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病院や診療所などの組織における危機管理が叫ばれるようになって久しい．それは阪神淡路大震
災をはじめとする，いくつかの大きな地震災害が相次いだこと，さらには台風や大雨などによる広
範な地域での診療活動（透析）の停滞が生じたことなどの経験が大きく影響していることは言うま
でもない．最近では肝炎の施設内集団発生例こそ耳にしなくなったものの，昨年の新型インフルエ
ンザ（H1N1）の大流行にさいしては，病院や診療所などでの患者への対応をどうすべきかが問題
となった．特に外来の慢性維持透析患者を扱う施設では，院外からの感染持ち込みと院内での感染
拡大を防止すること，週 3回，4〜5時間もの間，多人数を集団で治療することが多い透析室での
感染防止・拡大阻止のための対策，と対応に追われたことは記憶に新しい．
ところで最近の世界を巡る話題では，ふたりの日本人の「ノーベル化学賞」受賞，中国人の人権
活動家の「ノーベル平和賞」受賞などもさることながら，「無保険者を無くすための医療改革」を
断行し，「核の無い世界」の実現を宣言したあのオバマ政権が米国の中間選挙で大敗を喫したこと
などがある．しかしさらに驚くべきことは，足許のわが国の政府の，昨今の危機管理体制の実態で
あろう．政府における「危機管理」には，単に災害対策やパンデミック疾患への対策のみではなく，
国と国との交渉・相談（いわゆる外交）や社会の安全・秩序の維持（公安）のための情報や資料な
どの管理も当然含まれる．
しかるに，テロ対策などを担当する公安警察の中枢で，極秘とすべき蒐集された情報・文書がイ
ンターネットを通じて外部に大量に流出し，それが現在の情報化システムに乗って瞬時に世界中に
ばらまかれたことである．「公安警察」と言えば，戦前の治安維持法下での反政府，非合法活動の
弾圧を連想する人々も少なくあるまい．私自身も「公安警察」にもつイメージはそのようなものと
大差はない．しかし情報開示が叫ばれる時代にあっても，テロ対策などの秘密情報は，その性格か
らして関係者のみで共有されるべきことは当然のことであろう．そうでなければ社会の安全は担保
できまい．情報源がすべて白日の下に曝け出されることになれば，情報提供者自身やその家族の身
体の安全は保障できないし，そうなれば情報自体の蒐集すら不可能となる．
もうひとつは尖閣諸島の周辺海域での，中国漁船とわが国の巡視艇との衝突現場を記録したビデ
オ映像がインターネット上に流出したことである．この映像は単なる刑事事件の証拠としての性格
よりも，日中両国間での政治的な影響力のほうがきわめて大きいことは言うまでもない．この映像
は，国会の予算委員会の一部の議員のみに公開されてはいたが，「日中関係」「外交上」の観点から
一般マスコミには非公開とされてきた．それはそれで「反日デモ」「レアアースの輸出規制」など
の状況の中で，必ずしも反対する者が多いとは言えなかったであろう．「大人の外交」「成熟した日
中関係」「戦略的相互互恵」のためには必要な措置ですらあったであろう．

［巻　頭　言］

わが国の情報管理の杜撰さを憂いつつも，
インフルエンザ対策を怠るな

（社）日本透析医会

副会長　鈴木正司　　　　
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厳重に保管・管理されてあるべきテロ対策情報や，両国間にとってきわめてデリケートな映像が，
いとも安易にインターネット上に流出してしまう現在のわが国中枢の危機管理体制には，驚きと悲
しみ，最後には諦めの感情しか出てこない．報道によれば，情報にアクセス可能な政府関係者の誰
かが意図的に流出させた可能性が高いという．まさに「獅子身中の虫」と言えよう．
「知る権利を有する国民」にとって，政府が保有する情報・資料はできるだけオープンにしても
らいたいものの，国益を損なうような行動は，「知る権利」とはまた別のものであり，30年，40年
経過した時点での公表もやむをえまい．
いずれにしても，今年も再び新型インフルエンザの流行の兆しが報道され始め，東北の病院での
院内感染で高齢者の死亡が相次いでいる．このような情報こそは広く国民に周知徹底させるべきで
ある．そして無用な混乱を招くことなく，マニュアルとそれぞれの施設での独自の工夫を加えて，
感染拡大の阻止に努めたいものである．昨年の新型インフルエンザによる，わが国の死亡者の最初
は透析患者であったことを銘記すべきであろう．
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平澤先生　長い間有難うございました

平澤先生の歴史は，わが国透析の歴史です．

透析研究会誌（現：日本透析医学会誌）1巻 1号（昭和43年）を見てみますと，

当時新潟大学木下内科に所属しておられた先生は，シンポジストとしてキール型・

コルフ型ダイアライザーの性能比較と同時に，費用比較をもされておられます．大

きな患者自己負担に対する憂慮が背景にあったものと推測されます．また職場復帰

を目指した社会復帰に力を入れているとのコメントがありました．さらに，「近く

の病院（信楽園病院でしょうか）にお願いしまして（透析）設備を作ってもらいま

して，そこの看護婦さんを私共が一諸にやって教育し，そこでは看護婦さんが一切

を，全部やるという……」とディスカッションでコメントされており，患者数の増

加を見込んで透析センターを立ち上げ，看護師を主体とする透析医療を展開されま

した．また，早くから栄養士やMSWを組み込み，透析医療が誇るチーム医療の礎

を築かれました．まさに今の，日本の透析施設のあり方を提示し，実践したもので

した．

信念を持って透析医療を展開する先生の下には，多くの若き医師が集まりました．

きわめて意欲的な臨床研究の中から，EOG滅菌によるアレルギーや，アセテート

による透析困難症は信楽園発として特記されるべきものです．透析アミロイドの原

基に，β2-MGが組み込まれるという世界的な報告も，このグループと共同して行

われたものです．透析脳症患者の診断にさいし，阿賀野川流域の水道水中の高Al

濃度に注目し，全国の河川のAl 濃度を測定した上で，RO装置を用いた透析用水

処理に加算点数を要求し実現させたのは，日本透析医会会員を巻き込んだ先生の業

績でした．

先生は，こうした透析の臨床や研究のみならず，透析関連の社会的問題について

深く考察し，透析患者支援に力を入れておられました．まさに日本の透析が最も必

要とする医師でしたが，同時に日本透析医会がリーダーとして熱望した医師でもあ

りました．最初は，都道府県透析医会連合会会長として参加され，法人化の後は，

初代稲生会長の後をついで，平成5年に会長に就任されました．ともすると経済・

経営優先の考え方に走りがちな日本透析医会活動を，透析の質を優先した考えで導

いていただきました．「患者のためを考えた堂々とした医療」を会長就任の挨拶で

述べられております．中医協のダイアライザー価格に関する聴聞会で，保険者側委

員から「日常的にはⅠ型を用い，Ⅱ型はその差額を患者が負担すべき」という暴言

があったときも，コメンテーターとして怒りを内に秘めながら，Ⅱ型こそがわが国

透析の質を担保するものであると多くのデータを用いて説得に当たりました．

新潟古町で，大好きな久保田を飲みながら，わが国透析医療の将来について情熱

を持って語って下さったわが国で最も優れた透析臨床医を，今，日本の透析は失い

ました．透析の歴史や，現在の透析医療の背景を考えますと，二度と先生に匹敵す

る透析臨床医が出現することはないでしょう．しかし考えてみれば，日本中のすべ

ての透析医は，ご著書などを通じて先生の弟子といっても過言ではありません．残

された一人一人が，先生の教えを胸に，これからの透析医療を守っていくはずです．

どうぞわが国透析医療の行く末を見守ってください．

本当に長い間ご苦労さまでした．本当に有難うございました．今は安らかにお眠

りください．

� （日本透析医会会長　山㟢親雄�記）

【略歴】
平澤　由平（ひらさわ　よしへい）
昭和 5年 10 月 29 日生

昭和31年 3 月
新潟大学医学部卒業
昭和32年 4 月
新潟大学医学部桂内科入局
昭和35年 4 月
新潟大学医学部木下内科入局
昭和38年 4 月
新潟大学医学部内科助手
昭和46年 1 月
社会福祉法人信楽園病院内科部長
昭和59年 4 月
社会福祉法人信楽園病院副院長
平成 5 年 4 月
社会福祉法人信楽園病院院長
平成 9 年 4 月
社会福祉法人信楽園病院顧問
平成12年 3 月
舞平クリニック院長

昭和62年 7 月
社団法人日本透析医会副会長
平成 5 年 4 月
社団法人日本透析医会会長
平成13年 4 月
社団法人日本透析医会名誉会長
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 平成 22年 11月

会 員 各 位

 日本透析医会　　会　長　山㟢親雄
 日本透析医学会　理事長　秋澤忠男

「HIV 感染患者透析医療ガイドライン」について

日本透析医会と日本透析医学会は，透析に導入された HIV患者の「田舎に帰って透析を継続し
たいが，地元で受け入れてくれる透析施設が見つからない．」との訴えに対応するために，HIV患
者の透析について注意点をまとめ，透析施設が HIV患者を受け入れるにあたって参考となるよう
なガイドラインを作成することで，HIV患者の透析医療を確保するのに役立てることとした．
医会・医学会は，日本腎不全看護学会・日本臨床工学技士会に協力を依頼し，またこの領域に経
験の深い専門家にも参加をもとめ，HIV感染患者透析医療ガイドライン策定グループを結成し，下
記「HIV感染患者透析医療ガイドライン」を作成した．
この「ガイドライン」が，透析従事者の HIVに関する理解を深め，透析施設における HIV患者

の受け入れがスムースにおこなわれ，全国どこでも HIV患者の透析医療が確保できる状況が来る
ことを祈っている．

記

HIV感染患者透析医療ガイドライン
日本透析医会・日本透析医学会

HIV感染患者透析医療ガイドライン策定グループ（委員長：秋葉　隆）

［ガイドライン］
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はじめに

平成 21年，都内で血液透析に導入された HIV患者
から，厚労省にある相談があった．「田舎に帰って透
析を継続したいが，地元で受け入れてくれる透析施設
が見つからない．どうにかならないか」との内容だっ
た．これに対して厚労省疾病対策課 HIV/AIDS担当
の喜多洋輔医師は，日本透析医会の山﨑親雄会長と日
本透析医学会の秋澤忠男理事長に相談を持ちかけた．
「どこか紹介できないか，また同様の問題が持ち上が
らないような対策を取ってほしい」との内容だった．
これに対して，医会・医学会としては個別に紹介する
ことはできないので，HIV患者の透析について注意点
をまとめ，透析施設が HIV患者を受け入れるにあた
って参考となるようなガイドラインを作成するとの対
策をとることを厚労省に約束した．
このような経緯で，医会・医学会は，日本腎不全看
護学会・日本臨床工学技士会にも協力を依頼し，また
この領域に経験の深い専門家にも参加を依頼して日本
透析医会・日本透析医学会 HIV感染患者透析医療ガ
イドライン策定グループが結成された．この会には，
厚労省からの参加もお願いし，勉強会を 1回，ガイド
ライン策定会議を 5回開催し，「HIV感染患者透析医
療ガイドライン」を策定した．

このガイドラインは，一般的な感染予防策は「透析
医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関す
るマニュアル（三訂版）」厚労省ウエブサイト

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/

jinshikkan_a_0001.pdf

に詳しいのでこれに任せ，HIV感染患者の透析操作と
患者指導，スタッフの針刺事故対策に焦点をあてて，
HIV患者を受け入れる透析施設の準備をどうするか
について解説することを目的に小冊子にまとめたもの
である．透析に携わる医師やスタッフが 1〜2時間読
めば簡単に理解できるコンパクトなガイドラインを目
指し，その構成は「HIV感染の現状と基本的な考え
方」「基本的予防策」「スタッフの針刺事故時の対応
策」の 3部構成とし，最後に今後整備すべき問題点を
まとめた．
この小冊子が，透析従事者の HIVに関する理解を

深め，いわれなき誤解を払拭することで，透析施設に
おける HIV患者の受け入れがスムースにおこなわれ，
全国どこでも HIV患者の透析医療が確保できる状況
が来ることを祈っている．

日本透析医会・日本透析医学会
HIV感染患者透析医療ガイドライン策定グループ

委員長　　秋葉　隆
（東京女子医科大学血液浄化療法科）

HIV 感染患者透析医療ガイドライン

日本透析医会・日本透析医学会HIV感染患者透析医療ガイドライン策定グループ
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第 1章　�HIV 感染の現状と血液透析における�

基本的考え方

1．HIV 感染症の現状

1）　HIV患者数は加速的に増加している
表 1に 2008年末現在の HIV患者数（HIV感染者と

AIDS患者報告数の合計）を示した1）．性的接触によ
る感染拡大が見られており，国内の患者数累計は
16890人に達している．図 1は HIV患者の累計数の
年次推移であるが，右肩上がりの曲線を描きながら急
速に患者数が増加しており，この事実を緊迫感をもっ
てとらえる必要があると考えられる．感染者の報告は
首都圏のみでなく，地方への拡大も見られており，今

後国内の患者数増加に伴い，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．HIVは血液媒介感染症であり，通常の
接触においてはヒト―ヒト感染が起こらない，制御の
容易な感染症であるが，感染者の血液および体液にウ
イルスが含まれるため，特に針などの鋭利物を用いた
医療行為では注意が必要である．報告患者数の 3割は
AIDS発症後に感染が判明しているのが現状であり，
診断の遅れも目立つ．これは，HIVに感染しているが
まだ診断されていない「隠れた感染者」が，報告患者
数の数倍は存在しているであろう可能性を示している．

2）　HIV患者の予後は 1997年以降，著明に 

改善している
HIV感染症は 1996年以前には有効な治療法がなく，

AIDSを発症すれば平均 1-2年のうちに死亡する極め
て予後不良の疾患であった．しかし 1996年から
HAART（ハート，highly active anti-retroviral therapy）
と呼ばれる多剤併用療法が行われるようになり，我が
国を含め多くの国で死亡者数の激減が報告され，患者
の予後の劇的な改善が見られている．これによりそれ
まで致死性の疾患であった HIV感染症は，現在では
慢性疾患であるとまで言われるようになった．ただし
現在のレベルの 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，一旦内
服治療を開始した場合には，原則として年余にわたり
内服を継続する必要がある．
デンマークにおける検討によると 25歳時点での

HIV�感染患者透析医療ガイドライン策定グループ名簿

委 員 長 秋葉　隆 東京女子医科大学
副委員長 杉崎弘章 医療法人社団　心施会
委　　員 隈　博政 くま腎クリニック
　 篠田俊雄 河北総合病院
　 萩原千鶴子 横須賀クリニック
　 大濱和也 埼玉医科大学病院
　 松金隆夫 東葛クリニック病院
　 安藤　稔 都立駒込病院
　 安藤亮一 武蔵野赤十字病院
　 日ノ下文彦 国立国際医療研究センター
　 照屋勝治 国立国際医療研究センター
　 水上由美子 自治医科大学附属さいたま医療センター

会議日時

HIVと透析勉強会　平成 21年 7月 31日
国立国際医療センター戸山病院生活習慣
病教室

第 1回会議 平成 21年 12月 1日 17時〜19時
ホテルマイステイズ御茶ノ水　会議室

第 2回会議 平成 22年 1月 26日 17時〜19時
ホテルマイステイズ御茶ノ水　会議室

第 3回会議 平成 22年 3月 23日 17時〜19時
ホテルマイステイズ御茶ノ水　会議室

第 4回会議 平成 22年 5月 11日 17時〜19時
ホテルマイステイズ御茶ノ水　会議室

第 5回会議 平成 22年 7月 20日 17時〜19時
ホテルマイステイズ御茶ノ水　会議室
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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の導入以
後に劇的な改善が見られており，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 16％の症例を除けば，平均余命
は 38.9年となっている2）．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，今後さらに改善が見られると予想
されている．

3）　HIV治療の現状
HIV患者は免疫能（CD 4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薬の多くが何らかの副作用を来しうること
から，HIV感染者のすべてが 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 CD 4数が
350/nl未満になってからの治療開始を推奨している．
治療は基本的に 3種類以上の薬剤を組合わせたレジメ
ンで行われる．2010年 3月時点で使用可能な抗 HIV

薬は 21種類もあるが（表 2），服薬錠数や飲みやすさ，

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．治療法については，世界的には米国 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3）．HIVの診療に関連した日本
独自のガイドラインも作成されており，インターネッ
ト上で無料で閲覧が可能である4）．

2．HIV 患者の血液透析治療

1）　HIV感染と血液透析
HIV患者の 3分の 1近くで病的な蛋白尿を認める
という報告もあり，HIV患者では腎炎や急性腎不全に
よる腎障害を合併しやすいと考えられる．抗 HIV薬
や，合併する日和見疾患の治療や予防に用いられる薬
剤の中には，副作用として腎障害を来すものも少なく
なく，HAARTによる治療が確立した現在でも，HIV

患者の腎疾患には十分に注意を払う必要がある．
HAARTが行われる以前（〜1996年）は，エイズを

発症すると 1-2年で死に至る病気であったため維持的
な血液浄化療法への導入が躊躇されることもあったが，
現在は上述のように生命予後の著明な改善が見られて
おり，今後は患者の高齢化に伴って，糖尿病，高血圧
などを原因とする慢性腎臓病の増加も考えられ，今後，
透析導入例が増加するであろうと予想される．

HIV汚染血による曝露事故は，針刺しの場合でも感
染リスクは低く（＜0.3％），また暴露後予防により感
染をほぼ確実に阻止できることから，B型・C型肝炎
ウイルスと比較しても決して危険であるとは言えない．
しかしながら HIV感染に対する医療従事者の理解が
不十分である事を原因として，一部で患者の受入を躊
躇する施設が存在しているのが現状である．HIV患者
への対応の不安を解消し，職員の理解を得るためには，
医療従事者が感染リスクに関する正しい知識を持つこ
とが必要である．

2）　HIV患者のケアに必要な考え方
先述のように HAARTにより，HIV感染症は「死の

病」から「コントロール可能な慢性疾患」と位置づけ
られるようになった．内服を続けながら通常の社会生
活を営む事も可能となっている．しかし一方で，完治
することのない慢性疾患として治療は長期に及び，副

表 1　HIV/AIDS 患者の報告状況

（〜 2008年 12月 31日）

感染経路 男 女 合計（構成比）

異性間性的接触 3794 1644 5438（32.2%）
同性間性的接触 6721 8 6729（39.8%）
静注薬物 80 8 88（ 0.5%）
母児感染 27 22 49（ 0.3%）
その他 304 82 386（ 2.3%）
不　明 1971 790 2761（16.3%）
凝固因子製剤 1421 18 1439（ 8.5%）

合　計 14318 2572 16890
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図 1　日本におけるHIV/AIDS 報告数の累計
（凝固因子製剤による感染を除く）
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作用や薬剤耐性 HIVの出現などの課題は依然として
残されている．長期に治療を継続していくためには，
患者の主体的なセルフケア，特に確実な服薬のための
患者自身の強い意志と努力を必要としている．

HIV感染症は，感染による身体や身体機能の影響に

とどまらず，心理状態や社会生活にも大きな影響を及
ぼす．患者は完治することのない疾患そのものに対す
る不安や不確実性に加え，未だに根強い社会の偏見や
差別にさらされることになり，社会生活からの孤立や
心理的傷害を負うことになる．根治薬のない現在，た

表 2　使用可能なHIV 治療薬（2010年 3月現在）

核酸系逆転写酵素阻害剤（NRTI）
一般名 略　号 商品名 1日内服量 透析時

テノフォビル TDF ビリアード（300 mg錠） 300 mg×1回 300 mg×週 1（透析後）
エムトリシタビン FTC エムトリバ（200 mg錠） 200 mg×1回 200 mg×96時間毎

（透析日は透析後投与）
アバカビル ABC ザイアジ（300 mg錠） 600 mg×1回 or 300 mg×2回 通常量
ラミブジン 3TC エピビル（150, 300 mg錠） 300 mg×1回 or 150 mg×2回 25-50 mg×1回

（データに乏しい）
ジドブジン AZT レトロビル（100 mgカプセル） 200-300 mg×2回 100 mg×3回
サニルブジン d4T ゼリット（15 mg, 20 mgカ

プセル）
30-40 mg×2回 15-20 mg×1 回透析後

ジダノシン ddI-EC ヴァイデックス EC（125, 
200 mgカプセル）

250-400 mg×1回 推奨しない

合　剤

TDF/FTC
（TVD）

ツルバダ 1錠×1回 推奨しない

ABC/3TC エプジコム 1錠×1回 推奨しない
AZT/3TC コンビビル 1錠×2回 推奨しない

非核酸系逆転写酵素阻害剤（NNRTI）
一般名 略　号 商品名 1日内服量 透析時

エファビレンツ EFV ストックリン（200, 600 mg錠） 600 mg×1回 通常量
エトラビリン ETR インテレンス（100 mg錠） 200 mg×2回 通常量
ネビラピン NVP ビラミューン（200 mg錠） 200 mg×2回 通常量
デラビルジン DLV レスクリプター（200 mg錠） 400 mg×3回 通常量

プロテアーゼ阻害剤（PI）
一般名 略　号 商品名 1日内服量 透析時

ダルナビル DRV プリジスタ（300, 400 mg錠） （DRV800 mg＋zRTV100 mg）×1回 or
（DRV600 mg＋RTV100 mg）×2回

通常量

ロピナビル LPV/r カレトラ（200 mg錠, 80 mg/
ml液）

400 mg×2回 通常量（透析患者は血中
濃度低い）

アタザナビル ATV レイアタッツ（150 mg, 200 mg
カプセル）

（ATV300 mg＋RTV100 mg）×1回 通常量（透析患者は血中
濃度低い）

ホスアンプレナビル FPV レクシヴァ（700 mg錠） FPV1400 mg×2回 or（FPV700 mg＋
RTV100 mg）×2回 or（FPV1400 mg＋
RTV100-200 mg）×1回

通常量

ネルフィナビル NFV ビラセプト（250 mg錠） 1250 mg×2回 or 750 mg×3回 通常量
インジナビル IDV クリキシバン（200 mgカプ

セル）
800 mg×3回 通常量

サキナビル SQV-HGC インビラーゼ（200 mgカプ
セル, 500 mg錠）

（SQV1000 mg＋RTV100 mg）×2回 通常量

リトナビル RTV ノービア（100mgカプセル , 
80 mg/ml液）

600 mg×2回 通常量

インテグラーゼ阻害剤（II）
一般名 略　号 商品名 1日内服量 透析時

ラルテグラビル RAL アイセントレス（400 mg錠） 400 mg×2回 通常量
侵入阻害剤（EI）

一般名 略　号 商品名 1日内服量 透析時
マラビロク MVC シーエルセントリ（150 mg錠） 300 mg×2回 通常量
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とえ通常の社会生活が送れたとしてもウイルスが体内
から消えることは無く，感染者というスティグマは生
涯続くことになる．このような存在そのものさえ危う
くさせるような生きづらさから，周囲や家族にも感染
の事実を隠し，孤独に治療に耐えている感染者も少な
くない．また心理的な傷つきや自尊感情の低下，社会
からの孤立は患者の療養態度やセルフケアにも影響を
与え，治療や服薬の継続を困難にすることにもつなが
る．HIV感染症は，患者の身体，心理，社会的さらに
は個人のアイデンティティのどの局面にも危機的な影
響を与えている．

HIV感染症を慢性疾患と捉えた場合，透析スタッフ
は透析患者の抱える困難さと多くの共通点があること
に気がつく．慢性病看護に携わってきた透析スタッフ
であれば HIV感染症と慢性腎不全という二重の慢性
病と共に生きる HIV感染者の苦痛は容易に理解でき
る．HIV感染症に対する基礎知識，HIV患者の置かれ
ている状況を正しく理解し，感染者・スタッフ両者に
とって安全な治療，信頼し安心できる関係・環境を構
築していくことが必要である（表 3）．対応の基本は，

HIV感染を開示することへの不安や偏見，差別への恐
怖を抱える患者に対し，プライバシーの保護や配慮に
はより細心の注意を払うこと，偏見や差別を感じさせ
ない対応を心がけることであろう．

第 2章　基本的予防策

1．感染防御の基本

1）　HIV陽性患者の的確な評価
HIV陽性透析患者と言っても，AIDSを発症せず元
気に通院している患者から敗血症，多臓器不全に陥り
入院を要する重症者までさまざまである．したがって，
HIV陽性者に透析を実施する場合，まず HIV感染の
状況をしっかり把握しておく必要がある．ウイルスの
コピー量や AIDS発症の有無（既往），HIV感染に伴
う過去の合併症や現在の治療薬など的確に把握してお
く．無論，HIVの専門家に定期的な評価をしてもらい
普段からきちんと情報交換をしておく必要がある1）．

HIV陽性者は煩雑な服薬や精神的ストレスから情

表 3　HIV 陽性透析患者のケアに必要な考え方

1．HIV感染症に関する基礎的知識を持つ
◦基本的な病態・経過・治療の理解
ヒトの免疫システム，HIV/AIDS，CD4陽性リンパ球，治療の概要，治

療費など
◦正しい知識に基づいた感染防御
感染経路と 2次感染予防，日常生活の注意事項（性生活上の注意点，易
感染状態に対する注意点，出血時の対応など）

2．HIV患者を取り巻く環境を理解する
◦HIV感染症は身体面のみならず，心理社会面にも危機的影響を及ぼす．特
に社会に存在する HIV感染症に対する誤解や偏見・差別は患者の療養生
活にダメージを与えることを理解する．
◦患者が求めるケアニーズやサポートは多面的であるため，必要に応じて

HIV診療機関の専門家チームと協力，連携を図る．
◦感染対策を含む透析施設における対応，看護ケアは患者のニーズに配慮し，
了解を得た上で実施する．

3．プライバシーの保護と偏見や差別を感じさせない対応を心がける
◦患者に，差別感，不信感，不安感を抱かせないような，態度，対応を心が
ける．
◦カルテや透析記録，検査伝票など患者名や病名が明示された物品の取り扱
いに注意する．
◦面談に際しては，他者に会話が聞かれないプライバシーの確保ができる場
所で行う．
◦患者から知りえた情報に関してチーム内での共有が必要と判断された場合，
患者に了解を得た上で共有するなどの配慮を行う．
◦病名について誰に，どのように話してあるか患者本人に確認し，本人の了
解なしで他者に病名などを伝えないように注意する．
◦病院外はもちろん院内でも不必要に個人情報を話題にしない．
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表 1　防御レベルに応じた感染看護防御マニュアル

血液，体液に接触する可能性のある処置を行う時は感染防御レベルに準じて防御する．
※患者の状態，症状によりレベルをかえることもある．印のあるものについては，欄
外を参照．

レベル 基　準 防御方法 医療処置例 看護ケア

I

血液，体液に触れ
ない
医療処置，看護ケ
ア

必要なし 日常診療点眼
○吸入

環境整備，検温清
拭
●洗髪・足浴・手
浴

II

血液，体液に手が
汚染される可能性
が高い医療処置や
看護ケア

手袋 血糖測定
静脈注射時のヘパロッ
ク・抜針

鼻・口腔内出血時
のケア
スキンケア（皮膚
症状ある場合）

III

血液・体液が飛散
し，口腔・眼・鼻
腔内に入る可能性
のある医療処置・
看護ケア

手袋
マスク

△口腔・気道内吸引M
チューブ挿入・抜去胃洗
浄　浣腸　バルンカテー
テル挿入・抜去膀胱洗浄
　穿刺・生検・創部の包
交・IVH挿入（介助）
▲処置後の後片付け

口腔ケア
嘔吐時のケア
排泄物の取り扱い
■陰部洗浄
■摘 便・肛 門 ケ
ア・下血時のケア

IV

広範囲に血液・体
液が飛散しかつ
口・眼・鼻に入る
可能性のある医療
処置・看護ケア

手袋・マ
スク・ガ
ウン・ゴ
ーグル

創傷部の包交（実施）内
視鏡・生検を必要とする
内視鏡（介助）
透析針穿刺・抜針措置

死後の処置
吐血・喀血時のケ
ア

V

レベル IVで，かつ
床などにも大量汚
染する可能性のあ
る医療処置・看護
ケア

手袋・マス
ク・ガウ
ン・ゴーグ
ル・靴カバ
ー・キャッ
プ

○：ベナンバックス吸入時は，マスクを着用する．
●：患者に皮膚症状のある場合・ケアする側に創傷がある場合はレベル IIとする．
△： 口腔・気管内吸引時，飛散する恐れのある場合はフェースシールド付マスクを

使用する．
▲：大量出血の後片付けは，レベルⅤとする．
■：必要に応じて手袋を重ねる．

HIV感染看護を行う上で普段から気をつけるべき注意点

◦手袋はフィットするものを選択する．
◦血液の付着した衣類やリネンは速やかに交換する．（消毒方法は別記参照）
◦血液の付いた針などはすぐに廃棄できるように考慮する（針刺し事故防止マニュ
アル参照）
◦床などに体液，血液が飛散する可能性の高い場合は､ ディスポシーツを敷くなど
環境汚染を最小限にする．
◦可能であれば，手袋やアルコールガーゼは各部屋に置いておく．
◦手袋，マスク，ガウンは防御レベルに応じたものを選択する．
◦ナースシューズは足を覆う靴タイプのものが望ましい．
◦新人教育の段階から常に感染防御を意識して処置ができるよう，繰り返し指導し
ていく．

［独立行政法人国立国際医療研究センター AIDS clinical Centerホームページより改変引用］
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緒不安定になることも多く，生活パターンや連絡先，
性格，職業などをきちんと把握しておくことも看護上
重要である．プライバシー保護にも十分気をつける．

2）　起こりうる問題や事態への予測
HIV感染に対する知識の修得や基本的予防策の実
行は常に必要だが，シャント穿刺も容易で透析中のト
ラブルが少ない HIV陽性患者なら，HBV，HCV陽性
者を扱う時とほぼ同等に対応できることを認識すべき
である．過剰に防御すれば患者に無用な心理的負担を
かけることもあり，状況に応じた対応が最も重要であ
る．

3）　感染防御マニュアルの作成
医療施設によって環境が異なるので，基本的予防策
も多少変わってくる．表 1に示したような感染防御マ
ニュアルを各施設で作成しておく2）．患者の血液・体
液とどの程度接触があるかを予測したうえで，マニュ
アルに従った医療処置・看護ケアを実施する．平穏な
維持透析患者では，穿刺から止血終了まで IIIのレベ
ル，血液・体液が付着した物品の片付けは IIのレベ
ルといった具合である．ベッドメイキングやベッドの
移動など HIV患者に直接触れない時にはレベル Iを
適用すればよい．HIV以外の患者を扱う時もそうだが，
必要な時にすぐディスポの手袋を取り出せるようにし
ておいたり，医療者自身の体調が悪いような場合に，
周りのスタッフの支援を依頼してリスクを回避したり，
いわゆる fail-safeのルールに則って作業をすることが
重要である．

4）　透析環境の整備
必要に応じて透析ベッドを固定する．また，施設に
よっては使用する血圧計やマンシェット，バインダー，
筆記具を専用にしているところもある．

HCV，HBV感染患者と同様に，穿刺時には必ず 2

名で作業をおこない，マスク，手袋はもちろんのこと，
ディスポのガウンあるいはエプロン，フェースシール
ドマスク，ゴーグルあるいはメガネを着用する．また，
抜針後の止血は確実に行い，手袋は患者ごとに常に新
しいものに交換する．接続部はロック式の血液回路を
使用し，なるべく採血・輸液・輸血時に金属針を用い
ない．したがって，開始時採血は穿刺と同時に施行し，

透析中の採血や注射などは輸液ラインを利用する．

5）　CAPDにおける注意
CAPD排液中には HIVウイルスが存在するので，

取り扱う際には，手袋，ガウン（エプロン），フェー
スシールドマスクあるいはゴーグル（メガネ）を使用
する．

2．洗浄・消毒と廃棄物

1）　器材の洗浄について
確実な消毒効果を得るために，消毒前の洗浄が重要
である．有機物が付着したまま消毒薬に浸漬すると，
次亜塩素酸ナトリウムなど有機物に影響を受けやすい
消毒薬は殺菌効果が著しく低下する3）．また，熱や消
毒剤による化学反応が有機物を凝固させてしまい，そ
の後洗浄を行なっても十分に除去されない場合がある
ためである．洗浄工程では，病原体が付着している器
材を取り扱うため，厳重な防御を行い，一か所で器材
を取り扱う．利用可能なら洗浄と熱水消毒ができるウ
ォッシャーディスインフェクターの使用が推奨される．

2）　器材の消毒について
HIVはエンベローブを持つウイルスであり，消毒薬
や熱に対する抵抗性が低く，次亜塩素酸ナトリウム，
グルタラール，フタラール，過酢酸，消毒用エタノー
ル，70％イソプロパノール，ポビドンヨードで消毒
が可能である4, 5）（表 2）．そのため，HIV汚染があって
も特別な消毒薬は必要ない．尚，低水準消毒薬は効果
がみとめられたという報告もあるが，現在の治療薬で
は HIVを根治できないため推奨されていない．また，
2008年に米国疾病予防管理センター（CDC）から公
開された「医療施設における消毒と滅菌のためのガイ
ドライン 2008」6, 7）（http : //www.cdc.gov/ncidod/dhqp/

pdf/guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf）において
も，血液感染性病原体（HBV，HCV，HIV）で汚染さ
れた患者ケア器具の扱い方として，『患者ケア器材は
（このガイドラインで勧告されているような）標準的
な滅菌と消毒手順を使用する．これらの手順は血液感
染性病原体やプリオンを除く新興病原体に感染した患
者の血液や体液で汚染された器具や機器を滅菌又は消
毒するのに十分である．プリオン以外の病原体を除去
するために，これらの洗浄，消毒，滅菌手順を変更す
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る必要はない（カテゴリー IA）』と強く勧告している．

3）　廃棄物について
通常の患者と同様に処理する．血液や体液が付着し
た物は感染性廃棄物，針やメスなどの先端が鋭利な器
材は耐貫通性容器に廃棄する．これらの感染性廃棄物
は，廃棄容器の 7〜 8割程度入ったら密閉し，廃棄す
る．一杯まで入れてしまうと，廃棄時に血液に触たり，
鋭利器材が廃棄容器の口からはみ出し，針刺しの原因
となる可能性があるためである．血液や体液が付着し
ていない廃棄物は一般廃棄物として処理する．

3．血液媒介ウイルス感染防止の盲点と対策

1）　手指や手袋による 2次血液汚染の防止
CDCのガイドラインには，血液透析装置やその部

品が血液媒介ウイルスの患者間感染の媒介物となり，
とくに装置の外装表面が汚染源となりやすいため，適
切な消毒を要することが示されている．しかし，実際
にはこの対策が徹底されているとは言い難い．血液透
析開始時の穿刺操作や終了時の返血操作では，患者へ
の処置と装置操作が交錯して行われるため，穿刺者や
介助者，返血者の手袋が血液で汚染され，これにより
装置の操作部位や血液回路が 2次汚染する危険性が高
い．スタッフが 2次汚染部位を知らずに触れた手で患

者の処置を行うことにより，別の患者に感染を伝播す
る危険性や，スタッフ自身の傷から感染する危険性が
ある．実際，C型ウイルス肝炎が HCV抗体陽性透析
患者から，血液汚染手袋または酒精綿を介して，他の
血液透析患者に感染した例が報告されている8）．

2）　2次血液汚染の防止策
血管アクセス肢や近傍の血液回路など清潔シーツ内
の領域は，一見血液汚染がなくとも，血液汚染部位と
みなして処置にあたる必要がある．穿刺者，介助者，
返血者は使い捨て手袋を装着し，処置終了後は手袋を
廃棄する．

i）　穿刺操作時の防止策
◦穿刺針の固定や血液回路の仮固定は穿刺者が行い，
採取血液のスピッツへの分注も穿刺者（または第
三者）が行う．
◦介助者は間接的介助と装置の操作に専従し，すべ
ての装置操作が終了した後に，血液回路の固定な
どの直接介助を行う．

ii）　返血操作時の防止策
◦返血操作は 1名で行う場合が多いが，生理食塩液
置換返血法では，装置の操作を終えた後に血液回
路の操作と抜針処置を行うことが可能である．こ
れにより，手袋からの 2次汚染が防止可能である．

表 2　血液等で汚染された物品の消毒

器 材 ウォッシャーディスインフェクターを使用した，洗浄＋熱水消毒を第
一選択とする．
非耐熱性の器材は，洗浄後，0.1％次亜塩素酸ナトリウムで 30分以上
浸漬消毒する．
浸漬や次亜塩素酸ナトリウムが使用できない器材は，血液を拭き取っ
た後，消毒用エタノールまたは 70％イソプロパノールを含有した布
等で清拭消毒する．

尿・便器 ベットパンウォッシャーを使用した，洗浄＋熱水消毒を第一選択とす
る．
ベットパンウォッシャーがない場合や非耐熱性の尿・便器は，内容物
を処理・洗浄後，0.1％次亜塩素酸ナトリウムで 30分以上浸漬消毒す
る．

リ ネ ン 水溶性ランドリーバック等に密封し，熱水洗浄（80℃ 10分）を行う．
非耐熱性の素材の場合には，微温湯で洗浄した後にすすぎで 0.01〜
0.02 w/v％次亜塩素酸ナトリウム溶液で 5分間浸漬処理する，または，
0.1％次亜塩素酸ナトリウムに 30分〜1時間浸漬してから洗濯する．
尚，外部委託を行っている場合の場合，病院内で消毒後に委託する．

環境表面 ペーパータオル等で血液等を拭き取った後，0.5％の次亜塩素酸ナト
リウムで清拭消毒する．尚，金属部分は錆防止のために，消毒後に水
拭きを行う．
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◦血液回路やシャント肢の処置を行った後に，装置
の操作を行う場合には，手袋で触れた部位を返血
終了後に 1％次亜塩素酸ナトリウム液で消毒する．

4．HIV 陽性患者の透析を取り巻く環境整備と�

心理的な問題

透析は定期的に治療を行い継続していくことから多
くの患者と接触する可能性がある．HIVに感染した透
析患者に対しては正しい取扱いが必要とされる．
◦ HIVの正しい情報を把握して適正な取扱いを行
うために医療従事者は冷静に対応することが求め
られる．
◦ HIVは非常に感染力が弱い1, 9）．感染者の血液，
精液や腟分泌液が感染源となるため感染経路は非
常に限られている．
◦ HIVの三大感染経路は，「性的接触」「母子感
染」「血液媒介」である．血液透析を行っている
患者に対してスタッフは直接血液を扱うことから
適切な取り扱いと消毒法が必要である10）．

◦ HIV患者の転院などにおいては施設間での連携
も必要となるために，医療従事者は HIV陽性透
析患者への心理的な配慮を行わなければならない．

第 3章　HIV 汚染事故時の対応策

1．HIV 汚染事故フローチャート

1）　感染症専門医が常勤している医療機関
汚染事故発生時の対応の流れをフローチャート（図

1）に示した．この例は事故職員が看護師（女性）の
場合を想定した．暴露後予防内服（次項）開始の際に
は妊娠の有無が問題になるため，妊娠検査が必要であ
る．看護師長，産業医または管理責任医師，感染症科
医，臨床検査科，事務系は一体となって動く．予防内
服用の抗レトロウイルス薬は指定された病棟の処置室
冷蔵庫内の薬剤保管箱に常備され，次項で説明する予
防的服用に関する説明文書（表 1），薬剤添付説明書，
予防内服を開始する同意書，内服拒否の場合の同意書，
妊娠反応検査を行わないで内服を開始する同意書など
も一緒に保管しておく．

2）　一般医療機関など
感染症医が常設していない医療機関や透析クリニッ
クにおいては抗レトロウイルス薬常備の問題や暴露後
予防内服開始の判断などが困難である．したがって，
東京都福祉保健局では，一般医療機関で HIV感染の
おそれのある医療事故が発生した場合に，協力病院を
緊急受診し，予防内服が可能となるような体制を整備
するため，「一般医療機関向け　HIV感染防止のため
の予防服用マニュアル―医療事故緊急対応用―」（東
京都エイズ診療協力病院運営協議委員会編　東京都福
祉保健局）を作成している．これは，抗 HIV薬の新
規承認や治療ガイドラインの変更など，治療をめぐる
状況の変化にともない適時改訂が行われているが，最
新版を東京都福祉保健局のホームページからダウンロ
ード可能である（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.

jp/iryo/koho/kansen/files/19manyual.pdf）．これには
汚染事故発生からできるだけ早く予防内服ができる協
力病院を受診し，その後の HIV専門医受診までの流
れが簡便に示されている（図 2）．
（1）　事故発生：事故とは，針刺し事故や鋭利な医
療器具による切創など，皮内への HIV汚染の曝
露および粘膜や傷のある皮膚への血液など感染性
体液の曝露をさす．

（2）　応急処置：汚染事故が発生した場合は，汚染
部に触れないように直ちにその周囲を圧迫して，
血液を絞りながら流水と石鹸で十分に洗い，アル
コールなどで消毒する．ただし，1998年米国の
CDCから報告された HIV汚染血液による職業的
曝露に関するガイドライン（MMWR 1998;  47

（RR7） : 1-34または ftp://ftp.cdc.gov/pub/Publica 

tions/mmwr/rr/rr4707.pdf）では消毒薬の使用が
伝播リスクを低減する証拠はないが，不適切とは
しないとしている．

（3）　医療事故担当医に報告：被汚染者（事故職
員）は，事故の発生時刻・状況・程度・原因とな
った患者の病状等を直ちに院内の医療事故担当医
に報告する．担当医は，事故の状況を確認し，感
染リスクが高いと判断される場合は「抗レトロウ
イルス薬の暴露後予防内服」の効果と副作用（次
項の表 1参照）について説明する．被汚染者は予
防的服用の利益と不利益を考慮して，服用を開始
するかどうかを自己決定する．その担当医は，被
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汚染者のプライバシーの保護について十分留意す
る必要がある．さらに，付属資料には予防内服の
ための緊急連絡先（協力病院）リストが掲載され
ており，これをコピーしておけば診療時間外（休
日夜間）の連絡も可能である．HIV感染透析患者
のいるクリニックではこれを参考にして個々の事
情に応じた対応策を決めておくのが良い．東京以
外の府県においては同様の協力体制の有無を確認
しておくべきである．その際 API-Netエイズ予
防情報ネット（AIDS Prevention Information Net-

work）のホームページ（http://api-net.jfap.or.jp/

index.html/）内の「HIV情報」から得られる各地
域のブロック拠点病院一覧および拠点病院一覧が
参考になる（表 2）．具体的対応に関しては個々
の病院により状況が異なることが予想されるので
事前に病院に問い合わせをしておく方が良い．こ
うした拠点病院や協力病院が近隣にない小規模医
療施設，透析クリニックでは，現実的には下記の

ような「予防的服用」用の常備薬を 3-4日分用意
しておくことが望ましい．
処方例：レ トロビル（AZT）600 mg 3x＋エピビル

（3TC）300 mg 2x （基本投薬）拡大投薬と
してはこれらにカレトラ（LPV/RTV）4T 

2xを加える．

2．HIV 汚染事故における抗レトロウイルス薬の�

予防的服用（暴露後予防内服　post-exposure�

prophylaxis�:�PEP）

HIV汚染時に対する特別な対応は PEPであるが，
その他は HBV・HCV陽性患者に対するのと同様の対
応（標準感染予防策）である．HIV汚染事故における
PEP対応の意義，適応などの概略を表 1にまとめた．
事故職員はこれを読み，感染症科医師（または産業医，
管理責任医師）の説明，意見を聞いて PEP開始に同
意するか否かを自己判断する必要がある（同意書あ
り）．文書には適応，HIV汚染時の推定感染率，予防

表 1　暴露後予防内服等に関わる説明事項概要

1．対象となる汚染事故の説明
HIV抗体陽性あるいは非常に強く陽性が疑われる患者の医療行為時に，血液によ
り明らかに汚染されている針による穿刺事故などをした場合，および粘膜や防御が
障害されている皮膚へ暴露した場合．

2．HIV汚染血液による暴露後の感染率と感染予防
HIV汚染血液による針刺し事故の感染率は 0.3%以下であり，粘膜暴露による場合
には 0.09%と報告されている．

3．予防投与を開始する時期と期間
予防投与はできるだけ早く開始したほうがよい．動物実験では 24〜 36時間以上
経過しての投与では効果が低くなることが示されている．針刺し後の予防には初回
の薬剤服用がもっとも重要であると考えられている．汚染事故時には汚染部位を十
分に流水で洗浄後，責任者に報告し，対応について指示を受ける．短時間に連絡が
とれない場合は，副作用等について理解した上で自己決定をし，同意書に署名した
上で服用する．

4．「基本投与」と「拡大投与」
抗 HIV薬である AZTによる予防投与では感染の危険性を約 81%低下させたとの

報告がある．医療者の汚染事故対応においては，2剤投与を「基本投与」とし，よ
り危険性の高い暴露汚染事故の場合には，3剤投与とする「拡大投与」を行うこと
が推奨されている．

5．与薬剤の選択について
「基本投与」として AZT（レトロビル），3TC（エピビル）の 2剤を，「拡大投与」
に加える薬剤として LPV/RTV（カレトラ）を準備している．内服開始後も副作用，
耐性の存在により他剤への変更や中断は可能である．

6．妊娠の可能性について
針刺し後の予防内服の際，対象者が女性の場合には妊娠に注意が必要である．妊

婦に投与した場合の安全性，特に妊娠初期での胎児への安全性は確認されていない．
したがって，事故職員が女性の場合は至急で妊娠反応検査を行う．

7．感染症科医師への連絡
汚染事故後は速やかに感染症科医師に報告し，指示を受けること．連絡が取れな

い場合は，早期の予防開始を優先するために自己決定での服薬開始が可能である．
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投与の時期と期間，薬剤選択，妊娠とのかかわりにつ
いてなどが記載されている．より簡潔なものが上記の
「一般医療機関向け　HIV感染防止のための予防服用
マニュアル―医療事故緊急対応用―」にも含まれてい
るので参考になる．

HIV汚染事故による感染確率は，HBV・HCVの感
染確率と比較してかなり低いとされる．しかし，HIV

暴露後抗 HIVウイルス薬［一般には基本投薬として
レトロビル（AZT），エピビル（3TC）の 2剤，拡大
投薬としてこれらに加えてカレトラ（LPV/RTV合
剤）］をできるだけ速く内服することで感染リスクを
一層減少できるとされている．予防を開始する時期に
ついては前記米国 CDCのガイドラインでは「数時間
以内のできるだけ早期」を推奨している．抗レトロウ

イルス薬の予防的服用に関する現状の問題点としては，
HIV感染の場合の治療は労災保険適応だが，「抗レト
ロウイルス薬の予防的服用」の費用は労災保険適応外
であり，費用の支払いは雇用者側の責任になることで
ある．これでは事故時は病院，透析クリニックが経済
的負担を負うことになり，HBV汚染事故を参考にし
た公的対応システムの構築が喫緊の課題であろう．

予防服用フローチャート（緊急対応用）
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………………………
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薬剤受領・服用
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陽性が強く疑われる血液HIV陽性血液

図 2　一般医療機関におけるフローチャート



HIV感染患者透析医療ガイドライン 373

ブロッ
ク＊

中核 
＊＊

都道
府県 名　　称 郵便番号 住　　所 電話番号

北海道ブロック

○ 北海道 札幌医科大学附属病院 060-8543 札幌市中央区南一条西 16-291 011-611-2111

○ 北海道 北海道大学病院 060-8648 札幌市北区北十四条西 5 011-716-1161

○ 北海道 旭川医科大学病院 078-8510 旭川市緑が丘東 2条 1-1-1 0166-65-2111

○ 北海道 独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災病院 085-8533 釧路市中園町 13-23 0154-22-7191

東北ブロック

○ 岩手県 岩手医科大学附属病院 020-8505 盛岡市内丸 19-1 019-651-5111

○ ○ 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 983-8520 仙台市宮城野区宮城野 2-8-8 022-293-1111

○ 秋田県 大館市立総合病院 017-8550 大館市豊町 3-1 0186-42-5370

関東甲信越ブロック

○ 茨城県 筑波大学附属病院 305-8576 つくば市天久保 2-1-1 029-853-3592

○ 栃木県 済生会宇都宮病院 321-0974 宇都宮市竹林町 911-1 028-626-5500

○ 栃木県 自治医科大学附属病院 329-0498 下野市薬師寺 3311-1 0285-44-2111

○ 栃木県 獨協医科大学病院 321-0293 下都賀郡壬生町北小林 880 0282-86-1111

○ 群馬県 群馬大学医学部附属病院 371-8511 前橋市昭和町 3-39-15 027-220-7111

○ 埼玉県 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 349-0196 蓮田市黒浜 4147 048-768-1161

○ 千葉県 千葉大学医学部附属病院 260-8677 千葉市中央区亥鼻 1-8-1 043-251-5311

○ 東京都 都立駒込病院 113-8677 文京区本駒込 3-18-22 03-3823-2101

○ 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 105-8471 港区西新橋 3-19-18 03-3433-1111

○ 東京都 慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町 35 03-3353-1211

○ 神奈川県 公立大学法人横浜市立大学付属病院 236-0004 横浜市金沢区福浦 3-9 045-787-2800

○ ○ 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 951-8520
新潟市中央区旭町通一番町 754
番地

025-223-6161

○ 新潟県 新潟市民病院 950-8739 新潟市中央区鐘木 463番地 7 025-281-5151

○ 新潟県 新潟県立新発田病院 957-8588 新発田市本町 1-2-8 0254-22-3121

○ 山梨県 山梨県立中央病院 400-0027 甲府市富士見 1-1-1 055-253-7111

○ 長野県 長野県立須坂病院 382-0091 須坂市大字須坂 1332 026-245-1650

北陸ブロック

○ 富山県 富山県立中央病院 930-8550 富山市西長江 2-2-78 076-424-1531

○ ○ 石川県 石川県立中央病院 920-8530 金沢市鞍月東 2丁目 1番地 076-237-8211

○ 福井県 福井大学医学部附属病院 910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3 0776-61-3111

東海ブロック

○ 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 501-1194 岐阜市柳戸 1-1 058-230-6000

○ 静岡県 沼津市立病院 410-0302 沼津市東椎路春ﾉ木 550 055-924-5100

○ 静岡県 静岡市立静岡病院 420-8630 静岡市葵区追手町 10-93 054-253-3125

○ 静岡県 静岡県立こども病院 420-8660 静岡市葵区漆山 860 054-247-6251

○ 静岡県 県西部浜松医療センター 432-8580 浜松市中区富塚町 328 053-453-7111

○ 愛知県 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 460-0001 名古屋市中区三の丸 4-1-1 052-951-1111

○ 愛知県 豊橋市民病院 441-8570 豊橋市青竹町字八間西 50 0532-33-6111

○ 三重県 三重大学医学部附属病院 514-8507 津市江戸橋 2-174 059-232-1111

表 2　ブロック拠点病院 ･中核拠点病院一覧（2010年 5月現在）
＊　ブロック：ブロック拠点病院　　＊＊　中核：中核拠点病院
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第 4章　�HIV 感染患者透析医療ガイドラインを�

まとめるにあたって〜今後の課題と方向性

1．HIV 診療と透析医療の関わり

第 1章に述べられたように，近年 HIV診療は格段
の進歩をとげ，HIV患者で腎症を併発しても，透析療
法によりその予後は格段に延長し，HIV患者で透析療

法を必要とする患者は，今後どんどん増加していくも
のと予想される．我が国の透析患者数は 2009年 12月
末で 29万人余に上るものの，最大収容能力は 38万 2

千人，その差 9万人と充分な余裕があるように見える．
ところが HIV診療は我が国ではほぼ独占的に公的医
療機関によって担われており，これらの HIV診療医
療機関では透析患者の受け入れ能力は非常に乏しく，
現時点でさえ，HIV感染透析患者の透析は不足がちと

ブロッ
ク＊

中核 
＊＊

都道
府県 名　　称 郵便番号 住　　所 電話番号

近畿ブロック

○ 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 520-2192 大津市瀬田月輪町 077-548-2111

○ 京都府 京都大学医学部附属病院 606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 075-751-3111

○ 大阪府 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14 06-6942-1331

○ 大阪府 大阪府立急性期 ･総合医療センター 558-8558 大阪市住吉区万代東 3-1-56 06-6692-1201

○ 大阪府 大阪市立総合医療センター 534-0021 大阪市都島区都島本通 2-13-22 06-6929-1221

○ 大阪府 市立堺病院 590-0064 堺市堺区南安井町 1-1-1 072-221-1700

○ 兵庫県 兵庫医科大学病院 663-8501 西宮市武庫川町 1-1 0798-45-6111

○ 奈良県 奈良県立医科大学付属病院 634-8522 橿原市四条町 840 0744-22-3501

○ 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 641-8510 和歌山市紀三井寺 811番地 1 073-447-2300

中国 ･四国ブロック

○ 岡山県 川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島 577 086-462-1111

○ 広島県 広島大学病院 734-8551 広島市南区霞 1-2-3 082-257-5555

○ ○ 広島県 広島市立広島市民病院 730-8518 広島市中区基町 7-33 082-221-2291

○ ○ 広島県 広島県立広島病院 734-8530 広島市南区宇品神田 1-5-54 082-254-1818

○ 鳥取 鳥取大学医学部附属病院 683-8504 米子市西町 36-1 0859-33-1111

○ 島根 島根大学医学部附属病院 693-8501 出雲市塩冶町 89-1 0853-23-2111

○ 山口県 山口大学医学部附属病院 755-8505 宇部市南小串 1-1-1 0836-22-2111

○ 山口県 国立病院機構関門医療センター 752-8510 下関市長府外浦町 1-1 083-241-1199

○ 香川県 香川大学医学部附属病院 761-0793 木田郡三木町池戸 1750-1 087-898-5111

 ○ 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 791-0295 東温市志津川 089-964-5111

○ 徳島 徳島大学病院 770-8503 徳島市蔵本町 2-50-1 086-631-3111

○ 高知県 高知大学医学部附属病院 783-8505 南国市岡豊町小蓮 185-1 088-866-5811

九州ブロック

○ 福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 810-8563 福岡市中央区地行浜 1-8-1 092-852-0700

○ 福岡県 産業医科大学病院 807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1 093-603-1611

○ 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 849-8501 佐賀市鍋島 5-1-1 0952-31-6511

○ 長崎県 長崎大学医学部 ･歯学部附属病院 852-8501 長崎市坂本 1-7-1 095-819-7200

○ 熊本県 熊本大学医学部附属病院 860-8556 熊本市本荘 1-1-1 096-344-2111

○ 大分県 大分大学医学部附属病院 879-5593 由布市挾間町医大ヶ丘 1-1 097-549-4411

○ 宮崎県 宮崎県立宮崎病院 880-8510 宮崎市北高松町 5-30 0985-24-4181

○ 鹿児島県 鹿児島大学病院 890-8520 鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1 099-275-5111

○ 沖縄県 琉球大学医学部附属病院 903-0215 中頭郡西原町上原 207 098-895-3331
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いえる．本小冊子では，「充分な準備と医療安全教育
を行い（第 2章），事故時の対策を整備しておけば
（第 3章），HIV感染透析患者診療は，院内感染などの
心配なく安全に行いうる」ことを，サテライト規模の
透析従事者に啓発することを目的に編集した．この目
的は，充分に到達できた者と自負しているが，この過
程で，「医療安全」の範囲にとどまらない，まだまだ
解決すべき課題があることに気づかされた．本章では，
これらの課題について，以下の提言をおこなう．

2．東京都以外のエイズ診療拠点病院の現況

透析施設が HIV感染透析患者の診療について助言
をもとめたり，針刺事故時に予防投与などの相談をお
こなう施設としては，各県に「エイズ診療拠点病院」
が定められている．東京都福祉保健局では，エイズ診
療協力病院運営協議会が作成したエイズ診療協力病院
初診受診案内というウエブサイトをもうけて（http://

www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/aids/

iryo/annai/kyoten/index.html），病院の住所，交通機
関，初診や受診の際の情報等を提供しており，各病院
がどの程度の HIV診療が可能なのか情報を引き出す
ことができる．
しかし全国的には，僅かに「HIVの医療体制の整備
に関する研究班」の平成 20年度の報告（回答率 6

割）があるのみで，詳細なエイズ診療拠点病院の実態
の調査や周囲の医療機関へのサポート体制などの調査
は十分ではなかった．実際専門医の全くいない「拠点
病院」も地方にはたくさんあると聞いている．幸い，
平成 21年にも独立行政法人国立病院機構九州医療セ
ンターの山本政弘先生によりエイズ対策研究事業「医
療体制の整備に関する研究」が行われ，全国のエイズ
診療ブロック拠点病院，中核拠点病院の対応状況が調
査された．本ガイドラインでは，山本政弘先生のご厚
意により，HIV診療に参加される透析施設への参考と
してこの報告の一部を掲載させていただけることとな
った（付録）．これらの情報を針刺事故時の対応の策
定の参考にされたい．

3．予防薬投与に関する労災適応について

B型肝炎の針刺事故における予防薬は，薬事法の
「効能・効果」に「予防投与」が記載されているので
労災が適応となっていると聞いている．これに対して

HIVの予防薬は薬事法の「効能・効果」に「予防投
与」の記載がないので，労災の適応とならないとされ，
汚染事故時には被汚染者（事故職員）とその所属施設
に多大な負担を強いることとなる．また能書に記載の
ない予防薬服用には副作用発現時，医薬品医療機器総
合機構による医薬品副作用被害救済制度による救済も
受けられないのではないかとの危惧もある．すなわち，
HIV患者を受ける施設は事故のリスクだけでなく，経
済的な負担を背負うことになる状況で，「HIV患者受
け入れ」の incentiveは大変低くなっているといわざ
るを得ない．今後 B型肝炎針刺事故の予防薬が労災
適応になり得た経過を調査して，これに習って HIV

も労災適応となるよう行政に働きかけ，HIV患者を抵
抗無く受け入れられる環境を創らなければならない．

4．HIV 検査の保険適応について

透析患者導入時などの HIV検査には患者の同意が
必要である．従来医療施設では HIV検査時には書面
により同意を取ることが多かった．しかしながら，平
成 2年の厚労省の通達では同意を書面によることを求
めてはいない．現時点で書面同意を必要とすると院内
で決めている施設が多く，医師には HIV検査を面倒
なものと認識されることが多い．これを，HCV，
HBV，梅毒検査と同水準に改善し，HIV検査実施の
ハードルを下げ，頻回の surveyが行われる医療環境
に整備する必要がある．
また，HIVスクリーニング検査は術前も含めて，現
在保険適応でなく頻回に査定される．針刺事故のリス
クのありうる HIV患者を受け入れる施設では，HIV

の検査が保険でできる状況を整備し，HIV検査により
院内感染をチェックできる経済的な背景を整備する必
要がある．これは透析を受ける HIV以外の患者全体
の安全にも係わる重要な問題である．

5．針刺事故時の予防薬準備の費用負担の件

今後広く HIV感染患者の血液透析が行われるよう
になると，夜間透析を行っている透析施設もあり，針
刺事故時の予防内服に備えて予防薬に数日分の透析施
設への常備が必須となる．すなわち実際にクリニック
で HIV感染者を担当するのであれば，予防薬はクリ
ニックの手元におき，事故時はブロック拠点病院で専
門医が電話等で予防薬の内服に関して相談する体制が
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不可欠である．しかしながら，予防薬は高価で，有効
期限も限られており，またボトル単位でのみ購入可能
で，透析施設に取っては多大な経済的負担となる．
「AIDS対策促進事業」で，都道府県 1/2と国 1/2

の費用負担で地域医師会，救命センターなどへの予防
薬配備が可能なことが平成 11年に課長通達されてい
る．しかし，このシステムによる透析クリニックへの
予防薬配備は，都道府県が予算を立てないと利用でき
ない．また，拠点病院へはボトル単位で予防薬が配備
されるが，これを HIV患者の透析を担当するクリニ
ックに分けることは制度上むずかしいと予想される．
また，HIV診療も行っている施設であれば，予防薬と
治療薬をローテートすることで期限切れ無く有効利用
することができるが，透析施設では不可能である．
従来から，予防薬は大なり小なり，事業主の負担が
かかるところで，HIV診療を引き受けてくれる医療機
関とその事業主は理解してくれていると思われる．究
極的には，HIV感染透析患者を受け入れることで，過
大な経済的負担が透析施設に及ばない環境整備が重要
であろう．

6．最後に

以上述べたように，行政（国，地方自治体）には，
今後，① HIV拠点病院の針刺事故受け入れの実態を
公開すること，② HIV患者受入れ透析施設に予防薬
の無料配布と③ HIV検査の健康保険給付の道をつけ，
さらに，④針刺事故時の労災認定を速やかに検討して
いただくことが，HIV感染透析患者の透析受け入れを
拡大促進する大きな推進力となることを強調したい．

［付　記］
本マニュアルをまとめ，日本透析医会理事会での承認を

いただいた後の平成 22年 9月 9日，「HIV防御薬代に労災
―厚生省適応へ　診療拒否の打開策」と題する新聞報道が

された．HIV感染者の診療時の針刺し事故等で感染の恐れ
がある医師らについて事故直後から服用する薬の費用を労
災保険で負担する方針を決めたとの内容だった．これで，
本章 3で指摘した予防薬投与へ労災が適応されないという
障害が取り除かれたものと思われる．今後も厚労省の施策
の拡大に期待したい．
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結果のまとめ：
回答の得られた 178施設中の全施設で「院内におけ
る職業的暴露事故（針刺し事故など）のマニュアル」
が整備されていた（図 1）．一方，「周辺の医療機関や
院外での職業的暴露事故（針刺し事故など）への対応
マニュアル」の整備は 42％にとどまった（図 2）．ま
た，院内における職業的暴露事故（針刺し事故など）
で処方する予防内服薬は常備については，「独自で購
入し常備している（院内にある抗 HIV薬を処方）」が
63％，「自治体からの補助を受け常備」が 33％，「常
備していない」が 3％と，計 96％が常備していた
（図 3）．
一方，周辺の医療機関や院外での職業的暴露事故

（針刺し事故など）への対応状況を尋ねたところ（複
数回答可），「原則として院外における暴露事故には対
応しない（当該施設における職員安全管理に委ね
る）」が 25％，「院内における暴露事故と同様に対応
する（事故者に来院してもらい，予防薬の投与を行な
う）」が 59％，「実際に患者受け入れしている施設な
どには，あらかじめ予防薬の一部（一日分または一回
分）を貸与しておき，その後院内における暴露事故と
同様に対応する」が 4％，その他の対応が 12％と，
2/3が院外にも対応するとの回答を得た（図 4）．
さらに，周辺の医療機関や院外での職業的暴露事故

（針刺し事故など）後の予防内服に関する電話対応は
可能ですかと尋ねたところ，「可能」が 76％，「対応
していない」が 24％と 3/4の施設が可能との回答を

得た（図 5）．そのうち，「可能な時間帯」は通常診療
時間帯 70施設，時間外 23施設，診療時間内外 35施
設だった（図 6）．
次に，周辺の医療機関や院外での職業的暴露事故

（針刺し事故など）の対応における費用負担は，「原則

平成 21年エイズ対策研究事業「医療体制の整備に関する研究」�

（独立行政法人国立病院機構九州医療センター山本政弘先生）による�

全国のエイズ診療ブロック拠点病院，中核拠点病院の院内・院外の�

職業的暴露事故（針刺し事故など）対応状況アンケート調査結果

アンケート送付先： 全国のブロック拠点病院，中
核拠点病院，拠点病院　377

カ所
アンケート送付日：平成 22年 5月 24日発送
回収数：178（47％）

図 1　院内におけるマニュアルの整備
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図 4　院内への対応
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として当該（院外）施設が支払う」が 58％，「無料で
対応している」が 7％，「原則として院外における暴
露事故には対応しない」が 23％，「その他」が 12％
と，対応いただけるところは当該施設負担が大部分だ
った（図 7）．

実際に周辺の医療機関や院外での職業的暴露事故
（針刺し事故など）に対して具体的に対応したことが
あるか聞いたところ（複数回答可），「維持透析施設や
リハビリ施設など二次病院」からが 16施設，「介護施
設など」からが 6施設，「歯科医院など」からが 20施
設，「拠点病院」からが 7施設，「その他の対応」が
33施設で経験していた（図 8）．それでは「周辺の医
療機関や院外での職業的暴露事故（針刺し事故など）
の対応に関しての広報」の状況を尋ねたところ，「パ
ンフレットなどを用いて積極的に広報」が 2％，「HP

などで広報」が 2％，「特に積極的な広報は行なって
いない」が 85％，「その他」が 11％と殆ど広報活動
はされていなかった（図 9）．
以上をまとめると，
1）　回答率の低さは，拠点病院の多くで，回答する
責任者がはっきりしていないなど，「拠点」とし
ての機能が不十分な病院がまだまだ多数存在する
ことを示していた．

2）　この結果，院外の暴露事故にも対応できない拠
点が存在しうると考えられた．

3）　一方，回答をよせた病院では約 2/3が「院外事
故」にも対応し，殆どが予防内服薬を常備し，電
話対応も 3/4の病院で可能と答えて，積極的な対
応がおこなえていた．

4）　一方で，「院外での職業的暴露事故（針刺し事
故など）」への対応を広報している拠点は僅かで
あった．

5）　各透析機関は HIV感染患者の診療を開始する
時点で，まず近隣の拠点病院へ連絡をとり拠点病
院との連携を確実にし，万一担当者がはっきりし
ていない場合にはブロック拠点病院へ連絡して解
決をはかり，何かあった場合はすぐに対応しても
らえるようにしておくことが重要である．

独立行政法人国立病院機構九州医療センター
免疫感染症科/感染症対策室　山本政弘

〒 810-8563福岡市中央区地行浜 1丁目 8番 1号
Tel　092-852-0700　FAX 092-847-8801
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要　旨

ESAによる腎性貧血の治療の現場では，Hb値を目
標域に維持することが必ずしも容易ではない．このよ
うに Hb値が動揺する実態は Hb cycling，Hb fluctua-

tion，Hb variabilityなどと呼称され，その変動をどの
ような手法で評価するかも問題である．さらに，大き
な Hb変動は生命予後にも影響するとの解析も出て，
この変動を大きくする背景や誘因の検討，さらにその
改善を図る方策も検討されている．

はじめに

20年前から腎性貧血の治療に遺伝子工学的に産生
されたエリスロポエチン（rHuEPO：EPO）が投与可

能となって，腎不全治療の臨床現場では状況が一変し
たとも言える．しかしながら貧血治療の目標をどう設
定するのか，EPOに低反応性の症例へどう対応する
のか，適切な鉄の補給をどうするか……など，検討す
べき課題は少なくない．このような従来からの課題が
解決されていない間に，EPOに加えて新たな造血刺
激因子が登場し，従来の EPOをも含めて erythropoi-

esis stimulating agent（ESA）と総称される時代に移
行しつつある．
このような中で，ESA治療中によってもヘモグロ
ビン（Hb）値を安定的に目標枠に留めることが容易
ではないことが体験的にも認識されていた（図 1）．
これらの Hb値の不安定性（変動）は，Hb cycling，
Hb fluctutation，Hb variabilityなどと呼ばれる．

［透析医療におけるCurrent�Topics�2010］

ヘモグロビン変動とその臨床的意義

鈴木正司
信楽園病院腎臓内科

key words：ヘモグロビン，変動，死亡リスク，合併症

Hemoglobin variability in patients with chronic kidney disease
Kidney Center, Shinraku-En Hospital
Masashi Suzuki

図 1　Hb�cycling の典型例
　　　　　　　　　　　　　　　　   （文献 9より）
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当初の Hb変動は単なる治療上の厄介さだけかと考
えられたが，高値あるいは低値に振れる大きな変動は，
生命予後にも関連するとの報告が出てから，にわかに
Hb変動が関心を集めるようになってきた．

1　血液透析（HD）患者群でのHb変動の実態

実際的には個々の患者での「Hb変動」が問題とさ
れる．しかし個々の患者での Hb値の変動をベースに
して，多数の患者を群として見た場合にも同様な現象
が観察される．たとえば Lacson の報告1）では，2000

年 1〜12月の間に，65,000例の透析患者を対象に，
個々の患者で 3カ月ごとの Hb値の平均をみると，目
標域（Hb 11〜12 g/dl）に維持された患者の割合は 38

％であり，また，EPO治療を受けた患者の 29％は
Hb値が絶えず変動し，常に目標域から逸脱していた．
また，Ebbenら2）は，HD患者の医療費償還請求書
を基にした 152,846例の Hb値を集積し，6カ月間の
観察を行い，目標値（Hb 11〜12.5 g/dl），低値（＜ 11 

g/dl），高値（＞ 12.5 g/dl）の 3群に分類して観察し
た．すると毎月の平均 Hb値は，大部分の患者では最
初の群に留まることがなく容易に別の群に移動し，6

カ月後に観察開始時と同じ群に留まったのはわずか
10％であった．
さらに 2005年の Collinsら3）の 31,000例を対象とし
た解析では，3カ月のローリング平均 Hb値が目標域
（11〜12 g/dl）にあった患者はわずか 39％であり，
低値が 27％，高値が 34％であった．そして 24カ月
間の推移では，低値群，高値群に属する患者は激しく
入れ替わり，お互いに逆向きの変動を示した．
このように，HD患者の Hb値は一定域に留まるこ
とはきわめて少なく，常に上下に変動しているのが
実態である．さらに HD患者に限らず，腹膜透析
（PD）患者でも Hb変動は同様にみられるとの報告も
ある4）．

2　保存期CKD患者・腎臓移植患者におけるHb変動

Hb変動は，当初は主として血液透析患者を対象と
して注目されたが，このような現象は ESAを投与さ
れている保存期（ND）腎不全患者でも同様に観察さ
れることが示されている5〜7）．さらには，ESAを投与
されていない保存期腎不全患者でも Hb変動が存在す
ることも指摘されるようになった4）．

また腎臓移植を受けた後に少なくとも 3カ月以上
ESA治療を受けている患者で，最低でも 1年間に Hb

測定が 6回以上ある 85例では，58％で 1.5 g/dlを超
える Hb変動がみられ，Hb値が 11〜13 g/dlに安定し
た例はわずか 3％であった．このように腎臓移植患者
でも Hb変動は日常的に認められる8）．

3　Hb�cycling の提唱

EPO投与中の患者の Hb値が必ずしも安定しない
ことを示した初期の Lacsonらの報告後に，Fishbane

と Berns9）は，EPOを投与されている患者の Hb変動
の実態を検討し，個々の患者毎に異なる周期性パター
ンを呈する傾向があることを指摘した．彼らはそれを
「Hb cycling」と呼んだ．つまり Hb cyclingとは，長
期間に亘って周期的に変動する個々の患者毎に見られ
る特有な Hb値の変動状態を意味している．
彼らの報告内容の実際は，281例の透析患者に対し
一定の EPO（epoetin-a）投与プロトコールに従って
治療を行って，個々の患者をそれぞれ 1年間観察した
結果である．なかでも Hb値の変動が 1 g/週以上の
低下をする場合には潜血，溶血の有無を検査して，出
血や溶血による例を除外した．
その結果，Hb変動幅 1.5 g/dlを超え，1周期が 8

週間以上の変動を Hb cyclingと定義すると，このよ
うな Hb cyclingは患者の 90％以上で認められた．そ
してその cycling周期長は平均で 10.3±5.1週であり，
変動 Hb幅は平均で 2.5±0.89 g/dlであった．また最
低 Hb値→ピーク Hb値，またはピーク Hb値→最低
Hb値への変動を excursionと定義すると，1年間で
平均 3.1±1.1回の excursionが観察された．

4　Hb変動の評価法

Fishbaneらによる Hb cyclingの報告後から，Hb変
動を検討する報告が相次ぐようになった．しかし Hb

変動を評価する方法は彼らの方法だけではないことか
ら，以下のいくつかの評価法が用いられている．
①　Hb cycling法9）

本法の詳細は前に記したとおりである．ただし Hb

変動幅を Fishbaneらは 1.5 g/dlと設定したが，その
設定幅にも研究者による選択の余地がある．
②　標準偏差法1）

最も簡便で一般的な方法で，患者毎に観察対象期間
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中の Hb平均値を求め，個々の Hb値との差を算出す
るものである．この方法では，観察期間中に生じてい
る Hb値の周期的な変動にまったく配慮しない点を考
慮しておく必要がある．
③　残差標準偏差法10, 11）

個々の患者で各月毎の Hbの回帰直線を求め，その
回帰直線から個々の Hb値との差を算出するものであ
る．算出がやや複雑であることと，対象期間内に U

字型，あるいは逆 U字型の Hb変動がある場合には，
互いに相殺されて正しい実態が表現されない．
④　変動閾値法2, 10, 12）

Hbの目標域の上限と下限を定めておき，それを変
動閾値とする．そして観察期間内に個々の患者の Hb

値がその閾値内に留まっているか，あるいは下限値以
下に，または上限値以上に留まっているかの 3群に区
別する．しかしながら現実の症例では，ある程度の長
い期間を設定すると，それぞれの群を渡り歩くような
ケースが多く，きれいに 3群に分類することは不可能
である．そうすると，想定されるいくつかのパターン

を用意しておいて，いずれかに当てはめることが必要
となる．Arnersonら，Ebbenらは，結果的に 6種類
のパターンに分類した．この方法ではどのような所属
パターンをとるかが問題となり，Hb値自体の変動幅
は評価されない．

5　臨床的にHb変動が示唆するもの

当初の Fishbaneら9）の Hb cyclingの報告の中でも，
入院時に Hb値が低下し，退院後に上昇する傾向が指
摘されており，合併症との関連が示唆された．これは
感染症や炎症では ESAへの抵抗性が生じることから
も頷けることである．逆に Hb値の低下は組織や臓器
への酸素供給を減少させることになり，重要臓器での
虚血性障害を引き起こす可能性がある．
これまでに Hb変動と合併症や死亡リスクとの関連
を検討した報告がいくつか存在する．Ebbenら2）は，
変動閾値法を用いた多数例（Medicareの 152,846例）
のデータ解析で，目標 Hb範囲に収まる例を対照とす
ると，常時低レベル群，常時高レベル分，低レベル〜

図 2　Ebben らによるHb変動と入院頻度との関係
Hb値が低い/変動が大きいと，全入院，感染症入院の頻度が高い．（文献 2より）
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図 3　Gilbertson らによるHb変動と死亡リスクとの関係
　観察期間中に目標 Hb値（11〜12.5 g/dl）以下に分布した回数・期間が長くなると死亡
リスクが高くなるが，Hb変動自体とは関連しない．（文献 12より）
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目標レベルで推移する群では，入院，合併症，感染症
リスク（オッズ比）が高いことを報告している（図 2）．
同様にMedicareの患者（159,720例）を対象とし

た変動閾値法による Gilbertsonら12）の解析では，目標
Hb（11〜12.5 g/dl）に維持される患者はわずか 6％
であって，観察期間中に 11.5 g/dl以下に分布した回
数・期間が長くなると，合併症が多くなり，死亡リス
クが高くなるが，Hb変動自体とは関連がない（図 3）．
また，観察期間中に Hb濃度が下降する場合にのみ死
亡リスクが上昇する．
残差標準偏差法で Fresenius Medical Careの患者

（34,964例）を解析した Yangら11）の報告では，偏差
Hb値が 1 g/dl増加すると死亡リスクが 1.33倍となる．
同じ対象患者を，変動閾値法に時間的経過を調整し
た「周辺構造モデル」で再解析した Brunelliら13）の報
告では，偏差 Hb値が 1 g/dlあたりで死亡リスクはさ
らに高く 1.93倍となる．しかし Hbの絶対値や Hb値
の上昇傾向や下降傾向は死亡リスクと有意な関連はな
かった．
これらの報告はすべて後ろ向き観察研究であり，さ
らなる検討の余地はあるが，これを無作為化対照試験
（RCT）で介入試験を行うことで解明することは事実
上は不可能である．

6　「Hb変動」の原因

ESA治療に伴う Hb変動は，Fishbaneら9）によれば，
上昇と関連する事象は EPOの増量（84％），静注用鉄
剤の投与開始や増量（27％），直近の退院（36％）な
どであった．また 40％の患者で入院 4週間前の Hb

値が平均 2.8 g/dl低下する傾向が見られた．しかも入
院後に EPO投与量が平均 75％増量されても，4週以
内に Hb値が上昇した患者はわずかに 35％であった

ことは，これらの入院理由が単なる EPO投与量の不
足だけではなかったことをも示唆している．つまり，
Hb変動は単に ESA投与や鉄剤投与のタイミング，あ
るいは感染症などの合併症のみで生じるものではない．
最近の文献や関連学会での報告を集約すると，一般
的に Hb変動に影響を及ぼす可能性のある因子として
は表 1のようなものが想定される．中でも「EPOに
対する感受性（反応性）」には種々の状況が想定でき
るが，「EPOに対する個々の患者での感受性の差」を
定量化することは現時点では困難である．

7　新規 ESA製剤によるHb変動減少の可能性

Hb変動のひとつの要因として，ESAの頻回の投与
量変更があげられるが，これは逆に Hb値が安定しな
いための結果でもある．初期の ESA製剤は rHuEPO

であり，それを静注すると直後の血中濃度は非生理的
な高値（3,000単位の静注では 1,000 mIU/ml）となり，
その後は急激に減少してその半減期は 7〜9時間程度
である．このような血中 EPO濃度の急激な低下や，
きわめて低い EPO濃度では，赤血球に成熟できなか
った前駆細胞のアポトーシス，幼弱な赤血球の選択的
破壊（neocytolysis）が誘発される可能性がある14）．
このような血中 EPO濃度の変動を避ける方法が皮下
注射であるが，皮下出血を考慮すると HD患者への皮
下注射はできれば避けたい．
最近になって新たな ESA製剤の開発が進行してお

り，すでにわが国でも darbepoetin（DA）が臨床に使
用されている．DAを静注した場合の血中半減期は約
25時間程度に延長され，EPO受容体との親和性もあ
って，週 1回あるいは 2週に 1回の静注でも Hb維持
が可能となる．なお，DAの皮下注射の場合の半減期
は約 70時間である．そこで週 3回静注投与する EPO

表 1　Hb変動に影響を与える可能性のある因子

● 出血・溶血
●鉄欠乏
●ビタミン欠乏
●悪性腫瘍
●造血抑制作用のある薬剤
● ESAの投与量の過・不足
●二次性副甲状腺機能亢進症
●大きな透析間体液貯留
● Ht値に基づく評価・測定誤差
●不適切な採決方法
●高い標高（低酸素）

●妊娠
●季節変動
●喫煙
●不安感
●高い目標 Hb
● 狭い目標 Hb幅
●少ない body mass index
● 低アルブミン血症
● vascular access不全
●多い ESAの変更回数
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から，週 1回静注の DAによる治療に切り替えて Hb

変動を比較した報告が散見されるが，半減期の長い
DAが有利であったとするよりも，むしろ劣る15）か同
等であった16, 17）との報告が多い（図 4）．
さらに半減期の長い（静注した場合，およそ 130〜

140時間）ESA製剤として，欧州ではmethoxy poly-

ethylene glycol-epoetin beta（MIRCERA）の臨床使用
が始まっている．本剤が，HD患者において，4週に
1回の投与で安定した Hb値が得られるとの報告18）が
あるが，EPO，DAと比較して Hb変動の面での優劣
は未だ明らかにはされていない．
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要　旨

第 15回透析保険審査懇談会を平成 22年 6月 19日
（土）15〜18時，クオリティホテル神戸 2階バレンシ
アで行いました．事前に行ったアンケート（検討事
項：67件，要望事項など：84件）のうち主な討論内
容をここに報告します．

はじめに

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

1　検討事項

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

1）　基本診療料
①　DPC，人工腎臓「1」，「2」の区別関連
㋑　「DPCにおいて出来高で算定するものとして

J038人工腎臓 ｢1｣ に使用した保険医療材料〔材
料価格基準の別表 II区分 040（1）〕とある．つま
り人工腎臓 ｢1｣ を請求する時には，ダイアライ

ザーの請求は可能である．しかし，全麻や腰麻に
よる手術後や敗血症時などには，人工腎臓 ｢2｣
で請求することになるため，ダイアライザーや透
析に関わる薬剤の請求は不可となるが，不合理で
はないか？」
㋺　「DPCの手術処置等 2に該当する J0382は，ど
のような場合なのか示されてはいるものの，実際
に誰が判断しても良いのかご教示いただきたい．」
今回の改定で，DPCにおける透析の扱いが大幅に
変わりました．DPC病院においては，改定前は 1,000

点以上の手技ということで，透析の技術料 1,590点の
み出来高請求でき，それ以外の薬剤・透析材料等は
DPC包括点数に含まれていましたが，慢性維持透析
に関しては，人工腎臓 1の包括点数＋ダイアライザー
が出来高請求できることとなりました．しかし，その
詳細が規定されていないため，どのような場合に，人
工腎臓 1＋ダイアライザーを DPC包括点数から外出
しできるのか，どのような場合に，人工腎臓 2のみの
外出しになるのかが非常に混乱しています．
日本透析医会は DPCでの請求が混乱している中，

厚生労働省担当者に表 1の内容に関して確認いたしま
した．ホームページ上に掲示しておりますが，再掲し
ます．
すなわち，DPCにおいては J0382すなわち人工腎
臓 2に適合する病態の場合は，手術処置等の分岐のあ
る場合には人工腎臓「あり」を選択，それ以外は人工
腎臓「なし」の分岐を選択し，人工腎臓 1＋ダイアラ
イザーで請求することになります．

［医 療 経 済］

第 15 回透析保険審査委員懇談会報告

太田圭洋
key words：慢透，人工腎臓

日本透析医会医療経済部会
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DPCはコーディングありきであるため，病名コー
ド，手術・麻酔コードで人工腎臓 2にあてはまる場合，
「特別な管理」が必要な状態ではなくても，J0382「人
工腎臓 2」を選択することになるかと考えます．この
人工腎臓 2の病態の解釈に関しては，処置のところで
も議論されました．そちらも参照ください．

②　自立支援医療関連
㋑　「どこまでは自立支援（更生）医療対象の治療
なのか，どれが対象外の治療なのか明確化してほ
しい．
【例】
●糖尿病足病変患者（壊疽，皮膚潰瘍）への処置
および疼痛緩和に対する透析中の薬剤投与，透
析以外での投薬，注射および処置は自立支援医
療の対象としてよいか．

● 上気道炎や胃腸炎などへの治療（投薬，注射薬
剤）は自立支援医療の対象になるのか．

● 透析中の臥床による関節痛への治療（投薬，注
射，処置等）は対象になるのか．

● 合併症への治療は自立支援医療の対象になるの
か．

● 心疾患の場合はどこまでが対象か．心臓カテー
テル検査は対象か．ペースメーカー植え込みは
対象か．

● ASOに対する治療（投薬，注射，処置，検査
や手術）は対象か．

● 副甲状腺摘出術は対象か．
● 各種癌に対する治療（検査，投薬，処置，検査
や手術）は対象になるか．また，転移を疑い諸
検査を実施した場合，諸検査（検体および画像
検査）は対象か．

● 消化管検査（胃，大腸カメラ，カプセルカメ
ラ）は自立支援医療対象になるのか．貧血検査
の目的で消化管出血を疑えば対象か．それ以外
は対象外か．

● そもそも自立支援医療対象と対象外の治療を判
別しなくてもよく，すべて対象治療としてよい
のか．」

従来，文書で出されている透析関連分とは，透析そ

表 1　DPC病院における請求についての厚生労働省の回答

質問
01．「人工腎臓 1を実施する場合には，透析あり・なしの選択肢はありませんね．反対に，透析あり・なしの選択肢は人工腎臓 2の場

合のみですね．
→（追加）：ウィルス性腸炎と細菌性腸炎に関する「透析あり」は，J038（1に限る）とありますが，これだけは人工腎臓 1ですか？」
（回答）その通りでございます．告示の記載の通りです．
02．人工腎臓 2を選択した場合には，ダイアライザーの外だし請求は不可ですね．
（回答）その通りでございます．

念のため，告示の内容を書き下させていただきますが，人工腎臓 1のダイアライザー代は別途請求可能，人工腎臓 2のダイアライ
ザー代は別途請求不可能となります．

03．J038の留意事項（2）に示される病態の場合には人工腎臓 2で請求し，施設の選択で人工腎臓 1を請求することは不可ですか．
（回答）その通りでございます．人工腎臓 1・2の請求はその状態でもって判断するものです．恣意的にどちらかで請求することはでき

ません．
04．（→お尋ねがあって変更）DPCの診断群分類において，人工腎臓の分岐がない場合においても，J038の留意事項（2）に該当すれば，
人工腎臓 2で算定するのですね．

（回答）その通りでございます．1か 2かはその時の病態でもってご判断いただくものです．
05．DPC算定病院に入院中の患者が，他院で人工腎臓 2を実施した場合（HITなどの場合），（人工腎臓と→削除）人工腎臓ありの選
択でよろしいですね．

（回答）その通りでございます．他院で行われた行為も含めて，診断群分類を選ぶこととなっております．
06．最初の入院は人工腎臓 2に該当する病態で人工腎臓ありを選択したが，長期入院となってその病態が改善した場合，人工腎臓 1と
しての請求になるか．その場合，人工腎臓ありなしの選択肢はどうなるか．

（回答）まず，入院時の請求方法については，ご指摘の通りでございます．病態に応じて 1と 2の請求をご判断いただきます．
　　一連の入院中に一度でも人工腎臓 2を算定していれば，人工腎臓あり（2に限る．），の分岐となります．
07．逆に人工腎臓 1を選択肢入院していたが，病態が変化し人工腎臓 2を実施する病態になったとき，最終的には退院時にコーディン
グが決定するが，前月までにすでに請求が終わっている人工腎臓 1または人工腎臓 2の請求，あるいは人工腎臓あり・なしの選択
はどうなるか？

（回答）あくまで入院中に 1回でも人工腎臓 2が実施されれば，人工腎臓 2ありの分岐を選択していただきます．DPCの一般ルールで
途中で診断群分類が変更となった場合は，最終月で調整を行うこととなっております．
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のものとシャントに係わる項目だけで，合併症治療な
どは障害者医療（更生医療）の対象とならないとされ
ています．それでは患者や施設にとって不都合なこと
が多すぎるため，主治医の良識的な判断に従って分類
すると言うことで，日本透析医会と厚生労働省の間で
は了解が取れています．
実際には，風邪など，ごく限られた項目（たとえば
転倒打撲部位に対するシップ）のみを，医療扶助（生
保）として請求することが多いと認識しています．
この議論に関しては第 13回の保険審査委員懇談会

でも議論しました．医会雑誌 Vol. 23，No. 3，357頁も
ご参照ください．

2）　医学管理等
①　慢性透析患者外来医学管理料（慢透）関連
㋑　「透析以外の診療科で慢透の包括外検査を施行
した場合，検査コメントは必要となるのか．」
㋺　「慢透に含まれない検査（透析患者に透析関連疾
患以外の疾患の可能性がある場合）一応 ｢疑い｣
の病名で検査を行うが ｢注記がない，不適当｣ で
査定される．必ず ｢注記｣ が必要なのか，または
｢疑い｣ を除いて最初から確定病名とするのか．」
㋩　「慢透の中に含まれている検査に対する病名は，
慢性腎不全以外に記入する必要はないのでしょう
か．例えば慢性腎不全患者に対して BNP検査を
行った場合，病名として心不全等を別につける必
要があるのでしょうか．慢性腎不全の病名だけで
BNP検査は算定可となるのでしょうか．」
各県で対応は異なるものの，多くの県ではコメント

（注記）よりも病名のほうが優先すると考え，病名で
理解可能なものに関しては，コメントがなくても査定
していない県が多い．とのこと．
再審請求の場合も，その旨を記載し査定していない
県がありました．疑い病名に関しては微妙なところが
あり，いわゆる「保険病名」と間違えられる可能性も
あって，必要性を明示したほうが良いとの意見があり
ました．例にある BNPに関しては，透析との関係が
直接的ではないため，病名が必要と考えます．
ちなみに，必要性を摘要欄に記載することは，平成

16年 2月の保医発（いわゆる課長通知）で示されて
います．

②　PTH測定に関して（慢透）
㋑　「i-PTHの測定について：現行では Vitamin D

の内服をしていても Vitamin Dの静注や calcimi-

meticsの内服をしていなければ年 1回程度しか
保険上加算できない．しかし，Vitamin Dの内服
のみでは 1年後には 300以上値が上昇している例
があり，予後への影響を考えると看過できない．
ぜひ最低でも年 2回の加算は認めて頂きたい．」
㋺　「パルス療法時に PTHは月 2回測定で 1回のみ
請求できるが，時に 1回のみの測定で 1回請求し
ている施設がある．」
㋩　「オキサロールの添付文書に，i-PTH 150未満で
中止するようになっているのは，透析医学会の基
準と合わなくなっている．」

PTHは，月 2回以上測定している場合，月 1回分
が請求できることになっています．月 1回しか実施し
ていない場合は慢透に含まれ請求できません．1回し
か実施していないにもかかわらず，別に請求している
場合は，指導時などで判明すると，過剰請求として自
主返還の対象となることでしょう．
また添付文書上の i-PTH 150未満中止に関しては，
基本的にはメーカーの責任です．ただ保険者からの再
審請求では，「中止した場合に再び異常値へ上昇する
ことは必然で，必要な維持量投与は可とする」という
コメントをつけ査定していません．
意見として，上記のように月 2回の PTH測定を，

慢透では月 1回分請求可としているのだから，入院中
の出来高のさいにも，（保険者が過剰として切ってく
ることが多いが）月 2回の PTH測定は論理的に認め
るべきとの意見がありました．
また，パルス療法の定義に関して議論があり，経口
パルス療法に関しても，同様に月 2回目の PTHや，
Ca・Pに関しての請求は認めるとの意見が多かった．
また，i-PTH，Ca，Pの値に関しては，書かなけれ
ばならないことにはなっていないので，書けといわれ
ない限り，あまり書かないほうが問題が起こらなくて
いいのではという意見がありました．
㋥　「毎月，患者全員に集団栄養食事指導料（80）
と外来栄養食事指導料（130）を請求してくる施
設がある．」
実施できていないにもかかわらず，請求していると
すれば架空請求に該当するでしょう．ちなみに外来栄
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養指導に関しては，15分以上時間をかけてとか，1週
間程度の献立などを提示してとか，厳しい条件があり
ますので，1人の栄養士が実施できる人数には限りが
あると考えられます．

3）　在宅医療
㋑　「腹膜透析で週 1回の HD併用が算定可能とな
りましたが，人工腎臓：その他 1,580＋出来高で
請求するのか，HD患者と同じく時間区分の点数
で算定するか不明です．」
㋺　「『医科診療報酬点数表 平成 22年 4月改定版』
（中和印刷株式会社発行）の 218頁には「J308人
工腎臓（1日につき）注 5区分番号 C102に掲げ
る在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分 C102-2
に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している
患者に対して行った場合には，週 1回（在宅自己
腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあって
は，区分番号 J042に掲げる腹膜灌流（1に限る）
の実施回数と併せて週 1回）を限度として算定す
る．｣ と記載されています．この件ですが，無条
件にコストとれますか？ それとも患者さんの容
態が悪くなって在宅で透析ができず，医療機関で
人工腎臓を行った場合にとれるコストでしょう
か？」
いわゆるハイブリッドに関しての扱いの変更に関し
てですが，今改定により週 1回の透析分が，透析材料
だけではなく透析技術料が算定できることになりまし
た．特に条件は規定されていないため，人工腎臓を実
施していれば週 1回は技術料を算定できると考えます．
点数は慢性維持透析と考えられ，外来包括点数（人工
腎臓 1）と考えられました．
しかし，HD併用患者の ESA製剤の請求に関して
議論になったところで，人工腎臓 1であるべきか人工
腎臓 2であるべきかで，さまざま意見が出され統一さ
れませんでした
すなわち，週 1回の HD併用患者は，たぶん透析実
施日に ESA製剤の投与を受けていると考えられ，透
析手技料を人工腎臓 1で請求するとすれば，ESA製
剤は含まれ，ESA製剤の請求がされることはありえ
ません．そうなると HD併用 CAPD患者で ESA製剤
の請求は認められなくなります．
また，週 2回 HD併用した場合の扱いに関して，今

回の改定にさいして 3月 29日付けで出された疑義解
釈その 1の問 122が議論されました．そこでは，「在
宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者が週 2

回人工腎臓を行った場合，2回の手技は算定できない
が，包括薬剤（エリスロポエチン・ダルベポエチン製
剤）は別に算定してよいか」の問いに対して「（答）
薬剤費は別途算定できる．ただし，週 2回人工腎臓を
行った場合については，1回目の「手技料」を「2」
の「その他の場合」で算定する」と記載されているこ
とから，CAPD患者で週 2回以上 HDを併用した場合
の請求方法に関しては，1回目の HDの手技料は人工
腎臓 2で請求し，2回目以降は算定しないと読めます．
そこから類推すると，週 1回併用のさいも，人工腎臓
2で請求すべきではとの意見もあり，先に述べたよう
に意見の統一はなされませんでした．

4）　検査
㋑　「毎年 8月に施行の HCVコア蛋白質は，慢透
に包括されていないと思うが毎回減点される（コ
メントを色々変えてもダメ）．点数表に HCV抗
体価に関するものは包括となっているが，コア蛋
白質もそれにあたる検査項目なのか．」
㋺　「『透析医療における標準的な透析操作と院内感
染防止に関するマニュアル（三訂版）』では，B

型肝炎ウイルスのサーベイランスに関して，HBs

抗原，HBc抗体を年 2回以上定期的に行うと記
載されています．
● 慢透には，HBs抗原，HBs抗体は包括されて
いますが，HBc抗体を慢透とは別に算定しま
したが，査定となりました（社保）．HBc抗体
の算定に関しては，今後どのようにしたらよい
でしょうか？

●透析導入時や入院時には，検査は出来高算定と
ありますが，HBs抗体や HBc抗体の算定は認
めているでしょうか？」

㋩　「転入時の血液型と感染症検査が査定されたの
はおかしいのではないか．」
㋥　「転入時の慢透未算定者の検査に対する減点が
多い．」
マニュアルは，できる限り保険診療に見合った形で
作成されますが，現実的には保険診療の適応とならな
い部分も存在します．臨床的には HBs抗体が陽性の
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場合，HBc抗体が検査されますが，全員にスクリー
ニングとして実施することは保険診療にはそぐわない
という意見があります．

HCV抗体陽性患者や，C型肝炎の初期感染が疑わ
れる場合は，HCV-RNAや HCVコア蛋白（HCV抗
原）が検査されますが，スクリーニングとして実施さ
れた場合は，保険請求は難しいのかと考えられます．
初診時の HBs抗原，HCV抗体，TPHAは，社保で
は申し合わせにより，全国どこでも可とされています．
体外循環を必要とする透析治療では，初診時の血液型
は当然でしょうか．残りの項目は，腎不全となった原
疾患や，合併症病名などと併せて審査されるものと思
います．
ただ，最近，HBs抗原マイナス，HBs抗体マイナ

スにもかかわらず HBC抗体陽性という症例が 10％
ほど存在し，そういう症例の感染対策の必要性が議論
されていることから，今後の保険診療マニュアルの見
直しの中でも議論していく必要があるという意見がだ
されました．
また，HIV抗体のスクリーニング検査に関しては，
ある都道府県で働きかけをなされた先生から，「術前
検査，内視鏡検査の前のスクリーニングに HIV抗体
は認めない」という事務連絡がだされているため，関
係学会から厚労省・社保への働きかけがないと請求で
きるようになることは難しいという意見がありました．

5）　投薬・注射
㋑　「療養病棟において，緊急時ブラッドアクセス
カテーテル挿入に関わる手技料および特定医療材
料は算定可能か？ （注入手技料は，注射の項目
G005-2，G005-4にあるため）」

今回の緊急時ブラッドアクセスカテーテル挿入の手
技料は，G（注射）のため療養病棟では認められない
と考えます．特定医療材料も手技に伴う材料というこ
とで療養病棟では認められなくなったと考えられます．
㋺　「国保で透析時下肢クランプで 10％生理食塩液
を使用すると，すべて査定されています．透析中
の血圧低下の使用は認められていませんが，下肢
痙攣・クランプは病態が異なり，算定可能と思い
請求していましたが，すべて査定され，最近は使
用しているが，レセプトには記載していません．」
透析中における透析が関連した血圧低下などの合併

症では，電解質補液などは包括となっており，下肢筋
肉の痙攣時の食塩水も，別に算定はできないと考えて
います．
㋩　「透析中に皮下・筋肉注射を行った場合，手技
料は算定可能か．減点されるケースとされないケ
ースあり．」
実際に必要で実施した場合には認められるべきもの
と考えます．ただ，その注射薬剤が，回路からの投与
も可能な場合には，なぜ皮下注射や筋肉注射としたか
を明示することが望ましいと思います．透析後の点
滴・静注手技に関しては，ただ透析中に入れ忘れたか
らという理由で，点滴・注射料が認められるかは疑問
です．
㋥　「○県では，国保での透析患者でのリプル，パ
ルクス注に関して，非常に厳しい査定があります．
社保ではそういうことがないのですが，審査員に
よる偏りなのでしょうか．他県ではいかがでしょ
う．」
現在は，社保でも重点的な審査項目となっているよ
うです．古い病名や，長期にわたる場合も，丁寧なコ
メントをつけて請求されたものは多くの県では査定せ
ず通しているとのことです．
また，ASOに対するアフェレーシスを実施してい
る場合には，査定します．その根拠は，「ASOに対す
る血漿交換（アフェレーシス）は，従来の薬物療法で
は十分な効果が得られないもの」と規定されているこ
とによります．
㋭　「有床診療所で（査定・減点が）ありました．
透析医療で言われたことは，｢高血圧｣ で何故
「リズミック」を投与しているのかというものだ
ったそうです．」
当然，透析困難症，透析時低血圧で認められるべき
ものと考えます．
㋬　「透析患者の瘙痒症に対するミノファーゲンや
ノイロトロピンの使用量の上限は．」
薬事法上の承認範囲内（適宜増減も含めて）と考え
ます．
㋣　「以前に透析中の循環不全防止目的でグリセリ
ン（商品名グリセリン F）を使用していましたが，
査定されたため，現在はヘスパンダーを使用して
います．グリセリン F200 mlの薬価が 214円に対
し，ヘスパンター 500 mlの薬価は 820円です．
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経済的にはグリセリンのほうがいいと思われます
が，このまま使用していいものなのか教えていた
だければと思います．」
多くの県では，透析困難症や不均衡症候群の病名が
あれば，グリセリン製剤を査定することはないようで
した．
ある県では，保険者からの再審請求では，「不均衡

症候群や透析困難症では，BBBを経由する溶質移動
から考え，脳圧亢進情況を呈すると考えられており」
などのコメントを付記し，原審通りとしています．
㋠　「透析患者の便秘や不眠に対する投薬がある時，
病名は不要か．透析患者において一般的な症状で
は？」
病名なしでも良しとする場合も数多くありますが，
保険者は容易に容認しません．今後，オンライン請求
や自動審査となった場合には，さらに厳しくなること
も考えられます．便秘症，不眠症の病名は記載したほ
うが無難かと思われます．
㋷　「インフルエンザ患者に対し，タミフル 75 mg

の 1回投与を行ったが，予防投与とみなされ返戻
されたことがあった．」
当然認められるべきものと考えます．ただ，予防投

与とみなされないよう，インフルエンザキットで A型
マイナスとなった場合でも，臨床診断として「インフ
ルエンザの疑い」ではなく「インフルエンザ」と確定
病名にすべきであったという意見がありました．
㋦　「ホスレノール，フェリコンが査定された．（病
名はつけていなかった）」
高価なホスレノール，レナジェル等の薬剤は保険者
からの再審査の請求が非常に多い薬です．「高リン血
症」の病名は必須と考えていただいたほうがよいと思
います．
㋸　「高リン血症に対しレグパラを査定されるのは
なぜか？」
高価な薬剤のため，かなり厳格に審査され，適応症
である二次性副甲状腺機能亢進症の病名は必須と考え
てください．

6）　処置
①　導入期に関して
㋑　「急性腎不全で定期的に透析を行い，その後慢
性期になった場合，透析導入期（1カ月）のカウ

ントは透析開始日からか，慢性期になってからの
1カ月なのか？」
㋺　「透析導入初期 1カ月間は人工腎臓を 2）で算
定しなければならなくなっていますが，1）ある
いは 2）のどちらかで任意に選択できるようには
ならないか？ 手がかかる透析導入初期に対する
人工腎臓が今までより点数が低くなるケースも出
てくると思います．（たとえば，ヘパリン透析で
エリスロポエチンが少ないケースなど）」
㋩　「慢性維持透析患者外来医学管理料の慢性維持
透析患者は，透析導入後 3カ月以上を経過した場
合を対象としているのに対し，今回の人工腎臓の
慢性維持透析は透析導入期（1カ月に限る）の患
者に対して行った場合というのは，慢性維持透析
の定義が曖昧ではないか．」
慢性維持透析とは，症状が固定し，引き続き透析治
療が必要になった時期から始まるという考え方で，急
性腎不全で発症しても，いったん透析から離脱するこ
となく，そのまま引き続き透析治療が必要となった場
合は，最初の透析から 1カ月が導入期と考えられます．
導入期で「特別な管理」を必要としない場合に，人
工腎臓 2ではなく人工腎臓 1（包括点数）で請求可能
かどうかは不明です．しかしそのときは，導入期加算
が請求できなくなると考えられます．導入期加算を請
求しなければ人工腎臓 1での請求を認めるとしている
県もありました．

②　人工腎臓 1と人工腎臓 2の区分に関して
㋑　「平成 22年 4月より人工腎臓が 1（慢性維持透
析）と 2（その他の場合）に区分けされたが，緊
急透析の場合には，慢性維持透析よりも資源を費
やすケースが多いため，なぜ ｢その他｣ の点数が
低く設定されているのか．また，透析手段を ｢1｣ 
と ｢2｣ に分けるのはなぜか．」
㋺　「慢性腎不全の診断がついていて，透析導入前
の患者に緊急で透析を行った場合（維持透析では
なく，一時的に施行した場合）は手技は ｢2｣ の
その他でよいのか．その場合，｢2｣ の施行理由は
どのようにコメントしたらよいか．」
㋩　「一番の問題は，透析を維持透析とするか，そ
の他とするかの線引きである．1と 2の混在はあ
りえないとするならば，麻酔の前日〜2 Wの間は
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その他で算定するという事が矛盾となる．」
人工腎臓 2が人工腎臓 1より点数が低いのは，出来
高で薬剤等が請求できるためです．今回の DPC病院
での扱いに関しては，いろいろ問題があることは前述
のとおりです．
日本透析医会は人工腎臓 2の適応病態を考えるとき，

「慢性腎不全の急性増悪」を急性腎不全と同様の扱い
でと提案しましたが，最終的には適応から外れました．
そこで⑤の場合，「2」で，「慢性腎不全の急性増悪」
についてのコメントをつけるのでしょうか？
ここで人工腎臓 1と人工腎臓 2に関して議論されま
した．これは青本に J038-2の人工腎臓その他の場合
を選択する条件として，エとして様々な病態が（イ） 
から（ヌ）まで明示してある前に「以下の合併症又は
状態を有する患者（（ニ）から（ヌ）については入院
中の患者に限る．）に対して行った場合であって，連
日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い特別な抗凝
固剤を使用する場合等特別な管理を必要とする場合」
と記載されているわけですが，この文章をどのように
解釈するかによります．

DPCではコーディングが最優先される請求方法で
あることから，病名コード，治療コードが（イ）から
（ヌ）の病態にあたる場合には，特別な管理の必要性
うんぬんに関係なく，人工腎臓 2になると解釈すべき
という意見でしたが，DPC以外では，特別な管理が
必要ではない場合には，たとえ病名，麻酔等が（イ）
から（ヌ）の病態にあたる場合であっても，人工腎臓
1での請求を認めていいのではという県も多く，各県
により，解釈はまちまちであり，さまざま議論はなさ
れましたが，本会では意見は集約化されませんでした．

③　抗凝固薬の 2週間という期限に関して
㋑　「半減期の短い抗凝固薬は 2週間に限定されて
いるが，それ以上の期間については病院の持ち出
しになるのか，コメント次第で認められるのか？
2週間では短すぎるのではないか？」
㋺　「持続性消化管出血などにより，血液透析時に
続けてナファモスタットメシル酸塩を使わざるを
えない患者さんへの 2週間のみの出来高算定とな
りましたが，これも問題ではないでしょうか．」
㋩　「フサン HDの出来高算定（其の他）の条件を
緩和してほしい．」

2週間と限定されている以上，人工腎臓 2＋フサン
は難しいという意見がありましたが，きちんとしたコ
メントがあれば 1カ月くらいまで通すという県も存在
しました．

④　その他
㋑　「当院の透析機器は，オンライン HDFでの使
用可能機器としての認可が下りております．透析
液水質基準も満たしており，保険請求可能になる
ようにしてください．」
オンライン HDFに関しては，透析装置が製造承認
を得た以上，日本透析医会としては，

● 承認を得た透析装置で施行
●ヘモダイアフィルターを使用（一部，必須では
ないという意見もあります．）

●人工腎臓 2で請求
● HDFの算定要件（適応症など）を満たす

の 4条件を満たす場合には，保険請求が正式に可能と
なったと考えます．逆に上記の条件を満たさず人工腎
臓 1で請求されることは，かなり危険な状況になって
きたと思われます．オンライン HDFを上記条件で施
行した場合，通常透析よりも安価になってしまう可能
性が高いですが，現在のところ保険診療上認められる
オンライン HDFは上記と考えます．
従来のオフライン HDFについては，日本透析医会
は，外来包括点数＋置換液での請求とするよう提案し
ましたが，今回は認められませんでした．
㋺　「透析液水質確保加算の届出にあたり，透析液
の水質は日本透析医学会のガイドラインが基本と
されているが，ガイドラインのなかの標準透析液
の基準値と超純粋透析液の基準値のどちらかの水
質まで求められるものなのか．」
㋩　「透析液水質確保加算 10点に関して，水質検査
費用に対し，加算点が低い．施設によりどのよう
に検査を行うか統一されていない．」
日本透析医学会のガイドラインが基本と Q＆ Aで

出ております．超純水透析液ではなく標準透析液が加
算要件と考えます．
㋥　「維持透析患者全員について透析日の記載は必
要なのか？」
今回の通知で，人工腎臓算定日の記載が必要となり
ました．人工腎臓算定患者全員に対してレセプト上記
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載する必要があると考えます．
㋭　「障害者加算の算定比率に上限はあるか？」
明確な基準はありませんが，おおむね 30％程度が

上限と考えております．また，毎年実施される日本透
析医会の外来点数調査では，20％前後の算定となっ
ています．
㋬　「閉塞性動脈硬化症患者に LDLアフェレーシス
を行った場合，LDLコレステロール値が正常範
囲であっても，レセプトの症状詳記をきちんと書
けば（患部の写真等付けて）審査は大丈夫なので
しょうか．」

ASOに対しての LDLアフェレーシスは，
● フォンテイン分類 II度以上
● 薬物療法で TCH 220または LDL-CH 140以下
に下がらない

●外科的治療困難でかつ薬物療法では効果不十分
のいずれにも該当する必要があります．脂質の値がす
べて正常範囲であった場合に LDLアフェレーシスは
認められないと考えます．
㋣　「血液ろ過で人工腎臓 ｢その他｣ を算定する場
合，｢透析アミロイド症｣ または「透析困難症」
のコメントは必要となるのか．」
血液ろ過を実施する必要性に関しては，本来は病名
でと考えますが，コメントしたほうが無難かと考えま
す．
㋠　「パッチの取扱いについて，いままでは麻酔の
部において算定していたが，使用薬剤として算定
不可の形となった．外用薬として算定してよいか，
または人工腎臓等の処置に含めての請求（算定）
は可能か．」
㋷　「ペンレステープなどが処置での請求に変わり，
｢麻酔ではない｣ との文書連絡を受けたが，厚労
省から通知は目立たないものであったので，透析
医会からも情報を流してほしかった．」
現在，処置に伴う薬剤として請求するようになりま
した．外用薬としての算定は不可と考えます．処置で
の請求は根拠が不明で，日本透析医会としては正して
行きたいと考えます．
㋦　「透析毎に算定しているイソジン液 5 mLが

1 mLに減らされ減点（特に日野市後期高齢者か
ら）．審査のばらつきを是正していただきたい．」
逆に 1 mLではイソジンの価格上算定は不能かと

……．1点でしょうか？ イソジンは過量でない場合
（10 mL程度）は，認めている県もありますが，認め
ていない県も多数ありました．処置に伴う消毒液とい
うことで通している県と，行為自体が包括の中に入っ
ているから認めていないという県があるようでした．

7）　手術
①　PTA関連
㋑　「シャント不全の場合，上腕に対しては K 616

の ｢四肢の血管拡張術｣ 15,800点，前腕に対して
は K 608-3 ｢内シャント血栓除去術｣ 3,130点で
算定するようにとの通達があったが，なぜ部位に
対して点数の差があるのか．」
㋺　「PTAの同月複数回の算定は可能か．手術の場
合 1週間以内は算定不可という認識だが．」
㋩　「シャント手術時の血栓除去カテーテルは複数
本の算定は可能か？」
㋥　「シャント PTAを内シャント血栓除去術として
請求するのはおかしいのではないか？」
シャント PTAは，部位とは関係なく，内シャント
血栓除去術の準用として疑義解釈が出ています．ただ，
中枢側（鎖骨下静脈）の PTAでは K 616の 15,800点
を認めている県もあるようです．また，上腕動脈の表
在化動脈を PTAする場合は，15,800点でいいのでは
という意見もありました．
新設または作り直しや，血栓除去術，PTAも含め

て回数に制限はありません．ただし，同一日に 2回も
3回も認めるということはありません．
血栓除去時のカテーテル本数は，コメントがあれば

2本まで認めているところと，そうでないところがあ
るかと思います．
ステントの使用に関しても議論されましたが，多く
の県ではしっかりとした理由がコメントされていれば
認めているということでした．

②　その他
㋑　「シャント用の人工血管が閉塞したさいの抜去
術の算定についてですが，抜去術の算定は何に準
じて算定できるのか？」
㋺　「抜去術を施行した同一日に，抜去術と同側に
再設置したときには抜去術は算定できるか？」
㋩　「抜去術を施行した同一日に別部位（反対側）
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に再設置したときに抜去術は算定できるか？」
人工血管抜去，CAPDカテーテル抜去，緊急時ブラ

ッドアクセス用留置カテーテル抜去などについては，
中心静脈カテーテル抜去に点数がないように，手術点
数や挿入点数に含まれると考えられています．ただ，
感染が生じた場合には，異物除去などを準用して認め
る県もありました．
また，動脈側を完全にとる場合には，動脈形成を行
うこととなることと，かなりの労力がかかる手術であ
ることから，動脈形成術を認めてはという意見があり
ました．ただ，3,130点という意見もあり，意見の集
約には本会では至りませんでした．

2　要望事項

今回も 84件という多数の要望がありました．以下
に診療行為別に要旨を記します．

1）　基本診療料
①　地域医療貢献加算について，透析部門は体制が
整備できているが，施設全体での体制整備が必要
とのことで却下された．病院全体だろうと，各科
だろうとも，きちんと提示し，24時間緊急体制
であると示し，地域医療に貢献しているのだから，
今回の場合でも受け入れてほしい．

2）　医学管理料
①　慢透からグリコアルブミンをはずしてほしい
②　緊急時の検査は，慢透からはずしてほしい．

3）　投薬・注射
①　緊急時ブラッドアクセス留置の手技料を Gの
注射から Jの処置へ．
②　療養病棟でも緊急時ブラッドアクセス留置の手
技料を請求できるようにしてほしい．

4）　処置
①　ESAを包括から外してほしい．
②　入院患者における ESAの包括は厳しい．
③　障害者加算に透析時低血圧，壊疽等を加えてほ
しい．
④　夜間加算の増点．
⑤　水質確保加算の増点．
⑥　月 14回の限度について，対象者を拡大してほ
しい（心不全での ECUM等）．
⑦　月単位での透析回数制限は，重症患者に対して
不合理．少なくとも入院患者については見直しを．
⑧　オンライン HDFの点数設定．

5）　手術
①　PTAの点数新設．
②　CAPDカテーテル抜去時の手技料の新設．

6）　材料
①　ダイアライザー価格をこれ以上下げないでほし
い．
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要　旨

2009年 9月の政権交代以降 1年間の民主党（政権）
の医療政策を，4つの柱立てで検討する．まず，2009

年の政権交代の意味を考える．次に民主党の 2009年
総選挙マニフェスト中の医療政策を振り返る．第 3に
民主党政権成立後 1年間の医療政策を簡単に検証する．
第 4に，菅直人政権が 6月に閣議決定した「新成長戦
略」中の医療政策について複眼的に検討する．最後に，
民主党政権の今後の医療政策を簡単に予測する．

はじめに

日本では，2009年 8月の衆議院議員選挙（総選挙）
で民主党が地滑り的勝利をおさめ，同年 9月，国民の
大きな期待を背負って鳩山由紀夫首相率いる民主党と
社民党・国民新党の連立政権（以下，民主党政権）が
成立しました．しかし，鳩山首相はその後，国内政策
と国外政策の両方で迷走を続けて 2010年 6月に辞任
し，同じ民主党の菅直人首相に交代しました．しかし，
菅直人政権も 7月の参議院議員選挙で大敗を喫し，参
議院で過半数を失ったため，日本政治は混迷を深めて
います．
本稿では，このような激動の 1年間の民主党（政
権）の医療政策を，以下に述べる四つの柱立てで検討
します．まず，2009年の政権交代の意味を考えます．
次に民主党の 2009年総選挙マニフェスト中の医療政
策を振り返ります．第 3に，民主党政権成立後 1年間

の医療政策を簡単に検証します．第 4に，菅直人政権
が 6月に閣議決定した「新成長戦略」中の医療政策に
ついて複眼的に検討します．最後に，民主党政権の今
後の医療政策を簡単に予測します．

1　2009 年政権交代の意味�
　　――　イギリス・アメリカ・韓国の政権交代とは異質

まず 2009年 9月の政権交代の意味・位置づけにつ
いて，簡単に私見を述べます．言うまでもなく，今回
の政権交代は，第二次大戦後初めての本格的な政権交
代です．そのためもあり，民主党政権が成立した直後
は，「明治維新以来 140年ぶりの真の維新」，「戦後改
革以来 60年ぶりの大改革」等の高揚した評価が少な
くありませんでした．鳩山前首相自身も，2009年 10

月の所信表明演説で，「無血の平成維新」，「国民への
大政奉還」と宣言しました．
しかし，これは過大評価です．逆に，中曽根康弘元
首相は，政権発足直後から，「保守政党から保守政党
への政権交代」，政権の「衣替え」と断言していまし
た．筆者は，この評価に全面的に賛成するわけではあ
りませんが，この側面が強いと思います．
なぜなら，政権交代の先輩国であるイギリス，アメ
リカ，韓国等では，二大政党の理念・路線と政策に大
きな違いがあるのと異なり，日本の民主党と自由民主
党の理念・路線と政策の違いは小さいからです．両党
とも新自由主義派，保守派，福祉国家派等の「寄り合
い所帯」です．さらに，一時，毎日のように報道され
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た鳩山前首相と小沢前幹事長の政治資金スキャンダル
で明らかなように，両政党は「政治とカネ」の面でも
同根と言えます．
民主党政権は，自公政権との違いとして，「脱官
僚」・「政治主導」を強調しており，それに期待してい
る方も少なくありませんでした．しかし，これは民主
党の専売特許ではなく，自由民主党の小泉純一郎政権
（2001〜 2006年）が先鞭をつけています．しかも小
泉政権が，歴代の自由民主党政権と比べてもはるかに
厳しい医療費抑制政策を「政治主導」で強行し，それ
が現在の医療荒廃・医療危機の一因になったことはよ
く知られています．

2　民主党の総選挙マニフェストの医療政策�
　　――　実は自由民主党との差は小さかった

次に，民主党の 2009年総選挙マニフェストの医療
政策を検討します．筆者は，民主党がマニフェストで，
総医療費と医師数の大幅増加の数値目標（共に OECD

平均までの引き上げ）を示したことは画期的だったと
高く評価しました．これは，イギリスのブレア労働党
政権が 2000年に開始した総医療費・医師数大幅増加
政策の数値目標とまったく同じです．
ただし，その財源は具体的には示されず，他の政策
と同じく，国家予算の無駄の削減と埋蔵金（各省が隠
し持っている不要な積立金）の活用でした．実は，同
じ自由民主党・公明党連立政権でも，福田・麻生政権
（2007〜2009年）は，小泉政権時代の「小さな政府」
から「社会保障の機能強化」へ路線転換しており，総
選挙マニフェストでも 2010年診療報酬（医療費）の
「プラス改定」を公約していました．
医療保険制度改革については，民主党は高齢者医療
制度の廃止，医療保険制度の一元的運用と全保険者間
の財政調整を公約しており，この点は現行制度の維持
を主張する自由民主党と一見大きく異なりました．し
かし，他の当時の野党（日本共産党や社民党等）と異
なり，老人保健法の復活は盛り込んでいませんでした．
医療提供制度改革については，療養病床（慢性期病
床）削減計画「凍結」以外は，自公政権の政策の多く
を踏襲していました．しかも，自由民主党も総選挙マ
ニフェストで「療養病床再編成については，適切に措
置する」としており，違いは大きくありませんでした．
以上から，民主党と自由民主党との医療政策の差は意

外に小さいと言えます．
ここで見落としてならないことは，民主党の医療政
策は，他の政策と同じく，2007年参議院議員選挙時
に大転換したことです．民主党は 1998年の結党時か
ら小泉政権時代までは，自由民主党以上に「構造改
革」の徹底（新自由主義的改革）を主張していました
が，2007年参議院議員選挙から「国民の生活が第一」
（反構造改革）に急転換しました．医療政策について
も同じで，1998年の「基本政策」では，「市場原理を
も活用しながら」抜本的な医療制度改革を行うと主張
しており，2006年にも，医療費の伸びの抑制と病床
数の大幅削減を主張していました．しかし，2007年
に突然，医療費増加と医師数増加に転換しました．
しかも，このような路線の大転換は，「政策より選

挙」を持論とする小沢一郎代表（当時）の鶴の一声で
行われ，党内論議はほとんどなされませんでした．そ
のためもあり，2007年に大転換した民主党の医療政
策は，底が浅いと言わざるをえません．

3　民主党政権成立後 1年間の医療政策�
　　――　公約違反と「政治主導」の危うさ

第三に，民主党政権成立後 1年間の医療政策を検証
します．厳しく言えば，それは公約違反と「政治主
導」の危うさとまとめられます．なお，筆者は，医療
改革の評価を行うさい，「改革の内容の適否と改革の
手続きの適否を峻別」し，後者については「手続き民
主主義」（due process）を重視し，「大事なのは内容
（だけ）」，「目的のためには手段を選ばず」という立場
はとりません．
まず，総選挙マニフェストに掲げられていた「高齢
者医療制度廃止」は政権発足直後に早々と先送りが決
定され，4年後に新制度に移行するとされました．そ
れを受けて，厚生労働省は 2010年 7月に，新制度の
骨格を盛り込んだ「中間とりまとめ案」を提示しまし
たが，同月の参議院議員選挙の結果，参議院では与党
（民主党と国民新党）の議席が過半数を割ったため，
新制度成立の目途はまったく立っていません．医療保
険の一元的運用と全保険者間の財政調整は完全に棚上
げされました．療養病床削減「凍結」方針は，民主党
政権成立後 1年間迷走を続けていましたが，2010年 9

月に介護療養病床の廃止を延期する（「更に検討す
る」）ことで決着しました．



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 3　2010396

総選挙マニフェストの医療政策で最大の目玉とされ
ていた医療費の大幅引き上げは断念され，2010年 4

月からの医療費全体の引き上げは，「公式発表」でも，
わずか 0.19％（額にして 700億円．そのうち 2010年
度国家予算に計上される国庫負担額は 160億円）にと
どまりました．現政権の 4年間の任期中，診療報酬改
定は今回を含めて 2回しかないことを考えると，これ
により現政権の任期中に総医療費を OECD平均にま
で引き上げることは事実上不可能になりました．
民主党関係者は，医療費の大幅引き上げを断念した
主因として税収の大幅落ち込みをあげていますが，筆
者はそれよりも，民主党政権内での医療政策の優先順
位が低いことのほうが大きいと思います．なぜなら，
2010年度予算総額と厚生労働省予算は，2009年度当
初予算に比べて，それぞれ 2.5兆円，2.4兆円も増加
しているからです．厚生労働省予算の増加のうち 1兆
4,722億円は「子ども手当」（現金給付）の新設による
もので，この額は上述した医療費増加の国庫負担分
160億円のなんと 92倍です．
医療費の大幅増加断念で明らかになったことはもう
一つあります．それは，国家予算のムダの削減と埋蔵
金の活用により，医療・社会保障拡充の財源を確保す
ることは不可能であることが明らかになったことです．
医療関係者の中には，医療・社会保障費拡充の財源と
して「無駄な公共事業費」の削減を掲げている方が少
なくありませんでした．2010年度国家予算では公共
事業費は 18.3％（額にして 1.3兆円）も削減されまし
たが，それが診療報酬引き上げに回されることはあり
ませんでした．
次に「政治主導」の危うさについて述べます．先述
したように民主党政権は「政治主導」を掲げています
が，医療政策での政治主導の実態は，厚生労働省（医
系技官）と日本医師会叩きを主目的とした，特定の
「お友達グループ」主導と言えます．そのことが，最
初に明らかになったのは，2009年 10月の中央社会保
険医療協議会（診療報酬改定の公的審議機関）委員の
選任時に，法の趣旨に反して，日本医師会推薦委員 3

人全員を排除したことです．これ以降，民主党は医療
団体に対して民主党支持を求める政治圧力を強めまし
た．
医療改革手法の危うさが次に明らかになったのは，

2009年 11月に行われた 2010年度予算編成のための

「事業仕分け」で，民主党の総選挙マニフェストに反
して，診療報酬の引き上げが否定されました．筆者は，
「事業仕分け」は，①評価者（「仕分け人」）に新自由
主義派が多数含まれている，②財務省主導，③「劇場
型政治」の 3点で，小泉政権の「構造改革」手法とソ
ックリだと思います．
先述したように，民主党が総選挙マニフェストで掲
げた医療政策の「中身」（医療費・医師数の増加等）
は，福田・麻生政権の医療政策と共通点が多いのです
が，医療政策の「手法」に関しては，小泉政権との類
似点が多いと言えます．

4　「新成長戦略」の医療政策の複眼的評価

最後に，2010年 6月に発足した菅直人政権が閣議
決定した「新成長戦略」の医療政策について，複眼的
に検討します．
「新成長戦略」は，従来の「公共事業中心の経済政
策」と「行き過ぎた市場原理に基づき，供給サイドに
偏った経済政策」を共に否定し，「第三の道」として，
「「強い経済」，「強い財政」，「強い社会保障」を一体的
に実現する」ことを掲げました．そして，今後成長が
期待される七つの戦略分野の一つに「ライフ・イノベ
ーション」を位置づけ，「医療・介護・健康関連産業
を成長牽引産業へ」とすることを打ち出しました．
筆者は，「新成長戦略」が，従来，「社会保障は，少
子高齢化を背景に負担面ばかりが強調され，経済成長
の足を引っ張るものと見なされてきた」ことを否定し，
「社会保障には雇用創出を通じて成長をもたらす分野
が多く含まれており，社会保障の充実が雇用創出を通
じ，同時に成長をもたらすことが可能である」と 180

度政策転換して，「年金，医療，介護，各制度の立て
直しを進める」としたことは，高く評価します．
事実，医療・介護・福祉の産業連関分析では，以前
から，社会保障関係事業の「生産波及効果」は全産業
平均よりやや高く，「雇用誘発効果」はどの産業より
もはるかに高いことが計数的に示されてきました．し
かし，ここで注意しなければならないことが二つあり
ます．一つは，産業連関分析はあくまで「短期的」推
計であり，医療・社会保障の「長期的」経済成長効果
は不明であること，もう一つは「短期的」効果を実現
するためにも，相当の公的費用（税・保険料）の投入
が必要なことです．



政権交代と民主党の医療政策 397

筆者は，財源を確保したうえで，医療・社会保障分
野に公的費用を大量に投入し続けることに賛成ですし，
それにより長期的にみても，ある程度の経済成長を持
続できると思います．しかし，医療・社会保障が「成
長牽引産業」化するとまでは考えにくく，筆者の知る
限り，その具体的根拠・推計を示した研究もありませ
ん．
以上は「新成長戦略」の「総論」レベルでの問題点
ですが，「各論」レベルではより大きな問題点があり
ます．それは「ライフイノベーションにおける国家戦
略プロジェクト」に含まれている医療改革の大半が，
「公的保険制度外」のものとされ，医療分野への市場
原理導入の呼び水になる危険が大きいことです．その
中心は，混合診療（保険診療と自由診療の混合）の拡
大，アジアの富裕層を対象にした「医療ツーリズム」
の拡大，公的制度外の健康関連サービスの拡大の三つ
です．
ただし，医療経済学的にみて，これらの改革の経済
成長効果はごく限定的であることも見落とせません．
混合診療の拡大は「先進医療」の一部に限定されてい
るため，それによる医療費増加はごくわずかです．
「医療ツーリズム」については，保険診療を中心とす
る日本の非営利病院が，富裕層対象の自由診療に特化
したタイやシンガポールなどの株式会社立病院に対抗
して，患者を新たに吸引するのはきわめて困難です．
公的制度外の健康関連サービスの育成は，厚生労働省
も 1980〜1990年代に試みたのですが，ほとんど失敗
しています．

おわりに

最後に，民主党政権の今後の医療政策を簡単に予測
します．はじめにで述べたように，7月の参議院議員
選挙後，民主党政権は参議院で過半数を割ったため，

今後の医療政策はきわめて流動的です．
今後，民主党政権が医療費増加の安定財源を確保で
きない場合には，財政危機を理由にして，民主党政権
が医療費抑制政策に転換する可能性は少なくありませ
んし，「新成長戦略」で萌芽的に現れているように，
小泉政権が一時試みて失敗した医療分野への市場原理
導入政策（新自由主義的改革）が部分的に復活する可
能性も否定できません．しかし，民主党と自由民主党
の医療政策が大枠では一致していることを考えると，
今後も，新自由主義的医療改革の全面実施等，医療制
度の「抜本改革」はなく，日本の医療制度の二つの柱
（国民皆保険制度と非営利医療機関主体の医療提供制
度）を維持した部分改革が続くことは確実です．
なお，筆者は，日本では，すべての政党が「国民皆
保険制度の維持」を主張している以上，公的医療費増
加の主財源は社会保険料の引き上げであり，それを公
費（たばこ税，所得・企業課税，消費税等の引き上
げ）で補完すべきと考えています．この点については，
拙著『医療改革と財源選択』で詳細に論じているので，
お読み下さい．

本稿は，2010年 9月 11, 12日に，中国・成都市で
開かれた第 6回社会保障国際論壇で発表した同名の報
告に加筆したものです．
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要　旨

地方における透析施設あるいは透析室の閉鎖・縮小
により，透析難民という問題が起きている．損益収支
シミュレーションにより，患者数 80人未満の小規模
透析施設は経営が成り立たない事が推測された．都会
の大規模透析施設の状況のみを根拠とした診療報酬点
数マイナス改定が続くと，小規模透析施設の経営はさ
らに悪化していくと考えられる．医師不足もこの傾向
に拍車をかけ，また大規模透析施設においても過重労
働の問題をきたしている．

はじめに

日本の厳しい財政状況が続く中で，度重なる診療報
酬点数のマイナス改定が行われ，その結果，深刻で広
範囲な医療崩壊が起きている．特に医療崩壊の傾向が
顕著な産科，小児科，外科，救急医療を立て直すため
の財源として，透析医療の診療報酬点数が整形外科や
眼科とともに下げられてきた．その結果，地方の公的
病院の透析室閉鎖・縮小や，民間透析施設の閉鎖が生
じている．特に，僻地や離島では透析医療提供の中止
を余儀なくされ，透析難民という言葉が生まれている．
診療報酬改定のたびに「エビデンスに基づく診療報
酬改定」の必要性が強調されている．日本透析医会

（日透医会と略）は，毎年の「透析医療費実態調査報
告」の結果1）や「透析医療におけるグランドデザイ
ン」2）を厚生労働省に示して，透析医療提供体制の崩
壊の可能性を訴えてきた．
次回の診療報酬改定に向け，透析医療において「透
析難民」，「不採算部門」ということがなぜ起こるのか
について検討し，透析医療施設が赤字にならない最小
の経営規模を把握しておく必要がある．

1　方　法

外来血液透析を行う医療施設の開業を想定した損益
計算書およびキャッシュフロー計算書シミュレーショ
ンをエクセルで作成し，患者数を変えることによって
収支がどう変化していくのかを調べた．

1）　単年度（当期）税引前利益およびキャッシュ 

フローと患者数との関係の把握
人工腎臓台数が 20台の透析施設において，初年度

患者数 10人からスタートし，患者数が 1年ごとに 10

人増加する条件で，患者数 80人を上限とするシミュ
レーションを行った．これに基づき，単年度税引前利
益が黒字となる年度の透析患者数，およびキャッシュ
フローが黒字となる年度の透析患者数を求めた．

［医 療 経 済］

小規模透析施設における危機
――　透析難民の発生　――

隈　博政＊1　太田圭洋＊2　山川智之＊3
＊1  くま腎クリニック　＊2  名古屋記念病院　＊3  白鷺病院

key words：透析医療，透析難民，不採算部門，収支シミュレーション，キャピタルコスト

The crisis in the small-scaled dialysis facilities―the occurrence of the dialysis refugee 
Kuma-Jin Clinic
Hiromasa Kuma
Nagoya Memorial Hospital
Yoshihiro Ohta 
Shirasagi Hospital
Tomoyuki Yamakawa



小規模透析施設における危機 399

2）　患者数増加がほとんど見込めない地域での 

損益収支シミュレーション
①　年間患者増加数が 2人の場合
スタート時患者数が 10人，20人，30人，40人，

50人，60人，70人の場合のシミュレーションを行い，
単年度税引前利益，キャッシュフロー，融資返済につ
いて検討した．
②　年間患者増加数が 0人の場合
スタート時患者数が 40人，50人，60人，70人の

場合のシミュレーションを行い，単年度税引前利益，
キャッシュフロー，融資返済について検討した．

3）　各項目の条件
①　患者数
各年度の収入を計算する場合のその年度の患者数は，
年間平均患者数を用いた．たとえば，ある年度開始時
の患者数が 10人で次年度開始時の患者数が 20人の場
合，その年度の患者数を 15人として計算した．
②　患者 1人当たりの収入
日透医会が毎年行っている「透析医療費実態調査」
の報告を基にした．「第 13回透析医療費実態調査報
告」1）によると，院外処方をしている病院・診療所の
請求平均が 38,636.9点であった．これを用いて，
386,369円/月/人とした．入院透析および一般外来の
収入は 0とした．
③　職員数
透析患者数（以後，患者と略）が 80人までは常勤

医師 1人とし，週 1日昼間および夜間透析はパート医
師を依頼する条件とした．医師 1人が週 5日（5クー
ル）を担当すると仮定して，パート医師の人数および
給与を計算した．
看護師は患者 8人につき 1人とした．またパート看
護師を患者 20人に 1人とし，臨床工学技士は患者数
30人に 1人とした．ただし，以下の方法で必要人員
数を補正した．患者数から計算した透析スタッフ必要
人数から，週および年間必要総労働時間を計算した．
1人の職員が 1日 8時間労働で週休 2日の場合，週 40

時間で年間 52週 2,080時間働くことになるが，有給
休暇 20日分を引くと，1,980時間となる．この補正で
生じた不足人数を看護師採用人数に加味した（表 1）．
このようにして補正した透析スタッフ数は，透析 1ク
ール単位で実際に必要なスタッフ人数を満たしていた．

患者数増加に伴ってあらかじめ透析スタッフの増員
を行い教育期間に充てるが，その補充スタッフ分の人
数は看護師長 1名と相殺した．
患者の要介護度によって，必要人員配置が変わって
くるが，特に離島や過疎地域では要介護・要支援の患
者が多いと考えられる．そこで，看護補助者は著者ら
の状況から患者 20人に 1人とした．
事務職員は，事務長が 1名，事務員が患者 30人に

1人とした．
④　給与費
医師給与は，医師不足対策に取り組んでいる尾鷲市
議会が市立尾鷲総合病院の 30〜40歳代医師の年間給
与を 1,814万円から 2,414万円に引き上げる方針であ
ることを参考に，2,414万円とした‡1）．
看護師，看護師パート，臨床工学技士，看護補助者，
事務職員の給与については，「病院賃金実態資料
（2010年版）」の「地域別にみた年間賃金の内訳（病
院計）」において，「政令指定都市および東京 23区」
を除いた「その他」の平均を参照した3）．
看護師は 1人目が経験年数 15年の 4,814,311円とし，

2人目以降は経験年数 5年の 3,854,445円を用いた．
看護師パートについては，准看護師経験年数 5年の
3,322,578円を用いた．臨床工学技士は 1人目が経験
年数 15年の 5,026,116円を，2人目以降を経験年数 5

年の 3,858,304円を用いた．
看護補助者は経験年数 5年の 2,668,067円を用いた．
事務長は大学卒で経験年数 15年の 5,269,132円，事
務員は短大/専門学校卒の経験年数 10年の 3,409,890

円を用いた．これは，透析医療の公費負担などの複雑
な背景を理解していないと医療事務が困難なためであ
る．
ここでは，ベースアップを 0として計算した．
⑤　福利厚生費（法定福利費と狭義の福利厚生費）
・法定福利費
法定福利費として，健康保険料，厚生年金保険料，

労災保険料，雇用保険料などがある．健康保険料は全
国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ），組合管
掌健康保険（組合健保），共済組合などで異なり，ま
た協会けんぽにおいても各都道府県別の保険料率とな
る．
そこで，全国健康保険協会（協会けんぽ）の平成

22年度の保険料率から北海道の 9.42％（全国平均
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9.34％）を用いた‡2）．このうちの 1/2が事業主負担と
なる．
その他の法定福利費（厚生年金保険料，労災保険料，
雇用保険料））は一定で，厚生年金保険料率は平成 22

年度において 16.258％であるが，毎年 0.354％ずつ引
き上げられ最終的に 18.3％となるので，将来予測と
いう観点から 18.3％を用いた‡3）．このうちの 1/2が
事業主負担となる．
労災保険料は，平成 22年度の労災保険率から「そ

の他の事業」における「その他の各種事業」の 0.45％
を用いた‡4）．
雇用保険料は，平成 22年度の雇用保険料率から

「一般の事業」の 1.55％を用いた‡5）．このうちの 0.95

％が事業主負担となる．
合計で法定福利費等は，人件費の 15.72％を計上し
た．
・狭義の福利厚生費
この中には，貸与制服，各種懇親会など，寮費，食
費における事業主負担分などが含まれ，職員 1人当た
り月 10,000円として計上した．
⑥　薬品費・材料費
薬品・材料費は TKC医業経営指標（平成 21年

分）4）を参考に，診療科別地域別一覧から血液透析科
の法人おける要約損益計算書の構成比を用い，全国平
均（欠損機関）の場合の医業収益の 25.2％とした．
⑦　水道光熱費
同様に，水道光熱費は医業収益の 2.1％を計上し

た4）．
⑧　キャピタル・コスト
キャピタルコストとは，「リース料」＋「修繕費」＋

「地代家賃」＋「減価償却費」＋「借入金利息（設備投資
にかかるものに限る）」であるが，以下の条件とした．
・設備投資の内訳および減価償却
土地取得価額を 5,000万円とし，医院用建物を

10,000万円（耐用年数 39年，償却率 0.026定額法），
建物附属設備を 5,000万円（耐用年数 15年，償却率
0.167定率法）とした．
・上記の設備投資に対する借入金
借入金額 20,000万円とし，借入期間を 10年，利率
を 2％で返済方法を元利均等返済とした．
・リース料
透析医療では，逆浸透装置や透析用剤溶解装置，多

人数用透析液供給装置，透析用監視装置など高額な医
療機器が多数必要であり，医療機器の初期投資に多額
を要する．
今回，透析用監視装置いわゆる人工腎臓台数を 20

台として，透析医療機器に係る費用を総額 4,500万円
と設定し，X線装置，超音波検査，心電図などの検査
用機器やその他の装置を 3,500万円とし，合計 8,000

万円をリースとした．リース期間 5年，リース料率
1.88％で年額 18,048,000円となる．
⑨　法人税等
組織形態を一人医療法人として，「法人税等」の法

定実効税率を計上した．法定実効税率＝〔法人税率×
（1＋住民税率）＋事業税率〕÷（1＋事業税率）という数
式で表示される．法人税等については，法人税率を
30％，法人住民税率を 17.3％（道府県民税 5％，市町
村民税 12.37％），事業税率を 0％とした標準税率によ
る法人税実効税率 35.19％を使用した‡6, ‡7）．
法人税等については，欠損金がある場合には，青色
申告による欠損金の繰越控除を行うこととした．
⑩　その他の経費
「その他の経費」は TKC医業経営指標（平成 21年
分）4）を参考に，法人・血液透析科の全国平均（欠損
機関）における，医業収益に対する構成比を用い，上
述した項目以外を合計した．「給食材料仕入れ高」0.8

％，「委託費」4.6％，「退職金」0.3％，「消耗品費」
0.9％，「修繕費」0.4％，「広告宣伝費」0.3％，「接待
交際費」0.6％，「研究研修費」0.2％，「その他」6.4％
で，合計 8.1％となった．

2　結　果

1）　単年度（当期）税引前純利益および単年度 

キャッシュフローと患者数との関係の把握
初年度患者数 10人からスタートし，患者数が 1年

ごとに 10人増加する条件で，患者数 80人を上限とす
るシミュレーションにおいて，単年度税引前利益が黒
字となったのは，患者数が 70人から 80人となる第 7

年度以降においてであった（表 2）．
単年度キャッシュフローは，患者数 80人の第 7年

度まではマイナスであり，第 10年度においての差引
過不足は約 2億 4,000万円であった．
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2）　患者数増加がほとんど見込めない地域での 

収支シミュレーション
①　年間患者増加数が 2人の場合
患者数が 10人，20人，30人からスタートしたいず
れにおいても，単年度税引前純利益，キャッシュフロ
ー（単年度，差引過不足）ともにマイナスであった．
患者数が 40人からスタートした場合，患者数 56人か
ら 58人となる第 9年度において税引前純利益が黒字
となるが，単年度キャッシュフローは第 10年度でも
プラスとはならず，差引過不足は約マイナス 3億
2,600万円とマイナスが増大している（表 3）．患者数
が 50人，60人からスタートした場合でも，第 10年
度の差引過不足はマイナスである（表 4,�5）．患者数
が 70人からスタートした場合，単年度税引前純利益
は第 2年度から黒字となり，単年度キャッシュフロー
は第 4年度からプラスとなるが，第 10年度の差引過
不足は約マイナス 1億 6,600万円である（表 6）．
②　年間患者増加数が 0人の場合
患者数が 60人からスタートして，第 2年度から税

引前純利益が黒字となるが，単年度キャッシュフロー
および差引過不足はほとんどの年度でマイナスであり，
第 10年度においての差引過不足は約マイナス 9,500

万円であった（表 7）．患者数が 70人からスタートし
た場合，第 5年度から税引前純利益は黒字となるが，
単年度キャッシュフローは 10年間マイナスが続き，
第 10年度においての差引過不足は約マイナス 1億
5,300万円であった（表 8）．
表 7と表 8を比較すると，患者数 60人の場合より

も患者数が多い 70人の場合のほうが収益性が悪い．
これは夜間透析に要するコストが影響している．

3　考　察

慢性透析患者数は毎年増加し，患者の多くは 65歳
以上の高齢者で，かつ糖尿病性腎症からの導入が多く，
複数のしかも重症の合併症を抱えている例や要介護者
が増えている．加えて，透析医療を担う医師・看護師
不足や診療報酬改定の相次ぐマイナス改定は，透析医
療提供体制に様々な問題を起こしている．
地域により透析室あるいは透析施設の休止・廃止や，
夜間透析の中止・縮小が起こり，その結果，透析施設
を探し回らなければならない「透析難民」の発生が問
題になっている．特に，へき地や離島では医師や看護

師がなかなか集まらないうえに，地域医療の核となる
社会保険病院などの公立・公的病院が，独立行政法人
に移行して独立採算性を求められていることも，この
傾向に拍車をかけている．

1例をあげると，2007年に財政再建団体に指定され
た夕張市（北海道）では，市立総合病院が公設民営の
市立診療所に移行したが，透析外来を廃止し，患者は
隣町の病院への通院を余儀なくされている．さらに，
2009年 3月 23日の毎日新聞のホームページ上に，北
陸（福井県）の透析難民に関しての記事が出た．タイ
トルは「地方で深刻，透析難民」，「医師，看護師ら不
足」とある‡8）．
全国腎臓病協議会（全腎協と略）が 2007年 3月に
行った「透析医療を中止する病院に関する調査」
（2006年 1年間の実状）の結果，多くの透析施設ある
いは透析部門の廃止・縮小が認められた．また「夜間
透析」を中止あるいは縮小する施設も認められた5）．
その資料内容を基に休・廃止の理由を表にまとめてみ
た（表 9-1, 9-2）．透析施設・透析室の休・廃止の理
由に「医師・スタッフ不足」（12施設），「経営的理由」 
（6施設）があげられている．また「その他・記載無
し」（22施設）は，患者会に説明しにくい「経営的理
由」の可能性が高いと推察される．2007年度以降に
休・廃止予定も 17施設あり，その理由も「医師不
足」と「その他・記載無し」がそれぞれ 9施設と 8施
設であり，これからも「医師不足」と「経営的理由」
が大きな理由と考えられる．
その現状を憂慮した日透医会の調査では，2005年

12月から 2009年 6月の間に，公立 15，私立 102の計
117病・医院で透析施設または透析室閉鎖があった5）

（表 10）．
山㟢6）は，その原因として，①派遣医師の不足によ
り，公的病院の透析室の閉鎖や縮小が続いている，②
民間透析施設の閉鎖が続いている（後継者の不足，経
営の困難さ（透析施設の倒産が地方新聞で報道されて
いる）），③スタッフ数の相対的減少，をあげている．
また，経営の困難さについても，2000年代に入っ
て年間約 1.5％の透析医療診療報酬引き下げが続いて
おり，今後，仮に年間約 1.0％ずつ低下した場合，10

年後には透析部門の収益は，大幅な赤字を呈している
ことになる，と警鐘を鳴らしている（図 1）．
透析施設の規模の年次推移を，日本透析医学会施設
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表 9-1　2006 年度に廃止・休止・縮小した医療機関

施設数
理　由

医師不足 スタッフ不足 経営的理由 その他・記載無し

透析施設・透析
室の休・廃止

16 　4 2 2 　8

夜間透析の休・
廃止 ･縮小

24 　6 2† ４ 14

合　計 40 10 4 6 22

†　重複回答有り．（2007年 3月，全国腎臓病協議会の調査による）

表 9-2　2007 年度以降に休・廃止予定の医療機関

施設数
理　由

医師不足 スタッフ不足 経営的理由 その他・記載無し

透析施設・透析
室の休・廃止

13 9 ― ― 4

夜間透析の休・
廃止 ･縮小

　4 ― ― ― 4

合　計 17 9 ― ― 8

（2007年 3月，全国腎臓病協議会の調査による）

表 10　透析施設または透析室閉鎖の実態

病　院 診療所 合　計

公　立 13 　2 　15
私　立 36 66 102

合　計 49 68 117

調査対象期間：2005. 12〜2009. 06（日本透析医会調査）

図 1　透析医療の将来像イメージ（連結型病院を含む）
 （文献 6より）
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会員名簿の同時透析数（人工腎臓台数とほぼ同じと考
えられる）からみると，同時透析数 20以下の小規模
施設は減少傾向にあり，同時透析数 21〜40や同時透
析数 41〜60の中規模施設が増加傾向であり，同時透
析数 61以上の大規模施設は横ばい傾向である（図 2）．
このことは，患者数増加による人工腎臓台数増加を
反映している一面もあるが，小規模透析施設が多い地
方における医師不足や，度重なる透析診療報酬のマイ
ナス改定による小規模透析施設の経営の困難さが，小
規模透析施設の休・廃止や統廃合をもたらしていると
考えられる．
上述のように，今回の収支シミュレーションも人工
腎臓台数 20台で検討したが，その結果，概ね透析患
者 80人未満の透析施設の経営は困難と考えられる．
また，表 7と表 8を比較してわかるように，夜間透
析に要するコストが大きいため，そのシフト運営に見
合うだけの夜間透析患者数がいなければ，赤字部分と
なる．地方において，夜間透析廃止が進んでいること
の原因は，少人数の患者の夜間透析を維持できなくな
った経済的理由と考えられた．
さらに，キャピタルコストが回収できる，つまり借
入金の返済が完了し，かつキャッシュフローの差引過
不足がプラスとならなければ，高額な医療機器のほぼ
10年ごとの買い換えを行うことは不可能に近い．こ
のことを考慮に入れれば，80人以上の患者がいる透

析施設でないと消滅の危機にあるといえる．
過疎地の透析医療提供体制を確保する対策としては，
北海道では 2009年 4月 1日の北海道告示第 10374-8
号において，人工腎臓装置不足地域設備整備事業とし
て，「人工腎臓装置不足地域に人工腎臓装置を整備し，
透析医療の地域格差の解消を図り，もって医療の確保
を図るため，予算の範囲内で補助する．（北海道知事
が適当と認める者に，人工腎臓装置購入費の 3分の 1

以内）」と発表した‡9）．このようなキャピタルコスト
への公的補助が必要なレベルまで，透析医療の診療報
酬点数が追い込まれている，といえる．
一方で，「透析医療は利益率が高い」という誤解も

いまだに存在している．平成 20年 7月 10日に「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）」が開催され，「平成 20年度医療機関の部門
別収支に関する調査報告（案）」が発表された‡10）．こ
の PDF全体版の 31頁に，透析部門の医業収益から医
業費用を引いた収支差額を医業収益の 27％としてい
た．これは，われわれの実感とも今回のシミュレーシ
ョンとも大きくずれている．
その原因は，調査方法が診療報酬請求書（レセプ
ト）でなされたので，外来透析医療にかかる医療材
料・薬剤費が包括点数となっているため経費計上され
なかったこと，検査費が慢性透析患者外来医学管理料
に包括されているため経費計上されなかったことがあ
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図 2　規模（同時透析数）別の透析施設数の動向（2004 年～2009 年）
（八田氏資料，日本透析医学会「日本透析医学会施設会員名簿」より集計）
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げられる．特に高額な薬剤（EPO，透析液，抗凝固薬
等）が経費計上されていない事の影響は大きい．また，
調査対象病院が，ここで問題にする僻地や離島とは異
なる大規模病院（DPC対象病院と DPC準備病院）で
あったこと，大規模病院の忙しすぎる勤務医の人件費
が，透析室に滞在する時間で按分されて過小評価され
ている可能性があること，なども原因として考えられ
る．
この「透析医療は利益率が高い」という誤解を生む
ような間違った調査結果が堂々と中医協での資料とさ
れたこと，そして「選択と集中」という観点から産科，
小児科，救急医療を救う財源として透析医療が扱われ
ることは，きわめて問題が多い．この「選択と集中」
という手法で，他からの財源の確保がない改定の仕方
は，次の他科の医療崩壊を来す．実際に「透析難民」
という形で透析医療の崩壊が始まっていると考える．
今後の診療報酬改定によっては，損益分岐点となる患
者数がますます引き上がると予測され，小規模（患者
数 80人未満程度）の透析施設が不採算となり，福井
県のような「透析難民」の例が増えていく恐れがある．
一方，透析部門が黒字の大規模透析施設でも問題を
抱えている．患者増からみた透析医の相対的減少が，
結果として医師の過重労働をきたし，後継者が事業承
継しないケースも見られている．また，都会の総合病
院の例であるが，2009年 12月 3日，長妻厚生労働大
臣が東京女子医大，河北総合病院を視察した．そのさ
いに，河北総合病院は，「現在，本院・分院の赤字を，
リハビリ，透析，健診などで補い，法人全体で何とか
経常収支が黒字になっている状況」と経営の厳しさを
訴えた，とのことである．
診療報酬改定にさいし，黒字部門の透析の診療報酬
点数を下げて，急性期医療，救急医療に手厚くするこ
とは，右のポケットから左のポケットへお金を動かす
だけの操作にすぎず，全体としての経営状態が改善す
るわけではない．配分の見直しでは医療崩壊を止める
ことはできない．黒字部門の診療報酬点数を下げず，
かつ赤字部門の診療報酬点数を上げることでしか，経
営状態は改善しない．

おわりに

都会の大規模な透析施設は過重労働による黒字でど
うにか経営を保っているが，地方の僻地や離島では採

算性が悪いことから透析室あるいは施設の廃止・縮小
が起こっている．小規模透析施設が生き残れるような
対応を，厚生労働省に切にお願いしたい．
なお，資料を提供していただいた全腎協，JMSの
八田正人氏，用語の解説やエクセル計算表作成に協力
していただいた税理士法人福岡中央会計の吉高龍彦氏，
隈和宏氏，橋本博治氏，協和発酵キリン（株）の紋谷
賢二氏，充寛労務管理事務所の隈充寛氏に厚く御礼申
し上げる．
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要　旨

平成 22年 6月 19日，クオリティホテル神戸におい
て，第 11回災害情報ネットワーク会議が 58名の出席
を得て開催され，各支部からの年次報告や，情報ネッ
トワーク本部から平成 21年度活動報告と平成 22年度
の活動計画報告などが行われた．9月 1日には，第 11

回災害時情報伝達訓練が実施され，40都道府県 1,180

施設が参加した．参加地域は昨年より 4減したものの，
参加数は過去最高となった．

はじめに

平成 22年は世界的に自然災害が頻発する年となっ
た．ハイチ（1月：M 7.0の地震），チリ（2月：M 8.6

の大地震），フランス（3月：暴風雨が欧州西部直撃），
トルコ（3月：東部でM 6.0の地震），ブラジル（4

月：リオデジャネイロ州で集中豪雨），メキシコ（4

月：北西部でM 7.2の地震），中国（4月：青海省で
M 7.1の地震，6月：長江流域で豪雨被害，8月：甘
粛省で土石流被害），バングラデシュ・ミャンマー（6

月：豪雨被害），インドネシア（6月：M 7.3の地震），
パキスタン（8月：豪雨，洪水）など多くの人的被害
を出している．日本国内においても，昨年と同様，各
地で豪雨水害が発生している．
本稿では，第 11回災害情報ネットワーク会議と災

害情報伝達訓練の結果について報告する．

1　第 11 回災害情報ネットワーク会議報告

会議は第 55回日本透析医学会学術集会会期中の平
成 22年 6月 19日 18時 30分より，クオリティホテル
神戸 2階バレンシアにおいて，表 1に示すプログラ
ムにより開催された．表 2に出席者（58名）を示す．

1）　特別講演
「千葉県透析医会における新型インフルエンザ
（H1N1型）への対応」と題して，行政と千葉県透析
医会との連携体制構築を中心に，河野孝史先生よりご
講演をいただいた．

［医療安全対策］

第 11 回災害情報ネットワーク会議 
および情報伝達訓練実施報告

武田稔男＊1　吉田豊彦＊1　森上辰哉＊2　申　曽洙＊3　山川智之＊3　杉崎弘章＊4
key words：災害，ネットワーク，情報伝達，情報共有，訓練

＊1  日本透析医会災害時透析医療対策部会災害情報ネット本部　＊2  災害情報ネット副本部　＊3  災害時透析医療対策部会　
＊4  医療安全対策委員会

表 1　第 11 回災害情報ネットワーク会議プログラム

司　会　　災害時透析医療対策部会 会長　申　　曽洙
開　会　　医療安全対策委員会 委員長　杉崎　弘章
挨　拶　　透析医会 会長　山﨑　親雄
　　　　　日本透析医学会総務委員会 委員長　水口　　潤
Ⅰ特別講演
　・「千葉県透析医会における新型インフルエンザ 
（H1N1型）への対応」 千葉県透析医会　河野　孝史

Ⅱ報告事項
　・支部活動報告 支部代表者
　・災害時医療支援船事業 赤塚東司雄
　・平成 21年度活動報告 武田　稔男
Ⅲ協議事項・その他
　・平成 22年度活動計画 武田　稔男
　・第 11回情報伝達訓練実施について 森上　辰哉
　・その他
閉　会　　災害時透析医療対策部会 副会長　山川　智之

（敬称略）
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表 2　第 11 回災害情報ネットワーク会議出席者

都道
府県 医　師 施設名 臨床工学

技士・他 施設名

北海道 戸澤修平 クリニック 198札幌

青森 八代　壇 村上新町病院

岩手 岩渕國人 奥州病院

宮城 宮崎真理子 仙台社会保険病院 槇　昭弘 仙台社会保険病院

福島 入谷隆一 太田西ノ内病院

栃木 奥田康輔 奥田クリニック 新井美明 奥田クリニック

千葉 吉田豊彦 みはま病院 江村宗郎 東葛クリニック病院
河野孝史 みはま病院 内野順司 みはま病院

武田稔男 みはま病院

東京 杉崎弘章 八王子東町クリニック 金子岩和 東京女子医大
山田　明 杏林大学 和氣政志 府中腎クリニック

富永正志 南大沢パオレ腎クリニック

新潟 鈴木正司 信楽園病院
成田一衛 新潟大学第二内科

富山 三川正人 三川クリニック 笹山真一 黒部市民病院
水上雅子 三川クリニック

山梨 鈴木斐庫人 すずきネフロクリニック

長野 山下雅弘 相澤病院

静岡 菅野寛也 菅野医院分院 宇賀田富夫 菅野医院分院

愛知 山﨑親雄 増子クリニック昴 重松恭一 増子記念病院
太田圭洋 名古屋記念病院

滋賀 井上一生 社会保険滋賀病院

京都 今田直樹 西陣病院

大阪 山川智之 白鷺病院

兵庫 申　曽洙 元町 HDクリニック 森上辰哉 元町 HDクリニック
斉藤雅文 斉藤内科クリニック
関田憲一 服部病院
赤塚東司雄 赤塚クリニック

和歌山 根木茂雄 和歌山県立医科大学 植木隼人 児玉病院

島根 竹田敏伸 おおつかクリニック

岡山 草野　功 福島内科医院 中尾憲一 西崎内科医院
西崎哲一 西崎内科医院
笛木久雄 笛木内科医院

広島 大木美幸 土谷総合病院
宮本照彦 中央内科クリニック

徳島 広瀬大輔 川島病院

香川 小野茂男 海部医院

福岡 隈　博政 くま腎クリニック 本田裕之 小倉第一病院
道永　功 むらやま泌尿器科クリニック

熊本 上木原宗一 熊本赤十字病院 下條隆史 熊本県臨床工学技士会

大分 大石義英 アルメイダ病院

鹿児島 上山達典 上山病院
前田　忠 前田内科クリニック

事務局 水本　進

平成 22年 6月 19日
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2）　報告事項
①各支部の主な年次報告
今回の会議から，各支部委員の自己紹介は省略して，
支部代表から簡単な活動報告を行った．また詳細な活
動報告は事前に提出いただき，会議資料として配布し
た（別紙 1：平成 21年度　各支部での災害活動報告）．
以下に各支部代表者からの活動報告の要旨を記す．
北海道：札幌透析医会で，どの程度インフルエンザの
患者がいるかを調べて会員に報告した．

岩手：岩手医大の泌尿器が中心となってネットワーク
を作る動きが去年あり，今年草案ができる予定で
ある．

宮城：昨年夏に，東北腎不全研究会の特別企画として，
東北地方における災害対策の現状の問題点という
セッションを設けて，東北 7県に新潟県を加えた
8県でディスカッションを行った．昨年度は
MCA無線を使っての伝達訓練を 2度行った．内
容は，県内を 6ブロックに分けて，各ブロック内
に一次病院，二次病院という中心的役割をする病
院を作り，そこに情報を集めて，最終的に県全体
の中核病院にそれを報告した．今年度は，県の医
師会も参加した伝達訓練を考えている．なお，
MCA無線は医師会から配布されている．

栃木：災害ネットワークの伝達訓練を 9月 1日に実施
し，59施設中 41施設の参加を得た．災害ネット
ワークの新しいシステムに伴う施設の登録の状況
は，59施設中 53施設である．携帯電話への PC

からの発信のときに，フィルタリングがかかって
いて届かないという先生方もいるので，お知らせ
をしたほうがよいと思う．

東京（区部）：昨年，三多摩腎疾患治療医会と合同で
情報伝達訓練を行った．東京都はブロックに分か
れているが，ブロック長が中心になって透析患者
の災害対策マニュアル作りを進めている．

東京（三多摩）：三多摩腎疾患治療医会では，新型イ
ンフルエンザが発生してから感染症対策委員会を
作り，患者の発生状況をメールで委員長宛てに報
告した．多摩地区は五つのブロックに分かれてい
るが，その五つのブロックそれぞれの中で集まっ
て，患者が発生した場合にどのように協力し合う
かを話し合った．

富山：念願の施設が 100％加入したネットワークを構

築した．基幹病院の砺波総合病院，富山市民病院，
黒部市民病院の CEの方にお願いして，持ち回り
で中央との間の取り持ちをしている．新型インフ
ルエンザについては，各施設にネットワークを通
じて情報の公開と制限について指針を出した．講
演会を例年行っている．また地元の各施設の活動
状況も発表いただいた．腎友会にも，今回ネット
ワークを作ったことを報告し，安心していただい
た．昨年 9月には伝達の練習を行った．43施設
中 39施設から参加があった．情報登録数は 114

件で，一施設当たり平均で 2.7回の登録だった．
その後，訓練についてアンケート調査をした．
30%の回収率だったが，84%の方が有用，使いや
すいという結果を得た．

長野：災害情報伝達訓練を行い，医会に入っていない
2施設を除く全施設の登録が確認され，これで施
設間の連絡は構築できたと思っている．毎年，反
省会で出るが，長野県は山に囲まれているので，
実際に災害が起こったときに交通の便が途絶えて
しまう．施設と施設を情報でつなぐことはできた
が，その次の，施設と患者をどのようにつなげば
よいのかということを，県の行政と連絡を取り合
いながら少しずつ詰めていっている．施設と患者
をつなぐ良い方法があればご教示いただきたい．

滋賀：琵琶湖を取り巻いて七つの医療圏があり，それ
ぞれに基幹病院を置いている．昨年は，社会保険
滋賀病院とその基幹病院七つで，琵琶湖災害時透
析ネットワークを用いた情報伝達訓練を行った．
今年は基幹病院とほかの病院をネットワークでつ
ないで，情報伝達訓練を行う予定．

兵庫：昨年度は二つ大きな活動を行った．一つは，日
本透析医会が 3年間にわたって推し進めてきた災
害時医療支援船構想を引き継ぐかたちで，昨年度
から神戸大学海事科学部と共同して活動を進めて
いる．もう一つは，新型インフルエンザの対応で
ある．新型インフルエンザに関しては，メーリン
グリストが非常に有用であった（別紙 2）．特に
感染症指定医療機関である公的な病院の透析医の
先生方が，現在の発症状況，救急外来の状況，入
院ベッドの状況，透析室の状況などの情報を随時
アップして，それを皆で共有できたことで，透析
医一人ひとりが状況を把握できたことが非常に大
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きかった．そのあと，8月にまた兵庫県から透析
患者の死亡例が出た．そのときも緊急に委員会を
開いて，その主治医からも症例や状況を報告をい
ただき，それをメーリングリストで全会員に情報
提供した．

和歌山：県の医務課が安心メールというものを立ち上
げていて，患者の希望があったら入力をして更新
している．このシステムは，各患者の入力，変更，
削除を各透析病院が主になって行っていて，患者
数も半分以上登録されている．加えて県の医務課
が日本透析医会の支援船と連携して，災害のとき
の連携も取っている．

岡山：2004年から中国 5県は，5県連合で地域密着型
の独自の災害情報ネットワークを設置している．
これは一番災害の少ない岡山県に 5県の総合災害
対策本部を置いて，各県からの情報がホームペー
ジを通じて入ってくることになっている．この情
報は，どの県からでもその県の情報を見ることが
できるという優れものである．一旦災害が起こっ
た場合には，この 5県連合のかたちで，どこの県
境もなく集中的に災害の起こった県の支援ができ
るという体制が整っている．昨年から中国 5県全
県で透析関連企業がこの防災訓練に参加して情報
を送ってくれるというかたちが整い，昨年の防災
訓練でも各企業から多くの支援，協力の内容のア
クセスがあった．それから，すでに中国 5県では
透析施設，透析関連企業，患者会，透析患者三位
一体型の情報収集の体制が整っている．まだ患者
の参加率が低いが，患者会を通じて徐々に教育し
ながら参加率を高めていきたい．

徳島：昨年，災害情報ネットワークを構築した．約 3

分の 2の施設の方が登録した．昨年の通信訓練で
は約 8割の返信があった．今年も 9月 1日に昨年
同様，通信訓練を実施したい．

香川：昨年は笛木先生にご講演いただいた．臨床工学
技士会のレベルで，災害情報のメーリングリスト
を作ったが，技士会に入っていない透析施設があ
り，約 8割の加入にとどまっている．インフルエ
ンザに対しては，香川県は 3ブロックに分けて，
基幹病院で何とか対応して，対応しきれなかった
ら隣のブロックへ患者を輸送するということにな
っている．また，個人の開業医の先生がインフル

エンザにかかったときは，香川県透析医会の中で
先生を派遣することになっている．

福岡：福岡県透析医会は日本透析医会の情報ネットワ
ークサーバーを使って災害訓練を行い，112施設
中 70施設が参加した．災害情報ネットワークの
サーバーに，福岡県透析医会のホームページを作
ったが，なかなか利用がなかった．そこで掲示板
と回覧板とメーリングの中身を透析医会の理事が
勉強して，日常活動に使おうということで動き始
めた．

熊本：昨年，熊本県透析施設協議会は独自のホームペ
ージを作成し，透析医会の災害ネットワークに直
接，ワンクリックで行けるようにリンクを張った．
またその報告も兼ねて，毎年 8月の最終週に災害
対策セミナーを，患者会も含め透析施設協議会で
行っている．昨年 9月の災害訓練では，県内の透
析施設 85施設中 70施設以上が参加した．今後の
予定としては，熊本県の中心部でセミナーが多く
開催されているので，それを各地方で直接セミナ
ーを行って，災害対策を深めていきたい．

大分：災害情報ネットワークに関しては，技士会のメ
ーリングリストを通じて参加者を募っている．臨
床工学技士会では，災害の対策委員会を作り，マ
ニュアル等の作成に取り掛かっている．今後，透
析医会の先生と連絡を密にとり，協力したい．

鹿児島：災害時情報伝達訓練については，第 8回まで
は参加施設が多くなかったが，その後参加施設が
増えてきた．昨年は，参加当日まで複数回の連絡
を行い，訓練に参加するように言ったのが功を奏
した．平成 21年度は台風銀座である鹿児島には
台風があまり来なかった．また地震，水害等の災
害もなかったために特に災害時の情報活動は行っ
ていない．インフルエンザに対しては，鹿児島県
医師会あるいは行政との合同会議を行い対応した．
今，桜島の活動が非常に活発になっていて，頻回
に噴火している．これがどうなるか，一番不気味
な感じでいる．そのほかに，平成 22年 3月には
赤塚先生に講演いただいた．災害時情報収集施設
の責任者を明確にして，災害時の連絡体制の確認
を行うなど，鹿児島県透析施設災害対策マニュア
ルを新しく改訂した．また，平成 21年 10月には
災害時透析医療情報共有システムの設定を完了し
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ている．今年度は 7月に鹿児島県透析医会総会が
行われるので，そこで周知を徹底して，会員施設
の登録を推進したいと考えている．また災害時優
先携帯電話も現在，話を進めている．

②　災害時医療支援船事業
赤塚東司雄先生より，兵庫県透析医会が，神戸大学
海事科学部，兵庫県臨床工学技士会，兵庫透析従事者
研究会とともに実施した，「災害時医療支援船西日本
プロジェクト 2009年度」について活動報告があった．

③　平成 21年度活動報告
a）　災害時情報伝達活動
平成 21年度は以下の情報伝達活動を行った．
・平成 21年 7月，中国・九州北部豪雨（7月 22〜

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）
・静岡県伊東市で震度 5弱の地震（12月 17・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）
・福島県楢

なら

葉
は

町で震度 5弱の地震（3月 14日）
b）　情報伝達訓練
平成 21年 9月 1日（火）に第 10回全国災害時情報
伝達訓練を行い，44地域，1,151施設のご参加をいた
だいた．参加地域，参加数ともに過去最高となった．
今回の訓練は，昨年 1月から使用を開始した携帯電
話対応の新システムでの初めての訓練であった．訓練
でわかった問題点を以下に示す．
・ 13 : 00〜13 : 19の間，本ホームページとの通信が
不安定な状態が発生した．該当時間において，当
ネットワーク以外のユーザーによる大量の通信が
発生し，共用ファイアウォールが高負荷な状態に
なったためであることがわかった（対応依頼）．
・衛星携帯電話の通話訓練では，本部，副本部を含
む 11施設が参加した．電波の状態が安定せず，
音声が聞き取りにくい現象や，通話途中で通信が
切れるなどの現象も確認された．電子メール通信

訓練は 9施設が参加した．このうち 1施設におい
て，衛星携帯電話メーカーの初期設定不備により
電子メールが送信できない状態にあることがわか
った．翌日，メーカーによる設定後にメール送信
を実施した．
本訓練の結果を参加施設に郵送するとともに，日本
透析医会雑誌（Vol. 24，No. 3，pp. 341〜348，2009）
に報告した．

c）　災害情報ネット専用サーバーの更新・管理
平成 22年 6月現在，災害情報ネット専用サーバー

は，本部・副本部各 1および 19支部，そのほかのシ
ステムと合わせると全部で 33の災害情報伝達システ
ムが運用されている．

d）　危機管理メーリングリストの運用
平成 22年 6月 9日現在，医会会員とその所属する

施設で，災害対策に関わっている者が参加する「災害
情報ネットワークメーリングリスト」へは 652アドレ
ス，関係団体の災害対策担当者，および行政関係の
腎・透析医療の担当者をメンバーとする「透析医療災
害対策メーリングリスト」へは 132アドレスが，それ
ぞれ登録されている．

3）　協議事項・その他
平成 22 年度の活動計画として，特に災害情報ネッ

ト専用サーバーの移設と，緊急地震速報との連動へ向
けた活動を中心に実施する予定であることを報告し，
以下の項目について承認を得た．
・災害時情報伝達活動
・第 11回情報伝達訓練
・新災害情報ネット専用サーバーの利用拡大，移
設・更新・管理
専用サーバーの移設について：昨年の情報伝達訓
練中，当ネットワークホームページへのアクセス
が不安定な状態になった．ほかにも 2009年 9月
5日，10月 23日，2010年 1月 10日などに，ア
クセスが不安定な状態が発生していた．専用サー
バーのレンタル先を別の会社に移して，このよう
な問題をなくしたい．
緊急地震速報との連動について：情報本部では，
地震発生をメールサービスやニュース速報などで
確知している．しかし，地震発生時にインターネ
ットができるパソコンが近くにない場合や，夜間
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睡眠時等，地震発生を知ることができない場合が
ある．近年，気象庁から緊急地震速報が配信され
るようになった．この緊急地震速報から確定した
震度のデータを，透析医会の災害情報ネットワー
クシステムと連動するシステムを開発したい．こ
れにより，地震発生地域支部の登録メンバーに自
動で情報収集のためのメールを配信することがで
き，担当者の負担も軽減できると考えられる．
・メーリングリストの拡充と運用
・電子国土の利用推進
・災害情報ネットワーク連絡先名簿，関係業者名簿
の更新，施設名簿の作成等
・他組織との連携手段開発
・その他

以上，平成 22年 6月 19日に実施された，第 11回
災害情報ネットワーク会議について報告した．

2　第 11 回災害時情報伝達訓練結果報告

1）　第 11回災害時情報伝達目的
・地域における災害対策の拡充 

・地域情報ネットワーク・新しい地域情報システム
の周知拡大
・衛星携帯電話による通信訓練

2）　方法
・日時：平成 22年 9月 1日　水曜日　10 : 00〜23 : 00

・地域における情報伝達網を活用して，地域情報伝
達用ホームページまたは本部ホームページ
（http://www.saigai-touseki.net/）に施設情報を登
録していただいた．
・訓練にあたっては，各支部において策定した訓練
のシナリオに従った情報，または各施設で任意に
想定した情報を送信していただいた．
・参加対象施設は，透析医会会員，非会員を問わず
すべての透析施設とし，訓練日時以外の情報送信
も受け付けることとした．
・イリジウム衛星携帯電話が配備されている施設の
各担当者は，15時から 17時の間に，本部携帯お
よび副本部一般電話との通話を行った．
・イリジウム衛星携帯電話が配備されている施設の
各担当者は，10時から 23時の間に，情報本部

（info-center@saigai-touseki.net）宛に電子メール
送信を行った．

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

ジ（副本部も含む）への参加が 1,044，8月 31日実施
の中国地区 5県のシステムや石川県・その他地域のシ
ステムへの参加が 165，重複参加が 29施設，合計 40

地域，1,180施設に参加いただいた．参加地域は昨年
より 4県減少したものの，参加数は過去最高となった
（表 3，4）．

②　新サーバーの動作
今回の訓練は，本年 8月から使用を開始した新サー
バーで行った．昨年のような通信が不安定になること
はなく，情報の表示もスムーズだった．

③　衛星携帯電話による通信訓練
2005〜2008年に実施された，日本財団助成事業「災
害時医療支援船事業」により，イリジウム衛星携帯電
話が 16台配備されている．今回の訓練では，この衛

表 4　訓練参加数の推移

参加都道
府県数

参加
施設数

第 1回（2000年 7月 7日実施） 18      99
第 2回（2001年 7月 6日実施） 23    190
第 3回（2002年 9月 3日実施） 19    131
第 4回（2003年 9月 3日実施） 25    275
第 5回（2004年 9月 2日実施） 28    488
第 6回（2005年 9月 1日実施） 29    614
第 7回（2006年 8月 31日実施） 35    601
第 8回（2007年 9月 4日実施） 32    743
第 9回（2008年 9月 2日実施） 41    902
第 10回（2009年 9月 1日実施） 42 1,151
第 11回（2010年 9月 1日実施） 40 1,180

表 3　参加施設数

北海道＝  6　青森＝  18　岩手＝  1　宮城＝  8　福島　＝26
茨城　＝17　栃木＝  39　埼玉＝  5　千葉＝93　東京　＝98
神奈川＝59　新潟＝    5　富山＝37　石川＝20　山梨　＝29
長野　＝56　静岡＝  27　愛知＝80　三重＝  3　滋賀　＝  1
京都　＝  3　大阪＝101　兵庫＝42　奈良＝  3　和歌山＝  4
鳥取　＝11　島根＝    8　岡山＝62　広島＝25　山口　＝18
徳島　＝23　香川＝    5　愛媛＝  1　高知＝35　福岡　＝70
長崎　＝12　熊本＝  91　大分＝  3　宮崎＝  1　鹿児島＝34
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星携帯電話が配備されている施設の各担当者から，災
害情報ネットワーク本部携帯および副本部一般電話と
の通話と，info-center@saigai-touseki.net宛に電子メ
ール送信を行った．
通話訓練には，本部へ 10施設，副本部へ 8施設が

発信した．このうち 3件で，電波の状態が安定せず音
声が聞き取り難い現象や，通話途中で切れるなどの現
象が確認された．電子メール通信訓練には 11施設が
参加した．イリジウム衛星携帯電話は，電子メールに
使用できる文字が英数字に限られることや，通話の受
信同様，メール受信のために屋外にでなければいけな
いなどの課題がある．また，衛星携帯電話は，一般の
電話や携帯電話の通信設備が被災した地域内での通信

が主な使用目的となるが，屋外かつ周囲にある程度の
広さが必要なこと，人工衛星の位置によって通信状態
が不安定になることなど，その特徴を理解して利用す
る必要があることを再確認した．

おわりに

学会会期中の会議および勤務時間中の訓練と，大変
お忙しいなか本年も多数の方々にご参加いただき，心
から謝意を申しあげたい．
昨年度は，多くの支部で新型インフルエンザへの対
応が行われていた．今後も鳥インフルエンザなど，新
たな脅威への対応に迫られることになるかもしれない．
引き続きご協力とご支援を賜りたい．

平成 21年度　各支部での災害活動報告

【山形県】
山形県では，まだ災害ネットワークの確立には至っていない．ようやく各施設のネットワークへの参加意思を確
認し，担当者名簿を作成したところである．公立の総合病院が多い山形県では医師，看護師の異動が多く，施設の
担当者が一定しないというジレンマがある．各施設での担当者が変更になったさいに，スムースに引き継いでもら
えるように働きかけていきたい．
その上で，今年度は災害シミュレーションを行いたいと考えている．震度 5強の地震が圏内で発生したと仮定し，
まずは自施設の状況を本部に連絡するという単純なタスクをこなすことから始める予定である．自施設の被害の状
況把握，連絡の方法について何度かシミュレーションを行い，回を重ねるうちに実際に被害が出た場合のシミュレ
ーションを行いたい．
山形県は他県に比べネットワークが未成熟である．今年は「まずシミュレーションを行う」ことを目標にシステ
ムの構築を目指していきたい．
【福島県】
福島県では特に県北地方で取り組みが見られる．今後 30年以内に確実に起こるとされている宮城県沖地震に対

応するため，福島市を中心にした大規模災害時の協力体制を確立した．すなわち，地域と基幹病院によるブロック
化を図り，災害時には相互に協力し合うこととした．災害時に透析可能な施設は 2シフト，あるいは 3シフトの透
析を行い，他施設の患者さんを受け入れる体制をつくるということである．この場合の連絡体制は衛星携帯電話を
使用する．年に 2回程度の衛星携帯電話使用による連絡体制の確認をしている．
さらに，福島市では給水が途絶えないように，拠点施設には配水管の耐震化工事を施行することに決定した．こ
の拠点施設の中には二つの基幹病院と二つの透析施設が含まれている．行政もそれなりに透析施設に対する理解を
示している．
【千葉県】
1．災害対応
新型インフルエンザ（H1N1）への対応を行政とともに行いました．詳細は特別講演にてご報告します．
2．災害時情報伝達訓練
日本透析医会の第 10回全国訓練の実施にあわせて，千葉県臨床工学技士会と共に実施し，86施設（訓練参加願

い送付 139施設）の参加がありました．

別紙 1
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3．新しい災害情報ネットワークシステムの運用
昨年度末から運用を開始した新しい災害情報ネットワークシステムへ，登録申し込みのあった 19施設，58名

（93メールアドレス）を登録しました．第 10回全国訓練で活用することができました．
【新潟県】
新潟県は，近年，降雪・停電・地震など様々な災害にみまわれた．その経緯を経て災害危機に対応するため，新
潟県透析災害ネットワーク（本部：新潟大学第二内科）を設けている．年 1回，全 51施設の代表が集まって情報
を共有し，また各施設の電話，FAX，メール，透析室への直接連絡先，携帯電話，携帯メール，災害時優先電話な
どが全施設に配布されている．広い県内を 4ブロックに分け，その中でコア病院，ベース病院を定めて災害に対応
しようとする試みである．平成 21年度は，新潟県支部とこのネットワークが共同で透析患者の新型インフルエン
ザに対応するため，その発生をリアルタイム（1回/週報告，FAXまたはメールにて）に捉える試みを行った．そ
の結果，今シーズンは 29名の発症があり（0.61%），一般健常者の発症状況と比較すると，性別では男性，年齢で
は男性の高齢者に多い傾向が認められた．
【山梨県】
2009年 6月 23日に山梨透析医会総会を甲府市内のホテルで開催しました（議題は下記）．
（1）　第 10回災害時情報伝達訓練にあたっての打合せ
（2）　通信衛星携帯電話の普及キャンペーン（NTT docomoによるデモ）
（3）　山梨県のアマチュア無線網構築の設立準備について（山梨県病院協会のネットワークとの連携を図る）

2009年 9月 1日に第 10回災害情報伝達訓練実施（山梨県下 32施設中，31施設が参加）
2009年 9月 29日に講演会を実施しましたが，テーマを急拠「新型インフルエンザ」に切り替えて行いました．
以後も「新型インフルエンザ」対策に追われ，充分な災害対策活動は行えずに今日に至っております．
【静岡県】
本県における災害時ネットワークは平成 10年，静岡県腎不全研究会が中心となり，浜松医大付属病院血液浄化
療法部に事務局をお願いし，現在は，加藤明彦先生のお世話で，県内ネットワークで連絡を取り合う体制となって
おり，日本透析医会情報ネットワークとリンクしています．また県民は県健康福祉部の「医療ネットしずおか」で
災害時における救護施設開設情報，避難所情報および人工透析ができる医療機関をホームページで調べることがで
きます．
古いデータで恐縮ですが，平成 20年 5月時点で県内 111施設中，98施設が参加しており，平成 19年，20年に

3度実施した防災訓練としての情報伝達訓練では 62〜65％の参加でした．さらに参加意識を高めてゆく必要があ
るようです．何しろ，県内に新幹線の駅が 6つという東西に長い上，伊豆半島，さらに富士川，安倍川，大井川，
天竜川と大きな川も存在し，地震災害時の条件の悪さは大変なものがあります．そこで県内には 8つの地区透析施
設ネットワークができており，災害関連の講演会を開催し連絡を取り合う場となっています．また，現在は日本各
地の地震発生時には加藤先生より県内施設に情報を発信していただいておりますが，日常診療に追われ，反応面で
期待に添えていないのが現状ではないかと考えております．さらに，良いネットワークになるよう願っております．
【京都府】
災害対策においては，2008年度より京都府透析医会災害対策委員会で，京都臨床工学技士会と協力して再構築
にとりかかりました．まずはその基本となる連絡網の整備，各透析施設の担当者の決定，府内地域分けを行い，ブ
ロック単位で責任病院の配置を行いました．従来の連絡網は医療全体の災害対策連絡網に組み込まれたものであり，
大病院では透析部門との連携が機能しない場合もあり，今回は透析部門の単独の連絡網としました．

2009年 3月にはこの連絡網の稼働性を検証するために，連絡網訓練を実施しましたところ，75施設中 62施設
（83％）より報告を受けることができ，初回としては満足できる結果でありました．毎年，連絡網訓練の実施を行
うことで，稼動率上昇を図りたいと考えています．それと平行して行政との対話，マスコミとの連携についても今
後進めていくべき課題として受け止めております．
【大阪府】
大阪においては，9月の災害情報伝達訓練に大阪府下から多数施設が参加しましたが，それ以外はあまり活発な
活動は致しませんでした．委員長の私の責任と感じております．
今年度は大野記念病院の岡村常任幹事に委員長をして頂くことになりました．新委員長を支援し活動を発展させ
ていく所存です．
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【島根県】
島根県の昨年度の活動報告ですが，災害情報伝達訓練の参加率を増やす目的で，ドクターを除く各施設代表者

（2〜3人）を選出してもらい，事前に案内した結果，加入施設の 80％を超える参加がありました．災害時情報ネ
ットワークの存在を知っていただけたと思います．まだ，未加入の施設，不参加の施設もありまして，その辺りは
活動不足であり難しく思っています．
今年の 4月には，災害対策活動の一環として，福岡県のくま腎クリニックの隈博政院長先生にお越しいただき，
新型インフルエンザ対策についてご講演していただきました．
【広島県】
広島県透析連絡協議会では，2004年に，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（http://www.gis.or.jp/otb）
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．
目下の問題は，災害時情報伝達訓練に参加する施設数をもっと増やすことです．隣県の岡山県はほぼ 100％の参
加率ですので，見習いたいと考えております．
【福岡県】
1．災害対策委員会の設置
災害対策委員会を設置し，定期的に災害対策に関する協議を行っている．行政区域を基準に，福岡県内を北九州，
福岡，筑後，筑豊の 4ブロックに分け，各ブロックの会員委員を選出している．

2．災害対策マニュアル
災害発生時の対策本部，被災施設，非被災施設の対応を定めている．代替透析施設（患者受け入れ施設）におけ
る代替透析についての合意を明記している．

3．災害時連絡手段
①　電話：災害時優先電話，災害時優先携帯電話（手続きの代行を当会が実施）
②　透析医会から会員へメール配信：NTTサーバーを利用したシステムを活用していたが，平成 22年から災
害情報ネットワーク HPのシステムを利用している．
③　透析医会から登録者及び地域へ被災情報発信：福岡県庁の防災メールシステム “防災メールまもるくん”

を利用し，当会から各施設別の登録者へ施設の被災情報を配信できる “透析メール”．同時に，当会からマス
コミに被災情報を配信できる．

4．災害時輸送手段
各施設の車両を，福岡県医師会所属の車両として警察に申請し，災害時緊急車両の許可証を得ている．
5．発生時の体制
①　災害対策本部の設置：災害発生時に，通報を受けた地区災害対策委員チーフ，副会長または会長が災害対
策本部を設置する．
②　被災情報の収集と対策：災害対策本部は，災害情報ネットワーク HPから被災情報のアンケート付き回覧
メールを配信する．メールあるいは電話による報告を集計し，対策を立てる．
③　代替透析：災害対策本部が中心となって，被災施設の患者の他施設受け入れを決定する．患者への通知は，
当会からの透析メール（テレビのテロップ）と各施設毎の連絡（災害時伝言ダイヤル 171等）．被災施設は，
受入施設に，規定の様式による患者情報提供やスタッフ派遣を行う．
④　被災施設復旧：患者への通知は，受入施設を通じて行うが，当会からの透析メール（テレビのテロップ）
と各施設毎の連絡（災害時伝言ダイヤル 171等）も併用する．

6．行政との連携
福岡県庁：“透析メール”システムを運用
検討事項：患者への連絡（避難所など），患者移送，ライフライン（給水，ガス，電気）供給．
7．その他
業者や福腎協との連携を計画中．



第 11回災害情報ネットワーク会議および情報伝達訓練実施報告 423

【長崎県】
長崎県におけるこの 1年間の災害対策活動状況としては，主に新型インフルエンザ対策の活動を行ってきた．県
医師会主催の対策会議へ透析部門の代表として出席を始め，県下各地域において対策会議を行い，緊急時に備え，
トリアージ方法や入院基準等の対策を確立した．
また，元来あった透析施設災害時緊急連絡網の見直しを図り，メールアドレス等を充実させた連絡網を作成．そ
こで，発生時に即時に対応できるよう試験的連絡を行い活用できるよう対策をとった結果，一定の成果を上げる事
ができた．
県へは透析医会として新型インフルエンザ対策への働きかけを行い，県保管のタミフル（赤印）を優先的に確保
することができた．しかし，緊急事態発生時の運送方法等の課題を残しており，今年度も引き続き新型インフルエ
ンザ問題を始め，各種災害対策における課題をひとつずつ解決していきたい．
【宮崎県】
1．対行政，対マスコミへの交渉の時，立場を明白にすることが肝要であるため，学術団体としての県透析医学

会を県医師会の付属団体に変更した．
2．宮崎県透析災害対策マニュアルを作成し，他県と同様に県全体の施設をグループ化し，各々のグループ内で
代替透析を含めた災害対策を行うこととした．

3．災害時情報伝達の手段として，日常の伝達手段に加え，特徴的な伝達手段として，施設間では県医師会のホ
ームページを利用し，災害時一斉メールで情報を共有，一斉メールのメンバーのなかに各行政（県，市，町の災害
対策室）もいれた．患者への伝達方法として現行の宮崎県防災メール（登録者へ災害情報や安否情報を提供するサ
ービス）を一部改変し，透析メールとし被災施設を伝達することとした．
問題点として，Eメールにたいし，日常の情報の伝達手段としての認識に会員間で温度差があり，ツールとして

共有できるか疑問であること，患者は高齢者が多く，緊急の連絡手段としての携帯電話（メールを含む）は一般に
比較して普及率が低い，などがある．

新型インフルエンザ、国内発生 1週間の対応

兵庫県透析医会

＜新型インフルエンザ経過＞ ＜兵庫県透析医会の対応（メーリングリスト）＞

4/22 「異常なインフルエンザ発生で 20人死亡｣ とメキシ
コ政府が注意喚起

4/24 メキシコ政府が ｢豚インフルエンザにより 68人が
死亡，感染者 1,000人超」と発表

4/25 WHO米国カリフォルニア等で 8人の感染疑い
WHO「緊急事態｣ との声明を発表
（25日付の新聞に新型インフルエンザが登場）

4/26 メキシコの死亡者は 68人，感染者は 1,000人以上
ニュージーランド，イスラエルなどからも感染例の
報告

4/28 WHO「フェーズ 4｣ を宣言
日本政府 ｢新型インフルエンザの発生｣ を宣言
対策本部を設置
成田国際空港などで機内検疫を開始

4/28 ・日本透析医会からのメールを up （申）
・危機管理委より感染予防徹底のお願い （斉藤）

4/29 WHO「フェーズ 5｣ へ引き上げ宣言
（メキシコ 2498人感染疑い，死者 159人）
世界 10カ国　感染者 2600人

4/30 ロス-成田便の日本人女性が A型陽性で感染を疑わ
れたが，A香港型と判明

別紙 2
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＜新型インフルエンザ経過＞ ＜兵庫県透析医会の対応（メーリングリスト）＞

5/1 横浜高校生，横田基地米人乳児が感染疑い
いずれも従来型インフルエンザと判明
（メキシコ 312人感染，死者 12人と減少）
韓国，香港で感染者を確認

5/3 世界 19カ国　感染者 782人，死者 20人
5/7 ・危機管理 ･庶務緊急合同委員会を開催

｢新型インフルエンザの対応について｣
5/8 ・｢新型インフルエンザ対策について｣ 第 1報

（5/12に郵送） （依藤，斉藤）
5/9 日本国内初の新型インフルエンザ感染発生

カナダ，オンタリオ州に短期留学のおおさかの男性
教諭と男子高校生 2人．
3人は成田赤十字病院に隔離入院．
乗客 47人と乗員 2人は検疫法により 10日間の停留
措置．

5/9 ・兵庫県疾病対策室への要望
1）　透析患者感染時の入院確保要請
2）　透析医感染時の代替医師要請 （宮本）

5/12 ・ 「第二及び第三段階における透析医療体制維持
に関するお願い」厚労省疾病対策課宛（日本透
析医会・医学会）を掲載 （申）

5/16 初の国内発生（渡航歴なし）
神戸市の高校男子 2人，女子 1人（神戸高校）が遺
伝子検査で新型インフルエンザと確定．
同校とバレーボール交流試合をした兵庫高校で 5人
も確定（計 8人）．
国の警戒レベル ｢第一段階（海外発生期）｣ から ｢第
二段階（国内発生早期）｣ に引上げ．
鳩山由紀夫，民主党新代表に．

5/16 ・西神戸医療センター（第 1報） （大山）
新型インフルエンザ 疑゙い患者受入れ開始
すでに 20人．救急外来は発熱外来に．
透析患者感染時の透析継続について．
・危機管理委員会より
｢透析治療材料の備蓄について｣ （斉藤）
（16日　計 3メール）

5/17 大阪高槻市などの高校生 8人が確定．
（茨木市，関西大倉高校など）
学校中心の集団感染が広まる．
兵庫県内感染者　計 41人に．
（国内発生患者　計 69人）
神戸市，厚労省 ｢積極的疫学調査｣ を開始．
大阪府は軽症者を自宅療養に切替え．

5/17 ・社会保険神戸中央病院（第 1報）
感染患者も自宅療養を指示している．
すでに「まん延期」の対応を実施．
透析ベッドは満床． （足立）
・元町 HDクリニック

18日から疑い患者の入室禁止を徹底する．
透析施設相互の協力をお願い． （申）
・西神戸医療センター（第 2報）
現在，透析患者の受入れ要請はない．
インフルエンザ専用病棟の透析配管工事を開始，
19日より供用可能．
専用病棟 16床中 8床入院済み（すべて高校生） 
 （大山）
（17日　計 3メール）

5/18 国内感染者：大阪，兵庫　計 139人（成田検疫の 4
人を含む）
兵庫，大阪教委 7日間の休校措置
国内感染者の通う主な学校 :神戸高校 12・兵庫高校
12・神戸高専 1・高砂高校 3・八鹿高校 2・関西大
倉高校 50人
感染は高校生中心から地域，企業に拡大．
（兵庫県内感染者は計 87人）
厚労省 ｢国内発生早期｣ 段階で，軽症者の自宅療養
を認める方針．
WHO「フェーズ 6｣ を検討中．
新型 ｢プリウス｣ 発売，事前受注 8万台超．

5/18 ・西神戸医療センター（第 3，4報）
新型インフルエンザ対応病床は，中央市民 34
床，西神戸 16床（12床入院），神戸大学 2床
現在，PCR検査に 12時間程度かかっている．

（大山）
・西神戸医療センター（第 5報）
すでに感染患者は隔離病床の収容能力を超えた．
「まん延期」対応と同じように，重症度に応じ
て自宅療養も． （大山）
・中央市民病院（第 1報）

16，17日で疑い患者 70余名入院，うち 35名は
PCR陽性．PCR陽性例の半数以上は簡易キッ
トで A型陰性．全例軽症．
透析患者はいない． （吉本）
・危機管理委　第 3報

1）　透析患者感染疑いの場合の対応
2）　医師，スタッフの感染予防の徹底

（稲葉，斉藤）
（18日　計 5メール）
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＜新型インフルエンザ経過＞ ＜兵庫県透析医会の対応（メーリングリスト）＞

5/19 国内感染者数　191人
（兵庫　111人，大阪　76人，成田　４人）
神戸市：感染疑い患者の一般医療機関での診療を
20日から開始すると発表．発熱相談センターが診
療可能な診療所を紹介する．
厚労省：国の対策行動計画は「第二段階（国内発生
早期）」であるが，緩和策の検討を開始．「指定医療
機関への集中が不可能なら，その必要はない．」
米国患者：5000人超（世界最多）
メキシコ死亡患者平均年齢：39歳

5/19 ・西神戸医療センター（第 6，7報）
相変わらず満床．透析患者の受入れ要請はない．
同発熱外来の対応指針の報告
隔離病床 20床に拡大を検討中
本日より隔離病棟での血液透析 1床が可能．透
析患者 4〜6人に対応可． （大山）
・元町 HDクリニック （申）
「まん延期」宣言の情報，本日中に宣言 ?
・西神戸医療センター（第 8報）

16床中 12人入院．発熱外来午後 8時までで 16
人受診（昨日は 49人受診）
現状の対応を終了するタイミングを検討．
一般救急を閉鎖していることが問題．
国立感染症研からのメール紹介 （大山）
・西市民病院（第 1報）

16日より発熱外来を開始．
救急外来は 24時間体制． （松島）
（19日　計 5メール）

5/20 国内感染者数　267人
（兵庫　143人，関東　2人）
東京八王子市，滋賀で感染初確認
（八王子市，川崎市は米国からの帰国女子高生）
神戸市：23日から原則休校解除へ

5/20 日本透析医会 （申）
＜外来血液透析施設における新型インフルエンザ
対策について＞のガイダンス（参考資料）…CDC
ガイダンスを改変
1） 　感染症指定医療機関の収容限界を超えた場合
は，かかりつけの外来透析施設で透析すること
になる可能性がある．

2） 　感染患者は別室または 2 m以上離れたベッ
ドで透析する必要あり．

3） 　複数の感染患者がいる場合，空間的・時間的
隔離．

4） 　スタッフは 2 m以内に接近するときは，ゴ
ーグル ･フェイスシールドによる目の保護・
N95マスク・手袋・ガウンが必要．等など
・西神戸医療センター（第 9報）
国立感染症研の ｢まん延期対策｣ を添付．
発熱外来受診患者は減少傾向．
（18日 59人，19日 19人，20日 28人）
自宅療養が多くなったため，隔離病床も空きが
増加．
発熱外来，対応病棟の縮小 ･廃止を検討中．
22日より出張のため田中先生が代行．（大山）
（20日　計 2メール）

5/21 国内感染者 292人（兵庫 152人）
関東は八王子市 1，目黒区 1，川崎市 1，埼玉 1の
計 4人
京都市で初感染者
兵庫：県下一律の休校措置を 22日までで解除する
ことを決定．

5/21 （21日　メールなし）
（定例幹事会開催）
新型インフルエンザについては，
・現在のところ会員施設において透析患者の感
染報告はない．
・感染症指定医療機関等からの情報提供により，
現状把握ができており，メーリングリストは
極めて有用である．
・今後，透析患者の感染発生の可能性も高く，
医療側の防護具が不足することも考えられる
ため，会員相互に協力しあう方針である旨を
メーリングリストに報告すること．
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＜新型インフルエンザ経過＞ ＜兵庫県透析医会の対応（メーリングリスト）＞

5/22 国内感染者　317人（兵庫 167人）
8割が 10代．重症例なし．
日本政府 ｢新型インフルエンザ対策本部｣ にて新た
な政府対応策．
患者数の発生状況により 2段階対応とする．
洲本市医師会：一般医療機関において診察受入れ開
始を承諾した．
関西の観光地のダメージが甚大．
有馬温泉予約キャンセル 1700件以上．
京都 ･神戸への修学旅行キャンセルも続出．

5/22 ・危機管理委員会より
｢感染対策用の備品について｣
今後は感染患者や疑い患者がかかりつけの透析
施設で治療を受けることが想定される．感染防
護具など備品不足の場合は事務局やメーリング
リストに報告を．
・元町 HDクリニック
日本透析医学会 HPのガイダンスの紹介．（申）
（22日　計 2メール）

5/23 国内感染者　338人 5/23 （23日　メールなし）
（兵庫 176，大阪府 147，東京都 3）
国内発生から 1週間経過．
一律休校・休業が本日より解除．
神戸南京町に獅子舞で賑わい．
兵庫県は秋以降の第二波や今後に備えて，専門家ら
による検討委員会設置を決定．
廬武鉉前大統領，自殺．

5/24 （24日　メールなし）
5/25 ・宮本会長より報告

兵庫県腎友会から「新型インフルエンザ対応に
関するお願い」の文書を各透析施設に配布する
旨の連絡あり．
これに対し，患者の感染予防には全力で取り組
む方針であるという宮本会長からの回答を掲載．

（敬称略）
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要　旨

血液透析療法は血液を高流量で体外循環をしており，
重篤な事故を危惧しながら治療を行っている．安全管
理は人による監視や機械操作が基本としながらも，事
故の主要因がヒューマンエラーに関わる事実があり，
重篤な事故報告が絶えない．血液透析装置の安全監視
機能を強化し，自動化機能を用いて軽作業を任せるこ
とで，医療スタッフに「ゆとり」ある環境が整う．
「ゆとり」ある治療環境の構築が事故を未然に防ぎ，
透析ケアなど質の高い医療提供に繋がるものと期待し
ている．

はじめに

血液透析療法の治療技術は人工臓器の中でも著しい
進歩を遂げた．これにより慢性維持透析患者の 5年生
存率は 60％を超え，20年生存率も 18％を達成し，
現在では 29万人が透析治療を受けている1）．しかし
ながら，技術進化の裏には医療事故の存在も否定でき
ない．血液透析療法は，血液を体外循環しダイアライ
ザで浄化する単純な治療法であるが，穿刺針やダイア
ライザを繋ぐ血液回路の接続の緩みがあれば，空気混
入や失血など，生命にかかわる重篤な事故の可能性を
内在している．
これらの事故防止には人員配備が必要であるにもか
かわらず，医療スタッフ 1人あたりの患者看護の対比

は年々増加傾向にある．一方，患者の平均年齢は 65

歳でありながら導入患者は 67歳と高齢化に向かい，
糖尿病を患う導入患者は 50％に近い状況である1）．
すなわち透析治療の生存率は伸びているが，高齢化，
糖尿病の割合から，透析ケアが重くのしかかった現状
がある．人手不足が解消できない昨今の透析医療の現
状を考慮した場合，安全性の確保・維持には自動化さ
れた透析システムを導入2）し，単純作業や安全監視を
機械に任せた省力化の必要性が高まっている．

1　透析医療事故の実態

日本透析医会が行った平成 12年（2000年）度透析
事故全国調査3）では，全国 3,073施設のうち 1,586施
設から事故件数にして 21,457件の回答があった．事
故の頻度は 100万透析当たり 1,760回となり，そのう
ち生命が危険であったもの，入院治療が必要であった
ものが 372件あり，100万透析当たり 31回に達し，
施設の発生頻度とすれば年当たり 0.23件の発生であ
る．事故分類の中で，空気混入が 39件，抜針や回路
離脱などの失血の要因が 154件であり，46件が大量
失血に至っている．また，死亡事故は過去 5年で 13

例あったと報告されている．
空気混入事故や失血事故は重大な問題であり「透析
医療事故防止のための標準的透析操作マニュアル」13）

が作成され，空気での返血回収の禁止，血液回路との
接続部の離脱防止からルアーロックへの規格変更の指

［医療安全対策］
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導がされた．さらに透析装置においても，マイクロバ
ブルが未検知となり空気混入事故に至った報告があり，
メーカの対策が施された．その他，体重測定ミスや除
水計算ミスと思われる過除水が 50件報告されている．
肝炎ウイルス感染については，一般国民の感染率が

B型，C型にかかわらず 1％ほどである．これに対し
て，透析患者の場合，B型肝炎は HBs抗原陽性率が
2％，HBs 抗体陽性率が 13％，C型肝炎は HCV抗体
陽性率が 13％，HCV-RNA陽性率が 8％である．透析
歴の長さに相関し陽性率が高くなる傾向があり，新た
に陽転化する透析患者は 2％であると日本透析医会は
報告している．すなわち，感染経路は少なくとも医療

機関内に起因すると思われる結果である．
また，ウイルス感染のみならず透析患者の感染症に
おける死亡割合は毎年増加傾向にあり，全体の 21％
で 2位を占める．特に導入年でみると全体の 26％を
占め，心不全を抑えて 1位となっている．医療施設は
感染防止マニュアルを策定し尊守すべきにもかかわら
ず，感染症が減る傾向が見られないのは，医療スタッ
フの意識と指導教育の問題と考えられる．透析治療に
おける事故の種類は多岐に渡るが，特に注意が必要な
事故は気泡混入，失血，過除水，感染症である．
事故トラブルの発生要因を，透析医療にかかわらず

広く調査した日本医療機能評価機構の報告4）では，「教
育」や「ルールの不備」，「設備」や「システム」，認
知症など「患者」の特有にかかわるものは 20％ほど
であるが，残りの 80％は「確認や観察を怠った」，
「判断を誤った」，「勤務状況が繁忙だった」など，ヒ
ューマンエラーが要因と思われる結果であった（表 1）．

2　透析医療の業務負荷

透析治療は技術がある程度完成され，手技も統一化
されており，治療が始まりトラブルがなければ透析時
間終了まで流れるように進行する．透析治療の業務負
荷の分布は，プライミング時，穿刺を含めた透析開始
時，透析終了の返血回収時に高まる．特に透析終了時
には，通常，体外循環している回路内の血液を体に戻
すため，生理食塩液などの点滴溶液を用い置換させて
いることから空気混入事故を懸念している．作業を行
う場合には，他の作業を同時に行うことは厳禁である．
すなわち些細な見落としが事故の誘因となることがあ
り，緊張が高まりスタッフの心労が絶えない時間帯で
ある．
透析医療の業務負荷は患者対比で評価されることが
多い．看護師 1人当たりの労働負荷を考慮した場合，
透析患者の対比は毎年一定の割合で増加しており，現
在は 7対 1を上回っていると推測される5，6）（図 1）．
運営状況の分析のために筆者の法人を例に示せば，看
護師対比は，施設ごとに 4〜13と大きな差が生まれた
（図 2）．
職種分布で業務負荷をみた場合，透析治療は看護師
を中心に行われてきたが，看護師の配備は年々難しく
なり，治療行為が行える臨床工学技士を投入し，その
割合が徐々に増え，透析室の運営を臨床工学技士が中

表 1　ヒヤリ・ハット事例の発生要因

発生要因 件数 ％

当事者の行動に関わる要因
確認を怠った 1,572 34.4
観察を怠った 449 9.8
判断を誤った 327 7.2
連携ができていなかった 246 5.4
患者への説明が不十分であった（怠った） 163 3.6
記録などに不備があった 80 1.7
報告が遅れた（怠った） 36 0.8

小　計 2,873 62.9

ヒューマンファクター
勤務状況が繁忙だった 278 6.1
知識が不足していた 152 3.3
技術・手技が未熟だった 129 2.8
通常とは異なる心理的条件下にあった 53 1.2
通常とは異なる身体的条件下にあった 17 0.4
その他 208 4.5

小　計 837 18.3

環境・設備機器
患者側 171 3.7

医薬品 109 2.4
医療機器 62 1.4
コンピュータシステム 58 1.3
施設・設備 31 0.7
諸物品 32 0.7
その他 32 0.7

小　計 495 10.9

その他
教育・訓練 129 2.8
ルールの不備 76 1.2
仕組み 53 1.2
その他 109 2.4

小　計 367 8.1

合　計 4,572 100

評価期間：2010年 1〜3月．複数回答
（文献 4より）



透析医療における事故と省力化（自動化）の安全管理 429

237,710

248,166
257,765

264,473

229,538
6.17

6.75

6.60
6.50

6.95

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000
（人） （人）

2002 2003 2004 2005 2006
5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2
全透析患者数
透析看護職1名当たり患者数

図 1　透析看護職に対する患者数の推移（文献 6より）

図 2　看護師 1人当たりの対患者数の推移
看護師の常勤換算人数で HD登録患者数を除して得た数値．

　　　　　　   全自動透析装置を含まない　当法人下 10施設の比較値．
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看護職・CE・助手の常勤換算人数で HD登録患者数を除して得た数値．
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心となる施設もある．すなわち，透析治療は看護師の
みならず臨床工学技士，さらに看護助手の存在も重要
であり，治療行為に及ばない治療準備や患者移動など，
透析室の運営に必要な労働力となる．業務負荷を，臨
床工学技士や看護助手を含めた医療スタッフの総人員
をもとに患者対比を示せば，看護師対比が 10を超え
る業務負荷の高い施設においても，全体では 4〜6の
間に収まるものと考えられる（図 3）．
毎年，透析患者数は増加傾向にあるが，隔年で施行
される厳しい診療報酬の算定が病院経営を逼迫させ，
施設の増加は鈍化している．その影響は，施設単位で
抱える患者数に及び，2004年に 64人であったのが
2009年では 70人を超えている1）（図 4）．患者増加に
対し，施設内の増床，または経営的な目論みがあると

ころは大規模施設を新設する傾向がある．そのなかで
医療スタッフの増員が望まれるが，外来透析を主とし
たクリニックでは，透析の特殊性から，透析患者数に
見合ったスタッフの人員確保が困難な現状があり，透
析室の業務負荷は益々高まっている．

3　自動化システムの起用

透析室の業務負荷の軽減のためには機器の自動化が
必要と思われながらも，安全に対する機能の不備や装
置暴走など，自動化に委ねることに対し装置への不信
感は低くない．しかしながら，トラブル要因の 80％
がヒューマンエラーである結果を考えれば，自動化装
置の介入は今後，避けられない課題である．
透析医療の危険は業務負荷が高い透析開始時と返血
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図 4　施設あたりの在籍患者数の割合の変化
　　　　　　　　　　　　　（文献 1を改変）
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図 5　自動化透析装置のいろいろ
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回収時に潜んでおり，これらの安全性を担保した自動
化・省力化に対応する透析装置が各社から市販されて
いる（図 5，表 2, 3）．その中で，平成 22年 4月の診
療報酬改定で「透析液水質確保加算」7）が加わり，極
限までに透析液を清浄化し，日本透析医学会の提唱す
る水質基準8）が満たされれば，生理食塩液の代用とし
てプライミング液や返血回収液に利用し，空気混入事
故の確率を大幅に下げることを可能とした透析装置も
商品化されている．装置設計は過去の事故・事例を踏
まえ，フール・プルーフ，フェイル・トゥ・セイフな
ど安全機能が充分に考慮されており，プライミング機
能，透析開始補助機能，補液補助機能，返血回収補助

機能が包括されている．単調な作業は装置に任せ，人
的判断が必要な場面では必ず医療スタッフが行うなど，
装置と人の作業の分業，監視，作業の補完が行えるこ
とが期待されている．

4　透析支援システム

作業の安全性は透析装置に分担させることができる
が，患者の体重の測定や除水計算の間違い，設定の誤
入力は過除水に繋がり，治療中に急激な血圧低下など
を招くことがある．また，処方されたヘパリン速度，
血流速度の誤設定など人が起こす情報伝達ミスは，や
はり事故要因として残り，透析装置の機能だけではエ
ラーは避けられない．そこで透析装置を中央監視し管
理を行う透析支援システムや電子カルテシステムの導
入9）により，直接，透析装置へ制御を行い，情報の一
元管理を可能とすることにより，エラー回避の可能性
が期待されている（図 6）．
また，医療材料の発注作業や委託している血液検査
の結果を専用回線の通信機能で自動取り込みをするな

表 2　各社の自動化透析装置の仕様

　 プライミング・返血回収液 プライミング量 時間（分） 返血回収量（ml） 時間（分）

ニプロ NCV-1i 生理食塩液 1,000 ml：最大 　7 300 5

日機装 D-FAS 生理食塩液 1,000 ml：最大 15 300 7

日機装 DCG-03 透析液 4.0 L：標準 　8 300 4

東レ TR-3000MA 透析液 3.0 L：標準 10 300 4

JMS GC-110N 透析液 4.0 L：標準 15 300 4

表 3　自動化透析装置の安全機構

1．気泡センサの動脈側の取付け
　　両側モニタ
2．返血回収時の血栓閉塞監視
　　圧モニタ
3．血液回路の形状の変更
　　ピローの排除，血液ポンプチューブの細径採用

院内全体のデータ共有

医事システム

発注業務

検査関連

透析支援システム

電子カルテシステム

透析室データ
一元管理の実現

図 6　透析支援システムと電子カルテの運用
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図 8　複数透析メーカを連携した血液透析装置と透析支援・電子カルテシステム
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ど（図 7），確認作業を軽減することにより，エラー
回避はもとより業務負荷を下げることができる．しか
しながら，このような透析支援システムは主となる透
析機器メーカにより管理されており，異種メーカの装
置は互換が進まず管理不能であることが問題であった．
しかし，日本透析医学会の指導により「血液透析装置
に関する通信共通プロトコル　Ver 3.0」10）に従い，異
種メーカであっても透析装置との連携管理が行えるシ
ステムが開発されている（図 8）．これにより，自動
化システムはハード面とソフト面でヒューマンエラー
を回避可能な環境が整った．

5　自動化装置の効果

前述のように，透析治療の業務負荷は透析開始と返
血回収に集中している．自動化透析装置の導入評価を
JMS社の自動化透析装置 GC-110Nを例に検討した場
合，穿刺後に血液回路を接続し透析開始ボタンを投入
すると脱血工程に移行し，自動的に透析治療を開始す
る．これにより一般の透析装置と比べ，約 40％の作
業負荷が軽減された．また，返血回収は清浄化透析液
を生理食塩液の代用としており，処方透析時間と目標
除水量が満たされれば返血回収が始まり，工程終了の
報知で穿刺針の抜針作業を行うのみで装置に拘束され
る時間が少なく，約 50％の業務負荷が軽減された
（図 9）．全自動透析装置を導入した 44施設で業務負

図 9　全自動透析システムと従来透析システムの作業効率
　　　　（文献 11より）
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図 10　全自動透析装置を用いた時の患者対医療スタッフ比
全国の全自動透析装置導入施設（44施設）へのアンケート結果より．
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荷を調査したわれわれの検討では，患者数に対する看
護師対比の平均は 9.8となった．当クリニックにおい
ては，同様に 12.5であった（図 10）．また，一般の透
析装置を用いた施設の看護師対比の平均値が 7である
ことから，省力化の効果は高いと考えられた．
意識して業務整理を行えば，安全に省力化が行える
が，労働環境が苛酷となっては目的が本末転倒になる．
厚生労働省は就業者の休暇取得において，2008年度
は有給取得率が 47％，取得日数が 9日間であったと
公表12）している．当クリニックでは，2009年度にお
いて有給取得率 86％，取得日数は 17日間の実績を得
た（図 11）．作業効率を求めながら計画的な労働休暇
の管理で職員の疲弊を低く抑えることが可能になり，
労働環境が整ったものと考えている．

結　語

約 29万人の透析患者に対し，年間 4,000万回を超
える治療が行われている．事故は確率的に予測を超え
たところで発生しており，人の監視のみで治療の安全
を担保するには限界がある．安全機能が整った治療装
置を用い，医療スタッフの「ゆとり」ある環境を整え
ることで，人の監視が強化され，不意な事故を未然に
防ぐことを期待している．閉塞感のある透析医療であ
るが「ゆとり」を創生することにより，医療スタッフ
の患者へ関わる時間が今以上に生み出され，質の高い
治療提供が可能となることを期待している．このよう
な環境を構築するためには，透析装置の自動化システ
ムの導入は避けられない時代と考える．
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要　旨

医療に関連して生じた事故が医療事故であり，過失
によって生じた医療事故のみを医療過誤という．医療
を巡る民事裁判でも刑事裁判でも医療側に厳しい状況
が続いていたが，平成 16（2004）年頃から大きな変
化がみられている．透析療法の特徴に注目し，具体的
な医療紛争例から，各施設において教訓をどのくらい
得て，事故防止・事故対応の実践をしているかどうか
が重要な課題となっている．

1　最近の医療に関する訴訟

1）　裁判で問われるポイント
医療に関連して生じた事故が医療事故であり，過失
によって生じた医療事故のみを医療過誤という．
日本では，一部の医療訴訟関係の専門家を除いてマ
スコミを含めた一般の人々は，医療事故と医療過誤の
区別がつかないで，「医療被害」について訴えている
ことが多い．しかし，日本では 1年間に 100万人を超
える人が死亡しており，悪性腫瘍（がん）関係で約
30万人以上，心臓疾患関係で約 16万人，脳疾患関係
で 14万人が治療にもかかわらず死亡していることに
気づいていない．どんなに最先端の治療を受けたとし
ても，日本人はこれらの疾患で約 3分の 2の人が死亡
しているのである．そして，ベビーブーム時代の人々
が 60歳定年を迎えたので，20年後には年間約 160万
人の人々が死亡してゆくことが見込まれている．

医療は “重大な危険”を内包している専門的な行為
でもあり，医療事故は医療のあらゆる場面において発
生してくる可能性がある．医療事故が発生した場合に，
患者あるいは家族や遺族が医療関係者にクレ－ムをつ
けたり，損害賠償を求めたりすると，医療（医事）紛
争になる．医療（医事）紛争になり，患者側が裁判を
提起すると，医療裁判になる．
医療事故が発生した場合には，
①　民事責任の有無（損害賠償請求など，相当因果
関係が問題となる）
②　刑事責任の有無（業務上過失致死傷罪，100％
の因果関係の有無が問われる）
③　行政処分の有無（免許取り消し，業務停止など）
が問われる他に，マスコミ等によって報道・批判され
る社会的・道義的責任も発生する1〜3）．
医療事故が発生した場合には，次の 3段階に分けて
考えてゆく．
①　過失の有無
予見義務（危険を認識予見すべき義務：例えば，あ
る薬を間違えて与薬すると人が死亡することがありう
ることなどを，あらかじめ知っている注意義務）と結
果回避義務（悪結果を回避すべき義務：例えば，救急
蘇生などを的確に十分行い，救命をはかったかどうか
などの注意義務）に欠けるところがなかったかどうか
が問題である．
②　因果関係の有無
刑事事件では 100％の因果関係の有無が問われるが，
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民事訴訟では相当因果関係の有無について判断される．
③　損害発生の有無
死亡・障害などの損害発生の有無，治療費・交通費
などの出費．
一番問題になるのは，因果関係の有無であろう．灰
色は刑事事件では無罪となるが，民事事件では損害を
賠償する可能性があるということになる．この因果関
係は，民事裁判（損害賠償請求訴訟）では，一点の疑
義も許されない自然科学的証明ではなく，経験則に照
らして全証拠を総合的に検討し，「特定の事実が特定
の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性
を有する法的因果関係を立証すれば足りる」と判断さ
れるのである．

2）　裁判結果と最近の傾向
医療に関連する民事関係では，平成 16（2004）年
に新たに地裁に受け付けられた新受件数が 1,110件で
ピークとなり，その後漸減し，平成 21年には 733件
と減少している．また，医療に関連する民事判決では，
損害賠償請求が認められる有責判決が 30〜40％であ
ったが，平成 20年には 26.7％，21年には 25.3％であ
った．なお，判決以外に提訴事例の約半数の和解事例
が存在している．
一般の民事裁判では金銭問題の損害賠償に関する訴
訟が多く，原告（訴えた側）の損害賠償請求が認定さ
れる割合は約 85％位であり，控訴しても逆転するケ
ースは数％とされている．ところが，医療関係の民
事裁判では，控訴審で一審と異なる逆転判決がなんと
3〜5割に見られている．つまり，どのような裁判官
に当たるかによって，判決内容が変わるので，判決結
果の予測がつかない状況にあるといえよう．そのため，
筆者が講義を担当している法科大学院や法学部では，
「相当因果関係」を「そうとういいかげんなかんけい」
と揶揄している．このような点から，医師で司法試験
に合格したダブルライセンスの専門家が，医療に関す
る裁判官として活躍することを期待している．
日本では，1999年の人違い手術や都立病院誤薬事

故をきっかけに，医療機関に対する厳しい状況が続い
ていた．異状死体として届けられた医療関係事故は，
年間数十件から 200件以上に増加して，警察から検察
庁に送付・立件，送致された件数も 100件近くになっ
た．刑事関係の判決も年間 20件近くに及び，罰金刑

から禁錮刑の重い判決も見られていたが，近年，重い
刑事処分から少数の罰金刑に戻っている．特に，割り
ばし事件（1999年より 2008年まで，刑事事件無罪の
みならず損害賠償も却下），心臓手術事件（2001年か
ら 2009年まで），福島県立病院産婦人科事件（2004年
より 2008年まで，産科医が逮捕されたが，無罪確定）
の 3件の刑事関係無罪事件の影響は大きいといえよう．
一般の刑事裁判では，起訴されると 99％以上が有罪
判決になるが，医療関係の刑事裁判では 1〜2割の無
罪判決がみられている4, 5）．

2　透析療法と医療紛争

1）　透析療法の特徴
透析療法では，他の一般的な医療と異なり，①長期
間にわたり透析療法を受けている患者が多いので，②
合併症を有する患者もみられ，③透析機械により長時
間身体拘束されている（新旧の機械の混在が見られ
る）．また，医師以外に看護師や臨床工学技士などの
多職種が関与しているので，④チーム医療の特徴であ
る責任の所在のあいまいさ，職階による指示系統の違
い，思い違いや伝達の誤りの可能性が指摘されている．
文献によれば，重篤な透析医療事故として，抜針事
故が最も多く，回路離断，除水ミス，空気混入，穿刺
ミスなどが見られ，与薬ミスや転倒・転落事故も報告
されている．ただし，この集計は 2003年の集計であ
り，最新の全国データ集計と分析により，現段階での
事故防止対策の検討が望まれている．
具体的な透析医療（看護）に関するマニュアルやケ
アに関しては，すでに多数の文献が刊行されているの
で6〜8），詳細はそれらに譲ることとしたい．また，平
成 14年頃までの腎疾患・血液透析に関する民事訴訟
に関しては，以前に提示してあるので，参照していた
だきたい9）．

2）　医療紛争事例の紹介
最近の透析療法を巡る医療紛争例としては次のよう
な報道がなされている．これらの事例からどのような
教訓を得られるかが課題となっている．
［事例 1］
☆人工透析医療死亡事故：遺族と病院側が和解―高
裁岡山支部（毎日新聞　20. 12. 23）

「人工透析で妻（当時 52歳）が死亡したのは医療ミ
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スが原因として，夫（52）ら遺族が医療法人を相手取
り，約 1億 3,000万円の賠償を求めていた訴訟が広島
高裁岡山支部で和解した．06年 9月の 1審判決は病
院側の過失を認め，約 5,800万円の支払いを命じたが，
病院側が不服として控訴していた．遺族側代理人の弁
護士によると，和解条項は，医療法人側が遺族に 6,300

万円を支払う▽担当医の過失を認める▽管理の不手際
を認め謝罪する▽再発防止を徹底させる　――　などの内
容．謝罪や再発防止を盛り込んだ和解条項は医療過誤
訴訟では画期的という．1審判決によると，妻は人工
透析を受けていた 02年 8月，肺水腫を発症．低酸素
脳症から植物状態になり，05年 11月に死亡した．判
決は，肺水腫の原因となった人工透析に伴う患者の体
重管理に関して医師の注意義務違反を認定していた．
夫は「二度とこのような事故が起きないことを亡き妻
は願っていると思う」とコメントした．」
［事例 2］
☆透析の管切れ　80歳患者死亡（読売新聞　21. 2. 10）
「「9日午前 10時頃，愛知県の総合病院から，「入院
中の男性患者が出血多量で死亡した」と警察署に通報
があった．発表によると，男性は無職　男（80）．8

日午前 4時 10分頃，4階の病室で，男性患者がベッ
ドの上で太ももから血を流しているのを，巡回してい
た女性看護師が見つけた．男性患者は約 2時間後，死
亡が確認された．男性患者は 20年 10月，腹部大動脈
瘤の手術をして入院，腎不全の併発を防ぐため，人工
透析をする予定だった．太ももには透析のための管が
挿入されていたが，太ももの近くで切れていたという．
同署は 10日，司法解剖する．捜査関係者によると，
男性患者は以前，自分で管を外したことがあったとい
い，同署は事故と自殺の両面で調べている．病室には
男性患者を含め 6人の患者がおり，8日午前 1時半頃，
看護師が巡回した際には異状はなかったという．」
［事例 3］
☆医療事故で失血死　大学病院，透析の女性（琉球
新報　21. 2. 18）

「大学医学部付属病院は 18日，1月下旬に血液透析
のため左内頸（ないけい）静脈からカテーテルを挿入
した 60代の女性が翌日に透析を開始したところ，大
量出血を起こし死亡したと発表した．同病院は医療事
故だったとして文部科学省や関係機関に報告，女性の
家族に謝罪した．同日午後に会見する．同病院による

と，カテーテル挿入の際に抵抗があったため，血管の
損傷を疑ってコンピューター断層撮影（CT）をした
ものの，明確な診断は得られなかったという．翌日に
血液透析を開始したところ，縦隔（じゅうかく）内で
大量出血．緊急手術をしたが，カテーテル挿入日の 2

日後に死亡した．女性は慢性腎不全があり，ほかの病
院で右内頸静脈に長期留置型カテーテルを挿入して透
析をしていたが，使用できなくなったため，大学付属
病院を紹介されたという．同病院は外部医院を含む調
査機関を設置し，原因の調査と再発防止策の検討を始
めた．同病院は「真摯（しんし）に受け止め，全職員
一丸となって医療完全管理体制のいっそうの強化を図
っていきたい」とコメントした．」
［事例 4］
☆人工透析後に女性死亡＝業過致死容疑で捜査（時
事通信　22. 6. 30）

「東京都の病院で，女性患者が人工透析中に出血し，
翌日に死亡していたことが 30日，警察署への取材で
分かった．同署は医療ミスの可能性があるとみて，業
務上過失致死容疑で捜査している．同署によると，死
亡したのは都内在住の女性（73）．腎臓の病気があり，
「クリニック」で定期的に人工透析を受けていた．14

日午後に透析を受け，開始 3時間後に異常を知らせる
ブザーが鳴ったが，30代の男性看護師は異常の内容
を調べずに透析を続けた．数分後に再びブザーが鳴り，
確認すると，透析機器と体内をつなぐチューブが外れ
ており，女性は出血．医師の手当てを受けて入院した
が，15日午後に死亡した．司法解剖の結果，死因は
出血性ショックとみられる．」

3　最近の医療事故対策

1）　リスクマネジメントの 3段階
大病院の機能評価に連動して，基幹病院の医療事故
対応は急速に進歩してきた．最近では医療事故防止の
ためのリスクマネジメントが注目されており，「犯人
探し」ではなく，「真の事故原因を究明し，事故防止
のシステムを構築し，事故を減少させること」が重要
である2, 3）．
医師を含む医療施設の全構成員の協力を得るために
は，以下の 3段階で取り組むのがよいとされている．
第 1段階では，病院の最高管理責任者が全員の前で，

「ヒヤリ・ハット報告（ニアミスレポート）を人事管
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理に使用しない」ことを宣言し，それを厳守すること
である．ヒヤリ・ハット報告が人事管理に使用される
心配があると，その提出にブレーキがかかってしまう
ことになるからである．したがって，職員の任命権者
の病院長はヒヤリ・ハット報告の原本を直接見てはい
けないというのが原則である．医師がある程度提出し
ており，薬剤・注射関係の報告が半分以下であれば，
その病院のほとんどのヒヤリ・ハット事例が報告され
ていると判断される．
第 2段階では，この報告を分析してその内容を現場
にフィードバックすることである．最近では多くの医
療機関でかなりのヒヤリ・ハット報告が集まっている
が，これらの膨大な数の報告を片手間で分析してフィ
ードバックできるかが問題となろう．近年では専任の
リスクマネージャーが選任されてきており，この専任
リスクマネージャーが中心となってヒヤリ・ハット報
告をしっかりと分析して事故防止のために有効なフィ
ードバックができれば，ニアミスの情報が共有化され
たことになる．
第 3段階では，得られた教訓をマニュアルに活用す
ることである．医療事故防止マニュアルが現実に即し
ており，絵に描いたモチになっていないかが問題とな
る．医療事故防止マニュアルを分担して執筆している
と，薬剤の使用説明書のように小さい文字で詳細に書
かれたマニュアルになりがちである．マニュアルは可
能であれば 1部門について 1ページ程度にとどめ，基
本的な事項を大きなゴシック体で簡潔に記載すること
が望まれる．なぜなら，医療事故防止マニュアルは自
分達の部署でこれだけは守ろうと決めることであり，
もし，これに違反した場合には大きな問題が発生する
からである．読みきれないような詳細なマニュアルで
は，マニュアル違反に至った場合に重大な問題が生ず
る恐れがある．そのような観点から，医療事故防止マ
ニュアルには努力目標ではなく必須事項を提示して，
毎年順次に改訂して行くべきであろう．最近ではポケ
ットマニュアルを作成して，職員が常時携帯している
病院も増加している．ページの差し替えが可能な文庫
本サイズ程度のクリアファイルを用いると，内容の更
新が容易になり便利である2, 3）．

2）　法律による安全対策確保の義務化
平成 19年の医療法改正により，「医療安全に関する

項目」として，「医療安全管理体制の充実・強化」が
重要な項目となった．つまり，医療機関の「医療安全
の確保」が規則上の義務から法上の義務に強化され，
「医療の安全を確保するための指針の策定，従事者に
対する研修の実施，その他医療の安全を確保するため
の措置を講じなければならない．」（医療法第 6条の
10）とされ，具体的な対策の例（同規則第 1条の 11）
として，
①　医療に係る安全管理のための指針を整備するこ
と
②　医療に係る安全管理のための委員会を開催する
こと
③　医療に係る安全管理のための職員研修を実施す
ること
④　医療機関内における事故等の医療に係る安全の
確保を目的とした改善のための方策を講ずること

とされた．従来は病院や有床診療所がこのような医療
安全対策の主眼であったが，立入検査の対象も無床診
療所や助産所にも拡大されてきた．職員研修に関して
は，年 2回程度の定期的な開催と必要に応じた開催
（診療所外での研修実施可）とされている．

3）　医療事故が発生した時の対応
次のような新聞報道が目にとまった．
☆点滴チューブ外れ患者死亡　当時の看護師を書類
送検（共同通信　17. 10. 19）

「○○総合病院で 2003年，入院していた男性の点滴
チューブが外れて男性が死亡する医療事故があり，警
察署は 20日までに，当時の担当女性看護師（27）を
業務上過失致死容疑で書類送検した．調べでは，看護
師は男性患者の太ももに点滴の針を刺したが，その後，
点滴のカテーテルの継ぎ目が外れたことに気付かず，
03年 6月 16日に失血死させた疑い．病院側は救命措
置をしたが，男性は死亡した．男性は同月 9日，腎不
全で入院，透析と薬剤点滴の治療を受けていたという．
同年 7月，病院と遺族の間で示談が成立．看護師は今
年 3月，退職した．病院は「このようなことが二度と
起こらないよう指導徹底をしたい」としている．」
最近では明らかな医療過誤と判断された場合には，
早急な民事関係の示談により，被害者家族を救済し，
その時に「示談書」の中に，「誠意ある対応を受け，
関係者の刑事責任は追及しない」旨の一文を記載して
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いるケースが増加している．届けられた医療事故につ
いては，多くの事例では警察が捜査をして検察庁に書
類送検するが，最終的な刑事責任を追及する刑事裁判
を開始する（起訴する）かどうかを決定するのは検察
官であり，その段階でこのような家族（遺族）の意向
は起訴するかどうかに大きく作用することになる．
医療事故防止対策と同時に，実際に発生してしまっ
た医療事故が医療過誤であるかどうかの院内での早急
な対応の妥当性も問われてきている．また，モンスタ
ー患者に対する対応の是非も大きな課題となっている．
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要　旨

2009〜2010年に流行した新型インフルエンザ A

（H1N1）の日本の透析患者における流行状況の全容
は不明である．慢性腎疾患の入院患者は 275名で，全
入院患者の 1.56％にとどまり，透析患者の死亡は 3

例と予想より少なかった．
東京都多摩地区における透析患者の新型インフルエ
ンザ A（H1N1）に関する調査では，2009年 10月〜
2010年 3月の感染率は 1.58％，2009年 11月〜2010

年 3月のインフルエンザワクチン接種率は 81.74％で
あった．今後，第二波への備えが必要である．

はじめに

新型インフルエンザ A（H1N1）は，2009年 4月に
メキシコで流行がはじめて確認された，ブタ由来の新
型インフルエンザウイルスである．メキシコからはじ
まった流行は，アメリカをはじめ，世界各国で流行し，
世界保健機構（WHO）は 4月 27日には警戒水準をフ
ェーズ 3からフェーズ 4に，続けて 4月 29日にはフ
ェーズ 5に引き上げた．
さらに世界中で感染が拡大し，6月 11日にフェー
ズ 6（パンデミック）が宣言された．その後も世界中
で流行したが，2010年に入り収束した．2010年 8月
10日，WHOは，「ポストパンデミック」とする旨を
声明し，世界的な状況としては，今回の新型インフル
エンザ（A/H1N1）は季節性インフルエンザと同様の

動向となりつつあるとした．
透析患者における新型インフルエンザ対策について
はすぐれた総説1）もあるので，参照されたい．本稿で
は，日本における透析患者の新型インフルエンザ A

（H1N1）感染の状況について，筆者が所属する東京都
多摩地区での感染対策の取り組みや流行状況を含めて
述べる．

1　日本における新型インフルエンザウイルスの�

　流行状況

日本国内においては，2009年 5月 9日，成田にカ
ナダから帰国した 4例に新型インフルエンザウイルス
感染を初めて認め，5月 16日に海外渡航歴のない高
校生が神戸でみつかり，以後，関西地区の集団感染を
はじめとして，全国に広まった．当初は感染症予防法
第 6条第 7項の「新型インフルエンザ等感染症」の一
つに該当するとされ，感染者は強制入院の対象となっ
たが，2009年 6月 19日に厚生労働省がこの方針を変
更し，季節性インフルエンザとほぼ同様の扱いとなり，
まん延期となった．さらに，2009年 7月 24日までに
国内の報告数は 5,000例を超え，同日からは感染者数
の全数把握を中止し，クラスターサーベイランスに移
行した．8月 15日には，沖縄で国内発の新型インフ
ルエンザによる死者が確認され，国内の流行が本格的
になった．その後も，新型インフルエンザの流行が拡
大し，11月末に流行のピークを迎えたのち，流行は
沈静化し，2010年 3月末にはいわゆる第一波が収束
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した．これまでの国内の新型インフルエンザの罹患者
数は推計で約 2,077万名，死亡者は 202名である‡1）．
日本の人口 10万人あたりの死亡率は 0.15で，カナダ
（1.32），英国（0.76）と比べても低く，世界的にもっ
とも死亡率が低かったといえる．

2010年 8月，厚生労働省は，季節性と異なる大き
な流行等の特別の事情が生じない場合は，今回の新型
インフルエンザ（A/H1N1）について，2010年度末を
目途に，新型インフルエンザでなく，通常の季節性イ
ンフルエンザとして扱い，その対策を継続することを
発表した‡2）．

2　透析患者における新型インフルエンザ感染の状況

国内初の新型インフルエンザによる死亡例が透析患
者であったことより，透析患者の新型インフルエンザ
感染は注目された．しかし，透析患者に関してのまと
まった報告は，ヨーロッパ，アフリカ，南米の 85施
設の調査によるMarcelliら2）の報告があるのみである．
その報告によると，2009年 9月 3日時点で，アル

ゼンチン，チリ，ブラジル，イギリス，スペインから
計 306例の新型インフルエンザ A（H1N1）感染透析
患者の報告がなされ，発生率は 3.4％と推定された．
平均年齢は 52.7歳で，7割が 20〜64歳の比較的若年
者であったことが特徴的である．症状は発熱，咳，筋
肉痛が多く，一般人と変わらない．入院症例は 103例
で，入院率が 38％と高く，69例が肺炎を呈し，死亡
率は 5％で，死亡の 53％が肺炎に関連していた．ま
た，慢性呼吸器疾患があると約 3倍肺炎になりやすい
というデータであった．入院率については，チリの 0

％からスペインの 75％まで幅が広く，各国の事情が
異なるためと考えられた．透析患者の死亡率は一般人
よりも約 10倍であり，末期腎不全が新型インフルエ

ンザ A（H1N1）に関してハイリスクであることがあ
らためて示された．特に，糖尿病，慢性心疾患を合併
している患者では，死亡のリスクが約 3倍高いことも
示された．しかし，報告された症例の 83％がアルゼ
ンチンからの報告で，アルゼンチンが世界的にも新型
インフルエンザ A（H1N1）の流行が多かったことや，
死亡例も多かったことを反映しており，解釈には注意
が必要である．
日本では，2010年 3月 30日までに新型インフルエ

ンザにより入院した 17,646名のうち，基礎疾患のあ
る患者は 6,599名で，透析患者の実数は不明であるが，
慢性腎疾患患者は 275名で，全入院患者の 1.56％にと
どまった‡3）．慢性腎疾患で入院した症例の年齢分布で
は 50〜79歳が多く，全体の 48.7％を占めた．もう一
つ 5〜14歳にもピークがみられ，20.4％を占めた．透
析患者は前者の比較的高齢者に含まれると考えられた．
死亡例は 202例あるが，2010年 3月 30日までの

198例中，慢性腎不全例が 9例で，うち，3例が透析
患者であった（表 1）‡4）．透析患者の死亡例は 50歳
代が 2例，70歳代が 1例と比較的若かったが，3例中
2例は糖尿病を合併していた．また，糖尿病でない 1

例も心筋梗塞の既往があった．糖尿病の 1例は肺気腫
を併発していた．その他の慢性腎不全による死亡者で
も，糖尿病や心不全などの心疾患を合併していたこと
が特徴である．
このように，透析患者の死亡例は，糖尿病をはじめ
として，心臓，呼吸器疾患を基礎に併発していたこと
が特徴である．慢性腎不全患者は死亡例のうち 4.55％，
透析患者は死亡例の 1.52％にとどまった．透析患者
の対人口比が，0.23％であることを考えると3），透析
患者の死亡率は一般人口と比べて高率ともいえるが，
年齢構成を考慮に入れる必要があるので，どの程度の

表 1　日本の慢性腎不全患者・透析患者における新型インフルエンザによる死亡例（2009～2010 シーズン）

死亡日（2009年） 自治体名 年　齢 性　別 疾　　患

1. 8月 15日 沖縄県 50歳代 男 慢性腎不全のため透析中
2. 8月 18日 神戸市 70歳代 男 糖尿病による腎不全で週 3日の透析
3. 10月 26日 大阪府 80歳代 女 慢性腎不全
4. 10月 28日 宮城県 50歳代 男 糖尿病　慢性腎不全
5. 11月 1日 名古屋市 60歳代 女 慢性心不全　慢性腎不全
6. 11月 15日 横浜市 72歳　 男 陳旧性心筋梗塞　慢性腎不全
7. 11月 29日 石川県 90歳代 女 心不全　慢性腎不全等
8. 12月 19日 京都府 50歳代 男 慢性腎不全（透析中）　糖尿病
9. 12月 25日 愛知県 45歳　 女 慢性心不全　慢性腎不全
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リスク比であったか正確には不明である．
死亡には至らなかったが，呼吸不全をきたし，回復
した国内の透析症例が報告されている4）．その報告に
よると，症例は 73歳男性で，CAPDに伴う被嚢性硬
化性腹膜炎の既往があり，ステロイド内服中であり，
かつ慢性心不全も合併していた．発症早期に oselta-

mivir（タミフル）の処方を受けたが，発熱，倦怠感，
食欲不振，呼吸困難にて入院した．低酸素血症，胸部
CTにて両側のスリガラス状陰影が広がっており，両
側胸水も認めた．ステロイドの増量，zanamivir（リ
レンザ）の投与，透析による除水にて，呼吸不全が改
善した．透析症例の死亡例（本邦死亡第 1例）におい
ても，胸部 X線にて，うっ血を思わせるバタフライ
影を認めている．これらの所見は，腎不全でない新型
インフルエンザ患者でも認められており，透析患者に
特異的ではないが，透析患者における新型インフルエ
ンザの治療のさいには，除水を強化したほうが良いの
かどうかなど不明の点も多く，特に重症の新型インフ
ルエンザを併発した透析患者の情報はさらに集積して，

今後の治療に役立てる必要がある．

3　透析患者における新型インフルエンザ対策について

腎不全は，喘息や糖尿病などとともに，新型インフ
ルエンザ A（H1N1）のハイリスク群とされ，特に透
析施設は，集団で腎不全患者を治療することや通院透
析を継続する必要があることより，新型インフルエン
ザの流行時には，特別の対策が必要であると考えられ
る．
透析患者の新型インフルエンザ対策は，当初，今回
のブタ型のインフルエンザ A（H1N1）より以前に発
生が危惧されていた，トリ型のインフルエンザ A

（H5N1）を想定したものであった．このウイルスは
2003年より 2006年まで家禽に流行し，主に家禽から，
濃厚に接触したヒトへの感染が主体で，ヒトからヒト
への感染はごく限定的であった．発症者は 10カ国で
258名にみられ，死亡 154名（死亡率 59.7％）と高い
死亡率で，強毒性と考えられた．

2008年，日本透析医会と日本透析医学会は，この

表 2　透析施設における新型インフルエンザA（H1N1）対策の概要

1．準備
　①新型インフルエンザに関する正しい知識の周知
　②関係保健所や地域の協力体制の整備・確認
　③日常的な感染対策
　　　手洗い，うがい，咳エチケットの徹底
　　　透析施設における標準予防策の実施
　　　患者・スタッフの日常からの健康管理
　④発熱時連絡体制，患者・スタッフ連絡網による，独居患者の把握と対応
　⑤患者発生時の診療の手順の整備・確認
　　　各施設にあったマニュアルの整備
　⑥感染対策や診療に必要な物品の準備
　　　マスク，手袋
　　　抗インフルエンザ薬
　⑦ワクチンの接種
　　　インフルエンザワクチン，肺炎球菌ワクチン
2．診療
　①診断
　　　迅速検査の限界の把握
　②治療
　　　oseltamivir（タミフル，75 mg）1錠 1回投与，5日後症状が残っていたら，もう 1回投与
　　　zanamivir（リレンザ，5 mg/ブリスター）の通常量投与
　③かかりつけ透析施設での新型インフルエンザ患者の透析（時間的，空間的隔離）
　④抗インフルエンザ薬の予防投与を含む感染拡大の防止
　⑤重症患者，重症合併症患者の基幹施設への入院
3．透析医療の継続
　①事業継続計画
　　　勤務可能スタッフ，透析必要数を考慮した透析内容の検討
　　　必要物資の確保
　②地域での協力
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強毒な新型インフルエンザを想定して，合同で「透析
施設における新型インフルエンザガイドライン」を作
成，公表し，新型インフルエンザパンデミックにそな
えていた‡5）．
今回の新型インフルエンザ A（H1N1）流行が判明
してから，日本透析医会と日本透析医学会は，2009

年 5月に緊急提言として，早急に地域で会合を持ち，
原則として，パンデミック時には，かかりつけ透析施
設で透析医療を行うのを原則とするが，地域によって
は新型インフルエンザ患者の透析を特定の施設で引き
受けて行うなどの，地域での役割分担を決めてもよい
ことなどを推奨した．また，有熱患者への対応やパン
デミック時においても，透析医療が継続できるよう事
業継続計画を立てるよう会員に周知をはかった‡6）．
さらに，日本透析医会から，一般の透析施設内で感染
患者の透析を実施する必要性が生じた場合の，施設で
の感染拡大防止に関する取り組みについて，アメリカ
CDCガイダンスを日本向けに改変した「外来血液透
析施設における新型インフルエンザ対策」が発表され
た‡7）．
その後，透析施設でも多数の新型インフルエンザ A

（H1N1）の発生がみられるようになり，2009年 10月
に日本透析医会と日本透析医学会から，「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」がなされ，透析患者における，新型
インフルエンザ A（H1N1）の診断方法，抗インフル
エンザ薬の投与方法，重症化の兆候がみられた患者や
重症の合併症を持つ患者への対応の指針が示され
た‡8）．このなかでは，迅速診断キットが陽性の場合
はもちろん，陰性の場合でも，臨床症状から新型イン
フルエンザを疑診した場合には，新型インフルエンザ
と診断すること，迅速検査をしないでも臨床診断して
もよいことなどにも触れられている．そして，診断し
た後は直ちに抗インフルエンザ薬を投与することが推
奨されている．
透析患者における抗インフルエンザ治療は，oselta-

mivir（タミフル，75 mg）1錠 1回投与，5日後症状
が残っていたら，もう 1錠 1回投与，あるいは，zan-

amivir（リレンザ，5 mg/ブリスター）の通常量投与
が推奨されている．
以上の今回の新型インフルエンザ A（H1N1）対策
をまとめたものを表 2に示した．

4　東京都多摩地区における透析患者への取り組みの�

　経緯と流行状況

東京都多摩地区は，東京都のうち，区部（旧東京市） 
と島嶼部（伊豆諸島，小笠原諸島）を除いた市町村部
を指す．東京都の西部に位置し，面積 1,169.49 km2，
人口 4,160,373人（2010年 1月 1日）の地区であり，
26市 3町 1村，計 30の自治体からなる．日本透析医
学会の統計調査では，東京都全体で約 26,000人あま
りの透析患者がおり，多摩地区ではそのおよそ 3分の
1程度の患者が透析を受けていると考えられる5）．
東京都多摩地区の透析施設の集まりである，三多摩
腎疾患治療医会では，新型インフルエンザの発生後，
2009年 5月，医療安全委員会と災害対策委員会の合
同の新型インフルエンザ対策会議を開催し，感染症対
策委員会を組織することを提案するとともに，各施設
の新型インフルエンザ対策の現況をアンケート調査す
ることとした．2009年 5月 19日〜6月 12日に調査を
行い，多摩地区の透析施設 93施設中 80施設から回答
が得られ，2009年 6月 14日の三多摩腎疾患治療医会
で結果を発表した．この調査結果のなかで特筆すべき
点は，封じ込め期に自施設で新型インフルエンザの透
析患者の透析をする予定はない，と回答した施設が
70％であったこと，まん延期に新型インフルエンザ
透析患者を時間的・空間的に隔離して透析できるとし
た施設が 57.5％であったのに対し，対応は困難で，
インフルエンザ患者の透析は自施設で行わず，対応可
能な他施設に依頼するとした施設が 15％，対応未定
の施設が 18.8％であったことなどである．この時点
（2009年 5〜6月）では，各施設での新型インフルエ
ンザの対応に不安を感じている施設が少なくないこと
を反映していると考えられた．一方，前年に公表され
た，透析施設における新型インフルエンザ対策ガイド
ラインを，一部も含めて利用するとした施設が 97.5％
と大多数を占めたことは，実地の新型インフルエンザ
診療においては，この種のガイドラインの影響が大き
く，作成する側の責任が大きいことを示す結果であっ
た．
さらに，まん延期にスタッフが不足した場合，三多
摩腎疾患治療医会の災害ネットワークを通じて，応援
を依頼するとした施設が 34.2％，院長が 1人であらか
じめ決められた応援体制がないとする施設が 17.5％
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あり，地域での透析施設の協力体制の必要性があらた
めて確認された．
多摩地区には五つの 2次医療圏ごとに三多摩腎疾患

治療医会の支部が存在するが，2009年 9月に，新型
インフルエンザ対策について各支部会で検討する場を
もつこととした．五つの支部会では，多摩地区の 95

の透析施設のうち 86施設と 4保健所が参加して，地
域での新型インフルエンザ対策に関する情報交換をし，
各支部単位での対策を検討し，地域の透析施設の連携
をさらに強めることができたと考えられる．
感染症対策委員会においては，各支部会代表からの
報告を集積した．その議論のなかで，地域の透析施設
の新型インフルエンザの感染対策に役立てることを目
的として，新型インフルエンザ A（H1N1）の発生状
況およびワクチンの施行状況を調査することとした．
調査結果の詳細は他誌に掲載予定であるが6），概要を
表 3に示す．
東京都多摩地区における新型インフルエンザ A

（H1N1）の発生状況に関する調査は，2009年 10月〜
2010年 3月まで，ワクチンに関する調査は 2009年 11

月〜2010年 3月まで行われた．
方法は，三多摩腎疾患治療医会の災害ネットワーク
を利用して，月はじめに各施設へメールで前月の状況
に関する調査票を送付し，メールおよびファックスで
回答を得た．一部は毎月の回答が得られず，2009年
10月から 12月末までの分をまとめて回答を得た．回
答施設は対象となった 93施設中 76施設，81.7％と高
い回答率が得られた．災害ネットワークを利用したこ
と，会員施設の関心が高く，情報を共有しようという
意欲が高かったこと，調査結果を逐次会員に公開しフ
ィードバックしたことなどが高い回答率に寄与したと
考えられた．新型インフルエンザ A（H1N1）の診断
は，臨床診断したものとし，迅速診断キットの陽性は

必須としなかった．
2009年 10月〜2010年 3月までの，当地区における
新型インフルエンザ A（H1N1）の感染者数は，透析
患者 70名，透析スタッフ 25名で，感染率は透析患者
1.58％，スタッフ 2.59％であった．人工呼吸器を要す
る症例は透析患者で 1例に認められたのみで，その症
例も軽快，退院し，当地区における新型インフルエン
ザ A（H1N1）による透析患者の死亡例はなかった．
日本全体の一般人口の感染率が約 6人に 1人とされ
ているのに対して，今回の調査における透析患者およ
びスタッフの感染率は著明な低値を示した．その原因
の一つとして，透析患者およびスタッフの年齢構成が
高いことが考えられる．今回の調査では，年齢に関し
ては調査されていないが，透析患者，スタッフともに
小児はいず，透析患者の感染者のうち 65歳以上の占
める割合は 34.3％であった．日本全体の透析患者の
平均年齢が 65.33歳，東京都の透析患者の平均年齢も
65.14歳であることを考慮すると，当地区の透析患者
も高齢者が主体であると考えられる．
高齢者で今回の新型インフルエンザ A（H1N1）の
患者が少なかった原因の一つとして，新型インフルエ
ンザ A（H1N1）に交差反応性のある抗体が，1950年
以前生まれ（60歳以上）では若年者に比して高率に
認められた点も一因であると考えられている7）．
日本の他の地域における透析患者の新型インフルエ
ンザ A（H1N1）に関する調査は，わずかに沖縄県か
ら報告されているのみである8）．それによると，感染
者数は透析患者 72例（1.8％），スタッフ 66例（5.4

％）名で，透析患者よりもスタッフの感染率が高い点
は，われわれの調査と同様であるが，特にスタッフの
感染率は沖縄のほうが高率であった．地域による一般
人の感染率の違いを反映していると考えられた．
今回の調査で，A型インフルエンザ迅速診断キット

表 3�　東京都多摩地区の透析施設における新型インフルエンザA（H1N1）
の感染者数・感染率・ワクチン接種率

1．感染者数・感染率
　　期間：2009年 10月 1日〜2010年 3月 31日
　　感染者数：透析患者 70名（感染率 1.58％），スタッフ 25名（2.59％）
　　透析患者の発症者のうち 65歳以上：34.3％
　　迅速診断キット陽性率：透析患者 40％，スタッフ 60％
2．ワクチン接種率
　　期間：2009年 11月 1日〜 2010年 3月 31日
　　透析患者 81.74％，スタッフ 86.78％
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陽性率は，透析患者 40％，スタッフ 60％であった．
もともと，インフルエンザの診断に関しては，迅速診
断キットは感度が高くなく，陰性であっても否定はで
きないといわれている．新型インフルエンザ A（H1N1） 
感染に対する感度は米国からの報告では 40〜69％9），
国内の調査では 53.5〜77％と報告されている‡9, ‡10）．
日本透析医会と日本透析医学会からの「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」にも迅速診断の限界を勘案し，迅速
検査を行わず，流行状況と病歴と理学所見のみで診断
してもよい，とされている‡6）．
ワクチンの接種に関しては，2010年 3月末までに，
透析患者で 81.74％，スタッフで 86.78％と高い接種
率が得られた．ワクチン投与は感染拡大にもっとも有
効な方法の一つである．従来の季節性インフルエンザ
ワクチンでは，一般人と同様に，透析患者においても，
有意に入院率，死亡率を低下させるとされている10）．
透析患者では，免疫能が低下しているため，抗体産生
の障害が危惧されたが，今回のインフルエンザ A

（H1N1）ワクチンに関しても，透析患者への 1回の接
種で，健常人と同様な割合いで抗体ができることも報
告されている11）．一方，2回目以降の接種によるブー
スター効果は，透析患者では認められないとされる12）．
当初，ワクチンが不足傾向であったさいには，ワクチ
ン接種を希望してもなかなかできない状況であり，少
ないワクチンの割り振りに悩んだ透析施設も多かった
が，2010年 1月には，十分に行き渡り，接種率も上
昇した．
以上のような，東京都多摩地区での新型インフルエ
ンザに対する調査は疫学上有意義であるとともに，危
機感を持って，情報を地域で共有することにより，地
域の一体感の醸成，標準予防策や隔離対策など院内感
染対策への関心の向上，予想される第二波や今後の他
の新型インフルエンザ対策を立てるさいの参考となる
ことなど，感染対策上有用と考えられた．

5　今後の課題

2009〜2010年の新型インフルエンザ A（H1N1）の
流行は，透析患者においても，予想より，感染率，重
症化率は低かったといえる．しかし，今後，新型イン
フルエンザ A（H1N1）の第二波に備える必要がある．
1918〜1919年に流行したスペイン風邪のさいには，

約 1年後に流行した第二波のほうが第一波よりも規模
は小さかったものの，死亡率が高かった．高齢者が多
く，免疫能が低下した透析患者では，第二波への警戒
がより重要となる可能性がある．また，将来の，強毒
の新型インフルエンザが流行した場合を見据えた対策
も必要である．
そのために，検討すべき課題としては，地域ごとの
重症のインフルエンザ感染透析患者を収容する病床の
確保，地域における透析施設間の協力体制の構築，地
域ごとはもちろん，さらに全国的な規模の透析患者に
おける新型インフルエンザ感染状況の調査，透析用お
よび新型インフルエンザ対策の薬品，物品の確保など
が重要である．
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要　旨

医療者と透析患者家族との関係については，長期に
亘ることが多く，ともすればマンネリ化する傾向があ
るが，患者の望ましい療養環境を確立するためには家
族の協力は欠かせない．そこで，患者家族との関係に
ついて，日本透析医会会員施設にアンケートを依頼し
実態を調査した．
医療スタッフからの患者家族への面接は，医師，看
護師からの申し出が多く，その理由について，医師は
治療法の改善，看護師は日常生活の改善が主であった．
一方，患者家族からの面接は，配偶者からが最も多く，
次が子供で，その理由について，配偶者は患者の自立，
食事管理など日常生活の改善に，子供は通院，送迎，
介護保険など医療環境についての相談が多かった．そ
の他の理由について一番多かったのは「認知症」の相
談，次が様々な理由をつけ入院を希望，退院を拒否す
ることであった．面接効果については概ね効果を認め
たが，繰り返し面接をしないと効果がないとする意見
も多かった．また，やっかいな案件（困惑する）につ
いては，①家族の患者に対する無関心，②頻回に希望
や不満を訴えてくる家族，③高齢透析患者の増加に伴
う問題，④患者自身に起因する問題，があげられた．
これらについては特別な解決方法があるわけではなく，
個別に家族と対話することにより，新たな発見，進展
も予想され，難題を解決できそうなことも含まれてい

た．一方，高齢化の問題については，認知症・ターミ
ナルケア対策の必要性を認め，医療スタッフ・患者・
家族と相互が理解し，具体的なケアプランを作ってい
く体制，地域全体で患者の療養環境をサポートする体
制の整備が望まれた．

はじめに

透析医療は終生に亘って継続しなければならない療
法であるため，患者の病識や療養上の努力だけではな
く，家族や周辺の人々の支援・協力なくして患者の望
ましい療養環境を樹立し維持することは難しい .一方
で，透析患者の療養生活は患者家族の生活に留まらず
彼等の心身の健康に影響を与え，透析患者の好ましい
治療環境を整えるためには，患者とその家族が相互の
立場を理解し協調しなければならないとも換言できる．
透析患者の家族は，患者が適正な維持透析を継続して
いくうえで最大の支援者であり助言者でもある．しか
し，家族はときに患者の思いを忖度・代弁するあまり
クレーマー化する場合もある．また，患者と家族の思
いが必ずしも一致しない場合もある．一方で，患者に
対してほとんど関心を寄せない家族を見受ける場合も
ある．
このような状況の中で「透析スタッフと患者家族と
の関係はどうあるべきか」を検討するため，日本透析
医会会員施設 1,017へアンケート調査を依頼し，48.5

％の施設から有効回答を得た．アンケート調査は，

［実 態 調 査］

医療者と透析患者の家族との関係
――　日本透析医会のアンケート調査結果とその分析　――

杉崎弘章＊1　大平整爾＊2
＊1  府中腎クリニック　＊2  札幌北クリニック

key words：家族，キーパーソン，認知症，リビングウィル，医療と介護

The relation between the medical staff and the family of the dialysis patient
Fuchu Renal Clinic
Hiroaki Sugisaki
Sapporokita Clinic
Seiji Ohira
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①スタッフから患者家族あるいは関係者に面接を求め
る事項，②患者家族あるいは関係者が自主的に来院し，
スタッフに面接を求める事項，③患者，家族あるいは
関係者に説明会，懇親会を開催することの有無，④ス
タッフが家族あるいは関係者との面接で困った事項，
について記載してもらった．スタッフから面談を求め
る場合は，透析治療に関わる問題が多く，家族から自
発的に面接を求める場合は，生活状況の改善を求める
声が多かった．電話や連絡ノートで対応する件数は月
に 12件で，これは家族から面接を求められる月当た
り件数 4件に比べはるかに多かった．これは医療側，
患者側双方の多忙さを反映しているものと考えられた
が，内容的に，簡便に電話や連絡ノートで対応できる
ものばかりではなく，面談，面接するべき問題も含ま
れていた．患者会などの懇親会については 40％の施
設でしか実施しておらず，その期待される効果から，
できるだけ多くの施設で実施されることが望ましいと
考えられた．

1　調査方法および回答者の背景

調査については，資料に示した設問を，日本透析医
会会員施設の 1,017施設へ郵送し，493施設（48.5％）
から有効な回答を得た．回答者は，医師 170名（34.5
％），看護師 301名（61.1％），その他 4名（0.8％），

職種記載なしが 18名（3.6％）で，総計 493名の内，
医師，看護師による回答が 95.6％とほとんどを占め
ていた．回答をした施設規模の内訳は，無床クリニッ
ク 149施設（30.2％），有床クリニック 101施設（20.5
％），病院 225施設（45.6％），不明 18施設（3.7％）
の計 493施設であり，回答施設の全透析患者数は
49,991名，うち 65歳以上の患者数 27,044名（54.1％），
1施設あたり平均患者数 101名，透析サイクルは昼間
34,318名（68.6％），夜間 10,072名（20.1％），記載な
し 5,601名（11.2％）であった（表 1）．
日本透析医学会の全国統計調査1）では，1施設の平

均患者数 70名に対し，本調査の回答施設は平均 101

名と比較的規模の大きい透析施設が多かった．また，
全国統計調査による 65歳以上の患者 56.4％，昼間透
析者 82.2％，夜間 14.4％と比べ，回答施設は 65歳以
上の患者 54.1％，昼間透析者 68.6％と少なく，夜間
透析者では 20.1％と多い傾向を示していた．

2　透析スタッフの誰が家族・関係者に面接を�

求めるかとその理由

「透析スタッフの誰（職種）が家族あるいは関係者
に面談を求めるか」については，看護師 48.4％（307

名），医師 43.6％（277名），栄養士 3.2％（20名），技
士 2.4％（15名），ソシャルワーカー（MSWと略）2.0

表 1　「医療者と透析患者の家族との関係」についてのアンケート調査

1．アンケート調査配布先
（社）日本透析医会・会員施設（1,017施設）

2．アンケート期間
2010年 1月上旬送付，締め切り同年 1月 31日

3．有効回答率
493/1,017＝48.5％

4．回答者
医師 170名（34.5％），看護師 301名（61.1％），その他 4名（0.8％），
回答者職種不明 18名（3.6％），計 493名（100％）

5．回答施設
無床クリニック　　149（30.2％）
有床クリニック 101（20.5％）
病院 225（45.6％）
未登録 18（ 3.7％）

6．回答施設の透析患者数
49,991名（49,991名/493施設＝101名/施設）
内 65歳以上の患者数：27,044名（54.1％）

7．透析サイクル
昼間 34,318名（68.6％）
夜間 10,072名（20.1％）
記載なし 5,601名（11.2％）
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％（13名），事務 0.5％（3名）の順で，身近で患者に
接している看護師が一番多く，ついで医師であり，両
者で 92％を占めていた（図 1）．
その理由について，頻度の多いもの（A）を選択し

た施設は，「自己管理，食事管理について」が 343件
（75％），「合併症や最近の体調について」が 317件（70

％）と多く，「日常生活の自立・活動について」173件
（41％），「通院・送迎の問題について」が 131件（31

％），「治療方法について」が 114件（27％）と比較的
多く，「介護保険の利用について」，「入院，寝たきり
のときの療養場所について」，「透析を続けて生きる意
義，意欲，楽しみなどに関する悩み」は 100件以下，
20％以下であった（表 2）．医療側は，患者に接して
明らかに治療効果が上がっていない，あるいは生命予
後，合併症予防の観点から，逸脱しているデータに基
づいて患者家族の協力を呼びかけ治療の効果を上げる

ことに注力し，次が透析生活の改善を目指している傾
向を認めた．
さらに詳細に検討するため，スタッフの職種による
面接理由の違いを検討した（表 3）．医師，看護師，
全職種（医師，看護師，技士，栄養士，MSW，事務
とチームで対応）に分け，とくに医師と看護師で最も
多い内容を分析した．医師は「治療方法」，「合併症や
最近の体調」，「入院，寝たきりのときの療養場所」に
ついての面接理由が全職種のなかで最も多く，看護師
は「日常生活の自立・活動」，「自己管理，食事管理」，
「通院・送迎の問題」，「介護保険の利用」を理由とす
ることが最も多かった．医師は治療法について検討し，
看護師は日常生活に密着して検討している傾向を認め
た．
今回の調査項目以外のその他の理由について自由記
載をしてもらったところ，患者自身の問題として「認

表 2　透析スタッフが患者家族あるいは関係者に面接を求める理由

理　由 A
多い

B
中等度

C
少ない

日常生活の自立・活動について 173件
（41％）

153件
（37％）

91件
（22％）

治療方法（HD時間，昼夜，PD，
HDF，移植など）について

114
（27％）

109
（26％）

198
（47％）

自己管理，食事管理について 343
（75％）

82
（18％）

31
（7％）

合併症や最近の体調について 317
（70％）

110
（24％）

28
（6％）

通院・送迎の問題について 131
（31％）

161
（38％）

136
（32％）

介護保険の利用について 76
（19％）

143
（35％）

189
（46％）

入院，寝たきりのときの療養場所
について

81
（19％）

155
（37％）

188
（44％）

透析を続けて生きる意義，意欲，
楽しみなどに関する悩み

10
（3％）

56
（14％）

323
（83％）

看護師
307 名（48.4%）

医師
277 名（43.6%）

■医師 277 名

■看護師　307 名

■技士 15 名

■栄養士 20 名

■MSW 13 名

■事務 3 名

図 1　透析スタッフの誰（職種）が家族あるいは関係者に面接を求めるか
前提：患者本人への説明では不足または効果なし．家族に面接を求め
る主体者は，看護師と医師である．
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知症対策」，「透析中の異常行動」，「ターミナルの緩和
ケアのすすめと本人・家族の希望確認」と，スタッフ
に関する「スタッフと患者間のトラブル」，「看護師へ
のストーカー行為，暴言」などがあげられていた．
「医療費未納に関すること」については，事務からの
面接要請と考えられた．

3　家族などで誰が面接を求めるかとその理由

1）　面接希望頻度とそれへの対応方法
「患者家族または関係者が自発的に来院して，透析
スタッフに面接を求めるか」について回答した施設は
430施設（87％）で，回答施設の平均患者数は 101名，
1カ月の平均面会数は 4件であった．また，家族など
からの電話または連絡ノートで対応する頻度は月に
12件と多く，電話，ノートで対応する頻度が多かった．
したがって，一施設の面接と電話，連絡ノートで対応
する頻度は，患者 101名に対し月平均 16件（16/101

＝15.8％）と比較的多い結果であった．
家族などで誰が面接を求めるかについては，①配偶
者（68.3％），②子供（22.6％），③ヘルパー（3.2％），
④その他親類（2.0％），⑤行政担当者（1.7％），⑥親
（1.5％），⑦知人（0.7％）で，配偶者，子供，親で 92.4
％と身近で世話をしている家族が多かった（図 2）．
ヘルパー，行政担当者，知人など他人が介在している
のは 5.6％と少なく，これは「自分たちのことは自分
たちで」という日本の家族の特徴かもしれない．
この回答から，透析患者の治療状況，心身状態や日
常生活に心配りをするうえで，配偶者と子供が主体で

あることを確認できた． 面接の希望に対して，誰が
対応するかという設問についての回答は 466施設から
寄せられ，最初の対応者（医師，事務長，看護師長，
MSWほか）が話を聞いて，「話題によって対応者を
決める」が 330件（70.8％），担当医 74件（15.9％），
看護師長が 62件（13.3％）で，話題により担当者を
振り分けている傾向を認めた（表 4）．これは，話題
により複数の職種（チーム）で対応するなどの姿勢が
窺われ，好ましい対処法と考えられた．

2）　面接を希望する理由
面接理由について，頻度の多いもの（A）は，「合
併症や最近の体調について」が 272件（64％），「自己
管理・食事管理について」が 202件（48％），「日常生
活の自立・活動について」が 174件（42％），「通院・
送迎の問題について」が 163件（39％），「入院，寝た
きりのときの療養場所について」が 100件（25％）と
多かった．一方「介護保険の利用について」，「治療法
について」，「透析を続けて生きる意義，意欲，楽しみ

表 3　各職種別による面接を求める最も多い理由

理　由 医師中心
％（件数）

看護師中心
％（件数）

全員
％（件数）

日常生活の自立・活動について 25％（40） 45％（80） 17％（53）

治療方法（HD時間，昼夜，PD，
HDF，移植など）について

28％（46） 17％（30） 12％（38）

自己管理，食事管理について 62％（101） 75％（134） 35％（108）

合併症や最近の体調について 70％（114） 58％（104） 32％（99）

通院・送迎の問題について 18％（29） 34％（61） 13％（41）

介護保険の利用について 13％（22） 16％（29）   8％（25）

入院，寝たきりのときの療養場
所について

18％（29） 15％（27）   8％（25）

透析を続けて生きる意義，意欲，
楽しみなどに関する悩み

3％（5） 2％（4） 0.3％（1）

割合は回答者数（医師：n＝163，看護師：n＝178，全員：n＝305）に対する比率．

■配偶者

■子供

■ヘルパー

■その他親類

■行政担当者

■親

■知人

子供
104 名（22.6%） 配偶者

315 名（68.3%）

図 2�　患者家族または関係者が自発的に来院して，透析スタッ
フに面接を求める頻度
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などに関する悩み」は 100件以下，20％以下であっ
た（表 5）．医療側と患者側とにおける面接理由の違
いは，医療側が「治療法（HD時間，昼夜など，PD，
HDF，移植など）について」27％，「自己管理，食事
管理」75％，「合併症や最近の体調」70％に対し，患
者側は各々 16％，48％，64％と少ない傾向，一方，
医療側が「通院・送迎の問題」31％，「入院，寝たき
りのときの療養場所について」19％と少ないのに，
患者側からは各々 39％，25％と多い傾向を認めた．
これは家族が治療法の選択よりも，患者の状態を日常
的にみて「通院・送迎の問題」，「入院，寝たきりのと
きの療養場所」などアクセスや生活（療養）環境を心
配しているためと考えられた．
次に，配偶者，子供群（親・親類を含む），ヘルパ

ー群（行政担当者・知人を含む）の 3群に分け，「最

も多い理由」を分析した（表 6）．配偶者において多
いのは「日常生活の自立・活動」，「治療法」，「自己管
理・食事管理」，「合併症や最近の体調」についてであ
った．子供群は「通院・送迎の問題」，「介護保険の利
用」についてが多く，対照的な結果であった．また，
ヘルパー群は子供群と同じように「通院・送迎の問
題」，「介護保険の利用」が多かった．そして「入院，
寝たきりのときの療養場所」については，配偶者，子
供群，ヘルパー群とも同率で心配をしていた．したが
って，相対的に配偶者は患者の自立・活動，自己管
理・食事管理，合併症・体調管理など患者の身の回り
に気を配り，患者にとって最大の協力者と考えられた．
一方，子供群はヘルパー群と同じ傾向で，他人行儀で
やや第三者的な対応をしていた．
家族が面談を求めるその他の理由（自由記載）につ

表 4　家族等から面接を求められた時の対応方法

1．面接を求める家族あるいは関係者に対して，スタッフの誰が対応するか

話題によって対応者を決める 330件（70.8％）＊
看護師長   62 （13.3％）
担当医   74 （15.9％）
その他     0

合　計 466件（100.0％）
＊最初の対応者が医師または看護師長に相談して振り分け

2．家族などからの電話または連絡ノートに対応する頻度
月に 1施設当たり 12回

表 5　家族あるいは関係者が面接を求める理由

理　由 A
多い

B
中等度

C
少ない

日常生活の自立・活動について 174件
（42％）

140件
（34％）

101件
（24％）

治療法（HD時間，昼夜など，
PD，HDF，移植など）について

61
（16％）

79
（20％）

246
（64％）

自己管理・食事管理について 202
（48％）

153
（37％）

63
（15％）

合併症や最近の体調について 272
（64％）

114
（26％）

42
（10％）

通院・送迎の問題について 163
（39％）

158
（37％）

101
（24％）

介護保険の利用について 65
（17％）

158
（40％）

174
（43％）

入院，寝たきりのときの療養場所
について

100
（25％）

145
（35％）

162
（40％）

透析を続けて生きる意義，意欲，
楽しみなどに関する悩み

7
（2％）

37
（10％）

340
（88％）



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 3　2010452

いては，「患者の家庭での扱い方が難しいなど何らか
の理由をつけて，退院を拒む」，「患者間のトラブル」，
「介護する方の体調不良および介護者の都合」，「透析
拒否」などがあげられたが，一番多かったのは「認知
症」に関する相談であった．患者が「認知症状態で介
護困難となっているため何とかしてほしい」，認知症
の発症により意味不明な言動や行動が出た場合，「な
ぜか」とか「どう対応するか」，認知症と家族との生
活のズレ，家族の接し方などの悩み，生活苦，生活し
ていくのが精一杯，認知症の親を施設に入れることも
できないなど，対応に苦慮する相談もあった．

3）　面接以外の方法による相談内容
「電話や連絡ノートで日常生活の事項以外に相談さ
れたことの内容」（表 7）については，「危険なため車
の運転を止めさせてほしい」との依頼，予防接種，イ
ンフルエンザ発症時の対応，「透析へ行くのを嫌が
る」など透析拒否への対応，同じような悩みをもつ患
者家族会の紹介などには，それなりに対応できる．し
かし，「家族が留守にする期間の対応，認知症の対応
困難，嫁姑の問題，その他家族関係が悪く一緒に住め
ない」など，いずれもその対応策として入院を希望す
る問題では，解決策が難しく容易に解決策を見出せな
い場合も多い．さらに，家族や親の病気についての相
談，家族の中に医療関係者がいることによる「薬剤の

表 7　電話や連絡ノートで日常以外に相談された内容

1．患者家族からの内容
・車の運転をさせたくない，止めるよう説得してほしい
・予防接種，インフルエンザ発症時の対応
・透析へ行くのを嫌がって困る，透析拒否
・患者を支える家族として，同じような悩みを相談できる家族会があるか？
・患者の配偶者や親の病気の相談
・患者家族の中に医師がいて，こういう薬剤を使ってほしいとの注文

2．対応が困難な内容
・家族が留守にする期間，どう対処したら良いか？ 入院の相談
・家族関係が悪く，一緒に住みたくない，入院させてほしい
・認知症が進行し介護困難に関する相談
・嫁姑の問題
・医療費の支払いについて

3．医療側からの内容
・神経症で訴えが多く，毎日，毎晩，院長へ電話してくる患者への対応
・他院への受診依頼
・透析中，大声をあげたり騒ぐ患者への対応，他患者とのトラブル
・看護師へのストカー行為について，どうしたら止めてもらえるか，奥さんに相談

表 6　家族，関係者の違いによる面接を求める最も多い理由

理　由 配偶者
％（件数）

子供・親・親類
％（件数）

ヘルパー他
％（件数）

日常生活の自立・活動について 39％（123） 35％（42） 35％（9）

治療法（HD時間，昼夜など，
PD，HDF，移植など）について

14％（45） 11％（13） 12％（3）

自己管理・食事管理について 46％（146） 39％（47） 35％（9）

合併症や最近の体調について＊ 63％（197） 54％（65） 46％（12）

通院・送迎の問題について＊＊ 33％（103） 40％（48） 50％（13）

介護保険の利用について 12％（37） 18％（21） 27％（7）

入院，寝たきりのときの療養場所
について

22％（68） 22％（26） 23％（6）

透析を続けて生きる意義，意欲，
楽しみなどに関する悩み

1.3％（4） 1.7％（2） 3.8％（1）

割合（％）は回答者数（配偶者：n＝315，子供・親・親類：n＝120，ヘルパー他：n＝26）に対する比率．
＊重複回答 2件，＊＊重複回答 1件有
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変更希望」や「医療費の支払い」などについては，電
話，連絡ノートでの対応が難しい内容も含まれていた．
医療側からの連絡事項は，「透析中，大声で騒ぐ患者
への対応，他の患者とのトラブルへの対応」について
二次的な支援を依頼，「他院への受診依頼」などが主
であったが，「看護師へのストーカー行為，神経質で
訴えの多い患者が，毎日院長へ電話をしてくる」など，
一部患者側のクレーマー化の予防にも使われ，医療側
の苦労の一端が窺えた．

4　透析に関する説明会・懇親会について

患者，家族・関係者を対象とした透析に関する説明
会・懇親会の開催については，表 8のように，定期
的に開催している施設が 89施設（18％），不定期に開
催しているのが 94施設（19.1％），開催していないの
が 294施設（59.6％）で，開催していない施設のほう
が多い実情を認めた．この説明会・懇親会の意義は，
医療側が施設の敷居を低くして患者側の意向を聞く姿
勢を示すことで，患者，家族の満足度がアップする効
果や，silent majority（何も言わないからといって満
足しているわけでなく，多くの人が我慢をして黙って
いる）の弊害を解決したり，患者同士，患者と家族の
連帯感を醸成するという効果がある．また，療養生活
の中で，患者と家族間の意見のズレ（対立）2）を解決
する場ともなることも考えられる．しかし，対象患者
の長期化，高齢化，そのほかに家族縁，地域縁など縁
の希薄化が底流に存在するのか，近年では出席者数が
減少傾向にあるため，説明会・懇親会を実施する医療
施設が減ってきているように思われた．

5　面接の効果についての自由記載

面接により効果があったと記載する施設と同時に，
効果がないと記載する施設もあって，効果については
一概に判定できないため，次のように寄せられた意見

を総括した．
①　効果があったという意見
・医療側の感じる効果：「家族の考え方がわかる」，
「患者の自宅での生活情報を得られ，現在の問題
点や課題が明らかになり，メンタルなサポートが
できた」，「入院や介護に対する不安が軽減され
た」，「新たな信頼関係が築かれた」，「クレーム，
トラブルの予防になっている」という意見であっ
た．
・患者側の感じる効果：「治療法の理解ができ安心
した」，「誤解が軽減され不安が解消した」，「“お
任せ”でなくて “一緒に”という共通認識へ変わっ
た」，「電話などで連絡がとりやすくなった」，「相
談しやすくなった」など，その効果を評価する意
見も多かった．
②　 効果がない，あるいはあまり効果がないという
意見

「家族が非協力的な場合」，「患者本人が家族の言う
ことを聞かない」，「高齢化による ADLの維持，内服
薬管理が難しい」，そして「金銭面が関わってくる
（介護など自己負担を含む）と効果がない」，「体重，
水分，食事管理などの指導や助言は，一時的に効果が
あるが長期にはあまり効果がない」という医療側の意
見も少なくなかった．
しかし，問題を抱えている患者，家族と医師，看護
師による単独面接だけでなく，他業種を交えた面接，
そして，できるだけ頻回に面接を実施することで解決
されることもあり，医療側の工夫も必要であろう．と
くに定期的な回診時などによる病状説明，水分，食事
管理指導などには限界があり，個別に対応することが
望まれるところであろう．

6　医療者が家族との接触で困惑する事項�

透析スタッフが患者家族との接触で困惑する事項に
ついての自由記載を，介護関係，自己管理・体調不良，
家族関係，入院・入所・送迎関係，クレーマー関係に
分けて表 9に示し，そして表 10に要約した．

1）　家族の患者に対する無関心への困惑
家族が患者の状態を正しく把握しているか否かを確
認する作業の中で，家族の無関心を垣間みたり，患者
と家族の意向が一致しないこと，患者が重要なことを

表 8　家族あるいは関係者を対象とする透析
に関する説明会・懇親会開催の有無

施設数

定期的な開催 89（18.0％）
不定期な開催 94（19.1％）
開催していない 294（59.6％）
回答なし 16（3.3％）

合　計 493（100.0％）
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1. 介護関係
・介護への無関心，家族が積極的でないとき
・公的支援などを知らない
・患者・家族とも PDを希望するも，特別養護老人ホーム，長
期療養施設，訪問看護ステーションなどで PDに対する理解
が得られず継続不能の時
・デイサービスを利用している患者の水分制限などについて依
頼したところ，「私だけ飲ませてくれない」と患者と介護ス
タッフ間にトラブル発生

2. 自己管理，体調不良
・家族の理解力が乏しく協力をえられない
・透析の必要性を理解していない，理解できない
・生きる意義，意欲，日常生活の楽しみがわからない
・水分管理不良者に対して効果がなく放置されてしまっている
・治療方針について，理解を得られないときが厳しい状況にな
る
・透析を拒否して来院しない
・要望の多い人（患者・家族）ほど医療行為に対して良心的で
ない，協力がえられない
・一人暮らしは問題が多い
・理解力不足，自己判断が多い患者，平気でうそをつく人
・透析前後に飲酒の量が多く，入院させて飲まないようにして
ほしいと依頼
・自己中心的な患者で，自分を中心にスタッフが対応してくれ
・患者と家族の自己管理に対して，認識になんらかのへだたり
がある場合
・患者と家族とのコミュニケーションが不十分のとき，協力関
係が築けない
・家族，関係者の思惑が，患者の希望とズレがある場合
・院内ルールに特例を希望
・食事管理を拒否する，指導はできても結果がでない
・家族背景（家庭内に認知症などの家族をかかえている）によ
り食事管理ができない
・透析日の変則希望，HD時間，曜日，方法を自己都合で決め
て主張する
・内服薬の管理ができない

3. 家族関係
・別居，子供夫婦が共働きで，患者の生活に関わることが少な
く協力を得られない
・一人暮らし，家族と音信不通で面談する対象者がいない
・家族の協力がまったく得られない
・家族の面従腹背
・無理な要求があり，暴力や暴言を受ける
・家族の無関心．その結果，患者が自宅や院内で放置される
・患者への説明と患者から家族への伝達に違いがあるとき
・熱心な家族とまったく無関心な家族の差が激しい
・理解力の乏しい家族の面談
・患者，配偶者とも高齢化して認知症が進み，指導しても実行
できない
・生活保護者で面談したくともできない
・面談すべき家族がいない，いても来てくれない
・患者と家族の関係が悪く，家族の一方的な話に終わり，面談
で伝えるべきことができなかった場合
・家族，キーパーソン不在患者の対応に困る
・患者自身が家族との面談を拒否する，本人に内緒で家族と連

絡して面談の予定を立てるが，調整が難しい
・家庭内で暴力を振るうことがあり，家族より相談を受けるが
対応困難
・食事管理で面談中，「お前が悪いからだ……」など夫婦喧嘩
となり，話がすすまない
・家庭内の問題，夫婦間の問題に進展，あるいは相談がすり替
わる
・金銭面の問題が出てくると態度が豹変する
・協力するというよりも，病院側へすべて丸投げ，先生にお任
せ，病院でやってもらいたいなど．家族，兄弟間が不和でキ
イパーソンがころころ変わる
・患者本人の意向を尊重してほしいと，介入を拒否．患者が高
齢のため，透析医療の中止の要望がある
・家族間で意思が異なる場合
・患者の言うことを鵜呑みにして，責任転嫁をしてくること

4. 入院，入所，送迎
・通院できなくなった時の入院先をきめるとき
　転院先の遠距離など
・家族の要望にあった適当なところがないとき
・寝たきり状態の場合受入れ先がない
・高齢，合併症でマヒなどがあり，歩行困難の場合の患者の送
迎
・社会的入院が必ずあり，外泊，退院を試みるが，家族も入院
継続を希望
・入所する施設がない
・家族の都合で入院，入所の希望が出る
・患者と家族関係が悪く，入院させて病院に預けっぱなしで，
何年も経過している
・介護支援が必要でも，家族，本人が拒否
・治療は一生続けるのだから，死ぬまで入院させてほしい
・透析のない施設に入院して送迎を希望する
・入院費用（個室差額）などで家族間でトラブル，医療費の滞
納
・退院をいろいろな理由で延期する

5. クレーマー化
・病院前で駐車違反し罰金を病院へ支払わせようとした
・療養，施設の利用法を説明しても，聞いていないと言い張り
勝手な振る舞いを繰り返す
・他院での治療法や処方に対するクレームを，前担当医に責任
があるとして他院に呼び出し本人に謝罪させた
・合併症治癒後も自宅へ引き取ろうとしない．通院を勧めても
断る
・入院をエンドレスで診てくれる病院がないと訴えられること
・スタッフとうまくコンタクトがとれないので，スタッフに対
して攻撃的になる
・新薬に対して注文を出す患者，調子が悪いのは新薬のせいに
する
・感謝の「カ」の字もない家族が増えている
・大きな声で攻撃的な態度で話をする．言葉の暴力などを受け
ている
・患者の認知症を受け入れず，毎回の透析時「物をとられた」
と騒がれ，病院がとったと思われ，以後，泥棒扱いを受けて
いる
・一方的に自分の希望，言い分だけを訴え，言うこと聞かない
・患者の一方的な思い込みを，家族も信じ，教育するスタッフ

表 9　面接で困った事項（自由記載）
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家族に相談していないことを経験することがある．患
者と家族の一致度は 50％で，半分が不一致との報告
もある2）．このような場合，医療者からの働きかけが
解決に導くかもしれず，根気よく話を聞き，家族と対
話することで解決する場合もあろう．自己管理できな
い患者の指導を家族側に要請したり，服薬遵守，血
圧・血糖の測定の必要性を説明して協力を要請すると
家族間で喧嘩になってしまったり，時には家族の面従
腹背と思われる行動に出会うこともある．一方，自験
例だが，家族の機能や役割分担の整理に手を貸しただ
けで解決した例があることを報告しておく．面接要請
が医療側からでも家族からでも，双方が多忙なため時
間調整が難しい場合が多く，このためやむをえず電話
での話し合いが多くなり，自ずと話し合う内容は限ら
れてしまうこともある．また，「すべてをお任せしま
す」と医療者への依存性が強い家族も多く，困惑する
ことも少なくない．このような場合，電話でも面接で
も対話を続けることが大切で，時間をかければ自ずと
望ましい療養生活へ転換してもらえることもある．そ

して医療側の時間調整が難しければ，医療チームとし
て対応するのもよいかもしれない．

2）　頻回に希望や不満を訴えてくる家族への困惑
例えば，VA穿刺部位から帰宅後に再出血したこと
へのクレーム，患者の治療法（透析時間，ベッドな
ど）変更への不満を代弁しに来たり，キーパーソンが
頻回に変わり何度も面接を求められることもある．
このような場合，医療側の説明不足だったりするこ
とが多く，よく説明すること並びにクレームの原因を
よく分析して，以降その要因をなるべく避けることが
解決策の一つになろうか．

3）　高齢透析患者の増加に伴う問題
・送迎時の要介助．
・患者自身の理解力が低下して，やっても無駄だ，
努力が報われないなどと，家族に厭倦感が出るこ
とも少なくない．
・老々介護の問題：介護者の理解力が低下して，

表 10　透析スタッフおよび家族が困惑している事項（要約）

1．家族の患者に対する無関心（真の意味の無関心，家族の多忙さ・余裕のなさ，医療者への依存性）
2．（逆に）頻回に希望や不満を訴えてくる家族
3．高齢透析患者の増加に伴う問題
・送迎時の要介助
・患者自身の理解力低下（やっても無駄だ，家族の努力が報われない）
・老老介護
・終日独居・日中独居老人の日常生活への不安
・入院先・入所先の相談
・前終末期・終末期の医療とケアのプランニング作成の困難性（患者・家族に意見・希望がない，
あっても関係者間に意見の食い違いがあるなど）
・自宅療養（内服・食事・排泄・日常動作・血圧測定・インスリンの自己注射など）の困難性
・自宅死亡時の対処
・キーパーソンの欠如・交代制

4．患者自身の問題
・粗暴な言動を取り続ける患者
・理解力欠如の患者
・依存性の強い（自立性のない）患者
・認知症患者
・独居患者への対応→家族にも良案がない

を外せという
・体重増加が多い，検査結果が悪いと，「スタッフの管理が悪
い」とせまる
・粘着性の性格，理解力不足の家族が連日救急部，透析室へ来
て，苦情や説明を要求する

6. その他
・面談を断られる

・経済的な問題
・すべてを医療者に任せるという態度をくずさない家族
・透析以外の主治医の意見に従うため相談にならない
・獣の臭いが強く，それへの苦情に対する対応
・うつ状態患者から，透析拒否，自殺希望の相談
・透析中のいびきが大きい
・認知症の患者が家族を攻撃して，家族がうつ病になった
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「本人の好きにさせて，あまり連絡しないで」な
ど，代理人として不適切な要望がでてくることが
ある．また，介護者が疾病を抱え逆に介護が必要
な場合，高齢な患者を高齢な介護者が付き添って
きて，来院後 2人の面倒をみることになった事例，
患者が被害者とも加害者とも考えられる状況も報
告されている．
・終日独居・日中独居老人の日常生活への不安．
・入院・入所先の相談：自宅では面倒をみられない，
世話できないなど自宅療養困難時，介護者の体調
不調時の入院・入所の要請も多く，対応に困惑す
ることもある．社会的入院を減らすために送迎支
援をすると施設の負担が増大するのであり，しか
も家族の送迎減少により家族との接触減少が生ま
れ，その結果好ましくない環境を惹起することに
なる．
・前終末期・終末期の医療とケアのプランニング作
成の困難性：患者・家族に意見・希望がない，あ
っても関係者間に意見の食い違いがある，とくに
透析中止など重要な決定事項について見受けられ
る．
・自宅における療養の困難性：老々介護と同じよう
に家族が介護する場合も，内服・食事・排泄・日
常動作（歩行障害など支援）・血圧測定・インス
リンの自己注射など煩雑と考えるのか，手抜きも
見受けられる．
・自宅死亡時の対処．
・キーパーソンの欠如・交代制など．
ここに含まれる多くの問題は，自施設だけで対応で
きることではなく，医療と介護分野の連携，地域全体
で支える地域整備などが望まれるところで，今後の検
討課題であろう．

4）　患者自身に起因する問題
・粗暴な言動をとり続ける患者．
・理解力欠如の患者．
・依存性の強い（自立性のない）患者．
・認知症患者．
・独居患者への対応など．
これらについては，家族にも良案がなく，透析スタ
ッフも困惑することが多い．それらを放置すると，ク
レーマー化する場合もある．スタッフとうまくコンタ

クトがとれなく，スタッフへ攻撃的となり暴言・暴力
行為，セクハラなどへの発展，一方的に自分の希望，
言い分だけを訴え，医療側の言うことを聞かなかった
り，療養規則，施設利用法を説明しても聞いていない
と言い張り，勝手な振る舞いを繰り返すような患者も
いる．「転医後の治療法や処方に対するクレームを，
前担当医に責任があるとして呼び出し謝罪しろ」とい
う行為，「病院前違法駐車の罰金は病院が払え」とい
うようにクレーマー化する場合もある．ここで注意し
たいのは，「やってもらって当たり前」という過剰な
権利意識を患者側に植え付けてしまうと本末転倒とな
り，診療ルールなどを，厳しさの中に優しさを秘めつ
つしっかりと教育する「さじ加減」が医療側に必要で
あることを忘れてはならないだろう．

7　考　察

家族の患者への対応の多様な形態をみると，家族と
は一体何であろうかという疑問が出てくる．「家族」
とは，「夫婦・親子を中心とする近親者によって構成
され，成員相互の感情的絆に基づいて日常生活を共同
に営む小集団」（日本大百科全書），「血縁によって結
ばれ生活を共にする社会構成の一単位」（広辞苑），あ
るいは看護領域でよく使われている Friedmanの定
義3）では，「絆を共有し，情緒的な親密さによって互
いに結びついた，しかも家族であると自覚している 2

人以上の成員」とされている．しかし，それぞれの家
族は，先祖から続く長い歴史があり，様々な変容をと
げて作り上げられたものである．儒教と国策により作
り上げられた「家」を中心とした家族形態をもつ家族
もいれば，戦前の「忠」，「孝」，「恩」などの家イデオ
ロギーに支えられる家父長制の家族4），（その家イデ
オロギーは不明だが）国政調査では直系家族5）もいる．
家族形態は，その構成メンバーにより，多くは核家
族（夫婦とその子供，その中に単独世帯，夫婦 2人世
帯，父子・母子世帯を含む）だが，その他に，直系家
族（長男など家系を継ぐ子供の家族に親が同居，親・
子・孫の同居する直系親三世代），複合家族（親戚や
子供の配偶者とその子供（おじ・おばやいとこなど）
と同居）などと多様化している．その多様化により，
家族機能，役割，ライフサイクルも異なってくる．キ
リスト教の影響を受けた欧米のような，夫婦本位で親
子間の世代的区別がはっきりし，個人対個人の相互の
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権利・義務の関係はわが国では程遠い．日本の家族の
中核をなすのは夫婦よりも「親子」にあり，欧米の
「夫婦」とは違っている．日本では老親との同居は少
なからずあるが，欧米では少ない．したがって，日本
のように老親を子供が看護，介護するという風習は欧
米では少なく，第三者機関に任せることが慣行となっ
ているようである．したがって，日本では家族の一員
が透析療法を必要とすれば，その対応が様々となるこ
とは容易に理解できる．わが国では，家族構成が欧米
に較べて複雑であるからであろう．
家族の誰がキーパーソンとなるのか，患者の長年に
わたった病気をどのように管理してきたか，私共医療
者と語り合える家族であるのか否かによって，その後
の対応は大きく変わる可能性がある．今回のアンケー
トを集計して，キーパーソンの多くが配偶者であるこ
とに夫婦の絆を感じて安堵したが，共に高齢化した場
合にはキーパーソンとして十分な機能を果たしえない
のではなかろうか．
私共医療者は「対応の難しい患者，家族」とよく口
にするが，患者，家族と何度か対話しながら，病人の
状況，過去の治療に対するその人の経験についてよく
理解しないまま，その対応のまずさや期待した対応が
できないと「難しい患者，家族」と位置づけていない
であろうか．患者へのアプローチ法はいろいろあるで
あろうが，患者の病気体験，喪失体験には長い歴史が
あり，その家族も長い苦悩体験をもっていることに理
解を示し，真摯に耳を傾けることが解決の一歩であろ
う（患者・家族に対するナラティブ・アプローチ6）．
積極的な治療法がないことへの苛立ちから，医療者
にあたったり暴言を吐いたりすることがあったり，病
気（障害）を受容していないことから透析を拒否する
こともある．そのようなときは，医療スタッフはむし
ろ患者，家族と対話するチャンスを得たと捉え，積極
的に苦悩について聴き，ともに解決策を探すことによ
り，患者，家族の苦悩，家族間の葛藤，情緒などの改
善を期待できるかもしれない．まさに，家族との面接
は患者の苦悩，苦痛を理解する千載一遇のチャンスで
あり，診療の重要な部分を占めると考えられる．しか
し，話し合う主題は必ずしも医療行為に直結していな
い場合もあり，統括責任者を決めたうえで，業務分担
して患者側に当たる工夫が求められよう．この点に関
して医療スタッフが幅広い知識と実技を習得する必要

性がきわめて高く，私共に委ねられた大きな課題の一
つである．在宅医療の代表である PD患者家族は，HD

患者家族よりも精神的負担は大きく，そして心身とも
に健康状態であれば，透析患者の QOLをより良好に
維持・向上することができるという報告7, 8）もある．ま
さに家族も患者であると捉えて対応するのが望ましい．
次に，認知症への対応であるが，日本透析医学会の
統計調査によれば，透析人口全体の 22,282人（9.8

％）が認知症（軽・重度含め）と診断され，そのリス
ク因子として加齢，糖尿病と脳血管障害既往が指摘さ
れている1）．10％近い認知症を随伴する透析患者にど
う対応するか．大平9）は，自己決定権としてリビング
ウィル（事前指示書）の必要性を述べており，国民の
総論賛成，各論反対などの傾向に鑑み，国民的な啓発
のうえで，医学的・社会的・倫理的・法的な総合的考
慮が必須としている．しかし，医師–患者・家族–司法
で解釈が一致しない局面において，現在行っている透
析をどうするか（そのまま継続か，漸減するか，即中
止するか）を判断する場合，現行法に抵触しないよう
に，せいぜい医師–患者・家族間の共同で意思決定を
せざるをえないとしている10）．したがって，患者・家
族との対話の中で重度認知症になった場合の対応法
（advanced care planning）について，気の重い憂鬱な
作業であるが早めに対応しておくことが望まれる．こ
の点に加え喫緊の要事として，患者が生活する地域に
おける認知症医療が，多くの関係者の緊密な連携で創
出されることを望みたい11）．

おわりに

医療環境にあって患者は紛れもなく弱者ではあり，
そこには自ずと患者自身が弁えるべき義務が存在する
ことに理解を求めながら，医療者は日常臨床に努める
ことが肝要となろう．次に，透析療法は腎不全を根治
できない治療法である以上，継続治療が余儀なくされ
るわけであり，難しく不満もあろうが，障害を受容し
ながら新たな生活を切り開いていくことを患者とその
家族とに求めなければならない．この最も基本的な要
綱が，透析療法開始以降も繰り返し患者および家族に
再確認されることが強く望まれる．
家族の無関心，余裕のなさにより「医療スタッフと
患者家族の協力関係」は大きく崩れる場合がある．ま
た，患者自身の問題として，性格，理解力，協調性欠
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如などが，医療スタッフ，協力体制下の家族に不信感
を与え協力を得られない場合も少なくない．このよう
な場合，基本にもどって，繰り返し患者および家族に
重要な基本事項の確認を促す必要があろう．「医療ス
タッフと患者家族の関係」は，ともすればマンネリ化
に堕しやすいが，面会，対話することにより，新たな
発見，進展もあり，診療の一環として扱うべきもので
あろう．そしてそこには医療者にも，患者，家族にも
共に学ぶべきことは多い．
一方で透析患者の高齢化は，自ずと終末期医療・ケ
アに踏み込まざるをえない状況を作り出している．タ
ーミナルケアの必要性を医療スタッフ，患者，家族を
含めて相互理解し，漸次具体的なケアプランを定めて
いく体制を構築する必要がある12）と考える．
ただ，一施設だけの問題で済むことではなく，地域
全体で患者の療養環境をサポートする体制などが一層
必要となるであろう．患者の認知症，老々介護，終日
または日中独居高齢者などに関連して介護者不足が指
摘され，「医療と介護」が密接に結びつかなければ解
決しない問題も多い．今後，「医療と介護」がしっか
り結びつく方程式を構築しなければならない必要性に
私共医療者は迫られていることを痛感する．
なお，本報告は「医療者と透析患者の家族との関
係」について回答していただいた日本透析医会会員の
先生方と，日本透析医会山㟢親雄会長をはじめ，太田
圭洋，隈博政，篠田俊雄，鈴木正司，戸澤修平，山川
智之常任理事の先生方，統計・集計にご協力いただい

た事務局の諸嬢，諸氏により作成できたものであり，
皆さまに深謝いたします．
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設問 A：患者家族あるいは関係者の来院・面談をスタッフから求める場合
（1）提唱者は誰であるかことが多いか

1．医師，2．看護師，3．技士，4．栄養士，5．MSW，6．事務
（2）家族あるいは関係者に面談を求める理由（多いものに A，中等度のものに B，少ないものに Cを
［　］に記入してください）
［　］1．日常生活の自立・活動について
［　］2．治療方法（HD（透析時間，昼夜など），PD，HHD，移植など）について
［　］3．自己管理，食事管理について
［　］4．合併症や最近の体調について
［　］5．通院・送迎の問題について
［　］6．介護保険の利用について

資料

アンケートの設問内容
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［　］7．入院，寝たきりのときの療養場所について
［　］8．透析を続けて生きる意義，意欲，楽しみなどに関する悩み
［　］9．その他（理由を記述）

（3）面接の効果はどうですか（自由記載）

設問 B：患者家族あるいは関係者が自主的に来院しスタッフ（担当医に限らない）に面接を求める場合
（1）面接を求める頻度

月に（　　）名
（2）家族あるいは関係者の誰が面会をもとめますか（頻度順に）

1．配偶者，2．親，3．子供，4．1, 2, 3以外の親類，5．知人，6．ヘルパー，7．行政担当者
（　　・　　・　　・　　・　　・　　・　　）

（3）家族あるいは関係者に面接を求める理由（多いものに A，中等度のものに B，少ないものに Cを
［　］に記入してください）
［　］1．日常生活の自立・活動について
［　］2．治療方法（HD（透析時間，昼夜など），PD，HHD，移植など）について
［　］3．自己管理，食事管理について
［　］4．合併症や最近の体調について
［　］5．通院・送迎の問題について
［　］6．介護保険の利用について
［　］7．入院，寝たきりのときの療養場所について
［　］8．透析を続けて生きる意義，意欲，楽しみなどに関する悩み
［　］9．その他（理由を記述）

（4）面会を求める家族あるいは関係者に対して，スタッフの誰が対応しますが．
1．誰か（医師，事務長または看護師長，MSWほか）が話を聞いて，話題によって，対応者を
定める

2．看護師長
3．担当医
4．その他（　　　　）

（5）家族から，TELあるいは連絡ノートで対応している頻度は
月に（　　）名

（6）TELや連絡ノートで日常の状態以外に何か相談されたことはありますか．もし，あるようでし
たらその内容をお聞かせください

設問 C： 貴医療機関で家族あるいは関係者を対象とする透析に関する説明会または懇談会が定期的に
開催されていますか．

1．定期的に開催している
2．不定期に開催している
3．開催していない

設問 D：患者家族あるいは関係者との面談で，困った事項（自由記載）
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要　旨

新規透析導入患者の高齢化に伴い，様々な理由から
透析導入すべきか判断に苦慮する例が多くなっている．
このような判断も終末期医療と同様に医療チームで検
討，判断することが望ましいと考える．しかし，この
ような医療チームでの判断が透析医や看護師にどのよ
うに認識され，行われているかは不明であり，2010

年 5月，新潟県内透析施設の透析医および透析看護師
を対象にアンケート調査を行った．その結果，40施
設の医師 68人，看護師 494人から回答を得た．施設
回答率は 80％（40/50）であった．
透析非導入を過去 5年間で経験した医師は 78％で

あった．透析非導入の理由として，本人・家族の希望，
認知症が多かった．透析非導入や中止に医療チームで
の判断が必要と考えている医師は 88％，看護師は 73

％であった．また，医療チームへの参加依頼があっ
た場合，参加すると回答した看護師は 77％であった．
透析非導入や中止の判断を患者，家族と担当医 1人で
判断している医師は 40％であった．4分の 3の透析
看護師は透析非導入・中止を判断する医療チームの必
要性を感じ，参加意思を示していることから，医療チ
ームへの透析看護師参加の可能性は十分あると考えら
れた．

1　はじめに

近年，新規透析導入患者の高齢化が著しい．高齢自
体は透析導入の是非を決める主要因とはならないが，
それでも高齢になるにしたがい様々な合併症の出現や
自立度，自己管理能力，判断能力などの低下が進行す
るのは避けられず，末期腎不全に至る症例の中で透析
導入すべきか判断に苦慮する例が多くなっている．
しかし，透析導入を見送る，つまり透析非導入（以
下非導入）には医学的・倫理的・社会的・法律的見地
などの様々な視点からの検討が必要となり，その判断
は決して容易ではない．また，現在，わが国には非導
入判断に十分対応する公的なガイドラインは存在しな
い．それぞれの患者の社会的背景，人生の価値観，透
析医療に求めるアウトカムなどが違う中で，画一的な
非導入判断基準を作成・適応していくことはきわめて
困難である．このような困難は終末期医療全般にもい
えることであるが，終末期医療に関連するガイドライ
ンでは，厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに
関するガイドライン」に代表されるように，その判断
プロセスに重点を置いたものが多い．判断プロセスの
内容も多くが共通しているが，その中の一つに「担当
医 1人ではなく複数（医療チーム）で治療方針を判断
すべき」というものがあげられる．これは担当医 1人

How do dialysis doctor and nurse grasp the decision making for withholding of dialysis by medical team?―Questionnaire survey in Niigata 
and its analyses
Department of Internal Medicine, Niigata Prefectural Central Hospital
Yutaka Tsubata
Divisions of Clinical Nephrology and Rheumatology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Minoru Sakatsume
Ichiei Narita

［実 態 調 査］

医療チームによる透析非導入判断を透析医・
看護師はどう捉えているか
――　新潟県内透析施設へのアンケート調査から　――

津畑　豊＊1　坂爪　実＊2　成田一衛＊2
＊1  新潟県立中央病院内科　＊2  新潟大学医歯学総合病院腎膠原病内科（第二内科）

key words：透析非導入，透析中止，医療チーム，アンケート，終末期医療
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の価値観による判断偏りのリスク回避や，治療方針決
定後のケアを計画実行していくうえでも重要な事であ
ると思われる．
しかし，非導入や透析中止の判断において，このよ
うな医療チームでの判断がどの程度行われているか，
医師や透析看護師にどのように認識されているのか，
また，透析看護師がそのような医療チームに参加して
くれる可能性はどの程度あるのかは調査データがきわ
めて少なく不明な点が多い．今回，これらの点を明ら
かにするため，新潟県内の透析施設に勤務する透析医
師および透析看護師を対象にアンケート調査を行った
ので，若干の考察を加え報告する．

2　調査方法および概要

2010年 5月，新潟県内の透析施設 50施設にアンケ
ート調査用紙を郵送し，透析医および透析看護師に回
答を求めた．アンケートは回答選択方式で，任意かつ
無記名で行った．
施設回答率は 80％（40/50），医師 68人，透析看護
師 494人から回答を得た．勤務医療機関形態の比率
（病院：診療所）は透析医が 3：1，透析看護師が 7：3

であった．回答した透析医および透析看護師の，それ
ぞれの医師勤続年数および透析室勤務年数分布を図 1
に示す．

3　結　果

透析医へのアンケート結果を表 1に，透析看護師
へのアンケート結果を表 2に示す．

4　考　察

1）　透析非導入の実態
1960年代にシアトルで維持血液透析が実際に行わ

れはじめた当初は，絶対的な透析装置の不足のため，
透析療法を受ける末期腎不全患者を選定しなければな
らず，その選定委員会は皮肉を込めて「神様委員会」
と呼ばれた．それから約半世紀が経過し透析療法は大
きく進歩した．特に日本においては，多くの透析医の
絶え間ない努力により，現在，30万人に達しようか
という透析患者を，世界最高基準の生存率を誇りなが
ら治療している．
透析技術の進歩や透析医療制度の整備に伴い，ほと
んどの患者に対して技術的には透析治療が可能になっ
たが，高度の認知症や重度脳神経障害，進行癌などの
合併，患者本人や家族の透析治療拒否など，様々な理
由から，透析導入の是非について苦慮することが多く
なっている．非導入という問題の性質上，日本におい
てどの程度，非導入が行われているかは不明な点が多
いが，大平らは北海道の透析施設を対象に行ったアン
ケート調査で，2006年から 2008年の 3年間で非導入
を経験した施設が 99施設中 64％あったと報告してい
る1）．また，本アンケート調査では 2005年から 2010

年の 5年間で，68人の透析医の 78％が非導入を経験
しており，そのうち 41％は「1年に数例の非導入を
経験した」と回答している．これらの結果からも非導
入は決して希な出来事ではないといえる．
しかし，非導入の判断は医学的・技術的に透析施行
が困難，不能な患者だけでなく，様々な合併症や自己
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図 1　回答した医師の勤続年数および透析看護師の透析室勤務年数分布
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表 1　透析医へのアンケート結果

1）　先生の施設で，ここ 5年間の間に透析非導入症例（腎不全により亡くなった症例）はありますか
①ない 22％
②数年に 1例程度 22％
③ 1年に 1例程度 15％
④ 1年に数例程度 41％

2）　非導入例がある場合にはその理由を次から選んでください（複数選択可）
結果を下記に示す
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3）　 厚労省や救急医学会などからでている終末期医療に関するガイドラインでは，終末期医療の方針決定は，
主治医（と本人・家族）だけの判断ではなく，複数の専門職で構成される医療チームで判断を行うよう
示されています．これについて
①知っていた 49％
②知らなかった 26％
③ ガイドラインで示されていることは知らなかったが，
以前からそのように認識していた 26％

4）　透析非導入や透析中止判断の際にこのような医療チームでの判断が必要と思いますか
① 必要だと思うし，既にそのようにしているか，将
来そのようにする予定である 50％

②必要ない 12％
③必要だと思うが，実際に自院で行うのは困難 38％
③の理由として

A． 看護師など他の専門職が参加してくれないと思
うから 5人

B． 医師以外の複数が関与すると意見がまとまらな
いと思うから 9人

C．自分の意見と違う方針になったとき困るから 1人
D．その他 9人

5）　透析非導入や透析中止の判断をする医療チームに看護師が入るべきだと思いますか
①入るべき 90％
②入るべきではない 10％

6）　貴施設で透析非導入や透析中止を判断する際には本人・家族とともに誰が判断していますか
①担当医（1人） 40％
②複数の医師 32％
③担当医と看護師 20％
④担当医と看護師以外の専門職 3％
⑤担当医と看護師とその他の専門職 5％

7）　貴施設に透析非導入や透析中止症例を相談できる倫理委員会がありますか
①ある 18％
②ない 82％

8）　貴施設にリビングウィルや事前指示（書）などの制度はありますか
①ある 3％
②ない 97％
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決定，社会的背景などの様々な要因から検討・判断し
なければならないことも多い．前記の北海道透析施設
のアンケートでは，非導入の理由として「高度な認知
症」が 33％で最も多く，本アンケートでも「認知
症」は 17％と，「本人の希望」，「家族の希望」のそれ
ぞれ 20％についで多かった．認知症や本人・家族の
希望という理由からは，医学的には透析療法が可能な
状態での判断であったと考えられ，その最終的な判
断・実行を行う担当医の苦悩は想像に難くない．

2）　ガイドライン
海外では，Hirschによる透析非適応の基準2）や，Re-

nal Physicians Associationと American Society of 

Nephrologyから「透析への適正導入・中止に関する
ガイドライン」3）がでている．これらは非導入判断に
参考になると思われるが，社会的背景，法制度，国民
性などが違う中で，それらをそのまま日本において適
応することは困難である．現在，日本においては非導
入に対応する公的なガイドラインは存在せず，大平に
よる私案のみである（表 3）4）．近年の延命処置に関連
した医療訴訟などから，非導入や透析中止に関するガ
イドラインを求める声もある．しかし，前述のように，

個々のケースに応じて，様々な要因を考慮しながら非
導入を検討・判断しなければならないことから考えて
も，ガイドラインで画一的な非導入判断基準を作成，
適応していくことはきわめて困難であると考える．ま
た，たとえガイドラインがあったとしても，ガイドラ
イン自体には法的効力はなく，ガイドラインに法的保
護を求めるのは困難である．
このような問題は終末期医療一般にもいえることで
あり，非導入が，近い将来の死を意味することから考
えれば，終末期医療に関するガイドラインも十分参考
になると考える．終末期医療に関するガイドラインと
しては，一つの国の指針ともいえる，厚生労働省から
発表された「終末期医療の決定プロセスに関するガイ
ドライン」があげられる‡1）．その主な骨子を表 4に
示す．このガイドラインは終末期医療における治療方
針の判断基準を示したものではなく，その判断を行う
過程，手順について示したものである．これは終末期
医療のあり方について，ある瞬間の状態から判断して
治療方針を決める「点としての判断」ではなく，個々
のケースに応じ，寿命を迎えるまでの残された時間の
ケアプランを線としてとらえ判断する「線としての判
断」を重要視したものである5）．非導入判断において

表 2　透析看護師へのアンケート結果

1）　 厚労省や救急医学会などからでている終末期医療に関するガイドラインでは，終末期医療の方針決定は，
主治医（と本人・家族）だけの判断ではなく，複数の専門職で構成される医療チームで判断を行うよう
示されています．これについて
①知っていた 18％
②知らなかった 64％
③ ガイドラインで示されていることは知らなかったが，
以前からそのように認識していた 18％

2）　透析非導入や透析中止判断の際にこのような医療チームでの判断が必要と思いますか
①必要だと思う 73％
②必要ない 27％

3）　透析非導入や透析中止の判断をする医療チームに透析看護師が入るべきだと思いますか
①入るべき 79％
②入るべきではない 21％

4）　あなたが，透析非導入や透析中止の判断をする医療チームに入ってほしいといわれたら
①参加したい 20％
②気は進まないが参加する 57％
③拒否する 23％

5）　あなたは今まで，透析非導入や透析中止の判断について担当医から相談を受けたことがありますか
①ある（1回（3人），複数回（20人），頻繁に（1人）） 5％
②ない 95％

6）　 あなたが今までみてきた患者さんの透析非導入や透析中止の判断に関して，もしも自分が方針を判断す
る医療チームの一員だったら反対していたと感じる症例はありますか
①ある 37％
②ない 63％
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も，この「線としての判断」がきわめて重要になって
くると考えられ，その判断プロセスを十分検討する必
要がある．

3）　医療チームの必要性と問題点
表 4に示した厚生労働省のガイドラインの骨子の一
つに「治療方針を医療チームで判断すべき」という項
目がある．これは，今後の患者ケアに関わる者が加わ
ることによって「線としての判断」を行う意味でも重
要であり，また担当医の価値観による判断偏りのリス
クを回避するためにも重要である．ここでいう医療チ
ームについて，ガイドラインでは「医療機関の規模や
人員によって変わり得るものだが，一般的には，担当
医師と看護師及びそれ以外の医療従事者というのが基
本形」と，明確な定義はされておらず，極端にいえば
担当医と看護師の 2人でもチームといえる．また，そ
の他の医療従事者には，直接医療を提供しないソーシ
ャルワーカーなども含んだ解釈となっている．
透析導入・非導入の判断では，その判断をする医療
チームに透析看護師が入ることは妥当であると考えら
れ，本アンケートでも「このような医療チームに看護

師が入るべき」と考える医師は 90％，透析看護師は
79％に認められた．「非導入や透析中止に，このよう
な医療チームでの判断が必要」と考えている医師は 88

％であったが，そのうち 38％は，「必要だと思うが
実際に自施設で行うのは困難」と考えていた．その主
な理由としては，他の専門職が参加してくれないと思
うこと，複数が関与することにより意見がまとまらな
いと思うこと，などがあげられた．一方で医療チーム
参加の候補となる透析看護師は，73％が非導入・透
析中止に医療チームでの判断が必要であると考えてお
り，77％が自分にそのような医療チームへの参加依
頼があったときに参加する意思を示した．約 4分の 3

の透析看護師は医療チームの必要性を感じ，参加意思
を示していることからも，医療チームへの透析看護師
参加の可能性は十分あると考える．
また，複数が関与したさいの意見不一致の可能性に
ついては，「今までの非導入や透析中止例の判断で，
自分であったら反対していたと感じる症例がある」と
答えた看護師が 37％あり，医療チームでの検討のさ
いに意見の不一致が生ずる可能性は十分考えられた．
現在のところ，意見不一致に対する特筆すべき対処法

表 3　「透析に導入しない選択」時の指針（大平私案）

1 ．透析の施行がきわめて危険か困難で予後を改善しないと予測される病態（重度の
心肺不全による持続的低血圧など）

2 ．慢性腎不全に関わるか否かを問わず，致命的で回復不能か苦痛に満ちた合併症が
一定期間以上継続している病態（末期癌など）

3 ．透析療法を患者に説明し理解を得たうえで，上記の病態下での透析開始を患者自
身が明確に拒否する場合

4 ．意思表明能を欠く患者にあっても，1, 2の病態下での透析開始を拒否する旨の事
前指示（書）が存在する場合

5 ．意思表明能を欠き事前指示（書）のない患者にあっては，正当な代理人の意向を
尊重すること

6 ．上記の 1, 2などを主体に周辺諸条件を加味して透析導入の判断を行う担当医は，
その最終決定を複数の医師で行うべきこと

7 ．患者・家族・医師の間で意見が調整できない場合には，慎重を期してセカンド・
オピニオンを得るように患者側に伝えるべきこと

（文献 4より）

表 4　厚生労働省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」骨子

1．適切な情報提供と，それに基づいた患者および医療従事者との話し合いを行う
2．患者本人による決定を基本とする
3 ．終末期医療における医療行為の開始・不開始・中止の適切性・妥当性は多専門職
種の医療従事者で構成される医療・ケアチームによって，慎重に判断すべき

4 ．医療・ケアチームにより十分な緩和ケアおよび精神的・社会的な援助も含めた総
合的な医療及びケアを行う

5．積極的安楽死は対象としない

（参考 URL‡1より改変）
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はないが，十分な話し合いのもとでも意見がまとまら
ないときには，セカンドオピニオンや倫理委員会など
の第三者による検討も必要になると考える．
現在，非導入や透析中止の判断を行うさいに，本
人・家族とともに誰が判断しているかという質問に対
しては，「担当医 1人」が 40％，「複数の医師」が 32

％，「担当医と看護師」が 20％であった．診療所のみ
の場合では「担当医と看護師」という回答が 44％と
増え，医師数の少ない診療所では看護師の存在が重要
になっていることが推測される．いずれにしても現時
点において，担当医 1人で判断を行っている，もしく
は行わざるをえない状況が少なくないことがわかる．
今まで非導入や透析中止判断について，医師から相
談を受けたことのある透析看護師は 5％であったが，
そのうちの 83％は複数回相談されており，同じ看護
師に繰り返し相談されていることが推測される．

4）　患者の意思確認と現状
表 4に示すもう一つのプロセスとして，患者本人の
意思確認・尊重があげられている．しかし，現在の日
本において，普段から自分や家族の終末期医療につい
て話しあっておく習慣・風習は乏しい．杉澤らは，全
国腎臓病協議会の 65歳以上の会員 1,803人から回答
を得たアンケート調査で，事前指示の実施について
「希望する治療について周囲の人に伝えた」が 31％，
「考えているが，伝えていない」が 40％，「希望する
治療について考えたこともない」が 29％であったと
報告している6）．自院の保存期慢性腎臓病（CKD）患
者 96人へのアンケートでも，終末期になったときの
ことについて「誰かと話し合ったことがある」が 20

％，「自分の中だけで考えたことがある」が 46％，
「考えたこともない」が 34％であった7）．
このような問題を解決する一つの手段として，事前
指示（書）やリビングウィルがあげられるが，日本に
おける普及率はきわめて低く，中元らは透析施設 231

施設から回答を得たアンケート調査で，透析非導入，
中止に関するリビングウィルや事前指示書を行ってい
るのは約 10％の施設であったと報告している8）．本
アンケートでも，これらの制度があると答えたのは 3

％にすぎなかった．
これらのツールを普及させ，患者意思の確認を行っ
ていくことは非常に有用であると考えるが，すべての

患者が，非導入を含めた終末期医療に関する自己決定
ができる強い患者ばかりではない．実際，自院の保存
期 CKD患者へのアンケートでも，なんらかの治療方
針を決めるときに望む方法として，「医師が最善と思
う方法に従う．医師におまかせ」という，いわゆるパ
ターナリズムを望む患者が 32％存在し，とくに 70歳
以上ではその割合が 44％と多かった7）．患者によっ
ては，「医師や家族に透析導入判断を任せる」という
意思決定があってもいいのかもしれない．症例に応じ
た柔軟な対応が求められる．

5　おわりに

新潟県内の透析施設の医師および透析看護師を対象
に，透析非導入，中止に関するアンケート調査を実施
した．回答した 68人の医師の約 8割が過去 5年間に
非導入を経験していた．また，4分の 3の透析看護師
は非導入・透析中止を判断する医療チームの必要性を
感じ，参加意思を示していることから，医療チームへ
の透析看護師参加の可能性は十分あると考えられた．
非導入や透析中止の問題は，これからもますます多く
なっていくことが予想されるが，そのような問題を検
討するさいには，前提として，普段の患者への十分な
医療・ケアの提供が必要最低条件であることを，自戒
の念をこめて結びの言葉としたい．
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要　旨

日本腎臓学会は，2007年より University Hospital 

Medical Information Network（UMIN）を活用した腎
生検症例登録（Japan Renal Biopsy Registry； J-RBR）
を開始した．さらに，これを基礎に 2009年よりネフ
ローゼ症候群，急速進行性腎炎症候群，多発性嚢胞腎
等を含んだ非腎生検例も登録可能とした腎臓病総合レ
ジストリー（Japan Kidney Disease Registry； J-KDR） 

へと発展させた．今後，厚生労働省班研究等における
臨床的・疫学的・病理学的研究の基礎データとして活
用し，わが国における腎臓病の実態解明と研究の推進
が期待される．

はじめに

本稿においては，日本腎臓学会腎病理診断標準化委
員会が，2007年より University Hospital Medical Infor-

mation Network（UMIN）を活用して開始した腎生検
症例登録（Japan Renal Biopsy Registry； J-RBR）の概
要と，これを基礎に 2009年よりネフローゼ症候群，
急速進行性腎炎症候群，多発性嚢胞腎等を含んだ非腎
生検例や将来の二次研究を想定した慢性腎臓病・慢性
腎不全，糖尿病性腎症，急性腎障害（AKI），あるい
はバイオマーカー検体も登録可能とした腎臓病総合レ

ジストリー（Japan Kidney Disease Registry； J-KDR）
の構築に関して報告する1，2）．
このデータベース構築の背景として，海外では国家
プロジェクトとして腎臓領域のレジストリーの作成・
運営が行われており，実際にオーストラリア・ニュー
ジーランド（ANZDATA），カナダ，米国（USRDS）
など北米，オランダなどヨーロッパ，香港（Hong-

Kong registry），マレーシアなどアジア諸国において
すでに腎臓病に関する総合登録システムが構築されて
いる．これまでわが国の公的機関によるレジストリー
はなく，腎臓病患者の実態を総合的に明らかにするシ
ステムの確立が必要と考えられた3）.

さらに，このレジストリーシステムを構築する目的

［臨床と研究］

腎臓病総合レジストリーの構築と応用
――　登録解析による臨床病理学的研究　――
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図 1　腎臓病総合レジストリー構築と応用の流れ
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として，日本腎臓学会慢性腎臓病対策委員会のもとに
企画されている多くの臨床的・疫学的・病理学的研究，
あるいは厚生労働省班研究等の基礎データとして活用
し，日本腎臓学会としてわが国の腎臓病研究を推進す
ることにある（図 1）．

1　J-RBR の登録状況と J-KDR構築

1）　J-RBRの登録状況
腎病理診断標準化委員会では，腎生検の病理組織診
断の標準化を進める手始めとして『腎生検病理診断標
準化への指針』（東京医学社）を出版した．これを基
礎に登録内容を決定して，2007年より症例毎に実施
施設名，病理診断施設名，臨床診断，病理組織診断，
年齢，性別，身長，体重，尿検査所見，血液検査・腎
機能検査所見（血清クレアチニン，総蛋白，アルブミ
ン，コレステロール）についてWeb上の登録によっ
てデータベースを構築した．

臨床診断と病理分類は図 2に示すごとく登録され
る．病型分類は病因分類と組織型に基づき，臨床診断
分類と合わせてそれぞれの関連が解析できるようにな
っている1，3）．

2）　J-KDRの構築
先にも述べたように，J-RBRは腎生検実施例のみを
登録したが，厚生労働省科学研究進行性腎障害調査研
究班において重点疾患とされている IgA腎症，急速
進行性腎炎症候群，難治性ネフローゼ症候群，多発性
嚢胞腎では，診断に腎生検が必須の IgA腎症を除い
て臨床的判断より腎生検を実施していない症例が少な
からず存在する．
そこで，これらの症例もデータベースに登録し，わ
が国における発症例の実際を把握するとともに，重点
研究課題として表 1の 7疾患を中心に，臨床情報の収
集と研究の推進を行う目的で J-KDRが構築された．

図 2　腎臓病総合レジストリー臨床・病理診断登録項目

急速進行性腎炎症候群 IgA 腎症 巣状分節性糸球体硬化症
反復性または持続性血尿 紫斑病性腎症 膜性腎症
慢性腎炎症候群 ループス腎炎 メサンギウム増殖性糸球体腎炎
ネフローゼ症候群 MPO-ANCA陽性腎炎 管内増殖性糸球体腎炎
代謝性疾患に伴う腎障害 PR3-ANCA陽性腎炎 膜性増殖性糸球体腎炎（Ⅰ型，Ⅲ型）
膠原病・血管炎に伴う腎障害 抗GBM抗体型腎炎 Dense Deposit Disease
高血圧に伴う腎障害 高血圧性腎硬化症 半月体形成性壊死性糸球体腎炎
遺伝性腎疾患 血栓性微小血管症 硬化性糸球体腎炎
急性腎不全 糖尿病性腎症 腎硬化症
薬剤性腎障害 アミロイド腎症 急性間質性腎疾患
腎移植 アルポート症候群 慢性間質性腎疾患
先天性腎尿路異常（CAKUT） 菲薄基底膜病 急性尿細管壊死
多発性嚢胞腎（PKD） 感染症関連腎症 移植腎
HUS/TTP 移植腎 その他（備考入力）
その他（備考入力） その他（備考入力）

臨床診断 病理組織診断 1（病因分類） 病理組織診断 2（病型分類）
急性腎炎症候群 原発性糸球体疾患（IgA 腎症を除く） 微小糸球体変化

病因分類より単一に同定 そのまま確定

原発性糸球体疾患に分
類された中から確定

ネフローゼ症候群かつ原発性
糸球体疾患に属するものを確定

IgA 腎症・ループス腎炎
糖尿病性腎症

膜性腎症・FSGS

MCNS

二次性腎症（ループスV型など）の
除外が必要

組織が微小変化型であっても他の
糸球体疾患の一病型の可能性

　表 1　腎臓病総合レジストリーにおける重点疾患

● 難治性ネフローゼ症候群
●急速進行性腎炎症候群（RPGN）
● IgA腎症
●多発性嚢胞腎（PKD）
●血管炎症候群
●慢性腎臓病（CKD），糖尿病性腎症（DM）
●小児腎臓病
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登録内容は，病理所見を除いて J-RBRと共通項目と
なっているが，2009年 1月より UMIN登録画面の更
新に伴い血圧（収縮期，拡張期），降圧薬の服用，
HbA1c，糖尿病診断の有無の追記が可能となった．J-

RBR/J-KDRでは，従来よりアップロード可能であっ
た各症例の個々の記録に加えて，これら 7疾患毎の登
録用フォルダが作成され，それぞれの疾患別に 10課
題が策定可能になっている .

2　2009 年末までの症例登録とその解析

1）　レジストリー全体の解析
2010年 6月 30日現在で 8,700例の登録が行われた．
この内，2009年末現在で解析を実施した 6,400例（男
性 3,481例，女性 2,907例，性別不明 12例；年齢 1〜
99歳，平均 47.0歳）の内訳は，腎生検実施例（J-RBR

登録）5,703例（男性 3,060例，女性 2,643例；年齢 1

〜99歳，平均 45.7歳），腎生検未実施重点疾患（J-

KDR登録）650例（男性 399例，女性 251例；年齢 1

〜94歳，平均 57.9歳），CRF/CKD登録 37例，DM登
録 10例であった4）．

2）　腎生検登録例の解析
J-RBR登録 5,703例における移植腎生検 434例（7.6

％）を含む臨床診断の内訳（図 3）は，慢性腎炎症候
群 51.3％，ネフローゼ症候群 19.1％，急速進行性腎炎
症候群 5.3％，膠原病もしくは血管炎症候群 4.3％，持
続性血尿症候群 2.9％，代謝性疾患 2.4％，急性腎炎症
候群 1.5％であった．
病因分類では，IgA腎症が 1,681例（29.5％）と最

も多く，ついで原発性（一次性）糸球体疾患が 24.8％
を占めた．病型分類では，メサンギウム増殖性 40.2％，
膜性腎症が 9.2％，微小糸球体変化 8.5％，半月体形成
性壊死性 5.1％，腎硬化症 4.7％，巣状分節性硬化症 4.5

％，膜性増殖性（I型，III型）2.4％であった4）．

3）ネフローゼ症候群の解析
臨床分類登録のネフローゼ症候群およびその他の臨
床診断において，尿蛋白定量が 3.5 g/日以上かつ血清
アルブミン値 3.0 g/dL以下，もしくは血清総蛋白
6.0 g/dL以下を示した 1,313例（J-RBR登録 1,213例，
J-KDR登録 100例；男 754例，女 559例；年齢 1〜94

歳，平均 51.7歳）を抽出した．J-KDR登録例は，ス
テロイド感受性ネフローゼ症候群もしくは高齢者ネフ
ローゼ症候群であった．J-RBR 1,197例における病因分
類（図 4）では，原発性（一次性）糸球体疾患が 61.0

％と最も多く，ついで糖尿病性腎症 10.7％，IgA腎症
5.2％，ループス腎炎が 4.5％を占めた．病型分類では，
膜性腎症が 27.1％，微小糸球体変化 24.8％，メサンギ
ウム増殖性 9.3％，巣状分節性硬化症 7.6％，膜性増殖
性（I型，III型）6.1％，半月体形成性壊死性 2.3％で
あった .

さらに原発性（一次性）糸球体疾患 732例に基づく
ネフローゼ症候群の病型分類では，微小糸球体変化が
38.7％，膜性腎症 37.8％，巣状分節性糸球体硬化症
11.1％，膜性増殖性（I型，III型）6.6％，メサンギウ
ム増殖性 2.9％，半月体形成性壊死性 1.4％であった．
また，年齢層別として 10歳未満，10〜15歳未満，

15〜20歳未満，20〜40歳未満，40〜65歳未満，65〜

図 3　J-RBR 臨床診断（5,703 例）

膠原病・血管炎に伴う腎障害

代謝性疾患に伴う腎障害

高血圧に伴う腎障害

反復性または持続性血尿
急性腎炎症候群
急性腎不全
薬剤性腎障害

遺伝性腎疾患 腎移植 その他 無記入

急速進行性腎炎症候群
（5.3％）

慢性腎炎症候群
（51.3％）

ネフローゼ症候群
（19.1％）
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図 4　J-RBR におけるネフローゼ症候群の病因分類（1,197 例）

1 次性腎疾患（61.0％）

IgA 腎症（6.2％）
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移植腎
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図 5　J-RBR におけるネフローゼ症候群年齢層別の病因分類（1,197 例）
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75歳未満，75歳以上に区別して登録された病因分類
（図 5）と病型分類（図 6）を比較すると，いずれの
年齢層別でも一次性糸球体疾患が主体であったが，20

歳より 65歳未満で二次性糸球体疾患の比率が増加し
た．特に 15〜40歳未満でループス腎炎（12.1〜5.4％），
40歳以後に糖尿病性腎症（15.6〜9.6％）とアミロイ
ド腎症（7.2〜4.3％）の占める割合が増加していた．
さらに，病型分類では，20歳未満では微小糸球体変
化が 64.3〜69.6％を占めており，40歳以後でも 10％
以上の頻度で登録されていた．ついで 40歳未満では
巣状分節性糸球体硬化症が 16.4〜6.5％を占めていた．
一方，膜性腎症は 20歳以後に登録され，40歳以後で
は 33〜40％の頻度であった．膜性増殖性（I型，III

型）はどの年代でも登録されているが，主に 15歳以
後で 5.4〜8.1％であった．また，メサンギウム増殖性
が各年齢層で 13.0〜5.4％で登録されていた．この病
型は，臨床的にはステロイド感受性ネフローゼ症候群
の範疇に入るものと推測されるが，二次研究でこの点
を明らかにする必要がある4）．

4）急速進行性腎炎症候群の解析
臨床診断分類で急速進行性腎炎症候群として登録さ
れた 325例（J-RBR 303例，J-KDR 22例；男 176例，
女 149例；年齢 10〜88歳，平均 64.4歳）において，
病因分類ではMPO-ANCA陽性腎炎が 146例（44.9％），
PR3-ANCA陽性腎炎 9例（2.8％），抗 GBM抗体型腎
炎 11例（3.4％）であり，病型分類では 186例（57.2

％）が半月体形成性壊死性腎炎に登録された．

これらを年齢層別（図 7）として 20歳未満，20歳
より 10歳毎にその登録数をみると，登録例の 217例
（71.6％）が 60〜80歳未満であった．男女比では 40

歳未満で女性が 60％以上であったが，以後は同数で
あった．病因別にみると，30歳未満でもMPO-ANCA

陽性腎炎が 60.0〜42.9％を占め，30〜50歳未満でそ
の頻度が 30％未満となるが，50歳以後にその頻度が
増加し，特に 70歳以後では 50％以上を占めていた．
また，紫斑病性腎症は 5症例と少ないながら，いずれ
も 59歳以後であった．さらに登録時の血清クレアチ
ニン値をみると，抗 GBM抗体型腎炎が平均 7.45 mg/

dLと他の病型の 3.84〜2.34 mg/dLに比して有意に高
値であり，進行した状態で診断されていることが推測
された4）．

5）IgA腎症
病因分類で IgA腎症として登録された 1,681例（す

べて J-RBR，男 836例；女 842例，年齢 3〜85歳，平
均 37.4歳）における臨床診断分類は，慢性腎炎症候
群 1,489例（88.6％），反復性または持続性血尿 87例
（5.2％），ネフローゼ症候群 46例（2.7％），急速進行
性腎炎症候群 22例（1.3％），急性腎炎症候群 13例
（0.8％）であった．病型分類では，メサンギウム増殖
性 1,582例（94.1％），微小糸球体変化 28例（1.7％），
半月体形成性壊死性 14例（0.8％）とその他であった．
年齢層別として 10歳毎にその登録数をみると，10〜
60歳未満の各年齢層で 250〜334例と一定しており， 
50歳未満では女性の登録が多かった4）．

図 7　急速進行性腎炎症候群の年齢層別の病因分類別登録数（J-RBR登録 303 例）
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3　J-RBR/J-KDRの臨床・疫学・病理研究への応用

日本腎臓学会および進行性腎障害調査研究班におい
て，各種研究に対する J-RBR/J-KDRデータの応用が
開始されている．具体例をここに提示する．
①　進行性腎障害調査研究班・難治性ネフローゼ症
候群分科会と合同で，ネフローゼ症候群の前向き
臨 床 研 究（Japan Nephrotic Syndrome Cohort 

Study； JNSCS）の登録解析を実施している．
②　J-RBRへの IgA腎症（診断には腎生検が必須）
登録例の活用に関して，進行性腎障害調査研究
班・IgA腎症分科会において実施されている IgA

腎症の病理新分類を評価する前向き研究（Japan 

IgA Nephropathy Cohort Study； J-IGACS）への症
例の組み込みが行われている．
③　透析導入患者の生命予後に及ぼす健診受診歴の
影響に関する前向き調査研究（J-IDCS研究）が，
琉球大学・井関邦敏先生を中心に実施されている．
さらに，急速進行性腎炎症候群（J-RPGNCS研究），
糖尿病性腎症（J-DNCS研究），多発性嚢胞腎（J-PKD

研究）の登録が開始されている．また，日本透析医学
会統計調査委員会および腎不全総合対策委員会と合同
で，データ対応と予後調査を検討している．

おわりに

以上，このシステムで生検実施・非実施症例の背景

と病理組織診断分類，臨床所見に関する経年的な統計
調査を実施することが可能になり，将来の地域コホー
ト作成による地域別・疾患別発症頻度の推定が可能と
考えられる．さらに，この腎臓病総合レジストリーは，
関連する日本透析医学会，日本小児腎臓病学会，日本
移植学会と厚生労働省班研究と共同あるいは連携しな
がら進行しており，わが国における小児期から成人期
にいたるすべての年齢階層における腎臓病発症の実態
が明らかになるとともに，個々の症例の追跡による診
療実態調査が期待される．
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要　旨

急性腎障害（acute kidney injury;  AKI）は，特に ICU

に入室する重症患者において，生命予後に影響する重
大な臓器障害である．AKIの RIFLE（Risk，Injury，
Failure，Loss，End-stage kidney disease）分類や AKIN

（Acute Kidney Injury Network）分類が定義され，こ
れら分類が AKIの早期発見に有用なことが明らかと
なった．最近，欧米の集中治療医が中心となり，
「ICU患者における急性腎不全の予防と管理」が報告
された．今後，KDIGO（Kidney Disease : Improving 

Global Outcomes）Initiativeも「AKI診療ガイドライ
ン」を発表する予定である．今後は日本人においても，
「AKI診療ガイドライン」の作成を検討する必要があ
ろう．

はじめに

近年，“急性腎障害（acute kidney injury;  AKI）”は
広く認識されている．その背景として，入院患者，特
に集中治療室（ICU）に入室する患者では，わずかな
血清クレアチニンの上昇が生命予後に悪影響するため，
「腎障害に対し，できるだけ早い時期から介入するこ
とにより，ICU入室患者の生命予後を改善させる必要
がある」という共通した認識が拡がったことが関係す
る．2004年 9月，国際腎臓学会，米国腎臓学会，米
国腎臓財団，ヨーロッパ集中治療医学会のメンバーが
集まり，Acute Kidney Injury Network（AKIN）を設立

し，より早期の段階からの腎障害を含めた AKIの概
念を提唱し，AKIの診断基準と病期分類に関する議論
が始まった．そして，AKIの診断基準および病期分類
の確立，さらには AKIに対する予防や治療法の知見
が集積されたことを受け，AKIの診療ガイドラインを
作成する動きが欧米を中心に始まっている．
最近，集中治療医が中心となり，米国胸部学会，ヨ
ーロッパ呼吸器学会，ヨーロッパ集中治療医学会，米
国集中治療医学会，Société de Réanimation de Langue 

Française（ATS/ERS/ESICM/SCCM/SRLF）による
国際合同コンセンサス・カンファレンスの議論をまと
め，「ICU患者における急性腎不全の予防と管理」1）と
して報告した．本報告では，AKIの予防および治療法
について臓器障害別に記述されている．さらに，
KDIGO（Kidney Disease : Improving Global Out-

comes）Initiativeは「AKI診療ガイドライン」を作成
し，2010年度内に発表する予定になっている．
本稿では，最近の AKIの診断基準とステージ分類を
紹介し，従来の急性腎不全（acute renal failure;  ARF） 

との相違点を示すとともに，AKIの予防法および腎代
替療法（RRT）の適応について概説する．さらに，
「ICU患者における ARFの予防と管理」1）における AKI

の診断基準，AKIの予防法，透析治療に関するステー
トメントを紹介する．

1　ARFと AKI の診断基準の違い

AKIおよび ARFは，ともに急速に腎障害が起きる

［臨床と研究］

AKI 診療ガイドラインの現況と今後の展望

加藤明彦
浜松医科大学附属病院血液浄化療法部

key words：RIFLE分類，AKIN分類，KDIGO，AKI診療ガイドライン，血液浄化療法

Current issues and perspectives of practice guideline of acute kidney injury
Division of Blood Purification, Hamamatsu University School of Medicine
Akihiko Kato
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病態を念頭に置いているものの，両者の基準は同一で
はない．ARFでは「腎機能の低下が必須である」のに
対し，AKIでは「強い障害が加わり，将来的に腎機能
の低下が予想される病態」までを含める．以下に，
ARF/AKIにおける診断基準の変遷を示す．

1）　従来の診断基準
ARFの診断基準は古くからあったものの，統一さ

れたものは無かった．たとえば，Singriら2）は，血清
クレアチニンの基礎値が 2.5 mg/dL未満の患者では 2

週間以内に 0.5 mg/dL以上上昇した場合，血清クレア
チニンの基礎値が 2.5 mg/dL以上の患者では 20％以
上の上昇が見られた場合に，ARFと定義した．しかし，
これ以外にも 30以上の定義が報告されたため，施設
間で治療成績や予後を比較できない問題が指摘されて
きた．

2）　新たな診断基準に関する動き
①　RIFLE分類の登場
2002年 5月，イタリアで開催された第 2回 Acute 

Dialysis Quality Initiative（ADQI）のコンセンサス・
カンファレンスにおいて，統一された ARFの診断基

準が提唱された3）．ARFは，“7日以内における血清ク
レアチニン基礎値の 1.5倍以上の上昇，あるいは糸球
体濾過量（GFR）の 25％以上の低下”と定義された．ま
た，血清クレアチニンの基礎値が不明な場合は，GFR

を正常下限の 75 mL/min/1.73 m2と仮定し，MDRD

（modification of diet in renal disease）式から血清クレ
アチニンを逆算し，その上昇度を推算することとした．
一方，尿量については，“0.5 mL/kg/hr以下の乏尿

が 6時間以上持続する場合”を ARFと定義した．し
かし，非乏尿性でも重篤な ARFがありうることや，
大量補液や利尿薬によって尿量は変化しうるため，尿
量の診断基準については特異性が低いとコメントされ
た．同様に，RIFLE分類（表 1）は主に ICU患者を
対象にして作られた分類なため，原発性腎疾患による
ARFには適用できないことも併記されている．
②　AKIN分類への発展
その後の検討で，わずかな血清クレアチニンの上昇
が ICU入室患者の生命予後や入室期間に影響するこ
とが明らかとなり，2007年に RIFLE分類を改訂した
AKIN分類が提唱された4）（表 2）．本分類では，0.3 

mg/dL程度の血清クレアチニンの上昇でも生命予後
に影響することや，最近の測定法の精度が改善したこ

表 1　RIFLE 分類

重 症 度 血清クレアチニン（Scr），GFR 尿　　量

R : Risk Scr値が基準値の 1.5倍上昇
GFRが 25％低下

0.5 mL/kg/hrが 6時間以上

I : Injury Scr値が基準値の 2.0倍上昇
GFRが 50％低下

0.5 mL/kg/hrが 12時間以上

F : Failure Scr値が基準値の 3.0倍上昇
GFRが 75％低下
Scr値が 4 mg/dL以上で，0.5 mg/dLを超える上昇

0.5 mL/kg/hrが 24時間以上

L : Loss 完全な腎機能喪失が 4週間以上

E : End-stage kidney disease 完全な腎機能喪失が 3カ月以上

表 2　AKIN 分類

AKIの定義
1）　48時間以内に血清クレアチニン 0.3 mg/dLの増加あるいは基礎値の 1.5倍以上に上昇
2）　尿量 0.5 mL/kg/hr以下が 6時間以上持続

ステージ 血清クレアチニン 尿　　量

1
Scrが 0.3 mg/dL以上の増加
Scrが基礎値の 1.5〜2.0倍に上昇

0.5 mL/kg/hrが 6時間以上

2 Scrが基礎値の 2.0〜3.0倍に上昇 0.5 mL/kg/hrが 12時間以上

3
Scrが基礎値の 3.0倍以上に上昇
Scrが 4 mg/dL以上で 0.5 mg/dLを超える上昇
腎代替療法が施行されている

0.3 mL/kg/hr以下が 24時間以上
無尿が 12時間以上
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とを踏まえ，“48時間以内に血清クレアチニン値が
0.3 mg/dL以上上昇した場合”も AKIと定義した．本
定義では，24〜48時間以内に血清クレアチニンが上
昇する場合には予後が悪いことより，上昇速度の評価
期間を 48時間以内とした（表 2）．一方，GFR（クレ
アチニンクリアランス）は測定される頻度が少ないた
め，除外された．

2　ARFと AKI における病期分類の違い

1）　従来の ARF分類
①　尿量による分類
1970年代より，臨床の場で血清クレアチニンが頻

回に測定されるようになり，乏尿を伴わない非乏尿性
ARFの存在が明らかとなった．われわれの調査5）では，
本邦における非乏尿性 ARFの頻度は 1967〜71年は
2.8％だったものが，1972〜75年は 3.8％，1978〜81

年は 13.8％，1982〜89年は 27.8％と増加している．
非乏尿性 ARFが増えている理由として，その認知
度が高まったことに加え，シスプラチンや造影剤など
の非乏尿性 ARFを起こしやすい薬剤が使われる機会
が増えていることや，ICUでは早期から積極的な輸液，
利尿薬，血管拡張薬の使用が行われることが関連して
いると思われる．
②　原因別の分類
従来，病理的な診断名である “急性尿細管壊死

（acute tubular necrosis;  ATN）”が，狭 義（腎 性）の
ARFとして用いられてきた．さらに，広義の ARFと
して，脱水や心拍出量低下による腎前性 ARFと ,尿
路閉塞による腎後性 ARFが含まれ，腎前性，腎性，
腎後性による分類が行われてきた．海外のコホート研
究では，人口 100万人あたりの発症率は腎前性 ARF

が 46名，ATNが 88名，腎後性 ARFが 23名と報告
されている6）．
しかし，ARF患者では腎生検のリスクは高いため，
腎生検で尿細管壊死の存在を直接確認することは至難
である．また，尿浸透圧，ナトリウム排泄率（FENa），
尿素窒素排泄率（FEUN）などの生化学的な指標は，
利尿薬の投与や慢性腎不全の合併によって影響される
ため，特異度に欠ける．したがって，原因別の ARF

分類は，今でも担当医の総合的判断によるところが大
きい．

2）　新たな AKIのステージ分類
上述したように，従来の ARF分類は原因別が主で
あり，重症度に応じた分類は行われなかった．RIFLE

分類3）では，どの施設でも測定できる血清クレアチニ
ンと尿量に注目し，ARFのステージを 5段階に分類
した（表 1）．さらに，小児を対象とした RIFLE分類
も発表された7）．
一方，AKIN分類は AKIのステージを 3段階に分類

した（表 2）．RRTの適応や開始時期は施設間でバラ
ツキがあるため，本分類では RRTが開始された時点
で，すべての AKIをステージ 3とした．

RIFLE分類が発表されて以来，今まで 55万人以上
の AKI患者においてステージ分類の妥当性が評価さ
れ，発表された論文は 50以上にもなる．また，原著
へのアクセス件数は 17万件を超えている．このよう
に，AKIのステージ分類が行われた最大の意義は，同
じ土俵で議論を交わせるようになったことといえよう．

2006年以降，RIFLE分類を用いて，ICU領域を中
心に疫学調査が行われている．今まで 1万人以上を対
象とした調査では，AKIの発生頻度は ICU入室患者
の 18.0〜36.6％である8）．さらに，AKIの発症により
生命予後が悪くなり，さらに AKIステージが上がる
につれて悪化することも明らかになっている．
現在，RIFLE分類と AKIN分類の優劣については明

らかではない．しかし，ともに ICU入室患者の生命予
後や RRTの必要性を予測するうえで，有用と考えら
れている．実際，「ICU患者における ARFの予防と管
理」1）では，RIFLE分類または AKIN分類のいずれか
を用いるよう提言している．一方で，ICU領域以外の
AKIに対する有用性が明らかではない，尿量の妥当性
が検証されていない，同一の患者群を必ずしも選別で
きない，などの問題点が残されている．

3　AKI の予防法について

多臓器不全の一つとして，主に ICUで発症する腎
障害に重点を置いた AKIでは，“腎機能低下が発見さ
れる前に治療を開始し，AKIを予防する”ことが重要
となる．この捉え方は，今までの “腎機能の低下が明
らかになった時点で，その原因を鑑別し，病態に応じ
た治療を開始する”という ARFの考え方と明らかに
異なる．現在まで明らかになっている AKIの予防法
について，以下に記載する．
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1）　事前の増悪因子を避ける
AKIは侵襲の大きな手術など，計画的な医療行為の

後に発症する．したがって，事前の対策により，AKI

の発症を予防できる可能性がある．心臓血管外科手術
では，術前に貧血（ヘモグロビン＜12.5 g/dL）がある
と，AKIの発症率は非貧血患者（5.1％）と比べて有意
に高い（9.1％）9）．また，術前にアンジオテンシン変
換酵素阻害薬（ACEI）/アンジオテンシン受容体拮抗
薬（ARB）が投与されていると，術後に AKIが発症
するリスクが 28％高くなる10）．胃バイパス術では，
術前の肥満，脂質異常症，ACEI/ARB投与が AKI発
症に関与することが報告されている11）．また，術前に
スタチンを投与されている患者では，術後の AKIか
らの回復が早く，長期予後が良いことも示されてい
る12）．

2）　造影剤腎症に対する予防
造影剤腎症は，病院内の AKIの原因としては 3番

目に多い．過去のランダム化対照試験をレビューした
論文13）では，N-アセチルシステインと生理食塩液の併
用は，生理食塩液の単独投与と比較し，造影剤腎症の

発症リスクを 38％低下させる．一方，テオフィリン
には有意な効果はなく，フロセミドの投与はむしろ
AKIの発症リスクを 3.3倍高める．
重炭酸ナトリウム液と生理食塩液による補液の効果
を比較した検討では，N-アセチルシステインの有無
にかかわらず，重炭酸ナトリウム液は造影剤腎症の発
症を 54％抑制する13）．しかし，RRTの頻度や院内死
亡率には差がない14）．

3）　ATNに対する薬剤の効果
ATNに対する薬物の効果のメタ解析を表 3に示す．

現時点では，ループ利尿薬15），心房性ナトリウムペプ
チド16），低用量ドパミン17），N-アセチルシステイン18）

とも，AKIの予後は改善させていない．これらのメタ
解析の結果をうけ，AKI予防のためにループ利尿薬，
心房性ナトリウムペプチド，ドパミンを使うことは推
奨されていない．

4）　AKIにおける栄養管理
AKIでは蛋白異化が亢進し，低栄養が進行しやすく，

栄養管理が重要となる．しかし GFRの低下に伴い，

表 3　ATNに対する薬物療法のメタ解析

薬　剤 報告者 症例数/研究方法 対　象 成　　績 効　果

ループ利尿薬 Bagshaw SM
（Crit Care Resuc, 
2007）

555例/5 RCTs 急性腎不全
（2研究は重
症患者）

院内死亡率，腎機能の回
復に差はなし．しかし，
RRTの実施期間，血清
クレアチニンノン自然低
下までの期間，尿量増加
がループ利尿薬で優って
いた．

無効
（特に重症例）

心房性ナトリウムペプ
チド

Nigwekar SU
（Clin J  Am Soc 
Nephrol, 2009）

1,861例/19 RCTs
（19のうち 11が予
防，8が治療）

急性尿細管
壊死

治療研究では，特に高用
量の ANPで死亡率が高
く，副作用が多い傾向だ
った．

治療：無効

術後，移植
後の急性腎
不全の予防

術後，特に心臓手術後の
AKIに対しては，ANP
は RRTの必要性を 51％
減らした．

予防：有効？

低用量ドパミン Friedrich JO
（Ann Intern Med, 

2005）

3,359例/61 RCTs 急性腎不全 死亡率，腎代替療法の必
要性に差なし．Day 1の
尿量，血清 Cr，クレア
チニンクリアランス
（Ccr）のみに有効．

無効

N-アセチルシステイン Ho KM
（Am J Kidney Dis, 
2008）

1,193例/10 RCTs 心臓手術後
（造影剤の
使用なし）

死亡率，透析が必要な
ARF，血清クレアチニン
の上昇，術後再出血の頻
度に差なし．

無効
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水・電解質，酸塩基平衡の異常や尿毒症性物質の蓄積
がみられるため，これらを注意深く是正しながら，栄
養素を補給する必要がある．
欧州経腸栄養学会（ESPEN）のガイドライン19）で

は，AKIにおける必要栄養素量を示している（表 4）．
エネルギー必要量は，Harris-Benedict式から求めた
安静時エネルギー消費量にストレス係数 1.3を掛けた
エネルギー量に相当する量（25〜35 kcal/kg/day）を
推奨している．一方で，たんぱく必要量は保存期と透
析期で異なるが，持続的腎代替療法（CRRT）中は透
析液からアミノ酸が喪失するため，最大 1.7 g/kg/day

のたんぱく質投与を推奨している．
栄養補給法は，経腸からの栄養補給を第一選択とし
ており，経口からの摂取が不良な場合は NGチューブ
による経管栄養を薦めている．しかし全身状態が不良
であり，経管栄養が困難である場合は，中心静脈によ
る高カロリー輸液が必要になる．

AKI患者に中心静脈栄養（TPN）を実施する場合に
は，アミノ酸の過剰投与は窒素代謝産物の蓄積をきた
して尿毒症を増悪させるため，非蛋白熱量/窒素量
（NPC/N）は 300〜500以下にならないようにする．
ビタミン製剤は，水溶性ビタミンを主体に投与する．
また，プロトロンビン時間の延長があれば，ビタミン
K製剤の投与も検討する．

4　AKI 患者に対するRRTの適応

1）　ARFにおける RRT開始基準
一般病棟で発症することが多く，血行動態が安定し
ている ARFでは，RRTの開始基準は，

a）　尿毒症症状（心膜炎，胸膜炎，出血傾向など）
の出現

b）　利尿薬に抵抗性の肺水腫
c）　重症な代謝性アシドーシス

d）　急速な高カリウム血症の出現
など，生命にかかわる水・電解質や酸塩基異常が出現
した場合である．この場合，腎機能の代替として血液
透析または腹膜透析が行われている．

2）　AKIにおける RRT開始基準
近年，AKINより AKI患者の RRT開始基準が提唱
されている（表 5）20）．しかし，ICU入室患者で発症
しやすい AKIでは，腎臓をサポートするために早い
段階から RRTが必要となる場合が多い．23カ国，54 

ICUに入室した 1,238名の重症患者を対象とした前向
き観察研究（The BEST Kidney Study）21）では，RRT

開始時の血清クレアチニンや尿素窒素は生命予後と関
連せず，むしろ ICU入室から RRT開始までの日数が

表 4　AKI における必要栄養素量

栄養素 必要量

エネルギー（非たんぱく質）（kcal/kg/day） 20〜30（病態に応じて）

炭水化物（g/kg/day） 3〜5（7以下）

脂肪（g/kg/day） 0.8〜1.2（最大で 1.5）

たんぱく質（必須・非必須アミノ酸）
　保存的治療（g/kg/day） 0.6〜 0.8（最大で 1.0）
　透析療法（g/kg/day） 1.0〜 1.5
　持続透析，高度な蛋白異化亢進（g/kg/day） 最大で 1.7まで

表 5　AKIN が提唱するAKI 患者の RRT開始基準

理　由 臨床データ 適　応

代謝異常 BUN＞76 mg/dL 相対的

BUN＞100 mg/dL 絶対

高 K血症＞6 mEq/L 相対的

高 K血症＞6 mEq/L＋
心電図変化

絶対

高Mg血症＞8 mEq/L 
（4 mM/L）

相対的

高Mg血症＞8 mEq/L＋
乏尿/深部腱反射消失

絶対

アシドーシス pH＞7.15 相対的

pH＜7.15 絶対

メトホルミン内服によ
る乳酸アシドーシス

絶対

無尿/乏尿 RIFLE分類 class R 相対的

RIFLE分類 class I 相対的

RIFLE分類 class F 相対的

体液過剰 利尿薬に反応性あり 相対的

利尿薬に抵抗性あり 絶対
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関連していた．すなわち，ICU入室 2日以内に RRT

を開始した場合と比較し，5日以上経ってから開始し
た場合には，多因子で補正した死亡率が 2.2倍高いと
いう結果であった．

AKI患者において，早期からの RRTが有用な最大
の理由は，体液の管理が行いやすい点である．術後や
敗血症を合併した重症患者では，大量の輸液が必要と
なるため，どうしても体液量が増加しやすい．そして，
体液過剰が持続すれば，生命予後にも悪影響する．上
述したように，ループ利尿薬は AKI発症を予防せず，
進行した AKIに対しても無効である15）．したがって，
利尿薬の必要性は短期間で判断し，RRT導入を早期
から検討する必要がある．PICARD研究22）によると，
RRT開始時の体液過剰の有無は生命予後に有意に関
連し，ICU入室後の体重増加が多いほど，生存率が低
いと報告している．

3）　AKIに対する RRTの透析量
ICUに入室している AKI患者では，間歇的血液透

析（IHD）または CRRTが選択される．しかし，両者
の成績を比較したメタ解析では，両群間で死亡率に差
がない23）．この結果は，様々な病態を有する ICU患
者においては，個々の病態に応じて IHDと CRRTを
使い分けることが重要なことを意味する．ATS/ERS/
ESICM/SCCM/SRLFからの合同ステートメント1）で
は，

a）　脳浮腫がある場合

b）　血行動態が非常に不安定な場合
c）　進行する代謝性アシドーシスがある場合
d）　大量の除水が必要な場合
は，CRRTを積極的に選択するように提言している．
①　IHDの透析量
IHDの透析量について，前向きで比較検討した報告
は二つである．Schifflら24）は，週 3.2回（weekly Kt/

Vurea：5.8，n＝72）と，週 6.2回（weekly Kt/Vurea：3.0，
n＝74）の HD治療を比較した．その結果，連日透析
の死亡率は 28％であり，IHDの 46％に比して有意
に低く，IHDでは死亡リスクが 3.92倍高かった．一
方，目標の透析前尿素窒素値を 90 mg/dL未満（n＝
75）と 120〜150 mg/dL（n＝81）に設定して IHDを
行った多施設ランダム化試験では，死亡率はそれぞれ
70.4％および 70.7％と差がなく，時間を延長しても
IHDの効果は改善しない結果であった25）．
しかし，両研究とも患者数が少ない，さらに，多施
設ランダム研究は敗血症などの重症患者を対象として
おり，治療の目標も血清尿素窒素で行っているなどの
問題点が指摘されている．
②　CRRTの透析量
CRRTの透析量に関する前向きランダム化比較試験

は六つあり，うち二つが多施設共同の試験である．
Roncoら26）が発表した後希釈による持続的血液濾過法
では，目標限外濾過量を 25, 35, 45 mL/kg/hrと分け
て治療効果を比較したが，35 mL/kg/hr以上の群で有
意に生存率が良かった．同様に，持続的血液透析濾過
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図 1　CRRTにおける実測透析量と生存率との関係
� （文献 30より）



AKI診療ガイドラインの現況と今後の展望 479

法（CHDF）の平均限外濾過量を 42 mL/kg/hrと 25 

mL/kg/hrに分けて介入研究を行った報告27）では，高
透析量群で死亡率が有意に少なかった（46 vs. 61％，
p＜0.01）．
一方，2008年に発表された多施設共同の 1,124名に

よる ATN研究28）では，RRTの透析量を 2群に分けて
生命予後を比較した．本研究では，通常透析量群では
CRRT 20 mL/kg/hrまたは週 3回の IHD/持続的低効
率 HD（SLED）を，高透析量群では CRRT 35.8 mL/
kg/hrまたは週 6回の IHD/SLEDを行った．しかし，
60日間の生命予後や RRTの実施期間，障害臓器数に
は両群で差がなかった．同様に，2009年に発表され
た RENAL研究29）は，1,508名を対象として後希釈
CHDFの限外濾過量を 25および 40 mL/kg/hrを目標
として比較検討しているが，一次評価項目の 90日間
予後や二次および三次評価項目には差がなかった．
これら二つの大規模 RCTの結果より，CRRTにお
ける限外濾過量の目標値は最低で 25〜30 mL/kg/hr

（実測値では 19〜22 mL/kg/hrに相当），上限で 45  

mL/kg/hrに設定することが有用と考えられる（図
1）30）．

おわりに

これまでの検討により，リスクの高い ICU患者に
おいて，RIFLE分類や AKIN分類は早期に AKIを発
見するため有用なことが明らかとなった．しかし，現
時点では，AKIの発症・進展を予防する薬剤は見つか
っていない．ICU患者では，わずかな血清クレアチニ
ンの上昇が生命予後に影響するため，ICU入室時より
AKIの有無を認識し，循環動態が不安定で水分管理が
困難なことが予想される場合には，早い時点（ICU入
室後 48時間以内）から CRRTを検討する必要がある．
現在，明らかになっているデータは，ほとんどが欧米
からのものであり，日本人における AKIの予防や治
療に関するエビデンスは少ない．しかし，今後は日本
人に向けた「AKI診療ガイドライン」の作成を検討す
る必要があろう．
ここで忘れてはならないことは，AKIとは “多臓器
障害を合併した重症な ICU患者を念頭に置いた急性
腎障害”であり，一般病棟や外来で発生する ARFには
当てはめられないことである．ICU以外の場所で発症
する「急激な腎機能低下」の多くは，腎臓単独の障害

であり，この場合には，従来通りの原因鑑別と病態に
応じた治療を実践することが重要となる．
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要　旨

脳動脈瘤の遮断に用いる杉田クリップを，動静脈吻
合に応用して，良好な結果が得られた．

緒　言

血液透析にバスキュラーアクセスは必須であり，動
静脈瘻（内シャント）がアクセス全体の 89.7％に認
められる1）．
動静脈瘻などの血管縫合術には血行の完全遮断が必

須であり，駆血帯とエスマルヒ包帯を用いる方法2）も
行われるが，多くは種々の血管遮断鉗子が用いられる．
多くの動静脈瘻（内シャント）手術には，中小血管
が選ばれる．中小血管の遮断には，代表的な小血管遮
断鉗子であるブルドック鉗子やジョンスホプキンス鉗
子が使われる．
ブルドック鉗子は，圧の調節ができるスプリングつ
きで，血管の遮断がしやすい鉗子であるが，創よりハ
ンドルが飛び出し，持針器，鑷子の操作の障害となり，
血管縫合糸が絡まりやすい等の欠点がある（図 1）．
ジョンスホプキンス鉗子でも同様の欠点がある．
そこで杉田クリップ（以下クリップ）のテンポラリ

ータイプをシャント手術に応用してみた．

1　対　象

新たに血液透析に導入される患者 5名に，手関節に
橈骨動脈―橈側皮静脈瘻（内シャント）を作製した．5

名の内訳は，男性 3名，女性 2名で，年齢は 43歳よ
り 80歳であった．動脈硬化による硬い動脈もあった．

2　方　法

型のごとく動脈，静脈を剥離し，静脈末梢を結紮切
離する．
まず動脈の末梢に，ついで中枢にクリップを専用鉗
子（applier）にてかけ，動脈を血液で満たす．ついで
静脈をへパリン加生理食塩液にて満たし，中枢にクリ
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図 1　血管にかけられたブルドック鉗子
　　　　　　　   創よりハンドルが出ている．
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ップをかける．動静脈の相対する位置に切開を置く．
両端針の縫合糸にて動静脈吻合をおく3）．

3　結　果

杉田クリップの把持部はほぼ血管の直径幅であり，
バネ部分も小さいため，創縁をよせると全体がすべて
創内に入ってしまう（図 2）．そのためクリップが鑷
子，持針器の操作に障害とならず，血管縫合糸が絡む
こともない．また動脈硬化のある硬い動脈におても，
血行は完全に遮断できた．クリップ解除後も，直ちに
血流が再開された．

4　考　察

杉田クリップ（SUGITA Aneurysm Clip）は，1981年
にドイツで開催された世界脳神経外科学会において，
杉田虔一郎教授により発表された脳動脈瘤用クリップ
である4）．血管への装着には専用鉗子（applier）が必
要であるが，専用鉗子を使うため深部への装着が容易
となる利点がある（図 3）．同様の脳動脈瘤遮断鉗子
としては，Heifetz Clipがあるが，Heifetz Clipは末梢
血管への応用が確立されている5）．
杉田クリップは，脳動脈瘤の永久閉鎖に使用するス
タンダードタイプと，血管の一時閉鎖に使用するテン
ポラリータイプクリップがある．スタンダードタイプ
の把持力は 120〜150 gであり，テンポラリータイプ
は把持力が 50〜70 gである6）．Heifets Clipは把持力
が 30〜80 gであり，把持力が同程度の杉田テンポラ

リータイプクリップも血管への障害はごく少ないと思
われる7）．

結　語

血管アクセスとしての動静脈瘻作製時に，小動静脈
の遮断のために，脳動脈瘤用杉田テンポラリータイプ
クリップを使用してみて，容易な使用感，円滑な吻合
操作などの良好な結果が得られた．
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要　旨

透析患者に restless legs syndrome（以下 RLS）が
合併することは古くより知られているが，未だ透析医
療に従事する医師やスタッフに十分に認知されている
とは思われない．しかし，多くの報告でその有病率は
20％以上とされており，RLSを合併した透析患者は
日常診療の中で抱かれているイメージよりはるかに多
いものと思われる．また，RLSは透析患者の不眠の原
因になるばかりか QOLを低下させる原因にもなって
おり，本疾患につき理解を深めることは透析医療に従
事する者にとって肝要である．
そこで，透析患者に合併した RLSの疫学・診断・
治療について自験例もふまえ報告したい．

はじめに

RLSという名称は 1960年に Ekbomにより用いられ
たが1），古くは 17世紀に Thomas Willisにより「入眠
時に腕や下肢が動きだし苦痛のために眠れない……」
と RLSを思わせる記載がなされている．日本透析医
学会透析医学用語集2）では「むずむず脚症候群」「下
肢静止不能症候群」「不穏下肢症候群」と記載されて
いる．「むずむず」という表現は「言い得て妙」では
あるが，その知覚異常は「痛み」「火照り」「痛がゆ
い」「電気が流れている」など多岐にわたっている．

また「下肢静止不能」は，RLSのもう一つの特徴で
ある「脚を動かしたいという強い欲求」をきたすこと
に由来している．このような感覚運動神経の異常を患
者が訴えた場合，本疾患を念頭にいれ病歴を聴取する
必要がある．

1　疫　学

一般人口の有病率は欧米では 10％弱と報告されて
いるが，アジア人では数％と報告されており，人種
差が見受けられる．また，一般に女性に多く3），高齢
者ほど有病率が高いとされている4）．さらに，1次性
RLSでは 90％を超える家族歴があるとの報告もあ
る5）．
一方，透析患者の有病率は 12.2〜34.2％と報告され
ており，一般人口に比べて高いものになっている6〜9）．

2　病態生理

RLS は，基礎疾患の明らかでない 1次性 RLSと，
腎不全，鉄欠乏，妊娠時，慢性関節リウマチ，パーキ
ンソン病などの基礎疾患に随伴する 2次性 RLSに分
類される．
RLS の発現機序としては，RLS患者に鉄欠乏性貧

血がみられ，鉄剤の投与で症状が改善したことが報告
されて以来，鉄代謝との関係が注目されてきた10）．ま
た，ドパミン産生時に働く酵素チロシンヒドロキシラ
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ーゼ活性に鉄が関与していることも報告されている11）．
さらに，Mizunoらは，血清鉄・トランスフェリン・
フェリチン値が正常な RLS患者の脳脊髄液を調べた
結果，髄液中の鉄ならびにフェリチンは対照群と比較
して有意に低く，トランスフェリン値が高いことを示
し，血液脳関門（BBB）における鉄輸送能の異常が
RLSの発症に関与している可能性を報告している12）．
また，L-DOPAやドパミンアゴニストなどのドパミ

ン作動薬が RLSに有効なことにより，中枢ドパミン
機能障害が関与している可能性も重要視されている13）．
RLSの病態は現在も明らかではないが，上記のような
鉄・ドパミン系の異常に加え14），遺伝的発症素因が関
与している可能性が高いと考えられている15）．
一方，Winkelmannらは，腎移植を受けた RLS患
者では，移植後早期に症状が改善したが，拒絶による
腎機能の低下により再発をみたと報告しており16），透
析患者における 2次性 RLSの発症には，上記要因に
加え尿毒症性物質の関与も示唆されている．

3　診　断

RLSの診断基準は，1995年に国際 RLS研究班
（IRLSSG）により作成され，2002年に改訂された17）．
四つの診断基準（必須）よりなっており，睡眠関連運
動障害の一つに位置づけられている（表 1）．また，
診断を補助する事項として
①　RLSの家族歴を有すること
②　ドパミンまたはドパミンアゴニストによる治療
に良好な反応を示すこと
③　睡眠時周期性四肢運動（PLMS）の合併が多い
こと

の三つの特徴があげられている．
PLMSは RLSの 8割以上に合併するとも報告され
ているが18），その他の疾患でも認められ，必須の検査
所見ではない．
また，症状は下肢以外の部位（上肢・体幹部など）
に認められることもあるが，下肢に症状が認められる
必要がある．

これに加え，透析患者の場合は透析中に上記症状が
出現または増強することがあげられるが，高度の場合
には，立ち上がって足踏みをしなければ透析を継続で
きない症例も経験している．これは透析時に下肢の安
静が保たれていることが大きな要因であると考えられ
るが，血液浄化方法を HDFや HFに変更することで
軽減・消失する場合もあり，下肢の安静以外の誘因の
存在も疑われる．
また，RLSの診断は主に患者の症状を問診すること
で成り立っており，アカシジア等の RLSと類似した
症状をもつ疾患（RLS mimics）との鑑別が必要であ
るが，透析患者では末梢動脈疾患（PAD）による血行
障害や糖尿病に起因する末梢神経障害を合併している
ことが多く注意を要する．
その他の補助的診断法としては，PLMSの合併を確
認するための終夜睡眠ポリグラフ（PSG），suggested 

immobilization test（SIT），アクチグラフがあるが，
詳細は成書を参照されたい．

4　治　療

RLSの治療は非薬物療法と薬物療法に大別される
が，The Restless Legs Syndrome Foundation の医療審
議会は，後者を RLSの重症度により三つのカテゴリ
ー（intermittent RLS・daily RLS・refractory RLS）に
分類したうえで，各々における治療指針を提唱してい
る19）．

1）　非薬物療法
①　日常生活の改善
軽度の RLSでは，誘因・増悪因子となるカフェイ
ン飲料・飲酒や喫煙を避け，バランスがとれてビタミ
ンを多く含んだ食事を摂取することで症状の改善が期
待できる．また，就寝前の軽い運動やマッサージ，就
寝・起床などに規則的な生活を送ることも推奨される．
②　RLSに悪影響をおよぼす薬剤の減量・中止
ドパミン阻害作用のあるメトプロクラミドやフェノ
チアジン系抗精神病薬・抗うつ剤（三環系抗うつ剤や

表 1　国際 RLS研究班による診断基準（2002 年改訂）

1. 下肢を中心とした不快な感覚異常とともに強く足を動かしたい欲求が生じる
2. 上記の症状が安静にして，静かに横になったり座っている状態で始まる，または増悪する
3. 足を動かすことで症状は一時期的に軽減・消失する
4. 夕方から夜にかけて症状が出現したり増悪する
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選択的セロトニン再吸収阻害薬）・抗ヒスタミン剤な
どが RLSの症状を増悪させる場合がある．これら薬
剤を投薬中の患者に RLSが発症した場合は，中止ま
たは可能なかぎり減量することが望ましい．
③　鉄の補充
前述のように，RLSの発症には鉄欠乏の関与が考え
られており，鉄欠乏が存在する場合には血清フェリチ
ン値やトランスフェリン値を指標に，鉄剤の投与を施
行する．
④　透析療法の変更
透析時間の短縮に伴い RLSの増悪が見られたり20），
血液濾過透析（HDF）で症状の消失が得られた報告が
ある21）．このため，ダイアライザーの高性能膜（HPM）
への変更や HDFの施行，透析時間の延長は RLS対策
として試みる価値があると考えられる．

2）　薬物療法
上記にあげたような対処をしても症状が改善しない
場合や，RLSによる睡眠障害が強い場合には薬物療法
が必要となる．
以下に RLS治療に用いられる主な薬剤を記載する．
①　ベンゾジアゼピン
軽症〜中等症には，抗てんかん薬のベンゾジアゼピ
ン誘導体であるクロナゼパムが用いられる．通常
0.5 mgより，夕方または眠前に使用する．催眠作用
もあり不眠の強い症例に有効である反面，半減期が長
く（約 27時間）翌日にも眠気が残ることがあること
と，長期使用で耐性をきたす可能性が問題となる．ま
た，本剤は呼吸抑制や筋弛緩作用があるため，睡眠呼
吸障害（SDB）の合併が多い透析患者では，その使用
には慎重であるべきであると警鐘されている22）．
②　Lドーパ
ドパミン補充療法として，本邦でも古くから透析患
者に合併した RLS治療に用いられている23）．しかし，
高用量・長期間の使用で，RLSの症状が通常より早い
時間帯に出現したり，その他の部位（上肢・体幹部な
ど）にも症状が出現する「症状の増悪（augmenta-

tion）」をきたしやすくなったり，薬剤の効果が切れ
た早朝に症状が出現する「リバウンド」をきたす頻度
が高くなることが問題となる．
③　ドパミン受容体作動薬（ドパミンアゴニスト）
現在，欧米では RLS治療の第一選択薬として使用

されている．Lドーパに見られるような augmentation

やリバウンドの発現も少ないと考えられている．
わが国では RLSに対するドパミン作動薬の保険適
応は認められていなかったが，2010年 1月に中等度
から高度の RLS治療にプラミペキソール塩酸塩（ビ・
シフロール®）が初めて認可された．
これら薬剤は麦角系ならびに非麦角系に大別される
が，共通の副作用として吐き気・目眩があげられる．
そのために減量または投与を中止せざるをえない場合
もあるが，非麦角系薬剤では上記の副作用もかなり軽
減されており，使用しやくすなっている．また，前述
のようにメトプロクラミドはドパミン阻害作用を有す
るため，これら薬剤を使用時の嘔気対策として用いる
べきではない．

a）　麦角系薬剤
メシル酸ペルゴリドやカベルゴリンがあげられる．

これら薬剤では心臓弁膜症の合併が報告されており注
意を要する．

b）　非麦角系薬剤
塩酸ロピニロール，塩酸タリペキソール，プラミペ
キソール塩酸塩があげられる．プラミペキソール塩酸
塩は本邦で唯一 RLSに保険適応のあるドパミンアゴ
ニストであるが，腎排泄性であることと透析性がほと
んどないことにより，至適投与量の明確な指針は現在
のところ得られていない．Miklosらは透析患者への
投与量として，初期投与量 0.125 mg，最大投与量
1.5 mgと報告しているが24），本邦での使用指針の確
立が望まれるところである．
④　その他の治療薬
オピオイドは最も古くから RLSの治療に使用され
ている．しかし，便秘や薬物依存の問題があり，現在
では他の治療薬が無効な症例で使用されることが多い．
また漢方薬が有効であったとの報告も見受けられる25）．

5　当院における透析患者RLSの実態調査

1）　対象および方法
2002年度に，下肢両側切断や認知症等により RLS

のアンケート調査には不適切と判断された患者 111名
を除く 524名の維持透析患者中，調査の同意を得られ
た 228名を対象に実施した．
診断方法としては IRLSSGの質問用紙を使用し，4

症状のうち 1症状でも認められた場合に RLS疑いと
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して専門医による診察・確定診断，ならびに国際レス
トレスレッグス症候群評価尺度（IRLS）による重症
度判定を行った．
また，同時に睡眠障害や QOLについての検討を行
うため，前者に対してはピッツバーグ睡眠評価尺度
（PSQI）を，後者に対しては KDQOL-SFTMを用いて
評価した．

2）　結果および治療
結果は，228名中 53例（23％）が RLSと診断され

た9）．背景因子の検討では，年齢ならびに透析導入時
の年齢が有意に低かったが，性別や原疾患に有意差は
認められなかった（表 2）．血液検査では RLS群で血

清カルシウムが有意に高かったが，インタクト PTH，
フェリチンを含む他の検査結果には有意差は認められ
なかった（表 3）．また，Kt/Vや平均除水量，左右足
背平均の TcPO2にも有意差は認められなかった（表
4）．
一方，眠剤服用率は RLS群で有意に高いばかりで

なく，PSQIによる睡眠の質は Non-RLS群と比較して
有意に低下しており，RLSが透析患者の睡眠障害の大
きな要因となっていることが示唆された．また，
KDQOL-SFTMによる健康関連 QOL調査でも，RLS群
は Non-RLS群と比較して多数の尺度で QOLの低下が
認められた（表 5）．

RLSの発症時期の調査では導入前の 1年以内が最も

表 2　RLS群と非 RLS群の患者背景

RLS（N＝53） Non-RLS（N＝175） p

年齢（歳） 56.7±11.6 60.9±10.9 ＜0.05
性別（男/女） 34/19 104/71 N.S.
透析歴（月） 123±91 104±91 N.S.
透析導入時年齢（歳） 47.9±14.1 53.7±13.7 ＜0.01
原疾患 N.S.
　CGN（名） 37（70％） 108（62％）
　DM（名） 12（23％） 45（26％）
　その他 （名） 4（  7％） 22（12％）

表 3　RLS群と非 RLS群の血液データの比較

RLS Non-RLS p

ヘモグロビン（g/dl） 10.5±0.95 10.4±1.27 N.S.
ヘマトクリット（％） 32.5±3.0 32.4±3.8 N.S.
BUN（mg/dl） 68.1±16.4 69.3±14.9 N.S.
Cre（mg/dl） 12.1±2.5 11.6±2.7 N.S.
Na（mEq/l） 139±3.1 138±3.4 N.S.
K（mEq/l） 4.6±0.5 4.6±0.7 N.S.
Ca（mg/dl） 9.54±0.89 9.09±0.75 ＜0.001
P（mg/dl） 5.72±1.21 5.55±1.20 N.S.
b2MG（ng/dl） 31.3±6.9 31.0±7.5 N.S.
Alb（g/dl） 4.1±0.3 4.1±0.3 N.S.
I-PTH（pg/ml） 333±244 282±200 N.S.
Ferritin（ng/ml） 254±251 200±188 N.S.

表 4　RLS群と非 RLS群のその他指標の比較

RLS Non-RLS p

Kt/V（one-pool model） 1.44±0.25 1.51±0.25 N.S.

Dry weight（kg） 54.8±10.1 53.8±9.2 N.S.

平均除水量（kg） 1.86±1.45 1.66±0.62 N.S.

TcPO2（左右足背平均；mmHg） 62.9±11.3 60.8±10.3 N.S.

眠剤服用率（％） 56.6（30/53） 36.0（114/175） P＜0.01
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多く，平均は導入後 2.6±4.3年であったが，中には導
入後 19年目に発症している症例も認められた（図 1）．
治療はクロナゼパムを 0.25〜1.5 mgの用量で使用し
た．効果の十分でない症例に対しては，薬の副作用を
説明し，同意が得られた場合にのみドパミンアゴニス
トを 0.2〜0.6 mgの範囲で追加投与した．治療前の重
症度スケールは 20.6であったが，半年後には 13.4へ
と有意に低下した（図 2）．投薬上の問題点は，クロ

ナゼパムでは日中も含めた眠気と，ドミンでは嘔気が
最も多く認められた．

3）　生命予後
2002年に調査を行い 8年が経過したが，この 228

名を対象に，R LSを合併した透析患者の生命予後を
検討した．結果は両群の累積生存率に有意差は認めら
れなかった（図 3）．透析患者は感染症に対するリス

表 5　RLS群と非 RLS群の PSQI と KDQOL-SFTM による
　　　　　　睡眠障害ならびにQOLの比較

RLS Non-RLS p

PSQI総合得点 8.69±3.87 5.26±3.36 ＜0.0001
［SF-36］
身体機能 78.9±21.2 78.0±22.6 N.S.
身体機能障害による制限 64.4±42.4 72.0±37.7 N.S.
身体の痛み 63.3±32.9 81.0±24.9 ＜0.0001
社会機能の制限 88.9±21.6 92.9±18.5 N.S.
全体的健康感 45.8±25.4 55.3±25.0 ＜0.05
活　力 54.0±25.4 63.6±22.7 ＜0.01
精神機能障害による制限 73.1±38.5 84.5±32.3 ＜0.05
心の健康 64.5±25.4 77.3±20.7 ＜0.0005
サマリースコア
　身体的健康 44.5±13.2 44.2±12.4 N.S.
　精神的健康 45.6±12.9 53.1±10.5 ＜0.0005
［Kidney disease target scores］
症状/問題 75.1±16.7 85.7±12.4 ＜0.0001
腎疾患の日常生活への影響 78.0±15.4 82.1±15.5 ＜0.1
腎疾患による負担 35.8±27.6 45.6±27.6 ＜0.05
勤労状況 57.0±39.1 58.0±32.1 N.S.
認知機能 83.5±20.3 91.4±13.9 ＜0.005
人とのつきあい 85.6±19.0 93.8±12.8 ＜0.001
睡　眠 65.2±23.3 77.4±18.2 ＜0.0005
社会的支援 78.5±25.7 78.7±30.1 N.S.
透析スタッフからの励まし 86.0±18.5 89.0±18.0 N.S.
透析ケアに対する満足度 89.7±16.5 95.3±11.0 ＜0.01
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図 1　RLSの発症時期
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クや心血管系合併症の有病率も高く，この結果のみで
判断はできないが，透析患者に RLSが発症した場合
でも生命予後に大きな影響を与える可能性は低いと思
われた．

おわりに

透析患者の RLSにつき概説した．RLSは患者の生
命予後を悪化させる疾患ではないと思われるが，下肢
の不快感に伴うイライラやストレス，睡眠障害による
疲労により社会生活や生産性が大きく損なわれること
が多い．透析医療に従事する者は，透析患者における
本疾患の有病率が高いことを念頭におき，不眠に対し
安易に眠剤投与を行うことなく，患者の訴えに耳を傾
けることが必要であると考える．
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要　旨

高齢透析患者が増加しており，透析医療イコール高
齢者医療とも言える状況になっている．特に地方では
その傾向が強い．高齢者の腎代替療法選択のさいには，
HD（血液透析）と PD（腹膜透析）のメリット・デ
メリット，両療法の予後や QOLなどを考慮する．今
後議論を重ね，透析非導入・中止に関わるガイドライ
ン作成が望まれる．終末期の腎不全医療として PDラ
ストという考え方がある．特殊な PDラストとしてセ
カンド SMAPという方法を紹介する．

はじめに

2009年末の透析患者数は 29万人を超えた．導入患
者の多くは高齢者であり，導入患者の平均年齢は 67.3

歳となっている．現在の透析医療はイコール高齢者医
療と言っても過言でないくらいに高齢透析患者が増加
している．この傾向は地方において顕著である．当院
（矢吹病院）は山形市の中心部に位置する病院である
が，当院での透析導入患者の平均年齢は全国平均プラ
ス 2歳で推移している．
高齢者が腎不全を患い腎代替療法を選択するさいに
は，次にあげる点を考慮しなければならない．①腹膜
透析（PD）か血液透析（HD）か，②透析非導入，③
透析中止の問題．今回，本稿ではこれらの点を考察し，
最後に末期腎不全医療としての PDラストの意義につ
いて述べたい．

1　PDか HDかの選択

2008年に日本透析医学会より腹膜透析ガイドライ
ンが発表された．第一章の解説の中に「透析導入時の
情報の提供と同意にあたっては，末期腎不全の腎代替
療法として血液透析，腹膜透析，さらに腎移植の三つ
の療法があること，さらにそれぞれの療法の利点，欠
点を説明し，患者の十分な理解と，透析療法の選択を
促すように指導する」と書かれている．これは，現在
の日本において，腎不全の治療法に関する情報提供が
充分ではなかったという事実を省みてのことと考えら
れる．しかし，後期高齢者以降においては，腎移植が
適応となる可能性が低いことから，高齢者の腎不全治
療は PD，HDからの選択ということになる．
高齢者に対する PDと HDはともにメリット，デメ

リットがある．それぞれの治療の特徴を表 1に示した．
導入期の患者に療法選択について説明する場合には，
これらの項目を中心に説明することになる．これらの
項目は一般的な透析関連の教科書や患者用教材でも取
り上げられており，実際に説明に使われているであろ
う．しかし，本来，療法選択を行ううえでは，これら
の項目以外に治療法による患者の予後や QOLについ
ても議論されるべきである．療法選択時の説明用パン
フレットが各メーカーなどから提供されるが，予後・
QOLといった内容はあまり触れられていない．
オランダの Van Biesenらによる，PDファースト群

のほうが HDファースト群より予後が良いという報

［臨床と研究］

高齢者の透析療法選択と PD ラスト

伊東　稔
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告1）以来，いくつかの予後比較研究が発表されている．
また両治療に対する満足度や QOL研究も盛んに行わ
れている．これらの研究の結果のほとんどは PDと
HDの予後，QOLには差がない，または若干 PDが良
いというものである2, 3）．こういった事実も患者への
情報提供のさいには積極的に行われるべきであろう．
しかし，PDと HDの予後比較は RCTが困難であり，
あらゆる交絡因子を排除した研究が不可能であるとい
うことは常に念頭に置かなければならない．実際，当
院における PDと HDの予後比較は PDが劣っている．
これは PD群の平均年齢が高いこと，合併症が多いこ
とに起因している．つまり PD，HDの選択には様々
なバイアスがかかることを示唆しており，予後，QOL

の比較をする場合には注意が必要である．
これらの要因を元に患者に情報提供し療法選択を行

うわけであるが，実際の高齢者の療法選択状況は図
14）の通りである．75歳以上の透析患者での PD選択
率は 3.0％にも満たない．療法選択について充分な情
報提供をしても，高齢者のほとんどは HDを選択して
いるのが現状である．
また，社会的要因も療法選択に大きく関与している．
例えば PDの場合，保険請求の問題から老健施設には
入所できない．また，PD治療そのものにヘルパーな
どの介護職が参加することが法的に認められていない
ことから，老健以外の施設への PD患者の入所が難し
くなっている．老健以外の施設では，看護師数が少な
く PD患者だけに手を取られるわけにいかない，とい
う事情である．一方，HD患者は透析施設への送迎が
確保されれば施設入所できるケースがある．HDは透
析治療がすべて施設外で完結し，看護職の必要度が

表 1　高齢者からみた腎不全治療の比較

血液透析 腹膜透析

メリット 安定した毒素除去，除水
週 3回，医療者と接する安心感
10年以上の治療継続が可能

血行動態への影響が少ない
バスキュラーアクセスが不要
自己管理意識が高い
通院回数が少ない
残腎機能が保持される

デメリット 週 3回の通院が必要
体外循環のため血行動態への影響
が大きい
透析後の疲労感が強い
自己管理が人任せになりやすい
穿刺時痛
血管廃絶後のバスキュラーアクセ
スに苦労する

除水，毒素除去が腹膜機能に依存
する
指導に時間がかかる
低栄養になりやすい
自立できない場合の支援システム
がない
10年以上継続できない

図 1　年齢別治療状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　   （文献 4より）
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PDに比べ低いからである．このような事情も療法選
択のうえでの検討材料になっている．

2　透析非導入の問題

合併症の多い高齢者，超高齢者が腎不全となった場
合，透析導入をすべきかどうか迷う場合がある．身体
状況，精神神経状態，合併症，家族の意向などの要因
を勘案したうえで，透析を行うことが患者の苦痛を増
す可能性があるのではないか，と考えられるケースで
ある．
日本においては，透析非導入という選択について議
論される機会があまりないのが現状である．諸外国で
は，非導入に関わるガイドラインや患者向け冊子が存
在しており，患者やその家族が非導入について考える
チャンスが与えられている5）．本邦では，非導入の判
断はケースごとに現場に任されているのが実情である．
こういった話題は公にすることがタブー視される風潮
があり，どのような基準で，どのような話し合いのも
とに非導入が決められたかのデータを集めることは困
難である．その原因として，現在は「非導入」が法的
に認められるのかが曖昧であり，積極的に非導入を進
めると刑事告訴されてしまうかもしれないという危機
感が医療者にあるのだと考えられる．そのため，本来
ならば「生きるための透析」であるはずが「透析のた
めに生きる」ことを強いられる高齢者を生み出してい
る可能性もある．生命の質や死という概念は個人によ
って違う．多くの合併症を抱え寝たきりになっても最
後の最後まで最高の治療を望む人もいるし，それを望
まない人もいる．医療現場ではそういった患者や家族
の意思を汲んで治療を行っているが，透析非導入や治
療中止の判断をするさいには，常に法律による保護が
ないことを自覚しているのである．
今後，高齢透析患者はさらに増加していく．多くの

合併症を抱えた高齢者が腎不全を併発するケースが増
えることが予想される．その全例に透析を行うことが
良いことなのか，それが患者や家族の幸福につながる
のか，といった検討は常になされなければならないだ
ろう．多くの合併症を持った患者の場合，透析を導入
しても非導入としても予後に有意差はなかったという
海外の報告がある6）．こういったデータは日本でも検
討されなければならないのであるが，現状では困難で
ある．高齢者の腎代替療法を選択するさいには血液透
析，腹膜透析，移植（稀であるが）の他に，非導入と
いう選択肢が必要になる時代は必ず来る．そのために
は日本人の国民性に基づいたガイドラインが必要であ
り，多くの議論が交されなければならない．

3　透析中止の問題

1）　血液透析の場合
高齢血液透析患者の終末期には血圧が維持できなく
なり透析困難症を呈する．状態が進行すれば血液透析
を行うこと（体外循環を行うこと）自体が，生命の危
険を高めることになり患者の苦痛を大きくする．また
このような状態ではバスキュラーアクセス不全も合併
することが多い．こういった終末期では家族と相談の
うえ，透析中止を決断し自然経過に任せ，最期を迎え
ることになる．当院では 2009年度の 1年間に 7例の
透析中止例を経験した（表 2）．全例が終末期の透析
困難症であり，家族との相談のうえで透析中止を決定
した．透析中止後の生存期間は 1〜17日で，多くは 1

週間以内に死亡したが，2例がそれぞれ 13，17日間
生存した．死亡までの間，面会時に家族との話し合い
を継続したが，全例で透析再開の申し出はなく安らか
な最期を迎えることができた．透析中止を決断するこ
とは医療者にとっても家族にとっても苦渋の決断にな
る．それでも透析による患者の苦痛が強くなり，透析

表 2　当院における透析中止症例（2009 年度）

患　者 原疾患 透析継続年数 中止から死亡
まで　　　　 家族の面会 透析再開の申

し出　　　　

Ｍ　82歳 ネフローゼ 7年 1日 多くなった なし
Ｆ　81歳 DMN 9年 6日 少なかった なし
Ｍ　88歳 腎硬化症 2年 2日 減っていった なし
Ｍ　92歳 不明 4年 13日 多くなった なし
Ｍ　81歳 腎硬化症 3年 3日 多かった なし
Ｆ　81歳 腎硬化症 9年 17日 少なかった なし
Ｍ　90歳 DMN 12年 1日 多かった なし
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継続が患者の命の危険を高める場合には透析中止の決
断は必要と考える．
終末期の場合，患者本人の判断能力が失われている
ことが多いため，透析中止においては本人の意思を確
認できないという問題が残る．当院でのケースは，全
例で本人の意思確認が不可能な状態であった．そこで
近年，あらかじめ患者が元気な時に事前指示書やリビ
ングウィルで透析困難となった時の治療について意思
確認し，それを書面に残す施設も増加している．これ
らの書類に法的拘束力はないが，患者が末期状態にな
った時に治療方針について家族と話し合うさいの資料
となりうる．透析の末期に患者の意思を生かし，尊厳
ある死を迎えられるようにすることが，今後多く求め
られるようになる可能性が高い．

2）　腹膜透析の場合
腹膜透析は循環器系に与える影響が少ないことから，
末期状態であっても透析を中止する必要がない．当院
では，末期状態には透析液量を減量することはあるが，
最後まで腹膜透析を継続している．最後まで透析を中
止しなくてよい，ということは透析中止の決断を下す
必要がないので，医療者や家族の精神的呵責が軽減さ
れている可能性が高い．患者の終末期の苦痛をコント
ロールすることができれば，腹膜透析は腎不全終末期
の治療として優れた治療と言える．これが「PDラス
ト」という言葉を生み出した根源である．
このことが腹膜透析の絶対的優位性を示すというこ
とでは決してない．しかし，治療の選択肢として検討
に価するものという認識は必要であろう．

3）　透析中止についてのまとめ
日本では現在のところ，透析中止に関するガイドラ
インがない．医療者にとって透析中止が法的に問題な
いのか常に懸念されるところである．透析中止の是非
は，透析に関わる医療者，患者，患者家族とともに今
後も議論されていかなければならない．

4　PDラストの意義

1）　PDラストの実際
PDファーストに対して PDラストという言葉があ
る．高齢者，心機能低下，通院困難，バスキュラーア
クセス不全などの理由で HD継続が難しい場合に，透

析生活の最後を PDで行うという意味である．身体的
負担が少なく，治療方法を柔軟に設定できるという
PDの特徴から，腎不全終末期医療の選択肢として
PDを検討することには大きな意義がある．

PDラストの理想型は，終末期の患者が在宅で介護
を受け，透析を中断すること無く安らかに最期を迎え
る，といったところだろうか．しかし，実際にこのよ
うな終末期を迎えられるケースは少ない．在宅で最期
を迎える人自体が減少しているので，透析を受けなが
らの看取りということになるとかなり特殊なケースで
ある．
著者の経験では，PD患者が HDへ移行せずに死亡

した症例のほとんどは病院死であったが，4例の PD

患者の在宅死のケースを経験している．そのうち 3例
は元気なときから家族の協力を得られており，終末期
は自宅に近い開業医の先生にお看取りをお願いした．
著者が最期に立ち会うことはできなかったが，3例と
もに家族に見守られ，安らかに永眠されたと報告を受
けている．もう 1例は高齢の男性で，高齢の妻の介護
を受けながら透析を行っていた．介護力に不安があっ
たことから終末期には入院を勧めていたが，本人，妻
ともに拒否していた．そこで訪問看護などのサービス
を強化し，開業医の先生にケアを託すことになった．
自宅で最期を看取られたが，担当であった訪問看護師
の報告では，高齢の妻の疲労がピークに達しており，
安らかな最期とは程遠い状態であったそうである．
腎不全患者の終末期に良い，悪いがある訳ではない．
しかし，理想的な在宅での最期を迎えられることが目
的であった PDラストが必ずしもいい形では終わらな
い，ということは事実である．在宅での PDラストを
上手くいかすためには，家族の協力，手厚い介護体制，
かかりつけ医の協力などが不可欠である．これらの条
件を整えるためには日本では未だ問題が多い．

2）　特殊な PDラストの試み，セカンド SMAP

SMAP（Stepwise initiation of peritoneal dialysis us-

ing Moncrief And Popovich technique）は，PD開始の
前にあらかじめ腹膜透析カテーテルを留置し皮下に埋
没させ，導入期にカテーテルを掘り出して出口部を作
成して透析を開始するという方法である7）．PD導入
の方法として広く用いられている．
当院では，高齢の PD患者が腹膜炎以外の原因で
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HDへ移行しなければならないさいに，セカンド SMAP

という方法を行っている（図 2）．以前は HDへ移行
するさいに腹膜透析カテーテルを抜去していた．セカ
ンド SMAPではカテーテルを抜去せずに，適当な位
置で離断した後にシリコン栓で蓋をして皮下に再埋没
させる．これは将来的に様々な理由で HDが継続でき
なくなった時に簡単に PDを再開できるようにすると
いう目的からである．カテーテルを埋没させておくこ
とでの合併症については，通常の SMAPの経験から
大きな問題にならないと考えられる．10例前後の患
者にセカンド SMAPを行っているが合併症は皆無で
ある．
ここで実際にセカンド SMAP後に HD継続が困難

となり，PDを再開し PDラストとなった症例を紹介
する．
症例は高齢の女性で，2006年（81歳時）に PDを
開始した．当初は自立して PD手技を行っていたが，
半年ほどで認知症が進行し自力で PDを行えなくなっ
た．家族の希望で HDへ移行したが，この時にセカン
ド SMAPを行った．その後，HDを継続していたが老
化が進行し，全身衰弱のため 2009年 10月（85歳時）
に当院療養病床へ入院．一時的に状態改善が見られた
が，2010年 2月，透析困難症が悪化，バスキュラー
アクセスが廃絶してしまった．そのまま透析を中止す
ることも検討したが，埋没してある PDカテーテルを
用いて少量の透析液を用いた PDラストを提案したと
ころ家族の承諾が得られた．局所麻酔下にカテーテル
を掘り出して出口部を形成し PDを再開した．PDは 1

日 1バッグとし，週 3回のみ行った．PD再開後，2

週間ほどで患者は永眠したが，最後まで透析を継続で

きたことで家族の満足度はとても高かった．またセカ
ンド SMAPでの出口部作成は侵襲も少なく，医療者，
家族共に抵抗を感じなかった．このような方法がすべ
てのケースで上手くいくのかはわからないが，終末期
腎不全医療の選択肢の一つとして検討する価値がある．

おわりに

PDの高齢者へのメリットが強調されている反面で，
実際の高齢者の PD率は高くなかった．この現状の是
非についてはいかなる議論をもってしても結論は出な
いであろう．PD，HDともにメリット，デメリット
があり，何が高齢者にとって適正と言えるのか，科学
や哲学をもってしても答えの出ない難しい問題である．
高齢者の透析療法の選択には様々な要因を検討しなけ
ればならない．今回，本文であげた以外にも様々なフ
ァクターがある．これらのファクターを熟考したうえ
で，高齢者の療法選択に関わっていきたいと考える．
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要　旨

透析患者にとって不眠は見過ごせない問題である．
その原因や対処方法を身体的要因，心理的要因，生理
的要因などに分けて整理しながら解説した．身体的な
要因について丁寧な診察を行うことは，心理的なケア
にもつながり大切である．多面的に不眠の原因や対応
を検討し，睡眠薬を処方する場合も，漫然と長期にわ
たって使用することがないように注意することが望ま
しい．

はじめに

不眠は透析患者に日常的によくみられる問題で，
6〜7割の患者にみられるとも言われる1）．不眠は，生
活の質を低下させる一因ともなり，見過ごすわけには
いかない．また不眠と死亡率との関連を示す疫学的調
査もあるため，不眠があることによって引き起こされ
る健康問題，不眠の裏に隠されている疾患や障害など
を適切に見極めることも重要になる．
不眠は様々な要因によって生じるが，透析患者では
不眠が生じる一般的な要因だけでなく，透析患者特有
の身体的，心理的要因が加わってくるため，ポイント
を整理しながら理解していくことが肝要である．例え
ば，春木2）は表 1のように透析患者の不眠の原因をま
とめている．また，不眠を「5つの P」の観点から考
えることもよく行われる（表 2）．本稿でもこの分類に

ならって，透析患者の不眠について解説していきたい．

1　身体的要因

身体的要因は，透析患者に特異的な要因と，非特異

［臨床と研究］

透析患者の不眠
――　背景と対策　――

安田貴昭　内田貴光　國保圭介　樋渡豊彦　倉持　泉　島美和子　松原　理　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：psychonephrology，sleep disorder，hemodialysis，depression，consultation-liaison psychiatry

Sleep disorder in patients undergoing hemodialysis
The Department of Psychiatry, Saitama Medical Center, Saitama Medical University
Takaaki Yasuda
Takamitsu Uchida
Keisuke Kokubo

表 1　透析患者の不眠

・皮膚瘙痒感 
・痛み（肩・腕・腰・背中・下肢など）
・じっとしていられない・むずむず脚症候群
・不安，抑うつ
・不均衡症候群
・意識障害，せん妄
・合併症による入院
・透析不足，薬剤性不眠
・導入期の尿毒症による夜間の不眠，昼間の傾眠
・その他，口渇，耳鳴り，吐き気，呼吸が苦しい（水のたまり
すぎ）など

 ・環境要因，温度，騒音，照明，寝具など

（文献 2より）

表 2　透析患者の不眠「5つのＰ」

1．Physical（身体的要因）
疼痛，かゆみ，むずむず脚症候群，周期性四肢運動障害，
睡眠時無呼吸など

2．Pharmacological（薬理学的要因）
様々な薬物，アルコール，カフェイン，ニコチンなど

3．Physiological（生理学的要因）
不規則な生活リズムや不適切な生活習慣，いわゆる睡眠衛
生に関連する事項

4．Psychological（心理学的要因）
悩みや心理的葛藤など，心理社会的ストレスに伴う不眠

5．Psychiatric（精神医学的要因）
うつ病や認知症など，精神障害の部分症状としての不眠
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的な要因にわけられる．
前者では，透析患者に多くみられる，むずむず脚症
候群（restless legs syndrome）や周期性四肢運動障害，
皮膚瘙痒症，腎性骨異栄養症による骨痛・関節痛，睡
眠時無呼吸症候群などがあげられる．これらが原因と
なっている不眠は，透析条件を見直すなど，原疾患へ
の治療を見直すことで改善する可能性があるため，見
落としのないように気をつけておく必要がある．
後者も同様である．狭心症などの心疾患，逆流性食
道炎などの消化器疾患，喘息や COPDなどの呼吸器
疾患，甲状腺疾患など，身体疾患による二次的な不眠
に留意する．高齢者であれば，複数の疾患を合併して
いることも多く，また皮膚の乾燥による瘙痒症や，腰
痛や関節痛などの疼痛といった，高齢者に多い病態に
も注意が必要となる．
もちろん，十分な身体的治療を行っているにもかか
わらず，このような原因が取り除けないという場合も
多い．そのような場合でも，原因になりうる身体的要
因に対して主治医がきちんと配慮することは，眠りに
対して有利に働くように思われる．
というのも，眠れないと訴える患者は，多くの場合，
眠れないということに苛立っており，やり場の無い怒
りを抱えていたりする．なんとか眠れるようにしよう
と意識し，意識しすぎることでますます眠れなくなる
という悪循環におちいる．透析医がきちんと不眠の問
題をとりあげ，丁寧に対処しているという患者の信頼
感や安心感は，いくらかでも眠りに固執する心理をや
わらげることにつながるであろう．すなわち，身体的
な介入を丁寧に行うことは，同時に適切な心理的ケア
にもなるということである3）．

1）　むずむず脚症候群，周期性四肢運動障害
むずむず脚症候群は，文字通り，下肢がむずむずと
身の置き所の無いような不快な感覚に襲われる症候群
であり，周期性四肢運動障害は，主に入眠時において
四肢の律動的な攣縮が生じる症候群である．両者は同
時に生じることが多く，いずれも不眠の原因になりう
る．
腎不全患者においては 20〜40％にむずむず脚症候

群がみられるとの報告があり1），日本において本症の
全体の有病率が 0.5から数パーセントと考えられてい
る4）ことと比較しても，非常に頻度が高い．

むずむず脚症候群は原因が明らかではない特発性と，
なんらかの原因があって生じる二次性とに分けられる．
二次性むずむず脚症候群の原因疾患としては，腎不全
の他にパーキンソン病などの神経疾患，リウマチ性疾
患，葉酸欠乏，鉄欠乏性貧血，妊娠，糖尿病，薬剤な
どがあげられる5）．
透析患者における本症の発症機序については，透析
を導入するほど腎不全が進行していること，つまり尿
毒症性の要因が関係していると言われる．また腎不全
の原因として多く見られる糖尿病や，尿毒症によるニ
ューロパチーを介して生じている可能性も考えられて
いる6）．
治療は，透析不足や貧血など，介入可能な原因が想
定されれば，その治療を行うことは言うまでもない．
二次性むずむず脚症候群の原因になりうる薬剤（三環
系抗うつ薬，SSRI，抗ヒスタミン薬，カフェインな
ど）の使用状況にも留意する7）．
対症療法としては clonazepam（商品名リボトリー
ルなど）が以前からよく用いられている．また最近で
はドパミン作動薬の pramipexole（商品名ビ・シフロ
ール），抗てんかん薬の gabapentin（商品名ガバペ
ン）などが使われるようになっている．

2）　睡眠時無呼吸症候群
透析患者の睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syn-

drome;  SAS）の特徴は，肥満が大きく関与している
一般的な SASと異なり，代謝性の要因がより強く関
連していることである．機序としては，尿毒症，ホル
モン不均衡，透析液の組成や代謝性アシドーシスなど
といった化学的要因が呼吸中枢に影響を与えている可
能性がある．また，透析間の体重（水分）増加が気道
の浮腫として SASの病態形成に関与しうる8）．しかし，
いずれにせよ，明確なことはまだわかっていない．

SASが疑われれば，専門機関で終夜ポリグラフィー
検査などを行い診断を確定する．自宅で睡眠中の血中
酸素飽和度を系時的に記録するキットを用いる検査も
ある．
治療としては持続的陽圧呼吸（continuous	positive	
airway	pressure;		CPAP）療法がある．

2　薬理的要因

身体的要因について評価を行うときに，それらの治
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療に使われている薬剤についても併せて検討するとよ
い．前述のように，薬剤性の身体疾患（むずむず脚症
候群など）を介して不眠が生じる場合もあれば，薬剤
単独で不眠の原因となる場合もある．
薬剤性の不眠の例としては，認知症で用いられる

donepezil（商品名アリセプト）が焦燥感や不眠の原
因になることがあることなどがあげられる．その他に
も不眠の原因となりうる薬剤が多数ある（表 3）9）．
また，患者の嗜好品は見落としやすい薬理的要因で
ある．カフェインやニコチン（禁煙補助剤のニコチン
パッチなども含む）は言うまでもなく睡眠を妨げる．
またアルコールも，睡眠の質を悪化させ，熟眠感を低
下させるため，特に寝酒などをしていないか確認する
とよい．

3　心理的要因

心理的な負荷も不眠の原因になる．悩み事や心配事
を抱え，床についても考え事で気持ちを昂らせてしま
い眠れなくなったという経験は誰にでもあることであ
ろう．心理的な負荷が心身にストレス（ひずみ）を生
じさせ，交感神経系の興奮などを介して不眠になると
いう機序が想定できる．
また，精神障害の，ストレス–脆弱性モデルに従えば，
心身に生じたストレスは精神疾患の発症や再発の要因
になると考えられるため，不眠を生じるほどのストレ
ス状態があれば，精神障害が生じてくることにも気を
つけたほうがよい．
したがって，患者が不眠を訴えるときには，患者の
心理状態についてのアセスメントも大切だといえる．
そのさいには，透析患者に特有な心理のあり方や，特
有な心の動きについて知っておけば，患者の的確な理
解につながると思われる．

1）　透析患者の心理社会的ストレス因子
維持透析患者を対象としたスウェーデンでの研究10）

では，腎不全・透析に関連するストレス因子として以
下の 4つを挙げている．すなわち，①透析に要する時
間の負担，②倦怠感などの身体症状による生活の制約，
③医療者との心理的な距離が遠いと感じること，④身
体症状や医療に依存していることによって生じる自己
脆弱感，である．
日本でも多くの記述的研究があり，これらの結果は
表 4のようにまとめられる11）．

2）　透析患者の心の動き3）

透析導入の時期では，透析を受け入れるまでの心理
が重要になる．透析を始めることによって様々な制約
をうけることになり，また，これまでの社会生活や家
庭内での立場や役割が変わることもある．これらは健
康そのものや，健康によって保たれていたことを失う
こと（喪失体験）を意味する．患者はこの状況を受け
入れ，何か別のことで心の空虚感を埋めていくこと，
すなわち新しい生活に適応していくことが求められる．
心理的過程としては，まず透析を導入しなければな
らないという事実を突きつけられたときに生じる衝撃
がある．この衝撃から心を守ろうとする心の働き（防
衛機制）のひとつに「否認」がある．これは「そんな
はずはない」と，現実を認めようとしない心理で，一
時的なものであれば，必ずしも不適切なものとはいえ
ない．多くの場合，一時的な否認によって衝撃を和ら
げ，その後，しだいに現実に直面するなかで，現状を
受け入れ適応していくことになる．
しかし，否認が病的に強かったり長期化したりすれ
ば，適切なセルフケアが阻害されるなどの臨床的な問
題を生じることになり，なんらかの心理的な援助が必
要になる．

表 3　不眠の原因となる薬剤

抗パーキンソン病薬（ドパミン製剤，MAO-B阻害薬，ドパミ
ン放出促進薬，ドパミンアゴニスト），片頭痛治療薬，抗認知
症薬，抗うつ薬，抗精神病薬，精神刺激薬，抗菌薬（ニューキ
ノロン系抗菌薬），抗ウイルス薬，抗悪性腫瘍薬，ステロイド，
抗アレルギー薬，降圧薬（bブロッカー，a2刺激薬，アンジオ
テンシンⅡ拮抗薬，レセルピン），高脂血症治療薬，強心配糖体，
気管支拡張薬（b刺激薬，キサンチン誘導体），消化性潰瘍治
療薬（H2拮抗薬），インターフェロン，中枢性筋弛緩薬，消炎
鎮痛薬，禁煙補助薬

表 4　透析患者の心理社会的ストレス因子

1．死の恐怖と健康の喪失
2．健康によって支えられていた自信の喪失
3．それまでの生活の変化
・社会的役割や家族関係の変化
・セルフケアの負担
・医療による制約
・治療関係から生じる苦痛

4．合併症の恐怖，苦痛
5．透析を死に至るまで続けなければならないこと
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一旦，透析という現実を受け入れることができた患
者でも，危機は訪れる．新たなストレス状況に陥った
とき，これまでバランスが保たれていた心理状態が揺
らぐことになり，導入時に経験したような透析を忌避
する感情が再現することがある．この時には，透析導
入時と同様に，疾病を受容していくプロセスを再び経
ることが求められる．こういった行きつ戻りつは繰り
返され，死に至るまで続くこととなる．この終わりの
ない円環はそれ自体が強いストレス因子となることも，
医療者はよく理解しておくべきであろう（図 1）11）．

4　精神医学的要因

精神疾患の部分症状として不眠が生じている可能性
にも注意が必要である．透析患者では精神障害の頻度
が高いことが知られている．透析患者が不眠を訴えた
ときには，精神疾患の存在を疑うきっかけにもなる．
透析患者全員を対象にした自己記入式心理検査を用
いた主に欧米の研究によれば，透析患者の 15〜60

％12），あるいは 1/3以上13）に比較的明瞭な抑うつ症状
が生じるという．ただし，この結果はそのまま日本の
患者にはあてはめられない．日本でも，抑うつ症状や
うつ病をもつ透析患者は多いと思われるが，平均年齢
（日本のほうが欧米より若い），透析持続期間（日本の
ほうが短い）など，欧米と日本では条件が明らかに異
なっていることなどが，その理由である3）．
精神障害が疑われれば，精神科医と協力しながら治
療を行っていくことになる．この場合，「精神疾患だ
から」というアプローチは患者の抵抗を強めるおそれ
もある．出発点は不眠であるので，その解決に焦点を
あてながら，「よく眠れて，楽になれるよう，専門家
にも相談してみよう」という説明がより受け入れられ
やすいと考える．

5　生理学的要因

これまで述べてきたような評価によっても，不眠を
引き起こしている要因が特に見当たらない場合は，原
発性不眠ということになる．その場合は生理学的要因，
いわゆる「睡眠衛生」についてよく話しあい，眠りを
妨げる環境要因や生活習慣を見直していくことが大切
となる．
なんらかの原因があった場合でも，睡眠衛生に問題
がないとは限らない．少しでも眠りやすい状況をつく
るために，睡眠の基本事項を理解しておくほうが望ま
しい（表 5）．透析患者であれば，ほぼ 1日おきに，
透析のため数時間をベッド上ですごすことになる．こ
のことは，適度な運動を行うことや，一定したリズム
で生活することを阻害することになりうる．透析時間
中に昼寝をしていれば，夜間の不眠にもつながる．
また不眠を悪化させる心理として，眠れないこと自
体が気分を苛立たせて，よけいに眠れなくなるという
ものもある．これは眠りに固執する患者ではより顕著
となる．眠れず悶々とした気分のまま床で過ごすこと
は，苛立ちによって，かえって意識を覚醒させてしま
うことになる．何度も繰り返し時計で時間を確認する
ことも，焦りを助長する．このような場合は，「寝れ
なくても仕方ない」と割り切って床を離れるほうが，
結果的に眠れなかった時の徒労感を防ぐことになり，
望ましい．ただし，眠りにこだわりすぎないようにと
指導するさいには，患者なりの努力や苦悩を理解し，
主治医として不眠に真摯に取り組む姿勢が示されなけ
ればならない．そうでなければ，患者の反感を買うだ
けになることは言うまでもない．

おわりに

透析患者の不眠に対処する時のアプローチについて

適応

疾病受容
の反復

「学習性無力」
「燃え尽き症候群」

・ 生活パターンの変更
・ 社会的役割や家庭内の
立場の変化

・ 原疾患の悪化
・ 合併症の出現
・ その他のストレス因子

図 1　維持透析患者の疾病受容：疾病受容の反復

表 5　アメリカ睡眠学会の睡眠衛生に関する指導項目

1．生活リズムを保つ
2．昼寝を避ける
3．10分程度寝つけなかったらいったんベッドを離れる
4．ベッドでテレビを見たり本を読んだりしない
5．カフェインを取り過ぎない
6．そのほかの睡眠を妨げる物質を使用しない
7．運動
8．静かで快適な寝室
9．時計をみえない位置におく

10．眠る前の快適な生活のルーチンを決める 
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述べたが，ここでは睡眠薬の使用については解説しな
かった．睡眠薬はもちろん，うまく使えば有効な手段
であるが，不眠の要因を評価しないまま安易に処方す
れば，漫然と長期的な使用になるおそれがある．睡眠
薬はあくまで不眠の治療の一手段と考え，眠りを妨げ
ている要因や，眠れないことによって生じている問題
をきちんと評価することが大切である．
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要　旨

日本では，長期留置型カテーテルの使用は 2008年
12月 31日現在 899人（0.5％）と報告されている．長
期留置型カテーテルは，穿刺痛がないという長所があ
る反面，感染や血栓形成という短所があり，生命に危
険が及ぶことがあるため，その適応は慎重に考慮する
ことが大切である．現時点では，可能な限り長期留置
型カテーテルは使用しないほうが良いというのが筆者
の意見である．今後は，カテーテルやグラフトの素材
がさらに開発され，自己血管と同じように使用できる
時代が到来することを期待している．

はじめに

透析患者の高齢化とともに，透析歴の長期化および

糖尿病性腎症の増加が，昨今のバスキュラーアクセス
（以下 VA）作製を困難なものにしている．VAにはシ
ャントと非シャントがあり図 1のように分類される1）．
2008年 12月 31日現在の日本透析医学会統計調査委
員会の報告によると，長期留置型カテーテルの使用は
899人（0.5％）と報告されている2）（図 2）．
長期留置型カテーテルは，留置してしまえば穿刺痛
がないという長所がある反面，感染や血栓形成という
短所があり生命に危険が及ぶことがあるため，その適
応には慎重に考慮することが大切である．当院では動
脈直接穿刺や大腿静脈穿刺，さらには動脈表在化・動
静脈表在化を行うことで，短期型・長期型留置カテー
テルはほとんど使用していない．
本稿では，長期留置型カテーテルの適応とその長
所・短所について述べ，2005年に公刊された「バス

［臨床と研究］

長期留置型カテーテルの使用状況と課題

室谷典義
千葉社会保険病院

key words：長期留置型カテーテル，バスキュラーアクセス，感染，敗血症，穿刺技術

The use situation and a problem of tunneled cuffed hemodialysis catheters
Chiba social insurance hospital
Noriyoshi Murotani

シャント
外シャント Quinton-Scribner　　ヘマサイト

内シャント
自己血管内シャント：AVF（Brescia-Cimino）
グラフト内シャント：AVG

非シャント

動脈表在化（上腕動脈，大腿動脈）

動脈-動脈グラフト（ジャンピンググラフト）

テンポラリーアクセス
留置カテーテル

内頚静脈
大腿静脈
鎖骨下静脈（ほとんど使用しない）

動脈直接穿刺
静脈穿刺（大腿静脈など）

長期留置型カテーテル
テシオカテーテル
シェーンカテーテル

図 1　バスキュラーアクセスの種類（文献 1より引用）
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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」3）について検証する．

1　長期留置型カテーテルの適応について

「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」によれば，宮田ら4）は，その適応を以
下の①〜⑤の病態としている．
①　内シャント造設不能例：重篤な末梢動脈の閉塞
性疾患・重度の慢性心不全・常時低血圧・四肢表
在静脈の荒廃など．
②　患者の病態から血液浄化の目的に本法がもっと
も適切とされる場合：表在化動脈でも流量を確保
できない．また返血ラインが確保できない．認知
症・不穏などのため血管の穿刺と固定が危険な場
合や四肢の拘縮などの穿刺が困難な例．穿刺時痛
が高度である場合など．
③　小児における血液透析用 VA

④　腎移植までのブリッジとしての血液透析用 VA

⑤　内シャントが発達するまでの血液透析用 VA

　MRSAなどの局所または全身性細菌感染症を合
併する患者（活動性・非活動性を含む），皮膚感染
症患者に対する長期型バスキュラーカテーテルの留
置は原則として避けることが望ましい．

そこで，長期留置型カテーテルを入れたくない場合
は以下のように対処するのが良いと考える．①の場合
は，動脈直接穿刺や大腿静脈穿刺，さらには動脈表在
化・動静脈表在化で対処できる．四肢表在静脈の荒廃
に対しては，穿刺技術を磨くことに尽きる．②の場合
は，表在化動脈でも流量を確保できないときは，反対
側の動脈表在化や大腿動脈の表在化という方法がある．
返血ラインが確保できないときは，穿刺技術を磨くこ
とでほとんどの症例に対処ができる（「俺がこの患者
の静脈確保ができなければ世界中誰も刺せない」くら
いの気持ちで穿刺に臨めば何とかなるものである．こ
のような場面を何十回か乗り越えることにより穿刺技
術は磨かれるし，実際に刺せるようになる）．認知
症・不穏などのため血管の穿刺と固定が危険な場合は，
鎮静剤の使用や各種の拘束道具にて対処している．穿
刺時痛が高度な場合は，鎮痛貼付剤の使用や鎮静薬の
使用で対処する．③の場合はかなり難しいが，当院で
は患者によく話し，鎮痛貼付剤を使用したり鎮痛薬を
使用したりで，カテーテル留置を避けた症例もある．
④の場合は，動脈直接穿刺や大腿静脈穿刺，動脈表在
化・動静脈表在化で対処できる．⑤の場合も④と同様
に対処できる．

自己血管による動静脈瘻
人工血管による動静脈瘻
動脈表在化
動脈直接穿刺
長期植え込み型静脈カテーテル
一時的静脈カテーテル
その他
単針透析

バスキュラーアクセスの種類

バスキュラーアクセスの種類　透析歴別
2年未満

2年～

5年～

10年～

15年～

20年～

25年～

0.2％
（324）

0.2％
（188）

0.5％
（899） 0.5％

（777）0.1％
（228）

1.8％
（3,146）

7.1％
（12,234）
7.1％

（12,234）

89.7％
（154,450）

透
析
歴

50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

図 2　バスキュラーアクセスの種類と透析歴
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2　長期留置型カテーテルの長所と短所

「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」によれば，宮田ら4）は，その長所とし
て以下の①〜⑤をあげているが，まさにその通りの長
所である．
①　心臓に対する負荷が小さい．静脈脱血，静脈返
血による透析であるため AVF，AVGのように動
脈→静脈のシャントが存在せず，心臓に対する負
荷は小さい．したがって左室駆出率低値の心不全
症例はよい適応である．
②　コネクターに回路を接続するので，穿刺痛がな
い．
③　透析中，上肢の運動が比較的自由である．
④　上肢の美容が保てる．
⑤　感染人工血管の除去等に比べ，除去手技が簡単
である．
また短所としては
①　カテーテルが体外に露出しているため，慎重な
管理と慣れが必要
②　入浴方法など日常生活に制限がある
③　カテーテルが露出していることで，カテーテル
出口部の美容が損なわれる

をあげているが，①の項目のなかで述べている「慎重
な管理」，②の「入浴方法などの制限」，③の「カテー
テルが露出」それぞれに「カテーテル感染」の危険が
潜んでいる．現時点で使用可能なカテーテル（表 1）
は生体にとっては異物であり，ひとたび感染を生じ敗
血症に陥れば，抜去せざるをえない現実がある．
また，カテーテル感染→敗血症→多臓器不全→死と
いう流れは避けなければならないのは言うまでもない．

村上ら5）は，長期留置型カテーテルへの細菌定着が原因
と考えられる化膿性脊椎炎を報告している．二宮ら6）

は，長期留置型カテーテルの破損を報告している．東
京女子医大の廣谷らは，長期留置型カテーテルの先端
部分の断裂を VAIVTで報告している．これらを避け
るための最大の予防は，長期留置型カテーテルを入れ
ないことである．しかしながら現実の臨床の場では理
想通りに事が進まないこともある．

3　困った症例

困った症例を 2例紹介する．
［症例 1］
75歳女性．保存期の糖尿病性腎症にて外来通院を
していたが，出血性食道潰瘍・多発性出血性十二指腸
潰瘍を契機に急性腎不全・敗血症となり，2010年 2

月当院を紹介され入院となった．短期型留置カテーテ
ルにて血液透析を開始するも，カテーテル挿入の度に
感染・敗血症を起こし，何度も入れ替えを行っている．
6月には呼吸不全から人工呼吸器管理となっている．
このとき以来，留置カテーテルは不可と判断し，毎回
の透析時に動脈直接穿刺と適切な表在静脈でアクセス
を確保している．9月末現在，週 2回の透析を行って
いるが，今後の方針が立たずに治療を続けている現状
である．本症例に留置型カテーテルを入れ続けていれ
ば敗血症にて死亡していたものと考える．
［症例 2］
56歳男性．2007年 2月胸部大動脈解離（DeBakey 

III B）の診断を受け，A大学病院の外来に通院してい
たが，感染を契機に腎機能も悪化，さらに播種性血管
内凝固症候群を併発し，2009年 6月，血液浄化が必
要な病態となった．短期型バスキュラーカテーテルに

表 1　日本で使用可能な長期型VAカテーテル

製　造　元 製造販売元 製　品　名

アンジオダイナミクス 東レ・メディカル（株） ショーンカテ P

メドコンプ （株）林寺メディノール

バイオ・フレックステシオカテーテル

アッシュスプリットカテーテル

ヘモ・キャセシリコンダブルルーメン
カテーテル

BARD （株）メディコン バスキャスカテーテル（ソフトセル）

タイコ・ヘルスケア 日本シャーウッド（株） パームキャスカテーテル

GAMBRO ガンブロ（株） GAM Cathカテーテル N

（文献 4より引用）
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て透析開始，平行してシャント作製を試みるも数日で
閉塞．4回目に作製した左前腕内シャントは図 3のよ
うな感染性吻合部瘤を形成し，切迫破裂の状態で 10

月当院紹介となった．血小板数も低く，入院当日には
手術を行わず翌日瘤切除を施行した（図 4）．本患者
の胸部大動脈解離については，いくつもの専門病院に
相談するも手術不可とのことであった．感染状態が完
全に収まったと判断し，11月に右肘部にグラフト内
シャントを作製するも 2週間後には感染および血清腫
を形成し，やむなく全抜去施行．その後は動脈直接穿
刺または大腿静脈直接穿刺にて透析を行ってきたが，
2010年 9月に左上腕動脈表在化を施行し，透析を行
っている．本患者は胸部大動脈破裂の危険を抱えつつ
外来透析を行っている．

4　考　察

症例 1は何回かの短期型バスキュラーカテーテルを

挿入したが，その度に感染→敗血症の経過を辿り抜去
した．このような症例に長期型留置カテーテルを埋め
込むことはできないであろうが，何らかのアクセスを
考えなければならない．病態が落ち着けば動脈表在化
を行う予定である．症例 2は未治療の胸部大動脈解離
が存在するため，感染を恐れ「留置カテーテルを置き
たくない」ということが一番の留意点である．
筆者はダブルルーメンカテーテルがわが国に導入さ
れた当初，大学病院にて 150例ほどの短期型バスキュ
ラーカテーテルを挿入したが，20年前に当院に赴任
して以来ほとんど使用していない．その理由は，恩師
の「留置カテーテルを入れれば感染の可能性が必ずあ
り，たとえ 1,000例に 1例でも「感染→敗血症→死」
の転帰を辿らしてはいけない．1回刺しで腫脹するこ
とはあっても死ぬことはない」との言葉である．当院
では穿刺のできない統合失調症の患者に長期型留置カ
テーテルを埋め込んだ経験のみである．また年間 5〜

図 3　切迫破裂の吻合部瘤

図 4　吻合部瘤切除後
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6例の割合でカテーテルによる敗血症状態で紹介入院
となった患者の抜去術を行っている．
田中ら7）は，長期型留置カテーテル使用 54例中の 6

例（11％）に右房内血栓を認めたと報告している．こ
のような症例では開心術の必要性を示唆する報告8）も
ある．透析患者のバスキュラーアクセスに関して，当
院では図 5のような考え方で対応することとしている．
すなわち太い矢印の流れが本来の流れであるが，動脈
表在化や長期型留置カテーテルの選択もある．現時点
での長期型留置カテーテルは，まだまだ生体適合性に
問題があり，感染が生じたさいにカテーテル内部まで
抗生物質が届くことがない．一方，自己血管の場合は，
内シャントにせよ動脈表在化にせよ自己修復力がある．
それゆえ，われわれ医療者は，医療者側の利便性のた
めに患者を死の危険に曝してはいけないと考えている．
今後は，カテーテルやグラフトの素材がさらに開発さ
れ，自己血管と同じように使用できる時代が到来する
ことを期待している．

おわりに

2008年 12月 31日の時点で，899人に長期留置型カ
テーテルを使用しているのがわが国の現状であるが，
可能な限り長期留置型カテーテルは使用しないほうが

良いというのが筆者の意見である．
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図 5　バスキュラーアクセスの流れ
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要　旨

腎不全治療技術の進歩により，末期腎不全に至った
後も，腹膜透析（PD），血液透析（HD），および腎移
植を組み合わせることにより，長期生存が可能となっ
た．40 年以上の末期腎不全ライフを過ごす人もおり，
名実ともに慢性疾患となったといえる．腎不全医療に
かかわる医療スタッフは，治療技術を習得するのは当
然のことであるが，それだけでは不十分で，よりよい
腎不全ライフを支援するという技術が求められる．

1　はじめに

透析医療に携わる者として，例えばこのような患者
に困ってはいないだろうか？ 「塩分・水分制限しま
しょう」と説明しても，「ははは，また 5 kg増えちゃ
いました」を繰り返す患者．あるいは HD中終始閉
眼し，「○○さん」と声をかけてもせいぜい短い返答．
いずれにしてもよい状態・自己管理にはならなさそう
である．本稿では腎不全医療の進歩と現状をふまえ，
今述べたような患者がより良い状態となるための診療
の視点について考えてみたいと思う．

2　腎不全医療の進歩と現状

はじめに，腎不全医療の進歩と現状について考えて
みる．2名の患者を紹介する．1人目は，33歳，女性．
24歳時に PD導入，26歳時に妊娠希望で生体腎移植．

その後無事 2回の出産をした．2人目は腎硬化症で
HDを 4年行っていた男性．生活全般の質の向上のた
めに PDを希望してきた．自己管理可能と判断し PD

導入．PD移行後 6年にわたり身体状態が安定し，現
在 80歳であるが元気に過ごしている．
この 2人は特殊な症例ではない．ひとえに生物・医
学・工学などの治療技術，すなわち自然科学の進歩の
賜物と考えられる．その結果，腎機能の各段階に応じ
た身体への治療介入が可能になった．
末期腎不全は約 50年前までは悪性腫瘍と同様に死

の病だったが，治療技術が進歩し，末期腎不全に至っ
た後も，自己管理次第で 30〜40年以上の生存を期待
できるようになった．すなわち慢性腎不全は，腎不全
とともに生きていくことを受容するモデルに完全にパ
ラダイムシフトし，名実ともに慢性疾患になったわけ
である．
慢性疾患は，その疾患と共に生きる人間の個人的経
験「物語」1）である．この経験は，所属文化における
病のイメージやローカルなスタイルやパターンと関連
があり，その人の物語に影響する．例えば，末期腎不
全は日本の文化では週 3回の通院が必要というイメー
ジかもしれないが，多くの開発途上国の文化圏では事
実上の死亡宣告というイメージである（文化的表象）．
また独居高齢者の多い地域では，仲間と会う場所とい
う経験かもしれないが，都心の駅前クリニックの夜の
部では，仕事帰りに 1人立ち寄るところとか，早退を

［そ　の　他］
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余儀なくする経験かもしれない（集合的経験）．
現代の腎不全医療現場の状況を考えると，医師は診
療端末やカルテに向かい Hb 10 g/dl，血圧 130/80 

mmHg，などを診る一方，患者とは「仕事忙しいです
か？」とか「お孫さんどうですか？」などの対話をし
ていると思う．前者は身体（物）対象の普遍的・自然
科学的態度であり，後者はその人（心）対象・個別的
態度であり，この二つの視点を行ききしているように
思われる．
身体（物）をみる自然科学というのは，計量可能な
因子を用いて記述するという方法ある．現代医学はそ
の傾向が強く，いくつか特徴があるように思われる．
①　誰にでも検証可能な数値化（実証主義的傾向）
例：Hbや血圧の値

②　病には必ず原因物質がある（唯物論的傾向）
例：病の原因は DNAの変異やウイルス

③　体は機械のように部品の集合からなる（機械論
的傾向）
例：部品が故障したらとり換える（臓器移植）

ところが，人間というのは，希望や目的を目指して
生きていく，というものであって，たとえば読者も本
稿を機械的に読んでいるわけではなく，おそらく何ら
かの目的を持って読んでいるのではないかと思う．す
なわち，人間は機械のようにではなく目的をもって行
動する，生きていくがゆえに，日常の体験に何らかの
意味が発生するととらえたほうが実際に合うようであ
る（目的論的傾向）．
私たちが日常経験したり出会ったりするすべての出
来事や人々は，そのつど種々の何らかの意味を伴うわ
けだが，この意味体験というのは何パーセント意味が
あるというように定量的にとらえることは困難である．
そのため，腎不全とともに生きる人間を診るには，自
然科学中心の医学の枠組みを超えた視点が必要となる．
人間が生きている意味に関して人文系の学問をとり入
れてみた．

3　個をみる腎不全治療

死の受容から生の受容にパラダイムシフトした現代
腎不全医療において，人文科学の知を従来の自然科学
中心の生命科学に融合させるという視点で，次世代腎
臓病・腎不全医療のあり方としてパラダイムの拡大を
したいと思う．

末期腎不全では身体は限界状況に至っていく．身体
の限界状況において人間はどのような意味を求めるの
か，次に意味はどのように発生するのか．これらをふ
まえて，全人的医療アプローチについて述べたいと思
う．

1）　人間が求める意味とは
はじめに，身体の限界状況における人間が求める意
味について，第二次世界大戦時のナチスドイツによる
ユダヤ人などを対象とした強制労働者に関する心理学
者による事実報告を参考にした．ここではヒトラー支
配下で特定の価値観のみが重視され，恐ろしいことに，
生きる資格のないものという概念が成立した．労働に
耐えうるかどうかの選抜が行われ，耐えないと判断さ
れた場合にはそのままガス室で殺害され，肉体労働に
耐えそうな人間だけが選抜された．選抜された労働者
は，食事も満足に与えられない状況下で，徹底的に労
働を強いられた．生産性のみが重視されるなかで，多
くの労働者は希望を見失い，個人の物語が失われ「生
も死も失った屍・サンプル」になってしまったとされ
る．実際，多くの人が低栄養・病気になり，肉体的に
も精神心理的にも限界状況に陥り，亡くなった．
このような限界状況においても生き抜いた心理学者
で精神科医の Viktor Frankleによる事実報告を取り入
れてみた．

Frankleによると，この強制収容所では周囲に期待
している人は仆れていったと言う．人間は，生きる意
味への意志を持った動物だが，限界状況においてはそ
れを意識化することが重要だと述べている．自殺者も
多くいたようだが，「生きる意味の意識化」2）により，
自殺を思いとどまった実例も報告されている．
人間の生きる意味への意志について彼は考察してい
る．まず，快楽への意志．これは食欲や性欲などの生
理的欲求で原始的なものである．次に，力への意志．
これは自己顕示など，他者に比した相対的な価値を重
視するものである．極限状況ではこのような相対的価
値は役に立たず，仆れてしまうようだ．これらは人間
独自と言えず，動物にも認められる．最後に人間独自
の欲求として，内面から生じる価値で，これがしっか
りしていれば仆れないとしている．
いくつかの具体例を，筆者たちが接している腎不全
患者の実例をあげながら解説する．
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①　創造価値
目の前の仕事を虚心坦懐に淡々と行うこと．例とし
て 60代男性をあげる．元教師で，糖尿病性腎不全．
知識のないまま HD導入．自分にできる範囲で人の
役に立つ仕事をしたいと意識化して PDへ移行．ボラ
ンティア（町の掃除）を始めた．
②　体験価値
自然，芸術，愛などの体験．50代女性（主婦）の例
では，糖尿病性腎症で，両眼視力喪失．1年後腎不全．
最初は絶望していたが，自閉症の息子の自立と夫の就
労（愛）を支援したいと意識化して PD導入．現在は
全盲となったが，太陽の光，風，花の香り（自然）を
楽しんでいる．
③　態度価値
他者への配慮．限界状況においてもなお他者への配
慮のできる道徳的・宗教家のような人のことをいう．
このような人は，慢性腎不全を自己のものとして受
け入れ，上手に取り組み，腎不全に前向きにつきあい，
自己管理もうまくいくように思われる．

2）　スタッフに必要な視点
以上より，身体を生かすことができるようになった
現状において，腎不全患者を診療するスタッフに必要
な視点は，身体のサポートは当然のこと，次世代はそ
れだけでは不十分であり，患者が自分自身の生きる意
味，すなわち内面の価値を意識化できるような支援を
行うことだと思われる．その結果として，長期の安定
した良好な身体管理が可能になるのだろう．もちろん，
腎代替療法の導入期にそのような内面的な段階に至っ
ている場合は少ないだろうから，長い物差し（数年か
ら一生）を持って診療にあたることが重要と思われる．
精神的に未発達な子供では，（遠い）未来の価値の

意識化は困難であろうし，成人であっても精神的発達
が不十分な場合には同様に難しいと思われる．さらに，
自覚症状を有する身体疾患を伴う場合も，時間的構造
を閉じ込めてしまうと考えられる．たとえば，HDの
穿刺が痛いとか HD中の血圧低下できついという状況
では，これらをまず改善させることが必要となる．
生きる意味を含めた意味体験を扱う科学についてで
は，現象学という 20世紀に進歩した哲学の中で，人
間の在り方を探求した Heideggerが，生の受容であ
る末期腎不全モデルに通じやすいと考えられる．

Heideggerのいう人間の有り様について概説する．彼
は人間について，次のように述べている．
①　「自分が生きている間（中）で，自分が生きて
いるということ，そのことに関わっていくこと，
が問題となる」ような存在者．
例：何故生まれたのか，何故ここにいるのか，
今後どうなるのだろう，などが気になって
しまう．

②　常に何らかの気分に浸されつつ，現在の状況に
なじんで自分と周囲を了解しながら，未来に向け
て何かを企てる．未来を先取りしつつ，道具に意
を配り，他者を慮り，自分を気遣いながら，他者
とともに存在しつつ生きている．
③　自分のそれまでの経験に対する自分なりの解釈
をもってそのつどの現在を生きており，その意味
で現在という瞬間は人生の過去の瞬間すべてと結
びついている．過去の自分を引き受け，未来を先
取りしながら，意味を帯びた物事を現在において
自分に出会わせている（時間性）．
例：幼少期の光景・思春期の体験など，これま
での経験すべてが溶け合った過去を引き受
けて，未来に向けて意味のあることを現在
の自分に出会わせている．

④　死ぬときは必ず 1人であり，死を迎えるときに
は後悔したくないと思っている．すなわち死を迎
えるときには本来的な自分に向き合わざるを得な
い（本来的自分）．
⑤　普段は死ぬ時のことなど考えていない．未来の
先取りの仕方が非常に短期的． 様々な日常の道
具や他者たちを気遣うがあまり，本来の自分を見
失ってしまう（世人）．
例：皆がやるから私も取り残されないようにし
よう，など．

⑥　どのような未来を先取りするかによって物事の
意味の帯び方は変わってくる（時間性の変化と本
来的自分）．
⑦　末期腎不全患者における時間性の変化．何のた
めにHDを行うのかと意識化できると，時間的構造
が変化し，日々の生が充実する．世人でなくなる．

4　全人的医療アプローチ

次に全人的医療アプローチの具体的なことに入りた
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い．初めに最近普及してきた生命科学についての考え
方である，オートポイエーシス3）と実践に直ちに使え
る narrative based medicine4）について解説する．
オートポイエーシスは，1971年頃よりチリ大学出

身のフランシスコ・バレラやウンベルト・マトゥラー
ナらにより提唱された，「自己を生成する」という細
胞生命のとらえ方に関する概念である．1995年頃よ
り，他の生物学者からも生命を統合的に表現したもの
の一つとして認知されるようになった．細菌は栄養源
を，化学的認知機構により，選択的に積極的に半透膜
経由で取り込んで自己のものとすることにより，自分
自身を新たに複製することができる．その結果，細菌
は同じ細菌として自己複製される．「半透膜」「積極的
選択的吸収」「自己再生産」がキーワードである．こ
の考え方は人間を含めた高次の生命に適用可能なもの
といえる．
高次生命になると視覚・聴覚・触覚などの感覚器が

発達し，その結果としての精神（意識）があり，行動
を決定する．人間が，外部世界に関心を持たない場合
（例：聞く耳を持たない），例えば外部世界 A，B，C

に居合わせたとしても，経験とならず流れてしまう．
ところが，この人間が，外部世界 Aに関心を持ち選
択的に積極的に吸収した場合，世界 Aを自己のもの
とする結果，変容することができる．
末期腎不全患者がオートポイエーシスの状態となる，
すなわち主体性を持って生きるためには「腎不全を選
択的に積極的に吸収し，自己のものとしたうえで，外
部世界も自己のものとする」という有り様である．

1）　実際の手法
次に，実際の手法（narrative based medicine;  NBM）
について説明する．
病いは個人的経験．その意味は，その人の置かれて
いる背景（人生，社会関係など）に関連してつくられ
ている（物語り）．語らせることにより（言語化），そ
うした背景を「意識化」させ，「その人の大事にして
いること（価値）の支援」を促す医療である．意識化
につながる積極的質問を与えるという手法であり，傾
聴（受動的）や共感と異なるため，患者背景を理解し
ていれば短時間でも診療可能である．
医学だけでなく，現象学など文科系分野の学問も重
要な基礎理論を提供している．身体のガイドラインの

意義は，身体情報を検査により外在化，コード化して
扱える形にしたことにある．内面を形にするのは言語
である．透析治療を受けている患者を思い浮かべてみ
れば，以下のような人々がいると思われる．
①　話しかけても，短い返答．終始閉眼したままの
患者．
　　社会生活に対しても消極的．生きがい喪失．無
気力，無力感，絶望．
②　「また体重増えてしまいましたよ（笑）」と他人
事のような明るさでいう患者．
　　病気にはできるだけ向き合わないようにする．
仕事（社会生活）に打ち込む．無視．
③　仕事のために腎不全のことを隠している．是が
非でも移植と考える患者．
　　病気と向き合い自己努力する．ただし，透析前
の自分や周囲と変わらぬ自分を目指す．
④　「そういえば，自分は教授を目指して医者にな
ったわけではなかったのだ」という患者．
　　固執していた価値観をいったん手放す（価値転
換）．
⑤　「透析は生活の一部．透析のない時は自分ので
きることをしています」という患者．
　　どうにもならない問題はどうにもならないと，
納得して受け入れ，折り合いをつけて，しかし前
向きに（例：うん，腎不全は仕方ない．でもこれ
と両立しながら，できる範囲での仕事を調整して
やっていこう）．
⑥　「腎不全になって医療者の皆さんから人間の優
しさがわかりました」という患者．
　　そのこと（例：腎不全，病い）を通して価値を
見いだすこと．
上記の①〜⑥をそれぞれ，①喪失，②拒絶，③闘争，
④手放し，⑤折り合い，⑥受容，とコード化して診療
にあたっている．
受容段階に応じてアクションは異なり，喪失や拒絶
では腎不全を積極的に選択的に吸収する段階にないの
で，受容を進めるための手法，すなわち NBMやアク
セプタンス＆コミットメント・セラピー（ACT）5）が
メインになる．一方，受容段階が進んでいる折り合い
などの場合には，適切な行動形成のための手法，すな
わち患者教育がメインになる（図 1）．このように内
面のコードを認識しておくと，それに応じた適切なア
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プローチが可能になる．
診療で行うことは，維持透析も入院診療と同じで，
情報収集，現時点での評価，介入の繰り返しである．
無意識に行われるのが匠の技だが，匠になるには時間
がかかる．コード化したほうが上達も早いし，チーム
医療・情報共有・教育も効果的になるだろう．しかし，
言語化することで，ありのままをとらえられなくなっ
てしまう事があることを注意点として認識しておく必
要がある．問題症例は，視点の異なる多職種でカンフ
ァランスを行うことが効果的である．

2）　症例紹介
次に実際の症例を提示する．
［症例］
80歳，女性．高血圧性腎硬化症によると考えられ
る慢性腎臓病ステージ 5．透析導入目的に紹介，初診
（自覚症状なし）．

Pt；先 生，やはり透析必要ですか？ 私は主人も
亡くなり，孫もいませんし，特にしたいこと
もありません．

Dr；そ うですか．でも今の医学は進歩しています
から，万一腎機能が悪化しても体のことは心
配いりません．今度はお家での生活を教えて
ください．

（次回外来）
Pt；自 宅からみえる夜景が楽しみなのです．友達

と古典の講座を勉強して，源氏物語を読もう
と思っています．

Dr；そ うですか．では，今度腎不全教室があるか
ら参加してみますか？

Pt；そうします． 

この症例を解説する．
①　情報収集
Pt；先 生不安です．やはり透析必要ですか？ 主

人も亡くなり，孫もいませんし，特にしたい
こともありません．

②　評価
Dr；
・身体：症状なし（緊急対応の必要なし）
・精神心理
腎不全ライフの受容段階：喪失
価値の意識化：不十分
知識：無
自己管理行動の習慣化：無
・社会生活：独居
③　介入
Dr；（喪失状態のため，受容段階を進める手法から

行う）そうですか．でも今の医学は進歩して
いますから，万一腎機能が悪化しても体のこ
とは心配いりません（寄り添い：その結果心
を開き（半透膜化），選択的積極的な吸収と自
己生成システム（オートポイエーシスとなる）．
今度はお家での生活を教えてください（NBM）．

（診察室を出た後；想像）
Pt；先 生，自宅での様子なんて言っていたけど……．
・（毎日みているはずの）マンションから見える
夜景を見て
・きれいだな．こんなきれいな景色が見られて，
生きていてこそだわ．

図 1　腎不全ライフの受容段階とそれに応じた介入
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（次回外来）
①　情報収集
Pt；自 宅からみえる夜景が楽しみなのです．友達

と古典の講座を勉強して，源氏物語を読もう
と思っています（体験価値の萌芽）．

②　評価
Dr；
・身体：症状なし（緊急対応の必要なし）
・精神心理
腎不全ライフの受容段階：喪失→闘争
価値の意識化：不十分→萌芽
知識：無
自己管理行動の習慣化：無
・社会生活：独居 

③　介入
Dr；そ うですか．（受容段階が進んでいるから適切

な行動形成）では，今度腎不全教室があるか
ら参加してみますか？

Pt；そうします． 

この症例の変容プロセスにおける医療者の介入をま
とめてみる（図 2）．初診時は喪失だったため，積極
的によりそい，これにより心を開く（半透膜化）．次
に家での生活をという言葉の投げかけ（NBM）によ
り，外部世界に少し関心を示すようになる（積極的選
択的吸収）．景色を自ら気づくのだろう．自らの内部
に取り込めるようになり，変容するというものである．
次回外来には生きる意味を意識化，すなわち言語化が
できている状態で来院したので，後は知識を提供する

だけで自動的に自己管理ができるようになっていった．
ちなみにこの患者は初診から 1年以上経過し，現在も
腎機能を維持しているが，「透析療法は必要なタイミ
ングが来たらライフスタイルに合う PDで行います」
といっている．

5　おわりに

読者も普段，経験しているように，精神の変容には
時間を要するものである．また変化や生成は，その人
の文脈（背景，歴史）の中で，その人自身によって生
じるものである．このプロセスにおいて良い方向に向
かうように適切な手法を用いて，きっかけを与え，“主
体的な人生（その人らしい人生）”を支援することが
医療者の役割である．このように価値の意識化とその
後の行動形成という手法が次世代腎不全医療である．
もちろん価値の意識化が困難な事例も多数存在する．
その場合どう考えたらよいか．まだ言い足りないこと
もあるが紙面の都合もあり，本稿を閉じさせていただ
きたいと思う．
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図 2　患者の変容プロセスに応じた介入
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わが国の透析患者における C型ウイルス肝炎の罹患
率は，年々低下しているものの，2007年末で 9.84％と
一般人口からみると極端に高い．これは，過去の大量
輸血の影響という歴史的な遺産があるだけでなく，観
血的治療による院内感染の結果であり，われわれは厚
労省班研究により「院内感染対策マニュアル」を作成，
配布して，その予防に当たってきた．その成果として，
1999年には C型肝炎は 2.1％の新規発生率だったが，
2007年には 1.04％へと半減するなど一定の成果をみ
ることができた．
しかし，既感染患者に対する対策はほとんど取られ
ることがなかった．実は，従来より透析専門医には
「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ことは
否めない．しかし Nakayamaら（2000）は，慢性血
液透析患者 1,470例を 6年間観察して，その予後を観
察し，HCV抗体陽性患者の生命予後が非感染患者よ
り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患者の生命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るよ
うになった．本講演では，C型肝炎の感染予防策に加
えて，感染者対策として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が期待できるこ
とを報告した．
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．
インターフェロン投与により生命予後が改善したかに
ついては，十分な臨床経験が蓄積されていないが，
HCV陽性患者を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もある．
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
③　genotype 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
定のない患者が良い適応となる．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．
われわれは，現在ペグインターフェロン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 Log IU/mL未

［各支部での特別講演］　講演抄録

透析患者の C 型ウイルス肝炎

秋葉　隆

平成 21年 5月 16日/鹿児島県「第 23回鹿児島県透析医会総会」　

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
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満であれば，PEG-IFN-a-2a，90 ng，週 1回，HCV-

RNA 5.0 Log IU/mL以上であれば，PEG-IFN-a-2a，
135 ng，週 1回を，血液透析後皮下投与する．治療期
間は 48週間とするというプロトコールである．本講
演でこの途中経過を報告した．
最後に，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
④　PEG-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．透析現場から肝
炎撲滅の日も近いものと期待される．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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はじめに

このところ，2年に一度の診療報酬改定があった年
の 4月に，広島県透析連絡協議会総会の特別講演にお
呼びいただいている．講演内容も，その年の透析関連
診療報酬に関するもので，この講演のために，改定交
渉から改定結果についてまで総括することになり，個
人的には，ありがたいご依頼と考えている．ただ，日
本透析医会の取り組みと結果に関する講演内容に関し
ては，本年は，日本透析医会雑誌第 25巻 2号の 210

頁に，「平成 22年度改定と評価」としてすでに報告し
ており，今回の要約については，できる限り重複を避
け，項目を限ったものとした．

1　平成 22 年診療報酬改定

1）　透析技術料
基本的には，出来高で請求される「人工腎臓 2　そ
の他の場合」の点数が，いわゆる透析技術料と考えて
いる．今回，1,590点が 1,580点に引き下げられ，そ
の 10点で，透析液水質確保加算が新設された．
振り返ってみると，1986年に 1,700点（4時間以上） 
に設定された技術料は，ダイアライザーを含む透析医
療費全体は切り下げ続けられたが，この技術料に手が
加わることはなかった．

1994年に，外来人工腎臓点数に透析液などが包括
された改定にさいし，この技術料は 1,740点となった．
引き上げられた点数のうち 30点は，1988年に新設さ
れた ROを用いた水処理が全国に普及したと評価され，

水処理加算を廃止し技術料に上乗せしたものである．
10点分は，透析の場合，ダイアライザーなど感染性
廃棄物処理費用が大きいため，この処理費用を考慮し
たと説明されている．

1996年の改定では，1,730点と 10点マイナスとな
ったが，これを用いて 5時間以上の時間区分設定が新
設された．1年後の 1997年には，消費税改定に伴う
臨時特例的な改定が実施され，このさい，除水調整期
加算（30点）を廃止し，これを技術料に上乗せさせ，
1,760点となった．
ついで 1998年の改定では，入院患者の技術料を引

き上げるという目的で，外来包括点数はそのままに，
この技術料が単独で，1,770点に引き上げられた．
問題は 2002年の改定であった．小泉首相の下，経
済財政諮問会議の提言にしたがって医療費の大幅引き
下げが実施され，透析技術料は時間区分が廃止され，
「人工腎臓 1（外来包括点数）」が 1,960点，「人工腎臓
2　その他の場合」が 1,590点となった．どのような
算出方程式が用いられたものか不明であるが，改定前
の透析時間区分別患者数より算出される加重平均と比
較して，前者では 82点，後者では 120点のマイナス
であった．
その後，2008年には，人工腎臓 1（外来包括点数）
にのみ時間区分が復活したが，基本的な技術料である
「人工腎臓 2　その他の場合」は据え置かれ，今回の
診療報酬改定で，透析液水質確保加算と引き換えに
10点引き下げられたことになる．
すでに述べた通り，従来の加算点数は技術料とは無

［各支部での特別講演］　講演抄録

平成 22 年診療報酬改定と今後の透析医療

山㟢親雄

平成 22年 4月 10日/広島県「広島県透析連絡協議会総会」　

日本透析医会会長
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関係に新設され，普及した段階で基本技術料に上乗せ
されてきた．日本透析医会では，今回のいわゆる透析
液清浄化加算についても同様に，たとえば包括されて
いる ESAと関連して人工腎臓 1の点数が引き下げら
れても，別に新設されるものと考えてきた．したがっ
て今回の加算は，従来の 1,590点の中で透析液清浄化
は当然実施されているべきで，できていないところは
10点減点されるという考え方をもとに新設されたも
のとも考えられる．このことより，次回以降の改定に
さいして，加算点数の要望については煮詰めた交渉が
必要となる．ただ，この技術料の算定要件から，実質
的には臨床工学技士の技術料と考えており，その点で
は意義深いものと思われる．

2）　入院透析技術料
今回，入院中の患者でも，安定した維持透析患者に
ついては，外来同様の包括点数請求となった．DPC

の場合は，複雑なコーディングにより，依然としてこ
の点数が請求される機会は少ないと考えるが，通常の
入院の場合，包括された薬剤の差額がなお存在してお
り，手間のかかる入院透析にとっては収益増につなが
る．
本来，日本透析医会は，外来点数が包括されたさい
に，入院も，透析部分に限っては，その包括点数が準
用されるように要望した．なぜならば，包括点数には
透析液や生理食塩液のほかに，抗凝固薬として，1％
の患者にメシル酸ナファモスタットが，30％の患者
に低分子ヘパリンが使用されるよう仮定し，算出され
た点数であったことによる．

3）　on-line HDF

今回の診療報酬改定にあわせて，on-line HDFは，
いくつかの条件下で，認可された治療となった．しか
し，どのような経緯で認可されたかは，どこからも，
誰からも，公式的な報告はない．もともと厚生労働省
内部には，それまでの on-line HDFは無認可の治療と
いう認識や，しかし多くの施設で実施されているとい
うことを把握していた．したがって今回の措置は，こ
れを実施してきた施設に対してペナルティーを課すの
ではなく，できるだけ早くこの治療法を認可し，健康
保険の適用となるような意図が働き，関係者の間で話

し合われ，合意されたものであろうと推測する．明ら
かになっている点は，認可を受けた機器を用いた場合
にのみ，実施可能ということである．もちろん使用す
る置換液は，きわめて高度に純化された透析液となる．
血液浄化法の中での治療モード分類は，血液透析ろ
過（HDF）である．どのような保険請求にするのか
は改めて定義されておらず，したがって従来の HDF

請求に準ずることになる．具体的には，HDFの適応
症を有する患者が対象で，「人工腎臓 2　その他の場
合」で請求することになる．認可を受けた機器の使用
に関しては，メーカーから提示される条件がクリアさ
れることと聞き及んでおり，on-line HDFが正しく実
施されているか否かは，医療機関の責任もさることな
がら，メーカーの責任もかなり問われていると推測さ
れる．
現時点では，認可されていない機器で，透析液を置
換液として用いる on-line HDFの実施は違法であるし，
高機能ダイアライザーを用いて同様の治療を実施し，
人工腎臓 1（外来包括点数）で請求することも違法で
あることを，認識しておきたい．

2　今後の診療報酬改定への対応

政権交代があり，中医協メンバーが大幅に変更され
た中での今回の診療報酬改定でも，具体的な点数配分
は，事務局である保険局医療課の提示した案にしたが
って決定していった．
今回の診療報酬改定で日本透析医会が果たした役割
は，いままでと変わらず，透析医療の現状についての
情報を提供したうえで，透析の質を担保し，供給体制
が維持できるような透析診療報酬の具体的提案（要
望）の提出であった．
今後果たして，政治家と官僚と，どちらが日本の医
療の行く末を決めるかは，それぞれの力量にもとづく
綱引きによると考えるが，もう少し小さな範囲で，日
本の透析医療の現状がどうであるか，今後どうあるべ
きかは，日本透析医会をはじめとする透析関係者が提
言するべきであると考えている．そのためには，日本
透析医学会や，日本腎不全看護学会，日本臨床工学技
士会や，なにより全国腎臓病協議会との話し合いが重
要となる．
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はじめに

腎性貧血は慢性腎臓病（CKD）患者の代表的合併
症であるが，1990年の遺伝子組み換えヒトエリスロ
ポエチン製剤（rHuEPO）をはじめとする赤血球造血
刺激因子製剤（ESA）の実用化以降，腎性貧血はコン
トロール可能な合併症となった．本稿では rHuEPO

実用化 20周年を踏まえ，腎性貧血管理，とくに目標
とされる Hb濃度の推移を中心に解説する． 

1　各国の腎性貧血治療ガイドライン

腎性貧血が ESAによりコントロール可能になった
背景から，世界各国，各地域で貧血治療のガイドライ
ン（GL）が提唱され，最新のエビデンスに合わせて
更新されている（表 1）．生命予後を最良にする貧血
管理基準を維持 Hb濃度から検討した観察試験は多数

存在し，血液透析患者を対象とした代表的な前向き観
察研究である DOPPSでは1），Hb 11〜12 g/dLの対照
群に比べ Hbが低値となるほど死亡のリスクは増加し，
逆に 12 g/dL以上の群では有意にリスクは低下し，Hb

と死亡のリスクの間には有意の逆相関関係が認められ
る（図 1）．こうした結果からは正常に近い高い Hbを
管理目標値とするのが自然であるが，各国の GLはそ
うした高い値を推奨していない．これは複数の大規模
介入研究で高い Hbは逆に心臓血管系合併症（CVD）
を増加させ，予後を悪化させる可能性が指摘されたた
めである．

2　腎性貧血治療の大規模介入試験

図 2に代表的な介入研究である CHOIR試験の結果
を示す．約 1,400人の保存期 CKD患者を無作為に 2

群に分け，Hb 13.5 g/dLと Hb 11.3 g/dLを目標に

［各支部での特別講演］　講演抄録

腎性貧血管理の進歩

秋澤忠男

平成 22年 4月 25日/富山県「第 20回日本透析医会富山県支部講演会」　

昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

表 1　各国の貧血管理のガイドラインの比較

JSDT 2008 ERBP 2009 K/DOQI 2007

国 日本 欧州 米国

対　象 保存期，透析（PD含） 保存期，透析（PD含），
腎移植

保存期，透析（PD含），
腎移植

目標 Hb（g/dL） HD
　10＜Hb＜11
活動性の高い若年者
　11＜Hb＜12
保存期・PD
　11≦Hb≦13
心疾患など
　11≦Hb≦12

通常
　11≦Hb≦12
13 g/dLを超えるべき
ではない

通常
　11≦Hb≦12
13 g/dLを超えるべき
ではない
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epoetin aを投与し，3年間観察した結果，死亡，心筋
梗塞，心不全よる入院，脳卒中のいずれかの発症まで
の期間は高い Hb群で有意に短く，高い Hbを維持す
ることは CVD発症を高める可能性が示された2）．同
様の所見は，心不全あるいは虚血性心疾患を合併した
維持血液透析患者を対象とし，epoetin aを増量して
正常 Htをめざす正常 Ht群と，Ht 30％程度に維持す
る群に無作為に割りつけた試験においても認められ，
死亡や非致死性の心筋梗塞の発症は正常 Ht群で増加
がみられた（Normal Ht試験：3）．
こうした研究に終止符を打ったのが 2009年に報告
された TREAT試験である4）．本試験は，貧血を合併
する糖尿病性腎症の CKD患者約 4,000人を無作為に

2群に分け，1群には darbepoetin aを Hb 13 g/dLを
目標に投与し，他の群はプラセボを投与し，Hb 9 g/

dL未満となった場合に darbepoetin aを投与できると
の二重盲検のプロトコールで 4年間の観察が行われた．
その結果，輸血は darbepoetin a群で有意に減少した
ものの，死亡や透析・移植導入などの予後，また CVD

合併症全般の発症に差は認められなかった．しかし
CVDをより詳細に検討すると，脳卒中の発症は dar-

bepoetin a群でプラセボ群に比べ 1.9倍高く，脳卒中
増加の危険性が示された．また，悪性腫瘍の既往歴の
ある患者では，悪性腫瘍による死亡が darbepoetin a

群で有意に高値であった．
こうした結果を受けて，ESA製剤を投与して 12 g/

図 1　DOPPSにおけるHb濃度と死亡リスクとの関連
　　　　　　　　　　（文献 1より）
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主要評価項目：以下の 4つの項目の最初の発生までの期間

　　　　　　　　　　　　　　死亡，心筋梗塞，心不全よる入院，脳卒中
　　　　　　　　　　　　　　（文献 2より一部改変）
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dLを超える高い目標 Hb値を設定した群と，11 g/dL

未満の目標 Hb値群間で行われた比較試験のメタアナ
リシスの結果が報告され，全死亡のリスクや重篤な
CVDの発症に両群間で差はみられなかったものの，
脳卒中や血圧の上昇，透析患者では，バスキュラーア
クセスの閉塞は高い Hb群で有意にリスクは高値であ
った5）．このような所見を反映して，欧米の GLでは
目標 Hbは一般に 11〜12 g/dLとし，13 g/dLを超え
るべきではない，としている．

3　わが国でのエビデンス

一方，わが国にこうした欧米の介入試験結果がその
まま適応できるかについては多くの疑問が残る．
CHOIR, TREATのいずれの試験においても，対象患
者の試験開始前の CVDを中心とする合併症の重症度
は本邦の患者に比し欧米できわめて重篤で，また薬剤
の使用量も大量投与が行われていた．

TREAT試験を受けて，日本腎臓学会は rHuEPO使
用患者で脳卒中や悪性腫瘍のリスクが上昇するか，の
緊急調査を行った．約 7,500人を対象とした本緊急調
査では，rHuEPO使用群と非使用群間で脳卒中，悪性
腫瘍の出現とも差はまったく認められなかった6）．また，
わが国で行われた Hb 11〜13 g/dLと Hb 9〜11 g/dL

を目標とする保存期 CKD患者の 2群を 3年間に渡り
追跡した介入試験の結果でも，有害事象の発生に差は
みられず，LVMIは高 Hb群でより低下し，QOLは高

く，高い Hbは予後の有意の改善因子であった．
こうした背景から，保存期 CKD患者に対し，わが

国においては Hb 11〜13 g/dLの目標 Hb値が推奨さ
れている．しかし，CVDを合併したり，その他医学的
に必要があると判断される症例には 11〜12 g/dLが推
奨されていることに注意が必要である．

4　大規模介入試験のサブ解析

こうした欧米の大規模介入試験の再解析のデータも
報告されている．Normal Ht試験，CHOIR試験とも
高い Hbに割り振られた患者群で予後は悪かったが，
実際に有害事象は低い Hbで多発しており，高い Hb

での発症は少数であった．これは，高い Hbに割り振
られ，大量の rHuEPOが投与されても，Hbが十分上
昇しなかった，rHuEPOに対する反応性の悪い群で予
後が悪化することを示している7）．事実 CHOIR試験
で大量の rHuEPOを使用したり，目標 Hbを達成で
きないなどの要因を補正すると，高い Hbと低い Hb

群間で予後の有意差は消失したと報告されている8）．
また，有害事象発症に Hb値の変動が関与する可能
性も指摘されている．Normal Ht試験，CHOIR試験
の両者において，Hbの週当たりの変化速度と有害事
象の発症には関連がみられ，共に変動が大きいほど，
また負への変動が大きいほど，発症率は高値であった
（図 3）．こうした事実から，Hbの変動（Hb variability, 

Hb cycling）の意義が注目されており，rHuEPOに代

図 3　Hbの変動と重篤な心血管系有害事象発現の関連
　　　　　　　　　 左：Normal Ht試験，右：CHOIR試験
（CRDAC, Rockville, MD, Food and Drug Administration, 2007）（参考 URL‡1より）
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わり実用化されている darbepoetin aや Continuous 

Erythropoietin Receptor Activator（CERA）など，半減
期の長い ESAで Hbの変動を抑制できるかに興味が
注がれている．

おわりに

ESAは CKD患者の予後を改善する有力な手段であ
るものの，貧血治療の改善目標は Hbの正常化ではな
い．患者背景や診療実態に大きな差異がある欧米の大
規模介入試験結果をそのままわが国に適応することは
困難で，わが国からのエビデンスを基に，わが国の患
者に適合した GLの確立が求められよう．
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腎機能正常の糖尿病患者では，心血管障害が進展し
心血管死亡率が高いものの，血糖コントロール改善で
血管合併症の進展防止が期待できる．さらに高血圧症
や高脂血症などの血管障害リスク因子に関しては，非
糖尿病患者に比してより厳格なコントロールが求めら
れる．糖尿病透析患者でも心血管障害の進展や心血管
死亡率上昇がみられるが，血糖コントロール改善や血
管障害因子の厳格なコントロールが，血管を初めとす
る種々の糖尿病合併症の進展に抑止効果を示すかにつ
いては結論されていない．
腎機能正常の糖尿病患者では，グリコヘモグロビン

（HbA1c）を血糖コントロール指標のゴールドスタン
ダードとして合併症進展対策が示されているのに対し
て，われわれは糖尿病透析患者の血糖コントロール指
標としてグリコアルブミン（GA）が，エリスロポエ
チン投与によって見かけ上の低下を示す HbA1cより
正確な血糖コントロール指標であることを示した．こ
れに基づいて，それぞれの指標と血管石灰化，血管壁
硬化度の指標である脈派伝播速度 （PWV）との関連を
検討したところ，GAとはこれら血管障害指標は有意
な独立した関連を示したものの，HbA1cとの間では認
められなかった．また骨合併症との関連でも，これら
血糖コントロール指標と踵骨骨量との関連を検討した
ところ，GAとの間でのみ，有意の独立した関連が認
められた．さらに，生命予後との関連でも，HbA1cは
およそ 7％以上の糖尿病透析患者で生命予後が悪化す
るのに対して，GAではより良い血糖コントロール状
態から生命予後の悪化が認められた．

さらに糖尿病透析患者と非糖尿病透析患者では，透
析導入時から血管合併症の程度が糖尿病患者群で進ん
でいると考えられる．そのため，血糖・血圧・血清脂
質コントロールによる合併症進展の抑制効果が減衰す
る可能性がある．さらに両群間で目標とするヘモグロ
ビン治療目標値や血圧コントロールの目標値が異なっ
てしまう可能性がある．すなわち，血管合併症が進ん
だ患者では，Hbの上昇は心血管イベントの発生率を
上昇させる可能性が示されているが，糖尿病では血管
合併症の有病率が高率であることより，治療目標 Hb

値が低値となる可能性が考えられる．血圧コントロー
ルに関しても，透析患者では腎機能正常患者での目標
血圧域になると，かえって死亡率が上昇することが示
されており，特に透析中に血圧低下が起こる患者での
生命予後の悪化が示されていることより，治療目標血
圧は必然的に高くなる．
透析患者の脂質異常症の特徴は，IDLコレステロー
ル（IDL-C）の上昇と中性脂肪（TG）の上昇であり，
糖尿病透析患者では血糖コントロール増悪が血清脂質
の増悪因子となるため脂質異常が顕著となる．血中脂
質の目標値も，一般糖尿病患者ではより厳格となる．
しかし栄養状態不良による血清脂質の低下が見られる
場合，栄養状態改善が治療の第一選択となるため，患
者の層別化による治療目標の設定が重要となる．
骨合併症についても血糖コントロール悪化により無
形成骨患者の発症率が上昇すると考えられ，無形成骨
が血管合併症リスクとして捉えられる現状から，骨代
謝異常に対する対策も必要となる．

［各支部での特別講演］　講演抄録

糖尿病透析患者の治療管理目標
――　腎機能正常糖尿病患者との大きな違い　――

稲葉雅章

平成 22年 8月 7日/大阪府「平成 22年度大阪透析医会講演会」　

大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学
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以上より，糖尿病透析患者でも血糖コントロールに
よる血管障害・生命予後の改善がある程度期待できる
が，血管障害の進展度により，血糖コントロールによ
る合併症抑止効果は減衰すると考えられる．血管障害
の観点から，糖尿病透析患者は非常なハイリスク群で
あるため，古典的危険因子である血圧・血清脂質管理
も理論上厳格にすべきと考えられるが，透析患者特有

の事象から，患者を層別化した上での治療目標の設定
を要する．さらに，透析患者固有の危険因子である貧
血・低栄養・ミネラル代謝異常などに対する治療も，
糖尿病透析患者特有の目標を設定すべきと考えられる
が，設定のための臨床的エビデンスがほぼないのが現
状であり，今後の臨床研究の進展が待たれる．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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要　旨

さまざまな疾患に対し，間葉系幹細胞（mesenchy-

mal stem cells;  MSC）を用いた再生療法が検討され
ている．ラット腹膜線維化モデルに対し，MSCの投
与が腹膜線維化を抑制するかを検討するため，以下の
実験を行った．Green fluorescent protein（GFP）ト
ランスジェニック Sprague-Dawley（SD）ラットの骨
髄から採取した GFP陽性MSCを分離培養した．8週
齢 SDラットの腹腔内に 0.1％クロルヘキシジングル
コネート（CG）＋15％エタノール生食液 2 mlを投与
し腹膜線維化モデルを作製し，GFP陽性MSC 1×107 

cellsを腹腔内に投与した．対照群として 15％エタノ
ール生食液 2 mlのみを腹腔内投与したラットに対し
GFP陽性MSCを同様に投与した．CGを投与した群
では腹膜表面に GFP陽性MSCの生着を投与後 3日
目まで認めたが，CGを投与しなかったラットでは
GFP陽性MSCの生着を認めなかった．次に，近交系
F344ラットを使用し，骨髄から分離・培養したMSC 

1×107 cells（MSC群）あるいは PBSのみ（コントロ
ール群）を，CGを投与した F344ラットの腹腔内に
投与した．7日後に壁側腹膜を採取し，免疫組織化学
的に評価した．MSC群ではコントロール群に比べ腹
膜への a-smooth muscle actin，および CD68の陽性細

胞浸潤の抑制を認め，transforming growth facto-b1陽
性細胞数の抑制傾向を認めた．
以上より，MSCは腹膜障害部位に選択的に遊走・

生着し，腹膜線維化モデルの炎症および線維化を抑制
することが示唆された．

緒　言

腹膜透析は，末期腎不全患者の腎代替療法として有
用な治療法である．しかし，長期腹膜透析患者におい
て腹膜線維化は避けられず，限外濾過能の低下や重篤
な合併症である被嚢性腹膜硬化症をもたらす危険性が
あるため，線維化の予防が臨床上の課題となっている．
長期腹膜透析患者では，透析液中の高濃度ブドウ糖や
ブドウ糖分解産物（GDPs），患者自身の尿毒症状態，
難治性腹膜炎などによる慢性炎症のため，腹膜線維化
の進行をきたす1, 2）．その分子学的機序はいまだ不明
な点が多いが，transforming growth factor（TGF）-b1

は腹膜線維化の発症・進展に対し，主要な役割を果た
すとされ，さまざまな動物モデルを用いた研究がなさ
れている3）．また，線維化に対する腹膜中皮細胞の中皮
間葉移行（epithelial-to-mesenchymal transition;  EMT）
の関与が明らかにされている4）．われわれは，免疫抑
制薬であるmizoribineの腹膜線維化に対する抑制効
果について報告したが5），現在のところ腹膜線維化に
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対する有効な治療・予防法は限られている．
間葉系幹細胞（mesenchymal stem cells;  MSC）は
骨髄や脂肪組織から分離が可能であり，骨，軟骨，脂
肪，心筋細胞，神経などに分化できるため，多くの組
織の再生を促すことが期待されおり，実際に多くの臨
床試験が行われている6）．MSCは自己の細胞を利用で
きるため，免疫反応等の副作用が少ないと考えられ，
臨床応用可能なアプローチとして有望である．MSC

は同じ中胚葉由来である腹膜中皮細胞に分化する可能
性が高く，近年，MSC自体に線維化抑制効果や抗炎
症作用を有することが報告されている7）．しかし，
MSCの腹膜線維化に対する効果についての報告はほ
とんどない．
今回，われわれはクロルヘキシジングルコネート

（CG）を用いた腹膜線維化ラットモデルへMSCを投
与し，腹膜線維化に対する効果を検討した．

1　対象・方法

1）　ラットMSCの採取・培養
培養液は 10％ FBSと 0.05 unit/mlペニシリン，

0.05 mg/dlストレプトマイシン（Life Technologies）
を添加した DMEM（Sigma）を使用した．ラット大
腿骨および脛骨よりヘパリン加培養液にて骨髄をフラ
ッシュし，10 cmディッシュ上に播種（2×108 cells）
し培養した．3日後に浮遊細胞を除去し，接着細胞の
みを培養継続した．3日毎に培養液交換を行い，サブ
コンフルエントにて継代し，播種密度 5×103 cells/
cm2にて培養を行った．4継代目を実験に使用した．
MSCは分化誘導培養液にて骨分化と脂肪分化を確認
した8）．

2）　動物モデルと腹膜採取
8週齢 Sprague-Dawley（SD）ラットを用い，0.1％

CG＋15％エタノール生食液 2 ml（n＝15），あるいは
15％エタノール生食液のみ 2 ml（n＝15）を腹腔内投
与し腹膜線維化モデルを作製した．投与 30分後に
green fluorescent protein（GFP）トランスジェニック
SDラットの骨髄由来MSC 1×107 cellsを PBS 1 mlに
懸濁し，投与した．MSCの腹膜への生着を確認する
ため，1, 3, 7日後に屠殺し（それぞれ n＝5ずつ），壁
側腹膜，横隔膜，大網を採取し，抗 GFP抗体を用い
て免疫染色を行った． 

次に，MSCの腹膜線維化に対する影響を検討した．
8週齢近交系 F344ラットを用い，0.1％ CG＋15％エ
タノール生食液 2 mlを腹腔内投与した．投与 30分後
にコントロール群（n＝10）として PBS 1 mlのみを腹
腔内に投与した．MSC群（n＝10）として骨髄由来
MSC1×107 cellsを PBS1 mlに懸濁し投与した．7日
後に屠殺し，採取した壁側腹膜を用いてマッソントリ
クローム（MT）染色および a-SMA，TGF-b1，CD68

陽性細胞の免疫染色による評価を行った． 

3）　腹膜肥厚と免疫組織化学的評価
採取した壁側腹膜を 10％ホルマリンで固定し，パ

ラフィンで包埋後に 4 nmの切片標本を作製した．マ
ッソントリクローム染色を行い，腹膜肥厚（腹壁の筋
層表面から腹腔までの厚さ）を NIS-Elements D 

（Nikon）を用いて，各切片にて倍率 200倍にて無作
為に 10カ所計測し平均した．
また，パラフィン包埋された組織の切片を使用し，
免疫組織化学的評価を行った．一次抗体として抗
GFP抗 体（Clontech），抗 a-SMA抗 体（Sigma），抗
TGF-b1抗体（Santa Cruz），抗 CD68抗体（Serotec）
を使用した．脱パラフィン後に抗原賦活として GFP

と CD68に対して 1 mM EDTA buffer （pH 8.0）を用い
加熱処理を行い，TGF-b1に対してトリプシン処理を
行った．その後，10％ normal goat serum，5％ bovine 

serum albuminを含む PBSにて 60分ブロックを行い，
一次抗体にて 4℃で一晩反応させた．0.6％ H2O2含有
メタノールにて内因性ペルオキシダーゼの不活化後，
a-SMA，CD68に対して，immunoglobulin-G conjugat-

ed with HRP（Dako）および complexes of HRP-conju-

gated anti-HRP IgG（Dako）にてそれぞれ室温で 45

分反応させた．GFPと TGF-b1に対しては EnVision

＋System-HRP Labeled Polymer（Dako）にて室温で
30分反応させ，3, 3-diaminobenzidineにて発色を行っ
た．GFP陽性細胞数は 100倍，a-SMA，TGF-b1，
CD68陽性細胞数は 400倍で，各検体 10視野にて
NIS-Elements Dを用い計測した．

4）　統計学的分析
測定値は平均値±標準誤差で示し，分散分析と t検

定による分析で統計学的有意差を評価し，P＜0.05を
統計学的有意差とした．
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2　結　果

1）　GFP陽性MSCの腹膜への生着の確認
抗 GFP抗体による免疫染色にて，CGにより刺激
したラットの腹膜，大網，横隔膜への GFP陽性MSC

の生着をMSC投与後 3日目まで認めたが（図 1 A, B, 

C），7日目では生着を認めなかった．MSC投与後 3

日目のMSCの腹膜への生着の頻度は 7.39±2.06細胞
/10視野（100倍）であった．一方，CGを投与しな
かったラットの腹膜には，投与した GFP陽性MSC

の生着を認めなかった（図 1 D）．

2）　腹膜に対する CGおよびMSC投与の効果
マッソントリクローム染色による腹膜形態の検討で
は，CG投与後 1週間で腹膜肥厚と間質への炎症細胞
浸潤を認めた（図 2 A）．一方，MSCの投与により，
腹膜への細胞浸潤の抑制傾向を認めたが，腹膜肥厚に
は有意な差を認めなかった（コントロール群 82.0±
3.2 nm vs. MSC投与群 78.3±4.4，P＝0.22；図 2 B）．
免疫組織化学的検討では，myofibroblastのマーカ

ーである a-SMAの陽性細胞は，腹膜への CG刺激に
より腹膜上層に集積を認めた（図 3 A）．MSCの投与
により，腹膜組織への a-SMA陽性細胞数は有意に抑
制された（コントロール群 604.1±33.2 vs. MSC群

図 1　抗GFP抗体による免疫組織化学的評価
CG投与を行ったラット（3日目）の，（A）腹膜，（B）大網，（C）横隔膜への GFP陽
性MSCの生着を認める．15％エタノール生食液のみ投与したラット（3日目）の腹膜に
は GFP陽性MSCの生着は認めなかった（D）．（倍率 400倍）

図 2　壁側腹膜の形態学的評価
コントロール群では CGの投与により炎症細胞浸潤と腹膜肥厚を認める（A）．MSC投
与により細胞浸潤の抑制傾向を認めたが，腹膜肥厚に明らかな差を認めなかった（B）．
（マッソントリクローム染色，倍率 200倍）
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477.1±31.9細 胞/10視 野，400倍，P＜0.01；図 3 B, 

図 4 A）．TGF-b1は，腹膜への CG刺激により，肥厚
した腹膜組織へ浸潤した紡錘形細胞および円形細胞へ

の発現を認めた（図 3 C）．MSCの投与により TGF-

b1陽性細胞は抑制される傾向を示した（コントロー
ル群 208.6±15.7 vs. MSC群 180.5±13.7細胞/10視野，

α-SMA
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＊
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200

300

0
CD68

A B C

図 4　a-SMA，TGF-b1，CD68 陽性細胞数の評価
黒色棒はコントロール群，灰色棒はMSC群を示す．a-SMA（A），CD68（C）陽性細胞数
はMSC投与により有意に抑制された．TGF-b1陽性細胞数（B）も抑制される傾向を示し
た．（＊　P＜0.05，＊＊　P＜0.01）

図 3　a-SMA，TGF-b1，CD68 の免疫組織化学的評価
a-SMA陽性細胞はコントロール群にて腹膜上層への集積を認め（A），MSC投与により

抑制されていた（B）．TGF-b1陽性細胞はコントロール群にて腹膜間質への集積を認め
（C），MSC投与により抑制される傾向を示した（D）．CD68陽性細胞はコントロール群
にて腹膜間質への集積を認め（E），MSC投与により抑制された（F）．（倍率 400倍）
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400倍，P＝0.20；図 3 D, 図 4 B）．次に，monocyte/mac-

rophageのマーカーとして CD68の陽性細胞を検討し
た．CD68陽性細胞は CG刺激により肥厚した腹膜の
間質に浸潤を認め（図 3 E），MSC投与により有意に
抑制されていた（コントロール群 246.8±20.9 vs. 

MSC群 192.8±16.1細胞/10視野，400倍，P＜0.05；
図 3 F, 図 4 C）．

3　考　察

今回，ラット腹膜線維化モデルの腹腔内にMSCを
投与し，MSCの腹膜への生着の可否および腹膜線維
化に対する影響を検討した．腹腔内投与した GFP陽
性MSCは，CGにより刺激したラットの腹膜，大網，
横隔膜に投与後 3日目まで生着することを確認した．
一方で，CGを投与しなかったラットの腹膜への GFP

陽性MSCの生着は認めなかった．このことにより，
投与したMSCは CGによる腹膜障害部位に選択的に
遊走・生着することが示唆された．このようなMSC

の障害部位への遊走・生着能は他の複数の動物モデル
にて指摘されている6）．Sasakiら9）は，最近，マウス
での皮膚創傷モデルにおいて，静脈内投与したMSC

が選択的に創傷部位に遊走し創傷治癒に関与すること
を示し，MSCへのケモカインレセプター，特に
CCR7発現が創傷部位への遊走能へ関与していること
を示した．MSCの遊走・生着能の機序は不明な点が
多いが，このようなMSCのケモカインレセプターの
発現やさまざまな成長因子が関与していると考えられ
る．
本検討ではMSC投与により腹膜線維化モデルの腹

膜肥厚には明らかな差を認めなかったが，a-SMA陽
性myofibroblastおよび，CD68陽性monocyte/mac-

rophageの腹膜への浸潤が抑制された．また，統計学
的な有意差は認めなかったものの，TGF-b1陽性細胞
の浸潤が抑制される傾向を認めた．近年，MSCは組
織への生着・分化のみならず，MSC自身が成長因子
やサイトカインを分泌して組織修復に関与しているこ
とを示唆する報告がなされている7, 10）．Tögelら10）は，
ラット急性腎不全モデルにおいて，MSCの全身投与
により，MSCの分化能とは独立した paracrine作用を
介する腎保護作用，抗炎症作用を認めたと報告してい
る．本研究において GFP陽性MSCの生着は投与後 3

日目までしか認めず，生着の頻度が比較的少なかった

ことより，MSCによるさまざまな液性因子の関与し
た paracrine作用が TGF-b1発現の抑制をもたらし，
抗炎症・抗線維化作用に関与した可能性が推測される．
近年，CGを腹腔内に反復投与して腹膜線維化を誘

導するモデル11）を用い，線維化抑制効果に対する効果
を示す多数の報告がなされている．CGは以前腹膜透
析カテーテルの消毒に使用されていたが，現在では線
維化を進行させ EPS発症の危険因子とされてい
る12, 13）．今回，実験的に腹膜線維化を惹起するため，
CGを非特異的刺激物質としてラットの腹腔内に単回
投与して腹膜線維化モデルを作製した．本モデルは腹
膜透析患者の正確な線維化を反映したモデルとは言え
ないが，長期透析患者の線維性腹膜硬化に認められる
腹膜中皮細胞の脱落や間質の線維性肥厚，血管新生，
a-SMA陽 性myofibroblastやmacrophageの 浸 潤 な
ど2, 14）類似する特徴を認め，腹膜線維化抑制効果を検
討するための適切なモデルであると考える．
今回の検討では，腹腔内投与したMSCは CGによ

る急性毒性のため死滅した可能性や，腹膜への生着を
確認するために用いた GFP陽性 SDラットのMSC移
植は，同種移植であるため免疫的拒絶を起こした可能
性も考えられる．しかし，比較的少数であるがMSC

の生着を確認することができ，腹膜線維化モデルに対
し抗線維化・抗炎症作用を示した．またMSC投与に
よる明らかな合併症を認めなかった．より多くの
MSCの生着を得て，より良好な腹膜線維化に対する
効果を期待するために，MSCの投与量や投与の最適
な時期，および線維化抑制機序についてさらなる検討
が必要である．
本研究により，MSCの投与により腹膜透析患者の

腹膜線維化の進展を抑制させる可能性が示唆された．
今後の臨床応用のために，長期的な検討や他の動物モ
デルでの検討が課題である．

結　語

ラット腹膜線維化モデルにおいて，MSCの腹腔内
投与は，腹膜への炎症細胞の浸潤および線維化を抑制
させることを明らかにした．

この研究は，日本透析医会平成 20年度学術研究助
成事業による．
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要　旨

近年，血清テストステロン低値と動脈硬化との関連
が，健常人のみならず，男性維持透析患者でも報告さ
れている．そこで今回われわれは，閉経後女性透析患
者 115名を対象にして，血清テストステロン値，動脈
硬化の指標としての CAVI，および臨床パラメータを
測定し，それらの関連を解析した．結果，テストステ
ロン低値は独立した CAVI高値の危険因子であった．
このことから，閉経後女性透析患者においても血清テ
ストステロン低値が動脈硬化の進展に関与すると考え
られる．

はじめに

動脈硬化を主因とする心血管病変は，透析患者にお
ける主要な予後不良因子である．動脈硬化の危険因子
としては高血圧，喫煙，脂質異常，尿毒素，Ca・P代
謝異常，体液量の増加などがあげられる．しかしなが
ら，近年，テストステロンの動脈硬化進展防止に対す
る有益性が報告され1），テストステロン低値も動脈硬
化の危険因子であることが示唆されている．血液透析
患者においても，男性でテストステロン低値は予後危
険因子であると報告されている2）．そして，女性にお
いても，非透析閉経後女性でテストステロン低値と動
脈硬化との関連が報告されている3〜5）．

そこで今回われわれは，閉経後女性透析患者におけ
るテストステロン値と動脈硬化との関連について検討
した．

1　対象と方法

博愛クリニック，中央内科クリニック，クレア焼山
クリニックで 1年以上血液透析を行っている閉経後女
性を対象とした．ホルモン補充療法経験者，腎移植既
往のある患者は除外した．さらに，下肢切断既往の患
者も ankle-brachial index（ABI）測定困難のため除外
した．閉経の定義は 55歳以上で 1年以上月経がない
こととし，55歳より若くても 1年以上月経がない場
合や，子宮・卵巣の摘出により閉経時期がわからない
場合は FSHを測定し，30 mIU/ml以上で閉経とみな
した．以上の条件を満たし，インフォームドコンセン
トの得られた 115名を対象とした．また，慢性腎臓病
（CKD）を認めない 32名（平均年齢 71.5±9.1歳）を
対照とした．
動脈硬化の指標として ABI，および cardio-ankle vas-

cular index（CAVI）を，バセラ VS-1000（Fukuda Den-

shi, Tokyo, Japan）を用いて測定した．なお，CAVIの
評価は ABI値が 0.9より大きい 89名のみに行った．
血液検査は透析前採血により，intact-PTH，カルシ

ウム，リン，アルブミン，総コレステロール，テスト
ステロン，エストラジオール，性結合グロブリン

［学術助成論文］
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（SHBG）を測定した．カルシウム値はアルブミン値
で補正し，カルシウムとリンは 3カ月の平均値を用い
た．また，慢性腎臓病でない 32名についても血清テ
ストステロンの測定を行った．
統計解析については，まず，対照群と透析群の間で
テストステロン値の有意差をMann-WhitneyU検定で
検討した．ついで透析患者のテストステロン値により
3群に区分し，背景因子，臨床パラメータとの関係を
単相関で調べた．これに関しては，Bonferroni検定で
それぞれ 2群ずつ数値の有意差を検定した．また，
CAVIと背景因子，臨床パラメータとの関係を単相関
で調べた．さらに，ロジスティック回帰分析で CAVI

高値をもたらす因子のオッズ比を検討した．

2　結　果

対象患者 115名の平均年齢は 68.1±10.6歳，透析期
間は中央値 73カ月（39〜127）であった．38名（33

％）が糖尿病を合併していた．テストステロン感度以
下群（0.05 ng/ml未満，n＝67），低値群（0.05〜0.12 

ng/ml，n＝24），比較的高値群（0.12 ng/ml以上，n

＝24）の 3群に区分し，背景因子，臨床パラメータを
比較した（表 1）．テストステロン比較的高値群では，
感度以下群に比べて CAVIが有意に低く，SHBG，エ

ストラジオール値が有意に高かった．また，テストス
テロン比較的高値群は，感度以下群および低値群に比
べて補正カルシウム値が有意に高かった．なお，透析
患者は対照群と比較して年齢に有意差はなかったが，
テストステロン値は透析患者のほうが有意に低かった．

CAVIと背景因子，臨床パラメータとの単相関の結
果を表 2に示す．年齢，SHBGと正相関を認め，透析

表 1　テストステロン値による背景因子・臨床パラメータの比較

Variables
テストステロン
感度以下群　　
（n＝67）

テストステロン
低値群　　　　
（n＝24）

テストステロン
比較的高値群　
（n＝24）

テストステロン（ng/ml） ＜0.05 0.07（0.06 to 0.09） 0.16（0.13 to 0.20）
SHBG（nmol/L） 61.2（±25.8） 73.3 （±34.1） 75.3（±28.8）†1

年齢（years） 66.8（±10.4） 72.2（±10.6） 67.7（±10.6）
糖尿病率（％） 37 21 33
喫煙率（％） 12   4   8
透析期間（月） 67（37 to 123） 55（33 to 110） 103（59 to 179）
BMI（kg/m2） 20.8 （±3.4） 20.6（±3.2） 20.2（±3.8）
収縮期血圧（mmHg） 136（±23） 136（±21） 128（±19）
拡張期血圧（mmHg） 69（±12） 68（±12） 69（±11）
血清アルブミン（g/dL） 3.8（±0.3） 3.8（±0.3） 3.8（±0.3）
総コレステロール（mg/dL） 171（±31） 163（±21） 180（±37）
LDL-コレステロール（mg/dL） 95（±25） 90（±21） 97（±34）
補正カルシウム（mg/dL） 9.3（±0.6） 9.3（±0.7）  9.7（±0.7）†1, †2

リン（mg/dL） 5.2（±1.2） 5.2（±1.4） 5.1（±1.0）
Intact-PTH（pg/ml） 149（71 to 253） 111（48 to 194） 186（89 to 295）
CRP（mg/dL） 0.6（0.4 to 1.3） 0.5（0.4 to 1.3） 0.8（0.5 to 1.4）
エストラジオール（pg/ml） 3.0（0 to 5.7） 6.2（0 to 15.4） 9.6（3.0 to 17.3）†1

ABI 1.0（±0.2） 1.0（±0.2） 1.0（±0.2）
CAVI（m/sec） 9.1（±1.4） 8.8 （±1.4） 8.0（±1.4）†1

データは，平均±標準偏差または中央値（四分位範囲）で示している．
†1　P＜0.05　テストステロン感度以下群に対して（Bonferroni’s test）
†2　p＜0.05　テストステロン低値群に対して（Bonferroni’s test）

表 2�　CAVI と背景因子・臨床パラメータ
の関係

Variables CAVI

年　齢 0.528†1

糖尿病 0.076
喫　煙 0.107
透析期間 －0.261†2

BMI －0.226†2

血清アルブミン －0.279†1

総コレステロール －0.204
LDLコレステロール －0.078
補正カルシウム －0.364†1

リ　ン －0.278†1

Intact-PTH －0.183
CRP 0.246†2

テストステロン －0.216†2

エストラジオール －0.167
SHBG 0.245†2

†1　P＜0.01
†2　P＜0.05
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期間，BMI，アルブミン，カルシウム，リン，テスト
ステロンと負の相関を認めた．

CAVIと背景因子，臨床パラメータとの多変量解析
の結果を表 3に示す．CAVI高値（中央値 8.8以上）
になるオッズ比は，年齢 68歳以上で 16.97（4.87〜
82.70），カルシウム 9.3 mg/dl未満で 3.22（1.16〜9.39），
テストステロン感度以下で 4.69（1.37〜21.77）であっ
た．

3　考　察

今回の検討では，閉経後女性透析患者において，血
清テストステロン値は CAVIと負の相関を認めた．さ
らに，テストステロン低値は CAVI高値の独立した危
険因子であった．一方，エストラジオールは CAVIと
相関を認めなかった．また，テストステロン値は以前
に男性透析患者で報告されたごとく，閉経後女性透析
患者でも CKDを認めない対照群に比べ低値であった．
テストステロンは透析でほとんど除去されないことか
ら，腎不全患者ではテストステロンの合成と分泌が低
下していると考えられる6）．
テストステロン減少は，これまで男性で精力減退，
勃起不全，筋肉量減少，脂肪量増加，気分の変化，骨
粗鬆症などとの関連が示されてきたが，近年，アンド
ロゲンの動脈硬化進展抑制に対する有益性が報告され
ている．一般的に，アンドロゲン補充療法は，低アン
ドロゲンの老年男性で幸福感助長や性欲改善目的で行
われていたが，これらの患者でアテローム発生を減ら
す効果があることが最近報告された3）．また，テスト
ステロン低値自体がアテローム動脈硬化と関連がある
との報告もある1）．さらに，老年男性において血清テ
ストステロン値は頚動脈 intima-media thickness（IMT），
虚血性心疾患，心血管死と負の相関があったと報告さ
れている7）．加えて，男性の維持透析患者においても，
テストステロンと心血管死亡率や動脈硬化（IMT，

pulse wave velocity（PWV），プラーク数，flow medi-

ated dilation（FMD）など）の関連が指摘されてい
る2）．そして，閉経後女性でも血清テストステロン低
値と冠動脈疾患3）や IMT4, 5）との関連が報告されてい
るが，報告はわずかである．その理由として，テスト
ステロンが女性の主要な性ホルモンではないこと，低
値のテストステロン測定精度によることが考えられて
いる8）．今回の検討でも，テストステロン測定感度以
下が約半数を占めたため，感度以下群と感度ありを半
分に分け，計 3群で解析を行った．
テストステロンが動脈硬化に対する抑制効果を示す
機序として，以下の関与が考えられている．すなわち，
テストステロン投与は筋肉でのブドウ糖取り込み増加，
内臓脂肪減少をもたらし，インスリン感受性を高める
と考えられている9）．また，テストステロン低下は糖
尿病の危険因子であるとされている10）．さらに，血清
テストステロン値は総コレステロール，LDLコレス
テロール，中性脂肪，LP（a）と逆相関し，HDLコレ
ステロールと正相関したとの報告がある11）．そして，
炎症が動脈硬化を促進することは最近明らかになって
いるが，血清テストステロン値が男性透析患者で CRP，
IL-6などの炎症性サイトカインと逆相関したとの報告
がある2）．その他，テストステロンが直接血管に作用
するとも考えられている．その根拠として，テストス
テロン投与により狭心症状，末梢動脈の虚血症状が改
善したとされ，これは血管内皮からの NO放出の増大，
内皮非依存性 Caチャンネル遮断，Kチャンネル開放
により血管拡張作用が示されたものと考えられている．
また，テストステロンが骨髄に作用し，内皮原始細胞
を増やすことも示されている12）．以上のようなテスト
ステロンの様々な効果を通じて動脈硬化抑制作用を示
すと考えられる．
今回，閉経後女性透析患者において，テストステロ
ン低値は独立した CAVI高値の危険因子であった．こ

表 3　CAVI 高値となるオッズ比と 95%信頼区間（CI）

パラメータ オッズ比（95％ CI） P値

Intercept ＜0.0001
年齢（＞68歳） 16.97（4.87 to 82.70） ＜0.0001
カルシウム（＜9.3 mg/dL ）   3.22（1.16 to 9.39） 0.0246
テストステロン感度以下（＜0.05 ng/ml）   4.69（1.37 to 21.77） 0.0122

adjusted r2＝0.29
CAVI＜8.8 m/sec（中央値）に対する CAVI 8.8 m/sec以上の危険度を評価した．
年齢 68歳とカルシウム 9.3 mg/dLはそれぞれ中央値である．
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のことより，男性透析患者のみならず，閉経後女性透
析患者においても，テストステロンが動脈硬化を予防
することが示唆された．

結　語

血清テストステロン低値は，閉経後女性血液透析患
者においても動脈硬化の進展に関与する．

この研究は，日本透析医会平成 21年度学術研究助
成事業による．
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要　旨

岡山県の慢性維持血液透析患者 4,041名を対象とし
て，平成 20年 3月 1日現在の通院に関する実態調査
を行った．通院患者の約 3割が通院介助を受けており，
通院介助を家族に頼っている状況が明らかとなった．
通院にかかる費用は，約 3分の 1の患者で月 1万円以
上であった．現状で通院介助を受けていない患者でも，
その 4分の 1は通院介助を常時受けたいと答えており，
通院介助に対する潜在的ニーズがあった．通院にかか
る透析患者・家族の負担は大きいものがあり，透析の
通院に対して今後さらなる援助が求められる．

1　はじめに

わが国において血液透析療法が保険適応となりすで
に 40年以上が経過した．この間，透析技術の進歩に
より透析療法の適応が拡大してくるとともに，近年の
生活習慣病に根ざした糖尿病の増加もあり，透析患者
は年々増加の一途をたどってきた1）．また国民全体の
高齢化に伴って透析患者の高齢化が進み，移動能力や
認知機能に問題のある患者が増えてきた．そして高齢
化の問題のみならず，透析歴が 20年を超えるような
長期透析患者の増加により，骨関節や心血管系の合併
症を抱えた患者も増加している．そのため，自力での

通院が困難な透析患者が増加してきている．
その一方で，核家族化の進行など社会情勢の変化で，
このような患者の介護を家族の力に頼ることが困難と
なってきた．これらの問題を解決するために介護保険
が導入されたものの，通院そのものに対する給付は原
則として行われていない．透析患者の通院にかかる家
族の肉体的・精神的・経済的負担は大きな問題であり，
通院手段の確保が困難なため長期入院を余儀なくされ
る場合も少なくない．
このような状況をふまえ，岡山県医師会透析医部会
では，岡山県の血液透析患者の通院に関する実態調査
を行うことにした．

2　対象および方法

岡山県下で維持血液透析中の全患者 4,041名を対象
とした．各施設に調査票を配布し，平成 20年 3月 1

日現在の状況を調査票に基づいて，患者あるいは患者
家族に対して施設職員が直接聞き取りを行い調査票に
記入した．調査票作成にあたっては「医療アクセス権
プロジェクト」2）の調査票を参考にした．調査票は匿名
化し，岡山県医師会透析医部会事務局で一括して統計
処理を行った．また平成 11年に岡山県で行われたア
ンケート報告3）と一部比較検討した．調査票の内容を
資料に示す．

［学術助成論文］
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3　結　果

1）　アンケート回収率および患者背景
表 1，表 2にアンケートの回収率と患者背景を示す．

アンケートの回収率は 82.1％であった．また施設回
収率は 85.0％であった．平均年齢は 65.5歳であった．
表の括弧内には平成 11年の結果を示すが，当時の
60.7歳に比較すると高齢化が進んでいることがわかる．
また年齢構成でみても，65歳以上 55.3％，75歳以上
27.0％，80歳以上が 12.8％であり，明らかに高齢化
が進行していた（表 1）．
原疾患は糖尿病が 28.9％であり，平成 11年度に比

べ糖尿病が増加していた．透析歴は平均 7年 11カ月
で，長期透析の患者が増加していた．合併症では，視
力障害を 16.1％，運動障害を 18.4％，認知症を 6.6％
の患者に認めており，合併症なしと回答したのは 41.5

％であり，6割程度の患者ではなんらかの合併症を抱
えていた（表 2）．
生活の場について図 1に示す．生活の場とは，「こ
の半年ほどの間，おもに生活していた場所」と定義し
た．例えば，平成 20年 3月 1日時点で，たまたま自
宅に居住していても，このところほとんど入院してい

表 1　患者背景（その 1）

1. 回収率
  　　82.1％　　3,318/4,041名
2. 施設回収率
　　85.0％　　51/60施設
3. 性　別
　　男性　　58.7％　　　女性　　40.7％
4. 平均年齢
　　男性　　64.7歳（60.3）
　　女性　　66.3歳（61.1）
　　全体　　65.5歳（60.7）
5. 年齢構成
　　40歳未満　　　　　　　3.8％（5.3）
　　40歳以上 65歳未満　　40.1％
　　65歳以上 75歳未満　　28.3％
　　65歳以上　　　　　　 55.3％（41.8）
　　75歳以上　　　　　　 27.0％
　　80歳以上　　　　　　 12.8％ （6.1）

（　）内は平成 11年度調査結果 

表 2　患者背景（その 2）

1. 原疾患
　　慢性腎炎　　45.3％　　　糖尿病　　28.9％（20.3）　　　腎硬化症　　6.2％
　　嚢胞腎　　　 4.6％　　　その他　　14.9％
2. 透析歴
　　平均 7年 11カ月
　　1年未満　　　　　　 10.2％（18.6）
　　1年以上 10年未満　　61.3％（53.0）
　　10年以上　　　　　　28.5％（23.7）
3. 合併症
　　視力障害　　16.1％　　　運動障害　　　18.4％
　　認知症　　　 6.6％　　　合併症なし　　41.5％

（　）内は平成 11年度調査結果 

図 1　生活の場
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た場合は，「生活の場は病院である」とする．89.8％
が生活の場は自宅と回答した．自宅以外では，病院が
207名（6.3％），有床診療所が 35名（1.1％）であった．

その他，特別養護老人ホームが 12名，老人保健施設
は 0名，ケアハウス 10名，グループホーム 13名，介
護付き有料老人ホーム 16名などとなっていた．
生活の場が自宅以外と回答した頻度を，年齢・合併
症の有無などで検討したのが表 3である．高齢で合
併症を持ち，1人では動けない認知症のある患者が，
自宅以外で生活している傾向がみられた．
家族状況は，独居 11.1％，2人暮らし 35.7％（配偶
者と 2人が 28.0％），3人暮らし 22.5％，4人暮らし以
上 29.1％であった．また家族介助者は 40.3％が「あ
り」と答えていた．主たる家族介助者は，配偶者 61.6

％が最も多く，以下，子供 21.8％，子供の配偶者 7.2％，
親 5.6％であった．介助内容は通院 47.9％，食事 39.1

％，入浴 28.8％，排泄 17.6％，その他 7.3％で，家族
介助者の介助内容としては通院介助が最も多かった
（表 4）．
日常生活自立度と介護認定の状況を表 5に示す．

表 3　生活の場を自宅以外と答えた頻度

1. 年　齢
　　40歳未満 4.8％
　　40歳以上 65歳未満 6.2％
　　65歳以上 75歳未満 9.8％
　　75歳以上 19.1％
2. 合併症
　　合併症なし 8.6％
　　合併症あり 14.9％
　　　視力障害 12.0％
　　　運動障害 23.6％
　　　認知症 29.4％
3. 日常生活自立度
　　寝たきり度
　　　自立〜A2 5.9％
　　　B2以上 52.2％
　　認知症
　　　自立，I 6.5％
　　　II以上 43.4％

表 4　家族状況と家族介護者

1. 家族状況
　　独　居　　　　　 　　 　11.1％
　　2人暮らし　　　　 　  　35.7％
　　（配偶者と 2人）　　　  　28.0％
　　3人暮らし　　　　 　  　22.5％
　　4人以上　　　　　 　  　29.1％
2. 家族介助者の有無と介助者・介助内容
　　家族介助者あり 　　　 　 40.3％
　　介助者
　　　配偶者　　　　　61.6％　　　子供　　21.8％
　　　子供の配偶者　　 7.2％　　　親　　　 5.6％
　　介助内容
　　　通院　　47.9％　　　食事　　39.1％
　　　入浴　　28.8％　　　排泄　　17.6％　　　その他　　7.3％

表 5　日常生活自立度・介護保険の利用状況

1. 日常生活自立度
　　寝たきり度
　　　自立〜A2 91.6％
　　　B1以上（いわゆる寝たきり） 8.4％
　　認知症
　　　自立，I 91.9％
　　　IIa以上（問題となる認知症） 8.1％
2. 介護保険の利用状況
　　40歳以上 21.9％
　　40歳以上 65歳未満 3.5％
　　65歳以上 18.4％
3. 要介護度
　　要支援１　　 7.0％　　　要支援 2　　16.1％
　　要介護１　　16.6％　　　要介護 2　　26.9％　　　要介護 3　　18.5％
　　要介護４　　10.3％　　　要介護 5　　 4.7％
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いわゆる寝たきりとされる B1以上は 8.4％で，IIa以
上の認知症を 8.1％に認めた．40歳以上の 21.9％，65

歳以上の 18.4％が介護認定を受けていたが，介護認
定を受けている者のうち，いわゆる「介護タクシー」
が利用できない要支援の割合は 23.1％であった．

2）　入院透析患者の状況
透析患者を現在入院中の患者と，通院患者に分けて
検討する．まず入院患者の状況を示す．入院中の患者
は 302名で，透析患者の 9.1％にあたり，平均年齢は
71.8歳であった．入院期間別にみると 3カ月未満が
102名，3カ月以上 6カ月未満が 25名，6カ月以上に
わたる長期入院は 175名もみられた．

6カ月以上の長期入院患者では，寝たきり度 B1以
上，認知症 IIa以上，なんらかの合併症有り，独居者

の頻度が高かった．退院の見込みを問うと，「病状が
改善すれば退院可能」と答えた患者が 34.1％，「なん
らかのサービスがあれば退院可能」と答えた患者が
13.6％，「退院は困難」と答えた患者が 38.1％であっ
た（表 6）．
退院の見込みと入院期間の関係を検討したところ，

3カ月未満では，病状が改善したら退院と答えた患者
が 71.4％であり，なんらかの治療を目的とした入院
が多いことがうかがえる．3カ月以上 6カ月未満では，
サービスがあれば退院できると答える患者が 26.1％
存在するが，6カ月以上の入院になると，サービスが
あれば退院可能とする割合が減少し，退院が困難とす
る患者が過半数になっていた．もちろん病状にもよろ
うが，6カ月以上の長期入院になる前に各種サービス
を利用して退院の方向にもっていかなければ，その後
の退院が困難になる状況を示しているものと考える
（図 2）．
それでは具体的にどのようなサービスがあれば退院
可能かを問うと，「通院介助」と答えた患者が 29.1％
で最も多く，以下，「家族やヘルパーによる在宅介
護」22.8％，「施設入所による介護」20.8％，「経済面
の援助」9.9％と続いた．通院介助サービスが供給さ
れれば退院可能な患者が一定数存在するものと考えら
れる（図 3）．

3）　外来透析患者の状況
次に外来透析患者の状況を示す．現在通院透析中の
患者の 27.2％が常時通院介助を受けており，まった
く通院介助を受けていない患者は 64.3％であった

表 6　入院患者の状況

1. 入院中透析患者数
　　302名（9.1％）　　　平均年齢　　71.8歳
2. 入院期間
　　3カ月未満　　　　　　　33.8％　　102名
　　3カ月以上 6カ月未満　　 8.3％　　 25名
　　6カ月以上　　　　　　　57.9％　　175名

 入院期間 6カ月未満 6カ月以上

　　寝たきり度 B1以上 32.5％ 60.6％
　　認知症 IIa以上 28.2％ 43.9％
　　合併症あり 66.1％ 87.4％
　　独居者 17.3％ 26.3％

3. 退院の見込み
　　病状が改善すれば退院可能　　34.1％　　103名
　　サービスがあれば退院可能　　13.6％　　 41名
　　退院は困難　　　　　　　　　38.1％　　115名

図 2　退院の見込みと入院期間
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（図 4）．
通院手段を行きと帰りにわけて質問（複数選択）し
たが，「行き」と「帰り」で通院手段に大きな差はな

かった．自力での通院手段としては，「自家用車・バ
イクでの通院」が最多であった（図 5）．図 5におい
て，通院手段が「家族の車」以下に示されているもの

図 3　どんなサービスがあれば退院可能か（複数選択）

通院介助

家族やヘルパーによる在宅介護

施設入所による介護

経済面の援助

その他 6.0％

9.9％

20.8％

22.8％

29.1％

図 4　通院介助の有無

なしほとんどなし時々あり片道常時あり常時あり
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図 5　通院の手段（複数選択）
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が，なんらかの介助を受けて通院している状態である
が，「行き」も「帰り」も，「家族の車」が最多であっ
た．「行き」の場合では「家族の車」773名（23.1％），
ついで「介護タクシー」314名（9.4％），「病院送迎

車」108名（3.2％）となっていた．
また，通院時の介助者は家族と答えた者が最多で，
通院の介助を家族に頼っている状況がうかがわれた
（図 6）．

図 6　通院の介助者（複数選択）

行　き
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図 7　通院にかかる時間（片道）
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図 8　通院にかかる費用（1カ月あたり）
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通院時間は 15分以内が 46.1％で，約 8割の患者は
30分以内と回答しているが，1時間以上かけて通院し
ている患者も少数ながら存在していた（図 7）．

1カ月あたりの通院にかかる費用は，無料と答えた

患者も 10.2％いたが，約 3分の 1にあたる 34.9％の
患者は月 1万円以上と答えており，少なからず家計に
負担をかけているものと想像される（図 8）．
現在通院介助を受けていない患者に通院介助の希望
を尋ねたところ，26.2％の患者が毎回受けたいと答え
ており，通院介助に対する潜在的なニーズは高いと言
える（図 9）．
希望する通院手段は介護タクシーが最も多く，つい
で家族の車，病院送迎車となっている．現状の通院手
段と異なり，介護タクシーや病院送迎車を希望する率
が高かった．家族に負担をかけたくないという患者の
心情がうかがえる結果といえるであろう（図 10）．
「通院にかかる 1カ月あたりの妥当な金額」として
は，無料と回答した患者が 36.6％も存在し，1万円以
上かかっても良いと考えている患者はわずか 13.7％
に過ぎず，現状との乖離がみられた（図 11）．

図 9　通院介助の希望
（現在通院介助を受けていない患者のうち）
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図 10　希望する通院手段（複数回答）
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図 11　通院にかかる妥当な金額（1カ月あたり）
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4　考　察

1）　岡山県の概況
今回のアンケート結果は回収率が高く，岡山県下に
おける血液透析患者の状況をかなり正確に反映してい
るものと考えられる．
日本透析医学会の統計調査と同様，岡山県下におい
ても透析患者の高齢化，長期透析患者の増加，糖尿病
の増加がみられた．平成 11年の調査と比較して高齢
化が進み，合併症を抱える患者の頻度も高くなってい
た．平均年齢は平成 11年の 60.7歳から 65.5歳となり，
65歳以上の患者の比率は 41.8％から 55.3％に増加し
ていた．また，透析歴 10年以上の患者の割合は 23.7

％から 28.5％に増加していた．患者の高齢化および
長期透析患者の増加は，心血管系合併症や骨関節合併
症の増加，移動能力・認知能力の低下につながり，こ
れらが通院困難から，ひいては社会的長期入院といっ
た問題につながっていくものと考えられる．このよう
な患者は今後ますます増加していくと考えられ，早期
に対策がとられなければ患者にとっても社会にとって
も大きな問題となることは十分予測される．

2）　通院介助の必要性
入院透析中の患者は 302名（9.1％）であった．そ

のうち 6カ月以上の長期入院は 175名であった．入院
患者の 41名（13.6％）が「サービスがあれば退院可
能」と回答している．「退院を可能とするサービス」
としては，「通院介助」と答えたものが 88名でもっと
も多く，通院介助により長期入院を回避できる症例が
存在していることが明らかとなった．
通院中の患者の約 3割は通院介助を受けていたが，
通院介助を受けていなかった患者でも 4分の 1の患者
で常時通院介助を希望する声があり，通院介助に対す
る潜在的ニーズが存在していることが明らかになった．
また通院手段の確保のため，多くを家族に頼ってい
る現状が明らかであった．金銭的にも約 3分の 1の患
者で毎月 1万円以上を通院に費やしており，家計にか
ける負担も決して無視できない額である．透析患者の
通院は家族が支えており，現状ではその支えがなけれ
ば患者の通院手段の確保は困難ということであろう．
血液透析患者は通常，週 3回，月 13回の頻回な通

院治療が必要不可欠で，個人的な都合で透析治療を休

んだり透析予定を変更したりすることはできない．治
療に行けないということが，そのまま生命に関わって
くることは，阪神大震災等をはじめとした過去の災害
時のことを思えば明らかであろう．また腎移植を受け
ない限り透析治療は生涯にわたって続くのである．こ
こが他の疾病で通院を要する患者とは大きく異なる点
であり，通院手段が確保されて初めて成り立つ医療と
いえる．言い換えれば，通院は血液透析治療の一環と
考えられる．いわゆる社会的入院が許容されなくなっ
てきた状況では，たとえ施設に入所したとしても通院
手段の確保は必要であるし，通院手段の確保がなされ
なければ在宅生活を送ることは困難となる．

3）　通院手段確保の方法と問題点
それでは通院手段はいかにして確保されるべきであ
ろうか．平成 16年 6月に，日本透析医会と全国腎臓
病連絡協議会の共同で行われた，全国の透析施設を対
象として行われた「通院困難な透析患者への対応，及
び長期透析患者の実態調査」4）によると，施設による
送迎が 51％で行われている．今回の岡山県での調査
では，病院送迎車で通院している患者は「行き」は
3.2％，「帰り」は 3.3％にすぎず，送迎を行っている
施設は 4施設のみであった．
病院や医院による患者送迎に関しては医療法人の附
随業務として認められており，医療機関の善意で行わ
れている．しかし道路運送法には基づいておらず，事
故時の対応に危惧があることや，患者の誘引に使われ
るおそれがあるなどの問題もある．相次ぐ医療費の削
減など医療機関の経営環境は厳しく，無料の患者送迎
を医療機関が今後も続けていけるかといえば疑問が残
る．医療保険で患者送迎に保険点数をつけてはどうか
という声もあるが，そのために透析の技術に関わる点
数を削減されるようなことがあれば本末転倒となろう．
病院関係者が同乗しているという安心感もあって，患
者自身は病院送迎車による通院を望むケースが多いが，
やはり本来あるべき姿としては通院への補助に対して
公的な対応を求めていくべきであり，われわれ医療者
側も今後この面でのさらなる情報発信がますます重要
になろう．
今回のアンケートでは，家族の車で通院している患
者についで，いわゆる「介護タクシー」を利用して通
院している患者が多かった．「介護タクシー」とは，
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介護保険の訪問介護のうち「乗車・降車の介助」を利
用したもので，タクシーの運転手がヘルパーの資格を
持ち，乗車・降車の介助を行うものである．要介護以
上でなければ利用できない．片道の費用は 1,000円
（利用者負担 100円）で，運賃は含まれないため，採
算面のことで介護タクシーから撤退する業者が増えて
いると聞く．要介護度が上がれば，身体介護が 30分
以上 1時間未満で利用できるので，ヘルパーが同乗し
てタクシーや公共交通機関が利用できるが，いずれに
せよ運賃は含まれていないため，公共交通機関が利用
できない場合や距離的に遠い場合は金銭的な負担が大
きくなる．

NPO法人による送迎サービスも提供されつつあり，
ある意味では理想の形と思われるが，透析の送迎は頻
度が高く患者数も多い上に医療上の配慮も必要なため，
現状では通院困難な透析患者すべてに対応できるとは
言い難い．
通院にかかる負担は通院の「介助」と「運賃」の 2

点に分けられる．介助については，現在の介護保険で
要介護以上であれば「乗車・降車の介助」が受けられ
る．しかし，より介護度の高い場合に認められている
「身体介護」でなければヘルパーが同行できないので，
通院に限っては介護保険の適用範囲の拡大と弾力的な
運用を求めていきたい．運賃については介護保険での
給付は制度的に困難かもしれないが，先に述べたよう
な透析医療の特殊性を考えれば，所得に応じたある程
度の公的補助が認められてもいいのではないだろうか．
どうしても通院手段が確保できない場合は，入院あ
るいは施設への入所ということになるが，入院につい
ては在院日数や医療度などの問題がある．施設入所と
しては，老人保健施設，特別養護老人ホーム，介護付

き有料老人ホーム，ケアハウス，グループホームなど
あるが，制度上の問題や金銭的負担の問題を解決する
必要がある．
また CAPDや在宅血液透析を選択する方法もある

が，自己管理ができない場合は介助者を確保する必要
があり，在宅でも施設入所でもなかなかハードルが高
いのが現状である．

5　おわりに

これまで考察してきたように，透析患者の通院問題
の解決には，これという決め手はないのが実状である．
しかし「いつでも，どこでも，誰でも必要なときに透
析が受けられる」今の日本の透析医療を守っていくた
めにも，透析通院の問題を解決すべく，われわれ医療
関係者が患者と一体になって情報発信し行動していく
ことが求められているのではないだろうか．

この研究は平成 21年度日本透析医会の学術助成に
よるものである．また，この論文の要旨は第 31回
「日本プライマリーケア学会」で発表した．
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資　料

血液透析患者の通院に関する実態調査表

全ての方にお尋ねします

1. ID 1. 連番（　　　　　　　　）  ・  2. 患者 ID（　　　　　　　　　　）  ・  3. 施設コード（　　　　　　　　　　）

2. 性　別 1. 男　　　　　　　2. 女

3. 年　齢 （　　　　　）歳

4. 透析歴 西暦（　　　　　）年（　　　　　）月透析導入

5. 原疾患 1. 慢性腎炎  ・  2. 糖尿病  ・  3. 腎硬化症  ・  4. 嚢胞腎  ・  5. その他（　　　　　　　　　　　）

6. 合併症 1. 視力障害  ・  2. 運動障害  ・  3. 認知症  ・  4. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

7. 居住地 郵便番号　　（　　　　　　　　　　　）

8. 生活の場 1. 自宅  ・  2. 病院  ・  3. 診療所  ・  4. 特養  ・  5. 老健  ・  6. ケアハウス  ・  7. グループホーム
8. 介護付き有料老人ホーム  ・  9. 親族の家  ・  10. その他

9. 家族状況 同居家族人数（本人を除いて）　　　　（　　　　　）人

同居家族構成（複数記入） 1. 親  ・  2. 配偶者  ・  3. 子ども  ・  4. 子どもの配偶者  ・  5. 孫
6. 兄弟姉妹  ・  7. その他（　　　　　　　）

主たる家族介助者 1. 有  ・  2. 無

誰（　　　　　　）番号でお答え下さい

介助内容（複数選択） 1. 食事  ・  2. 入浴  ・  3. 排泄  ・  4. 通院  ・  5. その他（　　　　　）

10. 心身の状態 身体 1. 自立  ・  2. J1  ・  3. J2  ・  4. A1  ・  5. A2  ・  6. B1  ・  7. B2  ・  8. C1  ・  9. C2

精神 1. 自立  ・  2. Ⅰ  ・  3. Ⅱa  ・  4. Ⅱb  ・  5. Ⅲa  ・  6. Ⅲb  ・  7. Ⅳ  ・  8. M

11 . 社会福祉サービス
利用状況

介護保険 1. 利用あり  ・  2. 利用なし  ・  3. 申請中

1. 要支援 1  ・  2. 要支援 2  ・  3. 要介護 1  ・  4. 要介護 2
5. 要介護 3  ・  6. 要介護 4  ・  7. 要介護 5

 障害者自立支援制度 1. 利用あり  ・  2. 利用なし

その他 1. 利用あり  ・  2. 利用なし

サービス名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3月 1日現在、入院中の方に、お尋ねします。

12. 入院期間は 1. 3ヶ月未満  ・  2. 6ヶ月未満  ・  3. 6ヶ月以上

13. 退院の見込み 1. 病状改善すれば退院  ・  2. 下記サービスがあれば退院  ・  3. 退院は困難  ・  4. 不明

14 . どんなサービスが
あれば退院可能です
か（複数回答）

1. 通院介助  ・  2. 家族やヘルパーによる在宅介護
3. 施設入所による介護
4. 経済面の援助
5. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

15 . 現在の入院生活に
満足していますか

1  ・  2  ・  3  ・  4  ・  5（5段階評価でお答え下さい　最も不満は 1　最も満足が 5です）

16 . どのような透析生
活を望まれますか

1. 退院し、自宅から通院  ・  2. 介護施設などに入所し、通院  ・  3. このまま入院
4. 基本的に自宅から通院し、短期間入院や施設入所と併用  ・  5. 在宅透析・CAPD
6. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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通院透析されている方のみに、お尋ねします。（3月 1日現在入院中でも普段は通院している方を含めます）

17 . 通院手段（複数回
答）

行き 1. 徒歩・自転車  ・  2. 公共交通機関  ・  3. タクシー  ・  4. 自家用車・バイク（自分で運転）
5. 家族の車  ・  6. ヘルパー業者の車  ・  7. 介護タクシー  ・  8. 病院送迎車  ・  9. 社協の車
10. ボランティアの車  ・  11. その他（　　　　　　　　　　　　）

帰り 1. 徒歩・自転車  ・  2. 公共交通機関  ・  3. タクシー  ・  4. 自家用車・バイク（自分で運転）
5. 家族の車  ・  6. ヘルパー業者の車  ・  7. 介護タクシー  ・  8. 病院送迎車  ・  9. 社協の車
10. ボランティアの車  ・  11. その他（　　　　　　　　　　　　）

18. 通院介助の有無 1. 常時あり  ・  2. 片道常時あり  ・  3. 時々あり  ・  4. ほとんどなし  ・  5. なし

19. 介助者（複数回答） 行き 1. なし  ・  2. 家族  ・  3. ボランティア  ・  4. ヘルパー  ・  5. 運転手  ・  6. 病院スタッフ
7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

帰り 1. なし  ・  2. 家族  ・  3. ボランティア  ・  4. ヘルパー  ・  5. 運転手  ・  6. 病院スタッフ
7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

20. 通院時間 1. 15分未満  ・  2. 30分未満  ・  3. 45分未満  ・  4. 60分未満  ・  5. 1時間以上

21. 通院にかかる費用 　　　（　　　　　　　　　　　　　）円／月

制度等の利用（複数回答） 1. 介護保険  ・  2. 自立支援制度  ・  3. タクシー券  ・  4. 身障割引
5. ガソリン代支給  ・  6. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7. 利用なし

22 . 現在受けている通
院介助の評価をお聞
かせ下さい

1  ・  2  ・  3  ・  4  ・  5（5段階評価でお答え下さい　最も不満は 1　最も満足が 5です）

通院介助を受けていない方（入院・通院とわず）に、お尋ねします。

23 . 通院介助を受けた
いと思いますか

1. 毎回受けたい  ・  2. ときどき受けたい  ・  3. 必要ない

全ての方にお尋ねします。通院介助が受けられるとしたら、希望を、お聞かせください。

24 . 望まれる通院手段
（複数選択）

1. 家族の車  ・  2. ヘルパー業者の車  ・  3. 介護タクシー  ・  4. 病院送迎車  ・  5. 社協の車
6. ボランティアの車  ・  7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

25 . 妥当な金額（1ヶ月
あたり）

1. 無料  ・  2. 5000円未満  ・  3. 10000円未満  ・  4. 15000円未満  ・  5. 20000円未満
6. 25000円未満  ・  7. 30000円以上でもよい

26. 聴取者 1. 患者本人  ・  2. 家族など

27. その他、ご意見があれば自由に記入してください。

調査年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
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要　旨

血液透析患者では，一般人における心・脳血管合併
症の危険因子に加え，カルシウム（Ca）・リン（P）代謝
異常や血管石灰化がその強力な予後予測因子であるこ
とが報告されている．Kidney Disease Outcome Quali-

ty Initiative（K/DOQI）ガイドラインでは，透析液 Ca

濃度は 2.5 mEq/Lが推奨されているが，血管石灰化
と透析液 Ca濃度との関連を明らかにした報告はない．
今回，透析液 Ca濃度を 3.0 mEq/Lから 2.5 mEq/Lに
変更し，その前後の腹部大動脈血管石灰化進行につい
て検討した．

Ca濃度 3.0 mEq/Lの透析液で維持血液透析を受け
ている患者を，年齢，性別，原疾患をマッチさせ，そ
れぞれ 11例の 2群（コントロール群および低下群）に
分けた．約 3年間，Ca濃度 3.0 mEq/Lの透析液で維
持血液透析を行った後，低下群に対しては透析液 Ca濃
度を 3.0 mEq/Lから 2.5 mEq/Lに変更し，さらに約 3

年間維持血液透析を継続した．腹部 CTにて約 3年の
間隔で 3回腹部大動脈石灰化指数（abdominal aortic 

calcification index;  ACI，range 0〜240）を評価し，1年
あたりの ACI進行度を ∆ACI/yearとした．
各 ACIはいずれも両群間に有意差を認めなかった

が，両群とも経時的に ACIは有意に進行していた（p 

＜0.0001，Friedman test）．∆ACI/yearは低下群で透
析液変更前後 7.2±6.0 vs 4.7±5.4で有意に低下してい
た（p＝0.0415，Wilcoxon signed rank test）．∆ACI/

yearと各パラメーターの単相関では CRPのみが有意
な相関を認めたのみであったが，透析液 Ca濃度も相
関する傾向を認めた（r＝－0.355，p＝0.1052）．
血液透析患者において，透析液 Ca濃度を 3.0 mEq/

Lから 2.5 mEq/Lに変更することにより，腹部大動脈
石灰化進行を抑制する可能性が示唆された．

緒　言

血液透析患者の血管石灰化に関連する因子は，これ
までに Ca×P積，高 P血症，糖尿病の存在， P吸着薬
としての過剰な Ca製剤の投与，C-reactive protein

（CRP），osteopretegerin（OPG），fetuin-Aなどの慢性
炎症や骨代謝マーカーなどが報告されており，いずれ
のファクターも血管石灰化との関連だけではなく，心
血管合併症および全死亡との関連も強く認められる1〜9）．
一方，透析液 Ca濃度は，K/DOQIガイドラインで
2.5 mEq/Lが推奨され10），Dialysis Outcomes and Prac-

tice Patterns Study（DOPPS）では透析液 Ca濃度と
全死亡との関連は報告11）されてはいるものの，血管石
灰化との関連を明らかにした報告はない．以前われわ
れは，透析液 Ca濃度 3.0 mEq/Lで維持血液透析を行

［学術助成論文］

3.0 mEq/L から 2.5 mEq/L へ 
透析液カルシウム濃度変更による 

血液透析患者の腹部大動脈石灰化進行への影響
山田和弘＊1　藤元昭一＊1　佐藤祐二＊1　石原旅人＊2　久永修一＊3
＊1  宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部　＊2  藤元中央病院　＊3  古賀総合病院

key words：血液透析，透析液カルシウム濃度，血管石灰化，血清カルシウム濃度，C-reactive protein

Effect of lowering dialysate calcium concentration from 3.0 mEq/L to 2.5 mEq/L on the progression of abdominal aortic calcification in chronic 
hemodialysis patients
Dialysis Unit, University of Miyazaki Hospital
Kazuhiro Yamada
Shouichi Fujimoto
Koga General Hospital
Shuichi Hisanaga
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っている患者で，透析前後の血清 Ca濃度の変化が血
管石灰化と関連していることを報告しており12），透析
液 Ca 3.0 mEq/Lでの血液透析は過剰な Ca負荷とな
り，血管石灰化を進行させている可能性があることが
考えられた．今回，3.0 mEq/Lから 2.5 mEq/Lへ透
析液 Ca濃度を変更することにより，血管石灰化が抑
制されるかどうかを検討した．

1　対象と方法

Ca濃度 3.0 mEq/Lの透析液で安定した維持血液透
析を受けている糖尿病を有していない外来通院患者を，
年齢，性別，原疾患をマッチさせたそれぞれ 11例の
2群（コントロール群および低下群）に分けた．透析
期間およびビタミン D製剤，炭酸カルシウム，セベ
ラマー，スタチンの内服状況は 2群に有意差はなかっ
たが，レニン・アンギオテンシン系阻害薬（RAS阻
害薬）はコントロール群で有意に内服者が多かった
（表 1）．なお，シナカルセット服用者はいなかった．

約 3年間，Ca濃度 3.0 mEq/Lの透析液で維持血液透
析を行った後（1st period），低下群に対しては透析液
Ca濃度を 3.0 mEq/L から 2.5 mEq/Lに変更し，さら
に約 3年間維持血液透析を継続した（2nd period）
（図 1）．
腹部大動脈石灰化は，腹部 CTにて腹部大動脈の総
腸骨動脈の分岐部より中枢側に 1 cm間隔で撮影し，
16分割の円形スケールを腹部大動脈に合わせて石灰
化の広がりの程度を 1分割 1点としてスコアー化し，
15スライスの合計で算出した値を腹部大動脈石灰化
指数（abdominal aortic calcification index;  ACI，range 

0〜240）として評価した．2群とも，約 3年の間隔
（低下群は透析液 Ca濃度変更前に評価）で 3回 ACIを
評価し，1年あたりの ACI進行度を ∆ACI/yearとした
（図 1）．
週始めの透析前の Ca（pre-HD Ca）， P，アルブミン

（Alb），CRPおよび透析後の Ca（post-HD Ca）は月に 1

回，intact parathyroid hormone（i-PTH）は 3カ月に 1

表１　患者背景

コントロール群 低下群 p

患者数 11 11
性別（男性/女性） 5/6 5/6
年齢（年） 61.9±13.2 61.7±12.5 ns
原疾患
慢性糸球体腎炎 6 6
腎硬化症 5 5
透析期間（月） 43±54 72±87 ns
ビタミン D製剤服用者 3 6 ns
炭酸カルシウム服用者 11 11 ns
セベラマー服用者 1 2 ns
RAS阻害薬服用者 9 3 0.0323
スタチン服用者 3 1 ns

RAS阻害薬； renin-angiotensin system阻害薬

2nd period
約 3 年間

 2nd ΔACI 評価

1st period 
約 3 年間

1st ΔACI 評価

第 1回目
腹部CT評価
1st ACI

第 2 回目
腹部CT評価
2nd ACI

年齢・性別・原疾患をマッチ

透析液Ca濃度 3.0 mEq/L
にて維持血液透析

コントロール群
11例

低下群
11例

透析液Ca濃度
2.5 mEq/Lへ変更

第 3回目腹部CT評価
3rd ACI

図 1　Study�design
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回，total cholesterol（T-Cho），high density lipopro-

tein cholesterol（HDL-C）は年 1回測定し，study期
間中の平均値にて評価した．なお，Caについては透
析前後の変化量の絶対値を ∆Caとしても評価した．
値は平均値±SDで表し，2群間の比較はMann 

Whitney U testおよび chi-square test，同群の経時的
変化はWilcoxon signed rank testおよび Friedman test，
相関は Pearsonの相関係数を使用した．なお p＜0.05

を有意とし，解析は Stat Viewを用いた．

2　結　果

図 2に両群の ACIの経時的変化を示した．コント
ロール群および低下群の ACIはそれぞれ，1st ACI : 

49.7±37.6 vs 37.2±42.6，2nd ACI : 64.3±45.9 vs 58.2

±55.2，3rd ACI : 90.0±54.8 vs 73.2±63.8で，いずれ
も両群間に有意差を認めなかった．しかし，同群の経
時的変化では，ACIは有意に進行していた（p＜0.0001，
Friedman test）．両群の ∆ACI/yearは，1st ∆ACI/year : 

4.8±4.6 vs 7.2±6.0，2nd ∆ACI/year : 9.3±7.2 vs 4.7±
5.4で，両群間に有意差を認めなかったが，同群の経
時的変化では，コントロール群で，2nd ∆ACI/yearが
1st ∆ACI/yearに較べ有意に上昇したのに対し，低下
群では有意に低下した（コントロール群 : p ＝0.0099，
低下群 : p＝0.0415，Wilcoxon signed rank test）（図 3）．
表 2に，1stと 2nd periodのパラメーターを示す．

1st periodでは，Albが低下群で低い以外に両群間に有
意な差は認められなかった．2nd periodでは，pre-HD 

Caには有意差は認めなかったが，低下群の post-HD 

Caおよび透析前後の Ca濃度変化 ∆Caはコントロー
ル群に比べ有意に低下していた．また，低下群の
i-PTHはコントロール群と比べ有意に上昇していた．
なお，2nd period中に副甲状腺インターベンションが
必要になった患者は両群とも 2例ずつ認められた．
表 3,�4に 1stおよび 2nd periodの ∆ACI/yearに対

する各パラメーターの相関を示す．いずれも CRPの
みが ∆ACI/yearに対して有意な相関を認めたのみで

図 2　腹部大動脈石灰化指数（ACI）の経時的変化

＊：Friedman test，＊＊：Mann Whitney U test
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図 3　腹部大動脈石灰化指数進行度（∆ACI/year）の変化
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あった．2nd periodの透析液 Ca濃度（r＝－0.355，p

＝0.1052）は 2.5 mEq/Lの透析液のほうが ∆ACI/year

を低下させる傾向を認めたが，有意差は認められなか
った．

3　考　察

血液透析患者の Caバランスは透析による影響だけ
でなく，P吸着薬として投与される経口 Ca製剤やビ
タミン D製剤などにより大きく影響され，過剰な Ca

製剤投与は血管石灰化との関連も示唆されている．血
液透析もその使用される透析液の Ca濃度により，Ca

バランスに影響をあたえていると考えられ，血管石灰
化との関連が強く疑われる．現在，本邦では一般的に
Ca濃度 2.5 mEq/Lと 3.0 mEq/Lの透析液が使用され
ているが，透析中の Caバランスは，血清イオン化 Ca

濃度，透析液の Ca濃度と除水量などに影響され，Ca

濃度 2.5 mEq/Lの透析液を使用しても必ずしも透析
中の Caバランスが負になることはないと報告されて
いる13〜15）．しかしながら，少なくとも，Ca濃度 3.0 mEq/

Lの透析液を使用したほうが，2.5 mEq/Lより Ca負
荷が多くなると考えられる．今回の研究では，コント
ロール群と低下群間では腹部大動脈石灰化進行度とし
ての ∆ACI/yearに有意差はつかなかったものの，低
下群で ∆ACI/yearが透析液 Ca濃度を 3.0 mEq/Lから
2.5 mEq/Lへ変更した後に明らかに低下するのを認め
た．また，表 4に示すように 2nd ∆ACI/yearと透析液
Ca濃度の間に，r＝－0.355，p＝0.1052と相関する傾向
を認めたことから，透析液 Ca濃度を変更したことが

表 2　1st�period と 2nd�period の各群のパラメーター

1st period 2nd period

コントロール群 低下群 p コントロール群 低下群 p

pre-HD Ca（mg/dl） 8.83±0.68 9.07±0.51 0.3754 9.02±0.62 8.92±0.50 0.8955

post-HD Ca（mg/dl） 9.59±0.59 9.85±0.44 0.1228 9.83±0.66 8.94±0.39 0.0012†

∆Ca（mg/dl） 0.77±0.39 0.81±0.37 0.8696 0.80±0.39 0.29±0.22 0.0043†

P（mg/dl） 4.52±1.36 4.92±1.10 0.3410 4.52±1.17 5.26±0.89 0.1396
Ca×P積（mg2/dl2） 40.5±15.0 45.1±12.4 0.3088 41.3±13.1 47.1±9.5 0.1783
i-PTH（pg/ml） 153±123 164±105 0.6936 85±57 206±134 0.0151†

Alb（g/dl） 4.02±0.17 3.74±0.22 0.0047† 3.85±0.15 3.70±0.21 0.0878
T-Cho（mg/dl） 165±25 168±36 0.7676 157±23 161±27 0.7180
HDL-C（mg/dl） 51.4±14.2 56.6±12.0 0.3578 53.6±15.6 55.3±11.8 0.6934
CRP（mg/dl） 0.18±0.14 0.21±0.11 0.2122 0.13±0.10 0.12±0.15 0.4307
炭酸カルシウム（g/day） 3.0±1.2 2.8±1.0 0.6224 3.1±2.4 2.5±1.5 0.9215

pre-HD Ca;  透析前血清カルシウム，post-HD Ca;  透析後血清カルシウム，∆Ca;  透析前後血清カルシウム変化量，P;  透析前血清リン，i-PTH;  透
析前血清 intact parathyroid hormone，Alb;  透析前血清 albumin，T-Cho;  透析前血清 total cholesterol，HDL-C;  透析前 high density lipoprotein 
cholesterol，CRP;  透析前 C-reactive protein 

表 3　1st�ACI/year と各パラメーターとの相関

r p

pre-HD Ca（mg/dl） －0.039 0.8645
post-HD Ca（mg/dl） 0.228 0.3073
∆Ca（mg/dl） 0.357 0.1030
P（mg/dl） 0.214 0.3388
Ca×P product（mg2/dl2） 0.170 0.4481
i-PTH（pg/ml） 0.116 0.6071
Alb（g/dl） 0.029 0.8982
T-Cho（mg/dl） 0.028 0.9014
HDL-C（mg/dl） －0.193 0.3896
CRP（mg/dl） 0.719 0.0002†

炭酸カルシウム（g/day） 0.248 0.2298

pre-HD Ca;  透析前血清カルシウム，post-HD Ca;  透析後血清カル
シウム，∆Ca;  透析前後血清カルシウム変化量，P;  透析前血清リン，
i-PTH;  透析前血清 intact parathyroid hormone，Alb;  透析前血清 al-
bumin，T-Cho;  透析前血清 total cholesterol，HDL-C;  透析前 high 
density lipoprotein cholesterol，CRP;  透析前 C-reactive protein

表 4　2nd�ACI/year と各パラメーターとの相関

r p

透析液 Ca濃度 －0.355 0.1052
（1 : 3.0 mEq/L, 2 : 2.5 mEq/L）

pre-HD Ca （mg/dl） －0.174 0.4384
post-HD Ca（mg/dl） 0.130 0.5635
∆Ca（mg/dl） 0.280 0.2072
P（mg/dl） 0.118 0.6012
Ca×P product（mg2/dl2） 0.062 0.3593
intact-PTH（pg/ml） －0.088 0.6961
Alb（g/dl） 0.113 0.6173
T-Cho（mg/dl） －0.227 0.3905
HDL-C（mg/dl） －0.132 0.5585
CRP（mg/dl） 0.539 0.0097†

炭酸カルシウム（g/day） 0.219 0.3273

pre-HD Ca;  透析前血清カルシウム，post-HD Ca;  透析後血清カルシ
ウム，∆Ca;  透析前後血清カルシウム変化量，P;  透析前血清リン，i-
PTH;  透析前血清 intact parathyroid hormone，Alb;  透析前血清 albu-
min，T-Cho;  透析前血清 total cholesterol，HDL-C;  透析前 high den-
sity lipoprotein cholesterol，CRP;  透析前 C-reactive protein
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腹部大動脈石灰化進行を抑制した可能性が示唆された．
さらに，Ca負荷だけではなく，比較的短時間の急
激な血清 Ca濃度の変化は，arterial stiffness16）や血管
石灰化12, 17）に影響を及ぼしているとも報告されている．
今回，透析液 Ca濃度 2.5 mEq/Lに変更後，pre-HD Ca

濃度に差はなかったものの，低下群の透析前後の血清
Ca濃度変化（∆Ca）が有意に低値であり，2nd ∆ACI/

yearと ∆Caの間も有意ではないものの相関する傾向
を認めた．このことも，腹部大動脈石灰化進行の抑制
に関与した可能性が考えられる．
なお，今回の研究では，P，Ca×P積，炭酸カルシ

ウム内服量と腹部大動脈石灰化進行と明らかな関連は
認められなかったが，症例数がコントロール群と低下
群あわせても 22例と少なかったため有意とならなか
ったと考えられる．

DOPPSの報告では，透析液 Ca濃度が低いと，副甲
状腺摘出術が必要となる二次性副甲状腺機能亢進症の
リスクが増加すると報告されている11）．今回の研究で
も，副甲状腺インターベンションが必要になった患者
は両群とも 2例ずつであったが，透析液を 2.5 mEq/L

に低下した低下群において，有意に i-PTHの上昇を認
めた．

CRPに代表される慢性炎症は血管石灰化のみなら
ず，全死亡と心血管合併症と強く関連していることが
数多く報告されている7, 18, 19）．今回の研究でも CRPは
コントロール群と低下群，およびその経過の中でも有
意差は認められなかったが，全期間中の ∆ACI/year

と最も強い相関を認めた．
今回の検討は，症例数が少なく，患者のマッチング
も年齢，性別，原疾患のみで，制約の多い研究ではあ
るが，血液透析患者における透析液 Ca濃度と血管石
灰化との関連についての報告は少なく，今後，症例数
を増やしてさらに検討していきたい．

結　語

血液透析患者において，透析液 Ca濃度を 3.0 mEq/

Lから 2.5 mEq/Lに変更することにより，腹部大動脈
石灰化進行を抑制する可能性が示唆された．

本研究は平成 21年度日本透析医会学術助成による
ものである．
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要　旨

末期腎不全患者においては，腎臓からのエリスロポ
エチン産生低下，目標臓器でのエリスロポエチン感受
性の低下などにより貧血が発症する．遺伝子組み換え
ヒトエリスロポエチン（reconbinant human erythro-

poietin;  rHuEPO）が使用できるようになり，輸血の
みに頼っていた末期腎不全患者の貧血治療は激変した．
さらにダルベポエチン アルファ（DA）の登場により，
貧血治療の選択枝は拡大した．日本透析医学会が定め
た腹膜透析患者の貧血治療目標である Hb濃度 11 g/
dL以上の基準を満たしていない症例を対象として，
rHuEPOから DAに切り替えることで，従来と比較し
て高い Hb濃度を達成できるようになった．しかし一
部の例は貧血が十分に改善しないことも明らかになっ
た．貧血が改善した群と改善しなかった群を比較して，
心血管病の危険因子と考えられている左室心筋重量係
数（LVMI），内膜中膜複合体厚（max IMT），CAVIな
どの指標に差が生じないかについて検討を行ったが，
両群間での差はみられなかった．さらに，全体でみる
と，1年の観察期間中に LVMIやmax IMTは軽度悪
化傾向が認められた．今回の検討では，腹膜透析患者
において Hb濃度を治療目標に維持することにより，
心血管系合併症の進展抑制につながる可能性のあるデ
ータを得ることはできなかった．心血管系の合併症は，
貧血だけでなく，高血圧や年齢，原疾患など複数の修

飾因子があり，貧血同様に修正可能な危険因子に対し
ては血液浄化療法が必要になる前の段階から集学的な
管理が重要である．

はじめに

腹膜透析患者において，従来用いられていた rHu-

EPOによる貧血治療では，血液透析患者と比較して
達成できる Hb濃度は低い傾向にあった．2008年に
日本透析医学会より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刊行された1）．この中で腹膜透
析患者の貧血治療目標は，Hb濃度 11 g/dL以上と定
められた．さらに，TSATやフェリチン濃度を指標と
した鉄欠乏の評価を行い，欠乏している場合には補充
を行うべきであるとされた．ガイドラインが発表され
た時点における，当院の腹膜透析患者 45例の平均 Hb

濃度（標準偏差）は 10.03（1.33）g/dLで，平均 rHu-

EPO投与量は 6,066単位/週，26例に鉄剤が投与され
ていた．この中でガイドラインが定めた目標 Hb濃度 

11 g/dL以上を達成していたのは 7例のみであった．
この結果から，従来の rHuEPO治療では，ガイドラ
インの治療目標を達成するのは非常に困難であること
が明らかにされた．最近，エポエチン アルファの
165個のアミノ酸残基のうちの 5カ所が別のアミノ酸
残基に置き換えられ，さらに 2本の糖鎖が付加された
遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤であるダルベ
ポエチン アルファ（DA）が使用できるようになった．

［学術助成論文］

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発病・進展予防に

与える影響についての検討
飯野則昭　成田一衛
新潟大学医歯学総合病院第 2内科

key words：腹膜透析，腎性貧血，ダルベポエチン アルファ，心血管合併症，エリスロポエチン抵抗性

Therapeutic effecacy of darbepoetin alfa on the cardiovascular morbidity and mortality in peritoneal dialysis patients
Division of Clinical Nephrology and Rheumatology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Noriaki Iino
Ichiei Narita
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エポエチン アルファと比較して，約 3倍の半減期を
有するため，従来の rHuEPOと比較して投与間隔を
長くできるなどの特徴を持っている．われわれは，
ESA（erythropoiesis-stimulating agent）抵抗性貧血を
呈する腹膜透析患者において，rHuEPOから DAに切
り替えることで，貧血が改善できるか，またさらに心
血管系の合併症が抑制できるかについて頸動脈エコー
を用いた IMT測定，心エコーでの LVMIや CAVIな
どの検査指標を用いて検討を行った．

1　方　法

対象は DA切り替え前の平均 Hb濃度 11 g/dL未満
の症例として，インフォームド・コンセントを得られ
た腹膜透析患者 22例（男性が 14例，女性が 8例）で
行った．従来の rHuEPOから DAへの切り替えは，
濃度比 200 : 1を基準として投与量を決定した．治療
開始後 3カ月経過した時点で，Hb濃度 11 g/dL以上
となった群を目標達成群（A群），Hb濃度 11 g/dL未

満の群を目標非達成群（NA群）の二群に分けて検討
を行った．ESA抵抗性に関係する検査指標については，
DA切り替え前と切り替え後 24週の時点のデータを
比較した．循環器合併症については，心エコー検査，
頸動脈エコー，CAVI，ABIを DA切り替え前のベー
スライン時と切り替え後 1年経過した 2点で行い，何
らかの変化が生じないかについて検討を行った．統計
学的解析は Bonferroni法を用いた分散分析を行い，
有意確率は 5％とした．

2　結　果

1）　DA切り替えによる貧血改善効果の検討
本試験に参加した 22例の DAに切り替える前の臨

床検査所見は以下の通りであった．平均年齢（SD，以
下同）は 64.6（11.4）歳，平均 Hb濃度 9.56（0.98）g/dL，
平均 ESA投与量 6,545（2,148）単位/週，鉄剤投与 12

例，TSAT 40.7（15.7）％，血清フェリチン値 226.1（289.8） 
ng/mL，iPTH 232.6（196） pg/mL，BNP 156（136.1）pg-

図 1　Darbepoetin�a切り替え前後のHb濃度と ESA投与量の推移
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表 1　DAにより貧血が治療目標に到達した群（A）と非到達群（NA）のベースラインデータ比較
� Mean（SD）　

A群　n＝14 NA群　n＝8 p A群　n＝14 NA群　n＝8 p

年　齢 66.1（8.0） 62.8（14.9） 0.152 iPTH（pg/ml） 204.8（180.8） 266（217.8） 0.480
Epo（u/w） 6,875（2,068） 6,150（2,286） 0.444 BNP（pg/ml） 174.4（160.9） 134.0（103.0） 0.503
Hb（g/dL） 10.1（0.5） 8.9（1.1） 0.004 Fe（ng/dL） 87.3（34.4） 92.8（44.4） 0.748
Cr（mg/dL） 7.1（3.0） 8.5（3.1） 0.318 Ferritin（ng/ml） 163.7（84.4） 301.1（419.2） 0.333
UN（mg/dL） 50.5（16.9） 63.0（14.6） 0.082 UIBC（ng/dL） 132.5（35.1） 123.6（38.3） 0.576
UA（mg/dL） 6.1（1.3） 8.0（1.7） 0.007 TSAT（％） 39.5（14.1） 42.1（18.1） 0.703
Alb（g/dL） 3.8（0.5） 3.6（0.5） 0.451 CTR（％） 48.9（5.1） 49.7（5.3） 0.726
Ca（mg/dL） 8.9（0.7） 8.5（0.9） 0.375 Kt/V，Total 2.61（0.76） 2.07（0.57） 0.074
P（mg/dL） 4.3（1.2） 5.7（1.2） 0.014 Kt/V，Urine 0.90（0.76） 0.94（0.79） 0.918
CRP（mg/dL） 0.15（0.3） 0.18（0.5） 0.900 Kt/V，Dialysate 1.71（0.62） 1.14（0.49） 0.029
HbA1c（％） 5.3（0.6） 5.4（1.3） 0.898 PET 1.33（0.49） 1.80（0.42） 0.467
b2MG（mg/ml） 21.9（7.7） 22.5（9.0） 0.863 UV（ml） 747（616） 1,701（710） 0.003
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/mL，CTR 49.3（5.0）％，weekly Kt/V 2.36（0.72）， 尿
量 1,180（807） mL/日．
従来の ESA製剤から DAへ切り替えたことで，す
べての例で切り替え前より貧血は改善した（図 1）．
切り替え後 3カ月の時点で Hb濃度 11 g/dL以上とな
った治療目標達成群は 14例（男性 9名，女性 5名）
で，非達成群は 8例（男性 5名，女性 3名）だった．
両群間のベースラインのデータを比較した結果（表
1），改善群では有意に Hb濃度が高く，血清尿酸値が
低く，血清リン値も低いという結果が得られた．さら
に尿素クリアランスにおいても，透析液のみの week-

ly Kt/Vが改善群で有意に高い結果となった．尿量は
非改善群で有意に多いという結果であった．

1年間の経過観察期間中の Hb値，DA投与量の推

移を図 2に示す．切り替え後 3カ月の時点で目標 Hb

に達していなかった群では，DA投与量を増加させて
も Hb 10 g/dL前後で推移しており，DAにおいても，
個々の症例による反応性の違いや，貧血が改善しない
群では ESA抵抗性の関与が疑われた．貧血が治療目
標に到達した群と到達しなかった群において，ESA

抵抗性と関係があると思われる検査指標について DA

切り替え前と切り替え後 24週のデータを用いて検討
を行った．静注鉄量は，切り替え前に比べて，切り替
え後において両群ともに使用量は増加していたが，統
計学的な有意差は認めなかった．血清鉄や TSATには
切り替え前後で特に変化はみられなかった．血清フェ
リチン値については全体でみた場合にも，また治療目
標達成群，非達成群と二群に分けてみた場合にも，切

図 2　Darbepoetin�a切り替え後 12カ月間のHb濃度と薬剤投与量の推移
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り替え後に下がる傾向が見られた．とくに治療目標達
成群においては，統計学的に有意に血清フェリチン値
が低下していた（図 3）．そのほか b2ミクログロブリ
ン，iPTH，CRP，BNPなどには一定の傾向は見られ
なかった（図 4）．
一般的に DAにより貧血が改善するさいに，高血圧
を合併することが危惧されている．われわれの検討で
は，治療目標達成群と非達成群の間に血圧，脈拍など
に有意な差は見られなかった（図 5）．

2）　DA切り替え前後の循環器検査指標の検討
DA切り替え前後の循環器検査指標の変化について

検討を行った．心エコー検査では左室心筋重量係数
（LVMI），頸動脈エコーでは内膜中膜複合体厚最大値
（max IMT）を計測した．また CAVI，ABIについても
測定を行った．LVMIについては，切り替え前と比べ
て 1年後の検査結果は，治療目標達成群，非達成群と
もに統計学的には有意ではないがわずかに悪化してい
た．max IMTも LVMIと同様の結果であった（図 6）．
今回の検討では，腹膜透析患者において貧血治療目標
値を維持することが，直接的に心血管病の進展抑制に
つながるデータは得ることができなかった．

3　考　察

腹膜透析を受けている患者に対する貧血治療は，血
液透析患者と比べて通院頻度の問題，体液管理の問題
などから困難な面があった．当院のデータでも，DA

が用いられるようになる以前では，日本透析医学会が
発表した貧血治療目標を達成しているのはごくわずか
な症例のみであった．DAが腹膜透析患者にも使用で
きるようになったことで，以前に比べてガイドライン
の治療目標達成患者数は増加した．薬剤切り替え後 3

カ月の時点で Hb濃度が 11 g/dL以上となった治療目
標達成群と非達成群を比較すると，目標を達成した群
では，有意に切り替え前の Hb濃度が高く，血清尿酸
値が低く，血清リン値も低値であることが明らかにな
った．また腹膜透析液のみの weekly Kt/Vも目標達成
群において高い値となった．これらの結果を総合的に
考えると，腹膜透析による透析効率のよい例において，
DAの効果がより発揮されやすいことが推察された．

1年間に及ぶ経過観察の中で，切り替え後 3カ月の
時点で治療目標を達成できた群は，一貫して Hb濃度

が 11 g/dL前後を維持できたのに対して，非達成群は
切り替え直後に比べて DA投与量を増加させたが，10 

g/dL前後を推移し治療目標を達成することはできな
かった．治療目標非達成群では，貧血が改善しなかっ
た理由として DAの投与量不足の可能性も考えられる
が，何らかの ESA抵抗性に関連する病態が合併して
いたことも想定される．しかし今回の検討では，一般
的に ESA抵抗性を呈すると言われている鉄欠乏，二
次性副甲状腺機能亢進症，低い透析効率，心不全など
の合併，慢性炎症の存在などについて，貧血の目標達
成群と非達成群について群間比較を行ったが有意差を
認めるものはなかった．一つ興味深い点として，目標
達成群，非達成群ともに DA切り替え後 24週の時点
では鉄剤の投与は増えているが，血清フェリチン値は
低下する傾向が見られた（図 3）．これは，従来の
ESA製剤ではうまく造血ができなかったために，鉄
は網内系で囲い込まれていたが，DAに切り替えたこ
とで造血が促進され，鉄が利用されるようになったこ
とを示唆していると考えられる．従来の ESA製剤と
比べて，DAはより高い貧血改善効果を有しているこ
とが明らかになった．

DAの副作用として，貧血の改善に伴って高血圧が
発症することが報告されている．本研究では DA切り
替え後 6カ月までの経過観察において，貧血治療目標
達成群，非達成群ともに有意な血圧の悪化は認めなか
った．最近，DAの使用にさいして注意すべき副作用
を含む臨床研究の結果が報告された．TREAT試験で
は 4,047例の 2型糖尿病患者または慢性腎臓病患者で，
eGFR 20 ml/min以上，60 ml/min以下かつ Hb濃度
11 g/dL未満の症例を対象として，目標 Hb濃度を 13 

g/dLとした DA群とプラセボ群の 2群に分け，心血
管系の複合エンドポイントと腎死を主要評価項目とし
て検討した．プラセボに割り付けられた場合にも，試
験期間中に Hb濃度 9 g/dL未満となった場合には DA

の投与を行うという救済処置がもうけられていた．ラ
ンダム化振り分け後に 48カ月観察し，DA群では平
均 Hb濃度 12.5 g/dL，プラセボ群では 10.6 g/dLであ
った．両群間において死亡または心血管イベントの危
険性は同等であり，死亡または末期腎不全の危険性も
同等であった．致死性または非致死性脳血管障害の危
険性が，DA群において，プラセボ群と比較したとき
に有意に高いこと（ハザード比 1.92）が明らかになっ
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た2）．なぜ，DA群で脳卒中が多かったかについては
今後の解析が必要であるが，DAを用いる場合には，
急激に貧血を改善させないことや，必要以上に大量の
DAを投与しないなどの注意を払う必要があると思わ
れる．
貧血の存在は易疲労感，衰弱，倦怠感，食欲低下，
睡眠障害など種々の不快な症状を現すばかりではなく，
日常生活や仕事を遂行するために必要なスタミナもな
くなってしまう．貧血を改善させることで，これらの
症状が軽減し QOLが向上するとの報告もみられる3）．
また貧血を放置すると，Hb濃度が 1 g/dL下がるごと
に左室肥大の危険性が 6％上昇するとの報告4）や，Ht

が 3％低下すると，死亡の危険性が 7％増加するなど
の報告がある5）．貧血は心血管病の進展・悪化に関与
する独立した危険因子と考えられている．そこで本研
究でも心エコーや頸動脈エコー，CAVIなどの指標を
用いて，貧血改善がこれらの検査で反映される異常の
改善につながるかを検討した．DA切り替え前と切り
替え後 1年経過した 2点の比較では，期待に反して
LVMI，IMTなどの検査値に改善はみられなかった．
本研究に参加した被験者は，DA切り替え前の時点で
LVMIは正常範囲を超えており，左室肥大を呈してい
た．さらにmax IMTの値からも動脈硬化をすでに有
していた．このようにある程度進行した左室肥大や動
脈硬化は，貧血の改善のみでは進展・悪化を食い止め
ることができないと考えられた．
今回の検討からは貧血改善による直接的な心血管病
進展抑制を示すデータを得ることはできなかった．心

血管病は高血圧や脂質異常症，糖尿病など種々の因子
が複合して悪化していくことが知られている．今後の
課題として腎不全患者の心血管病の進展抑制を行うた
めには，貧血のような修正可能な異常を積極的かつ集
学的に改善させる必要があり，さらにできる限り早い
時点から治療介入を行う必要があると思われる．これ
らの取り組みを通じて腹膜透析患者の予後改善につな
げていきたい．

本研究は日本透析医会平成 21年度研究助成事業に
よって行われた．
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要　旨

腎保護療法データベース作成ソフトウエア開発での
今回の研究は，①臨床診療での支援機能の充実，②生
活習慣改変への動機付け強化機能の充実，③大型コン
ピュータによる多変量解析のための出力機能の整備，
を行った．
①については，◯ⅰ電子化検査成績の自動読み取り機
能，◯ⅱレセプト電算機からの薬剤情報吐き出し機能，
ならびに当ソフトでの投与薬剤の自動読み取り機能を
開発した．②については臨床成績による検討の結果，
糖尿病性腎症例での「生活習慣改変の動機付け」に最
も有効と考えられる「診療支援機能」として，「1日
食塩排泄量」「1日尿蛋白量」「1日蛋白摂取量」「％
クレアチニン産生速度」などを 10回分，経時的に一
覧表として印刷し，増減をカラー矢印で表示する機能
を作成した．③については，多変量解析に適したデー
タの出力機能を作成した．
このソフトウエアを用いた解析結果から，「糖尿病

性腎症」に対する「生活習慣改変」効果が顕著であり，
それに伴う「1日尿蛋白量」が有意に低下する症例が
増加する結果を得た．本研究から，「生活習慣改変の
動機付け」に有効な一覧表印刷機能の活用と，データ
ベース解析により有効性が認められた治療法の実行に
よって「糖尿病性腎症の進展」を防止し，さらに自助

努力が奏功した症例では，寛解の段階に導くことが可
能な段階に達したと考えられる．

1　研究目的

chronic kidney disease（CKD）の進展防止のため，
一般診療所と専門医の連携，各異種専門医間の連携，
栄養指導介入が進められている．しかし，前回までの
われわれの研究では，CKD進展防止に最も重要な要
素は
①　生活習慣改変の自助努力に対する動機付け
②　動機付けに必要な的確な検査結果やその加工指
標および生活習慣改変に必要な資料，改善の方向
と結果を効果的，省力的に提供する機能
③　栄養指導介入の結果が予定通り得られているか
否かの実測による検証

であると結論づけられる．したがって，今回の研究に
おいては，前述の各項目について「実効」の上がるデ
ータベース作成ツールとしてさらに改良を加えた．
さらに，個人情報保護の立場より，データ管理者以
外には個人の特定ができない ID付与機能を設定する
こととした．個人名が特定できない状態でのデータの
学術的使用の同意を得るための同意書の一部変更，同
意を得た症例の電子的判別機能の設定，データの使用
にあたっては，同意認証の得られた症例のデータのみ
を自動抽出する機能の設定を設けた．多施設共同研究

［公募助成論文］

腎保護療法のデータベース作成における 
基盤整備に関する研究（その 3）
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での統合解析を可能とするため，データの共通吐き出
し方式を作成すること，レセプトコンピュータや電子
カルテは多種類存在するため，本ソフトウエア利用の
ための検査データの吐き出し方式，投与薬剤の吐き出
し方式を定めた．
臨床的には次の項目についての実施可能性について
検討を加えた．すなわち
①　24時間保冷蓄尿検査の実施
②　検査成績やその加工指標の 10回分の経時的一
覧表の提供に対する療養への応用効果
③　保冷 24時間蓄尿検査開始より，平成 22年 7月
までの各指標の変動に関する一般的統計解析
④　単施設症例について，多変量解析用吐き出し方
式を用いたデータによる多変量解析の実施可能性

についてである．

2　研究方法

2008年度に新しい「数値指標」を含むデータベー
ス（DB）作成に着手し，第一版を作成した．2009年
度には新規項目の追加や DBとして有効に機能するた
めの改良と臨床上での事務処理をより簡略化し，診療
の流れに沿った実用的に使いやすいソフトとするため
の改良を加え第二版を作成した．
今年度の研究においては，単施設の症例ではあるが
①　得られた指標が臨床上有効に機能するものであ
るか
②　多施設で DB作成を行う場合「有効な共有指標
は何か」を探る
③　この DBソフトが多施設で使用される場合，診
療の流れに沿って実用上使用でき，設計された機
能が正確に得られるか

の feasibility studyを行った．

3　研究成績

1）　各指標の経時観察により効果の認められた症例
全症例の統計結果では埋没してしまうが，保冷 24

時間蓄尿検査の経時一覧表を用いて療養に対する動機
付けが得られ，著しい治療効果があがった症例が多く
見られるようになった．その症例をあげて簡単に説明
する．
①　症例 1

67歳，女性．糖尿病性腎症，平成 17年 3月 7日初

診．ネフローゼ症候群をきたし，3カ月前の退院時よ
り体重が 26 kgも増加し，自立歩行不能で車椅子にて
来院．著しく食塩制限されていたが浮腫の軽減は見ら
れず，初回 24時間蓄尿検査で 1日食塩排泄量 5.4 g/

dayと少なかったが，1日尿中蛋白量 4.68 g/day，血
圧 180/110 mmHg，糖尿病性網膜症も認められ，典型
的な Kimmelstiel-Wilson症候群を呈していた．
血圧低下，浮腫の軽減，耐糖能の改善を重点指標と
して治療にあたったところ，1年後には体重は 22 kg

低下し，血圧 138/84 mmHgとなり，1日尿蛋白量
1.64g/dayに低下した．2年後には血圧 126/76 mmHg

となり，1日尿蛋白量 1.37 g/dayとなった．3年後に
は血圧 124/70 mmHgとなり，1日尿蛋白量 0.55 g/

dayとなった．4年後には血圧 124/70 mmHgとなり，
1日尿蛋白量 0.21 g/dayとなった．そして 5年後には
血圧 132/70 mmHgとなり，1日尿蛋白量 0.20 g/day

となった．
初診より約 6カ月後より，自立歩行となり，通常の

生活を送っている．
②　症例 2

56歳，男性．糖尿病性腎症，平成 21年 10月 7日
初診．初回 24時間蓄尿検査で食塩尿中排泄量 29.04 g/ 

day，1日尿蛋白 12.57 g/dayでネフローゼ症候群であ
ったが，食塩排泄量は徐々に減少し，平成 22年 7月
9日には食塩尿中排泄量 7.59 g/dayと目標値（6〜8 g/

day）の範囲に入り，1日尿蛋白量 0.68 g/dayと著し
い改善が見られた．
③　症例 3

64歳，男性．糖尿病性腎症，平成 21年 1月 10日
初診．初回検査にて 1日食塩排泄量 12.41 g/day，1

日尿蛋白量 9.34 g/dayでネフローゼ症候群であった．
食塩摂取量を厳しく自己管理され，徐々に低下し，平
成 22年 7月 9日には 1日尿中食塩排泄量 7.55 g/day，
1日尿中蛋白量 0.86 g/dayと著しく低下し，ネフロー
ゼ症候群を呈しなくなった．
④　症例 4

76歳，男性．糖尿病性腎症，平成 21年 4月 3日初
診．初回検査にて 1日食塩尿中排泄量 9.20 g/day，1

日尿蛋白量 4.70 g/dayであったが，平成 22年 7月 5

日には食塩排泄量は 12.17 g/dayと低下していないが，
1日尿蛋白量は 1.04 g/dayと低下している．
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⑤　症例 5

74歳，男性．糖尿病性腎症，平成 22年 2月 12日
初診．初回検査にて 1日食塩尿中排泄量は 8.32 g/day，
1日尿蛋白量 1.82 g/day，血圧 158/74 mmHgであっ
た．平成 22年 7月 5日には食塩排泄量 8.43 g/day，1

日尿蛋白量 0.34 g/day，血圧 134/74 mmHgとなった．

これらの症例は糖尿病性腎症の症例であり，5年以
前にはこれらの例のような著しい改善が見られなかっ
たが，これらの症例のように著しく改善する症例が増
加している．
この間，新しい降圧薬なども市販され，改善との因
果関係は多変量解析によらねばならないが，3年前よ
り，24時間蓄尿結果を含む指標の経時的一覧表を配
布して説明するようになってから，自力で生活様式の
変容が難しかった糖尿病性腎症患者の，自助努力によ

る治療に対する動機付けが大きく変化してきている．
その結果，生活様式の変容が生じており，それに伴っ
て尿蛋白の著しい減少をきたす症例が増加している．
症例 1については，4年間に亘る経過の詳細を他誌
に報告しているので参照されたい1）．糖尿病性腎症の
寛解・退縮治療は，Piorretto Pらの糖尿病性腎症例に
対する膵臓移植成績の報告2）によって，膵臓移植でな
くても同様の糖尿病治療効果を続ければ，腎症の寛解
に繋がると考えて，諸指標の管理とデータベースへの
登録が開始された．症例 1について，24時間保冷蓄
尿検査に基づいて詳細な検討が 5年間に亘り実施され，
治療効果に繋がる諸因子が検討され，有効と考えられ
る因子が検出された．症例概略で示したように，ほぼ
5年間で腎症は寛解状態に達し，前述の膵臓移植成績
と腎生検を除く臨床成績はほぼ同様の成績となった．
この症例の治療経過から糖尿病性腎症対策検討に対す

図 1　症例 2（糖尿病性腎症　男性　56歳）
約 9カ月間で 12.57 g/dayの大量の尿蛋白量が 0.688 g/dayに低下した．
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図 2　症例 3（糖尿病性腎症　男性　64歳）
約 1年 7カ月間で 9.34 g/dayの尿蛋白量が 0.86 g/dayに低下した．
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る多くの情報が明らかとなった．
そこで，つぎのテーマは，膵移植によって糖尿病状
態でなくなった状態での腎病変の自然寛解には数年を
要するが，さらにいくつかの薬物治療や食事療法等に
より，さらに速やかに腎病変の寛解，さらには病変の
退縮を図る事が可能であるかを検討する事にあった．
症例 2〜5に示すごとく，多くの蛋白尿を呈する症例
について，4〜16カ月間で著しい尿蛋白量減少を認め
ることができた．
尿蛋白量の減少はいくつかの報告で腎機能低下の抑

制因子であることが報告されている3, 4）．各症例の 1日
尿蛋白排泄量，1日食塩尿中排泄量を図 1〜4に示す．

2）　保冷 24時間蓄尿検査開始より，平成 22年 4月
までの各指標の変動に関する一般的統計解析
平成 17年 9月から平成 22年 4月までの 5,046デー
タのうち，症例毎に初回検査時と平成 22年 4月当時
における最新の検査結果を抽出し，その 2データ群間
における「1日食塩排泄量」「1日尿蛋白量」「1日蛋
白摂取量」「運動量・筋肉量に関係する％クレアチニ
ン産生速度」「内因性クレアチニンクリアランス（体
表面積補正）」「1日尿中カリウム排泄量」「1日尿中燐
排泄量」「％ fractional excretion of Mg」それぞれの指
標の有意差検定を行った．
対象となった症例は 285例（男/女＝162/123）で

あり，平均年齢は 63.2±17.7歳（男/女，65.7±15.5/ 

59.9±19.9），解析対象検査期間の平均日数は 714.0±
568.6日（男/女，672.8±560.4/768.3±577.1）であっ

図 4　症例 5（糖尿病性腎症　男性　73歳）
約 5カ月間で尿蛋白量 1.82 g/dayより 0.35 g/dayに低下している．
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図 3　症例 4（糖尿病性腎症　男性　76歳）
　4.70 g/dayの 1日尿蛋白量 4カ月間で 0.41 g/dayに低下したが，その後食塩摂取量が増
加し，尿蛋白量 1.04 g/dayとなっている．
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た．そのうち，糖尿病性腎症例は 70例（男/女＝53/ 

17），IgA腎症および慢性糸球体腎炎症例は 132例
（男/女＝55/77）であった．
検定は，全対象症例，糖尿病性腎症例，IgA腎症お

よび慢性糸球体腎炎症例について行った．初めに
D’Agostino and Peason検定によって各指標データ群

の正規分布性を調べたところ，ほとんどのデータで正
規分布が見られなかったため，ノンパラメトリック検
定法であるWilcoxonの符号付順位和検定を用いて 2

データ群間の有意差検定を行った．それらの結果を図
5〜7に示す．
全症例の 1日尿中食塩排泄量について，初回検査時

図 5　全症例の 1日食塩排泄量および 1日尿中蛋白量の 2データ群間比較
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図 6　糖尿病性腎症例の 1日食塩摂取量および 1日尿中蛋白量の 2データ群間比較
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図 7　IgA 腎症および慢性糸球体腎炎症例の 1日食塩摂取量および 1日尿中蛋白量の
　　　2データ群間比較
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のmean±sdは 11.411±4.761 g/dayであり，2010年
4月検査時には 10.364±3.913 g/dayに有意に低下し
ていた．1日尿中蛋白量は初回検査時 1.419±2.586 g/

dayであり，2010年 4月検査時では 1.022±1.770 g/

dayと有意に低下していた．糖尿病性腎症例では，1

日尿中食塩排泄量は同期間前後で有意な差は認められ
なかったが，1日尿中蛋白量は初回検査時 3.264±
4.133 g/dayに対して，2010年 4月検査時では 1.867±
2.307 g/dayに有意に低下していた．IgA腎症および
慢性糸球体腎炎症例では，1日尿中食塩排泄量は初回
検査時 11.532±4.378 g/dayから 2010年 4月時 10.500

±3.831 g/dayに有意に低下，また 1日尿中蛋白量も
初回検査時 0.718±1.043 g/dayから 2010年 4月時
0.639±1.088 g/dayへと有意に低下していた．

4　考　察

本研究の初年度においては，CKD症例の増悪を防
止あるいは遅延させるためデータベースを作成し，多
数例での増悪進展因子の検索や薬剤・生活習慣是正な
どの効果を評価し，予防・治療の基盤を整備する目的
でデータベース作成用ソフトウエアを開発し報告し
た5）．

2年度は作成したソフトウエアを用いて，症例の登
録を実施し，さらに改良を加えて，ただ症例を登録す
るのみならず，診療の流れに沿って必要となる診療支
援機能を搭載し，データの解析，報告するために必要
な個人情報を特定できないようにするための登録番号
の付与機能，データ使用許可の同意書様式の搭載，デ
ータ解析時のデータ出力時に同意を得られた症例のデ
ータのみを認識し出力する機能の付与等を行い報告し
た6）．

3年次には保冷 24時間蓄尿検査の実施状況，その
検査成績を含むデータベース作成，そのデータの一般
統計解析および，大型計算機を用いた多変量解析用に
出力し，解析ができるか否かの一連の機能を評価する
ため，feasibility studyを行った．24時間蓄尿検査に
ついても検査が不正確であった回数は 285例中 6回の
みで，再指導したところ，それらの症例についても正
確に行われるようになっており，保冷 24時間蓄尿検
査を一般外来診療に導入する事は難しいことではない．
検査成績の経時的 10回分の一覧表を渡して指導す

ると，食事摂取状況や尿蛋白量などの成績が経時的に

一覧でき，「生活習慣の是正」「治療に対する自助努
力」に対する「動機付け」効果が著しく高まり，この
データベースソフトウエアを用いる以前と比べて治療
効果が促進されたことが，一般的統計解析結果の解析
結果から証明された．また，治療法の最適化を検出す
る多変量解析用にデータを出力し，多変量解析を行っ
てみたが，この方法でのデータの解析は大きな問題が
なく可能であった．
また，本ソフトウエアは腎疾患の進展防止のみなら
ず，在宅医療における衰弱症例の食事摂取状況，筋肉
量・運動量の指標が得られる．そのため「寝たきり」
あるいは「寝たきりに近い」症例の筋肉量増強，運動
量増強の指標として，理学療法士，作業療法士，訪問
看護師，言語療法士，ケアマネージャー，医師がこれ
らの指標を共有してリハビリテーション効果を高める
プログラムに対して，重要で大きな効果が発揮されて
きており，在宅医療にも本格導入する検討が開始され
ている．このさいの最も大きい効果は，蛋白質の摂取
量が数字指標で把握でき，しかも，「％クレアチニン
産生速度」によって，筋肉量が改善したか否かが数値
指標として把握できることである．体力が改善されれ
ば担当するスタッフに笑顔が生じ，その結果は自信を
もって強く「療養者」に伝えられるため，人生を諦め
かけていた「療養者」に希望を蘇らせ，「自助努力」
のための強い動機付けとなることが判明してきている．

5　結　語

保冷 24時間蓄尿検査結果を含むデータベース作成
ソフトウエアは，外来診療支援機能の充実にともなっ
て，生活習慣病を含む慢性疾患での生活様式変容の動
機付け効果が高いことが認められた．さらに「療養に
対する自助努力の向上」と「生活様式の変容効果」が
見られ，結果として，尿蛋白量の減少効果，特に「糖
尿病性腎症の進展防止効果」が大きく認められた．
また，「在宅医療」での体力増強への応用も積極的

に推進されるべき分野と考えられる．

本研究は日本透析医会平成 21年度公募研究助成金
によるものである．また，本研究の要旨は，第 53回
日本腎臓学会学術総会（2010年 6月 17日，神戸市）
において発表した7）．
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要　旨

現在の災害医療支援体制の中で，組織的な支援体制
が確立されていない透析患者をはじめとする亜急性期
患者の被災地外搬送体制の確立を目指し，2005年度
より開始された．これまでの研究で，災害時緊急大量
搬送に船舶利用を行うことの意義は明らかであるが，
実際的な活動として成熟させるためには，①海路に到
達する陸路の交通輸送体制の確立，②被支援者と支援
者を結ぶ災害時連絡体制の構築，が重要であることが
指摘されている．今年度は，兵庫県透析医会において
メーリングリストの設立運用を行い，そこへ神戸大学
海事科学部の海陸連携システムを組み込む訓練を加え
て，より実際的な運用が可能な体制を作り上げたこと
に関しての報告を行う．

1　はじめに

多くの犠牲者を出した阪神淡路大震災への教訓から，
2005年 3月に始まった災害時医療支援船事業は，
2009年度より日本透析医会災害対策部会・兵庫県透
析医会危機管理委員会・災害時医療支援船事業西日本
プロジェクト委員会による共同事業として，災害時に
おける慢性疾患患者の支援のあり方を検討するものと
して継続された．

阪神淡路大震災当時の日本においては，災害負傷者
を組織的に捜索支援する組織そのものがなかった．現
在では災害時派遣医療チーム（Disaster Medical Assis-

tance Team； DMAT）と呼ばれる「災害急性期（48

時間以内）に活動できる機動性のあるトレーニングを
受けた医療チーム」が整備され（2006年度段階で約
200チーム），被災地内で重症患者が発生したときに
広域医療搬送と呼ばれるシステム（＝被災地の重症患
者を一カ所に集約し，そこから自衛隊機などで安全で
高度医療を施せる各地域に搬送する）が整備されてい
る1）．
これらのシステムは災害時医療支援の根幹をなすも
のであるが，支援対象が巨大災害そのものによって直
接的に被害を受け負傷した人々，災害により被害を直
接受けた人々への救援のみに偏ったものとなっている
点は，見過ごすことのできない問題というべきである．
災害により直接被害をうけなかったものの，その後
のライフラインの停止や，医療サービスの中断などに
よって，間接的に生存を脅かされる人々（言葉を変え
れば「災害弱者」）への支援は，いまだ確立どころか
端緒にすらついていない．いやそういう問題が存在す
ることすら気づかれていないのが実情であり，その代
表例が維持透析患者といってよい．（他には，在宅酸
素患者・ALSなどで人工呼吸器を装着している患者，

［公募助成論文］

災害時医療支援船構想
――　西日本プロジェクト　――

赤塚東司雄＊1,2　宮本　孝＊2　西岡正登＊2　齋藤雅文＊2　稲葉洋子＊2　申　曽洙＊2　宮崎哲夫＊2　石井洋治＊2�

吾妻眞幸＊2　吉矢邦彦＊2　足立陽子＊2　和田義孝＊2　井上欣三＊3　臼井英夫＊3　世良　亘＊3　矢野吉治＊3　�

山本隆行＊4　秋山茂雄＊4　森上辰哉＊4　松本伸子＊5　太田垣真弓＊5　田中和馬＊5

＊1  日本透析医会災害対策部会　＊2  兵庫県透析医会危機管理委員会　＊3  神戸大学海事科学部　＊4  兵庫県臨床工学技士会
＊5  兵庫県透析従事者研究会

key words：災害，透析，搬送，医療，船

Design of medical support ship at huge disaster time―The project in West Japan
Akatsuka Clinic
Toshio Akatuska
Department of maritime science of Kobe University
Wataru Sera
Saito Medical Clinic
Masafumi Saito



日本透析医会雑誌　Vol. 25　No. 3　2010564

濃厚な介護支援が必要な脳血管障害患者，著しい心不
全患者など，在宅・入院を問わず対象患者は多岐にわ
たる）
災害発生により間接的に生存を脅かされる人々は，
本来災害により被害を直接受けた人々の数十倍も存在
する．透析患者だけに限っても，2010年現在，日本
中に 290,000人（国民 400人に 1人．200万人がいる
神戸周辺では，最低でも 5,000人の患者が存在するこ
とになる）も存在している．しかもこれだけの多数の
患者が，災害でライフラインが途絶し，命をつなぐ大
切な透析医療を突然受けられなくなる危険性が存在し
たまま放置されることになるのである．災害時救急重
傷患者ほど，緊急に医療サービスを提供する必要に迫
られるわけではないが，できれば 48時間以内に，最
悪 72時間以内に必要なサービスを受けられる地域へ
搬送しなければ，災害関連死に見舞われる可能性が非
常に高まることは阪神淡路大震災の経験が物語ってい
る．
しかし現状の災害時の医療体制が，DMATや広域

医療搬送のように，少数の重傷患者のみを対象とした
制度整備にのみ力を注がれているのは，非常に危険と
言わざるをえない．先の阪神淡路大震災においては，
神戸市内の約 1,500人の透析患者が，一瞬にして自分
の治療の場を奪われた．彼らは自らの足で大阪や，播
州地域や，さらに遠くの地域の自分を透析してくれる
施設へ逃げ延びていったのである．
当時は，透析患者の平均年齢も 50歳代であり，今

より 10歳近く若かった．だから災害で壊れた町の中
をなんとか自らの足で動くことができたので，1,500

人の患者は 1人の犠牲者を出すこともなく震災を乗り
切ることができた．ところが高齢化が進み，歩くこと
もままならない透析患者が増えてきた現状では，被災
地内から抜け出すこともできず命を落とす患者は続出
することが懸念される．

2　この研究の意義

2005年よりわれわれがはじめたこの共同事業は，
災害医療における隙間の中に存在するこの問題への一
定の解決策を求めるためのものであった．神戸大学海
事科学部がもとより研究で行っていた海陸連携システ
ム（通信システムが海と陸では違っているため，この
ままではお互いの大容量通信の連携ができないため，

その橋渡しを行うシステム）と，日本透析医会が実施
している災害時情報ネットワークシステムを組み合わ
せ，多数の透析患者が治療の場を失うような大規模災
害が発生したときに，効果的で迅速な搬送支援を行お
うとするものである2）．
このシステムは数々の困難を解決しながら，年々実
際に使用可能なものになるべく研究を重ねていったが，
現段階では，阪神淡路大震災と同規模の災害が同じ地
域で発生した場合，1,000人程度の患者搬送を 72時間
以内に実施できる段階まで成熟させてきている．
本来，大規模災害地域においては，交通網，通信網
のすべてが一時的にほぼ壊滅状態になることを考慮し
ておかなければならない．現在のように少数の重症患
者を対象とした空路での搬送と，交通渋滞にさえぎら
れてどれほど役に立つかわからない陸路での搬送にた
よった体制では（1995年の阪神淡路大震災のときが
そうだったように），必要なときに必要な量の災害搬
送ができずに，大きな破綻を招くことが予想される．
そういう意味からも緊急搬送システムは，その搬送
対象の性質と，予想される搬送人数の想定がある程度
正確であることが求められる（巨大災害という性質上
精密な分析は不可能であることから，ある程度の正確
性で満足しなければならない）．そのうえで，緊急搬
送システムとして使用可能なものとするために，陸海
空の役割分担を十分に考慮した体制の確立が必要であ
ると考えられる．ここで災害時患者搬送を想定した場
合の，陸海空の特徴をあげてみる．
〈空〉

1．交通渋滞がないため，緊急性のある対応に有用
2．基本的には情報収集の主力であり，大量搬送に
はなじまない

3．搬送は少数の重症救急患者のみ
4．ヘリポート・空港まで到達するための交通路は
陸路に頼らねばならない．陸路は交通渋滞による
麻痺状態が想定されるため，この部分で機能不全
となる可能性が高い

〈海〉
1．災害時の海路も交通渋滞がなく，ある程度の緊
急性のある役割が担える（船は，速度は遅いが，
交通渋滞で麻痺状態になる陸路の救急車より圧倒
的に速い）

2．大量輸送が可能
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3．船そのものが発電機であり居住性も高いため，
搬送手段に加えて一時的な避難所として全身状態
の不十分な患者の搬送にも有用

4．港湾まで到達するための交通路は陸路に頼らね
ばならない．陸路は交通渋滞による麻痺状態が想
定されるため，この部分で機能不全となる可能性
が高い

〈陸〉
1．交通渋滞が激しく，目的地への到達は平常時の

10〜20倍の時間がかかることがある
2．近距離の輸送になじむ
3．ある程度の大量輸送が可能
4．手近で手軽，準備が簡単
5．しかし，陸路単独で対応しようとすると，思っ
ているほど役立たない

陸海空は，以上のような特徴を有している．したが
って大量輸送を想定した場合，どの方法も単独では十
分な役割を果たせないことが理解されるであろう．
まず陸路は単独ではほぼ役に立たないことが，阪神
淡路大震災時の激しい交通渋滞で証明されているため，
陸路のみでの長距離輸送を想定することはできない．
①迅速性が必要とされる患者については空路利用を，
②大量輸送を必要とする患者については，海路利用を
想定し，陸路の役割は，ヘリポート・空港・港湾への
アクセス手段と考えるべきである．
陸路でのヘリポート・空港までのアクセスが確保さ
れれば，迅速性に勝る空路はより有用に役割を果たす
ことができるであろう．もちろん少数の重症患者が対
象であるので，大量輸送にはなじまない．空港は広域
に一つ程度がようやく確保されている程度であるが，
ヘリポートの整備は進んでおり，都市部の高層ビルの
屋上には多数整備されるようになった．ヘリポートへ
の陸路アクセスも，従来からみると著しい改善をみて
いる．
次に，港湾までのアクセスに対する陸路のサポート
体制が確立すれば，一定の迅速性を満足し，大量輸送
に適した海路はさらに有用な働きが可能である．
残る問題は，①陸と海との通信手段が異なっている
ことから，今のままの設備状態では海陸連携が取れな
いこと．②利用する患者の利便性を考慮すると，唯一
つの港湾に集合することを想定した体制では有用性が

著しく劣化するので，多数の港湾を使用可能とする体
制の構築が必要となることであろう．だから多数の小
型船舶（それはプレジャーボートや漁船，公的な機関
が所有する多数の船舶など）を平常時から組織化して
おき，多くの小規模な港湾に多数配置する方法が考え
られる．小型船舶での長距離移動に不安が伴う場合は，
大きな船舶を利用した母船方式を考案しておくことも
重要である．
今年度は検討できなかったが，兵庫県においては，
大阪湾内のみを航行する船舶の中には，明石海峡を通
過できない船が多数存在し，航行距離・能力を十分に
考慮した体制にしなければ，災害発生地によっては支
援対象地域が大きく制限される事態がおきることが予
想される．この課題は来年度に検討してゆきたいと考
えている．
災害時における患者搬送，とくに救急より一つ時間
軸が後になる応急期の大量搬送への対策には，以上の
ような問題が存在する．これらを解決するには，ただ
単に船を使えばよいとか，ヘリコプターがよいという
ような，単発の対策では不可能であることが理解され
るであろう．
われわれが船舶の利用を正面にすえた対策を検討す
るのは，陸海空の三つの要素が有機的に確立しなけれ
ば，どの要素も有用なものとならないからである．と
くに海路については，その利用方法がまったく考えら
れておらず，災害時の対策のなかから完全に抜け落ち
た状態にある．現状では応急期の大量搬送は大幅に制
限を受け，有用な対応はできない可能性が高い．この
海路の利用の基礎的なフレームを作り上げなければ，
陸海空の有機的活用のスタートラインにもつけないと
考えるからである．しかも日本においては，大量輸送
が必要とされるような巨大都市は，ほぼすべて海岸に
位置しており，海路の利用の有用性は非常に高いと考
えている．
以上をまとめると，われわれが考えている災害時医
療支援活動は表 1のとおりとなる．
この表 1③の亜急性期慢性疾患対応を，現在われわ
れが実施している災害時医療支援船事業を発展させて，
海路のみならず陸路・空路を組み合わせ，対象患者に
在宅酸素患者や高度要介護患者などを編入する．そし
て安定した環境が得られる被災地外地域への安全な搬
送システムを構築すべきと考えている．
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3　2009 年度の活動

1）　これまでの活動および明らかになった課題
2005年から行われてきた活動実績は，表 2のごと

くとなる．
これらの経過はすべて活動の意義を深めながら，し
かも実際的な運用に堪えるものを構築するためのもの
である．当初は深江丸を使用し，対象を医師→看護
師・臨床工学技士→維持透析患者→資機材の輸送と広
げてゆき，それらの成果を災害時医療支援船事業報告
会として総括した．
これらの活動の地域的広がりを目指す意味で，翌年
度は同じアジアの地震国である台湾海洋大学，台北医
学院とのコラボレーションとして発展させた．また現
実の運用面では，運用に手軽であり，なれた船として
使いやすかった深江丸のみの活動から，夢咲を使うこ
とで，利用船舶の広がりを目指した活動を行った．
これらの活動については関西圏プロジェクト報告会
で，これまでの成果と今後の課題を検討した．その中
で課題として指摘されたのが，以下の二点であった．
①　海上搬送は可能で有用であるが，支援船が着岸
している港湾までのアクセスをどのように解決す
るか？
②　支援船が出動するために，神戸大学海事科学部
と日本透析医会の災害時情報ネットワークとの海

陸支援システムは一定の条件下での運用が可能で
あるが，現実に支援船を利用する被災者と支援船
との連絡の問題をどのように解決するか？
①の着岸する港湾へのアクセスは，基本的には個々
の患者が自力で到達する以外に方法はない．では，到
達できない人をどのようにするか，という問題が新た
に発生するように思われる．もし患者を救出する手段
がこの方法しかないというのであれば，これは致命的
な欠点といえる．しかし，我々が目指しているのは，
このシステムだけですべての患者を救おうということ
ではなく（そもそも不可能である），多くの支援シス
テムの中にこのシステムを組み入れ，全体としての支
援体制の確立をめざすことであるから，港湾へこられ
ない人については，別のシステムを考えればよいので
ある．来られる人をどのように助けるか，を考えるこ
とが重要なのである．
もしなるたけ多くの人を支援船による支援・搬送の
対象としようとするのであれば，小型船舶を多数の港
湾に配置し，どこでもよいから海岸へ到達すれば，ど
こにでも支援船隊がいる状況を作り上げていけばよい．
2005年の段階でも，マリーナ協会などの支援を受け
た支援船隊の構築は議論されており，協定を結ぶ努力
もなされている．しかしこれらの雑多な支援船隊をど
のように統括するかという問題があって，一足飛びに
連携できるところには行かなかった．

表 2　関西プロジェクトのおもな歩み

2005年   3月　　「深江丸」検証航海：大阪湾〔医師によるフィジビリティー調査〕
2005年   7月　　「深江丸」検証航海：大阪湾〔医師，看護師，臨床工学技士の医療チームによるフィジビリティー調査〕
2005年 10月　　「深江丸」患者搬送訓練：深江→天保山〔維持透析患者を対象とした搬送訓練〕
2006年   1月　　透析資機材輸送懇談会〔神戸大学海事科学部〕
2006年 10月　　災害時医療支援船事業報告講演会〔新梅田研修センター〕
2007年   1月　　災害時医療における船舶の活用に関する日台国際セミナー〔神戸，神戸大学海事科学部〕
2007年   3月　　「夢咲」患者搬送訓練：天保山→関空〔維持透析患者を対象とした搬送訓練〕
2007年 10月　　災害時医療における船舶の活用に関する日台国際セミナー〔台北，台湾海洋大学〕
2007年 11月　　関西圏プロジェクト報告会・海陸連携支援システム運用説明会〔神戸大学海事科学部〕
2007年 12月　　「深江丸」患者搬送訓練：和歌山→泉佐野港〔維持透析患者を対象とした搬送訓練〕
2008年   3月　　「深江丸」患者搬送訓練：徳島港〔緊急透析患者を対象とした搬送訓練〕

表 1　災害時医療支援活動体制

対　　象 担当機関

①急性期救急医療活動 災害時派遣医療チーム（DMAT）

②急性期重傷患者対応（広域医療搬送） 広域医療搬送拠点医療管理所（Staging Care Unit;  SCU）

③亜急性期慢性疾患対応 現在対応できる組織がない

④災害時慢性疾患患者対応 地元医師会などを中心とする災害時医療チーム活動
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②の課題である「支援船隊と被災者との連絡手段」
については，これが一定の信頼性のある方式が確立し
ないと，誰もどこへ集まるべきかがわからず，支援船
は出動できない可能性がある．この課題への取り組み
が今年度の活動の主題の一つとなった．

2）　2009年度の活動の実際
2008年で日本透析医会の直接の活動は終了するこ

ととなった．これは，日本財団の支援を受けた活動で
あったことから，3年間のくぎりがあらかじめ設けら
れていたからである．しかし，この活動は継続がほぼ
すべてなのであるから，規模を縮小してもなんとか継
続することはできないか，とわれわれ兵庫県透析医会
と神戸大学海事科学部は考え，継続のための協議を
2009年 3月に開始した．日本透析医会との協議も行
い，2009年度の活動は日本透析医会公募研究助成事
業の一環として継続することとなった．
兵庫県透析医会危機管理委員会が，透析側の事業主
体となり，海側の事業主体は神戸大学海事科学部が受
け持つこととなって，ようやく 2009年 8月 27日に
「災害時医療支援船西日本プロジェクト」の第 1回実
行委員会を行うことができた．
実行委員会で議論された主題の一つは，「支援船隊

と被災者との連絡手段」の問題を解決しないと，現実
に運用可能なシステムにはならないのではないか，と
いう点である．これは以前から問題として取り上げら
れていたにもかかわらず，解決に至る道筋を示すこと
ができなかったため，ある意味で問題の先送りをして
いたのである．今回は，兵庫県透析医会の危機管理委
員会で新たに設立された危機管理メーリングリストを
活用した訓練を行うことで一定の成果があげられない
か，ということであった．
つまり，患者個々と支援船が連絡を取り合うのはほ
とんど不可能であるから，海陸連携システムの延長上
にある，兵庫県透析医会危機管理メーリングリストに
神戸大学海事科学部を組み入れて連絡体制を構築する，
ということである．支援すべき患者の人数・集合する
場所・時間などを，メーリングリストの中で連絡しあ
い，それらの連絡の進展をコーディネートする危機管
理委員会が，最終的に海事科学部の支援船出動へと導
く方法である．
こうして，2009年度の災害時医療支援船事業は，2

段階で実施することとなった．まず災害発生時点から，
兵庫県透析医会メーリングリストを稼働させる．被害
想定はあらかじめ設定し，該当する地域から支援要請
を受け，それらを透析医会危機管理委員会のコーディ
ネーターが情報を取捨総合しつつ，海事科学部にも当
初からメーリングリストの傍受をしてもらった．そし
て支援船が出動する必要性が発生した時点で，具体的
な支援行動をメーリングリスト上で流してもらい，正
式な支援活動を開始するという手順で行った．
そしてこれらのメーリングリスト訓練は 1月 7日に
実施した．そこで決定した支援船の活動を，1月 17

日に実際に神戸港に民間遊覧船のキャプテンシルバー
を使用して，乗船訓練として行い，両者の成果を訓練
当日のシンポジウムで議論した．

3）　メーリングリスト訓練の内容と結果
メーリングリスト訓練においては，資料 1のごとく，
あらかじめ被害を【想定】，【訓練内容と方法につい
て】，それに被災を想定した施設がどのように動くべ
きかを示した指針である【被災予定施設へのお願い】，
支援すべき施設の活動指針である【被災予定施設への
お願い】を，メーリングリストを通じて事前に配布し，
当日の訓練に臨んだ．
これは支援船の出動に関する訓練であるから，支援
要請は当然海岸沿いの施設からなされることとなるた
め，被災予定施設は必要であった．また，現実の災害
発生時にどのような事態が発生し，それに対してどう
いう反応をすればよいか，についてはなかなか想像力
を働かせるのが難しいため，過去に起きた地震災害
（新潟県中越地震，能登半島地震など）で，被災施設
と支援施設の間で行われた通信連絡などを参考に，こ
の活動指針を作成した．
結果的には午後 1時にスタートしたメーリングリス
ト訓練は，午後 6時過ぎまでの 5時間余りの間に 45

のメールが飛び交った．支援船が出動し，そこへはど
のくらいの患者が集合し，いつ出発するか，という内
容をすべての施設向けに図 1のメールを発信するこ
とで終結した．
このメーリングリスト訓練から得られた事実と問題
点を以下のように総括した．
今回の訓練で想定したように，被災施設を特定し，
そこから要支援患者数を特定し，それらをもとにどれ
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だけの支援船がどこへいつ集結するか，を決定したの
ち，船が出動するという，平常時では当然の，しかし
災害時には非常に難しい手順を踏んだのちに支援船を
出動させようとするならば，最低でも 72時間程度が
必要である，ということである．
被災状況をある程度把握するまでに 24時間から 36

時間程度はかかるものである．それが阪神淡路大震災
クラスの災害ともなると，それでも楽観的な行程表と
いわねばならない．それまでは，ほとんどが情報収集
に時間を費やすこととなるのであるから，その間はい
かなる動きも取れないのである．そこから各施設が要
支援患者数を特定し，集合方法や場所などを考えてい
ったのちに，ようやく必要な支援船の数，場所を決め
てゆくことになってしまう．支援船は多分それまでに
自分達が出動しなければならないことは理解している
ので，ゴーサインとともに出動するべく待機している
と期待してよいであろう．それでも，船は出動して数
時間たたないと目的の港湾につかないわけで，そこか
ら要支援患者の集合を待つ……という手順を踏むとす
れば，どうしても支援船が実際に救援活動を開始する
のは，72時間後（あるいはそれ以降）ということに
なる．
この 72時間というのは，実は阪神淡路大震災の時

に，六甲アイランドから大阪湾を越えて大阪南港へプ
レジャーボートが出発した時間とくしくも一致するの
である．つまり，事前にこれだけの時間と人手と予算

をかけて構築したプロジェクトが，時間軸についての
み考えると，地震発生後に思いついて船を用意し，患
者を運んだ活動となんらかわらないということである．
出動までにここまで時間がかかってしまう方法しか選
択できないとすれば，今回想定したような，被災施設
を特定→要支援患者数を特定→支援船の数，場所，日
時の決定→出港という手順を踏むことを想定する限り，
この災害時医療支援船という取り組みそのものへの疑
問符がついても仕方がないのではないか，と考えられ
る．
では災害時医療支援船活動は不要なのか，と考える
と，決してそうではない．活用方法が間違っていなけ
れば，非常に有用であることは十分わかっているので
ある．では，なぜこのように，あまり有用な手段とは
思われないという結論となってしまうのであろうか．
それは，災害時という非常時に，平常時に行うよう
な手順で支援船を出動させようという，事態認識の乏
しい発想で活動を進めようとするからである．そもそ
も支援船は，救助すべき人数と時間が決定しなければ，
出動してはいけないものなのであろうか，と，われわ
れは今一度考えなくてはならない．
災害が発生し，半日もしないうちに，支援船が出動
しなければならないかどうかは，ある程度想像がつく．
いや，出動する必要性がほとんどない，と思われても，
災害が兵庫県で，神戸で発生した……というだけで，
支援船は出動すべきである．多くの船が（資料 2支

［hda-sos］災害訓練・海陸支援システムより
差出人：Hideo Usui （usui@maritime.kobe-u.ac.jp）
送信日時：2010年 1月 7日 18:05:30

宛先：hda-sos@hyogo.saigai-touseki.net

［hda-sos］兵庫県透析医会殿 海陸連携支援システムの臼井です．1．キ
ャプテンシルバーについて新須磨病院 80名及び中野泌尿器科 19名計
99名の支援について，「須磨ヨットハーバー」に午前 10時到着いたし
ます．到着港は，洲本港の予定です．2．深江丸，おおわだ 2，夢咲に
ついて元町 HDクリニック 10名，原泌尿器科 50名，堀本クリニック
21名，堀川クリニック 30名，岩崎内科 50名計 161名につきましては，
深江丸，おおわだ 2，夢咲が「第 1突堤」に午前 10時到着します．目
的港は西宮港です．おおわだ 2は，第 1便を搬送後，「第 1突堤」に戻
ります．第 2便の出港は 13時の予定です．取り急ぎ，ご連絡まで．----

Hideo Usui usui@maritime.kobe-u.ac.jp

図 1　メーリングリスト訓練で送られたメールの一部
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援船のリスト）支援船として活動してもらえるように
協定を結び，待機してくれることが明らかなのである
から，災害発生→出動で何も問題はない．支援すべき
人がいなくて，空振りに終わったとして，それが何か
問題なのであろうか，とわれわれは考えるべきだった
のである．支援すべき人がいるのに，情報を待ってい
るばかりで支援できないよりは，空振りでもいいから
とにかく駆けつけるほうがよほど有用というものであ
る．
それに船というものは，動く発電機であり，海上に
浮かべたホテルでもあるわけで，間違いなく災害時に
必要とされる要素を満載にした交通機関であることを
考えると，搬送のみに役立たなければならないわけで
はない．災害が起きたら，兵庫県の港湾のすべてに支
援船が派遣され，搬送が必要な場面では搬送を，避難
所として必要であるなら一時的な避難所に，発電機が
必要なら一時的な電気の配給機関として役立てればよ
いのである．
今回のメーリングリスト訓練で理解されたことは，

このような手順にかかってしまう膨大な時間と，そう
する必要性が実はあまりないことにこだわって，支援
船そのものの機能を低下させようとしていたというこ
とであった．

4）　支援船の乗船訓練とシンポジウム
乗船訓練およびシンポジウムへの参加施設数は 48

施設で，参加人数は 90人（医師 13人，神戸大学海事
科学部より 6人，患者 29人，医療スタッフ 37人，船
舶関係団体より 3人，神戸新聞記者 1人，メディカ出
版透析ケア記者 1人），支援船はメーリングリスト訓
練で指定した時間に，神戸港カモメリアに配置され，
訓練参加者も同所に集結した．これまでは深江丸とい
う，ある意味で搬送にも宿泊にも，会議やレクチャー
活動を行うにも非常によく考えられた神戸大学海事科
学部の練習船を使用することが多かった．しかし民間
の遊覧船であるキャプテンシルバーは，支援船という
使用目的からすると，決して使い勝手のよいものとい
うわけにはいかなかった．
まず，短時間の遊覧（1時間以内）を想定している
ため，椅子も硬く，居住性もまったくなく，体調不良
者が横になることすらできないものである．本当に短
時間の搬送以外には使用することはできない．また速

度が遅いため，基本的には大阪湾内の，それも神戸・
西宮・南港程度が限界で，それより遠いところへ派遣
するのは無謀であると思われる．
このように，船の性能が支援する内容を大きく変え
ることも理解しておかなければならない．来年度に検
証しようと計画している明石海峡越えなどにはとても
堪えられないものであった．
どの程度の設備の船であり，さらに航海時間や，ど
ういう体調の人までなら乗船させてよいか，という船
側と医療側の協議が必要と思われる．むしろ，どうい
う情報がお互いに必要であるか，というチェックリス
トを作成しておき，医療者側も患者に乗船許可をだし
てよいかどうかを，使用する船の性能とともに把握し
ておく必要性もあると思われる．また配船のために必
要な情報として，事前に乗船者の状況がわかる場合は，
早期に船側に伝えるべきである．
シンポジウムは図 2に示すような内容で，約 2時間
程度行われた．
演題 1　災害医療支援船構想について〜overview〜
演題 2　陸と海を繋ぐために―海陸支援システムの
紹介―
演題 3　兵庫県透析医会の災害対策―災害用メーリ
ングリストによる情報伝達―
参加者は，兵庫県透析医会会員，兵庫県臨床工学技
士会会員，兵庫県透析従事者研修会会員，ならびに兵
庫県腎友会会員，ポスターや新聞記事などを見て参加
してくださった一般の方々である．そのため，事業の
歴史や内容の紹介，船と陸とをつなぐためには特別な
システムが必要であることの周知，そして透析患者と
海を繋ぐためのメーリングリストに関する話題の 3点
に絞った．参加者，とくに患者は朝はやくから参加し
てくれているため，長時間のシンポジウムは負担が大
きく，この 3点以外の演題は選択しなかった．

5）　アンケート調査
シンポジウムが終了した段階で，参加者にアンケー
ト調査を行った（資料 3,�4）．結果の概要は以下の通
りである．
①　患者アンケートから
2007年のアンケート調査とほぼ同等の質問を行っ

たが，その結果と比較しても，参加者の理解が進んで
いることが実感された．このような透析患者そのもの
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を対象とした活動では，この理解の進展は非常に重要
なことで，これが進化をしていることは評価すべきと
考えられる．回答が記述式であり，総括的なまとめは
困難であるが，多数を占めた回答を列記すると

●震災発生時に被災地の外へ支援透析を受けに行く

訓練だと知っていた 18件
●どういう手段でも透析が安全に受けられるのであ
るから不安はない 17件

など，大震災を経験している神戸の患者であるからこ
その覚悟などもうかがえる内容となっていると考えら

図 2　シンポジウムに関するパンフレット
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れる．そして，ここでもわれわれが問題点としてあげ
ていた，港湾までの陸路はどうするのか，どうやって
到達すればよいのか，は全体的な関心事であった．
②　スタッフアンケートから
記述式の質問だったせいもあり，質問の受け取り方
次第で，ほとんど同じ回答が各質問にばらばらに回答
されていた．ここでは質問の別ではなく，多数だった
回答，示唆に富んだ回答を記載する（質問 2, 3, 4, 6, 7

について）．
圧倒的多数の意見は，以下であった．
● 車いすの人，障害者は船に乗れそうもない，乗れ
るところまで行けない，介助者まで乗れるほど人
数に余裕がないように思われる．それだと障害者
は結局どこへもいけないなど，船と障害者・車い
すの相性の悪さが懸念される 22件

●港まで到着するための陸路はどうするのかが懸念
 20件
●日帰りは無理と思われる，帰りが夜になって岸壁
に残されても困る，支援先で入院できないと厳し
い，支援先で透析している間にそこで仮設住宅・
避難所などへ入れるよう手配が必要など，長期の
支援，宿泊まで含めた対応を求める 17件

●患者の透析条件などの情報伝達，支援船が出る出
ない，いつ出る，どこへ行くなどの災害時の情報
の混乱が懸念される 12件

●海上搬送中の急変患者，事故，医療責任はどうな
るのか，という搬送中の患者の状態への懸念

 8件
●日帰りはできるかぎり考えていてほしい，方法論
として用意しておくべきなど，日帰り透析には肯
定的 7件

●地震の時に岸壁が使えなくなるのではないか，上
下船の時の危険性，天候に左右される航海につい
ての懸念．津波の時に船がでられるのか，どこで
も使える小型船舶のほうがよいのではないか，大
型客船でホテルシップのような構想もほしいなど，
船そのものに対する理解が深まっていると思われ
る意見 7件

●行政との連携が不可欠と思われる．行政と連携す
るなら，透析患者だけを支援する取り組みでは支
援してくれないのではないか．もっと難病患者全
体を対象としたほうがよい，という意見 2件

●とにかく続けていくことが重要，という意見
 1件

この回答を総括して思うことは，過去 3年の積み重
ねのある活動であるからこそ，と思われる参加者の理
解度の向上や進化の跡が見て取れる．内容的にも核心
をついたものが多く，われわれとしても指摘されて痛
い思いをすることが多かった．
その中でもやはり障害者への対応，港湾までの陸路
への懸念，行ったはいいが帰れない，帰ったとしても
夜になって岸壁に放り出されてもどうしようもない，
海上搬送中の事故，体調変化，医療責任などはどうす
るか，といった非常に現実的な指摘をいただいている．
そして，ここまでわれわれが活動してきて，さらなる
進化を目指す段階になってぶつかった壁である行政と
の対応，それも連携するなら透析患者だけを救うプロ
ジェクトでは難しい，という実に高度な指摘があった
ことは感慨深い．まさに，この活動の将来をどうする
か，を考えるには避けて通れない問題である．そして，
とにかく続けてほしい，続けることが重要という，非
常に簡潔だが，本質をついた意見には大きくうなずい
たものである．これらの回答をさらに来年の活動のあ
りかたとして検討を重ねたい．

6）　2009年度のまとめ
2009年度の災害時医療支援船活動は，兵庫県の地

域プロジェクトとして初めての年度であった．これま
での日本透析医会本部事業として行った時期は，この
活動のフレームワークの整備という側面が強く，現実
の運用に堪えるものにするという視点はあまりなかっ
た．全国への事業の発信という意味では，まずこの活
動の理念と意味づけを行うことが重要であったので，
そこまでを中央で行い，そこから後は各地域での現実
面での運用に託されていたのである．しかし，現実に
はこのプロジェクトを受け継ぐことができるのは，兵
庫県しかなかったというのも事実である．神戸大学海
事科学部が兵庫県にあるからできる研究活動であり，
兵庫県透析医会があるから，透析医療の支援活動とし
て成立していったといえる．
また現実の運用と一口に言うが，これほど困難なこ
とはない．このような活動は現実の運用と継続がすべ
てなのである．アンケートに示されたように，まだま
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だこの活動が十分使い勝手のよい，本当に支援として
十分役立つものになっているという評価にはなってお
らず，今後さらなる努力が必要であると実感している．
活動の意義については，毎年度あらゆるところで報
告を繰り返しており，シンポジウムも何度も開催して
おり，いまさらつけ加えることもない．来年度もどう
いう形であれ，継続してゆくことが重要であることに
変わりはない．できれば，来年度には今後，永続的で
もっと簡単に活動してゆけるような下地を作ることを
目指したいと考えている．そのためには，兵庫県の患
者団体や政治，行政との連携はますます欠かせないも
のとなっている．
われわれは，政治をうまく使って，国や地方公共団
体のシステムに組み込んでもらうというテクニックに
まったく疎いことも，今回よく知らされた．腎友会が
常に民主党や自民党・公明党などの議員団と懇談をも
ち，なんらかの助力を得ているのをこの目で見させて
もらい，一種の衝撃を受けた．われわれの活動は，理
念は崇高で美しく見えるが，実際の社会というフィー
ルドの中においては，まったく足が地についておらず，
このままでは大学祭の出しものと何も変わらないので
はないかという，自虐的な感想まで持ってしまうに至
ったのである．
現実の社会における有用な活動を目指すためにも，
患者会・難病連などとの連携はどうしても必要であり，

そこから政治へアクセスしつつ，現実に即した活動と
して存在していけるのだということも学んだのであっ
た．

4　おわりに

中央での研究活動が終了してから約 1年，この活動
は休眠状態におかれ，そのまま死滅してしまうのでは
ないかという危機感から，筆者から井上先生に呼びか
け，その時の議論から，兵庫県透析医会危機管理委員
会が動いてくれることで，事態は再度動き出すことが
できた．そして，この活動への理解をいただき，有用
な研究として認定していただき，予算をつけていただ
いた日本透析医会の援助があったから，この活動はま
た日の目を見ることができたと考えている．あらため
て関係者諸子に感謝の意を表したい．

この研究は平成 21年日本透析医会公募助成による
ものである．

文　　献

1） 赤塚東司雄：災害時慢性疾患対応のありかたについて．日
透医誌，21； 294-299，2006．

2） 赤塚東司雄，庄司邦昭，庄司るり，他：災害時における維
持透析患者の被災地外搬送システム．日透医誌，22； 439-464，
2007．

資料 1

災害時医療支援船関西プロジェクトにおけるメーリングリスト訓練について

日時　　1月 7日　午後 1時より

【想定】　：　マグニチュード 7.3の直下型地震が 1月 17日，日曜日午前 6時に神戸市垂水区〜中央区の海岸側の地
域にかけて発生し，当該区域において震度 7を計測した．同日午前 7時より，兵庫県透析医会は日本透析医会災害時情
報ネットワークと兵庫県透析医会災害用メーリングリストを通じて被災状況の情報収集を開始した．地震による全壊施
設が複数発生し，部分損壊も多数，ライフラインの完全遮断施設多数に上る見込みであることが明らかになったため，
海陸支援システムが稼動し，災害時医療支援船が出動することとなった．被災施設は速やかにメーリングリストを通じ
て，わかる限りの被災状況と要支援患者数の把握を行い，災害用メーリングリストを通じて兵庫県透析医会・神戸大学
海事科学部への連絡を行うものとする．その情報をもとに，支援船を派遣し，要支援患者への救援活動を行う．

【訓練内容と方法について】　：　以下の通りの順序によって，被災報告，支援表明，支援船活動開始表明，透析医会
の活動支援表明などを行います．
①　神戸市内垂水区〜中央区の施設に被災メール（透析施設が大破，支援透析のための医療支援船派遣の要請メー
ル）を送ってもらう．　（被災施設）
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②　阪神地域の支援可能施設から支援受諾のメールを送る．　（支援施設）
③　透析医会側より，現状把握した旨の返信メールと，海陸支援システム側への支援要請メールの発信．　（透析医会）
④　神戸大学海事科学部の海陸支援システムより，被災メール傍受の連絡メールと，翌日朝 10時に「かもめりあ」
へ支援船到着すること，そしてできるだけ人数を把握しておきたい（何往復する必要があるか？をあるていど把握
しておくため，燃料や乗組員の体制，岸壁使用許可の取得，などのため）ので，各施設より大雑把な乗船予定人数
→岸壁到着後に人数確定→その段階で乗船名簿を作成で可，をメールで頂きたい，という連絡メールの発信．（海
陸支援システム）
⑤　被災施設より，乗船予定人数の報告メールの発信．　（被災施設）
⑥　海陸支援システム側より受諾した旨のメールの返信．　（海陸支援システム）
⑦　支援施設側より，了解，支援受諾の返信．　（支援施設）
⑧　透析医会側より，当日担当者を「かもめりあ」に派遣する旨の受諾メールの発信．　（透析医会）

訓練当日は，上記地震発生を知らせるメールと，当該区域の施設からの被災報告メール，非被災区域の施設による被災
無しの報告メールをいただく予定です．1月 7日 1時より上記の方向で訓練を実施いたしますので，ご参加宜しくお願
い申し上げます．

【被災予定施設へのお願い】
上記訓練につきまして，被災表明施設として，実行委員会より以下の施設を指名させていただきたいと考えております．
ご多忙中誠に申し訳ありませんが，訓練開始とともに被災報告，支援要請，支援が必要な患者数（施設全体の 50％程
度の数でお願い申し上げます）を表明していただき，災害時メーリングリストにて情報を流していただきたいと思いま
す．上記の予定のごとく，神戸大学海事科学部からの支援表明メールがメーリングリスト上にのりますので，それに対
し返信をする形で訓練を進めてください．
被災施設としてお願いする施設（神戸市中央区〜垂水区）
元町 HDクリニック，原泌尿器科病院，新須磨病院，岩崎内科クリニック，中野泌尿器科

【支援予定施設へのお願い】
上記訓練につきまして，支援表明施設として，実行委員会より以下の施設を指名させていただきたいと考えております．
ご多忙中誠に申し訳ありませんが，訓練開始とともに支援受諾，支援要請への応諾を表明していただき，災害時メーリ
ングリストにて情報を流していただきたいと思います．上記の予定のごとく，神戸大学海事科学部からの支援表明メー
ルがメーリングリスト上にのりますので，それに対し返信をする形で訓練を進めてください．
支援施設としてお願いする施設（芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市）
宮本クリニック，尼崎永仁会病院，芦屋坂井瑠実クリニック，兵庫医科大学病院
仁成クリニック，第二仁成クリニック

以上宜しくお願い申し上げます．

 災害時医療支援船構想関西プロジェクト 2009年度実行委員会

資料 2

災害時医療支援船登録船舶リスト

登録支援船数　25隻（平成 20年 3月現在）
1．神戸大学海事科学部附属練習船「深江丸」
2．大阪市広報船「夢咲」
3．神戸市広報船「おおわだ 2」
4．国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所，海洋環境船「DR.海洋」
5．同「いずみ」
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6．国土交通省近畿地方整備局和歌山港湾事務所，海洋環境船「はりま」
7．同「きのかぜ」
8．（株）キャプテンライン「キャプテンシルバー」ほか同型船 2隻
9．（株）昭陽汽船「タグボート誠陽丸」ほか 20隻
10．（株）海上アクセス「うみ」
11．同「シャルマン」

協力協定を締結した国，自治体等のリスト

登録団体数　8団体
1．神戸大学海事科学部
2．国土交通省近畿地方整備局
3．大阪市
4．神戸市
5．大阪府
6．兵庫県
7．和歌山県
8．徳島県

資料 3

参加してくださった患者様へのアンケート調査
2010.1.17実施　災害時医療支援船関西プロジェクト

1．今回の検証航海の趣旨を，事前にどの程度把握されていましたか？
①　以前からニュース番組などを見ており，十分把握していた
②　震災発生時に被災地の外へ支援透析を受けに行く訓練だと知っていた
③　船に乗りに行こうと誘われたので来ただけで，それ以上の知識はなかった
④　その他
（ ）

2．今回の検証航海は，民間遊覧船「キャプテンシルバー」を使用しましたが，この船を透析患者の搬送に使うと仮定
した場合に，設備面で問題になると思われる点を全て挙げてください．
①　どういう手段でも透析が安全に受けられるのであるから不安はない
②　船にほとんど乗ったことがないので，遠くへ行くのは不安が先にたつ
③　不安はあるけれども，他に良い方法がないなら仕方ない
④　船を使う理由が理解できない
⑤　その他
（ ）

3．搬送先で支援透析を受けるための準備として何か用意されてきましたか？（複数回答）
①　支援透析を受けるのであるから，普段自分達の施設でどんな透析をやっているかという情報を伝えなければなら
ないと思い，災害時情報カードを持ってきた
②　何か準備したほうがいいかな？と思ったが，何も指示されなかったので準備しなかった
③　船に乗る訓練だと思っていたので，透析を受ける準備については考えもしなかった
④　訓練そのものの趣旨をあまり理解していなかったので考えなかった
⑤　普段透析に持っていくものは持ってこようとすると思うが，災害時患者カードを持ってくることは思いつかない
かもしれない
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⑥　パニック状態の中で何かを準備できるかどうか自信がない
具体的に今回のために用意されてきたものを書いてください
（ ）

4．その準備は十分なものであったでしょうか？
①　十分
②　良く考えてみるとこの程度では役に立たない
③　何も準備しなかった
④　その他
（ ）

5．もし実際に震災が起きたとき，パニック状態にあったり，普段透析を受けている施設との十分な連絡が取れない状
況の中で，今回と同様の準備をして乗船できると思われますか？
①　普段から意識付けができているので，出来ると思う
②　今回訓練を受けたので出来ると思う
③　NHKのニュースなどで，透析患者さんは港に集まれというような情報だけをもらった場合はとるものもとりあ
えず集まるだけになってしまうかもしれない
④　支援透析を受けに行ってよいかどうかまず普段通っている施設に何とかして連絡を取ろうとすると思う．連絡を
取るのが先で，取れなかったらこないと思う
⑤　その他
（ ）

6．十分な準備をして乗船できないとしたら，どのような部分ができないとお考えですか？
①　災害時患者カードを何とか探して持ってくる，さらに普段透析を受けに行くときに持っていくもの，着替え，洗
面具などを用意できる
②　普段透析に持っていくものは持ってこようとすると思うが，災害時患者カードを持ってくることは思いつかない
かもしれない
③　パニック状態の中で何かを準備できるかどうか自信がない
④　その他
（ ）

7．支援透析を受けにいくとき，支援地域に入院するなりホテルに泊まりこむなりしてずっと向こうに滞在しますか？
大変な思いをしても毎回被災地に帰ってきますか？
①　水も電気も十分でない避難所にもどるのはいやなので泊まりこむ
②　気は進まないが，やむおえないので泊り込んでも良い
③　知らない土地に長くいるのはいやなので戻ってきたい
④　家族と離れたくないので絶対戻ってくる
⑤　その他
（ ）

8．このような試みで支援透析を受けに行く場合，何日間ぐらいならやれそうだ（あるいは耐えられそうだ）とお感じ
になられましたでしょうか？ 泊まりこむと言う場合と毎回行きかえりするという二つの場合に分けて考えてくださ
い
泊まりこむという意見の人
①　被災地が回復するまでずっと向こうにいるつもりなのでいつまででも可能
②　生活面が不便なので１週間ぐらいが限度
③　その他
（ ）
毎回行き帰りするという意見の人
④　透析後にすぐ帰ってこなければならないので１〜２回が限度
⑤　被災地がある程度回復する一週間ぐらいならなんとかなる
⑥　自分の通っていた施設が復旧するまで何週間でも頑張る
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⑦　通えるだけ通ってつらくなってきたら入院する
⑧　その他
（ ）

9．また一人で行くほうがよいか，家族も付き添ってもらえたほうがよいか？ それは可能か？（船に乗れる人数の問
題，被害を受けた自宅の復旧の問題，家族構成の問題など多岐にわたる問題があるかもしれません）などについてお
感じになったままをお知らせください。

10．実際に乗船してみて，バリアフリー的な問題点が多々あることに気づかれたと思います．専用の災害船ではないた
めやむおえない面が多いのですが，それでもここは困る，こういうのは怖い，危険だと思われる点を上げてください。

11．最後にこの取り組みに参加されて，災害船は必要だと思われましたか？ 率直なご意見をお願いします

資料 4

参加スタッフへのアンケート調査
2010.1.17　災害時医療支援船関西プロジェクト

1．今回の検証航海の趣旨を，事前にどの程度把握されていましたか？
2．今回の検証航海は，民間遊覧船「キャプテンシルバー」を使用しましたが，この船を透析患者の搬送に使うと仮定
した場合に，設備面で問題になると思われる点を全て挙げてください．

3．これまでの検証航海では，自らの居住地域が震災により大きな被害を受け透析が不可能になったため船を利用して
被災地域外へ搬送され，搬送先で患者が透析を受け，また日帰りで戻るという想定になっています．この想定につい
てどのように考えられますか？

4．透析患者を海上搬送し支援施設で透析をする場合に最も懸念されることを挙げてください
5．透析患者を海上搬送する場合，乗船時間の限度はどれくらいと考えますか？ 患者が原則的に日帰りで被災地に戻
るという想定の上で，片道の時間をお答え下さい

6．災害支援船検証航海の今後の展開はどういう形が望ましいと考えますか？
7．その他，ご意見があればなんでもお書き下さい
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静岡県は，駿河湾巨大地震を予告されてから永年月
が経ち，多少マンネリ化して来た感があるのも否定で
きない．ところが，最近は，南海，東海地方と連鎖の
地震が警告されている．かねてから県の指出会長も心
配されており，時々，「会員に目を覚まして欲しい」
との意図で，災害経験者の Dr.をお招きして講演会を
開催している．今迄の講演会の記録は表の通りである．
今年も 5月 20日に開催したところ，300名近い参
加者があり，関心の深さを実感している．
さらに，県内各地で細かい地区連絡組織が作られて
おり，小回りが効くようになっているが，逆に，県全

体での統一が大変である．一応県内の施設は，浜松医
大の加藤准教授のところへ報告するようになっている
が，指出会長も各種の講演会で，透析医会への加入と，
災害時の連絡を呼びかけている．そして私は，機会あ
る毎に，連絡の書式を透析医会の形式に統一化するよ
うに提案している．
残念ながら，まだまだ透析医会に未加入の施設もあ

るが，指出先生の温情で，災害時の透析医会よりの連
絡は，加入，未加入を問わず連絡するようにしている．
願わくば，非常時の災害を最少限に防ぐべく努力した
い．
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静岡県支部開催の学術講演会

第 1回学術講演会　平成 11年 3月 18日（木）
　【特別講演】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会災害時救急透析医療委員会  委員/菅野医院分院  院長）
　「災害と透析」 山㟢親雄
 （日本透析医会/理事日本透析医会災害時救急透析医療委員会  委員長/増子記念病院  院長）
第 2回学術講演会　平成 12年 2月 5日（土）
　【特別講演】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会災害時透析医療対策委員会  委員/菅野医院分院  院長）
　「都市型地震の体験」 関野　宏
 （医療法人宏人会  理事長）
第 3回学術講演会　平成 13年 2月 3日（土）
　【特別講演】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会危機管理委員会災害時透析医療対策部会  部会員/菅野医院分院  院長）
　「阪神大震災時の透析医療」 申　曽洙
 （社団五仁会元町 HDクリニック）
第 4回学術講演会　平成 14年 2月 2日（土）
　【特別講演】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会危機管理委員会災害時透析医療対策部会  部会員/菅野医院分院  院長）
　「広島県の透析医療における災害対策の現状」 小根森元
 （公立三次中央病院）
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第 5回学術講演会　平成 15年 2月 15日（土）
　【講演Ⅰ】 座長：指出昌秀
 （日本透析医会静岡県支部  支部長/指出泌尿器科  院長）
　「透析施設における感染対策」 鈴木正司
 （信楽園病院  副院長）
　【講演Ⅱ】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会危機管理委員会災害時透析医療対策部会  部会員/菅野医院分院  院長）
　「芸予地震を経験して」 高杉敬久
 （博愛病院  院長）
第 6回学術講演会　平成 16年 2月 28日（土）
　【講演Ⅰ】 座長：指出昌秀
 （日本透析医会静岡県支部  支部長/指出泌尿器科  院長）
　「保存期・慢性腎不全について」 野垣文昭
 （市立島田市民病院腎臓内科  科長）
　【講演Ⅱ】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会医療安全対策委員会災害時透析医療対策部会  部会員/菅野医院分院  院長）
　「広域大規模災害における透析医療災害対策」 笛木久雄
 （岡山県医師会透析医部会  幹事/同災害対策委員会  委員長/笛木内科医院  院長）
第 7回学術講演会　平成 17年 2月 12日（土）
　【講演Ⅰ】 座長：指出昌秀
 （日本透析医会静岡県支部  支部長/指出泌尿器科  院長）
　「静岡県中部地区災害時通信訓練について」 森　典子
 （静岡県立総合病院  腎センター長）
　【講演Ⅱ】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会医療安全対策委員会災害時透析医療対策部会  部会員/菅野医院分院  院長）
　「地震予報の可能性について」 串田嘉男
 （八ヶ岳南麓天文台  台長）
第 8回学術講演会　平成 20年 2月 16日（土）
　【講演Ⅰ】 座長：指出昌秀
 （日本透析医会静岡県支部  支部長/指出泌尿器科  院長）
　「静岡県立総合病院における災害時クラッシュ症候群の対応マニュアル」 森　典子
 （静岡県立総合病院  腎センター長）
　【講演Ⅱ】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会医療安全対策委員会災害時透析医療対策部会  部会員/菅野医院分院  院長）
　「透析医療災害対策〜中越地震，中越沖地震の体験から〜」 成田一衛
 （新潟大学大学院医歯学総合研究科第二内科  准教授）
第 9回学術講演会　平成 22年 5月 20日（木）
　【特別講演】 座長：菅野寛也
 （日本透析医会医療安全対策委員会災害時透析医療対策部会  部会員/菅野医院分院  院長）
　「透析施設の災害対策と患者搬送について」 杉崎弘章
 （医療法人社団心施会  理事長）

（敬省略）
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1　支部の概況

大阪府下には大阪透析研究会と大阪透析医会の 2団
体があり，大阪透析研究会は主に学術団体として活動，
大阪透析医会は日本透析医会大阪府支部として活動，
ちょうど日本透析医学会と日本透析医会と同様の関係
で緊密な連携をとりながら活動しています．歴史的に
は昭和 49年 3月に大阪透析研究会が発足し，その後，
医療費，行政，患者会，医師会関係などを担当する組
織が必要になり，昭和 55年に大阪府私立病院協会透
析部会が結成されたのが大阪透析医会の前身です．部
会長・薮本秀雄（敬称略・以下同様），事務局長・山
川眞，顧問・前川正信，また役員には大阪透析研究会

の役員が併任という形でスタートしました．実際には
私立病院だけでなく，公的病院，診療所の先生にも活
動して頂く必要があり，昭和 63年 3月 27日に私立病
院協会を離れ，大阪透析医会が設立され，初代会長と
して前川正信が就任しました．平成 8年 10月 29日に
は大阪府医師会医学会への加盟が認められ，会員も増
え，現在は施設会員 189施設，個人会員 140名，賛助
会員 2名となっております．
今年は両団体にとって節目の年となりました．大阪
透析研究会は西澤良記大阪市立大学名誉教授（現大阪
市立大学学長）から仲谷達也大阪市立大学教授に会長
が交代，大阪透析医会も第二代会長・飯田喜俊（現白
鷺病院顧問）から平成 18年に引き継いで 2期務めら
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山川智之

大阪透析医会

表 1　平成 22 年度大阪透析医会役員

会　　長 山川　智之（白鷺病院）
副 会 長 岡田　茂樹（岡田クリニック）
常任幹事 東　勇志（あづま泌尿器科），井上　徹（大阪医科大学），大山　哲（大山クリニック），大野　卓志（恒進會病院），岡村    

幹夫（大野記念病院），河村　裕憲（河村クリニック），北川　慶幸（北川クリニック），佐藤　利行（明生病院），長沼　
俊秀（大阪市立大学医学部），三上　裕司（東香里病院），矢嶋　息吹（いぶきクリニック），和田　晃（国立大阪医療セ
ンター）

監　　事 田畑　勉（井上病院），仲野　孝（小阪イナバ診療所）
幹　　事 稲葉　雅章（大阪市立大学医学部），榎本　康博（えのもとクリニック），大道　武史（大道クリニック分院），岡崎　修

治（永山病院），金原　裕則（かねはらクリニック），岸田　直博（岸田クリニック），金　昌雄（かいこうクリニック），
小角　幸人（高橋クリニック），小早川　等（山口クリニック），清水　秀和（小野山診療所），杉本　俊門（大阪市立総
合医療センター），高橋　計行（恒進會病院），武本　佳昭（大阪市立大学医学部），谷下　氏人（阪和記念病院），椿原　
美治（大阪府立急性期・総合医療センター），時実　孝至（時実クリニック），仲谷　達也（大阪市立大学医学部），西川    
慶一郎（府中病院），西川　光重（関西医科大学），長谷川　廣文（近畿大学医学部），早原　信行（榊原クリニック），藤
井　正満（東香里病院），前　暢子（近森病院），水谷　洋子（水谷クリニック），宮野　元成（西出病院），森本　聡（関
西医科大学），安田　英煥（三康病院），横山　健二（大阪厚生年金病院），吉原　秀高（吉原クリニック），淀井　省三（淀
井病院），渡邊　太郎（豊中渡辺病院）

顧　　問 飯田　喜俊（白鷺病院），井上　隆（井上病院），今田　聰雄（恒進會病院），西澤　良記（大阪市立大学），岸本　武利（ト
キワクリニック），茂松　茂人（大阪府医師会），小野　秀太（三康病院）

（敬称略）
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れた小野秀太（三康病院）が勇退され，私が新会長と
なりました．歴史ある大阪透析医会の会長の重責を担
うことは身の引き締まる思いでありますが，本会を発
展させるべく全力を挙げて職務を全うする所存です．
大阪透析医会の今期役員を表 1にお示しします．

私立病院・診療所の代表者を主体としながら，公的病
院，および大阪府下の 5大学からもご理解いただきご
参加頂いております．副会長の定数は 2ですが，今年
8月 22日に今期の副会長をお願いしていました川村
正喜先生（PL病院）がご逝去され，現在 1名となっ
ております．この場を借りまして川村先生のご冥福を
お祈りします．

2　活動内容

小野前会長が会長に就任された平成 18年に，委員
会によっては活動状況に大きな差があったため委員会
を再編，五つの主たる委員会および総務委員会，倫理

委員会の合計七委員会としました．今期も前会長の委
員会構成はそのまま継承しております．表 2に今期
の委員会メンバーをお示しします．今期の事業計画は
小野前会長時代と大きく変更はありませんが，今期は
新たに「透析医の後継者支援」を事業計画に追加しま
した．具体的な事業内容は検討中ですが，昭和 50年
代前後に開業された透析施設がちょうど代替わりに差
し掛かっている時期であり，先達が作り上げ育ててき
た大阪の透析医療の質を維持・発展させるためにも，
大阪透析医会として取り組んでいくべき事業として進
めていく所存です．
委員会活動とは別に大阪透析医会は 4月に総会と講
演会，7〜8月，11月の 2回学術講演会を開催してお
ります．最近の講演内容は表 3にお示しします．透
析室のスタッフを中心に毎回 200〜300名程度の参加
があり盛況です．また毎年 10月には大阪腎臓病患者
協議会（大腎協）と意見交換会を開催しております． 

表 2　平成 22 年度大阪透析医会委員会構成

経営・医政委員会 ◎北川，○大山，岸田，金，安田，吉原，渡邊，時実
保険委員会 ◎山川，○東，武本，横山，河村，長谷川，藤井，水谷
透析者支援委員会 ◎岡田，○佐藤，早原，榎本，清水，淀井，高橋，宮野
災害対策委員会 ◎岡村，○大野，前，岡崎，大道，西川（慶），金原，谷下
感染・事故対策委員会 ◎和田，井上（徹），杉本，森本，小角，小早川，矢嶋
総務委員会 ◎山川，岡田
倫理委員会 ◎河村，○長沼，仲谷，西川（光），三上，稲葉，椿原

◎委員長，○副委員長

表 3　最近の大阪透析医会の講演内容

H19.4.21 「国家財政と医療財源」 松山　幸弘（医療法人誠仁会）
H19.8.4 「透析業務における安全管理」 中西　秀紀（白鷺病院）

「医療におけるヒューマンエラーとその対策」 河野龍太郎（自治医科大学）
「腎性貧血治療の課題と展望―ガイドライン・包括化を踏まえて―」 椿原美治（大阪府立急性期・総合医療センター）

H19.11.10 「生体腎移植の現状と適応―臓器売買問題・海外渡航移植・病腎移植問題について―」 高原　史郎（大阪大学医学部）
「日本の医療制度の現状とこれから」 酒井　英雄（大阪府医師会）

H20.4.12 「医療トラブルの現況―医療訴訟と医療崩壊―」 大城　孟（おおしろクリニック）
H20.8.2 「ミス撲滅による品質づくり」 飯野　謙次（SYDROSE LP）

「CKD-MBDのガイドラインとその課題」 横山啓太郎（東京慈恵会医科大学）
H20.11.8 「透析患者の運動療法―血液透析中の集団運動療法―」 松嶋　哲哉（西新クリニック）

「透析整形外科の現況」 今井　亮（桃仁会病院）
H21.4.25 「透析医療費を巡る諸問題」 高橋　進（日本大学）
H21.8.1 「医療安全における 5S活動の意義と進め方」 高原　昭男（ベーシック・マネージメント研究所）

「血液浄化における至適性とは？―モダリティと生体適合性の側面より―」 友　雅司（大分大学医学部）
H21.11.21 「その日暮らしの透析を考える」 鈴木　一之（仙台社会保険病院）

「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（松江青葉クリニック）
H22.4.24 「診療報酬改定と日本透析医会」 山㟢　親雄（増子クリニック昴）
H22.8.7 「コミュニケーションと医療安全」 岡本左和子（東京医科歯科大学）

「糖尿病透析患者の治療管理目標―腎機能正常糖尿病患者との大きな違い―」 稲葉　雅章（大阪市立大学医学部）

（敬称略）
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最近の医会の重要な活動として，透析患者の結核対
策，インフルエンザ対策がありました．大阪府は全国
一の結核蔓延地域であるにもかかわらず，昨今の結核
医療政策によって結核病棟が激減，大阪府下に結核に
罹患した透析患者を収容する施設がほとんどないとい
う状況になったため，平成 18年に大阪透析医会は透
析患者の結核対策についてアンケートを行い，大阪府
の担当者に実情を説明し，行政としての適切な対応を
陳情しました．その結果，平成 20年に大阪府立呼吸
器・アレルギー医療センターに結核透析患者の受け入
れが実現しました．
新型インフルエンザ対策については，WHOが新型

インフルエンザに関しフェーズ 5宣言したのを踏まえ，
平成 21年 5月，川村感染対策委員会委員長以下 2名
で大阪府健康福祉部保健医療室地域保健感染症課訪問，
同月大阪透析施設感染対策委員会設置，メーリングリ
スト開設し，行政の要請で医会会員施設に「透析医療
機関の新型インフルエンザ診療協力」を依頼，140施
設に協力施設になっていただきました．同年 8月にイ
ンフルエンザ罹患者の入院対応を中心に再度行政と懇
談，9月に病院の施設会員向けにアンケートを行いま
した．また 10月の医療従事者向けワクチン配布で，

透析施設向けは大幅に必要数を下回ることが判明した
ため，行政に折衝し 12月の配布分で透析医療機関へ
の重点配分を実現しました．
大阪透析研究会とのコラボレーションも活発に行っ
ております．大阪透析研究会は 3月と 9月の年 2回学
術集会を開催しており，平成 22年 9月までで 75回と
いう歴史があります．また毎回 1,500名を超える参加
者がありますが，この学術集会において，最近，大阪
透析医会と研究会の合同で頻繁に講演を企画していま
す．平成 19年 3月（第 68回）には「大阪府下の結核
症の現況」を和田晃先生（国立大阪医療センター）に，
平成 21年 9月（第 73回）には「透析室における新型
インフルエンザ対策」を隈博政先生（くま腎クリニッ
ク）に，平成 22年 9月（第 75回）には，「在宅血液
透析のすすめ」を高橋計行先生（恒進會病院）にそれ
ぞれご講演を頂きました．
大阪府下には 2万人強の透析患者がおられます．こ
の府下の透析患者のためにも，これまでの大阪透析医
会の伝統と実績を引き継ぎ発展させ，大阪の透析関係
者が力を合わせ，日本の透析医療の大きな力になれる
よう微力ながら努力する所存です．今後もよろしくご
指導，ご鞭撻のほどをお願いします．
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本稿では，前号で報告後，平成 22年 7月 23日，9月 17日，10月 22日に開催された計 3回の常

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

1. 透析医療におけるチーム医療（職種別分担）に関する検討

厚生労働省では，日本の実情に即した医師と看護師等との協働・連携の在り方等について検討を
行う目的で，平成 21年 8月にチーム医療の推進に関する検討会が発足，以後検討が重ねられ，平
成 22年 3月には「チーム医療の推進について」として報告書がまとめられました．その中で，看
護師の能力を最大限に発揮しうるように実施可能な行為の範囲を拡大することが期待され，また，
そのために患者の病態の変化を予測し，その範囲内で看護師が実施すべき行為を一括した指示（包
括的指示）を積極的に活用するべきであることが提言され，7月には看護師が実施している業務の

内容や，今後看護師が実施することが可能と考えられる業務についてのアンケート調査が行われま
した．しかしながらこの調査の項目には，透析医療に関する処置の具体的な内容はなく，透析施設
が個別に調査対象になってもいません．
透析医療は古くからチーム医療が確立していた分野であり，その一方で透析医療における医師不
足は顕在化しつつあります．こうした状況の中で，透析医療においても医師の包括的指示を活用し，
看護師と臨床工学技士の業務と権限を拡大することは，各々の施設における治療の継続と，医療の
質を維持するための一つの手段ではないかと考え，日本透析医会は，日本腎不全看護学会，日本臨
床工学技士会の協力をえて，「透析医療における職種別分担に関するアンケート」を 11月に透析医

会施設会員にお願いしました．ご協力頂いた関係各位には心より御礼申し上げます．今後ご回答を
元に，職種による業務分担の妥当性や合理性について検討し，透析医療におけるチーム医療のあり
方について，厚生労働省の担当者等にご提案させていただくことを考えています．

2. 透析医療に関するグランドデザイン作成に向けた検討

昨年度から進めております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ですが，今年度は形を変え，日本透析医学会の全面的
な協力をいただきながら進めていくことになりました．透析医療機関の経営環境，透析提供体制，

［た　よ　り］
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山川智之

日本透析医会常務理事
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高齢化に伴う通院困難患者の問題，透析の質の評価と情報公開などをテーマに検討を進めていく予
定です．会員の皆様におきましてはご協力，ご教示よろしくお願い申し上げます．

3. 日本透析医会研修セミナーおよびシンポジウムについて

平成 22年 10月 3日（日）に日本透析医会シンポジウム「透析液を再考する」を開催しました．
179名と多数の参加をいただきました．ありがとうございます．また，平成 23年 3月 6日に研修

セミナーを開催します．場所は今年のシンポジウムと同じく東京品川のコクヨホールです．内容に
つきましては別途お知らせいたします．
なお，10月の研修委員会および常任理事会におきまして，日本透析医会の活動の周知とさらな
る活性化を目指し，シンポジウムの地方開催および研修セミナーの通常総会との同時開催を提案し
承認されました．シンポジウムの地方開催は平成 23年の秋からで，平成 23年は福岡県透析医会の

協力の下，福岡での開催を予定しております．通常総会と研修セミナーの同時開催は平成 24年 5

月からを予定しております．

4. 日本透析医会公募研究助成

日本透析医会は，例年腎臓病，腎不全医療研究者に対する研究公募助成を行っておりますが，今
年は 27件の申請がありました．たくさんのご申請を頂き誠にありがとうございます．外部委員を
含む厳正な審査を行い助成対象研究を決定させていただきます．

5. HIV感染患者透析医療ガイドライン

厚生労働省より，増加傾向にある HIV透析患者が治療を受けるのに支障が生じているケースが

あり，対策をとるよう日本透析医会および日本透析医学会に依頼がありました．日本透析医会は日
本透析医学会と共同で検討を行い，その結果，HIV感染患者透析医療ガイドラインを策定し本号に

掲載しております．今後も医学会と緊密な連携をとりながら透析医療における感染対策事業を進め
ていく所存です．

6. 平澤由平先生（本会名誉会長）ご逝去

日本の透析医療の黎明期からご活躍され，本会の第二代会長を長らく務められた平澤由平名誉会
長は病気療養中でありましたが，薬石効なく平成 22年 10月 3日ご逝去されました．この場を借り
まして先生のご冥福をお祈りします．

7. 太田和夫先生（本会理事）ご逝去

腎臓移植および透析医療の第一人者として，この業界の先頭に立って引っ張ってこられた臨床工
学技士の産みの親でもある太田和夫理事が，平成 22年 7月 20日ご逝去されました．心よりご冥福
をお祈りします．
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﹁プラセボ効果﹂��� ��甲田　豊　

「先生，今度のダイアライザーはよく効きますね」．長い透析診療で患者さんから何度か頂戴した言葉であ

る．かゆみ，関節痛，食欲不振など諸々の訴えに対し，ダイアライザーを変更することは多い．中分子除去

性能，PVPの有無，面積，吸着性能，付加物，そして価格などを検討し使い分ける．もちろん患者さんに

はダイアライザー変更の意味を十分説明してある．そして，「どうですか？」と効果を知るためにベッドサ

イドへ行くと冒頭の言葉が返ってくる．主治医には「よく効いた！」という確信ができ，いわゆる逸話（エ

ピソード）ができあがる．真の治療効果ももちろんあるとは思うが，冷静に考えれば，自然治癒，プラセボ

効果，ホーソン効果などが背景にあることを疑わなければならない．こういう逸話は多数集積されても，客

観的なデータとはならない．

日常診療の中には，未だ未検証な処置・治療を，慣習や伝聞に従って行っていることもあると思う．思い

つくだけでも，血圧低下時に血流量を落とすこと，造影剤使用後の臨時透析，透析液流量と血流量のアンバ

ランス，糖尿病透析患者の HbA1cの基準，透析患者に対するスタチンの有用性，標準以上の高い Kt/V，相

対的にオーバースペックな清浄化対策などは，これからも認識が変わるかもしれない．中分子除去，高リン

血症の治療効果であっても観察研究やコホート研究は多いが，ランダム化比較試験が行われていることは少

ない（か無い）．もっとも，二重盲検試験は物理的または倫理的に不可能かもしれない．また，近年，信頼

できる臨床試験が積み重ねられ，治療ガイドラインの基準が突然変わることも多い．「二群間に差がない」

と記述統計で判定されても，帰無仮説を受け入れたわけではなく拒否できなかっただけと考えれば，結果の

解釈は自身の経験に照らして，柔軟に，慎重に，臆病に一呼吸おいて考えておきたい．透析治療は腎機能を

完全に代行できず，合併症の発生も避けられず，患者さんに苦痛を与えることもある．その意味では現場の

透析医も有効で安全な治療を求める義務を負う研究者である．「科学的根拠に基づく治療」の時代であるが，

標準的な治療がない場合は，自身の経験と事実に基づき治療しなければならない．

一般に，鎮痛薬や抗そう痒薬など，主観的な症状に対する薬物はプラセボ効果が高いといわれる．先日，

高薬価で有名なそう痒症改善薬の講演会を拝聴し，プラセボ錠の効果の大きさを再認識する機会があった．

処方する時に「これは新薬でとても高価なお薬です」などと説明すればさらに効果があるかもしれないなど

と考えたりした．いろいろ調べるとプラセボは難しい．プラセボ（placebo）の語源は，ラテン語の「I shall 

please（喜ばせる）」に由来しているという．状況によってはプラセボだって立派な治療となり，名医とい

われた町医者はおそらくプラセボ効果を上手に使っていたのであろう．もちろん偽薬ではなく，ブランド効

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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果，上手な説明，傾聴，共感，手を触れる，などが有効であったと思う．

透析患者さんの治療に際して重要なことは，科学的に治療することはもちろんであるが，いかに苦痛をな

くし健康な状態を維持させるかだと思う．いくつもの臨床試験が成功した治療法であっても，個々の患者さ

んの苦痛を救えない．最近は無症候透析という概念もある．当初，命を救ってくれた透析であっても，長期

合併症が出てきたり苦痛を伴うようになれば，「透析でこんな体にされてしまった」と，医療は憎悪と憤り

の対象となる．ダイアライザー，モダリティ，水質，透析液成分などすべてを完璧にしても，万人に無症候

透析はありえないと思うが，プラセボ効果のような心理的なアプローチや治療者との信頼関係，相互の認知

の修正は，透析満足度のような調査においては重要な要素になると思う．

患者会の講演会で，薬を飲む時は「よく効きますように！」とお祈りしてから飲むように説明したら，心

ある患者さんからは好評を頂いた．しかし，プラセボ効果を期待するアプローチは砂糖玉のように主役とな

ってはいけない．一人で治療するクリニックでは治療者もプラセボの罠にはまらないように，また，的外れ

な治療とならないようにと，いつも戒めている．
甲田内科クリニック　
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﹁高知県透析医会会長に就任して﹂��� ��谷村正信　

医学部を卒業後，泌尿器科に入局して 1カ月目，隣の県の病院で週 1回のアルバイト開始（片道，車で 2

時間余り，アクセル踏みっぱなし）．びくびくしながらの初めての外来診療，午後からは手術の助手に駆り

出され，初めてのシャント手術経験．これが透析療法への初めての関わりでした．あれから 25年，まだま

だ青春と思っていましたが，色々な役職を引き受け，気がつけば朱夏の年代となり，少々の事では動じない

中年太りの泌尿器科医になってしまいました．

口癖は，“センスが無い”．いつ頃から使い始めたかは覚えておりませんが，シャントの手術では必ずとい

っていいほど “センスが無い”を連発します．医局の後輩たちは “ほらまた言われた”と，手術終了後は苦虫

を噛み潰したような表情をしております．今は，シャント作成は，血管外科の Drに依頼することが増えて

きているかもしれませんが，彼らは血管を繋ぐのが仕事であり，われわれはその血管を使うのが仕事なので

す（血管外科の先生ごめんなさい）．いかにシャントを大事に使っていくか，愛すべきシャントとして，可

能な限り若い先生方には，是非自分で作っていただきたい．できが悪ければ，“センスが無い”の一言が飛ぶ

だけですが……．

最近はスポーツ界で若手の活躍が目につきます．中でもプロ野球，阪神タイガースの高卒新人秋山選手の

活躍は，阪神ファンの自分にとっては嬉しい限りです．高知で高校野球の四国大会が開催されたとき，息子

と一緒に観戦に行きました．秋山選手は，体型はどっしりし，ぽちゃっとしたお尻の具合が，周りの高校生

から一人抜きん出ており，これはプロだなと思っておりました．あれから 1年余りで早くも活躍するとは，

プロの厳しさを想像すると，プロ入り後も練習練習に明け暮れ，大変な努力をしたのだろうなと推測します．

ゴルフの世界も，石川遼選手や薗田選手などの若手が，ぐんぐん伸びてきています．テレビ観戦した世界柔

道でも，20歳過ぎの大学生の活躍が目につきました．皆，青春真っ盛り，指導者の方々には敬服いたします．

スポーツ界ではセンスのある選手が，猛稽古・猛練習をした賜物として好成績を残しています．では医療

界はどうなのでしょうか？ 過酷な受験戦争，それに続く 6年間のハードな大学教育を突破した素晴らしい

原石も，手入れをせず，磨かれず，ただの石ころになってしまっていないでしょうか？ サラリーマン医師

が増加し，事なかれ主義で，文句が言われにくい診療科に流れて行ってしまっていないでしょうか？ なん

とか若い先生方に，透析の現場で働くぞというモチベーションを持たせることはできないでしょうか？ い

つも自問自答しております．

昨年より，四国透析療法研究会では，優秀演題に対して奨励賞を制定し，活発な発表・討論を通じ，若い

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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人材のモチベーションを上げようとしております．本年は高知県が当番であり，演題募集・優秀演題選考に

色々と考えを巡らしておりますが，演題応募からも，医師よりも看護師・臨床工学技士などのコ・メディカ

ルの元気の良さが目につきます．高知の透析医会の現状を見てみても，若い，将来有望な医師がなかなか入

ってきてくれません．研修医制度が始まり，高知県内に残る医師も少なくなり，その中で将来の専門を選ぶ

さいには，透析は若い先生方には取っつきにくく，かつ魅力に乏しい領域かもしれません．しかし，大学で

の卒前教育，研修病院での卒後教育で，そういう風に受け取られるようにしたのは，教育をした自分たちで

あり，反省すべき点であると思っております．高知県透析医会会長としての任期中に，若い先生方が透析療

法に興味を持たれるように，様々な情報発信をしていきたいと考えております．そして，若い先生方に積極

的に透析医療の現場に参加してもらい，さらなる活躍を賜りたいものです．

気がつけば白秋の年になったさい，小生に対して “センスが無い”と後輩たちから言われることを期待し，

筆を置くことといたします．
近森病院泌尿器科　
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﹁新型インフルエンザ雑感﹂��� ��隈　博政　

2009年は H1N1新型インフルエンザの大流行で大変だったが，診療報酬改定，参議院選挙など大きな問

題が次々と起こったので，もうずいぶん以前のことのように感じられる．

2008年の初頭から福岡県透析医会は高病原性の H5N1トリインフルエンザ対策に取り組み，4月に「新型

インフルエンザ 通常のインフルエンザ対策」という演題の学術講演会を開催した．5月には福岡県保健医

療介護部保健衛生課を訪問して透析患者の特殊性を説明し，リスクを抱える透析施設にタミフルを配布して

もらう約束を取りつけた．日本透析医会も秋葉隆委員長の下で新型インフルエンザ対策に取り組み，12月

には「ガイドライン」を会員に広報した．

2009年 4月 24日に突然，H1N1新型インフルエンザ（豚由来）によりメキシコで 61人が死亡した可能性

があり，米国でも感染例があるという報道がなされた．ここから，ご存じの大騒動が始まった．

当院では，人が広範囲に移動する 5月の大型連休中には国内発生がありうると考え，5月 4日から職員も

患者も全員マスク着用，入り口は 1カ所とし，非接触型体温計による検温とアルコール手指消毒を義務づけ

るなど厳戒態勢をとった．患者から「いつまで続けるのですか」という声が出始めたが，5月 16日に神戸

市内で複数の患者発生が確認され，兵庫県・大阪府に拡がったので，患者に説明して厳戒態勢を続けた．

日本透析医学会開催中の 6月 5日に，福岡市板付中学の１年生が発症し，以後集団感染が確認された．皮

肉な事に，この集団発生地にもっとも近い透析施設がくま腎クリニックであった．

板付校区内では，5月末から簡易検査で「陽性」と診断され新型インフルエンザが疑われる小中学生や成

人が相次いでいた．複数の医師が再三，市の保健所に精査を要請したが，保健所は「渡航歴や関西での滞在

歴」という検査基準にこだわり続け，PCR検査を拒否していた．この最初の例は，福岡市内ではなく近隣

の春日市の救急病院を夜間受診したため，PCR検査にこぎ着けたとの事である．現場の医師の意見が医師

会や保健所を通して，素早く取り上げられていたらと思う．

これに先立つ 5月 25日に，福岡市近隣の志免町で米国人男性の感染が確認されていた．この米国人男性

は来日翌日の 5月 23日夜，板付中学校区内にある飲食店を利用していて，志免町を管轄する県はその事を

把握していた．しかし，政令都市の福岡市はこの情報を知らされてはいなかった，との事である．板付中学

の最初の感染例と，米国人男性のウイルスは遺伝子の塩基配列が完全に一致したそうである．

地震などの災害や感染症の大流行は，行政の区割りと関係なく発生したり，拡がることから，情報の共有

がいかに大事であるかを再認識した．今後，心配されている高病原性トリインフルエンザのヒト-ヒト感染

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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大流行の対策に，このような教訓をぜひ活かしていかなければならない．

　同時に，医療側と行政側の各レベルでの協力体制も重要で，お互いの意思の疎通を図ることが必須であ

ると考える．われわれ透析医においても，個々の医療機関で具体的な対策を立て行動し，保健所単位での行

政との協力関係を築き，さらには郡市医師会単位，都道府県医師会単位，国（厚生労働省）レベルでの行政

との協力をしていくことが求められる．それぞれの規模，立場でしか行えないことが多々あるからだ．
医療法人明楽会 くま腎クリニック　
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●第 44回　日本臨床腎移植学会
 開催日：平成 23年 1月 26日（水）〜 28日（金）
 会　長：市川靖二（兵庫県立西宮病院）
 会　場：宝塚ホテル（兵庫県宝塚市）
 連絡先：兵庫県立西宮病院
  　　〒662-0918　兵庫県西宮市六湛寺町 13-9
  　　　TEL　0798-34-5151　　FAX　0798-23-4594
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jscrt44/

● The 16th International Conference on Continuous Renal 
Replacement Therapies（CRRT 2011）

 日　時：平成 23年 2月 22日（火）〜 25日（金）
 開催地：San Diego，California（USA）
  　　　URL　http://www.crrtonline.com/conference/

● 第 8回　日本在宅透析支援会議・総会（第 14回在宅血
液透析研究会と合同）

 開催日：平成 23年 2月 26日（土）〜 27日（日）
 大会長：鈴木洋通（埼玉医科大学腎臓内科）
 会　場：川口市民ホール　フレンディア（埼玉県川口市）
 連絡先：第 8回日本在宅透析支援会議・総会
  　　第 14回在宅血液透析研究会　　共同開催　事務局
  　　埼玉医科大学病院　血液浄化部　大濵和也
  　　〒350-0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
  　　　TEL　049-276-1639　　FAX　049-276-1606
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/8jshd/

● 第 14回　在宅血液透析研究会（第 8回日本在宅透析支
援会議・総会と合同）

 開催日：平成 23年 2月 26日（土）〜 27日（日）
 大会長：鈴木洋通（埼玉医科大学腎臓内科）
 会　場：川口市民ホール　フレンディア（埼玉県川口市）
 連絡先：第 8回日本在宅透析支援会議・総会
  　　第 14回在宅血液透析研究会　　共同開催　事務局
  　　埼玉医科大学病院　血液浄化部　大濵和也
  　　〒350-0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
  　　　TEL　049-276-1639　　FAX　049-276-1606
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/8jshd/
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●第 21回　東北小児腎臓病研究会
 開催日：平成 23年 3月 5日（土）
 会　長：松永　明（山形大学医学部小児科）
 会　場：山形国際ホテル（山形県山形市）
 連絡先：〒990-9585　山形県山形市飯田西 2-2-2
  　　　　　　　　山形大学医学部小児科
  　　　TEL　023-628-5329　　FAX　023-628-5332

●第 21回　腎と妊娠研究会
 開催日：平成 23年 3月 5日（土）
 会　長：御手洗哲也（埼玉医科大学総合医療センター  腎高血圧内科）
 会　場：大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市）
 連絡先：第 21回　腎と妊娠研究会　事務局
  　　埼玉医科大学総合医療センター  腎高血圧内科
  　　〒350-8550　埼玉県川越市鴨田 1981
  　　　TEL　049-228-3604　　FAX　049-228-3858
  　　　E-mail　smcdnh@saitama-med.ac.jp
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jinnin21/index.html

● 第 16回　バスキュラーアクセスインターベンション治
療研究会

 開催日：平成 23年 3月 5日（土）
 代表世話人：大平整爾（札幌北クリニック）
 会　場：津田ホール（東京都渋谷区）
 連絡先：名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所
  　　〒453-0015　名古屋市中村区椿町 14番 13号
  　　　　　　　　ウエストポイント 1413ビル 3階
  　　　TEL　052-459-2130　　FAX　052-459-2131
  　　　E-mail　info@vaivt.com
  　　　URL　http://www.vaivt.com/

●第 82回　東海透析研究会
 開催日：平成 23年 3月 12日（土）
 会　長：操　厚（操外科病院）
 会　場：愛知県産業労働センター（愛知県名古屋市）
 連絡先：〒460-0001　愛知県名古屋市中区三ノ丸 3-2-1
  　　　　　　　　財団法人  愛知腎臓財団　事務局　島田昭代
  　　　TEL　052-962-6129　　FAX　052-962-1089
  　　　E-mail　shimada@ai-jinzou.or.jp



592

学 会 ご 案 内

●第 26回　ハイパフォーマンス・メンブレン研究会
 開催日：平成 23年 3月 12日（土）〜 13日（日）
 会　長：斎藤　明（国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科）
 会　場：日本消防会館・ニッショーホール（東京都港区）
 連絡先：ハイパフォーマンス・メンブレン事務局
  　　医療法人川島会 川島病院内
  　　〒770-8548　徳島市北佐古 1番町 1-39
  　　　TEL　088-631-0782　　FAX　088-632-6885
  　　　URL　http://www.hpm-net.jp/

●第 76回　大阪透析研究会
 開催日：平成 23年 3月 13日（日）
 大会長：西岡　伯（近畿大学医学部堺病院泌尿器科）
 会　場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）
 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
  　　大阪透析研究会事務局
  　　　TEL　06-6645-3858　　FAX　06-6647-4426

●第 18回　九州 HDF検討会
 開催日：平成 23年 4月 3日（日）
 大会長：當間茂樹（とうま内科）
 会　場：パピヨン 24ガスホール（福岡県福岡市）
 連絡先：九州 HDF検討会事務局
  　　新古賀病院内
  　　〒830-8577　福岡県久留米市天神町 120
  　　　TEL　0942-38-2222　　FAX　0942-38-2255
  　　　E-mail　oshima@tenjinkai.or.jp

●第 28回　日本医学会総会
 開催日：平成 23年 4月 8日（金）〜 10日（日）
 会　頭：矢㟢義雄（独立行政法人国立病院機構）
 会　場：東京国際フォーラム他（東京都千代田区）
 連絡先：第 28回日本医学会総会　事前参加登録デスク
  　　〒166-0003　東京都杉並区高円寺南 4-51-1
  　　　TEL　03-3310-2391　　FAX　03-3310-2392
  　　　URL　http://www.isoukai2011.jp/
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●第 38回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会
 開催日：平成 23年 4月 16日（土）〜 17日（日）
 大会長：金子岩和（東京女子医科大学　臨床工学部）
 会　場：東京女子医科大学　弥生記念講堂  他（東京都新宿区）
 連絡先：東京女子医科大学　臨床工学部内
  　　〒162-8666　東京都新宿区河田町 8-1
  　　　TEL　03-3353-8111（内線 20226）　　FAX　03-5269-7368
  　　　E-mail　jsth38@kc.twmu.ac.jp
  　　　URL　http://www.jyouka.com/jsth38/index.html

●第 99回　日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 23年 4月 21日（木）〜 24日（日）
 会　長：郡　健二郎
  　　（名古屋市立大学大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野）
 会　場：名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）
 連絡先：名古屋市立大学大学院医学研究科　腎・泌尿器科学分野
  　　〒467-8601　名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1
  　　　TEL　052-853-8266　　FAX　052-852-3179
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/99jua/

●第 27回　 日本医工学治療学会学術大会
 開催日：平成 23年 4月 22日（金）〜 24日（日）
 大会長：平松　信（岡山済生会総合病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター）
 会　場：ホテルグランヴィア岡山（22日（金））（岡山県岡山市）
  　　岡山コンベンションセンター（23・24日（土・日））（岡山県岡山市）
 連絡先：岡山済生会総合病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター
  　　〒700-8511　岡山市北区伊福町 1-17-18
  　　　TEL　086-252-2211　　FAX　086-252-8070
  　　　E-mail　m-hirama@saiseidr.jp
  　　　URL　http://www.27th-jste.jp/
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本誌が会員皆様の手元に届く頃は，すでに年末になっていると思います．本年も会員皆様のご指
導，ご協力により充実した医会誌を送ることができたと思っています．本号も医療経済，医療安全
対策，実態調査，臨床研究，さらに Current Topics，HIVガイドライン，etc，各分野にわたり，最
新の知見が掲載されていますので，ぜひ一読願い，明日の臨床に役立てていただきたいと存じます．

1年前の今頃（執筆現在 10月下旬）は，新型インフルエンザ（というよりもワクチン供給，い
や配給？）問題で振り回されていた感じが致します．医療従事者用ワクチンは人数分供給されず，
透析患者用のワクチンはある程度供給されましたが，医療従事者には使用してはいけません，季節
性のワクチン供給も前年度実績の 70％に制限，etc，これらの事は現場で対応できる以前の問題で
あったと思います．幸い，当院における患者およびスタッフの感染はありませんでしたが，この事
は今後襲ってくるであろう強毒型インフルエンザの対策に生かされねばならない貴重な体験と考え
ています．今冬は流行しない事を切に願いたいものです．
本年も政治（与党代表争い，尖閣諸島問題，etc），経済（不況，円高，etc），社会一般（検察捏
造問題，高齢者行方不明，etc），などの各分野で良くないニュースが多くありましたが，来年は良
い年である事を強く願います．最後に会員皆様のご健勝を願い，また本年にも増して医会へのご支
援のほどよろしくお願い申し上げます．

広報委員長　久 保 和 雄　

編 集 後 記
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