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「日本は貧しくなった．」こういうと，そんなことはないと言われる方も多いと思うが，2011 年
のデータでは，日本人の 1 人当たり GDP は，もう世界 18 位（45,920 ドル）にまで低下した．2011

年といえば，1 ドル 80 円を切る円高水準の年だ．その状況で換算した数字でこの順位である．
1988 年から 2000 年までは，だいたい世界 3 位であったことを考えると，ここ 10 年の凋落は急激
である．最近では年収 200 万円以下の国民が 1,000 万人以上に上るとの報道もありショックを受け
た．富の偏在や貧富の拡大の問題もあるであろうが，全体としては，日本の豊かさの喪失の一つの
表れだろう．

もちろん，今でも日本の豊かさは，1 人あたり GDP でみた場合，アジアではトップである．し
かし，今後の少子高齢化の一層の進行，人口の減少を考えると，先行きが明るいと感じることがで
きる日本人は多くはないだろう．

日本人の民度は高いといわれてきた．今回の震災での被災者の行動や，ボランティアを含め多く
の日本人の行動が，世界の人々に称賛されたのは記憶に新しい．しかし，親が死んでも，そのまま
放置し年金を受け取る人が続出したり，生活保護の不正受給が大きな問題になったりと，モラルの
低下した人の数が徐々に増加してきていると感じているのは私だけだろうか．

衣食足りて礼節を知る．戦前までは，たとえ貧しくても，武士道を基本とする日本人が長年かけ
て培った倫理感で，非常に高い民度を保つことができていたのかもしれない．しかし，戦後に関し
ては，衣食足りていたから，すなわち豊かだったから成立していたのではないかと考えてしまう．
すべての人が医療を受けられるという国民皆保険にしろ，生活保護制度にしろ，国民が支えあう戦
後作られた多くの社会保障制度は，豊かさという背景があり，国民全員が他の弱者に寛容でいるこ
とが可能な経済力があったため，実現できていたのではと最近強く感じている．ここ最近のヒステ
リックなまでの生活保護バッシングや，障害者や外国人への偏見の増大は，戦後の倫理観が希薄に
なった日本人が，豊かさを失い，他者への思いやりの心をもつ余裕を無くしてしまったことが原因
のように思える．

しかし，国が貧しくなれば，今まで維持できていた社会保障制度だとしても，そのまま維持でき
なくなることは，ある意味，真実ではある．透析領域のデータでみると，世界各国の人口 100 万人
あたり腎代替療法を受けている患者数は，その国の 1 人当たり GDP とある程度比例していること
が知られている．腎疾患の発生率や国民の死生観との関連もあるだろうが，高額な医療をどの程度
国民に医療制度として提供できるかは，その国の経済状況が左右することはしかたがないことだ．

そう考えてみると，今後の透析医療のおかれた状況は，あまり楽観できる状況ではないといえる
だろう．実際，現在，国は医療に費用対効果という指標を導入しようとしている．日本社会全体が，
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弱者への寛容を失いつつある中，患者の平均年齢が 65 歳を超え，長期にわたり高額な医療費を要
する透析医療に対する風当たりは，今後とも強まることはあっても弱まることはないだろう．

しかし，経済的な問題が原因で保険制度が制限され，透析医療を受けることができない人や，治
療を中断せざるをえない人がでるようなことはなんとしても避けたいと，透析医療者だからではな
く，いち日本人として強く思う．貧しくなったとはいえ，世界有数の豊かさをもつ日本が，そんな
医療制度しか提供できないのでは悲しすぎるからだ．

最近，各学会が終末期の患者に対する治療中断に対するガイドラインを作成し始めた．日本透析
医学会も，今年の学術大会で議論が行われ，来年に向けて透析治療の中止や開始の見合わせの具体
的な考え方に関して，ガイドラインを作成していくことになったと聞いている．

終末期の医療，治療の中断や差し控えなどの微妙な問題を議論するのは大変なことだ．政治家も
官僚も医療者も，だれもが避けられるなら避けたい話題である．なぜなら国民の反発を呼ぶ可能性
がきわめて高いからである．その結果，国が貧しくなる中で，医療保険などに縛りが付けられるこ
とで，高齢の終末期患者への治療が経済的に限定されていくというシナリオも十分考えられた．

しかし，そうではなく，医学会という医療専門家集団が，あえて火中の栗を拾って，医学的や倫
理的な観点から，この問題に一定の方向性を示そうとする行動には賛成である．すべての日本医療
の終末期の問題は，経済的な問題としてではなく，医学的，倫理的な問題として国民的議論がなさ
れ，方向性が決まっていくという形で終着して欲しいと切に思っている．
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要　旨

2012 年診療報酬改定では，包括された薬剤価格の
低下に伴う包括技術料の引き下げが実施された．一方，
技術料見直しの中で，「ON-LINE HDF」およびシャン
ト PTA に点数が設定された．また，長期入院に関す
る特定除外の見直しや，回復期リハビリテーション病
院での透析治療の包括からの除外は，これらの改定が，
今後，どのように影響してゆくものか，注意深く見守
る必要がある．

はじめに

2012 年の診療報酬改定が実施された．東日本大震
災のため診療報酬改定は見送りという考えもあったが，
急性期医療の確保や病院医療従事者の負担軽減のため
の経済的バックアップは喫緊の課題で，通常通りの診
療報酬改定が実施された．

結果は，前回診療報酬改定が総額で 0.16％ アップ，
今回は 0.004％ アップということで，額の多寡は問わ
ないが，民主党政権下での 2 度の改定は，プラス改定
であった．わが国の医療崩壊に，少しでも歯止めをと
いう意志の表れだろう．また，従前の中央社会保険医
療協議会（中医協）や，厚生労働省の動きとは異なり，
改定に関して，その経過がきわめてわかりやすく公開
され，パブリックコメントも募集されるようになって
いる．

ただ，透析に関してはマイナス改定が続いており，

そのうちの一定部分（ON-LINE HDF や水質確保加
算）は，再び透析領域に帰されたが，残る部分は改定
財源に使われたことになる．

しかし，今回の透析関連の改定内容には，経済的問
題とは別に，将来の透析に大きな影響を与える可能性
を持つ項目が含まれており，ここでは改定内容ととも
に，その後の問題についても言及する．

1　要望書

1-1　要望書の提出

医科点数に関する要望は，学会が中心となって提案
され，内科系学会社会保険連合（内保連）および外科
系学会社会保険委員連合会（外保連）経由で要望書が
集約される．日本透析医学会の要望書は，前年 6 月ま
でにまとめられ，内保連へ提出される．一方，日本透
析医会は，慣例として，直接，厚生労働省保険局医療
課へ出向き，透析医療の現況（透析医療提供体制の問
題点や課題）について情報提供し，あわせて診療報酬
に対する要望書を提出してきた．

今回の改定に関しても，2010 年 11 月，2011 年 7 月
には，毎年 6 月に実施される外来レセプト（透析点
数）調査の結果や，2010 年 4 月の診療報酬改定が透
析に与えた影響について情報を提供するとともに，各
地で行われている保険審査上の問題点についても情報
の交換をし，次回改定に関する要望点を予告的に提示
した（表 1, 2）．最終的には，これらの経過の中で提
示した項目のうち，重要な数点について要望書を作成
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し，2011 年 10 月に提出した．その後は，厚生労働省
および中医協で，具体的な改定作業が行われ，途中で
日本透析医会よりの要望内容に関する疑問点などにつ
いて説明を求められる機会もあったが，その内容につ

いての詳細は割愛する．

1-2　最終的要望内容

表 3 に，日本透析医学会および日本透析医会から提
出された最終要望の概要を示した．一見してわかる通
り，日本透析医学会の要望は，新規技術など，学術的
な項目に関する要望で，日本透析医会の要望は，既存
の診療報酬点数の運用に関する項目などが多くなって
いる．ただし，前回の水質確保加算など，重要な技術
料に関しては，両者から要望が提出されている．

2　審議の経過

民主党政権下では，冒頭に述べたように，中医協の
中での議論が透明化され，中途経過が報告される．た
とえば 2012 年 1 月 13 日の時点で，これまでの議論の
整理として，点数はいまだ設定されないものの，透析

表 1　わが国の透析医療の現況と将来（抜粋，2010 年 11 月）

1. わが国の慢性透析療法の概要
①　透析患者数の伸びは鈍化してきている．
②　透析患者数は 2017 年の約 32 万人を頂点に減少する．
　　（その後 2012 年，約 33 万人に補正された．）

2. 現在および将来の透析医療に関する問題点
①　急速に進行する患者の高齢化と要介護透析患者の増加．
②　自力通院困難な患者が増加し，施設による送迎が実施されている．
③　通院困難患者の紹介先がなく苦慮している施設が 37％．
④　3 カ月以上の長期入院患者は 1 万人を超えると推測される．
⑤　長期入院患者の約 2/3 が一般病床に入院している．
⑥　透析医療におけるマンパワーのひっ迫．
⑦　透析に関与する医師数の相対的減少と患者あたりスタッフ数の減少．
⑧　透析医師不足により透析医療を中止せざるをえない施設の増加．
⑨　地域によってはすでに透析患者減少の局面に入った．

表 2　透析と保険診療（抜粋，2011 年 7 月）

1. 透析医療費
①　1 回あたりの透析単価は 2000 年と比べ 10％ 以上減少している．
②　対国民医療費の割合は 2000 年以降，ほぼ 3％ 台後半の一定で推移している．
③　近年は，高額な透析関連薬剤比率が上昇している．

2. 次回診療報酬改定要望（案）
①　適切な診療報酬の設定：急激で大幅な点数引き下げは，透析提供体制を破綻させる．
②　透析液水質管理加算の点数アップ：出来高技術料とのバーターは不可．
③　障害加算算定基準の見直しと点数アップ．
④　入院に関連して（今後増加する通院困難透析患者への対応として）
　 ● 回復期リハビリ病棟での透析関連包括廃止（人工腎臓 1 とダイアライザー請求）．
　 ● 透析に関して療養病棟における医療区分 2 の見直し（包括薬剤が高額なため）．
　 ● 一般病床における透析患者長期入院に関して入院基本料の特定除外を維持．
⑤　各種治療モードに関する適応症の撤廃と人工腎臓 1 の適用
　 ● HF および HDF の適応病態による縛りを排除する．
　 ● 人工腎臓 1 での請求とする．
⑥　シャント PTA の新たな手術料の設定を

表 3　日本透析医会と透析医学会の要望

1. 日本透析医学会
①　「ON-LINE HDF」の新設：人工腎臓＋90 点
②　シャント PTA の見直し：6,730 点
③　入院 CAPD 技術料の見直し
④　6 時間以上透析区分新設：5 時間＋125 点
⑤　グリコアルブミンを包括外へ

2. 日本透析医会
①　適切な人工腎臓点数の設定
②　回復期リハビリ病棟入院包括から人工腎臓をはずす
③　療養型病床群での透析医療区分を 2→3 へ
④　回数制限の緩和：14 回→16 回/月
⑤　引き下げは包括点数で
　　引き下げは時間区分での調整を
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に関しては表 4 に示した改定が行われると予告されて
いる．またこの時点でパブリックコメントが募集され，
人工腎臓に関する点数の見直しについては，「透析治
療の質を担保する観点から，引き下げるべきではない．
透析治療の現場では医師をはじめスタッフは疲労が重
なり，バーンアウトや後継者不足が深刻化してい
る．」や，長期入院に関して「透析患者を受け入れる
ことができる医療療養病床は非常に少なく，受け皿の
整備が不十分な状態で，透析患者の特定除外が廃止さ
れた場合，長期入院中の多くの透析患者は行き場を失
う．」など，的確な意見が述べられている．

3　透析関連診療報酬改定結果

3-1　人工腎臓（J 038）

2006 年の改定で ESA 製剤が包括された．その後，
2008 年改定では，薬価に連動した技術料の引き下げ
はなかったが，2010 年および 2012 年改定では，ESA

製剤の薬価に見合った技術料の引き下げが予告され，
実施された．2010 年の改定では 32 点，今回は，4 時
間以上透析で 30 点，4 時間未満透析で 35 点のマイナ
スとなった．いずれの点数も，引き下げられた薬価の
範囲内ではあるが，納入価から考えると，施設経営に
とってのマイナスとなることは間違いない．

ところで今回の診療報酬改定とは別に，今後，薬剤
や検査などの包括範囲が拡大する可能性は否定できな
い．理由は三つあって，一つは米国で始まった包括で，
治療成績が悪化せず質が保たれる結果がでれば，世界
中のトレンドになると考えられることによる．二つ目
の理由は，そのことがわが国では実証済みで，ESA

が包括されたにもかかわらず，貧血管理は悪化しなか
った事実による．最後の理由は，第 15 回透析医療費
実態調査報告（太田圭洋，他：日本透析医会雑誌，27

（1）； 2012）に見るとおり，透析医療費に占める薬剤
費比率の上昇にある．たとえば ESA が包括された

2006 年から 2011 年までの 5 年間で，外来透析請求合
計は 0.3％ 上昇とほとんど変化がなかったにもかかわ
らず，薬剤費（注射と内服）は約 40％ 上昇しており，
2011 年の調査結果では院内処方を実施する施設での
請求合計に占める薬剤比率は 7.5％，そのうちレグパ
ラ・ホスレノール・レミッチ（あえて商品名で記載）
3 剤の占める割合は 35.5％ であった．今後の透析総医
療費の抑制を考えるとき，こうした薬剤の包括も一つ
の選択肢とされる可能性がある．

3-2　慢性維持透析濾過（複雑なもの）と 

透析液水質確保加算 2（J 038-2）

2010 年の改定では，医科点数上は，従来の HDF と
して保険請求が認められた「ON-LINE HDF」も，今
回の改定では，「近年有効性が明らかになりつつある
新しい治療法」として，従来の人工腎臓点数に 50 点
上乗せさせ，保険収載された．ちなみに，日本透析医
会は，保険請求上の混乱を招かないために，人工腎臓
1（外来包括）での請求が望ましいとし，あわせて

「病態によるしばり」をはずすべきと主張してきた．
また，先述した 2011 年 10 月に，日本透析医会として
保険局医療課へ要望書を提出するにさいして，「ON-

LINE HDF」の技術料に関する意見聴取があり，①新
規点数の設定，②人工腎臓 1＋加算点数，③人工腎臓
1 での請求，④今回は見送り，という四つの考え方が
あると意見を述べた．あわせて，この技術料を新規に
設定するとしたとき，透析技術料を引き下げてこれに
充填することは避けるべきと要望した．

結果的に，透析医療費の引き下げと連動して新規点
数が設定されたが，適応症による治療制限が撤廃され，
誰にでも使用できることになった．認可された機器の
みでの実施となるが，「ON-LINE HDF」可能な装置は，
一方では全自動の開始・終了が可能な装置で，今後，
急速に数を増やすことになるだろう．そのとき，わが
国でも，「ON-LINE HDF」に関する大規模な前向き研
究が行われると考えており，特に生命予後に関して，
従来の透析に比し有用性が示されれば，通常の透析に
代わって，最も普通の血液浄化法となる可能性すらあ
ると考えている．

また，「ON-LINE HDF」の技術料設定に連動して，
水質確保加算がアップした．もともと，日本透析医会
は，2010 年の改定にさいして，置換液作成のための

表 4　これまでの議論の整理
（2012. 01. 13　第 214 回中医協総会）

1. 人工腎臓点数は引き下げ
2. 「ON-LINE HDF」
3. 透析液水質確保加算 2 の新設
4. シャント PTA
5. 回復期リハビリ病棟と透析
6. CAPD 指導管理料
7. ダイアライザ新区分
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透析液清浄化に必要な点数として 42 点を要望したも
ので，置換液の清浄化を担保するための 20 点はいま
だ不足ではある．

3-3　経皮的シャント拡張術・血栓除去術（K 616-4）

最近の診療報酬改定で，日本透析医学会も日本透析
医会も，新点数の設定を要望してきたが，今回の改定
で，大腿動脈などに対する末梢血管拡張術と同点数で
新設された．この点数は，日本透析医学会要望点数を
はるかに上回るものであった．確かに，手技を考えれ
ば妥当と考えるが，予防的に行われることと，繰り返
し実施されるという点は，一般的な末梢動脈拡張術と
大いに異なるところである．それゆえ，保険請求は 3

カ月に 1 度と，厳しい制限となった．また，3 カ月以
内に実施する場合には，施設が異なっても請求するこ
とができないとされており，しばらくの間，臨床の現
場で，その運用には混乱を来たす可能性もある．なお，
このシャント PTA 点数から考え，内シャント設置術
および観血的内シャント血栓除去術の点数が相対的に
低すぎることについては，大いに不満とするところで
ある．

3-4　一般病棟入院基本料（A 100）

今回の診療報酬改定の中で，将来の透析（透析患
者）にとって最も大きな影響を与える項目は，13：1

および 15：1 の一般病棟での特定除外制度の見直しで
あろう．具体的には，90 日を超えた患者（透析患者
も該当する）では，

①　引き続き出来高による入院基本料を算定するこ
とができるが平均在院日数の計算対象とする

②　従来通り平均在院日数の計算対象外とするが，
療養型病棟入院基本料 1 と同じ請求とする

のいずれかを選択することになった．
日本透析医会および全国腎臓病協議会（全腎協）の

共同調査（太田圭洋，他：日本透析医会雑誌，22（3）；
2007）によれば，長期入院透析患者の約 60％ が一般
病床に入院し，その約半数が 13：1 および 15：1 病棟
での入院とされている．他の入院や入所に比べ，自己
負担が少ないという患者側の理由と，出来高請求が可
能なうえ，在院日数計算から除外できるという病院側
の理由が，この状況を作り出していた．今回対象とな
った病院で，長期透析入院患者がどうなってゆくか，

日本透析医会は現在調査中であるが，次回改定で，も
ともと急性期病棟である 7：1 および 10：1 にも特定
除外制度の見直しが実施されるとすると，療養型病床
群も削減の方向にあることから，医療より，透析患者
の終の棲家を失うことになる． 

3-5　回復期リハビリテーション入院料（A 308）

日本透析医会および全腎協が要望を提出していたが，
従来は回復期リハビリテーション入院料に包括されて
いた人工腎臓点数が，別に算定できることになった．
おそらく，回復期リハビリテーション病床ができたと
き，この病棟に透析患者が入ることなど，制度設計者
はまったく予想していなかったことと思われる．同様
な例は，たとえば長期療養型病床群の削減を計画する
とき，ここにかなりの透析患者が入院していることな
ど，考えも及ばないことであろう．いずれにしても，
とりあえず透析患者の収容施設が増加したことは，望
ましいことと考える．

3-6　在宅自己腹膜灌流指導管理料（C 102）

今回の改定では，重点課題の 2 として，在宅医療の
拡大を目標とした誘導策が多く盛り込まれ，この一環
として在宅自己腹膜灌流指導管理料が 200 点アップし
た．透析医療における在宅治療を考えた場合，CAPD

も，在宅血液透析も，大きな患者数の伸びはない．
CAPD は血液透析と車の両輪ともいわれ，移植や血液
透析とあたかも同等の治療という見方もあるが，結局
のところ，医師も患者もこれを自主的に選択すること
は少ないというのが現状であろう．一方，在宅血液透
析は，なんと言っても介助者の確保が困難であること
と，事故などにさいしての責任の所在が不明確な点に
あると考えている．

最近，居宅ではない場所で，家族ではない施設所属
の看護師が，複数の患者の血液透析を実施し，これも
在宅血液透析とするという考えがあると聞くが，現在
の在宅治療の概念からは大きく外れるもので，慎重さ
が求められる．

3-7　特定保険医療材料（040）：ダイアライザ

今回の改定では，今後のダイアライザ製造に関する
メーカーの強い意志が明確にされていると思われる．
すなわち，より大面積かつ高性能のダイアライザがい
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っそう普及し，たとえばそれほどの高効率を必要とし
ない高齢者や体格の小さな人は，低効率や小面積のダ
イアライザを選択するのではなく，機器などによるコ
ントロールで対応するというものであろう．実際，水
分は現時点でも UFR コントロールが可能だし，クレ
アチニンなどは低くなりすぎても困ることはないし，
電解質は透析液内の濃度調節で可能であろう．それで
も急激な血中濃度変化が問題となるものについては，
血流量などで対応するのかもしれない．

ダイアライザについて，多種類のラインアップをそ
ろえるのは非効率的で，高性能・高効率のものをコン
トロールしながら用いるという考え方は，危機管理上
でも有用なことと考える．

おわりに

今回の透析関連診療報酬改定内容と，今後の透析へ
の影響（表 5）などについて述べたが，十分意を尽く

すことはできなかった．ただ，今回の診療報酬改定内
容は，単なる経済的問題というより，将来の透析や，
治療の本質を問われる内容も含まれ，今後の影響を注
意深く観察する必要がある．また，前回の診療報酬改
定と同様，日本透析医学会や全腎協など，違った角度
からみた要望を出すことは，結果から考え有効な戦術
と考えられる．

表 5　2012 年診療報酬改定のまとめ

1. 人工腎臓点数
　将来的には包括の拡大もありか？
2. 「ON-LINE HDF」
　わが国発のエビデンスを
3. 入院基本料と特定除外
　終の棲家はどこ？
4. 在宅医療（CAPD と血液透析）
　どんな形でどこまで伸びる？
5. ダイアライザ
　III 型以下・小面積ダイアライザは消える運命
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要　旨

東日本大震災および福島県の原子力発電所事故によ
り，富山県へ 14 名の透析患者が集団移動し，最長 7

カ月間入院透析を受けた．年齢は 41～89 歳（平均 71.4

±11.8 歳）であったが（図 1），長距離の陸路移動に
よる事故はなかった．全員，富山では入院透析を継続
し，順次東北地方や他県へ移動，5 カ月後に 6 名が集
団で福島県へ戻った．最終的に全員が富山県から移動
したが，長距離の陸路移送，遠隔地での長期間の入院
透析，帰還時期の設定に課題があった．

はじめに

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災および福島県の
原子力発電所の事故で多数の透析患者が被災した．今
回，我々は福島県南相馬市から避難して来た透析患者
を富山県透析医会として長期間に亘って支援する機会
があったので経緯を報告する．

1　富山県透析医会設立の経緯と主な活動

富山県透析医会は，平成 18 年に飯田博行富山県立
中央病院長（当時）の呼びかけで設立された．富山県
には日本透析医学会富山県支部がすでに存在していた
が，災害対策を進めるうえで，行政との交渉にさいし
て県医師会の下部組織である専門医会として活動する
ほうが有利との考えで別組織として発足した．県下 43

透析施設すべての代表者が会員となり 9 名の役員で運
営している．

主な活動は災害対策の啓蒙と指導および災害時のネ
ットワーク構築で，さらに新型インフルエンザ流行時
の情報提供などの感染症対策を行ってきた．図 2 のよ
うに富山県下を 3 ブロック（設立当初は 4 ブロック）
に分け，それぞれに代表者を置いている．富山市は施
設数が多いため，さらに 4 ブロックに分けている．年
1 回災害に関する講演会（表 1）を開催して，対策の

An experience of long term support for dialysis patients transferred from Fukushima Prefecture to Toyama Prefecture
Toyama City Hospital
Yoh-ichi Ishida
Toyama Prefectural Central Hospital
Hiroyuki Iida
Toyama Saiseikai Hospital
Michio Matsumoto

医療安全対策

福島県からの避難透析患者への富山県での 
長期間におよぶ支援透析の経験
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図 1　集団移動 14 例の年齢分布
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遅れている施設も災害に関する情報に触れる事のでき
る機会を提供した．また，アンケートを実施して災害
対策の普及状況を把握するとともに，施設においては

チェックリストとして役立つようにした．さらに，富
山県透析医会のホームページを立ち上げるとともに，
毎年 9 月 1 日の日本透析医会災害時ネットワーク情報

図 2　富山県透析医会災害時連絡網
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富山労災病院
桝崎クリニック
厚生連滑川病院

富山県透析施設災害時連絡網

◎はブロック基幹施設

平成 24年 3月現在

表 1　富山県透析医会特別講演一覧

開催日 演題名 講演者（敬称略）

平成 19 年 3 月 福岡県透析医会と災害対策
～福岡県西方沖地震と情報伝達～

くま腎クリニック 隅　博政

平成 20 年 3 月 災害下位文化に基づいた災害対策の実際
～平成 15 年十勝沖地震を経験して～

浦河赤十字病院透析室 飛山小夜美

能登半島地震に被災して 市立輪島病院内科 松本　洋

平成 21 年 3 月 巨大災害と透析医療 赤塚クリニック 赤塚東司雄

平成 22 年 3 月 日本透析医会災害時透析医療情報共有システムの概要 成仁会みはま病院 武田稔男

平成 23 年 3 月 透析で知っておきたい感染症対策 近畿大学医学部堺病院腎臓内科 長谷川廣文

平成 24 年 3 月 東日本大震災からの 1 年を振り返って 東北大学病院血液浄化療法部 宮崎真理子
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伝達訓練に参加するようにした．平成 22 年の訓練で
は 43 施設中 37 施設（86.0％）が情報発信しており，
災害時ネットワークへの意識付けができていた．また，
富山・石川・福井の北陸 3 県で年 1 回会合を持ち情報
を共有している．

2　発災直後の活動

日本透析医会の災害情報ネットワークは，発災直後
には被災していない透析施設が報告することにより被
災の範囲を判断できる有効なツールである．その後は
リソースを登録することにより広域での透析支援を計
画できることになる1）．

今回の大震災では，日本透析医会災害情報ネットワ
ークの呼びかけに呼応して，県下の透析施設に支援の
リソースをホームページに書き込むように依頼すると
ともに，筆者が富山県のコーディネーターとなること
が決定した．3 月 14 日夜に富山県が主催する救援活
動の会議が開催され，富山県透析医会も招致された．
大規模災害時に透析が重要な要素であることが行政に
も認知されていたためである．この会議で，富山県全
体で 149 名（うち，入院は 56 名）受入れ可能である
ことを報告することができた．また，山形県や新潟県
からの二次移送を想定して北陸 3 県のコーディネータ
ー間で携帯電話のホットラインを確保した．

コーディネーターとしては，14 名の集団移動以外

に 2 名の自主避難患者の受け入れ先を斡旋（うち 1 名
は急変のため移送中止）し，1 名の受入れの事後報告
を受けた．したがって，今回の震災で富山県としては
16 名の透析患者を受入れた．

3　福島県からの受入れの経緯

多くの患者が隣県や関東地方に避難して透析治療を
継続したが，被災地の医療機関の中には外の情報が入
らずネットワーク上のリソースを知り得なかったとこ
ろもあった．その一つが福島県南相馬市の小野田病院
であった．当初は近隣の透析施設の支援透析をしてい
たが，水が底をついてきたため透析継続を断念したと
のことである．当時は固定電話が繋がったり繋がらな
かったりという状況でネットワークによる情報収集は
できない状況であったが，富山市内の開業医がかけた
電話が偶然繋がって支援を求めていることが判明した．

富山市医師会会長から富山県透析医会に相談があり，
固定電話でコンタクトを取った．こちらから遠距離の
移動になるので行政を巻き込むように勧めて，自衛隊
のヘリコプターでの移送が計画されたとのことであっ
た．富山県の自衛隊駐屯地は県西部の砺波地区にある
ため，富山空港か砺波のどちらかに飛来すると考えて
受け入れ施設の割り振りを想定していた．しかし，直
前になって，ヘリコプターの移送は二本松市までで重
症者以外の 14 名が民間のマイクロバスで陸路富山へ

表 2　患者プロフィール

年齢 性 原疾患 感染症

来院時または初回透析前

血圧
（mmHg）

尿素窒素
（mg/dL）

クレア
チニン

（mg/dL）
カリウム

（mEq/L）
カルシ
ウム　

（mg/dL）
リン

（mg/dL）
アルブミン
（総蛋白）
（g/dL）

ヘモグ
ロビン

（g/dL）

ドライウェ
イトからの
増加量（kg）

ドライウェ
イトからの
増加率（％）

心胸比
（％）

61 女 非 DM 160/90 42   8.10 4.0 8.4 3.5 3.9 10.9 1.5 3.7 43.0

79 女 非 DM 185/85 65   9.10 3.1 9.0 4.4 （6.8） 10.0 0.9 2.0 49.0

61 女 DM 160/70 39   8.70 3.8 9.3 3.1 3.9 11.6 1.8 4.7 49.0

70 男 DM HCV 180/95 43 10.60 4.0 8.9 3.6 （－）   9.9 1.6 3.1 49.0

74 男 非 DM 139/83 37.6   8.19 3.1 8.1 5.4 3.3 11.1 1.4 2.4 49.6

54 女 DM 137/79 45.6   9.84 4.3 8.5 4.2 3.4 10.8 1.4 3.4 54.7

89 女 非 DM 148/73 66   9.25 5.1 8.2 6.0 （6.0） 10.0 2.6 8.1 48.6

74 男 非 DM 151/78 76 13.46 5.1 8.6 4.0 （5.9） 11.5 3.0 6.7 48.3

75 女 非 DM 142/75 76 10.62 4.6 8.0 4.9 （5.4） 12.0 1.6 3.7 50.4

68 女 非 DM 161/104 42   9.88 4.8 8.8 5.1 （6.3） 10.0 0.2 0.4 50.8

41 女 DM 192/100 40   8.21 4.6 9.1 5.5 （7.4） 12.0 1.8 3.0 43.0

77 女 非 DM HCV 117/63 54   7.87 4.1 9.0 4.7 2.8   9.9 2.7 8.0 （－）

80 女 非 DM HCV 129/74 42   7.48 5.8 8.9 5.1 2.9 12.2 2.3 4.4 54.0

79 女 DM 150/83 50   7.07 4.8 9.0 4.8 4.1 11.3 2.6 4.9 45.2
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向かうことになった．そこで富山市内の富山市立富山
市民病院・富山県立中央病院・富山赤十字病院・済生
会富山病院の基幹 4 病院にて入院透析で引き受けるこ
ととなった2）．平成 19 年の能登半島地震のさいに，
金沢市内の病院で入院透析をしたということを，北陸
3 県の合同災害対策懇談会や富山県透析医会講演会な
どで聞いていたので，最初から全例入院透析での受け
入れを予定していた．

北陸自動車道を降りて富山市民病院に到着したのは
午後 5 時過ぎで，同行した医師 ･ 看護師からの申し送
りを受けて診察 ･ 検査の後入院となった．同行した医
師・看護師は順次残り 3 病院を回り，十分な休憩も取
らずに午後 8 時 30 分頃に福島へ戻った．

4　長時間の陸路での移送の問題

福島県二本松市から富山市までは，陸路で約 400 km，
平時に高速道路で約 5 時間，一般道で約 9 時間の行程
である．高齢者が多く，狭い車内での移動であり心血
管系の事故が起こる懸念があったが，幸い全例が無事
到着した．到着が夕方になることから，夜間透析のス
タッフが待機していたが，4 病院とも夜間透析は必要
なかった．当院の 4 名のうち 1 例に高度の下腿浮腫が
出現していたが，胸部 X 線検査などで心不全兆候は
なかった．深部静脈血栓もエコー検査では認めなかっ
た（表 2）．

5　受入れ後の経過

メーリングリストの情報から，いわき市からの大量
移送の患者達について，新潟県からの二次移送がある
だろうと予想していた3, 4）．また，石川県が受け入れ
ることになったとの情報もメーリングリストに上がっ
ており，二次輸送までの間は最初に受け入れた 4 病院
で入院継続して，二次輸送の段階で民間の透析施設に
移動してもらい，多くの患者が来る場合は富山県下の
基幹病院に割り振る予定とした．入居しての通院透析
については，通院距離が長いこと，自家用車がなく不
慣れな土地での通院を望まなかったことから入院透析
を継続することとなった．6 月 23 日に，2 名が富山市
内の民間透析施設に転院し入院透析を継続した．

小野田病院が緊急時避難準備地域に指定されて 8 月
中旬まで戻ることができなかったため，患者は東北地
方の親類などを頼って個別に東北地方やその他の地区

へ順次移動した．平成 23 年 6 月の日本透析医会災害
情報ネットワーク会議で，福島県の先生に患者たちが
福島県に戻りたがっていることを伝えたところ，8 月
末に福島県内で入院透析をしてもらえることになり，
8 月 28 日，介護タクシーで 6 名を迎えに来た．3 月に
富山へ避難してきた時は手荷物程度であったが，5 カ
月間に荷物が増えており，積みきれるか心配したが無
事全員乗車して福島へ戻ることができた．残りの 2 名
が 10 月に埼玉県および小野田病院へ移動して，富山
県透析医会による長期支援が終了した（表 3）．

6　帰還時期の設定の困難さ

今回は，原発事故による避難区域の問題があり，南
相馬市への帰還時期の予想が困難であった．外来透析
可能な患者は東北以外の親族のところへ移動したり東
北地方へ戻ったりしたが，入院透析患者は移送手段を
含めて自分たちでは算段が困難であった．やはり，透
析医会レベルでの経時的な情報交換を行って帰還に関
する準備を進める必要があった．また，行政は帰還に
関しては福島県側からの要請がなかったためか動きは
なかった．

7　長期間の入院透析の問題点

東日本大震災にさいして，富山市は 3 月 16 日から
住宅の提供を開始した．3 月 18 日からは「東北地方
太平洋沖地震等被災者受け入れ支援室」にて，雇用促
進住宅や民間賃貸住宅等の支援提供と連携して対応し

表 3　集団移動 14 名の転帰

年齢
（歳）

転　　帰

退院日 転出先 透析環境

74 4 月 30 日 東京都 外来
61 6 月 11 日 仙台市 外来
79 6 月 12 日 いわき市 外来
61 6 月 21 日 郡山市 入院
70 7 月 2 日 石川県 入院
41 8 月 13 日 小野田病院 外来
54 8 月 28 日† 福島市 入院
75 8 月 28 日 福島市 入院
77 8 月 28 日 福島市 入院
79 8 月 28 日 福島市 入院
80 8 月 28 日 福島市 入院
89 8 月 28 日 福島市 入院
74 10 月 7 日 小野田病院 外来
68 10 月 23 日 埼玉県 外来

†　6 名が集団で福島市へ帰還．
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た．また，県においても，県営住宅の提供を行った．
1 年間（途中で約 2 年間に延長）の無償供与であった
が，提供できる部屋は家財や暖房器具などは用意され
ていないため，別途，支援物資などで準備する必要が
あった．また，提供する団地は RC 造の 4・5 階建て
であるが，公営住宅という性格上，ほとんどにエレベ
ーターが無く，足腰に不安のある人が生活することは
困難であった（1 階に空室はほとんど無い状況であっ
た）．

また，透析施設への通院手段にも問題があり，家族
が富山市で一緒に暮らさない限りは外来透析が不可能
な状況であった．そのため，福島県の体制が整うまで
は富山県内の透析施設で支援し続ける方針は変えずに
入院透析を継続することとした．震災避難者の入院は
7 対１看護基準の患者数から除く事が可能で，また，
DPC/PDPS の平均在院日数にも入らないという通達
があったが，2～4 床が長期間埋まることは基幹病院
にとっては正直なところ重荷であった．しかし，転院
する場合は 1～2 名ずつバラバラになること，転院し
てすぐに福島県に戻れるようになるのならこのまま置
いて欲しいという患者の希望もあり，再転院が難しか
った．また，患者たちのストレスも懸念され，お花見
に連れていくなど看護部が気配りしてくれた．しかし，
入院生活の長期化につれて患者の間での不和も見られ
るようになっていた．

透析医会雑誌でも述べられている4）ように，合理的
に考えれば，被災地から遠く離れて被爆の危険も人手
不足・電力不足・水不足の影響もない土地での避難透
析の継続が正解であろう．筆者が主治医をしていた患
者は，C 型肝硬変による肝性脳症を合併し一時肝性昏
睡で重篤な状態となった．そのさいに家族に来てもら
ったところ，「危篤になってもすぐには来られないの
で最期は看取って火葬までしておいて欲しい．福島で
は火葬場が足りない」との希望があった．改めて現地
の大変さとこちらの認識の甘さを痛感した．しかし，
その患者が覚醒して元気になって「家さ，帰りてえな
ー」としみじみ言われた時に，せめて近いところに帰

してあげたいとも思い悩んだものであった．

8　考　察

大災害時の遠隔地での支援透析では，実際に生活で
きる住環境の提供と通院手段の確保が無ければ入院透
析での受け入れが必要であると認識しておく必要があ
る．少なくとも到着直後は入院透析とすべきであろう．
今回の支援では高齢者が多かったが，送り手のトリア
ージが正確で目立った事故はなかった．しかし，遠距
離・大量の移送には，空路5）かあるいは中継地点で透
析を受けながら目的地へ向かうような仕組みを準備し
ておく必要があると考えられた．また，支援の期間が
長くなると帰還時期の設定が困難になるため，送り手
と受け手の透析医会の間で帰還の仕組みも構築してお
く必要があると思われた．

おわりに

東日本大震災および福島県の原子力発電所の事故で
福島県南相馬市から避難して来た透析患者を，富山県
透析医会として最長 7 カ月間に亘って支援した．長距
離の陸路移動での大きな事故はなかった．遠隔地での
支援透析は当初，入院透析での受け入れが現実的であ
ったが，長期間になった場合の対応には苦慮した．
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要　旨

巨大災害によって透析医療が受けた被害の特徴とそ
の対応のあり方を，最も対応困難な巨大災害として都
市型災害と広域津波災害に分類して論じた．次に東日
本大震災における透析医療の被災状況を概説し，特に
地域透析医療において中核となる施設における災害対
策の有効性を調査して報告した．以上の調査・検討の
結果から得られる，透析医療の災害対策の問題点を考
察し，今後の整備のあり方の提言を行った．

1　はじめに

2011 年 3 月 11 日，われわれがこの 1000 年間経験
したことのない，東日本大震災という未曾有の災害が
発生した．これまでも東北地方は多数の地震災害を受
けてきており，透析医療と関連がある時代だけに区切
っても，1978 年の宮城県沖地震をはじめとし，日本
海中部地震・岩手県沿岸北部地震・宮城県北部地震な
どを経験しているけれども，今回の災害はこれらの地
震とは比較にならない規模の被害をもたらした．

この空前絶後の災害で，透析医療が受けたダメージ
も計り知れないものがあった．青森・岩手・宮城・福
島の東北 4 県において公式に報告されただけでも，震
災発生後 7 日目に透析不能であった施設は 31，透析
は一部可能であったとしても大きな被災を受けた施設
は 128 施設（日本透析医会の報告による）であり，通
信障害のため報告手段がなく報告できない状況にあっ

た施設を加えると，実数はさらに大きかったと思われ
る．

しかし，今回の東日本大震災は M 9.0 という未曾有
の巨大地震であったが，陸地から遠く離れた海のかな
たで起きた地震であったため，地震のゆれそのものに
よる建物被害は多くはなかった．被害の大半は停電と
津波（そして原発事故）がもたらしたものであった．
多数の透析施設が停電のため透析不能に陥り，さらに
流出し，水没し，数千人以上の患者の透析ベッドが一
瞬にして失われた．透析を受けられる環境を求めて多
数の患者が殺到したため，震災発生初期には宮城県仙
台市の仙台社会保険病院では 1 日 7～8 クール，2 時
間半の透析を 4 日間，不眠不休で続けなければならな
い事態に陥った．

この事態を前に日本透析医会災害時情報ネットワー
クは，これまでにない大規模な支援体制を組み，政府
組織（厚生労働省・防衛省）をはじめ多方面の協力を
えながら，透析不能による死者（災害関連死）を出さ
ないための懸命の努力が続けられた．これほど大規模
な支援体制は我が国の透析のみならず，すべての医療
史上初めての事態であった．

2　透析医療特有の問題

透析医療は，大量の水道水・電気の安定した供給が
保障されて初めて成立する医療である．加えて日本全
国の患者総数約 28 万人，国民 400 人に 1 人という多
数の人命を同時に扱うため，都市基盤を一時的ではあ
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れ破壊する災害に対して特別に脆弱である．大量の電
気と，何十トンもの水と，水を浄化する数トンもの重
さの機械と，何十台ものコンソールとベッド……とい
う設備を，安定的かつ大量供給できて初めて透析医療
は成立する．どれも災害時の要求としては困難極まり
ないものであり，それが整備されていないと医療の継
続はできない．そのため，事前の災害対策の重要性が
高く充実している医療でもある．

また通常，災害における被害では，緊急性と被害数
は反比例する．多数の軽傷者に対して少数の重傷者で
あることが前提であり，その前提をもとに災害医療の
体制は組み立てられている．

通常の災害医療アプローチにおける DMAT注1）を編
成して災害急性期の初期対応を担当し，DMAT が災
害現場ないしは被災地域では対応しきれない重傷患者
は，広域医療搬送・SCU注2）に移送して対応するとい
う構想は，その前提（大多数の軽傷者と少数の重傷
者）があって初めて運用可能となる．災害ヘリ・自衛
隊輸送機などを使って広域医療搬送を行うといっても，
数千人の負傷者を一気に航空輸送することは，そもそ
も想定されていない．

しかし透析医療では，最高度の緊急性（分単位，あ
るいは 1 時間単位の緊急性）はなくとも，巨大災害で
失われる都市機能の規模によっては，数千人単位の患
者への対処がある程度の緊急性（2～3 日以内）で求
められる点に，災害対応の困難の大半がある．100 人
への対応は可能でも，阪神淡路大震災において発生し
た被害規模に相当する 1,000 人単位への対応は，困難
を極めるのである．我々がこれまで取り組んできた災
害への対応は，以上に述べたような困難さを前提に組
み立てられてきた．
注 1）　Disaster Medical Assistance Team，災害派遣医療チ

ーム．医師，看護師，業務調整員（救急救命士，薬剤師，
放射線技師，事務員等）で構成され，地域の救急医療体
制だけでは対応が困難な大規模災害の現場に急行する医
療チーム．

注 2）　Staging Care Unit，広域搬送拠点臨時医療施設．災
害時において整備される広域搬送拠点臨時医療施設の事
で，被災地内の災害拠点病院から被災地内広域搬送拠点

（自衛隊基地等）に搬送されてきた受傷者を被災地域外
へ広域搬送するにあたり，長時間の搬送に必要な処置や
受傷者の様態確認・安定化を図るための臨時医療施設．

3　都市型災害と広域津波災害

現在のわが国において，このように対応困難で，大
規模な災害は 2 通りあることがこの数十年の記録でわ
かってきている．一つは阪神淡路大震災にみられる都
市型災害であり，もう一つが東日本大震災にみられる
巨大津波である．

東日本大震災では，津波の被害がすさまじかったた
め，津波が話題の中心になったけれども，津波被害を
うけた地域は広大ではあったが，人口が希薄な地域だ
った（津波被害は宮城県を中心として透析患者も 40

人以上が津波のために命を落としている）．
津波においては，広い範囲の海岸線が被害を受ける

ために，交通網・通信網の遮断が激しくなる．特に宮
城県の石巻を中心とする海岸地域では，地震発生初期
においては，地震による被害も加わり，どれだけの被
害が出ているのかすらわからない状況が 4～5 日間続
いていた．その時期にはインターネットも通じなかっ
たため，支援を必要とするときに，支援を依頼する方
法がないという状況も続いていた．津波で完全に流出
してしまった施設は一つだけであったが，水没により
電源が喪失した施設は複数でている．

透析継続が不可能となった地域もいくつかあったも
のの，被災患者数が 100 人前後であれば，災害発生後
に組み立てられた支援体制で乗り切ることができるの
は，過去に発生した地震（新潟県中越地震，能登半島
地震，福岡県西方沖地震など）1～3）でも立証済みである．
この規模の被災患者数であれば，支援する側，される
側が各施設間での支援の要請や受諾等の手続きを踏み
ながら支援が進められており，コントロール可能な状
況での支援となる．

そういう意味では，透析医療における災害対応の困
難さは，一にも二にも被災人数の多さに負うところが
大きいと言える．

東日本大震災における被災のもう一つの側面，それ
も透析医療にとって真に重要と考えられる側面は，仙
台市を中心とする都市型災害であった．これについて
は，阪神淡路大震災での状況を対比させて論じたい．

4　阪神淡路大震災

図 1 に示したのは，阪神淡路大震災発生時の兵庫
県（主として神戸市）でのライフラインの復旧状況と，
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被災した透析施設の状況の概数である4）．一見してわ
かるのは，阪神淡路大震災クラスの巨大災害であって
も，電気は 24 時間以内に復旧した施設が 80％ 強を占
めること，それに対し断水からの復旧は半数以上が 1

週間以上かかっていることである．阪神淡路大震災に
おいては，1,500 人に上る患者数が一時的にしろ，治
療を受けるための透析ベッドを失った．しかし，当時
は患者の平均年齢がいまより 10 歳程度も若く自力で
避難してゆくことができたこと，被災を受けなかった
神戸市北区のような近隣地帯や，遠くとも 20～30 km

程度の距離に大阪市を含む巨大都市群があるなど，い
くらでも安定的に医療を供給できる地域があった5, 6）．
このことは，今回の東日本大震災における仙台市の被
災と比較すれば，支援活動にとってよい条件が揃って
いたと言える．

そうではあっても，1,500 人という数の要支援透析
患者の発生は，もはや通常の災害におけるコントロー
ル可能な状況での支援とは次元の違うものとなった．
各施設間での支援の要請や受諾等はほとんどないまま
に，患者自らが自らの判断で行動を起こし，支援可能
な地域・施設を目指さざるをえなかった．それでも透
析不能による死者は出なかったとされている．

5　東日本大震災

図 2 で示したのは，東日本大震災における東北地
方の停電状況の時間的経過である‡1）．津波被害の大
きかった岩手県と宮城県の停電状況が著しかったこと
がわかる．特に宮城県の停電件数が多いのは，100 万
都市である仙台市が震災発生後ほぼ 4 日間全市停電状

態にあったためである．
津波の被害もなかった，地震による建物の崩壊もほ

とんどなかった仙台市中心部ではあったものの，地震
直後から発生した大規模停電のせいで数千人（宮城県
全体で 4,000 人から 4,500 人程度）の透析患者が一瞬
にしてベッドを失った．

仙台市という孤立無援の巨大都市，まわりに支援を
たのむことのできない地域にある 100 万都市がもろに
被害を受け，震災発生当日から大規模停電に見舞われ
たこと，これが今回東日本大震災において透析医療が
困難に追い込まれたもっとも大きな点である．これが，
周りの人口希薄地帯のみが被災して仙台市が無事で支
援を行う，というこれまでに見られたような構図の災
害であれば，支援はこれほど困難を伴わなかった．

また同じ都市型災害においても，阪神淡路大震災の
場合，それを特徴づける大きな条件は，発生した地域
が帯状の人口密集地帯であったことである．京都・大
阪・神戸が連続して存在し，それ以外にも多数の人口
密集地帯によって連なったこの地域では，どれほど被
災者・被災施設が多数であったとしても，支援地域ま
での距離が近かったことが有利な条件として働き，多
くの支援が可能となった．

6　仙台市の被災と仙台社会保険病院の危機管理

今回の災害でもっとも大きな問題を発生させたのは，
情報の不足であった．自らの通う透析施設と連絡も取
れず，どこで自分たちを受け入れてくれるかもわから
ない状況となったため，仙台市では 1,000 人規模の透
析難民が震災翌日に発生した．仙台市の透析患者の不

図 1　阪神淡路大震災時の復旧状況
　　　　　　　　   （文献 4 より）

図 2　東日本大震災における停電状況
　　　　　　　　 （参考 URL‡1 より）
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安は極限に達しようとしていたが，仙台社会保険病院
が翌日朝のうちに透析医療の継続を宣言した．細かい
条件を一切つけることなく「全員の透析をします」と
報道他，あらゆる方法を通じて，わかりやすい支援表
明を迅速に行った．以下の見通しが立った段階で，こ
の表明が決断された．

①　非常事態に備えて整備されていた巨大な自家発
電装置が可動すること

②　給水車の発動確保ができたこと
③　近隣の国道沿いの水道管からの直接取水による

水の確保の見通しが立ったこと
この対応が地域患者に与えた安心感は計りしれない

（これは危機管理のお手本といってよいものと評価さ
れるべきである）．

その結果，多数の患者が一気に押し寄せたため，仙
台社会保険病院は一時的には大変な混乱となった．た
だし震災発生 2 日目に仙台市内での透析不能となって
いた施設は，大半が停電と断水が原因であり，施設の
崩壊・機械設備の恒久的破壊によるものは例外的であ
ることがわかってきていた．このことは，先に示した
阪神淡路大震災での資料からもわかるように，透析不
能状態が断水と停電の回復によって解消される，短期
的なものであることを示していた．

1 回 2 時間半，1 日 8 クールの透析を 4 日間も続け
ることができた理由の一つとして，早期の現状復帰が
見込まれたことがあげられよう．ただし，これだけの
膨大な作業を仙台社会保険病院の職員のみで対応する
のは不可能であるから，早期から透析不能となった施
設の患者に加え，職員もすべて受け入れ業務支援を依
頼した．

仙台市内の施設の透析患者が多数押し寄せてきてい
るので，病院玄関で各施設のスタッフは自分のところ
の患者をピックアップする作業から入った．こうする
ことで皆がお互いの消息を知ることができて，当時の
混乱の中では最良のマッチングができたと考えられる．
そして病院のあちこちに施設ごとに患者・スタッフに
固まって待機してもらい，透析室のベッドがあいて準
備が整ったら，並んで待ってもらっている順に入室し
てもらって順次透析を実施していった．

100％ ではなくとも各施設の患者はなるべく各施設
のスタッフとドクターでチームを組んで透析を実施し
てもらった．しかし各施設の透析スタッフだけではど

こに何があるかもわからないことや，準備の進め方に
戸惑いも出て作業がほぼ進まなくなる．100％ 院外ス
タッフの業務とするのは無理があるため，仙台社会保
険病院のスタッフが交替で数人ずつ残って，各施設の
透析をサポートする体制である．いわば仙台社会保険
病院の施設を使って，各施設が透析治療を展開すると
いうオープンシステムの延長上にあるようなシステム
を急きょ作り上げた．混乱しているときに使い慣れな
いものを使ったり，複雑な手技を行うと事故の原因と
なるため，なるたけ各施設で使っているものを集め，
治療内容を単純化して実施した．極限状態の支援透析
はこのように行われた．

少数の例外を除いて，災害時患者カードを携行して
きている患者はほとんどいなかったため，透析条件を
通院中の透析施設から得る必要があった．通信状況が
最悪の中，近隣施設との連絡を密にする必要があり，
連絡作業は困難を極めた．

7　災害時における患者情報の取得

次に，患者手帳（災害時患者カード）もなく，自分
がどういう透析を受けていたかということも，まった
く説明できない人たちが多数来院した．可能な限り通
院中の透析施設と連絡を取り，あるいは仙台社会保険
病院に詰めていた被災施設のスタッフに透析経過表な
どの情報を取りに行ってもらう等，通信状態が悪化し
ている中で可能な限り情報収集につとめたものの，最
終的にはドライウエイトなどを推測で治療するしかな
い状況となった患者も多数でている．情報がなければ
透析ができないという対応では破綻を招くため，被災
地域の透析基幹病院は，こういう発想が必要である．

1995 年の阪神淡路大震災においても同様の状態で
あった患者が多数あらわれ，ドライウエイトを含む透
析条件の決定に苦慮した5, 6）．災害時患者カードとい
う，透析条件や感染症・血液検査の結果などの情報を
書き込んだカードを作ろうという運動が広がったのは，
この時の経験が始まりである．

しかし結局この発想には大きなハードルが二つある
ことがわかっており，これまでもまったく利用された
ことがなかった．一つは，この激しいパニックのなか
では，持参する患者がほとんどいないことである．実
際に新潟県中越地震のときも，能登半島地震のときも
ほとんどの被災患者は持参しなかったため，災害時患
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者カードを採用していた施設も使用できなかった．
次のハードルは記載情報の更新の不徹底である．た

とえ災害時患者カードを持参しても，中に書かれたド
ライウエイト・ヘパリン・血流量・ダイアライザーの
種類，血液検査の結果（特にドライウエイトが問題）
の情報が，古いままで更新できていないため，使用に
堪えないことが多い．スタッフとっては，全員の患者
カードを一度作るのも大変であるのに，さらにめまぐ
るしく変わる情報の更新を続けるのは事実上不可能で
ある．情報の共有化，クラウド化など，なんらかの技
術革新なしに，手作業のカード作成は使用不可能なも
のである．現段階では施設単位で，施設にある透析経
過表を全員分もって支援施設に送る手段を考えておく
ほうが現実的と思われる．

8　過去の震災における対応との共通点と異質性

これらの状況から，過去に新潟県中越地震や能登半
島地震の時の対応に通じるものがいくつも発見できた
し，規模が大きくなりすぎたため，新潟や能登でやれ
たことがやれなくなってしまい，新たな工夫が必要な
事態も多数発見できた．

例をあげる．新潟でも能登でも使用するダイアライ
ザー・回路などは，支援施設の現地にあるものを使っ
た．破損・不潔化などの危惧のためである．またこの
時の透析は，支援する施設の職員が穿刺・機械操作・
回収返血などを担当し，被災施設側は患者の世話，サ
ポートをする体制を採用した2）．このような状況では，
使用器具は現地のもののほうが都合よかったからそう
いう選択となったと言えなくもないが，なにより 100

人程度の支援という数量に収まってくれたことで，支
援施設による現地調達が可能な水準にとどまっていた．

しかし今回の支援透析では，スタッフの慣れの問題
よりも，なにより 1,000 人レベルの透析医療需要を満
たすためには，ある程度の器具材料を被災施設から持
参してもらわないと対応不能となることが最大の条件
であった．

このように被災して患者の透析治療ができなくなっ
た施設の職員を，医療資源として一時的に利用すると
いう発想は同じであるけれども，新潟や能登の時のよ
うに支援病院が活動の中心であり，その被災施設がサ
ポートを行うという段階から，今回はさらに進んで，
支援施設が場所のみ提供し医療業務は被災施設側が実

施するという段階まで進化した．これは 100 人と 1,000

人という人数規模の違い，いわば都市型災害と地域密
着型災害における本質的な違いと考えられる．

また感染対策としてのゾーニングはするが，そのう
えで必要最低限の薬剤以外は一切使わず，穿刺・透
析・除水・返血といった非常に単純化した治療内容に
特化した．新潟のときの立川メディカルの青柳先生も，
見ず知らずの患者の多数の透析治療のための細かい対
応は不可能であり，ダイアライザーもヘパリンも大き
いのと小さいの，の二つに分け，透析時間も一律 3 時
間半で対応している．このように，最低限に単純化し
た治療方法が，災害時における安全な対応のスタンダ
ードとなったと考えてよいであろう．

9　災害対応における二つの方向性 
　　――　支援施設の保全と四つの対策

さて，ここで一つ注意を喚起しておきたいことがあ
る．それは，仙台社会保険病院が施設の損傷をまった
く受けることなく，むしろ普段の 10 倍以上の患者を
受け入れることができた理由はなんであったか，とい
うことである．今回の地震はなるほど悲惨な被害をも
たらしたが，仙台社会保険病院をはじめとする地域の
中核となる透析施設が，通常ではありえないほどの頼
もしい働きをしたお陰で，救われた損害と人命が多数
あった．

仙台社会保険病院は，これまでにも 1978 年の宮城
県沖地震をはじめとする多数の震災で被害を受けた経
験を持ち，透析災害対策への意識が非常に高かった．
そのため，これまでに長年提唱されてきた四つの対策
の有効性を認め，完璧な状態で対応を図っていたこと
が，施設の設備をすべて無事に保たせた大きな要因と
なった7～9）（図 3〜8）．

災害時の対応はいかなる場合でも，二つの方向性を
満たす必要がある．一つは，地震災害における支援体
制の広域化である．今回の東日本大震災における災害
は広域津波であったため，支援体制の広域化を極限ま
で広げる必要性があり，全国規模の支援体制が組まれ
た．

災害時情報ネットワーク上を飛び交う 2,000 通に及
ぶメーリングリストの情報交換・支援要請・受諾，加
えて 47 都道府県の大半が参加し，厚生労働省や自衛
隊をはじめとする国家機関までも巻き込んだ支援体制
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が構築されたことから，宮城県沿岸部（気仙沼）から
の北海道への遠隔地移転や，原発被害からの近郊遠隔
地（東京・新潟・山形・千葉・神奈川など）への避難
などが実現した．これは，もはや被災地内での対応が
不可能な状況に対する支援の究極の形と言えるもので
あった．

もう一つは，透析室内災害対策の確立である．被災
地域の施設すべてが透析不能となってしまっては，い
かに十分な支援体制であっても対応は困難となる．そ
れに現実の被災地支援は，被災地内で生き残った施設
での支援活動を中心とし，それで補えない部分を近隣
支援や遠隔地支援で満たし対応するという方法が基本
となる．であるから，被災地内に中心として働いてく
れる施設をいかに確保するか，そしてそこがパンクし
てしまわないように，被災地内の個々の施設単位での
減災の極大化を図ることで，要支援施設の極小化を図
る必要性は高い．

そしてその時重要なのは，まず施設における透析室
インフラ（具体的には RO，供給装置，患者監視装置，

図 3　ベッドのキャスターロック

図 4 　ホースの移動距離に十分な余裕をもったキャスターフリ
ー患者監視装置（伸びた位置）

図 5 　ホースの移動距離に十分な余裕をもったキャスターフリ
ー患者監視装置（通常の設置位置）

図 7　RO の床面固定

図 6 　RO と壁面をつなぐ十分な余裕と安全性を保ったフレキ
シブルチューブ

図 8　免震台に乗せた供給装置
設置場所の床面の強度の問題で固定不可能であったための措置．
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配管など）を壊さないことである．それ以外の被害は
早期に回復可能であるし，災害発生後にスタートして
も対応可能なものが大半である．

また巨大地震において停電・断水は不可避である．
ただだからといって，すべての透析施設が透析完全実
施可能なほどの巨大な自家発電機を用意するという対
応をスタンダード化したり，生活用水の需要が極端に
高まる時期に，被災した地域の自治体を困惑させるほ
どの水の需要を要求するのは，災害における適正な資
源配分という観点からも好ましいことではない．

今回の仙台社会保険病院のごとく，ここさえ無事な
ら地域は救済されうるという中核となる透析基幹病院
が，最大規模の自家発電機を整備し，そこへ少ない水
資源を集中して，地域全体の支援を行うという方法は
合理的かつ有効であろう．図 1, 2 に示したように，こ
れほどまでの巨大災害による恐るべき停電であっても，
長くても 1 週間で回復してゆく．透析室インフラが無
事であれば，停電からの回復時期，断水からの回復時
期と，透析再開可能な時期は一致するのである．

他の施設は，災害超急性期（発災当日から 3 日間程
度）をこのような基幹病院に支援を仰ぎ，順次災害か
らの回復と共に自らの施設へ帰投してゆけばよい．そ
の時自らの施設のインフラが壊れていたら，震災後の
混乱期にいつ来るかわからない修理をまたねばならな
くなる．これを避ける意味でも，すべての施設で最低
限四つの対策は完成させていただきたいと考えている．

だからこそ，中核透析基幹病院は壊れてはならない
のである．透析室も，ほんのわずかでも破壊されれば，
透析実施パフォーマンスは低下するので，完全に無事
でいられるような施設管理をしなければならない．そ
ういう意味で，仙台社会保険病院の対応と施設管理は
完璧だったのである．この対応が，救ったのは仙台市
を中心とする宮城県の透析そのものであったと評価す
るのは，決して褒めすぎではない．

10　地域防災計画と危機管理体制 
　　　――　 重複する災害拠点病院と透析基幹病院の指定， 

その長所と弱点

では，仙台社会保険病院が透析支援オンリーとも言
える異例の体制をとることを迅速に決定できたのはな
ぜであろうか．いくら透析医療の危機とはいえ，これ
だけの規模の病院が，他の災害医療を後回しにして，
透析にすべてを注ぎ込むような決定ができたのはなぜ

か？ 事後の取材を元に明らかになった事情は以下の
とおりである．

まず仙台社会保険病院は，宮城県における透析医療
のメッカとも言うべき施設であり，宮城県の透析医の
大半は必ずこの病院で研修・勤務していたこと，そし
て仙台市内で維持透析を受けていた患者の多くがここ
で導入されていた．そういう意味で，宮城の，仙台の
透析危機にさいして，仙台社会保険病院が指導的な役
割を果たさなければならない，という強いインセンテ
ィブがもともとあったことは条件の一つにあげられる．
仙台市ほどの巨大都市であれば，大病院はいくらでも
あり，すべての病院が金太郎飴のように同じ支援体制
を想定するのは，無駄が多くなる．各病院が最も得意
で信頼を得ている分野に特化した支援に向かうという
発想は非常に理にかなったものである．

ただ，だからといって災害時に巨大病院は透析だけ
にとどまらずもっと多くの役割を求められるものであ
る．それらを後回しにする決断が非常に早かった理由
としては，十分ではない．もっと大きな理由がもう一
つあったと私は考えている．

宮城県の医療体制を調査していてわかったことは，
仙台市の大病院の多くが ｢災害拠点病院｣ に登録され
ていたのに，仙台社会保険病院は登録されていなかっ
た．無論，災害拠点病院の指定を受けるにはヘリポー
トを整備する等のインフラ面でのハードルがあり，築
30 年近い仙台社会保険病院が満たしていない基準が
いくつかあった．しかし補助金などの財政面での有利
さや，ステイタス維持という効果からいっても指定を
受けないという選択肢は有利なものとは思われない．
それをあえて辞退した理由として，真の透析基幹病院
として他の病院にはできない最大限の役割を果たすた
めには，災害拠点病院に指定されてはいけない，と考
えたことにあるという．逆に言うと，災害拠点病院は，
仙台の他の病院でもできるが，災害時透析医療におい
ての仙台社会保険病院の役割を果たせる病院は他にな
い，と冷静に判断していたということである．

このように仙台の透析は，東日本大震災の災厄から
偶然逃れたのでもなければ，運良く透析不能患者を出
さずにすんだのでもなかった．必要な備えとは何か，
を真剣に考え，幾多の不利益をあえて冒してまで準備
されていたものだったと言える．

仙台市という巨大都市であれば，代替する病院が多
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数あることから，自らの選択で透析基幹病院の側面を
重視することが可能であり，災害拠点病院にならない
選択肢もあった．しかし，今回の震災で最も大きなそ
して深刻な被害を受けた石巻の石巻赤十字病院にはそ
のような選択肢はなかったことであろう．仙台のよう
な巨大都市とは違い，地域の唯一の総合病院として，
あらゆる役割を引き受けざるをえなかった．災害発生
初期から，外部との連絡も十分に取れず，有効な支援
も受けられない中で，石巻地区唯一の災害拠点病院と
してすべての患者を引き受けなればならなかった石巻
赤十字病院は，たった一つ残された透析の基幹病院と
しての役割も背負わされたと言える．

災害医療のためのチームを多数受け入れ支援を仰ぎ
つつ，透析においても日本臨床工学技士会等多数の団
体からのボランティアも受け入れ，災害急性期を乗り
切っている．その活動のすさまじさは多方面からの情
報で得られるので，ここでは屋上屋を重ねることは控
えたい．しかし，災害医療の拠点と透析医療の拠点が
重複し，しかもそれが互いに地域唯一のものとなるよ
うな事態は，できるだけ避けるよう事前の配置を考慮
すべきという教訓は得られたと思われる．まったく違
う性質の医療のすべてを，一つの病院に背負わせるの
は酷であるばかりか，被災地域全体に大きな負債を背
負わせる危険性が高いのである．

11　震度 7 への対応について 
　 　――　明らかになった四つの対策の有効性

震度 7 に対する対応は，これまであまり検討してこ
なかった．その最大の理由は，災害対策により建物の
保全が可能であったとしても，都市基盤が破壊される
度合いが激しく，被災地内での透析継続が困難となる
ことである．第一選択かつ唯一の対策は被災地外への
安全な搬送である．

また，震度 7 に対する対応としては，一時期，免震
構造の採用ですべてが解決するかのような誤解があっ
たが，防災科学研究所・兵庫耐震工学研究センター

（E-difence）が行った耐震実験の成績‡2）（免震構造建
築物における長周期振動波による地震波の増幅作用で，
室内被害が多数発生する事実の指摘）や，今回の東日
本大震災における長周期振動波による，高層建築物の
室内被害の大きさ（被災地域から遠く離れた横浜市の
施設で，透析室内設備の大量転倒などが発生してい

る）などから，免震構造が万能のものでないことも
徐々に理解が進んできている．そのため，これでよい
という対策はないのが現状である．震度別の対策につ
いて表 1 を掲載しておく．

その中で，一つ検討したいのが，今回の震災におけ
る顕著な対応である．宮城県栗原市の達内科小児科ク
リニックは，過去にも宮城県北部地震（2003）や岩手
県沿岸北部地震（2008）などのさいに強い揺れに見舞
われている．栗原市は地盤の状態が悪いこともあり，
近隣の地域よりも地震による被害が大きくなる傾向に
あった．そのため，四つの対策を完全に実施していた
が，震度 7 への対策の必要性を考えていた．

筆者が提唱している四つの対策の原文は表 2 の通り
である‡2）．この四つの対策で防止できる被害として
エビデンスのあるものには以下の通りの条件がつく．

①　1981 年に改正された，改正建築基準法（新耐
震）を満たす建築物であれば四つの対策を “実施
しておけば ”

②　震度 6 強までであれば 20 秒程度の揺れに耐え
ることができる（新潟県中越地震・能登半島地
震・宮城県北部地震・岩手沿岸北部地震など）

表 1　震度と透析室被災の相関関係

震　度 被害状況

震度 5 強 基本的に深刻な透析室被害は出ない．

震度 6 弱 非常に狭い地域で，一つないし二つ程度の透析室
が短期間（2～3 日）透析不能になる可能性があ
る．

震度 6 強 より広い範囲に存在する複数の透析室が，一定期
間（1 週間から 2 週間）透析不能になる可能性が
高い．

震度 7
巨大津波

襲われた地域の大半は，施設建物が大きく被害を
受け，崩壊してしまうケースもある．ライフライ
ンの遮断も長期化するために数十の施設で数千人
レベルで（阪神大震災 1,500 人が支援透析を必要
とした），更に長期の（最大 1 カ月から 2 カ月程
度）透析不能期間となる可能性が高い．

表 2　透析室被災を減災するための推奨される対策

1．患者監視装置のキャスターは Free にする．
2．透析ベッドのキャスターはロックしておく．
3． 透析液供給装置，RO はアンカーボルトなどで床面に固定

する．
4． 透析液供給装置，RO と機械室壁面との接合部はフレキシ

ブルチューブを使用する．
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③　震度 6 弱の揺れであれば 1 分程度の揺れに耐え
ることができる（十勝沖地震）

というものであった．今回はさらに仙台社会保険病院
における対応で，新たに震度 6 強の揺れ（160 秒）に
耐えたことがエビデンスとして加えられた（仙台社会
保険病院は建物が古く，1981 年の新耐震制定直後に
建てられたものである．現代建築の粋を集めた超ハイ
テク建築物というものでないところに，余計にこのエ
ビデンスの価値がある）．

しかし，この対策はあくまでも震度 6 強までの揺れ
に対して（耐震設計の建物についてなので，長周期か
短周期かは問わない前提である）有効であるというこ
とである．震度 7 に対しては，なんらその有効性を保
証したものではなかった．ところが，実はこの四つの
対策を発表した 2004 年当時，四つの対策の 3 番に以
下のような注釈がつけられていた．

3．透析液供給装置，RO はアンカーボルトなどで
床面に固定する＊1＊＊2

＊ 1　固定が困難な場合は，免震台に載せる
＊＊ 2　震度 7 に対しては，天井からの吊下げ固

定の併用が有効
今回，仙台社会保険病院が，今は消えてしまってい

る注釈の＊1 を忠実に実施してくれていた．そして仙
台社会保険病院の透析液供給装置は無事であった．達
内科小児科クリニックでは，図 9, 10 に示すように，
RO の床固定に対する補強として注釈＊＊2 の天井か
らの吊り下げ固定を実施していたのである．写真にみ
るように，震度 7（実質震度は 6.6 である．震度 7 と
しては最も小さい揺れの 7 であったが）の揺れには対
応できず，達内科小児科クリニックの床固定は弾け飛
んでしまっていたが，天井からの吊り下げ固定が威力
を発揮し，RO の転倒という最悪の事態をまぬがれて
いたのであった．

筆者がこの注釈を 2006 年ごろから削除した理由は，
震度 7 に対しては被災地外避難あるいは搬送以外に対
応不可能であるため，対策として記載するものは，震
度 6 強までに特化することとしたためである．特に有
効な対策をわかりやすく伝えるためには，なるたけ単
純化し，余分な注釈を省くことを優先した結果である．
しかし，その考えが浅慮であったことは，今回，仙台
社会保険病院と達内科小児科クリニックによって証明
された．筆者が不要と考え削除した対策の内容につい

てその意義を十分理解しており，地域の状況（ともに
地盤が悪く，震度 7 の揺れが想定される地域である）
に応じた判断を下し，採用していたのであった．

震度 7 に対する対策のエビデンスとして，RO の床
固定とそれを補強する天井からの吊り下げ固定が加え
られることとなった．

12　岩手の稲むらの火

「稲むらの火」という小泉八雲の物語がある．1854

年（安政元年）の安政南海地震津波にさいして，紀伊
国広村（現在の和歌山県広川町）で，村の高台に住む
庄屋の五兵衛は地震の揺れを感じたあと，海水が沖合
へ退いていくのを見て津波の来襲に気づく．祭りの準
備に夢中の村人たちに危険を知らせるため，五兵衛は
自分の田にある刈り取ったばかりの稲むらに松明で火
をつけたのである．稲が燃えている火事と見て，高台
に集まってくる村人たち．後ろを振り返ると，今まで
いた場所は津波で水没全滅していたことに気づく．五
兵衛の機転と犠牲的精神によって村人たちは津波から
守られたというストーリーで，以前には国語の教科書

図 9　震度 7 の揺れのために弾け飛んだ RO の床固定
　　　　   （達内科小児科クリニック）

図 10　震度 7 を耐えた RO の天井からの吊り下げ固定
　　　　　（達内科小児科クリニック）
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にも採用されていた有名な逸話である．
五兵衛のモデルは濱口儀兵衛（ヤマサ醤油七代目当

主）で，八雲の若干の誤解はあるものの概ね実話であ
る（実際には夜間の暗がりで逃げ惑う村人を誘導する
ために，刈り入れたばかりの稲むらに火を放って避難
を誘導したというのが真相である）．そしてこのこと
にとどまらず，儀兵衛が残した最大の業績は，被災後
も将来再び同様の災害が起こることを慮り，私財を投
じて防潮堤を築造した点である．この防潮堤が町を守
ったことにより，広川町は，100 年後の昭和の東南海
地震・南海地震による津波の被害を免れた．

これまでは宮城県の例を中心に話を進めてきたが，
ここで岩手に話を向ける．今回の東日本大震災で，岩
手県の透析医療は沿岸部を中心に大きな被害を受けた
ことは多くの資料から理解される．岩手県は岩手医科
大学を中心に，十分な連携を行い透析医療の危機を乗
り切っている．この時，多くの施設が水没し，連絡も
支援の手も届かない中で，三陸の沿岸にある宮古市の
後藤泌尿器科皮膚科医院は，津波を乗り切ったばかり
でなく，その透析室インフラを無事保全し，地域の透
析医療を支え続けた．

ここで注意をしておきたいのは，宮古という場所の
理解である．広大な面積を有する岩手県の太平洋沿岸
部にあり，地形的にも北上山地によって完全に隔てら
れている．ある程度人口を有する内陸部の盛岡から直
線距離にして 70 km 以上の間，人がほとんど住んで
いない．その道をたどる道すがらの数時間は，本当に
人の住む世界へ帰れるのであろうか，と幾度も不安に
駆られるような景色が展開する．盛岡からの支援など
というものは想像しにくいほど，ある意味で社会と隔
絶された僻地にある町だということだ．緊急時には，
自分のことは自分で守る以外方法はない，と覚悟がい
る地域と言える．

そのような地域にある宮古の地震の後すぐに停電と
なった市内で，自家発電がすぐに稼働した後藤泌尿器
科皮膚科はテレビによって，津波が押し寄せる情報を
リアルタイムに得た．職員は待合室にいる患者に，通
りを歩く人に，医院のビルの上の階へ避難するように
呼び掛けた．多数の人が医院の 2 階へ上ったその時，
津波は医院の一階を飲み込み水没させたのである．こ
れだけの人の命を救った，それだけでも医院の自家発
電機はその役割を十分に果たしたと言えるが，しかし，

状況はそれだけにとどまらなかったのである．停電の
続く宮古の市内でたった一つ生き残った重要な電源と
して，後藤泌尿器科皮膚科医院の自家発電機は働き続
けた．震災当日の夜，完全な闇に支配された宮古市で，
たった一つともっていた希望の灯りでもあったという．

医院の一階部分は完全に水没したけれども，二階よ
り上にあった透析施設は完全に無事で，次の日から透
析を再開し，被害を受けて透析できなくなった近隣施
設の患者すべてを引き受けることができた．この意味
は非常に大きかった．よそへ逃げることすらできず，
支援も得られず，完全に孤立したこの地域の透析患者
すべてを救ったのである．もし後藤医院の透析室が一
階にあり水没していたら（近隣の透析施設はすべて水
没，使用不能となっており，岩手の宮古周辺で稼働し
た透析施設は他になかった），自家発電機が動かなか
ったら，どれほどの被害が発生したか，と考えざるを
えないのである．

ここで自家発電機と簡単に言うが，透析機械をすべ
て動かし，診療を継続するに十分な電力を得られるほ
どのものは，装置があまりにも巨大で重いため，通常
は地面の上か地下室にしか設置できないのである（今
回の震災でも自家発電機を設置していた病院は，その
多くが自家発電機ごと津波にのまれ，まったく使用で
きなかった）．そういう事情を考慮すると，街全体が
津波にのまれ，一時的に壊滅した宮古の沿岸部にあっ
た後藤泌尿器科皮膚科医院の自家発電機が働いた，と
いうことはほぼ奇跡であることがわかる．なぜ，その
ような奇跡は生まれたのであろうか？？

後藤泌尿器科皮膚科医院の後藤康文先生は，宮古が
津波に襲われたらどうなるのか，ということを正確に
理解していたのである．津波にのまれた宮古市の状況
も，ほかの医療機関の状況もわかっており，盛岡から
の支援も得られない可能性があること，そのような中
で自らの施設が稼働できない事態を招くことは，地域
全体の透析医療を崩壊に招くことでであった．そのよ
うな事態は後藤先生からすれば許されないことであっ
た．

補強に莫大な予算が必要となる，と大反対する建築
会社を「宮古は津波と一緒に生きてきた．そんなこと
で宮古の透析が守れるのか !」と一喝し，あえて建物
の屋上に巨大な自家発電機を設置したのである．どれ
だけ莫大な費用がかかろうと，津波に備えなければな
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らないことを真に理解し，強い決意がなければ絶対に
できないことである．後藤先生の医院が津波の難を逃
れ，地域全体の透析医療を救ったのは，決して偶然で
もなければ，運がよかったからでもない．

濱口儀兵衛がそうであったように，先を見通す力が
あったのはもちろんだが，さらにその自分の見通しを
信じて，もしかすると無駄に終わるかもしれないもの
に莫大な私財を投じる決断をしたことである．言うの
はやさしいが，決断はできないものなのだ．その決断
はなにによりもたらされるかと考える時，その答えは
明らかなものとなる．他のなによりもまず，地元地域
を守りたいという愛がなければ，このようなことは決
しておきないのである．

岩手県の透析医療は確かに今回の震災から守られた．
それを支えることができた一つの，そして大きな要因
として，岩手の稲むらの火があったのである．

13　震災への防災はどうあるべきか

今回の震災で起きた事態，そしてそこからの回復の
過程をみるために，なるたけ概括的な記述はさけ，実
際に即した話題に終始した．そうしなければ今回の被
害の実態を伝えることができないと考えたためである．
最後まで読んでいただいた読者の我慢強さに敬意を表
したい．

これらの個々の状況からわかることは，今回の震災
で大きな被害を受け，その中でも十分な対応を行い，
地域全体の透析医療を救った施設は確かに存在してい
た．そしてそれは，偶然そうなったのでもなければ，
運良くそのような役割が果たせたわけでもない，とい
うことである．自らが立地する地域の状況や，過去の
災害からの教訓を真摯に受け止め，多額の費用がかか
る対策を講じるべきである，という決断（これが重要
である．何度も言うが）を下すことができた施設が，
地域を救ったという当たり前の結果であった．

今回の震災では，災害発生当日から情報の交換が行
われ，ネットワークが稼働し，それにより全国からの
支援が集まり，それが有効に働いたおかげで多くの命
が救われたと評価される．それは誤りではない．しか
し，災害対策には二つの方向性があると前半で記述し
たことをここでもう一度強調したい．それは，｢一つ
は，地震災害における支援体制の広域化であり，もう
一つは，透析室内災害対策の確立である．被災地域の

施設すべてが透析不能となってしまっては，いかに十
分な支援体制であっても対応は困難となる．｣ と私は
記載したが，十分な支援体制を有効にするのは，被災
地域で中核となる施設が生き残ることが前提であると
いう，当たり前の事実である．

今回の震災で，仙台社会保険病院の施設が崩壊して
いたら，自家発電機が動かなかったら，あるいは十分
な規模の発電ができるものでなかったら，後藤泌尿器
科皮膚科医院の自家発電機が水没していたら，透析室
が一階にあったら，どうなっていたのか．たったそれ
だけのことで，地域の防災計画はすべて破綻したので
ある．その状況下での情報交換など，なんの意味もな
くなってしまったであろう．

途中でいく度か提案したように，すべての施設が生
き残るよう医療資本を投入せよというような，荒唐無
稽な提案をしたいのではない．まず各地域における防
災計画と支援体制のあり方体制を決定するべきである．
そうすることで，施設単位の役割が決まるはずである．
そして地域の最大の中核施設のみでよいから，未曾有
の大災害であっても決して壊れないインフラの整備を
目指すこと，そして活動のパフォーマンスを落とさな
いようにすることである．どれほどの震災であっても，
被災後，日数の経過とともに事態は必ず好転し，一時
的に透析不能となった施設も，ライフラインの復旧と
ともに大半は回復する．それまでの間は，中核施設が
すべてを引き受けることのできるようなインフラ整備
を目指すことが望ましい．災害の状況によっては，中
核施設といえども被災し，支援不能となったり，ある
いは支援のパフォーマンスが低下したりすることもあ
るであろう．その時にこそ災害時情報ネットワークは
真に有効な働きをするのである．

そして，中核施設以外の一般施設すべてが，中核病
院と同じレベルの対応をしようとすることはない．費
用的にも対応可能な四つの対策を完全実施していただ
くことで，震度 6 強までは透析室インフラを壊すこと
なく保全できることは，今回の震災でも証明され，エ
ビデンスは積み重ねられた．どの施設にも対応可能な
この対策を行っていれば，津波での流出や震度 7 での
施設の崩壊という特殊事情がなければ，ライフライン
の復旧とともにすぐに透析は再開でき，災害からの復
旧も可能となる．
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14　おわりに

今回の震災が示した透析医療の災害対策のあり方と，
その実情を，概括的な記述をさけ，なるたけ現場の状
況を中心に報告した．この報告から今後につながる何
かを汲み取って頂ければ幸いである．

注：過去の震災における資料は，それぞれの報告を
もとに参考文献として最後にまとめて掲載したが，今
回の震災に対する情報はすべて筆者による直接調査・
取材をもとに執筆されている．そのため，いかなる情
報も自前で獲得したものとし，あえて参考文献は一つ
もあげておりません．

文　　献
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要　旨

千葉県透析医会では，平成 8 年から 2 年毎に，透析
医療機関における感染性廃棄物の現状に関するアンケ
ート調査を，透析医会加入の医療機関を対象に行って
きた．平成 22 年，第 8 回目の調査を行った．アンケ
ート調査は，第 1 回目からの調査とほぼ同じ内容を継
続し，透析施設の概要，3 カ月間の延べ透析回数，医
療廃棄物処理業者，透析関連感染性廃棄物の総排出量
等を集計し，推移を検討した．医療機関が自発的に廃
棄物問題を，16 年間にわたって継続的に調査検討し
た報告はない．感染性廃棄物問題を理解し，把握し，
問題点の重要性を医療機関に啓蒙することは重要と考
えられる．

はじめに

医療安全の一環として，感染症対策が掲げられ，感
染性廃棄物の取り扱い方について，日本医師会からマ
ニュアルが出されている1）．廃棄物処理法が改正され，
ダイオキシン類対策特別措置法が施行されて約 8 年が
経過している．マニフェスト制度の見直し，廃棄物排
出者責任を定めた措置命令が出された．日本医師会で
は，都道府県医師会を通じて，医療機関の廃棄物に対
する啓蒙活動を行っているが，医療機関側の認識は不

十分である．医療機関側が社会的な責任を自覚し，廃
棄物に対する積極的な対応が必要である．特に廃棄物
排出量の多い透析施設では大きな問題である．千葉県
医師会では医療廃棄物の適正処理について，周知徹底
を促す冊子を作成し，感染性廃棄物の適正処理の流れ，
排出事業者責任，マニフェストについて解説し，廃棄
物の収集，運搬，中間処理を行う事業所に対して，推
薦事業所選定基準を設けている2）．

千葉県透析医会では，医療廃棄物の自主的な実態把
握が県内全域に対して必要と考え，県内の透析医会加
入施設を対象として，廃棄物の現状に対するアンケー
ト調査を行い平成 8 年に報告した3）．引き続きデータ
の蓄積と継続的な調査が必要と考え，平成 10 年，12

年，14 年，16 年，18 年，20 年にアンケート調査を行
い，その結果を本誌に掲載した4～9）．引き続き，平成
22 年度，第 8 回目の継続的な調査を行い，有用な情
報を得たので報告する．

1　感染性廃棄物の処理に関するアンケート調査の内容

アンケート調査内容を以下に示す．データを比較検
討できるように，設問は，平成 8 年度第 1 回目の調査
から，基本的に同じ流れを用いた．

＊　＊　＊

実 態 調 査

平成 22 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 8 報）

佐藤孝彦＊1　田島知行＊2　入江康文＊3

千葉県透析医会感染症委員会（＊1  浦安駅前クリニック　＊2  市川クリニック　＊3  三愛記念病院）

key words：感染性廃棄物，中間処理，県内処理，処理委託費用，透析医療機関

Year 2010’s questionnaire survey on the current state of infectious waste from dialysis medical facilities in Chiba Prefecture（8th report）
Urayasuekimae clinic
Takahiko Sato
Ichikawa clinic
Tomoyuki Tajima
San-ai memorial hospital
Yasubumi Irie
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1）　透析施設の概要（設問 1）
回答した施設の形態を質問したものである．

1　透析主体の無床診療所
2　透析主体の有床診療所
3　透析主体の病院
4　透析施設を併設する診療所
5　透析施設を併設する病院

2）　平成 22 年 6, 7, 8 月の延べ透析回数（設問 2）
6 月　　回
7 月　　回
8 月　　回

3）　廃棄物処理業者について（設問 3）
1　委託していない
2　一部委託している
3　全部委託している

2, 3 の項目を回答した施設について
＃　委託費用は 1 kg 当り約　　円（税抜き）

＊　kg 当りの費用が不明の場合，月当たり
の費用の記入

＃　廃棄物処理業者の記入
　　運搬業者名
　　わかれば中間処理業者名

4）　透析関連「感染性医療廃棄物」の総重量（設問 4）
6 月　　kg

7 月　　kg

8 月　　kg

（マニフェスト参照）
感染性廃棄物と一般廃棄物が混合処理されている施

設は，マニフェストに記載されている重量を記入．自
己施設で処理されている場合は推定量を記入．

今回の調査では，前回調査同様に，調査結果に正確
性を持たせるために記名式とした．

2　回答と集計

2-1　アンケート回収状況について

①　アンケートは千葉県透析医会に所属するすべて
の 64 施設（調査当時）に送られた．

②　調査は平成 22 年 6 月から 8 月までの状況を対
象として行った．

③　回答は透析医会所属施設・グループ施設から，
合計 47 施設から得られた．回答率は 73.4％ であ
った．

回答内容に妥当性が認められた 46 施設を解析の対
象とした．

2-2　集計結果

（1）　透析施設の概要（設問 1）
解析対象とした 46 施設の概要を図 1 に示す．以下

施設の分類を，透析主体の無床診療所を 1，透析主体
の有床診療所を 2，透析主体の病院を 3，透析を併設
する診療所を 4，透析を併設する病院を 5，とした．

調査 1 回目から今回までの施設概要の変化を図 2 に
示す．前回調査までの調査と同様に，透析主体の診療
所，透析を併設する病院の順に施設数が多く，大筋で
は，施設形態の割合の変化はないと考えられる．

図 1　施設概要

41.3％
30.4％

4.3％
8.7％

15.2％

1
2
3
4
5

図 2　概要の変化

100
90
80
70
60
50
40
30

（％）

20
10
0
平
成
8
年

平
成
10
年

平
成
12
年

平
成
14
年

平
成
16
年

平
成
18
年

平
成
20
年

平
成
22
年

1 2 3 4 5



感染性廃棄物の現状に関するアンケート調査（第 8 報） 253

（2）　施設分類別透析回数の分布（設問 2）
a. 施設分類別透析回数
1 カ月あたりの透析回数の分布を図 3 に示す．これ

は，設問 1 による施設分類別に，1 カ月の平均透析回
数を 1,000,  2,000, 3,000 回で区切り，6, 7, 8 月合計延
べ施設数を総施設数で除し，百分比を算出したもので
ある．図に示されているように，1 に分類されている
施設では，月間 1,001～2,000 回の透析を行っている割
合が最も多い．全体的な傾向としても，1 カ月あたり
1,001～2,000 回の透析を行っている施設数の割合が多
く，この傾向は平成 14 年の第 4 回調査の時から続い

ている（図 4）．解析対象とした 46 施設では月間平均，
総計で約 75,400 回の透析が行われていた．

b. 月別全施設透析回数合計
6, 7, 8 月の月別に全透析施設の合計・平均透析回数

と 1 施設当りの平均透析回数を調査年度別に図 5 に示
す．1 施設当りの透析回数は，第 1 回目の調査から若
干の変動はあるものの，1,500 回付近である．今回調
査時の平均値は 1,640.24 回であった．

c. 施設分類別各月透析回数占有率
（2）の b で示した各月の全透析回数合計で，1～5

図 3　施設分類別透析回数
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に分類される施設の合計透析回数を除した百分比を図

6 に示す．また，第 1 回目調査からの百分比の変化を
図 7 に示す．初回の調査時から，各月ともに，1 と 5

に分類される施設の占める割合が多い．今回は 1 と 5

の分類の施設の占める割合は，全体の 66.3％ であった．

（3）　中間処理方法について（設問 3）
今回の調査では，前回調査と同様に，県内排出廃棄

物は県内で中間・最終処理を行うことが望ましいとい
う，千葉県医師会からの通達がどれほど実行されてい
るか，引き続き調査を行った．前回の調査同様に記名
式で行ったため，詳細な内容の回答を得ることができ

た．有効な回答があった 45 施設での集計結果を図 8

に示す．現在，千葉県医師会が推薦業者選定基準によ
り推薦業者として推奨している収集・中間処理業者は
2 業者，収集業者は 4 業者である．この業者を A，そ
の他の業者を B とし，委託状況を調査した（図 8）．

回答を得られた中で，2 施設が一部委託していた．
運搬業者に，A に属する業者を利用している施設は
71.0％ であった．B に属する運搬業者は 7 社あった．
この B に属する業者の中で，中間処理を A で行って
いるものが 1 社あった．A に属する業者の中で，中間
処理を B で行っているものも 1 社あった．結果的に，
A で中間処理が行われている施設数の割合は 71.0％ で

図 6　施設分類別各月透析回数占有率
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あった．県内業者が中間処理をしている割合は，平成
18 年調査時とほぼ同様であった（図 9）．

（4）　処理委託費用について（設問 3）
感染性医療廃棄物 1 kg 当りの処理価格を価格帯で

分類し，施設数とその百分比を表 1 に示す．有効な回
答が得られた 42 施設を解析の対象とした．

最多価格帯は 150 円以下であり，過半数の施設がこ
の価格帯に含まれていた．この傾向は，前回の調査と
ほぼ変わらなかった．全体の平均値±SD は 147.51±
35.6 円，中央値は 150 円であった．

処理委託費用の，第 1 回目の調査からの変化を図

10 に示す．平成 10 年の調査で，前回調査に比べ kg

当り 50 円上昇していた処理委託費用は，平成 12 年に
は平成 8 年の調査時レベルに戻っていたが，平成 14

年はこれより 5 円程度の上昇が認められた．平成 16

年には平成 12 年のレベルに戻り，今回も昨年とほぼ
同様のレベルであった．

（5）　施設分類別透析関連感染性廃棄物月間排出量
について（設問 4）

施設分類毎にマニフェストに記載されている感染性
廃棄物量を調査月毎に集計して図 11 に示す．1 カ月
平均の透析関連感染性廃棄物の排出量は，解析対象と
した 42 施設で 81,659.6 kg であった．施設分類別廃棄
物排出量の多さは，前回調査と同様に，1，5，2，3，
4 の順であった．

各施設について，月間廃棄物排出量を月間透析回数

図 8　廃棄物処理委託状況
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図 9　廃棄物処理委託状況の年度別変化
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表 1　処理委託費用

価格帯（円） 施設数 ％

150 以下 25 59.5
151～200 16 38.1
201～300   1   2.4
300 以上   0      0

合　計 42 100

図 10　処理委託費用の変化
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で除し，1 透析当りの感染性廃棄物平均排出量を算出
した．施設分類毎に平均値±SD を求め，図 12 に示す．
また，調査回毎の，1 透析当りの感染性廃棄物排出量
平均値の変化を図 13 に示す．1 透析当りの廃棄物平
均排出量は，平成 12 年までほぼ 1 kg であったが，平
成 14 年，平成 16 年と徐々に増加傾向が認められた．
今回は 1.14±0.32 kg であり，昨年の値とほぼ等しか
った．

3　考　察

改正された廃棄物処理法とダイオキシン類対策特別
措置法の施行で，医療機関に排出者責任が問われるよ
うになった．処理を委託した廃棄物処理業者が，不適
正処理，不法投棄しても，廃棄物を排出した医療機関
が，汚染された土地等の現況復帰等に対して多大な賠
償を負わなければならない．経過後，約 8 年目である
にもかかわらず，不適正処理，不法処理が摘発された
報告がある．これらは医療機関の廃棄物に対する認識

の不十分さによるものである．特に廃棄物排出量の多
い透析医療機関では重要な問題である．運搬・処理業
者に委託しても，委託契約内容，処理業者が行う行為
に対して，最終処理までの不適切・不法な処理の責任
すべてが医療機関側に発生する10, 11）．

廃棄物は中間処理，最終処理等，処理の流れが複雑
で実態を把握する事が難しい．個々の医療機関が排出
した廃棄物の具体的な流れを把握する事はほぼ不可能
である．千葉県医師会が提案している，医療廃棄物の
県内処理は，顔の見える範囲内で処理業者と付き合う
意味で，医療機関と廃棄物処理業者が相互に信頼関係
を築くうえで重要である．また廃棄物処理の実態を把
握する意味で有効である2, 7）．

千葉県では，地区医師会医療廃棄物担当理事懇談会
を，廃棄物処理業者参加の下で行っていた12）．日本医
師会では，平成 19 年から，環境省大臣官房廃棄物・
リサイクル対策部産業廃棄物課監修のもと，財団法人
日本産業廃棄物処理振興センターとともに，国家資格
である，医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃
棄物管理責任者に関する講習会を開催し，医療機関従
事者に廃棄物問題の周知と徹底を行っている．この講
習会は，実質的に廃棄物の管理を行う医師以外の職員
に，廃棄物管理責任者として実務する資格を与えるも
のである．透析医療機関としては，有効に活用するこ
とが望まれる13）．

医療廃棄物に関する，医療機関側による報告はほと
んどなく，千葉県透析医会が 2 年毎に 8 回，16 年間
にわたり自発的，継続的に行っている感染性廃棄物の
現状に対するアンケート調査は，貴重なものである．
今回，アンケート調査を依頼した透析医会加入全 64

施設（調査当時）中 47 施設から回答が得られた．記
名式の調査であり，透析施設の感染性廃棄物の実質的
な調査と考えてよい．

アンケートの調査項目は，データを比較検討するた
め，第 1 回目調査からほぼ同じ項目を用いた．設問 1

では回答した施設の概要を示した．8 回の調査を通じ
て，施設概要の比率はほぼ同じ傾向を示していること
から，医会所属施設全体の概要と考えてよい．透析主
体の無床診療所と，透析を併設する病院の順に，施設
数の割合が高い．

透析回数は，透析主体の無床診療所では月間 1,001

～2,000 回の施設が約 68％ であり，透析を併設する病

図 12　施設分類別、1 透析当り廃棄物排出重量
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図 13　1 透析当り廃棄物排出量の変化
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院でも約 50％ の施設が月間 1,001～2,000 回の透析を
行っていた．1 施設当りの月間平均透析回数は 8 回の
調査を通して，1,500 回前後であった．

処理委託費用は，調査可能な 42 施設で 1 kg 当り平
均 147.5 円，中央値は 150 円であった．価格帯は 150

円以下が過半数を占めていた．これらの数値は前回調
査と同じ値であった．適正価格を考慮するうえで，医
療機関が自発的に集計した値は重要であると考えられ
る．今後とも透析医会の先生方には，医療機関が自発
的に出す数値の重要性をご理解頂いたうえで，本調査
への継続的なご協力を御願い致したい．8 回，16 年に
亘り医会の先生方が作り上げてきた廃棄物アンケート
調査は，大変貴重なものである．

平成 14 年から継続している，県内排出廃棄物は県
内で中間・最終処理を行うという，千葉県医師会から
の通達について，推薦業者選定基準により推薦業者と
して推奨されている収集運搬・中間処理業者 2 業者，
収集運搬業者 4 業者の委託状況を調査した．県医師会
推薦の業者を A，その他の業者を B として，A に属す
る業者を収集運搬業者として委託している施設は 32

施設であった．B に属する業者を収集運搬業者として
委託している施設は 13 施設であり，業者数は 7 社で
あった．このうち 1 社が中間処理を千葉県医師会が推
奨する業者で行っていたが，推奨運搬業者でも推薦業
者に中間処理していない業者もあり，結果的に県内で
中間処理が行われている施設は 32 施設（71.1％）で
あった．この数字は，平成 18 年の統計調査からほぼ
変化していない．収集運搬業者を県内業者に委託する
医療機関の割合は平成 14 年調査時に比べて大幅に増
加している．千葉県は北部，西部が他都県と接してお
り，地域的に他地区の業者が距離的に近い等の問題も
あるが，県内処理に向けて，より一層の理解を深める
必要がある．

1 透析当りの廃棄物排出量は第 3 回調査まで，ほぼ
1 透析 1 kg 前後を推移していたが，平成 14 年調査で，
1 透析 1.16 kg と増加した．これは，厚生労働科学研
究費補助により，平成 12 年に策定された「透析医療
事故防止のための標準的透析操作マニュアル」により，
返血はすべて生理食塩液置換法によるとされた事によ
ると考えられた．平成 16 年の調査でさらに 1.23 kg と
上昇しており，今回調査では 1.14 kg と昨年とほぼ同
様の数値であった．

医療機関が自ら排出する廃棄物について現状を把握
し，データを集計して解析することは，廃棄物問題を
他人任せにしないために重要である．2 年毎に 8 回，
16 年間に亘る継続的な調査と解析は，貴重なものと
考えられる．

結　語

①　千葉県透析医会では，第 8 回目の透析医療機関
でのアンケート調査を平成 8 年，10 年，12 年，14

年，16 年，18 年，20 年に引き続き，平成 22 年
に行った．その結果，医会に所属する施設のうち
64 施設中 47 施設から回答を得た（回答率 73.4

％）．
②　回答を得た施設では月間平均，総計で約 75,400

回の透析が行われていた．
③　廃棄物処理方法は，千葉県医師会が推薦業者選

定基準により推薦業者として推奨している収集・
中間処理業者への委託は 71.1％ であった．処理
に係わる委託費用は，1 kg 当り 150 円以下が過半
数を占め，平均値は 147.5±35.6 円であった．

④　1 透析当りの平均廃棄物排出量は 1.14±0.32 kg

であった．
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要　旨

在宅血液透析は長時間頻回透析を行うことにより，
慢性腎不全患者の生命予後と QOL を著しく改善させ
る治療法であり，全世界的に急速に発達している．わ
が国でも 2011 年末の在宅血液透析患者数は 327 人と
全体の 0.1％ ではあるが，ここ数年急激に伸びている．
より多くの患者に安全な在宅血液透析治療を可能にす
るためには，わが国における在宅血液透析の現状と問
題点を正確に把握する必要がある．在宅血液透析研究
会はその目的のために，患者レジストリ，医療材料サ
プライ・廃棄物，患者自己負担の三つのワーキンググ
ループを組織した．ワーキンググループの調査結果で，
医療器材のサプライ，廃棄物処理，自己負担の問題な
どいくつかの課題が明らかになった．今後はこれらの
課題をひとつひとつ解決し，より安全で安価なビジネ
スプランと治療効果の高い治療プログラムを提案して
いきたい．

はじめに

我が国の在宅血液透析は 1968 年に名古屋で始まり，
1998 年に保険収載され正式に腎代替療法の一つの選
択肢になった．2010 年の診療報酬改定では指導料の
増額，受診時透析の技術料算定が可能になるなど，在
宅治療推進の舵取りがなされている．しかし 2011 年
末の日本透析医学会による現況報告では，透析患者数
はついに 30 万人を超えたが，在宅血液透析患者は

327 人（0.1％）であり，同じ在宅治療である腹膜透析
9,626 人（3.2％）と比較しても著しく少ない1）．

一方，海外に目を転じてみると，在宅血液透析はオ
ーストラリア・ニュージーランド，カナダを中心に積
極的に行われており2），特にカナダの夜間頻回透析の
治療成績は献腎移植に匹敵する生存率を報告してい
る3）．しかしながら在宅血液透析を取り巻く医療環境
は各国で異なり，内在する課題も異なる．そのため，
在宅血液透析を安全に推進していくためには，わが国
固有の問題点を明らかにして，これからのシナリオを
書く必要がある．

本稿では在宅血液透析の世界的な動向，治療の特性
と問題点，最近の在宅血液透析研究会の活動から見え
てきたわが国の在宅血液透析の課題を報告する．

1　在宅血液透析の世界的動向

2010 年版の USRDS の報告では，2007 年当時のわ
が国の在宅透析の比率は腹膜透析 3.5％，在宅血液透
析 0.07％ であり，バングラディッシュ，ルクセンブ
ルグに次いで世界第 3 番目に低い4）．一方，在宅透析
の比率が最も高いのは香港の 80.4％ であるが，これ
はほとんどが腹膜透析であり PD ファーストが国の方
針として徹底されているためである．在宅血液透析の
頻度が高いのは，ニュージーランド 15.5％，オースト
ラリア 9.8％ であり，カナダは同年のデータはないが
前年データから考えると 3％ 程度，米国は 0.8％ であ
る．わが国では狭い国土に 4,000 を超える透析センタ
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ーがあり，透析医療費はすべて保険償還があり，治療
の選択が自由であるためか施設透析が圧倒的に多い．

わが国の在宅血液透析患者数の推移をみると，記録
が残っている 1980 年頃は 130 人程度を維持していた
が，1990 年代になり 100 人弱となった．その後 1998

年に在宅血液透析が保険認可されて以来患者数は徐々
に増加し，2010 年末時点での患者数は 277 人，2011

年末では 324 人とここ数年は伸び率が大きい（図 1）．
筆者は 2010 年に，在宅血液透析，特に夜間頻回透

析でめざましい治療成績を報告しているトロントに
Pierratos 先生と Chan 先生を訪れた．当時カナダの在
宅透析は腹膜透析が 18％，在宅血液透析とセルフケ
ア施設 12％ を足して 30％ であったが，40％ まで引
き上げる国の方針であった．当時，在宅血液透析患者
は 500 人いたが，その 60％ が夜間頻回透析患者であ
った（私信）．米国では NIH のグループが週 3 回透析
と週 6 回透析のランダム化比較試験を行い5），週 6 回
透析で生存率の改善と左室肥大の退縮が認められたと
報告して以降，徐々に長時間頻回透析の患者数が増加
している．2011 年の米国腎臓学会ではすでに在宅血
液透析患者は 5,000 人を超え，多くの患者が Nextage

社の在宅透析用マシーンで治療されいると報告されて
い た．米 国 の National Kidney Foundation（NKF）の
患者向けホームページでは，長時間頻回透析，在宅血
液透析について詳しく説明されている‡1）．このよう
に在宅血液透析治療への関心は世界的に高まってきて
いる．

2　在宅血液透析のメリット・デメリット

在宅血液透析は施設透析のような時間的，空間的な
制約がなく，自らのライフスタイルに合った透析スケ
ジュールが可能なため，QOL 向上に直接的に寄与す
る．しかしなんといっても最大のメリットは，透析回
数や時間を自由に調節し透析量を増やすことができる
点にある．

十分な尿毒素の除去と体液量の適正化が行えるため
これまでに様々な臨床効果が報告されている．なかで
も，時間をかけた緩徐な除水が可能なため細胞外液量
を適切にコントロールでき，降圧剤を服用する患者の
頻度が著しく低下する．我が国の降圧剤の服用比率は
約 65％ であるが6），週 6 回 8 時間透析を行っているト
ロントの報告では降圧剤の服用は数 ％ である7）．長
時間，頻回透析の報告の多くで血圧の低下，左室肥大
の退縮が報告されている5, 8）．透析量の増大に伴い，
透析前リン値も低下するため，心血管合併症のリスク
はかなり低下すると予想される．

週 6 回 8 時間の夜間在宅透析（nocturnal home he-

modialysis;  NHD）では，献腎移植に匹敵する治療成
績が報告され3），NHD は生命予後を改善させると報
告された．NHD が生命予後を改善させるかどうかに
ついて，FHN グループによるランダム化比較試験が
行われたが，血圧の低下，リンの低下を認めたが生命
予後に対する有意な改善効果は認められなかった9）．
その原因として対象患者のバイアスの問題の他に，
FHN グループの NHD では週あたりの透析回数，1 回

図 1　在宅血液透析患者数の推移
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の透析時間がトロントのグループより少ないことが関
与しているのかもしれない．一方，USRDS の解析で
は，NHD でのみ通常透析と比較して有意な生命予後
改善効果が得られたが，連日短時間頻回透析では生命
予後改善効果は認められなかったと報告している10）．
現在までに報告されている NHD のメリットについて
表 1 にまとめた．

在宅血液透析を行う場合，施設透析と同様に週 3 回
4～5 時間の透析を行うのであれば，透析の開始終了
など治療の安全性を重視するのみで，施設透析と異な
った問題は生じない．しかし在宅血液透析は多くの場
合透析量を増加させるため，在宅血液透析固有の問題
点が生じる（表 1）．

週 7 回 8 時間のような長時間頻回透析を行う場合に，
最も問題となるのは透析液の組成の問題である．もと
もとわが国では透析液は薬局方に収載された薬剤であ
り，新規組成の透析液開発には臨床治験をはじめとし
た膨大なコストが必要である．しかし欧米の一部では
透析液は透析機器の扱いと同じで薬局方に収載されて
いないため，透析液組成にさまざまなバリエーション
が可能となる（表 2）．透析液 K 濃度はわが国では 2 

mEq/L でほぼ単一規格であるが，欧米では 0.0～4.0 

mEq/L まであり，症例に即して選択することが可能
である．低 K 血症は不整脈や脱力感の原因となり，
JSDT の統計調査でも透析後の低 K 血症の危険が指摘
されており11），長時間頻回透析では低 K 血症に注意
する必要がある．しかし多くの場合透析量の増加にと
もない，食事摂取量がふえて K 摂取量が増えるので
さほど心配要らないと言うことであった（Pierratos

私信）．
問題となるのは Ca 濃度とリン濃度である．長時間

頻回透析では食欲が増加するため週あたりの除水量は

通常透析に比較して非常に大きくなり，除水中に含ま
れる Ca イオンが大量に失われることになる．たとえ
2.5 mEq/L のイオン化 Ca 濃度が血液と同濃度であっ
たとしても，除水に含まれる Ca の分だけはマイナス
バランスになる．これが PTH 分泌刺激となり骨量を
低下させるリスクとなるため，NHD では透析液 Ca

濃度を 2.5～3.5 mEq/L あるいはそれ以上まで調整す
る12）．患者の定期受診では，PTH と透析前後の Ca 濃
度をみながら透析液原液に加える Ca 製剤の錠数が指
示される．世界中で市販されている透析液にはリンが
ふくまれていないため，NHD を行うと低リン血症を
起こし，筋肉量の減少，骨量の減少を惹起する．その
対策として週あたりの透析時間が 36 時間を超えるの
をめどに，透析液にリンを添加する．リン添加物とし
ては，下剤として使用されるリン酸 Na 溶液が使用さ
れ，Ca 製剤と同様に外来受診時にリン酸 Na の添加
量が指示される（Pierratos 私信）．

このように，在宅血液透析で透析量を無条件で増や
すことには注意が必要である．わが国で使用されてい
る透析液は，通常透析条件において安全性は担保され
ているが，長時間頻回の NHD を行う際の安全性は担
保されていないことを認知しておく必要がある．

表 1　在宅血液透析のメリット・デメリット

在宅のメリット
　 ● ライフスタイルに合わせられる
　 ● 円滑な社会復帰が可能
　 ● 家族生活，家庭生活が充実する
　 ● 自律心が高まる
透析量を増やすことのメリット
　 ● 食事制限の緩和，栄養状態の改善
　 ● 透析困難症，不定愁訴の消失
　 ● 睡眠障害，認知機能の改善
　 ● 妊孕性の回復
　 ● 左室肥大の退縮・生命予後の改善

在宅のデメリット
　 ● 介助者が必要
　 ● 初期工事費用，維持費が必要
　 ● 急変時に対応が遅れる
透析量を増やすことの注意点
　 ● 食事摂取量とのバランス
　　（低リン血症，低カリウム血症）
　 ● 透析液組成の調整が必要

表 2　透析液の組成の比較

日　本 欧　米

Na（mEq/L） 138～140 138～143
K（mEq/L） 2.0 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 4.0
Ca（mEq/L） 2.5, 3.0 0.0, 2.5, 3.0, 3.5
Mg（mEq/L） 1.0 0.75, 1.00
Cl（mEq/L） 110～114 101～106
HCO3（mEq/L） 25～30† 32, 35, 40
酢酸（mEq/L） 8～10.2 3.0, 4.0
ブドウ糖（mg/dl） 100, 150 0, 100, 200

†　acetate free では，HCO3  35 mEq/L，citrate  2 mEq/L
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3　在宅血液透析研究会の活動

我が国の透析患者登録は，日本透析医学会統計調査
委員会が毎年末時点で調査を行っているが，この調査
では在宅血液透析の治療内容や固有の問題点を詳細に
調べることは困難である．2011 年，在宅血液透析研
究会は，在宅治療の現状と課題を明らかにするために，
在宅血液透析レジストリワーキンググループ（WG），
医療廃棄物サプライ WG，自宅治療に関わる患者自己
負担 WG の三つの WG を組織した．各 WG は調査結
果を 2012 年 4 月の年次集会で報告し，別途報告する
予定であるが，内容の一部を下記に概説する．

レジストリ WG は初年度 2011 年末時点での治療内
容，血液生化学データ，転帰，入院歴などの情報を調
査した．今後も年末時点でのデータを集積し，予後や
合併症のリスク解析を行い，よりよい透析プログラム
の提案を行いたいと考えている．症例は現在も集積中
であるが，2011 年 3 月末日までに収集した患者デー
タは，22 施設から 142 人分であり，これは透析医学
会統計調査の 2011 年末在宅血液透析患者数 327 人の
43％ に相当する．142 人の背景は平均年齢 51.7 歳で
透析医学会の平均よりも約 15 歳若く，平均透析歴は
10.8 年，糖尿病腎症患者の比率は 13.3％ と少なかった．
週あたりの平均透析回数は 4.4 回で週 3 回は 7.8％ と
少数であったが，週 7 回は 9.2％，週 6 回は 11.2％ で
あった（図 2 左）．1 回の透析時間は週あたりの透析
回数との兼ね合いで今後検討が必要だが，6 時間以上
が全体の 19％ であった（図 2 右）．

医療材料サプライ・廃棄物ワーキンググループは，
わが国における在宅血液透析の円滑な実施のために，

障害となる医療材料サプライ・廃棄物の問題点を把握
するために組織された．2011 年 9 月に，在宅血液透
析研究会に参加した 331 施設を対象にアンケート調査
を実施し，112 施設から回答を得た．調査結果は別報
告で詳しく述べられるが，サプライ・廃棄物の取り扱
いの現状を表 3 にまとめた．在宅血液透析用の医療材
料のサプライ・廃棄物の回収についてはその地域，使
用している機器メーカーによって対応が異なり，今後
標準的なビジネスプラン確立が望まれる．特に在宅治
療で発生する焼却可能な廃棄物は一般ゴミとして地方
自治体の責任で回収することが義務づけられているが，
実際に行われているのは静岡をはじめとしてわずか
5.6％ の地域であった．今後，地域自治体との連携，
啓蒙が必要である．

医療費負担 WG は，在宅血液透析を行ううえで患者
が負担しなければならないイニシャルコスト，ランニ
ングコストについてアンケート調査を行った．調査結
果の詳細は後日別稿で報告予定であるため，本稿では
調査結果の概略を呈示する．在宅血液透析に関わる患
者負担アンケートは 325 施設に送付され，回答があっ
た 28 施設 97 人の患者についてまとめた（表 4）．電
気水道工事費，ベッドなどの備品購入を含めた開始時
の自己負担は平均 34 万円であったが，家の改築など
個人差が非常に大きかった．ランニングコストは透析
条件に影響を受けるが，今回は週あたりの平均透析回
数 4.3 回，週あたりの透析時間 18.0 時間の条件下にお
いて，上下水道代，電気代ともそれぞれ月平均で約
6,000 円の負担増であった．それ以外の負担では介助
者の経済的，心理的負担を訴えるものがあった．しか
しながら，それらの負担増をさしひいても生活の質が

図 2　在宅血液透析の治療条件
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向上し，今の制度で十分であるとの回答もあった．今
後これらの自己負担が妥当であるのか，なんらかの対
策を必要とするものなのか検討を進めていく予定であ
る．

おわりに

わが国の在宅血液透析の歴史は古いが，メジャーな
療法選択の一つと認識されるようになったのはここ数
年のことである．ライフスタイルに合わせた十分な透
析により，QOL の改善，生命予後の改善が期待される．
とくに透析患者の年間粗死亡率の低いわが国において，
トロントのような NHD が行われると一体どのぐらい
生命予後が改善するのか大変興味がある．

在宅血液透析は患者の自立，自律心なくしては存在
しえない治療である．トロントの在宅血液透析センタ
ーでは，患者は自分の体調管理だけでなく，透析液の
細菌培養，透析前後の血液検体の血清分離までやらな
くてはならない．医療施設側も患者ニーズに柔軟に対
応するが，患者も自らの治療を自律して率先して行う
ことがあたりまえの姿になっている．この医療者と患
者の関係はある意味で理想的であり，近年少し変質し

てしまったのではないかと危惧されるわが国の医療者
と患者の関係に一石を投じるものと思われる．この在
宅血液透析治療が多くの患者に安全に実施されるため
には，専用機器，透析液組成の問題，医療器材のサプ
ライ，廃棄物の処理など様々な問題をひとつひとつ解
決していくことが必要となる．
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表 3　医療材料サプライ・廃棄物回収の現状

1. 医療材料サプライ
　 ● 透析液はメーカー・卸会社の配送が 80％
　 ● ダイアライザ回路は卸会社・メーカーで 75％ 配送
　 ● 穿刺針，ヘパリンは卸会社と患者・医療者が半々で担当
　 ● 物品配送頻度は月 1 回がほとんど
　 ● ごく少数の患者で自己負担あり
2. 廃棄物回収
　 ● 透析液のコンテナはメーカーによっては回収
　 ● ダイアライザ・回路は 77％ が医療施設に持参，5.6％ の患

者で地方自治体が一般ゴミとして回収
　 ● 穿刺針は 86.6％ が医療施設に持参
　 ● 廃棄物の回収頻度は月 1 回がほとんど

表 4　在宅血液透析に関わる患者負担

1. 開始時コスト
　 ● 初期工事費用平均約 34 万円で，83％ が 30 万円以下
　 ● 電気工事平均 67,000 円，給排水工事平均 10 万円
　 ● ベッド，テーブル，廃棄物入れなど雑費平均約 12 万円
　 ● 家の改築，ベッド購入などで個人差が大きい
2. ランニングコスト
　 ● 上下水道代，電気代それぞれ月平均 6,000 円の増加
3. その他の負担
　 ● 介助者の経済的，心理的負担
　 ● 医療材料の配送，廃棄物運搬の負担

平均透析回数：週 4.3 回，平均透析時間：1 回 4.4 時間（週 18.0 時間）
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要　旨

在宅血液透析の医療材料供給と廃棄物に関するアン
ケート調査を行った．過去に在宅血液透析研究会に参
加したことのある 331 施設にアンケートを行い，31

施設から 231 名の患者について回答が得られた．医療
材料の供給は，透析液と生理食塩液に関しては 70％
が医療機器または製薬会社により配送が行われていた．
その他の材料については，医療卸会社または患者自身
によって患者宅まで運ばれていた．供給の頻度はほと
んどが 1 月に 1 回であった．医療廃棄物に関しては，
法律で定められている市町村が一般廃棄物として回収，
処理を行ったのはわずか 5.6％ であり，透析液容器に
関しては医療機器または製薬会社が中心になり回収し，
その他は主に患者が医療施設に運んでいた．在宅血液
透析における医療材料供給と廃棄物回収は，医療施設
および患者の手間をかけるものである．円滑かつ合理
的な医療材料の供給と医療廃棄物の回収が，在宅血液
透析のさらなる普及に必要と考えられた．

諸　言

在宅血液透析は患者の生活の質および生命予後を改
善する良い治療法である．しかし日本透析医学会によ
ると，平成 22 年末の我が国の在宅血液透析患者は
277 名で，徐々には増加しているもののその普及は
遅々としている1）．在宅血液透析の普及を妨げている

要因には様々なものがあるが，医療材料供給と廃棄物
処理の煩わしさもその一つと考えられる2～4）．このた
び，円滑かつ合理的な医療材料供給と廃棄物処理のあ
り方を探るため，日本在宅血液透析研究会では，わが
国の在宅血液透析における医療材料供給と廃棄物処理
の実態調査を行ったので報告する．

1　対象と方法

過去に在宅血液透析研究会に参加したことのある
331 医療施設にアンケートを施行した．方法はアンケ
ートを無記名方式で郵送にて施行した．期間は平成
23 年 8 月より 9 月であり，内容は医療材料供給方法，
廃棄物回収方法および頻度について，物品別にそれぞ
れの施設で管理している患者数で回答を得た．施設内
でも患者によって方法，頻度が異なる場合があるため，
方法，頻度別に患者数を同時に調査した．また患者の
費用負担についても質問を行った．

2　結　果

112 施設から回答を得，その中で現在，在宅血液透
析を行っている 31 施設 231 名の患者について集計し
た．平成 22 年末の全国の在宅透析患者数 279 名の約
80％ から回答を得られたことになる1）．

医療材料の供給に関しては，透析液では 70％ で医
療機器または製薬会社が患者宅に配達を行い，18.6％
で医療卸会社による配送も行われていた．生理食塩液

実 態 調 査

在宅血液透析における医療材料供給と廃棄物処理
――　医療施設へのアンケート調査より　――

喜田智幸　松岡哲平　武本佳昭　小川洋史　政金生人　前田憲志　
在宅血液透析研究会 医療材料サプライ・廃棄物ワーキンググループ
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Supplies of medical materials and processes of wastes in home hemodialysis : From a questionnaire survey of medical institutes
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は 70％ で医療機器または製薬会社が配達を行い，
10.4％ で医療卸会社が，9.1％ で患者自身により運ば
れている．ヘパリン等の抗凝固薬は 34.2％ が患者自
身で運ばれており，27.7％ で調剤薬局から入手され，
21.6％ で医療施設が患者宅に運んでいる．ダイアライ
ザ，回路の 54.5％ は医療卸会社が患者宅に配達して
おり，21.2％ が医療機器または製薬会社が，12.6％ は
患者自身が，11.7％ が医療施設により運ばれていた．
注射器の 53.3％ は医療卸会社が，患者自身および医
療機関がそれぞれ 23.3％ 運んでいた．穿刺針は 52.4

％ で医療卸会社により，25.5％ で医療施設により，
22.1％ で患者自身により運ばれていた（表 1）．医療
材料の供給頻度は，すべての材料で 1 月に 1 回が約

90％ であった（表 2）．医療材料の供給に患者負担が
あったのは 7.8％ で，負担額はすべて 1 万円未満であ
った．

医療廃棄物に関しては，81.4％ の透析液の容器は医
療機器または製薬会社により回収されており，患者が
家庭ごみとして廃棄したのは 5.6％ であった．ダイア
ライザ，回路などは 77.6％ が患者により医療機関ま
で運ばれており，家庭ごみとして廃棄されたのは 5.6

％ であった．穿刺針の 86.6％ は患者が医療施設に運
んでおり，家庭ごみとして廃棄されたのは 2.6％ であ
った（表 3）．医療廃棄物の回収頻度は 1 カ月に 1 回
が最も多く，患者の外来受診が 1 カ月に 1 回程度で，
その時に廃棄物を回収するものと考えられた（表 4）．

表 1　医療材料の供給方法
（％）　

患者が医療施
設から自宅へ

医療施設が患
者宅へ　　　

医療機器また
は製薬会社が
患者宅へ　　

医療卸会社が
患者宅へ　　

調剤薬局で患
者が入手　　 その他

透析液   2.2   6.1 70.0 18.6   3.9 0.0
生理食塩液   9.1   6.9 70.0 10.4   3.9 0.0
抗凝固剤（ヘパリンなど） 34.2 21.6   5.6 10.8 27.7 0.0
ダイアライザ・回路 12.6 11.7 21.2 54.5   0.0 0.0
注射器 23.3 23.3   0.0 53.3   0.0 0.0
穿刺針 22.1 25.5   0.0 52.4   0.0 0.0

表 2　医療材料の供給頻度
（％）　

毎　週 2～3 回/月 1 回/月 1 回未満/月

透析液 1.3 10.0 88.7 0.0
生理食塩液 1.3 10.0 88.7 0.0
抗凝固薬（ヘパリンなど） 0.4   5.6 91.8 2.2
ダイアライザ・回路 0.4   6.1 93.5 0.0
注射器 0.4   5.3 89.9 4.4
穿刺針 0.4   5.2 90.9 0.3

表 3　医療廃棄物の回収方法
（％）　

患者が家庭で
ごみとして出
す　　　　　

患者が医療施
設に持参　　

医療施設が患
者宅から回収

医療機器または
製薬会社が患者
宅から回収　　

調剤薬局で
回収　　　 その他

透析液の容器 5.6   4.3 5.6 81.4 2.6 0.4
ダイアライザ・回路 5.6 77.1 7.4   8.2 0.0 1.7
穿刺針 2.6 86.6 8.2   0.4 0.0 2.2

表 4　医療廃棄物の回収頻度
（％）　

毎　週 2～3 回/月 1 回/月 1 回未満/月

透析液の容器 1.3 18.3 80.0   0.0
ダイアライザ・回路 1.7 20.0 77.8   0.4
穿刺針 0.9   7.4 66.5 25.2
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医療廃棄物の回収に患者負担があったのは 231 名中 1

名のみで，負担額は 5,000 円未満であった．

3　考　察

在宅血液透析の医療材料の供給に関しては，全国に
標準的な方法が定まっていない現状が明らかとなった．
腹膜透析は同じく在宅透析であるが，その材料の供給
は，ほぼ製薬会社が行っている．在宅血液透析の医療
材料の供給の現状は腹膜透析とは大きく異なっている．
その中で透析液と生理食塩液に関しては医療機器また
は製薬会社が中心に配送が行われている．その他の材
料は医療卸会社または患者自身が中心となって患者宅
まで運ばれている．現状の医療制度では医療材料の配
送を標準化するのは困難である．そのため医療施設，
医療機器会社，製薬会社，医療卸会社，患者がそれぞ
れ協力しながら，医療材料を運ぶ形になっていると考
えられる．

医療廃棄物に関しては，家庭から一般廃棄物として
処理されたのはごくわずかで，腹膜透析の廃棄物が一
般廃棄物として市町村により回収されているのとは異
なっている5, 6）．現状では，透析液の容器に関しては
医療機器または製薬会社が中心になり回収し，その他
の廃棄物は主に患者自身により医療施設に運ばれ処理
されている．

現在の法律では，在宅医療廃棄物は一般廃棄物とし
て市町村が収集，処分を行うことになっているが，ほ
とんどの市町村はその義務を果たさず，在宅血液透析
の医療廃棄物の回収を拒否している3, 4）．法律に従い
市町村が廃棄物の回収，処理を行うべきではあるが，
どうしても困難な部分があれば一部法律を改正し，円
滑かつ合理的に廃棄物を処理できるようにする必要が
あるのではないか．現状では，市町村が廃棄物の回収
を行っていないため，患者が医療施設まで運ばざるを
えない．在宅血液透析の廃棄物は体積，重量ともに大
きく，多くの患者は自家用車に乗せて運んでいる．廃

棄物の回収，処理には特殊な免許が必要であるため安
易には業者に委託できない．したがって，廃棄物を医
療施設まで運ぶ手段を持たない患者は在宅血液透析を
行うことが困難である．廃棄物の回収，処理が容易に
なれば在宅血液透析を選択する患者が増えるものと考
えられる．

結　語

在宅血液透析における医療材料供給と廃棄物処理に
かける医療施設，患者の手間は大きい．医療材料供給
に関しては，各施設が色々工夫をしながら行っている
が，まだ合理的な方法が確立していない．廃棄物に関
しては，家庭で一般廃棄物として処理しているのはわ
ずか 5.6％ で，今後，行政機関との協力をもっと進め
ていく必要がある．円滑かつ合理的な医療材料の供給
と医療廃棄物の回収，処理が行われることにより，さ
らに在宅血液透析が普及していくものと考えられる．

本研究の内容は第 15 回在宅血液透析研究会にて発
表した．
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要　旨

2012 年の診療報酬改定により，大量置換前希釈オ
ンライン HDF の汎用化が進められており，既存の HD，
オフライン HDF，AFB などと併せ，透析療法は多様
化の様相を呈してきている．それら治療にはそれぞれ
に合った操作条件や浄化器が存在し，個々の患者の病
態に合わせて適正に選択・処方されるべきである．こ
こでは，そのために必要となる各種治療法ならびに浄
化器の基本特性や操作条件（血流量，透析液流量，置
換液量）による影響について概説した．

はじめに

2012 年の診療報酬改定において慢性維持透析濾過
（複雑なもの）が新設され，オンライン HDF（血液透
析濾過）ならびにその変法が急速に普及し始めている．
従来からあるハイフラックスダイアライザを用いた
HD（血液透析），オフライン HDF，アセテートフリ
ーバイオフィルトレーション（AFB）などとの棲み分
けをどのように考えるべきか，多様化する透析療法の
今後の方向性について，血液浄化器や透析装置などの
観点を中心に論じてみたい．

1　HDF 療法の進展

図 1 に HD，HDF，HF（血液濾過）における溶質
除去能を表すクリアランス CL と溶質の分子量 MW

の関係を示す1）．通常，これをクリアランス曲線と呼

ぶ．HDF は HD と HF のそれぞれの欠点を補うよう
な溶質除去特性をもち，小分子から大分子溶質領域ま
で高効率な除去が可能である．しかし，従来からのオ
フライン HDF や AFB では比較的高価な補充液が必
要なため適用に制限があり，およそ 5％ の慢性腎不全
患者しか HDF の恩恵を享受していなかった．

これに対しオンライン HDF は，透析装置から送ら
れた透析液の一部を抜き取り補充液として血液回路へ
注入し，残りの透析液をフィルタへ送る HDF である．
通常の HD に比べ HDF フィルタへ直接流入する透析液
流量 QDI は若干少なくなるが，オフライン HDF に近
い治療効果が期待できる．清浄化した透析液の使用が
大前提で，透析液，補充液ラインに数本のエンドトキ
シン除去フィルタ（endotoxin retentive filter;  ETRF）
を用いて安全性を担保する．オンライン HDF は 2010

年の診療報酬の改定により，透析液清浄化がバリデー

臨床と研究

多様化する透析療法の今後の方向性
――　オンライン HDF の果たす役割　――

峰島三千男　
東京女子医科大学臨床工学科

key words：オンライン HDF，HDF フィルタ，クリアランス，ファウリング，間歇補充型 HDF

Diversification in dialysis therapy : A role of on-line hemodiafiltration
Department of Clinical Engineering, Tokyo Women’s Medical University
Michio Mineshima

図 1　HD，HDF，HF における CL 曲線
　　　　　　　   （文献１より引用）
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トされた専用装置の使用を前提に診療保険上で実施可
能となり，さらに 2012 年の改定で汎用化の道が開か
れたことは前述したとおりである．

2　各種血液浄化法の溶質除去特性

まず，ハイフラックスダイアライザを用いた HD

（HDhigh-flux），オフライン後希釈 HDF（HDFoff-line post），
オンライン前希釈大量置換 HDF（HDFon-line pre）の 3

種における溶質除去特性の基本的な特性を，理論解析
を通じ検討した．表 1 はそれら三つの治療法の基本条
件を示したものである．表下の脚注に記した基本性能
を発揮するような分離器を仮定し，各治療モードでの
溶質除去特性を推定した．

図 2 に HDFoff-line post，HDFon-line pre における溶質クリ
アランス CL に及ぼす濾液（補充液）流量 QF 依存性
を示す．HDFoff-line post では，QF を増大させると小分子
溶質である urea，中分子溶質である b2 ミクログロブ
リン（b2-MG）の CL とも増大傾向を示したのに対し，
HDFon-line pre では CL（urea）は減少傾向，CL（b2-MG）

は増加傾向が見られている．HDFoff-line post のほうが有
利な推定結果とみなせるが，同法における実際の QF

は血流量 QB で規定されるため，現実的には 15 L/240 

min（＝62.5 mL/min）程度が上限であり，大量置換
はできない．これに対し，HDFon-line pre では QF＞QB の
大量置換が可能である．溶質除去面では QF 増大に伴
う拡散移動量の減少（濃度差減少による）効果と濾過
に伴う溶質移動量の増大効果の兼ね合いとなり，尿素
のような小分子溶質では前者の効果が後者を上回って
CL が減少するのに対し，b2-MG 以上の中・大分子溶
質では後者が前者を上回り CL が増大したものと考え
られる．

図 3 に HDhigh-flux，HDFon-line pre における urea，b2-MG  

CL に及ぼす血流量 QB 依存性を示す．HDFon-line pre にお
ける CL（urea）は，HDF フィルタ流入透析液流量 QDI

が 420 mL/min と HDhigh-flux（500）に比べてわずかに
低い程度であるため，両者にそれほど大きな差異は見
られていない．逆説的に言えば，QDI を小さくしすぎ
れば小分子 CL はかなり低値に陥ることに留意すべき

表 1　数理モデルを用いた理論解析における基本条件

基本条件
ハイフラックス

HD
（HDhigh-flux）

オフライン
HDFpost

（HDFoff-line post）

オンライン
HDFpre

（HDFon-line pre）

血流量：QB［mL/min］ 200 250 250
透析液流量：QD［mL/min］ 500 500 600
濾液（補充液）流量：QF［mL/min］ 　0 60（14.4 L/4 hr） 180（43.2 L/4 hr）

除水流量：QUF＝0 mL/min
膜性能の設定条件：下記の性能を満足する膜性能を想定
膜の透過性：HD モードで，尿素クリアランス CL（urea）＝185 mL/min
　　　　　　CL（b2-MG）＝70 mL/min，内部濾過流量 QIF＝20 mL/min

図 2　オフライン後希釈 HDF（HDFoff-line post），オンライン前希釈大量液置換 HDF（HDFon-line pre）
　　 における溶質クリアランス CL に及ぼす濾液（補充液）流量 QF 依存性
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である．一方，HDFon-line pre における CL（b2-MG）は，
QB が増大すると流入透析液による希釈効果が相対的
に減弱することにより拡散透過性が向上するため増大
している．HDhigh-flux では QB 増大に伴う内部濾過促進
に よ り CL（b2-MG）は 増 大 す る が，そ の 効 果 は
HDFon-line pre による積極的な濾過ほどではないことが
わかる．

図 4 に HDhigh-flux，HDFon-line pre における urea，b2-MG  

CL に及ぼす透析液流量 QD 依存性を示す．HDhigh-flux

における CL（urea）の QD 依存性は QB ほどではなく，
わずかに増大する程度である．一方，HDFon-line pre で
は低 QD 領域では極端に低値となるので要注意である
が，ある程度以上（QD＞500 mL/min， QDI＞300 mL/

min）流せば拡散透過性が維持され，さらに濾過によ
る除去分ならびに QB が若干高値である影響がプラス
に働いて HDhigh-flux より有利となる．また，CL（b2-

MG）に対する QD 依存性も QB ほど強くない．

3　血液浄化器：性能の経時減少

図 2～4 には数理モデルの推算結果を示した．しか
し実際の臨床では，浄化器の性能がしばしば経時減少
する．これは特に HDF，HF などの濾過型の治療にお
いて，膜表面や内部に各種血漿蛋白や血球成分が付着
し，ファウリング現象が生じることによる．またハイ
フラックスダイアライザでも相当量の内部濾過が生じ
ており，HDhigh-flux における内部濾過流量 QIF も経時減

図 3　ハイフラックス HD（HDhigh-flux），オンライン前希釈大量置換 HDF（HDFon-line pre）
　　 における溶質クリアランス CL に及ぼす血流量 QB 依存性
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図 4　ハイフラックス HD（HDhigh-flux），オンライン前希釈大量置換 HDF（HDFon-line pre）
　　 における溶質クリアランス CL に及ぼす透析液流量 QD 依存性
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少する．

3-1　定速濾過モードにおけるファウリング現象

標準的な治療では，濾過速度を一定とした定速濾過
（均等除水，均等濾過）で操作される．しかし，定速
濾過ではファウリングが進行するにつれ，TMP の増
大（濾過係数 UF の減少），溶質透過性（みかけのふる
い係数 SC）の低下が見られ，溶質間の分離能も低下
する．図 5 は牛血系実験における，UF ならびに内部
濾過流量 QIF の経時変化の一例を示したものである2）．
経時変化にも，開始直後の比較的急速な減少とそれに
続く緩やかな減少の二相性をもつことがわかる1）．なお，
QIF の測定は我々が開発した超音波ドプラー法による
ものである3）．このような経時減少は臨床例でも同様
に確認されており，日常的に生じている現象である4）．

3-2　ファウリング現象軽減の試み

（1）　HPM 製膜技術の改良
膜表面付近に新規親水性ポリマーを導入することに

より血液成分の付着抑制が試みられている5）．血液成
分が付着しにくい血液浄化膜を開発することはきわめ
て重要である．

（2）　定圧濾過の導入
工業用操作などでは，定圧濾過は定速濾過に比べ，

ファウリングの程度が軽度であることは従来から経験
的に知られている．しかし，これを HD の除水管理に
導入しようとした場合，定圧（TMP）ごとの濾過量
の予測が困難である．したがって TMP 設定が不適切
であると，過除水や除水不足を招く恐れがある．臨床
では，除水が進むにつれ患者血液の粘性が高くなり，
血漿再充填速度（plasma refilling rate;  PRR）も病態
によって微妙に変化するため，濾過量を厳密に予測す
ることは困難である．圧力やヘマトクリットの連続モ
ニタリングを行い，短時間ごとにフィードバック制御
をかけるなどの技術が不可欠である．

これに対し，HDFon-line pre での液置換に定圧濾過を
適用することはきわめて有効である．図 6 に示したよ

図 5　牛血系実験における濾過係数 UF ならびに内部濾過流量 QIF の経時変化
　　　　　  （文献 2 より引用）
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図 6　前希釈オンライン HDF の液置換に定圧濾過制御を導入したときの概念図
　　　　　（文献 4 より引用）

透析装置

定圧濾過（QS　, QDI　）

定速濾過
（QS，QDI 一定）

時間

TM
P

ダ
イ
ア
ラ
イ
ザ

血液 QS ポンプ

透析液

QS

QDI

P

TMP



多様化する透析療法の今後の方向性 271

うに，治療が進むにつれ QS（補液流量）/QDI を小さ
くすることにより TMP を一定もしくはそれに近い状
態に制御できれば，ファウリングの影響を最小限に抑
えた治療が可能となる4）．なおファウリング現象の連
続監視には，ダイアライザ動脈側圧もしくは動静脈圧
差（圧力損失）の常時モニタリングが有効である．

4　多様化する透析療法

2012 年の診療報酬改定において，慢性維持透析濾
過（複雑なもの）が新設されたことにより，透析療法

（膜型腎不全治療）は以下のごとく多様化の様相を呈
してきており，それぞれの棲み分けが重要となってき
ている．

①　血液透析（HD）
　 ● ハイフラックスダイアライザ（内部濾過促進

型）を用いた HDhigh-flux を含む
②　血液透析濾過（HDF）
　 ● オフライン HDF：少量置換 HDFoff-line post が一般

的
　 ● オンライン HDF：大量置換 HDFon-line pre が一般

的
　 ● 間歇補充型 HDF（I-HDF）
　 ● acetate free biofiltration（AFB）
③　血液濾過（HF）
　 ● オフライン HF，オンライン HF

慢性維持透析濾過（複雑なもの）にはオンライン
HDF のみならず，push ＆ pull  HDF のような間歇補
充型も含まれている．これらの治療には，認可された
オンライン HDF モード搭載専用透析装置と認可され
た HDF フィルタを用い，透析液水質確保加算 2 の施
設基準を満たした場合にのみ請求できることになって
いる．したがって，以前のような少量（10 数 mL）の
透析液を頻回に流出入させる push ＆ pull  HDF を可
能とした専用透析装置は現存しないことになる．一方，
逆濾過透析液による I-HDF を可能とする専用透析装
置は，同法をオンライン HDF の一変法としてみなし
て請求することが可能である．典型的な I-HDF では，
1 回 200 mL 程度の逆濾過透析液を 30 分ごとに計 7 回，
間歇補充（間歇補充流量は 150 mL/min 程度）する．
すなわち 0.2×7＝1.4 L の少量置換オンライン HDF が，
診療報酬上，慢性維持透析濾過（複雑なもの）として
認められたと解釈することができる．

I-HDF は逆濾過透析液を間歇補充することにより末
梢循環動態の改善を図ることを目的に開発された治療
であり，一部の患者では透析後半の血圧低下の予防，
PRR の増大による溶質除去能改善が報告されている6, 7）．

5　今後の治療戦略

5-1　小分子溶質除去の観点から

分子拡散による除去が主体である．小分子溶質の
CL は QB，QD，総括物質移動面積係数（KoA）のうち，
最も小さい値を超えられないという特性がある．通常
の HDhigh-flux では QB＜QD＜KoA の関係にあるので，小
分子溶質の CL に最も重要な因子は QB である．透析
不足の患者に大面積ダイアライザがしばしば選択され
るが，QB 増加が伴わなければ大きな効果は期待でき
ない．HDFon-line pre を施行した場合，HDF フィルタに
直接流入する QDI の大幅な減少は避けるべきである．
QDI は最低 300 mL/min 以上，できれば 400 mL/min は
流すよう心がけたい．

5-2　中・大分子溶質除去の観点から

溶質分子が大きくなるほど，限外濾過による除去が
有効である．大量置換 HDFon-line pre と HDhigh-flux を比較
した場合，積極的な濾過が生じる前者のほうが基本的
には有利である．さらに，大量置換 HDFon-line pre と少
量置換 HDFoff-line post を比較した場合，置換液量が増え
るほど前希釈法が有利となる．

6　血液浄化器の開発の方向性

6-1　ダイアライザ

ダイアライザの拡散透過性は膜性能に依存するが，
小分子溶質のそれは流れ（血液，透析液）の状態にも
強く影響を受ける．中空糸にクリンプなどがしばしば
付けられるのは，この流れの抵抗を小さくして小分子
溶質の除去性能を向上させるためである．一方，中・
大分子溶質の除去を増大させるためには，内部濾過を
促進したダイアライザの使用が望まれる．現実的には
中空糸充填率を高めたり，L/D（長さ/内径）を大き
くすることにより内部濾過は促進されるが，同時にフ
ァウリングも生じやすくなるため，両者の兼ね合いで
設計される．
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6-2　HDF フィルタ

HDF フィルタに望まれる条件を以下に列挙する．
①　血液上流部から下流に向け正濾過とそれに伴う

濃縮が生じ，逆濾過はほとんど生じない．ダイア
ライザの開発目標とは基本的に異なる．すなわち，
ハイフラックスダイアライザを HDF フィル タと
して流用することは推奨されるべきではない．

②　透水性の高いフィルタが基本である．しかしア
ルブミン漏出とのかねあいが重要であるため，膜
透過性はむしろ抑えつつ大面積化が効果的である．

③　後希釈用 HDF フィルタでは，アルブミン漏出
量を厳格に抑える必要から，平均細孔径はダイア
ライザ（透析膜）よりむしろ小さく設定すべきで
ある．

④　前希釈用 HDF フィルタでは，大量置換が求め
られる．後希釈用に比べ透水性の高い膜が要求さ
れる．ただし，治療開始直後の性能がきわめて高
いため，みかけの経時減少は後希釈法に比べ相対
的に大きいことに留意すべきである．治療開始直
後のアルブミンの過度の漏出を抑えるため，開始
直後の濾過を停止するなどの工夫も一考に値する．
平均細孔径の具体的な設定は治療条件とアルブミ
ン漏出量とのかねあいによる．前希釈用 HDF フ
ィルタとしては，患者の病態に合わせいくつかの
グレード（種類）が必要と思われる．

⑤　性能の過度の経時減少をきたさぬよう，チャネ
リング（偏流）の生じにくい L/nD の小さなフィ
ルタの設計が現実的である．ここで，D，L，n

は中空糸の内径，有効長，本数である．その理由
として，L/nD すなわち線速度を増大させると，
理論的にはずり速度増大により膜透過性は向上す
るが，HF フィルタや HDF フィルタでは流れ方
向への血液濃縮効果が増大し，ファウリングによ
る濾過性能（透水性，分離特性）の低下を惹起す
る．この傾向は，血液の粘性が高くなる後希釈法
でより顕著である．また線速度を増大させると，

チャネリング（偏流）も一般的に増悪して局所的
なファウリングが生じやすくなり，性能の経時減
少の要因となる．それにより，残血（凝血）も起
こりやすくなる．

おわりに

オンライン HDF の汎用化に伴う透析療法の多様化
について述べた．現状では認可された HDF フィルタ
の種類はまだまだ少ない．これは製造メーカーが臨床
でのニーズを見極めてから設備投資を行うためである．
HDF フィルタの本格化な開発にはもう少し時間がか
かると考えるべきである．真に，患者の病態に応じた
治療法や条件が選択され，それに見合った HDF フィ
ルタが臨床使用されることを切に望む次第である．

利益相反：本論文に関する申告すべき利益相反関係
はありません．
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要　旨

近年，安定した腎移植成績をベースとして，透析を
経ずに直接腎移植を受ける先行的腎移植（PEKT）を
選択する症例が増加している．PEKT の最大のメリッ
トは，透析に関連する合併症を避けられることである．
透析のための手術侵襲を加えずにすむことも利点の一
つである．さらに，PEKT のほうが透析を経験した症
例よりも移植後の長期成績が良好であるとする報告が
多い．今後，本邦でも，末期腎不全における腎代替療
法の選択肢として積極的に提示されることになるであ
ろう．

はじめに

従来，末期腎不全に対する腎代替療法としては，ま

ず透析導入を行い，しかる後に腎移植に移行するとい
うアプローチが一般的であった．しかし，近年，安定
した腎移植成績をベースとして，透析を導入せずに直
接腎移植を施行する先行的腎移植（preemptive kid-
ney transplantation;  PEKT）を選択する症例が増え
ている．本稿では，最近の PEKT の現況（特に小児
の PEKT を中心に）について概説する．

1　疫　学

欧米における最近の報告では，成人生体腎移植の
25％，献腎移植でも約 10％ が PEKT とされている．
小児における PEKT の割合はさらに高く，北米にお
ける North American Pediatric Renal Trials and Collab-

orative Studies（NAPRTCS）の年次報告（2010）では，
1 次移植 9,198 例のうち 2,241 例（24.4％）（生体腎移

臨床と研究

先行的腎移植
――　特に小児腎移植について　――
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図 1　小児腎移植患者数の経年的推移
（腎移植登録集計センターのデータより）
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植 34％，献腎移植 13％）が透析を経ずに直接腎移植
を受けている．レシピエントの背景としては，男児
28％，女子 20％ と男児に多く，年齢別では，0～1 歳
20％，2～5 歳 24％，6～12 歳 28％，13～17 歳 22％，
18～20 歳 21％ であった．人種的には，白人（31％）
が黒人（13％），ヒスパニック（16％）に比べて多い．

本邦では，1992 年から 2007 年までの期間に施行さ
れた 20 歳未満の小児腎移植は 1,293 例であり，最近
では年間約 90 例前後の小児腎移植が行われている

（図 1）．このうち，PEKT は 173 例（13.4％）（直前透
析のみの 29 例を含む）であり，全例，両親あるいは
祖父母をドナーとする生体腎移植であった．経年的に
みると，2000 年までは小児の PEKT は全体の 10％ 以
下であったが，2004 年以降は小児腎移植の約 24％ が
PEKT であったと報告されている（小児腎移植臨床統
計小委員会報告 2010）（図 2）．

2　小児における PEKT の利点

PEKT の最大のメリットとしては，透析をしないこ
とにより透析に関連する合併症を避けられることがあ
げられる（表 1）．小児では成人に比べ透析の管理が
難しく，高血圧や心不全といった循環器合併症，痙攣
などの中枢神経合併症，成長障害や骨合併症など重篤
な合併症がおきやすい．さらにこのような合併症は透
析の長期化に伴い重篤化する傾向がみられる．

成長障害は小児慢性腎不全患者に特有で，最も重要
な問題の一つである．慢性腎不全に伴う成長障害には，
栄養障害，貧血，腎性骨異栄養症，アシドーシスを含
めた体液異常，内分泌異常などが複合的に関与してお
り，不可避な合併症の一つである．透析導入時の年齢

と成長障害の関係をみると，低年齢時に透析を要する
症例では，透析導入時により強い成長障害を呈してい
ることがわかる（NAPRTCS annual report 2010）（表

2）．一方，透析導入後も，食事制限の厳しい血液透
析では身長の獲得は困難で，腹膜透析の場合でも成長
ホルモン治療の併用がなければ十分な成長は望めない．
したがって，最終身長への影響を考えた場合，慢性腎
不全期の成長に対する影響を最小限に抑え，なるべく
早期に腎移植治療を行うことにより腎不全を離脱する
ことが唯一の有効な治療法となる．

現在のところ，術前透析と移植後の成長についての
長期にわたる観察データは報告されていないが，

①　慢性腎不全の期間が長期化すれば着実に成長障
害は進行すること

②　6 歳以上の学童患者（少なくとも思春期以降の
患者）では，移植後の成長のキャッチアップが難

表 1　小児における PEKT の利点

● 透析関連合併症の回避
　　循環器合併症（高血圧，心不全）
　　中枢神経系合併症（痙攣）
　　骨合併症，成長障害
● 透析に関連する手術侵襲の回避
　　blood access や CAPD カテーテル留置
● 美容的利益
● 移植後生着率の向上
● 医療経済面における利点
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図 2　小児の先行的腎移植（PEKT）の経年的推移

表 2　PD 導入時の年齢と成長障害

透析導入時
年齢（歳）　 0～1 2～5 6～12 13～

身長
（Z score） －2.56 －1.94 －1.63 －1.25

NAPRTCS annual report 2010 より
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しいこと
を考え合わせると，より早期の（できれば PEKT）腎
移植治療が望まれる．さらに，社会的発達に関しても，
近年腹膜透析治療の発達により，腎不全患児も健常児
に近い生活が可能になっているが，透析による時間的
拘束が避けられず，また行事への参加や社会的自立は，
明らかに腎移植治療に軍配が上がる．

透析のための手術侵襲，例えば，CAPD 用のテンコ
フカテーテル留置や内シャント作成といった手術侵襲
を加えずにすむことも利点の一つである．美容学的に
も利点は大きい．さらに，医療経済学的見地からもメ
リットがあると考えられている．

3　術前透析の有無が移植成績に与える影響

近年，成人の多数例の検討により，術前透析のない
患者群のほうが長期の生存生着率も優れていることが
報告されている．

Organ Procurement and Transplantation Network 

（OPTN）のデータ解析によれば，成人の PEKT（生
体腎）患者は術前透析を行っていた患者群に比して，
移植後初年度における移植腎喪失の危険性は約半分に
減少する1）．また，Meier-Kriesche らは2），同一献腎
ドナーからのペア腎のデータを解析し，献腎移植の場
合でも，術前透析のあった群に比べ，PEKT 患者の長
期予後が良好であることを確認した．さらに，術前の
透析期間が長くなれば，移植腎の生着率はそれだけ低
下すると報告している．

このように術前透析の有無により長期予後が異なる
理由として，

①　透析患者では，より強い炎症的負荷を受けるた
め，免疫システムが賦活化されており，急性拒絶
反応（AR）の発現率が高くなっている

②　長期透析に伴う心循環器系の負荷が移植成績に
影響している可能性

などが示唆されている．
一方，小児におけるデータは，成人に比較し若干規

模が小さく，結果にもばらつきがある．Vats らは3），
NAPRTCS のデータベースを用いて術前透析が移植成
績に与える影響を検討し，生体腎移植患者において，
術前透析があった群では，それが血液透析であれ腹膜
透析であれ，PEKT 群に比較し長期予後は不良であっ
たと報告した．この研究では，献腎移植における術

前透析の影響は認められなかった．しかし，最近の
NAPRTCS（2010）のデータでは，PEKT および透析
施行群の 5 年生着率は生体腎（86.3％ vs 80.7％），献
腎（78.4％ vs 68.4％）で，ともに PEKT のほうが有意
に良好であることが示されている．

また，Butani らの4）OPTN の小児腎移植データベー
スを解析した研究によれば，1995 年 1 月～2000 年 12

月 ま で に 腎 移 植 を 受 け た 3,606 例 の う ち 28％ が
PEKT，72％ は術前透析あり（HD 38％，PD 34％）
で あ っ た．1 年 以 内 の AR は，HD 群（45.5％），PD

群（44.2％）に比べ，PEKT 群（36％）で有意に低く，
さらに多変量解析の結果，1 年以内の AR は移植腎喪
失への相対的危険因子であった．長期成績に関しては，
術前 HD を施行されていた生体腎移植患者の予後は
不良であったが，術前 PD ではその影響は見られなか
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った．また献腎移植の場合，術前透析の影響は認めら
れなかった．

他方，最近の Eurotransplant データでは，PEKT の
移植成績に対する利点がみられていない5）．本邦では，
服部らが，術前透析の有無による小児腎移植患者の長
期予後を検討し，透析施行群（n＝1,028）に比して，
PEKT 群（n＝165）では生存・生着率ともに良好であ
ったが，その差は有意ではなかったと報告している

（日本小児腎移植臨床統計小委員会報告 2010，日本移
植学会総会，京都）（図 3, 4）．

4　思春期腎不全患者に対する PEKT

思春期青少年の腎移植成績は他の年齢層に比べ不良
である．高い移植腎喪失率は免疫抑制剤の non-adher-

ence（怠薬）によるところが大きいと考えられるた
め，成績向上のための方策として，怠薬の恐れがある
患者には移植時期を遅らせるという方法も提唱されて
いる．しかし，これは個人の服薬状況が成長とともに，
あるいは透析の期間が長くなることで改善することを
前提にしている．一方，近年成人では，腎移植の待機
期間が移植腎喪失の危険因子であることが示されてい
る．したがって，思春期に意図的に移植を遅らせるこ
とは，移植腎の予後や生存にも影響する可能性がある．

Kennedy らは6），Australian and New Zealand Dialy-

sis and Transplant Registry のデータを解析し，思春
期の患者における長期生着率（5 年；65％，10 年；50

％） は，2～10 歳（74％，58％），20～29 歳（72％，
57％）に比べ有意に不良であること，移植待機期間は，
思春期の生体腎移植では独立した危険因子であったこ
とを報告した．一方，PEKT を受けた生体腎移植患者
の生着率は，思春期の患者でも，5 年；82％，10 年；
70％ であり，他の年齢帯の患者と同等であることから，
PEKT は思春期患者でも移植腎喪失の危険性を 50％
軽減させるので，移植を遅らせることは移植予後のリ
スクを増加させることになるかもしれないと結論して
いる．

5　PEKT が困難な症例

PEKT が困難な症例（表 3）としては，ネフローゼ
状態など原病のコントロールが不良であるもの，悪性
腫瘍の合併，術前に固有腎の摘出を要するような症例
などは，医学的にまず透析導入が必要になる．悪性腫

瘍の既往に関しては，疾患にもよるが，Wilms 腫瘍
などの小児固形癌では一般的に根治治療後 3 年という
のが移植可能時期の目安とされている．

従来，低体重小児に対する腎移植は年長児に比べて
ハイリスクと考えられていたが，近年，術前術後管理
技術や免疫抑制療法の進歩とともに低体重児における
移植成績は格段に向上している．低体重児における移
植腎喪失の原因としては，術後早期の合併症（移植腎
血管の血栓症，心・肺，中枢神経合併症など）に関連
するものが多く，年長児に比して，より細心の注意を
要する．しかし，NAPRTCS の最近のデータによれば，
低年齢小児でも年長児に比べ遜色のない長期成績が得
られており，5 歳以下の小児においても約 20％ は
PEKT である．通常，成人の腎を安全に移植可能な乳
幼児レシピエントの体格の目安は体重 8 kg，身長
75 cm 程度としているが，腹膜透析未導入の小児の場
合は腹腔内容積が小さく，体格的にはもう少し大きい
ほうが望ましい．

また，従来ハイリスクとされていた ABO 血液型不
適合移植，巣状糸球体硬化症（FSGS）や溶血性尿毒
症症候群（HUS）のように原疾患の再発が危惧され
る疾患への移植に関しては，PEKT の適応から外れる
ものではないが，術前術後管理などについては十分な
配慮を要する．逆に，小児への腎移植治療は安全確実
に行われるべき治療法であり，リスクが高いと判断さ
れれば，あえて PEKT に固執しないという判断も重
要である．

一方，実際の臨床で比較的多くみられる理由として
は，紹介時にすでに慢性腎不全が進行しており，レシ
ピエントおよびドナーの術前評価が間に合わないとい
うことがある．これには，患者やその家族が，十分に
腎不全に対する治療の必要性を理解していないような

表 3　PEKT が困難な症例

● 術前に腎摘を必要とする場合
コントロール不良の高血圧
水腎症や尿流停滞を伴う尿路感染
高度蛋白尿によるネフローゼの持続

● 悪性腫瘍の既往を持つ症例
● 術前検査，準備が完了していない場合

ESRD にある患児を治療するチームが患者と家族を十分
に評価できていない

移植に対する理解，コンプライアンス，経済的基盤
家族が腎不全という状況を十分理解できていない場合
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状況も含まれる．さらに，移植施設側の問題として，
生体腎移植を含む数多くの通常の予定手術の中に，
PEKT の腎移植手術を追加することは，手術枠の確保
を含め，いろいろ困難な問題がある．しかし積極的に
小児の PEKT を推進するためには，優先的に検査や
手術予定を組み入れる努力も必要になるであろう．

6　小児の PEKT における術前の流れ

小児の慢性腎不全患者における透析導入時期は，腎
機能と腎不全症状，日常生活をもとに総合的に判断さ
れる．

小児透析導入基準としては，欧米では GFR で 9～
15 ml/min/1.73 m2 が推奨されており，腎移植施行の
時期も透析導入時期と同様と考えられるが，PEKT の
場合は，より早期に行うべきという意見もある．

小児の特殊性を考慮すれば，腎臓小児科医は比較的
早期（CKD ステージ 3； GFR 50 ml/min/1.73 m2 前
後）から介入するのが望ましい．腎代替療法の説明

（透析・腎移植），あるいは移植医への紹介は 25 ml/

min/1.73 m2 前後が妥当と考えられているが，早期に
情報提供する分にはまったく問題ない．特に，他の合
併奇形を有する場合には，より早期の情報提供が望ま
しい7）．保存期腎不全に対する管理・治療とともに，
下部尿路の評価や潜在的感染巣の検索，ウイルス抗体
価チェックと予防接種，そして心機能評価を含む術前
検査が必要となるため，余裕をもった PEKT の準備
のためには半年程度をかけることが理想である．

成人では，保存期腎不全の時期に移植術前検査を行
う場合，まだ身体障害 1 級ならびに更生医療などの公
的補助が受けられないため，検査に関わる費用負担が
比較的大きい．したがって，経済的理由から PEKT

に向けた術前検査に踏み切れない患者も少なくない．
その点小児の場合には，保存期腎不全の場合でも，検
査・治療に関わる費用は，小児慢性特定疾患医療券等
の公的補助によりカバーされているため，レシピエン
トならびにドナーの早めの検査も可能である．また，
ドナーの検査・手術に関わる費用は，基本的にはレシ

ピエントの治療費用に組込まれることになり，小児で
はより経済的負担は少ないことは大きなメリットであ
る．

おわりに

以上のように，小児慢性腎不全に対する PEKT に
は利点が多く，今後本邦でも，慢性腎不全に対する治
療の選択肢の一つとして積極的に提示していく必要が
あるであろう．

慢性腎不全の時期が予測される場合には，少なくと
も半年前には移植施設に紹介し，計画的な移植が予定
できることが理想と考えられる．加えて移植施設とし
ては，PEKT を希望する患者に対して，希望を尊重す
べく積極的に予定の調節に努力することも必要である
と考える．
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要　旨

透析患者数の増加や患者年齢の高齢化に伴って，
様々な原疾患によって神経障害性疼痛を訴える透析患
者は多くなってきている．しかしながら，腎機能が廃
絶した透析患者に対する治療については，国内外の神
経障害性疼痛治療に関するガイドラインでは不十分で
ある．そのため現状では，疼痛治療医師が，各薬剤の
薬物動態を調べ，各々の経験によって治療を行ってい
ると推測される．透析患者に対する神経障害性疼痛治
療を適切に行うためには，ガイドラインに記載された
薬剤を中心に使用することになるが，透析患者である
との理由で，治療を拒んだり，消極的になったりする
のではなく，各薬剤について，薬理効果や臨床効果，
国内での適応症，透析患者における薬物動態，用法・
用量などの必要な知識を理解し，治療を行うことが透
析患者の生活の質や満足度を向上させるためには重要
である．

はじめに

わが国の慢性透析療法の現況からもわかるように，
本邦の透析患者数は約 30 万人に達している．さらに
透析治療技術や全体的な医療レベルの向上により，透
析期間も患者全体の 50％ 以上が 5 年を超えており，
長期透析患者が増加してきている1）．また，年々，平
均透析患者年齢も高齢化してきており，様々な合併症
や病態に遭遇することも多くなっている．これらの治

療を行うにあたり，腎臓機能が廃絶した透析患者には，
腎機能正常者に比べると，薬物動態や基礎疾患のため
に慎重に治療を選択して行う必要がある．神経障害性
疼痛も特殊な病態の一つであり，様々な疾患から引き
起こされる．神経障害性疼痛は国際疼痛学会（Interna-

tional Association for the Study of Pain;  IASP）に よ っ
て「神経系の一次的損傷あるいは機能的障害によって
発生する痛み」と定義されており2），その罹患率は，
1～7％ と推定されている3, 4）．透析患者人口に換算す
ると，約 3 千～2 万人の患者が存在することになるが，
実際には，糖尿病性神経障害や手根管症候群，さらに
は帯状疱疹の有病率は一般人口に比べて透析患者では
多く，多数の患者が存在すると推測される．

神経障害性疼痛は，その性質から罹病期間が長期と
なり，患者の生活の質が低下することから，原因疾患
を診断して治療することに加えて，適切な疼痛管理を
行うことを透析医療に携わっている医療者に求められ
るようになっている．原因疾患に関しては，内科，皮
膚科，神経内科など多岐にわたる診療科で専門的治療
が行われているものの，疼痛管理については，ペイン
クリニック専門医師を受診できる環境がなければ，透
析医や原因疾患治療医師によって行われているのが現
状であろう．

さて，神経障害性疼痛の治療は，内科的治療，心療
内科的治療，ペインクリニックなどで主に行われるが，
発症初期には，まず薬物療法が行われることが多い．
また，選択される薬剤は，腎排泄型の薬剤が多いため，

臨床と研究

透析患者における神経障害性疼痛の薬物療法

福島　栄　
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透析患者には慎重に用量調整と副作用の監視を行う必
要がある．本稿では，神経障害性疼痛の治療に用いら
れる経口薬および経皮吸収薬に関して，特に透析患者
への使用方法や注意すべき点，発生頻度の高い合併症
について主に概説する．

1　神経障害性疼痛の診断

1-1　神経障害性疼痛の分類

「神経障害性疼痛」に対して，「機能的疾患による疼
痛」という言葉があるが，前者は原因となった疾患あ
るいは病態が治癒した後も継続する痛みであり，疼痛
の伝達・制御の異常が主たる原因である．分類として
は，帯状疱疹後神経痛（postherpetic neuralgia;  PHN），
糖尿病性神経障害による疼痛，幻肢痛を代表とする末
梢神経障害によるものと，視床痛のような脳卒中後疼
痛や脊髄損傷後疼痛を代表とする中枢神経障害による
ものに分けられる（表 1）．一方，機能的疾患による
疼痛とは，慢性腰痛や関節リウマチによる関節痛のよ
うな侵害刺激のために持続性疼痛が生じるものである．

1-2　神経障害性疼痛の問診・診察・検査

診断のためのアルゴリズムとしては，他の疾患と同
様に「問診」，「診察」，「検査」が系統立てて行われる
べきである．問診では，疼痛の原因となった疾病や外
傷の既往を確認し，疼痛範囲が神経解剖学的に説明で
きるかを確認する．アルコール常用嗜好や職業環境，
常用薬物歴を含めた病歴聴取によって，体性感覚系の
損傷や疾患の有無を確認することも重要になる．また，
患者自身からの痛みの表現（うずく，チクチク，ジン
ジン，ピリピリなど）も疾患を特定するために重要な
所見になる．

診察では，皮膚所見，浮腫，筋萎縮，関節可動域な
どの身体所見や，各疾患で特徴的な所見を見逃さない
ようにする．痛みの強度は，Visual analogue scale や
Face scale などのスケールを用いると客観化され，わ
かりやすくなる．また，生活に対する支障がどれくら
い及んでいるのかを本人だけではなく，家族などから
の信頼できる情報で確認しておくことが必要である．
その他，精神疾患が疑われる場合には，精神科医によ
る専門的診断を受けさせることによって，心理的スト
レスによる症状の誘発や修飾の存在が明らかにされる
こともある．

検査は様々なものが行われることが多い．中枢神経
の器質的異常の診断のためには，CT や MRI などの画
像診断が行われ，末梢神経障害の診断のためには，神
経伝導速度，筋電図などの検査が行われている．触覚
や温冷覚，振動覚については，刷毛や氷嚢，検査用音
叉によって簡易に評価することが多いが，定量的感覚
検査で検知閾値や弁別閾値を測定して，詳細に定量的
評価をすることも有用である．

1-3　神経障害性疼痛の診断

診断確定には，原因疾患を確定することに加えて，
疼痛に対する詳細な問診，診察，検査を行い，障害さ
れた神経領域に合致する感覚障害の自覚症状と他覚的
な神経学的所見や画像検査所見，感覚神経所見が合致
するかで判断されることになる．しかし，これらでも
診断が断定できないことも少なくなく，確定できない
疼痛については，薬物療法を行うことによる症状の変
化が診断の補助になる場合も多い．

表 1　神経障害性疼痛の原因となる疾患

末梢神経障害性疼痛 中枢神経障害性疼痛

帯状疱疹後神経痛
糖尿病性神経障害
三叉神経痛
幻肢痛・断端痛
複合性局所疼痛症候群
脱髄性多発神経根障害
絞扼性末梢神経障害
神経根傷害
神経叢損傷
HIV 感覚神経障害
その他

脳卒中後疼痛（視床痛を含む）
脊髄損傷後疼痛
多発性硬化症
脊柱管狭窄による圧迫性脊髄症
パーキンソン病
HIV 脊髄症
脊髄空洞症
その他
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2　神経障害性疼痛の薬物療法

2-1　概　要

一般患者における診療ガイドラインとして，海外で
はすでに，IASP，欧州神経学会（European Federation 

of Neurological Societies;  EFNS），英国立医療技術評
価機構（National Institute for Health and Clinical Excel-

lence;  NICE）など複数組織から薬物療法に関するガ
イドラインが発表されている5～7）．また，本邦でも
2010 年 7 月には日本神経治療学会（Japanese Society 

of Neurological Therapeutics;  JSNT）から「標準的神
経治療：慢性疼痛」8），2011 年 7 月には，日本ペインク
リニック学会（Japan Society of Pain Clinicians;  JSPC）
から「神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン」9）が発
表されている．しかし，その内容には，透析患者に対
する治療についての記載はなく，腎障害を有する場合
の注意についてのわずかな記載があるのみであり，ま
た，透析方法や透析量を考慮しての薬物療法に言及し
ているものはなかった．

さて，表 2 は，主要ガイドラインにおける神経障害
性疼痛に対する推奨薬剤の一覧である．また，表 3 は，
国内での各薬剤の承認状況や添付文書に記載されてい
る情報を元にして透析患者への投与方法をまとめたも

のである．これらをみると，海外でエビデンスレベル
の高い薬剤も国内では疼痛治療に対して保険適応を持
たないものが多く，さらに透析患者を対象者にすると，
禁忌とされていたり，慎重投与のため用量調整を強い
られたりするものが大多数である．そのため次項では，
国内における承認状況とガイドラインからの学術的な
面も考慮して，治療に用いられる薬物の解説を作成し
た．ただし，表 3 にある推奨レベルは，保険適応と複
数のガイドラインからの私見であり，エビデンスに基
づいたものではないことを事前に了解していただきた
い．また，これを訴訟や補償の対応に用いるのは適切
ではない．

2-2　薬　剤

（1）　Ca チャンネル a2dリガンド
Gabapentin と Pregabalin がこれにあたる．神経細

胞に Ca イオンが作用して痛み伝達物質が過剰に放出
されることで起こる神経痛を Ca チャンネルの補助サ
ブユニットである a2d蛋白に結合して，神経前シナ
プスでの Ca 流入を低下させることによって，各種興
奮性神経伝達物質の放出を抑制して鎮痛作用が発揮さ
れる薬剤である．Gabapentin は 2006 年 9 月から，
Pregabalin は，2010 年 6 月から薬価収載されている．

表 2　主要ガイドラインにおける神経障害性疼痛に対する推奨薬一覧

JSPC†1 JSNT†2 IASP†3 NICE†4 EFNS†5

三環系抗うつ剤 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

SNRI ◎（○） ◎ ◎ ◎ ◎（×）

Ca チャンネル a2dリガンド ◎ ◎ ◎ ○ ◎

抗不整脈薬 ◎ ● ● × ×

アルドース還元酵素阻害剤 ◎（×） × × × ×

ワクニシアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液含有製剤 ×（○） × × × ×

オピオイド ● ○ ○    ●†6    ○†7

SSRI △ ● ● × ×

NMDA 受容体阻害剤 △ × ● × ×

ビタミン B12 △ × × × ×

抗てんかん薬 △ ● ● × ×

◎：第一選択薬，○：第二選択薬，●：第三選択薬，△：その他（オプション），×：記載なし
†1　日本ペインクリニック学会．有痛性糖尿病性ニューロパチーに対する推奨レベルと PHN に対する推奨レベルが異なる場合には，右

の（　）内に PHN に対する推奨レベルを記載した．
†2　日本神経治療学会．慢性疼痛の内科的治療に使用される薬剤一覧．
†3　国際疼痛学会．神経障害性疼痛全般に対する推奨．
†4　英国立医療技術評価機構．
†5　欧州神経学会．有痛性糖尿病性ニューロパチーに対する推奨レベルと PHN に対する推奨レベルが異なる場合には，右の（　）内に

PHN に対する推奨レベルを記載した．
†6　糖尿病性神経障害による疼痛に対しては Tramadol，PHN に対しては Oxycodone，Morphine．
†7　第二選択薬に Tramadol，第三選択薬に強オピオイド．
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表 3　神経障害性疼痛に用いられる経口薬および経皮吸収薬一覧

分　類 一般名 商品名
（代表的なもの）

神経障害性疼痛に対する適応症
（添付文書） 透析患者への投与方法 推奨†1

Ca チャンネル a2d
リガンド

Pregabalin リリカ® 末梢性神経障害性疼痛 初期量 25 mg/日
維持量 25～50 mg/日

（HD 後の補充あり）

A1

Gabapentin ガバペン® 　（－） Ccr＜5 mL/min の場合
初日 200 mg
HD 後 200～400 mg 追加

A2

三環系抗うつ薬 Amitriptyline トリプタノール® 　（－） 通常量 A2

Imipramine トフラニール® 　（－） 通常量 A2

Nortriptyline ノリトレン® 　（－） 通常量 A2

Desipramine パートフラン® 販売中止 販売中止
セロトニン・ノル
アドレナリン再取
込阻害薬

Duloxetine サインバルタ® 糖尿病性神経障害に伴う疼痛 禁忌 D

Venlafaxine エフェクサー® 本邦未発売 本邦未発売

ワクニシアウイル
ス接種家兎炎症皮
膚抽出液含有製剤

ノイロトロピン® 帯状疱疹後神経痛
腰痛症

通常量 B1

オピオイド鎮痛薬 Morphine モルヒネ塩酸塩® 激しい疼痛時における鎮痛・鎮静 5 mg/日あるいは 10 mg/2 日から
開始

D

Oxycodone オキシコンチン® 中等度から高度の疼痛を伴う各種
癌における鎮痛

通常量
（慎重投与）

B2

Fentanyl ワンデュロパッチ® 中等度から高度の疼痛を伴う各種
癌における鎮痛

通常量あるいは通常量の 50％ 量
（慎重投与）

B2

Tramadol トラマール® 軽度から中等度の疼痛を伴う各種
癌における鎮痛

症状に応じて用量設定
（慎重投与）

B2

Buprenorphine ノルスパンテープ® 慢性疼痛における鎮痛
変形性関節症，腰痛症

通常量
（慎重投与）

B1

抗不整脈薬 Mexiletine メキシチール® 糖尿病性神経障害に伴う自覚症状
（自発痛，しびれ感）

通常量 B1

抗けいれん薬 Carbamazepine テグレトール® 三叉神経痛 通常量あるいは通常量の 75％ 量
（慎重投与）

B1

Valproate デパケン® 　（－） 通常量
血中濃度モニタリング

B2

Lamotrigine ラミクタール® 　（－） 通常量
（慎重投与）

B2

Topiramate トピナ® 　（－） 通常量の 50％ 量
HD 後の補充を考慮

（慎重投与）

B2

抗うつ薬 Paroxetine パキシル® 　（－） 通常量の 50％ 量 B2

Fluvoxamine デプロメール® 　（－） 通常量 B2

Sertraline ジェイゾロフト® 　（－） 通常量 B2

Milnacipran トレドミン® 　（－） 減量が必要，詳細不明
（慎重投与）

B2

NMDA 受 容 体 拮
抗薬

Dextrometho-
rphan Hydrobro-
maide

メジコン® 　（－） 減量が必要（詳細不明） B2

Memantine メマリー® 　（－） 維持量 10 mg/日 B2

ビタミン B12 Mecobalamin メチコバール® 末梢性神経障害 通常量 C

†1　推奨について
A1；透析患者への投与が可能で，神経障害性疼痛に対する国内承認を得ており，かつ，国内あるいは海外のガイドラインで第一選択薬に推奨されている

もの．
A2；透析患者への投与が可能で，神経障害性疼痛に対する国内承認は得ていないものの，国内あるいは海外のガイドラインで第一選択薬に推奨されてい

るもの．
B1；透析患者への投与が可能で，神経障害性疼痛に対する国内承認を得ており，かつ，国内あるいは海外のガイドラインで第二選択薬以降に推奨されて

いるもの．
B2；透析患者への投与が可能で，神経障害性疼痛に対する国内承認は得ていないものの，国内あるいは海外のガイドラインで第二選択薬以降に推奨され

ているもの．
C；透析患者への投与が可能であるものの，エビデンスレベルが低いもの．
D；透析患者への投与が禁忌であるもの，または推奨されないもの．
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Gabapentin は，適応症に神経障害性疼痛を持たないが，
Pregabalin は発売時から PHN に対する適応を持ち，
2010 年 10 月からは，末梢性神経障害性疼痛に適応が
拡大され，様々な病態による神経障害性疼痛に用いる
ことが可能になった．

ほぼすべてのガイドラインで第一選択薬（NICE に
おける糖尿病性神経障害による疼痛に対しては第二選
択薬）とされており5～7），速やかな効果発現や長期に
わたる除痛持続効果から，高く評価されている．

透析患者に対しての投与は，腎排泄型の薬剤である
ことや蛋白結合率がほぼゼロであることから，血液透
析によって血中濃度が大きく低下するために，初期量
や維持量の調整に加えて，血液透析後の補充を行うこ
とが求められる薬剤である．また，臨床試験では副作
用が投与症例の 60％ 以上に生じており，特に浮動性
めまい（23％），傾眠（16～25％），浮腫（10～17％）
が生ずる割合が高く，この薬剤で治療する場合には，
副作用モニタリングを十分に行うべきである．ただし，
副作用が生じた場合には，血液透析で容易に体外に排
出することができるために，血液透析患者に対しては，
投与方法や用法・用量，副作用に留意して処方すれば，
国内外のガイドラインでの推奨や国内での承認状況，
透析患者への用法・用量設定を有しているため，血液
透析患者の神経障害性疼痛に対する治療の最も有力な
薬剤であると考えられる10, 11）．

Gabapentin は，Pregabalin の発売前までは，作用機
序や海外での報告から，保険適応外ながら難治性の神
経障害性疼痛症例に処方されていた経緯がある．
Pregabalin と同様に透析患者への用量設定もされてい
るために複数の透析患者への治療報告もある12, 13）．し
かし，両剤共に腹膜透析患者への投与方法は設定され
ておらず，報告では，過量投与となった可能性のある
症例もある．

（2）　三環系抗うつ薬（tricyclic antidepressant;  TCA）
Amitryptyline，Imipramine，Nortriptyline の 3 剤は

抗うつ薬として昭和 30～40 年代に薬価収載された歴
史の長い薬剤である．現在でも抗うつ薬として主に利
用されているが，痛みを抑制する下行性疼痛抑制系を
賦活する作用を有している．機序としては，セロトニ
ンやノルアドレナリンといった脳内モノアミンの再取
り込み阻害作用が主体であり，その作用によって，痛

み抑制系シナプス間隙のモノアミンを増加させ，疼痛
抑制神経の興奮が生じて鎮痛効果があらわれると考え
られている．海外のガイドラインでは，すでにそのエ
ビデンスの豊富さや経済性から第一選択薬として認め
られており5～7），国内のガイドラインでも学術的側面
から第一選択薬とされている8, 9）．それぞれの薬剤で
鎮痛効果に大きな差はないが，抗コリン作用の少なさ
から，Nortriptyline がやや使用しやすい．

透析患者への投与については，肝代謝を受ける薬剤
のために，いずれも禁忌や慎重投与の対象とはなって
おらず，通常量を投与することが可能である．しかし，
副作用として眠気，ふらつき，口渇が生ずることがあ
り，また，高齢者には歩行障害や認知機能障害が起こ
りやすいとされているため，少量ずつ就寝前投与で開
始するのがよい．また，不整脈発生リスクが高まると
いう報告もあり14），心疾患既往の多い透析患者には，
定期的な心電図検査による監視が望まれる．国内では
神経障害性疼痛に対する承認を有していないものの，
うつ病とは異なった機序で鎮痛効果が発揮されるため
に，精神症状がない場合でも使用ができるが，保険診
療を基本とするわが国では使用を躊躇することが多々
ある．

（3）　セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻
害薬（serotonin noradrenalin reuptake inhibitor;  

SNRI）
Duloxetine が 2010 年 4 月に薬価収載され，糖尿病

性神経障害に伴う疼痛に対する適応を 2012 年 2 月に
取得している．TCA に比べて不整脈の副作用が少な
いとされており，作用機序としては，TCA と同様に
セロトニン，ノルアドレナリンの再取り込み阻害作用
による下行性疼痛抑制系の賦活によって鎮痛効果を示
すと考えられている．海外ではすべてのガイドライン
で第一選択薬とされている5～7）．

透析患者への投与については，肝臓で代謝を受ける
薬剤であるが，蛋白結合率が高く，海外の臨床試験時
の高度腎障害患者への投与で，最高血中濃度が上昇し
たことや血中濃度曲線下面積が 2 倍に増大したことか
ら，高度腎機能障害患者には禁忌となっている．この
薬剤の透析患者への投与のためには，今後の新たな知
見が必要である．また，海外のガイドラインで推奨さ
れている Venlafaxine は国内では未発売である．
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（4）　ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
含有製剤

ノイロトロピン® は国内のガイドラインでのみ推奨
されている薬剤であり，戦後間もない 1949 年に創薬
された歴史の古い薬剤である．この薬剤は，分類名の
とおりワクシニアウイルスを接種した家兎の炎症組織
から抽出・分離された鎮痛作用などを有する非蛋白性
の活性成分を製剤化したものである．1999 年に PHN

に対する国内での臨床試験を経て効能追加されてお
り15），重篤な副作用がないことや長期の臨床使用経験
から安全性が高いと思われる．鎮痛効果の機序は，下
行性疼痛抑制系神経の活性化作用や，侵害刺激局所に
おける発痛物質のブラジキニンの遊離抑制作用，末梢
循環改善作用が推定されており，トリガーポイント注
射で用いられてもいる．

透析患者への投与については，詳細な薬物動態は不
明であり詳述できないが，添付文書では禁忌や慎重投
与の対象にはあたらないために通常量でよいと考えら
れる．

（5）　抗不整脈薬
Mexiletine は lidocaine の類似体で抗不整脈薬の経

口剤として用いられてきた．1988 年に，Dejgard ら16）

によって，糖尿病性神経障害に伴う疼痛およびしびれ
感に有効であると報告された後に臨床試験を経て 2000

年 7 月に効能追加を得ている．鎮痛機序は，神経細胞
膜の Na チャンネル遮断によって，障害された神経線
維の再生過程での異常発火を抑制することや，脊髄レ
ベルでの痛み伝達物質のサブスタンス P の遊離抑制
作用，下行性疼痛抑制神経系の賦活による効果と考え
られている．推奨レベルとしては，国内では第二選択
薬とされているが，海外では IASP で第三選択薬とさ
れているのみで評価は高くない．理由としては，臨床
試験でのプラセボとの効果に差がなかったものがある
ことや，その不整脈誘発の副作用や心不全の悪化など
によるものがあげられている．

透析患者への投与については，肝代謝を受けること
や，1 回の血液透析で 30％ 程度除去されることか
ら17），通常量でよいとするものもあれば，腎機能低下
患者では血中濃度が高くなり，半減期がやや延長する
ために 75％ に減量するべきとしているものもある18）．
腹膜透析患者への投与は，除去率が 2.8％ でほとんど

除去されないが，肝代謝性の薬剤であることから通常
量でよいとされる．ただし，透析患者での心疾患の有
病率は高いこともあり，慎重に投与量を設定して，副
作用を監視しながら投与することが必要である．また，
積極的に血中濃度を測定しながら投与することが望ま
れる．

（6）　オピオイド鎮痛薬
オピオイド鎮痛薬の Morphine，Oxycodone，Fenta-

nyl，Tramadol はいずれも癌性疼痛治療薬として使用
されてきたが，Buprenorphine は慢性疼痛治療を目的
として，非癌性疼痛に対する承認を得た薬剤である．
Fentanyl と Buprenorphine の 2 剤は経皮吸収薬の剤
型で薬価収載されている．いずれも nオピオイド受
容体アゴニストとして中枢神経系に作用し，鎮痛効果
を発揮する．

神経障害性疼痛治療には多くのエビデンスを有して
いるが，国内外のガイドラインでは，第二もしくは第
三選択薬とされている5～9）．理由としては，他剤に比
較して副作用頻度が高く，その症状が治療期間にわた
って持続することや，長期治療の安全性について体系
化された検討がなされていないこと，さらには，経験
的に痛覚過敏症状を起こすことが知られており，長期
治療に対するリスク-ベネフィット比を変化させる可
能性があることがあげられている5）．その他，オピオ
イド鎮痛剤を用いて治療するには，乱用や嗜好のリス
クを評価することが必要である．さらに一部薬剤は麻
薬に指定されており，薬剤や処方箋の管理が法律によ
って厳格に定められているため一般診療で処方するこ
とを敬遠する傾向もある．副作用としては，嘔気，便
秘，眠気などがあり，また，高齢者では認知機能低下
や歩行障害，転倒リスクが高まる．長期使用でほとん
どすべてのオピオイド鎮痛薬で身体依存が生じるため，
服薬の自己減量や中断には十分留意する必要がある．

透析患者への投与については，いずれの薬剤も腎障
害患者に対しては慎重投与とされているが，特に
Morphine は代謝産物の morphine-6-glucuronide の蓄
積による遷延性意識障害や呼吸抑制が起きたとの報告
があるため推奨されない19, 20）．Oxycodone は腎機能障
害患者で最大血中濃度が高くなり，半減期も延長する
が，蛋白結合率が 45％ 前後であることや肝代謝を受
けることから，通常量の投与でよいと考えられている．
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また，Fentanyl および Buprenoriphine については，
それぞれ通常量でよいとされている．その他，Trama-

dol は，弱オピオイドに分類され，セロトニンやノル
アドレナリンの再取り込み阻害作用も有する特徴を持
つが，透析患者に対して特に有利な薬剤というわけで
はない．いずれのオピオイド鎮痛薬を用いて治療する
場合でも，透析患者には少量から開始して，症状に応
じた増量を慎重に行うことが求められる．

（7）　その他の薬剤
抗けいれん薬の Carbamazepine は三叉神経痛に対

しては確立した鎮痛効果を持つものの，その他の神経
障害性疼痛に対する効果は不確実である．腎機能障害
患者には慎重投与となっており，透析患者には減量し
て投与する必要がある．Valproate も有用性を示す大
規模な臨床治験が存在しておらず，その効果は不確定
である．前記 2 剤は，血中濃度測定が保険診療で可能
であり，血中濃度モニタリングをすることが望ましい．
Lamotrigine，Topiramate については，前者は脳卒中
後疼痛に対する鎮痛効果，後者は糖尿病性神経障害に
よる疼痛に対する鎮痛効果の報告があるが21, 22），エビ
デンスレベルとしては高くないため推奨度は高くない．

抗うつ薬の選択的セロトニン再取り込み阻害剤
（selective serotonin reuptake inhibitor;  SSRI）の Parox-

etine は，糖尿病性神経障害による疼痛に対して鎮痛
効果があったとの報告があるが23），Fluvoxamine，
Sertraline については，神経障害性疼痛に対する鎮痛
効果を示すような臨床試験は行われていない．現在，
SSRI の神経障害性疼痛治療への推奨レベルは高くな
い．

N-methyl-D-asparatic acid（NMDA）受容体拮抗薬
は，興奮性アミノ酸である NMDA 受容体に拮抗し，
下行性疼痛性抑制系神経の増強や脊髄レベルでの直接
作用による鎮痛作用を有するとされている．IASP の
ガイドラインでは第三選択薬とされているが5），国内
では，鎮咳薬の Dextromethorphan hydrobromaide（メ
ジコン®）やアルツハイマー型認知症治療薬の Meman-

tine（メマリー®）などがあるものの，神経障害性疼
痛に対する承認は得られていない．また，エビデンス
レベルが十分ではなく，推奨度はいまだ高くない．使
用には保険診療上の問題があり，他剤での治療効果が
不十分な場合の併用療法として考慮する．透析患者に

対する投与には，通常量より減量が必要である．
ビタミン B12 は，末梢神経障害治療に対して承認さ

れており，鎮痛効果については不明であるが，末梢神
経障害全般の症状に対して効果があるとされている．
透析患者への投与は通常量でよいとされている．

おわりに

透析患者の神経障害性疼痛に対する薬物療法は，透
析医より他科の医師が行うことが多いと思うが，透析
医も含めて，患者が透析治療を受けていることを理由
に処方をためらったり，薬物動態を理解せず過少，過
量投与を行ったりしていることが想像される．透析医
としては，他医師から受けている医療内容についても
積極的に把握し，場合によっては，薬物投与方法や血
中濃度測定可能なものについては，検査結果の情報を
提供して，疼痛治療医師との連携を密にはかることが
重要である．幸い，血液透析患者は毎週 2～3 回ずつ
通院しており，頻回に医療スタッフからの状態観察を
受けることができる利点もあり，治療のさいには細や
かに症状の変化や副作用の管理を行うことで，適切に
治療を行うことができるはずである．
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要　旨

2000 年 4 月に施行された介護保険制度により，以
前なら社会的入院を余儀なくされた高齢透析患者にお
いても，週 2～3 回の血液透析（HD）のための通院や，
在宅医療としての腹膜透析（PD）の継続が可能とな
っている．2002 年に実施した全国アンケート調査で
は，介護保険の認定を受けている高齢 PD 患者は 24

％ であり，年齢別では前期高齢者 11％，後期高齢者
35％，超高齢者 29％ であった．同じく 2002 年に発足
した高齢者腹膜透析研究会（ゼニーレ PD 研究会）の
活動により，高齢者に対する PD 療法のメリットが認
知されるとともに，自立した高齢者のみならず要介護
高齢腎不全患者に対しても介護保険制度の活用による
PD 導入が普及してきている．高齢 PD 患者の社会資
源の活用状況と 2012 年診療報酬・介護報酬同時改定
が PD 療法の追い風になるかどうかについて検証した．

はじめに

わが国の慢性透析療法の現況1）によれば，2010 年の
透析導入患者は 37,532 人で，前年度より 34 人減少し，
導入患者の増加のスピードに変化が出てきている．し
かし，透析患者数は今後も 2025 年頃まで増加の一途
を辿ると予想されている．そして，2010 年の導入時
平均年齢は 67.8 歳で，前年と比較すると 0.5 歳高齢化
している．導入患者の原疾患の第 1 位は糖尿病性腎症

（43.5％）であるが，前年の割合より 1.0％ 減少してい
る．第 2 位の慢性糸球体腎炎は 21.2％ であるが，前
年より 0.7％ 減少している．高齢者に多い腎硬化症は
11.6％ であり，前年より 0.9％ 増加していて，年々増
加しているのが特徴である．

一方，慢性透析患者の治療形態は，昼間 HD（82.5

％），夜間 HD（14.1％），在宅 HD（0.1％），PD（3.3

％）であり，PD 療法は伸び悩んでいる．小児におけ
る PD 療法は，小児の特性を考慮して多くの場合第一
選択となっている．最近は，高齢者においても，高齢
者の特性と PD 療法の多くのメリットを活かすために，
PD 療法が積極的に導入されている2～4）．しかし，親
が全面的に支援する小児 PD と異なり，高齢者の在宅
医療の担い手は主として患者自身と配偶者，そして子
供になることから，介護保険等の社会資源の活用が重
要となっている．

本稿では，高齢者 PD における社会資源の活用の現
況と課題，ならびに 2012 年診療報酬・介護報酬同時
改定が PD 療法に及ぼす影響について述べる．

1　高齢者における PD 療法の実態

日本透析医学会の統計調査1）による 2010 年全透析
導入患者の年齢分布，すなわち 65 歳以上の透析患者
の割合は 63.5％，その中で 65～74 歳は 28.6％，75～
84 歳は 27.7％，85 歳以上は 7.2％ であり，年々透析
導入患者の高齢化が進んでいる．しかしながら，年齢
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別の PD 導入の割合は，15 歳未満で 86.4％，その後
年齢とともにその比率が低下し 45～59 歳では 4.9％，
60～74 歳では 3.0％，75 歳以上では 1.9％ であった．

当院では，1991 年 1 月から 2011 年 12 月までの 21

年間に，416 人の PD 導入があり，男性 232 人（55.8

％），女性 184 人（44.2％）であった．そのうち 70 歳
以上は 177 人（42.5％）であり，男性 104 人（58.8％），
女性 73 人（41.2％）であった（図 1）．当院の PD 導
入患者の年齢分布は，わが国の全透析導入患者の年齢
分布にほぼ一致しているのが特徴である．

PD 療法は高齢者の特徴と PD 療法の身体的・精神
的・社会的メリットを考慮すると，高齢者における透
析療法選択のさいに最初に導入を薦めるべき療法であ
るが，加齢とともに衰えていく高齢者の自立能力は過
小評価されているため，導入にあたって患者・家族の
みならず医療従事者にも不安がある．その不安の主た
るものは，導入時あるいは将来の自立能力の低下と認
知障害の出現である．

わが国の認知症の有病率は 65 歳以上の高齢者の
5～6％ であるといわれていて，2025 年には 350 万人
になると予測されている．透析療法と認知症の合併に
ついての全国調査の報告はなかったが，日本透析医学
会の 2009 年末の統計調査5）にて認知症の合併有無が
調査された．その結果，透析人口全体の 9.8％ が認知
症ありと回答されていた．

治療法別では患者選択におけるバイアスがあるが，
施設血液透析では 10.3％，腹膜透析では 5.6％ であっ
た．認知症ありとされた患者の中で “サポート不要”

と “サポート必要” と回答された患者の割合は概ね 1

対 1 であった．年齢別では 60 歳を超えると認知症の
合併率が増大し，性別では女性が男性より認知症合併
率が高い結果であった．また，糖尿病患者において非
糖尿病患者よりも認知症合併率が高く，糖尿病の存在
が認知症発症危険因子である可能性を示唆していた．
脳血管障害（脳梗塞・脳出血）既往がある患者は，そ
れがない患者よりも認知症合併率が高く，脳血管障害
は脳血管性認知症発症の危険因子であることと矛盾し
ない結果であった．透析患者の認知症発症抑制に関し
て，腹膜透析が血液透析よりも優位である検証はなさ
れていないが，当院の高齢透析患者の総合機能評価の
検討では，改定長谷川式認知症スケール（HDS-R）と
PSMS（physical self-maintenance scale）に お い て 有
意に PD が HD よりも高スコアであり，IADL（instru-

mental activities of daily living）においても PD が HD

よりも高い傾向であった6）．

2　高齢 PD 患者と介護保険制度についての 

　全国実態調査

当院で行った高齢者の PD 管理と介護保険制度の全
国実態調査7）では，2000 年 1 月 1 日より 2002 年 6 月
30 日の調査期間に 76 施設で PD 療法を導入した総 PD

患者は 1,223 人で，65 歳以上は 458 人（37.7％）であ
った．そのうち本調査に採用可能な患者数は，73 施
設の 409 人であった．

アンケートの分析結果は次のようであった（図 2, 3, 

4）．
①　PD 導入高齢者の年齢別では，前期高齢者（65～

74 歳）211 人，後期高齢者（75～84 歳）168 人，

図 1　当院の PD 患者の導入時年齢分布
　　　　　　　　　　　　　　（1991 年 1 月～2011 年 12 月）
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図 2　高齢 PD 患者の家族形態と
　 介護保険の利用状況
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図 3　高齢 PD 患者のバッグ交換の実施者
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図 4　高齢 PD 患者の出口部ケアの実施者
　　   （N＝409）
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超高齢者（85 歳以上）30 人であった．性別では，
前期・後期は男性が多く，超高齢では女性が多か
った．

②　高齢 PD 患者は家族との同居が大半を占めたが，
独居者も 7％ であった．

③　高齢者の PD 導入は 62％ が本人希望であった．
また，PD 選択の理由は，患者希望が 37％，社
会・家庭復帰が 19％，循環器合併症が 13％，高
齢であることが 8％，バスキュラーアクセス不良
8％ であった．高齢者であるという理由は，後期

（13％），超高齢者（23％）において増加していた．
④　介護保険の認定を受けている PD 患者は 24％

であり，年齢別では前期 11％､ 後期 35％，超高
齢者 29％ であった．

⑤　PD ケアのための介護保険の利用は 10％ 以下
であった．

⑥　バッグ交換や出口部ケア等の PD 管理は約 40

％ が自立しているが，高齢になるにつれて自立
度は低くなり，家族や外部の支援を必要としてい
た．入浴は約 50％ が自立していて，PD ケアと
比べて全面家族支援が少ないのが特徴であった．

⑦　離脱の主たる理由は医学的理由であり，転帰と
しては死亡が 72％ であった．また，離脱時には
61％ が在宅療養であったが，高齢になるにつれ
て長期入院中の離脱が増加していた．

介護保険制度がはじまった 2000 年当初は自立して
いる高齢者に PD 療法を導入し，自立能力の低下に伴
い必要に応じて訪問看護を利用することが多かった．
しかしながら，最近では PD 導入時より介護保険を利
用した訪問看護を前提に PD 療法を選択している．

また，家族構成は夫婦 2 人や一人暮らしが増えてい
て，身体状況も要介護の症例が目立ってきているが，

介護保険制度により，以前なら社会的入院を余儀なく
された高齢腎不全患者においても，在宅医療としての
PD 療法の継続が可能となっている．今後は，訪問看
護ステーションやヘルパー・ステーションなどによる
PD 支援のための連携と，特別養護老人ホーム・療養
型病床群などの施設入所での支援体制の確立が望まれ
る．

3　高齢者腹膜透析研究会

2002 年，高齢者のための PD 療法の普及をめざし
て発足した高齢者腹膜透析研究会（ゼニーレ PD 研究
会； 会長太田和夫）による高齢 PD 患者の実態調査8, 9）

によると，共存症の少ない自立した高齢者においては，
年齢を問わず腹膜透析が円滑に行われていることが明
らかになった．すなわち，Charlson Comobidity Index

（CCI）スコアが低い患者や，腹膜透析の導入理由で
本人が希望した場合やバッグ交換を本人が行う場合は，
有意差をもって生存率および治療継続率が高いことが
示された（表 1）．また，死亡を除いた PD 継続率は，
75 歳未満と 75 歳以上の高齢者では差がなかったこと
も，PD 療法においては “ 年齢がすべてではない” と
いうことを裏づけている．反対に，共存症が多くあり，
バッグ交換がなんらかの理由により本人が実施できな
い場合，今回の研究では生存率は低く，介護保険制度
の見直しを含めた社会資源の有効な利用法を模索する
必要があると思われた．

4　当院の高齢者 PD 療法と患者・家族への支援

介護保険制度が設立された 2000 年 1 月から 2008 年
12 月までに，当院で PD 療法を導入した総数 190 人中，
導 入 時 年 齢 65 歳 以 上 128 人（男 性 77 人・女 性 51

人）を，前期高齢者 48 人（37.5％），後期高齢者 60 人

表 1　高齢者 PD 療法の死亡と離脱に及ぼす要因

要　因 Haz.Ratio P 値 95％ Conf. Interval

全死亡（PD 離脱後の
死亡を含む）
N＝181　死亡 50 人

本人の希望導入 0.47 0.039 0.23 0.96
CCI Total 1.21 0.005 1.06 1.38
PD 実施　配偶者 3.93 0.001 1.76 8.74
PD 実施　他家族 3.40 0.002 1.56 7.42

PD 離脱のみ（含死亡）
N＝181　離脱 66 人

CCI Total 1.17 0.014 1.03 1.32
PD 実施　配偶者 2.55 0.010 1.25 5.19
PD 実施　他家族 5.06 0.000 2.65 9.64
導入時年齢 0.97   0.155† 0.93 1.01

†　有意差なし
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（46.9％），超高齢者 20 人（15.6％）の 3 群にわけ，原
疾患，転帰，介護保険利用状況などについて検討した

（表 2）．
高齢者の原疾患は，腎硬化症 48 人（37.5％），慢性

糸球体腎炎 41 人（32.0％），糖尿病性腎症 30 人（23.4

％），その他 9 人（7.1％）であり，後期高齢者，超高
齢者では腎硬化症が多かった．転帰は，PD 継続 29

人（22.7％），HD へ 変 更 25 人（19.5％），死 亡 63 人
（49.2％），転院 11 人（8.6％）であった．　死亡の割
合は年齢とともに高くなるが，HD への変更は，前期
高齢者 12 人（25％），後期高齢者 12 人（20％）に比
して，後期高齢者は 1 人（5％）であり，超高齢者で
は HD に変更することなく PD 療法のままで終末期を
迎えている割合が多かった．

前期高齢者においては死亡 14 人（29.2％）であり，
死因は肺炎 3 人，脳血管障害 3 人，癌 2 人，その他 6

人であった．PD 療法中に在宅医療が困難となり転院
が 2 人，介護付き有料老人ホームを利用が 1 人あった．
後期高齢者においては死亡 31 人（51.7％）であり，
死因は心不全 7 人，脳血管障害 5 人，老衰 3 人，その
他 16 人であった．在宅医療が困難で転院が 1 人であ
った．超高齢者においては死亡 18 人（90％）であり，
死因は脳血管障害 4 人，老衰 3 人，心不全 3 人，その
他 8 人であった．在宅医療が困難で転院が 1 人，軽費
老人ホームを利用が 1 人であった．

PD 療法における介護保険の利用者は，前期高齢者
7 人（14.6％），後期高齢者 11 人（18.3％），超高齢者
10 人（50％）であり，どの年齢層も要介護 1～5 とさ
まざまな介護度であったが，平均介護度は，前期高齢
者 2.43，後期高齢者 2.18，超高齢者 1.9 と高齢になる
につれて低くなっている．このことは，年齢が高くな
るにしたがって比較的合併症，共存症の少ない高齢者，
また家族の支援が得られやすい高齢者に PD 療法が導
入されていることが示唆されるが，PD 療法における

自立能力は高齢になればなるほど低下してくる．すな
わち，導入時バッグ交換の自立不能は 40 人（31.2％）
であり，年齢別にはそれぞれ 9 人（18.8％），18 人（30

％），13 人（65％）であり，加齢とともにバッグ交換
の自立不能が増加している．

自立不能の患者で透析導入後に退院できなかった
12 人（前期高齢者 1 人，後期高齢者 5 人，超高齢者 6

人）を除く 28 人は，家族サポート，社会資源の活用
の活用で在宅 PD 療法が可能となった．退院できなか
った 6 人の超高齢者は，全例が導入時に ADL の低下
が認められていた．また，6 人の独居高齢者（73～91

歳，平均 85.3 歳）に対する PD 導入のための入院期
間は平均 2.0 カ月であり，介護保険を利用することで
入院期間の短縮に繋がっている．高齢者は加齢ととも
に PD 自立不能と ADL 低下が進行し，在宅への移行
が困難になる症例が多くなり，PD 療法から HD 療法
へ変更して他の透析施設へ紹介することも考えられる
が，当院では PD 療法が安定して継続できる患者は，
PD のまま受け入れ可能な施設への病病・病診連携に
頼っている．

高齢者の PD 療法実施中の死亡は 63 人（33.2％）
であり，死因は脳血管障害 12 人，心不全 12 人，肺炎
9 人，老衰 6 人，がん 6 人，腹膜炎 6 人，心筋梗塞 4 人，
その他 8 人であり，腹膜炎を除くすべての患者は，最
後まで PD 療法の継続が可能であった．

導入時の療法選択からのかかわりで患者・家族とコ
ミュニケーションを保ち，介護が必要となったさいに
は患者・家族への円滑なサポートと負担の軽減を考え
ていくことが重要である．また，介護保険における介
護度の認定にさいして，PD 療法における介護の必要
度も考慮されることが在宅医療の推進には不可欠であ
る10）．

表 2　当院の高齢 PD 患者の年齢別原疾患・平均介護度・転帰

患者数
（男：女）

原疾患
平均介護度
（導入時）

転　帰

慢性糸球
体腎炎　

糖尿病性
腎症　　 腎硬化症 その他 継続 HD への

変更　　 死亡 転院

高齢者（65 歳以上） 128 人（77：51） 41 30 48 9 2.14 29 25 63 11
前期高齢者（65～74 歳）   48 人（28：20） 20 13   9 6 2.43 13 12 14   9
後期高齢者（75～84 歳）   60 人（42：18） 12 15 30 3 2.18 15 12 31   2
超高齢者（85 歳以上）   20 人（7：13）   9   2   9 0 1.9   1   1 18   0
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5　2012 年診療報酬・介護報酬の改定と PD 療法

今改定の重点課題として「医療と介護の役割分担の
明確化・地域における連携体制の強化の推進及び地域
生活を支える在宅医療等の充実」が明記された．毎年，
新規の透析導入患者は 2015 年で 65 歳以上が 70％ を
超え，かつ 75 歳以上は 40％，2025 年には 75 歳以上
が 50％ 程度を占めると予測されている．透析患者の
超高齢化に向けて，在宅 PD 患者の支援に追い風にな
るポイントをあげてみる．

5-1　診療報酬における改定点

（1）　退院時共同指導料
● 退院時共同指導料 2（300 点）（入院医療機関が算

定）
スムーズな在宅への移行のために，退院前共同指導

料の共同する相手として訪問看護ステーションの看護
師が追加された．PD 導入患者は退院後には本人・家
族などによる在宅での治療を行うが，退院後のサポー
ト体制があることで不安などの軽減に有効と考えられ
る．

入院医療機関が訪問看護ステーションと入院中に退
院時のカンファレンスを行う場合，算定要件の中に入
院中 2 回の算定が可能な対象として PD 患者も含まれ
る．試験外泊の前および退院前の調整ができることか
ら，訪問看護ステーションから外泊訪問，退院当日訪
問も実施しやすくなる．

● 退院時共同指導料 1　特別管理指導加算　新設
（200 点）（在宅を担う医療機関が算定）

● 訪問看護療養費　特別管理指導加算　新設（2,000

円）（訪問看護ステーションが算定）

（2）　試験外泊時の訪問看護
● 訪問看護基本療養費 III　新設（8,500 円）（訪問

看護ステーションが算定）
患者の試験外泊時における訪問看護を拡充するため

に，連携する訪問看護ステーションによる試験外泊時
の訪問看護の評価が新設された．

訪問看護ステーションによる退院前訪問は，入院期
間にかかわらず可能となり，事前にカンファレンスを
活用し早めに訪問看護師と連携を強化することで，そ
の後の院内での指導にも活かすことができる．算定要

件の中に入院中に外泊する PD 患者も含まれる．患者
の不安軽減，バッグ交換場所などの環境確認，生活状
態に合わせた指導計画にも効果が期待される．また，
介護認定を受けていても医療保険の適用となり負担も
低い．

（3）　退院前訪問指導料
● 増点（555 点）（入院医療機関が算定）
入院期間が 1 月を超えると見込まれる患者の円滑な

退院を支援するため患家を訪問し，当該患者またはそ
の家族等に対して，退院後の療養上の指導を行った場
合に算定する．退院当日の訪問指導についても算定可
能である．PD 導入にて入院中に，入院医療機関の看
護師が訪問することで不安解消などに有効であると思
われる

訪問看護ステーションからのみでなく，病院看護師
による退院前の家庭訪問の算定が可能で，訪問看護ス
テーションとも役割分担ができる．例えば，試験外泊
時は病院看護師，退院当日は訪問看護ステーション看
護師，もしくは一緒に訪問することも可能となる．

（4）　退院当日の訪問指導
● 退院支援指導加算　改定（6,000 円）（訪問看護ス

テーションが算定）
訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除

く）が，退院日に当該保険医療機関以外において療養
上必要な指導を行ったときには，退院支援指導加算と
して，退院日の翌日以降，初日の指定訪問看護が行わ
れたさいに加算する．対象に PD 患者も含まれる．

PD 患者の退院当日に訪問が可能になることで，精
神的不安，手技・物品などの確認などができることで
今後の在宅医療に対する不安が軽減できる．

入院期間にかかわらず，試験外泊日のみならず退院
当日にも訪問が可能であり，PD 患者の退院当日に環
境チェックや手技確認が可能となり，入院期間短縮や
合併症低減へ繋がることが期待できる．

（5）　退院直後の訪問指導
● 特別訪問看護指示加算　算定要件変更（100 点）    

（入院医療機関が算定）
算定要件が従来の急性増悪，終末期等に加えて退院

直後等の事由が追加された．したがって，PD の退院
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患者も医師の特別訪問看護指示書により退院直後 2 週
間の訪問看護が可能になった．在宅での PD のスター
ト時において，退院後 2 週間，集中的な看護により手
技，生活上の指導などを実施するうえで有効と思われ
る．

5-2　介護報酬における改定点

（1）　訪問介護
● 身体介護の時間区分　新規（20 分未満　170 単位）
身体介護の時間区分について，1 日複数回の短時間

訪問により中・重度の在宅利用者の生活を総合的に支
援する観点から，新たに 20 分未満の時間区分が創設
された．これに伴って，30 分未満（254 単位）が 20

分以上 30 分未満（254 単位）に改定された．細かな
時間区分により PD 患者の見守り，物品準備・片付け，
排液の処理など総合的な支援が可能になる．

（2）　定期巡回・随時対応サービス
日中・夜間を通じて，1 日複数回の定期訪問と随時

の対応を，介護・看護が一体的にまたは密接に連携し
ながら提供するサービスであり，中・重度者の在宅生

活を可能にするうえで重要な役割を担う定期巡回・随
時対応が新設された．1 カ月の定額報酬の中で通所・
短期入所と組み合わせることができることから，PD

患者の介護度により，定額の中でのケアプランが立て
やすくなる．

（3）　在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所として現在 13,000 施設ほどが

登録されているが，実際に機能している施設としてい
ない施設が混在している．医師が 3 人以上など機能を
強化した在宅療養支援診療と一般の在宅療養支援診療
所に分類し，機能を強化した在診の点数を厚くしてい
る．このことは，在宅医療の中で，在宅療養支援診療
所の果たす機能に大きな期待を示していることを表し
ている．特に介護度の高いような PD 患者の管理にお
いても，医療機関間の役割分担と，かかりつけ医，訪
問看護，訪問介護，療養施設などとの連携による管理
が必要である．

5-3　高齢者 PD 療法における社会資源活用上の問題点

今回，改定で制度としては在宅医療が成り立つため

表 3　施設入所者に対する医療保険の算定可能項目

自　宅
有料老人ホ
ーム/ケア
ハウス　　

グループ
ホーム　 特定施設

外部サービ
ス利用型特
定施設　　

特養†1 老　健 新型老健 介護療養型
医療施設†4

初診・再診 ○ ○ ○ ○ ○ ○（併設×） ○（併設×） ○（併設×） ×

在宅患者訪問診療料    830 点    830 点    830 点    830 点    830 点    830 点†2 × × ×

在宅時医学総合管理料 4,200 点 4,200 点 4,200 点 × 4,200 点 × × × ×

特定施設入居時等医学
総合管理料

3,000 点 3,000 点†2

在宅自己腹膜還流指導
管理料

4,000 点 4,000 点 4,000 点 4,000 点 4,000 点 4,000 点
（併設×）

× × ×

検　査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（併設は
大臣の定め
る項目不可）

△（大臣の
定める項目
不可）

×

投薬/注射 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（併設†3） △（大臣の
定める項目
のみ）

○†3

処　置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○（併設は
大臣の定め
る項目不可）

△（大臣の
定める項目
不可）

△（大臣の
定める項目
不可）

†1　医療機関併設の特養の場合，医療機関の医師は全て特養の配置医とみなす．
†2　悪性腫瘍の患者に限る．
†3　投薬は抗がん剤，悪性腫瘍の疼痛コントロール，B 型肝炎・C 型肝炎・HIV 患者の抗ウイルス剤に限る．また，注射は透析患者へのエリスロポエチン，

ダルベポエチン，疼痛コントロールのための医療用麻薬，インターフェロン製剤，抗ウイルス剤など一部に限る．
†4　医療施設のため，当該施設が算定可能．したがって連続携行式腹膜灌流（330 点）算定可．

（バクスタ―株式会社資料より）
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の要素が充実してきている．しかし，さらなる高齢社
会に向けて高齢者が安心して PD 療法を選択するため
には多くの課題が残っていると思われる．医療機関が
各施設入所者に医療提供を行った場合の算定可能項目
を表 3 に示す．

①　老健においては，医療機関は通院バッグ交換を
した場合に処置点数を算定することができるが，
通院で PD 外来管理をしても医学管理料が算定で
きない．外来としての扱いにより医療機関側が管
理料を算定できるようにすることで　医療機関へ
の社会的入院を防ぐべきである．

②　PD 患者の中には　見守り程度の支援により在
宅自己治療が行える状態から，ADL の低下，家
族状況の変化などにより毎日のバッグ交換を 100

％ サポートする必要のある患者まで存在する．
自動腹膜潅流（APD）でも 1 日 1 回 30 分程度の
サポートが最低限必要であるが，訪問看護ステー
ションに経営面で採算が成り立つような報酬体系
が望まれる．

③　今回，痰の吸引をヘルパーが行えるように制度
上改善されたが，PD のバッグ交換，出口部ケア
は家族でも安全に実施されている行為であり，在
宅 PD 療法における制限緩和が求められる．

おわりに

高齢者透析は特殊な病態における透析療法とされて
いるが，近い将来には透析患者の大多数が高齢者とな

り，透析と言えば高齢者透析のことになると予想でき
る．そして，さらなる超高齢社会に向けて，豊かな高
齢者の時間と能力を最大限活かして PD 療法をさらに
普及させるためには，診療報酬改定による在宅透析の
推進，医療と介護の連携，介護保険制度の充実などに
より，高齢者が安心して PD 療法を選択できるための
PD 支援システムを確立することが重要となる．
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要　旨

背景：慢性透析症例に L カルニチンを補充すると
貧血・透析時合併症・骨格筋や心機能などが改善する
という報告がされているが，その投与方法については
いまだ確立されていない．

目的：日本で入手可能な経口 L カルニチン製剤で，
その erythropoietin resistance index（ERI）改善効果
を指標に，補充療法の投与量・投与期間と適応対象を
検討した．

方法：慢性血液透析症例 91 名（年齢 54.0±11.5 歳，
男性 69 名，女性 22 名，透析歴 10.6±4.8 年）を対象
とし，ランダムに以下の 4 群に分けた．L カルニチン
投 与 は 3 種 の 投 与 方 法 を 6 カ 月 間 行 い（A 群：約
20 mg/kg/ 回×7 回/週 19 名，B 群： 約 10 mg/kg/回
×7 回/週 18 名，C 群：約 10 mg/kg/回×3 回/週 16 名），
非投与 38 名を対照（D 群）にした．投与前 3 カ月か
ら投与期間中 ERI を毎月算出した．

結果：D 群では ERI は変化しなかった．L カルニチ
ン補充群 53 例中 28 名（53％）で ERI が減少し（有
効群），25 例は減少しなかった（47％：無効群）．有
効群の ERI は投与 1～3 カ月目までは前月に比べて有
意に減少したが，4～6 カ月目では有意な変化が見ら
れなくなった．投与方法により ERI の減少程度に差
は無かった（A 群：－3.62±4.14，B 群：－3.43±5.31，
C 群：－4.40±3.24）．ERI の減少は投与前 ERI が 3.89

以上の症例から見られ，有効群では無効群に比べ投与
前 ERI が有意に大きかったが，他の臨床指標や投与
前後の血清カルニチン濃度に有意差は無かった．

結論：L カルニチン補充は，ERI 3.89 以上の rHu-

EPO を使用している慢性透析症例に ERI 減少効果が
あり，約 10 mg/kg/透析日・4～6 カ月間の経口投与
で ERI 減少効果を判定することで適応症例を決定し
て継否を決めるのが適切であると考えられた．

緒　言

カルニチンは，末期腎不全症例の腎代替治療の中で，
物質除去中心の透析療法を補正し，透析合併症を軽減
して生活の質や経済面での改善を担うサプリメントの
一つである1）．補充効果の個人差が大きいものの，リ
スク対ベネフィット比が小さく，ユニークな作用機序
により相加的効果の期待できる治療手段である．しか
しその使用はいまだ一般的ではない．最近レボカルニ
チン塩化物が透析症例のカルニチン欠乏症に保険適応
となり，今後の使用拡大が期待される．

1　慢性透析症例のカルニチン代謝異常と補充の効果

カルニチンは脂肪酸の輸送担体で，エネルギー代謝
や赤血球膜の更新に必須な分子量 162 の水溶性アミン
であり，その産生・代謝に腎が重要な役割を持つ．そ
のため慢性腎臓病においてはカルニチン代謝異常が起
こり，慢性透析症例では遊離カルニチン欠乏と相対的
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アシルカルニチン蓄積が年余にわたり徐々に進行す
る2）．カルニチン欠乏はこれらの症例に起こる心・骨
格筋合併症，貧血の原因の一つである3）．我々は4），
長期血液透析症例を対象として放射性脂肪酸アナログ
を用いた心筋脂肪酸代謝の検討を行い，その洗い出し
率の低下とカルニチン補充による正常化を認めた．す
なわちこれらの症例の組織脂肪酸代謝は障害されてお
り，カルニチン補充で軽減することが示された．

透析症例の尿毒症病態に対するカルニチン補充の効
果は，1980 年から 1990 年代に腎性貧血，脂質代謝異
常，骨格筋・心機能，運動耐容能，透析時合併症に関
して検討されてきた．メタ解析が行われ，Hurot ら5）

は腎性貧血に対して，Lynch ら6）は透析時筋痙攣に対
して有効であることを証明した．さらに抗炎症作
用7～11），栄養状態や QOL 改善12～15），入院減少16, 17）な
ど経済面での改善も報告されている．しかし，その投
与方法（投与時期・期間，投与量，投与法，適応対
象）についてはいまだ確立されていない．ここでは，
日本で入手可能な経口 L カルニチン製剤でその貧血
改善効果・rHuEPO 節減効果を指標に，補充療法の適
応対象と投与期間・投与量の目安を検討したので紹介
したい．

2　方　法

対象は慢性血液透析症例 91 名で，年齢 54.0±11.5

歳，男性 69 名，女性 22 名，透析歴 10.6±4.8（3.1～
20.8）年であった．腎不全の基礎疾患は慢性腎炎 72

名，慢性腎盂腎炎 6 名，腎硬化症 2 名，多発性嚢胞腎
3 名，その他 8 名であった．

3 カ月の観察期間の後，L カルニチン（Carni-Richen 

500KM. Vitaline Co.）を 6 カ月間，透析直前を避けて
経口投与した．対象をランダムに以下の 4 群に分けた．
L カルニチン投与群は 3 種の投与方法を行い（A 群：
約 20 mg/kg/回×7 回/週 19 名，B 群： 約 10 mg/kg/

回×7 回/週 18 名，C 群：約 10 mg/kg/回×3 回/週 16

名），非投与 38 名を対照：D 群にした．
月に 1 回，血液透析開始時に採血し，血算・鉄指標

を計測し，目標ヘモグロビン 10～12 g/dL として rHu-

EPO 投与量を増減した．鉄補充はグルコン酸第二鉄
（ブルタール®）静脈内投与で血清鉄飽和率を 20％ 以
上に維持した．

投与開始前と 6 カ月後に L カルニチン補充群 53 例

の血清カルニチン分画を高橋らの酵素サイクリング法
で計測した．ヘモグロビン，rHuEPO 使用量は投与前
3 カ月間を平均して基礎値とし，それぞれの変化と
erythropoietin resistance index（ERI）を毎月追跡，比
較した．ERI は以下のように算出した．

　　ERI＝rHuEPO（U）/week/体重（kg）/Hb（g/dl）
結果は平均±標準偏差または標準誤差で表示し，有

意差検定には non-paired t-test，対応がある場合には
paired t-test を用いた．

3　結　果

3-1　L カルニチン投与前臨床所見

各群の臨床所見を表 1 に示した．年齢・透析期間・
body mass index，投与前 3 カ月間のヘモグロビン値，
rHuEPO 使用量，ERI は各群間で有意差は無かったが，
B 群では rHuEPO 使用量，ERI が少ない傾向になった．
投与前血清カルニチン濃度はカルニチン補充群で計測
したが，各群間に有意差は無かった．総カルニチンは
53 名中 22 名（42％）が正常範囲（45～91 nmol/L）
以下，遊離カルニチンは 53 名中 48 名（91％）が正常
範囲（36～74 nmol/L）以下で，アシルカルニチン/

遊離カルニチン比は全例が正常範囲（0.4 以下）を超
えていた．

3-2　L カルニチン投与中の経過

血清カルニチン濃度の変化を図 1 に示した．A, B, 

C 群とも有意に総カルニチン・遊離カルニチン・アシ
ルカルニチンが増加し，アシルカルニチン/遊離カル
ニチン比は低下した．C 群では全例で血清遊離カルニ
チン濃度が投与後に正常範囲になった．

研究期間中のヘモグロビン，rHuEPO 使用量，ERI

の変化を表 2 に示す．各群ともヘモグロビン値は目
標範囲内であったが，補充群では有意に上昇した．
rHuEPO 使用量は L カルニチン補充群で徐々に減少
し，投与前 3 カ月間の平均値に比べて 4 カ月目で 2.7

％，5 カ月目で 5.1％，6 カ月目で 3.6％ 減少した．
L カルニチン補充の ERI に対する影響を評価するた

め，投与前 3 カ月間と投与 4～6 カ月の ERI の平均値
を比較した．対照群では 5.54±5.38 から 6.09±5.20 に
増加したが，有意の変化ではなかった．L カルニチン
補充群では，6.13±5.31 から 5.29±4.92 に減少したが，
有意差に至らなかった．ERI が減少したのは L カルニ
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表 1　対象の臨床指標

カルニチン補充群 対照群

A 群 B 群 C 群 D 群

症例数 19 18 16 38
年齢（歳） 54.2±11.1 53.5±14.3 54.0±10.5 54.1±11.2
性別（男/女） 15/4 14/4 6/10 34/4
透析期間（年） 10.9±4.0 11.4±4.3 11.1±4.4 9.9±5.7
身長（cm） 165.1±9.1　 163.5±7.6　 156.9±9.4　 163.5±7.9　
体重（kg） 56.2±10.8 55.5±10.7 49.0±6.4 56.3±9.4
BMI 20.4±2.5 20.6±2.5 19.9±1.7 20.8±2.5
基礎腎疾患
　慢性腎炎 13 17 12 30
　慢性腎盂腎炎   1   0   2   3
　腎硬化症   1   0   0   1
　多発性嚢胞腎   1   0   0   2
　その他   3   1   2   2
総カルニチン濃度

（nmol/L） 51.2±11.9 48.9±8.3 47.7±9.0 ―

遊離カルニチン濃度
（nmol/L） 29.1±7.2 26.9±4.5 26.7±5.2 ―

ヘモグロビン
（g/dL） 10.0±0.9 10.6±1.0 10.3±1.1 10.4±1.0

rHuEPO 使用量
（U/週） 3211±2668 2375±2122 3391±2264 3605±2913

ERI 6.25±5.15 4.88±5.10 7.40±5.74 5.54±5.38

rHuEPO : recombinant human erythropoietin，ERI : erythropoietin resistance index.
ヘモグロビン，rHuEPO 使用量，ERI は L カルニチン投与前 3 カ月間の平均値．

図 1　L カルニチン補充前後の血清カルニチン濃度
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チン補充群 53 例中 28 名（53％：有効群）で，25 例
は減少しなかった（47％：無効群）．

有効群と無効群の臨床所見・投与前血清カルニチン
濃度を表 3 に示した．有効群では無効群に比べ投与前
ERI が有意に大きかった．他の臨床指標・投与前後の
血清カルニチン濃度に有意差はなかった．L カルニチ
ン投与前から投与後への ERI の減少程度と投与前の
ERI の関連を図 2 に示した．ERI の減少は投与前 ERI

が 3.89 以上の症例から見られ，両者には有意の負の相

関があり（r＝－0.576，p＜0.0001），ERI の大きい症例
ほど L カルニチンによる ERI 減少効果が大きかった．

有効群の L カルニチン補充による ERI の減少程度
を投与量別に比較すると，A 群（－3.62±4.14），B 群

（－3.43±5.31），C 群（－4.40±3.24）で，各群間で差
がなかった（図 3）．有効群の ERI の経過を図 4 に示
した．投与 1～3 カ月目までは前月に比べて有意に減
少したが，4 カ～6 カ月目では有意の変化が見られな
くなった．

表 2　ヘモグロビン値と rHuEPO 使用量の経時的変化

症　例 投与前 投与
1 カ月後 2 カ月後 3 カ月後 4 カ月後 5 カ月後 6 カ月後

ヘモグロビン（g/dL）
　補充群全体 10.3±1.0 10.7±1.1†2 10.7±1.2†2 10.8±1.3†2 10.6±1.2†1 10.5±1.0 10.0±1.1
　A 群 10.0±0.9 10.6±1.0†2 10.5±1.3 10.6±1.3†1 10.5±1.9†2 10.6±0.8†1 10.6±1.1
　B 群 10.6±1.0 10.5±1.4 10.8±1.3 11.1±1.3 10.9±1.3 10.8±1.1 10.9±1.2
　C 群 10.3±1.1 10.9±0.8†2 10.9±1.3†1 10.7±1.2 10.4±1.2 10.1±0.9 10.2±0.9

　対照 10.4±1.0 10.7±0.8 10.7±0.9 10.6±1.1 10.7±1.1 10.5±1.0 10.5±1.2

rHuEPO 使用量（U/週）
　補充群全体 2981±2369 3099±2771 2915±2451 2958±2566 2901±2569 2830±2576 2873±2593
　A 群 3211±2668 3118±2820 3039±2338 3039±2311 3237±2682 3237±2682 3118±2696
　B 群 2375±2122 2708±2923 3042±3197 3375±3453 2792±2816 2625±2797 2750±2830
　C 群 3390±2264 3516±2651 2625†1±1597 2391†2±1530 2625±2242 2578†1±2274 2719±2322

　対照 3605±2913 3532±2928 3493±2909 3375†1±2978 3414±2963 3473±2941 3592±3066

ERI
　補充群全体 6.13±5.31 5.60±4.96 5.18±4.08 5.21±4.36 5.40±5.18 5.23±4.93 5.23±4.78
　A 群 6.25±5.12 5.23±4.58 5.20±3.78 5.07±3.59 5.43±4.39 5.29±4.17 5.10±4.08
　B 群 4.88±5.10 4.87±5.34 5.05±4.92 5.56±5.64 4.88±5.07 4.69±5.11 4.73±4.86
　C 群 7.40±5.74 6.83±5.05    5.31±3.62†1    5.00±3.77†1 5.95±6.32 5.78±5.74 5.95±5.62

　対照 5.54±5.38 6.06±5.01 6.02±4.98 5.82±4.98 5.79±4.85 6.08±5.18 6.41±5.97

†1　p＜0.05
†2　p＜0.01 vs 前値，前値は L カルニチン投与前 3 カ月間の平均値．

表 3　L カルニチン補充有効群と無効群

有効群 無効群 差

症例数 28 25
年齢（歳） 52.9±3.0 55.1±10.6 NS
性別（男/女） 17/11 18/7
透析期間（年） 10.5±4.2 11.7±4.0 NS
身長（cm） 161.9±9.9　 162.3±8.7　 NS
体重（kg） 53.0±10.4 54.7±9.7 NS
BMI 20.2±2.1 20.8±2.5 NS
総カルニチン濃度（nmol/L） 48.4±11.3 50.9±8.1 NS
遊離カルニチン濃度（nmol/L） 27.1±6.0 28.3±5.6 NS
アシル/遊離カルニチン比 0.79±0.17 0.81±0.16 NS
ヘモグロビン（g/dL） 10.2±0.8 10.4±1.3 NS
rHuEPO 使用量（U/週） 3526±1779 2370±2804 NS
ERI 9.00±4.68 2.91±4.00 p＜0.0001

rHuEPO : recombinant human erythropoietin，ERI : erythropoietin resistance index.
ヘモグロビン，rHuEPO 使用量，ERI は L カルニチン投与前 3 カ月間の平均値．
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4　考　察

慢性血液透析症例に対する L カルニチン投与方法
を検討する目的で，貧血に対する効果を検討した．そ

の結果は以下であった．
①　L カルニチン経口補充で 53％ の症例に ERI 減

少効果が認められた．
②　L カルニチン補充による ERI 減少効果は投与前

ERI が 3.89 以上の症例に見られ，ERI が大きい症
例ほど効果が大きかった．

③　ERI の変化は投与 4～6 カ月で安定した．
④　カルニチンの少量経口投与（約 10 mg/kg/回

×3 回/週）は，その 2～4 倍量投与と同等の ERI

減少効果があった．

4-1　投与量の検討

慢性血液透析症例に L カルニチンを補充すると貧血
が改善することは，rHuEPO 導入前には Trovato ら18）

が報告し，rHuEPO 導入後には rHuEPO 節減効果の
報告がされている．Labonia ら19）は，1 g/日，6 カ月間
静注により rHuEPO 必要量が 38.1％ 減量可能，Kletz-

mayr ら20）は 5 または 25 mg/日，8 カ月間の静脈内投
与で，投与例の約半数で rHuEPO 必要量が 36.9％ 減
量でき，赤血球寿命の延長を認めている．

これらの L カルニチン補充は通常 20～30 mg/kg/

日の静脈内投与で行われたが，多量投与では血小板凝
集亢進，脂質異常増悪が起こり21, 22），少量投与の効果
が優れているという報告がある．Wanner ら23）は，L

カルニチン 1, 5, 15 mg/kg/日を静脈内投与したところ，
1 mg/kg 投与で血漿・赤血球内遊離カルニチン濃度
が正常になったが，5, 15 mg/kg では著明に増加し，
脂質代謝指標が増悪したと報告した．Berard ら24）は，
少量投与で EPO 抵抗性貧血が改善した 2 例を報告し
た．

今回の少量投与群は約 5 mg/kg/日の補充であり，
L カルニチンの経口投与 bioavailability は 20％ 程度で
あることから，Wanner らの静脈内投与 1 mg/kg/日
に相当し，血漿遊離カルニチン濃度も健常人と同等に
なった．この補充法は倍量または 4 倍量の補充と ERI

減少効果が同等で，少量補充の有効性が支持された．

4-2　投与期間の検討

今回 L カルニチン補充で ERI の減少は投与 3 カ月
目まで続き，安定したのは投与 4～6 カ月後であった．
Trovato ら18）による Hb 値改善の報告でも 9 カ月後，
静脈内投与であるが Kletzmayr ら20）の報告では 8 カ月

図 2　L カルニチン投与前 ERI と投与前後 ERI 変化の相関
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図 3　L カルニチン補充有効群の ERI の変化：投与量別の比較
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後，Labonia19）の報告では 6 カ月の投与でエリスロポ
エチン使用量の有意の変化が見られている．L カルニ
チン投与による貧血改善には個体差がみられるが，
ERI を指標とし 4～6 カ月間投与することで貧血に対
する L カルニチン補充の効果の判定ができると考え
られた．

4-3　投与対象の検討

今回の研究対象では L カルニチン投与前 ERI は 0～
21.18 であったが，L カルニチン補充による貧血改善
効果は ERI が 3.89 以上の症例から認められた．体重
50 kg とすると Hb 10 g/dL の維持に rHuEPO 約 2,000

単位/週以上が必要である症例に相当した．rHuEPO 

9,000 単位以上/週を投与しても 10 g/dL の Hb 値を維
持できない，いわゆる「EPO 抵抗性貧血」よりも少
ない rHuEPO 使用例に対しても L カルニチン補充は
有効であることが示された．また ERI 減少効果は ERI

が大きい症例ほど有効であった．Labonia19） も同様に，
補充前 rHuEPO 必要量が多い症例がカルニチン補充
に反応することを報告している．一方，L カルニチン
補充により，ERI が変化しない症例も約半数見られた．
Kletzmayr ら20）も L カルニチン補充の効果が見られた
のは約半数の症例であり，L カルニチン補充の有効な
症例の判別の必要性を唱えている．

このように，慢性透析症例の貧血の原因に対するカ
ルニチン欠乏の占める割合には個人差があり，その補
充効果も個々の症例によって異なっている．今回の研
究では，L カルニチン補充は ERI が投与前に大きいほ

ど効果が大きかったが，L カルニチン補充が有効か否
かは投与前臨床指標や血清カルニチン濃度からは推測
できなかった．

結　語

L カルニチン補充方法（投与対象，投与量，投与期
間）を慢性血液透析症例の貧血改善効果を指標として
検討した．その結果，ERI が 3.89 以上の rHuEPO を
使用している慢性透析症例に約 5 mg/kg/日を経口投
与し，ERI を 4～6 カ月間追跡して L カルニチン補充
の効果を判定することで適応症例を決定して継否を決
めるのが適切であると考えられた．そのうえで図 5 に
示すような L カルニチンの投与のフローチャートを
提案したい．

投与対象は貧血に対しておよそ 2,000 単位/週以上の
rHuEPO を使用している慢性透析症例とし，約 5 mg/

kg を連日または約 10 mg/kg を透析後に経口投与する．
4～6 カ月間 ERI の変化を観て，効果がなければ中止，
効果があれば継続（または中止）して 6～12 カ月後に
再度評価して継否を決定する．ただし投与量は透析時
合併症や骨格筋・心機能の改善を目的に増量（～20 

mg/kg）も可能である．貧血以外の適応病態について
は別に検討したい．

L カルニチン補充による ERI 減少効果は投与前 ERI

が大きい症例ほど著しかったが，L カルニチン補充が
有効か否かは投与前臨床指標や血清カルニチン濃度か
らは推測できず，今後カルニチン補充の有効性を予想
するサロゲートマーカーのさらなる検索が必要と考え

図 5　L カルニチン投与のフローチャート

少量（約 5 mg/kg/日）
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られた．
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要　旨

腹膜透析における排液細胞診の重要性について述べ
る．排液中細胞の種類や形態，非細胞成分，微生物の
存在などをスクリーニングすることは，炎症状態や全
身状態把握の一助となる．さらに，定量的細胞診とし
ての中皮細胞診は腹膜劣化の重要な指標であり，中皮
細胞面積は被囊性腹膜硬化症（EPS）の危険因子とな
る．面積（350 nm2）と PD 期間（78 カ月）をカット
オフ値にすることにより，EPS の発症を高い確率で
予測することができる．

はじめに

腹膜透析（PD）における排液性状検査は大きく二
つに分けられる．一つは定性的検査で，多くは肉眼的
な判断による混濁の確認であり，時に潜血反応や白血
球反応が施行される．もう一つは細胞診断であり，主
に腹膜炎診断のために白血球数や分画が測定される．
これらは，例えば泌尿器科や腎臓内科外来における尿
検査（定性検査と沈査検査）と類似したものであるが，
PD では本来の診断細胞診として実施されることは希
である．

排液には種々の情報が含まれており，細胞診は必要
不可欠なものである．細胞の種類や形態，非細胞成分，
微生物の存在など，炎症状態や全身状態把握の一助と

なる．さらに，定量的細胞診としての中皮細胞面積測
定（中皮細胞診）は腹膜劣化の程度の把握，被囊性腹
膜硬化症（EPS）予防にも有用である．今回，PD に
おける排液細胞診の有用性について述べる．

1　細胞診の手技

手技は血液塗末標本による一般血液像検査での方法
に準ずるが，遠心塗末による集細胞を必要とするとこ
ろが血液像検査と相違する部分である．また，これが
一般検査室でも普及しない理由でもある．

採液は 1.5％ または 2.5％ の overnight 貯留液を 50 

ml，遠心分離後，沈渣をオートスメアまたは Cytospin®

により遠心塗抹する．排液の細胞数は少ないので，引
きガラス塗抹法では充分な細胞が集まらない．また，
遠心塗抹による等浸透圧乾燥が細胞の変性を防いでく
れる．逆にいうと，遠心塗抹以外の方法による分画測
定は正確ではない．乾燥後，May-Grünwald Giemsa

染色をして封入する．採液はエクストラニール® でも
可能である．集細胞には overnight 排液が望ましいが，
場合によっては 4 時間貯留液でも測定は可能である．
採取された排液は 4℃ 以下で 48 時間まで保存可能で
ある．手技詳細は白鷺病院ホームページ（http://www.

shirasagi-hp.or.jp/）にも掲載している．

臨床と研究

腹膜透析における排液細胞診断と 
被囊性腹膜硬化症の予防

山本忠司＊1　山川智之＊1　石橋由孝＊2

＊1  白鷺病院　＊2  東京大学医学部附属病院腎臓内分泌内科

key words：排液細胞診，中皮細胞面積，被囊性腹膜硬化症

Exfoliative cell cytology in peritoneal dialysis : supporting for diagnosis and preventing for encapsulating peritoneal sclerosis
Kidney Center, Shirasagi Hospital
Tadashi Yamamoto
Tomoyuki Yamakawa
Department of Nephrology and Endocrinology, University of Tokyo School of Medicine
Yoshitaka Ishibashi



日本透析医会雑誌　Vol. 27　No. 2　2012302

2　排液細胞診

健常人腹水中の白血球分画は中皮細胞とマクロファ
ージが 36％，リンパ球 18％，多核球 7％ とされる1, 2）．
正常 PD 排液は健常人とは相違し，マクロファージが
90％，中皮細胞が 5％，多核球とリンパ球が 5％ 程度
存在する（図 1）．分画の PD 期間による差はない2）．
マクロファージの優位性は，PD 透析液や腎不全によ

る不規則な腹膜への刺激の結果と考えられている3）．

2-1　中皮細胞

正常体腔液の中皮細胞とはやや異なる形態を示す．
PD 透析液の刺激により反応性に富み，一般細胞診分
類では反応性中皮細胞と呼ばれる（表 1，図 1）．中皮
細胞数は，overnight 排液で 17±3 万個/排液，4 時間
貯留で 6.5±0.2 万個/排液で，PD 期間により減少す
るとされるが4, 5），我々の 2 万例の経験では，PD 期間
との関連性は認めていない．

細胞は多核形成，直線状結合や細胞質の一部が偽足
のように突出するブレブを形成することも多い．シー
ト状にクラスターを形成することも特徴的である2）．
これらは PD 排液では常にみられることであり異常所
見ではない（図 2）．

2-2　巨細胞

多核を形成した巨大中皮細胞がしばしば見られる
（図 3）．giant cell とも呼ばれる6）．細胞質は細胞内小
器官が豊富で核小体も巨大化しており，濃染性である．
Di Paolo らは径が 35 nm 以上としている7）．我々の調

図 1　正常排液細胞．多くがマクロファージ（Mz）．中心部に
中皮細胞（M）．好中球（N）も散見される．（×400）

表 1　中皮細胞とマクロファージの比較

中皮細胞 マクロファージ 反応性マクロファージ

核 円形，類円形，中心性．
クロマチンは密，分布
均等（細顆粒状）で濃
染性．
ときに多核を形成する．

非定形，偏在性．
クロマチンは粗，分布
不均等（粗顆粒状，粗
網状）で淡染性．

円形，類円形．中心性．
クロマチンはやや粗，
分布やや不均等（粗顆
粒状）で濃染性．

細胞質 濃染性，細胞質内外で
染色性に差があること
が多い．空胞がみられ
ることもある．細胞質
辺縁は全周性にファジ
ーになる傾向がある．

淡染性，粗網状，細胞
質内外の染色性の差は
ない．小空胞がみられ
ることが多い．

淡～濃染性，細胞質内
外で染色性に差がある
こともある．空胞がみ
られることもある．

その他 細胞形は円形 細胞形は一定しない 細胞形は円形

図 2　A：細胞結合．結合部が直線的である．（×400）　B：ブレブ形成．細胞質が滲みだ
したようにみえる．（×400）　C：シート状．（×200）
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査では，多核を形成しても必ずしも巨大化することは
なく平均径 25 nm 程度である．通常，中皮細胞の 10

～20％ 程度の割合で見られる．細胞周期が G1 期で停
止した状態と考えられ8～10），透析液糖濃度などの非生
体適合性因子，酸化ストレスとの関連性があるとされ
る11, 12）．この細胞の数や径が増加する程度と中皮細胞
障害が関連する（後述）．

2-3　マクロファージ

排液中細胞のほとんどを占める．細胞診では組織球
（histiocyte）と呼ばれることもある（表 1，図 1）．マ
クロファージが多いことそのものは異常であるが，
PD 患者では常にみられることであり異常とは判断さ
れない．マクロファージも中皮細胞と同様に反応性に
富むことがあり，中皮細胞との判別が困難なことがあ
る（表 1，図 4）．腹腔内の炎症状態，ステロイド投与
や創傷治癒過程13）でみられることが多く，反応性マク
ロファージの増加はなんらかの炎症や刺激の存在を疑

う．

2-4　扁平化生中皮細胞

扁平化した細胞（squamous cell）が見られることが
ある．中皮細胞由来であり，フラットセル（flat cell）
ともよばれる5）．細胞内小器官はあまり存在せず，淡
染色性である．核形は円形，類円形で中心性である．
クロマチンは粗，分布不均等（粗顆粒状，粗網状），
ときに凝縮様像を示す．核小体も不鮮明である．N/C

比が極端に小さいことが特徴的である（図 5）．PD 患
者の 6％ に出現し，女性に高頻度（80％）に見られる．
PD 期間，PET，透析液種類，中皮細胞面積，EPS と
の関連性はなく，いわゆる腹膜劣化や EPS を示唆す
るものではない．

これは中皮細胞が劣化したものであるが，女性に高
頻度にみられることから，hormonal な影響，また類
似した病態として multicystic mesothelioma との関連
性が指摘されている14～17）．

2-5　好酸球

しばしば好酸球の増加がみられる．無菌性，無症候
性で排液中の好酸球分画が 10％ 以上であるが，排液
中白血球数の増加（＞100/nL）を伴わない．排液好
酸球増多症として分類され，好酸球性腹膜炎とは区別
される（図 6）．

発症頻度は 12 カ月以上の長期 PD 症例では 0.6％，
腹腔洗浄例では 18.1％ である．血液好酸球増多症の
75％ に排液好酸球増多症がみられるが，血液正常例
の 30％ にも排液好酸球増多症がみられる18）．我々の

図 3　巨細胞（giant cell）．多核を形成することが多い．
　　　 （×400）

図 4　反応性マクロファージ（Mz）。中皮細胞（M）との見分
けが困難なことがある．（×400）

図 5　扁平化生中皮細胞．中心部分にある正常中皮細胞と比べ
ると巨大である．ここではシート状であるが単独でも存在
する．（×400）
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研究では，洗浄症例の排液好酸球増多症で総白血球数，
排液 IL-5，排液 Eotaxin 濃度の上昇を観察しており，
なんらかの炎症の存在が推測されている．原因および
予後との関連性は不明であるが，20 名の腹腔洗浄中
の好酸球増多症での追跡調査では 1 名（5％）で EPS

が発症している．長期に排液好酸球増多症が認められ
る場合は精査が必要である．

2-6　好中球

好中球の増加がみられることがある（分画 10％ 以
上）．好中球増多症として分類，腹膜炎時（白血球数
＞100/nL）とは区別される．無症候性である．腹膜
炎の発症前か治癒最終過程のこともあるので注意が必
要である．長期に持続するようであれば精査が必要で
ある（図 7）．

2-7　赤血球

比較的頻繁に顕微鏡的に赤血球の増加がみられる
（400 倍で 1 視野 5 個以上，尿潜血試験紙では±，出
血量としては数 10 nL）．肉眼的血性排液としては識別
されず，顕微鏡的血性排液と分類される（図 8）．PD

患者の約 40％ に認められ，特に 70 歳以上の女性では
70％ にみられる．PD 期間，PET，原疾患とは関連性
がない．原因は不明だがなんらかの腹膜傷害が推測さ
れる．出血量が増えることもあるので，継続的な観察
が必要である19）．

2-8　その他（微生物・結晶・異物）

①　微生物（細菌）が認められることがある．白血
球数が増加していなければ採液時の混入が原因で
あることが多い．まれに，腹膜炎の前兆のことも
あるので注意が必要である．その場合，桿菌か球
菌の判別，グラム染色が可能であればグラム陰性
か陽性の判別が即時可能である（図 9）．

②　カルシウム塩の結晶が析出していることがある．
採液後に析出したものか，または腹腔内に石灰化
が存在しそれが断片化したものである（図 10）．
石灰化の断片の場合，結晶形は不定で細胞も破壊
されていることが多い．長期症例に多く認められ
腹膜としては危険な状態である．特に，画像診断
で腹腔内に石灰化が認められ，排液にも石灰化断
片が認められる場合は要注意である．

　　その他の異物としては，花粉，タルク，酵母が
多い．いずれも採液時に混入することが多い．

③　核質滴状逸出物（inclusion body）が見られる

図 6　好酸球（E）が多数みられる．中皮細胞（M）およびマ
クロファージ（Mz）は炎症性に反応している．何らかの
炎症の存在が示唆される．（×400）

図 7　好中球（N）が多数みられる．細胞数は 100/nL 未満であ
る．中皮細胞（M）やマクロファージ（Mz）も炎症性の反
応を受けている．この症例は反復性腹膜炎治癒後 3 週目，
好中球が多数存在し再発する可能性が大きい．（×400）

図 8　赤血球（矢印）が多数存在する。この程度でも肉眼的に
は識別できない．（×400）
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ことがある．非透析腎不全患者の腹膜組織には，
約 3 割の患者で中皮細胞の細胞質内に paracrys-

talline 様の inclusion body が認められ，これは PD

患者でも確認されるとの報告がある20）．また，
PD 患者の腹膜中皮細胞には脂質で構成された la-

mellae 様の inclusion body を認めるとの報告もあ
る21, 22）．

　　扁平化生中皮細胞に著明に出現し（図 11），出
現率は PD 長期症例で 11％，イコデキストリン
液使用症例では PD 期間に関係なく 26％ である．
この inclusion body の由来は不明であるが，免疫
染色では CD 68 に陽性であり，ライソソームで
のエンドサイトーシスやオートファジーの老廃物，
またはイコデキストリンやその代謝物が蓄積した
ものと推測される．中皮細胞の老化の一つの指標
と考えられる23）．

3　中皮細胞診

排液細胞診のもう一つの大きな目的として EPS の
予防がある．EPS は PD における最も重篤な合併症で
ある．しかし，最近の EPS に関する報告では，発症
頻度は 0.5％ 程度であり，PD での他疾患による死亡
率より低く24, 25），非常に希な合併症とされている．
EPS の最大の危険因子は PD 期間であるが，そのカッ
トオフ値については明らかではない25～27）．また，危
険因子としては，PD 期間以外に明らかにされている
ものはなく，予測も困難である．わが国では，PD は
長期に亘る可能性があり，その場合，EPS は注意し
なければならない合併症である．

我々は排液細胞診での中皮細胞の面積測定について，
その測定方法，再現性，臨床的意義などを詳細に検討
し28, 29），これが腹膜劣化，特に EPS の予測マーカー
となることを報告してきた30）．EPS の危険因子を解析
する研究は非常に困難である．先にも述べたが EPS

の発症例が近年，激減していることと，研究期間，経
費やサンプルサイズの増大などかなりの労力が必要と
されるからである．また，定量的マーカーとして，カ
ットオフ値を感度，特異度より，偽陽性率と偽陰性率
を最も低く設定することから決めることは非常に困難
である．

EPS のような発症頻度が非常に低い疾患を扱う場
合には，偽陰性率を低くするような手法（特異度を高
く，陰性尤度比を低く）がしばしば用いられる（最近
の例では NT-proBNP がある）．少ない EPS 陽性の症
例を確実に抽出する労力よりも EPS 陰性の症例を検
出するほうが，短い期間で少数の EPS 例での危険因
子とカットオフ値の判定が可能になるという考えであ

図 9　連鎖球菌（矢印）がコロニーを形成し始めている．白血
球の増加は認められない．（×400）

図 10　石灰化の断片（矢印）が多数みられる．そのために細胞
も破壊されている．要注意の症例である．（×400）

図 11　扁平中皮細胞での inclusion body（矢印）．細胞質に滴
状に多数見られる．
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る．さらに，EPS の発症機序が明らかでない現状で
発症率ゼロは医学的には困難である．我々はこれらの
ことを前提に，PD 期間 10 年以上 20 年未満の EPS の
発症率を 20％ とし，これが 3％ 未満となれば EPS の
危険因子として意義のあるものとなることを目標に調
査を行った．

3-1　測定について

標本の作製は上述の細胞診と同じである．中皮細胞
の面積測定は，画像をデジタル化した後に面積計測ソ
フトで行う．面積は 50 個以上を計測しその平均と標
準誤差（SEM）をとる．細胞数が 50 個未満の場合は
統計学的に誤差が多くなるので結果の信頼性は少ない．
中皮細胞は時にマクロファージと鑑別が困難なことが
ある（マクロファージの項，参照）．

測定の原則としては，
①　変性や細胞収縮が強い場合は計測しない．クラ

スターを形成するものは，細胞周囲の判断が可能
なもの，周囲の細胞により変形を受けていないも
のを計測する．

②　ブレブは面積測定部分には入れない（図 2-B）．
③　扁平化生中皮細胞は測定しない（図 5）．
結果は患者毎に PD 期間と面積をグラフにプロット

すると経過がわかりやすい．

3-2　コホート研究

当院では，1998 年に中皮細胞診プログラムを開始し，
2009 年末までに約 17,500 件（6,500 症例）の中皮細胞
診を施行した．これら症例の中から計画的に中皮細胞
診が施行され，かつ PD 中止後の追跡調査が可能であ
った全国 118 施設の患者 247 名（PD 中止後非洗浄症
例 73 名（非洗浄群），洗浄症例 174 名（洗浄群））を

選択して，PD 中止後の EPS 発症をエンドポイントと
して調査が行われた．予測因子は，PD 期間，PD 中
止時の PET（D/P-Cr），PD 中止時の中皮細胞面積

（中止面積），洗浄中止時の中皮細胞面積（洗浄面積），
PD 透析液および洗浄液種類，洗浄頻度とした．

PD 中止後の EPS 発症頻度は，非洗浄群では 11 名
（15.1％），洗浄群では 12 名（6.9％）で，洗浄群で有意
に低値であった（図 12）．予測因子の単変量解析では，
非洗浄群で PD 期間と中止面積に有意差を認め，洗浄
群では PD 期間と洗浄面積に有意差を認めた．PD 液
または洗浄液，洗浄回数にはいずれも有意差を認めな
かった．最終的に危険因子は，非洗浄群では PD 期間
と中止面積，洗浄群では中止面積と洗浄面積であった．

危険因子のカットオフ値は，陰性尤度比が最少にな
るような値を求めた（表 2）．非洗浄群では PD 期間
78 カ月，中止面積 350 nm2，洗浄群では中止面積 350 

nm2，洗浄面積 320 nm2 であった．また，このカット

図 12　非洗浄群および洗浄群における PD 中止後 EPS の
累積発症率

0.2
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表 2　陰性尤度比によるカットオフ値

非洗浄群
　PD 期間（月）   66   72   78   84
　　陰性尤度比 0.26（0.04～1.61） 0.22（0.03～1.35） 0.17（0.03～1.04） 0.32（0.14～0.74）
　中止面積（nm2） 340 350 360 370
　　陰性尤度比 0.15（0.02～0.90） 0.13（0.02～0.77） 0.35（0.21～0.56） 0.45（0.33～0.62）

洗浄群
　中止面積（nm2） 340 350 360 370
　　陰性尤度比 0.27（0.12～0.62） 0.25（0.11～0.57） 0.57（0.45～0.72） 0.73（0.64～0.82）
　洗浄面積（nm2） 310 320 330 340
　　陰性尤度比 0.49（0.35～0.68） 0.44（0.32～0.61） 0.62（0.53～0.74） 0.68（0.60～0.76）

（　）：95％ 信頼区
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オフ値での診断特性は，非洗浄群では感度 82％（95％
信頼区間：59～100），特異度 81％（71～91），リスク
比 11.14（6.24～19.89），洗浄群では，感度 67％（40～
94），特異度 88％（83～93），リスク比 10.43（5.88～
18.50）であった（表 3）．

また，今回の研究では，PET は危険因子ではなか
った．D/P-Cr をカテゴリー H である 0.81 で分けた場
合，非洗浄群の 0.81 未満の EPS 発症率は 19％，0.81

以上でも 19％ で差はなかった．しかし，これをカテ
ゴリー HA（0.65）で分けた場合，非洗浄群の 0.65 未
満での EPS 発症率は 5％，0.65 以上では 19％ で有意
差があり，洗浄群では 0.65 未満で発症率 2％，0.65 以
上で 9％ とこれも有意差が認められた．つまり，HA

レベルで分けるならば，PET は危険因子となりうるが，
今回調査した患者 247 名の 72％ は HA 以上の症例で

あり，ほとんどが EPS 危険症例となり感度的には満
足できるものではなくなる．PET は腹膜劣化の一指
標になりうる可能性があるが，EPS の危険因子とす
るのは困難である．

3-3　アルゴリズム

得られたカットオフ値により，PD 中止基準と腹腔
洗浄導入基準・中止基準のアルゴリズムが作成された．
PD 中止基準は PD 期間と中皮面積，腹腔洗浄中止基
準は PD 中止時面積と洗浄時面積より，PD 中止基準
と し て Low risk，Middle risk，High risk の 3 群 に，
洗浄中止基準も同様に 3 群に分類された（図 13）．

（1）　PD 中止基準
● Low risk 群（PD 中 止 時 面 積＜350 nm2 と PD 期

表 3　非洗浄群および洗浄群のカットオフ値
（PD 期間：78 カ月，中止面積：350 nm2，洗浄面積：320 nm2 に
おける診断特性）

非洗浄群 洗浄群

感度（％）      82（59～100）      67（40～94）
特異度（％）      81（71～91）      88（83～93）
陽性尤度比   4.23（3.56～7.55）   5.40（4.57～9.58）
陰性尤度比   0.23（0.10～0.51）   0.38（0.27～0.53）
陽性適中率（％）      43（22～53）      29（12～46）
陰性適中率（％）      96（94～100）      97（94～100）
リスク比 11.14（6.24～19.89） 10.43（5.88～18.50）

（　）：95％ 信頼区

図 13　EPS 予防のための PD 中止基準および洗浄中止基準
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間＜78 カ月を満たす場合）
PD 中止後の EPS 発症率は 0.1％ である．最も問題

のない病期であり，PD の継続は可能である．PD 中
止後，抜管も可能である．PD 中止または休息により
腹膜組織の回復も見込まれ，PET の程度により中止
後の PD 再開も可能である．

● Middle risk 群（PD 施行中面積≧ 350 nm2 と PD

期間≧78 カ月のどちらかを満たす場合）
PD 中止後の EPS 発症率は 8.3％，PD 継続も可能

であるが要観察の時期である．HD 併用療法などの腹
膜休息や中止後の洗浄も考慮すべきである．

● High risk 群（PD 施行中面積≧350 nm2 と PD 期
間≧78 カ月を満たす場合）

PD 中止後の EPS 発症率は 42.9％ である．要観察の
病期であり，PD の中止や HD 併用療法などの腹膜休
息も考慮すべきである．また，PD の継続は中止後の
腹腔洗浄を前提に行うことが望ましい．

（2）　洗浄中止基準
● Low risk 群（PD 中止時面積＜350 nm2 と洗浄時

面積＜320 nm2 を満たす場合）
洗浄中の EPS 発症率は 0.1％，洗浄中止後の EPS 発

症率は 1.1％ である．これ以上の洗浄継続の必要はな
く抜管が可能である．

● Middle risk 群（PD 中止時面積≧350 nm2 と洗浄
時面積≧320 nm2 のどちらかを満たす場合）

洗浄中の EPS 発症率は 1.7％，洗浄中止後の EPS 発
症率は 3.4％ である．洗浄継続中止は可能であるが要
観察である．

● High risk 群（PD 中止時面積≧350 nm2 と洗浄時
面積≧320 nm2 を満たす場合）

洗浄中の EPS 発症率は 29.6％ である．洗浄中止後
の EPS 発症率は不明であるが 30％ 以上と推測される．

また，洗浄時の面積は 18～21 カ月以後は上昇傾向に
あるため，18～21 カ月以内に洗浄時面積が 320 nm2

未満にならない場合は洗浄のみでは EPS の予防は不
可能であり，ステロイド等の単独/併用も考慮すべき
である．しかし，この治療法に関する詳細なデータと
エビデンスはない．

3-4　アルゴリズムの注意点

①　洗浄中止基準で PD 中止時面積が測定されてい
ない場合には，これら基準を適用することができ
ない．この場合のオプションとして，PD 期間 78

カ月を中止時面積に置き換えて，ある程度応用可
能である．その時の EPS 発症率は Low risk 群

（PD 期間＜78 カ月 and 洗浄時面積＜320 nm2）で
0.1％，Middle risk 群（PD 期間≧78 カ月 or 洗浄
面積≧320 nm2）では 3.5％，High risk 群（PD 期
間≧78 カ月 and 洗浄面積≧320 nm2）では 19.0％
である（図 14）．

②　PD 期間，中皮細胞面積では予測しえない EPS

が存在する．中止基準としては他の臨床所見等も
もちろん考慮されるべきである．また，PET 値
は有意な危険因子ではなかったため，アルゴリズ
ムからは省いたが腹膜機能として重要な因子であ
る．

③　今回のアルゴリズムは免疫抑制剤（ステロイ
ド）を使用した症例は除いており，ステロイド使
用症例では適応できないことがある．

おわりに

排液細胞診の有用性を述べてきた．前半の排液細胞
診は外来で医師が積極的に鏡検するのが望ましく，腹
腔内や全身状態の把握の一助となる．後半の中皮細胞
診は，計測細胞診であり，臨床検査技師の範疇かもし

図 14　EPS 予防のための洗浄中止基準（中止面積が不明の場合）

洗浄中のEPS発症率：0.1％
洗浄中止後のEPS発症率：0.1％

洗浄中のEPS発症率：3.5％
洗浄中止後のEPS発症率：3.5％

洗浄面積 ＆ PD期間

洗浄中のEPS発症率：19.4％

洗浄の中止可 洗浄の中止可 洗浄面積 320 nm2 未満まで洗浄継続

Low risk Middle risk High risk

面積＜350 nm2 and 期間＜78 カ月
面積≧350 nm2 or 期間≧78 カ月

面積≧350 nm2 and 期間≧78 カ月

洗浄中止基準
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れない．排液細胞診の問題点は，どの施設でも簡単に
行えないし検査会社への依頼もできないことである．
一般的な検査でないことが中皮細胞診の普及の大きな
障害となっている．反面，検査部門のある施設での検
査としてはそれほど高度なものではなく，血液細胞検
鏡が行えるテクニックがあれば，どこでも可能である．
検査費用は，消耗品だけで 200 円/検体，検査時間は
30 分程度である．細胞分画と面積計測にはある程度
の技術が必要であるが，臨床検査技師であれば数時間
で習得可能である．実際に当院では，排液細胞診と中
皮細胞診の半日講習を随時，行っている．今後の中皮
細胞診の普及には，最終的には保険収載と検査会社で
の対応が必要である．これには，コンセンサスを得る
ためのさらなるデータの蓄積が必要と考える．

最後に，当院では中皮細胞診については無償で受け
付けている．白鷺病院ホームページ（http://www. 

shirasagi-hp.or.jp/）から予約していただければ，どな
たでも利用可能である．
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要　旨

睡眠障害は，不眠症，睡眠関連呼吸障害，中枢性過
眠症，概日リズム睡眠障害，睡眠時随伴症，睡眠関連
運動障害に大別されるが，透析患者においてはこれら
の合併率が一般人よりきわめて高い．これまでの調査
では，透析患者の約 80％ になんらかの睡眠障害が合
併することが報告されている．透析スタッフは，患者
の睡眠障害についてのインタビューを行い，その病態
を正確に把握し，身体心理社会的な側面から原因を検
討する．そのうえで，生活習慣や透析方法の工夫で改
善できないかを考えて適切な薬を使用することが重要
である．

はじめに

　妻の死から約一ヶ月後，ラルフ・ロバーツは生
まれて初めて不眠症に苦しめられるようになった．
最初のうち，症状はゆるやかだった．それは着実
に悪化していった．これまでべつに問題のなかっ
た睡眠のサイクルが中断されてから半年後……ラ
ルフは受け入れることはもとより，信じることさ
えむずかしいほど悲惨な状態におちいっていた．

（『不眠症』スティーブン・キング（文春文庫）より）

眠れない夜の体験がない人は，この世には 1 人もい
ないのではないか．

睡眠障害は私達にもっとも身近にある精神症状の一

つである．それ故，睡眠障害は「眠れない状態」とし
て簡単に片づけられてしまうことも多い．睡眠薬は比
較的出しやすい薬として，多くの医師が臨床場面で処
方している．

土井1）は，日本人成人の 7.4％ が睡眠薬を服用，そ
の半数以上が週に 3 回以上服用しており，若年者より
も高齢者，男性よりも女性の服用率が高く，70 歳以
上の女性では実に 4 人に 1 人が睡眠薬を服用している
と報告している．案外，私たちが気楽に使用している
睡眠薬であるが，2012 年 2 月のウォールストリート
ジャーナルの記事が米国では話題になった．睡眠薬使
用者は死亡率が約 4 倍，がんの罹患率が約 1.35 倍に
なるという Kripke ら‡1）の調査結果（Cox 比例ハザー
ド回帰モデルによる危険予測）が紹介されたのである．
この調査では，あらゆる社会階層やあらゆる合併症の
人が含まれており，今後はランダム化比較試験などの
詳細な調査が必要と述べられているが，これは睡眠薬
が多用される現状への警告とも言える．

しかし，睡眠薬を悪者と決めつけてしまうのも問題
である．睡眠薬はその対象選択を正確に行い，作用，
副作用を理解していれば患透析患者の QOL を高める
ことができる．透析患者で最も多いとされる睡眠障害，
本稿ではその病態と治療について紹介する．

1　睡眠障害の種類

睡眠障害は不眠症だけではない．『睡眠障害国際分
類』第 2 版（2005 年）2）では，85 の睡眠障害が取り上

臨床と研究

透析患者の睡眠障害
――　病態と治療　――

渡辺俊之　
高崎健康福祉大学/日高病院

key words：透析患者，睡眠障害，睡眠薬，うつ病，病態

Sleep disorders in hemodialysis patients―clinical condition and treatment―
Takasaki University of Health and Welfare/Hidaka Hospital
Toshiyuki Watanabe



日本透析医会雑誌　Vol. 27　No. 2　2012312

げられ，その原因に従って疾患としての観点から下記
の 6 群に分類されている．

①　不眠症群
寝る場所も寝る時間も確保できているのに，夜間に

就床してもよく眠ることができず，これによって日中
に生活の質の低下がみられる場合に不眠症と診断され
る．寝る場所や時間が確保できず眠れない場合は，

「睡眠不足」または「断眠」と呼ばれ，不眠症ではな
い．

不眠症状には，入眠困難，中途覚醒，早朝覚醒，熟
眠困難がある．不眠によって起こりうる症状には，い
らいら感，集中力低下，気力低下などの精神症状，易
疲労感，頭痛，筋肉痛，胃腸の不調などの身体症状が
ある．

一次性不眠症は， 原因となる疾患がない不眠である．
最も多いのは「精神生理性不眠」と呼ばれ，「眠れな
いのではないか」という不安や恐怖のため慢性的な不
眠に陥る場合である． 最初のきっかけは小さなスト
レスや気がかりなことがあり眠れないのだが，それが
数日，続くようになると，「今夜も寝ることができな
いのではないか」という不安が支配して睡眠障害が維
持されてしまう．

 二次性不眠症は，身体疾患や精神疾患に付随した
場合や，薬物の使用や中断に伴って起こる場合に呼ぶ．
透析患者の二次性不眠症として注意が必要なのは「う
つ病」である．透析患者のうつ病の罹病率は 20％ 近
くであり，その原因は身体心理社会的問題に起因して
いる3）．特に尿毒症は身体的原因となりやすく，十分
な透析が奨励される．

②　睡眠関連呼吸障害群
睡眠関連呼吸障害は，呼吸障害が睡眠中に生じて睡

眠が悪化する睡眠障害である．代表は睡眠時無呼吸症
候群である．睡眠は浅くなるため，日中の眠気が起こ
り，思わぬ事故になったり，高血圧，心疾患，脳血管
障害などの身体疾患増悪の危険因子となる．

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は，中年以降の男性に多
くみられ，眠ると舌根がのどをふさぎ，空気の通りが
悪くなるため，大きないびきや呼吸停止が起こる．

中枢性睡眠時無呼吸症候群は，呼吸運動を司る神経
機構の機能が低下，呼吸運動が減弱し停止するために
睡眠中に呼吸ができなくなる．

透析患者においては，無呼吸症候群の合併率が高ま

り，一般人では 2～4％ であるが，透析患者の 50％ 以
上に認められると報告されている4）．

③　中枢性過眠症群
覚醒させておく神経メカニズムが障害され，夜間の

睡眠量には関係なく，日中に異常な眠気が襲う．ナル
コレプシー，特発性過眠症などが中枢性過眠症の代表
である．

ナルコレプシーは，睡眠発作（日中，突然眠くな
る）が生ずる．そのため適切な治療が行われないと車
の事故などにつながる．笑ったり，怒ったり，びっく
りするなどの情動の変化が誘因となり，突然全身の力
が入らなくなる情動脱力発作が生じるものや，入眠時
に幻覚を体験する者もいる．日本人の場合には HLA-

DR2 が陽性にでる5）．
④　概日リズム睡眠障害群
概日リズム睡眠障害は， 夜勤のある仕事や海外出張

など，サーガディアンリズムに逆らったスケジュール
で生活することよって生じる睡眠障害である．サーガ
ディアンリズム自体の変調により，睡眠と覚醒のスケ
ジュールが望ましい時間帯から慢性的にずれてしまう．

⑤　睡眠時随伴症群
睡眠時随伴症とは，睡眠中に起こる望ましくない身

体現象の総称で，正常では睡眠中に起こらないような
行動が神経活動亢進によって生ずる．

ノンレム睡眠に関連した睡眠時随伴症としては，子
どもの「寝ぼけ」である．眠りについてから 1～2 時
間して，覚醒し歩き回る睡眠時遊行症，夢中遊行，大
声を上げて激しい恐怖を示す睡眠時驚愕症，夜驚症な
どがある．

レム睡眠に関連する睡眠時随伴症としては，夢の内
容と一致して大声で寝言を言ったり，暴力的な異常行
動が起こったりするレム睡眠行動障害が代表であり，
高齢男性に出現することが多い．反復孤発性睡眠麻痺
が，巷で言うところの「金縛り」である．入眠時や睡
眠から覚醒する時に起こり，自発的な行動ができない．
繰り返し悪夢をみて，激しい不安や恐怖を伴って覚醒
する悪夢障害もレム睡眠に関連した睡眠時随伴症であ
る．

⑥　睡眠関連運動障害群
夜間睡眠中に体の余計な動きが生じることで，それ

が刺激になって睡眠が障害される．代表は，むずむず
脚症候群（RLS）と周期性四肢運動障害である．
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i）　むずむず脚症候群
この状態は透析患者に頻繁に生ずる．下肢にむずむ

ずした異常感覚とともに，常に脚を動かしたいという
強い欲求が夕方や夜間に生じて，この症状は歩行やス
トレッチなどの運動で軽減また消失する．眠ろうと寝
床に入った時にこの異常感覚のために寝つけず，眠っ
ても睡眠が安定しない．原因は尿毒症や貧血などであ
る．

ii）　周期性四肢運動障害
この障害では周期的な不随意運動が反復して起こる

ため，それが刺激になって睡眠が浅くなり分断される．
睡眠中に手や脚が瞬間的にけいれんし，朝起きると脚
にだるさを自覚することもある．

2　透析患者と睡眠障害

2-1　透析患者の罹病率

透析患者と睡眠障害については Novak ら6）の優れた
総説がある．その報告によれば，透析患者の 50～80

％ がなんらかの睡眠障害を経験しているという．透
析患者における睡眠障害は個人的にも社会的にも大き
な影響を与えている．睡眠障害は一般人においても
QOL を低下させるだけに留まらず，罹患率，入院率，
死亡率を高めることが報告されているが，こうした傾
向は透析患者ではさらに強まる．しかし，透析患者の
睡眠障害は診断や治療が適切に行われていないと
Novak らは指摘する．

その後の論文でも透析患者の睡眠障害は高い合併率
を示している．Melrino ら7）によるイタリアの透析患
者についての調査では，なんらかの睡眠障害を一つ以
上持っている患者は 80.2％，そのうち不眠症は 69％，

閉塞性睡眠時無呼吸症は 24％ であった．Sabry ら8）の
エジプトにおける最近の調査では透析患者の睡眠障害
は 79.5％，そのうち不眠症は 65.9％，むずむず脚症候
群は 42％，閉塞性睡眠時無呼吸症候群は 31.8％ に認
められている．

2-2　透析患者における睡眠障害の要因

透析患者の睡眠障害を起こす要因は
①　病態生理学的因子
②　心理学的因子
③　生活スタイルに関係した因子
④　その他

の因子に分類される（表 1）．

2-3　睡眠障害の聞き取りと診断

まず，患者の睡眠状態について聞いてみることから
始める．単に「眠れていますか」だけではなく，睡眠
についての満足感，睡眠障害の量・質，随伴する症状，
日中の状態，睡眠障害の期間などを本人や家族から聞
くのがよい．

①　「何時から何時まで寝ますか」（睡眠時間）
②　「寝つきはどうですか」（入眠障害の確認）
③　「途中で何度も目がさめませんか」（途中覚醒）
④　「それは理由がありますか」（途中覚醒の理由）
⑤　「朝早く目が覚めてしまいませんか」（早朝覚醒）
⑥　「充分に寝た気がしますか」（熟眠障害）
⑦　「寝る前に何を考えていますか」（不安や心配事）
⑧　「朝起きた時の気分はどうですか」（うつ病）
⑨　「体の症状が睡眠に影響していますか」（むずむ

ず足症候群など）

表 1　透析患者の睡眠障害を起こす要因

1. 病態生理学的因子
酸塩基代謝の障害
電解質異常
鉄欠乏
尿毒症毒素
腎性貧血
腎性ニューロパチー
循環血液量過多
透析により除去された潜在的睡眠促進因子
投薬
メラトニン代謝異常

2. 心理学的因子
気分障害

不安や心配
性的問題
孤立，悲嘆，経済的問題などの心理社会的問題
他の因子（透析機器やスタッフへの依存など）

3. ライフスタイルに関係した因子
活動性の低いライフスタイル
日中ベッド上で過ごすこと，透析中の昼寝
透析を受けるための早朝の起床

4. 他の因子
アルコールやカフェインの摂取
喫煙

文献 6 より引用．
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⑩　「透析中に寝てしまいませんか」（概日リズム障
害など）

⑪　「昼間に突然眠くなることはありませんか」（ナ
ルコレプシー，睡眠時無呼吸など）

⑫　「本人は夜寝ていますか」（家族からみた客観的
な様子についての質問）

⑬　「寝ている時の様子を聞かせてください」（家族
への睡眠時の随伴症状についての質問）

⑭　「いつから不眠症になりましたか」（持続期間）
⑮　「寝る前にはどんなことをしていますか」（睡眠

前の過ごし方）
その他にもあるだろうが，以上，筆者が精神科面接

場面で使用している睡眠障害についての質問をあげて
みた．こうした質問をしながら，どういうタイプの睡
眠障害か診断していくのである．睡眠薬でも効果がな
く慢性的で長期にわたる睡眠障害の場合には，睡眠ポ
リグラフ（PSG）で検査し，客観的に睡眠パターンを
把握する必要があろう．ナルコレプシーには脳波検査
が，睡眠時無呼吸症には血中酸素濃度の測定が有用で
あろう．また，睡眠中の異常行動に対してはビデオ撮
影して医師の診察に活用する方法もある．ナルコレプ
シーを除いて，睡眠障害に特異的なバイオマーカーは
ないが，Razeghi9）らは透析患者の感染症と睡眠障害
の関係性に着目し，CRP が 3.8 ng/ml の患者は睡眠障
害の比率が高まることを報告している．

3　睡眠障害の治療

3-1　治療ガイドライン

睡眠障害に対して，すぐに睡眠薬に頼る前に，表 2

にあるような，眠るための工夫を患者に伝えることが

大切である．そのうえで眠れない場合には，睡眠状態
や合併症などの有無を評価して薬物治療に移る．

表 2 に睡眠障害の対応についての 12 の指針を示し
たが，こうした表を透析室や診察室に貼っておくだけ
で，医療スタッフ，患者，家族の睡眠障害についての
関心が喚起されるであろう．

3-2　透析の工夫による睡眠障害の改善

透析患者の睡眠障害は，一般人のそれとは原因が異
なっていることが多い．病態生理学的な理由や，透析
中に熟睡してしまい睡眠リズムの変容により生ずるこ
とがある．すぐに睡眠薬処方を考える前に，透析の工
夫や身体状態の改善により睡眠を改善させることを試
みる必要があろう．最近は QOL をあげるための透析
機器や透析方法の工夫が試みられている．最近の文献
もそうした内容が増えた．

病態生理学的な面からは，田中ら11）は SF-36 を使用
し，透析患者の血中カルシウムと副甲状腺ホルモンの
上昇が精神的健康の悪化の要因になることを報告して
いる．

透析患者の 20％ に大うつ病が生ずるとされる．し
ばしば，透析に伴う喪失体験（社会的役割，生活制限，
退職など）やストレスといった心理社会的原因に還元
されがちだが，その他の関連因子として，尿毒症，高
カルシウム血症も指摘されている．また糖尿病，虚血
性心疾患，脳血管障害，低アルブミン血症などもうつ
病を合併しやすい．投与されている薬物でもうつ病の
原因となるものがある．ステロイド，インターフェロ
ン，bブロッカーなどが投与されている時には，薬剤
とうつ症状との関係についても配慮すべきであろう．

表 2　睡眠障害の診断と治療ガイドラインの睡眠障害に対する 12 の指針

  1. 睡眠時間には個人差があり，日中の眠気で困らなければ十分
  2. 刺激物を避け，眠る前には自分なりにリラックスする方法を持つ
  3. 眠たくなってから床に就く，就床時刻にこだわりすぎない
  4. 同じ時刻に毎日起床できると良い
  5. 光の利用でよい睡眠（自分に適した明かりの加減）
  6. 規則正しい 3 度の食事，運動の習慣
  7. 昼寝をするなら，15 時前の 20～30 分に留める
  8. 眠りが浅いときは，むしろ積極的に遅寝・早起きをしてみる
  9. 睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のぴくつき・むずむず感は要注意
10. 十分眠っても日中の眠気が強い時は専門医に診てもらう
11. 睡眠薬代わりの寝酒は睡眠を浅くする
12. 睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全である

文献 10 より．一部筆者加筆．
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透析を午前中に受ける人の不眠が多いことから，透
析の時間を夕方あるいは夜間透析にシフトさせること
も推奨されている．6～7 時間かける夜間透析は，睡
眠障害にも健康面にも望ましいことが知られている．
夜間透析に切り替えて，連日 8 時間の透析を行うと，
睡眠時無呼吸症候群は劇的に改善するという Hanly

ら12）の報告がある．充分な透析が除水，尿毒素の除去，
代謝性アシドーシスを改善するからと考えられている．

むずむず脚症候群の原因は尿毒症の他に，鉄欠乏，
貧血なども原因になる．このために，透析時間を延長
したり，透析回数を増やすなどの工夫や，膜面積の大
きいダイアライザや，高性能膜に変更するなどの対応
が有効とされている．また血液透析濾過（HDF）は
中分子物質の除去効率が高く，むずむず脚症候群を改
善する．

最近は，睡眠リズムと体温の関係に注目が集まって
いる．睡眠中は体温が 1 度くらい低下するのだが，夜
間の体温上昇が途中覚醒を引き起こすのである．こう
した理由から，Parker ら13）は低温（35 度）の透析液
を使用し，不眠が改善することを実証している．

3-3　薬物療法

うつ病を合併し，それに伴う不眠が出現している場
合には，その治療を行う．しばしば使用される薬物は
SSRI である．しかし腎排泄を考え，半分に減量して
使用するのが望ましい．腎排泄型のスルピリド，ミル
ナシプランは蓄積するので通常は使用しない．福原14）

の DOPPS による調査で，日本（n＝1,603）では，う
つ病を合併する透析患者への適切な診断と適切な抗う
つ薬の使用が行われておらず，諸国（n＝5,872）に比
べるとうつ病の発見率が低く，抗うつ薬よりもベンゾ
ジアゼピン系薬の投与が多いことを報告した．その結
果，日本では死亡率が 1.25～1.94 倍になっていること
を報告している．

睡眠障害に対する薬物療法は，その病態や原因につ
いて診断が明確になった段階で考慮すべきであろう．
身体的な原因で生じている二次性の不眠症の場合には，
透析の工夫などにより，身体状態を安定させることで
不眠は改善する場合がある．うつ病に伴う不眠症の場
合には，抗うつ薬による治療が先決であり，そのうえ
で睡眠薬を選択する．

睡眠薬，あるいは，その代用として用いられる安定

剤のほとんどがベンゾジアゼピン系であるが，肝臓で
代謝されるために透析患者の場合には，肝機能に問題
がなければ投与量の調整を行う必要はほとんど必要な
いと Baghdady15）らは述べている．

アルプラゾラム（商品名ソラナックス）は，筆者も
入眠不安が強い透析患者に，睡眠薬代わりとして，夕
食後や就寝前に 1 錠から 2 錠処方するが，それにおい
ても，透析患者への特別な投与量調整は不要であると
報告されている．ジアゼパム（セルシン），ニトラゼ
パム（ベンザリン），トリアゾラム（ハルシオン）に
ついても，半減期が若干長くなるものの投与量調整は
不要と報告されている．ロラゼパム（ワイパックス）
については，半減期が 2 倍から 3 倍になることもあり
0.5 mg から投与開始することが推奨され，ミタゾラ
ム（ドルミカム）は腎機能障害が深刻な場合のみ半量
にすべきと報告されている．

短時間型の睡眠障害に使用する非ベンゾジアゼピン
系のゾピクロン（アモバン）の場合は投与量調整に関
するデータはない．ゾルピデム（マイスリー）の場合
は，健康人で半減期が 2～3 時間，透析患者では 4～6

時間であり，通常は 10 mg を使うが，重症の透析患
者の場合には半量にすべきだと報告されている．

最近では，メラトニン受容体に作用するラメルテオ
ン（ロゼレム）が日本で開発され米国でも承認を得て
いる．これは概日リズム障害に有効である．半減期も
短く肝代謝である．

ナルコレプシーの治療には，以前は中枢刺激薬であ
るメチルフェニデート（リタリン）が頻繁に使用され
たが，この薬剤は依存性が高いため，現在，その使用
は推奨されていない．ペモリン（ベタナミン）という
薬も開発されたが肝臓への負担が高い．現在の主流は，
モダフィニル（モディオダール）である．これはメチ
ルフェニデートに比べて依存性の問題がないことや，
ペモリンに比べて肝臓への負担が少ないことなどから，
副作用が少ない．また情動発作や睡眠麻痺などを抑制
する効果を期待して，三環系抗うつ剤や SSRI も使用
してみる価値もある．なお，米国では，中枢刺激薬の
効果が得られなかったナルコレプシーの透析患者にコ
デインの効果があったという一例報告がある16）．

むずむず脚症候群の治療薬としてクロナゼパム（リ
ボトリール）が使用されてきた．この薬は無効なこと
もあり，最近は，ガバペンチン（ガバペン）も使用さ
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れるが，ガバペンチンは腎排泄のために少量の使用が
望しく，慎重投与となっている．

おわりに

透析患者において睡眠障害は身近な症状である．患
者は自らそれを訴えない場合もある．患者の中には睡
眠薬についての偏見もあり，「眠れないと言ったら睡
眠薬を出されるから言わない」という人もいるし，睡
眠薬を処方されても飲まない人もいる．医療スタッフ
が透析患者の睡眠障害をよく理解し，睡眠の改善に関
心を持つことである．簡単なことから始めればよい．
透析室に「眠れない人のための 12 の指針」を貼って
おくだけで，患者やスタッフの関心は高まるであろう．
不眠の発見はうつ病など精神疾患の早期発見や QOL

の向上に繋がる．
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要　旨

79 歳　女性　糖尿病と高血圧の既往症．僧帽弁不
全，大動脈弁狭窄症，冠動脈狭窄症にて手術を受けた．

術前検査にて重複上大静脈遺残が発見された．
手術後，腎不全にて一時的カテーテルを左鼠蹊部よ

り挿入され，透析を導入された．
右内頚静脈よりペースメーカーが挿入されていた．

そのため，左外頚静脈しか透析用カテーテルの挿入経
路がなく，アッシュスプリットカテーテルが，左外頚
静脈より冠静脈洞に挿入された．

挿入後，死亡時までアクセスとして機能した．

はじめに

上大静脈は，胎生期の第 8 週に左右の前主静脈が斜
めの吻合によって連結され，通常は左前上静脈の尾方
部が退行し，右上大静脈となる．右前主静脈と総主静
脈が退行すると，左前主静脈と左総主静脈が左上大静
脈遺残症（persistent left superior vena cava）となる．
左上大静脈は冠静脈洞を介して右心房に注ぐ．左右の
前主静脈とも存続すると，重複上大静脈となる1）．

重複上大静脈は，解剖例の 0.3％ に，左上大静脈は
2.1％ にみられたとの報告がある2）．心奇形を伴わな
ければ通常は症状を現さず，また左上大静脈遺残症例
での左シャント作成でもシャントトラブルとの明確な
因果関係は不明である．透析用カテーテルの留置にさ

いしても，右内頚静脈より挿入し，カテーテルの走行
の異変により気付かれる症例が多いようである．

この度，左上大静脈を指摘されていたが，カフ付き
カテーテルを左上大静脈に入れざるをえなかった症例
を経験したので報告する．

1　症例の概要

症例の概要は以下である．
79 歳，女性
既往歴：糖尿病，高血圧
62 歳：心筋梗塞
71 歳：僧帽弁不全症および大動脈弁狭窄症の診断

臨床と研究

カフ型カテーテルを遺残左上大静脈に留置せざるを
えなかった重複上大静脈症例

杉浦清史＊1　舟尾清昭＊1　杉田省三＊1　吉本　充＊1　嶋　英昭＊2　崔　吉永＊3　和田誠次＊4

＊1  大野記念病院泌尿器科　＊2  同 内科　＊3  リバーサイドクリニック　＊4  東和病院

key words：カフ型カテーテル，重複上大静脈症例，大動脈弁置換術，ペースメーカー，三尖弁輪縫縮術

A case of Double Superior Vena Cava;  A Permanent catheter must be placed into the Left Superior Vena Cava
Ohno Memorial Hospital
Kiyofumi Sugiura
Kiyoaki Hunao
Shozo Sugita

表 1　入院時検査データ

T.P 7.3 g/dl Na 134 Meq/L
Alb 3.9 g/dl K 4.2 Meq/L
A/G 1.15 Cl 95 Meq/L
T.Bil 0.2 mg/dl Ca 9.4 mg/dl
AST 20 IU/L CRP 定量 0.9 mg/dl
ALT 1 IU/L WBC 6,100 /UL
LD 241 IU/L RBC 321 万/UL
CK 16 IU/L Hb 10.7 mg/dl
ALP 1,107 IU/L Ht 33.3％
c-GTP 307 IU/L Platlet 19.6 万/UL
CHE 204 IU/L 桿状十分葉 82.80％
アミラーゼ 37 IU/L 好酸球 4.1％
T.Chol 260 mg/dl 好塩基球 0.2％
SG 149 mg/dl リンパ球 6.9％
BUN 44 mg/dl 単球 6％
Creatinine 3.33 mg/dl eGFR 11
UA 4.1 mg/dl
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で大動脈生体弁置換術，僧帽弁拡張術，三
尖弁輪縫縮術，冠動脈手術をうけた．術前
検査にて重複上大静脈が判明した．

78 歳：洞不全のため右内頚静脈よりペースメーカ
ーが挿入された．

その後，心不全が改善せず，さらに腎機能の低下が
指摘されたため，透析導入の目的で当院へ転院した．
右大腿静脈に一時的透析用カテーテルが挿入されてい
た．当院への入院時のデータを表 1 に示す．

2　経過および結果

①　右内頚静脈よりペースメーカーが挿入されており，
右上肢に腫脹が見られた．それゆえ右の鎖骨下静脈
の閉塞が疑われた．右上肢でのアクセス作成は困難
と考えられた．

②　左鼠蹊部の一時的カテーテルが機能不全となった
ため，恒久的アクセスが必要となった．左上肢には
良好な表在静脈がなく，AVF は不可能であった．
AVG 作成は，超音波断層により左上腕動脈は 3 mm

以下であり，伴行静脈はさらに細いため困難と考え
られた．

③　左上腕動脈表在化と伴行静脈内シャント作成を行
った．手術日より最高血圧 100 Torr まで血圧低下
し，シャントは 10 日開存していたが，閉塞した．

④　そこで，アクセスとしてカフ付きカテーテルの設
置を決定した．右内頚静脈よりペースメーカーが挿

入されていたため，左上大静脈への挿入を決めた．
⑤　超音波断層により左内頚動脈の開存が確認されな

かったので，左外頚静脈より造影した（図 1）．左
外頚静脈，左上大静脈，冠静脈洞より右房，肺動脈
が造影された．ペースメーカーが挿入された右上大
静脈が存在したので，右房還流型（冠静脈洞還流
型）不完全型と推測された．

⑥　外頚静脈よりアッシュスプリットカテーテルを挿
入した．体表より鎖骨上から左房までの距離を測り，
19 cm のカテーテルを選択した．開胸手術後の瘢痕
のためか，introducer の挿入時に抵抗が強く，挿入
部位より出血が多かった．挿入部位に大きくタバコ
縫合をかけ止血した．その後縦隔内に出血はなかっ
た．外頚静脈より挿入したためか，冠静脈洞にとど
まり右房まで到達していず，左上大静脈の内腔が狭
いためカテーテルの先端は分離していなかった（図

2）．
⑦　設置後 7 日目に再還流率を測定し 4％ であった．

壁にへばりつくためか，時に脱血不良となった．そ
の時は表在化した左上腕動脈より脱血し，カテーテ
ルより返血した．挿入後 25 日目より発熱し，28 日
目に肺炎により永眠した．

3　考　察

術前に左上大静脈遺残と診断されず，透析用カテー
テルが左上大静脈を経由して挿入された症例報告はあ

図 1　左上大静脈造影

外頚静脈

大動脈弁輪

冠静脈洞

僧帽弁カーペンター
エドワーズリング
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肺動脈ペース
メーカー
電極



遺残左上大静脈に留置されたカフ型カテーテル 319

るが，あらかじめ左上大静脈冠静脈洞に挿入を意図し
た症例報告は無いようである．

本症例は，右内頚静脈よりペースメーカーが挿入さ
れており，エコーにて右内頚静脈が確認されず，カフ

型透析カテーテルの挿入部位が限られており，遺残左
上大静脈を経路とせざるをえなかった．また遺残左上
大静脈が細いためか，脱血不全となる時もあった．表
在化動脈があるため返血側として使用でき，アクセス
としては最後まで機能した．

今回は 19 cm のカテーテルを使用したが，さらに
長軸のカテーテルを使用すれば左房に到達し，脱血が
良好であった可能性はあり，遺残左上大静脈もカフ型
カテーテルの挿入経路として選択できると思われた．

結　語

あらかじめ解っていた，遺残左上大静脈にカフ付き
カテーテルを挿入し，バスキュラーアクセスとして機
能した症例を経験し，報告した．
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図 2　胸部 X-P
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日本透析医会通常総会が平成 24 年 5 月 20 日（日）午後 1 時から
東京ステーションコンファレンスにて開催された．以下に，その際
の資料（抜粋）と主な決定事項を報告する．

日本透析医会通常総会資料
平成 24 年度通常総会報告

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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第 1 号議案

平成 23 年度事業報告書

第 1　会　議

総　　会
1.　平成 23 年度通常総会
 平成 23 年 5 月 15 日 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
   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
   第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
   第 4 号議案　定款の変更（案）の承認を求める件
   第 5 号議案　内部規程（案）制定の承認を求める件
   第 6 号議案　その他

理 事 会
1.　平成 23 年 5 月 15 日
 通常総会付議事項
   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
   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
   第 3 号議案　役員の任期満了に伴う新役員の承認を求める件
   第 4 号議案　定款の変更（案）の承認を求める件
   第 5 号議案　内部規程（案）制定の承認を求める件
   第 6 号議案　その他

常任理事会
1.　平成 23 年 4 月 22 日
 協議事項 ⑴　平成 23 年通常理事会及び通常総会について
   ⑵　「東日本大震災」関係（災害対策本部活動及び今後の対応について）

 報告事項 ⑴　平成 22 年度決算について

2.　平成 23 年 5 月 15 日
 協議事項 ⑴　平成 23 年通常理事会及び通常総会について
   ⑵　「東日本大震災」関係（災害対策本部活動及び今後の対応について）

3.　平成 23 年 6 月 24 日
 協議事項 ⑴　移行認定申請について（申請時期及び移行認定申請書一式の最終確認）
   ⑵　平成 24 年 10 月の日本透析医会研修セミナー開催場所について
   ⑶　平成 23 年度透析に関わる調査研究費について（適正透析導入部会より）

 報告事項 ⑴　東日本大震災の支援金について
   ⑵　平成 23 年度レセプト分析調査について
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   ⑶　委員会報告
   　　　広報委員会

4.　平成 23 年 7 月 22 日
 協議事項 ⑴　 平成 24 年度支部長会議，透析保険審査委員懇談会，災害時情報ネットワーク

会議の開催について（会場の選定）
   ⑵　 平成 23 年度における各支部開催の研修会，講演会の経費の補助について（研

修委員会より）
   ⑶　透析液メーカーからの要望について
   ⑷　（社）日本臓器移植ネットワーク理事について
   ⑸　ホームページへの委員会紹介
   ⑹　東日本大震災時の透析に関する調査について

 報告事項 ⑴　公益法人移行認定申請：申請情報

5.　平成 23 年 9 月 30 日
 協議事項 ⑴　公益法人移行認定申請関係（研究助成事業基金の取扱いについて）
   ⑵　定款変更（移行認定申請時修正事項）について
   ⑶　次期通常総会及び研修セミナーの同時開催に向けて

 報告事項 ⑴　平成 23 年度公募研究助成申請について
   ⑵　第三次補正予算（案）：災害時情報ネットワークシステムの機能強化
   ⑶　災害時情報ネットワーク本部移設について

6.　平成 23 年 10 月 28 日
 協議事項 ⑴　平成 23 年度レセプト分析調査（中間報告）について

 報告事項 ⑴　「診療報酬改定要望書」提出結果について
   ⑵　公益法人移行認定「答申書」について
   ⑶　平成 23 年度中間決算について
   ⑷　委員会報告
   　　　医療廃棄物対策部会
   　　　広報委員会
   　　　研修委員会

7.　平成 23 年 11 月 25 日
 協議事項 ⑴　「透析医療機関経営・施設実態調査 2011」について
   ⑵　 平成 23 年度における各支部開催の研修会，講演会の経費の補助について（研

修委員会より）

 報告事項 ⑴　委員会報告
   　　　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
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   ⑵　平成 23 年度公募研究助成審査結果一覧
   ⑶　 「腎代替療法のインフォームドコンセントと開始時期に関するコンセンサスカ

ンファレンス」（日本腎臓学会主催）

8.　平成 23 年 12 月 16 日
 協議事項 ⑴　透析医療経営検討委員会（仮称）設置について
   ⑵　「透析医療機関経営・施設実態調査 2011」について

 報告事項 ⑴　委員会報告
   　　　在宅血液透析部会
   ⑵　平成 23 年度レセプト分析調査最終報告
   ⑶　災害時情報ネットワークシステム事業費補助金について

9.　平成 24 年１月 20 日
 協議事項 ⑴　「透析登録証」・「保管データ廃棄」・「日本透析医会ホームページ掲載」について

 報告事項 ⑴　「透析医療機関経営・施設実態調査 2011」回収状況

10.　平成 24 年 2 月 24 日
 協議事項 ⑴　平成 24 年度事業計画（案）策定について

 報告事項 ⑴　委員会報告
   　　　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
   　　　広報委員会
   　　　透析医療経営検討委員会
   　　　「透析医療機関経営・施設実態調査 2011」回収状況
   ⑵　透析医療における職種別業務分担に関する調査報告
   ⑶　平成 23 年度仮決算について
   ⑷　公益法人移行（法人登記申請）に関する関係書類の準備

11.　平成 24 年 3 月 23 日
 協議事項 ⑴　平成 24 年度事業計画（案）及び予算（案）について
   ⑵　平成 24 年度通常理事会及び通常総会について
   ⑶　「透析患者の高齢化による問題と将来予測」調査について
   ⑷　「特定除外制度の廃止方針に対するアンケート」について
   ⑸　電子レセプト請求における算定日の記載について

 報告事項 ⑴　委員会報告
   　　　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　公益社団法人移行「認定書」・移行認定後の当面の手続きについて
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第 2　委員会

平成 23 年度委員会開催状況
（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）

委員会（部会） 開催年月日 備　　　考

1. 適正透析医療普及推進委員会
　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　医療廃棄物対策部会
　⑸　在宅血液透析部会

平成 23 年   6 月 17 日
平成 23 年   9 月 30 日
平成 23 年 11 月 17 日

支部長会議

2. 適正医療経済・制度調査研究委員会 平成 23 年   6 月 17 日 透析保険審査委員懇談会．常任理事会で関連事項
協議

3. 透析医療経営検討委員会 平成 24 年   1 月 27 日 常任理事会で関連事項協議

4. 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

平成 23 年 10 月 21 日
平成 24 年   1 月 20 日
平成 24 年   3 月 16 日

常任理事会で関連事項協議
　　　　　 〃
　　　　　 〃

5. 広報委員会 平成 23 年   6 月 10 日
平成 23 年 10 月   7 日
平成 24 年   2 月   3 日

6. CKD（慢性腎臓病）対策委員会

7. 研修委員会 平成 23 年 10 月 23 日

8. 研究助成審査委員会 平成 23 年 11 月   1 日

9. 災害時透析医療対策委員会 平成 23 年   6 月 17 日 災害時情報ネットワーク会議

10. 医療安全対策委員会
　⑴　感染防止対策部会
　⑵　医療事故対策部会
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平成 23 年度委員会報告

1.　適正透析医療普及推進委員会
　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 17 日，支部長会議を開催した．東日本大震災における日本透析医会の活動，公益法人への移行申請，

平成 24 年度診療報酬改定に関する要望事項等々，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　医療廃棄物対策部会
院内感染防止，廃棄物収集業者の感染防止，廃棄物の不法投棄（環境汚染）防止，処理コスト軽減の試

み，資源再利用（分別含む），在宅血液透析・CAPD における在宅医療廃棄物等について，問題点を整理
し意見交換をした．

　⑷　在宅血液透析部会
高齢者専用住宅における検討例，多様化に対応した在宅血液透析の役割とそれに伴う諸問題，ICT（In-

formation and Communication Technology）ネットワークを活用した在宅血液透析における安全な遠隔管
理方法に関する検討，在宅血液透析のデータベース構築と解析による評価，在宅血液透析普及における諸
問題等について，検討および討議を行った．

2.　適正医療経済・制度調査研究委員会
1）　6 月 17 日，第 16 回透析保険審査委員懇談会を開催した．事前にアンケートを実施し検討事項（47 件），

要望事項等（58 件）に基づき，基本診療科，医学管理等，検査，投薬 ･ 注射，処置，手術の診療行為別
に討論を行った．詳細な報告については，日本透析医会雑誌（Vol. 26-No. 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（204 施設）に協力をいただき，平成 23 年 6

月分外来透析レセプトの集計分析を実施した．調査結果は平成 24 年度の日本透析医会雑誌（Vol. 27-
No. 1）に掲載する．

3）　平成 22 年 11 月～23 年 1 月に実施した「透析医療の職業別業務分担調査」についての調査結果がまと
まり，詳細は平成 24 年度の日本透析医会雑誌（Vol. 27-No. 1）に掲載する．

3.　透析医療経営検討委員会
1）　透析医療機関の経営状況の分析及び患者送迎問題に関する調査・研究を行うため，平成 24 年 1 月 1 日

に委員会を発足させた．
2）　平成 23 年 12 月～24 年１月に「透析医療機関経営・施設実態調査 2011」を実施した．

4.　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（平成 23 年度 3 回開催）
　　透析医療機関の経営環境の分析と予測，透析提供体制の分析と予測，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，透析の質と QI の構築，情報公開等について検討を重ねた．

5.　広報委員会（平成 23 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，カラー化して Vol. 26-No. 1～No. 3 の 3 巻を発行

した．
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6.　CKD（慢性腎臓病）対策委員会
　　平成 23 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運営事業に助成し，腎移植の普及推進に協力した．

7.　研修委員会（平成 23 年度 1 回開催）
⑴　日本透析医会研修セミナー（福岡）「日常透析に横たわる困難性への挑戦」を開催，273 名が参加した．

　　　日　時：平成 23 年 10 月 23 日（日）　午前 9 時 00 分～午後 4 時 10 分
　　　場　所：アクロス福岡　イベントホール
　　　講演者：友　雅司（大分大学医学部附属病院腎臓内科）他 5 名

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．

　

支部等名および研修会・講演会名 講演内容 開催日

〈北海道透析医会〉
平成 23 年度北海道透析医会
総会・研修会

小規模透析施設における危機 H23. 4. 2

〈青森県透析医会〉
第 35 回青森人工透析研究会

フットケアの重要性と血行障害に対する治療 H23. 6. 5

〈鹿児島県透析医会〉
第 25 回鹿児島県透析医会総会

セーフティマネジメントが生み出す最強透析チーム
透析と保険診療

H23. 7. 16

〈大阪透析医会〉
大阪透析医会講演会

東日本大震災における透析医療者の連携 H23. 7. 23

〈北海道透析医会〉
第 80 回北海道透析療法学会

透析患者の栄養障害―低栄養と過栄養について― H23. 11. 26

〈愛知県透析医会〉
平成 23 年度愛知県透析医会研修会

これからの透析患者の推移 H23. 11. 27

〈宮城県支部〉
第 40 回宮城県腎不全研究会

腎代替療法としての腎移植―最近の進歩と今後の課題― H23. 12. 11

〈宮城県支部〉
平成 23 年度宮城県透析医会講演会 医師が知るべき透析液水質管理のポイント H24. 1. 14

〈島根県透析医会〉
島根県透析医会冬季講演会

透析患者の画像診断 H24. 1. 22

〈京都透析医会〉
第 32 回京都透析医会

CKD 患者における心血管合併症対策 H24. 3. 18

⑶　平成 24 年度の研修セミナーは，平成 24 年５月 20 日（日）東京，平成 24 年 10 月 21 日（日）愛知での
開催が決定された．

8.　研究助成審査委員会（平成 23 年度１回開催）
　　公募研究助成申請 24 件について厳正なる審査が行われ，以下のとおり 16 件（総額 20,530 千円）が採択

された．
⑴　腎不全ラットの腹膜透析における経口ピリドキサミンの腹膜劣化予防効果について
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科　　森　　良孝　　2,000,000 円
⑵　透析患者の血清 Klotho 値，FGF 23 値が生命予後，心血管リスクに及ぼす影響に関する検討
 東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科　　田中　寿絵　　3,000,000 円
⑶　適正透析実現に向けたナビゲーション透析システムの開発
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 東京女子医科大学臨床工学科　　山本健一郎　　1,000,000 円
⑷　わが国における透析患者の感染症死亡率は，一般住民の約 7 倍である
 新潟大学教育研究院医歯学系臓器連関研究センター　　若杉三奈子　　100,000 円
⑸　糖尿病透析患者におけるインスリン抵抗性とエリスロポエチン反応性の関連
 日本大学医学部内科学系 腎臓高血圧内分泌内科学分野　　阿部　雅紀　　1,000,000 円
⑹　透析患者での血清 FGF-23 及び血清 a-klotho と PAD との関連性
 医療法人明生会 明生記念病院 内科　　丸山　勝也　　1,500,000 円
⑺　リンパ管新生抑制が腹膜透析患者の腹膜機能障害を改善させるか
 名古屋大学大学院医学系研究科 腎臓内科・腎不全総合治療学　　伊藤　恭彦　　3,000,000 円
⑻　血液透析患者におけるユビキチン・プロテアソーム系蛋白分解経路に関する研究
 磐田市立総合病院 腎臓内科　　深澤　洋敬　　1,000,000 円
⑼　クラウドコンピューティングを応用した保存期腎不全の患者教育・療法選択システムの確立とその評価

に関する研究
 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　　森永　裕士　　1,000,000 円
⑽　長期血液透析患者の生活習慣
 慶應義塾大学医学部 血液浄化・透析センター　　菅野　義彦　　2,000,000 円
⑾　透析中における内シャント血流量の変動とその関連因子に対する研究
 綾部市立病院 医療技術部 臨床工学科　　人見　泰正　　480,000 円
⑿　血液透析患者における血中 HMGB 1 及び FGF-23 濃度と動脈硬化進展の関わりに関する検討
 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター　腎臓内科　　倭　　成史　　1,000,000 円
⒀　透析患者における「足潰瘍発症リスク分類」の有用性の検証
 昭和大学保健医療学部 看護学科　　三村　洋美　　1,000,000 円
⒁　血液透析システムにおける透析液品質の維持向上に関する細菌学的研究
 越谷大袋クリニック 内科　　大薗　英一　　1,450,000 円
⒂　穿刺前の水分処置介入とリドカインテープによる穿刺時疼痛の軽減効果
 関西看護医療大学 看護学部　　神谷　千鶴　　500,000 円
⒃　透析患者の水分・塩分摂取に関わる自己管理支援に行動変容プログラム「ステップ・バイ・ステップ

法」を用いた効果の検証研究
 金沢医科大学 看護学部　　田村　幸子　　500,000 円

9.　災害時透析医療対策委員会
1）　第 12 回災害情報ネットワーク会議

6 月 17 日に 87 名の参加を得て開催された．東日本大震災の被災各県からの報告，情報ネットワーク本
部から平成 22 年度の活動報告（東日本大震災関連以外）と平成 23 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. 26-No. 3）に掲載した．

2）　災害時活動
東日本大震災および福島第一原発事故による災害に対する活動状況

● 大規模災害対応として準備されていた日本透析医会災害時情報ネットワークおよび被災地透析担当
医師などへの直接連絡などによる被害状況や，周辺施設での支援可能状況などの情報を収集した．
なお，これらの情報は当会ホームページ上に公開され，NHK も繰り返しこの URL をテロップで紹
介し続けた．これらの情報公開に対し，マスコミや患者家族などから多くの問い合わせがあり，対
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策本部にて対応した．
● 大規模災害対策として準備されていた日本透析医会災害時情報 ml を震災直後より稼動させ，情報

の収集と発信に努めた．この情報 ml には，医師のみならず，看護師・臨床工学技士などのスタッ
フや，関連メーカー，患者会（全腎協）のほか，腎不全対策を受け持つ健康局疾病対策課の担当者
や，各県の行政担当者も登録されており，情報が広く共有され，迅速な対応が可能となった．たと
えばこの情報 ml を通じて，被災地域の CAPD 患者安否情報が報告されたり，放射性ヨードに汚染
された水道水も，RO 装置を用いることで透析用水は安全であるという情報発信も行なわれた．ま
た，この情報 ml を通じて被災地を含む全都道府県に，情報収集と発信のためのキーマンを設置す
るよう要請し，これを通じて被災状況の報告や支援システムの構築が容易となった．

● 被災地外の都道府県に被災透析患者受け入れ体制の構築を要請した．3 月 24 日の最終集計では，
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

人受け入れ可能という結果であった．
● 被災地透析施設における医薬品，医療器材不足状況の把握と医薬品，医療器材メーカー等との協力

による供給のサポートを実施した．
● 被災透析患者の被災地外への遠隔搬送のコーディネート（宮城→北海道へ 80 人）とサポート（福

島→東京，千葉，新潟へ 730 人など）を行なった．
● 日本臨床工学技士会，日本腎不全看護学会と協力してボランティアを募集し，被災地に看護師・臨

床工学技士を派遣した．被災地の透析室支援と情報収集を行なった．（5 月 28 日まで派遣）登録人
数 132 人，派遣総数 31 人，派遣延べ日数 245 人であった．

● 被災地外への被災透析患者の移動の実態について調査を行なった．
● 被災施設での透析に関する保険請求や，被災患者に関する一部負担金の免除などについて，厚生労

働省保険局医療課宛要望書「平成 23 年度東北地方太平洋沖地震と長野県北部地震および福島県原
発事故による被災施設および被災者に対する保険診療上のお願い」を提出した．

● 日本臨床工学技士会が立ち上げた「支援物資供給センター」へ支援金及び物資（約 100 万円分の衛
生材料等）を提供した．

● 日本透析医会役員 2 名による被災地の視察と情報収集を行なった．（4 月 6 日～9 日）
● 計画停電による被災地域以外での透析実施困難について報告し，日本透析医学会と共同で計画の変

更についての要望書を提出した．さらに，非常用電源配置に関する支援策について，透析施設も対
象施設となるよう，厚生労働大臣宛要望書「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について」を提出した．（4 月 8 日）

その他の災害時情報活動は以下のとおり
・宮城北部・中部で震度 6 強の地震（23 年 4 月 7 日 23 時 32 分）
・福島県，茨城県を中心とした最大震度 6 弱の地震が発生（23 年 4 月 11 日 17 時 18 分）
・福島県，茨城県を中心とした最大震度 6 弱の地震が発生（23 年 4 月 12 日 14 時 7 分）
・栃木県，茨城県を中心とした最大震度 5 強の地震が発生（23 年 4 月 16 日 11 時 19 分）
・新潟県中越で震度 5 強の地震（23 年 6 月 2 日 11 時 35 分）
・長野県中部で震度 5 強の地震（23 年 6 月 30 日 8 時 16 分）
・和歌山県北部で震度 5 強の地震（23 年 7 月 5 日 19 時 18 分）
・東北地方で最大震度 5 強の地震（23 年 7 月 23 日 13 時 34 分）
・新潟県，福島県で 29 日記録的豪雨となり，堤防が決壊するなどの被害で避難勧告（23 年 7 月 30 日）
・福島県で震度 5 強の地震（23 年 7 月 31 日 3 時 54 分）
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・北海道日高地方中部で震度 5 強の地震（23 年 9 月 7 日 22 時 29 分）
・台風 15 号の接近に伴う大雨で市内を流れる庄内川，天白川などが氾濫する危険が高まったとして，市

内 12 区の計 70 万世帯（約 109 万人）に避難勧告（23 年 9 月 20 日 14 時）
・福島県浜通りで震度 5 強の地震（23 年 9 月 29 日 19 時 05 分）
・熊本県熊本地方で震度 5 強の地震（23 年 10 月 5 日 23 時 33 分）
・茨城県北部で震度 5 強の地震（23 年 11 月 20 日 10 時 23 分）
・新潟県佐渡付近で震度 5 強の地震（24 年 2 月 8 日 21 時 01 分）
・千葉県北東部で震度 5 強の地震（24 年 3 月 14 日 21 時 05 分）

3）　第 12 回災害時情報伝達訓練
9 月 1 日に訓練を実施した．41 都道府県 1,167 施設，および中国 5 県と石川県が独自に行った訓練参加

施設数を加えて，計 1,249 施設が参加し，参加施設数は過去最高となった．
北海道＝　5　　青　森＝  15　　岩　手＝　1　　宮　城＝　7　　福　島＝  33　　茨　城＝  27

栃　木＝  43　　群　馬＝　1　　埼　玉＝　4　　千　葉＝101　　東　京＝102　　神奈川＝  20

新　潟＝　8　　富　山＝  44　　石　川＝  21　　山　梨＝  28　　長　野＝  60　　静　岡＝　9

岐　阜＝　5　　愛　知＝121　　三　重＝  15　　滋　賀＝　1　　京　都＝  25　　大　阪＝  94

兵　庫＝  38　　和歌山＝　4　　岡　山＝  59　　鳥　取＝　5　　島　根＝  11　　広　島＝  24

山　口＝　8　　徳　島＝  17　　香　川＝　5　　高　知＝  32　　福　岡＝  98　　長　崎＝  10

熊　本＝  89　　大　分＝  22　　宮　崎＝　6　　鹿児島＝  30　　沖　縄＝　1

また，イリジウム通話訓練には本部へ 9 施設，副本部へ 7 施設が参加したが，このうち 3 県で電波の状
態が安定せず音声が聞き取りがたい現象や通話途中で切れるなどの現象が確認された．電子メール通信訓
練には 6 施設がメール送信を実施した．

4）　情報システム・メーリングリスト保守管理
・「透析医療災害対策メーリングリスト」taisaku_ml 登録アドレス数：140

・「災害時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：723

5）　社団法人日本透析医会災害時情報ネットワークシステム事業
厚生労働省より「厚生労働省防災業務計画」個別疾患対策（人工透析）の災害応急対策に基づき，災害

時の透析医療の確保を図るため，社団法人日本透析医会の災害時情報ネットワークシステムの機能強化を
通じて，災害時の人工透析の提供体制の強化・確保を図ることを目的として，補助金（10,974 千円）の交
付を受け，①災害時情報ネットワークシステム機能の強化（ホームページ画面の向上，データ処理速度の
向上，バックアップシステムの整備，医療関係者用ページの暗号化等），②災害時情報ネットワークシス
テム機能の追加（携帯電話対応機能，地図情報との連動等のシステム機能，掲示板機能等）を図った．
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平成 23 年度財務諸表

1.　貸借対照表（平成 24 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 1455768
　　　　りそな銀行 0984222
　　　　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

40,139
1,020,719

0
193,895
139,505
49,020

5,022,347
20,002,474

33,939
973,599

34,746,374
1,145,796

283
170,134

7,168,784
30,015,499

6,200
47,120

△  34,746,374
△  951,901

139,222
△  121,114

△ 2,146,437
△ 10,013,025

　　　　　現預金合計 26,468,099 74,254,408 △ 47,786,309
　　⑵　その他流動資産
　　　　未収金（国庫補助金） 10,974,000 0 10,974,000
　　　　　その他流動資産合計 10,974,000 0 10,974,000
　　　　　流動資産合計 37,442,099 74,254,408 △ 36,812,309
　2. 固定資産
　　⑴　基金
　　　　研究助成事業基金定期預金 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
　　　　退職給付引当預金

563,372
6,300,000

50,000
2,320,240

563,372
6,300,000

50,000
2,057,160

0
0
0

263,080
　　　　その他固定資産合計 9,233,612 8,970,532 263,080
　　　　　固定資産合計 211,238,501 210,975,421 263,080
　　　　　資産合計 248,680,600 285,229,829 △ 36,549,229

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

30,000
254,250
68,340

228,128
0

10,000
326,235
52,885
96,349

31,247,395

20,000
△ 71,985

15,455
131,779

△ 31,247,395
　　　　流動負債合計 580,718 31,732,864 △ 31,152,146
　2. 固定負債
　　　退職給付引当金 2,320,240 2,057,160 263,080
　　　　固定負債合計 2,320,240 2,057,160 263,080
　　　　負債合計 2,900,958 33,790,024 △ 30,889,066

Ⅲ　正味財産の部
　1. 一般正味財産 245,779,642 251,439,805 △ 5,660,163
　　　　正味財産合計 245,779,642 251,439,805 △ 5,660,163
　　　　負債及び正味財産合計 248,680,600 285,229,829 △ 36,549,229
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2.　正味財産増減計算書（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）
 ※前年度は，23 年度の事業区分構成に準じ組み直して記載している．

（単位 : 円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　1. 経常増減の部
　　⑴　経常収益
　　　①　研究助成事業基金運用益
　　　　　研究助成事業基金受取利息 101,832 0 101,832
　　　②　受取入会金
　　　　　受取入会金 450,000 360,000 90,000
　　　③　受取会費
　　　　　受取会費 87,410,000 90,260,000 △ 2,850,000
　　　④　受取寄付金等
　　　　　受取寄付金
　　　　　受取参加費

23,500,000
273,000

28,250,000
367,000

△ 4,750,000
△ 94,000

　　　⑤　雑収益
　　　　　受取利息 14,723 23,375 △ 8,652
　　　⑥　未収金
　　　　　国庫補助金収入 10,974,000 0 10,974,000
　　　経常収益計 122,723,555 119,260,375 3,463,180

　　⑵　経常費用
　　　事業費
　　　　調査・研究，普及，教育研修事業
　　　　　給与手当
　　　　　退職給付費用
　　　　　福利厚生費
　　　　　会議費
　　　　　旅費交通費
　　　　　通信運搬費
　　　　　事務・消耗品費
　　　　　印刷製本費
　　　　　水道光熱費
　　　　　家賃
　　　　　謝金
　　　　　原稿料
　　　　　諸会費
　　　　　警備等委託費
　　　　　ホームページ管理費
　　　　　レセプト調査
　　　　　日本臓器移植ネットワーク助成
　　　　　調査・研究費
　　　　　シンポジウム・セミナー開催費
　　　　　研修費
　　　　　雑費

58,360,583
9,076,058

105,232
26,445

790,737
5,911,510
1,136,003
1,394,932

11,513,383
172,028

1,995,182
30,000

2,469,166
89,824

381,612
339,360

7,714,240
5,100,000
4,500,000
4,333,828
1,000,000

281,043

56,448,831
10,343,156

202,989
47,438

532,036
3,579,290
1,494,985

996,016
12,477,296

177,993
1,866,461

0
2,061,666

97,308
328,600
316,092

7,529,530
5,100,000

500,000
6,181,905
2,300,000

316,070

1,911,752
△ 1,267,098

△ 97,757
△ 20,993

258,701
2,332,220

△ 358,982
398,916

△ 963,913
△ 5,965
128,721
30,000

407,500
△ 7,484

53,012
23,268

184,710
0

4,000,000
△ 1,848,077
△ 1,300,000

△ 35,027

　　　　研究助成事業
　　　　　給与手当
　　　　　退職給付費用
　　　　　福利厚生費
　　　　　会議費
　　　　　旅費交通費

28,314,201
4,538,028

52,616
13,223
60,250

336,300

33,629,984
5,171,578

101,494
23,719
27,000

208,480

△ 5,315,783
△ 633,550
△ 48,878
△ 10,496

33,250
127,820
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（単位 : 円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

　　　　　通信運搬費
　　　　　事務・消耗品費
　　　　　印刷製本費
　　　　　水道光熱費
　　　　　家賃
　　　　　謝金
　　　　　諸会費
　　　　　警備等委託費
　　　　　ホームページ管理費
　　　　　研究助成費
　　　　　雑費

102,618
697,466
244,376
86,014

997,591
150,000
44,912

190,806
169,680

20,530,000
100,321

117,424
498,008
89,019
88,997

933,230
140,000
48,654

164,300
158,046

25,750,000
110,035

△ 14,806
199,458
155,357
△ 2,983

64,361
10,000

△ 3,742
26,506
11,634

△ 5,220,000
△ 9,714

　　　　安全対策事業
　　　　　給与手当
　　　　　退職給付費用
　　　　　福利厚生費
　　　　　会議費
　　　　　旅費交通費
　　　　　通信運搬費
　　　　　事務・消耗品費
　　　　　印刷製本費
　　　　　水道光熱費
　　　　　家賃
　　　　　諸会費
　　　　　警備等委託費
　　　　　ホームページ管理費
　　　　　システム管理費
　　　　　災害発生時対応諸経費
　　　　　災害時情報ネットワークシステム機能 
　　　　　強化（国庫補助金）
　　　　　雑費

22,833,513
2,269,014

26,308
6,611

365,452
70,700

136,609
348,733
39,973
43,007

498,796
22,456
95,403
84,840

3,765,800
3,977,450

10,974,600

107,761

10,704,254
2,585,789

50,747
11,859

318,907
392,080
382,743
249,004
765,321
44,498

466,615
24,327
82,149
79,023

5,104,174
0
0

147,018

12,129,259
△ 316,775
△ 24,439
△ 5,248

46,545
△ 321,380
△ 246,134

99,729
△ 725,348

△ 1,491
32,181

△ 1,871
13,254
5,817

△ 1,338,374
3,977,450

10,974,600

△ 39,257
　　　　事業費計 109,508,297 100,783,069 8,725,228

　　　管理費
　　　　　給与手当
　　　　　退職給付費用
　　　　　福利厚生費
　　　　　会議費
　　　　　常任理事会費
　　　　　総会・理事会費
　　　　　旅費交通費
　　　　　通信運搬費
　　　　　事務・消耗品費
　　　　　印刷製本費
　　　　　水道光熱費
　　　　　家賃
　　　　　会計委託費
　　　　　警備等委託費
　　　　　報酬
　　　　　租税公課
　　　　　慶弔費
　　　　　諸会費

6,807,044
78,924
19,834
10,500

3,602,471
1,893,886

978,870
132,387

1,046,199
119,919
129,021

1,496,387
1,200,000

286,209
600,000

1,400
0

67,368

7,757,367
152,242
35,578

0
3,262,310
1,573,243

984,690
167,007
747,012
133,529
133,495

1,399,846
1,200,000

246,450
1,200,000

2,000
57,000
72,981

△ 950,323
△ 73,318
△ 15,744

10,500
340,161
320,643
△ 5,820

△ 34,620
299,187

△ 13,610
△ 4,474

96,541
0

39,759
△ 600,000

△ 600
△ 57,000
△ 5,613
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（単位 : 円）

勘定科目 当年度 前年度 増　減

　　　　　本部災害対策費
　　　　　ホームページ管理費
　　　　　雑費

0
254,520
150,482

701,409
237,069
165,053

△ 701,409
17,451

△ 14,571
　　　管理費計 18,875,421 20,228,281 △ 1,352,860
　　　経常費用計 128,383,718 121,011,350 7,372,368
　　　当期経常増減額 △ 5,660,163 △ 1,750,975 △ 3,909,188

　2. 経常外増減の部
　　⑴　経常外収益
　　　　　経常外収益
　　　　経常外収益計
　　⑵　経常外費用
　　　　　経常外費用
　　　　経常外収益計
　　　　　当期経常外増減額 0
　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 5,660,163 △ 1,750,975 △ 3,909,188
　　　　　一般正味財産期首残高 251,439,805 253,190,780 △ 1,750,975
　　　　　一般正味財産期末残高 245,779,642 251,439,805 △ 5,660,163

Ⅱ　正味財産期末残高 245,779,642 251,439,805 △ 5,660,163
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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
　研究助成事業基金定期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．

（単位 : 円）

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基金
　研究助成事業基金定期預金 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 
2,057,160

0
0
0

263,080

0
0
0
0

563,372 
6,300,000 

50,000 
2,320,240 

小　　　計 8,970,532 263,080 0 9,233,612

合　　　計 210,975,421 263,080 0 211,238,501

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．

（単位 : 円）

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
　研究助成事業基金定期預金 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 
2,320,240 （263,080） （263,080）

小　　　計 9,233,612 （263,080） （263,080）

合　　　計 211,238,501 （263,080） （263,080）
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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．

（単位：円）

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　　　

公募研究助成
腎不全ラットの腹膜透析における経口ピリ
ドキサミンの腹膜劣化予防効果について

森　良孝 0 2,000,000 2,000,000 0

透析患者の血清 Klotho 値，FGF 23 値が生
命予後，心血管リスクに及ぼす影響に関す
る検討

田中寿絵 0 3,000,000 3,000,000 0

適正透析実現に向けたナビゲーション透析
システムの開発

山本健一郎 0 1,000,000 1,000,000 0

わが国における透析患者の感染症死亡率は，
一般住民の約 7 倍である

若杉三奈子 0 100,000 100,000 0

糖尿病透析患者におけるインスリン抵抗性
とエリスロポエチン反応性の関連

阿部雅紀 0 1,000,000 1,000,000 0

透 析 患 者 で の 血 清 FGF-23 及 び 血 清
a-klotho と PAD との関連性

丸山勝也 0 1,500,000 1,500,000 0

リンパ管新生抑制が腹膜透析患者の腹膜機
能障害を改善させるか

伊藤恭彦 0 3,000,000 3,000,000 0

血液透析患者におけるユビキチン・プロテ
アソーム系蛋白分解経路に関する研究

深澤洋敬 0 1,000,000 1,000,000 0

クラウドコンピューティングを応用した保
存期腎不全の患者教育・療法選択システム
の確立とその評価に関する研究

森永裕士 0 1,000,000 1,000,000 0

長期血液透析患者の生活習慣 菅野義彦 0 2,000,000 2,000,000 0

透析中における内シャント血流量の変動と
その関連因子に対する研究

人見泰正 0 480,000 480,000 0

血液透析患者における血中 HMGB1 及び
FGF-23 濃度と動脈硬化進展の関わりに関
する検討

倭　成史 0 1,000,000 1,000,000 0

透析患者における「足潰瘍発症リスク分
類」の有用性の検証

三村洋美 0 1,000,000 1,000,000 0

血液透析システムにおける透析液品質の維
持向上に関する細菌学的研究

大薗英一 0 1,450,000 1,450,000 0

穿刺前の水分処置介入とリドカインテープ
による穿刺時疼痛の軽減効果

神谷千鶴 0 500,000 500,000 0

透析患者の水分・塩分摂取に関わる自己管
理支援に行動変容プログラム「ステップ・
バイ・ステップ法」を用いた効果の検証研
究

田村幸子 0 500,000 500,000 0

合　　　　計 20,530,000 20,530,000 0
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⑸　東日本大震災支援金　収支報告
（単位：円）

Ⅰ　収入の部
　　  1. 平成 22 年度支援金預り金 31,247,395
　　  2. りそな銀行預金（平成 16 年新潟県中越地震義捐金残額） 3,498,979
　　  3. 平成 23 年度支援金預り金 81,920,208

合　　　計 116,666,582

Ⅱ　支出の部
　配賦先等
　　  1. 青森県透析医会 3,000,000
　　  2. 岩手県透析医会 20,000,000
　　  3. 宮城県透析医会 41,000,000
　　  4. 福島県支部 20,000,000
　　  5. 茨城人工透析談話会 7,000,000
　　  6. 栃木県透析医会 3,000,000
　　  7. 千葉県透析医会 3,000,000
　　  8. 全国腎臓病協議会（岩手県・宮城県・福島県の患者会） 3,000,000
　　  9. 日本臨床工学技士会（支援物資供給センター） 1,984,267
　　10. （財）ときわ会 （福島県いわき市から東京方面への患者移送経費） 7,711,920
　　11. 札幌市透析医会（宮城県気仙沼市から札幌方面への患者移送経費） 2,156,040
　　12. 宮城県石巻日赤等への医療支援派遣経費 3,778,773
　　13. 義捐金（宮城県災害対策本部） 1,035,582

合　　　計 116,666,582
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4.　財産目録（平成 24 年 3 月 31 日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　額

（流動資産）
現預金 小口現金 手元保管 運用資金として 40,139 

ゆうちょ銀行 　　　〃 1,020,719 
りそな銀行（0984222） 　　　〃 193,895 
みずほ銀行（1108821） 　　　〃 139,505 
三井住友銀行（5172218） 　　　〃 49,020 
三菱東京 UFJ 銀行（451871） 　　　〃 5,022,347 
三菱東京 UFJ 銀行定期預金 　　　〃 20,002,474 

現預金合計 26,468,099 

その他流動資産 未収金 国庫補助金 災害時情報ネットワークシステム機能強
化に使用

10,974,000 

その他流動資産合計 10,974,000 

流動資産合計 37,442,099 

（固定資産合計）
基金合計 研究助成事業基金定期預金 三菱東京 UFJ 銀行 研究助成事業の資産であり，運用益を研

究助成事業に使用している
202,004,889 

基金合計 202,004,889 

その他固定資産 電話加入権 東京都千代田区神
田須田町 1-15-2

公益目的保有財産であり，公益目的事業
及び管理業務に使用している

563,372 

淡路建物ビル保証金 〃 〃 6,300,000 
警備保証金 〃 〃 50,000 
退職給付引当預金 三菱東京 UFJ 銀行 職員退職金の支払財源として積み立てて

いる
2,320,240 

その他固定資産合計 9,233,612 

固定資産合計 211,238,501 

資産合計 248,680,600 

（流動負債合計） 会費預り金 ゆうちょ銀行 重複会費の預り分 30,000 
所得税預り金 三菱東京 UFJ 銀行 源泉所得税の未払い分 254,250 
健康保険預り金 三菱東京 UFJ 銀行 健康保険の未払い分 68,340 
厚生年金預り金 三菱東京 UFJ 銀行 厚生年金の未払い分 228,128 

流動負債合計 580,718 

（固定負債合計）  退職給付引当金 三菱東京 UFJ 銀行 職員に対する退職金の支払に備えたもの 2,320,240 

固定負債合計 2,320,240 

負債合計 2,900,958 

正味財産 245,779,642 
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第 2 号議案
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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。

公益社団法人日本透析医会の定款修正

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。

修　正　前 修　正　後
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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、総会において総会員の半数以上であって、総会
員の議決権の 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。

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。
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（拠出金品の不返還）

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）　総会員の議決権の 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）　削除

（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

（拠出金品の不返還）

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
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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、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、
出席した当該会員の議決権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

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
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合において理事会は、会長の選定を総会に付議し、
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
行政庁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、代表権を伴わない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

合において理事会は、会長の選定を総会に付議し、
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
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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。

 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、総会員の議決権の 3 分の 2 以上
の決議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

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。

 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 以上の決議に基づいて
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
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催する。
（1）　会長が必要と認めたとき。
（2）　理事（削除）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 5 号前段規定により、監事か
ら招集の請求があったとき、又は同号後段の規
定により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。ただし監事が当該議案について異議を述べたと
きを除く。

（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、出席した会長及び監事は、
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。

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 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。
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 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）

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（削除）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

（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

 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）

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

（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
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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、行政庁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 ヶ月以内に行政庁に提
出しなければならない。（削除）

（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

らに関する数値のうち重要なものを記載した書
類

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

らに関する数値のうち重要なものを記載した書
類
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（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、総会において総会員の半数以上であって、総会
員の議決権の 3 分の 2 以上の決議を経なければなら
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
おいて総会員の半数以上であって、総会員の議決権
の 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、行政庁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、遅滞なく行政庁
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、総会において総会員の半数
以上であって、総会員の議決権の 4 分の 3 以上の決
議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
会において総会員の半数以上であって、総会員の議
決権の 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

（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 以上の決
議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 以上の決議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
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産は、総会において総会員の半数以上であって、総
会員の議決権の 4 分の 3 以上の決議を経て、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　事故その他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

産は、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
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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。

 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。
 4　本会の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とす

る。
　　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

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。

 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。
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平成 24 年度 通常総会報告

山㟢会長挨拶

日本透析医会の通常総会の開催に関係して，ご協力いただきありがとうございます．今年度より，社団法人か
ら公益社団法人に移行して，今後ますます透析医会が果たさなくてはいけない役割は多くなってきていると考え
ています．会員の皆さまのご協力を得ながら，事業にまい進していこうと考えています．

診療報酬がこのたび改定されました．特に，PTA などに関して，運用上かなり混乱している部分があると思
います．透析医会の会員で保険審査を担当されている皆さまとの懇談会が 6 月に予定されていますので，その中
で各県の状況などをお尋ねしていこうかと思っています．

最近，多数の実態調査とアンケート調査をお願いしています．今後の診療報酬改定に関連するものだったり，
あるいは経営実態把握のために財務諸表を出していただいたりとか，あるいは，今後きっと行われていくであろ
うチーム医療をさらに充実させるために，それぞれの医療機関の中での看護師，あるいは臨床工学技士が，どん
な役割を担当しているかという調査であるとか，いくつか行わせていただきました．この調査に関しては，6 月
に予定している支部長会議で途中経過について，簡単に報告をさせていただこうと思っています．

これらの調査のうちいくつかは今後とも引き続き行っていきたいと思います．ご理解いただけるところには定
点的に毎年，定点観測として実施していきたいと考えています．その趣旨をご理解いただいて，施設名をそれぞ
れのアンケートにご記入いただいたところに関しては，毎年そういうお願いに上がろうと考えています．

それから，透析医学会の秋澤理事長からお願いがありました．医学会の総会の委任状，出席者数がまだ少し不
足しているということだそうです．来週なり，同報メールなどで会員の皆さんに通知をさせていただきます．周
りの方で，まだ委任状を出しておられなければ，医学会のホームページにアクセスしていただくとフォーマット
が出てくるようになっているので，それを用いてご協力を賜ればと思います．

時間があまりありませんので，これで私の挨拶を終わりますが，最後に，総会の運営にご協力いただけますよ
うにお願いします．（拍手）

議長選出
　　鈴木正司　副会長を選出
議事録署名人
　　隈　博政　副会長
　　戸澤修平　常務理事を選出
議　事
第 1 号議案　平成 23 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．引き続いて監事今忠正
氏から「平成 23 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　公益社団法人日本透析医会の定款修正の承認を求める件
常務理事太田圭洋氏から前回総会において承認された定款について，公益社団法人への移行認定申請に伴

い内閣府からの指摘にて修正する必要があることから，総会資料に基づき定款の修正条文について説明があ
り，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．
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総会質問事項

■第 1 号議案について
Ｑ：入会金のところと会費のところです．15 施設，15 人入会があり，入会金が入っているわけですが，会費収

入が減っているのはどうしてですか？
Ａ：これは退会者，および滞納者がいるものですから．2 年間会費を納めておられない施設は継続のご意志を確

認後，退会される場合もあります．そういうところがあり，少し減ったという状況です．
Ｑ：会員数が千百六十いくつという話でしたが，だいたい組織率としてはどのぐらいになっているのですか？
Ａ：40％ 弱だと思います．
Ｑ：なんとなく数年前と変わっていないような感じがします．先生方もご承知のとおり，いろいろな役所に要望

するとき，組織率は何パーセントぐらいあるのですかと必ず問われると思います．組織率をもう少し上げな
いといけないのではないかと思いますが，なにか方策は考えておられますか？

Ａ：多いに越したことはないと思っています．ただ，必ずしも，たとえば組織率というのはこういうことだと思
いますが，医学会の，所属する先生方のどれだけが入っているかとか，施設でいうと医学会の施設のどれだ
けが入っているかということで，いろいろな交渉にさいして，必ずしもそういうところが求められるわけで
はありません．

　　しかしながら，いろいろな点を考えるとたくさん入っているほうがいいということで，前にも申し上げたと
思いますが，それぞれの県の中には支部があります．その支部そのものは，公益社団というわけにはいきま
せんが，日本透析医会の支部という名称をつけられるようになっています．そこには実はたくさんの会員が
加入されているということで，できればそういう会員の方々が公益社団のほうの会員になっていただくとよ
ろしいのですが……．

Ｑ：個人会員になっていただければいいと？
Ａ：そうですね．それぞれの地域の会員ですが，公益社団法人の会員になっていただけるとありがたいと思って

います．
Ｑ：ありがとうございます．ただ，日本医師会のように，たとえば地方の医師会に入会すれば全国の医師会にも

自動的に入会ということには，透析医会はなっていないわけですね．
Ａ：なっていませんね．
Ｑ：それを，そういう方向に向けて検討していただいたほうがよろしいのではないかと思っています．
Ａ：なによりも日本医師会に入るにさいしては，都道府県の医師会費および日本医師会用の費用まで含めて，数

十万円かかると思います．日本透析医会の場合も額はそれほど多くはありませんが，会費負担はネックにな
るでしょうね．

　　あと，会員のメリットとしての情報は，特にホームページの会員のページで，会員向けのものはあるのです
が，多くのものが支部を通じて伝えられるものですから，皆さんがあまり不便を感じておられない．したが
って，会費を払うのもいまひとつということで，どうも入っていただけないのが本当のところかと思ってい
ますが，努力はしなければいけないかと思います．

■第 2 号議案について
Ｑ：一つ疑問に思うのは，総会の議事録署名人は「選任された理事は」となっています．理事はあくまでも執行

部ですから，普通は総会で議事録署名人にはあまりならないのではないかと思いますが，いかがでしょう．
Ａ：たぶんどこの会議でも，理事や監事とか，そういう方々が署名人になるのはよくあることといいますか，通

常的にあるのではないかと思います．たとえば，卑近例ですが，私のところの病院の理事会でも，実際に理
事が担当してやります．

　　たぶんこれは，内閣府のほうできちっと見た定款になっているので，もし問題があればそういうところで問
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題になっているはずなので，問題にはならないのではないかと思います．

Ｑ：理事について，22 条に「総会の決議によって選任する」という項目．これはこのとおりだろうと思いますが，
現在は理事の選任について，どういう方法でされているのでしょうか．

Ａ：大きく分けて二つの理事があり，もともとの設立の趣旨などを考えながら，基本的にはそれぞれの地域を代
表した方々から理事の推薦を受けるのが一つです．もう一つは，医会そのものの中でお願いする理事という，
二つの理事があります．

　　たぶんおっしゃられている理事に関しては，地域の理事ということになるだろうと思います．41 ページに
あります．北海道から始まる地域別で書いてあるものに関しては，従来通り地域の先生方の互選というか，
推薦というか，そういう形で決めさせていただいています．

Ｑ：この透析医会も 25 年たって，しかも今年度から公益社団法人という格好になったわけなので，推薦という
ことよりも，たとえば立候補選挙という方式を取ったほうが，より後の時代のためにはいいのではないかと，
私自身は思っています．より公益性を保つためには，もう少し公平な選任の仕方が必要ではないかと思いま
すが，ご検討いただければ幸いです．
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本日の講演では透析液の清浄化についてお話させて
いただきます．

1　日本の透析液清浄化の歴史と課題

日本の透析液清浄化の基準の歴史は，1994 年，日
本透析医学会において大阪市立大学の山上先生がその
基準を発表されたことに始まります．当時の基準では
ET（エンドトキシン）の最大許容値，0.250 EU/mL

未満，細菌数は 100 CFU/mL とされていました．その
後 1995 年に九州 HDF 検討会において，on-line HDF

の水質基準が示されました．そこでは，置換液の ET

値は測定感度未満，ET 値を 2 週間ごとにすべての機
器で測定するとされていました．その後，日本透析医
学会が on-line HDF の基準を 1998 年に決めました．
これはガンブロ社の AK 100 承認のための基準ですが，
そこでも置換液の ET 濃度は測定感度未満，2 週間毎
にすべての機器で ET 値を測定するとされていました．

しかし，これらの基準では ET 基準が非常に厳しく
設定されている一方で，細菌に関しては明確な基準が
定められていません．また，測定頻度が on-line HDF

および全自動透析装置については 2 週間毎にすべての
機器で測りなさいという非常に厳しいものとなってい
ました．また，この ET の基準を担保するために必須
である ET 阻止フィルタに関する基準がありません．
さらに日本では central dialysis system を用いていま
すが，このシステム全体を対象とした具体的な管理目
標や基準が示されていないという課題もありました．

2　透析液の国際基準化機構（ISO）基準

透析液清浄化には国際推奨基準がすでに示されてい
ます．この国際基準には管理基準（ISO 23500）が含
まれています．ISO で決められた生物学的汚染基準で
は，標準透析液の ET 値を 0.5 EU/mL 未満，細菌数を
100 CFU/mL 未満，超純粋透析液の ET 値を 0.03 EU/

mL（欧米での測定限界以下），細菌数を 0.1 CFU/mL，
さらに on-line HDF での基準は無菌と決められていま
す．この基準の中で最も重要なポイントは「無菌とい
うのは，通常の方法では測定不可能なので，無菌透析
を作製する適格性が保証された製造システムと工程に
よって作製された透析液であればその透析液の清浄度
が保証される」という考え方が導入されているという
ことです．

3　ET と生菌数両者測定の重要性

ET は少量の試料を用い短時間に検出できますが，
生菌数測定には特殊な培地や培養条件を必要とし，ま
た日数を要し，一見有用性が低いように思われます．
しかし，ET 測定のみではバイオフィルム形成の確認
ができませんし，ET と生菌数は相関しません．また
菌種によって発生する ET の活性が異なっており，透
析液の清浄化判定には ET と生菌数測定両者が必要と
なります．

4　現在の日本の透析液清浄化基準と管理基準

以上の流れの中で，日本透析医学会は 2008 年に水

仙台社会保険病院腎疾患臨床研究センター

各支部での特別講演　講演抄録

透析液水質基準と管理基準

佐藤壽伸　

平成 24 年 1 月 14 日/宮城県「平成 24 年宮城県透析医会年次総会学術講演」　
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質基準を定めました．
①　透析液水質基準と血液浄化機器性能評価基準

2008（透析会誌，41； 159-167，2008）
②　2011 年版 社団法人日本透析医学会「エンドト

キシン捕捉フィルタ（ETRF）管理基準」（透析
会誌，44； 977-990，2011）

この透析液水質基準では，標準透析液は ET 値が
0.05 EU/mL，細菌が 100 CFU/mL と定められていま
す．これは守るべき最低限の値です．次に超純粋透析
液では，ET は 0.001 EU/mL 未満（測定感度未満），
細菌数は 0.1 CFU/mL 未満とされています．

この超純粋透析液の基準はオンライン補充液を作製
する透析液，逆濾過透析液を積極的に用いる透析装置

（たとえば全自動透析装置，プッシュアンドプル HDF

透析装置，内部濾過促進型透析装置）に適用され，さ
らに言えば，基本的にはすべての血液透析療法で用い
る透析液に推奨されます．オンライン補充液について
は特に，透析液製造者によってバリデーションされた
状態においてのみ使用可能とされ，透析製造者（透析
機器安全管理委員会）の承認ならびに保証のもとで使
用される必要があるとされています．

5　補　足

現在，日本では central dialysis fluid delivery system

が主に使われています．このシステムにはいくつかの
水質管理上の問題点があります．一番大きな問題点は，

central system は異なるメーカーの機器が混在し構成
されているということであり，各透析施設は単一のメ
ーカーの方針に透析液清浄化管理を依存することがで
きません．

このため各透析施設は病院，診療所の区別なく，す
べてが透析液製造所としての役割と責任を求められま
す．つまり，各施設の医療機器安全管理責任者，透析
液安全管理者，品質管理者が管理者や製造者としての
責任を求められるということになります．そのため，
日本透析医学会からは「医療機器安全管理責任者の下
に透析機器安全管理委員会を設置し，透析液安全管理
者，品質管理者による自施設の透析液作製，供給シス
ステム全体の適格性の保証を行ってください」と通達
が出されています．さらに透析教育修練カリキュラム
の作成，透析液管理マニュアルの作成，そしてその管
理記録，測定記録の保管も義務づけられています．本
日のこの講演もこれら医療機器安全管理，特に透析液
安全管理のための教育講習の一つになります．

6　おわりに

本日は透析液清浄化に関して上記の 5 項目を中心に
解説させていただきました．特に「各透析施設は透析
液製造所であり，化学的，生物学的汚染を除去，予防
するなど透析液の最終的な品質について責任を負う」
という点について強調して講演を終わらせていただき
ます．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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要　旨

島根県は透析患者実数は全国で多いほうではないが，
高齢化が進み，我々画像診断・IVR 医が，長期維持透
析患者の画像を診断したり，シャントトラブルに対す
る Vascular Access Intervention Therapy（VAIVT） を
施行する機会は多い．本講演会では，透析患者の合併
症における画像診断の総論，各論，透析アミロイドー
シスの画像診断，慢性腎不全患者の結核の診断，透析
腎癌の画像診断，慢性腎不全患者に対する造影剤使用
について，および透析患者に対する Interventional Ra-

diology（IVR）について講演した．

1　透析患者の合併症における画像診断

維持透析，特に長期透析例での合併症として，
①　心血管系合併症：冠動脈，心弁膜，大動脈など

に高度の血管石灰化
②　脳血管障害：脳梗塞，脳出血，脳動脈瘤
③　末梢血管障害：閉塞性動脈硬化症
④　二次性副甲状腺機能亢進症：副甲状腺過形成，

異所性石灰化
⑤　透析アミロイドーシス：びらん性関節炎，骨嚢

胞，破壊性脊椎関節症
⑥　後天性腎嚢胞：腎癌発生

などがあげられる．
心血管系合併症に関しては，一般集団より 10～15

倍高い心血管系死亡率であり，若年性腎患者では一般
人の 10 倍の頻度で著しい冠動脈石灰化や中膜石灰化

をきたす．ヨード禁忌症例以外は透析患者でのヨード
造影剤の使用は問題ないが，冠動脈の初期評価に現在
では冠動脈 CT angiography（CTA）が容易に撮像可
能であり，造影剤も 30 ml 程度の使用で良好な画像が
得られる．

脳血管障害や末梢血管障害でも同様に，頸動脈，脳
動脈や下肢動脈の CTA や MR angiography（MRA）
を見る機会が多い．腎性全身性線維症（nephrogenic 

systemic fibrosis;  NSF）のリスクにより，透析患者で
ガドリニウム造影剤は使用できないが，MRI 装置の
進歩により，非造影 MRA でも良好な画像が得られる
ようになってきている（図 1）．

その他多いものとしては，胸部の合併症として，う
っ血性心不全による肺水腫，尿毒症肺，二次性副甲状
腺機能亢進症による異所性（転移性）肺石灰化症，免
疫機能低下による肺感染症，胸膜炎・心膜炎などがあ
る．一方，比較的まれではあるが念頭に置かねばなら
ないのは，透析アミロイドーシスによる，びらん性関
節炎，骨嚢胞，破壊性脊椎関節症や歯状突起周囲の滑
膜や黄靱帯のアミロイド沈着，歯状突起の骨侵蝕，病
的骨折，環軸脱臼，環軸関節の偽腫瘍などである．

また，比較的若年者の維持透析患者でみられる多嚢
胞腎に合併した腎悪性腫瘍も目にする機会がある．ス
クリーニングは超音波で行われることが多いと思われ
るが，腫大した腎全体像を観察することはなかなか困
難である．嚢胞内に発育する充実腫瘤の形態が多いた
め，充実部分を見た場合は造影 CT（まずは単純 CT

でもよい），または非造影 MRI で全体像を客観的に確

島根大学医学部付属病院放射線科

各支部での特別講演　講演抄録

透析患者の画像診断

鶴崎正勝　

平成 24 年 1 月 22 日/島根県「島根県透析医会冬季講演会」　
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認することが必要である．当院でも 2 年の経過で見逃
され，過去の画像との比較から増大傾向を呈し治療に
至った症例もあったため（図 2），経過観察も重要で
ある．

2　慢性腎不全患者に対する造影剤使用について

現在，ヨード造影剤に関しては日本腎臓学会，日本
循環器学会，日本医学放射線学会の 3 学会合同で「腎

障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドラ
イン」を作成しており，それを各学会の HP（http://

www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid= 

994）で参照されたい．
概略すると，eGFR＜60 ml/min/1.73 m2 の CKD  

G3a～G5 は CIN（造影剤腎症）のリスクファクター
であり，特にビグアナイド系糖尿病薬を服用している
患者では中止等の処置を要する．さらに透析導入前の

図 1　下肢非造影 MRA（Inhance3D 法）

3 stations on 1.5T 
FOV: 40×36 cm
320×224×1.2 mm slice 
Same diastolic trigger delay
Total scan time : 9 min

図 2　増大傾向を呈した多嚢胞腎に発生した透析腎癌
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CT

2010 年
MRI

2011 年
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2011 年
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G4～5 に関しては，ヨード造影剤の使用はなるべく避
ける必要がある，というものである．一方，MRI にお
けるガドリニウム造影剤に関しては，前述の NSF の
問題があり，G4～5，透析患者とも禁忌と考えられて
いる．これについても，詳細は「腎障害患者における
ガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン改訂
版」が，日本医学放射線学会と日本腎臓学会の合同委
員会から出されており参照されたい（http://www.

radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=773）．

3　透析患者に対する IVR

透析シャント不全に対する VAIVT が多いが，手技

については多数の報告があり割愛する．当院では，近
隣の医療機関からの紹介で外来 IVR を主に，急性閉
塞にも緊急対応し，年間約 100～120 例を行っている．

4　おわりに

このような講演の機会を頂いた島根県透析医会に謝
辞を述べたい．放射線科として地域の画像診断，IVR

センターとしての役割も今後とも担っていく考えであ
る．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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慢性腎臓病が心血管系疾患の強力な危険因子である
との認識は，ほぼ固まったといってよい．Go らは，
冠動脈イベントを含む心血管イベント発症リスクは
eGFR＜45 mL/分/1.73 m2 より急激に上昇し，eGFR

の低下に従って指数関数的に増大するとしている．つ
まり CKD 3 より stage が進行すると心血管病の発症
リスクが急激に高まり，この CKD 3 が一つの分岐点
となることを示唆している．また，いずれの CKD 

stage でも蛋白尿を認めれば，そのリスクはさらに高
くなる．さらに Anavekar らは，心筋梗塞を発症した
患者において，腎機能と心筋梗塞の再発を検証してい
るが，eGFR 60 mL/min 未満で再発率が急激に上昇す
ることを報告している．CKD の進行とともに，特に
CKD 4 以後は虚血性心疾患の発症が高くなることが
示唆される．

いうまでもなく，虚血性心疾患は心筋の酸素需要と
供給のアンバランスによって成立する疾患である．で
は，酸素供給に最も関与するアテローマの進展や，心
筋酸素需要にかかわる因子は CKD の進行とともにど
う移り変わるのであろうか．Miyagi らは，eGFR 30～
100 mL/分/1.73 m2 の患者における冠動脈プラークの
性状を検討し，eGFR が低下するに従って脂質成分が
多くなる傾向があるとしている．このことは，冠動脈
プラークは腎機能が低下すればするほど成熟するよう
に う つ る．一 方，Rigatto ら は，creatinine clearance

（CCr）20～50 mL/分/1.73 m2 の CKD 患者における頚
動脈プラークの進展速度は，CCr＜29 mL/分/1.73 m2

の患者では有意に低くなることを報告している．すな

わち，CKD 末期に近づくほど成熟しなくなることを
示唆している．また冠動脈硬化の組織所見と CKD 

stage の関連では，興味深いことに，進行した動脈硬
化の所見は CKD 進行とともに増加する傾向を示すが，
いわゆる脂質に富んだ粥腫は，CKD 4 以後に減少す
る傾向を示している．また心筋梗塞症例に血管内超音
波検査を行いプラーク内の性状を確認したところ，腎
機能の悪化とともに，いわゆる脂質に富むプラークを
意味する soft plaque の占める割合が下がる事を報告
している．

これらの一連の事実を整理すると，脂質に富んだア
テローマは CKD の浅い時期に進行，成熟し，CKD

が終末期に進むにつれその成熟は沈静化し，プラーク
中身の性状が変化し，線維化や石灰化を伴ったものに
移り変わることを示唆している．

一方，貧血を合併し，体液貯留傾向が顕著になり，
血圧管理が困難になる CKD 4～5 では左室壁肥厚速度
が急速に増大する．左室壁肥厚は，すなわち心筋酸素
需要の増大を意味する．また大動脈 stiffness は CKD 

stage の進行に従ってほぼ直線的に高くなる．大動脈
は第二の心臓ともいわれ，心拡張期の良好な冠血流維
持には，大動脈の flexibility の確保が重要であること
は周知の事実である．CKD 4～5 での大動脈 stiffness

の進行が，これらの機能を奪っていくことは想像にた
やすい．こういったすべての因子が重なり合って，冠
予備能の指標である coronary flow reserve も CKD 進
行とともに有意に低下していることが報告されている．
CKD 4～5 では，たとえ有意な冠動脈狭窄病変がなく

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

CKD 患者における心血管合併症対策

常喜信彦　

平成 24 年 3 月 18 日/京都府「第 32 回京都透析医会」　
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とも心筋虚血を惹起しやすい素地が存在する．
以 上 か ら，eGFR＜45 mL/分/1.73 m2 の CKD 患 者

に虚血性心イベント発症リスクが急増する理由として，
CKD 前半にみられる，①脂質成分の多い脆弱な冠動
脈プラークの破綻，②冠動脈プラーク進展（狭窄病変
の進行）による心筋酸素供給の低下，③CKD 後半に
合併してくる左室肥大の進展による心筋酸素需要量の

増 大，④ 大 動 脈 stiffness の 低 下 と coronary flow re-

serve の低下，などの病態が複合的に関与しているも
のと考えられる．

このような CKD stage ごとの背景を意識しながら，
いま我々が持ち得る手段で CKD 患者に対してどのよ
うに対処するべきかを，私的意見も含めて概説したい．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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要　旨

99mTc-MIBI シンチグラフィは，持続性・再発性副甲
状腺機能亢進症の原因となる異所性副甲状腺の位置同
定に有効な画像検査である．しかし，その費用対効果
性に関しては十分な検討が行われていない．そこで研
究では，仮想コホートを用いたシミュレーションを行
い，99mTc-MIBI シンチグラフィを実施することにより
発生する費用と，この検査によって得られる恩恵（質
調整生存年，QALY）を定量的に評価した．シミュレ
ーション解析の結果，99mTc-MIBI シンチグラフィを行
うことによる増分費用効果比は 81.6 万円/QALY と算
出され，一般に社会的に許容される閾値 500～1,000

万円を大きく下回った．この結果は，用いたパラメー
タが一定の範囲で変動しても大きく変化しなかった．
確率的感度分析の結果，社会的に許容される閾値を
500 万円と仮定した場合，99％ 以上の確率で 99mTc-

MIBI シンチグラフィの実施は費用対効果に優れるこ
とが示された．以上の結果より，わが国の現状におい
て，持続性・再発性副甲状腺機能亢進症に対する再手
術の術前に 99mTc-MIBI シンチグラフィを行うことは
費用対効果の観点から妥当と考えられる．

1　目　的

透析患者に対して副甲状腺摘出術を実施する場合，
持続性・再発性副甲状腺機能亢進症を防ぐため，すべ
ての副甲状腺を摘出する必要がある．しかし胸腔内な

どに存在する異所性副甲状腺の残存のために，しばし
ば持続性・再発性副甲状腺機能亢進症に至る場合があ
る．99mTc-MIBI シンチグラフィはこのような異所性副
甲状腺の位置同定に非常に有効な画像検査である．し
かし，持続性・再発性副甲状腺機能亢進症に対する副
甲状腺摘出術の術前検査として，99mTc-MIBI シンチグ
ラフィを追加することが医療経済の観点から妥当かど
うかは十分な検討がなされていない．

そこで本研究では，仮想コホートを用いたシミュレ
ーションを行い，99mTc-MIBI シンチグラフィを実施す
ることにより発生する費用と，この検査によって得ら
れる恩恵・価値（具体的には持続性・再発性副甲状腺
機能亢進症を改善することによる患者 QOL，生命予
後の改善）を定量的に評価し，その妥当性を検討する
ことを目的とした．

2　方　法

副甲状腺摘出術後の持続性・再発性副甲状腺機能亢
進症の患者に対して再手術を実施するにさいし，術前
に 99mTc-MIBI シンチグラフィを行った場合と行わな
かった場合の長期的な費用，質調整生存年（quality- 

adjusted life year;  QALY），さらに費用対効果を検討す
るために，仮想コホートを用いたマルコフモデルによ
るシミュレーションを行った．仮想コホートは日本透
析医学会の疫学データや本邦の論文化されたデータを
基に作成し，マルコフモデルは患者がサイクルごとに
二次性副甲状腺機能亢進症の程度に応じた状態遷移を

公募研究助成報告書

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

key words：透析，99mTc-MIBI シンチグラフィ，二次性副甲状腺機能亢進症，費用効果分析

Cost-effectiveness 99mTc-MIBI scintigraphy for hemodialysis patients with severe hyperparathyroidism
Division of Nephrology, Endocrinology and Metabolism, Tokai University School of Medicine
Hirotaka Komaba
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繰り返すものとした．
費用や効果に与える影響としては，一般的な血液透

析患者の QOL，99mTc-MIBI シンチグラフィの費用，
副甲状腺摘出術，再手術に関連する費用や患者侵襲に
加え，骨折や心血管疾患などの二次性副甲状腺機能亢
進症に伴うイベントの発生も考慮した．解析に必要な
各パラメータは過去の文献を参考に割り出した．分析
は支払い者の立場から実施し，直接医療費のみを検討
した．統計ソフトは Tree Age Pro Healthcare を使用
した．

3　結果と考察

シミュレーション解析の結果，99mTc-MIBI シンチグ
ラフィを実施する場合，仮想コホートの 72％ の患者
に異所性副甲状腺が同定され，再手術が実施された．
一方，99mTc-MIBI シンチグラフィを実施しない場合は，
再手術の実施率は 40％ に留まった．この結果，99mTc-

MIBI シンチグラフィを実施する場合は，持続性・再
発性副甲状腺機能亢進症が改善する患者の割合が多く
なることを反映して，心血管イベント，骨折の発症率
が低下，生命予後は改善し，QALY は実施しない場合
と比較し，4.212 から 4.611 に上昇した．

一方，費用に関しては，99mTc-MIBI シンチグラフィ
の測定費用および手術件数の増加を反映し，468.8 万
円から 501.3 万円に増加した．この結果，99mTc-MIBI

シンチグラフィを実施することによる増分費用効果比
は 81.6 万円/QALY と算出され，一般に社会的に許容
される閾値 500～1,000 万円を大きく下回った．以上
のシミュレーション結果は，用いたパラメータが一定
の範囲で変動しても大きく変化しなかった．確率的感
度分析の結果，社会的に許容される閾値を 500 万円と
仮定した場合，99％ 以上の確率で 99mTc-MIBI シンチ
グラフィの実施は費用対効果に優れることが示された．

4　結　論

今回のシミュレーション解析の結果，副甲状腺摘出

術後の持続性・再発性副甲状腺機能亢進症の患者に対
して，術前に 99mTc-MIBI シンチグラフィを行うこと
による増分費用効果比は 81.6 万円/QALY と算出され，
一般に社会的に許容される閾値 500～1,000 万円を大
きく下回った．この結果は，用いたパラメータが一定
の範囲で変動しても大きく変化しなかった．確率的感
度分析の結果，社会的に許容される閾値を 500 万円と
仮定した場合，99％ 以上の確率で 99mTc-MIBI シンチ
グラフィの実施は費用対効果に優れることが示された．
以上の結果より，わが国の現状において，持続性・再
発性副甲状腺機能亢進症に対する再手術の術前に
99mTc-MIBI シンチグラフィを行うことは，費用対効果
の観点から妥当であることが示され，積極的に実施す
ることが望ましいと考えられる．

わが国の透析患者は増加の一途をたどっており，
2009 年末には 290,661 人にのぼる．透析人口の増大は
透析医療費の増大に直結し，わが国の透析医療費は年
間約 1.3 兆円，国民医療費の約 4％ を占めるまでに増
大している．このような厳しい医療財政のもとで，質
の高い医療を提供するためには，限られた医療資源を
効率的に利用することが求められる．英国ではすでに，
国立医療技術評価機構（National Institute for Health 

and Clinical Excellence;  NICE）により，医療経済評価
に基づいた薬剤選択のガイダンスの作成が行われてお
り，賛否両論はあるものの，その勧告が国際的にも大
きなインパクトを与えている．わが国は定量的・客観
的方法による医療経済評価は諸外国に大きな後れを取
っているが，このような現状において，本研究の成果
は，わが国において医療経済研究の重要性を広く啓蒙
していくうえでも，重要な役割を果たすと期待される．

本研究は平成 22 年度日本透析医会公募研究助成に
よるものである．
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要　旨

末期慢性腎不全患者においては，炎症と酸化ストレ
スは心血管系リスク要因である．そこで，残存腎機能

（尿量≧400 ml/day）を有する腹膜透析患者を対象と
して，thiol 基を有する抗酸化薬である L-cysteine 投
与によるランダム化前向き比較対照研究を実施した．
腹膜透析患者 15 名（男性 9 名，女性 6 名； 平均年齢
56.1±9.6 歳）を L-cysteine 群（960 mg/day，n＝7）と
placebo 群（乳糖，n＝8）に割付けして 6 カ月間内服
投与し，その前後に血清酸化ストレスマーカーと抗酸
化物質である glutathione の還元/酸化（GSH/GSSG）
比を測定した．さらに，腹膜平衡試験，血清および腹
膜透析排液中 b2-microglobulin と cystatin C を測定し
て，残存腎機能と腹膜機能を評価した．L-cysteine 群
は placebo 群と比較して内服投与後に GSH/GSSG 比
が 有 意 に（p＜0.05）上 昇 し，血 清 malondialdehyde 

modified lowdensity lipoprotein（MDA-LDL）は減少し
た（p＜0.05）．また，placebo 群で糸球体濾過率の指
標である血清 b2-microglobulin（p＜0.01）と血清 cys-

tatin C（p＜0.05）が上昇したのに対して，L-cysteine

群では変化を認めなかった．L-cysteine 内服投与は，
腹膜透析患者に対して thioredoxin 動態の改善と血清
MDA-LDL の上昇抑制効果を示すとともに，残存腎機
能の保護作用が示唆された．

1　緒　言

末期慢性腎不全に対する透析療法には高血圧や貧血
など各種のリスク要因がある．これらと密接に関係す
る酸化ストレスの上昇は，心血管疾患（CVD）の発症
頻度と高い関連があるために重要な要因である．海外
では，高用量の tocopherol や N-acetyl-L-cysteine など
の抗酸化物質を血液透析患者に投与して，CVD 発症
頻度を抑制する報告1, 2）がある．しかし，本邦では N-

acetyl-L-cysteine の代わりに L-cysteine が抗酸化薬とし
て，湿疹や肝機能改善などに広く利用されている．そ
こで我々は，腎不全モデルラットにおける腹膜透析液
による腹膜および残存腎組織障害に対する L-cysteine

の抑制効果を明らかにした3）．
今回は，腹膜透析患者に対する L-cysteine の抗酸化

効果を検証したので報告する．

2　対象・方法

防衛医科大学校病院，さくら記念病院，上福岡総合
病院の 3 施設で，尿量が 1 日 400 ml 以上の残存腎機
能を有する腹膜透析患者を対象として，ブロックラン
ダム化前向き比較対照研究を実施した．15 名の PD 

患者（男性 9 名，女性 6 名； 平均年齢 56.1±9.6 歳）
を L-cysteine 群（960 mg/day，n＝7）と placebo 群

（乳糖，n＝8）に割付けして 6 カ月間の内服投与を行
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ったが，患者背景に両群間で有意な差はなかった（表

1）．
本研究の primary endpoint は L-cysteine の抗酸化効

果で，酸化ストレスマーカーである MDA-LDL（ELISA

法），pentosidine（EIA 法），homocysteine（HPLC

法）および細胞内の主な抗酸化物質である glutathi-

one の GSH/GSSG 比（Quantification Kit, Dojindo 

Mol. Tech., Japan）を内服投与前後で測定することで
評価した．次に secondary endpoint は腹膜透析療法
からの離脱や CVD の発生抑制効果で，24 時間尿量，
weekly renal creatinine clearance （CCR），residual re-

nal Kt/V，血 清 お よ び 排 液 中 の b2-microglobulin と
cystatin C で残存腎機能を，weekly peritoneal CCR と
peritoneal Kt/V で腹膜機能を評価した．なお，腹膜平
衡試験は 6 カ月間の内服投与前後，および 12, 18, 24

カ月後にそれぞれ施行し，24 時間畜尿による CCR と
Kt/V は PD ADEQUEST 2.0J（Baxter, Japan） を用いた．
血 清 の MDA-LDL，pentosidine，homocysteine お よ
び排液中の b2-microglobulin と cystatin C の測定はエ
スアールエル（SRL Tokyo, Japan）に依頼した．

すべてのデータは平均値±標準偏差で表した．統計
学的処理は，グループ内の経時的な差は対応のある
student’s t test，グ ル ー プ 間 の 分 散 分 析 は repeated 

measure ANOVA を使用し，解析は JMP （Version 9.0, 

SAS Institute Japan）で行い，危険率 p＜0.05 を有意
差ありとした．

3　結　果

L-cysteine 群の GSH/GSSG 比は，内服後に明らかな
thioredoxin 動態の改善を認め（pre treatment； 1.63±
0.87，post treatment； 4.80±2.33，p＜0.05），placebo

群（1.61±1.40，1.96±0.94）と比較して有意に（p＜
0.05 by repeated ANOVA）高 値 と な っ た（図 1）．L-

cysteine 群（126.2±43.2，119.2±38.5）の 血 清 MDA-

LDL は内服前後で変化がなかったのに対して，placebo

群（113.5±50.4，134.8±69.5，p＜0.05 by student’s t 

test，p＜0.05 by repeated ANOVA）で有意に上昇して
いた（図 1）．同様に CVD の指標となる homocysteine

も，L-cysteine 群（53.3±47.9，24.2±18.3，p＜0.05）
は内服後に著明な低下を認めたが，placebo 群（46.7

±47.5，41.7±32.1）では変化がなかった（図 2）．ま

表 1　L-cysteine 群と placebo 群の患者背景

L-cysteine 
group

（n＝7）

Placebo 
group

（n＝8）
P value

Age（years） 58±10 55±10 0.61
Male gender（％） 71 50 0.09
Time of PD （months） 33±26 29±27 0.57 
CAPD/CCPD 3/4 4/4 0.92
Urine vol.（ml/day） 1,127±613 997±810 0.95
Total weekly-Kt/V 2.2±0.2 2.3±0.5 0.48
Total CCR 74.0±24.1 77.6±24.1 0.76

数値はすべて平均±標準偏差とした．
CCPD（continuous cycler-assisted peritoneal dialysis）;  CAPD（continuous 
ambulatory peritoneal dialysis）;  CCR（creatinine clearance）.

GSH/GSSG ratio MDA-LDL
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図 1 　L-cysteine および placebo 投薬前後の血中 GSH/GSSG 比（左図）と血漿 MDA-LDL
値（右図）

a : p＜0.05 against pre treatment.　b : p＜0.05 L-cysteine vs. placebo by repeated measure 
ANOVA.
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た，pentosidine は代表的な最終糖化産物（AGEs）で
あ る が，L-cysteine 群（0.202±0.184，0.136±0.062）
と placebo 群（0.165±0.089，0.161±0.030）で有意な
差はなかった（図 2）．

本研究の primary endpoint である腹膜透析患者に
対する抗酸化能に関しては，L-cysteine 経口投与で明
らかに thioredoxin 動態の改善を示したことから，そ
の有用性が示唆された．また，placebo 群で糸球体濾
過率の指標である血清 b2-microglobulin（21.1±3.0，
25.9±3.3，p＜0.01）と 血 清 cystatin C（5.4±2.6，6.4

±2.1，p＜0.05）が内服後に上昇したが，L-cysteine

群（b2-microglobulin； 22.4±7.6，22.6±7.9，cystatin 

C； 5.8±0.9，5.9±1.4）では変化を認めなかった（表

2）．ただし，排液中の b2-microglobulin と cystatin C

では 2 群間に差はなかった（表 2）．また，secondary 

endpoint のパラメーターである weekly CCR，Kt/V，
nPCR などの残存腎機能および腹膜機能においても，
2 群間での有意な差を認めなかった（表 2）．

なお，L-cysteine の 6 カ月間の内服投与による副作
用症状の発症はなく，血液検査でも異常所見を認めな
かった．

4　考　察

腹膜透析は残存腎機能保持や社会復帰における

Pre Post Pre Post
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図 2 　L-cysteine および placebo 投薬前後の血漿 pentosidine 値（左図）と血漿 homocysteine
値（右図）

a : p＜0.05 against pre treatment.

表 2　L-cysteine または placebo 投薬前後での各パラメーターの変化

L-cysteine group Placebo group

Pre treatment Post treatment Pre treatment Post treatment

Cys C（mg/L）
Plasma 5.8±0.9 5.9±1.4 5.4±2.6 6.4±2.1† 
Dialysate 0.53±0.15 0.57±0.20 0.44±0.31 0.53±0.21

b2MG（mg/L）
Plasma 22.4±7.6 22.7±7.3 21.2±3.0 25.9±3.3†

Dialysate 2.64±0.74 2.96±1.38 2.65±2.51 2.70±1.92

Urine Vol（ml/day） 1,127±613 1,164±578 997±810 1,050±927

nPCR（g/kg/day） 0.90±0.15 1.00±0.34 0.87±0.14 0.78±0.13

W-Kt/V（L/week）
RR 0.75±0.42 0.73±0.33 0.57±0.30 0.47±0.25
Peritoneal 1.37±0.42 1.16±0.24 1.75±0.19 1.55±0.21

W-CCR
RR 31.3±17.2 30.4±13.9 30.0±14.1 24.0±12.7
Peritoneal 33.5±13.2 33.7±14.7 45.3±6.0 35.5±9.4

数値はすべて平均±標準偏差とした．
Cys C（cystatin C）;  b2MG（b2-microglobulin）;  Vol （Volume）;  PCR（protein catabolic rate）;  RR（residual renal）;  
W（weekly）;  CCR（creatinine clearance）.
†　p＜0.05 against pre treatment.
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QOL 向上など多くの長所があるが，腹膜炎や腹膜透
析液による酸化ストレスで腹膜劣化を生じ，除水不全
や溶質除去不全から腹膜透析を中断・離脱する場合が
多い．さらに，透析患者は酸化ストレスで CVD 発症
頻度が健常人の 10 倍高くなり，残存腎機能の低下と
ともにリスクは上昇する4）．よって，腹膜透析患者の
抗酸化能を増強して，腹膜障害や残存腎機能の低下を
抑制することが腹膜透析療法の重要な課題の一つであ
る．

海外では，血液透析患者に N-acetyl-L-cysteine（600 

mg BID）を 3 カ月間内服投与し，CVD 発症頻度を抑
制した報告2）がある．また，腹膜透析患者に N-acetyl-

L-cysteine（600 mg BID）を 2 カ月間内服投与で，血
中 IL-6 が減少し抗炎症効果を認めた報告5）もある．し
かし，海外で使用する N-acetyl-L-cysteine 製剤は固形
剤であるが，本邦で使用可能な剤型は液剤のみであり，
相当量を長期間服用するのははなはだ困難である．本
邦で thiol 基を有する抗酸化薬は L-cysteine 散および
錠剤（商品名； ハイチオール）で，薬疹や中毒疹に対
する治療薬である．同様に，L-cysteine を主成分とす
る多くの国産サプリメントが市販され，湿疹や肝機能
改善などに広く利用されている．

そこで，我々は N-acetyl-L-cysteine の代わりに L-

cysteine を用いて腹膜透析患者に長期間投与する検討
を行った．その結果，L-cysteine 群の GSH/GSSG 比が
placebo 群と比較して 6 カ月間内服後に明らかな上昇
を認め，thioredoxin 動態が著明に改善していた．同様
に，L-cysteine 群で冠動脈疾患の優れた指標6）である
血清 MDA-LDL の上昇を抑制し，血漿 homocysteine

を減少させたことは CVD 発症の抑制効果が大いに期
待される．しかし，同じ酸化ストレスマーカーである
pentosidine には効果がなかった．我々が以前行った
血液透析患者を対象とするビタミン E 固定化ポリス
ルフォン膜の抗酸化効果の研究7）においても，血清
thiol 濃度と MDA-LDL は著明な改善を認めたが，pen-

tosidine に対する効果はみられなかった．このことか
ら，抗酸化薬の臨床使用においては，AGEs への影響
は少ない可能性もある．さらに投与方法や投与期間な
どの検討が必要と思われる．また，腹膜平衡試験等に
おける CCR，Kt/V などの残存腎機能および腹膜機能
においては，2 群間に明らかな有意性は認めなかった．
しかし，L-cysteine 群が糸球体濾過率の指標である血

清 b2-microglobulin と cystatin C の上昇を抑制してい
たことから，L-cysteine による残存腎機能の保護効果
が示唆された．

血液透析患者に高用量の N-acetyl-L-cysteine を連日
静脈注射した報告8）では，8％ の胃腸障害が発生して
いる．これは，血清 cysteine がある閾値以上の濃度
になると glutathione 合成よりも硫酸塩とタウリンに
異化9）するためである．本研究では，L-cysteine を常
用量範囲内（500～1,000 mg/day）で 6 カ月間という
長期での内服治療を行ったが，副作用や血液学的異常
はなく，L-cysteine の長期臨床使用における安全性が
示された．

5　結　論

腹膜透析患者において，6 カ月間の L-cysteine 内服
後に thioredoxin 動態の改善と血清 MDA-LDL の上昇
抑制効果が認められた．我々は，さらに内服終了後 6, 

12, 18 カ月の各種酸化ストレスマーカー，残存腎機能
および腹膜機能の追跡調査を行っている．長期での残
存腎機能の保護作用が認められれば，予後の改善と共
に腹膜透析療法の長期継続に繋がる可能性がある．

本研究は平成 22 年度日本透析医会公募研究助成に
よるものである．
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﹁回想　――　透析医療にかかわって 40 年﹂     岸本武利　

本誌編集委員会より寄稿を依頼されて以来，なにを書こうかと悩む内に締め切りがきてしまった．筆者は

1970 年，大阪市立大学医学部泌尿器科学講座に入局して初めて腎不全に対する透析療法に接し，腎機能代

行としての人工透析に興味をもった．それ以来，2002 年に大学を退職した後も今日まで透析医療と腎移植

医療にかかわってきた．その間の約 40 年を振り返り雑感を述べることにした．

慢性腎不全に対する血液透析療法は，1950 年代後半，アメリカにおいて試みられたが継続が難しかった．

1960 年代に入り外シャントの考案，酢酸透析液および多人数用透析液供給装置の考案開発，後半には A-V 

Fistula（内シャント）の考案と，慢性腎不全にたいする維持血液透析療法が確立された（黎明確立期）．こ

れらの技術は少し遅れて日本に入ってきた．

筆者が 1970 年に目の当たりにした人工透析療法は腹膜透析が主流で，血液透析においては，vascular ac-

cess は外シャント，ダイアライザーは standard Kiil 型で，透析の前日にキュプロファン膜を透析液チャン

ネルの溝のあるプラスチックボードに手作業で張り付けし，ホルマリン溶液で滅菌消毒して準備していた．

患者にとって楽な治療ではなく，重い腎性貧血に苦しみ余命も短く，5 年生存すれば長期生存者とされた．

1967 年に慢性腎不全に対する透析療法に健保が適応されていたにもかかわらず，まだ人工透析公費負担

制度は制定されていなかった．そのため健保本人以外は「金の切れ目は命の切れ目」と言われていた．その

頃から日本経済の成長は目覚ましく，それに伴い医療福祉もだんだん拡大かつ厚くなっていった．そして

1972 年に人工透析公費負担制度が施行されて以来患者は安心して透析医療を受けられるようになり，患者

数は鰻登りに増加し続けてきた．透析医療を行っていた先進国間でも患者数はその国の GNP に比例してお

り，その頃から日本が最も高い発症率であった．

透析医学・医療は学際領域の未知の分野で，ダイアライザーは医療上初めての内臓機能代行法（人工臓

器）で，研究開発へのモチベーションも高かった．そのうえ高額医療のため，医療提供者と関連産業界に経

済的インセンティブをもたらし，人工臓器としての研究開発が盛んになるとともに透析医療も普及していっ

た．

1970 年代は CAPD の考案や血液透析方法の改良が進み，より侵襲の少ない透析法が開発され，患者の身

体状況ならびに予後も改善され，透析医学・医療の発展期だと言える．我が国では，1970 年から 1980 年代

（日本での透析医第二世代）にかけて，山川らによる酢酸透析液不耐性の研究と重曹透析液の再評価，その

透析液調整法と中央供給装置の開発，下條らによる透析関連アミロイド症の原因蛋白である b2-microglobulin

透析医のひとりごと透析医のひとりごと



透析医のひとりごと 369

の発見など，透析医学・医療の研究開発は目覚ましかった．それも民間医療機関の功績が大きいこともこの

分野の特徴である．それにつれ透析医療の質も良くなり，成績も年々改善され，透析先進国を凌駕するに至

った．

しかし世界の評価は低かった．日本の成績が良いのは腎移植例がきわめて少ないこと，糖尿病の比率も低

い母集団で比較にならないとの指摘，そして新興国の成績として正当に評価されなかった．当時，欧州の斯

界の高名な医師から，透析医療を含め日本の腎臓病医療は 3rd class と揶揄され大変くやしい思いをしたの

は筆者だけではなかった．しかし，1986 年に結成された High-performance Membrane 研究会メンバーで代

表される若手（透析医第三世代）が，海外活動と国際交流を活発に行うことにより日本の評価を高めてきた．

そして 1999 年に我が国が参加した International cohort study である Dialysis Outcome and Practice Patterns 

Study（DOPPS）はランダム化された prospective study であり，同じ基準評価法で outcome を分析したも

ので，我が国の透析医療の優秀さ，水準の高さを証明し，世界の日本に対する評価を改めさせ一目を置かせ

た．また，この研究成果から今まで気付かなかった疑問と新たな研究課題が提起されている．

1980 年代は透析医療のさらなる普及とともに合併症の病因解明が進み，遺伝子工学による初めての創薬

である EPO をはじめ種々の補助療法の研究開発が進み，臨床にも応用され，優れた効果で ADL，QOL を

著明に改善した．第二発展充実期と言える．1990 年代は，種々の補助療法のさらなる進歩により透析医療

の充実期を迎え，患者の ADL，QOL がより改善され余命も有意に延長した．

人工透析の進歩はハード，ソフトとも工学との連携と共同研究開発に負うところが大きい．我が国での普

及と進歩は，1968 年に設立された人工透析研究会（現，日本透析医学会）の果たした功績が多大であり，

なかでも透析医療はチーム医療であるべきとの考えで，他関連学会と協同してコメディカルの育成を図った

ことにある．1976 年の日本腎不全看護研究会（同学会）の設立に始まり，透析療法従事者研修制度，臨床

工学士制度発足（1987 年）の種となった透析技術認定士認定制度が大きな役割を果たし，他分野に見られ

ないチーム医療の成果が日本の成績を世界に比類なきものにしたと確信する．

21 世紀の担い手は第四世代であり，透析医療をさらに充実させてきたが，経済成長が大きく望めないな

かで増加する医療福祉費が国民に重くのしかかる．そのなかで透析医療がどのように社会に貢献できるかが

我々に突きつけられた課題と考える．まず，これ以上総医療費に対する透析医療費の比率を増すことは国民

の理解と支持を得ることが難しいと思われる．コストを下げる努力，患者数を増やさない努力，すなわち総

合的慢性腎不全対策が問われる．

コストを下げるとは言え透析技術および管理料をこれ以上下げることは難しい．透析患者も患者一部負担

を分相応に負担することを検討しなければならない時が来たのかもしれない．コストを下げ難いならば取り

組むべき事の一つは cost-effectiveness （対費用効果）を改善することである．その一に更生医療の目標であ
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る患者の自立を援け社会復帰を促し社会貢献できるようにすることである．特に高齢化している昨今，患者

の ADL を改善し QOL を高め，生きる喜びと社会活動への参加意欲を持ってもらうことが肝要となる．ま

た同時に，透析医療においても終末期医療をどうするかすなわち個人の尊厳を尊重した上での透析非導入，

継続中止について真摯に取り組み，社会的コンセンサスを作り上げていくべきである．

医療の質についても対費用効果を改善するのに診断・治療についての勧告やガイドラインが有用である．

日本透析医学会独自の各種ガイドライン作りは高く評価できる．しかし勧告やガイドラインはすべての患者

に適応できるものでなく，また常に検討，改定されるべきものである．今後も学会の重要な事業となり，そ

のための統計調査でもありたい．

最後になったが，最も重要な取り組むべき事は患者数を増やさないこと，できれば減少させること，すな

わち移植医療の推進と疾病予防である．移植医学・医療の進歩は目覚ましく，異型血液型間でも可能となり，

patient survival，graft survival も延長改善されてきており，腎移植の対費用効果はきわめて高く比較できな

い．透析療法を経ずに腎移植を受ける先行的腎移植（preemptive kidney transplantation;  PEKT）も押し進

められている．合併症進展防止にもなり QOL も高く予後も良い．特に小児・学童に対する有用性は高い．

臓器移植医療に対する国民の理解が徐々に深まってきており，透析医療関係者も臓器移植医療についてもっ

と理解を深め積極的に関与すべきである．

疾病予防について，重要な疾患は生活習慣病中でも糖尿病対策と CKD 対策であることは言うまでもない．

国としてもこの重要性に気付き，この度の診療報酬改定において「糖尿病透析予防指導管理料」を設定し，

医療チームによる糖尿病患者の透析予防についての教育指導の効果を期待している．透析医療チームは糖尿

病専門医，腎臓病専門医と協力しあい，透析予防と腎移植推進プロジェクトに真剣に取り組むべきで，透析

専門医は CKD から移植まで管理指導できる能力を目指したい．

より優れた血液浄化法の研究開発と慢性腎不全対策の充実に若い世代の叡智と挑戦を大いに期待する．

（岸本武利：我が国における HD，HF，HDF の歴史．腎と透析，63（別冊 腹膜透析）； 31-36，2007，参照）

トキワクリニック（大阪府）　
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著者は医学生時代に母親の急性肝不全による死に遭
遇し，それがきっかけで肝臓病の分野，特に肝臓移植
に目を向けたとのことである．そして腹部外科の臨床
の中で，術後急性腎不全に対する透析療法に手を広げ
ざるをえない結果となったと記されている．また著者
は後に日本透析医学会の理事長職を務め，さらには日
本透析医会の副会長をも務め，この分野の専門家とな
られたことは周知のことである．さらに私の個人的記
憶でも，不慮の事故で最愛の息子さんをも失うという
辛い経験もされておられるはずである．

我が身に翻ってみると，自分が 2 年間の初期臨床研
修（インターン制度をボイコットして）を修了して腎
臓疾患を選択した動機でも，二十数年間の母親の腎疾
患（腎結核で一側腎を摘出）が頭の片隅にあった．彼
女は私が腎疾患の勉強のために新潟に住むようになっ
たころ，最終的には慢性腎不全に至り，左前腕に内シ
ャントを形成して，数回の血液透析を自分の息子の手
で受ける結果となった．しかし，導入後短期間にして
思いもよらぬ CVD にて死亡した．その時点での私は
きわめて覚めた目でその死に立会い，さらには病理解
剖にも立ち会った．その頃までに臨床医としてすでに
二十数年も経過しており，肉親の死に向き合っても，
恐ろしいことにそれが特別なものであるとの観念が希
薄なままでいられる自分に驚いたものである．

そこで話しを戻すと，長期間に亘り同じ腎疾患（特
に透析治療の部分では一致する）患者を対象とする医
療現場に身を置きながらも，自分と著者との決定的な
違いはどこにあるのだろうか．それは母親の急性肝不
全死や息子さんの事故死を深くしっかりと受け止め，
日常の臨床の場（患者の生死をも含めて）でもいろん

なことを常に深く考察し続けて来たところにあると言
えそうである．

それらを「命のとらえかた」「終末期をめぐる患
者・家族・医療者のこころ」「終末期における治療」

「医療者としての考察と医療指針」の四つの章として
まとめたものが結果としての本書であろう．本書は月
刊誌『透析ケア』に 30 回に亘り連載したものを中心
に，さらに一部を加筆したものである……と「あとが
き」にある．つまり，2 年を超える連載の中で，積も
る思いの丈を存分に展開されたものである．本書の中
のいくつかの部分は，すでに月刊誌の中で読ませてい
ただいているが，その時の印象では，重たい主題を取
り上げておりながら，幅広い資料を紹介し，古今東西
の考え方を示しながら，それをさらりと読ませる文章
力に感銘させられた感じであった．

折しもわが国の少子高齢化が一層の現実味を帯び，
新規導入される慢性透析患者の平均年齢は 67.8 歳に
達し，30 万名を超える透析患者の平均年齢も 66.5 歳
である．透析患者のこのような高齢化を背景に，身体
的合併症に加えて認知症などの脳機能異常の合併，さ
らには回復不能の悪性腫瘍の合併例などが増加してい
ることは，毎日の透析の現場にいれば避けがたい現実
である．その結果，「透析継続の差し控え」あるいは

「透析療法を選択しない」などの重たいテーマが常時，
現実に目の前に出現する状況になりつつある．

このような状況の中で，本年の透析医学会（札幌
市）においても，コンセンサスカンファレンス「慢性
血液透析の非導入と継続中止に関する提言」が設定さ
れたことはまさにタイムリーな企画であり，著者もそ
のカンファレンスで講演を行っている．また同じ学会

書　　　評

「 透 析 患 者 の タ ー ミ ナ ル ケ ア 」
大 平 整 爾　著

メディカ出版
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で著者は「命をどう捉えるか」との特別講演をも行っ
ている．これらの当日に行われた講演の詳細はいずれ
学会誌に掲載されることであろう．

本書はそのようなテーマに対する入門書であると同
時に，成書であるとも言える．腎不全治療，透析・移

植治療に携わる多くの医療者に対し，まずは身構えず
に通読されることをお勧めしたい．

評者　　信楽園病院腎臓内科　鈴木正司　
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はじめに

未曾有の被害をもたらした東日本大震災発生後，早
くも 1 年が経過した．山形県における地震の被害は軽
微であったが，それでも停電や断水が生じたため，透
析スケジュールの変更を余儀なくされた医療機関も少
なくない．しかし 2 日後には全面的に復旧し，ほとん
どの施設で通常の血液透析（HD）が可能となった．
この時点で山形県は震災直後から隣県被災地を支援す
る立場となった．県外からの透析依頼の多くは宮城県
と福島県であった．山形県腎不全研究会事務局（以下
事務局）である当院の伊東が中心となり，山形県健康
福祉部（以下県庁）と連携を取りながら，県内の透析
施設への患者の搬送先を決定した．幸い数カ月後には
ほとんどの患者は地元の透析施設への転院が可能とな
った．しかし今回の災害では想定範囲外の事態が次々
と発生し，今後の災害対策へ多くの課題を残した．

今回は山形県の透析患者の現況，在宅血液透析
（HHD）の導入および災害対策の課題について述べて
みたい．

1　山形県透析患者の現況

2011 年 10 月開催の，第 42 回山形県腎不全研究会
において集計された 2010 年末までの透析施設の収容
状況について，約 5 年前の 2006 年 8 月までのデータ
ーと比較してみた1）．

HD 患者の現況は表 1 のごとく，2006 年 8 月に比
べ透析施設数は 1 施設増加し，患者数も 421 人増加し

ていた．それに伴い収容能力も増加したが，充足率は
80.4％ とやや減少傾向を示した．一方，夜間透析施設
が 2 施設で廃止され 13 施設に減少した．これは医療
従事者の不足が大きな要因と思われる．また夜間の患
者数はなお微増しており，その分は収容能力のある他
施設への転院で補われた．また導入患者数と死亡者数
との差が 2010 年 12 月末では明らかに減少を示した．
このような年間死亡数の増加傾向は全国調査2）で報告
されている．本県の場合，患者数はなお増加を示すが，
導入患者の高齢化傾向が今後も進むと推測されること
から，透析患者数の伸び率は年々減少していくものと
思われる．

次に CAPD 患者についは表 2 のごとく 2006 年1）と
比較すると実施施設数も減り，患者数も大幅な減少を
示した．CAPD/HD 比は 4.7％ で，2010 年末の全国患
者調査2）の 3.3％ を上回るものの 2007 年の 9.3％ より
は著明な減少を示した．しかも 2010 年 12 月末では死
亡数が導入数を上回っていた．CAPD の導入年齢例が

た　よ　り

山形県支部だより

工藤健一

日本透析医会山形県支部支部長

表 1　山形県における血液透析の現況

2010.12 末 2006.8

透析施設数      36      35
同時透析能力    896    731
最大収容能力 2,866 2,256
患者数 2,303 1,882
充足率（％）      80.4      83.4
夜間施設数      13      15
夜間透析患者数    290    280
導入患者数    287    299
死亡患者数    251    177

第 37 回および第 42 回山形腎不全研究会より
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HD よりも高いことも影響しているように思われる．
各地区別の収容状況と患者数については表 3 のごと

くである．施設数は 1 施設増加したが，夜間透析施設
の減少がみられた．とくに村山地区（山形市を除く）
では実施施設がなくなり，その多くはより遠隔地にあ
る山形市に移動せざるをえなかった．山形市内でも 1

施設が夜間を中止しており，前述のごとく医療従事者
不足が窺われる．収容能力は各地区とも増加したが，
充足率は地区によって差がみられた．とくに置賜地区
と庄内地区では 87％ ときわめて高い充足率を示した．
こうした充足率の高い二つの地区では CAPD 患者数
が多く，県内の 80％ を占めた．

2　山形県における在宅血液透析

2007 年 10 月，矢吹病院で山形県では初めて HHD

が導入されてから徐々に増加し，平成 24 年 5 月現在
6 名に達した．本年 4 月，2 日間にわたって第 15 回在
宅血液透析研究会が山形県天童市で開催され，450 名
以上が参加した．そのうち 150 名以上は患者や家族で
占められ，HHD への関心の高さが窺われた．2010 年
末までの統計調査の報告でも 7.4％ の増加を示し2），
今後さらなる増加が予想される．

3　山形県の災害対策の現状と課題

2005 年に立ち上げた山形県災害ネットワークの概
要についてはすでに本誌に報告した3）．このネットワ
ーク体制については県にも報告済みであるが，実際に
両者で協議したことはなかった．その後，県内各地域
で多くの医師の異動や退職などにより，当初のネット
ワーク体制は大幅な変更を余儀なくされ，再検討中で
あった．このような状況のなかで今回のような大震災
が発生した．

山形県内の被災による透析関連の被害は軽微であっ
たが，停電や断水のため当日の透析を中止した施設も
少なくない．さらに停電時には電話，ファックス，メ
ールなどによる他施設との連絡もまったくとれない状
況であった．このような状況下で県庁が率先して県内
透析施設のすべての患者の安否を確認してくれた．3

月 13 日からは県内全施設で透析が再開された．この
頃になると他県の被害状況が次第に明らかになり，宮
城県南部の透析施設より矢吹病院へ直接救援要請が入
った．13 日，山形県と他県からの受け入れについて
県庁と協議し，事務局の当院の伊東を受け入れの窓口
とした．その後の詳細は伊東らの報告4, 5）に譲るが，3

月 14 日より 19 日までに入院および外来患者合わせて

表 2　山形県における CAPD の現況

2010.12 末 2006.8

CAPD 実施施設数     9   14
患者数 109 175
導入患者数   24   32
死亡患者数   26   22

第 37 回および第 42 回山形腎不全研究会より

表 3　地区別の透析施設の収容状況と患者数

地区別 山形市 村山地区 置賜地区 最上地区 庄内地区 計

透析施設数     9   10     9     3     5      36
病　院     8     4     6     2     5      25
診療所     1     6     3     1     0      11
同時透析能力 301 172 123 101 193    896
最大収容能力 483 554 428 301 580 2,866
血液透析患者数 762 408 314 253 506 2,303
夜間施設数     5     0     4     1     4      13
夜間患者数 125     0   47   10 108    290
充足率（％）   77.5   73.6   87.4   78.8   87.2      82.1
CAPD 実施施設数     3     0     3     1     2        9
CAPD 患者数   30     0   40     2   37    109

2010 年末現在．第 42 回山形腎不全研究会より
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153 名を県内各施設で受け入れた．これらの患者の大
部分は 8 月中旬には地元の透析施設への帰還が可能と
なった．

今回の震災で多く課題が浮かびあがった．まず広域
な停電により既存のネットワークがまったく機能せず，
県内のみならず県外との連絡をとる手段がなかった．
しかし，県庁の迅速な対処により，県内透析施設の状
況をようやく把握しえた．災害発生時の連絡体制につ
いては今回の被災の状況を参考にして検討していく必
要がある．

つぎに様々な物資の確保の問題である．ガソリンや
食料の不足，さらには透析関連物資の不足も生じた．
幸い大きなトラブルは生じなかったが，ある程度の透
析物資を備蓄しておくことが必要と思われた．

また他県より紹介された患者の多くは高齢で，かつ
重度の合併症や身体的障害を有していた．そのため収
容可能な複数の入院施設を手配する必要があった．日
本の透析患者の多くが高齢者であることを念頭にいれ，
対策を講じる必要があると思われた．現在，県が主体
となり透析施設の自家発電状況，薬剤の在庫状況およ
び通院困難者数などについてアンケート調査中であ
る6）．

おわりに

山形県の透析患者はなお増加の傾向にあるが，死亡

数の増加から，増加幅は年々減少傾向にある．CAPD

に関しては実施施設および患者数ともに大幅に減少し
たが，それでも HD の充足率が高い地域では CAPD

への依存度がきわめて高い．一方 HHD に関しては透
析患者の関心も高く今後増加が期待される．

災害ネットワークには多くの課題が残ったが，今回
の災害で県庁との良好な協力関係を築けたことがきわ
めて大きい．今後の山形県透析医会としては，県およ
び医師会とも連携して震災に関する多くの課題を克服
できる環境を構築していきたい．
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1　三重県の透析災害対策について

三重県の透析災害対策，特に地震津波災害対策につ
いての三重県透析施設の活動をお知らせします．もし
不幸にも東南海地震津波が発生したときにはご協力の
ほどよろしくお願い申し上げます．

三重県の透析災害対策は，数年前，県内のすべての
透析施設が参加する「三重県透析施設災害対策委員
会」を組織し，現在，県下で最大の透析センター（免
震構造建築）を有する津市の武内病院の武内秀之院長

（現三重県支部支部長）を中心に活動が行われていま
す．この委員会の長は武内先生で，三重県健康福祉部
や三重県透析研究会（𡌛村会長）および三重県臨床工
学士会と密接に連携をとり，県内の災害対策のため積
極的に活動しています．数年前，県内の透析施設の災
害時メーリングリストを作成して連絡網を組織し，大
雨，台風，地震などのさいには迅速に災害の程度や安
否確認を行っています．

昨年の東日本大震災では，三重県透析災害対策委員
会の武内委員長と臨床工学士たちはこの災害時メーリ
ングリストを利用し，県内すべての透析施設の大震災
の被災者に対する透析援助体制の把握を行い，三重県
健康福祉部へはコーディネーターを依頼し，公営住宅
の宿泊施設の準備や個々の病院においては入院病床や
入所病床の確保を行い，その情報伝達を行いました．
しかし，三重県まで来られた東日本大震災の被災透析
患者はありませんでした．他県の迅速な支援活動とは
比較になりませんが，県内の災害時メーリングリスト

による連絡網があったため，透析支援体制の情報交換
が迅速確実にできたのではないかと思っています．ま
た，この災害時メーリングリストを活用した情報の交
換や連絡には，臨床工学士たちの協力はなくてはなら
ない大きな存在でした．

その後，三重県の南部を襲った台風 12 号の豪雨で
の災害情報もこの災害メーリングリストを活用して武
内病院に情報収集し，日本透析医会災害情報に送信さ
れました．台風 15 号の災害時にも情報交換を行いま
した．日本透析医会災害情報伝達訓練には三重県は
15 施設が参加，秋の定例の三重県透析研究会主催の
講演会では，三重県透析災害対策委員会の武内委員長
は三重県の災害対策と各施設間の連絡強化の必要性に
ついて強調し，平成 23 年 12 月 1 日には，県内すべて
の透析施設が参加する災害時メーリングリスト訓練が
行われました．これらも活動の主体は臨床工学士たち
でした．

平成 24 年 2 月 12 日には第 49 回三重県透析研究会
が開催され，透析災害対策のシンポジウムが行われま
した．その他，三重県健康福祉部を訪問し災害時の協
力依頼や災害時の対応について協議を行い，平成 19

年 3 月に三重県健康福祉部とともに作成された災害時
透析マニュアルをより充実させるための検討が始まり
ました．先の 12 号台風の大雨災害時の経験などより
衛星携帯電話設置の必要性を認識し，いまだ数は少な
いが武内病院をはじめとして衛星携帯電話を設置する
透析施設も徐々に増えるものと期待しています．将来
の大災害を見据えて，あらかじめ行政との連絡や協力

た　よ　り

三重県支部だより

竹内敏明

日本透析医会三重県支部前支部長
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体制を作っていく三重県透析災害対策委員会の活動や，
実際に行動する三重県臨床工学士会には県内のすべて
の透析施設は期待しています．

2　三重県の地形的な特徴

さて，三重県は南北に長い県ですが，伊勢湾に面す
る地域と，太平洋，熊野灘に直接面する地域に分けら
れます．伊勢湾に面する地域は愛知県や他県との交通
や情報連絡は比較的可能な地域ではありますが，太平
洋，特に熊野灘に面する地域は細長く県庁所在地の津
市からは遠く，尾鷲市や熊野市は熊野古道でも有名な
ように険しい地形を這うようにつながれた 1 本の国道
と単線の JR 紀勢本線しか交通手段はありません．近
県の奈良県とは険しい熊野の山々のため交通は困難で，
また和歌山県の新宮市と三重県の間には新宮川（熊野
川）があり，昨年の台風 12 号の大雨では氾濫した新
宮川（熊野川）で海岸線伝いの 1 本の国道 42 号線と
JR 紀勢本線は分断されました．2～3 日は電話回線も
新宮市と伝わらず，携帯電話も不通となりました．た
とえ情報交換は可能となっても，昨年の 12 号台風の

大雨では，道路（国道 42 号線）も JR 紀勢本線も被害
を受け交通は遮断され物資の運搬は不能となりました．
また，JR はいまだ完全には回復していない状態です．
この地方の大雨や台風での国道 42 号線の交通止めは
日常的な出来事です．

東日本大震災に匹敵するような東南海地震や津波の
到来が叫ばれていますが，まさに熊野灘に面したこれ
らの市町村は一旦災害が発生すれば昨年の台風や大雨
災害でもわかるように，容易に陸の孤島となり物資の
輸送はもちろん情報の伝達も困難になり，そこで透析
療法を受けている患者たちの透析療法はまったく不可
能となることは必然的で，患者の移動さえも不可能と
なってしまいます．それらの陸の孤島の，時間に余裕
の無い透析患者や物資の輸送手段はあらかじめ充分検
討しておかねばなりませんが，海上輸送や空からの輸
送には私的な組織だけでは不可能であり行政への積極
的な働きかけが重要となります．そのため，三重県透
析施設災害委員会は先頭に立って県行政と密接に連絡
をとり，より確実な災害対策活動を行うことを私たち
透析施設は期待しています．



日本透析医会雑誌　Vol. 27　No. 2　2012378

本稿では，前号で報告後，平成 24 年 3 月 23 日，4 月 27 日，5 月 19 日，6 月 15 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. 公益社団法人への移行と通常総会の開催について

平成 24 年 3 月，内閣総理大臣によって公益社団法人への移行が認定され，4 月 1 日に移行登記

を行いました．これは会員の皆様のご支援，ご協力の賜であり，深く感謝を申し上げると共に，今

後一層公益性が高く透析医療と会員に益のある事業を展開する所存です．また 5 月 19 日，公益社

団法人として初めての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．今回，研修セミナーと同時開催としたことで，出席者は例年を大きく上回りま

した．来年も 5 月に東京で研修セミナーと同時開催とさせていただく予定ですので宜しくお願いし

ます．

2. 第 17 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 22 日に，札幌におきまして，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 17 回透析保険審査委員懇談会が開催され，シャ

ント PTA に関する問題など，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 27 巻 3 号でご報告の予定です．

3. 災害情報ネットワーク会議などについて

日本透析医学会学術集会開催期間中の 6 月 24 日に，札幌におきまして第 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 27 巻 3 号でご報告させていただきます．
皆様のご意見を踏まえて，今後の災害情報ネットワークのあり方についても検討し，改善していく

所存です．

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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4. 計画停電について

以前より，停電の透析治療への深刻な影響について，各方面に訴えてまいりましたが，6 月 22

日に電力会社より計画停電の実施についての発表があり，残念ながら，計画停電は災害拠点病院，
二次救急以上の救急医療機関などの一部を除くほとんどの医療機関が対象となりました．6 月 29

日に厚生労働省疾病対策課に赴き，改めて透析医療への停電の影響等をご説明するとともに，行政

へのできるかぎりのサポートをお願いしました．本号が発刊される頃にはすでにほぼ計画停電の予

定期間は終了しているはずですが，何事もなく夏が過ぎるのを祈っています．

5. 各種調査とグランドデザイン作成事業について

透析医療における今後の政策提言のためにいくつかのアンケート調査およびご意見をお願いして

います．それぞれ大変お手数をおかけするものであるにもかかわらずご協力いただきありがとうご

ざいます．「透析患者の高齢化による問題点と将来予測についてのアンケート調査」と「自主的に

公開する透析医療の質の評価指標に関するご意見のお願い」は，一昨年度から日本透析医学会の全

面的なご協力の下進めております，今後の透析医療提供体制のあり方を検討し，透析医療の存続に

関わる提案を行うためのグランドデザイン作成事業の一環です．会合は東日本大震災以後しばらく

中断しておりましたが，昨年 10 月，本年 1 月，3 月と集中的に会合を行い，今後も検討を進めてい

ます．
「特定除外制度の廃止方針に対するアンケート調査」は，透析医療に関する政策提言や保険改定

における戦略を策定するため，昨年度新設した透析医療経営検討委員会における調査です．今後，
調査結果を踏まえエビデンスに基づいた提言を行政にしていきたいと考えています．

6. 日本透析医会研修セミナーについて

前述のように，春の研修セミナーは，はじめて総会との同日開催とさせて頂きました．昨秋の九

州での開催に引き続き，多数の方にご参加頂き感謝しております．秋の研修セミナーは，巻頭のご

案内の通り，「維持透析の「今」を問う」をテーマに，愛知県の名古屋クレストンホテルで 10 月

21 日（日）開催の予定です．お誘い合わせの上たくさんのご参加お待ちしております．
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●The 30th Annual Meeting of the International Society of 
　Blood Purification（ISBP）
 開催日：平成 24 年 9 月 6 日（木）～ 8 日（土）
 開催地：Yokohama, Japan
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/isbp2012/

●第 18 回　日本 HDF 研究会学術集会・総会
 開催日：平成 24 年 9 月 8 日（土）～ 9 日（日）
 会　長：武本佳昭（大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学）
 会　場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
 連絡先：第 18 回日本 HDF 研究会学術集会・総会　運営事務局
  　　〒541-0042　大阪市中央区今橋 4 丁目 4 番 7 号
  　　　　　　　　京阪神不動産淀屋橋ビル 2F
  　　　　　　　　日本コンベンションサービス株式会社　関西支社 （内）
  　　　TEL　06-6221-5933
  　　　E-mail　hdf2012@convention.co.jp
  　　　URL　http://hdf2012.jp/

●第 79 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 24 年 9 月 9 日（日）
 当番会長：坂　宗久（大阪暁明館病院）
 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：大阪透析研究会事務局
  　　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 34 回　日本小児腎不全学会学術集会
 開催日：平成 24 年 9 月 13 日（木）～ 14 日（金）
 会　長：藤澤正人（神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野）
 会　場：ホテルニューアワジ（兵庫県洲本市）
 連絡先：学会事務局　神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野
  　　〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町 7-5-1
  　　　TEL　078-382-6155　　FAX　078-382-6169
  　　　URL　http://www.k-svr.net/jsprf34/index.html
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●第 48 回　日本移植学会総会
 開催日：平成 24 年 9 月 20 日（木）～ 22 日（土）
 会　長：星長清隆（藤田保健衛生大学医学部腎泌尿器外科）
 会　場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）（愛知県名古屋市）
 連絡先：第 48 回日本移植学会総会準備室
  　　〒460-0003　名古屋市中区錦 3-6-35　名古屋郵船ビル 4 階
  　　　　　　　　日本コンベンションサービス株式会社　中部支社 （内）
  　　　TEL　052-957-2131　　FAX　052-954-2355
  　　　E-mail　48jst@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/48jst/index.html

●第 18 回　日本腹膜透析医学会学術集会・総会
 開催日：平成 24 年 9 月 22 日（土）～ 23 日（日）
 大会長：土田健司（医療法人川島会　川島病院）
 会　場：あわぎんホール（徳島県徳島市）
 連絡先：大会事務局　医療法人川島会　川島病院内　担当：道脇宏行
  　　　E-mail　office@jspd18.jp
  　　　URL　http://jspd18.jp/

●第 85 回　東海透析研究会
 開催日：平成 24 年 9 月 30 日（日）
 代表幹事：湯澤由紀夫（藤田保健衛生大学病院腎内科）
 会　場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
  　　大ホール（愛知県名古屋市）
 連絡先：財団法人愛知腎臓財団
  　　〒460-0001　愛知県名古屋市中区三ノ丸 3-2-1
  　　　TEL　052-962-6129　　FAX　052-962-1089

●第 31 回　腎と骨代謝研究会学術集会
 開催日：平成 24 年 10 月 6 日（土）
 当番世話人：平方秀樹（福岡赤十字病院）
  　　　　重松　隆（和歌山県立医科大学）
 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/
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●第 16 回　日本アクセス研究会学術集会・総会
 開催日：平成 24 年 10 月 13 日（土）～ 14 日（日）
 大会長：佐藤　隆（名古屋共立病院バスキュラーアクセス治療センター/
  　　　　　　 名港共立クリニック）
 会　場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）（愛知県名古屋市）
 連絡先：第 16 回日本アクセス研究会学術集会・総会　運営事務局
  　　〒541-0042　大阪市中央区今橋 4 丁目 4 番 7 号
  　　　　　　　　日本コンベンションサービス株式会社　関西支社 （内）
  　　　TEL　06-6221-5933　　FAX　06-6221-5938
  　　　E-mail　t-komada@convention.co.jp
  　　　URL　http://www.jsda2012.jp/

●第 42 回　日本腎臓学会東部学術大会
 開催日：平成 24 年 10 月 13 日（土）～ 14 日（日）
 大会長：高橋公太（新潟大学医歯学総合研究科腎泌尿器病態学分野）
 会　場：朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）（新潟県新潟市）
 連絡先：株式会社新潟コンベンションサービス
  　　〒950-0084　新潟県新潟市中央区明石 1-2-6 ♯407
  　　　TEL　025-240-5400　　FAX　025-240-5432
  　　　E-mail　office@niicon.jp
  　　　URL　http://www.jsntobu42.jp/index.html

●第 77 回　日本泌尿器科学会東部総会
 開催日：平成 24 年 10 月 17 日（水）～ 19 日（金）
 会　長：頴川　晋（東京慈恵会医科大学泌尿器科）
 会　場：東京ドームホテル（東京都文京区）
 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内
  　　〒100-0013　東京都千代田区霞が関 1-4-2　
  　　　　　　　　大同生命霞ヶ関ビル 18 階
  　　　TEL　03-3508-1214　　FAX　03-3508-1302
  　　　E-mail　ejua77@convention.co.jp 
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/ejua77/index.html

●第 42 回　日本腎臓学会西部学術大会
 開催日：平成 24 年 10 月 26 日（金）～ 27 日（土）
 会　長：井関邦敏（琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部）
 会　場：沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）
 連絡先：日本コンベンションサービス株式会社　九州支社
  　　〒810-0002　福岡県中央区西中洲 12-33　福岡大同生命ビル 7 階
  　　　TEL　092-712-6201　　FAX　092-712-6262
  　　　E-mail　jsnseibu42@convention.co.jp 
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/jsnseibu42/index.html
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●第 23 回　日本急性血液浄化学会学術集会
 開催日：平成 24 年 10 月 27 日（土）～ 28 日（日）
 会　長：鈴木洋通（埼玉医科大学腎臓内科）
 会　場：パレスホテル大宮（埼玉県さいたま市）
 連絡先：日本コンベンションサービス株式会社
  　　〒100-0013　東京都千代田区霞が関 1-4-2　
  　　　　　　　　大同生命霞ヶ関ビル 18 階
  　　　TEL　03-3508-1214　　FAX　03-3508-1302
  　　　E-mail　23jsbpcc@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/23jsbpcc/index.html

●Kidney Week（2012 年米国腎臓学会議）
 開催日：平成 24 年 10 月 30 日（火）～ 11 月 4 日（日）
 開催地：San Diego, CA, United States
  　　　URL　http://www.asn-online.org/education_and_meetings/
  　　　　　　kidneyweek/

●第 82 回　北海道透析療法学会学術大会
 開催日：平成 24 年 11 月 4 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：北海道透析療法学会事務局
  　　〒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
  　　　TEL　011-261-2033　　FAX　011-261-2033
  　　　URL　http://www.dotoseki.net/

●第 33 回　日本アフェレシス学会学術大会
 開催日：平成 24 年 11 月 8 日（木）～ 10 日（土）
 会　長：松尾秀徳（独立行政法人国立病院機構　長崎川棚医療センター）
 会　場：ハウステンボス　ユトレヒトプラザ　ユトレヒト会議室
  　　（長崎県佐世保市）
 連絡先：運営事務局　株式会社コングレ　九州支社内
  　　〒810-0001　福岡市中央区天神 1-9-17-11F
  　　　TEL　092-716-7116　　FAX　092-716-7143
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jsfa33/index.html
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●第 64 回　日本泌尿器科学会西日本総会
 開催日：平成 24 年 11 月 8 日（木）～ 10 日（土）
 大会長：金山博臣（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
  　　　　　　 先端医療創生科学講座　泌尿器科学分野）
 会　場：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）（徳島県徳島市）
  　　ホテルクレメント徳島（徳島県徳島市）
 連絡先：第 64 回日本泌尿器科学会西日本総会 運営事務局
  　　〒541-0042　大阪市中央区今橋 4 丁目 4 番 7 号
  　　　　　　　　京阪神不動産淀屋橋ビル 2F
  　　　　　　　　日本コンベンションサービス株式会社　関西支社内
  　　　TEL　06-6221-5933　　FAX　06-6221-5938
  　　　E-mail　juaw2012@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/juaw2012/index.html

●第 50 回　日本人工臓器学会大会
 開催日：平成 24 年 11 月 22 日（木）～ 24 日（土）
 大会長：富永隆治（九州大学大学院医学研究院循環器外科学）
 会　場：アクロス福岡（福岡県福岡市）
 連絡先：運営事務局　株式会社コンベンションリンケージ
  　　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南 1-3-6
  　　　TEL　092-437-4188　　FAX　092-437-4182
  　　　E-mail　jsao50@c-linkage.co.jp
  　　　URL　http://www.c-linkage.co.jp/jsao50/index.html

●第 15 回　日本腎不全看護学会学術集会・総会
 開催日：平成 24 年 12 月 1 日（土）～ 2 日（日）
 大会長：髙橋妙子（佐藤循環器科内科）
 会　場：ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館）（愛媛県松山市）
 連絡先：第 15 回日本腎不全看護学会　事務局
  　　〒790-0952　愛媛県松山市朝生田町 4 丁目 10-25
  　　　　　　　　医療法人佐藤循環器科内科　内
  　　　TEL　089-931-3355　　FAX　089-931-3431
  　　　E-mail　contact@15jann.org
  　　　URL　http://15jann.org/index.html
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●第 45 回　九州人工透析研究会総会
 開催日：平成 24 年 12 月 2 日（日）
 大会長：藤元昭一（宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座）
 会　場：シーガイアコンベンションセンター（宮崎県宮崎市）
 連絡先：第 45 回九州人工透析研究会事務局
  　　宮崎大学医学部附属病院　血液浄化療法部　第一内科
  　　宮崎市清武町木原 5200 番地
  　　　TEL　0985-85-0872　　FAX　0985-85-6596
  　　　E-mail　ysato@fc.miyazaki-u.ac.jp
  　　　URL　http://www.kyusyu-toseki45.jp/index.html

●第 3 回　腎不全研究会
 開催日：平成 24 年 12 月 8 日（土）
 当番世話人：深川雅史（東海大学医学部腎内分泌代謝内科）
  　　　　山縣邦弘（筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学）
 会　場：全社協　灘尾ホール（新霞が関ビル）（東京都千代田区）
 連絡先：株式会社メディカル東友　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　kidney@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtz.co.jp/renal/index.html
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http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）

日本透析医会雑誌投稿規定



編集後記 387

会員の皆様方におかれましては厳しい社会 ･ 医療環境のなか頑張っておられることと存じます．
本年も診療報酬の改定が行われ，昨年に続き全体としては総額でプラス改定でしたが，透析に関

しては残念ながら額についてはマイナス改定でした．しかし，長い目で見た場合には必ずしもすべ
てについてネガティブではないようです．その詳細について「医療制度」の項で山㟢親雄会長のわ
かりやすい報告が掲載されております．是非御一読願います．

本号は特に腎不全医療全般の，あるいは透析医療についての多様性をテーマと意識して企画，編
集したわけではありませんが，結果としては診療報酬改定に関連して上記多様性が本号の中心にす
えられた形になっています．

診療報酬改定において慢性維持透析濾過が新設され，透析療法の多様化はこれまで以上に進むと
思われます．特に今回急速な普及が予測される on line HDF を含め，各治療モードについては個々
の患者の病態に合わせて適正に選択適応される必要があるわけですが，その基本特性や操作条件に
ついての理解は必須でありますので，この点を峰島三千男先生に概説していただいております．

また，これら透析療法の多様性は同時に在宅血液透析・長時間頻回血液透析，あるいは腎移植領
域にも影響を及ぼす気運の高まりをみせており，腎不全治療全体の多様性が様々な機会に論じられ
ています．そこで政金生人先生に「わが国の在宅血液透析の現状と課題」を，宍戸清一郎先生に

「先行的腎移植―特に小児腎移植について―」を執筆していただいております．いずれも会員の皆
様の実地臨床で必要とされる知識をコンパクトにわかりやすくまとめていただいております．その
他にも廃棄物の問題，神経障害性疼痛の薬物療法など，興味が多い領域について各領域の専門の先
生方に執筆していただいております．是非御一読いただきますようお願いいたします．

広報委員　佐 藤 壽 伸　
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