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この度の大震災で被災された多くの方々に心からお見舞いを申し上げますと共に，避難し生き抜
くことのできなかった多くの方々，未だ行方不明の方々に哀悼の意を捧げます．
「天災は忘れた頃に来る」との名言を故寺田寅彦先生は残されましたが，平成 23 年 3 月 11 日午

後 2 時 46 分，1000 年に一度といわれるような未曾有の東日本大震災が発生し，それに伴う大津波
で壊滅的な打撃を受け，途方に暮れる被災者をさらに奈落の底に落とすような福島原発事故の発生
は，被災者のみならず日本全土および地球規模の危機への発展をも危惧される状態となっている．
また彼の随筆集の中に「人間は何度同じ災害にあっても決して利口にならぬものであることは歴史
が証明する，云々」とあるが，今回の震災との類似性が指摘されている平安時代の貞観地震（869

年）やスリーマイル島，チェルノブイリで手痛い経験をしているにもかかわらず，大災害を忘却の
彼方に追いやり快楽に溺れている現代をみると，先達に見透かされた利口になれない我々がいるこ
とに気がつく．しかしながら，一方で我々はどんなに打ちのめされても知恵を持って，そこから這
い上がり立ち直っていく歴史も見ている．

日本透析医会の事業の一つに災害時透析医療対策がある．この度の災害で当医会は，大規模災害
対応に準備しホームページに公開されている「災害情報ネットワーク」と会員および関係者のため
の［joho_ml］を用い，被災透析患者の救済のための支援を行った．その中で従来の支援体制と違
ったのは，被災透析患者の被災地外への遠隔地搬送（仙台⇒札幌）に航空機の使用があったことで
ある．これには行政の応援があったことは当然であるが，当医会の災害対策委員会を中心とした会
員相互の「報・連・相」体制が構築されていたこと，また当時，現地では壊滅的な崩壊でなすすべ
もない最悪の透析医療環境状態の中で医療関係者が一丸となって冷静に知恵を持って行動したこと，
さらに受け入れ態勢側も医会および行政の多くの協力を得て支援体制が構築できたことが，このミ
ッションの成功につながり，被災透析難民の発生を防ぐことができた．しかし，当医会としてこの
支援体制は情報のやり取りの中でまだまだ多くの課題を残したが，今回のような大規模災害でとに
かく透析難民の発生を阻止できたことは評価に値する．

振り返ってみると，この大震災が起きる前までは，透析医療で今後懸念される問題として「高齢
化社会の透析医療」「過疎地の透析難民」「診療報酬と介護保険料の同時改正の影響」さらに全体の
問題として「医療財政危機」など，透析医療にとって難問山積であり，その対応に苦慮していると
ころであったが，この災害で国全体が災害対策一色になり，すべてが先送りの状態になった．さら
には，国そのものが財政危機にあり医療環境の整備は厳しい状況にある中で，国はこの大災害の復
旧・復興に力点を移すのは必至であり，もはや透析患者に良い医療環境を整備し提供し続けること
ができるかどうかは，当医会がいかに頑張って対応するかにかかっているといっても過言ではない．

巻　頭　言

災害と透析医療

（社）日本透析医会

常務理事　戸澤修平　　　　
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本来，医療制度・福祉・教育などというものは国の根幹にかかわることであり，政権交代があって
もその都度ぶれてはいけないものであるが，この度の震災において復旧・復興に対して国の方針が
一本化されていない現状では，災害時医療対策の将来ビジョンが描かれているとは思えない憂うべ
き状況にある．

しかしながら，日本において災害後の復旧・復興は過去の歴史をみても必ず成し遂げられており，
この大震災も時間はかかるが必ずや復旧し復興するものと思われる．透析医療界においては，この
度の災害時に一部混乱はあったものの相互扶助・支援体制は機能したと思われるが，より盤石な体
制の構築が必要である．幸い，日本透析医会は社団法人から公益社団法人への移行に伴い，新定款
では以前より事業の中で行ってきた災害対策を「災害時における透析医療の確保に資する事業を行
い」と目的の中に明記し公益事業の大きな柱の一つになったので，より具体的な体制の構築が期待
できる．災害が発生することは不幸なことであるが，その不幸を乗り越えて災害対策体制を構築し，
先達に笑われないためにも「鉄は熱いうちに打て」の今を大事にしたい．

最後に，災害時によく使われる「自助，共助，公助」があるが，まさしく日本透析医会は「共助」
の部分での活躍であり，この度の大規模災害を経験し多くの医療関係者の結束の必要性を痛感した．
そのためにも，多くの医療関係者が日本透析医会という同じ土俵に乗って，透析患者・透析医療の
よりよい医療環境を作るべく共に活動していただきたいものである．
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要　旨

血液透析（HD）患者の水分管理の検査法としては，
頻回にチェックしなければならないために簡便で安価
なものであることが大切である．心胸比はこの条件を
みたしており，現在でも多くの施設で行われている検
査法である．しかし，胸水貯留患者や胸郭が変形した
患者には心胸比が役立たない．そのような患者には著
者らは心エコーを行っている．ANP，BNP，pro-BNP

なども測定されているが，これらの検査法は高価であ
る．水分管理の悪い患者は，週末の中 2 日空きの時に，
多くの心臓のアクシデントが起こるために，このよう
な患者には中 2 日空きの HD を行わないのも一つの
方法である．しかし，施設で日曜日まで透析をするの
は困難である．ただ，在宅血液透析なら中 2 日空けな
い HD が可能である．腹膜透析（PD）療法でも，腹
腔内で除去される NaCl は少なく，当然，塩分制限が
必要になる．塩分制限ができず水分管理が下手な PD

患者には，低ナトリウム PD 液による PD 療法が必要
と考える．しかし，現在，わが国では低ナトリウム
PD 液は使用することができない．

1　はじめに

透析患者の体重管理には二つある．一つは水分管理，
もう一つは肥満防止である．肥満防止も維持透析患者
のメタボリック症候群で大きな問題になっているが，
本稿では水分管理について概説する．

2　血液透析（HD）

2-1　HD の水分管理のための検査法

まず，HD 患者の水分管理のための検査法について
述べる．多くの施設では，HD 患者の水分管理の検査
としては，安価な心胸比や血圧のチェックでドライウ
エイトを決定している．この検査法は古くから行われ
ていて，有効な検査法である．しかし，図 1 のような
胸水が貯留している患者とか，胸郭が変形している患
者は正確な心胸比が測定できないために，別の検査法
で溢水状態を把握しなければいけない．われわれはこ
のような患者には心エコーでチェックしている（図

2）．
その他，ANP や BNP でもって，患者の水分管理を

する施設もある．ANP の血中濃度は主に循環血液量

透析医療における Current Topics 2011

維持透析患者の体重管理
――　HD & PD を含めて　――

中本雅彦
済生会八幡総合病院

key words：血液透析，腹膜透析，水分管理，在宅血液透析，低ナトリウム PD 液

Body weight control in maintenance dialysis patients（HD and PD）
Saiseikai Yahata General Hospital
Masahiko Nakamoto

図 1　胸水が貯留している患者
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の増加と心房負荷を反映し，適切な体液管理を設定す
るための検査として使用されてきた．しかし，ANP

は心房細動などの基礎心疾患の影響を受けて高値にな
りやすい．また，BNP の血中濃度は主に心室への慢
性的な負荷や経時的な容量負荷を反映することから，
ANP に比べて透析患者の左室重量や左室収縮能と高
い相関を認め，全死亡や血管系の死亡の予測因子にな
る1）．よって，心の基礎疾患がない場合は体液量を反
映してくれるのは ANP であり，それによる左室の障
害を示すのが BNP である．このことによりこれらの
検査は行う意義があるが，保険点数が高い．ANP は
240 点，BNP は 140 点である．これらの検査を全患
者に毎月測定しなければいけないものであろうか？
筆者としては，水分管理の悪い患者のみに数カ月に 1

回の検査で十分と考えている．
また，水分管理の検査として NT-pro-BNP が測定さ

れることがある．NT-pro-BNP は，循環血液量の増加
や心室壁へのストレスなど心負荷の増大により pro-

BNP がヒト心臓中で産生され，これが蛋白分解酵素に
より生理活性を持つ BNP と生理活性を有しない NT-

pro-BNP に分解されて血中に放出される．この NT-

pro-BNP は NYHA 分類による心不全重症度をよく反映
するために，心不全の病態把握および心機能障害の指
標として有用である2）．しかしこの検査法も保険点数
が 140 点と高い．その他，体液量や循環血漿量などの
検査法もある．

2-2　中 2 日空きの HD 患者の危険性

原田らは3），中 2 日空きの HD 患者のイベント発生
を検討し，中 2 日空きの月曜日や火曜日が有意にイベ
ントの発症が多かったことを報告した．特に，突然死

（図 3），肺水腫（図 4），虚血性心疾患（図 5），不整
脈（図 6）などの心血管系の合併症のイベント発症が
多いと述べている．この報告からわかることは，水分
管理が悪い患者は週末の 2 日空きの時に危険にさらさ
れていることが明らかである．

2-3　水分管理法

水分管理ができない患者の水分管理法としては，中
2 日空きを作らない HD 法を検討することである．こ

図 2　心エコーの結果
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図 3　突然死のイベント発生日
　　　　　　　　　   （N＝27）（文献 3 より）
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図 4　肺水腫のイベント発生日
　　　　　　　　　   （N＝184）（文献 3 より）
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図 5　虚血性心疾患のイベント発生日
　　　　　　　　 （N＝28）（文献 3 より）
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図 6　不整脈のイベント発生日
　　　　　　　　　   （N＝38）（文献 3 より）
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図 7　週 6 回の HD と週 3 回の HD の比較
　　　　　　　　　　　　　 （文献 4 より）
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 （図 3〜6 は，一週間の内の何日目に事故が多く起こっているかをみたもの）
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のことが行える方法は，現時点では在宅血液透析があ
る．在宅血液透析なら，月水金日火木土月水金……と
いった中 2 日空きを作らない HD が可能である．理
論的には，在宅連日血液透析のほうがもっと心臓に負
担をかけない HD 法であろうと考えられるが，それに
ついて最近まで良い論文がなかった．しかし，New 

England Journal of Medicine（2010 年 12 月 9 日号）に，
In-Center Hemodialysis Six Times per Week versus 

Three Times per Week という論文（図 7）4）が載り，明
らかに週 6 回の頻回 HD のほうが週 3 回 HD より LV 

mass, Predailysis systolic blood pressure などの心血管
系パラメターが良好に保たれることが報告された．

以上のことより，どうしても水分管理ができない患
者は，透析方法を変えてやらなければいけないのでは
と考えている．

3　腹膜透析（PD）

1980 年頃の PD 黎明期では，PD 患者は食塩，カリ
ウムなどを自由に食べられる自由食でいいと言われた．
その理論的背景になったのが，図 8 の nomogram で
あった．この nomogram が出た頃はまだ GDP（glucose 

図 8　PD 液のブドウ糖濃度と Na 除去量
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表 1　グループ別のデータ（Mean±SD）

Group A†1 Group B†2 Group C†3 p Value
ANOVA

N 122（67.0％） 43（23.6％） 17（9.4％）
Cardiothoracic ratio†4（％） 47.7±5.0 50.7±5.3 54.8±5.3 ＜0.0001
hANP†5（pg/mL） 52.5±51.8 76.8±76.8 140.9±143.0 ＜0.0001

Net sodium removal（mmol/day）
　Urine 13.6±31.9 29.7±48.5 19.6±31.6 NS
　PD 122.7±75.5 124.7±70.6 125.2±94.9 NS
　Total removal 136.4±76.3 154.5±68.7 135.5±81.4 NS

Net water removal（mL/day）
　Urine 220±497 342±455 289±460 NS
　PD 872±556 810±488 797±784 NS
　Total removal 1091±636 1152±503 1036±687 NS

Blood pressure（mmHg）
　Systolic†6 139±21 143±22 155±24 ＜0.05
　Diastolic 85±14 84±13 92±12 NS
　Mean†7 103±15 104±14 113±13 ＜0.05

Weekly Kt/V
　Urine 0.15±0.38 0.16±0.23 0.08±0.13 NS
　PD 1.62±0.39 1.59±0.38 1.61±0.45 NS
　Total 1.76±0.52 1.75±0.38 1.69±0.41 NS

Weekly creatinine clearance（L）
　Urine 7.2±17.2 9.4±12.3 5.2±6.8 NS
　PD 47.8±8.9 50.1±10.3 50.0±10.0 NS
　Total 54.9±18.2 59.5±12.6 55.2±7.4 NS

hANP＝atrial natriuretic peptide;  NS＝not significant;  PD＝peritoneal dialysis.
†1　Adequate hydration.
†2　Mild overhydration.
†3　Moderate to severe overhydration.
†4　Cardiothoracic ratio : p＜0.01, A versus B;  p＜0.0001, A versus C;  p＜0.05, B versus C.
†5　Plasma levels of hANP : p＜0.05, A versus B;  p＜0.001, A versus C;  p＜0.05, B versus C.
†6　Systolic blood pressure : p＜0.001, A versus C.
†7　Mean blood pressure : p＜0.01, A versus B;  p＜0.05, B versus C.

（文献 5 より）
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degradation product）の問題が出ていなくて，4.25％
ブドウ糖濃度の PD 溶液をいくらでも使用できるとい
う想定のもとに作成された．例えば，4.25％ の PD 液
を 8 L 使用すると，およそ 350 mEq の Na が除去され，
NaCl（食塩）ではおよそ 20 g が PD により除去され，
1.5％ の PD 液を 4 L と 4.25％ の PD 液を 4 L 使用する
と，およそ 200 mEq の Na が除去され，NaCl（食塩）
ではおよそ 12 g が PD により除去される．食塩は 12〜
20 g が PD により除去できれば自由食が食べられる．
しかし，その後に GDP の問題が生じ，腹膜劣化に対
して高濃度ブドウ糖 PD 液が悪いとの報告が相次いだ．

それとともに，PD 療法ではあまり Na が除去され
なくて心血管系に負担になることを示した日本人の論
文が二つ報告された．一つが，Nakayama ら5）の日本
の CAPD 患者のデータ（表 1）で，PD で抜ける Na

は 1 日平均 125 mEq で，NaCl に換算するとおよそ 7.3 

g しか抜けないことが判明した．それにより overhy-

dration の患者が 33.0％ いることが明らかになった．
もう一つの論文は Takeda ら6）の論文（図 9，表 2）で，
長期 CAPD を施行している患者は LV mass index が大
きく，かつ CAPD を継続している患者の 1 年後の LV 

mass index や EF が悪化している．以上の二つの論文
で，CAPD，PD は決して塩分除去や水分除去に適し
た治療法ではないことがわかる．

以上のことより，PD で塩分除去をスムーズに行う
ためにはどうすればいいのであろうか？ そのために
は，低 Na 透析液の使用しかないと著者は考える．
1996 年に Nakayama ら7）は低 Na 透析液の論文を発表

（図 10）して，それによると 120 mEq/L の PD 液で 1 

L 除水すると 130 mEq/L の Na が PD 液から除去され，
110 mEq/L の PD 液を使用して 1 L 除水すると 200 

mEq/L（NaCl でおよそ 12 g）除去されることが明ら
かになった．これにより体内から塩分を多く除去して，
overhydration や高血圧を防ぎ，心血管系の合併症を
減らすことができるだろう．しかし，わが国では現時
点では，低 Na PD 液がなく，このような水分管理の
困難な患者の管理が難しい．
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図 9　長期間 CAPD 患者の LV mass index
　　　　　　　 （文献 6 より）
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表 2　CAPD 患者の 1 年前の心臓のデータの比較

S-CAPD（N＝15） L-CAPD（N＝16）

EF 78.5±5.5 69.7±14.2＊

A/E 1.14±0.2 1.24±0.5
LVMI 114.2±23.6 157.8±79.0＊

IVS 8.9±1.7 10.7±2.7＊

PWT 9.4±1.4 10.6±2.3＊

LAD 33.5±5.7 37.7±8.4
Dd 50.2±5.5 49.4±7.5
Ds 30.2±5.4 32.5±7.9

NOTE. Data are given as mean±SD.
Abbreviations : EF, ejection fraction（％）;  A/E ratio, Peak early di-
astolic flow velocity（E）/peak atrial filling velocity（A）;  LVMI, 
left ventricular mass index（g/m2）;  IVS, intraventricular septal 
thickness;  PWT, posterior left ventricular wall thickness;  LAD, 
left atrial diameter;  Dd, left ventricular end-diastolic diameter;  
Ds, left ventricular systolic diameter（mm）.
p＜0.05

（文献 6 より）

図 10　Na 除去量と限外濾過量（溶液 B）の比率
　　　　　　 （文献 7 より）

350

300

250

200

150

100

100 110 120 130

N
a 
re
m
ov
al
/U
F 
vo
lu
m
e

（
m
E
q/
U
F-
L）

Na level of solution（mEq/L）

mean＋SE



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 2　2011194

week versus three times per week, New Engl J Med, 363;  

2287-2300, 2010.

5） Nakayama M , Kawaguchi Y, Water and Electrolyte Balance

（WEB）Group in CAPD : Multicenter survey on hydration 

status and control of blood pressure in Japanese CAPD pa-

tients. Perit Dial Int, 22;  411-414, 2002.

6） Takeda K, Nakamoto M, Hirakata H, et al. : Disadvantage of 

long-term CAPD for preserving cardiac performance : An 

echocardiographic study. Am J Kidney Dis, 32;  482-487, 1998.

7） Nakayama M, Hasegawa T, Kubo H, et al. : Low Na concen-

tration solution for CAPD. Clin Nephrol, 45（1）;  66-68, 1996.



血液透析濾過：最近の話題 195

要　旨

血液透析濾過療法（hemodiafiltration;  HDF）は，血
液透析（HD）では除去し難い低分子蛋白領域の物質
の除去効率を改善する優れた治療法であり，生命予後
をはじめ，HD では治療困難な多くの臨床症状の改善
を目的として取り組まれている．水質管理や認可され
た機器の使用など費用のかかる治療でありながら，診
療報酬上は人工腎臓の「その他」での請求となり，外
来血液透析の包括請求よりも安く設定されている．腎
代替療法として優れた治療法であることを証明するた
めに，より評価に堪えうる臨床評価研究に取り組み，
適応拡大と適切な診療報酬への改定に向け努力が必要
であると考える．

はじめに

HDF に関する最近の話題としては，すでに 1 年を
経過したが，透析液から補充液を作る on-line HDF が
可能な透析装置が認可されたことであろう．HDF は，
日本透析医学会の 2009 年末の統計調査では全国透析
患者の 6％ に施行され，長期透析患者が抱える多くの
問題を解決できる可能性を有す有効な手段と考えられ
ている．HDF は血液透析（hemodialysis;  HD）では
除去し難い低分子量蛋白領域の物質の除去効率を改善
する優れた治療法であり，HD では治療困難な多くの
臨床症状を改善し，生命予後ならびに QOL の向上・
改善を目的として取り組まれている．

HDF にはさまざまな症状の改善が報告され，短期
的な効果には，透析アミロイド症による骨・関節痛，
皮膚瘙痒症，皮膚乾燥症，色素沈着，イライラ感，不
眠，食欲不振，レストレスレッグ症候群，末梢神経障
害，腎性貧血，尿毒症性心膜炎などの改善がある．一
方，長期的な臨床効果の可能性が検討されているもの
には，透析アミロイドーシス進行の抑制，発症の遅延，
栄養指標の改善，免疫能改善に伴う感染症罹患率の低
下，動脈硬化進行の抑制，尿毒症性心筋症の抑制など，
低分子量蛋白領域の尿毒素の蓄積が原因と考えられる
病態がある．

保険請求が可能な on-line HDF を実施するには，透
析液の清浄化，認可された透析装置の使用などの条件
を満たす必要がある．まず必要なのは透析液の清浄化
である．従来の HD の水質浄化レベルでは不十分で
あり，透析液が直接体内に入ることを考えれば，医薬
品企業が製造している注射剤と同等の品質が要求され
る．on-line HDF 実施に向け，透析液の浄化装置と清
浄化された水質を維持管理するシステムを各施設にお
いて構築しなければならない．現在，on-line HDF が
可能な透析装置が認可され 3 社から提供されている．
それぞれのメーカーの指示に従って検査，管理を行い，
治療システムの安全をはからなければならない．

1　HDF の分類

HD では尿毒症物質は透析膜を介し，主として拡散
により血液側より透析液側へ除去される．拡散は濃度
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勾配に従い，溶質が高濃度のほうから低濃度のほうへ
移動する現象である．拡散による溶質移動は分子量に
大きく依存し，分子量が小さいほど大きく，分子量が
大きくなるに従いその効率は急速に低下する．したが
って，HD では尿素やクレアチニンなど低分子量物質
の除去効率は良好であるが，b2 ミクログロブリン，
あるいはそれよりも分子量の大きな物質であるサイト
カイン，ホモシステイン，補体 D 因子などの除去効
率は著しく劣る．一方，血液濾過（hemofiltration;  

HF）では濾過膜を介し溶質は濾過により血液より除
去され，濾過膜の細孔を通過できる物質であれば分子
量に関係なく同程度の除去効果を得ることが可能であ
る．したがって，低分子量物質の除去効率は拡散に比
較し劣るが，中・大分子量物質の除去を行うのに有効
である．低分子量物質の除去効率に優れている HD

と，中分子量物質から大分子量物質の除去効率に優れ
た HF を組み合わせ，低分子量物質から大分子量物質
までバランスの良い溶質除去を行えるよう考案された
のが HDF である1）．

長期透析に伴う合併症には大分子量物質が関与して
いると考えられ，HDF はそれらの除去に対し有用な
治療法とされている．HDF は補充液の注入方法によ
り前希釈法と後希釈法に分けられる．一方，補充液の
面からは輸液製剤として供給される補充液を使用する
古典的な HDF のほか，大量の体液置換を行うために
透析液を清浄化し，透析液と同時に補充液としても使
用する on-line HDF がある2）．さらに近年では，透析
液の清浄化にともない HD と同じ操作で HDF を可能
とする，内部濾過促進型 HDF フィルターの開発も進
められている．古典的な HDF では補充液の準備が煩
雑でコストがかかるのに対し，on-line HDF や内部濾
過促進型 HDF では透析液の清浄化が必須であるが，
通常の HD と変わらない操作と比較的低コストで行
えるメリットがあり，普及が期待されている．

1-1　後希釈 HDF

まず HDF フィルターにより過剰水分と補充液分を
限外濾過し，濃縮された血液に補充液を注入する方法
である．濾過量は血液流量に大きく依存することから，
血液流量 250〜300 ml/min，4 時間の治療時間では 20 

L 程度が上限である．この方法では溶質濃度が高い状
態で拡散や濾過が行われるため，溶質除去効率は良好

である．しかし限外濾過量が多くなるにしたがい，
HDF フィルター表面での蛋白や血液成分の濃縮をき
たすため，透水性の良い膜を使用しても血液凝固や目
詰まりによる除去性能の低下をきたしやすい．

また分子量の大きい物質ほど，また濾過速度の高い
物質ほど HDF フィルター表面での濃縮効果は大きく，
濾過量を多くしようとすると除去対象である中・大分
子量物質とアルブミンとの分離は悪くなる．大分子量
物質を積極的に除去するためには，ある程度のアルブ
ミン損失を許容せざるをえない．しかし後希釈 HDF

では，血液濃縮により膜表面でのアルブミン濃度の上
昇が高度であることから，蛋白透過型 HDF フィルタ
ーを使用した場合には，大量のアルブミン損失をきた
す可能性があり注意が必要である．

（1）　HDF フィルターの選択
濾過量の増加に対し，蛋白透過型 HDF フィルター

を使用しても b2-MG 除去率の有意な増加はみられな
い．一方，a1-MG 領域より大きな物質では，濾過量
の増加にともない除去率の有意な増加がみられる（図

1）．したがって，b2-MG 領域の物質をターゲットと
した場合には，アルブミン損失の少ないフィルターを，
a1-MG 領域より分子量の大きな低分子蛋白を積極的
に除去するためには，蛋白透過型フィルターを選択す
べきである．

（2）　補充液量の設定
HDF では補充液量が溶質除去効率に大きく影響す

る．フィルターの性能を最大限発揮させるためには，
適切な補充液量を設定することが重要である．アルブ
ミン損失の少ない HDF フィルターを使用した後希釈
法による HDF では，濾過量は血液流量に大きく依存
することから，血液流量 250〜300 ml/min，4 時間の
治療時間では 20 L 程度が上限である．

蛋白透過型 HDF フィルターを使用した場合，低分
子量蛋白を積極的に除去するためには，ある程度のア
ルブミン損失を許容せざるをえない．アルブミン損失
の許容量は，低アルブミン血症をきたさない程度とし
て，一般的には 1 session につき 4 g 程度とされている．
われわれの施設では，ネフローゼ患者の 1 日 3.5 g 以
上，当院での CAPD 患者の 1 日平均 4.9±1.3 g の蛋白
損失量から，1 session で 6〜8 g 程度が限度と考えて
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いる．蛋白透過型 HDF フィルターを使用した場合，
低蛋白血症や高脂血症に対する注意が必要である．特
に濾過量あたりのアルブミン損失の多いフィルターに
よる長期間の治療を継続する場合には，アルブミン損
失量が多くなりすぎないよう，使用する各フィルター
により濾過量を調節する必要がある（図 2）．

透析治療におけるアルブミンリークの第一の意義と
しては，血液中に蓄積する低分子量物質から低分子量
蛋白までの除去量を向上させるためには , ある程度の
アルブミンリークを許容せざるをえない点である．一
方，生体内でのアルブミンの役割として膠質浸透圧の
維持，ホルモン・脂肪酸・薬剤・その他の生理活性物
質などの輸送・吸着，pH 緩衝作用，抗酸化作用など
があげられる．正常腎では 1 日に 10 g 程度のアルブ
ミンが糸球体で濾過され，尿細管で分解をうけアミノ

酸として再吸収され，肝でアルブミンとして再合成さ
れている．それに対し，透析患者では生理活性物質な
どと結合したアルブミンや，酸化型となり抗酸化作用
の消失したアルブミンが腎から濾過されず蓄積してい
る3）．したがってアルブミンリークの第二の意義とし
ては，アルブミンと結合し尿毒素として作用する生理
活性物質を除去することや，抗酸化作用の消失したア
ルブミンを除去し，抗酸化能を持った新しいアルブミ
ンの合成を促すことである．

このような蛋白リーク膜によるアルブミン代謝の促
進は，尿毒症物質の除去だけにとどまらず，アルブミ
ンの持つ機能維持のためにも重要であると考える．

1-2　前希釈 HDF

血液が HDF フィルターに流入する手前で補充液を

図 1　濾過量の変化と低分子量蛋白除去率
　　　　　　　　　　　　　 （HDF フィルター：APS-180 E）
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図 2　アルブミン損失量と総濾過量との関係
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注入し，希釈された血液に対し大量の限外濾過をかけ，
溶質を過剰水分と補充液分とともに除去する方法であ
る．

HDF フィルター内では，補充液の注入により見か
けの血液流量は増加しているが，血液の希釈により溶
質濃度は低下し，拡散による物質移動は低下する．さ
らに血液が希釈されているため濾過による溶質の除去
効率も低下し，同量の中・大分子量物質の除去を行う
のに必要な補充液量は，治療条件により異なるが後希
釈法の数倍量を必要とする．しかし血液希釈により濾
過膜表面での蛋白の濃縮は軽度となり，HDF フィル
ターの性能低下の原因となる蛋白質などによる目詰ま
りをきたしにくく，中・大分子量物質の除去性能低下
を軽減することができる．また大分子量物質を積極的
に除去するためにはある程度のアルブミン損失を許容
せざるをえないが，前希釈 HDF では血液希釈により
膜表面での濃縮が軽度であることから，アルブミン損
失を軽減できる．したがって，除去対象物質である
中・大分子量物質とアルブミンとの分離は，後希釈法
HDF に比較し良好であると考えられる．

1-3　on-line HDF

HDF において輸液製剤として供給される補充液を
使用する代わりに，エンドトキシン捕捉フィルター

（endotoxin retentive filter;  ETRF）を使用し，オンラ
イン調製された透析液を補充液として使用する治療法
である．広義には push/pull HDF やダイアライザー
内での内部濾過（順濾過および逆濾過）を促進する方
法など，透析液を補充液として使用する治療法のすべ
てが含まれる．

HF ならびに HDF は大量液置換の方向へ進みつつ
あるが，治療用補充液は高価であり大量使用では手数
もかかるため，透析液から補充液をオンライン調製す
る方法としてオンラインシステムが考案された．透析
液の調製方法の違いにより，個人用とセントラルシス
テムの on-line HDF があるが，日本では水処理，浄化
技術の進歩によりセントラルシステムの on-line HDF

が普及している．

2　on-line HDF における水質管理

on-line HDF では high flux な HDF フィルターを介
して大量の透析液が血液内にはいるため，オンライン

調製して得られた補充液のエンドトキシン濃度や細菌
数などの水質管理が最も重要である．

透析液清浄化の必要性については，1980 年代より
ヨーロッパを中心として論議されてきた．わが国にお
いても 1995 年に日本透析医学会において清浄度基準
が示され，その後の透析膜の高性能化と on-line HDF

療法の普及に伴い清浄度基準の改定が 1998 年，2005

年に行われた．諸外国では細菌検出に重きを置いた水
質基準が示されていたのに対し，それまでのわが国に
おける基準は ET のみに限られ，細菌数に関しては明
確な基準が示されていなかった . しかし国際標準化機
構（International Organization for Standardization;  

ISO）により細菌数を重視した透析液水質基準が示さ
れ，わが国においても 2008 年には ISO に合致した新
たな基準が作成された4）．

2-1　透析液水質基準

①　透析用水
細菌数 100 CFU/ml 未満，ET 0.050 EU/ml 未満

②　標準透析液（standard dialysis fluid）
細菌数 100 CFU/ml 未満，ET 0.050 EU/ml 未満
③　超純粋透析液（ultra-pure dialysis fluid）

細 菌 数 0.1 CFU/ml 未 満，ET 0.001 EU/ml 未 満
（測定感度未満）
④　透析液由来オンライン調整透析液（オンライン

補充液，on-line prepared substitution fluid）
無菌かつ無発熱物質（無エンドトキシン）
細菌数 10－6/CFU/ml 未満，ET 0.001 EU/ml 未満

（測定感度未満）

on-line HDF を行うためには，オンライン補充液の
水質を担保するため，on-line HDF 用として認可され
た透析装置に入る透析液の水質は，日本透析医学会で
制定された「オンライン補充液の水質基準に関する要
求事項」における「標準透析液」に適合することが必
要である．またその水質は以下のように管理しなけれ
ばならない．

2-2　水質管理基準

①　透析用水
基準値を遵守している場合には 3 カ月ごとに測定．
基準値を遵守していない場合には 1 カ月ごとに測
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定．
②　標準透析液（透析装置入口）
毎月，少なくとも末端透析装置 2 基が試験され，各

装置が少なくとも年 1 回試験されるように装置を順番
に測定．

③　超純粋透析液（オンライン補充液を調製する透
析液）

システムが安定するまでは 2 週間ごと，透析液製造
者によってバリデートされたと判断された後は，毎月
少なくとも末端透析装置 2 基が試験され，各装置が少
なくとも年 1 回試験されるように装置を順番に測定．

3　効用のエビデンス

3-1　本邦での報告

HDF 研究会関連 9 施設で，1995 年 1 月より 1999

年 12 月 ま で に 加 療 さ れ た HD 群（3,287 症 例）と
HDF 群（296 症例）の比較では，Cox hazard モデル
による死亡に対するリスク比は，HDF 群で HD 群に
比べ有意に低値であったと報告されている5）．

九州 HDF 検討会が 2005 年 6〜9 月に行ったアンケ
ート調査では，HDF 実施 75 施設での 870 症例におい

て，50％ 以上の症例に対して有効であった症状や合
併症は，QOL の向上，色素沈着，栄養障害，神経症状，
貧血，瘙痒症，アミロイド症，透析困難症であった．

3-2　海外の報告

HDF に関する論文を検討項目ごとに抽出し，各研
究ごとに研究デザイン，症例数，HDF の治療内容，
対象となった治療方法と HDF の治療結果についての
報告がある6〜8）（表 1〜8）．その主な内容は以下である．

①　血圧・循環動態：多くの報告で，HD に比較し
HDF では低血圧頻度が減少し，循環動態が安定
するとされている．

②　貧血・EPO 不応性：多くの研究で有効性が報
告されている．

③　栄養指標：有効性は証明されていない．
④　血清リン値の低下作用：有効であるとの報告が

多い．
⑤　透析アミロイドーシス・b2-MG 値の低下：透

析アミロイドーシスの減少，b2-MG 値の低下に有
効であるとの報告が多くされている．

⑥　QOL の改善：有効であるとの証明はされてい

表 1　HDF の臨床効果：血圧 / 循環動態

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換液量 補充法 対象治療 効果の有意性

Vilar 2009 Ob 858（232） Watson 40％ ― Hf-HD HDF（低血圧発症頻度低下）
Schiffl 2007 Cross 76 18〜22.5 L ― Hf-HD HDF（低血圧発症頻度低下）
Donauer 2003 Cross 11 12 L Post HD HDF（低血圧発症頻度低下）
Wizemann 2000 Ra 44 60 L MD Lf-HD 有意差なし
Locatelli 1996 Ra 380（50） 8〜12 L Post HD 有意差なし
Movilli 1996 Cross   6 15.8 L Post HD HDF（低血圧発症頻度低下）
Mion 1992 Cross   8 18〜20 L ― HD HDF（循環動態の安定）

Ob：観察研究，Ra：無作為，Cross：Cross-over，Post：後希釈，MD：mid-dilution，Hf-HD：High flux HD，Lf-HD：Low flux HD，Watson 40％：
Watson volume の 40％

（文献 9 より）

表 2　HDF の臨床効果：貧血/EPO 不応性

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換液量 補充法 対象治療 効果の有意性

Vilar 2009 Ob 858（232） Watson 40％ ― Hf-HD 有意差なし（EPpRindex）
Schiffl 2007 Cross   76 18〜22.5 L ― Hf-HD HDF（EPO 不応性減少）
Vaslaki 2006 Cross 129 20.2 L ― HD HDF（EPO 不応性減少）
Lin 2002 Cross   92 20〜22 L Post HD HDF（EPO 不応性減少）
Bonforte 2002 Ob   32 19.5 L Post HD HDF（EPO 不応性減少）
Ward 2000 Ra   44 15.6〜20.4 L Post Hf-HD 有意差なし
Wizemann 2000 Ra   44 60 L MD Lf-HD 有意差なし
Maduell 1999 Cross   37 4.1vs 22.5 L Post ― He-HDF（EPO 不応性減少）

Ob：観察研究，Ra：無作為，Cross：Cross-over，Post：後希釈，MD：mid-dilution，Hf-HD：High flux HD，Lf-HD：Low flux HD，Watson 40％：
Watson volume の 40％，He-HDF：High-efficiency HDF

（文献 9 より）
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表 4　HDF の臨床効果：リン

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換流量 補充法 対象治療 効果の有意性

Davenport 2009 Ob 5,366（851） 15〜20 L PostMD HD（PS） HDF　有用性あり
Schiffl 2007 Cross 76 18〜22.5 L ― Hf-HD HDF　有用性あり
Minutolo 2002 Ra 12 6〜12 L Post Lf-HD HDF　有用性あり
Wizemann 2000 Ra 44 60 L MD Lf-HD HDF　有用性あり
Zehnder 1999 Cross 16 24 L Post HD HDF　有用性あり

Ob：観察研究，Ra：無作為，Cross：Cross-over，Post：後希釈，MD：mid-dilution，Hf-HD：High flux HD，Lf-HD：Low flux HD
（文献 9 より）

表 5　HDF の臨床効果：透析アミロイドーシス

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換液量 補充法 対象治療 効果の有意性

Nakai 2001 Ob 1,196 記載なし ― HD HDF（透析アミロイドーシス減少）
Locatelli 1999 Ob 6,444 NA ― HD HDF（CTS 手術減少）

Ob：観察研究
（文献 9 より）

表 6　HDF の臨床効果：b2-MG

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換流量 補充法 対象治療 効果の有意性

Lin 2001 Ob 58 20〜22 L Post HD HDF（前 b2-MG を 35％ 低下）
Ward 2000 Ra 44 15.6〜20.4 L Post Hf-HD HDF（前 b2-MG を 15％ 低下）
Wizemann 2000 Ra 44 60 L MD Lf-HD HDF（前 b2-MG を 40％ 低下）
Lomoy 2000 Cross   8 9.6〜24 L vs 

　19.2 L
Post vs Pre Lf-HD HDF

Ob：観察研究，Ra：無作為，Cross：Cross-over，Pre：前希釈，Post：後希釈，MD：mid-dilution，Hf-HD：High flux HD，Lf-HD：Low flux HD
（文献 9 より）

表 7　HDF の臨床効果：生活の質

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換流量 補充法 対象治療 効果の有意性

Schiffl 2007 Cross 76 18〜22.5 L ― Hf-HD 有意差なし
Ward 2000 Ra 44 15.6〜20.4 L Post Hf-HD 有意差なし

Ra：無作為，Cross：Cross-over，Post：後希釈，Hf-HD：High flux HD
（文献 9 より）

表 3　HDF の臨床効果：栄養指標

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換液量 補充法 対象治療 効果の有意性

Vilar 2009 Ob 858（232） Watson 40％ ― Hf-HD 有意差なし（血清 Alb 値）
Schiffl 2007 Cross 76 18〜22.5 L ― Hf-HD 有意差なし
Wizemann 2000 Ra 44 60 L MD Lf-HD 有意差なし
Locatelli 1996 Ra 380（50） 8〜12 L Post HD 有意差なし

Ob：観察研究，Ra：無作為，Cross：Cross-over，Post：後希釈，MD：mid-dilution，Hf-HD：High flux HD，Lf-HD：Low flux HD，Watson 40％：
Watson volume の 40％

（文献 9 より）
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ない．
⑦　生命予後の改善：多くの研究で有効であると報

告されている．

4　今後の課題

4-1　大分子量物質の除去とアルブミンの分離

蛋白透過型フィルター（BS 1.8 P）を用いた HD

（QB 250 ml/min，QD 500 ml/min），後 希 釈 法 HDF

（QB 250 ml/min，QD 500 ml/min，置換液量 10 L），
前希釈法 HDF（QB 250 ml/min，QD 500 ml/min，置
換液量 40, 60, 80 L）でのアルブミン損失量，b2-MG な
らびに a1-MG の除去率をみると，アルブミン損失量
は HD モードで最も少なく，前希釈法 HDF 40, 60, 

80 L の順に増加し，後希釈法 HDF 10 L で最も多くな
る．この場合，b2-MG の除去率は治療モードの如何を
問わず約 80％ であり，b2-MG の除去を目的とした場
合には high flux 膜を使用した HD モードでも十分で
あると考えられる．一方，a1-MG の除去率は HD モ
ードと前希釈法 HDF 40 L がほぼ同等で最も少なく，

前希釈法 HDF 60, 80 L の順に増加し，後希釈法 HDF 

10 L で最も多かった（図 3）．これらの変化はアルブ
ミン損失と相関し，前希釈法 HDF では除去対象物質
である中・大分子量物質とアルブミンとの分離が良好
であるという特性が生かされていない．

前希釈 HDF の特性を生かすための一つの方法とし
て，フィルターの大面積化が考えられる．フィルター
の面積を大きくすることにより，アルブミンクリアラ
ンスに対し a1-MG クリアランスを大きくすることが
可能である（図 4）．大面積フィルターを使用した大
量前希釈 HDF（HF）により，a1-MG 領域の物質とア
ルブミンの分離が可能となり，大分子量物質の除去を
目的とする HDF（HF）本来の目的が達成されると考
える．今後，HDF フィルターの進歩により濾過性能
が確保できれば，補充液量と限外濾過量をいくらでも
大きくとることができ，さらに高い溶質除去性能が得
られる可能性も秘めている．

表 8　HDF の臨床効果：生命予後

出　典 出版年 研究形式 症例数 置換流量 補充法 対象治療 効果の有意性

Vilar 2009 Ob 858（232） Watson 40％ ― Hf-HD HDF（死亡リスク 34％ 低下）
Canaud 2006 Ob 2,165 5.0〜14.9 L vs 

　15〜24.9 L
― Hf &Lf-HD He-HDF（死亡リスク 35％ 低下）

Jirka 2006 Ob 2,564 NA ― HD HDF（死亡リスク 37％ 低下）
Bosch 2006 Ob    183 NA ― HD HDF（死亡リスク 60％ 低下）
Wizemann 2000 Ra      44 60 L MD Lf-HD 有意差なし
Locatelli 1999 Ob 6,444 NA ― HD HDF（死亡リスク 10％ 低下）
Locatelli 1996 Ra 380（  50） 8〜12 L Post HD 有意差なし

Ob：観察研究，Ra：無作為，Post：後希釈，MD：mid-dilution，Hf-HD：High flux HD，Lf-HD：Low flux HD，Watson 40％：Watson volume の 40％，
He-HDF：High-efficiency HDF

（文献 9 より）

図 3　低分子蛋白除去とアルブミン損失
（HDF フィルター：BS-1.8 P，n＝6）
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4-2　適応の拡大と適切な診療報酬の獲得

すでに述べたように様々な臨床効果が報告されてい
るが，保険適応疾患は透析アミロイド症と透析困難症
の二つである．一方，水質管理や認可された機器の使
用など費用のかかる治療でありながら，診療報酬上は
人工腎臓の「その他」での請求となり，透析液，抗凝
固剤，ESA 製剤などを加えても外来血液透析の包括
請求よりも安く設定されている．

腎代替療法として優れた治療法であることを証明す
るために，より評価に堪えうる臨床評価研究に取り組
み，適応拡大と適切な診療報酬への改定に向け努力が
必要であると考える．
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図 4　膜面積別にみたアルブミンと a1-MG クリアランス
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要　旨

cinacalcet HCl（シナカルセト）の登場は，わが国
の二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）の治療に少な
からず影響を与えている．二次性副甲状腺機能亢進症
に対する PTx 研究会（PSSJ）では，年次別の SHPT

に対する副甲状腺摘出術（PTx）の件数を調査してい
る．2007 年まで増加した PTx の件数は，2008 年，シ
ナカルセト導入後減少している．しかしながら，副作
用によりシナカルセトの内服継続が困難な症例，シナ
カルセトに十分反応しない SHPT 症例が明瞭になりつ
つあり，今後 PTx 件数は増加すると考えられる．わ
が国では長期間の血液透析を要する症例が多いため，
長期的展望，経済性も含め，SHPT の治療戦略を立て
るべきである．従来通りの活性型 VitD 製剤に反応せ
ず，シナカルセトの内服継続困難な症例，SHPT の改
善が困難な症例では速やかに PTx に委ねるべきであ
る．

シナカルセトによって引き起こされると考えられる
副甲状腺の病理組織学的変化は PTx を難しくしてい
る．特に出血性梗塞は周囲組織に癒着し，反回神経の
同定，温存を難しくしている．それに対応するため，
PSSJ では，施設の枠を超えた PTx の研修・研鑽のシ
ステムを構築する事に努めている．

はじめに

慢性腎臓病（CKD）によるミネラル代謝・骨・異常

（CKD-MBD）は，骨障害（腎性骨異栄養症，ROD）
を引き起こすばかりか，心血管系合併症により生命予
後に著しい影響を与えることが注目されてきた．CKD-

MBD の病態の中で最も重大な病態は二次性副甲状腺
機能亢進症（SHPT）であり，SHPT の管理も心血管
系合併症の進展阻止を目的に築かれてきた．日本透析
医学会（JSDT）が提唱したガイドラインもこの見地
に立って作成された1）．

SHPT に対する治療は，①内科的治療の進歩，②治
療ガイドライン，③医療経済，によって影響を受ける．
最近の SHPT に関する内科的治療の進歩は目覚しく，
われわれは新しい武器を獲得することができた．ビタ
ミン D 受容体（VDR）activator に始まり，カルシウ
ム非含有リン吸着剤（sevelamer HCl，lanthanum car-

bonate）そして，calcimimetics（cinacalcet HCl）など

透析医療における Current Topics 2011

シナカルセト時代の PTx

冨永芳博
名古屋第二赤十字病院移植・内分泌外科

key words：二次性副甲状腺機能亢進症，副甲状腺摘出術，calcimimetics，cinacalcet HCl，副甲状腺過形成
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表 1　二次性副甲状腺機能亢進症の治療手段

1. リン吸着剤
炭酸カルシウム，酢酸カルシウム
塩酸セベラマー
炭酸ランタン

2. 活性型ビタミン D 製剤
1aOHD3（alpacalcidol）
1,25（OH）2D3（calcitriol）
falecailitriol
22-oxacalcitriol（maxacalcitol）
19nor-1,25（OH）2D2（paricaicitol）
1aOHD2（doxercalciferol）

3. calcimimetics
cinacalcet HCl
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があげられる（表 1）．
cinacalcet HCl（シナカルセト，商品名レグパラ錠）

は calcimimetics（カルシウム感知受容体（CaSR）作
動薬）の一つで，CaSR に allosteric に作用し，細胞外
カルシウムに対する感受性を増強することによって，
副甲状腺ホルモン（PTH）の分泌を抑制する薬剤であ
る．欧米を中心に多くの基礎的研究成果，臨床的有用
性に関する論文が報告されている2〜4）．

シナカルセトはわが国では 2008 年 1 月より使用可
能となった．シナカルセト登場はわが国の SHPT に
対する副甲状腺摘出術（PTx）にどのような影響を及
ぼしているのか？ また，シナカルセトの限界，PTx

の適応，役割はどう変化したかについて概説する．

1　わが国の二次性副甲状腺機能亢進症に対する 

　PTx 件数の変遷

われわれは，2008 年 10 月，二次性副甲状腺機能亢
進症に対する PTx 研究会（Parathyroid Surgeon’s So-

ciety of Japan;  PSSJ）を立ち上げた．これには，全国
109 の SHPT に対する PTx を日常的に施行している
施設が参加している．研究会の活動目標を表 2 に示

すが，わが国における SHPT に対する PTx について
の動向を調査することが主眼である．DOPPS の検討
による，わが国の SHPT に対する PTx の症例数を勘
案すると，わが国の 90％ 以上の症例をリクルートで
きていると考えている5）．

図 1 に，PSSJ の調査によるわが国の SHPT に対す
る年次別 PTx 件数を示す．2004 年に 1,137 件，その
後 2007 年まで年々増加し 1,749 件となった．2007 年
度の増加は，2006 年に JSDT の透析患者における
SHPT の治療ガイドラインが提示され，内科的治療に
抵抗する SHPT では比較的早期に PTx が推奨された
ためと考える．2008 年 1 月にシナカルセトが使用可
能となり，以後 PTx 症例数は激減し，2010 年度は
448 件となった．

欧米での動向を見てみると，米国の報告では SHPT

に対する PTx 症例は 1998 年より 2001 年まで増加し，
その後 2005 年まで低下，その後再び増加している．
calcitriol が paricalcitol に変更されたこと，2004 年よ
り，シナカルセトが使用可能となったことが影響して
いると考えられる6）．ドイツからの報告では，PTx の
件数は 2003 年より 2006 年まで減少し，その後漸増し

表 2　PTx 研究会活動目標

1. PTx の効果，適応について内科医側に外科医側から統一して提言する．
2. わが国の SHPT に対する PTx の実態調査．登録制の確立．
3. 内科医，患者に満足していただける手術手技の提供．手術手技の研鑽．
4. わが国のどこでも満足できる PTx が提供できるネットワークの確立．
5. PTx 技術の伝承．後進の育成．
6. 日本から世界へ発信できる共同臨床研究．
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図 1　わが国の SHPT に対する年次別 PTx 件数
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ている7）．最近，当科にても PTx 紹介症例数は増加の
傾向にあり，欧米と同様，今後 PTx 症例数は増加す
ると推測される．

シナカルセト導入後 PTx が激減したため，当然各
施設の手術件数も減少した．2007 年度は年間 20 件以
上 PTx を施行していた施設が 26 施設存在したが，
2010 年度は 6 施設に減少した．手術の技術習得を考
えると問題と考えられる．PSSJ では施設の枠を超え
た PTx の研修・研鑽システムを構築している．詳細
は PSSJ のホームページ（http://2hpt-japs.jp/）を参
照されたい．

2　シナカルセト導入後の PTx 適応の変遷

シナカルセトの臨床的特性と投与，注意点を表 3 に
示す．これを基にわれわれは，シナカルセト導入後の
PTx の適応を表 4 に示すように提唱してきた4, 8）．

当科に紹介された初回 PTx 症例で，PTx に紹介さ
れた主たる理由を 2009 年，2010 年で比較した．PTx

に紹介された理由を表 5 のように分類した．2009 年
と 2010 年の各理由の比率を表 6 に示す．

シナカルセト未使用で内科的治療に抵抗すると判断
し PTx に紹介された比率は，2009 年の 52.7％ より

表 3　シナカルセトの特性

1. PTH の分泌を強力に抑制するが，中止すると PTH は rebound する．
2. 症例により PTH の分泌を十分抑制することが困難である．
3. 約半数の症例で消化器症状などの副作用が存在する．
4. ある種の薬剤と drug interaction が存在する．
5. 高価である．

表 4　シナカルセト導入後の副甲状腺摘出術の適応

1. ビタミン D 製剤にて二次性副甲状腺機能亢進症の治療が困難な症例で，長期生命予後が期待できる症例
（intact-PTH＞300〜500 pg/mL，副甲状腺推定体積＞300〜500 mm3，または長径＞1 cm で，内科的治療にても管理できない高カル
シウム血症（＞10 mg/dL）又は高リン血症（＞6 mg/dL）

2. 二次性副甲状腺機能症の臨床症状が高度な症例
（骨 ･ 関節痛，神経・筋精神症状，高度な異所性石灰化，高度な高回転骨，caiciphylaxis，EPO 抵抗性貧血，DCM like heart など）

3. シナカルセトにて充分 PTH 値が低下しない（intact-PTH＞300 pg/ml）症例
4. シナカルセト使用にても高カルシウム血症（＞10 mg/dL），高リン血症（＞6.0 mg/dL）の内科的管理が困難な症例
5. シナカルセトの内服継続が困難な症例
（GI symptoms，低カルシウム血症，drug interaction，内服コンプライアンスが悪いなど）

6. 甲状腺腫瘍の摘出が必要な症例

表 5　PTx に紹介された理由

A：SHPT がシナカルセト以外の内科的治療に抵抗．
　　（シナカルセト未使用）
B：少量なシナカルセトによる消化器症状など副作用で即座に内服中止．
C：副作用にて十分なシナカルセトが投与できない．
D：SHPT はシナカルセトにて管理可能だが，消化器症状などで長期間の内服を患者が望まない．
E：SHPT がシナカルセトに抵抗（十分 PTH 値が低下しない）．
F ：手術が必要な甲状腺病変を合併．

表 6　PTx に紹介された理由の比率

理　由 2009
（n＝74）

2010
（n＝54）

A 39（52.7％） 12（22.2％）
B 14（18.9％） ｝ 11（20.4％） ｝C 5（ 6.8％） 22（29.7％） 4（ 7.4％） 23（42.6％）
D 3（ 4.0％） 8（14.8％）
E 12（16.2％） 16（29.6％）
F 1（ 1.4％） 3（ 5.6％）

理由欄の A〜F は表 5 の A〜F を参照．
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2010 年には 22.2％ に減少し，最近では大半の症例で，
シナカルセト使用後に治療に抵抗し，PTx に紹介され
てきている．消化器症状などで十分なシナカルセトの
投与が困難で，PTx に紹介された表 5 の B, C, D 群を
加えた比率は，2009 年の 29.7％ より 2010 年は 42.6％
に増加し，約半数の症例でシナカルセトの副作用によ
り，シナカルセトの治療続行が困難であった．シナカ
ルセト使用にても SHPT が改善せず，PTx に紹介さ
れた症例（E 群）が増加傾向にあり，それらの症例で
は摘出総重量が大きい傾向にあった．また，SHPT の
治療方針決定のため，頚部超音波検査を施行する頻度
が増加し，偶発的に甲状腺腫瘍の合併が発見される症
例が増加の傾向にある．

シナカルセトを使用したが PTH の改善が十分でな
い，あるいは消化器症状でシナカルセト継続が困難で
PTx に紹介される症例が増加の傾向にあり，われわれ
が提示した，PTx 適応基準は妥当と考えられた．シナ
カルセトに抵抗する，あるいは継続困難と考えられる
症例では，生命予後，QOL を考えると，速やかに PTx

に委ねるべきである．

3　二次性副甲状腺機能亢進症の治療における 

　シナカルセトと PTx の位置付け

PTx の効果は
①　最も劇的に SHPT を改善させる
②　術後，血清リン，カルシウム値を示適濃度に維

持しやすい
③　QOL を改善させる
④　生命予後を改善させる
⑤　経済性が高い

に要約される．QOL の改善，生命予後の改善につい
ては多くの報告がある5）．

PTx の経済性の高さについてはいくつかの報告が
ある．アメリカのシミュレーションでは，どのような
条件を加味してみても治療開始約 9 カ月で，PTx はシ
ナカルセトに経済効率で勝ると報告している9）．ドイ
ツの報告でも同様に，治療開始後約 8 カ月で PTx が
シナカルセトに経済性的に勝るとしている7）．

ヨーロッパ 7 カ国でのシナカルセト使用に関する報
告では，シナカルセト開始時の平均 i-PTH 値はオース
トリアが最も低く約 600 pg/mL である．イギリスで
は i-PTH 800 pg/mL 以上で，しかも PTx が困難な症
例に限りシナカルセトが適応となっている10）．翻って
わが国の JSDT の報告によると，2009 年度の全透析
患者のシナカルセト使用頻度は約 10％ で，そのうち
21.6％ が i-PTH 値 61〜120 pg/mL，22.6％ が PTH 値
121〜180 pg/mL，32.4％ が 181〜360 pg/mL と，比較
的低値に PTH 値が管理されている．一方，経口ビタ
ミン D 剤使用例は全透析患者の 36.9％，静注ビタミ
ン D 製剤は 35.7％ である．ビタミン D は non-calce-

mic action も考え SHPT 治療の基本となる薬剤で11），
まずビタミン D 製剤を使用した上で反応が悪い症例に

高リン血症の治療を優先する
リン吸着剤：炭酸Ｃａ → セベラマ－ → 炭酸ランタン

i-ＰＴＨ（pg/ml）
60

治療法
1aOHD3
1,25（OH）2D3

po

180

300

OCT
Calcitriol iv

Falecalcitriol po

on
長期予後が期待できる症例 Cinacalcet

PTx#1 PTx#2 PEIT#3
#1　US で z＞1 cm　推定体積＞500 mm3　supportive factor 
#2　①Cinacalcet 内服不可，②Cinacalcet 内服でも i-PTH＞300，③2° 
　　 HPT により QOL 障害，④interaction のある薬物服用，⑤甲状腺腫瘍
#3　#2で 1腺腫大，high risk 症例

図 2　二次性副甲状腺機能亢進症治療戦略
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のみシナカルセトを追加すべきと考える．早期からシ
ナカルセトを安易に使用することが危惧される．われ
われの SHPT に対する治療戦略を図 2 に示す．

わが国では透析患者が急速に高齢化している．アメ
リカの報告では PTx の頻度は年齢に依存し，65 歳以
上では 44 歳までに比し PTx の頻度は 1/5 である6）．
われわれの施設の PTx 時の平均年齢は約 55 歳である．
わが国の 60 歳以下の透析患者は約 25％ で，これらの
症例では長期延命が可能で，SHPT が大きな問題とな
りうる．これらの症例では早期から SHPT の内科的
治療に取り組み，内科的治療に抵抗すれば早期に PTx 

に委ねるべきである．

4　シナカルセト時代の PTx の術式

SHPT に対する術式を表 7 に示した．われわれは従
来より

①　術後も骨回転を考慮して適切な副甲状腺機能を
維持する

②　再発時，低侵襲に移植副甲状腺組織を切除可能
といった点より，副甲状腺全摘出後前腕筋肉内自家移
植術を採用してきた．シナカルセト導入後も術式は変
更していない．alternative procedure としては全摘出
術（without autograft）があげられるが，両者の ran-

domized control test は世界的にもなく，両者の選択は
腎移植を希望していなければ，術者の好みとされてい
る5）．われわれは，全摘出後前腕筋肉内自家移植術施
行約 3,000 例の経験を有するが，大きな問題はなく，
今後も継続する予定である．

5　シナカルセト導入後の PTx の実際

シナカルセト導入後の PTx 症例の特徴で気になる
点を以下に示す．

①　十分な内科的治療のためか，高骨回転（AL-P

高値）症例が少ない．よって，大量の術後カルシ
ウム補充療法を必要とする症例は少ない．

②　不均一な副甲状腺の腫大例（asymmetric en-

largement）が多い．つまり 1, 2 腺は著しく腫大
しているが残りの腺は小さく，時に正常大で，探
索，摘出が困難である．われわれは術中 PTH 

assay を施行し，確実に全腺切除できたことを確
認するとともに，過度な侵襲的な操作を回避して
いる5）．

③　シナカルセトによると考えられる副甲状腺の組
織学的変化としては follicular degeneration，cys-

tic change，出血性梗塞などがあげられる．出血
性梗塞は周囲組織に癒着し，反回神経の同定，温
存を困難にする．われわれは神経刺激装置をルー
チンに使用し，術中反回神経を同定するとともに，
副甲状腺確認のランドマークとしている．

特に上記の②，③により PTx は以前より難しくな
ったと感じている．各施設の PTx の件数が減少して
いるので，施設の枠を超えた技術研修が必要と考えて
いる．副甲状腺の組織変化については，シナカルセト
に特有なのか，その機序はどうなのかなど明らかにす
べき点が多々存在する．

6　外科医から見たシナカルセトの適応

外科手術が困難な症例に対する rescuer therapy と
してシナカルセトは期待される4）（表 8）．実際，ハイ
リスク症例に対してはシナカルセトで対応したいのだ
が，シナカルセトが内服困難，SHPT の反応しない症
例も少なからず存在し，シナカルセト導入前と同様，
心血管系合併症に留意しながら手術を施行している．

原発性副甲状腺機能亢進症で手術にて改善困難な副
甲状腺癌に対するシナカルセトの適応拡大は進行中で
あり，早期使用可能になることが望まれる12）．

表 7　腎性副甲状腺機能亢進症の術式

1. 副甲状腺全摘出術（without autograft）
2. 副甲状腺亜全摘出術
3. 副甲状腺全摘出後自家移植術
　　　　移植部位　　前腕筋肉内
　　　　　　　　　　胸鎖乳突筋内
　　　　　　　　　　腹壁筋肉内，皮下組織内

表 8　副甲状腺摘出術が困難でシナカルセトを優先すべき症例

1. 手術，全身麻酔に対するリスクが高い症例
（超高齢者（＞80 歳），心機能障害，高度な弁疾患，高度な冠
動脈疾患，脳血管障害，肝機能障害，呼吸機能障害など）

2. 摘出が侵襲的な部位（縦隔内など）に副甲状腺が存在する
症例

3. すべての副甲状腺組織を摘出困難な症例
（副甲状腺癌，parathyromatosis などによる再発）
4. 再発，持続性 HPT で PTH 過剰分泌 origin が画像診断で確
認できない症例

5. 再手術困難な再発，持続性 HPT 症例
（両側反回神経麻痺の危険性が高い症例など）
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おわりに

シナカルセトの導入はわが国の SHPT の治療に大き
な影響を与え PTx の件数を減少させた．しかしなが
ら，PTx を選択したほうが適切である症例も少なから
ず存在し，その適応も明瞭になってきた．今後，医療
経済を含め SHPT の治療戦略を構築する必要がある
であろう．シナカルセト導入後，副甲状腺の組織学的
変化により，手術は難しくなった．各施設の PTx の
件数が減少した現在，施設の枠を超えた，PTx の研
修・研鑽のシステム構築が必要である．
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要　旨

下肢閉塞性動脈硬化症（ASO）は最も多い末梢動脈
疾患（PAD）である．糖尿病は言うまでもないが，慢
性腎臓病（CKD）も糖尿病の有無にかかわらず PAD

の独立した危険因子であることをまず強調したい．ま
た高度の石灰化を特徴とすることから，その発見が遅
れ治療に難渋する．頻度も増加しており，一端下肢切
断に至れば 1 年生存率 50％ と著しく悪い．早期発見
には足関節上腕血圧比（ankle-brachial pressure index;  

ABI）は最低必要で重要な検査であるが，石灰化を伴
う末梢循環障害を捉えるためには皮膚灌流圧（skin 

perfusion pressure;  SPP）を可能な限り用いたい．
治療は日ごろのフットケアが必要不可欠であり，積

極的に虚血の評価を行い，抗血小板薬をベースとして
血行再建・LDL 吸着などを組み合わせて行う．局所
のデブリ・ドレッシングは重要であり十分な栄養対策
とともに行う．

はじめに

下肢閉塞性動脈硬化症（ASO）は最も多い末梢動脈
疾患（peripheral arterial disease;  PAD）である．糖尿
病は言うまでもないが，慢性腎臓病（CKD）も糖尿病
の有無にかかわらず PAD の独立した危険因子である
ことをまず強調したい．CKD における PAD の特徴は
その病変が下肢のより末梢にあり，また高度の石灰化
を特徴とすることからその発見が遅れ治療に難渋する

点にある．
本稿では，早期発見と総合的な治療戦略について透

析導入以前から導入以後の両者について解説したい．
一般慢性腎臓病の病態に触れ，もっとも治療に難渋す
る糖尿病透析患者の ASO について解説し，保存期（腎
代替療法導入以前）の ASO 患者について説明を行い
たい．

1　慢性腎臓病における動脈硬化と PAD

慢性腎臓病（CKD）における心血管障害（CVD）は，
おおむね糸球体濾過値（GFR）が 60 ml/min/1.73 m2

を下回ると，動脈硬化の重要な病態として考えられる
内皮機能障害をもたらすインスリン抵抗性や酸化スト
レスの出現などによって加速されることが知られてい
る1〜3）．したがって，透析導入以前に CVD により死
亡する患者数が透析導入される患者数より多いとも報
告されている4）．とくに，石灰化の病態は CKD に特
徴的であり，冠動脈についてのわれわれの知見は多く
の示唆を与えてくれた3）．GFR 60 ml/min/1.73 m2，と
くに 50 ml/min/1.73 m2 を下回ると急速に冠動脈の石
灰化が出現してくることがわかる．ここに，従来のカ
ルシウム・リンという石灰化の受動的な要因のみなら
ず，血管内皮機能マーカー ADMA（asymmetric dime-

thyl arginine）とインスリン抵抗性が関与しているこ
とを明らかにした．さらに，糖尿病と非糖尿病に分け
て考えた場合，糖尿病では炎症（hsCRP）が冠動脈石
灰化に関与することが判明している．

透析医療における Current Topics 2011

透析患者における末梢動脈疾患
――　早期発見と治療戦略　――

小林修三
湘南鎌倉総合病院腎免疫血管内科

key words：末梢動脈疾患，フットケア，足関節上腕血圧比，皮膚灌流圧，LDL 吸着

Peripheral arterial disease in hemodialysis patients―an early detection and treatment strategies
Shonan Kamakura General Hospital
Shuzo Kobayashi
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このような CKD において，当初は冠動脈疾患のみ
が注目され多くの報告がなされた．事実，われわれの
報告でも5），透析導入時には仮に無症状であっても，
すでに約半数（53.3％）の CKD 患者が有意な冠動脈
狭窄を持っていることを示した．糖尿病患者に限ると
実に 83.3％ の CKD 患者が冠動脈疾患を持つことを示
し，世界の注目を浴びた．これらに反し，PAD はこれ
まで注目されることはなく，糖尿病合併症としての位
置づけのみで語られてきた．Leskinen らが，保存期
CKD 患者でも一般住民に比し PAD の有病率が有意に
多いと報告し6），O’Hare は，CKD が PAD の独立した
危険因子であることを報告している7）．また，われわ
れの報告の中でも5），冠動脈の狭窄のある例はない例
に比し ABI が有意に低値であったことを示している．

なにより，PAD が CKD 患者で注目を浴びた理由は
透析患者において治療に難渋するという事実であり，
一般非透析患者では見られない Fontaine 分類の II 度，

III 度を飛び越えた IV 度での急な発症形態である．

2　透析患者の末梢動脈疾患

透析患者の PAD を理解することの重要な理由は，
その高い発症率と下肢切断を介し生命予後をも脅かす
可能性が高いことにある．

透析患者の下肢切断率は年々増加傾向にある．下肢
切断率は，わが国では 2000 年末には透析患者全体の
1.6％ であったが，2005 年末には 2.6％ と増加し（24

万人中 4,755 人），その 70％ は糖尿病透析患者である
（図 1）8）．

世界を見渡すと，透析患者の心血管障害の状況には
特色がある．DOPPS（Dialysis Outcomes and Practice 

Pattern Study）では，前向き観察研究で，1996 年から
2001 年に 7 カ国（フランス，ドイツ，イタリア，日本，
スペイン，英国，米国），308 施設が参加，さらに
2002 年から 12 カ国（オーストラリア，カナダ，ベル

図 1　日本の透析患者の下肢切断率
当院では 200 人の患者のうち 4 人（2％）．（文献 8 より）
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図 2　透析患者死亡原因（文献 8 より改変）
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ギーなど）に拡大し，治療予後や診療状況を各国で比
較した9）．たとえば，PAD の有病率はヨーロッパで
22.5％，日本で 11.5％，米国で 26.1％ と報告されてい
る．冠動脈疾患はそれぞれの地域で，29.4％，19.2％，
49.8％ となっていて，わが国では透析患者の心血管障
害は多いとはいえ米国に比べれば低い．死亡率では，
北米 21.7％，ヨーロッパ 15.6％ に対してわが国は 6.6

％ ときわめて低い数字となっていることなども判明
した．しかしながら，先に述べたごとく近年の四肢切
断率の増加は明らかである．

また，透析患者の死亡原因は，第 1 位心不全（25.8

％），第 2 位感染症（19.2％），そして第 3 位脳血管障
害（9.8％）であるが，PAD 患者の死亡は，併存する
心脳血管障害や低栄養，潰瘍壊死部からの感染症によ
るものが多く，上記第 1 位から第 3 位のいずれかに登
録されている可能性が高い．死亡の原疾患としての
PAD は見逃されやすいが，透析患者の下肢切断術後
の生命予後を検討すると，心筋梗塞に劣らずその予後
が著しく不良である事が理解できる10〜12）．

図 2 のごとく透析患者の死亡原因の年次推移を見
ると，心筋梗塞による死亡は年々減少しているが，一
方，感染症による死亡は増加してきている．この感染
症による死亡原因に，足の壊疸からの感染・敗血症が
大きな役割を果たしている可能性が考えられる．

前述のごとく，透析患者では下肢切断後の生命予後
が著しく不良となるため，少しでも早期に疾患を診断
し適切な治療を行う事が重要である．

3　保存期慢性腎臓病・糖尿病患者の PAD 有病率

腎疾患患者において，どの程度の PAD 有病率があ
るかについての大規模調査はきわめて少ない．その理
由は，第一に冠動脈疾患や脳血管障害など他の血管障
害の危険因子として腎機能障害が注目されてきたのに
対して，PAD の危険因子として腎機能障害が充分認
識されていなかった点が先ずあげられる．第二に，
PAD の早期病変は症状に乏しく，かなり進行して重
症虚血肢（critical limb ischemia;  CLI）となるまで医
療者側に認識されにくい，あるいは医療者側が注目し
ない点にあると考えられる．

数少ない腎疾患患者の PAD 有病率に関する報告を
調べてみると，2004 年に O’Hare らが閉経後女性での
新規 PAD 発症をベースラインの腎機能で評価した報

告がある7）．彼らは 2,763 人の冠動脈疾患を有する閉
経後女性を 8 年間にわたり前向き追跡調査し，新規
PAD 発症率（新規の下肢切断，下肢動脈形成術，下
肢動脈バイパス術をアウトカムとした場合）を検討し
た．その結果，

①　クレアチニンクリアランス（Ccr）30 ml/min/ 

1.73 m2 未満の腎障害患者での年間新規 PAD 発症
率は 2.73％ で，Ccr 60 ml/min/1.73 m2 以上の患
者の 0.55％ と比較し有意に多い

②　CCr 60 ml/min/1.73 m2 以上の患者群と対比し
た場合の PAD 発症ハザード比が 3.24 である

③　腎機能障害がその後の新規 PAD 発症の独立危
険因子である

ことを報告した．さらに，O’Hare らは13），40 歳以上
の住民で eGFR＞60 ml/min/1.73 m2 では ABI＜0.9 を
呈する人の割合は 3.7％ であったのにたいして，60 ml/

min/1.73 m2 未満では 24％ とすでに PAD と考えられ
る患者が多く存在すると思われることを報告した．ま
た，GFR 低下は ABI＜0.9 に対して，糖尿病・高血圧・
年齢・冠動脈疾患の有無とは無関係に独立した危険因
子であった．

さらに，他の研究者も14），クレアチニンクリアラン
スで平均 35±12（6〜59）ml/min の 102 人を対象に
ABI＜0.9 の頻度を調べると 32％ であり，このうち 30

％ にしか間歇性跛行は存在しなかったと報告してい
る．このうち糖尿病は 26％ に存在していたが，糖尿
病でなくとも PAD のリスクを持つことを示している．

これらの研究は症状の有無にかかわらず，また DM

の有無にかかわらず，少なくとも下肢末梢循環での障
害が存在することを示したと考えられる．事実，図 3

のごとく，DM・喫煙などとともに腎機能障害が PAD

の危険因子であることが AHA ガイドラインに記述さ
れている．当院の調べでも，透析導入期に比し維持期

（透析歴平均 7 年）のほうが ABI＜0.9 の頻度が増加し
ていることがわかるが（表 1），導入期にも 10％ は少

表 1　透析患者の ABI 分布

ABI ＜0.9 0.9〜1.3 ＞1.3

導入期（n＝160） 11.7％ 68.7％ 19.6％
HD 患者（n＝133） 16.7％ 43.3％ 40.0％†1

PD 患者（n＝39） 21.5％ 67.7％ 10.8％

†1　p＜0.01 vs. 導入期患者，p＜0.01 vs. PD 患者
HD 歴：7.1±4.7 年，PD 歴：4.0±2.1 年
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なくとも確実に存在し，保存期から多くの問題を抱え
ていることがわかる．

血液透析患者を対象とし，血液透析導入期における
PAD 有病率ならびに透析導入後の新規 PAD 発症率を
検討した Koch らの検討によると11），6 年間で新規に
血液透析に導入された 322 人中，血管造影検査で有意
狭窄を少なくとも 1 カ所以上認め下腿壊死を有する
CLI は，血液透析導入期に 34 人（10.5％）に認められ
た．さらに，血液透析導入後 5 年間の追跡調査で，新
規 CLI 発症が約 8％ の患者で認められたと報告してい
る．

維持血液透析患者 133 人（年齢 67.4±10.2 歳，透析
期間 7.1±4.7 年）を対象に，ABI ならびに SPP を横断
的に検討した我々の施設での結果15, 16）では，ABI＜0.9

が 16.7％，SPP 50 mmHg 未満が 41.4％ の下肢に認め
られた（図 4）．SPP の診断感度・特異度から血液透
析患者の 37.2％ に PAD を有することが示された．注
目すべき事実は，このうち約半数が無症状という点で
ある．

血液透析患者における PAD 有病率を ABI 0.9 未満
として検討した過去の報告15〜20）では，その有病率が
高い（16.6〜38.3％）ことがわかる．

4　糖尿病透析患者の PAD スクリーニングのための 

　非侵襲検査法

PAD 診断のための無侵襲検査法としては，ABI，TBI

（toe-brachial pressure index），経皮酸素分圧（transcu-

taneous oxygen pressure;  TcPO2）などがあげられる

図 3　PAD の危険因子
　  （文献 7 より）
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図 4　血液透析患者の ABI 分布
（133 症例　切断 3 肢　透析歴 7.1±4.7 年）
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が，現在まで最も広く行われているのは ABI である．
1997 年には Castronuovo ら21）が新たに PAD 診断にお
ける SPP の有用性を検討し，非透析患者では 80％ 近
い PAD 検出率を報告している．しかし，透析患者に
おけるこれら非侵襲的検査法の有用性を比較検討した
報告は今までないため，我々の施設で検討を行っ
た15, 16）．

維持血液透析患者（36 人，72 肢）を対象とし，64

列 multidetector-row CT を用いて下肢動脈 3DCT を施
行した．これにより有意狭窄の有無を評価し，同時に
ABI/TBI，SPP，tcPo2 を測定し，CT 所見とこれら非
侵襲検査法の結果を比較した．その結果を表 2 に示す．
透析患者で ABI 0.9 をカットオフとした場合，ABI 0.9

未満では PAD 検出特異度は 100％ であるが，感度は
30.0％ しかなく，ABI をスクリーニングとして用いる
場合，0.9 のカットオフ値では，透析患者では偽陰性
が多いことが問題である．各種検査法の比較からは
SPP が感度・特異度とも優れ，最も有用であった．
SPP 50 mmHg をカットオフ値とした場合，感度 84.9

％，特異度 76.6％ であり，しかも治療効果判定にも
応用できるため，可能であれば SPP をスクリーニン
グとして第一に測定すべきと考えられた．しかしなが
ら，一般透析施設においては SPP 測定装置の普及率
はいまだ低く，現在でも一般的には ABI がスクリー

ニングとして用いられている．ABI すら計られていな
い事実を考慮すると，先ずは ABI を定期的に測定す
ることが重要であると言えよう．注目すべき重要な事
実は，石灰化の程度や頻度が多いため，ABI の透析患
者の正常値が 1.02〜1.42 と，一般非透析患者の 0.9〜
1.3 に比し右にシフトしているという点である15）．

先に述べた SPP についても欠点がある．測定に手
間がかかり，測定そのものに一定の慣れが必要である
とともに，疼痛を訴える CLI の患者ではマンシェッ
トを巻くことが困難であるという点である．この点，
tcPo2 はマンシェットを巻く必要がなく，かつ同時に
4 カ所それぞれの皮ふ直下の微小循環が把握できる．
TASC II のガイドラインには SPP は掲載されていない
が，tcPo2 は掲載されている．tcPo2 50 mmHg でカッ
トオフすると感度 61％，特異度 70％ であり，かなり
優れている．TBI＜0.6 は特異度 100％ であり，感度
は 45％ と ABI に比して感度も上がるがやはり特異度
は落ちる．

K/DOQI clinical practice guidelines では，ABI や
TBI は偽陰性が多いと言及しているが，低侵襲性や検
査の簡便性からこれらをスクリーニング法として推奨
している22）．このほか，スクリーニングには下肢血流
エコーが用いられる．図 5 のように，下肢末梢動脈で
少なくとも III 型・IV 型となると狭窄病変が存在する

表 2　感度と特異度（ROC analysis）

Cut-off point Sensitivity（％） Specificity（％）

ABI   0.9 29.9 100.0
TBI   0.6 45.2 100.0
tcPO2 50 61.1   70.0
SPP 50 84.9   76.6
SPP 45 78.6   91.6

（文献 15 より）

図 5　パルスドプラ波形
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ことを示唆することになる．

5　糖尿病透析患者 PAD の足治療

各種検査法により PAD と診断された場合，PAD の
段階に応じて表 3 に示したような治療が単独あるいは
複数併用で行われる．運動療法や薬物療法は最も基本
的な治療で全例に行われる．安静時疼痛や潰瘍壊死を
合併し CLI に至った透析患者では，放置すれば感染，
下肢切断，そして最終的には死亡に至る重篤な病態で
あるため，救肢（limb salvage）や生命予後を考慮し，
創傷ケア以外に，バイパス手術や血管内治療，LDL

吸着療法23〜26），骨髄27）あるいは末梢血28）幹細胞移植な
どが行われている．

治療の総括を表 4 に示した．この中で特に虚血の評
価が重要となる．

LDL 吸着の効果発現のメカニズムは，単に LDL を
除去しているためではなく，レオロジーの改善，VEGF

の増加，抗炎症が重要であると報告されている23〜26）．
特に，透析糖尿病患者の ASO では，必要となるブラ
ッドアクセスもすでに存在するので利用しやすい．
Fontaine IV 度でのみ利用するのでなく早めの治療が

有効例を得やすい．
LDL 吸着療法や幹細胞移植が側副血行路の発達や

血管新生作用により徐々に血流増加を図るのに対し，
血管内治療やバイパス手術は，狭窄あるいは閉塞血管
を直接拡張または迂回することで，末梢側に十分な血
流を急速に供給することを行うことができる．このた
め，急速に進行悪化する CLI 病変に対しては，血管
内治療やバイパス術が選択される．

しかしながら，もっとも重要なことは，常に継続さ
れるマッサージや炭酸泉浴を含めたフットケアと禁煙
であり，切断後のリハビリと装具が予後を改善する．

6　CLI に対するインターベンションの適応と問題点

1995 年以降報告された透析患者 CLI に対する血管
内治療とバイパス手術の治療成績を検討すると10, 29, 30），
バイパス術あるいは血管内治療を要した理由は安静時
疼痛あるいは潰瘍/壊死を認める CLI である．透析患
者においては，膝下末梢動脈の狭窄や閉塞を伴うマル
チレベルの病変の頻度が高いため，報告の中には dis-

tal bypass surgery や below-the-knee angioplasty（BTK-

A）を対象としたものも含まれている．
各報告により患肢の重症度やバイパス部位，血管内

治療部位には variation が認められるため慎重に判断
すべきである．バイパス術と血管内治療各々で治療後
の救肢率，生存率を平均して比較すると，1 年救肢率
はバイパス術，血管内治療でそれぞれ 72.0％，76.3％，
生存率はバイパス術および血管内治療でそれぞれバイ
パス手術（1 年 65.8％，2 年 43.6％），血管内治療（1

年 77.7％，2 年 54.8％）であった．治療後 30 日以内
の死亡率は，バイパス術と血管内治療でそれぞれ 10.9

％，7.0％ であり，バイパス術施行例のほうが 30 日以
内の死亡率が多かった．バイパス術での周術期死亡が
多い事が 1 年後，2 年後の各治療での生存率の差に関
与している可能性が考えられる．バイパス術施行症例
では，オペ後の安静臥床期間やリハビリ期間が血管内
治療より長いこと，および術後感染症や長期入院に伴
う低栄養が周術期死亡に関与するものと考えられた．
また，CLI を有する透析患者は，冠動脈疾患や脳血管
障害などの重症合併症を有する頻度が高いことも術後
生存率に影響していることが考えられる．

現在まで，透析患者 CLI を対象とした外科的バイ
パス術と血管内治療の治療成績比較に関する control 

表 3　治　療

● ケア　生活習慣・禁煙
● 運動療法
● 局所創部デブリ・ドレッシング
● 薬物
● 血管内治療
● バイパス治療
● アフェレーシス
● 高気圧酸素
● その他
　　マゴット
　　幹細胞移植
　　遺伝子治療

表 4　治療総括

● いずれの治療もそれ一つで完結できるものではなく集学的治
療が重要である．

● 禁煙なくして治療継続は不可能である．
● 足の状態（フィジカルアセスメント）の観察・評価が常に継

続されるべきである．
● 虚血の評価が行われなければならない．
● 感染の有無を評価しなければならない．
● 創傷にたいする病態の理解と適切なデブリドマン，ドレッシ

ング技術が重要である．
● 切断の時期を逃してはならない．
● 切断部位の軽減と慎重な検討．
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study はないが，一般人を対象とした多施設前向きラ
ンダマイズ研究では，バイパス手術とカテーテル治療
の 2 年の下肢切断に至らない生存率は同等であったと
報 告 さ れ て い る（BASIL study）30）．ま た，Veterans 

Affairs Cooperative Study では，患者の年間死亡率は
バイパス術で 13.1％，血管内治療で 8.4％ と，外科的
バイパス術での死亡が多く認められたと報告さている．

特に透析患者では，膝下末梢動脈 3 分枝（前脛骨動
脈，後脛骨動脈，腓骨動脈）の高度な多発病変を伴っ
た CLI が多く見られる．この場合，腸骨動脈や浅大
腿動脈の治療のみでは救肢は困難で，これら末梢動脈
領域の血行再建があわせて必要となる．下腿動脈治療
は，下腿 3 本の血管のうち，少なくとも 1 本の one-

straight-line flow を確保することによって救肢するこ
とを目的に行われる．従来これら細径血管の治療は困
難であったが，最近では冠動脈形成術（PCI）用デバ
イスを用いた積極的血管内治療が増加している．この

治療は，侵襲度が低い，合併症が少ない，繰り返し行
いうるなどの点で今後さらに増加すると考えられる．
しかし，再狭窄率の高さ（50％ 以上）やさらに末梢
領域である pedal arch や plantar arch の高度病変への
対応には現時点で限界があるなどまだまだ今後の課題
の多い部分である．

CLI を有する透析患者では，救肢のためバイパスや
血管内治療など積極的治療を行った場合においても，
現状では 2 年生存率は約 50％ と低い．ただし，下肢
大切断に至った透析患者の 1 年生存率が約 50％ であ
る11）ことを考えると，これら救肢を目的とした CLI に
対する積極的治療介入が，透析患者の生命予後改善に
寄与していることがわかる．

7　早期発見・早期介入の重要性〜当科での検討

透析患者は非常に高率に PAD を合併し，CLI とな
った場合，外科的バイパス術や血管内治療，LDL 吸

図 6-1　CLI を有する透析患者の集学的治療下における救肢率と生命予後
　　　　　　　  （39 人，59 患肢）
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図 6-2　Fontaine II 度の PAD を有する透析患者の生存率
全 HD 患者の 2 年生存率は 79％．死亡 3 名：感染症 2，消化管出血 1．
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図 7　フットカンファレンス

循環器科，形成外科
血管外科，心臓血管外科、
糖尿病内分泌内科，腎臓内科
WocNs，CDE，外来Ns，検査科，リハビリテーション科

図 8　試験問題：理解を確認する問題

問題

1. 次のうち正しいのはどれか．
（1）　糖尿病は末梢動脈疾患の危険因子である．
（2）　腎機能の低下は末梢動脈疾患の危険因子である．
（3）　間歇性跛行の段階では薬物治療は不要である．
（4）　潰瘍などの傷が生じていれば先ずデブリドマンなどの傷の手当に専念すべきである．
（5）　軽度な末梢動脈疾患では禁煙は重要では無い．

　1. （1）（2），2. （2）（3），3. （3）（4），4. （1）（3）（4），5. （1）（5）
正解　1

腎機能低下は糖尿病の有無に関わらず PAD の独立した危険因子である．早期発見にて禁煙や
血小板凝集抑制薬などで早期から治療おこなうべきである．潰瘍が生じている場合にもまず
虚血の有無を確認すべく，ABI・血管エコー・MDCT・アンギオなどを行う必要がある．

2. 次のうち正しいのはどれか．
（1）透析患者では PAD は比較的少ない．
（2）透析患者では ABI（ankle-brachial pressure index）は役に立たない．
（3）透析患者の PAD の特徴は石灰化が強く治療に難渋する．
（4）透析患者の下肢切断後の予後は極めて悪い．
（5）石灰化が強い病変では特に ABI が低値を示す．

　1. （1）（2），2. （2）（3），3. （3）（4），4. （1）（3）（4），5. （1）（5）
正解　3

透析患者の PAD の有病率は 15％〜20％ 程度と言われる．このうち半数が無症状である．ABI

は必須の検査である．しかし，ABI のみではより末梢に病変が多いため偽陰性が生じる可能性
が高く，TBI，SPP，tcPO2 などの検査が必要となる．病変は石灰化が強く ABI はかえって高
く出る．足が大切断された場合 1 年で 50％ 近い方が命を落とす．
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着療法や幹細胞移植などさまざまな治療介入がなされ
る．ただし，現時点では，これら積極的治療を行って
も患者の生命予後は不良である．したがって，なによ
り重要なことは無症状の時期を含めて早期に発見する
ことである．

透析患者が PAD を高率に有する事実，および CLI

に至った場合の予後不良を理解し早期発見に努め，早
期から薬物療法や運動療法を含めた治療介入をすべき
である．透析患者が CLI に至らぬよう ABI/TBI や
SPP，tcPO2 などの無侵襲検査法による積極的スクリ
ーニングと，透析患者の足の観察がなによりも重要で
ある．

このことについて，当科では Fontaine II 度の患者
と CLI の患者の予後を比較したころ，図 6-1, 6-2 の
ごとく，明らかに Fontaine II 度の患者の予後は良い．
当然のことではあるが，これほどに違いが明瞭である
ことによっていかに早期介入が重要かがわかる．

8　体制づくり

なにより各科（糖尿病科・透析科・循環器科・血管
外科・形成外科・フットケアナース・PT など）が集
まってケースカンファレンスすることが重要である

（図 7, 8）．また，フットケア専門の診療録を整えデー
タベース化することが大切である（図 9）．

このチームで今後是非入ってもらいたい職種がある．
それは，臨床心理士である．足が切断された人，切断
を控えた人に対して勇気と希望を与えたい．この希望
こそがその後のリハビリを成功に導く大切なポイント
である．言うまでもなく，装具が再発進展防止に重要
な役割を果たすことを付記する．
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要　旨

透析患者は冠動脈疾患の危険因子を多数有し，合併
頻度は高い．冠動脈疾患の合併は予後不良や透析困難
症の原因となるため，その評価・治療は重要である．
非典型的な症状や心電図所見のために診断が困難な場
合が少なくなく，心エコー図，心臓核医学検査，冠動
脈 CT や冠動脈造影などを積極的に用いて診断を行う
必要がある．治療は非透析患者と同様に薬物治療と血
行再建術を行うが，透析患者では非透析患者に比べ成
績は劣る．

はじめに

透析患者では，糖尿病性腎症の割合が高くなり，高
齢化もすすんでいるため，冠動脈疾患の合併が増加し
ている．冠動脈疾患の合併は予後不良や透析困難症の
原因となるため，その評価・治療は重要である．

1　冠動脈疾患の頻度と危険因子

透析患者は冠動脈疾患の危険因子を多数有し（表

1）1），透析導入時では無症候性患者でさえ 42〜54％
に2〜4），透析患者全体では 47〜72％ に冠動脈疾患を合
併している5〜7）．

2　症　状

狭心症では，ある一定以上の労作で数分〜十数分間

の前胸部絞扼感・圧迫感や灼熱感を生じ，安静にて消
失する．

心筋梗塞では，胸痛の持続時間が長くなり，顔面蒼
白や冷汗を伴うなど重篤感を伴う．

しかし，透析患者では特徴的な症状の頻度が低く，
心不全や透析中の血圧低下などの非典型的な症状のこ
とや，無症候性のことが少なくない（表 2）8）．溢水状
態の時，透析中の血圧低下時，腎性貧血が高度な時に
誘発されるのも特徴的である．
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表 1　冠動脈疾患の危険因子

古典的危険因子 慢性腎臓病関連危険因子

加齢
男性
高血圧
高 LDL 血症
低 HDL 血症
糖尿病
喫煙
運動不足
更年期
心血管病の家族歴
左室肥大

アルブミン尿
ホモシステイン
リポ蛋白（a）およびアポリポ蛋白（a）
リポ蛋白レムナント
貧血
Ca・P 代謝異常
細胞外液過剰
電解質異常
酸化ストレス
炎症（CRP）
栄養不良
血栓形成因子
睡眠障害
NO/エンドセリンバランス変化

（文献 1 より引用，改変）
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3　検査所見

3-1　安静時心電図，運動負荷心電図

狭心症では，発作時に ST 部分の変化（ST 下降，
上昇），T 波の変化（増高尖鋭化，陰転化）や U 波の
変化（陰性 U 波）などを認める．非発作時に行う運
動負荷心電図では，ST 下降や上昇を認めた場合に陽
性と判定する．

心筋梗塞では，経時的に ST 上昇，異常 Q 波，冠性
T 波を認めるが，透析患者では典型的な心電図変化を
示さないことも多い（表 2）8）．

すでに ST-T 変化を認める症例も多く，以前の心電
図との比較が重要である．

3-2　心エコー図，負荷心エコー図

狭心症では，通常は壁運動異常を認めない．運動や
薬物による負荷心エコー図では局所壁運動異常が出現
する．

急性心筋梗塞では，梗塞部位の壁運動異常や収縮期
壁厚変化の減少・消失を認める．合併症として心嚢液
貯留，乳頭筋機能不全，心室中隔穿孔，自由壁破裂を
認めることもある．

3-3　心臓核医学検査

心筋血流製剤である 201Tl または 99mTc を用いる．運
動や薬剤（アデノシン，ジピリダモールなど血管拡張
薬）による負荷を行うが，透析患者では末梢血管疾患，
骨・関節障害や視力障害などの合併のために運動負荷
が困難な場合が多く，薬物負荷を行うことが多い．

狭心症では，負荷時に RI の集積低下を認め，安静
時は正常となる．これを 201Tl では再分布，99mTc では
fill-in と表現する．

心筋梗塞では，負荷時・安静時ともに集積低下し，
再分布や fill-in を認めない．

3-4　冠動脈 CT

冠動脈狭窄の描出のみならず，プラークの検出と質
的評価ができる点で優れる．しかし，高心拍や不整脈
の場合，呼吸停止が確実にできない場合や冠動脈石灰
化が高度な場合に良好な画像を得にくい欠点がある．

近年，冠動脈 CT と心臓核医学検査画像を用いて融
合画像を作成し，器質的狭窄と機能的虚血を組み合わ
せて評価することも可能となっている（図 1）．

3-5　冠動脈造影

冠動脈疾患診断においてのゴールドスタンダードで

表 2　透析患者と非透析患者における心筋梗塞発症時の相違

透析患者
（n＝3,049）

非透析患者
（n＝534,395） p

入院時診断
　心筋梗塞
　心筋梗塞の疑い
　不安定狭心症
　その他

21.8％
23.7％
9.7％

44.8％

43.8％
23.5％
11.5％
21.2％

＜0.0001

胸　痛 44.4％ 68.3％ ＜0.0001

Killip 分類
　Ⅰ. 心不全なし
　Ⅱ. ラ音聴取
　Ⅲ. 肺水腫
　Ⅳ. 心原性ショック

58.4％
25.1％
15.2％
1.3％

75.2％
15.9％
7.6％
1.3％

＜0.0001

心電図所見
　ST 上昇
　ST 低下
　非特異的
　Q　波
　左脚ブロック
　右脚ブロック
　正　常
　その他

19.1％
27.7％
44.1％
5.6％
8.1％
6.5％
6.4％

25.1％

35.9％
28.9％
35.8％
8.9％
5.8％
5.8％
7.7％

17.6％

＜0.0001
1.0000

＜0.0001
＜0.0001
＜0.0001
1.0000
0.3294

＜0.0001

（文献 8 より引用，改変）
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あり，冠動脈狭窄の描出，側副血行路などの形態的評
価を行うことができる．侵襲的であり，プラークの性
状や機能的虚血の有無を知るには追加の検査が必要で
ある．

4　診　断

胸部症状が出現した場合のほか，心不全や透析中の
血圧低下が出現した場合，心電図変化が出現した場合
に冠動脈疾患の合併を疑う．鑑別すべき疾患には，心
血管系疾患（心膜・心筋炎，心筋症，弁膜症，肺塞栓
症，急性大動脈解離など），呼吸器疾患（肺炎，胸膜炎，
気胸，肺癌など），消化器疾患（胃潰瘍，胆嚢炎，胆
石症など），肋間神経痛などがある．

冠動脈疾患の可能性が高いと判断したら，次に急性
冠症候群（acute coronary syndrome;  ACS）か慢性虚
血性心疾患かを判断する．ACS は，冠動脈の不安定
プラークの破綻とそれに伴う血栓形成で生じるもので
あり，不安定狭心症，急性心筋梗塞，心臓性突然死を
含む疾患概念である．胸痛の持続時間・頻度・強度が
増し，低負荷でも発作が生じるようになった場合，心
不全徴候などの随伴症状を伴う場合や心電図での
ST-T 変化が出現した場合は ACS の可能性が高い．な
お，ACS で持続的な ST 上昇があれば ST 上昇型心筋
梗塞（ST-elevation myocardial infarction;  STEMI），な
ければ非 ST 上昇型急性冠症候群（non ST-elevation 

acute coronary syndrome;  NSTE-ACS）といい，NSTE-

ACS で心筋逸脱酵素の有意な上昇があれば非 ST 上昇
型 心 筋 梗 塞（non ST-elevation myocardial infarction;  

NSTEMI），なければ不安定狭心症（unstable angina;  

UA）と い う．STEMI の 場 合 や，NSTE-ACS で 中 等
度・高リスクに該当する場合（表 3）‡1）は，血行再建
を前提として早急に冠動脈造影を行う．

慢性虚血性心疾患（安定狭心症）の場合や NSTE-

ACS で低リスクに該当する場合は，「冠動脈病変の非
侵襲的診断法に関するガイドライン」の “安定狭心症
の診断樹”（図 2-1, 2-2）‡1）に基づいて評価を行う．
しかし，透析患者では，運動負荷が困難な症例が多い
こと，患者要件にある「著しい冠動脈石灰化が予想さ
れる患者（透析患者，高齢者など）」であること，MRI

パーフュージョン法ではガドリニウムによる腎性全身
性 線 推 症（nephrogenic systematic fibrosis;  NSF）が
危惧されることを考慮しなければならず，薬物負荷心
臓核医学検査（薬物負荷 SPECT）を選択することが
多くなるであろう．薬物負荷心臓核医学検査では 201Tl，
99mTc を用いた心筋血流評価が中心であるが，123I-b-

methyliodophenyl pentoadecanoic acid（BMIPP）を用
いた心筋脂肪酸代謝評価も可能であり，この検査では
負荷を必要としない利点を有する．透析患者において
も冠動脈疾患のスクリーニングや予後評価に役立つ可
能性が示唆されており，今後，透析患者での冠動脈疾

図 1　冠動脈 CT 画像と心臓核医学画像による融合画像
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患の評価に積極的に用いられるようになる可能性があ
る．

5　治　療

5-1　薬物療法

薬物療法はすべての症例に行い，非透析患者と変わ
りはない．

発作時は硝酸薬の屯用を行う．透析中であれば除水
量・血流量の減量や血圧低下に対する処置を行い，状
態次第では透析を中断する．

非発作時は，抗血小板剤，b遮断薬，Ca 拮抗薬，
硝酸薬，カリウムチャネル開口薬を用いる．貧血は心
筋虚血の誘因となるので，赤血球増殖刺激因子（eryth-

ropoiesis stimulating agent;  ESA）による貧血の改善

も重要である．

5-2　血行再建術

STEMI の症例，NSTE-ACS で中等度・高リスクの
症例や慢性虚血性心疾患（安定狭心症）で薬物療法に
抵抗性を示す症例は，血行再建術の適応である．

血行再建術には冠動脈インターベンション（percuta-

neous coronary intervention;  PCI）と冠動脈バイパス
術（coronary artery bypass grafting;  CABG）がある．
一般的には，1 枝および 2 枝病変では PCI を，左主幹
部病変や 3 枝病変では CABG を選択する．1 枝およ
び 2 枝病変でも，左前下行枝近位部病変の場合，PCI

困難な病変形態の場合，危険にさらされた側副血行路
（jeopardized collaterals）派生血管の病変の場合や再

表 3　ACS（非 ST 上昇型急性心筋梗塞 , 不安定狭心症）における短期リスク評価

評価項目
高リスク

（少なくとも下記項目のうち 1 つが
存在する場合）

中等度リスク
（高リスクの所見がなく，少なくと
も下記項目のうちどれか 1 つが存在
する場合） 

低リスク
（高あるいは中等度リスクの所見がな
く，下記項目どれかが存在する場合）

病　歴 ● 先行する 48 時間中に急激に進行
している

● 心筋梗塞，末梢血管疾患，脳血管
障害，冠動脈バイパス手術の既往

● アスピリン服用歴

 

胸痛の特徴 ● 安静時胸痛の遷延性持続（＞20
分）

● 遷延性（＞20 分）安静時狭心症
があったが現在は消退しており，
冠動脈疾患の可能性が中等度〜高
度である

● 夜間狭心症
● 安静時狭心症（＜20 分または安

静かニトログリセリン舌下により
寛解）

● 安静時狭心症（＞20 分）はなく
過去 2 週間に CCS クラス III また
は IV の狭心症の新規発症または
増悪があり，冠動脈疾患の可能性
が中等度〜高度である

● 持続時間，頻度，強度が増悪して
いる狭心症

● より低い閾値で生じる狭心症
● 過去 2 週間〜2 か月以内の新規発

症の狭心症

臨床所見 ● おそらく虚血と関連する肺水腫
● 新規または増悪する僧帽弁逆流音
● III 音または新規または増悪する

ラ音
● 低血圧，徐脈，頻脈
● 年齢＞75 歳

● 年齢＞70 歳

心電図 ● 一過性の ST 変化（＞0.05 mV）
を伴う安静時狭心症

● 新規または新規と思われる脚ブロ
ック

● 持続性心室頻拍

● T 波の変化 
● 異常 Q 波または安静時心電図で

多くの誘導（前胸部，下壁，側壁
誘導）における ST 下降（＜0.1 mV）

● 正常または変化なし

心筋マーカー ● 心筋トロポニン T（TnT），I（TnI） 
の 上 昇（＞0.1 ng/mL），ま た は
CK-MB の上昇

● TnT，TnI の軽度上昇（0.01〜0.1 
ng/mL），CK-MB の上昇

● 正常

CCS：カナダ心臓病学会
（参考 URL‡1 より引用）
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冠動脈疾患の検査前確率の推定

十分な運動が可能か？
心電図による虚血評価が可能か？

可能 不可能

運動負荷心電図

Duke スコアによりリスク階層化

低リスク 中等度リスク
ないし判定不能

高リスク

CAG冠動脈CT優先実施のための施設要件＊2
と患者要件＊3に適合しているか？

適合している 適合していない

冠動脈CT 負荷SPECT＊4＊5

異常判定困難＊

負荷 SPECT
負荷心エコー図

パーフュージョンMRI

境界的異常
不確定

内科的治療
経過観察

軽度灌流異常
/判定困難

中等度以上
灌流異常

胸痛症状を有する患者＊1

経過観察

正常

正常 正常

正常

異常 異常

経過観察 経過観察CAG CAG

冠動脈CT＊6

境界的異常
不確定

内科的治療
経過観察

＊下段図 2-2 へ

運動負荷試験が不適応

冠動脈CT優先実施のための
施設要件＊2 と患者要件＊3 に

適合しているか？

適合している 適合していない

冠動脈CT 薬物負荷SPECT＊5

異常判定困難＊

負荷 SPECT
負荷心エコー図

パーフュージョンMRI

境界的異常
不確定

内科的治療
経過観察

軽度
灌流異常

中等度以上
灌流異常

正常

正常 正常

正常

異常 異常

経過観察 経過観察CAG CAG

冠動脈CT＊6

境界的異常
不確定

内科的治療
経過観察

＊１　心電図，心エコー図所見
などから冠動脈疾患が強く
疑われる無症状患者もこれ
に準ずる

＊２　冠動脈 CT 優先実施の
ための望ましい施設要件
・十分な経験を有している
・64 列 MDCT 以上の機種を
有している
・鮮明な画像のもとに，適切
なレポーティングシステム
が稼動している
・CAGとの比較によりCTの
特性が評価されている
・被ばく線量の低減プロトコ
ールに取り組んでいる

＊３　冠動脈 CT 実施のため
の患者要件
・50 歳未満の女性では被ばく
に配慮すること
・著しい冠動脈石灰化が予想
される患者でないこと
　（透析患者，高齢者など）
・血清クレアチニンが 2.0 mg 
/dL 以上でないこと
・eGFRが 60 mL/min/ 
1.73 m2 以下でないこと 
・糖尿病患者の場合微量アル
ブミン尿を含む腎症を認め
ないこと
・造影剤アレルギーがないこ
と 
・喘息がないこと

＊４
・負荷は運動負荷が望ましい 
・17 ないし 20 セグメント法
による負荷欠損スコアの評
価がされている

＊５
・薬剤の禁忌に注意 
・施設によっては負荷エコー
ないし負荷 perfusion MRI

＊６　冠動脈 CT 実施のため
の施設要件
・十分な経験を有している 
・64 列 MDCT 以上の機種を
有している

＊判定困難
・高度石灰化，motion 
artifact による判定困難 
・境界的狭窄，末梢の細い枝
の狭窄

図 2-1　安定狭心症の診断樹：運動が可能な場合

図 2-2　安定狭心症の診断樹：運動が不可能な場合
 （参考 URL‡1 より引用）
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狭窄を繰り返す場合は CABG の適応となる．

（1）　冠動脈インターベンション（PCI）
透析患者での初期成功率は 82〜95％ と高いが，非

透析患者と比較すると若干劣る．非透析患者と比べ再
狭窄率が約 60％ とかなり高く，新規病変の出現も多

いため，再治療が必要になる場合が多い．また，心筋
梗塞の発症・死亡などの合併症も多い9〜11）．非透析患
者と同様にバルーン拡張術のみではなくステント留置
を行うほうが成績がよい12）．従来型の金属ステント

（bare-metal stent;  BMS）と 薬 物 溶 出 性 ス テ ン ト
（drug-eluting stent;  DES）の比較では，非透析患者と

図 3　症例
ａ：冠動脈 CT； 前下行枝の石灰化部に狭窄が疑われる．
ｂ：心臓核医学検査； 前壁，中隔，心尖部にて，負荷時に集積低下し，安静時に再分布を

認める．
ｃ：融合画像； 前下行枝領域にて虚血所見を認める．
ｄ：冠動脈造影； 前下行枝の石灰化病変部に有意狭窄を認めたため，PCI を施行した．

前下行枝

短軸像 垂直長軸像 水平長軸像

負荷

安静

a   b
c
d

負荷 安静
前下行枝領域

前下行枝

PCI 前 PCI 後
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同様に DES が BMS より優れているとする報告13）が
ある一方，差はないとする報告もある14, 15）．

（2）　冠動脈バイパス術（CABG）
PCI に比べ，多枝病変時に完全血行再建を得やすく，

再血行再建を要することが少ない．しかし，侵襲が大
きく短期成績は PCI に劣る．

非透析患者との比較では，院内死亡，縦隔洞炎や脳
梗塞などの術後合併症が高率である16）．近年，低侵襲
の人工心肺非使用冠動脈バイパス術 off-pump CABG

（OPCAB）の施行例が増えており，短期成績は改善し
ている．
［症例呈示］
症例（図 3）は 85 歳女性，腎硬化症による腎不全

で透析歴 7 年の患者である．心不全の出現のため精査
を行った．冠動脈 CT では前下行枝の石灰化部に高度
狭窄が疑われ，薬物負荷心臓核医学検査では，前壁か
ら中隔，心尖部にかけて再分布を伴う RI 取込み低下
を認めた．融合画像でみると，CT で狭窄が疑われた
前下行枝の支配領域と核医学検査で認めた虚血領域が
一致した．後日，冠動脈造影を行った結果，前下行枝
の石灰化部に高度狭窄を認めたため，同部にステント
を留置した．

おわりに

透析患者では，透析導入時からすでに冠動脈疾患の
合併が高率である．症状や検査所見から冠動脈疾患を
疑った場合はもちろん，K/DOQI ガイドラインに記
載されているように，透析導入時にも冠動脈疾患の評
価を行うべきである．近年の低侵襲な検査法の急速な
進歩により，決して不可能な話ではなかろう．今後，
冠動脈 CT や心臓核医学検査は，より少ない薬物投与
量や被曝量での詳細な評価が可能になるであろうし，
被曝の心配がない MRI による評価法も進歩するであ
ろう．これらの進歩は，さらなる透析患者の QOL や
予後の改善をもたらすものと思われる．

また，本邦の医療事情をふまえた透析患者の冠動脈
疾患診療ガイドラインの作成も期待される．
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要　旨

今日，透析患者の高齢化による病態の変化，医療行
政改革，経済・社会・価値観など患者をとりまく環境
は日々変化し複雑化しており，透析医療施設が単独で
透析患者に対して全方位的に対応することは困難とな
っている．

入院透析患者の退院阻害要因の把握を目的に行った
当院における入院透析患者の定点観測では，患者の 36

％ が困難例として入院を継続していた．退院困難理
由は，転院待機のためが 39％ と最も多く，ついで病
状が不安定でゴールの見通しが立たないが 36％ であ
った．介護度の高いこと，独居や介護力低下が著明な
こと，リハビリテーションを要する患者を受入れる医
療機関が少ないこと，要介護 1〜2 程度の独居者であ
っても在宅以外で生活できる施策が少ないことがその
要因としてあげられた．

このことから，安全性の確保と透析患者の QOL の
向上，医療資源の有効活用などを考えると，透析施設
と地域の他の医療施設・介護保険施設が協力し合える
体制，医師・看護師・医療ソーシャルワーカーなどの
医療スタッフとケアマネージャー，ボランティア組織，
自治体が相互に連携し合える体制を構築する必要があ
る．また，福祉ホームなど新たな療養先を見い出すこ
とで，後方支援における幅を広げる可能性を探ってい
くことも求められる．

1　はじめに

人口の減少と高齢化が深刻化するわが国では，医療
支出の増大が問題視されており，透析医療も総医療費
を増大させる要因の一つとされている．

当院は 418 床の急性期病院である．特徴として，腎
炎の診断治療・保存期腎不全治療から血液透析，腹膜
透析・腎移植などの腎代替療法まで腎疾患に係わる一
貫した医療を提供しており，年間約 300 名の腎代替療
法導入を行っている．われわれ医療ソーシャルワーカ
ー（MSW）は，医療チームの一員として透析患者に
対し，健康保険特定疾病制度1）や身体障害者手帳，お
よび手帳取得後の障害者医療費助成制度2）などの制度
導入を行うとともに，退院調整を行うことで，患者の
生活，社会復帰支援を行っている．退院調整とは，患
者家族の主体的な参加の下，退院後も自立した自分ら
しい生活を送れるように，教育指導を提供したり，諸
サービスの活用を説明する等，病院内外においてシス
テム化された活動・プログラムを指す3）．

本稿では，仙台社会保険病院腎センターにおける入
院透析患者の退院困難要因と，MSW の立場から退院
困難透析患者を通じて感じる後方支援の課題について
述べる．

2　退院困難例の背景

なんらかの理由で入院期間が 30 日を超えたものを

医 療 制 度

急性期病院における透析患者の後方支援の課題
――　患者の QOL 向上に焦点をあてた地域連携を目指して　――

澤井　彰＊1　佐々木恭＊1　佐藤壽伸＊2

＊1  仙台社会保険病院地域医療連携センター　＊2  仙台社会保険病院腎臓疾患臨床研究センター

key words：退院困難例，医療ソーシャルワーカー，福祉ホーム，障害者自立支援法
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退院困難例とした場合，われわれ MSW が 2010 年 1

月〜7 月末日迄に退院調整を行った透析患者 120 例中，
退院困難例は 44 例（36.7％）であった．44 例の退院
困難例の平均年齢は 75.3 歳（最高齢 90 歳），平均入
院日数は 65.7 日（最大 186 日）であった（図 1）．退
院困難理由は，転院待機のためが 39％ と最も多く，
ついで病状が不安定でゴールの見通しが立たないが 36

％ であった．
退院困難例の入院理由は透析導入が 25 例，合併症

治療が 19 例であった（図 2）．透析導入例では毎月 20

名前後いる透析導入患者の内，3〜4 例の症例が退院
困難となっており，シャント形成不全や透析不均衡症
候群，廃用症候群などの医学的理由が直接的原因とな
り退院困難となっていた（図 3）．合併症の内訳は骨折

図 3　月毎の透析導入例数に占める退院困難例数
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7 例，閉塞性動脈硬化症 5 例，感染症 2 例，シャント
トラブル 1 例，その他 4 例であった（図 2）．なかでも，
感染症による入院患者の平均入院日数が 116.5 日と突
出していた（図 2）．

退院困難例の年齢分布では 74 歳（前期高齢者）を
ピークに 19 件の退院困難例があり，年齢に比例して
退院困難が増加するとは限らない（図 1）．

家族構成と入院期間の関係では，夫婦のみの場合が
最も入院期間が長かった．高齢夫婦の場合，老々介
護・認々介護（認知症同士の介護）になってしまうた
め，長期入院可能な透析施設への転院を希望する場合
が多い．長期入院透析施設への転院調整を行った症例
は 20 例であり，退院困難例の約半数の患者が転院待
機のために当院での継続入院を余儀なくされた．その
中には，待機中に新たな治療を必要とする状態に陥る
患者もあった．具体的には，転院待機の間に認知症状
が進行し，徘徊により骨折してしまう患者，精神疾患
を有するために他院での外来受診が必要な患者があげ
られる．

3　透析患者の後方支援に関する新たな試み

先に述べたように，当院では有床診療所や療養型病
床を有する施設へ長期入院透析を依頼するケースが多
く，退院透析患者の約 20〜30％ が当院退院後，入院
療養をしている．それら患者では「在宅」以外，例え
ば障害者施設や介護保険施設等からの通院透析を行う
方法も考えられるが，実際にはその数は少なく，自宅
退院が困難な透析患者の療養先は限られており，透析
患者の病院以外の新たな療養先の開拓が求められる．

最近，障害者自立支援法4）を根拠法とした福祉ホー
ムの透析医療への参加により，透析患者の療養先に新
たな選択肢が増えた．入居対象者は，身体障害者福祉
法において，障害区分 I〜II 程度の者5）であり，透析
施設とアパートが一体化した施設で療養生活を送るこ
とができる．この福祉ホームの理念は，透析患者が

「保護」のもとで生きるという受け身の生き方ではな
く，独立した 1 人の人間が主体的にかつ自立して生き
られるように創設されたものであり，介護保険サービ
スや障害者自立支援法における介護サービスを組み合
わせながら，自分らしい生活づくり（＝QOL）の向
上につなげていくことができることにある．

ここで福祉ホーム利用にいたった具体例として，糖

尿病性腎症による末期腎不全にて血液透析導入期の
60 代女性患者の例を紹介する．
［症例紹介］
患者は糖尿病性腎症による末期腎不全として当院へ

紹介となり，入院して即日血液透析導入となっている．
また既往歴に入院や頻繁な通院治療は必要ないものの
遅発性統合失調症がある．MSW が長男との間で実施
した面接では当院退院後は自宅以外での療養を希望し
た．しかし，精神疾患を有するため長期入院透析の受
け入れは困難と考えられた．グループホームや有料老
人ホームに入所しながら通院透析を行う方法があるが，
待機期間や費用面での問題があり入所困難と思われた．
そこで，MSW から上述の透析施設とアパートが一体
化した福祉ホームへの入居を提案した．家賃も安価な
ため，家族も納得し，患者・家族による福祉ホームの
見学を経て，当院入院後約 3 カ月の経過で入居した．
入居にあたり，自立支援医療制度（更生医療）6）の手
続きが必要ではあったが，MSW が代行申請を行った．
その後患者は特に精神面での問題もなく，周りの入居
者との人間関係も良好に過ごしている．

4　透析患者の後方支援の課題

当地においては入院透析が可能な病院，有床診療所
は少なく，透析患者の場合は介護保険施設への入所も
原則困難なため，療養先が極端に限られ転院するまで
に時間を要する．またリハビリテーションを行え，か
つ透析可能な医療施設はほとんどないために長期臥床
による廃用症候群，転倒による骨関節障害など，一度
低下してしまった ADL を回復させることが難しい現
状もある．しかし，一つの医療機関だけで全方位的な
医療を提供しつづけることには限界がある．今後は透
析施設だけでなく，他の医療施設との連携，医師・看
護師・医療ソーシャルワーカーなど医療スタッフとケ
アマネージャー，ボランティア組織，地方自治体など
が相互に協力し，在宅復帰可能な患者は在宅へ戻し，
本当に入院療養が必要な患者だけが長期入院をすると
いう基本的な考え方に戻ったうえで，社会的な入院を
なるべく少なくしていく姿勢が大切である．

また，われわれ MSW が透析医療に関して日々感じ
ていることを行政機関や国に提言していく姿勢や，介
護老人保健施設での透析患者受け入れなど，病院以外
で療養の場が持てるように働きかけを行うなど，医
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療・福祉・介護分野との連携も視野に入れた広域的な
活動も必要と思われる．

地縁と血縁の希薄化が進む今，透析患者をはじめと
した高齢者医療の問題はますます深刻化し，高齢独居
患者や家族がいても面倒を見てもらえない患者は増加
する一方である．病院だけではなしえない後方支援体
制作りであるが，今後はますます地域内での各種連携
を推進し，患者が尊厳をもち，自分らしく生活できる
ように，医療を超えて，地域の関係機関・行政機関を
巻き込みながら，皆で患者を支えていくこと，すなわ
ち地域連携していくことが求められている．
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要　旨

2011 年 3 月 11 日に発災した東日本大震災は，沿岸
部の津波被害，福島第一原発の事故，広域の停電など
により透析治療に深刻な影響を与えた．日本透析医会
が運営する災害情報ネットワークは，後方地域や行政
と被災地情報の情報共有に一定の役割を果たした．ま
た，広域の患者搬送を想定し日本全国に透析患者の受
け入れ体制を整備，遠隔搬送のコーディネートやサポ
ートを行い，日本臨床工学技士会などと協力し現地に
ボランティアを派遣した．

1　東日本大震災までの日本透析医会と災害対策

日本透析医会と災害対策の関わりは古い．1987 年
に災害時救急透析医療小委員会が発足し，1992 年か
ら災害対策の一貫として患者登録事業を開始．最終的
に半数近い施設数における登録を行ったが，1995 年
に発災した阪神淡路大震災では有効利用されたケース
が少なかったことなどの理由で 1996 年をもって患者
登録を停止した．1999 年には災害管理委員会・災害
対策部会と名称を改め，全国レベルの災害時情報シス
テムの構築を目指すことになり，現在の Web ベース
の災害情報ネットワーク情報共有システム（以下災害
情報共有システム）が千葉県支部の情報システムを基
に構築された．2003 年には「医療安全対策委員会：
災害時透析医療対策部会」と改編，全国規模の情報共

有ツールとして「危機管理メーリングリスト」が整備
された1）．

その後，2004 年 10 月の新潟県中越地震，2005 年 3

月の福岡西方沖地震と限定的な地域ながら透析不能施
設が発生した災害における対応を踏まえ，より多くの
関係者の accessibility を高めるべく，「危機管理メー
リングリスト」を情報共有に特化した「災害情報ネッ
トワークメーリングリスト（joho_ml）」と，会議室的
な役割を担う「透析医療災害対策メーリングリスト

（taisaku_ml）」に分割した．またこの頃の地震による
被災状況を検証し「浦河 QQ index 2006」2）などがま
とめられ，日本透析医会による会員等への具体的な災
害時対策の啓発が行われた．2008 年には，災害情報
共有システムをバージョンアップし，携帯からの災害
時情報の登録と集計結果の確認ができる仕様になった．

2008 年に施行された公益法人制度改革を受け，現在，
日本透析医会は公益社団法人認定を目指し準備中であ
る．中でも透析医療の災害時対策は，日本透析医会の
公益事業の大きな柱として位置づけられており，大災
害時発生時の対応によって，日本透析医会の存在意義
が問われる，と言っても大袈裟ではないというのが山
㟢親雄会長以下役員の共通認識であった．

2　3 月 11 日（金）〜震災発生当日

2011 年 3 月 11 日，通例では月末に開催する日本透
析医会常任理事会を，この月だけは夜に日本透析医学
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会との合同会議が予定されていたため，日本透析医学
会の理事会に合わせ，同日常任理事会を開催すること
になっていた．さらに，この常任理事会に先んじて日
本臨床工学技士会，日本腎不全看護学会，全国腎臓病
協議会，日本透析医会の 4 者による合同会議を 14 時
から東京都中央区の会議室で行っていた．

14 時 46 分，お世辞にも立派とは言えない会議室の
ビルは大いに揺れた．2 分ほど続いた揺れの長さは，
最大級の地震でも揺れの長さは 1 分程度である3），と
いう我々のそれまでの知識を覆すもので，海溝型，し
かもかつてない規模の地震であることをこの時点で確
信した．会議は中断，携帯のワンセグをつけると震源
は宮城県沖で，程なく大津波警報が東北地方の太平洋
沿岸に発令されていた．この時点で会議室はそのまま
日本透析医会の災害対策本部となり，活動を開始する
ことになった．

日本透析医会には，前述したように災害時の情報収
集および情報共有のシステムとして，①Web ベース
の災害情報ネットワーク情報共有システム（災害情報
共有システム）と，②「災害情報ネットワークメーリ
ングリスト（joho_ml）」がある．前者の災害情報共有
システムについては，地震発生 6 分後の亀田総合病院

（千葉県）の書き込みを最初に，活発な書き込みがあ
り 11 日中に 457 施設の情報提供をいただいた．多く
は被災がなかった地域の施設情報であったが，福島県
は 12 施設（透析不可 9 施設），茨城県 10 施設（透析

不可 3 施設），栃木県 20 施設（透析不可 8 施設）から
の情報をいただいた．その一方で，その他の被災各県
においては，岩手県 1 施設，山形県 5 施設（透析不可
2 施設），青森県 2 施設，宮城県 1 施設（透析不可 1

施設），秋田県 1 施設（透析不可 1 施設），という報告
数であった．この日透析不可と報告された施設は東京，
千葉，神奈川，埼玉も含め 44 施設であった（図 1）．
これまでの災害の経験からも，より被害が大きい地域
で報告が少ないという傾向があったので，報告の出て
こない県では激甚な被害が想像された．事後の情報に
よれば 11 日の時点では，東北電力管内の青森県・秋
田県・岩手県全域，および山形県・宮城県のほぼ全域
が停電になった一方，福島県の停電は一部地域（福島
市，伊達市，伊達郡など）に留まっていたということ
であり，情報提供の地域差にはこの影響もあったかと
思われる．

災害情報共有システムに活発な書きこみがあった一
方で，joho_ml の立ち上がりは遅かった．11 日中に届
いたメールは後方支援地域からの 5 通のみであった．
携帯通話の接続障害と携帯メールの遅延は，地震発生
直後から発生していたが，PC メールの遅延について
の詳細は不明である．joho_ml も被災状況等の情報共
有を行うのが主旨であるが，Web 上の災害情報共有
システムに比べると認知度の差があったのかもしれな
い．ちなみに，東京において筆者の使用していたドコ
モのデータ通信は一貫して安定しており，接続に支障
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図 1　災害情報共有システムに報告された透析不可施設の推移
 （復旧した施設も累計に含む）
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を来すことは一切なかった．また，140 字以内の書き
込みで情報交換するインターネット上のソーシャルネ
ットワークサービスである Twitter は，地震発生後一
貫して安定して運用されていた．筆者個人（山川）の
アカウント（@tomoyamakawa）では，地震発生 7 分
後に投稿した「透析施設は被害状況ご報告を http://

www.saigai-touseki.net/index.php」を皮切りに，日本
透析医会に集まる様々な情報を発信した．

初日は偶然透析医会の役員が東京に揃っていたこと
もあって，災害対策本部の立ち上げは迅速であった．
しかし沿岸部を中心に甚大な津波の被害があることと，
東北のほぼ全域に及ぶ広範囲の停電で透析が不可能と
なっている施設が多数あることが想定されたものの，
個別の施設に関する情報については，災害情報共有シ
ステムに投稿されたごく一部を除いてこの時点ではほ
とんど得られていないという状況であった．

3　3 月 12 日（土）〜震災発生翌日

地震翌日には，joho_ml，災害情報共有システム，
業者経由，および個人的な情報提供などにより，宮城
県全域，および福島県，岩手県の津波の被害が甚大で
あることが想定される沿岸部以外についてはある程度
被災地の情報が入ってくるようになった．また，厚生
労働省健康局疾病対策課とも積極的な情報交換を行い，
行政ルートでも情報が得られるようになった．

かなり広い範囲で停電が生じており，東北各県で停
電のために透析が施行できない施設が多数あることが
判明．この日，山形県では県下 36 施設中 7 施設が透
析不可であることが山形県庁から，青森県透析医会事
務局からは 39 施設中 6 施設が透析不可であるとの情
報を頂いた．また厚生労働省経由で，茨城県では 2 施
設が患者受け入れ施設を探しており医療機関同士で調
整しているとの情報が，また岩手県では 44 透析施設
のうち自家発電による透析を施行している施設が 10

施設あるものの，燃料枯渇の可能性が高いという情報
がもたらされ，厚生労働省としては透析患者の域外搬
送も行政として考慮しているとのことであった．また，
筆者のほうにも，大阪府の行政担当者から，現地に派
遣する DMAT（災害派遣医療チーム）を経由して透
析患者が来る可能性があるという連絡があった．実際
には，現地は津波による死亡者が多く外傷のある負傷
者が少なかったため，阪神淡路大震災のような挫滅症

候群の発生はほとんどなかったようだが，このような
情報もあって域外への患者搬送の必要性が現実味を帯
びてきた．

この状況を鑑み joho_ml においても，日本透析医会
より被災地外施設における受け入れ体制について情報
共有システムへの登録を呼びかけた．一部の県からは，
透析患者の受け入れについて，県の災害対策課がとり
まとめることになったという報告もいただいた．岩手
県，青森県，山形県では行政が透析を受けられない患
者について調整を行っていることが確認され，また患
者向けの窓口を設置した県については，災害情報ネッ
トワークのトップページに掲載し広報した．

わずかにメーカー経由で断片的な情報が得られるに
過ぎなかった宮城県であったが，後日の報告によれば，
3 月 12 日の時点で仙台社会保険病院と仙台赤十字病
院が機能しており，特に仙台社会保険病院からは，透
析患者については，病院機能が稼働している限りすべ
てのニーズを受け入れる方針をラジオなどを通じて発
信．その結果，震災直後には 1 クール 2.5 時間の透析
を 24 時間連続で，最大 8 クールの透析を施行してい
たという4）．

東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で，同
日 5 時 44 分に避難指示が半径 10 km 以内となり，富
岡クリニック（富岡町）と西病院（浪江町）が避難区
域内となった．西病院からは，避難指示の直後に情報
共有システムに透析不可の情報発信があった．富岡ク
リニックは同系列のいわき泌尿器科（いわき市）が対
応したと後日情報があった．さらに 15 時 36 分，1 号
機が水素爆発するに及び，18 時 25 分に避難指示の範
囲は半径 20 km 以内となった．この時点ではまだ避
難区域内の透析施設は上記 2 施設のみであった（図

2）．
この日，扶桑薬品工業からは，茨城県北茨城市の茨

城工場が被災，キンダリー透析剤（AF 2 号，AF 2P 号，
AF 3 号，AF 3P 号），サブラッド血液ろ過用補充液
BSG，生理食塩液（500 mL，1 L，1.5 L，2 L）につい
て出荷に支障を来す可能性があるという情報を頂いた．
後日の情報によれば，被災は立体自動倉庫設備の損傷
によるもので，このため工場が稼働停止に至り長らく
製品供給ができず，該当製品については使用制限を強
いられた（5 月中旬にサブラッド血液ろ過用補充液
BSG が全面供給再開，以後順次他製品も供給再開予
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定）．
災害情報共有システムは，この日からアクセスの増

加に伴い次第に接続が不安定になり，19 時頃の NHK

のニュースで URL が紹介されてからは，1 時間ほど
一切アクセスが不可能になった．これは過去の災害発
生時にはなかったことで，関係者のみならず一般の
方々に対する認知度が上がったという意味では喜ばし
いとも言える．しかし，大災害時の情報共有システム
としては大きな問題であり，サーバーのメーカーに対
策を依頼し応急対応して頂いたが，このような大災害
におけるアクセス集中について課題を残した．

この日 3 時 59 分，長野県北部で最大震度 6 強の地
震があった．長野県栄村を中心に大きな被害があった
が，この地震による透析施設の大きな被害の報告はな
かった．

この日は joho_ml には 50 通の投稿があった．後方
支援地域からの受け入れ情報の他，間接的に医会に入
ってきた被災地の情報を事務局から流し，一部の情報
は災害情報ネットワークのトップページにも掲載した．
災害情報共有システムは 669 施設とアクセス障害があ
ったにもかかわらず多数の情報の登録を頂いた．透析
不可の情報は 24 件，新規は 19 件で，前日からの累計

で透析不可と報告された施設は 63 件（復旧した施設
も含む，以下同様）となった．

4　3 月 13 日（日）〜震災発生 3 日目

震災発生 3 日目の 13 日の早朝，透析医療の根幹を
揺るがすニュースが飛び込んできた．東京電力が地震
の影響で電力の供給が十分に行えないとして，翌 14

日から意図的な停電（計画停電）を行う方針を固めた
のである．当初，詳細はまったく不明であったが，医
療機関も例外でないとされたため，情報収集に追われ
た．最初の計画では 14 日早朝から開始の予定が，医
療機関等への配慮から同日 17 時から開始となり，以
後 3 月 27 日まで東京都 23 区の大部分など一部を除い
た東京電力管内で行われた．停電計画の周知不足など
により停電対象となった透析施設は大きな混乱を来し，
また透析時間の短縮や変更を余儀なくされるなど，透
析治療および患者の生活に深刻な影響を与えた．この
混乱は，計画発表当時に十分予想されたことであり，
東京電力管内の施設において被災患者を受け入れるこ
とはきわめて困難であるとこの時点では判断した．実
際，計画停電が発表された日から，計画停電の対象地
域のため受け入れは不可との登録が災害情報共有シス

図 2　福島原子力発電所周辺の透析施設と福島第一原発からの距離
福島第一原発の 50 km 圏内及びいわき市内の施設，福島県立医科大学病院のみ記載．

ゆうクリニック 59 km 泉中央クリニック 54 km
かしま病院 49 km

ニュータウン腎･内科 46 km常磐病院 49 km

かもめクリニック 47 km

いわき泌尿器科病院 45 km

磐城共立病院 44 km

竹林貞吉記念クリニック 43 km

松尾病院 43 km

富岡クリニック 9 km

公立小野町地方綜合病院 39 km

福島第二原発

福島第一原発
大方病院 40 km

西病院 9 km

大町病院 25 km

小野田病院 24 km

済生会川俣病院 47 km

福島県立医科大学 58 km
相馬中央病院 43 km

相馬総合病院 44 km
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テムで相次いだ．
被災地の状況はまだ断片的ではあったが，前日に比

しさらに具体的な報告として伝わってきた．宮城県で
は少しずつ透析施設が復旧しつつあるものの，数百人
単位で自施設において透析ができない患者が発生して
おり，前述のように，一部の施設が他施設の患者を受
け入れ 24 時間対応で臨時透析を行っていることが報
告された．福島県の沿岸部（浜通り）については一部
の施設が透析不可であること，また原発の避難者が福
島市・郡山市などの福島県中部（中通り）・栃木県の
施設や近隣の総合病院に移ったこと，などの断片的な
情報が間接的にもたらされたが詳細は不明であった．
後日の報告によれば，県の要請で福島県立医科大学腎
臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科の中山昌明先生が，
この日，県下の情報収集を開始，県下全施設への状況
確認を開始したという．

岩手県では，岩手医科大学泌尿器科の大森聡先生が
中心となって，岩手県庁と連携して施設の維持と透析
患者の受け入れの連携を開始したと joho_ml に報告が
なされた．沿岸部はいくつかの透析施設で治療不可で
あること，停電があるものの自家発電で維持されてい
る施設があり，この時点では県内の連携でまかなわれ
ているものの，燃料不足の事態になった場合，県外移
送も想定しているとのことであった．また各地で断水
があり，透析関連の物品，および自家発電の燃料が不
足していることが報告された．物品については，メー
カーおよび卸業者に対し，情報提供を行うとともに，
必要に応じ日本透析医会から「緊急追加配送」の依頼
状の発行を行うこととした．

被災地周辺については，午前中に秋田県，山形県の
透析施設は停電が復旧し全施設透析が可能になったと
の報告を頂き，さらに山形県については，宮城県から
の透析患者の受け入れを医療施設間の交渉，あるいは
行政を通じて行うと申し出を頂いた．

一般の方からも要望があった災害情報共有システム
の携帯電話対応について，この日携帯電話からアクセ
スできるよう応急的な対応を行った．PD 患者につい
てもこの日からメーカーに情報をいただき，joho_ml

および災害情報ネットワークのホームページ上におけ
る情報提供を開始した．

joho_ml の投稿は 21 通，災害情報共有システムは
215 施設の情報登録があり，透析不可の施設の報告は

9 件，新規は 4 件で累計で透析不可と報告された施設
は 67 件となった．

またこの日，一般の方からユニークな申し出があっ
た．日本透析医会の災害情報共有システムのデータを
元に Google マップ上で施設地図をボランティアで作
るというものである．情報は刻々と変化するため，医
会として内容に責任は持てないということを前提とし
たうえで許可し，災害情報ネットワークのトップペー
ジでも URL を紹介した．

5　3 月 14 日（月）〜震災発生 4 日目

震災発生の 4 日目の 11 時 1 分，福島第一原発の 3

号機において水素爆発が起きた．原発周辺の状況は深
刻であることが報道からは窺え，福島県中通りの施設
などに浜通りの患者が移動しているなどの断片的な情
報はあったが，原発周囲の透析施設の情報については，
依然乏しい状況が続いていた．後日の情報によれば，
福島県立医科大学の中山先生が県下の施設の状況を調
査し，給水困難 10 施設，施設損傷 8 施設，退避勧告
1 施設，待避周辺施設が 3 施設であったことをこの日
に把握していたが，この時点では，日本透析医会から
中山先生へのアプローチは行っていなかった．

一方，宮城県については，東北大学血液浄化療法部
の宮崎真理子先生がネットへのアクセスが可能になっ
たとのことで，宮城県内の情報について直接発信を主
に joho_ml においてしていただけるようになった．宮
崎先生は，宮城県下ではまだ復旧ができない施設が数
多く，また仙台社会保険病院，石巻赤十字病院など稼
働している一部の施設に患者が集中していることから，
県下透析患者の域外搬送および透析室スタッフの応援
の必要性を示唆された．これ以降，宮崎先生は県内施
設の情報集約と発信，および域外支援の提案を県内施
設へ伝達するコーディネーターの役割をして頂く形に
なった．

また山形県は，矢吹病院の伊東稔先生に山形県の患
者受け入れの窓口をしていただくことになり，宮崎先
生と伊東先生の連携を中心に，宮城の患者を山形で受
け入れる形ができあがった．石巻赤十字病院では周囲
の患者が集中し最大 6 クールの透析を施行していたが，
山形県に患者を移送することなどで若干余裕ができた
という．最終的には 100 人以上の宮城県の透析患者を
山形県内の透析施設で受け入れることになった．また，
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青森県からはダイアライザーの不足が深刻であること
が報告された．

日本透析医会としては，津波の施設被害が甚大であ
ること，原発事故の影響によって避難を必要とする透
析患者が今後も増加することが予想されたこと，一方，
被災県周囲のみでは受け入れのキャパシティが十分で
ないことが想定されたこと，東京電力の計画停電によ
り，東京電力管内の透析施設においては支援透析を行
うことの困難が予想されたことから，遠隔地域への透
析患者の域外搬送を想定した各地域での受け入れ体制
の整備を呼びかけた．考え方としては，受け入れ地域
までの空路搬送を行政にお願いし，その先を地元の透
析関係者と地元行政が担当するというもので，当初の
受け入れ条件としては，以下のようなものをあげた．

①　空港の近辺であること．
②　東京電力の計画停電管外であること．
③　ある程度まとまった人数を地域として受け入れ

られること．
④　透析施設までの交通手段が確保されていること．
⑤　地元の責任で透析患者を割り振りする機能があ

る組織があること．
⑥　1 カ月あるいはそれ以上の滞在になる可能性が

あることを前提に，患者宿泊の手段の目処がつく
こと．

以上 6 点である．また，被災地の先生から，災害情
報共有システムの情報が膨大すぎて，必要な情報の掌
握が困難であり，情報の整理を要望されたことも踏ま
え，原則都道府県単位での情報集約と発信を行う方向
で，受け入れ都道府県のコーディネーターを設置し，
受け入れ窓口および都道府県内での調整にあたってい
ただくこととした．

またこの日，日本臨床工学技士会を中心に，日本透
析医会，日本腎不全看護学会が連携をとってボランテ
ィアを被災地に派遣することを決定した．窓口は臨床
工学技士会または腎不全看護学会で，透析業務経験の
ある臨床工学技士，看護師を募集した．派遣先は臨床
工学技士会で指示，衣食住は自己完結で行うこととし，
交通費等は後日日本透析医会が募った支援金から支出
した．

joho_ml の投稿は 95 通で後方地域の支援体制に関
する投稿が主であったが，東北大学の宮崎先生などか
ら被災地の情報がコンスタントに発信されるようにな

り，岩手医科大学の大森先生からは，この日から毎日
岩手県下の透析施設の情報をまとめて提供していただ
けるようになった．災害情報共有システムは 758 施設
の情報登録で，この日が登録施設数のピークとなった．
透析不可の施設の報告は 6 施設，新規報告は 5 施設で，
累計で透析不可と報告された施設は 72 件となった．

6　3 月 15 日（火）〜震災発生 5 日目

この日，福島第一原発は 1 号機，3 号機に続き 2 号
機，4 号機でも大きな爆発が発生し，また建屋周囲で
これまでにない高濃度放射線量が観測された．政府は
この事態を受け，11 時に 20 km から 30 km の住民に
屋内避難の指示を出した．これにより南相馬市の中心
部，いわき市の北部が屋内避難区域となり，南相馬市
の 2 施設（小野田病院，大町病院）がこの範囲内とな
った．浜通り以外の福島県においても危機感が高まり，
すでに相当数の山形県，栃木県などの隣接県への患者
の移動があることが報告されたが，山形は宮城県から
の患者をすでに多数受け入れていること，栃木は震災
による施設の被災および停電の影響があることから，
被災者受け入れのニーズに応えられない可能性がある
ことの懸念が表明された．またこの日，東北電力でも
翌 16 日以降計画停電を行う計画があることが発表さ
れた．結果的に需給バランスが緩和したため実行され
なかったが，この発表は西日本への患者搬送の必要性
の意識をさらに高めることになった．

またこの日，いわき市から 1,100〜1,200 人の透析患
者が域外に移動する計画があることが新潟大学血液浄
化部の風間順一郎先生などからの情報で判明した．当
初，新潟県に相談があったようであるが，1,000 人以
上の患者を一時的であっても新潟県で受け入れること
は不可能であり，東京女子医科大学腎臓病センターの
秋葉隆先生にも相談があったことが joho_ml の投稿で
判明した．この案件は当初福島県庁は関わっておらず，
日本透析医会にも直接の相談はなかったためこの時点
では経過を見守ることになった．

またこの日，宮城県の沿岸部の気仙沼市民病院など
でも患者の集中で施設のキャパシティを大きく超える
状況になっていたため，宮崎先生を中心に，日本透析
医会がコーディネートして政府に移送手段を手配して
もらう広域搬送計画がスタートした．受け入れ先は，
原発事故の影響を考え，またいち早く自治体の協力を
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得て受け入れ体制を整備し，計画停電の影響がなく，
空路でも原発事故の影響が少ない北海道とした．

この日，22 時 31 分に静岡県で強い地震があり，富
士宮市で震度 6 強を記録した．これで東海道新幹線に
被害があるような事態になっていれば，さらに深刻な
事態になっていたと思われたが，しばらく運転見合わ
せの後運転が再開され大きな被害がなかったことは不
幸中の幸いであった．

この日 joho_ml には 91 通の投稿があった．宮城県
と岩手県については，県下の状況を，ほぼそれぞれの
県コーディネーターの宮崎先生と大森先生が掌握され
ていることが報告から窺え，大森先生からは沿岸部の
施設がきわめて過酷な状況でありながらも維持されて
いること，沿岸部からの患者移送のニーズは減ってき
ていること，岩手医科大学より物資および医療スタッ
フの支援体制が整いつつあることなどが報告された．
災害情報共有システムは 406 施設の情報登録があり，
透析不可の施設の報告は新規の 2 施設で，累計で透析
不可と報告された施設は 74 件となった．

7　3 月 16 日（水）〜震災発生 6 日目

福島第一原発事故は予断を許さない状況が続き，こ
の日アメリカが，在日アメリカ人に福島第一原発の
80 km 圏内に避難勧告を出した．福島県から県外に自
主避難する患者が数多くいることが報告されたが，新
潟県は福島県いわき市から数百人単位の搬送の相談が
あったことから個別の患者の受け入れを一時中断，ま
た宮城県も津波被害で沿岸部の復旧の見込みがない施
設が多数あり，対応を要すことから福島県からの患者
受け入れは困難であることが表明された．富山県透析
医会からは福島第一原発 30 km 県内の南相馬市・小
野田病院から透析患者の受け入れ依頼があったことが
報告された．

宮城県からは，仙台市内で中心的な役割を果たした
仙台社会保険病院腎センター長・佐藤壽伸先生より，
佐藤先生の把握する県下の状況について joho_ml に報
告があった．佐藤先生は県内各所に直接出向き情報収
集を行っており，仙台地区は 27 施設中 9 施設が透析
不可であるものの，他の施設は施行可能になっている
こと，これにより仙台社会保険病院の地震直後の最大
8 クール行っていたような患者が集中する状況は脱し
ていること，県南部は公立刈田総合病院，みやぎ県南

中核病院を中心に，県北部は大崎市民病院を中心に自
力透析が行われていることが報告された．また，宮城
から札幌への搬送については，東北大学の宮崎先生，
北海道の札幌北楡病院の久木田和丘先生，札幌市透析
医会の戸澤修平先生，日本透析医会の山川を中心に調
整が進み，この日受け入れは入院で最大 100 人（透析
患者本人のみ）とすることに決定，この時点では 3 月
19 日に出発の予定で準備が進められた．なお，この
時期各地から深刻なガソリン不足があることが報告さ
れた．

前日，計画が伝えられたいわき市からの患者搬送は，
受け入れ先の東京，新潟には事前の通告がないままこ
の日の午後，翌 17 日に新潟に 400 人，東京に 600 人
の患者が移動することがそれぞれの受け入れ先に伝え
られた．このため新潟，東京においては，夜を徹して
都県下各施設との受け入れの調整，自治体との宿泊先
の準備の調整に追われることになった．

この日 joho_ml には 60 通の投稿があった．災害情
報共有システムは 473 施設の情報登録があり，透析不
可の施設の報告は 3 施設で，累計で透析不可と報告さ
れた施設は 75 件となった．

厚生労働省健康局疾病対策課からは，この日，各都
道府県難病担当主管課，災害時人工透析担当課宛に，

「被災地の透析患者等の受入体制の確保等について」
として，各都道府県に，被災地からの透析患者の受入
施設および患者等の宿泊施設の確保と受入れについて
の御協力をお願いする事務連絡を出していただいた．

また，日本透析医会より被災地施設の支援のための
募金活動を行うことに決定し，この日から募金活動を
開始した．きわめて多くのご厚意をいただき，最終的
には支援金の総額は，1 億 1 千万円余となった．支援
金の用途は常任理事会で厳正に検討し，被災各県の代
表者にお渡しするとともに，日本臨床工学技士会が運
用する「支援物資供給センター」への支援，ボランテ
ィア派遣の費用などに充てた．ご協力いただいた関係
各位にはこの紙面を借りてではあるが心より感謝申し
上げる．

8　3 月 17 日（木）〜震災発生 7 日目

福島第一原発に対し，ヘリコプターおよび地上の放
水車から放水を初めて行ったこの日，いわき市から約
800 人の透析患者の新潟県，東京都，千葉県への陸路
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移送が行われた．当初，400 人という人数だった新潟
への移送患者数はこの日の未明の時点では 200 人，最
終的には 154 人の患者が移動した．宿泊施設は新潟県
が急遽手配した．いわき市の透析患者 152 人は新潟県
庁前に午後 2 時前に福島県庁が手配したバス 7 台で到
着，事前のリストとは人数，氏名も大きく異なってい
たため確認作業は難航したという．信楽園病院をはじ
め新潟市周辺の施設で透析をした後，新潟市から
50 km 離れた体育館を宿泊施設として使用した（その
後，新潟市内と長岡市内の宿泊施設に移動）．

東京についても当初 600 人が移動するという連絡が
あったが，実際に東京に来られたのは約 430 人で，事
前のリストとも大きな食い違いがあり，また東京に到
着した時点で入院が必要とされた患者が 32 人いたた
めこの対応にも追われたという．治療については，秋
葉隆先生を中心に都区部災害時透析医療ネットワーク
が斡旋を行い，東京都区内の 57 施設にて臨時透析を
行った．宿泊については，東京都が国立オリンピック
記念青少年総合センターを手配した．また 45 人の透
析患者については亀田総合病院（千葉県鴨川市）が受
け入れを行った．いわき市から東京都および千葉県へ
の移動については民間バスを手配して行い，移動費用
については日本透析医会の支援金を支出することにな
った．

この日，福島県庁と連携し県下施設の情報収集およ
び支援を行っていた福島県立医科大学の中山昌明先生
と直接電話で連絡をとり，joho_ml に参加していただ
き，以後福島県下の情報発信をして頂くことになった．
この日，山形県庁を通じて，矢吹嶋クリニック（山形
県）の政金生人先生と中山昌明先生などとの間で調整
し，域外搬送で残されたいわき市内の入院患者 19 人
を山形県に移送することが決定，18 日，19 日に移送
を行った．福島第一原発 30 km 圏内の大町病院（南
相馬市）の患者移送についても，中山先生のコーディ
ネートにより行った．

またこの日，同じ 30 km 内の小野田病院（南相馬
市）14 人の患者が富山まで陸路で搬送され，富山県
下の複数の病院で入院透析を受けることが決定したと
の報告が富山県透析医会より joho_ml にあった．搬送
は翌 18 日に行われ，小野田病院は 17 日に閉鎖したこ
とを情報共有システムにご報告いただいた．

東京大学腎臓内分泌内科の石橋由孝先生を通じて，

福島第一原発の 50 km 圏内にある公立相馬総合病院
（相馬市）の PD 患者の受け入れ先について joho_ml

に相談があり，おぎはら泌尿器と目のクリニック（福
島市）の荻原雅彦先生を中心に引き受けることになっ
た．またこの日から，日本腹膜透析医学会より，被災
地周辺の PD 受け入れ施設の情報提供を joho_ml にい
ただけるようになった．青森県からはこの日，全施設
が復旧し透析可能になったとの報告があった．

この日，日本臨床工学技士会が中心になって行って
きたボランティア透析スタッフの現地透析施設派遣が
スタートした．この日，臨床工学技士 1 人が山形入り
したのを皮切りに，山形県，宮城県，茨城県に 5 月
28 日までに合計 31 人の派遣を行った．登録は最終的
に 132 人であった．

また後方地域の受け入れ体制について初めて集計を
行った．この時点で 25 都道府県で入院対応 1,147 人，
外来対応 4,943 人が可能であった．3 月 24 日に行った
最終集計では，39 都道府県において入院対応 3,732 人，
外 来 対 応 13,840 人（う ち 宿 泊 可 能 1,794 人），合 計
17,570 人の受け入れが可能という結果となった．

この日 joho_ml には 83 通の投稿があった．災害情
報共有システムには 321 施設の情報登録があり，透析
不可の施設の報告は 3 施設で，累計で透析不可と報告
された施設は 76 件となった．

9　3 月 18 日（金）〜震災発生 8 日目

厚生労働省の各都道府県に出した透析患者の受け入
れ体制の整備をお願いする事務連絡の効果で，自治体
の協力が各都道府県で進んだ．うち計画停電の予定が
あり，いわき市の患者を多数受け入れて余裕がなく，
再移送の意向があった新潟県には兵庫県から，原発の
風評被害で域外への患者流出が続いていた福島県には
石川県から透析患者受け入れの申し入れをしていただ
いた．

この日は，筑波大学腎臓内科の山縣邦弘先生から茨
城県の対応について joho_ml にご報告があった．この
日の時点で 82 施設中 7 施設が透析不可であり，原発
事故の推移，インフラの状況を考慮し，17 日頃から
県外への転送を行う方針で，神奈川に 24 人，埼玉県
に 10 人を移送したとの報告があった．宮城県から北
海道への患者移送は，患者の状態を考え当初 19 日の
予定であったが，19 日に気仙沼市からの患者を一旦
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東北大学で預かり，22 日または 23 日に北海道に移送
する方針となった．また岩手県，福島県などからガソ
リン不足が深刻であることが報告された．

この日は joho_ml には 58 通の投稿があった．災害
情報共有システムは 369 施設の情報登録があり，透析
不可の施設の報告は 1 施設で，累計で透析不可と報告
された施設は 76 件と変わらずであった．

10　3 月 19 日（土），20 日（日）〜震災発生 9, 10 日目

19 日には気仙沼市立病院から 80 人の患者が東北大
学病院にバスで移動した．また，栃木県透析医会から
は，なお福島県からの患者流入が増加している，とい
う報告があった．福島県の施設から高用量の ESA の
納入が，卸の運搬がネックになり滞っているとの報告
があり，日本透析医会からメーカーに対応をお願いし
た．

20 日には津波で消失した南三陸志津川クリニック
（宮城県南三陸町）の高橋壽先生より，4 人の行方不
明患者についての照会が，災害情報共有システムに書
き込まれ，joho_ml に転送したところ，うち 2 人が山
形県内の病院に入院していることが判明した．

同じく 20 日には福島県の中通りにある某施設にお
いて，25 日に透析室が閉鎖するので，日本透析医会
に斡旋してほしい，という患者からの電話が医会宛に
複数あった．確認したところ，透析室が閉鎖する，と
いうこと自体がデマであったことが判明した．また
20 日，福島県立医科大学の中山先生から，水道管を
修理する職人が避難したため，水道の復旧がままなら
ないいわき市の状況が joho_ml に報告された．この頃，
福島第一原発の状況はやや沈静化の方向に向かってい
ると思われたが，このように情報の交錯や風評被害が
まだ続いている状況であった．一方，宮城県の施設は
回復しつつあり，山形県からは，宮城県の患者が徐々
に自施設に戻りつつある状況が報告された．

また，兵庫県から新潟県へ，石川県から福島県へ，
患者受け入れの申し出をして頂き，患者の意向をそれ
ぞれ行政を通じて調査していただいたが，希望者はい
なかった．この後，計画停電施行の悪条件下で多数の
患者受け入れをしていた神奈川県にも，同じく西日本
への移動を患者に打診していただいたが，やはり希望
者はいないという状況であった．計画停電の影響を考
え西日本への移動を想定し，各地の自治体の協力の下

に受け入れ体制を構築したが，結局，東京電力，東北
電力管内以外の被災透析患者受け入れは家族を頼った
移動を除けば，北海道の 80 人と富山県の 14 人に留ま
った．

joho_ml の投稿は 19 日が 48 通，20 日が 38 通，災
害情報共有システムの報告は 19 日が 271 施設から，
透析不能の報告は新規の 3 施設で累計 79 施設，20 日
が 67 施設から，透析不能の施設は前述の南三陸志津
川クリニック 1 件で，この書きこみが透析不可と報告
された最後の施設となった．情報共有システムにおい
て透析不可と報告された施設は累計で 80 施設であっ
た．

11　3 月 21〜31 日

福島県双葉町の住民が集団避難しているさいたまス
ーパーアリーナに 20 日の時点で 32 人の透析患者が避
難していることが，21 日に，日本透析医学会理事長
秋澤忠男先生から joho_ml に報告された．避難所の状
況は食事，居住環境の両面で透析患者の療養には問題
があるというご指摘があった．

気仙沼市立病院から東北大学病院に移動した避難患
者は予定通り，22 日に 44 人，23 日に 36 人，航空自
衛隊松島基地より自衛隊機で千歳空港に空路で搬送さ
れ，札幌市およびその周辺の自治体の透析施設に入院
で収容された．

22 日に，joho_ml 上で，各都道府県コーディネータ
ーが把握している範囲での被災県からの患者受け入れ
実績について調査依頼を行った．まだ調査できるだけ
の余裕のない地区もあり，雑駁な調査となったが，コ
ーディネーターからの報告およびその他の情報から，
少なくとも全国 20 都道府県に 1,356 人以上の透析患
者が被災県から移動したことが判明した．この調査以
外にも相当数の移動があったと思われ，全体では推定
2,000 人程度の県外移動があったと思われる．

23 日，東京都が，金町浄水場（東京都葛飾区）から，
22 日 9 時に乳児が飲む暫定規制値の 2 倍を超える
1 kg 当たり 210 ベクレルの放射性ヨウ素 131 を検出
したことを発表し，放射性物質の水道水への混入の透
析治療への影響を懸念する声が一部に上がった．これ
を受け，水道水放射性物質混入の透析治療への影響に
ついて，日本透析医学会の秋澤理事長と日本透析医会
の山㟢会長が協議し，24 日に医学会理事長，医会会
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長の連名で見解を出すことになった．内容は，エビデ
ンスが十分にない状況での見解であったことから，理
論的には透析液に混入する心配はない，とするに留め
た．

24 日には，患者の域外への移動が一段落し，被災
地の施設が復旧に向い患者が元の施設に戻る動きも出
てきたことを鑑み，都道府県別受入可能状況の集計は
終了することになった．27 日，日本臨床工学技士会
および日本血液浄化技術学会は，被災地の施設スタッ
フへの支援として「支援物資供給センター」を開設し，
救援物資募集を開始した．日本透析医会は，支援金を
支出しこのセンターの運営をサポートした．

いわき市の施設は断水のため透析治療が困難であっ
たが 25 日頃から順次水道が復旧し，通常透析が可能
になったことから，27 日より東京都，福島県，千葉
県の患者が戻り始めたということであった．

12　4 月

4 月に入ると，被災施設もかなり復旧し，域外で治
療していた患者の多くも元の施設に戻り，津波で大き
な被害を受けた地域と原発周辺の地域以外はほぼ通常
の診療体制に戻った．2 日に，宮城県内で透析を受け
られず 2 人の患者が死亡したという記事が読売新聞に
掲載された．新聞報道では，透析を受けられずに亡く
なられたケースは他にはないが，透析を受けられない
状況がどれだけあったのかについては，今後調査を要
する問題の一つであると考える．

6 日，政府が東京電力や東北電力の管内で夏場に電
力の供給不足が見込まれるため，病院や高齢者施設に
自家発電の設備を整備する費用の一部を助成する方針
を固めた，との報道があった．これを受け，日本透析
医会は日本臨床工学技士会に計画停電の影響と自家発
電の整備状況についての緊急調査を依頼，東京電力管
内の透析施設 308 施設から回答を頂いた．透析時間の
短縮が 50.3％，透析時間の変更が 61.8％，仕事を持つ
患者への影響が 53.9％ と，計画停電による多大な影
響があった集計結果も踏まえ，8 日，「透析医療施設

（病院，診療所）に対する自家発電機の優先設置等の
お願い」を山㟢親雄会長名義で厚生労働大臣宛に提出
した．

4 月 7 日，8 日には，透析医会の杉崎弘章専務理事
と常務理事の筆者（山川）が，岩手県，宮城県，福島

県のコーディネーターおよび各県医会会長を訪問，こ
れまでの対応経過および現状についてご説明を頂き，
またお預かりした支援金の一部をお渡しした．なお，
宮城県訪問中の 7 日 23 時 32 分に，宮城県沖を震源と
する最大震度 6 強の余震が発生した．この地震による
透析施設の直接の被害は少なかったが，東北地方の広
い地域で停電となり透析日変更などの対応がなされた．

22 日の透析医会常任理事会では，被害が甚大で復
旧にも長い時間を要すると推察され，また，施設被災
のため当分の間通常の診療や生活が困難な会員に対し
今年度の会費免除措置を行うことを決定した．

4 月 15 日の時点での調査では，透析不可の施設は，
宮城県の 3 施設（泉黒沢クリニック，多賀城腎・泌尿
器クリニック・南三陸志津川クリニック），福島県 7

施設（かもめクリニック，星総合病院，公立岩瀬病院，
富岡クリニック，西病院，小野田病院，大町病院），
茨城県 1 施設（茅根病院），合計 3 県 11 施設であった．

13　現時点での小括

東日本大震災は，日本透析医会にとって 1999 年に
現在の Web ベースとメーリングリストを軸とした災
害時情報システムを整備して初めての広域災害であっ
た．大規模災害発生時の情報共有の必要性を想定した
本システムのコンセプトは，基本的には間違っていな
かったと言えるだろう．joho_ml は厚生労働省および
各都道府県の透析医療担当者も参加し，行政との情報
共有と調整にも大きな力を発揮した．しかしながら，
このような大災害に直面して多くの問題が表面化した
のも事実である．Web 上の災害情報共有システムは，
これまでの災害と比べものにならないぐらい認知度は
上がり，医療関係者のみならず，透析患者から一般人
まで広く閲覧され，また全国の透析施設から多くの投
稿があった．その結果として，12 日夜にアクセス困
難になり，また多くの投稿によって必要な情報を得る
ことが困難になり動作にも支障を来した．それ以外の
種々の問題も含め，災害情報共有システムには改善の
余地があり，システム改良を検討中である．

また joho_ml は本来医会会員限定であったが，今回，
被災地のコーディネーターなど参加を医会が必要と判
断した方，希望者には会員資格に関わらず参加して頂
いた．この対応の意義は大きかったが，本来であれば
災害発生以前から会員として参加して頂くことができ
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ていれば，事務的処理の手間は省けたはずである．ま
た，本来メーリングリストは情報共有に特化した「災
害情報ネットワークメーリングリスト（joho_ml）」と
会議室的な役割を担う「透析医療災害対策メーリング
リスト（taisaku_ml）」を使い分けるコンセプトにな
っていたが，taisaku_ml はほとんどまったく利用され
なかった．

今回は透析医会の災害情報ネットワークに入ってく
る情報にかなりの地域差があったことは事実である．
山形県，岩手県，青森県，栃木県はかなり早い段階で
透析施設の被害状況が把握でき，被害が特に大きかっ
た宮城県も透析医会の災害対策部会の一員である東北
大学の宮崎真理子先生が，早い段階で透析医会のネッ
トワークでの情報発信をされたことなどから，宮城県
の被害状況は早期に共有できた．一方，福島県はキー
マンであった福島県立医科大学の中山昌明先生に日本
透析医会としてアクセスしたのが 17 日と大幅に遅れ
たこと，いわき市をはじめ浜通りの施設が全般に不足
していたことなどから，透析医会としての福島県下の
透析患者搬送における役割は限定的なものに留まった．
これには福島県における透析医会災害情報ネットワー
クの認知度の低さ，広大な面積と山地で分断された福
島県の地理的事情，福島県内の透析医間の人的つなが
りの薄さなど様々な要因があると思われる．また茨城
県には透析医会の支部自体がなく，医会として県全体
に対する関与が困難であった．

透析施設が被災し透析治療が不能に陥った時，患者
をどのように動かすべきなのかということは，今後検
証すべきもっとも大きなテーマである．震災発生当初，
被害地域の広さから相当数の患者の広域移送の必要性
を想定したが，岩手内陸部，山形県の被害が少なく，
早期に支援透析の体制がとれたこと，仙台社会保険病
院，石巻赤十字病院など最前線の施設が診療機能を大
きく損なうことなく，発災早期から周辺の透析患者を
引き受けたことで，透析を受けられない患者が大量に
生じたり，早期に広域搬送をする事態は避けられた．
一方，宮城県沿岸部の施設の診療機能は施設のスタッ
フ自身が被災者になったこともあり，診療機能の早期
回復を果たせず，気仙沼市立病院においては，80 人
の患者を北海道へ搬送する事態となった．また原発周
辺の地域では，インフラの復旧が進まない，また医療
スタッフや患者がパニック状態になる状況で，最前線

の施設が持ちこたえられず，域外へ大量搬送すること
になった．

患者搬送にはリスクを伴う．実際，宮城県から千葉
県までの患者搬送途中で患者が 1 人死亡した事例があ
った．気仙沼市から北海道への移送においても，当初
19 日に直接移送する予定が，東北大学病院で 3〜4 泊
することになったのは移送のリスクを軽減するためで
ある．一方，インフラやスタッフが十分でなく避難所
などの劣悪な環境で治療を行い続けることもまたリス
クである．移送のリスクと被災地で不十分な透析をす
ることのリスクの相対評価は，震災関連疾患の調査と
併せ今後調査検討する必要があるだろう．

これに加え今回は計画停電という事情が状況を複雑
にした．計画停電施行地区での透析は混乱を極め，さ
らに被災者を受け入れた施設ではさらなる透析時間の
短縮や変更を余儀なくされた．このような状況での透
析もリスクとなりうる．当初，西日本を中心に，患者
受け入れ体制を呼びかけたのはこのような状況を回避
するためであった．実際，新潟，東京，神奈川などか
なり無理をして多くの被災患者を引き受けた地域の施
設では，西日本に患者を再移送したいという意向が当
初あった．しかしよりいい環境で透析医療を提供した
いという医療従事者と，地元を離れるにしてもなるべ
く住居地に近い場所にいたい被災透析患者には，相当
心理的ギャップがあったと言わざるをえない．結果と
して，西日本に用意した受け入れ体制は，各自治体に
きわめて大きな協力を頂いたにもかかわらずそのほと
んどが有効には生かされなかった．新潟県，東京都の
受け入れ時の状況を考えれば，多数の患者を受け入れ
る場合には地元自治体の協力は欠かせないし，時間的
余裕がなければ，その分混乱が生じ患者に負担を強い
ることになる．その意味で，受け入れにおいては事前
の医療関係者と自治体担当者の協議は不可欠である．
一方，刻々と変化する状況において，被災者の受け入
れのニーズも変化している．今後は，受け入れを想定
した地域に対するよりきめ細やかな情報提供が必要で
あり，受け入れ体制についても，地域を限定する，入
院を主体とするなどコストをかけ過ぎない柔軟な対応
をお願いするべきなのだろう．

また移送手段についても，今回は基本的に行政に移
送をお願いするという形をとったが，今回いわき市か
ら東京，千葉への移送については，それでは間に合わ
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ないということで，独自に民間のバスをチャーターす
るという形になった．移送手段についても透析医会と
していくつかの選択肢を持っておく必要があるのかも
しれない．

これまでの日本透析医会は，過去の災害の検証など
も踏まえ，様々な災害対策に関する啓発活動を行って
きた．今回の震災において岩手県の透析施設は，大き
な被害があったにも関わらず診療を続けられた所が多
かった．この理由として，自家発電の普及率が高かっ
たことに加え，日本透析医会の災害対策に関する情報
提供が役に立ったという．このことからも，透析医会
の啓発活動は今回の震災において一定の成果があった
と考える．とはいえ，今回の震災は世界的に見ても透
析医療が経験した災害として最大と思われ，地震発生
後の緊急離脱や避難方法など，どのような対応が望ま
しいか，あるいは事前の対策がどれだけ役に立ったの
か，より詳細な検証，検討が必要だろう．

今回の震災における透析医療の震災対応は，被災地

の医療従事者をはじめ献身的な数多い透析関係者の努
力で，透析以外の領域の関係者，あるいは行政関係者
からも高い評価をされていると聞く．被災された透析
患者のご努力に，また関わったすべての医療関係者に
対し心より感謝の気持ちを申し上げるとともに，今回
の対応で不十分であった部分を改め，よりよい透析医
療における災害対策の体制作りをするためにも，今後
の情報提供や検討についてご協力をお願いする次第で
ある．
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要　旨

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災ならび
に大津波被害に対して，日本透析医会災害情報ネット
ワークを活用し，日本臨床工学技士会および日本血液
浄化技術学会による支援物資供給活動を 3 月 28 日よ
り 4 月 25 日まで実施し，太平洋沿岸被災地へ大箱換
算で 1,400 個口を届けることができた．

また，ボランティア活動は，支援物資供給センター
での作業に 47 名（延べ 104 名）であった．さらに，
透析施設ボランティアは，臨床工学技士 88 名，看護
師 42 名の登録があり，水戸市の病院へ 2 名，6 日間，
石巻市の病院へ 4 月 9 日より 3 名体制にて 1 週間交代
にて派遣し，5 月末まで実施予定である．

はじめに

平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分ごろ，三陸沖を震源
に国内観測史上最大の M 9.0 の地震が発生し，それに
伴う大津波により，多数の方々が亡くなりましたこと，
心よりご冥福をお祈り申し上げます．また，甚大なる
被害に対してお見舞い申し上げると共に，1 日も早い
復興も併せてお祈り申し上げます．

透析医療における災害対策は，平成 7 年 1 月 17 日
に発生した阪神淡路大震災を経験し，社団法人日本透
析医会によって災害情報ネットワークが構築され，被
災状況，医療材料状況，マンパワー状況，患者受入可

能情報などが一元的に管理されている．そして，平成
16 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震において
その災害情報ネットワークが機能し，大きな評価を得
た．その 7 年後に今回の大震災が発生した．

その時，折しも東京にて日本透析医会，日本腎不全
看護学会，日本臨床工学技士会，全国腎臓病協議会の
合同会議の最中であり，急遽，会議は中止解散となっ
た．東京では固定電話は通話可能であったが携帯電話
はほとんどつながらない状況であり，また，交通機関
もすべて停止し，筆者も帰宅難民と化し，帰宅したの
は翌日の昼であった．

1　初動対応

初動対応としては，中越地震のさいは，2 日後には
現地入りした臨床工学技士からの直接情報が早期に得
られた．しかし，今回の震災の甚大な被害状況（図 1）
は TV 等で得られていたが，福島第一原子力発電所の
被災による東京電力管内での計画停電が 13 日より実
施となり，比較的被災の少なかった関東地域において
も停電対応に追われ，緊急現地調査が行えなかった．
現地入りしたのは 18〜19 日（仙台市内，いわき市内）
で，震災発生の 7 日後と遅れがあった．またその後，
20〜21 日（大船渡市，陸前高田市，大崎市），30 日〜
4 月 1 日（石巻市，気仙沼市，陸前高田市，釜石市），
15 日（岩沼市，亘理町，矢元町，相馬市，南相馬市）
など，支援物資の供給先を調査した．

現地は筆舌に尽くし難いほどの悲惨な被災状況であ

医療安全対策

東日本大震災における支援活動
――　支援物資供給活動とボランティア派遣を中心に　――

川崎忠行
日本臨床工学技士会

Support service in East Japan great earthquake―Mainly the support goods supply activity and the volunteer dispatch
Japan Association for Clinical Engineering Technologists
Tadayuki Kawasaki
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ったが，すでに沿岸地域の透析患者は内陸や被災を免
れた施設に移送して透析を実施していた．特に宮城県
沿岸や仙台市内においても多数の透析施設が被災し透
析不能となっていたが，いくつかの基幹施設での透析
で対応したとのことであった．1 週間で 3,000 透析を
行ったということであったが，被災施設の患者の透析
については当該施設のスタッフが行ったということで
あった．このため，受入施設の負担が軽減でき，この
ことは重要なことと感じた．また，電話が不通であっ
たが，昭和 53 年に発生した宮城県沖地震を教訓に，
無線による連絡網が機能したということであった．

さらに現地調査において，透析スタッフ自身も家を
流されるなど被災者でもあり，また食料や生活用品も
無く，特にガソリン不足によって買い物にも行けず，
物資不足に拍車をかけた状態であった．

2　支援物資供給活動

このように過酷な環境で勤務している医療職への支
援として，3 月 28 日より日本透析医会の理解を得て，
日本血液浄化技術学会および当会の連名にて，被災地
医療機関に対した支援物資供給センターを立ち上げた．
そして，全国の会員や都道府県臨床工学技士会へ食料
や生活用品の提供を図 2 のごとく呼びかけた．なお，
後に日本体外循環技術医学会も活動に参加した．

支援物資供給センターの概念図（図 3）のごとく，
ホームページにより物資の募集を呼びかけ，当会事務
局会議室を用い，集まった物資（表 1）を日に 5〜6

名のボランティアによって品目別に仕分けした．それ
らの物資（大箱換算で合計 1,401 個口（現地調査時に
直接持ち込み物資は除く））を岩手県，宮城県，福島
県の 14 の沿岸被災地病院（表 2）へチャータートラ

図 1　被災地の様子（陸前高田 3 月 21 日）
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図 2　救援物資募集の告知 

平成23 年3 月27 日 
急告 

（社）日本臨床工学技士会 
会長 川崎忠行 

日本血液浄化技術学会 
理事長 山家敏彦 

東北地方太平洋沖地震被災医療機関への救援物資募集について 
 

東北地方太平洋沖地震により、被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。ま
た被災地におきましては、救命・治療および復興支援に尽力していらっしゃる多くの
方々に深く敬意と感謝の意を表すとともに、被災地の一日も早い復興と皆様のご無事を
心よりお祈り申し上げます。 
道路、電気、水道などインフラの復興で作業されている方々と同様に医療も重要な社会
インフラです。 
日本臨床工学技士会および日本血液浄化技術学会では、被災地域の過酷な状況において
医療活動を行っているスタッフへの支援として「支援物資供給センター」を開設しまし
た。 
ご協力頂ける方は下記の要領にて支援物資をお送り頂きますようお願い申し上げます。 
 

記 
物資募集要領 
１．募集物資：１つの段ボール箱には１種類の物品を入れ表に内容物を記載して下さい。 
・食料はカップ麺や缶詰などの保存可能な物 
・衣類は下着等 
・乾電池（懐中電灯用の単２、単３） 
・生活用品（ごみ袋、ウエットティッシュ、生理用品、コンタクトレンズケア用品、 
使い捨てカイロ、トイレットペーパー、ブルーシート、ビニールシート） 

※募集物資情報は、下記URLで随時更新 
日臨工 東北地方太平洋沖地震Web http://jacet.net/info/ 
日本血液浄化技術学会 災害掲示板 http://www.jyouka.com/ 

２．送り先：受け取り時間は午前10 時～午後5 時 
日本臨床工学技士会内「支援物資供給センター」 
〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-3 ヒルズ884・お茶の水ビル２F 
電話 03-5805-2515 FAX 03-5805-2516 
問い合わせ先E-mail アドレス 
・（社）日本臨床工学技士会 E-mail：info@jacet.net 
・日本血液浄化技術学会 E-mail：info@jyouka.com 
 

図 3　支援物資供給センター概念図

支援物資情報

日本血液浄化技術学会 災害掲示板

必要物資情報

情報
●被災地医療機関等から必要物資情報の収集
　info@jacet.net へメールで通知
●支援物資情報を日臨工東北地方太平洋沖地
　震Web・日本血液浄化技術学会災害掲示
　板で公開

物資
●都道府県技士会，関連企業・団体，施設・
　一般等の支援者は支援物資をセンターに送
　付
　　日臨工事務所
　　　〒113‒0033 東京都文京区本郷3丁目4‒3
　　　TEL 03‒5805‒2515
●センターにて仕分け・梱包　ボランティア活用
●被災地医療機関へ発送

物資支援

物資支援

日臨工 東北地方太平洋沖地震Web

被災地医療機関

関連企業・団体 都道府県技士会 施設・一般

支援物資供給センター
日臨工事務所
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表 1　送付品と総送付数

送付物 送付数

水 水 500 ml（本）
水 2,000 ml（本）
水 1,500 ml（本）
水 10 L（箱）
200 ml，350 ml 他飲み物（本）
500 ml 他飲み物（本）
2,000 ml 他飲み物（本）

4,293
830
77
20
78

242
40

食料品 カップ麺（食）
レトルト食品（食）
缶詰（食）
米（5 kg）
その他食料品（箱）

2,594
1,918
1,123

51
70

子供用 小児用紙おむつ（箱）
おしりふき（箱）
粉ミルク（箱）
アレルギーのある小児の食事（箱）
その他ベビー用品（箱）

122
52
13
1
6

生活用品 トイレットペーパー（箱）
ティッシュ（箱）
ウェットティッシュ（箱）
ペーパータオル（箱）
生理用ナプキン（箱）
紙おむつ大人用（箱）
下着（箱）
衣類（箱）
タオル（箱）
シート類（箱）
ごみ袋，ポリ袋（箱）
乾電池　単 1，2，3（本）
ホッカイロ（箱）
サランラップ（本）
食器洗い用洗剤（箱）
洗濯用洗剤（箱）

114
56
18
8

37
17
14
4
4

13
23

1,252
24

2,712
2

47

割り箸，使い捨て容器等 紙コップ（個）
割り箸（膳）
使い捨て容器

30
152
20

風呂用品 シャンプー・コンディショナー（箱）
ハンドソープ（箱）
手洗い石鹸（個）
ボディーソープ（箱）
歯ブラシ，歯磨き粉（箱）
その他風呂用品（箱）

15
17
6
3
3
1

その他 トレビーノ（箱）
文房具セット（箱）
防災セット（箱）
マスク等衛生セット（箱）
ゴム手袋
シーツ（箱）
その他生活用品等

2
6

15
17
2
1

多数
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ックおよび宅配便にて配送した．この 14 施設から周
辺の施設等に搬送してもらった物資もあり，特に仙台
オープン病院，仙台社会保険病院には多大なる協力が
あった．

物資を提供した個人，施設，団体等の数は 143 であ
り，この場を借りてお礼申し上げる．また，支援物資
供給センターでの仕分け作業にボランティアとして協
力した人は，3 月 28 日〜4 月 25 日の期間に 47 名（延
べ 104 名）にのぼった．

3　ボランティア派遣活動

日本透析医会災害情報ネットワークにおける副本部
担当者は，日本臨床工学技士会災害対策システム委員
会委員長でもある．ボランティアについては図 4 の

ごとく，ボランティア希望者は自施設の了解の下に，
技士会災害対策委員会へ登録し，ボランティアを必要
とする施設は日本透析医会災害ネットワークへ要請す
る．そして，日本透析医会災害情報ネットワークは技
士会災害対策委員会へ派遣要請し，現地と調整して派
遣する流れである．4 月 21 日現在で，ボランティア
登録者数は，日本臨床工学技士会 88 名，日本腎不全
看護学会 42 名（医師は除く）である．

第 1 陣として，山形県矢吹病院より，福島県からの
患者が避難することによるボランティア派遣要請があ
った．3 月 18 日に派遣技士 2 名，運転手 1 名のグル
ープと別の派遣技士 1 名が山形市に入ったが，急遽派
遣中止となり，19 日に仙台，福島を視察調査した．
第 2 陣として水戸中央病院より，福島県からの透析患

表 2　支援物資送付施設

地　域　名 病　院　名 箱数（個口）

福島県相馬市 相馬中央病院 108
岩手県大船渡市 岩手県立大船渡病院 96
宮城県仙台市 仙台市医療センター仙台オープン病院 213
宮城県仙台市 仙台社会保険病院 143
宮城県気仙沼市 気仙沼総合病院 36
宮城県石巻市 日本赤十字社石巻赤十字病院 77
宮城県仙台市 宏人会中央クリニック 96
福島県南相馬市 （医）青空会　大町病院 40
福島県原町市 （医）相雲会　小野田病院 36
岩手県宮古市 岩手県立宮古病院 140
岩手県釜石市 楽山会せいてつ記念病院 150
岩手県釜石市 岩手県立釜石病院 140
宮城県多賀城市 多賀城腎泌尿器科クリニック 60
岩手県陸前高田市 勝久会　松原クリニック 66

上記には，被災状況調査の際，直接車にて運送したもの（多数）は含まず．

図 4　日本臨床工学技士会東日本大震災ボランティア概念図
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者受入れにともなう要請があり，3 月 25 日〜30 日ま
で看護師 2 名を派遣した．第 3 陣として，石巻赤十字
病院へ 4 月 4 日〜9 日，看護師 3 名を派遣した．なお，
技士はすでに秋田赤十字病院等から 3 名派遣されてい
た．

以後，石巻赤十字病院へ継続して臨床工学技士や看
護師を派遣しており，5 月末まで実施予定である（表

3）．

おわりに

本稿では，平成 23 年 3 月 11 日，三陸沖を震源とし
た東日本大震災への対応としての，支援物資供給活動

および看護師，臨床工学技士のボランティア派遣活動
に言及した．今回の震災では，大津波により岩手県，
宮城県，福島県，茨城県，千葉県などきわめて広範囲
が被災したことや，福島第一原子力発電所事故も発生
したことで，過去に経験したことの無い事態となって
いる．しかしながら，透析医療は患者の命，まさしく
ライフラインであり，一時も早い復旧が望まれる．

最後に，支援物資をお送り頂きました方々，ボラン
ティアに登録や派遣された方々，昼夜を問わず対応し
て頂きました災害情報ネットワーク担当者など多数の
方々のご努力に敬意を表します．

表 3　ボランティア活動経過表（4 月 21 日現在）

★　矢吹病院へ派遣及び現地調査〈ボランティア第 1 陣〉
　3 月 18 日（金）〜3 月 19 日（土）山形市，仙台市，いわき市 臨床工学技士 3 名
　3 月 18 日（木）〜3 月 19 日（土）山形市，福島市 臨床工学技士 1 名

★　岩手県沿岸地域現地調査及び大崎市へ物資配達
　3 月 20 日（日）〜3 月 21 日（月）大船渡市，陸前高田市，大崎市

★　水戸中央病院へ派遣〈ボランティア第 2 陣〉
　3 月 25 日（金）〜3 月 30 日（水） 看護師 2 名

★　石巻市，気仙沼市，石巻市現地調査及び仙台市へ物資配達
　3 月 31 日（木）〜4 月 1 日（金） 臨床工学技士 2 名

★　石巻赤十字病院へ派遣〈ボランティア第 3 陣〉
　4 月 4 日（月）〜4 月 9 日（土） 看護師 3 名

★　石巻市〜南相馬市現地調査
　4 月 4 日（月）〜4 月 6 日（水） 臨床工学技士 1 名，看護師 1 名
　4 月 6 日（水）〜4 月 8 日（金） 臨床工学技士 2 名

★　石巻赤十字病院へ派遣〈ボランティア第 4 陣〉
　4 月 8 日（金）〜4 月 16 日（土） 看護師 2 名，臨床工学技士 1 名

★　石巻赤十字病院へ派遣〈ボランティア第 5 陣〉
　4 月 15（金）〜4 月 22 日（金） 看護師 2 名
　4 月 15（金）〜4 月 23 日（土） 臨床工学技士 1 名

★　岩手県各地の現地調査
　4 月 15（金）〜4 月 17 日（日） 臨床工学技士 2 名

★　以後の予定
　石巻赤十字病院への派遣〈ボランティア第 6〜9 陣〉 
　4 月 22 日（金）〜4 月 30 日（土） 臨床工学技士 3 名
　4 月 29 日（金）〜5 月 7 日（土） 臨床工学技士 2 名，看護師 1 名
　5 月 6 日（金）〜5 月 14 日（土） 臨床工学技士 1 名，看護師 2 名
　5 月 13 日（金）〜5 月 21 日（土） 臨床工学技士 1 名，看護師 2 名
　5 月 20 日（金）〜5 月 28 日（土） 臨床工学技士 2 名，看護師 1 名
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要　旨

わが国の人口の高齢化に伴い，認知症有病者が増加
してきている．維持透析患者においても，新規導入患
者の高齢化や既存導入患者の透析療法の長期化などが
認知症発症率を押し上げており，次第に重要な案件に
なってきている．慢性腎臓病そのものの存在や血液透
析の施行自体が，認知症発症の危険因子の一翼をなし
ている．本症患者では精神的自立低下が先行し，身体
的自立低下は遅れて出現するが，経年的に双方が漸次
悪化していく．ただし，双方は必ずしもパラレルに増
悪はしない．そこで，透析患者の認知症の中核および
周辺症状を的確に捉え，これら患者群の心身の自立度
を把握することが対応策の策定に急務となる．末期認
知症透析患者では，生命の質や生きる意義などが考慮
されて，透析を含めた治療の進め方が重要な課題の一
つとなる．

1　認知症概説

認知症は，その中核症状を，①記憶・見当識の障害，
②判断力の低下または喪失，③言語障害（失語），④
失行，⑤失認，などとする獲得した知的能力の障害で
ある．これを修飾する諸症状は，周辺症状または行動
心 理 症 候（behavioral and psychological symptoms of 

dementia;  BPSD）と呼ばれている．周辺症状には，
①精神症状として不安・焦燥・妄想・幻覚・抑うつな
どがあり，②行動障害として徘徊・多動・不潔行為・

収集・暴言・暴行・介助への抵抗などがある．
本症は症候群であり，①アルツハイマー病，②脳血

管性，③レビー小体型，④高齢者タウオパチー，⑤そ
の他，に分類される1）．一般には①が最頻であるが，
透析患者では②が多いとされている2）．多彩な周辺症
状が，周囲を悩ませ困惑の種を醸し出すとされている．
見聞するところでは，介護者が想像に絶する苦労をす
ることもある．しかし，認知症 82 例を観察した平原
は，①50％ の症例で BPSD を認めない，②31％ は対
応や環境を変えるだけで改善する，③19％ に向精神
薬が必要な中等度の BPSD が出現した（BPSD が原因
で入院に至る頻度は全体の 1％ 程度）と，認知症患者
を治療・ケアしていくうえできわめて重要で示唆に富
む報告を行っている1）．

2　日本における認知症患者の増加

高齢者介護研究会報告書「2015 年の高齢者介護」
（2003 年 6 月）によると，日常生活自立度 II（表 1；
自立度 II：日常生活に支障をきたすような症状・行動
や意思疎通の困難さが多少見られても，誰かが注意し
ていれば自立できる）以上の認知症患者は 2002 年に
約 150 万人（65 歳以上人口の 6.3％）であった．これ
が，2015 年には約 250 万人（同 7.6％），さらに 2025

年には約 323 万人（同 9.3％）に達すると予想される
という．「認知症」は，少子高齢化社会の大きな問題
の一つとなってきている．

実 態 調 査
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透析スタッフの備え
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3　日本における維持透析患者の認知症

日本透析医学会統計調査委員会の報告（2009 年 12

月末現在）3）によれば，透析患者総数のうち，「認知症
あり」と回答された患者は 9.8％ を占めていた．ただ
し，その重症度別の発現率は不明である．年齢からみ
ると，60 歳を超える年齢層から認知症が急増し，加
齢の影響を窺うことができる．また，女性のほうが男
性よりも認知症合併率は高かった（図 1）．各年代の
認知症透析患者の約半数以上が要介助状態にあり，こ

れは加齢と共に増加していた．腎疾患の発症と共に認
知機能障害の比率が増大することは，その機序は不詳
であるが，観察研究で詳らかにされている2, 4）．透析
患者の認知症好発は，加齢だけではなく血管性因子

（脳梗塞・脳出血・脳動脈硬化・血圧変動に伴う脳の
微細な損傷など），代謝性因子（ホモシステインなど）
や HD という治療形態などに起因していると推測され
る．

DOPPS（2006 年）5）によれば，認知症診断率はフラ
ンス 1％（969 例），ドイツ 3％（905 例），イタリア 2

表 1　認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク 判　断　基　準 見られる症状・行動の例 判断にあたっての留意事項

Ⅰ 何らかの認知症を有するが，日
常生活は家庭内及び社会的にほ
ぼ自立している．

在宅生活が基本であり，一人暮らしも可能である．
相談，指導等を実施することにより，症状の改善
や進行の阻止を図る．

Ⅱ 日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さ
が多少見られても，誰かが注意
していれば自立できる．

在宅生活が基本であるが，一人暮らしは困難な場
合もあるので，日中の居宅サービスを利用するこ
とにより，在宅生活の支援と症状の改善及び進行
の阻止を図る．

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態がみられ
る．

たびたび道に迷うとか，買物や
事務，金銭管理などそれまでで
きたことにミスが目立つ等

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見ら
れる．

服薬管理ができない，電話の応
対や訪問者との対応など一人で
留守番ができない等

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さ
が見られ，介護を必要とする．

日常生活に支障を来たすような行動や意思疎通の
困難さがランクⅡより重度となり，介護が必要と
なる状態である．「ときどき」とはどのくらいの
頻度を指すかについては，症状・行動の種類等に
より異なるので一概には決められないが，一時も
目を離せない状態ではない．
在宅生活が基本であるが，一人暮らしは困難であ
るので，夜間の利用も含めた居宅サービスを利用
しこれらのサービスを組み合せることによる在宅
での対応を図る．

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態
が見られる．

着替え，食事，排便，排尿が上
手にできない．時間がかかる．
やたらに物を口に入れる，物を
拾 い 集 め る，徘 徊，失 禁，大
声・奇声をあげる，火の不始末，
不潔行為，性的異常行為等

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態
が見られる．

ランクⅢa に同じ

Ⅳ 日常生活に支障を来たすような
症状・行動や意思疎通の困難さ
が頻繁に見られ，常に介護を必
要とする．

ランクⅢに同じ 常に目を離すことができない状態である．症状・
行動はランクⅢと同じであるが，頻度の違いによ
り区分される．
家族の介護力等の在宅基盤の強弱により居宅サー
ビスを利用しながら在宅生活を続けるか，又は特
別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービ
スを利用するかを選択する．施設サービスを選択
する場合には，施設の特徴を踏まえた選択を行う．

M 著しい精神症状や周辺症状ある
いは重篤な身体疾患が見られ，
専門医療を必要とする．

せん妄，妄想，興奮，自傷・他
害等の精神症状や精神症状に起
因する問題行動が継続する状態
等

ランクⅠ〜Ⅳと制定されていた高齢者が，精神病
院や認知症専門棟を有する老人保健施設等での治
療が必要となったり，重篤な身体疾患が見られ老
人病院等での治療が必要となった状態である．専
門医療機関を受診するよう勧める必要がある．

（平成 18 年 4 月 3 日　老発第 0403003 号　「「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」の一部改正について）



維持透析患者の「認知症」に対する透析スタッフの備え 251

％（868 例），日本 3％（2,724 例），スペイン 3％（932

例），英国 1％（888 例），米国 6％（9,408 例）で，総
計 16,694 例の平均出現率は 4％ であった（患者平均
年齢 60±15 歳）．対象患者の採り方によって，当然，
認知症出現率は異なってくるが，各国が注目し始めた
ことは確かである．DOPPS のこの報告では，同症患
者の 4 年生存率は 37％ で非同症患者の 60％ に較べて
明らかに悪く，また，透析の中止率も高かったという．

4　いくつかの透析施設における認知症合併透析患者 

　の実態

専門医によってすべての患者について認知症の有無
や程度を診断してもらうことは適わないため，透析室
勤務の医師および看護師が，柄澤6）の臨床的判断基準

（表 2）を用いて，2011 年 1 月から 3 月の時点で判定
した（対象はすべて血液透析（HD）患者である）．

①　無床の透析単科 A 施設
146 人中「軽度のぼけ」4 人（すべて 70 歳以上），

「中等度のぼけ」2 人（90，65 歳）であった（6/146＝
4.1％）．高度のぼけはいなかった．中等度ぼけの 65

歳女性は，専門医によりアルツハイマー病と診断され
ている．通院は 3 人が自力歩行で，3 人が車椅子か支
え歩行である．周囲に迷惑を及ぼすような BPSD は
全員に認められず，毎回の血液透析施行時に問題行動
をとることはこれまではない．

②　総合病院の分院で入院施設を持つ B 施設
患者 123 人中，軽度 2 人・中等度 4 人・高度 1 人の

計 7 人（7/123＝5.5％）が認知症と疑診された．すべ
て通院患者である．「高度のぼけ」の患者が HD 終了

前 1 時間ほど何かを捜す仕草をしたり，空腹を訴えて
突然起き上がることが時にある．これまで抜針やベッ
ド転落などの事故はないが，多動のため穿刺肢にシー
ネ固定を加えることはある．

③　総合病院内の C 透析室
294 人の患者中，軽度 15 人・中等度 13 人・高度 4

人・非常に高度 4 人の計 36 人（36/294＝12.2％）が
認知症疑いであった．当該患者に 1 日に 1〜2 回の危
険行為が HD 中に観察されて，スタッフが目を離せら
れない状況であると報告された．

④　腎不全専門施設で二つの分院を持つ D 病院
（60 床）

この病院は同地域の基幹病院であり，多くの前終末
期・終末期の透析患者を収容している特徴がある．こ
の D 病院グループ 341 人の調査では，ぼけなし 275 人

図 1　認知症透析患者の性別と年齢
　　　　　　　　　　　　　　　（文献 3 より）
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表 2　認知症（痴呆）の程度：臨床的判断基準

（＋1）軽度のぼけ 日常会話や理解はだいたい可能だ
が，内容に乏しく，或いは不完全，
生活指導時に介助を要する程度の
知的衰退．

（＋2）中等度のぼけ 簡単な会話はどうやら可能．慣れ
ない環境では一時的失見当しばし
ば要介助．金銭の管理や服薬管理
が必要なことが多い．

（＋3）高度のぼけ 簡単な会話すら困難．例えば施設
内での失見当．さっき食事をした
ことすら忘れる．

（＋4）非常に高度のぼけ 自分の名前を言えない．寸前のこ
とを忘れる．自分のベッド（部
屋）が分からない．身近な人の顔
を区別できない．

（文献 6 より）
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（80.6％）・軽度 33 人（9.7％）・中等度 21 人（6.2％）・
高度 6 人（1.8％）・非常に高度 6 人（1.8％）の出現率
であった．高度ぼけ 6 人中 5 人，非常に高度のぼけ 6

人中 3 人が入院中であった（表 3）．
認知症の疑診率には，各施設特性によりかなり大き

な差異が認められた．また，患者の周辺症状は千差万
別であると推測され，したがって，透析室において当
該患者がどのような言動をとるかは容易に予想できな
い．そのため，広い範囲の対策が必要で，詳細な基礎
資料を収集する必要がある．

5　高齢者の終末期の医療およびケア

日本老年医学会が，この問題に対して 2001 年 6 月
13 日に立場表明を次のように行っている．

①　立場 1

高齢であることや自立能力が低下しているなどの理
由により，適切な医療およびケアが受けられない差別
に反対する．
［論拠］医療を受ける権利は基本的人権であり，こ

の権利は重度認知症患者など判断能力が低下している
患者にあっても保障されるべきものである．

②　立場 2

高齢者の終末期の医療およびケアは，患者個々の価
値観や思想・信仰を十分に尊重して行わなければなら
ない．

立場 1 は，「いずれの生命も尊重する」という言わ
ば「生命の神聖性」に基づく原則論の表明である．し
かし，社会的な趨勢は，生命を尊重しつつ同時にその
生命体が自らの生命の質をどのように捉えるかをより

優先する方向にある．したがって，病態や周辺の状況
次第で選択肢は変わるし変わってよいことになる．立
場 2 については，個人の意思（自己決定）に委ねられ
る部分が出てくることを示唆している．つまり，立場
1 で筆者がコメントしたことが，容認されると受け止
められる．事前の意思表明によっては，治療の非開始
または治療中止という事態が起こりうる．

アメリカ医師会が 2004 年に定めた倫理要綱には，
治療を行う基本姿勢として「治療が真実，その患者を
よくするか（Will it really make the patient better ?）」
をあげ，「医師は仮に患者またはその家族が望んだと
しても，患者に益しない治療を行うことを求められな
い」と謳っている．「医師は無益な治療を行う義務を
負わない」の謂いである．しかし，実務に就くアメリ
カ人臨床医は「あなたが生命維持治療は無益だと判断
した場合，患者側にそれを与えるか，勧めるか」とい
う仮想質問に対して，「Yes」23.6％，「No」37.0％，

「It depends（状況による）」39.4％ という回答であった
（回答医師＞1 万名，Medscape Nephrology, Jan., 2011）．

こうしたアンケート調査から，実地臨床の場では，
倫理要綱がそのまま採用され難い実情を知るのである．
個人の自律性（自己決定）の尊重は現代社会の根幹を
なしているが，排他的な自己決定には，厳密な意味で
適正な条件下の制限が必要になると考える．

6　脳血管障害または認知症における延命治療の希望

厚生労働省は，表題に対する一般国民・医師・看護
師・介護者自身の希望調査の結果を 2010 年 12 月公表
した（図 2）．病態はいずれも治癒の見込みはなく，
全身状態のきわめて悪化した状態であり，末期と捉え

表 3　4 透析施設における認知症透析患者の出現率

認知症の進行度 A 施設 B 施設 C 施設 D 施設 合　計

（0）ぼけなし 140 人
（ 95.9％）

116 人
（ 94.3％）

258 人
（ 87.8％）

275 人
（ 80.7％）

789 人
（ 87.3％）

（＋1）軽度のぼけ 　4
（ 2.7％）

　2
（ 1.6％）

15
（ 5.1％）

33
（ 9.7％）

54
（ 6.0％）

（＋2）中等度のぼけ 　2
（ 1.4％）

　4
（ 3.3％）

13
（ 4.3％）

21
（ 6.2％）

40
（ 4.3％）

（＋3）高度のぼけ 　0 　1
（ 0.8％）

　4
（ 1.4％）

　6
（ 1.7％）

11
（ 1.3％）

（＋4）非常に高度のぼけ 　0 　0 　4
（ 1.4％）

　6
（ 1.7％）

10
（ 1.1％）

合計患者数 146
（100.0％）

123
（100.0％）

294
（100.0％）

341
（100.0％）

904
（100.0％）

注）　施設間に出現率の格差を認めるが，各地域における施設特性に差異があるためであろう．
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られる．回答した各グループはいずれも延命治療に対
して，明らかに消極的な態度を示している．こうした
設問に対する回答は一般論として，このようなところ
へ落ち着く傾向が近年明白である．ただし，より具体
的に治療の何を望み何を望まないかを詳らかにするた
めには，「延命治療」の定義・範疇を余程に明確化し
ておかなければ，はっきりした回答を期待しえない．

図 3 は透析患者 1,803 人に，がん末期または重度認
知症に陥った場合の選択肢を問うて得られた回答であ
る．いずれにも圧倒的に多いという回答（選択肢）は

なく，対象者が異なるとはいえ図 2 の延命治療に消極
的な態度とは乖離している．重度認知症時の透析中止
については，RPA/ASN の調査では 50〜85％ と高率
な結果を示す報告もある．このような結果は，当該患
者が明確な意思表明を残しておらず，代理判断が必要
となる事態における代理人が抱えることになる困難性
を暗示する．表 4 は，透析患者の末期医療やケアに関
わった透析医の苦慮した事項を提示している．代理判
断に伴う難しさが際立っている．終末期に生ずる多く
の問題は，当の患者の意向が明確であれば軟着陸でき

図 2　脳血管障害または認知症と延命治療の希望
　　　　　　　　　　　　（2010 年 12 月，厚生労働省発表）

延命治療を望む
どちらかというと延命医療は望まない
延命医療は望まない
わからない
無回答

一般
（2,527人）

医師
（1,121人）

看護
（1,817人）

介護
（1,155人）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

4.0 34.0 49.9 9.6
2.5

2.3 31.7 59.1 4.8
2.1

1.1 25.7 68.7 2.6
1.9

3.0 36.6 52.6 5.4
2.3

どちらかと言えば望まず 延命医療を望まない

図 3　がん末期または重度認知症に陥った場合の選択肢（仮想事例）
　　　　　　　   （全腎協・透析医会（2007 年）：回答患者数＝1,803 人）
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る可能性がある．

7　認知症を伴った透析患者への対応

7-1　当該患者の日常生活自立度

表 2 などを参考として認知症の疑診を抱いた患者に
対しては，専門医の診断・治療が必要となる．透析ス
タッフとしては，表 1，表 5 を基に日常生活自立度を
把握（例えば，IIa-A2）しておくことが基本となる．

7-2　通院か入院か

患者を知り温かく接する家族などと暮らすことが，
周辺症状（BPSD）の出現を著明に抑制する1, 7）．した
がって，重大な身体的合併症がなければ通院が望まし
い．認知症の重症化によっては通院介助が必要となる．
患者が在宅で通院する場合には，介助者に対して細や
かな配慮を社会資源の活用を通じて払う必要がある．
認知症透析患者が透析室以外で誰のどのような介助を
得て生活しているかを知ることは，透析スタッフにと
っても最重要事項となる．認知症患者とケアする介助

者を孤立化させない地域社会的な仕組みが，強く求め
られる．「認知症の人と家族の会」などと称される集
まりが徐々に全国的にできていることはその現れであ
ろう．2000 年に厚生労働省が全国 3 カ所に設置した

「認知症介護研究・研修センター」（東京・大阪・仙
台）が中心となって開発した「認知症の人のためのケ
アマネジメントシート」には，期待するものがある．

7-3　HD 施行時の留意点

一連の作業工程でスタッフが特に留意すべき事項は，
①　開始時の血管アクセスの安全な穿刺
②　穿刺後の HD 中のアクセス肢の安静（屈曲・

挙上などの防止）による安定した血流量の保持
③　抜針（故意または異常動作による）の防止
④　自覚症状の把握（予測）

などであろう．透析室が，患者により居住の場として
捉えられれば最も望ましい．①②③のためには，シャ
ント肢の抑制が時に必要となる．

日本透析医会の報告8）では，医会会員施設での抜針

表 4　担当医の立場からみた「透析患者の終末期医療・ケア」で苦慮する事項

1. 法的取り扱いの不明瞭さ（医・患・家で一致しても） 18％
2. 医師の立場から「無益な医療」と言い出せない 10％
3. 代理判断の難しさ
　　①患者の意向が不明 19％
　　②家族が決断できない 16％
　　③患者・家族間意見不一致 　9％　67％
　　④医療側・患者，家族間意見不一致 15％
　　⑤医療者間意見不一致 　8％
4. 倫理的問題の相談先がない 　5％

合　　計 100％

回答医師＝120 人（2009 年北海道高齢者透析研究会アンケート調査）

⎫
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎭

表 5　障害高齢者の日常生活自立度

ランク J
（生活自立）

何らかの障害等を有するが，日常生活はほぼ自立しており，独力で外出する．
　1）　交通機関等を利用して外出する．
　2）　隣近所なら外出する．

ランク A
（準寝たきり）

屋内での生活は概ね自立しているが，介助なしには外出しない．
　1）　日中はほとんどベッドから離れて生活する．
　2）　日中も寝たり起きたりの生活をしている．

ランク B
（寝たきり）

屋内での生活は何らかの介助を要し，日中もベッド上での生活が主体である
が座位を保つ．
　1）　介助なしで車椅子に移乗し，食事・排泄はベッドから離れて行う．
　2）　介助により車椅子に移乗する．

ランク C
（寝たきり）

1 日中ベッドで過ごし，排泄・食事・着替えにおいて介助を要する．
　1）　自力で寝返りをうつ．
　2）　自力で寝返りもうたない．

（平成 3 年 11 月 18 日老健第 102-2 号，厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知を改訂．）
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事故のうち，その発生時状況が 249 件に記載されてい
た．自己抜針事故 89 件中 39 件（43.8％）は認知症患
者で発生していた．薬剤投与で鎮静しなければならな
いほどに安静を保持できない患者を稀に聞く．頻用さ
れる Hirsch ら9）の基準は「透析の度に薬剤による鎮
静か器具による抑制をしなければ血管アクセスを機能
できない状態では，透析への導入を患者側へ勧めな
い」としている（表 6）．RPA/ASN の基準10）では「思
考力・感覚・目的行動・自己および他者の認識欠如と
なるような不可逆的かつ重篤な神経学的障害にあって
は，透析の非開始および継続中止を勧める」としてい
る（表 7）．RPA/ASN の勧告（recommendation）には，

「勧告は not mandatory（強制的）ではない」と但し書
きを付している．つまり，患者の自己決定権法が 1990

年以降施行されているアメリカにおいては，あらゆる
医療上の決定は（たとえその選択が最良でなくとも）
最終的に患者側に委ねられていると解釈されるのであ
る．

透析終了後に一旦止血した穿刺部位からの看過でき

ない量の出血も，認知症合併透析患者で報告されてい
る（認知症患者 80 人中 29 人：36.3％ vs 非認知症患
者 145 人中 15 人：10.3％）11）．透析後は患者の観察・
監視が弛みがちとなるが，厳重な継続注意が必要とな
る場合もある．

7-4　内服と食事摂取，特に人工的栄養補給

内服と人工的栄養補給の二つが，次に大きな問題と
なる．患者が内服を強く拒むか内服ができない場合，
HD 患者であれば必要不可欠な薬剤は HD 中に血液回
路からの注射投与に切り替えられる．

食事摂取に絡む問題は一層深刻である．種々の病因
から自力で食事を摂取しなくなることがある．たとえ
ば，①認知障害・記憶障害（食べることを忘れる），
②失行（食事道具の使用法がわからない），③口腔失
行（口腔運動機能の障害），④嚥下障害，⑤集中障害

（食事を始めたことを忘れる），⑥食事中に寝込むなど
である．この場合，①食事介助，②人工栄養（末梢静
脈からの点滴・中心静脈栄養・経鼻チューブ栄養・胃

表 6　患者または家族に対して維持透析非導入を助言する場合の諸共存因子の基準

1. 非尿毒症性認知症（dementia）
2. 転移性または切除不能な実質性腫瘍，または難治性悪性血液疾患
3. 肝・心・肺疾患の末期状態（患者はベッドまたは椅子に終始拘束され，日常生活に介護
を要する）

4. 運動能力と日常生活活動を著しく損なう不可逆性神経疾患（重度の脳卒中，酸素欠乏性
脳障害）

5. 生命維持のきわめて困難な多臓器不全
6. 透析のたびに薬剤による鎮静か器具による抑制をしなければ，血管アクセスを機能でき
ない状態

筆者注）1 および 6：認知機能障害患者が含まれると考えられる（中核症状と周辺症状は，それぞれで程度
を異にする）．

（文献 9 より）

表 7　透析の開始（導入）および中止についての意思決定のあり方（RPA/ASN，USA の勧告）

勧告-1：共同の意思決定
　患者＋医師（＋家族），代理判断（法的代理人＋医師）

勧告-6：透析の非導入または透析の中止
①患者の強い意思表明
②事前指示（書）の存在
③患者が意思表明能を欠如⇒法的代理人
④思考力・感覚・目的行動・自己及び他者の認識欠如となるような不可逆的かつ重篤な神

経学的障害

勧告-7：特殊な患者群
　非腎疾患患者で終末期状態または医学的理由から透析施行が不可能な ARF，ESRD の患者

勧告-8：期間限定の透析試行
　透析を要するが予後が不確実で透析開始のコンセンサスに達していない患者

（文献 10 より）
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瘻など）が考慮される．食べない・食べようとしない
患者の側に付き添い，患者の口元へスプーンなどで食
べ物を運んで食べさせる作業（hand-feeding）は，根
気を要し時間を費やす仕事であり容易には継続的に行
い難い．仮に努力し継続していっても，早晩栄養不足
に陥ることは不可避である．

では，人工栄養法を常に採用すべきであろうか．オ
ーストラリアやスエーデンでは，認知症患者にかなり
以前から経管栄養と静脈栄養は行われていない12）．欧
米では患者・家族の意向に左右されるが，「重度認知
症患者への経管栄養は患者の延命および QOL 向上に
寄与しない」とする報告13, 14）が多く，医師側は施行を
渋る傾向にある．Cervo ら15）は

①　栄養障害を予防するという根拠はなく
②　褥瘡はむしろ増え
③　下部食道括約筋圧が下がり，口腔内分泌物の誤

嚥は予防できず
④　苦痛や不快感を増す場合もあり
⑤　機能状態や生命予後の改善は末期の状態では期

待できない
と報告し，PEG 神話に対してきわめて否定的な態度
を採っている．つまり，人工栄養法の有効性が医学的
に否定的であることのほかに，生命の質を勘案して，
自力摂食が不可能な時点を尊厳と意義を備えた生命の
終焉と見なす基本的な考え方が社会的に優勢であるこ
とが，他動的な栄養摂取に消極的な態度を採らせるの
であろう．

翻って日本の状況をみると，胃瘻に経皮内視鏡的
胃 瘻 造 設 法（percutaneous endoscopic gastrostomy;  

PEG）という低侵襲な方法が開発されて以来，PEG

造設は年間約 15 万件に及び，全国に 40〜50 万人の
PEG 保有者がいるとされている．

2011 年 2 月 27 日，日本老年医学会が「末期認知症
患者への人工栄養補給」に関するシンポジウムを開催
した．そのシンポジウムで，会田薫子氏が同学会員
1,555 人（回答率 34.5％）からのアンケート結果を報
告している．要約が記載された日本経済新聞（2011

年 2 月 28 日）によると，胃瘻を経験した医師は回答
者中 1,058 人（68％）で，その約 90％ がその開始か
否かの判断に困難と抵抗を感じたという．その理由は，
①本人の意思不明（75％），②家族の意思が不統一

（50％ 以上），③倫理的問題（約 50％），④刑事罰など

法的問題（約 20％）であった．一旦開始した胃瘻を
中止した経験を有する医師は胃瘻を選択した医師の
44％ に及んでいる．その理由として，①下痢や肺炎
などの医学的トラブル（70％），②家族の強い要請

（40％），③「患者の苦痛を長引かせる」「患者の尊厳を
侵害する」など（20％）があげられている．

胃瘻の施行には良いも悪いもあろうが，意思決定し
えない当該患者を目の前にして，家族，担当医やその
他の医療スタッフなどが真摯に人工的栄養補給の可否
を医学的・倫理的・社会的・法的な観点から熟考した
うえで決定することが喫緊の課題となる．個人的には
人工栄養を行わない・受けないという選択肢はありう
ると考えるが，これは後述する個々人の「生命の捉え
方」に深く関係する．

7-5　重度認知症で末期の透析患者への対応

前項に関係した栄養障害に加えて，認知症を伴った
透析患者は種々の重大な合併症に見舞われるリスクが
高くなる．ここで重大な課題となるのは，重度認知症
で前終末期または終末期にある透析患者の透析を継続
するか否かの判断である．

表 7 に掲げた RPA/ASN の勧告-7 の基準は妥当であ
る．私共が北海道で集計した透析中止 233 例（2006〜
2008 年）の 208 例（89.3％）は「病状が悪化し透析施
行が不可能か著しく困難な状態」を中止の要件として
おり，中止は透析断念と換言できる16）．透析断念の判
断が正しければ，この場合には法的な問題は生じえな
いであろう．勧告-6 を理由とする透析の中止は，も
っぱら患者の自己決定権に依拠しており，その患者の
身体的な重症度は問題とされていない．これは既述の
ように，アメリカでは連邦政府が「患者自己決定権
法」を 1990 年に設定し施行しているからである．わ
が国では，患者の自己決定はその人の人格権の一部を
形成するものとして医師の裁量権を凌いで尊重される
べきとする最高裁判決が「エホバの証人輸血事件」で
下されている（2000 年 2 月）．しかし，より具体性の
ある実効法が患者や医師を保護するまでには至ってい
ない．卑近な言い方をすれば，困難であっても何とか
HD 施行可能な患者が「透析を止めたい」と申し出て
も，担当医はその言葉をそのまま受諾しえないという
ことである．刑事訴追される危惧があるからである．

重度認知症透析患者が摂食障害などのために全身状
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態が次第に悪化していって HD 施行が難しくなった
場合には，直ちに全面的透析中止とはせずに，透析頻
度・時間などを逓減していくことや，全身状態によっ
ては 1 回休むという措置を採ることを考慮してよいの
ではないか17）．当該患者を何処で診ていくかも苦慮す
る点であるが，家族との話し合いを尊重しながら決定
することになる（図 4）．

8　生命の捉え方と認知症患者の QOL

現代社会は「生命の質：QOL」を重視する趨勢に
あり，「生命の存続か終焉か」はもっぱらその生命体
の自主的な意向（自己決定）に委ねられている．しか
し，あらゆる生命状態を区別せず尊重するという「生
命の神聖（または尊厳）主義（sanctity of life;  SOL）」
がまったく影を潜めたのではなく，QOL と SOL とは
時ならず鬩ぎ合ってきている．自己決定を金科玉条と
だけ捉えることには反省論も出てきているが，己の命
の行く末に関して各人がある程度以上明確な決意を持
ち，周囲の親しい者に伝えておくことが今後の社会生
活で責務となると考える．

QOL は本来，主観的な評価に委ねられるべきもの
であり，自己判断力を失った一定以上の重度認知症患
者の QOL 判定は本来の趣旨から外れざるをえない18）．
しかし，それを少しでも正確に予測しようとする心が
私共になければ，私共は認知症患者に相対してはいけ
ない．
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要　旨

ライフライン（とくに電気と水）を必須とする血液
透析療法は，災害にきわめて弱い医療である．今回の
東日本大震災による（株）東京電力福島原子力発電所
の被災で東京電力配電下の地域では電力不足に陥り，
計画停電（輪番停電）を余儀なくされた．

この計画停電の透析への影響について，東京三多摩
地区の透析施設にアンケート調査を依頼し実態を調査
した．計画停電は「停電を指定された地区」であって
も，当日電力不足なしとの理由で直前に回避され，対
応は混乱をきわめた．そこで，調査は全施設の状況と，
①計画停電地区に指定されなかった施設，②計画停電
地区に指定された施設，③計画停電地区で実際に停電
のあった施設，の 3 群に分けて実施した．主な問題点
は，透析時間を短縮せざるをえなかったこと，患者・
スタッフの通院，送迎に大きな影響が出たこと，社会
復帰をしている患者の仕事への支障が大きかったこと，
直前に停電が回避され，計画治療を行っている透析施
設では大混乱したことなどがあげられた．

そして，その結果を（株）東京電力へ報告し，夏場
の計画停電の回避・工夫を依頼し，同時に東京都と厚
生労働省の疾病対策課へも報告し協力を要請した．

はじめに

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災と津波に
より，福島原子力発電所の 10 基すべての原発（第一
原発の 6 基，第二原発の 4 基）損壊，火力発電所の 3

カ所（福島県の広野，茨城県の常盤那珂・鹿島）損壊
により，（株）東京電力の電力不足が明らかとなり，3

月 14 日より計画停電が実施された．さらに仙台の製
油所の炎上の他，東日本の 6 製油所の操業停止などに
より石油不足も引き起こされ，緊急車両をはじめ公共
輸送，物資輸送，通院・患者送迎などに大きな影響が
出て，復興，市民生活への被害は大きかった．また，
東京都では東京区部の計画停電はほとんど回避された
が，東京三多摩地区では広範囲に実施された．したが
って，被災施設からの透析患者の受入れは，29 名の
患者（入院 4 名，外来 25 名）に個別に対応しただけ
で十分に協力できず，被災患者，被災施設には紙面を
通じてお詫び申し上げたい．

1　計画停電は本当に必要だったか

今回の地震で被災した福島第一と第二原発の両原発
10 基で合計 909 万キロ・ワット（kW）の出力を失い，
さらに，火力発電所の 3 カ所（福島県の広野，茨城県
の常盤那珂・鹿島）で，広野の 380 万 kW，常盤那珂
の 100 万 kW，鹿島の 440 万 kW の合計 920 万 kW が

実 態 調 査

福島原発（東京電力）被災による
計画停電の透析への影響
――　東京三多摩地区アンケート調査より　――

杉崎弘章　安藤亮一　要　伸也　小泉博史　檜垣昌夫　吉田雅治　山田　明　長澤俊彦
三多摩腎疾患治療医会災害対策委員会

key words：計画停電（輪番停電），石油不足，透析時間短縮，社会復帰被害，通院・送迎被害

The influence on the dialysis therapy in the rolling blackouts by Fukushima nuclear power generation suffering―The questionnaire survey in 
Tokyo-Santama area
Society of Tokyo-Santama Kidney Disease Therapeutics : Anti-disaster measures Committee
Hiroaki Sugisaki
Ryouichi Ando
Shinya Kaname
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失われた1）．近隣の発電所から電力を融通してもらう
には限界があり，抜本的解決には相当の時間がかかる
可能性が指摘されている．

日本の電力会社は，東日本（50 ヘルツ）と西日本
（60 ヘルツ）で周波数が異なる．（株）東京電力と
（株）東北電力は周波数が同じ 50 ヘルツで融通は容易
だが，今回の地震で大きな被害を受けた東北電力には，
東京電力に融通する余裕はない．西日本から融通して
もらうためには，周波数変換施設が 3 カ所しかなく，
能力も計 100 万 kW にとどまり，想定されている不足
分 1,000 万 kW のわずか 10％ 程度である．そして，3

月 14 日（月）に供給可能と見込まれた電力は 3,100 万
kW 程度，電力需要は 4,100 万 kW と 1,000 万 kW 不
足していた2）, ‡1）．

これは（株）東電側の発表であって本当に不足して
いたのだろうか？ 独占企業に近い電力会社だけに頼
らず，民間の力を使うことはできなかったのだろうか．
民間の独立系発電事業者（independent power produc-

er;  IPP）の供給能力は 2,135〜3,495 万 kW ともいわ
れている3）．しかも供給できる企業は，新日鉄，荏原
製作所，昭和電工，トーメン，日立造船，神戸製鉄，
JFE，日石，出光興産，コスモ石油，東京ガス……な
どなど，日本を代表する企業である．勿論，発電と送
電事業を一体化して受け持つ電力会社が送電を許可し
なければ送電できない3, 4）．その他難しい手続きがある
かもしれないが，国が，いわゆる災害緊急時対応とし

て全ての垣根を取り払い，「市民生活を守る」という
信念，東電側の「停電させない」という強い意思があ
れば計画停電は回避できたのではないかと考えられる．

2　計画停電の実態

3 月 14 日（月），午前 6 時 50 分頃から，神奈川，
埼玉，栃木，群馬各県の一部地域で停電が始まった．
停電地域では一般世帯のほか病院，診療所，信号，企
業など区別なく電気が届かなくなり大混乱を招いた．

（株）東京電力の発表では，東京電力管内の 9 都県を
5 グループに分けて，午前 6 時 50 分〜午後 10 時まで
の間で最大 3 時間ずつ，ずらして実施予定とされた‡1）

が，情報発信に食い違いが多くさらに混乱を招いた．
「東京 23 区は計画停電に入らない」，「23 区のうち，13

区で実施する」と，本店と支店の情報内容が食い違っ
て発表され，確認しようとホームページへアクセスが
集中して繋がらない事態も招いた．また，計画停電の
中止もほとんど直前発表で対応ができなかった．在宅
で使用する人工呼吸器などには，停電の間は非常用バ
ッテリーが必要であるが，なかには 30 分〜1 時間程度
しかない場合もあり在宅医療への影響もあった．

三多摩地区計画停電の第 2 グループ（東村山市，清
瀬市，東大和市，国分寺市，府中市，小金井市，八王
子市，国立市，小平市，西東京市，武蔵野市，三鷹市，
調布市，立川市，昭島市，武蔵村山市，町田市，狛江
市，多摩市，日野市，稲城市）にある A，B，C 施設

図 1　計画停電スケジュール
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Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ
H23. 3. 14 月
H23. 3. 15 火
H23. 3. 16 水 1

H23. 3. 17 木 2

H23. 3. 18 金 3 1 予備　16:50〜20:30

H23. 3. 19 土 予備　13:50〜17:30

H23. 3. 20 日
H23. 3. 21 月
H23. 3. 22 火 2

H23. 3. 23 水 予備　16:50〜20:30

H23. 3. 24 木 予備　13:50〜17:30

H23. 3. 25 金
H23. 3. 26 土
H23. 3. 27 日
H23. 3. 28 月 予備　16:50〜20:30

H23. 3. 29 火 予備　13:50〜17:30

H23. 3. 30 水
H23. 3. 31 木

計画停電→中止 計画停電→実施
計画停電→中止 予備 計画停電予備→中止
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の計画停電実施の有無状況を 3 月 14 日〜3 月 31 日に
ついて図 1 に示した．計画停電時間は，1 日 3 時間 40

分ずつ，6：20〜22：00 まで 5 シフトに振り分けられ
た．実際に停電のあったのは，Ａ施設では 3 月 16 日

（水）15：20〜19：00（1 日目），17 日（木）12：20〜
16：00（2 日目），18 日（金）9：20〜13：00（3 日目）
の 3 回で，18 日（金）には 16：50〜20：30 が電力不
足の予備として 1 日のうちに 2 回目の停電が設定され
た（実際は回避）．予備停電の回避が正午の発表で，
患者と連絡をとれない場合があり対応に苦慮した．こ
のように，1 日 2 回の停電の設定は，1 日 2〜3 サイク
ルの透析施設では，深夜透析か日曜日に振りかえざる
をえず，透析施設にとっては医師，スタッフの確保も
大変であった．

しかも，この時点では計画停電が長期化することも
予想され恐怖を覚えた．

3　アンケート結果，透析への影響

3-1　調査方法および回収率

調査については，資料に示した設問を東京三多摩腎
疾患治療医会会員施設 89 施設へ郵送し，75 施設

（84.3％）から有効な回答を得た．回答した 75 施設の

うち，計画停電地区に入っていなかった施設 12（16％，
病院 5，有床診療所 1，無床診療所 6），計画停電地区
であったが実際に停電がなかった施設 20（27％，病
院 14，有床 0，無床 6），計画停電地区で 1 回以上の
停電のあった施設 43（57％，病院 22，有床 3，無床
18）であった（表 1-1, 1-2）．

3-2　非常用電源装置の設置状況

非常用電源装置の設備状況については，停電下非常
用電源にて施設の全透析機種を 4 時間以上稼働できる
施設が 13（17％，病院 12，有床 1），停電下，あくま
で非常用電源として使用する 45 施設（60％，病院 18，
有床 2，無床 25，），非常用電源なしが 17（23％，有床
1，無床 16，）であった（表 2）．今後，この 17 施設に

表 1-1　アンケート方法

1. アンケート調査配布先
　三多摩地区会員：89 施設
2. 有効回答率
　75 施設（84％）
3. 属性
　無床診療所　　41
　有床診療所　　 4
　病院　　　　　30

表 1-2　アンケート協力施設の状況

停電の状況 施設数 施設の内訳

計画停電地区でない 12（16％） 病院 5
有床 CL 1
無床 CL 6

計画停電地区であるが，実際に
一度も停電はなかった

20（27％） 病院 14
有床 CL 0
無床 CL 6

計画停電地区で，一度以上の停
電があった

43（57％） 病院 22
有床 CL 3
無床 CL 18

表 2　非常用電源装置の設備状況

非常用電源装置の有無 施設数 施設の内訳

有
停電下，非常用電源にて施設の全
透析機種を 4 時間以上稼働できる

13（17％） 無診　 0
有診　 1
病院　12

有
停電下，あくまで非常用電源とし
て使用する

45（60％） 無診　25
有診　 2
病院　18

無 17（23％） 無診　16
有診　 1
病院　 0
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は災害対策の備えとして非常用電源の検討が望まれる．

3-3　計画停電地区でない透析施設の影響

計画停電地区に入っていない 12 施設の結果は，
①　患者の透析スケジュールや行程表の変更を検討

した：10 施設（83％）
②　非常用電源を含め，予備電源などの調査をし

た：8 施設（67％）
③　スタッフの勤務調整をした：6 施設（50％）
④　透析室の使用電力量などの調査をした：4 施設
（33％）

⑤　待機的な入院透析の受入れを制限せざるをえな
かった：1 施設

などの意見が寄せられた．計画停電地区に入っていな
い施設でも，交通機関の間引き運転，ガソリン不足な
どによる患者・スタッフへの影響があったと考えられた．

3-4　計画停電地区に入っている透析施設の影響

計画停電地区に入っていたが実際に停電が直前に回

避された 20 施設，実際に停電のあった 43 施設，計
63 施設の対応は，次の通りだった．計画停電により，
早朝透析（開始 5〜8 時）を実施した施設 62％，深夜
透析（開始 22 時以降〜終了 8 時まで）を実施した施
設 16％，日曜日透析を実施した施設 13％ と，なんと
か工夫して透析を継続した．また，計画停電が直前に
中止され，変更したスケジュールをさらに変更して実
施した施設が 30％ と少なくなく，各施設の混乱を認
めた．そして，これらの工夫にもかかわらず，仕事を
もっている患者への影響が 73％ にも及んだことは重
大な問題であった（表 3）．

さらに，「透析時間を短縮せざるを得なかった」施
設が 48 施設（76％），「全く短縮をしなかった」施設
が 22 施設（22％），無回答が 1 施設であった（表 4）．
透析時間を短縮せざるを得なかった 48 施設中，短縮
回数が 1〜2 回は 31％，3〜4 回は 42％，5 回以上の短
縮は 27％ と，70％ の施設で 3 回以上短縮せざるをえ
なかったことは大きな問題であった．通常，透析時間
を十分取りましょうと患者指導していた医師・スタッ

表 3　計画停電地区による透析施設の対応（1）
―実際に停電なし：20 施設，実際に停電あり：43 施設，複数回答あり―

内　　容 Yes
施設数（％）

No
施設数

計画停電により，早朝透析（開始 5 時〜
8 時）を実施したか 39（62％） 23

計画停電が直前に中止され，変更した透
析時間を更に変更したか 19（30％） 43

計画停電により，深夜透析（開始 22 時
以降〜終了 8 時まで）を実施したか 10（16％） 52

計画停電により，日曜日に透析を実施し
たか 8（13％） 53

透析時間の変更により，仕事をもってい
る患者に支障が出たか 46（73％） 12

表 4　計画停電地区による透析施設の対応（2）
―実際に停電なし：20 施設，実際に停電あり：43 施設―

内　　容 施設数（％）

計画停電により，透析時間を短縮しましたか
　1. ほとんど全員を短縮せざるを得なかった
　2. 半数くらいの患者を短縮せざるを得なかった
　3. 一部の患者を短縮せざるを得なかった
　4. 全く短縮しなかった
　5. 無回答

16（25％）
8（13％）

24（38％）
14（22％）
1（ 2％）

計画停電により，何回くらい透析時間を短縮せざる
をえませんでしたか（48 施設：76％）
　1. 1〜2 回
　2. 3〜4 回
　3. 5 回以上

15（31％）
20（42％）
13（27％）
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フに患者からの苦情が殺到したと聞き及んでいる．
次に，「透析時間の変更」による送迎への影響を調

査した．計画停電地区の 63 施設中 61 施設からの回答
を分析すると，送迎を実施している 44 施設（72％）
中 43 施設で送迎の時間，ルート，人数などを変更した．
そして，送迎によるアクシデントはなかったが，送迎
時間の連絡が徹底できず待機時間延長，数回中止，患
者が時間を間違えて来院，時間変更によるストレス，
クレーム増などのインシデントが 4 件あった．

計画停電によるその他の影響について，表 5 にまと
めた．1 日に 2 回の停電は透析時間の確保が困難，せ
めて 1 グループ 2 時間とし追加の予備停電の廃止を，
東京 23 区も平等に停電を，計画停電実施の発表・中
止の発表時刻が曖昧すぎるなど，（株）東京電力への
要望も多かった．

3-5　実際に 1 回以上の停電があった透析施設の影響

実際に 1 回以上の停電があった 43 施設では，
①　患者，スタッフの通院・通勤に影響した：39

施設（91％）
②　パソコン（医事用，検査用）に影響した：22 施

設（51％）
③　処方・薬局機能（分包機，処方箋発行，調剤業

務など）に影響した：19 施設（44％）
④　透析患者の造影検査，手術に影響した：17 施

設（40％）
⑤　電話不通により連絡網に影響した：13 施設（30

％）
と多かった．その他，透析機器に組み込まれているパ
ソコンの支障，透析機器の支障，機器内の消毒時間の
短縮，冷凍庫・冷蔵庫の冷却機能停止による医薬品の
影響などがあり，治療への影響も少なからず認めた

（表 6）．
実際の停電により困ったことを表 7 にまとめたが，

1 日に 2 回の停電予定は透析を組むのが困難，停電を
実施するなら決まった時間に，直前の中止は計画治療

（透析治療）の現場をさらに混乱させるなど，（株）東
京電力への注文と透析治療の理解を求める意見が寄せ

表 5　計画停電によるその他の影響（自由記載）
―実際に停電なし：20 施設，停電あり：43 施設―

1. 患者食事の手配
2. 帰宅不可の患者・スタッフが宿泊せざるをえなかった（弁当の手配含む）
3. 透析導入が不可であった
4. 高層住宅に居住する患者のエレベータ停止と通院時間が重なった
5. 計画停電に併せ，透析時間を組んだため，患者・スタッフの生活リズムが崩れた
6. 1 日に 2 回の停電は，透析時間の確保が難しく困難である
7. せめて 1 グループ 2 時間とし，追加停電の廃止を．23 区も平等に停電を
8. 計画停電の実施，中止の発表時刻が曖昧すぎる
9. 患者の生活リズムを乱し体調を崩させてしまった

10. 透析スケジュール，スタッフの勤務割，給与計算（手当）が大変だった

表 6　計画停電地区の透析施設への影響
―実際に 1 回以上の停電があった 43 施設―

内　　容 Yes
施設数（％）

患者，スタッフの通院・通勤に影響がありましたか 39（91％）

パソコン（医事用，検査用）に影響がありましたか 22（51％）

処方・薬局機能（分包機，処方箋発行，調剤業務など）に支障があ
りましたか 19（44％）

透析患者の造影検査，手術に影響しましたか 17（40％）

電話不通により連絡網に影響がありましたか 13（30％）

機器に組み込まれてているパソコンに支障がありましたか 9（21％）

機器内消毒時間を短縮しましたか 4（ 9％）

冷凍庫，冷蔵庫の冷却機能停止による医薬品に影響がありましたか 4（ 9％）

実際に停電して透析機器に支障をきたしましたか 2（ 5％）
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られた．

3-6　石油（ガソリン・軽油・重油など）不足の影響

石油製品の不足による影響があった施設は 49 施設
（65％）で，その中，非常に大きな影響と答えた施設
は 14 施設（病院 4，有床診療所 1，無床診療所 9）（19

％）であった．その 49 施設の支障理由は，患者の送
迎・通院，スタッフの通勤，医薬品・器具補充，非常
用電源に影響を及ぼしていた（図 2）．

3-7　小　括

①　非常用電源で，全透析機種を 4 時間以上稼働で
きる施設は 19％ であった．

②　計画停電地区でない施設も，患者の透析スケジ
ュールや行程表の変更，スタッフの勤務の調整，
待機的な入院透析の受入れを制限せざるをえなか
った．

③　計画停電の対応策として，早朝透析，深夜透析，
日曜日透析を実施した．

④　対応策として，「透析時間の短縮」は 76％ の施

設に，さらに 3 回以上の短縮を実施した施設は
69％ に及んだ．

⑤　「透析時間の変更」により，仕事を持っている
患者に支障が出たと回答した施設は 68％ に及ん
だ．

⑥　「患者通院・送迎」に影響があった施設は 68％
に及んだ．

⑦　実際に 1 回以上の停電があった施設への影響は
次のようなものであった．
● 患者・スタッフの通院，通勤
● パソコン
● 処方・薬局機能（分包機，処方箋発行，調剤業

務など）
● レントゲン，造影，手術

4　東京電力への申し入れ

2011 年 5 月 11 日，（株）東京電力の清水正孝社長，
秘書課，および関連部署にこれらのアンケート調査結
果と要望書（図 3）を送付するとともに，東京都，厚
生労働省疾病対策課へ協力の要請をした．　

5　まとめ

透析医療は電気・水のライフラインなくして実施・
継続は不可能な治療である．さらに，患者と合意のう
えで計画的に行う外来透析医療は，停電時間の急な変
更は著しい混乱を招き，前日の発表ではなく，少なく
とも 1 週間前に発表してもらいたい．また，予備を含
め 1 日 2 回の計画停電，直前での中止発表により，透
析施設では大きな被害を受けた．

大震災による電力不足への協力は国民として当然と
考えるが，（株）東京電力の計画停電はあまりにも無

表 7　実際の停電により困ったこと

1. エレベータが使用できず動くまで患者を待たせた
2. トイレの水が流れず困った
3. すべての電源を落とさなければならなかったことが大変であった
4. 透析治療を無視した計画停電に憤りを感じた
5. 東電の対応は悪すぎる．やるなら決まった時間に，直前の中止は計画治療
（透析治療）の現場をさらに混乱させる
6. 1 日に 2 回の停電予定は透析を組むのが困難で，治療に影響が出た
7. 有床診療所への優先送電を希望（入院患者の吸引ができず）
8. 入院患者の空調を考えると真夏の停電だけはご容赦願いたい
9. 停電除外区域との差別が納得できない

10. 計画停電を実施するのなら曜日毎にシフトを同じにしてほしい
11. 透析装置の消毒を停電終了後に行ったため，スタッフの確保に困った

図 2　石油（ガソリン・軽油・重油）不足の影響
　　　　　    支障のあった 49 施設，複数回答あり．
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計画，情報管理も統一されておらず錯綜し，電力会社
が電気の供給を止めたら社会生活がどうなるか本当に
わかっていないのではと疑いたくなった．

電力会社には供給責任があるはずであるが，今回の
停電は先に述べたように回避できる可能性はあったの
ではないかと考えられ，その義務を放棄したことにな
るのではなかろうか．

今回の計画停電を経験して，透析施設は災害時の
「水と電気」確保がいかに重要か再認識した．全透析
施設では非常用電源の設置は望ましいが現実的には不

可能であろう．とくにビル内診療所の多い東京では，
ビル全体のバランス上，自施設だけが非常用発電機を
持つことは不可能に近い．したがって，全電力を非常
用発電機に頼るのではなくて，停電時に使用する周辺
機器の優先順位を決め，最小限の被害で済むような補
助電源の工夫（バッテリーなど）が必要と考えられた．

6　考　察

今まで，地球温暖化防止，安定的なエネルギー供給
などの理由で原発は必須とされ，それを疑わなかった．

図 3　東京電力への要望書
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今回の福島原発被災を受けさまざまなことが分かった．
1）電力の需要と供給の情報は電力会社や周辺のシン
クタンクから出されたものだけで，政府の正式発表は
なく，政府の情報公開が必要であること，2）東と西
で周波数が異なり電力融通に限界があること，3）民
間の電気事業者の活用不足などが挙げられた．原発に
ついては，①原発の電気供給量は全体の約 30％，他
の方法で代行できない，②原発の使用済み核燃料の処
理問題が残っている，③温暖化防止，CO2 を出さない
原発は温暖化に最適というが，原発で高炉を冷却する
海水などの水温上昇は無視されている，④原発を止め
たら電力料金が上昇し経済活動に悪影響を及ぼす，⑤
原発の安全性を担保する保安院，原子力安全委員会が
経済産業省内にあり独立した組織ではない，⑥原発事
故は重大な被害が多く，次世代へその責任をまわして

よいかなど倫理的問題がある．多くの国民は福島原発
被災を経験して，原発推進反対であろうが，本当に原
発が必要なら前記のような問題を少しでも解決して世
界一安全な原発を構築していくことを望みたい．
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下記の質問事項に対し貴施設に当てはまる適切な番号を○印でお示しください．

●貴施設の属性をお知らせください．
　　　　①　無床診療所
　　　　②　有床診療所
　　　　③　病院
●全施設の先生方にご回答をお願いします．
1. 計画停電について
　　　　①　計画停電地区ではない
　　　　②　計画停電地区であるが，実際に一度も停電はなかった
　　　　③　計画停電地区であり，一度以上の停電があった
2. 停電に際し非常用電源装置の有無
　　　　①　有（停電下，非常用電源にて施設の全透析機種を 4 時間以上稼働できる）
　　　　②　有（停電下，あくまで非常用電源として使用する）
　　　　③　無
3. 石油（ガソリン，軽油，重油）不足については，透析医療への影響はありましたか
　　　　①　大きかった
　　　　②　少なかったがあった
　　　　③　ほとんど無かった
4. 3 問で影響のあったとお答えの施設ではどのような分野に影響がありましたか（複数回答可）．
　　　　①　非常用電源に影響があった
　　　　②　送迎，患者通院に影響があった
　　　　③　スタッフ通勤に影響があった
　　　　④　医薬品，医療器具の補充に影響があった
　　　　⑤　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

資料：アンケート調査の設問内容
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●以下は計画停電地区でなかった先生方にご回答をお願いします（患者，スタッフが停電地区のことも考え
その影響を調査させていただきます）．

5. 非常用電源を含め，予備電源などの調査をしましたか
　　　　①　調査をした
　　　　②　調査はしなかった
6. 透析室の使用電力量の把握が必要でしたか
　　　　①　必要であった
　　　　②　必要なかった
7. 患者の透析スケジュールや行程表の変更を検討しましたか
　　　　①　変更を検討した
　　　　②　変更は検討しなかった
8. スタッフの勤務の調整をしましたか 

　　　　①　調整をした
　　　　②　調整の必要はなかった
9. その他，計画停電で影響のあったことを具体的に記載してください．
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●以下は計画停電地区の先生方にご回答をお願いします．
10. 計画停電が直前に中止され，変更した透析開始時間を更に変更しましたか
　　　　①　更に変更した
　　　　②　更に変更はしなかった
11. 計画停電により，透析時間を短縮しましたか
　　　　①　ほとんど全員を短縮せざるを得なかった
　　　　②　半数くらいの患者を短縮せざるを得なかった
　　　　③　一部の患者を短縮せざるを得なかった
　　　　④　全く短縮しなかった
12. 計画停電により，何回くらい透析時間を短縮せざるを得ませんでしたか
　　　　①　1〜2 回
　　　　②　3〜4 回
　　　　③　5 回以上
13. 計画停電により，深夜透析（開始 22 時以降〜終了 8 時まで）を実施しましたか
　　　　①　実施した
　　　　②　実施しなかった
14. 計画停電により，早朝透析（開始 5 時〜8 時）を実施しましたか
　　　　①　実施した
　　　　②　実施しなかった
15. 計画停電により，日曜日に透析を実施しましたか
　　　　①　実施した
　　　　②　実施しなかった
16. 透析日・時間変更により，医師，スタッフの確保に難渋しましたか
　　　　①　苦労した
　　　　②　苦労しなかった
17. 透析時間の変更により，仕事をもっている患者に支障がでましたか
　　　　①　大きな影響があった
　　　　②　少し支障があった
　　　　③　支障がなかった
18. 透析時間の変更により，送迎の時間，回数，ルート，人数などの変更をしましたか
　　　　①　大幅に変更した
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　　　　②　微調整した
　　　　③　変更しなかった
　　　　④　送迎は実施していない
19. 透析時間の変更により，送迎による事故はありませんでしたか
　　　　①　アクシデントがあった
　　　　②　インシデントがあった
　　　　③　事故はなかった
20. 計画停電による透析事故はありませんでしたか
　　　　①　有った
　　　　②　無かった
21. 送迎，透析中に事故が有った場合，どんな事故（インシデントも含む）か具体的に記載ください
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
22. 上記以外で計画停電により困ったことがあれば，具体的に記載ください
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
●以下は計画停電地区で，実際に停電のあった先生方にご回答をお願いします．
23. 電話不通により連絡網に影響がありましたか
　　　　①　有った
　　　　②　無かった
24. 患者，スタッフの通院・通勤に影響がありましたか
　　　　①　有った
　　　　②　無かった
25. 処方・薬局機能（分包機，処方箋発行，照明不足による調剤業務など）に支障がありましたか
　　　　①　支障があった
　　　　②　支障はなかった
26. 冷凍庫，冷蔵庫の冷却機能停止による医薬品品質に影響がありましたか
　　　　①　影響があった
　　　　②　影響はなかった
27. パソコン（医事コン，検査用）に影響がありましたか
　　　　①　あった
　　　　②　なかった
28. 透析機器に組み込まれているパソコン，例えばカレンダータイマー，コンソールタイマーの変更，起動

時間および再生時間の変更などについて支障がありましたか
　　　　①　あった
　　　　②　なかった
29. 機器内消毒時間を短縮しましたか
　　　　①　短縮した
　　　　②　短縮しなかった
30. 実際に停電して透析機器に支障をきたしましたか
　　　　①　故障をきたした
　　　　②　とくに影響はなかった
31. 計画停電のため透析患者の造影検査，手術などに影響しましたか
　　　　①　検査，手術を中止した
　　　　②　延期した
　　　　③　影響はなかった
32. 停電により，上記以外で困ったことがあれば具体的に記載ください
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 以上
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要　旨

我々は，東京直下型地震を想定してネットワーク内
にある透析施設の被災状況を把握し，自助・共助のも
とに被害状況の軽重にかかわらず施設間でどのような
支援ができるか訓練を重ねてきた．東日本大震災を機
に，東京西北部 4 区と埼玉県南西部 8 市 1 町にある透
析医療施設 91 施設に対して，どう対応したかを緊急
アンケート調査した．62 施設（有効回収率 68.1％）
から回答を得たので，今後の大震災の発生時に役立て
られれば幸いと考えている．

1　はじめに

2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分，東日本大震災が
発生した．震源は岩手県沖から茨城県沖まで南北約
500 km，東西約 200 km という途方もない領域にわた
る大地震で，地震の規模と被害状況が把握されること
なく，未曾有のそして想定外の巨大津波が被災地を襲
った．そして死者・行方不明者の合計は 25,600 人に
上り，92.5％ が津波による溺死だった．そして政府は
情報が錯綜し混乱する中で 3 月末，「東日本大震災」
と命名した．

我々は，東京都西北部 4 区と埼玉県南西部地区 8 市
1 町を含み，二つの行政区にまたがる地域で，東京都
西北部・埼玉南西部災害時透析医療ネットワークの準

備を 2004 年秋より開始し，構築後，年 2 回の訓練を
行ってきた．2005 年 4 月には東京都区部災害時透析
医療ネットワークが結成され，区西北部ブロック長に
帝京大学の内田俊也教授が就任し，帝京大学が東日本
大震災に多大な貢献をした．

この状況の下，東日本大震災後の緊急アンケート調
査を共同で行うことになり，その結果を抜粋して報告
する．

2　対象および調査方法

①　対象地域
東京都西北部 4 区（豊島区，北区，板橋区，練馬

区）および埼玉県南西部地区の 8 市 1 町（和光市，朝
霞市，志木市，新座市，富士見市，ふじみ野市，川越
市，所沢市，三芳町）

②　対象施設数
透析医療を行っている 91 施設［（推定透析患者数；

約 6,400 人（平成 21 年日本透析医学会統計調査委員
会報告より推計）］

③　調査期間
2011 年 5 月 9 日〜5 月 20 日
④　調査方法
アンケート調査表（無記名・記入方式）を配布し，

郵送・FAX による回収
⑤　回収率

実 態 調 査

東日本大震災後の緊急アンケート調査
――　東京都西北部・埼玉南西部地域における意識調査　――

奈倉勇爾＊1　内田俊也＊2　
＊1  志木駅前クリニック　＊2  帝京大学医学部内科

key words：大震災，ネットワーク，災害伝言ダイアル，計画停電，支援透析

The urgent questionnaires of the great earthquake disaster―The investigation of consciousness at the northwest of The city of Tokyo and the 
southwest of Saitama Prefecture―
Shiki Ekimae Clinic
Yuji Nagura
Department of Internal Medicine, Teikyo University
Shunya Uchida
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91 施設中有効回答数 62 施設（有効回収率 68.1％）

3　調査結果

3-1　地震への備え・心構え

災害に備えて災害マニュアルの常備は非常に重要と
なる．今回の大震災にさいし，各施設の災害時マニュ
アルがどの程度利用されたか調査した．

常備状況については，備えている施設 41 施設（66

％）で，備えていない施設も 21 施設（34％）あった
（図 1）．施設独自の災害マニュアルを持つのが 33 施
設（80％），東京都衛生局の「災害時における透析医
療活動マニュアル」は 12 施設（29％），東京都区部災
害時透析医療ネットワークの「透析患者災害対策マニ
ュアル」17 施設（41％）だった（重複回答可）．しか
し，マニュアル通り行動できたのは 53％ の施設のみ
だった（図 1）．

3-2　大地震発生時における実態

午後 2 時 46 分という時間帯だったが，透析中の施
設が 46 施設あった（図 2）．そのうち 21 施設が透析
を継続，25 施設が中止・緊急離脱（13 施設），透析時
間短縮（11 施設）などの対処をしていた（複数回答
可）．

地震発生当日の午後・夜間透析患者，翌日の患者へ
の連絡は，すでに患者が来院していたり電話してきた
り，患者自身が来院したり（交通手段の途絶で通院困
難者が続出）などだった．災害伝言ダイアル「171」
は災害時に有用であるとされていたが，使用不能が続
いたため，利用した施設が 7 施設のみだった（図 3）．
また当日の患者への情報伝達法で有効であったものと
無効であったものを図 3 に示した．携帯電話はほとん
ど役に立たなかったようだ．

図 1　地震への備え・心構え
　　　　　　　　　　 （n＝62）

はい
19件
（46％）

いいえ
17 件
（42％）

はい
41 件
（66％）

いいえ
21 件
（34％）

いいえ（震災後に作成）2件（5％）

はい（一部のみ）3件（7％）

Q1：災害対策マニュアルは
ありますか？

Q1-2：災害対策マニュアル
通りにできましたか？

図 2　大地震発生時における実態

はい
（予定通り）
21件
（46％）

いいえ
25 件
（54％）

はい
46 件
（74％）

いいえ
16 件
（26％）

Q2：大地震の時，透析中で
したか？ （n＝62）

Q2-1：透析は継続しました
か？ （n＝46）

図 3　ダイアル 171 の利用と連絡手段の有効・無効について

はい 7件（11％）

いいえ
55 件
（89％）

Q5：患者さんとの連絡でダ
イアル 171 を利用しまし
たか？ （n＝62） 有効であったもの

（n＝38）
件数

無効であったもの
（n＝33）

件数

災害時有線電話 5 携帯電話 14
固定電話 6 電話 　7
公衆電話 6 固定電話 　5
E-mail（携帯メール含） 6 災害伝言ダイアル 171

（被災地に指定されてお
らず利用不可）

　4
電話連絡（通常の） 2
直接連絡 2
災害伝言ダイアル 171

（夕方から被災地に指定
され有効であった）

2 携帯メール（時間がかか
った）

　1

災害時優先電話（クリニ
ック）

　1
災害伝言板 1
その他 8 その他 　1

Q6：患者さんとの連絡で有効・無効だったものをお知らせください
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3-3　大地震発生後の対応について

今回，原発事故により深刻な電力不足が生じ，計画
停電が実行された．実施されたのは 18 件（29％）に
限られていた（図 4）．これらの停電施設がどのよう

な対策をとったかについて尋ねた．透析開始・終了時
間変更（18 施設），透析時間短縮（13 施設）で，透析
日の変更をせざるをえなかった施設が 6 施設もあった

（図 4）．

表 1　「今夏に向けての可能な節電方法についてご記入ください」への回答

1. 照明を最小限にする．患者さんに迷惑のかからない程度の減燈 （35 件）
2. エアコンの冷房温度を高めに設定する （33 件）
3. 電灯・電子機器（使っていないパソコン・プリンターなど）をこまめに消す （11 件）
4. 無駄な電気を使わないに尽きる （5 件）
5. 穿刺時のみ全灯 （3 件）
6. 窓を開けて簾，扇風機の活用 （3 件）
7. 患者用テレビの使用中止・について検討する （3 件）
8. パソコンは節電モードにする （2 件）
9. 蛍光灯・電球を LED に変更 （2 件）

10. 自家発電を有効に使用する （2 件）
11. 事務系のクールビズの奨励 （2 件）
12. スタッフのエレベーター使用禁止 （2 件）
13. 待合室のテレビを消す
14. エアコンのフィルターを定期的に清掃
15. 透析液の原水加温を給湯器により 35 度位にまで上昇させ，セントラル及び 

コンソールでのヒーター消費電力を抑える
16. 透析室の窓を遮光して室温の上昇を防ぐ
17. 除湿は電気消費量が大きいため冷房温度を少し上げる
18. 透析時間を早め，夜間透析を自粛する
19. その他 （3 件）

（複数回答可，n＝112）

図 4　計画停電について

はい
18件
（29％）

いいえ
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（71％）
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他施設への依頼

透析実施日の変更
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Q7：計画停電は実施されま
したか？ （n＝62）

Q7-1：計画停電に対しどのような対応をしま
したか？ （複数回答可，n＝18）

図 5　計画停電の公平性について

はい
36件
（58％）

無回答
14 件
（23％）

いいえ
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（16％）

どちらとも
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Q7-3：計画停電は不公平だと
思いますか？ （n＝62）

1．公平であるためには地域を限定せず，除外地域をなくし，企業，各施設，
公共施設など全てのグループに強制的に行うしかない（15 件）

2．医療機関は計画停電から除いてほしい（6 件）
3．3 時間は長過ぎる．1 時間にして停電は均等にする
4．1 日 2 回の計画停電は行ってほしくない
5．実施するならやむを得ないが，中止・実行は 3〜4 日前に公表をしてほしい
6．きちんとした説明がない
7．その他

Q7-4：計画停電を公平に行う方法についてお答えください．
（n＝35）
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計画停電の公平性についても尋ねた．不公平と思っ
ている施設が 36 施設（58％）あったが，そうは思わ
ないとの施設も 10 施設（13％）あった（図 5）．この
不公平を是正する方策としての考えを聞いたところ，
東京都内や公的機関も含め除外区域なしに強制的に実
施すべきとの意見が多数を占めていた（図 5）．

今夏も猛暑で深刻な電力不足による計画停電が計画
されている．その対策として各施設がどう対応するか
を尋ねた．結果は，照明，パソコンや電化製品をこま
めに切ったり，冷房温度をやや高めに設定するなどが
あった（表 1）．

3-4　被災透析患者への支援透析について

原発事故により被災した透析患者の受け入れは大問
題となった．アンケート区域内でも，30 施設，合計
97 名の患者を受け入れた（図 6）．ほとんどの施設は
1〜2 名だったが，23 名の透析患者を受け入れた施設
もあった．支援透析の受け入れ依頼ルートは，図 7 に
示すように多くが患者本人または家族からの依頼だっ
た（22 件）．東京都区部災害時透析医療ネットワーク
からは 5 件だった．また被災医療機関からの直接依頼

（6 件）や関連施設間の依頼（4 件）があった．
その他の支援についても調査した（図 7）．その結

果，一番多かったのは日本赤十字への義援金寄付で，
ボランティア派遣や NPO 等への支援金なども行われ
ており，支援物資の寄付も 3 施設がサポートしていた．
ボランティア派遣は，被災地へ数十人派遣している施
設もあるが，個人（5 件），施設（4 件）から派遣され，

支援物資の仕分け，配送の手伝いをしたボランティア
もいた．

4　考　察

大震災発生により我々は何をなすべきか，何ができ
るかを考えたとき，十勝沖地震を経験した赤塚東司雄
先生が著した「透析室の災害対策マニュアル」が非常
に参考となる．阪神淡路大震災や中越地震・中越沖地
震を経験したことで，各施設が独自に災害時透析医療
マニュアルを備えるようになった．しかし，現実には
マニュアル通りに行動することが難しいことも今回示
された．スタッフに地震の規模，被災状況等を把握さ
せ，マニュアルの設置場所等も周知させなくてはなら
ない．今後はマニュアルの常備と活用の普及をはかる
よう努力する必要がある．

大災害が発生するといつも話題となるのが連絡手段
の確保と情報の収集についてである．携帯電話は災害
時優先電話が優先されるため通話規制がされると同時
に，通常の数十倍に及ぶ回線使用のためパンクしてし
まう．今回 NTT ドコモは，都内で 90％ の通話規制が
行われ，12 日午前 2 時頃一時解除されたが，その後
も適宜行われ，完全に復旧したのは 16 日になってか
らとのことだった．今回の調査ではメール，固定電話，
公衆電話が有効であったことは幸いだった（図 3）．
メールの「パケット通信」はデータ量が少なく繋がり
やすいとのことだが，今回は利用されていなかった．
ネットを利用したツイッターやフェイスブック，ミク
シィなどが情報の伝達・確保に有用であったとの報告

図 6　支援透析について
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Q9：支援透析受け入れをし
ましたか？ （n ＝ 62）

Q9：被災透析患者さんの受け入れ人数をお知らせ
ください．
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もみられる．いずれにしろ，大震災時にはパニックに
ならず，冷静に連絡方法を選択し，まずスタッフは家
族の安否を確認後，施設被災状況を調査し，正確な情
報を患者やネットワークに発信しなければならない．

今回，東京都は震度 5 強であったため，危機管理監
をトップとする「災害即応対策本部」体制がとられ，
都知事を本部長とする「災害対策本部」は立ち上がら
なかった．警視庁は直後に対策本部を設置し，東京消
防庁は震災非常配備体制を発令，全職員を集め「震災
警防本部」を発足させ，都内で発生した 33 件の火災
や化学工場の薬品吸引事故，町田市のスーパー駐車場
倒壊，九段会館天井崩落事故等に対応した．警視庁交

通管制センターでは，帰宅を急ぐ下りばかりでなく，
夫や子供を迎えに行くために上りも大渋滞をきたし，
上下線ともに渋滞を示す画面で通常の赤い点が赤い線
になった．大規模停電による交通機関の混乱は，透析
患者をはじめスタッフの交通手段を奪い，マンパワー
不足になった施設もあった．そして地震直後，東京電
力福島第一原子力発電所が炉心融解（メルトダウン）
をきたし，計画停電（輪番停電）が実行された．

当初，計画停電は均等に行われると想像していたが，
実際には東京都区部のほとんどと公共施設の周辺部が
除外された．同じ地域内に公的施設（公的研究所，自
衛隊基地，浄水場など）が多くある埼玉南西部の一部

図 7　被災地支援・ボランティア派遣人数について
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では，数百メートルの差で停電したりしなかったりし
た透析医療施設があったことは，不公平感を増長させ
る要因となった．そのため，アンケート回答者には不
公平感を取り除く策について記述してもらった．それ
をまとめると，全地域公平に輪番停電を行い，停電時
間はできる限り短く（1 時間）すれば，すべての職種
への支障は最小限にできるのではないかと思われる．
また輪番計画停電の予定を数日前に公表してもらえれ
ば，患者への連絡，スタッフの確保にも余裕を持って
行えるのだろう（図 5）．患者やスタッフの勤務変更
の電話連絡には想像できない膨大な時間と労力を費や
していた．

同時に今夏に予定されている計画停電を乗り切るた
めの節電対策を聞いた．透析療法には多くの電力が必
要となる．そのため，スタッフの並々ならぬ努力と患
者へ我慢を強いることに尽きるとの意見がほとんどで
あった．無駄な照明を減らし，エアコン温度の高め設
定，パソコンを含めた電化製品のエコ化が大半であっ
た（表 1）．

支援透析の受け入れは，直接被害のなかった透析施
設の義務と考えていた．今回，支援透析を引き受けた
施設が半分近く（62 施設中 30 施設）あったことは，
勇気づけられる結果だと思う．1 施設で 23 人を引き
受けた施設があったことは頼もしい限りだった．合計
97 名の患者を受け入れた（図 6）．支援透析の依頼は
患者やその家族からの直接依頼（30 施設中 22 件）が
多く，東京都区部災害時透析医療ネットワークからの
依頼は 5 件だった．これは，ネットワークが引き受け
た患者の宿泊施設が都心にあったことと関連があると
思われる．直接施設に来た患者も，突然の避難のため
透析情報をほとんど把握・持参しておらず，宿泊施設
も自分で探さなければならないことが多かったため，
来院連絡があっても実際には来院しない患者もいた．
宿泊施設の手配には，積極的な自治体のかかわりが必
要ではないかと考える．

被災地への支援は積極的に行われていた．日本赤十
字への義援金，被災者支援を行う NPO などへの活動

支援金，支援物資の提供，ボランティア派遣での協力
があった．ボランティアは 1 施設が数十人派遣してい
るが，それ以外では 27 人が参加していた（図 7）．実
際に現場に行った人もあり，参加した時期も異なって
いる．個々の評価ではなく，ボランティアという限り
なくゼロに近い無償の行為自体が評価されるべきもの
と考える．

5　まとめ

今回の大震災に接し，我々が感じたことはネットワ
ークの重要性である．小さくても大きくてもネットワ
ークへの情報一元化がなされれば，我々が被災者の立
場でも非被災者であっても有用に活用できるものと考
えられる．現在想定されている東京直下型地震は M 

7.3 である．今回は想定外の M 9.0 であった．想定外
の地震は起きないのだろうか？ 津波はどうだろう
か？ 1703 年の元禄地震（M 8.2）では，本所，深川
1.5 m，品川や浦安 2 m，横浜 3〜4 m，浦賀 4.5 m，
三浦 6〜8 m の津波に襲われたという．本アンケート
が，M 9.0 の大地震が発生した時，対策の一環として
役立つならば幸いである．
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要　旨

透析療法は，より物質除去効率が高い治療がよい治
療であるという仮説の下に発展し，その対象とする物
質は b2microglobulin ミクログロブリンをはじめとし
た低分子量蛋白から，より分子量の大きな物質も視野
に入ってきた．しかし，近年，透析患者の生命予後を
よくするためには，栄養状態を維持することがもっと
も重要であると広く認識されるようになり，高能率透
析に必然的に内在する栄養素のロスが着目されるよう
になった．本稿では，高能率透析において危惧される，
必要な物質のロスという点から適切な透析治療のあり
方をまとめる．

はじめに

透析治療は「除去効率がよいことイコールよい治療
である」という仮定のもと，多くの高性能透析膜が開
発され，近年は長時間頻回透析によって尿毒素の除去
を高めようとするムードになってきている．透析治療
の萌芽期で効率の悪い透析膜しかなかった頃は，透水
能を含めた透析膜の除去効率の向上が，生命予後の改
善に寄与すると考えられたかもしれない．しかし，膜
分離による物質除去技術がほぼ到達点にまできたので
はないかと考えられる現在，「ただ抜けばよい」とい
う論理は患者に不利益をもたらす懸念が出てきた．な
ぜなら，高効率除去は血液中の重要な栄養素のロスと
表裏の関係であり，栄養摂取が不十分なまま高効率透

析を継続することは，栄養障害から患者の生命予後を
悪化させることが危惧されるからである．

高効率透析のもう一つの要因に，b2microglobulin

（b2MG）を始めとした低分子量蛋白（low molecular 

weight protein;  LMWP）を積極的に除去することが
良い透析であると考えられていることがある．b2MG

は分子量 12 KDa で透析アミロイド症の原因物質であ
り，1990 年代から 2000 年にかけて，b2MG を積極的
に除去することが，アミロイド症を予防し良い治療に
違いないと考えられた．しかし b2MG を低値に維持
した患者は生命予後がよいという報告はあるが1），
b2MG を積極的に除去することの生命予後改善効果は，
きわめて限られた状態での有効性のみであり2, 3），特
にわが国で用いられているような非常に透過性の高い
透析膜での優位性の検証報告はない．このように，
LMWP を積極的に除去すると予後か良いとするエビ
デンスは現時点では乏しいのだが，わが国で使用され
ているダイアライザのほとんどが 4 型か 5 型である4）．
実はこんなに「抜ける」膜は日本でしか使用されてい
ない．その理由は，それらのダイアライザが高性能で
ある割に経済性がよいという点や，技術革新による新
製品を除去効率でしか表現できなかった膜開発メーカ
ーの事情も関与していたであろう．

高効率透析の良否に言及するのが本稿の目的である
ので，その前提としての透析治療の目的を明確にし，
そのうえで高効率透析を定義する必要がある．例えば，
体重 40 kg の高齢患者に 2.1 m2 の 5 型ポリスルフォン

臨床と研究

高効率透析で過剰な喪失が懸念される物質について

政金生人
矢吹嶋クリニック

key words：アミノ酸，低分子量蛋白，アルブミン，カルシウム，リン

Risk of important solute loss on high efficiency dialysis
Yabuki Shima Clinic
Ikuto Masakane



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 2　2011276

（polysulfone;  PS）膜を使って，血流 300 ml/分で週 3

回 4 時間を行えば，高効率（過剰？）だと感じるが，
同じ患者に 1.2 m2 の 1 型のダイアライザを使用して
血流量 150 ml/分で 3 時間連日の透析を行う場合は高
効率かと問われると考えてしまう．除去される尿素な
ど，小分子物質の除去量は同等か後者のほうがむしろ
多いだろう．前者では b2MG の除去率は 80％ 以上，
後者では 10％ あるかないかであり，LMWP の除去か
らみたら前者が圧倒的だ．しかし患者の様子は大きく
違い，前者では透析後患者はよろよろだが，後者は元
気いっぱいだろう．除去効率から見たら前者のほうが
良いが，それがイコール良い透析治療とはならない．
わが国で使用されている多くのダイアライザは前述の
ごとく，PS 膜を始めとした合成高分子膜で 4 型，5

型が主流であり，透析液へのある程度のアルブミンロ
スを伴っている．アルブミン喪失をある程度許容しつ
つ，より積極的に LMWP の除去を試みるというのも，
日本の透析医療の特徴の一つである．この意味からす
ると，わが国で行われている透析治療のほとんどが，

諸外国に比べて高効率透析であると言える．
透析治療は合併症を予防し，QOL の高い長生きを

可能にしてこそ，よい治療として認知されるのであり，
そのためには栄養状態を良好に保つことが不可欠であ
る．透析治療の良否は，物質除去効率は栄養摂取との
バランスにおいて論じられるべきであり，さらにそれ
に加え投薬などの治療，患者の社会生活，精神的満足
度など総合的に考える必要がある．そこで，本稿にお
ける良い透析（透析治療の目的）と高効率透析の定義
を，わが国で標準的に行われている透析の姿を念頭に
おきつつ，表 1 にまとめ，高効率透析における喪失が
危惧される物質について概説する．

1　アミノ酸・カルニチンの喪失と栄養障害

近年，栄養障害は透析患者の生命予後を脅かすもっ
とも大きな因子であると認識され5），1 回の透析での
b2MG の除去効率が必ずしも患者の生命予後改善に反
映されない2, 3）ことなどが報告された．良好な栄養状
態と身体活動性を反映し，生命予後を占うもっとも重
要なサロゲートマーカーは筋肉量であり6），透析の質
の評価が透析効率から筋肉量の維持という視点に変化
してきた．

2005 年，牟田ら7）は，高齢者透析患者に蛋白濾過型
PS 膜の使用を続けていたらるいそうが進行し，エバ
ール（ethylenevinylalcohol）膜に変更したらやせが止
まったと報告した．尿素除去量自体は PS 膜もエバー
ル膜も変わりないが，透析液へのアミノ酸ロスがエバ
ール膜において少ないと報告し，高効率透析により栄
養障害が惹起される危険性を指摘した（図 1）．さら

表 1　よい透析と高効率透析の定義

● 良い透析の定義
　　長期生存が可能
　　合併症を発生させない
　　QOL が高い
● 高効率透析の定義
　　4 型，5 型ダイアライザを使用している
　　血流量は 200 ml/分以上である
　　血液透析濾過を行っている
　　内部濾過促進型ダイアライザを使用
　　蛋白漏出型（吸着型）ダイアライザを使用
　　週 3 回 4 時間以上の透析である

図 1　小分子物質の除去とアミノ酸喪失
　必須アミノ酸，非必須アミノ酸とも PS 膜（PS-1.3 N）よりエバール膜（KF-12）のほう
が喪失が少ない．

（文献 7 より）
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に彼らは透析前後の血液量をインピーダンス法で推測
し，アミノ酸の血中濃度と排液中に認められたアミノ
酸量から透析中のアミノ酸収支を比較した．その結果，
血液中から約 2 g のアミノ酸が失われたが，透析液排
液中には 7.4 g のアミノ酸が確認され，その差 5.4 g は
透析中に筋肉などから漏出したものではないかと推測
した7）（図 2）．

同年，関ら8）は，オンライン HDF では，血液透析
による患者のやせが止まり，筋肉量が増えると報告し
た（図 3）．

われわれも，polymethlumetahcrylate（PMMA）膜
透析と前希釈オンライン HDF において筋肉量が維持
され，PS 膜の透析では経時的な筋肉量のロスのリス
クがあると追試した9）．前希釈 HDF においては，補

図 2　透析中のアミノ酸収支
　血液中からは差し引き約 2 g のアミノ酸喪失が計算されるが，
透析液排液には 7.4 g のアミノ酸を喪失していた．

（文献 7 より）
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図 3　HD・オンライン HDF における筋肉量の変化
　オンライン HDF（ほとんどが前希釈）では筋肉量が維持されるが，血液透析（HD）で
は減少している．HD から HDF に変更すると筋肉量が増加している．

（文献 8 より）
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図 4　HD・前希釈 HDF・後希釈 HDF におけるアミノ酸喪失
　　　　　　　　　いずれのアミノ酸においても前希釈で喪失が少ない．
　　　　　　　　　（文献 9 より）
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液流量の分，透析液流量が低下，また血液希釈のため
ダイアライザ部での溶質濃度が低下するため小分子ク
リアランスが低下する．これを反映して前希釈 HDF

においては，HD，後希釈 HDF と比較してアミノ酸
ロスが少なかった（図 4）．さらに LMWP であり，蛋
白結合尿毒素でもある分子量 16 KDa のレプチンの除
去は，前希釈 HDF がもっとも良かった9）．レプチン
は尿毒症患者において，食欲を低下させる尿毒素とし
て知られており，透析患者の栄養障害への関与が疑わ
れている．

多くのアミノ酸の分子量は 150 前後であり，クレア
チニンと同レベルの小分子物質である．現在使用され
ているダイアライザの尿素クリアランスは 150〜200 

ml/分であり，腎臓の 60 ml/分と比較すると単位時間
あたりのクリアランスは腎臓を凌駕している．4 型，
5 型の大面積ダイアライザを血流量 300 ml/分で使用
すると，クリアランスはほぼ 300 ml/分，単位時間あ
たりの除去は正常腎のほぼ 5 倍になり，これは非生理
的なスピードと言える．このような除去パターンを継
続した場合，同様の分子量であるアミノ酸のロスは非
常に大きいものであることが予測される．つまり十分
な栄養摂取を行わないと，透析中のアミノ酸ロスによ
る筋肉量の低下を惹起し，るいそうを生じるというこ
とになる．エバール膜，PMMA 膜，オンライン前希
釈 HDF は小分子クリアランスが PS 膜透析よりも低
いこと，その割にレプチンなどの LMWP 除去効率が
高く，いわゆるブロードな除去特性をもっていること
が栄養維持に有効な理由と考えられる（図 3）．多く
の 4 型ダイアライザは b2MG 領域にシャープな分画
特性を持つように設計されており，小分子除去（アミ
ノ酸のロス）と LMWP の除去のバランスが栄養学的
に重要ではないかとわれわれは考えている9）．

カルニチンは脂肪酸エネルギー代謝において，脂肪
酸をミトコンドリア内部に運ぶ役割をもち，アミノ酸
から生合成される．分子量は 161 の小分子で，高効率
透析においてはアミノ酸同様に透析によるロスが危惧
される．カルニチン欠乏による透析患者の貧血，筋萎
縮，心機能低下などが報告され，サプリメントによる
症状改善も報告されている10）．

2　アルブミン喪失

斉藤ら11）は，1 回の透析で数 g のアルブミンを喪失

する，いわゆる蛋白濾過型透析が ESA 不応性や皮膚
瘙痒症を改善するとし，大分子量尿毒素や蛋白結合尿
毒素の尿毒症病態への関与を想定した．1990 年代後
半からオンライン HDF が盛んに行われるようになる
と，分子量 33 KDa の a1microglobulin をマーカーと
して，より大きな分子量の物質の除去が貧血やアミロ
イド骨関節痛の緩和に有効であると報告された12）．ま
た蛋白結合尿毒素の除去に，蛋白濾過型透析が有効で
あるとする報告もされているが，蛋白漏出型透析の臨
床的有用性について確固としたコンセンサスは得られ
ていない13）．このような背景で，我が国では，大分子
物質除去に必然的に生じるアルブミン損失はある程度
許容されているが，諸外国では透析による除去の対象
は b2MG までであり，アルブミン損失は避けるべき
と考えられるのが多勢である．

多くの大規模横断研究において，低アルブミン血症
は単独で予後を規定する因子であり，栄養摂取不足や
消耗性疾患，炎症に惹起する低アルブミン血症は予後
を悪化させる因子として納得できる．蛋白濾過型治療
によってもたらされる目的で，低下する低アルブミン
血症が同じようなリスクをとるかどうかについては検
討されていない．我々の施設では透析患者特有の瘙痒
症やいらいら，レストレスレッグ症候群に対して，オ
ンライン HDF を中心とした蛋白濾過型治療を標準的
に行っている9）．アルブミン喪失量はダイアライザの
選択にもよるが，1 回の治療あたり 0.5 g から 10 g 以
上と広範囲に及ぶ．瘙痒症状の強い患者では 3〜7 g の
アルブミン喪失を伴う透析条件が設定されている場合
が多い．我々の施設の血清アルブミンの平均値は 3.7 

g/dL であり，日本透析医学会による全国平均とほぼ
同じであるが，累積 5 年生存率は約 80％ であり全国
平均よりよい．蛋白漏出型透析治療によってもたらさ
れる低アルブミン血症が，大規模研究の低アルブミン
血症と同じようなリスクになるかどうかは別途検討が
必要である．一般的には 1 回の透析あたり 3 g 程度の
アルブミン喪失であれば，通常の栄養摂取を行ってい
れば低アルブミン血症のリスクにはならないと考えら
れているが，はっきりとした根拠に基づくものではな
い．

3　カルシウム，リンの喪失

カルシウム，リンの透析中の喪失は高効率透析にお
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けるアミノ酸喪失やアルブミン喪失とは若干意味は異
なるが，近年，我が国で行われるようになってきてい
る長時間頻回透析において重要であるため記載する．

Pierratos ら14）の週 6 回 8 時間夜間在宅透析の報告は，
その QOL の高さと生存率の高さに驚かされるが，そ
れ以外にも注目しなければならないポイントに透析液
の組成の問題がある．長時間頻回透析では，透析時間
延長に伴いアミノ酸などの栄養素のロスが危惧される
ため，十分な蛋白質を摂取するように指導される．た
いがいは透析量の増加により食欲が増し，必要量は満
たされ栄養状態が改善する．しかし週 36 時間以上の
透析を行う場合，低リン血症のリスクが生じるため透
析液にリンを添加する必要があり，患者によって透析
液リン濃度は 2〜4 mg/dL に調整される15）．食事摂取
量の増加は塩分摂取の増加を伴い，透析時の除水量の
増加をもたらす．彼らの施設を訪問したさいに，連日
透析でも 1 日除水量が 3 kg を超す症例があるとのこ
とであった．この場合，週あたりの除水量が 18 L と
なり，これに含まれるミネラル成分が純粋にマイナス
となる．

わが国では，透析液カルシウム濃度 3.0 mEq/L を高
カルシウム透析液，2.5 mEq/L は血清カルシウム濃度
と比較してやや同等かやや高めかであるのに低カルシ
ウム透析液と呼ばれている．長時間頻回透析や除水量
が著しく多い患者では，たとえカルシウム濃度が患者
血清と同濃度であり，透析前後でカルシウム濃度に変
わりはなくとも，除水分が純粋にマイナスバランスに
なる．そのため Pierratos らの治療条件では，透析液
カルシウム濃度が 3〜3.5 mEq/L に調整され，血清副
甲状腺ホルモンの値を見ながら透析液カルシウム濃度
を調整しており，わが国の続発性副甲状腺機能亢進症
の治療コンセプトと大きく異なっている．透析治療に
よる毎回のカルシウムマイナスバランスは，続発性副
甲状腺機能亢進症を悪化させるだけでなく，ダイレク
トに骨量を低下させ，病的骨折のリスクを増加させる
と認識する必要がある．透析患者が元気で長生きする
ためには，丈夫な骨と筋肉が必要である．一方，透析
によるリンの過剰な除去を危惧するのは週あたり 36

時間（6 時間週 6 回）以上の透析の場合であるとのこ
とだった（Pierratos 私信）．

4　水溶性ビタミン・微量元素

透析による水溶性ビタミンの欠乏は，摂取量低下，
尿毒症病態におけるビタミン動態，透析によるロスが
複合して起こると考えられており，補充が必要である
とされているが16），わが国には明らかな指針はない．
また透析患者では亜鉛，セレン，臭素などの微量元素
も低下しているとされ，その原因は水溶性ビタミンの
欠乏に類似している．欠乏症状が認められる場合には
補充が必要とされている．これらの欠乏は，高効率透
析時に特別におこるというよりも，透析治療一般で従
来から危惧されてきた病態であるため，詳細は本稿で
は割愛した．

おわりに

透析治療が非選択的除去を行う治療である以上，高
効率透析は栄養素やビタミン，微量元素などの過剰な
喪失をもたらすことは必然である．透析治療の目的は
合併症のない，元気な長生きであり，それを担保する
のは栄養状態を良好に，筋肉量を維持することである
と言える．より除去効率の高いダイアライザや治療モ
ードを選ぶ，より頻回に長時間の透析を行う．その場
合には患者の筋肉量が経時的に減少してこないかどう
かに十分注意を払う必要がある．治療法を変えたら食
欲が増し太ってきたというのが，よい治療選択がなさ
れた証拠と言えるだろう．
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要　旨

臨床研究を行う目的は，「日常臨床で生じた疑問
（クリニカルクエスチョン）を解決する事」にある．
しかし，いざ臨床研究を始めようとしても，具体的な
やり方がわからず悩むことが多い．臨床研究を始める
にさいして，先ず行うのは “データ集め（data collec-

tion）” ではなく，“研究計画の作成（design first）” で
ある．本稿では，臨床研究を始めるうえでのデザイン

（設計図）の作り方について概説する．

1　“臨床研究 7 つの御法度” を犯していないか？

臨床研究を行う目的は，「日常臨床で生じた疑問
（クリニカルクエスチョン）を解決する事」にある．
これまでに十分に検討されてこなかった事柄や，たと
え検討がなされていても対象患者が異なる場合などに
は，既存のエビデンスをそのまま適用するのは適切と

は言えず，新たなエビデンスを創出する必要がある．
しかし，いざ臨床研究を始めようとしても，具体的

なやり方がわからず，「とりあえずデータは集めてみ
たけれど……これでいいんだろうか？」というのが諸
先生方の悩みであろう（闇雲にデータ収集から始めて
はみたものの，思うような結果を示せずに苦労した経
験を，著者自身も少なからず経験している）．臨床研
究を始めるにさいして，先ず行うのは “データ集め

（data collection）” ではなく，“研究計画の作成（design 

first）” である．あなたは，表 1 の 7 つの御法度を犯し
てはいないか？

ギクッとした方は，是非読み進まれたい．本稿では，
具体的なデザイン作成方法について順を追って解説す
る．
注 1）　P 値至上主義：P＜0.05 の有意（significant）であ

ることを無条件に崇拝してしまう傾向を指し，通称 sig-
nificantosis（シグニフィカントーシス）とも呼ばれる．

臨床と研究

透析医療を向上させる臨床研究デザイン

古松慶之＊1, 2　福原俊一＊1

＊1  京都大学大学院医学研究科社会医学系専攻医療疫学分野　＊2  藤井寺敬任会クリニック
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Study designs to improve dialysis therapy
Department of Epidemiology and Healthcare Research, Kyoto University Graduate School of Medicine/Fujiidera Keijinkai Clinic
Yoshiyuki Furumatsu
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表 1　臨床研究 7 つの御法度

①データをとってから研究デザインを考える（泥縄）
②リサーチクエスチョンが明確・具体的でない
③対象が不明確（抽出方法，参入・除外基準を設定していない）
④主要な要因やアウトカム変数を設定していない（変数の吟味がない）
⑤変数の測定方法の信頼性と妥当性を検討していない
⑥解析計画を事前に作成していない．統計的パワー，臨床的に意味のある差（effect size），

必要なサンプルサイズを事前に検討・設定していない
⑦結果の解釈：統計的有意差のみで，臨床的・社会的に意味ある差かどうかを検討していな

い（P 値至上主義注 1））
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本来，臨床研究の結果として伝えたいことは，要因や介
入の「効果の大きさ（effect size）」であるはずなのに，
効果が小さくても，サンプルサイズ（n：対象症例数）
が大きいが故に P 値が有意となっただけで喜びを感じ
てしまいがちである．具体例を示すと，1 万人に実薬を
投与し，他の 1 万人には偽薬（プラセボ）を投与したと
ころ，3 年間の観察期間中，脳梗塞の発症割合がそれぞ
れ 5％ と 6％（P＜0.05）であったとしよう．確かにこ
の実薬は，脳梗塞を減らしているようだけど……本当に
臨床的に意味があるのだろうか？ この薬を目の前の患
者に投与するかどうかを考える必要があろう．

2　design（基本設計図）作成への 7 つのステップ

図 1 に示すように，臨床研究デザイン（基本設計
図）の作成には 7 つのステップを要する．その 7 つと
は，表 2 に示すものであり，本稿では特に重要な第一
段階：“疑問の構造化” と，第五段階：“研究の型” を

中心に概説する．

3　疑問の構造化

“疑問の構造化” とは，臨床上の漠然とした疑問（ク
リニカルクエスチョン）を，誰もが理解できる言葉

（概念）で（具体的または量的に）表現する（リサー
チクエスチョンへ置き換える）事である．

例えば，日常臨床において「透析患者の至適 Hb 濃
度は？」という疑問（クリニカルクエスチョン）を持
ったとすれば，それに対するリサーチクエスチョンは，

「血液透析患者に対して，エリスロポイエチン製剤
（EPO）増量により 11≤Hb≤12 g/dl を目標に維持する
場合は，10≤Hb＜11 g/dl を目標に維持した場合に比
べて，5 年生存率が改善するか？」といった表現で置
換する事ができるだろう．曖昧さを排した具体的

（specific）な表現に置き換えることで，疑問点が明確
になり，誰もが問題を理解できるようになっていく．

ここで見たようなリサーチクエスチョンを作るには，
構造化抄録を作るさいの骨格：PICO（ピコ，または
PECO）や，チェック項目：FIRM2NESS が役に立つ．

3-1　PICO（PECO） とは

PICO（PECO）とは，表 3 のように臨床研究の骨格
となる要素の頭文字を表している．この表のように P

表 2　デザイン作成への 7 つのステップ

①PICO（または PECO）の型で疑問（クリニカ
ルクエスチョン）を構造化する

②先人に学ぶ
③疑問をモデル化する
④測定をデザインする
⑤研究の型を選ぶ
⑥比較の質を高める
⑦倫理的配慮

図 1　臨床研究デザイン 7 つのステップ
　　　　　　　　　　　　　   （文献 2 より引用）

基本設計図

「漠然とした疑問」 から「研究の基本設計図」 へ
 ７つのステップ　

比較 アウトカム

●解析方法の選択
●交絡の調整
●サンプルサイズ設定

●個人情報保護
●インフォームドコンセント
●利益相反

対象 要因

疑問を構造化する

研究の「型」を選ぶ

●概念から変数へ
●測定方法の開発
●信頼性と妥当性

測定をデザインする

 疑問をモデル化する

●わかっていること
●わかっていないこと

 先人に学ぶ

 比較の質を高める倫理的配慮

E
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 O

チェック
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（対象），I（介入）（または E（要因）），C（比較），O

（アウトカム）の 4 要素を決定すると，曖昧だったク
リニカルクエスチョンが，構造化されたリサーチクエ
スチョンに置き換わる．

先ほどの例を用いると，
“P（対象）” は「血液透析患者」であり，
“I（介入）” は，「EPO 増量により 11≤Hb≤12 g/dl を
目標に維持した場合」であり，
“C（比較）” は，「10≤Hb＜11 g/dl を目標に維持した
場合」であり，
“O（アウトカム）” は，「5 年生存率改善」に相当す
る．
本来なら，対象も「20 歳から 80 歳までの透析歴 5

年以内の日本人」等，細かく設定する必要があるが，
おおよその骨格はこのようになる．

3-2　良いリサーチクエスチョンを作るための 

check 項目：FIRM2NESS

PICO（PECO）で骨格を作った後は，リサーチクエ
スチョンをさらにブラッシュアップするための条件：

FIRM2NESS（表 4）に照らし合わせてチェックする
と良い2）．表 4 のすべてを満たせない場合もあるが，
多くを満たしていれば，臨床上有用なエビデンスを創
出できる可能性が高い．

透析医療に特殊な臨床研究の手法というものがある
わけではないが，透析医療では他の患者群とは異なる
表 5 のような特徴があり，これらを意識する事も，良
い設計図を描く助けとなろう．

注 2）　patient-reported outcome（PRO）：患者の視点に基
づく主観的アウトカム指標．急速に進む高齢化と医学の
進歩により慢性疾患の割合が増加し，患者の QOL 向上
が治療の目的とされるようになったこと，患者中心の医
療が進み，医療の受け手である患者の QOL に対する意
識が高まったことなどから，従来の死亡率などの客観的
アウトカム指標のみでは，医療評価が不十分となり，
PRO が重要視されるようになった3）．PRO を代表するも
のとして，健康関連 QOL（health related QOL;  HRQOL）
がある．HRQOL とは，医療介入以外の外的な要因に大
きく影響されるいわゆる overall QOL（生きがい，経済
状態，ソシアルサポート，満足度）は含めず，疾患や健
康状態に起因し，医療介入によって改善できる可能性の
ある領域に測定範囲は限定されている．HRQOL は曖昧
な概念ではなく，測定目的と測定する構成概念が明確に
規定され，計量心理学的手法により信頼性・妥当性が担
保された尺度により定量的に測定可能である．HRQOL
は，疾患が個人や社会に及ぼす負担を定量化する方法と
して，治療効果の評価指標として，将来の予後を予測す
る要因として，など多様な目的に利用可能である4）．

4　研究の型

次に，図 1 の第五段階に当る “研究の「型」を選ぶ”

を概説する．

表 3　PICO（PECO）

①Patients 誰に（対象）
②Intervention/Exposure 何をすると/何によって（介入/要因）
③Comparison 何と比べて
④Outcomes どうなる？ （効果）

表 4　良いリサーチクエスチョンの条件（FIRM2NESS）

①Feasible 実行可能性があり
②Interesting 真に興味のあるテーマで
③Relevent 切実な問題を扱い
④Measurable 測定可能な，「見える化」ができる
⑤Modifiable 改善可能で
⑥Novel 新規性があり
⑦Ethical 倫理的で
⑧Specific 具体的・明確な表記を用いた
⑨Structured 構造化されたリサーチクエスチョン

表 5　透析医療の特徴

①透析患者は長期にわたり頻回に定期通院する．そのために患者の追跡とアウトカムの測定
がほぼ全員に可能である点で，臨床研究の実施可能性が高い（feasible，measurable）

②死亡や心血管イベントなどの主要なアウトカムの発生頻度が一般住民に比較して高いため，
必要サンプルサイズが減少し，臨床研究の効率性が高まる（feasible）

③保存期治療により透析導入を遅延させ，導入後の適切な予防的治療により心血管イベント
を抑制するなどのアウトカムの改善が可能である（modifiable）

④疾患や病態の進行が年余にわたるため，生命予後だけでなく quality of life（QOL）などの
patient-reported outcome（PRO）注 2）も重視される（relevant）
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4-1　研究デザインの種類

リサーチクエスチョンの種類に基づいて，デザイン
を分類するならば，表 6 の 4 種類に大別することが
できる．

透析医療における臨床研究で，これら 4 種類の型か
らエビデンスが創出されている具体例として，Dialy-

sis Outcomes and Practice Patterns Study（DOPPS）
があげられる5）．DOPPS は，世界の透析診療実態，
すなわち practice pattern のばらつきを記述・測定す
ること，死亡・入院・シャントトラブル・QOL を 4

つの主要なアウトカムとして直接測定すること，そし
てこの practice pattern とアウトカムとの関連性を分
析すること，これらの施設間・国家間の比較をするこ
とを主要な目的としている．DOPPS の概念モデルは
図 2 のようになる．

DOPPS において検討されたリサーチクエスチョン
を，前述の 4 種類に従い例示すると，以下のようなも
のがあげられる．

①　記述研究：血管アクセス種類の選択について，
日本では動静脈婁（A-V fistula）が大半を占める

（93％）のに対して，米国では人工血管（58％）
とカテーテル（18％）が多く，国家間で大きなば
らつきがあることを示した7）．

②　診断法を評価する研究：SF-36注 3）の 2 項目を利
用して欝の診断を行い，担当医による欝の診断と
比較した8）．

③　要因とアウトカムの関連を調べる研究：SF-36

により診断された欝は将来の死亡の危険因子とな

っていることを示した9）．
④　治療法を評価する研究：人工血管やカテーテル

と比較して，動静脈婁が患者に最善のアウトカム
をもたらすことを示した10）．

DOPPS は，これら 4 種類のリサーチクエスチョン
すべてに答えている点で，画期的な研究と言える．
注 3）　SF-36：DOPPS では，包括的 HRQOL 尺度として

SF-36（short-form 36-item health survey），腎疾患特異的
尺 度 と し て KD-QOL（kidney disease quality of life）が
用いられている．SF-36 では，身体機能，日常役割機能

（身体），体の痛み，全体的健康感，活力，社会生活機能，
日常役割機能（精神），心の健康の 8 つの下位尺度ごと
に得点が得られる．DOPPS は透析患者の HRQOL に関
して多くの知見をもたらした．

4-2　研究デザインの種類

実際に臨床研究が進められていく過程を考えると，
仮説検証のステップに従って記述疫学，分析疫学，介
入研究に分類することもできる（表 7）．

記述研究で立てられた仮説は，分析疫学でふるいに
かけられ，可能であれば介入研究によって検証され，
エビデンスが作られていく．図 3 のような “逆ピラミ
ッド” を思い浮かべれば理解しやすいだろう．ran-

domized controlled trial（RCT）により得られた結果は，
内的妥当性が高いが故に高いエビデンスを保証する．
しかし，介入研究が不可能な研究では，分析疫学のエ
ビデンスレベルが最も高くなるという事実は認識して
おかなければならない．例えば，喫煙の有害性を証明
しようとする RCT（「喫煙群」と「非喫煙群」とに無
作為に割り付け）は倫理的に不可能であり，このよう
な場合は，分析疫学が最高のエビデンスレベルを有す
る事になる．“RCT 至上主義注 4）” に陥らぬように注意
されたい11）．

注 4）　RCT 至上主義：EBM ブームにより，エビデンスレ
ベルを教条的にとらえ過ぎてしまう弊害が生じている．

（例えば，若手臨床医が，エビデンスレベルや診療ガイ
ドラインだけを盲信して，目の前の患者の特性を考慮し
ないで治療選択を行ってしまうような場合がそうである．
また臨床医が研究をしようとしても，RCT デザインの
みに拘泥しているうちに，実施可能性の低い研究計画を
策定して研究が停滞してしまうことも稀ではない．）従
来，観察研究は RCT に比べて効果を過大評価すること
が多いといわれてきたが12, 13），良くデザインされた観察
研究の場合，RCT とほぼ同様の結果が得られるという
メタアナリシスも存在する14）．介入が困難で RCT の実

表 6　リサーチクエスチョン別に分けた研究デザイン

①記述研究
②診断法を評価する研究
③要因とアウトカムの関連を調べる研究
④治療法を評価する研究

図 2　DOPPS の概念モデル
　　　　　　　　（文献 6 より引用）

要因
Practice Pattern 患者アウトカム

死亡
入院

血管アクセス
Quality of life

交絡
患者背景因子
併存疾患
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現可能性が低い場合には，分析的観察研究こそが評価さ
れてよい．有害事象について長期的な追跡が必要である
場合には，（RCT よりも）コホート研究が有用であるし，
もし，その有害事象の発生がきわめて稀な場合には，症
例対照研究（case-control 研究）が有用である．目的に
応じた研究の型の選択が重要である．

5　最後に

本物の “major leaguer physician” とは，「既知のエ
ビデンスに基づいた適切な診療を行えるだけでなく，
新たなエビデンスを創出し，患者アウトカムや prac-

tice pattern，医療政策を変えていける医師」だと思う．
DOPPS から得られた practice pattern 比較研究によ

ると，透析患者を週 1 回以上診察する頻度は，アメリ
カで 68％，欧州で 82％ なのに対して，日本では 94％
であり15），日本の透析医が患者をよく診ているのは間
違いない．世界で最も予後が良いと言われる日本の透

析医療は，単に患者のコンプライアンスがよいことや，
移植医療が進まない事（海外なら腎移植を行うであろ
う元気な患者が透析治療を継続している）だけで説明
がつくわけでは無いだろう．その背後に潜む，現場の
臨床医にしか気づく事のできないエビデンスを掘り起
こし，患者にフィードバックできることこそが透析医
療における臨床研究の醍醐味であろう．

7 つの御法度（表 1）を捨てて，7 つのステップ（図
1，表 2）を踏めば，数年後には臨床研究もできる
“clinician-investigator” が透析医学会から多数輩出され，
良いロールモデルとなり，世界で活躍していくものと
期待する．
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表 7　仮説検証の段階に沿った分類

介入の有無 研究デザイン 対　象 仮説の段階

観察研究 生態学的研究（ecological study） 集団 仮説を立てる
記述疫学症例報告（case report） 個人

症例集積（case series）

横断研究（cross-sectional study）

症例対照研究（case-control study） 仮説を分析す
る分析疫学コホート研究（cohort study）

介入研究 無作為割付していない介入研究
（non-randomized controlled trial）

仮説を検証す
る介入研究

無作為割付した介入研究
（randomized controlled trial）

（参考 URL †1 より）

図 3　疫学研究ピラミッド
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コース注 6）” は，次世代の医師を育成するコースのひと
つである．臨床研究を志す若者や，臨床研究に理解を
示す指導医が増えれば望外の喜びである．

注 5）　臨床研究デザイン塾：診療実践に従事している臨
床家が，みずから診療上の疑問（クリニカルクエスチョ
ン）を検証可能な仮説（リサーチクエスチョン）に変
換・構造化し，解析するために必要な一連の理論・知
識・スキルを学ぶためのプログラム．（http://www.i-hope.
jp/activities/academy/rinshou.html）

注 6）　MCR コース：臨床研究者養成コース（master of 
clinical research;  MCR）は，京都大学医学研究科社会
健康医学系専攻（school of public health;  SPH）の特別
コースで，臨床医を対象とした 1 年制の専門職学位（修
士，master of public health;  MPH）課程である．臨床研
究者を育成するための，わが国で初めての本格的な教育
課程．（http://www.mcrkyoto-u.jp/index.html）
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要　旨

透析患者の高齢化に伴い摂食障害を有する症例が増
加している．経口摂取が不能となった場合，経腸栄養
が生理的であり，腸管の機能に問題がない場合には第
一選択とすべきである．経腸栄養の投与経路としては，
①経鼻胃管，②胃瘻（gastrostomy），③経皮経食道胃
管挿入術（percutaneous transesophageal gastrotubing;  

PTEG）があげられる．それぞれに利点・欠点を有し
ており，十分把握をしたうえで投与経路を決定する必
要がある．また，内視鏡的胃瘻造設術（percutaneous 

endoscopic gastrostomy;  PEG）を有する患者への腹
膜透析を合併症なく導入することも不可能ではなく，
腹膜透析患者であっても PTEG であれば経鼻胃管に
代わる投与経路として造設することが可能である．

1　はじめに

透析患者においても，導入年齢の上昇や透析期間の
長期化のため高齢化が進んでおり，脳血管疾患や嚥下
機能の低下など，さまざまな合併症を有する症例が増
加している．摂食障害は避けては通ることができない
合併症の一つであり，その対策は重要である．経口摂
取ができない，または経口摂取のみでは必要とされる
栄養が十分ではない場合には，経腸栄養や静脈栄養に
よって栄養補給を行う必要がある．

本稿では，透析患者における胃瘻についての適応や

他の経腸栄養についても紹介し，選択基準についても
述べる．

2　静脈栄養と経腸管栄養の選択

経静脈栄養と経腸栄養に分けられる．経静脈栄養は
通常，中心静脈にカテーテルを留置し高カロリー輸液

（total parenteral nutrition;  TPN）を行う．経口摂取が
可能であっても必要とされる栄養量に満たない場合に
は，透析時のみアミノ酸製剤や TPN を行う方法もあ
るが投与量には限界がある．経静脈栄養の適応として
は，腸管の高度狭窄や通過障害・吸収障害，腹膜炎や，
活動性の消化管出血など消化管の使用が不可能な場合
となる．

経腸栄養は，静脈栄養に比べて生理的であるとされ
ており，血糖値・電解質・微量元素の安定が得られや
すい．また，経腸栄養により，消化管機能や腸粘膜の
免疫能を維持することが bacterial translocation を防ぐ
ことにもなる．そのため腸を使うことに禁忌がなけれ
ば，経静脈栄養は周術期や急性期の使用にとどめ，経
腸栄養を試みてみるべきである．

3　経腸栄養の投与方法

経腸栄養の投与方法としては，①経鼻胃管，②胃瘻
（gastrostomy），③経皮経食道胃管挿入術（percutane-

ous transesophageal gastrotubing;  PTEG）に分けられ
る．この中では経鼻胃管の留置が最も容易に施行可能
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であるが，違和感や苦痛を感じやすく，自己抜去を防
ぐためにしばしば身体抑制を要することや，咽頭・食
道・鼻腔粘膜にびらんを形成したり，副鼻腔炎や経口
摂取併用時の妨げになることがある．このため長期間
の使用には不向きである．

3-1　胃　瘻

胃瘻は，経鼻胃管で認めることがある合併症はなく，
長期間にわたる経腸栄養を施行する場合には第一選択
となる．胃瘻の造設はもともとは外科的に行われてい
たが，1980 年に Gauderer らが内視鏡的胃瘻造設術

（percutanpous endoscopic gastrostomy;  PEG）を考案
した1）．現在，日本においても広く施行されている方
法である．PEG の適応としては，正常な消化管機能
を有しているものの経口摂取不能な患者で，4 週間以
上の生命予後を見込める場合とされている．

PEG に伴う合併症についてはさまざまな報告がな
されている．Dennis2）は PEG 造設時の合併症につい
て報告しており，造設時の死亡率は 0.3％ であり，腹
膜炎・消化管出血によるものが多いと述べている．ま
た，腹膜炎・穿孔・誤穿刺などが 0.9〜2.1％ と，比較
的重篤な合併症として報告されている．透析患者につ
いての報告は少ないが，創傷治癒の遅延により，周術
期の合併症については特に注意が必要であると思われ
る．表 1 に PEG の急性期と慢性期の合併症を示した．

急性期合併症で重要なものとして，他臓器誤穿刺

（横行結腸・肝臓）があげられる．横行結腸では術直
後は無症状で経過し，難治性の下痢などで発覚するこ
とが多い．肝臓の場合，多くは無症状で経過し，腹部
CT などを行ったさいに偶然発見されることが多い．

慢性期に起きる合併症として buried bumper syn-

drome（バンパー埋没症候群）・経腸栄養剤リーク・
胃食道逆流があげられる．buried bumper syndrome

とは，PEG の瘻孔完成後もバンパーをきつく締め続
けることにより，胃壁・腹壁間が疎血状態となり，や
がて同部が壊死することにより，胃内バンパーが壁内
に埋没し PEG が閉塞してしまうことである（図 1）．
対策としては PEG 作成後，数日間のみバンパーを締
め，その後は 1〜2 cm はゆるめ，締まりすぎがないか
外部のバンパーを回転させて，チェックを欠かさず行
う必要がある．

表 1　PEG の合併症

急性期 慢性期

創部感染症
誤嚥性肺炎
腹膜炎
敗血症
出血
他臓器誤穿刺
皮下気腫
胃潰瘍
術後急性胃拡張

嘔吐回数の増加
下痢，便秘
チューブ再挿入不能
胃潰瘍
栄養剤リーク
buried bumper syndrome

（バンパー埋没症候群）
チューブ誤挿入
チューブ閉塞
幽門通過障害

図 1　buried bumper syndrome（バンパー埋没症候群）
　PEG の瘻孔完成後もバンパーをきつく締め続けることにより，胃壁・腹
壁間が疎血状態となり，やがて同部が壊死することにより胃内バンパーが壁
内に埋没し，PEG が閉塞してしまう．

体外-胃内バンパーの間隔を変えず
しめ続けることにより，
胃壁・腹壁間に
虚血領域を生じる

PEGチューブ

体外バンパー

胃内バンパー

虚血領域に壊死を生じ
胃内バンパーが胃壁外に
埋没してしまう

胃壁

腹壁
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経腸栄養剤のリークもよく認める合併症である．瘻
孔が経時的変化に伴い拡張し，挿入部周囲から経腸栄
養剤・胃液が PEG の脇から漏出することにより，挿
入部周囲の皮膚びらんや，カンジダ等の皮膚感染を合
併することもある．対策としては，PEG チューブの
サイズアップや挿入部の縫縮，一旦抜去し，間を空け
ての再挿入などが報告されているが確実に改善を図る
ことができる方法はない．経腸栄養剤の固形化は簡便
ではあるが有用な方法であるとの報告も多い3）．

胃食道逆流について，小川ら4）は，呼吸器感染を持
つ経鼻胃管症例に PEG を行ったところ大半にその改
善をみたが，一部には胃壁固定による胃排出能低下に
よる逆流を来す症例も存在すると報告した．その対策
として，胃瘻チューブを経胃瘻的空腸栄養チューブ

（transgastrostomal jejunal tube;  TGJ tube）へ 交 換 す
るという方法も報告されている5）．これは，胃瘻を経
由しチューブの先端を空腸まで挿管するものである．
ただ，この方法は一定の効果は得られるが，その挿入
および管理が煩雑であり，すべての症例に勧めること
は困難であると考察されている．

3-2　経皮経食道胃管挿入術

PTEG は胃全摘出後や腹腔内癒着・腹水貯留のため
に PEG が禁忌とされる症例に対し，1994 年に Oishi

ら6）が考案した方法である．ガイドワイヤーを経鼻的
に挿入し，非破壊型穿刺用バルーン（rupure free 

bloon;  RFB）をガイドワイヤーに沿って挿入し，エ
コーガイド下に左頚部から拡張させたバルーンに穿刺
を行い，経皮経食道的に胃管を留置する方法である

図 2　PTEG
　A・B：ガイドワイヤーを経鼻的に挿入．非破壊型穿刺用バルーンカテーテル（rupture 
free baloon;  RFB）をガイドワイヤーに沿って食道まで挿入する．希釈した造影剤をバル
ーンに 15 ml 注入し，バルーンを拡張させ RFB の位置を X 線透視にて確認する．RFB を
ゆっくりと引き上げ，食道入口部に位置することを X 線透視および超音波画像にて確認
する．C：左頚部より超音波でバルーン・気管・甲状腺・頚動脈の解剖学的位置関係を確
認し，穿刺ルート確定する．D：消毒・局所麻酔を行い，エコーガイド下にバルーンを目
標に穿刺針を進める．針がバルーンに達すると抵抗を感じ，内筒を抜去すると造影剤が流
出する．外筒にガイドワイヤーを挿入し，続いて RFB 内の造影剤を吸引する．RFB を奥
へと押し進めてガイドワイヤーが RFB 内から外れた後，RFB を鼻腔外へ抜去する．E：
外筒を抜去しダイレーターにて拡張，続いて透視下に 16 Fr ピールアウェイシースを回転
させながら挿入する．ガイドワイヤーを抜去し留置用カテーテルをシースより挿入し，シ
ースをピールオフする．縫合糸にて留置カテーテルを固定し終了となる．

（文献 11 より引用，改変）

ガイド
ワイヤー

ピールアウェイ
シース 頭側

A B C

D E

RFB

留置カテーテル
PTEG出口

表 2　経管栄養の方法による長所・短所

長　　所 短　　所

経鼻胃管 ● 手術不要
● 容易に留置

● 排痰が困難
● 副鼻腔炎
● 強い違和感
● 経口摂取の妨げ

PEG ● 排痰可能
● 鼻腔・咽頭部痛なし
● 手技が確立している

● PD・胃摘出後・腹水
貯留などの留置できな
い患者の存在

PTEG ● 排痰可能
● 鼻腔・咽頭部痛がない
● PEG 困難症例に可能

● チューブが長く閉塞の
可能性

● PEG より自己抜去さ
れやすい
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（図 2）．ただし，PTEG は 2011 年 4 月より保険適用
となり，施行のハードルが低くなったとはいえ対応可
能な施設はまだ限られているのが難点である．

表 2 に経鼻胃管・PEG・PTEG のそれぞれの長所と
短所についてまとめた．

4　腹膜透析と経腸栄養

血液透析（HD）患者では，経腸栄養の投与手段を
検討するさいの適応と禁忌は，非透析患者と同様に，
PEG が第一選択となるであろう．しかし，腹膜透析

（PD）患者においては，その治療法の特性ゆえに様相
が異なる．

王子病院では PD 患者の診療を多く行っており，
PEG を有する患者への PD 導入も 5 例経験している7）．
高度の腹水貯留は PEG の禁忌とされており，PD の
導入も同様に禁忌とする意見もある．しかし，当院に
おいて経験の 5 例は PEG 造設後 4〜18 カ月後に PD

導入を行っており，PEG が造設されている患者への
PD 導入であれば安全に行えると考えている．図 3 に
PD カテーテル留置時の写真を示す．ポイントとなる
こととしては，PD 出口は PEG からの汚染を防ぐた
めにも離して作製したほうがよい．この症例では胸部
出口とした．また，認知症を有する患者は出口の清潔
管理に苦慮することが多い．患者の手が届かないとこ
ろに出口を作製すればとの発想から，筆者らは認知症
の患者の背中の肩甲骨（shoulder blade）の部分にカ
テーテル出口を作製している8）．これまでに 6 例にお

いて施行したが，仰臥位でもカテーテルの機能に問題
はなかった．このうち 1 例は PEG を有する症例であ
ったが，合併症なく PD を導入することが可能であっ
た．

また，逆流を防ぐためには PEG はボタン式が望ま
しいと思われる．ただ，体格の小さな 30 kg 程度の患
者に PD 導入をしたさいに，透析液量を 1.5 L に増加
させたところ腹膜炎の発症を経験している．8 週間の
PD 休止期間を設けて以降は腹膜炎の再発を認めてい
ないが，腹腔圧の上昇も関係あると考えられ，体格に
合わせた透析液量の設定が必要である．逆に PD 患者
に PEG を造設することについては腹膜炎のリスクが
高いと考えられる．

このことについて Fein ら9）は，PD を行っている 8

名の成人患者に PEG を造設したが，腹膜炎を起こし
たために長期にわたり PD を継続可能であったのは 2

例のみであり，残りの 6 例は HD へと変更したと報告
している．また，腹膜炎を起こした症例のうち 3 例は
真菌によるものであり，抗真菌薬の予防的投与が必要
であり，PEG 造設直後に腹膜炎を起こした症例は PD

休止期間が短く，最低 6 週間は PD を休止すべきであ
ろうと述べている．一方，小児では良好な成績が報告
されている．Schnakenburg ら10）は，小児 PD 患者に対
する PEG 造設について 12 施設の 27 症例において検
討し，18 例（67％）において成功したと報告している．

当院では，PD 導入後の患者に長期の経管栄養を行
うさいには，先に紹介した PTEG を施行している11）．

図 3　PEG を有する患者への PD カテーテル留置術後写真
　ポイントとして，PD 出口は PEG からの汚染を防ぐため離れた位置に作製した．この
症例では胸部出口とした．

PDカテーテル出口
（第 4肋間）

PEGボタン
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これまでに 4 例施行したが，合併症としては PTEG

挿入時の少量の出血・血腫形成が 1 例，カテーテル挿
入部の皮膚周囲炎が 1 例であり，いずれも重篤ではな
かった．

5　経腸栄養剤の選択

CKD 患者の蛋白質・エネルギー栄養障害は，蛋白
質・エネルギー摂取不足によるものと炎症に起因する
ものがあるが，多くは両者が混在している12）．筋肉の
異化亢進は，炎症や透析による刺激・栄養摂取量の不
足によって起こる．先に述べた適切な投与ルートを確
保したうえで，経腸栄養剤を使用することで，栄養障
害の原因の半分を改善させることが可能となる．

投与量は日本腎臓学会の食事療法ガイドライン13）に
沿って決定する．維持 HD 患者では，総エネルギー
30〜35（kcal/kg/day），蛋白質 1.0〜1.2（g/kg/day），
カリウム 1.5（g/day），食塩 0.15（g/kg/day）とされ
ている．水分量は 1.0〜2.0 kcal/ml と様々な濃度の経
腸栄養剤が市販されており，必要に応じてコントロー
ルをすることが可能である．また，腎不全用の経腸栄
養剤は，カリウムの含有量や，亜鉛などのミネラルが
少なく設定されていることがあり，栄養成分について
は確認を行い，非透析患者用の製品と組み合わせたり，
薬剤で補充を行うことも必要である．

HD 患者の透析日の投与は，1 日 3 回の投与では間
隔にずれがあり問題が生じることがある．しかし 1 週
間の総必要栄養量を満たしていれば，2 回投与に減ら
すことを検討してもよい．PD 患者では，経腸栄養剤
の投与が腹腔内圧を高めることにより，満腹感や嘔
吐・PEG からの逆流を起こすことが懸念され，1 回投
与量・投与速度については患者によって工夫をする必
要がある．投与速度は 200〜300 ml/hr 以下であるこ
とが望ましく，状況によっては 100 ml/hr 程度の低速
度での注入も試みるべきである．欧米を中心に経腸栄
養ポンプを使用した経腸栄養注入が普及しつつある．
逆流は HD 患者においてもしばしば問題となるが，対
策として座位・ヘッドアップをしてからの投与や，投
与量・速度，経腸栄養剤に固形化剤・ゲル化剤（REF-

P1® etc.）を添加することも考慮する．

6　最後に

2008 年 に International Society of Renal Nutrition 

and Metabolism（ISRNM）は，慢性腎臓病（CKD）
患者の栄養障害に関し，体内の蛋白・エネルギーが不
足し喪失する状態を ‘protein-energy wasting’ と定義し
た14）．protein-energy wasting の重篤なものが悪液質

（cachexia）として扱われている．原因としては，栄
養の摂取不足や尿毒素の蓄積・炎症・アシドーシス・
異化亢進があげられている．また，腎不全領域ではな
いが，Finucane ら15）は，1966 年から 1999 年までの論
文についてレビューを行い，経管栄養療法が生命予後
を改善させるエビデンスはなかったと結論づけている．
透析療法を受けている腎不全患者は，栄養障害のみな
らず他の様々な要因によっても予後は左右される．現
段階では経口摂取のできない患者に対して，経管栄養
を施行することによる生命予後の改善については明確
なエビデンスは存在しない．そのため，個々の症例で
リスクとベネフィットについて十分に評価をしたうえ
で，経管栄養を施行するか否かの判断を行うべきと考
えられる．
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日本透析医会通常総会が平成 23 年 5 月 15 日（日）午後 2 時から
ホテルマイステイズ御茶ノ水（東京）にて開催された．以下に，そ
の際の資料（抜粋）と主な決定事項を報告する．

（社）日本透析医会通常総会資料　　　　
　Ⅰ　平成 22 年度事業報告書  　　　　　
　Ⅱ　平成 22 年度財務諸表  　　　　　　
　Ⅲ　平成 23 年度事業計画書（案）　　　
　Ⅳ　平成 23 年度予算（案）　　　　　　
　Ⅴ　定款改定新旧対照表　　　　　　　
　Ⅵ　役員の報酬等及び費用に関する規定
平成 23 年度通常総会報告　　　　　　　

（社）日本透析医会通常総会議事録　　　
（社）日本透析医会役員名簿　　　　　　

総会資料と決定事項

日本透析医会通常総会資料および主な決定事項
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（社）日本透析医会通常総会資料

第 1 号議案

平成 22 年度事業報告書

第 1　会　議

総　　会
1.　平成 22 年度通常総会
 平成 22 年 5 月 16 日 第 1 号議案　平成 21 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
   第 2 号議案　平成 22 年度事業計画及び予算の承認を求める件
   第 3 号議案　その他

理 事 会
1.　平成 22 年 5 月 16 日
 通常総会付議事項
   第 1 号議案　平成 21 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
   第 2 号議案　平成 22 年度事業計画及び予算の承認を求める件
   第 3 号議案　その他

常任理事会
1.　平成 22 年 4 月 23 日
 協議事項 ⑴　日本透析医会の事業等について

 報告事項 ⑴　平成 21 年度決算について
   ⑵　その他

2.　平成 22 年 5 月 16 日
 協議事項 ⑴　通常理事会及び通常総会に付議する議案等の審議について
   ⑵　災害時情報ネットワーク本部と副本部の役割交替（要請）について
   ⑶　その他

3.　平成 22 年 6 月 25 日
 協議事項 ⑴　透析医療の包括的指示事項等について

 報告事項 ⑴　レセプト分析調査について
   ⑵　委員会報告
   　　　広報委員会
   ⑶　その他
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4.　平成 22 年 7 月 23 日
 協議事項 ⑴　公募研究助成に関するパンフレットの作成について
   ⑵　HIV 感染患者透析医療ガイドラインの発刊等について
   ⑶　透析医療に関するグランドデザイン作成に向けた検討会の設置について

 報告事項 ⑴　HIV 感染患者透析医療ガイドライン策定グループの議事報告について
   ⑵　太田和夫理事　7 月 20 日に逝去

5.　平成 22 年 9 月 17 日
 報告事項 ⑴　委員会報告
   　　　合併症対策委員会
   　　　透析医療におけるチーム医療に関する検討会
   　　　透析医療に関するグランドデザイン作成に向けた検討会
   ⑵　労災保険における HIV 感染症の取扱いについて
   ⑶　公益法人移行認定申請について

 その他 ⑴　山㟢会長からの指示事項

6.　平成 22 年 10 月 22 日
 協議事項 ⑴　透析医療における職業別業務分担に関するアンケート調査について
   ⑵　レセプト分析調査（中間報告）について
   ⑶　研究助成審査委員会について

 報告事項 ⑴　平成 22 年度中間決算について
   ⑵　委員会報告
   　　　広報委員会
   　　　研修委員会
   　　　透析医療に関するグランドデザイン作成に向けた検討会
   ⑶　その他
   　　　平澤由平名誉会長　10 月 3 日に逝去
   　　　その他

7.　平成 22 年 11 月 26 日
 協議事項 ⑴　第 24 回日本透析医会シンポジウム（福岡開催）について
   ⑵　平 成 23 年度支部長会議及び保険審査委員懇談会，災害情報ネットワーク会議

の開催について
   ⑶　医薬品の推薦依頼について

 報告事項 ⑴　平成 22 年度レセプト分析調査の中間報告等について
   ⑵　平成 22 年度公募研究助成の審査結果について
   ⑶　職業別業務分担に関するアンケート調査の回収状況について
   ⑷　医会雑誌のカラー化について
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   ⑸　厚生労働省保険局保険課からの資料提供依頼について

 その他　 ⑴　平成 22 年度公募研究助成金の交付決定等について

8.　平成 22 年 12 月 17 日
 協議事項 ⑴　平 成 23 年度支部長会議及び保険審査委員懇談会，災害情報ネットワーク会議

の開催について

 報告事項 ⑴　平成 22 年度レセプト分析調査の最終報告等について
   ⑵　職業別業務分担に関するアンケート調査の回収状況について
   ⑶　委員会報告
   　　　グランドデザイン作成に向けた検討会
   ⑷　その他

9.　平成 23 年 1 月 28 日
 協議事項 ⑴　医療機器の不具合等報告の症例公表及び活用について
   ⑵　公益法人移行認定申請書関係について
   ⑶　その他

 報告事項 ⑴　職業別業務分担に関するアンケート調査の集計結果について
   ⑵　委員会報告
   　　　災害時透析医療対策部会
   ⑶　その他
   　　　鈴木満 前専務理事 12 月 23 日に逝去

10.　平成 23 年 2 月 25 日
 協議事項 ⑴　次期（2012 年）診療報酬改定要望等の打合せについて
   ⑵　その他

 報告事項 ⑴　平成 22 年度仮決算について
   ⑵　委員会報告
   　　　広報委員会
   ⑶　HCV ガイドラインワーキンググループ委員会（日本透析医学会）について
   ⑷　公益法人移行認定申請書関係について
   ⑸　その他

11.　平成 23 年 3 月 11 日
 協議事項 ⑴　次期診療報酬改定に関する提示資料（案）について
   ⑵　平成 23 年度事業計画及び予算について
   ⑶　平成 23 年度通常理事会及び通常総会資料について

 報告事項 ⑴　委員会報告
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   　　　研修委員会
   ⑵　公益法人移行認定申請書関係について
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第 2　委員会

平成 22 年度委員会開催状況
（平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）

委　員　会 開催年月日 備　　　考

  1.　適正透析療法委員会
  　⑴　適正透析導入部会
  　⑵　維持透析療法部会
  　⑶　適正透析普及部会
  　⑷　適正医療経済部会
  　　　透析医療費実態調査

  　　　透析医療に関するグランド 
  　　　デザイン作成に向けた検討会

  　⑸　医療廃棄物対策部会
  　⑹　在宅血液透析部会
  　⑺　医療制度検討部会

平成 22 年 06 月 19 日
平成 22 年 06 月 19 日
平成 22 年 07 月 02 日

（平成 22 年 10 月 22 日）
（平成 22 年 12 月 17 日）

平成 22 年 08 月 20 日
平成 22 年 10 月 02 日
平成 22 年 11 月 26 日
平成 23 年 03 月 11 日

平成 22 年 07 月 26 日
（平成 22 年 10 月 22 日）
（平成 23 年 01 月 28 日）

支部長会議
保険審査医員懇談会
レセプト分析調査
常任理事会で関連事項協議
　　　　　  〃

透析医療におけるチーム医療検討会
常任理事会で関連事項協議
　　　　　  〃

  2.　医療安全対策委員会
  　⑴　災害時透析医療対策部会

  　⑵　感染対策部会

  　⑶　医療事故対策部会

平成 22 年 06 月 19 日
平成 23 年 01 月 14 日
平成 22 年 05 月 11 日
平成 22 年 07 月 20 日

災害情報ネットワーク会議
対策部会会議
HIV 感染患者透析医療ガイドライン策定グループ会議
　　　　　　　　　　　 〃

  3.　合併症対策委員会 平成 22 年 07 月 26 日

  4.　腎移植普及推進委員会

  5.　腎不全予防医学調査研究委員会

  6.　研修委員会 平成 22 年 10 月 03 日
平成 23 年 03 月 06 日

  7.　広報委員会 平成 22 年 06 月 11 日
平成 22 年 10 月 01 日
平成 23 年 02 月 04 日

  8.　情報管理委員会 常任理事会で関連事項協議

  9.　内規委員会

10.　倫理委員会

11.　研究助成審査委員会 平成 22 年 11 月 15 日 公募研究
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平成 22 年度委員会報告

1.　適正透析療法委員会
　⑴　適正透析導入部会

愛知県透析医会の透析療法審査活動に助成した．当該審査結果に基づく実態報告については，日本透析
医会雑誌に掲載する．

　⑵　適正透析普及部会
6 月 19 日，支部長会議を開催した．21 年度診療報酬改定に関する要望活動の報告，次期改定に向けた

要望事項，同報メールの活用，研究助成の拡大と充実，保険指導の情報と問題点等々，会長からの詳細な
説明に続き関連事項の質疑応答が行われた．

　⑶　適正医療経済部会
1）　6 月 19 日，第 15 回透析保険審査委員懇談会を開催した．検討事項で基本診療科，医学管理等，在宅

医療，検査，投薬 ･ 注射，処置，手術の診療行為別に討論を行った．また，事前にアンケートを実施し
検討事項（67 件），要望事項等（84 件）の回答をいただいた．詳細な報告については，日本透析医会雑
誌（Vol. 25-3）に掲載した．

2）　透析医療費の定点調査について，全国の病院及び診療所（208 施設）に協力をいただき，平成 22 年 6

月分外来透析レセプトの集計分析を実施した．調査結果の速報版は医会 HP に掲載し，詳細版は 23 年
度の日本透析医会雑誌（Vol. 26-1）に掲載する．

3）　透析医療のグランドデザイン作成検討会（平成 22 年度 4 回開催）
透析医療機関の経営を維持しながら透析の質が確保できるための政策提言を行うことと，将来的に良

質で効率的な透析医療の提供体制が確保できるよう，会員施設に提示すべく「透析医療のグランドデザ
イン」の作成に向けて鋭意検討を重ねた．

　⑷　医療制度検討部会
厚生労働省「チーム医療推進」の動きに関連して，透析医療におけるチーム医療の検討会を開き，透析

医療の職業別業務分担調査を実施した（22 年 11 月〜23 年 1 月）．調査結果は 23 年度の日本透析医会雑誌
に掲載する．

2.　医療安全対策委員会
　⑴　災害時透析医療対策部会

1）　6 月 19 日，第 11 回災害情報ネットワーク会議が 58 名の参加を得て開催された．情報ネットワーク
各支部からの年次報告，情報ネットワーク本部から平成 21 年度の活動報告と平成 22 年度活動計画の説
明等が行われた．会議の詳細は，日本透析医会雑誌（Vol. 25-3）に掲載した．

2）　災害時活動
・4 月 1 日より，地震発生時における情報収集活動開始の震度を，震度 5 以上から震度 5 強以上に変

更した．
　平成 23 年 3 月 11 日（14 時 46 分頃），東北地方太平洋沖地震発生震度 7（M 9.0）．翌 12 日から医

会事務局に災害対策本部を設置，災害情報ネットワークによる情報提供を主体に災害復旧の支援活
動を展開した．

　災害情報ネットワークへの登録施設数は 2,400 件を超え，全登録情報数は 5,000 件に及んだ．
その他の災害時情報活動等は以下の通り．

・奄美地方で集中豪雨（10 月 21 日〜27 日）患者の通院が一時困難との情報
・新潟県豪雪（23 年 2 月 1 日）災害救助法適用情報
・新潟中越地方で震度 6 弱の地震（23 年 3 月 12 日 3 時 59 分・4 時 32 分・5 時 42 分）
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・福島県沖で震度 6 強の地震（23 年 3 月 15 日 22 時 28 分）
・静岡県東部で震度 6 強の地震（23 年 3 月 15 日 22 時 31 分）
・茨城県北部で震度 5 強の地震（23 年 3 月 19 日 18 時 56 分）
・福島県で震度 5 強の地震（23 年 3 月 23 日 17 時 12 分・18 時 55 分）

3）　9 月 1 日 第 11 回災害時情報伝達訓練を行った．40 都道府県 1,180 施設が参加し，参加施設数は過去
最高となった．

　　　　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

また，イリジウム通話訓練には本部へ 10 施設，副本部へ 8 施設が参加し，電子メール通信訓練には
11 施設が参加した．

4）　23 年 1 月 14 日に災害時透析医療対策部会会議を開催．災害時医療支援船事業等について，今後の方
向性及び体制等の検討を始めた．

5）　情報システム・メーリングリスト保守管理
・「透析医療災害対策メーリングリスト」taisaku_ml 登録アドレス数：131

・「災害情報ネットワークメーリングリスト」joho_ml 登録アドレス数：652

6）　災害情報ネット専用サーバーの更新・管理
・8 月 13 日，アクセス不良の頻発により，サーバーを別会社製に切り換えた．
・12 月 1 日，緊急地震速報と連動した自動メール送信システムの運用を開始した．

　⑵　感染対策部会（平成 22 年度 2 回開催）
厚生労働省疾病対策課の依頼（平成 21 年 12 月）に基づく透析施設における HIV 感染患者の対応に関

して，ガイドライン策定グループを設け年度を跨ぎ協議を重ねた．
平成 22 年 10 月に「HIV 感染患者透析医療ガイドライン」を作成，日本透析医会雑誌（Vol. 25-No. 3）

に掲載するとともに当該小冊子を作成し，同年 11 月に会員宛送付した．

3.　合併症対策委員会
　　透析患者の合併症とその対策 No. 20「透析患者の皮膚疾患」の刊行等について検討，平成 23 年 3 月に発

刊し会員への送付に併せ医会 HP「出版物」に掲載した．

4.　腎移植普及推進委員会
　　平成 22 年度臓器移植普及推進月間を主催し，臓器移植推進国民大会を後援した．
　　社団法人日本臓器移植ネットワークの運営事業に助成し，腎移植の普及推進に協力した．

5.　研修委員会（平成 22 年度 2 回開催）
　⑴　各県透析医会等の学術研究に助成した．

1）　奈良県透析医会
　　研究課題：高齢者の腎移植―奈良県における高齢透析患者の腎移植に対する考え―
2）　長野県透析医会
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　　研究課題：透析患者における血中ホモシステイン濃度と透析療法および栄養療法の検討
3）　広島県透析連絡協議会
　　研究課題：血液透析患者における肝炎ウイルス感染率と生命予後

　⑵　支部（各県透析医会等）が開催した研修会・講演会に助成した．

　　　

支部（医会等）名 会　　　場 開催年月日

広島県透析連絡協議会 リーガロイヤルホテル広島 平成 22 年 04 月 10 日
富山県支部 名鉄トヤマホテル 平成 22 年 04 月 25 日
青森県透析医会 弘前文化センター 平成 22 年 06 月 06 日
鹿児島県透析医会 城山観光ホテル 平成 22 年 07 月 17 日
大阪透析医会 ホテル日航大阪 平成 22 年 08 月 07 日
北海道透析医会 札幌全日空ホテル 平成 22 年 08 月 21 日
愛知県透析医会 名古屋国際ホテル 平成 22 年 11 月 28 日
宮城県支部 フォレスト仙台 平成 22 年 12 月 05 日

　⑶　第 23 回（社）日本透析医会シンポジウム「透析液を再考する」を開催，179 名が参加した．
　　　日　時：平成 22 年 10 月 3 日（日）　午前 9 時 00 分〜午後 4 時 10 分
　　　場　所：品川コクヨホール
　　　講演者：中山昌明（福島県立医科大学腎臓高血圧内科），他 5 名
　⑷　（社）日本透析医会研修セミナーを開催し 188 名が参加した．
　　　透析医療における Current Topics 2011「主題：日常透析が抱える諸問題」
　　　日　時：平成 23 年 3 月 6 日（日）　午前 9 時〜午後 4 時 10 分
　　　場　所：品川コクヨホール
　　　講演者：中本雅彦（済生会八幡総合病院 腎センター），他 5 名
　⑸　 平成 23 年度の第 24 回シンポジウムは平成 23 年 10 月 23 日（日）アクロス福岡イベントホールで初の

地方開催が決定しており，講演内容は医会 HP に掲載する．
　　　また，研修セミナーは平成 24 年 5 月 20 日（日）東京にて開催が決定された．

6.　広報委員会（平成 22 年度 3 回開催）
　　日本透析医会雑誌発刊にかかる企画・編集等を討議し，22 年度は Vol. 25-No. 1〜No. 3 の 3 巻を発行した．

各号の掲載題名は以下のとおりである．
⑴　医会雑誌 Vol. 25 No. 1 発刊

  1）　ポスト「医療崩壊」の医療提供システム
  2）　日本における維持透析の現状と課題
  3）　透析導入の実態と課題―有病でも息災の透析患者の輩出を求めて―
  4）　在宅血液透析の形態：現況と課題
  5）　合併症 1：骨・関節障害
  6）　合併症 2：心疾患
  7）　医療経済から見た透析療法
  8）　透析医の育成
  9）　臓器移植法改正後の問題点―腎移植は増えるか！―
10）　末期腎不全患者の終末期を透析医はどう捉えているか―北海道のアンケート調査結果とその分析―
11）　第 13 回透析医療費実態調査報告
12）　平成 20 年度千葉県における透析医療機関の感染性廃棄物の現状に関するアンケート調査（第 7 報）
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13）　6 時間透析における生存率―20 年間の経験から
14）　エビデンスに基づく頻回透析・長時間透析の必要性
15）　慢性腎臓病診療におけるクリニカルパスの実際
16）　透析合併末梢動脈疾患患者の予後とその治療戦略
17）　ESA 投与中止後にもオーバーシュートして上昇する Hb/Ht 値
18）　高齢維持透析患者人口は一般人口より長生きする？
19）　透析患者における運動
20）　末梢動脈疾患の診断および治療―循環器内科からのアプローチ―
21）　重症下肢虚血に対する外科的血行再建術と保存的療法
22）　フットケアーでよく見る爪疾患の治療
23）　療養生活における透析患者と家族間の意見の対立と調整
24）　透析医のひとりごと
　　  「透析医療の輝きは？」〈福島県〉
　　  「未来」について〈長崎県〉
25）　支部だより〈北海道・京都府〉

⑵　医会雑誌 Vol. 25 No. 2 発刊
  1）　変動する日本社会
  2）　改正臓器移植法のもとでの腎移植の今後の課題と展望
  3）　認知症の診断とマネジメント
  4）　認知症患者への透析療法―倫理面からの小考察―
  5）　透析患者に対する新型インフルエンザ対策
  6）　透析患者の C 型ウイルス肝炎治療
  7）　医療・日本崩壊，再生の処方箋
  8）　平成 22 年度診療報酬改定と評価
  9）　日本における HIV 感染症の現状
10）　血管内留置カテーテルの合併症
11）　末期腎不全の国際比較―2009 USRDS Annual Date Report から，特に腹膜透析の普及に関する考察―
12）　血管石灰化の機序：エラスチン分解の関与
13）　透析患者の抗ヘルペスウイルス療法の実際
14）　統合医療からみた透析医療の量と質の問題
15）　わが国の腎性貧血治療ガイドラインと CHOIR，CREATE，TREAT 試験
16）　透析医療に従事する看護師の現状と将来
17）　過疎地域の透析医療―現状と対策―
18）　日本透析医会通常総会資料および主な決定事項
19）　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―
20）　鉄の囲い込みを考慮した腎性貧血治療の必要性
21）　携帯電話による災害時情報の収集と新しい情報共有・連携手段の構築
22）　透析医のひとりごと
　　  廃棄物雑感〈千葉県〉
　　  私の見た米国と日本の透析療法〈大阪府〉
23）　支部だより〈宮城県・石川県・広島県〉
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⑶　医会雑誌 Vol. 25 No. 3 発刊
  1）　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
  2）　平澤先生 長い間有難うございました
  3）　HIV 感染患者透析医療ガイドライン
  4）　ヘモグロビン変動とその臨床的意義
  5）　第 15 回透析保険審査委員懇談会報告
  6）　政権交代と民主党の医療政策
  7）　小規模透析施設における危機―透析難民の発生―
  8）　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
  9）　透析医療における事故と省力化（自動化）の安全管理
10）　透析療法と医療訴訟
11）　日本における透析患者の新型インフルエンザ感染の状況について
12）　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―
13）　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―
14）　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―
15）　AKI 診療ガイドラインの現況と今後の展望
16）　アクセス手術における杉田クリップの応用
17）　維持透析患者のレストレスレッグス症候群に対する診断と治療
18）　高齢者の透析療法選択と PD ラスト
19）　透析患者の不眠―背景と対策―
20）　長期留置型カテーテルの使用状況と課題
21）　新しい腎不全治療技術
22）　透析患者の C 型ウイルス肝炎
23）　平成 22 年診療報酬改定と今後の透析医療
24）　腎性貧血管理の進歩
25）　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―
26）　ラット腹膜線維化モデルにおける間葉系幹細胞による線維化抑制効果の検討
27）　閉経後女性透析患者における血清テストステロン値と動脈硬化の関連についての検討
28）　岡山県の血液透析患者の通院に関する実態調査
29）　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
30）　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
31）　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）
32）　災害時医療支援船構想―西日本プロジェクト―
33）　透析医のひとりごと
　　  プラセボ効果〈新潟県〉
　　  高知県透析医会会長に就任して〈高知県〉
　　  新型インフルエンザ雑感〈福岡県〉
34）　支部だより〈静岡県・大阪府〉
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7.　研究助成審査委員会
公募研究助成申請 27 件について厳正なる審査が行われ，以下のとおり 14 件が採択された．

　

課　題　名 申請者 申請者の所属機関

男性透析患者におけるファブリー病のスクリーニング 丸山弘樹 新潟大学大学院医歯学総合研究科 
腎医学医療センター

成人ステロイド依存症，抵抗性ネフローゼ症候群に対する
リツキシマブ少量単回投与の治療効果に関する検討

宇田　晋 独立行政法人労働者健康福祉機構関
東労災病院腎臓内科

糖尿病性腎症の腹膜透析における腹膜劣化メカニズムの解
明

杉山　斉 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
慢性腎臓病対策腎不全治療学

血管石灰化退縮治療の確立 徳本正憲 福岡歯科大学総合医学講座内科学分
野

腹膜透析患者における残存腎機能，腹膜機能低下に対する
L-cysteine（システイン）の予防効果

辻　　明 防衛医科大学病院輸血・血液浄化療
法部

重度の二次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘出術
における術前 99mTc-MIBI シンチグラフィの費用効果分析

駒場大峰 東海大学医学部腎内分泌代謝内科

慢性腎臓病（CKD）における造影剤腎症予防に関する研究 潮木保幸 福井県済生会病院血液浄化センター

マウス腹膜線維症モデルにおける（－）―エピガロカテキ
ンガレートの線維化抑制効果について

北村峰昭 長崎大学大学院医歯薬総合研究科 
腎臓内科

二次性副甲状腺機能亢進症に対するビタミンＤ治療・シナ
カルセト治療が酸化ストレスおよび血管内皮機能に及ぼす
影響についての検討

田中元子 松下会あけぼのクリニック

透析患者における蛋白結合性尿症毒素に関する研究 丹羽利充 名古屋大学大学院医学系研究科尿毒
症病態代謝学

HIV 陽性患者の腎機能予後に関する研究 日ノ下文彦 国立国際医療研究センター腎臓内科/
人工透析室

腎不全における小胞体ストレスの病態生理学的意義の解明 稲城玲子 東京大学医学部附属病院腎臓内分泌
内科

消毒による損傷菌回復を目的とした透析液培養専用試薬の
開発

大薗英一 越谷大袋クリニック内科

透析液エンドトキシン濃度の超高感度測定法による検討 中澤了一 水戸中央クリニック腎臓内科
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平成 22 年度財務諸表

1.　貸借対照表（平成 23 年３月 31 日現在）
（単位：円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部
　1. 流動資産
　　⑴　現預金
　　　　現金
　　　　ゆうちょ銀行
　　　　りそな銀行 1458648（H22. 8. 31 解約）
　　　　りそな銀行 1455768
　　　　りそな銀行 0984222
　　　　りそな銀行 0960156
　　　　りそな銀行 1557092（H22. 8. 31 解約）
　　　　みずほ銀行
　　　　三井住友銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行定期預金

33,939
973,599

0
34,746,374
1,145,796

0
0

283
170,134

7,168,784
30,015,499

27,262
536,479

3,346
3,497,970
1,186,098

0
17

343,552
684,837

8,343,397
30,003,493

6,677
437,120
△ 3,346

31,248,404
△ 40,302

0
△ 17

△ 343,269
△ 514,703

△ 1,174,613
12,006

　　　　　現預金合計 74,254,408 44,626,451 29,627,957
　　⑵　その他流動資産
　　　　仮払金 0 109,000 △ 109,000
　　　　　その他流動資産合計 0 109,000 △ 109,000
　　　　　流動資産合計 74,254,408 44,735,451 29,518,957
　2. 固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金普通預金 202,004,889 202,004,889 0
　　　　基金合計 202,004,889 202,004,889 0
　　⑵　その他固定資産
　　　　電話加入権
　　　　淡路建物ビル保証金
　　　　警備保証金
　　　　退職給与引当預金

563,372
6,300,000

50,000
2,057,160

563,372
6,300,000

50,000
1,549,688

0
0
0

507,472
　　　　その他固定資産合計 8,970,532 8,463,060 507,472
　　　　　固定資産合計 210,975,421 210,467,949 507,472
　　　　　資産合計 285,229,829 255,203,400 30,026,429

Ⅱ　負債の部
　1. 流動負債
　　　会費預り金
　　　所得税預り金
　　　健康保険預り金
　　　厚生年金預り金
　　　災害（東日本大震災）支援預り金

10,000
326,235
52,885
96,349

31,247,395

10,000
343,505
40,330
69,097

0

0
△ 17,270

12,555
27,252

31,247,395
　　　　流動負債合計 31,732,864 462,932 31,269,932
　2. 固定負債
　　　退職給与引当金 2,057,160 1,549,688 507,472
　　　　固定負債合計 2,057,160 1,549,688 507,472
　　　　負債合計 33,790,024 2,012,620 31,777,404

Ⅲ　正味財産の部
　1. 一般正味財産 251,439,805 253,190,780 △ 1,750,975
　　　　正味財産合計 251,439,805 253,190,780 △ 1,750,975
　　　　負債及び正味財産合計 285,229,829 255,203,400 30,026,429
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2.　正味財産増減計算書（平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1. 経常増減の部
　　⑴　経常収益
　　　①　受取入会金
　　　　　受取入会金 360,000 360,000 0
　　　　受取入会金計 360,000 360,000 0
　　　②　受取会費
　　　　　受取会費 90,260,000 89,210,000 1,050,000
　　　　受取会費計 90,260,000 89,210,000 1,050,000
　　　③　受取寄付金
　　　　　受取寄付金
　　　　　受取参加費

28,250,000 
367,000 

61,254,000 
273,000 

△ 33,004,000
94,000

　　　　受取寄付金計 28,617,000 61,527,000 △ 32,910,000
　　　④　雑収益
　　　　　受取利息 23,375 148,349 △ 124,974
　　　　雑収益計 23,375 148,349 △ 124,974
　　　　経常収益計 119,260,375 151,245,349 △ 31,984,974

　　⑵　経常費用
　　　①　事業費
　　　　　適正透析導入部会
　　　　　適正透析普及部会
　　　　　在宅血液透析部会
　　　　　合併症対策委員会
　　　　　グランドデザイン作成検討会
　　　　　適正医療経済部会
　　　　　医療制度検討部会
　　　　　広報委員会
　　　　　腎移植普及推進委員会
　　　　　研修委員会
　　　　　学会・研究助成審査委員会
　　　　　学会・研究助成交付審査委員会
　　　　　災害時透析医療対策部会
　　　　　感染対策部会

713,400 
1,125,168 

0 
4,200,609 
1,836,283 

11,787,016 
1,029,035 

17,457,159 
7,276,670 

13,718,276 
34,977,377 

0 
9,272,600 
2,105,349  

636,041 
1,778,545 

260,802 
3,672,027 

13,223,344
9,376,958 

0 
12,482,085 
6,487,622 
9,124,408 

59,792,973 
4,910 

3,796,800 
525,116  

77,359
△ 653,377
△ 260,802

528,582
△ 11,387,061

2,410,058
1,029,035
4,975,074

789,048
4,593,868

△ 24,815,596
△ 4,910

5,475,800
1,580,233

　　　　事業費計 105,498,942 121,161,631 △ 15,662,689

　　　②　管理費
　　　　　給与手当
　　　　　旅費交通費
　　　　　会議費
　　　　　福利厚生費
　　　　　印刷製本費
　　　　　通信運搬費
　　　　　事務・消耗品費
　　　　　委託費
　　　　　報酬
　　　　　水道光熱費
　　　　　家賃
　　　　　諸会費
　　　　　租税公課
　　　　　慶弔費

7,757,367 
984,690 

0 
35,578 

133,529 
167,007 
747,012 
606,450 

1,200,000 
133,495 

1,399,846 
72,981 
2,000 

57,000 

12,545,247 
445,735 

6,000 
37,253 

165,375 
383,769 

1,649,165 
1,262,445 

600,000 
177,930 

2,493,978 
143,897 

2,000 
48,900 

△ 4,787,880
538,955
△ 6,000
△ 1,675

△ 31,846
△ 216,762
△ 902,153
△ 655,995

600,000
△ 44,435

△ 1,094,132
△ 70,916

0
8,100

 （単位：円）
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勘定科目 当年度 前年度 増　減

　　　　　雑費
　　　　　常任理事会費
　　　　　総会・理事会費
　　　　　本部災害対策費
　　　　　ホームページ管理費
　　　　　退職給付費用

165,053 
978,693 
471,973 
210,423 
237,069 
152,242 

212,687 
290,120 

1,018,990 
0 

378,000 
719,535 

△ 47,634
688,573

△ 547,017
210,423

△ 140,931
△ 567,293

　　　　管理費計 15,512,408 22,581,026 △ 7,068,618
　　　　経常費用計 121,011,350 143,742,657 △ 22,731,307
　　　当期経常増減額 △ 1,750,975 7,502,692 △ 9,253,667

　2. 経常外増減の部
　　⑴　経常外収益
　　　計上外収益計
　　⑵　経常外費用
　　　計上外費用計
　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　当期一般正味財産増減額 △ 1,750,975 7,502,692 △ 9,253,667
　　　一般正味財産期首残高 253,190,780 245,688,088 7,502,692
　　　一般正味財産期末残高 251,439,805 253,190,780 △ 1,750,975

Ⅱ　正味財産期末残高 251,439,805 253,190,780 △ 1,750,975

 （単位：円）
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3.　財務諸表に対する注記
⑴　重要な会計方針
　1）　退職引当金の計上基準

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上することとしている．

　2）　リース取り引きの処理
リース契約により使用している重要な固定資産としては，コピー機，コンピューター，コンピューター

関連ネットワーク機器等があります．

⑵　固定資産の増減額及びその残高
　研究助成事業基金普通預金及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである．

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基金
　研究助成事業基金普通預金 202,004,889 0 0 202,004,889

小　　　計 202,004,889 0 0 202,004,889

その他固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金
　退職給付引当金

563,372
6,300,000

50,000
1,549,688

0
0
0

507,472

0
0
0
0

563,372
6,300,000

50,000
2,057,160

小　　　計 8,463,060 507,472 0 8,970,532

合　　　計 210,467,949 507,472 0 210,975,421

⑶　固定資産の財源等の内訳
　基金及びその他の固定資産の財源などの内訳は，次のとおりである．

科　　　目 当期末残高
（うち指定正
味財産からの
充当額）

（うち一般正
味財産からの
充当額）

（うち負債に
対応する額）

基金
　研究助成事業基金普通預金 202,004,889

小　　　計 202,004,889

その他の固定資産
　電話加入権
　淡路建物ビル保証金
　警備保証金
　退職給付引当預金

563,372
6,300,000

50,000
2,057,160 （507,472） （507,472）

小　　　計 8,970,532 （507,472） （507,472）

合　　　計 210,975,421 （507,472） （507,472）
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⑷　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
　補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである．

補助金等の名称 交付者 前期末
残高　 当期増加額 当期減少額 当期末

残高　
貸借対照表上の
記載区分　　　

学会
第 55 回日本透析医学会学術集会 川西　秀樹 0 4,750,000 4,750,000 0

研究助成
男性透析患者におけるファブリー病のスク
リーニング

丸山　弘樹 0 750,000 750,000 0

成人ステロイド依存症，抵抗性ネフローゼ
症候群に対するリツキシマブ少量単回投与
の治療効果に関する検討

宇田　　晋 0 1,950,000 1,950,000 0

糖尿病性腎症の腹膜透析における腹膜劣化
メカニズムの解明

杉山　　斉 0 2,000,000 2,000,000 0

血管石灰化退縮治療の確立 徳本　正憲 0 2,100,000 2,100,000 0

腹膜透析患者における残存腎機能，腹膜機
能低下に対する L-cysteine（システイン）
の予防効果

辻　　　明 0 2,000,000 2,000,000 0

重度の二次性副甲状腺機能亢進症に対する
副甲状腺摘出術における術前 99mTc-MIBI シ
ンチグラフィの費用効果分析

駒場　大峰 0 700,000 700,000 0

慢性腎臓病（CKD）における造影剤腎症
予防に関する研究

潮木　保幸 0 1,240,000 1,240,000 0

マウス腹膜線維症モデルにおける（－）-
エピガロカテキンガレートの線維化抑制効
果について

北村　峰昭 0 1,900,000 1,900,000 0

二次性副甲状腺機能亢進症に対するビタミ
ン D 治療・シナカルセト治療が酸化スト
レスおよび血管内皮機能に及ぼす影響につ
いての検討

田中　元子 0 1,000,000 1,000,000 0

透析患者における蛋白結合性尿症毒素に関
する研究

丹羽　利充 0 1,200,000 1,200,000 0

HIV 陽性患者の腎機能予後に関する研究 日ノ下文彦 0 1,800,000 1,800,000 0

腎不全における小胞体ストレスの病態生理
学的意義の解明

稲城　玲子 0 1,800,000 1,800,000 0

消毒による損傷菌回復を目的とした透析液
培養専用試薬の開発

大薗　英一 0 1,000,000 1,000,000 0

透析液エンドトキシン濃度の超高感度測定
法による検討

中澤　了一 0 1,560,000 1,560,000 0

合　　　　計 25,750,000 25,750,000 0
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4.　財産目録（平成 22 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

勘定科目 金　　額

Ⅰ　資産の部
　1. 流動資産
　　⑴　現預金
　　　　現金
　　　　ゆうちょ銀行
　　　　りそな銀行 1455768
　　　　りそな銀行 0984222
　　　　りそな銀行 0960156
　　　　みずほ銀行
　　　　三井住友銀行
　　　　三菱東京 UFJ 銀行 4515871
　　　　三菱東京 UFJ 銀行定期預金

33,939
973,599

34,746,374
1,145,796

0
283

170,134
7,168,784

30,015,499
　　　　　現預金合計 74,254,408
　　⑵　その他流動資産
　　　　仮払金 0
　　　　　その他流動資産合計 0
　　　　　流動資産合計 74,254,408
　2. 固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金普通預金 202,004,889
　　　　基金合計 202,004,889
　　⑵　その他固定資産
　　　　電話加入権
　　　　淡路建物ビル保証金
　　　　警備保証金
　　　　退職給与引当預金

563,372
6,300,000

50,000
2,057,160

　　　　その他固定資産合計 8,970,532
　　　　　固定資産合計 210,975,421
　　　　　資産合計 285,229,829

Ⅱ　負債の部
　1. 流動負債
　　　会費預り金
　　　所得税預り金
　　　健康保険預り金
　　　厚生年金預り金
　　　災害（東日本大震災）支援預り金

10,000
326,235
52,885
96,349

31,247,395
　　　　流動負債合計 31,732,864
　2. 固定負債
　　　退職給与引当金 2,057,160
　　　　固定負債合計 2,057,160
　　　　負債合計 33,790,024
　　　　正味財産 251,439,805
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第 2 号議案

平成 23 年度事業計画書（案）

事業計画の概要

日本透析医会は，昭和 62 年 7 月に社団法人として設立されて以来，本年 7 月で満 24 年を迎える．法人設立後
現在に至るまで一貫して適正な人工透析療法の質的向上と標準化を目的とした調査・研究を重ね，その成果を会
員は元より医療関係者，透析患者に広く周知すべく医会雑誌・マニュアル・ガイドライン（小冊子）の発行や，
ホームページ等を通じて努力してきたところである．また，腎移植普及推進への協力や人工透析療法に従事する
医療関係者への教育研修，医療安全対策，腎不全医療を推進するための学術研究に対する助成等に取り組んでき
ている．

同時に，災害時における国，地方公共団体等が行う腎不全医療に関する安全対策に協力してきている．とりわ
け災害時における透析医療機関，透析患者の状況把握，並びに水，医薬品等の確保のための情報収集に必要な

「災害情報ネットワーク」の拡充・運用と，災害時情報伝達訓練の実施により万全の体制整備に努力してきてい
る．

平成 23 年度においては，公益社団法人への移行認定申請を実施することとし，今年度中の認定取得を目指す
とともに，当医会の設立目的に基づき下記事業の遂行に取り組むこととする．

1.　透析医療の適正化に関する調査研究事業
　⑴　適正な透析療法の事例検討及び透析療法の質的向上と標準化を目的とする調査・研究
　　　《適正透析医療普及推進委員会》［委員会のもとに 5 部会を置く］

1）　適正透析導入部会
　　適正な導入時期に関する調査・研究
2）　維持透析療法部会
　　適正な維持透析療法に関する調査・研究
3）　適正透析普及部会
　　適正な透析療法の普及推進を行う
4）　医療廃棄物対策部会
　　医療廃棄物対策に関する調査・研究
5）　在宅血液透析部会
　　在宅血液透析に関する透析施設の意識調査・研究

　⑵　透析医療の現状を踏まえ，将来的に良質で効率的な透析医療提供体制の確保に向けた調査・研究
　　　《透析医療に関するグランドデザイン作成に向けた検討会》

1）　透析医療機関の経営環境の分析と予測
2）　透析提供体制の分析と予測
3）　高齢化による社会的入院，送迎・介護保険との問題と将来予測
4）　透析の質と Q I の構築，情報公開について　

　⑶　適正な透析医療経済に関する調査・研究
　　　《適正医療経済・制度調査研究委員会》

1）　レセプト（診療報酬明細書）分析 

2）　施設機能評価の調査・研究
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3）　医療制度における透析医療との関連に関する調査・研究

2.　適正な人工透析療法の普及（広報活動及び刊行物の発行）事業
　　《広報委員会》

1）　機関誌（医会雑誌）年 3 回（4 月，8 月，12 月）発行
2）　誌面の充実（掲載記事，タイムリーな掲載，カラー化など）

3.　腎臓病（腎移植普及を含む）対策事業
　　《CKD（慢性腎臓病）対策委員会》

1）　関係団体への協力事業
　　（社団法人日本臓器移植ネットワークとの連携協力）
2）　臓器移植普及推進月間・臓器移植推進国民大会への協力
3）　会員に対する腎移植の啓発・教育
　　（脳死問題を含む講演会及び腎移植広報活動等）
4）　患者に対する腎移植推進
　　（会員の日常業務として，地区患者を対象とする推進協力）

4.　人工透析療法に関する医療従事者の教育研修事業
　　《研修委員会》

1）　透析医療従事者教育研修会の開催
2）　関係学会・団体との教育研修協力
3）　地域医療システム確立のための都道府県単位で開催される研修会等の支援

5.　公募研究助成事業
　　《研究助成審査委員会》

1）　人工透析療法の安全性及び有効性の向上並びに腎不全医療を推進するための学術研究に対する助成
2）　平成 22 年度は，公募の結果，27 件の申請，うち 14 件に助成
3）　公募（リーフレット作成，ホームページ掲載，業界紙掲載依頼）による助成事業の充実，拡大

6.　災害時における国，地方公共団体等が行う腎不全医療に関する安全対策への協力事業
　　《災害時透析医療対策委員会》
　⑴　厚生労働省防災業務計画に基づく災害時協力体制整備
　⑵　災害時における救急透析医療システムの構築・確立

1）　災害時支援人材派遣（DR，CE，Nrs）システムの構築
2）　災害時情報伝達活動：地震にあっては震度 5 強以上で活動開始
3）　第 12 回情報伝達訓練
4）　「災害情報ネットワーク」専用サーバーの管理
5）　「災害情報ネットワーク」メーリングリストの拡充・運用

7.　医療安全対策事業
　　《医療安全対策委員会》［委員会のもとに 2 部会を置く］
　⑴　感染防止対策部会
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1）　院内感染実態調査及び感染防止対策の調査・研究
2）　HIV マニュアル改訂

　⑵　医療事故対策部会
　　　医療事故実態調査及び事故防止対策の調査・研究

8.　会員の教育・研修及び倫理向上に関する調査研究事業
　　《倫理委員会》
　　　会員の倫理向上に関する調査・研究

9.　情報の公開等適正管理及び情報管理に関する事業
　　《情報管理委員会》

1）　本会が保有する文書，図画，図面及び電磁的記録等の情報公開の管理，適正保管，ホームページの管
理，データ更新

2）　新情報をいち早く知って頂くために希望する会員への同報メールシステムを運用しているが，ホーム
ページの内容の充実と関係団体，医療関係者等への情報提供の拡大
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平成 23 年度予算（案）

1.　収支予算書（損益ベース）（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）

勘 定 科 目 平成 23 年度予算額（案）
（A）

前年度予算額
（B）

対前年度比較増△減
（A）－（B）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1. 経常増減の部
　　⑴　経常収益

①　受取入会金
　　受取入会金 510,000 510,000 0
②　受取会費
　　受取会費 91,000,000 91,000,000 0
③　受取寄付金等
　　受取寄付金 30,000,000 55,000,000 △ 25,000,000
　　受取参加費 300,000 440,000 △ 140,000
④　雑収益
　　受取利息 25,000 150,000 △ 125,000

　　　　経常収益計 121,835,000 147,100,000 △ 25,265,000

　　⑵　経常費用
　　　事業費
　　　　調査・研究，普及，教育研修事業 64,373,000 64,178,000 195,000

給与手当 8,500,000 7,960,000 540,000
退職給付引当金 113,000 178,000 △ 65,000
福利厚生費 40,000 25,000 15,000
会議費 710,000 930,000 △ 220,000
旅費交通費 7,100,000 5,675,000 1,425,000
通信運搬費 1,910,000 1,242,000 668,000
事務・消耗品費 900,000 656,000 244,000
印刷製本費 13,900,000 13,753,000 147,000
光熱水料費 180,000 89,000 91,000
家賃 2,000,000 1,264,000 736,000
原稿料 3,650,000 3,750,000 △ 100,000
諸会費 100,000 76,000 24,000
委託費 800,000 505,000 295,000
報酬 0 329,000 △ 329,000
常任理事会費 1,200,000 1,617,000 △ 417,000
総会・理事会費 600,000 0 600,000
ホームページ管理費 320,000 253,000 67,000
レセプト調査 8,000,000 6,700,000 1,300,000
日本臓器移植ネットワーク助成 5,100,000 5,100,000 0
調査・研究費 2,500,000 3,500,000 △ 1,000,000
シンポジウム開催費 3,500,000 3,000,000 500,000
研修セミナー開催費 1,000,000 3,000,000 △ 2,000,000
研修費 2,000,000 4,000,000 △ 2,000,000
雑費 250,000 576,000 △ 326,000

　　　　研究助成事業 33,166,000 40,268,000 △ 7,102,000
給与手当 4,250,000 5,861,000 △ 1,611,000
退職給付引当金 56,000 89,000 △ 33,000
福利厚生費 20,000 19,000 1,000

※前年度予算額は，23 年度の事業区分構成に準じ，当初予算を組み直して記載している． （単位：円）
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勘 定 科 目 平成 23 年度予算額（案）
（A）

前年度予算額
（B）

対前年度比較増△減
（A）－（B）

会議費 30,000 0 30,000
旅費交通費 200,000 420,000 △ 220,000
通信運搬費 110,000 149,000 △ 39,000
事務・消耗品費 400,000 409,000 △ 9,000
印刷製本費 250,000 186,000 64,000
光熱水料費 90,000 65,000 25,000
家賃 1,000,000 930,000 70,000
謝金 150,000 0 150,000
諸会費 50,000 56,000 △ 6,000
委託費 400,000 372,000 28,000
報酬 0 242,000 △ 242,000
常任理事会費 600,000 1,191,000 △ 591,000
総会・理事会費 300,000 0 300,000
ホームページ管理費 160,000 186,000 △ 26,000
研究・助成費 25,000,000 30,000,000 △ 5,000,000
雑費 100,000 93,000 7,000

　　　　安全対策事業 13,233,000 14,581,000 △ 1,348,000
給与手当 2,125,000 1,929,000 196,000
退職給付引当金 28,000 45,000 △ 17,000
福利厚生費 10,000 6,000 4,000
会議費 1,120,000 1,270,000 △ 150,000
旅費交通費 1,100,000 2,265,000 △ 1,165,000
通信運搬費 250,000 549,000 △ 299,000
事務・消耗品費 500,000 335,000 165,000
印刷製本費 50,000 661,000 △ 611,000
光熱水料費 45,000 21,000 24,000
家賃 500,000 306,000 194,000
諸会費 25,000 18,000 7,000
委託費 200,000 122,000 78,000
報酬 0 80,000 △ 80,000
常任理事会費 300,000 392,000 △ 92,000
総会・理事会費 150,000 0 150,000
ホームページ管理費 80,000 61,000 19,000
システム管理費 4,400,000 6,090,000 △ 1,690,000
電子国土対応会員施設地図 0 200,000 △ 200,000
災害発生時対応諸経費 2,000,000 0 2,000,000
雑費 350,000 231,000 119,000

　　　　事業費計 110,772,000 119,027,000 △ 8,255,000

　　　管理費
給与手当 6,375,000 15,750,000 △ 9,375,000
退職給付引当金 85,000 134,000 △ 49,000
福利厚生費 30,000 50,000 △ 20,000
会議費 100,000 130,000 △ 30,000
常任理事会費 900,000 300,000 600,000
総会・理事会費 450,000 1,200,000 △ 750,000
旅費交通費 900,000 600,000 300,000
通信運搬費 150,000 400,000 △ 250,000
事務・消耗品費 600,000 1,100,000 △ 500,000
印刷製本費 150,000 500,000 △ 350,000

 （単位：円）



日本透析医会通常総会資料および主な決定事項 317

勘 定 科 目 平成 23 年度予算額（案）
（A）

前年度予算額
（B）

対前年度比較増△減
（A）－（B）

光熱水料費 135,000 175,000 △ 40,000
家賃 1,500,000 2,500,000 △ 1,000,000
委託費 600,000 1,000,000 △ 400,000
報酬 600,000 650,000 △ 50,000
祖税公課 5,000 5,000 0
慶弔費 50,000 50,000 0
諸会費 75,000 150,000 △ 75,000
ホームページ管理費 240,000 500,000 △ 260,000
雑費 150,000 250,000 △ 100,000
予備費 0 2,000,000 △ 2,000,000

　　　　管理費計 13,095,000 27,444,000 △ 14,349,000
　　　　経常費用計 123,867,000 146,471,000 △ 22,604,000
　　　　当期経常増減額 △ 2,032,000 629,000 △ 2,661,000

　2. 経常外増減の部
　　⑴　経常外収益
　　　　　経常外収益 0 0 0
　　　　経常外収益計 0 0 0

　　⑵　経常外費用
　　　　　経常外費用 0 0 0
　　　　経常外収益計
　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 2,032,000 629,000 △ 2,661,000
　　　　　一般正味財産期首残高 253,820,000 253,191,000 629,000
　　　　　一般正味財産期末残高 251,788,000 253,820,000 △ 2,032,000

Ⅱ　正味財産期末残高 251,788,000 253,820,000 △ 2,032,000

 （単位：円）
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平成 23 年度 通常総会報告

司会（田村事務局長）

ただ今より，社団法人日本透析医会通常総会を開催します．
総会に先立ちまして，本日の出席会員数についてご報告します．会員総数は 1,164 名，出席者総数は委任状

883 名を含めて 912 名となっています．したがって，本日の総会開催に必要な会員総数の過半数に達し，かつ本
日の議決に必要な会員総数の 4 分の 3 以上の 874 名を上回っておりますので，定款第 13 条の理事及び監事の選
任，同第 24 条の定足数，同第 26 条第 2 項の書面表決等及び同第 45 条の定款の変更に関し，本通常総会は成立
いたします．

開会の挨拶（山﨑会長）

本日はご多忙のところ，ご出席いただきましてありがとうございました．昨年度を振り返ってみますと，いろ
いろなことがありました．最初に，4 月に行われた診療報酬改定は透析医会にとって大変重要な事柄で，懸案の
水処理に関して，我々の思いとは違いましたが水質管理に 10 点加算されました．しかし一方で，診療報酬その
ものに対する技術料が 32 点のマイナスでありました．包括されている ESA などの価格が下がっていることと併
せてどのように評価するかは，かなり難しい問題と思います．それでもこの点数で済んだということは，それな
りの成果だったと日本透析医会としては考えています．

今年度末，あらためて改定の時期となりますが，実際に医会としてどのような要望を出していくかはまだ検討
中です．せっかく認可されたオンライン HDF などについて，広く，各施設でできるような工夫が必要かと思っ
ています．とくにオンライン HDF に関しては，適応症の縛りなどを取り払ってもいいのではないかという要望
をしていく考えでおります．

二つ目は，今回の大震災の被災地から大変ご苦労された先生方がお見えになっています．被災して閉鎖された
ままの透析医療機関もまだ残っており，透析医会として今まで以上の支援を考えていますが，取りあえず被災さ
れた先生方のお見舞いと，もし時間があれば，その状況などについて後ほどお話しいただければ幸いと思ってお
ります．いずれにしても，被災された皆さまにお見舞いを申し上げたいと思います．

三つ目は，日本透析医会だけではなく，わが国の透析に関して大きな役割を果たした先生方が亡くなられた年
度でした．透析だけにかかわらず，CAPD も，移植までも，何といっても日本の腎不全療法をリードしていた太
田和夫先生が 7 月に亡くなられ，大変惜しまれるところです．秋には，日本透析医会が法人化されたときの最初
の会長であった平澤先生がお亡くなりになりました．日本の透析医療に残した業績は数えられないほどあります
が，新潟大学においでになった平澤先生が信楽園病院へ移られたのが，我が国の透析が広く普及した大きな理由
の一つだろうと思っております．その後多くの方々が大学病院，公的機関から民間で透析をやり出したという先
鞭を付けたのが平澤先生だと思っております．学術的にもう一つだけ追加させていただきますと，アルミニウム
血症の問題が起こり，わが国の透析医療機関に RO が 100％ 入ったのは先生の功績と思っております．そして日
本の誇るべき透析の質の高さを担保されたと思います．鈴木満先生に関しては，どちらかというと外へ出られる
方ではなかったのですが，最後は日本医師会の常務理事をされ活躍されました．透析に関しての最大の功績は，
途中でなくなってしまった時間区分の復活をしてくださったことだと思います．時間区分がなくなった時点で，
透析の医療がかなり後向きになるのではないかと思っていた部分にストップがかかり，できることならまた前向
きに進んでいけるのではと考えられるようになりました．

四つ目は，今日お諮りいただく中で大変重要な部分です．今まで日本透析医会は公的な事業ということでいろ
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いろやってまいりましたが，この度，国の方針で法人の見直しが行われております．日本透析医会も新法人とし
て，公益法人の取得を目指していきたいと思っています．その中でとくに三つの事業を大きく掲げて，透析医療
にとっての公的な役割を担っていきたいと考えています．

本日はご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます．どうぞ実りのあるディスカッションをし
ていただいて，いろいろな点でご了解いただければ幸いです．それでは挨拶を終わります．ありがとうございま
した．

議長選出

　　鈴木正司　副会長を選出
議事録署名人選任

　　隈　博政　副会長
　　戸澤修平　常務理事　を選任

議　事

第 1 号議案　平成 22 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
　　山川智之常務理事より「平成 22 年度事業報告」の説明があり，承認されました．
　　杉 崎弘章専務理事より「平成 22 年度財務諸表」の説明の後，この件について今忠正監事より監査報告が

あり，全会一致により承認されました．

第 2 号議案　平成 23 年度事業計画及び予算の承認を求める件
　　山 川智之常務理事より「平成 23 年度事業計画」の説明と杉崎弘章専務理事より「平成 23 年度予算」の説

明があり，全会一致により承認されました．

第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
　　山﨑会長より，役員の退任，これに伴う新役員について説明があり，承認されました．

第 4 号議案　定款の変更（案）の承認を求める件
　　太 田圭洋常務理事より，公益社団法人として認定を受けるための定款変更について説明があり，承認され

ました．

第 5 号議案　内部規程（案）制定の承認を求める件
　　太 田圭洋常務理事より，公益社団法人への認定申請に必要な内部規定について説明があり，承認されまし

た．

被災地からの報告

予定の第 1 号〜第 5 号議案が終ったあと，東日本大震災を体験した先生からお話をいただいた．

■川口洋先生（いわき泌尿器科病院院長）
失礼させていただきます．福島県の浜通り，いわき市から参りました川口と申します．今回は透析医会の皆さ

ま方，先生方にだいぶお世話になり，ありがとうございました．今回の震災に関しては，最終的には東京のほう
に 389 名，新潟のほうに 154 名，千葉の鴨川のほうに 45 名の患者さんがお世話になりました．とくに東京都区
部の透析医会災害情報ネットワークの秋葉隆先生，我々が新潟に行ったときに最もたくさんの患者さんを透析し
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ていただいた信楽園の鈴木先生，35, 36 名ぐらいお世話になったと思います．この場を借りて御礼申し上げます．
いわき市の事情について，いくつかニュースでご存じかもしれませんが，岩手県あるいは宮城県はかなり大き

な震災でした．福島県いわき市はそれほど大きな震災ではないとの情報が流れていますが，いわき市の場合は福
島第一原子力発電所があることが，我々が動かなくてはならなかった大きな原因になっております．

というのは，3 月 11 日の 2 時 46 分に震災が起きました．翌日の 3 月 12 日に第一原発第 1 号機の水素爆発が
起きました．当初は，いわき市は原発から 30〜40 キロ離れているので，よくテレビで見るような相馬市，原ノ町，
双葉町という原発に非常に近いところとは若干事情が違ったのですが，やはり放射能に対する恐怖感が住民なら
びに我々医療関係者の中にもありました．その翌々日の 3 月 14 日，月曜日に至っては，第 3 号機で水素爆発が
起きました．翌日の 3 月 15 日には第 4 号機が発火してしまった．そうすると，いわき市の住民たちの中に，も
うどんどん放射能に対する恐怖感が出てまいりました．

透析患者はどうかというと，インフラに関してはほとんど問題なかったのです．話は前後しますが，いわき市
にはだいたい 10 の透析施設があります．基幹病院としては磐城共立病院があり，残りの九つは我々のような施
設の医院です．透析患者さんは，いわき市の腎友会の統計で 1,065 名いました．その段階で千ちょっとの透析患
者がいるだろうと私の頭の中にありました．

インフラのほうは問題なかったのですが，ライフラインのほうがやられており，ガス，電気は問題なかったの
ですが，断水が続きました．断水が結構長く続いて，その後平均 3〜4 週間の断水が続いています．3 月 11 日以
降の 3〜4 日間は給水車を頼りに透析を回していました．ところが福島県，とくにいわき市の場合は，ちょっと
この辺は言っていいかわかりませんが，行政の対応が非常に遅いのです．給水車においても 1 トン，2 トンの給
水車で 1 日 2 回か 3 回しか来てくれない．これはどこの透析施設でもそうでしたが．結局，透析患者が回せなく
なった．

もう 1 点，山﨑先生にも申し上げたのですが，原発に対する恐怖感というのは一般の方より医療者のほうが強
いのです．要するに，わかっているわけです．医師，看護師，テクニシャン，CE まで，われ先にと逃げてしま
った．とくに磐城共立病院は基幹病院で医師が 120 人いたのが，水素爆発が起こった後は 60 人，看護師の数が
500 人ぐらいいたのが 250 人になってしまった．これは共立病院だけではなくてそのほかの，いわゆるプライベ
ートの透析施設でも，ひどい場合は，そこで患者さんを診なければならない医師までも逃げてしまったというこ
とがありました．看護師もいない，技師も逃げてしまったこともあり，結局，放射能の恐怖によるマンパワーの
不足が非常に大きかったのです．いわゆる風評被害です．

いわき市の場合は直接的に放射能の影響は受けていませんが，風評被害が非常に大きかった．ガソリン不足の
ために患者さんの送迎ができないし，スタッフも病院に来られない状況が続きました．いわき市に入るには，だ
いたい郡山市か水戸市から入ってくるのですが，郡山，水戸からガソリンの供給がまったくない．腎友会の事務
長に聞いたら，郡山でほとんどガソリン車が止まっていて，水戸のほうでもガソリン車が止まっている．ガソリ
ン車の運転手がいわき市の中に行きたくない，放射能のあるところに行きたくないということで，結局ガソリン
が不足してしまいました．風評被害に対するガソリン不足，マンパワーの不足というのが震災の後，原発の水素
爆発の後にだんだん募ってきて，結局逃げざるをえない状況になってしまいました．

そこで一つ問題になったのが搬送です．ガソリンが無くて誰も来てくれないので，どう送っていいかわからな
い．今回は透析医会の先生方に，特に新潟ではお世話になりました．新潟は福島県の隣で，過去二つか三つぐら
いの大きな地震を経験されていて，行政，新潟大学，透析医会の先生方のバックアップが非常に確立しておりま
すので，新潟には最初からお世話になろうと思っておりました．また，女子医大の秋葉先生．私は女子医大に
15 年ぐらいおり，女子医大に関しては信頼を抱いておりますので，東京都区部災害時透析医療ネットワークに
お頼みしようというのはありました．もう一つ，千葉県鴨川市の亀田総合病院に 45 名がお世話になりました．
非常に対応が早く，震災が起こってから 2〜3 日の間ぐらいに亀田総合病院のほうから電話がありました．もち
ろん透析医会の災害情報ネットワークにもいろいろなコメントをいただきましたし，個人的にもメールをいただ
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き，「うちへ来い」とよく言われていましたが，我々にとって一番大事なことは搬送でした．搬送に関しては亀
田総合病院が一番早かったのです．こちらでバスを用意するから何とか患者を運べと言われ，バスを 20 台用意
していただきました．そしてバス 17 台を東京のほうに，残りの 2 台を鴨川のほうに送りました．

新潟に関しては福島県の行政の対応が遅く，新潟県の行政は先ほど申しましたように非常に対応がよかったの
です．福島県はいわゆる天災の少ないところで，対応にまだ慣れていないところがあり，福島県と新潟県の行政
レベルでの折衝がうまくいかなかったので，新潟の先生方にもご迷惑を掛けましたが，最終的には福島県の災害
対策本部からバスを 7 台用意していただいて新潟のほうに 154 名が移ってまいりました．これに関しては透析医
会の山﨑先生，医学会の秋澤先生，日本腎臓学会の牧野先生に，福島県の佐藤知事に対して「できるだけ早く，
いわき市や福島県の患者さんたちを他県に送ってくれ」という搬送嘆願書を出していただいたので，それがかな
り効を奏したのかと思いますが，福島県から新潟県のほうに行くことができました．

今はだいたいそういう状況です．ただ，ちょっとご存じかもしれませんが，これはかなり見切り発車でした．
私も初めての災害の経験ですし，どうしていいかわからないというのもありました．いわき市の患者が何人いる
か調べたら，どうも 1,000 人ぐらいいる．1,000 人いるなら 1,000 人頼もうという話になったのですが，最終的に
いわき市から東京，鴨川，新潟に出た患者さんの数は 605 名，約半数でした．そのほかの方々は自主避難したり，
高齢の方が多いので，いわき市に残りたいと在留された方もかなりいます．我々が移ってから約 2 カ月たちまし
たが，だいたい 99％ の患者さん方が，おかげさまで元気に帰ってこられました．

本当に皆さま方には大変ご迷惑をお掛けしました．透析患者の命を救っていただいたことに関しては非常に感
謝しております．1 人も亡くならずに助けていただいて本当にありがとうございました．とくに患者情報が不足
しており，できるだけ患者情報，あるいは処方箋をと思ったのですが，電気も来ていない状況もあり，支援側の
施設の先生方には本当にご迷惑を掛けたことをこの場を借りてお詫び申し上げます．いわき市の患者さん 600 名
余を救っていただいて，本当にありがとうございました．

山﨑先生，この機会を与えていただきましてありがとうございました．二度と災害に遭わないようにしたいと
思いますが，いまだに余震がございます．あと，原発がどうなるかわからない．我々は少し落ち着きましたが，
いわき市の放射能レベルは，まだ一般的なレベルと比べると少し高い，メルトダウンしているということで，今
後また原発のほうでいろいろなことが起こり，また避難しなければならないとなると，また皆さまに方にご迷惑
をお掛けするかもしれませんが，2 度目，3 度目は何とか 1 度目と比べて，皆さまにご迷惑を掛けないようにや
っていきたいと思います．本当にどうもありがとうございました．ならびに，患者さんの命を救っていただきま
してありがとうございました．この場を借りて御礼申し上げます．

■岩淵國人先生（特定医療法人社団清和会理事長）
岩手県の場合は地震というよりも津波の被害が非常に大変で，釜石などはまだごみ処理もできていない状況で

す．透析関係で一番被災したと思われるのが陸前高田の松原クリニック，ここの前理事をされていた木川田典彌
先生の経営されている施設でした．当日は私は東京におり，途中でわかったことですが，木川田先生も東京だっ
たのです．翌日私は日本海経由でタクシーで帰ったのですが，木川田先生，もうちょっと早く言ってもらえれば
一緒に帰れたと．翌日，ガンブロの車で帰ってこられた．

透析室は外見的には被害がなかったのですが，壁に一部ひびが入る，床に一部亀裂が入る，窓ガラスが何枚も
割れ，老人保健施設と併設の透析施設だったのですが，停電と断水があり，やはり透析は無理だと．正確な数は
わかりませんが，松原クリニックの患者さんは多分 50〜60 人はおられたようです．大船渡気仙苑といいますか，
地ノ森クリニックという診療所の透析室で引き受けたと聞いております．

確か 2 週間ぐらいで松原クリニックは再開できたのですが，当時はまだ水道が使えず給水車による透析，電気
は自家発電で稼働させていたとのことでした．県内で，私自身が詳しくわかっていないところもあるのですが，
透析患者で津波で流された人たちは多分 1 桁以内ではないかと思います．ただ，スタッフが何人か流された，あ



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 2　2011322

るいはその家族がという話もいろいろ伝え聞いていますが，具体的な数字ははっきり存じておりません．
そのようなことで，私よりも赤塚先生が宮古市などを回られて，透析医会会長の後藤先生にも会われたという

お話ですので，赤塚先生に振らせていただきたいと思います．よろしくお願いします．

■赤塚東司雄先生（赤塚クリニック院長）
実は私，盛岡からの帰りです．兵庫県透析医会から申先生と一緒に，視察と，お見舞いと，先ほど西岡先生か

らお話のあった義援金などを被害の大きかったところに渡そうということで行ってきました．津波に流された患
者さんは宮古だけで 16 名いました．やはり悲惨で，本当に津波への教育をもっと強調しておけばよかったと今
にして思います．

午後 2 時 46 分に地震があり，金曜日の午前中の透析患者さん方が１時頃にはみんな終わって，地震があって
心配なので家に帰って，全員津波にさらわれて死んでしまった．透析が遅れて，宏人会のクリニックにいらっし
ゃった方は……失礼，今の話は宮古ではありません．石巻の話です．石巻の患者さんが 16 名，そういう形で津
波にさらわれてしまった．それは，やはり津波が来るということを伝える手段がなかった．一気に停電してしま
ったので，津波が来るかどうかということを防災無線でワーッと騒いでいるのですが，それがないとわからなか
った．

逆に宮古は，後藤先生のところが自家発電機を持っていて，透析するには十分だったのですが，テレビで「津
波が来るぞ」というのを宮古市街で後藤先生のところだけはわかっていたのです．それで患者さんたちに「動く
な，帰るな，このままここにいるんだ」と残したおかげで，宮古では 1 人も出なかったという状況を聞いてまい
りました．

宮古の市長さんのところ，田老地区も荒野のようになっていて，患者さんも含め誰一人生存している人がいな
いような状況になっていました．宮古の市長さんのご家族はみんな亡くなられ，家もないので 1 回も帰っておら
れず，2 カ月以上ずっと市役所に詰めたままお仕事をされておられました．本当にあちらの被害のすごさは筆舌
に尽くし難いものがあります．

松原クリニックの患者さん方の津波被害の件に関しては，盛岡で岩手医大の先生とお会いしたときに，実は岩
手医大のほうでもまだ十分につかんでいらっしゃらないとお話を聞いております．岩手では，沿岸部の施設はい
くつかやられましたが，内陸部の施設が十分に稼働していたので，沿岸部から内陸部へ人をたくさん送ることに
よって，何とかすべて解決することができたということでした．非常に大きな働きをみんなでやることができて，
何とか無事収束，今も収束に向かっているとお聞きしております．

今後は，やはり患者さん方に津波の教育を，どう考えても東北地方で今後津波が起きないことはありえないの
で，もっと教育に力を注ぐべきだということを関係者の皆さんも同じようにお考えでした．

あまりまとまった話ではなく，聞いてきたばかりで自分の頭の中で十分整理できておらず，このような話しか
できません．失礼いたしました．

閉会の辞（議長）

ありがとうございました．非常に生々しいお話をお三方から伺いました．
今日の本来の目的は通常総会ということで，第 1 号議案から第 5 号議案までご審議いただいて，滞りなく表決，

ご賛同いただきました．予定の時間を 5 分ほど過ぎましたが，建設的なご意見を多々いただき，またスムーズな
進行にご協力いただきましてありがとうございました．これで通常総会を終了させていただきます．
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社団法人 日本透析医会議事録

1.　会議の種類　　平成 23 年度　通常総会
1.　開 催 場 所　　ホテルマイステイズ御茶ノ水　ホール A（東京都千代田区神田淡路町 2-10-6）
1.　開 催 日 時　　平成 23 年 5 月 15 日（日）　14 時 00 分〜15 時 40 分
1.　会 員 総 数　　1,164 名
1.　出席会員数　　912 名　　内訳　本人出席　29 名　　書面出席　883 名

1.　議事の経過
定足数報告
開会に先立ち，事務局長 田村峰夫氏から「本日の通常総会出席会員数は，定足数を満たしたので有効に成

立した．」旨，告げられた．
初めに会長 山㟢親雄氏から東日本大震災における被災者に対するお見舞い，当医会及び関係者による支援

活動に対する労いと当医会が実施している透析医療の公益性に鑑み公益社団法人移行に向けて準備している旨
の挨拶があり，引き続き本日の総会議長の選出が諮られ，満場一致をもって副会長 鈴木正司氏が選任された．

議事録署名人の選出
鈴木議長は議案審議に先立ち，議事録署名人について下記の 2 名を指名し議場に諮ったところ，全員異議な

くこれを承認した．
副会長　隈　博政　　　　常務理事　戸澤修平
引き続いて議案の審議に入った．

第 1 号議案　平成 22 年度事業報告及び財務諸表の承認を求める件
常務理事 山川智之氏から総会資料に基づき事業報告について 1. 会議　2. 委員会　3. 会務報告の順に

説明があり，併せて専務理事 杉崎弘章氏から財務諸表について詳細な説明が行われた．引続いて監事 今忠
正氏から「平成 22 年度決算の監査結果は妥当であった．」旨，報告されたのち，議長による採決が行われ満
場一致で承認された．

第 2 号議案　平成 23 年度事業計画（案）及び予算（案）の承認を求める件
常務理事 山川智之氏から総会資料に基づき平成 23 年度事業計画（案）の概要の説明があり，続いて専務

理事 杉崎弘章氏から予算（案）の説明が行われたのち，議長による採決が行われ原案どおり満場一致で承
認された．

第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
会長 山㟢親雄氏から「任期満了に際して，藤見惺理事，松田鈴夫理事，江尻一成理事及び川島周理事の

4 氏の退任と，後任に西岡正登氏及び沼田明氏を選任し，それ以外の理事の方々は，再任とする．また，監
事は，今忠正氏及び伊原美好氏が引き続き留任する．併せて，退任された藤見惺氏，松田鈴夫氏，江尻一成
氏及び川島周氏の 4 氏については，顧問に選任したい．」旨，提案があり，別添議案のとおり全員異議なく
承認された．
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第 4 号議案　定款の変更（案）の承認を求める件
常務理事 太田圭洋氏から公益社団法人への移行認定申請に伴い，定款の変更を要することから，総会資

料に基づき定款の変更（案）の各条文について説明が行われたのち，議長による採決が行われ原案どおり満
場一致で承認された．

第 5 号議案　内部規程（案）制定の承認を求める件
常務理事 太田圭洋氏から移行認定申請に当たり，総会資料に基づき役員の報酬等及び費用に関する規程

（案）について説明が行われたのち，議長による採決が行われ原案どおり満場一致で承認された．

15 時 40 分をもって通常総会の議案総てを終了し，議長は閉会を宣し解散した．

以上，この議事録が正確であることを証するため，議長並びに議事録署名人がこれに署名押印する．

　平成 23 年 5 月 15 日

　　　社団法人 日本透析医会　通常総会

　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人

　　　　　　　　　　　　　　　　　同 
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（社）日本透析医会　役員名簿

役　職　名 氏　　　名 現　　　職

会　　長
副 会 長

専務理事
常務理事

理　　事

（北海道）
（東　北）
（東　北）
（関　東）
（関　東）
（関　東）
（甲信越）
（中　部）
（関　西）
（関　西）
（中　国）
（中　国）
（四　国）
（九　州）

山　㟢　親　雄
鈴　木　正　司
隈　　　博　政
杉　崎　弘　章
山　川　智　之
太　田　圭　洋
戸　澤　修　平
篠　田　俊　雄
井　形　昭　弘
山　下　眞　臣
澤　　　宏　紀
前　田　憲　志
秋　澤　忠　男
大　平　整　爾
関　野　　　宏
村　上　秀　一
吉　田　豊　彦
黒　田　重　臣
秋　葉　　　隆
土　屋　　　隆
指　出　昌　秀
西　岡　正　登
青　木　　　正
土　谷　晋一郎
山　下　達　博
沼　田　　　明
新　里　　　健

特定医療法人衆済会　増子クリニック昴　院長
社会福祉法人新潟市社会事業協会　信楽園病院　顧問
医療法人明楽会　理事長（くまクリニック）
医療法人社団心施会　理事長（八王子東町クリニック）
特別・特定医療法人仁真会　理事長（白鷺病院）
社会医療法人名古屋記念財団　理事長（名古屋記念病院）
医療法人社団北辰　理事長（クリニック 1・9・8 札幌）
社会医療法人河北医療財団　河北総合病院　透析センター長
名古屋学芸大学　学長
社団法人日本国民年金協会　顧問
元国立健康・栄養研究所　所長
医療法人有心会　理事長（大幸砂田橋クリニック）
昭和大学医学部腎臓内科　教授
医療法人社団東桑会　札幌北クリニック　院長
医療法人宏人会　理事長（中央クリニック）
医療法人三良会　理事長（村上新町病院）
医療法人社団誠仁会　理事長（みはま病院）
くろだ明大前クリニック　院長
東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科　教授
医療法人輝山会　理事長（輝山会記念病院）
医療法人社団一秀会　理事長（指出泌尿器科）
特定医療法人社団五仁会　理事長（住吉川病院）
社会福祉法人京都社会事業財団　にしがも透析クリニック　院長
特定医療法人あかね会　理事長（土谷総合病院）
医療法人社団博寿会　理事長（山下医院）
医療法人社団　海部医院　泌尿器科部長
医療法人社団健昌会　理事長（新里クリニック浦上）

監　　事 今　　　忠　正
伊　原　美　好

医療法人社団東桑会　理事長（札幌北クリニック）
公認会計士

名誉会長 稲　生　綱　政 特定医療法人大坪会　東和病院　名誉院長





公益社団法人移行認定申請にむけて



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 2　2011328

 平成２３年　　月　　日

内閣総理大臣
菅　直 人　殿

 社団法人　日本透析医会　
 会長　山 㟢 親 雄　

移行認定申請書

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４４
条の規定による認定を受けたいので、同法第１０３条の規定に基づき、下記の
とおり申請します。

記

1　主たる事務所の所在場所
　 　〒101-0041

　 　東京都千代田区神田須田町 1 丁目 15 番 2 号　淡路建物ビル 2 階

2　従たる事務所の所在場所
　 　なし

3　公益目的事業を行う都道府県の区域
　 　全国

4　公益目的事業の種類及び内容
　 　公 1　人工透析療法に関する調査・研究、普及、教育研修事業
　 　公 2　人工透析療法に関する研究助成事業
　 　公 3　人工透析療法に関する安全対策事業

5　収益事業等の内容
　 　なし

6　認定を受けた後の法人の名称
　 　公益社団法人日本透析医会

7　旧主務官庁の名称
　 　厚生労働省
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公益事業内容と各種委員会の位置づけ

公　益　事　業　内　容 各　種　委　員　会

公 1　人工透析療法に関する調査・研究，普及，教育研修事業
1. 透析医療の適正化に関する調査・研究事業

● 適正な透析療法の事例検討及び透析療法の質的
　向上と標準化を目的とする調査・研究
● マニュアル・ガイドライン（小冊子）の作成

適正透析医療普及推進委員会
　適正透析導入部会
　維持透析療法部会
　適正透析普及部会
　医療廃棄物対策部会
　在宅血液透析部会

● 適正な透析医療経済に関する調査・研究としてレセプト
（診療報酬明細書）分析調査

適正医療経済・制度調査研究委員会

2. 適正な人工透析療法の普及事業
● 医会雑誌の発行
● ホームページの開設，データの更新

広報委員会
情報管理委員会

3. 腎臓病（腎移植普及を含む）対策事業 CKD（慢性腎臓病）対策委員会

4. 人工透析療法にかかわる医療従事者の教育研修事業
● 透析医療従事者教育研修会（シンポジウム，セミナー）

の開催
● 地域医療システム確立のための都道府県単位で開催され

る研修会の支援

研修委員会

公 2　人工透析療法に関する研究助成事業
公募研究助成事業 研究助成審査委員会

公 3　人工透析療法に関する安全対策事業
1. 災害時における国，地方公共団体等が行う腎不全医療に関

する安全対策への協力事業
災害時透析医療対策委員会

2. 医療安全対策事業 医療安全対策委員会
　感染防止対策部会
　医療事故対策部会

⎛　　　　　　　　　⎞
⎟　　　　　　　　　⎟
⎟　　　　　　　　　⎟
⎟　　　　　　　　　⎟
⎟　　　　　　　　　⎟
⎟　　　　　　　　　⎟
⎝　　　　　　　　　⎠

⎛　　　　　　　　⎞
⎟　　　　　　　　⎟
⎝　　　　　　　　⎠



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 2　2011330

第 1章　総　則

（名称）

第 1 条　本会は、公益社団法人日本透析医会と称する。
（事務所）

第 2 条　本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置
く。

 2　本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を
必要の地に置くことができる。

第 2章　目的及び事業

（目的）

第 3 条　本会は、適正な人工透析療法を普及し、技術
及び安全性、有効性の向上を図り、関係者の教育研
修を行うとともに、腎不全対策の推進並びに災害時
における透析医療の確保に資する事業を行い、もっ
て国民の保健 ･ 福祉向上に寄与することを目的とす
る。

（事業）

第 4 条　本会は、前条の公益目的を達成するため、次
の事業を行う。

（1）　人工透析療法の導入及び継続に関し、その適
正化を図るための事例検討、その他の調査研究
及びその普及

（2）　腎不全予防、腎移植その他腎不全対策の推進
のため、国、地方公共団体等が行う活動に協力

（3）　人工透析療法に関する医療従事者の教育及び
研修

（4）　人工透析療法の安全性及び有効性の向上並び
に腎不全医療の推進に関する調査研究に対する
助成

（5）　災害時における透析医療の確保を図るため、
災害時情報ネットワークを運用し、国、地方公
共団体等が行う支援活動に協力

（6）　その他、本会の目的を達成するために必要な
事業

 2　前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第 4 号議案

社団法人日本透析医会定款改定新旧対照表

第 1章　総　則

（名称）

第 1 条　本会は、社団法人日本透析医会と称する。
（事務所）

第 2 条　本会は、主たる事務所を東京都千代田区神田
須田町 1 丁目 15 番地に置く。

 2　本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要
の地に置くことができる。

（目的）

第 3 条　本会は、適正な人工透析療法の普及、技術の
向上及び関係者の教育研修を行うとともに、腎不全
対策の推進のための事業を行い、もって会員の倫理
の昂揚及び資質の向上並びに国民の保健・福祉の向
上に寄与することを目的とする。

（事業）

第 4 条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事
業を行う。

（1）　人工透析療法の導入及び継続に関しその適正
化を図るための事例検討その他の調査研究を行
うこと。

（2）　人工透析療法に関する医療従事者の教育及び
研修を行うこと。

（3）　人工透析療法の安全性及び有効性の向上に関
する調査研究を行い、及び助成すること。

（4）　合併症を有する腎不全患者に対し医療の確保
を図るための調査研究を行い、及び助成するこ
と。

（5）　腎不全予防、腎移植その他腎不全対策の推進
のため、国、地方公共団体等が行う活動に協力
すること。

（6）　その他、本会の目的を達成するために必要な
事業。

旧《現　　　行》 新《改　定　案》
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第 3章　会　員

（会員）

第 5 条　本会は、本会の事業に賛同する医師であって、
次条の規定により本会の会員となった者をもって構
成する。

 2　前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」
という。）上の社員とする。

（資格の取得）

第 6 条　本会の会員になろうとする者は、理事会が別
に定める入会申込書により、申し込まなければなら
ない。

 2　入会は、総会において別に定める基準により、理
事会においてその可否を決定し、これを本人に通知
するものとする。

（入会金及び会費）

第 7 条　本会の事業活動に経常的に生じる費用に充て
るため、会員は、総会において別に定める入会金及
び会費を支払う義務を負う。

（任意退会）

第 8 条　会員は、任意に退会することができる。
（除名）

第 9 条　会員が次のいずれかに該当するに至ったとき
は、総会において出席した会員の 3 分の 2 以上の決
議によって、当該会員を除名することができる。こ
の場合、当該会員に対して決議の前に弁明の機会を
与えなければならない。

（1）　本会の定款その他の規則に違反したとき。
（2）　本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為

をしたとき。
（3）　その他除名すべき正当な事由があるとき。

（資格の喪失）

第10条　前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれか
に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）　第 7 条の支払い義務を 2 年以上履行しなかっ
たとき。

（2）　総会員が同意したとき。
（3）　当該会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたと

き。
（拠出金品の不返還）

第 2章　会　員

（会員）

第 5 条　本会の会員は、本会の趣旨に賛同する医師を
もって民法上の社員とする。

（入会）

第 6 条　会員として入会しようとする者は、理事会の
議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、
会長に申し込まなければならない。

 2　入会しようとする者は、総会が別に定める基準に
より、理事会においてその可否を決定し、会長が本
人に通知するものとする。

（会費等）

第 7 条　会員は、総会において別に定める入会金及び
会費を納入しなければならない。

（資格の喪失）

第 8 条　会員が次の各号の一に該当する場合には、そ
の資格を喪失する。

（1）　退会したとき。
（2）　死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員

である団体が消滅したとき。
（3）　2 年以上会費を滞納したとき。
（4）　除名されたとき。

（退会）

第 9 条　会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定
める退会届を会長に提出して、任意に退会すること
ができる。

（除名）

第10条　会員が次の各号の一に該当する場合には、総
会において、出席した会員の 3 分の 2 以上の議決に
基づき、除名することができる。この場合、その会
員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな
らない。

（1）　本会の定款又は規則に違反したとき。
（2）　本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為

をしたとき。
（拠出金品の不返還）

第11条　既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、
返還しない。



日本透析医会雑誌　Vol. 26　No. 2　2011332

第11条　前条により会員がその資格を喪失しても、既
納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを
返還しない。

第 4章　総　会

（構成）

第12条　総会は、すべての会員をもって構成する。
 2　前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社

員総会とする。
 3　総会における議決権は、会員 1 名につき 1 個とす

る。
（権限）

第13条　総会は、次の事項について決議する。
（1）　会員の除名
（2）　理事及び監事の選任又は解任
（3）　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計

算書）の承認
（4）　定款の変更
（5）　解散及び残余財産の処分
（6）　その他総会で決議するものとして、法令又は

この定款で定められた事項
（種類及び開催）

第14条　本会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種
とする。

 2　通常総会は、毎年度 5 月に開催する。
 3　臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催

する。
（1）　理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
（2）　会員の５分の１以上から、会議の目的事項及

び召集の理由を記載した書面により、招集の請
求があったとき。

（3）　第 23 条第 6 項第 4 号の規定により、監事から
招集の請求があったとき。

（招集）

第15条　総会は、理事会の決議に基づき会長が招集す
る。

 2　会長は、前条第 3 項各号による請求があったとき
は、その請求のあった日から 30 日以内に臨時総会
を招集しなければならない。

 3　総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的
を記載した書面をもって、少なくとも 7 日前までに

第 4章　総　会

（種別）

第18条　本会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種
とする。

（構成）

第19条　総会は、会員をもって構成する。
（権能）

第20条　総会は、この定款で別に定めるもののほか、
本会の運営に関する重要な事項を議決する。

（開催）

第21条　通常総会は、毎年 2 回開催する。
 2　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催

する。
（1）　理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
（2）　会員の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載し

た書面によって、招集の請求があったとき。
（3）　第 14 条第 6 項第 4 号の規定により、監事から

招集の請求があったとき。
（招集）

第22条　総会は、会長が招集する。
 2　会長は、前条の規定による請求があったときは、

その請求のあった日から 30 日以内に臨時総会を招
集しなければならない。

 3　総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的
及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも
7 日前までに通知しなければならない。

（議長）

第23条　総会の議長は、その総会において、出席会員
の中から選出する。

（定足数）

第24条　総会は、会員の過半数の出席がなければ開催
することができない。

（議決）

第25条　総会の議事は、この定款に規定するもののほ
か、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。

（書面表決等）
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通知しなければならない。
（議長）

第16条　総会の議長は、その総会において、出席会員
の中から選出する。

（定足数）

第17条　総会は、会員の過半数の出席がなければ開催
することができない。

（決議）

第18条　総会の決議は、この定款に規定するものを除
き、総会員の過半数が出席し、出席した会員の過半
数をもって決する。

（書面表決等）

第19条　総会に出席できない会員は、予め通知された
事項について書面又は電磁的方法により議決し、若
しくは他の会員を代理人として議決権の行使を委任
することができる。

 2　前項の場合における前 2 条の規定の適用について
は、その会員は出席したものとみなす。

（議事録）

第20条　総会の議事については、法令で定めるところ
により議事録を作成する。

 2　議長及び議事録署名人（2 名以上）に選任された
理事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

第 5章　役　員

（役員の設置）

第21条　本会に、次の役員を置く。
（1）　理事　21 名以上 30 名以内
（2）　監事　3 名以内

 2　理事のうち 1 名を会長、2 名以内を副会長、1 名
を専務理事、5 名以内を常務理事とする。

 3　前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代
表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもっ
て、同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とす
る。

（役員の選任等）

第22条　理事及び監事は、総会の決議によって選任す
る。

 2　会長及び副会長、専務理事並びに常務理事は、理
事会の決議によって理事の中から選定する。この場
合において理事会は、会長の選定を総会に付議し、

第26条　やむを得ない理由のため総会に出席できない
会員は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決し、又は他の会員を代理人として表決を
委任することができる。

 2　前項の場合における前 2 条の規定の適用について
は、その会員は出席したものとみなす。

（議事録）

第27条　総会の議事については、次の事項を記載した
議事録を作成しなければならない。

（1）　日時及び場所
（2）　会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名

（書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、
その旨を付記すること）

（3）　審議事項及び議決事項
（4）　議事の経過の概要及びその結果
（5）　議事録署名人の選任に関する事項

 2　議事録には、議長及びその会議において選任され
た議事録署名人 2 名以上が、署名、押印をしなけれ
ばならない。

第 3章　役　員

（種類及び定数）

第12条　本会に、次の役員を置く。
　　　　理事　21 人以上 30 人以内
　　　　監事　 2 人又は 3 人
 2　理事のうち、1 人を会長、2 人以内を副会長、1

人を専務理事、5 人以内を常務理事とする。
（選任等）

第13条　理事及び監事は、総会において選任する。
 2　会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の

互選によりこれを定める。
 3　理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 4　理事の 1 人とその親族、その他特別の利害関係に

ある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えては
ならない。

 5　監事は、互いに親族、その他特別の利害関係にあ
る者であってはならない。
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その決議の結果を参考にすることができる。
 3　監事は、本会の理事及び本会の使用人であっては

ならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の
関係があってはならない。

 4　理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関
係にある者の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超え
てはならない。

 5　他の同一の団体の理事又は使用人である者、その
他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計
数は、理事の総数の 3 分の 1 を超えてはならない、
監事についても同様とする。

 6　理事又は監事に異動があったときは、2 週間以内
に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を
内閣総理大臣に届け出なければならない。

（職務及び権限）

第23条　理事は、理事会を構成し、この定款に定める
ところにより、職務を執行する。

 2　会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
 3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順
序により、その業務執行の職務を代行する。

 4　専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業
務を執行する。

 5　常務理事は、本会の業務を分担執行する。
 6　監事は、次に掲げる職務を行う。
（1）　理事の職務執行の状況を監査し、監査報告を

作成すること。
（2）　本会の業務及び財産の状況を調査すること、

並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告
等を監査すること。

（3）　総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
（4）　理事の職務執行に関し、不正行為、又は法令

若しくは定款に違反する事実を発見したときは、
これを総会及び理事会に報告すること。

（5）　前号の報告をするため必要があるときは、理
事会の招集を請求すること。若しくは法令の定
めるところにより、直接理事会を招集すること。

（役員の任期）

第24条　役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の
時までとし、再任を妨げない。

 6　理事に異動があったときは、2 週間以内に登記し、
登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大
臣に届け出なければならない。

 7　監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚
生労働大臣に届け出なければならない。

（職務）

第14条　会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
 2　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名し
た順序によって、その職務を代行する。

 3　専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常
務を統括する。

 4　常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務
を分担処理する。

 5　理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に
基づき、本会の業務を執行する。

 6　監事は、次に掲げる業務を行う。
（1）　財産及び会計の状況を監査すること。
（2）　理事の業務執行の状況を監査すること。
（3）　財産及び会計の状況又は業務の執行について、

不正の事実を発見したときは、これを総会、理
事会又は厚生労働大臣に報告すること。

（4）　前号の報告をするため必要があるときは、総
会又は理事会の招集を請求し、若しくは第 4 章
又は第 5 章の定めにかかわらず、総会又は理事
会を招集すること。

（任期）

第15条　役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨
げない。

 2　補欠又は増員により選任された役員の任期は、前
任者又は現任者の残任期間とする。

 3　役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者
が就任するまでは、その職務を行わなければならな
い。

（解任）

第16条　役員が次の各号の一に該当するときには、総
会において、出席した会員の 3 分の 2 以上の議決に
基づいて解任することができる。この場合、その役
員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければ
ならない。

（1）　心身の故障のため職務の執行に堪えないと認
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 2　補欠として選任された役員の任期は、前任者又は
現任者の任期の満了する時までとする。

 3　役員は、第 21 条に定める定数に足りなくなると
きは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新
たに選任された者が就任するまで、なお役員として
の権利義務を有する。

（役員の解任）

第25条　役員は、総会の決議によって解任することが
できる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の
半数以上であって、3 分の 2 以上の議決に基づいて
行われなければならない。

（報酬等）

第26条　役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員
に対しては、報酬を支給することができる。

 2　役員には、その職務を行うために要する費用の支
払いをすることができる。

 3　前 2 項に関し必要な事項は、総会の決議により別
に定める。

第 6章　理事会

（構成）

第27条　本会に理事会を置く。
 2　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第28条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、
次の職務を行う。

（1）　総会の日時及び場所並びに目的である事項の
決定

（2）　規則の制定、変更及び廃止
（3）　前各号に定めるもののほか、本会の業務執行

の決定
（4）　理事の職務の執行の監督
（5）　会長及び副会長、専務理事並びに常務理事の

選定及び解職
（種類及び開催）

第29条　理事会は、通常理事会と臨時理事会の 2 種と
する。

 2　通常理事会は、毎年度 5 月に開催する。
 3　臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開

催する。
（1）　会長が必要と認めたとき。

められるとき。
（2）　職務上の業務違反その他役員としてふさわし

くない行為があると認められるとき。
（報酬等）

第17条　役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、
有給とすることができる。

 2　役員には費用を弁償することができる。
 3　前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

会長が別に定める。

第 5章　理事会

（構成）

第28条　理事会は、理事をもって構成する。
（権能）

第29条　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、
次の事項を議決する。

（1）　総会に付議すべき事項
（2）　総会の議決した事項の執行に関する事項
（3）　その他総会の議決を要しない会務の執行に関

する事項
（種類及び開催）

第30条　理事会は、通常理事会と臨時理事会の 2 種と
する。

 2　通常理事会は、毎年 2 回開催する。
 3　臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開

催する。
（1）　会長が必要と認めたとき。
（2）　理事現在数の 3 分の 1 以上から会議の目的で

ある事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。

（3）　第 14 条第 6 項第 4 号の規定により、監事から
招集の請求があったとき。
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（2）　理事現在数の 3 分の 1 以上から、会議の目的
である事項を記載した書面をもって、招集の請
求があったとき。

（3）　第 23 条第 6 項第 4 号及び 5 号の規定により、
監事から招集の請求があったとき、又は監事が
召集したとき。

（招集）

第30条　理事会は、会長が招集する。
 2　会長は、前条第 3 項第 2 号又は第 3 号に該当する

場合は、その請求のあった日から 14 日以内に臨時
理事会を招集しなければならない。

 3　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目
的を記載した書面をもって、7 日前までに通知しな
ければならない。

（議長）

第31条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。
（定足数）

第32条　理事会は、理事の過半数の出席がなければ会
議を開くことができない。

（決議）

第33条　理事会の決議は、この定款に別に定めるもの
のほか、特別の利害関係を有する理事を除く出席し
た理事の過半数をもって決する。

（決議の省略）

第34条　理事が理事会の決議の目的である事項につ
いて提案した場合において、当該提案について、議
決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提
案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな
す。

（議事録）

第35条　理事会の議事については、法令で定めるとこ
ろにより議事録を作成し、議長及び監事は、これに
記名押印する。

第 7章　常任理事及び常任理事会

（常任理事）

第36条　本会に、常任理事 9 人以内を置く。
 2　常任理事は、理事の互選によって選出する。
 3　常任理事は、常任理事会を組織する。

（常任理事会）

（招集）

第31条　理事会は、会長が招集する。
 2　会長は、前条第 3 項第 2 号又は第 3 号に該当する

場合は、その請求のあった日から 14 日以内に臨時
理事会を招集しなければならない。

 3　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目
的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくと
も 7 日前までに通知しなければならない。

（議長）

第32条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。
（理事会の定足数等）

第33条　理事会については、第 24 条から第 27 条まで
の規定を準用する。

第 5章の 2　常任理事及び常任理事会

（常任理事）

第33条の2　本会に、常任理事 9 人以内を置くことが
できる。

 2　常任理事は、理事の互選によって選出する。
 3　常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委
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第37条　常任理事会は、常任理事をもって構成し、理
事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項
を審議する。

 2　常任理事会は、次の場合に開催するものとし、会
長が招集する。

（1）　会長が必要と認めたとき。
（2）　常任理事現在数の 3 分の 1 以上から、会議の

目的である事項を記載した書面をもって、招集
の請求があったとき。

 3　会長は、前項第 2 号により請求があったときは、
その請求のあった日から 14 日以内に常任理事会を
招集しなければならない。

 4　常任理事会については、第 31 条、第 32 条、第 33

条、第 34 条の規定を準用する。
 5　その他、常任理事及び常任理事会に関し必要な事

項は、理事会において別に定める。

第 8章　名誉会長及び顧問

（名誉会長及び顧問）

第38条　本会に、名誉会長 1 名以上 3 名以下及び顧問
30 名以内を置くことができる。

 2　名誉会長は、会長に対し必要な助言を行う。
 3　顧問は、会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
 4　名誉会長及び顧問は、無報酬とする。
 5　顧問に関する事項は、総会の承認を経て会長が別

に定める。

第 9章　資産及び会計

（財産の構成）

第39条　本会の財産は、次に掲げるものをもって構成
する。

（1）　入会金及び会費
（2）　寄付金品
（3）　財産から生じる収入
（4）　事業に伴う収入
（5）　その他の収入

任された事項及び緊急に処理すべき事項を議決する。
 4　常任理事については、第 15 条、第 16 条並びに第

17 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
（常任理事会）

第33条の3　常任理事会は、会長及び常任理事をもっ
て構成する。

 2　常任理事会は、次の場合に開催する。
（1）　会長が必要と認めたとき。
（2）　常任理事現在数の 5 分の 1 以上から会議の目

的を記載した書面によって招集の請求があった
とき。

 3　常任理事会は、会長が招集する。
 4　会長は、第 2 項第 2 号により請求があったときは、

その請求のあった日から 14 日以内に常任理事会を
招集しなければならない。

 5　常任理事会において議決した事項は、理事会に報
告し、その承認を求めなければならない。

 6　常任理事会については、第 31 条第 3 項、第 32 条
及び第 33 条の規定を準用する。

 7　その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項
は、総会において、別に定める。

第 6章　名誉会長及び顧問

（名誉会長及び顧問）

第34条　本会に、名誉会長及び顧問を置くことができ
る。

 2　名誉会長は、会長に対し必要な助言を行う。
 3　顧問は、会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
 4　名誉会長及び顧問は、無給とする。
 5　顧問に関する事項は、総会の承認を経て会長が別

に定める。

第 7章　財産及び会計

（財産の構成）

第35条　本会の財産は、次に掲げるものをもって構成
する。

（1）　入会金及び会費
（2）　寄付金品
（3）　財産から生じる収入
（4）　事業に伴う収入
（5）　その他の収入
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（財産の管理・運用）

第40条　本会の財産の管理・運用は、会長が行うもの
とし、その方法は理事会の決議により別に定める。

（事業年度）

第41条　本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、
翌年 3 月 31 日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第42条　本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類については、毎
事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会
の承認を受け、かつ、内閣総理大臣に提出しなけれ
ばならない。これを変更する場合も同様とする。

 2　前項の書類については、主たる事務所に当該年度
が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。

（事業報告及び決算）

第43条　本会の事業報告及び決算については、毎事業
年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査
を受けた上で、理事会の決議を経て総会に提出し、
第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告
し、第 3 号から第 6 号までの書類については承認を
受け、その事業年度終了後 3 ヶ月以内に内閣総理大
臣に提出しなければならない。この場合において、
資産の総額に変更があったときは、2 週間以内に登
記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

（1）　事業報告
（2）　事業報告の附属明細書
（3）　貸借対照表
（4）　損益計算書（正味財産増減計算書）
（5）　貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計

算書）の附属明細書
（6）　財産目録

 2　前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5

年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、
会員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。

（1）　監査報告
（2）　理事及び監事の名簿
（3）　理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載し

た書類
（4）　運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれ

（財産の管理）

第36条　本会の財産は、会長が管理し、その方法は、
総会の議決を経て、会長が別に定める。

（経費の支弁）

第37条　本会の経費は、財産をもって支弁する。
（事業計画及び予算）

第38条　本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する
書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会
において、出席した会員の 3 分の 2 以上の議決を経、
かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ
れを変更する場合も同様とする。

（暫定予算）

第39条　前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由
により予算が成立しないときは、会長は、理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ
収入支出することができる。

 2　前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支
出とみなす。

（事業報告及び決算）

第40条　本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了
後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減
計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、
監事の監査を受け、総会の議決を経て、その会計年
度終了後 3 ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなけれ
ばならない。この場合において、資産の総額に変更
があったときは、2 週間以内に登記し、登記簿の謄
本を添えるものとする。

（長期借入金）

第41条　本会が資金の借入をしようとするときは、そ
の会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除
き、総会において、出席した会員の 3 分の 2 以上の
議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければ
ならない。

（会計年度）

第42条　本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌
年 3 月 31 日に終わる。
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らに関する数値のうち重要なものを記載した書
類

（公益目的取得財産残額の算定）

第44条　会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律（以下「公益認定法」という。）
施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当
該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を
算定し、前条第 2 項第 4 号の書類に記載するものと
する。

（長期借入金）

第45条　本会が資金の借入をしようとするときは、そ
の会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除
き、総会において出席した会員の 3 分の 2 以上の議
決を経なければならない。

第 10 章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第46条　この定款は、第 48 条の規定を除き、総会に
おいて 4 分の 3 以上の決議により変更することがで
きる。

 2　公益認定法第 11 条第 1 項に掲げる事項を変更し
ようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなけ
ればならない。

 3　前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく内閣総
理大臣に届け出なければならない。

（解散）

第47条　本会は、一般社団・財団法人法第 148 条に
定める事由によるほか、総会において会員総数の 4

分の 3 以上の議決により解散することができる。
（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第48条　本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、
又は合併により消滅する場合（その権利義務を承継
する法人が公益法人であるときを除く。）には、総
会において会員総数の 4 分の 3 以上の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該
公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月
以内に、公益認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又
は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第49条　本会が清算をする場合において有する残余財
産は、総会において会員総数の 4 分の 3 以上の議決

第 9章　定款の変更及び解散

（定款の変更）

第45条　この定款は、総会において会員総数の 4 分の
3 以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得
なければ変更することができない。

（解散）

第46条　本会は、民法第 68 条第 1 項第 2 号から第 4

号まで及び第 2 項第 2 号の規定によるほか、総会に
おいて会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、
厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。

（残余財産の処分）

第47条　本会の解散のときに有する残余財産は、総会
において会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、
厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有
する団体に寄付するものとする。
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を経て、公益認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又
は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 11 章　公告の方法

（公告の方法）

第50条　本会の公告は、電子公告により行う。
 2　やむを得ない事由により、電子公告をすることが

できない場合は、官報に掲載する方法による。

第 12 章　事務局

（設置等）

第51条　本会の事務を処理するため、事務局を設置す
る。

 2　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3　事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て

任免する。
 4　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事

会の決議を経て、会長が別に定める。
（備付け帳簿及び書類）

第52条　事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を
備えておかなければならない。

（1）　定款
（2）　理事、監事及び職員の名簿
（3）　会員名簿及び会員の異動に関する書類
（4）　許可、認可等及び登記に関する書類
（5）　定款に定める機関の議事に関する書類
（6）　財産目録
（7）　役員等の報酬規程
（8）　事業計画及び収支予算に関する書類
（9）　事業報告書及び計算書類等
（10）　監査報告書
（11）　その他必要な帳簿及び書類

第 13 章　補　則

附　則

 1　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の
登記の日から施行する。

第 8章　事務局

（設置等）

第43条　本会の事務を処理するため、事務局を設置す
る。

 2　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3　事務局長及び職員は、会長が任免する。
 4　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会

の議決を経て、会長が別に定める。
（備付け帳簿及び書類）

第44条　事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を
備えておかなければならない。

（1）　定款
（2）　理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
（3）　会員名簿及び会員の異動に関する書類
（4）　許可、認可等及び登記に関する書類
（5）　定款に定める機関の議事に関する書類
（6）　収入支出に関する帳簿及び証拠書類
（7）　資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
（8）　その他必要な帳簿及び書類

第 10 章　補　則

（委任）

第48条　この定款に定めるもののほか、本会の運営に
必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定め
る。

附　則

 1　この定款は、本会の設立許可のあった日から施行
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 2　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、
公益法人の設立の登記を行ったときは、第 41 条に
かかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末
日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 3　本会の最初の会長は、山㟢親雄とする。

する。
 2　本会の設立当初の役員は、第 13 条第 1 項及び第

2 項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ
とし、その任期は第 15 条第 1 項の規定にかかわら
ず、昭和 64 年 3 月 31 日までとする。

 3　本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第 38

条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところに
よる。

 4　本会の設立初年度の会計年度は、第 42 条の規定
にかかわらず、設立許可のあった日から昭和 63 年
3 月 31 日までとする。

附　則

　　この定款の一部変更は、厚生大臣の認可のあった
日（平成 12 年 9 月 8 日）から施行する。

附　則

　　この定款の一部変更は、厚生労働大臣の認可のあ
った日（平成 13 年 7 月 13 日）から施行する。



第 5 号議案

公益社団法人 日本透析医会　役員の報酬等及び費用に関する規程

（目的及び意義）
第 1 条　この規程は、公益社団法人日本透析医会（以下「本会」という。）の定款第 26 条の規定に基づき、役

員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（定義等）
第 2 条　この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

（1）　役員とは、理事及び監事をいう。
（2）　役員は、非常勤とする。
（3）　報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 13 号で定める報酬、賞

与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わ
ない。費用とは明確に区分されるものとする。

（4）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）等の経費をいう。報酬等とは明
確に区分されるものとする。

（報酬等の支給）
第 3 条　役員には、報酬等は支給しない。

（費用）
第 4 条　本会は、役員がその職務遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞な

く支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
2.　役員には、出張に要する交通費、旅費（宿泊費を含む）を、別に定める旅費規程により支給することがで

きる。

（公表）
第 5 条　本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 20 条第 1 項に

定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

（改廃）
第 6 条　この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

（補則）
第 7 条　この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の登記の日から施
行する。
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実は本誌 1 号に「仮想随談　――　透析室の DV と寅さ
ん　――　」という短文を書いた．まさかその後に大地震
が襲うとは思わないので，あんな呑気な記事を災害後
に出た本誌に載せてしまった．被災地で大苦闘をされ
ている先生方には誠に相い済まないと思いお詫びのつ
もりで追加させて頂く．

東北沿岸災害中心部では医療施設も大被害を受け，
医師，看護師の一部の方も犠牲となられた．また地震
後もかなりの期間，医療が不可能の状態が続き，とく
に透析医療は停電，断水，機械の破損，薬品不足で中
止せざるをえない状況が続いた．この間の先生方の患
者さん達への手配，運搬など大変なご苦労であり，心
身共に疲れ果てたこととお察しする．

幸い地震後間もなく 3 カ月になる今日，都内のわれ

われの施設に臨時透析に運ばれた患者さん達も徐々に
地元に帰られて，お元気の便りを頂くことも増え，な
んとか光が見えてきたように思う．

従来の大地震は比較的地域限局的で災害が余り長期
にならず，支援する側も困難が少なかった．しかし今
回のような強度な地震，大津波，原発施設の破壊によ
る放射能汚染が広範囲の地域に及び，収束にも多大な
日月を要することは始めてである．しかしこの小さな
島国に三重苦の災害が起れば大国の米国，ロシア，中
国などと異なり未曽有の国難となる．今後二度とかよ
うな大災害にならぬよう防止策を講じなければならな
い．

今回の東日本大震災に対して諸外国からも支援を受
け官民一体で感謝しているが，筆者にも欧米の友人数

そ　の　他

東日本大震災見舞記

杉野信博

東京女子医科大学名誉教授
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名の医師達から見舞のメールや手紙を頂いた．その中
の UCLA 内科 JD Kopple 教授からのメールを 1 例と
して「北米腎医からの激励メッセージ」の題で『腎と
透析』（第 70 巻 4 号）に紹介した．要点を述べると，
多くの米国医師達は災害直後の被災地日本人の冷静，
沈着，秩序，品格など 10 項目をあげ，「われわれも日
本から学ぶべき点であり，日本の復興を固く信じてい
る」と激賞している．

このような意見を支えに，被災地の先生方が 1 日も
早く平常の診療態勢に戻られるよう祈願する．

夕食の後，TV で被災地の復旧状況を眺めていたが，

多くの作業員，ボランティアの方々が被災海岸で懸命
に清掃作業をしておられ眼頭が熱くなった．その中に
網膜像に何処からか石川啄木らしい人物が海岸に現わ
れ人々の中に紛れてしまった．そして間もなく次のよ
うな歌が聞こえてくるような気がした．

倒壊の
みちのく磯の
白砂に
われ泣き濡れて
瓦礫と闘う

先生方の今後の御健勝と多幸を祈り．
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我々透析に携わる医師が，日常診療で最も高頻度に
対処する問題点は，①血圧，②体重，③貧血，④
Ca・P 代謝異常の 4 点と言っても過言ではない．透
析室で行われる回診やカンファレンスも，この 4 点い
ずれかに費やす時間がほとんどではないだろうか．血
圧管理不良，体重の過増加，貧血はそれぞれ予後と直
結する合併症である．近年，Ca・P 代謝異常は異所性
石灰化，特に血管石灰化を介して，予後を左右する重
要な合併症の一つとしての認識が高まった．骨を守る
診療から，血管を守る，そして命を守る診療へ移り変
わったわけである．

さて，血管石灰化はなぜ予後に影響を及ぼすのであ
ろうか？ 内腔の狭窄や閉塞を引き起こすアテローム
性動脈硬化は臓器虚血を導くことから，致命的になり
うることは想像にたやすい．一方，血管が固くなる中
膜石灰化では，その起こる部位によって様々な病態を
生み出す．腎不全進行の過程で早期から認められるの
は腹部大動脈の石灰化である．この大血管の石灰化は
コンプライアンスの低下を招き，心収縮期に拡張した
大動脈が心拡張期に収縮する機能を低下させる．冠動
脈血流や心筋血流はこの心拡張期の大動脈の収縮能に
依存しており，虚血性心疾患の発症に結びつく．また
進行した腎障害で高率に認められる末梢血管の石灰化
は，末梢血管抵抗を高めることから，左室圧負荷を亢
進させ左室肥大をまねく．冠動脈石灰化の重症化が冠
血流予備能を低下させ，心筋の酸素需給のバランスを
崩すことも報告されている．近年，透析患者で心筋自
体も石灰化することが症例報告で示された．すなわち，

血管石灰化は複合的に心機能に不利な状況を作り出す
と考えられ，ひいては致死的な心血管イベントに繋が
ると考えられる．

では，血管石灰化を予防するためにはいかにすべき
か．ガイドラインに則り Ca/P/PTH を至適範囲に管
理することは大前提として，なかでも P の管理が最も
重要である．かつ現場では P 値の目標値達成にすで
に取り組んでいる．恐らく今後大切なことは，同じ目
標達成でも，その治療内容をいかにするかであろう．
①Ca を上げないように，いかに P を管理するか，す
なわち Ca 非含有 P 吸着剤の選択・使用方法の工夫，
②ビタミン D 静注を中心の PTH 管理か，シナカルセ
ト中心の PTH 管理か．予後を意識した Ca/P 代謝異
常管理，すなわち血管石灰化を意識した Ca/P 代謝異
常管理を考えた時，同じ目標達成を獲得するにしても，
どの薬剤をどう使うことが有利なのかを考えるべきで
ある．ひいては Ca/P/PTH を睨みながらの管理では
なく，血管石灰化の状況を睨んだ管理こそ本質となる．

では臨床現場では，どの検査を用いて血管石灰化を
管理すべきなのか．Ca/P 代謝異常管理の本質が血管
石灰化の管理であるならば，その程度の把握は必須で
ある．患者の多くが小施設で治療を受けていることを
考えた時，簡便で定量化できる指標が望まれる．多く
の研究で施行されている CT を用いた冠動脈石灰化評
価は簡便性の面で限界があると言わざるをえない．腹
部レントゲン側面像から得られる腹部大動脈の石灰化
は，半定量化の手法も確立している．その手法により
得られた石灰化の度合いと予後にも密接な関連がある

東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科

各支部での特別講演　講演抄録

症例から考える今後の CKD-MBD 管理

常喜信彦　田中友里　岩崎昌樹　長谷弘記

平成 22 年 6 月 6 日/青森県「第 34 回青森人工透析研究会」　
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ことが報告されており，今後広く臨床応用されるべき
ではないだろうか．

腎臓病患者に合併する Ca/P 代謝異常は，単に骨へ
の影響を危惧する病態ではなく，予後，血管石灰化を
とりまく全身性疾患であるとの認識は高まった．一方

で，その管理面はまだまだ未熟と言わざるをえない．
日々の臨床現場から，個々の症例から疑問点を抽出し，
答えを出していくしかない．透析患者の Ca/P 代謝異
常管理は，まだまだ疑問点に満ちている．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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1　急性腎傷害の生命予後への影響

急性腎不全（acute renal failure;  ARF）では，従来，
臨床上ほとんど問題視されなかった 0.3〜0.5 mg/dL

程度，あるいは 25〜50％ 程度のわずかな血清クレア
チニン値（S-Cr）の上昇が患者死亡に大きく関与する．
たとえば，開心術後 48 時間後の S-Cr のわずかな上昇

（0.5 mg/dL 以上）により 30 日後の生存率が有意に悪
化した1）．
「不全」に陥ってから血液浄化療法を行う対象であ

った急性腎不全は，現在，急性腎傷害（acute kidney 

injury;  AKI）へと疾患概念がパラダイムシフトをとげ
ている2）．AKI は急性腎不全（ARF）や急性尿細管性
壊死（ATN）と同義語ではない．AKI の定義は標準化
されつつあるが，まだ確定されていない．AKI のステ
ージ分類として，①RIFLE stage3），②AKIN stage4）の
二つが報告されている．そして現在，治療手順標準化
が検討されている．

2　急性腎傷害の現状

急速な医学の進歩にもかかわらず，1990 年代から
現在に至るまで ICU 領域の AKI の死亡率は依然とし
て 50％ 以上と非常に高い．世界 23 カ国，54 施設の
ICU を対象に調査したところ，AKI 患者は 5.7％ を占
め，それらの内 60.3％ が死亡した5）．AKI の発症原因
および血液浄化療法を行っても非常に高い致死率の原
因は不明である．現在，世界で年間約 200 万人が原因
もわからず，有効な治療方法もないまま AKI により

死亡している．さらに慢性腎臓病は AKI 発症の大き
な危険因子である．これは以前から「acute on chron-

ic」という言葉で知られている．しかし透析が早まる
だけではなく生命予後が悪化する6）．

3　血清クレアチニン値と急速な腎機能低下との関係

S-Cr は慢性腎臓病のゴールデンスタンダードのバ
イオマーカーになっている．しかし GFR の急激な変
化に対して S-Cr 変化の時間的経過は緩やかとなる7, 8）．
このため S-Cr を目安に治療していると，我々は透析導
入の時期を考えるしかなくなってしまい，AKI に対す
る有効な治療介入のゴールデンタイムを失ってしまう．

4　AKI の早期診断と治療の必要性

AKI 治療のためには，AKI を生命予後に直接影響す
る予後不良の疾患としてとらえ，S-Cr の上昇以前の
より早期，あるいは軽症の段階から積極的に診断・治
療介入することが重要である．このためには AKI 発
症を予測可能で，早期治療介入を可能にする，より鋭
敏なバイオマーカーの確立が急務である．S-Cr が上
昇した時の病態はすでに尿細管上皮が死滅した状態で
ある．一方，尿細管上皮細胞が虚血や中毒により傷害
されてもまだ生きている段階で，S-Cr が上昇する前
の早期に検出できる化合物が AKI バイオマーカーの
概念である9）．

5　AKI のバイオマーカー

AKI のバイオマーカーには，

藤田保健衛生大学病院腎臓内科

各支部での特別講演　講演抄録

慢性腎臓病と急性腎傷害における臓器連関

湯澤由紀夫

平成 22 年 11 月 28 日/愛知県「愛知県透析医会研修会」　
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①　いわゆる急性尿細管壊死（ATN）に相当する狭
義の AKI を，他の腎疾患と区別する鑑別診断能

②　S-Cr 上昇に先行して診断を可能にする早期診断
能力

③　生命予後あるいは腎予後をみきわめる予後・重
症度診断能

の三つの側面がある．特に検体を侵襲無く収集可能と
いう点から，尿中のバイオマーカー探索は特に盛んに
行われてきた．

以下に四つの代表的尿中バイオマーカーを掲げた．
①　NGAL（neutrophil gelatinase associated lipocal-

in，好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン）
NGAL は活性化した好中球から分泌される 25 kDa

の蛋白質である．リポカインファミリーに属する．腎
尿細管で少量産生され，腎傷害時に発現増強し，尿中
の NGAL 濃度が顕著に上昇する．

心臓の開心術を受けた小児を対象として，術後の尿
中 NGAL 濃度を測定したところ，術後 S-Cr 上昇を生
じた患者はすべて尿中 NGAL 濃度が術後 4 時間まで
に上昇した．術後尿中 NGAL 濃度が上昇しない患者
はその後，S-Cr は上昇しなかった10）．NGAL は AKI

早期診断に良い指標である．ただし成人の肥満患者を
対象とするとここまで明瞭ではなくなる．

②　KIM-1（kidney injury molecule-1）
虚血や腎毒性腎傷害により近位尿細管から分泌され

る．I 型膜貫通蛋白である．尿中 KIM-1 濃度を測定す
ると AKI の時だけ上昇する．このため AKI かその他
の疾患かの鑑別診断に良い指標である11）．

③　L-FABP（liver type fatty acid binding protein，
肝臓型脂肪酸結合蛋白）

正常腎の近位尿細管に発現する 14 kDa の蛋白質で
ある．心臓手術後 AKI を生じた群は，AKI を生じなか
った群と比較して，心臓手術 4 時間後の尿中 L-FABP

濃度が有意に高値であった12）．
AKI 早期診断に有用なバイオマーカーの一つである．
④　midkine

虚血刺激により近位尿細管上皮から midkine の発
現が亢進する13）．midkine は分泌型蛋白質である．尿
中 midkine 濃度を測定することにより近位尿細管傷
害が診断可能となる．

腹部大動脈瘤グラフト手術患者の術中より尿中 mid-

kine 濃度を測定した．その結果，術中の尿中 midkine

濃度は，術後 AKI 発症群のほうが術後未 AKI 発症群
と比較して有意に高値であった．すなわち，手術中の
時点での有無を予測できるバイオマーカーと考えられ
た．一方，術後 AKI 発症群の尿中 IL-18 と尿中 L-FABP

は術後に上昇した．また尿中 NAG は術後 AKI 発症群，
未 AKI 発症群の間に有意の差は認められなかった．

急性心筋梗塞では H-FABP が最も早期に血中へ出
現する．ついで CK-MB，Troponin，LDH の順である．

同様に，AKI では midkine が最初に発現し，ついで
NGAL が動き，ついで IL-18，KIM-1，そして最後に
S-Cr が上昇する順が想定される．このような測定系に
より，大手術のさい，術後 ICU へ移る前に AKI 発現
の有無を検出できる可能性がある．

6　AKI と臓器関連

AKI になると死亡率が高くなる理由として，AKI 発
現により全身の主要な臓器（脳，心臓，肺，肝臓，消
化管，骨髄等）が影響を受け，腎傷害を契機に多臓器
不全に陥りやすいとの説がある14）．

6-1　心・腎連関の新たな定義

心・腎連関（cardiorenal syndrome;  CRS）とは，心
臓と腎臓の二つの臓器間で，一方の臓器の急性または
慢性の傷害がもう一方の臓器に急性または慢性の病
理・生理学的傷害を及ぼす連関である．以下の五つに
分類される15, 16）．

①　CRS type I（急性 CRS）
急激な心機能低下（急性心源性ショック・心不全な

ど）に続発する急性腎傷害（AKI）
②　CRS type II（慢性 CRS）
慢性の心機能傷害（慢性心不全など）に続発する急

性腎傷害（AKI）
③　CRS type III（急性腎心症候群）
急激な腎機能低下（急性腎虚血・糸球体腎炎など）

に続発する急性心機能傷害（心不全・不整脈・虚血な
ど）

④　CRS type IV（慢性腎心症候群）
CKD（慢性腎炎など）に続発する心機能低下・心

肥大・冠動脈疾患発症リスクの上昇
⑤　CRS type V（2 次性 CRS）
全身性疾患（糖尿病・敗血症など）に続発する心腎

同時傷害
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6-2　脳

AKI を発症させたマウスの海馬領域の神経細胞はア
ポトーシスを生じた．またマクロファージに相当する
microglia 細 胞 の 活 性 化 が 亢 進 し た．ま た 脳 内 に
chemokines が増多した．さらに AKI にてマウスの行
動異常が生じた17）．このように AKI と脳の傷害の連
関が明らかになってきた．

6-3　AKI における腎・肺連関

慢性腎不全の場合，心臓との連関が重要であるが，
AKI では肺と腎臓の間に密接な連関が認められる．す
なわち AKI では腎臓機能と共に呼吸状態など全身管
理に注意を払うべきである．

虚血性 AKI マウスおよび両腎摘出マウスにおいて，
無尿の影響がまだ及ばない時間である 4 時間目におい
てすでに血中 IL-6 濃度が上昇し，肺内へ好中球が浸
潤し chemokines 活性が亢進した14）．肺胞上皮細胞と
腎臓集合管は機能的に類似している．腎臓では水とナ
トリウムイオンを尿細管腔側から血管側へ移動させる
チャネルが存在しているが，肺胞上皮細胞にも同様に
肺胞内から血管内へ水とナトリウムイオンを移動させ
る機能が備わっている．AKI では肺の水・ナトリウム
チャネルの発現異常を生じ，これらのチャネルの発現
が減少する．腎不全になると肺胞の中からナトリウム
イオンおよび水をくみ出すチャネルが減少した．

すなわち AKI になると肺の炎症と肺水腫を生じる．
そして ARDS を生じ，全身の虚血がまた AKI を悪化
させる．このように，マウス実験結果では，AKI では
肺と腎臓とは密接な関係がある．

では，ヒトでは同様の関係が認められるであろうか．
名古屋大学医学部付属病院集中治療室で人工呼吸器治
療を受けた 2,027 名の患者を対象として検討した．そ
の内，AKI 発症が 30.7％ を占めた．これら AKI 発症
患者と非 AKI 発症患者（69.3％）との間にて抜管の状
況，死亡率を検討した．その結果，AKI を合併した群
のほうが予後は悪かった．ICU 入室患者の生命予後に
影響を与える因子として，年齢，高血圧とともに AKI

発症が最も有意な危険因子としてあげられた．また人
工呼吸器離脱失敗率についても AKI 合併群のほうが
有意に高値であった．

7　まとめ

①　AKI は生命予後に影響する．AKI は腎を起点と
して主要臓器との連関があり，これが AKI の予
後不良の原因となっている．

②　AKI の臓器連関の中で，心・腎連関に加えて，
肺・腎連関の重要性が注目されている．

③　AKI の新たなバイオマーカーとして NGAL，
KIM-1，L-FABP，midkine などがある．
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要　旨

糖尿病性腎症，腎硬化症，慢性腎炎などによって腎
機能が低下すると慢性腎不全へと移行し，透析療法が
行われる．本研究は血液透析療法を受けている女性外
来透析患者の生活の質（quality of life;  QOL）の評価
をすることを目的とし，同年齢の一般主婦との横断的
比較対照研究を行った．家事（炊事，洗濯，掃除，買
い物）に費やす時間と負担度および満足度について
Visual Analog Scale（VAS）を用いて評価し，活動量に
ついては歩数計を用いて評価した．自記式のアンケー
ト用紙を用いて娯楽と趣味について調査し，からだと
心の状態についてはうつ病自己評価尺度（Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale;  CES-D），お
よび包括的健康関連尺度（Short Form-36;  SF-36）を
用いて評価した．家事時間および負担度では，透析患
者と一般主婦で掃除と洗濯に有意差を認めた．日常生
活（歩数）においても有意差が認められ，また透析患
者の透析日と一般主婦との比較では洗濯と買い物に有
意差が認められ，非透析日では洗濯に有意傾向がみら
れた．満足度では炊事と余暇時間で有意差を認め，買
い物でも有意傾向であった．透析患者は一般主婦に比
べて家事時間が短く，活動量が少ないにもかかわらず
負担度は有意に高かった．

1　緒　言

わが国の医学技術の進歩により透析医療は飛躍的な
発展を成し遂げている1〜3）．

日本透析医学会の 2008 年の統計調査によると長期
透析患者が増加しており，高齢者や女性透析患者の増
加が目立っている4）．男女比では現在は男性が圧倒的
に多いが，長期透析患者では男女差が小さくなり，透
析の導入年齢も男性で 66.3 歳，女性は 68.9 歳と高齢
化している．健康関連や QOL についての包括的尺度
を用いた検討では，透析患者の原疾患，腎不全・透析
に伴う合併症，長期透析症候群などにより非透析患者
より低いという結果が示されている1）．しかし，家庭
の役割を担いながら透析を受けて，1 週間 3 回，1 回
4 時間という時間的制約のある女性血液透析患者にお
ける QOL についての検討はほとんどない．本研究の
目的は，女性透析患者の QOL を家事時間，家事の負
担度，生活満足度，1 日の活動量を含めて同年齢の一
般主婦と比較すること，また，透析日と非透析日の活
動を比較し， QOL の低下の要因を明らかにすること
とした．

2　研究方法

2-1　研究デザイン

本研究のデザインは女性外来透析患者と一般主婦の
横断的比較対象研究で行った．

公募助成論文
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2-2　対象の基本属性

東京都内にある透析専門のクリニックの患者数 170

名の内 60 名が女性患者で，そのうち 29 名が研究に参
加，埼玉県にある透析専門クリニックでは患者数 456

名の内 145 名が女性患者であり，そのうちの 57 名が
研究に参加した．一般主婦は月 2 回の趣味教室を受講
している主婦とその友人とした．歩行困難者と視力障
害で読み書きができないものは対象から除外した．透
析患者は透析日（月曜日，水曜日，金曜日）と非透析
日（火曜日，木曜日，土曜日）での比較を行った．

2-3　調査期間

調査期間は 2009 年 12 月から 2010 年 3 月までとし
た．

2-4　調査依頼と質問用紙の配布・回収方法

女性透析患者への説明は，主治医の許可のもとで同
意を得た患者に，看護師長，プラマイリ看護師に研究
者が事前に調査の要旨を説明してから依頼した．必要
時には研究者も参加した．質問用紙と歩数計は封筒に
入れて番号をつけて配布した．回収は各施設の看護師
長とプライマリ看護師に依頼した．一般主婦について
は説明し同意を得た．一般主婦には透析項目を除いた
質問用紙を使用し，配布，回収は講師に依頼した．

2-5　質問項目および内容

自記式のアンケート用紙を用い，属性は年齢，透析
歴，同居人の有無，透析日の曜日と時間帯の記載，お
よび住宅の形式（集合住宅か，持ち家，階段やエレベ
ータの有無）について例を出して回答しやすいように
した．家事時間（炊事，洗濯，掃除，買い物）は，1

週間の予定表に炊事（朝，昼，夕の食事の準備と後始
末の時間）を月曜日から日曜日まで記載してもらった．
家事内容については，負担度と満足度について VAS

を用いて 10 cm の線上に/を入れて記載とした．娯楽
（日帰り旅行から海外旅行），趣味（お稽古事）につい
て回答してもらった．旅行については透析日の変更等
について質問した．

臨床データ（心胸郭比：CTR，適正体重：DW，アル
ブミン：Alb，血色素：Hb，標準化透析量：Kt/V）5〜7），
透析中の血圧，透析中の随伴症状，眼，心，骨，脳疾
患の有無，透析に至る原疾患等については診療録から

情報を収集した．CES-D は，からだと心の状態に関
する 20 項目の質問を「ない，1〜2 日，3〜4 日，5 日
以上」の中から選択してもらった．SF-36 は，患者の
主観的な健康観を，患者の視点からとらえた 8 項目で
36 質問から選択してもらった．身体的活動量は歩数
計（オムロン）を使用して測定した．測定期間は 7 日
間連続で行って 1 週間の曜日ごとに記載してもらい，
透析日と非透析日の平均を算出した．

2-6　分　析

分析には統計ソフトパッケジ SPSS 14.0 を用いた．
各群間の割合の比較には |2 検定を，平均値の比較に
は student の t 検定を算出した．統計学的有意差は両
側検定で p＜0.05 とした．SF-36 の 8 項目と CES-D の
質問ついては一般主婦と比較した．

2-7　倫理的配慮

本研究は依頼した施設の倫理審査委員会の承認を受
けた後に実施した．ヘルシンキ宣言や文部科学省の臨
床研究に関する倫理指針に基づいて，研究の概要，研
究の参加に関する個人の自由意志の尊厳，参加者が被
る不利益，個人情報の管理などについて文章を用いて
説明したうえで，同意が得られた者に調査を依頼した．
また，本研究で用いた尺度は開発者から許可を得た．

3　結　果

女性透析患者と一般主婦の年齢層を表 1 に示した．
女性透析患者の平均年齢は 60.6 歳であり，一般主婦
の平均年齢は 59.5 歳で，年齢に有意差はなかった．
60 歳代は女性透析患者では 39 名で 45.3％，一般主婦
で 36.6％ であった．

表１　透析患者と一般主婦の年齢†1 の比較

透析患者
（n＝86）

一般主婦
（n＝30） p

mean±SD†2 60.6±0.9 59.6±10.5 0.77

20〜29 歳 1（1.2％） 0（0.0％）
30〜39 歳 3（3.5）　 2（6.7）
40〜49 歳 5（5.8）　 4（13.3）
50〜59 歳 24（27.9）　 6（20.0）
60〜69 歳 39（45.3）　 11（36.7）
70〜79 歳 13（15.1）　 6（20.0）
80 歳以上 1（1.2）　 1（3.3）

†1　年代別の人数を比較した．
†2　Studen のｔ検定を行った．



血液透析を受けている主婦の QOL 353

透析歴について表 2 に示した．透析歴 5 年以上〜10

年未満が 28 名で，次に 20 年以上が 13 名，10 年以
上〜15 年未満が 12 名であった．腎不全の原因疾患で
は糖尿病性腎症，慢性糸球体腎炎が多く，次に腎硬化
症，妊娠腎であった（表 3）．

女性透析患者と一般主婦の既往歴について比較した
（表 4）．心疾患，脳疾患，骨疾患，眼疾患でいずれも
有意差があった．身体症状の比較（表 5）では，手の
痛み，膝の痛みに有意差があった．

女性透析患者の透析日と一般主婦の家事の負担度，
非透析日と一般主婦の家事の負担度を比較した（表

6）．家事の負担度では洗濯，買い物で有意差があり，
炊事，掃除，洗濯，買い物で有意傾向があり，女性透
析患者と一般主婦の家事の 1 週間の合計時間（表 7）

では炊事，掃除，洗濯で有意差があった．日常活動量
を 1 週間の歩数の合計として比較したところ，両者に
有意差があった（表 8）．

女性透析患者と一般主婦の娯楽と趣味と嗜好につい
て比較した（表 9）．喫煙，日帰り旅行，1 泊旅行，海
外旅行，お稽古事で有意差を認めたが，飲酒，外食で
は有意差を認めなかった．透析患者と一般主婦の生活
の満足度を示した（表 10）．炊事，余暇時間で有意差
があり，買い物で有意傾向であった．職場，通勤・通
院，近所付き合い，福祉関係，病気の指導で有意差を
認めなかった．女性透析患者と一般主婦の家事時間に
ついて 1 週間の合計を比較した．炊事時間，掃除，洗
濯時間に有意差があった．女性透析患者と一般主婦の
歩数計の合計では両者に有意差があった．

表 2　透析歴 （n＝86）　

1 年未満 3（3.5％） 10 年以上〜15 年未満 12（14.0）
1 年以上〜3 年未満 11（12.7） 15 年以上〜20 年未満 8（9.3）
3 年以上〜5 年未満 11（12.7） 20 年以上 13（15.1）
5 年以上〜10 年未満 28（32.6）

表 3　原因疾患 （n＝86）　

糖尿病 21（24.4％） 急速進行性糸球体腎炎 1（1.2）
腎硬化症 7（8.1） 結核性膿腎症 1（1.2）
妊娠腎 7（8.1） 先天性腎萎縮症 1（1.2）
慢性糸球体腎炎 14（16.3） 腎盂腎炎 1（1.2）
多発性嚢胞腎 5（5.8） 腎奇形 1（1.2）
IGA 腎症 3（3.5） 原因不明 21（24.4）
全身エリテマトーデス 3（3.5）

表 4　既往歴

透析患者（n＝86） 一般主婦（n＝30）
p 

あり なし あり なし

心疾患 41（47.7％） 45（52.3％） 0（0.0％） 30（100％） ＜0.001
脳疾患 13（15.1）　 73（84.9）　 0（0.0）　 30（100）　 0.024
骨疾患 43（50.0）　 43（50.0）　 1（3.3）　 29（96.7） ＜0.001
眼疾患 36（41.9）　 50（58.1）　 3（10.0） 27（90.0） ＜0.001

|2 検定を行った．

表 5　身体症状

透析患者（n＝86） 一般主婦（n＝30）
p 

あり なし あり なし

頭　痛 29（33.7％） 57（66.3％） 9（30.0％） 21（70.0％） 0.708
肩こり 50（58.1）　 36（41.9）　 4（13.3）　 26（86.7）　 0.623
手の痛み 31（36.0）　 55（64.0）　 4（13.3）　 26（86.7）　 0.021
手の痺れ 35（40.7）　 51（59.3）　 6（20.0）　 24（80.0）　 0.476
膝の痛み 38（44.2）　 48（55.8）　 9（30.0）　 21（70.0）　 0.044

|2 検定を行った．
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次に，健康関連 QOL を女性透析患者と一般主婦で
比較した（表 11）．SF-36 では身体的健康度と精神的
健康度に分けて比較した．身体的健康度では身体機能，

日常役割機能（身体）で有意差があり，体の痛みは有
意傾向であった．精神的健康度では社会生活機能と心
の健康で有意傾向であった．CES-D では女性透析患

表 7　1 週間の家事の合計時間 （分）　

透析患者 一般主婦 P 値

炊　事 607±422 1,540±667 ＜0.001
掃　除 147±153    279±210 ＜0.001
洗　濯 318±282    502±338 0.004

表 8　1 週間の歩数の合計

透析患者 一般主婦 P 値

27,984±18,374 66,589±24,715 ＜0.001

表 9　嗜好と趣味

透析患者（n＝86） 一般主婦（n＝30）
p 

あり なし あり なし

飲　酒 6（7.0％） 80（93.0％） 1（3.3％） 29（96.7％） 0.471
喫　煙 10（11.6） 76（88.4）　 1（3.3）　 29（96.7）　 0.007
外　食 72（83.7） 14（16.3）　 28（93.3） 2（6.7）　 0.189
日帰り旅行 49（57.0） 37（43.0）　 26（86.7） 4（13.3）　 ＜0.001
一泊旅行 47（54.7） 39（45.3）　 27（90.0） 3（10.0）　 ＜0.001
海外旅行 12（14.0） 74（86.0）　 14（46.7） 16（53.3）　 ＜0.001
お稽古事 17（19.8） 69（80.2）　 21（70.0） 9（30.0）　 ＜0.001

|2 検定を行った．

表 10　生活満足度

透析患者 一般主婦 P 値

炊　事 55±28 74±23 ＜0.001
買い物 61±28 77±22 0.008
職場労働条件 21±34 25±37 0.620
通勤・通院 69±83 70±37 0.985
近所付き合い 69±52 70±33 0.884
余暇時間 39±35 68±31 ＜0.001
福　祉 42±34 39±37 0.681
病気の指導 55±29 55±40 0.984

数値：mean±SD

表 6　透析患者と一般主婦の負担度の比較（VAS）

透析患者（n＝86） 一般主婦
（n＝30） p 値†1 p 値†2 p 値†3

透析日 非透析日

炊　事 47±31 49±29 39±25 ＜0.001 0.110 0.228
掃　除 52±32 38±29 42±26 ＜0.001 0.498 0.163
洗　濯 56±59 40±29 29±20 ＜0.001 0.052 0.015
買い物 45±32 37±29 30±19 ＜0.001 0.234 0.014
食事制限 56±60 41±31 0.055
水分制限 56±27 63±27 ＜0.001

† 1　透析日と非透析日は対応のある t 検定
† 2　透析日と一般主婦の対応のないｔ検定
† 3　非透析日と一般主婦の対応のない t 検定
数値：mean±SD
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者と一般主婦で有意差があった．

4　考　察

本研究においては，女性透析患者は一般主婦に比べ
て家事時間が短く，活動量も少ないにもかかわらず負
担度は高いという結果が得られた．また，健康 QOL

は低く，うつ傾向も強いという結果であった8）．
本研究で対象とした女性透析患者の年齢は 60〜69

歳が 39 名（45.3％）と多かった．2010 年の国民衛生
の動向によると平成 21 年の簡易生命表で比較すると
女性の平均寿命は 86.4 歳であり，男性と比べると男
性（0.30 年），女性（0.39 年）と上回っている9）．日本
透析医学会による 2008 年の統計調査によると 55 歳以
降の透析患者が増加傾向にある．導入時平均年齢は女
性 68.9 歳で高齢化の傾向を示しており，65 歳以上の
老年期で，家庭の役割の変化や社会的役割を喪失する
などの時期に，時間的制限を受け透析の治療を受ける
ことによる QOL への多大な影響が懸念される1）．

透析療法の目標の一つでもある社会復帰であるが，
時間的制約だけでなく，身体的制約に対して，透析前
の生活レベルまで患者の QOL を可能な限り回復させ
ることでもある．透析を受ける時間帯の調整や社会環

境に対応できるように調整が必要である．
家族構成では 80％ の同居人と 83.7％ の援助者がい

た（表 12）．家族に病人がいると家族が負担になる傾
向があり，透析患者のように慢性疾患で時間制限のあ
る患者には家族や友人であっても患者の状況を理解す
る環境は不可欠であり，医療者との人間関係を構築す
るようにこころがけることが必要である10）．

透析日と非透析日の家事の負担度では，食事制限，
炊事，洗濯，掃除，買い物，水分制限のすべてに有意
差があった．透析日で一般主婦とは，洗濯と買い物に
有意差があった．家事時間の 1 週間の合計では，炊事
時間が短いが負担度が高かった．腎不全で透析療法を
している患者は，透析をしていない時間は水，電解質
の恒常性の維持，老廃物の排泄が調節されない．すな
わち自己管理がきわめて重要である．体重増加の目標
を定めて，看護師と共に患者が共有できるように指導
することである．体重増加では中 1 日で 3 kg，中 2

日で 5 kg の増加を目安としている．体重増加が多い
ときは 4 時間の透析で除水を行うが，除水量の多いと
きは 4 時間以上の透析時間で行われたほうが標準透析
量はよく，合併症の予防につながると 2006 年の SSK

の全腎協情報の実態調査報告書で述べている11）．そこ

表 11　透析患者と一般主婦の SF-36 と CES-D の比較

透析患者
（n＝86）

一般主婦
（n＝30） P 値

身体的健康度
　身体機能 69.93±21.56 88.56±13.48 ＜0.004
　日常役割機能（身体） 63.69±26.28 80.63±20.27 0.002
　体の痛み 55.31±23.48 70.98±17.33 0.084
　全体的健康感 47.71±16.99 66.28±16.15 0.808
　活　力 52.71±19.96 73.13±25.27 0.468

精神的健康度
　全体的健康感 47.71±16.99 66.28±16.15 0.808
　活　力 52.71±19.96 73.13±25.27 0.468
　社会生活機能 40.99±9.821 51.79±8.358 0.006
　日常役割機能（精神） 65.5±28.12 72.99±21.88 0.197
　心の健康 65.49±19.1 58.44±11.96 0.011
　CES-D 13.03±6.559 9.43±6.207 0.01

数値：mean±SD

表 12　家族構成

属　性
透析患者（n＝86） 一般主婦（n＝30）

p 
あり なし あり なし

職　業 15（17.4％） 71（82.6％） 11（36.7％） 19（63.3％） 0.031
同居人の有無 69（80.2）　 17（19.8）　 27（90.0）　 3（10.0）　 0.223
援助人の有無 72（83.7）　 14（16.3）　 24（80.0）　 6（20.0）　 0.642
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で述べているように，標準透析量が良いこと（Kt/V 

1.6 以上）は QOL の向上と関連する．
体重管理，水分摂取量は透析患者の QOL にも影響

を及ぼす12）．一般に三度の食事で摂取した水分は約
1,000 ml であるが，皮膚からの発汗やくしゃみ，会話，
咳，排便などでほぼ消費される．体重は水分摂取と関
連しているが，透析患者は ｢水分を飲んだ｣ 意識を自
覚しているかどうかということである．透析患者は朝
に 1 日の決められた飲水量を容器にいれ，そこから摂
取する．また水分管理では嗜好品（コーヒ等）は決め
られた水分量に含まれているので，嗜好品を摂取した
ときはそこから減らす方法も水分管理の一つの手段で
ある．塩分の摂取状況や糖尿病のある患者では，血糖
のコントロールができているかを確認することである．

透析医療の発達により，旅行会社の透析患者の受け
入れはよく，医療従事者が介入することで QOL の向
上をさせることが可能である．スポーツやお稽古事も
積極的に推進することである．透析患者が透析療法の
肉体的，精神的にも安楽な方法を見出すことが QOL

の向上につながる．看護師の役割としては時間制限，
水分制限，食事制限，行動制限の微調整を指導してい
くことが不可欠である．

5　結　語

透析患者 86 名と一般主婦 30 名に対して自記式アン
ケートと VAS，歩数測定を比較したところ，透析患者
の透析日では非透析日に比べて家事の負担度が有意に
高かった．また，透析患者では一般主婦に比べて家事
時間，活動量が有意に短いにもかかわらず，負担度は
有意に高かった．
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お　知　ら　せ

平成 24 年度（財）日本腎臓財団　公募助成のご案内
【目的】

当財団は，腎臓に関する研究と腎不全医療の発展を支援し，腎疾患の予防，腎疾患患者さんの
QOL の向上を図り，ひいては国民の健康に寄与することを目的としています．

この目的に沿うと期待される腎臓学研究者，腎不全医療関係者に対して下記 2 つの研究助成を行
っています．

【公募助成についての書類送付・問合せ先】
〒112-0004　東京都文京区後楽 2-1-11　飯田橋デルタビル 2 階
　（財）日本腎臓財団  公募助成係宛
　TEL　０３ - ３８１５ - ２９８９　　FAX　０３ - ３８１５ - ４９８８
　※ホームページでもご覧いただけます．  URL　http://www.jinzouzaidan.or.jp/
 （助成事業→公募助成）

1. 若手研究者に対する助成 2. 腎不全病態研究助成

対象となる研究・
応募資格

ａ. 基礎的な腎臓学ではなく，腎臓病，特に
腎不全医療に貢献する応用が可能な臨床
研究を望みます．

ｂ. 比較的日の当り難い分野，他から助成を
受け難いものを優先対象とします．

ｃ. 昭和 42 年（1967 年）4 月 1 日以降に生
まれた方．

ｄ. 以前に本助成を受けた方は応募できませ
ん．

ａ. 「腎性貧血に関する研究」及び「腎性骨
症に関する研究」 

ｂ. 基礎的な研究のみならず，日常診療の発
展に貢献する臨床的研究が望ましい．

ｃ. 大学以外の研究機関に所属する先生方の
応募を奨励します．

ｄ. 以前に応募または助成を受けた方が再度
応募することも可としますが，前回応募
時の研究との相違点を申請書に明記して
下さい．

ｅ. 申請書には所属長の署名が必要です．
ｆ. 倫理規定に抵触する可能性のある研究を応募する際は，倫理委員会にて承認を得ることが

必要です．
ｇ. 同一の診療科からの応募は原則として 1 件のみとします．
ｈ. 同じ研究内容・テーマで両方の助成を受けることは出来ません．

助成額 コメディカル　１件 50 万円　2 件
医師　　　　　１件 100 万円　2 件

約 50 件　総額 4,000 万円

選　考 若手研究者助成選考委員の厳正なる審査によ
り決定します．

腎不全病態研究助成選考委員の厳正なる審査
により決定します．

応募期間 平成 23 年 8 月 1 日〜平成 23 年 9 月 30 日 随時，ホームページでご案内します．
応募方法 所定の申請書に必要事項を記載の上，事務局

宛ご郵送下さい．
助成対象者の公表 本件の助成に関して，氏名 ･ 所属 ･ 対象研究タイトルを当財団の公募助成関係についての情報

（ホームページ，雑誌「腎臓」「腎不全を生きる」）に限って公開します．
助成金の交付 平成 24 年 5 月末頃に助成金を交付します．
報告書・成果報告
の提出

報告書・成果報告を平成 25 年 3 月末日までに提出して下さい．

Grant No. の設定 助成金交付時に Grant No. を設定しますので，助成該当研究を発表する折には必ず明記して下
さい．

雑誌への掲載 原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
当財団発行の雑誌「腎臓」平成 25 年度 Vol. 
36，No. 2 又は No. 3 へ研究成果を総論的に
掲載します．

原著論文を公的な雑誌へ投稿して下さい．
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﹁私の受けたい末期腎不全治療﹂     前田貞亮　

もし筆者が慢性腎不全になり，その治療法の選択をせねばならなくなった時どうするか？ 「あなたはど

の治療法を選びますか」日本腎臓学会，日本透析医学会，日本移植学会共同で作成した『腎不全治療選択の

ための小冊子』を前にして考えていた．

そこへ，第 27 回日本医工学治療学会学術大会（平成 23 年 4 月 22 日，23 日，24 日・岡山コンベンション

センター：大会長，平松信：岡山済生会総合病院）のプログラムが届いた．｢多様化する透析医療｣ という

テーマでワークショップが組まれていた．

先ず，腹膜透析（PD）の modality や透析液の処方の多様化により，従来，勤労者や小児などの若年者の

治療法として捉えられていた PD が，腹膜アクセスにも多種多様なカテーテルが登場し，高齢者や寝たきり

患者にも最適な治療法として選択の幅が拡大して良好な成績が報告されている．さらに多様化する透析医療

は PD と血液透析（HD）の併用療法がすすめられ，PD の特徴である残存腎機能の保持に優れていること，

持続的にゆっくり除水や溶質除去が行われるため，心血管系に対する影響が少ないことがあげられている．

しかし，水分，溶質の除去効率が悪いという欠点を補うため，HD との併用，あるいは PD ファーストから，

HD 併用という方法を行っている施設の演題もある．また，1 回 6〜8 時間の長時間 HD による食塩制限の

大幅な緩和と，高血圧と栄養失調を同時に改善するという 7 年間の成績を見ている抄録がある．

あるいは，透析施設において行う午後 7 時から翌朝 7 時までのオーバーナイト血液透析を中心に，在宅に

て血液透析を行う HHD（ホームヘモダイアリシス）（1 回平均 2.7 時間，週 4〜7 回），またその中で在宅で

のオーバーナイト HD（1 回 5〜8 時間，週 4〜7 回）の検討をまとめている成績が抄録されている．オーバ

ーナイト HD のほとんどの人は，透析時間の長さや回数が気にならないと答えており，昼間，普通の人々と

変わらない仕事量をこなし，体力的にも劣らず，余暇も楽しんでいるという．“施設のオーバーナイト HD

がなくなったら” の質問に，半数の人は HHD をすると答えているという．オーバーナイト透析は十分な睡

眠がとれて，翌日元気で仕事ができることが条件で，昼間の HD を夜間帯（睡眠時間帯）に行うのではない

という認識が必要であることが強調されている．これは安全性の観点から血圧を測定しなくても無症状透析

が可能である条件設定や，消灯しても監視できるモニター，漏血センサーの使用等，工夫も必要であるとい

うことである．

いずれにしろ，現在は施設 HD，施設 HDF が基調ではあるが，PD，HD，オーバーナイト HD など，そ

れらの方法の組み合わせなども含めて，今や「透析療法の多様化の時代」といってよいであろう．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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翻って筆者は，自らの四肢の爪周囲炎の治療等を受けている現状から考えても，医療職とはいえ，休日に

自宅で自らの治療処置をすることは面倒であると感じる．毎日の勤務の時間帯を除いて治療を受けられる便

利さに感謝している．自分の施設で治療を受けるので，専門病院に日々通院しなくて済むことは大変楽であ

る．

本論にもどって，腎不全で透析療法か腎移植が必要になったとしたら，腎移植は理論的には生命をつなぐ

生物としての本質につながるのであるから，これが第一であるべきだが，移植に伴う必要な薬剤の副作用が

大なり小なりありうるので，これを拒絶すれば腎移植は望めないであろう．

次に日本の透析療法創生期の頃，PD 療法は腹膜の機能の研究とともに筆者も努力し学会（海外をも含

め）でも発表したが，爪周囲炎もあって，現在は自力で操作はできない．専門ナースに往診してもらうなら

未だしも，家族に手伝ってもらうのも大変迷惑な話である．もう一つの理由は，東北大学の故熊谷教授が肺

結核の治療に人工気胸療法を導入した時，生体適合性という概念がなかった時代，恩師柿沼昊作先生が「体

内に異物を入れる方法は何れ廃れるよ」といわれたことがどうも忘れられない．柿沼先生が言われたように，

人工気胸療法は胸水貯留，胸膜肥厚などの副作用で廃れた．PD も腹膜硬化（腹膜硬化になったとしても，

あなたは，あと何年，生きるつもりなんですか，と言われそうだが）という副作用　――　随伴症状は避けられ

ない．腹膜硬化と軽いイレウスで PD を中止した患者さんが，HD の導入後他院から紹介された．その後

HD を続け安定した後，遠方の専門の先生に手術の依頼をしたことも二，三例ある．

筆者が患者になったら血液透析療法であればやってもらいたいが，自分でやるのはいや，安心して任せら

れる施設でオーバーナイト血液透析療法を受けるであろう（腎不全ではないが，日常の食事療法には自己管

理を含めて十分できているという自負はあるので）とつぶやいている．

（追記：医工学会当日，筆者が各演者に自分が腎不全になったら何の治療を受けたいかと問うた所，各人

すべて「自ら発表した方法で治療を受けたい」と答える場面は会場が笑いで終わった）

前田記念腎研究所（神奈川県）　
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1　新潟県の透析ネットワーク

新潟県の透析コミュニティは，信楽園病院に事務局
を置く「新潟透析懇話会」を中心に情報の集約，発信
がなされてきた．会長は新潟大学の成田一衛教授，事
務局長は島田久基・信楽園病院内科部長で，年 1 回の
学術集会と施設連絡会議が毎年 4 月に行われる．平成
23 年は第 53 回目の集会となり，医師，看護師，臨床
工学技士，栄養士など，関連職種 600 人程が参加した．
数十題の演題が発表され，日本透析医学会と同様に職
種交流の場ともなっている．近年は特に臨床工学技士
の発表が多くなり，内容も充実し，新潟県でも臨床工
学技士の活躍と存在感が大きくなってきた．

また新潟大学第二内科に本部をおく「新潟県透析災
害ネットワーク」も，緊急災害時に動く組織として県
内を統率している．インフラ破壊に弱い透析医療を，
新潟大学血液浄化部を中心とした強力な統率力と緻密
な情報網をもって災害時に対応しようとするもので，
まさに災害時に活動を始める．

近年の新潟県は，降雪，停電，地震など様々な大災
害にみまわれた．2004 年 7 月，「新潟・福島豪雨」が
あり，河川の決壊などで，長岡市，三条市などが被災
し，水道水の混濁や水量不足を経験した．さらに同年
10 月には，M 6.8，死者 68 人という「新潟県中越地
震」があり，この年は水害からの回復もまだ不十分な
時のダブル災害であった．透析不可能となる施設が発
生し近隣の施設で助け合った．2005 年 12 月には強風
と雪による送電線障害のため 65 万戸の「新潟大停

電」が発生し，各地で透析日の先送りや日曜透析が行
われた．2006 年 1 月は「平成 18 年豪雪」にみまわれ，
十日町市などに災害救助法が適用された．大雪のため
透析不可能ということはないが，豪雪に慣れていない
平野部では患者もスタッフも通院不可能となることは
しばしばある．当院でも通院途上で雪に閉じ込められ
パトカーで来院した患者がいた．2007 年 7 月には

「新潟県中越沖地震」が発生，M 6.8，死者は 15 人と
なり，透析時間の短縮，給水車の出動，他施設への依
頼などが行われた．

このように，新潟県は 3 年間に 2 度の大地震を経験
し，災害ネットワークの重要性を痛感し強化してきた．
また県内の自治体も災害に対する意識は他県よりも醸
成されていると思う．

2　東日本大震災の隣県としての対応

災害は日本全国いつどこに起きるかわからない．
2011 年 3 月，これまでにない最大規模の「東日本大震
災」が発生した．被災した病院，患者の皆様の思いに
は想像を絶するものがあり，深い喪失の苦しみには申
し上げるべき言葉もみつからない．しかし，過去に被
災し，全国から援助を受けた経験のある新潟県民には，
経験したものにしかわからない心情がそれなりにある
と思う．

2011 年 5 月調査の，全国自治体が受け入れた福島県
からの一般避難者は，新潟県が全国最多（7,561 人）
であった．透析患者の避難についても，災害ネットワ
ークの新潟大学血液浄化部・風間順一郎准教授が司令

た　よ　り

新潟県支部だより

甲田　豊

新潟県透析医会会長
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塔となり，見切り発車的に来県した 160 人の透析患者
の宿泊と病院をスムースに県内各地に割り当てた．日
本透析医会のメーリングリストによる情報交換と，高
橋公太泌尿器科教授の後押しによる行政との連携を早
期に確立できたことがスムースな受け入れに貢献した．
また行政（新潟県庁）関係者のレスポンスも期待以上
に素早く，その活躍を「スーパー公務員」と評価する
人もいた．そして各病院の現場スタッフも一体となり，
まずは当日の夜間透析から黙々と災害ネットワークの
指令に協力した．隣県としての対応に，新潟県の辛い
経験がささやかではあるが生かされたのではないかと
思う．

3　平澤由平先生の遺したもの

平成 22 年 10 月 3 日，新潟県の透析関係者に悲報が
流れた．日本の透析を基礎から築きあげた我々の指導
者であり，また日本透析医会の法人化にも並々ならぬ
労をとられた平澤由平名誉会長がご逝去された．いつ
も穏やかな口調であったが情熱をもって透析療法の夢
を語るため，聞く人を敬虔な気持ちに導き，県内外か
ら信服し慕う人は多かった．心の中に大きな穴が空い
たようであり，我々には粛々と日々の営みを続けるの
が精一杯の日が続いた．

新潟県には 2009 年末において 4,711 人の透析患者
がいる．これは全国で 19 番目に多い数であるが，人
口は全国 14 番目である．また，30 年以上の超長期透
析患者の割合は全国でも際だって多く（3.6％），41 年
8 カ月の最長期例もいて，本県の透析患者の長期生存
率は特別良いのではないかと考えたくなる．維持透析
が全国的にも早い時期に確立した県であり，人口減に
よる新規導入者数が減少すれば相対的に増加するわけ
で，単純な比較は不可能であることは承知している．
しかし，このことが平澤先生ら先人の残した賜物・遺
産であり，現在，我々が透析治療・看護を推進するう

えで誇りとも糧ともなっている事実でもある．さらに
本年の新潟透析懇話会で，諸条件を補正してもなお新
潟県の新規導入数が全国比較で 3 割ほど少ないという
発表があった．今後の検証を待たなければならないが，
腎臓研究の長い歴史とこれまでの努力が実っているの
か，勇気づけられる．

4　包括的な腎疾患診療の中の透析医療

腎移植は新潟大学・高橋公太教授，新潟県臓器移植
財団・荒川正昭理事長の支援のもと，特に改正臓器移
植法後は献腎提供，移植とも着実に増加し，他県と比
べても高頻度になっている．新潟大学のシステムとし
て腎臓内科医も腎移植後の管理に積極的に関与し，移
植の知識を持った腎内科医，透析医が育っている．し
かし，近年，移植希望登録者数の減少が目立ち，透析
医会も移植を推進する立場からこれを危惧し啓発に努
めている．また，腹膜透析は新潟大学の腎医学医療セ
ンターの丸山弘樹特任教授が中心となり推進され，あ
わせて慢性腎臓病（CKD）の啓発活動を県内各地で
開催することで，社会医学的な企画に取り組んでいる．

このように新潟県の透析医療は，新潟大学，信楽園
病院を中心に強固なネットワークを形成し，包括的な
腎臓病治療の枠組みの中に垣根なく溶け込んでいる．
透析医会は適正な透析を行うという立場から隙間の情
報連絡をサポートしているにすぎない．「新潟は腎臓
研究のメッカであり……」というお世辞は，全国から
新潟に講演に来る先生がよく使う前置きである．過去
にその時期はあったかもしれない．しかし，これから
はもっと謙虚になる必要があると誰もが感じていると
思う．巨星亡き後も，なお新潟県の透析は恵まれた環
境にあると思う．そのことを意識し日々の実践を淡々
と続けることから，次のステージに進むことができる
のではないかと思う．そのための透析医会支部の役割
は何か，追求したい．
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平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に被災
されました透析医会会員，透析患者さん，ならびにそ
のご家族の方々にはこころよりお見舞い申し上げます．
また，犠牲になられた方々には謹んでお悔やみ申し上
げます．一方，奈良県にも透析患者さんが親戚の家に
避難されて来られ，透析を受けておられます．奈良県
もこれらの患者さんの透析に少しでも貢献できたこと
をうれしく思っております．

さて，私が平成 17 年 2 月より奈良県透析医会支部
長を引き継ぎまして早 7 年が経過いたしました．現在，
奈良県の透析患者数は 2010 年末で 3,181 名となって
おり，透析施設は 44 施設です．奈良県の透析患者も
高齢化が進み，70 代の患者が最も多くなっております．
奈良県は周囲を 4 府県に囲まれた盆地で，和歌山県に
面した南部はほとんどが山間部で透析施設がないため
に，北部まで長時間かけて通院するか，あるいは透析
を受けるために，透析施設の近くへ転居して来た患者
も少なからずいます．これらの山間部に在住の若い透
析患者に対して 5〜6 年前より数施設で取り組みの始
まった家庭血液透析は，少しずつは増えていますがま
だまだ十分とは言えないのが現状であります．奈良県
としての支援体制の確立を確保してもらうためにも，
県当局へ対するさらなる働きかけが必要と考えており
ます．

奈良県における興味あるあと一つの動きとして，
「身体障害者認定基準（腎機能障害）」の見直しがあり
ます．奈良県においては，身体障害者認定基準（腎機

能障害）1 級の認定は，大部分の都府県と同様に血清
クレアチニン値 8.0 mg/dl 以上でありました．しかし，
この基準は個々の患者に対応しておらず，特に最近増
加傾向にある糖尿病患者の透析導入に関して問題が生
じておりました．患者会からの要望もあり，奈良県で
は筆者も含めた「奈良県身体障害者認定基準（腎機能
障害）検討委員会」が立ち上げられ，度重なる検討の
うえ，以下のような奈良県における規準が奈良県議会
で承認されました．

すなわち「慢性透析療法を導入した時点で，身体障
害認定（身体障害認定基準：国ガイドライン）の腎臓
機能障害 1 級の規準に該当しない者については，1 年
後再認定を行い，審査部会に諮問のうえ，12 カ月間
透析療法を継続するなど永続性が認められた場合は，
血清クレアチニン濃度にかかわらず，腎臓機能障害 1

級の認定を行うことができる．ただし，1 級認定後，
透析療法を離脱した者は，速やかに再認定手続きを行
うものとする．」とされ，平成 22 年 10 月 1 日付けで
施行されました．この規準改正は，近畿圏内でははじ
めての試みであり，透析患者にとって恩恵となると信
じております．

一方，今回の震災にもみられるように，ライフライ
ンの途絶は透析患者にとって生命に関わる重大な問題
であり，阪神淡路大震災を同じ近畿圏内で経験した奈
良県にとっても取り組むべき問題でありました．今回
の透析医会災害情報ネットワークシステムは，災害発
生時よりきわめて迅速に機能しており，インターネッ
トを利用したきわめて優れたシステムと思われました．

た　よ　り

奈良県支部だより

吉田克法

奈良県透析医会会長
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奈良県でも災害時の透析施設間ネットワークシステム
を構築し，奈良県 44 透析施設間での災害時シミュレ
ーションを平成 22 年 10 月に施行しました．その結果，
災害発生時の連絡網の確立，必要物品の確保，患者の
移送などに関する情報は共有することが可能となりま
したが，いくつかの問題も浮き彫りになりました．こ

れらの問題を解決する事がこれからの課題であると判
断されます．

奈良県においては日本透析医会へ所属している施設
はいまだ十分ではありませんが，すこしでも協力して
いきたいと思います．宜しくお願いいたします．
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本稿では，前号で報告後，平成 23 年 3 月 11 日，4 月 22 日，5 月 15 日，6 月 24 日に開催された

計 4 回の常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動につい

てご報告します．

1. 東日本大震災の対応について

3 月 11 日に発生した東日本大震災に対する日本透析医会の対応については本号掲載の別稿に詳

しく述べましたが，本文にも書いたように，この日は常任理事会の他，日本透析医学会との診療報

酬関連および「透析医療のグランドデザイン」作成のための会議が予定されていました．また常任

理事会に先立ち，日本臨床工学技士会，日本腎不全看護学会，全国腎臓病協議会，日本透析医会の

四者による合同会議を 14 時から開催しており，震災はこの会議の最中に起こりました．この日か

ら約半月間，医会事務局には常任理事が誰か 1 人待機する対応をとり，各種取材への対応も行いま

した．
本稿を執筆している 7 月上旬現在も，透析ができない施設は宮城，福島県下に数施設あると聞い

ており，まだ震災対応は終わったわけではありませんが，今後はこの大震災の対応について多角的

に検討を行い，皆様方のご指導を仰ぎながら後世にこの経験を伝える作業を行いたいと考えていま

す．今後ともよろしくお願いします．

2. 通常総会の開催と今後の日本透析医会総会について

5 月 15 日，日本透析医会通常総会が開催されました．その内容と主な決定事項は本号に掲載の

とおりです．例年の議案の承認に加え，公益法人認定作業の経過報告，東日本大震災の対応につい

ての報告などをさせていただきました．来年以降は，後述のとおり研修セミナーと同時開催で，来

年度は 2012 年 5 月 20 日（日）に東京で開催します．たくさんの会員のご参加をよろしくお願い申

し上げます．

3. 公益社団法人移行認定

2008 年に施行された公益法人制度改革を受け，現在，日本透析医会は公益社団法人認定を目指

し準備中でしたが，6 月 30 日に申請を行いました．日本透析医会の行う公益事業としては申請上，

日本透析医会常務理事

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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①医療経済の調査，医会雑誌発行，マニュアル作成などの調査・研究，普及，教育研修事業，②公

募助成などの研究助成事業，③災害対策などの安全対策事業の三つとしております．

4. 第 14 回透析保険審査委員懇談会について

日本透析医学会学術集会の期間中の 6 月 17 日に，横浜におきまして全国の透析関連の保険審査

委員，支部長の先生などにご出席いただき，第 16 回透析保険審査委員懇談会が開催され，長時間

にわたり活発な議論が行われました．例年お忙しいところご出席いただいた先生方には御礼申し上

げます．詳細につきましては 12 月発刊予定の日本透析医会雑誌 26 巻第 3 号でご報告の予定です．

5. 災害情報ネットワーク会議についてなど

日本透析医学会学術集会開催期間中の 6 月 19 日に，横浜におきまして第 12 回災害時情報ネット

ワーク会議を開催しました．ご多忙中参加していただきました先生方には厚く御礼申し上げます．
会議の内容については，12 月発刊予定の日本透析医会雑誌 26 巻第 3 号でご報告させていただきま

す．なお，今回の災害対応も踏まえ，災害情報ネットワークの運営の見直しを現在行っております．
決定事項についてはまた別途ご報告させて頂きます．

6. 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

今秋の日本透析医会シンポジウムは初めて地方開催となります．「透析医療における Current 

Topics 2011（福岡開催）：日常透析に横たわる困難性への挑戦」として，福岡県透析医会の協力の

下，2011 年 10 月 23 日（日），アクロス福岡で開催の予定です．詳細につきましてはホームページ

上でお知らせしています．また，次年度の研修セミナーは 2012 年 5 月 20 日（日）に東京で日本透

析医会総会と同時開催の予定です．たくさんのご参加をお待ちしております．
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●第 17 回　日本 HDF 研究会学術集会・総会
 開催日：平成 23 年 9 月 3 日（土）〜 4 日（日）
 大会長：兵藤　透（医療法人社団善仁会厚木クリニック/北里大学医学部
  　　泌尿器科学教室）
 会　場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
 連絡先：第 17 回日本 HDF 研究会 学術集会 ･ 総会 事務局
  　　北里大学医学部泌尿器科学
  　　〒252-0374　神奈川県相模原市南区北里 1-15-1
  　　　　　　　　事務局長　石井大輔
  　　　FAX　042-778-9374
  　　　E-mail　hdf2011@med.kitasato-u.ac.jp
  　　　URL　https://apollon.nta.co.jp/hdf2011/index.html

●第 77 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 23 年 9 月 11 日（日）
 当番会長：西川慶一郎（府中病院）
 会　場：大阪国際会議場 ( グランキューブ大阪）（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
  　　　TEL　06-6645-3858　　FAX　06-6647-4426
  　　　URL　http://plaza.umin.ac.jp/odm/kenkyukai/annai.htm

●第 15 回　日本アクセス研究会学術集会・総会
 開催日：平成 23 年 9 月 18 日（日）〜 19 日（月・祝日）
 大会長：窪田　実（貴友会王子病院）
 会　場：北とぴあ（東京都北区）
 連絡先：第 15 回日本アクセス研究会学術集会・総会事務局
  　　〒114-0002　東京都北区王子 2-14-13
  　　　　　　　　貴友会王子病院内　事務局長　岡本貴行
  　　　TEL　03-3912-6611　　FAX　03-3912-2981
  　　　E-mail　15thjsda@ouji-hospital.com
  　　　URL　http://www.jsda2011.umin.jp/

●第 17 回　日本腹膜透析医学会学術集会・総会
 開催日：平成 23 年 9 月 24 日（土）〜 25 日（日）
 大会長：中元秀友（埼玉医科大学総合診療内科）
 会　場：大宮ソニックシティ/パレスホテル大宮（埼玉県さいたま市）
 連絡先：事務局　埼玉医科大学総合診療内科
  　　〒350-0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
  　　　TEL　049-276-1667　　FAX　049-276-1667
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/17jspd/index.html
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●第 83 回　東海透析研究会
 開催日：平成 23 年 9 月 25 日（日）
 大会長：春日弘毅（名古屋共立病院）
 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
  　　　TEL　052-962-6129　　FAX　052-962-1089

●第 41 回　日本腎臓学会西部学術大会
 開催日：平成 23 年 9 月 30 日（金）〜 10 月 1 日（土）
 大会長：土井俊夫（徳島大学医学部腎臓内科学）
 会　場：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）（徳島県徳島市）
 連絡先：大会事務局　徳島大学医学部腎臓内科学
  　　事務局長　長井幸二郎
  　　〒770-8503　徳島市蔵本町 3-18-15
  　　　TEL　088-633-7184　　FAX　088-633-9245
  　　　E-mail　kidney@clin.med.tokushima-u.ac.jp
  　　　URL　https://apollon.nta.co.jp/jsnseibu41/index.html

●第 32 回　日本アフェレシス学会学術大会
 開催日：平成 23 年 9 月 30 日（金）〜 10 月 2 日（日）
 大会長：秋葉　隆（東京女子医科大学）
 会　場：都市センターホテル（東京都千代田区）
 連絡先：事務局　東京女子医科大学病院 腎臓病総合医療センター 血液浄化
  　　療法科
  　　事務局長　三和奈穂子
  　　〒162-8666　東京都新宿区河田町 8-1
  　　　TEL　03-3353-8111（内線 20256）　　FAX　03-5269-7368
  　　　E-mail　jsa32@kc.twmu.ac.jp
  　　　URL　http://www.twmu.ac.jp/news/seminar/jsfa32/index.html

●第 23 回　腎とフリーラジカル研究会
 開催日：平成 23 年 10 月 2 日（日）
 会　長：玉置俊晃
  　　（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 薬理学分野）
 会　場：ホテルグランドパレス徳島（徳島県徳島市）
 連絡先：事務局　徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 薬理学分野
  　　〒770-8503 徳島市蔵本町 3-18-15
  　　　TEL　088-633-7061　　FAX　088-633-7062
  　　　E-mail　yakuri@basic.med.tokushima-u.ac.jp
  　　　URL　http://jinfr23.hosp.med.tokushima-u.ac.jp/index.html
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●第 47 回　日本移植学会総会
 開催日：平成 23 年 10 月 4 日（火）〜 6 日（木）
 会　長：後藤満一（福島県立医科大学臓器再生外科学講座）
 会　場：仙台国際センター（宮城県仙台市）
 連絡先：事務局　福島県立医科大学臓器再生外科学講座内
  　　事務局長　鈴木弘行
  　　〒960-1295　福島県福島市光が丘 1 番地
  　　　TEL　024-547-1253　　FAX　024-548-2735
  　　　URL　http://www.c-linkage.co.jp/jst47/index.html

●第 30 回　腎と骨代謝研究会学術集会
 開催日：平成 23 年 10 月 8 日（土）
 当番世話人：栗原　怜（さいたまつきの森クリニック）
  　　　　宮本賢一（徳島大学）
 会　場：経団連会館 2 階「国際会議場」（東京都千代田区）
 連絡先：URL　http://www.jinkotsu.com/

●第 41 回　日本腎臓学会東部学術大会
 開催日：平成 23 年 10 月 14 日（金）〜 15 日（土）
 大会長：山田　明（杏林大学医学部第一内科）
 会　場：京王プラザホテル（東京都新宿区）
 連絡先：運営事務局　（株）メディカル東友　コンベンション事業部
  　　〒243-0013 神奈川県厚木市泉町 3-5
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　jsntobu41@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jsntobu41/index.html

●第 33 回　日本小児腎不全学会学術集会
 開催日：平成 23 年 10 月 20 日（木）〜 21 日（金）
 大会長：高橋昌里（日本大学医学部小児科学系小児科学分野）
 会　場：ホテルアンビア松風閣（静岡県焼津市）
 連絡先：事務局　駿河台日本大学病院小児科
  　　事務局長　齋藤　宏
  　　〒101-8309　東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
  　　　TEL　03-3293-1711　　FAX　03-3293-1798
  　　　E-mail　med.jinhuzen@nihon-u.ac.jp
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jsprf33/index.html
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●第 76 回　日本泌尿器科学会東部総会
 開催日：平成 23 年 10 月 20 日（木）〜 22 日（土）
 会　長：窪田吉信（横浜市立大学医学部泌尿器科学教室）
 会　場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
 連絡先：運営準備室　日本コンベンションサービス株式会社
  　　メディカルカンパニー内
  　　〒100-0013　東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 18F
  　　　TEL　03-3508-1214　　FAX　03-3508-1302
  　　　E-mail　ejua76@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/ejua76/index.html

●10th European Peritoneal Dialysis Meeting（Euro PD）
 日　時：平成 23 年 10 月 21 日（金）〜 24 日（月）
 開催地：Birmingham, UK
  　　　URL　http://www.europd.com/

●Kidney Week 2011（ASN）
 日　時：平成 23 年 11 月 8 日（火）〜 13 日（日）
 開催地：Philadelphia, USA
  　　　URL　http://www.asn-online.org/education_and_meetings/
  　　　　　　kidneyweek/

●第 63 回　日本泌尿器科学会西日本総会
 開催日：平成 23 年 11 月 10 日（木）〜 12 日（土）
 会　長：松岡　啓（久留米大学医学部泌尿器科学教室）
 会　場：石橋文化センター（福岡県久留米市）
 連絡先：事務局　久留米大学医学部泌尿器科学教室
  　　事務局長　冨安克郎
  　　〒830-0011　福岡県久留米市旭町 67
  　　　TEL　0942-31-7572　　FAX　0942-34-2605
  　　　E-mail　juaw63@nksnet.co.jp
  　　　URL　http://www.nksnet.co.jp/juaw63/index.html

●第 20 回　腎とエリスロポエチン研究会
 開催日：平成 23 年 11 月 19 日（土）
 会　長：平方秀樹（福岡赤十字病院）
 会　場：品川プリンスホテル（東京都品川区）
 連絡先：腎とエリスロポエチン研究会事務局
  　　〒103-8324　東京都中央区日本橋室町 2-1-1
  　　　　　　　　中外製薬株式会社 プライマリー製品政策部内
  　　　TEL　03-0273-0840　　FAX　03-3281-0841
  　　　E-mail　jinepotouroku@chugai-pharm.co.jp
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●第 14 回　日本腎不全看護学会学術集会・総会
 開催日：平成 23 年 11 月 19 日（土）〜 20 日（日）
 会　長：萩原千鶴子（横須賀クリニック）
 会　場：パシフィコ横浜　会議センター（神奈川県横浜市）
 連絡先：〒135-0063　東京都江東区有明 3-1-22 TFT ビル東館 9 階
  　　　　　　　　株式会社 プロコムインターナショナル内
  　　　TEL　03-5520-8821　　FAX　03-5520-8820
  　　　E-mail　jann14@procomu.jp
  　　　URL　http://www.procomu.jp/jann2011/index.html

●第 49 回　日本人工臓器学会大会
 開催日：平成 23 年 11 月 25 日（金）〜 27 日（日）
 大会長：秋葉　隆（東京女子医科大学）
 会　場：都市センターホテル（東京都千代田区）
 連絡先：事務局　東京女子医科大学病院 腎臓病総合医療センター血液浄化
  　　療法科
  　　事務局長　木全直樹
  　　〒162-8666　東京都新宿区河田町 8-1
  　　　TEL　03-3353-8111（内線 20256）　　FAX　03-5269-7368
  　　　E-mail　jsao49@kc.twmu.ac.jp
  　　　URL　http://www.twmu.ac.jp/news/seminar/jsao49/index.html

●第 44 回　九州人工透析研究会総会
 開催日：平成 23 年 11 月 27 日（日）
 会　長：酒見隆信（佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター）
 会　場：佐賀市文化会館（佐賀県佐賀市）
 連絡先：第 44 回九州人工透析研究会総会 事務局
 　　　　事務局長　池田裕次
  　　佐賀大学医学部腎臓内科
  　　　TEL　0952-34-2370　　FAX　0952-34-2017
  　　　E-mail　toseki44@ml.cc.saga-u.ac.jp
  　　　URL　http://www.nksnet.co.jp/toseki44/index.html

●第 80 回　北海道透析療法学会
 開催日：平成 23 年 11 月 27 日（日）
 会　長：久木田和丘（札幌北楡病院）
 会　場：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）
 連絡先：〒060-0001　札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地　
  　　　　　　　　おおわだビル 2 階
  　　北海道透析療法学会事務局
  　　　TEL　011-261-2033　　FAX　011-261-2033
  　　　Email　jimu@dotoseki.net
  　　　URL　http://www.dotoseki.net/
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●第 7 回　長時間透析研究会
 開催日：平成 23 年 12 月 11 日（日）
 大会長：天野　泉（名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所）
 会　場：ウインクあいち（大ホール）（愛知県名古屋市）
 連絡先：長時間透析研究会 事務局
  　　〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-3
  　　　　　　　　MM パークビル 3F
  　　　　　　　　かもめ・みなとみらいクリニック内
  　　　TEL　045-228-2212　　FAX　045-633-3612
  　　　Email　info-lhd@longhd.jp
  　　　URL　http://www.longhd.jp/index.html
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2011 年 3 月 11 日（金），東日本を襲った地震，津波そして原発事故は未曾有の深刻な被害をも
たらし，その被害は被災地に留まらず直接的または間接的に広く全国に及んだ．地震，津波そして
放射性物質の被害が及んだ地域はむろんのことだが，これらが距離の関係で及ばなかった地域とい
えどもまったく無関係ではありえなかった．野菜・果物・魚類などの食べ物，薬剤，いろいろな生
活用品やその部品など，多くのものを全国の各地が東北地方に依存していたことを改めて知った．

日本中が互いに深く関わり合って生きていることを改めて想起し，この大きな災害に日本国民が
総出で立ち向かわなければならないと実感したのだった．一方，放射能が全世界的に拡散すること
や，多種多様で大量の震災ガレキは 1 年後には海流に乗ってハワイに到着することが懸念されてお
り，故意に為したことではないにせよ，わが国は全世界に大きな責任を負うことになる．ここでも，
一国で事が済まなくなってしまう事態が発生し，世界（人類）は良くも悪くも一つだと，別の意味
の “グローバル化” を強く感じる．被災県で治療の場を失った多数の透析患者達が曰く言い難い苦
労の末に何とか他施設で治療を受けられるに至った経緯を，私は透析医会の災害情報ネット上でや
り取りされたリアルタイムのメールから胸を痛めながら知った．透析スタッフはむろんのこと多く
の人々の昼夜をおかない献身的な努力が，大きな齟齬なく事態を収拾せしめたのであろう．

むろん，明日に備えての反省は幾多もあろうが，いずれ関係各位によって総括されることを期待
したい．この度の東日本大震災は復旧・復興に長い期間を要するものと予測され，わが国国民の一
人一人に知力，体力，指導力，協調力，持久力などが問われる事態であると認識したい．

さて，本号にも，日常臨床に深く関わる多くの優れた論著が掲載された．ご高覧の上，会員諸氏
の読後感を Letter to Editor としてお送りいただければ，幸いである．

広報委員　大 平 整 爾　
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