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今年 8 月末の総選挙の結果，日本でもとうとう本格的な政権交代が実現した．長く続いた自民党
政権による政官の癒着の問題や，天下り・公益法人の問題，年金問題，医療・介護の問題などなど，
なんらかの改善を求めて民主党に投票した国民が多かったということだろう．

特に医療界では，小泉政権から続く社会保障費自然増の毎年 2,200 億円の削減という政策と，そ
れにともなう医療崩壊の現実から，地方医師会レベルでは政権交代に積極的に動いた人々もおられ
たし，また，民主党のマニフェストに謳われている診療報酬増額や救急医療等への支援に期待し投
票した医療関係者も多かった．実は，私もその一人であった．

しかし，この 2 カ月間の政治の動きをみていて，やはり医療への財源の確保は簡単ではないと実
感してきた．多くの医療関係者は，民主党のマニフェストから，来年は診療報酬のプラス改定にな
ると疑わない．しかし，民主党がやり直した来年度予算の概算要求では，診療報酬改定財源として
考えられていた 3,000 億円は事項要求にまわされ，これから削っていくと言われている 95 兆円の
中にすら入れることができなかった．厚生労働省から事項要求に回された項目には，後期高齢者医
療保険の自己負担軽減分や，緊急雇用対策などもあり，今後予算案を作成するなかで，診療報酬改
定財源を確保することは生易しいことではないだろう．

さらに，現在行われている事業仕分けといわれる予算案の査定作業では，診療報酬そのものも検
討される可能性が出てきた．以前から財務省が主張していた「99 年以降の人事院勧告による人件
費の引き下げや物価の下落を考慮すると，現在の診療報酬には 3,200 億円の無駄がすでに存在して
いる」ということを根拠にしている．今後，中央で財務省と厚生労働省，およびそれに関係する議
員の中で，パワーゲームが繰り広げられることになるだろう．この雑誌が届くころには，なんらか
の結論がでているであろうが，なんとか医系議員の先生方にはがんばっていただいて，診療報酬プ
ラス改定を勝ち取っていただきたいと思う．

しかし来年度の改定が，たとえ医療全体でプラスになったとしても，透析医療にどういう影響が
でるかは予断を許さない．現在，さかんに勤務医と開業医の間の医療費配分が議論されている．維
持透析は診療所で行われていることが多く，再診料や指導料の減額が行われた場合，透析医療機関
には大きな影響がでることが予想される．

また，今年，中医協において DPC 病院における診療科別の収益の調査結果が発表された．それ
によると，透析部門の収支は＋27％ と試算され公表された．この調査には，医療材料や共通経費
の配賦に大きな問題があり，その問題点を医会として研究を担当した医療経済学者と厚生労働省に
指摘した．しかし透析医療には，いまだに余裕があると考えている人が医療界の中ですら多いとい
うこともまた事実であり，来年度改定にどう影響するか予断を許さない．現在のところ，政権交代

［巻　頭　言］

政権交代と診療報酬改定
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は起こったものの，透析医療にプラスの風が吹くとは安易に考えられる状況にはないと言えるだろ
う．

今後，医療に手厚い配慮が政策上行われるかどうかは，結局のところ，民主党が以前から主張し
ていた，特別会計を含めた既成の予算から巨額な無駄遣いを見つけ出すことができるかどうかにか
かっていると言える．医療界の一部の先生は，無駄な公共事業を削減すれば，医療再生の財源は簡
単に出てくるような主張をされておられるが，公共事業費をたとえ 0 円にしても，今後，社会保障
で必要となる年金や介護，医療の財源を確保することは不可能であり，その中で年金よりも医療に
財源が優先されることは，現在の政治状況では困難と思われる．

もし，民主党が巨額の政策財源を公約どおり見つけることができなかったとしたら（私はその可
能性のほうが高いと思うが），医療を再生・維持していくためには，医療に財源を持ってくる方策
に医療関係者も前向きに対応していく必要があるだろう．あまりお金のことばかり言いたくはない
が，良質な医療の維持には財源がかならず必要であり，厚生労働省も財務省も，自民党も民主党も，
無い袖は振れないのだ．

今まで，医療界では，消費税の増税反対や，自己負担増額の反対等，すべて患者・国民負担の増
加に反対のスタンスをとってきた人が多い（少なくともそういう医療関係団体が多かった）．しか
し，それでは医療は最後まで限られた財源の中で，より増加する医療需要に対応するよう強制され
る状況が続くだろう．医療費財源の確保を，他人事と考えず，直接自分たちに影響を及ぼす問題と
して，医療関係者はそろそろ考える時期が来たのではないだろうか．
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要　旨

第 14 回透析保険審査委員懇談会を平成 21 年 6 月 6

日（土）15：00 〜 18：00，パンパシフィック横浜ベ
イホテル東急地下 2 階アンバサダーズボールルームで
行いました．出席者は 52 名で，事前に行ったアンケ
ート（検討事項：70 件，要望事項など：121 件）のう
ち主な討論内容をここに報告します．

はじめに

この懇談会は毎年透析医学会総会時に開催し，全国
の透析審査の格差是正に役立てることを目的に行って
いますが，お世話する（社）日本透析医会からは，な
んの干渉も受けない独立した自由な会であり，またそ
の際の討論結果が，全国都道府県の社保・国保審査委
員会の独立性を損なうものではないことを付記してお
きます．

1　検討事項

例年通り診療行為別に討論を行いました．なかには
明確な適否の結論が出なかった事項もあり，その場合
の討論経緯をできるだけ詳しく報告します．

1）　基本診療料
①　慢性維持透析患者に関する DPC 病院と一般病

院（診療所も含む）との間の保険の取り扱いについて
㋑　「DPC 病院入院中の透析患者をシャント作成や

PTA のため，一般病・医院で行った場合や，透

析治療のみ透析診療所で行った場合の診療報酬の
請求はどうすれば良いか」

㋺　「透析診療所（一般病院も含む）から循環器と
かいろいろな合併症のため DPC 病院に入院させ
てもらい，入院中の透析だけは元の透析施設で行
っている場合の保険請求はどうなるのか」

㋩　「DPC 病院から DPC 病院に行った場合の保険
請求はどうなるのか」

現時点で①の㋑，㋺，㋩ともに入院中の DPC 病院
が支払うことになります．すなわち㋑の場合は，シャ
ント作成費や PTA 費を DPC 病院が現金で支払うしか
なく，また依頼した透析医療費も DPC 病院が現金で
支払うことになります．㋺の場合も透析医療費は
DPC 病院の負担となるので，今後透析患者の合併症
などに関する DPC 病院への入院治療依頼がしにくく
なる心配があります．㋩の場合は，入院中の DPC 病
院の負担となります．

②　生保と更生医療との区分け請求について
従来，文書で出されている透析関連分とは，透析そ

のものとシャントに係る項目だけで，合併症治療など
は障害者医療（更生医療）の対象とならないとされて
います．しかし，それでは患者や施設にとって実際の
透析治療上困ることが多いため，その区別の仕方は，
主治医の良識的な判断にしたがって行うということで，
厚生労働省と日本透析医会の間では了解が取れていま
す．実際には，風邪など透析並びに合併症とは明らか
に区分できる項目のみを医療扶助（生保）として請求
することが多いと認識しています．

［医 療 経 済］

第 14 回透析保険審査委員懇談会報告

吉田豊彦
key words：慢性維持透析患者外来医学管理料 慢透

日本透析医会医療経済部会
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2）　医学管理料
①　「 慢透 に包括されている検査以外の検体検査を

算定する場合には，その必要性をレセプトの摘要欄に
記載することとなっていますが，㋑適応病名がある場
合，㋺精密検査の適応する疑い病名をつけた場合，㋩
透析とは関係のない病名（たとえば，インフルエンザ
など）の場合，その必要性をコメントしなければなら
ないでしょうか」

一般的には，コメントより病名のほうが優先すると
考えられます．病名で理解可能なものに関しては，査
定されないでしょうし，再審請求の場合でも，その旨
を記載し査定しないのが一般的です．疑い病名に関し
ては，いわゆる「保険病名」と間違えられる可能性も
あるので，必要性のコメントを入れたほうが良いかも
しれません．例にあるインフルエンザに関しては，透
析とはまったく関連しない項目で，病名があればコメ
ントの必要はないと考えられます．

②　「 慢透 包括外検査に病名，コメントをつけても
減点されてしまうのはなぜでしょうか．例：NTX

（年 2 回），HCV コア蛋白（年 1 回），新患初診時のス
クリーニング試験（TPHA，HTLV-1 抗体価，HBs 抗原，
HBs 抗体，HCV 抗体，血液型，HbA1c，PTH，b2-MG，
IgG，IgA，JgM，C3，C4，CH50 など）」

初診時の HBs 抗原，HCV 抗体，TPHA は一般的に
可とされていると思います．

体外循環を必要とする透析治療では，初診時の血液
型は当然でしょう．残りの項目は初診スクリーニング
といっても，腎不全となった原疾患や，合併症病名な
どと併せて審査されるものと考えられます．透析の場
合の b2-MG は，ダイアライザーの透析効率を評価す
るための実施なら請求可とするところもあると聞いて
います．NTX や HCV コア蛋白が定期検査として請求
可とは思えません．

なお，梅毒の血清脂質と TPHA とを両方測って，
慢透 包括外の TPHA だけ外出しで請求しているレセ
プトの場合，TPHA だけ査定されます．理由は梅毒の
脂質検査だけで感染能力があるかどうかは十分チェッ
クできるからです．

③　シ ナ カ ル セ ト 投 与 開 始 後 3 カ 月 は，月 2 回
PTHA を測定した場合，2 回目は外出しで算定できる
となっています．これについて返戻が多いのは，投与
開始日記載がないためだと考えられますので，全国的

に必ず投与開始日を明記するようにして下さい．

3）　在宅医療
①　CAPD と HD の併用について
㋑　「CAPD が主で HD を併用する場合に，週に何

回まで HD を認めるか．またその時の条件はど
うか」

㋺　「HD が主で，腹膜機能低下で休止中の腹膜洗
浄は週何回まで認めるのか．また，洗浄液量はど
のくらいまで認めているか」

㋩　「腹膜炎の時は CAPD と HD のどちらが主とな
るのか」

一般的には㋑の場合，週 1 回，月 4 回の HD 併用を
認めています．㋺の場合，腹膜洗浄の回数制限はして
おりませんが，腹膜洗浄に CAPD 液を使用した場合は，
HD 技術料は請求できません．HD が主で透析処置料
を算定する場合は，腹膜洗浄には生理食塩液などを用
い，CAPD 液は使用（算定）不可です．もし CAPD

液で腹膜洗浄を行わざるをえず CAPD 液を算定する
場合は，CAPD 処置料を算定し，HD 技術料の算定は
できません．㋩の場合は HD が主で，頻回の腹膜洗浄
を行わざるをえないと思います．

ここで，CAPD から HD へ移行時の問題点としての
腹膜洗浄液があります．通常腹膜硬化による腹膜機能
低下のため移行しますが，HD 移行後も 1 年間，1 日
1 回くらい腹膜洗浄を行う必要がある例が多く，CAPD

中止後の腹膜洗浄を無菌的に行うためには，どうして
も CAPD 液をつなげるほか方法がない場合が多いこ
とがあります．しかし保険診療では認めていないため，
保険者からの再審査請求に対しては，CAPD 液による
腹膜洗浄はやむをえず生命を守るために使用している
のであって，腹膜透析や透析補助のためではなく，感
染症から生命を守るためにやむをえずやっていること
だということを丁寧に丁寧に書いて原審通り認めても
らっているところもあります．

4）　検査
①　「シャントエコーは通常 20 点であるが，PTA

施行前の検索や内シャント形成術前の動静脈検索のた
めに行う場合は，D 215 の 2 のロ 350 点を算定できな
いか」

前にもこの会で何回か検討されたことですが，シャ
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ント管理としては，触診すればわかることですから，
定期的な検査とするほど臨床的な意義があるかは疑問
です．しかし全部 20 点に査定してしまうというので
はなく，たとえば，造影剤を使うのをためらって，エ
コーで精査して PTA を行う場合や，シャント手術の
前後とかでしっかりしたコメントがある場合は，350

点を認めているところが多いです．
②　「頚部，心臓，腹部などのエコーはルーチンに

年何回くらいやってよいか」
エコーの専門家を呼んで，同一日に心エコーと腹部

エコーなど複数部位を行っている場合も，頻回でなけ
れば個別に全部認めている例が多いです．部位により
異なりますが，ルーチンに行うエコー頻度は，副甲状
腺と頚動脈を診るのは年に 1 回くらいで，他部位でも
特に必要な場合を除き最低 6 カ月以上，1 年に 1 回く
らいしか認めていないようです．

③　「内視鏡前検査の感染症検査を，透析患者は普
段から十分管理されているので必要ないとのことで査
定されました．通院中の感染危険もあるので必要だと
考えていますが」

透析患者だからといって，観血的検査や手術にさい
しての感染症検査が不要といっているのではなく，前
回検査からの期間の問題，とそれがセット検査になっ
ている例では査定される場合もあります．

④　「 慢透 を算定していない症例での検査項目の査
定について，たとえば，末梢血液検査 4 回が 3 回へ，
CRP 3 回が 2 回へ査定されました．回数の基準を作成
し審査の適正化を図ってほしい」

一般的に，感染症を合併する場合でも CRP は 4 日
に 1 回を目途に，月 8〜9 回が目安とされています．

⑤　酸素吸入について
「酸素吸入を月 13 回行って SpO2 を月 13 回算定し

たら 8 回に査定された．次に実際には月に 13 回酸素
吸入を行ったが，前回査定された経験から，SpO2 を
8 回だけ算定したところ，今度は 5 回に査定された．
何回請求するのが妥当でしょうか」

一般的には月に 13 回酸素吸入して，SpO2 を 13 回
請求しても査定されているところはなく，酸素吸入の
回数まで認めるというのが全体の意見です．

5）　投薬・注射
①　「各種薬剤を使用しても血圧が下降しない症例

では，多剤投与が必要となるが，査定される場合が多
い（カルデナリン・アムロジン・ミカルディス・ノル
バスクなど）」

原則的に多剤投与について査定することはありませ
んし，薬事法承認事項範囲では，併用する薬剤の量に
ついても査定されません．

ただし，ARB などで腎不全患者に対する上限があ
る場合，それを超えた投与では，B または D 査定さ
れます．またメーカーが違うというだけで同一成分の
薬の場合は量が超えれば査定されます．

②　高リン血症治療薬について
「㋑セベラマー塩酸塩（レナジェル®，フォスブロッ

ク®），㋺沈降炭酸カルシウム（カルタン®），㋩炭酸ラ
ンタン水和物（ホスレノール®）の 3 種が主なもので
すが，これらの併用は認められるのでしょうか．㋥ホ
スレノール® とフォスブロック® の併用は認められま
すか」

原則として，種類についても，承認された量につい
ても，併用を認めています．ホスレノール® は優秀で
使用しやすく，一気に透析医療費を上げる心配はあり
ますが，根拠なしで査定することもできませんので，
この問題は審査では調整できないということです．

③　処方箋料について
「同一の患者に同一日に 2 枚の処方箋（定時薬 6 種

類＋臨時薬 7 種類）が出た場合の処方箋料は
㋑　点数の高いほうで算定（定時薬 6 種類以下　――　

68 点）
㋺　一つにまとめて 7 種類以上とする（7 種類以上

　――　40 点）
のどちらの算定となるのでしょうか」

同一日処方の臨時薬は，定期投薬の数には含まない
とされており，まとめる必要はないと考えられます．
ただし，7 種類以上の定期投薬を 2 処方に分割して請
求することは，たとえ投薬日を変えても望ましくなく，
指導の対象となることがあります．

④　「リプル・パルクスの長期投与は，病名があっ
ても査定される例がある」

現在，重点審査項目となっているところが多いよう
です．古い病名でも，長期にわたる場合も毎月効果判
定を十分に行い，レセプトに丁寧なコメントをつけて
請求されたものについては査定されていません．ちな
みに予防投与というコメントは不可で，ASO に対す
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るアフェレーシスを実施している場合は査定となりま
す．その根拠は「ASO に対する血漿交換（アフェレ
ーシス）は，従来の薬物療法では十分な効果が得られ
ないもの」と規定されていることによります．

⑤　アルブミン製剤，アミノ酸製剤長期投与につい
て（全身状態改善のため使用）

全身状態改善のために用いるアルブミン製剤は，ガ
イドラインにも反していて査定されます．重症なネフ
ローゼや全身熱傷など適応が限定されています．

⑥　「レミッチと抗アレルギー剤，抗ヒスタミン剤
の併用は認められますか」

レミッチの適応は「既存の薬物療法では十分な効果
が得られない患者」となっており，併用については議
論のあるところです．「アフェレーシスとプロスタグ
ランティン製剤」と同じ考えで併用不可とするものか，
治験が従来薬との併用で実施されており，当然併用さ
れるものかは各県によって対応が異なる可能性があり
ます．また必ずしも既存の治療薬投与がなくても投与
可能とする考えや，保湿のための軟膏などとの併用も
検討されるべきかと考えられます．いずれにしても，
きわめて高価な薬で，透析医療費を一気に押し上げる
心配があります．

⑦　「テチプリンの静脈内投与で，希釈目的でブド
ウ糖液を使用したら査定されました．再審査の結果コ
メントをつけることになりました」

平成 6 年の透析液が包括された診療報酬改定にさい
し，日本透析医会からの質問に対する医療課担当官の
回答では，低血糖改善のためのブドウ糖液や抗生物質
などの溶解に使用した溶解液を別途請求できるとして
います（日本透析医会ニュース 94-1）．そのさい，投
与の必要性がレセプト適応欄に記載されているほうが
わかりやすいともされています．

6）　処置
①　「月 14 回超えの HD の 0 点手技に対して，また

HD・CAPD 併用の 0 点手技に対して，休日・時間外
加算の算定はできますか」

一般的には加算点数というのは基本技術料があって
の加算点数ですので，技術料が認められていなければ，
加算点数は認められません．ちなみに，昨年の本会議
で長野県から質問のあった 15 回以降は，保険局医療
課への質問に対する回答で「暦日にしたがって順に

14 回まで数え，その後が 15 回以降となる」とされ，
ESA の請求が出る場合もある反面，入院ではより高
価な持続緩除式血液濾過術の点数が請求できない場合
も出てきます．

以上の理由により，この紙面を借り，以下の訂正を
させていただきます．日本透析医会雑誌（Vol. 23，
No. 3，2008）の 360 頁の 6）処置の⑤の 15 回目は，
㋑「暦にしたがって数えた 15 回目」が正解で，㋺

「定期の人工腎臓の施行に追加して行った分」は間違
いとなります．

②　「腸穿孔で手術後，PMX（ET 吸着療法）を 2

日連続で施行した症例がさらに縫合不全，壊死などで
ショック状態となった場合，同日に再度 PMX を実行
した場合算定できますか」

これはルールによりますと，一連で 2 度までと考え
られ，この場合は 3 度目として請求不可と考えられま
す．

③　「透析施設のない他院に入院中の透析患者は，
当院では外来透析患者となるが，人工腎臓の請求は 2

となるのですか」
他施設に入院の場合でも，人工腎臓 2 の出来高請求

となります．特養などの入所の場合は，通常の外来透
析とされ，人工腎臓 1 の包括点数での請求となります．
たとえば，白内障で入院している患者が外来透析を受
ける場合には，出来高請求（人工腎臓 2）で，決して
包括請求（人工腎臓 1）ではありません．

④　「CAPD から HD に移行するさい，HD 導入加
算はいつの時点から算定して良いでしょうか」

一般的には実際の HD 開始日からと思います．

7）　手術
①　「内シャント設置術のさい，血栓除去用カテー

テル（フォガティーカテーテル）を使用した場合，病
名またはコメントが必要ですか」

通常コメントなしで認めているところが多いようで
す．保険者再審では問題としてくることも少なくあり
ませんが，血栓除去後にシャントを作成したり，いっ
たん血流を遮断するため，血流再開にさいして血栓除
去が必要という理由で，査定しないようにしています．
ただし，通常の内シャント作成時に，すべての例で血
栓除去カテーテルが必要とは思っておりません．

②　PTA 施行時のステントの取り扱いについて
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現時点ではシャントへの使用は，たとえば流出静脈
といえどもやむなしとしていますが，本来の適用から
は外れております．

③　「シャント手術は同一月に同一部位（同側肢）
に月何回まで認めていますか」

新設または作り直しや，血栓除去術，PTA も含めて，
回数に制限はありません．ただし，同一日に 2 回も 3

回も認めるということはありません．成功報酬ですの
で 1 回のみです．

2　要望事項

今回も 114 件という多数の要望がありました．以下
に診療行為別に要旨を記します．

1）　基本診療料
①　老健入所者の管理料を一般通院透析並みに引き

上げてほしい（月 4 万円減/人）．
②　DPC 病院の慢性維持透析を出来高にしてほし

い．

2）　医学管理料
①　 慢透 の内容を見直し，管理料を上げてほしい．
②　 慢透 に 3〜6 カ月毎に実施する骨マーカーを包

括化し，点数を上げてほしい．
③　 慢透 の包括範囲を縮小し出来高へ．
④　フットケア加算の算定要件の緩和．

3）　在宅医療
①　在宅療養指導料の二つ以上算定不可（たとえば，

在宅酸素療法（2,500 点）と糖尿の自己注射（820

点），血糖の自己測定を行っている場合）．

4）　投薬・注射
①　薬剤の逓減制廃止（透析は合併症が多く，多剤

投与が必然となるため）．
②　レミッチを使いやすい低薬価に．

5）　処置
①　エポを包括化より外してほしい．
②　透析の手技料を上げてほしい．
③　外来透析のこれ以上の包括化をしないでほしい．
④　透析患者の高齢化と合併症の増加に対処する点

数を．
⑤　人工腎臓は 1 ヶ月 14 回までとなっているが，

隔日透析（1 日おきに透析）に限り，30 日月は 15

回まで，31 日月は 16 回まで算定可としてほしい．
⑥　on-line HDF の保険採用．
⑦　on-line HDF には設備・管理を必要とし，ISO

水質基準を維持するための検査，消耗品など多額
の費用がかかるので，人工腎臓に加算点数をつけ
てほしい．

⑧　透析液清浄化処理加算の新設希望．
⑨　夜間・休日加算を元に戻してほしい．

6）　手術
①　PTA 手術料の新設．
②　テシオカテーテル設置料の新設．

7）　材料
①　ダイアライザー価格は，品質保持と新製品開発

意欲をなくさせないために，これ以上引き下げな
いでほしい．
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要　旨

平成 18 年に省令化されたレセプトのオンライン請
求は，平成 23 年を目処に完全な義務化を行うとされ
た．一方，与党の政権交代により，完全義務化を原則
化にといった，オンライン請求施策の変更も予想され
ている．本稿ではオンライン請求施策をとりまく状況
と，実際に対応する場合の考慮点などについて整理し
た．

はじめに

レセプトのオンライン請求は，平成 23 年を目処に
完全な義務化を行うとされ，地域医療の現場では義務
化の期限による混乱が起き始めている．一方，与党の
政権交代により，義務化から原則化，例外措置，補正
予算による補助，インセンティブなどについて，オン
ライン請求施策の変更も予想されている．いずれにし
ても IT 化は時代の趨勢であると思われ，保険請求の
IT 対応については事務機材の更新時期にあわせて準
備しておくほうが良い．本稿ではオンライン請求施策
をとりまく状況と，実際に対応する場合の考慮点など
について整理した．

1　オンライン請求とは

1）　経緯
オンライン請求施策のルーツは，平成 13 年の「骨

太の方針」（規制改革会議）まで遡ることができる．

医療サービスの IT 化を謳った当時の考えは，電子カ
ルテの推進が中心であった．同年の厚生労働省「保健
医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」でも，

「電子カルテを平成 18 年度までに全診療所の 6 割以上
に普及」などの目標が掲げられた．

その後，電子カルテ普及の目標達成がきわめて困難
である事が徐々に明らかになる中，政策はレセプトを
オンライン化する方向へ転換した．平成 17 年の「医
療制度改革大綱」では，「平成 18 年度からオンライン
化を進め，平成 23 年当初から，原則としてすべての
レセプトがオンラインで提出されるものとする．その
さいには，データ分析が可能となるよう取り組む」と
いう内容が発表された．この後，矢継ぎ早に IT 戦略
本部や規制改革・民間開放推進会議の答申が閣議決定
され，平成 18 年 4 月，厚生労働省令 111 号（以下，
省令）によって，オンライン請求義務化のスケジュー
ルが通知された．この省令では，医療機関から審査支
払機関への請求だけでなく，審査支払機関と保険者と
のやりとりも平成 23 年までにすべてオンライン化す
ることとされた．表 1 に義務化のスケジュールを示す．

2）　日本医師会の取組み
医療機関や関係機関がネットワークで接続され，そ

れを患者・国民のために活用するのは時代の趨勢であ
る．日本医師会（以下，日医）は IT 化を推進する立
場から，オンライン請求自体の否定はしないという考
えである．しかし，1 万を超える医療機関がレセプト
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を手書き1）し，地域医療を支えるために必死で努力し
ている状況での義務化は，地域医療の崩壊を加速させ
かねないため，「レセプトオンライン請求の完全義務

化は拙速である」という主張を繰り返してきた．
平成 20 年春に日医が行ったアンケート‡1）では，約

8.6％ の医療機関が「オンラインに対応できないため

表 1　電子情報処理組織の使用による請求に係る経過措置
（平 18.4.10 保発第 0410009 号保険局局長通知 別紙 2）
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廃院を考えている」という回答結果が出た．こういっ
た結果を元に，日医では平成 20 年 10 月に「レセプト
オンライン請求の完全義務化撤廃を求める共同声明」
を発表，平成 21 年 2 月には 47 都道府県医師会長連名
の「レセプトオンライン請求完全義務化に反対する要
望書」を提出するなど積極的な取組を行ってきた．ま
た，都道府県医師会においても地元選出議員への陳情
を行った結果，平成 21 年 3 月には「規制改革推進の
ための 3 か年計画」の再改定案が閣議決定され，例外
なく完全な義務化であった規定が「完全」ではなくな
り，各種の例外を認める方針へと変わった．

しかしながら「例外措置」の対象範囲を決める段階
で衆議院選挙が行われ，オンライン請求については

「原則化」と主張していた民主党が政権をとることと
なった．本稿執筆時点（平成 21 年 9 月 15 日）では

「原則化」の内容について明らかになっておらず，今
後の話し合いに期待されるところである．「レセプト
オンライン化に係る設備投資に対する支援」などの内
容で成立した平成 21 年度補正予算（291 億円）につ
いても，執行がかなり遅れるか凍結される可能性が高
いと思われる．

3）　義務化の進捗と混乱
平成 20 年 4 月がオンライン請求義務化の期限であ

った医療機関は，400 床以上の病院が対象であったこ
とから，大きな混乱もなくほぼ対応が済んだようであ
る．平成 21 年 4 月が義務化対象であった 400 床未満
の病院では，多くが期限に間に合わず，同年 5 月，省
令改正を行って経過措置を設けることとなった．この
経過措置による猶予期限は，規制改革会議の強い要請
で，実態把握，指導，設備の導入等の準備に必要な期
間として実態を見極め「半年以内（11 月請求分）を
目途に」設定されることとなった．

しかしながら，厚生労働省の実態調査（平成 21 年
8 月 26 日発表）‡2）では，約 500 の病院がオンライン請
求に対応できておらず，「半年以内の目処」を実現す
るには，手続上，支払基金などに平成 21 年 9 月 20 日
までにオンライン請求する旨の届出を提出する必要が
あった．

さらに省令に沿うと，平成 22 年 4 月にはレセプト
コンピュータ（以下，レセコン）を利用するすべての
医療機関に義務化の期限が来る．現時点で対象となる

施設は残り約 7 万医療機関1），‡3）も存在する．これらす
べてがレセコンの買換やオプション購入，マスタ整備，
回線導入などの対応をしなければならない．同年 4 月
には診療報酬改定も予定されている．平成 23 年 4 月
以降が期限となっているレセプト手書き医療機関の不
安も依然解消されておらず，このままでは医療現場に
大きな混乱を引き起こしかねない．

セキュリティに関しても，省令で定められた回線そ
のものは強固であるが，コンピュータに不慣れな医療
機関が意図せず情報漏洩を起こす可能性が高くなるこ
とが指摘されている．平成 21 年度だけを見ても，信
用が第一であり，こういった方面のプロである筈の大
手証券や生命保険の会社で，元社員や外注先による大
規模な個人情報流出事故が続いている‡4, ‡5）ことも不
安に拍車をかけている．

本稿執筆時点で言えることは，政権交代後で新閣僚
も決まっていない中，言わば機械的に進められている
本施策の問題に関して，新しい政権与党へ喫緊の働き
かけを行っていく必要があるということである．

2　対応の実際

ここまで，オンライン請求の施策に関する経緯や状
況を述べてきた．では実際に対応するにはどのような
作業が必要であり有効なのかを概説しておく．医療機
関がオンライン請求に対応するには，レセコンの有無
や機能によって必要な作業がそれぞれ異なるという視
点から整理を行う．

1）　手書きレセプト
機械を使わず，手書きで作成するレセプトのことで

ある．平成 20 年 5 月の集計では，全国の保険医療機
関のうち約 12,800 医療機関（13.1％）1）がこの方法で
請求を行っていた．省令では平成 23 年 4 月 1 日が義
務化の期限となる．ただし，月間平均請求件数が 100

件以下の医療機関は，平成 23 年 4 月 1 日から 2 年の
範囲内で別途厚生労働大臣が定める日まで猶予される
こととなっている．

オンライン請求に対応するには，レセコン＋オンラ
イン請求用パソコン＋回線などのセットを導入するか，
レセプト入力作業を代行機関に委託（代行入力）しな
ければならず，コスト的にも大変な困難を伴うと予想
される．このため日医では，平成 21 年 5 月 29 日の事
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務連絡において，
①　手書きレセプトで請求している医療機関につい

ては，大半が「例外措置」の対象となるよう交渉
中であること

②　対応が困難であるために閉院や廃院を考えてい
る場合には，日医まで相談のこと

の 2 点を呼びかけた．

2）　印刷レセプト
ワードプロセッサやレセコンを使って印刷した紙の

レセプトである．この方法によるレセプトは，コンピ
ュータを使っていることから従来「電算化レセプト」
と呼ばれてきたが，本稿では後述の「レセプト電算」
との混同を避けるため，あえて「印刷レセプト」と称
することとする．平成 21 年 7 月末時点では，約 46,700

医療機関（47.8％）1），‡3） がこの方法で請求を行ってい
たと推計される．省令では平成 22 年 4 月 1 日が義務
化の期限である．

オンライン請求に対応するには，オンライン請求用
パソコンや請求用回線などの導入が必要となる．また，
レセコンが古い場合は，買換もしくはレセプト電算処
理のためのオプション購入も必要となる．さらに，メ
ーカ製の多くのレセコンの場合で，自院で使っている
傷病名や医薬品，診療行為などを，厚生労働省の定め
る番号（厚生労働省マスタ）に変換できるよう整備す
る必要がある．これは，厚生労働省マスタが作成され
る遥か以前から，メーカ独自のマスタで動く仕組みが
出来上がっていたためである．日医の ORCA（日医標
準レセプトソフト）‡6） など，一部の比較的新しいレセ
コンでは，厚労省マスタをネイティブに使って動く仕
組みになっており，マスタの整備は不要である．

日医では，義務化の期限到来時に多くの混乱が予想
されることから，平成 21 年 5 月 29 日の事務連絡にお
いて，政権与党と前向きに相談中として，

①　補正予算などでの助成が予定されている
②　リース期限，減価償却期間の終了時をもって，

レセプト電算処理システムに対応したレセコンに
変更する

ように対応の指針を示した．

3）　レセプト電算処理システム（レセプト電算）
紙のレセプトに代えて，「電子媒体」に収録した電

子レセプトで請求を行う仕組みである．電子レセプト
とは，病名や診療行為を厚生労働省マスタに置き換え，

「,」（カンマ）で区切った形のデータファイルとして
作成したレセプトである．平成 21 年 7 月末時点では，
約 23,700 医療機関（24.3％）‡3） がこの方法で請求を行
っていたと推計される．省令では，印刷レセプトと同
様，平成 22 年 4 月 1 日が義務化の期限である．

オンライン請求に対応するには，オンライン請求用
パソコンや請求用回線などを導入するか，電子媒体の
まま，送信作業を代行請求機関に委託する（代行送
信）という手法も考えられる．平成 21 年 4 月に 9 割
以上の調剤薬局が義務化の対象となった調剤レセプト
では，すでに代行送信の仕組みが多くの都道府県で運
用されている．自身でオンライン請求する場合と異な
り，受付事務点検（ASP）と呼ばれるレセプト送信時
のデータチェックを受けることができない場合が多い
ので注意が必要である．

平成 21 年度補正予算では，レセコンの購入以外に，
レセプト電算からオンライン請求へ移行する場合の設
備投資，代行送信の費用についてもなんらかの補助が
行われる可能性があった．このため日医では，平成
21 年 5 月 29 日の事務連絡において，

①　補正予算などでの助成内容が明らかになった後
に改めて周知

する旨の連絡を行った．

4）　オンライン請求
前述のレセプト電算での電子媒体を送付する代わり

に「電送」で請求を行う仕組みである．平成 21 年 7

月末時点では，約 14,400 医療機関（14.8％）‡3） がこの
方法で請求を行っていたと推計される．電送する内容
は前述のレセプト電算と同じデータファイルであり，
送る方法が異なる以外は同じ仕組みであると言える．

5）　税額控除について
医療機関の IT 投資については，「中小企業投資促進

税制」や「情報基盤強化税制」などの利用が可能であ
る．これらの優遇税制では，条件が整っていれば，レ
セコンなどの取得価額の 7〜10％ の税額控除，または
取得価額の約 35％ の特別償却を受けることができる．
詳細については，税理士などに相談するのが良い．
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3　透析医療におけるオンライン請求について

オンライン請求は，請求方法がオンラインであるだ
けで，その対応は主に技術的な問題であると言える．
むしろ，レセプト電算の項で述べた電子レセプトへの
対応が，医療機関の運用では重要となる．

まず，印刷レセプトであれば可能であった，ワープ
ロ入力による修正や印刷後の手書きによる追記は，す
べてレセコン上で入力する必要がある．特に医薬品や
診療行為については，昔のレセコンのように，点数さ
え合っていれば良いというわけにはいかず，すべて該
当する厚生労働省マスタとひも付いた形式に整備する
必要がある．その後の運用でも，こまめに変更される
器材，医薬品とその経過措置などに対して，メンテナ
ンスの対応が早いレセコンが望ましい．

傷病名に関しても，厚生労働省マスタの傷病名コー
ドを使う必要があるが，実地医療になじまない未整備
な部分も多く指摘されている．そのため，レセプトの
傷病名欄では，いわゆるワープロ病名を使った請求も
可能である．診療報酬請求書の記載要領上では，現時
点で傷病名コードの利用は「努力規定」であり，現行
の電子レセプトの約 7 割がコード化されていない病名
で請求されている．日医では，病名記載ルールが「義
務」に変更されないよう注意するとともに，各学会の
協力の下，医薬品の保険適応外使用の事例作りを進め
ている．

さいごに

政権与党となった民主党の医療政策（詳細版）では，
オンライン請求の「完全義務化」から「原則化」へ改

めることや，セキュリティーの強化，国による財政負
担や診療報酬上の充分なインセンティブを設けること，
とされた．これらは実現すれば，ある程度自然で混乱
の少ないレセプトのオンライン請求施策への移行が可
能であると思われる．今後の関係者による協議に期待
したい．本稿の執筆時点ではまだ正式な協議が始まっ
ていないため，今後明らかになる部分との齟齬も予想
される．オンライン請求にあたっては最新の情報を入
手してからの対応をお願いしたい．
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要　旨

平成 21 年 6 月 6 日，パンパシフィックホテル横浜に
おいて，第 10 回災害情報ネットワーク会議が 72 名の
出席を得て開催された．会議では，「岩手・宮城内陸
地震の評価点と問題点―特に地域地盤と通信手段―」
と題して，岩淵國人先生より特別講演をいただいた．
また，各支部からの年次報告，情報ネットワーク本部
からの平成 20 年度活動報告などが行われた．

9 月 1 日には，第 10 回災害時情報伝達訓練が実施
され，過去最高となる 44 都道府県 1,151 施設の参加
があった．

はじめに

平成 12 年，（社）日本透析医会は平時における透析
施設相互の連絡・連携体制の強化と，災害時における
被災支部の情報伝達・共有化支援を目的とした災害情
報ネットワークを開設した．同年より日本透析医学会
の学術集会に合わせて会議を開催し，情報伝達訓練を
行ってきた．本稿では，今年で 10 回目となった災害
情報ネットワーク会議と災害情報伝達訓練の結果につ
いて報告する．

1　第 10 回災害情報ネットワーク会議報告

会議は第 54 回日本透析医学会学術集会会期中の平
成 21 年 6 月 6 日 18 時 30 分より，パンパシフィック
ホテル横浜地下 2 階アンバサダーズボールルームにお
いて，表 1 に示す先生方 72 名の出席のもと，開催さ

れた．表 2 には会議のプログラムを示す．

1）　特別講演
「岩手・宮城内陸地震の評価点と問題点―特に地域

地盤と通信手段―」と題して，岩淵國人先生よりご講
演をいただいた．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
〈講演要旨〉
震源は，北緯 39 度 1 分，東経 140 度 52 分で，奥州

市と栗原市が震度 6 強だった．モーメント・マグニチ
ュードは 6.8（阪神・淡路大震災は 6.9）だった．死傷
者が 23 名，負傷者が 448 名，全壊が 23 戸．阪神・淡
路の 10 万に比べると本当に少ないという状況だった．
われわれの病院も被害はほとんどなかった．その理由
として，われわれの施設が非常にいい地盤の地域に建
てられていたためではないかと考えている．

電話の通信の状況については，地震発生から 20 分
から 1 時間半ぐらいまでは通じなかったが，外部から
被災地内に電話をするほうが通じるようだった．その
後 1 時間半ぐらいで通信が回復し始めていた．その他
の通信手段としては，MCA 無線と衛星携帯電話が有
効な通信手段ではないかと思われた．

赤塚先生が推奨する四つの地震対策は有効かを検証
した．地震対策とは，①監視装置のキャスターはフリ
ーにする，②患者のベッドはロックする，③RO 供給
装置等はアンカーボルトで床面に固定する，④RO 供
給装置の接合部はフレキシブルチューブを使用する，
の四つである．この四つのことをきちんとやっていた

［医療安全対策］

第 10 回災害情報ネットワーク会議 
および情報伝達訓練実施報告

武田稔男＊1　吉田豊彦＊1　森上辰哉＊2　申　曽洙＊3　山川智之＊3　杉崎弘章＊4

key words：災害，ネットワーク，情報伝達，情報共有，訓練

＊1  日本透析医会災害時透析医療対策部会災害情報ネット本部　＊2  災害情報ネット副本部　＊3  災害時透析医療対策部会
＊4  医療安全対策委員会
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表 1　第 10 回災害情報ネットワーク会議出席者

都道府県 医　　師 施 設 名 臨床工学
技士・他 施 設 名

北海道 戸澤　修平 クリニック 198 札幌
青森 三上　正治 村上新町病院
岩手 岩渕　國人 奥州病院 藤原　茂記 奥州病院
宮城 宮崎真理子 仙台社会保険病院 槇　　昭弘 仙台社会保険病院

関野　　宏 宏人会中央クリニック 金野　孝彦 宏人会木町病院
江尻　　進 宏人会中央クリニック
尾形　　裕 宏人会中央クリニック

山形 伊東　　稔 矢吹病院
福島 入谷　隆一 太田西ノ内病院

氏家　憲一 星総合病院
栃木 奥田　康輔 奥田クリニック 新井　美明 奥田クリニック

越井正太郎 奥田クリニック
千葉 吉田　豊彦 みはま病院 江村　宗郎 東葛クリニック病院

内野　順司 みはま病院
武田　稔男 みはま病院

東京 秋葉　　隆 東京女子医大 石森　　勇 東京女子医大
杉崎　弘章 府中腎クリニック 和氣　政志 府中腎クリニック
要　　伸也 杏林大学
篠田　俊雄 河北総合病院

新潟 鈴木　正司 信楽園病院 池田　　裕 信楽園病院
富山 三川　正人 三川クリニック 松嶋　尚志 市立砺波総合病院

田丸恵理子 横田病院
水上　雅子 三川クリニック

石川 石川　　勲 浅ノ川総合病院
越野　慶隆 越野病院

山梨 鈴木斐庫人 すずきネフロクリニック
長野 山下　雅弘 相澤病院
静岡 菅野　寛也 菅野医院分院 宇賀田富夫 菅野医院分院

加藤　明彦 浜松医大
愛知 山㟢　親雄 増子クリニック昴 重松　恭一 増子記念病院

太田　圭洋 名古屋記念病院
滋賀 有村　徹朗 社会保険滋賀病院 井上　一生 社会保険滋賀病院
大阪 山川　智之 白鷺病院
兵庫 申　　曽洙 元町 HD クリニック 森上　辰哉 元町 HD クリニック

永井　博之 尼崎永仁会病院
赤塚東司雄 赤塚クリニック

和歌山 植木　隼人 児玉病院
島根 鈴木　恵子 おおつかクリニック 竹田　敏伸 おおつかクリニック
岡山 草野　　功 福島内科医院 中尾　憲一 西崎内科医院

笛木　久雄 笛木内科医院
広島 大木　美幸 土谷総合病院
徳島 水口　　潤 川島病院 細谷　陽子 川島病院
香川 小野　茂男 海部医院
高知 湯浅　健司 高知高須病院
福岡 隈　　博政 くま腎クリニック 本田　裕之 小倉第一病院

東　　治道 聖マリア病院
佐賀 河崎　正直 力武医院
長崎 新里　　健 新里ネフロクリニック
熊本 上木原宗一 熊本赤十字病院 下條　隆史 熊本泌尿器科病院
大分 大石　義英 アルメイダ病院
鹿児島 上山　達典 上山病院 新徳　良一 薩南病院
沖縄 徳山　清之 徳山クリニック
事務局 水本　　進
平成 21 年 6 月 6 日
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のは岩手クリニック一関だけで，ほかは一つか二つ抜
けていたということだったが，被害は特になく，赤塚
先生の提唱されている地震対策は非常に有効だと思わ
れた．

今回の地震で震度 5 強を記録したものの，免震構造
を有していた岩井病院では，震度が 2 か 3 ぐらいにし
か感じなかったということだった．このことから免震
構造の建物は有効性が高かった．

2）　報告事項
①　各支部の主な年次報告
各支部代表の先生から，自己紹介と活動報告があっ

た．
北海道：北海道では，札幌が基になって災害時医療対

策協議会を組織して災害対策を立てている．会員
にはインフルエンザにかかわる最新のレポートが
手に入るなどという利点を伝えて会員を増やして
いきたい．

岩手：メーリングリストを作るに当たって，大学が中
心になって動いている．

宮城：3 年前から県の医師会の協力を得て，MCA 無
線のマルチチャンネルアクセスを全透析施設に備
えてもらい，連絡だけはいつも取れるという状態
にある．ぜひ参考にして，導入できる県は導入し
てほしいと思っている．一方，MCA 無線の活用
方法，単体の施設ごとのマニュアルは十分できて
いるが，県全体としての動きのマニュアルを作成
中である．本年 9 月には東北腎不全研究会・北海

道透析療法学会を仙台で開催する予定となってお
り，ワークショップで災害対策を東北 7 県と北海
道の先生方，あるいはコメディカルの方に集まっ
てもらい討論しようと計画を進めている．

山形：今年の岩手・宮城内陸地震では震度 5・6 の地
域があったが，訓練などをしていたにもかかわら
ずうまく稼働できなかったという反省があった．
原因は担当者が異動して替わってしまっていてう
まく引き継ぎができていなかったことだった．新
たにネットワークを再構築してうまく作っていけ
るようにしたい．

栃木：昨年 9 月 2 日に，奥田クリニックの 52 名の透
析患者が地震により透析が受けられないというシ
ナリオで，メーリングリストを使った情報伝達訓
練を行った．結果，52 名の患者を近隣の 3 施設
が受け入れてくれた．このときスタッフの派遣要
請があった．被災した施設は患者と一緒にスタッ
フを派遣して，透析を受けるというかたちが理想
ではないかと思った．10 月 23 日には，新しい災
害ネットワークの勉強会を行った．新しいネット
ワークシステムへの登録は 54 施設中 30 施設にな
っている．

千葉：新しいネットワークシステムへ，携帯電話のメ
ールアドレス登録等を始めた．電子国土用の施設
情報（ベッド数など）の定期更新を行った．

東京：インターネット上のウェブシステムを使って，
東京都の区部で透析施設相互の連絡を図っている．
今回の新型インフルエンザでも掲示板に情報を流
したり，アンケート調査の過程で中間報告を会員
に向けてメールで発信したりしている．毎年災害
訓練に参加している．

新潟：中越地震を体験して，2 年後に中越沖地震を体
験した教訓から，体制を全部作り直してある．実
は何かあったときの新潟県の対策本部は，全部大
学に集中することになっている．例年 9 月の練習
は，それぞれの組織に自主的に参加せよというこ
とでやっている．

山梨：山梨は新型インフルエンザの取り組みは遅れて
いて，来週には県の行政担当者を呼んで，山梨の
透析医会の総会を兼ねて検討することになってい
る．結局，行政は透析患者がハイリスクであると
いうことを認識していない．施設で 1 人出たとき

表 2　第 10 回災害情報ネットワーク会議プログラム

司　会　災害時透析医療対策部会 会長　申　曽洙
開　会　医療安全対策委員会 委員長　杉崎弘章
挨　拶　透析医会 会長　山㟢親雄
　　　　日本透析医学会総務委員会 委員長　水口　潤
自己紹介（簡単な年次報告を含めて） 都道府県代表参加者
Ⅰ特別講演
　・岩手・宮城内陸地震の評価点と問題点
　　―特に地域地盤と通信手段― 岩手県透析医会　岩渕國人
Ⅱ報告事項
　・平成 20 年度活動報告 武田稔男
　・新しい災害情報共有システムについて 武田稔男
Ⅲ協議事項・その他
　・平成 21 年度活動計画 武田稔男
　・第 10 回情報伝達訓練実施について 森上辰哉
　・その他
閉　会　災害時透析医療対策部会 副会長　山川智之

（敬称略）
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にどう対処するかということが問題で，機関病院
の伝染病棟（山梨の場合は結核病棟）を開放して，
罹患した患者をそこに集め，一般の透析施設では
発病していない患者だけをやろうという構想で行
政と話し合っている．ほかの都府県はどうしてい
るか聞きたい． 

長野：昨年度も災害情報伝達訓練に参加した．
静岡：防災意識はあるので，いろいろなところで細か

い組織がだいぶできている．ただあまり細かい組
織ばかり作って報告内容がまちまちになってもい
けないので，静岡市近辺の組織の人たちには連絡
の書式，フォーマットのようなものは，全部透析
医会のフォーマットでやろうと呼びかけている．
静岡県の災害訓練に対する報告も，県の書式は違
った書式で来ているが，透析医会の書式で報告し
てもちゃんと受け取ってくれる．緊急時にワンク
リックであちらこちらに連絡できるということを
考えると，書式の統一はもっと真剣に考えるべき
である．毎年報告しているが，患者に対して，ど
この透析機関が透析できるかということを知らせ
るには公共の報道機関を利用したほうがいいだろ
うということで，NHK と静岡放送には毎年必ず
確認に行っている．

富山：44 施設全員が参加して，3 年前に透析医会を設
立した．4 地区に分かれているが，実績は，医師，
看護師，技士の被災地からの経験談，視察の報告
を毎年行っている．新型インフルエンザでは，県
の医師会に対策本部が立ち上げられたことと，日
医のホームページを参照して，緊急理事会を開い
たあと，各先生にきちっと情報をお願いした．7

月 4 日に北陸 3 県の協議会を開く予定にしている．
今年の 5 月に支部災害情報伝達ページを立ち上げ，
登録したところである．これにより富山県の臨床
工学技士会とも協力して，全施設に登録を要請し
ているところである．

石川：石川県の施設協議会は 3 年前に協議会を立ち上
げた．能登地震を教訓に施設間のネットワークの
形成，および行政との話し合いが行われている．
昨年この会議で能登半島地震の話をした．そのと
き行政との連絡がまったくないという話をしたが，
その後，努力して行政と何回か話をしているうち
に，新型インフルエンザのときには県のほうから

透析患者をどうしたらいいか，話を聞かせてくれ
という話が来て，太いパイプができたということ
で喜んでいる．また県を超えた災害に対して，北
陸 3 県のネットワークを作ろうということで，そ
の話し合いを 7 月にやる予定．一方，患者への連
絡については整備されておらず，今後方針を立て
ていきたい．

愛知：昨年から臨床工学技士会のメーリングリストを
利用して，本会の活動内容や検討事項を流して周
知することを始めている．本年度は，災害対策委
員会を臨床工学技士会のなかに立ち上げ，透析医
会とより一層リンクして災害対策に努めたい．

大阪：昨年 9 月の情報伝達訓練では大阪からの参加者
が結構多く，潜在的な意識はある程度熟成されて
いるのではないかと思われる．最近は大きな実害
のある災害はないということもあり，私も含めて
災害に対する意識がちょっと下がっているのかも
しれない．こういうときこそきっちりと準備をし
なければいけないと思っている．

滋賀：この会に初めて参加した．滋賀県は滋賀腎透析
研究会が中心となって「琵琶湖災害時透析ネット
ワーク」というホームページを立ち上げている．
このように研究会を中心にやっているので，行政
のほうは保健所単位である．滋賀県には七つの保
健所の区分があるが，その単位で透析施設も含め
てネットワークを作れないかということでやって
いる．昨年の 12 月 1 日には大津市の大津地区の
保健所を中心とし，大津地区管内の透析施設の災
害情報伝達訓練を，そのホームページを使って行
った．しかし，残りの六つはまだネットワークが
できていない状況で，それぞれの機関病院で，特
に臨床工学技士会を通じてネットワークを構築し
て，ホームページから情報を集める訓練をしてい
きたいと考えている．第 10 回災害情報伝達訓練
があるということで，それを機会に滋賀県のほう
からも参加施設が増えるようにやっていきたい．

兵庫：神戸大学を中心に船舶を使った患者輸送を，以
前の地震以来，前向きに検討しており，兵庫県は
会長が積極的に参加・協力している．兵庫県透析
医会では，新型インフルエンザが神戸市内で爆発
的に出たさい，メーリングリストを通じて多くの
状況報告が行われた．その中には診療にかかわっ
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た先生から，たとえば 43 名の患者のうち，PCR＋
なのに A 型インフルエンザがマイナスだった人
が 24 名，過半数いたという情報が入って，イン
フルエンザのテストだけでは不十分であるという
ようなリアルタイムの情報が入った．兵庫県透析
医会のメーリングリストが情報交換の場としても，
またお互いに考え，安心する場としても大いに役
立った．加えて日本透析医会，日本透析医学会か
ら届いたメールそれぞれが大いに役に立って，緊
急提言，ガイドラインの情報も皆，その場で共有
することができた．

和歌山：透析患者向け「安心メール」の登録が県内で
進み，テストも含めて協力している．インフルエ
ンザについても，透析患者で出た場合はどうする
のかということを県の医務課と連絡できている．

島根：島根県透析医会は，会員は少ないものの若い先
生方が頑張っており，年に 4, 5 回，みんなで集ま
って勉強会とか話し合いをしている．今年度から
島根県でも各施設の医師以外に事務の方，臨床工
学技士の方，看護師を 2, 3 名選んでもらい，情報
ネットワークの年 1 回の訓練があることを知って
もらうために会議を行った．来年以降，毎年開催
していきたいと思っている．

岡山：中国 5 県は運命共同体として 5 県連合で災害情
報ネットワークのシステム構築を数年前に終わっ
ている．年々，粛々と防災訓練を続けている．

広島：昨年 11 月の中国臨床工学技士会学術大会，本
年 4 月の広島県臨床工学技士会学術大会にて，災
害対策ネットワークの展示およびビデオの上映会
を行った．その結果，新規入会が 2 件増えている．
さらなる啓発活動を行いたい．

徳島：秋に透析カンファレンスにて，災害についての
勉強会と各施設の情報交換を行った．ネットワー
クについては現在構築中であり，本日情報を持ち
帰りたい．

香川：昨年は透析医会と行政で連絡を取り合い，各透
析施設の断水時の最低透析用水の量の確保という
ことでアンケートをとった．各施設が工夫しなが
ら，最低何トンの水が必要であるという報告まで
は行ったのだが，そのあとの給水の手段といった
検討は行われていない．今年も今週水曜日に早明
浦ダムの第 1 次取水制限があり，来週 11 日に第

2 次の取水制限ということで，香川はまた水飢饉
である．

高知：高知県は昨年の 8 月から行政と一緒になって，
人工透析患者の災害対策支援で何ができるかとい
う検討会を 3 回ほど行った．実際問題，行政から
公助ができるという確約が得られないというのが
非常に悩ましいところである．しかしながら一応
行政とそういう道筋ができたということで，今年
1 年，何回か会議を開催しようということになっ
ている．

福岡：携帯電話メールシステムを新型インフルエンザ
で動かしてみた．一つは，透析施設の医師の携帯
電話のメールを集めて，透析施設の被災状況を集
計するもので，新型インフルエンザ対策委員会を
開くといったメッセージを流したり，新型インフ
ルエンザの情報をメールや印刷物で流すさいの予
告に使った．もう一つは，福岡県庁が患者へ，

「どこの透析施設が災害で透析できなくなりまし
た」「どこで代わりの透析を引き受けます」「被災
を受けた透析施設が修復しました」というメッセ
ージを流せるシステムがある．そちらには「訓
練」と称して，福岡県下の携帯電話のアドレスを
登録している患者に，「福岡県でも新型インフル
エンザ患者が発生した」という訓練情報をしてみ
た．もう一つ取り組んでいることは，災害対策委
員会を福岡県透析医会ではブロックごとに作って
いるが，新型インフルエンザのときに 1 人でやっ
ている透析施設の医師が感染したらどうなるのか
などの問題があり，災害対策委員会の組織を感染
対策にも使おうと再構築中である．

長崎：災害時対策ネットワークが一昨年でき，それが
今回の新型インフルエンザの情報発信，あるいは
情報着信という意味で非常に効果的であった．最
終的には長崎大学をヘッドクオーターとして発信
するという情報の集中管理ができつつある．一方
で県の医師会との協力関係のもとに，新型インフ
ルエンザに対しては対策会議を頻回に行って，そ
の効果として透析施設用のタミフルの備蓄を 3,500

錠確保した．それに先立ち，昨年から新型インフ
ルエンザ関連の講演会を数回，実施した．災害と
いうよりは新型インフルエンザ対策ということで
機運が高まり，透析医会の加入も増えてきている．
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熊本： 組織率で 90 数パーセントのネットワークがで
きた．新型インフルエンザに関しては，県と頻繁
に会議をしたが，結局，マスコミが透析患者を取
り上げた途端に話を聞きに来たということで，う
まいマスコミの使い方が必要なのではないかと実
感した．

大分：大分県の技士会で今年度より災害対策委員会を
立ち上げて，メーリングリスト等を使って災害対
策のマニュアル等を整備したい．

鹿児島：毎年，災害伝達訓練への参加施設が少ないの
で，昨年は繰り返し連絡して少し増えてきた．施
設の先生の認識も少し高くなってきている．また
19 年度，20 年度は台風の直撃もなくて，鹿児島
は水害，災害はまったくなくてほっとしている．
新型インフルエンザについては九州の災害対策の
ほうで隈先生，新里先生のご指導を受けて，行政
との話し合い，県の医師会との話し合いでかなり
進んできている．

沖縄：沖縄県透析医会は昨年の 3 月に設立してまだ 1

年しかたっていない．現在までの活動状況は，主
に啓発活動に力を入れていて，昨年から大規模災
害ネットワーク構築のための講演会，今年は新型
インフルエンザ対策の講演会を行った．

②　平成 20 年度活動報告
a）　災害時情報伝達活動
平成 20 年度は以下の情報伝達活動を行った．
・茨城県沖を震源とする震度 5 弱の地震（5 月 8 日）
・平成 20 年岩手・宮城内陸地震，震度 6 強（6 月

14 日）
　2 施設で透析日を 1 日順延
・茨城県沖を震源とする震度 5 弱の地震（7 月 5 日）
・沖縄本島近海を震源とする震度 5 弱の地震（7 月

8 日）
・岩手県沿岸部を震源とする震度 6 強の地震（7 月

24 日）
・十勝沖を震源とする震度 5 弱の地震（9 月 11 日）
・青森県八戸市で広域断水（平成 21 年年 1 月 1 日）
　4 施設の透析に影響
b）　情報伝達訓練
平成 20 年 9 月 2 日（火）に第 9 回全国災害時情報

伝達訓練を行い，41 地域 902 施設の参加があった．

参加地域，参加数ともに過去最高となった．本訓練の
結果を参加施設に郵送するとともに，日本透析医会雑
誌（Vol. 23，No. 3，pp. 387〜396，2008．）に報告した．

c）　電子国土
千葉県透析医会では，登録施設データの更新と新規

入会施設の登録を行った．
d）　災害情報ネット専用サーバーの更新・管理
平成 21 年 6 月現在，本部・副本部各 1，および 30

支部の災害時情報伝達システムが運用されている．
e）　危機管理メーリングリストの運用
平成 21 年 5 月 27 日現在，医会会員とその所属する

施設で，災害対策に関わっている者が参加する「災害
情報ネットワークメーリングリスト」への参加は 635

アドレス，関係団体の災害対策担当者，および行政関
係の腎・透析医療の担当者をメンバーとする「透析医
療災害対策メーリングリスト」への参加は 131 アドレ
スが，それぞれ登録されている．

f）　新災害情報共有システムの構築
平成 19 年度（社）日本透析医会公募助成を受け，

新災害情報共有システムである「携帯電話による災害
時情報の収集と，Web 2.0 を利用した情報の共有と連
携手段」を構築して平成 20 年 12 月から運用を開始し
た．平成 21 年 1 月 17 日（土）には，情報伝達試験を
実施して本格運用を開始した．この訓練には，16 都
県 51 施設が参加し，集計結果表示内容の不具合，一
部プログラムの動作不具合，旧式の携帯電話で文字化
けが発生すること，一部地域専用システムとのデータ
連携が必要なこと，などの問題点が発見され修正した．

g）　その他
平成 21 年 2 月 13 日，神戸市で行われた第 14 回日

本集団災害医学会総会・学術集会に参加し，「災害時
透析医療情報共有システムの構築―携帯電話および
RSS の利用―」を発表した．

③　新しい災害情報共有システムについて
今回，災害発生時に予め登録された先生・スタッフ

の携帯電話やパソコンに，施設情報登録要請のメール
を送信し，そのメールを受けた携帯電話から，主にボ
タン操作のみで情報登録・確認ができるシステムを新
たに構築した．さらに PC からのアクセスに対しても
機能を拡充した．

a）　一斉メール配信・集計システム
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・地域ごとに管理者を決めて，地域専用の災害時施
設情報登録・集計システムやメーリングリストが
運用できるようにした（従来からある機能の継続
であるが，より扱いやすくした）．

・メンバー登録機能を新たに加え，透析医会会員お
よび会員の施設スタッフの携帯電話やパソコンの
メールアドレスを登録できるようにした．

・災害発生時には，管理者から登録メンバーへ向け
て，施設情報登録を促す一斉メールを配信できる
ようにした．これまで主に使用してきた FAX 以
外の方法で災害時の透析施設情報登録を促す手段
が構築された．

b）　携帯電話の電子メール・Web 機能の利用
一斉配信されるメールには，施設情報登録用ページ

と集計結果表示用ページの URL が記述されており，
携帯電話やメールソフトから URL をクリックするだ
けで，それぞれのページに自動アクセスするようにし
た．施設情報の登録がより簡便になるとともに，被災
によりパソコンが使用不能であっても情報登録・確認
が可能になった．

c）　RDF Site Summary（RSS）の利用
RSS リーダ機能のあるソフトを利用すると，ホーム

ページの最新記事を自動収集し，まとめてチェックす
ることができる．例えば新聞社などのニュースサイト
は RSS による更新情報の提供を行っているものが多
い．今回，ホームページの「お知らせ掲示板」を RSS

に対応することで，掲載内容の更新を不特定多数に向
けて発信することが可能になった．

3）　協議事項・その他
平成 21 年度の活動計画として以下の項目について

承認を得た．
・災害時情報伝達活動
・第 10 回情報伝達訓練
・新災害情報ネット専用サーバーの利用拡大，更

新・管理
・メーリングリストの拡充と運用
・電子国土の利用推進
・災害情報ネットワーク連絡先名簿，関係業者名簿

の更新，施設名簿の作成等
・他組織との連携手段開発
また次の 2 提案についてそれぞれ以下の結論を得た．

・提案 1：新型インフルエンザなども災害と考え，
本ネットワークを使用することについて．

　新型インフルエンザについては，地震と違って外
部に漏れていくと風評被害が出る可能性がある．
また，緊急性がないので大勢に一斉に発信する必
要はない．したがって本ネットワークを無条件で
使うのではなく，必ず本部で厳重に状況を判断し
たうえで各支部長に伝えて，その支部長とよく協
議したうえでネットワークに流すべきである．以
上のことから，このネットワークをそのまま使う
ことについては継続審議で保留とする．

・提案 2：これまで震度 5 以上で活動を開始してき
たが，来年度（平成 22 年度）より震度 5 強以上
で活動開始へ変更したい．

　原案通り承認．
以上，平成 21 年 6 月 6 日に実施された，第 10 回災

害情報ネットワーク会議について報告した．

2　第 10 回災害時情報伝達訓練結果報告

1）　第 10 回災害時情報伝達訓練の目的
・地域における災害対策の拡充 

・地域情報ネットワーク・新しい地域情報システム
の周知拡大

・衛星携帯電話による通信訓練

2）　方法
・日時：平成 21 年 9 月 1 日　火曜日　10 : 00〜23 : 00

・地域における情報伝達網を活用して，地域情報伝
達用ホームページまたは本部ホームページ［http: 

//www.saigai-touseki.net/］に施設情報を登録し
てもらった．

・訓練にあたっては，各支部において策定した訓練
のシナリオに従った情報，または各施設で任意に
想定した情報を送信してもらった．

・参加対象施設は，透析医会会員，非会員を問わず
すべての透析施設とし，訓練日時以外の情報送信
も受け付けることとした．

・イリジウム衛星携帯電話が配備されている施設の
各担当者は，15 時から 17 時の間に，本部携帯お
よび副本部一般電話との通話を行った．

・イリジウム衛星携帯電話が配備されている施設の
各担当者は，10 時から 23 時の間に，情報本部
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（info-center@saigai-touseki.net）宛に電子メール
送信を行った．

3）　結果
①　参加施設総数
今回の訓練には，災害情報ネットワークホームペー

ジ（副本部も含む）への参加が 862，中国地区 5 県の
システムやその他地域のシステムへの参加が 313，重
複参加が 25 施設，メール送信のみ参加が 1 施設あり，
合計 44 地域 1,151 施設の参加となった．参加地域，
参加数ともに過去最高となった（表 3, 4）．

②　本訓練で発見された問題点
今回の訓練では，本年 1 月から使用を開始した携帯

電話対応の新システムを使用した．訓練でわかった問
題点を以下に示す．

・ホームページの URL の記述に不備があり，特定
のブラウザ（Mac OS，Safari）で情報送信・閲覧
ができなかった（当日中に対応済み）．

・施設名に含まれる空白文字や，アルファベットの
半角・全角の別によって同一施設が別の施設とし

て集計されていた（対応依頼）．
・13 : 00〜13 : 19 の間，本ホームページとの通信が

不安定な状態が発生した．該当時間において，当
ネットワーク以外のユーザーによる大量の通信が
発生し，共用ファイアウォールが高負荷な状態に
なったためであることがわかった（対応依頼）．

③　衛星携帯電話による通信訓練
2005〜2008 年に実施された，日本財団助成事業「災

害時医療支援船事業」により，イリジウム衛星携帯電
話が 16 台配備されている．今回の訓練では，この衛
星携帯電話が配備されている施設の各担当者から，災
害情報ネットワーク本部携帯および副本部一般電話と
の通話と，情報本部（info-center@saigai-touseki.net）
宛に電子メール送信を行った．

通話訓練では，本部，副本部ともに 11 施設からの
参加があった．電波の状態が安定せず，音声が聞き取
り難い現象や，通話途中で通信が切れるなどの現象も
確認された．

衛星携帯電話は，一般の電話や携帯電話の通信設備
が被災した地域内での通信が主な使用目的であるが，
屋外で周囲にある程度の広さが必要なこと，人工衛星
の位置によって通信状態が不安定になることなど，その
特徴を理解して利用する必要があることを再確認した．

電子メール通信訓練では，9 施設がメール送信を実
施した．このうち 1 施設において，衛星携帯電話メー
カーの初期設定不備により電子メールが送信できない
状態にあることがわかった．翌日，メーカーによる設
定後にメール送信を実施した．この事項は，訓練がな
ければ発見できなかったものと思われる．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変
お忙しいなか本年も多数の方々にご参加いただき，心
から謝意を申しあげたい．

8 月 11 日，早朝 5 時 7 分，駿河湾を震源とする震
度 6 弱の地震が発生した．幸い大きな被害は発生しな
かったが 1 人が死亡した．津波注意報も発令され，東
海地震との関連性についても話題にされた．そのほか
7 月には，中国・九州北部豪雨による河川の氾濫や土
砂災害が報道されている．今後も引き続きご協力とご
支援を賜りたい．

表 3　訓練参加施設数

北海道＝　9　青森　＝　5　岩手　＝　2　宮城　＝　1
秋田　＝　1　福島　＝  16　茨城　＝　7　栃木　＝  40
群馬　＝　1　埼玉　＝　2　千葉　＝  86　東京　＝113
神奈川＝  62　新潟　＝　5　富山　＝  37　石川　＝　5
山梨　＝  31　長野　＝  65　岐阜　＝  19　静岡　＝  32
愛知　＝172　三重　＝  12　滋賀　＝　1　京都　＝　3
大阪　＝  74　兵庫　＝  16　和歌山＝　8　鳥取　＝　7
島根　＝  16　岡山　＝  61　広島　＝  29　山口　＝　7
徳島　＝  21　香川　＝  10　愛媛　＝　4　高知　＝  31
福岡　＝  24　佐賀　＝　1　長崎　＝　7　熊本　＝  72
大分　＝　8　宮崎　＝　1　鹿児島＝  26　沖縄　＝　1

表 4　参加施設数の推移

参加都道
府県数

参加
施設数

第 1 回（2000 年 7 月 7 日実施） 18 　99
第 2 回（2001 年 7 月 6 日実施） 23   190
第 3 回（2002 年 9 月 3 日実施） 19   131
第 4 回（2003 年 9 月 3 日実施） 25   275
第 5 回（2004 年 9 月 2 日実施） 28   488
第 6 回（2005 年 9 月 1 日実施） 29   614
第 7 回（2006 年 8 月 31 日実施） 35   601
第 8 回（2007 年 9 月 4 日実施） 32   743
第 9 回（2008 年 9 月 2 日実施） 41   902
第 10 回（2009 年 9 月 1 日実施） 44 1151
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要　旨

2009 年 4 月，豚由来の新型インフルエンザが出現し，
6 月には世界的大流行となった．血液透析患者は重症
化リスクが高いといわれている．患者を守り，職員を
守り，事業体を守るためには，郡市医師会や保健所レ
ベルでの地域医療協力体制の確立が急がれる．また，
各透析施設で事業継続計画を早急に策定し実行するこ
とが必要である．これらの事は，必ず起こると言われ
ている高病原性トリインフルエンザ A/H 5 N 1 が新型
インフルエンザとなった場合の対策にもなる．

はじめに

1997 年に香港で高病原性トリインフルエンザ
（high pathogenic avian influenza;  HPAI）A/H 5 N 1 の
トリ―ヒト感染が発生し，感染者 18 名中 6 名が死亡し
た．新型インフルエンザの可能性が指摘されていた折
り，2002 年〜2003 年 7 月までに新種のコロナウイル
スによる SARS（重症急性呼吸器症候群）で 8,069 人
が感染し，775 人が死亡した．日本透析医会は SARS

対策を立て会員に注意を促した1, 2）．
このような形で新興感染症，特に新型インフルエン

ザへの認識は高まったが，地方自治体や医療機関にお
ける取り組みは殆どなされていなかった‡1）．その後，
HPAI（A/H 5 N 1）感染は世界各地に広がり，近い将
来世界的大流行になると言われている．

その矢先，2009 年 4 月，豚由来の新型インフルエ

ンザ（pdmH 1 N 1 と略）が発生し，感染は急速に世
界中に拡がり，WHO は 6 月 11 日に新型インフルエ
ンザのパンデミックを宣言し，7 月 16 日には流行の
急速な拡大で，国別に毎日更新してきた患者に関する
統計公表が不可能となった．遂に，日本でも 8 月 15

日に死者が出ており，第 1 例，第 2 例目共に透析患者
であった．重症化しやすい患者への対策が喫緊の課題
である．

以下，H 5 N 1 のような HPAI についての透析室に
おける対策，および今回の pdmH 1 N 1 の今後の対策
と流行から得られた教訓について述べる．

1　インフルエンザウイルスにおける弱毒型と強毒型， 

　およびトリ型とヒト型の違い

何故 HPAI（A/H 5 N 1）への対策が重要かを理解
するには，強毒型について，およびトリ型からヒト型
への変異について知る必要がある（図 1）．

インフルエンザウイルスが体内に入り細胞に感染す
るには，ウイルス粒子の表面糖蛋白質の一つである赤
血球凝集素（HA）の開裂（HA 0 が切断され HA 1 と
HA 2 という蛋白質になること）が必要である．弱毒
型における HA の開裂部位は一つのアルギニンで構成
されていて，呼吸器と腸管にあるプロテアーゼや黄色
ブドウ球菌などの細菌が分泌する蛋白質分解酵素が
HA の開裂に利用される．他の臓器にはこのプロテア
ーゼが無いため局所感染となる．一方，強毒型の HA

の開裂部位にはアルギニンやリジンなどの塩基性アミ

［医療安全対策］

新型インフルエンザ対策

隈　博政
くま腎クリニック
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ノ酸が多数並んだ構造で，多くの臓器にあるプロテア
ーゼをその開裂に利用できるので，ウイルスは全身性
に感染・増殖することが可能である．

開裂した HA が粘膜上皮細胞のシアル酸レセプター
に吸着する．このシアル酸と結合しているガラクトー
スの結合位置が生物種によって異なり，ヒトの気道上
皮細胞では a 2→6 型の糖鎖だけが発現しており，ヒ
トインフルエンザウイルスの HA は，a 2→6 結合した
ものだけを認識する．トリの大腸上皮細胞では大部分
が a 2→3 型であり，トリインフルエンザウイルスは
a 2→3 結合したものだけを認識する．但し，ヒトの
肺胞には a 2→3 型があり，濃厚接触によりトリイン
フルエンザウイルス感染が起こりうる．

2　新型インフルエンザウイルスの出現

ブタの気道上皮細胞には，a 2→3 型と a 2→6 型の

両方の糖鎖のシアル酸レセプターがあり，ヒトとトリ
両方のウイルスが同時に感染しうる．このため，ブタ
の体内では抗原不連続突然変異（抗原シフトともい
う）により，ヒトとトリ由来ウイルスの「合いの子」
が生まれ，これが新型インフルエンザウイルス出現の
一因である．また，ヒトに感染したトリインフルエン
ザウイルスが，体内で，ヒトインフルエンザウイルス
と遺伝子再集合をした場合，高病原性を保持したまま
ヒト―ヒト感染を起こすウイルスが生まれる可能性が
ある（図 2）．

新型インフルエンザは誰も免疫がないので，大流行
を 起 こ す．過 去 に お い て，1918 年 ス ペ イ ン か ぜ

（H 1 N 1），1957 年アジアかぜ（H 2 N 2），1968 年香
港かぜ（H 3 N 2），1977 年ソ連かぜ（H 1 N 1）の大
流行があった．（図 3）

　　　　　　　　　HA 蛋白質の開裂

HA が結合しうるシアル
酸残基（気道上皮）

弱毒型
●  開裂部位は 1 つのアルギニンで構成
●  呼吸器と腸管にある「プロテアーゼ」
や黄色ブドウ球菌などの細菌が分泌す
るタンパク質分解酵素

強毒型
●  開裂部位にはアルギニンやリジンなど
の塩基性アミノ酸が多数並んだ構造

●  多くの臓器に普遍的にあるプロテアー
ゼをその開裂に利用

トリ型
●  このウイルスはシアル酸とガラクトー
スが a 2→3 結合したものだけを認識

（弱毒型）
トリインフルエンザ

高病原性
トリインフルエンザ

ヒト型
●  このウイルスはシアル酸とガラクトー
スが a 2→6 結合したものだけを認識

季節性
インフルエンザ

新型
インフルエンザ

図 1　インフルエンザウイルスにおける弱毒型と強毒型，およびトリ型とヒト型の違い

図 2　鳥インフルエンザウイルスと新型インフルエンザウイルスの関係
（鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議：新型インフルエンザ対策行動計画，平
成 17 年 12 月（平成 18 年 5 月改訂）の参考資料より）

鳥インフルエンザウイルス

新型インフルエンザウイルス

人のインフルエンザウイルス

①鳥同士の接触感染，
フン等を介した感染

④新型ウイルスの出現による
人での爆発的感染のおそれ

②接触などに
より，まれに
人に感染

②接触などに
より，まれに
人に感染

③変異して，人か
ら人への感染力を
持つ新型に

鳥インフルエンザ
ウイルスを野生水
鳥が腸内に保有

③２種類のウイルスの
再集合で人から人に強
い感染力を持つ新型に
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3　高病原性トリインフルエンザウイルスの 

　ヒトへの感染

強毒型すなわち HPAI が表 1 の如く続々と出現して
おり，1997 年香港で HPAI（A/H 5 N 1）がヒトに感
染し，100％ 発症（不顕性感染が見られない），18 名
中 6 名が死亡するという高い致死率であった．

WHO によると，2009 年 8 月 31 日現在，HPAI（A/

H 5 N 1）は発病者数は 15 カ国で 440 人，死亡者数は
262 人に達している‡2）．しかもこの数字はウイルス学
的検査で確認されたもので，氷山の一角と考えられる

（図 4）．

表 1　高病原性トリインフルエンザウイルスへの変異および相次ぐ人への感染

1902 年：イタリア HPAI（H 7 N 1 型）
1922 年：インドネシア HPAI（H 7 N 7 型）
1924 年：日本 HPAI（H 7 N 7 型）
1934 年：ドイツ HPAI（H 7 N 1 型）
1959 年：イギリス・スコットランド HPAI（H 5 N 1 型）（ニワトリ）
1983 年：アメリカ・ペンシルバニア州（H 5 N 2 ウイルス）
1994 年：メキシコ（H 5 N 2 ウイルス）
1997 年：香港 HPAI（H 5 N 1 型，ニワトリ）．最初の人への感染（18 人感染，幼児 6 人死亡）．
1999 年：香港 H 9 N 2 型．人へ感染．
1999 年：イタリア（H 7 N 1，低病原性→高病原性）
2001 年：香港・マカオ・韓国　HPAI（H 5 N 1 型）
2002 年：香港 HPAI（H 5 N 1 型）．中国福建省に旅行した香港人が感染，2 人が死亡．

　チリ HPAI（H 7 N 3 型）（ニワトリ）
2003 年：オランダ，ベルギー HPAI（H 7 N 7 型）．数十人感染，オランダの獣医師 1 名死亡．
2003 年：香港（H 9 N 2 型）．5 歳の少年へ感染．

　韓国 HPAI（H 5 N 1 型）．
　ベトナム　HPAI（H 5 N 1 型）．現在も人への感染が続く．人―人感染の疑いも．

2004 年：日本・山口県．国内初の HPAI（H 5 N 1 型）．
　タイ，HPAI（H 5 N 1 型）による死者発生し現在まで続く．人―人感染の可能性．
　京都府丹波町．HPAI（H 5 N 1 型）
　マレーシア，HPAI（H 5 N 1 型）．26 歳と 8 歳の兄妹，10 歳の少女に感染．

2005 年：インドネシア南スラウェシ州（H 5 N 1 型）で父娘 3 人が死亡．

HPAI;  high pathogenic avian influenza

図 3　過去におけるヒトの新型インフルエンザの発生と大流行
　　　　　　　　   （久留米大学　加地正朗，一部改変）
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4　わが国における新型インフルエンザ対策

2003 年 10 月，厚生労働省に「新型インフルエンザ
対策に関する検討小委員会」が設置された．2004 年 8

月，同委員会の「新型インフルエンザ対策報告書」に
基づき，2005 年 4 月「感染症法」に基づく「感染症
の予防の総合的推進を図るための基本的な指針」およ
び「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」等
の改正がなされた．続いて同年，11 月 14 日「新型イ
ンフルエンザ対策行動計画」が厚労省を中心にまとめ
られ，同日の「鳥インフルエンザ等に関する関係省庁
対策会議」において了承された（2007 年 10 月改定）．

これによると，わが国の全人口の 25％ が罹患する
と想定すれば，医療機関受診患者数は約 1,300〜2,500

万人と推計される．約 2,500 万人を基に，アジアイン
フルエンザのような中等度（致死率 0.53％）の場合の
入院患者数は約 53 万人，死亡者数は約 17 万人と推計
される．スペインインフルエンザのような重度（致死
率 2％）の場合の入院患者数は約 200 万人，死亡者数
は約 64 万人となる．流行が 8 週間続けば，中等度の
場合 1 日の最大入院患者数は約 10 万 1 千人（発生か
ら 5 週目）と想定され，重度の場合ではさらに増大す
るだろう3）．

2007 年 3 月 26 日の「新型インフルエンザ対策ガイ
ドライン（フェーズ 4 以降）」（新型インフルエンザ専
門家会議）を基に，2009 年 2 月 17 日に新型インフル
エンザおよび鳥インフルエンザに関する関係省庁対策

会議から「新型ンフルエンザ対策ガイドライン」が出
された4）．その内容を表 2 に示す．

5　日本透析医会・日本透析医学会の 

　新型インフルエンザ対策

1）　「透析患者における標準的な透析操作と 

院内感染予防に関するマニュアル」
日本透析医会・日本透析医学会は「透析患者におけ

る標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュア
ル」を作成している．その三訂版の「第 4 章　感染患
者への対策マニュアル」において，新興感染症の一つ
である鳥インフルエンザ（A/H 5 N 1）についての対
策を示した5）．

2）　「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」
2008 年 11 月，日本透析医会・日本透析医学会は合

同で新型インフルエンザ対策合同会議（委員長：秋葉
隆）を設置し，「透析室における新型インフルエンザ
対策ガイドライン」6）を策定し，会員へ広報・配布した．

このガイドラインは，国が示す発生段階と方針（図

5）に沿って，感染症指定医療機関等（感染症指定医
療機関，感染症診療協力医療機関）以外の慢性透析施
設における新型インフルエンザウイルス感染の予防策，
対策を述べたもので，その内容を表 3 に示す．この
ガイドラインの本文および患者啓発用スライドは，日
本透析医会のホームページ（http://www.touseki-ikai.

表 2　「新型インフルエンザ対策ガイドライン」の内容

新型インフルエンザ対策ガイドラインについて　――　目次　――　

1　水際対策に関するガイドライン
2　検疫に関するガイドライン
3　感染拡大防止に関するガイドライン
4　医療体制に関するガイドライン
5　抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン
6　ワクチン接種に関するガイドライン
7　事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン
8　個人，家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドライン
9　情報提供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドライン

10　埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン

（参考 1）　新型インフルエンザ発生時の社会経済状況の想定（一つの例）
（参考 2）　 新型インフルエンザ対策における国・都道府県・市区町村の役

割分担について

（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議，平成 21 年 2
月 17 日）
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or.jp/）からダウンロードできる．併せて，各都道府
県での透析医療提供体制の確立を促すために，「新型
インフルエンザ感染対策に関しての各都道府県支部長
へのお願い」という依頼文を出した（表 4）．

3）　pdmH 1 N 1 の発生後の取り組み
2009 年 4 月 24 日にメキシコで pdmH 1 N 1 の死者

が出，米国でも感染者が出たと報じられた．日本透析
医会・日本透析医学会新型インフルエンザ対策合同会
議は，5 月 1 日「新型インフルエンザ対策についての
緊急提言」を行った（表 5）．続いて，2009 年 5 月 19

日，CDC の外来透析施設用ガイドライン‡3）の和訳文
を広報した（表 6）．

6　福岡県透析医会の取り組み

1）　行政への働きかけ
福岡県透析医会（福透医と略，中嶋会長）は，

HPAI（A/H 5 N 1）がヒト―ヒト感染を起こしパンデ
ミックになった場合を懸念し，2008 年 1 月から対策
に取り組み始めた（表 7）7）．まず啓発のための講演会
を開催した．さらに，2008 年 5 月に福岡県庁を訪問し，
封じ込めを堤防に例えれば，産科，救急外来，透析施
設という封じ込めができない穴があり，その対策とし
て透析施設等に予防投与のタミフルが必要だと説明し，
優先的に配給してもらえる事となった．九州ブロック
透析医会連絡協議会（年 2 回開催）においても，
HPAI（A/H 5 N 1）対策への取り組みが繰り返し討議

図 5　国が示す発生段階と方針（案）
（厚生労働省ホームページ，http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0922-7a.pdf より）
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表 3　「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」の内容

Ⅰ. 新型インフルエンザの発生段階分類について（図　発生段階分類）
Ⅱ. 新型インフルエンザの発生段階別対策
　1. 対策準備期（前段階（未発生期）〜第一段階（海外発生期））
　2 . 国内発生後，勧告入院が行われる時期（第二段階（国内発生早期）〜

第三段階（感染拡大期））
　3. 第三段階（まん延期〜回復期）
Ⅲ. 新型インフルエンザ対策啓発用資料（スライド）
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表 4　新型インフルエンザ感染対策に関しての各都道府県支部長へのお願い

1. 各自治体・保健所への問い合わせ・交渉
1）　新型インフルエンザ対策行動計画の確認
　　新型インフルエンザにかかわる診断基準，届け出，透析患者の移送，診療など
2）　 感染症指定医療機関等（感染症指定医療機関および感染症診療協力医療機関）のリスト確認，及びその病床

数・透析ベッド数および隔離透析可能ベッド数の把握
3）　自治体が設置する予定である発熱相談窓口，発熱センター等の把握
4）　患者移送方法の確立
　　 新型インフルエンザ（疑い）患者を，新型インフルエンザ検査および隔離透析を実施することができる感染症

指定医療機関等へ移送する際の移送方法
5）　タミフルの優先使用
　　 各都道府県レベルで備蓄されているタミフル（問屋からの配達となる）が，発熱外来や感染症指定医療機関と

同様に透析施設にも優先的に使用できるよう交渉（注：血液透析患者はいかなる場合でも透析療法を中断できず，
封じ込め期でも感染症指定医療期間等の透析ベッドが満床となればかかりつけ透析施設で治療をせざるを得ない
事を各都道府県に理解してもらう事が重要です．福岡県では，県庁の担当者に説明し，備蓄タミフルの優先使用
が認められました．）

2. 感染症指定医療機関等との事前打ち合わせ
1）　感染症指定医療機関等に通院している透析患者の代替透析及び連絡体制確立
　　 感染症指定医療機関を含む入院医療機関が新型インフルエンザ感染透析患者で満床となったり，これらの機関

における未感染外来透析患者，事業所の閉鎖などに伴う自宅待機中の透析患者の受け入れも必要とされる．
3. 1. 2. で得られた情報の会員への広報
4. 各都道府県の腎友会との情報交換，協力要請

表 5　新型インフルエンザ対策についての緊急提言

　WHO による新型インフルエンザの発生，およびフェーズ 5 が宣言されました．今後，国内発生時には「発生宣言」，
都道府県発生時には流行状況に応じて「流行警戒宣言」「感染症緊急事態宣言」が出されることになります．そのよ
うな事態になった場合，各透析施設では事業継続計画を実行に移さなければなりません．
　今後の対応について以下の点に特に留意して，透析医療の供給を遅滞なく行う努力をお願いします．

1. 早急に地域で会合を持ち，pandemic 時の役割分担を決める．
　地区の透析医の組織を利用して，その地区における透析医療の継続のため，各透析施設の役割分担を決定する．
かかりつけ透析施設で透析医療を行うのを原則とするが，例えば，時間的・空間的な隔離をおこなって，感染者・
非感染者を同一施設で透析を行う，基幹施設では感染者の透析医療を受け持ち，サテライト施設では非感染者の透
析を行う，医師 1 名の施設の医師が感染したとき，他の複数医師の施設の医師が派遣される，などの取り決めを行
う．また，各都道府県の透析医療担当窓口と情報交換をはかる．

2. 院内で会合を持ち，以下の対処を行う．
1）　新たな有熱患者には，来院前に透析担当施設への連絡を促す．
2）　pandemic 時の出勤可否，業務分担を決定する．
　　相当数の勤務者の欠勤が予想される（約 4 割の欠勤が出るとの予測もある）．
　　本人の感染や感染家族の看護のため，出勤不能となる．
　　公共交通機関の運行縮小時には遠距離通勤者は通勤不能となる．
　　育児を行っている勤務者は保育所・小学校などの休校時に出勤不能となる．
　　最少数の勤務者を想定し，体力等を考慮し 6 週程度の長期間実施が可能な勤務計画を立てる．
3）　物資供給の可否を想定し，治療材料を確保する．
　　Pandemic 時は運送業者などが機能しなくなる可能性がある．
　　担当者を決定し，在庫を調査し，可能な限り（できれば 6 週間分）の治療材料を確保する．
4）　透析治療内容などを検討する．
　　 予測される治療担当患者数（他院からの受け入れを含む），時間的・空間的隔離実施の有無，勤務可能なスタ

ッフ数等を考慮し，短時間または週 2 回透析も視野に入れて，透析内容を検討する．
5）　予防薬の配分を決定する．
　　 タミフル等の在庫を確認し，透析施設の役割上の感染リスクを考慮して，予防投与にあてる薬剤と，治療にあ

てる薬剤とを分配し，後者を確保する．
3. 以下の項目について，各スタッフが自分自身で対処する．

　最新の新型インフルエンザ情報源（Web，新聞，テレビ，ラジオなど）を確保した上で，手洗い，うがいなど予
防処置の励行，各自のマスクのストック，自宅の食料ストック，公共交通機関によらない通勤方法の確保などを行
う．

（日本透析医会・日本透析医学会，新型インフルエンザ対策合同会議（委員長：秋葉隆））
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されている．
2009 年 4 月，pdmH 1 N 1 発生が報じられて，福透

医（平方会長）は直ちに pdmH 1 N 1 への取り組み方
を検討し，頻繁に会合を持ったり，メーリングリスト
を用いた意見交換などを行った．県内 4 ブロックの副
会長が基幹病院の透析医や行政との交渉を行い，また
その情報を持ち寄って県透析医会のマニュアル作りを
行った．特に，福岡市と北九州市は政令都市であるた
め，福岡県とは別の交渉が必要であった．

2）　医療機関指定問題
2009 年 4 月 29 日の厚労省医政局指導課からの事務

連絡8）の中に，「新型インフルエンザ患者を原則扱わ
ない医療機関を定める場合の医療体制整備について」
と題するものがあった．そこにおいて，都道府県が新
型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関を指
定する場合は，一方で，指定されていない医療機関が
新型インフルエンザの感染が疑われる患者等を受け入

れることとなるので，「新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関を指定した場合に，感染が疑わ
れる患者を受け入れる医療提供体制について」の例

（「救急の場合」および「産科の場合」）が示された．
これは，「新型インフルエンザ対策ガイドライン」の

「医療体制に関するガイドライン」において5），「都道
府県は，新型インフルエンザ以外の疾患の患者に対す
る医療を破綻させないため，都道府県の判断により新
型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関等

（例えば透析病院，がん専門病院，産科病院等）を定
めることができる」としていることに基づいたもので
ある．

これを受けて，福透医は 5 月 3 日，「新型インフル
エンザの診療を原則行わない医療機関等」を選択した
場合の問題点，および「新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関を指定した場合に，感染が疑わ
れる患者を受け入れる医療提供体制について」の医療
機関を選択した場合の問題点を検討した．いずれにせ

表 6　CDC ガイドライン（外来透析施設用）の和訳文

1. 新型 H 1 N 1 インフルエンザ隔離・予防の基準を満たしている血液透析患者（確定例，要観察例，または疑似症
患者）は，通常ならば，（最寄りの保健所に相談の上）感染症指定医療機関等（感染症診療協力医療機関を含む）
へ移送され，入院勧告あるいは任意入院して隔離透析を受けることになるが，感染症指定医療機関等の収容限度を
超えた場合は，（かかりつけの）外来透析施設で透析されることになる可能性がある．

2. 透析患者はかかりつけ透析施設へ到着する前と到着時にトリアージされるべきであり，37.8℃ 以上の発熱と，一
つ以上の呼吸器症状（鼻水や鼻詰まり，のどの痛み，咳）のある患者は，できるだけ早く他の患者から隔離される
べきである．

3. （トリアージで隔離すべきと判断された）患者はサージカルマスクをして，もし可能ならばドアが閉まる状態で，
別個の透析のできる部屋に置かれるべきである．

4. 別個の部屋がない場合，患者はサージカルマスクをして，もし可能ならば，主な人の流れから離れたコーナーま
たは列の端で治療されるべきである．また，患者は最も近い患者から，どの方向でも少なくとも 6 フィート（約 2
メートル）は離されるべきである（空間的隔離）．

5. その透析施設に隔離すべき新型 H 1 N 1 インフルエンザ確定例，要観察例，または疑似症患者が 2 名以上いたら，
これらの患者とスタッフを一つのユニットやシフトに集めて一群として区別する事を考えるべきである（患者層別
集団隔離：空間的・時間的隔離）．

6. スタッフが，新型 H 1 N 1 インフルエンザ確定例，要観察例，または疑似症患者から 6 フィート（約 2 メート
ル）以内に入る時には，ゴーグルまたはフェイス・シールドによる目の保護，および N 95 マスク，非滅菌の手袋
とガウンの使用をすべきである．

7. 当該透析ベッドから離れる前に，マスク，ガウン，および手袋を外して適切に廃棄し流水と石鹸による手洗い又
はアルコール製剤による手指消毒をおこなうべきである．

8. すべての血液透析患者と同様に，新型 H 1 N 1 インフルエンザ確定例，要観察例，または疑似症患者に対して，
透析ベッドのそばに持っていったすべての医療用物品は，その患者専用として使用し，使用後に処分するか，別の
患者に再使用される前には，その患者に使用した直後に，それらの器具に対して通常実施している適切な方法で洗
浄・消毒あるいは滅菌されるべきである．

9. ベッドサイドの透析チャート用コンピュータのような物品は，その患者の治療中は専用とし，他の患者に使用す
る前には適切に清掃，消毒されなければならない．

10. 患者が透析ベッドを離れてから，他の患者のためのセットアップを始める前に標準的予防策に従って，環境表面
の清掃，消毒がなされるべきである．

11. これらの予防は，患者の発症後 7 日間か，症状が取れてから少なくとも 24 時間かの，どちらか長い方の間，実
施されるべきである．
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表 7　福岡県透析医会およびくま腎クリニックにおける新型インフルエンザ対策

〈平成 20 年〉
1 月

福岡県透析医会で H 5 N 1 型鳥インフルエンザ対策に取り組
み始める

2 月上旬
「くま腎クリニックの透析患者様へ」という表題で新型イン
フルエンザ対策資料を配布．同時に，「くま腎クリニック
H 5 N 1 対策マニュアル」を職員に配布（同年 10 月，12 月
にそれぞれ改訂版作成．）

4 月 3 日
学術講演会「新型インフルエンザ　通常のインフルエンザ対
策」

5 月 27 日
福岡県保健医療介護部訪問．タミフルの透析施設配布依頼．

11 月 12 日
福岡県医師会を訪問．県医師会の取り組みを確認

11 月 20 日
福岡市保健福祉局保健医療部保健予防課長を訪問

11 月 26 日
第 1 回新型インフルエンザ対策委員会

11 月下旬
院内に「せきエチケット」について注意点を記載したポスタ
ー掲示

12 月下旬
「新型インフルエンザ対策」家庭用備蓄セット販売開始

12 月 29 日
院内全部署合同の対策委員会第 1 回目会合

〈平成 21 年〉
1 月 24 日

院内全部署合同の対策委員会第 2 回目会合
1 月 29 日

第 1 回全職員対象の院内勉強会開催
2 月上旬

院内のビデオ放送機能を使って新型インフルエンザ啓発ビデ
オ放映

2 月 19 日・20 日
患者への教育講演（院内）

2 月 26 日
新型インフルエンザ用の防護マスク，防護用衣類等の着用訓
練実施

3 月下旬
院内において職員による全体訓練を実施

4 月 9 日
学術講演会「透析室における新型インフルエンザ対策」（秋
葉隆先生）

4 月 23 日
新型インフルエンザ対策で県医師会，県との三者会談（4 月
24 日 H 1 N 1 新型インフルエンザ（豚由来）メキシコで発
生．米国でも感染例見つかる）

4 月 27 日
緊急会議を開き，「新型インフルエンザ対策行動計画」の実
施を決定

4 月 28 日
第 2 回新型インフルエンザ対策委員会（緊急会議）

5 月 1 日
日本透析医会よりインフルエンザ対策の緊急提言が発表され
たのを受け各地区で会合がもたれる．

（5 月 9 日カナダから帰国した大阪府の高校生ら 4 人が感染）
（5 月 16 日海外渡航歴がない神戸市の高校生 8 人の感染確認．
初の国内感染例）

5 月
クリニック入口を 1 箇所に限定．玄関先でのトリアージを
実施．院内全員マスク着用開始

5 月 11 日
福岡市民病院院長と県透析医会副会長（有吉先生）の会合

5 月 12 日・13 日
新型インフルエンザ情報（「福岡県透析医会役員と透析可能
な福岡市新型インフルエンザ入院病床確保予定医療機関との
緊急会合」議事録，「新型インフルエンザの診療等に関する
情報について」の厚労省通知他）を会員へ送付

5 月 14 日
「透析患者の渡航中止のお願い　および　渡航に際してのタ
ミフル予防内服についての情報発信」

5 月 19 日
感染症対策委員会

5 月 13 日〜6 月 10 日
北九州市保健福祉局保健医療部保健衛生課と交渉．透析患者
が新型インフルエンザに感染した場合の発熱外来受診のため
のマニュアル作成（5 月 24 日福岡市で米国人男性発病）

5 月 25 日
災害メール「まもる君」の「透析メール」で県内発生を県下
の透析患者へ配信

5 月 26 日
メーリングリストで透析医会会員へタミフル等の予防投与に
ついて配信

5 月 27 日
県医師会を訪問，原口理事，県衛生部佐野参事と会談

6 月
玄関先でのトリアージの簡略化

6 月 8 日
透析メールで集団感染を県下の透析患者へ配信

6 月 10 日
福岡市保健福祉局保健医療部保健予防課長と電話連絡
福岡県透析医会の取り組み

6 月 19 日
新型インフル第 2 波に備え，厚労省が改定指針を策定

7 月中旬
院内全員マスク着用を一旦中止

8 月
（8 月 15 日新型インフルエンザに感染した沖縄県の男性透析
患者が死亡）
死亡例報告を受けて，院内全員マスク着用を再開

（8 月 18 日神戸市の 77 歳男性透析患者が死亡）
（8 月 19 日名古屋市の 80 代女性死亡（多発性骨髄腫患者）
（8 月 19 日桝添厚労相会見で「新型インフルエンザの本格流
行が始まった」と語る．）

（8 月 27 日長野市で肺炎を併発，重症となっていた 30 代の
男性が死亡．5 人目の死亡例）

ゴシック体文字はくま腎クリニックの対策．
（B. P. up-to-date　No.53 より引用，一部改変）
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よ，まん延期には感染透析患者の治療を自施設で行う
ことになり，タミフルや PPE の公費補助が得られる
よう努力した．しかし，この時点ではまだ他の専門医
会の対策や各基幹病院の院内コンセンサスが得られる
状況に至っておらず，また各郡市医師会や各保健所レ
ベルでの調整が出来上がっていなかったため，福岡県
としてはこの指定を行わない方針であった．

3）　保険請求・補償問題
5 月 4 日に「感染症指定医療機関等（協力医療機関

を含む）と DPC についての問題」を検討した．感染
症指定医療機関等（協力医療機関を含む）となった
DPC 病院において透析ができない場合，近隣の透析
施設に感染透析患者の血液透析が依頼された際の保険
請求が問題となる．実際にはこの状況は発生しなかっ
たので結論は出していないが，pdmH 1 N 1 の再流行
時や HPAI（A/H 5 N 1）のパンデミックに向けての
今後の検討課題の一つである．

また，5 月 4 日に感染症協力医療機関等への補償問
題を検討した．福岡市では福岡市民病院が協力医療機
関として名乗りを上げ，流行の状態によっては全館あ
げて取り組む事を表明した．その場合は，非感染透析
患者を近隣の透析施設に全員紹介し，透析ベッドをす
べて感染透析患者用とする方針であった．その多大な
経営的損失に対し，患者紹介を受けた施設が寄付など
で補償する方法を検討した．結局結論は出なかったが，
この事も HPAI（A/H 5 N 1）のパンデミックに向け
ての今後の検討課題の一つである．

4）　渡航問題・患者連絡協議会との連携
5 月 12 日に透析患者の海外（メキシコ）渡航問題

が発生したため，5 月 14 日に「透析患者の渡航中止
のお願い  および  渡航に際してのタミフル予防内服に
ついて（案）」を作成し，会員へ広報した（表 8）．し
かし，瞬く間に国内発生およびまん延期を迎えた現在
では意味をなさなくなったが，これも HPAI（A/

H 5 N 1）のパンデミックを迎える際には参考となる
に違いない．

また，福岡県腎臓病患者連絡協議会とも情報を共有
し，共同で患者啓発用のポスターを作ったり，透析患
者の地区別（4 ブロック）学習講演会（「新型インフ
ルエンザを知ろう！　―そして対策を」）へ講師を派
遣した．

7　医療機関用事業継続計画

事故・災害時に事業継続を確実にするための必要な
対 応 策 を「事 業 継 続 計 画（business continuity plan;  

BCP）」という．新型インフルエンザの場合は，地震
等と異なり地球規模で，人への影響が大きく，過去の
経験が乏しく被害予測が難しいので，その対応は遅れ
ている．

一般企業活動では，被害軽減と事業継続という観点
から，「事業継続に不可欠な要素を洗い出し確保」「欠
勤者が増える前に業務量を削減」することが提唱され
ているが，医療機関は新型インフルエンザへの最前線
であり，逆に業務量が増える．特に透析医療は中断で
きないので，最大 40％ の欠勤率が 10 日間想定される
中で，どのようにその使命を果たし，事業体として生
き残れるのか，真剣な取り組みが必要である．

表 8　透析患者の渡航中止のお願いおよび渡航に際してのタミフル予防内服について

1. 流行国以外への渡航でも乗り換え空港などで新型インフルエンザに感染する可能性がある．
2. 濃厚接触者となった場合，健常者は空港近くのホテルでの 10 日間ほどの停留となるが，透析患者は透析ができる感染症指定医
療機関等に最初から入院になる可能性がある．

3. 感染していても発症していなければ検疫で発見されない可能性があり，かつ発症する 1 日前から感染力がある，と云われている．
4. 透析患者は週 3 回の血液透析を中止するわけにはいかず，自宅待機ができない．
5. 免疫力の低下した透析患者が大部屋で治療を受ける透析室にウィルスを持ち込む可能性がある．
6. 現時点では，重症率が 10％ で致死率が 0.4％ と推測されているが，透析患者ではもっと高い可能性がある．渡航した透析患者
自身のみならず，ウィルスを持ち込まれた透析室の患者に重症者や死者が出る可能性がある．

7. 以上の理由により，透析患者の渡航中止をお願いしたい．
8. 以上の事の説明を受け理解しても渡航を中止しない場合は，渡航に際してのタミフル予防内服を検討していただきたい．
9. タミフルを 5 日間に 1 錠内服するだけで効果がある，と云われている．

10. 旅行期間中と最後の空港での感染の可能性を考えると，旅行開始から帰国後 10 日間までを内服による予防期間と考える．
11. タミフルの副作用の説明を受け，自費でのタミフル内服に同意したら，サインを求める．

（2009 年 5 月 14 日　福岡県透析医会の案）
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「新型インフルエンザ対策ガイドライン」の中の
「医療体制に関するガイドライン」で，医療をどう提
供するかは総論的に論じられている．しかし，「事業
者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライ
ン」の「3. 新型インフルエンザに備えた事業継続の
検討」で述べられているような「（4）人員計画の立
案」にまで踏み込んだ取り組みが，各医療医機関でな
されてきたとは残念ながら言い難い．
「新型インフルエンザ  医療機関用事業継続計画作成

の手引き（病院用）ver. 0.93（福岡県京築保健福祉環
境事務所（京築保健所）管内用  暫定版）平成 20 年
10 月 1 日現在」が発表された‡4）．これは，管内の 3

病院のパターンをモデルに作成されている．BCP 策
定が遅れている病院にとっては，考え方および策定の
手順を学ぶには素晴らしい手引きである．その後，

「無床診・有床診版」の検討・情報提供後に発表とい
う予定であり，その完成が待たれる．

他にも，医療機関用 BCP 策定に当たっては，「いま
からできる！ 一般医療機関のための新型インフルエ
ンザまん延期の診療継続計画作り」‡5），あるいは日本
医師会監修『医療従事者のための新型インフルエンザ
A（H 1 N 1）対策実践ガイド』（2009 年 10 月初旬に
会員に配布予定，会員はメンバーズルームより pdf フ
ァイルで見ることができる）が，役に立つと考えられ
る．

8　透析施設における具体的な行動計画の一例

くま腎クリニックでは，2008 年 2 月より HPAI（A/

H 5 N 1）のパンデミックに備えて行動計画を策定し，
職員や患者の啓発に努めた（表 7）．

2008 年秋から 2009 年 3 月までは，季節型インフル
エンザの流行中に HPAI（A/H 5 N 1）が同時流行す
れば対応が非常に困難になること，また季節型インフ
ルエンザを防ぐことが HPAI（A/H 5 N 1）対策の模
擬訓練になると考えた．この考えの下，ポスター掲示，
患者のための「新型インフルエンザ対策家庭用備蓄セ
ット」の準備，院内のテレビ放送で啓発用ビデオ放映，
パワーポイントを用いた患者への院内講演会および協
力のお願い，職員の院内勉強会，当院の BCP 策定お
よび改訂（ステージ毎の行動および建物の区画変更な
ど），個人防護具（PPE と略）の着用訓練を行った．

また，SARS の流行以来，毎年季節型インフルエン

ザの予防ワクチン接種，肺炎球菌ワクチンの接種を強
力に勧めている．2008 年秋から 2009 年 3 月までの間
の季節型インフルエンザの発生は 1 名であったが，こ
れは患者 123 名中 101 名がワクチン接種を受けた効果
と考えている．

2009 年 5 月から pdmH 1 N 1 に備えて玄関先でのト
リアージ（非接触型体温計による検温とアルコール手
指消毒）を開始し，該当する症状がみられれば迅速診
断キット検査で陰性であっても，空間的隔離をして血
液透析を行っている．院内では「加害者ゼロ運動」と
称して，職員，患者，見舞客，業者のすべてにマスク
着用をお願いしている．また，透析ベッドおよび透析
コンソールをすっぽりと包む隔離用テントを開発し，
1 患者毎に隔離用テント内をオゾンで滅菌することに
している7）．その他，当院では，2002 年より院内感染
防止および事故防止の観点から，透析ベッドのリネン

（寝具類）を廃止している．

9　pdmH 1 N 1 における今後の問題点

2009 年 5 月 16 日からの神戸・大阪での集団感染，
6 月 5 日からの福岡市の集団感染の後，厚労省は pdm 

H 1 N 1 第 2 波に備え，6 月 19 日に改定指針を策定し
た．毒性が比較的弱い場合は，発熱外来は原則として
設けない事とし，

①　患者はすべての医療機関で診療し，軽症者は自
宅療養

②　サーベイランス（監視）は感染者の全数把握を
やめ，集団発生の早期探知に絞って詳細（PCR）
検査を実施する事

とした．
感染者の急増と 8 月 15 日に国内初の死者（沖縄県

の 57 歳男性，透析患者）が出て，その後各地で死者
が相次ぐと，8 月 29 日に厚生労働省は「流行シナリ
オ」を発表し注意を喚起した．軽症や不顕性も含めた
感染率は，全人口の 50％（約 6,300 万人）程度，推計
罹患率は季節性の倍程度と想定し，国内の患者数は年
内に約 2,500 万人（人口の 20％）に達するとし，9 月
下旬にも流行のピークを迎え，年内には終息すると想
定した．過去 5 年間の季節性の流行状況などから，今
回は患者の出始めから終息までに 19 週間かかると設
定．本格的な流行入りは 8 月中旬（2 週目）で，患者
発生のピークは 9 週目の 9 月下旬から 10 月上旬と考
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えられる．発症はピーク時は 1 日 76 万人，入院率は
1.5％（約 38 万人），0.15％（約 4 万人）が重症化して
インフルエンザ脳症や人工呼吸器装着になると予想．
入院患者が最多となるのは 10 週目で，4 万 6,400 人．
基礎疾患（持病）を持つ人や乳幼児に感染が広がった
場合，入院率は 2.5％ に上昇．重症化する割合も 0.5

％ に達するとみている9）．
流行「第 2 波」で懸念されるのは，大量の患者が短

期間に発生し，医療機関の機能が麻痺することである．
流行のピーク時期を遅らせ，その高さを抑えることで，
ワクチン接種の効果が間に合い，また必要病床数を下
げる事ができる．このためにも，各人の「かからない，
うつさない」行動が要求される．

また，いかに強毒型ではないとはいえ，重症化しや
すい幼児，妊婦，基礎疾患のある人（呼吸器疾患，糖
尿病，透析患者，免疫療法を受けている者など）への
対策が重要である．ワクチンの優先順位が透析患者に
も考慮されたが，新型インフルエンザが疑われる場合
は迅速検査陰性でも治療開始することも必要である．

各郡市医師会や保健所レベルでの，実効ある医療体
制整備は，ようやく端緒に着いたばかりである．早急
に，かつ HPAI（A/H 5 N 1）対策までも視野に入れ
たその確立が求められる．その際に，重症化した患者
を引き受ける協力医療機関へのタミフルや PPE 等の
公費補助や，医療従事者の感染に対する補償，主に診
療する医療機関の減収への補償なども，医師会を通じ
国 や 地 方 自 治 体 と 交 渉 す る 事 が 望 ま れ る．pdm 

H 1 N 1 との戦いは HPAI（A/H 5 N 1）に対するそれ
と同様に，国防という観点からの対処が必要である．

タミフル耐性の問題や，pdmH 1 N 1 の強毒型への
変異，あるいは HPAI（A/H 5 N 1）と交雑して新し
い型のウイルスが出現する可能性もあり，今後とも情
報収集が必要である．

10　HPAI（A/H 5 N 1）対策に向けての教訓

1）　pdmH 1 N 1 から学ぶこと
今まで述べたように未解決の問題があり，そのすべ

てが教訓および今後の課題と言えるが，ここではそれ
以外の点について述べる．

まず，感染拡大のスピードである．季節性のインフ
ルエンザは通常，世界中に流行が広がるまでに 6 カ月
以上かかるが，今回の pdmH 1 N 1 は 6 週間足らずで

世界的に流行した．これに対し，厚労省は当初 HPAI

（A/H 5 N 1）対策に準拠して行動したが，検疫につい
ては無効であるとの批判もあった．しかし，HPAI

（A/H 5 N 1）の大流行においては，プレパンデミック
ワクチン接種の期間，HPAI（A/H 5 N 1）ワクチンの
製造，国民への注意喚起の期間などを考慮すると，決
して無意味とは言えない．

2）　SARS から学ぶこと
次に，「情報」について述べる．SARS 流行において，

香港政府は医学的情報，感染状況（感染者が医療従事
者か否か），感染経路（感染者発生ビル名を HP で公
開し，注意を喚起）などの様々な情報公開を行った．
これは，感染者の住所を詮索するデマ・噂がメールで
流れたための対策であり，個人名の公開は絶対にしな
いとの姿勢を貫いた．

シンガポールでは個人名を含めた感染ルートの詳細
な公表，入院している感染者の病状の公表，感染者と
接触した者で，政府がコンタクトできない者の実名を
公表し，情報を募った．隔離違反者には罰金や追跡用
タグの装着も行ったが，形式的な権利尊重よりも感染
拡大防止の実利を優先した対策は，国民に広く受け入
れられた．

台湾においては，政府と医療機関・地方政府との間
での情報錯綜があったことや，対策が地域まで浸透し
なかったことで制圧に手間取り，最後まで WHO の伝
搬確認地域に指定された．まるで，今回のわが国にお
ける pdmH 1 N 1 の状況を見るようである．

カナダにおける SARS 対策は，「トロント公衆衛生
当局による SARS 対策（A）」‡6）に詳しく述べられてい
るが，やはり情報の重要性をうかがうことができる．

11　おわりに

pdmH 1 N 1 が 突 然 出 現 し た よ う に，HPAI（A/

H 5 N 1）のパンデミックはいつか，必ず発生する．
前述したように，厚生労働省はかなり早くから HPAI

（A/H 5 N 1）対策に取り組んで綿密なガイドラインや
行動計画を作成し，また適宜改訂している．今度の
pdmH 1 N 1 への対応において，あらためてその内容
の長所と短所，現時点で実行できることとできないこ
となどが表面化した．

また，1 クリニックが単独で対策を講じるには限界
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もあり，行政や県医師会，郡市医師会といった関連団
体との連携も重要である．今後も状況に応じて対策の
変更がなされていくであろうから，常に行政や各医師
会と情報を共有しながら対応を行っていく必要がある．

そして，季節型インフルエンザを抑制できなくて，
pdmH 1 N 1 は押さえ込めないし，pdmH 1 N 1 を抑制
できなくて HPAI（A/H 5 N 1）を押さえ込むことは
できないと考える．重症化の恐れがある透析患者を守
る pdmH 1 N 1 対策の経験は，HPAI（A/H 5 N 1）の
パンデミックが発生した時には非常に役立つであろう．
また，毎年，季節型インフルエンザ対策を立て実行す
ることで模擬訓練ができる．患者を守り，職員を守り，
経営企業体を守る，という強い信念が必要である．

一方，最大欠勤率 40％ を想定して，少ないスタッ
フ数で透析医療に対応するという問題には，新型イン
フルエンザのまん延期に備えるという目的があるのは
もちろんである．しかし，長い目でみると，ベビーブ
ーマーが高齢者になり透析患者が増加していく反面，
それを支える医療スタッフが少子化のあおりで減少し
ていくという，新型インフルエンザに関係なく将来起
こりうる問題でもある．
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要　旨

維持血液透析患者は，貧血，筋力低下，骨・関節障
害，神経障害並びに血液透析後の低血圧やある種薬剤
の影響などのために，転倒をきたしやすいとされてい
る．転倒事故は時として骨折，筋・腱断裂，頭部外傷
などの傷害を惹起し，その後の患者の QOL ＆ ADL

を損なうために，関心を払うべき事項の一つである．
本報告は血液透析患者の転倒を集計し，①転倒率，②
転倒をきたした状況，③その結果，などを分析したも
のである．血液透析患者の骨折に関しては，2008 年
に日本透析医学会から発表された統計資料を概観した．

はじめに

維持血液透析患者は，貧血，筋力低下，骨・関節障
害，神経障害並びに血液透析後の低血圧やある種薬剤
の影響などのため，転倒をきたしやすいと言われてい
る．本報告はこの点を明らかにしようとする予備調査
である．

1　方法・結果

1）　調査方法
入院・外来透析患者を有する 2 施設（A, C）と，外

来透析患者のみの 1 施設（B）を対象に調査した．
2006〜08 年の 3 カ月について，転倒のために骨折を

きたした症例を，患者への面接法による聞き取り調査
で集計し，若干の分析と考察を加えた．

2）　転倒の定義
Gibson の「転倒とは本人の意思からではなく，地

面またはより低い面に身体が倒れること」とする定義
を採用した1）．

3）　転倒率
外来血液透析患者のみの B 施設の 60 歳以上の患者

について，2009 年 1〜6 月の 6 カ月間の転倒者を集計
した．年間転倒率は表 1 に提示したように，高齢者
ほど高かった．少数例の結果ではあるが，女性のほう

［実 態 調 査］

維持血液透析患者の転倒事故とそれに起因する骨折

大平整爾＊1　樋口美恵子＊1　伊丹儀友＊2　原田孝司＊3

＊1  札幌北クリニック　＊2  日鋼記念病院　＊3  桜町病院

key words：転倒，転倒の原因，転倒骨折，要介護状態，転倒の予防

Falls and resultant fractures in hemodialysis patients
Sapporo Kita Clinic
Seiji Ohira
Mieko Higuchi
Nikko Memorial Hospital
Noritomo Itami

表 1　外来血液透析患者の転倒率
　　  （B 施設，2009 年 1〜6 月）

年　齢 男　性 女　性

60〜70 歳  30 名  24 名
転倒者数   3   4
転倒率†  20％  33％

70〜80 歳  21  11
転倒者数   7   5
転倒率†  67％  91％

80 歳以上   5   5
転倒者数   4   5
転倒率†  80％ 100％

† 　年間転倒率：6 カ月の転倒者数を
2 倍し，患者数で除した．
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で転倒率が高い．

4）　転倒骨折例（2006〜08 年，3 カ年）
この期間，23 例に 25 骨折が集計された（表 2）．女

性 18 例で男性は 5 例であり，女性が圧倒的に多かった．
23 例中 20 例（87.0％）が 70 歳以上の高齢者であった．
25 骨折中 14 骨折（56.0％）が大腿骨骨折で過半数を

占めていた．これ等大腿骨骨折例はすべて手術的処置
を受けており，術中・術直後死亡は皆無であった．

5）　転倒骨折時の状況
表 3 にその詳細を記したが，全例が日常生活にお

けるごく一般的な動作中に偶発的に生じていた．転倒
骨折は，自宅発生が 19 回（76.0％）と圧倒的に多か

表 2　転倒骨折例（2006〜2008 年の 3 カ年）

施設名 症例番号 年齢（歳） 性　別 歩行状態 骨折部位 処　置

A 施設 １ 78 男 自立歩行 右大腿骨頸部 手術
２ 90 女 介助歩行 左大腿骨転子下 手術
３ 78 女 杖歩行 右大腿骨頸部 手術
４ 76 女 介助歩行 右大腿骨頸部 手術
５ 78 女 自立歩行 右大腿骨頸部 手術
６ 73 男 自立歩行 右大腿骨顆上 手術

B 施設 ７ 75 男 介助歩行 右第 10,11 肋骨 バストバンド
８ 42 女 自立歩行 右脛骨高位 手術
9 78 男 杖，車椅子 右第 5 趾 固定

10 86 女 杖歩行 左 1〜5 趾 固定
11 78 女 自立歩行 左第 10 肋骨 固定
12 88 女 介助歩行 右大腿骨頸部 手術
13 72 女 杖，介助 右腓骨遠位 固定

C 施設 14 71 女 自立歩行 右大腿骨頸部 手術
15 70 女 自立歩行 右大腿骨頸部 手術
16 80 女 杖歩行 第 12 胸椎 コルセット
17 80 女 杖，車椅子 　①右大腿骨頸部 手術

　②左大腿骨頸部 手術
　③第 3 腰椎 コルセット

18 73 女 車椅子 左大腿骨頸部 手術
19 77 男 自立歩行 右橈骨遠位 シーネ固定
20 78 女 自立歩行 右大腿骨転子下 手術
21 65 女 自立歩行 右膝蓋骨 シーネ固定
22 80 女 杖歩行 右大腿骨転子下 手術
23 62 女 介助歩行 右 9,10,11 バストバンド

要　約　①23 例で 25 骨折
　　　　②女 18 例：男 5 例
　　　　③年齢：70 歳以上 20 例（87％）

図１　転倒・骨折の季節別発生頻度
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った．19 回の骨折（76.0％）は非透析日に発生し，6

回の骨折（24.0％）が透析日に発生していた．今回の
集計では，転倒骨折の発生は自宅において多い結果で
あった．

6）　転倒骨折の発生と季節
図 1 にみるように，特に冬季に集中してはおらず，

明らかな季節差を認めなかった．転倒骨折の 76％ が

自宅内の発生であることに理由があるかもしれない．

7）　70 歳以上転倒骨折患者の透析期間
70 歳以上の患者は 22 名で，透析期間が 5 年未満 13

名，5〜10 年 6 名，10 年以上 3 名であった．透析期間
の延長が骨の脆弱性に大きく関与するものであろうが，
高齢で透析に導入された患者では骨折のリスクが高い
と予測され，二極化するものであろう（図 2）．

表 3　転倒時の状況（骨折例）

施設名 症例番号 年齢（歳） 性 転倒時の状況

A 施設 1 78 男 トイレに行こうとして自宅廊下で転倒
2 90 女 トイレで滑って転倒
3 78 女 透析後，車から降りようとしてふらつき転倒
4 76 女 トイレから戻ろうとして尻餅をついた
5 78 女 透析終了し，帰宅後に自宅で転倒
6 73 男 歩行中，ふらついて側溝に転落（透析後）

B 施設 7 75 男 透析日，帰宅後に自宅でつまづき転倒
8 42 女 コンビニ店頭で僅かの段差につまずいた
9 78 男 ベッドから降りる時，下肢に力が入らず右足をくじいた

10 86 女 座位から起立しようとして転倒
11 78 女 透析終了し帰宅後，室内でよろけて棚に衝突
12 88 女 透析終了し帰宅途中，歩行時バランスを失って転倒
13 72 女 低い柵を越えようとして転倒

C 施設 14 71 女 靴を片付けようとして転倒（透析室）
15 70 女 ペタンク中，自分の足につまずいた
16 80 女 滑って背中から転倒（自宅）
17 80 女 　①玄関で靴を履こうとして片足になった時に転倒

　②椅子に座ろうとして転倒
　③起立時，めまいがして転倒（透析後）

18 73 女 玄関で靴を履こうとし片足になった時にバランスを失い転倒
19 77 女 透析後の帰宅途中，滑って転倒
20 78 女 玄関を出ようとしてつまずいて転倒
21 65 女 パソコンの配線コードにつまずいた
22 80 女 冷蔵庫から食料を出したところ，そのまま後方へ転倒
23 62 女 自室でコーヒーのこぼれを拭こうとして転倒
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図 2　70 歳以上骨折透析患者の透析期間
高齢での透析導入患者では，透析期間が短くとも骨折のリスクが高い．
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2　考　察

1）　通院血液透析患者の日常生活能力（ADL）
これを全国腎臓病協議会の資料2）にみると（図 3），

外出に関しては，「a：楽に 1 人で外出」と「b：楽で
はないが 1 人で外出」が 2006 年では合計 73.0％ であ
る．各種の ADL については表 4 の結果であった．自
立歩行は 300 m の条件付きでも 76.4％ であることを
考慮すると，自立歩行に困難を覚えている患者が高率
であることを窺うことができる．なお，回答した患者
の平均年齢と標準偏差は，2006 年については，男性
で 61.7±10.6 歳，女性で 59.8±10.3 歳である．

2）　疾患が引き起こす転倒の可能性（図 4）3）

神経・骨関節の疾患と薬剤が主因をなすが，血液透
析患者では貧血，心血管障害や血液透析後の低血圧な
どが複合的に加わるものと推測される．転倒の内的要

因としては，①めまい・気絶，②歩行障害，③錯乱，
④視力障害，⑤酩酊，⑥慢性疾患，⑦薬物服用などが
あげられる．外的要因としては，①滑りやすい床表面，
②目の粗い絨毯，③固定していない障害物，④照明の
不良，⑤戸口などの段差，⑥家財道具の不備・欠陥な
どがある．

3）　転倒率
欧米諸国の在宅高齢者の転倒発生率は，30〜40％

とする報告が多い1）．日本におけるそれは表 5 に示し
たように，欧米に比較してかなり低率である．ただし，
年齢を加味すると転倒率は増大する（図 5）4）．B 施設
の外来血液透析患者に関しては，表 1 に示したように，
6 カ月の聞き取り調査の結果を，年間転倒回数が 2 倍
あると推定して転倒発生率を算出した．少数例の検討
であるが，非血液透析患者に比較して高率だと推測で
きた．被調査者の記憶に残った転倒の聞き取り調査で
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図 3　透析患者の ADL―外出状態―（通院患者）
　　　　　　　　　　　　（文献 2 より）

表 4　通院透析患者の各種 ADL（全腎協）

項　目 自　立 少し困難 
手助け無用

かなり困難 
手助け無用

入　浴 86.9％ 7.5％ 1.2％
歩　行 76.4　 11.5　 4.3　
食　事 93.3　 3.6　 0.8　
更　衣 89.7　 5.7　 1.1　
寝返り 91.5　 5.0　 1.2　
排　便 92.6　 3.6　 1.1　
ビン・缶のふたあけ 72.9　 14.3　 3.0　

注 1）　「歩行」は 300 m くらいの歩行をいう
注 2）　回答者数は各項目について，7,000〜8,000 人
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あり，大事には至らなかったとしても実際の転倒の発
生率は表 1 よりもかなり高いと推測すべきであろう．

Desmet ら5）によれば，HD 患者の転倒頻度は 1.18

回/患者・年であり，健常人の転倒頻度 0.32〜0.70 回/ 

人・年に比較して 2〜4 倍であったという．

4）　転倒の地域差・季節差
この比較は転倒の定義や母集団の取り方（偏り）な

どによって異なってくるために，転倒の地域差を論ず
るさいには慎重を要する．寒冷で積雪量の多い地域で
は路面が滑りやすくなり，温暖な地域に較べて転倒の
発生率が高くなることが予想されるが，明確な差異は
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骨関節疾患

神経疾患

骨関節痛，運動制限
筋力低下
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抗不安薬，筋弛緩薬，
自律神経作用薬，降圧薬）
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不安定
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環境適応不良
つまずき・ぶつかり

平衡反応不良
保護伸展反応不良
Stepping, Hopping
の不良

骨折要介護状態 転倒

図 4　転倒の原因

表 5　在宅高齢者の転倒発生率

地　域 人　口
（人）

65 歳以上
（％）

転倒発生率
（％） 備　考

1　道・音更町 39,000 15.3 17.8
2　道・追分町 4,061 25.4 20.6
3　秋田・中里町 6,776 19.9 19.4 豪雪地帯
4　都・小金井市 約 10 万 ― 12.3
5　静岡・広沢町 4,379 20.0 20.8
6　愛知県・西 6,000 16.8 25.2
7　長崎・大島町 約 6,000 22.5 15.8
8　沖縄・今帰仁村 9,600 20.8 12.7

何れの地域においても，女性で転倒率が高い（統計学的に有意差あり）．
寒冷地 vs 温暖地については明確な差異はない．
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図 5　年齢と転倒頻度
　浜松市の男性 221 人・女性 413 人について，過去 1 年間の転倒経験頻度を聞き取り調査
した結果．（文献 4 より）
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出てこない（表 5）．今回の集計例数は少数ではある
が，北国と南国で季節差は明確ではない（図 1）．

この結果は，積雪量が多く路面が滑りやすい季節に
は，脚力の弱い高齢者が外出を控える傾向にあること
に起因している可能性が高い．わが国の大規模一般人
口全国調査（n＝36,226）によれば，予想されるよう
に夏季に較べて冬季に発生数が有意に多かったが，屋
内受傷が多い大腿骨近位部骨折では季節差がなかった
という6）．いずれにせよ，調査方法並びに評価法の標
準化が必要となる．

5）　転倒の契機・状況
表 3 に記載したように，自宅でのごく日常的な動作

中に転倒していることがわかる．片足立ちになる動作
（歩行時，階段の昇降時，ズボンや履物の脱着時，浴
槽に入る時，なににかを跨ぐ時など）の場合に転倒が
好発している．医療者の目の届く透析室やその近辺で
の転倒は多いものではなかった．患者は自宅に居る場
合には，できることは自分で行おうとするものであろ
う．椎名ら7）は，52 件の転倒で 21％ に骨折が発生し，
自宅発生が 75％ で外出先が 25％，さらに透析日が 12

％ で非透析日が 88％ であったと報告しており，今回
の集積結果に類似している．

2000 年 1 カ年の透析関連事故を集計した全国アン
ケート調査によれば，重篤な事故とされた 372 件中に

「透析後の転倒」が 5 件（1.34％）報告されているこ
とに留意したい（重篤な事故とは，死亡あるいは生命
を脅かす可能性の高かった事故，入院あるいは入院期
間の延長が必要であった事故）8）．なお，日本整形外
科学会が 35 歳以上の 110,747 例を調査した大腿骨近
位骨折の受傷原因は，

①　立った高さからの転倒　74.0％
②　階段・段差の踏み外し　 8.0％
③　転落・交通事故　　　　 9.9％
④　寝ていて体を捻った　　 2.2％

などとなっている9）．転倒予防の重要性が如実である．

6）　骨折の部位
透析患者の骨折には Ca，P，PTH 代謝異常に基づ

く骨の脆弱性が大きく影響しているが，本報告ではこ
の点には触れない．今回の集計では 25 骨折中 14 骨折

（56.0％）が大腿骨骨折であった．

今井ら10）は，1993〜2002 年の 10 年間，自施設の透
析患者 202 例に発生した 230 骨折を分析している．男
性 76 例・女性 126 例で，男女比は 1：1.7 であった．
その年間発生率は 2.4〜6.1％ と報告している．骨折の
部位別頻度（図 6）をみると，大腿骨頸部が最も多く，
ついで肋骨，足・足趾，椎体，大腿骨転子部，骨盤で
あった．Leinau ら（2006）の報告11）でも，透析患者骨
折で大腿骨骨折が最も頻度が高い．

7）　骨折例の性別および年齢別頻度
今回の調査で 23 症例に 25 骨折が集計できたが（表

2），女性 18 例（78.3％）・男性 5 例（21.7％）で女性
例の骨折が圧倒的に多かった．年齢に関しては 70 歳
以上が 20 例（87.0％）であり，高齢者に高頻度であ
った．諸統計の結果と一致するものである（図 7）．

8）　転倒・骨折と透析歴
後述のように，2009 年に発表された日本透析医学

会の統計資料では，透析歴 20 年以上の患者に骨折が
好発しているが，今回の調査では図 2 にみるように，
5 年未満の透析患者が多い．高齢で血液透析へ導入さ
れた患者に骨折危険度が高い．

9）　転倒骨折の発生率
B 施設（患者数＝164 名）では 3 年間に 7 骨折が発

生しており，この年間発生率は 1.42％ と概算される．
70 歳以上患者（42 名）には 3 年間で 6 骨折が認めら
れていることから，70 歳以上患者の年間骨折発生率
は 4.76％ と算定される．前項に記したように今井ら

図６　透析患者の骨折部位頻度
　　　　　　　　　 （文献 10 より）

a 大腿骨頸部 b 大腿骨転子部 c 膝蓋骨 d 脛骨・腓骨
e 足・足趾 f 骨盤 g 上腕骨 h 橈骨・尺骨 i手・手指
j 椎体 k 肋骨 l その他
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のそれは，2.4〜6.1％ である．北海道の透析患者（65

歳以上 2,328 名，65 歳未満 2,185 名，総計 4,513 名，
63 施設からの回答）の 2 年間の調査では 137 骨折が報
告され，年間骨折率は 65 歳以上者で 2.05％ であり，
65 歳未満者で 0.96％ と概算された（図 7）．

日本透析医学会統計調査委員会12）では，骨折の既往
歴を有しない 95,396 名（平均年齢 63.8 歳，平均透析
歴 8.38 年）を 2008 年の 1 年間観察し，以下の結果を
得たと発表した．

①　年間骨折率は男性で 0.7％，女性で 1.7％
②　女性は男性に較べて骨折発症リスクが 2 倍以上
③　糖尿病患者は非糖尿病患者の 1.86 倍の骨折発

症リスクを持つ
④　75 歳以上の女性および透析歴 20 年以上の患者

で好発する
その他 Kt/V for urea，透析前血清クレアチニン，

Ca，P 値，BMI，血清アルブミン値，蛋白異化率，血
清 iPTH 値などの諸因子と骨折の関連性が解析され，
きわめて興味深い結果が出ている．詳細に関しては，
同書12）を参照願いたい．

谷口は前向きコホート研究として，福岡県・佐賀県
で外力のいかんを問わない長管骨骨折を血液透析患者
において観察し，骨折発症率（2 年間）が 2.5％（70/ 

2,782）と報告している13）．

10）　転倒，転倒骨折後の日常生活や生命予後
転倒が骨折に至らない場合でも，捻挫や腱断裂など

が惹起されれば，また，骨折であればことに日常生活

の諸動作に不便が生じ，あるいは入院・手術・リハビ
リテーションが余儀なくされる．したがって，医療・
介護の費用がより費やされ人手を要することになる．

Leinau ら11）は，大腿骨骨折透析患者の死亡率は非
骨折透析患者の 2 倍に達すると報告している．骨折を
経験した高齢者では，治癒後に歩行などの身体運動に
慎重または臆病になってこれを控えるようになり，こ
のため筋力低下が一層進み，その結果，当該患者の
QOL ＆ ADL は低下し，再骨折の危険度を高めること
も知られている．

介護を要するようになった原因を厚生労働省の「国
民生活基礎調査」にみると，加齢と共に転倒が高率と
なることがわかる（図 8）．

11）　転倒の予防
転倒の簡易チェック項目として鳥羽ら14）は，
①　過去 1 年間に転んだことがある
②　背中が丸くなってきた
③　歩く速度が遅くなってきた
④　杖を使っている
⑤　毎日 5 種類以上の薬を飲んでいる

の 5 項目をあげている．①を 5 点とし，②〜⑤の各項
目をそれぞれ 2 点とし，7 点以上の場合が「要注意」
である．これに該当する患者を主体に日常生活におい
て，以下の諸事項に注意を払うことが必要である．

①　生活空間（ベッドの周囲・歩行面など）の環境
整備

②　家族や介助者が当事者の排泄および生活のパタ
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図 7　2005〜2006 年の 2 年間で骨折した患者
（第 4 回北海道高齢者透析研究会，2007 年）
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ーンを把握する
③　移動は身体機能に応じて観察下に行い，適切な

移動手段や履物を選択する
④　入浴は観察下か介助付きが望まれる
⑤　筋力増強を作業療法士の指導によるメニューで

継続して行う
⑥　血液透析終了直後の移動は，血圧の安定後に行

う15）．
筋力増強は日頃の継続的な訓練が必要であり，血液

透析中に集団的運動療法を精力的に試みている施設も
ある16）．心肺機能を事前に把握し，運動量はそれに基
づいてトレーナーが処方する形式である．透析中の時
間を有効に使用する観点からも，注目すべき施策であ
ろう．また，透析直前に持久的トレーニング（週 3 回
20 分，1 年間継続）を行った運動群では，非運動群に
較べて血清アルブミン・筋肉量の増加，心身 QOL の
有意な改善を認めたとする報告が出ている17）．維持透
析患者に対する運動療法の必要性が痛感される18）．

おわりに

維持血液透析患者は転倒を来たしやすく，これに起
因して骨折が好発する．骨折は当該患者の ADL ＆
QOL を損ない，生命予後も悪化する．したがって，
透析医は透析患者の転倒に対して，

①　投与薬剤（降圧薬，精神安定薬，抗うつ薬，抗
パーキンソン薬など）を絶えずチュックすること
を怠らず，必要最小限度に留める

②　患者の運動機能を把握して，作業療法士の指導
の下で継続可能な運動の種類やその量を定める

③　家庭内・通院路・施設内などの患者の動線を想
定して，家族・介助者や透析スタッフの協力の下
で，それら環境下の危険要素を抽出し，その排除
に努めること

などへの配慮が求められる．
透析患者の易骨折性は，Ca，P，PTH 代謝異常や低

栄養などが当然ながら強く関連している．血中 PTH

レベルが高値ではない透析患者へのビタミン D 製剤
の投与を含めて，この領域への加療に一層の意を配る
ことが必要である．

本報告は，全患者数約 600 名を母集団として観察さ
れた 3 年間の転倒骨折例に対する retrospective study

であり，より大規模な全国調査が望まれる．
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要　旨

現在，透析液清浄化の管理基準を考えるうえで，
ISO により国際基準の細菌数を重視した厳しい透析液
清浄化基準案が提示されている．生菌数およびエンド
トキシン値で透析液清浄化を管理することは重要であ
るが，バイオバーデン9, 10）の管理のためには，どのよ
うな菌種が検出されるかを知ることも重要であるとさ
れている．筆者らは，2006 年に同意を得られた 29 施
設の細菌培養実態調査を行い2），この結果を基に，実
態に即した管理基準と清浄化対策指針を作成すること
を試みた．そこで 2007 年 7 月，大阪府下全透析施設

（271 施設）に依頼し，同意を得られた 154 施設6），ま
た介入後追跡調査をするために，2009 年 3 月再度 285

施設に依頼し，そのうち同意を得られた 126 施設を対
象に細菌学的実態調査を行った．透析用水・透析液ラ
イン工程から多種多様の菌種が検出された．そのなか
では，水棲由来のグラム陰性桿菌が多く検出され，菌
数 300 CFU/ml 以上の施設もあった．そこで，追跡調
査日まで，各施設に対して清浄化管理や標準予防策方
法を報告し，その結果，菌数および菌種が軽減した．
大阪府臨床工学技士会清浄化部門は，透析液および透

析用水の生物学的汚染基準要項に菌種の同定を行うこ
とを推奨する．

はじめに

現在，透析液の清浄化を考えるうえで，国際標準化
機 構（International Organization for Standardization；
ISO）や 米 国 医 科 器 械 学 会（Association for the Ad-

vancement of Medical Instrumentation； AAMI）の 細
菌検出基準案を基に生菌数が注目されている1）．菌数
で汚染状態をみることは必要であるが，どのような菌
種が検出されているかを理解することも重要である．

検出菌が重篤な症状を呈するような耐性菌であった
場合，たとえ個数が少なくても非常に危険である．院
内感染で最も重要視されている MRSA や VRE（バン
コマイシン耐性腸球菌），また日本で特に問題になっ
ている MDRP（多剤耐性緑膿菌）などは，他の患者
や医療従事者から接触感染を起こす可能性がある．そ
のような菌が，透析治療中に直接体内に入ることは稀
であるが，どのような経路で体内に入るかわからない
ので細心の注意をはらわなければならない．

今後，重篤な感染症を起こさないためにも菌種の特
定が必要となる．一方で菌種がわかることにより，消

［実 態 調 査］
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毒方法の選定や汚染源の特定など，その先のアクショ
ンにつなげることが可能となり，清浄化管理への近道
となりうる．

1　目　的

透析液の水質基準において生物学的汚染基準到達
点7, 8）をめざすには，生菌数およびエンドトキシンの
みでなく，同定を行う必要があると考える．そこで，
汚染の実態を把握するため，大阪府下全透析施設

（271 施設）に依頼し，同意を得られた 154 施設（2007

年 7 月，以 下 第 2 回 調 査 と 略 す）お よ び 126 施 設
（2009 年 3 月，以下第 3 回調査と略す）に，透析液お
よび透析用水の生菌数および菌種について，細菌培養
実態調査を行った．

2　方　法

1）　サンプリング方法
①　透析システムラインにおいて，微生物汚染やバ

イオフィルム定着リスクが高いポイントで特定す
る．サンプリングポイント箇所については，RO

タンク出口，原液 A・原液 B タンク出口および
溶解装置出口，多人数用透析液供給装置（第 2 回
のみ），コンソール入口，コンソール出口，カプ
ラ部を 50 cc シリンジ 21 G 針でサンプリングする．
なお，エンドトキシン捕捉フィルター（ETRF）
装着施設については，ETRF 手前でサンプリング
する．

②　採取時は 76.9〜81.4 vol％ パウチエタノール消
毒綿を用いて採取部を 15 秒以上暴露し，2 枚目
で清拭消毒する．

③　カプラ部はバイパスコネクターをはずした状態
で透析液を流し，その後カプラ内部をスワブで拭
き取ったものも検体とする．

④　RO 水・透析液は，同一箇所から 50 ml×3 検体
（計 150 ml）採取し，コニカルチューブに移し，
スワブで拭き取った検体とともに冷蔵輸送（4

℃）で臨床微生物検査室に配送する．
⑤　統計学的処理については |2 乗検定法，一部

Fisher Exact probability 法を使用し，危険率 5％
を有意とした．

2）　培養方法
第 2 回実態調査生菌検査は，R2A 培地3），および A・

B 原液のみ TSA 培地を用いた寒天平板塗抹法（塗抹
法）とメンブレンフィルターによるろ過法（ろ過法）
を用いた．第 3 回実態調査生菌検査は，第 2 回実態調
査結果2）より，R2A 培地および TSA 培地（A・B 原液
のみ）を用いたメンブレンフィルターによるろ過法

（ろ過法）を用い，細菌が培地上に発育した場合は同
定を行い評価する．スワブで拭き取った検体は，R2A

培地で培養後，発育の有無を確認し，発育した場合は
同定を行い評価した．なお，培養条件は 7 日間5），温
度 25℃4）で行い，またろ過法には z50 mm，0.45 nm

のメンブレンフィルターを用いた．

3　結　果

第 2 回調査で，RO タンク後では，菌が検出された
施設は 124/154（80.5％）で，300 CFU/ml 以上の検出
は 40/154（26％）施設であった．第 3 回調査で RO タ
ンク後では，菌が検出された施設は 80/126（64％）
で，300 CFU/ml 以上の検出は 10/126（8％）施設で
あ っ た．主 な 菌 種 は 水 凄 由 来 の 従 属 栄 養 細 菌，
Pseudomonas spp.，Burkholderia pickettii，のグラム陰
性桿菌が検出された（図 1, 2）．

第 2 回と第 3 回実態調査結果で，RO タンク後から
菌が分離された施設を比較した結果，第 3 回のほうが
有意に減少した（p＝0.0014）．また 300 CFU/ml 以上
の生菌を検出した施設を比べた結果，第 3 回調査のほ
うが有意に減少した（p＜0.0001）．

第 2 回調査で，原液 A タンク出口および溶解装置
出口では，菌が検出された施設は 38/147（26％），
300 CFU/ml 以上の検出は 1 施設であった．第 3 回調
査で，原液 A タンク出口および溶解装置出口では，
菌が検出された施設は 34/119（29％），300 CFU/ml

以上の検出は 0 施設であった（図 3, 4）．
第 2 回調査で，原液 B タンク出口および溶解装置

出口では，菌が検出された施設は 67/145（46％），
300 CFU/ml 以上の検出は 13 施設であった．第 3 回
調査で，原液 B タンク出口および溶解装置出口では，
菌が検出された施設は 49/119（41％），300 CFU/ml

以上の検出は 6 施設であった（図 5, 6）．
第 2 回調査では，透析液リキッドと粉末溶解装置の

組み合わせで，原液 A・原液 B 出口を比較して粉末
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図 1　菌数の検出比較（RO 水）
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図 2　菌種別検出比較（RO 水）
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図 3　菌数の検出比較（原液 A）
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図 4　菌種別検出比較（原液 A）
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図 5　菌数の検出比較（原液 B）
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図 6　菌種別検出比較（原液 B）
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溶解装置 A に高い検出率を認めた（表 1-1, 1-2）．
第 2 回調査で，透析液供給装置後では，塗末法によ

る菌が検出された施設は 54/141，メンブランフィル
ターによる菌が検出された施設は 112/141 で，300 

CFU/ml 以上の検出は 7 施設であった．上流で検出さ
れなかった，グラム陰性桿菌（Pseudomonas aerginosa），
グラム陽性球菌（CNS），グラム陽性桿菌（Bacillus 

spp.，）を認めた6）．
第 2 回調査で，コンソール入口では，菌が検出され

た施設は 66/154（43％）で，300 CFU/ml 以上の検出
は 8 施設であった．菌種については，接触感染から考
えられる Enterobacter spp.，Klebsiella spp.，Pseudomo-

nas aerginosa，が検出された．第 3 回調査で，コンソ
ール入口では，菌が検出された施設は 48/124（38％）
で，300 CFU/ml 以上の検出は 4 施設であった．第 3

回調査では病原性の高い菌種については検出されなか
った（図 7, 8）．

第 2 回調査で，コンソール出口では，菌が検出され
た施設は 72/150（48％）で，300 CFU/ml 以上の検出
は 32 施設であった．菌種については，入口と同種の
菌が検出され，24％ の施設で Pseudomonas aerginosa

が検出された．第 3 回調査で，コンソール出口では，
菌が検出された施設は 37/125（30％）で，300 CFU/

ml 以上の検出は 15 施設であった（図 9, 10）．第 2 回，
第 3 回実態調査の結果によって，コンソール出口から
菌が分離された施設を比較した場合，第 3 回が有意に

減少した（P＝0.0019）．また 300 CFU/ml 以上の生菌
を検出した施設を比べ，第 3 回調査のほうが有意に減
少した（P＜0.0406）．

第 2 回調査で，カプラからの検出菌については，
様々な病原菌の高い菌種が検出された施設は 85/153

（56％）であった．第 3 回調査では，カプラからでは，
菌が検出された施設は 68/126（54％）であった（図

11）．カ プ ラ で は Pseudomonas aerginosa は，第 2 回
16％，第 3 回 6％ であった．カプラ部，コンソール入
口，原液 A，原液 B から菌を検出した，第 2 回/第 3

回実態調査施設を統計学的処理で比較したところ，有
意差を認めなかった．

第 2 回調査で，透析液作成工程ラインにおいて，透
析液供給装置以降で Enterobacter spp.，Klebsiella spp.，
Pseudomonas aerginosa，Fravobacterium spp.，Enter-

obacter cloacae，Acinetobacter spp.，Aeromona hydro-

phila，といった接触感染と考えられる菌が 30 施設か
ら検出された．しかしこれらの菌は，3 回目には認め
られなかった（P＜0.0001）．

また皮膚や鼻腔から分離される菌である Staphylo-

coccus spp.，Micrococcus spp.，Corynebacterium spp. の
検出率は，82/154 から 10/126 施設へと有意に減少し
た（P＜0.0001）．特に上流から下流まで，これらの菌
が検出される施設が，2 回目の検討では 12 施設あっ
たが 3 回目には 0 施設になった．

表 1-1　原液 A 出口検出菌結果（アンケート結果）

施設別組み合わせ 集　計 検出率（％）

第 2 回 A リキッド＋B リキッド   2/14 14
第 3 回 A リキッド＋B リキッド 0/8   0

第 2 回 A リキッド＋B 粉末 10/60 17
第 3 回 A リキッド＋B 粉末   8/45 18

第 2 回 A 粉末＋B 粉末 23/74 31
第 3 回 A 粉末＋B 粉末 26/66 39

表 1-2　原液 B 出口検出菌結果（アンケート結果）

施設別組み合わせ 集　計 検出率（％）

第 2 回 A リキッド＋B リキッド   8/14   5
第 3 回 A リキッド＋B リキッド 2/8 25

第 2 回 A リキッド＋B 粉末 29/58 50
第 3 回 A リキッド＋B 粉末 23/45 51

第 2 回 A 粉末＋B 粉末 28/74 38
第 3 回 A 粉末＋B 粉末 24/66 36
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図 7　菌数の検出比較（コンソール入口）
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図 8　菌種別検出比較（コンソール入口）

Corynebacterium sp.  2%
Micrococcus sp.  1%

Pseudomonas aeruginosa  6%

Pseudomonas sp.  22%Sphingomonas paucimobilis  14%

Burkholderia pickettii  14%

従属栄養細菌（グラム陰性桿菌）41%

従属栄養細菌（グラム陰性桿菌）25%
Aeromonas sp.  1%

Bacillus sp.  1%
Burkholderia cepacia  2%

Burkholderia pickettii  7%
Corynebacterium sp.  10%

Klebsiella oxytoca  1%
Enterobacter sp.  1%

Micrococcus sp.  3%
Pseudomonas aeruginosa  8%

Stenotrophomonas maltophilia  1%

Sphingomonas paucimobilis  5%

Pseudomonas sp.  35%

検出菌件数　コンソール入口（第 2回）

検出菌件数　コンソール入口（第 3回）



日本透析医会雑誌　Vol. 24　No. 3　2009378

図 9　菌数の検出比較（コンソール出口）
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図 10　菌種別検出比較（コンソール出口）
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4　考　察

RO タンク後は 8 割の施設から菌が検出され，水棲
菌由来のグラム陰性桿菌が 9 割検出され，なかには菌
数 300 CFU/ml 以上の施設もあった．

原液 B 出口部は原液 A 出口部に比し，検出された
菌種および菌数は多かった．原液 B のほうが 300 

CFU/ml 以上の菌数を認めた．透析液リキッドと粉末
溶解装置の組み合わせについては，原液 A リキッド
に高い検出率を認め，その原因としては貯留が考えら
れる．菌種については，Pseudomonas aeruginosa 等病
原性の高い菌や，Burkholderia cepacia といった消毒
剤に強い抵抗性を有する菌が検出されており，施設に
よっては消毒後の効果が得られていない可能性もある
と考えられる．

透析液製造工程ポイントで，菌の定着リスクが高い
部位は確定できなかった．Pseudomonas aerginosa，
Enterobactor spp.，Klebsiella spp. などの病原性が高い
菌は，供給装置出口まで検出されなかったが，下流の
コンソール入口，コンソール出口，カプラ部から検出
さ れ た．一 方 で Corynebacterium spp.，Micrococcus 

spp.，CNS のように，接触時の汚染が考えられる皮膚
常在菌および環境菌の検出が多く見られた．これらは
洗浄および消毒不足が考えられるため，清浄化水質管

理では汚染原因を追及し，透析用水配管経路のみでは
なく，環境管理において十分な注意が必要である．カ
プラ部で菌が検出されなかった施設は，抗菌カプラ，
クリーンカプラ，ジョイントレスなど汚染防止カプラ
が使用されていた場合が多かった．

第 2 回の透析用水の現況を示し（清浄化部門 PDF，
http://www.osakace.com/），この 1 年間，各施設で清
浄化管理や標準予防策を取り入れた施設が増し，各施
設で検出した菌数，病原性の菌種が減少傾向であった．
しかしこの実態調査の経年的調査で，RO タンク，供
給装置，コンソール，カプラ部での消毒不足による抵
抗菌や耐性菌が棲息する施設もまだ多く，消毒方法の
濃度，時間，温度を変更できない機器もあるため，今
後は安全に使用できる消毒剤も検討している．

まとめ

大阪府臨床工学技士会清浄化部門は，透析液および
透析用水の生物学的汚染基準をめざすには，生菌数の
評価に加えて菌種の同定を行うことを推奨する．

今回，府下透析施設の透析液および透析用水の現況
を踏まえて，透析用水生物学的汚染管理基準を提言す
るものである．

図 11　菌種別検出比較（カプラ）
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要　旨

血液透析症例の HCV 感染率は高率であり，生命予
後規定因子として，HCV 感染とそれに伴う肝疾患の
進展，特に肝細胞癌の併発が重要であることが明らか
になっている．HCV 感染に対する抗ウイルス治療の
進歩により HCV 駆逐率は大幅に向上した現在，HCV

感染血液透析症例の治療も推進することが必要である．
抗ウイルス効果に重要な役割を果たす ribavirin は貧
血の副作用のため血液透析症例には使用できないが，
IFN あるいは Peg IFN 単独治療が完遂できればその有
効性は非透析者に勝るとも劣らない．しかし，透析症
例では種々の有害事象により治療継続が困難で，中止
例も多い．透析回路内に投与可能な IFN b は副作用が
少なく安全に投与可能であることが経験され，遺伝子
型 1b 以外，あるいは低ウイルス量症例では IFN b を
用いた治療を積極的に考慮すべきである．

はじめに

C 型肝炎ウイルス（hepatitis C virus； HCV）感染
率は血液透析（hemodialysis； HD）症例およびその
従事者で高率である．7 カ国，8,615 症例による検討
では，感染率は 13.5％（range：2.6〜22.6％）とされ
ており1），わが国でもほぼ同様の感染率であることが
報告されている2）．HCV 感染を有する HD 症例は，肝
硬変，肝細胞癌への進展により，非感染者に比し予後
が不良であることが明らかになり（表 1），治療対応
が予後改善には重要である3, 4）．一方，HCV 感染に対
する抗ウイルス治療の進歩は目覚ましく，持続性のポ
リエチレングリコール（polyethyleneglycol； Peg）を
結合したインターフェロン（interferon； IFN）と経口
抗ウイルス薬である ribavirin の併用により，50％ 以
上の症例で HCV の駆逐が可能となっている5, 6）．した
がって，HCV 感染が認められる HD 症例についても，
まず抗ウイルス治療を考慮することが重要である．

［臨床と研究］

透析患者における C 型肝炎の最近の治療

銭谷幹男
東京慈恵会医科大学大学院医学研究科器官病態・治療学消化器内科

key words：C 型肝炎，IFN b，Peg IFN

Diagnosis and treatment on HCV-infected hemodialysed patients : significance of IFN beta
Gastoenterology, Jikei University Graduate School of Medicine, Tokyo
Mikio Zeniya

表 1　HCV 感染 HD 症例の生命予後

著　者 平均観察期間
（月）

HCV 抗体陽性
（死亡/患者（％））

HCV 抗体陰性
（死亡/患者（％）） p

Nakayama E, et al.
（日本） 72 91/276（33.0） 277/1,194（23.1） 0.0001

Pereira BJ, et al.
（アメリカ） 73 84/223（37.7） 70/273（25.6） 0.005

Espinosa M, et al.
（スペイン） 96   34/57（59.6） 47/118（39.8） 0.02

HCV 感染の存在で，死亡率は明らかに高率であることがわが国を含めて確認されている．
（菊地　勘，秋葉　隆：臨牀透析，25（1）； 19-26，2009，より）
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本稿では，2009 年の米国肝臓学会のガイドライン7），
およびわが国の肝臓学会コンセンサスミーティングの
内容を中心に，自験例を含めて，最近の HCV 感染 HD

症例に対する治療の現況を概説する．

1　HD 症例における HCV 感染の特殊性

HD 症例では，通常 HCV 感染における肝障害の指
標として有用な血清 ALT が，しばしば低値を示し評
価困難な場合が多いことに注意が必要である8）．さら
に，ALT が基準値内を推移している場合でも，肝生
検を行うと肝組織は線維化を示している場合も稀なら
ず認められることも報告されている9）．したがって，
確実に治療適応を決定するためには肝生検が必要であ
る．しかし，HD 症例は HD 毎に抗凝固薬を用いてお
り，また，血小板機能の障害もあることから10），生検
には大きなリスクが伴う．筆者らは，これらの点を勘
案し，より正確な病態把握と治療適応決定に困難が伴
う症例については，経頚静脈的カテーテルによる肝生
検を施行している．

なお，稀ではあるが，HD 症例では免疫状態の異常，
特に抗体産生不全により，血清 HCV-RNA が陽性であ
るにもかかわらず，HCV 抗体が陰性の場合が存在す
ることにも注意が必要である．HCV 感染が疑われる
場合は，現時点で最も鋭敏な real-time PCR 法による
HCV-RNA の測定をすべきである．

2　治療適応の判断

HCV に感染した HD 症例の血清 ALT，AST 値は基
準値以内を示すことが多い．一方，感染症例の頻度に
比し，進行肝病態を示すことは少ない．従来は，この

ため，AST，ALT が基準値以内の場合は，経過観察，
AST，ALT 上昇の場合は強力ミノファーゲン C 静注
などの対症療法で多くの場合対応されていた．この状
態は非 HD 症例でも同様の対応であったが，Peg IFN，
ribavirin 併用による C 型肝炎の治療成績が良好にな
ったことを踏まえ，現在では ALT，AST 値は治療の
適否決定因子とはならず，HCV 感染が存在すれば，
治療を考慮するのが一般的となっている．事実，血清
ALT，AST 正常者の治療成績は，異常者での成績と同
様であることが示されている11）．

HD 症例についても同様で，米国肝臓学会のガイド
ラインでは，HCV 感染については抗ウイルス治療を
考慮することが示されている．また，わが国でも，第
45 回日本肝臓学会総会のコンセンサスミーティング
で，感染者への治療指針も示されている（図 1）．治
療適応年齢は非透析者では 65〜70 歳が上限とされて
いるので，HD 症例では原疾患の病態を勘案し，より
若年での適応とすべきであるが，絶対ではない．治療
に用いられる IFN，ribavirin はいずれも腎で代謝・排
泄されるので，腎不全ではそのクリアランスは低下す
る．HD は Peg IFN のクリアランスには影響を及ぼさ
ないが，HD 症例では投与量の減量が必要である12, 13）．
なお，非 HD 症例で併用する ribavirin は，HD 症例に
は，その貧血の副作用が高度のため原則的に併用は禁
忌である．

治療に当たって，肝組織所見の把握は重要であるが，
生検は IFN 治療に当たって必須ではない．肝生検施
行に当たっては前述の経頚静脈生検を用いるなどの配
慮が必要で，全例に施行することは困難である．血小
板数の低下は C 型肝炎での肝線維化と相関することが

図 1　日本肝臓学会による C 型肝炎治療指針
　透析症例に対する学会のコンセンサスである．IFN 300 万単位週 3 回とある部
分を IFN b と考え，筆者らは治療している．経験上 600 万単位までは使用できる
ことも明らかである．

第 45 回日本肝臓学会総会
コンセンサスミーティング　C 型肝炎

Recommendation 6

重篤な腎障害を有する患者（透析患者）では，IFN 3 MIU 週 3 回か，
PEG IFNa2a 90 ng あるいは 135 ng/週の単独治療が推奨される．

（Level 2a，Grade B）
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明らかとなっていることや，肝合成能，P III P，Type 

IV コラーゲンなどの線維化マーカー，および，超音
波検査などの画像診断所見を基に推察して治療適応の
参考にするのが妥当であろう．近年汎用されつつある
肝硬度測定は，HD 症例では高値を示す場合が多く，
その意義についてはさらなる検討が必要である．

3　治療の実際

図 2 に，2009 年度の非 HD 症例に対する治療ガイ
ドラインを示した．Peg IFN，ribavirin 併用 24〜72 週
の治療が基本とされている．しかし，HD 症例には
ribavirin 使用が原則禁忌であるため，IFN 単独使用が
基本となり，HD 症例に対する投与期間は必ずしも明
らかにはされていないが，非 HD 症例と同様 24〜72

週が妥当である．
通常の IFN を用いた IFN 単独治療 HD 症例の報告

は多く，その治療のウイルス駆逐率は 33〜37％，治療
抵抗性を示す Genotype 1b でも 26〜31％ と，非 HD

症例より良好である14, 15）．しかし，有効性は高いが，

従来の IFN 単独週 3 回投与では治療脱落症例が多い
ことが問題であり16），必ずしも積極的に行われていな
かったのが実情である．しかし，Peg IFN の登場によ
り，治療効果が良好となった現在，米国肝臓学会では，
Peg IFN 48 週による治療を推奨し，わが国の肝臓学会
でも Peg IFN あるいは従来 IFN の週 3 回投与が推奨さ
れている．

わが国で単独使用可能な Peg IFN は a-2a 製剤（Pega-

sys®）で，1 回量 135 ng が標準的使用量とされている．
図 3 に示すように，135 ng は非 HD 症例の 180 ng 使
用に相当し，また，90 ng との比較試験17）で有効性が
高いことも確認されている（図 4）．しかし，Peg IFN

の治療においても，治療完遂症例は 76％ で，重篤な
副作用は 36.8％ に及ぶことも同時に明らかにされて
いることに注意が必要である．さらに，注目すべきは
Peg IFN での最終的ウイルス駆逐率，いわゆる SVR

（sustained viral response）は 39％ と必ずしも良好で
はなく，従来型 IFN 週 3 回投与での成績を大きく凌
駕するものではないということである．

図 2　C 型慢性肝炎治療のガイドライン 2009
　このガイドラインは，肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究班
によるものである．あくまでも，非透析症例に対するガイドラインであるが，IFN の治療
期間は原則としてこれに準じて適応する．（虎の門病院 熊田博光監修）

ガイドライン 2009

ウイルス量 ジェノタイプ 1 ジェノタイプ 2

高ウイルス量
5.0 LogIU/mL 以上
300 fmol/L 以上
1 Meq./mL 以上

・ペグイントロン＋レベトール
　併用療法（48〜72 週間）
・ペグ IFN a-2a＋リバビリン
　併用療法（48〜72 週間）

・ペグイントロン＋レベトール
　併用療法（24 週間）

低ウイルス量
5.0 LogIU/mL 未満
300 fmol/L 未満
1 Meq./mL 未満

・IFN 単独療法（24 週間）
・ペグ IFN a-2a 単独療法 
（24〜48 週間）

・IFN 単独療法（8〜24 週間）
・ペグ IFN a-2a 単独療法 
（24〜48 週間）

〈ガイドラインの補足〉
1. ジェノタイプ 1，高ウイルス症例へのペグ IFN＋リバビリン併用療法の投与期間延長（72

週間投与）の基準：
　 投与開始 12 週後に HCV RNA 量が前値の 1/100 以下に低下するが HCV RNA が陽性（real 

time PCR 法）で，36 週までに陰性化した症例において，プラス 24 週（トータル 72 週間）
の投与期間を延長する．

2. ジェノタイプ 1，高ウイルス症例へのペグ IFN＋リバビリン併用療法で，投与開始 36 週後
に HCV RNA が陽性（real time PCR 法）でも ALT 値が正常化例は，48 週まで継続治療を
行い，治療終了後の長期 ALT 値正常化維持を目指す．

3. ペグ IFN＋リバビリン非適応例・無反応例に対する IFN 単独長期療法は，最初の 2 週間は
通常量の連日または週 3 回間歇投与とし，最大 8 週間で HCV RNA が陰性化しない症例は
通常量の半分量を長期投与する．
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わが国では静注可能な IFN b 製剤が使用可能である
が，IFN b は Peg IFN に用いられている a 製剤に比し，
副作用が少なく安全性の高いことが報告されている．

Pellicano ら18）は，Peg IFN a が使用困難な症例には優
れた安全性を示す IFN b の使用が推奨されることを
報告し，Banwell ら19）は，小児において 2 年間の投与

図 3　Peg IFN 投与後の血中濃度の推移
　透析症例では，Peg IFN 135 ng が非透析者の Peg IFN 180 ng 投与と同等であることが
血中動態から明らかである．
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図 4　HD 症例に対する HELPS 試験の成績
　血液透析症例における Peg IFN 135 ng と 90 ng の比較試験．135 ng 群での有効性が高
いことから，135 ng を標準とすべきであるが，90 ng でも効果はある．いずれの場合も中
止症例は少なくないので，できれば IFN b をまず考慮すべきであろう．
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での安全性を示している．
著者らはこれらの事実を勘案し，HD 症例に対して

は IFN b（Feron®）300〜600 万単位週 3 回，透析時
の投与を行い良好な成績を収めている．HCV の遺伝
子型 1b 以外，特に遺伝子型 2a あるいは 1b 低ウイル
ス量症例では，IFN b 300〜600 万単位週 3 回，24〜
48 週投与で 80％ 以上の SVR 率を得ている（投稿中）．
投与量 300 万と 600 万単位の使い分けは，ウイルス型，
ウイルス量によって考慮されるべきであるが，著者ら
は，HD 症例では治療継続が最終的な有効性に重要と
考え，当初 300 万単位で開始，ウイルス量の低下，有
害事象の発現を勘案し，600 万単位に増量する方法を
用いている．投与に当たっては IFN b を血液透析回
路内に静注する方法を取っている．投与された IFN b

は透析されないので，投与は透析開始のどの時期でも
可能であるが，IFN の初期副作用を考慮して筆者らは
開始後早期の投与を行っている．この投与では，発熱
を含む副作用の出現が透析施行中に出現しても十分な
対応が可能である．

しかし，わが国で頻度の高い遺伝子型 1b 型の高ウ
イルス症例では，IFN b 600 万単位，週 3 回投与では
ウイルスの駆逐が困難である場合が多いことも事実で
ある．これら症例に対しては，当初は IFN b で開始し，
IFN 耐性や，副作用を十分勘案した上で，Peg IFN 

135 ng 週 1 回へと変更，効果を確認，副作用によって
はまた，IFN b への切り替えを行う．切り替え時期等
については，確立したプロトコールは存在せず，今後
症例を重ねての検討や，試験研究が必要である．わが
国では IFN b と Peg IFN 両者を上手に使うことが可
能であるので，いわゆるさじ加減を上手にして，ウイ
ルス駆逐を目指すことが重要である．

治療期間については，遺伝子型 1b 以外でかつ IFN 

b 投与開始 4 週後に血清 HCV-RNA が real-time PCR

法で検出感度以下となった場合は 24 週，それ以後 8

週から 12 週では 48 週投与を基本としている．遺伝子
型 1b，あるいは高ウイルス量症例では 72 週投与が最
低限必要で，中途で IFN の切り替えを行った場合は
さらに長期 96 週までの投与も考慮が必要である．な
お，治療の種類にかかわらず，24 週で血清ウイルス
が消失しない，また，2 Log 以下の低下をまったく示
さない場合は現時点での治療は困難であり，治療を中
断することを考慮する．

治療希望が強い，また腎移植希望などによりウイル
ス駆逐が重要な症例では，非 HD 症例で用いられるが，
原則的には HD 症例には禁忌である ribavirin 併用を
考慮する．ribavirin は腎から除去され，HD では除去
されないので20），使用に当たっては減量が必須であり，
また貧血への注意深い対応が重要である．著者らは，
ribavirin 1 日量 200 mg を併用，Peg IFN 135 ng 用い
てウイルス駆逐に成功した症例を経験している（未発
表データ）．

Rendiana ら21）は，Peg IFN a-2a 135 ng 週 1 回 に，
筆者らと同様に ribavirin 200 mg/日を用いて 48 週の
治療で良好な成績を示している．この場合，筆者の例
を含めて erythropoietin，や granulocyte colony-stimu-

lating factor 等の growth factor の使用が不可欠である．
ribavirin を用いた場合の治療期間は非透析症例と同様
に，48 週以上，72 週が基本となる．いずれの場合も
治療終了後は 6 カ月間，血清 HCV-RNA を測定し，消
失が持続的に認められることを確認，6 カ月目の陰性
により HCV の駆逐と判断する．

治療により HCV-RNA が消失した症例においても
20％ 以上の症例で，治療終了後に HCV-RNA が再出
現する．こうした症例は IFN の効果は認められるの
で，病態と副作用を勘案し，再治療を決定する．再治
療はより強力な治療，長期間となることが予測され，
今後こうした症例の対応についての検討も重要である．

おわりに

HD 症例における HCV 感染への治療対応について
概説した．HCV 感染は治療により駆逐が可能な感染
症であり，感染が成立している場合，IFN による治療
をまず考慮すべきである．特に遺伝子型 2a や 1b 低
ウイルス量症例では透析時に投与可能で，かつ安全性
に優れている IFN b により良好な効果が期待できる
ので治療を行うべきである．今後この妥当性について
大規模試験による検討が必要である．治療困難症例が
多い遺伝子型 1b 型高ウイルス量症例では副作用に注
意し，IFN b と Peg IFN を上手に使い分けて治療効果
を上げる工夫が必要である．ribavirin 併用や今後使用
が期待されているあらたな抗ウイルス薬については，
改めての検討が必要である．
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要　旨

維持血液透析患者および保存期慢性腎不全患者のか
ゆみの成因として，内因性オピオイド系が注目されて
いる．私どもの臨床研究の結果から，n（ミュー）オ
ピオイド系はかゆみを誘発し，l（カッパ）系はかゆ
みを抑制することが示唆された．そこで，全国 337 例
のかゆみの強い血液透析患者を対象とするランダム化
した前向き二重盲検試験において，東レ（株）が開発
した l 受容体作動薬ナルフラフィン（レミッチ®，
TRK-820，2.5 ng および 5 ng）を 14 日間内服させる
と，プラセボと比較して visual analogue scale（VAS）
で表されるかゆみの強さは有意に抑えられた．10 年以
上にわたる臨床試験の結果が評価されて，本薬（2.5  

ng ソフトカプセル）は 2009 年 1 月に厚生労働省によ
り認可され，3 月から発売されている．実際に，他の
かゆみ止め薬の効かない患者に投与すると，本薬は著
明にかゆみを抑制している．

はじめに

かゆみは維持血液透析患者の約 60％ に見られ，難
治性で患者を悩ませる重要な合併症である1〜5）．2001

年に新潟大学の下条と成田のグループは，2,500 人と
いう多数の維持透析患者にアンケートを行い，40％ の

患者が中等度から強度のかゆみを訴えていること，13

％ の患者にかゆみゆえの睡眠障害があることを報告
した6, 7）．

しかしながら，透析患者のかゆみは，原因がわから
ないためにこれまで抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬
が漫然と投与されていた．内科医，透析医はかゆみを
ひとつの重要な疾患ととらえず，治療の意欲をもたず，
かゆみのケアは看護師や家族にまかせていた．抗ヒス
タミン薬が効かない患者は多く，私が研修医の頃，効
果がなく副作用ばかり強いかゆみ止めの薬を捨ててい
る透析患者も多く見られた．これらは，私ども透析医，
内科医の，かゆみという重要な疾患に対する認識不足，
研究不足によるものである．
「患者のかゆみの機序を解明し，何とか治してあげ

たい」という強い願いをもって，私どもは内因性オピ
オイドに着目し，「内因性 n アゴニスト対 l アゴニス
トの比」がかゆみの強さと相関するかどうかを検討し
た．さらに，新しいカッパ（l）受容体作動薬（アゴ
ニスト）であるナルフラフィン（レミッチ®：remis-

sion of itch）を，既存治療が効かないかゆみを有する
血液透析患者 337 例に 2 週間経口投与し，プラセボを
置いた二重盲検臨床試験においてプロスペクティブ

（前向き）に評価した．その結果，本薬により，プラ
セボと比較して visual analogue scale（VAS）で表され
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るかゆみの強さは有意に抑えられた．これらの結果は，
Nephrology Dialysis Transplantation 誌 に 受 理 さ れ，
2009 年 11 月にウェブ上で公開された8）．

1　内因性オピオイド系の重要性

かゆみの原因として私どもらが着目し，世界でも注
目されているオピオイド系について紹介する．

表 1 のように，皮膚，リンパ球表面，中枢神経系な
どには n，l，d（デルタ），ORL-1 の四つの受容体が
同定されており，それらに対する内因性および外因性
のアゴニスト（作動薬）およびアンタゴニスト（拮抗
薬）が分類されている．n アゴニストの代表であるモ
ルヒネの鎮痛作用は有用であるが，かゆみを誘発する
作用もあることから，かゆみ発症機序として内因性オ
ピオイドの役割が注目されてきた．Danno ら9）は，か
ゆみのある透析患者では，内因性 n ペプチドである
血清メチオニン・エンケファリン濃度が高いことを示
した．

Peer ら10）は，15 人のかゆみの強い維持透析患者に
対し，n 受容体拮抗薬であるナルトレキソンを 1 週間
投与し，この薬剤がかゆみを有意に抑制することを示
した．しかし，ドイツの Mettang のグループ11）は，1

カ月，ナルトレキソンとプラセボとをクロスオーバー
で投与したが，かゆみの抑制作用に有意差はないこと
を明らかにした．それゆえ n 拮抗薬の有効性につい
ては現在否定的に考えられている．

一方私どもは，「中枢神経系において，l オピオイ
ド系が n オピオイド系の作用を抑制する」というニ
ューロサイエンス領域の成績12, 13）に着目して，一連の
かゆみ止め薬の研究，開発を始めた．皮膚科および内

科の医師，東レ株式会社の研究者が協力して，患者の
リンパ球表面における受容体発現の解析から，経口治
療薬としての l 受容体作動薬の二重盲検臨床試験ま
でトランスレーショナル・リサーチを行ってきた．

2　透析患者の血中 n および l ペプチド濃度

透析患者のかゆみの機序として，私どもは内因性オ
ピオイド系の異常を想定し，健常対照者 40 人および
慶應義塾大学病院中央透析室の患者 37 人（かゆみが
ない 19 人，中等度のかゆみ 8 人，強いかゆみ 10 人）
の血中の内因性オピオイド濃度を測定した（図 1 左）．
内因性 n ペプチドとして b-エンドルフィンを，l ペ
プチドとしてダイノルフィン A を，d ペプチドとして
ロイシン―エンケファリンを測定した．その結果，か
ゆみの強い患者ほど b-エンドルフィン濃度が高いこ
とが確認された14）．
「b-エンドルフィン対ダイノルフィン A の比」すな

わち「内因性 n ペプチド対 l ペプチドの比」を計算
すると，図 1 右のように，かゆみの強い患者ほど「n

ペプチド対 l ペプチドの比」が大きいことが示され
た．この結果から「血中の n オピオイドはかゆみを
誘発し，l オピオイドはかゆみを抑制する」ことが示
唆された．

3　リンパ球表面の n および l 受容体の発現

同様の患者において，末梢血リンパ球表面の n お
よび l 受容体の発現を，東レ株式会社が開発した RT-

PCR 法により定量化した15）．その結果から，まず一
人ひとりの患者ごとに，n 受容体か l 受容体のどちら
が優位に発現しているかのタイプを決定した．かゆみ

表 1　オピオイドの分類とその作用

受容体タイプ n
（ミュー）

l
（カッパ）

d
（デルタ）

ノシセプチン
（ORL-1）

内因性リガンド
（ペプチド）

b-エンドルフィン ダイノルフィン エンケファリン ノシセプチン

作動薬
（アゴニスト）

モルヒネ
フェンタニル
ブプレノルフィン

ナルフラフィン
U50448H

DPDPE ─

拮抗薬
（アンタゴニスト）

ナロキソン
ナルトレキソン

Nor BNI NTI ノシセプチン誘導
体

作動薬の主な作用 鎮痛，鎮静
かゆみ，呼吸抑制
胃腸管運動抑制
依存性

鎮痛，鎮静
かゆみを抑制依存
性なし
水利尿

鎮痛
呼吸抑制

痛覚過敏
学習・記憶障害
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のない健常者では，n 受容体優位の者（n＞l）が 20

％，n と l の受容体がほぼ同等に発現した者（n＝l）
が 25％，l 受容体優位の者（n＜l）が 35％ であった．

一方，かゆみのある透析患者では，n 受容体優位の
者が 20％，二つの受容体がほぼ同等に発現した者が
60〜75％，l 受容体優位の患者は 0 であった．すなわ
ち，かゆみのある透析患者では，健常者と比較して，

「l 受容体と比べて n 受容体が相対的に優位であるこ
と」が示唆された．

血中オピオイド濃度とリンパ球表面におけるオピオ
イド受容体発現という二つの臨床成績を統合し，「か
ゆみのある透析患者では相対的に n ペプチドおよび
n 受容体が優位であり，健常者では l ペプチドおよび
l 受容体が優位である」という仮説を立てた14）．現在，
皮膚生検により，共同研究者の高森は健常者およびア
トピー性皮膚炎患者の，丸山はかゆみの強い透析患者
の，皮膚の n および l 受容体の発現を定量化している．

4　マウスのかゆみに対するナルフラフィンの効果

上記の仮説を検証するために，サブスタンス P に
よりマウスにかゆみを生じさせ本薬の効果を測定した．
本薬は，東レ基礎研究所の長瀬博グループが開発した
まったく新しい l 受容体作動薬（TRK-820，ナルフラ
フィン）で，その構造式は（-）-17-（cyclopropylmeth-

yl）-3, 14b-dihydroxy-4, 5a-epoxy-6b-［N-methyl-trans-3-

（3-furyl）acrylamido］morphinan hydrochloride である．

方法は，マウスのひっかき行動を離れた場所からテ
レメトリー・カメラで記録し，かゆみの程度を後足で
皮膚をひっかく回数として定量した．その結果，従来
の抗ヒスタミン薬はあまり有効でなかったが，本薬の
場合にはひっかく回数を有意に減らした16）．東レ基礎
研究所の研究者たちは，本薬の化学的性質やサルなど
における効果も厳密に検討した17〜19）．さらにマウス
においてモルヒネによるかゆみ（おそらく中枢神経系
の n 受容体を介するかゆみ）も減らした20）．逆に，l

受容体の拮抗薬はかゆみを誘発した21）．

5　経口治療薬としての l 受容体作動薬ナルフラフィン

「かゆみのある透析患者では n ペプチドおよび n 受
容体が優位であり，健常者では l ペプチドおよび l

受容体が優位である」という私どもの仮説を臨床でも
検証するために，慶應義塾大学病院の抗ヒスタミン薬
が効かない，かゆみの強い外来維持透析患者 6 人（平
均 56 歳）に順次入院してもらい，本薬 10 ng を非透
析日の朝食前に 1 回経口投与した22）．かゆみは，医師
が判定する「白取昭の重症度分類」と，患者がみずか
ら記録する visual analogue scale（VAS）の二つの方
法で評価した．VAS とは，図 2 のように，目盛を刻
んでない 100 mm の水平の直線に，かゆみの強さに応
じて患者自身が印をつけ定量化する方法である．痛み
やかゆみなど，主観的な感覚を客観的に表現しようと
する世界の標準的な評価手法と考えられている．

図 1　かゆみの強度と n ペプチド対 l ペプチド比との正の相関
　図 1 左：内因性オピオイドの血中濃度．内因性 n ペプチドとして b エンドルフィンを，
l ペプチドとしてダイノルフィンを測定した．かゆみの強い透析患者ほど内因性 n ペプチ
ドの濃度が高いことがわかる．図 1 右：b エンドルフィン対ダイノルフィンの比．かゆみ
の強い患者ほど「内因性 n ペプチド対 l ペプチドの比」が大きいことが示された（文献
14 を引用改変）．
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図 3 のように，本薬内服直前の VAS の平均は 54 mm

だったが，内服から 4 時間後に 12 mm と有意に減少
し，12 時間後には 4 mm へと著明に減少した22）．さ
らに白取の 5 段階分類の評価でも，かゆみは著明に改
善した．問題となる有害事象はなかった．1 週間後に
は，再びかゆみが出現し，VAS は平均 49 mm となった．

以上述べた「n ペプチドがかゆみを誘発し，l ペプ
チドがかゆみを抑制する」という私どもの仮説，およ
び本薬の良好なかゆみ抑制効果は，Lancet 誌2）および
Nephrology Dialysis Transplantation 誌3）などにおいて
高く評価されている．

6　中規模前向き二重盲検試験の結果

この仮説を実際の臨床の場で検証するために，全国
の透析施設に参加してもらい，中規模な前向きの二重
盲検試験を行った22）．抗ヒスタミン薬の効かないかゆ
みの強い維持透析患者 88 人をランダムに 3 群に分け，
ブラインドでプラセボ，本薬 5 ng/日および 10 ng/日
に割りつけ，2 週間，毎日夕食後に経口投与した．こ

れらの臨床試験は私どもが計画・検討し，東レ，東レ
メディカル，第一三共の研究者たちが協力した．

その結果，5 ng の本薬により著明なかゆみ抑制効
果を得た．すなわち，痛みやかゆみの臨床研究でよく
見られるように，プラセボでもかなり VAS が低下し
たが，5 ng の本薬を 2 週間内服した患者の VAS の減
少度は，プラセボ群の VAS 減少度よりも有意に大き
かった．図 4 に，本薬の著明なかゆみ止め効果があっ
た一症例の時間的経過を示す．

7　大規模前向き二重盲検試験

厚生労働省に以上の有意な臨床試験の結果を報告し
たが，発売の承認を出すためにはもっと症例を増やす
ようにという厳しい指示があった．そこで，かゆみの
強い透析患者 337 人を，プラセボ，本薬 2.5 ng/日お
よび 5 ng/日の 3 群にランダムに割り付けた前向き二
重盲検比較試験を，日本全国の患者，医師，看護師，
臨床工学技士の協力のもと行った．本薬またはプラセ
ボは，2 週間，毎日夕食後に経口投与した．

図 2　VAS の実例
　目盛を刻んでない 100 mm の水平の直線に，かゆみの強さに応じて患者自身が印をつけ
定量化する，国際標準の方法である．
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患者さんがチェック

図 3　カッパ受容体作動薬ナルフラフィン（10 ng 経口投与）の効果
　慶應義塾大学病院中央透析室のかゆみの強い，維持血液透析患者 6 人に対して，透析の
ない日の朝，1 回だけ投与した．患者自身が 2 時間おきに VAS によりかゆみの強さを記録
した．内服後 4 時間で VAS 値は有意に減少し，12 時間後にはさらに減少した（文献 22 を
引用）．
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その結果，図 5 に示すように，本薬 2.5 ng でも 5 ng

でも平均 23 mm と，プラセボと比較して有意に大き
く VAS の値を減少させた．興味深いことに，プラセ
ボでも 15 mm という大きな VAS 減少が得られた．こ
の結果から言えることは，かゆみや痛みのような主観
的な症状を科学的に評価するためには，必ずプラセボ
群を置く必要があることである．さらに重要なことは，
プラセボでも大きな VAS 減少が得られたのであるか

ら，これまで行われてきた看護師や家族による励まし
のことば，あるいはかゆい部分を温めるとか冷やすと
かなどの心のこもったケアはもっと強い効果があるは
ずなので，ぜひ続けてもらいたいということである．

2 週間の試験で最も高頻度の副作用は「不眠症（眠
れない感じ）」であったが，重篤なものはなかった．
血漿プロラクチン濃度の増加もあったが一過性のもの
であり，乳汁分泌もなかった．上記のめざましい結果

図 4　ナルフラフィン投与による VAS の経過例
　88 例を対象とする二重盲検比較試験において，維持透析患者に 5 ng を 2 週間内服させ
た時の VAS の時間的経過の一例．内服により，VAS は明らかに減少した．内服をやめる
と，VAS は増加し始めた．
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図 5　大規模前向き二重盲検試験の結果
　既存のかゆみ止め薬の効かない，かゆみの強い維持血液透析患者 337 例を対象とする二
重盲検比較試験の結果．2.5 ng または 5 ng を 2 週間内服させた群において，VAS の減少
度（mm）がプラセボ群よりも有意に大きかった（文献 8 を引用改変）．
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は，ヨ ー ロ ッ パ の Nephrology Dialysis Transplanta-

tion 誌に受理され，2010 年に発行される8）．

8　1 年間のオープンラベル試験

さらに既存治療抵抗性のかゆみを訴える患者 211 人
を対象として，1 年間，本薬 5 ng を毎日夕食後に内
服してもらい，安全性，有効性，薬物濃度，依存性の
評価を行った．オープンラベル試験ではあるが，かゆ
みをあらわす VAS は，試験前の平均 74 mm から 1 年
後に 30 mm へと著明に減少した．1 年間を通じて重
篤な副作用はなかった．慈恵医大の柳田知司名誉教授
を中心とする依存性検討委員会において厳密に検査し
た結果，この 211 人全員において，身体的依存および
精神的依存は認められなかった．

これらのすばらしい臨床試験の成績が評価されて，
本薬は 2009 年 1 月に，厚生労働省から「既存治療に
抵抗性の血液透析患者のかゆみに対し臨床で用いてよ
い」という承認がだされ，3 月に発売された．2.5 ng/

日から開始してもらうことにしている．

9　ナルフラフィンは中枢神経内だけでなく 

　皮膚でも作用している

図 6 に慢性腎不全や透析患者のかゆみの伝達経路，

および私どもが考える本薬のかゆみ止め効果のメカニ
ズムと作用部位を示す．中枢神経系内（視床，脊髄後
角の神経細胞，後根神経節など）において n 受容体
およびそれに結合する b-エンドルフィンなどがかゆ
みを引き起こし，n オピオイド系を抑制する l 受容体

（中脳水道周囲の灰白質など）に本薬が結合して，か
ゆみを抑制するとわたくしどもは考えている．

しかし，最近の皮膚科の専門家からの報告により，
かゆみをもたらす n 受容体が表皮，真皮，中枢へ向
かう C 線維にもあることが分かってきた23, 24）．さらに
興味深いことに，高森らの皮膚生検の成績では，皮膚
に l 受容体とそのリガンドであるダイノルフィン A

も存在し，アトピー性皮膚炎でかゆみの強い患者さん
は l 受容体が抑制されているが，治療が成功してか
ゆみが治まると皮膚の l 受容体の発現が回復する25）．
これらの成績を統合して考えると，本薬は l 受容体に
結合して l 系を活性化することにより，n オピオイド
系を抑制して，かゆみを抑えるのだろう．しかも，こ
の抑制効果は中枢神経系だけでなく，末梢の皮膚でも
作用しているとわたくしどもは推測している（図６）．

10　発売以来の効果と副作用

発売以来，私が治療に関与している維持血液透析患

図 6　中枢神経系内および末梢皮膚において，ナルフラフィンがかゆみを抑制するメカニズム
　本薬が l 受容体に結合して l 系を活性化することにより，n オピオイド系を抑制して，かゆ
みを抑える．しかも，この抑制効果は中枢神経系だけでなく，末梢の皮膚でも作用していると
推測している．
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者 109 人中のうち 16 人に本薬を投与している．その
結果，16 人中 15 人でかゆみが軽減または消失したと
いう素晴らしい効果が見られた．全員かゆみ止めの内
服薬を使用していたが，15 人でそれらがすべて必要
なくなった．ウレパールのような保湿薬は続けてもら
っている．一例において，かゆくて夜中起きているた

め飲水でまぎらわしていたが，本薬を始めてから飲水
量が減り，体重増加が 4 kg から 2 kg に減った，とい
う予期せぬ効用があった．

効果および副作用は 1 週間以内に発現した．1 人は
かゆみ止め効果がなく，本人の希望で中止した．別の
1 人は，食思不振で中止した．副作用は 16 人中 3 人

表 2　試験実施施設及び治験責任医師名

治験実施施設 治験責任医師 治験実施施設 治験責任医師 治験実施施設 治験責任医師

小倉第一病院 白水　明代 矢吹病院 政金　生人 加納クリニック 平田　直也
稲城市立病院 松川　重明 国保旭中央病院 渡邊　　隆 大町土谷クリニック 高橋　直子
信楽園病院 鈴木　正司 望星赤羽クリニック 喜田　　浩 西クリニック 西　　忠博
日高病院 松尾　英徳 望星田無クリニック 稲田　俊雄 三愛記念市原クリニック 鹿島　　孝
東葛クリニック松戸 中澤　了一 掛川市立総合病院 沼野　正浩 新須磨病院 稲葉　洋子
亀田総合病院 望月　隆弘 志都呂クリニック 長嶋　　悟 寿泉堂クリニック 熊川健二郎
東京都立大久保病院 福田　祐幹 大雄会第一病院 堀江　正宣 貴友会　王子病院 窪田　　実
丸子中央総合病院 岡田　洋一 藤田記念病院 宮崎　良一 音羽病院 近藤　守寛
新風会丸山病院 古橋　三義 大野記念病院 和田　誠次 東名厚木病院 菅野　勝寛
蒼龍会井上病院 岸本　博至 島津病院 三宅　　晋 新松戸中央総合病院 中村　　司
甲南病院 藤森　　明 白石記念クリニック 尊田　和徳 済生会今治病院 大本　昌樹
宏人会中央クリニック 弓田　　滋 沖縄第一病院 渡久山博也 東海病院 江本　秀斗
総合病院土浦協同病院 松井　則明 総合病院中頭病院 仲里　　聰 松山西病院 多嘉良　稔
増子記念病院 山㟢　親雄 しお医院 影山　慎二 東京医科大学霞ヶ浦病院 小林　正貴

小山　寛一 望星藤沢クリニック 橋口　隆之 光晴会病院 大坪　俊夫
偕行会セントラルクリニック 渡邉　緑子 さくら記念病院 小原　功裕 飯田橋村井医院 村井　誠三

河出　恭雅 池上総合病院 小口　健一 賀茂病院 藤澤　明生
春日　弘毅 社会保険滋賀病院 有村　哲朗 翠悠会診療所 本宮　善恢

川島病院 水口　　潤 桜町クリニック 船越　　哲 台原内科クリニック 古田　隆史
西陣病院 青木　　正 キナシ大林病院 野村　伊作 三友会 あけぼの病院 巽　　　洋
仙台社会保険病院 田熊　淑男 横須賀クリニック 笹岡　拓雄 三友会 あけぼの第二クリニック 舘野　純生
東葛クリニック我孫子 長谷川真二 森山リハビリテーション病院 鈴木　孝子 丸山病院 古橋　三義
久保島診療所 大島　譲二 東神クリニック 柴田　和彦 くぼじまクリニック 大島　譲二
友愛クリニック 下山　博身 横浜南クリニック 川田　征一 川島循環器クリニック 西内　　健
安城共立クリニック 勢納　八郎 三愛記念病院 入江　康文 黒沢病院 小倉　治之
井上病院 垣谷　隆介 三愛病院 水野　紹夫 日鋼記念病院 伊丹　儀友

岸本　博至 桑園中央病院 松井　　傑 博腎会病院 許斐儀七郎
白鷺診療所 奥野　仙二 三康病院附属診療所 山本　員久 愛和病院 高橋　　厚
中島土谷クリニック 森石みさき 中越診療所 青柳　竜治 済生会熊本病院 町田　二郎
相澤病院 神應　　裕 名古屋第二赤十字病院 冨永　芳博 済生会八幡総合病院 柳田　太平
三友会 あけぼの病院 藤森　亜希 秀和透析クリニック 塚本　雄介 福岡腎臓内科クリニック 藤見　　惺
三友会 あけぼの第二クリニック 舘野　純生 竹田綜合病院 渡部良一郎 練馬桜台クリニック 永野　正史
昭和大学横浜市北部病院 衣笠えり子 静岡共立クリニック 堀川　和裕 黒田病院 黒田　　俊
府中病院 西川慶一郎 いわき泌尿器科 川口　　洋 諏訪赤十字病院 笠原　　寛
石田病院 小林　　武 天童温泉矢吹クリニック 鎌田　芳則 坂井瑠実クリニック 喜田　智幸
新小岩クリニック船堀 出川　寿一 高知高須病院 湯浅　健司 済生会和歌山病院 半羽　慶行
古賀クリニック 古賀　伸彦 北川クリニック 北川　慶幸 EST クリニック 工藤　誠治
第 2 荏田クリニック 中山　文義 重松クリニック 古賀　祐子 さなるサンクリニック 畦倉　久紀
仁友会泌尿器科内科クリニック 安済　　勉 H・N・メディック 橋本　史生 篠ノ井総合病院 長沢　正樹
慶應義塾大学病院 稲本　　元 はまゆう会 王子病院 田中　孝夫 南大井クリニック 小路　　良

林　　晃一 友愛中川クリニック 金　　成洙 大場内科クリニック 大塲　正二
住吉クリニック病院 佐藤　　隆 友愛桜木クリニック 倉根　理一 徳山中央病院 林田　重昭
今村病院分院 三重　陽一 友愛三橋クリニック 廣瀬　　悟 ＮＴＴ東日本関東病院 渋谷　祐子
南千住病院 蒲谷　　堯 聖マリア病院 東　　治道 田川市立病院 中本　雅彦
札幌北楡病院 久木田和丘 葵セントラル病院 高山　公洋 松下会 あけぼのクリニック 田中　元子
苫小牧日翔病院 熊谷　文昭 尾道クリニック 浜口　直樹 志都呂クリニック新居 長嶋　　悟
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で「眠れない感じ」，他の 1 人で「眠くなる感じ」が
あった．1 人に「不眠かつ眠くなる感じ」があった．
しかし，透析のない日は本薬を朝食後に内服し，透析
日は帰宅してから午後に内服するなどの工夫をするこ
とにより「眠れない感じ」は気にならなくなり，本薬
を中止することなく継続できている．

私の患者以外にも，全国から本薬の著明なかゆみ止
め効果が報告されている．痒疹や膨疹などの皮膚所見
がきれいに消えた症例もある．ただし，私どもの宣伝
不足からまだ全国で 5,000 人前後の血液透析患者しか
内服されていないので，全国での講演などを通して，
本薬の効果を広く知らせたいと考えている．

おわりに

「透析患者のかゆみという疾患を何とか治したい」
という願いを強く抱いて 10 年以上臨床試験を続けて
きた．かゆみの強い，既存治療抵抗性の維持血液透析
患者に新しい l 受容体作動薬本薬を 14 日間内服させ
ると，プラセボと比較してかゆみは有意に抑えられた．
この薬剤は身体的，精神的依存性がないことが確かめ
られた．2.5 ng 群の有効性は，5 ng 群の有効性と同
程度であった．

発売以来の報告を見ると，本薬の最も高頻度の副作
用は「眠れない感じ」であるが，重篤なものはまれで
ある．1 年間にわたる長期試験を実施した結果，安全
性に問題はなく，依存性がないことが示された．ただ
し，これからも慎重にかつ謙虚に副作用を調査してい
きたいと考えている．

謝　辞

ナルフラフィンの臨床試験に参加して下さった患者
さん，医師，看護師，臨床工学技士の皆さんに，心か
ら感謝申し上げます．試験参加施設名と代表医師のお
名前を，表 2 に敬称略にて書かせていただきました．
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要　旨

日本透析医学会の腹膜透析ガイドラインでは，PD

を末期腎不全治療法の初期治療として位置づけ，PD

継続にさいしては，適正透析と腹膜劣化の有無をモニ
ターするよう求めている．その上で，透析不足に対す
る療法変更の選択肢の一つに併用療法もあげ，腹膜劣
化例には計画的な PD 中止を推奨するなど，海外のガ
イドラインには無い本邦独自の内容が盛り込まれてい
る．今後，本ガイドラインをたたき台にして，PD 療
法の標準化と，未解決の諸課題に対する臨床検討が促
進されることが期待される．

はじめに

2009 年 4 月に本邦では初めてとなる腹膜透析に関
するガイドラインが日本透析医学会から提示された1）．
本ガイドラインは，2004 年から開始された準備委員
会での活動を経て，2006 年に発足した腹膜透析療法
ガイドライン作成委員会により編集されたものである．
本ガイドラインの内容は（表 1），大きく PD 療法の
基本骨格となる以下の項目――「導入」，「適正透析」，

「栄養管理」，「腹膜機能」，そして「被嚢性腹膜硬化症
回避のための離脱条件」――から構成され，さらに，
小児患者に関する記載が各項ごとに加えられている．

以下，本ガイドラインが策定された医学的背景，ガ
イドライン各項の要点と課題について触れ，最後に，
本ガイドラインによって期待される点について述べた

い．

1　ガイドライン策定の医学的背景

腹膜透析療法に対するガイドラインあるいは臨床ガ
イドは，国際腹膜透析学会はじめ，欧米各学会からも
出されているが，今回，本邦独自のガイドライン策定
がすすめられた背景には，海外とは違うわが国の PD

事情がある．
在宅医療として PD がわが国に導入されてすでに四

半世紀が経過したが，その普及には施設間，地域間の
違いが大きく，在宅医療として主役を担うには至って
いない．2008 年末の日本透析医学会統計調査でも，
PD 患者は 1 万人未満であり，透析患者全体の 3.2％ で
ある（図 1）．この低迷の原因は，複合的であるが，
医学的な側面において指摘されている点は，PD の腎
不全医療体系の中での位置づけ，透析療法としての PD

の限界の判断，合併症としての被嚢性腹膜硬化症（en-

capsulating peritoneal sclerosis;  EPS）への施策等々に
関する国内でのコンセンサスが明確に示されてこなか
った点が大きい．そこで，今回のガイドラインは，わ
が国の事情に即した PD 療法の大枠を示すことを目的
として，策定作業が進められた．そのために，国内文
献は 3,500 件超が収集され，ガイドラインの中で委員
会オピニオンとして記載されている．

本ガイドラインでは，PD の基本を末期腎不全治療
法の初期治療として位置づけ，PD 継続にさいしては，
透析不足をモニターし，問題があると判断された場合，
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処方変更や他の治療法への計画的な変更を考慮すべき
としている（図 2）．このような治療コンセプトに立
脚した具体的施策として，PD と血液透析（HD）を
組み合わせた併用療法も療法変更のさいの選択肢の一
つとしている．また，腹膜劣化状態を EPS 発症の素

地と規定し，この状態を呈する場合，臨床的には生体
膜の使用限界と判断して，計画的な PD 中止をするよ
う推奨している．このような明確な中止基準は，海外
のガイドラインには無く，本邦独自の内容となってい
る．

表 1　腹膜透析ガイドライン

第一章：導入
1. 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．

　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）
2. 腹膜透析の有用性を生かすために，患者教育を行い，計

画的に導入する．
　  （エビデンスレベル III）
3. CKD ステージ 5（糸球体濾過量 15.0 mL/min/1.73 m2 未

満）の患者で，治療に抵抗性の腎不全症候が出現した場
合，透析導入を考慮する．

　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）
4. 糸球体濾過量が 6.0 mL/min/1.73 m2 未満の場合は透析導

入を推奨する．
　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）

第二章：適正透析
1. 適正腹膜透析の評価は溶質除去と適切な体液状態を指標

として定期的に行う．
　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）
2. 腹膜透析量は週当たりの尿素 Kt/V で評価し，適正透析

量として残存腎機能と併せて最低値 1.7 を維持する．
　  （エビデンスレベル II）
3. 体液量過剰状態を起こさないように，適切な限外濾過量

を設定する．
　  （エビデンスレベル III）
4. 適正透析が実施されているにもかかわらず腎不全症候や

低栄養が出現する場合，処方の変更あるいは他の治療法
への変更を検討する．

　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）

第三章：栄養管理
1. 腹膜透析患者はブドウ糖負荷と蛋白喪失を特徴とした栄

養障害を起こしやすいため，すべての患者に対して個々
の病態に応じた栄養指導を行う．

　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）
2. 栄養状態の評価は複数指標を用いて定期的に行う．
　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）
3. 栄養状態の悪化を認めた場合，透析処方の再考，栄養学

的介入を行う．
　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）

第四章：腹膜機能
1. 腹膜平衡試験（PET）の標準法または簡便法（fast-PET）

による腹膜機能の評価を定期的に行う．
　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）
2. 定期的な評価は，6 ヶ月〜1 年に 1 回を目安とし，この他

に導入初期ならびに腹膜炎からの回復期に実施を考慮す
る．

　  （エビデンスレベル V）

第五章：被嚢性腹膜硬化症回避のための中止条件
1. 長期腹膜透析例あるいは腹膜炎罹患後の例で腹膜劣化の

進行が疑われる場合，被嚢性腹膜硬化症の危険性を考慮
して腹膜透析の中止を検討する．

　  （エビデンスレベル IV）
2. 腹膜劣化を判断するための基本的な検査として，腹膜平

衡試験（PET）を定期的に行うことを推奨する．
　  （エビデンスレベル VI：委員会オピニオン）

図 1　日本の腹膜透析患者数
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2　ガイドライン各論

1）　導入
導入の準備に際しての重要事項として，ガイドライ

ンでは医療情報の十分な提供，計画的な導入，患者・
家族への教育の重要性が強調され，これらをチーム医
療として行うことが推奨されている．HD 領域ではす
でに確立しているチーム医療を，PD にも促進させる
ことを意図している．医学情報は，移植も含め広く伝
えることを求めているが，このための資料として，日
本腎臓学会，日本透析医学会，日本移植学会の 3 学会
合同で作成した患者向け説明書「腎不全の治療選択．
あなたはどの治療を選びますか．」が紹介されてい
る‡1）．

PD 導入に際しては，残存腎機能が高度に低下した
例では，PD の利点は減じてしまう．また，尿毒症症
状が重篤な例では，PD 単独での治療効果は不十分で
ある．したがって，PD は，late referral の例ではなく，
残存腎機能がある程度確保されている時期において，
計画的な導入を予定できる例を対象にすることが望ま
しい．すなわち，PD 導入に際して最も重要な点は，
特定のクレアチニン値に達する時期を判断することで
はなく，個々の患者の臨床状態を勘案して導入環境を
整えるという点にある．

本ガイドラインでは，CKD ステージ，GFR 値，そ
して尿毒症症候の有無を判断基準としている．導入の
対象を CKD ステージ 5（GFR 15 ml/min 未満）の患
者群として大きく捉え，導入の決定には，尿毒症の管
理状況のみならず，社会的要因も十分に配慮されるよ
うな余裕のある基準となっている．その上で，GFR 

6 ml/min 未満例では，臨床症状の有無にかかわらず

治療導入を推奨している（この値は血清クレアチニン
値でおおまかに言って 8 mg/dl，クレアチニンクリア
ランスで 10 ml/min に相当する）．

CKD ステージ分類を導入基準に取り入れたのは本
ガイドラインの特筆すべき点の一つである．血清クレ
アチニン値による腎機能評価の問題が指摘される中で，
この基準が定着することが期待される．

ところで，PD では残存腎機能の観点から，いわゆ
る早期導入を推奨する意見もあるが，これに関しては
現在までのところ十分なエビデンスに乏しく，本ガイ
ドラインでは早期導入に関しての是非に関しては触れ
ていない．

2）　適正透析
本ガイドラインでは，透析による「溶質と水分の除

去」が適正である状態を「適正透析」と定義している．
この観点から，溶質除去量として，尿素（BUN）週
間あたり Kt/V で最低 1.7 を確保すること，適切な限
外濾過量の設定で体液過剰状態を起こさないようにす
ることを求めている．そして，これらの設定にもかか
わらず透析不足の臨床症状や栄養状態の低下が認めら
れる場合には，PD による治療の限界と判断して，処
方・治療法の変更をするよう求めている．

さて，本ガイドラインで採用している溶質除去の基
準は，小分子 BUN を用いた週間 Kt/V であり，しか
もそれは PD と残存腎機能の両者を加算した値である．
このコンセプトは，海外での大規模前向き臨床研究か
らも支持されているものであるが，残腎機能と腹膜と
を機能的に等価と見なしている点など基準としての妥
当性には課題がある．今後，透析不足と Kt/V，b2 ミ
クログロブリン値との関連などに踏み込んだ，詳細な

図 2　包括的腎不全医療の中での腹膜透析の位置づけ
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データ収集が必要となろう．
一方，血圧，カルシウム・リン，貧血の管理は HD

同様，PD 患者予後に大きな影響を与える要因である．
これらについての各論的ガイドラインはすでに示され
ているため，本ガイドラインでは多くは触れられてい
ない．しかしながら，PD 患者を HD とまったく同等
に扱うことはできないことに留意すべきである．たと
えばヘモグロビン，リン値は HD 前後で変化するのに
対して PD では一定のため，目標値が同じでもその実
質的な管理状況は違っている．今後，この問題につい
ては検討が必要になろう．

3）　栄養管理
たんぱく質エネルギー摂取不足に起因する栄養不良

は，患者予後に大きな影響を与える．したがって，栄
養状態を評価し，さらに適正に管理・維持していくこ
とが必要である．ガイドラインでは具体的な栄養評価
として，主観的包括的アセスメント，身体計測，DEXA，
BIA をあげ，6 カ月から 1 年ごとに定期的に施行する
ことを推奨している．これらを遂行していくためには，
将来的に，管理栄養士がチーム医療の中にさらに積極
的に関わってくることが期待される．

総摂取エネルギーの評価には PD 液から吸収される
ブドウ糖も加算する．たんぱく質摂取量は，従来 1.2 

g/kg/day を基準としていたが，本邦で行われた調査
からは，0.9 g/kg/day を基準とする妥当性が示された．
ガイドラインではこの値を採用し，たんぱく質摂取量
を 0.9〜1.2 g/kg/day としている．

PD 患者の食塩摂取に関しては，比較的許容範囲が
広いとされ，一部ではまったく減塩は不要との誤った
捉え方もあるようだが，現実には，多くの例では塩分
制限はほぼ必須であるといってよい．日本人において
は体液管理の問題は無視できず，約 3 割の PD 患者は
体液過剰であったとのデータもある．ガイドラインで
は，すでに日本腎臓学会が示している除水量と尿量の
関係式を用いて，個々の食塩摂取量を決めるように推
奨している．

上述したように，栄養状態が低下していく例では，
透析処方あるいは他の治療法への変更が必要である．
慢性の体液過剰も栄養状態低下の重要な要因であり，
療法の変更を検討すべきとある．

4）　腹膜機能
腹膜機能として世界的に利用されている腹膜平衡試

験（PET）を 6 カ月から 1 年ごとに定期的に行うこと
を推奨している．本試験は，特別な装置やソフトウェ
アを必要とせず，また，残存腎機能にも関係なく腹膜
の透過性を判定できるものである．本試験結果から透
析量を判定することはできない．よって，PET を行
う臨床的な意義は，生体膜としての腹膜の変化をモニ
ターする点にあるといって良い．腹膜透過性の亢進は
後述する EPS の発症背景と強く関連していることよ
り，PD 療法の最低限の安全弁として PET を定着させ
ることを意図している．

PET の標準的原法は，途中 2 時間目に採血をする等，
日常臨床の中でルチーン検査として組み込む上では煩
わしい面もある．ガイドラインでは，そのための代用
として簡便法（fast PET）も推奨している．

5）　EPS 回避のための中止条件
EPS は PD 療法に伴う最大の合併症である．それま

で順調に PD の普及がすすんでいた 90 年代のわが国
で大きな問題となり，その後の長引く低迷の原因とな
っているものである．本邦で多発した EPS 患者の臨
床的特徴は，長期 PD 施行の後，HD に移行後 1 年以
内に発症するパターンである．

現在までの知見で，EPS の発症には PD に伴う腹膜
の変性が基本的に関わっていることが明らかにされて
きた．これには，透析液の高濃度ブドウ糖，ブドウ糖
分解物，乳酸，高浸透圧，酸性による生体非適合性，
腹膜炎，尿毒症環境等が関わっている．この変性した
腹膜で認められる腹膜機能の低下（限外濾過不全と腹
膜透過性亢進）と腹膜形態変化を包括するものとして，
ガイドラインでは「腹膜劣化」の概念を提唱している．

腹膜劣化は EPS 発症の素地となる．したがって，
これをモニターし，早期に把握することにより，EPS

ハイリスク患者を同定することが期待できる．腹膜劣
化の判断法としては，腹膜機能，各種排液マーカー，
組織・細胞診断などが行われているが，いずれも決定
的な診断法にはなりえていないのが現状である．この
中でガイドラインでは PET を推奨しているが，この
理由は，PET が非侵襲的，客観的，簡便性，経済性
に優れるためとしている．PET を少なくとも年に 1 回
は行い，その結果，透過性が経時的に進行し，高度透
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過性（high transport）が 12 カ月以上持続する場合は，
EPS 発症の危険を考慮して，計画的に離脱を検討する
よう推奨している．

腹膜劣化は透析期間や腹膜炎罹患などと密接に関連
しているため，EPS 回避のために透析期間を限定す
る考え方もある．しかしながら，本質的な問題は腹膜
劣化の有無にあり，それを踏まえた上で透析期間の妥
当性も考えるべきであろう．従来の酸性・高ブドウ糖
分解物液での一般的な生体膜の耐用年数は 8 年未満と
捉えられているが，生体適合性を改良した中性化透析
液や，澱粉を使用しているイコデキストリン液（ただ
し酸性液である）でのデータは限られており，この検
証は喫緊の課題となっている．この点を踏まえて，ガ
イドラインでは PD 施行期間の具体的年数には触れて
いない．

6）　付記：併用療法について
HD と PD を組み合わせた併用療法は，1990 年代に

わが国で考案された治療法であり，2004 年には併用
療法に関するガイドも併用療法研究会から発行され，
日本独自の透析治療法として経験が蓄積されてきた．

「腹膜透析ガイドライン」は，この併用療法を，PD

単独から変更するさいの治療法の一つとして位置づけ
ている．

併用療法を行っている患者数は，PD 患者のおおよ
そ 20％（2,000 例程度）に及んでいるものと推定され
ている．HD を週に 1 回施行することで，週 1 回の
HD 併用で透析量は約 20％ 程度上乗せできると推測
されており，たとえ無尿の患者であっても目標値を達
成することができる．さらに，PD だけでは放置され
ているような慢性の体液過剰状態に対しても，HD に
よる強制除水により良好な管理が可能となる．併用療
法の導入により，エリスロポエチン抵抗性貧血の改善，
高血圧の是正，低栄養の改善（血清アルブミン値の増
加），いらいら感や瘙痒感の改善などが示されている．

また，非常に面白い現象として，併用療法導入後に
PD による除水量の増加が観察される例もある．併用
療法を開始して，確実に得ることができる透析効果は，
小分子量物質の除去であるが，b2 ミクログロブリン
といった中分子量領域の物質の除去能には限界がある．
腹膜劣化が進行する例では併用療法からの離脱が必要
となるが，実際には，併用療法を施行している例では

腹膜劣化が進行しにくいことが観察されている．この
ような例での中止時期に関する十分な検討はされてお
らず，重要な検討課題となっている．

3　腹膜透析ガイドラインによるインパクト

本ガイドラインにより，本邦の PD は何が変わるか
について私見を含めて述べたい．

まず，第一に，日常臨床プラクティスの標準化が促
進されることが期待される．ガイドラインでは，導入
の際の情報提供，患者教育の重要性を強調した．これ
は PD，HD，そして腎移植の基本的な末期腎不全医
療の均質な普及を促進させる契機になるものと期待さ
れる．また，適正透析の目標を明確にし，腹膜劣化の
概念を導入したことで，透析量や体液状態，尿毒症症
候の有無のチェック，生体膜の劣化評価としての
PET が日常臨床のルチーン検査として定着すること
が期待される．これによってもたらされるのは，恣意
的な治療を超えた客観的指標に基づく PD 療法であり，
これが標準化を大きく促進することになるものと考え
られる．

第二に期待されることは，これは委員会が明確な意
思を持って策定した点でもあるが，PD の実践者が，
特定の個人からチーム医療に拡大していくという点で
ある．PD の健全な普及のためには，HD での医療シ
ステムと同様，医師，看護師のみならず，ソーシャル
ワーカー，管理栄養士，臨床工学技士の関わりも重要
である．

第三に，学術的な面での臨床エビデンスの蓄積が促
される点である．本ガイドラインからもわかるように，
PD 領域での高いエビデンスレベルの研究は限られる．
しかし，問題は，それ以上に，日常臨床での判断に必
要な事項　――　たとえば b2 ミクログロブリン値の許容
上限値，体液量の評価法等々，未解決の課題は多い．
本ガイドラインをたたき台にして，上質な臨床研究が
国内で促進されることが期待される．

さいごに

PD は在宅透析医療の切り札である．従来，若壮年
患者の社会・家庭生活の復帰を中心に PD は普及して
きた．しかし，高齢化が急速にすすむ本邦において在
宅の意味するところも大きく変貌し，この中で PD の
取り扱いも見直し再検討すべき時期になっている．本
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ガイドラインは，いわば，従来型の在宅医療としての
PD の健全な普及を意図した内容であるが，今後，こ
の基本形を基に，高齢者を中心とした PD 療法の検討
がすすむことを期待したい．
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要　旨

バスキュラーアクセス（vascular access;  VA）不全
に対する修復法の一つとして経皮経管的血管形成術

（percutaneous transluminal angioplasty;  PTA）があり，
バスキュラーアクセスインターベンション治療（vas-

cular access intervention therapy;  VAIVT）と総称され
る．本治療の主体は VA 狭窄の拡張であり，拡張用バ
ルーンを中心に多くのデバイスが開発・市販されてお
り，バルーン特性の多様化とともに治療戦略も拡大し
てきたと言える．一方では，血栓性閉塞病変に対して
使用可能なデバイスは製造中止により縮小され，現在
では，①薬理学的機械的血栓溶解法，②経カテーテル
的血栓吸引除去法用デバイスしか使用できない．さら
に VAIVT の普及・デバイスの多様化により治療者側
の手技も複雑化しており，デバイスや手技を含めた治
療の標準化が望まれるとともに VAIVT 最大の欠点で
ある再狭窄に対する新たなデバイスや治療戦略の確立
が期待されている．

はじめに

VA の修復には外科的再建術と VAIVT があり，日本
透析医学会ガイドラインでは，血管造影上 50％ 以上
の狭窄を有する病変の存在，かつ，①反復する血流不
良，②持続する静脈圧上昇，③再循環による透析効率
の低下など少なくとも一つ以上の臨床症状が認められ
た場合に治療の適応となる1）．VA 不全の原因として

は狭窄病変が最も多く，責任動脈や動静脈吻合部近傍
から中心静脈にいたる VA の様々な部位に生じ，部位
の差により血流不全，静脈圧上昇，シャント肢腫脹な
どの多彩な臨床症状を呈する．

近年，アクセスの温存性と治療による侵襲度を考慮
した場合，ガイドワイヤー通過可能な病変では血管拡
張用バルーンカテーテルによる PTA が第一選択とさ
れる．また部分的な非血栓性閉塞病変ではバルーン
PTA 単独で血流再開が可能な場合もあり，さらに急
性血栓性閉塞の場合も血栓吸引用カテーテル・血栓溶
解用カテーテルで血栓を処理した後に，閉塞の原因と
なる責任病変（主に高度狭窄病変）に対して，バルー
ン PTA を追加することによりアクセス機能の回復が
可能である．VAIVT は外科的修復に比し低侵襲であ
ることや，患者ニーズの高まりから，VAIVT を施行す
る施設は年々増加しており，また透析関連医のみなら
ず放射線科医，循環器内科医，心臓血管外科医など多
くの医師が VAIVT に参画するようになってきた．

本稿ではもっとも多用される血管拡張用バルーンカ
テーテルを中心に，各種血管内治療用カテーテルなど
VAIVT で用いられる主な機材について述べる2）．

1　血管拡張用バルーンカテーテル

1）　一般的分類
バルーンカテーテルは，対応するシースの径により，

①標準型と②特殊型に大別される．
①　標準型バルーン

［臨床と研究］

新しいバスキュラーアクセス 
インターベンション関連機材

佐藤　隆
医療法人偕行会名港共立クリニック

key words： バスキュラーアクセス，経皮経管的血管形成術，インターベンション治療，血管拡張用デバイス，
血液透析

New devices associated with the vascular access intervention therapy
Meiko Kyoritsu Clinic
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シースサイズが 5 French（Fr）以上に対応するカテ
ーテルであり，カテーテル径 5 Fr 以上・適応ガイドワ
イヤー 0.035 inch のものが主体となる．狭窄病変に対
する適応範囲が広く，特殊型に比し安価なことから多
用されている．一方，カテーテルシャフトが硬く，高
度屈曲病変では血管損傷の可能性があることから，直
線部分の単純な狭窄病変がもっとも良い適応とされる．

②　特殊型バルーン
シースサイズ 4 Fr 以下に対応するカテーテルであ

り，カテーテル径 5 Fr 未満・適応ガイドワイヤー
0.018 inch 以下の細径バルーンをいう．特にシャフト
径が細く柔軟性に富むことから通過性に優れ，高度狭
窄病変・屈曲病変や動静脈吻合部狭窄・責任動脈など
動脈系に病変が及ぶものや，経動脈アプローチなどに
適している．

2）　バルーン特性による分類
血管拡張用バルーンカテーテルでは，バルーンが規

定の径に達する圧力（規定圧力：norminal pressure;  

NP）と 1 回の加圧では 99％，バルーンが破裂しない
ことをメーカーが保障する圧力（定格破裂圧：rated 

burst pressure;  RBP）が定められている．NP 以上の
加圧を行った場合のバルーン特性により，①ノンコン
プライアントバルーンと，②セミコンプライアントバ
ルーンに大別される．

①　ノンコンプライアントバルーン（non-compliant 

balloon;  NCB）
許容耐圧まで加圧してもバルーン径が一定に保持さ

れるバルーンであり，標準型バルーンの多くはこのタ
イプに属する．目的とする血管径の計測が的確であれ
ば過拡張による血管破裂の危険性が少ない．一方，バ
ルーンが直線的に拡張することから，自己血管動静脈
吻合部など屈曲の強い病変では追従性に問題があり，
カテーテル先端部による血管損傷に対する注意が必要
である．

②　セミコンプライアントバルーン（semi-compliant 

balloon;  SCB）
規定圧力までの加圧ではバルーン径は一定に保たれ

るが，さらに加圧した場合，径が増大する．一般的に
RBP まで加圧した場合，規定のバルーン径より約
1 mm 弱まで拡張するため，この特性を逆に利用し人
工血管自己静脈吻合部などの血管径が異なる部分の拡

張に応用することもある．また SCB は屈曲病変の形
状にある程度一致した形で拡張することが特徴であり，
吻合部など屈曲部の拡張にも使用される．一方，硬い
病変部で規定圧力以上の加圧を行った場合，その前後
で過拡張を来たし（dog bone 現象），血管損傷を来た
す可能性があるため注意を要する．

3）　新たに登場したバルーンカテーテル
①　バルーン耐圧性向上を目的としたカテーテル
NCB の中でも RBP 20 atm 以上（バルーン径によっ

ては 17 atm）のバルーンは高耐圧バルーン（high-pres-

sure balloon）と呼ばれ，シースサイズ 6 Fr 以上のも
のが多い．これらのバルーンはワーキングレンジが広
いことから 1 本のカテーテルで様々な硬度の病変に対
応できることが特徴であるが，シャフト径が太く硬い
ことが欠点である．また近年，RBP 30 atm の超高耐
圧バルーンカテーテル（ultrahigh-pressure balloon）
が市販され，その有効性について多くの報告がある3, 4）．

本バルーンはポリエチレンテレフタレート素材と特
殊繊維からなり，市販されているインフレーションデ
バイスで加圧可能な 30〜40 atm でもバルーン破裂は
無いと言われている．従来の高耐圧バルーンよりさら
に大きなワーキングレンジを有しており，標準型バル
ーンカテーテルに属することから医療経済的にも有利
と考えられるが，一方では開存率に関して高耐圧バル
ーンと差はないとの報告5）もあり，今後の検討が必要
である（図 1）．

②　屈曲部の通過性向上を目的としたカテーテル
自己血管の狭窄は動静脈吻合部近傍に多発するが，

吻合が鋭角の場合，屈曲部をガイドワイヤーが通過し
てもバルーンカテーテルが追従せず，充分な拡張が困

図 1　ultrahigh-pressure balloon（ConquestTM，メディコン社）
　ConquesTM バルーンは半透明の概観を有するポリエチレンテ
レフタレート素材のバルーンで，表面を長軸および短軸方向に
特殊繊維で補強することにより RBP 30 atm という耐圧性を可
能にしている．
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難な場合に遭遇する．従来，このような場合には皮膚
上からカテーテル先端を用手的に屈曲させ，半ば暴力
的に病変部へ挿入していた．また特殊型バルーンでも
頻度は少ないものの同様の現象が起こることがある．
近年，これらの欠点を補うためにバルーン先端のチッ
プ部分を長くし，バルーンのガイドワイヤー追従性を
向上させたカテーテルが市販されている（図 2）．

③　ペリフェラルカッティングバルーン（peripheral 

cutting balloon;  PCB）
バルーン表面にステンレス製のブレード（アテロト

ーム）を装着した特殊なバルーンカテーテルであり
（図 3），通常のバルーンカテーテルでは拡張困難な強
固な病変に対して使用されてきた．一時，カッティン
グブレードの血管内脱落等の理由から，メーカーによ
り自主回収されていたが，現在，使用可能となった．
拡張時の疼痛軽減や再狭窄予防に有効との報告もあり，
治療成績が期待されているが6〜8），現在のバルーンは
4 mm 径であり，サイズバリエーションに乏しいこと
が欠点である．

2　血栓除去用カテーテル

血栓性閉塞症例に対する VAIVT は，その機序によ
り，①薬理学的機械的血栓溶解術，②経カテーテル的
血栓吸引除去術に大別される．

①　薬理学的機械的血栓溶解術
血栓内にカテーテルを挿入し，側孔から直接血栓に

ヘパリンやウロキナーゼなどの血栓溶解液を高圧で注
入するカテーテルである．溶解液による血栓溶解作用
と噴出する圧力による機械的作用によって血栓を溶か
す方法であり，Pulse Spray をはじめ，数種類のカテ
ーテルが市販されている（図 4）9, 10）．

②　経カテーテル的（直接的）血栓吸引除去術
シースからカテーテルを血栓部に挿入し，用手的に

注射用シリンジで陰圧をかけることにより血栓を体外
へ吸引除去する方法である．カテーテル先端部が直線
的なもの（Thrombuster II: カネカ・メディックス社）
が使用されていたが（図 5），近年，先端部分にアン
グルを付けることにより，屈曲部や瘤形成部の血栓を

図 2　先端部分を改良したバルーンカテーテル
　先端のチップ部分を長くすることによってバルーンのガイドワイヤー追従性を向上させ
ている．

標準型バルーンカテーテル 特殊型バルーンカテーテル

a. Resolution（ディブイエックス社） b. Train（ソリュウション社）

図 3　Peripheral Cutting Balloon（Boston Scientific 社）
　PCB はポリエチレンナフタレート素材のバルーン表面に長さ 1 cm の鋭利なステンレス
製ブレード（atherotome）4 枚を装着しており，バルーン拡張とともに内膜に切痕をいれ，
低圧で狭窄部を拡張する．

Atherotome
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図 4　Pulse Spray（東レ・メディカル社）
　カテーテル側孔に感圧スリットを有し，シリンジで加圧することにより薬液が血栓内へ
噴出される．

Dual-Check-Valve Y-Connector

Reservoir-Syringe

Infusion-Catheter

Radiopaque-Markers

Occluding-Guidewire

Tip-Detail

図 5　Thrombuster II（カネカ・メディックス社）
　カテーテル先端は単孔となっており，専用シリンジで持続的に陰圧を保持しながら血栓
を吸引する．

カテーテル全景 カテーテル先端

血栓吸引用シリンジ
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選択的に除去することを目的に，Vasplyser（ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン社）や Parent（メディキット
社）が使用されるようになった7）（図 6）．

3　ステント

頻回再狭窄例（バルーン PTA 後，3 カ月以内に再狭
窄を反復する症例）や elastic recoil のためバルーン
PTA 直後に再狭窄をきたす症例，さらには拡張部位で
血管損傷をきたした場合などの救済処置としてステン
ト（stent）が使用される．ステントにはバルーンカ
テーテルによって拡張し内腔を保持する balloon-ex-

pandable stent と，ステント自体が拡張能を有する self-

expandable stent に大別されるが，シャント血管自体
が表在性のため外的圧迫によるステント破壊の可能性
があることから，VAIVT では Wallstent RP や SMART 

Control Nitinol stent な ど の self-expandable type が 多
用される12）．ステントの併用は PTA 単独よりも開存
率が向上するとの報告もあり，今後の評価が期待され
る13）反面，デバイスが高価であり，使用にさいしては
適応を含めた十分な検討が必要となる．

代表的ステントとその特徴は以下の通りである．
①　Wallstent RP（Boston Scientific 社）
従来より多用されてきた代表的ステントであり，6 Fr

シースで直径 10 mm までのサイズに対応可能である．
柔軟性と高い拡張力を有しており，屈曲・蛇行血管で
も内腔の維持が可能である．一方，ステント開放時に
ショートニングすることや，留置後の径および留置範
囲を術前に推定しづらいことが欠点である．

②　SMART Control stent（Jhonson & Jhonson 社），
LUMINEXX（メディコン社）

近年，登場した形状記憶合金 Nitinol 製のステント
である．留置後の径および長さが決まっており，ショ
ートニングが少なく，サイズ選択や留置部位の決定が
容易なことが特徴である．一方，高度の屈曲病変では
内腔が潰れることや破断する可能性があることが欠点
とされる．

4　新たな機材に対する期待

VAIVT の技術ならびに成績向上には新たなデバイ
スの開発が不可欠であるが，現状では，①血管拡張用
バルーンカテーテル，②血栓溶解・吸引除去用カテー
テル，③ステントが VAIVT の主なデバイスである．
中でもバルーンカテーテルは格段の進歩を遂げたが，
革新的なデバイスは出てきていない．また VAIVT に
従事するものとしては，循環器・放射線科領域で使用
される多種多様なデバイスを VA に応用できることが
理想であるが，医療経済を考慮した場合には限界があ
る．さらに欧米ではすでに認可され使用可能なデバイ
スが本邦では市販されていないなど，申請・認可も含
め，VAIVT 関連機材の新規導入については多くの問
題が残されている．

一例をあげれば，米国においては，バスケット状の
ワイヤーを有する先端部分が，モーターにより高速回
転することで血管内の血栓を破壊する Arrow-Trerotola 

PTD（percutaneous thrombolytic device）（図 7）14）など
いくつかの血栓破砕用デバイスが考案・使用されてい

図 6　その他の血栓吸引除去用カテーテル

Distal shaft
（10cm）

Proximal shaft
（Nylon film）（50cm）

Hydrophilic coating（12cm）

Guiding catheter（6F，60cm）

Dilator

a. Vasplyser（ジョンソン・エンド・ジョンソン社）

b. Parent（メディキット社）

有効長：60cm
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るが，残念ながら本邦には導入されていない．また動
脈系においてもバルーン PTA の再狭窄が問題となっ
ており，その原因として elastic recoil や平滑筋細胞の
アポプトーシスが関与すると推測されている．これに
対し，拡張と同時にバルーン内へ N2O を注入し，血
管壁を－10℃ に冷却する Cryoplasty が末梢動脈を中
心に使用され，その有効性が報告されている15）．従来，
動脈領域で開発・使用されてきたデバイスが VAIVT に
応用されてきたことを考えると，Cryoplasty が将来的
にバスキュラーアクセスの再狭窄予防に有用な手段と
なる可能性が期待される．

おわりに

透析患者の高齢化・糖尿病合併例の増加によりアク
セス機能維持は困難となり，さらに人工血管内シャン
トも増加傾向にある．これらに対し，VAIVT はアクセ
ス修復の第一選択肢として広く認知されるようになり，
VAIVT 施行施設も年々増加をたどっている．アクセ
ス不全の発生件数は全透析患者数の約 25％ とほぼ一
定の割合で推移する一方で，VAIVT の施行率は年々増
加し，その大部分がバルーン PTA で対処されている．
すなわち PTA 施行後の再狭窄が VAIVT 施行回数を底
上げしている可能性がある．

VAIVT の主体は狭窄病変の拡張であり，多種多様な
拡張用バルーンが市販されているが，VAIVT の欠点
とされる再狭窄に対し有効なデバイスは，現在，ステ
ントのみである．今後は再狭窄抑制を目的としたデバ
イスの開発が重要な課題であり，ひいては将来的に医
療コストの削減につながるものと思われる．さらに欧
米と比し VAIVT 関連のデバイスが高価なことは医療

経済的問題であり，単にデバイス新規開発のみならず，
薬剤溶出性ステントなど他分野で使用可能なデバイス
の VAIVT への応用，さらには各種薬剤や放射線照
射・遠赤外線照射など平滑筋増殖抑制を目的とした多
面的治療戦略を再考する必要がある．
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要　旨

ファブリー病は遺伝性疾患であり，a-garactosidase

活性の低下により，全身組織の細胞のライソゾームに
糖脂質の蓄積をきたし，組織障害をもたらすライソゾ
ーム病の一種である．臨床的には古典型，亜型および
ヘテロ接合体女性に分けられる．亜型は心型ファブリ
ー病と腎型ファブリー病に分けられる．初期症状には
四肢疼痛，発汗減少，被角血管腫，などがあるが，後
期には腎臓，心臓，中枢神経系の障害による重症臓器
不全をきたし死亡する．最近，濾紙血を用いたスクリ
ーニングがなされるようになり，原因不明の透析患者
の中にかなりのファブリー病患者がいることが明らか
になった．
a ガラクトシダーゼ A の遺伝子組み換え製剤である

ガルシダーゼ b（遺伝子組み換え）静注用凍結乾燥製
剤（ファブラザイム®）が保険採用され，治療に用い
られるようになり，その臨床効果が認められている．
したがって，早期発見および早期治療によって患者の
生命予後を改善することが期待できることより，この
疾患の診断および治療に関して理解しておくことが必
要である．

はじめに

最近，ファブリー病の診断が可能になってから，原
因がはっきりしないまま透析導入になった症例の中に，
原因疾患として a ガラクトシダーゼ活性の低下によ

り発症するファブリー病が含まれていることが注目さ
れるようになってきた．しかしながら，その頻度に関
しては十分な検討がなされていないのが現状である．
さらに，a ガラクトシダーゼの酵素補充療法が行われ
るようになってきたことから，ファブリー病の早期発
見，早期治療により，腎不全への進展を避けることが
できる可能性があり，ファブリー病の腎障害を理解し
ておくことは，腎臓病専門医として必要なことである
と考える．そこでファブリー病の腎障害について解説
し，その治療について考察する．

1　ファブリー病の病因

ファブリー病とは，a ガラクトシダーゼ A（a-GAL A） 

酵素活性の低下により，グロボトリアオシルセラミド
（GL-3）などの糖脂質の加水分解が滞り，全身組織の
細胞のライソゾームに糖脂質の蓄積をきたし，組織障
害をもたらすライソゾーム病の一種である．特に血管
内皮細胞，神経細胞，心筋細胞，腎細胞などに病的蓄
積をきたすと，細胞機能不全，組織リモデリング，組
織線維化，組織虚血などを惹起し，臨床症状が発現す
る．初期症状は，小児期に生じる四肢疼痛，発汗減少，
被角血管腫，などがあり，後期には腎臓，心臓，中枢
神経系の障害をきたす．最後に重症臓器不全をきたし，
50 歳代までに死亡することが多いと考えられている．

2　ファブリー病の分類

ファブリー病は表 1, 21）のように，古典型，亜型お

［臨床と研究］

ファブリー病における腎障害
――　診断と治療　――

原田孝司
桜町病院

key words：ファブリー病，a ガラクトシダーゼ，ライソゾーム病，酵素補充療法

Nephropathy of Fabrey disease ―diagnosis and treatment―
Sakuramachi Hospital
Koji Harada
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よびヘテロ接合体女性に分けられる．古典型の主症状
は，臓器や組織に大量の GL-3 の蓄積をきたすため，
心症状，腎症状，神経症状，皮膚症状，眼症状，耳症
状および消化器症状を呈する．亜型は，ファブリー病
の特徴を示さない左室肥大を主とした心臓に限局した
症状を呈する心型ファブリー病と，腎機能障害を示す
腎型ファブリー病に分けられる．これらは多くが中年
期以降に発症する．

ファブリー病の遺伝形式は X 連鎖劣性遺伝形式で
あり，保因者女性から生まれる男性の 1/2 は発症し，
患者男子から生まれる女性は全員保因者となる．保因
者女性の細胞内では一対の X 染色体の一方がランダ
ムに不活化されていると考えられ，その比率が異なる
ことにより臨床症状の有無および重症度が異なり，ヘ
テロ接合体となる．a-GALA 活性は，低値を示すもの
から正常を示すものまで多彩である．

ファブリー病の責任遺伝子である a-GAL-A 遺伝子
は，X 染色体長腕上の Xq 22,1 の位置にある．ファブ
リー病の GAL の変異は現在までに 500 種類以上が報
告されている．

3　ファブリー病の診断

ファブリー病の診断は，通常，血漿および白血球の
a-GAL 酵素活性によって行う．そのほか尿中の GL-3

の排泄量を測定したり，病理組織学的 GL-3 の沈着の
確認や遺伝子解析にて遺伝子異常を確認する．

男性患者で古典型の場合は，血漿や白血球の a-GAL

＋A 活性の低下を確認し，より確実にするには，尿中
の GL-3 の排泄増加を確認することにより診断は容易
である．しかし，ヘテロ接合体女性患者では診断が困
難なことが少なくない．家族歴からファブリー病のヘ
テロ接合体が疑われる場合は遺伝子変異の検索を行う．

『ファブリー病診断治療ハンドブック 2009』1）では，車
軸状の角膜混濁，小児期より若年期の四肢痛，尿中の
GAL の排泄増加のうち一つでもある場合は，遺伝子
異変が同定できなくともヘテロ接合体と診断してよい
ことになっている．心および腎機能障害や脳および心
血管障害など，非特異的臨床症状は診断の参考となる．

4　ファブリー病の腎障害

ファブリー病の腎障害の臨床症状（表 3）は，尿所
見では蛋白尿，血尿，尿中 GL-3 が認められる．また

表 1　ファブリー病の診断

古典型 亜　型 ヘテロ接合体女性

症　状 心症状
腎症状
神経症状
皮膚症状
眼症状
耳症状
消化器症状

心型ファブリー病（心障害，特
に左室肥大）
腎型ファブリー病（腎機能障害）

個体により症状の有無，重症度
はさまざまである

推定的診断 被角血管腫/角膜混濁
蛋白尿，ファブリー病の家族歴

ファブリー病の家族歴 被角血管腫/角膜混濁
蛋白尿，ファブリー病の家族歴

酵素診断 a-GAL A 活性（GL-3 の測定） a-GAL A 活性（GL-3 の測定） a-GAL A 活性（GL-3 の測定）
a-GAL A 遺伝子変異の検索

（文献 1 より引用）

表 2　特定疾患治療研究事業におけるライソゾーム病の診断基準

1 . 酵素活性の著しい低下または病因蛋白の欠損 / 機能異常が，生化学的検査により，または該当
遺伝子に病因となる異常が遺伝子検査により確認されること．

2. 生検組織検査で蓄積物質が生化学的検査または形態学的検査により確認されること．
3. 尿中で中間代謝物質の増加が生化学的検査により確認されること．

1 を満たし，ライソゾーム病による症状を有するとみとめられるものを特定疾患治療の対象とする．
2, 3 の所見を確定診断のための参考とする．

（文献 1 より引用）
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尿沈査中に空胞化した脱落上皮細胞を認める（oval fat 

body）．脱落上皮細胞の 70％ は尿細管上皮細胞で，
封入体は PAS や papanicolaou 染色で染まる．

思春期に微量アルブミンの出現と尿濃縮能の低下が
出現し，口渇，多飲，夜間尿がみられる．その後，組
織への GL-3 の沈着が進むと，30 歳代で顕性蛋白尿が
出現し，腎機能低下をきたし，40〜50 代では末期腎不
全となる．血清クレアチニンが 1.5 mg/dL を超えた症
例は，腎機能低下速度は GFR で平均 12.2 ml/min/年
で，糖尿病性腎症と同程度であると考えられている．

ファブリー病の腎病理組織像は，腎臓を構成する細
胞に GL-3 の沈着が起こり，細胞機能障害および組織
障害が起こることである．光学顕微鏡では，特に糸球
体上皮細胞の腫大と胞体空胞化がみられる．空胞内に
は Asule II，Sudan black B，Toluidine blue 染 色 に 染
まる顆粒状沈着物がみられる．また尿細管間質障害が
見られる．電子顕微鏡では，糸球体上皮細胞や内皮細
胞に渦巻き状（ミエリン状），あるいはシマウマ皮紋
状（ゼブラ小体）封入体である沈着物が見られる．蛍
光抗体法では通常陰性である．C 3 や IgM のメサンギ
ウム領域への非特異的沈着を認めることがある2, 3）．

5　透析患者におけるファブリー病の頻度

これまでの疫学調査で，ファブリー病は約 4 万人に
1 人と推定されている．しかしながら，日本透析医学
会の統計調査によると，透析患者の原疾患は先天性代
謝疾患に分類されている症例が 0.1％ であるが，原疾
患が不明な症例が約 7％ あり，この中にはファブリー
病の古典型と亜型の腎型およびヘテロ接合体女性が存
在していると考えられる4）．透析患者の a-GALA 活性
のスクリーニングでは，透析患者の 0.1〜1.2％ がファ

ブリー病であったとの報告がある5〜11）．

6　ファブリー病の治療 
　　――酵素補充療法

ファブリー病の治療に対して酵素補充療法が 2004

年に承認された．補充する酵素にはアガルシダーゼ a

と b の酵素製剤があるが，現在日本で使用されてい
るのはアガルシダーゼ b（遺伝子組み換え）静注用凍
結乾燥製剤（ファブラザイム®）である．これは a ガ
ラクシダーゼ A の遺伝子組み換え製剤で，その糖鎖構
造により，細胞膜の糖鎖レセプターを介して細胞内か
らライソゾームに取り込まれ，ライソゾーム内に蓄積
した糖脂質（GL-3）を分解する．

使用方法は，通常，1 回につき体重 1 kg あたり 1 mg

を隔週，点滴静脈注射する．副作用を避けるために初
回 速 度 は 0.25 mg/分（15 mg/時）と す る．そ の 後
0.5 mg/分を超えない速度で投与する．臨床試験では
組織検査にて GL-3 の除去効果がみられており，腎毛
細血管内皮細胞の GL-3 の低下がみられている．また
血漿中の GL-3 の除去効果がみられている12）．薬物動
態は，血中濃度からT

2
1 は初回投与で 96.7 分，投与 11

回目で 142.6 分である．
副作用としては，infusion sassoiated reaction として

悪寒，発熱，悪心，高血圧，嘔吐，潮紅，錯感覚，疲
労，四肢痛，頭痛，そう痒症，低血圧，頻脈，動悸，
徐脈，呼吸困難，喘鳴，咳，鼻炎，発疹，倦怠感，流
涙，腹痛などが報告されている．その他，好酸球増多
症などがある．保険承認されているが薬価が非常に高
く，対象となる患者が増えたときに医療経済上の問題
が生じる可能性がある．

7　腎障害における治療効果

腎障害をきたしているファブリー病に対する酵素補
充療法の臨床効果としては，ARB 使用中の腎症を有
するファブリー病患者の腎機能低下を，酵素補充療法
にて低下速度を抑制することができた報告がある13）．
また ARB や ACE との併用で蛋白尿抑制効果が認めら
れている．ヘテロ型ファブリー病患者に使用した報告
もある14）．

透析患者についても酵素補充療法が左室肥大を抑制
し，また疼痛や消化器症状の改善に効果があったとの
報告がある15）．なお，透析によっても酵素活性は低下

表 3　ファブリー病の腎症状

1. 尿所見
　　蛋白尿，血尿，尿中空胞化上皮細胞，尿中 GL-3 を検出
2. 臨床症状
　　思春期：微量アルブミン尿，尿濃縮能の低下
　　30 歳代：GFR の低下，顕性蛋白尿
　　40〜50 歳代：末期腎不全
3. 腎病理組織
　　光学顕微鏡：糸球体上皮細胞の腫大と胞体空胞化
　　電子顕微鏡： 糸球体上皮細胞，内皮細胞などの渦巻き状

（ミエリン状）封入体を認める．
　　蛍光抗体法： 通常陰性，ときに C 3 IgM のメサンギウム

領域への沈着
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しないので，通常と同じように使用できる16, 17）．透析
患者における酵素補充療法の意義としては，腎臓が廃
絶しているので，他の臓器障害としての心機能障害や
脳血管障害に対して生命予後を改善することが期待で
きると考えられる．しかし，まだ十分なエビデンスは
ない．腎移植例にも酵素補充療法が施行されており，
移植後の経過が良好であったという報告がある18, 19）．

おわりに

ファブリー病は，診断が困難だったことから腎障害
の原因として見逃されていた可能性がある．最近，濾
紙血によるスクリーニングが用いられるようになって
から，容易に発見がなされるようになったことは，こ
の疾患を早期に発見し，早期に治療が開始できること
から大変意義があると考える．また酵素補充療法の恩
恵を受けることができるようになったことは，腎障害
を有する患者にとって末期腎不全への進行を抑制でき，
また透析に至った患者に対しても，その他の臓器障害
の進展を抑制することにより，生命予後を改善できる
可能性が考えられる．
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1　自己効力感

1）　自己効力感とは
・自分がある目標に到達するための能力があるとい

う感覚
・目標とする行動について自信を持って遂行できる

かどうかの判断や気持ち
・「自己効力感を通して人は自分の考えや感情・行

為をコントロールしている」（カナダ人の心理学
者アルバート・バンデューラの言葉）

人がある行動を起こそうとする時，その行動を自分
がどの程度うまく行えそうか，という予測の程度によ
って，その後の行動は左右される．「自分にはここま
でできる」という思いが行動を引き起こし，その思い
のことをバンデューラは “自己効力感” と呼んだ．

たとえば，ある課題を与えられた時に，自己効力感
の高い人は「よし，やってみよう」と思うことができ，
その後の行動につながる．しかし，自己効力感の低い
人は「その課題は自分にはできないかもしれない」と
尻込みする傾向があり，その後の行動にはつながらな
いことになる．行動を起こすためには，自己効力感を
高く持つ事が大切である．

2）　結果予期と効力予期
・結果予期とは，ある行動がどのような結果を生み

出すのかという予期で，自分のとる行動によって
結果がこのように生じるという予測のこと

・効力予期とは，結果を生み出すために必要な行動

をどの程度うまく行うことができるのかという予
期で，自分の遂行能力に対する予測のこと

3）　自己効力感の 4 つの源泉
①　達成体験
自分自身で行動し，達成できたという体験のこと．

これが最も自己効力感を定着させる．
②　代理経験
他者が達成している様子を観察することによって，

「自分にもできそうだ」と予期すること．自らが体験
できる範囲は限られているため，この代理体験で得ら
れる自己効力感の影響は大きい．

③　言語的説得
達成する可能性を，言語で繰り返し説得すること．

「君ならできる．」「やれる！」といわれると，やれる
ように感じてくる．しかし，言語的説得のみによる自
己効力感は，容易に消失しやすい．

④　生理的・情緒的高揚
苦手だと感じていた場面で，落ち着いていられたり，

赤面や発汗がなかったりすることで，自信が持てるよ
うになり，自己効力感が高められる．

4）　6 つの Step

Step 1　エンゲージメント（関わりの準備）の確認
Step 2　問題の明確化と解決意義の確認
Step 3　行動目標の設定と自己効力感の確認
Step 4　行動変容の技法を選択
Step 5　実施

［各支部での特別講演］　講演抄録

患者の自己効力感と行動変容

城間久美絵

平成 21 年 6 月 14 日/熊本県「第 20 回熊本透析施設スタッフ講習会」　

熊本赤十字病院腎センター
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Step 6　評価・考察

5）　自己効力感の上昇によってもたらされるもの
①　行動の達成
課題に対する自己効力感が高いほど努力するので達

成率が高くなる．
②　行動への取り組み
自己効力感が高いほど，目標に向かって努力するこ

とができるようになる．反対に，自己効力感が低いと
自信がないのであまり努力できない傾向になる．

③　似たような状況での行動達成
成功体験を繰り返すことで，似たような状況でも行

えるだろうという自己効力感に結びつき，状況が変化
しても同じ行動が行えるようになる．例えば，水分管
理ができるようになると，くだものも制限する事がで
きるようになるなど．

④　生理的・心理的反応の変化
自己効力感が高いときは，不安や恐れは弱く，自己

効力感が低い場合には不安や恐怖が強く現われる．

2　動機づけ

1）　動機づけとは
①　人間が物事を意欲的に行おうとすること（モチ

ベーション）
　外発的動機づけ：目的とする行動以外の報酬によ

って行動が強化されること
　内発的動機づけ：目的とする行動そのものに興味

や関心や魅力を感じて行動すること
②　動機づけのポイント
簡単な情報を患者に与え，患者をその気にさせる．

目標を明確で具体的なものにして，あれもこれもと欲
張らないこと．

2）　コンプライアンス改善の方法
まず，患者の関心がどこにあるかを意識し，実行し

て欲しい行動を具体的に言葉で表す事が大切．目標は
個々の患者の理解力に合わせて，できるだけ単純にす
る．口頭だけではなく，文字で示す事も大切になる．
変化は少しずつ，段階的に，70％ できる目標を立て
ることが必要．さらに，生活全体を視野に入れて目標
を立てることでコンプライアンスを徐々に改善させて
いく．

3）　目標を実際に実行させるには
まず，患者が自己決定を行い目標を立てたら，その

直後が最もやる気が高くなっている．後になればなる
ほど熱は冷めてしまうので，その日のうちに実行でき
るような行動目標を立て，すぐにできることを始める
事が大切．しかし，急激な習慣の変化は，ストレスに
なり，長続きしない．行動変容を成功させるコツは，
楽しみながら，ゆっくりと無理せずに行うこと．続け
る事に意義があるので，一度にあれも，これもと欲張
って取り組まない事がポイントとなる．

3　行動変容

1）　行動変容の技法
①　ステップ・バイ・ステップ法
一度にハイレベルな目標を達成するのではなく，小

目標をたてて段階を追って実施していく方法．少しず
つ成功体験を積み重ねることで自己効力が高められる．

②　セルフ・モニタリング法
達成しようとする目標に向かっている途中の，自分

の行動や体調，気持ちの変化を観察，記述する方法．
望ましい行動によって良い結果になることを客観的に
理解することが，自己効力感を高めることにつながる．

③　ピア・ラーニング法
自分と同じような立場で，自分と同じような行動変

容の目標をもつ患者から学ぶことにより “自分もでき
るのではないか” という自己効力感を高める効果があ
る．

④　行動強化法
うまくいった場合に良い評価をすることで，患者は

その行動を繰り返すこと．次の行動目標が達成されや
すくなる．

⑤　生きがい連結法
その人の生きがいを食事や水分管理などの目標と関

連づけること．
⑥　リフレイミング
ある事実の解釈を変えるために，その人が持ってい

る判断，認知過程の枠組みを修正すること．

2）　行動変容の導入期としての目安
行動変容を始めたら，最初の 1 カ月が勝負といわれ

る．この間をしっかりとサポートすることが大切．こ
の時期にうまくできれば，維持できる確率が高くなる．
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また，最初の計画どおりに進まなくても，柔軟に受け
止め，再度目標を立て直す事もポイントになる．とに
かく，取り掛かることに意義がある．

3）　行動変容の 3 つの要素
①　知識
自分が何をどうすればいいのか，どうしてそうしな

ければならないのか，具体的な情報を与え，それを理
解する事．

②　技術
具体化した目標を設定し，自己管理を継続できるよ

うに，その方法を促す．うまくできたら褒める．
③　意欲
患者の意欲が一番の鍵．その人自身の変えたいとい

う気持ちや，生活習慣改善への準備性のことで，モチ
ベーションになる．

4）　5 つの援助アプローチ方法
①　指導的アプローチ
患者の医学的知識・実践的知識を目的とし，医療者

が患者に専門的知識を教育し伝達する方法で，医療者
の指導性が必要になる．疾患や自己管理の正しい知
識・技術の修得を目標にする．

②　学習援助的アプローチ
患者が主体性を持って自己管理できるようにアプロ

ーチする方法．患者が体験を通して，習得していくこ
とを目指す．自ら決断し，評価していくように援助す
る方法．

③　支持的アプローチ
患者を評価しないで，その人の存在そのものを認め，

支持すること．自己管理ができているとか，できてい
ないとかの判断で患者を評価せず，今現在ある在りの
ままの患者を受け入れる関わり．この関わりは，積極
的傾聴という態度で表す事ができる．

④　相談的アプローチ
患者が真に望む選択をし，自己決定していくことを

援助する．自己決定とは，自分の決定に責任を持つ事
であり，その決定を受け入れることである．単に医療
者の勧めに応じる事ではない．患者の自立性を重んじ，

患者が変化し，発展していくことを信じ，見守ること．
患者が自分自身で選択肢を選ぶまで，忍耐強く待つ事
でもある．

⑤　協力的アプローチ
患者会活動など，患者の自主性を重んじ，援助する

側と援助される側の関係を超えた，対等平等の関係で
ある．お互いの力を出し合う事で，前に進んでいこう
というアプローチになる．

5）　行動変容プログラムの共通留意事項
まず，患者の問題について，十分な情報収集とアセ

スメントを行い，何が問題なのかを明らかにしてから，
行動変容プログラムを活用することが大切．また，患
者とセルフケアについてプランをたてる場合には，患
者の自己決定を重視し，患者が自ら気づき，決定する
のを待つ．さらに，体重管理がうまくできない患者の
ドライウエイトは適切かなど，行動変容の目標を決定
する前に，医療的対処の適切性を確認する必要がある．

4　患者の自己効力感を引き出すために

できそうな目標を患者と一緒に探し，目標を患者と
一緒に考える．ごく当然のことを丁寧にコツコツと行
うこと．その努力を励まし続ける．今何ができるのか
を考えてみる．患者が「このさい少し頑張ってみよう
か！」と思えるようにする．実行するのは患者自身．
患者が今どうすればいいのかを具体的に的確に提供す
る．そこで「その程度なら自分にもできそう！」と思
わせたなら，やる気・動機づけ・モチベーションは上
昇する．さらに，患者自身がより健康で，安定した透
析生活を送っていけるように，患者の持てる力を信じ
て，患者の自立を支援しながら，関わっていくことが
大切である．また，患者が少しでも良い行いをしたと
きは，十分に褒める事で，オペラントを強化（プレゼ
ント効果）できたことになる．このことは，行動維持
に大切である．
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はじめに

リン（P）はギリシャ語で “光をはこぶもの” という
意味の「phosphoros」から命名されたという．副甲
状腺ホルモンはリンの再吸収を抑制するが，もう一つ
のリン汲み出し機構として FGF 23 を中心としたリン
調節系が明らかになってきている．その解明の過程で，
FGF 23 が寿命と関連した分子である Klotho と協調し
て作用することも見出された．血清リン濃度が血管石
灰化や生命予後と関連する臨床研究が数多くなされ，

「リンが生体毒」であるパラダイムシフトが起こって
いる．

1　リンの調節

腎不全においては，活性型ビタミン D 産生低下と
リンの蓄積が低 Ca 血症を惹起し，これによって副甲
状腺ホルモンが刺激され，骨から Ca が動員されるこ
とによって二次性副甲状腺機能亢進症の病態が形成さ
れる．その後，活性型ビタミン D 低下と血清リン濃
度の上昇は直接的に副甲状腺ホルモンを刺激すること
も解明された．血清リン濃度の上昇に反応して，骨細
胞から FGF 23 が分泌され，腎でのリン利尿が惹起さ
れるが，加えて FGF 23 は 1, 25 水酸化酵素を抑制し，
活性型ビタミン D 産生を低下させることが明らかに
なっている．したがって，腎不全におけるリンの蓄積
は，FGF 23 の産生を亢進させることによって，活性
型ビタミン D 産生を低下させるという調節系が想定
されている．

2　カルシウム含有リン吸着薬と塩酸セベラマーに 

　よる治療の実際

塩酸セベラマーは，Ca 含有リン吸着薬と比べ Ca 負
荷がないことから，血管石灰化の進展を抑制する可能
性が期待されている．Chertow GM1）は，EBT（elec-

tron beam tomography）を実施した 150 例の無作為割
り付け試験の患者で，血管石灰化の潜在的な要因を探
索した．カルシウム製剤で治療を行った患者では，よ
り高い血中 Ca，P，Ca×P 積の持続が EBT スコアに
おける進展と関連していたが，セベラマー群ではその
ような関連は認められなかったと報告している．

血管石灰化進展抑制効果が，塩酸セベラマーの脂質
代謝異常改善効果によるものかを検討する CREA-2 

study2）が進行している．CREA-2 study では，透析患
者を対象に，酢酸カルシウム投与群とセベラマー投与
群に割付け，12 カ月観察した．アトルバスタチンは
両群で LDL コレステロールが 70 mg/dL 以下になる
ように投与している．12 カ月後の LDL コレステロー
ルは両群で低下し，冠動脈石灰化スコアの平均増加量
は酢酸カルシウム群で 35％，セベラマー群で 39％ で
あった．強力な脂質コントロールを 1 年間実施すると，
透析患者では酢酸カルシウム，塩酸セベラマーどちら
で治療を行っても冠動脈石灰化は同様であった．

Caglar K3）は，小規模な無作為化前向き試験で，
CKD ステージ 4 の非糖尿病患者において，短期間の
塩酸セベラマー投与は血管石灰化抑制分子と想定され
ている fetuin-A を著明に上昇させ，FMD（flow-mediat-

［各支部での特別講演］　講演抄録

腎不全時におけるリン代謝の新展開

横山啓太郎

平成 21 年 6 月 21 日/青森県「第 33 回青森人工透析研究会」　

東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科
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ed dilatation）を改善することを示している．
それでは，これらの塩酸セベラマーによる生命予後

に関連するサロゲートマーカーの改善効果が生命予後
の改善に繋がるのであろうか？

新規 HD 導入した患者を対象とした RIND study4）で
は，Ca 含有リン吸着薬もしくは塩酸セベラマーに無
作為に割付け，44 カ月の経過観察により，総死亡率
を検討した．副次的評価項目として冠動脈石灰化を両
群間で比較した．試験期間中に 34 例が死亡（Ca 含有
リン吸着薬投与群で 23 例，塩酸セベラマー群で 11 例）
し，補正後の死亡リスクは Ca 含有リン吸着薬投与群
が大きかった．しかし，大規模な 2,103 例の患者を対
象とした多施設無作為化オープンラベル群間比較試験
の DCOR study5）では，総死亡率と複合死の率には両
群間で顕著な差は無かった．ただし，65 歳以上の患
者においてのみは，塩酸セベラマー群では死亡率が低
かった．

以上のように，塩酸セベラマーは限定的ではあるも
のの生命予後改善効果が期待できる．塩酸セベラマー
の炭酸 Ca に対する劣性はリンに対する吸着効果の弱
さであり，そのために投与量が増加し，消化器症状の
ため，その服用が制限される．

リンに対する吸着効果が強い Ca 非含有のリン吸着
薬として炭酸ランタンが開発された．これの吸着効果
は炭酸 Ca の 2 倍程度と考えられている．さらに，炭
酸 Ca に認められる pH による吸着効果の影響を受け
ないこともこの薬剤の特長と言える．投与量も 1.5〜
3.0 g/日程度で血清リンをコントロール可能なことが
多い．三価の希土類遷移元素であるランタンは，リン
酸基と結合し，難溶性化合物を形成する．そのため腸
管からの吸収が少ないことがわかっている．しかし，
骨，肝臓への蓄積や中枢神経に対する安全性を担保し
た報告が散見されるが，より長期の多数例の検討が期
待される．

また，副甲状腺ホルモン抑制に使用される塩酸シナ
カルセトを血清リンのコントロール目的で使用する治
療オプションも模索されている6）．さらに，Mg やクエ
ン酸鉄を応用したリン吸着薬，さらにリントランスポ
ーターに作用するリン吸着薬の開発が期待されている．

おわりに

「リンに毒性があること」と「新規リン吸着薬で血
清リン値を下げることが，臨床上でリンの毒性を減少
させること」は別の事項であり，後者については証明
されていない．したがって，これらの薬剤の臨床的意
義は血清リン値のみならず，副作用も勘案して評価し
ていく必要があろう．

文　　献

1） Chertow GM, Raggi P, Chasan-Taber S, et al. : Determinants 

of progressive vascular calcification in haemodialysis patients. 

Nephrol Dial Transplant, 19（6）;  1489-1496, 2004.

2） Qunibi W, Moustafa M, Muenz LR, et al.;  CARE-2 Investiga-

tors : A 1-year randomized trial of calcium acetate versus seve-

lamer on progression of coronary artery calcification in hemo-

dialysis patients with comparable lipid control: the Calcium 

Acetate Renagel Evaluation-2（CARE-2）study. Am J Kidney 

Dis, 51（6）;  952-965, 2008.

3） Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, et al. : Short-term treat-

ment with sevelamer increases serum fetuin-a concentration 

and improves endothelial dysfunction in chronic kidney dis-

ease stage 4 patients. Clin J Am Soc Nephrol, 3（1）;  61-68, 

2008.

4） Block GA, Raggi P, Bellasi A, et al. : Mortality effect of coro-

nary calcification and phosphate binder choice in incident he-

modialysis patients. Kidney Int, 71（5）;  438-441, 2007.

5） Suki WN, Zabaneh R, Cangiano JL, et al. : Effects of seve-

lamer and calcium-based phosphate binders on mortality in 

hemodialysis patients. Kidney Int, 72（9）;  1130-1137, 2007.

6） Yokoyama K : Cinacalcet Hydrochloride in Chronic Kidney 

Disease-Mineral Bone Disorder. Clin J Am Soc Nephrol, 4（9）;  

1465-1476, 2009.

＊　　　　　　＊　　　　　　＊



日本透析医会雑誌　Vol. 24　No. 3　2009418

1　CKD-MBD とミネラルバランスの重要性

慢性腎不全患者では，リン（P）の蓄積，ビタミン
D の欠乏，細胞外カルシウム（Ca）イオン濃度の低下
により二次性副甲状腺機能亢進症に至り，副甲状腺ホ
ルモン（PTH）の過剰分泌を来す．この過剰な PTH

により骨代謝回転が亢進し，骨吸収が促進して，線維
性骨炎に至る．骨から血中に放出された過剰な Ca, P

は行き場を失い，血管を含めた骨外組織に沈着する
（異所性石灰化）．

このように，腎機能の低下によりミネラルや骨代謝
関連ホルモンのバランスが崩れ，その結果として骨代
謝の異常を来し，これがさらにミネラルバランスを崩
して，全身に悪影響を及ぼす悪循環が CKD-MBD で
ある．治療の中心は Ca, P を正常にコントロールする
ことである．これにより生命予後が改善することが明
らかになってきており，最も優先したい治療目標であ
る．

2. 保存的治療に対する抵抗性と早期治療の必要性

PTH に関しては，生命予後の観点から，日本のガ
イドラインは目標レベルとして，intact PTH 60〜180 

pg/mL を推奨している．Ca, P を良好にコントロール
できる範囲内で，可能な限り経口活性型ビタミン D 製
剤を補充しても，PTH レベルを目標範囲内に長期的
に保ち続けるのは容易ではない．実際，目標 PTH レ
ベルにコントロールされている症例においても，腫大
した副甲状腺を検知することは稀ではなく，このこと

はすでにビタミン D 受容体（VDR）や Ca 感受受容体
（CaSR）の発現が減少している副甲状腺が存在し，ビ
タミン D や細胞外 Ca に対して抵抗性を有している可
能性を示唆している．これらが Ca, P のコントロール
および経口活性型ビタミン D 製剤の補充のみで，PTH

レベルを長期的に目標範囲内に維持するのが困難な理
由の一つであると考えられる．

したがって，このためには，副甲状腺の腫大を抑制
し，VDR や CaSR の発現を増してビタミン D や細胞
外 Ca に対する抵抗性を改善する，ビタミン D 受容体
作動薬静注療法や calcimimetic 製剤を早期から適用す
る必要がある．

3. ビタミン D 受容体作動薬と calcimimetic 製剤の 

　併用の勧め

ビタミン D 受容体作動薬は，骨代謝を直接改善す
る作用を有し，近年では，生命予後を改善することも
示唆されている．一方，血清 Ca 濃度を上昇させ，血
管石灰化については，適量では抑制する可能性も示唆
されているが，過剰投与では進行させてしまう．これ
に対し，calcimimetic 製剤は生命予後に関するデータ
はまだないものの，血清 Ca 濃度を低下させ，血管石
灰化を抑制することが明らかとなってきた．

以上のように，副甲状腺に対しては，ともに効果的
に働き，それ以外にはお互いの短所を補うように働く
ものと考えられる．実際，実験動物ではビタミン D 受
容体作動薬と calcimimetic 製剤の併用は，単独治療に
比べて，より副甲状腺の腫大を抑制し，VDR や CaSR

［各支部での特別講演］　講演抄録

CKD-MBD 治療を考える

徳本正憲

平成 21 年 6 月 21 日/青森県「第 33 回青森人工透析研究会」　

福岡歯科大学総合医学講座内科学分野
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の発現を増すことが証明されている．さらには，ビタ
ミン D 受容体作動薬の過剰投与により，誘発される
血管石灰化が calcimimetic 製剤の併用により抑制され

ることも明らかとなった．このような結果から，進行
した症例ではビタミン D 受容体作動薬と calcimimetic

製剤の併用が好ましいと考えられる．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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この抄録は，平成 21 年 7 月 4 日に，日本透析医会
福島県支部主催にて行われた特別講演の内容を，演者
自身にてまとめたものである．ただし，講演内容のう
ち，「保険審査上の問題点」と「次回診療報酬改定に
対する日本透析医会の活動」に関しては割愛させてい
ただいた．

1　わが国の透析の現況

①　患者数・施設数の増加傾向減少
日本透析医学会の調査によれば，過去 5 年間の患者

および施設数の増加は，減少する傾向にある．たとえ
ば，岩手・滋賀・香川・鹿児島の各県では，前年度に
比し，2008 年度末の患者数はわずかではあるが減少
している．

②　患者数増加に追いつかないスタッフ数
また，スタッフ数そのものは増加し続けているもの

の，患者 10 人当たりのスタッフ数は，臨床工学技士
を除き年々減少している．たとえば専従看護師数では
10 年前で 1.37 であったものが，2007 年には 1.18 とな
っている．

2　透析医療提供体制の問題点

①　透析施設の廃院や透析室閉鎖の増加
全腎協調査で，夜間透析の廃止と，透析施設の閉鎖

や廃業が問題として指摘された．日本透析医会の調査
でも，直近 3 年半の間に，公立で 15 施設，民間で 102

の施設または透析室が閉鎖された．後継者および派遣
医師の問題と，経営の先細りを考えた意欲の低下など

が原因と思われ，今後も増加する可能性は高い．公的
病院透析室の閉鎖は導入と合併症治療に支障をきたし，
民間施設の廃業は，近い将来，施設へのアクセス問題
を生じさせるだろう．

②　深刻になりつつある送迎と入院
もっとも，アクセスの問題は現時点でも深刻で，公

共交通機関を利用した通院が不可能な患者数は増加し，
日本透析医会調査では約半数の医療機関で送迎が実施
されている．

一方，現時点でも 3 カ月以上入院を続けている患者
数は 1.3〜1.8 万人と推測され，施設による送迎が不可
能になった場合，透析患者が入院または入所する施設
はないと予測されている．

3　透析診療報酬と医療経営

①　診療報酬と経営圧迫
患者数が増加し続ける限り，単価が下がるのは市場

原理に従うものである．4 回の診療報酬改定の間に透
析単価が 12％ 減少し，透析総医療費は一定額に止ま
った事になる．しかし，問題は患者数の増加した施設
と減少した施設があるはずで，今後とも増加が期待さ
れない施設では，診療報酬改定のたびに経営が苦しく
なるであろう．もっとも，先に示したとおりに，患者
数増加が頭打ちになった状況下で，従来と同様の比率
で透析単価が引き下げられれば，すべての透析室で経
営が成り立たなくなるという推測は，日本透析医会の

「グランドデザイン」研究で示されている．

［各支部での特別講演］　講演抄録

医療崩壊時代における透析医療の現況
――　透析医療提供システムの維持　――

山㟢親雄

平成 21 年 7 月 4 日/福島県「日本透析医会福島県支部学術講演会」　

増子クリニック昴
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4　将来の透析医療提供体制

①　透析室は高齢者の吹き溜まり
標準的なサテライト透析室の将来を予想するなら，

施設の送迎に頼って通院する高齢患者で溢れるだろう．
透析中のトラブル・合併症・シャントトラブルなどの
ほか，認知症への対応が迫られるだろう．入院透析施
設では透析患者の死亡が増加し，透析の導入と中止が
日常的に検討されることになる．もっとも，いずれの
施設でも，担当する専門医師は，主として透析第 2 世
代（象徴的に言うならば，経過措置で認定医→専門医
となった）の高齢医となっているだろう．

②　透析医療提供体制維持のための提案
・それぞれの透析医療機関が生き残るためには，そ

れぞれの施設の工夫が第一．
・地域でそれぞれの施設の役割分担を明確にし共生

を図る．
・急激で大幅な診療報酬引き下げは経営の破綻をき

たし，透析難民が生じることを示す．
・診療報酬による透析の質の維持について提案する．

この質担保のためには，ピアレビュも必要で，施
設基準なども改めて検討する．

・専門的で優秀なスタッフを育成する．

5　おわりに

患者数が増加し続けてきた中で，右肩上がりの国家
経済にも後押しされ，わが国の透析医療供給体制は膨
張しつつ確立され，世界に誇る成績が維持されてきた．
しかし今，日本の経済が破綻するとともに，透析患者
数の伸びに翳りが見られるようになって， 近い将来の
透析医療供給体制の破綻が危惧されている．質を担保
しつつ，どこに透析医療体制を落ち着かせるかは，そ
れぞれの施設の責任であるとともに，日本透析医会の
役割と考えており，今後の協力をお願いするところで
ある．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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1　緩和ケアの理念

世界保健機関（WHO）が唱える緩和ケアの定義は
「緩和ケアとは，生命を脅かす疾患による問題に直面
している患者とその家族に対して，疾患の早期より，
身体的，心理社会的そしてスピリチュアルな問題を明
確にし，確実な評価及び対処を行い，苦痛の予防や軽
減によって，QOL を改善するためのアプローチであ
る」となっている．この理念を踏まえ，われわれは患
者や家族の苦痛を緩和し，QOL を改善するために
日々の診療を進めている．

今回の講演においては，上記理念の実践を「症状緩
和」「生命予後とターミナルステージ」「コミュニケー
ション」「倫理的問題」「告知」あるいは「ホスピス・
緩和ケアに関する問題点」などに重点を置き言及した．
これらはわれわれがどのように考え，行動しているか
を示す中心的諸問題である．

2　緩和ケアの現場

「苦痛緩和」については身体症状を例にとり解説し
た．症状を緩和することは，患者を死の直前まで比較
的良好な QOL の状態に維持するための第一の関門で
ある．しかし，わが国の医療用麻薬使用量が米国の約
1/30，英国の約 1/7 と少ないことをみると，がん患
者の痛みが十分除かれることなく，苦痛を強いられて
いる可能性もある．従来から医療者，とりわけ医師に
対する教育，啓発が必要不可欠であるといわれる所以
である．

「生命予後とターミナルステージ」に関して言及す
ることは，患者やその家族にとって大きな意味を持つ．
病期に合わせて病態や今後起こりうることなどを説明
することは，患者の不安や苦痛を排除する意味でも，
家族のその後の病的悲嘆を避けるためにもなくてはな
らないアプローチだからである．われわれは病態の変
化に応じ，重要な情報・説明を家族にしっかり伝えて
おかなければならない．
「コミュニケーション」はあらゆる医療現場におい

てもっとも求められている事柄のひとつである．各種
医療に関するアンケートにおける要望でも，常に上位
にくる．われわれは日常診療の中で，患者や家族に十
分時間をかけ接することに労を惜しまない．われわれ
の目指すホスピス・緩和ケアの神髄がここにあると感
じるからである．

われわれは「看取り」にさいしてモニター類を使用
することはほとんどないし，部屋から家族を排除する
こともない．モニター類を使用していると，家族も医
療者もその方ばかりに目をやり，患者に向き合い，あ
るいは患者に手をさしのべることがなくなってしまう．
それは人が目指すべき看取りではないと考えるからで
ある．

3　倫理的課題

日常診療で避けて通れない問題に，「倫理的問題」
がある．痛みなどの苦痛はかなり克服できるようにな
ってはいるが，現代医療を駆使しても治すことのでき
ない苦痛が未だに残っていることも事実である．この

［各支部での特別講演］　講演抄録

命と向き合うホスピス・緩和ケア

柴田岳三

平成 21 年 8 月 8 日/北海道「第 6 回北海道高齢者透析研究会」　

日鋼記念病院緩和ケア科
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ようなとき，患者は「安楽死」を希望してくることも
ある．またそれを回避していても，鎮静（セデーショ
ン）を求めてくることも少なくはない．現場で対応を
迫られるわれわれは，倫理的観点から即座に決断しな
ければならないが，法的には議論のあるところでもあ
る．「二 重 結 果 の 原 則（principle of double effect）」

「自律性の原則（principle of autonomy）」などを後ろ
盾に実行にあたってはいるが，複数の医師の判断やス
タッフの同意を得るなど，慎重な判断が求められる．

4　在宅という選択

2007 年 4 月に施行された「がん対策基本法」には，
がん治療の早期から緩和ケアが関与すべきことや，居
宅におけるケアと，それを達成するために地域連携が
必要であることなどが謳われている．国家としては医
療費抑制の問題なども考えているのであろうが，がん
患者の 90％ 以上が病院または診療所で最期を迎えて
いるわが国の終末期医療の現実は明らかに偏っている．
50％ から 80％ 程の国民ががん治療の経過の中で，で
きるだけ家で過ごしたいと考えている．また 10％ 以
上が最期まで家でと考えているにもかかわらず，実際

の在宅死は 6％ 台と少ない．最期くらい自分が希望す
る場で過ごせるような選択ができるような社会を実現
したい．

5　緩和ケアに求められること

近年ホスピス・緩和ケアが急速に認知されはじめて
きたとはいえ，抱える問題は少なくない．特にホスピ
ス・緩和ケアが末期がん患者のみの医療と誤解されて
きたために，多くのがん患者が十分な緩和ケアを受け
られなかった．さらに，わが国で認められているホス
ピス・緩和ケアの対象疾患が，がんとエイズだけであ
ることにも疑問を感じざるをえない．死に至る病には，
その他にも神経難病や慢性呼吸器疾患，高度認知症な
ども含まれている．ただでさえ辛い透析患者ががんに
罹った場合，さらに辛い状況となっていることは明ら
かである．しかし，その医療費設定が包括医療となっ
ていて，医療コストの面からホスピス・緩和ケア病棟
でのケアが受けにくくなっている．

われわれホスピス・緩和ケアに携わる医療者が，す
べての苦しんでいる人々に手をさしのべることができ
るようなシステムを構築しなければならない．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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1　講演の目的

高齢透析患者の中には，癌や認知症などを患い終末
期を迎える人も少なくない．このような疾患をもつ高
齢透析患者の終末期においては，医療者側が生命維持
装置である透析医療を継続するか否かの決定を迫られ
る場合がある．透析を継続するか否かを含め終末期の
ケア方針を決定するさいには，当事者である患者の意
向を尊重することが不可欠である．そのための手段と
して事前指示，つまり意識がない状態になったときに，
生命維持治療をするか否かの意向を，意思決定が可能
なときに表明しておくことがあるが，日本ではその普
及度は非常に低い．このような現状にあって，事前指
示がなぜ普及しないのか，事前指示に対する患者や家
族の考え方，さらに透析患者が終末期のことをどのよ
うに考えているか，その背景に何があるかを理解して
おくことは，終末期のケアを考える上で重要である．

本報告では，報告者がこれまで全国腎臓病協議会と
日本透析医会と共同して実施してきた調査に基づき，
終末期における透析差し控えや，事前指示に関する高
齢透析患者・家族の意識とその背景について紹介する．
使用するデータは，65 歳以上の患者約 2,000 人に対す
る全国調査（以下「量的調査」）と，患者・家族に対
する質的調査（以下「質的調査」）である．

本題に入る前に，量的調査と質的調査の違いを紹介
したい．量的調査は，多くの人を対象として行われ，
調査にさいしては，統計的な処理がしやすいように回
答の選択肢などを事前に決めておき，その枠内で回答

してもらう．そのため，この方法では，調査する側が
想定する内容以外の対象者の意識や考えを捉えること
ができない．この弱点をカバーできるのが質的調査で
ある．すなわち，質的調査の目的は，ある現象の意味

（ここで言えば事前指示や透析の中止）を，対象者の
経験や意識に即してより深く理解することにあるため，
調査ではあらかじめ回答の選択肢を用意せず，調査対
象の考えや意見，経験を自由に聴き取ることができる．

2　透析の差し控えに対する高齢透析患者・ 

　家族の態度

高齢透析患者の態度を把握するため，「量的調査」
では癌の末期と重度認知症の場合を想定してもらい，
このようなときの透析の継続意向について質問した．
分析の結果，いずれの場合も透析を「差し控える」あ
るいは「続ける」という意見が過半数を占めておらず，
高齢透析患者の間で大勢を占める意向は存在しなかっ
た．さらに，「量的調査」と「質的調査」によって，
高齢透析患者が透析を差し控えたいという意向をもつ
背景には，家族などの負担を軽減したい，意識がない
状態で生きていても意味がないといった意識や，うつ
などの精神的な病が関係していることが示唆された．

透析の差し控えに対する家族の態度としては，「質
的な調査」から次のようなことが浮かび上がってきた．
重度の認知症に患者が罹患したと仮定した場合，家族
が透析を差し控えたいと考える背景には，身体的な介
護負担が大きいこと，判断能力がない状態での生きる
意味への疑問が影響していることが示唆された．患者

［各支部での特別講演］　講演抄録

アンケート調査に現れた終末期に対する
透析患者の意識

杉澤秀博

平成 21 年 8 月 8 日/北海道「第 6 回北海道高齢者透析研究会」　

桜美林大学大学院老年学研究科
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が癌の末期の状態にあると仮定した場合には，透析患
者の痛みや苦痛の強さが，家族が透析を差し控えるか
否かの決定に大きな影響を与える要因であることが示
唆された．

3　事前指示に対する高齢透析患者の態度

「量的調査」によれば，事前指示を必要と考えてい
る高齢透析患者は過半数を超えていたが，終末期の治
療方針について周囲の人に書面や口頭で伝えたり，相
談している人の割合は 30％ 程度に過ぎなかった．「質
的調査」からは，患者が自分の意向を家族など身近な
人に伝えない理由として，

①　「家族の負担の軽減」，つまり最終的には家族が
判断することになるから，家族の判断の障害にな
るようなことはしたくないという意識

②　「決定しても守ってくれなければ決定してもし
かたない」というように，終末期の治療の決定は
自分の意思の及ぶ範囲ではないという「無力感」

③　「すべて任せた」という言葉にみられるような
「家族への依存的態度」

④　「腎不全の患者は心に抱えているものが重い．
だから明るくしたい．こういう暗い話はタブー視
している．暗い話はしたくない」というように

「死をタブー視する態度」
なども関係していることが示唆された．
「量的調査」からは，患者の間に事前指示を広める

ための方策についての示唆が得られた．将来，判断能
力を失うような状態になった場合，透析治療の担当医
から希望の考えを聞かれたことがある人で，終末期の
治療希望を周囲の人に文書や口頭で伝えたり，相談し
たりする人の割合が 50％ を超えていた．つまり，事
前指示についての主治医からの働きかけが重要である
ことが示唆された．ただし，医師からの働きかけがあ
ったという割合は，高齢透析患者の 3％ に過ぎなかっ
た．

4　おわりに

透析患者の終末期における意向には，家族との関係
性や意識が大きく作用する．さらに，患者の自己決定
が強調されているが，差し控えを含めた終末期のケア
の決定を患者がすることは，「死を意識する」「周囲へ
の遠慮」などから大きな心理的負担を伴う．このよう
な現状にあって，患者の意向に即した終末期のケアを
実現していくには，医療従事者のほうから，透析差し
控えを含めた終末期のケアについて，家族を含めた話
し合いの機会を積極的に提供することが必要である．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊



日本透析医会雑誌　Vol. 24　No. 3　2009426

要　旨

沖縄県はわが国の人口の約 1％ が居住し，維持透析
患者数の多い地域である．地理的，文化的背景より患
者の県外移動が少なく，悉皆性の高い疫学的研究が可
能である．日本透析医学会統計調査委員会のデータお
よび沖縄県人工透析研究会の資料をもとに，透析施設
の形態，特に民間クリニックの役割について検討を開
始した．沖縄県では施設数で 88％，患者数で 90％ が
民間施設で治療されており，民間施設の役割が大きい．

1　緒　言

沖縄県は地理的，文化的背景より患者の移動が少な
く，悉皆性の高い疫学的研究が可能である．人口は約
135 万人でわが国の約 1％ を占める．以上の条件より
沖縄県は，今後のわが国の透析療法の将来を展望する
研究に適地である．日本透析医学会とは別に，沖縄透
析研究会では 1971〜2000 年にわたる 30 年間のすべて
の透析患者，施設のデータを登録している．沖縄県で
は本土復帰の前年である 1971 年度より維持透析が民
間施設（泌尿器科）によって開始された．それまで尿
毒症の治療は散発的に腹膜透析が取り入れられていた
が，一時的な延命策と考えられていた．琉球大学での
透析室開設は 1978 年 4 月で県内 5 番目であり，県立
病院ではさらに遅れて 1979 年 7 月の開設となってい
る．

2　対象・解析方法

資料として，日本透析医学会統計調査委員会の年度
末調査による「わが国の慢性透析療法の現況」報告1），
および沖縄透析研究2〜4）における沖縄関連の資料を利
用した．沖縄県における唯一の透析医療関係者の学術
団体である沖縄県人工透析研究会を通じて，日本透析
医学会統計調査委員会あてに資料，データベースの貸
与を申請し，詳細な検討をすすめる予定である．現在，
統計調査委員会では，保有するデータベースの整備・
検証および時系列化する作業が行われている．

3　結　果

全国的に見ると，1995〜2007 年度の間で，私立診
療所における患者数が 10％ 近く増加し，全体の約半
数となっている（図 1）．また施設数の増加の約 7 割
を私立診療所が占めている（図 2）．さらに沖縄県の
透析施設数は，全国比で 1.5 倍以上を維持している

（図 3）．2008 年度末の日本透析医学会の現況報告に
よると，全国で 1 施設あたり 69.4 人（282,622 人/4,072

施設）であるのに対し，沖縄県では 58.0 人（4,001 人/ 

69 施設）と小規模である．国・県・公立の施設数は 8

カ所で，透析ベッド数も過去 10 年間変動がみられな
い．これらの施設の患者数は 400 人で，全体の約 10

％ を占めている．末期腎不全患者の増加に見合う透
析施設（ベッド数）の需要増加はほぼ全面的に民間施
設に依存している．

［公募助成論文］

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
琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部

key words：血液透析，透析クリニック，病診連係，生命予後

Dialysis facilities in Okinawa: Current status and perspectives
Dialysis Unit, University Hospital of The Ryukyus
Kunitoshi Iseki
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図 1　透析医療機関の経営形態別の総患者数に占める割合の推移
　　　　　　　　  （日本透析医学会資料）
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図 2　私立診療所の割合の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　（日本透析医学会資料）

0

5
10

15

20
25

30

35

40
45

50

’95 ’97 ’99 ’01 ’03 ’05 ’07
0

500
1000

1500

2000
2500

3000

3500

4000
4500

5000
私立診療所
総施設数

年　度

総
施
設
数

私
立
診
療
所
の
占
め
る
割
合
・
％

図 3　沖縄県における透析施設数の推移および施設数の全国比の推移
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年度末患者数は施設数の推移と良く相関している．
受け入れベッド数が整備されているために透析患者数
が増加（受け入れ率，acceptance rate）する可能性も
あり，末期腎不全患者数そのものの発症率（incidence 

of ESRD）が増加しているかどうかは不明である．結
果的に全国より早い速度で年度末患者数が増加してい
る（図 4）．2005 年度までのデータを元に 2008 年度ま
での推測値と実測値を比較すると，ほとんど誤差がな
く直線的に増加している（図 5）．年間 130 人，患者
数の純増があり，民間クリニック 2 カ所分に相当する．

4　考　察

最近の傾向として，公的医療機関で導入され，比較
的短期間（3 カ月以内）に維持透析目的で民間クリニ
ックへ転院する例が多い．保存期（CKD ステージ 4, 

5）にバスキュラー・アクセスが作成されていれば民
間クリニックで導入が可能である．しかし，初診時す
でに CKD ステージ 5 であり，緊急に透析導入が必要
な，いわゆる Late Referral 症例も多い．腎不全進行
の自然歴（プロセス）には不明な点が多い．

現在，日本腎臓学会主導の臨床研究である「日本透
析導入コホート研究：J-IDCS」が進行中である．導入
施設への初診から透析導入までの期間と，透析導入後
の生命予後を検討する計画である．本研究では，特に，
健診受診歴，初診時の臨床検査成績，導入時の検査成
績および治療法，合併症などを登録する予定である．
これによって透析患者数，導入数の地域差の要因の一
部が解明されると期待される．また統計調査委員会研
究として既存の資料を精査し，導入後の施設間移動，
要因，生命予後との関連の検討が進められている．

図 4　年度末患者数の推移
（人口 100 万人対，日本透析医学会の現況報告より作成）
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y = 155.54x + 2513.9
R2 = 0.9321

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08
年　度

 予測数
2005年   3,603
2006年   3,758
2007年   3,914
2008年   4,069

 実測数
3,613
3,678
3,886
4,001

年
度
末
患
者
数



沖縄県における透析施設の変遷 429

透析クリニックでも CKD の早期発見，治療の啓発
活動による透析導入患者数の増加阻止に努める必要が
ある．保存期における CKD 管理の有無，良否が透析
導入後の生命予後を左右することから，CKD には一
貫した治療が必要である．やむなく透析療法が必要と
なった維持透析患者の生存率・QOL 向上にも努める
必要がある．わが国の透析患者の生存率は欧米に比し
良好であるが，一般住民に比較するとまだまだ改善の
余地が大きい5〜7）．今後の治療成績を向上させるため
には透析治療の標準化が必要であり，日本透析医学会
ではガイドラインを作成，更新を行っている．

透析患者を対象にしたエリスロポエチン（ESA），
スタチンの介入研究（RCT）の結果はいずれも有効性
が証明されなかった．高血圧は主要な心血管障害の危
険因子である8）が，透析患者では高血圧患者ほど栄養
状態が良好であり生命予後も良好である9）．これらは
透析患者における病態の複雑性，特殊性を示唆するも
のと考えられる．しかし，透析患者においても ESA，
スタチンの有効な一群の患者が存在することは確実で
あり，症例ごとに適応を判断すべきである．血圧レベ
ルに関係なく降圧薬使用群のほうが生命予後は良好で
ある10）．

わが国の透析患者の生存率は，諸外国に比し良好で
あることが示されているが，その理由については不明
である．わが国の透析療法を担っている私立診療所で
のきめ細かい診療による（数値では表せない）ものと
考えられる．今後，日本透析医学会の大規模観察研究
によってその一端が明らかとなることを期待したい．

CAPD 患者数は実数および施設数ともに減少してい
る．全国的に CAPD 療法は全体の 3.4％ と減少してい
るが，沖縄県ではさらに少なく 1.8％（71 人）である．
一方，血液透析では週 3 回の通院に困難を生じる患者
や，体外循環で血行動態の不安定な患者も多い．

CAPD 特有の問題点は民間診療所のみでは解決困難で
あり，なんらかの診療上のインセンチブが必要である．
CAPD の適応・診療連係，HD との併用療法，CAPD

診療費等の施策を今後検討すべきである．
民間施設にとっては経営の安定以外にも，後継者，

スタッフの育成・確保なども重要である．学術団体で
ある日本透析医学会および日本透析医会の果たすべき
役割は大きい．透析導入患者は高齢化し，多くの合併
症患者を抱えており，個々の民間施設のみでは対応に
限界が生じることは明白である．透析医療機関の課題
は表 1 のごとく多岐にわたる．今後，新たなアンケ
ート調査および系統的解析が必要である．

5　結　論

沖縄県の過去 10 年間の患者数，施設数の推移から，
今後しばらくは年間 2 施設程度のクリニックに見合う
患者数の増加が予想される．透析導入施設と維持透析
施設の分化が促進され，合併症，偶発症の管理，長期
入院施設の需要が高まっている．
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表１　施設形態に関連する研究課題

1．患者の通院状況：送迎の有無，費用の負担，事故対策
2．入院施設との病診連携：透析導入，バスキュラー・アクセスの作成・修復
3．長期入院，社会的入院患者への対応：受け入れ施設の不足
4．高齢腎不全患者の腎機能代行療法： CAPD，HD との併用
5．危機管理対策：連絡網（メーリングリスト）
 ・自然災害：地震，台風，洪水，停電，テロ
 ・感染性疾患：新型インフルエンザ，結核
 ・犯罪
 ・医療事故
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要　旨

わが国の維持透析患者の高齢化が進行している．65

歳以上の患者が全体の 55.1％，後期高齢者が 25.1％ を
占めるにいたっている．要介護高齢者を積極的に受け
入れる透析施設における実状は，入院対外来患者比で
みると 64 対 36 である．下肢閉塞性動脈硬化症の頻度は，
ABI でみて 48.2％，TBI でみて 69.9％ である．心エコ
ー検査によると，その 17.9％ は EF＜50％ である．透
析中に処置を必要とする低血圧は 44％ に起きる．42.9

％ になんらかの認知障害がある．48％ になんらかの
介護が必要である．高齢透析患者にとっては，長期予
後は意味がなく，維持透析療法に対するこれまでとは
異なる考え方と治療ストラテジーの確立が必要である．

1　まえがき

わが国の維持透析患者数は，増加の勾配が緩やかに
なったものの，依然として増加を続け，2008 年末集
計の日本透析医学会統計調査報告1）によると，患者総
数は 282,622 人に至った．そのなかで，患者の高齢化
に関係する問題はいよいよ深刻である．直近年の新規
透析導入患者の平均年齢は 67.2 歳で，前年比で 0.4 歳
高齢化し，全体の患者の平均年齢は 65.3 歳で，前年
比で 0.4 歳高齢化した．そのうち 65 歳以上は 55.1％，
75 歳以上の後期高齢者は 25.1％ を占めている．

わが国における維持透析療法は，高齢者に特有の問
題点の論議なしには意味がないといえる．しかし，透
析医療界全体として，必ずしも高齢透析患者に特別な
関心が示されているとは考えにくい．たとえば，2009

年の学術総会のプログラムをみると，発表演題数三千
数百題のなかで，演題名から高齢者に関すると考えら
れるのは 24 題であり，演者名から推測するとその大部
分は女性であり，さらに推測をたくましくすると，内
容の思考傾向から，おそらくは看護師・ソシアルワー
カーであろう．独断的過ぎるかも知れないが，医師が
積極的に関心を示している状況が見えない．ちなみに，
昨年は数題であった．

本稿は，高齢透析患者に特有の問題を明らかにする
基礎として，われわれの施設における実態調査を行っ
た結果を示すものである．

われわれの施設は，要介護高齢者を積極的に受け入
れることを目的に開設されたもので，介護療養型医療
施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・有料老
人ホームが，広いリハビリテーションのための空間を
中心に棟続きに建てられている．医療施設の一部に，
ベッド数 20 の血液浄化センターが設けられている．

2　方　法

1）　対象患者の疫学的観察
次の項目について，2008 年 11 月 26 日の時点で観

［公募助成論文］

長期予後は関係ない高齢維持透析患者の
実態と問題点

阿岸鉄三＊1　金田恵子＊1　北島和一＊2

＊1  ふれあい町田ホスピタル血液浄化センター　＊2  同 内科

key words：高齢者，維持透析患者，介護，知能障害
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察した．
a．男女比
b．入院外来比
c．年齢構成
d．透析歴分布

2）　循環器系評価
次の項目を評価した．
a．ABI

b．TBI

c．PWV

d．心エコー
e．透析中の低血圧
f．CTR

3）　知能評価
「長谷川式簡易知能評価スケールを用いた認知度」

（表 1）によって評価した．

4）　心身状態の全体的評価
「介護保険で認定された介護度」（表 2）によって評

価した．

3．結　果

1）　対象患者の疫学的観察
a．男 女比：男性 32 名（57％），女性 24 名（43％）

であった．
b．入 院外来比：入院透析患者数 36 名（64％），外

表 1　改訂長谷川式簡易知能評価スケール

氏　名　　　　　　　年　令　　　　（男・女）　　　　　　年　　月　　日生

質　問　内　容 配　点

1 お年はいくつですか ?（2 年までの誤差は正解） 0，1  　

2 今日は何年の何日ですか ?　何曜日ですか ? 0，1  　
（年，月，日，曜日が正解でそれぞれ 1 点ずつ） 0，1  　

3 私たちがいまいる所はどこですか ? 0，1，2
（自発的にできれば 2 点，5 秒おいて家ですか ?　病院ですか ?　施設ですか ?　のな
かから正しい選択をすれば 1 点）

4 これから言う 3 つの言葉を言ってみて下さい．あとでまた聞きますのでよく覚えてお
いて下さい．

0，1  　
0，1  　

（以下の系列のいずれか 1 つで，採用した系列に○印をつけておく） 0，1  　
　1：a）桜　b）猫　c）電車
　2：a）梅　b）犬　c）自動車

5 100 から 7 を順番に引いて下さい． 0，1  　
（100－7 は ?，それからまた 7 をひくと ? と質問する．最初の答えが不正解の場合，
打ち切る．それぞれ 1 点．）

0，1  　

6 私がこれから言う数字を逆からいって下さい． 0，1  　
（6－8－2，3－5－2－9 を逆に言ってもらう．3 桁逆唱に失敗したら，打ち切る） 0，1  　

7 先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみて下さい．（自発的に回答があれば各
2 点，もし回答が無い場合以下のヒントを与え正解であれば 1 点）

a：0，1，2
b：0，1，2

　a）植物　b）動物　c）乗り物 c：0，1，2

8 これから 5 つの品物を見せます．それを隠しますのでなにがあったか言って下さい．
（時計，鍵，タバコ，硬貨など必ず相互に無関係なもの）

0，1，2
3，4，5

9 知っている野菜の名前をできるだけ多く言って下さい．（答えた野菜の名前を右欄に
記入する．途中で詰まったり，約 10 秒間待っても答えない場合はそこで打ち切る）

0，1，2
3，4，5

　0〜5＝0 点，6＝1 点，7＝2 点，8＝3 点，9＝4 点，10＝5 点

満点 30 点　　20 点以下　認知症　　21 点以上　非認知症 合計点数

表 2　介護度

5 度：全介助
4 度：ほぼ全介助

食事セッティングすれば食べられる

車イスで移動可
3 度：車イス全介助レベル

生活面で介助必要
2 度：車イス自操可

移乗時一部介助
1 度：一部介助

支えれば歩行可能
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来透析患者数 20 名（36％）であった．
c．年 齢構成：詳細は，図 1 のようであるが，60 歳

以上が全体の 88％，70 歳以上でみても 60％ で
あった．

d．透 析歴分布：詳細は，図 2 に示したが，5 年以
下の比較的短い透析歴の患者が全体の 48％ を
占めていた．

2）　循環器系評価
a．ABI：ABI（ankle-brachial index）＞＝1.3，あるい

は，＜0.9 を示した患者は，全体 56 名中 27 名
（48.2％）を占めていた（図 3）．

b．TBI：TBI（tibial-brachial index）＜＝0.6 は，全体
56 名中 39 名（69.9％）を占めた（図 3）．

c．PWV：PWV（pulse-wave velocity）は，年齢に相
応する標準値より全体に高い値を示した（図 4）．

d．心エコー：表現の都合上，EF（ejection fraction）

50 歳代　5％

60 歳代
28％

70 歳代
33％

80 歳代
25％

40 歳
5％

90 歳
2％

20 歳代　2％
30 歳代　0％

図 1　年齢構成
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図 2　透析歴分布
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で評価すると，EF＜50％ は，全体 56 名中 10 名
（17.9％）を占めていた（図 5）．

e．透析中の低血圧：血液透析中に起きる低血圧症
に対してなんらかの処置を必要とする頻度をみ
ると，44％ において処置が必要であった．

f．CTR：CTR＞50％ を示す患者は，29 名（52％）
であった．

3）　知能評価
長谷川式簡易知能評価スケールを用いた認知度を用

いて評価した．56 名中 24 名（42.9％）が 20 点未満で
あった．

4）　心身状態の全体的評価
介護保険で認定された介護度にしたがい図 6 に示し

た．介護を必要とした患者は，全体の 48％ に及んだ．

4　考　察

1）　疫学的観察について
約 2/3 の患者が入院患者であったことは，かなり特

徴的であると考える．筆者は，長い間，透析医療にか
かわってきたが，そこで診療した患者の多くは，急性
腎不全患者や維持透析患者であっても手術を必要とす
るような合併症をもった，病状の比較的変動する患者
であった．そのような透析施設では，当面の医療上の
問題が解決されると，患者を紹介してきた施設へ戻す
か，療養型医療を行う施設に転院してもらうのが通例
であった．現在勤務する施設は療養型であり，送る側
から受ける側に廻ったのである．結果的に，透析医療
について，視野の方向が 180 度回転した．以前に勤務
していた医療施設においては，比較的入院患者が多い
施設であると考えていたが，それでも全透析患者数に
対する入院患者数は 1/5〜1/4 程度であった．

年齢構成をみると，60 歳代が 28％，70 歳代が 33％，
80 歳代が 25％，90 歳代が 2％ を占めていた．高齢者
を対象とする透析施設においては，入院を必要とする
患者の比率が高いことがわかる．

透析歴分布を見ると，5 年以下の透析歴の患者が全
透析患者の 48％，そのうち 1〜2 年の透析歴の患者が
30％ を占めていた．日本透析医学会統計調査委員会
の報告における透析歴 5 年以下の患者の割合（49.0％）
とほぼ同等である．一方で，この調査対象群と一部重
複した患者群で，2008 年 4 月 1 日から 2009 年 7 月 31

日までの観察期間中，透析歴はそれぞれ異なるが，外
来透析患者 20 名のうち 2 名（10.0％），入院患者 92

名のうち 22 名（23.9％）が死亡した．かなり高い死
亡率と考えられる．高齢者が多く，もともと生命予後
は短いことの結果と考えるのが普通であろう．そうだ
とすると，高齢維持透析患者には，現在一般に考えら
れている透析患者に対する長期予後を考える治療のス
トラテジーは意味がなく，必要もないことになる．

しかし，一方で，やはり多くの高齢維持透析患者を
診療している医師との雑談程度のレベルの話で，“最
近は，透析患者のほうが非透析高齢者よりも長生きす
るのではないか” との情報が交換されることがある．
統計学的に検討された報告には未だ接していないが，
医学的に根拠のないことではないと考えられる．近年，
アンチエィジング（antiaging，抗加齢）に関心が示さ

EF＜50%

10 名
（17.9％）

50%＜＝EF50%

46 名
（82.1％）

EF50％以上：正常
EF50％未満：異常

図 5　心エコー

5 度
8％

4度
13％

3度
13％

2度
11％

1度
3％

介護なし
52％

図 6　介護度
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れているが，エィジング（aging，加齢現象）に作用
する要素として free radical も候補にあげられてい
る2, 3）．そして，free radical によって作られ，エィジ
ングに直接働く可能性が指摘されている過酸化物質の
多くは，比較的分子量が小さく，現用透析膜で除去が
可能であることに思いが及べば，定期的な血液浄化が
アンチエィジングに作用する可能性を否定できない4）．

2）　循環器系評価について
循環器系の評価には，多方面からのアプローチがあ

る．例えば，維持透析患者の閉塞性動脈硬化症（ASO）
の診断基準にしたがって5）ABI・TBI に注目すると，
ABI では全患者の 48.2％，TBI では 69.9％ が異常を
示していた．きわめて高率に，閉塞性動脈硬化症が発
症していた．

PWV については，われわれの施設の患者は，年齢
に対応する標準値よりも高い値を示す傾向にあった．
すなわち，動脈硬化がより進展していると考えられた．

超音波による心機能の検索では，異常とされる EF

＜50％ 以下を示すものが 17.9％ を占めていた．
血液透析中に起きる低血圧症に対してなんらかの処

置を必要とする頻度は，44％ であった．一般に，透
析中の低血圧症の強度・頻度は，血管床コンプライア
ンスとの関係から，動脈硬化の程度と相関すると漠然
と考えられてきたが，これまで相関性を示す数学的検
討はされてこなかった．われわれは別の研究で，ABI

で示される動脈硬化症と血液透析中の低血圧症の頻度
との間には数学的な相関関係があることを報告してい
る6）．

CTR＞50％ を示す患者は 29 名（52％）であった．
高齢者が多いことから高血圧・左室肥大に由来する因

子も考えられるが，単純に，透析患者における水分バ
ランスの指標とみなすと，溢水傾向の患者が多いこと
になる．実際，総合的に溢水状態にあると判断しても，
透析中の低血圧に対応するには，比較的溢水傾向にあ
るほうが効果的であることへの対応の結果であるとい
える．これも，高齢者の透析においては，長期的な生
命予後よりも一回ごとの透析をいかに乗り切るかに重
点が置かれたことによる結果である．

ついでに，ESA（erythropoiesis-stimulating agent）
の使用状況を付記する（図 7）．darbepoetin a の 1 ng

を epoetin b の 200 単位に換算して示してある．これ
は全体の 72％ の患者に投与されている．ESA 投与患
者における高血圧・血栓形成などの untoward effects

は，その想定されている作用機序から考えると，動脈
硬化症がより進展している高齢者は，より強く影響を
受けやすいと考えられる．そのため，年齢別の適正な
ESA 使用のガイドラインがあって然るべきと考える．

3）　知能評価について
56 名中 24 名（42.9％）が 20 点未満で，高率に障害

が認められた．高齢者を積極的に受け入れている結果
であると考えられる．

4）　心身状態の全体的評価について
介護保険で認定された介護度にしたがい，介護を必

要とした患者は，全体の 48％ であった．かなり高率
であるといえるが，高齢者を積極的に受け入れている
結果であると考えられる．

5）　narrative-based medicine について
ここまで述べてきたのは，ある程度，統計的な分析

ESA使用患者

ESA
非使用者
14 名
（28％） ESA

使用者
42 名
（72％）

ESA12000  4％

ESA6000
2％

ESA4000
13％

ESA3000  5％
ESA2000  9％

ESA16000  2％

ESA9000
40％

ESA8000
14％

ESA4500
11％

週当たりのESA使用量

図 7　ESA 使用状況
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が可能という意味では，EBM（evidence-based medi-

cine）に準拠した記述が可能な内容であった．しかし，
例えば，知能評価や心身状態について個々の患者の状
況に立ち入ると，統計的には記述できない，すなわち，
NBM（narrative-based medicine）に拠る記述でなけ
れば表現できない内容が7, 8），特に高齢維持透析患者
には存在すると考えられた．

維持透析療法は元来慢性的であり，定期的に身体が
透析装置に拘束されるため，社会的問題が深く関係し
ていくことから，家庭的な事情もある程度知っていな
ければ実施できない．しかし，身体的にも知的・精神
的にも自立できる若い患者よりも，上述したように自
立できない高齢者については，医療・介護・看護関係
者は，必然的に，家庭の状況・患者を取り巻く比較的
狭いコミュニティの環境にも知悉していなければなら
なくなる．このような観点からみる患者は，個々の
narrative（物語り）を紡いでいる．統計的エビデンス
としてだけでは理解できないといえる．

問題を抱えた患者例を示す．
［例 1］
70 歳代後半の高齢者の夫が透析患者であるが，夫

婦で，一応，自立して生活している．しかし，自分た
ちで食事の用意ができないので，介護施設から派遣さ
れた人が食事の用意をしてくれる．問題は，食事の用
意をしてくれるメンバーが常に一定ではないことであ
る．メンバーの各員に透析食について説明し，準備を
してもらうことは，実際上不可能である．
［例 2］
80 歳代後半の夫が透析患者である．80 歳代前半の

妻が食事の用意をしている．50 歳の長男が独身で同
居している．妻は，長男の家の食事を作るのに精一杯
であり，Na・K などに対する配慮はまったく行われ
ていない．これらの例では，食べて生きていければ最
低限容認とするのが現実的である．
［例 3］
夫婦だけで生活しており，80 歳代前半の妻が透析

患者である．原疾患は糖尿病性腎症である．経口的薬
剤により糖尿病が治療されているが，血糖値は必ずし
もうまくコントロールされていない．インシュリン自
己注射による治療も考えられたが，夫婦ともに視力障
害から細かい操作が確認できない．実際に注射したの

か，しなかったのかも確認できないので，インシュリ
ン自己注射は危険と考えられ，ペンディングのままで
ある．

高齢者が単身で，あるいは夫婦だけで，他人（よ
そ）さまのお世話にならずに自立して生活しようとす
る意識・態度は，人間の尊厳にかかわる問題であり，
尊重すべきである．しかし，そのために医療上の制約
も多く起こる可能性がある．これらは，比較的若年患
者を主体的に対象とする EBM の考えだけでは，把握
し理解することはできない．NBM に基づく認識力と
理解力による応用をしなければならない9）．

5　結　論

①　高齢維持透析患者には，身体的・精神的・知的
障害などに基づく特有の問題が存在する．

②　高齢維持透析患者においては，長期生命予後を
目的とする透析療法の考えは意味がない．

③　高齢維持透析患者の理解には，EBM に基づく
理解だけでなく，NBM による理解も必要である．

この研究は，日本透析医会平成 20 年度公募助成事
業による．
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要　旨

慢性腎疾患の腎保護療法の主要なポイントは，①原
病に対する治療，②糸球体内圧のコントロール，③生
活習慣のコントロールである．生活習慣については食
事や運動量が数値指標化されていないため，データベ
ースに反映されていない点が重要である．

また，糸球体障害を抑制するには，原疾患の治療の
ほかに「糸球体内圧のコントロール」技術が最重要事
項である．これらの指標をデータベースへ組み込むた
めに，「1 日食塩尿中排泄量」「1 日尿中蛋白量」「蛋白
摂取量」「％ クレアチニン産生速度」を蓄尿保冷して
測定する事が不可欠の条件である．

1　研究目的

世界規模での chronic kidney disease（CKD）に対す
る対策が実施されている．わが国においても，CKD 対
策が積極的に進められている．現時点では，啓発活動，
早期発見，自覚の向上，早期治療開始に対する対策が
進められている．また，戦略研究としては，FROM-J

研究により，一般診療所と専門医の連携，栄養指導介
入研究が開始されている．

CKD 症例の増加の背景には，生活習慣病，高血圧
症例の増加が重要な位置をしめている．これらの疾患
の増加の大きな要因として「不適切な食生活」，「運動
不足」があげられる．特に，これらの因子については，
的確な「数値指標」が一般化していないこと，それら

の数値指標に基づいて「食生活」「身体運動」が軌道
修正できていないことが生活習慣病，CKD 蔓延の最
大の原因である．したがって，「食生活」「筋肉量・運
動量」に関する測定可能な指標を定め，それらを含む
CKD 症例，その予備軍である生活習慣病，すなわち

「糖尿病」，「メタボリック症候群」，「高血圧症」，「そ
の他の循環器疾患」を対照としてデータベースを作成
し，「実効」の上がる治療法を作成することを目的と
した．

2　研究方法

①　2008 年度に新しい「数値指標」を含むデータベ
ース作成ソフトの開発に着手し，症例データの蓄積
を開始した．さらに，「実効」の上がるデータベー
ス作成ツールとして次に述べる諸点を改良し，実用
的な「データベース作成ソフト」を開発する事，な
らびにその普及を図り，多変量解析に堪えるデータ
蓄積を目標とした．

②　「実効の上がるデータベース作成ソフト」とする
ためには，「食生活・筋肉量・運動量に関する数値
指標を加えること」「日常診療の流れに沿ったデー
タ収集法」であることを基本として作成した．

③　「食生活に関する指標」では，食品の栄養計算の
データを用いる事は「計算が大変であること」「残
食の計算が煩雑であること」「食品の構成成分が一
様でないこと」などのため，「誤差が大きい」ため
実用的でない．そこで，実測可能な「1 日食塩尿中

［公募助成論文］

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
医療法人有心会大幸砂田橋クリニック

key words：保冷 24 時間蓄尿検査，生活習慣の数値指標化，診療支援システム

Need to construct chronic kidney disease patient database with analysis of 24-hour cold-stored urine（the second report）
Daiko Sunadabashi Clinic
Kenji Maeda
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排泄量」，「％ クレアチニン産生速度（筋肉量・運
動量の指標）」，「1 日蛋白摂取量」，「1 日尿中燐排泄
量」，「1 日尿中カリウム排泄量」を保冷 24 時間蓄
尿法により測定し，データ指標に加えた．

④　腎障害の指標として，保冷 24 時間蓄尿法により
「24 時間クレアチニンクリアランス値」，「1 日尿蛋
白 排 泄 量」，「fractional excretion of Mg」を 用 い，
世界各国で使用されている「スポット尿での 1 g ク
レアチニン当たりの尿蛋白排泄量」，「スポット尿で
の尿蛋白濃度/尿クレアチニン濃度比」，「常温での
24 時間クレアチニンクリアランス値」，「1/50 蓄尿
器による各指標」についても，保冷 24 時間蓄尿デ
ータとの差異を明らかにするため，データベースへ
の収集項目として設定した．

⑤　日常診療の援助機能として，次のいくつかの機能
をこのデータ作成ソフトに付加し，日常診療がより
円滑に行え，しかも，生活習慣是正の動機付けにな
るよう考慮した．
・検査データを電子媒体から自動読み込みを行い，

自動計算により所定項目値を算出し，データベー
スに自動登録する機能．

・過去 10 回の各指標の一覧表を作成，印刷し，診
療時に渡して，各指標の変化が一目瞭然に理解で
き，生活習慣変容の動機付けを促す機能．

・各指標の計算結果をカルテに保存するための出力
機能．

・レセプトコンピュターから，内服薬剤，注射剤，
外用剤など診療に使用された薬剤や処置などのデ
ータを一定の順番で出力する機能の搭載．

・出力された治療データを一定の順番でデータベー
ス作成ソフトに収集する機能の搭載．

・保冷 24 時間蓄尿検査法の意義，検査法の詳細に
ついての説明書の搭載．

・データを匿名処理する機能．
・データを匿名処理後，個人が特定できない状態で

の多数例のデータ処理に利用し，データを発表す
ることに対する，各症例の同意書を搭載し，同意
書が得られた症例について，同意済みデータであ
ることの認証機能を搭載し，データ収集・解析時
には，同意済み認証症例のみのデータを読み込む
機能を搭載．

・データ一覧表に記載された各指標についての意義

と各自の療養への応用についての説明文書を搭載．

3　研究成績

①　2008 年の研究によって，保冷 24 時間蓄尿検査に
よる検査成績を含む登録項目の概略が定められ，充
実したデータを用いた診療とその診療結果が蓄積さ
れている．

②　診療支援機能の充実によって，以下に述べるよう
な「診療への効果」，「事務処理上の効果」が認めら
れている．さらに，CKD 症例の診療の流れを加速
する効果がみられ，同時に自動的にデータ集積が行
われる仕組みが有効に機能している．それらの効果
を要約すると下記の通りである．
・過去 10 回分の 24 時間蓄尿のデータを含むデータ

の一覧表を用いて診療上の現状と改善の方向性を
説明すると，「理解が容易」となり，「食塩摂取量
の制限」，「蛋白摂取量の制限」，「運動量の改善」
などの改善の方向性が認識されやすくなり，以前
の診療に較べて「動機付け」が容易になった．

・確実な「療養変更」の動機付けが行われた結果，
治療成績が確実に改善する症例がみられるように
なっている．

　例えば，67 歳の糖尿病性腎症で著明なネフロー
ゼ症候群を呈していた Kimmelstiel-Wilson 症候群
の症例についても，保冷 24 時間蓄尿検査を行い，
1 日尿蛋白量 4.68 g/day で血圧 180/110 mmHg，
内因性クレアチニンクリアランス 58.1 ml/min で
あった．ほぼ，毎月 24 時間蓄尿検査を行い，そ
の検査結果を指標とし，治療を行い，3 年 4 カ月
後には，1 日尿蛋白量 0.35 g/day に減少し，血圧
も 120/70 mmHg と安定している．この間の詳細
な記録は報告しているので参照されたい1）．その
後 1 年間も同様に治療を続け，1 日尿蛋白量は
徐々に低下を続け，2009 年 6 月の成績では 1 日
尿蛋白量は 0.14 g/day にまで減少した．

　糖尿病性腎症例については，ほかにも同様に尿蛋
白量の減少のみられる症例が増加しており，保冷
24 時間蓄尿検査に基づき，自己管理の動機付け
ができ，血糖管理，尿中食塩排泄量の減少，血圧
の管理が良好に行われた症例については，1 日尿
蛋白量が減少し，腎機能の低下も抑制され，安定
する事が認められてきている．このように糖尿病
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性腎症について保冷 24 時間蓄尿検査は，自己管
理の動機付けに役立ち，診療支援機能によって，
病態の改善に寄与することが認められてきている．

・腎硬化症からの透析療法導入者の割合は，日本透
析医学会の統計調査成績2）では年々増加しており，
2008 年末では 10.5％ となっている．この疾患に
ついては，発症，進展に関与する因子は必ずしも
明らかでなく，予防，治療法も確立されていない．
この疾患の進展因子の検索や治療効果の判定にも，
保冷 24 時間蓄尿検査が重要な手段となりうると
考えている．

・蛋白尿を伴う心不全症例についても , 保冷 24 時
間蓄尿検査成績を用いた管理が有効である．

　心不全のため入院を繰り返していた 85 歳の糖尿
病症例について，保冷 24 時間蓄尿検査で 1 日尿
中食塩排泄量が 10 g/day 以下に管理されると，
心不全症状を生じることなく，在宅治療で良好に
治療された成績を報告している1）．これは CKD に
おける心腎相関を踏まえた治療成功例であり，1

日尿中食塩排泄量が実測されない以前は，心不全
から肺水腫を生じ，度々入退院を繰り返していた
が，尿中食塩排泄量が実測されるようになり，
10 g/day 以下に管理されるようになってからは
入院がなくなっている．この症例に見るように，
心不全症例にも保冷 24 時間蓄尿検査は重要な管
理手段となっている．

・食塩摂取量は高血圧管理，尿蛋白量の減少，腎糸
球体内圧の推定に重要な指標である．腎機能を保
持しながら，尿蛋白量の減少を図る場合，1 日尿
中食塩排泄量の実測が不可欠となる．医師も患者
も食塩摂取量を知らずにカルシウム拮抗薬による
降圧を図ると，血圧は低下するが尿蛋白量は増加
する場合が多く，結局腎機能低下を促進する結果
となる．尿蛋白量の変動は糸球体内圧の変動を反
映している場合が多く，尿蛋白量の変動から，糸
球体内圧を推定し，糸球体内圧を上昇させない状
態で降圧をはかり，徐々に尿蛋白量の減少を図る
ことが望まれる．このように，降圧治療において
1 日尿中食塩排泄量の測定は不可欠の検査である．

・在宅医療症例に対して，食事摂取状況の評価，運
動状況の評価，体力回復の評価に重要な指標であ
り，在宅療養での体力低下症例の治療指標として

も保冷 24 時間蓄尿検査は有用な検査法である．

4　考　察

①　保冷 24 時間検査の実施について，その実行可能
性の検討を行った．本人の理解力が低い場合は，家
人などの協力者が得られれば，正確な蓄尿が可能で
ある事が認められた．在宅医療を受けている「寝た
きり」ないしはそれに近い症例の場合は，1 日間の
膀胱バルンカテーテルと閉鎖滅菌蓄尿バッグでの採
尿を行っており，「寝たきり」症例，「オムツ」使用
症例についても正確な 24 時間蓄尿が可能であった．

②　コンプライアンスについても，検査の重要性の説
明と検査結果の 10 回分の推移の提示と説明により，
ほとんどの症例で重要性が認識され，検査の継続が
可能となっている．

③　保冷 24 時間蓄尿検査では，従来の診察では把握
できなかった食事摂取状況（尿中食塩排泄量，蛋白
摂取量，尿中燐排泄量，尿中カリウム排泄量）や筋
肉量・運動量（％ クレアチニン産生速度）が把握
できる．その結果，生活習慣病，腎疾患，心疾患，
高血圧症の管理ならびに，在宅医療での食事療法，
リハビリ治療の評価の指標を得ることができ，きわ
めて重要な検査法である．

5　結　語

保冷 24 時間蓄尿検査は，糖尿病，メタボリック症
候群，CKD 症例，心疾患，高血圧症例の治療に「生
活習慣に関する指標」，「筋肉量・体力に関する指標」
を知る方法として再現性の高い，重要な検査法である．

本研究は日本透析医会平成 20 年度公募助成金によ
るものである．また，本研究の要旨は，第 52 回日本
腎臓学会学術総会（2009 年 6 月 3 日，横浜市）にお
いて発表した3）．
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要　旨

RO 水・透析液から分離された菌の，菌種と菌株の
推移を 3 施設で経時的に観察した．分離された菌は施
設ごとに異なった．RO モジュールの交換・RO タン
クの洗浄により，RO 水から分離される菌種は変化し
た．透析液作製系の配管の交換前後で，透析液中の菌
もすべて菌種が異なった．しかし，連日次亜塩素酸・
過酢酸消毒を行っても，数カ月間同じ菌種の同一菌株
が分離された．これは作製系配管内に定住菌叢がある
ことを示している．清浄化対策として消毒や洗浄が行
われかつ日常的に使用されている動的な状態で，バイ
オフィルムが普遍的に存在していることを直接証明し
た初めての報告である．

序

透析液の清浄化対策として，消毒・洗浄法の変更や
UF フィルタの追加により，透析液や RO 水の汚染が
改善されたという報告は数多くあるが，どの施設でも
同じ結果が得られるとは限らない．普遍性を欠く理由
として，なぜ透析液中に菌が存在するのか，その汚染
源が検討されていないことがあげられる．施設ごとに
運用や対策が違うため，透析液の作製系から分離され
る菌そのものが異なり1），消毒やフィルタによる効果

の現れ方が異なる事が推測される．このため清浄化対
策は行われるものの各施設の経験則に過ぎず，データ
として蓄積することができないでいた．

透析液を無菌化するには，ろ過滅菌工程としての UF

膜や，エンドトキシンリテンティブフィルタ（ETRF）
前のバイオバーデン（非無菌医薬品中に存在する微生
物の数と種類）を管理する必要がある2）．これらの膜
のろ過効率（log reduction value； LRV）に対する微
生物の数の制御3）がこの論理の主軸となるが，どうす
れば制御できるかについて数のみからでは情報が得ら
れない．

今回われわれは，透析液清浄化 GQP 委員会4）で行
っている室間精度管理用5）に送られてきた検体で，清
浄化法を継続あるいは変更した際に分離生菌の菌種と
菌株がどう変化するかを観察した．清浄化対策を選択
する際の基礎データとして，バイオバーデンとしての
微生物の種類から得られる情報について検討した．

1　対象と方法

1）　対象
透析液清浄化のための多施設共同グッドクオリティ

ープラクティス委員会4）（透析液清浄化 GQP 委員会）
に参加している施設の RO 水・透析液を用いて検討し
た．施設ごとに行っている検査の室間精度管理の目的

［公募助成論文］
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で，年に数回，日本医科大学微生物学免疫学教室，お
よび越谷大袋クリニックに検体を移送し生菌培養を行
っている．

RO 水・透析液のサンプルポートを採取前にアルコ
ールで十数秒湿潤し乾燥後，50 ml 滅菌シリンジで検
体を採取し4, 6），冷蔵で 24 時間以内，室温で 2 時間以
内に検体を移送し検査を開始した．これらの検体のう
ち，2008 年 9 月から 2009 年 4 月までに複数回移送さ
れてきた水系の異なる関東圏の 3 施設の RO 水・透析
液中の菌種を同定し，さらに同一菌種の場合にはその
菌株も検討した（図 1）．この期間の 1 回目と 2 回目の
測定の間に行われた透析液作製系に対する清浄化対策
を聞き取り調査し，分離菌の推移との関連を検討した．

2）　生菌培養
移送された検体をメンブランフィルタ法（培地は第

15 改訂日本薬局方参考情報 13 製薬用水の品質管理に
収載の R2A 平板寒天培地）で，25℃，14 日間培養し
た7）（Millifrex，日本ミリポア）．ここで視認されたコ
ロニーを，R2A 培地・血液寒天培地・ミューラーヒン
トン培地で分離し，さらに 2 代継代して増菌させたも
のを回収し，以下の菌種同定と菌株同定の検討を行っ
た．生菌培養と同時にエンドトキシン活性を Kinetic 

QCL 法（Whittard）で測定8）したが，今回対象とした
検体はすべて検出限界未満であった．

3）　16S rRNA ゲノム塩基配列の系統解析による 

菌種同定
菌のゲノム DNA を精製（QIAamp DNA kit）したも

のを，16S rRNA の遺伝子に対するユニバーサルプラ
イマー9）を用いて PCR で増幅し，その産物を純化して
シークエンサー ABI 3010（ABI, LA）を用いて塩基配
列を解析した．その結果を NBCI Gen Bank の Blast

で系統解析し，配列の相同性（maximum identifica-

tion）が 99％ 以上で菌種を，90％ 以上で菌属を判定10）

した．

4）　パルスフィールド法を用いた制限酵素処理ゲノ
ムの DNA タイピング（genotype11））による菌株
同定

菌をアガロースゲル中に包埋し，リゾチームおよび
Protease K で溶菌後，制限酵素（SpeI，NewEngland 

Biolab）で処理した．切断された菌の遺伝子を，PFGE

（Bio Rad）で泳動角 120°，スイッチ時間 5.3〜34.9 秒
で 19.5 時間展開する緑膿菌の処理条件を用いた．得
られたバンドパターンの偏位が 3 バンド未満の場合，
同一の菌株12）と判定した．

2　結　果

RO 水・透析液から分離された菌の 16S rRNA 系統
解析により同定された菌種を図 2, 3, 4 に示す．分離
された菌は施設ごとに異なった．施設 A から一菌種
グラム陽性菌（M. ginsengisoli）が分離されたのを除
き，す べ て Proteobacteriae 門 a-, b-, c-proteobacterium

綱のグラム陰性桿菌であった．いずれもいわゆる環境
由来の菌であり，ヒトの皮膚や咽頭由来の菌は検出さ
れなかった．さらに 3 施設とも，透析液中に RO 水と
は異なる菌が存在した．

図 1　透析液培養から菌種・菌株同定までの流れ

透析液培養 分離

菌株同定
（制限酵素SpeI 処理ゲノム型
のPFGE法による相同性）　

ゲノムDNAのPCR増幅

塩基配列の決定

菌種同定（16S rRNAゲノム配列の系統解析）

同一菌種に対して
菌株の同異を検索GenBank　遺伝子検索

AGGGGCGCGGCTACCATGCAAGTCG
AGCGGATGAAGGGAGCTTGCTCCTG
GATTCAGCGGCGGACGGGTGAGTAA
TGCCTAGGAATCTGCCTGGTAGTGG
GGGATAACGTCCGGAAACGGGCGCT
AATACCGCATACGTCCTGAGGGAGAA
AGTGGGGGATCTTCGGACCTCACGC
TATCAGATGAGCCTAGGTCGGATTAG
CTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCA
AGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGA
GAGGATGATCAGTCACACTGGAACTG
AGACACGGTCCAGACTCCTACGGGA
GGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
GGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGC
CGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGAT
TGTAAAGCACTTTAAGTTGGGAGGAA
GGGCAGTAAGTTAATACCTTGCTGTT
TTGACGTTACCAACAGAATAAGCACC
GGCTAACTTC

Query Cover  98% Query Cover  98% 
Max Identical 99%Max Identical 99%
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施設 A・B では RO モジュールの交換，施設 C では
RO タンクの洗浄が 1 回目と 2 回目の測定間に行われ，
3 施設とも RO 水中の菌種の変動が見られた．また透
析液作製系の洗浄・消毒は，どの施設も週 4〜5 回の
次亜塩素酸と週 2〜3 回の過酢酸で行われ，施設 B で

は配管自体も交換された．透析液では 1・2 回目の測
定で，3 菌種（施設 A の Pannonibacter phragmitetus，

施設 C の Caulobacter leidyi，Methylobacterium sp.）同
じものが分離された．これらの菌の genotype をみる
と（図 5），P phragmitetus と C leidyi は一致し，同一
の菌株であると考えられた．一方 Methylobacterium 

sp. はその遺伝子型が異なった．

3　考　察

今回の検討で，透析液作製系から分離される菌の中
に，数カ月間変動しない菌株が存在することが明らか
となった（図 5）．データには示さないが，これらの
菌株は菌数の著しい増加が見られないことから，通常
各施設で行われている清浄化対策で完全に除去されず
作製系内に定住しているものと考えられる．一般に環
境中で菌はバイオフィルムを形成し，あたかも多細胞
生物のように振舞い，洗浄や消毒にも耐えて子孫を残
すことが知られ13），透析配管中にもバイオフィルムが
存在する14）という報告もある．今回の結果は，毎日の
洗浄・消毒といった透析液の清浄化を行っている動的
な状況においても，バイオフィルムとして透析液作製
系内に菌が存続していることを直接証明した初めての
報告である．このように無菌環境で作製される医薬品
のみならず透析液においても，非無菌部分の微生物の
種類から得られる情報2）はバイオバーデンの管理のた
めに有用である．

しかし，微生物制御のための情報とするためにはま
だいくつか検討課題が残っている．まず，1 回目の観

図 2　施設 A から分離された菌の種属
　　　　　　　　 左：1 回目　右：2 回目

CF609N

•RO水
RO装置

中央
供給装置

UF
ETRF
UF
ETRF

Acidovorax sp.
Variovorax paradoxus
Pannonibacter phragmitetus  

Pseudomonas saccharophila
Mesorhizobium loti 

•透析液（UF・ETRF前）
Pannonibacter phragmitetus

Pannonibacter phragmitetus
Methylobacterium fujisawaense
Microbacterium ginsengisoli

•UF・ETRF後　透析液

（－） （－）

図 3　施設 B から分離された菌の種属
　　　　　　　　 左：1 回目　右：2 回目
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•RO水
RO装置

中央
供給装置
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ETRF
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ETRF

Ralstonia pikketti
Sphingomonas Paucimobilis
Pseudomonas  sp.  

•透析液（UF・ETRF前）
Burkholderia cepacia 　
Acinetobacter  sp.

Ralstonia pikketti
Sphingomonas adhaesiva
Bacillus simplex

•UF・ETRF後　透析液

（－） （－）

（－）

図 4　施設 C から分離された菌の種属
　　　　　　　　 左：1 回目　右：2 回目

CF609N

•RO水
RO装置

中央
供給装置

UF
ETRF
UF
ETRF

Variovorax paradoxus 
Sphingomonas sp.

Stenotrophomonas maltophilia
Pelomonas saccharophila
Novosphingobium capsulatum

•透析液（UF・ETRF前）
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Caulobacter leidyi 
Methylobacterium  sp.
Ralstonia mannitolilytica
Afipia broomeae 

•UF・ETRF後　透析液

（－） （－）

図 5　同一菌種の菌株同定
　A1 と A2，C1 と C2 は同一の genotype を示したが，C3，C4
は異なった．

A1 1回目 Pannonibacter phragmitetus
A2 2回目 Pannonibacter phragmitetus
C1 1回目 Caulobacter leidyi
C2 2回目 Caulobacter leidyi
C3 1回目 Methylobacterium oryzae
C4 2回目 Methylobacterium oryzae

A1 A2 C1 C2 C3 C4
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察で認められた菌種が消失したり，施設 C の Methy-

lobacterium sp. のように菌が一度消失し，その後新た
な異なる菌株による汚染が生じたと考えられる例が見
られた．経時的培養による分離コロニーの検討6）や菌
種の同定1）により，生菌数が変わらなくても作製系へ
の介入によって菌種が変動することは知られていた．
しかし，これらの菌がいわゆる一過性の汚染なのか，
定着したものが清浄化対策によって消失したのかを判
定するためには，対策の前後で菌株の変移を観察15）す
る必要がある．

さらに，今回対象とした透析液の無菌化に向け積極
的に清浄化対策に取り組んでいる施設であっても，透
析液中に RO 水とは異なる菌が存在し，RO 水以降の
透析液作製系で菌の混入が生じていると考えられた．
今後，作製系の運用・消毒等の再検討を要する．これ
らの汚染源について，分離された菌は環境由来のもの
であり，実際にヒトの皮膚などの常在菌は透析液から
分離されなかった．人為操作は汚染に関与している16）

が，壁在のバイオフィルムを直接培養しない限りブド
ウ球菌属や緑膿菌群は分離されなかった17）．バイオフ
ィルム中の多細胞性の一翼を担っていても，水系環境
という制約から溶液中の主体とはならない可能性があ
り，ヒト由来の菌が分離されないことが人為操作によ
る汚染がないことの証明にはならないと考えられる．
また，分離菌のほとんどが Proteobacteriae 門であった
が，使用した培地（R2A）の特性の問題を解消しえず，
RO 水・透析液中に棲息している菌の総体を表してい
るとは断定できない．生きているが培養できない菌

（valuable but not culturable； VNC）の問題18）もあり，
今後の検討が待たれる．
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要　旨

血液透析を受けている女性患者は腎性骨症のみなら
ず，閉経後骨粗鬆症による骨脆弱化のリスクを有する．
そこでわれわれは，血液透析を受けている閉経後女性
患者における内因性性ホルモンと骨代謝の関係を検討
した．

112 名の閉経後女性血液透析患者（平均年齢 68.4±
10.4 歳）を対象とし，血漿エストラジオール，テスト
ステロン，性ホルモン結合グロブリン（SHBG），in-

tact-PTH，骨型アルカリフォスファターゼ（ALP），I

型コラーゲン N 末端架橋テロペプチド（NTx），酒石
酸抵抗性酸フォスファターゼ（TRAP），カルシウム，
リン，橈骨遠位 1/3 骨密度（BMD）を測定した．エ
ストラジオール値と SHBG 値を用いて free estrogen 

index（FEI）を，テストステロン値と SHBG 値を用
いて free androgen index（FAI）を算出した．

血漿エストラジオール，FEI は intact-PTH と正の相
関を示した．多変量解析において，BMD は FEI と正
の相関を示した．

閉経後女性血液透析患者において，エストロゲンは
BMD 減少のリスクファクターである PTH と正の相関
を認めたが，BMD とも正の相関を認めた．これらか
ら，閉経後女性血液透析患者において，エストロゲン
は PTH の分泌を促進する働きを有しているにもかか

わらず，骨量減少には抑制的に働くことが示唆された．

1　はじめに

一般人と比較し，血液透析患者は骨密度（BMD）
が著明に減少しており，この BMD の減少は透析期間
が長くなるほど顕著となる1）．血液透析患者はしばし
ば高リン血症，ビタミン D 代謝障害，低カルシウム
血症に伴う二次性副甲状腺機能亢進症を合併する．二
次性副甲状腺機能亢進症は BMD を減少させ骨折率を
上昇させるのみならず，生活の質をも低下させる2）．
さらに，二次性副甲状腺機能亢進症はカルシウム・リ
ン積の高値をもたらす．electron-beam CT により，冠
動脈の石灰化とカルシウム・リン積の高値には大きな
関わりがあり3），このカルシウム・リン積の高値が血
液透析患者の死亡リスク上昇に関係することが報告さ
れている4）．

エストロゲンは骨吸収を抑制することが知られてい
る性ホルモンである5）．エストロゲンの欠乏は成熟破
骨細胞を刺激するとともに，破骨細胞前駆細胞の増
殖・分化を促進する5, 6）．また，エストロゲンは骨芽
細胞を直接的，さらにはインスリン様成長ホルモン

（IGF）I, II のような成長因子を介して間接的に活性化
させる作用を有する7）．これらのことより，閉経後の
エストロゲン欠乏は骨量減少へとつながる．閉経後女
性の検討では，血漿エストラジオール値が 5 pg/ml 以
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上の群と比較し，エストラジオールが感度以下の群は
高い骨折リスクを有すると報告されている8）．すなわ
ち，閉経後においても依然として内因性エストロゲン
は骨強度に重要な役割を有することが理解される．

女性血液透析患者は医療機関受診の機会が多いにも
かかわらず，一般女性と比較し女性特有の健康問題に
関する注意が十分に払われていない9）．女性血液透析
患者は腎性骨症と閉経後骨粗鬆症の二つの骨脆弱化リ
スクを有しているが，これらの病態を報告した論文は
少ない．そこでわれわれは，血液透析を受けている日
本人の閉経後女性患者における内因性性ホルモンの骨
代謝に与える影響を検討した．

2　対象と方法

博愛クリニック，中央内科クリニック，クレア焼山
クリニックで 1 年以上血液透析を受けている閉経後女
性患者 112 名を対象とした．未閉経者，ホルモン補充
療法経験者，副甲状腺摘出術や腎移植既往のある患者

は除外した．原疾患は 55 名が慢性糸球体腎炎，39 名
が糖尿病性腎症，2 名が多発性嚢胞腎，6 名が腎硬化症，
10 名がその他であり，全患者より書面によるインフォ
ームドコンセントを得た．閉経の定義は，55 歳以上で
1 年以上月経がないこととした．55 歳より若い患者で
は，月経がなくても子宮・卵巣の摘出により閉経時期
が明らかでない場合は，卵胞刺激ホルモン（FSH）を
測定し，30 mIU/ml 以上で閉経とみなした．BMD は
橈骨遠位 1/3 端を測定した．血液検査では血漿エス
トラジオール，テストステロン，性ホルモン結合グロ
ブリン（SHBG），intact-PTH，骨型アルカリフォスフ
ァターゼ（ALP），I 型コラーゲン N 末端架橋テロペ
プチド（NTx），酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ

（TRAP），カルシウム，リンを測定した．カルシウム，
リンは 3 カ月の平均値とした．エストラジオール値と
SHBG 値 を 用 い て free estrogen index（FEI）を，テ
ストステロン値と SHBG 値を用いて free androgen 

index（FAI）を算出した．

表 1　エストラジオール値による臨床・生化学データの比較

Group A
（Estradiol＜2.5）

Group B
（2.5≤Estradiol＜10.0）

Group C
（10.0≤Estradiol）

Number 43 43 26
Age（years） 69.7±9.3 66.3±11.3 69.7±10.4
Duration of hemodialysis（months） 88.6±75.8 86.6±66.2 108.0±79.7
Diabetes（％） 13（30.2％） 15（34.9％） 11（42.3％）
BMI（kg/m2） 21.1±3.5 20.3±2.6 21.3±3.5
sBP（mmHg） 137.3±26.1 136.2±18.4 128.9±21.8
dBP（mmHg） 69.6±12.3 69.8±12.6 63.6±10.6
Vitamin D therapy（％） 17（39.0％） 10（23.3％）†1 12（46.2％）†1, †2

Dose of oral calcium（mg/day） 1825.6±1353.5 1860.5±1521.0 1807.7±1523.7
Dose of sevelamer hydrochloride（mg/day） 476.7±1088.1 802.3±1173.3 769.2±1163.9
Intact-PTH（pg/dl） 136.4±85.2 172.8±129.0 208.1±140.2†3

Adjusted Calcium（mg/dl） 9.3±0.6 9.4±0.7 9.4±0.7
Phosphate（mg/dl） 4.9±1.0 5.3±1.1 5.1±1.3
B-ALP（U/l） 33.6±15.6 38.4±18.3 36.6±14.8
NTx（nmol BCE/l） 95.6±60.9 131.9±88.8 125.2±99.6
TRAP（IU/l） 13.6±7.0 13.1±4.5 12.4±3.7
Estradiol（pg/ml） 0 5.5±2.1†3 17.6±5.2†3, †4

FEI 0 0.04±0.03†3 0.13±0.07†3, †4

Testosterone（ng/ml） 0.02±0.04 0.07±0.12†3 0.08±0.08†3

FAI 0.10±0.22 0.40±0.75†3 0.45±0.49†3

SHBG（nmol/l） 70.8±31.8 68.2±27.9 57.4±25.4
BMD（g/cm2） 0.439±0.100 0.488±0.103†3 0.452±0.121
BMD-Z score（SD） －0.504±1.214 －0.153±1.049 －0.364±1.42
BMD-T score（SD） －3.861±1.881 －2.991±2.079†3 －3.733±2.333

BMI : body mass index;  sBP : systolic blood pressure;  dBP : diastolic blood pressure;  intact-PTH : intact parathyroid hormone;  B-ALP : bone-spe-
cific alkaline phosphatase;  NTx : cross-linked N-terminal telopeptide of type I collagen;  TRAP : tartrate-resistant acid phosphatase;  FEI : free estro-
gen index;  FAI : free androgen index;  SHBG : sex-hormone binding globulin;  BMD : bone mineral density
エストラジオール値で 112 名の閉経後血液透析患者を 3 群に分け，group A（estradiol＜2.5 pg/ml），group B（2.5 pg/ml to＜10.0 pg/ml），group 
C（≥10.0 pg/ml）とした．数値は患者数または平均値±SD である．group A と比較して統計学的に有意なものを†3 p＜0.05（Bonferroni’s test），
†1 p＜0.05（x2 test）とし，group B と比較して統計学的に有意なものを†4 p＜0.05（Bonferroni’s test），†2 p＜0.05（x2 test）とした．
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単相関でエストラジオールと intact-PTH，骨型 ALP，
NTx，TRAP の関係を調べた．また，ステップワイズ
法多変量解析により血漿エストラジオール値に独立し
て影響する因子を検討した．そして，単相関で FEI，
FAI とエストラジオール，intact-PTH の関係を調べた．
さらに，スペアマン順位相関解析，ステップワイズ法
多変量解析で BMD に影響する因子を検討した．

3　結　果

エストラジオール値により 3 群に分け，臨床・生化
学データを比較した（表 1）．エストラジオール高値
群において intact-PTH，FEI，テストステロン，FAI

が高値であった．そして，エストラジオールと intact-

PTH の間には有意な正の相関が認められた（図 1A）．
しかし，B-ALP，NTx，TRAP との間に相関はみられ
なかった（図 1B, 1C, 1D）．

ステップワイズ法多変量解析で，独立してエストラ
ジオールに影響する因子を調べたところ，エストラジ
オールはテストステロン，糖尿病の有無，intact-PTH

に正の相関を示した（表 2）．

さらに，FEI とエストラジオールおよび intact-PTH

との間には正の相関がみられた（図 2A, 2B）．一方，
FAI はエストラジオールと正の相関を示したが，intact-

PTH との間に相関は認められなかった（図 2C, 2D）．
つぎに，スペアマン順位相関解析により BMD と相

関のある因子を検討したところ，リンに正の相関がみ
られ，年齢，SHBG に負の相関がみられた（表 3）．
ステップワイズ法多変量解析では，独立して BMD に
影響する因子として，年齢，透析期間，B-ALP が負の

図 1 　閉経後女性血液透析患者における血漿エストラジオールと血漿 intact-PTH，B-ALP，
NTx，TRAP の相関関係

　（A）血漿エストラジオールと血漿 intact-PTH は有意な正の相関を示した．（B）（C）（D）
血漿エストラジオールと B-ALP，NTx，TRAP はそれぞれ相関関係を示さなかった．
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表 2　血漿エストラジオール値に独立して影響する因子

Variable b F value

Testosterone 0.289 10.728
Diabetes 0.216   5.949
Intact-PTH 0.211   5.674

r＝0.401;  P＜0.001.
112 名の閉経後血液透析患者に対し，血漿エストラジオールに独立して
影響する因子を以下の項目で検定した．
age, duration of hemodialysis, diabetes（present＝1 absent＝0）, body 
mass index（BMI）, vitamin D therapy（present＝1 absent＝0）, intact 
parathyroid hormone（intact-PTH）, adjusted calcium, phosphate, bone-
specific alkaline phosphatase（B-ALP）, cross-linked N-terminal telopep-
tide of type I collagen（NTx）, tar trate-resistant acid phosphatase

（TRAP）, testosterone and sex-hormone binding globulin（SHBG）
The F value was set at 4.0 in each step. 
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図 2 　閉経後女性血液透析患者における FEI，FAI と血漿エストラジオール，intact-PTH
の関係

　（A）（B）FEI と血漿エストラジオール，intact-PTH は有意な正の相関を示した．（C）（D）
FAI は血漿エストラジオールと正の相関を認めたが，intact-PTH とは相関関係を認めなか
った．
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表 3　BMD に影響する因子

Trait
simple multiple

t P b F

r2 ― ― 　0.402 （P＜0.001）

Age －0.476 ＜0.001† －0.569 53.966
Duration of hemodialysis －0.136 　0.150 －0.275 12.334
Diabetes 　0.262 　0.192 ― NA
BMI 　0.148 　0.120 ― NA
Vitamin D therapy 　0.142 　0.826 ― NA
Dose of oral calcium 　0.111 　0.288 ― NA
Dose of sevelamer hydrochloride 　0.269 　0.154 ― NA
Intact-PTH －0.043 　0.652 ― NA
Adjusted calcium 　0.146 　0.126 ― NA
Phosphate 　0.338 ＜0.001† ― NA
B-ALP －0.175 　0.065 －0.176   5.355
NTx －0.050 　0.596 ― NA
TRAP －0.124 　0.190 ― NA
FEI 　0.200 　0.062 　0.168   5.022
FAI 　0.089 　0.737 ― NA
SHBG －0.294 　0.002† ― NA

BMI : body mass index;  intact-PTH : intact parathyroid hormone;  B-ALP : bone-specific alkaline phosphatase;  NTx : 
cross-linked N-terminal telopeptide of type I collagen;  TRAP : tartrate-resistant acid phosphatase;  FEI : free estro-
gen index; FAI : free androgen index;  SHBG : sex-hormone binding globulin;  BMD : bone mineral density
Simple：スペアマン順位相関係数．† P＜0.05
Multiple：ステップワイズ法多変量解析．The F value was set at 4.0 in each step. NA : not accepted as significant.
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相関を示し，FEI が正の相関を示した（表 3）．

4　考　察

本研究では，血漿エストラジオール値，FEI は in-

tact-PTH と正の相関を示し，BMD は FEI と正の相関
を示した．これらより，閉経後女性血液透析患者にお
いて，エストロゲンは PTH の上昇に関わるが，骨量
減少には抑制的に働く可能性が示唆された．

エストロゲンは PTH 分泌促進作用を有することが
報告されている10）．また，ラット副甲状腺にはエスト
ロゲンレセプターが存在し，エストロゲンが限局して
このレセプターに結合することが示されている11）．本
研究でも，血清エストラジオール値は intact-PTH と正
の相関を認めた（図 1）．すなわち，閉経後女性血液
透析患者においても一般閉経後女性と同様に，エスト
ロゲンが PTH 分泌を促進している可能性が考えられ
た．閉経後初期は急激なエストロゲンの減少が骨代謝
亢進を引き起こし，骨吸収が増進し，PTH は減少する．
しかし，閉経後晩年は腸管でのカルシウム吸収の低
下12），あるいは腎臓でのカルシウム再吸収の低下で
PTH は上昇する13）．そのため，健康な女性では閉経
後初期の PTH は減少し，晩期には年齢に応じて徐々
に上昇するとされている．このような背景から，健康
な閉経後女性ではエストラジオールと PTH の相関を
示す報告が認められないものと考えられる．

さらに本研究では，FEI と BMD に正の相関を認め
た．骨芽細胞にはエストロゲンレセプターが存在し，
直接的に，さらには骨芽細胞自身が IGF I, II，TGF b

などの成長因子を産生することで間接的にエストロゲ
ンに応答する7）．エストロゲンの欠乏は成熟破骨細胞
を刺激するとともに，破骨細胞前駆細胞の増殖・分化
を促進することで骨吸収を亢進させ，骨量減少に導く．
加えて，破骨細胞前駆細胞の増殖・分化は成熟破骨細
胞に IL-1，IL-6，IL-11，TNF a, b の分泌を促進させ5, 6），
間接的にも成熟破骨細胞を活性化させる作用を有す
る14〜16）．以上の機序より，閉経後女性血液透析患者に
おいても FEI が BMD と正の相関を示したものと考え
られた．

また今回の研究で，BMD は B-ALP と負の相関を示
した（表 3）．BMD と B-ALP の負の相関は，BMD が
骨代謝亢進時に減少することを意味し，B-ALP は in-

tact-PTH と強い正の相関を呈する．そして前述のご

とく FEI は BMD，intact-PTH と正の相関を示した．
以上より，閉経後女性血液透析患者において，エスト
ロゲンは骨代謝において二つの影響を有することが考
えられる．一つはエストロゲンが骨吸収を直接抑制す
る経路である．他の一つは，エストロゲンが PTH 分
泌を促進することで間接的に骨に影響する経路である．
エストロゲンが PTH 分泌を促すことは報告されてお
り10），われわれの研究でもエストラジオール値と in-

tact-PTH が正の相関を示した．PTH の増加は骨回転
を促進させ，血液透析患者では，高 PTH 血症は強く
BMD 減少に関係する．もしエストロゲンが PTH 分
泌のみに作用するなら，BMD は減少するであろうが，
われわれの研究で FEI は BMD と正の相関を示すこと
から，エストロゲンの骨に与える直接作用のほうが，
PTH を介した間接作用よりも大きいと考えられた．

さらにわれわれの研究で，エストラジオールと糖尿
病の存在は正の相関を示した（表 2）．エストロゲン
と糖尿病の関係についての報告は多く，閉経女性にお
いては血漿エストラジオール値とインスリン抵抗性は
正の相関を示し17），2 型糖尿病発症のリスクファクタ
ーになることが示されている18）．そして，ラットにお
いてエストラジオールの投与が膵 b 細胞内インスリ
ンを増加させ，慢性高インスリン血症を引き起こし，
長期エストラジオール投与で 2 型糖尿病を引き起こす
リスクとなることが示されている19）．

Weisinger ら20）は，50 歳以下のエストラジオールと
BMD の関係を検討し，血液透析を受けている存続性
無月経女性患者は，通常月経のある女性血液透析患者
より椎体 BMD が低下していることを報告している．
われわれは，85 歳以下の女性血液透析患者を検討し
たが，エストラジオール値と BMD は正の相関を示し，
女性血液透析患者の生涯を通じてエストラジオールが
骨代謝に影響することが示唆された．Cummings ら8）

は一般女性を調査し，血漿エストラジオールが感度以
下は，閉経後女性の骨折のリスクファクターであるこ
とを示している．われわれの結果より，FEI の低い女
性は BMD が低く，骨折リスクが高いことが示唆され
る．血液透析患者は一般人と比較して骨折リスクが高
いため，血液透析を受けている閉経後女性患者のエス
トラジオール値にはより注意する必要がある．

健康な閉経女性に対するエストロゲン/プロゲステ
ロン併用療法の長期成績では，乳癌，肺血栓症，冠動
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脈疾患，脳血管疾患のリスクが上昇することが報告さ
れている21）．一方，選択的エストロゲン受容体モジュ
レーターであるラロキシフェンは，骨粗鬆症女性に対
し危険性が低く，3 年の治療で椎体骨の BMD を上昇
させ，骨折率を低下させたとの報告がなされた22）．閉
経後女性血液透析患者に対しても，ラロキシフェンを
含む新しい治療ガイドラインが必要と考える．

今回の研究結果では，閉経後女性血液透析患者にお
いて，血漿エストラジオール値，FEI は intact-PTH と
正の相関を示した．また，BMD は FEI と正の相関を
示した．これらより，エストロゲンは PTH の分泌を
促進する働きを有しているにもかかわらず，骨量減少
には抑制的に働くことが示唆された．

この研究は，日本透析医会平成 19 年度学術研究助
成事業による．
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お　知　ら　せ

イブニングセミナー
「高齢透析患者のための夢の実現」
竹澤真吾（九州保健福祉大学）
窪田　実（貴友会王子病院腎臓内科）

教育講演 I
「知的障害者の腎移植を考える」（仮題）
齋藤和英（新潟大学大学院腎泌尿器病態学分野）

教育講演 II
「高齢透析患者の抑うつと認知症」（仮題）
堀川直史（埼玉医科大学総合医療センター）

大会長講演
「透析医療とサクセスフルエイジング」
平松　信（岡山済生会総合病院）

ランチョンセミナー特別講演 I
「『生きる』とは」（仮題）
前田貞亮（前田記念腎研究所）

野原記念賞受賞講演
「笑いある透析ライフを目指して」（仮題）
中村有里（駒ヶ根共立クリニック）

特別講演 II
「高齢透析患者の心のケア」（仮題）
春木繁一（青葉クリニック）

シンポジウム
「透析医療とターミナルケア」
シンポジスト
大平整爾（札幌北クリニック）
伊藤　晃（増子記念病院）
三上裕子（岡山済生会総合病院）
田代紀子（千葉社会保険病院）
中原宣子（トキワクリニック）
藤原久子（桜町クリニック）

〔問い合わせ先〕
　第 21 回日本サイコネフロロジー研究会事務局
　岡山済生会総合病院腎臓病センター内
　TEL　086-252-2211　　FAX　086-252-8070
　E-Mail　m-hirama@saiseidr.jp

第 21 回日本サイコネフロロジー研究会
テ ー マ　老年考　〜高齢社会の夢と現実 Successful Aging & Terminal Care〜
日 　 時　2010 年 6 月 5 日（土）12 : 50〜18 : 30（開始時刻は予定です）
　 　 　　　　　　　 6 日（日）9 : 00〜16 : 30（開始時刻は予定です）
会 　 場　岡山コンベンションセンター
会 　 長　高橋公太（新潟大学医学部泌尿器科学講座）
大 会 長　平松　信（岡山済生会総合病院）
大 会 HP　http://www.psycho-nephrology21.jp
演題募集　一般演題を多数募集いたします．詳細は大会 HP をご覧下さい．
応募締切　2010 年 3 月 31 日（水）

プログラム
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﹁アーバン「イーハトーブ」を求めて﹂     前田　忠　

日本人の平均寿命は平成 20 年末で女性 86.05 歳，男性 79.29 歳となり，日本女性は 24 年間世界一の長寿

を継続している．この事はわれわれ医療に携わっている者にとって，かねての努力が報われているような感

じになり，些か心地良い気分になる．

小生の母は，明治 42 年 2 月生まれで今年 100 歳を迎えた．七高の教官を 21 年間勤め，陸軍軍属でもあっ

た父が，昭和 23 年公職追放となり，昭和 24 年に亡くなってから，われわれ 5 人の子供を女手一つで育てて

くれた母である．今，母が入院している病院へ行く度に「キテクィヤッタナー，アリガトーナー，マダイギ

ッチョッドナー，ハヨケシメバヨカドンナー．」（よく来てくれたね，有難うね，まだ生きてるねー，早く死

ねばよいのにねー．）と言う．人の命を守るために，毎日一生懸命頑張っている身にとっては，自分が取り

組んでいる目標を失ってしまうような言葉なので，容易に受け入れることはできない．「皆，元気になろう

と一生懸命頑張っているのだから，元気で長生きできるということは，こんなに有難いことはないよ．神様

に感謝しなくてはいけないよ．」と答えている毎日である．母は 3 階の病室に入院中であるが，夜，トイレ

が近く，不眠で状態の悪い頃「3 階の窓からとびおりる．」などと言っていたため，今，24 時間，付き添い

のヘルパーさんをお願いしている．

長年透析医療に携わっていると，嬉しいこともあるが，無力感を感じることもある．先日透析導入になっ

た 73 歳の女性は，糖尿病腎症で 2 年前より外来加療を継続していたが，血清クレアチニン 7.3 mg/dl とな

ったため，本人の重い腰を説得して，シャント形成を行っていた．最近仕事が忙しく，無理をしたためか，

脈拍が 134/分となり，プロノン服用でも治まらず，急遽透析導入となった．透析後の回診で「透析する前

は体がだるく，吐き気があり，ご飯も食べられなくて，道路を歩いていると，道路全体がまっ白に見え，信

号も識別できず，どうなる事かと怖かった．透析して帰ってきたら，病室の窓越しに見える遠くの山々の

木々まではっきり見えるようになり，吐き気も取れて最良の体調になりました．本当に有難う．」と感謝さ

れた．

一方，療養病床で寝たきりの車いす移送透析患者（74 歳，男性）は，平成 5 年名古屋で糖尿病を指摘され，

平成 7 年腎症併発，平成 15 年南風病院で透析導入，平成 17 年より当院転院となった．初診時は問いかけに

応答もなく，一点を見つめているだけで，ほとんど植物状態だった．透析も止めたほうが良いかなと思われ

るような状態が 3 年間続いたが，最近奥さまに付き添って頂いて，リハビリも開始したところ，問いかけに

笑顔で応答するようになり，食事も自力で食べられるようになり，隣ベッドの方と散歩に行くのを楽しみに

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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しておられる．

先日，中外製薬のテレビフォーラムで，大平整爾先生の「透析継続の差し控え（中止）〜生死への医療

者・患者・家族の共感・躊躇・鬩ぎ合い〜」を見せていただいた．人間の命には限りがあり，皆，時が来れ

ば命の終わりを迎えるわけである．命の明かりを灯し続ける手段がある限り，精一杯の努力をし続けて行く

のが自分の役割であり，それ以外のことは，自分の考えの及ばない所である，と思っている．

最近，限られた命の実感が強くなるにつれて，残された時間の充実した使い方を強く認識するようになっ

た．やっと病院の借金が一段落したと思ったら，また借金であるが，お金は生きているうちに使わないと来

世には持っていけない．リバース・モーゲージ（reverse mortgage）で命を担保に，銀行から融資を受け，

クリニックの近くに土地を購入した．庭に井戸を掘って池を造り，鯉や紅鮒を飼い，卵を孵化させて稚魚を

育て，花や木をたくさん植えて，鳥や蝶々や虫たちに来てもらうアーバン「イーハトーブ」を作って，心豊

かな老後を過ごして行きたいと考えている近頃である．
前田内科クリニック　
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﹁透析液清浄化へのこだわり（カプラーとジョイント）﹂     能登宏光

私が透析医療に携わることになったのは，1978 年，東北大学を卒業してすぐ出身地の秋田大学泌尿器学

教室に入局してからのことです．当時の秋田県は大学にも腎臓内科が無く，多くの病院で泌尿器科医が透析

療法を担当していました．そのため，初期研修医として最初に教わる仕事の一つが，透析開始時の内シャン

ト穿刺であり，外シャント閉塞時の洗浄処置でした．

関連病院勤務時は，透析患者の診療も担当していましたが，一般泌尿器科診療が忙しく，動脈穿刺と穿刺

困難例以外の穿刺や抜針は看護師に，透析液供給装置や供給ラインの消毒管理は技士に任せっきりで，透析

液清浄化について深く考える余裕はありませんでした．大学では neurourology と endourology を専門にし

たので，血液浄化療法に積極的に関わることなく過ごしていましたが，透析室に行く度に気になっていた事

がありました．それは，未滅菌（内側は洗浄されているが）「カプラー」を滅菌「ダイアライザー」に連結

して透析を行い，「ジョイント」はその間ホルダーに置き，透析終了後「カプラー」「ジョイント」を連結し

て，そのままの状態でホルダーに戻すことです．しかし，専門分野の仕事に追われ，そのままになっており

ました．

1990 年代初め頃から，透析液清浄化による臨床効果が報告されるようになり，1995 年には，日本透析医

学会から透析液水質基準（透析液 ET 活性：0.25 EU/mL 未満，細菌数：100 cfu/mL 未満）が提示されまし

た．私が大学を退職し，一般泌尿器科と外来維持透析を行う無床クリニックを始めたのが，丁度その頃でし

た．開業医になって，透析患者の治療に加えて透析関連機器の管理責任も生じ，透析液清浄化にも気を配る

必要が出てきました．クリニック開設当初は，透析ラインの消毒に次亜塩素酸ナトリウムを使用したのです

が，浄化槽の細菌叢が劣化し，過酢酸系消毒薬に切り替えるとともに，エンドトキシン（ET）活性測定を

開始しました．

1997 年 5 月，現在のクリニックを開設した時も過酢酸系消毒薬を使用し，ET 活性 0.001 EU/mL 未満〜

0.005 EU/mL 未満を維持していたのですが，1999 年 9 月 ET 活性が 0.01〜0.03 EU/mL 台に上昇したため，

生菌検査を開始し（2004 年からはセンシメディアによる定量検査），患者監視装置に ET 捕捉フィルター

（ETRF）を装着するとともに，大学時代から気になっていた「カプラー」「ジョイント」を清潔に保つ管理

法（2000 年日本透析医学会総会発表）を始めました．透析中にジョイントをオートクレーブで滅菌してお

き，透析後はカプラーをアルコール清拭し，ジョイントが入っている滅菌バッグ内でカプラーとジョイント

を接続し，滅菌バッグに包んだ状態でホルダーに置く方法です．
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1999 年の日本透析医学会の調査では，ET 測定施設は回答施設の 61.5％ で，平均 ET 濃度は 0.211 EU/mL

であり，0.1 EU/mL 以下が 89％，0.05 EU/mL 未満は 76.0％，0.001 EU/mL 未満は 14％ と報告されています．

カプラー洗浄を 1〜2 週間毎に丁寧に行い，「カプラー」「ジョイント」を清潔に管理したところ，ETRF 使

用患者監視装置では ET 活性 0.001 EU/mL 未満，ETRF を使用しない O リング付きカプラー装備の監視装

置でも ET 活性 0.001 未満〜0.0025 EU/mL で，生菌数 0.02 cfu/mL 未満（透析液 50 mL 中に生菌数 0）を維

持できました（2006 年日本透析医学会総会発表）．なお当クリニックでは，2008 年から JMS 社製全自動装

置 GC-110 N を導入したため，2 週間毎にすべての全自動装置のエンドトキシン測定（0.001 EU/mL 未満）

と細菌検査（0＜cfu/mL）が義務づけられており，現在も使用基準を満たしております．

2008 年の日本透析医学会「図説　わが国の慢性透析療法の現況」（対象 4,124 施設）によると，回答 3,765

施設中 87.7％ で ET 活性測定が行われており，月 1 回以上測定は 33.2％ でした．2007 年の報告では，日本

透析医学会の水質基準 0.05 EU/mL 未満は回答 3,660 施設中 93.6％ の施設で，超純粋透析を担保する

0.001 EU/mL 未満は 53.0％（2006 年は 29.8％）で達成されており，透析液 ET 活性が 0.001 EU/mL 未満の

施設に対して，0.100 EU/mL 以上の施設では透析患者の死亡リスクが有意に高かったといいます．一方，細

菌検査に関しては，2008 年は回答 3,590 施設の 54.6％ で行われており，年複数回測定は 43.6％，月 1 回以

上の検査は 20.8％ でした．透析液細菌数に関しては，回答 1,798 施設の 97.6％ で日本透析医学会の水質管理

基準 100 cfu/mL を達成し，超純粋透析を担保する 0.1 cfu/mL 未満も 50.7％ の施設で達成していたといいま

す．

透析液清浄化の臨床効果としては，貧血改善，b2MG 低下，IL-6 や CRP 低下，残存腎機能保持，透析ア

ミロイド症の予防，栄養状態改善，生命予後の改善などが報告されており，透析液が綺麗であることにこし

たことはないと考えられます．私どものクリニックは透析ベッド 22 床の小規模な無床診療所ですが，これ

まで透析液清浄化対策として，過酢酸系消毒剤使用，透析液供給経路をモジュール組込みループ配管に変更，

JMS 社製全自動装置（ETRF 2 台）使用，1〜2 週間に 1 度のカプラー洗浄，カプラージョイント清潔管理な

どを行ってきました．ETRF に入る前の透析液をできるだけ清浄化したいとの考えから，ETRF 前透析液の

ET 活性 0.001 EU/mL 未満，生菌数 0.02 cfu/mL 未満（50 ml で検査）（ETRF 前の透析液が超純水透析液）

を目標とし，現在それをクリアしております．経費と手間はかかりますが，O リング使用カプラー装備の患

者監視装置も数台使用しているため，私の透析液清浄化へのこだわりとして，「カプラージョイント清潔管

理」を今後も続けていくつもりです．

 医療法人秋田泌尿器科クリニック　
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﹁副会長の退任にあたって〜温故知新の心境〜﹂     大平整爾　

日本透析医学会の役員を規定に従って終えてから，日本透析医会・会長山㟢親雄先生の主宰する常任理事

会に平成 15 年度から平成 20 年度の 6 年間参画する機会を得ました．これまでも研修委員会などで医会の仕

事を若干はさせていただいてまいりましたが，ほぼ毎月 1 回の常任理事会への出席は，本会が置かれた重要

で難しい立場をひしひしと感じさせてくれるもので，私にとってはまことに学ぶ点が多いものでした．

従来からしばしば，透析医学会と透析医会との違いや役割分担が，話題の俎上に載りました．前者が透析

医療に関わる各職種スタッフを構成員とするに対して，後者（本会）は構成員を専ら透析医に限定しており

ます．看護師・技士などもそれぞれに特化した専門部会を独自にもっており，透析医もまた医師としての立

場で透析医療の現況や将来に対して確固たる方針を内外に示す責務があると強く感じております．

保険対応は確かに医会が担う重要な分野ではありましょうが，本会の活動はこれに止まらずに一歩さらに

歩を進めて実現可能な提言を広く透析医療に向けて行うべきだと考えます．例えば，①安定した維持透析の

方策，②人材不足への対策，③高齢および長期患者に関する諸問題，④公的病院の透析部門閉鎖や私的透析

施設の廃院などの実態と対策，⑤有歩行障害患者の増加に伴う送迎や入院先の確保，⑥適正な診療報酬設定，

等々に対して将来を見据えた具体的な施策（提案）を生み出すためには，他を納得させる正確な資料の収集

が欠かせられません．

既述の 6 項目は，実は，診療報酬に反映してもらいたい事項であり，逆にいえば保険点数を云々するさい

には広い視野での考察が必要になるともいえる訳です．そのためには本会会員諸氏の継続的な協力が必須と

なります．「高い会費を支払って実効性・実利がない」とのお叱りを度々いただき恐縮に思って参りました

が，遠慮のないご意見が絶え間なく理事会へ届かなければ果実を得られないとも実感いたします．ケネディ

ー大統領風に申せば「医会が会員に何をしてくれるかではなく，会員が医会に何をしてくれるか」が問われ

ているのであり，キング牧師風に断じれば「沈黙と無関心こそが問題である」ということになろうかと思い

ます．

医療政策の方針決定はこれまで，釈迦に説法ながら敢えて申せば，ほぼ top-down の上意下達方式であり

ました．これが今後どのように変革するかは予断を許しませんが，透析の現場で奮励努力苦労しておられる

会員諸氏のご意見が集約されたうえで，日本透析医会の提案に練り上げられていくことを期待したいと切望

いたします．

6 年間常任理事を務めさせていただき任期を終えた経験から申し上げて，会長以下，各役員の日常的な自
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己犠牲的努力は大変なものがあります．会員の皆様にはこれらの一端でもご理解いただいて，今後は一層も

の申す会員になっていただくことを祈念いたします．今後も医会から依頼される仕事でできることは，続け

たい所存です．ホットに意見を交し合った常任理事各位を始め仕事でお付き合いいただいた多くの方々に心

から深謝して筆を擱きます．
札幌北クリニック　
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﹁副会長の退任にあたって﹂     吉田豊彦　

正直ほっとした思いがしました．そして結構長かったなあと感じました．思い返してみれば，（社）日本

透析医会設立以前より関与してきました．法人設立の動きは，故武見太郎日本医師会会長時代に，透析の医

療保険がマイナス 35％ 前後引き下げられた時から始まりました．当時，透析の全国的組織としては学会が

ありましたが，まだ文部省に法人としての認可を得ていませんでした．また，学会は保険改定に対しては関

心がなく，無力でもありました．そのため，現常任理事，太田圭洋先生のご尊父である太田和広先生が全国

都道府県透析医会連合会を作られ，関係各方面に働きかけました．

しかし，世の中は任意団体など相手にしてくれないということを痛いほど知らされました．そこで，正式

に厚生省から認可を得た団体になることを決意いたしましたが，その頃の透析医療に対する世間の評価は厳

しく，大変風当たりが強く惨めな思いをしたことを覚えています．法人化への具体的な働きに，特に全力投

球をされたのは，元専務理事の鈴木満先生でした．もともと運動費は，当時の連合会にもどこにもありませ

んでしたので，先生が身銭を切って活動されていました．当初は，太田和広先生，ついで平沢由平先生，太

田裕祥先生，そして初代会長を引き受けられた稲生綱正先生などなどにご指導を受けながら，鈴木満先生が

私を引きつれて，厚労省保険局疾病対策課に日参（特に夜）した日々の苦労が今は懐かしく思い出されます．

法人の定款をつめるために，夜 10 時頃まで何もない疾病対策課の狭い机と椅子で長時間にわたり相談し

て頂いたことなどが昨日のことのように思われ，法人化は難産だったなあと感慨ひとしおです．

法人化後，今年で 22 年になります．その間たくさんの方々にお世話になり，勉強させて頂き，私の人生

を充実したものにして頂きました．ここで，心からお礼の言葉を述べさせて頂きます．“ありがとうござい

ました”

みはま病院　
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1　栃木県支部概要

（社）日本透析医会栃木県支部からの支部だよりは，
これまでにも平成 10 年（14 巻 1 号，103 頁，1998），
平成 15 年（18 巻 1 号，86 頁，2003）の 2 回，前任者
の菊池宏章先生から報告されています．そこで今回は
少し趣を変えて，栃木県透析医会の歴史と現状を展望
して，支部だよりとしたいと思います．

栃木県透析医会は，昭和 56 年の透析医療費の 25％
大幅ダウンを契機として，目黒輝雄前会長，故奥田健
二先生を発起人として設立され，同年 6 月 17 日に都

道府県透析医会連合会へ加入，7 月 2 日に目黒前会長，
池内廣邦，故奥田健二，故橋本玄之の四先生が参加し
第 1 回会合が開催された，と記録されています．以来
29 年，現在では 55 施設（県内 72 施設のうち約 8 割）
が加入するまでに発展し，栃木県透析医会，日本透析
医会栃木県支部として活動を続けています．

現在の役員は別表の通りです．村山直樹会長は県医
師会理事で多忙のため，副会長の筆者が栃木県支部長
をつとめています．栃木県臓器移植推進協会の役員を
兼務している理事が多いことでも，行政との密接な関
わりがおわかりいただけると思います．また，本医会

［た　よ　り］

栃木県支部だより

中川洋一

栃木県支部長

平成 21 年度　栃木県透析医会役員

会　長 村山直樹　　（財）栃木県臓器移植推進協会理事，同企画委員会委員長
副会長 中川洋一　　事務局担当，（社）日本透析医会栃木県支部長

　　　　　　（財）栃木県臓器移植推進協会透析委員会委員
　同 大野修一　　会計担当，保険審査担当（社保），（財）栃木県臓器移植推進協会評議員
理　事 石光俊彦　　（財）栃木県臓器移植推進協会評議員，同透析委員会委員
理　事 池内廣邦
理　事 池永秀樹
理　事 岩渕文夫
理　事 菅間　恒
理　事 奥田康輔　　災害情報ネットワーク担当
理　事 菊池宏章
理　事 草野英二　　（財）栃木県臓器移植推進協会常務理事，同移植委員会委員長
理　事 斎藤鉄男
理　事 武田茂幸　　保険審査担当（国保）
理　事 竹村克己　　（財）栃木県臓器移植推進協会透析委員会委員
理　事 目黒輝雄　　（財）栃木県臓器移植推進協会理事，同透析委員会委員長
理　事 森　昇二

監　事 大場秀一
監　事 吉田良二　　（財）栃木県臓器移植推進協会評議員，同透析委員会委員
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は設立当初より，県内 2 医科大学（自治医大，獨協医
大），および栃木県，県および市医師会などと密接な
連携をもち，透析医療の適正化を図ることや患者の実
態調査を行うのみならず，献腎運動や腎臓検診への協
力など，腎不全の予防事業や啓発活動にも力を入れて
きたのが，特徴と申せましょう．

それでは，現在行っている主要な活動をあげてみま
す．

2　活動紹介

1）　年 1 回の定例総会，勉強会および臨時総会の
　開催
年 1 回の総会のさいには，2 医科大学から特別講師

を招き，勉強会もあわせて行っています．平成 21 年
は獨協医科大学循環器内科教授の石光俊彦先生による，

「腎不全患者におけるレニン―アンギオテンシン系抑制
薬の治療効果」の講演を拝聴しました．

臨時総会は診療報酬，レセプト対策，インルフルエ
ンザ対策などタイムリーな話題で行っています．平成
21 年は 11 月に「透析医療における新型インフルエン
ザへの対応を考える」をテーマに，自治医科大学感染
制御部准教授の森澤雄司先生をお招きし，パネルディ
スカッションを行いました．

2）　適正な保険診療情報の共有
保険審査については，理事の中から，社保，国保に

各 1 名ずつ審査委員を派遣し，適正な保険診療を行う
とともに，審査に関する情報を会員にフィードバック
し，査定などのないように努めています．これらの努
力で，ここ数年は，概ね問題なく適正な保険診療と審
査が行われているものと思います．

3）　慢性透析導入時調査
（財）栃木県臓器移植推進委員会が行う栃木県独自

の調査で，慢性透析導入時の臨床症状や各種検査デー
タの収集を主治医の協力のもとに行っています．平成
20 年度は約 70％ の提出率でしたので，本年度はさら
に提出率が上がるよう協力要請を行っているところで
す．

4）　年末時透析実態調査への協力
日本透析医学会の調査と一部重複しますが，毎年

12 月 31 日現在で施設の現況や患者の移動，予後など
を調査しています．

5）　臓器移植普及推進街頭キャンペーンへの協力
毎年 10 月，臓器移植推進月間に各施設から透析医，

コメディカルスタッフがボランティアとして参加し，
街頭キャンペーンを行っています．

6）　宇都宮市健診への協力
腎不全予防事業として，腎臓検診委員会，糖尿病検

診委員会への委員派遣，協力を行っています．また年
2 回，宇都宮市腎臓病予防セミナーに講師派遣を行い，
検診有所見者の個別相談を行っています．

7）　支部災害情報ネットワークの充実
奥田康輔理事を中心にネットワーク構築，災害情報

伝達訓練を行い，有事に備えています．平成 21 年か
らは携帯電話での情報伝達システムの構築も行ってい
ます．

8）　透析療法従事者への研修や研究助成
腎不全に関連した各種講演会への助成や，栃木県透

析医学会と協力してコメディカルの研究発表に賞品・
賞状の授与を行い，研究奨励を行っています．平成
21 年は栃木県透析医学会の 7 題のコメディカルの研
究発表に奨励賞を授与しました．

3　おわりに

以上のように，栃木県透析医会は 30 年近い歴史を
もち，透析医療のみならず，腎不全予防事業に至るま
で，幅広いユニークな活動を行っています．村山直樹
会長以下，役員一同はこの歴史ある支部の名を汚さぬ
よう，奮闘努力中ですので，全国の先生方におかれま
しては今後ともご指導，ご鞭撻のほど，よろしくお願
い申し上げます．
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はじめに

富山県は北陸能登半島のたもとに位置し，北の富山
湾を抱くように他の三方を北アルプス立山連峰を中心
とした急峻な山々に囲まれた自然豊かなところです．
海と山に囲まれた富山平野は富山市を中心に半径
50 km ほどのまとまりのよい地形であり，北アルプス
からの豊かな水をたたえ，おいしい米と酒づくりが盛
んです．富山湾は深くえぐられた天然のイケスともい
われ，氷

ひ

見
み

のブリなどの定置網漁，ホタルイカ，シロ
エビ（別名　海の宝石）が有名であります．私事で恐
縮ですが，二十数年前に故郷の千葉から富山に来たと
き，まさに屏風のように迫る標高 3,000 m 級の立山連
峰の身震いするような荘厳さ，近所のスーパーで買っ
たホタルイカのおいしさと安さ，自宅の蛇口から無尽

蔵に出でくる水の冷たくておいしいのに感動し，以来
富山に永住することとなった次第です．

1　活動内容

さて富山県の人口は約 110 万人（10 市 4 町 1 村），
透析施設数 43，透析患者数 2,194 名（2008 年末現在）
で，日本透析医会会員は 10 名（施設）であります．
会独自の活動としては，毎年，所属施設からの研究発
表にひきつづき特別講師による講演会を行っておりま
す．この 3 年では，平成 19 年「透析領域における地
域連携とクリニカルパス」（済生会熊本病院　町田二
郎先生），平成 20 年「透析医療におけるリスクマネジ
メントとダルベポエチン」（慶寿会さいたまつきの森
クリニック　栗原怜先生），平成 21 年「CKD-MBD：
最近の動き」（和歌山県立医科大学　重松隆先生）に
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来ていただきました．こうした研究会，講演会を継続
するのはもちろんですが，今後はさらに会員数を増や
し，活動の幅と中身を充実させなければと考えていま
す．

また，最近の地震など災害時の対応を目的に，当医
会と別に，2006 年より富山県透析医会（会長：富山
県立中央病院　飯田博行院長）が発足しました．これ
は県内の大半の透析施設から構成され，富山県を公的
基幹病院を中心とした 3 医療圏にわけ，①地震等の大
規模災害や各透析施設のトラブル時の応援，協力体制
を確立する，②新型インフルエンザの流行に対し透析
施設内および施設間での対応を確立するとともに，透
析患者へのワクチン優先接種などを行政機関に働きか
ける，等の活動が行われております．日本透析医会富
山県支部もこれに賛同し足並をそろえて取り組んでお
ります．

2　現状の打開に向けて

ところでよく言われていることですが，透析患者は
毎年約 1 万人ずつ増加し続けております．そして一昔
前と少し様子が変わってきていることが実感されます．
すなわち高齢者，糖尿病性腎症の割合が増加し，必然
的に脳，心臓血管病変，感染症など重篤な疾患を合併
するようになったこと，そして自分で通院できない患
者が増えたこと，さらには「自分の体は自分で守る」

という患者側の意識が薄れてきていることを強く感じ
ます．実際，当県の公的基幹病院の話では，透析を導
入しても約半数の患者は自力通院不可能であり，送迎
もしくは長期入院を要するのが現状です．そして，こ
うした患者を受け入れてきた民間透析施設もスタッフ
不足，診療報酬改定など人的，金銭的に厳しく，飽和
状態になってきています．同様の問題は当県に限らず
全国どこでも発生していることと思います．

現状の打開策についての私見はさて置き，こうした
問題の解決において実際に国（行政）を動かす一番の
力は，われわれ医療者（病院）ではなく患者の声であ
ることは明らかです．ご存知のとおり，現在まで透析
医療が比較的守られてきたのは，全腎協を中心とする
患者たちが 40 年にわたり命がけで国に働きかけてき
た功績が大きいと思います．しかし残念なことに，近
年は「透析を受けられて当たり前，ただで当たり前」
の風潮が蔓延し，「自分の体は自分で守る（権利を獲
得する）」という気概があまり感じられなくなりまし
た．現実に全腎協の組織率は確実に減少してきていま
す（全国の全腎協会員数/患者数は 2005 年 43％ から
2009 年 36％ に減少）．透析医療の明るい未来のため
に，これからは透析患者とわれわれ透析医療者は同じ
志をもって進むことが不可欠だと思わずにおられませ
ん．
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はじめに

4 年振りに，高知県支部だよりを投稿させていただ
きます．4 年前の課題が，学術研究会の充実を通じて
会員施設におけるレベルアップ，地域貢献，そして災
害体制の整備がテーマでありました．今回，①災害対
策として，行政との協議の場がつくれたこと，災害マ
ニュアル作成，災害対策分科会を開催，②高知県透析
医会役員の若干の改編，③その他，を報告させていた
だきます．

1　災害対策

平成 20 年 8 月に，高知県行政との共同で人工透析
患者災害時支援検討会が発足となりました．災害時の
人工透析体制の確保について，各団体が各自に取り組
んでいる対策を，行政，医療機関，患者で共有し，各

団体の取り組みを連動させるための方策を検討するこ
とを目的としています（図 1）．構成委員は，透析医
会から各ブロック代表を含め 4 名の医師，高知市医師
会 1 名，患者会代表 1 名，市町村代表 1 名，福祉保健
所 1 名，県担当各課 5 名の，計 13 名です．その後，
計 3 回のミーティングを重ね，平成 21 年 3 月に，こ
れまでのまとめを総括しました．自助が大基本ではあ
りますが，市町村や県との連携と，お互いの役割の確
認が改めて重要であることを再認識しました（図 2）．

また，平成 21 年 7 月 4 日に，高知県透析医会として，
初の分科会（各ブロック会）を開催．高知県は東西に
長く，幡多ブロック，須崎ブロック，中央ブロック，
安芸・室戸ブロックの 4 ブロックに分割し（図 3），
今後ブロック別に災害対策の在り方などの検討を行う．
また特別講師として，隈博政先生においでいただき，
地震対策への講演および透析医会の在り方などを含め，
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図 1　行政との協議の開始

人工透析患者災害時支援検討会の立ち上げ

目　的

行政

高知県透析医会

高知県医師会

患者会

1　各団体が独自に取り組んでいる災害対策を，行政，医療機関，患者で共有する

2　各団体の取り組みを連動させ一体化するための方策を検討

3　不足している対策について，今後の具体策を検討する
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多くのご教示をいただきました．誌上をお借りし，こ
こに厚く御礼申し上げます．ついで，高知県災害対策
マニュアルを作成したことがあります．日本透析医会
の災害訓練参加はもちろん，各ブロック・施設間での
連携・訓練の習熟を図る，高知県災害対策 HP の活用
など，まだまだ多くの課題が積み残されていますが，
一つずつ解決し，今後，40 年以内にはほぼ起こるで
あろう南海大地震に備えたいと考えています．

2　執行部を精鋭多数で

今までは，会長，副会長および会計各 1 名の計 3 名
が中心となり，加えて理事の先生方のご協力を得て透
析医会活動を行っていましたが，透析医会として活動
の充実・発展を図るには，執行部役員の数が少なすぎ，
また若い人材育成の観点からも動きの少ない，好まし
くない環境であったかと自省しています．高知県透析
医会のこれからの発展と透析医療における様々な問題
を解決していくためには，多くの若手の先生の執行部 /

図 2　災害時における連携と役割分担

情報収集と
提供

ライフラインの
点検と確保

災害対策ネットワーク構築
　緊急時の連絡方法
　関係機関との連絡網
患者・家族との連絡確保
要援助者の把握

水・医薬品の確保
自助
行政・関連団体との協力

災害に強い
病院作り

災害への意識向上
情報伝達訓練
防災訓練
災害用品の整備・備蓄
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自助・互助

患者の移送
搬送手段
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避難所救護所での対応
情報提供
透析実施機関との連携
医療材料提供
自主防災組織との連携

図 3　災害時のブロック分けと透析施設

幡多けんみん病院

くぼかわ病院

なかとさ病院

土佐市民病院

四万十市民病院

高知高須病院
室戸クリニック

高知高須病院
附属安芸診療所

県立安芸病院

もえぎクリニック
野市中央病院

北村病院いずみの病院
森木病院

北島病院
高北国保病院

嶺北中央病院高知大学
医学部附属病院

JA高知病院JA高知病院
長浜病院
クリニックひろとクリニックひろと
高知高須病院
島津クリニック
島津クリニック比島
高知日赤病院
近森病院
高知医療センター
愛宕病院

竹下病院
藤田クリニック
独法高知病院
厚生年金リハビリテーション病院
山崎内科泌尿器科
快聖クリニック

幡多病院

松谷内科
渭南病院

島津クリニック

川村内科クリニック

中央ブロック（23）

透析患者数
2,119 名（JSDT 2008 末）

須崎ブロック（6）

幡多ブロック（6） 安芸・室戸
ブロック（3）



高知県支部だより 465

透析医会への参画と活動を期待するものであります．
会長経験者が再度，副会長として執行部に残ること，
副会長を 5〜6 名以上とすることで，理事以外の多く
の若手先生方に参画していただくこととしています．
このことが今後の，高知県透析医会の，さらなる活性
化へと繋がるものと信じています．

3　学術・地域貢献

CKD 対策活動の一環として，全国的に「CKD 対策
活動」が始まりました．高知県でも，全国に先駆け，
平成 20 年 8 月，高知 CKD 病診連携協議会を設立，

「かかりつけ医」と「専門医」との連携，運用の運び
となりました．高知県透析医会としても，三宅晋先生
を中心として，高知市医師会，高知大学腎臓内分泌教
室および高知市腎臓専門医と連携し，高知県における

CKD 病診連携ネットワーク活動を支援しています．
平成 21 年 3 月の世界腎臓デーには，共催とし，キャ
ンペーンや講演を行いました．

最後に

平成 21 年 8 月時点で高知県の透析施設は 38 施設で
あり，年に 1 回，総会，高知県透析研究会を開催し，
会員間の懇親会・情報提供を行っています．高知県透
析医会においても，災害対策，感染症対策，地域連携
など，多くの問題を抱えています．しかしながら，日
本透析医会や医師会とも連携し，透析患者，そして会
員・施設のために貢献できるよう，高知県透析医会を
発展させていきたいと考えています．今後とも，よろ
しくご支援いただきますようお願いいたします．
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1　今までの歩み

大分県透析医会の設立は古く，昭和 53 年 3 月太田
和宏先生（当時新生会名古屋クリニック）から大分県
で透析医の集まりをつくるようにとの要請で，工藤寛
昭先生が会長としてスタートし，活動してきたが，透
析に関する主だった問題は，本年第 28 回を迎える大
分大学医学部泌尿器科教授を会長とする大分人工透析
研究会で取り上げることが多かった．また，大分県に
は昭和 47 年より包括医療および保健の計画・推進・
実施のために，医療担当者・行政・住民の三者構成で
県知事を会長とする大分県地域保健協議会という組織
があり，現在 12 の小委員会で構成されている．その
中に腎不全対策小委員会と臓器移植推進小委員会があ
り，工藤先生は透析医会代表として，筆者の清瀬は県
医師会代表として参画していた．工藤先生の努力で腎
バンクの設立等を提言し，実現してきた．また透析医
会としては，災害時対策マニュアルを作成した．

その後，透析の地震対策の問題を受けて，災害時の
人工透析提供体制の確保という主題で，大分県福祉保
健部健康対策課，大分県医師会，大分県透析医会，先
に紹介した腎不全対策小委員会，臓器移植推進小委員
会の参画で，平成 19 年 12 月 8 日に「災害時の人工透
析提供体制の確保について」という主旨で透析施設に
呼びかけ，会を持った．大分県の透析施設は当時 72 施
設で，そのうち 47 施設が集まった．その会において，
福岡県透析医会会長隈博政先生を講師として「災害時
透析医療における情報伝達とエリアネットワーク」と

いう演題で講演があり，その後参加者より大分県にお
ける情報ネットワーク構築について意見を頂いた．

大変残念なことに，平成 20 年 3 月 29 日に工藤先生
が，急にお亡くなりになった．平成 18 年まで日本透
析医会の理事もなさっていたので，すべて工藤先生に
頼っており，会員一同大変困惑した．平成 20 年 6 月
21 日の日本透析医会支部長会議は，今までの関係で
清瀬が代理出席した．

大分県透析医会の会員は現在 23 名（21 施設）で，
平成 20 年 8 月 20 日に会議を開催し，支部長会議の報
告の後，支部長選出を行い，筆者が選出された．また，
地域保健協議会の小委員会委員の工藤先生の後任には，
南海病院院長亀川隆久先生が選出され，再スタートす
ることとなった．今後のご支援をお願いする次第であ
る．以後，日本透析医会よりの情報は，メールで会員
にすぐ伝達することとした．

平成 20 年 10 月 14 日，腎不全対策小委員会と臓器
移植推進小委員会が開かれ，災害時の対策について意
見集約があった．

2　インフルエンザ対策など

平成 21 年 5 月になり新型インフルエンザの対応が
問題になってきた．6 月 19 日以前の対応は，患者は
すべて入院し，A 型陽性例すべてに PCR 検査を行い，
濃厚接触者は外出自粛など大変厳しいものであった．
平成 21 年 5 月 21 日に，大分県医師会感染症対策担当
理事連絡協議会が開催されたので，透析医会として，
日本透析医会の資料の「透析施設における新型インフ
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ルエンザ対策ガイドライン」と「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」の資料を提
供し，透析患者の特殊性を伝えて理解していただくよ
うにお願いした．また行政にも理解を求めて，大分県
福祉保健部健康対策課の藤内修二課長に同じ資料を送
り，6 月 10 日面談した．その場で，透析患者に発症
した場合の対応，県で備蓄しているタミフルの提供な
どについて話し合い，課長より直接透析施設に対して
話したいとのことであった．透析医会のメンバーだけ
では不十分なので，9 月 12 日開催の大分県人工透析
研究会（加入施設 60）の時が適当ではないかという
ことで，研究会会長の三股浩光教授に相談し，許可を
えた．

その後新型インフルエンザ対応の運用指針はゆるや
かになり，季節性インフルエンザの対応と同じになっ
てきたが，透析患者に新型インフルエンザが発症すれ
ば施設として対応が困難なことは余り変わらない．

7 月 25 日大分県透析医会を開き，支部長会議の報
告と新型インフルエンザ対策について現在までの活動

を報告した．また，今後の活動についてご意見を頂い
た．

8 月 3 日，腎不全対策小委員会と臓器移植推進小委
員会が開催され，事業計画案について討議された．腎
不全では，新たに「透析患者の新型インフルエンザを
含めた感染症対策」が加えられた．県内では，新型イ
ンフルエンザだけでなく，開放性結核の透析患者の収
容も困難になってきており対応が望まれる．また臓器
移植では，改正臓器移植法が成立し，体制の整備が必
要になる．県民への脳死に対する普及啓発，臓器摘出
協力医療機関の拡大などが議論された．8 月 27 日，
大分県地域保健協議会総会が開催され，二つの小委員
会の事業計画について，清瀬より報告した．

大分県では，透析医会と県医師会，行政との連携が
深いので，情報伝達はうまく行っている．今後は透析
施設間のネットワーク作り，災害時の対応，透析医会
の活性化など，周囲の先進県に学び　構築していきた
い．改めてご指導をお願いする．
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本稿では，前号で報告後平成 21 年 7 月 24 日，9 月 25 日，10 月 23 日に開催された計 3 回の常任

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

す．

1. 新型インフルエンザへの対応について

8 月 15 日に新型インフルエンザによる本邦初の死亡者が透析患者であったことは，透析関係者

並びに患者に大きな衝撃を与えました．その後ワクチンの供給が限られていることがあり，ワクチ

ンの接種優先順位が大きな問題になりましたが，日本透析医学会の先生方，全腎協の方々のご努力

もあり，透析患者については，「基礎疾患を有する者」の扱いとして優先接種が受けられるように

なりました．なお，執筆の現時点（11 月上旬）においては，医療従事者向けのワクチンが大幅に

不足しているようです．状況によっては行政への働きかけ等も行いたいと考えております．
なお，新型インフルエンザ対策合同会議からの緊急連絡文として「慢性透析患者の新型インフル

エンザの診断と治療に関するご注意」を医会ホームページに掲載しております．透析患者における

インフルエンザの診断と治療等について示したものです．

2. 診療報酬改定に対する対応について

8 月 30 日の衆議院議員総選挙で民主党が圧勝し，自公連立政権から民主党中心の連立政権とな

りました．民主党のマニフェストでは，これまでの社会保障費削減の方針を止めて診療報酬を増額

する，としていますが，透析医療に関して言えば，現時点（11 月上旬）においては次回の診療報

酬の改定は予断を許さない状況にあると言わざるをえません．
7 月 10 日に行われた中医協の診療報酬調査専門組織（医療機関のコスト調査分科会）において，

DPC 対象病院・DPC 準備病院からのデータを元に，透析部門において収益率が 27% という数字が

出されました．この数字については，集計の方法に根本的な誤りがあること，またサンプル数も少

なく偏りがあることを厚生労働省の担当者にも指摘しておりますが，透析医療の現状を十分理解し

てもらっているとは言い難い状況です．引き続き各方面に働きかけを行い，透析医療の崩壊と言っ

ていい現象や徴候がみられる状況の流れを変えるように努力して参りたいと考えております．
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3. 全腎協との懇談会

9 月 25 日，東京で全国腎臓病協議会の役員の方々と意見交換会を行いました．臓器移植法案改

正の取り組み，透析医療の諸問題に関する行政への働きかけなどについて活発な議論が行われまし

た．

4. 日本透析医会シンポジウムなど

平成 21 年 10 月 4 日，東京品川コクヨホールにおきまして，「維持透析療法の明日を拓く」と題

して日本透析医会シンポジウムを開催しました．ご参加いただいた先生方には心より感謝申し上げ

ます．講演の内容につきましては，次号以降に掲載の予定です．
なお今後の予定ですが，平成 22 年 3 月 7 日 ( 日）に日本透析医会研修セミナー，10 月 3 日

（日）には日本透析医会シンポジウムを開催することになっております．場所は今年と同じく品川

のコクヨホールです．来年 3 月の研修セミナーの内容については，今号巻頭の案内をご参照くださ

い．

5. 公募研究助成について

日本透析医会の公募研究助成にご応募いただき誠にありがとうございました．厳正な審査の上，
助成内容を決定させていただきました．なお，複数の申請について，申請内容について問題がある

ものがございました．また研究終了後に残る備品については助成の対象になりません．次回以降，
十分に内容を検討の上での申請をよろしくお願いします．

6. 小野山攻先生（前常務理事）を偲ぶ

長らく日本透析医会の役員を務められた小野山攻（おさむ）先生が，平成 21 年 9 月 21 日ご逝去

されました．享年 65 歳の若さでした．
小野山先生は昭和 48 年に小野山診療所を開設，大阪透析研究会の発起人，大阪透析医会の設立

時の世話人をされるなど，大阪の透析医療の発展に長らく貢献されてこられました．日本透析医会

には平成 11 年に理事に就任，平成 13 年からは常任理事として，平成 21 年にご自分のご病気を理

由に退任されるまで，医療廃棄物の問題など医会の運営に尽力されてこられました．
研究会・学会でも自ら発表され，公の仕事や自分の診療所での診療にも忙しい中，水彩画や写真

も嗜まれる多趣味な一面もお持ちでした．キャリアの円熟期に差し掛かり，これから大阪の透析医

療を引っ張っていただかなければならない矢先のことで残念でなりません．
先生のご冥福を心からお祈りし謹んで哀悼の意を申し上げます．
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学 会 ご 案 内

●第 43 回　日本臨床腎移植学会
 日　時：平成 22 年 1 月 28 日（木）〜 30 日（土）
 会　長：堀見忠司（高知医療センター）
 会　場：三翠園・高知県立県民文化ホール（高知市）
 連絡先：高知医療センター
  　　　TEL　088-837-3722　　FAX　088-837-6766
  　　　URL　http://jscrt43jtbcom.co.jp/

●CRRT 2010
 日　時：平成 22 年 2 月 24 日（水）〜 2 月 27 日（土）
 開催地：San Diego, California（USA）
  　　　URL　http://www.crrtonline.com/conference/

● 第 15 回　バスキュラーアクセスインターベンション治
療研究会

 日　時：平成 22 年 3 月 6 日（土）
 代表世話人：大平整爾（札幌北クリニック）
 会　場：津田ホール（東京都渋谷区）
 連絡先：名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所
  　　　TEL　052-459-2130　　FAX　052-459-2131
  　　　E-mail　info@vaivt.com
  　　　URL　http://www.vaivt.com

●第 20 回　腎と妊娠研究会
 日　時：平成 22 年 3 月 6 日（土）
 会　長： 平松祐司（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学

教室）
 会　場：アークホテル岡山（岡山市）
 連絡先：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科教室
  　　　TEL　086-235-7320　　FAX　086-225-9570
  　　　URL　http://www.okayama-u-obgyn.jp/news/20_jin.html

●第 25 回　ハイパフォーマンス・メンブレン研究会
 日　時：平成 22 年 3 月 13 日（土）〜 14 日（日）
 大会長：斎藤　明（東海大学医学部内科学系腎・代謝内科）
 会　場：日本消防会館・ニッショーホール（東京都港区）
 連絡先：医療法人川島会川島病院
  　　　TEL　088-631-0782　　FAX　088-632-6885
  　　　URL　http://www.hpm-net.jp/
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学 会 ご 案 内

●第 26 回　日本医工学治療学会学術大会
 日　時：平成 22 年 4 月 2 日（金）〜 4 月 4 日（日）
 大会長：峰島三千男（東京女子医科大学臨床工学科）
 会　場：都市センターホテル ホテルルポール麹町（東京都千代田区）
 連絡先：東京女子医科大学臨床工学内
  　　　TEL　03-3353-8112, 8111（内線 31413, 28754, 37203）
  　　　FAX　03-5269-7760
  　　　E-mail　jste2010@ce.twmu.ac.jp
  　　　URL　 http://www.twmu.ac.jp/U/seminar/JSTE2010HP/TOP4.

html 

●第 98 回　日本泌尿器科学会総会
 日　時：平成 22 年 4 月 27 日（火）〜 30 日（金）
 会　長：藤岡知昭（岩手医科大学医学部泌尿器科学講座）
 会　場：盛岡市民文化ホール マリオス（盛岡市）
  　　いわて県民情報交流センター アイーナ
  　　ホテルメトロポリタン盛岡 本館・NEW WING
  　　盛岡市アイスアリーナ
 連絡先：岩手医科大学医学部泌尿器科学講座
  　　　TEL　019-651-5111（内線 6705）　　FAX　019-623-1527
  　　　E-mail　jua98@iwate-med.ac.jp
  　　　URL　http://www.jua98.umin.jp/
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１. 本誌は（社）日本透析医会の機関誌として年 3 回以上発
行する．

２. 投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以
外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの
限りでない．

３. 本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．
４. 投稿原稿は
　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2 淡路建物ビル 2F

　　　　　　（社）日本透析医会事務局
　　に，簡易書留便で送る．
５. 掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．
６. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．
７. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員
会において行う．

８. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30 部までは無
料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

９. 掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．
10. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．
⑴　原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．
⑵　原稿は邦文とし，A 4 判用紙を用い，横書き，口語体，

平仮名，当用漢字，現代仮名使いを使用する．ワード
プロセッサー等の使用を推奨する（ワードプロセッサー
等を使用した場合，用紙は原稿用紙でなくても良い．
原稿とともに使用機種とソフト名を記載し，テキスト
ファイルで保存したフロッピィディスクを添付する）．
なお，原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，
結語，文献の形式とする．総説，特集については最初
に要旨を記載する．なお，いずれの場合も簡略化題名
及び 5 語以内のキーワードを記載する．

　　また，原著，学術論文には題名，著者名，所属に英
文を併記する．

⑶　図はレタリングしたものとする．図表は A 4 判大の紙
に四隅をのりづけし，邦文の標題を図は下方に，表は
上方につける．写真は図とする．カラー写真は原則と
して著者の実費負担とする．

⑷　図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承
諾を得てその出典を明らかにする．

⑸　図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．

⑹　外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用い，
タイプまたは，明瞭な活字体とする．

⑺　度量衡は CGS 単位とし，km，mm，ℓ，㎗，㎖，kg，g，
mg，mEq/ℓ，mg/㎗ などを用い，数字は算用数字（1，2，
3 など）を用いる．

⑻　学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に
記載する．

⑼　引用文献数は 30 以内とし，本文の引用箇所に順次番
号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引
用順に記載する．
①　書籍は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の

時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」
として省略する．） : 論文名．書籍名;  編者名，出版社名，
所在地，頁数（始めの頁から終わりの頁），西暦年．の
順に記載する．

　（例 1）　浅野　泰：透析低血圧の病因．Annual Review

腎臓 1998； 長澤俊彦，河邊香月，伊藤克己，他編，
中外医学社，東京，pp. 148-153，1998．

　（例 2）　Andress DL and Shettad DJ : The osteodystro-

phy of chronic renal failure. Diseases of the Kidney 5th 

ed;  edited by Schrier RW and Gottschalk CW, Little, 

Brown and Co, Boston, pp. 2759-2761, 1993.

②　雑誌は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の
時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al」
として省略する．） : 論文名．雑誌名，巻;  頁数（始めの
頁から終わりの頁），西暦年．の順に記載する．

　（例 1）　村山直樹，赤羽知二，亀掛川良宣，他：宇
都宮市の基本健康診査における腎疾患関連調査と有
所 見 者 の 継 続 受 診 率 に つ い て．日 透 医 誌，11；
180-182，1995．

　（例 2）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int, 47;  231-233, 1995.

　　雑誌名は略名で（外国雑誌は World Medical Periodi-

cals，邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載
する．但し種々の学会の「予稿集」は，引用文献と
しては認められない．

③　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」
URL（アクセス日時）の順に記載する．

　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）

日本透析医会雑誌投稿規定



編集後記 473

何故か透析医会雑誌の表紙が変わる前から広報委員をおおせつかり，しかも，まったく役を果た
して来ず，校正さえ期限が守れなくて常に反省の，名ばかりの委員です．みなさん，本当にごめん
なさい．出来上がった会誌を手にする時，とてもうれしく，素敵に出来上がった！ と，さも自分
が大いにかかわったように厚かましくも威張っています．透析医会としての役割を外さず，ホット
な情報をタイムリーに，医療経済，医療安全対策，実態調査，臨床研究等々，読み応えのあるわが
透析医会雑誌は，ますます格調高く進化し続けるものと確信しています．

猛威をふるう新型インフルエンザに，やっと 10 月 19 日からワクチンの配給（？）がはじまり，
特別診察室に隔離透析室を用意して，問われて提出した医療従事者用がなんとワクチン 1 回打ちで
8 人分のみでした．11 月 2 日に届けられた透析患者用ワクチン（余裕あり）は，ゆめゆめ流用して
はならぬとのお達しに抗議の電話をしたところ，“来年輸入物が入れば供給できるかもしれない” と
の薬務課の回答．なに？ それ！ の連続の新型インフルエンザですが，日常会話はインフルエン
ザオンリーです．患者さんも職員もにわかコメンテイターになって，優先順位は子供でしょう！　
無料じゃないの？　痛くないね！　大人はかからないみたい！　タミフル 1 カプセル！　鳥でなく
て豚よ！　新型，季節性いっぺんに打てるの？　去年打たなかった人は今年は打てないよ（季節型
のワクチンも去年の実績の 8 割しか入ってこない）etc，かしましい．

今回の，くま腎クリニック，隈博政先生の「新型インフルエンザ対策」はまさに時を得た論文と
いえましょう．必読です．渡航歴のない新型インフルエンザ第 1 号を出した神戸では，5 月の神戸
まつりも中止して，保育所，デイケアもお休みで，繁華街はゴーストタウンと化し，震災以来のマ
スク集団に異様さを感じ，日常的には勤務者の確保に追われるというパニック状態でした．感染は
やむをえないとして，重症化させない対応，他人に感染させない個人個人の認識，集団感染を防ぎ，
施設がダウンしないシミュレーションなど，強毒型のインフルエンザ流行のリハーサルになったか
と思っています．とにもかくにも早くやれやれの状態に持ち込みたいものです．

広報委員　坂 井 瑠 実　
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