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日本透析医会の常任理事会に出席するため毎月上京するが，できるだけ早い便の飛行機に乗り，
会議の場所に近い上野公園へ行くことにしている．短い時間だが国立博物館や美術館の中を散策し，
歴史上の人物や画家の生き方，考え方を想像するのが楽しみである．先日，「国宝 阿修羅展」があ
った．その時，広目天と多聞天を見て，その名前から「情報」という言葉がふと連想された．

情報には定性情報と定量情報があると言われる．広い視野で全体を見渡して理解し，問題点を把
握することに役立つのが定性情報であり，問題点が明確になれば，あるいは問題の解決方向がある
程度定まれば，その本質を理解し，解決の方向性を補強するために数多くの定量情報が必要になる
と考える．

医師は診療の現場で，病歴聴取，視診・触診・打聴診，検査データ等の情報収集を行う．そして，
得られた情報を評価して統合的に判断し，治療方針を決め，行動（治療）に移る．災害時も，どん
な情報が必要かを考え，その事についての詳細な情報収集を行い，それに基づく対策を立案し，救
済活動を行う．新型インフルエンザ対策も同様であろう．

今回の H1N1 新型インフルエンザ対策において，情報という点からみると，国・厚生労働省と地
方自治体，都道府県と政令都市，地方自治体と県・郡市医師会や一般開業医における情報収集，特
に「情報共有」の良し悪しが浮き彫りとなった感がある．この情報共有は，情報を有している側か
らの善意的供給を座して待っていては，手遅れとなる．日本透析医会と会員間での情報共有も，透
析医会からの情報伝達のみならず，会員からホームページへのアクセスなどにより，意見が汲み上
げられるようになって欲しいと願っている．またそのニーズに応えるだけの「情報提供」が質・量
ともに求められていると考える．

日本透析医会災害時情報ネットワークには，各都道府県のホームページが用意されている．一般
の方々への「お知らせ」，会員間で意見交換ができる「専用掲示板」，会員へのアンケート調査がで
きる「回覧板」，そして会員へ一斉にメール発信ができる「メーリングリスト」という機能がある．
ぜひ活用していただきたい．

情報を収集し行動方針を決めるに際して思い出すことがある．私が勤務医の時，手術前カンファ
レンスでは手術をするべきか否かを含め治療方針について何通りも意見をあげさせられた．そして，
手術術式についても同様であった．また，ターニングポイント（引き返せる所）をいくつかの段階
で把握しておくように指導を受けた．当時の上司から聞かされた話であるが，陸軍中野学校では作
戦を 12 通り考えて，最も良いと考えられたことを行動に移すとのことであった．真偽の程は定か
でない．「もう十年早く中野学校ができていたら，あるいは戦争は回避できたかもしれない」とい
う回顧があるそうだが，このことも情報収集とそれに基づく判断がいかに重要かを物語っている．

［巻　頭　言］

情　報　雑　感
――　四天王，新型インフルエンザ，災害時情報ネットワーク，中野学校，ガイドライン　――

（社）日本透析医会

副会長　隈　博政　　　　
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そのせいか，開業を真剣に検討したときに，5 年間の「月別収支予測表」および「資金繰り表」
を表計算ソフトで 12 通り作った．すでに開業していた先輩から各項目に入力する数値を細かく教
えていただいた．薄氷を踏む思いであったが，最悪のシナリオで逆に覚悟ができた．その時に「情
報収集」「情報分析・解釈」「統合的判断」がいかに大事であるか，を実感した次第である．

昨今，学会では様々なガイドラインが作成されているが，その作成過程は，まさに侃々諤々の議
論の末，おそらく 12 通り以上の考えを整理してでき上がったものと思う．抽象＝捨象と言うが，
選ばれなかった方針についても費やされたであろう膨大な時間と労力に敬意を表する．
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要　旨

透析患者のミネラル代謝異常が骨病変だけでなく，
生命予後に深く関っていることが明らかとなり，CKD-

MBD という新たな概念の登場とともに，わが国にお
いても独自のガイドラインが発表された．さらにその
後，シナカルセト塩酸塩や炭酸ランタンなどの新たな
薬剤も使用可能となり，CKD-MBD 領域の治療は大き
な変換点を迎えている．今後，このような治療の変化
が，心血管疾患や生命予後といったアウトカムに与え
る影響について検証していく必要がある．

1　はじめに

カルシウム（Ca），リン（P），副甲状腺ホルモン
（parathyroid hormone； PTH）の異常に伴う骨病変，
血管石灰化は，長期透析患者において最も頻度が高く，
深刻な合併症の一つである．

2006 年に日本透析医学会（Japanese Society for Di-

alysis Therapy； JSDT）による「透析患者における二
次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン（JSDT ガ
イドライン）」が発表されてから，頻繁にルーチン検
査値の目標値達成率が論議されるようになった．この
ことは，日常的に行われている検査の情報が有効に使
われるようになったという意味で，画期的な進歩とい
える．さらに最近では，シナカルセト塩酸塩や炭酸ラ
ンタンなど，目標達成に有用な薬剤が使用可能になっ

てきており，ますます管理が容易になることが期待さ
れている．

しかし，ここでわれわれは「腎性骨異栄養症（renal 

osteodystrophy； ROD）」という用語が「慢性腎臓病
にともなう骨ミネラル代謝異常（chronic kidney dis-

ease-mineral and bone disorder； CKD-MBD）」に 変 わ
った理由を思い起こす必要がある．われわれが目標と
すべきは，検査値の改善だけでなく，心血管イベント，
骨折，生命予後というハードエンドポイントの改善で
ある．われわれは，そのために何をすべきかを考える
時にきている．

本稿では CKD-MBD の概念，JSDT ガイドラインの
エッセンス，そして最近登場した新たな治療薬を紹介
し，透析患者のアウトカムを改善するための課題に関
して考察を加える．

2　CKD-MBD という新しい概念

腎臓は，骨・副甲状腺・腸管と密接な関係をもって，
Ca，P のバランスを保持している．腎臓は P 排泄や
ビタミン D 活性化の場であるため，CKD 患者では P

蓄積，低 Ca 血症，活性型ビタミン D 欠乏などの異常
を生じる．これらが適切に補正されなかった場合，
PTH 分泌が刺激され，二次性副甲状腺機能亢進症を
呈し1），高回転骨病変（線維性骨炎）を生ずる．また
逆に，PTH 分泌を抑制するために過剰な Ca 製剤や活
性型ビタミン D 製剤が投与された場合は，低回転骨

［透析医療における Current Topics 2009］

CKD-MBDの新たな治療戦略

山鳥真理　駒場大峰　深川雅史
神戸大学医学部附属病院腎臓内科腎・血液浄化センター

key words：CKD-MBD，二次性副甲状腺機能亢進症，活性型ビタミン D，シナカルセト塩酸塩，炭酸ランタン

New strategies for the treatment of CKD-MBD
Division of Nephrology and Kidney Center, Kobe University School of Medicine
Mari Yamadori
Hirotaka Komaba
Masafumi Fukagawa
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病変（無形成骨）を生じる場合もある2）．
このような腎機能低下に伴う代謝異常は，最近まで

主に骨病変に着目されてきたが，近年，これらの代謝
異常が血管を含む全身の石灰化を介して，生命予後に
より大きく関与していることが明らかとなった3）．そ
の結果，新たに全身性疾患として CKD-MBD という
概念が提唱され，その管理も生命予後をアウトカムと
して行われるようになった4）．

3　わが国のガイドラインの運用と今後の課題

CKD-MBD へのパラダイムシフトを受け，生命予後
を重視する観点から，わが国においても JSDT ガイド
ラインが発表された．本ガイドラインは，透析医療に
従事している医師およびスタッフが日常診療の現場で
使いやすいように，可能な限りシンプルに構成されて
いる．ガイドラインを使用するにあたっては，以下の
ようなポリシーが重要視されている5）．

①　ルーチン検査の結果をきちんと解釈する．
②　血清 P，Ca 値の管理をすべてに優先する．
③　これが達成されている場合にかぎって，PTH

を適切に調節する．
④　内科的治療に反応しない重篤な副甲状腺機能亢

進症は，早期にインターベンションを検討する．
ガイドラインでは，アウトカムに与える影響は血清

P 値，血清 Ca 値，intact PTH 値の順で寄与度が高い
ため6），コントロールの優先度もこの順とするとされ
た．血清 P 値の目標値は 3.5～6.0 mg/dL，補正 Ca 値

（補正 Ca 値は，血清アルブミン値＜4.0 g/dL の患者の
場合のみ血清 Ca（mg/dL）＋（4－血清アルブミン値）
で算出する）の目標値は 8.4～10.0 mg/dL とされてい
る5）．

血清 P，Ca 値の治療指針に関しては，それぞれ管
理目標値と比較して，①低い，②コントロールされて
いる，③高い，の組み合わせに基づく治療指針が作成
された．P 吸着薬の使用に関しては，血管石灰化を防
ぐ観点から，炭酸カルシウム投与量は 3 g/日までに
制限し，特に高 Ca 血症を認める場合は，炭酸カルシ
ウムから塩酸セベラマーに切り替えることが推奨され
ている．

二次性副甲状腺機能亢進症の治療は，前提として血
清 P，Ca 値の管理が達成されている必要がある．そ
の目標値は，骨代謝よりも生命予後を重視し，60～

180 pg/mL とされた5）．活性型ビタミン D 製剤は有効
な治療法であるが1），血清 P，Ca 値を上昇させるため，
治療抵抗性を示す症例では，早期に副甲状腺インター
ベンションを検討することが明記された．特に超音波
検査で測定した推定体積（r/6×長径×短径×厚み）
500 mm3 以上，または長径 1 cm 以上の腫大腺は，結
節性過形成の可能性が高く，経皮的エタノール注入療
法（percutaneous ethanol injection therapy； PEIT），
副甲状腺摘除術（parathyroidectomy； PTx）の重要な
因子となる7）．PEIT は 1 腺のみ腫大しており，穿刺可
能な部位に副甲状腺が存在する場合に長期的な管理が
期待されるが8），2 腺以上腫大している症例では PTx

を選択すべきとされた．
しかし，本ガイドライン発表後，血清 Ca，P 値を

上昇させることなく PTH 分泌を直接的に抑えるシナ
カルセト塩酸塩や，新たな P 吸着薬である炭酸ラン
タンが登場し，わが国においても臨床応用が始まって
いる．これらの治療薬により CKD-MBD の治療はま
さに大きな変換点を迎えており，JSDT ガイドライン
もこれらを踏まえて更新していく必要がある．また
KDIGO（Kidney Disease：Improving Global Out-

comes）の主導により，国際ガイドラインが発表され
る予定にあり，わが国のガイドラインのローカルな運
用の仕方も明確にしていく必要がある．

4　アウトカムからみた従来の P 吸着薬と 

　新たな P 吸着薬

高 P 血症の治療は，従来炭酸カルシウムと塩酸セ
ベラマーが中心的役割を果たしてきた．特に炭酸カル
シウムはコストパフォーマンスに優れ，P 吸着効果も
大きいため，現在でも高 P 血症の治療の大きなウェ
イトを占めている．しかし炭酸カルシウムは生体への
Ca 負荷となることから，血管石灰化の進行が危惧さ
れ，JSDT ガイドラインでも，その使用は 3 g/日まで
に制限されている5）．

ここで問題となるのは，心血管合併症や生命予後と
いったアウトカムに与える影響に差があるかどうかで
ある．Chertow らは，200 例の維持透析患者において，
Ca 含有 P 吸着薬投与群と塩酸セベラマー投与群の冠
動脈および胸部大動脈の石灰化を比較し，塩酸セベラ
マーが血管石灰化の進行を抑制したことを示した9）．
また，Block らは，新規透析導入患者においても，塩
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酸セベラマーが血管石灰化の進行を抑制することを示
した10）．さらに Block らは同じデータベースを用いて
生命予後に与える影響を解析し，塩酸セベラマー投与
群の生命予後が有意に良好であることを示した11）．し
かし本研究は先の研究の副次エンドポイントを解析し
たものであり，症例数も不十分であることから，結果
は暫定的に捉える必要がある．一方，より大規模に維
持透析患者の生命予後に与える影響を解析した DCOR

研究では，65 歳以上の高齢者を除いては，炭酸カル
シウム群と塩酸セベラマー群の生命予後に有意な違い
はなかった12）．

このように，炭酸カルシウムと塩酸セベラマーの優
位性は未だ議論のあるところである．日本人は塩酸セ
ベラマーに対して，便秘などの副作用が出現する頻度
が高いという事実もあり，実際には，高 Ca 血症がな
い限り，コストパフォーマンスに優れ，P 吸着効果も
大きい炭酸カルシウムが選択され，それでも高 P 血
症の管理が十分でない場合に塩酸セベラマーを加える
ことが多いように思われる．このような治療方針がは
たして妥当か，今後検証する必要がある．

このような状況で，わが国においても新たに炭酸ラ
ンタンが使用可能となった．炭酸ランタンは，食事由
来の P と腸管内で結合することにより，リン酸ラン
タンとして糞便中に排泄される．体内にはきわめて微
量しか吸収されず（吸収率 0.00003％），主に胆汁から
排泄される13）．わが国の臨床試験では，炭酸カルシウ
ム群と比較してランタン投与群の P 低下作用はほぼ同
等で，かつ Ca は上昇させないことが示されている14）．
今後さらなる臨床研究により，炭酸ランタンによる治
療が炭酸カルシウムと比較して，血管石灰化，心血管
イベント，生命予後などのリスク低減につながるか，
明らかにされることが期待される．

5　二次性副甲状腺機能亢進症における 

　シナカルセト塩酸塩の役割

シナカルセト塩酸塩は，イオン化 Ca の Ca 感受受
容体に対する作用を増強することにより，PTH 分泌
を直接的に抑制する薬剤である．PTH 分泌作用とと
もに，血清 Ca 値，血清 P 値を下げる作用があり，従
来の活性型ビタミン D 製剤を中心とする治療では抵
抗性を示していたような重篤な二次性副甲状腺機能亢
進症でも管理が可能となることが期待されている15, 16）．

また最近では，活性型ビタミン D 製剤とどのよう
に併用すべきかということにも関心が向けられてい
る17）．Chertow らは，シナカルセト塩酸塩が PTH だ
けでなく血清 Ca，P 値も低下させることに着目し，
活性型ビタミン D 治療により PTH は良好にコントロ
ールされているが，Ca×P 積 55 mg2/dL2 以上と高値
を示す透析患者 72 名に，活性型ビタミン D 製剤を減
量するとともにシナカルセト治療を開始し，Ca×P 積
が低下し，K/DOQI ガイドライン達成率が大きく向
上することを示した18）．

OPTIMA study では，K/DOQI の治療指針にシナカ
ルセトを組み合わせた独自のアルゴリズムを作成し，
intact PTH が 300～800 pg/mL の二次性副甲状腺機能
亢進症において，シナカルセトを治療の中心に置くこ
とにより，活性型ビタミン D 製剤の減量が可能とな
るとともに，K/DOQI ガイドライン達成率も向上す
ることが示された19）．さらに，ACIEVE 研究により，
活性型ビタミン D 製剤を順次増量して CKD-MBD の
管理を行うよりも，これを低用量に固定してシナカル
セト塩酸塩を追加するほうが，効果的に CKD-MBD を
管理できることが示された20）．

このように，シナカルセト塩酸塩と活性型ビタミン
D の併用療法が，CKD-MBD 管理を改善することが
複数の臨床試験により示されてきたが，重要なことは，
このような治療指針がアウトカムを改善するかどうか
である．理論的には，シナカルセト塩酸塩は PTH だ
けでなく，血清 Ca，P 値も低下させる作用もあるこ
とから，特に血管石灰化の進展や心血管合併症の発症
を防ぐ効果が期待される．

Cunningham らは大規模臨床試験の後付け解析を行
い，すでに終了した四つの大規模臨床試験のデータか
らシナカルセト治療群 697 名とプラセボ群 487 名を抽
出し，試験期間中の副甲状腺摘出術，骨折，心血管合
併症，入院，死亡のイベント発症率を解析した．その
結果，シナカルセト治療群で有意に副甲状腺摘出術，
骨折，心血管合併症のリスクが低減したが，入院，死
亡のリスクは両群間に有意差は認められなかった21）．
しかしながら，本研究はそもそも臨床アウトカムを解
析するために計画されたわけではなく，結果の解釈に
は注意を要する．現在，シナカルセトがアウトカムに
及ぼす効果を前向きに検証する EVOLVE（evaluation 

of cinacalcet therapy to lower cardiovascular events）
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が進行中であり22），本研究がどのような結果を導くか，
大きな注目が集められている．

6　おわりに

CKD-MBD という新たな概念の登場，JSDT ガイド
ラインの発表，そして最近登場した新たな治療薬につ
いて概説した．これまではガイドラインの達成率や血
管石灰化の抑制など，代理マーカーへの効果が主な研
究対象となってきたが，これからは新しい薬剤も含め
て，治療が本当にエンドポイントに有効であるかどう
かを明らかにしていく必要がある．そのためには，よ
り明確なコンセプトを持った臨床研究を戦略的に行っ
ていく必要があろう．このような努力の積み重ねが，
本当の予後の改善につながることを期待したい．
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要　旨

日本の透析は欧米の透析を追いかけることから始ま
ったが，先人の努力により驚異的な成果をあげるまで
に進歩してきた．では，はたして今後も透析患者の予
後は改善されていくのだろうか．それとも予後改善の
限界に到達しているのだろうか．日本の社会全体を眺
めると「ワーキングプア」「ホームレス」「格差社会」
の現実が並んでいる．透析医療の世界が日本社会の現
状を反映するならば，予後は改善されるどころか悪化
する可能性も秘めているように思われる．

1　日本の透析医療の黎明期を振り返って

日本透析医学会の「わが国の慢性透析療法の現況」
（2007 年 12 月 31 日現在）によると，わが国の透析患
者数は 275,119 人であり，4 人に 1 人は 10 年以上の透
析歴があり，25 年以上の長期透析歴の患者が 3.5％ を
占める．最長透析歴は 39 年 8 カ月である．40 年前に
タイムスリップして第 2 回人工透析研究会を覗いてみ
よう．

当時の「100 日以上の生存例は 301 例中 8 例（腹膜
灌流）」で，全国の透析患者数は 215 人である．腹膜
灌流で 100 日以上の長期生存はきわめて困難なもので
あったことがよくわかる．40 年後の進歩は想像もつ
かないのは当然のことだろう．「透析の事故と対策」
も議論されている．①血液リーク，②透析液濃度異常，
③細菌繁殖，④血清肝炎，が大きな事故である．現在

では考えられない透析室でのダイアライザー組み立て
なのだから血液リークもしばしば起こり，腎性貧血の
悪化を助長していただろう．輸血が必要になれば血清
肝炎が頻発することになる．透析液の清浄化を図り，
しかも濃度を適切な状態に維持することすら困難な時
代だったのである．

1971 年の第 7 回人工透析研究会では「長期透析患
者」について議論されている．当時の「長期透析患
者」とは 1 年以上維持透析を継続した患者である．正
しく隔世の感を覚える．興味深いことに，当時の「1

年以上の長期透析患者では血管障害，感染症，栄養障
害……，脳血管障害，心不全」等の合併症が大きな問
題になっていることだ．現在はこれらの合併症は，当
時と比べると超長期の透析患者で問題になっている．
透析医療の黎明期においては，透析患者は導入間もな
くから重大な合併症との共存を余儀なくされ，いつま
で生きられるかわからない状態に置かれていた．ここ
からの現在までの透析医療の進歩を勝ちえた先輩諸兄
姉に尊敬の念を覚える．

2　透析医療の成績の進歩

1983 年に透析に導入になった患者の平均年齢は
51.9 歳であり，1 年生存率は 81.9％ であった．年々透
析導入患者の平均年齢は高くなり，2006 年では 66.8

歳と約 15 歳高齢で透析導入になっているものの，1

年生存率は 87.4％ と改善されている．比較可能な 5

年生存率では，1983 年の 59.0％ と透析導入の平均年
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齢が約 13 歳上の 64.7 歳である 2002 年の 59.8％ とな
っている．10 年生存率は 10 歳上の平均 62.2 歳で導入
の 1997 年が 36.4％，1983 年導入患者のそれは 42.6％
である．高齢の患者でも透析に導入することが容易に
なり予後も大きく改善されていることが理解される．

透析患者全体の平均年齢も高くなっている．1983

年末の透析患者の平均年齢は 48.3 歳だった．2007 年
末には 64.9 歳と約 17 歳も高齢になっている．

透析導入の平均年齢および透析患者全体の平均年齢
が年々高くなっていることは，日本人の平均寿命が高
くなり，透析治療を必要とする慢性腎不全になる機会
が以前に比べて増加していることを意味するだろう．
また，透析治療が不確定なものから大きな進歩を遂げ，
確立された医療となり，日本人の寿命を延ばす要因に
もなりえたとも言えるだろう．これまでの透析患者数
の増加は，医学医療全般と個別の透析医療の恩恵にあ
ずかる人達が多く，透析患者のみならず日本人全体の
生存予後を改善してきたと言えるだろう．その成果は，
①透析医療チームの努力，②医療機器の進歩を担った
工学関係者，③薬剤の開発者，そして，④透析患者自
身の努力，にも負うであろう．

日本の透析治療は世界に誇る成績を得ていると言わ
れるが，日本人という人種の特性が存在するのだろう
か．Wong らの論文1）によると，米国に住む日系アメ
リカ人には慢性腎不全に対するなんらの優位性も見い
だされなかったということである．

現在までの成績は優れているが，今後も今までと同
様に生存予後は改善され続けるのだろうかという疑問
を持たざるをえない．

3　原疾患からみた予後改善の検討

1983 年の透析導入患者の原疾患の 60.5％ を慢性糸
球体腎炎が占めていた．糖尿病性腎症は 15.6％ だ．
ところが 2007 年は糖尿病性腎症が 43.4％ に増加し，
慢性糸球体腎炎は 24.0％ に減少している．

糖尿病自身が予後に関しての危険因子であり，糖尿
病性腎症の患者への対策が必要である．第一は糖尿病
性腎症にならないようにする，あるいは糖尿病性腎症
の進行を遅らせること，第二に慢性腎不全になった糖
尿病患者の治療等である．前者に対しては糖尿病学会
や糖尿病協会との共同作業が必要であろう．後者に関
しては米国腎臓財団が 2006 年にガイドライン2）を発

表しており大いに参考になる．このガイドラインにお
いて，次の点が指摘されている．

①　禁煙を続けること
②　血圧を 130/80 mmHg より低く保つこと
③　LDL コレステロールを 100 mg/dL 未満に維持

すること
④　HbA1c は 7％ 未満
⑤　必要に応じて低用量のアスピリンを内服する
⑥　運動不足にならないように
⑦　適切な栄養摂取をすること
透析医が上記を意識して患者の治療および指導をど

こまで行えるかが問われるだろう．
また，糖尿病患者に限らず禁煙は，心疾患と多くの

癌を減らし確実に予後を改善するだろう．しかし，政
府は禁煙の推進には熱心とは言えない．

栄養摂取に関しても十分に検討されなければならな
いだろう．食事制限だけが透析食の姿のようになって
しまうと，免疫力の低下等を生じ，予後を悪化させて
しまいかねない．

4　透析患者の死因から検討する予後改善手段

2007 年度の日本人全体の死因は第 1 位が悪性新生
物で 30.4％ を占める（表 1）．今や日本人の 2 人に 1

人が「癌」にかかり，3 人に 1 人が「癌」で死ぬと言
われる．死因の第 2 位が心疾患で 15.8％ であり，第 3

位が脳血管疾患の 11.9％ である．これらが三大死因
と言われ 6 割近くを占める．ところが透析患者では
少々事情が違い，心疾患が 33.5％ で第 1 位，第 2 位
は感染症で 18.9％ である．第 3 位が悪性新生物の 9.2

％，第 4 位が脳血管疾患の 9.0％ となっている．悪性

表 1　死亡原因の比較
（全体 VS 透析患者　2007 年度）

（％）
死　　因 日本人全体 透析患者

悪性新生物 30.4 9.2
心疾患 15.8 33.5
脳血管疾患 11.9 9.0
肺　炎 9.9 18.9
不慮の事故 3.5 5.8
自　殺 2.8 0.9
老　衰 2.9 ―
腎不全 2.0 ―
肝疾患 1.5 1.2
慢性閉塞性肺疾患 1.3 ―
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新生物で死亡する透析患者の比率は日本人全体と比較
して 1/3 にも満たない．透析患者は悪性新生物に罹
患して亡くなる程には長寿ではないと言えるのかもし
れない．

一 方 で「CKD（chronic kidney disease）患 者 は
CVD（cardiovascular disease）で死亡するリスクが高
い」ことを日本の透析患者の例も実証している．日本
の透析患者の心疾患での死亡は，日本透析医学会の統
計調査での，①心不全，②心筋梗塞，③カリウム中毒
と頓死を合計したものである．透析患者が CVD で死
亡するリスクは日本人全体の 2 倍以上である．

表 1 の死因順位の分類は必ずしも同じ手法ではされ
ていない．たとえば日本人全体では腎不全で死亡する
割合が 2.0％ であるが，透析患者は腎不全では死亡し
ていないことになっている．2007 年の日本人の全死
亡数は 1,108,334 人であり，その 2.0％ は同年の透析
患者の死亡数の 23,768 人にほぼ匹敵する．

感染症で死亡する割合は透析患者では 18.9％ にも
及ぶ．透析患者の感染症は肺炎とは限らない．グラフ
ト感染や CAPD に関する感染症なども含まれている
ことが推測される．日本人全体の 2 倍以上の比率で感
染症が原因で死亡しているのが透析患者である．

透析患者の死因は心疾患と感染症が二大死因となっ
ており，このような状況を日本人全体が経験したこと
があるのだろうか．1950 年頃までは感染症による死
亡が死因の第 1 位であり，それ以前は第 1 位のみなら
ず第 3 位までを感染症が占めるという時代が長く続い
た．ちなみに，1947 年の死因の第 1 位は全結核が 12.8

％，第 2 位の肺炎・気管支炎は 12.0％，第 3 位の胃腸
炎が 9.4％ である．感染症による死亡が実に 34.2％ を
占めている（表 2）．日本人の 3 人に 1 人が感染症で
死亡していたのである．現代では悪性新生物が感染症
に取って代わっている構図である．透析患者の死因は
日本人の特性とも違い，慢性腎不全による特殊な合併
症に負うものであろう．

死因を検討すると，心疾患と感染症を減らすことが
透析患者の予後を改善することになるだろう．
1985 年と 2007 年の透析患者の死因を比較（表 3）し
てみると，透析患者の平均年齢が高くなっているにも
かかわらず実は透析患者の心疾患は着実に減少してい
ることがわかる．

1985 年と 2007 年の透析患者の平均年齢はそれぞれ

表 2　日本人の死因の変遷

第 1 位 第 2 位 第 3 位

死　因 ％ 死　因 ％ 死　因 ％

1900（明治 33 年） 肺炎・気管支炎 10.9 全結核 7.9 脳血管疾患 7.7
1910（明治 43 年） 肺炎・気管支炎 12.1 全結核 10.6 胃腸炎 9.9
1920（大正 9 年） 肺炎・気管支炎 16.1 胃腸炎 10 全結核 8.8
1930（昭和 5 年） 胃腸炎 12.2 肺炎・気管支炎 11 全結核 10.2
1940（昭和 15 年） 全結核 12.9 肺炎・気管支炎 11.3 脳血管疾患 10.8
1947（昭和 22 年） 全結核 12.8 肺炎・気管支炎 12 胃腸炎 9.4
1950（昭和 25 年） 全結核 13.5 脳血管疾患 11.7 肺炎・気管支炎 8.6
1955（昭和 30 年） 脳血管疾患 17.5 悪性新生物 11.2 老衰 8.6
1960（昭和 35 年） 脳血管疾患 21.2 悪性新生物 13.3 心疾患 9.7
1980（昭和 55 年） 脳血管疾患 22.5 悪性新生物 22.4 心疾患 17.1
1981（昭和 56 年） 悪性新生物 23.1 脳血管疾患 21.8 心疾患 17.5

…
…

…
…

…
…

…
…

2007（平成 19 年） 悪性新生物 30.4 心疾患 15.8 脳血管疾患 11.8

表 3　年度による透析患者の死因の比較
（％）

死亡原因 1985 年 2007 年

心不全 31.3 24.0
脳血管障害 14.2 9.0
感染症 11.5 18.9
出　血 6.7 2.0
悪液質/尿毒症 6.5 3.1
悪性新生物 6.4 9.2
心筋梗塞 5.3 4.4
カリウム中毒/頓死 3.6 5.1
慢性肝炎/肝硬変 2.0 1.2
自殺/透析拒否 1.1 0.9
肺塞栓 0.7 0.3
災害死 0.4 0.7
その他 5.7 9.7
不　明 2.8 10.3
記載漏れ 0.6 ―
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50.3 歳と 64.9 歳である．心不全は 1985 年の 31.3％ か
ら 2007 年は 24.0％ に減少している．透析監視装置や
ダイアライザーの進歩で十分な除水が可能になったこ
とも心不全を減らしているのだろう．また，貧血治療
の劇的な進歩や弁膜疾患に対する外科的な介入も心不
全による死亡を減少させているに違いない．心筋梗塞
は 5.3％ から 4.4％ に減少している．透析歴が長くな
り，動脈の不可逆的な異所性石灰化による虚血性心疾
患も少なくないはずである．それにもかかわらず，心
筋梗塞による死亡の割合が減少しているのは，虚血性
心疾患の治療が進歩しているためだと思われる．

このように，透析医療だけの進歩ではなく，医学医
療全般の確実な進歩が透析患者の予後を改善すること
になることに疑いはない．悪性新生物で亡くなる透析
患者が 6.4％ から 9.2％ に増えていることにも注目し
たい．「癌」にかかるまで長生きできる透析患者が増
えているという一面もあるのだろう．

感染症が多いのは，①免疫力の低下，②集団治療に
よる感染機会が多いこと（通院という要素もあるだろ
う），③人工血管や CAPD カテーテル等の体内の異物
の存在が原因になっていると推定される．②と③を減
らせないならば免疫力を増進する必要があるだろう．
免疫力を高めるためには適切なタンパク質とエネルギ
ーの摂取と運動，そして十分な透析が必要とされる．
栄養の問題を深刻に考えなければならない時期にきて
いるのだろう．

5　将来も透析患者の予後は改善されていくか

日本人の平均寿命の変遷（図 1）を見ると，次第に
頭打ちになってきているように思われる．透析患者の
予後の改善も，日本人全体の寿命の構図を反映すると，
大きな改善は困難と考えられるだろう．また，透析患
者も社会の一員であり，社会の変化を考慮しなければ
ならない．

平均寿命と 1 人当たり国民所得（gross national in-

come）が相関することはよく知られている．日本人
は以前は男女共に世界一の平均寿命を誇っていた．し
かし，すでに男性の平均寿命は世界第 3 位あるいは第
4 位に落ちている．日本は経済大国であると政府は謳
うが，日本人個人の所得は下がり貧困化が始まってい
るのである．貧困は医療の恩恵を被ることを困難とさ
せるばかりではなく，健康を維持する生活そのものを
奪ってしまう．暖かな布団で寝ることもできず，質の
良い十分量の食事をとれず，疲労だけが重なり，明日
への不安に苛まれる生活では長寿は望めない．先進国
であり経済大国とされる日本には無用の心配であろう
か．

国連が「絶対的貧困」と定義しているのは 1 日を 1

ドル以下で生活しなければならない人達である．日本
では，ホームレスの人達であっても国連のいう「絶対
的貧困」ではないかもしれない．しかし，憲法 25 条
の「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を

図 1　日本人の平均寿命の変遷
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営む権利を有する」という定めが蔑ろにされていると
言わざるをえない．ホームレス，ないしそれに準ずる
ネットカフェ難民などの人達は国から棄てられた人達
である．機能するセーフティーネットの存在が覚束な
くなってきている現実を多くの人達が感じているので
はないだろうか．

透析患者もホームレスになる，あるいはホームレス
の人が慢性腎不全になり透析治療が必要になってもま
ったく不思議はない．国民の生存を確保すべき国が弱
者を放置し，格差社会を創出させている．15 兆円も
のバラマキ予算（景気対策としての追加予算である
2009 年度補正予算）があるなら，使途を変えて救わ
れるべき人達を救い，崩壊中の医療を育成し直すべき
だろう．

診療報酬の切り下げや医師不足により救急医療・産

科や小児科医療の切り捨て，公立病院の閉鎖等々の医
療崩壊を招いているのは明らかである．透析医療も医
療費の切り下げ等の被害に遭っている．このような状
況では日本人の寿命も透析患者の予後も改善されるこ
とは困難である．何年か先に○○年が日本人の寿命，
そして透析患者の予後が最も良好な年であったという
ことになるのであろうか．
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要　旨

高齢化社会の到来とともに透析導入患者は著しく高
齢化し，要介護患者が増加している．CKD の概念が
普及し，透析医療も特殊な医療としてではなく，地域
医療と整合性を保って発展していく必要がある．この
ためには医療と介護の連携に基づく在宅医療の推進に
より，積極的に患者 QOL の向上を図るとともに，社
会的入院の回避に努めるべきである．

はじめに

高齢化社会を迎え医療を取り巻く環境は大きく様変

わりした．透析導入患者の高齢化も急速に進展し様々
な問題が生じている．地域医療が大きく変貌する中で，
高齢透析患者を地域社会へ矛盾なく受け入れていくた
めの新たなシステムの構築が求められる．

1　超高齢化した透析医療

現在，透析患者の導入時年齢は 70～80 歳にピーク
がある（図 1）．また透析患者の余命は平均国民余命
の約 4 割と言われ，75 歳で透析導入となり，余命約 4

年というのがわが国の透析患者の平均像と考えられる
（図 2）1）．

今日，透析医療の対象となる多くの患者は，導入に

［透析医療における Current Topics 2009］

透析医療における医療・介護連携の意義

中野広文＊1　細谷龍男＊2

＊1  かしま病院内科　＊2  東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

key words：在宅医療，在宅透析，QOL，介護保険，社会的入院

Cooperation of medical treatment and nursing care for at-home dialysis patients
Internal Medicine, Kashima Hospital
Hirofumi Nakano
Division of Kidney and Hypertension, Department of Internal Medicine, Jikei University School of Medicine
Tatsuo Hosoya

図 1　導入患者の年齢と性別（2007）

図説　わが国の慢性透析療法の現況　2007年12月31日現在5歳
未
満 5～ 10

～
15
～
20
～
25
～
30
～
35
～
40
～
45
～
50
～
55
～
60
～
65
～
70
～
75
～
80
～
85
～
90
～
95
～

男性
女性

16

14

12

10

8

6

4

2

0

％

歳



透析医療における医療・介護連携の意義 191

より自ずと社会復帰できる患者ではない．透析導入に
よって高齢者の余生は大きく規定され，家族に多大な
介護負担を強いる可能性を秘めている．高齢者に対す
る透析導入は，生命予後を改善するためにという理由
だけでは片付けられない大きな影響力を，患者・家族
に及ぼすことを念頭に置かなければならない．わが国
の透析医療は正に高齢者医療に到達したと言っても過
言ではない．

2　透析と介護

高齢透析患者にとって医療と介護は独立したもので
はなく連携して提供されるべきである．透析導入の目
的は，QOL と生命予後の改善であることは議論を挟
む余地はない．しかし，高齢者では，優れた治療法の
選択が常にこうした目的を達成するとは限らない．重
篤な血管合併症を有する患者，加齢により ADL が極
端に低下した患者，認知症を呈する患者，すでに重篤
な栄養障害に陥っている患者，さらにこうした病態の
もとで経済状況や介護環境の整わない要介護者では，
尿毒症回避のための透析導入が必ずしも QOL と生命
予後の改善をもたらすとは限らない．

高齢要介護者に対する透析導入は，病態に関する適
応基準の判定と同様に介護環境の評価も重要である．
選択される治療法により特殊な介助が必要になること
もあれば，介護状況によって治療法が限定される場合
もある．要介護末期腎不全患者では各治療法の特徴を
理解し，介護と連動して包括的に対応しなければ，
QOL と生命予後の改善は期待できない．

3　透析患者の在宅医療

透析導入後，血液透析（HD）患者であれば，通常，

週に 3 回透析施設へ通院する．腹膜透析（PD）患者
では自宅で自らバッグ交換等の透析手技を行い，医療
機関への通院は 1～2 回程度であり，一般の通院患者
と大差はない．PD が在宅透析であると言われるゆえ
んである．しかし，透析患者が様々な理由で要介護状
態へと陥ると，様相は一変する．HD 患者の最大の障
壁は透析施設への通院問題である．週に 3 回，自宅と
透析施設との往復は患者へ大きな負担となる．このた
め，通院がきわめて困難な場合には，やむをえず医療
機関への入院となる．同様に PD 患者が要介護状態に
陥り，1 日数回のバッグ交換が自ら行えなくなると，
家族に多大な負担をかけることになり，自宅での療養
が難しくなる．

このように，透析という医療行為を日常的に行って
いる透析患者では，要介護状態へ陥ることにより自宅
での療養が困難になり，医療機関へ入院となる機会が
高まる．透析医療は介護問題によって容易に社会的入
院を生じやすい医療なのである．しかし，介護問題が
理由で医療機関への入院に頼る仕組みは極力避けるべ
きであり，改めなければならない．本来の治療以外の
目的，すなわち介護上の理由で利用する病院・病床は，
家族が介護負担から逃れることはできても，要介護患
者の QOL の向上を期待するものでもなければ医療費
の効率的運用にも妨げとなる．

近年，医療政策により病院・病床は削減されつつあ
る（図 3）．社会的入院は病床を占拠することにより
本来の治療用病床をさらに縮小させ，地域医療の現場
に悪循環をもたらしている．社会的入院を回避する最
も有効な手段は，医療と介護の連携に基づく在宅医療
の推進である．透析医療における在宅医療の目的は，
要介護患者の入院外療養を積極的に支援することによ
り，患者 QOL の確保と医療費の節減を図ることであ
る．

一般に在宅透析とは，狭義では自宅でバッグ交換を
行う PD と家庭血液透析（HHD）を指す．しかし，
HHD の普及率は低く，多くの HD 患者は自宅から透
析施設へ通院している．在宅医療を推進する目的は，
治療以外で病院・病床の利用を回避することであり，
自宅から通院している要介護 HD 患者の療養スタイ
ルも広義の在宅透析である．また，介護施設から透析
施設へ通院する要介護 HD 患者，あるいは介護施設へ
入所している PD 患者も在宅医療を行っている透析患

図 2　導入患者生存率

わが国の慢性透析療法の現況 2004/12/31
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者であり，こうした療養スタイルを広義の在宅透析と
定義する（表 1）．

要介護患者に対する在宅医療（広義の在宅透析）を
推進させるためには，積極的な在宅支援が必要である．
在宅支援は，訪問診療と訪問看護による医療系支援と
各種の介護支援から構成される．通院 HD 患者では，
通院のさいに透析施設で医療系支援を行えるが，さら
に終末期などで重篤な病態・合併症をさらに手厚く管
理するためには，訪問看護や往診は有用な手段である．
一方，自宅あるいは介護施設入所中で通院困難な PD

患者の場合，各種介護支援に加えて，訪問診療と訪問
看護は在宅療養継続のための必要条件である．

このように，広義の在宅透析を継続させるための質
の高い在宅支援とは，医療系支援と各種介護支援を連
携して包括的に提供するシステム構築である．

4　要介護透析患者の療養の場 
　　――介護施設における透析患者の受け入れ状況

透析患者が要介護に陥った場合でも，家族の介護と

介護保険のサービスを利用すれば自宅で在宅透析は継
続される．しかし，単身世帯や介護環境の整わない患
者では自宅での療養が困難になる．このような場合，
社会的入院を極力回避するため介護施設の利用を検討
しなければならない．しかし，一般的に透析患者の介
護施設利用は様々な理由により敬遠されがちである．

そこで，福島県いわき市内の介護サービス事業所に
対しアンケート調査を行い，透析患者の受け入れに関
する意識調査を行った．その結果，78 施設中 44 施設
より回答を得た（回収率 56.4％）．内訳は介護老人福
祉施設（特養）5 件，介護老人保健施設（老健）8 件，
認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
19 件，小規模多機能型居宅介護事業所 9 件，特定施設
入居者生活介護事業所 3 件であった．44 施設中これ
まで透析患者の利用実績があったのは 17 施設（38.6

％）で，内訳は特養 3 件，老健 3 件，グループホーム
事業所 5 件，小規模多機能型居宅介護事業所 4 件，特
定施設入居者生活介護事業所 2 件であった．

施設で透析患者を受け入れるさいの問題点を尋ねた．

図 3　病院数・病院病床数の年次推移（1950～2007）
　1985 年の第一次医療法改正により都道府県医療計画制度が導入され，病床規制制度が
実施された．地域の病床数が基準を超えている地域には原則として新たに病院設置ができ
なくなり，この制度施行前のいわゆる「駆け込み増床」を最後に，病院病床数は 1992 年
をピークに以後逓減している．

資料：統計局・日本の長期統計系列，厚生労働省・医療施設調査
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表 1　在宅医療推進のための在宅透析の定義

狭義の在宅透析
　　家庭血液透析（home hemodialysis； HHD） ‥‥自立患者が自宅で行う血液透析
　　腹膜透析（peritoneal dialysis； PD） ‥‥自立患者が自宅で行う腹膜透析
広義の在宅透析
　　通院血液透析（going to hospital hemodialysis）‥‥自宅あるいは施設より透析施設へ通院する血液透析
　　在宅腹膜透析（at-home peritoneal dialysis） ‥‥自宅あるいは施設で行う腹膜透析
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上位 6 項目は表 2 に示すように，医療機関との連携お
よび緊急時の対応に関する問題，看護職員の不足およ
び夜間の人員配置体制不足の問題，透析施設への送迎
問題，施設スタッフの透析に関する知識不足の問題，
透析患者の合併症等に対する医学管理上の問題，透析
等の医療に対する診療報酬請求に関する問題であった．
こうした理由の中には，医療機関と施設が連携を密に
とることで解決できる問題もある．しかし，施設の職
員配置（看護体制）と医療機関の診療報酬算定に関し
ては制度上の問題であり，一朝一夕に片付けることは
できない．

透析患者の施設受け入れは，治療法によっても状況
は異なる．PD バッグ交換は医療行為として定められ
ているため，患者自身以外に看護師しか行えない．特
養の看護体制の設定は低く，夜間には看護師が不在に
なる施設も多く，PD 患者の入所が困難な理由となっ
ている．PD 患者が老健に入所して外部の保険医療機
関を受診した場合，医療機関は「在宅自己腹膜灌流指
導管理料」の医療保険請求をできない．老健が医療機
関の併設であれば，さらに「初診料」，「再診料」，「外
来診療料」の医療保険請求もできない．老健に入居し
ている PD 患者は実質的に皆無であろう．老健へ入所
の HD 患者でも，透析医療機関は「慢性維持透析患者
外来医学管理料」の医療保険請求をできないため不利

な扱いを受けざるをえない2）．
このように透析患者の介護施設利用に関しては，問

題点が山積している．しかし，高齢透析患者の在宅医
療を推進していくためには，療養生活の場としての介
護施設はきわめて重要な役割を担っており，解決して
いかなければならない課題である．

5　在宅透析患者への特異的介助

要介護透析患者の在宅透析を継続させるためには，
一般生活に対する介護に加え，透析法によって特異的
な介助を必要とする．HD 患者で重要な特異的介助は
透析施設への送迎介助である．週に 3 回透析施設への
往復通院介助は，家族にとって大きな負担となり，在
宅透析が中断される要因となる．一方，PD 患者が要
介護状態に陥り自らバッグ交換ができなくなると，日
日のバッグ交換は家族にとって大きな介護負担になる．

1）　血液透析患者に対する通院介助
平成 21 年 1 月末時点で，かしま病院へ通院する透

析患者のそれぞれの透析特異的介助に関して調査した．
要介護透析患者の介護・生活状況を HD と PD 別に表

3 に示した．HD の透析歴が 73.5±57.3 月に対し，PD

では 40.2±22.5 月と短いのが特徴的であった．要介護
認定時における介護状況の相違や，様々な理由による
PD 離脱が要因として示唆される．要介護 HD 患者の
要介護度はそれぞれ，要支援 1：1 名，要支援 2：1 名，
要介護 1：7 名，要介護 2：9 名，要介護 3：10 名，要
介護 4：10 名，要介護 5：2 名であった．在宅状況は，
自宅療養の患者 32 名，介護施設で療養中の患者は 8

名（内，特養 3 名，グループホーム 1 名，有料老人ホ
ーム 4 名）であった．

これらの患者の通院状況は，要支援患者の 1 名は自
立していた．透析医療機関が提供する送迎バスを利用
する患者 16 名，訪問介護の利用者 14 名，家族の介助

表 2　高齢者施設の透析患者受け入れに関する問題点
　　　　　　（アンケート調査より）

・医療機関との連携・緊急時の対応
・職員配置　――　看護職および夜間の職員配置の不足
・透析施設への送迎
・施設スタッフの透析に関する知識不足
・ 透析患者の医学管理（食事，血圧，血糖，シャント等に関す

る管理）
・透析関連の診療報酬請求に関する問題

アンケート回答施設：介護老人福祉施設 5 件，介護老人保健施設 8 件，認
知症対応型共同生活介護事業所 19 件，小規模多機能型居宅介護事業
所 9 件，特定施設入居者生活介護事業所 3 件

表 3　透析特異的介助を必要とする要介護透析患者の介護・生活状況

臨床像 要介護度 在宅状況

性
（男性/女性）

年齢
（歳）

基礎疾患
（DM/nonDM）

透析歴
（月）

要支援 要介護
自宅 特養 グループ

ホーム
有料老人
ホーム1 2 1 2 3 4 5

HD
（n＝40） 23/17 74.9±10.5 22/18 73.5±57.2 1 1 7 9 10 10 2 32 3 1 4

PD
（n＝10） 5/5 74.3±8.5 6/4 40.2±22.5 0 0 1 3 3 1 2 9 0 0 1

平成 21 年 1 月末現在
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による送迎 4 名，その他が 5 名（介護施設の職員ある
いは医療機関所属のヘルパー）であった．要介護患者
の中で家族による介助は 10％ に留まっていた．病院
送迎バスや家族介助を利用する患者は比較的要介護度
が低く，訪問介護やその他を利用する患者では要介護
度が高いのが特徴的であった（図 4）．この中で，医
療機関が提供する送迎バスの利用者が最も多かったが，
これは民間の医療機関で提供されるサービスである．
一般にこのサービスは公立医療機関では提供されず，
公立医療機関に通院する HD 患者では，他の介助手段
をとらざるをえない．

要支援者に対する給付は予防給付であり，介護給付
としての送迎介助（訪問介護）は利用できない．介護
保険法の改正によって 2006 年 4 月より，従来の要介
護 1 から要支援 2 へ移行した患者については訪問介護
による送迎介助を受けられなくなった．また通院に介
護保険が利用されると，他のサービスの利用が縮小し
てしまう．これは介護給付が一般生活状況の必要性か
ら判断され，透析など医療によって発生する介護負担
を別枠としては原則一切考慮されないためである2）．

2）　腹膜透析患者に対するバッグ交換介助
要介護 PD 患者の要介護度はそれぞれ，要介護 1：

1 名，要介護 2：3 名，要介護 3：3 名，要介護 4：1 名，
要介護 5：2 名であった．在宅状況は，有料老人ホー
ムに入居している 1 名以外は自宅で PD を行っていた．
要介護 PD 患者のバッグ交換に関する介助状況は，要
介護 2 の患者 1 名が自立，家族介助 8 名，訪問看護師
の介助 2 名，介護施設看護師の介助 1 名，PD 専任看
護師の介助 1 名であった（ただし，一部家族介助の自

立患者，家族と訪問看護師，訪問看護師と PD 専任看
護師と複数の介助利用患者が 3 名）（図 5）．

要介護 PD 患者では 8 名（80％）の患者家族がバッ
グ交換を介助していた．しかも内 5 名（50％）は要介
護 3 以上と要介護度が高かった．要介護 3 以上の HD

患者を通院介助した家族は 2 名（5％）に留まってい
たのとは対照的である．HD 患者に比較して，PD 患
者に関する透析介護負担はきわめて大きいと推察され
る．さらに前述したように PD 患者では介護施設の利
用に関して制約が多い．このため PD は本来在宅透析
として考えられているが，PD 患者が要介護状態に陥
った場合に，在宅療養の継続はきわめて困難となって
しまう．要介護 PD 患者に対する介護負担の軽減は喫
緊の課題である．

6　透析終末期の在宅医療

重篤な合併症や加齢によって栄養障害や ADL の低
下が進展し，悪液質を伴った寝たきり状態に陥ると，
もはや治療によって病態の改善は期待できず透析終末
期を迎える．このような状況であっても要件が整えば
QOL に配慮した在宅医療の継続は可能である．

1）　透析終末期における PD 療法：「PD rescue 療法」
PD は本来在宅透析であり，透析終末期においても

在宅療養の継続によってその長所が十分に活かされる
ことが期待される．そのための必要条件は，訪問診療
と訪問看護による医学管理と在宅生活に関する支援で
ある．この二つのシステムを連携して機能させれば，
透析終末期であっても QOL を保持した在宅医療を継
続することができる．

図 4　要介護 HD 患者の通院状況
　　　　　　　　　（n＝40）
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図 5　要介護 PD 患者のバッグ交換
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表 4 は，平成 9 年 10 月より平成 20 年 6 月末の期間
に，透析終末期を在宅で療養継続した PD 患者の治療
内容と生活支援の概要である．症例は 23 名（男性 14

名，女性 9 名），訪問診療開始時の平均年齢は 77.2±
8.8（53～91）歳，要介護度は介護保険制度導入前の 2

例を除き，要介護 3 が 2 名，要介護 4 が 4 名，要介護
5 が 15 名と全例がほぼ寝たきり状態であった．主介
護者は妻 6 名，夫 2 名，娘 7 名，息子 2 名，嫁 3 名，
ヘルパー 2 名（内，1 名は有料老人ホームの入居者）
であった．訪問診療を提供した平均在宅期間は 19.8±
17.6（1～69）週であった．9 名は PD first であったが，
14 例の先行透析は HD であり，在宅療養を目的に PD

療法へ変更した．10 名は自動腹膜灌流装置（automat-

ed peritoneal dialysis； APD）を利用していた．週の
PD 施行日数は 5.2±1.5（2～7）日で，6 名を除き治
療休日を設けることができた．原則として訪問診療は
毎週 1 回行った．訪問看護は必要に応じて週に 1 回か
ら連日で行った．

在宅生活支援としての社会資源の利用状況は，訪問
入浴 12 名，訪問介護 7 名，訪問リハビリテーション
2 名，デイケア・デイサービス 2 名，ショートステイ

2 名，福祉用具貸与 7 名と，必要に応じて様々な社会
資源を活用していた．このように終末期患者に対する
積極的な QOL の向上を目的とした在宅 PD 療法を，
PD rescue therapy と定義した3, 4）．

2）　透析患者の看取り状況
①　看取りの場
かしま病院では透析終末期であっても，在宅医療を

希望する患者・家族に対して在宅医療の継続を積極的
に支援している．その延長として，在宅で患者を看取
ることも可能である．

平成 20 年 1 月より 12 月末までの 1 年間に当院で加
療中に死亡した透析患者の看取りの場を調査し，在宅
で「看取り」を可能とする要件を検討した．対象患者
は平成 20 年 1 月から 12 月末の 1 年間に死亡した 25

名である．内 19 名は病院で死亡，6 名が病院外（在
宅）死亡であった．在宅死亡の内訳は自宅 4 名（HD

患者），特養 1 名（HD 患者），有料老人ホーム 1 名
（PD 患者）であった（表 5）．在宅死亡例では，すべ
ての症例で訪問診療と訪問看護を提供した．

②　在宅死亡例の死因

表 4　腹膜透析を活用した終末期在宅療法

No. 年齢
（歳） 性 要介護度 主介護者 在宅期間

（週） 先行療法 PD 処方 治療日数
（日/週）

訪問診療
（回/週）

訪問看護
（回/週） 社会資源の利用

1 81 女性 ※ 娘 12 HD CAPD 3 1 6
2 68 男性 ※ 妻 3 HD CAPD 7 1 6
3 82 男性 5 娘 7 HD APD 7 1 6
4 69 女性 5 夫 15 HD APD 7 1 5
5 67 男性 5 嫁 10 HD APD 3 1 2～4 デイケア・デイサービス
6 79 男性 5 妻 58 PD first CAPD 2 1 2～5 訪問入浴
7 53 男性 5 妻 26 HD APD 6 1 3 訪問入浴・ショートステイ
8 71 男性 5 妻 36 HD APD 4 1 3 訪問入浴
9 74 男性 4 娘 4 HD APD 6 1 2

10 72 男性 5 娘 5 HD APD 4 1 4 訪問入浴・ショートステイ
11 81 男性 4 娘 7 HD CAPD 5 1 1～3 福祉用具貸与
12 84 女性 4 娘 22 HD APD 6 1 2 訪問介護・デイケア・デイサービス
13 68 女性 5 嫁 43 PD first CAPD 3 1 1～3 訪問入浴・訪問リハビリテーション
14 73 女性 4 息子 13 PD first APD 4 1 2 訪問入浴・訪問介護
15 91 男性 5 息子 1 PD first APD 5 1 4 訪問入浴・訪問介護
16 79 女性 3 夫 69 PD first CAPD 7 1 7 訪問入浴
17 85 女性 5 ヘルパー 31 HD CAPD 5 1 6 訪問介護・福祉用具貸与
18 86 男性 5 娘 11 PD first CAPD 7 1 7 訪問入浴・訪問介護・訪問リハビリテ

ーション・福祉用具貸与
19 89 男性 5 嫁 13 HD CAPD 6 1 6 訪問入浴・訪問介護・福祉用具貸与
20 78 男性 5 妻 12 PD first CAPD 7 1 6 訪問入浴・訪問介護・福祉用具貸与
21 80 男性 5 妻 34 PD first CAPD 5 0.5 1～3 福祉用具貸与
22 75 女性 3 夫 20 HD CAPD 6 0.5 2 訪問入浴・福祉用具貸与
23 91 女性 5 ヘルパー 4 PD first CAPD 5 1 1 有料老人ホーム入所

※介護保険制度導入前　CAPD：continuous ambulatory peritoneal dialysis　APD：automated peritoneal dialysis
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病院死亡と在宅死亡での死因を検討した．在宅死亡
の死因は，悪性疾患 3 名と悪液質（老衰）3 名であっ
た（表 6）．いずれも進行性で不可逆的病態であり，
入院による治療改善は期待できず，これらの症例は家
族同意のもとで，在宅での看取りを前提にして在宅療
養を継続した．感染症や消化管出血等の可逆性の病態
では時に入院治療が必要と判断され，在宅で看取るの
が困難な場合もある．

③　病院死亡例の在院日数
病院死亡例の入院在院日数を調査した．1 日：3 例，

2 日：3 例，3～10 日：6 例，11～15 日：2 例（内 PD  

1 例），31～100 日：3 例（内 PD 1 例），101 日以上：
2 例（平均 HD 28.6±51.1 日，PD 30.0±15.0 日）であ
った（図 6）．

病院死亡例には，急性合併症が原因となり死亡に至
った症例，重篤な病態に対する治療が長期化し退院が
できず死亡に至った症例，慢性の経過を辿り社会的入
院の末に転帰を迎えた症例と様々な症例が含まれてい
る．そのため一概に判断することは難しいが，100 日
超の長期入院例は 2 名であり，全死亡例に対して長期
社会的入院の末の死亡例は少なかった．

④　最終 HD から死亡までの日数
延命療法として透析は中断することのできない治療

である．PD は連続的治療法であり，身体に及ぼす侵
襲が小さいため治療の中止を意識せず看取りを迎える

ことが可能である．一方，HD は血液を体外循環させ
るため身体への負担が大きく，重篤な病態では治療そ
のものが死期を早める可能性がある．そのため重篤な
病態においては，常に HD の中止を意識せざるをえな
い．また死期が迫った病態では HD の継続が憚られ
る状況もあり，HD ではこうした状況下で治療中止の
タイミングに悩むことが多い．

病院および在宅死亡例の最終 HD から死亡までの
日数を調査した．病院死亡例では 0～10 日（3.0±2.8

日），在宅死亡例では 0～27 日（6.8±10.2 日）と在宅
死亡例で死亡までの日数が長かった（図 7）．在宅死
亡例では，HD の中止後，死亡を迎えることが多い一
方，病院死亡例では HD 中止の決定がないまま死亡に
至る症例が多いと推察される．

3）　症例紹介
①　症例 1：HD 患者の看取り「自宅」
症例は 73 歳，男性．平成 12 年 11 月，糖尿病性腎

症由来の慢性腎不全のため HD を導入した．平成 15

年 8 月，左大腿骨頸部を骨折．平成 18 年 10 月，糖尿
病性壊疽のため右下腿を切断後，ADL は低下し車椅
子生活を強いられた．訪問入浴，訪問リハビリテーシ

表 5　透析患者の「看取りの場」

病院
（n＝19）

在宅（n＝6）

自宅
（n＝4）

介護施設（n＝2）

特養
（n＝1）

有料老人
ホーム
（n＝1）

HD（n＝22） 17 4 1 0
PD（n＝3） 2 0 0 1

特養：特別養護老人ホーム
平成 20 年 1 月～12 月末

表 6　看取りの場と死因

悪性疾患 4 DIC 2
3 0

感染症 7 肺水腫 1
0 0

悪液質（老衰） 1 動脈瘤破裂 1
3 0

脳血管障害 2 消化管出血 1
0 0

上段：病院　下段：病院外（在宅）

図 6　病院死亡例の在院日数

HD（n＝17）
1日 2日 3～10日 11～15日 16～30日 31～100日 101日

PD（n＝2）

（患者数：人）
7
6
5
4
3
2
1
0

HD　平均28.6日
PD　平均30.0日

（入院期間）

図 7　最終血液透析から死亡までの日数

在宅
（n＝5）

5 10 15 20

病院
（n＝17）

6.8±10.2（0～27）日

（日）

3.0±2.8（0～10）日
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ョン，訪問介護を利用し通院透析を継続したが，認知
症と栄養障害が進展し寝たきり状態となった．傾眠傾
向が著明でほとんど会話できず，食事摂取量も極端に
低下したため終末期の病態であることを家族に説明し
た．家族より HD 中止の申し出があったため担当者
会議を開催，平成 20 年 3 月 22 日より自宅での訪問診
療を開始した．毎週 1 回の訪問診療と訪問看護を行っ
た後，4 月 18 日に永眠された（往診により看取った）．

②　症例 2：PD 患者の看取り「有料老人ホーム」
症例は 91 歳，女性．平成 17 年 1 月，腎硬化症由来

の慢性腎不全のため PD を導入した．平成 17 年 3 月，
左大腿骨頸部骨折のため車椅子生活となる．独居生活
のため退院後は有料老人ホームへ入所した．平成 20

年 5 月 9 日，肺炎にて入院した．入院中，廃用症候群
のため寝たきり状態に陥った．5 月 19 日，有料老人
ホームへ戻り，同時に訪問診療を開始した．PD 処方は，
月・火・金，土曜日は施設看護師によるバッグ交換を
1 日 2 回行った．毎週水曜日に訪問診療，毎週木曜日
の午前・午後それぞれ訪問看護師にてバッグ交換およ
び身体観察，褥創処置，出口部ケアを支援した．在宅

PD 療法を約 1 カ月継続したが，6 月 18 日に老衰のた
め永眠された（往診により看取った）．

おわりに

透析療法は本来在宅医療であるが，身体機能の低下
に伴う生活障害によって在宅療養の継続が困難になる．
高齢化社会において在宅医療は患者 QOL の向上と社
会的入院回避のため重要なシステムであり，入院機能
が低下した地域医療を早期に是正していくための重要
な医療戦略である．

文　　献
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要　旨

腎移植と他の末期腎不全治療との比較を行った
2003 年の米国腎疾患データーシステムは，末期腎不
全治療法の中で腎移植が最も患者の生命予後を改善す
ると報告している．そして，米国において末期腎不全
治療の第一選択として年間 1 万 5,000 件を超す腎移植
が実施されているが，わが国の腎移植は，わずか年間
1,200 例程，米国の 1/10 弱の数でしかない．透析医療
水準が諸外国と比べ高いわが国の末期腎不全患者にと
っても，腎移植療法が QOL の高い根治療法の恩恵を
もたらすことは可能と考えられる．本稿では，わが国
の腎移植療法の現況と移植医がなさなければならない
ことについて述べたい．

はじめに

腎移植は，すべての腎機能を代償しうる新しい腎臓
が体内に移植されるため，透析療法などの他の末期腎
不全治療法より生命予後や QOL の改善の点で優れて
いるとされている．腎移植と他の末期腎不全治療との
比較を行った 2003 年の米国腎疾患データーシステム

（United States Renal Data System； USRDS）1）は，末期
腎不全治療法の中で腎移植が最も患者の生命予後を改
善すると報告している．そして，米国において腎移植
は医療経済的な因子も加味され，末期腎不全治療の第
一選択として年間 1 万 5,000 件を超す数が実施されて
いる．

一方，わが国の腎移植は，わずか年間 1,200 例程し
か行われておらず，それは米国の 1/10 弱の数でしかな
い．たしかに，わが国における透析の医療水準は諸外
国と比べ高く，その恩恵を多くの慢性腎不全患者は享
受している．しかし，近年の移植免疫抑制療法の進歩
により移植腎生着率は著しく向上し，わが国の末期腎
不全患者にとっても，腎移植療法がより身近な QOL の
高い根治療法の地位を得ることが可能となり，末期腎
不全治療の中で唯一腎臓の全機能を完全に代償できる
治療である腎移植を推進する意義は大きいと思われる．

本稿では，わが国の腎移植療法の現況と，われわれ
移植医が今何をなすべきかついて述べたい．

1　腎移植の現況

わが国の腎移植は，その成績において欧米諸国と遜
色はないが，その腎移植実施数は，わずか年間 1,200

例程しか行われておらず，それは米国の 1/10 弱の数
でしかない．腎移植には，両親，兄弟，配偶者などか
ら腎臓の提供を受ける生体腎移植と，脳死下または心
臓停止となった方の生前の意思やご遺族の了解の下，
腎臓を摘出し移植する献腎移植がある．わが国の生体
腎移植ガイドラインは日本臨床腎移植学会から表 1

の指針が示されており，提供者の範囲も，日本移植学
会倫理指針（平成 19 年 11 月 24 日改正）として「親
族に限定する．親族とは 6 親等内の血族，配偶者と 3

親等内の姻族を指すものとする．親族に該当しない場
合においては，当該医療機関の倫理委員会において，

［透析医療における Current Topics 2009］

末期腎不全治療に腎移植はどのように貢献できるか

打田和治
名古屋第二赤十字病院腎臓病総合医療センター移植外科
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症例毎に個別に承認を受けるものとする．」と定めら
れている＊1）．

第 42 回日本腎移植臨床学会における統計報告によ
ると，2008 年の 1 年間に生体腎移植 996 例，献腎移

植 210 例と，計 1,206 例の腎移植が施行された（表 2）．
わが国の腎移植数は欧米と比べ絶対数は少ないものの
僅かずつ順調に増加していたが，2008 年は 2007 年総
実施数 1,224 例と比べ横ばいとなっている（図 1）．

表 1　わが国の生体腎移植ガイドライン

I. 腎移植希望者（レシピエント）適応基準
　1. 末期腎不全患者であること
　2. 全身感染症がないこと
　3. 活動性肝炎がないこと
　4. 悪性腫瘍がないこと
II. 腎臓提供者（ドナー）適応基準
　1. 以下の疾患または状態を伴わないこととする
　　ａ. 全身性の活動性感染症
　　ｂ. HIV 抗体陽性
　　ｃ. クロイツフェルト・ヤコブ病
　　ｄ. 悪性腫瘍（原発性脳腫瘍及び治癒したと考えられるものを除く）
　2. 以下の疾患または状態が存在する場合は，慎重に適応を決定する
　　ａ . 器質的腎疾患の存在（疾患の治療上の必要から摘出されたものは

移植の対象 から除く）
　　ｂ. 70 歳以上
　3. 腎機能が良好であること

平成 20 年 5 月 18 日　日本移植学会理事会で承認
平成 21 年 1 月 28 日　日本臨床腎移植学会評議員会にて改訂

（参考 URL ＊1 より）

表 2　2007・2008 年腎移植報告数

移植実施
施設数　

腎移植数

生 体 腎 献　　腎 脳死体腎 計

2007 132 1,037 163 24 1,224
2008† 132    996 184 26 1,206

† 　第 42 回日本臨床腎移植学会（2009 年 1 月 29 日）での腎移植臨床登録報告による．
実施報告用紙・症例数確認調査により確認した数値．

図 1　腎移植数の年次推移
（第 42 回日本臨床腎移植学会（2009 年 1 月 29 日）腎移植臨床登録報告より）
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近年の腎移植数の増加は，免疫抑制療法の進歩により，
ABO 血液型不適合あるいは HLA 抗原不一致などの免
疫学的障壁を乗り越えることが可能となったことを背
景に，非血縁者間である夫婦間生体腎移植が大きく増
加したことによる．2007 年の生体腎移植提供者の続
柄別割合は，46.7％ の両親に次いで配偶者が第 2 位の
34.0％ となった．残念ながら，本来あるべき献腎移植
数の増加はなく低迷している．

レシピエント年齢のピークは，生体腎，献腎移植と
共に 50 歳台にあり，それぞれ 23.8％ と 33.7％ であっ
た．しかし，30 歳未満の年代がレシピエントに占め

る割合は，生体腎移植が 20.4％ を占めるのに対して，
献腎移植例では 7.5％ と比べ極端に少なくなっており，
これは後述する献腎移植の待機年数の過多が影響する
移植腎配分ルールによるところが大きい（図 2）．

献腎移植が少ないわが国において，そのドナー不足
を解消するため普及した ABO 血液型不適合生体腎移
植は，全生体腎移植例の 23.3％（240/1,031 例）を占
めるまで増加した．また，腎移植前に維持透析を経な
い 先 行 的（preemptive）腎 移 植 数 も 増 加 し 13.9％

（143/1,031 例）を占めている．一方，献腎移植ドナー
の不足を反映し，献腎移植の待機期間が長期化し，献

図 2　2007 年症例　レシピエントの年齢
　　　　　　　　　　　　　  （参考 URL ＊2 より）
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配偶者

両親

兄弟姉妹

他の非血縁
子供 献腎移植

～19 歳

20～39 歳

40～59 歳

60 歳～

適合

ABO 血液型適合度（生体腎移植）

不適合

レシピエント年齢

提供者との関係 術前の透析期間

未導入

1 年未満

1～9 年

10 年～ 21
13

21

29

22

3

23

36

25

53

35

29

62

9

3



末期腎不全治療に腎移植はどのように貢献できるか 201

腎移植の術前透析期間は平均 16.9±6.9 年と生体腎移
植の平均 4.0±4.7 年と比べ著しく長く，また，20 年
以上の長期透析症例が 25.8％ を占めていた＊1）．

名古屋第二赤十字病院で行われた 2008 年腎移植症
例 84 例を提供者との関係，術前の透析期間，血液型
適合度およびレシピエント年齢について図 3 に示した．
2007 年の全国統計に認められた，提供者としての配
偶者，血液型不適合移植，そしてレシピエントの高齢
化などの傾向がより顕著となっていることがわかる．

2008 年のわが国の腎移植実施施設は 132 施設であ
り，その実施件数別の施設数を表 3 に示した．年間
20 例以上腎移植を行っている施設は 15 施設（11.3

％）であり，全移植件数の 46.1％ を行っている．一方，
59 施 設（44.7％）は 年 間 1～4 例（平 均 1.97 例/年）
しか実施していない．透析医療と異なり，腎移植医療
を専門としている施設が少ない．

2　腎移植成績

腎移植においては，心臓や肝臓移植とは異なり，腎
移植後に移植腎が廃絶しても，再び透析療法に戻るこ
とにより生命維持は可能である．そのため，移植成績
を移植手術後患者が生存している割合を示す「生存
率」と，移植された腎臓が機能し続け透析から離脱し
ている割合を示す「生着率」を区別して表している．

日本移植学会広報委員会の腎臓，臓器移植ファクト
ブック 20084）は，1982 年から 2004 年までに施行され
た腎移植について 2006 年に調査を開始し，追跡可能
であった症例について 2008 年に解析結果を報告して
いる．患者生存率は，14,165 例（生体腎移植 10,644 例，
献腎移植 3,521 例）について調査が行われ，生体腎移
植/献 腎 移 植 そ れ ぞ れ 1 年 95.3％/90.4％，5 年 90.7

％/83.4％，10 年 84.8％/76.5％，15 年 79.4％/69.5％，
20 年 73.0％/63.4％ であった．また，移植腎生着率は，

13,614 例（生体腎移植 10,175 例，献腎移植 3,439 例）
において，生体腎移植/献腎移植それぞれ 1 年 93.4

％/82.8％，5 年 81.7％/65.8％，10 年 65.6％/50.2％，
15 年 51.8％/38.8％，20 年 40.3％/31.1％ であった．

腎移植成績は，新しい免疫抑制薬の開発，あるいは
移植免疫抑制療法の進歩により年代ごとに改善されて
いる．上記解析結果では，1982 年以前，1983～1989 年，
1990～1999 年，2000 年以降の 4 期に分けて生体腎移
植と献腎移植の成績の推移を比較している．

生体腎移植の年代別生着率は，1982 年以前の成績
に比較して，それ以降の成績は年代ごとに改善がみら
れ，特に 3 年目，5 年目の成績が飛躍的に改善されて
おり，2000 年以降では 5 年目で移植腎生着率が 90％
を超えている（図 4）．献腎移植の年代別生着率も，
同様に 1982 年以前の成績に比較して，それ以後の成
績が飛躍的に改善されている．2000 年以降では，移
植腎 1 年生着率が 90％ を超えており，3 年 84.7％，5

年 78.6％ となり，著しい成績の向上がみられた（図 5）．
このように生体腎移植，献腎移植ともに成績が向上

した理由として，1986 年カルシニューリン阻害薬
（CNI）のシクロスポリン（CS）がわが国に導入され
たのをきっかけに，1996 年にはわが国で開発された
別の新しい CNI 剤であるタクロリムス（FK），そし
て 2000 年には改良されたマイクロエマルジョン化 CS

製剤および代謝拮抗薬ミコフェノール酸モフェチル
（MMF），そして 2002 年には抗 CD 25 モノクローナ
ル抗体（バシリキシマブ）といった新しい免疫抑制薬
が次々と臨床導入され，急性拒絶反応を的確に抑制す
ることが可能となったことによると考えられる．

追跡調査にてレシピエントの死因が記載されていた
497 例（生体腎 311 例，献腎 186 例）において，心疾
患，脳血管障害，その他の循環器疾患による死亡が
168 例（33.8％）と全死因の 1/3 を占め，死因として
の悪性新生物も 70 例（14.1％）あり，肝癌，胃癌，
大腸癌，膵癌が多数を占めていた2）．心血管系疾患の
死亡例には移植腎機能死，いわゆる移植腎機能が廃絶
することなく死亡に至っている症例が多く認められ，
腎移植長期成績をさらに向上させるためには，積極的
な心血管系疾患の予防対策が必要である．

移植腎廃絶原因に関して調査可能であった 3,032 例
（生体腎 2,074 例，献腎 958 例）についてその廃絶原
因をみると3），慢性拒絶反応を原因とする者が生体腎

表 3　2008 年腎移植件数別の施設数

年間移植件数 施設数（％） 該当施設での
移植件数（％）

1～ 4 例 59（44.7） 116（ 9.6）
5～ 9 例 36（19.4） 227（18.8）

10～19 例 22（16.6） 307（25.5）
20 例以上 15（11.3） 556（46.1）

計 132（ 100） 1,206（ 100）

第 42 回日本臨床腎移植学会（2009 年 1 月 29 日）での腎
移植臨床登録報告による（実施報告用紙・症例数確認調査
により確認）．
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移植例 1,507 例（72.7％），献腎移植例 601 例（62.7％）
と，ともに，慢性拒絶反応が廃絶原因の大部分を占め
ていた．しかし，この慢性拒絶反応と分類されている
原因の中には，慢性移植腎症（chronic allograftneph-

ropathy），特に非免疫学的移植腎障害も含まれており，
さらなる検討が必要と考えられる．急性拒絶反応によ
る廃絶は，各々 158 例（7.6％），104 例（10.9％）と少
なく，2000 年以降に導入された強力な免疫抑制療法
による拒絶反応抑制が最も有効であったものと判断さ
れる．一方，生体腎移植において，患者自身による免
疫抑制薬の中止による廃絶が 43 例（2.1％）と少なか
らず認められており，欧米の報告で見られるような薬
剤コンプライアンスの低下に注意する必要がある．献
腎移植においては，移植後機能未発現（primary non-

function）例が 18 例（7.4％）に認め，無視できない
症例数である．腎提供時死戦期腎障害など献腎提供適
応の問題，あるいは術前に検出できなかった抗ドナー
HLA 抗体陽性例による抗体関連拒絶反応の存在など
の種々の問題を提示していると考えられ，今後の大き
な課題であろう．

3　免疫抑制療法

わが国で現在行われている標準的免疫抑制療法とし
て，2000 年以降は CNI と代謝拮抗薬（MMF，ミゾリ
ビン（MZ）），副腎皮質ステロイド薬による三剤併用
が行われ，さらに，2002 年以降からは抗体導入療法

としてバシリキシマブを加えた四剤併用療法が主流と
なっている．その結果，ABO 血液型不適合腎移植，
妊娠・輸血・再移植等による抗 HLA 抗体陽性腎移植
などの免疫学的ハイリスク症例が増加しているにもか
かわらず，前述のように 2000 年以降の生体移植腎生
着率は 1 年 96.7％，5 年 90.9％ と良好な成績を得てい
る．現在の免疫抑制療法の特記すべき点は，①免疫抑
制薬の TDM（治療薬剤濃度モニタリング）の普及，
②リツキシマブに代表される B リンパ球抗体産生抑
制療法である．

①については，治療薬物血中濃度モニタリングが広
く腎移植の臨床現場に普及し，従来の体重当たりの投
与量の決定など画一的な治療法ではなく，個々の患者
に即した必要最小限の免疫抑制療法の実施が可能にな
ったことである．CS あるいは FK の CNI-TDM は当
然のことながら，MMF あるいは MZ などの代謝拮抗
薬の TDM も臨床応用が可能になってきた．その結果，
CNI 腎毒性，移植後糖尿病，ウイルス感染症などの有
害事象発現の減少あるいは軽減化が図られ，より安全
な免疫抑制療法が可能となった．また，各種免疫抑制
薬測定法のクオリティ・コントロール（QC）も世界
的規模で実施され（http://www.bioanalytics.co.uk/），
TDM パラメーターの標準化，測定値の施設間差の減
少に一役買っている．

②の B リンパ球抗体産生抑制療法の効用は以下で
ある．最近のヒトリンパ球抗体（HLA）検査法の進歩

図 4　生体腎移植の年代別生着率
　　　　　　　　　（参考 URL ＊2 より）
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図 5　献腎移植の年代別生着率
　　　　　　　　　 （参考 URL ＊2 より）
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は，従来のリンパ球細胞毒性試験（LCT 法）では検
出できなかった微量な抗 HLA 抗体を，フローサイト
メトリー法（Flow PRA）やシングル抗原同定検査

（LABscreen，ルミネックス法）を用い高感度にスク
リーニングし，かつどの HLA 抗原に特異的な抗体か
が検査可能となった．通常，輸血歴または妊娠歴（特
に夫から妻への移植の場合）のある移植予定者，ある
いは再移植例などでは HLA 抗原感作のために抗 HLA

抗体陽性になる確率が高く，もしドナー特異的に抗
HLA 抗体が存在する場合，治療抵抗性の抗体関連急
性拒絶反応が発現する可能性が高いことが知られてい
る．従来，LCT 法で見逃されていた微量の抗ドナー
HLA 抗 体 陽 性 例 に 対 し て，先 行 的 な 代 謝 拮 抗 薬

（MMF，シクロフォスファミド（CPA））投与や抗
CD20 モノクローナル抗体（リツキシマブ）投与によ
る B リンパ球抗体産生抑制あるいは血漿交換（PE），
二重濾過血漿交換（DFPP）による機械的な抗体除去
などの脱感作療法を術前処置として行い，術後の抗体
関連急性拒絶反応を的確に予防し，腎移植を安全に遂
行することが可能となった．

また，ABO 血液型不適合腎移植では，前処置とし
て ABO 血液型抗体価を減少させるために DFPP 処理
と CPA あるいは MMF などの代謝拮抗薬の先行的投
与，脾臓摘出が行われてきた．近年，脾摘を行わずリ
ツキシマブ投与をする症例が増加している．2008 年
の ABO 血液型不適合移植研究会の第 12 回アンケー
ト調査報告3）によると，全登録例 1,231 例においては
脾 臓 摘 出 が 997 例（81％）に 行 わ れ て い る が，
2004 年以降に実施された 400 例に対しては脾臓摘出
が 235 例（58.8％）に減少している．一方，脾臓摘出
を行わなかった 165 例中 155 例（93.9％）にリツシキ
マブが使用され，「脾臓摘出回避＝リツキシマブ投
与」の図式が定着してきている．しかし，わが国にお
いてリツキシマブは CD 20 陽性の B 細胞性非ホジキ
ンリンパ腫に対してのみ保険適応されており，腎移植
への使用は適応外となっている．また，リツキシマブ
の投与時期，回数あるいは投与量などは未だ多くの施
設が検討を続け，標準化はなされていない．

新しい免疫抑制薬エベロリムスはすでに心臓移植で
保険適応になっているが，腎臓移植では現在臨床治験
が進行中である．CNI の減量あるいは中止をするため
の代替え薬として，あるいは，抗腫瘍効果，慢性拒絶

反応進展防止効果などが期待されている．

4　鏡視下生体ドナー腎摘手術

2007 年の湯沢らの全国調査4）では，わが国の鏡視下
生体ドナー腎摘手術は有効回答 106 施設中 48 施設

（45.2％）で実施され，全 822 症例中 623 例（75.8％）
が鏡視下で腎臓が摘出されていた．症例数の多い施設
での鏡視下生体ドナー腎摘手術の普及は，当然ながら
高い傾向にあった．従来の側腹部斜切開による開放性
腎摘床と異なり，鏡視下生体ドナー腎摘は術後疼痛の
軽減，入院期間の短縮，早期の社会復帰など生体ドナ
ーの術後 QOL を高めドナーにとっては大きな福音で
ある．しかし，安全な鏡視下ドナー腎摘遂行のために
は十分な術者の修練を必要とし，症例数の少ない施設
への普及には国あるいは地域など施設を越えた単位の
システム構築などの今後の対策が必要であろう．

5　移植内科医の必要性と透析・腎臓内科医との連携

従来，わが国の腎移植は外科医，あるいは泌尿器科
医が移植外科医と称し，外科医チームとして腎移植前
適応評価，腎移植手術およびその周術期管理，そして
外来での維持管理まで一貫して行ってきた．しかし，
年間数例を実施する腎移植施設においてはこのように
移植外科医のみで対応は可能であろうが，欧米並みの
腎移植体制（腎移植件数の増加，長期維持移植患者へ

表 4　移植内科医の必要性

・ レシピエントの高齢化，透析期間の長期化により合併症が増
加している．そのためハイリスク患者に対して，内科医の関
与が必要である．

・ 移植後，長期予後を決めるのは心臓血管合併症，感染症，悪
性疾患である．心臓血管合併症，感染症は，内科医のほうが
対応が早い．

・ 全身疾患を診ることができる内科医がチーム内にいたほうが，
患者を送る側の腎臓内科医もコンタクトを取りやすい．

表 5　名古屋第二赤十字病院における透析・腎臓内科医
　　 との連携

・透析主治医の移植手術への参加・見学
・腎臓内科医の研修プログラム
　今までの実績
　　1 週間コース：5 名
　　3 カ月～1 年間コース：6 名
・講演会（case report 中心に）
　　2 回/年
・施設ごとに，定期的な移植後経過報告レターを発行
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の専門性を持った一貫治療）を目指すならば，チーム
内への移植内科医の参加なしでは実行不可能と考えら
れる．特に，高齢者，透析合併症をもつ長期透析患者
の適応評価，平均移植腎生着年数 17 年以上の時代に
おける長期移植患者の心臓血管合併症，感染症，悪性
疾患の予防と治療などにおいて，移植免疫医療に特化
した内科医の参加は必須である．当然ながら，地域内
の腎不全医療を担う，透析・腎臓内科医との理解と連
携も必要である．

当院においては，表 4, 5 および図 6, 7 に示すよう
な院内システムを採用し，院内外の透析・腎臓内科医
との連携プログラムを開始している．

6　献腎移植の現状とシステム

2007 年末で 275,119 人が透析療法を受けており，毎
年増加傾向にあり，現在，国民 464.4 人当たり 1 人が
透析患者に相当する（日本透析医学会「わが国の慢性
透析療法の現況」2007 年 12 月 31 日現在）．これら透

図 6　名古屋第二赤十字病院の腎移植の歩み
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図 7　名古屋第二赤十字病院の腎移植診療の役割分担
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析患者のうち 11,889 名（2009 年 3 月 2 日現在）が献
腎移植を希望して日本臓器移植ネットワークに登録を
行っている．ただ，問題点は提供者が少ないため献腎
移植数が伸び悩み，また待機日数の長い高齢者の割合
が多くなってきていることである2, ＊2）．具体的には，
2007 年の腎臓提供数は 105 例，献腎移植数は 187 例
であり，膵腎同時移植 8 例を除いた 179 例の移植のう
ち，153 例（85.5％）が提供施設と同一県内の移植施
設で行われていた．レシピエントの平均年齢は 47.51

歳（3～72 歳）であった．登録日からの平均待機日数
は，全体で 5,121 日（約 14 年）であり，16 歳未満の
小児（12 名）で 868 日（220～2,157 日），16 歳以上の
成人では 5,427 日（459～9,012 日）であった＊3）．

献腎移植が推進しない理由は各方面から様々指摘さ
れているが，解決には至っておらず，引き続き大きな
課題となっている．一方，移植希望はしたものの，な
かなか移植に至らない背景を受け，日本では生体腎移
植が海外に比べ大きく発展，普及したため，わが国の
腎移植数の 80％ 以上を占めている．現在では以前で
は医学的に不可能と思われていた血液型の適合してい
ない不適合間での腎移植，HLA 適合度のまったく合
わない夫婦間での腎移植も術前，術後の工夫により今
では 3 組に 1 組の割合で安全に実施されている．これ
は献腎提供が思うように進まないわが国において，や
むをえず行われてきた積み重ねがこの現状を導いた感
があるが，今や ABO 血液型不適合移植の成績は血液
型適合の腎移植と遜色ない成績となっており，この領

域では日本が世界をリードしている分野でもある．
前述の献腎移植成績に示すように，生体腎移植と比

べ献腎移植がやや成績が劣る結果ではあるが，献腎移
植は透析期間が非常に長くなってからの移植になりや
すい点，また移植を受けられる患者（レシピエント）
の年齢が生体腎移植のレシピエントと比べ高齢となっ
てしまう点，献腎では術前の全身評価が十分にできな
い点などを考慮すると致し方ない印象もある．しかし，
この成績は米国での UNOS での集計結果5）と比較して
も遜色ない良好な結果でもあり，決して低いわけでは
ない．また，新しい免疫抑制薬の導入や移植後の合併
症に対する新規治療薬の出現，CMV アンチゲネミア
法に代表されるようなウイルス感染の早期診断技術の
向上により，年々その成績は向上してきている．

献腎移植を含む臓器移植に関わる移植希望登録，管
理，提供斡旋などは国より唯一認可されている社団法
人日本臓器移植ネットワーク（以下，ネットワーク）
が行っている．よって献腎移植を受けるためにはまず，
ネットワークへの手続きが必要となる．そのフォロー
シートを図 8 に示した．県やエリアによっては若干，
手続きや時期，支援制度が異なる場合もあるのでネッ
トワークの各支部に確認が必要かもしれない．

医療従事者として重要なことは，その事務的なシス
テムを把握することもあるが，さらに重要なことは献
腎移植登録された後の腎不全患者の医学的な管理があ
げられる．理由としては献腎移植が受けられるまでに
は少なくとも 5～10 年以上は待たなければならない場

図 8　移植チームと地域の透析・腎臓内科医との連携
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合が多いということがある．
2002 年の献腎移植レシピエント選択基準の改定に

よって，ドナー発生地域内のレシピエントが選ばれ，
総虚血時間は短く，短時間に移植手術がされるように
なり，一方，登録後待機期間と透析期間の長い患者が
レシピエントに選ばれることとなった．現在，献腎移
植待機者の中で 15 年以上の待機期間の占める割合は
11.2％，1,326 人である（2009 年 3 月現在）．この方た
ちは待機期間ポイントを 15 ポイント以上有しており，
新規の登録者より著しい優先権を持っている．したが
って，暫くは登録後待機期間と透析期間の長い患者が
レシピエントに選ばれる状態は続くと予想される（表

6）．一方，長期間透析しながら移植を待機していた
にもかかわらず，ようやく提供が決まったさいに，透
析合併症あるいは風邪などの些細な感染症などにより
移植ができなかったという事例も少なくない．長期間
待っていればいるほどその落胆は大きい．移植を受け
るまでの待機期間中の移植予定施設による外科的評価，
透析合併症の管理は必須であるとともに，透析患者自
身の体調管理も大切である．

まとめ

日本の腎移植成績は世界水準以上であり，年代を経
るにつれ確実に改善，成長してきている．一方，その
レベルの高い日本の移植医療の恩恵を受けられない献
腎移植待機腎不全患者の存在も大きな課題となってい
る．中には生体腎移植の現状（血液型不適合，夫婦間
移植が可能であること，あるいは，移植腎成績の過小

評価など）も知らないまま，生体腎移植はできないと
自己判断して，献腎移植を待機している透析患者も多
い．献腎移植を推進するため，制度の改変などといっ
た施策展開も必要であるが，遅々としか進まない現状
においては，透析，腎保存期に携わる医師，看護師，
コメディカル全員が偏り無い腎移植の情報を持ち合わ
せる事も重要な施策のひとつであるとも考えられる．

最後に，日本の腎移植医療において深刻な重要課題
としては，やはり献腎移植の実績が少ない点があげら
れる．移植を希望した患者が，10 余年も待ち続けな
ければならない今の現実を少しでも改善していく対策
も，関係者だけが努力するのではなく，社会全体で継
続して行うべきと考える．平成 21 年 6 月 18 日の衆議
院本会議で行われた臓器移植法改正案の採決において，
脳死を「人の死」とすることを前提に，現行では禁止
されている 15 歳未満からの臓器提供を可能とする A

案が可決された．参議院本会議での A 案の可決が待
たれるが，臓器移植推進に向けての朗報である．
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表 6　レシピエント優先順位の点数（2002 年 1 月 10 日以降）
　　　　 （一部改変）

1. 搬送時間
　　同一都道府県内　　12 点
　　同一ブロック内　　 6 点
2. HLA 型の適合度
　　点数＝14－（5×DR ミスマッチ数＋（A＋B）のミスマッチ数）
3. 待機日数
　　（d）＞4014 日（11 年）―→点数＝d/365（11 年待機なら 11 点）
　　（d）≦4014 日（11 年）―→点数＝10＋log 1.74（d/365－9）
4. 小児待機患者
　　年齢≧16　　 0 点
　　　　＜16　　14 点

※合計点数（1＋2＋3＋4）が高いほど，優先順位が高くなる．
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要　旨

1979 年から 2008 年末までに，543 例の透析患者に
おいて腹部手術を経験した．今回 2001 年以降の症例
185 例（ヘルニア根治術，人工肛門閉鎖術，虫垂切除，
痔核手術等除く）の手術症例に対して検討した．良性
疾患が 130 例（71.9％），悪性疾患が 55 例（28.1％）
であった．定例手術は 104 例（56.2％）であり，緊急
手術が 81 例（43.8％）であった．緊急手術症例のう

ちで，PMX を施行した 24 例のうち 6 例（25％）が死
亡したが，生存群と比べると透析期間，発症から手術
までの日数，SOFA スコアが危険因子となっていた．

緒　言

以前は特殊な手術と考えられてきた透析患者の外科
手術は，透析療法の進歩，麻酔法などの術前・術後の
管理を含めた外科手術の発展により広く行われるよう
になってきている．また，症例を選べば肝移植などの

［透析医療における Current Topics 2009］

透析患者の腹部手術

渕之上昌平
東京女子医科大学腎臓外科

key words：腹部手術，血液透析，エンドトキシン吸着療法，肝移植

Abdominal surgery in hemodialysed patients
Surgical Nephrology, Tokyo Women’s Medical University
Shohei Fuchinoue

表 1　慢性透析患者に特有な病態

1. 循環器系
①　high-output heart failure
②　uremic cardiomyopathy
③　虚血性心疾患
④　不整脈
⑤　高血圧
⑥　動脈硬化
⑦　心外膜炎

2. 呼吸器系
拡散能低下，肺活量低下，肺胞壁/胸膜石灰化，間質浮腫/
肺鬱血，呼吸筋力低下，胸郭変形，透析時低酸素血症

3. 消化器系
食　道：蠕動低下，胃内容逆流
　胃　：蠕 動低下，gastroparesis（DM），胃排出能低下，胃

底腺萎縮，高ガストリン血症，防御因子低下
腸　管：蠕 動低下，腸管内圧上昇，便秘，循環障害，浮腫，

虚血性腸炎，低栄養，腸内細菌叢異常，憩室，
　　　　angiodysplasia

4. 肝胆道系
HCV：13％（HD），5.2％（CAPD）
HBV：3.0％（HD）
嚢胞性疾患，ヘモジデローシス，胆石症

5. 膵臓
腺房萎縮，濃縮膵液貯留，膵管拡張，膵管周囲線維化，間質
線維化，嚢胞形成，石灰化，アミロイド沈着，ヘモジデロー
シス

6. 腎臓
ACDK：腎癌の合併（5％）
ADPKD：脳 動脈瘤の合併（10～40％），大動脈流，弁膜疾患，

感染，出血
7．出血・凝固異常

血小板機能低下，凝固異常
8. 貧血
9. 低栄養状態

蛋白異化亢進，蛋白合成能低下，摂取蛋白減少，摂取熱源減
少

10. 免疫能低下
細胞性免疫低下：T 細胞数減少，CD 4/CD 8 低下，Th 活性
低下，NK 活性低下

11. 創傷治癒の遅延
血管新生低下，線維芽細胞増殖/コラーゲン産生低下
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特殊な手術も行われるようになってきた．
わが国における透析患者数は 2007 年末で 275,119

人であり，2007 年の死亡者数は 25,237 人となってい
る1）．腹部臓器に関連する死亡原因としては悪性腫瘍
や腸閉塞があげられるが，悪性腫瘍による死亡率は
9.0％ であり，一般の死亡率と比べ決して高くはない
が，腸閉塞による死亡率は 0.9％ と高い1）．今回，透
析患者の腹部手術に関してわれわれの経験した症例を
もとに概説する．

1　透析患者に特有な病態

透析患者には手術をする上において障害となる特殊
な病態が存在する（表 1）．循環器・呼吸器系合併症
は全身麻酔を行う上で注意すべき病態であり，消化器
系の特殊な病態は悪性腫瘍の発生やイレウス，腸穿孔
といった疾病を生み出す基礎疾患となる．また出血・
凝固能異常，貧血は手術中の出血量に影響をおよぼす
し，低栄養状態は創傷治癒遅延をもたらすとされる．
したがって，透析患者を手術する上においては，この
ような病態を考慮にいれるべきであろう．

2　透析患者における悪性腫瘍発生の頻度

Maisonneuve ら2）によれば，透析患者の 2.5 年にわ

たる追跡調査の結果，831,804 人中 25,044 人（3％）
に悪性腫瘍が発生し，35 歳以下に悪性腫瘍発生の危
険率が高く，腎癌，膀胱癌，甲状腺癌や他の内分泌系
癌の発生頻度が高く，消化器系の悪性腫瘍の発生頻度
は非透析患者に比べ変わりなかったと報告している．

わが国における大規模な調査は，海津ら3）による九
州・沖縄地区における維持透析患者の悪性腫瘍の断面
調査である．この結果では，消化器系癌が 46.7％ と
最多であり，胃癌，肝癌，大腸癌，直腸癌の順に多か
ったとしている．

3　当科における腹部手術件数

1979 年から 2008 年までに 543 例の維持透析患者に
消化器系手術を施行した．今回，比較的最近に行われ
た手術に対する検討を行った（2001 年から 2008 年ま
で）．

185 例に消化器系手術を施行した．内訳は表 2，表

3 に示されるごとくである．良性疾患が 133 例（71.9

％），悪性疾患が 52 例（28.1％）であった．定例手術
は 104 例（56.2％）で あ り，緊 急 手 術 が 81 例（43.8

％）であった．
主な悪性腫瘍の生存率をみると，胃癌で 1 年，3 年，

5 年生存率はそれぞれ 85.7％，77.9％，77.9％ であっ

表 2　臓器別の手術件数

良　性 悪　性 計

胃   5 16 21（ 11.4％）
腸 98 33 131（ 70.8％）
肝   2   1 3（　1.6％）
胆 19   0 19（ 10.3％）
膵   0   1 1（　0.5％）
その他†   9   1 10（　5.4％）

計 133（71.9％） 52（28.1％） 185（100.0％）

†　腹膜，大網，腹壁，試験開腹など．
移植を除く．

表 3　臓器毎の手術の種別

定　例 緊　急 計

胃・悪性 15（93.7％） 1（ 6.3％） 16
胃・良性 2 3   5
腸・悪性 25（75.8％） 8（24.2％） 33
腸・良性 39（39.8％） 59（60.2％） 98
肝 1 2   3
胆 18（94.7％） 1（ 5.3％） 19
膵 1 0   1
その他 3 7 10

計 104（56.2％） 81（43.8％） 185（100.0％）
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た（図 1）．胃癌では女性のほうが男性に比べ有意に
生存率が高かった（図 2）．胃癌の進行度別生存率を
図 3 に示すが，Stage I 群とその他の群とには有意差

が認められた．透析患者の生存率と比較してみると，
良好な成績を示していると思われる．大腸癌の 1 年，
3 年，5 年生存率はそれぞれ 73.3％，50.2％，50.2％

図 1　胃癌患者の生存率
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図 2　胃癌患者の男女別生存率
　　　　　　　　　　　　　　　　（2001～2008）
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図 3　胃癌患者の進行度別生存率
Stage I 対 Stage II, III, IV（他病死を含む）
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†　日本透析医学会 わが国の慢性透析療法の現況より
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であった（図 4）．大腸癌の進行度別生存率に関して
も胃癌と同様の傾向が認められた（図 5）．

4　透析患者における腹部緊急手術

透析患者における緊急手術の死亡率は高いとされて
いる．特に 50 歳以上での死亡率は高くなるとされる．
Barlase ら4）によれば，透析患者の腹部手術での死亡
率は待機手術で 12％（合併症発生率 6％）であるのに
対し，緊急手術の死亡率は 47％（合併症率 62％）と
高率であると報告している．また，敗血症に起因する
死亡は一般の患者に比べ 100～300 倍にも達するとし
ている．

当科における緊急手術症例は 81 例であり，小腸病
変 33 例，結腸・直腸病変 30 例，胃十二指腸病変 9 例，
肝胆膵病変 2 例，その他 7 例である（表 4）．虚血性
腸炎による手術症例が 25 例と多いのが特徴であった．

これら緊急手術症例の 28 日生存率は 93％，全生存率
が 85％ であった．この値は他施設と比べても良好な
成績を示していたが，その一因として積極的なエンド
トキシン吸着療法（PMX）の使用があげられる．当
科で PMX を施行したのは 24 例であるが，敗血症の
起炎菌の種類によらず，病態（血圧，カテコールアミ
ン，SOFA スコア，エンドトキシン量など）の改善が

表 4　透析患者に対する緊急開腹手術

病変名 手術数

胃・十二指腸病変   9
小腸病変 33
結腸・直腸病変 30
肝胆膵病変   2
その他（膿瘍，血腫など）   7

計 81

ヘルニア根治術，虫垂切除術，痔核手術等は除く．

図 4　大腸癌患者の生存率
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図 5　大腸癌患者の進行度別生存率
Stage I 対 Stage II, III, IV（他病死を含む）
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認められている．また，24 例のうち 6 例（25％）が
死亡したが，生存群と比べると透析期間，発症から手
術までの日数，SOFA スコアが危険因子となりうるこ
とがわかった（図 6, 7）．

PMX は従来エンドトキシン吸着カラムとして登場
した．その後グラム陰性菌だけではなくグラム陽性菌
にも有効であるとの報告がなされ，エンドトキシン以
外の物質，特に内因性マリファナであるアナンダマイ
ドの吸着が報告され，その後，炎症惹起性単球を除去
することが証明されるようになり，敗血症性ショック
に対する有効性の機序が明らかにされつつある．

PMX 施行により病態が改善するが，具体的には血

圧上昇，カテコールアミンの使用量の減少などによる
循環動態の改善，Oxgen Index の上昇に伴う呼吸機能
の改善，多臓器不全の改善，エンドトキシン量の低下
に伴うエンドトキシンショックからの離脱などがあげ
られる．

5　症例別の手術結果

1）　被嚢性腹膜硬化症
被嚢性腹膜硬化症（EPS）は，長期 CAPD 患者にみ

られる重篤な合併症である．びまん性に肥厚した腹膜
の広範な癒着により，間歇的ないし持続的にイレウス
症状を呈する症候群であり，形態学的には腹膜の肥厚

図 6　SOFA スコアの改善
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を生じ，病理組織学的所見は硬化性腹膜炎または腹膜
硬化症の所見を認める．本疾患の本邦での発生頻度は
0.8～2.8％ と報告されている．重症例での死亡率は 40

％ と高い5）．
近年薬物療法としてステロイドが使用されるように

なり，またイレウス症状に対しては癒着剥離術が行わ
れるようになった結果，予後は大きく改善してきてい
る．われわれも 10 例の EPS 症例にたいして 8 例に癒
着剥離術を施行し良好な結果がえられている（表 5）．

2）　肝移植
末期肝不全に腎不全を合併することはまれではなく，

今や腎不全の合併は肝移植を行う上で禁忌ではないと
考えられている．欧米では肝移植前に約 8％ が血液透
析を施行されているとされる．一般に，不可逆性の腎
不全を合併した患者に肝移植を単独で行う場合の成績
は，肝腎同時移植に比べその成績は悪く，このような

症例に対しては肝腎同時移植が推奨されている．わが
国においては，脳死下での肝腎同時移植は行われてお
らず，生体肝腎複合移植が行われているに過ぎない．
透析患者の腹部手術は，術前後の管理法の進歩により
ほぼ一般人と同様な手術が行われるようになってきた．

最近われわれは生体部分肝移植も施行するようにな
った．これまでに慢性透析患者 11 例にたいして生体
部分肝移植を行った（表 6）．そのうち 6 例に同一ドナ
ーからの肝腎複合移植を行い，5 例を救命できている．

おわりに

透析患者に対する腹部手術は，周術期の管理の向上
により幅広く行われるようになってきたが，依然とし
て合併症の頻度は高いのが現状である．したがって，
手術にあたっては透析患者特有の病態を考慮に入れた
管理を行うべきであろう．
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表 5　EPS 症例の手術結果

症　例 年　齢
（歳） 性　別 PD 歴

（年） 原疾患 腹　膜
炎　歴

ステロ
イド治
療歴　

手　術
回　数 術　式 予　後

1 63 F 10 不明 あり 術後 1 癒着剥離 健在
2 56 M 11 ネフロ

ーゼ
あり あり   2† カテ抜去 健在

3 69 F 5 CGN あり なし   2† ストーマ 健在
4 48 F 15 IDDM あり あり 1 癒着剥離 健在
5 21 F 15 RPGN あり なし   1† 癒着剥離 健在
6 54 F 13 CGN あり あり 1 癒着剥離 健在
7 54 F 20 不明 あり 術後 6 癒着剥離 死亡
8 62 M 6 CGN あり あり 1 癒着剥離 健在
9 59 F 16 不明 あり 術後 2 癒着剥離 死亡
10 38 F 2 VUR あり なし 2 癒着剥離 健在

腎移植

†　鏡視下

表 6　腎不全合併生体部分肝移植症例

年齢 性別 腎疾患 肝疾患

  1.3 女 Oxalosis 酵素欠損†

  2.0 男 多発性のう胞腎 先天性肝線維症†

  3.8 男 間質性腎炎 PSC†

50 女 HRS PBC
53 女 HRS FHF
41 男 Oxalosis 酵素欠損†

  2.1 男 HRS FHF
12 男 Oxalosis 酵素欠損†

4 男 Oxalosis 酵素欠損†

63 男 慢性腎炎 C 肝硬変
43 女 Oxalosis 酵素欠損

†　腎移植



わが国の腹膜透析の現況と発展のための課題 213

要　旨

わが国の腹膜透析（PD）療法の現況を俯瞰し，現
在の問題点，今後の課題について述べる．PD 療法は
透析液の問題，カテーテルの材質，腹膜の生理，病理，
腎臓医の教育，患者教育，社会的支援の展開など，施
設における血液透析と比較して未成熟な部分か多い．
これらの多岐にわたる問題を解決してこそ，PD が末
期腎不全治療法としての本来の役割をはたすことがで
きる．

1　世界の PD と日本の PD

腹膜透析（PD）が末期腎不全患者に初めて臨床的
に実施されたのは，1923 年ドイツにおいて，分娩後
に発症した急性腎不全患者にたいしてであった．以来，
PD 治療にはハード，ソフト面で多くの改良が行われ，
今日の末期腎不全における導入期および維持血液浄化
療法として一翼を担うまでに発展している．具体的な
例として，硬質カテーテルから現在の軟質カテーテル
への改良，closed system による汚染の防止，自己管
理透析が可能である操作の簡便さ，多種の専用透析液
の市販などをあげることができる．

世界 160 カ国の統計によれば，末期腎不全患者の
8.4％ が PD 療法により生命が維持されている1）．しか
し，各国における PD 利用率には大きな差が認められ，
メキシコのごとく透析患者の 75％ が PD に依存して
いる国もあれば，わが国のごとく，きわめて少ない利

用率（全透析患者の約 3.4％）まで様々である．
各国における PD 選択要因は，PD first policy を透

析療法選択の基盤としている国においても，医療経済
からの発想（メキシコ，中国，アフリカ諸国など）と
初期治療として PD は優れているという医学的見地

（香港，台湾，英国など）からのものとに分かれる．
また，可能ならば自己在宅治療を最優先しようとする
医療文化がある国（北欧など），また，残腎機能維持
の優位性から，あるいは体外循環が好ましくない症例
など医学的見地からの選択を基盤としている国（ヨー
ロッパ諸国）もある．

いずれにしても PD 患者の比率が多い国では PD に
関する教育（スタッフおよび患者），研究も盛んであ
り，治療成績も向上している．例えば世界で最もよい
成績を残している国の一つとして台湾があり，非糖尿
病 PD 患者の 5 年生存率は約 90％ に近く，HD の非
糖尿病患者の 70％ に比較して優れた治療であること
が明らかにされている2），PD，HD ともに 10,000 以上
の多数例を比較した Austria/New Zealand の成績でも，
5 年間の観察において，60 歳以下で，合併症のない患
者の生存率は PD が優れていることが明らかにされて
いる事実は，初期治療として PD の有用性の証明であ
る3）．

わが国の PD の歴史は古く，1960 年代から行われ，
専用の透析液も自国で開発された数少ない国である．
当初は血液透析機器の不足を補うために，一時的に
PD に導入され，HD の空きができたら HD に移行す
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るという，次善策として PD first 戦略を採用せざるを
えなかった．PD 療法が末期腎不全の治療法として確
立されたのは 1978 年の CAPD の開発である．わが国
でも直ちに治験が開始され，1980 年に健康保険に採
用された．1990 年に行われた第 3 回国際腹膜透析学
会（京都）が CAPD 開始後 10 年目にあたり，わが国
の PD 治療に大きなインパクトを与えた4）．現在では
世界の PD 患者の 7％ を占め，アジアにおいては中国
に次いで最も多い患者数を有するまでに発展を遂げて
いる．しかしながら年間 PD 導入患者数は 5.6％ とわ
ずかに増加しているものの，慢性透析患者数に占める
割合は恒常状態（3.4％）に留まっている．

2　わが国の PD 発展のために何を変えればよいのか

わが国の PD を囲む環境は，生活水準，衛生観念，
設備，教育は一定の水準が保たれている均一な国民で
ある．さらに PD/HD を選択してもその費用は公的支
援でささえられているという，世界でも類をみない透
析医療経済基盤が確立されており，経済性から治療法
の選択を強いられることはない．このことは総体的に
自己治療教育を理解でき，また実行できる基盤は整っ
ていると見なすことができる．これらの基盤の上に立
ち，PD 治療の実際においても，腹膜炎の発症率は世
界で最も少なく，PD 離脱率も世界で最も少ない．

わが国で PD が発展しない理由を考えてみると多く
の要因をあげることができる．患者サイドでは，医療
行為を自分で行うという恐怖感が潜在的にあり，自己
管理透析のメリットを積極的に求めようとしない受身
の治療思考がある．さらに在宅医療のメリットは理解
できても，時間的，精神的負担を避けたいという希望，
全国的にその質を問題にしなければ通院可能な範囲に
HD 施設が存在することなどが考えられる．

一方，医療側の問題としては次の点があげられる．
①　腎臓医，ナースが在宅治療，自己管理治療に無

関心である故に，患者および家族への適切な説明
ができない．

②　PD の初期治療としてのメリットは理解できて
いても，HD に比較して長期透析が望めない．

③　PD イコール重篤な合併症のリスクがあるとい
う固定観念から抜け出せない腎臓医の判断．

④　医療施設の収益性が少ない．
⑤　高齢者収容施設において，在宅医療の経済的支

援がないこと．
腎不全対策について minimal requirement は達成で

きているが，福祉国家としての体制はまだまだ不十分
である．医療スタッフの充実した教育，たとえば腎移
植のメリット，腹膜透析のメリット，血液透析のメリ
ットなどを具体的に説明できる能力を備えること，そ
れぞれの治療法を選択することにより従来行われてい
た日常生活をどこまでとり戻すことができるかを説明
できることが必要である．また，公的支援など医療制
度上の改革など超えなければならないバリアーは多い．

医療器材，透析液についても改良・改善が強く望ま
れる．具体的には生体適合性に優れた透析液の開発，
バイオフィルムのつきにくい生体との適合性にすぐれ
たカテーテルの開発，腹膜機能の劣化を予知するバイ
オマーカの同定，腹膜保護を支援する薬剤の開発など，
解決しなければならない課題も多い．一言で総括する
ならば，わが国の PD に限らず，自己治療，在宅治療
を第一に目指すという “医療文化” を成熟させること
である．そのためには医療制度上の改革，経済的支援，
人的支援，社会的支援，安全で扱いやすい機器を備え
ることが基本である．現在の医療政策である “医療費
を削減するための在宅医療” という発想では到底この
目的を達成することはできない．

3　PD 療法における残腎機能の重要性

透析導入後も僅かながら機能し続ける腎臓は，透析
では十分に除去できない尿毒症物質，過剰な水分，塩
分の除去をサポートするという観点から，HD　PD

にかかわらず，生体にとってきわめて有利な因子であ
る．PD は HD に比較して，残腎機能を維持するため
のすぐれた治療手段であるのみならず，PD のみでは
透析不足に陥るリスクを軽減するために残腎機能は強
力なサポーターとなる．また，この残腎機能をいかに
維持しつづけることができるかが PD 療法の利点を引
き出す重要なポイントでもある．残腎機能の重要性の
具体例として，残腎機能が維持されている間は血清
b2-microglobulin 濃度は 30 mg/l 以下であったものが，
尿量が減少した時点で急上昇すること，残腎機能の喪
失とともに血清リン濃度は上昇し，phosphate-binder

の増量を余儀なくされることも日常臨床においてしば
しば経験することである．総括すれば残腎機能は生命
予後，尿毒症症状の抑止，QOL の向上，食事内容の
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許容範囲の拡大に寄与しているといえる．
しかしながら残腎機能をどのような方法で測定する

かはきわめて大きな問題である．その正確な実施は困
難な場合も多く，24 時間または 48 時間蓄尿をサンプ
ルとした場合，正確に実施することができない場合も
少なくない．最近オランダのグループから，蓄尿をし
ないでも血清 cystatin C を用いる計算式

　　GFR：－0.55＋22（1/cyst C）
が報告された．それは実際に正確に測定した 24 時間
蓄尿を用いて算出する

　　GFR（ml/min）＝［Cure＋Ccr］/2

とよく比例することが確認されている5）．透析導入後
の残腎機能の測定は HD，PD を問わず重要な課題で
あるにもかかわらず，わが国の保険制度では一旦腎不
全と診断されると血清 cystatin C の測定は認められず，
海外からの有益な情報を追跡調査して確認できないの
はきわめて残念である．

4　透析液の問題

現在，世界では使用目的に適合させるために多種類
の腹膜透析液が市販されているが，わが国で認可され
ている種類は少ない．大きく分けて

①　晶質浸透圧を駆動力として水分除去を行うもの
（グルコース・ベース）

②　膠質浸透圧を駆動力として水分除去を行うもの
（ポリグルコース・ベース）

③　栄養補給を目的とするもの（アミノ酸・ベース）
④　腹膜保護に有利であるとして作成されたもの
（重曹ベース）

⑤　食塩除去を目的に開発中の低 Na 透析液6）

などがある．しかし生体適合性の点からみて現在のと
ころ理想的なものは市販されていない．今後の PD 療
法の確立のためには，透析液の改善・改良は必須の課
題でありメーカーの奮起を促したい．

5　腹膜炎

わが国の腹膜炎発症頻度は世界で最も低い．しかし
ながら PD 離脱の原因として大きな割合を占める7）．
特に腹腔内臓器からの 2 次感染に由来する腹膜炎は診
断が遅れることが少なくなく，重篤な事態に陥ること
も多い．腹膜炎イコール touch contamination と短絡
的に考えるのではなく，腹膜炎を発症した患者に遭遇

した場合，常に腹腔内臓器からの波及の可能性を念頭
に置き，適切な抗菌薬療法にもかかわらず 5 日以内に
好転しなければ，難治性腹膜炎として腹腔内臓器から
の可能性を思い浮かべることが重要である．また，起
炎菌が緑膿菌である場合には治療に抵抗する場合が多
く，異物として存在するカテーテルにバイオフィルが
形成されていることも考慮してカテーテルを抜去し，
一時的に HD に変更することも必要になる．

2005 年に発表された国際腹膜透析学会（Internation-

al Society of peritoneal dialysis； ISPD）の腹膜透析関
連感染症の治療勧告8）は今日の優れた指針であり，特
に腹膜透析患者の抗菌薬の投与について参考にすべき
事項が多く掲載されている．本ガイドラインによれば，
腹膜炎発症時のカテーテル抜去は難治性，または再燃
性腹膜炎，難治性出口感染，皮下トンネル感染，真菌
性腹膜炎，治療に反応しないマイコバクテリウム，複
数の腸内細菌が同定された場合（一回のみではなく複
数回），“カテーテルを守る” のではなく “腹膜を守る”

ということを念頭に置くべきであるとしている．実際
にカテーテル喪失に至った腹膜炎の状況は低アルブミ
ン血症，増加した白血球の持続（100/nl），起炎菌の
種類，トンネル/出口感染，腸管関連の腹膜炎であっ
たという報告9）があり参考にすべき点である．

6　PD/HD の併用療法

透析膜として用いる腹膜は，生体膜である故に透析
液の暴露，腹腔内圧の増大と減少の繰り返しなど長期
間にわたり，非生理的状況におかれると透析膜として
の機能は低下してくる．この場合に，腹膜機能の低下
した部分を補完するために週に一度の血液透析を行う
治療が併用療法と呼ばれている．この方法はわが国で
発展し，国際的にもその有用性が認識されつつある透
析治療法である10, 11）．

この併用療法に期待されるものは，小分子，中分子
量物質の除去，尿毒症物質排除による貧血の改善，体
液量の適正化，透析不足により惹起されている全身炎
症状態の軽減，腹膜機能の改善など透析不足状態の改
善である．いわば PD 治療開始初期に残腎機能が請け
負っていた機能を体外循環による血液透析により再び
取り戻すことである．実際に PD に HD を追加するこ
とにより期待する効果が得られており，いわゆる
“sense of well-being” を確認できる症例も多い．
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今後，CAPD 離脱後の患者にとって理想的な治療法
である在宅併用療法を試みる価値があろう．また，将
来の戦略として HD，PD の欠点を補完し合うならば，
より長期に腹膜機能を維持できるかもしれないという
期待から，透析導入初期から併用療法を試みるという
アイディアは興味ある課題である．

7　高齢腎不全患者の在宅 PD 適応と支援

わが国透析導入患者が高齢化し，同時に併発症を有
する患者も増加している．このような状況の中で “体
にやさしい透析”，“通院することなく家庭でできる透
析法”，“腹膜から最低必要量のエネルギーを補給がで
きる” などの理由から PD は高齢者にとって望ましい
血液浄化療法である．しかしながらその実行には多く
のバリアーが存在する．それは家族の負担，患者自身
で透析液交換操作ができない，訪問看護・在宅支援な
どの整備がきわめて不十分であること，在宅支援スタ
ッフに対する報酬が廉価であることなどである．在宅
PD を実施できる身体的状況にありながら，環境が整
備されないために実施できないケースも多い．

われわれの施設では，腎臓専門医ではない一般開業
医，訪問看護ステーションと連携し，要支援高齢者在
宅 PD ネットワークを構築して 26 名の患者に在宅 PD

を行ってきた．その結果，3 年継続率は約 40％ と決
して高くはないが，PD 合併症が死亡原因となったも
のは難治性腹膜炎の一例のみであった．患者および家
族の負担は大きいが，それ以上に患者本人および支援
している家族の喜びも大きいことが印象的であった．

高齢者在宅 PD 療法開始について確認すべき事項と
して，米国の Finkelstein らは次のことをあげている12）．
すなわち在宅治療ができる家の環境，家族および社会
的支援，地域の支援システム，認知機能，併発症の程
度，鬱状態の程度，精神的支援の有無，医療スタッフ
側の負担などである．これらの各項目はわが国におい
てもバリアーとなっているものであり，これらを解決
してこそ真の福祉国家と言えるであろう．

8　わが国の PD community への貢献と 

　将来なすべきこと

わが国における PD の歴史は古く，様々な臨床的新
知見，たとえば長期腹膜透析における腹膜への AGES

の沈着，腹膜劣化指標としての中皮細胞の膨大，低 Ca

透析液の開発，被嚢性腹膜硬化症（encapsulated peri-

toneal sclerosis； EPS）の定義，診断，治療指針，併
用療法などを世界の PD community にむけて発信して
きた．今後，わが国の腎臓医，PD にかかわるスタッ
フに課せられた課題は，臨床成績を世界に向けて発信
することであり，そのためには PD 患者を増やし，適
切なケアーを行い，優れた透析法（少なくとも導入後
5 年間程度は）であることを証明することにある．経
済的理由から透析治療法の選択を行う必要のない基盤
が整備されている国はわが国のみである．そのために
は PD 教育を common disease の治療手段として捉え，
国内どこでも PD が実施できるように腎臓医，コ・メ
ディカルスタッフの教育が急務である．

9　まとめ

わが国の PD 療法の現況を俯瞰し，現在の問題点，
今後の課題について述べた．PD 療法は透析液の問題，
カテーテルの材質，腹膜の生理，病理，患者教育法，
社会的支援の展開など，施設における血液透析と比較
して未成熟な部分か多く，すべての面において解明，
改良，発展させるべき課題が多く残されている．言い
換えると，その一つ一つの解決が直ちに末期腎不全患
者への福祉として還元される可能性を秘めているとい
える．
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要　旨

民間医療機関として初の法人税非課税，固定資産税
非課税を勝ち取った社会医療法人の創設は，医療現場
で実際に活動的な民間病院の存在，行政として医療現
場での民間病院の役割に理解ある官僚の存在，医療に
関し国民に対して何が重要かを認識できる高所の立場
に立った政治家の存在，この三者の存在により創設さ
れたものである．

今後は，社会医療法人の評価をもとに「民間病院の
日本の医療における社会的な存在意義」を国民に理解
してもらうことが，一番重要と考える．

1　はじめに

平成 20 年 5 月より社会医療法人の認定申請が始ま
り，以来，平成 21 年 4 月 1 日現在で，社会医療法人

の総数は 28 都道府県および厚生労働省所管（広域）
で 55 法人が認定を受けている（表 1・2，図 1）．

社会医療法人は，平成 20 年 4 月に本来業務である
医療保健業に対する法人税非課税と附帯業務，収益業
務への法人税 22％ の軽減税率適用等を獲得し，平成
21 年 4 月からは救急医療等確保事業を実施する病院，
診療所の固定資産税，不動産取得税等の非課税も認め

［医 療 制 度］

社会医療法人の創設

加納繁照
社会医療法人協和会加納総合病院

key words：社会医療法人，非課税，固定資産税，公益性，非営利性

Establishment of Socio-medical Corporation
Socio-Medical Corporation Kyowakai, Kano General Hospital
Shigeaki Kano

図 1　都道府県別社会医療法人認定件数

1 法人2法人以上

表 1　社会医療法人認定の状況

1. 認定法人数 55
　　（救急医療等確保事業の施設数）
　　病院 54
　　診療所 1
2. 認定者
　　都道府県 54
　　厚生労働省（広域） 1
3. 移行前の法人形態
　　特定医療法人 28
　　特定・特別医療法人 13
　　一般医療法人 11
　　特別医療法人 3

（平成 21 年 4 月現在）

表 2　社会医療法人認定者別件数

厚生労働省 1 新 潟 2 香 川 1
北 海 道 4 石 川 1 愛 媛 1
秋 田 2 長 野 1 福 岡 3
青 森 1 大 阪 7 大 分 2
福 島 1 京 都 3 鹿 児 島 2
栃 木 2 滋 賀 1 沖 縄 2
東 京 1 島 根 3 長 崎 1
神 奈 川 1 広 島 2 佐 賀 1
愛 知 3 鳥 取 2 宮 崎 1
岐 阜 2 岡 山 1
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られた．民間病院にとってこれらの非課税獲得は，昭
和 25 年に医療法人制度が始まって以来，初の快挙で
あり，画期的な出来事である．これらの実現への経過
を含め，社会医療法人誕生の歴史を，今回，社会医療
法人協議会事務局という立場で深く関わることができ
たので少し紹介したいと思う．

2　社会医療法人協議会の歴史

1）　歴史的経緯
平成 16 年 12 月に，厚生労働省医政局指導課を中心

に「医療法人制度改革の基本的な方向性について」が
議論され，当初「認定医療法人」というものが考案さ
れだした．この背景には，当時の小泉政権下において
の医療への株式会社参入等を主張した「規制改革委員
会」があり，これに対するアンチテーゼとして生まれ，
考案されたと考えられる．

社会医療法人の前の話題でもあった，出資額限度法
人の話を中心に設置されていた「医業経営の非営利性
等に関する検討会」が再開され，第 4 回検討会が平成
16 年 12 月 10 日にもたれた．そこにおいて，その年
の人事異動で着任したばかりの厚生労働省医政局指導
課谷口隆課長と山下譲課長補佐から，民間非営利の医
療法人として，特定・特別医療法人を抜本的に改革を
行う「認定医療法人」を創設してはどうか，という意
見が飛び出した．これが，社会医療法人誕生へのスタ
ートであった．この時のメンバーが全日本病院協会か
ら西澤寛俊副会長，日本医療法人協会から豊田堯会長，
日本病院会から武田隆男副会長，日本精神科病院協会
から山崎學副会長であり，日本医師会から三上裕司常
任理事や，公認会計士の石井孝宣先生等も出席し，座
長は慶応大学教授の田中滋先生が務めた．

その後，この検討会で厚生労働省医政局指導課の意
見を中心に，医療法人に求められる役割，非営利性，
公益性，効率性，透明性，課税関係，経営の安定化が
まとめられた．それが新たな医療法人制度の方向性へ
の議論となり，検討が行われて，平成 19 年 4 月の医
療法人制度改革に繋がっていったわけである．

この話の中で出てきた「認定医療法人」の母体とも
言うべき存在の，すでに持分を放棄していた特定医療
法人と特別医療法人が急遽クローズアップされ，当然
のごとく，この改革の中心に位置していかなければな
らなくなったのである．この事を当時一番危惧したの

は，西澤寛俊現全日病会長（北海道・西岡病院）と，
日野頌三日本医療法人協会現会長（大阪・日野病院）
であり，当事者である特定ならびに特別医療法人の組
織を作り，意見を集約し，直接要望していく必要性を
感じていた．この事に賛同したのが，北広島病院（北
海道）の竹内實先生，養和病院（鳥取）の廣江弌先生
であり，さらに福島第一病院（福島）の星野俊一先生，
恵寿総合病院（石川）の神野正博先生と，加納総合病
院（大阪）の加納繁照が加わり，最初 7 名の世話人で
スタートした．

2）　協議会発足の経緯
平成 17 年 2 月 16 日に初めて会の設立世話人会が東

京で行われた．その会で，すぐに当事者である特定な
らびに特別医療法人が自らの組織を早急に作り，意見
を求め，議論していく必要性があると認識し，以下の
使命を持って行動に移った．

①　新しい医療法人設立に向けての情報収集
②　新 しい医療法人が正しく育つための現場の意見

集約
③　行政当局に対する申し入れ
④　法人変更のための研修
⑤　現特別・特定医療法人の意見交換
⑥　具体的対応策
⑦　医療法人制度を守る相互の連携
まず，会の幹事として前述 7 名の世話人のほかに，

南部病院（青森）の小笠原博先生，総合大雄会病院
（愛知）の伊藤伸一先生，浦添総合病院（沖縄）の宮
城敏夫先生も発起人として加わってもらい，全国の特
定医療法人と特別医療法人すべてにダイレクトメール
を送り，集会を呼びかけ，会の設立準備を開始した．

平成 17 年 4 月 9 日に「新しい医療法人制度に関す
る懇談会」と称して，設立総会および講演会を大阪の
新阪急ホテルで開催した．講演は，当時の厚生労働省
医政局指導課の谷口隆課長が行った．以来，この会で
は同指導課の課長あるいは課長補佐から必ず講演して
もらえるようになった．この初めての会の出席者は，
全国の特定あるいは特別医療法人，約 400 法人の内
82 法人 104 名であった．

平成 17 年 4 月 23 日，第 1 回の幹事会が行われ，会
の名称を「特定・特別医療法人の会」と決めた．これ
には経緯があり，本来「特定・特別医療法人協議会」
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としたかったのだが，すでにある公認会計士が「特定
医療法人協議会」と称して，あたかも，特定医療法人
の団体のごとくの会を作り，この公認会計士が代表と
しておさまっていたため，この名称を使うことができ
なかったのが真実である．また，多くの特定医療法人
が，この協議会を特定医療法人の自らの組織団体だと
勘違いし，加入していたのも事実であった．営利まが
いとも言える組織が先に存在したことは大いに反省す
べき事であった．医療法人の中で，一割にも満たない
グループだが，すでに持ち分無し法人である特定並び
に特別医療法人は，もっと早く，自ら努力して組織作
りを行い，頑張っていかなければならなかったと思わ
れる．そしてこの時から，この会の事務局を大阪の当
法人が担当することとなった．

平成 17 年 6 月 5 日，再び大阪にて第 1 回「特定・
特別医療法人の会」を行い，80 法人 116 名の参加を
得た．演者は山下譲課長補佐であり，同課長補佐は，
厚生労働省医政局指導課在任中，すべての総会に参加
をしてもらった．またこの時点で，代表幹事には竹内
實先生と広江弌先生になってもらい，さらに当時中医
協委員でもあった川崎幸病院（神奈川）の石井映禧先
生と城西病院（長野）の関健先生が幹事に加わった．
第 2 回総会を平成 17 年 7 月 3 日札幌で，第 3 回総会
を平成 17 年 7 月 24 日，東京のホテルグランドパレス
で行った．以来，東京の同ホテルでの総会開催が定着
した．

その後も特定・特別医療法人の幹事会を繰り返し開
催し，その間，厚生労働省指導課との意見交換会も行
った．日本医師会の反対でだめになった「認定医療法
人」に代わる名称にも関与し，財務省へ社会福祉法人
と同等の非課税要求を行うのに最もふさわしいネーミ
ングである「社会医療法人」という名称を含め，いく
つかの名称（公益医療法人他）をアイデアとして提案
した．その後，平成 17 年 12 月 2 日の厚生労働省内で
の委員会で，日本医師会の三上常任理事が，この名称
が良いと決めたのが「社会医療法人」であったわけで
ある．その 2 日後の平成 17 年 12 月 4 日，第 5 回総会
で，例の公認会計士にネーミングを先に取られないよ
う「特定・特別医療法人の会」を「社会医療法人協議
会」に名称変更を行った．このことは当時，メディフ
ァックス等に話題として取り上げられた．

3）　国会議員への働きかけ
平成 18 年 4 月からは，下記 4 先生方を囲む勉強会

と称し，社会医療法人協議会の国会議員連盟を，木村
義雄衆議院議員中心に，武見敬三参議院議員（当時），
西島英利参議院議員，事務局として京都選出の医師で
あり病院の理事長でもある清水鴻一郎衆議院議員に作
ってもらった．公的病院（国公立，厚生連等，済生会，
社会福祉法人等も）と税制面でのイコールフッティン
グを全面に頼み，公益性に関しての検討ならびに勉強
会を進めた．

法人税に関しては赤字であれば関係無いが，固定資
産税や不動産取得税等は赤字，黒字に関係なく課税さ
れるわけで，特に民間病院は新しい病院建築をすると，
その建築費とほぼ同等の固定資産評価がされる．銀行
等からの借金で全額借り入れを行ったとすれば，その
金利に近い額の固定資産税が別に毎年かかってきて，
まるで金利を倍に払うような状況になる．済生会，厚
生連を含め，公的病院は一銭もこんな税金は払う必要
が無く，それどころか，われわれが支払っている税金
を一般会計繰り入れ金と称し，毎年運転資金を逆にも
らっているのが実情である．これでは，民間病院が競
争なんてとんでもない，せめて，頑張っている病院の
税金に関しては，イコールフッティングにしてほしい，
というのがわれわれの要望であった．

その後，10 回の総会，21 回に及ぶ幹事会等を経て，
厚生労働省医政局指導課とわれわれは意見交換ならび
に議論を行い，ほぼ社会医療法人の制度上の姿を構築
し，公益性の面，また本来，特定ならびに特別医療法
人ではすでに組織的になされていた非営利性の面での
整理が行われていった（資料参照）．ところが平成 18

年 9 月に，肝心の税制に関してまだまったく決まって
いない段階で，厚生労働省医政局指導課で大規模な人
事異動があり，ほとんどの人が入れ替わり，新たに，
佐藤敏信課長，高鹿秀明課長補佐が就任した．ただ，
幸いなことに，後任の佐藤課長も社会医療法人の必要
性と税制に関して非常に理解があり，指導課をあげて
財務省との実質的な交渉を行ってくれた．特に平成
19 年の 7 月に入ってからは，当協議会幹事との意見
交換会を繰り返し行ってもらい，また同時に，われわ
れも幹事総動員で国会議員の先生方に社会医療法人そ
のものの意義と非課税の必要性について説明を行って
いった．
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この時期，自民党は参議院選挙大敗の後でもあり，
「救急たらい回し」の話題を中心に医療の荒廃が叫ば
れ出したこともあり，結果的には，社会医療法人の非
課税には追い風になった．当時，自民党厚生労働部会
長であった衆議院議員大村英章現厚生労働副大臣を初
め，どの国会議員の先生方も説明をすれば理解をして
もらえた．それでも，平成 19 年 10 月の時点では財務
省の抵抗が強く，一端不可能かと思われた時期もあっ
たが，大雄会（愛知）の伊藤伸一先生のパワフルな活
動と，筆者の親友である慈恵会グループ（青森）丹野
先生の協力により状況は一転した．与党，特に自民党
の厚生労働部会，さらに，税制調査会での審議が進み，
11 月末には病院団体としての親団体である四病協も
全面協力体制に入った．最終的には衆議員議員で税調
会長だった津島雄二先生の大英断により，平成 19 年
12 月 13 日，自民党税調大綱に社会医療法人の本体事
業の非課税が明記されるに至った．

西澤先生，日野先生を中心に有志との相談を始めて
から，社会医療法人協議会の各幹事は度重なる突然の
議員会館詣でを含め数十回にわたる東京出張等を自費
で行ってもらい，総会の毎に秘書も派遣してもらった．
また多くの会員も，全国から 10 回に及ぶ総会への熱
心な出席や討論，また会員増強やアンケートへの協力
等，努力をしてもらった．実に 3 年近くの月日と出張
等を含め膨大な経費的負担もそれぞれ要したわけであ
るが，結果，法人税の非課税という大きな成果を得た
わけである．

4）　今後にむけて
平成 20 年 4 月より社会医療法人の認定がいよいよ

スタートした（図 2）．
次に平成 20 年度の要望として，本来最重要視して

いた固定資産税の問題に取りかかった．平成 20 年 7

月に恒例の厚生労働省の人事異動が行われ，佐藤敏信
医政局指導課長は保険局医療課長に異動，その後任と
して三浦公嗣医政局指導課長が就任した．われわれと
しては前年度と同じく行動し，まず行政である三浦公
嗣新課長を中心に厚生労働省医政局指導課と綿密な打
ち合わせを行った．また再度，財務省にも強力に話を
進めてもらい，前年に用いたロビー活動とも言える動
きを再度幹事全員で積極的に行った．こうして自民党
厚生労働部会，さらには税制調査会を経て要求を行っ

ていった結果，平成 20 年 12 月に自民党税調大綱に記
載され，平成 21 年 3 月に救急医療等確保事業を行う
病院および診療所の固定資産税，不動産取得税等の非
課税を獲得した．

平成 21 年度は公的病院とのイコールフッティング
で残っている寄付金税制等を中心にすでに要望を行い，
積極的な活動を続けている．

3　まとめ

最後にもう一度非課税達成へのステップを考えてみ
ると，一つは当事者としての社会医療法人協議会幹事
の先生方の熱い情熱と行動，会員の真剣な参加と，大
きなパワーになる数としてのまとまりがあった．次に
従来は役所として無かった民間病院への理解と協力を，
三代の課長をはじめとして課総動員で対応してくれた
厚生労働省医政局指導課の存在，二川一男前課長，深
田修現課長と二代に渡って影ながら支援してくれた医
政局総務課の存在があった．三つ目は，国会議員連盟

（議連）の先生や議連以外でも名前を全員出せない多
くの先生を含め，どの先生方も今回はいわゆる族議員
としてでは無く，日本の医療の実体を十分理解したう
え，国民のために今何が必要か，民間病院の社会的な
意義がどのように重大かを十分に考慮した結果である
と考える．まさしく現場，行政，政治の三つが初めて
一致してできあがったと思う．

今後も，寄付金税制の問題，社会医療法人取り消し
時の税制問題，透析医療等を含め社会医療法人の実績
のハードルの高さの問題，さらに保険業務の 80％ 枠
の問題等々残されたものが多く，社会医療法人申請へ
の指導等も含め，引き続き活動を積極的に行わなけれ
ばならない（表 3）．

55 法人，59 施設，69 要件（重複あり）

へき地 2件
2.9％

救急（精神科含）55件
79.7％

周産期 2件
2.9％

災害 2件
2.9％

小児科救急
8件
11.6％

図 2　社会医療法人認定の要件内容
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現在，社会医療法人協議会の会員法人は，社会医療
法人を目指す一般医療法人も含め 201 法人になり，さ
らに，新たに認定された社会医療法人も含め会員が増
加しつつある．今後もパワフルに活動して，社会医療

法人が日本の民間病院の範たるものになっていき，少
しでも早く，民間病院の存在意義を国民にもっと理解
をしてもらえるようになれればと考えている．

表 3　社会医療法人協議会の概要

1. 会の目的
　 　特定医療法人，特別医療法人並びに社会医療法人を目指す一般医療法人の健全なる

発達を図り，その運営を助成すると共に，新しい公益性の高い医療法人の創設，また，
同法人への移行を推進することにより国民医療の向上を図る．

2. 設立日　　　　　　　　　　 平成 17 年 4 月
3. 会員数（平成 21 年 7 月末現在）　　201 法人
4. 活動の概要
　　（1） 　第 5 次医療法改正に伴う，新しい医療法人制度創設に向けて，厚生労働省医

政局指導課に対して社会医療法人制度の提言を行ない，実現に至った
　　（2） 　公的病院と税制面でのイコールフッティングを目指した活動を行い，以下の

税制優遇措置を獲得
　　　 ① 　医療保険業に対する法人税非課税と附帯業務，収益業務への法人税 22％ 軽

減税率
　　　 ②　救急医療等確保事業を実施する病院及び診療所の固定資産税等非課税
　　（3） 　民間病院に理解ある衆参議員との勉強会を実施し，民間病院の厳しい現状に

ついて説明，政策面からの支援を依頼
　　（4）　平成 17 年から平成 20 年までの 4 年間に，延べ 11 回の総会を実施
　　　 ①　厚生労働省医政局指導課より講師を招聘し講演を実施
　　　 ②　講演後は厚生労働省と会員間において，積極的な意見交換を実施
　　（5） 　持分放棄による寄付税制問題，認定取消し時の課税問題，救急医療等確保事

業を実施していない資産についても固定資産税等非課税化，等などを要望中

社会医療法人の認定要件の概要

Ⅰ. 救急医療等の事業に関する要件

（1）　救急医療等確保事業の実施
　◇医療法第 42 条の 2 第 1 項第 4 号
　◇ 　　　　　 〃 　　　　　第 5 号（構造設備，体

制，実績）

Ⅱ. 公的な法人運営に関する要件

（1）　同一親族等関係者の制限
　◇医療法第 42 条の 2 第 1 項第 1 号（役員）
　◇　　　　　 〃 　　　　　第 2 号（社員（社団））
　◇　　　　　 〃 　　　　　第 3 号（評議員（財団））

（2）　公的な運営に関する要件
　◇医療法第 42 条の 2 第 1 項第 6 号

（3）　残余財産の帰属先の制限
　◇医療法第 42 条の 2 第 1 項第 7 号

〈具体的な認定要件〉
Ⅰ. 救急医療運営に関する要件

○医療法第 42 条の 2 第 1 項第 4 号
　救急医療等確保事業に係る業務を当該病院又は診
療所の所在地の都道府県において行っていること．

社会医療法人の要件としての「救急医療等確保事業」
とは？

医療法第 30 条の 4 第 2 項第 5 号イからホまでに掲げ
るいずれかの事業 

イ　救急医療　　ロ　災害時における医療　　
ハ　へき地の医療 　ニ　周産期医療　　ホ　小児医
療（小児救急医療を含む．）

○医療法第 42 条の 2 第 1 項第 5 号
　前号の業務（救急医療等確保事業に係る業務）に
ついて，次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定め
る基準に適合していること．
　イ　当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
　ロ　当該業務を行うための体制
　ハ　当該業務の実績

資　料
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救急医療 休日・夜間・深夜加算算定件数（初
診）/初診料算定件数＝20％ 以上，又
は，夜間・休日救急車受入件数＝年
750 件以上
※精神科救急医療：年間時間外診療
件数＝人口万対 2.5 件以上

災害医療 救急医療の基準の 8 割の実績を有し
ており，かつ，DMAT（災害派遣医
療チーム）を保有し防災訓練に参加
したこと

へき地医
療

へき地医療拠点病院の場合は，週 1

回を超えて巡回診療・医師派遣を行
っていること
へき地における診療所の場合は，週 4

日を超えて診療を行っていること

周産期医
療

ハイリスク分娩加算＝年 1 件以上，
かつ，分娩件数＝年 500 件以上，かつ，
母体搬送受入件数＝年 10 件以上

小児救急
医療

乳幼児休日・夜間・深夜加算算定件
数（初診）/乳幼児加算初診料算定件
数＝20％ 以上

Ⅱ. 公的な法人運営に関する要件

○医療法第 42 条の 2 第 1 項第 1 号
　役員のうちには，各役員について，その役員，そ
の配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生
労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数
の 3 分の 1 を超えて含まれることがないこと．

○医療法第 42 条の 2 第 1 項第 2 号
　社団たる医療法人の社員のうちには，各社員につ
いて，その社員，その配偶者及び三親等以内の親族
その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係が
ある者が社員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれるこ
とがないこと．

○医療法第 42 条の 2 第 1 項第 3 号
　財団たる医療法人の評議員のうちには，各評議員
について，その評議員，その配偶者及び三親等以内
の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊
の関係がある者が評議員の総数の 3 分の 1 を超えて
含まれることがないこと．

○医療法第 42 条の 2 第 1 項第 6 号
　公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に
適合するものであること．

公的な運営に関する要件（厚生労働省令）の概要
　　（1） 　社会医療法人の運営（医療法施行規則第 30 条の

35 の 2 第 1 項第 1 号）
イ　理事及び監事の定数
ロ　理事及び監事並びに評議員の選任方法
ハ　同一団体関係者の制限
ニ　理事，監事及び評議員に対する報酬等の支給基

準
ホ　社会医療法人関係者に対する特別の利益供与の

禁止
ヘ　営利事業を営む者等に対する特別の利益供与の

禁止
ト　遊休財産の保有の制限
チ　株式等の保有の制限
リ　その他欠格事由

　　（2） 　社会医療法人の事業（医療法施行規則第 30 条の
35 の 2 第 1 項第 2 号）

イ　診療収入の制限
ロ　自費患者に対する請求方法の規制
ハ　医業収益の制限
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要　旨

第 5 次医療法の改正では，医療への株式会社参入議
論に伴う医療法人の非営利性への疑問に端を発したと
いわれる医療法人制度改革が，厚生労働省による「基
金拠出型医療法人」の創設により，経済界からの批判
の矛先をかわしたとされている．

この基金拠出型法人とは，「持分」という概念はな
く，社員の退社時における財産分配額の上限は，実際
に法人に拠出した（設立時や既存法人への入社時）額
とされる．さらに，残余財産の帰属先を国・地方自治
体か，類似の医療法人に限定する等，非営利性を改め
て徹底する形にしたものである．現在，株式会社の資
金の医業経営の運営資金などへの拠出とともに，「基
金」制度は今後の医療環境の変化に対応すべく，医療
法人の経営基盤安定化に大きく寄与するものと推測で
きる．

はじめに

今日の厳しい経済環境において，わが国の医療の未
来像は，まさしく危機にあふれている．特に厚生行政
に対する国民の意識は懐疑的だ．また，国民の不安か
ら引き起こされる圧力の源泉は

①　将来にわたって安全にかつ持続的に医療を受け
ることができるのだろうか？

②　誰でも公平に医療サービスを受けることが可能

なのだろうか？
③　その時の経済的な負担はどうなるのか？（自分

は排除されないのだろうか？）
等に集約され，国民のニーズを今一度しっかり見極め
ていく必要がある．この国民の要求と圧力に対する政
府の回答が第 5 次医療法改正といえる．基金拠出型医
療法人は，突然現れたものではなく，このような国民
の未来に対しての危機意識を背景とした日本版のヘル
スケア・リフォームの文脈でとらえるべきである．

それでは，なぜ基金拠出型医療法人なのだろうか？
マクロ環境を概観すると，人口の高齢化に伴い，医療
需要は増加の一途をたどっている．その一方で昨今問
題となっている，医師や看護師の不足が指摘されてい
る．また，国民経済の視点からは，世界同時不況の影
響がわが国の不況をより深刻なものにしている．わが
国の成長力が限界に達していることも多くの国民が感
じていることである．したがって，政府が直面するの
は経済成長の鈍化により財源が不足し，医療資源が不
足する一方で，社会保障費負担が増加していくという
ジレンマである．

政府の課題は，この財源不足と医療消費の増加をど
のように解決するかにある．一方，経済学の定義する

「市場の失敗」故に政府の介入が必要とする政府の立
場と，医療は市場経済で効率化する，という規制改革
の対立から，隘路を見出さなければならないといった
課題を投げかけている．

［医 療 制 度］

日本型医療制度改革のスキーム
――　基金拠出型法人の概要　――　
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このような環境下における回答の一つが，本稿でと
りあげた基金拠出型医療法人制度である．政府の意思
を正確になぞることはできないが，この制度改革の狙
いは医療の非営利性を確保しながらも，企業やその他
の出資を引き出すための道具建てと捉えられる．

長期的な社会保障費の抑制は，医療機関のキャッシ
ュフローを悪化させ，医療機関の閉鎖や倒産を促進さ
せ，新規開設のインセンティブを減じることとなる．
その結果，今後増加する医療需要に対して，現在にお
いてさえ，国際基準を下回る医療環境をさらに悪化さ
せることになるだろう．この問題を解決するために，
医療機関の資金調達の新たな手段として，企業の寄付
行為（拠出）を推進することにより，医療機関の経営
基盤を安定強化する方法論と捉えることができる．

従来の医療法人の制度においては，企業の出資は禁
じられていた．しかし，基金というスキームにおいて
は非営利性を確保しながら，企業が資本注入をするこ
とが可能となる．一方，経済的なメリットがないこと
に企業が出資を行うに足る合理的な説明が得られない
ものの，しかし，企業は実利の伴う経済だけで生存す
るわけではない．アメリカの医療を例にとれば，スタ
ンフォード大学病院はマイクロソフトやバクスターと
いった企業をはじめとする，多数の企業の拠出金によ
り運営されており，もはや企業の拠出金がなければ，
機能，管理を維持することが不可能といわれている．
このように企業自体が非金銭的な価値についての理解
を深め，reputation（評判，名声）を競争優位の戦略
とする企業の出現は新しい胎動と捉えられる．

わが国の医療施設が継続事業体（ゴーイングコンサ
ーン）としての条件を具備するために，個人や医療法
人だけではなく，様々な資金調達手段を持つことはき
わめて重要な意味を持つものである．加えて，企業や
個人が政府とともに医療を支える仕組みを整備・実践
することが，とりもなおさず国民が望む医療の実現と
安定につながるものであり，さらに健全な社会の形成
に寄与すると考える．

1　医療法人制度改革の概要

先の第 5 次医療法改正は，なんら波乱もなく平成
18 年 6 月 14 日に成立した．医療関連法案を巡るかつ
ての国会審議の混乱・停滞傾向と比べ，意外なほど円
滑に法が成立したといわれている．また，平成 13 年

3 月に医療制度改革の基本方針が決められていたこと
や，医療費適正化を前提とした医療提供体制のあり方
と見直し，さらに県単位を基本骨格として医療機能の
分化や高齢期の一定程度の患者負担引き上げと国民合
意等々，改革のメッセージが明確にされつつ，一貫し
た当時の政府にブレがなかったことなども大きく影響
したといえる．

これら「医療法人制度改革」をトップに，「病院再
編成」「医師・看護師不足対策」等は，改革の三大柱
となった．なかでも昨今の医療法人の放漫経営による
倒産や株式会社の違法な医業経営参入を阻止するため
にも，医療法第 54 条の原点に戻った「医療の非営利
性」を強化するに至ったものである．

①　基本的な考え方
持分のある医療法人から出資額限度法人（拠出型医

療法人）への変革，というものである．
・非営利性の徹底を通して医療法人に関する国民の

信頼確立をめざす
・「官から民への流れ」を踏まえ，従来の公立病院

の医療を医療法人が担えるようなシステムづくり
・効率性，透明性の高い医業経営の実現により，地

域医療の安定化
上記のように，儲かる，儲けられるという目的では

なく，出資金の返戻は出資額を限度とすることから，
「医療の公共的な性格」というシンボル的な部分につ
いて，新たなポジションを確保するための出資額限度
法人創設という変革に至った．

②　さらなる公的ポジションでの「社会医療法人」
の創設

これは税制上の優遇措置が設けられていることから
も，ハードルを高くかつ限定したスキームとされてい
る．

その主旨は，一定の必要条件を備えた住民参加型の
医療法人制度であるということにある．具体的には以
下である．

・税制上の優遇措置
・債券発行を前提
・公的医療機関経営への積極的参加
・収益事業や福祉事業など多様な事業展開
・医療機関に応じた他の医療法人との幅広い連携の

推進　等々
唯一デメリットとして，不採算医療を担わなければ
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ならない一方で，通常 1,000 千円の費用を要する法人
監査を受けなければならないことも特色の一つといえ
る（資料 A）．

2　基金拠出型医療法人の特徴

基金とは，資本金とは異なり「一定の目的のために
積立または準備しておく資金」という概念から，基金
拠出者への返還義務が生じる資金である．医療法人の
資金調達として活用できることから，次の特徴がある．

①　「基金制度」として，個々の医療法人の定款の
定めによって活用可能（任意）．

②　「基金制度」を採用しても，拠出（寄附）は受
けられる．

③　基金は，外部から調達する劣後債務の一形態で
ある．

④　基金の使途は制限されない．
⑤　基金の拠出者は必ずしも「法人社員」たる地位

を有するとは限らない．
⑥　基金の拠出者は個人・法人を問わない．
⑦　基金の募集は，医療法人設立時，設立後および

移行時，移行後でも可能である．
⑧　基金返還の手続は，定款で定める．
⑨　基金の返還は「拠出額を限度」とする．
⑩　基金の返還原資は，毎事業年度の貸借対照表上

の純資産額が，基金の総額等を超える場合におけ
るその ｢超過額

4 4 4

｣ に限られる．
⑪　基金の所有および返還に係る債権には利息をつ

けることはできない．
⑫　基金の返還について，返還額に相当する金額を

代替基金として純資産の部に計上する．
⑬　代替基金は，取り崩すことができない．
⑭　医療法人が解散する場合，基金の返還に係る債

務の弁済は，その他の債務が弁済された後でなけ
ればできない．

⑮　医療法人が破産手続き開始の決定を受けた場合，
基金の返還に係る債権は破産法上のいわゆる「劣
後的破産債権」に劣後する．

以上の特徴から具体的な導入の一歩は，当該医療法
人の定款に「基金」に関する条文を設定することから
始めなければならない（資料 B 参照）．さらに，設立
総会（臨時定時社員総会等）にて協議・決議を行う等，
今後，株式会社等あるゆる団体，個人等からの資金を

調達する手段として，この「基金」の導入が有効なシ
ステムになりうることは明確な事実である．また各都
道府県の所管担当窓口の指導も近年容認している傾向
にある．

3　既存の「持分の定めある医療法人社団」の動向

当該新法の「基金拠出型法人」以前の ｢持ち分の定
めある医療法人｣（旧法取扱い）は「当分の間」は存
続するという解釈が適応されている．したがって，3

年，5 年，10 年先等が不明であり，事実上の無制限と
いうことになる．この裏付けとして「○年先にまたは
○年を経過した後に，個人の収支財産を強制的に徴収
する．」等という形は，憲法第 29 条「財産権の保障」
を侵害する恐れがあるという論が立つことからも，重
ねて事実上無制限にせざるをえないということになる．

いずれにしても，平成 19 年 4 月 1 日以降に新たに
設立認可された医療法人は，「基金拠出型法人」に限
定されることからも，旧法での医療法人の大半は法律
上は「当分の間」存続する形にある．そして，この持
分の定めある医療法人社団は「経過措置型医療法人」
として分類されている．

まとめ

第 5 次医療法改正後，年間の医療法人設立依頼，相
談件数は改正前と変わらず一定の推移にある．なかで
も近年，株式会社の資金を医業経営へ導入したいとの
ケースでは，営利企業が設立時の「基金」を 100％ 拠
出し，理事長である医師には一切の金銭負担をゼロと
する条件で，診療所の新規開設を経て基金拠出型医療
法人設立の認可を諮るなど，同様の計画案が増加傾向
にある．たとえば，性感染症治療を主力とする薬剤メ
ーカーやアスレチックジム運営法人等と各専門医師の
連携である．また，所管行政である東京都にあっては，
医療法人設立申請時において，必ずしも診療所の保有
義務は問われず，「法人設立後 2 年間の事業計画」の
初年度に明確な診療所開設計画（具体的な物件や資金
の裏付け）がなされていれば法人設立要件としてクリ
アできる．その他，県外の指導では，最低 1 年以上の
個人開業実績を設ける等，個別の案件として事前協議
をもって対応する必要がある．

このように「基金」という資金調達方法が，医療法
人にとっては有益であるものの，基金拠出者である
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「企業」にとっては，ほとんどメリットが得られない
ことは前記の「2　基金拠出型医療法人の特徴」に述
べた通り明らかである．

しかし拠出者（企業）と医療法人が相互利益供与を
禁止されているにもかかわらず，あえてこの医業スキ
ームを構築する目的はどこにあるのだろうか．個々の
事業形態や収益構造の内容等，固有の事情は異なれ，

「地域住民に安定した医療サービスの提供を具現化す

る」という社会貢献の姿勢は，医療法人組織を担う立
場の根幹に値するものと肝に銘じるべきと考える．ま
た，この結果がもたらす評価をさらに企業・医療法人
はいかにして活し続けるか？ 経営安定維持に繋げる
か？ 「基金拠出型」という新しい法人スタイルの有
益性についても，一層掘りさげた議論がなされる事を
期待する．

改正後の医療法人の類型 
（平成 19 年 4 月 1 日以降）

資料 A

平成 19年 4月以降設立できる医療法人は，社会医療法人，新法の医療
法人のみ〈経過型措置医療法人（旧法の医療法人）は，平成 19年 4月
以降成立不可〉

経過措置型医療法人

特定医療法人
社会医療法人

基金拠出型法人

出資持分なし

出資持分はないが
拠出金債権あり

財　団

社　団

×　後戻り禁止

出資額限度法人

出資持分あり

持分あり医療法人

○　後戻り可能
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『基金』制度に関する条文（案）

　第　章　基　金
第　条　本社団は，その財政的基盤の維持を図るため，基金を引き受ける者の募集をすることができる．
第　条　本社団は，基金の拠出者に対して，本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務（金

銭以外の財産については，拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務）を負う．
第　条　基金の返還は，定時社員総会の決議によって行わなければならない．
2　本社団は，ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては，当

該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り，当該超過額を返還の総
額の限度として基金の返還をすることができる．

（1）　基金（代替基金を含む．）
（2）　資本剰余金
（3）　資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3　前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には，当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を

行った業務執行者は，本社団に対し，連帯して，返還された額を弁済する責任を負う．
4　前項の規定にかかわらず，業務執行者は，その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは，

同項の責任を負わない．
5　第 3 項の業務執行者の責任は，免除することができない．但し，第 2 項の超過額を限度として当該責任を免除す

ることについて総社員の同意がある場合は，この限りでない．
6　第 2 項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては，本社団の債権者は，当該返還を受けた者に対し，

当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる．
第　条　基金の返還に係る債権には，利息を付すことができない．
第　条　基金の返還をする場合には，返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない．
2　前項の代替基金は，取り崩すことができない．

　第　章　○○○○

①　メリット
〔社会的信用の高まり〕

個人の家計と医療法人会計を区分することにより，金融機関を含むファイナンスからの社会的信用（与信）は高まり，
患者を含む地域住民からの信頼や安心感は大きい．

〔税率が低くなる〕
個人事業では，所得が 18,000 千円を超えると，最高で 40％〈住民税 10％ は別途〉が適用されるのに対し，医療法人で

は所得 18,000 千円以上で一律 30％〈住民税 5.2％ は別途〉と税額軽減となる．また所得の分散効果にも繋がる．
〔退職金の損金参入が可能〕

個人事業では税法上，院長自身と生計を共にする親族の退職金の支払いは認められていないが，医療法人ではこれらが
支払い可能であり，法人として損金処理が可能となる．

退職金の考え方：　例）　最終月額報酬×在任年数×功績倍率
〔生命保険の活用〕

個人事業では，院長自身の生命保険料は所得控除で年金保険料を含め最高 100 千円，医療法人では契約者＝法人，被保
険者＝理事長・理事，受取人＝法人の形とすれば支払った保険料の半額を法人の損金処理が可能となる．

〔社会保険診療報酬の源泉徴収が不要〕
期中資金繰りのメリット

〔7 年間の繰越控除〕
赤字決算について個人事業では 3 年間，医療法人では 7 年間

資料 B
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〔安定した事業継承対策〕
個人事業では，院長自身が亡くなってしまうと即「廃止」となるが，医療法人では新理事長を選任することで継続はス

ムーズであり，また引退の場合でも「理事」としての留任案から運営参加等その選択肢の幅は広い．

②　デメリット
〔残余財産の分配不可〕

拠出型特有の条件から，残余財産の帰属は地方公共団体または類似の医療法人とされ，医療法人解散後も残余財産の個
人分配は厳しく禁止されている．

〔剰余金の配当禁止〕
医療法第 54 条の根拠により，剰余金の出資者等への配当を禁止している．

〔事務手続きの煩雑〕
決算終了後の「事業報告書等」の所管提出や併せて資金総額の変更登記は毎年義務化されており，さらに 2 年毎の役員

の選任と理事長の変更登記義務等々，従来の指導項目レベルであったものが義務化され，平素の指導項目として監督され
る．

〔社会保険加入の義務〕
院長も含めて全員が必ず社会保険に加入しなければならず，保険料は事業主負担増となる．
　 　将来の年金給付，福利厚生の充実からもメリットと評する点もあるが．

〔交際費の限度〕
個人事業と異なり接待交際費は全額無制限から，医療法人では資本金の額に応じて交際費としての損金算入額が決定す

る．
　例）　資本金　100,000 千円以下　 　年間 4,000 千円
　  　　　〃　　100,000 千円以上　 　全額損金算入不可

〔所管窓口行政の指導強化〕
従来から医療法人に対する行政指導は，法人としての定款変更等で申請手続きを受理するさいに，関係書類から指導を

受ける等，軽微なケースが主流であった．しかし，今般の医療法改正以降では，前記事業報告義務や変更登記に係る事務
処理確認等のルーチン化された監視業務がシステム化され，さらに第三者からの情報提供に基づく事実確認等々，従前に
も増して行政の指導・立ち入り調査は強化されつつある．
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要　旨

平成 12 年度からスタートした介護保険制度の創設
背景，概要，具体的な介護サービスについて解説し，
さらに，透析患者における介護保険についても触れる．
また，当院の研究において，介護通院は透析患者の入
院件数を減少させるという結果が得られたので，透析
医療における介護保険の有用性を報告する．

はじめに

わが国では急速な高齢化に伴い，高齢者介護の問題
が老後の最大の不安要因となっている．透析患者にお
いても同様な傾向にあり，高齢者の透析導入，糖尿病
性腎症からの透析導入の増加，長期透析患者の高齢化
などにより，要介護透析患者が急増している状況であ
る．他疾患の患者に比べ通院の頻度が圧倒的に高い透
析患者にとっては，要介護度が高まり，自らの力で通
院できないことは何事にも代えがたい苦悩であり，恐
怖である．このような中で，2000（H 12）年よりスタ
ートした介護保険制度が多くの患者の体と心と暮らし
を支えることとなった．

1　介護保険制度創設等について

1）　制度創設の背景
人口の高齢化の進展に伴って，寝たきりや認知症な

どにより介護を必要とする高齢者が急速に増加してい
る．このことは，核家族化の進展などによる家族の介
護機能の低下などとあいまって，介護問題をより深刻
化させている．高齢者に対する介護サービスは，以前
は医療と老人福祉と老人保健の三つの異なる制度のも
とで行われていたが，利用手続きや費用負担の面で不
均衡となっていることなど，利用者の立場に立った総
合的なサービス提供・サービス利用のしやすさ・効率
的なサービス提供の観点などから様々な問題が指摘さ
れた．また高齢社会となって，誰もが相当程度の確率
で，自らが介護を必要とする状態となったり，介護を
必要とする状態となった老親を介護する可能性があり，
それらの急増が見込まれている．これらを踏まえ，現
行制度の再構築を図り，国民共同連帯の理念に基づき，
社会全体で介護を必要とする者の介護を支える新たな
仕組みとして介護保険制度が創設された．

2）　介護保険法の成立
介護保険法は 1997（H 9）年 12 月 9 日に国会成立し，

1961（S 36）年の国民皆保険達成以来の新しい社会保
険制度として同月 17 日に公布された．施行は 2000

（H 12）年 4 月である．

3）　介護保険法の目的
加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等に

［医 療 制 度］

透析医療における介護保険

藤原久子＊1　林田めぐみ＊2　丸山祐子＊2　原田孝司＊2　舩越　哲＊1

＊1  桜町クリニック　＊2  桜町病院
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より要介護状態となり，介護，機能訓練ならびに看護
および療養上の管理，その他の医療を要する者が，そ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう，必要な保健医療サービスおよび福祉サービ
スに関わる給付を行い，国民の保健医療の向上および
福祉の増進を図ることを目的としている．

4）　基本的理念
介護保険制度の保険給付は，被保険者の要介護状態

の固定化につながることのないようサービス提供が迅
速に行われる必要がある．保険給付は，要介護状態の
軽減，悪化の予防に資するよう行われるとともに，医
療との連携に十分配慮して行わなければならない．ま
た，介護保険制度は，介護支援サービス（ケアマネー
ジメント）の仕組みを制度的に位置付けたものである．
ケアプランを通じ，心身の状況・環境等に応じ，自己
決定を最大限尊重し，個々人に適したサービスが配慮
されなければならない．また要介護状態となった場合
も，可能な限り，居宅（在宅）において，その能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮さ
れなければならないとされている．

2　介護保険制度の概要について

1）　介護保険の被保険者の分類と受給要件
第 1 号被保険者（市町村の区域内に住所のある 65

歳以上の人）と第 2 号被保険者（市町村の区域内に住

所のある 40 歳以上 65 歳未満の人で，医療保険に加入
している人）である．第 1 号被保険者の場合は，原因
を問わず要介護状態・要支援状態の時にサービスを受
けられる．第 2 号被保険者は，要介護状態・要支援状
態となる原因を特定 16 疾病と限定している．

2）　介護保険料
介護保険の保険料は，65 歳未満の人は，国民健康

保険や健康保険などの公的医療保険の保険料に上乗せ
する形で徴収される．65 歳以上の人は公的年金から
天引きをする方法と納付用紙や口座振替などで支払う．
額については，所得・資産に応じてである．

3）　介護保険の申請と認定および認定の目安
介護保険の申請方法および認定の目安を図 1 に示す．

4）　利用者の負担する費用
介護サービスを受ける時，利用者は原則として介護

費用の 1 割を負担し，残りの 9 割が保険で給付される
ことになる．ただし，要介護状態の区分に応じた上限

（支給限度基準額）を超えてサービスを利用すると，
超えた分については全額自己負担となる．また，居宅
介護サービス計画費や介護予防サービス計画費のケア
マネジメントの費用については全額保険給付である．

介護保険サービスの支給限度額としては，要介護度
に応じて 1 カ月あたりの支給限度額が単位数で決めら

図 1　介護保険申請の手順と認定の目安

要介護認定の申請

⬇

訪問調査
（コンピュータによる 1 次判定）

⬇

主治医意見書の提出

⬇

  介護認定審査会（2 次判定）
認定調査（1 次判定）の結果と主
治医の意見書などをもとに保健・
医療・福祉の専門家によって，ど
のくらいの介護が必要か審査

⬇

認定結果通知 ━➡

非該当
一　　　般

特定高齢者

要支援 1
起き上がり・立ち上がりなどの能力が少し低下し，身の回りの
世話の一部に介助が必要．

要支援 2
要支援 1 相当の状態で，心身の状態の現状維持・改善が見込ま
れる．

要介護 1
歩行・洗身などの能力が少し低下し，身の回りの世話の一部や
立ち上がりに支えが必要．

要介護 2
移動・衣服の着脱などの能力が低下し，身の回りの世話に全般
に介護が必要．立ち上がりや歩行に支えが必要．

要介護 3
日常生活の動作の能力が著しく低下し，ほぼ全面的な介護が必
要．

要介護 4
要介護 3 の状態に比べ，さらに動作能力が低下し，介護なしに
は日常生活を営むことが困難な状態．

要介護 5
要介護 4 の状態よりさらに動作能力が低下しており，介護なし
には日常生活を営むことがほぼ不可能な状態．
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れている（表 1）．サービスによって 1 単位の単価は
10～10.6 円の範囲で設定されている．

しかし，1 割負担とは言え，全額利用者の負担とな
るものもある（施設サービスの食費および住居費等，
他）．例えば要介護 5 の利用者が限度額まで利用した
場合，自己負担額は 37,000 円であり，それに食費等の
実費も加えられる．高齢者にとっては耐えがたい金額
となりうることも多い．そのために，利用者負担の軽
減制度が設置されている．具体的には，高額介護サー
ビス費・高額介護予防サービス費と呼び，設定した上
限額を超える場合，超えた分を後から払い戻す制度や，
生計困難者に対する介護保険利用者負担額軽減事業・
生活福祉資金貸付制度・家族介護慰労金制度等がある．

3　介護サービスの種類と費用について

要支援者対象のサービス内容を表 2 に，要介護者対
象のサービス内容を表 3 に示す．なお，表中にある参

照番号と，以下に記述する①②…の番号とは対応して
いる．

①　訪問予防訪問介護（ホームヘルプサービス）
予防の場合は，ホームヘルパーが自宅に来て利用者

と協働して家事や援助を行う．自己負担の目安として
は要支援 1・2 は 1,234 円/1 カ月（週 1 回），要支援 2

は 4,010 円/1 カ月（週 2 回）である．
①′　訪問介護（ホームヘルプサービス）
ヘルパーが自宅に来て，日常生活の介護や家事の援

助を行う．自己負担の目安としては，家事援助が 208

円/1 回（1 時間未満），身体介護が 402 円/1 回（1 時
間未満），家事援助と身体介護 314 円/1 回（1 時間未
満）である．

②　介護予防訪問入浴介護サービス
入浴設備を積んだ移動入浴車などで訪問し，入浴の

介助を行う．自己負担の目安としては要支援，854 円
/1 回である．

②′　訪問入浴介護サービス
②に同じ．自己負担の目安として 1,250 円/1 回で

ある．
③　訪問看護，介護予防訪問看護
看護師が自宅に訪問し看護を行う．医師の指示が必

要．自己負担の目安としては共通で 830 円/1 回（1

時間未満）である．
④　訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビ

表 1　支給限度額

認　定 1 カ月の支給限度額

要支援 1 4,970 単位（約 5 万円）
要支援 2 10,400 単位（約 11 万円）
要介護 1 16,580 単位（約 17 万円）
要介護 2 19,480 単位（約 20 万円）
要介護 3 26,750 単位（約 27 万円）
要介護 4 30,600 単位（約 31 万円）
要介護 5 35,830 単位（約 37 万円）

表 2　要支援者対象のサービス（予防給付）

区　　分 サービス 参照番号

居宅サービ
ス

家庭を訪問す
るサービス

介護予防訪問介護 ①
介護予防訪問入浴介護 ②
介護予防訪問看護 ③
介護予防訪問リハビリテーション ④
介護予防居宅療養管理指導 ⑤

日帰りで行う
サービス

介護予防通所介護 ⑥
介護予防通所リハビリテーション ⑦

施設への短期
入所サービス

介護予防短期入所生活介護 ⑧
介護予防短期入所療養介護 ⑨

その他のサー
ビス

介護予防特定施設入居者生活介護 ⑩
介護予防福祉用具貸与 ⑪
特定介護予防福祉用具購入 ⑫
介護予防住宅改修費支給 ⑬

地域密着型
サービス

日帰りで行う
サービス

介護予防認知症対応型通所介護 ⑭

その他のサー
ビス

介護予防小規模多機能型居宅介護 ⑭
介護予防認知症対応型共同生活介護 ⑭
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リテーション
理学療法士や作業療法士が自宅に訪問し，機能回復

訓練を受ける．自己負担の目安としては共通で 500 円
/1 日である．

⑤　在宅療養管理指導・介護予防在宅療養管理指導
通院が困難な方に対して医師・歯科医師・薬剤師・

歯科衛生士・管理栄養士が家庭訪問して療養上の管理
や指導を行う．自己負担の目安については職種につい
て異なるが，350～500 円/1 回程度である．

⑥　介護予防通所介護（デイサービス）
デイサービスセンターに行き運動器の機能向上，栄

養改善，口腔機能の向上に加え，入浴・送迎を行う．
自己負担の目安は 4,353 円/1 カ月である．

⑥′　通所介護
デイサービスセンターに行って，生活指導・日常生

活訓練・食事・入浴等のサービスを日帰りで受ける．
送迎あり，自己負担の目安は介護度によって多少異な
るが，1 日 697～1,125 円である．

⑦　介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や病院・診療所にて，運動器の機能向

上・栄養改善・口腔機能の向上等のサービスを行う．

自己負担の目安としては，要支援 1 が 2,496 円/1 カ月，
要支援 2 が 4,880 円/1 カ月である．

⑦′　通所リハビリテーション
老人保健施設や病院・診療所に行って，食事，入浴，

リハビリテーションの専門家による機能回復訓練など
を受けることができる．自己負担の目安としては，要
介護で多少ばらつきはあるものの 688 円/1 日～1,303

円/1 日である．
⑧　短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
（ショートステイ）

特別養護老人ホームなどの施設で介護が必要な人を
短期間，介護や日常生活の介護などの世話を行う．自
己負担の目安として，要支援 1 が 500 円/1 日であり，
要介護 5 が 971 円/1 日である．30 日以内の利用．

⑨　短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
（ショートステイ）

医学的管理の必要な人を短期間，老人保健施設，医
療施設などで介護する．自己負担の目安としては，要
支援 1 で 617 円/1 日であり，要介護 5 が 1,040 円/1

日である．30 日以内の利用．
⑩　特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入

表 3　要介護者対象のサービス（介護給付）

区　　分 サービス 参照番号

居宅サービ
ス

家庭を訪問す
るサービス

訪問介護  ①′
訪問入浴介護  ②′
訪問看護 ③
訪問リハビリテーション ④
居宅療養管理指導 ⑤

日帰りで行う
サービス

通所介護  ⑥′
通所リハビリテーション  ⑦′

施設への短期
入所サービス

短期入所生活介護 ⑧
短期入所療養介護 ⑨

その他のサー
ビス

特定施設入居者生活介護 ⑩
福祉用具貸与 ⑪
特定福祉用具購入 ⑫
住宅改修費支給 ⑬

地域密着型
サービス

家庭を訪問す
るサービス

夜間対応型訪問介護 ⑭

日帰りで行う
サービス

認知症対応型通所介護 ⑭

その他のサー
ビス

小規模多機能型居宅介護 ⑭
認知症対応型共同生活介護 ⑭

施設サービ
ス

介護老人福祉施設 ⑭

介護老人保健施設 ⑭

介護療養型医療施設 ⑭
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所者生活介護
有料老人ホームなどに入所している人に施設が提供

する介護サービス．自己負担の目安としては，要支援
1,214 円/1 日～要介護 5,818 円/1 日となる．

⑪　福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与（レンタ
ル）

心身の機能が低下し，日常生活に支障がある人への
生活をしやすくする福祉用具のレンタル．例えば，ベ
ッド，車椅子，手すり，スロープ，歩行補助杖，歩行
器など．

⑫　特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
心身機能が低下した方が入浴や排せつなどに用いる．
⑬　住宅改修費・介護予防住宅改修費
心身の機能が低下した高齢者の住まいの手すりの取

り付けや段差解消など，住宅改修についての費用が 1

割の自己負担でできる．
⑭　地域密着型サービス（地域密着型介護予防サー

ビス）
地域密着型サービスとは，住み慣れた地域で生活を

続けられるように，身近な生活圏ごとにサービス拠点
を作り，地域の実情に合わせたサービスを行っている．
認知症対応型通所介護，認知症対応型共同生活介護

（グループホーム），小規模多機能型居宅介護，夜間対
応型訪問介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護．

施設サービスは，要介護状態の人が受けられるサー
ビスで，以下のような種類がある（要支援の方は受け
ることができない）．介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム），介護老人保健施設，介護療養型医療施設．

以上，介護保険について解説した．介護保険には多
岐にわたるサービスがあり，ニーズに応じケアマネー
ジャーが，ケアプランを作成する仕組みとなっている
ため，年々，介護保険サービス利用度は高まっている
現状である．もちろん，透析患者においても同様であ
る．要支援，要介護透析患者は，血液透析，腹膜透析
とともに医療度が高く，在宅での生活を支援する際に
は訪問介護，訪問看護などのサービス利用が不可欠で
ある．また透析施設をはじめとする，各種医療機関へ
の通院援助が必要不可欠である．これは必須通院支援
であり，大きな特徴であると言えよう．

4　当院での研究紹介

当院において『介護通院は透析患者の入院件数を減
少させる―当院における傾向―』という研究を行った
のでここで報告する．週 3 回，透析施設での治療を必
要とする血液透析患者にとって，高齢などの理由で自
力での通院が困難となった場合，入院を受け入れなけ
ればならないことは不幸なことと考えられる．当院の
外来血液透析患者において，通院患者数や入院患者の
状況を経年的に観察することにより，通院介護がどの
ように機能しているかの調査を行った．長崎市におい
ては，当院以外に長期入院で血液透析患者を受け入れ
る施設がほとんどないことが，今回の解析を行うに至
った背景であった．

1）　介護利用通院者の実態
図 2 は介護利用通院患者数の全外来通院透析患者

に占める割合の推移である．平成 14 年度は 23.7％ で，
年々増加し平成 18 年度は 33.8％ となっているが，平
成 19 年度は下降傾向となっている．その内容を図 3

で見てみると，平成 14 年度・15 年度は介護者の 9 割

図 2　介護利用通院者の割合
　　　　　　　　　　 縦軸は ％．
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図 3　介護利用通院者の推移
　　　　　　　　　　 縦軸は人数．
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以上が患者の家族で占めている．平成 16 年より市内
のタクシー会社 2 社が介護タクシー事業を本格稼働し
たのに伴い，介護タクシーの利用が増大している．そ
れにより，家族による介護通院が減少していたが，平
成 19 年度は介護タクシー利用者数が減少し，再び家
族での対応が増加している．これは平成 19 年度に介
護保険制度の改定（見直し）が行われ，要介護の認定
基準が変更になったことで，介護タクシーの利用が厳
しくなったことによるものであると考えられる．

図 4 は介護利用通院患者の平均年齢を示しており，
平成 18 年度まではわずかに上昇傾向であったが，平
成 19 年度は下降し 67.0 歳となっている．図 5 は介護
利用通院患者の平均透析歴を示しており，平成 14 年
度に 7.4 年であったのが年々低下し，平成 18 年度に
は 4.2 年となっているが，平成 19 年度は 5.6 年と上昇
傾向がみられている．

図 2～5 をまとめると，平成 18 年度までの介護利用
通院患者の平均年齢が上昇し透析歴が低下傾向を示し
ているのは，高齢透析導入患者の増加によることが推
測される．また，平成 19 年度に，介護タクシー利用
者が前年度の約半数となり，平均透析歴が上昇傾向，
平均年齢が下降傾向となったことは，高齢透析導入患

者で平成 18 年度までは介護タクシー利用対象者であ
ると考えられた患者のうち，透析歴が浅く比較的 ADL

良好な患者が，一般のタクシー利用での通院になって
いる，もしくは社会的入院となっている可能性が考え
られる．そこで，社会的入院について調査を行った．

2）　社会的入院の実態
患者によっては入院目的が疾病治療の目的とは異な

り，外来通院を続けるための諸々の支援が得られない
ために，入院を余儀なくされる場合がある．これらを
社会的入院と呼んでいるが，通院介護者が不在なため
の入院も含まれている．

図 6 では，社会的入院数の入院全体に占める割合
を示している．平成 16 年度は 20.1％ であったのが平
成 18 年度には 16.2％ まで減少したが，平成 19 年度
は 19.0％ と上昇傾向を示している．これにより，介
護保険利用ができなかった患者の一部は，社会的入院
になった可能性が考えられた．

図 7 では，その社会的入院患者の転帰を不変・転
院・増悪・死亡に分類した．なお，社会的入院は入院
目的の性質上「軽快退院」はなく，多少の ADL 変化
等については「不変」として処理している．軽快退院

図 4　介護利用通院者の平均年齢
　　　　　　　　　 縦軸は年齢．
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図 7　社会的入院患者の転帰
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の割合は年々減少しているが，平成 19 年度は増加傾
向となった．死亡退院の割合は逆に増加していたが，
平成 19 年度に下降傾向が見られた．平成 16 年度から
平成 18 年度で「死亡」が増加し「不変」が減少した
ことから，社会的入院患者の入院時のリスクが高くな
ってきていることがうかがえた．つまり，全身状態が
低下するまで頑張って通院している患者が増加してい
るのではないかと考えられた．平成 19 年度に「不変」
が増加傾向となっているのは，介護タクシー利用が厳
しくなったことが影響している可能性がある．

図 8 は，社会的入院患者の平均在院日数を示して
いる．全患者の平均在院日数は毎年 60 日前後となっ
ている．それに対し，社会的入院の患者全体では，毎
年 260 日前後であったのが，平成 19 年度で 139.9 日
となった．また，社会的入院患者で転帰が「死亡」の
患者の平均は，平成 16 年度で 691.4 日であったが，
平成 19 年度では 277.0 日まで短縮した．

3）　研究のまとめ
すべての結果をまとめると，介護タクシー利用者は

平成 15 年度では 0 名であった状況から毎年増加を続
け，平成 16 年度には 15 名となっていたが，平成 19

年度には 7 名に減少した．また，社会的入院患者の割
合は，平成 16 年度の 20.1％ から平成 18 年度の 16.2

％ に減少したが，平成 19 年度には 19.0％ となった．
また，社会的入院後の死亡患者の在院日数は 691.4 日
から 277.0 日にまで短縮した．これにより，通院困難
となった血液透析患者は，介護システムの充実によっ

て，在宅での生活がより長期となった可能性が示唆さ
れる．

おわりに

以上，当院の研究結果でもわかるように，透析医療
における介護保険は重要な役割を果たしていると言え
る．どの透析施設においても常に充実した透析医療提
供に努め，日々さらなる向上に努めている．しかしこ
の素晴らしい医療も，透析施設に患者が来て初めて提
供されるものである．言いかえれば，通院支援行為な
くして透析療法は始まらないということになる．はじ
めの部分で介護保険の目的や基本理念に触れたが，透
析医療における介護保険サービスは，介護保険の目的
や基本理念等により忠実に，かつ，より具体的に施行
されていることがわかる．

また，当院の研究は通院にスポットをあてたもので
あるが，もともと慢性腎不全の治療としては，①透析
療法，②食事療法，③投薬療法，④運動療法と 4 本柱
があり，すべての療法においても介護保険は必須であ
る．具体的に言うならば，食事療法ではヘルパー利用
とか配食サービス・施設サービスの支援が考えられる．
投薬療法では，訪問看護・ヘルパー等の利用等が考え
られる．運動療法では訪問リハビリサービス・デイケ
ア・デイサービス利用・訪問入浴利用が考えられる．

介護保険のサービスを工夫して受けることが生命予
後にしっかりと繋がる．そして，何よりも QOL の向
上である．したがって，透析医療における介護保険は
とても有用なものであると言える．
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要　旨

災害時の医薬品および医療器材の供給体制は，各関
係者・関連諸団体間の「大規模災害時の医薬品等供給
マニュアル」によってその対応策は作られており，有
事に備えられている．透析医療においては相互連携が
他領域に比べ格段にとれており，ある一定の地震災害
には対応できる体制が整っているが，都市部で発生し
うる需要増大には対応しきれないことも想定できる．
それら供給体制整備に不可欠となる緊急要請の仕組み
と備蓄，またネットワークやエリア連携による情報共
有は供給体制に重要な意味をもつものである．

1　はじめに

災害対策への議論は，これまで長年にわたる日本透
析医会が中心となった様々な活動によってある一定の
標準的対策が明示され，各施設の取り組みに大きな示
唆を与えてきたと思われる．われわれも学術ビデオや
冊子，情報活動などを通して啓発に尽力し，企画当初，
目標とした透析医療における災害対策の方向性に微力
ながらお手伝い，ご支援できたことに深く感謝の意を
述べたい．また災害時医療支援船事業を通し，様々な
職種を交えた多くの関係の方々と事業推進に携わるこ
とができたのは，まことに貴重な経験であった．そし
て，今新潟に赴任していることにも少なからず運命を
感じているところであるが，在住してからは大地震が
発生していないことを加えておきたい．

これまで作られてきた様々な災害対策の中でも，物
流や供給体制に関わる著書は多くない．本稿では，こ
れまでの災害対策に補完する意味で，現在の整備状況
や医薬品・医療器材の供給体制について述べることと
する．

2　医薬品の流通と在庫

医薬品は医薬品製造業者から卸売業者に出荷され，
各医療機関へ納入される．一部の製造業者を除いてほ
とんどがこの形態となっているのが現状である．

通常，医薬品製造業者のもとには出荷前および製造
過程の医薬品があるが，その在庫量は医薬品の種類や
発注量など各製造業者によって異なり，一般的に全国
出荷分の 1 カ月未満程度で生産調整されている．した
がって，これは通常の出荷量として予定された生産量
であるため，災害時に転用される性格のものでは基本
的にはないと考えられている．よって緊急時に必要と
される医薬品は，その種類や災害の規模にはよるもの
の，後に示す緊急要請時に，各製造業者が対応，検討
することとなっている．つまり製造業者が保有する医
薬品在庫に比し，一般に流通している医薬品数量が格
段に多いため，その必要量を確保する場合，まずは各
卸売業者または卸売業者間での連携によって，医薬品
確保が検討されることとなっている．

3　災害緊急時医薬品・医療器材の供給体制

災害時医薬品等供給の基本的な考え方は，平常時と
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同様の供給が可能であれば，卸売業者の供給活動にま
ずは委ねるというものである．そのさい医療機関では，
通常取引している卸売業者とのルートで確保可能かど
うかが大きなポイントとなる．供給不可となった場合
は，複数の医療機関が同様な状況に陥っている可能性
がある．このため卸売業者が保有する在庫が不足し，
緊急注文に対応ができなくなることが起こりうる．

こういった人命に関わる特別な医薬品等が必要とな
った場合で，被災地内で必要な医薬品が確保できず卸
売業者の供給に支障が生じたときの対応は次のように
なる．まず取引卸売業者による被災地外からの供給確
保，または各都道府県の医薬品等卸組合での調整が入
る．さらに不足した場合は，都道府県から厚生労働省
への要請によって，同省から日本製薬団体連合会へ緊
急要請が出される．これにより，各医薬品製造業者が
自主的に対応する仕組みとなっている（図 1）1）．

大規模災害発生時の情報，通信，交通の混乱時とい
えども，医薬品，医療器材は迅速にしかも的確である
ことが求められている．これらが安定的に稼動するた
めには各関連関係者間の連携が重要であり，それぞれ
の役割や準備，連絡先，連絡事項が決められている．

ここでいう関係者とは以下をさす．
①　都道府県の薬務担当課・厚生労働省

②　医薬品等の卸売業者
　都道府県医薬品等卸共同組合（以下県卸組合）
　日本医薬品卸業連合会
　日本医療機器販売業協会（以下医機販協）
　各医薬品等卸売業者
③　薬剤師会
　都道府県薬剤師会
　日本薬剤師会
④　医薬品等製造業者
　日本製薬団体連合会（以下日薬連）
　日本医療機器産業連合会（以下医機連）
　各医薬品等製造業者
⑤　医療機関・都道府県医師会
以下，これらの役割等について説明を行う．

1）　都道府県薬務担当課
この課の役割としては，それぞれ関係者間の連絡を

調整する中核的な役割を果たすとともに，必要な医薬
品等の確保と供給に努めるとある．具体的には，災害
に備えた医薬品等の確保対策を立て，市町村，医療機
関，医薬品等卸業者，薬剤師会など，県内関係者間の
調整をはかることとなる．また医薬品等を調達，斡旋
し，医療現場へ供給するとともに，そのルートを確保

図 1　関係者間の主要なネットワーク（全体図）
　　　　　　　　　　　　（文献 1 より）
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し，被災地内の状況を厚生労働省へ連絡する．広域対
応が必要となった場合は，厚生労働省を通じて被災地
外へ支援を要請する．

準備としては，地域の実情に応じ緊急時の情報収集
体制と連絡体制を確立しておくことが必要とされてい
る．具体的には，医療機関や医薬品等，卸売業者など
関係者の連絡リストを作成し，在庫状況や需要状況な
どの情報収集体制，緊急時の医薬品等供給体制を確立
するとある．

連絡事項も決まっており，連絡窓口は都道府県薬務
担当課とされている．医薬品等卸売業者の倉庫や物流
センターの被害状況および稼動の可能性について情報
を入手し，また医薬品等の在庫状況，医療機関の稼動
状況について情報を受信，獲得する．これらの情報を
基に発信される内容としては，県卸組合へはまず安定
供給を要請し，被災地内の医療体制について情報を提
供，救護所や避難所の設置状況，供給先などを伝える．
また薬剤師会へは，医療チーム等への参加協力要請，
保管，管理等の運用，備蓄医薬品の供給協力要請など
がある．厚生労働省へは，被災者の疾病状況や医薬品
等の需給状況を報告し，また医薬品等卸売業者の稼働
状況や医薬品等の在庫状況，倉庫や物流センターの被
害状況などを報告する．マンパワーなど被災地外から
の支援が必要である場合は，受け入れ態勢を支援し，
被災地内の交通手段や通信手段の状況を報告する．

2）　厚生労働省医政局・医薬食品局
役割としては，広域的な見地から被災都道府県への

支援を行い，必要に応じて被災地外から医薬品等の供
給を行うとある．具体的には，全体的な情報収集と供
給ルートの確保，関係者間の連絡調整，都道府県の役
割を補完し，状況に応じ現地対策本部を設置する．

準備としては，広域的な見地から都道府県，日本医
薬品卸売業連合会，医機販協，日薬連，医機連，日本
薬剤師会，関係省庁，省内関係部局との連絡体制を定
めておくとされ，これらが整備されている．

連絡窓口は医政局経済課である．ここを通して，都
道府県からの被災地の疾病状況や医薬品等の需給状況
の報告，医薬品等卸売業者の稼動状況，在庫，被害状
況の報告を受ける．これらに基づいて日薬連，医機連
へその供給の協力要請や需給状況について情報の提供，
日本薬剤師会へは必要に応じマンパワー供給について

協力を要請する．

3）　医薬品等卸売業者
役割としては，医療機関の医薬品ニーズに応え，迅

速，安定な供給に努め，救護所などが設置された場合
には，都道府県と連携し，医療現場への医薬品等の供
給に協力するとある．具体的には上記に加え，被災地
内の医療機関の稼働状況や医薬品等の需給状況を県卸
組合を通じ，都道府県に伝えることが必要とされてい
る．

準備としては，迅速な供給ができるよう社内の緊急
連絡体制の整備や各都道府県の卸組合が中心となって
卸売業者間の協力体制，連携の整備を行うとされてい
る．ほとんどの都道府県で体制の整備がされている．

連絡窓口は，各都道府県の医薬品等卸共同組合とし，
広域対応は日本医薬品卸業連合会，医機販協としてい
る．各卸売業者は，被災状況や在庫状況，需給状況を
県卸組合に報告し，それらは都道府県へ報告される．
都道府県は，状況に応じ，広域対応の要請のための厚
生労働省への連絡，または被災地内の情報提供や安定
供給の協力要請を行い，対応することとなる．

4）　薬剤師会
役割は医薬品等の適正な使用を指導，または保管，

管理およびその確保に努めることである．具体的には，
派遣医療機関や救護所，避難所での服薬指導がある．
さらに救護班や医療チームへ参加して，薬剤使用の支
援，医薬品等集積所・救護所・避難所における医薬品
の仕分けやその管理がある．そして備蓄医薬品等があ
る場合は，それらを活用した供給を行う．

準備としては，各都道府県薬剤師会を中心として，
災害時にマンパワーを供給するための連絡体制を整備
しておく必要性を第一としている．

連絡窓口は，各都道府県の薬剤師会とされ，広域的
な対応については日本薬剤師会としている．ここには
医療用医薬品と一般医薬品が含まれ，各薬局・薬店か
らは被害状況と在庫，患者動向にあわせた医薬品の需
給状況の連絡を受ける．都道府県からは医療チームへ
の薬剤師会参加の協力要請や，保管，管理，備蓄医薬
品供給への協力要請を受けることとなる．
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5）　医薬品等製造業者
役割としては，被災地の需給に応じ医薬品，器材，

衛生材料等の迅速な供給を図ることである．このため
に関係業界団体の協力が必要としている．

準備としては，緊急医薬品等の分担や相互連絡体制
を整えておく必要があるとされている．この準備の実
際の稼動状況については，新潟県中越地震の事例を後
述する．

連絡窓口は，医薬品等製造業者は日薬連とし，医療
機器製造業者は医機連としている．特に透析医療の場
合は，メンテナンス緊急連絡先として，医療器材工業
会のホームページにて緊急連絡先一覧および人工透
析・血液浄化装置メンテナンスに関する問い合わせ先
一覧が掲載されており知っておきたい1, 2）．

4　災害時医薬品供給の実際

1）　阪神・淡路大震災
1995 年の阪神・淡路大震災では，未曾有の被害を

発生させ，医薬品の供給にも大きな混乱が生じた．通
常ルートでの医薬品確保が困難となり，緊急要請や好
意によって全国からたくさんの医薬品や資器材が，ヘ
リコプター・船舶などで運び込まれた．しかし現場で

は集積所をどこにするのか，管理，仕分けは誰がする
のか，そして殺到する注文の処理や，品物をどのよう
に届けるかなどの問題が生じた．そのため状況に呼応
し，行政関係者が場所を設定，薬剤師会が管理を，卸
売業者および医薬品等製造業者がボランティアとなっ
て納品対応を行った．そのさい，緊急車両・バイク・
自転車などが利用され活躍した．

このときの供給体制は，被災当日，十分な情報収集
および連絡ができない中にあっても，日本医薬品卸業
連合会や兵庫県医薬品卸協同組合へ確保要請が行われ
ていた．また人工透析液においては，製造業者に対し
医療機関の在庫の把握と供給の確保要請が行われ，道
路事情により時間は要したものの即対応されている．

支援物資の医薬品の集積所となった箇所での備蓄医
薬品数は，医療用が約 800 品目，一般用を入れると
1,000 品目以上に及び，薬剤師会ボランティアによっ
て仕分け管理にあたった．医薬品の流通は，保健所を
通して救護センターや救護所に渡され，保健所は集積
所からの医薬品供給の中継基地の役割を果たした．そ
のさい，各都道府県薬務課とともに，医薬品を薬効別
に分類し倉庫内に納めること，保健所からの要望に応
じ，医薬品の種類，数量を確認して手渡すことと決め

表 1-2　中外製薬供給の緊急医薬品

種　　別 医薬品名 供給数

抗インフルエンザウイルス薬 タミフルカプセル 75 20,000 カプセル
睡眠障害改善薬 アモバン錠 7.5 25,000 錠
不整脈治療薬 リスモダン R 錠 150 mg 12,500 錠
その他 アルペンこどもかぜ薬 K 細粒

（12 包入）
300 個

アルペンこどもかぜ薬 J 細粒
（12 包入）

300 個

新中外胃腸薬顆粒（28 包入） 500 個
中外下痢どめ（12 包入） 300 個

表 1-1　新潟県中越地震時に供給された緊急医薬品

総合感冒薬 整腸薬 外皮用殺菌消毒薬 抗ウイルス薬
血管拡張薬 鎮けい薬 化膿性疾患治療薬 下剤
催眠鎮静薬 副腎ホルモン剤 インシュリン製剤 消炎薬
合成抗菌薬 去たん薬 血管拡張薬 総合感冒薬
抗生剤 強心薬 解熱鎮痛消炎薬 消毒薬
抗不安薬 血圧降下薬 シップ薬 鎮痛消炎薬
糖尿病治療薬 解熱鎮痛消炎薬 喘息治療薬 消毒薬
消化性潰瘍薬 止しゃ薬 鎮咳薬 消炎鎮痛薬
気管支拡張薬 血液凝固阻止薬 鎮咳薬 血管拡張薬
血管拡張薬 口腔用剤 抗ヒスタミン薬 ガーゼ等
抗血栓薬 含嗽薬 下剤

※43 品目は薬効名で記載のため，一部重複あり
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て対応にあたったと報告されている3）．

2）　新潟県中越地震
2004 年に発生した新潟県中越地震では，透析医療

の場合，発生直後より各製造業者が継続医療に不可欠
な透析液および関連資器材などの手配を行い，対応可
能な情報を発信している．また，その他の医薬品も，
地震発生急性期の集中的な注文や配送の混乱はあった
ものの，県内各医薬品卸業者の努力によって現地納品
および地方中核医療機関への現地納品を行っている．
緊急要請となった医薬品については，地震発生 4 日後
の 10 月 27 日に厚生労働省医政局より国立病院機構災
害対策本部への医薬品無償供給要請が日薬連に入った

（28 社，43 品目，表 1-1, 1-2）．それらを新潟県医薬
品卸組合加盟 8 社が製品を集め，10 月 28 日に災害対
策本部に届けている4）．

5　緊急医薬品の種類と透析の位置づけ

地震災害などの被災時に必要とされる医薬品・医療
資器材は，急性期か復旧期か，またはその規模によっ
て異なる．

急性期では消毒薬，ガーゼ，抗生物質，強心薬など
が必要とされ，外傷，熱傷，切創，骨折，打撲，緊急
性のある内科疾患等を考えなければならない．一方復
旧期では内科系疾患，心身症が多くなる．予想される
疾病としては心的外傷後ストレス障害（PTSD），不
安症，不眠症，過労，感冒，インフルエンザ，外傷性
二次感染，便秘，消化器疾患などである．これらは災
害時を想定した各医療機関の備蓄により対応される事
が理想だが，各々に委ねられており，現実的には難し
いのが現状である．現在は地域によって自治体と共同
で備蓄している場合もあるので，確認しておきたい．

一方，透析医療では継続的な医療を可能とすること
が第一優先となる．必要な医薬品・器材は，発生直後
の継続医療に必要なものと考えられ，それらが備蓄や
緊急発注の対象となる．これに対し，各製造業者はそ
の支援体制を整備し，また各都道府県薬務担当課では
医薬品安定供給のための計画立案において，人工透析
液や糖尿病患者に対するインシュリン等のような特定
の医薬品等の確保について配慮する必要があると位置
づけている5）．

6　医薬品等供給体制の協定

緊急時の供給体制は，各都道府県および市区町村等，
自治体と各県卸組合もしくは卸売業者間で構築され，
ランニングストックを確保し，緊急時の速やかな安定
供給を目指す協定が結ばれている．その備蓄量は医薬
品の種類および卸売業者によって異なるが，平均 0.5

カ月程度は在庫として保有され，災害急性期に医薬品
が不足しない方策がとられている．

透析医療の場合は，各製造業者が独自に対応し，確
保・流通を支援しており，過去の地震被害においても
いちはやく対応している．

新潟県では，各卸売業者と新潟県医薬品卸組合との
間で，災害時相互協力供給のための協定が結ばれてい
る．これにより特定の緊急医薬品の確保，備蓄を行っ
ているが，これらは各都道府県でも同様な取り組みが
なされ，有事に備えている．

7　医療機器の供給体制

医療機器は医薬品の場合と異なり，透析に必要な医
療機器が破損すれば，ライフラインが通っていても即
時に継続的透析医療は不能となるため，特に対策が必
要とされている．これまで数々の地震災害から検証さ
れてきた，透析室内における四つの基本的災害対策が
提唱され，赤塚東司雄先生がまとめられた「透析室の
災害対策マニュアル」を参考にしたい6）．そしてこれ
らは現在多くの施設で取り組まれてきており，被害を
最小限に留める方策として有用となっている．

機器に一部破損が認められた場合には，
①　復旧可否判断
②　応急処置可否判断
③　破壊による新機器搬送時期
④　ライフライン復旧後のシステムチェック

などの条件により，その供給体制および供給時期は変
化する．取引業者とのコンタクトおよび応援体制につ
いては，予め相談し決めておきたい．またダイアライ
ザー，回路等の継続的透析医療に必要な資器材も同様
である．新潟県中越地震および新潟中越沖地震では，
各製造業者，卸売業者の対応によって，支援施設側へ
必要な資器材の確保，配送を行い，継続的透析医療が
可能となった．
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8　備　蓄

急性期を乗り切るために 3 日程度の備蓄が推奨され
ている．新潟中越沖地震で被災した刈羽郡総合病院の
倉持元医師は，備蓄倉庫に血液回路，粉末型透析用剤，
透析液，生理食塩液，I 型ダイアライザー，穿刺針等
を 3 日分備蓄していると報告している7）．

備蓄は，保管スペースや発注量，過剰在庫の問題か
らみて施設によって異なっており，表 2 に新潟県で
の現状（一部調査）を示す．これによると，備蓄は各
施設において現実的に可能な範囲で決定されている．
基準というよりは，有事対応ができる体制を整えてあ
るかどうかがより重要であると考えられる．

9　新潟県透析医療災害対策ネットワーク

新潟県は南北に約 300 km 近くあり長い．図 2 のご
とく，上，中，下越，新潟市-佐渡の 4 ブロックに分
けられ，各地域の代表者および各ブロックに中心とな
る核施設（コア）1 施設を設定，それを支援する準核
施設（ベース）2～4 施設が決められている．連絡先
更新も定期的に行われ，災害時のみならずインフルエ
ンザ対策などあらゆる緊急時の会合および情報発信に
活用されている．

新潟大学の成田一衛教授らは災害対策本部立ち上げ
から，情報収集そして問題認識のために，ホワイトボ
ード 1 枚が的確に全体像を把握でき有用であったと報
告している．そしてこのエリアネットワーク，および
日本透析医会災害情報ネットワークへの「被災なし」

図 2　新潟県透析医療災害対策ネットワークブロック

＊カッコ内は透析施設数

新潟市-佐渡（14）
本部：新潟大学
コア施設1
ベース施設3

下越（12）
コア施設1
ベース施設3

中越（16）
コア施設1
ベース施設4

上越（8）
コア施設1
ベース施設2

表 2　透析医療施設の備蓄†1 日数

病院名 日　数 病院名 日　数

A 病院 1 クール分 2 日 J 病院 5 日
B 病院 14 日 K 病院 0 日
C 病院 3 日 L 病院 7 日
D 病院 SPD†2 M 病院 0 日
E クリニック SPD N 病院 3 日
F 病院 7 日 O 病院 7 日
G 病院 SPD P 診療所 0 日
H 病院 7 日 Q 診療所 SPD
I 病院 7 日 R 病院 1 クール分 2 日

†1 　備蓄内容は透析液，ダイアライザー，血液回路などで，全て同じ日数ではない
場合もある．

†2 　SPD：supply processing & distribution system．在庫をもたず院内もしくは業
者等で材料供給を行う物流代行システム．



災害時の医薬品・医療器材の流通確保 243

の情報がいかに重要かを訴えている．これらは支援側
の人的資源や時間節約の観点からも大きな意味をもつ
とし8），供給体制においても重要な情報である．

10　おわりに

災害時の医薬品等供給に対して各関係機関が緊急時
供給体制を構築してはいる．しかし，その配送時間や
物量などは災害の規模および人口構造によって異なり，
速やかな納入が期待できない場合があることを想定し
かつ理解しておきたい．各医療機関が必要な備蓄を行
う場合は，急性期対応に必要なもの，継続医療に不可
欠なものが該当し，災害急性期を乗り切るための方策
を講じておくことが肝要となる．加えて各取引業者へ
の協力によって有事に備えることが望まれる．

災害は相互協力と理解が必要な状態であり，あらゆ
る関係職種の連携によって継続的医療が可能となる．
それぞれの役割が明確となり，状況が「見える化」さ
れる状態を，各エリアで整備していくことがより強固
な対策に近づくものと考える．

いずれにしても大規模災害は情報，通信の混乱と交
通渋滞を引き起こす．供給体制も万全ではないが，情

報が整理されることが重要であり，日本透析医会災害
情報ネットワークの役割は大きい．
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要　旨

透析療法選択を十分に説明する目的は，患者の自己
決定権を尊重することに加え，患者自身が自らの生活
に適した治療法を選択することで，長期的な生命予後，
QOL の改善を達成することにある．透析療法の進歩
と共に，医師・患者関係や治療法選択のプロセスも，
パターナリズム，インフォームドコンセント，共同の
意志決定と発展してきた．21 世紀医療は慢性疾患の
時代であり，診療システムも多職種協同，集学的なチ
ーム医療が中心となっていく．透析医療は最もチーム
医療が成功している領域であるが，透析導入前の慢性
腎臓病診療や透析療法選択の説明においても，チーム
医療の観点が重要である．

はじめに

透析療法は現代医学が到達した最大の成果の一つで
ある．腎臓の機能が完全に廃絶しても，健常人の生活
にちかい，QOL の高い生活をおくることができる．
末期の心不全，呼吸不全，肝不全では望むべくもない
水準の生活を可能にしたのが透析療法である．さらに
わが国の医療制度では，透析療法は一部の恵まれた人
のみがうけられる特殊な先進医療ではなく，誰もがう
けられる標準的な治療の一つとなっている．

一方，透析療法は，腎臓移植が成功しないかぎり一
生涯つづく治療法であり，患者の生命だけではなく，

家族・社会生活にも重大な影響を与える．透析専門医
や透析スタッフにとっては，一般的な治療の一つとし
て自然にとらえることができるが，患者，家族にとっ
ての透析療法は特殊な世界の特殊な治療に映ってしま
うだろう．

末期腎不全患者が，不安なく透析療法をうけいれ，
自分にあった透析療法を選択し，幸せな生活をおくる
ためには，導入直前になってから透析の説明をするの
ではなく，慢性腎臓病診療の過程で十分な時間をかけ
て説明するのが望ましい．すなわち慢性腎臓病の早期
発見，腎不全進行抑制の治療，腎不全の合併症予防と
治療，末期腎不全に対する腎代替療法の準備と円滑な
導入といった慢性腎臓病診療・ケアの一連の流れの中
で考慮すべき課題である．

本稿では，透析療法選択の説明のありかたについて，
チーム医療による慢性疾患ケアの観点からまとめてみ
たい．

1　透析療法選択を説明する目的 
　　――　患者の自己決定権

透析療法なしには救命・延命できないという急性腎
不全ないし末期腎全の状況で，どのように治療法の選
択を説明するかは患者の自己決定権を尊重するうえで
重要なことである．自らの受ける治療に関して十分な
情報を得たうえで，決定するという自己決定権は，現
代医療の大原則であり，患者の権利に関する世界医師

［臨床と研究］

透析導入時の治療法選択における説明のありかた
――　チーム医療による慢性疾患ケアの観点から　――

小松康宏　加曽利良子
聖路加国際病院腎センター

key words：腎代替療法，透析療法，チーム医療，慢性疾患ケア，共同の意思決定
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会リスボン宣言のなかで，
　　「a. 患者は，自分自身に関わる自由な決定を行

うための自己決定の権利を有する．医師は，患者
に対してその決定のもたらす結果を知らせるもの
とする．b. 精神的に判断能力のある成人患者は，
いかなる診断上の手続きないし治療に対しても，
同意を与えるかまたは差し控える権利を有する．
患者は自分自身の決定を行ううえで必要とされる
情報を得る権利を有する．患者は，検査ないし治
療の目的，その結果が意味すること，そして同意
を差し控えることの意味について明確に理解する
べきである．」

と明確に記載されている．
表 1 には米国腎臓専門医協会・米国腎臓学会によ

る透析導入ガイドラインの骨子を示したが1），中心と
なっている考え方は「共同の意志決定（shared-deci-

sion making）」，「インフォームドコンセントと拒否
（infromed consent or refusal）」「対立の解消（conflict 

resolution）」である．
わが国には，ながらく明文化された透析導入に関す

る説明の基準はなかった．2009 年になって日本透析
医学会が「腹膜透析ガイドライン」を作成し2），腹膜
透析に限定されているものの，「腹膜透析導入に際し
ては血液透析，腹膜透析，さらに腎移植に関する十分
な情報の提供を行い，同意のもと決定する」と述べて
いる．本邦での末期腎不全の治療法に関する情報提供

は十分とはいえず，腹膜透析に関する情報提供は，腹
膜透析を施行している施設に限られる傾向が強い3）．
新しいガイドラインによってすべての患者に十分な情
報提供がされることを望みたい．

なお，前述した米国のガイドラインには「事前指示
（advance directive）」「透析の非導入または透析の中止
（withholding or withdrawing dialysis）」「特殊な患者群
（special patient group）」「緩和ケア（palliative care）」
についての勧告も示されている．透析患者の高齢化や
合併症を持った患者が増加することを考えれば重要な
課題である．しかし本稿では，腎不全以外の生命予後
は比較的良好であることが期待でき，自己決定・判断
能力が一定以上ある末期腎不全患者に限定して考察し
たい．透析非導入，中止，透析患者の緩和ケアに関し
てはすぐれた論文があるので参照していただきた
い4, 5）．

2　透析療法選択を説明する目的 
　　――　慢性疾患医療の質の向上

透析療法選択を十分に説明する目的は，患者の自己
決定権を尊重することだけではない．

患者自身が自らの生活に適した治療法を選択し，不
安なく安全に透析療法を開始できること，そして透析
療法を積極的に継続することで，長期的な生命予後，
QOL の改善を達成することにある．

21 世紀医療の特徴は「慢性疾患」である6, 7）．急性

表 1　米国腎臓専門医協会・米国腎臓学会による透析導入ガイドライン（抜粋）

勧告 1：共同の意志決定（shared decision-making）
　急性腎不全，末期腎不全のすべての患者に対し，共同の意志決定を促進できるような患者・医師関係が望ましい．共同の意志決
定に参加する者は少なくとも患者と医師である．患者に意志決定能力が欠けている場合には，決定には法的代理人を含めること．
患者の同意があれば，共同の意志決定には家族，友人あるいは腎臓病ケアチームのメンバーを含めてよいだろう．

勧告 2：インフォームドコンセントないし拒否
　医師は患者に対し，診断，予後，すべての治療選択枝について十分に説明を行うこと．治療法の選択には，①可能なすべての透
析療法，②透析非導入とし，終末期ケアを含む保存的療法を継続すること，③期間限定の透析施行，④透析療法を中止し終末期ケ
アを受けること，が含まれる．治療法の選択は患者自身によって決定されるが，患者が意志決定能力を欠く場合には，法的代理人
によって決定される．決定は十分にインフォームされた上で，自発的なものでなければならない．腎臓病ケアチームは，かかりつ
け医とともに患者や法的代理人が，治療法決定の結末を理解できるように最大限つとめなくてはならない．

勧告 4：対立の解消
　透析療法をうけることの利益について患者（あるいは法的代理人）と腎臓病ケアチームとの間に不一致がある場合には，体系だ
ったアプローチ法によって対立を解消することが勧められる．対立（意見の不一致）は腎臓病ケアチーム内で，あるいは腎臓病ケ
アチームと他の医療職の間にみられることもある．体系だったアプローチとは，共同の意志決定プロセスを対立の原因となりうる
以下の点から見直すことである．①予後に関しての説明不足や誤解，②個人内ないし個人間の問題，③価値観．透析療法実施に緊
急性がある場合には，患者ないし法的代理人が望んだ場合には，対立の解消に努めつつも透析を実施する．

（文献 1 より）
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期疾患の治療にあたっては，マスコミでもてはやされ
る「ゴッドハンド」の医師のように，診断能力や治療
技術が高い優秀な医師の手にかかれば，患者は特別な
努力をせずとも疾患が「治癒」することも可能であっ
た．一方，糖尿病や慢性腎臓病などの慢性疾患では，

「完治」は通常期待できない．早期からの適切な治療
によって進行を抑制したり，合併症を予防，軽減する
ことはできるが，長期間にわたり病気とともに生活す
ることを余儀なくされる．医師が診断を下し，処方箋
をわたせば治療が完了するわけではない．Holman に
よる慢性疾患の特徴と患者の責任について表 2 に示し
た7）が，処方された薬剤をきちんと服用し，食事療法
や生活習慣改善を行うには，患者自身が疾病や治療法
について十分理解している必要がある．

図 1 は国立人口問題研究所によるわが国の人口構
成の変遷である＊1）．今から 20 年後には人口構成が大
きく変わり，高齢化社会は 65 歳以上の人口が就労人
口の約半分，1 人の高齢者を約 2 人の就労人口がささ
える，という大変な状況となる．このような社会では，

透析室にくれば熟練したスタッフがダイアライザー・
回路のプライミング，穿刺，除水量調整，食事指導ま
で行ってくれる「透析スタッフにすべておまかせ」の
治療をつづけることには限界がくるだろう．患者自ら
が治療の主体者となり，在宅透析（血液・腹膜）や

2030 年2030 年

男 女

歳
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

人口（万人）

0 0 20 40 60 80 100 12020406080100120

2010 年2010 年

男 女

歳
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

人口（万人）

0 0 20 40 60 80 100 12020406080100120

1950 年1950 年

男 女

歳
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

人口（万人）

0 0 20 40 60 80 100 12020406080100120

図 1　わが国の人口構造の変遷
　　　　　　　　　　　　　　　 （参考 URL ＊1 より）

表 2　慢性疾患の特徴と患者の責任

1. 慢性疾患の特徴
・症状が持続し治癒することがない
・薬物療法の継続
・行動変容（例：食事，運動，余暇）
・社会，労働環境の変化
・情緒的な悲嘆
・疾病や治療の効果を解釈する責任
・決定に参加する責任
・医療管理の決定への参加

2. 慢性疾患があるときの患者の責任
・内服の遵守
・症状改善や疾患の進行を抑制するための行動変容
・社会的，経済的な変化への適応
・情緒的な結果への対処
・症状を正確に解釈し報告する

（文献 7 より）
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in-center の自己透析が主流となることも十分考えられ
る．

透析導入前の患者教育が予後に影響することは多く
の研究によって示されている．カナダの透析前教育プ
ログラムに関する研究では，十分な透析前教育によっ
て緊急導入が 35％ から 13％ に半減し，透析導入時の
入院日数や医療費が軽減したことが示されている8）．

3　医師（医療スタッフ）・患者関係の変遷と透析医療

医療はサービス業である．「サービス業」という言
葉に抵抗を感じる医師は，「医療スタッフは自分の希
望通りに治療をすべきである」と勘違いしている患者
と同様，「サービス」の意味を履き違えている．サー
ビスとは，人のために行う仕事であり，消防，警察，
官公庁，教育，医療，軍隊などは公共サービスと位置
づけられている．営利目的の顧客サービスであるホテ
ル，商業だけがサービスではない．「サービス＝お客
様は神様」の印象が先行し，「サービス」，「患者中心
の医療」の真の意味を誤解した結果，「患者様」とい
った奇妙な日本語を生んでしまったのは 20 世紀末の
不幸な社会現象といえるだろう．

医師・患者関係も時代とともに変わっていく．
Charles らは治療方針を決定するにあたって，①パタ
ーナリズムのアプローチ（paternalistic approach），②
インフォームド・アプローチ（informed approach）
ないし消費者主義（consumerism），③共同アプロー
チ（shared approach）の三つのアプローチ法を提唱
している9）．

20 世紀半ばの急性期疾患が主流だった時代は，医
師が診断，治療方針を決定し，患者が受け入れるとい
うパターナリズムで大きな問題はなかった．その後，
医療サービスの分野にも，営利目的のビジネスモデル，
消費者中心主義的なモデルが台頭しかかったが所詮限
界があった．医師・患者が契約関係をむすび，支払っ
ただけの対価を得るというモデルは，不確実性が高い
医療や治癒が期待できない慢性疾患では成立しにくい．
慢性疾患では治療の成否が医師によってだけ決まるの
ではなく，患者自身の積極的な治療への参加が不可欠
となる．慢性疾患の治療では，患者は単に医療サービ
スの受容者ではない．医療費を支払ってサービスを受
けるという一方的な消費者ではなく，治療法の決定に
参加し，治療の実行プロセスにも治療者の一員として

関与する．患者と医師・医療スタッフがともに医療提
供者となる協働モデルが 21 世紀の新しい医師（医療
者）患者関係となるだろう10）．

4　いつ療法選択の説明を行うか

透析療法の選択に関する説明は，慢性腎臓病診療の
重要な課題である．「慢性腎臓病の治療を成功させる
ためには透析療法の理解が欠かせない」という観点か
ら，筆者は慢性腎臓病の診療を開始した時点から，透
析導入までくりかえし透析に関して説明している．糖
尿病外来や循環器内科外来から，慢性腎臓病のフォロ
ーアップを依頼されたら，できるかぎり早い時期から
腎臓病の自然経過ならびに透析療法の必要性と治療に
ついて説明し，透析療法に対する不安や誤解を解くよ
うにつとめている．もっとも初診時に突然，透析療法
の話をするわけではなく，何度かの外来診察後，お互
いの信頼関係が築けた時点で，患者の理解力，病気に
対する受け入れの程度を判断しつつ，腎機能が廃絶し
た場合の治療法として話している．

透析療法の説明をするさいには，まず治療に対する
不安や誤解を解くことが大切である．残念ながら透析
療法は誤解されている．一般の人が誤解しているだけ
ではなく，指導的地位にある医師でも誤解している人
は多い．「透析しても長生きできない」「透析患者は仕
事はできない」「透析を始めたら旅行もできなくな
る」「透析療法はつらい治療だ」などはよく聞く誤解
である．透析療法が近年格段に進歩していること，一
定の制限はあるにしても，健常人に近い生活を送るこ
とが可能であることを理解してもらいたい．保存期の
外来で「透析にならないように慢性腎臓病の治療をが
んばりましょう」という言い方は，透析療法を悪い，
避けるべきものと誤解されかねないので注意したい．

CKD の病期によって説明内容は異なる（表 3）．病
初期は透析療法についての誤解をとき，理解してもら
うこと，CKD 5 期で透析療法が近づいてきたら，自分
の生活スタイルに適した透析療法を選択できるように
説明や相談をうけるし，アクセス作成や各種社会資源
や医療費助成度の手続きについても説明が必要となる．

慢性腎臓病の早期から透析療法について説明すると
いう筆者の方針に対しては，いたずらに不安をあおる
のではないか，うつ状態になり逆効果ではないか，そ
れに対して適切なフォローアップをしているのかなど
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の異論，批判があるかもしれない．すべての患者に，
画一的に「透析療法がいずれ必要になるかもしれな
い」と説明しているわけではない．超高齢者で腎不全
進行速度がきわめて緩徐で，透析導入にいたるまえに
天寿を全うする可能性が高い人にあえて透析療法につ
いて詳細に説明する必要はないだろうし，不安が強い
患者に対しては，説明の方法や時期について個別に検
討する必要がある．「十分な情報を得たうえでの共同
の治療方針決定」は理想であるが，すべての患者に一
律に適応できるわけではない．自立心が強いといわれ
る米国でさえ，共同の意思決定を好む人は 62％，イ
ンフォームドアプローチが 28％，医師に決めて欲し
いというパターナリズムを好む人が 9％ もいる11）．わ
が国の調査では医師や家族に治療法を決めて欲しいと
思う患者がさらに多いことがわかっている12）．最終的
には，共同の意思決定を目標としつつ，担当医が患者
の希望や状況を考慮したうえで，説明の内容，方法を
工夫するのが現実的な対応となるだろう．

しかし，そもそも慢性腎臓病患者が腎臓専門医にな
かなか紹介されないということが大きな問題である．
専門医に早期紹介（early referral，アーリー・リファ
ーラル）されたほうが，ぎりぎりになって紹介（late 

referral，レイト・リファーラル）されるよりも患者の
生命予後，QOL が改善するということは広く知られ
ている．もっとも多くの論文に使われている late re-

ferral の定義は，「透析導入前 3～4 カ月以内に紹介さ
れた」患者であり，透析導入半年前に紹介された場合
は，「早期，early referral」である．いかに多くの慢

性腎臓病患者が，透析療法が必要になる直前ぎりぎり
になって，熟慮し，気持ちを整理する十分な時間なし
に決断しなくてはならないかがわかる．

フランス，米国，英国の研究では，透析導入の 4 カ
月未満で紹介される患者が 30％ 以上である13）．残念
ながら日本の状況もかわらない．大学病院，教育病院
である 9 施設から構成されている「透析導入研究会」

（代表：重松隆和歌山県立医大教授）に所属する施設
で，2006～2008 年までの 3 年間に新規導入となった
約 1,200 名の患者の統計調査からは，16％ が初診時に
緊急導入，4 カ月以内の初診が約 3 割である14）．国立
循環器病センターで透析導入となった心血管病を有す
る慢性腎臓病患者 366 名を対象とした研究でも，早期

（透析導入 6 カ月以上前に腎臓内科受診）は晩期紹介
患者にくらべて透析導入後の予後が良好であることが
示されている15）．十分な透析療法選択の説明を行うに
は，慢性腎臓病自体の理解が不可欠であり，そのため
には一般社会に対する慢性腎臓病の啓蒙と，医療連携
をすすめていく必要がいっそう求められよう．

5　透析療法選択の説明内容とチーム医療

慢性腎臓病，特に透析療法では患者のセルフマネジ
メントが治療の成否を決める重要な要因であることを
述べたが，そのためには疾患や治療法に関する知識を
伝達するだけでは不十分である．治療法の説明におい
ても，患者自身が積極的に治療に参加する気になれる
ようにすることが治療法成功の鍵となる．医療専門職
と患者とが十分に話し合いのできる時間と場が用意さ

表 3　CKD　病期ごとの説明内容　（私案）

病期分類 説明内容

CKD stage 1～3 腎臓のはたらきについて理解する
腎臓病の原因，自然経過，治療法について理解する
腎機能が廃絶した場合には腎代替療法が必要となることを理解する
腎代替療法によって健常人に近い生活も可能となることを理解する

（透析療法に対する不安を軽減，誤解を解く）

CKD stage 4 腎代替療法の種類と特徴について概略を理解する

CKD stage 5 腎代替療法が必要となる時期を予測する
腎代替療法の詳細を知る
自分に適した腎代替療法を選択できる
透析アクセスの必要性を理解し準備する
尿毒症症状について理解する
透析療法導入の基準を理解する
社会資源　――　各種の手続きについて理解する

分類はあくまで目安であり，腎不全の進行速度や症状に応じて行う．
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れていることが不可欠だが，医師が割ける時間は限ら
れている．さらに 20 世紀に医学教育を受けた医師の
多くは，患者教育について体系だったトレーニングは
受けていない．そこで注目されるのがチーム医療，多
職種による集学的な慢性腎臓病外来システムである．

透析が必要な時期が近づいてきたならば，透析療法
について詳しく説明し，患者や家族の疑問に答え，透
析療法に対する不安を解消し，安心して透析療法を開
始できるように支援したい．透析の原理や必要性，ア
クセス手術について等に関しては主に医師が説明する
が，透析療法の実際の手順や，透析導入後の生活や費
用の問題などに関しては，医師だけでなく腎臓病・透
析看護師や臨床工学技士，ソーシャルワーカーが説明
したほうがわかりやすく，患者も気兼ねなく聞けるこ
とが多い．医師が「患者の立場にたってわかりやすい
言葉で説明」しようとしても限界がある．外来患者が
大勢待っている中で十分な説明時間をとることは難し
いし，医師にとっての「わかりやすい言葉」は必ずし
も患者にとってわかりやすいとは限らないし，患者側
の遠慮もある．この点，看護師のほうが患者のことば
で伝える能力がある．コミュニケーション技法，患
者・成人教育手法を医師が身につけることは重要であ
るが，医師が自分ですべてを行おうとするよりも，看
護師やソーシャルワーカーなど他職種の知識，技術，
経験を生かしていくほうが，限られた医療資源を有効
に活用でき，患者にとっても利益が大きい．このよう
な多職種によるアプローチ（multi-disciplinary model），
教育は血圧コントロール，貧血治療，電解質バランス
などの改善をもたらし，臨床的なアウトカム改善につ
ながることが示されている17, 18）．

百聞は一見にしかずというが，医療者が説明するよ
りは，透析室を見学してもらったり，透析患者と面談
する機会をぜひつくりたい．元気に生活している透析
患者と話して不安が軽減したり，透析導入時の不安を
自らが体験している透析患者がかける言葉が何よりの
安心を与えてくれる．また，医師は生命予後や合併症
などの医学的な観点や，透析療法の技術的な見地から
説明しがちである．しかし患者が実際に知りたいと思
っていることは，治療の融通性や患者の自由度，治療
の物理的スペースや騒音，生活がどのように変化する
のかなどである19）．表 4 には腎臓病以外も含めて慢性
疾患の患者が知りたいことを示したが，こうした問題

についても，より親身に，具体的に説明できるのは，
実際の患者自身であろう．

なお，説明するさいには口頭だけではなく，パンフ
レット，ビデオ，DVD など資料を用いるとよい．日
本腎臓学会，日本透析医学会，日本移植学会による

「腎不全の治療選択：あなたはどの治療法をえらびま
すか」はわかりやすく写真や図表を多く使用して解説
してある．一対一の説明だけではなく，グループ指導
や講演会なども活用したい．患者教育の具体的な方法
論，ノウハウについては，米国の公衆衛生・行動科
学・看護学の分野で理論と実践の蓄積があり，インタ
ーネットからダウンロードできる教材もあるので活用
したい＊2, ＊3）．

6　当院の実例とプログラム評価

筆者の属する聖路加国際病院では，訪問看護部と専
門診療科が合同で開催する慢性病外来が 20 年以上前
から運営されていた．腎センターの血液透析室の運営
方法を変更した 2006 年から対象を慢性腎臓病患者に
限定した「慢性腎臓病クリニック（CKD clinic）」と
して発展させ，医師・腎センター看護師・栄養士・薬
剤師・ソーシャルワーカーなど多職種が協働で慢性腎
臓病患者の診療・ケアにあたっている．腎臓病クリニ
ックでは「保存期腎不全　CKD 3～5」の診療を中心
と位置づけ，腎保護療法や腎不全合併症予防に加え，
透析療法の適切な選択・受容・円滑な透析導入をめざ
している．

診療形態は，医師の診察に加え，看護師の個別指
導・面談，栄養士による栄養指導，グループ教育（そ
ら豆塾）となっている．看護師は透析室看護師と兼任
なので，全員が透析療法について熟知しており，患者
からの質問に自信をもって対応できる．表 5 に慢性
腎臓病看護師に求められる知識・技術を示した16）．

表 4　患者は何を望んでいるか

・以下の事項に関する情報アクセス
・継続したケアといつでもアクセスできること
・ケアのコーディネーション，特に専門家との
・インフラストラクチャの改善（予約，待ち時間，支払い，迅

速なケア）
・疼痛，疲労，障害，自立感喪失などの症状への対処法
・不確定，恐れと不安，怒り，孤独感，睡眠障害，記憶力喪失，

運動の必要性，夜尿，性的障害，ストレスなどの病気の結果
への適応法

（文献 7 より）
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患者教育も「教育」であるからにはカリキュラムと
評価法が確立していなければならない．説明者，担当
者によって説明内容が違ったり，効果が異なっては困
る．担当する医師によって透析療法の選択内容が極端
に違うような場合には，施設内の医療の質が不均一で
ある可能性がある．当院では，透析療法選択にあたっ
ては，担当医が説明すると同時に，腎臓病専門看護師
ならびに腹膜透析ナースからも複数回の説明を行って
いる．説明内容については説明者間の違いが生じない
ように工夫しているが，まだ明文化されたカリキュラ
ムがあるわけではない．グループ教育である「そら豆
塾」に関しては，教育内容，方法，評価方法を明確に
したカリキュラムがあり，それにそって行っているが，
個々の患者に対する透析療法の説明や，慢性腎臓病ク
リニックでの一対一での看護師面接，指導に関するカ
リキュラムと評価法の作成は今後の課題である．

臨床医や看護師は善意と情熱をもって仕事をしてい
る．患者に対する説明，教育についても日々勉強し，
工夫を重ねて患者のために努力している．しかし自己
満足におちいらず，患者にとって最善の医療を提供す
るためには，継続的に医療の質を向上させるシステム
が必要である．そのためには提供している医療の質を
評価することが第一歩となる．安田らは，プログラム
評価の重要性を，「（研究者や実践家は）良かれと思っ
て熱心に取り組んでいる活動が真に正当性をもち，か
つ真に有効性があるということをエビデンスをもって

客観的に示す努力を怠りがちである．」と述べてい
る20）．「測定できなければ評価できず，評価できなけ
れば質を向上させることはできない」ともいわれる．

では，透析療法の選択説明の質はどのように評価す
ることができるだろうか．最終的な目標は，患者にと
って質の高い生活や長期的な生命予後であるが，測定
するのは容易でなく時間もかかる．医療の質は，①構
造（ストラクチャー），②過程（プロセス），③結果

（アウトカム）の三つの側面から評価することができ
るが，現在のところ，医療の質を知るためにはプロセ
スの評価が最も望ましいと考えられている21～23）．適
切な治療法の説明，選択によって，透析療法が円滑に
開始され，患者が積極的に治療に参加している度合い，
プロセスの評価法としては，各施設における緊急透析
導入の比率（低いほど望ましい），透析導入時の恒久
アクセス使用率，さらに腹膜透析の選択率をみること
ができるだろう．十分な透析前患者教育によって，患
者自身が積極的に関わる透析療法，すなわち腹膜透析
選択率が 31％，自己血液透析 16％，在宅血液透析 9

％ と増加したことが報告されている24）．地域や患者
年齢層などによって一概には断定できないが，ある施
設の腹膜透析選択率がほぼ 0 であれば，十分な情報や
治療法の選択を提供できているのか再検討する余地が
あろう．

なお，教育内容を標準化する，カリキュラムを作成
するということは，マニュアル化した画一的な説明を

表 5　慢性腎臓病看護師に求められる知識・技術内容（私案）

1. 慢性腎臓病の病態生理を患者に説明できる
2. CKD に関する主な検査成績を解釈できる
3. CKD の治療法を理解している
4. 各種検査の意義・方法を患者に説明できる
5. 各種検査結果のみかたを患者に説明できる
6. 血圧コントロールの必要性と方法を患者に説明できる
7. KDOQ I ガイドライン，日本高血圧学会ガイドラインの概

要を理解している
8. 血圧コントロールの程度を評価できる
9. 腎機能を評価できる
　（NKF の CKD ステージ分類を理解している）
10. 腎不全の進行速度が一定であること（急性増悪がないこ

と）を判断できる
11. 1/Cr（CCr の経時的変化）のグラフを作成・評価できる
12. 腎性貧血の病態・治療法を理解している
13. 腎性貧血の病態・治療法を患者に説明できる
14. 貧血コントロールが良好かどうかを判断できる
　　エリスロポエチン，鉄剤の投与量の変更が必要な場合医師

に相談できる

15. EPO を投与できる
16. CKD に伴う Ca 代謝の病態生理を理解している
17. CKD 患者の Ca, P, iPTH の適正レベルを理解している
18. ビタミン D, P 結合剤の使用法を理解している
19. 慢性腎不全に伴う電解質異常の病態生理を理解している
20. K，酸-塩基平衡異常を発見できる
　（高 K 血症があれば医師に連絡できる）
21. 透析療法について説明できる
22. 透析療法の適応（透析の導入時期）を理解している
23. 透析方法の選択に関して患者に説明できる
24. 透析アクセスについて患者に説明できる
25. 透析患者への社会的資源活用に関して理解している
26. CKD 患者への患者教育法の最新理論を理解している
27. CKD 患者への患者教育法の最新理論を実践できる
28. 教育・指導効果を評価できる

（文献 16 より）



透析導入時の治療法選択における説明のありかた 251

行うことではない．治療法選択の説明にさいしても，
単に情報を第三者的に伝達するのはインフォームドコ
ンセントでも共同の意志決定でもない．正確な情報を
伝えたうえで，個々の患者に適した治療法の選択につ
いて，医師の立場から助言することも医師の役割と考
える．近代医学研究ならびに医学教育の祖であるウイ
リアム・オスラーは「医療の実践は科学に基づいたア
ートである（The practice of medicine is an art based on 

science）」と述べている．医療の実践である透析療法
の説明も，教育学，行動科学，心理学などの体系だっ
た理論や方法論をふまえたうえで，個々の患者の生活
習慣，生活状況，教育理解度，家庭背景，合併症の程
度などにあわせて行いたい．

おわりに

透析導入時の治療法選択における説明のありかたに
ついて，チーム医療による慢性疾患ケアの観点から考
察した．現実にはすべての慢性腎臓病患者の透析導入
にあたって，共同の意志決定が可能とは限らない．患
者・家族背景によっては，パターナリズム的なアプロ
ーチが必要なこともあるだろう．しかし，21 世紀の
透析医療をすすめるにあたっては，患者もチーム医療
の積極的な参加者であるという観点をもち，共同の意
志決定で治療法を決定することができる機会が増えて
いくように努力したい．
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要　旨

一般的に抗血栓薬は抜歯などの軽度の観血的治療で
は中止せず，血栓を形成しやすい症例の大手術時のと
きのみ，中止・休薬が行われる．その中止期間は不可
逆的な抗血小板薬では血小板寿命の 5～7 日であり，
可逆的な抗血栓薬は薬物の半減期に依存する．透析患
者で血栓症の発症率が高いため，抗血栓療法は広く行
われているものの，易出血性であり，ヘパリンなどの
抗凝固薬を間歇的に使用するため，中止基準について
の検討は十分になされていない．

1　透析患者と血栓症

血栓症は血小板の活性化が主に関わる動脈血栓，凝
固系の活性化によるフィブリン塊の形成が主に関わる
静脈血栓に分かれ，線溶作用が十分に働かずに血栓塊
を生じると，心筋梗塞，脳梗塞，肺梗塞などの致死性
血栓症，あるいは閉塞性動脈硬化症などの末梢動脈疾
患が起こりやすくなる．糖尿病や腎硬化症などの動脈
硬化性病変が原疾患の高齢透析患者が増加しつつある．
これらの疾患では血管内皮細胞が障害されやすくなり，
傷ついた血管内では血小板凝集が起こり，血栓ができ
やすくなる．それとともに，透析後に血液濃縮が起こ
り血圧が低下しやすいこと，シャント閉塞などを起こ
しやすいことも透析患者で血栓症の発症率が高い原因
になっていると考えられる．それを予防するために抗

血小板薬あるいは抗凝固薬が用いられており，透析患
者に対して抗血栓療法は広く行われている．

たとえば動脈硬化を元に発症する脳梗塞，心筋梗塞
の予防にはアスピリンなどの抗血小板薬，深部静脈血
栓症や心原性脳塞栓症ではワルファリンの再発予防効
果が確立しており1），末梢動脈疾患（閉塞性動脈硬化
症）の国際統一診療ガイドライン TASC II（Trans-At-

lantic Inter-Society Consensus）では，「跛行症状改善
のための第一選択薬物療法」としてシロスタゾールが
最も推奨されている2）．

これらの抗血栓薬投与時に内視鏡治療や抜歯時を含
め，さまざまな観血的手技や手術を行うと大出血を惹
起する危険性がある．しかし透析患者は容易に出血し
やすいものの，血栓を生じやすいため，安易に抗血栓
薬を中止すると，リバウンドによる血栓塞栓症を誘発
する危険性もある．しかし実際には，観血的治療時前
に透析患者に対し，抗血栓薬を中止すべきか否かにつ
いて言及した報告はほとんどないのが現状である．

2　ワルファリン投与と重篤な腎障害との関係

唯一の経口抗凝固薬であるワルファリンの添付文書
には「重篤な肝障害・腎障害のある患者〔ビタミン K

依存性凝固因子は肝臓で産生されるので，これが抑制
され出血することがある．また，本剤の代謝・排泄の
遅延で出血することがある．〕」と書かれており，重篤
な肝障害だけにとどまらず，なぜか，重篤な腎障害の
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ある患者にも投与禁忌になっている．
筆者らの行った 40 都道府県の腎専門医 283 名から

得られたアンケート調査3）によると，ワルファリンが
「重篤な腎障害」に禁忌であることを認識している腎
専門医は 26.1％ にすぎなかった．しかし血栓を起こ
しやすい透析症例に対し，ワルファリンを処方するこ
とがあると答えた腎専門医は 88.6％ と，共に非常に
高い値を示した．透析患者にワルファリン投与は禁忌
であるにもかかわらず，投与せざるをえないというの
が実態であろう．

また保存期の腎疾患の中でも，免疫学的な機序で発
症する糸球体腎炎は，血中，糸球体において形成され
る免疫複合体が血小板凝集，血液凝固因子を活性化し，
血栓形成の引き金になると考えられており，抗凝固薬
のワルファリン，へパリンあるいはジピリダモール，
塩酸ジラゼプなどの抗血小板薬が汎用されている．

3　抗血栓薬中止が必要な手術

抗血栓薬を服用している症例が出血をともなう処置
や手術を受けると，出血しやすくなる．ところが，特
に血栓症を発症しやすい僧帽弁機械弁置換症例，弁膜
症を有する心房細動のある症例などでは，観血的治療
を行う場合に出血性合併症を恐れ，抗血栓薬を休薬す
ると，血栓症発症の危険性が高まる．

Mauazl ら4）の報告によると，アスピリン治療を中止
した 309 例中の 13 例（4.2％）が脳梗塞を起こしたの
に対し，対照群では 4 例（1.3％）と有意に低頻度で
あり，脳梗塞の発症率がアスピリン中止群で 3.4 倍高
くなっている（95％ 信頼区間 1.08～10.63； P＜0.001）．

また Wahl ら5）の報告によると，抜歯時にワルファ
リンの投与を中止すると 542 例中 5 例，つまり 1％ の
確率で血栓塞栓症や脳梗塞を発症し，そのうち 8 割の
4 例が死亡している．また Aframian ら6）によるメタ解
析によると，ワルファリン服用例で PT-INR（プロト

ロンビン時間国際標準比）が治療域（米国では 2.0～
3.0，機械弁置換で 2.5～3.5 だが，日本人では 2.0 前後
の低めにコントロールされる場合が多い）にあれば，
1 本の単純抜歯ではワルファリンを休薬すべきではな
いこと，低用量アスピリンを歯科処置のために中止す
べきではないことが，いずれも高レベルのエビデンス
として示されている（表 1）．また口腔内出血が生じ
た場合には，トラネキサム酸溶液による含嗽が有効で
あることが高いエビデンスで示されている．

以上のように，アスピリン，ワルファリンのいずれ
も歯科的処置時の休薬によって起こる血栓塞栓症の頻
度は 1～4％ 程度と高くはないものの，発症例は重篤
な場合が多く死亡率も高い．このような観点から，
2004 年の日本循環器学会などが合同で作成した循環
器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイド
ライン7）によると，歯科での抜歯の処置や眼科による
白内障などの体表の小手術，消化管の内視鏡検査を受
ける時には出血の危険性はほとんどないとされている．
また中止することによるリスクが大きく，血栓再発の
危険を考慮して，「ワルファリンを原疾患に対する INR

を至適治療域にコントロールした上で，ワルファリン
内服継続下での施行が望ましい」，「抗血小板薬内服継
続下での施行が望ましい」としており，抗血栓薬の服
薬の継続が勧められている．

このように，現在では大手術以外では中止しないほ
うがよいという考え方が普及しつつある．しかし実際
の臨床現場では，これらの処置や手術を受ける時には
ワルファリンや抗血小板薬を中止することが少なから
ずある8）．体表の小手術であっても術後出血が起こっ
た場合の対処が困難な症例，ペースメーカーの植え込
み，および内視鏡による生検や切除等への対処は大手
術に準じ，ワルファリンや抗血小板薬を中止する必要
性がある9）．しかし透析患者は一般的に，易出血性で
あり，透析時にへパリンなどの抗凝固薬を使用してい

表 1　EBM に基づいた歯科処置を受けるワルファリン，アスピリン服用患者の管理6）

1 . PT-INR が治療域（米国では 2.0～3.5； 日本では 2.0～3.0，あるいはそれ以下）に
入っている患者では，単純な抜歯ではワルファリン投与を中止する必要はない．

血栓症を予防する利益は重篤な出血リスクよりもはるかに高い（エビデンスレベ
ル A； 多数のランダム化比較試験）．

2 . ワルファリン服用患者の口腔手術後，2 日間の 4.8％ トラネキサム酸溶液による含
嗽は有効である（エビデンスレベル A； 多数のランダム化比較試験）．

3 . 低用量アスピリン（1 日 100 mg 以下）は中止する必要はない（エビデンスレベル
B； 1 つのランダム化比較試験と非ランダム化試験）．
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ることもあるため，血栓症発症のリスクと出血のリス
クを十分に比較考慮する必要性がある．

4　薬物動態から考える抗血栓薬の中止時期

薬物の消失は半減期に依存する．薬物の投与を中止
すると，半減期×1 の時間が経過後，薬物の血中濃度
は 50％ に低下し，×2 倍で 25％ に，×3 で 12.5％ に
低下する（図 1）．逆に薬物を定期的に同じ量を連続
投与すれば，半減期×1 で，平均定常状態濃度の 50％
に達し，×2 で 75％，×3 で平均定常状態濃度の 87.5

％ に達する（図 2）．すなわち半減期の短い薬物は効
果の消失は速やかであるが，効果発現も速やかであり，
半減期の長い薬物は投与中止後の効果消失が遅く，効

果発現も遅い．したがって可逆的なメカニズムの抗血
小板薬の中止時期は半減期に依存すると考えてよい．

可逆的な抗血小板薬はその半減期に応じて中止期間
が設定されるため，半減期の短いリマプロスト，ベラ
プロストの休薬期間は 1 日休薬するだけででよいが，
抗血小板薬の半減期が 18 時間と長いシロスタゾール
は 3 日間の休薬が必要となる．ただし抗血小板薬で不
可逆的に血小板を阻害する薬理作用を持つものは半減
期を考慮する必要はなく，血小板寿命である 7 日近く
の休薬が必要となる（表 2）．

ワルファリンの血漿蛋白結合率は 99％ 以上と高い
ため，遊離型分率は 1％ 未満と低い．蛋白と結合して
いない遊離型薬物のみが代謝・排泄されるため，ワル

図 1　薬物投与中止後の血中濃度の低下と時間（半減期の倍数）の関係
　半減期（t1/2b）×1 の時間が経過すると 50％，半減期×2 で 25％，半減期×3 で 12.5％，
そして半減期×4 で 6.25％ まで血中濃度は低下する．
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ファリンのクリアランスは 2.5～3.3 mL/min と非常に
低い．そのため，ワルファリンの消失半減期は 30～
50 時間と長い．上述のように，薬物の消失は半減期
×3 倍の時間が経過すると元の濃度の 12.5％ に低下す
るため，半減期の長い薬物の薬効は長期間持続する．
一方，ヘパリンの半減期は約 1 時間（用量増加に伴い
延長し，0.5～3 時間）と短い．そのため，手術前には
半減期の長いワルファリンを中止し，半減期の短いヘ
パリンに切り替える必要がある．

米国では，低分子へパリンはワルファリン中止時の

抗凝固薬変更時の主役になっているものも，わが国で
はエノキサパリンが静脈血栓塞栓症に適応があるのみ
で，他の低分子ヘパリンは血液透析などの体外循環時
の灌流血液の凝固防止または DIC にしか適応がない．
また新たな静脈血栓塞栓症のフォンダパリヌクスは尿
中排泄率が高く，重度の腎障害には禁忌となっている．
またこれらの適応はわが国では皮下注射に限られてお
り，消失は腎排泄によるため，腎不全患者では半減期
が著しく延長し，消失が遅延するため，透析患者では
ワルファリンの代替薬としては不適切であると考えら

表 2　抗血小板薬，抗凝固薬の薬理作用と中止基準

分　類 商　品　名 成　分　名 抗血栓作用 消失半減期 休 薬 期 間 作 用 機 序

アラキド
ン酸代謝
阻害薬

バファリン
81 mg

アスピリン 不可逆的 活性代謝物
（サ リ チ ル
酸）2.0 hr

5～7 日 シクロオキシゲナーゼを抑制，血小板で 
TXA2 生成を抑制

バイアスピリン

ロコルナール トラピジル 可逆的 6 hr 以下 1 日 TXA2 合成を阻害，PGI2 産生促進

キサンボン
カタクロット

オザグレルナト
リウム

可逆的 2 hr 1 日 選択的に TXA2 合成を阻害

エパデールカプ
セル

イコサペント酸
エチル

可逆的 不明 7～10 日 アラキドン酸と競合し TXA2 の産生を抑制

プレタール シロスタゾール 可逆的 18 hr 3 日 血 小 板 お よ び 血 管 平 滑 筋 の phosphodi-
esterase を阻害し cAMP 増加

cAMP 濃
度上昇

ペルサンチン ジピリダモール 可逆的 10～15 hr 2 日あるいは休
薬の必要なし

phosphodiesterase 阻 害 に よ り 血 小 板 の
cAMP を増加させる

コメリアンコー
ワ

塩酸ジラゼプ 可逆的 3 hr 1 日 アデノシン作用増強による cAMP 増加

ドルナー ベラプロストナ
トリウム 

可逆的 0.5～0.9 hr 1 日 adenyl cyclase 活 性 化 に よ る 血 小 板 の 
cAMP 増加プロサイリン

オパルモン リマプロスト
アルファデクス

可逆的 7 hr 1 日 phosphodiesterase 阻害により血小板中の
cAMP を増加させ，TXA2 産生を抑制プロレナール

パナルジン 塩酸チクロジピ
ン

不可逆的 96 hr 5～7 日 活性代謝物が ADP 受容体を阻害し，血小
板の adenyl cyclase を活性化し，血小板の
cAMP 増加

プラビックス 硫酸クロピドグ
レル

不可逆的 6.9 hr 5～7 日 血小板上の ADP 受容体に不可逆的に結合
し，血小板の adenyl cyclase を活性化し血
小板の cAMP 増加

受容体阻
害薬

アンプラーグ 塩酸サルポグレ
ラート

可逆的 活性代謝物
2.7 hr

1～2 日 5-HT2 受容体に拮抗して，障害部位におけ
る血小板の凝集を抑制

抗凝固薬 ワーファリン ワルファリン 可逆的 30～50 hr 3～5 日 ビタミン K と競合しビタミン K 依存性血
液 凝 固 因 子（第 II，VII，IX，X 因 子）を
抑制するが，内因性抗凝固因子であるプロ
テイン C の生合成も阻害してしまう

ヘパリン ヘパリン 可逆的 約 1 hr 4～6 時 間 前 ま
たは直前にプロ
タミンで中和

アンチトロンビン III やヘパリン補助因子
と呼ばれる一種のセリンプロテアーゼと結
合することによってアンチトロンビン III
の抗凝固作用を促進し，抗 Xa 活性，抗 IIa

（トロンビン）活性を示す
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れる．ただし表 2 に示した抗凝固薬，抗血小板薬はい
ずれも腎排泄性ではないため，これらの休薬期間は透
析患者と腎機能正常者とでは変わらないと考えてよい．

5　手術前のワルファリン中止法

循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関する
ガイドライン7）によると，出血性合併症時の対応が困
難と考えられる手術で，血栓塞栓症のリスクが高い患
者（弁膜症を合併する心房細動，機械弁置換後の血栓
塞栓症の既往等）では，以下のようにワルファリンか
らヘパリンへの変更が行われる．

①　ワルファリンを手術 3 ～ 5 日前に休薬する（緊
急の場合はビタミン K を静注する）．

②　半減期の短いヘパリンに変更して，術前の抗凝
固療法を行い，APTT（活性化部分トロンボプラ
スチン時間）を確認．APTT を正常対象値の約 2

倍に延長するようヘパリン投与量を調整する．
③　手術 4～6 時間前からヘパリンを中止するか，

あるいは手術直前に硫酸プロタミンでヘパリン効
果を中和する．

④　術後はできるだけ速やかにヘパリンを再開する．
APTT を正常値の約 2 倍に延長するようヘパリン
投与量を調整する．

⑤　病態安定時にワルファリンを再開し，PT-INR

が治療域（2.0 前後）に入ったらヘパリンを中止
する7）．しかし透析患者における機械弁置換術は
血栓，出血ともに起こりやすいため，生体弁置換
術を勧める報告もある10, 11）．

また最近報告された prospective 試験では，大腸内
視鏡手技や眼科手術などの小規模な侵襲的手技を行う
さいに，ワルファリンからヘパリンに変更すると出血
は 9％（うち大規模出血 3.7％）と抗凝固薬中止群の
出血 0.6％（うち大規模出血 0.2％）に比し，出血リス
クがかなり増大することが報告されており12），上記の
ようなワルファリンからヘパリンへの変更は前述のよ
うに大手術に限って行われるべきである．

6　まとめ

抗血栓薬の観血的治療および大手術時の中止方法に
ついての一般論について記載した．透析患者は易出血
性であり，透析時にヘパリンなどの抗凝固薬を間歇的
に使用するため，抗血栓薬の一般的な中止期間を透析

患者でも同様に適応できるか否かについての検討は十
分になされていない．さらに，わが国では透析患者で
のワルファリン投与は禁忌になっているためか，その
中止基準を定めるための検討はほとんどなされていな
い．国内外での報告も透析患者に対する機械弁置換術
の予後などに関する報告は多いものの，具体的なワル
ファリン投与法についてはほとんど触れられていな
い13～15）．したがって現時点で透析患者の抗血栓薬の
明確な中止方法について言及することはできない．そ
のため，抗血栓薬を投与中の透析患者では患者の病態
を十分に把握したうえで，血栓塞栓症発症のリスクと
手術による出血のリスクの両面を十分に吟味して，投
与継続か投与変更または中止を決定する必要があると
考えられる．
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要　旨

透析患者において脳血管障害，心筋梗塞，末梢動脈
疾患などの動脈硬化性疾患が重要な地位を占めるよう
になっている．透析患者は症状の発現が遅いか，場合
によっては無症候性であるために，積極的にスクリー
ニングすることが重要である．治療としては，透析症
例の特徴である石灰化病変，びまん性病変に対してど
のように対処するかを検討して戦略を立てる必要があ
る．早期に介入治療を行うことによって，透析患者の
予後改善が期待される．

はじめに

維持透析患者ならびに新規透析導入患者が高齢化し，
また透析導入の原因疾患は，1988 年に糖尿病性腎症
が糸球体腎炎を逆転し増加の一途をたどっている．こ
れに伴い透析患者において脳血管障害，心筋梗塞，末
梢動脈疾患などの動脈硬化性疾患が合併症として重要
な位置を占めるようになっている．透析患者の予後は
腎不全そのものより，合併症によって規定されている
といっても過言ではない．

Foley ら1）によれば，透析患者における心血管死が
一般住民の数倍から 500 倍になり，特に，若年者にな
るほどその差は大きいことが報告されている（図 1）．

［臨床と研究］

透析患者における心血管イベントの実態と
その治療について

井上直人
仙台厚生病院循環器内科

key words：心血管イベント，スクリーニング，冠動脈疾患，末梢動脈疾患，石灰化病変

Current situation and therapy of cardiovascular event in patients with hemodialysis
Department of Cardiology, Sendai Kousei Hospital
Naoto Inoue

図 1　慢性腎不全患者の心血管疾患による死亡率の比較
　　　　　　　　　　（文献 1 より）
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また，Lindner2）らは透析患者の死因を前向きに検討し，
全死亡の 50％ が心血管死であり，心血管死のうちの
80％ は心臓死，20％ は脳血管障害，末梢動脈疾患で
あると報告している（図 2）．

本稿では主に，冠動脈ならびに末梢動脈疾患におけ
るイベントの実態とその治療について述べたい．

1　透析患者の冠動脈疾患，末梢動脈疾患の特徴

透析患者における非透析患者と異なる冠動脈疾患な
らびに末梢動脈疾患の促進因子としては，間欠的透析
による体液の変動ならびに過剰，カルシウム―リン代
謝異常による動脈壁の石灰化，透析で除去できないよ
うな尿毒素などの影響が指摘されている．その他，低
栄養，慢性炎症などもその促進因子と言われている．

1）　症状の発現
一般に透析患者においては症状の発現が遅い．透析

そのものによって運動に制限が加わることが多く，さ
らには合併する糖尿病などにより疼痛に対する感受性
が低下し，非透析患者に比し軽症で気づかれることが
少ない．冠動脈疾患では狭心症症状がない場合も多く，
透析時の血圧低下や心不全で発見されることもある．
さらに，Gradaus3）らは冠動脈造影で透析患者の経過
を観察し，病変の進行が非常に速く新規病変の出現も
多いことを報告している．

末梢動脈疾患においては，間欠性跛行ではなく，す
でに重症虚血肢（CLI）となっていることも多く，症
状出現時にはすでに Fontaine 分類 III 以上の状態であ
ったり，血管が完全閉塞病変となっており，すでに血
管内治療の適応でない場合があり治療に難渋する．し
たがって透析患者においては積極的なスクリーニング

図 2　透析患者の死亡原因
　　　　　　　　　　　　　　　　　（文献 2 より）
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図 3　末梢動脈患者における有意狭窄病変の特徴（動脈別の発現率の比較）
　　　　　　（文献 5 より）
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が重要である．

2）　病変の特徴
透析患者の病変の特徴はその石灰化である．症例に

よっては，単純な X 線透視だけでも冠動脈や末梢血
管の走行を追うことができるほどである．

Goldsmith ら4）は，透析導入時に動脈の石灰化が 39

％ であったものが，16 年後に観察すれば 92％ の症例
に認められるようになり，かつ石灰化の程度は進行性
であると報告している．また，しばしば糖尿病の合併
により血管中膜を中心としたメンケベルグ型動脈硬化
の影響も加わりさらに複雑となる．石灰化が高度であ
れば，血管内治療を行うさいのワイヤーの通過性やバ
ルーンに対する反応性が悪くなり，非透析患者と異な
る戦略をとる必要に迫られる．

冠動脈においては，石灰化のみならず血管が非常に
屈曲している場合が多く，また糖尿病合併例ではびま
ん性に狭窄していることが多い．末梢動脈疾患におい
てもびまん性の病変で，特に膝下動脈にまで病変がお
よんでいることが多い．熊田5）らによれば，PAD 患者
を一般患者（66 名），非糖尿病一般患者（125 名），非
糖尿病透析患者（71 名），糖尿病透析患者（66 名）に

分けて検討した結果，有意狭窄病変の割合は腸骨動脈
領域では 4 群間に差がないが，大腿膝窩動脈では糖尿
病透析患者が最も高く，下肢動脈全域（腸骨動脈から
膝下動脈まで）におよぶ狭窄の発現頻度は透析患者，
特に糖尿病透析患者において高かったとしている（図

3）．

2　どのようにスクリーニングするか

1）　冠動脈疾患の場合
近年，CT の進歩とともに冠動脈 CT がスクリーニ

ングとして汎用されている．
しかし，透析患者の場合にはその石灰化のために内

腔の評価が困難であり，有用な検査とは言えない．ま
た，運動負荷検査も透析患者の場合には十分な負荷を
かけることができない場合が多い．そこで，虚血を誘
発するためになんらかの薬剤負荷を行うか，安静時に
おいても虚血を評価できる検査手段が必要である．

ドブタミン負荷心エコーは，運動負荷の必要のない
検査方法として有用であるとの報告がある．また，西
村ら6, 7）は，脂肪酸代謝を利用した BMIPP 心筋シンチ
グラムがスクリーニングに有用であり，BMIPP の心
筋への取りこみが悪い症例では，長期の予後が不良で

図 4　ABI が異常高値であった症例
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（9.5±0.9）

血管の硬さは 20 歳未満に
相当します．

左 （3.1）
CAVI が参考値のために計
算できません．

動脈の詰
りの程度

（ABI）

右 1.34

0.9～1.3

足首の血圧が高めです．

左 0.80
軽～中程度の閉塞または狭
窄の可能性があります．
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あると報告している．透析患者の場合には，症状の有
無にかかわらず定期的に虚血をスクリーニングするこ
とが必要である．

2）　末梢動脈疾患の場合
下肢は通常の診察では観察の対象から外れてしまう

ことが多いが，足の温度，色調，脈の触知を定期的に
チェックしておく必要がある．スクリーニングとして
一般的に使用される ankle brachial index（ABI）は，
透析患者の場合には動脈の石灰化によって血圧測定の
カフが動脈を十分に圧迫できず偽陰性となることも多
い．図 4 に右足の ABI が 1.34 であったにもかかわら
ず，外腸骨動脈に 90％ 狭窄，浅大腿動脈が完全閉塞
であった症例を示す．

近年，レーザドップラーで皮膚灌流圧を測定する
skin perfusion pressure（SPP）装置が導入され，石灰
化の影響を受けずに血流状態を評価可能であり，特に
CLI 症例には有用である．図 5 に SPP 測定装置を示
すが，カフの圧を緩めていった時に，微小循環の血流
が回復する変曲点を SPP と定義している．CLI 症例
の場合，SPP が 30 mmHg 以上（確実なのは 40 mmHg

以上）あれば潰瘍が治癒する可能性が高いと言われて
いる．

画像診断においては，通常はマルチスライス CT が
末梢病変に対して有用であるが，冠動脈と同様に透析
患者の場合には評価困難であることも多い．MR アン
ギオは石灰化病変でも内腔評価可能であるが，造影剤
を使用しない TOF 法では空間分解能が不十分で正確
性に欠ける．ガドリニウム造影剤を使用した MRA 法

ではより正確な診断が可能であるが，ガドリニウム使
用後に，特に透析患者に生じる腎性全身性線維症が最
近問題となっており，透析患者では禁忌である．

3　治療の実際

1）　内科的治療
まず内科的なリスクコントロールが重要である．内

科的治療とは，i）禁煙，ii）糖尿病，高血圧や高脂血症
のコントロール，iii）運動療法，iv）抗血小板薬を中心
とした薬物療法である．

禁煙や糖尿病，高血圧症のコントロールは言うまで
もないが，運動療法は自分で勝手に行ったのでは効果
が少なく，計画管理されたもとで行うことによって効
果があるとされている8）．特に PAD の場合は，抗血
小板薬としては ACC/AHA のガイドライン9）では，血
管拡張作用があるシロスタゾールが第一選択薬として
推奨されている．しかし，透析患者の場合には非透析
患者とまったく同じように，内科的治療を行ってもう
まくいかないこともある．たとえば，非透析患者の場
合には，スタチン製剤で LDL コレステロールを下げ
るほど心血管イベントが減少することが示されている
が，rosuvastatin を透析患者に投与した AURORA 研
究10）では，心血管イベントに対する有効性を示せなか
った．すなわち，透析患者においては一般のガイドラ
インをそのまま適応することが難しい．

2）　血行再建術
①　冠動脈疾患の場合
透析患者の血行再建術は困難なことが多い．バイパ

図 5　skin perfusion pressure（SPP）測定装置

SPP値
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ス治療においても，全身状態が不良である場合や，高
度冠動脈石灰化のためにバイパスをつなぐ場所がない
などの問題がある．しかし，青木ら11）は，冠動脈イン
ターベンションかバイパス治療で積極的に完全血行再
建を目指して管理した場合には，5 年生存率は糖尿病
群 79％，非糖尿病群 96％ であり，以前に発表された
米国や本邦の透析患者の予後よりも良好であることを
報告している（図 6）．

われわれも，完全血行再建を目指して透析患者に対
して可能な限り経皮的冠動脈形成術（PCI）を行って
きた．まず，石灰化に対処するためには，ロータブレ
ーターの使用は必須である．ロータブレーターは先端
にダイヤモンドのチップが装着されており，それを毎
分約 15～20 万回回転させることで石灰化病変を切除
できる治療器具である．図 7 にロータブレーター症
例を示すが，造影剤を注入しないでも冠動脈の位置が
わかるほど石灰化が強く，ロータブレーターの使用で
治療可能であった．しかし，ロータブレーターを使用

して高圧でバルーンを拡張してもなおステントの拡張
が不十分である場合も経験する（図 8）．

現在の PCI においては，90％ 以上の症例でステン
トが使用されているが，透析患者の場合には石灰化や
蛇行のために，しばしばステントのデリバリーが困難
である．われわれの検討では，透析患者の PCI 時に
なんらかのイベントを生じた群では，有意に透析期間
が長く，CCS 分類でクラス III，IV の重症な狭心症な
らびに急性冠症候群が多く，ステントデリバリーが困
難な症例であったことが示された．また，Haij-Ali ら
によれば，穿刺部位の合併症の頻度は，非透析患者で
は 0.3％ であるのに対して，透析患者では 6.3％ と高
率であることも指摘されている．いずれにしても，透
析患者に対する PCI には様々な困難が伴う．

さらに慢性期の成績において，透析患者においては
ステントの再狭窄率が非常に高いことが指摘されてい
る．これに対して再狭窄予防効果がある薬剤溶出性ス
テントが期待される．しかしシロリムスを塗布した

図 6　末期腎不全患者に対する血行再建術の効果
　　　　　　　　　　　　（文献 11 より）

US in 2000

Japanese in 1998

Present study5 年生存率

糖尿病 非糖尿病

％

79

53

26

9696

70
60

図 7　ロータブレーターを使用した前下行枝の高度石灰化症例

ロータブレーター

高度石灰化 ステント留置後
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CypherTM ステントを留置したわれわれの検討では，
再狭窄率 32％，標的病変再血行再建率　23％ であり，
ベアメタルステントと差がなく，非透析患者ほどの効
果がないことが明らかになった（図 9）．最近，パク
リタキセルを塗布した TAXUSTM ステントのほうが透
析患者に対しては効果があるとの報告があるが，今後
の詳細な検討が待たれる．

②　末梢動脈疾患の場合
熊田ら5）は自院での透析患者における血管内治療の

成績を報告しているが，透析患者では患者背景におい
て，年齢が有意に若く，糖尿病の比率が高く，女性が
多く，病変背景において，大腿膝下動脈の比率が 7 割

と高いことが特徴であるとしている．また，旧 TASC12） 

C または D の病変が多く，治療の困難なびまん性の
病変が多いと述べている．

手技の選択については旧 TASC 分類に詳細に記述
されており，四つのカテゴリーに分類されている．
TASC A は血管内治療が，TASC D は外科治療が推奨
されている．TASC B は血管内治療が十分な成績をも
たらすことより，同一の解剖学的領域における他の合
併病変が外科的血行再建を必要としない限り推奨され
るとされている．TASC C は外科的血行再建が十分優
れていることから，血管内治療はハイリスクの患者の
みに施行されるべきであるとされている．

以下，各領域の治療の実際について記す．

図 8　右冠動脈のステント不十分拡張症例

ロータブレーター

ステントの不十分拡張

石灰化を伴う狭窄

ダンベルがとれない

後拡張：3.5 mmの高圧バルー
ンを26 atmで拡張

図 9　透析患者に対する CypherTM ステントの成績
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（ⅰ）　大動脈―腸骨動脈領域
近年の治療器具，技術の進歩により TASC C, D の

ような長い病変や完全閉塞病変であっても技術的成功
率は 90％ を超えている．また，慢性期の開存率も 1

年後で一次開存率 75～90％ と高率であり，より長期
の良好な成績も報告されている13）．2007 年に改定され
た TASC II14）においては，血管内治療の適応となる対
象病変が増加した．一方，外科治療は De Vries ら15）

のメタアナリシスでは，手術死亡 3.3％，合併症 8.3％
と報告されている．

われわれの経験では，透析患者においても腸骨動脈
領域における成績は比較的良好である．図 10 に透析
患者の右総腸骨動脈閉塞例を示す．肘動脈と左鼠径部
からの両方向性アプローチで再疎通可能であり，ステ
ントを留置して良好な結果を得た．われわれは腸骨動
脈領域に関しては，透析患者においても血管内治療を
優先すべきであると考えている．

しかし，透析患者の場合には，総大腿動脈に限局し
て高度石灰化を伴う病変を有する症例がある．このよ
うな病変はバルーンに対する反応が悪く，かつ関節部
でステント留置に適さない場所である．このような症
例に対しては，鼠径部を外科的に切開して内膜摘除術
を行うのが良いと考えている．図 11 に血管造影所見

と高度に石灰化した摘除された組織を示す．
（ⅱ）　浅大腿―膝窩動脈領域
大腿動脈は解剖学的に骨盤外に位置しており，浅大

腿動脈と深大腿動脈に分岐した後，膝窩動脈，膝下動
脈へと続いていく．そのため血管外から圧迫，ねじれ，
伸展，収縮，屈曲などの力を受けやすく，その成積は
腸骨動脈領域に比して不良であるとされている．特に，
ステントを留置した場合には高率でステントの破損を
きたすことが報告されている．

しかし，この領域に関してもデバイス，技術の進歩
により血管内治療の対象となる症例が増えており，
TASC II14）でも適応が拡大している．また完全閉塞で
あっても，スティフワイヤーの使用や膝窩動脈や脛骨
動脈からの逆行性アプローチなどにより 90％ 以上の
初期成功が得られるようになってきた．問題となるの
は慢性期の成績であるが，バルーン形成術では 1 年後
の一次開存率が 50～70％ と腸骨動脈領域に比して十
分ではない16, 17）．

最近ニチノール性の自己拡張型ステントが使用可能
となり，成績の向上が期待されているが，どのような
病変に対してステントが有効なのであろうか？　FAST

研究18）では平均 45 mm 前後の比較的短い病変では，
ニチノールステントとバルーン形成術に慢性期の差は

図 10　右総腸骨動脈完全閉塞例

両方向性アプローチ

ステント留置後

完全閉塞

肘動脈からのワイヤーをグス
ネックスネアーで捕捉

｛
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なかったと報告されている．一方，Schillinger らの研
究19）では，100 mm 以上の長い病変では，有意にステ
ントのほうが優れていたと報告されている．現在のと
ころ比較的短い病変では可能なかぎりバルーンで仕上
げ，長い病変では primary にステント留置を考慮する
ことが推奨される．今後，より自在で破損しないステ
ントや，薬剤溶出性ステントが使用可能となれば適応
が変わる可能性がある．

さて，透析患者の場合には長いびまん性で石灰化を
伴った病変が多く，バルーンに対する反応が悪く，さ
らには膝窩動脈以下の血流が不良な症例が多く，血管
内治療には不利な条件もある．しかし，透析症例は患
者の状態が不良で，侵襲の大きい外科治療が必ずしも
安全ではなく，高度石灰化病変にバイパスすることの
困難さもあり，病変性状，患者背景を考慮した手技選
択が必要である．図 12 に高度石灰化を伴う浅大腿動

図 11　右総大腿動脈高度石灰化例に対して内膜摘除術を行った症例

摘除された内膜組織

高度石灰化

内膜摘除術後

図 12　左浅大腿動脈の完全閉塞例（CART 法）
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尾側頭側
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脈に対して順行性と逆行性の両方向性にアプローチ
（CART 法）を行うことによって，内膜下で両方向か
らのワイヤーを結合させることに成功した症例を示す．
（ⅲ）　膝下動脈
透析患者の場合には症状発現時には膝下 3 分岐以下

の動脈が完全閉塞になっており，すでに血管内治療が
難しくなっていることがしばしばである．このためわ
れわれは，特に，透析患者に対しては早期のスクリー
ニングが重要であると考えている．

膝関節以下の治療に関しては，急性あるいは慢性の
CLI がない限りにおいては行われないのが普通である．
構造からみて，末梢のランオフが良好で血管内治療に
適しているのはわずか 20～30％ とされている20, 21）．
また横家ら22）は，透析患者では膝下動脈に対する血管
内治療は再狭窄率が 90％ であり，糖尿病の透析患者
では 100％ であったと報告している．この成績だけを
みると，透析患者における血管内治療は意味がないよ
うにみえる．しかし，最も虚血がある領域に一時的に
血流を改善させることの重要性も指摘されている．
Söder ら23）は一時的に血流を回復させれば再狭窄があ
っても，臨床的には良好な状態を維持できることを報
告しており，Atar ら24）も 1 年後の一次開存率は 15％
であったにもかかわらず，救肢率は 74％ であること
を報告している．したがってわれわれは，虚血部位に

血流を改善させることができる可能性のある場合には，
積極的に上流からの直線血流を得るべく血管内治療を
行っている．

そのさい問題なのはデバイスである．まず，通常の
バルーンでは高度石灰化病変や完全閉塞を通過できな
いことがある．このさいには，デバルキングデバイス
を必要とすることもある．また，石灰化したびまん性
の病変をバルーンで拡張すれば，血管の解離を生じる
ことが多く，ステントが必要になることもある．血管
径から考えれば冠動脈用のデバイスが最適であるが，
本邦では使用することができない．当院ではエキシマ
レーザを導入しており，バルーンが通過しない場合や
びまん性病変に対して使用している．さらにオフラベ
ルではあるが，ロータブレーターも有効である．

図 13 に，足底部の潰瘍形成をきたした症例にロー
タブレーターを使用した症例を示す．ロータブレータ
ー後，バルーンに対する反応性が良好となり，十分な
足底部への血流を確保することができた．

まとめ

透析患者の心血管イベントに対しては日頃からその
スクリーニングを積極的に行うことが重要である．ま
た，透析症例の病変の進行は速く，進行してからでは
治療はより困難であるので，非透析症例よりもより早

図 13　慢性透析患者の後脛骨動脈完全閉塞例

ロータブレーター 後脛骨動脈の血流回復

後脛骨動脈と前脛骨動脈完全閉塞

バルーン拡張
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期に介入すべきであると考えている．そして治療にあ
たっては，最善の治療法を選択すべく透析医，循環器
内科医，心臓血管外科医の緊密な連携が必要である．
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要　旨

新たなリン吸着薬である炭酸ランタンは非アルミニ
ウム・非カルシウム性であり，炭酸カルシウムより強
力な血清リン低下作用を有する．これまでの検討から
750～2,250 mg/day が至適用量とされ，副作用につい
ては消化器症状が中心で，他のリン吸着薬と比較して
容認性は良好である．アルミニウム製剤同様，骨に対
する蓄積性の問題が懸念されていたが，現時点では骨
に対する毒性は認められていない．

はじめに

腎臓はリン（P）代謝における中心的な臓器である
ため，腎機能が廃絶している透析患者においては腎臓
からの P 排泄がなく，必然的に高 P 血症を生じる．
高 P 血症は二次性副甲状腺機能亢進症の危険因子の
みならず，最近では多くの臨床検討から血管の石灰化
の発症・増悪因子であることが明らかになってきた1）．
したがって，高 P 血症は透析患者の骨・関節障害に
影響をおよぼすだけでなく，生命予後も左右する重大
な因子として注目を集めるようになり2），高 P 血症の
予防・治療が重要視されるようになってきた．

高 P 血症の治療には食事による P のコントロール，
透析による P の除去，内服治療（P 吸着薬）が中心と
なる．透析による P 除去には限界があり，また食事
制限を併用しても血清 P のコントロールは容易では

ないため，P 吸着薬の投与が必要となる．これまで多
くの P 吸着薬が開発され，臨床応用されてきたが，
一長一短があり，理想的な P 吸着薬とは言えなかった．
強力な P 吸着薬であったアルミニウム製剤は，骨・
中枢神経への毒性からわが国では 1992 年に透析患者
では禁忌薬となり，その後，現在にいたるまで最も広
く用いられているカルシウム（Ca）含有 P 吸着薬は
高 Ca 血症という最大の欠点を有している．非アルミ
ニウム・非 Ca 性 P 吸着薬として，合成ポリマーの塩
酸セベラマーの臨床経験が蓄積されつつあるが，便秘
など消化器系副作用による低服薬コンプライアンスな
ど課題も多い．最近，新たに非アルミニウム・非 Ca

性 P 吸着薬である炭酸ランタンがわが国においても
使用できるようなった．

本稿では国内外における炭酸ランタン（Lanthanum 

carbonate）の臨床成績について述べ，本薬の有用性，
副作用，今後の問題点などについて概説する．

1　炭酸ランタンの構造と薬理作用

三価の希土類遷移元素ランタンは，原子番号 57 の
元素であり，炭酸ランタンは分子式が La2（CO3）3･4H2O

で分子量が 529.9 である．経口投与された炭酸ランタ
ンは，食事性 P 酸基と強固な難溶性化合物を形成し
て糞便中に排泄され，血清 P 低下作用を発揮する．in 

vitro 試験では，添加 P の 97％ 以上（pH 3 および pH 5）
が除去され，水酸化アルミニウムと同等，炭酸 Ca よ
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り優れた P 吸着能を示した3）．炭酸ランタンは水難溶
性であり，腸管吸収は 0.0007％（ラット）～0.00005％

（イヌ）とわずかで，経口投与量の 99.4％ が糞中に回
収された．ラットに塩化ランタン静注後に，ランタン
排泄量の 96.9％ が糞中に回収されたことから，ラン
タンの主排泄経路は胆汁とされ，腎不全患者には有利
であると考えられた4）.

2　臨床成績：高 P 血症の治療効果

炭酸ランタンの血清 P 濃度および Ca×P 積に対す
る臨床効果については，短期（4～6 週間）および長
期（～2 年間）の成績が報告され，比較的少ない用量
で炭酸 Ca などの標準治療に匹敵する有効性が示され
ている．

プラセボとの比較検討試験では，Ca 製剤などの前

治療からの washout 1～3 週間（スクリーニング期：S

期）に引き続き 6 週間の用量調節期（T 期，ランタン
750～3,000 mg/day），さらに 4 週間の用量固定二重盲
検期（D 期，本薬あるいはプラセボ）からなる試験デ
ザインで，全治療期を通じ本薬投与群（n＝49）では，
血清 P 濃度は S 期：7.69 mg/dL から T 期：5.49 mg/

dL，D 期：5.94 mg/dL と 6.0 mg/dL 以下にコントロ
ールされた．一方，プラセボ群（n＝44）では，T 期：
5.62 mg/dL から D 期：7.70 mg/dL に上昇し，終了時
における両群の平均値の差は有意で，投与終了時の
Ca×P 積は本薬で 52.4 mg2/dL2（S 期：65.6）とプラ
セボの 66.6 mg2/dL2（S 期：61.7）に比し有意に低か
った（図 1）5）．

炭酸ランタン（炭酸ランタンとして 375～3,000 mg/

day のうち至適用量）あるいは炭酸 Ca（Ca として

図 1　炭酸ランタンとプラセボを用いた二重盲検法による血清リン濃度の推移
　全治療期を通じ炭酸ランタン投与群（n＝49）では，血清リン濃度は S 期：7.69 mg/dL
から T 期：5.49 mg/dL，D 期：5.94 mg/dL と 6.0 mg/dL 以下にコントロールされた．プ
ラセボ群（n＝44）と炭酸ランタン投与群との両群の血清リン濃度の平均値の差は，炭酸
ランタン投与群で有意に低かった．

（文献 5 より引用）
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1,500～9,000 mg/day のうち至適用量）の用量調節期
間 1 カ月を含む 6 カ月無作為割付試験において，血清
P 濃度のコントロールは両群とも同様に良好な成績で
あったが，はるかに炭酸ランタンの投与量が少なく，
炭酸ランタンの P 吸着力は同量の炭酸 Ca より強力な
ことが確認された6）．さらに長期間（6 年間）の検討
においても，炭酸ランタンは血清 P 濃度，Ca×P 積
の低下は維持され，新たな副作用は生じなかったと報
告されている7）．

このように，炭酸ランタンはこれまでの臨床試験で
は重篤な副作用も無く，炭酸 Ca や塩酸セベラマーを
凌ぎ，アルミニウム製剤に匹敵する血清 P 低下作用
を示している．本邦でもようやく 2009 年 4 月より本
薬の臨床応用が開始され，臨床治験でのデータも公表
されている．

血液透析患者において，プラセボ対照・多施設・無
作為化・二重盲検・用量群間比較試験8）（炭酸ランタ
ン：750 mg，1,500 mg，2,250 mg，3,000 mg/day）で
は，血清 P 濃度は炭酸ランタン 2,250 mg/day 群まで
は用量依存性に低下し，その効果は内服 1 週間後より
現れ（図 2），血清 Ca 濃度に有意な変化は認めなかっ
た．この結果より，炭酸ランタンの用量は 750～2,250 

mg/day と策定されている．また，腹膜透析患者にお
ける高 P 血症に対する効果についても検討されてお
り9），血液透析患者より少量で（750 mg あるいは 1,500 

mg/day）効果があるとされる．さらに，透析患者に
対する高 P 血症に対する炭酸 Ca との二重盲検比較試
験10）によると，血清 P 低下作用は炭酸ランタンは炭酸
Ca の約 2 倍であり（図 3），血清 Ca 濃度の上昇がな

い点で有利であると結論づけている．

3　炭酸ランタンの安全性・副作用

炭酸ランタンは，生体内では代謝を受けない金属塩
であるが故に蓄積性に関して懸念されており，動物実
験や臨床検討に関する多くの報告がなされてきた．

透析患者に対して施行された炭酸 Ca を対照とした
腎性骨症に関する検討11）では，観察前後（1 年間）に
おいて骨生検を施行した結果，炭酸ランタン群におい
て低回転骨の発生は認めず，骨組織形態計測学的パラ

図 2　炭酸ランタン（BAY 77-1931）による高リン血症治療効果
　　　　　　　　 （文献 8 より引用）
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　　　　（文献 10 より引用）
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メータはむしろ正常化しており，アルミニウム製剤に
みられた骨への副作用は見られていない．また Mal-

luche ら12）は，炭酸ランタンと従来の P 吸着薬を内服
している透析患者に関して 1 年後と 2 年後の骨生検に
ついて検討した．その結果，1 年後では両群間に骨量
に関しては有意差は認めなかったが，2 年後では炭酸
ランタン群において有意な増加が認められた．

この骨の問題は腎不全ラットモデルを用いた実験に
より，ヒトでは困難な大量投与と骨生検における骨芽
細胞について詳細に検討され，少なくとも炭酸ランタ
ンの骨芽細胞に対する毒性は認められないと報告され
ている4, 13, 14）．しかしながら，炭酸ランタンは強力な
血清 P 濃度低下作用を有し，その結果としての PTH

低下作用と P 欠乏による骨石灰化の障害を惹起する
可能性がまったくないわけでない．また，アルミニウ
ム製剤で問題となった中枢神経に対する毒性について
は，血液透析患者において認知機能を指標とした 2 年
間の検討15）では，炭酸ランタンの中枢神経に対する明
らかな毒性は証明されなかった．

炭酸ランタンは胆汁排泄物質であるため，アルミニ
ウム製剤にはない肝臓への蓄積性やそれに伴う肝毒性
についても検討されている．Slapolsky ら16）は，腎不
全ラットモデルにおいて，ランタンの肝臓への蓄積を
報告しているが，それ以後の検討17, 18）で，ランタンは
肝臓のライソソームに限局して存在し胆汁中に排泄さ
れるが，肝機能異常は認められなかったとされる．ま
た，炭酸ランタン内服中の透析患者を長期間（6 年
間）観察した検討19）においても，血液検査データから
は明らかな肝障害は認められなかった．

これまで報告されたランタンの主な副作用は消化器
障害であり，従来の P 吸着薬に比べ認容性は良好で，
特に使用禁忌もないとされる3, 20）．比較的大規模の最
長 2 年間の長期投与試験において，有害事象は消化管
障害が主で，悪心（本薬：32.1％，標準治療（炭酸 Ca

中心）：25.7％，以下同様），嘔吐（23.8％，19.5％），
透析移植片合併症（21.9％，22.3％），めまい（19.9％，
17.9％），呼吸困難（19.9％，17.9％），下痢（19.8％，
19.7％）などであり，本薬と標準治療での発現率は同
程度とされる．

このように，これまでの報告を概観すると，すべて
の有害事象発現頻度は本薬群と炭酸 Ca 群で同程度で
あったが（炭酸 Ca：30.0％）．また，高 Ca 血症エピ

ソード（Ca 濃度 10.35 mg/dL 以上）は本薬群で 6％，
炭酸 Ca 群で 40％ と明らかに炭酸ランタン群で有意
に低かった．

おわりに

新たな P 吸着薬である炭酸ランタンについて詳述
した．P 低下作用に関しては，従来の炭酸 Ca や塩酸
セベラマーに比し強力で重篤な副作用も認められない．
また，危惧されていた骨や中枢神経系に対する毒性に
ついても現時点では報告されていない．しかしながら，
生体内に存在しないランタンが成分である限り，その
蓄積性についてはその危険性が完全に払拭されたわけ
ではなく，今後長期的でかつ詳細な観察が必要であろ
う．
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日本透析医会通常総会が平成 21 年 5 月 17 日（日）午後 2 時から
ホテルマイステイズ御茶ノ水（東京）にて開催された．以下に，そ
の際の資料（抜粋）と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料　
Ⅰ　平成 20 年度事業報告書  　　
Ⅱ　平成 20 年度財務諸表  　　　
Ⅲ　平成 21 年度事業計画書（案）
Ⅳ　平成 21 年度予算（案）　　　
平成 21 年度通常総会報告　　　　

（社）日本透析医会通常総会議事録
（社）日本透析医会役員名簿　　　

［総会資料と決定事項］

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項
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（社）日本透析医会通常総会資料

第 1 号議案

平成 20 年度事業報告書

第 1　会　議

総　　会
1.　平成 20 年度通常総会
 平成 20 年 5 月 18 日 第 1 号議案　平成 19 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
  第 2 号議案　平成 20 年度事業計画及び予算の承認を求める件
  第 3 号議案　その他

理 事 会
1.　平成 20 年 5 月 18 日
 通常総会協議事項
  第 1 号議案　平成 19 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
  第 2 号議案　平成 20 年度事業計画及び予算の承認を求める件
  第 3 号議案　その他

常任理事会
1.　平成 20 年 4 月 25 日
 報告事項 ⑴　平成 19 年度決算について
  ⑵　委員会報告
  　　医療廃棄物対策委員会
  ⑶　薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会について
  ⑷　自立支援医療（更正医療）に於ける腎機能障害の適用範囲について
  ⑸　その他

2.　平成 20 年 5 月 18 日
 協議事項 第 1 号議案　平成 19 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
  第 2 号議案　平成 20 年度事業計画及び予算の承認を求める件
  第 3 号議案　その他

3.　平成 20 年 6 月 21 日
 協議事項 ⑴　レセプト集計項目の見直し（時間区分）について
  ⑵　「医療廃棄物の現状に関するアンケート調査」のお願いについて
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 報告事項 ⑴　安全対策の充実に向けた感染事故の見直しについて

4.　平成 20 年 7 月 25 日
 協議事項 ⑴　著者抄録利用許諾について

 報告事項 ⑴　公募助成決定（信楽園病院・宮崎滋）取り消しについて
  ⑵　TBS 放送ドラマの内容について
  ⑶　沖縄県透析医会支部結成について
  ⑷　その他

5.　平成 20 年 9 月 26 日
 報告事項 ⑴　委員会報告
  　　合併症対策委員会，医療廃棄物対策委員会
  ⑵　透析患者における新型インフルエンザ対策合同会議について
  ⑶　新公益法人制度の施行について
  ⑷　その他

6.　平成 20 年 10 月 24 日
 協議事項 ⑴　レセプト分析調査について
  ⑵　新型インフルエンザ感染対策に係る支部長へのお願いについて

 報告事項 ⑴　平成 20 年度中間決算について
  ⑵　委員会報告について
  　　研修委員会，広報委員会
  ⑶　「キリンダー液 AF － 2 号」の自主回収（クラスⅡ）のお知らせについて

7.　平成 20 年 11 月 28 日
 協議事項 ⑴　「透析患者における新型インフルエンザ対策ガイドライン」について
  ⑵　新型インフルエンザ感染対策に関してのお願いについて

 報告事項 ⑴　公募助成申請の評価結果について
  ⑵　HDF フィルター使用状況について
  ⑶　平成 19 年度日本財団助成事業監査結果について

8.　平成 20 年 12 月 19 日
 協議事項 ⑴　「透析技能検定試験」協賛の依頼について

 報告事項 ⑴　「新型インフルエンザ感染対策に関してのお願い」について

9.　平成 21 年 1 月 23 日
 協議事項 ⑴　「高齢透析患者の生活と意識に関する調査」の協力依頼について
  ⑵　「透析施設の経営状況」に対する今後の調査内容，方法等について
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10.　平成 21 年 2 月 27 日
 報告事項 ⑴　平成 20 年度仮決算について
  ⑵　委員会報告について
  　　広報委員会
  ⑶　その他

11.　平成 21 年 3 月 27 日
 協議事項 ⑴　平成 21 年度通常理事会及び通常総会の開催について
  ⑵　今後 2 年間の事業計画について

 報告事項 ⑴　委員会報告について
  　　研修委員会
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第 2　委員会

平成 20 年度委員会開催状況
（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）

委　員　会 開催年月日 備　　　考

  1.　適正透析療法委員会
  　⑴　適正透析導入部会
  　⑵　維持透析療法部会
  　⑶　適正透析普及部会
  　⑷　適正医療経済部会

  　⑸　医療廃棄物対策部会
  　⑹　在宅血液透析部会
  　⑺　医療制度検討部会

平成 20 年 06 月 21 日
平成 20 年 06 月 21 日
平成 20 年 07 月 04 日
平成 20 年 10 月 24 日

保険審査懇談会
レセプト調査
レセプト調査

  2.　医療安全対策委員会
  　⑴　災害時透析医療対策部会
  　⑵　感染対策部会

  　⑶　医療事故対策部会

平成 20 年 06 月 21 日
平成 20 年 09 月 24 日
平成 20 年 10 月 09 日
平成 20 年 10 月 30 日

災害情報ネットワーク会議

  3.　合併症対策委員会 平成 20 年 08 月 01 日

  4.　腎移植普及推進委員会

  5.　腎不全予防医学調査研究委員会

  6.　研修委員会 平成 20 年 10 月 05 日
平成 21 年 03 月 08 日

  7.　広報委員会 平成 20 年 06 月 12 日
平成 20 年 10 月 09 日
平成 21 年 02 月 12 日

  8.　情報管理委員会

  9.　内規委員会

10.　倫理委員会

11.　学会等助成審査委員会 平成 20 年 10 月 24 日
平成 21 年 02 月 27 日
平成 21 年 03 月 27 日

12.　学会等研究助成交付審査委員会 平成 20 年 11 月 14 日
平成 21 年 03 月 02 日
平成 21 年 03 月 31 日



日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 279

平成 20 年度委員会報告

1.　適正透析療法委員会
　⑴　適正透析導入部会
　　　透析導入者審査委員会設置支部（愛知）に助成した．
　　　報告については，21 年度の日本透析医会雑誌に掲載する．
　⑵　適正透析普及部会
　　　（平成 20 年度 1 回開催）支部長会議を開催し，20 年度診療報酬改定の対応について経緯を説明した．
　　　法人見直しおよび来年の役員改選について会長より説明があった．
　⑶　適正医療経済部会
　　　（平成 20 年度 3 回開催）
　　1）　 透析医療費の分析調査について検討し，病院及び診療所（201 施設）の協力をいただき，平成 20 年 6

月分外来透析レセプトの集計分析が行われた．報告については，21 年度の日本透析医会雑誌に掲載する．
　　2）　 第 13 回透析保険審査委員懇談会を開催した．検討事項で基本診療科・医学管理料・検査・投薬・注

射・処置・手術と診療行為別に討論を行った．また，事前にアンケートを行い，要望事項で 65 件の回答
をいただいた．

　　　　報告については，日本透析医会雑誌（Vol. 23-3）に掲載した．

2.　医療安全対策委員会
　⑴　災害時透析医療対策部会
　　　（平成 20 年度 1 回開催）
　　1）　災害時活動
　　　　 平成 20 年度は，岩手・宮城内陸地震，岩手県沿岸部を震源とする震度 6 強の地震と茨城県沖地震（2

回），沖縄本島近海を震源とする震度 5 弱の地震が襲来した．幸いなことにこれらの地震による透析施設
の被害は少なかった．

　　　　以下に平成 20 年度の災害時活動を示した．
　　　　　・茨城県沖で震度 5 弱（5 月 8 日）
　　　　　・岩手・宮城内陸で震度 6 強（6 月 14 日）
　　　　　・茨城県沖で震度 5 弱（7 月 5 日）
　　　　　・沖縄本島近海で震度震度 5 弱（7 月 8 日）
　　　　　・岩手県沿岸部で震度 6 強（7 月 24 日）
　　2）　 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を開催し，54 名の参加

を得て活動に関する活発な討論が行われた．
　　3）　9 月 2 日，第 9 回災害時情報伝達訓練を行い，41 都道府県 902 施設の参加を得た．
　　　　北海道＝　4　　青森　＝13　　岩手　＝ 1　　宮城＝ 9　　福島　＝　1

　　　　秋田　＝　1　　福島　＝ 6　　茨城　＝ 2　　栃木＝20　　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

　　　　大分　＝　5　　宮崎　＝ 1　　鹿児島＝22

　　4）　情報システム・メーリングリスト保守管理
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　　　　・「透析医療災害対策メーリングリスト」taisaku_ml 登録アドレス数 138

　　　　・「災害情報ネットワークメーリングリスト」joho_ml 登録アドレス数 610

　　5）　携帯電話による災害時情報の収集が可能となる RSS システムを構築した．
　⑵　感染対策部会
　　　（平成 20 年度 3 回開催）
　　1）　 新型インフルエンザ対策合同会議を設け，新型インフルエンザウイルス感染の予防策，対策を協議し

た．
　　2）　「新型インフルエンザ対策ガイドライン」を作成，会員宛に発送した．

3.　合併症対策委員会
　   （平成 20 年度 1 回開催）
　　    透析患者の合併症とその対策 No. 18「貧血治療の新時代」の発刊等について検討し，3 月末に会員に送

付した．

4.　腎移植普及推進委員会
　   社団法人日本臓器移植ネットワーク運営事業に協力した．

5.　研修委員会
　   （平成 20 年度 2 回開催）
　⑴　医会支部の学術研究に助成した．
　　1）　広島県透析連絡協議会
　　　　研究課題：「骨髄幹細胞を用いた腹膜硬化症に対する再生療法」

　⑵　医会支部が開催した研修会・講演会に助成した．

　　　

支　部　名 会　　　場 開催年月日

北海道透析医会 札幌全日空ホテル 平成 20 年 8 月 30 日
青森県透析医会 財団法人双仁会厚生病院 平成 20 年 6 月 1 日
宮城県透析医会 フォレスト仙台 平成 20 年 12 月 7 日
福島県支部 郡山ビューホテル 平成 20 年 6 月 7 日
愛知県透析医会 キャッスルプラザ孔雀の間 平成 20 年 11 月 30 日
大阪府透析医会 グランビア大阪 平成 20 年 11 月 8 日
鹿児島県透析医会 城山観光ホテル 平成 20 年 5 月 24 日

　⑶　（社）日本透析医会シンポジウムを開催し，98 名が参加した．
　　　　「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―
　　　　日　時：平成 20 年 10 月 5 日（日）
　　　　　　　　午前 9 時～午後 4 時
　　　　場　所：品川コクヨホール
　　　　講演者：今井圓裕（大阪大学医学部附属病院）ほか 6 名

　⑷　（社）日本透析医会研修セミナーを開催し 143 名が参加した．
　　　　日　時：平成 21 年 3 月 8 日（日）
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　　　　　　　　午前 9 時～午後 4 時
　　　　場　所：品川コクヨホール
　　　　講演者：深川雅史（神戸大学医学部附属病院）他 6 名

　⑸　 21 年度のシンポジウムは平成 21 年 10 月 4 日（日）品川コクヨホールで開催することが決定し，講演
内容はホームページに掲載済である．

　　　また，研修セミナーについても平成 22 年 3 月 7 日（日）品川コクヨホールで開催することが決定した．

6.　広報委員会
　   （平成 20 年度 3 回開催）
　⑴　日本透析医会雑誌の企画・編集等について，討議された．

　⑵　医会雑誌　Vol. 23 No. 1 発刊
　　1）　日本透析医会事業のまとめと将来展望
　　2）　我が国における慢性腎臓病（CKD）対策について
　　3）　過去の透析医療紛争の事案分析等を踏まえた今後の対応策について
　　4）　透析患者の終末期ケア―現状と将来への課題―
　　5）　ジェネリック医薬品の新たなステージを迎えて
　　6）　第 11 回透析医療費実態調査報告
　　7）　日本透析医学会ガイドライン発表後の Ca, P, PTH 管理状況
　　8）　平成 18 年度千葉県における透析医療機関の感染性廃棄物の現状に関するアンケート調査（第 6 報）
　　9）　透析室における地震災害対策―新潟県中越沖地震を被災して―
　 10）　腹膜機能の長期的維持に対する施策
　 11）　至適ドライウェイトの設定と維持
　 12）　運動後急性腎不全（ALPE）
　 13）　透析患者における血管石灰化の臨床
　 14）　DW 設定における多周波インピーダンス分析装置（In-Body 3.2）の有用性
　 15）　高齢透析患者（認知症患者）に対する看護のかかわり
　 16）　透析膜の酸化ストレスマーカーと NK 細胞活性に及ぼす影響
　 17）　透析医療の質を向上させる七つの C―HDF からケアまで―
　 18）　透析医のひとりごと：「医療崩壊」と透析医療〈岩手県〉
　　　　　　　　　　　　　　透析開業医として思うこと〈和歌山県〉
　 19）　支部だより〈佐賀県・石川県〉

　⑶　医会雑誌 Vol. 23 No. 2 発刊
　　1）　ACDK の実態
　　2）　透析アミロイドーシスの整形外科的治療
　　3）　維持透析患者の合併症に対する漢方薬の応用
　　4）　腎性貧血治療の目標ヘモグロビン値
　　5）　後期高齢者医療制度の諸問題と透析医療
　　6）　平成 20 年度透析関連診療報酬改定について
　　7）　DPC 制度における透析医療の評価
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　　8）　CAPD 離脱症例の予後について
　　9）　災害時透析医療における情報伝達の現況―2007 年アンケート調査より―
　 10）　腎不全患者のスターフルーツ中毒症に対する注意
　 11）　酢酸フリー透析剤の臨床効果
　 12）　calcium 受容体制御薬（レグパラ®）の臨床効果と問題点
　 13）　透析患者における薬剤の適正使用
　 14）　CKD-MBD 治療の今後
　 15）　日本透析医会通常総会資料および主な決定事項
　 16）　透析医のひとりごと：一地方病院の悩み〈三重県〉
　　　　　　　　　　　　　　最近思うこと〈奈良県〉
　 17）　支部だより〈山形県・山梨県・島根県〉

　⑷　医会雑誌 Vol. 23 No. 2 別冊発刊
　　1）　厚生労働科学研究費補助金（医薬安全・医療技術評価総合研究事業）
　　　　平成 19 年度「透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」
　　　　［総括研究報告書］
　　　　平成 17―19 年度「透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究」
　　　　［総合研究報告書］
　　2）　日本財団助成事業
　　　　平成 19 年度「災害時医療支援船の実現化に向けた調査・運用訓練の実施」
　　　　透析医療における災害時情報伝達の現況についてのアンケート調査（2007 年）報告
　　　　災害時医療支援船事業報告・講演会
　　　　平成 17―19 年度「災害時医療支援船の実現化に向けた調査・運用訓練の実施」
　　　　災害時医療支援船事業　報告記録集（2005～2007）

　⑸　医会雑誌 Vol. 23 No. 3 発刊
　　1）　透析患者の栄養障害
　　2）　透析患者の運動療法―血液透析中の下肢運動―
　　3）　第 13 回透析保険審査委員懇談会について
　　4）　慢性腎不全対策と医療費問題
　　5）　入院透析患者へのリハビリテーション
　　6）　各地域における「災害時人工透析提供体制」の確立―福岡県の取り組みを中心として―
　　7）　第 9 回災害時情報ネットワーク会議および情報伝達訓練実施報告
　　8）　新型インフルエンザ対策―感染症指定医療機関として―
　　9）　医療施設内感染対策―infection control team の役割―
　 10）　透析医療における安全管理
　 11）　透析医療におけるアイソトープ診断と治療
　 12）　CKD-MBD という新しい概念の紹介
　 13）　透析患者における脂質代謝異常
　 14）　EBM に基づく下肢抹消動脈疾患の治療戦略
　 15）　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―
　 16）　薬剤溶出ステントの現況
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　 17）　愛知県透析審査会報告
　 18）　臨床工学技士の役割と課題
　 19）　平成 20 年度診療報酬改定と今後の透析医療
　 20）　災害時の透析医療ネットワークとその活動報告
　 21）　透析医療の災害対策
　 22）　維持透析患者に対する鍼治療の実際―皮膚刺激による鍼治療―
　 23）　「わが国の慢性透析療法の現況」報告のコンピュータ解析における有用性と限界
　 24）　透析医療に対する医師と患者の意識の差異と相互理解の推進
　 25）　わが国の慢性血液透析患者の高血圧コントロール状況と生命予後に及ぼす影響
　 26）　非糖尿病維持血液透析患者における血清グレリンと栄養状態との相関について
　 27）　 透析液清浄化の指標となる従属栄養菌培養方法の精度管理および測定結果に対する警戒基準・処置基

準設定のためのジェネラルコンセンサスの形成
　 28）　腎保護療法のデータベース作成における基盤整備に関する研究
　 29）　慢性透析患者の動脈硬化性病変の進展に関与する要因について
　 30）　血液透析症例の体水分分布に関する研究
　 31）　透析歴 30 年以上の超長期血液透析患者における骨関節合併症の調査
　 32）　透析医のひとりごと：第 1 世代透析医の考えること〈北海道〉
　　　　　　　　　　　　　　30 年透析の時代〈兵庫県〉
　　　　　　　　　　　　　　CKD って？〈京都府〉
　 33）　支部だより〈長崎県・愛知県・福岡県〉

7.　学会等助成審査委員会
　   （平成 20 年度 3 回開催）
　以下のとおり学会及び調査研究について申請を受け，審査した．

　

学　会　等 開　催　日

第 20 回日本サイコネフロロジー研究会 平成 21 年 6 月 20 日～21 日

第 55 回日本透析医学会学術集会・総会 平成 22 年 6 月 18 日～20 日

第 30 回日本アフェレシス学会 平成 21 年 9 月 10 日～12 日

第 15 回日本腹膜透析研究会総会・学術集会 平成 21 年 11 月 28 日～29 日

第 42 回九州人工透析研究会総会 平成 21 年 11 月 29 日

第 13 回日本アクセス研究会学術集会・総会 平成 21 年 9 月 26 日

　

研 究 課 題 研究目的等

・沖縄県内における透析施設の変遷：民間クリニックの現状と将来・腎保護療法のデ
ータベース作成における基盤整備に関する研究（その 2）・高齢者維持透析の問題
点の解明に関する研究・血液透析回路と血小板活性の検討～ドリップチャンバの標
準化に向けて

・療養生活における透析患者と家族の意見の対立と調整
・最適な透析液清浄化法の選択を目標とした透析液中に棲息する菌の基礎的検討

公募助成

8.　学会等研究助成交付審査委員会
　   （平成 20 年度，FAX による審査 3 回）
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　以下のとおり学会及び調査研究について審査した．

　

学　会　等 開　催　日

第 20 回日本サイコネフロロジー研究会 平成 21 年 6 月 20 日～21 日

第 55 回日本透析医学会学術集会・総会 平成 22 年 6 月 18 日～20 日

第 30 回日本アフェレシス学会 平成 21 年 9 月 10 日～12 日

第 15 回日本腹膜透析研究会総会・学術集会 平成 21 年 11 月 28 日～29 日

第 42 回九州人工透析研究会総会 平成 21 年 11 月 29 日

第 13 回日本アクセス研究会学術集会・総会 平成 21 年 9 月 26 日

　

研 究 課 題 研究目的等

・沖縄県内における透析施設の変遷：民間クリニックの現状と将来・腎保護療法のデ
ータベース作成における基盤整備に関する研究（その 2）・高齢者維持透析の問題
点の解明に関する研究・血液透析回路と血小板活性の検討～ドリップチャンバの標
準化に向けて

・療養生活における透析患者と家族の意見の対立と調整
・最適な透析液清浄化法の選択を目標とした透析液中に棲息する菌の基礎的検討

公募助成
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平成 20 年度財務諸表

1.　貸借対照表（平成 21 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部
　1.　流動資産
　　⑴　現預金
　　　　現金
　　　　ゆうちょ銀行
　　　　りそな銀行 1437642
　　　　りそな銀行 1458648
　　　　りそな銀行 1455768
　　　　りそな銀行 1541906（9 月 8 日開設）
　　　　りそな銀行 0984222
　　　　りそな銀行 0960156
　　　　りそな銀行 1543688（10 月 30 日開設）
　　　　りそな銀行 1437634（9 月 16 日解約）
　　　　りそな銀行 1441461（9 月 16 日解約）
　　　　みずほ銀行
　　　　三井住友銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行定期預金

6,328
2,521,039

640
3,247

3,496,576
938

1,063,353
4,386

175

164,279
163,932
894,740

68,955,768

32,633
52,239

0
0

3,490,664

1,134,955
0

1,302,201
511,707
642,717
753,256

2,073,198
49,071,688

－26,305
2,468,800

640
3,247
5,912

938
－71,602

4,386
175

－1,302,201
－511,707
－478,438
－589,324

－1,178,458
19,884,080

　　　　　　現預金合計 77,275,401 59,065,258 18,210,143
　　⑵　その他流動資産
　　　　仮払金 125,000 66,700 58,300
　　　　　　その他流動資産合計 125,000 66,700 58,300
　　　　　　流動資産合計 77,400,401 59,131,958 18,268,443
　2.　固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金普通預金 162,004,889 162,004,889 0
　　　　　　基金合計 162,004,889 162,004,889 0
　　⑵　その他固定資産
　　　　電話加入権
　　　　淡路建物ビル保証金
　　　　警備保証金
　　　　退職給付引当預金

563,372
6,300,000

50,000
6,136,958

563,372
6,300,000

50,000
5,538,725

0
0
0

598,233
　　　　　　その他固定資産合計 13,050,330 12,452,097 598,233
　　　　　　固定資産合計 175,055,219 174,456,986 598,233
　　　　　　資産合計 252,455,620 233,588,944 18,866,676

Ⅱ　負債の部
　1.　流動負債
　　　会費預り金
　　　所得税預り金
　　　健康保険預り金
　　　厚生年金預り金

150,000
319,990
61,576
99,008

160,000
323,405
58,224
96,725

－10,000
－3,415

3,352
2,283

　　　　流動負債合計 630,574 638,354 －7,780
　2.　固定負債
　　　退職給付引当金

6,136,958 5,538,725 598,233

　　　　固定負債合計 6,136,958 5,538,725 598,233
　　　　負債合計 6,767,532 6,177,079 590,453

Ⅲ　正味財産の部
　1.　一般正味財産 245,688,088 227,411,865 18,276,223
　　　　正味財産合計 245,688,088 227,411,865 18,276,223
　　　　負債及び正味財産合計 252,455,620 233,588,944 18,866,676
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2.　正味財産増減計算書（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1.　経常増減の部
　　⑴　経常収益
　　　①　受取入会金
　　　　　受取入会金 330,000 390,000 －60,000
　　　　　　受取入会金計 330,000 390,000 － 60,000
　　　②　受取会費
　　　　　受取会費 88,580,000 89,870,000 －1,290,000
　　　　　　受取会費計 88,580,000 89,870,000 －1,290,000
　　　③　受取寄付金
　　　　　受取学会寄付金
　　　　　受取助成金
　　　　　受取参加費

53,686,000
0

241,000

77,230,000
18,900,000

173,000

－23,544,000
－18,900,000

68,000
　　　　　　受取寄付金計 53,927,000 96,303,000 －42,376,000
　　　④　雑収益
　　　　　受取利息
　　　　　雑収入

144,538
0

214,363
969,000

－69,825
－969,000

　　　　　　雑収益計 144,538 1,183,363 －1,038,825
　　　　　　経常収益計 142,981,538 187,746,363 －44,764,825

　　⑵　経常費用
　　　①　事業費
　　　　　適正透析導入部会
　　　　　適正透析普及部会
　　　　　適正医療経済部会
　　　　　医療廃棄物対策部会
　　　　　災害時透析医療対策部会
　　　　　感染対策部会
　　　　　医療事故対策部会
　　　　　合併症対策委員会
　　　　　腎移植普及推進委員会
　　　　　腎不全予防医学調査研究委員会
　　　　　研修委員会
　　　　　広報委員会
　　　　　学会・研究助成審査委員会
　　　　　日本財団事業

646,395
759,972

8,569,185
259,489

3,617,281
1,768,437

504,556
3,319,273
6,593,216

0
8,764,802

17,474,863
50,025,697

408,521

581,714
879,967

6,951,471
254,525

2,693,433
1,033,900

434,703
3,087,491
5,933,466
7,654,831

17,384,750
13,067,136
82,114,521
31,412,465

64,681
－119,995
1,617,714

4,964
923,848
734,537
69,853

231,782
659,750

－7,654,831
－8,619,948

4,407,727
－32,088,824
－31,003,944

　　　　　　事業費計 102,711,687 173,484,373 －70,772,686

　　　②　管理費
　　　　　給与
　　　　　賃金
　　　　　法定福利費
　　　　　通勤費
　　　　　旅費交通費
　　　　　会議費
　　　　　福利厚生費

10,425,925
1,355,000
1,351,081

431,850
373,230
12,000
52,891

10,460,423
1,415,000
1,355,410

215,910
311,377

54,235

－34,498
－60,000
－4,329
215,940
61,853
12,000

－1,344
　　　　　印刷製本費
　　　　　通信運搬費
　　　　　事務・消耗品費
　　　　　委託費

90,588
334,027
923,956
932,115

180,416
468,048

1,049,940
932,115

－89,828
－134,021
－125,984

0
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（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

　　　　　報酬
　　　　　水道光熱費
　　　　　家賃
　　　　　諸会費
　　　　　租税公課
　　　　　慶弔費
　　　　　雑費
　　　　　常任理事会費
　　　　　総会・理事会費
　　　　　ホームページ管理費
　　　　　退職給付費用

627,777
173,621

2,333,076
138,267

0
0

212,851
250,880
934,210
442,050
598,233

627,777
172,009

2,493,978
132,400

3,000
21,000

277,925
297,640

1,144,694
866,250
615,437

0
1,612

－160,902
5,867

－3,000
－21,000
－65,074
－46,760

－210,484
－424,200
－17,204

　　　　　　管理費計 21,993,628 23,094,984 －1,101,356
　　　　　　経常費用計 124,705,315 196,579,357 －71,874,042
　　　当期経常増減額 18,276,223 －8,832,994 27,109,217

　2.　経常外増減の部
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 18,276,223 －8,832,994 27,109,217
　　　一般正味財産期首残高 227,411,865 236,244,859 －8,832,994
　　　一般正味財産期末残高 245,688,088 227,411,865 18,276,223

Ⅱ　正味財産期末残高 245,688,088 227,411,865 18,276,223
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3.　財務諸表に対する注記
1.　重要な会計方針
　⑴　退職給付引当金の計上基準
　　　期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上することとしている．

　⑵　リース引き取りの処理
　　　 リース契約により使用している重要な固定資産としては，コピー機，コンピューター，コンピューター

関連ネットワーク機器等があります．

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

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

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

小　　　計 162,004,889 0 0 162,004,889

その他固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金
　退職給付引当金

563,372
6,300,000

50,000
5,538,725

0
0
0

598,233

0
0
0
0

563,372
6,300,000

50,000
6,136,958

小　　　計 12,452,097 598,233 0 13,050,330

合　　　計 174,456,986 598,233 0 175,055,219

3.　固定資産の財源等の内訳
　基金及びその他の固定資産の財源などの内訳は，次のとおりである．

科　　　目 当期末残高
（うち指定正
味財産からの
充当額）

（うち一般正
味財産からの
充当額）

（うち負債に
対応する額）

基金
　研究助成事業基金普通預金 162,004,889 ―

小　　　計 162,004,889 （0） （0） ―

その他の固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金
　退職給付引当預金

563,372
6,300,000

50,000
6,136,958 （6,136,958）

小　　　計 13,050,330 （0） （0） （6,136,958）

合　　　計 175,055,219 （0） （0） （6,136,958）
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4.　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである．

補助金等の名称 交付者 前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分

研修会・講演会補助金
北海道透析医会 大平　整爾 100,000 学会・研究助成審査委員会
青森県透析医会 鈴木　唯司 100,000 学会・研究助成審査委員会
宮城県透析医会 関野　　宏 100,000 学会・研究助成審査委員会
福島県支部 熊谷郁太郎 100,000 学会・研究助成審査委員会
愛知県透析医会 渡邊　有三 100,000 学会・研究助成審査委員会
大阪透析医会 小野　秀太 100,000 学会・研究助成審査委員会
鹿児島県透析医会 前田　　忠 100,000 学会・研究助成審査委員会

学術研究助成金
広島県透析連絡協議会 土谷晋一郎 1,000,000 学会・研究助成審査委員会

研究会・公募助成
第 19 回日本サイコネフロロジー研究会 政金　生人 3,350,000 学会・研究助成審査委員会
第 53 回日本透析医学会総会 水口　　潤 6,190,000 学会・研究助成審査委員会
第 12 回アクセス研究会 政金　生人 5,070,000 学会・研究助成審査委員会
第 14 回日本腹膜透析研究会 星井　桜子 2,100,000 学会・研究助成審査委員会
第 54 回日本透析医学会総会 佐中　　孜 13,346,000 学会・研究助成審査委員会
第 20 回日本サイコネフロロジー研究会 大平　整爾 1,740,000 学会・研究助成審査委員会
長期透析患者に合併する破壊性脊椎関
節症の発生病理に関する研究

宮崎　　滋 ▲2,000,000 学会・研究助成審査委員会

沖縄県における透析施設の変遷：民間
クリニックの現状と将来

井関　邦敏 500,000 学会・研究助成審査委員会

腎保護療法のデータベース作成におけ
る基盤整備に関する研究（その 2）

前田　憲志 2,000,000 学会・研究助成審査委員会

高齢者維持透析の問題点の解明に関す
る研究

阿岸　鉄三 500,000 学会・研究助成審査委員会

血液透析回路と血小板活性の検討～ド
リップチャンバの標準化に向けて

今田　崇裕 800,000 学会・研究助成審査委員会

療養生活における透析患者と家族の意
見の対立と調整

杉澤　秀博 2,000,000 学会・研究助成審査委員会

最適な透析液清浄化法の選択を目標と
した透析液中に棲息する菌の基礎的検
討

大薗　英一 1,400,000 学会・研究助成審査委員会

災害医療支援船の実現に向けた調査・
運用訓練の実施

杉崎　弘章 316,000 日本財団事業

合　　　　計 0 0 0 39,012,000
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4.　財産目録（平成 21 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

勘定科目 金　　額

Ⅰ　資産の部
　1．流動資産
　　⑴　現預金
　　　　現金
　　　　ゆうちょ銀行
　　　　りそな銀行 1437642
　　　　りそな銀行 1458648
　　　　りそな銀行 1455768
　　　　りそな銀行 1541906
　　　　りそな銀行 0984222
　　　　りそな銀行 0960156
　　　　りそな銀行 1543688
　　　　みずほ銀行
　　　　三井住友銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行定期預金

6,328
2,521,039

640
3,247

3,496,576
938

1,063,353
4,386

175
164,279
163,932
894,740

68,955,768
　　　　　　現預金合計 77,275,401
　　⑵　その他流動資産
　　　　仮払金 125,000
　　　　　　その他流動資産合計 125,000
　　　　　　流動資産合計 77,400,401

　2.　固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金普通預金 162,004,889
　　　　　　基金合計 162,004,889
　　⑵　その他の固定資産
　　　　電話加入権
　　　　淡路建物ビル保証金
　　　　警備保証金
　　　　退職給付引当預金

563,372
6,300,000

50,000
6,136,958

　　　　　　その他固定資産合計 13,050,330
　　　　　　固定資産合計 175,055,219
　　　　　　資産合計 252,455,620

Ⅱ　負債の部
　1.　流動負債
　　　会費預り金
　　　所得税預り金
　　　健康保険預り金
　　　厚生年金預り金

150,000
319,990
61,576
99,008

　　　　　流動負債合計 630,574
　2.　固定負債
　　　退職給付引当金 6,136,958
　　　　　固定負債合計 6,136,958
　　　　　負債合計 6,767,532

　　　正味財産 245,688,088
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5.　管理費内訳（平成 21 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

平成 20 年度
決算額 按分率

按　分

管理費 事業費

給　　　料 20,851,851 50％ 10,425,925 10,425,926

賃　　　金 2,710,000 50％ 1,355,000 1,355,000

法定福利費 2,702,163 50％ 1,351,081 1,351,082

通　勤　費 863,700 50％ 431,850 431,850

旅費交通費 746,460 50％ 373,230 373,230

会　議　費 12,000 12,000 0

福利厚生費 105,783 50％ 52,891 52,892

印刷製本費 181,177 50％ 90,588 90,589

通信運搬費 668,055 50％ 334,027 334,028

事務・消耗品費 1,847,913 50％ 923,956 923,957

委　託　費 1,864,230 50％ 932,115 932,115

報酬（要源泉） 1,255,555 50％ 627,777 627,778

水道光熱費 347,243 50％ 173,621 173,622

家　　　賃 4,666,152 50％ 2,333,076 2,333,076

諸　会　費 276,535 50％ 138,267 138,268

雑　　　費 425,702 50％ 212,851 212,851

常任理事会費 3,314,462 250,880 3,063,582

総会・理事会費 934,210 934,210 0

ホームページ管理料 884,100 50％ 442,050 442,050

退職給付費用 598,233 598,233 0

合　　　計 45,255,524 21,993,628 23,261,896
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監 査 報 告 書

社団法人日本透析医会の平成 20 年度決算報告につき慎重に監査した結果
妥当なものと認めます．

平成 21 年 4 月 17 日

社団法人　日本透析医会

　　　　　　　　　　　　　　　監事　　

　　　　　　　　　　　　　　　監事

社団法人　  日本透析医会
会　長　  山 㟢  親 雄　殿
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第 2 号議案

平成 21 年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1.　透析医療の適正化に関する調査研究事業
　　適正な透析療法の検討に関する調査・研究
　　　　 適正透析療法委員会 　　　［委員会のもとに 7 部会を置く］
　　透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究
　　⑴　適正透析導入部会
　　　　適正な導入時期に関する調査・研究
　　⑵　維持透析療法部会
　　　　適正な維持透析療法に関する調査・研究
　　⑶　適正透析普及部会
　　　　適正な透析療法の普及推進を行う
　　⑷　適正医療経済部会
　　　　適正な透析医療経済に関する調査・研究
　　　　1）　レセプト分析
　　　　2）　施設機能評価の調査・研究
　　⑸　医療廃棄物対策部会
　　　　医療廃棄物対策に関する調査・研究
　　⑹　在宅血液透析部会
　　　　在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究
　　⑺　医療制度検討部会
　　　　医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.　地域医療システムに関する調査研究事業
　　透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立するための調査・研究
　　⑴　危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究
　　　　 医療安全対策委員会 　　　［委員会のもとに 3 部会を置く］
　　　1）　災害時透析医療対策部会
　　　　①　 平成 17 年度に，昨年度まで運営してきた「危機管理メーリングリスト」を終了して，医会会員

とその所属する施設で災害対策に関わっている者が参加する「災害情報ネットワークメーリングリ
スト」と，関係団体の災害対策担当者，および行政関係の担当者をメンバーとする「透析医療災害
対策メーリングリスト」を開設した．

　　　　②　平成 20 年度では，携帯電話による災害時情報の収集が可能となるシステムを構築した．
　　　　③　 平成 21 年度は，引き続きブロック別災害時救急透析医療システムの構築を図るとともに災害時

情報ネットワークへの参加を推進していく．
　　　2）　感染対策部会
　　　　院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究
　　　3）　医療事故対策部会
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　　　　医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究
　　⑵　長期透析患者の合併症に対する調査・研究
　　　　 合併症対策委員会
　　　1）　透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究
　　　2）　患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究
　　　3）　患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3.　国等公的機関の実施する透析医療科学研究推進事業
　　　　 厚生科学研究推進委員会 　　　［委員会のもとに 1 部会を置く］
　　　　　透析医療 IT 化推進部会

4.　学術調査研究会等特定公益増進法人助成推進事業
　　　　 学会等研究助成審査委員会 （助成先の適合審査の実施）
　　　　 学会等研究助成交付審査委員会 （助成金の交付審査の実施）
　   平成 20 年度は，公募による研究助成 6 件を含む 11 件の助成推進事業を実施した．
　   引き続き，特定公益増進法人として助成推進事業の充実，拡大を図っていく．

5.　腎移植普及推進に関する事業
　　　　 腎移植普及推進委員会
　　会員及び患者に対しての協力・普及を目的とする．
　　⑴　臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力
　　⑵　会員に対する腎移植の啓発・教育
　　　　（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）
　　⑶　患者に対する腎移植推進
　　　　（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）
　　⑷　関係団体への協力事業
　　　　（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）
　　⑸　腎移植コーディネーター問題の研究

6.　腎不全予防医学の調査研究事業
　　　　 腎不全予防医学調査研究委員会
　　透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための調査・研究
　　　 透析導入前の慢性腎不全患者に対する保存的維持療法の調査・研究及び関係団体への協力について推進

する．

7.　研修等事業
　　　　 研修委員会
　　⑴　腎不全臨床医療スタッフの研修会（シンポジウム，セミナー）の開催
　　⑵　学術研究への協力
　　⑶　関係学会・団体との研究協力
　　⑷　国内講演会等の開催
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8.　広報活動及び刊行物の発行に関する事業
　　　　 広報委員会
　　機関誌等の発行
　　⑴　医会雑誌（年 3 回発行）
　　　　内容充実に一層の努力をする．
　　⑵　医会ニュース・速報等
　　　　必要の都度，発行する．

9.　会員の教育・研修及び倫理向上に関する調査研究事業
　　　　 倫理委員会
　　会員の倫理向上に関する調査・研究

10.　情報の公開等適正管理及び情報管理に関する事業
　　　　 情報管理委員会
　　本 会が保有する文書，図画，図面及び電磁的記録等の情報公開の管理，適正保管及びその創意工夫等の調

査研究
　　・18 年度より，新情報をいち早く知って頂くために希望する会員への同報メールシステムを開始した．引

き続き既存ホームページの内容の充実と関係団体への情報提供の拡大を図る．



日本透析医会雑誌　Vol. 24　No. 2　2009296

平成 21 年度予算（案）

1.　収支予算書（案）（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

勘定科目 平成 21 年予算額（案） 平成 20 年予算額 増　　減

Ⅰ　事業活動収支の部
　1.　事業活動収入
　　⑴　入会金収入
　　　　入会金収入 510,000 510,000 0
　　　　　入会金収入計 510,000 510,000 0
　　⑵　会費収入
　　　　会費収入 91,000,000 91,000,000 0
　　　　　会費収入計 91,000,000 91,000,000 0
　　⑶　寄付金収入
　　　　学会寄付金収入
　　　　参加費収入

140,000,000
440,000

109,990,000
440,000

30,010,000
0

　　　　　寄付金収入計 140,440,000 110,430,000 30,010,000
　　⑷　雑収入
　　　　受取利息 150,000 180,000 －30,000
　　　　　雑収入計 150,000 180,000 －30,000
　　　事業活動収入計 232,100,000 202,120,000 29,980,000

　2.　事業活動支出
　　⑴　事業費支出
　　　　透析透析導入部会
　　　　維持透析療法部会
　　　　適正透析普及部会
　　　　適正医療経済部会
　　　　医療廃棄物対策部会
　　　　在宅血液透析部会
　　　　医療制度検討部会
　　　　災害時透析医療対策部会
　　　　感染対策部会
　　　　医療事故対策部会
　　　　合併症対策委員会
　　　　腎移植普及推進委員会
　　　　腎不全予防医学調査研究委員会
　　　　研修委員会
　　　　広報委員会
　　　　倫理委員会
　　　　学会・研究助成審査委員会
　　　　学会・研究助成交付審査委員会
　　　　経営実態調査

568,000
1,965,000
1,306,000
9,600,000
1,102,000

489,000
204,000

9,282,000
1,375,000

523,000
3,465,000
6,135,000

123,000
10,679,000
18,734,000

180,000
138,034,000

286,000
5,680,000

576,000
691,000

1,325,000
9,161,000
1,118,000

496,000
207,000

4,845,000
1,394,000
1,510,000
3,515,000
6,223,000

125,000
10,625,000
16,986,000

180,000
127,337,000

290,000
0

－8,000
1,274,000
－19,000
439,000

－16,000
－7,000
－3,000

4,437,000
－19,000

－987,000
－50,000
－88,000
－2,000
54,000

1,748,000
0

10,697,000
－4,000

5,680,000
　　　事業費支出計 209,730,000 186,604,000 23,126,000

　　⑵　管理費支出
　　　　給与
　　　　賃金
　　　　法定福利費
　　　　通勤費
　　　　旅費交通費
　　　　会議費

10,500,000
1,500,000
1,450,000

750,000
300,000
100,000

10,475,000
1,500,000
1,450,000

220,000
300,000
100,000

25,000
0
0

530,000
0
0
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（単位：円）

勘定科目 平成 21 年予算額（案） 平成 20 年予算額 増　　減

　　　　福利厚生費
　　　　印刷製本費
　　　　通信運搬費
　　　　事務・消耗品費
　　　　委託費
　　　　報酬（要源泉）
　　　　水道光熱費
　　　　家賃
　　　　諸会費
　　　　租税公課
　　　　慶弔費
　　　　雑費
　　　　常任理事会費
　　　　総会・理事会費
　　　　ホームページ管理料

75,000
650,000
400,000

1,100,000
950,000
650,000
175,000

2,500,000
150,000

5,000
50,000

250,000
300,000

1,200,000
500,000

75,000
200,000
600,000

1,100,000
950,000
650,000
175,000

2,350,000
150,000

5,000
50,000

255,000
300,000

1,200,000
1,000,000

0
450,000

－200,000
0
0
0
0

150,000
0
0
0

－5,000
0
0

－500,000
　　　管理費支出計 23,555,000 23,105,000 450,000
　　　事業活動支出計 233,285,000 209,709,000 23,576,000
　　　事業活動収支差額 －1,185,000 －7,589,000 6,404,000

Ⅱ　投資活動収支の部
　　⑴　特定活動支出
　　　　退職給付引当資産取得支出 543,585 598,000 －54,415
　　　特定活動支出計 543,585 598,000 －54,415

Ⅲ　予備費支出 2,000,000 2,000,000 0

　　　当期収支差額 －3,728,585 －10,187,000 6,458,415
　　　前期繰越収支差額 5,181,000 15,368,000 －10,187,000
　　　次期繰越収支差額 1,452,415 5,181,000 －3,728,585
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2.　管理費内訳
（単位：円）

平成 21 年度
（案） 按分率

按　分

管理費 事業費

人　件　費 28,400,000 50％ 14,200,000 14,200,000

給　　　料 21,000,000 50％ 10,500,000 10,500,000

賃　　　金 3,000,000 50％ 1,500,000 1,500,000

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

通　勤　費 1,500,000 50％ 750,000 750,000

家　　　賃 5,000,000 50％ 2,500,000 2,500,000

その他経費 15,255,000 50％ 6,855,000 8,400,000

旅費交通費 600,000 50％ 300,000 300,000

会　議　費 100,000 100,000 0

福利厚生費 150,000 50％ 75,000 75,000

印刷製本費 1,300,000 50％ 650,000 650,000

通信運搬費 800,000 50％ 400,000 400,000

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

委　託　費 1,900,000 50％ 950,000 950,000

報酬（要源泉） 1,300,000 50％ 650,000 650,000

水道光熱費 350,000 50％ 175,000 175,000

諸　会　費 300,000 50％ 150,000 150,000

租税公課 5,000 5,000 0

慶　弔　費 50,000 50,000 0

雑　　　費 500,000 50％ 250,000 250,000

常任理事会費 3,500,000 300,000 3,200,000

総会・理事会費 1,200,000 1,200,000 0

ホームページ管理料 1,000,000 50％ 500,000 500,000

管理費計 48,655,000 23,555,000 25,100,000
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平成 21 年度　通常総会報告

山㟢親雄会長挨拶

本日は，雨の中ご出席いただきましてありがとうございます．理事の皆様方には，引き続き総会のほうへご出
席をいただきありがとうございます．

昨年，平成 20 年度を振り返ってみますと，最初の 4 月の段階でヘパリンの自主回収という問題がございました．
私の施設でも供給が止まってしまうということで，低分子ヘパリンへ替える準備をしました．しかしながら，そ
の後自主回収製品といえども新しいものが出てくるまでは使ってもよしということになったものですから，何の
ことはない，低分子ヘパリンが多量に余ってしまい，その消費に時間を要しました．

次に，一昨年の夏から秋にかけましては，診療報酬改定の問題がありました．特に透析時間に関してですが，
中医協の基本問題小委員会の中で検討が行われ，9 月に提出されたと思います．10，11，12 月とペンディングに
なりました．そのとき日本透析医会の前の専務理事の鈴木満先生が，日本医師会の担当，そして中医協の担当だ
ったものですから，「何とか透析時間区分の復活について検討してください」と言っていただきました．最終的
には 1 月でしたか，中医協の中でも認められ，4 月の改定で時間区分が復活いたしました．その前の改定の「エ
リスロポエチンの包括」により，いったい透析医会はどうなってしまうんだというような批判をたくさんいただ
きましたが，この時間区分の問題に関しましては，会員の皆様から評価していただきました．実際に，その後行
われました全腎協の調査では，約 10％ の方が，透析時間が延長されているという結果で，これは大変喜ばしい
ことと考えております．というようなことで 1 年間が過ぎてまいりました．幸いなことに，大きな地震であるだ
とかそういう自然災害もなく，大過なく過ぎたかなというふうに思っております．

しかしながら，最近では透析を取り巻く環境が大きく変化しようとしています．透析医療機関が，例えば公的
病院が医師の派遣をしてもらえなくて，透析室が閉鎖になるということがあります．これは愛知県でもそういう
経験をしていますし他の都道府県でも出てきていると思います．それから民間の透析医療機関の後継者がいなく
て廃業されるということもございます．記憶に新しいのは，昨年の 3 月に行われた日本透析医会のコンセンサス
カンファレンスの席上で，北海道の渡井先生という，最初からの日本透析医会の会員の先生で，開業してからも
英語論文なども発表されていた尊敬する先生ですが，後継者がいないということで廃業するということを申され
ました．本当は，息子さんもお医者さんなのですが，移植をやりたいということで，お父さんのやっている透析
を継がないということで，後継者が途切れてしまって，「これをもちまして透析医療機関を廃業しますと」いう
宣言をその会場でされたのを今でも覚えております．

さらに，都市部では「送迎の問題」であるとか，地方へいくと「通院できない患者さんの入院の問題」だとか，
いろいろの問題が山積しております．今までの問題は問題としまして，これからもそういった問題に当たってい
かなければならないと考えておりますので，ぜひともご協力をお願い申し上げて，私のご挨拶に代えさせていた
だきます．どうもありがとうございました．

議長選出

　　吉田豊彦　副会長　を選出
議事録署名人選出

　　鈴木正司　常務理事
　　隈　博政　常務理事　を選出
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議　事

　　第 1 号議案　平成 20 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
　　第 2 号議案　平成 20 年度事業計画及び予算の承認を求める件
　　第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
　　第 4 号議案　その他

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

総会の質疑応答

Ｑ：研究補助金，研究助成金の件ですが，透析にかかわっている看護師ないし臨床工学技士が主体となって実施
する研究で，その申請者はその担当者であってもよろしいのかどうか，教えてください．

Ａ：研究助成（公募助成）の目的は，「適正な人工透析療法の普及，技術の向上及び関係者の教育研修を行うと
ともに，腎不全対策の推進のための事業を行っており，これ等により国民の保健・福祉の向上に寄与するこ
とを目的とし，この目的に適うものと期待される腎臓病研究者並びに腎不全医療従事者の研究に助成す
る．」としています．よって医師・日本透析医会会員でなくてはならないということはなく，コメディカルス
タッフが研究申請をしていただいても，学会・研究助成審査委員会および学会・研究助成交付審査委員会で
審議し，妥当と認めれば助成いたします．

　　例えば，桜美林大学の杉澤先生が申請された「療養生活における透析患者と家族の意見の対立と調整」とい
う新しい視点からの研究ですが，杉澤先生はお医者さんではありません．しかし，透析医療を行うにあたり，
大変重要な問題であるということで研究助成をさせていただいております．ですから，コメディカルスタッ
フの研究でも申請形式を整えて，日本透析医会へ申請いただければ助成を考えさせていただきます．ただ，
基本的に発表に関しましては，日本透析医会雑誌への掲載を第一にしていただくことと，それから日本透析
医会の助成であることを掲載していただければ結構です．

Ｑ：いくつかの研究会・学会に補助金が出ていますが，毎年こういった特定の研究会に，例年のように決まって
補助金が出るようなことはないのでしょうか，教えてください．

Ａ：研究会・学会への助成に関しては，今のところ申請に従って実施していますので，決して固定された特定の
研究会・学会に助成しているわけではございません．例えば，今年行われます佐中先生の第 54 回日本透析医
学会に助成をさせていただいておりますが，日本透析医会に申請がない年もございます．

山㟢親雄会長　今期の所信表明

いままでずっと積み重ねてきました医会の仕事の中で，特に今年度，来年度の 2 年にわたりましてぜひやって
おきたいという事業がいくつかございます．その点についてご説明申し上げると同時に，ご協力をいただきたい
と思っております．

まず一番目は，今年度の末に行われます診療報酬改定についての対応を考えなければなりません．日本医師会
の常務理事を務めておられます三上先生，彼はご自分の施設で透析を実施され透析については大変詳しい先生で
すが，その三上先生と厚生労働省保険局医療課に，4 月の時点で今年度の診療報酬改定に対して，まだ正式では
ありませんが要望書を届けてまいりました．今後も機会があるたびに出かけていって，最終的にはこの 10 月，
あるいは 11 月に，正式な要望書として厚労省へ提出すると同時に，日本医師会へご協力を仰ごうと考えており
ます．

会員の皆様からの要望をいただくことに関しては，今実施されていると思いますが，6 月の日本透析医学会と
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同時に開催されます支部長会議および保険審査懇談会のアンケート調査の中で，改定の要望事項に関して集計が
進んでおります，それを基に，改定の要望をしていきたいと考えております．あわせて，慢性透析患者外来管理
料の基本になっております保険診療マニュアルが，平成 10 年に改訂されたままとなっております．これは慢透
の基本資料になっておりまして，これをもとに検査の包括点数が設定されております．もう古くなったものです
から見直しをしたいと考えておりまして今年度の一つの事業かなと思っております．

二つ目は，透析提供体制に関する問題，最初のご挨拶でも申し上げましたように，本当に透析医療体制が崩壊
し始めているように思います．全腎協でも近い将来透析難民がでるのではないかという危惧を持っておられます．
実際に福井県の地方紙ですが，透析難民という言葉が使われて新聞報道が行われました．皆さんの周りでも透析
患者さんの受け入れが難しくなっている施設があるのではないでしょうか．特に透析難民発生といわれる状況の
中では，最終的に動けなくなった患者さんの収容施設や，なくなっていく場所などについても大きな問題になり
ますし，後継者の問題とか医師派遣の問題で，透析施設そのものを廃院しなければならないという問題もありま
す．そういった透析提供体制に関しまして，具体的な提案ができるような，いわゆる日医が実施しておりますグ
ランドデザインと呼ばれるようなものを，日本透析医会が透析に関して作成すべきだというふうに考えておりま
して，今準備に取り掛かったところです．

三つ目は，法人の見直しの問題です．これは透析医会だけの問題でなくて皆さんもいろいろなところで関与さ
れておられると思います．日本透析医会は今回の法人制度改革で「公益法人」の適用を受けるべく準備を進めて
おります．今年度中に新しい公益法人の適用の目途を立てたいというふうに事務方とも一緒に考えておりまして，
定款などの見直しを行っているところです．

そして最後に，本日の総会の説明にもありましたが，「同報メール」についてご協力をお願いしたいと考えて
おります．これは透析医会の会員の中で，ご希望される会員のメールアドレスへ，速く非常にホットな情報をお
送りするシステムでございます．一番新しいものは新型インフルエンザの情報を出しました．その前は情報の提
供というよりも情報の収集に使わせていただきました．先日，厚労省から透析医会に，HIV 患者さんの透析に関
する要望があるからというような話がありまして，実際に HIV 患者の透析に関する実態調査をさせていただき
ました．今後，このようにこの「同報メール」でリアルタイムな情報の提供と収集を行いたいと考えております．

また，今まで毎年レセプト調査を 6 月に紙ベースで定点観測しておりましたが，もっとほかの情報についても，
このような「同報メール」を用いた情報収集システムを構築したいと考えておりますので，ご協力をお願いいた
します．

以上，四つの問題に関して，これからの 2 年間にぜひ目途を立てていきたいと考えております．ご協力をお願
いするということで，新しい役員を代表いたしましてご挨拶をさせていただきました．
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（社）日本透析医会通常総会議事録

1.　会議の種類　　平成 21 年度　通常総会
1.　開 催 場 所　　ホテルマイステイズ御茶ノ水　ホール A（東京都千代田区神田淡路町 2-10-6）
1.　開 催 日 時　　平成 21 年 5 月 17 日（日）　14 時 00 分～15 時 30 分
1.　会 員 総 数　　1,202 名
1.　出席会員数　　605 名　　内訳　本人出席　15 名　　書面出席　590 名

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

た．」旨，告げられた．
初めに会長山㟢親雄氏から挨拶があり，併せて本日の総会議長の選出が諮られ，満場一致をもって副会長吉

田豊彦氏が選出された．
吉田議長は，議案審議に先立ち議事録署名人の選出選出を諮り，「議長一任」を受け，常務理事の鈴木正司

氏及び，隈博政氏の両名を指名し，両名とも満場一致で選出された．
続いて議案の審議に入った．

第 1 号議案　平成 20 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
　　常務 理事山川智之氏から，総会資料に基づき事業報告について，1. 会議　2. 委員会　3. 会務報告の順に説明

があり，併せて専務理事杉崎弘章氏から，財務諸表について詳細な説明が行われた，引続いて監事今忠
正氏から「平成 20 年度決算の監査結果は，妥当であった．」旨，報告された後，議長による採決が行わ
れ，満場一致で承認された．

第 2 号議案　平成 21 年度事業計画及び予算の承認を求める件
　　常務 理事山川智之氏から，総会資料により前年度事業実績に基づく平成 21 年度事業計画（案）の概要の

説明があり，続いて専務理事杉崎弘章氏から，予算（案）の説明が行われた後，議長による採決の結果，
満場一致で原案どおり可決承認された．

第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
　　会長 山㟢親雄氏から「任期満了に際して，辞任される小野山攻理事，宮本孝理事，寺尾尚民理事の後任に

篠田俊雄氏，江尻一成氏，川島周氏を選任し，それ以外の理事の方々は総て再任とする．また，常任理
事について，吉田豊彦理事と大平整爾理事は副会長を辞するが，両名ともそれぞれの地域理事として継
続いただき，副会長職の後任には，鈴木正司常務理事及び隈博政常務理事を選任する．新たに常務理事
には戸澤修平氏と篠田俊雄氏を選任する．」旨，説明と提案があり，議長による採決の結果，満場一致
で原案どおり可決承認された．

第 4 号議案　その他
1.　顧問就任についての承認を求める件

会長山㟢親雄氏から「今回役員を辞任される小野山攻氏，宮本孝氏及び寺尾尚民氏の 3 名について，顧問に
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選任したい．」旨，提案があり議長による採決の結果，満場一致で承認された．

2.　その他
会長の山㟢親雄氏は，直面する課題として，①22 年度診療報酬改定に向けての活動，②透析提供体制の見

直し，③法人改革の対応，④同報メールの活用を挙げ，新体制を代表して，取り組みの決意を表明した．

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

平成 21 年 5 月 17 日

　　　　社団法人日本透析医会通常総会に於いて

　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　同
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（社）日本透析医会　役員名簿

役　職　名 氏　　　名 現　　　職

会　　長
副 会 長

専務理事
常務理事

理　　事

（北海道）
（東　北）
（東　北）
（関　東）
（関　東）
（関　東）
（甲信越）
（中　部）
（関　西）
（関　西）
（中　国）
（中　国）
（四　国）
（九　州）

山　㟢　親　雄
鈴　木　正　司
隈　　　博　政
杉　崎　弘　章
山　川　智　之
太　田　圭　洋
戸　澤　修　平
篠　田　俊　雄
井　形　昭　弘
太　田　和　夫
山　下　眞　臣
澤　　　宏　紀
前　田　憲　志
藤　見　　　惺
松　田　鈴　夫
秋　澤　忠　男
大　平　整　爾
関　野　　　宏
村　上　秀　一
吉　田　豊　彦
黒　田　重　臣
秋　葉　　　隆
土　屋　　　隆
指　出　昌　秀
江　尻　一　成
青　木　　　正
土　谷　晋一郎
山　下　達　博
川　島　　　周
新　里　　　健

医療法人衆済会　増子クリニック昴　院長
社会福祉法人新潟市社会事業協会　信楽園病院　顧問
医療法人明楽会　理事長（くま腎クリニック）
医療法人社団心施会　理事長（八王子東町クリニック）
特別・特定医療法人仁真会　理事長（白鷺病院）
医療法人名古屋記念財団　理事長（名古屋記念病院）
医療法人社団北辰　理事長（クリニック 1・9・8 札幌）
医療法人財団　河北総合病院　透析センター長
名古屋学芸大学　学長
元太田医学研究所　所長
社団法人日本国民年金協会　顧問
元国立健康・栄養研究所　所長
医療法人有心会　理事長（大幸砂田橋クリニック）
医療法人医心会福岡腎臓内科クリニック　院長
国際医療福祉大学　教授
昭和大学医学部腎臓内科　教授
医療法人社団恵水会　札幌北クリニック　院長
医療法人宏人会　理事長（中央クリニック）
医療法人三良会　理事長（村上新町病院）
医療法人社団誠仁会　理事長（みはま病院）
くろだ明大前クリニック　院長
東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科　教授
医療法人輝山会　理事長（輝山会記念病院）
医療法人社団一秀会　理事長（指出泌尿器科）
医療法人光寿会　理事長（城陽江尻病院）
社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院　顧問
特定医療法人あかね会　理事長（土谷総合病院）
医療法人社団博寿会　理事長（山下医院）
医療法人川島会　理事長（川島病院）
医療法人社団健昌会　理事長（新里ネフロクリニック）
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日本透析医学会の統計調査によると，透析導入患者
の死亡原因としての感染症は，2007 年度末には 26.4

％ であり，心不全と並び重要な死亡原因である．最近，
透析患者は高齢化し，また糖尿病由来患者が増加して
いることより，compromised host としての感染症，
特に呼吸器感染症の罹患は生命予後に与える影響も大
きく，迅速な診断と適切な治療が要求される．日本呼
吸器学会から呼吸器感染症に関するガイドラインとし
て，成人市中肺炎および院内肺炎診療の基本的考え方
が提唱されており，それぞれ 2007 年および 2008 年に
改定された．

微生物の検査としては，気道分泌物の塗沫顕鏡や分
離培養同定のみならず，迅速診断として気道分泌物，
尿などに抗原検索のための迅速診断キットが用いられ
るようになった．また遺伝子診断も用いられている．

成人市中肺炎には，肺炎球菌やインフルエンザ菌な
どの細菌性肺炎群とマイコプラズマ，レジオネラおよ
びインフルエンザウイルスのような非定型肺炎群があ
る．最近，肺炎球菌はペニシリン耐性が増加しており，
また市中獲得型 MRSA 病原苗が問題となっている．
胸部 X 線写真および身体所見により肺炎の重症度判定
を行い，治療の目安の場を外来，入院および ICU 治
療に分け，さらに細菌性肺炎の疑い，非定型肺炎の疑
い，肺炎球菌肺炎，その他の細菌性肺炎および ICU 治

療肺炎の群別に治療の目安が示されている．肺炎球菌
の治療にはレスピラトリーキノロンが用いられるが，
肺炎球菌ワクチンの有用性も報告されている．

成人院内肺炎は，入院後 48 時間以降に胸部 X 線写
真で新しく出現した，あるいは進行性の浸潤影を認め
る場合を院内肺炎と診断する．院内肺炎患者は危険因
子を有する患者であり，院内肺炎の病原菌は市中肺炎
と頻度を異にし，入院晩期には病原菌としては，緑膿
菌，クレブシエラ菌，エンテロバクタ菌，セラチヤ菌
などグラム陰性菌が多くなり，その多くが耐性菌であ
る．さらに MRSA の割合が増加する．院内肺炎患者
のエンピリック治療における抗菌薬の選択は生命予後
規定因子，肺炎重症度規定因子から軽症，中等症，重
症に分け，当初から広域で強力な抗菌薬をできるだけ
偏りのない多様なものが推奨されている．原因菌が判
明したら肺炎重症度に応じて適切な抗菌薬を選択して
使用する．そのほか人工呼吸器関連肺炎や嚥下性肺炎
など特殊な病態下での肺炎の診断および治療も示され
ている．

文　　献

1） 日本呼吸器学会呼吸器感染症に関するガイドライン作成委
員会：成人市中肺炎診療ガイドライン，2007．

2） 日本呼吸器学会呼吸器感染症に関するガイドライン作成委
員会：成人院内肺炎診療ガイドライン，2008．

［各支部での特別講演］　講演抄録

透析患者における呼吸器感染症
――　診療ガイドライン　――

原田孝司＊1　舩越　哲＊1　関　雅文＊2　河野　茂＊2

平成 20 年 8 月 30 日/北海道「第 5 回北海道高齢者透析研究会」　

＊1  桜町病院・クリニック　＊2  長崎大学医学部・歯学部附属病院呼吸器内科
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﹁透析の地域格差﹂     伊東　稔　

医学部を卒業した頃，「透析患者数が 10 万人を超えてこれから大変なことになる」「そのうち糖尿病が腎

不全原因疾患の 1 位になる」なんて先輩に教えられた．その時はあまりピンとこなかったが，現在はすでに

透析患者数は 27 万人を超え，糖尿病が腎不全の原因疾患ダントツの 1 位になってしまった．今，自分は後

輩達に透析医療のことをどのように伝えていけばよいのか考えてしまう．

現在，自分は山形市内の透析病院に勤務している．山形市内は比較的透析施設が多く，透析ベッドにも余

裕がある．透析導入のさいに困ることはまずない．保存期腎不全の患者に血液透析，腹膜透析，移植の説明

を行う．患者の希望通り血液透析または腹膜透析を導入する．患者もなるべく自宅に近い透析施設を選択す

ることができる．しかし，以前勤務していた県南地区の公立病院ではかなり勝手が違っていた．

山形県の県南部は置賜地区と呼ばれ，３市５町から構成されている．人口は 23 万人余りで年々減少傾向

にあり，逆に高齢化率は上昇しているという地域である．最近は上杉鷹山，直江兼継といった歴史上の人物，

スウィングガールズなどの映画で注目を浴びたが，基本的には田舎である．風光明媚で食べ物も美味しくと

ても良いところであるが，冬季には豪雪におおわれる．そして残念ながら透析医療に関しては問題が多い．

一番の問題は透析施設の数が少ないということである．主に公立病院が透析を行っているのだが，血液透

析のベッドは常に満床である．新規導入の患者が出るとベッドの確保に四苦八苦だ．置賜地区最大の都市で

ある米沢市でさえもすでに透析ベッドの余裕がない．自分が勤務していた公立病院も，本院とサテライト病

院で透析を行っていたが，常に満床状態であった．幾度となく透析ベッドの増床や透析運用時間の延長（透

析シフトの追加）を訴えた．しかし自治体は議会で議論はするものの予算計上には至らず，増床の目処は立

たず．透析運用時間延長については透析室スタッフの理解は得られたものの，最終的に組合の反対に合い実

現できなかった．

このような状況では腎代替療法の選択も自由には行かない．必然的に腹膜透析の導入が多くなってしまう．

実際，置賜地区では全透析患者の腹膜透析患者比は 20％ を超えている．山形市近隣の腹膜透析患者比が 5

％ 前後であるからほぼ 4 倍の数字である．幸い置賜地区では病院スタッフ，院外介護スタッフの腹膜透析

に対する理解があり，多くの腹膜透析患者の診療をスムーズに行うことができている．その大きな要因は腹

膜透析の利点をスタッフや患者が十分に理解し，置賜地区の現状を認識してくれていたからだろう．

同じ山形県内，透析医療に限っても大きな地域格差が存在することは事実である．もちろん日本国内でも

様々な格差が存在するわけで，ことさら大騒ぎすることではないのかもしれない．しかし納得がいかないこ
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ともある．医療インフラが不十分な状態であることの埋め合わせを，現場の医師が考えなくてはならないと

いうことだ．これは精神的に大きなストレスになる．医療的に腹膜透析が無理な患者がいて血液透析ベッド

の空きがない場合どうするか．透析をしないわけにはいかない．限られた透析ベッドをシェアするために短

時間透析，少数回透析を余儀なくされる．長時間透析が良いとわかっていてもそれを提供できないジレンマ

に陥る．

はたしてこれは仕方のないことなのだろうか．そういう地域なのだと割り切らなければならないのだろう

か．自問するうちに自分は職場を変わった．現在，自分は月に 2 回，置賜地区へ診療支援に行っている．山

形市内から置賜地区まで車で 1 時間の道である．交通量はそれほど多くない．この数年でバイパスができ，

道路は見違えるほど広くきれいになった．この道を走りながら，この国はいったい何がしたいのだろう，と

考える．置賜地区の道路は増えた．しかし透析ベッドは増えていないのである．
医療法人社団清永会 矢吹病院　
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﹁小規模病院を経営して　　今後の福祉・医療の行く末は……﹂   

　   道又勇一　

昭和 51 年に仙台市の北はずれに開業，透析医療に携わり 33 年が経ちました．最近になり，現在の福祉・

医療政策の在り方に非常に疑問・不満を持つようになってまいりました．泉ヶ丘クリニックの現状をお伝え

しながら “ひとりごと” を述べたいとおもいます．

開業当初は，一生懸命患者さんの治療を行えば，自分がめしを食い，従業員・家族を養い，将来への病院

再建も不可能ではありませんでした．患者さんも慢性糸球体腎炎が原因の慢性腎不全が大多数を占め，導入

年代も 30 代前後がほとんどでした．透析治療はコイル型ダイアライザーが主で（ダイアライザー，回路を

含めると充填量が 450 ml），エリスロポエチン製剤もなく，患者さんの一般状態を良好に保つためには非常

に努力が必要でした．しかしながら，食事加算などあり，栄養士と工夫し “うまい食事” を患者に食べても

らう喜びもあり，スタッフ・患者と明日への透析医療の希望に燃えていたように思えます．

平成に入り，特にここ 10 年は透析医療（すべての医療といってもよい）をとりまく環境は悪化してきま

した．技術料削減・ダイアライザー価格の改悪・食事加算の廃止・夜間休日加算減算，さらにエリスロポエ

チン製剤の包括化．一般社会で 5～10％ のマイナス価格改定が施行されたら世情はなんといい，マスメディ

アはどう叫ぶのだろう．よき人材の確保，医療機器の更新，古くなった病院の再建にはある程度の利潤がな

ければ不可能であります．当医療法人がなんとかやってこられたのは，経営者 3 人が 24 時間働いているか

ら，つまり 1 人で 3 人分稼ぐからであります．最近の診療報酬改定は医療資源の適正化・効率化を論ずる前

に（医療費の原価計算を行うことなどは今までなされたことがありません），総医療費の抑制という大前提

があって議論されるので，必要な医療費の議論などは問題にされたことは無いのです．
“社会的入院” ということで介護型療養病床が廃止され，医療型療養病床の 3～4 割が削減されようとして

います．療養型病床を提示されて 10 年足らずで見事に梯子をはずされたわけであります．宮城県の医療行

政を担当する職員が “先生のところ病床どうするの” と話されたとき，“自分のところの患者は全部寝たきり

状態だから，約 25 人をベッドのまま県庁の 1 階の広場に置いていきます” と答えたら驚いて返事もしなか

ったのを覚えています．

障害者自立支援法が平成 23 年 4 月から見直されます．身体障害者療護型施設の経営を担当する会計係と

話す機会がありました．“50 人の障害者が入所中で，区分法が変わると 1 年間で 3,000 万円の赤字が出るので，

車椅子生活者約 10 人をどこかへ移動させ，寝たきり障害者と入れ替えなければ施設がつぶれてしまう．自
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立できない車椅子生活者をどこへ移動すればよいのか，移動できる施設が無い！ 先生のところは空きがあ

る？” “ないない……”

厚生労働省は場当たり主義で次々と医療政策らしきものを作り出してきています．したがって医療全体が

どうなるのかということになると，もうお手上げ状態で，生み出した案を掌握しきれていません．過去から

現在まで先人が築き上げてきた医療政策を観察しなおすしかありません．官僚が医療の現場を良く観察し，

自分自身を再教育する必要があると思います．厚生労働省へ新しく入省する者は，2～3 年は福祉・医療の

現場で手を汚して働く必要があると思います．

医療の崩壊が叫ばれていますが，崩壊を懸命に食い止めているのは現場で働いている医師の頑張りであり

ます．しかし，患者の病気をなんとかしようと頑張るだけで，医療制度がどのように改悪されてきているの

かを患者や家族へ伝える努力をどれだけ頑張ってきたのだろう，患者負担が増えたとき，増えた分，保険収

入が病院で減ったことを教えてきただろうか．病院（診療所）は病気が治るところと教えてきたのも医師で

あり，病院（診療所）は患者が死ぬ所であると教えてきただろうか．いままで，医師が患者へ，日本の医療

制度がいかに構築され変化してきたかという情報の提供を怠ってきたことも反省しなければなりません．

日本医事新報，No. 4432 のプラタナスへ “医療は社会制度の下流に置かれつつある” と海堂尊氏が投稿し

ています．ぜひ，ご一読を．
医療法人盟陽会 泉ヶ丘クリニック　
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﹁透析医療における基幹病院の役割と現状﹂     藤元昭一　

日本の透析医療を支えているのは，多くの個人開業医の先生方の努力による．当然のように，祭日，お

盆・年末年始の休みもなく，さらに夜間透析も含めて一人で行っておられる先生方も多数である．小生は基

幹病院に勤務している立場から，最近感じていることについて述べたい．

他県の状況はよくわかっていないことはお許し願いたいが，基幹病院の透析医療に携わっていない多くの

医師，病院の中枢部におられる方々は，透析に携わっている医師達の時間的拘束について未だにわかってお

られない方が多いことに度々驚いてきた．また，最近は維持透析で他科に紹介された患者や，他科で診てお

られた新規発症腎不全患者の飛び込みも明らかに増加してきている．その場合に，あとの治療や方向付けは

「お願い」となってしまい，行き先を探すのに苦労させられ，ここでの時間的拘束や道標のない雑務も専門

の決まっていない若い医師達の評判を落としていると思われる．さらに，透析患者さんたちの状況を理解し

ていない（透析患者の入院を嫌う）スタッフも透析医療に携わっていない人達の多くに見られ，同様のこと

が何故か若い医師達まで広がっているように感じる．建設・土木などの肉体労働や看護師・介護士などの勤

務・労働条件の厳しい職業が 3 K 労働（「きつい」，「汚い」，「危険」）として若者に敬遠されてきたが，透析

の現場が新たな 3 K 労働（「きつい」，「厳しい」，「帰れない」）と称されてきていることに対し，われわれは

どうしていかなければならないのだろうか？

他面ではあるが，日本透析医学会でガイドラインを作成しようとしたさいに，引用できる日本の文献が少

ないと聞く（特に prospective study）．われわれはわが国の高い生存率から，日本の透析医療は世界的に優

れたものであると自負していながら，少し寂しい話である．透析関連は科学的論文になりにくいと，以前は

言われていたことを記憶する．また，透析スタッフとともに日常診療で手一杯で，ましてや動物実験なども

っての外だとの雰囲気もあるのではないだろうか？

しかし，現在も基幹病院の役割には，臨床的貢献（合併症透析患者の治療など）のほかに，若い医師を集

めることもあるのではないかと考えている．対外的障壁（病院内も含め），時間的制約（拘束時間），透析患

者さん自身の問題（病態も益々複雑となり，重症化していることも含め）などの問題に対し，現実的な対処

法も浮かばず，未だに解決の方向が見えないように感じている．このような手詰まり感を持ち，ただ忙しそ

うにしているだけでは若手医師は集まってきてくれない．ここはやはり医師の原点に戻って学問的興味で引

き付けられるか，若手医師・スタッフも含め教育をすることで互いに良い方向を向いていけるかということ

になるのだろうか？
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地方である宮崎県においても，新研修医制度の制定とともに県内に留まる研修医は減少し，さらに内科・

外科を志し集まる医師は極端に減っている．このように窓口が狭いために，透析医療を目指す医師を増やす

ことは暫く厳しいのかもしれないと思う．しかし，泣きを言っても始まらないし，今まで地域で透析医療の

進歩に貢献されてきた先生方，一生懸命に患者を診てきた透析スタッフのためにも，“前向きに，さらに前

向きに” の気持ちで進みたい．
宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部　
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昨年末，兵庫県透析医会は第 50 回総会とともに創
立 25 周年記念祝賀会を，山㟢親雄日本透析医会会長
をお招きし，大いに楽しみかつ盛大にとり行いました．

当会の発足からの詳細経過については，すでに前回
の支部だより（Vol. 19，No. 1）で報告していますので，
簡単に述べるにとどめ，今回は最近，主にどのような
活動を行っているかを中心にして報告させて頂きます．

当医会は，昭和 58 年に設立され，初代会長に原信
二先生（原病院），平成 7 年に 2 代目として後藤武男
先生（高砂市民病院）が引き継がれ，そして平成 15

年より小生が会長職を賜っています．現在，県下 159

透析医療施設，221 名の会員で構成されています．
当会は，年 2 回の総会終了後，その時折に関心の高

いテーマを選んで講演会やパネルディスカッションを
催しています．また，学術統計委員会主催によるコン
センサスミーティングでは，透析に関する身近なテー
マを取り上げ，講演とディスカッションを行い，自己
啓発をはかっています．最近 5 年間に行った企画は表

1 のごとくです．当会の運営は 2 カ月に 1 回開催され
る幹事会の下で行われます．幹事は会員の公選により
20 名選出され，任期は 2 年です．その他，地域性や
基幹病院の重要性を考慮し，5 名の会長推薦幹事枠を
設けています．

平成 21～23 年の幹事は表 2 のメンバーです．実際
の活動は表 3 に示した 11 の委員会と会計で行ってい
ます．それぞれの委員会は，年数回～十数回程集まり，
与えられた課題を検討し，幹事会に諮問，承認を受け
ると，その履行について中心となって活動しています．

最近取り上げている新しいテーマとして「海上支援
ネットワーク」の構築があります．これは日本透析医
会が日本財団の助成金を得て，2005 年より 3 年間取
り組んできた災害船の医療支援事業を引継ぎ，実態の
ある組織として維持，活性化していく活動です．いざ
という時役立つ組織にしておくため，当会の危機管理
委員と神戸大学海事科学部の先生方と定期的に会合を
重ね，今後は大阪湾，東瀬戸内地方の透析医会にも参
加していただき，支援船の増隻，国・自治体との連携
強化を計っていきたいと思っております．

ついで取り上げざるをえないテーマとして「新型イ
ンフルエンザ」が出てきました．4 月 30 日，アメリ
カより帰国した日本人女性に新型ウイルス感染の疑い
がもたれ，それに対応して，5 月 1 日，日本透析医会・
学会より「新型インフルエンザ対策について緊急提
言」が出されました．5 月 7 日，当医会は，危機管理・
庶務合同委員会を開き，善後策を検討，メーリングリ
ストにて会員諸氏に日本透析医会・学会作成の「透析
施設における新型インフルエンザ対策ガイドライン」
に従って対処するよう伝達し，院内での予防対策の徹
底化をはかるよう呼びかけました．また，9 日には兵
庫県疾病対策課に対して，①感染透析患者の円滑な入
院の保障，②管理医が新型ウイルス感染のため，休ま
ざるをえなくなった透析施設への応援体制に関しての
協力，について要請を行った．今後，新型ウイルス感
染により，個別の透析施設が閉鎖などの危機に陥るよ
うなことがあれば，互助組織としての透析医会がその
責を果たすべきと考えている．

［た　よ　り］

兵庫県透析医会だより

宮本　孝

兵庫県透析医会会長
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表 1　最近 5 年間の総会時講演・コンセンサスミーティング

平成 16 年 2 月 19 日 ①講演「二次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺切除術（PTX）の適応」
　小林診療所　小林彰先生

平成 16 年 6 月 5 日 ①パネルディスカッション「透析患者の血管合併症」
②特別講演「糖尿病フットマネージメントについて」
　国立病院機構京都医療センター  内科医長　河野茂夫先生

平成 16 年 12 月 4 日 ①特別講演「透析患者における ‘鉄の囲い込み’ 異常（DIMES 症候群）」
　兵庫医科大学  総合内科学  腎・透析科  教授　中西健先生

平成 17 年 2 月 17 日 ①一般講演
　1. 慢性透析患者の心房細動の現状（1）　宮本クリニック　宮本孝先生
　2. 慢性透析患者の心房細動の現状（2）　原泌尿器科病院　吉矢邦彦先生
②特別講演　「心房細動の管理について」
　関西労災病院  循環器科  部長　南都伸介先生

平成 17 年 6 月 4 日 ①特別講演「世界の移植，アジアの国々の腎移植事情」
　大阪大学大学院医学系研究科・先端移植基盤医療学  教授　高原史郎先生
②パネルディスカッション「震災 10 年の検証」

平成 17 年 10 月 29 日 ①シンポジウム「透析液の至適 Ca 濃度を考える」
　1. 甲南病院　　　　　　藤森明先生
　2. 宮本クリニック　　　西庵良彦先生
　3. 元町 HD クリニック　申曽洙先生
　4. 兵庫医科大学　　　　和泉雅章先生
　5. だてクリニック　　　伊達敏行先生
②特別講演「骨塩量と血管石灰化からビタミン D の使用と透析液 Ca 濃度を考える」
　腎愛会  だてクリニック  院長　伊達敏行先生

平成 17 年 12 月 10 日 ①特別講演「個人情報保護法―透析医療機関における対処法―」
　白鷺病院　山川智之先生

平成 18 年 6 月 3 日 ①危機管理アンケートの結果報告
②特別講演「高齢者透析の今日的問題」
　増子記念病院  院長　伊藤晃先生
③パネルディスカッション「高齢者透析の今日的問題―それぞれの立場から―」

平成 18 年 12 月 2 日 ①特別講演「腎性貧血治療の課題と展望～ガイドライン・包括化を踏まえて～」
　大阪府立急性期・総合医療センター  腎臓・高血圧内科  主任部長　椿原美治先生

平成 19 年 3 月 22 日 ①招待演題「シャントトラブルに対する PTA について」
　神戸赤十字病院  放射線科  部長　杉本幸司先生
②特別講演「人工血管内シャントの維持 ･ 管理について」
　小島外科胃腸科　小島善詞先生

平成 19 年 6 月 2 日 ①特別講演「HIV 感染症の診断と治療の現状」
　兵庫医科大学  血液内科　日笠聡先生
②パネルディスカッション「透析室における院内感染予防について」

平成 19 年 12 月 1 日 ①講演
　「尿毒症患者の重度の副甲状腺過形成から新規 PTH 分子の過剰産生と分泌がみられる」
　荒川クリニック　荒川俊雄先生
　「透析歴 10 年以上の患者の長期予後調査」
　兵庫医科大学病院  腎・透析科　和泉雅章先生
②特別講演「医療事故とその処理法」―訴訟か ADR か―
　医療法人医真会  理事長　森功先生

平成 20 年 2 月 28 日 ①講演「透析患者の血圧コントロール」
　神戸大学  腎・血液浄化センター  腎臓内科　藤井秀毅先生
②特別講演「心不全，腎不全そして貧血：循環器内科医の立場から」
　兵庫医科大学  内科学  循環器内科  教授　増山理先生

平成 20 年 6 月 7 日 ①パネルディスカッション
　「慢性腎不全における骨ミネラル代謝異常の対策」

平成 20 年 8 月 9 日 保険講習

平成 20 年 11 月 6 日 ①講演「透析領域における診療報酬について
　株式会社 ASK 診療報酬研究所  所長　中林梓先生

平成 20 年 12 月 6 日 ①特別講演「血管再生治療の現状と未来」
　先端医療センター  血管再生研究グループ　グループリーダー
　東海大学医学部  基盤診療学系  再生医療科学  教授　浅原孝之先生

【25 周年記念パーティー】
②記念講演会「美しく齢をかさねる」
　JET 日本語学校  理事長　金美齢先生

平成 21 年 2 月 19 日 ①基調講演「腎性貧血治療アンケートの集計結果について」
　坂井瑠実クリニック  院長　喜田智幸先生
②特別講演 1「透析患者における鉄剤の役割～透析患者は鉄剤投与を必要としているか～」
　兵庫医科大学  内科学  腎・透析科  講師　倉賀野隆裕先生
③特別講演 2「2008 年度版腎性貧血ガイドラインをどう読むか？」
　大阪府立総合医療センター  腎臓・高血圧内科  主任部長　椿原美治先生
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5 月 16 日，兵庫県内の高校生がわが国初の渡航歴
のない国内発症の感染患者と認定された．その後の対
応については時間切れで今回は報告できないが，公的

医療機関に勤務する会員からのメーリングリストによ
る情報が，刻々と変わる現状を理解するのに貴重な情
報となっている．

表 2　平成 21 年度新幹事

会　長 宮本　孝 宮本クリニック
副会長 西岡正登 住吉川病院

〃 江尻一成 城陽江尻病院
幹　事 申　曽洙 元町ＨＤクリニック

〃 永井博之 尼崎永仁会病院
〃 芦田乃介 芦田内科
〃 依藤良一 仁成クリニック
〃 関田憲一 服部病院
〃 斉藤雅文 斉藤内科クリニック
〃 竹岡浩也 兵庫県立尼崎病院
〃 喜田智幸 坂井瑠実クリニック
〃 平林俊明 さつきクリニック
〃 荒川俊雄 荒川クリニック
〃 石井洋治 野里門クリニック
〃 稲葉洋子 新須磨病院
〃 足立陽子 社会保険神戸中央病院
〃 藤森　明 甲南病院
〃 深川雅史 神戸大学医学部
〃 野々口博史 兵庫医科大学病院
〃 岩崎　徹 岩崎内科クリニック
〃 大山敦嗣 西神戸医療センター
〃 中野康治 中野泌尿器科
〃 松井　豊 まついクリニック
〃 岡　伸俊 岡クリニック

表 3　平成 21 年度　兵庫県透析医会　新委員会メンバー

委 員 会 委 員 長 副委員長 委　　員

宮
本
会
長
　
―
　
後
藤
名
誉
会
長

西
岡
副
会
長

保　　険 荒川（俊） 岩崎（徹） 　永井（博），岡（伸），竹中，石田，岩崎（卓）

移植推進 市川 竹田 喜田，山本，今井（信），大山，中野（康），藤井（直）

学術統計 吉矢 和泉 野々口，申，荒川（俊），竹岡，喜田，関田，宮崎（哲），深川，澁谷，
大山，藤井（直）

危機管理 斉藤 稲葉 申，石井（洋），足立，吉矢，宮崎（哲），吾妻，赤塚，和田

病診連携 永井（博） 藤森 竹岡，芦田，足立，中野（康），和泉，野々口

江
尻
副
会
長

医療計画 石井（洋） 芦田 平林，永井（徹），今井（敏），岩崎（卓），岡（伸）

倫　　理 金津 寺杣 後藤，藤森，松井

会則検討 芦田 森本 石井（洋），平林，依藤，山梨

広報情報 関田 中西（裕） 申，松井，澁谷，西庵，中尾

医療経営 平林 岩崎（徹） 鄒，石川，森本，澁谷，日和佐（眞）

庶　　務 依藤 斉藤 宮本，西岡，申，江尻，荒川（俊），永井（博），岩崎（徹），稲葉

会　　計 依藤 ― ―
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本稿では，前号で報告後，平成 21 年 3 月 27 日，4 月 24 日，5 月 17 日，6 月 26 日に開催された

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

てご報告します．

1. 通常総会の開催および任期満了に伴う役員の交代について

5 月 17 日，日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に掲載の

とおりです．なお，今年役員が任期満了になることに伴い役員の交代がありました．新たに篠田俊

雄先生，江尻一成先生，川島周先生が理事に加わり，また新たに常任理事には戸澤修平理事と篠田

先生が就任となりました．吉田豊彦，大平整爾副会長は副会長を辞しますが地域理事として役員を

重任，小野山攻常務理事，宮本孝理事，寺尾尚民理事の 3 名が退任になります．長らく医会の運営

にご尽力いただきありがとうございました．

2. 診療報酬改定に対する対応について

社会保障費の 2,200 億円削減撤回が決定するなど，この数年間吹き続けた医療費削減の嵐もやや

一時の勢いはなくなりつつあるようですが，近い将来増税の可能性が薄くなった政治情勢の中で，
社会保障費の削減の継続によって財政規律を維持しようという動きもあります．また平成 22 年度

の診療報酬改定は急性期医療に重点配分されることはまず間違いなく，一方で薬価やダイアライザ

ーの価格のさらなる引き下げが見込まれ，透析に関する平成 22 年度の診療報酬改定は予断を許さ

ない状況です．
日本透析医会としては，前回改定と同様，日本透析医学会と緊密な連携を取りながら，日本医師

会のご指導とご協力，厚生労働省の担当者の方々のご理解を得ることが次回診療報酬改定への対応

として必須と考え，4 月 21 日には日本医師会の役員各位および厚生労働省の担当者の方々にご面

会いただき，日本透析医会の考えと要望についてご説明してまいりました．その主旨は，現時点で

特に地方の公的病院の透析室閉鎖や縮小があり，また民間施設も後継者難や経営不振が表面化しつ

つあること，通院困難な透析患者が急増していることなどの状況を踏まえ，急激な点数引き下げは

透析医療供給体制を崩壊させる可能性が高いことをご説明しました．具体的には透析液清浄化加算，
障害者加算の見直し，透析室感染対策加算，緊急時ブラッドアクセス留置技術料の新設，ブラッド

［た　よ　り］

常任理事会だより

山川智之

日本透析医会常務理事
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アクセスの PTA に対する点数設定などの要望をしております．
このさい，厚生労働省の担当者より透析医療の崩壊につながるような改定は行わないとのコメン

トをいただきましたが，現実的には透析医療においてもすでに医療崩壊と言えるような現象や徴候

は様々な形で見られる状況であり，このような流れにストップをかけ透析医療が発展するような改

定を目指すべく努力していく所存です．会員各位のご指導，ご協力をよろしくお願い申し上げます．

3. 新型インフルエンザ対応について

ご存じのとおり，全世界的に新型インフルエンザの感染が蔓延し大きな社会問題になりました．
WHO が 4 月 29 日に新型インフルエンザのフェーズ 5 宣言したのを踏まえ，急遽 5 月 1 日に透析

医学会との合同会議を開催し，地域単位での協議，施設単位での体制づくり，物資の確保などの対

応を行うことなどを骨子とした「新型インフルエンザ対策についての緊急提言」を会員に告知しま

した．
また 5 月 11 日には厚生労働省健康局疾病対策課に各段階における物資，薬品の安定的供給のお

願いなどを内容とする「新型インフルエンザ第二段階および第三段階（感染拡大期・まん延期）に

おける慢性透析医療体制維持に関するお願い」を提出しました．5 月 8 日に CDC（米国疾病予防

管理センター）より出された「新型インフルエンザ患者の外来透析に関する感染管理についての暫

定ガイドライン」を踏まえ，5 月 19 日付けで「外来血液透析施設における新型インフルエンザ対

策について」を会員向けに告知しております．
幸い早期より各透析施設において適切な対応をしていただいたこともあって，現時点（7 月上

旬）で透析患者の新型インフルエンザ感染があったという報告は聞き及んでおりません．しかしな

がら今秋以降再度の流行が危惧される中で，現在開発中のワクチンについても十分な数がないとの

情報もあります．国の対策にも方針変更がありますので，それを踏まえながら，今後も医学会と協

調して引き続き対策に尽力していきたいと考えております．

4. 第 14 回透析保険審査委員懇談会について

日本透析医学会学術集会の期間中の 6 月 6 日に，横浜におきまして全国の透析関連の保険審査委

員，支部長の先生などにご出席いただき，第 14 回透析保険審査委員懇談会が開催されました．お

忙しいところご出席いただいた先生方には御礼申し上げます．詳細につきましては，次号 24 巻 3

号でご報告の予定です．

5. 災害対策事業について

日本透析医学会学術集会開催期間中の 6 月 6 日に，横浜におきまして第 10 回災害時情報ネット

ワーク会議を開催しました．ご多忙中参加していただきました先生方には厚く御礼申し上げます．
会議の内容については，次号（24 巻 3 号）でご報告させていただきます．

また，この会議でもご報告させていただきましたが，これまでの災害情報ネットワークの問題点

を改良しました新システムの運用を開始しました．既存のシステムは携帯でアクセスできないなど

被災地からの情報入手について問題がありましたが，新システムにおいては，既存の機能に加え，
地域単位で一斉メール配信・集計システムが運用できるようになり，直接携帯から情報を発信した

り，支部から一斉メール配信ができるような機能が加わりました．会員の皆様および会員施設のス
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タッフの方々の登録をよろしくお願いします．

6. 透析医療のグランドデザイン作成について

日本透析医会は 2002 年に日医総研に委託し，透析医療の将来像についての研究調査を実施しま

した（日本透析医会雑誌 19 巻 3 号に論文掲載）．その後，医療を取り巻く環境は大きく変化，透析

医療についても種々の問題が顕在化しています．そこで近未来の透析医療体系を予測し，地方の透

析室運営や民間病院の経営などから考えた透析医療提供体制の存続に関わる提案を行えるような調

査研究を今年度からの事業として開始することになりました．櫻堂渉顧問と共に，日本透析医会が

今後透析医療を維持，発展させていくための活動をするうえでの材料として活用できるような成果

を出していけるよう努力する所存です．

7. 日本透析医会シンポジウム等について

平成 21 年 10 月 4 日，東京品川コクヨホールにおきまして，「維持透析の明日を拓く」と題して

日本透析医会シンポジウムを開催します．非会員の方も参加できますのでお誘い合わせのうえ皆様

の多数のご参加をお待ちしております．また平成 22 年 3 月 7 日には同コクヨホールにおいて日本

透析医会研修セミナー（Current Topics）を開催いたします．詳細につきましては次号以降でお知

らせいたします．

8. 公募助成について

現在腎不全医療，特に透析医療を推進するための学術研究について，平成 21 年度日本透析医会

公募助成の申請を受け付けております．9 月 25 日が締切となっております．

9. 公益法人改革に対する対応について

公益法人制度改革関連法が 2008 年 12 月に施行された事に伴い，社団法人日本透析医会も 5 年以

内に新たな制度に移行することが必要になりました．現在，新制度における公益社団法人の認定を

目指して準備作業中です．

10. 透析医療に関連した TV 等の報道に対する対応について

6 月 8 日，テレビ朝日において，慢性腎不全のため透析治療が必要になった歌手が，生体腎移植

を受ける過程について取材し構成されたドキュメンタリー番組が放映されました．この中で，透析

における 5 年生存率が 60％ と繰り返し表示されたこと，透析後の苦痛を強調し過ぎる内容につい

て，全腎協は，透析治療に対する誤った認識を印象付けるものとし，制作者に書面をもって抗議し

ております．
この件について一会員から，日本透析医会としても番組担当者に対する抗議をするべきであると

いう指摘を受け，常任理事会で協議しました．この時点でテレビ朝日より全腎協からの抗議に対す

る回答があり，番組ホームページにもこの件に関するコメントが掲載されていたことから，番組の

構成については総合的に見て問題があると判断するものの，全腎協からの抗議があり，それに対し

て回答があった段階での改めて日本透析医会からの抗議は，時期を逸した過剰反応とも思われ，今

後の経過を見極めていくべきである，と判断しました．
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昨年 7 月にもテレビドラマにおいて，透析医療に関して事実を歪曲した表現があった（この件に

ついては山㟢会長個人名で抗議をしております）など，この種の問題はしばしば発生します．日本

透析医会としての対応については，問題の内容に加え，その影響の範囲と程度，メディアの性格な

どを総合的に判断する必要があり，また対応するべき問題と判断する場合にもその時期が大切と考

えております．テレビ放送や雑誌，新聞記事などで，透析医療に関する問題点を含む内容があった

と判断された場合には，速やかに内容の詳細と問題点を（テレビ放送の場合できれば録画も）事務

局までご連絡ください．よろしくお願いします．
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お　知　ら　せ

平成 22 年度（財）日本腎臓財団　公募助成のご案内
【目的】

当財団は，腎臓に関する研究と腎不全医療の発展を支援し，腎疾患の予防，腎疾患患者さんの
QOL の向上を図り，ひいては国民の健康に寄与することを目的としています．

この目的に沿うと期待される腎臓学研究者，腎不全医療関係者に対して下記 2 つの研究助成を行
っています．

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

1. 若手研究者に対する助成 2. 腎不全病態研究助成

対象となる研究・
応募資格

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

ｂ. 比較的日の当り難い分野，他から助成を
受け難いものを優先対象とします．

ｃ. 昭和 40 年（1965 年）4 月 1 日以降に生
まれた方．

ｄ. 以前に本助成を受けた方は応募できませ
ん．

ａ. 「腎性貧血に関する研究」及び「腎性骨
症に関する研究」 

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

ｃ. 大学以外の研究機関に所属する先生方の
応募を奨励します．

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

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

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

助成額 コメディカル　１件 50 万円　2 件
医師　　　　　１件 100 万円　2 件

約 50 件　総額 4,000 万円

選　考 若手研究者助成選考委員の厳正なる審査によ
り決定します．

腎不全病態研究助成選考委員の厳正なる審査
により決定します．

応募期間 平成 21 年 8 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日 随時，ホームページでご案内します．
応募方法 所定の申請書に必要事項を記載の上，事務局

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

（ホームページ，雑誌「腎臓」「腎不全を生きる」）に限って公開します．
助成金の交付 平成 22 年 5 月末頃に助成金を交付します．
報告書・成果報告
の提出

報告書・成果報告を平成 23 年 3 月末日までに提出して下さい．

Grant No. の設定 助成金交付時に Grant No. を設定しますので，助成該当研究を発表する折には必ず明記して下
さい．

雑誌への掲載 原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
当財団発行の雑誌「腎臓」平成 23 年度 Vol. 
34，No. 2 又は No. 3 へ研究成果を総論的に
掲載します．

原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
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学 会 ご 案 内

●第 76 回　北海道透析療法学会（東北腎不全研究会と合同）
 日　時：平成 21 年 9 月 5 日（土）～ 6 日（日）
 大会長：久木田和丘（特定医療法人北楡会　札幌北楡病院）
 会　場：仙台国際センター（仙台市）
 連絡先：社団法人全国社会保険協会連合会 仙台社会保険病院
  　　　TEL　022-275-3111　　FAX　022-275-6033
  　　　E-mail　THJFK@sendai-shaho.com
  　　　URL　http://www.knt.co.jp/ec/2009/rf_t35/

●第 36 回　東北腎不全研究会（北海道透析療法学会と合同）
 日　時：平成 21 年 9 月 5 日（土）～ 6 日（日）
 大会長：田熊淑男（全国社会保険協会連合会仙台社会保険病院）
 会　場：仙台国際センター（仙台市）
 連絡先：社団法人全国社会保険協会連合会 仙台社会保険病院
  　　　TEL　022-275-3111　　　FAX　022-275-6033
  　　　E-mail　THJFK@sendai-shaho.com
  　　　URL　http://www.knt.co.jp/ec/2009/rf_t35/

●第 30 回　日本アフェレシス学会学術大会
 日　時：平成 21 年 9 月 10 日（木）～ 12 日（土）
 大会長：米川元樹（特定医療法人北楡会　札幌北楡病院）
 会　場：京王プラザホテル札幌（札幌市）
 連絡先：特定医療法人北楡会　札幌北楡病院　図書室内
  　　　TEL　011-865-0051　　FAX　011-865-9719
  　　　URL　http://hokuyu-aoth.org/jsfa30/

●第 73 回　大阪透析研究会
 日　時：平成 21 年 9 月 13 日（日）
 会　長：和田　晃（独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター）
 会　場：グランキューブ大阪〔大阪国際会議場〕（大阪市北区）
 連絡先：大阪透析研究会（大阪市立大学医学部泌尿器科教室内）
  　　　TEL　06-6645-3858　　FAX　06-6647-4426
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学 会 ご 案 内

●第 45 回　日本移植学会総会
 日　時：平成 21 年 9 月 16 日（水）～ 18 日（金）
 会　長：寺岡　慧（東京女子医科大学　腎臓病総合医療センター外科）
 会　場：京王プラザホテル（東京都新宿区）
 連絡先：東京女子医科大学　腎臓病総合医療センター　外科
  　　　TEL　03-5269-7444　　FAX　03-3356-0293
  　　　E-mail　jst45@kc.twmu.ac.jp
  　　　URL　http://www.gakkai.co.jp/jst45/

●第 13 回　日本アクセス研究会学術集会・総会
 日　時：平成 21 年 9 月 26 日（土）
 大会長：池田　潔（福岡赤十字病院腎臓内科）
 会　場：ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区）
 連絡先：福岡赤十字病院　腎臓内科
  　　　TEL　092-521-1211　　FAX　092-523-2188
  　　　E-mail　jsda13@fukuoka-med.jrc.or.jp
  　　　URL　http://jsda13.umin.jp/

●第 21 回　腎とフリーラジカル研究会
 日　時：平成 21 年 9 月 26 日（土）
 会　長：槇野博史
  　　（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　
  　　腎・免疫・内分泌代謝内科学）
 会　場：岡山国際交流センター　国際会議場（岡山市）
 連絡先：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科慢性腎臓病対策　
  　　腎不全治療学
  　　　TEL　086-235-7234　　FAX　086-222-5214
  　　　E-mail　sannai@cc.okayama-u.ac.jp
  　　　URL　http://www.jinfr.org/meeting_21.html

●第 18 回　中国腎不全研究会
 日　時：平成 21 年 9 月 27 日（日）
 会　長：金　聲根（島根県立中央病院）
 会　場：広島国際会議場（広島市）
 連絡先：アドバンテージ株式会社内
  　　　TEL　03-3409-1352　　FAX　03-3498-1460
  　　　E-mail　chujinken@meetingnavi.com
  　　　URL　http://meetingnavi.com/chujinken/
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学 会 ご 案 内

●第 79 回　東海透析研究会
 日　時：平成 21 年 9 月 27 日（日）
 会　長：前田憲志（大幸砂田橋クリニック）
 代表幹事：水谷安秀（四日市社会保険病院）
 会　場：ナディアパーク・デザインホール（名古屋市）
 連絡先：（財）愛知腎臓財団
  　　　TEL　052-871-5131　　FAX　052-871-5015

●第 39 回　日本腎臓学会東部学術大会
 日　時：平成 21 年 10 月 2 日（金）～ 3 日（土）
 大会長：細谷龍男（東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科）
 会　場：グランドプリンス新高輪　国際館パミール（東京都港区）
 連絡先：（株）メディカル東友　コンベンション事業部
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　jsntobu39@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jsntobu39/

●第 31 回　日本小児腎不全学会・学術集会
 日　時：平成 21 年 10 月 8 日（木）～ 9 日（金）
 会　長：柳原俊雄（新潟県立吉田病院）
 会　場：四季の宿　みのや（新潟県西蒲原郡弥彦村）
 連絡先：新潟大学大学院医歯学総合研究科　腎泌尿器病態学分野
  　　　TEL　025-227-2291　　FAX　025-227-0784
  　　　URL　http://www.31shouni.com/

●第 20 回　日本急性血液浄化学会学術集会
 日　時：平成 21 年 10 月 9 日（金）～ 10 日（土）
 会　長：浅井康文
 　　　　（札幌医科大学医学部　救急集中治療医学講座，
  　　高度救命救急センター）
 会　場：ロイトン札幌（札幌市中央区）
 連絡先：札幌医科大学医学部　救急集中治療医学講座
  　　　TEL　011-611-2111　　FAX　011-611-4963
  　　　E-mail　 jsbpcc-20@scs-co.jp
  　　　URL　http://www.jsbpcc20.jp/
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学 会 ご 案 内

●第 28 回　腎と骨代謝研究会学術集会
 日　時：平成 21 年 10 月 10 日（土）
 代表世話人：冨永芳博（名古屋第二赤十字病院）・深川雅史（神戸大学）
 会　場：経団連会館（東京都千代田区）
  　　　URL　http://www.jinkotsu.com/

●第 39 回　日本腎臓学会西部学術大会
 日　時：平成 21 年 10 月 16 日（金）～ 17 日（土）
 大会長：吉川徳茂（和歌山県立医科大学小児科学）
 会　場：和歌山県民文化会館，ホテルアバローム紀の国（和歌山市）
 連絡先：和歌山県立医科大学小児科学
  　　　TEL　073-441-0633　　FAX　073-444-9055
  　　　E-mail　ped@wakayama-med.ac.jp
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jinseibu39/

●ASN Renal Week 2009
 日　時：平成 21 年 10 月 27 日（火）～ 11 月 1 日（日）
 開催地：San Diego（USA）
  　　　URL　http://www.call4abstracts.com/asn/

●第 47 回　日本人工臓器学会大会
 日　時：平成 21 年 11 月 12 日（木）～ 14 日（土）
 大会長：林　純一
  　　（新潟大学大学院医歯学総合研究科　呼吸循環外科学分野）
 会　場：朱鷲メッセ　新潟コンベンションセンター（新潟市）
 連絡先：新潟大学大学院医歯学総合研究科　呼吸循環外科学分野
  　　　TEL　025-227-2243　　FAX　025-227-0780
  　　　E-mail　jsao47@med.niigata-u.ac.jp
  　　　URL　http://shinsen.biz/jsao47/

●第 12 回　日本腎不全看護学会学術集会・総会
 日　時：平成 21 年 11 月 14 日（土）～ 15 日（日）
 大会長：江川隆子（京都大学大学院）
 会　場：神戸国際会議場（神戸市）
 連絡先：日本腎不全看護学会
  　　　TEL　045-226-3091　　FAX　045-226-3092
  　　　E-mail　jinfuzen-n@giga.ocn.ne.jp
  　　　URL　http://www.secretariat.ne.jp/jann12/
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学 会 ご 案 内

●第 15 回　日本腹膜透析研究会総会・学術集会
　（小児 PD 研究会と同時開催）
 日　時：平成 21 年 11 月 28 日（土）～ 29 日（日）
 大会長：笠井健司（富士市立中央病院）
 会　場：グランシップ（静岡市）
 連絡先：富士市立中央病院
  　　　TEL　0545-52-1131　　FAX　0545-51-7077
  　　　E-mail　fuji-15jspd@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.jp/jspd15/

●第 23 回　小児 PD 研究会
　（日本腹膜透析研究会総会・学術集会と同時開催）
 日　時：平成 21 年 11 月 28 日（土）～ 29 日（日）
 世話人：和田尚弘（静岡県立こども病院腎臓内科）
 会　場：グランシップ（静岡市）
 連絡先：富士市立中央病院
  　　　TEL　0545-52-1131　　FAX　0545-51-7077
  　　　E-mail　fuji-15jspd@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.jp/jspd15/

●第 10 回　腎不全病態治療研究会
 日　時：平成 21 年 12 月 12 日（土）
 大会長：黒川　清（政策研究大学院大学）
 会　場：全社協新霞ヶ関ビル　灘尾ホール（東京都千代田区）
 連絡先：第 10 回腎不全病態治療研究会運営事務局
  　　株式会社メディカル東友　コンベンション事業部
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　desk@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtz.co.jp/renal/
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初秋の候，会員の皆様方におかれましてはますますご活躍のことと存じます．
さて，透析医会雑誌 24 巻 2 号も各執筆者の先生方のおかげをもちまして，「透析医療における

Current Topics 2009」をはじめとして「医療制度」，「医療安全対策」，「臨床と研究」などの各項目
で充実した内容を会員の皆様方にお届けできましたことを感謝申し上げます．特に 2 号恒例の「透
析医療における Current Topics 2009」では，CKD-MBD の新たな治療戦略，透析患者の予後改善
手段，透析医療における医療・介護連携の意義，末期腎不全治療に腎移植はどのように貢献できる
か，などの重要な課題を著者の先生方自らの御意見をも交え，わかりやすく解説していただきまし
た．また「医療制度」では社会医療法人の創設，透析医療における介護保険を取り上げていただき，
丁寧に解説をしていただいております．この ｢医療制度｣ の項目は医療自体とは離れたテーマでは
ありますが，医療供給システムを含め医療と名の付くすべてを任されている会員の皆様にとっては，

「医療安全対策」の項で取り上げられた「災害時の医薬品医療器材の流通」の問題ともども重要な
内容が含まれているかと思われます．

ぜひご一読いただき，日常の参考としていただければ幸いと存じます．

広報委員　佐 藤 壽 伸　

編 集 後 記
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