，禁煙，運動の指導，

冠動脈，脳血管疾患のスクリーニングなどが重要とな

る．

4 重症下肢虚血肢（CLI）患者の治療戦略

間欠性跛行患者と異なりCLI患者は下肢切断の危

機が迫っているため，早期の血行再建が第一選択とな

る．中には感染，足趾潰瘍や壊疽が数日のうちに急速

に進行し，造影検査やバイパス手術の機会を逸してし

まうこともある．特に糖尿病患者においては神経障害

性潰瘍（いわゆる糖尿病性壊疽）の合併した症例が少

なくなく，歩行障害や痛覚障害のため間欠性跛行や安

静時疼痛の既往のないまま潰瘍，壊死が発症する場合

があり，無症状のうちの早期の下肢虚血の診断がより

重要になる．

1） 重症虚血肢の診断

下肢安静時痛の患者では，まずその疼痛が虚血によ

るものかどうかの判断が必要となる．ABI，経皮酸素

分圧などで診断するが，足関節部血圧が50mmHg未

満，または足趾血圧が30mmHg未満の場合にはCLI

と考えることができる．糖尿病患者では痛覚低下で虚

血のわりに症状が軽度の場合もあるが，逆に神経性の

疼痛を訴えることもあり慎重な判断が必要である．た

だ混合性の場合や疼痛の原因の確定診断のつかない場

合には，虚血という因子だけでも取り除くと疼痛が軽

減することもあり，実際の臨床では積極的な血行再建

を支持する声が多い．

虚血性下肢痛は通常の鎮痛薬では改善することは少

なく，麻薬系鎮痛薬が必要となることが多い．患者の

苦痛の持続という面からも早期の血行再建が望まれる．

また虚血性疼痛では下肢を下垂しているほうが症状は

軽快し，透析中には増強することも多い．

潰瘍，壊死を伴う症例も，成因が神経障害性のもの

と虚血性のものとがあり，バイパス術の適応を決める

上では区別を要する．組織欠損のある患者では，その

治癒のためにより多くの血流を要するため，足関節部

血圧で70mmHg，足趾血圧で50mmHg未満の症例

は治癒の可能性が低く，なんらかの血行再建が必要と

されている．またLaserDoppler血流計による皮膚

還流圧測定が組織治癒の可能性を見るうえで有用であ

る15）．潰瘍近傍で30mmHg以上の皮膚還流圧がない

と一次治癒の可能性は低く，デブリドメントなどは逆

に組織障害を助長する恐れがあり注意が必要である．
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2） バイパス術

CLI患者では前述したように早期の血行再建が必須

である．いたずらに保存的治療を行うことなく脈管専

門医にコンサルトすることはTASCIIでも推奨され

ている．

血行再建のためのインターベンションとして古くか

ら確立されている方法はバイパス術である．間欠性跛

行に比べCLI症例ではその狭窄，閉塞が長区域，多

分節におよぶことが特徴である．確実に虚血による症

状を取り除くには，すべての病変部を飛び越して血流

を末梢におくることのできる完全血行再建をめざすべ

きであろう．CLIでは膝窩動脈以下の病変が多く存在

する．特に糖尿病患者，維持透析患者ではその傾向が

著明である．したがってバイパス術は当然膝下膝窩動

脈へのバイパス（below kneepoplitealbypass）や，

脛骨動脈領域に末梢側吻合部をとる下腿動脈バイパス

（distalbypass）が多くなる（図1）．筆者自身の経

験からは，PADに対するバイパス術全症例中のdis-
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図1 下腿動脈バイパス術（distalbypass）

大伏在静脈を用いた膝下膝窩�前脛骨�後脛骨動脈バイパス術（sequentialbypass）．

矢印は末梢吻合部．

図2 重症虚血肢患者の下肢病変

左：術前，右：バイパス術後．



talbypassの割合は30％であるが，これを重症虚血

肢患者に限定すると，全バイパス術のうちの52％に

もおよぶ．

重症虚血肢患者はまた動脈硬化関連のリスクを多数

有した症例が多く，手術を安全に行うためには全身状

態の的確な把握が必要である．また透析例などでは動

脈石灰化の問題があり，吻合技術にも熟練を要する場

合がある．しかしこのような重症例であっても各種の

工夫により安全，確実なバイパス術は提供可能であ

る16）．

バイパス術は早期から血流改善が著しく，安静時痛

は軽減し，創傷ケアによって潰瘍も完治に至ることが

多い（図 2）．しかしその長期開存性，および下肢の

予後が問題となる．以前からの報告では，重症虚血肢

に対するバイパスの1年開存率は80～90％，3～5年

開存率は60～80％程度とされている．最近はしかし

ながらバイパス技術の進歩や術後サーベイランスの改

良などにより，distalbypassでも3年開存率が80％

にまでいたっている．重要なことは，バイパス開存率

に比べ下肢切断を回避した救肢率はより高いとの報告

が多く17,18），バイパスが閉塞しても慢性期には切断に

までは至らない症例も少なくないということである．

重症下肢虚血の患者の生存率は5年で約40％とされ

ていることからも，distalbypassは患者のQOLを

向上させる意味で妥当であろうと考えられる19）．

3） 下肢切断術

潰瘍，壊死部に感染が生じると，全身状態の悪い患

者などでは急速に進行し敗血症から死亡することもま

れではない．血行再建（時には厳密な血流評価すら）

なしにでも一次下肢切断を余儀なくされることも少な

くない．潰瘍が生じるといつ何時このような重篤な状

態に陥るか予測がつかないため，できる限り早期に皮

膚欠損をなくすよう治療しなければならない．

重症感染例，組織欠損が足関節上に及ぶ例，高度認

知症や元来歩行不能である例などは時期を逸せず下肢

大切断を選択すべき場合がある．ただ大切断が行われ

たとしても，下腿切断であれば，義足の装着によって

リハビリテーションののちに歩行可能となる症例もあ

るので，できるだけ遠位での切断を可能とするために，

時間的余裕があれば血行再建を先行させる場合もある．

しかし生命予後は切断例では悪く，下腿切断を要した

患者の1年生存率は50％近くに低下するので，可能

であればやはり完全血行再建による救肢をめざすべき

であろう．

4） 血管内治療

下腿病変に対する血管内治療は，全身状態の不良な

重症虚血肢患者には低侵襲治療となるが，その成績に

関してはバイパス術に劣っており20），適応については

いまだに議論の多い領域である．他の血管内治療と同

様再狭窄率は高く，再閉塞にいたった時の下肢の状態

が術前より悪くなる可能性があり，さらなる血行再建

の方策がとれるだけの時間的余裕があるかどうかが不

明である．また将来のdistalbypassの吻合部として

重要な膝窩動脈，足関節部動脈を障害することがあっ

てはならない．しかし，全身状態が不良でバイパス術

の適応から外れたような症例でも血行再建が可能な例

があることも事実で，今後のデバイスの改良なども相

まって，将来的には下腿病変の治療にとって重要な手

段となる可能性はあると考えられる．

5） 血管新生療法

血管新生療法には自己単核球移植によるもの，血管

増殖因子を直接下肢筋に投与するもの，血管増殖因子

を遺伝子的に発現させることを目指すもの，などがあ

る．わが国では自己骨髄単核球，末梢血単核球を取り

出し虚血肢に注入する方法が世界で初めて臨床に取り

入れられ，重症虚血で他に治療法のない患者にも有効

であるとの報告がなされ21），現在も各地で研究が行わ

れている．ただ未だに多施設での二重盲検試験を行う

ことができず，・nooption・の重症虚血肢に本当に効

果があるのかどうか不明である．

遺伝子治療としては，血管増殖因子の一つである

HGFのプラスミドは多施設二重盲検試験が終了し，

ある一定の効果が得られたとのことで現在医薬品とし

ての申請を行う段階まできている．またbFGFの臨

床治験も全世界規模で始まっている．TASCIIでも

血管新生療法は現段階ではどの程度の効果があるのか

不明だが，将来的には特に重症虚血肢に対する新しい

治療戦略として有望であると述べられている．

まとめ

間欠性跛行のPAD患者に対しては，まず運動，薬
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物療法を施行し，それでも日常生活に支障のある，ま

たは患者の要求を満たしえない場合にはバイパス術を

考慮する．それと同時に動脈硬化のリスクファクター

をコントロールし，全身の動脈硬化性疾患発症を予防

する方策を採らねばならない．重症虚血肢をもつPAD

患者は，可及的早期にバイパス術による血行再建を行

うことを考慮しなければならない．血管内治療や血管

新生療法も将来性のある治療だが，現状では下肢救済

のための第一選択はdistalbypassも含めたバイパス

術といえるだろう．確実に足関節部までのバイパスが

可能な血管外科医の増加が望まれる．
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要 旨

看護師が行う医療フットケアの最大の目的は，足の

ハイリスク状態にある患者に足病変をひきおこさない

ように予防的介入を行うこと，そして足病変を早期発

見し，適切な診療科に結びつけることである．また患

者が足を守るためのケアを継続できるように患者の現

状を受け入れ，支え続けることが大切である．そのた

めには，多職種が連携し，患者のこころのケアにも力

を入れたトータルアプローチが求められる．

はじめに

ここ数年の足への関心の高さは，国民的ブームとい

っても過言ではない．足のケアと健康については，足

裏マッサージなどの民間的介入から始まり，医療・福

祉の分野へと波及していった感がある．そうしたなか，

私たち医療従事者が介入するフットケアが，民間や福

祉のアプローチと決定的に異なる点は，疾患や救命に

かかわるかどうかという点であることは，言わずもが

なである．

筆者が当時勤務していた病院でフットケアを提供す

る基盤となったのは，皮膚科外来で「フットケア外来」

を立ち上げたことである．そこで様々な足のケアを行

ったが，状態が最も重篤であると感じている足病変リ

スクの一つに，人工透析があげられる．それは，透析

患者特有の表 11）のような足の状態であるからにほか

ならない．現在，透析導入の最たる疾患は糖尿病であ

り，全透析患者の半数に迫る勢いである．糖尿病は，

その名の通り「生活習慣」が基盤となった疾患である

だけに，透析に至るまでの患者の人生模様が垣間見え

る．その様子を最も物語っている体の部分が足である

と筆者は感じている．

たとえば，透析を受けに来院されるとき，ゴム製の

サンダルを履き，粗末な見繕いでこられる方を目にす

ることはないだろうか．サンダルは足の露出部分が多

いため，外傷から足を守る働きがなく，逆に外傷を負

ってしまう危険性が高い．そうした患者の足を見ると，

爪の伸びや汚れが目立ったり，白癬菌感染を思わせる

ような多くの鱗屑が認められたり等，看護師の腕の見

せ所をいたるところに発見してしまう場合が少なくな

い．自分自身の足に関心を寄せて，自分で自分をケア

するゆとりがない状態であったことは，足をみること

で容易に推察することができる．

指示された食事療法を適切に守ったり運動を行った

りすることは，そのような状態の患者にとっては，あ

まりにもハードルが高いことがある．筆者の経験であ
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［臨床と研究］

看護師がフットケアを行うための基盤づくり
� psycho-podiatry（精神足病学）という視点を含め�

西田壽代

元 駿河台日本大学病院/皮膚・排泄ケア認定看護師

keywords：フットケア，予防的介入，足病変，こころのケア，チーム医療

HowtobuildthefoundationfornursesprovidingFootCaretopatients―includethepointofviewofPsycho-podiatry―
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HisayoNishida

表1 透析患者のPADの特徴

1.下肢より末梢に病変が多い

2.石灰化が多く，治療に難渋する

3.低栄養，免疫不全のため創傷治癒が遅れる

4.冠動脈・脳血管などの障害をあわせ持つ

5.体液過剰・尿毒症病態による皮膚の脆弱化

6.PADの早期病変は症状に乏しく，かなり進行して重症

虚血肢（CLI）になるまで医療者側に認識されにくい

（文献1を一部改変）



るが，フットケア外来に継続して通院し，足の状態が

少しずつよくなってくると，服装がこぎれいになり，

散髪にまめに通うようになったり，自分の口から食事

はこういうことを工夫しているがどうしてドライウエ

イトが増えてしまうのかといったような言葉が主体的

に聞かれるようになる．このことから，われわれ医療

従事者が担うべき最も大切な役割は，「患者を支え続

ける」こと，そして，「私たちはいつでも見守ってい

ますよ」という医療スタッフの姿勢を患者に伝え続け

ることではないだろうか．

表題にあるpsycho-podiatry（精神足病学）は筆者

が作った造語2）である．体の末端にある足は，体の深

部の状態をいち早く教えてくれる「からだの窓」とい

えるが，同時に「こころの窓」でもある．どうしても

患者がこころを開いてくれない，指導をしてもわかっ

てもらえないというとき，実は患者のこころの窓が閉

じている可能性がある．「指導をしなければ！」とい

う考えをいったん休み，患者のこころの窓を開くため

に，フットケアをそのツールの一つとして使うことは，

非常に有効であると感じている．

以下に看護師である筆者が行ってきた，フットケア

を病院で提供するための基盤づくりの概要をまとめる．

皆様の患者ケアの一助としていただければ幸いである．

1 フットケアとフットチェック

医療界で「フットケア」という言葉は，医師が行う

観血的治療をも含んで用いられることがあるため，表

23）に医療フットケアの体系をまとめた．このうち看

護師が主力となって行うフットケアは，第2段階を中

心とした，予防的フットケアである．

ここで，「足病変」とはどういう状態をさすのかを

明確にしておきたい．

足病変とは「足の水疱，びらん，小切傷，または潰

瘍」4）と記されている．また，特異的な足病変を示す

疾患として糖尿病があるが，WHOでも，糖尿病足病

変（diabeticfoot）を「神経学的異常といろいろな

程度の末梢血管障害を伴った下肢の感染・潰瘍形成と

深部組織の破壊」と定義し，世界的に介入を要する病

態として重視している．

透析導入の第1位が糖尿病性腎症である5）ことから，

まず世界的にエビデンスが示されている糖尿病足病変

への予防的介入に学ぶことが，透析患者の足病変を防

ぐ第1歩となる．ただし，透析患者には表1にあるよ

うな足のリスクがあるため，透析患者の足はターミナ

ル状態である可能性が高いという認識を持って介入を

していくべき，と筆者は考えている．そのため，フッ

トチェックは頻繁に行われるべきである．

フットチェックの頻度については，明確なエビデン

スを示した文献を見つけることができなかった．判断

の一指標としてわかりやすいため，ハンセン病センタ

ーの危険度分類（表 3）6）を紹介する．ただし，これが

透析患者にそのまま当てはまる指標であるとはいえな

い．最も大切なのは，その患者の身体面，心理面，社

会面，価値観などを加味して，個別の判断をしていく

ことである．筆者の関わっていたフットケア外来での

再診間隔は，1週間～3カ月ごとと幅があり，最も多
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表2 医療フットケアの5段階

フットケアの方針 目 的 介入する職種，実施者

軽症

第1段階

足病変のリスクのない足に行う健

康維持，気分転換のために行うフ

ットケア，患者のセルフケア

足の観察，保温，保湿，免荷 患者，家族など

担当医，看護師，介護職

第2段階
足病変のリスクのある足に対して

医療者が行う予防的フットケア

胼
べん

胝
ち

（タコ），鶏
けい

眼
がん

（ウオノメ），

靴ずれ，角質肥厚，白癬の処置

第1段階で介入する職種・実施者

＋皮膚科医，靴の専門家

第3段階
軽症の足病変の場合に行う医療的

フットケア

保存的治療（薬物療法，温熱療法，

炭酸浴など）

第2段階で介入する職種・実施者

＋理学療法士，薬剤師

第4段階

中等度から重症の足病変に対する

積極的治療（footcure）

観血的治療（バイパス手術，足趾

アンプタ）

第3段階で介入する職種・実施者

＋血管外科医，外科医，感染症そ

の他専門医，ソーシャルワーカー

重症
第5段階

積極的治療の適応外である対症療

法的フットケア

対症療法とケア（痛みのコントロ

ール，悪化防止）

第4段階で介入する職種・実施者

＋麻酔科，メンタルケア専門家

（文献3を引用）



いのは月に1回であった．来院の頻度を下記のような

条件等を考慮して，患者，医師と相談して決めている．

① セルフケア能力

② ケアのキーパーソンの有無

③ 爪の肥厚や伸び具合

④ 痛みの自覚症状

⑤ 創傷がある場合はその深達度や重症度（感染が

あるか）

⑥ 糖尿病や閉塞性動脈硬化症，抗がん剤治療中な

ど足のハイリスク要因や疾患があるか

⑦ 定職についているか

2008年度の診療報酬改定で，糖尿病合併症管理料

が新設された．その算定要件として「足潰瘍，足趾・

下肢切断既往，閉塞性動脈硬化症，糖尿病神経障害等

の糖尿病足病変ハイリスク要因を有し，医師が糖尿病

足病変に関する指導の必要性があると認めた者に対し，

専任の常勤医師又は専任の常勤看護師が，糖尿病足病

変に関する療養上の指導を30分以上行った場合に算

定できることとする」とある．ここで示す指導とは，

どういったことを行うべきかという質問を受けること

がよくある．そこで，参考までにフットケア外来で行

っている指導・処置を表4に示す．

2 フットケアを行う柱

筆者は，フットケアを行う重要な柱は三つあると考

えている．

1） 足病変予防

糖尿病患者の場合，下肢切断の85％は足潰瘍が先

行4）しており，足潰瘍・切断の既往のある者の再発率

は，1年以内で約30％，5年以内で70％7）といわれて

いる．また，下肢切断後2年以内に50％が死亡，5

年以内に39～68％が死亡8）している．透析患者の場

合は，糖尿病を単独で罹患している患者よりも足のハ

イリスク状態であると予測できることから，虚血に伴

う潰瘍以外の足潰瘍の発生をいかに減らし予防するか

が，フットケアの最大の目的となることが理解できる．

2） 足病変の早期発見と対処

透析患者の四肢切断率（表5）は，糖尿病が誘引と

なっている透析導入患者を含め，年々増加している．

切断のきっかけとなりうる微細な創傷は，患者自身が

自己療法で対処してしまうことで悪化することが多い．

また創傷形成してから自主的に受診をするまでに数カ

月から数年経過している場合もあることが，潰瘍を難

治性にしている要因の一つといえる．そのため，こう

した創傷をいかに早期に発見し適切に処置するかが，

救肢の鍵を握る．

ちなみに，足の創傷ケア時の基本的留意点を以下に

示す．

① 入浴できないときも必ず毎日足をシャワーでき

れいにする．創傷の洗浄は，人肌程度に温めた生

理食塩液やシャワーで行う．
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表3 Hansen・sDiseaseCenter（HDC）の危険度分類

カテゴリー分類 危 険 因 子 足合併症の危険性 検査の間隔

1 知覚神経障害がない 非常に低い 1年に1回

2

知覚神経障害あり

筋力低下・変形・胼胝・皮膚のびらん・皮膚潰瘍などの

既往なし

低～中等度 半年に1回

3

知覚神経障害あり

筋力低下・変形・胼胝・皮膚のびらんのいずれかを認め

るが皮膚潰瘍の既往なし

末梢血管障害の兆候

中～高度 3カ月毎

4 潰瘍の既往，ABIが0.45以下 高 1～3カ月に1回

（文献6を引用）

表4 フットケア外来での指導・処置

1.肥厚・変形・自分でできない方の爪きり

2.胼胝・鶏眼処置

3.創傷処置

4.スキンケア，角質ケア

5.自宅でのフットケア方法の指導（爪や皮膚のケア，テー

ピング方法など）

6.靴の選び方や扱い方の指導

7.足底挿板や足に優しい靴を扱っている店舗の紹介

8.必要時他科へのコンサルテーション



② 消毒は基本的には行わない．

③ ガーゼは薄めに，できれば1～2枚のみをあてる．

④ ガーゼ固定には，ずれにくい薄手のテープやポ

リウレタンフィルムドレッシング材，もしくはパ

ッド付ドレッシング材を使用する．

⑤ 薬剤を使用しない場合は，創傷被覆材を貼付す

る．

⑥ ガーゼがずれたり，浸出液が多ければ，その都

度交換する．

⑦ 靴を履くときは，必ず靴下を着用する．室内で

も踵部まで被う室内ばきや靴下を履く習慣をつけ

る．

3） 適切な処置や診療科受診の遂行

皮膚科外来で開設していることもあるが，フットケ

ア外来でみる足病変のほとんどが，胼胝，鶏眼，陥入

爪，外反母趾など，靴との因果関係によるトラブルで

ある．こうした足の状態は，靴ずれのように短期間で

できるものよりも，長年の足のケアや靴による影響が

大きく，「足の生活習慣病」ともいえる．

たとえば胼胝と鶏眼の処置で通院している患者が，

痛みがあるため2週間に1度の受診を希望しているが，

仕事のためフットケア外来に来られる頻度に限りがあ

るとのことで，迷わずオーダーメイドの足底装具（イ

ンソール）作製を勧めた．その結果，3カ月たっても

痛みを感じず，胼胝や鶏眼といった皮膚角層の病的肥

厚がだんだんみられなくなった．胼胝は慢性的に圧を

受ける部分にできる天然のパッドであるが，肥厚が過

ぎたり鶏眼を発症すると，角質下に潰瘍形成し，骨ま

で至る重篤な状態に陥ることもある．こうした角質コ

ントロール一つとってみても，

① 角質自体を削る処置

② 皮膚を肥厚・乾燥させないスキンケア

③ 肥厚した部分の圧コントロールのためのインソ

ール作製

④ 足の形状に合った靴の着用

⑤ 足底圧バランスを保つ歩容・バイオメカニクス

と，多面的なアプローチが必要なのである．

また透析患者は，透析を受けながら，原疾患をコン

トロールする腎臓内科や内分泌科，内科などの介入を

要するのはもちろんのこと，血管外科や循環器内科，

皮膚科，形成外科，整形外科など，足の状態に応じて

適切な診療科にフォローを求めることが重要である．

おそらく，医療従事者の中で最も足をみる機会がある

のは看護師であるため，足の状態を見て，どの診療科

の判断を仰ぐことが最も有効かの判断ができるレベル

にまで，フィジカルアセスメント能力を高めることが

求められる．

3 フットケア提供時のポイント

フットケア外来の初診時には，以下の事を実施する．

① 診察室に入ってくるときの歩行状態，表情，服

装などをみる．

② フットケア外来にコンサルトされた理由を，紹

介状や担当医に確認をする．

③ 患者が受診したいと思った理由，自覚症状をじ

っくり聞く．

④ 足アセスメントシートを参考に，情報収集を行

う．アセスメントシートの順番にこだわらず，出

てきた話題から順番に埋めていく．

⑤ フットケア外来担当医と足の状態を確認し，処

置の方法や方向性を決定する．

⑥ 処置の実施

足病変のリスクが高い患者は，創処置を慎重に行う

必要があるため，時間を要する．患者のみならず処置

を行う医療従事者も，長時間の同一姿勢をとってもな

るべく苦痛にならない体位を，処置を始める前にきち

んと決めることもとても重要なポイントである．

靴やインソールに関しては，「理由書」（図 1）に，

医師が患者の診断名と，なぜインソールや靴が治療と

して必要なのかを記載し，義肢装具士がインソールや

靴（制約あり）の作成・見立てをすれば，医療保険の

助成が受けられる．また身体障害者手帳を持っている

場合は，福祉制度を活用して公的な助成を受けること

ができる．こうした靴やインソールの公的助成は，1

年半に1回受けることができるということを覚えてお

くと，患者にかかる金銭的な負担を減らすだけでなく，

足病変に非常に効果的な介入ができる．糖尿病患者が
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表5 透析患者の四肢切断率 （％）

2000年12月 2003年12月 2005年12月

透析患者

糖尿病透析患者

1.6

4.4

2.2

5.3

2.6

5.7

（文献5を引用）



保護靴を利用することにより，80～85％は潰瘍の再

発を予防できる9）ことがわかっている．

4 フットケアでこころを看る必要性

中学生で1型糖尿病と診断された50代の男性は，

30代で脳血管障害を患い右半身麻痺となるが，現在

跛行はあるものの，自力歩行が可能である．運動療法

も積極的にされ，「歩くのがいいこと」と，1日2万

歩のウォーキングを欠かさず行っていた．数年前から

右第5中足骨骨頭部足底に大きな胼胝形成がみられ，

だんだん痛みを自覚するようになったため，近所の皮

膚科を受診したところ，胼胝中心部に潰瘍形成をして

おり，「これ，壊疽だよ」といわれたとのことであっ

た．一気に切断の不安がよぎり「そのときの精神的な

ショックといったらなかった」と，今でもその患者は

語っている．

自宅の床がフローリングであるため，はだしで歩く

と胼胝部に激痛があり，また歩けば歩くほど浸出液が

どんどん増えるためガーゼをたくさん当てる．そのガ

ーゼが潰瘍を圧迫し治癒が進まない，といった悪循環

に陥ってしまったようである．

創処置と並行し，インソールと足に合った既成靴

（ドイツ製）をセットで購入，それができるまでは1

週間に1度外来受診し，自宅での創処置が適切である

かの確認，浸出液の性状や量，創のサイズや深さ・壊

死組織の有無のチェック，創周囲の胼胝削り，創内の

生食洗浄，薬剤の塗布などの処置を行った．歩行距離

を制限し，インソールにより足底圧がコントロールさ

れると，胼胝内潰瘍は徐々に縮小していった．

こういった一連の処置について，患者がその必要性

をきちんと理解し，適切に継続して実施できるよう，

医療従事者や患者家族がしっかりサポートをしていく

必要がある．フットケア外来にかかる前には，この患

者は，創の消毒を行い，ガーゼを厚く当て，その上で

2万歩も歩くことを行っていた．ご本人はその行為は

治癒を遅らせることだとはまったく思っていず，むし

ろ自分なりに一生懸命に考えて，いいことをしている

と思って行っていたのである．

その行為を行った理由をまず理解し，現状に対する

思いを受け止めて，初めてこちらの意図を理解する患

者側の体制が整ったといえる．納得して自宅でフット

ケアを行うことで，来院のたびに創がきれいに治って

いく様子を目の当たりすると，患者のみならず医療従

事者も自信がついてくる．はじめは否定的な発言が多

く，表情も硬かったが，「1年半も通って悪くなってい

くばっかりだったのに，1カ月でこんなにきれいにな

っていくんだね」と笑顔が見られ，自分でもこんな工

夫をしているんだという言葉が聞かれるようになった．

またこの事例から，「壊疽」という言葉は患者にと

って，切断と同じ言葉だということがわかる．そうし

た強いストレスを受けた患者がまっさきに望むことは，

「辛くて苦しい自分の気持ちをわかってほしい」とい

うことである．自分のことをわかってくれた人に対し

ては，信頼して自分のこころを開き，その人のいうと

おりにやってみようという気持ちが芽生えてくる．医

療従事者は，壊疽の足を見ると「もっとちゃんと原疾

患のコントロールをしていればこんなことにはならな

かったのに」「もっと早くに病院に来ればよかったの

に」と思いがちである．しかし，患者には患者なりの

事情がある．少しでも前向きに取り組めるように，ま

ず理想とする行動を取ることができなかった患者の気

持ちを理解するところからはじめてみてはいかがだろ

うか．

また，少し違った視点から見ると，日本では自殺者

が増加しているのは周知のことであるが，透析患者の
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図1 医師の理由書（例）

理 由 書

患者氏名

明・大・昭・平 年 月 日

診断名

理由

上記理由により
靴型装具

足底装具

（該当するものに○をつける）
の装着を要する。

平成 年 月 日

○○○○病院

医師 印



自殺についても近年注目されてきている．人工呼吸器

を装着している患者と透析の機械を回している患者は，

ともに機械に依存しないと命を保つことができない状

態であるのに，人工呼吸器装着患者のほうが手厚くケ

アされている印象がある．しかし，癌のターミナル患

者のごとく，きめ細やかで，やわらかく，力強いここ

ろのケアを，透析患者は欲しているのではないだろう

か．透析患者はうつ病を伴いやすいことから，もしか

したらフットケアは足に触れ，言葉をかけ，処置をす

ることを通じて，そうした患者たちのこころを支える

大きな力となりうるかもしれない．

このように鑑みると，透析患者にもメンタルケアの

専門家の介入が欠かせないことがわかる．足の切断者

については，切断前から強い精神的ストレスを受けて

いるはずなのに，実はメンタルケアがほとんど行われ

ていない．しかし，下肢切断後には幻視痛や喪失感に

さいなまれたり，リハビリに挫折したり，幻覚などの

精神症状が出たり，手術創がなかなか治らずに命を落

としたりすることがある．生活習慣病に伴う下肢切断

者が増加の一途をたどる昨今，高齢者で足を切らなけ

ればならない状態になったとき，すでに他の機能も落

ちているのに足を切ることで，リハビリをして社会復

帰することが可能なのだろうか．生きている意味を見

出せるのだろうか．

高齢化社会と生活習慣病，そして足の切断とメンタ

ルケアは，目の前に突きつけられた，切っても切り離

せない今後の大きな課題となるだろう．

おわりに

看護師が提供する患者ケアは，患者の立ち居振る舞

いを決め細やかに観察することから始まる．そして，

患者が発信する体やこころのシグナルを，専門職とし

ての視点で感じ取り，個々の患者に応じた看護的アプ

ローチをしていく．先に，医療フットケアはここ数年

注目を集めているということを書いたが，筆者は，フ

ットケアは「原点に戻るケア」なのではないかと感じ

ている．閉塞性動脈硬化症で人工炭酸泉を用いたフッ

トケアを受けた患者の90％は，「フットケアは医療者

とのコミュニケーションの場である」と回答してい

る10）．エビデンスや医療安全が重視されるようになっ

た昨今，本来のいわゆる「ケア」が二の次にされてい

る印象は否めない．しかし，このことで現場で働く医

療従事者が責められることがあっては決してならない．

これが今の医療現場の現実なのである．

フットケアは，「足を救う」という観点から，最新

の医療技術を駆使しながら，体の隅々までを観察し，

患者のからだとこころの声をきくことの大切さを見直

すケアであるという結論に，筆者自身は至っている．

こうしたケアの醍醐味を感じている看護師たちのボラ

ンティア的な献身のもと，今の日本のフットケアは成

り立っている．こうした看護師の行為から，フットケ

アは，患者のみならず，ケアを提供する看護師の仕事

へのモチベーションを高めるという相乗効果もあるの

ではないかと，筆者は実感している．ケアされるべき

は，患者のみならず，医療従事者もまた同じなのであ

る．
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要 旨

現在，冠動脈インターベンションは，虚血性心疾患

の中心的な役割を果たすようになっている．その中に

あって薬剤溶出性ステントの登場は，冠動脈インター

ベンションのアキレス腱といわれてきた再狭窄の問題

を解決したといっても過言ではない．しかし，遅発性

ステント血栓症や再狭窄を繰り返す病態など問題点も

指摘されている．本稿では薬剤溶出性ステントの背景

から現在の課題に関し報告する．

1 薬剤溶出性ステント登場の背景と現在の課題

1980年代から発展してきた冠動脈インターベンシ

ョン（percutaneouscoronaryintervention;PCI），

特にステント（baremetalstent;BMS）を用いた

治療は，バイパス手術に比較して低侵襲であり，手技

自体も簡便なことから飛躍的に普及した．しかし，治

療後に再治療を要する再狭窄が20％以上に認められ，

症例によってはステント内にびまん性の再狭窄を繰り

返すきわめて難治性の病態が存在し，その克服が大き

な課題となってきた．また，最近は再狭窄によって急

性冠症候群となる確率が10％程度存在することが判

明している1）．ステント内再狭窄は，血管平滑筋細胞

と細胞外基質による新生内膜が原因となっていること

がわかっており，新生内膜の増殖抑制が主な再狭窄抑

制のターゲットとなってきた．

こうした再狭窄抑制のために登場したのが薬剤溶出

性ステント（drug-elutingstent;DES）である．そ

の再狭窄予防の効果は圧倒的で，発売後世界各国で瞬

く間に普及し，2006年前半には使用率70％を超え，

PCIの代表的なデバイスとなった．このCypherTMス

テント（JJ）からはじまったDESの使用は，臨床の

現場において劇的な変化をもたらし，現在では待期的

PCIの第一選択といっても過言ではないレベルにある．

しかしBASKETLATE試験2）の報告などからステン

ト血栓症の問題，長期予後をむしろ悪化させるといっ

た結果も散見している．さらにDESを使用しても依

然として再狭窄率が高い病変や患者背景も存在し，そ

れらに対する対策も今後の課題となっている．

2 DESの基本構造

DESの基本構造は，①ステントのプラットフォー

ム（形状），②使用薬剤，③ポリマーなど薬剤を運ぶ

コーティング，の三つの要素から成り立っている（図

1）．これらの要素のどれか一つでも問題があると，そ

のステントは有効に働かなくなってしまう．

① プラットフォーム

ステントデザインにはslottedtubeタイプ，コイ

ルタイプ，マルチリンクデザインタイプがある．薬剤

を有効かつ均等に分布させるためには slottedtube
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タイプが適している．しかし，操作性などではコイル

タイプのほうがすぐれていることが多い．

② 薬剤

DESに使用される薬剤としては，免疫抑制薬・抗

癌薬・細胞外基質調節薬・治療促進薬がある．現在の

主流は免疫抑制薬と抗癌薬であるが，最近の傾向とし

て免疫抑制薬であるLimus系の薬剤を使用したDES

に移行してきている．

③ コーティング

薬剤デリバリーの主流は，ポリマーを使用した方法

である．一時はポリマーによる炎症反応惹起が問題と

なったが，生体適合性ポリマーが開発され問題は少な

くなってきている．一般的には再狭窄を抑制するため

に，最初の30日間の反応を抑制できればよいとされ

ており，CypherTMは80％の薬剤が最初の30日間で

放出されるように調整されている．

3 DESの種類

現在，日本国内で承認されているDESは，CypherTM

とTAXUSTM（Boston）であり，この二つを第一世

代としている．さらに国内で臨床試験中のものに

EndevorTM，XienceTM，NoboriTMの3種類が存在し，

薬剤のみならず仕様に様々な工夫が施されている（第

二世代）．今後は各特徴を生かしたデバイスの選択が

必要となる．

4 DESの臨床効果および長期予後

再狭窄抑制という観点において，DESの効果はエ

ビデンスが十分認められている（図2）．CypherTM，

TAXUSTM の randmizedcontroltrial（CypherTM:

RAVEL3）, SIRIUS4）, E-SIRIUS5）, C-SIRIUS6）,

TAXUSTM:TAXUSI7）,TAXUSII8）,TAXUSIV9））

は，対象病変が比較的シンプルなものが選択されてい

たが，その再狭窄率はDESvsBMS:0.0～8.9％ vs

10.0～52.3％と著明な減少を認めている．また，複雑

な病変を含めたロッテルダムにおける RESEARCH

registry10）では，CypherTM 群の標的病変再治療率

（targetlesionrevascularization;TLR）が3.7％と，

BMSの10.9％と比較して有意に低率（p<0.001）であ

った．さらに糖尿病患者を28.6％に含むe-Cypher11）

では（SIRIUSでは除外となるハイリスクな患者が約

6割含まれる），6ヵ月後のTLRが1.49％，12ヵ月後

が3.07％という結果であった．

なお，RESEARCHregistryに引き続きTAXUSTM

に関するT-SEARCH12）もその成績が報告されている．

この検討ではCypherTMとTAXUSTMのroutineuse
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における比較もされており，1年後の標的血管再治療

率（targetvesselrevascularization;TVR）はCy-

pherTM が3.4％，TAXUSTMが5.4％と有意差はない

もののTAXUSTMにおいて高いものであった．ただ

しこの検討の患者背景はTAXUSTM群で病変形態が

複雑であったと結論づけられている．DES cover

registryは，2005年の半年間の登録期間中に6,906名

（BMS397名，CypherTM3,873名，TAXUSTM2,636

名）の患者の治療を行ったが，1年後の臨床成績では

TLRがCypherTM6.3％，TAXUSTM5.5％（p=0.20）

であり，臨床的に同等の効果であった13）．

DESが普及したことによりその長期成績も散見さ

れてきている．TLRに関しては長期的に安定してお

り，心血管イベント自体もよく抑制されている．今後

は重症冠動脈疾患の予後改善の結果がまたれるが，バ

イパス術とCypherTM の多肢疾患に対する ARTSII

でも，半年後の脳心血管イベントは，DESがバイパ

スを上回る成績であった（図3）．
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図3 ARTSII試験における脳心血管イベント

（6カ月・1年後のイベントと1年後のTLR）

DESを使用したARTSIIは，半年後の脳心血管イベントが，バイパス術の成績を上回

っている（左棒グラフ）．1年後のイベントでは有意差がなくなるが，リスクなどを考慮

し補正するとARTSIIvsARTSICABGpatients（8.1％ vs13.1％）とDES群で低

値であった．

図2 DESのTLR

各臨床試験をまとめたメタアナリシスを示す．CYPHERTM，TAXUSTM ともに従来の

BMS治療と比較して圧倒的なTLRの改善効果が認められている．



5 DES使用後の遅発性ステント血栓症

現状で最大の問題と考えられるのは，遅発性のステ

ント血栓症である．DESは血管内皮細胞の再生が遅

延することが指摘されており，抗血小板治療を長期間

必要とするとされている．しかし，いつまでも抗血小

板薬を続ければよいのか明確なデータはなく，チクロ

ピジンなどを使用した抗血小板療法は延長される傾向

にある．最近のAHA・ACC・SCAIなどの学会が合

同で示したガイドラインでは，DES植込み後の推奨

される期間は12ヵ月とされた．しかし今までの大き

な無作為試験を解析してみると， CypherTM，

TAXUSTMともに1年以後に一定の確率でステント血

栓症が発症していることがわかり，報告によっては年

間0.6％の発症頻度があるとされている．そのため，

より長期の投与が必要である可能性がある14）．

遅発性ステント血栓症の原因としては，血管内皮再

生遅延が主に考えられているが，長いステント長，分

岐部病変，急性心筋梗塞症例に多いといわれており，

日本では特に血液透析患者などでの発症が多いとされ

ている．また近年ステントの破断（fracture），圧着

不良（incompleteapposition）によるものの報告も

増えてきており，さらにポリマーに対するアレルギー

反応の可能性を示唆する報告もある15）．したがって

DESの血栓症を引き起こす誘因は多数の因子からな

っており，対策が一様でない現状がある．特に抗血小

板薬がどの程度の期間必要か，また観血的処置に対す

る対応など今後の課題である．

6 課題となる病変・患者背景

① 糖尿病

糖尿病は，前述のRESEARCH registryでの成績

がよくないことなどからCypherTMステントの弱点と

言われた．しかし従来のCypherTMステントの多施設

共同研究の解析では，BMSと比較してCypherTMス

テント使用により再狭窄による再血行再建率は強く抑

制されており，糖尿病だけを対象とした無作為試験で

あるDIABETES16）やDECODEでは圧倒的な差をも

ってCypherTMが良好な成績を示した．

糖尿病患者はびまん性の重症病変が多いこともあり，

無作為試験にエントリーされた症例は必ずしも現実を

反映しているとはいえず，リアルワールドの病変を対

象にした成績も 糖尿病患者の治療を考える上では重

要であろう．さらに糖尿病患者は内皮機能が減弱して

おり，これらの患者にDESを使用することで遅発性

血栓症の頻度を増加させる危険性もあり，長期のデー

タ解析を見守る必要がある．

② 分岐部病変・左主幹部病変

分岐部病変の成績は，DESであっても再狭窄を無

視できるほどの減少効果を得られていない．分岐部に

対し側枝にステントを使用せず1ステントで治療する

か，側枝にもDESを使用し2ステントで治療するか

を検討した場合，いくつかの多施設共同研究において

1ステントと2ステントでは再狭窄率に差がなかった．

とりわけ本幹にくらべて側枝の再狭窄率が高くなるこ

とが多く，側枝にもステントを入れると，ステント血

栓症の頻度の高いことが示されている17）．特に左主幹

部病変は分岐部を含むことが多く，分岐部への対応が

進むことが左主幹部をPCIで治療する正当性を得る

ためには必須である．

③ 小血管・びまん性病変

小血管に対する検討としてはSES-SMART・SVE

RTEが代表的である．小血管における再狭窄率は，

通常の血管径の結果と差がなくBMSとの差は歴然で

ある．びまん性病変に対しては，RESEARCH regis-

tryのサブ解析で，36mm以上のステント植え込み

に対する再狭窄率は11.9％と抑制効果が高いことが

示されている．

④ BMSのステント内再狭窄病変

BMS植込み後の再狭窄病変に対する治療として，

CypherTMのstentinstentの有効な成績が示されて

いる．

⑤ 急性冠動脈症候群

急性冠動脈症候群（acutecoronarysyndrome;

ACS）に対して，DESを使用した無作為試験として

Typhoon18）（図4）があり，DESとBMSでは安全性

に差がなく，むしろTLRの低下により心血管イベン

トが減少する結果が得られた．今後エビデンスが集積

することによって積極的に使用されるものと考えられ

る．しかしACSは緊急症例であり併存疾患などの十

分な検討ができない状況にあり，インフォームドコン

セントが大切となる．

⑥ 透析患者

むしろ糖尿病よりも大きな問題とされているのが透
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析患者である．透析患者に関しては成績の不良な要因

が判明しておらず，再狭窄の機序が十分解明されてい

ない．

透析患者は，全身の動脈硬化が高度で石灰化を伴っ

ていることが多いことが知られている．このためPCI

の合併症である出血性合併症や脳血管障害などの発生

が非透析患者に比べ高率であり19），PCI自体の成績も

不良である20）．また，その透析に至った原因疾患とし

て，糖尿病が25％以上を占めていることも大きな問

題である．糖尿病はPCIの成績に影響を及ぼす独立

した因子であり，非糖尿病患者に比し，初期成功率が

低く，再狭窄率が高いことが知られている21）．さらに，

シャントが上肢に形成され，対側上肢も将来使用する

可能性があり，アプローチも大腿動脈しかのこされて

いないことが多く，大血管・冠動脈の蛇行が強い．

このように透析患者に対するPCIには制限があり，

成績も不良である．そのうえ，冠動脈バイパス術にお

いても透析患者の成績は不良であることが知られてお

り，以上の経緯からDESに大きな期待がかけられて

いた．しかし，日本のJ-cypherレジストリーでも，

postmarketingstudy（PMS）でも，ともに透析患

者が再狭窄，ステント血栓症の両方の危険因子である

ことが示され，再狭窄率は薬剤溶出性ステントを使用

しても20％をこえ，ステント血栓症も2％と高い22）．

透析患者における治療選択とその後の抗血小板療法な

ど未だに検討が必要であり，今後の大きな課題と言え

る．

7 DESの将来像

DESの問題点や限界が明らかになり，それを克服

するための次世代のステントの開発が盛んになってい

る．第二世代のDESは間もなく日本でも市販される

が，ポリマーの工夫やステントストラットの厚みを薄

くすることで，遅発性のステント血栓症を減らそうと

試みているもののなかなか完全に解決できるものでは

ない．新生内膜の増殖抑制を薬剤で行うと当然血管内

皮細胞の再生も抑制されるため，現在のような増殖抑

制の薬剤のみのコーティングでは根本的な解決ができ

ない．内皮の再生を選択的に促進し，ステントの圧着

不良や破断が起こりにくいようなステントのデザイン

も必要であり，さらにはポリマーのアレルギーの問題

も解決できるステントが求められている．また課題と

なる分岐部病変や透析患者にも成績の良いステントを

模索していく必要がある．
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要 旨

愛知県では自立支援医療の審査会として透析医療が

適正に実施されているかどうかを評価している．最近

では高齢者と糖尿病に由来する患者が増え，従来の判

断基準では透析が本当に必要かと思える症例が増えて

いる．われわれは，医師の目で一人ずつの検査値を評

価し，行政と協力して，円滑に審査が進むよう努力し

ている．この事を報告する．

はじめに

わが国の透析患者は，2007年末の統計調査委員会

報告に基づけば275,119人であり，人口100万人対比

では2,152.2人となり，約460人に1人は透析患者が

存在することになった1）．このような状況下，透析と

いう治療法を知らない人はほとんどいないといっても

過言ではなく，日常社会で一般的に周知された治療法

となった．

しかし，わが国の透析黎明期では，全国でもほんの

僅かな施設で，限られた台数の透析機械で行われた特

殊な治療法であった．その頃の導入患者と座談会をす

る機会があったが，当時，静岡県から名古屋まで泊り

がけで行う治療法であったとの話を聞いたことがある．

実際，透析治療の保険適応は1967年であったが，非

常に高額な医療費を必要とする治療であり，健康保険

本人でなければ自己負担できないものであった．健康

保険本人であっても，1名社員が透析患者になろうも

のなら，その団体の健保組合が赤字に陥ってしまうほ

どの影響があった．1972年に腎不全が身体障害者福

祉法の対象となり，身体障害者手帳が交付され，更生

医療・育成医療制度という公費で自己負担分もカバー

されるようになり，ようやく国民の誰もが透析治療の

恩恵を受けることができるようになった．

当時は，糖尿病性腎症による慢性腎不全は医療サイ

ドが適応疾患と考えておらず，慢性腎炎患者を主体と

した透析のみが行われていた．そして，透析治療は患

者の社会復帰への重要な手段でもあった．しかし，

1983年末の調査時点で導入疾患としては15.6％の割

合で，第二位であった糖尿病性腎症が，1998年には，

その地位を慢性腎炎と逆転し第一位の基礎疾患となっ

た．現在までその増加傾向は持続していて，2007年

末においては，糖尿病性腎症が43.4％で，慢性腎炎

は24.0％と両者間の差は大きくなる一方である．こ

のような背景に加え，一般人口の高齢化と一致して，

最近の透析患者は非常に高齢化している．すなわち，

腎不全以外の様々な合併症を有している患者が増加し，

透析患者の予後が不良となる傾向が推測される状況と

なった．40年という年月が透析治療の質を大きく変

化させたというのが実感である．

一方，保険の仕組みもこの数年で大きく変化し，更

生医療は自立支援医療に名称変更され，自己負担が増

加した．2008年春には様々な問題が喧伝されている

後期高齢者医療制度も始まった．どちらも公助の大幅

な制限と患者の自助努力を強いることを見据えた大き

な変革であり，今後，透析療法においても自己負担の

増加が懸念される．このような状況であるからこそ適
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切な透析導入が実施されるべきである．

愛知県では透析審査会を毎月開催して医療の水準を

保つ努力を行っている．本稿にてその一端を紹介した

い．

1 愛知県自立支援医療審査会の紹介

愛知県では，透析患者に対して適切な医療が提供さ

れているかどうかについて専門家的な視野から評価す

るため，そして不適切な治療だと判断された場合には

勧告を行うために，愛知県に在住する透析患者の自立

支援医療の申請書を複数の医師によって判定する会議

を長年実施している．審査会は愛知県医師会からの推

薦理事1名，県下の大学，公的医療機関に勤務してい

る透析専門医5名のあわせて6名で構成されている．

当初は，更生医療を申請する者のみの審査であり，

審査枚数はそれほど多くなかったが，更生医療で食費

もカバーできるということが明らかになった頃から審

査枚数が多くなり，自立支援医療が開始された2006

年からは，自立支援医療指定施設の透析患者ほぼ全員

の実態調査を行っているという状況になった．審査会

は毎月第3火曜日に開催されている．

本稿では，その集計調査結果について報告するとと

もに，この調査から明らかにされる透析治療の実態に

ついて，私見を交えて概説していく．

2 2004年度から2007年度までの調査概要

1） 総審査数

表1に示すのが過去4年間の審査数である．2006

年には，更生医療申請認可施設のみが自立支援医療の

申請が可能となったために，一時的に審査数が落ち込

んだが，経年的に少しずつ患者数は増加している．

2） 審査結果

この審査会においては，第1項審査と第2項審査と

いう二つの分類で審査を行っている．第1項は，表2

に示すように，新規導入患者で新規申請する者と，透

析療法はすでに開始されているが，今回始めて自立支

援医療を新規申請する者である．一方，第2項審査と

いうのは継続申請する者である．それぞれについて，

表2に示す基準を基にして，委員の合議制で判断して

いる．

審査結果を表3に示す．疑義指導とされた1例は，

透析継続の必要性について疑問が投げかけられた症例

であり，透析離脱について，その施設で検討していた

だいた．不承認・保留とされた症例は毎年30例ほど

あり，その内容は，透析後と推測されるデータの誤記
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表1 総審査数

2004年 2005年 2006年 2007年

県中央 3,201 3,372 3,239 3,417

県西三河 1,440 1,568 1,556 1,880

県東三河 548 538 449 515

名古屋市身更相 3,335 3,798 3,862 3,712

計 8,524 9,276 9,106 9,524

表2 判定基準

1.新規申請

（1） 導入期

a） 以下の2項目のうち，いずれか一方を満足するもの

① 内因性Ccr 5.0ml/min以下

② 血清クレアチニン濃度 10.0mg/dL以上

b） 以下の項目のうち，5項目以上を満足するもの

① 内因性Ccr 10.0ml/min以下

② 血清クレアチニン濃度 8.0mg/dl以上

③ 血清Na 130mEq/L以下

④ 血清K 6.0mEq/L以上

⑤ 血清Ca 4.0mEq/L以下

⑥ 血清Pi 6.0mg/dl以上

⑦ 赤血球 250万以下

⑧ 重炭酸イオン 17.0mEq/L以下

⑨ 尿量 800ml/day以下

⑩ 心胸比 55％以上

c） 全身性血管障害を伴う糖尿病性腎症，高度な体液貯留

や重篤な心不全等を伴う場合，高度な合併症などにより

著しい筋萎縮を伴う場合，80歳以上の超高齢者，年少

者（学童以下）では，以下の2項目のうち，いずれか一

方を満足するもの

① 内因性Ccr 10.0ml/min以下

② 血清クレアチニン濃度 5.0mg/dl以上

なお，c基準よりも高いCcr，低い血清Cr濃度にもかか

わらず明らかに尿毒症症状のため起床できない高度な日常

生活障害を示す場合には，臨床症状やbに示した腎機能

に関する検査を参考に判定する．

（2） 透析療法を継続中であったが，今回自立支援医療を新規

申請するもの（原則として透析開始後1カ月以上を経過

した場合）

以下の2項目のうち，いずれか一方を満足するもの

① 血清クレアチニン濃度 7.0mg/dl以上

② 平均1日尿量 500ml/day以下

2.継続申請

1 新規申請の（2）に準ずる．なお，透析導入後2年以上経

過したもので，血清クレアチニン濃度7.0mg/dl以上であれば，

透析審査会議にかけずに事務的に処理することができる．しか

し，血清クレアチニン濃度7.0mg/dl未満の場合は2年以上経

過していても，全て審査にかけるものとする．



入，急性腎不全と考えられる症例，血清クレアチニン

濃度（Pcr）と内因性クレアチニン・クリアランス

（Ccr）との値が乖離している場合，ECUMなどの除

水がメインであり透析は不要な症例などであり，一度

申請者に返戻し，再審査請求があった場合には，その

適否について再審査している．再審査で不承認となっ

た症例は1例のみであった．

なお，表 4に第1項該当審査対象者の内訳と過去4

年間の傾向を示した．新規透析導入者の申請はあまり

増えていない傾向があるが，透析継続という対象者も

含めると経年的な増加傾向が認められた．これは透析

導入病院ではなく，導入後，安定してサテライト透析

施設へ転院した際に書類が記載される症例が多いこと

を反映したものと評価される．両者をあわせ検討する

と，新規導入者は少しずつ増加している傾向があった．

3） 透析継続期間

申請があった患者の透析期間の分布を表5に示した．

5年以上の患者数が順調に伸びているのに対して，3

年以下の患者の伸びはあまり大きくない．比較的若い

年齢で導入された長期透析患者は安定した透析生活を

送っているのに対し，3年未満の症例は高齢者や糖尿

病性腎症患者が多く，予後が不良なことを反映してい

るのかもしれない．

4） 腎機能の内訳

表 6には，縦軸にCcr，横軸にPcrで分類した患者

分布を示す．長期透析患者などでは残存尿量が少ない

こともあり，Ccr測定不能とされる頻度が高い．一方，

Ccrが10ml/min以上あるという記載で申請される

場合が0.3％程度ある．これがしばしば審査会で議論

される箇所である．導入当時のCcrではなく，以前

の値を記載しているのではないかとも推測され，付箋

をつけ返戻している．
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表5 透析継続期間

2004年 2005年 2006年 2007年

1年未満 1,369 1,292 1,214 1,403

1～3年未満 1,558 1,681 1,679 1,615

3～5年未満 1,194 1,348 1,394 1,438

5～10年未満 2,089 2,296 2,212 2,325

10年以上 2,314 2,659 2,607 2,743

計 8,524 9,276 9,106 9,524

表3 審査結果

2004年 2005年 2006年 2007年

第1項審査 第2項審査 第1項審査 第2項審査 第1項審査 第2項審査 第1項審査 第2項審査

承 認 2,808 5,693 2,573 6,669 2,949 6,133 3,006 6,480

疑義指導 0 0 1 0 0 0 0 0

不承認（保留） 23 0 33 0 24 0 37 1

小計 2,831 5,693 2,607 6,669 2,973 6,133 3,043 6,481

計 8,524 9,276 9,106 9,524

第1項審査に該当する者は，新規導入者とすでに透析療法が行われているが新規に申請された者．第2項審査に該当する者は継続申請が
なされた者である．

表4 第1項該当審査対象者の内訳

2004年 2005年 2006年 2007年

新規申請

透析導入 642 548 731 669

透析継続 929 643 840 1,046

継続申請 1,260 1,416 1,402 1,328

計 2,831 2,607 2,973 3,043

新規申請者については，全例を審査会にかけることにしている．第2項
に該当する継続申請者については，表2に示す内規の値を満たさない者
のみを審査会にかけ，基準を満たす者については事務的に承認というこ
とにしている．審査会で不承認，保留となった者については申請者へ差
し戻している．



5） 腎不全の基礎疾患

表7には，申請患者の基礎疾患で分類した患者数を

示した．慢性腎炎は微減であり，糖尿病性腎症が激増

していることがこの結果からも読み取れる．

3 審査会結果の総括とまとめ

愛知県では愛知県障害福祉課，名古屋市障害企画課

の指導の下で，愛知腎臓財団ならびに日本透析医会適

正透析導入部会のご協力を得，愛知県透析療法審査会

議を永年継続してきた．行政の担当職員の方々，6人

の専門委員の方々には，毎月1回の会議に貴重な時間

を割いて出席いただき，紙面を借りて感謝の意を呈し

たい．

さて，透析専門医と行政とがこのような形で密接な

連携を深めることは，透析を巡る様々な問題が発生し

た時の問題解決にも役立つし，県下の透析施設の医療

水準を標準化することにも役立つと筆者は考える．

更生医療の時代でもそうであったが，自立支援医療

に変更された際にも，自立支援医療がカバーする透析

療法の範囲はどこまでですか，という質問がしばしば

行政の側から発せられた．透析医会からの情報による

と，現在でも日本のあちこちでこの問題が提起されて

いると仄聞する．医療費用に関する国の負担と地方自

治体の負担の割合を按分するに際して，負担する行政

としては大きな問題であるので，そのような質問が投

げかけられることは当然であろう．一方，われわれ医

療機関側ならびに患者側にとっても，これは大きな問

題である．透析治療の中で住み分けが変な形で確定し

てしまうと，ある面では患者の自己負担が増加するで

あろうし，別の面では透析医療費の包括化という流れ

の中で医療経営的に大きな問題となるからである．現

時点で愛知県では，「透析医療とは貧血管理，骨関節

合併症の管理，閉塞性動脈硬化症の管理などは透析患

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.3 2008454

表6 腎機能の状況

Pcr
Ccr

年度
5mg/dl
未満

5～8mg/dl
未満

8～10mg/dl
未満

10mg/dl
以上

計

測定不能

2007 170 1,302 2,299 5,183 8,954（94.0％）

2006 134 1,214 2,245 5,139 8,732（95.9％）

2005 148 1,133 2,038 5,489 8,868（94.9％）

2004 109 994 1,869 5,122 8,094（95.0％）

5ml/min未満

2007 32 45 93 131 301（3.2％）

2006 6 33 58 58 155（1.7％）

2005 6 63 96 76 241（2.5％）

2004 9 50 85 98 242（2.8％）

5～10ml/min

未満

2007 16 65 93 57 231（2.4％）

2006 8 70 79 40 197（2.2％）

2005 14 66 82 37 199（2.1％）

2004 14 57 66 34 171（2.0％）

10～20ml/min

2007 7 15 7 9 38（0.4％）

2006 8 7 6 1 22（0.2％）

2005 9 13 5 1 28（0.3％）

2004 5 8 4 0 17（0.2％）

計

2007 225（2.3％） 1,427（15.0％） 2,492（26.2％） 5,380（56.5％） 9,524

2006 156（1.7％） 1,324（14.6％） 2,388（26.2％） 5,238（57.5％） 9,106

2005 177（1.9％） 1,275（13.7％） 2,221（23.9％） 5,603（60.4％） 9,276

2004 137（1.8％） 1,109（13.0％） 2,024（23.7％） 5,254（61.6％） 8,524

表7 腎不全の基礎疾患

疾患名 2004年 2005年 2006年 2007年

慢性糸球体腎炎 3,774 3,970 3,750 3,575

腎盂腎炎 59 65 58 67

急速進行性腎炎 59 65 66 121

糖尿病性腎症 2,482 2,751 2,878 3,146

腎硬化症 711 824 895 899

のう胞腎 397 320 301 325

痛風腎 49 45 29 40

ネフローゼ症候群 108 136 112 148

急性腎不全 3 4 5 15

膠原病 186 228 206 217

腎結核 10 11 6 10

その他 776 857 800 961

計 8,524 9,276 9,106 9,524



者の宿命的な合併症であり，線引きをすることは困難

です」という，われわれの主張を認めていただいてい

る．透析医療を取り巻く環境が厳しい中で，透析医療

の将来について深く考えずに，安易な妥協をしてしま

うと，後々の大きな禍根になりかねないということを

知っていただきたい．また，このような行政との連携

について，日本透析医会が中心的な役割を果たしてい

っていただきたいと心から願っている．

愛知県の透析審査においても，患者の高齢化，糖尿

病性腎症患者の合併症の多さは大きな問題となってい

る．継続審査の中で審査会に上申される症例の多くは，

寝たきり，脳血管障害による運動能力低下，閉塞性動

脈硬化症による下肢切断などの合併症により筋肉量が

落ち，Pcr値が大きく低下した者で占められる．超高

齢者においては，本当に透析が必要であろうかと考え

させられてしまうような場合も少なくない．このよう

な症例の判断は行政の担当職員のみでは困難であり，

われわれのような専門委員が必要となってくる．われ

われは判断基準が毎回変化してしまうことのないよう

に，表2に示したような基準を作成し，判断の根拠と

している．読者の方々の参考になれば幸いである．愛

知県の透析の状況は日本全体と同様であるだろうし，

透析医学会の統計調査委員会の結果とも矛盾しないが，

小回りのきく会議であるので，今後また新たな解析に

も挑もうと考えている．

前述したように，愛知県透析療法審査会議の実施に

ついては，日本透析医会の適正透析導入部会からの補

助も頂戴している．また，私はその委員会の構成員で

もある．日本透析医会雑誌の紙面をお借りして，愛知

県の実態をご報告することで委員としての責務の一部

を果たしたい．

文 献

1） 日本透析医学会統計調査委員会:わが国の慢性透析療法の

現況:2007年12月31日，日本透析医学会，2008．
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要 旨

臨床工学技士が誕生して20年を迎え，その間，日

本臨床工学技士会（以下，技士会）では，生命維持管

理装置や各種医療機器の安全対策を事業に掲げ，また

会員の学術，技能の向上にも努めてきた．その結果と

して，厚生労働省の医療機器産業ビジョンに，医療機

器の専門職として臨床工学技士の活用が示され，さら

には診療報酬において医療機器安全管理料を得ること

ができた．技士会ではこれらの役割への期待に応えら

れるよう，臨床工学技士の資質の向上を重要な課題と

して取り組んでいるところである．

臨床工学技士と血液浄化業務については，実態調査

から90％の臨床工学技士が従事しており，また80％

が穿刺を行っていた．臨床工学技士の課題は，埋込型

心臓ペーシング機器や心臓カテーテル治療などの新し

い医療機器治療領域への対応である．また血液浄化に

おける臨床工学技士の課題は，技士独立部門化が進み，

透析室へのローテーション体制をとる傾向にあり，専

門性の維持と高揚を目的として，血液浄化専門臨床工

学技士認定制度が今年度から開始予定である．そして

この制度を軌道に乗せることが大きな課題である．

はじめに

臨床工学技士法は昭和62年5月に国会で可決，翌

年4月に施行となり，臨床工学技士が誕生，そして

20年を迎えた．

この20年間を振り返ると，特に少子高齢化問題，

そして医療費抑制など医療社会の構造改革も進展する

中，医療過誤問題も社会問題として厚生行政あるいは

医療に対して国民意識が大きく高まった．この流れに

おいて臨床工学技士は医師の指示の下，生命維持管理

装置の操作および保守点検を業とすると定義された医

療職であるが，昨今の医療機器が関与した医療事故の

多発を受けて，生命維持管理装置はもとより，輸液ポ

ンプなど広く医療機器の医療安全のマンパワーとして

コンセンサスを得ることとなった．

そして厚生労働省の施策として，医療機器産業ビジ

ョンへ「臨床工学技士の活用」，「医療機器管理室設置

推進」が示され，さらには診療報酬において医療機器

安全管理料が創設された．また一方では，医療機器公

正取引協議会による医療機器業者の不正な立ち会いの

規制など，臨床工学技士を取り巻く諸制度が急速に整

備され，臨床工学技士への期待が高まっている．

しかしながら，それらの期待に応えるための臨床工

学技士の生涯教育環境整備の課題や，少子化による入

学生徒の減少がもたらす資質低下問題などの教育問題

が山積している．本稿では，臨床工学技士の20年を

振り返りつつ，現況と課題について述べる．

1 臨床工学技士20年の主な出来事

1） 技士会の公益法人化

技士会は，昭和63年から誕生した臨床工学技士を

会員として，平成2年に臨床工学技士の学術・技能の
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研鑽を主な目的に掲げて任意団体として発足した．そ

してさらに医療への貢献のための事業拡大を図るため，

厚生労働省へ公益法人化を要望してきた．この結果，

公益法人改革の逆風にもかかわらず，平成 14年に

「医療機器のＹ2Ｋ問題への対応」や「医療機器が関与

した医療事故の防止活動」等が厚生労働省，（社）日

本医師会，（社）日本看護協会等から高い評価を得，

臨床工学技士誕生13年にして社団法人格を取得する

ことができた．

2） 医療事故の社会問題化

平成11年に発生した都立広尾病院点滴死亡事故や，

横浜市立大学病院患者取り違え手術事故を端に様々な

事故が報道された．さらに米国科学アカデミー医学研

究所が報告書「ToErrisHuman」を発刊し，大き

くクローズアップされ社会問題となった．特に医療機

器関連では，人工呼吸器や点滴ポンプに関した事故が

大きな問題となってきた．

そして，厚生労働省では平成13年に医療安全対策

ネットワーク整備事業を開始した．同年9月には「安

全な医療を提供する10の要点」を公表するなど医療

安全を重点課題として取り組むに至り，厚生労働省，

日本医療機能評価機構による医療事故防止対策が施策

としてあげられ，昨年4月施行の改正医療法に至って

いる．

3） 臨床工学技士領域の医療事故例とその対応

① 高気圧治療装置の爆発事故

平成8年2月21日，山梨厚生病院において，高気

圧治療装置への使い捨てカイロ持ち込みによる装置爆

発事故が発生し，患者，家族および臨床工学技士の5

人が死傷した．

この事故は臨床工学技士が直接関与した最も悲惨な

事故であり，当会としては直ちに事故の実態を調査す

るとともに，当該領域の学会である日本高気圧環境医

学会の安全指針，臨床工学技士業務指針等，そして山

梨厚生病院の業務マニュアルの整合性等について検討

した．また山梨県警鑑識課への情報収集も実施し，事

故の再発防止に努めた．

② 透析患者の院内感染事故

臨床工学技士が最も多数従事している透析領域にお

いて，東京都新宿区（平成 9年），兵庫県加古川市

（平成11年），岩手県盛岡市（平成11年），静岡県浜

松市（平成12年），千葉県千葉市（平成12年）と相

次いで肝炎の院内感染が発生している．

当該領域の（社）日本透析医学会，（社）日本透析

医会の協力で，厚生科学特別研究事業「透析医療にお

ける感染症の実態把握と予防対策に関する研究班」と

して「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」の策定に参画した．そして，

当会ではその冊子を各都道府県臨床工学技士会に配布

し，再発防止のための啓発を行っている．

③ 人工心肺の事故

大阪府（平成12年1月）で，臨床工学技士が心臓

外科手術において，人工心肺装置に関する心筋保護液

の調整ミスで患者を死亡させる事故が発生した．

当会では行為者が臨床工学技士であり，直ちに事故

の調査を実施すると共に，再発防止を呼びかけた．ま

た，事故の調査から，一連の操作を2名の技士が実施

したことによる伝達ミスおよび当該医療機関の臨床工

学技士体制の不備が事故要因と考えられた．このこと

より，臨床工学技士が従事している生命維持管理装置

領域における医薬品調整業務の安全対策指針を取りま

とめ，これを小冊子に編纂して広く公開し，再発防止

を呼びかけている．

④ 透析治療でのエアー誤入事故

千葉県東金市（平成12年5月）で，透析終了時の

装置の誤操作により，患者へ誤って空気を注入し，死

亡させた事故が発生した．

本事故は，透析終了操作は多数の臨床工学技士が日

常行う業務であり，技術的観点から未然に同様な事故

を防止する操作に改めるべきであることから，当会で

は迅速に厚生省医薬安全局安全対策課に空気誤入の恐

れの無い操作手技について提案し，（社）日本透析医

会と共に安全マニュアルを作成した．

2 臨床工学技士業務実態

平成20年4月現在の国家試験合格者総数は24,611

名となり，さらに毎年 1,500～2,000名の新卒者が受

験する状況である．

1） 臨床工学技士の業務実態

技士会の平成19年度会員の8,740名の業務実態調

査（回収率 30.5％）によると，図 1に示す如く，血
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液浄化業務に従事する者が最も多い．また延べ回答数

と回答数から，1人あたり3.5種類の業務に従事して

いた．また所属（図2）も65％が独立部門と回答し

ており，臨床工学技士部門の独立に理解が進んだもの

と考える．

図3は「勤務施設で血液浄化業務を行っているか」

の回答であるが，92％が行っているとの回答であっ

た．臨床工学技士が従事している施設は血液浄化治療

を行っている施設であった．

図4は血液浄化業務従事人数であるが，6～10名が

多かった．血液浄化治療ベッド数等との詳細な検索が

必要と考える．

図5は臨床工学技士法により認められた穿刺行為に

関する結果である．83％の臨床工学技士が穿刺を行

っていた．また図6に示すごとく，一部動脈穿刺があ

るものの，一般的な透析で用いられているバスキュラ
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図1 臨床工学技士の担当業務

（延べ回答数;9,453 回答数;2,665）

図2 所属部門

（回答数;2,665）

図3 貴院では血液浄化業務を臨床工学技士が行っているか？

（回答数;2,665）
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図4 血液浄化業務を臨床工学技士何人で行っているか？

（回答数;2,477）

図5 血液浄化用バスキュラーアクセスへの穿刺を行っているか？

（回答数;2,197）

図6 穿刺部位（種類）は？

（複数回答可 延べ回答数;4,849 回答数;2,197）

図7 透析技術認定士は取得していますか？

（回答数;2,477）



ーアクセスでの穿刺をしている実態があった．

図7は，透析療法合同専門委員会が実施している透

析技術認定士取得に関しての問である．取得予定も含

めると61％が認定に関して前向きな姿勢であった．

2） 血液浄化における臨床工学技士業務の課題

臨床工学技士業務全体では，昭和63年に旧厚生省

医事課長通知の「臨床工学技士業務指針」に記載され

ていない業務の「埋込式ペースメーカ業務」，「心臓カ

テーテル業務」，「在宅医療業務」などが新たに臨床工

学技士業務の実態があること，また人工呼吸器業務に

おいて，治療に不可欠な痰の吸引ができないことなど

の臨床工学技士業務指針の改正が大きな課題となって

いる．しかし血液浄化業務においては重大な問題点は

無いものの，時代の流れで「シャントへの穿刺」の概

念を「バスキュラーアクセスへの穿刺」と読替えるこ

とが必要であると考える．

また，臨床工学技士の所属部署が独立してきたが，

人員の有効活用の観点から，図1の回答数が示すごと

く，1人の臨床工学技士が3.5種類の業務に従事して

おり，今後専門性を高めるための組織体制の構築が課

題である．

3 臨床工学技士を取り巻く諸制度の流れ

医療機器の保守点検やその修理については，製造物

責任法（PL法，平成6年7月1日）により製造業者

の責任が明確となり，これを受けて医療法施行規則や

薬事法施行規則も整合性を図るため以下のごとく改正

されてきた．

1） 医療法の要点

① 保守点検の実施主体

医療機器の保守点検は医療機関の業務であり，医療

機関が自ら実施すべきもの．（健政発第263号平成8

年3月26日）

② 保守点検の外部委託

保守点検を適切に実施できると認められた業者に委

託できる．（医療法第15条の2平成4年7月1日）

③ 保守点検の受託

薬事法による修理業の許可を取得した業者は保守点

検を適切に実施できるものとみなされ，保守点検業務

を受託できる．（健政発第263号平成8年3月26日）

④ 保守点検と修理の定義

保守点検とは清掃，校正（キャリブレーション），

消耗部品の交換を言う．また修理とは故障，破損，劣

化等の箇所を本来の状態に復帰させることを言う．故

障の有無に関わらず解体のうえ点検を行い必要に応じ

て劣化部品を交換するオーバーホールは修理となる．

（健政発第263号平成8年3月26日，薬発第600号平

成7年6月26日）

2） 薬事法の要点

① 修理業について

医療用具の修理業は製造業の一類型として，厚生大

臣の許可によって行う．また認可要件は，申請者の欠

格事項の有無，責任技術者の配置，構造設備基準，さ

ら品質管理のシステム化が必要．（薬事法第20条の2

平成6年6月29日）

② 保守点検の実施

医療機関は業者から提供された情報を活用し，保守

点検を適切に実施しなければならない．医療機器業者

は保守点検を適切に実施するための情報を提供する義

務がある．（薬事法第77条の3平成6年6月29日）

3） 医療機器の適正管理体制確立に向けての

活動経緯

医療機器の保守点検に関する関連法規は，長い間，

医療に供される医薬品に比べ立ち後れていたが，近年

の医療事故問題等により急速に見直しされてきた．そ

して平成15年3月31日，厚生労働省が取りまとめた

わが国の医療機器産業の国際競争力強化のためのアク

ションプラン「医療機器産業ビジョン」が発表された．

その中の「使用」フェーズにおいて，医療機器の選定

から廃棄までの医療機器管理室での一貫した管理や保

守点検の適正な実施，さらにはそのマンパワーとして

の臨床工学技士の活用が示された．このビジョンを受

けて厚生労働省では，平成16年度より医療施設等施

設整備事業に医療機器管理室設置事業を追加した．

4） 改正医療法の要点と医療機器安全管理体制

平成18年6月21日「良質な医療を提供する体制の

確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が

法律番号84として公布された．改正医療法のポイン

トは，第六条の十で「病院，診療所又は助産所の管理
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者は，厚生労働省令で定めるところにより，医療の安

全を確保するための指針の策定，従業者に対する研修

の実施その他の当該病院，診療所又は助産所における

医療の安全を確保するための措置を講じなければなら

ない．」である．

この運用に当たり，平成19年3月26日付け厚生労

働省令第27号「医療法施行規則の一部を改正する省

令」が定められ，さらに，平成19年3月30日に厚生

労働省医政局長通知「良質な医療を提供する体制の確

立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部

の施行について」（医政発第0330010号）が発出され

た．また同日，厚生労働省医政局指導課長，厚生労働

省医政局研究開発振興課長通知として「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」（医政指発第0330001号・医政研発第0330018

号）が発出され，医療機器の安全管理について示され

た．

技士会では，医療機器の専門医療職の立場から，医

療機器管理上の運用指針ともなる通知である「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」の内容を厚生労働省担当部局と協議し，

普及啓発を行っている．それと共に，本通知の理解を

深め医療機関において適切に運用されることを目的に，

この通知に関するQ&A集等を作成して啓発中であ

る．以下のURLを参照してほしい．

http://www.jacet.or.jp/topics/Q&A5b.pdf

http://www.jacet.or.jp/topics/2007-2.pdf

http://www.jacet.or.jp/topics/kaisetsu070401.

pdf

そして，図8に示すごとく，各医療機関における安

全管理体制の構築においても医薬品と同様に，医療機

器の安全管理も的確に実施しなければならない．

5） 血液浄化における安全管理体制の課題

血液浄化に使用される医療機器は，医療法上すべて

安全確保が義務づけられている．前述の臨床工学技士

業務実態調査によれば，図9のごとく，医療法での医

療機器安全管理責任者の職種は大多数を臨床工学技士

が担っているものの，医療機器安全管理学を履修して

いない他の医療職も少なからずおり，臨床工学技士の

起用が望まれる．

また，昨今，透析用水および透析液の清浄化管理基

準等が国際規格（ISO）化される方向であり，医療安

全の観点から望まれるところである．過去の透析事故
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事例が示すごとく，透析液への塩素化合物の混入と考

えられる溶血が数年毎に発生している状況である．国

際規格の動向も踏まえつつ，図10に示す透析液安全

管理体制の構築が課題である．そして細菌学的知識に

加えて，透析液作成関連機器と作成工程を熟知したマ

ンパワーである透析液安全管理者の育成が急務である

と考える．この観点から，技士会では今年度より，日

本防菌防黴学会との協力を得てセミナーを予定してい

る．

4 臨床工学技士教育の現況と課題

1） 臨床工学技士養成校との連携

昭和63年4月に臨床工学技士法が施行され第1回

の国家試験が実施されたが，臨床工学技士法の現任者

への特例措置期間が5年あり，当初から第6回国家試

験まで法制定以前から当該業務に従事していた現任者

が受験している．そして平成1年より臨床工学技士養

成校が開校し，第4回目より第6回までは現任者と学

校卒業生が受験しており，平成6年からは経過措置期

間が終わり学校卒のみの受験となっている．当初の第
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図9 医療機器安全管理者の職種
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図10 透析液安全管理体制（dialysisfluidqualitycontrolsystem）の位置づけ



6回までの試験の合格者は累計で9,770名であり，う

ち学校卒（250名）を除く現任者の合格数は9,500名

であった．そして平成20年4月現在で24,611名が国

家試験に合格している．

また養成学校は当初5校であったものが平成19年

4月で62施設と増加し，一学年2,000名を越える状

況となった．特に4年制大学の増加が62施設中18施

設と著しく増加してきている．しかしながら少子化時

代において養成校の増加は，入学生の定員割れ，さら

には学力低下問題が懸念されるところでもある．

技士会では，日本臨床工学技士養成施設協議会と連

携して，日本臨床工学技士教育研究会を主催して，様々

な教育問題について対応してきた．その内容としては

学生の病院実習ガイドラインの策定と啓発，および臨

床実習指導者研修会の開催などである．

2） 一般社会への臨床工学技士PR活動

臨床工学技士の業務は一般社会人の目の触れない特

定の治療場が多く，社会的認知度が低く，臨床工学技

士を理解して入学する学生は少ない．このためいかに

モチベーションを高めるかが大きな課題である．そし

て技士会では中学生，高校生，一般向けの臨床工学技

士紹介DVDを作成して高等学校等に配布しPRに努

めている．

3） 新卒者研修会

新人研修は各勤務施設に委ねられており，大きな施

設間格差があるため，臨床工学技士として2年程度の

者を対象として，技士会で新卒者研修会を実施してい

る．

4） 専門教育

臨床工学技士は専門資格であり，専門職は生涯に渡

り常に知識と技能を磨かなければならず，その研修環

境の整備は職能団体の大きな使命と考える．血液浄化

領域では透析療法合同専門委員会が実施している「透

析技術認定士」の取得を勧め，透析のチーム医療の一

員となり，さらに臨床工学技士の血液浄化のエキスパ

ートとして，「血液浄化専門臨床工学技士」認定制度

を構築中である．

おわりに

本稿では，臨床工学技士の20年を振り返りつつ，

現況と課題について述べた．そして透析医療のチーム

医療の一員である臨床工学技士について，諸兄姉のさ

らなる理解の一助となれば幸甚である．最後に，臨床

工学技士誕生20周年に当たり，社団法人日本透析医

会会員各位の臨床工学技士に対するご理解に深謝申し

上げる．
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要 旨

これは，平成20年度広島県透析連絡協議会の特別

講演を，演者自身が原稿としてまとめようとしたもの

である．ただ，講演前半の診療報酬改定に関する部分

は，ほとんどの内容が，「平成20年度透析関連診療報

酬改定について」（日本透析医会雑誌，23（2）;215�

223，2008）として執筆済みである．また，後半の「今

後の透析医療」についても同様に，日本透析医会創立

20周年記念シンポジウムで，「日本透析医会事業のま

とめと将来展望」（日本透析医会雑誌，23（1）;3�9，

2008）として発表済みである．したがって，この原稿

では，それらと重複しない程度に講演内容を要約し，

かつ，講演では割愛した中央社会保険医療協議会（中

医協）での透析時間区分に関する協議について述べる

こととした．

1 透析時間区分

1） 透析時間区分の変遷

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，①5時間未満3,100点，②5時間以上9時間未満

4,000点，③9時間以上4,100点であった．この診療

報酬改定は，初めて透析医療費を抑制するための診療

報酬改定であったと位置づけられている．

昭和60年の改定では，ダイアライアザー機能の向

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，日本透析医学会統計調査委員

会が，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．

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た（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）．

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，透析医療の質をまったく担保しないも

のであった．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，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．

2 平成20年度の診療報酬改定

1） 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
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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，厚生労働省は，

「（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，厚生労働省もメリハリ

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．

2） 従来の診療報酬改定のための活動

従来の日本透析医会の診療報酬改定に関する活動は，

予め，要望事項や保険診療上の問題点などを保険局医

療課に申し入れ，最終的には改定前年の10月頃に，

正式の要望書を提出してきた（日本医師会にも同時に

提出）．

たとえば平成18年3月の改定では，17年秋に，①

時間区分の復活，②感染対策加算の新設，③慢性維持

透析患者外来医学管理料の見直しの3点について要望

するとともに，日本透析医会調査による外来患者の診

療行為別調査結果（たとえばEPO使用実態など）に

ついての情報を提供した．その後，18年1月に入っ

て，技術料へのEPOの包括案や，夜間・休日加算の

撤廃などについての意見を求められた．夜間・休日加

算の撤廃については反対したが，EPOの包括に関し

ては，どの程度の点数にするべきかをも含めて提案し，

賛意を表した．結果的に，この改定で外来人工腎臓点

数にEPOが包括されたことはご存知の通りである．

3） 中医協での時間区分に関する議論について

平成20年度の診療報酬改定に関して，日本透析医

会は例年より早く平成18年秋より，時間区分の復活

についてその必要性と根拠（①短時間透析が増加して

いること，②時間が長いほど生命予後がよいこと）に

関する情報を提供し，19年春・夏にも同様の説明と

要望をする機会を持った．こうした経過の中で，時間

区分の復活が，透析医療の質を高めるという事実を理

解していただいたと考えていた．しかしこの時点で，

この問題が中医協で検討されることになっていること

は，認識していなかった．

① 中医協基本問題小委員会（07.11.14）

当日に提供された資料では，糖尿病対策に関する診

療報酬対応として，生活習慣病管理加算の設定，足病

変ハイリスク患者に対する指導料の設定，これに併せ

て，長時間透析に対する診療報酬上の評価について検

討することが，事務局である医療課より提案された．

ただ，どういう経緯で，この問題が中医協で議論され

ることになったかは定かではなく，今後解明されてゆ

くものと考えるが，先に述べた医療課の理解以外に，

日本医師会の理解や後押しがあったであろうことは，

想像に難くない．また，糖尿病対策の一つとして取り

上げられたことも，何らかの配慮があってのことと推

測された．

いずれにしても議論は始まったが，ある委員から

「4時間未満の短時間透析患者が増加していることは，

悪いことではなくて良いことではないのですか？」

「短い時間がダメだと思ったら，お医者さんは長時間

透析を指示するのではないですか？」という疑問が出

された．患者も希望するし，それに応えて医師も短時

間透析を指示するわけだから，時間の短い透析は良い

透析でしょう? 医師たるもの，生命予後が悪いとわ

かっていながら，短時間透析を指示することはないで

しょう……という至極当然な疑問と思われた．

最終的には，結論を次回に持ち越し，時間区分復活

のための最大の根拠である「時間が長いほど生命予後

が良い」というエビデンスを見た上で再度検討という

ことになった．実際には，この時点ですでに事務局は

この事実は十分認識していたが，それでも短時間透析

を志向する医師について，その是非を敢えて評価しな

かったものと考えている．

② 全国腎臓病協議会からの診療報酬改定に

関する要望

全腎協は，11月14日に開催された中医協基本問題

小委員会の人工透析に関する議論を踏まえ，診療報酬
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が治療内容に大きく影響すること，医学的・臨床的根

拠に基づき保険点数を検討するという言質を得ている

こと，日本透析医学会の統計調査結果から長時間透析

が生命予後にとって望ましいこと，という根拠から，

12月4日付けで，以下の5項目を，保険局医療課課

長あて要望した．

●経済優先の診療報酬改定ではなく，患者本位の診

療報酬改定をしてください．

●慢性維持透析患者外来医学管理料は維持してくだ

さい．

●現行の人工腎臓に関する診療報酬点数を維持する

とともに，関係学会等の統計調査結果が示す長時

間透析の有用性を保障する診療報酬点数を設定し

てください．

●働く患者が治療を受けやすく社会復帰・社会参加

を可能にするため，夜間透析に対する診療報酬点

数を保障してください．

●透析治療は曜日に関係なく週3回の治療が必要で

あり，休日も安心して治療が受けられる診療報酬

点数を保障してください．

③ 日本透析医会および日本透析医学会共同の

診療報酬改定に対する要望

中医協の議論を受け，日本透析医会も日本透析医学

会と共同で，「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」と題する

要望書を，11月26日付けで，保険局医療課長あて提

出した．概略は以下の通りである．

●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ること．

●4時間透析が標準と考えられる理由．

●透析時間と生命予後：前述した日本透析医学会統

計調査委員会集計結果と，DOPPS研究（Saran

R,etal.:Longertreatmenttimeandslow

ultrafiltration in Hemodialysis:Association

withreducedmortalityintheDOPPS.Kid-

neyInt,69;1222�1228,2006）より，長時間透

析が生命予後を良くすること．

●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：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，長生きである上，透析合

併症を減らし，安全かつ無症状透析を提供するこ

とが可能となること．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

に合致するものであること．

④ 中医協基本問題小委員会（07.12.07）

この会議では，「これまでの宿題事項について」の

中で，「人工腎臓について」として，患者自身が透析

時間の短縮を希望することと，透析医療機関にとって

はコストの削減につながることもあって4時間未満透

析が増加している．確かに短時間透析でも治療成績に

問題がない小柄の患者もいるものの，4時間未満の透

析患者の死亡率が高率なことより，その病態やコスト

に会わせ，透析時間に応じた診療報酬上の評価を行う

ことが提案された．資料には，4時間以上4.5時間未

満透析患者に比し，3.5時間未満透析患者の1年死亡

に対する相対危険率は1.862倍となるという透析時間

と生命予後に関する表（「わが国の慢性透析療法の現

況（2006年12月31日現在）」CD-ROM版，日本透

析医学会，2007，東京）も添付された．

さて議事録では，前回の委員会で疑問を呈した委員

が，この間に，多くの人から生命予後に関する長時間

透析の優位性についての情報提供を受け，改めてコス

トのみを考えた透析時間の短縮が，死亡率が増加する

にもかかわらず実施されていることに大いなる疑問と

不信を呈した．診療報酬がどうあろうとも，儲けのた

めに透析時間を短縮するなどということは，医師とし

ての倫理に悖るというもので，至極当然のことと思わ

れる．しかし，これだけでは長時間透析は担保されず，

診療報酬で良質な医療へ誘導することが医療行政の本

質であるとする事務局の考えこそが，正しい主張と思

われる．ただ当該委員も，最終的には，透析時間区分

の復活が質の高い治療を担保することを理解されたも

のと考えられた．

ところがこの考え方とは別に，別の委員より，十分

な透析を評価するに際して，時間ではなく時間以外の

医学的評価（例えば検査データなど）を用いて，毎回

の透析を終了すべきという考えも出された．医師会側

委員である鈴木委員から，透析量などを用いた評価に

ついて説明も加えられたが，問題となった考えが非合

理的で，非現実的であるという認識には至らず，再度

ペンディングとなった．
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⑤ 中医協基本問題小委員会（08.01.18）

この委員会では，「I 患者から見て分かりやすく，

患者の生活の質（QOL）を高める医療を実施する視

点」の，「I－3 生活を重視した医療について」の中

で，「（3）人工透析について，副作用により透析に長

時間を要する患者が一定数いるという実態や，透析時

間が生命予後に影響を与える可能性があること等を踏

まえ，要した時間の長さに応じて人工透析を行った場

合の評価を行う．」という視点から検討され，最終的

に了解された．ちなみに，③で示した日本透析医会・

日本透析医学会共同の要望書は，この小委員会資料と

して提供された．

4） 時間区分点数について

日本透析医会は，時間区分復活の困難さを考え，廃

止前の3区分ではなく，4時間以上･未満の2区分に

ついて要望していた．また，具体的な点数より考え，

4時間未満透析がおおよそ30％であること，新しい

財政が導入され，人工腎臓点数が上がることはないと

考えられることより，短時間透析点数を下げた分だけ

4時間以上透析に上乗せする（財政中立）設定を提案

した．例えば4時間未満透析を70点（140点）下げ，

4時間以上透析を30（60点）点上げ，その差が100

点（200点）になるなどである．

ところが，平成20年1月30日の中医協総会では，

5時間以上を含めた時間区分廃止以前の3区分が提示

され，平成20年2月13日の総会で，現在の点数が提

示された．この診療報酬には7点という端数があるが，

4時間以上・未満の差を150点，4時間以上・5時間

未満と5時間以上との差を130点と予め設定すれば，

現在の時間区分比率から容易に算出可能である．

3 おわりに

本文中にも述べたが，どのような経緯で人工腎臓点

数に関する時間区分復活が中医協で論議されるに至っ

たかなど，今後明らかにされるべき部分も残されてい

る．さらに，今回の中医協議事録の中ではまったく触

れられなかったが，時間区分が廃止される前の3区分

となった（日本透析医会は戦術的な問題より，4時間

以上・未満の2区分を要望していた）ことについても，

今後振り返っての検討が必要と考えている．

また，経営効率を考えて短時間透析を志向した医療

機関や医師を，単純には「否」とできない厚生労働省

の立場などや，非医師の中医協委員に医療内容を説明

して理解してもらうことの困難さも，議事録から読み

取ることができた．

しかし何はともあれ，透析時間区分が復活したこと

は，良質な医療を診療報酬上で誘導したことになり，

この点に関しては十分評価できる診療報酬改定であっ

たと考えている．一方，平成19年12月7日の基本問

題小委員会の中で紹介された「短時間透析は施設に都

合が良いかもしれませんが，患者にとっては命を削ら

れる思いです」という発言は重く受け止められるべき

で，今後，短時間透析患者の増加に歯止めがかかるこ

とを希望する．

なお，中医協議事録や検討資料は，厚生労働省ホー

ムページより入手可能である（http://www.mhlw.

go.jp/shingi/chuo.html#kihon）．

＊ ＊ ＊
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（社）日本透析医会では，激甚災害発生時，その地

域で災害対策本部を立ち上げることができるよう，都

道府県を単位とした地域での災害対策確立を呼びかけ

るとともに，被災地域を後方からサポートできるよう，

都道府県透析医会から委嘱された医師および臨床工学

技士による災害情報ネットワークを組織している．ま

た，インターネットを利用した情報伝達方法の確立を

目的として，ホームページと危機管理メーリングリス

トを運用している．

●ホームページ

ホームページ「災害時情報伝達・集計専用ページ

（http://www.saigai-touseki.net/）」に，いつでも施

設情報を発信でき，多施設の情報がリアルタイムに確

認できる，施設情報登録・集計システムを構築した．

このシステムで重要なことは，被災を免れた施設から

の自主的な情報提供が不可欠であるということである．

被害を受けた施設は，外部と連絡が取れるまでに多く

の時間を要する．しかし被災を免れた施設は，被災が

ないことを容易に外部に発信できるはずである．すな

わち，被災していない施設からの情報を迅速に収集・

集計して発信できれば，被災施設の特定や支援透析の

確保に対しても迅速な対応が可能になるはずである．

●危機管理メーリングリスト

大規模災害発生時の透析医療における被災情報，お

よび災害対策の情報共有を目的とした「災害情報メー

リングリスト」と，災害発生時あるいは災害発生に備

えた対応を検討することを目的とした「透析医療災害

対策メーリングリスト」の二つを運営している．

●活動基準

これらは，震度5以上の地震，国または地方公共団

体が災害救助法を適用するような広範囲にわたる被害

発生時に利用することになっており，ここで得られた

情報が，厚生労働省をはじめとした公共機関へ報告さ

れ，情報，水，医薬品等の提供・要請が行われること

になっている．

●これまでの主な活動

2000年より毎年1回，災害情報ネットワーク会議

と情報伝達訓練を実施している．また，これまでにホ

ームページやメーリングリストで情報伝達を行った透

析に影響のあった災害は，2000年3月の北海道有珠

山噴火に始まり，同9月愛知県豪雨水害，同10月鳥

取県西部地震，2001年3月芸予地震，2003年5月宮

城県沖地震，同7月宮城県北部地震，同9月北海道十

勝沖地震，2004年7月新潟・福島豪雨水害，同10月

台風23号による水害，同10月新潟中越地震，2005

年3月福岡県西方沖地震，2007年3月能登半島地震，

同7月新潟中越沖地震と，実に13にのぼる．

●活動から判明した課題

地域により災害対策や情報伝達手段への対応に開き

がある．また，ホームページもまだまだ周知度が低く，

多くの施設から自主的かつ積極的な情報提供を得るに

は至っていない．そこで現在，携帯電話の電子メール

やWeb機能利用，ホームページのモバイル対応，登

録メンバーへの一斉メール配信・集計システム構築，

RSSの利用などに向けて活動中である．
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はじめに

1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震（震度

7）を経験して，透析施設では本格的に対策を検討し

はじめ，2004年新潟県中越地震，2005年福岡県西方

沖地震，2007年能登半島地震，2007年新潟県中越沖

地震を経験しさらに進化してきたが，各施設，各地域

での温度差はある．これらの地震で透析施設の被災と

対応を分析し，必要な対策をまとめた．

1 地震による透析施設・患者の被災状況の特徴と

今後の問題

① 都市型災害と地域（密着）型災害の被災状況の

違い

都市型災害は，狭い地域に透析施設が密集し，被災

した施設・患者が多数発生（数千人規模？）し，その

地域だけでは対応できない災害（例：兵庫県南部地震）．

地域（密着）型は広い地域に透析施設が散在し，被災

した患者が広範囲に散在（数百人規模？），孤立化す

ることがあるが多くはその地域で対応しうる（例：新

潟県中越地震ほか）．

② 震度と透析施設の被災状況

震度6弱で狭い範囲で1～2施設が被災する，6強

でより広い範囲に被災する施設が出る，ここまでは地

域で対応できることが多い．震度7では多くの施設が

被災し，周辺地域あるいは遠隔地域で幅広い支援が不

可欠となる．

③ 今後の問題として透析患者の増加と高齢化

兵庫県南部地震の全国患者数は143,709人，平均年

齢57.3歳（1994年末）．現在は患者数275,119人，平

均年齢64.9歳（2007年末）と患者数が約2倍と増加，

高齢化も著しいことから，より万全な災害対策が必要

となっている．

2 防災対策（ハード面）

① 透析施設建物の見直し

1981年（昭和56年）に建築基準法が改正（新耐震

設計法）され，建物のより厳しい耐震設計基準が示さ

れた．したがって透析施設の建物が何年に建築された

か知っておく必要があり，それ以前の設計施工であれ

ば，耐震診断を受け補強が必要な場合がある．また，

設計偽装などが報告されたこともあり，不安であれば

耐震診断をうけるべきである（費用を助成している自

治体もある）．なお，現在は性能設計（耐震，制震，

免震構造）があり，改築，新築などの計画のある施設

には免震構造（短所：高層ビルには不向き，設置有効

スペースがやや狭くなる，費用は耐震構造の約1.2倍）

を推奨したい．

② 二次災害の防止

（A） 透析機械室の対策（大型機器）

● RO装置，透析供給装置は床面にアンカーボル

トなどで固定，あるいは免震装置上に設置．

● RO装置，透析供給装置の接合部はフレキシブ

ルチューブなど柔軟性素材を使用（硬い塩ビ管

などは使用しない）．

（B） 透析室の対策（小型機器，ベッド）
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● 患者監視装置のキャスターはロックしない．

●透析ベッドのキャスターはロックするが，床面

に固定はしない．

3 減災対策（ソフト面）

① 透析中の対策

避難の判断，緊急離脱法，スタッフの災害時行動の

イマジネーション醸成について．

② 情報網の整備

個の情報網（スタッフ・患者教育），地域の情報網

（コーディネイト体制含む），全国の情報網（日本透析

医会ホームページ，メーリングリスト），行政の情報

網（人工透析の提供体制，インフラ，ライフライン情

報）の整備について．

③ 避難生活の対応

被災した地域の避難生活は，自宅，疎開，避難所が

考えられるが，この避難所を患者との連絡ステーショ

ンと位置づけるのも良い．2007年より行政（内閣府，

厚生労働省）が「避難所における要援護者用窓口の設

置」，「福祉避難所の設置・活用の促進」などの対策を

各地方自治体に指示している．

④ 患者搬送の対策

搬送方法としては空路，海路・水路，陸路があるが，

空路は急性期の対応で，多人数搬送が予想される透析

患者にはあまり考えられない．したがって陸路を利用

するために「交通規制除外車両」制度を理解し災害時

に対応できるような対策，自治体などのバス利用など

の対策を構築する．大都市圏では河川，海上搬送を視

野に入れ対策を構築するのも良い．

＊ ＊ ＊
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要 旨

維持透析患者のいろいろな訴えに対して皮膚刺激に

よる鍼治療を行った．対象は，維持透析患者 24例

（男性12例，女性12例，平均年齢67±11歳，平均透

析歴5±7年）である．治療方法は，症状に応じて圧

痛点や筋硬結部，トリガーポイント，経穴に対して接

触鍼と円皮鍼留置を約1週間に1回の頻度で行い，治

療開始前と治療開始2カ月後のVAS値とfacescale

値の変化で評価した．訴えは，腰痛16.7％，膝関節

痛 16.7％，肩こり 14.8％ などで，VAS値と face

scale値は有意に減少し，症状の緩和が認められた．

皮膚刺激による鍼治療が維持透析患者のいろいろな訴

えに有用である可能性が示唆された．

1 緒 言

透析合併症は，維持透析患者のADLやQOLを左

右し，β2-MG由来のアミロイド沈着による骨関節障

害や皮膚�痒症などに対する課題が残っている．近年，

維持透析患者のQOLを改善しようとする医療従事者

らによって，補完・代替医療（complementary&al-

ternativemedicine;CAM）を臨床応用した「維持透

析患者の補完・代替医療研究会」が設立1）されている．

鍼治療は，1997年のNIH（NationalInstituteof

Health）の科学的文献や根拠に基づいた鍼に関する

合意声明2），2000年のBMA（BritishMedicalAsso-

ciation）の有効性・安全性・臨床に関する報告3）によ

り，筋・筋膜性疼痛や背腰痛，変形性関節炎，薬物療

法時の嘔気・嘔吐などに効果が期待でき，維持透析患

者のADLやQOLの向上に寄与できる可能性がある．

最近，維持透析患者に対する鍼治療の報告4～7）もみら

れる．

著者らは，維持透析患者のいろいろな訴えに対して

皮膚刺激による鍼治療を行ったので，その治療成績を

報告する．

2 対象・方法

1） 対象

対象は，鍼治療を行った維持透析患者24例（男性

12例，女性12例）とした．平均年齢は67±11歳で

平均透析歴は5±7年であった（表1）．

2） 方法

① インフォームド・コンセント
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表1 対象となった患者背景

患者数
（例）

平均年齢
（歳）

平均HD歴
（年）

全体 24 67±11 5±7

男性

女性

12

12

67±13

67±9

2±2

9±8

非DM性

DM性

12

12

67±11

67±11

8±8

2±2



医師から紹介を受けた患者に対して，鍼灸師が鍼治

療の主旨を口頭で説明した．内容は，接触鍼（毫鍼の

構造と皮膚刺激の方法）と円皮鍼留置（構造と使用方

法）の方法，その適応と不適応，鍼による違和感や絆

創膏による�痒感など有害反応の可能性があるという

ことについてである．さらに，患者は治療を自由意志

で取り止める権利があり，それによる不利益を受けな

いということである．

② 鍼治療

易感染や出血傾向，ウイルス性肝炎の罹患者が多い

ことから，侵害刺激の少ない毫鍼を皮膚に接触させる

接触鍼と円皮鍼留置を行った．医療面接と身体診察か

ら症状と病態を把握し，維持透析患者の特異性に留意

して，症状に応じて治療方針を立てた．

●治療部位

これまでの報告6～9）から，圧痛点や経穴が鎮痛作用

に重要な役割をもつ可能性があり，治療部位は触診に

よって検出した圧痛点や筋硬結部，トリガーポイント，

経穴を選択した．患部に炎症や褥瘡，壊疽などがある

場合は遠隔部や脊髄分節に基づく部位を選択し，症状

から臨床上頻用される経穴も治療部位とした．感染や

過誤を予防するために，ブラッドアクセスとその周囲

は禁忌とした．

●治療頻度

約1週間に1回の頻度で行った．基本的に非透析日

に行った．

●留置期間

円皮鍼留置は，皮膚の乾燥や�痒感，閾値低下を考

慮して，患者の皮膚の状態に応じて7日間を限度に，

1～7日間継続して留置した．

●治療用具

毫鍼はセイリン社ディスポーザブルステンレス鍼

（直径0.20mm，鍼長50mm）を用い，円皮鍼はセイ

リン社パイオネックス0.6mm，0.9mmを用いた．

共にエチレンオキサイトガス滅菌済ディスポーザブル

鍼である．

3） 評価方法

主訴となった症状の変化を調べるために，同一患者

の苦痛の程度が評価できるVASとfacescaleなどを

用いた．毎回治療の前後に評価し，治療開始前と治療

開始2カ月後で比較した．

① visualanaloguescale（VAS）

視覚アナログ尺度のVASは，100mmの横軸線の

左端を苦痛がまったくない状態，右端をこれまで経験

した最も耐え難い苦痛とし，現在の苦痛の程度がこの

線のどの位置にあるか印を付けてもらった．治療後は

新しいVASを用い，VAS値は左端から印までの長

さを1mm単位で数値化した．

② facescale

笑顔（0）から泣き顔（5）までの中から，自分の気

分を最もよく表現している表情を選択してもらった．

③ numericalratingscale（NRS）

視覚障害などで自己記入が困難な者に対して，苦痛

がまったくない状態を0点，これまで経験した最も耐

え難い苦痛を100点とし，現在の苦痛の程度を口頭で

何点になるか表現してもらった．

④ 統計処理

VAS値とfacescale値の変化に関する有意差の検

定は，ウィルコクソン符号付順位検定（Wilcoxon

signed-ranktest）を用い，統計学的有意差の判定は

有意水準1％で評価した．

3 結 果

主訴となった訴えは，多い順に腰痛16.7％，膝関

節痛16.7％，肩こり14.8％で，上肢に関する訴えは

16.7％（手指痛・しびれ5.6％，上肢痛・しびれ3.7％，

手関節痛3.7％，透析時穿刺痛3.7％）であった（表2）．

治療開始前後の変化では，VAS値が治療開始前平

均64.0±18.8mmから治療開始2カ月後平均22.8±

24.7mmに減少し，facescale値が治療開始前平均

3.3±0.9から治療開始2カ月後平均1.2±1.3に減少し

た．これらの変化は，いずれも有意水準1％以下で有

意差を認めた（図1）．

慢性腎不全の原疾患によるVAS値の変化を図 2に
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表2 主訴別分布
（％）

腰痛

膝関節痛

肩こり

下肢痛・しびれ

手指痛・しびれ

頚部痛

肩関節痛

皮膚�痒感

16.7

16.7

14.8

7.4

5.6

5.6

5.6

5.6

手関節痛

上肢痛・しびれ

股関節痛

嘔気・嘔吐

透析時穿刺痛

背部痛

倦怠感

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

1.9

1.9

n＝24（54症状）



示す．治療開始前後の変化では，非DM性のVAS値

が治療開始前平均64.4±19.9mmから治療開始2カ

月後平均16.4±20.7mmに減少し，DM性のVAS値

が，治療開始前平均 63.5±17.8mmから治療開始 2

カ月後平均30.8±27.2mmに減少した．これらの変

化は，いずれも有意水準1％以下で有意差を認めた．

病態によるVAS値の変化を図 3�1，3�2に示す．

病態による治療開始前と治療開始2カ月後のVAS値

の変化は，筋・筋膜性が平均58.9±18.8mmから平

均9.0±10.2mmに，骨変性が平均65.5±13.2mmか

ら平均 34.5±19.7mmに，透析性が平均 68.5±20.0

mmから平均16.3±20.7mmに減少し，原因不明は平

均 70.5±24.5mmから平均 67.5±20.8mmと変化が

みられなかった．筋・筋膜性や骨変性，透析性の訴え

は，治療開始前から治療開始2カ月後で減少し，これ

らの変化はいずれも有意水準1％以下で有意差を認め
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図1 VAS値とfacescale値の変化

図2 非DM性とDM性によるVAS値の変化



た．一方，原因不明の訴えは有意差を認めなかった．

4 考 察

鍼治療の対象となった訴えは，腰痛や膝関節痛，肩

こりなどであった．そのほかに上肢に関する症状が多

く，ブラッドアクセスが必要な維持透析患者の特徴で

あると考えられた．これらの症状に対する治療開始前

と治療開始2カ月後のVAS値とfacescale値の変化

を比べたところ，有意に減少した．

これらの変化に対する糖尿病性腎症の影響を調べる

目的で，慢性腎不全の原疾患を非DM性とDM性に

分けた．同様にVAS値の変化を比べたところ，両者

ともにVAS値は有意に減少したが，非DM性の治療

開始2ヵ月後のVAS値のほうが低い値であった．

患者の訴えの病態を，筋・筋膜性，骨変性，透析性，

原因不明の四つに分類した．筋・筋膜性の訴えは，

HD中の一定姿勢の保持やCRFによる運動量の制限

によると考えられた．特に，臥床による筋緊張や筋力
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図3�1 病態分類によるVAS値の変化



低下，ADL低下が著明であった．骨変性の訴えは，

加齢による変性疾患が多く，長期透析患者の高齢化や

新規HD導入における高齢者の増加によると考えら

れた．その治療成績は，加齢や変形の程度が影響して

いた．透析性の訴えは，維持透析患者特有の症状が占

め，アミロイド沈着による骨関節障害や皮膚�痒症な

どの透析合併症がみられた．原因不明の訴えは，腎不

全外科や内科，整形外科，神経内科などを受診しても

原因が確定しなかった．しかし，これらの訴えはHD

導入後に現われ，上肢の問題ではブラッドアクセス側

に訴えが強かった．また，DM性腎症の割合が多か

ったことから，DM性腎症にみられる難治性合併症

が含まれている可能性も考えられた．

円皮鍼留置による肩こりの改善は臨床上経験するこ

とも多く，偽鍼を対照とした比較試験10）もなされてい

るが，アミロイド沈着による骨関節障害や透析時穿刺

痛など維持透析患者特有の訴えに対しても鎮痛が得ら

れたことが興味深い．
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図3�2 病態分類によるVAS値の変化



今回，治療を行った患者に有害事象はなかった．健

常者に対する円皮鍼の3日間継続留置で最も多かった

有害反応が絆創膏による�痒感であった10）ことから，

維持透析患者に対して円皮鍼を貼付する際に，患者の

皮膚状態に応じた留置期間を設定したことが，鍼の違

和感や絆創膏による�痒感の予防対策になったと考え

られる．パイオネックスは，絆創膏が一重構造と薄く

通気性に優れ，鍼灸師が絆創膏粘着面や鍼先にまった

く触れることなく衛生的な貼付が可能な構造であるこ

とから，維持透析患者に適していた．

皮膚刺激による鍼治療は，維持透析患者のいろいろ

な訴えに対して有用である可能性が示唆されたが，円

皮鍼の作用機序は，毫鍼や鍼通電に比べて未解明な部

分が多く，今後の検討課題である．インフォームド・

コンセントにはじまり，医療面接，身体診察，治療と

いう一連の鍼治療の過程から，情動的・心理的な条件

付けやプラセボ効果などの影響を受けた可能性もある．

今後は，患者の倫理を尊重した上で対照群と比較し

た観察も必要である．臨床現場における治療効果は，

鍼の物理的な刺激だけでなく，鍼灸師と患者の関係や

家族関係，社会や環境などの影響も受けており，これ

らの関係性に対する観察や主観的で個別性が高い評価

も重要である．

5 まとめ

維持透析患者のいろいろな訴えに対して皮膚刺激に

よる鍼治療を行ったところ，次の結果を得た．

① 腰痛や膝関節痛，肩こり，上肢に関する訴えが

多かった．

② 非DM性とDM性の訴えは，VAS値の有意な

減少がみられた．DM性に比べて非DM性のほ

うが減少値が大きかった．

③ 筋・筋膜性や骨変性，透析性の訴えは，VAS

値とfacescale値が有意に減少した．一方，原

因不明の訴えは変化がみられなかった．

以上のことから，皮膚刺激による鍼治療は，維持透

析患者のいろいろな訴えに有用である可能性が示唆さ

れた．

この研究は，日本透析医会平成19年度公募助成事

業による．
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要 旨

（社）日本透析医学会統計調査委員会は，毎年「わが

国の慢性透析療法の現況」を発表している．そのデー

タをもとに，コンピュータを用いて患者数推移の近似

式を導き出し，ついで外挿した式を求め，さらに微分

係数の変動から患者数推移の将来予測を行った．結果

的に，透析患者数は近い将来，減少に転じることが推

算された．また，年末患者数と導入患者数・死亡患者

数・その他の患者数との関係が数学的に表現された．

はじめに

わが国の維持透析患者数は，維持透析療法が定着し

たと考えられ，日本透析医学会が統計調査を開始した

1968年から最近にいたるまで一貫して増加を示し，

日本透析医学会発表の統計調査の結果でも，2005年

末まで直線的な増加を示していると表現されてきた1）．

しかし，われわれは，日本透析医学会の2005年末時

点での統計調査報告における年度（X）と透析患者数

（Y）との関係を多項式近似式として表し，さらにそ

の多項式近似式の一次微分・二次微分係数を求めるこ

とによって，患者数の推移をより数学的に表す方法を

用いた．その結果，患者数の増加傾向は一転して，も

はや直線的増加傾向にはなく，頭打ち状態にいたった

ことを報告した2,3）．

本報告は，得られた多項式近似式を利用して，さら

に未来的な維持透析患者数推移を予測し，それに及ぼ

す因子についても検討した結果である．

1 方 法

日本透析医学会の2005年末時点での統計調査報告

を利用し，年度（X）と透析患者数（Y）との関係を

コンピュータを用いて多項式近似式として表した．さ

らに2006年以降にまで延長（外挿）した数式を求め，

さらに，その一次微分・二次微分係数を求めて，患者

数が減少に転じる時点を数学的に推算した．

日本透析医学会の2005年末時点での統計調査報告

を利用して得られた，透析患者数に影響を及ぼす因子

について検討を試みた．統計調査に表されているのは，

年末患者数・導入患者数・死亡数であるが，年末患者

数＝前年度患者数＋導入患者数－（死亡数＋D）と考

えられる．Dはこの統計調査報告には記載されてい

ないが，なんらかの原因，例えば，腎移植・腎機能の

自然回復などによって維持透析から離脱した患者が含

まれるものと考えられた（以下，・その他の患者数・

と表現する）．

まず，これらの4個の数値の関係を，重回帰分析を

用いて回帰式として求めた．統計調査報告に表れてい

る導入患者数・死亡数・その他の患者数は，1983年

以降なので，この検討は，1983年から2005年までに

限って行われることになったものである．さらに，要

因となっていると考えられる4個の各々の数値につい
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て，過去の推移から直交多項式回帰分析による近似式

を求め，将来の年末患者数を，それら個々の要因の近

似式から求められる将来予測数の和で求めることを試

みた．

2 結 果

1） 近似式より得られた結果

年度（X）と透析患者数（Y）との関係は，次式で

表された．

Y＝－0.0127X5＋1.1069X4－34.673X3

＋643.47X2－1884.6X＋1293.6（R＝0.9996）

一次微分係数，および二次微分係数は，それぞれ下

記の式で表された．

Y′＝－0.0635X4＋4.4276X3－104.019X2

＋1286.94X－1884.6

Y″＝－0.254X3＋13.2828X2－208.038X

＋1286.94

これらの式を用いた計算によると，患者数推移速度

を表すと考えられる一次微分係数が減少に転じ，二次

微分係数が陰性に転じた時期は1999年であった2）．

これまでに計算に用いたコンピュータソフトは，

MicrosoftExcelであったが，統計調査については，

より信頼性が高いとして繁用されている別のソフト

JUSE-StatWorks/V4.0（TheInstituteofJUSE）

を採用することとした．それによると，多項式近似式

として5次式を採用すると，透析患者数が減少に転じ

るのは2008年からであるが，4次式を採用すると2017

年からと算定された4）（表1，図1）．この推算研究を

するに当たって，以後は，JUSE-StatWorks/V4.0

のみを適用することとした．

2） 透析患者数推移に影響を及ぼす因子

統計調査報告に表れている導入患者数・死亡数・そ

の他は，1983年以降である．それらの数の関係は，

重回帰分析を用いて求めた回帰式では下記のように表

された．

理論値患者数（A）

＝－0.285X導入患者数（B）

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.3 2008478

表1 4次多項式近似式と1次微分式・2次微分式

4次多項式近似式 Y・・0.134・X
4
・8.633・X

3
・2.906・X

2
・1911.113・X・4539.099

4次多項式近似式

の1次微分式
Y

・
・・0.536・X

3
・25.899・X

2
・5.812・X・1911.113

4次多項式近似式

の2次微分式
Y

・・
・・1.608・X

2
・51.798・X・5.812

1次微分式で，y
・
・0となるのは，2016年と2017年の間．

図1 わが国の維持透析患者数推移の将来予測



＋10.871X死亡患者数（C）

＋0.013Xその他の患者数（D）＋9943.569

これまでに報告されている年末患者数・導入患者数・

死亡数・その他の患者数，および，この回帰式によっ

て得られた（理論）年末患者数の関係は表2，図2の

ようである．

3 考 察

1） わが国における維持透析患者数の近未来的推算

日本透析医学会統計調査委員会による，1968年か
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図2 年末患者数の理論値と実測値

表2 年末患者数・導入患者数・死亡数・その他の患者数と年末患者数理論値の関係

年 年末患者数：A 導入患者数：B 死亡数：C その他の患者数：D 変数 年末患者数（理論値）

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

53,017

59,811

66,310

73,537

80,553

88,534

83,221

103,296

116,303

123,926

134,298

143,709

154,413

167,192

175,988

185,322

197,213

206,134

219,183

229,538

237,710

248,166

257,765

11,348

12,606

13,416

14,175

14,699

16,470

14,174

18,411

20,877

22,475

23,874

24,296

26,398

28,409

28,870

29,641

31,483

32,018

33,243

33,710

33,966

35,084

36,063

4,538

5,000

5,770

6,296

6,581

7,765

6,766

8,939

9,722

11,621

12,143

13,187

14,406

15,174

16,102

16,687

18,524

18,938

19,850

20,614

21,672

22,715

23,983

812

1,147

652

1,102

724

12,721

－10,603

－1,852

3,231

1,359

1,698

1,288

456

3,972

3,620

1,068

4,159

344

2,741

4,122

1,913

2,481

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

56,041.987

60,716.415

68,860.59

74,355.986

77,310.731

89,672.346

79,622.538

101,734.464

109,657.41

129,912.088

135,163.699

146,397.16

159,044.509

166,809.486

176,812.097

182,947.321

202,359.202

206,747.504

216,263.136

224,466.646

235,913.157

246,904.263

260,417.06

A（理論値）＝－0.285B＋10.871C＋0.013D＋9943.569



ら2005年までの維持透析患者数についての報告をも

とに，報告年度と透析患者数との関係を多項式近似式

によって表し，その微分係数から患者数が減少し始め

ると推算される時期を求めた．その結果，近似式とし

て5次式を採用すると2008年，4次式を採用すると

2018年からと推算された．

ここでいえることは，近い将来，維持透析患者数は

減少し始めると推算されたことである．近似式の次数

の選択によっても異なる結果が得られた．このような

結果が得られたことについて考えてみると，この種の

計算にコンピュータを用いることの宿命的な問題であ

ると考えられた．また，きわめて数学的に考えると，

この近似式は，1968年から2005年までの患者数につ

いて，わずかな誤差の可能性を持ちながらも妥当する

ものである．それ以外の年度について，例えば，ここ

で行ったように，外挿して患者数を求めること自体が

適切でないと指摘されれば，そうなのかも知れない．

これから先は科学哲学の問題になると考えられる．採

用すべきコンピュータソフト，および採用すべき多項

式近似式次数の選択の妥当性を数学的に検証すること

も必要であると考えられた．

いずれにしても，維持透析患者数は，直線的な増加

をすると報告されていたのに対し頭打ち状態にあるこ

と，さらに近い将来，減少に向かうことを予測できた

ことは，一つの成果であったと考えられる．

2） 透析患者数推移に影響を及ぼす因子

透析患者数推移に影響を及ぼす因子を検討するため，

1983年以降の統計調査報告に表れている導入患者数・

死亡数・その他の患者数が，年末透析患者数とどのよ

うな関係にあるかを数学的に表現することを試みた．

その他の患者数は，実際には統計調査報告には記載さ

れていないが，先に述べたように患者数推移を検討す

るのに際して算術的に求められたものである．このそ

の他の患者数は，本来統計調査報告に記載されてある

べきであるが，それがなければ算術的に整合性がなく

なり，統計調査報告自体の意味が失われてしまうと考

えられる．得られた数式的関係は，さきに示した通り

であるが，導入患者数・死亡数・その他の患者数を年

度との関係で表す近似式の次数によって異なることが

再び確認された．

すなわち，各要因に対して直交多項式回帰分析を行

い，6次までの近似多項式を求めた結果，まず，導入

患者数については，6次と3次多項式が将来予測を行

うには適していると考えられた．それは，6次と3次

多項式は，将来的に導入患者数が減少するという結果

を示しているのに対し，5次と4次多項式は，急激に

増加する結果を示しているからである．同様の原因で，

死亡患者数についても，6次と3次多項式を将来予測

に用いた．次にその他の患者数については，データそ

のものバラツキが大きく，6次・3次多項式による近

似はそれぞれ急激に増加したり減少したりで，適切に

近似しているようには考えられなかった．そこで，そ

の他の患者数に関しては，2次と1次多項式も求めて

みたところ，どちらの式も穏やかに増加していくとい

う結果を示し，将来予測には適していると考えられた．

以上の分析の結果，年末患者数の将来予測を行うた

めの各要因の組み合わせとして，表3のような組み合

わせが得られた．この分析結果をみると，まず，その

他の患者数については，2次式も1次式もほとんど結

果に大きな違いがないことがわかった．

次に，結果は大きく分けて2013年ころをピークに

減少に転ずるグループ，2008年ころをピークに減少

に転ずるグループ，将来へわたり増加し続けるグルー

プ，というように3通りに分類できることがわかった．

また，各要因に対する直交多項式回帰分析の結果，将

来予測には不適切と思われる導入患者数（4次式），

死亡患者数（4次式），その他の患者数（2次式）とい

った組み合わせに対する分析結果をみると，将来にわ

たって急激に増加し続ける結果となり，やはり不適切

であることがわかった．

その他の患者数は統計調査報告には記載されていな

いが，年末患者数・導入患者数・死亡患者数の推移を

見たときの数学的整合性から計算されたものであるが，
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表3 透析患者数の将来予測に影響すると考え

られる要因の近似式次数の組み合わせ

No. 導入患者数 死亡患者数 その他の
患者数

1

2

3

4

5

6

7

8

3

3

3

3

6

6

6

6

3

3

6

6

3

3

6

6

2

1

2

1

2

1

2

1



推移の経過におけるバラツキが不自然に感じられるほ

ど大きい．本報告のような，きわめて数学的な扱いを

するときに，推算の精度を損なう要因になると考えら

れた．

4 結 論

日本透析医学会統計調査委員会による「わが国の慢

性透析療法の現況」には，30万人近い維持透析患者

についての情報が盛り込まれている．この研究を始め

るにあたっては，情報量が多いことから，コンピュー

タによって近似式を求めて推算する方法は精度の高い

ことが期待された．実際に，数学的な妥当性の問題は

あるが，近似式を外挿して計算することにより，これ

までのように「維持透析患者は増加し続ける」ことか

ら一転して「近い将来，減少し始める」ことが推算さ

れた．また，年末透析患者数・導入患者数・死亡患者

数・その他の患者数の間の関係を数学的に表現するこ

とも可能であった．

しかし，コンピュータを利用することからの必然性

ではあるが，採用するソフトによって異なる結果が得

られることが明らかとなった．また，当然のことであ

るが，基本的なこととして，統計調査報告の精度が高

くなければ，結果的にこの推算の精度も高くならない

と考えられた．

この研究は，日本透析医会平成19年度公募助成事

業によって行われた．
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要 旨

本研究の目的は，透析医療に対する意識や理解が，

医師と患者（家族を含む，以下省略）の間でどのよう

に異なるかを量的調査と質的調査に基づき解明するこ

と，さらに，研究結果を踏まえて両者の相互理解を深

めるための方策を提言することにあった．具体的に取

り上げた課題は，医師と患者の間で意識や理解が異な

ることから，時には対立を招くこともある「ターミナ

ルケア」「セルフケア」「腎移植」「生活の常態化」に

ついてであった．本研究の成果については『透析医療

とターミナルケア』として出版した．

1 研究の目的

本研究の目的は，透析医療に対する意識や理解が，

医師と患者（家族を含む，以下省略）の間でどのように

異なるかを解明すること，さらに，研究結果を踏まえ

て両者の相互理解を深めるための方策を提言すること

にある．具体的に取り上げた課題は以下の4点である．

第一の課題はターミナルケアである．この課題に関

しては，

① ターミナル期における透析の見送り・差し控え

の決定過程に関わる医師，患者，家族の意識と，

これら相互のかかわりについて調査データを活用

しつつ描写すること

② 医師に焦点をあて，ターミナル期における透析

の見送り・差し控えの決定に影響を与える要因を，

医師の特性とともに医師が勤務する医療機関の特

性との関連で解明すること

③ 医師と患者の意思決定におけるかかわりを踏ま

えて，透析の見送り・差し控えを含めたターミナ

ルケアの意思決定をいかにしたらよいかについて

提案すること

の三つの内容で研究を行った．

第二の課題はセルフケアである．この課題について

は

① 患者からみたセルフケアの意識，さらに，セル

フケアを支える要因の特徴を医師と患者の関係性

に着目して検討すること

② 主に医師の立場から患者のセルフケアについて

の疑問や問題点，その改善方法について提案する

こと

の二つの内容で研究を行った．

第三の課題は，透析患者にとっての臓器移植という

選択肢の意味であり，透析患者の腎移植に対する希望

がどのような背景をもっているのか，そこには格差は

存在しないのかといった点に言及した．

第四の課題は，高齢透析者の生活の常態化のプロセ
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スについてであり，透析導入から現在に至るまで透析

とどのように向き合い，現在にいたっているかを質的

研究によって明らかにした．その中で，第二の課題で

あるセルフケアが，高齢透析患者にとってどのような

意味があるかについても明らかにした．

本報告の詳細については，本研究助成の一部を利用

して書籍（杉澤秀博，大平整爾，西 三郎編：透析医

療とターミナルケア;日本評論社，2008．）として出

版されているため，これを参考されたい．

2 研究方法

使用したデータは

① 全国血液透析患者実態調査（1991年，1996年，

2001年，2006年）のデータ

② ターミナルケアに対する高齢透析患者の全国調

査（2005年実施）のデータ

③ ターミナルケアに対する透析医の全国調査

（2005年実施）のデータ

④ ターミナルケアに対する患者・家族のフォーカ

スグループインタビュー（2005年実施）のデータ

⑤ 高齢透析患者の適応プロセスに関する質的調査

（2007年実施）のデータ

であった．

①のデータベースについては5年ごとに調査が実施

されており，その成果が報告書として公開されている．

しかし，その内容は記述的であり，科学的・実践的に

意義のある課題や論点について，詳細に分析する作業

はほとんど行われていない．本研究では，死蔵されて

いるデータの有効活用のため，これまで十分解析なさ

れてこなかった論点や課題である「ターミナルケア」

「患者のセルフケア」「腎移植に対する意識」に着目し，

データの再分析を試みた．②～④のデータベースにつ

いても，ターミナルケアに対する医師と患者の意識の

異同については十分な解析が行われていないため，別

の観点からの再分析を試みた．

3 主な知見

1） ターミナルケア

① 患者・家族の論理

患者・家族を対象とした調査データの解析および文

献研究に基づき，ターミナル期における透析の見送り・

差し控えに対する患者の自己決定の意味内容について

検討した．

a.他人に決定をゆだねるという患者の自己決定

医師が透析の見送り・差し控えを選択する際に大き

な影響をもつ家族は，必ずしも患者の意向を代弁する

ものではなく，そこには家族自身の思いや考えが色濃

く反映されていた．すなわち，患者の意向の代弁者と

して家族を位置付け，その意向に基づき決定を行うこ

とは，患者の自己決定という観点から問題となる可能

性がある．

透析患者の自己決定については，自己をコントロー

ルしたいという人生観を反映する部分もあるが，患者

が自分の意向として家族に決定をゆだねたいという場

合も少なくなかった．つまり，このような患者の自己

決定には，決定を家族に委ねたい，家族の意向を尊重

したいという患者の意向が働いていた．

b.家族を含めた患者の自己決定へのプロセス

以上のように，家族に委ねるという患者の自己決定

もあるが，家族の意思は患者の利益を真に反映してい

るものとは限らない．そのため，患者とその家族は，

患者の判断能力があるうちにそれぞれの立場から意見

交換しながら，透析の見送り・差し控えを含めたター

ミナル期におけるケア計画を立てるように努める必要

がある．

c.ターミナル期におけるケアの選択の苦しさと

解決策

ターミナル期における透析の見送り・差し控えを，

透析患者や腎不全患者が自ら自発的に考えることは，

それが自分の死のことを意識することであるため，躊

躇する人も少なくなかった．そのため，医師を始め医

療の専門家は，患者と家族が共同でターミナル期の透

析を含め事前指示について考える機会を提供するよう

に努める，さらに，患者や家族の意向は不変ではなく，

身体的，社会的，心理的な状況によって変化すること

から，このような機会を定期的に設けることが必要で

ある．

d.透析の見送り・差し控えに潜む精神医学的・

社会的問題

透析の見送り・差し控えという選択は，周囲への気

遣い・気兼ね，心の病などが関係している場合もあっ

た．したがって，このような選択をした患者について

は，精神医学的な評価と治療に加えて，家族・経済問

題などが背景にないかなど，ソーシャルワーク的な評
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価と介入を含めた総合的なアプローチが必要である．

以上の分析・考察は主に杉澤が担当した．

② 医師の論理

透析医を対象とした調査データに基づき，慢性透析

非導入・維持透析中止の透析医による判断について，

仮想事例を用いて検討した．

a.非導入・中止の判断の難しさ

「わからない」として判断を留保する医師が少なか

らず存在したことから，その判断が困難で苦渋に満ち

たものであることが示唆された．患者と家族の希望が

明示されており，なおかつ両者が一致している場合に

は，比較的判断が容易となり多くの医師が同じ結論に

到達するものの，両者が一致していない場合，「わか

らない」の割合が多く，その判断が難しいと思われた．

また，相対的に若い医師のほうが判断を留保する傾向

が見られた．

b.慢性透析非導入・維持透析中止の・経験・の

共有の必要性

本人の希望と家族の希望が一致していない場合につ

いて検討した結果，慢性透析非導入・維持透析中止の

経験をもたない医師は家族の希望を優先し，一方経験

をもつ医師は本人の希望を優先する傾向にあった．ま

た，慢性透析非導入・維持透析中止の経験をもつ医師

の場合，相対的に若い医師でも判断に迷いにくくなる

傾向が指摘でき，経験が判断を強化している可能性が

あった．

以上から，慢性透析非導入・維持透析中止の・経験・

を，多くの医師に伝えることが必要であることが窺え

た．慢性透析非導入あるいは維持透析中止を経験した

医師は，たとえば平成17年の1年間では1～2割程度

と少ないことから，一部の医師が経験を通して学んだ

ことを，他の多くの医師と共有することが必要である．

以上の分析・考察は主に浅川が担当した．

③ ターミナル期のケアの課題

ターミナル期のケアにおいて，医療の現場で患者・

家族と医師との間でどのような対立が生じていて，そ

れがどのように調整されているのか，そこにどのよう

な問題点と課題があるかを整理した．

a.透析の開始

インフォームド・コンセントというプロセスにおい

て「真実を告げること（truthtelling）」が大前提で

あることは今日社会の求めるところであるが，現実に

は患者自身が真実を受け止める勇気があるか，患者の

反応を予期しつつ医師に真実を告げる決断と事後処置

ができるかなどを考慮し，個々の事例で判断せざるを

えない．

b.透析の中止

患者が判断力を保有していて透析中止の意向を申し

出た場合には，専門医（精神神経科）による精神鑑定

による「うつまたは抑うつ状態」の判定がまず必要と

なる．当該患者の精神状態が正常範囲内と判定されれ

ば，医師・患者・家族での話し合いが持たれることに

なる．患者の判断力の有無にかかわらず，患者の現症

に対して加えられる可能な医療手段が患者にもたらす

有益性（無益性）について検討する．医療側が「医学

的に無益」と判断した治療に対して患者または代理人

が異議を唱えた場合に，どのように決着をつけるかは

苦慮するところである．非導入または中止の決断がな

される場合には，あらかじめ，次のcの事項を考慮し

ておかなければならない．

c.透析の非導入または中止を決断した後の配慮事項

非導入・中止を決意させる諸要因を排除できないか

否かを徹底的に再検討する．決意後の患者ケアの種類

（心肺蘇生，補液，鎮痛・鎮静薬，その他の処置など）

をどうするかを具体的に患者・家族・医療側の三者で

話し合っておく．

以上の分析・考察は主に大平，杉崎，山﨑が担当し

た．

2） セルフケア

① 患者の側からみたセルフケア

患者にとってのセルフケアの意味と，セルフケアを

推進するために必要なサポートのあり方について検討

した．

a.透析患者にとってのセルフケアの意味

患者にとってセルフケアとは，「生かされて」いな

がらも「自分の生を自分がコントロールしている」こ

とを意味しており，セルフケアを実施することが自分

の生の実感につながるという側面もある．そのため，

「少しでも長く生きることが先生やスタッフへの恩返

し」という気持ちや「ほぼ日常の生活を送れることを

喜び，支えてくれる多くの方々や制度に感謝し，毎日
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を有意義に過ごしたいと願う」というのもセルフケア

を実施する原動力になるものである．

b.セルフケアに有効な支援

生活へのアドバイスを含む十分な情報提供，あるい

は良好な医師・患者関係を築くことがセルフケアの支

援にもつながるという可能性がある．主治医，看護師，

透析技師，主治医以外の医師，栄養士について半年間

の相談経験の有無別に食事管理の実施状況を分析した

結果，いずれの職種についても相談した経験をもつ者

はそうでない者に比べ食事管理項目のすべてにおいて

実施割合が高かった．忙しい業務の中でその場ですぐ

に相談に応じられないとしても，患者の相談に対して

は常に受け入れる姿勢でいることが医療従事者のセル

フケア支援として重要である．

以上の分析・考察は主に清水が担当した．

② 医師の側からみたセルフケア

セルフケアの目的，捉えかたについての患者と医師

の間における共通点と違いについて検討した．

a.セルフケアの捉え方

セルフケアの目的は「QOLの向上」あるいは「長

生き」にある．「QOLの向上」とは，治癒率や生命予

後の改善だけでなく，患者の日常生活上の充実感・満

足感などが向上することである．しかし，医師と患者

の間で「QOLの向上」について解釈に多少のズレが

あり，医師は生命倫理上「生命予後の改善」を主に，

「生活の質向上」を従に考え，患者は「生活の質向上」

を主に「生命予後の改善」を従と考えることが多い．

以上のような解釈の違いから，医師は「生命予後の改

善」に従って安全な範囲内で検査数値をコントロール

してもらうように考えるが，患者は感覚的に「調子は

良い，体調は良い」と「生活の質」を重視し，少々数

値が逸脱していても良いと考えることから，双方に誤

解を生ずることがある．

b.セルフケアの困難例

高齢透析患者で「生きがい」を失った人や，糖尿病

で不可逆性の重度合併症を持ち「生への執着心」が乏

しい人の場合，サポートは難しい．解決が長引けば抑

うつ状態に陥ることも多い．困難ではあるが，根気良

くあらゆる方法でサポートし，立ち直らせることが必

要である．そして患者の意思を尊重するサポートをす

るため，患者と真摯に向き合い，患者の意思を確認す

る体制を整備する必要がある．この体制には透析スタ

ッフに限定されず，ホスピス・スタッフ，ソーシャル・

ケースワーカーや臨床心理士の参画があることが望ま

しい．

以上の分析・考察は主に杉崎，大平，山﨑が担当し

た．

3） 腎移植

量的・質的データに基づき，透析患者の移植に関す

る意向や移植を希望しない理由について検討した．

分析の結果，透析の継続を選択するのは，一般的に

指摘されているような腎移植を希望しても移植の機会

が限られているからという消極的な理由よりも，現在

受けている透析治療によって患者が期待する生活の質

を確保できているという積極的な理由からという人も

少なくなかった．生活の質の評価指標を利用して，移

植と透析のいずれの治療法が患者にとって福音なのか

を客観的に評価するだけでなく，患者自身がその治療

法を選択することの意味づけや，患者の主観的な評価

ももう一つの評価軸として重要であることがわかった．

以上の分析・考察は主に熊谷が担当した．

4） 透析患者の生活の常態化

透析導入前，導入後の生活のプロセス全体を視野に

納め，透析患者が主体的な行為者として「生活の常態

化（normalizationoflife）」をどのように獲得して

きたのか，そのプロセスの概念構造を明らかにした．

分析の結果，高齢透析患者における生活の常態化は，

透析の「衝撃を受けとめ，自分に気づいて生活を組み

かえる」ことを課題として，透析の否定的な現実と向

き合いながら，「前向きな態度」と「意識的な努力」

を手がかりとして「生き続けるための手段」を模索し，

新しい生活を獲得するというプロセスが明らかになっ

た．

以上の分析・考察は主に白瀧が担当した．

4 課 題

ターミナルケアで示した論点について，今後の方向

性を提案してみたい．

1） 自己決定について

今後の課題としては，まず「他人に決定をゆだねる
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という患者の自己決定」「家族を含めた患者の自己決

定」は，自己決定のための重要なプロセスであるか否

か，さらに，このような自己決定のプロセスがターミ

ナル期固有のものであるか否かを検討することが重要

である．

2） 事前指示およびターミナル期におけるケアの

選択の苦しさと解決策について

「患者や家族の意向は不変ではなく，身体的，社会

的，心理的な状況によって変化する」とあることは，

形式的な事前指示によるよりは，「このような機会を

定期的に設ける」とあるように，医師と患者および家

族の関係が，診療行為が比較的安定している時期とタ

ーミナル期とで異なることを意味する．すなわち，実

態的な意味での事前指示について継続的に話し合うこ

とが必要であることを示しており，そのための基準づ

くりを期待したい．

以上の「今後の課題」は主に西が担当した．
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要 旨

日本透析医学会統計調査委員会では，従来の調査に

加えて2005年末に降圧薬使用の有無，種類を調査し

た．週3回の血液透析患者（N＝203,178）で，血圧値

および降圧薬使用の有無が判明した患者（N＝165,024）

を対象（男性50.5％，平均年齢64.7歳，糖尿病33.4

％）に，2006年度末までの1年死亡率におよぼす血

圧，降圧薬処方の影響を検討した．解析にはSASを

用い，Logistic解析を行った．

降圧薬使用率は患者全体の 65.7％ を占め，一剤

26.8％，二剤24.4％，三剤以上14.5％であった．アン

ジオテンシン変換酵素阻害薬（ACEI），アンジオテン

シンII受容体拮抗薬（ARB）または両者を使用して

いるRAS抑制薬（＋）が患者全体の40.2％，RAS抑

制薬（－）が25.5％であった（ACEIとARBの併用

5.0％）．患者全体の平均値は収縮期血圧 153.5（SD

24.1）mmHg，拡張期血圧78.7（13.7）mmHgであ

った．降圧薬（－）群は 144.9（24.5）/76.6（13.8）

mmHgで，降圧薬（＋）群は157.8（22.6）/79.7（13.5）

mmHgと降圧薬（＋）群が高値であった．JSH 2004

の血圧値の分類では至適6.4％，正常13.6％，正常高

値10.5％，軽度高血圧30.4％，中等度高血圧25.2％，

重症高血圧13.9％で，収縮期高血圧が52.4％であった．

2006年度末までの1年死亡率は降圧薬（－）群8.8％，

降圧薬（＋）群5.7％で後者が有意に良好であった．

年齢，性，収縮期血圧で補正したオッズ比（95％信頼

限界）は0.696（0.668～0.725，P＜0.0001）であった．

降圧薬処方の有無にかかわらず透析前血圧が

140～159mmHg群が最も死亡率が低く，収縮期血圧

が低値ほどRAS抑制薬の処方率は低下した．

死因別では，降圧薬使用群で心不全死の比率が低く，

逆に脳血管障害，突然死，心筋梗塞が降圧薬非使用群

に比し高率であった．透析患者における降圧目標値，

推奨される降圧薬に関しては，前向き介入研究が必要

である．特に，高血圧（透析前140/90mmHg以上）

の規定因子に最も関与が大きい血清アルブミン値を考

慮する必要がある．

1 緒 言

慢性透析患者における死因の第1位は心血管合併症

で，約40％を占める1）．その理由の一つとして，高

血圧の頻度が高くコントロールが適切に行われていな

いことが考えられる．しかし，透析患者においては血

圧コントロールの状況およびその生命予後に及ぼす影

響が明らかでなく，降圧目標値もいまだ確立されてい

ない．日本高血圧学会の高血圧治療ガイドラインにも

エビデンスに基づいた指針はなく，治療は非透析患者

に準じて行っているのが現状である．

一般住民では減塩，適度の運動，および禁煙（生活

習慣の改善）などの非薬物治療の重要性が強調されて

おり，透析患者でもこれらは同様である．透析患者で
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はさらに透析間の体重増加の抑制，ドライウエイトの

適正な設定・維持，透析量の確保，シャント流量の確

保などが必要条件である．除水に伴い血圧は変動する

ので，透析患者ではどの時点での血圧値を採用するの

かも問題であり，家庭血圧の重要性も指摘されている．

最近，透析患者でも血圧レベルに関係なく，RAS抑

制薬が心不全を予防し生命予後を改善する可能性が示

唆されている2）．

2 対象・解析方法

日本透析医学会統計調査委員会では，従来の調査に

加えて2005年末に降圧薬使用の有無，種類を調査し

た．週3回の血液透析患者（N＝203,178）で，血圧値

および降圧薬使用の有無が判明した患者（N＝165,024）

を対象（男性50.5％，平均年齢64.7歳，糖尿病33.4

％）に，2006年度末までの1年死亡率におよぼす血

圧，降圧薬処方の影響を検討した．アウトカムは患者

ID，性，生年月日，そのほかの登録データを使用し

た．解析にはSASを用い，Logistic解析を行った．

3 結 果

降圧薬使用率は患者全体の 65.7％ を占め，一剤

26.8％，二剤24.4％，三剤以上14.5％であった．ア

ンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACEI），（ARB），

または両者を使用しているRAS抑制薬（＋）が患者

全体の40.2％，RAS抑制薬（－）が25.5％であった

（ACEIとARBの併用5.0％）．しかしながら，患者全

体の平均値は収縮期血圧153.4（SD 24.1）mmHg，

拡張期血圧78.6（13.7）mmHgで，降圧薬（－）群

は144.9（24.5）/76.5（13.8）mmHgであった．降圧

薬（＋）群は157.8（22.6）/79.7（13.5）mmHgと降圧

薬（＋）群が高値であった（表1）．RAS抑制薬使用

群が血圧が高めであった（表2）．

加齢に伴う収縮期血圧の低下は少なく（図1），拡

張期血圧は60歳まで低下が認められなかった（図2）．

透析歴との関連では，収縮期血圧（図3），拡張期血

圧（図4）ともに5年前後が最も高く，長期化につれ

て若干低下した．JSH2004の高血圧分類では至適6.4

％，正常13.6％，正常高値10.5％，軽度高血圧30.4％，

中等度高血圧25.2％，重症高血圧13.9％で，収縮期

高血圧が52.4％であった．

2006年度末までの1年死亡率は降圧薬（－）群8.8

％，降圧薬（＋）群5.7％で，後者が有意に良好であ

った．収縮期血圧（図5）は140～159mmHg，拡張

期血圧（図6）では110mmHg以上で，ともに降圧
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表1 降圧薬の使用数と透析前血圧
（mmHg）

降圧薬数 収縮期血圧 拡張期血圧

なし

1種類

2種類

3種類以上

144.9（24.5）

156.0（22.7）

158.8（22.3）

159.6（22.9）

76.5（13.8）

79.7（13.5）

79.8（13.4）

79.4（13.6）

降圧薬の種類：カルシウム拮抗薬，ACEI，
ARB，それ以外
平均値，（ ）内はSD．

表2 降圧薬の種類（RAS抑制薬の有無）と透析前血圧
（mmHg）

降圧薬の種類 収縮期血圧 拡張期血圧

なし

RAS抑制薬（－）

RAS抑制薬（＋）

144.9（24.5）

156.5（22.5）

158.7（22.7）

76.5（13.8）

79.4（13.4）

79.9（13.5）

降圧薬の種類：カルシウム拮抗薬，ACEI，ARB，それ
以外
RAS抑制薬：ACEI，ARB，または併用
平均値，（ ）内はSD．

図1 年齢別の透析前収縮期血圧

収縮期血圧：153.4（SD 24.1），男：154.2，女：152.6．透析前

の血圧，どちらかの血圧値が不足している例は除外．平均値．

図2 年齢別の透析前拡張期血圧

拡張期血圧：78.6（SD 13.7），男：79.5，女：77.7．透析前の

血圧，どちらかの血圧値が不足している例は除外．平均値．



薬使用群が最も死亡率が低値であった．降圧薬使用群

は年齢，性，収縮期血圧で補正したオッズ比（95％信

頼限界）は0.696（0.668～0.725,P＜0.0001）と非使

用群に比し予後良好であった．収縮期血圧が低値ほど

RAS抑制薬の処方率は低下した．死因別では降圧薬

使用群で心不全死の比率が低く，逆に脳血管障害，突

然死，心筋梗塞が降圧薬非使用群に比し高率であった．

4 考 察

種々の調査より，慢性透析患者では高血圧の頻度が

高いことが示されている．われわれは沖縄県下で，慢

性透析療法を施行され，少なくとも1カ月以上生存し

た症例をすべて登録し，疫学的研究を実施している（沖

縄透析研究，OkinawaDialysisStudy;OKIDS）3～5）．

一般住民の同性，同年齢と比較して透析患者では収縮

期および拡張期ともに血圧は高値で，特に若年者で血

圧が著しく高いことが特徴である．また，日本透析医

学会の2000年度の資料より，週3回血液透析患者の

血圧値をもとに高血圧の頻度，降圧薬服用頻度および

規定因子を検討している6,7）．140/90mmHg以上を

高血圧と定義すると，性，年齢に関係なく約80％が

高血圧で，透析歴別にみると透析歴5年前後が最も高

血圧の頻度が高く，その前後で頻度は低下していた．

透析歴の長期化に伴い高血圧の頻度が低下し，多くは

死亡しているためと考えられる．

透析患者では短時間に除水を必要とするため，透析

前の血圧を高めに設定している施設がある．日本透析

医学会のデータでは，透析前の収縮期血圧160～169

mmHgを基準にとると，血圧が低下するほど生命予

後が不良であった．種々の背景因子，透析関連因子で

補正してもこの関係に変化は認められない．しかし，

この結果は前向き介入研究によるものではないので，

高血圧治療の必要性を否定するものではない．また，

160mmHg以上の高血圧患者の生命予後は，一般住民

に比し著しく不良であることにも注目する必要がある．

Shoji等8）は，1,244名の慢性透析患者の透析前（立

位，仰臥位），透析中，透析後（仰臥位，立位）別に

血圧値と生命予後の関連を検討した．収縮期血圧は，

生存者のほうが透析中の最低血圧および透析後の立位

血圧が死亡者より有意に高値であった．拡張期血圧は

いずれのポイントでも生存者のほうが有意に高値であ

った．透析中に血圧低下をきたさずに，いかに効率よ

血圧コントロールと予後 489

図3 透析歴別の透析前収縮期血圧

収縮期血圧：153.4（SD 24.1），男：154.2，女：152.6．透析前

の血圧，どちらかの血圧値が不足している例は除外．平均値．

図4 透析歴別の透析前拡張期血圧

拡張期血圧：78.6（SD 13.7），男：79.5，女：77.7．透析前の

血圧，どちらかの血圧値が不足している例は除外．平均値．

図5 降圧薬使用の有無別にみた透析前収縮期血圧と1年予後

図6 降圧薬使用の有無別にみた透析前拡張期血圧と1年予後



く除水するのか技術的な課題でもある．症例によって

はCAPDの適応が考えられる．

高血圧の持続は左室肥大，虚血性心疾患，心不全お

よび死亡の有力な原因である．最近のJNC7では，

収縮期血圧の上昇が拡張期血圧の上昇より有意に心血

管障害に関連していると記されている9）．透析患者で

も高血圧のコントロールが男女共に重要であることが

示唆される．しかし，透析患者では透析前に高血圧の

ほうが生命予後良好とする報告もある（reverse

epidemiology）10,11）．一方，低血圧の症例には栄養障

害，心不全の症例が多く含まれている可能性も考えら

れる．CKDでは130/80mmHg未満を目標に降圧す

ることが勧められている（日本腎臓学会編，CKD診

療ガイド）．透析患者の高血圧（透析前140/90mmHg

以上）の規定因子を検討したわれわれの成績では，高

血圧に最も関与が大きいのは血清アルブミン（栄養状

態）であった（補正オッズ比 1.369，95％信頼限界

1.286～1.458）12）．透析患者における降圧目標値，推奨

される降圧薬に関しては前向き介入研究が必要である．

DOPPS研究では，日，米，欧の3地域の透析条件

および生存率を比較すると，わが国の治療成績は種々

の背景因子，透析関連因子で補正しても良好であるこ

とが示されている13）．わが国の対象患者は，高血圧の

頻度が56％と欧米の73％，83％に比し少ないが，高

血圧患者のほうが生存率は良好であった．

われわれは透析前の血圧をもとに10年間生命予後

との関連を調査した．糖尿病では非糖尿病に比し，血

圧値に関係なく生命予後が不良であった．非糖尿病患

者では収縮期血圧が高いほど，また同じ収縮期血圧で

も拡張期血圧が低いほど生命予後が不良であった14）．

脳卒中の発症率は血圧が高値ほど高くなるが，正常域

においても一般住民より発症率が高く，尿毒症の関与

が考えられる15）．透析患者は一般住民に比し動脈硬化

の頻度が高く，脈圧が高くなっている．これらの患者

では，急激な除水によって，血行動態が変動し脳血管

障害（特に脳梗塞）がおこりやすい．発症時刻を検討

すると，透析中および直後に比較的発症率が高いこと

を豊田等16）が報告している．

降圧薬使用によって透析中の血圧低下，気分不良を

訴える患者をしばしば経験する．このため，透析施行

直前は降圧薬の中止ないし服薬時刻を変更することが

ある．このような患者は体液量過剰であることが多い

ので，一旦降圧薬を中止し血圧の変動を観察する．体

液量正常化による降圧には時間がかかる（タイムラグ）

ので，いそいで降圧薬を投与しないことが必要であ

る17）．降圧薬を増量，追加処方する場合，透析前の血

圧を 140/90mmHgを目標に徐々に降圧を図れば，

透析中のトラブルは避けられる．降圧のスピードは4

週ごとに 10mmHg程度を目安にする．180mmHg

の高血圧であれば少なくとも16週間かける．

透析療法の長期化に伴いさらに動脈硬化が促進され

ると考えられる．RAS抑制薬は，動脈硬化に重要な

役割を果たしていることが明らかとなっている．ARB

には降圧作用以外に，抗酸化ストレス，抗炎症効果お

よび心不全抑制効果が認められる18）．

5 結 論

AmericanJournalofKidneyDiseaseの論説では，

RAS抑制薬は腎機能のすべての段階で（移植腎も含

む）使用が勧められている．遅くてもやらないより良

い（Betterlatethannever）という意見が述べられ

ている19）．しかし，RAS抑制薬服用により血清カリ

ウム値の多少の上昇は避けられないので，生活習慣に

問題のある患者や，薬物服用のコンプライアンスの悪

い患者には処方を避けたほうが安全である．わが国の

慢性透析患者の生存率は患者の高齢化，合併症にかか

わらず改善している1）．RAS抑制薬の使用も一役を

果たしている可能性も考えられる20）．
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要 旨

現在食欲増進ホルモンとして注目されているグレリ

ンには，活性型グレリンと不活性型のデスアシル型グ

レリンがあり，活性型グレリンは食思不振に対する治

療薬として期待されている．本研究では，グレリンと

維持血液透析患者における食欲や各種栄養指標との相

関を検討し，低栄養状態にある維持透析患者の栄養改

善にグレリン補充療法が有効な可能性があるかを検討

した．研究は，非糖尿病維持血液透析患者39名を対

象とした．その結果，活性型グレリンは食欲・栄養指

標と正相関傾向，デスアシル型グレリンは逆相関傾向

を認めた．活性型グレリン/デスアシル型グレリン比

（A/G比）では，食欲・栄養指標と正相関傾向を認め

たがいずれも有意ではなかった．さらに，規模を増や

した検討において有意にこの傾向が示されるのであれ

ば，デスアシル型グレリンを減少させ，活性型グレリ

ンを増加させる介入を行うことにより，維持透析患者

における食欲・栄養状態を改善させうる可能性がある．

はじめに

透析患者の食思不振，低栄養状態の発生は比較的よ

く遭遇する病態であり，MIA症候群（malnutrition，

inflammation，atherosclerosis）に代表される低栄

養状態は予後不良因子であることが明らかとなってい

る．低栄養への対処として透析中に高カロリー輸液

（IDPN）1）等が行われることが多いが，根本的な栄養

改善の手段となるには至っていない．

そこで今回われわれは，維持透析患者の食欲・栄養

と摂食関連ホルモンに着目した．摂食に関連する因子

は互いに複雑なネットワークを形成しており，全容が

解明されるに至っていないが，最近では食欲増進ホル

モンであるグレリン（ghrelin）が注目されている．

グレリンとは，1999年12月に国立循環器病センター

の児島・寒川ら2）によって発見された，主に胃より分

泌される成長ホルモン分泌促進ペプチドである．アミ

ノ酸28個からなるペプチドホルモンで，N端から3

番目のセリンがオクタン酸で修飾されているという構

造上の特徴を持っている．この修飾は活性発現に必須

であるが，血中では速やかに脱オクタン酸化されて不

活性型のデスアシル型グレリンとなる．活性型グレリ

ンは成長ホルモン分泌刺激以外に強い摂食亢進作用を

持つことが知られ，神経性食欲不振症やCOPD患者

などのカヘキシアに対して食欲改善を期待した臨床試

験が実施されている．一方でデスアシル型グレリンは

これらの作用に拮抗するとされている．維持血液透析

患者において，活性型グレリンと患者栄養や食欲・栄

養指標に相関関係を認めれば，グレリン補充療法によ

り低栄養状態を改善し，ひいてはMIA症候群に対す

る有効な手段となりうる可能性がある．
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1 対象と方法

本研究は，同一施設における非糖尿病維持透析患者

39名（男性13名 女性26名，平均年齢61±11.4歳，

平均透析期間11.4±6.7年）を対象とし，倫理委員会

の承認を受けた横断研究である．胃切除の既往のある

患者は除外した．

グレリンは活性型グレリン（ActiveghrelinELISA

Kit，三菱化学ヤトロン社）およびデスアシル型グレ

リン（Desacyl-GhrelinELISA Kit,三菱化学ヤトロ

ン）を測定した．また摂食抑制ホルモンであるレプチ

ン（R&D社）も測定した．食欲の指標としてSGA3）

（subjectiveglobalassessment），GNRI4）（geriatric

nutritionalriskindex）を用いた．SGAに関しては

栄養良好群（3点），軽度栄養不良群（2点），中等度

栄養不良群（1点），高度栄養不良群（0点）と点数化

した．身体計測項目としてDW，BMI，AC（arm cir-

cumstance），TSF（tricepsskinfoldthickness），

体脂肪率，栄養状態に関する生化学指標としてHb，

リンパ球数，血清Alb，総コレステロール，炎症指標

としてCRP，蛋白質摂取指標としてPNA（protein

nitrogenappearance），透析効率として Kt/Vを測

定した．

これらのデータとグレリンとの相関を検討した．身

体測定，採血は週明けの透析日の透析前，絶食の状態

で測定した．統計処理は統計用ソフトSPSSの単回帰

分析，重回帰分析を用いた．

2 結 果

食欲の指標としてはSGA，GNRIが高いほど活性

型グレリンも高値の傾向が示された．またBMI，体

脂肪率，リンパ球数，血清Albとも正相関傾向を認

めた．デスアシル型グレリンは食欲指標，身体計測値，

各種栄養指標と逆相関傾向を認めた．活性型グレリン/

デスアシル型グレリン比（A/G比）では食欲，身体

計測値，各種栄養指標と正相関傾向を認めたが，いず

れも有意ではなかった（表 1，2）．炎症指標である

CRPや摂食抑制ホルモンであるレプチンとは有意な

相関を認めなかった．またKt/Vとの相関に関して

も有意ではなかった．

3 考 察

従来のグレリンと栄養指標との相関を検討した報告

としては，P�erez-Font�an等5）が活性型グレリン高値

と栄養指標の負の相関を報告し，食欲低下が活性型グ

レリンを誘導していると推察しているものや，

Muscaritoli等6）が血液透析患者の栄養摂取量，体脂肪

量とデスアシル型グレリンとの負の相関を報告してい

るものがある．今回のわれわれの検討では，活性型グ

レリンは食欲・栄養指標と正相関傾向，デスアシル型

グレリンは逆相関傾向を示した．活性型グレリン上昇

が摂食を亢進させ，デスアシル型グレリン上昇がそれ

に拮抗することを示唆する所見であった．Yoshimoto

等7）の報告では，血液透析患者ではデスアシル型グレ

リンは健常人と比較し高値を示し，活性型グレリンに

関してほぼ同程度されていることから，活性型グレリ

ン/デスアシル型グレリン比（A/G比）にて検討する
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表1 univariatecorrelatesofA/Gratio

Age（years）

Gender

Timeondialysis（months）

SGA

GNRI

DW（kg）

BMI（kg/m2）

AC（cm）

TSF（cm）

Leptin（ng/ml）

Hb（g/dl）

Lymphocytecount（/mm3）

Albumin（g/l）

T-Chol（mg/dl）

CRP（mg/dl）

PNA（g/kg/day）

Kt/V

－0.34（0.10）

0.36（0.12）

0.04（0.32）

0.38（0.12）

0.42（0.07）

0.11（0.45）

0.23（0.20）

0.22（0.18）

0.32（0.09）

－0.11（0.23）

0.26（0.18）

0.29（0.23）

0.30（0.20）

0.27（0.21）

－0.13（0.39）

0.22（0.16）

－0.23（0.18）

amongparentheses,p-value

表2 multivariatenutritionalcorrelatesof

A/Gratio

β t-value p-value

SGA

Albumin

CRP

PNA

BMI

0.11

0.18

－0.43

0.01

0.12

0.23

0.57

－1.13

0.11

0.24

0.32

0.13

0.23

0.18

0.22

Multipleregressionanalysis.
Dependent variable:active ghrelin/desacyl
ghrelin（A/G）ratio



ことが重要と考えられた．

今回の検討ではA/G比については食欲指標，栄養

指標とも正相関の傾向を認めた．この結果からはデス

アシル型グレリンを減少させ，活性型グレリンを増加

させる介入により，血液透析患者維持の食欲栄養状態

の改善がもたらされる可能性が示唆された．

透析患者におけるグレリンの代謝に関しては不明な

点も多い．Jarkobsk�aZ等8）によると，1回の透析で

活性型，デスアシル型どちらのグレリンも有意に低下

すると報告している．今回の検討では透析効率とグレ

リンの間には有意な相関は認められなかった．グレリ

ンは透析により除去はされるものの，産生量も多く，

比較的早期にグレリン量が回復する可能性が示唆され

る．

食欲抑制ホルモンとして知られるレプチンは全身の

脂肪細胞で作られ，食欲と代謝の調整のために大まか

な体脂肪の量を脳へ伝える．レプチンは，NPYと

AgRPが発現するニューロンの働きを抑制して，そ

のα-MSHの活性を増加させることにより摂食を抑制

する9）．Matsunaga等10）によると，健常人においては

グレリンとレプチンとの間には逆相関を認めることが

報告されているが，今回の検討ではレプチンと活性型

グレリン，デスアシル型グレリン，A/G比共に有意

な相関は認めなかった．この理由としては維持透析患

者におけるレプチンの抵抗性やα-MSHの代謝が異な

る可能性が示唆される．

今回の検討では明らかな有意差を示すものはなかっ

たが，対象患者数が少なかった可能性は否定できない．

グレリンの採血ポイントに関しても，本検討では週明

け透析前絶食の状態で採血を行ったが，食前のみの評

価でよいのか，週当たりの平均で評価するべきなのか

は不明である．さらに健常人における生理的なグレリ

ンの食前後の変動（食前高値で食後に低下する）に関

しても，透析患者では腎機能が廃絶していることや多

数の薬剤を服用していることを考慮すると異常をきた

している可能性もあり，今後の検討課題である．

この研究は，日本透析医会平成19年度公募助成事

業によってなされた．
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要 旨

2008年3月に発表された日本透析医学会の「透析

液水質基準と血液浄化器性能評価基準2008」で，学

会の共通認識として，透析液作製も無菌医薬品製造へ

の緒に就いた．しかし微生物限界試験として細菌培養

検査を行う場合，同一検体の二重・多重測定による室

内精度管理，同一清浄度と考えられる検体採取による

併行精度管理，同一検体の多施設測定による室間精度

管理が要求される．透析液の清浄化を目論み，多くの

施設で透析液中の細菌培養検査が行われているが，導

入経緯が施設ごとに異なり，目的や方法が違うために

個々のデータを集約しえないでいる．

今回われわれは清浄化対策に取り組み，学会報告や

研究会発表をしている施設を対象に，現在各施設で行

われている細菌培養とその精度管理方法を質問紙法で

調査した．197施設に送付し，細菌培養を行っている

115施設からの回答を集計した．

採取のタイミングは重複を含め透析液の作製開始時

が39件で，2/3は治療開始後に行われていた．採取

部位で，実際に臨床で使用する状態（最終生産物）の

透析液を計測している施設は100％，最終清浄化装置

であるエンドトキシンリテンティブフィルター（ERF）

前は85％であり，また測定時の観測点の数は1～2箇

所/回が全体の2/3を占めた．

細菌培養の方法はメンブランフィルター法が主流で，

これと塗抹・混釈・液体培地法とを併用している施設

が33件，培養容量を調整（タイトレーション）して

いる施設が10件みられた．精度管理に関して，同一

検体の二重・多重測定による室内精度管理を行ってい

る施設が36件，検量線作成を行っている施設が21件

あった．室間精度管理として，同一検体を複数の施設

で測定している施設は5件であった．コンタミネーシ

ョンの経験があると答えた施設のほうが，その判断基

準を持つと答えた施設より有意に（χ2 P＝0.023）多

く，判断基準の設定が困難であることが考えられた．

処置基準値として，透析もしくはon-lineHDFの中

止となる値を明記した施設は17件あった．透析中の

発熱など逸脱事例と細菌汚染とが合致した報告は，今

回対象とした施設では認められなかった．

10－6は測定できないので，透析液の無菌を最終滅菌

装置としてのERFの性能によるパラメトリックリリ

ースで保証する場合，ERF前の複数個所で測定し，

データの変化した地点からその汚染場所と汚染原因を

推定しバイオバーデン管理を目論む，という測定デザ

インが必要となるが，この方法をとっていた施設も7

件みられた．施設ごとに水系や原薬，作業方法，消毒・

洗浄方法が異なるので，透析液作製系から分離される
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菌は施設ごとに異なる．また消毒や洗浄方法を変更す

るたびに菌叢が変化する可能性があり至適条件を探す

必要がある．この点でも精度管理が重要となる．

透析液清浄化の指標となる，正しい細菌培養方法の

普及を通して，警戒基準や処置基準値のコンセンサス

形成に努めて行きたい．

序

現在透析液清浄化の指標として，ISOによる国際

的な透析液の水質管理基準の策定が行われている1）．

これは従来，九州HDF研究会や日本臨床工学技士会

で提唱されていた基準と異なり，超純度透析液の10－1

cfu/mlはさることながら，透析補充液では10－6cfu/

ml（本来は無菌の定義であり，単位はない）という，

従来の細菌培養法では実測時の精度管理が困難な値が

示された．本年3月に発表された日本透析医学会の透

析液水質基準と血液浄化器性能評価基準20082）（JDA

2008基準）はこのISO基準を包括し，さらに従来の

国内基準や2004年に出された米国の透析液の清浄度

基準ANSI/AAMIRD523）とは次の①～③の点で異

なる．

① 「透析施設は透析液製造所としての側面を持ち，

最終的な透析液の品質について責任を有する．」

と明記されたこと．日本薬事法の規定で，日本

GMPによる無菌医薬品製造はクリーンルーム内

での製造が義務付けられており4），現時点で医薬

品としての要求を満たしている施設はほとんどな

い．しかし従来，各施設のコモンセンスにその安

全性を任されていた透析液作成が，学会の共通認

識として医薬品製造への緒に就いたことになる．

② 「10－6cfu/mlの測定は不可能であり，膜ろ過滅

菌工程としてのエンドトキシンリテンティブフィ

ルター（ERF）前の清浄度を規定しERFの性能

（LogReductionValue:LRV,エンドトキシン

で4（1万分の1），細菌で7（1千万分の1））で

10－6（無菌）を保証する」というパラメトリック

リリースと，最終滅菌工程前のバイオバーデン管

理（図 1）という，日本薬局方（局方）にある概

念5）を取り入れたこと．

③ 透析液作成系の汚染源が逆浸透（RO）モジュ

ールからのリークとして，細菌培養のタイミング

と観測点を規定したこと．このROモジュール

のみに汚染源を絞る仮説には異論がある．しかし，

汚染源を仮定し検証するという感染疫学的な方法

論6）が，一般的な基準として導入されたことは画

期的である．

JDA2008基準が発表される前から本邦でも透析液

の清浄化を目論み，多くの施設でR2A培地などを用

いた透析液中の細菌培養検査が行われてきた．

われわれも，on-lineHDF用の補充液のみならず，

バックフラックス等によりダイアライザーを通して体

内に入りうる3）透析液自体の無菌的製造に取り組み，

2006年度の日本透析医会助成研究で多施設共同の

GQP委員会を設置し，微生物限界試験の結果を基に

小規模クリニックでも第三者評価を交えた無菌性保証

に向けたバリデーションを行ってきた7）．しかし，こ

の検査は本来，菌を分離するためのものであり，コロ

ニー数を計測するためには精度管理を要する8）という

認識に欠ける場合が見られた．また培養検査が導入さ

れた経緯が施設ごとに異なるため，目的や方法が違う

にもかかわらず同一の次元で議論され，結果的に個々

のデータを集約しえないでいる．このため，「透析を

受けている患者の身体に悪影響を及ぼす値はいくつか」

や「種々の清浄化基準で示されている処置基準値や警

戒基準値は妥当か」といった臨床的に最も重要なエビ

デンスを議論できずにいた．

今回われわれは，質問紙法を用いて，透析液の水質

管理基準の一つである透析液中の生菌数測定について，

清浄化対策に取り組んでいる施設で現在行われている

細菌培養とその精度管理方法を調査した．これを基に，

各施設でどのような考えの下に，清浄化対策を行って

いるか検討した．さらに過去の有害事象から，測定結

果に対する処置基準値・警戒基準値設定のためのエビ
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図1 バイオバーデンとパラメトリックリリース



デンスを集め，ジェネラルコンセンサスの形成を試み

た．

1 方 法

1） 調査票の作成

大野ら9）の量的・質的質問紙の作成に則り，測定頻

度・測定部位・処置基準値の決め方など，実施内容か

ら清浄化対策に対する各施設のコンセプトを推察する

方法をとった．まずGQP委員会で，従属栄養菌培養

のコロニー数に関する精度管理を目的とした調査票を

検討し，ドラフトを作成した．次に，細菌培養で併行

精度管理や室内精度管理を行っている4施設の透析液

作製系の品質管理責任者と面会し，調査票の質問内容

の過不足・不明な点・誤解を生じた点などについて検

討する予備調査を行った．質問内容の不備を訂正し本

票を作成した．実際に送付した調査票の内容を表1に

示した．

2） 調査票の送付

on-line文献検索（JDream IIおよび医中誌）で，

透析液清浄化に関する論文を発表した97施設，およ

び2005～2007年の3年間，日本透析医学会雑誌上に

掲載された同学会総会・他学会・研究会などの学術集

会で，透析液の清浄度に関する発表を行った166施設

のうち重複分を除外した197施設を対象に質問紙票を

送付した．送付は4期（11月初・中・下旬・12月初

旬）に分けて行い，締め切りを定め，郵送にて返送し

てもらった．

3） 結果解析

返送された結果を一次集計し，各施設で行われてい

る培養方法の現状を調査した．さらに各施設の清浄化

の考え方と細菌培養の精度管理の考え方を推察するた

め，データベースソフトに全データを入力しサブ解析

を行った．これらの解析時には，各施設名称がわから

ないよう配慮した．データの統計処理は，Statview
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表1 透析液清浄化指標となる細菌培養検査に関する現状調査 質問票

1） サンプル採取

1�A） 透析液はいつ採取されていますか．

1�B） 採取時の消毒剤は何を使用されていますか．

1�C） どこから採取されていますか．

2） 培養方法

2�D） お使いになっている培地 と 接種方法は．

2�E） この検査は貴施設で施行されていますか．

3） 清浄化指標のための細菌培養検査以外の検査

3�F） 以下の検査を行なっていますか．お分かりになれば機種もお書きください．

エンドトキシン測定・ATP測定・蛍光染色法・その他

3�G） この検査は貴施設で施行されていますか．

4） バリデーション～検査法の精度管理

4�H） 細菌培養検査・それ以外の清浄化指標検査の頻度について．

4�I） 検査結果の精度管理をされていますか．

4�J） 検査で採取・測定時の汚染（コンタミネーション）の経験はありますか．

その判断基準は．

4�K） 検査結果の陽性と採取・測定時の汚染（コンタミネーション）を見分ける

方法はお持ちですか．

4�L） 細菌培養検査・それ以外の清浄化指標検査の結果を元にした，血液透析や

on-line HDFの警戒基準値や処置基準値をお持ちですか？

5） 逸脱事例

5�M） 現在までに，細菌やエンドトキシンによると考えられる患者様の状態変化

や透析中の異常のご経験があれば，お教えください．

5�O） 貴施設のご経験で，臨床症状が認められない場合の，最も菌数・エンドト

キシン値などが高値を示した際の値をお教えください．

礼に失する点，ご容赦の程お願いいたします．ご協力ありがとうございました．



5.0を用いて行った．

2 結 果

1） アンケート集計結果

送付した197施設のうち，120施設から返送され，

回収率は60.9％であった．日本透析医学会統計調査

委員会による「2007年末のわが国の慢性透析療法の

現況」で透析施設は4,050あり，全体の3.0％から抽

出した結果となった．現在透析療法を施行していない

旨書かれていた1施設を除く119施設からの回答を集

計した．このうち細菌培養検査に関する回答がない，

あるいは行っていない事が明記されていたところが4

施設あり，これらはエンドトキシン活性の測定などの

みが行われていた．

2） サンプル採取（図2）

どのタイミングで採取しているか，採取時間に関し

て116件から回答があり，重複を含め，透析液の作製

開始時39件，透析中35件，透析クール間31件，透

析終了後・洗浄消毒前26件で，2/3は治療開始後の

みに行われていた（図2（a））．採取時の消毒方法は，

アルコールが105件と大多数を占め，ポピドンヨード

14件，クロルヘキシジン2件，その他7件のうちデ

ィスポサンプルポートの使用が2件あった．

採取部位は114件から回答があり，重複を含めRO/

透析液ライン上のサンプリングポートが99件と最多

で，ERF後72件，カプラ部38件，配管からのバイ

パス路27件，その他22件であった．実際に臨床で使

用する状態（最終生産物）の透析液を計測している施

設は100％，最終清浄化装置であるERF前は85％で

あった（図2（b））．また測定時の観測点の数は1～2

箇所/回が，74/114件と2/3を占めた（図2（c））．測

定頻度は，月1回以上が全体の8割を占め，中には週

1回以上～連日測定している施設も 10％ 見られた

（図2（d））．

3） 細菌培養の方法（図3）

115件から回答があり，うち 84件（73.0％）でメ

ンブランフィルター法が行われ，最も多かった．その

他，塗抹法が38件，混釈法が24件，液体培地法が

22件で行われていた（図3（a））．メンブランフィル

ター法と塗抹・混釈・液体培地法とを併用している施

設が33件（28.7％）あった．

使用培地は，R2A培地が90件，TGA培地が24件

であった．その他，普通寒天培地・SCD培地や血液

寒天培地などの富栄養培地を使用している施設は12

件あり，2種類以上用いている施設は21件（18.2％）

あった．培養温度は92施設から回答があり，25度を

中心に正規分布を示した．35度以上の施設が9件見

られ，20度以下を選択している施設も13件見られた
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図2 サンプル採取について

（b） 採取部位

（c） 採取箇所数 （d） 採取頻度

（a） 採取時間



（図3（b））．

メンブランフィルター法に関して，最大検体量は

100mlが最多で31件，それ以上の容量を用いている

施設も9件（10.7％）に見られ，中には1tの検体を

測定した施設もあった．125mlという RD523）にあ

る最低量を用いている施設も1件見られた．逆に定型

量とされる50ml未満の施設も10件あった（図3（c））．

塗抹法の82％，混釈法の91％が局方5）に示されてい

る基準最低量の 1mlであり，液体培地法は 77％ が

10mlであった．

4） 細菌培養以外に併行して行っている

清浄度計測について

細菌培養のみを施行し，エンドトキシン活性の測定

等その他の清浄度に関する検査を行っていない施設が

3件あった．これらのうち自施設で行っているのは81

件（70％）あった．それ以外の計測として，1件が

ATP活性測定，8件でDNA/ATP染色による蛍光染

色法が，TOC計測・粒子計測などその他の方法が4

件で行われていた．

5） 精度管理（図4）

これらの検査の精度管理に関して，特に行っていな

いという施設は116回答中61件見られたが，残りの

うち同一検体の二重・多重測定による室内精度管理を

行っている施設が36件，検量線作成を行っている施

設が21件あった．実際に表1の2），3）の回答で，9

件は自施設の測定と併行で外部発注をしていたが，室

間精度管理として同一検体を複数の施設で測定してい

る例は5件であった．また同一検体の培養で，検体量

を調整（タイトレーション）し，2系列以上同時測定

して，室内精度管理を行っている施設が10件みられ

た．

6） データの解釈について

表1の1）～4）までの測定系の実施方法と併行して，

採取時エラーによるコンタミネーションの経験，透析

液清浄度に関する処置基準値・警戒基準値，clinical/

sub-clinicalな状況における汚染度についてあわせて

質問した．
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図4 検査法のバリデーション―精度管理―

図3 細菌培養方法

（a） 細菌培養の方法

（c） メンブランフィルター法に用いているサンプル量（最大量）（b） 培養温度



まずコンタミネーションの経験と見分け方について，

経験があると答えた施設のほうが，その判断基準を持

つと答えた施設より有意に（χ2 P＝0.023）多かった

（図 5）．コンタミネーションという判断は，測定値の

異常高値（表 2のa，b，c，d）が最も多く，併行精度

管理（同e，f）から判定している施設は全体の1割に

満たなかった．特に細菌培養に限ると，通常と異なる

状態（同g，h，i，j）をコンタミネーションと考えて

いた．一方確定の基準としても，再バリデーションと

1Log以上の異常値を基にしている場合が主であり，

細菌培養では菌の同定結果から考える例が主流であっ

た．コンタミネーションを疑う際に，併行精度・菌の

早期発育をあげた施設の中で，それを判断基準としな

い施設が認められた．

処置基準値・警戒基準値（表 3）について，本来の

処置基準値の判断である「出荷停止」（＝透析中止），

もしくはon-lineHDFの中止となる値を明記した施

設は，on-lineHDFの置換液に関するものが16件で，

透析中止の値を示した施設は1件であった．細菌培養

に関して値は多岐にわたっているが，「10cfu/0.1ml」，

「10/100ml」，「30/1,000ml」のように，検査法と検

出限界精度を加味した値を基準値としている施設も見
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図5 コンタミネーション

表2 コンタミネーションの経験と判断基準 （件）

疑った根拠 確定基準

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

：通常の値と異なる高値が出たとき

：サンプルポートの交換により低下

：再バリデーションで低下

：測定結果の推移

：異なる測定方法で一つが異常値

：多重測定の片方のみで異常値

：グラム陽性球菌を検出

：通常と異なる形状のコロニー出現

：カビの出現

：通常より発育が速いコロニー出現

：陰性対照で陽性

：細菌の同定結果

22

6

13

12

2

7

2

8

4

5

2

―

―

2

5

3（10倍以上）

―

2

―

1

―

2

―

6

「疑った根拠」はある結果をコンタミネーションによると判断した基準
（表1の4�J）で，「確定基準」はある結果がコンタミネーションによるも
のかそうでないか見分ける基準を設けている施設の回答（4�K）

表3 警戒値・処置基準値

施設数 備 考

エンドトキシン活性

検出感度未満

10EU/l未満

100EU/l未満

35

7

1

うち16施設でon-lineHDFの中止を明記

透析液

ETRF前．再バリデートで同じなら透析中止

細菌培養

・0・

陰性

0.001/ml

30/1,000ml

0.1cfu/ml

10/100ml

1/100ml

1cfu/ml

10cfu/0.1ml

100cfu/ml

4

6

1

1

4

2

1

3

1

1



られた．

透析中の発熱など逸脱事例と細菌汚染とが合致した

報告は，今回対象とした施設では認められなかった

（付録）．一方，各施設の最高値も尋ねたが，この時も

臨床症状は見られていなかったと考えられる．透析液

では細菌数で 100以上 10,000未満 cfu/ml（対数値

e＝2～3）が 6件見られ，エンドトキシン活性では

100以上1,000未満 EU/l（e＝2）が4件見られたが，

最終滅菌装置であるERF前の値であり，臨床上問題

点は生じていなかった．ROモジュール後では100

以上1,000未満cfu/mlが1件，100以上1,000未満

EU/l（いずれもe＝2）が4件見られた（表4�1，4�2）．

3 考 察

1） 透析液の清浄度計測で何を明らかにしようと

しているか

透析液を細菌培養する目的は，透析液の汚染の有無

を把握し，さらにその結果から汚染源を推定し対策を

講じることにある．特に透析液の無菌（10－6）を，最

終滅菌装置としてのERFによるパラメトリックリリ

ースで保証する場合5）（図1），二つの要因を満たす必

要がある．

一つはバイオバーデン（非無菌（non-sterile）医
・

薬品中の微生物の種類と数）の管理である．まずRO

装置・ROタンク・中央供給装置・A原液タンク・B

原液タンク・分枝部・コンソールなど，ERF前の複

数箇所で測定する管理デザイン10）を作成する．各部位

の結果から，現在行われている管理の妥当性を検証

（バリデート）する．もしデータの変化が見られれば，

その地点の上流を汚染部位と考え，汚染の起きた原因

を推定しその対策を目論みる．経時的にとる理由は，

汚染源は一つとは限らず常に同じであるとも限らない

からである．JDA2008基準2）では，この汚染源を

ROモジュールからのリークとしている．このため，

ROモジュール後・ERF後を観測点として指定し，

ろ過滅菌装置の機能保証のための検査を推奨している．

最終ろ過滅菌装置前の異常が見られたとき，対処とし

ての消毒方法の変更や作製系の洗浄・消毒工程の妥当

性を見るには，透析開始前に測定することで検証でき

る．今回の検討で清浄化対策に対するバリデーション

の対象が何であるかを，透析液および透析用水を，ど

のタイミングでどこから採取するか（図2）から推定

した．複数箇所の測定を行っている施設は全体の

33％あり，またバイオバーデン管理を行っている施

設も7件見られた．

もう一つの要因は，ReuseのERFの機能保証を施

設ごとに負うことである2）．これは，ERFの使い捨て

（singleuse）という特殊条件を満たした場合のみ保

証する11），という条件設定より格段の進歩が見られ，

現在日本医療器材工業会を中心にJIS�K3823，3824

（限外ろ過モジュールの細菌・エンドトキシン阻止性

能試験方法），JIS�K3835（精密ろ過膜エレメント及

びモジュールの細菌捕捉性能試験方法）を基に，その

測定方法が懸案されている．

今回の結果で特筆すべきことは，すべての施設で最

終生産物の品質保証のために検査が行われていた点で

ある．約2/3の施設は毎回の観測点が1～2箇所であ

るにもかかわらず，いわゆる最終滅菌装置としての

ERF後の測定が行われていた．気をつけなければな

らないのは，「最終生産物が無菌試験法に適合しても，

無菌であるという保証にならない」という点である．

さらに，透析開始前に測定している施設が33.6％，

週1～連日測定している施設も10％見られ，これら

は透析液の浸透圧や電解質・pHを毎朝測定するのと

同じように製品の品質保証に向けた動きと考えられる．

製造直後に使用する透析液のシステムでは，最終生

産物の品質保証として，測定結果を即時に得ることが

透析液培養の精度管理と警戒・処置基準値の設定 501

表4�1 臨床症状のない場合の各施設の最高値（透析液）（件）

生菌数
（cfu/ml） e（対数値） エンドトキシン

活性（IU/l）

1

5

4

8

3

1

3

2

1

0

－1

－2

―

4

10

12

―

―

e（対数値）：3＝1,000以上，2＝100～999，0＝1～9，を表わす．

表4�2 臨床症状のない場合の各施設の最高値（RO水）（件）

生菌数
（cfu/ml） e（対数値） エンドトキシン

活性（IU/l）

―

1

3

1

1

2

3

2

1

0

－1

－2

―

4

3

7

―

―

e（対数値）：3＝1,000以上，2＝100～999，0＝1～9，を表わす．



できる方法に対する要求が高い．ATP活性・微粒子・

TOC測定・DNA染色等による蛍光色素法などに取

り組む施設も見られ，これらの検査は即時性において

優れている．しかし検出感度や検出精度の問題で一長

一短があり，結果をどう解釈するか十分議論されてい

ない12）．局方でも15改訂から，微生物限度試験法と

同等以上の検出感度と精度を有する場合には，自動化

した方法も適用を認めるとの記載が参考資料から本文

に格上げされている8）が，まだその緒に就いたところ

であり2010年に予定されている局方の16改訂まで今

後の検討が待たれる．

2） 培養検査の精度管理と対象となる菌について

透析液を医薬品と考え，微生物限度試験8）として細

菌培養検査を行う場合，同一検体の二重・多重測定に

よる室内精度管理，同一清浄度と考えられる検体採取

による併行精度管理，同一検体の多施設測定による室

間精度管理が要求される10,13）．今回の調査で，精度管

理への取り組み，併行測定数・併行検査内容・コンタ

ミネーションの判定法の設問の結果から，精度管理が

行われている施設は36件あった．

現状，クリーンベンチ内で培養操作が行われていな

いことを加味しても，分離菌のコロニー数を指標とす

る場合，容量調整（タイトレーション）もしくは二重・

多重測定の重要性が高い10）．この理由は，9cm径の

平板寒天培地を用いた塗抹法にせよメンブランフィル

ター法にせよ，コロニー数計測として安定しているの

は10～100cfuとLog値で1桁と狭い14）ためである．

ことに検出感度未満の保証には，無菌試験法に準拠す

る必要があり必須となる．4希釈系列を，それぞれ三

重測定する液体培地を用いた最確数法と同じ発想であ

る15）．検査値の異常高値が見られた場合，同一検体の

二重測定で測定時の過誤，併行精度管理で採取時の過

誤の有無が推定される．これらの精度管理を行ってい

れば，コンタミネーションは全測定機会の1％未満に

過ぎず16），さらに再バリデーションによってコンタミ

ネーションか真の異常高値かを確定しうる．

透析液中の菌は，無菌医薬品製造系で見られるも

の17）と同様に，壁在のバイオフィルムから流出したも

の18,19）と考えられる．透析液作製系の洗浄・消毒や水

系環境による障害を受けた損傷菌19）であり，通常一菌

種以上分離される．R2A培地やmTGE培地を用いた

培養が菌の分離に優れているとされ20～22），今回の調

査でも大多数の施設がこれらの培地を使用していた．

しかし，施設ごとに水系，原薬，作業方法，消毒・洗

浄方法が異なるため，生息する菌が異なる．このため

に菌を分離するための最も良い条件は施設ごとに異な

り14），また分離される菌ごとに異なる可能性がある．

施設によってはmTGE培地では生菌が分離されない

例も見られる（未発表データ）．文献上，分離された

菌をみると，依然JDA2008基準で汚染源と考えてい

るROリーク等によるいわゆる従属栄養菌のみならず，

透析液作製系で開放系ができることによるヒト由来と

考えられる菌が多数認められている23～26）．目的菌が

決まっている場合には，SCDなどの富栄養培地23,24）

のほうが合理的なケースも生じてくる．バイオバーデ

ン管理が十分でない施設では，ROリーク以前に透析

液作成系に生じる開放系からの人為的汚染対策に重き

をおく必要がある．

清浄化対策として「菌が分離されない」結果が望ま

れるが，検出限界以下となった場合には至適条件の検

索も必要になる19）．また消毒や洗浄方法の変更が行わ

れるたびにこの至適条件が変化する事が考えられる．

しかし，このことを鑑み，至適条件の検索を随時施行

している施設は3件に過ぎなかった．

3） 処置基準値・警戒基準値，エンドトキシン

活性との関連について．

今回，各施設で透析中に急性の菌血症反応（pyogenic

reaction）の経験があるか，あればその際の生菌数や

エンドトキシン値について尋ねた．ISO，JDA2008

基準，RD52，局方1～5）であげられている許容上限値，

処置基準値，警戒基準値（Allowablemaximumlevel,

Actionlevel,Alertlevel）が妥当な値であるかを知

る目的で設定した設問である．しかし透析中の発熱な

ど臨床上問題となる症候は得られなかった．また透析

液での最高値も，コンタミネーションの可能性や

ERF前の測定であることを加味すると，臨床使用し

ている透析液自体の値は十分低い可能性が考えられる．

そこで文献上の考察になるが，RD523）では菌体成

分がダイアライザーを通過し，慢性的な低容量のエン

ドトキシンの被爆が長期透析療法による合併症の一部

に関与しているという報告から，1970年代の疫学的

報告27,28）を元にした RD5の通常透析液許容上限値
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2,000cfu/mlを200cfu/mlに下げ，エンドトキシン

活性も 2EU/ml（2,000EU/l）に設定した，として

いる．

本邦では90年代から清浄化の指標としてエンドト

キシン活性の測定が行われているが，細菌培養検査と

の位置づけについて一定の見解がない．これは，LAL

測定などエンドトキシン活性はミセルを形成していな

いと測定できず，形成したミセルの大きさが細菌の融

解方法で異なる29）ためである．

そこでグラム陰性桿菌1個あたりのエンドトキシン

量（10－15g）と，アメリカ薬局方（UPS）のエンドト

キシン製剤の参照標準濃度（1EU＝2・10－8g）をも

とに両者の感度について比較した30）（図 6）．仮に，

培養されたすべての菌がグラム陰性桿菌であり，その

エンドトキシンがすべて溶出したとしても，検出感度

はエンドトキシン活性測定よりさらに低い値まで検出

可能である．このことは，エンドトキシン活性が測定

限界以下でもグラム陰性桿菌が分離され，身体的な影

響が見られることからも支持される．急性の菌血症反

応は106/kg，体重が50kgとして5×107の細菌の血

管内投与で起きるとされている30）．JDA2008基準2）

の通常透析液の許容上限値（100cfu/ml）の透析液を

毎分500mlで4時間，120l用いて透析を行った場合

に，この中のすべての菌が体内に入ったとしても1.2

×107であり，急性の菌血症反応を起こす量に達する

ことはない（図6）．この通念的な許容上限値も理論

的には妥当な設定と考えられた．

さらにRD5で根拠とした報告27,28）は，富栄養培地

を用い48時間でコロニーが視認できる損傷菌とは考

えにくい菌の数である．現在行われている従属栄養菌

培養を行えば，103cfu/mlよりさらにもう1～2桁高

いオーダーとなった可能性も考えられ，急性菌血症反

応に対する安全域はもっと広いことも予想される．

この値が使用中止とする処置基準値ではなく許容上

限値とされている論拠は，現状の透析で「急性の菌血

症反応を起こさない限り，透析を中断することによる

デメリットのほうが大きい」という考え3）であり，こ

れを否定するエビデンスはたしかに現在ない．また大

多数の施設で到達可能な目標値としての妥当性もある．

今回の検討で，最終生産物を対象にしているとはい

え，施設独自で処置基準値を設定し，on-lineHDFな

どの中止を決めていた施設も17件見られた．しかし，

エビデンスに基づいてジェネラルコンセンサスを得ら

れる値とはなっていないと思われた．バイオバーデン

管理を行う場合の処置基準値は，施設毎の定常測定し

た値の3σ，警戒基準値は2σ（あるいは3σ処置基準

値の50％）に設定する5）方法が示されており，今後透

析液を無菌性医薬品として取り扱う2）場合には，ここ

に収束されると思われる．

おわりに

透析液清浄化が透析患者に好影響を与える事はすで

に疑いのない事実である．現在わが国の透析患者は

27.5万人と，全世界の透析人口の10％以上を占め，

かつ安定した療養生活をおくり，長期間透析を行えて

いる日本の現状を考えると，SAL（sterilityassur-

ancelevel），もしくはかなり純度が保たれている可能

性が高い．しかし，依然透析患者の平均余命は健常者

の1/2であり，心血管系障害での死亡率が高い事か

ら，炎症軽減による血管系ダメージを減少させうる透

析液の清浄化は必須と考えられる．今後とも，透析液

清浄化の指標となる，正しい細菌培養方法の普及を通

して，警戒基準や処置基準値のコンセンサス形成に努

めて行きたい．
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図6 細菌数とエンドトキシンの関係

三角は細菌数・エンドトキシンの測定限界を示す．
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付 録

透析中の発熱や集団血圧低下などの異常が見られ，細菌汚染が原因として

疑われた経験の有無とその時の清浄度に関する検査値についてのコメント

（番号は質問紙票のID）

7 当院の一般透析の開始は昭和57年からで約25年行っています．患者の状態はB-2MG値の変化を目

安としております．今までに手根管のOPE例は1件だけですので，なんとも判断しかねます．

78 消毒不足による配管内の細菌汚染（細菌検査を定期的に行っていなかった15年前程のこと）ダイアラ

イザーPS膜使用Ptに変化はなくFB（トリアセテート）膜使用Ptのみ 突然の発熱 嘔吐発生 抗

生剤投与し重症者は一泊入院となった．

86 4，5年前 on-line HDF施行中の患者様に不明熱が出現し，補充液のET値上昇が疑われた．出現時

のET値再測定結果，ET値検出感度以下（生菌数は当時測定していなかった）であったが，ETカッ

トフィルター交換の処置をしていた．

148 透析後の原因不明の発熱（37.5℃以上）エンドトキシン値 25～34 EU/L

168 10年前頃 ETRF2連で行っていた頃のO/L POST10L HDFのとき，HD開始30分までにアナ

フィラキシー様症状を経験した．当時のAPS-SのPUPが原因である可能性も示唆されてAPS-Sn使

用を中断し，O/Lから離脱してしまったため，PUPかETの判断はえられていない．ET：ETRF

PRE 30Eu/L 程度 POST 1.2検出感度以下 培養：普通寒天培地 混釈で1mlで0CFU/ml

196 A原液溶解装置故障時は中断しております．

1017 発熱等の経験はあるもののETCF後で検出されず，エンドトキシンによるものとは断定できず（on-

line HDFにて）．

1032 業者にセントラルのメンテナンスを依頼し，その時に薬液電磁弁のコネクターを外されたままにされて

いた為に，消毒不足で数名の患者さんが発熱されました．

生菌数は外注（メンブレンフィルター法）しましたが，生菌数は0CFUでした．

1035 透析治療中発熱，血圧低下，しんせんあり．透析液の循環を止め血液循環のみにしたら，症状改善．再

度透析液を循環すると，症状再発したので，その日の治療を中止し透析液のET測定を行った．ETCF

2本装着しており，ETCF1本前692，後8230，2本追加後13800，カプラ後5950であった．個人用透

析装置を使用していた．

その後は配管交換，RO装置入れ替えをして，現在は感度以下で維持されている．

1039 ある．

臨床症状のない場合の各施設の清浄度に関する検査値の最高値に関するコメント

4 H9年5月以降の検査でET活性 35Eu/Lが最大（ダイアライザーの出口）（Oリングはカプラ使用

機） 現在1.0Eu/L未満．当初は生菌培養にあらず，R2A培地で測定開始（11/1 2005）後は最大で

30Fu/2ml（ダイアライザー出口部，Oリング使用機） 現在0/2ml（R2A），0/50ml（センシメディ

ア）

7 採取場所はダイアライザー持続カプラー

10 ET 末端コンソール カットール前 5iu/l 細菌培養 検出なし

11 部位 / 最高値 生菌数 ET



日本透析医会雑誌 Vol.23 No.3 2008506

RO 5CFU/100ml ≦1

ETRF前 検出されず ≦1

ETRF後 検出されず ≦1

13 生菌数の最高値はROタンクと個人用コンソールRO水流入部でOG（100mlM方法にて）となりまし

た．（ROタンクから個人用コンソールまでの薬液洗浄を行っていた時）しかしETCF以降では細菌数

は0個/100mlだった．ETは多人数用供給装置（DABC）内水計量シリンダーにて30Eu/Lとなって

おりました．薬液洗浄が不十分だったため消毒法を変更し測定感度以下となりました．

16 生菌 104 ETCF 後 サンプリングポートより

ET 1.617 サンプリングポートより MAX48.34 コンタミ？

21 ET活性値 3.849EU/L（前後の定期検査では検出感度以下）東レ社製 TR3000M HD機ステンレ

ス製透析液サンプリングポートより検出．

生菌 33CFU/50ml→透析液供給装置～キャラクターU入口間ディスポゴム製サンプルポートより検

出（BML依頼R2A MF法結果，同検体においてBML R2A塗抹法では1CFU/ml）

同時採液した検体（モニター機入口）ではMF法，塗抹法共検出（－）

検出菌：Flavobactelium sp，Pesudomonas sp

32 ET ‐ 15Eu/L RO出口 生菌なし

33 透析用水 ET濃度 24.86Eu/L 細菌数R2Aで 100以上で採取部位はB液ライン その後ETCF

を組み込んでいるので，末端ではET18.63Eu/L 細菌数も100以上培養された．

38 原水のETが36000Eu/L

44 エンドトキシンはROタンク 透析液ライン共にND（個人材用RO水供給ラインで9.0Eu/lを示し

た時あり） 生菌数はROタンク：0.2CFU/ml 透析液UF後 未測定※各50mlでのろ過※ 2007

11月～RO装置交換しています．RO交換時の透析液UF後 0CFU/ml

55 RO モジュール後 2728EU/LRO モジュール後 21CFU/ml

60 ダイアライザ入口 ET＝1.0Eu/L ペトリフィルム＝0/ml R2A 0/ml

RO水出口 ET＝1.7Eu/L ペトリフィルム＝0/ml R2A 0/ml

63 処理水（UF膜後） ET718EU/L 生菌数100以上 CFU/ml

72 生菌数： 配管ラインより80CFU/ml

ET値： サンプリングポート（ETフィルタ後）11.40軟水 9259.5

78 RO水 供給ライン R2A 43 ET 1.2

HD供給装置サンプルポート R2A 17.3 ET 1.2

79 ROモジュール 生菌数 45.3 エンドトキシン値0.3

供給出口 UF膜を使用しているため実際の数値は0.3CFU/mlです．

81 ETカットフィルター未装着コンソール ダイアライザーカプラ入口前 生菌数 38CFU/ml ET値

未測定 後にカットフィルター装着し，生菌数1CFU/ml．ET値・検出感度以下とす．

84 カプラー前 → コンソールにて 100～200×10�3乗CFU/mlがあり，高濃度次亜を注入したところ

1000近くまで上昇が見られた．

93 生菌数は（－） 透析液末端は1以下です．

100 エンドトキシンの値は10 Eu/ml以下です（測定部位は1‐Cの場所です）．

センシメディアのみですので細菌数は不明．

102 採取部位 ： 末端コンソール入口

生菌数 ： 3CFU/ml

エンドトキシン ： 5.051EU/L

104 5年前の開業した当初は100Eu/ml位だったと思われます．細菌培養は3年くらい前からで当初10

cfu/ml位と思います．ポールクオリティーモニター

110 ET49.3EU/Lコンソール（カプラ前）

111 値：1.108EU 採取部位：コンソール末端

121 生菌数 1.59CFU/ml → 多人数透析液供給装置内
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ET値 7.54EU/L → 多人数透析液供給装置内

126 RO水 10コロニー/ml ET 10EU/L

129 生菌数 300CFU/50ml 採取部位→供給装置

ET値 1.0EU/L 採取部位→コンソール

134 過去一年毎の最大値のみ記載します． 症状？

ET1.8EU/L NF63CFU/100ml

137 平成6年より現在までのET値最高 → 1.6Eu/l（末端透析液）

143 ETRF後でET値が14EU/L以下 細菌数9個 →細菌数後ETは別の装置です．

144 RO水 13.5EU/L

157 ROタンク後エンドトキシン500Eu/l（新規購入後モジュールよりのリーク）

158 エンドトキシン → 透析液供給装置 57.12Eu/L

生菌数 → RO装置 ROタンク内 6.44CFU/ml

165 初めて過酢酸を使用した際短期間ではあるが，生菌数1000CFU/ml，エンドトキシン後130Eu/L程

になった時がある．

167 移転後の新システム（2000年～）の数値．ET ETRFPOST 10Eu/L 培養 供給装置直後 200

CFU/ml 供給装置直後 20Eu/L

169 RO膜6本中1本がリークした際にエンドトキシン値が50～60Eu/L程度まで上昇しました．その時

に生菌の培養はおこなっていません．

177 エンドトキシン ROタンク後473 当時生菌は測定していなかった．

180 2001年 396Eu/L（ETRF前）

181 コンソール末端にてエンドトキシン値が測定開始20分後，透過光量比80％を示し透析機器製造会社の

基準値を下回ったためこの日のon-lineHDFは中止した．

183 生菌数：2.37CFU/mlコンソール（末端） ETCF前 その後 配管交換

184 HDFラインの交換がうまくいっていない時 ET 4EU/L

186 原水 エンドトキシン 5000EU/L以上

軟水 エンドトキシン 8000EU/L以上

188 ET 数日 生菌 150 ＞100CFU → 活性炭出口

189 全コンソールにETCFを装着しておりますが，ETCFを使用する以前の個人用透析装置の透析液にて

ET濃度30Eu/l（2000年8月）です．

193 旧型カプラ出口にてET10EU/l 生菌2.2cfu/ml

194 個人用ライン CF前6 A・B溶解装置4

196 ET値 1Eu/L未満でなければon-lineHDFに施行しません．

コンソール部では5回に1コロニー（1CFU/1ml）検出することが有ります．

199 通常カプラ後のエンドトキシン27Eu/L

200 今までエンドトキシン，生菌，共に出たことがあっても採取ポートの洗浄・交換でマイナスになるため

特にデータとして保存していません．

1002 カプラ前 200CFU カプラ後 3.7EU/ml

1005 個人用モニター カプラOUT側ET 10Eu/L以下 生菌数 測定不可 シートチェック

1007 エンドトキシン活性 補充液2～5EU/Lと高値を示したエピソードあり．原因はLHコネクターとその

近傍の汚染と考えられている．部品交換により改善した．

1011 個人用RO装置157 ← 希釈前（Et） RO水 ← 0.02CFU（生菌）

1012 8CFU/mlでETカットフィルター（セントラル送液ライン途中）後

1017 セントラルサンプルポート（混合後）1.9CFU/ml 同時期

配管末端コンソール（ETCF前） 1.8CFU/ml 同時期

ET値はそれぞれ1.387EU/L 2.271EU/LなおETCF後は検出感度以下

1018 採取部位 B原液作成装置の貯留タンク

生菌数 2000以上/500ml 15.48Eu/l
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1020 ET 15.36Eu/l 生菌数 0

ET 検出感度以下 生菌数 0.44CFU/ml

1021 ET値： 3.313 透析液ライン

生菌数：1CFU/ml ROライン

1024 個人用装置において時々生菌・ETが若干高値になる時があります．（ETCF手前）

1027 原水タンク内 生菌 23CFU/L ET 250EU/L

セントラル装置 検出せず ET 1～5EU/L

ETカットフィルタ後 生菌・ETに検出感度以下

1030 RO用 サンプリングポート ET値 400台

1032 生菌数0.08CFU/ml（100mlろ過）．エンドトキシンリダクタントフィルターあと

エンドトキシン89.4EU/l， エンドトキシンリダクタントフィルターあと

※エンドトキシンはコンタミと思われています．通常は＜1.0EU/Lです．

1033 エンドトキシン値 原水‐38014.40EU/L

RO装置‐27786.00

1035 多人数用透析措置 ETCF後0.64（ET値）

1037 ET（2000.3.27）ES法 138EU/L RO水

細菌（2007.9.8）R2A-MF 300以上CFU/50ml RO水

施設独自の警戒・処置基準値に関するコメント

4 全自動機コンソール

7 細菌培養 ET値の結果にかかわらず，残留塩素濃度測定（消毒時）（後水洗完了時）過酸化水素濃度

測定（消毒時）（後水洗完了時）を実施している．

10 末端コンソール 1.0iu/dl 末端 （カットール後）

細菌数 0 （カットール後）

11 TOC：アラートベル100ppb アクションレベル：300ppb

蛍光染色法：ETRF（1stfilter）前で100個/10ml（バイオプローブの場合）

その他ポイントにおいては日常の値から1オーダー上昇した際をアクションレベルとしている．

MF法：RO水・調整HD液 10CFU/100ml未満 最終HD液：検出されず

17 エンドトキシン測定感度以下

21 細菌培養検査 → 細菌検出（－）

ET活性測定 → HD機 10EU/l未満 オンラインHDF機 検出感度以下

上記を超えた結果が出た場合，当該機による治療を中止し，原因を究明し対処する．基準内におさまっ

たら使用再開．

28 日臨士がだしている透析液清浄化ガイドラインVer1.05の管理基準．

31 細菌培養検査 1CFU/ml 以下

ET濃度 感度以下

38 ETに関してはROモジュール以降が全て測定感度以下でETCFに依存しない．

（39PreETCF（コンソール）ET値20.41

新規導入次の日のコンソールのPreETCF

生菌数 100ml採取で880cfu

1回のみその後 0cfu/1000ml）

41 微粒子数：透析液（ETCF後）で20個/ml以下

43 全自動コンソール（JMS）使用の為 ，全自動コンソール使用基準．
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44 アクションレベル アラーレベル共にエンドトキシンはND．

細菌数に関しては現在ISO等を参考に検討中．

52 細菌数 10ctu/ml ET 1Eu/l

55 on-HDF， PP/HDF → ET値 感度以下 ・ 細菌数 0

63 ET → on-line HDF ：検出感度以下 HD：10EU/L未満（配管末端での）

71 JSD ISOと技士会

（72現在のところ透析医学会HDF研究会の基準を参考にしている）

81 on-lineHDF補充液がET値測定感度以下の時のみon-line HDF施行可能とする．

84 通常HD 30×10－3乗 / CFU/ml ↓ ET感度以下

on-line 0×10－3乗 / CFU/ml ET感度以下

（93毎日チェックしているので値が高値であれば，検討している．）

101 ROタンク下 ET5Eu/L on-line HDF 中止

ETRF（2nd）後 ET 1Eu/L

102 on-lineHDFの補充液においてエンドトキシン測定値が測定感度以上となった場合，その日のHDFは

中止とする．

104 コンソール末端ET値 感度未満（ETCF前）

細菌培養10cfu末端/100ml

111 菌数 0.1CFU/ml 以下，エンドトキシン濃度 10EU/L以下

121 ET活性： 10EU/L以下 （RO水 ETCF前）

細菌培養：30CFU/ml以下）（RO水又は透析液）

※on-lineHDF施行なし．

134 ET 感度以下 生菌なし

137 エンドトキシン測定感度以下

細菌培養 陰性 メンブレンフィルター 塗抹 センシメディアいずれも

ただし3rd Filter後

143 測定感度 ET 1.0EU/L以上の場合細菌数1CTU/mlの場合，on-lineHDF中止．2回別の日に再

検査を行い測定感度以下であれば再開というかたちとしています．

144 ET濃度は検出未満値．

148 九州HDF検討会

165 HDF研究会の推奨値に準ずる．

167 O/LでETRFPOSTからのET検出時は，再検で陰性になるまで使用しない．

培養で緑膿菌検出時は高濃度次亜を封入し再検で（－）を確認するまでは使用しない．

169 細菌培養：センシメディア陰性又はメンブレンフィルター法（100ml）で陰性

エンドトキシン：測定感度以下

184 血液透析では，ET 0.1EU/L以下

on-line 細菌数 0～1CFU/ml

185 日本臨床工学技士会透析液清浄化ガイドラインを参照．

186 モルセップ膜以降の採取ポイントでエンドトキシンの値を1EU/L以下としている．

189 血液透析でコンソール装着のETCF後の透析液にて細菌数1CFU/100ml以上．ET濃度 1Eu/l

以上 でETCF交換

190 エンドトキシン RO水：検出感度以下 透析液：10EU/L以下

生菌 RO水：0.01 CFU/ml以下 透析液：0.1CFU/ml以下

191 エンドトキシン検出器上測定感度以下

192 ET検出感度以下 （1.0Eu/L↓）

193 on-lineHDFにてET・生菌ともに置換液より検出されないこと．

196 エンドトキシンは検出下限未満としています．

1t ろ過してみました
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1t ろ過後の検体と顕微鏡下にて観察

198 培養陰性 ET感度未満

199 エンドトキシン値1.0Eu/l以上でon-lineHDF中止．

1000 エンドトキシン値＞1の場合はon-lineHDFは施行しない．

1001 ET値 on-lineHDFカプラ入口（ETCF通貨後）：ダイアライザー前測定感度未カプラ出口：ダイ

アライザー後5Eu/L以下

1002 血液透析の警戒基準

RO水 1.0CFU/ml以上

供給装置 1.0CFU/ml以上

末端ETRF前 1.0CFU/ml以上

末端ETRF後 1.0CFU/ml以上

1003 on-lineは1EU/L以下は行いません．

1004 透析医学会の基準値

1007 エンドトキシン活性

補充液≧1Eu/L

透析液≧10Eu/L

1008 細菌培養 0CFU/ml

ET 検出感度以下

1010 ETフィルター前で0.1CFU/ml エンドトキシン感度以下

1013 生菌 1CFU/ml以下

エンドトキシン 1.0Eu/l 以下

1017 特にきめていないがETCF後 （カプラー部からのサンプリング）でETの検出はon-line中止．

1018 ISO23500 超透析液の基準

1019（基準作成） R2A 平面塗抹 MF法 10ml共に0CFU/ml

ET 測定感度以下

1020 エンドトキシン 検出感度以下 細菌 なし

1021 細菌培養：RO 透析液ライン → 0.1CFU/ml以下

細菌培養：on-line HDF 2次フィルター後→0.001CFU/ml以下

ET ：RO 透析液ライン → 1Eu/l以下

1025 透析医学会の基準値を参考にしている．

1026 日本技士会の基準

1027 ISO23500.2006年協議結果を参照．

1028 基準値は特に定めてはいないが日本臨床工学技士会のガイドラインの目標値を維持できるよう努めてい

る．

1028 ほぼET値100未満できれば50以下 カートフィルタ後 感度以下

1034 ET 測定感度以上

生菌 0.01CFU/ml以上

1035 ET値＜0.38で感度以下とし，清浄化が図られているものと判断し，on-lineHDFを施行している．

HDにおいてく多くても10以下になること，目標は感度以下としている．現在は細菌培養は様々な手

技，煩雑のためスタッフトレーニング中であり，指標としていない．

1038 検出限界以下



要 旨

CKDでの治療成績を評価し，最適な治療条件を検

出するため，わが国のオリジナルで，その成果が世界

に発信可能なデータベースの作成が必要である．本研

究において，その目的に沿った保冷24時間蓄尿検査

成績の入力を含むデータベース作成ソフトの第1次骨

格を作成することができた．このソフトウエアにより

各医療施設でのCKD症例の入力が可能であるととも

に，CKDの日常診療において，データの加工により

療養指導に役立てることができ，さらに，各施設毎で

のデータ解析が可能な状態となった．

第二次機能の開発として，各種電子カルテや検査成

績媒体からの自動入力機能，登録データのオンライン

集積法の作成，症例を共通の場で会員が迅速に検討で

きる電子プラットフォームの作成，全登録症例の解析

機能と解析結果の速報機能などを付加する必要がある．

緒 言

2002年にchronickidneydisease（CKD）の疾患

概念が定義・創設された．これにより個々の腎疾患の

治療のみでなく，腎機能の低下を来しうる疾患をステ

ージ分類し，早期に発見し，早期に腎保護療法を開始

することにより，末期腎不全に至る症例数を減少させ

ようとすることが提唱された．この概念が世界レベル

に展開され，啓蒙・治療活動が展開されている1）．

この活動は，啓蒙・早期発見・自覚の向上・早期治

療開始には大きな役割を発揮すると考えられる．しか

し，治療方法については，現状においても最適な治療

がどのようなものであるか，さらに将来，多数開発さ

れて来るであろう薬剤等の治療手段をどのように評価

するかについての多数例による評価方法が定められな

いままでの出発となっているのが現状である．

そこで，CKDの最適治療法を見いだし，現状の治

療法や将来においても使用可能な評価方法を提案し，

志を同じくする施設での評価を実際に行いながら，修

正を繰り返し，多数例に対するデータベースを作成し，

評価法を整備していくことが重要である．この趣旨を

踏まえて，本研究においては保冷24時間蓄尿検査結

果を含めて，多数例のデータベース作成のための登録

項目を定め，将来容易に拡張可能で，評価も容易なオ

リジナリティのある入力ソフトを開発し，わが国から

成果が世界に発信できるCKDデータベース作成の基

盤を整備することを本研究の目的とした．

1 対象・方法

従来から名古屋大学医学部附属病院分院内科，なら

びに名古屋大学医学部附属病院在宅管理医療部を中心

に行われていた保存期腎不全調査研究，データベース

に登録されたデータ，登録ソフトの様式や調査方法，
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解析方法の検討を行った．これにより目的の項で述べ

た，「わが国から世界に向かって発信できる成果」を

得るに適したデータベース作成法であるか否か，また，

「データ登録施設における診療での活用や当該施設で

のデータ解析に適した入力ソフト」であるか否かを評

価した．

前記のデータベース作成・評価法の改良が必要であ

るとすれば改良点を明らかにし，新しいデータベース

作成法を提案することとした．

CKD活動が現状よりさらに有効に機能し，治療効

果を高めるため，評価法としてどのような項目をどの

ような手法で収集するか，わが国の国民性や特徴を活

かしてオリジナリティのある評価法を作成するための

条件を明らかにすることとした．

新しくデータベース集積法を提案するために，大幸

砂田橋クリニックにおいて診療し，2007年9月5日

より2008年7月7日までに継続的にデータが入力さ

れている246症例の24時間蓄尿データ2,875回の成

績を用いて，新しいCKD登録・評価用ソフトを作成

するための検討を行った．この方式のソフトは，単に

データ集積のみの目的以外に各施設で日常の診療に役

立ち，各施設で解析可能とし，個々の症例の指導に用

いられるような機能を有するものを考えた．また，自

己管理向上について有効に機能したと考えられる症例

等を成功例のデータとして報告し，治療に難渋する例

について，アドバイスを得られるようなアップデート

な情報交換機能を将来の研究で付加しうるよう検討を

加えることとした．

症例の個人情報の保護については，個人識別ができ

ないよう充分に配慮した．また今回の研究で，具体的

に検査成績について検討した症例については，文書で

本研究での使用許可を得ている．

2 結 果

1） 従来の研究における問題点

1994年，腎疾患の進展防止・末期腎不全への移行

を計画的・組織的に防止することの重要性を認識し，

「腎キャンペーン」を名古屋において開始し，毎年啓

蒙指導活動を行い，本年で15回を迎える．この間，

2006年には熊本，東京において，2007年には東京に

おいてもキャンペーンを実施している．

また，「多数例による計画的・組織的なデータベー

ス作成とその解析に基づく進展因子の検出および至適

治療指針の作成」を目的とした調査研究が行われて来

ている．まず，1995年より1997年まで，保存期腎不

全の進行防止を目的として，保存期腎不全患者の調査

研究が「厚生科学研究費補助金長期慢性疾患総合研究

事業（慢性腎不全）研究」として行われた2～4）．この

研究の成果として，次の2点があげられた．

① わが国における血清クレアチニン濃度が 2.0

mg/dl以上の症例数の推計が報告された．

② わが国の腎疾患を専門とする1,223施設を対象

として症例登録が行われ，11,189人が登録され，

データベースが作成された．登録症例の追跡調査

が1年後，2年後に実施され，多変量解析の結果，

末期腎不全に移行する危険因子が血圧，尿蛋白，

降圧薬の種類において検出された．

まず，この方式について検討した．しかし，この方

式で症例の集積，追跡を継続していくためには，いく

つかの問題があることが明らかとなった．その問題点

をあげると表1の通りである．

2） データ集積，CKD症例指導用ソフト開発の概要

データ集積用基本ソフトとして「Excel」を用いた．

選択の理由として，各施設で表計算ソフトとして

日本透析医会雑誌 Vol.23 No.3 2008512

表1 1995年より実施されている全国保存期腎不全症例の調査の問題点

1.症例登録，追跡成績調査が最終的には「ファイルメーカーPro」を用いて行われて

いたが，調査全施設にこのソフトが備えられていないため，「書き込み専用の機能限

定ソフト」を送付し入力後，返却してもらう方式が取られていた．そのため，各施設

では，自己の施設での症例解析や臨床指導等に利用することができず，調査入力に多

大な労力を要し，解析結果が送られてくる以外は何のメリットもないため，新規症例

の登録，追跡調査の返送が減少している状態である事が判明した．

2.登録については，調査ソフトへの入力が，日常の診療行為の情報から簡単に電子的

に調査用ソフトに書き込めない状態であり，各施設で利用されている電子カルテシス

テムなどとの情報伝達システム開発が行われていなかった．



「Excel」を所有していること，本来表計算ソフトなの

で，データベース作成用のデータ集積に用いやすいこ

とがあげられる．さらに，現在，65,000件以上の入

力や調査項目数の制約はあるが，各施設での入力件数

などから判断すると本研究の目的に利用可能であるこ

と，各施設で表計算機能に基づいた解析が可能である

ことなどがその理由である．

CKD症例の中には生活習慣病の症例が増加してい

るので，食事やその他の生活習慣に関わる因子につい

て，可能な限り数値指標として集積することが重要と

考え，保冷24時間蓄尿より得られる情報を取り込め

るよう設計した．集積項目は表2の通りである．

3） 本研究の特徴と独創性

CKD症例中，糖尿病，高血圧症などの生活習慣病

に関連する症例が増加している．これらの症例につい

て，腎保護療法として有効な因子を検出するためには，

食事摂取に関する指標や運動に関する指標を数値指標

として捉え，データベースに加え，解析することが不

可欠である．そのために，本研究においては24時間

蓄尿により，1日食塩尿中排泄量，蛋白摂取量を測定

し，％クレアチニン産生速度より，筋肉量を推定す

る指標を導入している．

1日尿蛋白量も24時間の実測値を用いている．24

時間蓄尿は再現性に乏しいとの意見もあるが，10℃

以下に温度制御する保冷蓄尿器を用いて測定すると，

再現性の高い成績が得られる事はすでに報告している5）．

保冷蓄尿による指標を用いてCKDのデータベースを

作成して検討した報告はほかに見あたらず，本研究の

独創的な点であると考えられる．将来，多数例の解析

を行えば，わが国より諸外国に検討結果が発信できる

ものと考えられる．

4） 本データベース作成ソフトを用いた

少数例での検討

大幸砂田橋クリニックにおいて，保冷24時間蓄尿

を行っているCKD症例は246例存在し，24時間蓄尿

回数は2,875回行っていた．そのうち，2年以上観察

できている症例155例（男71例，女84例）について

検討した．

原疾患はIgA腎症43例，他の慢性腎炎42例，糖

尿病性腎症32例，腎硬化症21例，多発性嚢胞腎6例，

ループス腎炎3例，その他8例であった．これらの症

例では，1日尿中食塩排泄量，1日蛋白摂取量，％ク

レアチニン産生速度，FEMg，Ccr，1日尿蛋白量を

定期的に測定しており，安定した療養生活を送ってい

る．

多変量解析によっては原疾患別の症例数が少なく，

現時点では解析は不可能であった．糖尿病性腎症例に

ついては，保冷蓄尿データを基に指導を続け，血糖値
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表2 CKDデータベース作成ソフトウエアの登録項目

① 施設情報：施設コード，施設名，TEL，FAX，連絡者

② 記載情報：調査No，記載年月日，記載者

③ 患者基本情報：IDNo，カルテ番号，県名，原疾患，性別，生年月日，現年齢

④ 腎生検診断：生検の有無，診断年月日，診断名

⑤ 既往歴：高血圧，糖尿病，腎盂腎炎，心不全，高脂血症，急性腎不全，その他

⑥ 現在の合併症：高血圧，糖尿病，高脂血症，虚血性心疾患，慢性肝炎，その他

⑦ 栄養指導：栄養指導の有無

⑧ 薬物療法：有無，降圧薬（Ca拮抗薬，ACE-I，β-blocker，α-blocker，αβ-blocker，中枢性交感神経遮断

剤，アンギオテンシンⅡ受容体阻害薬，その他），球形吸着炭，活性型ビタミンD，重曹，炭酸Ca（散剤，錠

剤），エリスロポエチン，鉄剤（経口，静注），インスリン，経口糖尿病薬，その他の薬物療法

⑨ エリスロポエチン（投与量，投与頻度）

⑩ 降圧薬投与内容（薬品1，薬品2，薬品3，薬品4，薬品5）

⑪ 検査結果：検査日，検査時年齢，IBW，BMI，Ccr，Ccr体表面積補正済み，CGR，CGR％，PCR，tPCR，

肥満率，1日食塩尿中排泄量，1日P尿中排泄量，1日尿蛋白量，fractionalMgclearance

⑫ 現症：身長，体重，収縮期血圧，拡張期血圧

⑬ 血液検査成績：Hb，Ht，HbA1c，血清Fe，TIBC，フェリチン，Alb，T-Chol，CRP，BUN，Cre，Cre

分解量，UA，Na，Ca（mEq/l，mg/dl），K，P，インタクトPTH，Mg，HBs抗原，HCV抗体

⑭ 酸塩基平衡：pH，HCO3

⑮ 24時間蓄尿検査結果：肉魚摂取量，Cre摂取量，尿量，尿中Mg（mEq/l，mg/dl），尿中Na，尿中P，尿

中K，尿中UN，尿中Cre，尿中蛋白濃度

⑯ 転帰：移動，移動月，移動施設コード，血液透析導入年月，CAPD導入年月，移植年月，死亡年月，死因



の改善，1日食塩尿中排泄量の減少，蛋白摂取量の減

少の見られた症例で，1日尿中蛋白排泄量が減少し，

腎機能の低下も減少し安定する症例も多くみられた．

尿中食塩排泄量や蛋白摂取量など食事関連指標の実測

データに基づいて指導し，食事管理への自覚が高まれ

ば，生活習慣病による腎症の場合，病状の安定・改善

に効果があると考えられた．

3 考 察

少数例の検討ではあるが，定期的に保冷24時間蓄

尿検査を行っている症例では，検査結果が著しい変動

を示す症例は見られず，最初に保冷24時間蓄尿検査

の重要性を十分説明すれば正確な蓄尿ができ，本検査

に対するコンプライアンスが高い事が実証された．

蓄尿検査日は，いつもほぼ同じような生活様式で，

1日家庭でゆったりとした生活をしてもらい，睡眠時

間も通常と変わらないようにとってもらった．その日

はアルコールの摂取はやめてもらい，汗をかくような

運動も控えてもらった．以前から1/50蓄尿器を使用

している人は，検査日の行動様式によって検査結果が

大きく変動する傾向が見られ，温度管理も難しい．そ

のため，その検査成績を基に次回の受診日までの治療

方針を建てることが難しく，次回の検査を見てから投

薬の変更を行わねばならないことも多い．したがって，

できるだけ一定の条件下で，しかも尿の温度管理も行

える環境下で検査を行い，その結果に基づいて本人の

納得の下に指導していくことが最も重要であると考え

ている．

結 語

保冷24時間蓄尿検査は，腎保護療法データベース

作成のための基盤整備にとって，再現性の高い安定し

た重要な予後因子測定手法であり，生活習慣病による

CKD症例では必須の検査法である．

保冷24時間蓄尿検査結果を含むデータベース作成

ソフトウエアの開発が行われ，第1次骨格が完成した．

これは，各医療機関でのCKD症例の指導にも有効に

活用され，各施設のデータ解析にも活用可能である．

この研究は，日本透析医会平成19年度公募助成に

よった．また，本研究の要旨は，第51回日本腎臓学

会学術総会（2008年5月31日，福岡市）において発

表した6）．
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要 旨

慢性透析患者においては，心血管疾患や脳血管障害

の発症リスクが高く，かつこれらの疾患は死因の主体

を成している．そして，これらの疾患は動脈硬化に起

因するため，動脈硬化の進展を抑制することは，慢性

透析患者の予後改善に直結する．

そこで今回われわれは，慢性透析患者の動脈硬化性

病変の進展機序を明らかにする目的にて，monocyte

chemoattractantprotein-1（MCP-1）および C-C

chemokinereceptor2（CCR2）と動脈硬化との関

係を検討した．

対象は，慢性透析患者56名と対照群としての腎機

能正常者27名である．血清MCP-1濃度をELISA法

で測定し，単球表面のCCR2陽性率をフローサイト

メトリーにて測定した．動脈硬化の指標としては，頚

動脈内膜中膜複合体厚（IMT）とcardio-anklevas-

cularindex（CAVI）を用いた．

慢性透析患者群では，対照群と比較し血清MCP-1

濃度と単球表面のCCR2陽性率は有意に高かった．

また，慢性透析患者群においては，単球表面のCCR2

陽性率とIMTおよびCAVIとの間に有意な正の相関

関係がみられた．一方，血清MCP-1濃度とIMTお

よびCAVIとの間には有意な相関はみられなかった．

以上より，慢性透析患者の動脈硬化性病変の進展に

は単球表面のCCR2陽性率が関与することが示唆さ

れた．

はじめに

慢性透析患者においては，心血管疾患や脳血管障害

の発症リスクが高く，かつこれらの疾患は透析患者の

死因の多くを占めている1）．そしてこれら疾患は動脈

硬化に起因しており，動脈硬化の進展を抑制すること

は慢性透析患者の予後改善に直結すると考えられる．

最近，動脈硬化は慢性的な血管の炎症と捉えられて

おり，単球やTリンパ球の血管壁への遊走が証明さ

れている．その中でも，単球の遊走に関与する因子と

してmonocytechemoattractantprotein-1（MCP-1）

の役割が重要視され2），動物実験においては動脈壁の

プラークにMCP-1が多く発現していることが報告さ

れている3,4）．MCP-1の作用は細胞表面の受容体を介

して伝えられるが，単球に存在する最も有力なMCP-

1受容体がC-Cchemokinereceptor2（CCR2）で

ある．CCR2は単球の遊走および炎症反応に必須で

あり，CCR2ノックアウトマウスでは動脈硬化の進

展が抑制されたとの報告もある5,6）．これらの知見か

ら，CCR2が動脈硬化病変の進展に重要な役割を果

たしていると考えられる．しかし，ヒトを対象とした

CCR2と動脈硬化との関連はいまだ検討がなされて

いない．
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そこで今回われわれは，慢性透析患者の動脈硬化性

病変の進展機序を明らかにする目的にて，MCP-1お

よびCCR2と動脈硬化との関係を検討した．

1 対象と方法

対象は，1回4時間・週3回の慢性維持血液透析を

受けている患者56名であり，腎機能正常者27名を対

照とした．

慢性透析患者群は男性29名，女性27名であり，平

均年齢は63.3歳，平均透析期間は83.0カ月である．

対照群は男性13名，女性14名であり，平均年齢は

60.8歳である．

全例に採血を行い，血清中のMCP-1濃度をELISA

法で測定した．また，全血から単核球を分離し，抗

CD14抗体と抗CCR2抗体とで二重染色を行い，フロ

ーサイトメトリーを行った．（CD14＋CCR2＋ 細胞数/

総CD14＋細胞数）×100（％）により単球表面のCCR2

陽性率を算出した．なお，慢性透析患者群の採血は，

透析開始時に行った．表1に対象の背景および検査成

績を示す．

動脈硬化の指標として，頚動脈内膜中膜複合体厚

（IMT）とcardio-anklevascularindex（CAVI）を

測定した．ankle-brachialpressureindex（ABI）

が低値の場合には，CAVIが見かけ上小さくなること

が知られているため7,8），ABIが0.9未満の例はCAVI

に関する解析から除外した．

統計解析には，Mann�Whitney検定，χ
2検定，

Spearman・srankcorrelationanalysisと stepwise

multipleregressionanalysisを用い，p＜0.05を統

計的有意差とした．

2 結 果

慢性透析患者群においては，対照群と比較し，血清

MCP-1濃度と単球表面のCCR2陽性率が有意に高か

った（p＜0.0001，p＝0.0003）（表1）．頚動脈IMTも

透析患者群で有意に高かった（図1）．一方，CAVI
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表1 慢性透析患者群と対照群の背景および血液検査成績

HDgroup
（n＝56）

Controlgroup
（n＝27） p

Age（years）

Gender（M:F）

SystolicBP（mmHg）

DiastolicBP（mmHg）

WBCcounts（/mm3）

Monocytes（％）

BUN（mg/dL）

Creatinine（mg/dL）

Uricacid（mg/dL）

Albumin（g/dL）

Totalcholesterol（mg/dL）

Triglycerides（mg/dL）

HDLcholesterol（mg/dL）

LDLcholesterol（mg/dL）

hsCRP（mg/dL）

MCP-1（pg/mL）

CCR2expression（％）

63.3±13.3

29:27

146.4±21.5

76.7±14.8

5,980±1,347

9.4±2.7

59.5±22.5

8.65±3.56

7.3±1.1

3.8±0.3

166.3±35.0

125.5±64.2

43.6±14.2

97.9±30.1

0.230±0.198

539.4±137.3

6.94±6.58

60.8±17.7

13:14

130.7±15.8

76.9±7.8

6,093±1,190

9.3±2.5

16.1±1.2

0.72±0.09

5.4±0.6

4.1±0.2

159.7±30.0

112.0±57.4

44.1±10.9

93.2±26.2

0.131±0.167

384.5±89.7

2.14±1.29

p＝0.4834

p＝0.7561

p＝0.0011

p＝0.9498

p＝0.7305

p＝0.9441

p＜0.0001

p＜0.0001

p＜0.0001

p＝0.0033

p＝0.3787

p＝0.3812

p＝0.8624

p＝0.4829

p＝0.0234

p＜0.0001

p＝0.0003

HD:hemodialysis BP:bloodpressure WBC:whitebloodcellBUN:bloodureani-
trogen HDL:high density lipoprotein LDL:low density lipoprotein hsCRP:
highsensitivityC-reactiveprotein MCP-1:monocytechemoattractantprotein-1
CCR2:C-Cchemokinereceptor

図1 慢性透析患者群と対照群の頚動脈IMT



も透析患者群で高値を示したが，有意ではなかった

（図 2）．

頚動脈IMT，およびCAVIと単球表面のCCR2陽

性率との間には正の相関関係がみられた（図3，4）．

Spearman・srankcorrelationanalysisを用いた検

討では，年齢と単球表面のCCR2陽性率がIMTと正

の相関を示し（p＝0.021，p＝10.045），拡張期血圧と

血清リン濃度がIMTと負の相関を示した（p＝0.008，

p＝0.002）．同様にCAVIと相関を示す因子の検討で

は，糖尿病の有無と単球表面のCCR2陽性率が正の

相関を示し（p＝0.021，P＝0.002），拡張期血圧と血

清リン濃度が負の相関を示した（p＝0.018，p＝0.037）．

慢性透析患者群において，頚動脈IMTに影響を与

える因子を stepwisemultipleregressionanalysis

で検討したところ，単球表面のCCR2陽性率のみが

有意な因子としてあげられた（F＝4.898，p＝0.031）．

同様にCAVIに影響を与える因子の検討では，単球

表面のCCR2陽性率と糖尿病の有無の二つの因子が

あげられた（F＝9.535，F＝5.169，p＜0.001）．

3 考 察

慢性透析患者に動脈硬化に起因する心血管疾患や脳

血管障害が多いことは良く知られている．したがって，

動脈硬化の程度を把握することは透析患者の管理を行

う上で非常に重要である．臨床では一般に，動脈硬化

の検査として頚動脈 IMTと pulsewavevelocity

（PWV）の測定が用いられる．PWVは血管壁の硬さ

を反映するが，血圧に伴って変動する性質があり，同

一の被検者でも血圧の上下によってPWVも上下して

しまうのが欠点である．CAVIはPWVと同じく血管

壁の硬さの指標であるが，PWVと異なり，血圧によ

る変動がないと言う特徴を持つ新しい検査法である9）．

すなわち，頚動脈IMTは動脈硬化による血管壁の形

態的変化を捉え，PWV/CAVIは血管壁の機能的変

化を捉えるものと言える．従来の報告と同様に，本研

究でも透析患者の頚動脈IMTは対照群よりも大きく，

CAVIも有意差こそないものの高い傾向を示した．

動脈硬化病変の発生過程において，流血中の単球が

各種サイトカインの作用により動脈壁に遊走・浸潤し，

脂質を貪食して泡沫細胞になることが知られている10,11）．

MCP-1は，これらのサイトカインの中でも最も重要

な働きをしていることが報告されている12）．CCR2は

MCP-1の受容体であり，CCR2の活性化が動脈硬化

の進展に関与すると考えられる．

本研究では，血清MCP-1濃度と単球表面のCCR2

陽性率は慢性透析患者において有意に高く，単球表面

のCCR2陽性率は，頚動脈IMTとCAVI双方と正

の相関を示し，かつ独立した危険因子であることが示

された．
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図3 慢性透析患者群における単球表面のCCR2陽性率と

頚動脈IMTとの関係

図4 慢性透析患者群における単球表面のCCR2陽性率と

CAVIとの関係

図2 慢性透析患者群と対照群のCAVI



ところで，本研究では拡張期血圧と頚動脈IMT・

CAVIとの間に負の相関がみられた．これは動脈硬化

による動脈壁の弾性低下が脈圧の増加，すなわち収縮

期血圧の上昇と拡張期血圧の低下をもたらしたことに

よるものと推測される．また，血清リン濃度と頚動脈

IMT・CAVIとの間にも負の相関がみられた．これは

一見すると矛盾する結果のように思える．なぜなら，

カルシウム・リン積の高値は慢性透析患者の血管石灰

化の危険因子として知られているからである13）．一方

で，血清リン濃度の低値は低栄養状態の時にしばしば

みられ，最近では，低栄養と慢性炎症・動脈硬化の密

接な関係がMIA症候群として知られるようになって

いる14）．すなわち，今回みられた血清リン濃度とIM

T・CAVIの負の相関は，低栄養と動脈硬化との関係

を反映したものと考えられる．

結論として，慢性透析患者において，単球表面の

CCR2陽性率は動脈硬化性病変の進展に関与するこ

とが示された．CCR2をターゲットとした治療は動

脈硬化の進展を抑制して慢性透析患者の予後を改善で

きる可能性があり，非常に有益と考えられる．

この研究は，日本透析医会平成18年度学術研究助

成事業による．
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要 旨

維持血液透析患者における体水分量は理想体重を設

定して行うが，同様の除水量でも血圧の変動が生じた

り，同様の飲食なのに思わぬ体重増加であるという訴

えを聞くという経験をする．今回，電気インピーダン

ス法を用いて体水分量を測定し，検討した．対象は維

持血液透析患者14名（男性8名・女性6名，平均年

齢54.2歳，平均透析歴130カ月）で，血液透析前後

および2日空きとなる金曜日から月曜日朝まで，毎食

前にInBodyS20を用いて体水分量を測定した．透

析前後では体水分量，細胞内水分，細胞外水分いずれ

も低下を認めた．透析前後の体水分量の変化率は拡張

期圧と相関を認めた．透析間では透析後2日目昼より

体水分量は増加し，細胞内水分量は低下後上昇，細胞

外液は低下せず上昇した．透析間で体水分量が低下す

る症例では便秘の頻度が少なかった．透析間の体水分

量は個々により変動があり，種々の因子が関与してい

ると思われる．

1 緒 言

維持血液透析療法を要する末期腎不全患者において

は，身体の恒常性を保つ調節機構を有する腎臓の機能

不全により，体水分過剰や電解質異常が生じる．維持

血液透析患者における死因は心血管系合併症が最多で

あり1），体水分量のコントロールが重要となってくる．

通常，血液透析患者においては，理想体重を設定し

て増加分の水分を除水量として体水分をコントロール

している．この理想体重は，胸部レントゲン上の心胸

比や透析中の血圧の変動，あるいは透析後の下肢痙攣

や皮膚，粘膜の乾燥程度などの身体所見から経験的に

設定しているが，同じ除水量でも血圧低下を生じる場

合があり，理想体重の設定に苦慮することをしばしば

経験する．また血液透析の際に体重増加が多い場合，

患者に注意を促すと，水分や食事の摂取が普段と変わ

りなく，どうしてこんなに増加したのか合点がいかな

いという言葉を耳にすることは珍しいことではない．

今回，われわれは理想的な体水分量のコントロール

を図るべく，維持血液透析患者において，電気インピ

ーダンス法（bioimpedanceanalysis;BIA）を用い

た測定機器にて体水分量を測定し，検討した．

2 対象・方法

対象は，2006年6月～2008年3月までに，奈良県

立医科大学泌尿器科に入院をして維持血液透析療法を

施行した14名で，男性8名・女性6名，年齢54.2±

9.9（30～67）歳，透析歴は 130±82（2～257）カ月

であった．原疾患は慢性糸球体腎炎8名，糖尿病3名，

嚢胞腎2名，妊娠中毒症1名で，11名が副甲状腺全

摘除術，3名が生体腎移植術目的での入院であった．

体水分量はInBodyS20（バイオスペース社）を

用いたBIA法で測定した．InBodyS20は8点接触
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型電極を用い，6種類の多周波解析により精度が高く，

部位別にも測定可能で再現性が高い体成分分析装置で

ある．両側の踵部，第1・3指にプローブを付け，約

3分程度で測定可能である．対象は全症例週3回，月

曜・水曜・金曜の午前に維持血液透析を施行されてお

り，2日空きとなる金曜日朝から月曜日透析終了後の

昼まで，毎食前に，自尿を有する患者は排尿後に，安

静仰臥位でInBodyS20を用いて体成分測定を施行

した．金曜日の透析前後の血圧，体重，除水量を測定，

透析前に胸部レントゲンを撮影，心胸比を算出し，透

析開始直前の採血でhANPを測定した．

統計学的検定は，解析soft「SPSS」を用い，2群

間の比較はWilcoxon検定，Mann�Whitney検定，

カイ自乗検定を，2群間の相関はPearson相関係数

検定を用い，p＜0.05を有意とした．

3 結 果

1） 透析前後の体成分量の変動（図1）

透析前に比較して透析後では，体水分量（p＝0.01），

細胞内水分量（p＝0.027），細胞外水分量（p＝0.019）

のいずれもが有意に低下していた．

2） 透析前後における体成分量と除水量，血圧，

心胸比とhANPの相関（表1）

BIA法で測定した体水分量，細胞内水分量，細胞

外水分量，浮腫値（細胞外水分量/体水分量）の透析

前後の比（透析後値/透析前値）と，除水量/理想体

重および収縮期圧，拡張期圧の透析前後の比（透析後

値/透析前値）および心胸比，hANP値との間の相関

を検討した．体水分量，細胞内液，細胞外液の透析前

後比は，拡張期圧の透析前後比と有意な相関を認めた

が，除水量/理想体重，収縮期圧の透析前後比，心胸

比，hANPとは相関を認めなかった．浮腫値はいずれ

とも相関を認めなかった．

3） 透析間における体成分量の変動

金曜日の夕方から月曜日の朝までの毎食前の体水分

量，細胞内水分量，細胞外水分量の変動を，金曜日の

透析後（昼食前）の測定値との比を算出して検討した．

体水分量は土曜日の朝に下降し，以降，日曜日昼より
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表1 透析前後の体水分量の変化率・浮腫値と各パラメータとの相関

（透析後/透析前） 体重増加
（kg）

収縮期圧
（透析後/透析前）

拡張期圧
（透析後/透析前）

CTR
（％） hANP

細胞内水分量
r＝－0.299

n.s.

r＝－0.079

n.s.

r＝0.623

p＝0.01

r＝0.222

n.s.

r＝0.174

n.s.

細胞外水分量
r＝－0.189

n.s.

r＝－0.178

n.s.

r＝0.597

p＝0.015

r＝0.314

n.s.

r＝0.294

n.s.

体水分量
r＝－0.302

n.s.

r＝－0.085

n.s.

r＝0.488

p＝0.05

r＝0.247

n.s.

r＝0.227

n.s.

浮腫値
r＝0.489

n.s.

r＝－0.208

n.s.

r＝0.276

n.s.

r＝0.462

n.s.

r＝0.433

n.s.

Pearsontest

図1 血液透析前後の体水分量の変動



増加を認めた（図2）．細胞外水分量は透析後下降を

認めず，日曜日の昼～夕に増加を認め（図3），細胞

内水分量は土曜日の朝に下降し，以降日曜日昼より増

加を認めた（図4）．

4） 透析間の体水分量の変動のパターンによる

背景因子の検討（表2）

体水分量の透析間の変動を症例毎にプロットすると，

透析後増加しているもの，透析後一時減少するものな
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表2 透析間の体水分量の変動による群別間のパラメーターの比較

プラス群 マイナス群 p

年齢（yr）

透析歴（mos）

CTR（％）

hANP（pg/mL）

透析間の体重増加率（％）

浮腫値

便秘（有/無）

58.8±8.9

165±89

47.8±4.4

233±323

2.40±2.2

0.342±0.24

5/2

52.5±13

87.3±83

49.7±5.8

98.9±78

1.83±1.8

0.347±0.01

1/6

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

0.05†

Mann�Whitneytest
† カイ2乗検定

図2 透析間における体水分量の変動

図3 透析間における細胞外水分の変動 図4 透析間における細胞内水分の変動



ど個々に変動のパターンに差異を認めた．そこで，透

析後，主に増加している群（プラス群）と透析後，主

に減少している群（マイナス群）に分け（図 5），背

景因子として，年齢・透析歴・心胸比・hANP・透析

間の体重増加率（（透析前体重－理想体重）/理想体重

×100（％））・浮腫率・便秘の有無を比較検討した．

便秘はプラス群で7例中5例に認められたが，マイナ

ス群では7例中1例で有意に少なかった（p＝0.05）．

4 考 察

BIA法は，多周波の微弱電流を生体内に流して得

られる体内インピーダンスから身体の水分量や脂肪量，

筋肉量を測定する非侵襲的な方法であり，血液透析患

者における検討も報告されてきている2～8）．血液透析

前後の検討では，体水分量の変化率と体重の変化率や

浮腫率とhANPの相関や2～4），細胞外液とBNPの相

関などが報告されている5）．またBIA法による理想

体重に関しては，良好な相関を示す報告2）がある一方，

従来の理想体重との差異を報告しているものも見受け

られる6）．

今回のわれわれの検討では，透析前後の体水分量，

細胞内水分量，細胞外水分量の変化率と相関を認めた

のは拡張期圧の変化率のみであった．また浮腫値はい

ずれとも相関を認めなかった．今回の検討では，BIA

法による体水分量測定に対する食事の影響を避けるた

めに，毎食前に測定を行っているため，透析前の

BIA法による測定値は朝食前のものであり，その後食

事をしてから血液透析を施行することとなり，透析直

前と直後を比較した他の報告と条件が異なることが影

響していると考えられる．

今回は透析間，特に2日空きにおける体水分量の変

化を経時的に測定し，透析後2日目の昼頃から体水分

量が，細胞外・内水分ともに上昇することが確認され

た．対象がすべて入院患者であり，病院食を摂取し，

術後あるいは術前であるという非日常的な環境であり，

外来通院の維持血液透析患者と一致するデータとは言

えない．しかし経験的に，1日空きでは体重増加が少

なくても，2日空きでは予想以上に増加する患者を少

なからず経験することがあり，示唆に富む結果とも言

える．

透析間の変化を検討した報告は少ないが，DiIorio

BRらは透析後24時間，48時間，60時間でBIA法

による体水分量を測定し，24時間後には体水分量の

増加を認めている7）．この報告の対象の透析患者は全

て無尿であり，自尿を十分に認める症例を含むわれわ

れの検討とは背景が異っている．

興味深いことには，細胞内水分は透析後に一時低下

してから上昇を認めたが，細胞外水分量は低下を認め

ず上昇した．腎移植症例を検討したわれわれのデータ

でも，腎移植後は体水分量が低下するが，細胞内水分

が著明な低下を認めるのに対して，細胞外水分は著明

な変化を認めず，血液透析患者では細胞内水分が過多

となっていることが示唆される．

全体的には体水分量は，透析後2日目の昼に上昇を
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図5 透析間の体水分量の変動による群別



認めたが，個々の症例毎にその変化をプロットすると，

体水分量の変動は一定でなく，透析後一時低下してか

ら上昇する症例と透析後漸増する症例が認められた．

これらを大きくプラス群，マイナス群に分けて検討し

た．通常，透析患者においては，自尿，発汗，排便，

嘔吐などが水分量減少に寄与すると考えられる．今回

の検討では，カルテより情報収集可能であった排便状

態を検討に含め，差を認めた．しかしながら，その排

便の状態は回数しかわからず，下痢であったかどうか，

1回量がどれだけであったかなどの詳細は不明であり，

水分摂取や嘔吐などの状況も含めた詳細な検討が必要

であると思われる．しかしながら，透析後経時的に体

水分量は増加すると単純に予測していたが，個々の変

動が様々であり，透析患者の体水分量に対する影響因

子が多々あることを改めて実感した．

今回の症例は，二次性副甲状腺機能亢進症が11例，

腎移植前が3例と症例の偏りがあり，前者は透析歴が

長く無尿症例がほとんどであるのに対し，後者はいず

れも透析歴が短く，自尿が十分に認められ，これらを

ひっくるめた検討には限界がある．また副甲状腺全摘

術による体成分の変化を示唆する報告もあり8），今後

症例数を増やし，背景の偏りを是正する必要があると

思われる．

今後は水分摂取を含めた詳細な検討を加え，透析患

者にとって日々の大きなる課題である体重増加の診断

に寄与するデータを解析したいと考えている．

5 結 語

透析患者における体水分量を電気インピーダンス法

で測定し，検討した．

透析前後の体水分量は拡張期圧と相関を認めた．透

析間では透析後2日目昼より体水分量は増加し，細胞

内水分量は低下後上昇，細胞外液は低下せず上昇した．

透析間で体水分量が低下する症例では便秘の頻度が少

なかった．透析間の体水分量は個々により変動があり，

種々の因子が関与していると思われる．

この研究は，日本透析医会平成18年度学術研究助

成事業による．
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要 旨

わが国の透析患者において，透析歴長期化による合

併症の増加は大きな問題である．特にQOLならびに

ADLの改善には，透析アミロイドーシスをはじめと

する骨関節障害の克服が重要である．今回われわれは，

透析歴30年以上の超長期透析患者の特徴，特に骨関

節合併症について調査した．方法は，平成15年から

18年に，当院に入院した維持透析患者を対象に年齢，

透析期間，入院の目的，骨関節障害の合併について調

査した．結果は，359名のうち16名が透析歴30年以

上の超長期透析患者であった．破壊性脊椎関節症

（DSA）は長期透析患者の主な入院の目的であり，手

根管症候群，DSA，あるいは関節症，いずれかの骨

関節障害に対する手術既往の割合は透析歴20～24年，

25～29年，および30年以上でそれぞれ25.0，66.0，

および77.8％であった．透析歴30年以上の超長期透

析患者の透析導入時年齢は27.3±8.0歳と若年であり，

主な腎臓病の原疾患は慢性糸球体腎炎であった．透析

歴30年以上の超長期透析患者についての調査では，

①若年での透析療法の導入，②主な腎臓病の原疾患は

慢性糸球体腎炎，③多彩な骨関節障害の合併，が特徴

であった．骨関節障害の合併頻度は透析期間が長期化

するに伴い増加し，特に30年以上で顕著であった．

はじめに

わが国では透析患者数は年々増加し，導入時年齢お

よび平均年齢の高齢化が進んでいる．さらに透析期間

の長期化も明らかであり，平成18年で透析歴20年以

上の患者は18,724人に達した1）．透析技術の進歩とと

もに，他疾患領域の治療技術の進歩により，これらの

傾向はさらに続くと予想される．近年，透析歴30年

以上の超長期透析患者もわが国を中心に増加している．

透析患者にとって生命予後の改善はもちろんのこと，

長期透析に伴う合併症を改善することにより，qual-

ityoflife（QOL）やactivityofdailyliving（ADL）

を維持することが重要である．長期透析患者の多くは

透析アミロイドーシス，腎性貧血，二次性副甲状腺機

能亢進症，あるいはバスキュラーアクセストラブルな

どの合併症を抱えている．その中で透析アミロイドー

シスは，長期透析患者に高頻度に発症する透析合併症

の一つである．β2ミクログロブリンを前駆蛋白質と

するアミロイドが全身，特に骨・関節領域に沈着し，

進行すると手根管症候群（carpaltunnelsyndrome;

CTS）， 破壊性脊椎関節症 （destructivespondy-

loarthropathy;DSA），骨嚢胞，あるいは関節症な

ど多彩な骨関節障害を発症する．長期間の透析，高齢

での透析導入は本症発症のリスクファクターであり，

発症・進行することにより長期あるいは高齢の透析患
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者のQOL，ADLを著しく損なう．長期透析患者，特

に透析歴30年以上の超長期透析患者における透析ア

ミロイドーシスをはじめとする骨関節障害の合併につ

いての報告はこれまで少ない．

1 目 的

今回，われわれは長期透析患者における透析関連合

併症，特に骨関節障害について調査した．また透析歴

30年以上の超長期透析患者における特徴について調

査した．

2 方 法

1） 対象

平成15年から18年の間に透析関連合併症のため，

関連施設から当院に紹介され入院した維持透析患者．

2） 調査項目

全症例で入院時年齢，透析期間，入院の目的となっ

た疾患（DSA,他整形外科的疾患，腎移植，二次性副

甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術，バスキュ

ラーアクセストラブル，感染症，悪性腫瘍，脳血管障

害，循環器疾患，その他），および骨関節障害の合併

について調査した．入院時年齢は，透析歴4年未満，

5～9年,10～14年,15～19年,20～24年,25～29年,

および30年以上の7群に分け，Turkey・sHSDテス

ト（JMP6.0.0.）を用いて比較した．骨関節障害は

CTS,DSA,あるいは関節症の手術歴について調査し

た．透析歴30年以上の症例では上記のほか，透析導

入時年齢，腎臓病の原疾患，透析方法，バスキュラー

アクセスの種類について調査した．

3 結 果

359名の透析患者について調査した．透析期間別の

入院患者数の割合は，4年未満,5～9年,10～14年,

15～19年,20～24年,25～29年，および30年以上で

それぞれ 34.2％, 17.8％, 18.4％, 10.6％, 8.9％,

5.6％,4.5％であった（図 1）．入院時年齢はそれぞれ

58.4±16.6,58.5±13.5,55.4±12.8,55.8±11.8,56.2

±11.5,57.3±9.0,および59.1±8.7歳と差はなかっ

た（図1）．

入院の原因（図 2）について，悪性腫瘍，感染症，

脳血管障害や循環器疾患が透析歴4年未満，5～9年

の短期間透析の患者で多く認めた．腎移植，二次性副

甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術やバスキュ

ラーアクセストラブルなど，透析患者特有の疾患は各

透析期間で認めた．一方，透析歴20年以上の患者で

はDSAが主要な入院の原因であり，その割合は透析

期間が長期化するにつれて増加した．

次に骨関節障害における手術の既往について調査し

た（図 3）．CTS，DSA，あるいは関節症いずれかの
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図1 透析期間別にみた透析患者数と入院時の年齢

透析期間5年未満，5～9年，10～14年，15～19年，20～24年，25～29年，30年以上

の患者の割合はそれぞれ34.2％，17.8％，18.4％，10.6％，8.9％，5.6％，4.5％であった．

各群での入院時年齢に差はなかった．



骨関節障害に対する手術既往の割合は透析歴20～24

年，25～29年，および30年以上で，それぞれ25.0，

66.0，および77.8％であった．CTSにおける手術既

往は透析歴20～24年，25～29年，および30年以上

で，それぞれ12.5，50.0，および72.2％であった．

DSAにおける手術既往は透析歴 20～24年，25～29

年，および30年以上で，それぞれ12.5，20.0，およ

び50.0％であった．関節症における手術既往は透析

歴20～24年，25～29年，および30年以上で，それ

ぞれ0，20.0，および22.2％であった．これらは透析

期間が長期化するにつれて複数の手術歴を有する症例

が多かった．

透析歴30年以上の超長期透析患者16名について調

査した（表1，2）．入院時年齢および透析導入時年齢

はそれぞれ59.1±8.7，27.3±8.0歳であった．透析期

間は32.4±2.1年間であった．腎臓病の原疾患は主に

慢性糸球体腎炎であり，残存腎機能はなかった．透析

療法は3名が血液透析濾過でその他が血液透析であり，
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図3 透析期間別にみた骨関節障害における手術の既往

CTS，DSA，あるいは関節症いずれかの骨関節障害に対する手術既往の割合は，透析

期間20～24年，25～29年，および30年以上で25.0，66.0，および77.8％であった．

図2 透析期間別にみた透析患者の入院の目的

悪性腫瘍，感染症，脳血管障害や心血管障害は透析期間4年未満，5～9年の短期間透

析の患者で多く認めた．一方，透析期間20年以上の患者ではDSAが主要な入院の原因

であり，その割合は透析期間が長期化するにつれて増加した．



全例でhigh-fluxダイアライザーを使用していた．バ

スキュラーアクセスは5例で，動脈表在化術による動

脈の使用，1例は長期留置カテーテルを使用していた．

入院の目的は，16名のうち7名がDSA，3名が大

腿骨骨折であった．骨関節障害のための手術の既往は

13名（81.3％）であった．CTSの手術は12例（75.0

％）で透析導入後17.6±4.9年で施行された（表 2）．

全例で両側施行されており，なかには4回以上施行さ

れた例も認めた．DSAの手術は8例（50％）で，透

析導入後30.4±4.5年で施行された．二次性副甲状腺

機能亢進症に対する副甲状腺摘出術は6例（37.5％）

で，透析導入後22.1±2.1年で施行された．

4 考 察

わが国の腎代替療法は多くは血液透析であり，腹膜

透析，腎移植の割合はいまだ少ない1）．しかし，透析
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表1 透析歴30年以上の超長期透析患者の特徴

No. 入院時年齢
［歳］ 性 腎臓病の

原疾患
透析導入時
年齢［歳］ 透析方法 バスキュラ

ーアクセス

入院の目的
となった
合併症

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

60

66

49

60

66

67

61

58

55

55

83

57

62

59

42

55

男

男

男

男

男

男

男

男

男

女

女

男

女

男

女

男

不明

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

CGN

不明

CGN

CGN

24

29

19

29

34

33

26

27

25

25

50

25

29

25

12

24

HD

HD

HD

HD

HD

HDF

HD

HD

HD

HDF

HDF

HD

HD

HD

HD

HD

動脈表在化

動脈表在化

AVG

AVF

AVF

カテーテル

AVF

AVF

AVG

AVF

動脈表在化

AVF

動脈表在化

動脈表在化

AVG

AVF

感染症

DSA

DSA

DSA

ASO

大腿骨骨折

腎細胞癌

DSA

DSA

DSA

大腿骨骨折

腎移植

大腿骨骨折

DSA

副腎腫瘍

胆嚢腺筋症

ASO：閉塞性動脈硬化症，AVF：自己血管内シャント，AVG：人工血管内シャント，CGN：慢性糸球体腎炎，
DSA：破壊性脊椎関節症，HD：血液透析，HDF：血液透析濾過

表2 透析歴30年以上の超長期透析患者の骨関節障害の合併

No. CTS
［年（回数）］†

DSA
［年］†

大腿骨骨折
［年］†

肩関節症
［年（回数）］†

副甲状腺
摘出術
［年］†

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

―

24（2）

18（2）

16（3）

18（3）

16（4）

18（2）

19（1）

―

24（1）

10（3）

10（4）

14（7）

24（2）

―

―

―

37

30

21

―

―

33

31

32

29

―

―

―

30

―

―

―

―

―

―

―

35

34

―

―

―

33

―

30

―

―

―

―

―

―

18（3）

―

27（2）

24（1）

―

―

―

―

―

―

―

―

―

12

―

22

―

―

―

29

―

―

―

―

30

28

―

12

―

CTS：手根管症候群，DSA：破壊性脊椎関節症
†［年］はそれぞれの疾患に対し初回手術を施行された透析期間．（回数）は施行され
た手術回数．



患者の生存率は世界的にみて優れており2），長期透析

患者が年々増加している．今回のわれわれの調査では，

透析歴30年以上の超長期透析患者は16名で，その特

徴は，①若年での透析療法の導入，②主な腎臓病の原

疾患は慢性糸球体腎炎，③多彩な骨関節障害の合併，

であった（表1，2）．

Avramらは透析歴 15～30年の長期透析患者を調

査し，若年での透析療法の導入，非糖尿病，男性が多

いことが特徴であると報告した3）．Ajiroらは透析歴

10年未満では年齢，脳血管障害が死亡のリスクファ

クターであるのに対し，透析歴10年以上では高血圧，

脳血管障害，血清クレアチニン低値，Kt/V低値が予

後予測因子であったと報告している4）．われわれの調

査では若年での透析療法導入，腎臓病の原疾患が慢性

糸球体腎炎であることが長期透析患者の予後に影響し

ている可能性が示唆された．

また今回の調査では，長期透析患者において骨関節

障害は高頻度かつ多彩な病態を呈していた．さらに合

併の頻度と程度は透析期間の長期化に伴って大きくな

り，特に透析歴30年以上の超長期透析患者で顕著で

あった．超長期透析患者では，透析アミロイドーシス

の一症状であるDSAの治療を目的に入院する例が多

かった．

透析アミロイドーシスは長期透析患者に高頻度に発

症する透析合併症の一つで，アミロイドが沈着する部

位によりCTS,DSA,関節症，および骨嚢胞など多

彩な骨関節障害を来し，全身の諸臓器に沈着するとそ

れぞれの臓器障害を起こす5，6）．透析アミロイドーシ

スの確定診断は組織学的にβ2ミクログロブリン由来

のアミロイドの沈着を認めることであるが，今回のわ

れわれの調査ではCTS,DSA,あるいは関節症につ

いて全例でアミロイドの沈着を確認できなかった．し

かし，CTS，関節症，あるいは骨嚢胞を認める場合，

臨床的に透析アミロイドーシスを考えられる場合が多

い7～10）．したがって，今回のわれわれの調査でも，透

析歴30年以上の超長期透析患者において，透析アミ

ロイドーシスが骨関節障害の発症および進行に大きく

関与していた可能性が高い．

今回の調査におけるDSAの合併頻度は，わが国の

透析患者全体における頻度よりも高かった可能性があ

る．すなわち，本研究での対象は関連施設から一施設

に紹介され入院した症例であり，DSAの治療を目的

に入院した例が多く含まれていた．今後はさらなる大

規模な調査が望まれる．

透析アミロイドーシス発症のリスクファクターは，

透析導入時年齢が高い，透析期間が長い，low-flux

膜ダイアライザーの使用，純度の低い透析液の使用が

あげられる9～11）．CTS，肩関節痛を含む透析アミロイ

ドーシスの発症は透析期間の長期化に伴って増加し，

透析歴20年での発症は100％であったという報告も

ある12）．今回，われわれの調査では，長期透析患者は

透析導入時年齢が低いにもかかわらず，多彩な骨関節

障害を呈していたことから，透析期間の長期化が大き

く影響している可能性が考えられた．

透析アミロイドーシスをはじめとする骨関節障害は，

透析療法の改良が進むなか，長期透析患者の増加が続

くため，いまだ深刻な合併症である．長期透析患者の

生命予後はもちろんであるが，ADLおよびQOLを

改善，維持するためにも，今後，本症の予防法，治療

法の改善が望まれる．

結 語

透析歴30年以上の超長期透析患者について調査し，

①若年での透析療法の導入，②主な腎臓病の原疾患は

慢性糸球体腎炎，③多彩な骨関節障害の合併，が特徴

であった．骨関節障害の合併頻度は透析期間が長期化

するに伴い増加し，特に30年以上で顕著であった．

本研究は，日本透析医会平成19年度学術助成事業

によるものである．
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�第1世代透析医の考えること � 渡井幾男

● はじめに

私は昭和46年（1971）42歳の時に，泌尿器科医から人工透析を主とした個人開業医に転進して以来，34

年を経て平成17年（2005）76歳で閉院しました．その後，送り出した患者さんのいる腎センター数カ所を

巡回し，そこの透析スタッフとのミーティング・勉強会に参加することを大切にしてきました．今年は，札

幌から遠隔の腎センター2カ所に定期出張して，私の経験と新しい情報の伝達を心がけています．

この頃考えていること，感じていることを幾つか書いてみます．

●コミュニケーションの希薄化

医師と患者さん，医師と透析スタッフ，透析スタッフと患者さんの間のコミュニケーションが必要なこと

は，今年の日本サイコネフロロジー研究会のテーマが「ひとと人との距離を考える」だったことでもわかる

ように，昔から繰り返されている透析臨床の課題です．そのコミュニケーションが多くの透析センターで不

足してきていると感じるのは思い過ごしでしょうか．特に辺地にある透析センターでは，透析専門医の減少，

透析スタッフ確保の困難，高齢患者さんの増加，医療経済の貧困化等々の要因が重なり，憂慮すべき方向に

あります．

●情報伝達システムの不均一

透析技術は確実に進歩していますが，ガイドラインの数年毎の変更や，腹膜透析・腎移植に関する進歩と

同時に生じた新しい問題点等について，透析スタッフ全員に情報を伝える・keyperson・がいるでしょうか？

そのような情報伝達システムを持っている腎センターと持たない腎センターとでは質的に格差が大きくなっ

ているのではないでしょうか？ さらには，患者さんに伝えるべき情報をわかりやすく説明する仕事は誰が

責任をもってすべきなのでしょうか？

●ホスピス的な透析看護理念は？

日本の透析人口全体の平均年齢が65歳を越えようとしています．そのことは「透析治療の目標が社会復

帰である患者さんは少なくなり，極端に言うと，癌患者における緩和治療の看護理念が適切な患者さんが多

くなってきている」と実感しています．具体的には，透析方法の変更や投薬の変更を患者さんにわかりやす

く納得のいくように説明したり，食事制限を緩やかにし楽しんで食事をするようにアドバイスしてあげるこ

となどの必要があると思います．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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● モチベーション

最近の透析会誌（41巻451頁，2008年）に「満期産で生児を得た長期透析患者の1例」の報告があり，

感動を覚えました．早速，私の関連透析スタッフにコピーを送り，「何を学んだのか，疑問に思うこと，感

想」をレポートしてくれるよう求めました．

●「自分らしく生きる」って

渡井医院院内報「四季の詩」の72号（平成10年秋号）のテーマとして，私が編集担当スタッフに提案し

たものです．

……人は誰でも自分をとり巻く環境（病気を含めて）には従うか，受け入れるより仕様のないことが多く

あると実感している筈です．しかし，その中で自分らしく生きること，つまり・自分はこうありたい，自分

はこうして生きたい・という願いは失いたくないので，精一杯努力して生きているのではないでしょうか．

自分らしく生きるためには，心ならずも周囲の人に迷惑をかける場合もあるでしょうし，単なるわがままと

受け取られ寂しい思いをすることもあるでしょう．でも「自分らしく生きること」は，究極には自分らしく

死を迎えることにつながる大切な，厳粛なテーマと思います．

だから，医療をする者は患者さんに接する姿勢のなかで，その患者さんらしく生きることの尊さをいつも

念頭におくように努めるべきだと思うのです．

クリニック1・9・8札幌
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�30年透析の時代 � 申 曽洙

かつて透析で5年も10年も生きていける，ということはあまり想定できなかった．透析が長期になると

骨がぼろぼろになると聞いても何か不思議な気がしていた．ところが当院（1974年開院）での透析者の透

析期間が5年，10年となっていくと，ALPの上昇と膝痛が出現して驚かされた．やがて10年透析者がど

んどん増えていった．はじめは10年透析を大変なことと思っていたのに，すぐにそれが当たり前のことに

なって，それが15年，20年，25年と伸び，今では30年透析さえ当たり前のことになってしまった．

●30年透析者の言葉

2004年9月，元町HDクリニック談話会での30年透析者の言葉が，印象に残っている．その方々が透析

を始めた頃は，予後が1年とか，3～4年と言われていた．ご主人に，すぐ死ぬかずっと生きるか，どちら

かちゃんと決めてくれと言われたとか．30年も生きるんだったら，もっと真面目に生きたらよかったとか．

この数年，当院の30年以上透析者は20人以上になっている．そして35年透析者が出現し，遂にこの

2008年5月には40年透析が達成されてしまった．ただし40年透析者は，伊藤医院が閉院となり2005年か

ら当院に来られた伊藤清行先生である．

●2004年第1回超長期透析者会

2004年10月に，伊藤清行先生からメ－ルで超長期透析者の座談会をしてはどうかと提案があり，急遽，

兵庫県腎友会，兵庫県透析医会などに連絡の上，11月28日に，33年以上超長期透析者座談会が当院8階の

会議室で開かれた．

この時点で兵庫県下における33年以上の超長期透析者は，伊藤医院の伊藤先生と当院の3名，日和佐医

院，住吉川病院各1名の合計6名であったが，6名とも出席できて，兵庫県透析医会（吉矢邦彦学術統計委

員長と日和佐真名先生）と兵庫県腎友会からも参加（会誌編集局の高重靖さんと小谷編集長），この時の様

子は兵庫県腎友会会誌『きぼう』に2回に渡って連載された．

●2006年第2回超長期透析者会

その2年後に再会したときは，6人中2人が欠けていたのだった．2006年5月14日（日）午後1時より,

前回と同じく元町HDクリニックの会議室で，長期透析者会の同窓会2006と名付けて，前回出席の4名と

ともに，兵庫県腎友会（前回参加の高重靖さん），それに兵庫県透析医会の宮本孝会長と坂井瑠実先生も参

加，再会を喜んだ．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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●2008年第3回超長期透析者会

そして，さらにその2年後の本2008年，再び同窓会をとの伊藤清行先生のメールには，「これで最後の会

合になるでしょうから」と書かれていた．早速あれこれ調整後，2008年5月11日13時から，伊藤清行先

生40年透析のお祝いを兼ねて，今回はホテルオークラ神戸（ロビー階メインバーエメラルド）で開催され

た．

幸い前回の4名全員が揃って参加でき，そのほかにも宮本クリニック，坂井瑠実クリニックなどの長期の

方も若干名，それに宮本孝，坂井瑠実，日和佐真名の各先生など，合計15名（＋準備設営の当院スタッフ

2名）の多数の会になった．車椅子の方もあり，配偶者の参加もあった．

●超長期透析

透析医療は本当に進歩した．今や透析で何年でも生きていけるのである．しかし，この超長期透析が現代

医学の大きな成果であるという一面とともに，また何という行き違いであり，また何という皮肉であろうか，

という思いも胸に迫る．あれこれ合併症で苦戦中の超長期透析者の痛みを思えば，絶える生命を守ってきた

とだけ言い募るわけにはいかないのである．これからの透析者は，透析で30～40年経過しても，特に合併

症で困ることはなくなっていくに違いないとしても．

●親から子への死体腎移植

最近，生体腎移植がかなり増えてきたそうである．親子間，親族間で腎臓が提供されている．しかし死体

腎については親が子に臓器を提供できないという．透析者の親が死ぬときに，その死体腎の1個はその子に

与えられるべきではないのか．透析の子に，自身の死体腎が移植されることを喜ばない親は少ないのではな

いだろうか．やっと透析科が認められたように，親から子への死体腎移植が晴れて許される日が近いことを

信じたい．それが認められ推奨された時，死体腎移植が急速に増えるのではないかと私は期待している．

元町HDクリニック
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�CKDって？ � 深津敦司

ここ数年CKDという言葉がマスコミや医学界でよく使われる．CKD，訳せば慢性腎臓病，つまり慢性

（ここでは3カ月以上続く）の腎臓の病気ということである．CKDが昨今かまびすしく叫ばれ，やっと循環

器専門医をはじめとして多くの医療関係者の注意を引くようになったというが，要するに，やっと腎臓のこ

とも視野に入れて診療をしていただくことが多くなったということであり，その点では喜ばしいことと思う．

CKDという用語を使ったことの功績も大きい．

このように，専門外の医療関係者にも理解しやすい言葉を使うということはどうも日本人には苦手なよう

だ．江戸時代の名医たちがオランダ語やラテン語をすばらしい日本語に訳したのは賞賛に値するが，一般に

わかりやすいという点からはほど遠いものになった．

最近，急性腎不全（これまではacuterenalfailure）という概念に対してAKI（acutekidneyinjury）

という言い方が一般的になってきた．日本語訳はまだできていないと思う．AKIに変えた理由はまず，欧

米（英語圏）では腎臓に対してkidneyが日常使われる用語であり，renalというのは一般的でないので，

よりわかりやすいkidneyを使うことにしたという．さらにfailure（不全）というのもわかりにくい概念

なので，もっと幅広い概念として，急性の機能障害がそれほど強くない場合も含めてinjuryを使ったとし

ている．それを聞いて思い出したが，米国留学中にいろんな方からあなたの専門は何ですかと聞かれて

nephrologistと答えて理解されたことは一度もなかった．kidneyspecialistということにしていた．

このように，多くの方に理解しやすい用語を使っていくということは，その疾患に対する理解や意識を深

めるためには大変大切で，その点難解な言葉を駆使することがさも医師の特権であるかのような歴史を持つ

日本では，意識改革は必要かも知れない．

CKDは誰にも理解できるように定義も単純にしたという．なるほどeGFRが60ml/分以下か，何らかの

腎の異常（形態など）が3カ月以上続く場合をいう．単純である．StageもeGFRにより1～5まで．わか

りやすい．これによると，米国ではeGFRが60ml/分以下のStage3は約4％あまり．それに比し，わが

国では20％近くになってしまう．これは統計や検査測定上の問題なのか，実際日本人のGFRが少ないのか，

詳しい検討がなされ，やはり日本人のほうが約10ml/分程度GFRが少ないという結論に達したという．と

いうことは日本人はもともと腎機能に余裕がないということになる．eGFRを50ml/分以下で切ると，日

本人では米国人の60ml/分とほぼ同じ，国民の4％強ということである．日本人には50ml/分以下をCKD

のStage3とすべきかどうかまだ議論の最中である．問題は日本人の高齢者が米国人に比べて末期腎不全に
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至る率が高いかどうかであるが，どうもそれはなさそうということになりそうであるが，まだ正確な統計調

査が行われたわけではない．

しかし待てよ．eGFRの，GFRってなんだろうと改めて考えてみる．糸球体濾過量である．なぜこれが

腎機能の指標なのか？ そもそもGFRとはすべての糸球体から一定時間に濾しだされる原尿の総和である．

1日正常で平均150Lにも及ぶ．それが尿としては1日1～1.5Lであるから，99％は尿細管で吸収され濃

縮されている．そこではたと気づいた．原尿とか濃縮とかにこだわるから本質が見えないんだ．要するに

GFRは単純に残っているネフロンがどのくらいかをみていると考えればいいんだと．

さて，では血液透析ではどのくらいのことをしているのか？ GFRをイヌリンクリアランスで測定する

ことは透析患者では不可能に近いので，不正確であることは承知の上でクレアチニンクリアランスを考える．

1日の正常腎のクレアチニンクリアランスはほぼGFRと同じと考えて150L，したがって1週間で1,050L

である．透析では（血液透析でも腹膜透析でも）1週間のクレアチニンクリアランスが60～70Lくらいあ

ればまあまあ透析はできていると判断される．正常の1/20である．なんとわずかなことか．われわれが専

門としている透析療法というのはその程度のことしかしてないんだ．

しかし逆から考えてみると，人間の体というものはそれで何とか日常生活を送ることができる．なんと偉

大なものかと感心する．また人間の腎臓はいかに余裕を持っているものかということに気づく．と同時に現

在，DOPPS研究により世界で最も予後がよいとされるわが国の透析療法もまだまだ改善の余地があること，

また腎移植がいかに効率的かを実感する．

と考えたところで，ふと気付いた．上の議論は腎機能の指標としてのGFRの概念とクレアチニンの透析

によるクリアランスを混同している．しかしこの議論は大筋で正しいだろう．

以上，一応腎専門医を目指す一医師のひとり言である．

京都大学医学部附属病院腎臓内科



長野県透析医会の発足は昭和56年である．医会発

足前より長野県には人工透析研究会があり，昭和47

年10月に，更正医療として認められ保険医療が可能

となったことから急速に普及した透析医療に関して，

この研究会では講師を招請し講演していただく会を開

いていた．第7回の研究会からは透析に携わる医師を

中心にコメディカルも参加し，臨床成績や新たな治療

法・臨床における工夫などを発表・討論する会へと発

展していった．当時，新たに一般医療化された透析医

療の長野県における位置づけは，なかなか一般医療と

して受け入れられる素地がなく，特殊な医療として

「まま子」扱いを受けていたようである．また，透析

医療を行う医療機関は一般医療を行っている医療機関

に比して相対的に高収入であることから，医師会から

も「異端児」扱いを受けていたとのことである．

このような状況において，透析医療を行っている医

療機関と透析医療に従事している医師を中心にして，

「透析医療を適切に評価していただくこと」，「透析医

療の適正な発展」などを願って，第25回の透析研究

会（昭和56年）からは，学術研究発表を中心とする

「長野県透析研究会」とは趣旨が異なる組織として袂

を分かつ形で「長野県透析医会」が設立された．組織

的には別であっても，透析医会会員は透析研究会会員

であることや，医会発足の経緯などから，両会は相互

に役割分担と連携を十分に取り合って活動することと

なった．現在でも，年1回の長野県透析研究会開催中

には，必ず透析医会の会がもたれ，良好な関係が保た

れている．

長野県透析医会の発足時は，会長が相澤正樹，副会

長が土屋隆，新村明両先生であった．初代会長が就任

後間もなく急逝したことに伴い昭和57年に会長に就

任された第2代会長の土屋隆先生は，医会設立の趣旨

に則り会の適切な運営をされ，会は飛躍的に発展した．

土屋先生のご功績はきわめて大きく，会長職の継続を

会員一同望んでいたが，日本医師会常任理事としての

仕事がきわめて多忙であり，会長職を辞したいとのご

意向から，平成13年に，私（相澤）が土屋先生の後

を受けて第3代の会長として就任した．浅学非才な私

にとっては大変な重責であったが，会員の皆さんの温

かいご支援や土屋先生の薫陶もあり，常に発足当時の

「志」をみずみずしく保つことを大切にして運営に当

たっている．自然発生的に生まれた組織においては，

その組織の理念や目的は組織の存続にとって欠くべか

らざるものであると考えられ，組織の運営について判

断をするときの拠り所として組織の価値基準の原点と

して，この「志」を大切にすることは透析医会の存続

にとって最重要課題であると考えている．

透析医会発足時に初代会長が掲げた，「志」（透析医

会だより，長野県透析医会発足の所感より）をここに

転記するので，長野県透析医会の基本的理念を知って

いただければ幸いである．

＊ ＊ ＊

（前文略）

欧米に8年の遅れをもって始まった我が国の透析療

法ですが，これまでの進歩発展は目覚ましく，機械技

術の水準とパラメディカルスタッフの質的向上のみで
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相澤孝夫
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なく社会問題への取り組みなども総合して，「日本で

成功した唯一の医療」という評価を獲得しております．

コイルの作成，キールの膜張りから苦労され，患者の

生命の延長と更正，チーム医療の確立と医療・看護技

術の向上に努力してこられた先達の苦心が今花開いて

いると言えます．看護師・透析技師・栄養士・医師を

一堂に集めた人工透析研究会，厚生省による研修制度，

工業関係者も含めた人工臓器学会，関連学会が協力し

ての透析技術認定士試験の実施，透析医療が更正医療

法を適用されたことなど数々の画期的な工夫が行われ，

成果をあげてきました．しかし，透析治療の進歩と長

期化，患者数の増加などとともに私達の抱える問題は

益々多岐にわたり，困難と複雑の度を加えてきており

ます．透析医会の結成の必要と其の機運の醸成もそこ

にありました．

成書や雑誌の特集などに載っている項目によって透

析療法の問題点を挙げてみます．

透析中の事故，災害時の対策，透析困難症，高血圧，

低血圧，循環器系合併症，血清K異常，Ca・P代謝

異常，Alの問題，糖代謝，脂質代謝，アミノ酸代謝，

血液学的異常，免疫学的異常と感染，性及び生殖，育

児，成長期の透析，高齢者の透析，手術，シャント，

小型化，装着化，自主管理透析，家庭透析，水処理，

重炭酸透析，高Na透析，腎移植，ケース・ワーカー，

コンサルタント，家庭環境，職場環境，心理社会的側

面，システム（施設・地域），保険制度，更正医療，

社会の対応，スタッフの配置と補充，濾過法，濾過兼

透析法，吸着兼透析法，血漿交換法，免疫による血液

浄化法，持続的腹膜潅流法，他疾患への透析療法の適

応（乾癬，分裂病，重症筋無力症，中毒，癌細胞破壊

に因る毒素など）等々．私たちは何と沢山の問題に当

面していることでしょう．

上に述べた項目のいくつかは，医療技術水準の向上

に因って解決されるものですが，反面新しい技術の開

発はそれを旧来の医療のどこへどのようにはめ込むべ

きかという問題を生じます．透析患者の社会への受け

入れも尚改善を要します．腎移植は腎不全の治療にお

いて透析療法と両輪をなすべきものであり，日本では

特にパートナーとしての成長が早急に望まれますが，

臓器移植（人工臓器を含めて）は飽く迄も体外循環技

術や血液浄化療法という海に浮かぶ舟であり，両者の

整合を考慮して進めることが大切であります．血液浄

化療法の他疾患への応用にもやはり周囲の医療との理

解をはかり学際的な領域として協力し合うことが大切

で，総合的な観点から調整を行う必要があります．こ

うした要請から透析医会が生まれました．したがって

透析研究会は今まで通りチーム医療の向上を中心目的

とした学問的活動を役割とし，当面透析医会は周囲へ

の啓蒙と医療制度上の様々な歪みの調整を主な任務と

して正しい学問的な根拠に従って社会の理解を得なが

ら透析医療を標準化していく作業を進めることになる

と考えます．

しかし，私達の従事している分野は医療全体の中で

は僅かな部分を占めているにすぎないことを心しなけ

ればなりません．私達が透析治療の進歩向上への意志

や今迄の成果を自負していても，他の分野の医療も同

様に進歩しているのだと考えるべきであります．医療

界の他の分野の人々や社会全般の忠告もよく聞いて，

互いの意思疎通をはかることが最も大切であります．

医療行政が透析療法を含む血液浄化法の進歩に目を背

けて逃避をすることが許されない事態であることは明

らかであるにしても，学問的正当性というものは私達

だけが武器として用いるというようなものでなく，そ

れによって話し合うべき相手との間に共通の基盤が与

えられると解して進むべきであると私見します．

以上を基本姿勢として副会長の新村明先生・土屋隆

先生をはじめとする会員の皆様の御援助を得て，県内

の活動と連合会（日本透析医会）への参加活動をバラ

ンスよく運営して参りたいというのが私の願いであり

ます．そして，新しい技術の開発によって人類に与え

られた多くの夢の一端なりとも実現に移して，できる

だけ多くのヒトに救命のチャンスが得られるように身

命を賭したいと考えております．

＊ ＊ ＊

現在の長野県透析医会は52医療機関の参加をいた

だき，「保険委員会」「企画委員会」「災害時救急透析

医療委員会」の3委員会を軸に活発な活動を展開して

いる．一方，医師不足，医療費の抑制など透析医療を

取り巻く環境は厳しく，退会の申請も時折提出される

など，透析医会も転機を迎えている．しかし，このよ

うな時流であるからこそ「志」を掲げ邁進することが

重要であると考え，日々精進することを心がけている．
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愛知県透析医会は今年設立30周年を迎えることに

なりました．秋には北海道の大平整爾先生をお招きし

て，記念講演会と会員パーティを企画しています．小

生は初代の成田真康先生（成田記念病院長），2代目

の太田和宏先生（新生会グループ元理事長），3代目

の鈴木信夫先生（研信会グループ理事長），4代目の

山﨑親雄先生（増子記念病院昴院長）と錚々たるメン

バーによって引き継がれた会長職を，平成13年から

継承し，現在に至っています．

30周年を迎えるにあたって20周年の記念誌を繙い

てみると，愛知県透析医会は日本透析医会発足の原動

力であったとの記載があり，その歴史の重みに驚きま

した．小生は昭和50年の卒業であり，研修医を終え，

自分が初めて透析治療に手を染めた頃には，すでに太

田和宏先生や愛知腎臓財団を作られた中京病院の故太

田裕祥先生らが，愛知県のみならず日本全体を見回し

ての透析医療について奔走しておられたわけであり，

そのエネルギーのすごさと先見力には驚くばかりです．

実際，会長職を拝命してから7年になりますが，何も

実績を残せなかったのではないかと忸怩たる思いにか

られています．

しかし，繰言を言ってばかりでは始まらないので，

最近の愛知県透析医会の取組みについて簡単にご紹介

したいと思います．毎月1回総務委員会を開催し，透

析に関わる様々な問題について議論しています．また，

愛知県国保審査委員会，社会保険審査委員会には透析

医療に堪能な医師をそれぞれに派遣していますので，

保険審査に関わる様々な疑問について回答したり，愛

知県での取り決めについて相談したりしています．ま

た，9月1日には災害対策訓練を実施し，愛知県内の

透析医療機関全部を網羅する情報ネットワークの訓練

を行っています．特筆すべきことは，透析医会主催に

て年2回の「透析リスクマネージメント研究会」を開

催していることです．この取組みは山﨑親雄先生が日

本透析医会の会長として厚生労働省の班研究に携わっ

ておられた頃に，愛知県全体で院内感染による肝炎撲

滅を目指した研究会を発展させたもので，毎回300名

近い出席があります．また，毎月1回は自立支援医療

審査会を愛知県，名古屋市の健康福祉部の担当者と協

同して開催し，愛知県全体の透析医療が均質に行われ

るよう審査を行っています．また，愛知腎臓財団と協

力して移植啓発事業にも参加しています．年末には研

修委員会を開催し，昼はゴルフコンペ，夕方から特別

講演を拝聴し，その後会員懇親会という流れで，会員

同士の親睦を深めています．

今年は30周年を契機に，会員を透析施設の開設者

や責任者だけでなく，もっと若い医師に会員になって

いただき，災害対策の時などに実際に働ける医師の情

報を集めることのできるメールシステムを構築したい

と考えています．大きな先輩の後に会長を務めること

は難儀です．しかしながら，微力でも当地区の透析医

療の発展のために貢献したいと考えています．愛知県

透析医会の活動に今後ともご支援いただきますよう，

よろしくお願い申しあげます．
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1 はじめに

福岡県透析医会（福透医）発足の詳細な経緯につき

ましては，前回の支部だより（隈博政前会長著）に記

載されていますので簡略に記させていただきます．

1977年1月に本会の前身となる福岡県血液透析施

設協議会が設立されました．福岡県血液透析施設協議

会は，1982年より，県医師会の専門医会として認め

ていただくように数代の会長が繰り返して県医師会に

働きかけを行い，1995年 1月に，施設単位入会の

「福岡県血液透析施設協議会」を個人単位入会の「福

岡県透析医会」に移行させ，同年7月に念願の福岡県

医師会の専門医会入会を果たすことができました．

行政との窓口であります県医師会の専門医会の一員

となることができましたのは，災害時対策をはじめと

して福透医の活動にとりまして大変ありがたいことで

した．

2 会の活動

本会は県医師会に属する専門医会では有りますが，

透析施設の透析医療の向上と透析施設運営の円滑化，

および施設間の融和を図るという福岡県血液透析施設

協議会の設立の役割も担っている，と考えています．

このために，会員個人のための活動はもちろんであり

ますが，各透析施設のレベルアップを目的とした活動

も行っています．

本会の活動のメインテーマとしまして医療事故防止，

院内感染防止，災害時透析医療対策や安全管理および

診療報酬問題を取り上げていまして，定期的に講演会

の開催を行っています．なかでも感染症対策学術講演

会ならびに安全管理セミナーは，スタッフ参加の講演

会として多数のスタッフに参加していただいています．

さらに，会員のみを対象としたクローズドの学術講演

会を開催していますが，その中で必ず一般演題として

診療報酬関連の情報を発表する機会を設けています．

災害時透析医療対策には以前より取り組んでいまし

て，FAX連絡網の整備，災害時優先電話，災害時優

先携帯電話の登録，緊急時通行車両の登録などを行っ

ていましたが，これらの多くは県医師会の専門医会で

有ったために可能なことでした．

2005年3月に福岡県西方沖地震を経験し，災害時

優先電話や災害時優先携帯電話は大変有用でしたが，

災害時に一斉に通報できる連絡体制整備の重要性を認

識し，新たな連絡網の検討を行いました．このことよ

り，会員同士の災害時緊急連絡網として2005年12月

より「お知らせメール」の利用を開始しました．これ

は「NTTドコモ中国」が提供する『おむかえ君（車

両運行通知サービス）』を用いたもので，あらかじめ

登録された携帯電話やパソコンへメール配信を行う事

ができます．サーバーが広島県に有りますので，福岡

県下での災害時にも連絡体制の確保に有効と考えてい

ます．

さらに透析患者さんへの連絡網としまして，福岡県

庁が運用しています県民を対象にした「防災メールま

もる君」のシステムを利用できるように県庁と交渉し，

2006年12月より利用が可能となり，「透析メールま
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もるくん」として運用を開始しています．透析施設の

被災情報，代替透析施設の紹介や被災施設の復旧情報

などを，あらかじめ登録した透析患者さん，あるいは

患者家族へ直接メール配信をすることができますし，

さらには報道機関への同報も可能となっています．こ

の件も県医師会が窓口となっていただき県庁担当部署

との交渉ができたためであり，さらに患者団体の福岡

県腎臓病患者連絡協議会（福腎協）との連携により可

能となりました．

透析施設での災害対策の一つとして水の確保は大変

重要な事ですが，水道事業は各市町村単位で行われて

いますので，福透医としましては，各透析施設が属す

る行政組織と話し合いを行い，水確保の重要性を行政

に理解していただくことを推奨しています．これらの

活動には担当理事の役割はもちろんですが「災害対策

委員会」の委員各位にご協力を頂いています．

感染症対策の恒例の行事としまして感染症対策学術

講演会を開催していますが，パンデミックインフルエ

ンザ対策が差し迫っています本年度は早々に講演会を

開催し，特別講演の演題として取り上げました．また，

透析患者や透析施設の対応につきましては，県衛生部

や県医師会とも会合を行うとともに連携を図っていま

す．

そのほかに，例年4月末を目安に福腎協（前述）役

員と福透医理事メンバーとの協議会を開催し，診療報

酬改定の内容説明から患者さんの通院送迎などの移送，

介護の問題など幅広く意見交換を行っています．県医

師会からの様々なアンケートの依頼，会合への参加要

請などに対しても，県医師会の専門医会の一員として

積極的に参加，協力を行っていまして，2009年1月

に県医師会主催で開催されます第1回福岡県医学会総

会への演題提出も決まっています．

腎移植推進の重要性は十分に理解していますが，現

在の取り組みとしましては献腎移植登録の補助予算を

毎年組んでいることと，例年10月に開催されます臓

器移植普及街頭キャンペーンへの参加を行っているの

みで，今後はより一層の内容の充実が必要と思われま

す．診療報酬改定に伴う県医師会や日本透析医会への

アンケートの協力も重要な役割でありますが，診療報

酬のマイナス改定に歯止めがかからないのは誠に残念

です．

以上のような様々な活動を理事と監査や顧問など

19名の役員で理事会を運営していますが，その活動

内容が会員の目にみえるように理事会ニュースレター

を毎理事会後に会員へ送付し，情報公開に努めていま

す．

3 最後に

現在の会員数は148名で，透析施設の数としまして

は126施設となっています．県下の透析施設の数は正

確に把握できていませんが50施設弱の透析医が未加

入と思われます．災害時の透析患者さんへの対応を考

えましても全施設の透析医の入会が望ましいのですが，

医師会会員への入会者も減少する中で大変な事ですの

で今後とも繰り返し勧誘を続けて行きます．未加入の

理由としましては，本会が県医師会の専門医会で有る

ことによる県医師会への入会の有無と共に会費の問題

も有ると思われますが，会員総数が限られていて予算

執行上は大変悩ましい点であります．

様々な問題点，疑問点を抱えていますが，日本透析

医会，福岡県医師会との連携を密にして会員のため，

透析患者さんのために福岡県透析医会をより発展させ

たいと思っています．
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本稿では，前号で報告後，平成20年7月25日，9月26日，10月24日に開催された計3回の常

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

ます．

1.透析患者における新型インフルエンザ対策

今冬，人が免疫を持たない新型インフルエンザの大流行が懸念されており，日本透析医会でも，

大流行という事態になった場合の対策が必要という問題意識から，医療安全対策委員会感染症対策

部会が日本透析医学会と合同で，新型インフルエンザ対策合同会議を開催し対策について検討して

おります．透析医療は，救急医療などと同様，治療を中断，延期できない性格のものであります．

しかしながら現状として，行政その他の関係者がそのことを理解しているとは限らず，自治体にお

いても透析医療についての配慮がないところが多いと聞き及んでおります．各支部におきましては，

自治体や透析患者への啓蒙，感染症指定医療機関や保健所との連携が対策として必要と思われます．

ご検討，ご協力のほどよろしくお願いします．

2.災害対策事業について

現在，災害情報ネットワークを携帯対応にするシステムを開発中で，まもなく正式に運用開始の

予定です．詳細についてはメール等でご案内いたします．

3.全腎協との懇談会

9月26日，東京で全国腎臓病協議会の役員の方々と意見交換会を行いました．各地の透析医療

の現状や，今後の協力体制等について活発な議論が行われました．

4.三者合同会議の開催

日本透析医学会・日本医療器材工業会・日本透析医会の三者による合同会議を，8月29日に東

京で開催しました．透析関連機器の価格改定に関する情報交換や今後の協力体制の検討などを行っ

ております．
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5.日本透析医会シンポジウムなど

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した．ご参加いただ

いた先生方には心より感謝申し上げます．講演の内容につきましては，次号以降に掲載の予定です．

なお今後の予定ですが，平成21年3月8日（日）に日本透析医会研修セミナー「透析医療にお

けるCurrentTopics2009」，10月4日（日）には日本透析医会シンポジウムを開催することにな

っております．場所は今年と同じく品川のコクヨホールです．来年3月の研修セミナーの内容につ

いては，今号巻頭の案内をご参照ください．

6.沖縄県透析医会の設立

沖縄県透析医会が設立され，今年3月に設立総会が開かれました．日本透析医会の38番目の支

部となります．

7.TBS系列テレビドラマへの対応について

TBS系列で7月20日に放映されたテレビドラマ『日曜劇場・Tomorrow～陽はまたのぼる～』

第3話におきまして，透析医療に関して事実と異なる歪曲した表現があるのではないか，と複数の

会員からご指摘がありました．これを踏まえ，放送内容を確認した上で制作のTBS宛に山�会長

個人名義で抗議文を送付する，という対応をしております．
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●11th InternationalConferenceonDialysis

開催日：平成21年1月28日（水）～30日（金）

会 場：CaesarsPalace（LasVegas）

連絡先：RenalResearchInstitute

207East94thStreet,Suite303

NewYork,NY 10128

TEL 212�360�4900 FAX 646�672�4174

E-mail IAdelsberger@rriny.com

URL http://www.renalresearch.com/

●第42回 日本臨床腎移植学会

開催日：平成21年1月28日（水）～30日（金）

会 長：相川 厚（東邦大学医学部腎臓学教室）

会 場：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市）

事務局：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6757，6758）

FAX 03�5471�3056

E-mail jscrt42@med.toho-u.ac.jp

URL http://www.fluxos.jp/42jscrt/

●第14回 日本HDF研究会

開催日：平成21年2月14日（土）～15日（日）

大会長：佐藤 隆（医療法人偕行会 名港共立クリニック）

会 場：名古屋国際会議場（名古屋市）

事務局：名古屋共立病院

FAX 052�353�9105

E-mail info@14hdf.jp

URL http://www.14hdf.jp/

●第6回 日本在宅透析支援会議・総会

開催日：平成21年2月21日（土）～22日（日）

大会長：岡田一義（日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野）

会 場：ホテルメトロポリタン（東京都豊島区）

事務局：日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野

TEL 03�3972�8111（内線2414） FAX 03�3972�1098

E-mail mabe@med.nihon-u.ac.jp

URL http://www.jshd09.com/
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●14thAnnualInternationalConferenceonContinu-

ousRenalReplacementTherapies（CRRT2009）

開催日：平成21年2月25日（水）～2月28日（土）

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

連絡先：RESSeminars

4425CassStreet,SuiteA

SanDiego,CA 92109

TEL 858�272�1018 FAX 858�272�7687

E-mail res@crrtonline.com

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

●第14回 バスキュラーアクセスインターベンション治療

研究会

開催日：平成21年3月7日（土）

代表世話人：大平整爾（札幌北クリニック）

会 場：津田ホール（東京都）

事務局：名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所

TEL 052�459�2130 FAX 052�459�2131

E-mail info@vaivt.com

URL http://www.vaivt.com

●第19回 腎と妊娠研究会

開催日：平成21年3月7日（土）

代表者：下条文武（新潟大学大学院医歯学総合研究科第二内科）

会 場：朱鷺メッセ（新潟市）

事務局：新潟大学医学部内科学第二講座

TEL 025�223�6161

●29th AnnualDialysisConference（ADC）

開催日：平成21年3月8日（日）～10日（火）

会 場：ConventionCenterinHoustoun（Texas）

事務局：laineRogers

TEL 573�882�4105 FAX 573�882�4106

E-mail dialysis@health.missouri.edu

URL http://som.missouri.edu/dialysis/
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●第24回 ハイパフォーマンス・メンブレン研究会

開催日：平成21年3月14日（土）～15日（日）

会 長：斎藤 明（東海大学）

会 場：日本消防会館・ニッショーホール（東京都港区）

事務局：医療法人 川島会 川島病院

TEL 088�631�0782 FAX 088�632�6885

E-mail information@hpm-net.jp

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

●第25回 日本医工学治療学会学術大会

開催日：平成21年4月10日（金）～12日（日）

大会長：澤 芳樹（大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科学／大阪大

学医学部附属病院未来医療センター）

会 場：大阪国際会議場 グランキューブ大阪（大阪市）

事務局：大阪大学未来医療センター

TEL 06�6879�6551 FAX 06�6879�6549

E-mail ikou25@hp-mctr.med.osaka-u.ac.jp

URL http://www.hp-mctr.med.osaka-u.ac.jp/ikou25/

●第97回 日本泌尿器科学会総会

開催日：平成21年4月16日（木）～19日（日）

会 長：公文裕巳（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学）

会 場：岡山コンベンションセンターほか（岡山市）

事務局：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学

TEL 086�235�7287 FAX 086�231�3986

E-mail jua97@convention.co.jp

URL http://www2.convention.co.jp/jua97/



１.本誌は（社）日本透析医会の機関誌として年3回以上発
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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．
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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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皆様方の多大なご協力のもとに，充実した医会雑誌にすることができましたことを深く感謝いた

します．医療状況が悪化するなかで，よりよい透析医療をいかに行い守っていかなければならない

かということが，会員の方々に伝わっていただければと思います．

透析患者の高齢化と合併症の多様化により，栄養障害を回避していかねばなりません．さらに，

糖尿病患者の増加に伴い血管障害，特に下肢の血行障害が要介護者を増加させていることが問題と

なっています．CurrentTopics2008では，その対策として栄養障害で患者に対してなすべきこ

とや，QOLを保つための下肢筋力の強化などを解説いただいており，今後の患者指導や日常生活

指導に役立てられるものと考えております．医療経済では，全人口の約0.15％の透析患者が国民

総医療費の4％以上を費やしているという現実を踏まえて，腎不全に進行しない医療をめざし，

CKD患者の早期発見と管理を十分に行い，ストップ・ザ腎不全を志しましょう．それが医療費を

抑制する一策となります．入院透析患者へのリハビリテーションに関する実態調査は，透析患者を

含む腎臓患者のQOL向上に対する包括的なプログラムが，腎不全患者に有効であると述べられて

おります．廃用症候群やASOによる下肢切断患者，転倒骨折による患者の増加を抑制することも

重要ですが，不幸にしてそのような状況に陥った場合には，患者にあったリハビリテーションが重

要であることが示されております．医療安全対策の課題として，昨今の大地震や今後発生しうる新

型インフルエンザや院内感染事故など全般的な対策が報告されております．これらの問題は以前よ

り数多く論じられてきておりますが，あらためて一読していただき活きた利用をしていただければ

と思います．臨床と研究では，最近副作用の発生で注目されているMRIに使用するGa67ガリウ

ムを中心に，診断用RIの研究は合併症を多く持つ透析患者に対して役立つものと考えます．その

ほか二次性副甲状腺機能亢進症の治療ガイドラインで，透析患者の骨合併症をミネラル代謝異常と

とらえたCKD-MBDという新しい概念の紹介，透析患者の脂質代謝異常，下肢末梢動脈疾患の治

療戦略，看護師が行うフットケアやシャントトラブル時に使用する薬剤溶出ステントの現況など，

われわれが日常注目すべき研究成果を発表していただいております．

現在では透析医療のスタッフとして臨床工学技士が存在しないことなど考えられませんが，臨床

工学技士制度が発足してまだ20年しかたっていないことが不思議でなりません．現在の臨床工学

技士の仕事の範囲の広がりは目を見張るものがあります．是非とも多くの臨床工学技士の方々はも

ちろん，透析医療スタッフの方々に読んでいただきたいと望んでおります．また今回は，公募助成

論文7編，学術助成論文3編が掲載されております．それぞれ有益な論文ですのでごらん頂ければ

と存じます．

日本にとって吉か凶かわかりませんが，本日，米国ではオバマ新大統領が誕生しました．またこ

の急激な金融パニック，株暴落，円高，そしてトヨタをはじめとする貿易立国を代表するわが国の

企業が軒並み減益になっています．この影響は給与カットや増税，就業率の低下など全国民の生活

に影響してまいります．この大きな・波・は医療界にも迫ってまいります．その中で透析医療の質

低下を防止するように努力していきましょう．

広報委員 奈 倉 勇 爾
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