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変動する日本社会 167

最近，患者さんの家族と話す機会が減ったが，明らかに家族の中に「絆」のようなものが希薄化
してきているように思う．また，治療法の変更などでキィパーソンへ連絡しても，その対応は一昔
前と明らかに変化しているとお考えの先生方も少なくないように思う．

今年 4 月に再放送された「NHK スペシャル　無縁社会」は衝撃的だった．「身元不明の自殺者」，
「生き倒れ死」，「自室で何日も放置された死」……，引き取り手のない遺体は「行旅死亡人」として
自治体が埋葬し，一昨年 32,000 人もあったという．無縁死に至るまでの足取りは，出稼ぎ，倒産，
病気，離婚など誰にでも起こりうる不幸な積み重ねの結果であった． 

ここに，かつて存在した日本の社会構造に激変が起こっているのを感じた．生涯雇用制度の崩壊，
長引く不況や少子高齢化，女性の社会進出，結婚に対する若者の意識変化，核家族化社会による家
族や社会とのコミュニケーションのできない，したくない若者，中年層の急増などさまざまな要因
が重なり合い，かつて存在した地縁・血縁・社縁……縁社会が崩壊し，社会との繋がりが希薄化し
ていることが明らかにされた．そして，安心して老いることができない，安心して死ぬことができ
ない，自分も将来そうなるかもしれないと直感した若者を含めた多くの方々が「2 ちゃんねる」，

「個人のブログ」にコメントした．人との縁を大事に暮らすことで「有縁社会」を復活させること
ができるだろうか？ 「きずな」を重視すれば無縁社会から離脱できるだろうか？ 一人ひとりが，
自分を支えるだけで精一杯の時代になってきたので，家族であろうと支えるには限度があるかも？
現在唱えられている「新しい公共」がまさしく有縁社会を目指しているのだろうか？ 「新しい共
同体」が，ひとびとの生活と破綻寸前にある政府財政を救ってくれるだろうか？ 良し悪しは別と
して「ネット上での繋がり」は，もしかして無縁社会を乗り越えていくための有力なツールになる
かも？……

透析の現場では，幸い透析患者とは週 2～3 回顔を合わせるので無縁死はほとんどないであろう
が，独居患者の増加，キィパーソンがいない，あるいはキィパーソンが不適格（高齢化，自身が疾
病をかかえる）な患者も増加してきている．まだ多くはないが，離職後再就職できないフリーター
の患者，子供が成人して離婚した患者も散見する．さらに，患者世帯の総収入が明らかに減少して
きている，5 年ごとに調査している全腎協の資料によると，300 万円以下が 36.1％，生活が苦しい
と答えた世帯が 31.1％（実態調査報告書，全腎協，2006）で，生活するのが精一杯，他に使う余裕
がない．そして，高齢患者が介護認定を受けても，自己負担が発生するため限度額まで使わない事
態も見受ける．透析の現場でもこのように今後大きく変化しそうな問題が山積している．

患者を支えている家族，キィパーソンなどになんらかの事態が発生して支えられなくなったら，
患者はどうなるであろうか？ 「無縁社会」へ引きずり込まれる可能性はないだろうか．患者を診

［巻　頭　言］
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（社）日本透析医会

専務理事　杉崎弘章　　　　
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ている我々はどう対応すればよいのだろうか．社会的入院で対応するのであろうか．患者が在宅を
望んだ場合，今できることは，介護サービスを利用して「地縁」を復活させることであろうか．も
ともと介護サービスは「社会福祉事業」の一つとして掲げられ，「地域への貢献」が目的とされて
いたはず．そして「地縁」を復活させ，「無縁社会」にならないように設計されていたはずである．
前記のように自己負担があるのでそれを利用できない，利用しないということは，介護サービスの
内容，質にも問題があるが，制度設計にも問題があるように思う．今後是正すべき問題であろう．

最後に，「古くて新しい絆」を創るために，今まで以上に，協働，共生，相互支援を強く意識して，
患者，家族，関係者の信頼を勝ち得なければならないと考えるが間違っているであろうか．
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要　旨

2010 年 7 月，改正臓器移植法が施行され，いよい
よ新しい法律の下で臓器移植がスタートされることと
なった．法改正に伴って法律施行規則，法の運用に関
する指針も改定された．その骨子は，脳死判定に従い
臓器を提供することについての本人の意思表示がない
場合でも，家族の書面による承諾により，年齢にかか
わらず（ただし生後 12 週以降）脳死下での臓器提供
を可能とすること，臓器提供の意思表示に併せて親族
への臓器の優先的提供の意思を表示できること，被虐
待児からの臓器提供を防止すること，国および地方公
共団体は臓器移植の普及啓発に必要な施策を講ずるこ
となどである．改正法施行後も，臓器提供・移植を推

進するためには，社会の理解を深め，提供施設の負担
を軽減することが不可欠である．

はじめに

2009 年 7 月に「臓器の移植に関する法律（臓器移
植法）」は改正され，2010 年 7 月の改正臓器移植法の
施行に向けて，法施行規則，法の運用に関する指針づ
くりなど，関連法令，諸規則の整備が進行している．
臓器移植法の改正によって，脳死下での臓器提供の要
件は変更され，臓器提供の増加が期待されるが，法改
正によってすぐさま臓器提供が増加するわけではない．
臓器提供には社会の臓器の提供ならびに移植に関する
理解が不可欠であり，同時に提供施設の協力が必要で
ある．

［透析医療における Current Topics 2010］

改正臓器移植法のもとでの 
腎移植の今後の課題と展望

寺岡　慧
国際医療福祉大学熱海病院移植外科

key words：腎移植，臓器移植法，施行規則，指針，法的脳死判定

Issues and future prospects of kidney transplantation under the amended organ transplantation law
International University of Health and Welfare ATAMI HOSPITAL
Satoshi Teraoka

表 1　移植のための死体からの臓器摘出の要件（臓器移植法第 6 条第 1 項，指針第 1 条）

本人の提供意思 遺族の提供に対する意思 臓器提供

書面による
提供の意思表示

（法第 6 条第 1 項）

書面による承諾（同第 2 号） 可能

拒まない（同第 1 号） 可能

家族がない（同第 1 号） 可能

意思表示なし
（法第 6 条第 1 項第 2 号）

書面による承諾（同第 2 号） 可能

書面による承諾なし（同上） 不可

家族がない 不可

拒否する意思表示（指針第 1 条） ※※ 不可

※ 提供を拒否 不可

注 1）　知的障害者の場合は臓器提供は不可
注 2）　虐待による死亡，虐待による死亡の疑いがある場合は臓器提供は不可
※　本人の提供意思の有無にかかわらず
※※　遺族の諾否にかかわらず
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本稿では，臓器移植法の改正に伴う関連法令ならび
に諸規則の改正について要約し，改正臓器移植法のも
とでの腎移植医療の今後の課題と展望について述べる．

1　臓器の移植に関する法律の改正

1）　臓器提供の法的要件（表 1）
旧臓器移植法では，（脳死下での）臓器提供の法的

要件として，本人が「臓器を……提供する意思を書面
により表示している場合であって」，「遺族が当該臓器
の摘出を拒まないとき，または遺族がないとき」とさ
れていたが（旧法第 6 条第 1 項），改正法では上記に
加えて本人が「当該意思がないことを表示している場
合以外の場合」においても，「遺族が当該臓器の摘出
について書面により承諾しているとき」と改定された

表 2　法的脳死判定の要件（臓器移植法第 6 条第 3 項第 1 および 2 号）

本人の提供意思 本人の脳死判定に従
う意思　　　　　　

家族の脳死判定に対
する意思　　　　　 法的脳死判定

書面による提供の
意思表示

判定に従う意思表示 書面で承諾 可能

拒まない 可能

家族がない 可能

意思表示なし 書面で承諾 可能

拒まない 可能

家族がない 可能

拒否する意思表示
（指針第 1 条）

※※ 不可

※ 判定を拒否 不可

意思表示なし 判定に従う意思表示 書面で承諾 可能

書面による承諾なし 不可

家族がない 不可

意思表示なし 書面で承諾 可能

書面による承諾なし 不可

家族がない 不可

拒否する意思表示
（指針第 1 条）

※※ 不可

※ 判定を拒否
（指針第 1 条）

不可

提供を拒否する意
思表示

※ ※※ 不可

※　本人の「脳死判定に従う意思」の有無にかかわらず
※※　家族の諾否にかかわらず

表 3　脳死下臓器提供の要件（臓器移植法第 6 条第 1 および 3 項）

本人の意思 家族の意思

臓器提供の意思表示 脳死判定に従う意思 臓器提供 脳死判定

書面で表示
（1 項 1 号，3 項 1 号）

従う意思表示 拒まない 拒まない

家族がない

意思表示なし
（3 項 1 号）

拒まない 拒まない

家族がない

書面で表示
（3 項 1 号）

従う意思表示 書面による承諾 書面による承諾

意思表示なし
（3 項 1 号）

意思表示なし
（3 項 2 号）

意思表示なし
（3 項 2 号）

書面による承諾 書面による承諾
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（同条第 1 項第 2 号）．

2）　法的脳死判定の法的要件（表 2, 3）
旧法では，法的脳死判定の実施は，本人の「臓器を

提供する意思」に併せて「脳死の判定に従う意思を書
面により表示している場合であって」，「家族が当該判
定を拒まないとき，または家族がないとき」に限られ
ていたが（旧法第 6 条第 3 項），今回の法改正により
上記に加えて，本人が「臓器を提供する意思を書面に
より表示している場合であり」，かつ本人が「脳死判
定に従う意思がないことを表示している場合以外の場
合であって」，「家族が当該判定を拒まないとき，また
は家族がないとき」（同条同項第 1 号），さらに本人が

「臓器を提供する意思がないことを表示している場合
以外の場合であり」，かつ本人が「脳死判定に従う意
思がないことを表示している場合以外の場合であっ
て」，「家族が脳死判定を行うことを書面により承諾し
ているとき」（同条同項第 2 項）には法的脳死判定が
実施されうることとなった．

3）　脳死の法的定義
旧法第 6 条第 2 項の「脳死した者の身体とは，移植

術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者
であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止する
に至ったと判定されたものの身体をいう」という規定
は，このたびの改正により下線部が削除され，「脳幹
を含む全脳の機能の不可逆的な停止」という脳死の医
学的定義がそのまま法律上の規定となった．

4）　親族への優先提供
「臓器を死亡した後に提供する意思を書面に表示」

する場合に，その表示に併せて「親族に対し当該臓器
を優先的に提供する意思を書面により表示することが
できる」旨の条文が追加された（法第 6 条の 2）．

5）　普及・啓発に係わる事項
旧法では，臓器移植の普及・啓発については，第 3

条に「国および地方公共団体は，移植医療について国
民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努め
なければならない」と努力義務が規定されているのみ
であったが，改正法では「……臓器を提供する意思の
有無を運転免許証および医療保険の被保険者証等に記

載することができることとする等，移植医療に関する
啓発および知識の普及に必要な施策を講ずるものとす
る」と改定され（法第 17 条の 2），より具体的な義務
として明示された．

6）　被虐待児の取り扱い
法改正にさいして検討事項として，「虐待を受けた

児童が死亡した場合に……臓器が提供されることのな
いよう，……虐待が行われた疑いがあるかどうかを確
認し，……適切に対応するための方策に関し検討を加
え，……必要な措置を講ずること」という規定が追加
され（附則 5），被虐待児からの臓器提供を避けるこ
とが追加された．

7）　角膜及び腎臓の移植に関する法律の廃止に伴う
経過措置の削除

旧法の制定のさいに「角膜及び腎臓の移植に関する
法律」は廃止され（旧法附則第 3 条），同時に経過措
置として，「当分の間，眼球および腎臓を……提供す
る意思がないことを表示している場合以外の場合であ
って，遺族が……摘出について書面で承諾していると
き」にも「脳死した者の身体以外の死体から摘出する
ことができる」と規定されていたが（同附則第 4 条），
この条項は法改正に伴い削除された．

2　法律施行規則の改定

1）　6 歳未満の小児の脳死判定
施行規則第 2 条第 1 項において，法的脳死判定の前

提条件として，「脳の器質的な障害により深昏睡で Ja-

pan coma scale 300 に該当する状態にあり，かつ Glas-

gow coma scale で 3 に該当する状態にあること」，「自
発呼吸を消失した状態」，「器質的脳障害の原因となる
疾患が確実に診断されていること」，「原疾患に対して
行いうるすべての適切な治療を行った場合であっても
回復の可能性がないと認められる者」という規定は従
来と同様であるが，同条同項第 1 および第 3 号におい
て除外項目として規定されていた「6 歳未満の者」，

「直腸温が 32℃ 以下の状態にある者」などが，それぞ
れ「生後 12 週未満の者」，「直腸温が 32℃ 未満の状態
にある者（6 歳以上），6 歳未満の者にあっては 35℃
未満の状態にある者」と改定された（同条同項第 1 お
よび第 3 号）．除外項目として急性薬物中毒，代謝性



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010172

障害または内分泌障害により深昏睡および自発呼吸を
消失した状態にあると認められた場合があげられてい
ることは従来通りである（同条同項第 2 および第 4 号）．

また「6 歳未満の者」に対する法的脳死判定におい
ては，1 回目の「確認の時点から，少なくとも 24 時
間を経過した後に」2 回目の脳死判定を行うこととさ
れた（同条第 2 項）．6 歳以上では 6 時間を経過した
後に 2 回目の脳死判定が行われることは従来通りであ
る．

さらに法的脳死判定にあたっては，「中枢神経抑制
薬，筋弛緩薬その他の薬物が判定に影響していないこ
と」と同時に「収縮期血圧が 90 mmHg 以上」と規定
されていたが（同条第 4 項），後者については「1 歳
未満の者 65 mmHg 以上，1 歳以上 13 歳未満の者［2

×年齢＋65］mmHg 以上，13 歳以上の者 90 mmHg

以上」と改定された（同条同項第 1～3 号）．
なお従来から規定されていた，「自発運動，除脳硬

直，除皮質硬直，痙攀が認められる場合は脳死判定を
行ってはならないこと」（同第 2 条第 3 項），「判定に
あたっては中枢神経抑制薬，筋弛緩薬その他の薬物が
判定に影響していないことを確認する」こと（同条第
4 項），「聴性脳幹誘発反応の消失を確認するように努
める」こと（同条第 5 項）は従来通りである．

2）　脳死判定・臓器提供の要件変更に伴う記録等に
関する規則の改定

法改正に伴って，脳死判定を行った医師が作成する
脳死判定記録書（施行規則第 5 条），臓器の摘出を行
った医師が作成する臓器摘出記録書（同第 6 条第 1

項），さらには移植コーディネーターが作成する臓器
摘出承諾書（同第 6 条第 2 および第 3 項），脳死判定
承諾書（同第 5 条第 2 および第 3 項）等の記載に関し
て以下の改定がなされた．

旧施行規則では，「生存中に臓器を提供する意思お
よび判定に従う意思を表示していた旨」の記録の作成

（施行規則第 5 条第 1 項第 10 号），さらに上記の意思
を表示した書面の写しの添付（同条第 2 項第 2 号）が
義務づけられていた．同時に「生存中に臓器を提供す
る意思を表示していた旨」の記録の作成（施行規則第
6 条第 1 項第 11 号），さらに上記の意思を表示した書
面の写しの添付（同条第 2 項第 1 号）が義務づけられ
ていた．

新施行規則では，「脳死判定に従う意思」および「臓
器を提供する意思」の記録の作成と書類の添付につい
ては，本人がそれぞれの意思を書面により表示してい
た場合に限られることになり（新施行規則第 5 条第 1

項第 10 号および同条第 2 項第 2 号，第 6 条第 1 項第
11 号および同条第 2 項第 1 号），当該意思がないこと
を表示していた場合以外の場合においては「家族が判
定を行うことを書面により承諾している旨」および

「遺族が当該臓器の摘出について承諾している旨」の
記録の作成と書類の添付の規定が改定ないし新設され
た（同第 5 条第 2 項第 3 号の 2，および同第 6 条第 2

項第 2 号の 2）．

3　法の運用に関する指針の改定

1）　臓器提供に係わる意思表示等に関する事項 

（第 1 条）
本人の「臓器を提供する旨の書面による意思表示」

の有効性については，次項で述べる「親族に対し当該
臓器を優先的に提供する意思表示」も含めて「15 歳
以上の者の意思表示」を有効なものとして取り扱うこ
とが改めて規定された．

また「臓器提供の意思がないことの表示」，「脳死判
定に従う意思がないことの表示」については，書面に
よらないものであっても有効であること，年齢にかか
わらず「臓器提供の意思がないことを表示した者から
の臓器摘出」，「脳死判定に従う意思がないことを表示
した者に対する法的脳死判定」は行わないことが規定
されている．なお知的障害者の場合は，年齢にかかわ
らず従来通り臓器提供はできないこととされている．

上記の改定に関連して，日本臓器移植ネットワーク
により作成，配布されてきた意思表示カード/シール
の記載項目が変更された．具体的には，提供意思の表
示項目が，「1. 脳死および心臓が停止した死後のいず
れでも臓器を提供する」，「2. 心臓が停止した死後に
限り臓器を提供する」，および「3. 臓器を提供しな
い」の選択肢に変更され，提供したくない臓器に×印
をつけることとなった．さらに親族への優先提供の意
思を記入する欄が新設された．

2）　親族への優先提供の意思表示（第 2 条）
生前から死後に移植のために臓器を提供する意思に

併せて，親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書
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面により表示している場合は，摘出臓器は親族に優先
的に配分される．この場合，親族の範囲は配偶者，子
および父母に限定される．なお事実婚など届け出がな
されていない場合は除外され，養子および養父母につ
いては民法上の特別養子縁組によるものに限られる

（指針第 2 条第 1 項）．特定の親族が指定されている場
合は親族全体，すなわち配偶者，子および父母へ優先
的に提供する意思表示として取り扱われる（同条第 2

項）．配偶者，子および父母以外の親族への優先提供
の意思が表示されている場合は，優先提供の意思表示
は無効とみなされるが，臓器提供の意思表示は有効と
される（同条第 4 項第 3 号）．しかし特定の者に限定
する意思が表示されており，その他の者に対する臓器
提供を拒否する意思が明らかである場合は，臓器提供
を見合わせることとされている（同条第 4 項第 4 号）．

また親族に臓器を提供することを目的として自殺を
図ることを防止する観点から，自殺の場合は親族への
優先的な臓器の配分は行われない．しかしこの場合は
臓器提供の意思表示自体は有効なものとみなされる

（同条第 4 項第 2 号）．
実際に親族に優先的に臓器が配分される場合は，親

族であることを公的証明書で確認する必要がある（同
条第 3 項）．また当該親族があらかじめ臓器移植ネッ
トワークに移植希望登録を行っていることが必要とさ
れる．

なお親族への優先提供の規定に伴なって各臓器の配
分ルールが見直された．腎移植においては従来 ABO

式血液型の一致が原則であったが，新しいレシピエン
ト選択基準では一致のみでなく適合も候補者とするこ
ととなった．ただし血液型一致が適合より優先される．
親族への優先提供の意思表示に関する上記の規定は，
本年 1 月 17 日にすでに施行されている．

3）　小児からの脳死下臓器提供施設に関する事項 

（第 4 条）
小児救急医療等の関連分野において高度の医療を行

う施設であること，虐待防止委員会等の虐待を受けた
児童への対応のために必要な院内体制が整備されてい
ることが前提である．脳死判定を厳格に履行する体制
があり，脳死下での臓器提供について倫理委員会等の
施設内における合意があることが前提であることはい
うまでもない（指針第 4 条第 1 および 2 項）．

従来の 4 類型に加えて，上記の条件を満たす日本小
児総合医療施設協議会の会員施設があげられている

（同条第 3 項）．これらのうち院内態勢等の準備が整い，
厚生労働省にその旨を通知した施設が，小児からの脳
死下臓器提供が可能となる．

4）　被虐待児からの臓器提供を防止するための対策 

（第 5 条）
本来，虐待は臓器提供の有無にかかわらず防止しな

ければならず，小児に限らず成人においても同様であ
る．また虐待による脳死者からの臓器提供がなされて
はならないこと当然である．従来から法令ならびに関
連諸規則により，被虐待者からの臓器提供は厳格に禁
じられてきた．

すなわち旧指針（平成 9 年）第 11 条第 5 項（現指
針（平成 22 年 1 月 17 日改正）では第 12 条第 5 項）
に，「確実に診断された内因性疾患により脳死状態に
あることが明らかである者以外の者であるときは，速
やかに，当該者に対し法に基づく脳死判定を行う旨を
所轄警察署長に連絡すること」と規定されている．こ
れは死後に異常死体の届け出を行う医師法第 21 条の
規定とは別の規定である．さらに臓器移植法第 7 条に，

「当該死体について刑事訴訟法第 229 条第 1 項の検視
その他の犯罪捜査に関する手続きが行われるときは，
当該手続きが終了した後でなければ，当該死体から臓
器を摘出してはならない」と規定されている．また

「臓器移植と検視その他の犯罪捜査に関する手続きと
の関係について」第 2 条第 1 項に「捜査機関において
司法解剖を行う場合には，当該解剖は心停止後に行う
ものとしていること．……当該解剖が終了するまで臓
器の摘出はできないことから，通例，眼球以外の臓器
を臓器移植のために摘出することは困難であるこ
と．」と規定されている．

したがって，確実に内因死と診断される場合以外の
場合は，早期から警察による検視ならびに捜査が行わ
れ，その結果少しでも死因に虐待を含む犯罪の疑いが
ある場合は，心臓が停止した死後に司法解剖が行われ
るため，臓器提供が行われることはありえない．とく
に脳死下における検視は医師の協力のもとで徹底して
行われる．捜査および検視が行われる過程で，治療経
過で得られた医学的所見等が伝えられ，少しでも事件
性が疑われる場合はその情報が捜査に反映されるため，



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010174

虐待が見逃されることはありえないと考えられる．
これに加えて新指針では，児童（18 歳未満）からの

臓器提供を行う施設の要件として，脳死下・心停止下
の別にかかわらず，虐待防止委員会などの設置，児童
虐待の対応に関するマニュアルの整備等の院内体制の
整備が義務づけられている（同条第 1 項）．さらに警
察署への連絡および捜査機関との連携に加えて（同条
第 3 項第 3 号），「児童虐待の防止等に関する法律」第
6 条第 1 項に基づいた児童相談所への通告（同条第 2

項第 2 号），事前の施設内虐待防止委員会との情報共
有・検討ならびに倫理委員会の承認などが義務づけら
れている（同条第 3 項第 1 および 2 号）．さらに「虐
待を受けた児童が死亡した場合」，「虐待が行われた疑
いがある児童が死亡した場合には，臓器の摘出は行わ
ないこと」と規定されている．

新指針においては，被虐待児への対応についての努
力義務，責任を提供施設へ一義的に置いている感が否
めない．診療経過を通じて虐待の徴候などの医学的情
報は得られるであろうが，それは状況証拠に限定され
ざるをえない．当然のことながら担当医，施設内虐待
防止委員会，倫理委員会には捜査権はなく，いかに状
況証拠を積み上げても虐待の疑いは強まりこそすれ，
公権力を背景とした捜査無しには確定には至らない．
また虐待によるか否かの判断は，最終的には捜査機関
により確定されるものである．担当医が診療の過程で
得た医学的情報を捜査機関，虐待防止委員会，倫理委
員会等に伝え，緊密に連携しつつ虐待の有無を確認す
ることに可能な限り全力を尽くす必要があることはい
うまでもないが，虐待の有無の確定の責任を提供施設
に負わせるべきではなく，その確認の最終的な責任は
捜査当局にあることは明白である．

5）　法的脳死判定を行うまでの標準的な手順 

（第 6 条）
新指針では，「主治医等が，患者の状態について，

法に規定する脳死判定を行ったとしたならば，脳死と
判定されうる状態にあると判断した場合（臓器移植法
施行規則第 2 条第 1 項に該当すると認められる者につ
いて，同条第 2 項各号のうち第 1 号から第 4 号までの
いずれもが確認された場合），……，家族等の脳死に
ついての理解の状況等を踏まえ，臓器提供の機会があ
ること，および承諾に係わる手続きに際しては主治医

以外の者（臓器移植ネットワーク等のコーディネータ
ー）による説明があることを口頭または書面により告
げること．」と規定されている．そのさいに，説明を
聴くことを強制してはならないことはいうまでもない．

施行規則第 2 条第 2 項各号とは，深昏睡（第 1 号），
瞳孔固定・散大（4 mm 以上）（第 2 号），脳幹反射の
消失（第 3 号），平坦脳波（第 4 号），自発呼吸の消失

（第 5 号）であり，自発運動，除脳硬直，除皮質硬直，
痙攀が認められる場合は，脳死判定を行ってはならな
いとされている．

なお上記の場合も自発呼吸を消失した状態と認めら
れていることが前提であり，中枢性呼吸障害により臨
床的に無呼吸と判断され，人工呼吸を必要としている
状態にあることが細則で規定されている．

従来の「施行規則第 2 条第 2 項各号の項目のうち第
5 号の「自発呼吸の消失」を除く，第 1 号から第 4 号
までの項目のいずれもが確認された場合」で規定され
る「臨床的脳死」という記載は削除された．上記の記
述が，「自発呼吸の消失」を確認することなく「臨床
的に脳死と判断」できるという誤解，さらには「臨床
的に脳死と判断」するには「自発呼吸の消失」を前提
としないという誤解を生み，さらには「法に規定する
脳死判定（法律施行規則第 2 条）」，「一般の脳死判定

（指針第 7 条（旧指針第 6 条））」に加えて「臨床的脳
死診断」という 3 種の脳死診断/判定が医療の現場の
みならず，社会的にも多大な混乱の原因となっていた．
筆者らは，37 医学会および 1 団体で構成される臓器
移植関連学会協議会を通じて，この記述の削除ないし
修正を提言していたが，今回この記述が削除されたこ
とは歓迎すべきことである．

また法改正に伴って，「家族等から，その意思表示
の存在が告げられた場合，またはその意思表示の存在
の可能性が考えられる場合には，主治医等は，臓器提
供の機会があること，および承諾に係わる手続きに際
しては主治医以外の者（移植コーディネーター）によ
る説明があることを，口頭または書面により告げるこ
と．」の下線部分が削除された．同時に同条第 2 項の

「主治医以外の者による説明を聞くことについて家族
の承諾が得られた場合，主治医は，直ちに臓器移植ネ
ットワークに連絡すること．」という規定の下線部が，
新指針では第 6 条第 3 項に「コーディネーターによる
説明を聞くことについて家族の承諾が得られた場合，
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直ちに臓器移植ネットワークに連絡すること．」と改
められた．
「患者の状態について，法に規定する脳死判定を行

ったとしたならば，脳死と判定されうる状態にあると
判断した場合」ということは「脳死である蓋然性が非
常に高いが，その確定診断はなされていない状態」と
いう意味であり，この状態を正確に記述するには上記
の表現しかありえないということで上記の記載になっ
たものと推察される．さらに細則で具体的かつ確実に
規定するものとなっていると考えられる．

また本人の臓器提供および脳死判定に係わる意思に
ついて，書面および臓器提供者意思登録システムによ
り十分意思確認すること，とくに臓器を提供する意思
がないこと，法的脳死判定に従う意思がないことの表
示については，十分に注意して確認することが義務づ
けられている．

6）　臓器摘出に係わる脳死判定に関する事項 

（第 8 条）
法的脳死判定については施行規則に規定されている

が，さらに具体的な検査法に関しては「法的脳死判定
マニュアル」（厚生科学研究費特別研究事業「脳死判
定手順に関する研究班」平成 11 年度報告書）に準拠
して行うよう規定されており，この点については従来
と同様である．

ただし，従来不可能とされていた鼓膜損傷がある場
合における前庭反射の消失の確認法については，この
たびの改定で，滅菌生理食塩水を用いて試験を行うこ
とにより安全に実施しうることとされた（平成 11 年
度厚生科学研究「脳死判定上の疑義解釈に関する研究
班」）（同条第 1 項）．

また 6 歳未満の場合における平坦脳波の確認，なら
びに無呼吸テストの基本条件については，「小児の脳
死判定および臓器提供等に関する調査研究」（平成 21

年度報告書）に準拠することが規定された（同条第 1

項）．また 6 歳未満の場合，第 2 回目の脳死判定は，
「第 1 回目の脳死判定終了時から 24 時間以上を経過し
た時点で行うこと」とされている（同条第 1 項第 5

号）．6 歳未満の場合は，上記の他に，除外項目とし
て「生後 12 週未満」，「直腸温 35℃ 未満」が施行規則
で規定されている．

一般の脳死判定として法的脳死判定と同じ基準に準

拠して脳死判定が行われた後に，本人や家族の臓器提
供および脳死判定に関する意思が確認された場合は，
改めて法的脳死判定を行うこととされている（同条第
2 項）．

脳死判定医については，従来の脳神経外科医，神経
内科医，救急医，麻酔・蘇生科・集中治療医に加えて，
小児科医が追加された．さらに学会専門医あるいは認
定医の資格，ならびに脳死判定の豊富な経験を有し，
しかも臓器移植にかかわらない 2 名以上の医師で実施
することと規定されている（同条第 1 項第 4 号）．

7）　その他の改定
旧指針第 6 条において，予後判定のために，また

「治療方針の決定等のために行われる」「臓器移植にか
かわらない一般の脳死判定」については，従来通りの
扱いとすることとされていたが，新しい指針では第 7

条でより明確に，「脳死下での臓器移植にかかわらな
い一般の脳死判定」と改定された．

また旧指針第 3 条において「遺族の範囲」について
は，配偶者，子，父母，孫，祖父母および同居の親族
とし，「喪主または祭祀主宰者となるべき者」が「遺
族の総意を取りまとめるものとする」と規定されてい
たが，新指針では「これらの者の代表となるべきも
の」が「遺族の総意を取りまとめるものとする」と改
められた（第 3 条）．また同時に，死亡した者が未成
年であった場合」は，とくに父母それぞれの意向を慎
重かつ丁寧に把握することが義務づけられた（新指針
第 3 条）．

なお旧指針第 7 条の「角膜および腎臓の移植」に関
する規定は，法附則第 4 条，施行規則附則第 3 条およ
び第 4 条の削除に伴って削除された．

4　法改正後の腎移植医療の課題と今後の展望

法改正に伴った施行規則，指針ならびに諸規則の政
定により，potential donor の発生から，虐待の有無の
確認，内因性疾患による脳死以外の場合の警察への通
報，移植コーディネーターによる説明，本人意思の確
認，家族の承諾手続き，法的脳死判定，臓器提供に至
る手順と手続きが明確になった（図 1）．重要なポイ
ントは，本人の臓器提供を拒否する意思の有無の確認，
親族優先提供の意思表示の確認，虐待の有無の確認，
虐待が疑われた場合の対応，6 歳未満の場合の法的脳
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死判定などであろう．本人の意思表示の有無の確認は，
移植コーディネーターに委ねられ，この点では提供施
設の負担の軽減につながると考えられる．

しかし新指針では，虐待の有無の確認について，捜
査権のない主治医，虐待防止委員会，提供施設に一義
的な責任を負わせすぎる印象を受け，提供施設にとっ
て過大な負担を強いる可能性が危惧される．被虐待者
からの臓器提供を確実に防止するには，明かな病死以
外は，異常死体でなくても事前の警察への連絡を徹底
することであり，捜査および検視の過程で，診療の過
程で得られた医学的情報の捜査当局への伝達を徹底す
ることであろう．

今回の法改正が，心臓が停止した死後の腎臓の提供
にどのような影響を与えるであろうか？ 本人意思に
関しては，いわゆる角腎法も改正臓器移植法も，基本
的に 1991 年の世界保健機関の Guiding principle に準
拠している．したがって心臓が停止した死後の腎臓の
提供における potential donor の発生から臓器提供に
至る手順と手続きについては，図 1 において「法的脳
死判定を行ったとしたならば脳死とされうる状態」を

「終末期で蘇生不能な状態」で置き換え，さらに法的
脳死判定およびその承諾手続きを除けば図 1 で示され
る手順とほぼ同様である．親族（配偶者，子，父母に
限る）への優先的提供については本年 1 月 17 日にす
でに施行されている．

新指針では，「コーディネーターによる説明を聞く
ことについて家族の承諾が得られた場合，直ちに臓器
移植ネットワークに連絡すること」と規定され，提供
施設には移植コーディネーターの説明を聴く意思の確
認と臓器移植ネットワークへの連絡が義務づけられて
はいるが，本人の臓器提供を拒否する意思の確認は移
植コーディネーターに委ねられ，この点では提供施設
の負担は軽減されると考えられる．このさいに提供施
設から家族に配布する文書について現在検討されてお
り，これが実現すれば提供施設の負担はさらに軽減さ
れるものと期待される．

しかし児童（18 歳未満）からの臓器提供を行う施設
の要件として，脳死下・心停止下の別にかかわらず，
虐待防止委員会などの設置，児童虐待の対応に関する
マニュアルの整備等の院内体制の整備，児童相談所へ

図 1　臓器提供に至る手続きと手順の流れ
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の通告，事前の施設内虐待防止委員会との情報共有・
検討，ならびに倫理委員会の承認などが義務づけられ
ている．しかし犯罪性の有無はあくまで公権力を背景
とした捜査によって最終的に確定されるものであり，
捜査権のない提供施設にその一義的責任を課すべきで
はないと考えられる．提供施設が医学的所見に基づい
て，捜査当局に可能な限り協力すべきであることはい
うまでもない．

法改正によって献腎が増加するか否かについては，
長期的には新しい制度の定着とともに徐々に増加して
ゆくものと予測されるが，短期的には予断を許さない
と考えられる．法改正によって脳死下臓器提供件数が
増加するとの期待があり，種々の試算がなされている
が，これらについてはあまり意味がないと考えられる．
各地域に根ざした献腎・臓器提供の掘り起こしをねば
り強く進める以外に，臓器提供件数の増加は期待でき
ないと考えられる．全国各地域で，移植コーディネー
ター，移植医，内科医が行政との緊密な連携のもとに，
市民を巻き込んだ運動を展開する必要があろう．とく
に献腎の啓発には，透析医・腎臓内科医の協力が不可
欠であろう．提供施設の負担とリスクを可能な限り軽
減することに努め，臓器提供と移植への理解を得るた
めに，ねばり強い草の根運動を展開することが必要で
ある．

今後，腎臓移植を適正に推進するためには，以下の
点が求められる．

①　新しい制度のもとでの献腎・臓器提供の普及・
啓発をさらに進めること．

②　それによって献腎・臓器提供への社会の理解を
得ること．

③　家族の意思確認を十分な配慮のもとに行うこと
（今後は家族の意思の確認がより重要になってく
る）．

④　本人の，提供を拒否する生前意思の有無の確認
を十分に行うこと．

⑤　より有効な意思登録制度（たとえば non-donor 

registry 制度）を早急に構築すること．
⑥　小児・成人にかかわらず，被虐待者からの臓器

提供を防止すること．
⑦　そのためにも医学的情報の提供など，捜査当局

との緊密な連携を行うこと．
⑧　脳死判定，とくに 6 歳未満の脳死判定を厳格に

行うこと（脳死下での提供の場合のみ）．
⑨　以上により，提供者本人およびその家族の権利

を十分に保障すること．
⑩　新しく制定された手続きおよび手順を十分に理

解しこれらを遵守すること．
⑪　提供施設の負担を可能な限り軽減するよう努め

ること．

おわりに

臓器移植法の改正に伴う関連法令ならびに諸規則の
改正について要約し，改正臓器移植法のもとでの腎移
植医療の課題と今後の展望について述べた．
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要　旨

透析患者には高い頻度で認知症が生じる．特に血管
性認知症が増加すると考えられるが，明確な結論は得
られていない．診断のさいには，認知症性疾患以外の
身体的不調や薬物の副作用による認知機能低下を見逃
さないことが重要である．認知症の中核症状と周辺症
状にコリンエステラーゼ阻害薬，周辺症状には非定型
抗精神病薬を処方することができるが，効果は限定さ
れている．近年，認知症に対する非薬物療法が注目さ
れている．特に感情的交流と行動療法が重要であるが，
透析患者の認知症に関する検討はまだ行われていない．

はじめに

高齢透析患者の増加に伴い，認知症はこれまでにも
まして重要な問題になってきている．本稿では，認知
症の一般的な知識と，透析患者における認知症の診断
とマネジメントについて述べる．

1　認知症に関する一般的な臨床的知識

1）　認知症の定義と症状
認知症は，いったん正常に発達した認知機能が，脳

の不可逆的な器質性病変により，進行性，全般性に低
下した状態である（Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, 4th Edition;  DSM-IV）．
症状は，中核症状と周辺症状（または認知症の行動

心理学的症状（behavioral and psychological symptoms 

of dementia;  BPSD））に分けられる．中核症状は，思
考・判断能力の低下と記憶障害である．周辺症状は，
認知症患者のすべてにみられるわけではないが，精神
運動興奮，同じ言動の反復，徘徊，幻覚，妄想，さら
に発動性低下や抑うつ症状などのような様々な症状を
含んでいる．

認知症患者の介護では，中核症状よりも周辺症状が
周囲の人々の負担になる．表 1 に認知症介護者の 80

％ 以上が「大きな負担」と述べた症状をあげた1）．13

項目のうち少なくとも過半数は周辺症状である（表 1

の☆印）．この事情は，医療機関での治療とケアのさ
いにも同様であろう．

2）　認知症と鑑別すべき疾患
診断のときに忘れてはならないことは，様々な身体

［透析医療における Current Topics 2010］

認知症の診断とマネジメント

堀川直史
埼玉医科大学総合医療センターメンタルクリニック

key words：血液透析，認知症，薬物療法，非薬物療法，行動療法

The diagnosis and management of dementia in hemodialysis patients
The Department of Psychiatry, Saitama Medical Center, Saitama Medical University
Naoshi Horikawa

表 1　介護者の負担になる認知症の症状

● 目を離すと外に出る　☆
● 夜，外に出る　☆
● よく眠らず，夜中に起こされる　☆
● 危険防止で気が抜けない　☆
● 介護者を責める　☆
● 暴力　☆
● 食事や薬を拒否する　☆
● 同じことを何回もいわなければならない
● 排泄がわからない
● しなければならないことが多く，時間に追われる
● 介護の身体的負担
● 接し方がわからない
● 入所などの責任の重い判断

☆は周辺症状（文献 1 に基づいて作成）
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的不調や薬物の副作用によって認知機能が低下し，認
知症と誤認されることがまれではないということであ
る．特に，透析患者ではこのような身体的不調や薬物
の副作用が起こりやすい（後述）．

もう一つ重要な注意点は，特に高齢のうつ病患者で
は認知機能が低下する場合があり（うつ病性仮性認知
症），これを認知症と見誤らないということである．
うつ病性仮性認知症と認知症の臨床的な相違点を表 2

に示した．なお，この鑑別が難しい場合，抗うつ薬を
処方し，反応をみて診断するという治療的診断も許さ
れると考えている．

3）　主要な四つの認知症性疾患
認知症は症候群であり，多くの疾患が認知症を引き

起こす．その中の主要な疾患は，アルツハイマー型認
知症，血管性認知症，レビー小体型認知症，前頭側頭
型認知症の四つである．この 4 疾患について，症状と
経過の特徴を表 3 にまとめた2）．この中では，アルツ
ハイマー型認知症と血管性認知症が，頻度が高いこと
もあり，とりわけ重要であろう．

2　透析患者における認知症

1）　透析患者における認知症の頻度
透析患者では認知症の頻度が高いことが知られてい

る．米国の研究であるが，55 歳以上の透析患者のうち，
中等度ないし高度の認知症と診断されたものの頻度は
69％ であり，同年齢の対照群における頻度 40％ に比
較して有意に高い3）．

2）　透析患者における認知症の診断
認知症から少し離れるが，透析患者に脳血管障害が

多いことは概ね確認された所見である．すなわち，透
析患者における脳卒中の頻度は，一般人口の 6.1 倍

（白人男性）または 9.7 倍（白人女性）である4）．また，
脳 CT 所見では，高齢透析患者の 78％ に明確な脳萎
縮があり，脳血管の石灰化，局所の虚血なども対照群
より多い5）．脳 MRI 所見でも，同様に，高齢透析患者
の 56％ に白質の局所性病変がみられている（対照群
では 27％）6）．

こうした所見と，透析患者には血管性認知症の危険
因子，たとえば高血圧および血圧変動，心疾患，糖尿
病などが多いことを考え合わせると，透析患者では特

表 2　うつ病性仮性認知症と認知症の相違点

うつ病性
仮性認知症 認知症

抑うつ気分 あり まれ

自律神経失調症状，
筋緊張症状

あり まれ

妄想がある場合，
その内容

心気妄想，貧困
妄想，罪業妄想

物取られ妄想，
嫉妬妄想

抑うつと認知症の
時間的関係

抑うつが先行 不定

うつ病の既往 あることが多い まれ

抗うつ薬の効果 あることが多い 不明確

表 3　主要な四つの認知症性疾患の症状と経過の特徴

アルツハイマー型
認知症　　　　　 血管性認知症 レビー小体型認知症 前頭側頭型認知症

症　状 全般的低下，特に記
憶障害．ときに失語，
失認，失行

記憶障害．その他は
比較的よく保たれる

全般的低下．幻視・
錯視，錐体外路症状

性格変化（抑制低下，
発動性低下），実行
機能障害

経　過 潜行性に発病し，緩
慢に進行

比較的急性に発症，
階段状の経過

動揺性 潜行性に発病し，緩
慢に進行

（文献 2 に基づいて作成）
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に血管性認知症の頻度が上昇すると推測することがで
きるであろう．しかし，この問題を直接の研究対象に
した論文は少なく，確認された所見とはいえない．そ
のほかの認知症性疾患，特にアルツハイマー型認知症
は頻度が高く，当然のことだが，透析患者にもしばし
ば併発する．症状と経過，画像所見などを十分に把握
して，認知症性疾患の正確な診断を行わなければなら
ない．

3）　透析患者における認知機能の低下：認知症性 

疾患以外の原因について
様々な身体的不調や薬物の副作用によって認知機能

が低下することはすでに述べたが，透析患者ではこう
した事態が起こりやすい．透析患者で注意が必要な項
目を表 4 にまとめた7）．薬剤性精神障害については，
表に一部しか記載することができなかったが，ほとん
どすべての薬剤が，特に蓄積したときに，認知機能の
低下を引き起こす危険をもっている．原因が特定され
れば，それを除去することが可能で，それによって認
知機能が改善することも多い．認知機能の低下が生じ
たとき，特に比較的急速な変化がみられたときには，
いま一度詳しい診察を行い，症状と検査所見や使用中
の薬物との時間的関係について検討することが必要で
ある．

3　透析患者における認知症の治療とケア

透析患者における認知症の治療とケアを考えるとき
に制約になることは，この問題を直接の研究対象にし
た論文が非常に少ないということである．今回あらた
めて文献を検索したが，精密な方法による，ある程度
規模の大きな論文を発見することはできなかった．し
たがって，現時点では，認知症の一般的な治療とケア

を知り，透析患者全体と個々の患者の特徴を考えて，
具体的な方法を工夫していくということになるであろ
う．

一般に，認知症の治療とケアの要点は，①正しい診
断，②できるだけよい身体状態を保つこと，③中核症
状と周辺症状に対する薬物療法，④中核症状と周辺症
状に対する非薬物療法，⑤介護支援などである．以下，
主に③と④について述べる．

1）　認知症の中核症状と周辺症状に対する薬物療法
①　中核症状に対する薬物療法
この問題については多くの研究があり，様々な薬物

の効果が調べられている．現時点で，中核症状に効果
があると確かめられた薬物はコリンエステラーゼ阻害
薬である（日本で発売されている薬物はドネペジル

（アリセプト®）のみである）8）．また，コリンエステ
ラーゼ阻害薬はアルツハイマー型認知症に有効である
が，レビー小体型認知症と血管性認知症にも効果があ
る2）．しかし，効果があるとはいうものの，その程度
はわずかであり，臨床的な有用性は限定されている．

②　周辺症状に対する薬物療法
周辺症状に対する薬物療法についても多くの研究が

行われている．こうした研究の結果を表 5 にまとめ
た9）．周辺症状の中で，感情の動揺や興奮に対してあ
る程度の効果があると判定されている薬物の一つは，
リスペリドン（リスパダール®），オランザピン（ジプ
レキサ®），アリピプラゾール（エビリファイ®）など
の非定型抗精神病薬である．それとともに，コリンエ
ステラーゼ阻害薬も，中核症状ばかりではなく，周辺
症状にも有効である．

非定型抗精神病薬は，クロールプロマジンやハロペ
リドールなどの定型抗精神病薬に比較すれば，抗コリ

表 4　認知機能低下の原因になる認知症性疾患以外の身体的問題
　　　　  （透析患者で特に重要なもの）

● 代謝性脳症：尿毒症，高カルシウム血症，低リン血症，低ナトリウム血
症，高浸透圧，高血糖

● 微量金属の蓄積：マンガン，水銀，鉛，ニッケル，タリウム，ボロン，
バナジウム，すず，カドミウム，アルミニウム

● ビタミン欠乏症
● 高血圧脳症
● 不均衡症候群
● 脳器質性疾患：硬膜下血腫，正常圧水頭症，脳卒中
● 薬物の副作用または離脱症状（アルコール，睡眠薬・抗不安薬など）

（文献 7 に基づいて作成）
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ン作用，錐体外路症状などの副作用が軽い．しかし，
QT 延長症候群，糖尿病や脂質代謝障害の発病・悪化
などが起こりうることは定型抗精神病薬と同様であり，
頻度と程度は軽いが，錐体外路症状も生じることがあ
る．また，異論はあるが，認知症患者に非定型抗精神
病薬を使用したときに，脳卒中の頻度が 2～3 倍に上
昇するという報告もある9）．

したがって，周辺症状，特に感情の動揺や興奮に薬
物を使用するときには，まずコリンエステラーゼ阻害
薬を使用し，必要により少量の非定型抗精神病薬（リ
スペリドンでいうと，0.5～1 mg/日程度）を使用する
という順番がよいと思われる．しかし，いずれの場合
も，効果は限定的で，十分な効果があったと判定でき
ることは少ない．

2）　認知症の中核症状と周辺症状に対する 

非薬物療法
前項で述べたように，認知症に対する薬物療法に大

きな効果を期待することはできない．そこで，近年は
非薬物療法が重要視されるようになり10），その研究も
増加している．

こうした非薬物療法の基本は，個々の患者の観察と，
その結果に基づく個別的な治療とケアを行うことであ
る10）．また，非薬物療法は，①行動療法，②感情に焦
点を当てるアプローチ，③認知に焦点を当てるアプロ
ーチ，④賦活に焦点を当てるアプローチなどに分けて
考えることができる．

①の行動療法は，問題となる行動を抑制し，別の行
動への置き換えを試みることである．このときには，

まず個々の患者ごとにその行動をよく観察し，どのよ
うな場面で問題行動が生じるのかを把握することが出
発点になる．その理解に基づいて，たとえば患者が他
人との交流を求めているときに徘徊が起こると考えら
れたときには，徘徊のないときに積極的に交流し，徘
徊しているときには交流を最低限に減らす．このよう
にして，（あくまでも周囲からみてのことであるが）

「望ましい行動」に「報酬」を提供し，「望ましくない
行動」には「報酬」を提供しないことによって，望ま
しい行動が多くなる方向での「条件づけ」を行おうと
する．

②の感情に焦点を当てるアプローチには，ライフレ
ビュー，支持的精神療法の応用などがある．ライフレ
ビューは，患者のこれまでの生活の中で特に充実して
いた時期について話を聞くことである．これは認知症
の患者でも可能なことが多く，患者の感情と認知を活
性化し，周辺症状が軽減する場合もある．

支持的精神療法を認知機能の低下した患者に用いる
ことは難しい．しかし，認知機能は低下していても，
感情的な疎通性が保たれている患者には，支持的精神
療法的な対応を行うことができる．認知症以外の場合
との相違点は，患者の主観的な現実を重視することで
あり，患者の述べる悩み，問題などを実際と異なると
いう理由で否定せず，患者の述べる問題をできるだけ
現実的な方向で一緒に考えていく．このような治療関
係の中で，患者の感情が安定し，周辺症状が軽減する
場合もある．

なお，③と④の認知や賦活に焦点を当てるアプロー
チであるが，その一つがリアリティ・オリエンテーシ

表 5　認知症の周辺症状に対する薬物療法

薬品名（商品名） 標的症状 効　果 副作用

定型抗精神病薬 感情の動揺，興奮，
幻覚・妄想

不定 強い

非定型抗精神病薬（リスペ
リドン，オランザピン，ア
リピプラゾールなど）

感情の動揺，興奮，
幻覚・妄想

やや有効 弱いが，特定の重
篤な副作用†に注
意

抗うつ薬（選択的セロトニ
ン再取り込み阻害薬）

抑うつ症状 やや有効 弱い

気分安定薬（バルプロ酸） 感情の動揺，興奮 不定 肝炎，膵炎

コリンエステラーゼ阻害薬
（ドネペジル）

感情の動揺，発動
性低下？

やや有効 弱い

†　特定の重篤な副作用：QT 延長症候群，糖尿病と脂質代謝障害の発病・悪化，脳卒中増加の可能性．
（文献 9 に基づいて作成）
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ョンである．静かにていねいに，時間や場所，患者の
置かれた状況などを繰り返し説明する．また，視力，
聴力などが低下していれば，その補正を行う．さらに，
リクリエーション，体操，音楽，描画などの方法で患
者の感情，認知，行動などを活性化しようと試みるこ
ともある．

非薬物療法に関する最近の系統的レビュー10）による
と，これらの中で効果があると判定される方法は，視
力や聴力の補正などのような「unmet needs interven-

tions」，行動療法，および介護者への行動療法に関す
る情報提供などである．なお，言語的な交流も難しい
ような重症の認知症についての研究は不十分である．
支持的対応，身体的接触，音楽，運動などが試みられ
ているが，どれも効果はほとんど認められていない11）．

3）　透析患者への応用
こうした認知症に関する一般的な知識，特に非薬物

療法について，それを透析患者にどのように応用する
ことができるのかは重要な問題だが，研究はほとんど
行われていない．出発点は，よい感情的交流を作り保
つこと，透析中などの問題行動がどのような意味をも
ち，どのようなときに起こりやすいのかを個々の患者
ごとによく観察し，行動療法的なアプローチを考える
ことなどであろう．それとともに，透析クリニックの
もつ治療共同体的な機能を認知症のケアに生かすこと
ができないかを工夫することも有用であろうと考えて
いる．いずれにせよ，この問題は今後に残された大き
な課題の一つである．
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要　旨

透析療法を要する患者の顕著な高齢化，ならびに透
析既導入患者における治療期間の長期化や高齢化のた
めに，①認知症患者の透析導入，および，②透析開始
後の認知症発症，が次第に重要な検討課題となってき
ている．具体的には，③認知症患者の透析導入をどの
ように考えるか，④透析開始後に発症する認知症患者
にどのように対応するか，という命題となる．本論で
は①②の現況を概観し，ついで③④について倫理的な
側面からの考察を行い，将来に備える施策の土台とし
たい．認知症の疑診は透析スタッフが患者との接触な
どにより行いうるものであるが，確定診断は専門家に
より，主として DSM-IV（Diagnostic and Statistical Man-

ual of Mental Disorders，アメリカ精神医学会）に準

拠して行われており本論では言及しない．別稿（堀川
論文）および文献 1 をご参照願いたい．

1　日本における認知症患者の経年的増加

なんらかの介護・支援を要し，かつ認知症を呈する
高齢者が，確実に急増している．高齢者介護研究会報
告書『2015 年の高齢者介護』（2003 年 6 月）によれば，
認知症高齢者数は 2002 年：約 150 万人であったが，
2010 年：約 200 万人，2015 年：約 250 万人と増加す
ることが推測されている（図 1）．日本の 65 歳以上高
齢者の認知症有病率は，現時点で 3.0～8.8％ と報告に
よってかなりの差異がある．

2　新規透析導入時期における認知症有病率

日本透析医学会の統計調査によれば，2006 年の新

［透析医療における Current Topics 2010］

認知症患者への透析療法
――　倫理面からの小考察　――

大平整爾
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key words：認知症，腎疾患と認知症，透析の保留，透析の中止

Dialysis therapy to demented patients―A consideration from ethical points of view
Sapporo Kita Clinic
Seiji Ohira

図 1　認知症高齢者の経年的増加

資料：厚生労働省老健局「高齢者介護研究会報告書『2015 年の高齢者介護』」（2003 年 6 月）
（注）　ここでいう「認知症高齢者」は，認知症自立度Ⅱ（日常生活に支障を来すような症状・行動や
　　　意思疎通の困難さが多少見られても，誰かが注意していれば自立できる．）以上の者をいう．
（筆者注）　65 歳以上高齢者（日本）：認知症有病率 3.0～8.8％
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規透析導入患者 34,883 人中，認知症患者は 45～60 歳
で 1.7％，60～70 歳で 6.1％ であるが，75 歳以上では
17.2％ に跳ね上がっている（表 1）．ただし，この統
計には，認知症の重症度の記載はない．慢性腎臓病と
認知障害に関しては，

①　腎機能障害は，高齢者でより速やかに認知能低
下を招来する2）

②　中等度および高度腎機能低下患者では，新たな
認知障害が有意に発生することが 2 年間の観察で
明らかである3）

③　eGFR＜60 mL/min は認知機能低下と深く関連
する4）

などの報告が出ている．
なお，2009 年の北海道高齢者透析研究会 WG によ

るアンケート調査結果によれば，2006～2008 年の 3

ヵ年に透析非導入例は道内で 189 例に認められている
（図 2）．この 189 例中，63 例（33.3％）で「重度認知
症が非導入の主因」と回答されている．このアンケー
トでは，重度認知症を自己・他者・時間の認識不可，
言語能力や判断力の喪失などの中核症状を備え，日常
動作ができない要介護 3 以上の状態として，中核症状
を修飾する周辺症状は問うてはいない．

3　透析導入期に認知症であった患者の予後

Rakowski ら5）は，透析導入前に認知症と診断されて
いた患者 1,725 名の予後調査を行っている．これによ
ると，2 年生存率は 24％ で，非認知症群の 66％ に比
較して有意に短縮しており，透析導入後の予後不良が
示されている．彼らは認知症を死亡の独立した危険因
子と結論している．

4　透析導入後の認知症発症率

すでに透析を開始している患者は，種々の要因から
脳血管障害に陥る危険性を持ち，脳血管障害性認知症
に陥る危険度が高い．したがって，この患者群では維
持透析療法の継続での発症率が問題となる．

Fukunishi ら6）は，4 年間に渡る観察研究から，65

歳以上維持血液透析患者（508 名，平均透析期間 10.6

年）の 1 年認知症発症率は 4.2％（アルツハイマー型
0.5％，多発性脳梗塞型 3.7％）であり，この発症率は
一般人口の 7.4 倍に達すると報告している．透析期間
の延長で認知症発症率が増大することにも触れている
が，アルツハイマー型についてはその傾向は認められ
ないようである．多発性脳梗塞の危険因子として，維
持血液透析患者が動脈硬化・高血圧・糖尿病・血液透
析中の血圧低下などを有していることは，周知のごと
くである．

Murray ら7）は，血液透析患者 338 名について，年
齢層別認知障害の発生頻度を各種テストで調査し，各
年齢層に発生率上大差はないが，透析患者の重度認知
障害発生頻度が，年齢を一致させた非透析群に較べて
3.54 倍であったと報告している（図 3）．Fukunishi ら
や Murray らの報告は，血液透析患者における認知障

表 1　2006 年新規透析導入患者の合併症頻度（日本透析医学会）

合併症 45～60 歳 60～75 歳 75 歳以上

心不全 27.8％ 28.3％ 35.6％
脳梗塞 9.1　 16.0　 21.8　
心筋梗塞 5.7　 10.0　 11.5　
ASO・大動脈瘤 4.5　 6.3　 7.3　
認知症 1.7　 6.1　 17.2　

患者総数 34,883 人（男 22,388 人，女 12,476 人）

図 2 　2006，2007，2008 年の 3 カ年で，医学的に透析適応がありながら，
透析療法へ導入しなかった症例の有無

　　   北海道高齢者透析研究会 WG（2009 年アンケート）による．
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害（cognitive impairment）が看過できない高率である
ことを示すものである．

太田ら8）は，2,605 名の 3 カ月以上長期入院透析患者
を多面的に調査し，認知症に関しては「重度」28％・

「軽度」34％・「なし」38％ としている．ここにも大
きな問題が含まれている．

5　認知障害患者の透析導入・導入後発症した患者の 

　透析継続

1）　患者の判断力判定
なんらかの治療法を開始するか継続するかに関して

は，当該患者自身がそれぞれの時点で，その治療法を
理解・納得のうえ受容していることが大前提である．
したがって，導入や継続の可否を判断しなければなら
ない透析医は，そのことを絶えず確認しなければなら
ない．

患者の判断能力を判定する場合に，Lo9）の指針がき
わめて参考になる（表 2）．重度認知機能障害者では，
Lo の提示した諸項目で判断力が障害されまたは欠如
するのであり，原理原則から判定するならば，当該患
者の受容同意が得られないことを主要な事由として，

治療の開始や継続が断念されることになる．しかし，
このように一刀両断できかねるのは，後述する他者関
係論が浮上するからである．ここに，患者と直接相対
する医療者の苦悩・心痛が存在し「代理判断の可否」
が問題となる．

2）　生命の捉え方
ここで問題となるのは生命の捉え方である．「生命

は（質を問わず）あくまでも尊重されるべきもの」
「人間の存在（生命）は人間を超越した存在に由来す
る」「神から与えられた生命を人間が正当な理由なく
奪うべきではない」などの観点からの生命の捉え方は

「生命の神聖性（sanctity of life;  SOL）」と称される．
一方には，生命の尊厳を認めながらも「現在生きてい
る生命の質（quality of life;  QOL）」に重きを置く立場
がある．この考え方は「理性的存在の自立性を尊重す
る人格中心主義」であり，「ある条件下で生命の継続
と終焉は自己決定でき，正当な理由があれば代理判断
が容認される」「生きるに値する命であれば生を選択
し，然らざれば死を選択する」とする立場を採る．

SOL では
①　自己決定の否定
②　すべての人間に対する等しい治療
③　治療的介入の範囲
④　制限ある医療資源配分の公平性

などが論議の俎上に載る．QOL では，
①　自己決定の妥当性
②　代理判断の妥当性（正確性）
③　共同の意思決定の正当性
④　生来，意思表明ができない人の命への配慮

表 2　「判断能力」の判定―臨床的判断の指標―

1. 決断ができ，そのことを他者に伝達できる
2. 以下の情報が理解できる
　　（1）　医学的状況と予後
　　（2）　医師が勧める治療の本質（内容）
　　（3）　他の選択肢について
　　（4）　それぞれの選択肢の危険と利益
3. 決断が安定しており，一時的でない
4. 患者の決断が価値観，医療や人生における目的と矛盾しない
5. 決断が妄想や幻覚に基づいたものでない

（文献 9 より）

図 3　血液透析患者の認知障害の発生頻度
n＝338，82.6％ が白人（文献 7 より）
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⑤　命の質への個々人の自由な思いが様々な生命状
態に対して生か死を決することになるが，この行
為は言わば命の序列化である．したがって，本来
自由で強制されるべきではない選択に，他者の意
向が色濃く影響し混入してくる危険性がある

などが絶えず大きな問題として立ちはだかっている．
SOL と QOL に関しては，現在，国際的に QOL に

重点を置く考え方が優勢であると感じるが，わが国の
現行法は基本的に SOL を踏襲している．このため，
臨床の場の考え方と司法上の解釈にしばしば乖離が生
じて，現実的な問題（訴追）が浮上してくる．

次に問題となる点は，自己の命と他者との関係性で
ある．つまり，「ひとは関係性の中に生きる」との捉
え方である．自己の命は当然ながら当事者のもの（換
言すれば，生死に対する自己決定権を持つ存在）とさ
れるが，「一つの命は他者とも深い関連性を持ってい
る」とする情緒的・心情的な考え方も一般社会には根
強く無視できない．ことに個人の独立性が欧米に比較
して弱く，個人が家族に，家族が社会に飲み込まれが
ちな日本の社会的環境では，「命に対する他者関係
性」は決して看過できない重要な視座と言えよう．

「生物学的な意味のヒトと道徳的な意味でのパーソン
（人格：自意識や合理的思考能力などを持った存在）
とを区別し，生存権が認められるのはパーソンだけで
ある」とするパーソン論では捌き切れない側面を，ヒ
トとヒトとの繋がりは明示的に内包していることを確
認しておきたい．パーソン論10）は，その趣旨から，受
精卵・胚・胎児・認知症患者・持続的植物状態患者・
脳障害患者などに生存権はないと断定するが，このよ
うな厳密な線引きはごく常識的な道徳感情に著しく反
するものであろう．

仮想事例「重度認知症に陥った場合，透析をどうし
たいと考えますか」に対する 350 名の透析患者および
その家族の回答結果は，表 3 に提示したごとくである．
設問は，「重度認知症という生命状態を患者自身並び

に家族がどう捉えているか」を端的に問うものである
が，回答は分かれていて圧倒的多数を占める意見と断
じうるものはなく，また，患者と家族の意見の間に有
意な一致性は見出せない．重度認知症を想定させた場
合，患者の意向に対する家族の認知は患者の意向を正
確に反映したものとは言い難い．代理判断の曖昧さや
難しさがここで浮き彫りになっている．

3）　医療者の患者に対する基本的態度
これは，当然ながら彼等の苦痛や苦悩を除去・軽減

することに帰着する．ここで問題となり検討しなけれ
ばならないのは，医療者が行う行為の有意性または無
意味性（無益性）11～13）である．これは患者の前終末期
および終末期に特に表面化する課題であろう．

医療行為の開始・非開始，継続・中止は 5 の 1）で
既述したごとく，「患者自身が示した意向を最優先す
る」ことを基本とする．つまり，生命の質への考察の
うえに立っての自己決定を第一歩とするのではあるが，
治療の開始や継続をすべて患者任せにはできかねる事
態が生ずる．この種の問題は患者-医師-家族間での話
し合い（共同の意思決定）となる場合が多いのが現実
であるが，医師はこの場で節度があり強制的ではない
意見または助言を患者側に与えることが求められる．
日本の司法的な環境下では，担当医は患者側の意向に
引きずられた結論を是認せざるをえない状況が多いと
推測される．

イギリスの General Medical Council が提示してい
るガイドラインには，「担当医は，もし当該患者の状
態がきわめて重篤で，推定される効果よりも患者に負
担を強いると信じるほどに予後不良であれば，治療を
中止できる」と規定している．また，アメリカ医師会
の倫理要綱（2004 年）には，「医師は仮に患者または
その家族が望んだとしても，患者に益しない治療を行
うことを求められない（医師は無益だと信じる治療を
行う義務を負わない）」と明記されている．両者に医
師の裁量権の大きさを読み取ることができるが，こう
した規定があれば臨床の現場で混乱が生じないという
保障は，しかし，まったくないらしい．これに関連す
る訴訟や宣言的判決（declaratory judgment）を求め
る事例が，英米で陸続としている状況からこれを窺う
ことができる．

表 3　仮想事例に対する患者・家族の回答

透析継続 透析中止 わからない

患者自身 32％ 30％ 38％

家族として患者
の意向の推測 46％ 17％ 37％

注）　 患者の意向と家族による患者意向の認知の一致率＝44％（カッパ係
数＝0.15）　同値＞0.6 で実質的に一致とみなす．

（杉澤秀博：透析医療研究会，2009）
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4）　重症認知症患者の生命予後
Mitchell ら14）は，重症認知症を記憶力低下・判断力

障害・発語障害・排泄失禁・摂食障害などを呈する者
として，ボストン近郷のナーシング・ホームに入所し
た同症患者 323 名（平均認知症罹患期間 6 年，年齢中
央値 86 歳）を対象として予後調査を行っている．こ
れによると，1 年半の死亡率は 54.8％ で，摂食障害を
伴った認知症患者の予後が特に不良であった（図 4, 

5）．こうした成績から，Mitchell らは，advanced de-

mentia＝terminal illness と捉え，積極的医療行為を疑
問だとし，認知症とその経過を理解した当該患者の代

理人は less aggressive な治療または介護方針を選択
する傾向になると結論している．

日本の介護老人福祉施設約 4,500 カ所に 2000 年に
入所していた約 30 万人（大部分が認知能力低下者）
についての調査によれば，平均在所期間が約 4.5 年で
あった15）．入所者の年齢・背景因子，介護のきめ細か
さや医療介入度などが一致していないためこの二つの
報告を正確に比較できないが，いずれにせよ認知機能
障害者の余命が短いことは窺える．むろん，この短命
さは認知症にのみ由来するのではなく，癌・閉塞性肺
疾患・心血管障害などの随伴疾患の有無や，それらに

図 4　重症認知症患者の臨床経過
　　　　　　　　　　　　　　　（文献 14 より，一部改変）
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図 5　重症認知症患者の生命予後
　　　　　　　　　　　　　　　（文献 14 より，一部改変）
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対する医療介入度などに大きく影響されるものであろ
う．認知症患者の余命は，介護次第で大幅に伸び縮み
するとも指摘されている15）．

5）　認知症患者の併発症（癌・末期慢性腎疾患 

など）への対応
前項に述べた医療の基本に則れば，なんらかの医療

行為を行うことが必要となる．認知症患者の中核症状
の程度，その進行度や周辺症状の現れ方は様々であり，
しかも変動するものであろうが，彼等は快・不快・疼
痛などを感じ取っていると推定され，したがって，こ
れ等の症状を除去・軽減することには意味があり，医
療者の責務となる．つまり，認知症であることを理由
に治療の非開始や継続中止を決断することは，原則的
に正当な理由とはなりえないと考える．ただし，当該
患者に与えられる治療法の侵襲度，危険度や有効（有
意）性は重要な検討課題となる．

例えば，摂食障害を持つ認知症患者に対する経管栄
養に対しては，その効果を大いに疑問視する報告16）が
大勢を占めている．しかし，わが国では簡便な内視鏡
的胃ろう造設（PEG）の開発に伴って，

①　家族の心情的配慮
②　誤飲性肺炎への予防策
③　医師が単に医学的見地からのみでは拒否できな

い司法的環境
などのために，相当な比率で PEG が行われている現
況にある15）．これに関して興味を引くのは小坂（東北
大学加齢医学研究所）の次のような発表17）である．

①　認知機能が正常な高齢者では，86％ の人は将
来経口摂取が不可能になっても自分自身の経管栄
養を望まなかった．

②　一方，経口摂取が不能になった高齢者の介護家
族に十分な情報を提供すると，経管栄養非選択率
が 33％ から 73％ に増加した．

この調査結果から，一般には経管栄養に対して拒否
感・否定感が強いことが窺われる．アメリカにおいて
も重症認知症患者への経管栄養は “larger，for-profit 

hospital” で，より高頻度に行われる傾向にあるが，長
期生存・誤飲性肺炎・褥瘡の発生と予防およびその他
の臨床像に対して効果がないと報告されている18）．

翻って維持血液透析（HD）を考えてみたい．HD

療法が適正有効に行われるためには，

①　血管アクセスの作製・維持・穿刺への協力と関
心

②　食事内容・服薬・運動などに関する自己管理
③　4 時間前後のベッド拘束や血圧低下に伴う諸症

状への忍耐
④　透析食の順守

などが当該患者に求められる．①②は医療者や家族・
介護スタッフなどで管理できる面もあるが，③④につ
いては，きわめてその対応に困難を伴う患者が少なく
ない．具体的には，

①　突発的な体動・抜針・出血事故
②　HD 施行の拒否や中断の要求
③　服薬拒絶，拒食，吐き出し，嚥下困難，誤飲
④　歩行障害・転倒

など多岐にわたって透析スタッフを悩ませる．ただし，
これらの言わば認知症の周辺症状は，周囲にいるスタ
ッフや家族などの対応の仕方いかんによっては，著し
く軽減する場合のあることを実体験している．そして，

「重症な認知症の状態で生きていることに意味がある
のだろうか」という根本的な命題に行き着くのである．

その結論は，現代社会の基本的な考え方として存在
する「自分のことは自分で決める：自己決定（権）」
に帰着する．重症認知症に陥る以前に事前指示（書）
を作成していれば原則的にそれに従い，しからざれば，
代理人（家族）および医療チームでの共同の意思決定
が模索されることになる（図 6）．原則論として事前
指示（書）に賛成する人は一般人並びに医療者で約
90％ に達しているが，臨床の場で使用可能な明解で
具体的なそれを作成している人は現時点で少数派であ
る．そのため，やむをえず代理判断が必要となる事態
が生ずる．

この「代理判断」に関して，加藤（京都大学名誉教
授，哲学者・倫理学者）19）は「日本ではほとんどの事
例で自己決定不在であるから，［自己決定に基づく正
当化］という文脈は用いることができない．したがっ
て，［自己決定のみが死を正当化する］という考え方
を取り下げて，原則的には，［他者決定］を認めるべ
きである」と述べており，代理決定の正当化と法的容
認を訴えている．一方，佐伯（東京大学法科教授）20）

は，まず患者の自己決定（権）を優先すべきことを強
調したうえで，誰にでも自己決定できる「強い人間
像」を期待しえないことから，代理判断を本人の委託
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の有無にかかわらず容認している．ただし，「［純粋に
医学的な判断］を超えて，［安らかな死が本人のため
になる］というような本人の死に方に関する価値判断
を，本人に代わって医師が行うことは，適切ではない
と思われる．医師が自分の意見を述べることは許され
るとしても，それはあくまでも参考意見であるべきで
ある」と注釈している．両氏の代理判断（決定）につ
いての，これまでにない踏み込んだ意見は傾聴に値し，
賛意を示したい．

6）　高齢者の透析導入時点での考慮事項
現在，施行可能な透析療法に伴う種々の制限やある

種の辛さを容認でき，安全な透析施行が可能な心身の
状態にあり，しかも年余の生命維持が保証できること
が，維持透析療法を開始するうえでの透析医が考える
条件である．透析導入の可否に関してはすでに膨大な
論著があるが，代表的な提案または指針を紹介したい．

①　Couchoud ら21）の提案
彼等は 75 歳以上の，透析に導入された 2,500 名の

患者を分析し，6 カ月後の予後判定を点数制で行うこ
とを試みている（表 4）．認知機能障害に関する項目
はないが，高齢者の透析導入可否を判定するうえで参
考になる資料である．

②　Hirsch22）らの指針
しばしば引用される透析導入可否に関する指針であ

るが，ここでは「非尿毒症性認知症（dementia）」，
「運動能力と日常生活活動を著しく損なう不可逆性神
経疾患（重度の脳卒中，酸素欠乏性脳障害など）」「透

析の度に薬剤による鎮静か，器具による制動をしなけ
れば血管アクセスを機能できない状態」などに対して
は，透析の導入を勧めない（not offering）としている．

「認知症患者」の透析導入に対する透析医としての躊
躇・疑義が明記されている．

③　RPA/ASN（Moss）の指針23）

この指針では「勧告-6：透析の非導入または透析の
中止」の項に，ⓐ患者の強い意思表明，ⓑ事前指示

（書）の存在，ⓒ患者が意思表明能力を欠く場合は法
定代理人による決定，ⓓ思考力・感覚・目的行動・自
己および他者の認識欠如となるような不可逆的かつ重
篤な神経学的障害，の 4 項が挙げられており，このよ
うな状況下であれば非導入または中止は適切（appro-

priate）であるとしている．ⓓからは重度認知症患者
が含まれるものと読み取れる．ただし「導入しない」

「透析を中止する」という断定的な表現法ではなく，

図 6　意思決定のプロセス

医療チーム＋代理人による
共同の意思決定

＊如何ほど，患者の立場で
　意向を推測できるか

意思決定能力の判定

担当医，家族，知人
精神科医（判定基準）

＊全ての認知機能が等しく
　障害されているわけでは
　なく変動する

ADの信憑性・妥当性判断
原則的に順守

自己非認識，人格障害，近親者非認識
時間・場所非認識
（記憶・言語・見当識などの複数の認知
機能が障害され社会生活活動が著明に
低下持続する．）

事前指示あり 事前指示なし

重度認知症患者＊

意思決定能力なし

疑わしい患者

＝

表 4　高齢者の透析導入 6 カ月後の予後予測

1. BMI＜18.5 kg/m2 2 点 　　　　　　　
2. 糖尿病 1 点 　　　　　　　
3. うっ血性心不全（III, IV） 2 点 　　　　　　　
4. 末梢脈管障害（III, IV） 2 点 　　　　　　　
5. 不整脈 1 点 　　　　　　　
6. 悪性腫瘍（active） 1 点 　　　　　　　
7. 重度な行動異常 2 点 　　　　　　　
8. 自力歩行不能 3 点 　　　　　　　
9. 緊急透析開始 2 点 　　　　　　　

● 75 歳以上 2,500 名の透析に導入された患者の分析
● 導入後 6 カ月死亡率　Score＝0 点：8％
　　　　　　　　　　　Score＝＞9 点：70％

（文献 21 より）
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“not recommended”（勧められない）という婉曲な言
い回しであって，家族間・家族と医師間の話し合いの
余地を残していることが感じ取れる．

④　Fink の提案24）

Fink は，医療行為の効用はこれを受ける患者に意
義ある生命・生活を付与することにあり，単なる延命

（merely prolongs death, rather than prolonging life）
にはないとまず断じている．そのうえで，経費や限定
的な医療資源のためではなく，真の「有意義な医療」
を念頭に置いて，重症脳障害・重症認知症（severe de-

mentia）・高度の神経学的障害・進行癌の病態にある
患者に対しては，透析を開始すべきではない（should 

not be initiated）と結論している．強い表現である．
⑤　Sarrias Lorenz X25）ら・Spikes26）の提案
いずれも，重症認知症患者の透析非導入および透析

中止を推奨している．

6　認知症を伴う末期腎不全患者および透析患者への 

　日本における現時点での対応策

①　透析前末期腎不全患者または透析患者に認知機
能障害が疑われた場合

この時は，腎疾患医または透析医は表 5 に掲げた
種々の病態を念頭に置き，鑑別診断しなければならな
い．そのうえで，認知症の疑いが強ければ，専門医に
資料を提出して確定診断並びにその重症度判定を仰ぐ
ことが必要となる．

②　認知症が確定診断された場合
この場合の次のステップは，表 4 などを参考に，主

として身体的な見地から透析開始または継続の可否を
判断することになる．この点が重症の心肺血管障害な
どのためにクリアできなければ，担当医としては透析
の開始または継続に困難・危険が伴うことを家族に告

げて話し合いを持つ．両者で合意に達することが望ま
しいが，家族が開始や継続を強く希望すれば，わが国
における司法環境から，家族の意向を受け入れる場合
が多いのではないかと推測している．ただし，身体的
な悪条件のために透析導入が得策ではない事情は，家
族にも了解してもらえやすい．

③　身体的な検討で透析の開始または継続が可能だ
と判断された場合

この場合（重症認知症患者が差し迫って生命の危機
に直面していない状況）では，開始か継続かの判断に，
透析開始後の，または透析継続に伴う「生命・生活の
質（QOL）」に関連した倫理的・心情的な論議が絡ん
でくるために，図 6 のプロセスを踏むことを原則とす
る．しかし，医療者および家族共に結論をなかなか下
し難い．当該患者を囲む関係者の死生観が浮上してく
るからである．倫理的かつ法的な問題・課題に対して，
具体的かつ実務的助言を与えてくれる公的・準公的な
支援組織の仕組みが強く望まれる．

以上を総括すると，私見であるが，永続的に自己・
他者，時間・場所の認識を欠き，記憶障害・人格障
害・見当識障害などが明らかで（すなわち，重症認知
症状態で）社会生活活動度が著しく低下し，そのうえ
に摂食障害を合併していれば，維持透析療法の適応は
きわめて少ないと考える．
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要　旨

2009 年に世界的大流行を起こした新型インフルエン
ザ（2009NSI）は，H1N1 ブタインフルエンザの遺伝
子再集合によりメキシコで発生した．わが国の透析施
設における新型インフルエンザ対策は，2003 年に世界
的大流行を起こした急性呼吸器症候群（SARS），およ
び H5N1 トリインフルエンザを教訓として厚生労働省
が策定したガイドラインを参考にして，2009NSI の発
生前に準備されていた．2009NSI の国内侵入を防ぐ検
疫作業をすり抜けて，メキシコでの発生後，約 2 カ月
で国内の感染拡大期に入り，約 5 カ月後には国内初の
死亡例が血液透析患者で報告された．約 12 カ月後の
国内終息までの間に，約 1,500 万名（国民の 8 名に 1

名）が 2009NSI 関連で医療機関を受診し，約 17,000 名
の入院と 192 名の死亡が確認されている．入院および
死亡例では，リスク因子となる基礎疾患を有する患者
が多く，3 名の透析患者の死亡例では，腎不全以外の
リスク因子も合併していた．新型インフルエンザ対策

は標準的予防策と隔離防御，早期治療，透析医療の確
保の 4 点に要約されるが，透析患者での感染拡大と死
亡に対する予防効果はあったものと総括される．今後，
2009NSI の第 2 波流行，および新たな新型インフルエ
ンザの発生に備えて，対策の充実を図る必要がある．

1　新型インフルエンザとは

インフルエンザウイルスには A 型，B 型，C 型があ
る．季節性インフルエンザは A 型，B 型ウイルスに
より，地域限定的流行（endemic）や国内流行（epi-

demic）を生じる．A 型はヒトとともにブタや鳥など
多くの脊椎動物を自然宿主とし，不連続変異により新
型インフルエンザを生じ，世界的大流行（pandemic）
を起こす可能性がある．B 型は主にヒトを自然宿主と
し，変異しても亜型が変わることはなく，新型インフ
ルエンザを生じない（表 1）．もうひとつの C 型はヒ
トのみを自然宿主とし，地域限定的流行を生じること
が知られている．

A 型ウイルスは，表面の赤血球凝集素（HA）とノ

［透析医療における Current Topics 2010］

透析患者に対する新型インフルエンザ対策

篠田俊雄
河北総合病院透析センター

key words：新型インフルエンザ，標準的予防策，隔離防御，早期治療，透析医療の確保

Countermeasures against 2009 pandemic H1N1 influenza for dialysis patients
Dialysis Center, Kawakita General Hospital
Toshio Shinoda

表 1　季節性インフルエンザと新型インフルエンザ

変　異 流　行 機　序 ウイルス型 亜　型 既存抗体の
作用　　　

季節性 連続
Antigenic 
drift

Endemic
Epidemic

抗原蛋白ア
ミノ酸の点
変異

A，B 不変 結合能の高
度低下

新　型 不連続
Antigenic 
shift 

Pandemic 遺伝子再集
合

A 新型 結合能なし
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イラミニダーゼ（NA）という糖蛋白の型により亜型
が存在し，その組み合わせにより多様な抗原性をもつ
亜型が生じる．HA 亜型の 1～3 型はヒトに感染し，1～
15 型はトリに感染する．NA 亜型の 1～2 型はヒトに
感染し，1～9 型はトリに感染する．この組み合わせ
により，A 型インフルエンザウイルスは H1N1 型（ヒ
ト，トリ，ブタ型）や H5N1 型（トリ型）のように分
類される．

HA と NA の抗原は常に変異を起こしているが，ア
ミノ酸配列の点変異による連続変異（antigenic drift）
では抗原性が少しずつ変化するため，過去のインフル
エンザに対する抗体との交差反応により，爆発的な流
行は起こりにくく，症状も軽い場合が多い．これに対
し，新型インフルエンザは HA と NA のアミノ酸配列
の不連続変異（antigenic shift）により発生する1）．こ
の変異は遺伝子再集合（genemic reassortment）とよ
ばれる遺伝子のハイブリッド形成によって生じ，まっ
たく新しい抗原型となるため，抗体をもたない動物に
爆発的な流行を起こす可能性が高い．理論的に 2 の 8

乗である 256 種の新型ウイルスが発生しうるが，その
中で生存に適した型だけが繁殖して，世界的流行を発
生する可能性がある．

例えば，2009 年 3 月にメキシコで発生した今回の
H1N1 新型インフルエンザ（以後，2009NSI と略す）
は，ブタ型インフルエンザウイルスと，ヒトからブタ
に感染したヒト型インフルエンザウイルスがブタの細
胞に二重感染し，ウイルスの 8 文節の RNA が交雑し
て（遺伝子再集合），ヒトに感染する新たなインフル
エンザウイルスが生まれたと想定される．1947 年の

新 型 H1N1，1957 年 の 新 型 H2N2，1968 年 の 新 型
H3N2 もこれに相当する．ブタ型インフルエンザはト
リ型インフルエンザがブタに感染するように変異した
ものと考えられ，もともとのトリ型ウイルスがこのよ
うにしてヒトに感染するようになると考えられる．

新型インフルエンザが出現するもうひとつの機序は，
動物界からまったく異なる亜型のインフルエンザウイ
ルスがヒトへの効率的な感染力を獲得する場合であ
る2）．これは宿主制限の変化，あるいは受容体特異性
の変化と考えられる．2003 年 12 月に発生し，その後
2006 年 11 月まで全世界的に家禽や野鳥とともにヒト
にも感染が拡大したトリインフルエンザ H5N1 型

（2003H5N1-AI と略す）は，この機序で発生した新型
インフルエンザではない．2003H5N1-AI では，感染し
た鳥からのウイルスの大量暴露によりヒトに感染した
と考えられている．ヒトの気管や気管支上皮にトリ型
インフルエンザウイルスに対する受容体は少数ながら
存在するという報告3）や，肺胞上皮に同受容体があり，
大量のウイルスに暴露された時だけ感染するという報
告4）がある．2003H5N1-AI では，ヒトへの効率的な感
染性や，ヒトからヒトへの感染性の獲得がなかったた
め，この強毒性のトリ型ウイルスは幸い新型インフル
エンザにはならなかったと考えられる．

2　わが国の新型インフルエンザ対策の経緯

新型インフルエンザに対するわが国の対策の端緒は，
2003 年 3 月 5 日に香港で発生した重症急性呼吸器症
候群（SARS）に遡ると思われる（表 2）．SARS は致
死率の高い疾患であったが，全世界的な封じ込め対策

表 2　SARS，トリインフルエンザ，新型インフルエンザの流行と
　　　　　　　わが国の新型インフルエンザ対策の経緯

2003. 3. 5 香港で SARS 発生
2003. 8 SARS 終息
2003. 12. 17 韓国で H5N1 感染
2006. 11 末 H5N1 インフルエンザ終息
2007. 3. 16 新型インフルエンザ対策ガイドライン
2008. 9. 24 透析施設における新型インフルエンザ対策合同会議
2008. 12. 8 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
2009. 2. 17 新型インフルエンザ対策行動計画
2009. 3. 24 メキシコで H1N1 発生．4 月 24 日までに，肺炎で入院の患者 18 例で

H1N1 確認，7 例死亡
その後，アメリカでも多数の死亡例

2009. 5. 1 透析施設における新型インフルエンザ対策についての緊急提言
2009. 5. 9 成田空港で 4 名，5 月 16 日，神戸市で 1 名 H1N1 インフルエンザ発生

太字はわが国における新型インフルエンザ対策．
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が功を奏し 8 月には終息した．WHO の集計では，
2003 年 8 月 7 日現在，罹患患者数 8,422 名，累積死亡
者数 916 名（死亡率 10.9％）であった．

同年 12 月 17 日には，韓国で新型の H5N1 トリイン
フルエンザ（2003H5N1-AI）が発生し，翌 2004 年 1 月
12 日にはヒト 3 名への感染が報告された．2003H5N1-

AI は SARS より長期間，広範囲に流行したが，2006

年 11 月末には終息した．2006 年 11 月 29 日までにア
ジア，アフリカ，中東，ヨーロッパの 53 カ国で家禽
や野鳥で発生し，ヒトへの感染は 10 カ国で 258 名，
死亡 154 名（死亡率 59.7％）とされ，SARS よりも病
原性が強いトリ型インフルエンザウイルスであった．

SARS はハクビシンのウイルスがヒトに感染するよ
うになった変異ウイルスによるものであったが，強病
原性の 2003H5N1-AI は遺伝子再集合により新型イン
フルエンザに変化する危険性を秘めていた．そこで日
本政府は 2007 年 3 月 16 日，新型インフルエンザ対策
ガイドラインを策定した．このような背景から，同ガ
イドラインでは高い致死率の強病原性の新型インフル
エンザを想定し，国内への持ち込みの防止と，国内発
生早期の封じ込め対策が中心の対策となった．

透析患者に対する新型インフルエンザ対策も早期か
ら準備された．2008 年 9 月 24 日には，日本透析医会
と日本透析医学会が合同で「透析施設における新型イ
ンフルエンザ対策合同会議（秋葉隆委員長）」が立ち
上げられ，同年 12 月 8 日には「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」‡1）が策定された．
このガイドラインも国のガイドラインに沿った形で作
られたため，国内の発生早期には，感染拡大の危険性
が高い透析施設に感染患者を入れず，感染症指定病院
や感染症協力病院に隔離する対策が採られている（後
述）．2009 年 2 月 17 日には，政府により新型インフ
ルエンザガイドラインの改定がなされ，「新型インフ
ルエンザ対策行動計画」‡2）が策定された．

3　2009 年新型インフルエンザの発生後の経緯

上記のように，わが国の新型インフルエンザ対策が
すでに作成されていた 2009 年 3 月 24 日，メキシコで
ブタインフルエンザが発生し，4 月 24 日までに肺炎
で入院していた患者 18 名に H1N1 亜型ウイルスの感
染と 7 名の死亡が報告され，直後に米国でも多数の感
染者と死亡例が報告されるに至り，2009NSI の世界的

大流行が始まった（表 2）．わが国では，メキシコや
米国からの航空便に対する，機内検疫作業が開始され
たのと同時期に，透析施設における新型インフルエン
ザ対策合同会議により「透析施設における新型インフ
ルエンザ対策についての緊急提言」‡3）が出され，日本
透析医会および日本透析医学会のホームページを通じ
て全国の透析施設に紹介された．

2009 年 5 月 9 日，成田空港において，米国からの
旅客 4 名でインフルエンザ A 型の抗原検査陽性が認
められたため，直ちに隔離防御措置がとられたが，5

月 16 日には神戸市において，海外渡航歴のない高校
生で 2009NSI が確認され，検疫による国内持ち込み
防止策に早くも疑問が持たれるようになった．その後，
関西地方を端緒として集団感染が続出する中で，透析
患者での感染の報告はなかったが，8 月 15 日に沖縄
において 2009NSI による国内初の死亡例が，50 歳代
男性の透析患者（陳旧性心筋梗塞）で報告された．つ
いで，8 月 18 日には神戸の 70 歳代男性透析患者（糖
尿病，肺気腫）の死亡も報告された．これを受けて，
新型インフルエンザ対策合同会議では，2009 年 10 月
16 日，透析患者の新型インフルエンザの診断と治療
に関する注意を，日本透析医会および日本透析医学会
のホームページ上で周知した‡4）．しかし，残念なが
ら 12 月 21 日には京都の 50 歳代男性透析患者（糖尿
病）の死亡が報告された．2010 年 3 月末の 2009NSI

の国内終息までに，計 3 名の透析患者の死亡があった
ことになるが，いずれも括弧内に示した腎不全以外の
リスク因子がある患者であった．

4　透析患者に対する新型インフルエンザ対策の要点

透析施設における新型インフルエンザ対策合同会議
による対策の要点は次の 4 点にまとめられる（表 3）．
詳細は前述のガイドライン‡1）と緊急提言‡3）を参照さ
れたい．

表 3　透析患者に対する新型インフルエンザ対策の要点

1. ウイルス感染症に対する標準的予防策
　  外出自粛，手洗い，うがい，マスク，ワクチン接種
2. 国内発生早期における封じ込め
　  発熱外来と感染症指定（協力）病院への患者誘導
3. 感染拡大期における患者の時間的・空間的隔離と早期治療
　  一般透析施設における感染拡大予防策
4. 透析医療の確保
　  事業継続計画の作成
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1）　ウイルス感染症に対する標準的予防策
新型インフルエンザの国内流行が確認された場合，

感染の危険性がある人混みへ透析患者が外出すること
を控える．人混みに出る場合はサージカルマスクを着
用する．透析施設内では患者および施設職員はサージ
カルマスクを着用する．外出からの帰宅時，および透
析施設に立ち入る場合には，手洗いとうがいを励行す
る．透析患者および施設職員には新型インフルエンザ
ワクチンの接種を推奨する．

サージカルマスクの着用の効果については異論もあ
るが，空気感染は防止できないにせよ，咳やくしゃみ
による飛沫感染を防止する効果が期待でき，汚染の可
能性のある手指の口や鼻腔への接触を避ける効果も期
待できると考えられる．

新型インフルエンザ感染患者の治療にあたる職員は
サージカルマスク，使い捨てガウン・手袋を着用して
処置にあたり，希望により抗インフルエンザ薬の予防
投与を行う．

2）　国内発生早期における封じ込め（一般透析施設
への新型インフルエンザ患者および職員の立ち入
り防止）

国内発生早期においては，38℃ 以上の発熱や咳の
ある患者（および職員）は通院透析施設に直接受診す
ることを禁止して，受診前に通院施設に電話連絡して
もらい，そのさいに居住地区の発熱外来への受診を促
す．新型インフルエンザが疑わしい場合は，地域の感
染症指定病院や感染症協力病院での隔離治療を行う．
職員の場合は出勤を禁止する．A 型インフルエンザ抗
原検査陰性の場合でも，感染の可能性が高い場合には
同様の措置をとる．

受診後にこれらの症状を認めた場合には，A 型イン
フルエンザ抗原検査を行い，陽性の場合や，陰性でも
感染の可能性が高い場合には，地域の感染症指定病院
や感染症協力病院での隔離治療に切り替える．接触の
あった患者および職員は，希望により抗インフルエン
ザ薬の予防投与を行い，慎重に経過を観察する．

3）　国内感染拡大期における一般透析施設での 

感染患者の時間的・空間的隔離
国内感染拡大期に入り，透析施設近隣地区に複数の

新型インフルエンザ患者が発生している場合には，38

℃ 以上の発熱や咳のある患者は受診前に電話連絡し
てもらい，通院施設内での時間的・空間的隔離を行っ
て血液透析治療を行う．病状が重篤な場合は，直ちに
地域の感染症指定病院や感染症協力病院での入院治療
を手配する．

受診後にこれらの症状を認めた場合には，A 型イン
フルエンザ抗原検査を行い，陽性の場合や，陰性でも
感染の可能性が高い場合には，抗インフルエンザ薬に
よる治療を直ちに開始する（早期治療）‡4）．新型イン
フルエンザ患者と接触のあった患者および職員は，希
望により抗インフルエンザ薬の予防投与を行い（早期
治療），慎重に経過を観察する．次回の血液透析から
は，時間的・空間的隔離を行う．

4）　透析医療の確保
国内の新型インフルエンザ感染者が多数となり（感

染拡大期からまん延期），自身の感染や家族の看病の
ため出勤できなくなる透析医療スタッフが増加した場
合，あるいは交通や物流の遮断の場合，日常診療に支
障をきたす恐れがある．このような事態を想定して，
自施設での透析医療を継続できるように，事業継続計
画を作成しておく必要がある5）．

5　2009NSI の国内および透析患者における 

　流行の総括

わが国では，2009 年 12 月中旬までに約 1,539 万名
（国民の 8 名に 1 名）が 2009NSI 関連のため病院を受
診したと推定されるが‡5），疑い例が相当数含まれる
ため，この数字は感染者数ではない．2010 年 1 月末
にはほぼ小康期に入り，3 月 31 日に厚生労働省から
終息宣言が出された．2 月 9 日までの 2009NSI による
入院患者数は 17,195 名であり，このうち約 1/3 の
6,416 名が基礎疾患を有する患者であり，また，1～14

歳の患者が全体の 75％ を占めていた‡6）．
基礎疾患で圧倒的に多いのは，慢性呼吸器疾患の

3,853 名であり，慢性腎疾患は 254 名，糖尿病が 372 名，
重症化した症例は急性脳症 524 名，人工呼吸を要する
例 723 名であった．疾患の年齢別患者数をみると，慢
性呼吸器疾患では 1～14 歳が大多数で，小児喘息が主
体であることがわかる．慢性腎疾患では 50～79 歳が
比較的多く，糖尿病や高血圧に伴う慢性腎臓病が主体
であり，透析患者もある程度含まれると思われる．
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死亡例は 192 名（うち入院外 26 名），基礎疾患を有
する患者の死亡例 136 名（うち入院外 11 名）であり，
40 歳以上の基礎疾患を有する患者の死亡が多かった．
入院患者における死亡率は 0.97％（166/17,195），基
礎疾患のある入院患者における死亡率は 1.9％（125/ 

6,416）と計算され，通常の季節性インフルエンザと
比較して，むしろ低い死亡率と考えられる．透析患者
の死亡は前述の 3 名であり，基礎疾患を有する患者の
中で際立って多い結果ではなかった．入院患者および
死亡患者の分布からわかることは，罹患は小児が圧倒
的に多いが，死亡は高齢者に多く，これは通常の季節
性インフルエンザとまったく同様である．

2009NSI の感染者数が不明なため，感染患者におけ
る死亡率は計算できないが，外来患者 100 名に 1 名程
度が入院したと仮定すると，感染患者における死亡率
は 0.01％ 程 度 と 推 定 さ れ る．透 析 患 者 に お け る
2009NSI の罹患患者数も不明であるが，せいぜい 100

名前後，多くても数百名と推定される．この数値から
計算した 2009NSI 感染透析患者での死亡は 1～3％ 程
度と推定され，基礎疾患がある患者の中でとくに高い
死亡率ではないと思われる．

今回の 2009NSI は発生当初の予想より，感染患者数，
重症患者数，死亡患者数ともに少ない結果であった．
すなわち，感染力，病原性がともに予想より低かった
と総括できるが，その理由を説明できる研究が報告さ
れている．ひとつは，2009NSI に交差反応性のある抗
体が 1980 年以降に生まれた健康人（30 歳未満）では
4％（4/107）に認められたのに対し，1950 年以前生
まれ（60 歳以上）では 34％（39/115）に認められた．
また，季節性不活性化ワクチンは交差反応性抗体の力
価を上昇させなかったが，1976 年のブタインフルエ
ンザのワクチンは交差反応性抗体の力価を上昇させた
という報告である6）．二つめは，2009NSI の表面抗原
はまったく新規であるが，内部抗原の変異は少ないた
め，T 細胞（CD8＋）がこの内部抗原を認識し，感染
性は低下させないが，病原性を低下させる可能性があ
るという論文である7）．

6　新たな新型インフルエンザ対策の今後の課題

今回の 2009NSI は幸い感染力が予想より低く，病
原性も予想より低かったため，透析患者における感染
者，死者ともに少数ですんだ．これは，結果的にやや

過剰であったとも考えられる新型インフルエンザ対策
（特に空港や港湾における検疫検査）が効を奏したも
のと思われる．しかし，高病原性のトリインフルエン
ザがいつ何時，ヒトへの感染性を獲得するとも限らな
い．そのさいは，今回と同じ対策を行ったとしても，
より多くの感染者，死者を生じる危険性がある．また，
医療者への感染拡大により，通常の透析医療の確保が
できない状況も危惧される．2009NSI に対する対策遂
行過程で判明した問題点をあげ，今後に発生する新た
な新型インフルエンザに備える必要がある．

その問題点は表 4 のようにまとめられる．第一は，
2009NSI の来るべき第 2 波流行に備えることである．
過去の新型インフルエンザでは一旦終息した後に第 2

波の流行が起こっており，1918 年 12 月から 1919 年 2

月に猛威を振るったスペイン風邪（2,117 万名が罹患，
25.7 万名が死亡，死亡率 1.2％）では，約 1 年後の 1920

年 1 月に第 2 波の流行が発生し，感染者は 241 万名と
約 1/9 であったが，死亡者は 12.7 万名で，死亡率は
4.3％ と，第 1 波より高かったとされる．海外情報の
収集と国内発生の監視を怠らない必要がある．

今回は初めての体験であったため，地域における発
熱外来の設営に時間がかかったと反省される．次回は
この経験のおかげで，より迅速な対応が可能と期待さ
れる．また，感染症指定病院や協力病院における入院
透析の数的確保が困難な地域が多いことが判明した．
この点に関しては，日本透析医会が中心となって厚生
労働省へすでに協力を要請している．今後，地域の感
染症指定（協力）病院と医師会，透析医会による協力
体制の構築と，入院透析設備の拡充を要する．また，
重篤な呼吸不全を発症する患者が多いため，人工呼吸
器の設置拡充も必要である．

今回，新型インフルエンザワクチン配布の遅れと不

表 4　透析患者に対する新型インフルエンザ対策の今後の課題

1. 2009 年新型インフルエンザの第 2 波流行に備える
2. 発熱外来のより迅速な立ち上げ
3. 感染症指定（協力）病院における入院透析と人工呼吸器
の確保と診療協力体制構築

4. 基礎疾患を有する患者，およびその診療を行う医療関係
者へのワクチンの確保

5. 地域における透析施設間の協力体制構築
6. 透析患者における新型インフルエンザ感染状況の調査と
集計

7. 透析用および新型インフルエンザ対策の薬品および物品
の確保
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備が問題であった．ワクチン製造については，政府，
製薬メーカーによる迅速なワクチン製造体制の確立が
急がれる．配布については，厚生労働省主催による関
係学会との有識者会議で，基礎疾患のある患者，妊婦
とその診療にあたる医療関係者への優先的ワクチン配
布が決められたにもかかわらず，実際の配布にあたっ
ては，需要の多い病院や透析施設に十分なワクチン数
が配布されない一方で，一般診療所には過剰に配布さ
れて，余ったワクチンが破棄されるという異常事態が
各地で発生した．厚生労働省の指導が自治体や医師会
に十分に浸透していなかった結果と反省されるので，
今後の改善が必須である．

今回は幸い透析患者や透析医療スタッフの感染者が
少なかったため，通常の透析医療の供給体制に破綻は
生じなかったが，感染者が増加した場合には，透析医
療を行えなくなる施設が発生する危険性がある．特に，
医師 1 名で運営されている施設の医師が罹患した場合
には，甚大な支障をきたす危険性がある．日本透析医
会が中心になって，地域の透析医療における有事の協
力体制の構築が急がれる．

2009NSI 流行において，感染透析患者が比較的多か
った沖縄県や兵庫県を除いて，全国的には感染患者の
調査集計が行われておらず，透析患者における独自の
全国集計が得られていない．次回からの新型インフル
エンザの流行においては，日本透析医会が中心となっ
て，感染患者の状況調査と集計を行える体制を構築す
る必要がある．

今回は薬品や物品の流通に支障をきたすような事態
は発生しなかったが，抗インフルエンザ薬については
若干の問題が生じた．透析患者での抗インフルエンザ
薬投与量はオセルタミビルの場合一般患者の 10 分の
1 量である‡4）ため，透析医療施設への優先的配布は数
量的には問題が少なく，これを確保する必要がある．
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要　旨

従来，透析専門医には「予後不良な透析患者では肝
硬変・肝癌になるまでは生きられないので，（急性期
を乗り切れば）肝炎感染は予後にかかわらない」との
思い込みがあった．しかし我々は，慢性血液透析患者
1,470 例を 6 年間，その予後を観察し，HCV 抗体陽性
患者の生命予後が不良であることを示した．その後，
インターフェロンの開発，特に近年のペグインターフ
ェロンの開発により健腎者での成績は，インターフェ
ロン投与により，HCV 患者の予後が改善することが
示され，透析患者でもインターフェロン投与の効果が
期待された．本稿では，血液透析患者に対するインタ
ーフェロン投与の実際とその臨床効果，将来への展望
についてのべる．

透析患者に対するインターフェロン投与の目的は，
一般には，慢性肝炎進行の抑制と癌化の予防である．
すなわち，透析患者に対するインターフェロン投与の
適応は，①腎移植予定のある患者，②長期予後が期待
できる患者，③genotype 2a, 2b，低ウイルス量の患者，
である．治療適応のある患者への治療法の選択肢であ
るが，リバビリン併用は有効性は高いものの高度貧血
をきたすことから，透析患者では禁忌となっており勧
められず，インターフェロンないしはペグインターフ
ェロンが選択される．

我々は，現在 PEG-IFN-a-2a 単独療法の多施設共同

研究を行っている．これは，血液透析を施行している
C 型慢性肝炎の患者で，好中球数 1,500/mm3 以上，
ヘモグロビン 10 g/dL 以上，血小板数 100,000/mm3

以上のものに対して，HCV-RNA 5.0 LogIU/mL 未満で
あ れ ば，PEG-IFN-a-2a を 90 ng，週 1 回，HCV-RNA 

5.0 LogIU/mL 以上であれは，PEG-IFN-a-2a を 135 ng，
週 1 回，血液透析後，48 週間皮下投与するというプ
ロトコールで，現在のところ高い SVR（Sustained 

Virologic Response：ウイルス学的著効）と低い脱落
率を得ている．

透析施設の C 型肝炎院内感染対策は，①絶え間な
いスタッフ教育による標準予防法の遵守，②充分なベ
ッド間隔，ベッド固定，スタッフ固定，プレフィルド
シリンジ，感染サーベイなどの採用と実施（HCV に
対する感染制御予防策），③透析導入前からの HCV

持込みの防止，④PEG-IFN 療法など既感染透析患者
からのウイルス排除，の四つの対策を組み合わせるこ
とで実現できる．肝炎撲滅の日も近いものと期待され
る．

1　はじめに

透析患者のウイルス肝炎の罹患頻度は健腎者に比較
して大変高い．特に輸血頻度の高かった透析黎明期に
は著明で，小高らの集計では，1975 年の透析患者の
肝炎新規感染頻度は年 4.23％，透析スタッフは年 1.45

％ と報告されている．この時期にはウイルスが同定

［透析医療における Current Topics 2010］

透析患者の C 型ウイルス肝炎治療
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されておらず，発黄した急性肝炎の頻度であり，不顕
性感染を含めれば罹患頻度はもっと高かったものと思
われる．最近の C 型肝炎の罹患率は，日本透析医学
会の集計によれば年 1.05％ であり，透析患者は，母
子感染・薬物中毒患者と並ぶウイルス肝炎ハイリスク
患群のひとつとなっている1）．

また，透析患者では肝機能検査値が低値を呈し，慢
性 C 型肝炎患者の肝機能検査値も基準値範囲内のこ
とが多い2）．しかし透析患者では，肝機能検査値が基
準値範囲内であっても，組織検査では慢性炎症像を呈
し線維化も進行していくことが知られていた．さらに，
透析専門医には「予後不良な透析患者では（急性期を
乗り切れば）肝硬変・肝癌になるまでは生きられない

ので，肝炎感染は予後にかかわらない」との思い込み
があった．しかし，我々（2000）は，慢性血液透析患
者 1,470 例の 6 年間の予後を観察し，HCV 抗体陽性患
者の生命予後が陰性患者より不良で，肝硬変・肝癌死
亡が多いことを示し（図 1），肝炎ウイルス感染予防
が透析患者の予後改善上重要であることを示した3）．

そこで我々は厚生科学研究補助金を得て，日本透析
医学会・日本透析医会の協力の下（後に，日本透析看
護学会，日本臨床工学技士会の協力も得て）「透析医
療における標準的透析操作と院内感染予防に関するマ
ニュアル」を作成し，各透析施設における感染対策策
定の手順を示した4）．この「マニュアル」は医療施設
への県の指導などにも使われ，透析施設の感染防護の

図 1　HCV 抗体陽性透析患者と陰性患者の生命予後
 （文献 3 より）
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図 2　本邦の慢性透析患者の HCV 抗体陽性率の年次推移
 （文献 6 を改変）  
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規準となり，院内感染予防に役立ったものと自負して
いる5）．

その後，エリスロポエチンとヘパリンのシリンジ化
など静注投与される薬剤の汚染の減少などにも助けら
れ，透析患者の HCV 抗体陽性率は年々低下し，1999

年の 15.5％ から 2007 年には 9.84％ と 10％ を割るに
至った（図 2）6）．

一方，我々は 2005 年の東京都の初回献血者と当院
の新規透析導入患者における抗 HCV 抗体陽性率を調
査し，透析患者は導入時より HCV 抗体陽性患者が献
血者より高頻度である（7.3％：0.15％）ことを示し，
また透析導入患者の HCV 抗体陽性のリスク因子は，
高齢・輸血歴有・男性・糖尿病だった7）（図 3）．すな
わち，HCV 感染の透析前からの持ち込みの関与が大
きくなっていることを示し，透析導入後の院内感染予
防だけでなく，持ち込み患者のウイルス排除も並行し
て進めなければ，透析医療からの肝炎ウイルス排除は
進まないことが明らかになった．

この時期（2008 年）に，Kidney International 誌に
KDIGO から「慢性腎臓病患者の C 型ウイルス肝炎の
予防・診断・評価・治療のガイドライン」が公開さ
れ8），透析患者の C 型肝炎感染者への治療に関心が高
まった．インターフェロンの開発，特に近年のペグイ
ンターフェロンの開発により，インターフェロン投与
により，健腎者では HCV 抗体陽性患者の予後が改善
することが示され，透析患者でもインターフェロン投

与の効果が期待された．
本稿では，血液透析患者に対するインターフェロン

等の投与の実際とその臨床効果，将来への展望につい
てのべる．

2　透析患者におけるインターフェロン投与の目的と 

　適応

健腎者では，C 型ウイルス肝炎感染に対する治療は，
①強ミノ C 静注，②インターフェロン，③インター
フェロン＋リバビリン，④ペグインターフェロン＋リ
バビリンが選択されている．C 型慢性肝炎の治療を考
える時．我々は過去のトラウマ，すなわち，インター
フェロンが初めて臨床使用されたとき，慢性肝炎の診
断に「肝生検」が必要とされ，透析患者では肝生検後
の出血合併症が多く，また，インターフェロンの合併
症として寒気・発熱・関節痛・頭痛・抑鬱などに苦し
められ，しかも有効率が低かった経験から，現時点で
治療をやることで患者の得るものはなにかという課題
を突きつめておく必要がある9）．

透析患者に対するインターフェロン投与の目的は，
一般には，慢性肝炎進行の抑制と癌化の予防である．
透析患者へのインターフェロン投与によりその生命予
後が改善するかについては，十分な臨床経験が蓄積さ
れていない．HCV 陽性患者にたいしてインターフェ
ロン投与によりウイルスを除去すると，その後の腎移
植で，除去しなかった患者より慢性拒絶の頻度が減少

図 3　2005 年の東京都の初回献血者と新規透析導入患者における HCV 抗体陽性率の比較
　透析患者は導入期より，HCV 抗体陽性患者が献血者より高頻度である（7.3％：0.15％）．そ
のリスク因子は，高齢・輸血歴有・男性・糖尿病だった．（文献 7 より）
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し，血清クレアチニン濃度が低かったとの報告がある．
また腎移植後に発症する糖尿病の頻度も低下するとの
報告がある．

すなわち，透析患者に対するインターフェロン投与
の適応は，①腎移植予定のある患者，②長期予後が期
待できる患者，③genotype 2a, 2b，低ウイルス量の患
者，である．すなわち現時点では，HCV-RNA 量 100 

KIU/mL 以上または genotype 1 の患者で，移植予定
のない，積極的な治療希望のない患者については，従

来の肝庇護療法を行うこととなる．治療適応のある患
者への治療法の選択肢であるが，リバビリン併用は有
効性は高いものの，高度貧血をきたすことから，わが
国では透析患者は投与禁忌となっており，一般には勧
められず，インターフェロンないしはペグインターフ
ェロン単独が選択される．C 型慢性肝炎患者の治療方
針の決定の流れを図 4 に示す．

透析患者に対する IFN 療法の SVR と drop-out 率の
メタアナリシスを紹介する．Fabrizi ら10）のメタアナリ

表 1-1 　HCV 肝炎ウイルス感染慢性透析患者への PEG-IFN 投与
の効果（PEG-IFN 単独療法）

報告者 SVR
（％）

Drop-Out
（％）

Teda D（2005）    67（2/3）      0（0/3）
Sporea I（2006）    30（3/10）    40（4/10）
Covic A（2006） 14.1（11/78） 73.0（57/78）
Kokoglu OF（2006）    75（9/12）      0（0/12）
Chan TM（2007） 33.3（2/6） 66.7（4/6）
Casanovas-Taltavull T（2007）    25（3/12）    33（4/12）
Ayaz C（2008）    50（11/22） 22.7（5/22）
Akhan SC（2008）    50（6/12）    50（6/12）
Liu CH（2008）    48（12/25）      0（0/25）

（　）内は全体数に対する SVR，Drop-Out 夫々の数を表す．

表 1-2 　HCV 肝炎ウイルス感染慢性透析患者への PEG-IFN 投与
の効果（PEG-IFN＋Ribavirin 併用療法）

報告者 SVR
（％）

Drop-Out
（％）

Bruchfeld A（2006）    50（3/6）    50（3/6）
Rendina M（2007）    97（34/35）      0（0/35）
van Leusen R（2008）    71（5/7）      0（0/7）
Carriero D（2008） 28.6（4/14） 71.4（10/14）

（　）内は全体数に対する SVR，Drop-Out 夫々の数を表す．

図 4　C 型ウイルス慢性肝炎透析患者の治療方針
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シスは 28 個の研究，645 人の透析患者を対象として
いる．従来型の IFN が 24 研究，PEG-IFN が 4 研究で，
IFN 単独療法全体で SVR 率は 39％，drop-out 率は 19

％，一方，腎機能正常者の SVR は 7～16％，中止率は
5～9％ であり，透析患者での効果は高いが，中止率
も高いと結論している．また Gordon CE ら11）は，25 個
の研究，510 人の透析患者を対象にしたものである．
従来型の IFN  20 個，PEG-IFN 単独が 5 個で，IFN 単
独療法の SVR 率は 41％，drop-out 率は 26％，非透析
者の SVR は 10～20％，中止率は 9～14％ であり，結
論として，同じく，透析患者の効果は高いが中止率も
高いとしている（表 1-1, 1-2）．

3　透析患者へのインターフェロン投与の実際

当科における血液透析患者での IFN 治療を，geno-

type とウイルス量に分けてその概要を示す（表 2）．
このうちリバビリン併用は，透析患者には「禁忌」と
なっており，一般には勧めない．

我々は，東京女子医科大学の倫理委員会の承認を得
て，PEG-IFN-a-2a 単独療法の多施設共同研究を行っ
ている．これは，年齢が 18 歳以上，70 歳未満の，3

カ月以上血液透析を施行している C 型慢性肝炎の患
者で，好中球数 1,500/mm3 以上，ヘモグロビン 10 g/

dL 以上，血小板数 100,000/mm3 以上のものに対して，
HCV-RNA 5.0 LogIU/mL 未満であれば，PEG-IFN-a-2a

を 90 ng，週 1 回，HCV-RNA 5.0 LogIU/mL 以上であ
れは，PEG-IFN-a-2a を 135 ng，週 1 回，血液透析後，

皮下投与する．治療期間は 48 週間とする．ただし，
24 週で HCV-RNA 陽性であれば，（無効と判断して）
投与中止するというプロトコールである．

除外基準は，①IFN 製剤に過敏症の既往，②自己免
疫性肝炎，アルコール性肝障害など他の慢性肝疾患，
③肝硬変および肝不全，④甲状腺機能異常，⑤小柴胡
湯を内服中，⑥間質性肺炎の既往，⑦妊婦または妊娠
している可能性のある患者，授乳中の患者，⑧重度の
うつ病，⑨投与開始前の臨床検査値が下記の基準を一
つでも満たす患者（好中球数 1,500/mm3 未満・血小
板数 100,000/mm3 未満・Hb 量 10 g/dL 未満）とした．

減量基準と中止基準として，好中球数，血小板数，
ヘモグロビン量の減少が発現した場合には，表 3 を
参考にして用量を調整する．

また，以下が発症または増悪した場合は投与を中止
する．すなわち，①間質性肺炎，②うつ病，自殺企図，
③肝炎の増悪，肝機能障害（ALT の急激な上昇，総
ビリルビン値が 2.0 mg/dL 以上），④自己免疫現象の
発現（SLE，関節リウマチ，溶血性貧血などの出現），
⑤狭心症・心筋梗塞，⑥脳出血・脳梗塞，⑦甲状腺機
能異常，⑧網膜症，である．

減量又は中止後の再開時期および投与量は，担当医
師に一任する．治療開始時に低ウイルス量であった患
者は，60 ng または 90 ng で再開する．また，治療開
始時に高ウイルス量であった患者は，90 ng または
135 ng で再開する．

主要評価項目としては，脱落群を含めた治療終了後

表 2　当科における血液透析患者での IFN 治療（genotype とウイルス量別）

ウィルス量 genotype 1 genotype 2

100 KIU/mL 以上 PEG-IFN-a-2b：40～60 ng/週
リバビリン：600～1,200 mg/週
併用療法

PEG-IFN-a-2a：135 ng

100 KIU/mL 未満 PEG-IFN-a-2a：90 ng PEG-IFN-a-2a：90 ng

表 3　PEG-IFN-a-2a の減量基準と中止基準
（中球数，血小板数，ヘモグロビン量の減少に応じて）

検査項目 数　値 PEG-IFN-a-2a

好中球数 1,000/mm3 未満 135 ng は 90 ng に減量，90 ng は 60 ng に減量
750/mm3 未満 中止

血小板数 70,000/mm3 未満 135 ng は 90 ng に減量，90 ng は 60 ng に減量
50,000/mm3 未満 中止

ヘモグロビン量 8.5 g/dL 未満 135 ng は 90 ng に減量，90 ng は 60 ng に減量
8.0 g/dL 未満 中止
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24 週の HCV-RNA 陰性化率（SVR）（intention-to-treat;  

ITT），副作用の発症率および中止率，である．副次
的評価項目としては，脱落群を除外した治療終了 24

週の HCV-RNA 陰性化率（SVR）（per-protocol;  PP）
をとった．

現在，登録中であり，先行した症例では SVR 率は
高く drop-out 率も低く，良好な治療成績を上げてい
るので今後の症例の蓄積に期待したい．

4　おわりに

最後に，最近開発が行われている HCV 肝炎治療薬
を紹介すると，①プロテアーゼ阻害薬（Telaprevir），
②シクロスポリン誘導体（Debio 025），③Nitazoxanide

（Alinia®），④HMG-CoA 還元酵素阻害剤 Fluvatatin（ロ
ーコール®）などがある．①は国内治験中であるが，
透析患者では使用が難しい．②，③は PEG-IFN との
併用で効果が期待されるものの②は国内未導入であり，
③は国内治験開始予定とのことで期待できる．すぐに
使用可能なのは④で，（健腎者で）C 型慢性肝炎に対
するペグインターフェロンとリバビリン併用療法にお
いて，Fluvatatin（ローコール®）併用によるウイルス
学的効果の増強が報告されている12）．高ウイルス量の
症例などでの併用が期待できる．

以上，透析施設の C 型肝炎院内感染対策は，①絶
え間ないスタッフ教育による標準予防法の遵守，②充
分なベッド間隔，ベッド固定，スタッフ固定，プレフ
ィルドシリンジ，感染サーベイなどの採用と実施

（HCV に対する感染制御予防策），③透析導入前から
の HCV 持込みの防止，④PEG-IFN 療法など既感染透
析患者からのウイルス排除，の四つの対策を組み合わ
せることで実現できる．肝炎撲滅の日も近いものと期
待される．
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要　旨

2009 年 8 月 30 日は，明治維新以降 140 年以上が経
過し，日本が真の維新を迎えた 1 日だった．明治維新
から昨年の 8 月 30 日まで，日本は官僚と経済界に牛
耳られた盗賊政治（クリプトクラシー）国家であった．
しかし一度の政権交代で官僚主導体制が変革されるこ
とは困難，日本人が庶民から市民に脱皮し，今後も民
主主義国家の一員として，日本のあり方について真剣
に考え続けていく努力を怠れば，クリプトクラシーは
明日にでも復活する．

はじめに

日本全国で医療崩壊がドミノ倒しとなっている．昨
年は経済大国日本の首都，墨東病院の ER で産科救急
の破綻が白日にさらされ，今年は愛育病院，都立広尾
病院でも医師の労基法違反が問題となった．日本の医
療崩壊の根本原因は，政府が永年堅持してきた低医療
費政策（≒医療費亡国論）と医師養成抑制による医師
の絶対数不足だが，医療崩壊の窮状を無視し，赤字を
理由にした公的病院潰し，加えて高齢者医療難民を生
み出す介護療養病床潰しまでが進行していた．

すでに日本は世界一の高齢化社会，近い将来，団塊
の世代の高齢化で人類がいまだ経験したことがない未
曾有の超高齢化社会が到来する．はたして今「国民の
命の安全保障」である医療機関を経済的観点だけで潰
していってよいのだろうか．医療再生のためには医療

者と国民が，日本の医療崩壊の背景にある深層を正し
く認識し，それぞれが社会的責任を果たすことが必要
最低条件だ．

表 1 は，『週刊東洋経済』の特集「不都合な「たば
こ」の真実　ガンの嘘」で紹介された，日本人の人口
10 万人当たりの生涯リスクを表している1）．

一生のうちに，喫煙に起因する疾病が原因で死亡す
る人数は，能動喫煙で 10 万人当たり 3 万 7,500 人か
ら 5 万人，家庭内の受動喫煙で 5,000 人だから，喫煙
による死亡が他を圧倒していることは一目瞭然である．
さらに驚くのは，BSE による死亡者はほぼゼロなのに，
BSE 対策には年間 132 億円の予算が使われているこ
とだ．昨年話題になった生活保護の母子加算復活に要
する財源は 60 億円弱で，BSE 対策については，エビ
デンスが乏しいままに，「心配だから」という感情論
に押されて 130 億円超の税金が投入されている．

筆者は 30 年の外科医の経験から，たばこの発癌リ
スクはもちろん，喫煙者は術後の肺合併症などを発症
し手術の危険度が高まること，他にも消化性潰瘍穿孔
による急性腹膜炎で緊急手術を要する患者に喫煙者が
多いことなど，喫煙が健康に多大な影響を与えている
ことを実感してきた2）．その意味で，新政権には，た
ばこ政策についても大英断を下してくれるのではと期
待していたのだが，現時点で予定されている増税額は
小幅にとどまり，尻つぼみ状態のようだ．

このように種々の情報から行動（政治≒税の使途）
を判断しなければ，お金（税負担）はいくらあっても
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足りず，社会は良くならない．もちろん医療崩壊阻止
など夢のまた夢だ．

1　日本の医療制度の問題点と解決策

1）　日本の医療費は先進国中最低
日本は世界の経済大国だが，医療費は先進国中最低，

逆に国民自己負担は世界最高，その上，薬剤や医療機
器は世界一高い国家となっている．しかしこの理不尽
な構図が，国民やメディアはもちろん，政治家や財界
人に明らかにされなかったため，医療費は無駄が多い
として，後期高齢者医療制度等さらなる国民負担が押
付けられている．近い将来，団塊世代の高齢化で爆発

表 1　日本人の人口 10 万人当たりの生涯リスク

原　　因 10 万人当たりの
死亡者数 　　　 日本の主な対策

能動喫煙（喫煙に起因する
疾病などでの早世）

3 万 7,500～5 万人 未成年者喫煙防止法以外は自由

受動喫煙（家庭内） 5,000 人 罰則のない健康増進法など．
厚生労働省受動喫煙対策費 4,100 万円（2006 年度）

自動車の交通事故 480 人 罰則のある道路交通法など．
陸上交通安全対策費 1 兆 7,351 億円（2007 年度予算）

ディーゼル排ガス（東京都
心に住み死因が肺癌の場合）

300 人 罰則のある東京都条例．
東京都ディーゼル車対策費 29 億円（2006 年度）

ダイオキシン（癌死の場合） 91 人 罰則のあるゴミ焼却施設への排ガス規制や環境基準値設
置など．国の対策費 179 億円（2006 年度，焼却設備購
入など除く）

ディーゼル排ガス（地方都
市に住み死因が肺癌の場合）

30 人 罰則のある自動車 Nox・PM 法など．
国のディーゼル車対策費数億円（2006 年度）

アスベスト（アスベスト使
用住宅に住み続け癌死）

10 人 全面使用禁止，除去時などの環境基準値，救済新法など．
国のアスベスト対策費 98 億円（2007 年度予算）

BSE（牛海綿状脳症） ほぼゼロ人 罰則のある食肉検査，飼料規制，牛肉輸入規制など．
国の対策費 132 億円（2005 年度）

（注）　推定値を含む．
（出所）　厚生労働省，農林水産省，警察庁，松崎道幸（深川市立病院内科医長），英『BMJ』誌
（筆者注：一生のうちにそれが原因で死亡する推定人数．文献 1 より引用）

図 1　GDP に占める総医療費の比率
　　　　　　　　　　　　　　   （参考 URL‡1）
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的医療需要増大は必至で，日本の総医療費を早急に
G7 平均の GDP 10％ 以上にしなければ（図 1），医療
崩壊はさらに加速して，大量の医療難民が発生するこ
とは間違いない．

2）　財源は財政の無駄の見直しから
日本の財政赤字は深刻と喧伝され，医療体制整備と

言うと，必ず「財源がない」と切り返されるが，増税
の前に過去の野放図な公共事業の無駄使いを検証し

（図 2）3），さらに天下り法人への支出（霞ヶ関埋蔵金）
等をきっちりと見直すことが必要最低条件である．国
内経済活性のためにも，永続的雇用効果をもつ医療や
介護・福祉を社会的インフラ（公共事業）として最優
先すべきである．医療や福祉に対する国民の不安を払
拭できれば，将来に対する不安が解決され，国内経済
の活性化も間違いない．まさに政治に発想の転換と決
断が求められ，それが先日の政権交代劇となったので
ある．

3）　医師の絶対数が不足，大幅増員を
昨年やっと自公政権も医師不足の根本原因は偏在で

はなく絶対数不足，と閣議決定で認めたが，自治体病
院の赤字の大きな原因も，医師の絶対数不足がある．
現在世界一高齢化社会の日本の人口当たり医師数は，
WHO（世界保健機構）加盟国で 63 位，OECD（経済
協力開発機構）加盟国ではビリから 4 番目である（図

3）‡1）．日本の医師数 26 万人は OECD 加盟国平均と
比較すると 13 万人不足だが，日本の必要数には 20 万
人不足との試算もでている（東北大学の伊藤恒敏教授
による）．

医療崩壊の先輩英国はすでに医学部定員 50％ 増を
断行し，現在すでに日本より人口当たり医師数が多い
米国では，将来の高齢化に備えて 30％ の医師増員を
計画している．医師不足というと日本では，すぐに道
路を作ろうとなるが，道路や救急搬送体制をいくら整
備しても，たどり着いた先の病院に医師がいなければ，
救急患者のたらいまわし（実際には受け入れ不能状

図 2　各国の公共事業費と社会保障費の比率
　　　　　　　　　　　　   （文献 3 より）
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図 3　人口 10 万人当たりの医師数の推移
　　　　　　　　　　　　　  （参考 URL‡1 より）
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態）の悲劇が繰り返されることは火を見るより明らか
である．

4）　医療環境再構築へむけて
明治維新以降の医療史を紐解くと，明治政府は殖産

興業と富国強兵最優先で，医療・福祉等，国民の命は
後回しだった．一方，医療側にも反省すべき点が多か
った．医師会や大学・病院団体などの多くに，日本の
医療全体を改善しようという気概が乏しく，現場から
国民に情報を発信する努力を欠いていた．その結果，
メディアも官の発する大本営発表を信じ，つい最近ま
で日本の医療崩壊の深層を知らなかったのである．

「現場の医療環境再構築へ，医療人そして国民が大同
団結すべし」である．

2　歴史から学ぶ

2007 年 10 月 14 日に開催された第 60 回済生会学会
で，総裁の三笠宮寛仁親王殿下は，問題山積の日本医
療について「済生会は厚労省のよきアドバイザー，場
合によって陳情団体．最後にはお目付け役を果たすべ
き」と苦言を呈された．その真意は，済生会誕生時に
示された明治天皇のお言葉（図 4）‡2）を見れば明らかだ．

この済生勅語の大意は以下となる．
私が思うには，世界の大勢に応じて国運の発展

を急ぐのはよいが，我が国の経済の状況は大きく
変化し，そのため，国民の中には方向をあやまる
ものもある．

政治にあずかるものは人心の動揺を十分考慮し
て対策を講じ，国民生活の健全な発達を遂げさせ
るべきであろう．また，もし国民の中に，生活に
困窮して医療を求めることもできず，天寿を全う
できないものがあるとすれば，それは私が最も心
を痛めるところである．これらの人たちに薬を与
え，医療を施して生命を救う　――　済生の道を広め
たいと思う．その資金として，ここに手元金を提
供するが，総理大臣は私の意をくみとって措置し，
永くこれを国民が活用できるよう希望するもので
ある．

この明治天皇のお言葉から，なぜ三笠宮寛仁親王殿
下が「済生会は厚労省のよきアドバイザー，場合によ
って陳情団体．最後にはお目付け役を果たすべき」と
苦言を呈された理由がご理解いただけると思う．済生
会が誕生した 100 年以上前の日本社会は，現在の日本
と良く似ていたのだ．

3　私たちはどう行動すべきか

なぜ 21 世紀の日本で医療が崩壊したのだろうか．
温故知新，その歴史的背景を探ってみよう．

情報操作の背景にあったもの，それは日本資本主義
の神様といわれている渋沢栄一氏（天保 11 年 2 月 13

日～ 昭 和 6 年 11 月 11 日：1840～1931）（図 5）の 言
葉を知れば納得できる．氏は国立第一銀行，王子製紙
を初め，近代国家に不可欠なおよそ 500 の企業の設立
に関与し，さらに「道徳経済合一論」で，実業界の中
で最も社会活動に熱心で東京慈恵会，日本赤十字社，
癩予防協会を設立した．さらに関東大震災後は，大震
災善後会副会長となり寄付金集めに奔走，教育にも力
を入れ一橋大学，東京経済大学，日本女子大学校，東
京女学館の設立にも携わった人である．その上，日本
国際児童親善会を設立，1931 年には中国で起こった
水害のために，中華民国水災同情会会長を務め義援金
を募った民間外交の先駆者で，1926 年と 1927 年のノ
ーベル平和賞の候補にもなった偉人である．

筆者も氏の名前だけは知っていたが，このように世
界に誇れる経済人であったことはまったく知らなかっ
た．氏は『論語と算盤』4）で「道徳経済合一論」の真

図 4　明治天皇の済生勅語
　　　　　　　　　　　   （参考 URL‡2 より）
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骨頂である「金儲けだけでは駄目だ，論語に立ち返っ
て社会貢献も考えなければならない」と訴えている．
さらに「時期を待つの要あり」の部で「官尊民卑」に
ついて以下のように述べている．

（前略）私は日本今日の現状に対しても，極力
争ってみたいと思うことがないでもない，いくら
もある，なかんずく日本の現状で私の最も遺憾に
思うのは，官尊民卑の弊がまだ止まぬことである，
官にある者ならば，いかに不都合なことを働いて
も，大抵は看過されてしまう，たまたま世間物議
の種を作って，裁判沙汰となったり，あるいは隠
居をせねばならぬような羽目に遭うごとき場合も
ないではないが，官にあって不都合を働いておる
全体の者に比較すれば，実に九牛の一毛，大海の
一滴にも当らず官にある者の不都合の所為は，あ
る程度までは黙許の姿であるといっても，あえて
過言ではないほどである．これに反し，民間にあ
る者は，少しでも不都合の所為があれば，直ちに
摘発されて，忽ち縲絏の憂き目に遭わねばならな
くなる，不都合の所為あるものはすべて罰せねば
ならぬとならば，その間に朝にあると野にあると
の差別を設け，一方は寛に一方は酷であるような
ことがあってはならぬ，もし大目に看過すべきも
のならば，民間にある人々に対しても官にある
人々に対すると同様に，これを看過してしかるべ
きものである，しかるに日本の現状は今もって官
民の別により寛厳の手心を異にしている．

現在でも何かあると民間企業は厳しく罰せられ，一
方官僚のかけこみ天下りは黙認である．皆，明治時代
から続いていることだったのである．

おわりに

私たちは困難に直面すると「四苦八苦する」と言う

が，2,500 年前のお釈迦様の時代から人間の一番の悩
みの四苦は「生老病死」とされてきた．今若い人も生
きていれば必ず老いる．「この道はいつか来た路，こ
の道はいつか行く路」を知らず，後期高齢者医療制度
を導入し介護病床を潰し，そして地域の自治体病院ま
で閉鎖するのはまさに言語道断である．しかし全国各
地で医療崩壊が進行しているこの期におよんでも，最
近まで前政権（≒お上≒官僚）は「医師は将来余る，
日本の医療費は高すぎる」という情報操作を繰り返し
てきた．まさに敗戦時と同様に「甘い情報分析，遅い
基本方針転換」を繰り返している．

また渋沢氏が明治から指摘するように，日本の経済
界も大きな問題を抱えている．本来経済の語源は「経
世済民・経国済民」で，「自分だけ，自分の家族だけ，
自分の会社や組織だけ，そして自分の国だけが幸せ」
はこの世では不可能なはずだ．もし日本が経済は大事
と，大手銀行に公的資金を注入して救済し，道路整備
は国の使命というなら，国民の命の安全保障の医療，
地域の病院は公的資金を注入してでも死守すべきでは
ないだろうか．しかし官尊民卑が明治維新から生き残
ってきた日本では，明治時代は富国強兵・殖産興業，
戦後も富国強経（経済）・殖産興業に舵が切られただ
け，そして最近まで財政赤字が誇大に吹聴され，医療
費削減と国民負担増が訴えられてきた．しかし，国民
の命の安全である医療を削って大企業を中心とする経
済界だけが発展しても，フリーター・ニート増大によ
る格差社会拡大や地域の崩壊，そして世界の自殺大
国・貧困大国の日本を放置したままでは日本は崩壊す
る．戦前・戦中と同様，正しい情報を知らされないで
一番不幸になるのは弱い立場の国民なのだ．

明治維新以降 140 年以上が経過して，やっと政権交
代を実現した日本，今こそチャンス，富（≒金）国強
経から，豊国幸民（豊は心の豊かさも表す）に価値観
を転換すべきだ．そして油断は禁物，これからも日本
人は継続して，真の民主主義国家の国民として政治の
あり方（≒国のあり方≒税金の使い方）を考え続けな
ければならない．140 年以上生き残ってきた「官尊民
卑と経済界最優先」はいつゾンビのように生き返るか
わからないからだ．

最後に米国の公民権運動の指導者だったマーティ
ン・ルーサー・キング牧師の言葉を紹介したい．

人は兄弟姉妹として共に生きていく術を学ばな

図 5　渋沢栄一
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ければならない．さもなくば私たちは愚か者とし
て滅びるだろう．後世に残るこの世界最大の悲劇
は，悪しき人の暴言や暴力ではなく，善意の人の
沈黙と無関心だ．後世に恥ずべきは「暗闇の子供
達」の言動ではなく，「光の子供達」の弱さと無
気力である．
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要　旨

平成 22 年度の診療報酬改定が実施された．
技術料（人工腎臓点数）については，包括されてい

る薬剤価格が低下したために引き下げられるという初
めての経験であった．32 点が引き下げられたが，こ
れが原因で経営困難に陥り，廃業しなければならない
施設があるとすれば，日本透析医会は，今後の診療報
酬改定対応を大きく変えなければならないと考えてい
る．また，人工腎臓 1 の技術料が 10 点下がって，透
析液水質確保加算が新設された．医師の技術料が臨床
工学技士の技術料に変わったということが明確にわか
るという点では，意義深いものと評価している．

いずれにしても，一度の改定で，技術料・加算点
数・入院透析への人工腎臓 1 適用・DPC と透析・在
宅血液透析の技術料と加算点数・CAPD と 1/週の血
液透析併施・シャント手術料・緊急時ブラッドアクセ
ス用留置カテーテル挿入手技料・ダイアライザー価格
など，これだけ多くの透析関連点数が新設・改定され
たことはない．各方面からの要望が，それぞれ認めら
れた可能性もあり，今後の改定対応のために，検証す
る必要がある．

1　改定の背景

1）　政権交代
医療崩壊に歯止めをかけるべく医療費抑制策を中止

し，診療報酬の引き上げを公約とした民主党政権が誕

生し，若干の期待を持った時期もあった．といっても
透析医療費が上がるなどとは考えたこともなく，せめ
て人工腎臓点数据え置き位の期待をした．しかしちょ
っと考えてみれば，子孫につけを回す大幅な国債の発
行でもない限り，そんな真水にあたるお金はどこにも
ないということは明白で，透析に関しては，所詮は改
定財源の一部として，従来通りの引き下げが行われる
だろうと考えていた．

2）　透析経営分析資料
政権が交代し，新しい中医協委員が検討を始める以

前から，中医協の場ではいくつかの経営実態調査に関
する結果報告が公開され，小児科や産科，救急などの
部門の大幅な赤字と，整形外科や眼科，皮膚科などの
経営効率が良いとされた．たとえば DPC 病院での部
門別集計では，今までにはなかった透析と検診が大幅
な黒字を呈し，特に透析では，経常利益率が 27％ に
達すると報告された（表 1）‡1）．

しかし専門的な目で見れば，この集計は重大な間違
いを犯している．結論的にいうなら，レセプトからの
コスト計算では，外来人工腎臓点数に包括される透析
液や ESA 製剤が，材料費として算出不能なことにあ
る．指示した厚生労働省も，この集計を請け負った研
究チームも，このことを知らなかった，または気づか
なかったことによるもので，日本透析医会は両者に対
して，透析に関するこの集計が無意味であることを申
し入れた．しかし中医協の場では，透析が儲かってい

［医 療 経 済］

平成 22 年度診療報酬改定と評価

山㟢親雄
増子クリニック 昴

key words：診療報酬，損益分岐点比率，人工腎臓，透析液水質確保加算，在宅血液透析

Evaluation of the Medical Fee Revision in 2010
Masuko HD clinic “SUBARU”
Chikao Yamazaki
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るという理解になったはずである．
さてこの集計はさておき，透析の経営効率が良いと

いう決定的な資料は，日本医師会が TKC に委託して
調査した経営実態で，特に無床診療所に関する部門別
集計結果である（図１）‡2）．これによれば，透析以外
の一般診療所の損益分岐点比率が 90％ 以上であるの
に対し，透析では，院内処方施設でも 87.2％，院外処
方施設にいたっては 72.8％ と異例の低値を示してい

る．

3）包括された ESA 製剤の含み利益
今回の改定に関する担当部署との話し合いの中で，

早くから，「包括された人工腎臓点数」の中の，ESA

の価格については議論があった．実際のところ，平成
18 年の EPO 包括時から見ると，EPO の薬価は大幅
に切り下げられており，1 回あたり 900～1,000 円程度

院内処方 院外処方

＊診療科の下の数字は n数（院内処方/院外処方）n≧10 の診療科を表示
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図 1　無床診療所の損益分岐点比率―院内処方と院外処方の比較―（法人）‡2

表 1　平成 20 年度 医療機関の部門別収支に関する調査報告（案）

透析部門 金額（円） 構成比（％）
（医業収益比）

医業収益 25,006,591 100

医業費用 18,170,863 73

材料費 4,227,338 17

給与費 10,074,049 40

委託費 295,873 1

設備関係費 2,201,326 9

その他医業費用 1,372,276 5

収支差額 6,835,728 27

医業外収益 322,763 1

医業外費用 298,294 1

総収支差額 6,860,197 27

病院数 12

平均入院延べ患者数 270

平均外来延べ患者数 750

（注） 　レセプト診療科と同様の方法で透析部門の収支を算出した．なお，この計
算結果は透析部門の収支算定のためのデータが正確に調査できた病院のみに
ついて集計したものである．

（09. 07. 10　第 15 回診療報酬調査専門組織・医療機関のコスト調査分科会による）
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の差額が発生していたと推測された．過去，外来人工
腎臓点数に抗凝固薬などが包括された技術料（処置
料）については，一旦包括された以上はすべてを含ん
で技術料という考え方があったためか，包括された抗
凝固薬などの薬価が下がったから技術料を下げるとい
う改定は行われなかった．

2　日本透析医会の対応

1）　今までの改定に対する基本姿勢
これまでの日本透析医会の診療報酬改定に対する対

応は，設立当初から，厚生労働省の認可する社団法人
であることより，内・外保連や日本医師会を経由する
ことなく，専門家として相談を受けたり，専門家とし
て意見を述べたりする中で，直接，保険局医療課へ要
望書を提出してきた．もちろん，原則的に，日本医師
会の了解を得た上でのことである．今回については，

「政策決定は議員が」，「中医協から医師会常務理事が
消えた」などという背景がある中で，はたして従来通
りの交渉でよいものかは疑問であったが，結局改定点
数は保険局医療課で原案が作成されるものであり，例
年と変わらない要望書の提出となった．また，日本医
師会に対しても，要望内容に関して報告し，了解を得
ることになった．

2）　要望事項のまとめ
日本透析医学会総会の時期に開催される支部長会議

や，保険審査員懇談会の席上で提出される診療報酬に
関する要望事項や，6 月に実施される外来透析点数調
査などの結果を，毎年，11 月ごろに，健康局疾病対
策課や保険局医療課へ提供し，透析に関する情報交換
を続けてきている．したがって，2010 年診療報酬改
定への要望は，2008 年秋から始まったことになる（表

2）．2009 年度には，4 月に第 1 回の情報提供を，8 月
には総論的な改定要望事項が提出され，最終的には
11 月に，透析液浄化加算の新設と在宅血液透析管理
料の引き上げの 2 点に絞った要望書1）が提出された．
ちなみに，日本透析医学会および全腎協からの要望に
ついても表 3 に示しておく．

3）　交渉の過程
2009 年 11 月に要望書を提出した後，DPC 包括か

ら慢性維持透析をはずすという基本方針に基づき，

DPC 以外の入院に関しても慢性維持透析患者に対し
ては，人工腎臓 1（いわゆる外来包括点数）を適用す
る妥当性や，例外病態に関して，専門家としての意見
を求められた．また，在宅血液透析の安全性を確保す
るため，ガイドラインやマニュアルの整備を要請され，
従来からあった「施設のための在宅血液透析教育・指
導マニュアル」とは別に，「在宅血液透析管理マニュ
アル」を上梓した2）．そのほか，人工腎臓点数などに
関しても，専門家集団としての意見を述べる機会もあ
った．

3　改定内容結果

今回実施された透析関連の改定‡3）について，その
概要を表 4 に示した．

1）　技術料（人工腎臓点数）
技術料については，今までにも繰り返し，大幅で急

表 2　医会の改定対応

〈2008 年〉
　11 月　　 外来透析点数集計分析結果・透析医療の問題点・透

析提供体制などについて医療課と情報交換

〈2009 年〉
　04 月　　 前年改定分の影響検証・透析提供体制の問題点・保

険審査上の問題点などを医療課へ提示
　08 月　　 透析提供体制の危機・経営実態・支部長会議および

保険審査員懇談会から抽出された改定要望項目・重
点改定要望項目などについて医療課へ提出し検討

　11 月　　最終要望書を医療課へ提出（日本医師会へも）

表 3　2010 年改定に対する最終要望書

〈日本透析医会〉
　1. 透析液清浄化加算　　42 点
　　常勤の臨床工学技士を条件に
　2. 在宅血液透析管理料

〈日本透析医学会〉
　1. 新規技術
　　・ カフ付きブラッドアクセスカテーテル（永久保存）挿入手

技料
　　・緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入手技料
　　・精密ろ過フィルター装着加算 他 2 件
　2. 既存技術の再評価
　　・CAPD 技術料アップ 他 5 件

〈全国腎臓病協議会〉
　1. 時間区分された技術料の維持
　2. 透析回数の制限をしないように
　3. 透析液浄化加算 他 6 件
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激な人工腎臓点数の引き下げは，透析提供体制の破綻
を来たし，透析難民が出現する危険性があることを訴
えてきた．そうした中で，4 時間以上 5 時間未満人工
腎臓点数 1 が 32 点引き下げられた．人工腎臓 2 の点
数も 10 点下げられていることから，透析液水質確保
加算 10 点が，人工腎臓点数を引き下げて新設された
ことがわかる．したがって，人工腎臓 1 の実質の点数
引き下げは 22 点という考えもあるが，新設された加
算にはかなりのコストが含まれるため，10 点まるま
る分が戻ったとはいえない．

2）　入院透析技術料
DPC では，透析を実施した場合には，1,000 点以上

の処置料に該当する人工腎臓点数とその加算点数のみ
が出来高で請求されるが，コーディングによっては，
ダイアライザーなどがすべて持ち出しになる場合もあ
った．このため，透析を DPC 包括から外出しにして
ほしいという要求が強く，これに応える形で DPC 包
括から外だしが図られた．このとき，どこまでを透析
関連とするかが検討され，通常の慢性維持透析に限っ
て，ESA・抗凝固薬・透析液・生食が包括された人工

腎臓 1 と，ダイアライザーがその範囲とされた．さら
に DPC 以外の入院でも，通常の慢性維持透析を実施
する場合は，人工腎臓 1 で請求することになった．

通常の慢性維持透析以外の透析は，従来の出血病変
以外にもその適用範囲が拡大されたが，一方で，期間
に制限がついたものもある．日本透析医会は，多量の
ESA やメシル酸ナファモスタットなどが使いやすい
ように，栄養障害や重症感染症なども適用となるよう
提案したが，これらの病態は選択されなかった．

3）　透析液水質確保加算
高機能のダイアライザーでは通常の透析でも逆濾過

が生じていることや，自動回収機能を有する透析液供
給装置が市販されたことなどから，透析液清浄化は過
去 3 度の改定にさいしても，要望事項としてあげてき
た．今回は，ISO の透析清浄化基準を参考に算出され
た 42 点/回の透析液清浄化加算として，日本透析医会
としては第一の要望項目とした．結局，先述したよう
に，人工腎臓技術料を 10 点減点し，これを透析液水
質確保加算とした．原則的には臨床工学技士の技術料
であると理解している．付記された，参考とする学会

表 4　平成 22 年度診療報酬改定における主要改定項目について

〈人工腎臓等の適正な評価について〉
　第 1 基本的な考え方 
　　 　現在，人工腎臓の際の透析液等の薬剤費は，入院では出来高評価，入院外では包括評価としている．しかし，全身

状態が比較的安定している患者に対して行う慢性維持透析においては，入院と外来で同等の医療が提供されていると
考えられる．そこで，入院で行う慢性維持透析について評価体系の見直しを行う．

　第 2 具体的な内容
　　1. 人工腎臓の評価体系について
　　　 　入院で行う慢性維持透析について包括評価に変更する．なお，入院において，急性腎不全等に対して実施する人

工腎臓については，引き続き出来高評価を行う．また，エリスロポエチンの価格が低下し，同じ効能を有するが低
価格であるダルベポエチンへの置換が進んでいる現状を踏まえ，包括点数を見直す．

　　2. 透析液の水質管理について
　　　 　人工腎臓における合併症防止の観点から，使用する透析液についてより厳しい水質基準が求められている．こう

した基準を満たした透析液を使用していることに対する評価を新設する．

〈在宅における専門医療の評価〉
　第 1 基本的な考え方 
　　 　医療技術の進歩により，在宅で実施可能な医療の分野が拡大している．在宅にあっても専門的な医療を受けること

ができるよう，評価を行う．
　第 2 具体的な内容
　　1. 在宅における血液透析の評価の引き上げ
　　　（1）　在宅血液透析指導管理料の評価の引き上げ
　　　　　 　在宅血液透析指導管理料について，患者が在宅で血液透析を実施している間の安全管理体制等が確保されて

いることを踏まえて評価を引き上げるとともに，要件の見直しを行う．
　　　（2）　医療機関における透析との併算定要件の見直し
　　　　　 　在宅において透析を実施している患者が，症状の増悪や透析効率の低下によって当該医療機関において血液

透析や腹膜灌流を行われた場合，その手技料の算定を認める．

（参考 URL ‡3 より，一部改変）
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等の基準とは，日本透析医学会学術委員会による「透
析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」3）を指すと
疑義解釈で示された．

4）　在宅血液透析指導管理料
今回の改定では，厚生労働省には在宅医療（特にハ

イテク在宅医療）を促進させる意図があったものと考
える．2008 年 11 月の透析保険診療に関する情報交換
の席でも，在宅血液透析の点数が低いことについては
言及してきた．

2009 年 11 月の要望書提出直前に，在宅血液透析管
理に関する収支に関しての情報提供を求められた．た
とえば在宅血液透析を実施する患者が，月に数度も施
設を受診することはなく，また施設の管理担当看護師
が家庭訪問をした場合には，その費用は施設の持ち出
しになることなどを厳密に計算し，情報提供するとと
もに，日本透析医会として在宅血液透析指導管理料の
アップを第二の要望事項とした．結果的には，ほぼ要
求どおりの指導管理料や透析液供給装置加算が設定さ
れた．

5）　ダイアライザー
これまで日本透析医会は，診療報酬改定にさいして，

薬価や材料価格については関与することはなかった．
しかし，平成 20 年の改定では，あまりにも大幅なダ
イアライザー価格の引き下げがあり，透析施設の経営
というより，わが国ダイアライザーメーカーの存続に
もかかわる可能性があると判断し，大幅な切り下げが
ないよう要望した．ただ，材料費実勢価格に上乗せさ
れる一定幅の管理費用（従来 R 幅といわれていた）
が，今回の改定で 7.5％ から 4％ へと引き下げられる
ことは既定の事実であった．今回改定された IV 型
1.5 m2 以上のダイアライザー価格から逆算すると，実
勢価格の加重平均は約 1,700 円であったと考えられる．

6）　その他
日本透析医会は，　緊急時ブラッドアクセス用留置

カテーテル挿入費用について，まったく同じ手技であ
る中心静脈カテーテル挿入には注射手技料点数が設定
されていることの矛盾を繰り返し指摘してきたが，今
回整合を図るため，この点数が準用された．また，日
本透析医学会が新規技術として第一に要望したカフ型

緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入術につ
いても，注射手技料として新設された．

多くの手術料点数が見直される中で，内シャント手
術料もアップした．しかしシャントに関する PTA が
据え置かれたのは，たとえば PTCA に対して回数の
目安が提示されたごとく，頻度が多いことがマイナス
評価されたものと推測する．

CAPD 患者および在宅血液透析患者に 1/週の施設
血液透析が認められたのは，先述した在宅血液透析技
術料の見直しにリンクしてのものと考える．

最後に，on-line HDF については，診療報酬改定と
並行するように機器に関する製造認可がおりた．この
機器の販売・普及に関しては，メーカーがきわめて慎
重な態度をとっていると聞いている．薬事法上の問題
など，種々の問題を解決しつつ，今後実施されてゆく
であろう．もし現時点でこの治療を実施し，保険請求
する場合には，日本透析医会としては，①認可された
機器を用いていること，②HDF フィルターを用いて
いること，③HDF の適応病態患者であること，④
HDF（人工腎臓 2）として請求すること，の 4 点が遵
守される必要があると考えている．

直接の改定項目ではないが，自己負担がある患者に
対して領収書が発行されるが，今回の改定で，明細書
の発行が義務づけられた．しかし透析の場合には，毎
回受診時に処理すると，高額療養費制度および身体障
害者自立支援法などとの兼ね合いで，数回の透析以降
の透析では自己負担がなくなることになる．したがっ
て，日本透析医会としては，領収書および明細書は，
翌月に一括して発行することが妥当であると考えてい
る．

4　評　価

1 回の診療報酬改定で，これほど多くの透析関連項
目が対象となったことはない．必ずしも日本透析医会
からの要望項目ではないものもあり，各方面からの要
望は意味があることと考えられ，次回改定などでも，
日本透析医学会のほか，関連学会（腎不全看護学会や
臨床工学技士会）や全腎協などと協議し，改定要望書
を策定したい．

包括された技術料が，包括されている薬剤価格が低
下したために引き下げられるという初めての経験は，
今後とも十分起こりうることと認識しておきたい．な
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お，今回は 32 点の引き下げであったが，これが原因
で経営困難に陥り，廃業しなければならない施設があ
るとすれば，日本透析医会は，今後の診療報酬改定対
応を大きく変えなければならないと考えている．また，
人工腎臓 1 の技術料が 10 点下がったことは，あらか
じめ想定したものではない．個人的には，透析液水質
確保加算のための財源は，包括点数の中でという錯覚
があった．しかし先述したように，医師の技術料が臨
床工学技士の技術料に換わったということが明確にわ
かるという点では，意義深いものと評価している．

5　今後の診療報酬改定に対する方向性

日本透析医会が，たとえ厚生労働省管轄の法人では
なくなっても，結局のところ診療報酬改定にさいして
は，保険局医療課と透析医療に関する情報交換をしな
がら，要望書を提出することになると考えている（表

5）．ただこのとき，資料もなしで，「これ以上の引き
下げは透析医療提供体制が崩壊する」という訴えは通
用しない．たとえば，地方で，1 人でがんばっている
が，患者数も増えないという施設の経営が，どこまで
維持できるかというような情報の収集が必要になる．

喫緊の問題としては，患者自身および支援者の高齢
化と，家族構成の変化から，ひとりで生活できない透
析患者，送迎しない限り通院できない患者，身体状況
が次第に悪化し亡くなってゆく患者をどこで診るかな
ど，医療政策と関係する問題についても検討し，診療
報酬として誘導できる提案も必要となる．

また，すでに述べたが，日本透析医学会・腎不全看
護学会・臨床工学技士会・全腎協などと共同で，診療
報酬を考えることも必要である．

追　記
①　字数の関係上，改定された人工腎臓価格やダイ

アライザー価格は割愛した．
②　この原稿を書いている間に，今回の診療報酬改

定で，人工腎臓実施日をレセプト摘要欄に記載す
ることが課長通知（平成 22 年 3 月 26 日付）で出
された．しかし日本透析医会は，この情報を素早
くキャッチし，会員に流すことができなかったた
め，多くの施設で 4 月請求分のレセプトで対応で
きず，混乱が生じた．明細書の発行に対する日本
透析医会の見解をすばやく出せたのと同じように，
こうした情報提供ができるような工夫を考えてみ
たい．
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iryouhoken/iryouhoken12/index.html

表 5　新しい視点からの診療報酬改定要望

1. これ以上引き下げるとつぶれる医療機関が出るという話は狼
少年　――　どこまでの引き下げに透析施設は耐えられるか経営実
態調査（エビデンス）が必要

2. 儲からなければ質は保障されないという文化の醸成
3. 透析看護度を基にした障害加算の算定
　  看護基準の作成と透析看護料
4. 送迎に対する介護保険の適用
5. 終の棲家は　――　経済的誘導が必要
6. 感染性廃棄物処理費用　――　CO2 排出抑制の考えで
7. 日本透析医学会等の学会や全腎協と共同で
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要　旨

かつては致死的疾患であった HIV 感染症は，治療
薬の進歩により患者の生命予後に著明な改善がみられ
ている．しかしながら，長期服薬に関連する既知およ
び未知の副作用の懸念や，薬剤耐性ウイルスの蔓延リ
スクなどの懸念もあり，決して予断を許す状況ではな
い．一方，予後の改善に伴う患者の高年齢化により，
これまでにはなかった様々な問題に対する対策の必要
性も出てきている．HIV 患者の急増に伴い，各医療機
関で普通に HIV 感染者を診療しなければならない時
代が近づいている．全国で偏見や差別のない医療を提
供できるよう，すべての医療従事者が HIV 感染症に
関する適切な基本的知識を持つ必要がある．

1　はじめに

日本における HIV 患者数は増加の一途をたどって
おり，2008 年末時点での HIV 感染者および AIDS 患
者の累計は 16,889 人となった‡1）．国内での HIV 患者
数の増加に伴い，今後，各医療機関において HIV 患
者を診療する機会（確率）は加速的に増加することが
予想される．また診断の遅れも問題となっており，毎
年の報告者数の 3 割弱が AIDS 発症後に診断されてい
るという現状を考慮すると，まだ診断されていない多
数の未発症感染者が存在しており，HIV 患者が，本人
も気づかないうちに，各医療機関をすでに受診してい
る可能性が高いと思われる．

すでに HIV 感染症は，一般臨床で遭遇しうる com-

mon disease になりつつある．すべての医療従事者は
HIV に関する適切な基本的知識を持ち，日常診療にお
いて無根拠な恐怖感に由来する偏見を持つ事なく，差
別のない医療を提供する義務を持っていると考えねば
ならない．本稿では，日本における HIV 感染の流行
状況と治療の現状，そして今後の問題点について概説
したい．

2　疫　学

1）　急速な増加傾向にある HIV 患者
表 1 に，日本の 2008 年末現在の HIV 患者（HIV 感

染者と AIDS 患者報告数の合計）を示した‡1）．また，
図 1 に外国国籍の患者を除いた日本国籍の HIV/AIDS

新規報告数の年次推移を示したが，2008 年には 1,400

［医療安全対策］

日本における HIV 感染症の現状

照屋勝治
国立国際医療研究センター病院  エイズ治療・研究開発センター

key words：HAART，いきなりエイズ，HIV 患者の高年齢化

The present situation of HIV infection in Japan
AIDS Clinical Center, National Center for Global Health and Medicine
Katsuji Teruya

表 1　HIV/AIDS 患者の報告状況（～2008 年 12 月 31 日）

男 女 合計（構成比）

日本国籍
異性間性的接触 3,233 703 3,936（32.4％）
同性間性的接触 6,316 5 6,321（52.1％）
静注薬物 39 4      43（0.4％）
母児感染 22 11      33（0.3％）
その他 248 50    298（2.5％）
不　明 1,364 143 1,507（12.4％）

小　計 11,222 916 12,138

凝固因子製剤 1,420 18   1,438
外国国籍 1,675 1,638   3,313

合　計 14,317 2,572 16,889
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人を超える新規患者が報告され，その数は急速に増加
傾向である．凝固因子製剤による感染者を除いた日本
国籍の HIV 患者は，累計で 12,138 人となった．

感染経路別では，同性間性交渉が 6,321 人（52.1

％）と 最 も 多 く，つ い で 異 性 間 性 交 渉 が 3,936 人
（32.4％）と多い（表 1）．これらを合わせると，全体
の 85％ は性的接触による感染であり，現時点での日
本における感染拡大のほとんどは，性行為によるもの
であるということがわかる．このデータを解釈する上
で，注意すべきポイントが 2 点ある．一つは，社会的

差別の恐れから，同性間性交渉の感染経路が必ずしも
十分に把握されておらず，統計上，異性間性交渉とし
て報告されている可能性があること，そして二つめは，
感染経路不明が 12.9％ も存在している点である．特
に統計上はわずか 0.3％ としかされていない静注薬物
による感染が，実態を反映しているかどうかが懸念さ
れる．

ところで，しばしば「日本は先進国の中で唯一，
HIV 患者数が増加し続けている国である」と表現さ
れるが，人口あたりの HIV 感染者数および AIDS 発
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図 1　日本国籍 HIV/AIDS 報告数の年次推移

図 2　日本国籍 HIV/AIDS 報告数の累計
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症者数で見ると，先進国の中でもまだまだきわめて低
いレベルにとどまっているのが現状である．例えば，
オーストラリアでは年間の新規報告患者数は 1,000 人
を超えており，2000 年以降はほぼ横ばいの状況であ
るが，人口が日本の 6 分の 1 程度であることを考慮す
ると，発生件数は「日本よりも高いレベルで横ばい」
というのが正しいと表現であろう．さらに米国では，
増加傾向に歯止めがかかっているものの，新規 AIDS

患者数が年間 4 万人，これに加えて未発症の HIV 感
染者数も約 4 万人（全数報告ではない）が報告されて
おり，推定生存感染者数は 120 万人を超えているのが
現状である．

つまり，日本の HIV の現状における重要な問題点
は感染者数の実数そのものではなく，その増加率が加
速的であるということであり，そして現時点でその事
実が国内で十分に周知されているとは言い難く，きわ
めて危機感に乏しいという点である．速やかに感染拡
大を阻止するための適切な対策を講じることにより，
感染者数の増加を現状レベルで食い止めることができ
るかどうかが，今後の日本の重要な課題となってくる
だろう．

図 2 に，日本国籍の HIV 患者の累計数の推移を示
した．累計患者数は右肩上がりの曲線を描きながら急
速に増加しているのがわかる．患者数の 3 割程度は，
AIDS を発症後に感染が判明しており，診断の遅れも
目立っている．

2）　HIV 患者の高年齢化が進行
本邦の HIV 感染は性行為により感染が拡大してい

るため「HIV は若年者の病気である」という思い込
みが，一般人のみならず一部の医療従事者の間でも存
在しているが，それは必ずしも正しい認識ではない．
本邦の 2008 年末までの報告例の累計を見ると，HIV

感染者（AIDS 未発症）の 11.6％，AIDS 患者の 28.5

％ が 50 歳以上である．2008 年の報告例に限ると，
HIV 感染者の 12.7％，AIDS 患者の実に 33.4％ を 50

歳以上が占めていた‡1）．
HIV 患者の高齢化は世界的な傾向である．WHO の

調査によると，米国では 50 歳以上の HIV 感染者が
2003 年の 20％ から 2006 年の 25％ に急増し，ブラジ
ルでは 10 万人あたりの 50 歳以上の HIV 感染者は
1996 年の 7.5 人から 2006 年の 15.7 人と，10 年間で 2

倍に膨れあがっていると報告している．英国では患者
の 3 分の 1 が 45 歳以上であり，米国サンフランシス
コでは，2003 年には 50 歳以上の患者は全体の 27％
だったのが，2008 年には 40％ と急増しているとの報
告もある‡2）．

HIV 感染症の予後の改善に伴い，患者の高齢化が今
後加速することが予想される．それに伴い，高齢者に
合併する高血圧，糖尿病などの慢性疾患のマネジメン
トや，高齢化介護の問題など，これまでにはなかった
様々な問題に対して，対策を講じていく必要性が出て
くると考えられる．

3）　高い献血血液での陽性率
患者数の増加に伴い，献血血液の HIV 陽性率が

年々高まっているという懸念すべき事態となっている．
2008 年の献血検体における HIV 陽性数は 110 件であ
った．10 万件あたりの陽性件数は 2,107 件となってお
り，これは年々確実に上昇している‡1）．

わが国の献血血液による HIV 感染は 2009 年 10 月
までに 4 件が確認され，うち 3 件は抗体検査の win-

dow period 期の血液からのすり抜け感染であった．
その後，献血血液の安全性を高めるために，1999 年 7

月に，抗体の window period 期に HIV を検出できる
NAT（核酸検査）が導入されたが，2003 年に 1 件の
超急性期例による HIV のすり抜け感染が起こってい
る．同年にはもう 1 件の NAT すり抜け例があったこ
とも判明しているが，採取された血液が保管中に回収
されたため感染事故には至っていない．NAT 検査は
1999 年の開始時は 500 検体のプールで行っていたが，
2000 年 2 月からは 50 検体，2004 年 8 月からは 20 検
体へとプールサイズを小さくすることで感度を向上さ
せている‡3）．NAT 導入以降の 2000 年から 2008 年の
9 年間で，抗体検査が陰性で，NAT のみが陽性だっ
た血液検体が 19 検体もあり，その件数は増加傾向に
ある‡1）．NAT 検査の感度にも限界があるため，今後，
すり抜け感染が起こる危険性が危惧されている．

日本の高い献血血液での陽性率は，HIV の現在の流
行規模から想定される陽性率よりも，異常に高いこと
が以前から指摘されている1）．原因の一つとして “献
血が HIV 検査目的に利用されている可能性” が考えら
れており，献血血液の安全性のためにより利便性の高
い HIV 検査体制の充実が喫緊の課題である．
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3　HIV 患者の診断形態

図 3 に，2003～2004 年に当科を初診した患者の診
断契機について示した．保健所での検査によって診断
されたのは 33％ に過ぎず，残りの 7 割弱はなんらか
の疾患で医療機関を受診し，その精査や検査前スクリ
ーニングの過程で診断されていた．これは医療機関で
の HIV 検査が，本邦における HIV 診断において重要
な役割を担っていることを示しており，なんらかの症
状を呈して医療機関を受診した患者を見逃さず，効率
よく感染者を診断していくことが，早期診断の一つの
戦略となる可能性が示唆されている．

しかしながら，現時点での医療機関による HIV ス
クリーニング検査の実施状況はまだまだ不十分である
可能性が高い．一般医療機関よりも HIV に関する意
識が高いと推定される HIV 拠点病院を対象として，
2008 年度に実施したアンケート調査の結果では，
STD の既往のある患者，妊婦，針刺し事故のそれぞ
れの場合において，HIV スクリーニング検査を実施す
ると回答した施設は，それぞれ 35％，72％，80％ に
過ぎなかった2）．

感染拡大が日本よりもより深刻である米国において

は，2006 年にガイドラインを出し，医療機関におけ
る積極的な HIV 検査実施を推奨している（表 2）．日
本では，ルーチンの HIV スクリーニングが保険適用
となっていないという問題があり，米国においても同
様の理由により，本ガイドラインの遵守率は低いとい
うのが現状である．しかしこのガイドラインは，今後
の HIV 対策の方向性を考える上での重要な提言とな
っており，わが国も多いに参考にすべきであると考え
ている．

4　治療の現状

1）　HIV 治療の歴史
1981 年に最初の HIV 感染者が報告されてから 1987

年までは，臨床で使用できる抗 HIV 薬はまったくな
く，患者は AIDS を発症すると約 1～2 年で死亡して
いた．1987 年の AZT の登場を皮切りに，核酸系逆転
写酵素阻害剤と呼ばれる抗 HIV 薬が，その後次々と
臨床で使用可能となったが，これらの薬剤は一時的な
免疫力の改善効果を認めたものの，最終的に生命予後
を改善するには至らなかった．この時期に行われた単
剤治療は，いずれもすみやかに薬剤耐性変異株が誘導
されたために，予後改善には至らなかったのであろう

図 3　ACC における新規登録患者の診断契機
 （2003～2004 年，ACC data）
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表 2　米国の HIV 検査実施ガイドライン

1. 医療機関では，13 歳から 64 歳までの人すべてに，その人のリスクにかかわらず自
発的な抗体検査を行う．

2. 明らかな感染リスクがある人は，少なくとも年 1 回実施する．
3. 検査に関する質問の機会，検査を辞退する機会を設けた上で，辞退しない限り，検
査を実施する（Opt-out）．

4. HIV に関する同意は一般診療に関するものに含む．独立した同意書は推奨しない．
5. 予防に関するカウンセリングは，医療機関における HIV スクリーニングには不要で
ある．

（MMWR, 55（RR14）;  1-17, 2006，より）
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と考えられている．
ブレイクスルーは 1996 年におこった．この時期に

登場したプロテアーゼ阻害剤という新規作用機序の抗
HIV 薬と，2 種の核酸系逆転写酵素阻害剤を組み合わ
せた 3 剤併用の HIV 治療（highly active anti-retroviral 

therapy;  HAART）が行われるようになり，それ以後，
HIV 患者の死亡率が激減し，患者の予後は劇的に改善
するに至った．HAART の導入により，それまでは致
死性の疾患であった HIV 感染症は，現在では慢性疾
患であると言われるまでになっている．ただし現在の
HAART では，体内から HIV を完全に除去することは
できないと考えられており，いったん内服治療を開始
した場合には，生涯にわたって内服を継続する必要が
ある．またオーストラリアでの検討では，未治療の
HIV 患者 61 例に対し，高感度の薬剤耐性検査を実施
したところ，33％ で薬剤耐性に関連した変異が検出
できたと報告している3）．これは薬剤耐性株の伝播が
確実に進行していることを示しており，その意味でい
まだ予断を許す状況であるとはいえない．

一方，デンマークでの検討によると，25 歳時点で
の HIV 患者の平均余命は，HAART が行われていなか
った 1995～1996 年は 7.6 年であったが，HAART 導入
以後に劇的な改善がみられており，1997～1999 年に
は 22.5 年，2000～2005 年には 32.5 年となっており，
C 型肝炎を合併している症例を除けば平均余命は 38.9

年となっていた4）．HIV 非感染者の 25 歳時点の平均
余命は 51.1 歳であり，まだ 12 年程度の開きがあるが，
治療薬剤の副作用の改善と，早期診断，早期治療導入
の徹底により，今後さらに改善がみられると予想され
ている．

2）現在の抗 HIV 治療の現状と問題点
①　治療導入時期について
HIV 患者は免疫力（CD4 数）がある程度低下する

まで，日和見疾患の発症リスクはほとんどないこと，
また抗 HIV 薬の多くがなんらかの副作用を来しうる
ことから，HIV 患者のすべてが HAART の適応となる
わけではない．現時点では，多くの専門家が CD4 数
が 350/ul 未満になってからの治療開始を推奨してい
る．一 方 で，「HAART 導 入 時 期 を CD4 数 が 500/nl
以上と未満で比較しても，早期導入群で有意に死亡率
が低い」という複数の報告が欧米から出てきており5），

その死因として虚血性心疾患の重要性が指摘されてい
る．

日本に比べて肥満率の高い欧米では，高血圧，心筋
梗塞を含めた心循環器疾患が日本よりも多く，これら
の発症リスクが高いことが予想される．そのため
HIV のウイルス血症によって起こりうる血管炎が，虚
血性心疾患による死亡リスクをさらに高めている可能
性が想定されている．早期の HAART 導入はこのウイ
ルス血症を改善することで，虚血性心疾患のリスクを
低下させ，死亡を減少させていると考えられる．この
知見を受け，2010 年 4 月にはサンフランシスコが

「HIV を診断したら，CD4 数にかかわらずすぐに
HAART 導入」という方針を打ち出した6）．今後，米
国 DHHS ガイドラインも同様の指針改定を行う可能
性があると思われる．

これから大きく変更されるであろう米国の治療ガイ
ドラインを受けて，これからの日本での治療方針をど
う考えていくかがこれからの課題である．虚血性心疾
患のリスクが欧米ほどは高くない日本でも，早期
HAART 導入による死亡率低下のメリットが得られる
かどうかについては疑問がないわけではない．早期
HAART 導入に伴う医療費高騰と長期副作用の懸念と
いうマイナス面も勘案したうえで，慎重に判断してい
く必要がありそうである．

②　治療の実際
治療は原則的に 3 剤以上の薬剤を組合わせて行われ

る．2010 年 5 月時点で使用可能な抗 HIV 薬は 5 クラ
ス 20 種類もあるが，服薬の錠数や飲みやすさ，副作
用プロフィール，これまでの治療成績などを考慮する
と，実際に可能な組合せはそれほど多いものではない．

最近になって 1 日 1 回内服のレジメンが積極的に導
入されてきており，服薬継続のしやすさという点で大
きな進歩を見せている．図 4 に，当科における LPV/

r を使用した場合の治療成績を示したが，治療開始 1

年後には，平均で 236/nl の CD4 数の増加が見られる．
CD4 数が 200/nl 以上では重篤な日和見疾患のリスク
は消失するため，現在の HAART は治療開始前に重度
の免疫不全状態であっても，1 年間の治療継続により，
ほぼ危険域を脱する程度まで免疫力を回復させるポテ
ンシャルをもっているということができる．

治療法については，世界的には米国の DHHS ガイ
ドラインが参考にされることが多いが，頻回に更新さ
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れるため，治療に当たっては常に最新の情報を確認す
ることが必要である‡4）．日本独自のガイドラインも
作成されており，これもインターネット上で無料で閲
覧が可能である‡5）．

③　治療における問題点
HIV 感染症が AIDS 発症前に診断され，適切な時期

に HAART が開始された場合には，予後は良好である．
しかしながら，診断が遅れ AIDS 関連疾患を発症した
場合には，現在でも致死的となりうる点は変わりない．
現時点では，ニューモシスチス肺炎や悪性リンパ腫が
死亡率の高い AIDS 関連疾患として重要になっており，
特に後者の頻度が増加傾向にある点が懸念されている．

このように AIDS を発症してはじめて，HIV 感染が
判明する症例を称して，「いきなりエイズ」と呼ぶ．
2008 年に日本で新たに報告された患者報告数は，HIV

感染症が 1,126 人，AIDS が 431 人の合計 1,557 人であ
り‡1），報告患者の 27.7％ が「いきなりエイズ」症例
であるのが現状である．患者報告者数の 3 割弱が
AIDS を発症するまで診断されないという上述のデー
タは，わが国において，HIV 感染者の早期診断ができ
ていないという問題点を示していることにほかならな
い．当科における 2009 年 1 月から 7 月までの新規登
録患者のデータを図 5 に示した．新規登録患者 149

例のうち 28％ は「いきなりエイズ」症例であった．
図 6 は HIV 患者の全死亡を含む生存率（エイズ関連
死亡以外も含む）を示したグラフであるが，いきなり
エイズ症例は，発症前に診断された症例と比較して有
意に生存率が低く，120 週の経過観察期間で「いきな
りエイズ症例」の 2 割が死亡していた．

これまで，HIV 感染者の予後を語る場合には，1997

年以降の抗 HIV 治療の進歩が，HIV 感染症の予後を
劇的に改善しているということが強調されてきた．し
かしながら今後は，診断が遅れて AIDS 関連疾患を発
症した場合には，HIV 感染症は現在の医療レベルをも
ってしても致死的となりうる恐ろしい疾患であること

図 4　LPV/r による治療開始後の CD4 の増加数
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図 5　ACC における新規登録患者のいきなりエイズの割合
　　　　   （2009 年 1 月～7 月末）
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図 6　AIDS 発症例と非発症例の生存率の推移
　　　　　　　  （2007 年，ACC データ）
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を，改めて強調すべき時期に来ている．
一方で，HAART が導入できた症例でも，薬剤の副

作用という問題が残されている．かつて頻用された
d4T は，後に皮下脂肪の萎縮による頬のこけ，四肢の
やせといった lipatorphy が，1 年以上内服している患
者で高頻度で見られることが判明し，現在ではほとん
ど用いられなくなっている．現在頻用されている薬剤
でも，長期的副作用に関するデータはこれから判明し
ていくものであり，今後出てくる新薬についても，長
期的副作用を常に配慮しなければならないことには変
わりがない．現在多くの症例で使用されている ABC

は，心血管疾患との関連が多くの報告で指摘されてき
ており7），同じく頻用されている TDF も，非可逆の
腎機能障害の可能性が指摘されるに至っている8）．

また抗 HIV 薬は多くの薬剤と相互作用を示すこと
が知られており，複数の疾患を持ち，他の疾患の治療
に用いられる薬剤により副作用を起こすリスクが高い
ことにも注意が必要である．全身的な副作用が少ない
と考えられている吸入ステロイドでも，抗 HIV 薬と
の相互作用によりクッシング症候群を呈することがあ
る9）．当科でも 2 例の吸入ステロイドによるクッシン
グ症候群および骨粗鬆症を経験している．

5　おわりに

HIV 感染者の急増に伴い，各医療機関で普通に HIV

感染者を診療しなければならない時代が近づいている．
患者の予後の改善に伴い，HIV 感染症に直接関連しな
い各種の通常疾患への対応のニーズもこれから加速的
に増大してくるだろう．冒頭でも述べたが，知らない
間に HIV 感染者が各医療機関を受診している可能性
も高くなってきている．これからは専門分野にかかわ
らず，すべての医療従事者が HIV 感染症に対する適
切な知識を持ち，差別や偏見のない医療を提供できる
よう，すべての医療従事者の意識改革が求められてい
るといえよう．

この数年のうちで，われわれは SARS や新型インフ
ルエンザといった二度の新感染症の流行を経験したが，
大方で診療拒否などといったことは問題にならなかっ
た．今後，日本で HIV の流行がどこまで拡大するか

は不明であるが，どのような状況になろうとも，最終
的にはわれわれのプロフェッショナリズムがそれを克
服するだろうと確信している．
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要　旨

血管内カテーテル合併症には早期と慢性期の合併症
がある．早期合併症の多くは留置手技に関係するもの
であり，慢性期合併症は維持，管理に関係する合併症
が多い．早期合併症で最も注意すべきは誤穿刺で，場
合によっては緊急に救命目的の処置が必要となる．ま
た，早期，慢性期とも感染症は重大な合併症である．
合併症対策は様々であるが，症状がより重症とならな
いよう，カテーテルの除去を常に念頭に置いて治療に
当たる必要がある．

1　はじめに

本邦に血管内留置カテーテル（長期型バスキュラー
カテーテル，以下長期カテ）が導入されて 10 年以上
が経過した．この間に長期カテによる慢性血液透析の
利点，欠点が次第に明らかとなり，管理法と合併症対
策が確立されつつある．2005 年に日本透析医学会は

「慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および
修復に関するガイドライン」を発表し1），その中で，
長期カテの適応，その他についての提言を行い，現在
その改訂が進行中である．

また本年の診療報酬改定において，透析医会，透析
医学会諸先生方の努力により，血管内留置カテーテル
の手技料が収載された．今回の収載項目は注射実施料
であり，「カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテ
ーテル挿入」として手技料 2,500 点となった（新設　

G005-4：カテーテルの挿入に伴う検査および画像診
断の費用は，所定点数に含まれるものとし，6 歳未満
の乳幼児に対して行った場合には所定点数に 500 点を
加算する）．これが示すところはあくまで緊急用カテ
ーテルにカフがついたものとの判断であり，長期使用
目的のカテーテルとしての認知ではないが，本邦での
長期カテについての第一歩として評価したい（図 1）．

本稿においては，集積された血管内留置カテーテル
の合併症を提示し，その診断法と対策，さらには予防

［医療安全対策］

血管内留置カテーテルの合併症

宮田　昭
熊本赤十字病院腎センター

key words： 長期型バスキュラーカテーテル，カフ型カテーテル，非カフ型カテーテル，カテーテル敗血症， 

バイオフィルム

The complications and treatments of cuffed and non-cuffed dialysis catheters
Kidney center, Kumamoto Red Cross Hospital
Akira Miyata

図 1 　留置後良好に管理されているカフ型カテーテル例の透析
中の様子

　カテーテル自体は清浄に維持され，カテーテル出口部に糜爛
や発赤などを認めない．
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法について日常診療の視点から述べたい．用語につい
ては保険収載された用語に準拠した．現状のカテーテ
ルに関する名称の混乱を避け，改定版ガイドラインに
も準拠する目的なので，読者諸氏のご理解を賜りたい．
すなわち，カテーテルの名称は形状により「非カフ型
カテーテル」と「カフ型カテーテル」とし，現行の日
本透析医学会ガイドラインにある「短期型バスキュラ
ーカテーテル」「長期型バスキュラーカテーテル」の
表現は用いなかった．また，長期使用とは数カ月以上
の使用であることを念頭に置いて記述した．

2　早期合併症

血管内カテーテル合併症は，早期合併症と慢性期の
合併症に分けて考える必要がある．早期に起きる合併
症の多くは留置手技に関係するものであり2），慢性期
の合併症は維持，管理に関係する合併症が多い3）．

1）　感染
早期合併症としての感染にはカテーテル穿刺部，針

糸固定部などの局所感染と，カテーテル内の感染に起
因する全身性の感染がある．感染対策の第一はまず予
防である．留置手技は緊急透析を主な目的とした非カ
フ型カテーテルでは，個室またはパーテーションを利
用して，できるだけ清潔な環境を確保する．また，手
技はマキシマルプレコーション下で行う．一方，長期
使用を念頭に置いて留置するカフ型カテーテルは，よ
り清潔な環境で留置術を行うことが望ましい．したが
って，手術は手術室またはそれに準じた清潔度を確保
できる環境と方法で行う．

2）　誤穿刺
①　動脈誤穿刺
誤穿刺では動脈誤穿刺が最も多い．特に内頚動脈と

頸動脈の関係にはバリエーションが多い．静脈穿刺で
は必ずカフ型・非カフ型とも超音波装置を用いて，エ
コーガイド下またはエコーで確認し，マーキングした
後に行う．手技はセルジンガー法を用い，特にカフ型
においては，X 線透視装置を用いながら常にガイドワ
イヤーなどが静脈内にあることを確認しながら行う．

万一，動脈を穿刺した場合には，十分な時間をかけ
て圧迫しなければならない．いったん動脈を穿刺する
としばしば皮下血腫を生じる．このため，静脈系は容

易に圧排されて穿刺は困難になるので同一部位からの
穿刺を強行せず，部位を変更するか，後日手術を行う
ほうがよい．また，腕頭動脈や大動脈を直接誤穿刺し
た場合には当然圧迫止血はまったく効果なく，救命目
的に緊急の止血術を行う必要があるので，誤穿刺した
場合は胸写による経過観察が行ったほうがよい．さら
に頚部の動脈誤穿刺であっても，慢性腎不全患者では，
いったん止血した後に再出血し，血腫が皮下で咽頭，
喉頭を圧迫して呼吸困難をきたす例がある．十分な経
過観察が大切である．もちろん順調に留置術が終わっ
た場合にも適切な部位の X 線撮影を行い，カテーテ
ル先端位置と手術に関連する合併症の無いことを確認
しなければならない．

②　肺誤穿刺
肺誤穿刺はまれな合併症であるが，肺気腫患者に鎖

骨近くで内頚静脈を穿刺したり，鎖骨下静脈から穿刺
を行う場合に起こりうる．穿刺用注射器から空気を吸
引することで即座に診断可能である．胸写で気胸の有
無と程度を確認し，脱気など必要な処置をとる．

3）　穿刺部および皮下トンネルからの出血
術後は穿刺部または皮下トンネルからの出血がない

か適切な観察を行う．皮下トンネル部分からの出血の
場合，出血はカテーテル出口部から少量ずつ長時間に
わたり続くことが多い．スポンジ等の柔らかい材質の
材料を用いて皮下トンネル直上の皮膚を持続的に圧迫
することによりほとんどの例は止血する．

特に非カフ型カテでは内頚静脈とカテーテル出口の
距離が短いため，カテーテル出口からのだらだらとい
つまでも出血が止まらないことがある．この場合には
単に圧迫するだけでなく，止血しにくく，出口周囲に
巾着縫合を行うことにより確実に止血できる．

4）　カテーテルの屈曲
屈曲は，内頚静脈からのカテーテル挿入手術の直後

から早期に起きやすいトラブルであるが，慢性期にお
いても起きる場合がある．その原因は，周術期では皮
下剥離不十分によることが多く，ほとんどの症例で頚
部のループ部分に透視下で強い屈曲が確認できる．屈
曲が生じた場合，脱血がまったくできない，または返
血圧上昇による返血不能を示す．透視下で患者頚部を
動かしながら観察を行えば診断は容易である．対策は
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屈曲を確認次第，皮下の剥離を追加しつつカテーテル
の経路変更を手術的に行うことが唯一の解決法である．

カテーテル維持期に本症状を示す場合は，長期間使
用する間に上肢，頭頚部の動きなどによりカテーテル
位置が変化した場合であることが多い．対策は早期の
対処と同様であるが，カテーテルの入れ替えも対策と
して考慮する必要がある（図 2）．

3　慢性期合併症

非カフ型カテーテルは短期使用を前提としているた
め，慢性期合併症は多くの場合カフ型カテーテルの合
併症といってよい．慢性期合併症の中でも特に問題と
なるものは，ⓐカテーテル感染に起因する敗血症，ⓑ
トンネル・出口部感染と皮下膿瘍，ⓒカテーテル閉塞
に伴う脱血不良または返血圧上昇，ⓓカテーテルの破
損または断裂，である．

1）　カテーテル感染に起因する敗血症4～6）

カテーテル内感染の典型的な症状は，透析後半また
は透析後に起きる悪寒戦慄を伴う発熱（しばしば 38.5

度以上の高熱）を繰り返す場合である．おそらくカテ
ーテル内またはカテーテルに付着した細菌のバイオフ
ィルムが，透析により血流に散布されることが原因と
考えられる．透析のない日には存外平熱ないしは微熱
の場合が多い．末梢血白血球数や CRP 値など感染兆
候が陽性で，発熱時の血液培養から細菌が証明される
こともあるが，これらが陰性であるからといってカテ

ーテル感染を否定することは危険である．
最も確実な対策はカテーテルの除去である．抗生物

質のカテ内封入などで治癒したとの報告もあるが，長
期的には成功例は少なく，その失敗は敗血症を意味す
る．免疫能の低下した症例では，短期日のうちに敗血
症となり，全身状態が急激に悪化する場合があるので，
カテーテル抜去の時期を失わぬように，迅速な判断が
必要とされる．

2）　トンネル・出口部感染と皮下膿瘍
皮下トンネル内，カテーテル出口部の感染の診断は

容易である．多くの場合，カテーテル出口部に糜爛な
どを生じ，排膿を認めるようになる．言い換えれば，

図 2　首の位置によるカテーテルの屈曲例
　左の写真ではカテーテルは良好なカーブを示し，透析も順調に可能であるが，同一患者の
首を右に向けた右の写真ではカテーテルが高度に屈曲し，透析も不可能であった．この症例
では透析時のみ患者に首を左方向に向けてもらうことにより，カテーテル透析を行った．

図 3　カテーテルの右内頚静脈穿刺部付近に生じた皮下膿瘍
　カフが感染していたため抗生物質による治療は奏功せず，カ
テーテルを除去した．



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010226

出口部の皮膚のバリアー機能を損なわないよう，出口
部を清浄に保つことにより，これらの感染は予防可能
となる．

一旦感染が成立すれば抗生物質のみでは治癒困難な
ことが多い．カテーテル直上の皮膚を局麻下に十分な
長さにわたり切開（アンルーフィング：屋根を開ける
の意）することにより多くは治癒するので，迷わず早
期に試みるべきである．頸部カフのフェルトに一致し
た皮下膿瘍の場合は，切開排膿や抗生物質の投与で治

癒せしめることは困難で，多くはカテーテルの入れ替
えとなる（図 3）．

3）　カテーテル閉塞に伴う脱血不良または返血圧 

上昇
脱血不良は日々の透析では非常に頭を悩ませる合併

症である．その原因には，ⓐカテーテル内腔の血栓性
閉塞，ⓑフィブリンシースの形成，ⓒ右心房，静脈内
壁への「へばりつき現象」などがある．

（1） 　カテーテル先端が血栓で閉塞し，造影剤は側
孔から噴出している．

（2） 　0.035 インチサイズの親水性ガイドワイヤーを
用いて丹念に側孔，先端孔を「掃除」する．時
に先端孔を通過させることは困難な場合があり，
ガイドワイヤーの先進部をループ状にするなど
の工夫が必要である．ただし，ガイドワイヤー
操作は慎重かつ愛護的に行い，カテーテルに損
傷や無理な応力を加えてはならない．ガイドワ
イヤーの先端孔通過が困難だと判断したら，カ
テーテル入れ替えを決断したほうが，安全かつ
効果的である．

（3） 　カテーテル先端孔が開通して，造影剤がカテ
先端から噴出している．

（4） 　カテーテル先端孔と側孔両方から造影剤が噴
出して，右心房内が良好に造影されている．こ
こまで改善すれば再び透析に使用可能である．

図 4　カテーテル内腔の血栓性閉塞



血管内留置カテーテルの合併症 227

①　カテーテル内腔の血栓性閉塞
透析開始時にカテーテルから血栓を吸引する現象は

しばしば経験する．このような症例では，ほぼ恒常的
にカテーテル内に血液が流入して血栓を形成している
と考えられる．やがてこの血栓がサイドホールを閉塞
させ，カテーテル周囲の血栓やフィブリンシースと一
体に癒合すると，カテーテルは閉塞症状を呈すると考
えられる．

血栓性閉塞に対しては，高濃度に溶解したウロキナ
ーゼ溶液でカテーテルをロックする，または 24 時間
程度かけて徐々に溶解するなどの対策が効果的である．
さらにガイドワイヤー（0.035 インチサイズ）をカテ
ーテル内に挿入して，透視下で先端孔と側孔を再開通
させる方法がある．この手技も短期的には効果がある．
ただし，カテーテルを損傷しないよう細心の注意を払
い，また丹念に側孔と先端孔にガイドワイヤーを通過
させる必要がある（図 4）．

②　フィブリンシースの形成
フィブリンシースとは，長期維持しているカテーテ

ル周囲とカテーテル先端部から先に形成される鞘状の
ものをいう．フィブリンシースの問題は，カテーテル
の側孔を閉塞し，先端孔に対しても陰圧がかかる（脱
血する）とフィブリンシースが先端孔にへばりついて
脱血できなくなる点にある．診断はエコーまたはカテ
ーテル造影により比較的容易であるが，対策は多くの
場合カテーテルの交換を必要とする（図 5）．

③　「へばりつき現象」

「へばりつき現象」とは，カテーテルが静脈壁また
は心房内壁に脱血のための陰圧によって「へばりつ
く」ために脱血不能になる状態をいう．ただし，「へ
ばりつき現象」の実態は単一の原因によるのではなく，
カテーテル周囲に付着したフィブリンなどを介して血
管・心房壁に完全に癒着してしまった症例なども含ま
れると考えられる．純粋な「へばり付き現象」は，原
理的には，透析中に体位を変えることで解決できるは
ずであるが，実はそれほど効果的なものではない．

いずれにしろ脱血不良症状として呈するこれらの病
態は，症状だけでは原因が確定できず，画像検査によ
る精査が不可欠である．またカテーテルの温存が困難
な場合がしばしばあるので，むしろ新しいカテーテル
へ入れ替えることも考慮しつつ上記の治療を試みるべ
きである．脱血不良を防ぐ有効な方法のひとつは，カ
テーテル先端をスペースが十分にある静脈系（右心房
や大静脈）に置くことである．またワーファリンを使
用することも脱血不良の予防に効果的との報告もある．

4）　カテーテルの破損
カテーテルの破損には慢性的に外力または不適切な

内圧が加わることによる材質の劣化で生じる場合（破
断）と，日常の回路脱着操作によって起きる場合（回
路接続部破損）がある．

①　カテーテル破断
破断の典型例は，カテーテルが皮下に固定されたフ

ェルト製カフの部分に起きるものである．カフはしば
しば頸部に位置することが多いので，この部分に膨隆，
疼痛，皮下出血の所見を認めたら透析を中止し，透視
下の造影検査で造影剤の漏れを確認し，破断が確認さ
れたらカテーテルを抜去する必要がある（図 6）．

その他に破断が好発する部位は，ⓐ透析回路コネク
ターとカテーテルの境界部分，ⓑ側孔つきのカテーテ
ルの場合，返血カテーテル先端近傍の側孔部分，であ
る．ⓐの場合，異なる材質間に患者姿勢の変化などに
よる外力が加わり，材料の疲労が生じるとする意見が
多い．診断は透析回路コネクターとカテーテルの境界
部分からの出血，返血回路での空気の引き込み，また
は疼痛と皮下出血の出現により容易に確定できる．カ
テーテルの交換手術，またはカテーテルの破断部でカ
テーテルを切断，短縮しコネクターを取り替えるなど
の対処が必要である．ⓑの側孔が断裂部位の場合は，

図 5　除去したカフ型カテーテルの先端部
　カテーテル先端部付近で，先端孔と側孔を塞いでいたフィブ
リンが，表裏逆になってカテ先端部に付着している．このよう
な性状のフィブリンが脱血不良のひとつの原因と考えられる．
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（1） 　症例は 75 歳男性．カフ型カテーテルを使用していたとこ
ろ，留置術から 11 カ月目に静脈圧上昇を認め，その後右頚
部に皮下出血が出現した．次回透析時に再び返血圧が上昇，
右頚部に痛みがあった．頚部，前胸部の皮膚には広範な皮
下出血を認めた．

皮下出血

（2） 　カテーテル造影を施行したところ，右頚部皮下ループ部
分でカテーテルの不連続性が確認された．また造影剤が同
部からカテーテル外に漏出していた．

（3） 　除去したカテーテルを示す．写真上のカテーテル全景の
うち，コネクター側の切断部は除去術のため切断した部分
である．破損箇所はカフの右側であり，下の拡大写真が示
すようにカフの材質の異なるところから完全断裂している．
他の症例では不完全断裂例もあるが，いずれも破損箇所は
この部分になる．これは，カフがフェルトなどにより強固
に皮下で癒着固定するため，首の動きなどの応力がカフ前
後の屈曲部分に常にかかり，材質疲労を起こすためであろ
うと推測されている．これを予防するにはカフを頚部のカ
ーブした部分ではなく，皮下トンネルの直線的な位置に置
くとよいと考えられている．ただしこの場合にはカテーテ
ルの長さをよく検討し，十分な長さのあるものを選択する
必要がある．

図 6　カテーテル破断例 1

図 7　カテーテル破断例 2
　写真は 63 歳，女性のカテーテル断裂例である．2007 年 8 月
30 日，カテーテル右内頚静脈よりカフ型カテーテルを留置した．
2008 年 12 月 2 日，返血ラインの返血圧上昇のため，胸部 X 線
写真でカテーテル破損を確認．カテーテルは完全に離断し右心
房内に落下していた．右大腿静脈より異物除去カテーテルで右
心房内に落下したカテーテルを回収した．翌日，残ったカテー
テルを除去し，後日新たなカテーテルを留置した．（矢印は断
裂したカテーテル断端を示している）
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数個あるサイドホールと先端孔が血栓やフィブリンで
閉塞したさいに，返血による内圧上昇を繰り返すこと
により破断すると推測されているが，正確な原因は未
確定である．カテ先端部近くの破断は，圧モニターや
臨床症状で発見できない場合が多い．破断したカテー
テルが偶然定期胸写によって発見されることも稀では
ない．破断カテーテルの異物除去カテーテルによる回
収と新規のカテーテル挿入が必要である．

返血圧上昇例では，大静脈・右心房内でのカテーテ
ル破断が将来起こりうると認識し，胸写による確認を
欠かさないことが重要である（図 7）．また，ガイド
ワイヤーなどを用いたカテーテル内腔の血栓除去操作
には，カテーテル損傷を起こさないよう十分な注意が
必要と考えられる．

②　回路接続部破損
回路接続部では時間の経過とともに材質の劣化を起

こす．無理に回路を接続しようとして力を加えるとプ
ラスティックに亀裂が入り破損する（図 8）．多くの
場合はわずかなリークまたは小さな気泡を認める．亀
裂の有無の確認には接続部の注意深い観察が必要であ
る．応急対策は空気の引き込みなどを起こさないよう
にペアンや CAPD 用クランプ，輪ゴムなどを臨機応
変に利用してカテーテルを遮断することである．カテ
ーテルの一部交換ですむようであれば早急に交換処置
を実施する（図 9）．

4　最後に

慢性血液透析における糖尿病性腎症患者の増加と透
析患者の高齢化は，これらの患者の四肢動静脈の荒廃
と心機能低下症例の増加を意味し，血管内留置カテー
テル（特にカフ型カテーテル）の必要性は今後も増加
してゆくものと考えられる．カテーテル機能不全の抜

図 8　亀裂の入ったカフ型カテーテルの接続部
通常，非常に確認しづらいが，写真中の円内，矢印の下に水平方向に走る亀裂が見える．

（1） 　カテーテル接続部に亀裂が入って（矢印）透析液が漏出
していた症例である．透析クリニックで直ちに透析を中止
し，出血や空気の引き込みを予防するためカテーテルを折
り，輪ゴムで固定してセンター病院へ紹介，接続部の交換
を行った．

（2） 　接続部の亀裂によるこのほかにも，CAPD 用のクランプ
やペアンなど手近にあるものを工夫して使用してよい．

図 9　回路接続部の破損と処置例
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本的対策はカテーテルの交換である．カテーテル維持
に固執することなく，必要な場合はカテーテルを入れ
替えて透析効率を良好に維持することが，本来の患者
利益につながる点を忘れてはならない．

手技料収載に対してたゆまぬご努力を傾注された関
係者の皆様に，カフ型カテーテルを使用して診療にあ
たる臨床医の一人として心より御礼申し上げます．
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要　旨

日本の透析医療の現況を考えるときには，世界の末
期腎不全の現況を把握し比較することが必要である．
そこで USRDS（United States Renal Data System）
Annual Data Report の報告に基き末期腎不全の頻度，
糖尿病，透析療法，腎移植などについて国際比較を行
った．USRDS の国際比較では多くの国で血液透析が
大部分を占めていたが，国によっては腹膜透析の割合
が多いところがあった．日本における腹膜透析の割合
は低く，その要因について考察し，今後の普及につい
て提案した．

はじめに

わが国の慢性透析療法の現況は，2009 年度の統計
調査によると，透析患者は 2009 年末には 29 万人に達
した事が報告された．日本における透析医療を取り巻
く環境も大きく変わり，高齢化と糖尿病の増加による
介護の重要性が増しており，医療経済的には高額な透
析医療が医療費削減の対象となっている．そのような
中で世界の透析事情がどうなっているのか，末期腎不
全の国際比較の報告に USRDS（United States Renal 

Data System）Annual Data Report がある1）．今回この
USRDS の報告に基き，末期腎不全の頻度，糖尿病，
透析療法，腎移植などについて国際比較を行った．特
に腹膜透析の普及について考察してみた．

1　末期腎不全の罹患率

末期腎不全の罹患率の世界 40 の国と地域の国際比
較では，2007 年では，台湾，メキシコ，米国の罹患

［実 態 調 査］

末期腎不全の国際比較
――　2009 USRDS Annual Date Report から，特に腹膜透析の普及に関する考察　――

原田孝司＊1　船越　哲＊2

＊1  桜町病院　＊2  桜町クリニック

key words：末期腎不全，血液透析，腹膜透析，腎移植，USRDS

International comparisons of end stage renal desease from 2009 USRDS annual data report
Sakuramachi Hospital
Takashi Harada
Sakuramachi Clinic
Satoshi Funakoshi

図 1　Comparison of ESRD incidence worldwide
 （文献 1 より）
 末期腎不全罹患率の国際比較

1999

In
ci
de
nt
 ra
te
 p
er
 m
ill
io
n 
po
pu
la
tio
n

50

100

150

200

250

300

350

400

450 Incidence

Taiwan

United States

Jalisco（Mexico）

Japan

Rep. of Korea
Israel

Malaysia

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Australia
Chile
Norway
Sweden
Uruguay



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010232

図
2　

In
ci

de
nc

e 
of

 E
S

R
D

, b
u 

ye
ar

（
Pe

r 
m

ill
io

n 
po

pu
la

tio
n）

 
  （

文
献

1
よ

り
）

 
経

年
的

な
末

期
腎

不
全

罹
患

率
（

10
0

万
人

当
り

）



末期腎不全の国際比較 233

図
3　

P
re

va
le

nc
e 

of
 E

S
R

D
, b

y 
ye

ar
（

pe
r 

m
ill

io
n 

po
pu

la
tio

n）
 

 （
文

献
1

よ
り

）
 

経
年

的
な

末
期

腎
不

全
の

有
病

率
（

10
0

万
人

当
り

）



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010234

図
4　

P
er

ce
nt

ag
e 

of
 In

ci
de

nt
 p

at
ie

nt
s 

w
ith

 E
S

R
D

 d
e 

to
 d

ia
be

te
s 

by
 y

ea
r

 
（

文
献

1
よ

り
）

 
経

年
的

な
糖

尿
病

由
来

の
末

期
腎

不
全

の
罹

患
率



末期腎不全の国際比較 235

図
5　

P
er

ce
nt

 d
is

tri
bu

tio
n 

of
 p

re
va

le
nt

 d
ia

ly
si

s 
pa

tie
nt

s,
 b

y 
m

od
al

ity
 &

 y
ea

r
 

（
文

献
1

よ
り

）
 

経
年

的
お

よ
び

透
析

方
法

に
よ

る
透

析
患

者
の

有
病

率
の

頻
度

分
布



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010236

図
6　

Tr
an

sp
la

nt
 ra

te
s,

 b
y 

ye
ar

（
pe

r 
m

ill
io

n 
po

pu
la

tio
n）

 
  （

文
献

1
よ

り
）

 
経

年
的

な
移

植
率

（
10

0
万

人
当

り
）



末期腎不全の国際比較 237

図
7　

P
re

va
le

nt
 ra

te
s 

of
 fu

nc
tio

ni
ng

 g
ra

fts
, b

y 
ye

ar
（

pe
r 

m
ill

io
n 

po
pu

la
tio

n）
 

  （
文

献
1

よ
り

）
 

経
年

的
な

機
能

し
て

い
る

移
植

腎
の

頻
度

（
10

0
万

人
当

り
）



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010238

率がそれぞれ人口 100 万人あたり 415，372，361 人と
高く，それに比しフィリッピン，フィンランド，ルー
マニア，アイスランドの罹患率は 69～92 人であった．
一方，バングラデシュ，ロシア（2006），パキスタン

（2006）の罹患率はそれぞれ 13，28，29 人と一番低か
った（図 1, 2）．なお日本は 285 人である．この違い
は，国の医療財源にもとづく治療の違いや疾患の頻度
自体の違いによると考えられる．

2　末期腎不全の有病率

末期腎不全の有病率では，2007 年は台湾と日本は
それぞれ人口 100 万人あたり 2,288 人，2,060 人と高く，
次に米国とドイツ（2006）がそれぞれ 1,698 人，1,114

人で，フィリッピン，バングラデシュはそれぞれ 74 人，
99 人と最低であった（図 3）．

3　糖尿病腎症由来の末期腎不全の罹患率

末期腎不全の原因疾患の中で糖尿病由来の年ごとの
罹患率は，2007 年ではマレーシアは 58.5％，次いで
メキシコが 55％ であった．香港，韓国，米国，日本，
台湾，イスラエル，ニュージーランドは 41～45％ の
間であった．一方 20％ 以下の国はルーマニア，アイ
スランド，ノルウェイ，スコットランド，オランダ，
英国およびボスニアヘルツェゴビナであった（図 4）．

4　透析方法の頻度分布

透析方法としては血液透析が最も普及していて，約
75％ の国で少なくとも透析方法の 80％ は血液透析で
あった．しかしながら，2007 年，香港とメキシコで
はそれぞれ 80.4％ と 65.8％ の比率で腹膜透析が行わ
れていた．家庭透析はオーストラリアで約 10％，ニ
ュージーランドで 16％ に施行されていた．日本では
血液透析が 96.4％ でほとんどであり，腹膜透析が 3.5

％ と少なく，家庭透析は 0.07％ と著明に少なかった
（図 5）．

5　移植率

移植率は国の移植システムだけでなく文化の違いな
どによって異なる．2007 年，香港，ボスニアヘルツ
ェゴビナ，タイ，マレーシア，ロシア（2006），ルー
マニア，バングラデシュでは，人口 100 万人あたり
10 人より少なく，一方メキシコ，ノルウェイ，米国

およびオランダではそれぞれ 59.3，55.2，58.1，50.7

人と多かった．日本のデータは記載がない（図 6）．

6　移植腎生着の頻度

2007 年，機能している移植腎の頻度は，ノルウェ
イと米国が高く，それぞれ人口 100 万人当たり 551 人
と 526 人であった．スエーデン，フランス，オースト
リア，スペインおよびベルギーなどは 400 人以上であ
った．一方トルコ，マレーシア，タイ，ロシア（2006），
ルーマニアなどは 100 人以下であり，日本のデータは
記載がない（図 7）．

7　日本における腹膜透析の普及率が低い理由

2005 年末は世界の透析患者数は 144 万人で，その
内腹膜透析患者は 15 万人であった2）．その後 2008 年
の報告によると世界の透析患者数は約 177 万人，その
内 158 万人が血液透析，残りの 19 万人が腹膜透析で
増加していた．前に記載したように，USRDS の国際
比較でも血液透析がほとんどを占めていたが，国によ
っては腹膜透析の割合が多いところがあった．図 8

に世界各国における腹膜透析の割合を示す．日本は
3.4％ で掲載された国の中で一番低率であった．しか
しながら，地域別の腹膜透析の割合からは，図 9 に
示したように，実際は日本の腹膜透析の割合は世界全
体の 6％ を占めていることになっている3）．日本透析
医学会の統計調査によると，腹膜透析患者は 2009 年
末には 9,856 人で，洗浄例や脱落を入れると 10,508 人
であった．血液透析との併用は 1,699 人（21.1％）で
あった4）．

腹膜透析が普及しない理由には，医療システムおよ
び診療報酬制度の関与が考えられる．国によっては在
宅透析の公的支援が行われており，腹膜透析の普及率
が高い．日本などのように，診療報酬が血液透析に有
利な国では血液透析の割合が多い．逆に診療報酬が腹
膜透析に有利になっている国では腹膜透析の普及率が
高い．医学的には腹膜透析は残存腎機能保持に有利で
あり，透析導入期の予後が血液透析に比し良好である．
長期的には血液透析との併用を行うことにより，生命
予後の改善に寄与できると考えられる．また移植が普
及している国では，移植までの橋渡し療法として腹膜
透析が施行されている．

透析療法の選択のために，患者に対して血液透析と
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腹膜透析について公平に説明がなされるべきであり，
腹膜透析選択の機会を奪ってはいけないし，透析療法
の選択時の説明にすでにバイアスが入ってもいけない
と考える．しかしながら，わが国における透析導入時
に患者は高齢化しており，なおかつ糖尿病の合併症を
有する患者が増加しているため，腹膜透析の自己管理
が困難であり，在宅支援システムの利用が必要となる．

今後，在宅支援システムの整備が望まれる．長期的に
は腹膜透析に携わる若手腎臓専門医師の教育と，医療
従事者に対する教育プログラムを構築すべきである．
提唱されている腹膜透析治療ガイドラインが活用され
ることが望まれる5）．

図 8 　Worldwide prevalence of peritoneal dialysis in 2006 expressed as a percentage 
of the total dialysis population

　　 （文献 3 より）
 総透析患者の ％ として表した 2006 年における腹膜透析の世界の頻度

図 9　Prevalence of peritoneal dialysis in different regions
　　　　　　　　　（文献 3 より）
 地域別の腹膜透析の頻度
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おわりに

世界の透析の現況報告から明らかになったことは，
わが国における透析療法の選択に関しては偏った導入
がなされているということである．在宅透析としての
腹膜透析の普及と腹膜透析の利点を生かして患者の
QOL を高め，血液透析との併用によりさらなる長期
生存を目指すべきである．そのためには在宅支援シス
テムの確立と腹膜透析にかかわる専門医育成が急務で
あると思われる．
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要　旨

慢性腎臓病患者において，血管石灰化病変は生命予
後を悪化させる重要な合併症である．血管石灰化は内
膜石灰化と中膜石灰化に大別されるが，慢性腎臓病患
者に特徴的なのは後者である．これまで血管石灰化の
メカニズムは，ミネラル代謝異常などの結果生じる，
受動的なプロセスと捉えられていたが，緻密に制御さ
れた能動的プロセスであることが近年の研究成果によ
り証明された．この能動的プロセスも，複数のメカニ
ズムが密接にリンクしながら成立しており，特に近年
では，血管中膜石灰化におけるエラスチン分解の関与
が注目されつつある．

はじめに

慢性腎臓病（chronic kidney disease;  CKD）患者の
最大死因の心血管系合併症に血管石灰化病変は深く関
与しており，血管石灰化病変自体も患者生命予後の規
定因子である．血管石灰化病変は，その発症部位や粥
状プラーク形成との関連性から二種類に大別される．
一つは粥状硬化性石灰化病変で，血管内膜にみられ，
粥状硬化と関連している．粥状硬化性石灰化病変は血
管内皮細胞壊死や炎症，脂肪沈着などにより惹起され，
進行すると骨形成過程が誘導される．もう一つのメン
ケベルグ型石灰化病変は，中膜の弾性板層に沿って非
晶質ミネラルが沈着する，中膜を主体とした病変であ

り，糖尿病や CKD 患者に好発する．
これまで血管石灰化病変の発症・進展メカニズムは，

カルシウム（Ca）やリン（P）を主体としたミネラル
が血液中で過剰状態になり，溶解閾値を超える結果と
して引き起こされる受動的なプロセスと考えられてき
た．しかし，近年石灰化病変局所における骨形成関連
因子の存在から，血管石灰化と骨形成過程の関連性が
指摘されるようになり，血管石灰化には緻密に制御さ
れた能動的プロセスも発症・進展因子となることが示
された．この能動的プロセスは，いくつものメカニズ
ムが複雑に関わりながら成立している（図 1）．

本稿では，CKD 患者に特有な血管中膜石灰化病変

［臨床と研究］

血管石灰化の機序：エラスチン分解の関与

溝渕正英　中澤あい　秋澤忠男
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

key words：血管石灰化，リン，能動的プロセス，エラスチン分解，エラスターゼ

The process of vascular calcification : Involvement of elastin degradation
Division of Nephrology, Department of Medicine, Showa University School of Medicine
Masahide Mizobuchi
Ai Nakazawa
Tadao Akizawa

図 1　能動的プロセスのメカニズム
　能動的プロセスは複数のメカニズムが互いにリンク
しながら成立している．

VSMCの骨芽細胞様
細胞への形質転換

エラスチン分解

石灰化抑制因
の低下 基質小胞の放出

アポトーシス
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の発症機序について解説する．

1　血管平滑筋細胞の形質転換

オステオカルシン（OC）1），オステオポンティン
（OPN）2），オステオプロテジェリン（OPG）3）などの骨
関連蛋白が，血管内膜の粥状石灰化病変や中膜の石灰
化部位に発現していることから，血管石灰化部位に骨
形成過程が誘導されていると想定されている．内膜と
中膜における石灰化の発症段階メカニズムは異なって
いるものの，石灰化の進展過程においては，いずれの
部位においても骨形成過程が誘導されるという点で共
通プロセスの存在が示唆される．

Runx 2 は骨芽細胞の分化に重要な役割を担ってい
る転写因子であるが，血管石灰化にも大きな影響を与
えている．CKD 患者では高 P 血症が血管石灰化進展
に関与するが，これは，血中の溶解度を超えた Ca や
P が沈着するものと考えられていた．しかし，血管平
滑筋細胞を用いた in vitro 系の実験によると，細胞外
の P 濃度の上昇により血管平滑筋細胞内に P が移行
し，石灰化が促進する．この石灰化した平滑筋細胞に
は Runx 2 や骨関連蛋白の OC，OPN，ALP などが発
現していることから，血管平滑筋細胞が骨芽細胞様細
胞に形質転換していることが示され，血管石灰化が能
動的なプロセスであることの裏付けとなっている4）．

細胞外 P 濃度の上昇による血管石灰化への影響は，
CKD 病態において特に重要視されている．血中 P 濃
度の適切な管理は，血管石灰化進展抑制の面からも重
要である．血管障害モデルマウス（DBA 2 マウス）
に軽度の腎障害を腎摘出により誘導し，高 P 食にて
飼育すると，血中 P 濃度の上昇は顕著にはみられな
いが，動脈の Ca 含量が増加することが示されてい
る5）．これは持続的な高 P 血症のみならず，P の負荷
自体が血管石灰化病変を引き起こすことを示唆してい
る．さらに血管石灰化の進展過程の初期には血管平滑
筋細胞の形質転換が誘導され，後に細胞の消失がみら
れることも示されている5）．この細胞消失のメカニズ
ムにはアポトーシスの関与が考えられている．

2　アポトーシス

血管平滑筋細胞のアポトーシスも石灰化の発症に関
与している．ミネラルの負荷により血管平滑筋細胞に
アポトーシスが誘導されるが，これにさいして血管平

滑筋細胞から基質小胞が放出される．この放出された
小分子が Ca，P を主体としたハイドロキシアパタイ
トの沈着巣となる．

正常血管壁においては，細胞内基質小胞には，後述
の石灰化抑制因子である Fetuin-A や matrix Gla-protein

（MGP）が取り込まれており，血管平滑筋細胞には石
灰化からの防御機構が備わっているが，CKD 患者で
は，これらの抑制因子が欠損もしくは機能低下をきた
していると考えられる．またアポトーシスは局所の
Ca 濃度を上昇させるために，さらに周辺に細胞死を
引き起こし，基質小胞を放出させ，石灰化を促進させ
る．これらに加え，CKD 患者の血管ではアポトーシ
スによる血管平滑筋細胞数の低下のため，局所での石
灰化抑制因子の産生が減少し，石灰化に対する防御機
能の破綻や血管での骨形成過程が促進されている6）．

近年，基質小胞放出の役割とアポトーシスとの関連
性も示された．CKD 環境下のミネラル負荷に対応で
きる血管平滑筋細胞は，初期には石灰化抑制因子を含
んだ基質小胞を分泌することで，細胞外でのミネラル
沈着を防御する．しかしストレスが遷延すると，石灰
化抑制因子が欠乏するため，この防御機構が破綻する．
さらに形質転換が進行し石灰化能を獲得すると，基質
小胞内にはアパタイトが含有され，この分泌によって，
石灰化形成の核が生じる．やがてさらなるミネラル負
荷によりアポトーシスが誘導され，アポトーシスを起
こした細胞自体も石灰化の核となり，石灰化が進展し
ていく．一方，ミネラル負荷に対応しきれない細胞は，
ネクローシスに至り，石灰化巣の基盤となる7）．

このように，血管平滑筋細胞のアポトーシスは，基
質小胞の放出などと関連して血管壁における骨形成過
程の進展に関与している．

3　エラスチン分解

血管中膜石灰化の初期段階に弾性板層（弾性線維）
に沿ったミネラル沈着が認められることから，弾性板
の主成分であるエラスチンの分解が中膜石灰化に関与
していることが示唆される．

弾性線維は 90％ がエラスチン，残り 10％ がフィブ
リリンなどの微小線維性糖蛋白より構成される．エラ
スチンの前駆体であるトロポエラスチンがコアセルベ
ーション（液滴形成）を起こし，この液滴（droplet）
から，リジルオキシダーゼの酸化的脱アミノ反応によ
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り，不溶性のフィラメント構造を呈したエラスチンが
架橋形成される．トロポエラスチンのコアセルベーシ
ョンは無秩序に生じるのではなく，特定の疎水ドメイ
ン間の反応によって生じる．トロポエラスチンのドメ
イン 26 に存在する XGXGXGVPG 配列が，コアセル
ベーションにきわめて重要な役割を担っている8）．

エラスチンの分解は外傷，高血圧などのメカニカル
なストレス，炎症などのケミカルなストレスによって
引き起こされる．後者では，炎症性細胞などから放出
される matrix metalloproteinase（MMP）が深く関与
しており，MMP-2 や MMP-9 によって，本来不溶性
であるエラスチンが分解され，可溶性エラスチンペプ
チド（エラスチン分解産物）が生成される9）．可溶性
のエラスチンペプチドは血管平滑筋細胞膜に存在する
エラスチン―ラミニン受容体（ELR）に結合し，平滑
筋細胞内にシグナルが伝達され，さまざまな生理反応
が引き起こされる（表 1）．また，TGFb は血管平滑
筋細胞の形質転換を促進し石灰化を引き起こすが，エ
ラスチン分解は TGFb を誘導し，血管平滑筋細胞に
存在する TGFb 受容体を介してもシグナルを伝達さ
せる．エラスチン分解により，活性化された ELR 系
や TGFb 系のシグナルにより，MAPK のリン酸化を
介して Runx 2 の誘導が惹起され，形質転換が促進す
るとも考えられている10）．

エラスチンペプチドの一つである a エラスチンが，
細胞外の高 P 環境が誘導する血管平滑筋細胞の形質

転換を介した石灰化を安定，もしくは促進させること
も報告されている11）．カテプシン S はエラスチン分解
酵素の一つである．アポリポ蛋白 E 遺伝子欠損マウ
スに腎摘出により腎障害を併発させると，中膜弾性層
板の断裂と石灰化が観察される．同マウスのカテプシ
ン S 遺伝子も欠損させると，弾性層板の断裂が抑制
されることから，カテプシン S によるエラスチン分
解が中膜石灰化に関与していることも示されている12）．
筆者らはこれまでの予備実験において，5/6 部分腎摘
出ラットの血管石灰化部位では，弾性層板の菲薄化と
ともに，MMP-2 の発現が認められることを確認して
おり（図 2），MMP-2 によるエラスチン分解が血管中
膜石灰化に関与していることが示唆される．さらに，
近年では，透析患者の血管石灰化病変と MMP-2 の活
性化およびエラスチン分解の関連性も示され13），CKD

患者の血管石灰化病変におけるエラスチン分解の役割
が注目されつつある．

4　石灰化抑制因子

石灰化抑制因子（表 2）の質的および機能的低下も
能動的プロセスの一端を担っている．

MGP は，ビタミン K 依存性の c カルボキシル化
（Gla 化）により，機能的 MGP となり，生理作用を発

表 1　血管平滑筋細胞におけるエラスチン分解産物
　　  ―ELR 系の活性化による生理反応

エラスチン分解酵素の産生
フリーラジカルの放出　　
細胞増殖　　　　　　　　
単球の遊走　　　　　　　
アポトーシス　　　　　　

表 2　石灰化抑制因子

MGP（matrix Gla protein）
OPN（osteopontin）
OPG（osteoprotegerin）
Fetuin-A
PPi（pyrophosphate）
BMP 7（bone morphogenetic protein 7）
Klotho
NPP 1（ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1）
Car 2（carbonic anhydrase 2）
Smad 6
ANK（ankylosis）

図 2　血管石灰化部位への MMP-2 の発現とエラスチン分解
　5/6 部分腎摘出ラットの血管石灰化部位では，弾性層板の菲薄化（▲）とともに，MMP-2
の発現が認められる．

Kossa MMP-2 Van Gieson

200x
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揮する．Gla 化されていない MGP は血管石灰化との
関連性が指摘されている．MGP は，BMP に結合し
BMP の骨芽細胞分化誘導作用を抑制することが示さ
れている14）．MGP は，Ca 結晶に結合し，結晶の拡大
を阻害することも示されており15），血管平滑筋細胞を
形質転換から防御し，正常の生理活性を維持させる機
能を有する．ワーファリン投与による血管石灰化の進
展には，ビタミン K の作用不足による MGP の機能低
下が関与している．

OPN は，ハイドロキシアパタイト形成の阻害や破
骨細胞の活性化により，組織の石灰化を抑制する．正
常血管に比べて石灰化血管おいて豊富に存在している
ことは，OPN が石灰化の制御因子としての機能を有
していることを示唆している．OPN は，血管平滑筋
細胞の石灰化の抑制にはリン酸化されることが必要と
も報告されている16）．

OPG は RANKL（receptor activator of NF-lB）の お
とり受容体として作用し，破骨細胞分化を阻害する．
OPG 遺伝子欠損マウスは重度の中膜石灰化を呈し，
血管石灰化に対して抑制的に働くものと考えられてい
る17）．OPG が血管組織の局所的な ALP 活性を抑制し，
中膜石灰化の進展を阻止することも報告されている18）．
この石灰化抑制には OPG の免疫調節機能が関与して
いるとも考えられており，今後は OPG の骨形成過程
や炎症反応に対する働きを介した血管平滑筋細胞への
作用についての検討が重要といえる．

Fetuin-A は全身性の血管抑制因子である．血管平滑
筋細胞は血清中の Fetuin-A を細胞内に取り込み，基
質小胞内に貯蔵する．Fetuin-A を多く含んだ基質小胞
はその放出により，細胞外でのミネラル沈着を抑制す
るとともに，Fetuin-A は血管平滑筋細胞による基質小
胞の貪食を促進させ，ハイドロキシアパタイト結晶の
基盤形成を阻害する．さらに，Fetuin-A は，Ca チャ
ンネルとして機能するアネキシンを介して細胞内に
Ca を流入させ，血管平滑筋細胞の石灰化を抑制する
ことも示されている19）．小児透析患者の血中 Fetuin-A

濃度は正常者よりも上昇しており，これは尿毒症環境
下における血管石灰化促進からの防御反応と示唆され
ている20）．

ピロリン酸はヌクレオチド 3 リン酸の NPP（nucle-

otide pyrophosphatase phosphodiesterase）ファミリー
による加水分解によって生成される．NPP ファミリ

ーの NPP-1 の不活化は中膜石灰化病変を惹起させ，
特発性乳児動脈石灰化症の原因となっている．ピロリ
ン酸の輸送体である Ank の遺伝子欠損マウスも血管
中膜の石灰化を呈する．動脈リングを用いた組織培養
実験では，血管平滑筋細胞と異なり，Ca や P の負荷
のみならず，ピロリン酸の生成の阻害が石灰化には必
須であることが示されている21）．組織非特異的 ALP

の活性化によるピロリン酸の加水分解が，血管石灰化
の誘導に大きく関与していることも示されている22）．

おわりに

元来，受動的なプロセスと考えられてきた血管石灰
化は，近年の研究成果により，能動的なプロセスによ
って緻密に制御されていることが証明された．CKD

患者では，血管壁における骨形成過程の促進と石灰化
に対する細胞レベルでの防御機能低下が血管石灰化を
加速度的に促進させる．また血管石灰化の能動的プロ
セスは，幾多ものメカニズムが互いに複雑にリンクし
ながら成立している．特に CKD 患者ではこうしたメ
カニズムに，ミネラル代謝異常のみならず，慢性炎症
の関与も重要視されるべき問題である．今後は，血管
石灰化の発症と進展の連結機構の解明や，器質化した
石灰化組織を消退させうる治療薬（法）の開発などに
期待が寄せられる．
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要　旨

抗ヘルペスウイルス薬であるアシクロビル，バラシ
クロビル，ファムシクロビルについて述べた．これら
の薬剤は腎排泄性であるために，①尿細管での結晶化
による急性腎不全，②腎機能低下者では血中濃度が高
値となって生じる精神神経系の副作用，に注意をする
必要がある．そのためには，腎機能の評価とクレアチ
ニン・クリアランス値に応じた投与量調節，適切な水
分摂取，非ステロイド抗炎症薬など，腎機能の低下を
もたらす薬剤や血中濃度を上げる薬剤の併用には注意
する．

はじめに

抗ヘルペスウイルス薬はヘルペスウイルス（herpes-

virus;  HV）の治療薬であるが，HV はヘルペスウイル
ス科に属する DNA 型ウイルスの総称で，a，b，c の
三つの亜科に分類される．ヒトを宿主とするヘルペス
ウイルス（human herpes viruses;  HHV）としては 8

種類が知られている．aHV 亜科に単純ヘルペスウイ
ルス（herpes simplex virus;  HSV）1 型，2 型，水痘・
帯状疱疹ウイルス（varicella-zoster virus;  VZV）があ
り，bHV 亜 科 に は ヒ ト サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ル ス，
HHV-6, 7 が，cHV 亜 科 に は Epstein-Barr ウ イ ル ス

（EB ウイルス），カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス
（HHV-8）がある．

これらのウイルスを抑制する薬剤には，以下のもの

が本邦では承認されている．①HSV 感染症にはビダラ
ビン，アシクロビル，バラシクロビル，②VZV 感染症
にはビダラビン，アシクロビル，バラシクロビル（ア
シクロビルのプロドラック），ファムシクロビル，③
サイトメガロウイルスには，ガンシクロビル，バルガ
ンシクロビル（ガンシクロビルのプロドラック），ホ
スカルネットナトリウム水和物，である．HHV の多
くは無症候に感染し，生涯にわたり潜伏感染する事が
特徴である．これらの薬剤で潜伏しているウイルスを
排除できるわけではなく，初感染の時，または再活性
化した時，ウイルスの増殖を抑制する薬剤である．ま
た，これらのほとんどの薬剤は腎排泄性の薬剤である．

一般に，腎機能低下に伴い，腎排泄性薬剤の蓄積が
著しくなり，投与量，投与間隔を大きく変える必要が
ある．腎機能低下者にはリンパ球数減少，白血球遊走
能低下，細胞性・体液性免疫能の低下がみられ，健常
人と比べ HV の再活性化を来しやすい．今回，腎機能
低下患者の抗 HV 薬，特にアシクロビル，バラシクロ
ビル，ファムシクロビルの投与法について述べる．

1　アシクロビル・バラシクロビル

アシクロビル（aciclovir;  ACV）は，1974 年，元の
英国ウェルカム社の Schaffer らにより合成された薬
剤で，1977 年，Elion らによりヘルペスウイルス群に
特異的に抗ウイルス作用を発揮する薬剤であることが
報告され，彼女らは後にノーベル医学生理学賞を受賞
している．

［臨床と研究］

透析患者の抗ヘルペスウイルス療法の実際

本田まりこ
東京慈恵会医科大学附属青戸病院皮膚科

key words：アシクロビル，バラシクロビル，ファムシクロビル，透析

Anti-viral drugs in dialysis patients
Department of Dermatology, Jikei University School of Medicine, Aoto Hospital
Mariko Honda
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ACV は核酸塩基のグアニンのアナログで，感染細
胞内に取り込まれるとウイルス性チミジンキナーゼ

（TK）によりリン酸化されて ACV-1 リン酸となり，さ
らに細胞のリン酸化酵素により 2 リン酸，3 リン酸に
なり，ウイルス DNA ポリメラーゼの阻害物質として，
または dGTP と競合してウイルス DNA 合成を特異的
に阻害する．この反応は非感染細胞内ではほとんど起
こらず，ウイルス感染細胞に特異的に作用する．注射
薬，内服薬，外用剤がある．

しかし，内服薬では吸収が悪く，ACV のプロドラ
ックのバラシクロビル（valaciclovir;  VACV）が 1987

年に開発された．ACV に必須アミノ酸の L バリンを
エステル結合させたもので，経口投与による吸収が
ACV よりも約 3～5 倍よく，バラシクロビル自体には
抗ウイルス作用はないが，肝臓ですみやかに ACV に
変換される．HSV，VZV に抗ウイルス活性を示す．
また，EB ウイルスやサイトメガロウイルスに対して
も抗ウイルス作用も認められる．

ACV の経口生物学的利用率は 10～20％ であるのに
対して VACV は 54.2％ であり，ACV 血中濃度が VACV

のほうが高値になる．ACV の大部分が腎臓より尿中
に排泄され，血漿中の半減期は平均 3.25 時間である．
したがって，腎機能障害を有する患者では，両薬剤共
に用量の調整が必要である．腎障害患者では，薬用量
の調節が必要であるが，減らしすぎて薬効濃度に達成
していなければ無意味である．

わが国で分離された HSV と VZV に対する ACV の
in vitro における感受性を，表 1 に示す．VZV のほう
が HSV よりも，また HSV-1 よりも HSV-2 のほうが高
濃度の ACV が必要である．

1）　HSV 感染症の治療法
a. ACV 錠または顆粒
①　健康成人
1 回 200 mg，1 日 5 回，経口投与．

健康成人に 200 mg を単回経口投与時，投与約 1.3

時間後に最高血漿中濃度 0.63 ng/mL に達し，血漿中
濃度半減期は約 2.5 時間1）．200 mg を 4 時間ごとに 1

日 5 回，3 日間連続経口投与時，平均ピーク濃度は
0.77～0.85 ng/mL，平均トラフ濃度は 0.41～0.45 ng/

mL である．
②　腎機能低下者
抗ウイルス薬の量を，血清クレアチニン値，年齢，

性別，体重より CCr を求めて，投与量を決定する
（Cockcroft and Gault の式）．すなわち，CCr（mL/分）は，

男性
　　　　　　 体重（kg）×（140－年齢）

 72×血清クレアチニン値（mg/dl） 

女性　　男性の公式×0.85

で計算する．CCr（mL/分）＞25 では，1 回アシクロ
ビ ル 200 mg を 1 日 5 回，10～25 で は 1 回 200 mg を
1 日 5 回，＜10 では 1 回 200 mg を 1 日 2 回とする．

近年，日本腎臓学会の推算糸球体濾過率（eGFR）
は，超高齢者ではこの式のほうが優れていると言われ
ている2）．

b. ACV 注射液
①　腎機能正常重症例および免疫不全者
これらの例に対して，1 回 5 mg/kg，1 日 3 回点滴

静注．1 日 3 回，8 時間ごとの 1 時間点滴静注終了時
の血漿中濃度は，5 または 10 mg/kg で，5.6～9.2 また
は 8.3～13.9 ng/mL．また各回点滴開始後 8 時間の濃
度は 0.5 または 0.8～1.3 ng/mL である．

②　腎機能低下者
血清クレアチニンから CCr を計算するか，eGFR か

ら，表 2 のごとく薬用量を調節する．CCr（mL/ 分）
＞50 では 5 mg/kg，8 時間毎，25～50 では 5 mg/kg，
12 時間毎，10～25 では 5 mg/kg，24 時間毎，0～10

では 2.5 mg/kg，24 時間毎で，点滴静注を行う．

表 1　抗ウイルス薬活性 50％ プラーク阻止濃度
（IC50）ng/mL

抗ウイルス薬 HSV-1 HSV-2 VZV

イドクスウリジン 0.28～0.95 1.71～2.7 0.35～1.69
ビダラビン 9.1～17.4 2.00～10.3 1.51～2.63
アシクロビル 0.01～0.7 0.01～3.2 0.17～3.84
ファムシクロビル 0.04～0.6 0.80～2.1 0.90～5.00
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c. VACV

①　健康成人
1 回 500 mg，1 日 2 回経口投与．
健康成人（日本人 6 例）に 500 mg 単回経口投与時，

活性代謝物の血漿中アシクロビル薬物動態パラメータ
は，1.50±0.63 時間後，最高血漿中濃度 3.66±0.83 ng/

mL，半減期は 2.7±0.3 時間であり，12 時間後約 0.18 

ng/mL である．
再発性性器ヘルペスの抑制療法は，1 日 1 回 500 mg

を毎日内服するが，無効な場合，1 回 250 mg，1 日 2

回，または 1 日 1 回 1 g に変更する．
②　腎機能低下者
特に VACV は，腎障害のある患者または腎機能の低

下している患者，高齢者では，精神神経系の副作用が
現れやすいので，投与間隔を延長する等，注意する．
CCr 値≧50 mL/分または 30～49 mL/分 の場 合，500  

mg を 12 時間ごと，10～29 mL/分または＜10 mL/分
の場合，500 mg を 24 時間ごと（表 2）とする．

血液透析を受けている患者に対しては，患者の腎機
能，体重または臨床症状に応じ，CCr 10 mL/分未満
の目安よりさらに減量（250 mg を 24 時間ごと等）す

ることを考慮する．また，血液透析日には透析後に投
与する．なお，腎障害を有する小児患者における本剤
の投与量，投与間隔調節の目安は確立していない．

性器ヘルペスの再発抑制では，CCr≧50 mL/分また
は 30～49 mL/分の場合，500 mg を 24 時間ごと，なお，
HIV 感染症の成人（CD4 リンパ球数 100/mm3 以上）
には，500 mg を 12 時間ごととする．10～29 mL/分ま
たは＜10 mL/分の場合は，250 mg を 24 時間ごと，
なお，HIV 感染症の成人（CD4 リンパ球数 100/mm3

以上）には，500 mg を 24 時間ごととする．

2）　VZV 感染症の治療法
a. ACV 錠または顆粒
①　健康成人
1 回 800 mg，1 日 5 回，経口投与．
健康成人に 800 mg を単回経口投与時，投与約 1.3

時間後に最高血漿中濃度 0.94 ng/mL に達し，血漿中
濃度半減期は約 2.5 時間．800 mg を 4 時間ごとに 1 日
5 回，3 日間連続経口投与時，平均ピーク濃度は 2.02～
2.31 ng/mL，平均トラフ濃度は 1.18～1.36 ng/mL で
ある．

表 2　腎機能低下患者のバラシクロビルの投与量

クレアチニンクリア
ランス（mL/分） 投　　与　　量

単
純
疱
疹

　≧50 500 mg を 12 時間毎

30～49 500 mg を 12 時間毎

10～29 500 mg を 24 時間毎

　＜10 500 mg を 24 時間毎

帯
状
疱
疹

　≧50 1,000 mg を 8 時間毎

30～49 1,000 mg を 12 時間毎

10～29 1,000 mg を 24 時間毎

　＜10 500 mg を 24 時間毎

性
器
ヘ
ル
ペ
ス
の
再
発
抑
制

　≧50 500 mg を 24 時間毎
なお，HIV 感染症の成人（CD4 リンパ球数 100/mm3 以上）には，
500 mg を 12 時間毎

30～49 500 mg を 24 時間毎
なお，HIV 感染症の成人（CD4 リンパ球数 100/mm3 以上）には，
500 mg を 12 時間毎

10～29 250 mg を 24 時間毎
なお，HIV 感染症の成人（CD4 リンパ球数 100/mm3 以上）には，
500 mg を 24 時間毎

　＜10 250 mg を 24 時間毎
なお，HIV 感染症の成人（CD4 リンパ球数 100/mm3 以上）には，
500 mg を 24 時間毎
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②　腎機能低下者
CCr（mL/分）＞25 では，ACV 1 回 800 mg を 1 日 5

回，10～25 では 1 回 800 mg を 1 日 3 回，＜10 では 1

回 800 mg を 1 日 2 回とする．

b. ACV 注射液
①　腎機能正常で重症水痘例および帯状疱疹例や免

疫不全者
1 回 5～10 mg/kg，1 日 3 回点滴静注．
②　腎機能低下者
HSV 感染症と同じ容量を投与する．すなわち，＞

50 では 5 mg/kg を 1 日 8 時間毎，25～50 では 5 mg/

kg を 12 時間毎，10～25 では 5 mg/kg を 24 時間毎，
0～10 では 2.5 mg，24 時間毎，点滴静注する．

c. VACV

①　健康成人
1 回 1,000 mg，1 日 3 回，経口投与．
6 例の健康成人に，1,000 mg を単回経口投与時，血

漿中 ACV 濃度および薬物動態パラメータは，投与
2.17±0.61 時間後に最高血漿中濃度 5.84±1.08 ng/mL，

半減期 3.55±0.27 時間である．また，1,000 mg を 8

時間ごと 1 日 3 回，6 日間反復経口投与時，数回投与
で血漿中 ACV 濃度は定常状態に達し，トラフ濃度は
平 均 0.94～1.18 ng/mL で あ り，VZV に 対 し，ACV 

4,000 mg/日内服と比較して十分な血中濃度を示す．
脱水症状を起こしやすいと考えられる患者では，酸性
尿になると本剤が結晶化し，閉塞性腎症になるので，
投与中は十分な水分補給を行う．

②　腎機能低下者
常用量を使用すると血中濃度が高値になり，傾眠，

眠気，振戦，めまい，感情鈍麻，意識障害，見当識障
害，情動失禁，うつ状態，躁状態，集中力障害，徘徊，
離人症，興奮，健忘，多弁，不眠，不安，言語障害，
独語，異常感覚，運動失調，歩行異常，不随意運動，
れん縮，しびれ感，眼振等の精神神経系副作用が出現
する．

CCr 値≧50 では 1,000 mg を 8 時間毎，30～49 では
1,000 mg を 12 時間毎，10～29 では 1,000 mg を 24 時
間毎，＜10 では 500 mg を 24 時間毎とする．腎機能
障害患者自験例の血中濃度を表 3 に示す．

以上の結果から，われわれは CCr 値 5 以下の場合

表 3　透析患者のバラシクロビル投与量と血中濃度

CCr
（mL）

/分
透析方法 投与量

（mg/ 日）
血中濃度（ng）

24 時間後 2～3 時間後

4.40 血液透析 1,000 29.7 脳症
4.40 血液透析 250 ― 28.7
7.18 血液透析 1,000 34.70 70.50
8.36 腹膜透析 500 2.77 7.61
3.50 腹膜透析 250 4.95 12.23
3.00 血液透析 250 ― 9.05

表 4　腎機能障害患者における帯状疱疹の抗ウイルス薬量

クレアチニン・クリ
アランス（mL/分）

アシクロビル錠
（1 回 800 mg）

バラシクロビル錠
（1 回 1,000 mg） アシクロビル注射用

25～　 1 日 5 回 　― 12 時間毎 5 mg/kg
10～25 1 日 3 回 　― 24 時間毎 5 mg/kg
～10 1 日 2 回 　― 24 時間毎 2.5 mg/kg
50～　 　― 1 日 3 回 　―
30～49 　― 1 日 2 回 　―
10～29 　― 1 日 1 回 　―

透析患者 1 回 200 mg  1 日 2
回（透析日は透析後
400 mg を追加）

ビダラビン注射用
健常人の 75％ 量

5～9 500 mg  1 日 1 回†

～5 250 mg  1 日 1 回†

†　バラシクロビル投与法は自験例から決定（文献 3 より）．
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250 mg が妥当と考え，表 4 のごとくすることをすす
めている3）．近年，製造会社も，血液透析患者では
250 mg を 24 時間毎に，血液透析日には透析後に投与
すると説明書も改訂された．

3）　ACV，VACV の副作用
単純疱疹を対象とした臨床試験において，総症例

397 例中，64 例（16.1％）に臨床検査値異常を含む副
作用が報告されている．その主なものは，頭痛 11 例

（2.8％），眠気等の意識低下 10 例（2.5％），肝機能検
査値の上昇 5 例（1.3％）であった．

帯状疱疹を対象とした臨床試験において，総症例
345 例中，74 例（21.4％）に臨床検査値異常を含む副
作用が報告されている．その主なものは，肝機能検査
値の上昇 20 例（5.8％），BUN 上昇，クレアチニン上
昇等の腎障害 11 例（3.2％），腹痛 6 例（1.7％）であ
った．

重大な副作用は以下である．
①　アナフィラキシーショック，アナフィラキシー

様症状：いずれも頻度不明．したがって本剤の成
分あるいは ACV に対し過敏症の既往歴を有する
ものは禁忌である．

②　汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少，播種性
血管内凝固症候群（DIC），血小板減少性紫斑病：
いずれも頻度不明．

③　急性腎不全：0.02％
④　精神神経症状：頻度不明．一般に ACV の血漿

濃度が高値になったときに発症するといわれてい
る（意識障害（昏睡），せん妄，妄想，幻覚，錯乱，
痙攣，てんかん発作，麻痺等）．

⑤　皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群），
中毒性表皮壊死症（Lyell 症候群）：いずれも頻度
不明．

⑥　呼吸抑制，無呼吸：いずれも頻度不明．
⑦　間質性肺炎：頻度不明．
⑧　肝炎，肝機能障害，黄疸：いずれも頻度不明．
⑨　急性膵炎：頻度不明．

4）　相互作用
①　プロベネシド（痛風治療ベネシッド）
活性代謝物 ACV の排泄が抑制され，ACV の平均血

漿中濃度曲線下面積 Area Under Curve（AUC）が増

加する．また，尿細管分泌を阻害するため，活性代謝
物の ACV の腎排泄が抑制される．

②　シメチジン（タガメット®）
活性代謝物 ACV の排泄が抑制され，ACV の平均血

漿中濃度曲線下面積が増加する．
③　ミコフェノール酸モフェチル（セルセプト®）
免疫抑制薬．活性代謝物の ACV との併用により，

ACV およびミコフェノール酸モフェチル代謝物の排
泄が抑制され，両方の平均血漿中濃度曲線下面積が増
加する．

④　テオフィリン（テオドール®）
キサンチン系気管支拡張剤．活性代謝物の ACV と

の併用により，テオフィリンの中毒症状が現れること
がある．

⑤　非ステロイド抗炎症薬
血流量を減少させ，血管内皮細胞の修復抑制作用が

あり，胃潰瘍やその他の合併症を引き起こすことがあ
るので，アセトアミノフェンを除いて欧米諸国では使
用されていない．特にロキソプロフェンナトリウム

（ロキソニン）は胃潰瘍以外に肝障害が報告されてお
り，悪化するおそれがある．また，腎臓より排泄され
ることから急性腎不全，ネフローゼ症候群等の副作用
を発現することがある．また，ジクロフェナクナトリ
ウム（ボルタレン）も，副作用として肝障害が報告さ
れているため肝障害を悪化させることがある．加えて
腎血流量低下作用があるため，腎障害を悪化させるこ
とがある．

2　ファムシクロビル

ファムシクロビル（famciclovir;  FAM）は，グアニ
ンの類似物質である．

FAM は 1985 年より Boyd 等により開発された抗ヘ
ルペス薬で，経口投薬後，腸および肝臓で速やかに代
謝を受け，ペンシクロビルへと変換される．ペンシク
ロビルは，HSV-1，HSV-2 および VZV 感染細胞内に
おいて，ウイルス由来のチミジンキナーゼによりペン
シクロビルが 1 リン酸化され，さらに細胞内のキナー
ゼによってペンシクロビル 3 リン酸化体に変換される．
これは，ウイルス DNA ポリメラーゼの基質の一つで
あるデオキシグアノシン 3 リン酸化（dGTP）と競合
的に拮抗することによる，ウイルス DNA ポリメラー
ゼ阻害作用を示す．またウイルス DNA ポリメラーゼ
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の基質として，ウイルス DNA にとりこまれることに
よるウイルス DNA 鎖伸長阻害を示し，抗ウイルス作
用を発揮する．

ペンシクロビルの 3 リン酸化体の細胞内半減期は，
in vitro で 培 養 し た HSV-1 感 染 細 胞 で は 10 時 間，
HSV-2 感染細胞では 20 時間，VZV 感染細胞では 9.1

時間である．投与後 1 時間までに血漿中のペンシクロ
ビルは最高値に達し，半減期は 1.84～2.03 時間である．
主排泄経路は腎臓で，尿中に排泄される．

1）　HSV の治療法
FAM は諸外国では承認されているが，わが国では

治験中である．

2）　VZV 感染症の治療法
帯状疱疹にのみ承認されている．
①　健常成人
1 回 500 mg，1 日 3 回，7 日間経口投与．
健康成人（8 例）に FAM を 250，500，1,000 mg を

単回経口投与時，速やかに代謝され，血漿中には活性
代謝物であるペンシクロビルが検出される．血漿中ペ
ンシクロビルの薬物速度論的パラメータ（250 mg，
500 mg，1,000 mg の順）は，Cmax（ng/mL）1.45±0.36，
3.21±0.62，5.76±1.52，Tmax（hr）0.91±0.55，0.78±
0.31，1.00±0.42，AUC0－∞（ng・hr/mL）3.84±1.32，
8.61±1.32，16.5±2.33，t1/2（hr）1.84±0.57，1.97±
0.32，2.03±0.37 である．ペンシクロビルの Cmax およ
び AUC は，投与量の増加に伴って，用量相関的に増
加する．また，750 mg ※）を 1 日 3 回，5 日間反復経
口投与時，反復による蓄積性は認められず，薬物動態
に変化は認められなかった．

②　腎機能低下者
尿中に排泄されるペンシクロビルは，腎障害患者で

排泄が遅くなるために，血清クレアチニン値よりクレ
アチニン・クリアランス（CCr）値（mL/分）を計算

し，用量を調節する（表 5）．帯状疱疹では，下記の
通りである4）．

　CCr　40～59　　　500 mg　1 日 2 回
　　　   20～39　　　500 mg　1 日 1 回
　　　   20 以下　　   250 mg　1 日 1 回
　　　   透析患者　　250 mg　血液透析後のみ 1 回
過量投与による腎障害の報告はある．透析により容

易に除去できる．高齢者では，若年者に比べて腎機能
の低下から，ファムシクロビル経口投与後 0.5～1 時
間で血漿濃度が最高値になり，健常人と変わりがない
が，半減期が 2.56±0.53 時間と延長する．しかし，用
量の変更は必要ない．

腎機能低下患者に ACV を投与すると，精神神経症
状がしばしば発現する．これは ACV の代謝産物であ
る 9-carboxymethoxymethylguanine（CMMG）による
ものとされている5）．ACV は alcohol dehydrogenase と
aldehyde dehydrogenase により CMMG に変化するが，
健常人では 62～91％ が尿中に ACV 未変換体として，
8～14％ が CMMG として排泄される．腎機能低下患
者では，この CMMG が高値を示し，特に脳症を起こ
した患者は，起こさなかった患者よりも血中の CMMG

濃度が 7 倍高いことが証明されている．いずれも脳症
を起こした場合，血液透析を行うことで，改善が見ら
れる．なお，CMMG は同じグアニンの誘導体である
FAM には形成されない．

3）　FAM の副作用
副作用として，頭痛，嘔気，嘔吐，下痢，腹痛，倦

怠感，肝機能検査値の上昇，意識障害，失見当識，多
形滲出性紅斑がある．重大な副作用としてアナフィラ
キシーショック，アナフィラキシー様症状があるが，
いずれも頻度は不明である．したがって，本剤の成分
あるいはペンシクロビルに対し過敏症の既往歴を有す
るものには禁忌である．

表 5　ファムシクロビル投与量調節と推定 AUC

CCr 例　数 500 mg 単回投
与平均 AUC

投与量調節
（日）

調節時の
推定 AUC

≧60 15     8.42 500mg  3 回 25.3
40～59   5   18.5 500mg  2 回 37.0
20～39   4   39.2 500mg  1 回 39.2
＜20   3 111 250mg  1 回 55.5
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4）　相互作用
ジギトキシンやプロベネシドで若干ペンシクロビル

の血漿濃度が上昇するが問題はない5）．
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要　旨

鳩山内閣になって，わが国でも統合医療の時代が到
来しそうである．統合医療については，一般的には，
20 世紀を通じて医療先進国において，正統性を保持
した科学的医療と補完代替医療などを統合した医療の
実践を目指すものと考えられている．しかし，統合医
療の理念・本質についての学問的論議・理解はほぼ皆
無である．一つの切り口として，統合医療は医療の量
と質の向上のためのアプローチであるともいえよう．
個人の感性に関わる医療の質は，科学的に取り扱うこ
とはできない．すなわち，非科学的問題である．論理
上，透析医療の量と質を向上させるには，従来型の科
学的医療だけでなく，非科学的医療の取り込みも視野
に入れなければならないということになる．

1　21 世紀は統合医療の時代

いわゆる欧米の医療先進国においても，近隣の中
国・韓国などにおいても，統合医療の有用性が予見さ
れ，21 世紀の医療と認識されている．さらに，その
普及のために国立医療センターが設立され，あるいは
開発・啓発・普及のため相当額の国家予算が投入され
ている．先進国においては，ひとりわが国だけが，そ
の趨勢から取り残されている状況になっている．

統合医療の意味するものとはなにかについては，別
に論議することとして，ここでは，理解しやすいよう
に，正統的と考えられてきた現代科学に依拠する通常

の医療ばかりでなく，社会の表面からは引き下がった
ように見えながらも，ときには民間療法的レベルで強
い人気を保っている補完・代替・伝統医療なども共通
の場において適用するものと説明しておくにとどめ
る1）．その理念は，全人的医療，すなわち患者を身体
的・精神的のみならず，社会的・道徳的・倫理的・霊
的などの存在として認識して，臨床医療の場において
対応するものである．しかし，筆者の見解によれば，
その最難関の問題点は，補完・代替・伝統医療のある
ものについては，現代科学的に理解できないものがあ
る，すなわち，非科学的であることである．筆者は，
科学的医療と非科学的医療との統合こそが，統合医療
の本質であると指摘している．

2　医療の量と質

1）　わが国の維持透析患者数は近い将来減少
わが国の維持透析患者数は，透析研究会時代の統計

調査開始以来，毎年増加を続け，その勢いは直線的か
ら 2 次曲線的ですらあったが，近年その増加傾向は弱
まり，数年以内には減少に向かうことが予測されてい
る2）．その要因は複雑多岐であると考えられるが，医
療政策的な透析の量の減少と質の低下による可能性が
指摘される．

国家的な経済・財政が右肩上がりで医療費も潤沢で
あった 1970～80 年代に，透析医療の技術的進歩・知
識の蓄積に並行して透析患者数が累積・増加し，バブ
ルの崩壊とそれに引き続く不況と医療費の節減ととも

［臨床と研究］

統合医療からみた透析医療の量と質の問題

阿岸鉄三
ふれあい町田ホスピタル血液浄化センター

key words：統合医療，医療の量，医療の質，科学的医療，非科学的医療

Quality and quantity of dialysis therapy from a view field of the integrative medicine
Blood Purification Center, Fureai Machida Hospital
Tetsuzo Agishi
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に透析患者数の増加にブレーキがかかり，今や減少に
向かいかけているのは単なる偶然の一致ではあるまい．
並行して，わが国では，一般人口の寿命が，人間とし
ての寿命の極限に近接してきていることが，関連要因
になっている可能性もある．

2）　正当性を失った Kt/Vfor urea

先に透析医療の量と質の用語を用いたが，医療一般
について，医療の量と質の概念は不明確であり，あや
ふやなものである．透析の量の表現として，臨床的に
は Kt/Vfor urea が汎用されるが，その考えは 1971 年に
提出された，透析膜面積が大きく，透析時間の長いほ
ど，患者の well-being を良好に保つことができるとい
う square meter-hour 仮説に基づくものであり3），cgs

単位で表されるきわめて数学的な量である．それ以来，
透析の量が増大すると臨床的結果も改善することが暗
黙の了解事項となっていると考えられるが，少なくと
も二つの事例によって，その了解が破棄されるべきで
あると指摘できる．一つは，日本透析医学会統計調査
委員会による年次報告の中で，Kt/Vfor urea の増大とと
もに生命予後は延長するのであるが，1.8 を超えると
逆に短縮に向かうことである4）．もう一つは，通常の
透析プロトコルである 4 時間・週 3 回の透析によるよ
り，2 時間・週 6 回の短時間頻回透析によるほうが，
透析の単位としては等価であると考えられるのに，効
果としての貧血・高血圧が改善されるということであ
る5）．

さらに，square-meter hour 仮説には，今日的に見て，
きわめて重大な問題が含まれている．square-meter 

hour は，数学的値であり，きわめて科学的な表現で
ある．しかし，その結果として得られる well-being は，
当代では QOL の指標として考えられることもあるよ
うに，数字的には表せない，したがって科学的表現で
はなく，その意味では，非科学的である．QOL は，
質に関する問題である．ここでは，時代を特定しやす
いように，contemporary を当代と表現している．

square-meter hour 仮説においては，医療スタッフ
によって提供される医療の量が，医療を受ける患者の
主観によって判断される医療の質に変換されている．
retrospective にみると，欧米においては 1970 年代に
始まった医療の質に対する関心が表現されていたので
ある．QOL の評価については，SF-36 などが権威ある

ものとして取り扱われているが，質を digital（指
ゆび

数
的）なスコアとして表現することは，科学的な装いを
しているが，本質的に科学的ではない．さらに，評価，
すなわち，価値判断は患者の主観的な感性にまかされ
ている．科学は，主観を受け入れないことになってい
る．この価値判断は非科学的である．

3）　維持透析医療の質を向上させる補完・代替・ 

伝統医療
透析医療ばかりでなく，医療一般について，マスコ

ミなどから量と質が常に求められているのが当代の風
潮である．筆者は，透析医療の質を保証する一つの手
段として，補完・代替・伝統医療の導入を考えている．
長期維持透析患者が累積し，65 歳以上の高齢者透析
患者が全体の 55.1％（2008 年末）を占め，糖尿病性
腎症由来の患者が増加するとともに，全身性アミロイ
ド症・下肢閉塞性動脈硬化症などを併発する透析患者
が急激に増加しつつある．これらの患者においては，
全身性の疼痛・運動機能障害などによって，著しく
QOL が障害されている．このような病態に対しては，
一般的に，作用がマイルドで untoward effects も少な
い補完・代替・伝統医療の適用は考慮すべき一つのオ
プションである．その効果は，ときには，“医療奇跡”

的ですらある．
具体的な例示をする．
①　例 1

下肢閉塞性動脈硬化症と破壊性脊椎関節症による歩
行困難で，杖をついて歩いていた患者が，1 回の気功
の後に杖を置いてスタスタ歩いた（図 1）．

②　例 2

閉塞性動脈硬化症によって下肢の冷感を訴えていた
患者が，気功の後，サーモグラフィー上，部位によっ
ては最高 4.1℃ までの下肢温度の上昇を示した（図 2）．

③　例 3

下肢閉塞性動脈硬化症と透析困難症によって，透析
中の下肢筋肉痙攣が 15.8％，つらい・しんどい・透析
をやめたいとの訴えが 31.6％ の頻度で起きていたの
が，外気功・指圧・鍼灸を加えることによって，症状
が消失した（表 1）．

ほかに，身体各所の痛みを訴えた 54 名の患者に対
する鍼治療の効果などがあるが6），その多くは，統計
的観察までにいたらない単発，ないし，少数例におけ
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る経験である．しかし，いわゆる現代的医療によって
は得ることのできなかった劇的な効果がみられた場合
もあった7）．

これらの補完・代替・伝統医療を評価する場合，現
代的科学的医療の立場に立てば，すなわち西洋科学の
パラダイムからは，ダブルスタンダードを用いてより
厳しく評価していることが指摘されている8）．基本的
なこととして，補完・代替・伝統医療を科学的に評価
すること自体が適切でない．なぜなら，補完・代替・
伝統医療の多くは，近代科学が成立する西欧の近代以
前に，近代科学に依拠するとされる現代医学とは異な
る場に発生し，結果的に異なる価値判断，したがって
異なる基準によって評価されるべきものだからである．
相互理解が不可能なのは当然なことである．

4）　医療の量と質は不可分統合体
医療の量と質について議論しようとしているが，実

は，医療の量と質についての概念は不明瞭で，錯綜し
ている．当代は，医療の量と質が要求される時代では
あるが，最善・最高を求めると究極がない．以前に，
当時の厚生省の幹部官僚が “医療保険は，最低限の医
療を保証する” 趣旨の発言をして物議を呼んだが，ほ
かの，例えば自動車保険・火災保険などの趣旨を考え
てみれば，むしろ当然の発言であったといえよう．当
代の日本では，医療保険で “いつでも，どこでも，最

図 1　気功後杖をおいて歩いた透析患者

気功後気功前

気功中

図 2　気功による体表面温度の上昇（サーモグラフィ）
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高の医療” が求められて，結果的に医療財政破綻の危
機に陥っている．

医療の質についての定義はない．議論もない．なん
となく，言葉だけがある．QOL/ADL などは，得られ
る患者側の結果で，医療の質そのものではない．それ
らは，患者の感性に由来する主観に頼るもので，質に
対する欲求の方向とレベルは個人により千差万別，し
かも，時・所・場所が変わるといくらでも変動するも
のである．科学的評価に堪えないとするのが一般常識
であろう．すなわち，非科学的である．

一方，医療の量については「医療スタッフ数×治療
時間」といった類の基準があるが，個々のスタッフの
異なる能力・経験・技量・感性を均等化，すなわち無
視したものであると指摘できる．ここで気がつくのは，
医療の量は独立したものではなく，質と本質的に分別

することができない “不可分統合体” だということで
ある．量と質は，無関係な別個のものと考えるのが通
念であろう．しかし，宇宙（空間と時間），物事（物
体と理

ことわり

），間
ま

（床の間は空間・話の間は時間），be-

fore/after（空間と時間）など，洋の東西・古今を問
わず，関係ないように考えられている個々のものが，
実は “不可分統合体” であった事象は普遍的に存在す
るのである．

先に触れた，当代では，医療の量は提供される “こ
と・もの” についてであり，質は提供された患者側の
主観を通した “評価” と指摘したが，“科学的” から “非
科学的” の象限への “象限の変換” が起きている（図

3）．

表1　透析困難症に対する気功・指圧・鍼灸の効果

1. 患者：77 歳・女性
2. 透析歴：15 年（CAPD 2 年・現在，週 3 回 HDF）
3. ASO に対して Lipo PGE1・argatroban 2 回/週
4. 外気功・指圧・留置鍼：ほぼ 1 回/週
5. 2003 年 1 月からほぼ HDF 毎（前）の人工炭酸泉浴（約 15 分間）
6. 効果
　　　

症　状
人工炭酸泉浴

治療前 治療中

下肢筋痙攣頻度 15.8％（6 回/38 HDF） 6.0％（5/84）　［5/42→0/42］
つらい・しんどい・
止めたい頻度 31.6％（12 回/38 HDF） 6.0％（5/84）　［5/42→0/42］

HDF 中の除水（平均） 2.4 kg 2.2 kg

BP＜100 mmHg でも無症状
リンゴ酸 Ca の減量

図 3　医療の量と質の象限の変換
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5）　医療の質は人間の尊厳に関係
医療の質を QOL で評価するのが一つのアプローチ

とすると，究極的には人間の尊厳に関することである．
では，人間の尊厳とはなにか，どう評価するのか．行
き着く先は，生命をどう考えるかになってしまう．生
きていることについて “人間が簡単には死ねないよう
になっている……長く生きることは現代のわれわれに
課せられた一種の試練なのであり，一種の拷問とさえ
いっていい”9）といった発言すらある．キュブラー・ロ
スは，“どれだけ生きるかより，いかに生きるかが重
要である” と，繰り返しいっている10）．長く生きるこ
とだけが，意味あることではないとする見解である．

人間の尊厳については，Pico della Mirandola（1486

年）の「人間の尊厳について」の発言，“人間は偉大
なる奇跡であり”，“神は人間を世界の中央に置いた”，
そして “人間には望むものを持ち，欲するものになる
ことが許されている” に由来するとされる11）．これは
キリスト教思想であり，神との契約によって人は万物
に勝る，さらに，自然をも支配・征服することが許さ
れるとする思想にまで連なる．それに対して，キリス
ト教精神が浸透していないわが国の文化土壌では，人
間の尊厳の概念も，それに連なる生命の権利なども実
質的に確立しているとは言い難いのではないかと考え
られる．

6）　量的研究法と質的研究法
一般的にいえば，量的研究法は，データとして数

字・量を用いる研究法であり，客観的な対象について
相当数の事例からの帰納による仮説を検証するための
研究法である．質的研究法は，データとしては数字や
量以外のもの（多くはテキスト・データ）を用い，主
観的/相互交流的事象を扱い，仮説の検証よりも，む
しろ，仮説を創りだすことを目的とする研究法である．
量は，数学的で，科学で理解できる．しかし，質は，
数量的に扱えず，科学では理解できない，すなわち，
非科学的である．現代科学的医療と，補完・代替・伝
統医療のような非科学的な全体的な（holistic）医療
を，共通の視野から対象とするのが「統合医療」と呼
ばれるものの本質であると，筆者は考えている．

3　科学とはなにか

1）　科学は絶対的価値をもつのか
科学・科学的という言葉を，われわれは簡単に使い，

当代は科学的に物事を判断・評価すべきと考えるのが
普通であろう．それが常識と考えている．しかし，最
近では，科学も絶対的価値をもつものではなくなって
いるとの指摘は多い．“科学というものは，科学者社
会の中で承認され，一般社会もまたそれを真に受けて
いる約束事だが，真理であるかどうかはわからない．
その意味で，科学はある程度，先進国の普通の教育を
受けた人が信じている文化と伝統のようなもので，い
つ恣意的に変わるかわからない”12）．

“偉大なる自然の聖典は数学の言語で書かれている”

と主張したのはガリレオだが，時を経た今でもこの言
葉は科学の領域では教典，信仰箇条として生きている．
だが，このような信念を支える証拠はない．そして
“自然を導く原則として数学を歓迎するのは不合理な
方法だと疑うことが，今の科学者には許されてい
る”13）．“データそれ自体はなにも語らない．科学の専
門用語において，データは「理論から得られる」もの
として言及されるものである．つまり，データはそれ
のよって立つ理論的命題の強固な体系という概念が前
もって受け入れられているときにのみ，意味を持つこ
とになる……”14）．“多くの科学者たちのほうが，ある
種の宗教的な人たちよりも，ずっと信仰深いのではな
いか．科学者たちは，宇宙の規則性とパターンという
ものを信仰し，知識の可能性というものを信仰して
……信仰がなければ，おそらく科学というものも成り
立たない．信仰とは，祈りの礎であるとともに，科学
の礎でもあるのだ”15）．

これらは，世間からも，自らも科学者と認める人た
ちからの発言である．われわれは，科学的研究のデー
タの解析の過程で，自分の論理に合う都合のよい陽性
所見だけを意味あるものとして拾い上げ，陰性所見を
無視するのが当然としている．陰性であることにも意
味を見つけることがなくては，公平な解析とはいえな
いのではないだろうか．そして，データをまとめた解
釈・考察は，常に，まったく恣意的であることに気づ
くべきである．先に示した維持透析患者における補
完・代替・伝統医療の効果を，疑わしく，否定的に受
け止めた読者がいるに違いない．自らの論理に合わず，
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理解できないからである．
新しい科学的発見が正しいかどうかの判断は，社会

的要因とは無関係であると考えられてきたが，最近で
は，その妥当性を判断する過程も社会的要因によって
影響を受けるとするのが，むしろ，当たり前の認識と
なりつつある．例えば，当代では，いわゆる環境問題
に関する知見は，いち早く，容易に妥当性を獲得する．
一方で，透視・スプーン曲げのような超心理学の実験
が，「正当な科学的実験が持つべき特徴の多くを備え
ている」としているにもかかわらず，科学界は，超能
力に関する論文を「まったく理由もあげずに掲載を拒
否」する16）．先に述べた気功の効果などは，科学界，
そして近代科学的医学界からは，良くて無視，悪けれ
ば “エセ（ニセ）科学”，最悪で “科学の名にも値しな
い” と謗られるのが現状である．

2）　気・気功の科学的禊
しかし，悲観するには及ばない．近代物理学，した

がって，近代科学の祖ニュートンの最大の功績は，引
力に関するものであるとすることに大方は異論がない
であろうが，“内在する引力・斥力は，大きさ・形・
位置・運動とともに物質の一次的基本性質” である17）

として，引力を哲学的に意味づけたことであるとされ
る．以後，引力を科学的に追求する努力は放棄された．

「科学は，究極的な起源についての疑問は扱わない」
のである．

それなら，気の発出である外気功は，人間・植物・
動物・非生命体に本源的に備わった一次的基本的能
力・機能と理解すれば，引力と同等の決着をつけるこ
とができるのはなかろうか．補完・代替・伝統医療に

おける現代科学的に理解できない多くのものも，先行
的了解事項として組み込むことが許されるべきではな
いか．これを，筆者は，“気・外気功の科学的 禊

みそぎ
” と

呼んでいる．

3）　当代科学的医療で認知されている補完・代替・
伝統医療

補完・代替・伝統医療については，厚生労働省は沈
黙し，no touch の態度を示している．無視しているか
と思うと，漢方薬は医療保険の枠組みに取り込まれ，
健康保険指定医が処方して，還付を受けることができ
る（2009 年 6 月，日本透析医学会が開催された時点
で）．そうかと思うと，医療保険には，心身医学療法
が収載されている（表 2）．そのなかに，催眠術・バ
イオフィードバック療法・生体エネルギー療法などが
含まれている．これらは，補完・代替・伝統医療関係
の学会などで演題として取り上げられるものであり，
厚生労働省は実際上認知しているといわざるをえない．
すばらしい決断というべきか，“盲目蛇に怖じず” とい
うべきか．同じく収載されている（心臓）マッサージ
は鍼灸・マッサージに類するものであろう．

4）　科学だけではこの世は動かない
2004 年当時，米国産牛に BSE（牛海綿状脳症）の

問題が起きたとき，科学的情報・知見がいまだ十分で
ないので，安全性は科学的かどうかだけで判断すべき
でないとする考えが提出された18）．また，ときの米国
大統領ブッシュが輸入再開を要求したとき，ときの首
相小泉純一郎は，わが国の科学者の判断を重視すると
回答したところ，ブッシュは，科学的判断より政治的

表 2　保険収載がある補完・代替医療

医科点数表の解釈（社会保険研究所・平成 20 年 4 月版）

● 第 8 部　精神科専門療法　I 004　心身医学療法
　注１．精神科を標榜する保険医療以外でも算定可
　　（1） 　心身医学療法には，自律訓練法・カウンセリング・行動療法・催眠術・バイオ

フィードバック療法・交流分析・ゲシュタルト療法・生体エネルギー療法・森田
療法・絶食療法・一般心理療法及び簡便型精神分析療法が含まれる．

　　（2）　当該療法に習熟した医師によって行われた場合に算定する．
● 第 10 部　手術　K 551　開心心臓マッサージ

療養担当規則　第 2 章　第 18 条（特殊療法等の禁止）
　保険医は，特殊な療法又は新しい療法等については，厚生労働大臣の定めるもののほか
行ってはならない．
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決断を迫った19）．筆者は，科学的判断に優越する判断
がこの世にあるのだということを，驚きをもって実感
したことを記憶している．

4　科学だけでは理解されない当代の医療

1）　EBM を補完・代替する NBM

EBM（evidence-based medicine）の 基 本 理 念 は，
“経験主義を排し，科学的証拠に基づいた医療” を行う
ことであるという．しかし，経験を排した科学はあり
えない．“科学とは，相当数の事例を集めて，相同性・
相異性から帰納して仮説を設定し，それを実証するこ
と” に類したことが，定義として広く書かれているは
ずである．事例は，経験の集積のことである．実験と
は，相同性・相異性が目立つように条件をそろえた経
験にほかならない．

EBM の要件の一つとして，“患者の好み（prefer-

ence）を尊重” するとある．患者の preference とは，
QOL を向上させるためのものであろうが，きわめて
移ろいやすく，不確かであり，科学的要件として不適
切であることは，先に指摘した通りである．

しかし，現実問題として，保険医療を取り仕切る厚
生労働省が EBM を保険医療の資格として採用・推進
する現況では，わが国の臨床医は，その方針にしたが
わなければ，有用・継続的な医療を行うことができな
い．この態度にしたがえば，維持透析療法に類する医
療は，将来，開発され，発展することは絶対ないであ
ろう．

しかし，EBM を発想し，普及に努めた医療グルー
プから，EBM を補完し，代替する医療として NBM

（narrative-based medicine）の考えが，すでに世に送
り出されている20）．

2）　医療と宗教性・霊（魂）性
1998 年，WHO では，憲章における健康定義につい

て，“健康とは，身体的・心的・スピリチュアル・社
会的にも良好な動的状態” を追加すべきという議論が
された21）．当然，社会的な動向を背景にしていると理
解される．宗教とスピリチュアリティは，ときに同じ
意味に使われたりもされたが，最近では，ほぼ別の意
味に使われることが一般的になっているようである．
いずれも，科学とは対比的な立場にあるものとして扱
われるのが，現在でも一般的であろう．

健康定義に盛り込もうということは，WHO の基本
的スタンスとして，医療は科学的ばかりでなく，非科
学的な要素・側面を持つとの認識を表明した，あるい
は結果的に暗喩したものと考えるべきである22）．移植
医療・再生医療など，明らかに生命に直接関係する先
端医療においては，倫理的問題がしばしば取り上げら
れるが，宗教・スピリチュアリティが精神的インフラ
ストラクチュアとして機能していることに気づかされ
る．その結果，医療における倫理の基準は，種族・民
族などのアイデンティティ，さらに時代によって影響
をうける，普遍的ではないもの，と考えるべきである．

5　分化と統合

1）　分化と統合により知は進化
近代科学は，字義通り専門各「学科」に分化し，発

展してきた．科学（sci-ence）は，ハサミ（sci-ssors）
と同じ語源をもち，切る分ける意味である．しかし，
直近，半世紀の諸科学は，ひとたび細分化され，疎遠
になりつつあった諸分野が新しい統合へ向かい，まっ
たく斬新な問題意識で人知の進歩への展望が開けつつ
あるとする見解がある23）．分化と統合によって，進化
が起きるともいう24）．

再統合の動機としては，物理学・化学・生物学の統
合のような学問内在的必要性と，近頃話題になること
の多い環境問題のような社会的・実践的要請が指摘さ
れる．統合は，主として，学界・研究者集団のレベル
で起きることが多く，稀に，学際的な洞察と学識をも
つ個人の啓発によることもあるが，もはや，ダヴィン
チのような卓越した洞察知を備えた人間の再来は不可
能と考えられ，統合は一定の限界内でということにな
ろう．

2）　パラダイムシフトとパラダイムエクスパンション
科学という知の枠組みの中で，論争の結果，新しい

パラダイムに移行するのはパラダイムシフト18）である
が，結果的に，より大きなパラダイムに拡大するとき
は，パラダイムエクスパンションと考えたほうが理解
しやすい（図 4）．いずれも，科学という枠組み内に
ある．

しかし，“量的研究方法と質的研究方法まとめ上げ”，
“内面的主観的に知りうることを，外面的で客観的な
知のあり方とどう折り合いをつける”25），あるいは，
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“物質科学と宗教的伝統の存在論と認識論” や “意識と
物質的な世界の関係のようなさまざまの問題” を論じ
る場を統合科学と呼ぶ26）のは，適切でないであろう．
なぜなら，統合の因子が科学の領域から外れていると
考えることが，容易にできるからである．科学知で理
解できないものをも統合し，内包したものは，もはや
科学ではありえないのは自明というべきである．

3）　統合の通約性は “科学的”

当代医療と補完・代替・伝統医療を統合するときの
通約性を，どう考えるか？ 通約性は，類義語として
共通項・公約数が考えられるが，明確に意識されると，

集団全体の性格を理解しやすくなる．
当代医療は，近代科学に依拠すると通常いわれて，

世界中の先進諸国で正統性を獲得している．それは科
学的でないものを，排除してきた結果である．それに
対して，補完・代替・伝統医療の多くは，非正統的で，
国家制度の中では医療ではなく，たとえば，わが国で
は，医業類似行為・医療類似行為の扱いでしかない．
多くのものは，科学的理念・理解によっては受け入れ
られず，科学的ではなく，すなわち，非科学的である．
とすれば，この場合，統合の通約性として，科学的で
あるか，そうでないか，科学がキーワードとする一つ
の理解が生まれてくる．そこから，統合医療の本質は，

図 4　パラダイムシフトとパラダイムエクスパンション
（中釜浩一：科学論の帰趨．科学技術のゆくえ； 加藤尚武ら編，ミネルヴァ書房，京都，

p. 47，1999 を改定）
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科学的医療と非科学的医療の統合という解釈が生まれ
る．あくまでも，一つの選択肢である1）．

ある学会で，会員から，“統合医療は，アヴァンギ
ャルド” といわれたことがある．アヴァンギャルドは，
もともと軍隊用語で，前衛隊の意味であるが，ときに
は攻撃的でもある．当代では，非科学的考えをも受け
入れる立場は，攻撃的とされるのかもしれない．

4）　学通的洞察力の成果としての統合
　技術・方法・手段・学科・教科などと訳される

discipline を単独に観察するのは disciplinary inspec-

tion，複数の discipline の接触面の関係を観察するの
は interdisciplinary（学際的），さらに多数の接触面を
観察するスタンスは multidisciplinary（集学的）であ
ると呼ばれるが，統合的観察のスタンスは，transdis-

ciplinary perspective（学通的洞察（力））と呼ぶべき
であろう（図 5）．統合知は，学通的洞察の成果であ
ると，言い換えることができる．科学知と非科学知の
統合による新しい “統合知の創生” である．

6　統合知創生の時代的背景

すこし気をつけてみると，統合の言葉が社会のいろ
いろの場面で使われていることがわかる．それぞれの
意味しているところはわずかずつ異なるが，統合科
学・統合医科学・統合心理学27）などのほか，テレビの
コマーシャルでは，化粧品やハイブリッドカーなどで
ある．統合への意識は，時代の思潮ともいうべきなの

ではないだろうか．
21 世紀は，こころの時代という言い方がある．こ

ころは，拠り所を求める．わが国を含んで世界的に，
スピリチュアリティに対する関心の高いことがいわれ
ている．スピリチュアリティの支持者・帰依者の多く
は，既成の組織化されたキリスト教・イスラム教・仏
教などに対しては否定的，また同じように新興宗教も，
自分たちには，なにかふさわしくないと感じていると
いう．しかし，緩やかな精神的な繋がりとしての「ネ
ットワーク」を築きたがる．そこでは，権威的な指示
などはなく，階級的な組織構造もない．参加・離脱は
自由である．定期的な集会・儀礼などもない28）．筆者
は，縛られるのは，「イヤ」だけど，集う動物として
の遺伝子的に組み込まれた人間の性

さが

を見る思いがする．
ヴァチカンを頂点とする階級制度（ヒエラルキー）に
よって支えられているカソリック教皇庁は，この風潮
に危機感をもっているといわれるのも理解できる29）．

父権的で権威的であったキリスト教，崩壊していく
世界各国の政治体制，正統的とされていたのに治療効
果をあげることのできない医療など，かつては絶対的
権威をもった社会の中心的存在が，次から次へと権威
を喪失し，類似のものが輩出するのを目撃して，人々
は自らのアイデンティティに関する不確実性に揺れ動
くようになったといわれる．人々は，ときに，非現実
的なものへと逃避し，神秘的な，スピリチュアルなも
のへの関心を強めているといわれる．一方では，この
風潮を，巧みに積極的に市場化する傾向も起こり，わ

図 6　当代の思潮は，インターネットに影響されている
　平等な立場でのネットワーク．網の結び目は，みな対等であり，new age 思潮をバック
アップサポートしている．

Internet から Transnet（?）へ
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が国だけでも，スピリチュアル関連グッズの年商は数
千億円に達するともいう．さきに，医療におけるスピ
リチュアリティについて触れたが，医療もスピリチュ
アリティに対する世界的な思潮とは無関係ではありえ
なかったという解釈も否定できないであろう．

さらに，筆者は，先に引用した「ネットワーク」は，
当代のきわめて重要なキーワードであると考えている．
人々は，電子情報メディアとしてのインターネット構
造に，過去 20 数年間慣れ親しんできた．知らず知ら
ずのうちに，思考の形態もインターネット的構築に支
配されるようになった．そこでは，網状に繋がれ合っ
ている大容量のパソコンから常時持ち歩くケイタイま
でが，すべからく対等・等価の関係である．権威もな
ければ，階級もない．興味の生じたときだけ，繋がり
合い，興味が失せると，即時に簡単に関係を断つこと
ができる．スピリチュアリティに対する関係に見たま
まである．

あらゆる権威は崩壊した．科学も権威を失い，非科
学的なものと等価となった．絶対的な価値をもつと考
えられていた現代科学に依拠する科学的医療と，非科
学的と謗られた補完・代替・伝統医療も等しい価値を
もつものと見られるようになったのが，統合医療の本
質なのであると考えられる（図 6）．

この原稿は，第 54 回日本透析医学会総会（2009 年
6 月 6 日・横浜）における同題の Key Note Lecture の
内容を，要約して書き起こしたものである．
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要　旨

2008 年版日本透析医学会「慢性腎臓病患者におけ
る腎性貧血治療のガイドライン」が作成された．この
過程において，CHOIR，CREATE study が，さらに出
版後には TREAT study と呼ばれる大規模ランダム化
比較試験（RCT）の結果が報告された．これらの試験
の結果は，いずれも，腎性貧血治療の目標 Hb 値を高
くする意義は少なく，むしろ危険性が危惧される，と
いう結論であった．しかし，これらの試験に参加した
患者の背景をわが国の実情と比較すると，際だった相
違がある．また実際に達成した Hb 値で再検討すると，
達成しえない ESA 不応例でリスクが高い事も判明し
ている．わが国のガイドラインの目標 Hb 値は，患者
背景を考慮した tailor-made な設定とされており，当
面変更の必要は無いと考える．一方，わが国において
も，このような大規模 RCT の実施が必要である．

はじめに

わが国では 1990 年に，血液透析（HD）や腹膜透析
（PD）患者に rHuEPO が市販され，94 年には保存期
慢性腎臓病患者（CKD）患者にも適応が拡大され，
20 年を経過した．

この間，腎性貧血治療方法に関しては，EBM の観
点から，各国，各地域でガイドラインが作成・改変さ
れてきた1～9）（表 1）．わが国でも 2001 年に，日本透析
医学会を中心に第一次腎性貧血治療ガイドライン作成

ワーキンググループが発足した．しかしわが国では引
用に足るエビデンスが少なく，ワーキンググループが
独自にエビデンスを創作しながら，2004 年に HD 患
者のみを対象としたガイドラインが作成された3）．
2008 年には，HD に加え，PD，CKD，小児慢性腎臓
病患者をも対象とした新ガイドラインが作成された8）．
この間に，2006 年には rHuEPO 製剤の包括化，2007

年には長時間作用型赤血球造血因子製剤（ESA）であ
る darbepoetin a（ネスプ®）が透析患者に使用が可能
となった．

さらに，2006 年末には，CKD 患者を対象とした
CHOIR と CREATE study と呼ばれる大規模ランダム
化比較試験（RCT）の結果が報告された10, 11）．その結
果は世界中にきわめて大きなインパクトとなり，米国
の FDA は即座に腎性貧血治療の目標 Hb 値の上限を
添付文書通り 12 g/dL と引き下げるように勧告を出し，
ガイドラインも変更された．わが国でも厚生労働省が，
当時施行予定の治験の目標 Hb 値の上限を 12 g/dL と
するように指導した．また 2008 年版ガイドライン作
成にも影響する事となった．

さらにガイドライン完成後，II 型糖尿病と CKD を
有する患者を対象とした，プラセボを対照とした大規
模 RCT である TREAT 試験の結果が報告された12）．そ
の結果，これらの成績をどのように解釈するか，ガイ
ドラインのさらなる改訂が必要かなど，実臨床におい
ても疑心暗鬼な状態となっている．

本稿では，まず HD 患者を対象に行われた RCT で

［臨床と研究］

わが国の腎性貧血治療ガイドラインと CHOIR，
CREATE，TREAT 試験

椿原美治
大阪府立急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科

key words：腎性貧血，赤血球造血刺激因子製剤，ガイドライン，ランダム化比較試験，ESA 不応性

Impact of results from CHOIR, CREATE, TREAT studies for Japanese renal anemia guidelines.
Department of Kidney Disease and Hypertension, Osaka General Medical Center
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ある normal hematocrit （NHT） study13），および上記
の 3 試験の概要を紹介し，その問題点や対応に関して
論ずる．

1　目標 Hb 値に関する大規模 RCT

1）　normal hematocrit （NHT） study13）

本試験は，HD 患者の目標 Ht 値を探索する目的で
米国で行われ，1998 年に報告された最初の大規模
RCT である．対象は，うっ血性心不全あるいは虚血
性心疾患を有する 1,233 例の HD 患者で，epoetin a

を用いて正常 Ht 値群（Ht 値 42±3％）と低 Ht 値群
（30±3％）の 2 群に割り付け，死亡あるいは非致死性
心筋梗塞発症までの期間を primary endpoint として行
われた．その結果，29 カ月後（median，14 カ月）の
集計で，死亡が正常 Ht 値群 183 例，低 Ht 値群 150 例，
非致死性心筋梗塞が正常 Ht 値群 19 例，低 Ht 値群 14

例，と有意差は無いが，正常 Ht 値群で高い傾向が認
められたため（図 1），試験は中断された．

しかし実際に達成した Ht 値と死亡率を検討すると，
両群共に Ht 値が高いほど，死亡率が低い事が明記さ
れている（図 2）．これはなにを意味するのか？　ま
た，本試験に参加した患者は，すでに心疾患を有して
おり，原疾患でも，一般の透析患者と比べると糖尿病
性腎症や腎硬化症の割合が非常に高い事も記載されて
いる．さらに，65％ 以上がグラフトを，10％ がカテ

ーテルをバスキュラーアクセスに使用しており，自己
血管内シャントは 23％ にすぎない．rHuEPO の使用
量も低 Ht 値群でも平均約 190 U/kg/週，正常 Ht 値群
では平均約 500 U/kg/週の多量を使用している．これ
ほど多量の rHuEPO を使用しているにもかかわらず，
正常 Ht 値群 21％，低 Ht 値群 31％ が輸血を要してい
た．すでに心疾患を有する患者であるとしても，わが
国の状況からすると，きわめて異常な患者集団である．

しかし，エビデンスレベルはきわめて高いと評価さ
れ，表 1 に示す 2004 年までのガイドライン作成の大
きな根拠に引用され，目標 Hb 値の上限が 12 g/dL 以
下に設定される結果となった．本試験以降，世界中で，
より高い目標 Hb 値を設定し，安全性はもとより，
QOL，心機能，腎保護，認知能，生命予後など様々
な評価項目を設定した中小規模の臨床研究で，好影響
を及ぼすとするデータが報告された．これらを引用し
た 2004 年以降のガイドラインにおいて，目標 Hb 値
の上限が上げられる事となった．

2）　CREATE study10）

上記のような状況下で，CREATE study が企画され，
欧州を中心に CKD 患者を対象に正常 Hb 値を目指す
プ ロ ト コ ル が 許 可 さ れ た．本 試 験 は，eGFR 15～
35 mL/min/1.73 m2 で，Hb 値が 11.0～12.5 g/dL の患
者を対象とし，正常 Hb 値群（目標 Hb 値 13～15 g/

表 1　腎性貧血治療の各国ガイドラインの推移と相違点

発表年 ガイドライン 目標 Hb 値 上限 Hb 目標フェリチン値 目標
TSAT

1999 年 カナダ（CSN）1） 11～12 g/dL

2001 年 米国（K/DOQI）2） 11～12 g/dL ≦12 g/dL ＞100 ng/mL ＞20％

2004 年 JSDT（日本）3）

HD 患者
10～11 g/dL 活動性の高い若年； 10～12 g/dL ＞100 ng/mL ＞20％

2004 年 欧州（EBPG）4） ＞11 g/dL 通常≦14 g/dL
重症心・血管合併症例 12 g/dL

200～500 ng/mL 30～40％

2005 年 豪州（CARI）5） ≧11 g/dL 心・血管合併症≦12 g/dL 200～500 ng/mL 30～40％

2006 年 米国（K/DOQI）6） ≧11 g/dL ＜13 g/dL ＞200 ng/mL ＞20％

2007 年 米国（K/DOQI）7） 11～12 g/dL ＜12 g/dL ＞200 ng/mL ＞20％

2008 年 JSDT（日本）8）

HD 患者
10～11 g/dL
若年者 10～12 g/dL

減量・休薬基準 12 g/dL
（若年者 13 g/dL）

＞100 ng/mL ＞20％

2008 年 JSDT（日本）8）

PD・ND 患者
10～13 g/dL 重症心・血管合併症，医師の裁量

の場合≦12 g/dL
＞100 ng/mL ＞20％

2009 年 欧州（ERBP）9） 11～12 g/dL 200～500 ng/mL 30～40％

日本のガイドライン以外は血液透析（HD），PD，保存期慢性腎臓病患者（ND）の全ての腎性貧血に同様に対応しているが，日本のガイド
ラインは HD と，PD，ND 患者は別に扱っている． 



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 2　2010266

dL）と低 Hb 値群（11.0～12.5 g/dL）に分けて比較し
た RCT である．primary endpoint は 8 項目の心・血
管系合併症の発症（HD 導入後も追跡），secondary 

endpoint には左室心筋重量係数（LVMI），QOL，腎不
全の進行と設定され，epoetin b を用いて 3 年間行わ
れた．603 例が参加し，正常 Hb 値群の 98％ は rHuEPO

を使用されたが，低 Hb 値群では 67％ に rHuEPO が
使用された．平均達成 Hb 値の両群間の差は，1 年後
1.9 g/dL，2 年後 1.7 g/dL，3 年後 1.5 g/dL であった．

血圧の平均値に有意差は無いが，収縮期血圧が
160 mmHg を超えた症例は正常 Hb 値群のほうが有意
に多かった．primary endpoint の発症は，正常 Hb 値

群 58 例，低 Hb 値群 47 例で，有意差は無かった．し
かし HD 開始前の発症例は 34：39（例）と正常 Hb 値
のほうが有意ではないが少なく，HD 導入後の発症例
は 24：8（例）と正常 Hb 値のほうが多い．この原因
として，HD による血液濃縮の関与を指摘している．

secondary endpoint では，LVMI には差は無いが，
SF-36 を用いた QOL の比較では，1 年後（図 3）にお
いても，2 年目においても，低 Hb 値群では腎不全の
進行とともに低下しているのに対し，正常 Hb 値群で
はすべての項目で改善しており，両者に有意差が認め
られた．eGFR の低下には両群間に差が無かったが，
透析導入率では高 Hb 値のほうが有意に高値であった．
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図 1 　Normal hematocrit study における正常 Ht 値群と低 Ht 値群の死亡，および非致死
性心筋梗塞発症の Kaplan-Meier 曲線

　　   （Amgen study. New Engl J Med, 339;  584, 1998 より，一部改変）

図 2　Normal hematocrit study における達成 Ht 値と死亡率の関係
両群とも，特に低 Ht 値群では達成 Ht 値が低値なほど，死亡率が高い．
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以上の成績から，CKD 患者においても，目標 Hb

値の正常化には，QOL 以外にメリットは無いと結論
された．

3）　CHOIR study11）

CREATE study が掲載された New England Journal 

of Medicine 誌の同じ号の次の論文として掲載された
のが本試験の結果であった．

本試験は米国の 130 施設が参加し，18 歳以上で
eGFR 15～50 mL/min/1.73 m2，Hb 値＜11 g/dL の
1,432 例もの CKD 患者を対象として行われた．死亡，
心筋梗塞，心不全による入院，脳卒中の複合 endpoint

を primary endpoint とした RCT である．本試験は，

epoetin a を用いて，目標 Hb 値を当初は 13.0～13.5  

g/dL と 10.5～11.0 g/dL と設定されたが，途中で目標
Hb 値が 13.5 g/dL と 11.3 g/dL に変更された．このよ
うに目標域ではなく，目標値として設定した理由や，
この値に設定された経緯は記載されていない．平均
Hb 値の推移を図 4 に示す．

3 年間の試験期間の予定であったが，フォローアッ
プの中央値は 16 カ月であった．達成 Hb 値は高 Hb

値群で 12.6 g/dL，低 Hb 値群は 11.4 g/dL であった．
また高血圧，冠動脈バイパス術の既往・合併者が高
Hb 値群で有意に多いというランダム化ミスが認めら
れた．intention to treat（ITT）解析の結果では，個々
のイベント発症には差はないが，primary endpoint に

図 3　CREAT study における高 Hb 値群と低 Hb 値の SF-36 による QOL の比較
 （文献 10 より）
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設定したイベントの合計は，高 Hb 値群のほうが有意
に多かった事が報告された（図 5）．secondary end-

point として設定された QOL には両群で差は無かっ
た．血圧に関しては，収縮期血圧には試験中両群に差
はなかったが，拡張期血圧では高 Hb 値群には試験中
有意の変動はないが，低 Hb 値群では，有意の低下が
認 め ら れ た．平 均 rHuEPO 投 与 量 は 低 Hb 値 群
6,276 U/週，高 Hb 値群 11,215 U/週であった．

しかし本試験に参加した症例の背景と，わが国の透
析導入期の患者背景を比較すると（表 2），本試験に
参加した患者の心・血管系合併症を有する割合が，わ

が国の日常診療で診ている患者とはかけ離れている事
がわかる．心筋梗塞，脳卒中，CABG，PCI，下肢切
断のいずれかの既往者が 34.5～36.3％ ときわめて高頻
度であり，イベントを発症した症例の大半が，このよ
うなハイリスク群である事が推測される．また ITT 解
析ではなく，実際に達成された Hb 値とイベント発症
率の解析では，NHT study と同様に達成 Hb 値の低い
ほどイベント発症が多く，rHuEPO 抵抗性がイベント
発症に大きく関与している事が判明した（図 6）‡1）．

その後，CHOIR study については，到達した Hb 値
と rHuEPO 投与量を指標とした追加解析結果が公表

図 5　CHOIR study における Primary Composite End Point
　目標 Hb 値 13.5 g/dL の高 Hb 値群の方が，死亡，急性心筋梗塞，心不全による入院，
脳卒中を複合 end point としたリスクが，低 Hb 値群（11.3 g/dL）より有意に高い．

（文献 11 より）
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表 2　各臨床試験の患者背景

Group
TREAT（N＝4,038） CHOIR（N＝1,432） JET（N＝1,949）

DA
（N＝2012）

Placebo
（N＝2026）

High Hb
（N＝715）

Low Hb
（N＝717） 既往歴 合併症

Target Hb （g/dL） 13 ＞9 13.5 11.3 ― ―
Mean Hb （g/dL） 12.5†1 10.6†1 12.6 11.4 ―   8.0

Baseline characteristics of the patients

Hypertension （％） 90†2 89.8†2 95.8†3 93.2†3 ― 70.8
History of CVD （％） 64.0†3 66.9†3 ― ― ― ―

Coronary artery disease （％） 43.2 45.5 ― ― ― ―
Myocardial infarction （％） 18.4 18.3 16.4 15.0   3.6   1.1
CABG （％） ― ― 17.4†3 13.5†3   2.4 ―
PCI （％） ― ― 10.9 11.9   4.5 ―
Heart failure （％） 31.5†3 35.2†3 24.4 22.9   5.4 10.2
Atrial fibrillation （％） 11.0 10.0   9.4   8.6   1.5†4   3.4†4

Stroke （％） 11.5 10.7   9.8 10.0 12.6†5   2.9†5

PAD （％） 21.2 20.8 16.4 16.4   1.4   3.5
Malignancy （％）   9.3   7.9 ― ― ― ―

JET : JAPAN Erythropoietin Treatment Study for Target Hb and Survival study, CABG : coronary artery bypass grafting, PCI : Percutaneous 
coronary intervention, PAD : Peripheral arterial disease
†1　Median Hb
†2　ACI and/or ARB prescription
†3　significant difference between two groups
†4　arrhythmia
†5　cerebrovascular disease （including asymptomatic patients）
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された．高 Hb 群に割り付けられた患者の中でも，到
達した Hb 値が高い患者のほうがむしろ予後が良いこ
と，1 回最高投与量が高い群（20,000 IU 以上）のほ
うが低い群（20,000 IU 未満）に比べて予後が悪いこ
とが報告された．さらに，これらの因子で調整した
COX ハザードモデル解析では，割り付けられた目標
Hb 値群と予後の関連性はなくなり，特に高用量の使
用が予後悪化との関連性を最も説明できる因子であり

（図 7），目標 Hb 値が高いことと予後悪化の関連性は
確認できなかったと報告されている14）．また，Hb 値
の変動（hemoglobin cycling），特に Hb 値が急激に低

下する変動のさいに，最も心血管系合併症の発症が多
いことも報告された‡1）．すなわち rHuEPO の急激な
減量・休薬や，rHuEPO 不応性が出現した時にイベン
ト発症が多いことを示していると考えられる．

このような事実から，重篤な心血管系合併症を有し，
Hb 上昇に多量の rHuEPO を必要とする症例，あるい
は何らかの要因で rHuEPO 不応性が出現するような
病態の予後は不良であることは，当然の結果とも考え
られる．

し か し，米 国 FDA は，自 国 で 行 わ れ た CHOIR 

study の成績を重視し，ESA 使用のさいの Hb 値の上

図 7　CHOIR study における Cox 比例ハザードモデルによるリスク評価
　実際の達成率や使用 rHuEPO 量，割り付けに有意差のあった CABG の有無で補正する
と，Hb 値の高低には有意差が無くなる．（文献 14 より）
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図 6　CHOIR study における達成 Hb 値と endpoints 発症率
実際の達成 Hb 値が低いほど end points の発症率が高い．（参考 URL‡1 より）
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限値を従来の添付文書通りの 12 g/dL とすべきとの勧
告を発した‡2）．その後，NHT，CREATE，CHOIR の
3 試験を含む目標 Hb 値に関するメタ解析結果が公表
され15），高い Hb 群（12 g/dL 以上と定義）では，死
亡やシャント閉塞，血圧管理不良のリスクが有意に高
まると報告された．

これらのエビデンスを受け，KDOQI ガイドライン
の Hb 値の上限値に関する表現は，2006 年ガイドラ
イン6）の「Hb 値を 13 g/dL 以上にする根拠はない」
から，2007 年には「一般的に Hb 値の上限は 12 g/dL

以下であり，13 g/dL 以上にすべきではない」と変更
された7）．

4）　TREAT study12）

本研究は，米国を中心に世界 24 カ国，623 施設に
おいて，II 型糖尿病と CKD（eGFR 20～60 mL/min/ 

1.73 m2）を有し，ヘモグロビン（Hb）値が 11 g/dL 以
下の患者 4,038 例を対象とし，darbepoetin alfa（DA）

（日本の商品名ネスプ®）とプラセボを対照とした大規
模ランダム化二重盲検比較試験である．

DA 投与の目標 Hb 値を 13 g/dL に設定し，盲験化
のために Hb 値の測定は中央化され，主治医・スタッ
フや患者にも Hb 値の結果は知らされない．ただし，
倫理的な観点から，プラセボ群の Hb 値が 9 g/dL 未
満となれば自動的に実薬に変更され，Hb 値が 7 g/dL

以下，16 g/dL 以上となった場合には主治医に報告さ
れる．

一次エンドポイントは，CVD（心筋梗塞，うっ血
性心不全，脳卒中，心筋虚血による入院）の発症と死
亡，透析などの末期腎不全発症と死亡，の二つであり，
二次評価項目として健康関連 QOL が比較された．図

8 は Hb 値の推移であるが，開始前と試験中の median 

Hb 値はそれぞれ，DA 群 10.5，12.5 g/dL，プラセボ
群 10.4，10.6 g/dL であり，プラセボ群の 46％ が試験
中に実薬の投与を受けている．

調査期間は median 29.1 カ月で，その結果，両群間
で一次エンドポイントに有意差が認められなかった

（表 3）．しかし脳卒中のみでは，DA 群 101 例（5.0％） 

に対して，プラセボ群 53 例（2.6％）と，DA 群で有
意に多い結果であった．血圧では収縮期血圧は両群と
も 134 mmHg と差が無く，拡張期血圧の平均値は DA

群で 73 mmHg とプラセボ群（71 mmHg）より有意
に高値であった．さらに，皮膚癌以外の担癌患者は除
外基準となっていたが，実際には癌の既往を有する患
者 が DA 群 に 188 名（9.3％），プ ラ セ ボ 群 に 160 名

（7.9％）も含まれており，DA 群の 14 例，プラセボ群
の 1 例が癌で死亡し，DA 群のほうが有意に多いとい
う結果であった．二次評価項目である QOL は DA 群
で若干ではあるが有意に良好であった．またプラセボ
群で 496 例（24.5％），DA 群 297 例（14.8％）が輸血
を要した．

本研究は，CKD 領域では最大規模の介入研究であ
り，しかもプラセボを対照とした二重盲検試験である
事，スポンサーが DA の製造・販売を行っている

図 8　TREAT study における Hb 値の推移
 （文献 12 より）
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図 10 　日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」における，rHuEPO 市販前後の
死因の変化

 1990 年の rHuEPO 市販後から，脳卒中による死亡が減少している．
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図 9　TREAT study における心・血管系合併症発症に及ぼす脳卒中の既往の有無別解析
（http://directnews.americanheart.org/extras/sessions2009/slides/114_pslides.pdf より）
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表 3　TREAT study の一次エンドポイント発症例

End Point Darbepoetin Alfa
（N＝2012）

Placebo
（N＝2026）

Hazard Ratio
（95％ Cl） P Value†

Primary end points
Cardiovascular composite end point 632（31.4） 602（29.7） 1.05（0.94-1.17）   0.41
　Death from any cause 412（20.5） 395（19.5） 1.05（0.92-1.21）   0.48
　Myocardial infarction 124（6.2） 129（6.4） 0.96（0.75-1.22）   0.73
　Stroke 101（5.0） 53（2.6） 1.92（1.38-2.68） ＜0.001

　Heart failure 205（10.2） 229（11.3） 0.89（0.74-1.08）   0.24
　Myocardial ischemia 41（2.0） 49（2.4） 0.84（0.55-1.27）   0.40
Renal composite end point（ESRD or death） 652（32.4） 618（30.5） 1.06（0.95-1.19）   0.29
　ESRD 338（16.8） 330（16.3） 1.02（0.87-1.18）   0.83

ESRD：end stage renal failure　（　）内は ％
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Amgen 社である事，などから結果が注目されていた．
また CHOIR study の結果から，目標 Hb 値に関心の
高い状況下で報告された結果であり，TREAT study

の結果は CKD 患者に対する ESA 療法の根幹を揺る
がす感がある．

TREAT study に関するサブ解析は未だ報告されて
いないが，表 2 に示すように CVD の既往者が約 65％
も含まれており，脳卒中の既往者に CVD の発症が有
意に多い事が米国心臓学会で報告されている（図 9）．
また，わが国の慢性透析患者の現況調査においても，
rHuEPO が HD 患者に市販された 1990 年以降，脳卒
中による死亡は増加するどころか，明らかに減少傾向
にある（図 10）16）．

いずれにせよ，本試験の結果を受け，特に米国では，
輸血を避ける目的以外には ESA を使用すべきでない
との論調や，現行のガイドラインに沿った治療を継続
し冷静に対応すべきとの意見まで様々であるが，ESA

製剤の使用量が大きく減少している．
また，本来除外基準である担癌患者の死亡率が DA

群で有意に多かった事も重要視され，米国で担癌患者
に対して ESA 製剤を投与するには，研修を受けた登
録医の資格が必要とされ，しかも患者に十分なインフ
ォームドコンセントを取る事が要求される事態となっ
ている．

2　わが国の腎性貧血治療ガイドラインの目標 Hb 値

表 1 に示す日本以外のガイドラインは，HD，PD，
CKD 患者の目標 Hb 値が同様である．一方，2004 年
に作成されたわが国のガイドラインは HD 患者のみ

を対象としている．最大の理由は，HD 患者の Hb 値
は HD 前後で著明に変動するのに対し（図 11），PD，
CKD ではこのような変動が見られない事である．
2004 年版ガイドラインでは，透析医学会の統計調査
の生命予後データを主なエビデンスとして採用し，
HD 患者の週初めの臥位での HD 前の採血で，目標
Hb 値 を 10～11 g/dL（た だ し，比 較 的 若 年 者 で は
11～12 g/dL）とされ，欧米より低い値が設定された3）．

2005 年末には第二次ワーキンググループが組織さ
れ，2004 年版ガイドラインの見直し，さらには PD，
CKD，小児 CKD 患者のガイドライン作成を開始し，
2008 年 10 月に完成した8）．

新ガイドラインでの，HD 患者の目標 Hb 値に変更
はないが，ネスプ® の治験が，目標 Hb 値を 11～12  

g/dL（治療 Hb 値 10～13 g/dL）に設定し，2004 年版
ガイドラインで推奨されている目標 Hb 値より高い値
での検討が行われた．その結果，DA 投与後の平均 Hb

値は平均 11 g/dL 前後で維持されたが，安全性に問題
はみられなかった．さらに DA 投与開始時と，Hb 値
が 11 g/dL 以上に上昇した時点で，SF-36 による QOL

評価が行われた．この結果，すべてのスコアが DA 投
与後に上昇傾向となり，特に Hb 値が 1 g/dL 以上上
昇し，11 g/dL 以上となった患者では，Hb 値の上昇
が 1 g/dL 未満で，11 g/dL 未満であった患者に比べ
て vitality（活力）のスコアが有意に上昇した17，18）．

以上の臨床試験の結果を基に，DA の添付文書では，
従来の rHuEPO の添付文書の目標 Hb 値 10 g/dL 前
後より高い 11 g/dL 前後と記載され，現在わが国の
ESA 療法における添付文書上の目標 Hb 値に関しては，

図 11　HD，PD，CKD 患者の Ht 値の推移
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rHuEPO 製剤が 10 g/dL 前後，DA が 11 g/dL 前後と
二重構造となっている．

これらのわが国での成績を重視し，目標 Hb 値に加
えて減量・中止の基準として 12 g/dL 超を推奨し，活
動性の高い血管病変の軽度な若年者においては，減
量・中止の基準として 13 g/dL 超を推奨することとさ
れた．

ND 患者においては，重篤な心血管系の合併症等の
ない患者を対象とした DA の皮下投与の臨床試験にお
いて，目標 Hb 値を 11～13 g/dL に設定し，Hb 値が
10 g/dL 前後から 12 g/dL 前後に上昇した結果（投与
12～16 週後），安全性に問題はなく，QOL および増
加した LVMI が有意に改善することが報告された19）．
この臨床試験は長期間継続され，Hb 値を 12 g/dL 前
後に維持した結果，投与 32 週後に LVMI はさらに改
善した．

その後，目標 Hb 値を 11～13 g/dL に設定した群
（DA 群）と 9～11 g/dL に設定した群（rHuEPO 群）
の長期無作為割付比較臨床試験成績が報告された20, 21）．
この試験で DA に割付けられた患者では，重篤な心血
管系の合併症等のない，あるいはリスクが高くないと
判断された場合は 11～13 g/dL，重篤な心血管系の合
併症等がありリスクが高いと判断された場合は 11～
12 g/dL を目標とした．その結果，貧血改善後の DA 群
の Hb 値は 12 g/dL 前後，rHuEPO 群の Hb 値は 10 g/

dL 前後に維持された．有効性に関しては，Hb 値を 11

～13 g/dL に設定した DA 群が，9～11 g/dL に設定し
た rHuEPO 群に対して，QOL（SF-36）と LVMI の両
評価指標とも有意な改善効果を示し，安全性にも両群
間で差は認められなかった．

また，重篤な心血管系の合併症等のない ND 患者を
対象に，目標 Hb 値を 11～13 g/dL に設定した contin-

uous erythropoietin receptor activator（CERA）の皮下
投与臨床試験および静脈内投与臨床試験においても，
Hb 値は 9 g/dL 前後から 12 g/dL 前後に上昇して約 1

年間維持した結果，安全性に問題はみられなかった22）．
現在まで本邦で得られた rHuEPO，DA および CERA

の成績において，Hb 値 11 g/dL 以上の安全性に問題
がないこと，QOL および心機能改善効果が認められ
たことから，新ガイドラインにおける CKD 患者の目
標値は，11 g/dL 以上が推奨され，Hb 値 13 g/dL を
超える場合は減量・休薬を考慮する，とされた．ただ

し，重篤な心・血管系疾患の既往や合併のある患者，
あるいは主治医が医学的に不適当と判断する場合には，
Hb 値 12 g/dL を超える場合に減量・休薬を考慮する
と記載されている．

3　TREAT study に対するわが国の対応

CHOIR や TREAT study に参加した患者背景は，わ
が国の通常の CKD 患者とは CVD の合併率や輸血率
など著しく異なっている（表 2）．これらのエビデン
スから教えられる点があるとすれば，患者の背景に即
した tailor-made な目標値の設定の必要性であり，わ
が国のガイドラインがその先鞭となると考える．すな
わち，わが国のガイドラインでは，HD と，PD や
CKD 患者を別個に扱い，しかもそれぞれにおいて
個々の患者背景，特に CVD の既往や主治医の判断も
考慮した目標 Hb 値が推奨されている．

2010 年 4 月には，ネスプ® の皮下注射の製造承認が
許可されるとともに，その添付文書も，TREAT study

が報告されたにもかかわらず，ほぼ新ガイドラインに
沿った内容に書き換えられた．

すなわち HD 患者では，Hb 値＜10 g/dL，活動性の
高い若年 HD 患者，PD，CKD 患者では Hb 値＜11g/

dL で使用を開始し，HD 患者では 12 g/dL を超えない
ように，との記載はあるが，CKD 患者に関しては，
ガイドラインなどを参考に設定すべきと記載されてい
る．また CKD 患者の Cr 値や Ccr 値などの糸球体濾
過量の縛りは無くなった．

以上のように，厚生労働省の対応も，わが国のガイ
ドラインを重視したものと考えられる．

おわりに

以上，最近の CKD 患者を対象とした大規模 RCT

の概要と課題，わが国での評価，今後の問題などを概
説した．

わが国でも，Kuriyama は，CKD 患者のみを対象と
した四つの RCT を比較し，低 Hb 値でも，達成 Hb 値
はほぼ 11 g/dL であり，二次解析の結果などから，
tailor-made な目標を設定すれば，ESA の効果は十分
発揮されるとしている（表 4）23）．

一方，直近に on-line で報告された 27 論文のメタ解
析の結果では，高 Hb 値は高血圧，脳卒中，バスキュ
ラーアクセス閉塞の項目において，有意にハイリスク
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であることが示されている．しかし脳卒中に関して見
れば（図 12），唯一 TREAT study の結果を反映して
いるのみである‡3）．

今後，わが国でも大規模な RCT の実施が必要であ
るが，海外におけるこれらのエビデンスから教えられ
る点は，患者の視点に立った，tailor-made な治療の
必要性であり，わが国のガイドラインがその先鞭であ
ると考える．
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要　旨

透析医療における看護師の役割は患者のケアと透析
医療の実践，そして，患者周辺のマネージメントであ
る．透析医療に従事する看護師は育児中などで自己研
鑽する時間的余裕が少ない看護師も多く，看護師教育
も充分ではない現状にある．また，医療費抑制等の影
響から，日常業務の繁忙さを理由に目の前の業務さえ
こなせばよいとする風潮を持つ施設も散見しはじめ，
看護師の二極化が懸念される．看護師自身がプロフェ
ッショナルであることを自覚し，自己研鑽に努力する
ことが必要である．

1　透析医療と看護師

慢性腎不全患者に対する血液透析療法は 1960 年初
めアメリカで始まり，腹膜透析を中心に行ってきたわ
が国でも 1965 年に重曹透析液，1969 年に国産透析装
置が発売され血液透析が普及し始めた．新しい治療法
の技術的確立と適切な普及をめざし，1968 年に人工
透析研究会（現在の日本透析医学会の前身）が設立さ
れ，その調査によりわが国の血液透析患者が 215 名と
初めて報告された1）．

透析医療に従事する看護師たちの間でも腎不全看護
の研究会として，1976 年に「透析看護研究会」が発
足し，1986 年の「腎不全看護研究会」を経て，1998

年に「日本腎不全看護学会」として，現在 3,000 人を
超える会員数を持つ学会へと成長している．最初にこ

とわっておくが，2007 年 4 月 1 日に「保健師助産師
看護師法」の一部改正により，看護師と准看護師の名
称を区別して表記しなければならなくなり，准看護師
は看護師とは捉えられない．しかし，この文中におい
ては総称して看護師と表現するものとする．

1960 年代に慢性腎不全に対する血液透析療法のシ
ステムの基礎が確立されたといわれるが，その頃の透
析方法は hollow fiber dialyzer ではなく Kiil 型や coil

型で，Kiil 型では膜を張りホルマリン液の充填による
滅菌などの準備に人手と時間を要し，また，血液充填
量が多いため，あらかじめ輸血や自己貯血も行ってい
た．途中でリークすることもよく見られ，患者は土色
の顔をしながら一日かけて血液透析を受けていた．

このような血液透析を中心になって行っていたのは，
それに魅せられた医師たちであった．そして，熱い思
いの医師たちのサイドで看護師もまた患者のバイタル
サインを測定したり，透析中のケアだけではなく，医
師と一緒に膜を張るなど血液透析の準備や輸血の準備
をしたりと透析療法に参加し始めていた．その頃から，
透析療法がつらく短命であった腎不全患者へ食事の工
夫など，自己管理の必要性と方法を細かく説明し指導
を行っていた2）．

2　透析医療における看護師の役割

透析医療における看護師の役割が論議されるように
なったのはおそらく最近のことである．透析療法が安
定・充実し始めてからは，医師は透析患者の合併症の
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発症要因を探り，その防止，治療法の開発，透析研究
を行ってきた．透析医療に参入した企業は安全で効率
のよい透析膜や透析装置の開発を行い，看護師は実際
の透析療法の実践と患者指導を含めた患者ケアのすべ
てを担っていた．

患者数の増加，透析医療の普及が進み，透析患者数
が 8 万 8 千人になった 1988 年には，それまで透析液
の準備や透析機器の管理を行っていた技士（テクニシ
ャン）に代わり，臨床工学技士が誕生した．施設によ
り参入状態は異なるが，管理栄養士や薬剤師の専門的
な介入も始まっている．その他，理学療法士，MSW，
ケアマネージャーが専門的な知識を駆使し，透析患者
に対応する専門的サポートが増え，患者福祉は充実し，
患者環境は良くなってきた．この総合力が，わが国の
治療成績が世界で最も良い結果をもたらしていると考
えられる．

臨床上では医師が中心になり，それまでその周辺を
任されてきた看護師は，他の専門分野の職種の出現で，
現在ではその業務は，①患者看護（ケアと診療補助），
②他職種と分担した透析医療の実践，③患者周辺のマ
ネージメント，という業務に落ち着くことになる．

3　看護師が行っている業務の実際

看護師は「厚生労働大臣の免許を受けて，傷病者若
しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行
うことを業とする者」である．また，准看護師は，

「都道府県知事の免許を受けて，医師，歯科医師又は
看護師の指示を受けて，前条に規定することを行うこ
とを業とする者」である．

透析室における看護師が行う看護を，宇田は「延命
治療の手段として透析療法を選択した患者や家族の衝
撃の深さを知り，疾病に対する患者や家族の反応と受
容のレベルを診断し，円滑な治療が継続できるように，
患者のセルフケアを支援し，必要時には援助を行い，
臓器移植および器械・器具・装置に依拠した状況下に
おける健康回復と患者の自己実現を目指す活動を行う
ものである」3）と定義した．

筆者は具体的な「透析看護の実践能力」を表 1 の
ようにまとめた．その中で，「透析技術」と「透析看
護」の 2 項目に分け示した．透析技術は，

①　血液透析の準備
②　血液透析施行技術　――　いわゆる穿刺と回収

③　透析中の管理・ケア
④　患者管理

の 4 項目に分類した．透析看護は，
①　患者理解
②　援助能力
③　患者教育
④　調整能力
⑤　問題解決能力
⑥　診断能力
⑦　質の高い医療（ケア）
⑧　専門職者

の 8 項目を掲げた．特に最後の⑧は，一専門職者とし
て，その姿勢と人格の向上を願ってのものである．

これらをバランスよく熟知し，経験を通して技術を
磨き実践する．一朝一夕どころか，看護面に至っては
数年単位で成就を試みるものである．

実際の透析技術面では，
①　プライミングや透析液濃度の確認
②　透析機器の設定操作
③　穿刺
④　除水設定
⑤　時間毎のバイタルサインとコンソール上の表示

チェック
⑥　透析中の急変時の対処
⑦　回収
⑧　後かたづけ

などである．操作そのものは新人でも 1 カ月後にはで
きるようになるが，血圧変動の少ない除水の工夫や，
適性ドライウエイトのタイムリーな再設定，透析困難
例や穿刺トラブル時の対処，濃度異常時の対処などが
冷静にできるようになるには経験と思考力が必要であ
る．

看護面では，
①　治療選択時の意思決定援助
②　透析療法受容援助
③　自己管理の認識向上とその実践教育と支援
④　透析中の身体異常の発見と対処
⑤　一般状態の異常と合併症発見時の医師への報告
⑥　長期的合併症の予防と指導
⑦　健康維持を保つための生活調整
⑧　通院困難や家族問題を抱えている患者の環境 

調整
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表 1　透析看護実践能力

Ⅰ. 透析技術実践能力
　1. 血液透析の準備
　　・透析液の作成または透析液が適切かの判断ができる
　　・回路を清潔に組み立てることができる
　　・回路及びダイアライザーを洗浄・充填することができる
　　・抗凝固薬を選択し，必要量を準備することができる
　2. 血液透析施行技術
　　①　穿刺
　　・バスキュラーアクセスの観察をすることができる
　　・適切に皮膚消毒ができる
　　・適切な位置を選択し，穿刺することができる
　　・穿刺ミスしたときの対処ができる
　　②　透析の開始
　　・透析を安全に開始することができる
　　・適切な設定をすることができる
　　③　透析の終了（回収）
　　・透析を安全に終了することができる
　　・終了時に必要な薬剤を注入することができる
　　・抜針後の処置をすることができる
　　・使用したものを感染に配慮し，片づけることができる
　3. 透析中の管理，ケア
　　・ ベッドサイドモニターが表示している意味を理解し，定期

的に確認することができる
　　・アラームが鳴ったときの対処ができる
　　・血流不良，静脈圧上昇時の対処ができる
　　・ 透析中の種々の身体的症状（血圧低下，血圧上昇，痙攣，

瘙痒感，血管痛，イライラなど）に対する処置やケアがで
きる

　　・ 透析中の異常時（濃度異常，ダイアライザー等の凝固，リ
ーク，空気混入，停電，断水など）の対処ができる

　　・災害時の対応を認識できている
　4. 患者管理
　　・ 患者の臨床データや症状に変化があれば医師に報告し，再

指示を受けることができる。
　　・ ダイアライザーの選択，透析量について患者の状態や透析

量を加味して意見が言える
　　・ ドライウエイトの変化を察知し，適正な除水を適切な時期

に変更することができる
　　・ 合併症の兆しを察知したときには，医師に報告し，早期に

治療に結びつけることができる

Ⅱ. 透析看護実践能力
　1. 患者理解
　　・情報収集（観察，インタビュー）ができる
　　・臨床データの理解ができる
　　・コミュニケーション能力がある
　　・慢性疾患を持つ患者の理解ができる
　2. 援助能力
　　・ 呼吸，循環，体温，栄養，排泄，体位と移動などの視点か

ら必要な身体的援助を行うことができる
　　・ 患者が抱えている不安要因（現在の病態，治療，将来の不

安，仕事，家族，経済的問題，医療者への不安など）を見
出し，受容，支持，励まし，発散を促す．勇気づけ，情報

提供，繰り返しの説明などができる
　　・ 治療選択など患者が自分のことに関することについて自己

決定できるように援助できる
　　・ 言語的方法や非言語的方法（優しくほほ笑みかける，手を

握る，側にいる）などの接触方法に配慮した技術をもち，
患者の精神的援助を意図的に行うことができる

　　・ 患者の持っている能力を最大限に生かした自立支援ができ
る

　3. 患者教育
　　・セルフケアの必要性を患者に理解してもらうことができる
　　・セルフケア能力をアセスメントすることができる
　　・セルフケアを具体的に指導することができる
　　　 ［水分管理・食事管理（カロリー，蛋白質，塩分，リン，

カリウム）・血圧測定・内服管理・シャント管理など］
　　・ セルフケアに必要な知識・技術の習得を援助することがで

きる
　4. 調整能力
　　・必要な家族支援が得られるように調整することができる
　　・ 必要な社会支援（介護保険など）の利用を提案することが

できる
　　・ 透析室の環境（物理的環境，人的環境）を整えることがで

きる
　　・院内感染に配慮した対応をすることができる
　　・患者の治療に関連する他の医療施設との連絡調整ができる
　　・その他，必要な環境調整を行うことができる
　5. 問題解決能力
　　・突発的な事態に対応することができる
　　・ 患者のニーズや要求の内実を見極め，内容に応じて対応す

ることができる
　　・一貫性と規律性を基本的にもった対応をすることができる
　　・ 必要時は他の職種と協力し，問題解決に向けて対応するこ

とができる
　6. 診断能力
　　・患者の持つ医療問題・看護問題を把握することができる
　　・ 患者および家族の健康問題の認知の程度を知ることができ

る
　　・ケアや治療の実施や変更の必要性を見出すことができる
　7. 質の高い医療（ケア）
　　・安全な透析医療を提供できる
　　・患者の状態を正確に記録し，情報を共有することができる
　　・患者のケアを計画し，実施，評価することができる
　　・ 医師から適切な指示を受けることができ，疑問がある場合

には医師に意見を求めることができる
　　・必要な看護要員を確保することができる
　8. 専門職者として
　　 ・ 専門職者として常に知識や技術を習得するための努力をす

ることができる
　　・ 研究会や学会に出席し，専門知識の幅を増やすことができ

る
　　・研究を行い，透析看護の発展に寄与することができる
　　・後輩の育成を行い，技術，知識を伝承することができる
　　・ 専門知識だけではなく，一般教養，品格を向上させるため

の努力をすることができる

（中原宣子：透析看護師の実践力とその評価．臨牀透析，24（8）； 133-138，2008，より引用）
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⑨　他の医療施設，介護関係者との連絡調整
などである．

われわれが 2001 年に行った調査では，無作為に抽
出した全国 300 施設のうち回答のあった 154 施設の回
答結果は以下となった．

透析医療の業務分担について，医師や技士に比べて
看護師が行っている割合が非常に高い業務は，穿刺，
患者の観察，急変時の対処，食事の準備，止血処置，
ベッドメイキング，鉗子の洗浄・消毒，サマリー作成，
血糖値異常時の対処，心電図の施行，自己管理教育，
食事指導，検査の説明，薬剤の説明，患者クレームの
対応，であった．

技士が他と比べて高い割合で行っている業務は，透
析液供給装置の運転と透析液の準備であった．医師の
透析に関連する業務として，他の職種より著しく高い
割合で行っているのは CTR の測定，ダイアライザー
の選択，透析量の決定であった．プライミング，除水
設定，回収操作は看護師と技士で行っている割合が多
く，検査結果の説明および指導は，医師と看護師によ
って行われている施設が多かった4）．

調査から 10 年経過した現在では，透析医療に従事
している看護師と技士の比率が若干変化している（図

1）．しかし，それぞれの資格が意味する内容や目的
は異なるものであり，各職種の透析医療における業務
分担に大きな変化はないと思われる．

4　透析医療における看護師の問題

透析医療に従事してきた先人の看護師たちは，透析
医療初期の頃から「透析看護」の専門性の必要性を認
識し，研究会を組織し，互いに努力して確立してきた
歴史がある．その積み上げられた技術と知識と責任感
から，現在の看護師たちが評価されている．しかし，
最近の透析医療を取り巻く環境の変化を受けて，看護
師の能力に二極化がみられるようになってきた．これ
らの問題について考えてみたい．

1）　透析室を選択する看護師の背景
大学や専門学校を卒業した看護師の多くは最も需要

の多い病院内の病棟に配属される．2006 年 12 月末の
調査では，119 万人の看護師・准看護師の就業先の
67.2％ は病院であった5）．その中の病棟勤務者は夜勤
を強いられることになる．しかし，結婚・妊娠・出
産・育児を行うようになると，回数の多い夜勤は身体
的にも精神的にも過重な負担となり，やがて，夜勤の
ない職場を探す．透析室は外来部門として解釈される
ことが多く，大きな病院では妊娠後期や出産後は外来
勤務である透析室に配置換えされることもある．した
がって，透析室の看護スタッフは産後や乳幼児の育児
期間中であったり，なんらかの事情で夜勤ができなか
ったりする看護師が多くみられる．一般病院では本人

図 1　慢性透析療法従事職員（医師・看護師・技士の専従者数の推移）
（わが国の慢性透析療法の現況，日本透析医学会，1998～2009 年より作成）
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の希望も考慮されるが，多くは上部からの命令で透析
室に配属され，クリニックでは就業条件で選んでいる
ものもいるが，透析医療を希望して従事しているもの
が多い．

先に紹介した調査6）では，全国の透析室に従事する
看護師 1,511 人のうち未婚者は 3 割にすぎなかった

（既婚者 61％，離婚者 8％）．また，平均年齢 36.2 歳で，
30 代を中心にした年齢分布から明らかなように，育
児の最中である女性が多いことも否めない．以上のこ
とから，透析室に従事する看護師は一般病棟勤務者に
比べて育児や家事に追われているため，自己研鑽に費
やす時間的余裕が充分ではない環境下にあることが考
えられる．そして，病院勤務者はローテーションが繰
り返されているため，自ずとクリニックに比べて，透
析室平均従事年数が少ない．前述の調査結果では 5.8

年であった．透析医療に対してやりがいを感じ，今後
も続けようと思っていても院内異動が不可欠な病院勤
務者がいるのも現状である．

また，看護師の資格を持つものは 57％，准看護師
は 41％ であった（前述の調査結果）．日本全体の就業
者比率では，それぞれ当時比で 61.3％ と 38.7％ であ

る7）．透析室勤務者の割合は平均と比較すると准看護
師がやや多いことになる．さらに，2006 年度診療報
酬改定で 7 対 1 の看護配置基準が設けられた後から，
看護師の争奪戦と揶揄されているように，看護師は病
棟に迎え入れられる割合が高くなり，そのことがさら
に，外来部門である透析室の准看護師の割合が多くな
った原因と考えられる．

このことはなにを意味するのか．准看護師は中学校
卒業後 2 年間の専修・各種学校を卒業するか，3 年間
の高等学校衛生看護科を卒業した後試験を受け，都道
府県知事から免許の交付を受ける．看護師は高校卒業
後 3 年から 4 年間大学，短大，専修・各種学校を卒業
するか，准看護師の資格を保持後，一定の条件下で看
護師の国家試験受験資格を得て，その試験に合格する
ことによって資格が与えられる（表 2）．

両者の教育程度が若干異なるがその背景は様々であ
る．十数年前頃より看護師教育の充実は図られてきて
いるが，4 年間でも，そのカリキュラムのほとんどが
専門分野教育である．そのため，看護師の一般教養の
教育に費やす時間を確保するには充分とはいえない．
長期透析患者や高齢患者が増える中，医療や看護の知

表 2　医療関係者養成の概要（看護師・准看護師を中心に）

区　分 免許付与者 養成形態 入学資格 修業年限

看護師・保健師
または助産師

厚生労働大臣

大学 高校卒

4 年大学に付設する専修・各種学校

専修・各種学校

看護師 厚生労働大臣

短期大学（3 年課程） 高校卒
高校卒の准看護師
准看護師経験 10 年以上

3 年

短期大学（2 年課程）
2 年

短期大学（2 年課程：通信制）

高等学校・高等学校専攻科一貫教育 5
年

中学卒
5 年

高等学校専攻科 高校卒 2 年

大学に付設する専修・各種学校（3 年
課程）

高校卒
3 年

大学に付設する専修・各種学校（2 年
課程）

准看護師業務経験 3 年以上または高校
卒の准看護師

2 年

専修・各種学校（3 年課程） 高校卒 3 年

専修・各種学校（2 年課程） 准看護師経験 3 年以上または高校卒の
准看護師 2 年

専修・各種学校（2 年課程：通信制） 准看護師業務経験 10 年以上

准看護師 都道府県知事
高等学校衛生看護科 中学校卒 3 年

専修・各種学校 2 年

（国民衛生の動向　厚生の指標，厚生統計協会，p. 185，2008 年より抜粋）
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識はもちろん，慢性疾患患者と信頼関係を構築できる
教養のある看護師の育成が望まれるところである．

透析医療に充分応えられる看護師が今後増えるかど
うかは不透明である．しかし，学生の就職意識調査で
は，人や社会に対して仕事で貢献したいと考える学生
は年々増加傾向にあり，平成 11 年春卒業予定の学生
を対象にした調査では「人のためになる仕事をした
い」は 15.7％，「社会に貢献したい」は 6.2％ とそれ
ぞれ 10 年前の調査結果（8.4％，3.3％）と比べて倍増
しているという8）．全体的にはまだ低い値ではあるが，
このような思いを抱いている学生が増え，何割かでも
医療職者となり貢献してくれると期待する．

2）　社会の変化はなにをもたらしたか
意気揚々と透析室あるいは総合病院に就職した看護

師たちは，そのままうまく仕事をこなせるかというと
そういうわけでもないようである．透析室の経験がな
ければ特殊な技術を体験しながら覚えなければならな
い．それまでの浅く広い知識から，腎不全や透析の周
辺と限られてはいるが，基礎からアップデートな知識
までを身につけなければ一人前には認めてもらえない．
この現実に正面から向かっていかなくてはならない．
また，自分勝手な権利を主張したり暴言を吐く患者を
こなし，失敗は許さんぞとばかり睨みつける患者の視
線にとらわれず，自分が行うべきことに集中する度胸
も求められる．始終同じ顔ぶれのスタッフとの人間関
係もうまくこなさなければならない．

これらのことは今に始まったことではない．多くの
看護師はそれらを乗り越えてきた．ところが，1950

年後半から 1970 年にかけて，高度経済成長を成し遂
げた頃から日本人の生活は変わり，それまでの子供の
成長プロセスで行われていたことが省かれ，未成熟な
まま大人の世界に進入する人たちが出現し始めた．ま
た，1990 年代頃から小学校や中学校では所謂「いじ
め」がはやり，多くの学生が経験しているという．そ
の結果，彼らはできるだけ自分を出さないように，目
立たないようにすることに相当神経を使ってきた9）．
その結果，自己主張がなく，素直だが自分からは動か
ない印象の，これら若者看護師10）をどのように育てて
いくかが大きな課題である．

また，医療費の抑制が 90 年代より顕著になり，特
に高額医療で患者数の増加が著しい透析医療について

は，医療費改定の度に減額の対象となった．そのため，
施設により異なるが，人件費の削減につながり，ひい
てはスタッフ数の圧縮現象をもたらした．患者は高齢
化や長期化，糖尿病が原疾患にある患者など合併症を
持つ患者が増えている一方，看護師 1 人当りの患者数
の増加という現場の負担が年々大きくなってきている．
このことは，目の前の具体的な業務をこなすことに手
一杯になり，主体性を発揮した患者への細かなケアや
指導に繋げたり，後輩の育成や自己学習を行うことが
困難な状況をもたらす．また，それをよしとする看護
師自身や周辺の認識が定着することが懸念される．一
部の経営者は質的低下をカバーするために，すり替え
られたサービスを提供するなど医療のモラルハザード
も見られるようになり，施設間の質的格差が今後も広
がるであろう．

透析医療は慢性疾患患者へ同じ治療（療法）を繰り
返す作業である．いつも同じ患者に接するため，看護
の視点が貧弱な看護師はその変化に気づくことなくマ
ンネリズムに陥り，目標を失う．そして，患者や他の
スタッフとの関係に問題が生じたり，医療事故を招い
たりする．

看護師は各々が自ら可能な範囲で教養を深め，自己
研鑽に努めること以外に良き透析看護を継続すること
は不可能である．そのことを自覚させ，またそのよう
な環境を提供することが，今後の透析医療，透析看護
の発展につながると思われる．

5　透析看護に関連する認定資格

最後に看護師が取得することができる透析医療に関
連する認定資格について概説する．透析看護という一
分野に関して客観的評価が得られる資格である．他職
種も取得することができる透析認定士，透析療法従事
職員研修は省略する．

1）　透析療法指導看護師
2004 年に日本腎不全看護学会，日本透析医学会，

日本腎臓学会，日本移植学会，日本泌尿器科学会の 5

学会（開始年度は日本腎不全看護学会，日本透析医学
会，日本腎臓学会の 3 学会認定で，翌年より 5 学会認
定となる）合同の認定資格である「透析療法指導看護
師（dialysis leading nurse）」制度が発足した．

この制度では，表 3 のような受験資格を得た後，実
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践報告 3 例と毎年 1 回行われる筆記試験に合格したも
のがその資格を得ることができる．資格は永久ではな
く 5 年後には喪失するが，活動実績報告（ポイント
数）と透析療法指導事例 5 例のレポートを提出するこ
とで更新できる可能性がある．

2010 年は受験者の 81.9％ の 145 名が合格し，現在，
更新者を含めて 801 人の資格保持者がいる．「透析療
法指導看護師」は

①　透析療法において個別的ケアの実践と評価がで
きる

②　腎不全療法に関する知識と技術をもち，安全で
安楽な治療環境を提供できる

③　患者の長期療養生活を効果的に支援できる
④　実践的モデルを示すことによって医療チームに

対して指導ができる
⑤　職場の臨床看護の質向上に主体的に取り組める

こととしており11），その役割は臨床に根ざしている．
しかし，資格取得後の臨床実践能力評価は，患者ケ

アやスタッフへの指導能力については「向上した」と
いう項目が多かったが，職種間の調整能力については

「どちらともいえない」の項目が多かった．また，腎
臓病看護の発達モデルを「エキスパートナース」「中
堅ナース」「一人前ナース」「初級ナース」と分けた場
合のレベル評価では，患者に対するものは一人前から
エキスパートの広範囲に分布していたが，主に一人前
レベルが多く，スタッフに対しては中堅レベルが多か
った．院内外活動はエキスパートレベルが多かったと
いう報告12）があるように，資格を得たからといってす
べてにおいて優れた能力がすぐに発揮できるわけでは
ない．

一方で，日本腎不全看護学会では透析療法指導看護
師（DLN）委員会を設置し，各地域（8 ブロック）で
セミナーを年 1 回以上開催し，自己研修の機会を提供
すると共に，地域への情宣活動と連携を深めることを
図っている．

2）　認定看護師「透析看護分野」
2005 年，日本看護協会が行っている認定資格制度

（現在 21 分野）の中の一つとして「透析看護分野」が
発足した．認定看護師制度もまた，水準の高い看護実
践を行うことができる看護師を社会に送り出すことに
より，看護現場における看護ケアの質の向上を図るこ
とを目指している．特に，実践・指導・相談の三つの
役割を果たすことにより，看護ケアの広がりと質の向
上を図ることに貢献し，透析看護分野では，

①　末期腎不全患者に対し専門的知識を用いた臨床
判断に基づく個別的ケアと教育，および自己決定
の支援

②　安全かつ安楽な透析治療の管理を行う
ことを目標としている．

しかし，2010 年現在では，透析看護分野の認定資
格を持つものは 95 人で，透析療法指導看護師に比し
て資格取得者が少ない．その理由として，専門分野に
ついて数少ない教育機関（現在 1 カ所）で 6 カ月間継
続して研修を受けなければならないからと考えられる．

6　おわりに

筆者が初めて透析医療に従事し始めたときに感じた
ことは，看護師の裁量権の大きさであった．それまで，
病院内の病棟や外来で行う業務は急性疾患が主で，看
護の独自性や計画性はあったが，治療に関してはなん
ら意見を述べることは考えられなかった．治療がうま
くいかない患者へは私たち看護師ができる範囲のケア
を行い，その行方を見守る程度であった．いやそれす
ら他の業務に追われ，患者の苦痛など感じることもな
く過ごしていたのかもしれない．

しかし，透析室では慢性疾患看護が中心で，単に教
えられた透析医療の技術提供だけではなく，安全で確
実な透析療法を実施するために，自分たちが透析方法
やその周辺の考え方を日々学ぶことが不可欠であるこ
と，患者がうまく自己管理できるように患者の背景に

表 3　透析療法指導看護師受験資格

1. 日本国の看護師の免許を有すること（准看護師は不可）
2. 日本腎不全看護学会正会員歴が継続して 3 年以上あること
3. 腎不全看護領域実務経験が通算 3 年以上あること
4. 看護実務経験が通算 5 年以上あること（腎不全看護領域実務経験 3 年以上を含む）
5. 透析看護領域（血液透析・腹膜透析）実践報告を 3 例提出のこと
6. 受験資格ポイントが 30 ポイント以上取得できていること

（日本腎不全看護学会　ホームページより抜粋）
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応じて指導と励ましを続け，サポートしていくことな
ど主体的に動く重要性を認識せざるをえなかった．こ
のようなチーム医療を作り上げてこられたのは，おそ
らくチームの中心である医師たちの度量の深さと透析
医療初期に活躍された看護師の諸先輩のおかげである．
透析医療はチーム医療そのものであり，各パートでの
研鑽と統合が医療の質を改善向上させる．その思いを
種々の環境変化に対応しながら，今後も伝承する事が
大切であると考える．
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要　旨

過疎地域の透析医療は医師不足，高齢者医療，へき
地医療などの様々な問題点を有している．筆者が従事
した和歌山県の代表的な過疎地域拠点病院である新宮
市立医療センターの現状をもとに，過疎地域の透析医
療の現状と対策を示し，将来の展望を考える．

はじめに

過疎地域とは，過疎地域自立促進特別措置法の中で
表 1 のように定義されている．過疎地域を持たない
都道府県は大阪府と神奈川県のみであり，それ以外の
都道府県はすべて過疎地域，あるいは過疎とみなされ
る地域を有している．筆者の在住する和歌山県も例外
ではない．

平成 17（2005）年 10 月に内閣府政策統括官室が発
表した「地域の経済 2005」によると，1980 年から 90

年にかけての人口動向は，全国では 5.6％ 増加してい
るものの，8 県（青森県，岩手県，秋田県，和歌山県，
島根県，山口県，高知県，長崎県）ではすでに人口減
少が始まっており，2005 年 3 月 31 日現在の住民基本
台帳に基づく人口調査でも，和歌山県は全国 7 番目の
人口減少率であった．さらに 2004 年には「全国過疎
問題シンポジウム 2004 in わかやま」が開催されるな
ど，和歌山県は確かに日本を代表する過疎地域のひと
つである．

そんな和歌山県の中でも新宮市立医療センターは，
和歌山県のみならず，本州の最南端に位置する地域拠
点病院であり，腎臓内科・透析部門の専門医師 2 名で，
広範な医療圏（図 1：概算では神奈川県とほぼ同面

［そ　の　他］

過疎地域の透析医療
――　現状と対策　――

半羽慶行＊1　山中慎太郎＊2　是枝大輔＊2　龍田浩一＊2　重松　隆＊1

＊1  和歌山県立医科大学腎臓内科・血液浄化センター　＊2  新宮市立医療センター内科（腎・透析）

key words：過疎地域，透析，高齢者医療，へき地医療，医療過疎

The report from the unpopulated area about current circumstances for maintenance dialysis therapy and its countermeasures
Division of Nephrology and Blood Purification Medicine, Wakayama Medical University
Yoshiyuki Hanba
Takashi Shigematsu
Shingu Municipal Medical Center
Koichi Tatsuta

表 1　過疎地域の要件（法第 2 条）

　中長期的な人口減少及び，長期的な人口減少の結果としての年齢構成の偏りから過疎地域を捉えることとし，
過疎地域の要件を（1）かつ（2）に該当する地域とした．
　（1）　人口要件：以下のいずれかに該当すること
　　1）　昭和 35 年～平成 7 年の人口減少率が 30％ 以上
　　2）　昭和 35 年～平成 7 年の人口減少率が 25％ 以上，高齢者比率（65 歳以上）24％ 以上
　　3）　昭和 35 年～平成 7 年の人口減少率が 25％ 以上，若年者比率（15 歳以上 30 歳未満）15％ 以下
　　4）　昭和 45 年～平成 7 年の人口減少率が 19％ 以上
　＊ただし，1）2）3）の場合，昭和 45 年～平成 7 年の 25 年間で 10％ 以上人口増加している団体は除く．
　（2） 　財政力要件：平成 8 年度～平成 10 年度の 3 ヶ年平均の財政力指数が 0.42 以下かつ，公営競技収益が

13 億円以下であること（施行令第 1 条）．

（総務省ホームページより抜粋）
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積）の内科腎疾患，入院外来透析管理，シャント
PTA や手術を行ってきた．本稿では，筆者が同セン
ターで腎臓病，透析医療に携わってきた経験とデータ
を交えながら，過疎地域の透析医療の現状と対策を述
べる．

1　過疎地域における腎不全医療・透析医療の特徴

和歌山県の過疎地域を代表する新宮市立医療センタ
ーの外来透析患者は平均年齢 63.6 歳，平均透析年数
10.0 年で，数名の患者は介護タクシーを利用している
が，ほとんど自家用車か公共交通機関で通院している．
同センターにおける新規導入患者の平均年齢は全国平
均と比べても大差ない（図 2）が，最近の傾向として
徐々に平均年齢の上昇がみられており，2009 年，新
規導入患者の年齢ヒストグラム（図 3）をみると，

70～80 歳の導入が突出している．また同センターで
の透析導入患者も増加しており，これは近隣の，かつ
ては透析導入可能施設が軒並み医師不足を理由に透析
導入ができなくなったことが大きい．

過疎地域の腎不全透析医療の特徴を，推測をかねて
箇条書きにしてみると以下のようになる．

①　いわゆる腎臓病の診療が十分に行われてこなか
った．そのため糸球体腎炎等の診療，すなわち腎
生検を含めた高度医療の恩恵に浴した患者がほと
んどいない．

②　かつての腎疾患診療といえば透析導入が中心で
あった．したがって，透析療法が開始された患者
層には他地域と比べて若年層が少なくない．

③　地域住民の平均年齢が高く，腎硬化症や高齢化
の進展等におけるいわゆる慢性腎臓病（CKD）

図 1　新宮市立医療センターの腎と透析領域における医療圏
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図 2　新宮市立医療センターでの透析導入状況
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例の増加に伴い，近年では透析開始患者層は都市
部に比べて高齢化が一段と進展している．このた
め，維持透析患者では極端に言えば若年層と高齢
層の二峰性を呈する．

④　過疎地域における医師不足は透析領域において
も深刻な問題であり，中小病院の閉鎖や医師の引
き上げによって，基幹病院に診療が急速に集約化
されつつあり，仕事量は増大の一途を辿っている．

2　和歌山県の過疎地域における透析医療の現状

和歌山県はすでに述べてきたように，日本の代表的
な過疎地域，特に筆者らが勤務していた新宮市一帯は
その代表とも言える．しかし，透析患者数が少ないわ
けではなく，かえって前述のように高度医療の恩恵か
ら遠く，早期の透析に陥ってしまっている患者は少な
くない．後述するが，筆者の属する和歌山県立医科大
学の腎臓内科・血液浄化センターに対して，都市部の
医師から「和歌山県は腹膜透析が向いているのではな
いか」との言葉を良く耳にする．しかし実際の和歌山
県では，腹膜透析は日本の中でも特記すべきほど少な
い．これには以下のような事が想定される．

①　過疎地域においては，透析についての情報不足
（医療情報過疎），老々介護，高齢独居の世帯が多
い．また周辺に腹膜透析患者の入院，入所可能施
設がないため，患者側も，医療者側もより安全，
安心な医療でかつ孤独から逃れられる点から血液
透析にシフトした．

②　過疎地においては人件費・地代が比較的安価で
ある．しかし医療費は全国一律であり，少ない人

数の血液透析患者でも血液透析施設の経営が成り
立つ．その結果，各透析施設独自での患者送迎な
どのサービスも可能となる．

③　患者が高齢などで自力での通院が不可能な場合
が多く，また家族も共働きが多いため，病院まで
の付き添いや自宅での透析の面倒をみることがで
きない．さらに救急医療の貧弱さから自宅でのケ
アを恐れているため，開業医の透析施設の送迎サ
ービスの利用希望が高く，頻回に通院できる血液
透析を選択している．

事実，ある新宮市内の 70 数名の外来患者を有する
透析クリニックからの情報では，約 50 名が送迎サー
ビスを利用し，月々の全送迎車の走行距離合計は
15,354.3 km，燃料代合計は 117,458 円にもなるとのこ
とであった．この週 3 回病院へ通院して医療者の目に
触れることの安心感は，高齢者になるほど非常に強い
傾向があり，在宅での透析医療を選択することには，
患者側も医療者側も抵抗感があることは否めない．

3　へき地透析医療といえば腹膜透析か？

過疎地域の医療には，高齢者医療とへき地医療の二
つのニュアンスが含まれている．「へき地」には明ら
かな定義はないが，透析施設への通院が困難な患者の
場合，他府県では腹膜透析や在宅血液透析が有力な選
択肢とされているようである1）．しかし和歌山県は，
2008 年末の統計調査で，全透析患者数における腹膜
透析患者数の割合が 1.1％ と全国で 2 番目に少ない県
であり2），腹膜透析に頼ることなく地域医療が成り立
つのか，という疑問が多く寄せられる．

図 3　2009 年透析導入患者年齢別ヒストグラム
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新宮市立医療センターでも，腹膜透析患者は一時
12 名まで増加したが，その後急速に減少し，現在は 4

名のみである．この理由としては，以下のことが考え
られる．

①　腹膜透析では，カテーテル挿入を外科に依頼す
ることが必要である事．

②　細菌性腹膜炎や硬化性被嚢性腹膜炎（EPS）な
どの合併症の手当が遅れ，重篤に陥ってしまう可
能性が高い事．

③　中心的な施設である和歌山県立医科大学腎臓内
科・血液浄化センター内で，成人用腹膜透析の診
療体制が整えられていなかったため，腹膜透析療
法に習熟した医師が絶対的に不足しており，元々
和歌山県下では普及しにくい環境にあった．

④　過疎地域に多い高齢者は，医療情報からも過疎
であり，医療者への依存性が高く，腹膜透析への
不安と恐怖感の克服ができなかった．

⑤　診療に当たる透析専門医師も，腹膜透析に対す
る情報不足を克服するチャンスが無く，高齢の患
者と同様，腹膜透析への不安と恐怖感の克服がで
きなかった．

今後，上記のような条件が改善していけば，徐々に
腹膜透析療法が根づいていく事も可能と考えられるが，
少なくとも他府県に比して，当県での腹膜透析が恣意
的に増えていくとは考え難い．腹膜透析療法が安定し
て行われるためには，皮肉な事だが血液透析医療が安
定し，一定の知識と技量を有する腎疾患専門医の存在
といざという時の救急体制の確保が必須である．日本
を代表する過疎地域である新宮市一帯はこの基本条件
すら満足できていない．すなわち血液透析医療の維持
がやっとの状況で，下手をすればこれすら危うい状況
である．これこそ腹膜透析療法が少ない一番の理由で
ある．同様の状況が，もっとも腹膜透析の少ない佐賀
県にもあると想像している．

4　過疎地の透析拠点病院の現状

1）　患者
新宮市立医療センターで血液透析を導入された患者

は，自力での通院が困難な場合，送迎サービスを利用
してもらうことを前提に民間の透析施設に紹介する．
また残念ながら自宅での生活が困難な場合には，自宅
からの距離とは関係なく，遠方の医療圏内にある長期

入院可能な透析施設への転院をお願いしている．本来
なら専門的なフォローが必要な重篤な患者であるほど，
送迎や長期入院の困難な公立病院である同センターに
は通院してもらいにくいという皮肉な現状となってい
る．

2）　医師
昨今，全国的に救急患者のたらいまわしが問題とな

ったが，新宮市周辺ではその問題はほとんど起こらな
い．なぜなら，夜間・休日当直帯は，同センターしか
救急患者受け入れをしないことを患者側も医療者側も
十分認識しており，当直医は自分が断れば患者は他に
行き場が無くなることがわかっているからである．腎
臓透析専門医として派遣された筆者も，一般内科当直
医として土日夜間ほとんど眠らずに救急対応に当たる
ことがあり，当直翌日にシャント手術や PTA が数件
入ると憔悴することしきりである．

3）　看護師
総合病院では常に看護師の異動があるため，専門的

な人材育成が非常に困難な状況にある．せっかく透析
の専門的な知識と技術を教育しても，数年で異動とな
ればまた新人（いくら看護師経験はあっても）を教育
することになる．地方の病院の現場ではそのような教
育に頻繁に人員を割くほどの余裕はなく，その結果，
常駐する臨床工学技士に負担が集中する．また年々引
き下げられていく透析診療報酬は地方病院における透
析医療の地位を貶め，さらに 7 対 1 看護の実現による
医療収入の増収策は，人員配置を，透析室から病棟へ
シフトしていくことが現実に起こっている．7 対 1 看
護の実現は，看護の質の向上という善意から発生した
事は疑う余地がないが，この結果，全国で看護師不足
が顕在化し，弱い立場の過疎地の医療崩壊を招いた事
は，研修制度の義務化とともに明らかである．この 2

制度が導入された頃から，マスコミにて医療崩壊・病
院閉鎖等のニュースが溢れている．

4）　臨床工学技士
新宮市立医療センターでは，技士 4 人で人工心肺，

透析，心カテ，シャント PTA などから，病棟の人工
呼吸器や輸液ポンプなどの医療機器管理まで様々な業
務を行い，当然，夜間休日緊急時の診療にも対応して
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くれている．病院の経営管理会議では病棟看護師の
10 対 1 や 7 対 1 などの話は出るが，技士の増員につ
いては一向に進む気配が無く，地方では未だ臨床工学
技士の評価は明らかに低い．事実，和歌山県には現時
点で臨床工学技士の養成校はなく，和歌山県立医科大
学附属病院ですら都市部より赴任した当科の教授が，
2 年前に臨床工学センターを新しく発足させ，ようや
く臨床工学センター長を兼務できる状況となった所で
ある．ただ近々臨床工学技士の養成校が県内にできる
との情報があり，さらに和歌山県立医科大学附属病院
での臨床工学センターの人員が次第に増加しつつある．
また別の和歌山県内の公立病院が 3 人の臨床工学技士
を新しく雇用した事実もあり，今後は臨床工学技士の
地位と評価の低い最悪の状況からは脱却していく事を
期待したい．

過疎地域の透析を支えるコメディカルスタッフは，
大学からの人事で数年毎に転勤していく医師とは違い，
地域性を理解して患者に信頼される優秀な人材が非常
に多い．「人あるところに人なく，人なきところに人
あり」と身にしみて感じている．

5　過疎地域での透析医療の対策

過疎地域ではなによりも高齢者の寝たきりを作らな
いこと，その一点に尽きる．新宮市立医療センターで
は，外来シャント手術，透析導入入院クリニカルパス
を徹底的に活用し，入院期間は最低限に抑制している．
この運用方針が維持できるのは，患者とその家族，ま
た導入後に外来通院をお願いする開業医の先生やスタ
ッフの方々の理解と協力が得られていることが大前提
であり，日頃からの患者や家族への接し方，開業医の
先生やスタッフとのコミュニケーションや病診連携シ
ステムの確立が重要であることは言うまでもない．そ
のためにも，コメディカルスタッフの教育の機会をな
んとか確保し，多くの医療従事者に透析についての知
識を拡げていくことが，われわれ医師にとっても重要
な任務と考えられる．

和歌山県，少し広げて関西・近畿圏で考えると，な

んといっても地域での医師確保が大問題である．過疎
地での実態は，専門治療のできる内科医・外科医が極
端に不足しており，腎臓内科医・透析専門医の不足は
甚だしい．正直，専門医でない医師による診療が常態
化せざるをえない．これは過疎地の自助努力では困難
であり，研修制度や医師派遣制度の充実が必須と思わ
れる．過疎地での医師は給料が低いから希望しないの
ではない．多分に生活情報過疎・子供の教育問題・配
偶者の不満・自己研鑽の機会の減少，なにより自己存
在感の希薄化と上がらない評価に対する不安，多忙に
よる燃え尽きなどなど，多くの生活・心理面のマイナ
スポイントが作用していると思われる．このため，給
料の高額化は決して無駄ではないが，専門医不足の根
本解決にはあまり効果がない．これらの点を一気に解
決するのは困難であるが，医学教育・価値観の転換・
役に立っているという充足感などが必要と考える．筆
者も新宮市立医療センター赴任中に，当科教授からの
度々の電話やメールで幾度となく励まされたことは記
憶に新しく，さらに医師やスタッフに対する患者側か
らの感謝・尊敬の言葉は，これらの問題解決へのもっ
とも強力な援軍になると思われる．

おわりに

以上，過疎地における透析医療を中心に記載した．
本稿が，現在も新宮市立医療センターで勤務する和歌
山県立医科大学の腎臓内科・血液浄化センターの 3 人
の医師を初め，わが国の過疎地域にて勤務する医療者
への讃歌と賞賛，そして応援の一助になれば幸いであ
る．

文　　献
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日本透析医会通常総会が平成 22 年 5 月 16 日（日）午後 2 時から
ホテルマイステイズ御茶ノ水（東京）にて開催された．以下に，そ
の際の資料（抜粋）と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料　
Ⅰ　平成 21 年度事業報告書  　　
Ⅱ　平成 21 年度財務諸表  　　　
Ⅲ　平成 22 年度事業計画書（案）
Ⅳ　平成 22 年度予算（案）　　　
平成 22 年度通常総会報告　　　　

（社）日本透析医会通常総会議事録
（社）日本透析医会役員名簿　　　

［総会資料と決定事項］

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項
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（社）日本透析医会通常総会資料

第 1 号議案

平成 21 年度事業報告書

第 1　会　議

総　　会
1.　平成 21 年度通常総会
 平成 21 年 5 月 17 日 第 1 号議案　平成 20 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
   第 2 号議案　平成 21 年度事業計画及び予算の承認を求める件
   第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
   第 4 号議案　その他

理 事 会
1.　平成 21 年 5 月 17 日
 通常総会付議事項
   第 1 号議案　平成 20 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
   第 2 号議案　平成 21 年度事業計画及び予算の承認を求める件
   第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
   第 4 号議案　その他

常任理事会
1.　平成 21 年 4 月 24 日
 協議事項 ⑴　HIV 感染者の透析治療に関するガイドラインの作成について
   ⑵　日本臨床工学技士会主催の国際学術交流研究会への助成について
   ⑶　学会等研究助成申請に対し医会の助成対象としての可否について
   ⑷　日本透析医会定款改定（案）について

 報告事項 ⑴　平成 20 年度決算について
   ⑵　「 療養生活についての高齢透析患者・家族の意識」に関する調査に対してのお

願い

2.　平成 21 年 5 月 17 日
 協議事項 ⑴　平成 20 年度事業報告および財務諸表について
   ⑵　平成 21 年度事業計画及び予算について
   ⑶　役員の任期満了に伴う新役員について

 報告事項 ⑴　新型インフルエンザに対する要望書の提出について
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   ⑵　新型インフルエンザ対策についての緊急提言について

3.　平成 21 年 6 月 26 日
 協議事項 ⑴　透析医療に関与したテレビ等の報道に対する対応策について
   ⑵　新公益法人に向けた事業区分の設定について
 報告事項 ⑴　各委員会の委員長と担当理事について
   ⑵　レセプト分析調査について
   ⑶　広報委員会報告

4.　平成 21 年 7 月 24 日
 協議事項 ⑴　 第 15 回診療報酬調査専門組織・医療機関のコスト調査分科会（09/7/10）の資

料について
   ⑵　新公益法人に向けた事業区分の設定について

 報告事項 ⑴　岩月史郎監事　　7 月 7 日に逝去

5.　平成 21 年 9 月 25 日
 協議事項 ⑴　レセプト分析調査について
   ⑵　新公益法人に向けた事業区分等の見直しについて

 報告事項 ⑴　委員会報告
   　　合併症対策委員会

   ⑵　 「新型インフルエンザ感染拡大防止」について，全国腎臓病協議会から厚生労
働省へのお願いに対する回答について

6.　平成 21 年 10 月 23 日
 協議事項 ⑴　社会医療法人認定要望書について

 報告事項 ⑴　平成 21 年度中間決算について
   ⑵　委員会報告について

   　　研修委員会，広報委員会
   ⑶　 会告「緊急のご連絡～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」について

7.　平成 21 年 11 月 27 日
 協議事項 ⑴　受験資格取得ポイント（日本腎不全看護学会）登録申請について

 報告事項 ⑴　「透析医療への新型インフルエンザワクチン配分のお願い」について
   ⑵　「平成 22 年度診療報酬改定への要望書」の提出について
   ⑶　平成 22 年 6 月度レセプト分析調査結果について
   ⑷　特例民法法人の内部留保の水準の適正化等について
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8.　平成 21 年 12 月 18 日
 協議事項 ⑴　「透析と新型インフルエンザ」啓発 DVD への日本透析医会推薦について
   ⑵　平成 22 年 3 月 7 日研修セミナー講演者の変更について
 報告事項 ⑴　保険局医療課本間先生からの問い合わせについて

   ⑵　 日本医師会に対し「平成 22 年度診療報酬改定への要望書」を提出した旨の報
告について

   ⑶　内部留保額（率）に対する改善計画書の提出について
   ⑷　委員会報告
   　　①HIV 感染患者の透析医療ガイドライン策定グループ
   　　②統計研究会からのアンケート調査

9.　平成 22 年 1 月 22 日
 協議事項 ⑴　「透析医療費実態調査」結果（速報）の HP 掲載内容について
   ⑵　在宅血液透析のマニュアル作成について

 報告事項 ⑴　平成 21 年度公益法人定期立ち入り検査について
   ⑵　「透析療法指導看護師」の受験資格ポイント取得について
   ⑶　その他

10.　平成 22 年 2 月 26 日
 協議事項 ⑴　職員俸給月額表の改正について

 報告事項 ⑴　平成 21 年度仮決算について
   ⑵　公益法人定期立ち入り検査（結果）について
   ⑶　委員会報告について
   　　広報委員会
   ⑷　その他

11.　平成 22 年 3 月 26 日
 協議事項 ⑴　平成 22 年度通常理事会及び通常総会の開催について
   ⑵　診療報酬改定に係る質問事項について
   　　①診療費明細書の発行について
   　　②透析液水質確保加算の請求について
 報告事項 ⑴　職員の採用について
   ⑵　委員会報告について
   　　①研修委員会
   　　② HIV 感染患者透析医療ガイドライン策定委員会
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第 2　委員会

平成 21 年度委員会開催状況
（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）

委　員　会 開催年月日 備　　　考

  1.　適正透析療法委員会
  　⑴　適正透析導入部会
  　⑵　維持透析療法部会
  　⑶　適正透析普及部会
  　⑷　適正医療経済部会

  　⑸　医療廃棄物対策部会
  　⑹　在宅血液透析部会

  　⑺　医療制度検討部会

平成 21 年 06 月 06 日
平成 21 年 06 月 06 日
平成 21 年 07 月 10 日

平成 22 年 01 月 22 日
平成 22 年 02 月 26 日

支部長会
保険審査医懇談会
レセプト分析調査

在宅血液透析マニュアル作成会議
　　　　　　　〃

  2.　医療安全対策委員会
  　⑴　災害時透析医療対策部会
  　⑵　感染対策部会

  　⑶　医療事故対策部会

平成 21 年 06 月 06 日
平成 21 年 12 月 01 日
平成 22 年 01 月 26 日
平成 22 年 03 月 23 日

災害情報ネットワーク会議
HIV 感染患者透析医療ガイドライン策定
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃

  3.　合併症対策委員会 平成 21 年 07 月 31 日

  4.　腎移植普及推進委員会

  5.　腎不全予防医学調査研究委員会

  6.　研修委員会 平成 21 年 10 月 04 日
平成 22 年 03 月 07 日

  7.　広報委員会 平成 21 年 06 月 11 日
平成 21 年 10 月 08 日
平成 22 年 02 月 04 日

  8.　情報管理委員会 常任理事会で関連事項協議

  9.　内規委員会

10.　倫理委員会

11.　学会等研究助成審査委員会 平成 21 年 05 月 17 日
平成 21 年 09 月 25 日
平成 21 年 10 月 23 日

学会等助成
公募研究助成
　　　〃

12.　学会等研究助成交付審査委員会 平成 21 年 05 月 21 日
平成 21 年 11 月 06 日

学会等助成
公募研究助成

13.　経営実態調査 平成 21 年 04 月 24 日
平成 21 年 06 月 12 日
平成 21 年 07 月 24 日
平成 21 年 08 月 28 日
平成 21 年 09 月 25 日
平成 21 年 10 月 23 日
平成 21 年 11 月 27 日
平成 21 年 12 月 19 日
平成 22 年 01 月 22 日
平成 22 年 02 月 26 日
平成 22 年 03 月 26 日

透析医療グランドデザイン作成打合せ会議
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　〃
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平成 21 年度委員会報告

1.　適正透析療法委員会
　⑴　適正透析導入部会
　　　透析導入者審査委員会設置支部（愛知）に助成した．
　　　報告については，22 年度の日本透析医会雑誌に掲載する．
　⑵　維持透析療法部会
　　　 統計研究会との共同研究「医療者と透析患者の家族との関係」のアンケート調査を 22 年 1 月に実施し

た．1,047 施設に依頼，497 件の回答をいただいた．集計分析の結果については，22 年度に報告する．
　⑶　適正透析普及部会
　　　（平成 21 年度 1 回開催）
　　　 支部長会議を開催し，次回の診療報酬改定に対する要望事項（透析液浄化加算，障害者加算適用範囲見

直し，感染対策加算，ブラッドアクセス留置カテーテル挿入技術料，ブラッドアクセス PTA 点数化）等
について，会長より説明があった．

　⑷　適正医療経済部会
　　　（平成 21 年度 2 回開催）
　　1）　 第 14 回透析保険審査委員懇談会を開催した．検討事項で基本診療科，医学管理料，在宅医療，検査，

投薬・注射，処置，手術の診療行為別に討論を行った．また，事前にアンケートを実施し検討事項（70

件），要 望 事 項 等（121 件）の 回 答 を い た だ い た．詳 細 な 報 告 に つ い て は，日 本 透 析 医 会 雑 誌
（Vol. 24-3）に掲載した．

　　2）　 透析医療費の分析調査について，病院及び診療所（200 施設）の協力をいただき，平成 21 年 6 月分
外来透析レセプト 10,447 件の集計分析が行われた．調査結果については，速報版を平成 22 年 2 月 26

日 HP に掲載した．詳細は 22 年度の日本透析医会雑誌（Vol. 25-1）に掲載し報告する．
　⑸　 経営実態調査として，「透析医療のグランドデザイン」の作成に関し，ほゞ毎月 1 回計 11 回の打合せ会

議を開催し，討議を重ね 3 月末に作成を終了した．
　⑹　在宅血液透析部会
　　　（平成 21 年度 2 回開催）
　　　 厚生労働省の要請を受け，「在宅血液透析管理マニュアル」の作成について，作成委員会を設け討議し

2 月末に完成，3 月 5 日 HP に掲載した．4 月発刊の医会雑誌（Vol. 25-1）別冊に掲載する．

2.　医療安全対策委員会
　⑴　災害時透析医療対策部会
　　　（平成 21 年度 1 回開催）
　　1）　 パンパシィフリ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を 72 名の参加を得て開

催した．特別講演，活動報告等が行われた．
　　　　会議の詳細は，日本透析医会雑誌（Vol. 24-3）に掲載した．
　　2）　災害時活動
　　　　平成 21 年度は幸いなことに大きな災害はなかった．災害時活動は以下の通り．
　　　　　・平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨（7 月 22 日～27 日）
　　　　　・群馬県館林市の竜巻（7 月 27 日）停電のため 1 施設で透析中断
　　　　　・駿河湾を震源とする震度 6 弱の地震（8 月 11 日）
　　　　　・台風 9 号に伴う豪雨（8 月 11 日）
　　　　　・八丈島で震度 5 弱の地震（8 月 13 日）
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　　　　　・静岡県伊東市で震度 5 弱の地震（12 月 17 日・18 日）
　　　　　・沖縄県糸満市で震度 5 弱の地震（2010 年 2 月 27 日）
　　　　　・太平洋沿岸に大津波・津波警報（2 月 28 日）
　　　　　・福島県沖で震度 5 弱の地震（3 月 14 日）
　　3）　 9 月 1 日 第 10 回災害時情報伝達訓練を行った．44 都道府県 1,151 施設が参加し，参加地域，参加数

とも過去最高となった．
　　　　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

　　4）　情報システム・メーリングリスト保守管理
　　　　　・「透析医療災害対策メーリングリスト」taisaku_ml 登録アドレス数 131

　　　　　・「災害情報ネットワークメーリングリスト」joho_ml 登録アドレス数 647

　　5）　災害情報ネット専用サーバーの更新・管理
　⑵　感染対策部会
　　（平成 21 年度 3 回開催）

厚 生労働省健康局疾病対策課からの依頼により，「HIV 感染患者の透析医療ガイドライン」策定につい
て，策定グループを編成し，22 年度早期の発刊に向け討議した．

3.　合併症対策委員会
　　（平成 21 年度 1 回開催）
　　 出版書籍の企画を検討し，透析患者の合併症とその対策№ 19「感染症」の発刊を決定した．22 年 3 月末
に会員に送付した．

4.　腎移植普及推進委員会
　　社団法人日本臓器移植ネットワーク運営事業に協力した．

5.　研修委員会
　　（平成 21 年度 2 回開催）
　⑴　医会支部の学術研究に助成した．
　　1）　岡山県支部
　　　　研 究課題：岡 山県の血液透析患者の通院に関する実態調査
　　2）　広島県透析連絡協議会
　　　　研究課題：閉経後透析患者における血清テストステロン値と動脈硬化の関連についての研究
　　3）　宮崎県支部
　　　　研究課題：透析液カルシウム濃度（2.5 mEq/L と 3.0 mEqL）と血管石灰化進行の関連について
　　4）　新潟県透析医会
　　　　研 究課題：腹 膜透析患者において，ダルベポエチンアルファ使用による貧血改善が，心血管病の新規
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発症予防に与える影響についての検討
　⑵　医会支部が開催した研修会・講演会に助成した．

　　　

支　部　名 会　　　場 開催年月日

鹿児島県透析医会 城山観光ホテル 平成 21 年 05 月 16 日
熊本県透析連絡協議会 熊本大学医学部附属病院 平成 21 年 06 月 14 日・21 日
青森県透析医会 青森市民ホール 平成 21 年 06 月 21 日
福島県支部 ホテルハマツ 平成 21 年 07 月 04 日
北海道透析医会 札幌全日空ホテル 平成 21 年 08 月 08 日
大阪透析医会 ホテルグランヴィア 平成 21 年 11 月 21 日
愛知県透析医会 名古屋国際ホテル 平成 21 年 11 月 29 日
宮城県支部 フォレスト仙台 平成 21 年 12 月 06 日

　⑶　（社）日本透析医会シンポジウムを開催し，126 名が参加した．
　　　　「透析医のための CKD 管理」―透析導入後の予後向上を目指して―
　　　　日　時　：平成 21 年 10 月 4 日（日）
　　　　　　　　　午前 9 時～午後 4 時
　　　　場　所　：品川コクヨホール
　　　　講演者　：中井　滋（藤田保健衛生大学短期大学）他 6 名
　⑷　（社）日本透析医会研修セミナーを開催し，154 名が参加した．
　　　　日　時　：平成 22 年 3 月 7 日（日）
　　　　　　　　　午前 9 時～午後 4 時
　　　　場　所　：品川コクヨホール
　　　　講演者　：寺岡　慧（東京女子医科大学腎臓外科）他 6 名
　⑸　 22 年度のシンポジウムは平成 22 年 10 月 3 日（日）品川コクヨホールで開催することが決定し，講演

内容はホームページに掲載済である．
　　　また，研修セミナーは，23 年 3 月 6 日（日）品川コクヨホールで開催が決定された．

6.　広報委員会
　　（平成 21 年度 3 回開催）
　　「日本透析医会雑誌」の企画・編集等について，討議された．
　⑴　医会雑誌 Vol. 24 No. 1 発刊
　　1）　透析医療の質を守るために
　　2）　CKD の概念
　　3）　血圧・蛋白尿の管理
　　4）　血清脂質の管理
　　5）　uremic toxin の管理
　　6）　貧血の管理
　　7）　慢性腎臓病患者における電解質の管理
　　8）　透析非導入とその後の治療およびケア
　　9）　透析機器の大規模地震防災対策とその検証―新潟県中越沖地震を被災して―
　 10）　大規模地震災害時の透析看護師の役割と業務体制―新潟県中越沖地震を被災して―
　 11）　透析液の細菌学的評価
　 12）　診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業
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　 13）　第 12 回透析医療費実態調査報告
　 14）　北海道内の高齢者透析患者における感染症の実態
　 15）　透析用血管留置カテーテルの実態調査
　 16）　シナカルセト販売後の副甲状腺摘出術の適応について
　 17）　低所得国に対する末期腎不全医療提供の可能性
　 18）　腎性全身性線維症
　 19）　広い穿刺部位を維持する肘窩二次内シャント作製法―表在静脈非剥離法―
　 20）　切迫破裂となった人工血管内シャントのグラフト静脈瘤の経験
　 21）　『透析医療とターミナルケア』のエッセンスと感想
　 22）　透析医は患者・社会にどう立ち向かうか―良質の透析・命の終焉・社会への願い―
　 23）　透析患者における運動療法の必要性と有用性
　 24）　透析医のひとりごと：青森県であまり腹膜透析が受け入れられない意外な理由について〈青森県〉
　　　　　　　　　　　　　　小さなクリニックのささやかな国際交流〈石川県〉
　 25）支部だより〈千葉県・鹿児島県〉

　⑵　医会雑誌 Vol. 24 No. 2 発刊
　　1）　情報雑感―四天王，新型インフルエンザ，災害時情報ネットワーク，中野学校，ガイドライン―
　　2）　CKD-MBD の新たな治療戦略
　　3）　透析患者の予後改善手段
　　4）　透析医療における医療・介護連携の意義
　　5）　末期腎不全治療に腎移植はどのように貢献できるか
　　6）　透析患者の腹部手術
　　7）　わが国の腹膜透析の現況と発展のための課題
　　8）　社会医療法人の設立
　　9）　日本型医療制度改革のスキーム―基金拠出型法人の概要―
　 10）　透析医療における介護保険
　 11）　災害時の医薬品・医療器材の流通確保
　 12）　透析導入時の治療法選択における説明のありかた
　　　　―チーム医療による慢性腎疾患ケアの観点から―
　 13）　手術および観血的手技前の抗血栓薬の中止のポイント―臨床薬理学的立場より―
　 14）　透析患者における心血管イベントの実態とその治療について
　 15）　炭酸ランタンの有用性
　 16）　日本透析会通常総会資料および主な決定事項
　 17）　透析患者における呼吸器感染症―診療ガイドライン―
　 18）　透析医のひとりごと：透析の地域格差〈山形県〉
　　　　　　　　　　　　　　小規模病院を経営して　今後の福祉・医療の行く末は……〈宮城県〉
　　　　　　　　　　　　　　透析医療における基幹病院の役割と現状〈宮崎県〉
　 19）　支部だより〈兵庫県〉

　⑶　医会雑誌 Vol. 24 No. 3 発刊
　　1）　政権交代と診療報酬改定―本当に財源は見つかるか―
　　2）　第 14 回透析保険審査委員懇談会報告
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　　3）　透析医療における診療報酬のオンライン請求について
　　4）　第 10 回災害時情報ネットワーク会議および情報伝達訓練実施報告
　　5）　新型インフルエンザ対策
　　6）　維持血液透析患者の転倒事故とそれに起因する骨折
　　7）　透析液および透析用水の細菌学的検査に関する大阪府臨床工学技士会報告
　　　　―大阪府下透析施設で施行した 2007・2009 年の経年的調査結果について―
　　8）　透析患者における C 型肝炎の最近の治療
　　9）　血液透析患者のかゆみに対するκ受容体作動薬レミッチの有効性
　 10）　（社）日本透析医学会　腹膜透析ガイドラインについて
　 11）　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
　 12）　ファブリー病の腎障害―診断と治療―
　 13）　患者の自己効力感と行動変容
　 14）　腎不全時におけるリン代謝の新展開
　 15）　CKD-MBD 治療を考える
　 16）　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―
　 17）　命と向き合うホスピス・緩和ケア
　 18）　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
　 19）　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―
　 20）　長期予後は関係ない高齢者維持透析患者の実態と問題点
　 21）　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）
　 22）　最適な透析液清浄化法選択のための基礎的検討―透析液中に棲息する菌の経時的菌株追跡―
　 23）　閉経後女性血液透析患者におけるエストロゲンと骨代謝の関係
　 24）　透析医のひとりごと：アーバン「イーハトープ」を求めて〈鹿児島県〉
　　　　　　　　　　　　　　透析液清浄化へのこだわり（カプラとジョイント）〈秋田県〉
　　　　　　　　　　　　　　副会長の退任にあたって～温故知新の心境～　
　　　　　　　　　　　　　　副会長の退任にあたって
　 25）　支部だより〈栃木県・富山県・高知県・大分県〉
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7.　学会等助成審査委員会
　   （平成 21 年度 3 回開催）
　　以下のとおり学会及び調査研究について申請を受け，審査した．

　

学　会　等 学会等開催日

臨床工学国際交流研究会セミナー 平成 21 年 6 月　5 日

日本下肢救済・足病学会創立学術集会 平成 21 年 9 月 26 日

　

研 究 課 題（公募助成） 研 究 目 的 等

・血液透析患者における iodoieamine 2, 3-dioxyge-
nase（IDO）活性の亢進と抑うつ症状および栄養障
害との関連性について

HD 患者の抑うつ症状に対する IDO の活性亢進の関与，
IDO 活性と食指不振，栄養障害，動脈硬化性病変との
関連性を明らかにすることで，IDO をターゲットにし
た新たな医療戦略の可能性を追究する．

・災害時医療支援船構想―西日本プロジェクト― より具体性のあるプロジェクトとして，神戸地域での現
実に災害時に適用可能な形態の確立を目指す．

・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 3）

診療成績を効率よく高めるための大規模データーベース
作成の基盤整備を図る．

・腹膜透析患者における食塩味覚閾値と体液過剰の相
関検討

長期腹膜透析の合併症である腹膜劣化の抑制と被嚢性腹
膜硬化症（EPS）の発症抑制につなげ，より安全な腹膜
透析療法を目指す．

・血液透析液の血管内皮細胞機能に及ぼす影響 透析液の血管内皮細胞に及ぼす影響について明らかにす
ることにより，透析患者の動脈硬化病変進展の抑制に寄
与することができる．

・沖縄県における新型インフルエンザ罹患状況調査 透析患者は，新型インフルエンザの重症化率，死亡率が
高いと予想されているが，正確な疫学的調査はなされて
いない．国内最初の死亡例を体験し，それを契機に自発
的に調査を開始した．調査の継続により得られる情報は，
我が国の透析医療関係者にとって意義深いものとなる．

・血液透析での鉄剤投与方法が体内鉄動態・酸化スト
レスに及ぼす影響

透析患者の経動脈投与における鉄剤投与方法が，非トラ
ンスフェリン結合鉄値を中心とした体内鉄代謝および酸
化ストレスへ与える影響について検討し，臨床に直結し
た結果を示す．

・ESA 投与中止後に overshoot する Hb・Ht 値 維持透析患者に対する ESA 投与の適正化を図る．

・維持透析患者の痛みに対する治療効果の定量的評価 維持透析患者に対する各種鎮痛療法の効果を客観的に評
価し，より適切な治療法を確立する．

・血液透析を受けている女性の QOL 透析日と非透析日の日常生活の行動範囲を明らかにし行
動指針を作成する．
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8.　学会等研究助成交付審査委員会
　   （平成 21 年度，FAX による審査 2 回）
　　以下のとおり学会及び調査研究について審査した．

　

学　会　等 学会等開催日

臨床工学国際交流研究会セミナー 平成 21 年 6 月　5 日

日本下肢救済・足病学会創立学術集会 平成 21 年 9 月 26 日

　

研 究 課 題（公募助成） 研 究 目 的 等

・血液透析患者における iodoieamine 2, 3-dioxyge-
nase（IDO）活性の亢進と抑うつ症状および栄養障
害との関連性について

HD 患者の抑うつ症状に対する IDO の活性亢進の関与，
IDO 活性と食指不振，栄養障害，動脈硬化性病変との
関連性を明らかにすることで，IDO をターゲットにし
た新たな医療戦略の可能性を追究する．

・災害時医療支援船構想―西日本プロジェクト― より具体性のあるプロジェクトとして，神戸地域での現
実に災害時に適用可能な形態の確立を目指す．

・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 3）

診療成績を効率よく高めるための大規模データーベース
作成の基盤整備を図る．

・腹膜透析患者における食塩味覚閾値と体液過剰の相
関検討

長期腹膜透析の合併症である腹膜劣化の抑制と被嚢性腹
膜硬化症（EPS）の発症抑制につなげ，より安全な腹膜
透析療法を目指す．

・血液透析液の血管内皮細胞機能に及ぼす影響 透析液の血管内皮細胞に及ぼす影響について明らかにす
ることにより，透析患者の動脈硬化病変進展の抑制に寄
与することができる．

・沖縄県における新型インフルエンザ罹患状況調査 透析患者は，新型インフルエンザの重症化率，死亡率が
高いと予想されているが，正確な疫学的調査はなされて
いない．国内最初の死亡例を体験し，それを契機に自発
的に調査を開始した．調査の継続により得られる情報は，
我が国の透析医療関係者にとって意義深いものとなる．

・血液透析での鉄剤投与方法が体内鉄動態・酸化スト
レスに及ぼす影響

透析患者の経動脈投与における鉄剤投与方法が，非トラ
ンスフェリン結合鉄値を中心とした体内鉄代謝および酸
化ストレスへ与える影響について検討し，臨床に直結し
た結果を示す．

・ESA 投与中止後に overshoot する Hb・Ht 値 維持透析患者に対する ESA 投与の適正化を図る．

・維持透析患者の痛みに対する治療効果の定量的評価 維持透析患者に対する各種鎮痛療法の効果を客観的に評
価し，より適切な治療法を確立する．

・血液透析を受けている女性の QOL 透析日と非透析日の日常生活の行動範囲を明らかにし行
動指針を作成する．



日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 301

平成 21 年度財務諸表

1.　貸借対照表（平成 22 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部
　1.　流動資産
　　⑴　現預金
　　　　現金
　　　　ゆうちょ銀行
　　　　りそな銀行 1437642（H21.11.13 解約）
　　　　りそな銀行 1458648
　　　　りそな銀行 1455768
　　　　りそな銀行 1541906（H21.9.7 解約）
　　　　りそな銀行 0984222
　　　　りそな銀行 0960156
　　　　りそな銀行 1543688（H21.10.14 解約）
　　　　りそな銀行 1557092（H21.9.7 新設）
　　　　みずほ銀行
　　　　三井住友銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行定期預金

27,262
536,479

3,346
3,497,970

1,186,098
0

17
343,552
684,837

8,343,397
30,003,493

6,328
2,521,039

640
3,247

3,496,576
938

1,063,353
4,386

175

164,279
163,932
894,740

68,955,768

20,934
－1,984,560

－640
99

1,394
－938

122,745
－4,386

－175
17

179,273
520,905

7,448,657
－38,952,275

　　　　　　現預金合計 44,626,451 77,275,401 －32,648,950
　　⑵　その他流動資産
　　　　仮払金 109,000 125,000 －16,000
　　　　　　その他流動資産合計 109,000 125,000 －16,000
　　　　　　流動資産合計 44,735,451 77,400,401 －32,664,950
　2.　固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金普通預金 202,004,889 162,004,889 40,000,000
　　　　　　基金合計 202,004,889 162,004,889 40,000,000
　　⑵　その他固定資産
　　　　電話加入権
　　　　淡路建物ビル保証金
　　　　警備保証金
　　　　退職給与引当預金

563,372
6,300,000

50,000
1,549,688

563,372
6,300,000

50,000
6,136,958

0
0
0

－4,587,270
　　　　　　その他固定資産合計 8,463,060 13,050,330 －4,587,270
　　　　　　固定資産合計 210,467,949 175,055,219 35,412,730
　　　　　　資産合計 255,203,400 252,455,620 2,747,780

Ⅱ　負債の部
　1.　流動負債
　　　会費預り金
　　　所得税預り金
　　　健康保険預り金
　　　厚生年金預り金

10,000
343,505
40,330
69,097

150,000
319,990
61,576
99,008

－140,000
23,515

－21,246
－29,911

　　　　流動負債合計 462,932 630,574 －167,642
　2.　固定負債
　　　退職給与引当金 1,549,688 6,136,958 －4,587,270
　　　　固定負債合計 1,549,688 6,136,958 －4,587,270
　　　　負債合計 2,012,620 6,767,532 －4,754,912

Ⅲ　正味財産の部
　1.　一般正味財産 253,190,780 245,688,088 7,502,692
　　　　正味財産合計 253,190,780 245,688,088 7,502,692
　　　　負債及び正味財産合計 255,203,400 252,455,620 2,747,780
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2.　正味財産増減計算書（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1.　経常増減の部
　　⑴　経常収益
　　　①　受取入会金
　　　　　受取入会金 360,000 330,000 30,000
　　　　　　受取入会金計 360,000 330,000 30,000
　　　②　受取会費
　　　　　受取会費 89,210,000 88,580,000 630,000
　　　　　　受取会費計 89,210,000 88,580,000 630,000
　　　③　受取寄付金
　　　　　受取学会寄付金
　　　　　受取参加費

61,254,000
273,000

53,686,000
241,000

7,568,000
32,000

　　　　　　受取寄付金計 61,527,000 53,927,000 7,600,000
　　　④　雑収益
　　　　　受取利息 148,349 144,538 3,811
　　　　　　雑収益計 148,349 144,538 3,811
　　　　　　経常収益計 151,245,349 142,981,538 8,263,811

　　⑵　経常費用
　　　①　事業費
　　　　　適正透析導入部会
　　　　　適正透析普及部会
　　　　　適正医療経済部会
　　　　　医療廃棄物対策部会
　　　　　在宅血液透析部会
　　　　　災害時透析医療対策部会
　　　　　感染対策部会
　　　　　医療事故対策部会
　　　　　合併症対策委員会
　　　　　腎移植普及推進委員会
　　　　　研修委員会
　　　　　広報委員会
　　　　　学会・研究助成審査委員会
　　　　　学会・研究助成交付審査委員会
　　　　　経営実態調査
　　　　　日本財団事業

636,041
1,778,545
9,376,958

260,802
3,796,800

525,116

3,672,027
6,487,622
9,124,408

12,482,085
59,792,973

4,910
13,223,344

646,395
759,972

8,569,185
259,489

3,617,281
1,768,437

504,556
3,319,273
6,593,216
8,764,802

17,474,863
50,025,697

408,521

－10,354
1,018,573

807,773
－259,489

260,802
179,519

－1,243,321
－504,556

352,754
－105,594

359,606
－4,992,778

9,767,276
4,910

13,223,344
－408,521

　　　　　　事業費計 121,161,631 102,711,687 18,449,944

　　　②　管理費
　　　　　給与
　　　　　賃金
　　　　　法定福利費
　　　　　通勤費
　　　　　旅費交通費
　　　　　会議費
　　　　　福利厚生費
　　　　　印刷製本費
　　　　　通信運搬費

10,287,127
1,341,700

124,050
792,370
445,735

6,000
37,253

165,375
383,769

10,425,925
1,355,000
1,351,081

431,850
373,230
12,000
52,891
90,588

334,027

－138,798
－13,300

－1,227,031
360,520
72,505

－6,000
－15,638

74,787
49,742

　　　　　事務・消耗品費
　　　　　委託費

1,649,165
1,262,445

923,956
932,115

725,209
330,330
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（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

　　　　　報酬
　　　　　水道光熱費
　　　　　家賃
　　　　　諸会費
　　　　　租税公課
　　　　　慶弔費
　　　　　雑費
　　　　　常任理事会費
　　　　　総会・理事会費
　　　　　ホームページ管理費
　　　　　退職給付費用

600,000
177,930

2,493,978
143,897

2,000
48,900

212,687
290,120

1,018,990
378,000
719,535

627,777
173,621

2,333,076
138,267

0
0

212,851
250,880
934,210
442,050
598,233

－27,777
4,309

160,902
5,630
2,000

48,900
－164
39,240
84,780

－64,050
121,302

　　　　　　管理費計 22,581,026 21,993,628 587,398
　　　　　　経常費用計 143,742,657 124,705,315 19,037,342
　　　当期経常増減額 7,502,692 18,276,223 －10,773,531

　2.　経常外増減の部
　　⑴　経常外収益
　　　計上外収益計
　　⑵　経常外費用
　　　計上外費用計
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 7,502,692 18,276,223 －10,773,531
　　　一般正味財産期首残高 245,688,088 227,411,865 18,276,223
　　　一般正味財産期末残高 253,190,780 245,688,088 7,502,692

Ⅱ　正味財産期末残高 253,190,780 245,688,088 7,502,692
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3.　財務諸表に対する注記
⑴　重要な会計方針
　1）　退職給与引当金の計上基準
　　　期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上することとしている．

　2）　リース引き取りの処理
　　　 リース契約により使用している重要な固定資産としては，コピー機，コンピューター，コンピューター

関連ネットワーク機器等があります．

⑵　固定資産の増減額及びその残高
　研究助成事業基金普通預金及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである．

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基金
　研究助成事業基金普通預金 162,004,889 40,000,000 0 202,004,889

小　　　計 162,004,889 40,000,000 0 202,004,889

その他固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金
　退職給付引当金

563,372
6,300,000

50,000
6,136,958

0
0
0

719,535

0
0
0

5,306,805

563,372
6,300,000

50,000
1,549,688

小　　　計 13,050,330 719,535 5,306,805 8,463,060

合　　　計 175,055,219 40,719,535 5,306,805 210,467,949

⑶　固定資産の財源等の内訳
　基金及びその他の固定資産の財源などの内訳は，次のとおりである．

科　　　目 当期末残高
（うち指定正
味財産からの
充当額）

（うち一般正
味財産からの
充当額）

（うち負債に
対応する額）

基金
　研究助成事業基金普通預金 202,004,899 （40,000,000） ―

小　　　計 202,004,889 （0） （40,000,000） ―

その他の固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金
　退職給付引当預金

563,372
6,300,000

50,000
1,549,688 （719,535） （1,549,688）

小　　　計 8,463,060 （0） （719,535） （1,549,688）

合　　　計 210,467,949 （0） （40,719,535） （1,549,688）
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⑷　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである．

補助金等の名称 交付者 前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分

研修会・講演会補助金
北海道透析医会 大平　整爾 100,000 学会・研究助成審査委員会
青森県透析医会 鈴木　唯司 100,000 学会・研究助成審査委員会
宮城県支部 関野　　宏 100,000 学会・研究助成審査委員会
福島県支部 熊谷郁太郎 100,000 学会・研究助成審査委員会
愛知県透析医会 渡邊　有三 100,000 学会・研究助成審査委員会
熊本県透析連絡協議会 上木原宗一 100,000 学会・研究助成審査委員会
鹿児島県透析医会 前田　　忠 100,000 学会・研究助成審査委員会
大阪透析医会 小野　秀太 100,000 学会・研究助成審査委員会

学術研究助成金
岡山県支部 草野　　功 50,000 学会・研究助成審査委員会
広島県透析連絡協議会 土谷晋一郎 700,000 学会・研究助成審査委員会
宮崎県支部 藤元　昭一 500,000 学会・研究助成審査委員会
新潟県透析医会 甲田　　豊 500,000 学会・研究助成審査委員会

研究会・公募助成
臨床工学国際交流研究会 芝本　　隆 3,800,000 学会・研究助成審査委員会
第 54 回日本透析医学会総会 佐中　　孜 17,754,000 学会・研究助成審査委員会
第 20 回日本サイコネフロロジー研究会 大平　整爾 200,000 学会・研究助成審査委員会
第 15 回日本腹膜透析研究会 笠井　健司 250,000 学会・研究助成審査委員会
第 30 回日本アフェレシス学会 米川　元樹 2,950,000 学会・研究助成審査委員会
第 42 回九州人工透析研究会総会 平方　秀樹 4,700,000 学会・研究助成審査委員会
第 13 回日本アクセス研究会学術集会 池田　　潔 5,450,000 学会・研究助成審査委員会
日本下肢救済・足病学会 大浦　武彦 400,000 学会・研究助成審査委員会
第 55 回日本透析医学会学術集会 川西　秀樹 2,250,000 学会・研究助成審査委員会
血液透析患者における iodoleamene  
2, 3-diozygenase（IDO）活 性 の 亢 進
と抑うつ症状および栄養障害との関連
性について

加藤　明彦 500,000 学会・研究助成審査委員会

災害時医療支援船構想
―西日本プロジェクト―

赤塚東司雄 1,000,000 学会・研究助成審査委員会

腎保護療法のデータベース作成におけ
る基盤整備に関する研究（その３）

前田　憲志 2,000,000 学会・研究助成審査委員会

腹膜透析患者における食塩味覚閾値と
体液過剰の相関検討

山原　英樹 500,000 学会・研究助成審査委員会

血液透析液の血管内皮細胞機能に及ぼ
す影響

樋口千恵子 1,000,000 学会・研究助成審査委員会

沖縄県における新型インフルエンザ罹
患状況調査

井関　邦敏 500,000 学会・研究助成審査委員会

血液透析での鉄剤投与方法が体内鉄動
態・酸化ストレスに及ぼす影響

池之上辰義 500,000 学会・研究助成審査委員会

維持透析患者の痛みに対する治療効果
の定量的評価

阿岸　鉄三 100,000 学会・研究助成審査委員会

血液透析を受けている女性のＱＯＬ 佐藤　千史 600,000 学会・研究助成審査委員会

合　　　　計 0 0 0 47,004,000
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4.　財産目録（平成 22 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

勘定科目 金　　額

Ⅰ　資産の部
　1．流動資産
　　⑴　現預金
　　　　現金
　　　　ゆうちょ銀行
　　　　りそな銀行 1437642
　　　　りそな銀行 1458648
　　　　りそな銀行 1455768
　　　　りそな銀行 1541906
　　　　りそな銀行 0984222
　　　　りそな銀行 0960156
　　　　りそな銀行 1543688
　　　　りそな銀行 1557092
　　　　みずほ銀行
　　　　三井住友銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行 4515871
　　　　三菱東京 UFJ 銀行定期預金

27,262
536,479

0
3,346

3,497,970
0

1,186,098
0
0

17
343,552
684,837

8,343,397
30,003,493

　　　　　　現預金合計 44,626,451
　　⑵　その他流動資産
　　　　仮払金 109,000
　　　　　　その他流動資産合計 109,000
　　　　　　流動資産合計 44,735,451

　2.　固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金普通預金 202,004,889
　　　　　　基金合計 202,004,889
　　⑵　その他の固定資産
　　　　電話加入権
　　　　淡路建物ビル保証金
　　　　警備保証金
　　　　退職給与引当預金

563,372
6,300,000

50,000
1,549,688

　　　　　　その他固定資産合計 8,463,060
　　　　　　固定資産合計 210,467,949
　　　　　　資産合計 255,203,400

Ⅱ　負債の部
　1.　流動負債
　　　会費預り金
　　　所得税預り金
　　　健康保険預り金
　　　厚生年金預り金

10,000
343,505
40,330
69,097

　　　　　流動負債合計 462,932
　2.　固定負債
　　　退職給与引当金 1,549,688
　　　　　固定負債合計 1,549,688
　　　　　負債合計 2,012,620
　　　　　正味財産 253,190,780
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5.　管理費内訳（平成 22 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

平成 21 年度
決算額 按分率

按　分

管理費 事業費

給　　　料 20,574,255 50％ 10,287,127 10,287,128 

賃　　　金 2,683,400 50％ 1,341,700 1,341,700 

法定福利費 2,484,100 124,050 2,360,050 

通　勤　費 1,584,740 50％ 792,370 792,370 

旅費交通費 891,470 50％ 445,735 445,735 

会　議　費 6,000 6,000 0 

福利厚生費 74,507 50％ 37,253 37,254 

印刷製本費 330,750 50％ 165,375 165,375 

通信運搬費 767,538 50％ 383,769 383,769 

事務・消耗品費 3,298,331 50％ 1,649,165 1,649,166 

委　託　費 2,524,890 50％ 1,262,445 1,262,445 

報酬（要源泉） 1,200,000 50％ 600,000 600,000 

水道光熱費 355,860 50％ 177,930 177,930 

家　　　賃 4,987,956 50％ 2,493,978 2,493,978 

諸　会　費 287,795 50％ 143,897 143,898 

租 税 公 課 2,000 2,000 0 

慶　弔　費 48,900 48,900 0 

雑　　　費 425,375 50％ 212,687 212,688 

常任理事会費 3,473,600 290,120 3,183,480 

総会・理事会費 1,018,990 1,018,990 0 

ホームページ管理料 756,000 50％ 378,000 378,000 

退職給付費用 719,535 719,535 0 

合　　　計 48,495,992 22,581,026 25,914,966 
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第 2 号議案

平成 22 年度事業計画書（案）

事業計画の概要

1.　透析医療の適正化に関する調査研究事業
　⑴　適正な透析療法の検討に関する調査・研究
　⑵　透析療法の質的向上と普遍化を目的とする調査・研究　　
　   適正透析療法委員会 　［委員会のもとに 7 部会を置く］
　　1）　適正透析導入部会
　　　　適正な導入時期に関する調査・研究
　　2）　維持透析療法部会
　　　　適正な維持透析療法に関する調査・研究
　　3）　適正透析普及部会
　　　　適正な透析療法の普及推進を行う
　　4）　適正医療経済部会
　　　　適正な透析医療経済に関する調査・研究
　　　　①　レセプト分析調査
　　　　②　施設機能評価の調査・研究
　　5）　医療廃棄物対策部会
　　　　医療廃棄物対策に関する調査・研究
　　6）　在宅血液透析部会
　　　　在宅治療（CAPD・在宅血液透析等）の適応基準の調査・研究
　　7）　医療制度検討部会
　　　　医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.　地域医療システムに関する調査研究事業
　⑴　透析施設間の相互連携による地域透析医療システムを確立する．
　　　 支部組織の設置について，21 年度に沖縄県が加わり 38 支部となった．引き続き，支部増設に向け努力

する．
　⑵　国，地方公共団体等が行う腎不全医療に関する安全対策に協力する．
　   医療安全対策委員会 　［委員会のもとに 3 部会を置く］
　　1）　災害時透析医療対策部会
　　　　危機及び災害時における救急透析医療システムの作成に関する調査・研究
　　　　①　災害時支援人材派遣（DR，CE，Nrs）システムの構築
　　　　②　災害時情報伝達活動：地震においては震度 5 強以上で活動開始
　　　　③　第 11 回情報伝達訓練
　　　　④　「災害情報ネットワーク」専用サーバーの移設更新・管理
　　　　⑤　「災害情報ネットワーク」メーリングリストの拡充と運用
　　2）　感染対策部会
　　　　院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究
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　　3）　医療事故対策部会
　　　　医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究
　⑶　長期透析患者の合併症に対する調査・研究
　   合併症対策委員会
　　1）　透析導入の初発原因（原疾患・病因等）に関する調査・研究
　　2）　患者の高齢化に伴う収容施設の相互連携化に対する調査・研究
　　3）　患者の長期生存に伴い発生する合併症及びその原因に対する調査・研究

3.　国等公的機関の実施する透析医療科学研究推進事業
　   厚生科学研究推進委員会 　［委員会のもとに 1 部会を置く］
　   透析医療 IT 化推進部会

4.　学術調査研究会等特定公益増進法人助成推進事業
　   学会等研究助成審査委員会 （助成先の適合審査の実施）
　   学会等研究助成交付審査委員会 （助成金の交付審査の実施）
　    平成 21 年度は，研究助成 9 件を含む 18 件の助成推進事業を実施した．当該助成事業に関係する「特定公

益増進法人」の認定団体として，21 年 11 月 7 日以降の更新（証明）が認められず助成基金の確保に影響す
るが，引き続き公募による研究助成事業について，充実，推進を図っていく．

5.　腎移植普及推進に関する事業
　   腎移植普及推進委員会
　　1）　臓器移植推進月間・腎バンク及び地方腎移植推進システムへの協力
　　2）　会員に対する腎移植の啓発・教育
　　　　（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）
　　3）　患者に対する腎移植推進
　　　　（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）
　　4）　関係団体への協力事業
　　　　（医療施設や遺族に対するドネーションの啓発）
　　5）　腎移植コーディネーター問題の研究

6.　腎不全予防医学の調査研究事業
　   透析導入を予防し，残腎機能を維持させるための調査・研究
　   腎不全予防医学調査研究委員会
　　1）　透析導入前の慢性腎不全患者に対する保存的維持療法の調査・研究
　　2）　関係団体等が行う腎不全予防医学の調査研究事業に協力する．

7.　研修等事業
　   腎不全医療にかかわる医療従事者の教育及び研修事業
　   研修委員会
　　1）　腎不全臨床医療スタッフの研修会（シンポジウム，セミナー）の開催
　　2）　学術研究への協力・助成
　　3）　関係学会・団体との研究協力
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　　4）　国内講演会等の開催

8.　広報活動及び刊行物の発行に関する事業
　   広報委員会
　   機関誌等の発行
　　1）　医会雑誌（年 3 回発行）内容充実に一層の努力をする．
　　2）　医会ニュース・速報等必要の都度，発行する．

9.　会員及び所属施設従事者の倫理向上に資する．
　   倫理委員会

10.　保有する文書，図表，電磁的記録等の適法な情報公開及び適正な管理運用に努める．
　   情報管理委員会
　    平成 18 年度より，新情報をいち早く知って頂くために希望する会員への同報メールシステムを開始した．

引き続き既存ホームページについて，内容の充実と関係団体への有益な情報提供の推進を図る．
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平成 22 年度予算（案）

1.　収支予算書（案）（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）

勘定科目 平成 22 年予算額（案） 平成 21 年予算額 増　　減

Ⅰ　事業活動収支の部
　1.　事業活動収入
　　⑴　入会金収入
　　　　入会金収入 510,000 510,000 0
　　　　　入会金収入計 510,000 510,000 0
　　⑵　会費収入
　　　　会費収入 91,000,000 91,000,000 0
　　　　　会費収入計 91,000,000 91,000,000 0
　　⑶　寄付金収入
　　　　学会寄付金収入
　　　　参加費収入

55,000,000
440,000

140,000,000
440,000

－85,000,000
0

　　　　　寄付金収入計 55,440,000 140,440,000 －85,000,000
　　⑷　雑収入
　　　　受取利息 150,000 150,000 0
　　　　　雑収入計 150,000 150,000 0
　　　事業活動収入計 147,100,000 232,100,000 －85,000,000

　2.　事業活動支出
　　⑴　事業費支出
　　　　適正透析導入部会
　　　　維持透析療法部会
　　　　適正透析普及部会
　　　　適正医療経済部会
　　　　医療廃棄物対策部会
　　　　在宅血液透析部会
　　　　医療制度検討部会
　　　　災害時透析医療対策部会
　　　　感染対策部会
　　　　医療事故対策部会
　　　　合併症対策委員会
　　　　腎移植普及推進委員会
　　　　腎不全予防医学調査研究委員会
　　　　研修委員会
　　　　広報委員会
　　　　倫理委員会
　　　　学会・研究助成審査委員会
　　　　学会・研究助成交付審査委員会
　　　　経営実態調査

645,000
2,747,000
1,870,000

10,512,000
1,122,000

980,000
4,102,000

10,564,000
2,257,000

593,000
3,934,000
6,965,000

139,000
10,577,000
17,529,000

180,000
43,854,000

325,000
0

568,000
1,965,000
1,306,000
9,600,000
1,102,000

489,000
204,000

9,282,000
1,375,000

523,000
3,465,000
6,135,000

123,000
10,679,000
18,734,000

180,000
138,034,000

286,000
5,680,000

77,000
782,000
564,000
912,000
20,000

491,000
3,898,000
1,282,000

882,000
70,000

469,000
830,000
16,000

－102,000
－1,205,000

0
－94,180,000

39,000
－5,680,000

　　　事業費支出計 118,895,000 209,730,000 －90,835,000

　　⑵　管理費支出
　　　　給与
　　　　賃金
　　　　法定福利費
　　　　通勤費
　　　　旅費交通費
　　　　会議費

10,500,000
3,000,000
1,450,000

800,000
450,000
100,000

10,500,000
1,500,000
1,450,000

750,000
300,000
100,000

0
1,500,000

0
50,000

150,000
0



日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 313

（単位：円）

勘定科目 平成 22 年予算額（案） 平成 21 年予算額 増　　減

　　　　福利厚生費
　　　　印刷製本費
　　　　通信運搬費
　　　　事務・消耗品費
　　　　委託費
　　　　報酬（要源泉）
　　　　水道光熱費
　　　　家賃
　　　　諸会費
　　　　租税公課
　　　　慶弔費
　　　　雑費
　　　　常任理事会費
　　　　総会・理事会費
　　　　ホームページ管理料

50,000
500,000
400,000

1,100,000
1,000,000

650,000
175,000

2,500,000
150,000

5,000
50,000

250,000
300,000

1,200,000
500,000

75,000
650,000
400,000

1,100,000
950,000
650,000
175,000

2,500,000
150,000

5,000
50,000

250,000
300,000

1,200,000
500,000

－25,000
－150,000

0
0

50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

　　　管理費支出計 25,130,000 23,555,000 1,575,000
　　　事業活動支出計 144,025,000 233,285,000 －89,260,000
　　　事業活動収支差額 3,075,000 －1,185,000 4,260,000

Ⅱ　投資活動収支の部
　　⑴　特定活動支出
　　　　退職給付引当資産取得支出 445,312 543,585 －98,273
　　　特定活動支出計 445,312 543,585 －98,273

Ⅲ　予備費支出 2,000,000 2,000,000 0

　　　当期収支差額 629,688 －3,728,585 4,358,273
　　　前期繰越収支差額 1,452,415 5,181,000 －3,728,585
　　　次期繰越収支差額 2,082,103 1,452,415 629,688
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2.　管理費内訳

（単位：円）

平成 22 年度
（案） 按分率

按　分

管理費 事業費

人　件　費 31,500,000 50％ 15,750,000 15,750,000

給　　　料 21,000,000 50％ 10,500,000 10,500,000

賃　　　金 6,000,000 50％ 3,000,000 3,000,000

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

通　勤　費 1,600,000 50％ 800,000 800,000

家　　　賃 5,000,000 50％ 2,500,000 2,500,000

その他経費 15,305,000 6,880,000 8,425,000

旅費交通費 900,000 50％ 450,000 450,000

会　議　費 100,000 100,000 0

福利厚生費 100,000 50％ 50,000 50,000

印刷製本費 1,000,000 50％ 500,000 500,000

通信運搬費 800,000 50％ 400,000 400,000

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

委　託　費 2,000,000 50％ 1,000,000 1,000,000

報酬（要源泉） 1,300,000 50％ 650,000 650,000

水道光熱費 350,000 50％ 175,000 175,000

諸　会　費 300,000 50％ 150,000 150,000

租税公課 5,000 5,000 0

慶　弔　費 50,000 50,000 0

雑　　　費 500,000 50％ 250,000 250,000

常任理事会費 3,500,000 300,000 3,200,000

総会・理事会費 1,200,000 1,200,000 0

ホームページ管理料 1,000,000 50％ 500,000 500,000

管理費計 51,805,000 25,130,000 26,675,000
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平成 22 年度 通常総会報告

司会（田村事務局長）

司会を務めさせていただきます事務局の田村です．今年 5 月より事務局長に就任いたしましたのでよろしくお
願いいたします．

総会に先立ちまして，総会成立についてご報告いたします．会員総数は 1,186 名で，本日の出席会員総数は書
面出席者を含め 602 名です．本日の総会開催に必要な会員総数の過半数に達しておりますので，定款第 24 条，
第 26 条第 2 項の書面表決等の規定により，本通常総会は成立しております．

山㟢親雄会長 開会の挨拶

お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました．総会を開催させていただきます．
昨年，振り返ってみますと，5 月からでしょうか，全国的にインフルエンザの問題が大変大きな問題となり，

日本透析医会も，日本透析医学会および全腎協の皆さんと一緒に，何度か厚労省へ出かけ，ワクチンなどの配布
の問題に関してお願いをしました．幸いなことに，従来言われていた鳥インフルエンザに比べて，そこそこ毒性
が低かったので，なんとか透析の現場においてもクリアできたのではないかと考えています．ただし，私のとこ
ろでも最終的にワクチンがたっぷり余ってしまい，返却，買い上げてもらえないので，もうそのまま，持ったま
ま使われずに終わるのではないかと考えております．

この問題に関しましては，研究助成として沖縄県にお願いしましたが，千葉県では独自に，その期間中，毎日
毎日，透析医療機関で発生するインフルエンザ患者さんについて集計が行われています．これは間もなく雑誌等
に報告されるだろうと思います．毎日，職員と患者さんについて報告されたということで大変なご努力だったと
思います．こういうものが基本になって，また次の新しいインフルエンザとか，あらためてまた広がるのではな
いかという豚インフルエンザ，あるいはもっと毒性の強い鳥インフルエンザに対する対応策として，利用できて
いくのではないかと思っています．

もう一つは診療報酬改定です．一昨年の 11 月頃から，日本透析医会は厚労省に出かけて，現在の透析の問題
点と診療報酬改定に対する要望などをずっと話し続けてきました．昨年も，透析のおかれている現状と要望に関
して 4 月と 8 月に，そして最終的に 11 月に要望書を提出しました．注意深く中医協をみておられる方，例えば
インターネットなどでみておられる方がいると思いますけれども，中医協の中で，例えば DPC 病院に関する経
営実態調査が報告されています．その中で透析部門が部門別であがっていて，なんと経常利益率が 27％ あると
いう，DPC 病院の経理の中でレセプトからそういうとんでもない数字が出てきました．これは大間違いです．
実は集計上の間違いがあって，日本透析医会からクレームをつけましたけれども，そういう問題がありました．

また，厚労省がやっている経常実態調査で，一昨年に比べて昨年度の報告で，内科がものすごく点数が上がっ
てしまった．その原因を調べてみたら，厚労省の経常実態調査というのはピックアップ方式なので，偶然，昨年
に関しては内科の医療機関の中で透析医療機関の占める割合が多かったのです．医学会からもお願いして，医学
会の名簿を使わせていただいて，厚労省でピックアップした病院が透析医療機関かどうかということを峻別して，
改めてその調査をしてみたら，内科単独部門についてはそれほど大きくないことがわかりました．その代わりに，
透析とういのはこんなに上がってしまっているということがそこでも出てしまった．なによりも大きかったのは，
これも毎年実施されていますが，日本医師会の委託研究をしている TKC で，例えば診療所でみると，他の診療
所に比べて透析診療所の損益分岐点比率はきわめて低い．他の診療所が，全体的にいうと 90％ ぐらいなのが，
透析の場合には 70％ ぐらいの損益分岐点比率というのが出てきた．確かに透析診療所の中にはそういうところ
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もあるかもしれませんが，中医協の中でそういう問題が出ているので，厚労省の担当官から「まだ透析は儲かっ
ていますね」という話が直接出てきたりすることがありました．

さらに，包括された技術料というのは，かつて，人工腎臓に透析液や抗凝固剤が包括されてきましたが，厚労
省は，包括された中身について，例えば一つひとつの抗凝固剤や透析液のその後の薬価変動を因数分解して，そ
の中に隠れた利益が増えてきたから，それを減点しようということは，今まではやらなかったのです．だから，
包括されると，それは中に含まれた材料がどうだという問題ではなくて，技術料としてどうやって見ていくのか
という話だったのです．しかし，今回に関しては，診療報酬改定のお話が出てきた昨年の夏過ぎには，透析の中
にはもうエリスロポエチン，ダルベポエチンが普及して，包括したときよりもずいぶん点数が低くなっていると
いう指摘がありました．そして，ほかの部門と比較して下げなければという話が出ていました．

政権が代わって，もしかすると医療費に大きな真水が注ぎ込まれて，医療費が上がるのではないかという淡い
期待もありましたが，まったく従来と変わらない状況でした．それでも，全体的に言うと 0.19％ の医療費の増
加だったようですけれども，結局，マイナス部分が多いところの改定財源として，透析というのはやはり，改定
財源用に点数が引かれるということがありました．32 点という点数がどれほど大きなものなのかというのは，
今後，検証しなければいけません．ただ，ほかの仕組みから見てみると，10 点分は，いわゆる水の処理加算が
入っているので，本当は 32 点ではなくて 22 点と考えるべきかもしれません．もう一つ併せて言うと，要するに
医師の技術料から臨床工学技士の技術料に変わったと考えると，今後の一つの技術料のあり方ではないかと考え
ています．いずれにしても，評価はこれからだと思います．

私どもも，多少下がるということは覚悟していましたが，急激で大幅な引き下げは，本当に，透析医療供給体
制を破綻させる危惧が出てきます．地域で透析の患者さんが増えないようなところで，大幅な引き下げがあれば
経営努力だけでは存続を断念せざるをえず，透析難民が出てくる可能性があるというお話もさせていただきまし
た．それも考えた上での点数ではないかと理解しています．

いずれにしても，日本透析医会は今後，今のような経営の問題，診療報酬の問題，あるいは，そういうものを
通じた透析の質，例えば透析時間などは完全に診療報酬に誘導されていくと考えています．そういう問題のほか
に，インフルエンザの問題など，昨年は，幸いなことに，大きな自然災害はありませんでしたし，大きな事故も
あまり報告されず，医会として対応しなければいけないような透析事故もなかったと思っています．ただ，何時
そういったものが起こるとも限らない状況ですから，なるべく幅広く対応していくような活動を今後とも続けて
いきたいと思っています．どうぞこれからも引き続きご協力いただきますようにお願いしてご挨拶に代えます．
ありがとうございました．

議長選出

　　隈　博政　副会長を選出
議事録署名人選任

　　戸澤修平　常務理事
　　太田圭洋　常務理事　を選任

議　事

第 1 号議案　平成 21 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
　　山川智之常務理事より「平成 21 年度事業報告」の説明があり，承認されました．
　　杉 崎弘章専務理事より「平成 21 年度財務諸表」の説明の後，この件について今忠正監事より監査報告が

あり，全会一致により承認されました．

第 2 号議案　平成 22 年度事業計画及び予算の承認を求める件
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　　山 川智之常務理事より「平成 22 年度事業計画」の説明と杉崎弘章専務理事より「平成 22 年度予算」の説
明があり，全会一致により承認されました．

第 3 号事案　その他
　　新 公益法人への移行にむけて総会資料「定款改定新旧対照表」（内閣府の作成ガイドと公益法人協会のモ

デル定款を参考）について，水本前事務局長より説明．
　　以下変更点について記載する．
①　厚生労働大臣あての認可申請が内閣総理大臣あてに変更．その関係から定款のなかで関連する事項につい

て，すべて厚生労働大臣の条文が内閣総理大臣に変更．
②　第 1 章「総則」は，大きなポイントとして内閣府の考えている公益法人の定款は，当会にある定款と違い，

理事会の立場を重要視して，その権限を相当強く持たせるような性格になっている．したがって，法人の設
置に関して，これまでの「総会の決議を経て」が「理事会の決議によって」という言い方に変わり，理事会
の権限を強めている．これが総則の変更点．

③　第 2 章の「目的及び事業」，「公益法人」という言い方をしていて，あくまでも「日本透析医会の会員にの
みに対してどういうふうにやっているか」ではなく，「不特定多数のための利益を図ろう」ということを強
く表に出す必要がある．そこで「会員」と書いてある部分は，「人工透析療法にかかわる医療従事者」とい
う形にして，不特定多数の者の利益を図るという，あくまでも公益にかかわるという言い方に変えている．
したがって，公益性の高い災害時における支援活動を明記した．さらに，当会の事業は全国的に行うと明記．

④　第 3 章「会員」については，会員の除名に「その他除名すべき正当な事由があるとき」が新たに明記され，
会員資格の喪失に「総会員が同意したとき」を追加．

⑤　第 4 章の「総会」については，今までの条文では年 2 回の開催となっているが，実際は今回のように年 1

回の開催が実態．そこで，まず通常総会の開催時期を 5 月に決めて，後は必要に応じて臨時に開催する，こ
ういう考えで作っている．

⑥　第 5 章の「役員」については，根本の変更はなし．役員の異動届けなど定められている書類の届け先や許
認可の取得申請先については，今まで厚生労働大臣あてになっていたが，新しい公益法人では内閣総理大臣
ということになる．

⑦　第 6 章「理事会」については，これについて，理事会の権限が強まることによって，あえて総会に諮るこ
となく理事会の専決事項として，規則の制定，変更及び廃止，それから執行部役員の選任及び解職を定めて
ある．いちばん大きな変更ポイントになる．

　　もう一つ，総会と同じく通常理事会も，5 月に開催するというようにはっきりとうたってある．さらに，
理事会を始めるにあたり議事録署名人を決めていたが，新定款では第 35 条のように，議事録署名人は議長
と監事に特定しており，新たに選出する必要がなく，議長と監事が議事録署名人になる．このように規定し
ている．

⑧　第 7 章の「常任理事及び常任理事会」については，とくに必要があって会議の招集を請求できる人数につ
いて，今までは理事現在数の 5 分の 1 以上だったが，これだと僅か 2 人だけでもできることとなるので，現
実的な 3 分の 1 以上にした．

⑨　第 8 章「名誉会長，顧問」は，「無給」という言葉を「無報酬」に変えた．
⑩　第 9 章「資産及び会計」，この中の財産の管理，運用の方法に関しては，理事会の専決事項とした．
⑪　第 10 章「定款及び解散」についてもマニュアルに沿って若干修正．
⑫　第 11 章で，今までの定款には入っていなかったが，新しく「公告の方法」が入れてある．新公益法人の

定款上に欠かせない条文である．
⑬　第 12 章「事務局」に，事務局に常備する書類として財産目録，役員等の報酬規程，こういうものを新た
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に加えている．
⑭　最後に第 13 章「補則」，これまでの委任条項については，「定款に定めるほか，本会の運営に必要な事項は，

総会の議決を経て，会長が別に定める」と規定してあったが，変更案では仮にそんな事態が生じても，理事
会の権限で対応できるので，委任条項は削除した．

これから申請手続きの段階で，内閣府とのやりとりで変わる可能性がある．あくまでも，現段階での「案」と
して理解してほしい．

隈　博政副会長 閉会の挨拶

本日は長時間にわたり，ご熱心にご審議いただき誠にありがとうございました．総会が無事に終了しました．
そしてまた，私も大過なく議長を務めることができましたのも，皆さまのご協力のおかげと，深く感謝申し上げ
ます．日本透析医会の今後ますますの発展を祈念して，平成 22 年度の通常総会を閉会します．どうもありがと
うございました．
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社団法人 日本透析医会議事録

1.　会議の種類　　平成 22 年度　通常総会
1.　開 催 場 所　　ホテルマイステイズ御茶ノ水　ホール A（東京都千代田区神田淡路町 2-10-6）
1.　開 催 日 時　　平成 22 年 5 月 16 日（日）　14 時 00 分～15 時 30 分
1.　会 員 総 数　　1,186 名
1.　出席会員数　　602 名　　内訳　本人出席　23 名　　書面出席　579 名

1.　議事の経過
定刻に到り事務局長田村峰夫氏から「本日の通常総会出席会員数は，定足数を満たしたので有効に成立し

た．」旨，告げられた．
初めに会長山㟢親雄氏から挨拶があり，併せて新型インフルエンザ対策の対応の経緯と 22 年度診療報酬改

定に向けての要望活動について，その結果報告と問題点の指摘があった．引き続き本日の総会議長の選出が諮
られ，満場一致をもって副会長隈博政氏が選任された．

隈議長は，議案審議に先立ち議事録署名人の選出を諮り，「議長一任」を受け常務理事の太田圭洋氏，戸澤
修平氏の両名を指名し両名とも満場一致で選任された．

引き続いて議案の審議に入った．

第 1 号議案　平成 21 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
常務理事山川智之氏から総会資料に基づき事業報告について 1. 会議　2. 委員会　3. 会務報告の順に説明が

あり，併せて専務理事杉崎弘章氏から財務諸表について詳細な説明が行われた．引続いて監事今忠正氏から
「平成 21 年度決算の監査結果は妥当であった．」旨，報告されたのち議長による採決が行われ満場一致で承
認された．

第 2 号議案　平成 22 年度事業計画及び予算の承認を求める件
常務理事山川智之氏から総会資料により前年度事業実績に基づく平成 22 年度事業計画（案）の概要の説

明があり，続いて専務理事杉崎弘章氏から予算（案）の説明が行われたのち，議長による採決の結果満場一
致で原案どおり可決承認された．

第 3 号議案　その他
事務局水本進氏から新公益法人への移行に向けた定款変更の草案について総会資料に基づき説明があり，

満場一致で原案どおり了解された．

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

　平成 22 年 5 月 16 日

　　　社団法人日本透析医会通常総会に於いて

　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人

　　　　　　　　　　　　　　　　　同 
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（社）日本透析医会　役員名簿

役　職　名 氏　　　名 現　　　職

会　　長
副 会 長

専務理事
常務理事

理　　事

（北海道）
（東　北）
（東　北）
（関　東）
（関　東）
（関　東）
（甲信越）
（中　部）
（関　西）
（関　西）
（中　国）
（中　国）
（四　国）
（九　州）

山　㟢　親　雄
鈴　木　正　司
隈　　　博　政
杉　崎　弘　章
山　川　智　之
太　田　圭　洋
戸　澤　修　平
篠　田　俊　雄
井　形　昭　弘
太　田　和　夫
山　下　眞　臣
澤　　　宏　紀
前　田　憲　志
藤　見　　　惺
松　田　鈴　夫
秋　澤　忠　男
大　平　整　爾
関　野　　　宏
村　上　秀　一
吉　田　豊　彦
黒　田　重　臣
秋　葉　　　隆
土　屋　　　隆
指　出　昌　秀
江　尻　一　成
青　木　　　正
土　谷　晋一郎
山　下　達　博
川　島　　　周
新　里　　　健

医療法人衆済会　増子クリニック昴　院長
社会福祉法人新潟市社会事業協会　信楽園病院　常務理事
医療法人明楽会　理事長（くま腎クリニック）
医療法人社団心施会　理事長（八王子東町クリニック）
特別・特定医療法人仁真会　理事長（白鷺病院）
医療法人名古屋記念財団　理事長（名古屋記念病院）
医療法人社団北辰　理事長（クリニック 1・9・8 札幌）
医療法人財団　河北総合病院　透析センター長
名古屋学芸大学　学長
元太田医学研究所　所長
社団法人日本国民年金協会　顧問
元国立健康・栄養研究所　所長
医療法人有心会　理事長（大幸砂田橋クリニック）
医療法人医心会　福岡腎臓内科クリニック　院長
国際医療福祉大学　教授
昭和大学医学部腎臓内科　教授
医療法人社団恵水会　札幌北クリニック　院長
医療法人宏人会　理事長（中央クリニック）
医療法人三良会　理事長（村上新町病院）
医療法人社団誠仁会　理事長（みはま病院）
くろだ明大前クリニック　院長
東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科　教授
医療法人輝山会　理事長（輝山会記念病院）
医療法人社団一秀会　理事長（指出泌尿器科）
医療法人光寿会　理事長（城陽江尻病院）
社会福祉法人　京都社会事業財団　にしがも透析クリニック　院長
特定医療法人あかね会　理事長（土谷総合病院）
医療法人社団博寿会　理事長（山下医院）
医療法人川島会　理事長（川島病院）
医療法人社団健昌会　理事長（新里ネフロクリニック）

監　　事 今　　　忠　正
伊　原　美　好

医療法人社団恵水会　理事長（札幌北クリニック）
公認会計士

名誉会長 稲　生　綱　政
平　澤　由　平

特定医療法人大坪会　東和病院　名誉院長
舞平クリニック　院長
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若い世代のスタッフの方々は，「ふうてんの寅さ
ん」と言われてもご存じない人達が多いであろう．松
竹映画の代表的な作品で，最盛期には年 2 回，夏（お
盆）と冬（お正月）に封切られた．お盆映画とお正月
映画の代表であった．山田洋次監督，渥美清主演の映
画である．テキ屋稼業の「フーテンの寅：車寅次郎」
が葛飾柴又と旅先で「マドンナ」（女優が毎回交代で
出演）にほれつつも，結局はその恋も一歩手前で終わ
ってしまうストーリーが逆に人気になった．シリーズ
で制作されて第 48 作まで続いたが，主役の渥美清の
病気，死去によって幕を閉じた．

今回は，架空の症例として，その後の寅さんを取り
上げて，精神医学の立場から考えてみたい．およそ
65 歳くらいになった「寅さん」が，糖尿病ゆえに透
析患者になってしまったと仮定する．

● 患者：車寅次郎，65 歳，独身，男性
車氏は，いわゆるテキ屋，香具師と呼ばれる職業で，

若い頃から全国各地を商売をしつつ渡り歩いて来た人
である．生涯，独身．

彼の父親，車平造が，酒の勢いで，芸者菊との間に
作った婚外子である．実母菊が出奔し，いわば母に捨
てられたあとを，父親に引き取られて，当時生存中だ
った継母に育てられた歴史をもつ．寅が 16 歳の時に，
父親と大げんかをして家を飛び出し，以来この世界

（テキ屋，香具師）に入った．その父親も死に，やが
て継母も亡くなり，その後は異母妹さくらとおじ夫婦
が彼の家族である．まだ未婚のさくらが結婚しようと

いう時期に生まれ故郷の柴又に突然帰ってくる，とい
う設定から映画は始まっている．

映画でのストーリーは，さくらの結婚，ひとり息子
の誕生と，展開していく．

● 本人の生活歴，性格の概要
父親が同じように渡世人で家業を継がずに家を飛び

出した．遊び人だった時代にねんごろになった芸者と
の間に生まれたのが「寅さん」．結局は実の両親には
見捨てられ，さくらの母親に引き取られて生育．しか
し，その義母も死亡．おじ夫婦にさくらとともに育て
られた．とらやの跡取りのはずだが，思春期に香具師
の世界に．放浪癖があり，定職につき一カ所に定住す
ることができない．住所は不定．

一時的に好意を寄せる（た）女性はいる（た）が，
結婚はできずにきた．

気が短いところがあり，強気そうにして見せるが，
実は気が弱い，臆病．気に入った人で，相手も自分に
好意を示してくれる人とはよい関係が作れるが，気に
入らない人とは関係が作れない．よい関係も長続きし
ない面が頻繁．しかし，ある面ではストイック（臆病
と言い換えてもよい）で，人生について意外に生真面
目な面もある（立て前であることが多いが）．

当初は，憎めない，なんとかしてあげたい，という
気にさせる患者である．

世渡りが不器用で，世話をしているうちに結局は手
を焼かせる大変な患者だということがだんだんとわか
ってくる人である．

［各支部での特別講演］　講演抄録

ふうてんの寅さんが透析患者になったら
――　家族精神医学の立場で考える　――

春木繁一

平成 21 年 11 月 21 日/大阪府「平成 21 年度大阪透析医会講演会」　

松江青葉クリニック
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寅さんが示す身体面での問題　――　これだけでも大変，
いやになる．こういう人物だとわかるまでに，すでに
相当の時間と騒ぎ，事件などがあって，スタッフも複
雑な歴史，背景をもった大変な人物であることがわか
った，ということになる．ここまでわかるのにもう相
当に痛い目にあってきた．

これでは，透析室のスタッフとしては「ああ，また
今日は彼の透析か」とつい思ってしまう．「もういく
ら注意してもだめだなー」，「どうしたらいいのだろ

う？」，「主治医はどういうふうに思って（考えて）い
るのだろう？」と思っている自分がいる．「困ったな
ー」，「いい知恵はないかなー」，「他の施設ではこうい
う患者さんをどう治療しているのだろうか？」とも思
う．良心的なスタッフほど，そういう風に思い，考え
る．「もうお手上げだ」と思うスタッフが出てきても
当然である．

さらに，寅さんは精神，心理，人間関係の面でもい
ろいろな問題を起こしてくれるのである．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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1　本邦での鉄剤使用の現状

「わが国の慢性透析療法の現況 2007 年」は，eryth-

ropoiesis stimulating agent（ESA）製剤が包括化され
た 2006 年 4 月以降，わが国の維持透析患者の平均ヘ
モグロビン（Hb）値の低下は無かったものの，Hb 値
が低い患者を中心に血清鉄値や TSAT 値が増加し，特
に血清フェリチン値の増加が顕著になっていると報告
している．これらの報告から，本邦でも，Hb 値の維
持のために維持透析患者への静注鉄剤使用量が増加し
てきている事が予想される．われわれは，絶対的鉄欠
乏症例へ適切に鉄剤が使用されていれば問題は無いが，
患者の鉄貯蔵状態を正確に把握せず，単に Hb 値が低
い理由だけで静注鉄剤の使用が選択されるのは多くの
問題が存在すると考えている．

2　欧米での鉄剤使用状況

日本に比較して欧米では鉄剤使用量が多い1）のが現
状である．これに拍車をかけている論文が DRIVE，
DRIVE II study として発表された．これら論文では，
たとえ血清フェリチン値が 800 ng/mL を超えている
症例に対しても，静注鉄剤を投与すると，Hb 値が上
昇し貧血が改善すると報告している2）．確かにブース
ター効果として一時的に Hb 値は上昇するが，これら
症例に対して安易に静注鉄剤を投与すると，過剰な鉄
が生体内に蓄積される可能性が懸念される．

上記のように，欧米では，静注鉄剤の積極的な使用
を推奨する論文が多い．実際，静注鉄剤使用量も多い

欧米での現状は，静注鉄剤の薬価が本邦と比較して高
価であるとの医療経済的事情が背景にある事も考慮す
るべきである．

3　鉄剤の功罪

鉄が造血に重要な役割を果たす事は古くから報告さ
れており疑問の余地は無い．ESA 製剤と比較すると
安価であり，さらに Hb 値の変動も抑制する等の長所
も指摘されている．一方，鉄剤，特に静注鉄剤の短所
として，①酸化ストレスを誘導する可能性，②投与さ
れた鉄剤がすべて有効に造血に利用されず，様々な組
織・臓器に蓄積する可能性，③尿細管障害の原因とな
り残腎機能を損ねる可能性，などがあげられる．

実際，高薬価の鉄剤が欧米で発売される以前では，
以下のような鉄過剰の危険性に警鐘を鳴らす報告が多
くなされていた．

①　血清フェリチン値が高い症例ほど，死亡リスク
が高くなる．

②　炎症性疾患を除外しても，血清フェリチン値は
入院期間や入院頻度と相関がある．

③　静注鉄剤の投与を受け血清フェリチン高値であ
る維持透析患者では，血清フェリチン値の上昇に
伴い内頚動脈肥厚度が悪化し，動脈硬化が進展す
る．

④　維持透析患者では，血清フェリチン値が 300 ng/

mL を超えると鉄の肝臓への沈着が確認された．
⑤　維持透析患者で，血清フェリチン値が 650 ng/

mL 以上で TSAT が 20％ 未満の症例は，血清フ

［各支部での特別講演］　講演抄録

鉄の囲い込みを考慮した腎性貧血治療の必要性

倉賀野隆裕

平成 21 年 11 月 29 日/愛知県「愛知県透析医会研修会講演」　

兵庫医科大学内科学腎・透析科
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ェリチン値が低値の透析患者と比較すると好中球
機能が低下する．

しかし最近では，腎性貧血治療における ESA 製剤
と静注鉄剤選択のバランスが崩れてきており，静注鉄
剤の過剰投与の危険性が軽視され，鉄剤の医療経済的
なメリットのみが重要視される傾向が目立っている．

4　鉄の囲い込みからみた ESA 低反応性貧血患者の 

　問題点

ESA 低反応性貧血の狭義の定義は「ESA 製剤およ
び鉄剤を一定量投与しても十分な改善が得られない症
例を ESA 低反応性貧血とする」とされている．CHOIR

試験3）のサブ解析では，目標 Hb 値に到達しない患者
群にイベント発症率が圧倒的に高く，さらに目標 Hb

濃度到達に高用量 ESA 投与量が必要な症例もイベン
ト発症率が高くなっていたと報告している．これら報
告は，ESA の反応性の低い症例ほど予後が悪く，イ
ベント発症率が高くなっている可能性を示唆している．

ESA 低反応性貧血の主な原因の一つとして慢性炎
症があげられる．先述の「わが国の慢性透析療法の現
況 2007 年」では，血清 CRP 値が高くなるほど，血
清鉄，トランスフェリン飽和率（TSAT）が低下し，
血清フェリチン値が上昇していると報告している．こ
の現象は，炎症存在下では血清鉄は組織，細胞の中に
取り込まれ，造血に有効に使われなくなる，つまり ‘鉄
の囲い込み現象’ が起こっている事を示している．こ
のような症例にいくら鉄を投与しても造血に使われず，
細胞に取り込まれてしまう可能性が懸念される．

近年 ‘鉄の囲い込み’ に重要な役割を果たす鉄の輸送
体としてヘプシジンが発見された．このヘプシジンは
25 個のアミノ酸からなるペプチドであり4），主に炎症，
特に炎症性サイトカインの 1 種である IL-6 や，肝臓で
の鉄貯蔵の増加により誘導されると報告されている．
このヘプシジンは鉄を細胞外へくみ出す輸送蛋白であ
るフェロポエチンに結合・分解して，細胞内での鉄の
囲い込みを促進する5）．このためヘプシジン発現亢進
は，炎症や過剰な鉄投与による ‘鉄囲い込み現象’ を誘
導していると考えられている．われわれの検討でも，
血液透析患者血中ヘプシジン濃度は，健常者と比較す
ると有意に高値である事が明らかとなり，透析患者は
鉄の囲い込みが起きやすい状態にあると考える6）．さ
らに十分貯蔵鉄を有し（高フェリチン値），十分な

ESA 製剤を投与しても貧血の改善が得られない患者
群，つまり ESA 低反応性貧血患者の血清ヘプシジン
濃度が他の維持透析患者より有意に高値である事も明
確となった．

一般的に，ESA 低反応性貧血患者に対して Hb 値を
維持するために，静注鉄剤使用量が増加する傾向にあ
る．しかしながら血清フェリチン値が 300 ng/mL 以
上の症例はすでに鉄過剰状態にあり，肝臓に鉄が沈着
している可能性が高い．これら症例に鉄を投与しても，
ヘプシジンが誘導され，網内系を中心に ‘鉄の囲い込
み現象’ が加速する懸念がある．ヘプシジンが作用す
るフェロポエチンは網内系以外にも様々な細胞に存在
し，血管内皮細胞や白血球等にも鉄の囲い込みを起こ
す可能性がある．これら鉄の囲い込みが血管内皮細胞
に起これば動脈硬化，白血球に起これば易感染症の原
因となり，維持透析患者の予後を悪化させる可能性が
予想される．もちろん ESA 低反応性貧血患者は，そ
の臨床的背景や貧血に伴う臓器障害によって，予後不
良となっている可能性もあるが，ESA 低反応性貧血患
者に潜む鉄代謝異常もこれら症例の予後を悪化させて
いる可能性もある．

5　鉄剤の使用方法や腎性貧血治療法に対する 

　試みと提案

現在われわれは，透析患者の鉄代謝異常を考慮に入
れた独自の腎性貧血治療プロトコールを考案し，その
有用性を証明するために，300 名の維持透析患者を対象
に，An open, randomized, parallel group, multi-center 

study on the prognosis of hemodialysis patients in Ane-

mia treatment by Combination Therapy with Iron, Vita-

min C and Erythropoietin（ACTIVE）研究を兵庫県下
の透析施設で実施している．

本研究の腎性貧血治療プロトコールでは，鉄剤の投
与は原則経口投与とし，鉄欠乏状態の改善が十分でな
い，または副作用で継続服用が不可能な症例のみ静注
投与を勧めている．さらに，十分な貯蔵鉄の存在にて
も貧血の改善の無い症例には，アスコルビン酸の経静
脈的投与を併用している．このプロトコールでは，鉄
剤の投与考慮中，あるいは投与中の症例では 1 カ月に
一度のフェリチン値の測定を義務づけている．これら
介入試験から，経口鉄剤投与でも十分 Hb 値の維持が
得られ，ESA 製剤低減効果も存在する結果が得られ
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ており，腎性貧血治療にあたり，常に貯蔵鉄量をモニ
ターしながら腎性貧血治療を行う事の重要性を実感し
ている．

6　まとめ

①　絶対的鉄欠乏性貧血には鉄補充は有用である．
しかし透析患者では，様々な組織に鉄の囲い込み
が起きやすいため，常に貯蔵鉄量の評価が必要で
ある．

②　鉄剤投与はまず経口投与を第一選択とする．も
し貧血改善が良くない場合や消化器症状等のため
静注投与を行うさいには，1 週間程度の間隔をあ
けて投与すべきと考える．

③　今後の課題として，予後不良患者群である ESA

低反応性貧血患者に対する目標 Hb 濃度の設定や，
鉄の利用効率の上がる環境，すなわち鉄囲い込み

を解消できる環境を作る事があげられる．
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要　旨

近年，インターネットは爆発的に普及し，災害時の
情報伝達手段としても重要な存在となっている．われ
われは，インターネットの可能性に着目し，透析施設
情報を収集してその集計結果をリアルタイムに表示可
能な「災害時情報伝達・集計専用」ホームページを構
築，2000 年より運営してきた．以降，これまでに透
析治療に支障をきたした災害は 14 件を数えるが，こ
れら災害時の活動から判明した課題は，被災地周辺施
設からの自主的な情報登録が数施設～十数施設と大変
少ないことであった．このうちの 6 件の地震災害で，
被災地周辺施設へ FAX を配信して情報収集を行った
が，多くの時間と労力が必要であった．自主登録が少
ない理由として，被災地内では，停電や破損でパソコ
ンが使えない，手元にパソコンがない，などの状況下
にあり，被災地外では，自施設に被害が無く情報発信
の必要性を感じていない，日本透析医会の情報連絡網
があることを知らないか知っていても思いつかない，
などがあげられた．

そこで今回，透析施設の責任者あるいは災害情報担
当者の携帯電話宛に，災害発生通知と情報登録要請の
メールを送信し，そのメールを受けた携帯電話からは，
おもにボタン操作のみで情報登録，確認ができるシス
テムと，RSS（RDF site summary の略）に対応した

ホームページを導入した．これにより，迅速な透析施
設情報の収集と，ホームページ更新に対する迅速な情
報伝達が期待される．

はじめに

近年，インターネットは爆発的に普及し，災害時の
情報伝達手段としても必要不可欠な存在となっている．
われわれは，インターネットの可能性に早くから着目
し，日本透析医会災害情報システムとして「災害時情
報伝達・集計専用」ホームページを開発，2000 年よ
り運営してきた．

1　日本透析医会の災害対策

日本透析医会の災害対策は，災害時における維持透
析患者および急性腎不全患者（挫滅症候群）の透析確
保を基本とし，

①　本部機能として，災害対策本部の設置と災害情
報ネットワークによる災害情報の収集と発信

②　支部機能として，日本透析医会支部単位で中核
病院を設定し，情報の収集・発信および支援体制
の基地とする

③　患者搬送・ライフラインの確保のため，都道府
県災害対策システムと連携

などを骨子としている‡1）．
そして，災害情報ネットワークは，

［公募助成論文］

携帯電話による災害時情報の収集と
新しい情報共有・連携手段の構築

武田稔男＊1　山㟢親雄＊2　杉崎弘章＊3　申　曽洙＊4　山川智之＊5　吉田豊彦＊1　森上辰哉＊4
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Construction of a system for sharing dialysis therapy-related information during disasters―Use of mobile phones and RSS feeds―
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Toshio Takeda
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Chikao Yamazaki
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①　平時には相互の連絡・連携体制の強化を行う
②　災害時には被災支部の情報収集や集計等を支援

する
③　厚生労働省・都道府県担当課をはじめ，患者を

含む全関係者で情報を共有化する
などを目的として 2000 年から活動開始した1）．

2　災害情報の収集と発信・共有の手段

災害情報ネットワークの活動開始にさいし，災害情
報の収集と発信・共有の手段は，1995 年以降，普及
が拡大しつつあったインターネットを利用することに
した．

1）　ホームページ
ホームページ「災害時情報伝達・集計専用ページ

（http://www.saigai-touseki.net/）」に，いつでも施設
情報を発信でき，多施設の情報がリアルタイムに確認
できる，施設情報登録・集計システムを構築した‡2）．

2）　危機管理メーリングリスト
メーリングリストとは，あるひとつのメールアドレ

スにメールを送信すると，予め登録しておいたメンバ
ー全員にメールが配信される機能である．大規模災害
発生時の透析医療における被災情報，および災害対策
の情報共有を目的とした「災害情報メーリングリス
ト」と，災害発生時あるいは災害発生に備えた対応を
検討することを目的とした「透析医療災害対策メーリ
ングリスト」の二つを開設した．

3）　活動基準
上記の機能は，震度 5 以上の地震（2010 年 4 月以降，

震度「5 強以上」に変更），国または地方公共団体が
災害救助法を適用するような広範囲にわたる被害発生
時に利用することとした．なお，ここで得られた情報
は，厚生労働省や都道府県へ報告され，被災都道府
県・市町村は，広報紙，報道機関等を通じて透析患者
や患者団体等へ的確な情報を提供し受療の確保を図る
ことや，透析医療機関における水・医薬品等に必要な
措置を講ずることになっている‡3）．

3　災害情報ネットワークのこれまでの主な活動

災害情報ネットワークは，前述の基準に従って情報

伝達活動を行ってきた．その中で，延期や中断，別施
設への依頼など，透析治療に影響のあった災害は，
2000 年 3 月の北海道有珠山噴火に始まり，同年 9 月
愛知県豪雨水害，同年 10 月鳥取県西部地震，2001 年
3 月芸予地震，2003 年 5 月宮城県沖地震，同年 7 月宮
城県北部地震，同年 9 月北海道十勝沖地震，2004 年 7

月新潟・福島豪雨水害，同年 10 月台風 23 号による水
害，同年 10 月新潟中越地震，2005 年 3 月福岡県西方
沖地震，2007 年 3 月能登半島地震，同年 7 月新潟中
越沖地震，2008 年 6 月岩手・宮城内陸地震など 14 件
にのぼる．

4　これまでの活動から得られた課題

インターネットホームページを用いた災害時情報の
伝達・集計の利点は，いつでも施設情報を発信するこ
とができ，かつ発信された情報をリアルタイムに確認
できることである．しかしそれは，被災を免れた被災
地周辺施設からのリアルタイムな情報提供があっての
ことである．

残念ながら新潟県中越地震以前の災害では，被災地
周辺施設からの自主的な情報提供（24 時間以内）が
数施設～十数施設しか得られなかった．そこで，被災
地周辺または，隣県の施設に対して FAX を配信して
情報収集を行ったが，FAX 配信には 1 施設あたり通
常でも 1.5～2 分，長いと 3～5 分を要し，しかも災害
発生直後は規制のために通じないことや，返信 FAX

の待機など，多くの時間と労力が必要であった（表

1）．以上よりパソコン以外の手段でも情報登録・確
認可能なシステムと，より迅速に情報発信を促すシス
テムの開発が必要であった．

一方支援や復旧に向けた活動は，災害発生後から収
集された情報を元に，迅速に実行される必要がある．
しかし，これまでのシステムでは登録された情報の集
計結果を表示するのみであり，ホームページにアクセ
スすればだれもが情報を見ることができる反面，ホー
ムページにアクセスしない限り情報の更新を知ること
ができないという受動的な側面があった．このことか
ら，より積極的な情報共有と連携手段の構築が急務と
なっていた．

なお，被災地周辺施設からの情報提供が少ない理由
として，被災地外では，

①　災害が発生したことに気づいていない
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②　災害が発生したことは知っているが，情報発信
については考えなかった

③　被災がないことを公にすると協力を要請される
かもしれない

ことが考えられた．
一方の被災地内では，
①　被災によりパソコンが使えない
②　院内だけで処理可能であれば，被災状況を公に

したくない
③　被害が無かったので情報発信については考えな

かった
ことが考えられた．

被災地外，被災地内の共通項目としては，
①　手元にパソコンがない
②　インターネットを利用していないか，インター

ネット接続の設備がない
③　透析医会の情報連絡網があることを知らないか，

知っていてもすぐには思いつかない
などが考えられた．

5　新しい情報共有・連携手段の目標

そこでこれら課題に対応するために，次に示す 3 項
目を目標に，新しいシステムを構築することにした．

①　災害発生後に透析施設情報の登録を促す手段を
確立するために，一斉メール配信・集計システム
を構築する．

②　被災や停電でパソコンが使えない，もしくはパ
ソコンが手元になくても最低限の情報登録・確認
ができるように，携帯電話の電子メール・Web

機能が利用できるシステムを確立する．①のシス
テムを利用し，携帯電話に対して災害発生通知と
情報登録要請のメールを一斉送信し，メールを受
けた携帯電話からは，おもにボタン操作だけで情
報登録・確認可能なシステムとする．

③　ホームページに記載される伝達事項を，より積
極的に不特定多数へ配信する手段として，RDF 

site summary（RSS）を利用する．RSS とはメー
ルソフトがメールサーバに接続して，新着メール
の有無を知らせてくれるのと同様，RSS リーダ機
能のあるソフトを利用すると，事前に登録したホ

表 1　主な地震災害における施設情報登録・集計システムの使用状況

災害名 情報登録
施設数 自主登録数

被災地
登録施設数

（24 時間以内）

被災地
自主登録数

（24 時間以内）
FAX 送信数 FAX 送信に

要した時間

鳥取県西部地震
2000年10月6日（金）13 : 30

0 0 0 0 未実施

芸予地震
2001年3月24日（土）15 : 27

42 2 0 0 37 約 5 時間

宮城県沖地震
2003年5月26日（月）18 : 24

  49   38 22 16 71 約 4 時間 30 分

宮城県北部地震
2003年7月26日（土）7 : 13

  24   10   9   2 32 約 7 時間

北海道十勝沖地震
2003年9月26日（金）4 : 50

  14 　2   0   0 未実施

新潟県中越地震
2004年10月23日（土）17 : 56

  92   64 36 12
64

（翌日）
約 5 時間 30 分

福岡県西方沖地震
2005年3月20日（日）10 : 53

109   58 51 32
74

（長崎・佐賀）
約 3 時間 30 分

能登半島地震
2007年3月25日（日）9 : 41

  71   43   9   4 48 約 4 時間 30 分

新潟中越沖地震
2007年7月16日（月）10 : 13

145 123 47 32 未実施

岩手・宮城内陸地震
2008年6月14日（土）8 : 43

109 104 28
岩手県：9
宮城県：16

未実施
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ームページに自動で接続して更新を知らせてくれ
る仕組みである．

6　結　果

1）　一斉メール配信・集計システムの構築
これまでも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
トを運用してきたが，新たにメンバー登録機能を加え
た．これにより災害発生時に，管理者が事前に登録し

たメンバーのパソコンや携帯電話のメールアドレスへ
向けて，施設情報登録を促すメールを一斉配信できる
ようになった．

2）　携帯電話の電子メールおよび 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 が記述されている．
このメールを受け取った携帯電話やメールソフトから
は，メールに記述された URL をクリックするだけで，
それぞれのページに自動でアクセスするようにした

（図 1, 2）．これにより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．

3）　RSS の利用
支援や復旧に向けた活動には多くの組織との連携も

重要である．現在でもメーリングリストを用いて情報
連携を行っているが，すべての関係者を登録して管理
するのは困難である．そこで従来はホームページから
不特定多数の関係者に情報を発信していた．しかし，
ホームページを更新したことを知らせる手段がなく，
速報性に欠けていた．今回，ホームページの「お知ら
せ掲示板」を RSS に対応したことで，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．

7　考　察

われわれは，阪神淡路大震災をきっかけとして，イ
ンターネットを利用した災害情報伝達手段を確立して
運用してきた．前述したように，インターネットホー
ムページを用いた災害時情報の伝達・集計の利点は，
いつでも施設情報を発信でき，発信された最新の情報
をリアルタイムに確認できる点にある．しかしそれは，
被災を免れた被災地周辺施設からの自主的な情報提供
があってのことである．残念ながらこれまでは周知不
足や理解不足から十分な利用に至っていなかった．

そこで自主的な情報提供が得られない場合には，被
災地周辺の施設に対してパソコンの FAX ソフトウエ
アを用いて FAX を送信し情報登録を促していた．し
かし FAX 送信は，被災地への発信制限や 1 件当たり
の通信に通常でも 1.5～2 分，長いと 3～5 分かかるた
めに，目的の施設すべてに送信するまでには数時間を
要する作業となっていた．また FAX による情報収集

図 1　携帯電話の電子メールおよび Web 機能の利用
　一斉配信されるメールには，施設情報登録用および集計結果
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
フトからこの URL をクリックすることで，それぞれのページ
へ自動アクセスするようにした．
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は，返信の到着をひたすら待ち，受信した返信内容を
ホームページに登録する作業も必要になるため，担当
者とその施設には大きな負荷がかかり効率も悪かった．
今回構築した一斉メール配信・集計システムが有効に
機能するためには，登録数を多くすることが必要であ
り，さらに登録者やそのメールアドレスの更新が日常
的に行われることが重要である．しかしこのような労
力を払ったとしても，FAX による情報収集に比べれ
ば有用性は非常に高いものと考える．

2004 年の新潟県中越地震においては，被災や停電
でパソコンが使えなかった，自分の施設に向かう途中
に渋滞に巻き込まれ手元にパソコンがなかったという
経験から，被災施設の医師から携帯電話にも対応して
ほしいとの要望があった2）．インターネットの普及と
並行して，ホームページの閲覧や電子メールの送受信
機能を持った携帯電話が急速に普及した結果でもある．
特に携帯電話のプッシュ型メール機能，すなわちパソ
コンへのメールと異なり，携帯電話はメールの到着を
音や振動・光などで知らせてくれる機能によって，施
設情報登録を促す一斉メールの伝達がより迅速で確実
なものになることに加え，パソコンが使えない状況下
においても施設情報の発信と確認が可能になった．し
かも携帯電話のメールや web 機能を実現しているパケ
ット通信は，通話とは異なるネットワークで制御する
ため発信規制がかかりにくいとされており，災害時に
おける携帯電話の重要性は今後さらに高くなっていく
ものと思われる．携帯電話事業各社には，基地局やア
ンテナなどの被災・停電への対応などのほか，通信確
保へ向けたより一層の対策や新技術の開発が望まれる．

施設情報登録を促す一斉メール配信機能を 152 名の
登録メンバーでテストしたところ，一部旧型の携帯電
話に送信されたメールに文字コードが異なることによ
る文字化けが発生した．原因は，本システムは Web

での表示に UTF-8，メール送信に JIS（ISO-2022-JP）
コードを使用しており，携帯電話機側でこれらの文字
コードに対応している必要があったためであった．旧
型携帯電話の使用者には機種の更新をお願いし，快諾
をいただいたところである．また，迷惑メールが大量
に配信されている現状から，その対策として携帯電話
あてのメールを拒否する設定にしている方も多く，せ
っかくの機能が活かしきれない可能性がある．メール
アドレスの文字数を増やすなどの工夫・対応に加えて，

携帯電話事業各社による対応・対策の強化が必要であ
る．

RSS の利点は，複数のホームページの更新内容を 

一つに集約できることである．これまでは，興味のあ
る事項に関する最新情報を取得するために，多くのホ
ームページを参照する必要があった．今回，お知らせ
掲示板を RSS に対応することで，RSS リーダなどの
ソフトウエア画面に更新された掲示板の内容が表示さ
れるようになった．しかも，メール配信システムのよ
うな，メールアドレスの登録や更新など，管理者によ
るメンテナンスが不要である．最近，ニュースサイト
や行政，ライフライン関連のホームページで RSS へ
の対応が増えつつある．RSS の理解と普及が進み，電
子メールのように一般的になることが望まれる．

8　今後に向けて

2007 年 10 月 1 日から気象庁による緊急地震速報の
配信が始まっている．緊急地震速報とは，地震の発生
直後に，震源に近い地震計でとらえた観測データを解
析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに
推定し，これに基づいて各地での主要動の到達時刻や
震度を予測し，可能な限り素早く知らせる地震動の予
報および警報のことである‡4）．

今回の研究で構築した，登録メンバーへの一斉メー
ル配信機能と緊急地震速報のデータ利用を連動するこ
とにより，例えば震度 5 強以上の地震が発生した支部
や周辺支部の登録メンバーに向けて，施設情報登録要
請のためのメールを自動配信することが可能になる．
これにより，本部を初め支部災害情報ネットワーク委
員の負担をさらに軽減できる可能性がある．

おわりに

災害時透析医療情報共有システムとして，携帯電話
の電子メール・Web 機能を利用した一斉メール配
信・集計システムを構築した．またホームページ内の

「お知らせ掲示板」に RSS を採用して，掲載内容の更
新を即時発信可能にした．これにより透析施設の災害
時情報収集と伝達がより迅速になることが期待される．

本研究は，平成 19 年度（社）日本透析医会公募助
成事業によってなされた．

本研究の要旨は，第 14 会日本集団災害医学会にお
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いて報告し，同会雑誌『日本集団災害医学会誌』第
15 巻第 1 号に掲載された．
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お　知　ら　せ

平成 23 年度（財）日本腎臓財団　公募助成のご案内
【目的】

当財団は，腎臓に関する研究と腎不全医療の発展を支援し，腎疾患の予防，腎疾患患者さんの
QOL の向上を図り，ひいては国民の健康に寄与することを目的としています．

この目的に沿うと期待される腎臓学研究者，腎不全医療関係者に対して下記 2 つの研究助成を行
っています．

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

1. 若手研究者に対する助成 2. 腎不全病態研究助成

対象となる研究・
応募資格

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

ｂ. 比較的日の当り難い分野，他から助成を
受け難いものを優先対象とします．

ｃ. 昭和 41 年（1966 年）4 月 1 日以降に生
まれた方．

ｄ. 以前に本助成を受けた方は応募できませ
ん．

ａ. 「腎性貧血に関する研究」及び「腎性骨
症に関する研究」 

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

ｃ. 大学以外の研究機関に所属する先生方の
応募を奨励します．

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

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

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

助成額 コメディカル　１件 50 万円　2 件
医師　　　　　１件 100 万円　2 件

約 50 件　総額 4,000 万円

選　考 若手研究者助成選考委員の厳正なる審査によ
り決定します．

腎不全病態研究助成選考委員の厳正なる審査
により決定します．

応募期間 平成 22 年 8 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日 随時，ホームページでご案内します．
応募方法 所定の申請書に必要事項を記載の上，事務局

宛ご郵送下さい．
助成対象者の公表 本件の助成に関して，氏名 ･ 所属 ･ 対象研究タイトルを当財団の公募助成関係についての情報

（ホームページ，雑誌「腎臓」「腎不全を生きる」）に限って公開します．
助成金の交付 平成 23 年 5 月末頃に助成金を交付します．
報告書・成果報告
の提出

報告書・成果報告を平成 24 年 3 月末日までに提出して下さい．

Grant No. の設定 助成金交付時に Grant No. を設定しますので，助成該当研究を発表する折には必ず明記して下
さい．

雑誌への掲載 原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
当財団発行の雑誌「腎臓」平成 24 年度 Vol. 
35，No. 2 又は No. 3 へ研究成果を総論的に
掲載します．

原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
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﹁廃棄物雑感﹂     田島知行　

千葉県の透析医会では廃棄物のアンケートを隔年に行っており，今年で 8 回目となる．本調査は，16 年

前に県内透析施設の産廃の排出量，処理の経路および経費の調査を目的として初回は私が，その後は佐藤孝

彦先生が御一人で頑張ってこられた．深く感謝申し上げたい．その内容の詳細は佐藤先生の報告に譲るとし

て，第 1 回調査での集計中，某処理施設がその処理能力以上の廃棄物を受け入れている事に気づき，報告し

ようとする矢先に，なんらかの違反が見つかり，その施設は倒産した事が印象に残っている．

本調査開始に前後して感染性産業廃棄物（以後感染産廃と略す）に対し規制の強化が行われ，排出者責任

も厳しく問われる事になった．平成 10 年，千葉県医師会理事となり廃棄物を担当，感染産廃の不法投棄防

止に対処する事になった．感染産廃の不法投棄は，排出者責任が医療機関にまで遡及する可能性があり，そ

の防止は重要な事である．過去の事例では，これが起こりやすいのは収集運搬段階なので，県庁当該課に優

良業者の資料を要求したが回答は得られなかった．そこで方針を変え，県内の最終処分場を教えてもらい調

査し，信頼できる業者の処分場を見学し，そこと取引のある中間処理業者名を聞き出し，次に中間処理業者

から優良運搬業者を特定した．この公表には微妙な配慮が必要であったが，ちょうど平成 14 年のダイオキ

シン規制強化に伴い，これに対応できる県内処理業者は少数であったので，県医師会として，運搬業者，中

間処理業者名の公表ができた．病院や透析施設とは違い，診療所では感染産廃の排出は少なく，関心も薄い

ため，地区医師会の反応は乏しく，労力の割には実効は薄かったと反省した．

平成 16 年に日医常任理事になり廃棄物を担当．県での経験に基づき，会員の感染産廃および排出者責任

への認識強化を目的として委員会を作った．従来日医では，廃棄物に関する講習会を行っていたが，費用が

高く，かつ修了者は公的資格が得られなかった．法では，医療機関には感染産廃管理責任者を置く事が義務

とされており，医師・看護師は有資格者とされているが，現実的には他の職種が管理している事が多い．事

務職を初めとし，実際に管理をする者に充分な知識と公的資格を与えれば，不法投棄に関しても効果的な対

処が可能となると考え，感染産廃に特化した管理責任者資格取得を目的とする短期，安価の医療関係者講習

会を，日本産業廃棄物処理振興センターの古市理事長と協議し作る事にした．その教科書は当委員会が主と

して作製した．委員の方々や事務方の並々ならぬ努力のおかげで，昨年まで当講習会は盛況を極めた．今後

も同様に継続して行われる事を期待している．

排出者責任に関しては，在宅医療の進展に伴い，在宅医療廃棄物の取扱いが問題となった．本来，これは

一般廃棄物であり，市町村に収集の義務があるが，ほとんどの自治体は医療機関に回収をさせたがっていた．
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医療機関が回収をすればその物は感染産廃となり，排出者責任も生じるだけでなく，地域行政の怠慢を助長

させる事にもなる．これについては環境省と協議し，最終的には量的に少ない自己注射の針のみを回収する

事で妥協し，その旨を通達として地域へ出す事で決着した．その後約 6 年経ったが，この通達の効果は疑わ

しいのが現状である．

今まで，与えられた状況の中でいくつかの活動を試みたが，実効性があり，現在も継続しているものは少

ない．当方の力不足によるところはもちろんであるが，やはり社会の廃棄物への関心の薄さもその背景の一

つではないだろうか．
市川クリニック　
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﹁私の見た米国と日本の透析療法﹂     飯田喜俊　

私は昭和 27 年に大学を卒業してから，当時の新しい研究分野であった電解質代謝，さらに腎疾患や透析

療法の臨床と研究に専念してきた．私の透析療法との出合いは昭和 38 年に溯る．それは，この年に米国ア

トランタのエモリー大学に留学し，そこで初めて透析療法に接触し，研究したのが私のこれへの最初の関わ

りであったからである．今まで不治であった腎不全患者が，透析療法によりみるみる内に元気になっていく

のを目の当たりにして，これは文字通りエポックメーキングな治療であると実感したのであった．

しかしながら，米国においてもそのころはまだ人工透析の揺籃期で，洗濯機のようなコルフ型の大きな透

析機器を用いて治療し，ダイアライザはセロファン膜，プライミングボリウムは 1,000 ml と多量で，当然

透析を始める前に血液回路に血液を充填しなければならなかった．治療中もショックに陥ったり，その他の

症状が出現して，まだ理想的な治療とは言えず，死亡率も低くなかった．しかし，これもその後は次第に機

器が改良され，技術も向上して，安全かつ確実に行われるようになってきた．

一方，その頃のわが国の腎不全の治療は，研究面はともかく，臨床では人工透析はまだ行われていなかっ

た．私も当時は間欠的腹膜透析を行う程度であった．そして 9 年後の昭和 47 年になってから初めて臨床で

の人工透析による治療が可能となったのである．その内容は，コイル型，あるいはキール型のダイアライザ

による透析で，透析膜はクプロファン膜，除水コントローラもなく，透析効率は現在と比べてかなり低く，

各種の症状や副作用が出現した．しかし尿毒症の症状にはかなり改善がみられた．問題点として，当時わが

国ではまだ透析施設が著しく不足していたことで，腎不全患者の中で透析を受けられたのは「選ばれた」一

部の患者にすぎず，外れた患者は尿毒症で死ぬほかなかった．今では考えられないことであるが，透析療法

の適応は，若くて社会復帰が可能なもの，合併症のないもの，腎不全の原因が糖尿病や膠原病でない者など

いくつかの厳しい条件があった．

昭和 47 年に更生医療制度ができて，自己負担がほとんど不要になった頃から，透析施設数および患者数

がうなぎ上りに増加し，治療や研究も盛んに行われるようになった．昭和 43 年に人工透析研究会（現在の

日本透析医学会）が発足し，年に 2 回研究会が開催されたことも治療や研究意欲をかきたてた．それ以来，

透析機器は著しく進歩し，透析技術も向上して，難しい合併症のある患者も透析の適応となり，透析希望者

が透析を受けられるようになって，良い治療成績が得られるようになっている．昭和 60 年には日本透析医

会が設立されて「包括的な透析医療」がより充実してきたのはわれわれもよく知っているところである．

次に米国と日本との透析療法の内容を比較してみる．日本の透析療法はスタートこそ遅かったが，その後
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急速に発展して，現在では非常にハイレベルとなっている．米国の透析技術と比較しても決して日本のレベ

ルが低いとは思われず，生存率などはむしろ日本のほうがかなり優れている．学会発表の内容を比べても日

本のものに遜色はみられない．しかし，これを透析療法の教科書の内容で比べてみると差がみられる．例え

ば米国の Daugirdas 教授らの『Handbook of Dialysis』の内容（私はこれを翻訳して『臨床透析ハンドブッ

ク』として，1990 年の初版から 2009 年の第 4 版まで 19 年間出してきた）と日本の教科書のそれとを比較

すると，日本の教科書では治療法の内容がどちらかというと「総論的である」のに対し，米国のそれが「具

体的でありかつ論理的である」のに気付く．云いかえると，治療法が病態を理論的に緻密に分析することに

よって組み立てられているのである．日本の透析は熱心かつ几帳面に行う点が優れているが，理論的に計画

をたてて行うという点では不十分と思われ，このことは今後学ぶ余地があるのではないだろうか．われわれ

のやり方にさらに米国の理論的なアプローチをとりいれ，両者の長所を合わせて治療することによって，よ

り優れた確実な治療成績を得ることができるのではないかと思う．
白鷺病院　
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概　況

宮城県透析医会は 1978 年，①社会保険医療の適正
化，②関係官庁，基金審査会および医師会との連絡協
調，③関係医学会との連携および透析医療の研究・教
育，の 3 点を目的とした透析施設間の相互福祉に関す
る統一的な組織として設立されました．

現在，宮城県では 53 の透析施設，1,691 の透析ベッ
ドが稼動しており，それらの施設で主として透析医療
に従事している 100 名前後の医師が透析医会に参加し
ています．会長（支部長）は医療法人宏人会理事長の
関野宏先生で，設立当初より医会を牽引しています．
その他の人事に明確な規定はありませんが，財団法人
宮城県腎臓協会や宮城県腎不全研究会，また宮城県医
師会との連携の下，仙台社会保険病院長の田熊淑男先
生，医療法人盟陽会理事長の道又勇一先生，医療法人
幸曜会宮田利府クリニック理事長宮田幸比古先生がそ
れぞれ透析医療の研究と教育，社会保険医療の適正化
や基金審査，医師会との連絡協調の分野で副会長的役
割を担っています．また上記先生方の下で，仙台社会
保険病院腎疾患臨床研究センター長の佐藤壽伸が実務
を担当しています．

1　財団法人宮城県腎臓協会との関係

透析医療がそれ単独で腎不全医療と考えられていた
時代もありました．しかし，最近の 10 年，特に慢性
腎疾患（CKD）という概念が普及するにつれ，透析
医療は腎不全の発症予防，進行防止，腎移植と共に腎

不全医療の一部として位置づけられるようになり，透
析医会も透析医療以外に腎不全の発症予防，進行防止，
腎移植にも係わることが求められるようになっていま
す．

宮城県においては，吉永馨東北大学名誉教授が理事
長を務める財団法人宮城県腎臓協会が透析医療，腎不
全対策，腎移植医療の三つを総合的に推進する核の役
割を担っています．その役員には，宮城県や仙台市医
師会会長，宮城県保健福祉部次長，仙台市建康福祉局
長など行政職から，また銀行や東北電力の取締役など
広く多くの方々に就任していただいております．しか
し，同協会企画総務担当理事は関野宏透析医会会長が，
広報・会報担当理事および臓器移植キャンペーン・シ
ンポジウム担当理事代理は佐藤壽伸が引き受けるなど
しており，宮城県透析医会と宮城県腎臓協会は緊密な
関係で相互協力のもとに，ともに県内腎不全医療の充
実に貢献しています．

2　宮城県腎不全研究会との関係

宮城県では，社団法人日本透析医会の前々身に相当
する全国都道府県透析医会連合会の結成以前の 1974

年に宮城県腎不全研究会が設立されており，県内透析
医療機関に勤務する医療スタッフの教育と情報交換の
機会として，年 1 回 12 月に，学術集会である宮城県
腎不全研究会が開催されています．宮城県透析医会の
発足時には，この宮城県腎不全研究会の設立メンバー
が，そのまま透析医会会員となった経緯があるので，
関野宏会長，田熊淑男副会長の下，毎年持ち回り当番

［た　よ　り］

宮城県支部だより

佐藤壽伸

宮城県透析医会
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幹事が開催する宮城県腎不全研究会は，宮城県透析医
会の年次学術総会的な意味合いがあります．また宮城
県腎不全研究会の特別講演や教育講演は，日本透析医
会の支援により開催されています．

3　活動状況

1）　学術活動
上記の年 1 回開催される宮城県腎不全研究会が主な

ものです．2009 年の宮城県腎不全研究会は，一般演
題 37 題と末梢動脈疾患，特に下肢虚血に関する教育
講演 3 題，フットケア関連ワークショップ 3 題と充実
した内容でした．また 2009 年は，毎年東北 6 県と新
潟の合わせて 7 県が順次持ち回りで開催する東北腎不
全研究会が仙台で開催されましたが，今回は宮城県の
みならず東北プラス新潟の 7 県の各透析医会支部，ま
た北海道の協力もいただき，第 36 回東北腎不全研究
会，第 76 回北海道透析療法学会合同学術集会として
盛大に開催されました．その他，透析医会会員の若手
医師を世話人として宮城臨床透析研究会が組織され，
2010 年 1 月 1 日より県内全域の維持透析導入患者を
対象としたコホート研究，宮城臨床透析研究会コホー
ト研究がスタートしています．

2）　災害対策事業
宮城県は 1978 年の宮城県沖地震，最近では 2008 年

の岩手宮城内陸地震を経験しています．このため，近
い将来想定される宮城県沖地震対策として，宮城県医
師会，宮城県腎臓協会，宮城県透析医会の三者が協力
し，連絡網の整備，運用マニュアルの作成が進められ
ています．透析医会会員の協力によりほぼすべての透
析施設に MCA 無線が設置され，宮城県腎臓協会には
MCA 無線の運用，災害時施設間連絡マニュアル作成
に関するワーキンググループが設置されています．

3）　新型インフルエンザ対策
昨年の新型インフルエンザのパンデミックにさいし

ては，宮城県保健福祉部が音頭をとり，県内維持透析
患者に対する新型インフルエンザ対策がまとめられま
した．このさい，透析医会会長は各施設の対応ルール，
患者移送ルール確立などに関して，また宮城県の医療
事情に沿った透析医会独自の新型インフルエンザ対応
マニュアル作成において中心的役割を担いました．

4）　臓器移植普及推進キャンペーン
1998 年，臓器移植に関する法律が施行されて以降，

宮城県では宮城県腎臓協会の腎バンク事業の一環とし
て，毎年 10 月の臓器移植推進月間に併せて臓器移植
普及推進キャンペーンを行っています．この時は，透
析医会も医師を派遣し，腎移植に関する啓蒙を行うな
ど少なからず貢献しています．

5）　会員相互の親睦
宮城県透析医会では年 1 回，新年会をかねた会員の

親睦会が行われています．本年は東北大学病院血液浄
化療法部准教授の中山昌明先生による「電気分解透析
水」に関する講演を拝聴し，その後会員相互の情報交
換，親睦会を開催しました．

おわりに

宮城県内での新規透析導入患者数は年間 500～600

人で，現在 4,500～5,000 人の患者が維持透析施設で治
療を受けています．これまで宮城県透析医会は，これ
ら透析患者に良質な透析医療を提供する使命を十分に
果してきましたが，今後も会員相互の協力関係維持に
努め，よりよい透析医療の環境形成を目指していきま
す．
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1　はじめに

2007 年 3 月 25 日の能登半島地震から 3 年を経て，
県内ではマスコミをはじめ，あらゆる機関が改めて災
害対策について総括を行っている．2007 年の地震は
ちょうどわれわれが本会の設立を準備中に発生し，ま
さにシミュレーションなしの本番となった．幸い被害
が限局的で都市部でなかったこともあり，各透析施設
の理解と協力を得てなんとか乗り切ることができた．
この経験を基に，本会はより充実した災害対策を目指
し，努力しているところである．

またこの 1 年間は，新型インフルエンザ問題でも，
大いに揺れた 1 年であった．ウイルスが新型で詳細が
つかめないだけに，どの施設も厳戒態勢で臨んだが，
今のところ，ウイルスは当初危惧されたほど強烈では
なく弱毒性とされ，県内の透析患者の罹患率も低く，
入院例もほとんど報告されなかった．今回の貴重な経
験は，予想される新型インフルエンザの再流行や強毒
性の鳥インフルエンザに対する予行演習ととらえ，今
後の対策にしっかりと生かしていきたいと考えている．

2　災害対策

1）　災害対策 1

能登半島地震によって，石川県内では 2 カ所の病院
が断水で水不足となり，一時的に透析ができなくなっ
た．そのため，別の施設で患者 24 名が 1～2 回の外来
透析を，79 名が約 10 日間の入院透析を受けた．

これをふまえ，災害時，特に地震時における対策の

最初の課題は，本会と会員間の連絡体制網の整備，お
よび本会のホームページの作成とし，まずこれに取り
組んだ．

第 3 回石川県連絡協議会（2009 年 2 月 28 日）総会
では，まず石川県に対して，災害で医療機関に断水が
生じた場合，人工透析用の水をどのように確保するか，
県としての方針をたずねた．ついで災害時における情
報伝達ネットワークと行動マニュアルについて，予め
作成した原案をもとに意見を交わした．なお特別講演
として，みはま病院 ME 部武田稔男先生に「災害時
ネットワークと活動報告」と題して，日本透析医会の
新しい災害情報ネットワークの話をしていただいた．

2）　災害対策 2

災害が甚大な場合には隣接する県との協力が不可欠
で，県単位を超えた災害対策が必要となる．そこで，
富山県，福井県に声をかけ，3 県の代表者 14 名が金
沢に集い，北陸 3 県合同災害対策懇話会を開催し意見
を交換した（2009 年 7 月 4 日）．その結果，北陸 3 県
の相互援助体制が確立され連絡網が作成された．

3）　災害対策 3

本会の活動によって，災害時における透析患者の問
題も県の災害対策の一環として，行政に反映されるよ
うになった．その結果，年 1 回行われる県の防災訓練

（2009 年 9 月 6 日）でも，ある病院が断水で透析不能
になったとの想定で訓練が組み込まれるようになった．
石川県連絡協議会も県と共に防災訓練を行い，日本透
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析医会の災害時ネットワークに従い，情報の収集，伝
達，災害対策本部の立ち上げ，正副本部長の選出，受
け入れ病院の決定，患者の振り分けなどをシミュレー
ションした．今回は 39 施設中 17 施設が参加した．

3　新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザの対策として 2009 年 3 月 24 日
に，まず県に透析患者へのワクチン優先接種とタミフ
ルの備蓄を依頼し，発熱患者が出たらどのように対処
するか県と話し合った．各施設は，透析医会・透析医
学会通達（5 月 19 日）：「外来患者の血液透析施設に
於ける新型インフルエンザ対策について」に従って対
策を開始した．

新型インフルエンザが国内で発生すると，改めて県
から会長に，県内の透析患者の現況と対応について意
見聴取があった（5 月 21 日）．透析患者が罹患した場
合，すべて入院させ，隔離する必要があると考え，入
院ベッドを各施設がいくつ用意できるかアンケートが
実施された．

7 月 24 日，石川県は厚生労働省の指導の下，新型
インフルエンザ対策の見直しを行った．すなわち，

「新型インフルエンザは弱毒性と考えられ，蔓延期に
入ったので，今後は拡大防止より，個人の重症化防止
に重点を移す．」というもので，罹患者は必ず入院治
療というこれまでの方針も転換された．

さらに 9 月 1 日，石川県は重症患者の受け入れ調査
結果を報告し，9 月 9 日，県庁で新型インフルエンザ
にかかわる関係者連絡会議が開かれた．流行のシナリ
オとしては，10 月 19～25 日が発生のピークで，発症
は累計で 234,000 人，入院率 1.5％ として約 3,500 人，
重症化率 0.15％ として約 350 人 , ピーク時の入院患者
数 425 人，重症者数 42 人と考えられるというものだ
った．石川県では季節性インフルエンザが毎年平均約
10 万人発生しているので，新型インフルエンザはこ
れと比べても発生率が高く，特に若年層の感染が多い．
また感染力が強いため，重症化防止が課題となる．透
析関係の代表として，私が「本県には透析患者が
2,397 名いる．罹患率が 2～3 割とすると透析患者の
500～700 名が罹患し，入院が必要な症例は一般人よ
り相当多いと考えられるが判断材料はない．仮に 1 割
とすると，50～70 名の入院透析が必要になる．また
重症化を 2 割とすると 10～14 名が重症化することに

なる」旨の意見を述べた．
9 月 10 日には，石川県透析連絡協議会として，新

型インフルエンザに罹患した透析患者に対する以下の
コンセンサスを会員全員に通知した．

①　新型インフルエンザに罹患し，入院治療が必要
なときは，自施設で行う．

②　クリニックで入院施設のないところは，通常入
院が必要なときにとるルートで入院施設を選択す
る．

③　②で受け入れ先が見つからないとき，あるいは
自施設での入院が賄いきれない（ベッドの空きが
ない，レスピレータがない，透析のやりくりがど
うしてもつかない）ときは，各医療圈の保健所と
石川県連絡協議会が相談して，入院透析・インフ
ルエンザ治療のできる施設を探す．

10 月 13 日，石川県と石川県医師会との協力で「新
型インフルエンザの透析・小児・妊産婦医療にかかわ
る関係者連絡協議会」が開催された．この会には透析
24 施設が参加し，重症者や人工呼吸器が必要な患者
の受け入れについて，各施設が意見を述べた．その結
果，透析患者に新型インフルエンザが発生したときは
自施設で透析を行うしかないということ，他院の患者
を受け入れる余裕のある施設では相互協力を惜しまな
いが，このためには，情報の共有がなによりも大事と
いう結論になった．

これを受けて，県医師会のコンピュータサーバーを
使用し，透析患者における新型インフルエンザ患者の
発生数，ワクチン接種数，抗ウイルス薬の使用状況を
週毎に集計した．これには県下主要 17 施設の医師 27

名が登録し，県下の透析症例の 1/3 について情報が集
積された．このデータの収集は 3 回行われたが，幸い
レスピレータを必要とする入院患者はなく，今回はこ
のシステムが威力を発揮することはなかった．外来患
者で重症化し入院した患者 1 名は，われわれの施設の
症例であった．

4　第 4 回連絡協議会総会

2010 年 2 月 20 日に開催された第 4 回連絡協議会総
会では，まず県健康福祉部医療対策課から，新型イン
フルエンザ対策についての報告があり，われわれの施
設で経験した新型インフルエンザの感染症例が呈示さ
れた．特別講演として日本透析医会災害対策委員の赤
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塚東司雄先生が経験深い立場から，「巨大災害と透析
医療　――　災害時のマニュアル作成のために」との題で
有意義なお話をしていただき，各透析センターで災害
対策マニュアルを作成するさいのこつ

4 4

をご指導いただ

いた．
なお石川県透析連絡協議会は，石川県下の 40 施設

2,397 名の透析患者に対して，38 施設が本会に参加し，
医師会員数 89 名で構成されている．
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日本透析医会広島県支部は，広島県透析連絡協議会
という名称を使っております．日本透析医会が，1979

年 4 月 15 日，都道府県透析医会連合会として結成さ
れましたが，それ以前に広島県では，広島県透析連絡
協議会を立ち上げていましたので，名称変更せずに，
現在に至っております．広島県内の透析施設 89 施設
中 78 施設が加入しています．以前，日本透析医会雑
誌 20 巻 3 号（2005 年 12 月）に「広島県支部だより」
を寄稿していますので，重複を避けて最近の話題を中
心にお伝えしたいと思います．

1　災害対策について

広島県透析連絡協議会では，2004 年，広島県災害
時ネットワークメーリングリスト作成の準備に取り組
み，同年 8 月に広島県災害時ネットワークメーリング
リストを完成しました．第１回中国地区合同透析医療
災害対策会議（2004 年 9 月 18 日）では，中国ブロッ
ク 5 県合同ホームページを中国 5 県に開設すること，
中国 5 県で日本透析医会災害時情報伝達訓練に参加す
ること，また毎年中国地区合同透析医療災害対策会議
を招集すること等が決められました．このホームペー
ジは年々バージョンアップされ，現在では，ネット上
で患者移送のやり取りが一覧表示で簡単に行えるよう
になっています（http://www.gis.or.jp/otb）．

このホームページにアクセスした画面が図 1 です．
広島県透析連絡協議会をクリックし，ユーザー ID，
パスワードを入力するとログイン画面となります（図

2）．災害情報ネットワークをクリックし，被災あり，

あるいは被災なしと報告します．被災ありの場合の入
力画面です（図 3）．各施設が入力した情報を確認す
る画面です（図 4）．このホームページには，google 

MAP と電子国土を用いて中国 5 県の透析施設が登録
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広島県透析連絡協議会会長

図 1　トップページ画面

図 2　ログイン画面
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されています（図 5：google MAP の一例）．患者の入
力サイト（図 6）および透析関連業者の入力サイトも
組み込まれています．

2009 年 11 月 8 日に第 62 回広島医学会総会が開催
されましたが，シンポジウムのテーマが「広島県にお
ける災害時医療～要援護者支援体制について～」でし
た．透析医療災害対策について，広島県透析連絡協議
会からシンポジストを出して発言するよう依頼され，

その後論文にまとめております1）．

2　広島県腎友会

広島県腎友会（患者会）は今年で創立 40 周年を迎
えます．1970 年に人工腎友会として全国に先駆けて
結成され，腎提供登録の街頭キャンペーン，国会請願
署名や募金運動，厚生労働省への陳情等，様々な活動
をされてこられました．2010 年 6 月 13 日（日），広
島県腎友会 40 周年記念総会が開催され，40 周年記念
誌が発刊される予定と聞いております．

3　新型インフルエンザ対策

2009 年 5 月，広島県腎友会から，新型インフルエ
ンザ対策について広島県透析連絡協議会に強い不安の
訴えがありました．その後，6 月 19 日に広島県腎友
会同席のもと，広島県健康福祉局と協議しました．広
島県透析連絡協議会からは，

①　新型インフルエンザワクチンを末期腎不全患者
へ優先的に接種してほしい

②　感染拡大期・まん延期にタミフルを透析患者へ
優先的に供給してほしい

③　個々の透析施設で，新型インフルエンザに対し
てどういう対策をとるべきか，行政からの公文書
等での指示をしてほしい

という 3 点を要望しました．
広島県からは，
①　ワクチンに関しては，先ず国の方針が示されて

から，それに準じて県として検討する
②　タミフルの備蓄は十分ある
③　感染者がでた場合，日本透析医会・日本透析医

学会作成の「透析施設における新型インフルエン

図 3　災害情報ネットワーク画面

図 4　災害情報確認画面

図 5　google MAP を用いた施設登録

図 6　患者の入力サイト
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ザ対策ガイドライン」に示されている対応をとっ
て欲しい．施設への負担，患者さんへの負担，そ
れぞれがかかってくると思われるが，対処する方
法をお互いに知恵を出し合って考えたい．透析以
外の診療分野のことを考えると，透析医療分野に
だけ指示を出すことは難しい．今のところそれぞ
れの診療分野で自主的に検討してもらうしかない，
という返答でした．

2010 年 2 月 4 日，広島県では，インフルエンザ警
報が解除され，今シーズンは大きな感染被害もなく無
事に終えたようなムードですが，今後も予断が許され
ない状況にあることには変わりありません．

文　　献

1） 土谷晋一郎：透析医療災害対策について．広島医学，63；
73-81，2010．
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本稿では，前号で報告後，平成 22 年 3 月 26 日，4 月 23 日，5 月 16 日，6 月 25 日に開催された

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

てご報告します．

1. 通常総会の開催と今後の日本透析医会について

5 月 16 日，日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に掲載の

とおりです．例年の議案の承認に加え，新公益法人認定に向けた定款変更案についてご報告し，承

認を得ました．新公益法人への移行は日本透析医会における公益事業の見直しが求められるもので

あり，今後会員の皆様方のご意見も拝聴しながら，医会の事業の在り方について検討を進めていく

予定です．

2. 第 15 回透析保険審査委員懇談会について

日本透析医学会学術集会の期間中の 6 月 19 日に，神戸におきまして，全国の透析関連の保険審

査委員，支部長の先生などにご出席いただき，第 15 回透析保険審査委員懇談会が開催されました．
例年お忙しいところご出席いただいた先生方には御礼申し上げます．詳細につきましては，次号

25 巻 3 号でご報告の予定です．

3. 災害対策事業について

日本透析医学会学術集会開催期間中の 6 月 19 日に，神戸におきまして，第 11 回災害時情報ネッ

トワーク会議を開催しました．ご多忙中参加していただきました先生方には厚く御礼申し上げます．
会議の内容については，次号（25 巻 3 号）でご報告させていただきます．

4. 透析医療における包括的指示等の検討

厚生労働省は，平成 21 年 8 月から医師と看護師等のコ ･ メディカルとの協働，連携の在り方を

検討するため，チーム医療の推進に関する検討会において検討を行い，今年 3 月に出された報告書

においては，看護師に対する包括的指示の積極的活用，看護師の実施可能な行為の拡大・明確化な

どの提案がなされました．これをふまえ，現在，看護業務実態調査などが進められています．具体

［た　よ　り］

常任理事会だより

山川智之

日本透析医会常務理事
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的にこの調査には透析医療における業務は含まれませんが，透析医会としては，透析医療が古くか

らチーム医療が確立していた分野であることをふまえ，透析医療における包括的指示の活用につい

て，日本腎不全看護学会，日本臨床工学技士会とも協力し検討していく予定です．会員の皆様方の

ご協力をよろしくお願いします．

5. 透析医療のグランドデザイン作成について

今後の透析医療提供体制のあり方を検討し，透析医療の存続に関わる提案を行うためのグランド

デザイン作成事業を，今年度は新たな形で行っていくことになりました．透析医療の質を維持でき

るような供給体制という視点を中心に据えた検討を行っていく予定です．

6. 日本透析医会研修セミナーなど

平成 22 年 10 月 3 日（日）の日本透析医会シンポジウムのテーマは「透析液を再考する」となり

ました．詳細は本誌巻頭のご案内をご参照ください．また平成 23 年 3 月 6 日（日）に日本透析医

会研修セミナーを開催することになっております．場所はいずれも品川のコクヨホールです．

7. 公募助成について

現在，腎不全医療，特に透析医療を推進するための学術研究について，平成 22 年度日本透析医

会公募助成の申請を受け付けております．9 月 24 日が締切となっております．ふるってご応募く

ださい．
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●第 75 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 22 年 9 月 5 日（日）
 会　長：岡村幹夫（大野記念病院）
 会　場：大阪国際会議場〔グランキューブ大阪〕（大阪市北区）
 連絡先：大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学教室内
  　　　TEL　06-6645-3858　　FAX　06-6647-4426
  　　　URL　http://plaza.umin.ac.jp/odm/kenkyukai/annai.htm

●第 19 回　中国腎不全研究会
 開催日：平成 22 年 9 月 12 日（日）
 大会長：中岡明久（山陰労災病院）
 会　場：広島国際会議場（広島市中区）
 連絡先：第 19 回中国腎不全研究会事務局代行
  　　〒104-0033　東京都中央区新川 1-2-8
  　　　　　　　　第 5 山京ビル 6F 株式会社ネオファルマ内
  　　　TEL　03-5540-3010　　FAX　03-5540-3011
  　　　E-mail　19cjrf@chujinken.jp
  　　　URL　http://www.chujinken.jp/cjrf2010/

●第 40 回　日本腎臓学会東部学術大会
 開催日：平成 22 年 9 月 24 日（金）～ 25 日（土）
 大会長：草野英二（自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門）
 会　場：栃木県総合文化センター（宇都宮市）
  　　宇都宮東武ホテルグランデ（宇都宮市）
 連絡先：（株）メディカル東友コンベンション事業部
  　　〒243-0013　神奈川県厚木市泉町 3-5
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　jsntobu40@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jsntobu40/index.html

●第 44 回　四国透析療法研究会
 開催日：平成 22 年 9 月 26 日（日）
 代表世話人：谷村正信（高知県透析医会　会長）
 会　場：サザンシティホテル アンジェブラン 3F「鳳凰の間」
  　　（高知県南国市）
 連絡先：第 44 回 四国透析療法研究会 事務局
  　　近森会 近森病院 泌尿器科 谷村正信
  　　〒780-8522　高知市大川筋 1 丁目 1-16
  　　　TEL　088-822-5231　　FAX　088-872-3059
  　　　E-mail　hinyouki@chikamori.com
  　　　URL　http://shikoku-toseki.jp/vol44/vol44.pdf
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●第 81 回　東海透析研究会
 開催日：平成 22 年 9 月 26 日（日）
 会　長：加藤明彦（浜松医科大学附属病院血液浄化療法部）
 会　場：愛知県産業労働センター（愛知県名古屋市）
 連絡先：（財）愛知腎臓財団事務局　島田昭代
  　　〒460-0001　愛知県名古屋市中区三の丸 3-2-1
  　　　TEL　052-962-6129　　FAX　052-962-1089
  　　　E-mail　shimada@ai-jinzou.or.jp

●第 32 回　日本小児腎不全学会学術集会
 開催日：平成 22 年 9 月 30 日（木）～ 10 月 1 日（金）
 会　長：野々村克也
  　　（北海道大学大学院医学研究科腎泌尿器外科学分野　教授）
 会　場：定山渓万世閣ホテルミリオーネ（札幌市）
 連絡先：北海道大学大学院医学研究科腎泌尿器外科学分野
  　　〒060-8638　札幌市北区北 15 条西 7 丁目
  　　　TEL　011-706-5966　　FAX　011-706-7853
  　　　E-mail　jsprf32@c-work.co.jp
  　　　URL　http://www.c-work.co.jp/jsprf32/

●第 29 回　腎と骨代謝研究会　学術集会
 開催日：平成 22 年 10 月 2 日（土）
 代表世話人：西沢良記（大阪市立大学）・秋澤忠男（昭和大学医学部）
 会　場：経団連会館　2 階「国際会議場」（東京都千代田区）
 連絡先：中外製薬株式会社 製品政策第一部 腎疾患グループ
  　　事務局 築地　淳
  　　〒103-8324　東京都中央区日本橋室町 2-1-1
  　　　TEL　03-3273-0840　　FAX　03-3281-0841
  　　　E-mail　tsukijimkt@chugai-pharm.co.jp
  　　　URL　http://www.jinkotsu.com/index.html

●第 40 回　日本腎臓学会西部学術大会
 開催日：平成 22 年 10 月 8 日（金）～ 9 日（土）
 大会長：頼岡徳在
  　　（広島大学大学院医歯薬学総合研究科 腎臓病制御学講座　教授）
 会　場：広島国際会議場（広島市）
 連絡先：第 40 回日本腎臓学会西部学術大会運営事務局
  　　〒243-0013　神奈川県厚木市泉町 3-5
  　　　　　　　　（株）メディカル東友　コンベンション事業部
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　jsnseibu40@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jsnseibu40/index.html
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●第 22 回　腎とフリーラジカル研究会
 開催日：平成 22 年 10 月 16 日（土）
 会　長：佐中　孜（東京女子医科大学東医療センター　教授）
 会　場：全国町村会館（東京都千代田区永田町）
 連絡先：東京女子医科大学東医療センター血液浄化部長室　大貫あゆみ
  　　〒116-8567　東京都荒川区西尾久 2-1-10
  　　　TEL　03-3810-1111　　FAX　03-3894-5157
  　　　E-mail　Sanaka_hisyo@theia.ocn.ne.jp
  　　　URL　http://www.jsn.or.jp/seminar/_1460.php

●第 46 回　日本移植学会総会
 開催日：平成 22 年 10 月 20 日（水）～ 22 日（金）
 会　長：吉村了勇
  　　（京都府立医科大学大学院医学研究科移植・再生外科学　教授）
 会　場：みやこめっせ（京都市）
 連絡先：京都府立医科大学大学院 医学研究科 移植・再生外科学
  　　　TEL　075-251-5532　　FAX　075-223-6189
  　　　E-mail　orgtx@koto.kpu-m.ac.jp
  　　　URL　http://transp.jp/jst/

●第 21 回　日本急性血液浄化学会学術集会
 開催日：平成 22 年 10 月 23 日（土）～ 24 日（日）
 会　長：海津嘉蔵
  　　（社会保険横浜中央病院 副院長/腎・血液浄化療法科 部長）
 会　場：パシフィコ横浜　会議センター（横浜市）
 連絡先：第 21 回日本急性血液浄化学会学術集会運営事務局
  　　（株）メディカル東友コンベンション事業部
  　　〒243-0013　神奈川県厚木市泉町 3-5
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　jsbpcc21@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jsbpcc21/

●第 14 回　日本アクセス研究会学術集会・総会
 開催日：平成 22 年 10 月 30 日（土）～ 31 日（日）
 大会長：深澤瑞也（山梨大学医学部）
 会　場：山梨県富士ビューホテル（山梨県南都留郡）
 連絡先：第 14 回日本アクセス研究会セミナー事務局
  　　山梨大学医学部泌尿器科・血液浄化療法部
  　　〒409-3898　山梨県中央市下河東 1110
  　　　TEL　055-273-9643　　FAX　055-273-9659
  　　　E-mail　jsda2010@med.yamanashi.ac.jp
  　　　URL　http://plaza.umin.ac.jp/jsda2010/
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●第 31 回　日本アフェレシス学会　学術大会
 開催日：平成 22 年 11 月 4 日（木）～ 6 日（土）
 大会長：津田裕士（順天堂東京江東高齢者医療センター　副院長）
 会　場：ディズニーアンバサダーホテル（千葉県浦安市）
 連絡先：第 31 回日本アフェレシス学会運営事務局
  　　〒113-0033　東京都文京区本郷 3-35-3　本郷 UC ビル 4 階
  　　　　　　　　（株）コンベンションアカデミア内
  　　　TEL　03-5805-5261　　FAX　03-3815-2028
  　　　URL　http://www.jsfa31.jp/index.html

●第 16 回　日本腹膜透析医学会学術集会・総会
 開催日：平成 22 年 11 月 6 日（土）～ 7 日（日）
 大会長：友　雅司（大分大学医学部総合内科学第二講座）
 会　場：iichiko 総合文化センター・大分全日空ホテルオアシスタワー
  　　（大分市）
 連絡先：運営事務局
  　　〒810-0001　福岡市中央区天神 1-9-17
  　　　　　　　　（株）コングレ九州支社内
  　　　TEL　092-716-7116　　FAX　092-716-7143
  　　　E-mail　jspd2010@congre.co.jp
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jspd2010/index.html

●第 13 回　日本腎不全看護学会学術集会・総会
 開催日：平成 22 年 11 月 13 日（土）～ 14 日（日）
 大会長：下山節子（NPO 法人　日本看護キャリア開発センター）
 会　場：福岡国際会議場（福岡市）
 連絡先：運営事務局　株式会社　西日本企画サービス
  　　〒839-0809　福岡県久留米市東合川 3-10-36
  　　　TEL　0942-44-5800　　FAX　0942-44-6655
  　　　E-mail　jann13@nksnet.co.jp
  　　　URL　http://www.nksnet.co.jp/jann13/index.html

●Renal Week 2010（ASN）
 日　時　平成 22 年 11 月 16 日（火）～ 21 日（日）
 開催地　Denver, CO（USA）
  　　　URL　 http://www.asn-online.org/education_and_meetings/ 

renal_week/
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●第 48 回　日本人工臓器学会大会
 開催日：平成 22 年 11 月 18 日（木）～ 20 日（土）
 大会長：山家智之（東北大学加齢医学研究所心臓病電子医学分野）
 会　場：仙台国際センター（仙台市）
 連絡先：第 48 回日本人工臓器学会大会事務局
  　　〒980-8575　仙台市青葉区星陵町 4-1
  　　　　　　　　東北大学加齢医学研究所　心臓病電子医学分野
  　　　　　　　　事務局長　白石泰之
  　　　TEL　022-717-8517　　FAX　022-717-8518
  　　　E-mail　jsao2010@idac.tohoku.ac.jp
  　　　URL　http://www.idac.tohoku.ac.jp/jsao2010/index.html

●第 16 回　日本 HDF 研究会学術集会・総会
 開催日：平成 22 年 11 月 20 日（土）～ 21 日（日）
 大会長：藤森　明（財団法人甲南病院）
 会　場：神戸国際会議場（神戸市）
 連絡先：事務局
  　　〒658-0064　神戸市東灘区鴨子ヶ原 1 丁目 5 番 16 号
  　　　　　　　　財団法人甲南病院　血液浄化・腎センター内
  　　　TEL/FAX　078-854-4116
  　　　E-mail　info@hdf2010.jp
  　　　URL　http://hdf2010.jp/index.html

●第 19 回　腎とエリスロポエチン研究会
 開催日：平成 22 年 11 月 27 日（土）
 プログラム委員長：鈴木正司（新潟市社会事業協会　信楽園病院）
 会　場：品川プリンスホテル（東京都品川区）
 連絡先：〒103-8324　東京都中央区日本橋室町 2-1-1
  　　　　　　　　中外製薬株式会社　プライマリー製品政策第一部内
  　　　　　　　　腎とエリスロポエチン研究会事務局
  　　　TEL　03-3273-0840　　FAX　03-3281-0841
  　　　E-mail　jinepotouroku@chugai-pharm.co.jp

●第 78 回　北海道透析療法学会
 開催日：平成 22 年 11 月 28 日（日）
 大会長：久木田和丘（特定医療法人北楡会　札幌北楡病院）
 会　場：札幌コンベンションセンター（札幌市）
 連絡先：〒060-0001　札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地　
  　　　　　　　　おおわだビル 2 階
  　　　　　　　　北海道透析療法学会事務局
  　　　TEL　011-261-2033　　FAX　011-261-2033
  　　　E-mail　jimu@dotoseki.net
  　　　URL　http://www.dotoseki.net/
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●第 43 回　九州人工透析研究会総会
 開催日：平成 22 年 12 月 12 日（日）
 大会長：中川昌之（鹿児島大学大学院腫瘍学講座泌尿器科学分野教授）
 会　場：かごしま県民交流センター（鹿児島市）
 連絡先：学会事務局
  　　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科泌尿器科学分野
  　　事務局長　速見浩士
  　　〒890-8520　鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1
  　　　TEL　099-275-5395　　FAX　099-265-9727
  　　　E-mail　toseki43@m3.kufm.kagoshima-u.ac.jp
  　　　URL　http://toseki43.umin.jp/index.html
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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
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⑼　引用文献数は 30 以内とし，本文の引用箇所に順次番
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平成 22 年度診療報酬改定がなされたが，透析医療関係の改定点が透析施設にどのような影響を
与えたか，今後いろいろ検証され明らかになってくるものと思われる．本号では，医療経済の項で，
医会会長の山㟢先生により今回の改定の評価と問題点をとりあげていただいた．

例年 Current Topics が開催されその講演内容が掲載されているが，本年は臓器移植，認知症，新
型インフルエンザ対策，C 型肝炎治療，日本の医療問題など，現在問題となっているトピックスを
取り上げて講演がなされ掲載された．医療安全対策では日本における HIV 感染増加の現状が報告
されており，今後日本の透析医療現場でも直面することになることが考えられる．ブラッドアクセ
ス増設困難例が増加しており，血管内留置型カテーテルの使用が避けられない現状から，その合併
症について報告して頂いた．実態調査では USRDS の国際報告を取り上げ，特に CAPD が少ない現
状とその要因について触れさせて頂いた．臨床と研究では血管石灰化，ヘルペスウイルス感染，統
合医療からみた透析の質と量，貧血治療ガイドライン，看護師の現状と将来，過疎地域の透析医療
などについて執筆頂いた．日本透析医会通常総会が開催されたので，専務理事の杉崎先生に総会資
料と決定事項を執筆いただいた．会員の皆さんには是非目を通して頂きたい．その他，講演抄録，
公募助成論文，透析医のひとりごとなどを掲載した．

本号も以上のような豊富な内容になっており，会員の皆さんには最新の医療情報として活用して
頂けたら幸である．

広報委員　原 田 孝 司　
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