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本稿執筆時点（11 月上旬）においては，衆議院は与野党が解散を巡って激しい攻防の真っ最中
で今後の政治スケジュールについてははっきりとした方向性は定まっていないが，政治情勢が不安
定な中でも，社会保障に対する厳しい締め付けの流れは確かになりつつある．野田政権の下，民主，
自民，公明の三党合意で成立した税と社会保障の一体改革法案において，「（公的医療保険は）原則
として全ての国民が加入する仕組みとして維持する」としている．この「原則として」という文言
はこれまでにない表現であり，公的医療保険の給付範囲を縮小させる意図があることが汲み取れる．
また，「社会保障の機能の充実と徹底した給付の重点化・効率化」という文言もこれまで以上に踏
み込んだ表現である．「自立」を強調し，社会保障給付の縮小の意図を隠さない政治家も明らかに
増えてきている．三党合意で設置が決定した社会保障制度改革国民会議は，医師会などの各種職能
団体の排除がすでに決定している．1.1 兆円の社会保障費削減を主導した小泉純一郎内閣の経済財
政諮問会議の再現になる可能性は低くはない．

確かに，現在の国家財政が危機的状況にあることは，種々の統計を見れば明らかであり，日本経
済の低迷は出口の見えない状況で，税収の大幅な増加は期待できず，健康保険組合の財政も悪化し，
健康保険の保険料アップもこの経済情勢からは理解を得るのが困難な状況である．民主党政権は平
成 26 年 4 月に 8％，27 年 10 月に 10％ となる消費税の増税分を社会保障に充てるとしているが，
高齢化に伴う医療費の増加を考えれば，むしろ医療費削減の圧力は強くなることは避けられず，限
られた財源のパイを奪い合う状況は激化することになる．またそのような状況においては，高額医
療であり，かつ患者が増え続けている透析医療が「効率化」すべき対象となり，医療費財源の草刈
り場となる可能性は，今後も少なからずあると言わざるをえない．

透析医療費は，30 年来一貫して抑制が続けられており，結果として，一般医療費の約 4～6％ の
範囲内となっている．日本透析医学会統計調査委員会報告の，2020 年初頭までは透析患者数は増
え続けるという予測（透析会誌，45； 599，2012）からすれば，少なくともこの 10 年は透析患者数
の増加に合わせて透析医療費の単価は下げられることになる．

医療費については様々なステークホルダーがおり，その中で必要と自ら考える医療費を勝ち取る
ことは座しているのみではできない．我々は高額医療に見合った成果を上げていることを，説得力
のある形で主張していかなければいけないのである．

Professional Autonomy という言葉がある．直訳すると「職業的自律」となるだろうか．世界医
師会は 1987 年マドリッド宣言として，Professional Autonomy は医師の権利であり義務であるとし
て，職業的判断を自由に行使する権利に伴い，医療の質に関心を持ち，自らが自己規律のシステム
を確立するよう各国医師会に求めた．医療の質を大事にしていくことは医師のアイデンティティで
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あり，存在意義である．透析医療は年間 150 回の通院を要する通院の負担が大きい治療であり，そ
の結果として医療の質よりも通いやすさに重きが置かれている，というのが現状としてある．しか
し，そのような医療であるからこそ，我々は透析医療の質にもっと関心を持たなければならないし，
それを怠れば透析医の存在意義さえ疑われるような事態にもなりかねないことを危惧する．

Donabedian によれば医療の質は，stracture，process，outcome の 3 要素で評価される．近年，
日本の医療においても，医療の質を評価しようという動きが広がっている．日本医療機能評価機構
による病院機能評価事業はすでに 15 年の歴史があるが，それ以外にも日本慢性期医療協会による

「慢性期医療の Clinical Indicator」，外科関連の専門医制度が合同で行う外科系手術登録データベー
ス事業「National Clinical Database」などが最近始まった．この中でも慢性期医療協会の事業は，
慢性期病床の診療報酬の強い引き下げ圧力に対して，Professional Autonomy を示そうとしたもの
とみることができる．

患者の権利意識の高まりや，医療情報の氾濫などにより，客観的な医療の質の評価が高まる中，
この慢性期医療協会と同様に，透析医療において医療の質の客観的評価を示すことは，必要な方向
性ではないか，と私は考えている．

日本透析医学会は精力的に各分野におけるガイドラインの作成を進めている．透析専門医制度も
専門医の質の担保を目指して，関係者は努力している．これらも Professional autonomy に他なら
ない．透析医療はきちんとやっている，そのような外部からの評価なしには，診療報酬引き下げの
圧力に対抗することはできない．その現実を踏まえ，我々は努力しなければならないと思う．
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要　旨

高齢化，糖尿病や腎硬化症など重度の血管病変を合
併した患者の増加などから，これら患者背景の相違に
応じた血液透析医療について考察した．若く活動性の
高い就労期の患者では，頻回，終夜（長時間）透析，
またこれらを可能とする在宅透析が，通常の患者には
完全な隔日透析が，後期高齢者以上の患者には食事栄
養補助，リハビリなどの介入を伴う透析量の増加が，
要介護・支援患者には自助，共助，公助を活用した治
療体制の構築が肝要と考えられた．

日本の透析患者が高齢化し，糖尿病や腎硬化症など
動脈硬化性病変を合併した患者が急速に増加している
ことが広く認識されている．こうした患者背景の変化
は透析医療にどのような影響を与えているか，また多
様な背景をもつ患者の予後向上にどのような対応が必
要なのか，について考察してみたい．

1　透析患者背景の変化

透析患者は高齢化し，2010 年末の日本透析医学会
の統計調査1）では，全患者の平均年齢は 66.2 歳と，10

年前に比して 5 歳高齢化し，高齢化は導入患者につい
ても同様である（表 1）．こうした高齢化のスピード
を 1990 年から 2000 年の間と比較してみると，同期間
中に全患者で 6.7 歳，導入患者は 5.7 歳高齢化してお
り，高齢化速度はやや沈静化しているといえる．しか

し，過去 10 年間の透析患者の年代別分布の変化をみ
ると，65 歳以上，とくに後期高齢者の割合は大きく
増加している（表 2）．

一方，末期腎不全に至った原疾患の推移では，糖尿
病性腎症が飛躍的増加を続け，高齢化を反映して腎硬
化症患者も確実に上昇している．これらに反比例して
慢性糸球体腎炎を原疾患とする患者は減少の一途をた
どり，2011 年末には導入患者，全患者とも糖尿病性
腎症が原疾患の第 1 位を占めるに至っている2）．糖尿
病や腎硬化症は動脈硬化との強い関連があり，高齢化

透析医療における Current Topics 2012（東京開催）

透析患者の背景の変化に対応した透析医療

秋澤忠男　濱田透真
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門

key words：血液透析，高齢者，動脈硬化，連日透析，終夜透析

Dialysis regimen depending on the background of individual patients
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Showa University School of Medicine
Tadao Akizawa
Touma Hamada

表 1　透析患者背景の最近 10 年間の変化

2000 年 2010 年

総数（人） 206,134 298,252
導入者年齢（歳） 　　 63.8 　　 67.8
全体年齢（歳） 　　 61.2 　　 66.2
導入者 DM（％） 　　 36.6 　　 43.5
導入者 CGN（％） 　　 32.5 　　 21.2
全体 DM（％） 　　 26.0 　　 35.8
全体 CGN（％） 　　 49.7 　　 36.2

（文献 1 より作成）

表 2　各年代の透析患者分布の変化
（％）　

2001 2005 2010

～65 歳 56.4 49.7 42.9
65～75 歳 27.2 28.8 29.6
75～90 歳 16.0 20.6 26.2
90 歳～ 0.4 0.9 1.3

（文献１より作成）
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と原疾患の動向は，透析患者の血管病変の重症化と密
接に関係している．

このように，高齢患者，血管病変の高度な患者が増
加しているとはいえ，30 万人を超える透析患者の背
景は広く分布しており，年齢だけから分類しても 20

歳以上，60 歳未満の就業者年齢帯には患者の 26.6％
（76,832 人）が存在し，これらの患者と後期高齢者，
あるいは介護支援を要する患者の治療とが同様である
必然性はない．

2　患者背景に応じた透析療法

こうした観点から，主に年齢や身体機能の相違から
どのような透析療法を選択すべきかを考察する．

2-1　若く活動性の高い透析患者

これらの患者は主に就業年齢にあり，治療と同時に
社会復帰が大きな課題となる．患者の生存率や QOL

を最大限に向上させる血液透析療法は，頻回透析，あ
るいは長時間透析である．

週 3 回の従来の透析と週 6 回の頻回透析治療で介入
し，1 年間の予後を見た無作為化比較試験では，死亡
または心肥大の改善，死亡または QOL の向上などの
エンドポイントで週 6 回透析が有意に優れており，頻
回透析では透析前血中リン濃度，血圧でも対照群に比
し有意の低下が認められた3）．同じ週 3 回ながら，平
均 1 回約 8 時間の施設内終夜透析を行った群と，通常
の透析を行った群の予後を比較した観察研究では，2

年間の生存率は終夜透析群で有意に高く，死亡の HR

は終夜透析で約 25％ 低下していた4）．本研究でも，
終夜透析群で対照群に比して Kt/V，透析間体重増加，
透析による除水量は有意に高く，一方，除水率，血清
リン濃度は有意に低値であった．

こうした頻回，あるいは長時間の濃厚透析の効果は
他の論文でも裏付けられており5），長期予後の向上と
QOL の改善を目指す「若く，活動性の高い患者」に
はこれらの治療が好ましい選択肢となりうる．実際に
これらの臨床研究で頻回，あるいは長時間透析を施行
した患者の平均年齢は 49 歳，53 歳，51 歳など若い年
齢層に集中している．しかし社会復帰の観点からは施
設での頻回透析施行の機会は限られ，在宅透析の実施
が必要となろう．我が国の在宅血液透析患者数は確実
に増加し，2011 年末には 327 名に達し2），その多くで

頻回，長時間透析が行われているとはいえ，こうした
治療を実施できる患者層は全体からはごくわずかに限
られる．在宅透析を推進する機器の開発，診療報酬，
診療体系のさらなる整備が望まれる．

2-2　通常の透析患者

身体機能は保たれているが，頻回，あるいは長時間
透析までは望まない，という一般的な透析患者につい
ては，on-line HDF などの新しい治療法の適応，また
透析量を増加させたり，多様な溶質除去が可能な透析
処方の改善などが選択肢となるが，これらの患者に共
通して効果が期待できるのが，隔日透析の普及である．

現在の主流である週 3 回透析では，通常週末に中 2

日の透析間隔が生じる．中 1 日と中 2 日の透析間隔の
予後に及ぼす影響を検討した報告では，32,065 例の透
析患者について，2004～2007 年の死亡，心血管疾患
による入院は，いずれも中 2 日で最も頻度は高かった
という6）．この成績は DOPPS からの報告でも支持さ
れており，我が国では中 2 日の透析間隔に加えて週末
にも死亡のリスクが増加する傾向がみられ，週初め

（中 2 日）の溢水，週末の（中 2 日に備えた）過除水
の影響が疑われた7）．こうした所見からは，中 2 日の
透析間隔をなくす完全な隔日透析が患者予後向上に有
用と考えられる．しかし，実際には日曜日の透析医療
の実施（透析施設の休院日の撤廃），月当たりの透析
技術料算定要件の改定などが必要となり，今後の透析
医療体制全体を視野に入れた検討が必要となる．

2-3　後期高齢，超高齢透析患者

75 歳以上の透析患者に実際に実施されている透析
治療を，日本透析医学会統計調査資料 2010 年版から
検討すると，75 歳以上では患者の 94％ が施設血液透
析で治療されており，この割合は年代ごとの比較で最
も高い．週当たりの透析回数は年齢と共に減少傾向に
あり（図 1），90 歳以上では週 3 回治療の割合は 91％
まで低下する．透析時間についても高齢化と共に短縮
し（図 2），4 時間以上の透析を受ける患者の割合は
75 歳以上で大きく減少する．

使用する透析器の膜面積も高齢者では 1.6 m2 を超え
る透析器の使用者は減少し，より低膜面積の透析器使
用にシフトする．透析器膜素材は PS が減り，CTA， 
EVAL，PMMA などの使用患者が増加し，透析器機能
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分類上も V 型使用患者の割合は著減し，I～III 型透析
器の使用が増加している．高齢者では BMI は低下し，
体重も低いことから，Kt/V の低下は超高齢者を除い
ては顕著ではないが（図 3），nPCR の減少を反映して

（図 4），透析前 BUN，リン濃度は高齢者で低値を示
す割合が高い．透析量は低いものの筋肉量の低下を反
映して，高齢者では血清 Cr 濃度，Cr 産生速度とも減
少している．また，透析前後の体重減少率も低値の症
例が増え（図 5），透析間の体重増加も抑制されてい
ることがわかる．

以上をまとめると，高齢者は施設透析で治療され，

透析回数・時間は減少傾向で，効率の高い透析器の使
用は控えられているが，体重や体格の低下から Kt/V

の極端な減少は回避されている．一方，食欲の低下か
ら体重増加は軽度で，蛋白摂取量も少なく，BUN，血
清リン値にも低下傾向がみられる．また筋肉量の減少
から血清 Cr 濃度も低値に保たれていることになる．

一方，炎症の存在を CRP で評価すると，加齢と共
に CRP は増加を示し（図 6），また栄養状態の指標で
ある血清アルブミン値は減少する（図 7）．これらの
所見は，高齢者では，低栄養・炎症・動脈硬化が悪循
環路を形成して患者の予後を悪化させる malnutrition-

図 1　年齢と週当たりの平均透析回数
（日本透析医学会統計調査資料 2010 より）
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図 2　年齢と 1 回当たりの平均透析時間
（日本透析医学会統計調査資料 2010 より）
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図 3　年齢と平均 spKt/V
（日本透析医学会統計調査資料 2010 より）
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図 4　年齢と平均 nPCR
（日本透析医学会統計調査資料 2010 より）
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図 5　年齢と平均体重減少率
（日本透析医学会統計調査資料 2010 より）
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inflammation-atherosclerosis（MIA）症候群を形成し
ている可能性を強く示唆している．予後の向上には高
齢者への食事栄養補助，透析量・時間の増加，リハビ
リを活用した身体活動性向上の促進，潜在炎症巣の発
見と治療など，積極的管理介入の余地が残されている
と考えられる．

2-4　要介護透析患者

骨折や認知症は加齢と共に増加し，糖尿病や腎硬化
症に伴う動脈硬化の進行は四肢切断のリスクを増加さ
せる．四肢切断を要した患者は他の重度の動脈硬化性

疾患を合併しており，生命・身体予後はきわめて悪い．
認知症を合併した女性透析患者の割合は 75 歳以上で
27.8％（内サポート要が 16.7％），90 歳以上で各々
49.9％，35.2％ と報告されており，さらに 90 歳以上
では 28.1％ が終日，ないし 1 日の 50％ 以上を就床し
ている．このため 90 歳以上の認知症透析患者では
51.7％ が入院，ないし施設に入所しており，この割合
は 60～75 歳でも 41.8％，75～90 歳で 41.7％ に及ぶ1）．
超高齢，重複障害，要支援，要介護患者にどのような
透析医療を提供していくのか．自助，共助，公助の住
み分け，終末期患者治療に対する国民的合意を踏まえ，
検討されるべき課題は深刻である．
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図 6　年齢と平均 CRP
（日本透析医学会統計調査資料 2010 より）
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図 7　年齢と平均 Alb 濃度
（日本透析医学会統計調査資料 2010 より）
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要　旨

心腎連関が指摘する通り，末期腎不全で透析導入を
考慮する頃には，循環器疾患を合併している場合が多
い．循環器疾患の合併は導入後の生命予後にも深く関
連しており，特に脳血管障害の影響が大きかった．こ
れは脳血管障害に伴う身体活動性低下や栄養状態不良
などが関連しているかもしれない．透析導入時の循環
器疾患の合併は予後を悪化させるので，その状態に応
じては，透析導入の是非が議論される必要性が考慮さ

れる．

1　はじめに

我が国では，医療の進歩と普及は死亡率を減少させ，
高齢化社会が到来した．高齢化と相俟って，生活習慣
病や循環器系合併症，末期腎不全も増加している1）．
腎不全・透析医療にあっても，降圧薬の進歩，エリス
ロポエチン製剤の普及，慢性腎臓病への取り組み2, 3），
透析療法の進歩などとともに，透析導入時期の遅延や
導入後の生命予後の改善により，透析患者の高齢化が

透析医療における Current Topics 2012（東京開催）

高齢者における透析導入考慮時の脳心血管合併症
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図 1　各年導入患者および各年末患者の平均年齢の推移
　　　　　　　　　　 （文献 1 より）
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認められる（図 1）．
透析導入基準の設定は約 20 年前であり，今日のよ

うな高齢化社会を想定しておらず，年齢による導入基
準の加算はあるが，年齢や疾病による導入制限は設定
されていない4）（表 1）．高齢者の身体的・社会的活動
性には個人差が大きく，年齢や疾病などにより画一化
した導入基準を設けることには困難を感じる．循環器
疾患は心腎連関の概念からも明らかなように，透析導
入時の主要な合併症としてすでに多数の患者に存在し，
導入後の生命予後や活動性の面からも注目されてい
る5～7）（表 2）．

そこで，国立循環器病研究センターにおいて，血液
透析を行い維持透析に移行した患者について，導入時
の年齢や合併症などを検討し，生命予後との関連を検
討した．また，循環器疾患を有し緊急に血液透析を行
った患者で，血液透析からの離脱や生命予後と関連す

る因子を検討した．

2　方　法

（1）当院で血液透析を導入し維持透析に移行できた

表 2　透析導入時臨床症状関連項目

臨床症状 2006 年
導入患者

2007 年
導入患者

導入前心筋梗塞の既往（％）   9.0   9.6

うっ血性心不全（％） 29.9 27.8

四肢切断の既往または ASO の合併，あるい
は 6 cm 以上の大動脈瘤（％）

  6.0   6.5

脳梗塞の既往，もしくは TIA の存在（％） 15.6 15.2

認知症（％）   8.6   8.7

慢性肺疾患（％）   3.4   3.7

悪性腫瘍（％）   5.7   6.1

（わが国の慢性透析療法の現況より抜粋）

表 1　慢性腎不全患者の透析導入基準

保存的療法では，改善ができない慢性腎機能障害，臨床症状，日常生活能の障
害を呈し，以下の I～III 項目の合計点数が原則として 60 点以上になったとき
に長期透析療法への導入適応とする．

I　臨床症状
● 以下のうち 3 箇以上あるものを高度，2 箇を中等度，1 箇を軽度とする．

1　体液貯留（全身性浮腫，高度の低蛋白血症，肺水腫）
2　体液異常（管理不能の電解質・酸塩基平衡異常）
3　消化器症状（悪心，嘔吐，食欲不振，下痢など）
4　循環器症状（重篤な高血圧，心不全，心包炎）
5　神経症状（中枢・末梢神経障害，精神障害）
6　血液異常（高度の貧血症状，出血傾向）
7　視力障害（尿毒症性網膜症，糖尿病性網膜症）

II　腎機能
血清クレア
チニン値　
（mg/dl）

クレアチニン
クリアランス
（ml/min）

点数

  　8 以上 　　10 未満 30
5～8 未満 10～20 未満 20
3～5 未満 20～30 未満 10

※年少者（10 歳以下），高齢者（65 歳以上），全身性血管合併症のあるも
のについては 10 点を加算する．また，小児においては血清クレアチニ
ン濃度を用いないでクレアチニンクリアランス値を用いる．

※血清クレアチニンが高い場合には上記 I のような症状に気をつけ，症
状が出たときには我慢せず，病院に連絡するか来院するようにしまし
ょう．

III　日常生活障害度
程度 点数

尿毒症症状のため起床できないもの 高　度 30
日常生活が著しく制限されるもの 中等度 20
通勤，通学あるいは家庭内労働が困難となった場合 軽　度 10

（文献 4 より）
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患者 646 例を，導入時の年齢によって 3 群（非高齢者
群：年齢が 65 歳未満，n＝370 例，前期高齢者群：年
齢が 65 歳以上で 75 歳未満，n＝179 例，後期高齢者
群：75 歳以上，n＝97 例）に分類し，原疾患，循環
器合併症，薬剤，血圧，血液検査，2008 年までの生
命予後を調査した．生命予後を規定する因子を検討し
た．
（2）1977 年から 2000 年にかけて当院で血液透析を

導入した患者のうち，脳血管合併症を有する 93 例を
対象とした．脳血管障害の内訳は脳梗塞群 78 例，脳
出血群 14 例，くも膜下出血 1 例であった．患者背景，
脳血管障害発生時の腎機能，透析導入時の血液検査な
どを検討した（表 4 にはくも膜下出血を除いている）．
（3）2002 年から 2004 年に緊急に血液透析を行った

循環器疾患を有する 50 例を，透析前後の状況で 3 群
に分類した．緊急導入し維持透析となって退院した A

群（29 例），緊急導入し透析を離脱した B 群（8 例），
緊急導入し院内死亡した C 群（13 例）である．各群

の患者背景や血液検査を調べた．2008 年の生命予後
を調べ，関連する因子を検討した．

3　結　果

（1）表 3 に示すように，性別では，3 群とも男性が
多かったが，後期高齢者群でより高率に多かった．3

群間で高血圧や脂質異常症の罹患率や飲酒習慣には有
意差がなかったが，喫煙は後期高齢者群でより高率で
あった．糖尿病は前期高齢者群で多かった．非高齢者
群と比べて，高齢者群では導入時のクレアチニン値，
アルブミン値，P 値，血圧が低かったが，ヘモグロビ
ン値，Ca 値は高かった．内シャント作成率は低かっ
た．循環器疾患の合併は後期高齢者群でより高率であ
った．生命予後は，非高齢者群で良好で，前期高齢者
群，後期高齢者群と不良であった（図 2）．生命予後
に関連する因子は，導入時年齢や栄養状態，循環器疾
患の合併であった．特に脳血管障害を有する患者の予
後は不良であった．

表 3　血液透析導入患者の特徴と血液検査

非高齢者群
（n＝370）

前期高齢者群
（n＝179）

後期高齢者群
（n＝97） P 値

年齢（歳）   51±11 70±3   79±4 ＜0.0001

男性（％） 66 78 78 ＜0.05　

高血圧（％） 92 94 96 ns

糖尿病（％） 28 46 39 ＜0.005

脂質異常症（％） 35 43 44 ns

喫煙（％） 33 56 61 ＜0.0001

飲酒（％） 27 42 41 ＜0.01　

狭心症（％） 16 44 58 ＜0.0001

脳血管障害（％） 14 26 36 ＜0.0001

末梢動脈疾患（％）   4 12 15 ＜0.0005

大動脈疾患（％）   5 15 18 ＜0.05　

収縮期血圧（mmHg） 165±27 157±28†1 151±25†1

拡張期血圧（mmHg）   87±17   76±14†1   72±12†1, †3

内シャント作成率（％） 63 53 38 ＜0.01　

Cr（mg/dl） 11.1±3.9   8.7±2.7†1  8.1±2.2†1

Hemoglobin（g/dl）   7.9±1.9   8.5±1.6†1  8.4±1.4†2

Albumin（g/dl）   3.6±0.5   3.3±0.5†1  3.4±0.5†2

T-Cholesterol（mg/dl） 180±52 169±45†2 163±39†1

Ca（mg/dl）   8.0±1.2   8.2±0.9†2  8.2±1.3†2

P（mg/dl）   6.7±2.2   5.7±1.8†1  6.1±2.2†2

†1　p＜0.01（vs 非高齢者群）
†2　p＜0.05（vs 非高齢者群）
†3　p＜0.05（vs 前期高齢者群）
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（2）脳血管障害を有する透析導入患者では，表 4 に
示すように，発症から数年で血液透析導入となってい
た．脳血管障害発症時の腎機能が透析導入までの期間

に関与していた．脳血管障害発症後の機能評価を
Rankin scale で評価したが，平均値で 1 以下であり，
比較的機能障害は軽度であり，透析導入には関係しな

図 2　透析導入後の生命曲線
　　　　　　　　　　　　　　　　 （p＜0.0001）
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表 4　脳血管障害を有する透析導入患者の特徴と血液検査

脳梗塞群
（n＝78）

脳出血群
（n＝14） P 値

脳血管障害発症時年齢（歳） 60±10 57±10 ns

脳血管障害発症時の Cr（mg/dl） 2.0±1.4 3.6±2.9 ＜0.01

脳血管障害発症後の Rankin Scale 0.6±0.8 0.5±1.0 ns

脳血管障害発症から透析導入までの期間（年） 6.6±5.5 4.2±3.9 ns

透析導入までの腎臓内科通院歴（月） 18±29 18±28 ns

年齢（歳） 67±10 61±14 ns

男性（％） 86 79 ns

慢性糸球体腎炎（％） 18 43 ＜0.05

糖尿病（％） 42 21 ＜0.05

腎硬化症（％） 28 36 ns

喫煙（％） 60 57 ns

狭心症（％） 41   7 ＜0.05

末梢動脈疾患（％） 12 14 ns

大動脈疾患（％） 17   7 ns

収縮期血圧（mmHg） 170±31 159±21 ns

拡張期血圧（mmHg） 81±16 83±14 ns

Cr（mg/dl） 9.4±2.4 10.5±2.9 ns

Hemoglobin（g/dl） 8.3±1.4 7.5±1.5 ns

Albumin（g/dl） 3.4±0.5 3.6±0.6 ns

T-Cholesterol（mg/dl） 185±45  180±19  ns

Ca（mg/dl） 8.2±0.8 7.6±1.4 ＜0.05

P（mg/dl） 5.9±1.7 6.9±3.2 ns
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かった．導入時すでに多くの循環器疾患を合併してい
た．特に，脳梗塞患者で糖尿病が多く，虚血性心疾患
を多く合併していた．生命予後は，脳梗塞群が不良で

ある傾向が認められたが，脳出血群との間に有意差は
なかった．
（3）表 5 に示すように，3 群間に年齢差はなく，前

表 5　緊急導入患者の特徴と血液検査

A 群
（n＝29）

B 群
（n＝8）

C 群
（n＝13） P 値

年齢（歳） 68±14 60±22 69±15  ns

男性（％） 69 75   77 ns

高血圧（％） 90 75   77 ns

糖尿病（％） 72 50   54 ns

脂質異常症（％） 72 63   46 ns

狭心症（％） 59 38   46 ns

脳血管障害（％） 31 75   54 ＜0.05　

末梢動脈疾患（％） 24 13   15 ns

大動脈疾患（％） 10 25     8 ns

収縮期血圧（mmHg） 148±35 131±26 118±31†1

拡張期血圧（mmHg） 73±19 68±16 57±22†1

心室中隔壁厚（mm） 11.1±2.0 9.5±2.6 10.1±2.8 　 ns

左室後壁厚（mm） 11.2±1.8 10.5±1.8 10.5±2.3 　 ns

左室拡張末期径（mm） 53.2±9.0 50.7±12.3 57.3±10.3 ns

左室収縮末期径（mm） 38.6±12.8 42.3±17.3 46.3±12.7†1

左室内径短縮率（％） 28.8±11.8 26.8±11.5 19.6±14.5†1

心筋重量（g/m2） 178±54 146±56 167±15 　 ns

駆出分画（％） 53.3±18.6 50.7±18.8 37.1±23.7†1

BUN（mg/dl） 102±50  100±43  106±36 　 ns

Cr（mg/dl） 8.5±3.1    6.0±2.4†1 6.2±2.0†1 

Hemoglobin（g/dl） 8.5±1.8  10.4±3.7†1 9.4±2.5

Albumin（g/dl） 3.3±0.5 2.9±0.5 3.2±0.5  ns

T-Cholesterol（mg/dl） 152±31 143±28  146±43 　 ns

Ca（mg/dl） 8.3±0.9 8.5±0.6 8.5±0.7 ns

P（mg/dl） 7.0±3.0 5.4±3.2 6.7±3.2 ns

CRP（mg/dl） 2.7±4.5 5.6±5.3 11.7±10.9†2

溢水（％） 55 63   69 ns

感染症（％） 21 50   85 ＜0.0001

心血管検査・術後（％） 21 13   15 ns

昇圧剤持続点滴（％） 10 63 100 ＜0.0001

循環補助療法（％）   0 13   31 ＜0.0001

DIC（％）   0 25   54 ＜0.0001

心室頻拍・細動（％）   3 13   23 ＜0.01　

呼吸器合併症（％） 14 25   46 ＜0.0005

消化器合併症（％）   3 13   31 ＜0.0005

敗血症（％）   0 25   54 ＜0.0001

†1　p＜0.05（vs  A 群）
†2　p＜0.01（vs  A 群）
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期高齢者が多かった．生活習慣病の罹患には明らかな
有意差がなかった．B 群や C 群では脳血管障害の合
併が多かった．導入時血圧は，A 群で高く，B 群や C

群では低く，昇圧剤や補助循環を必要とする患者の割
合が多かった．A 群では，導入時のクレアチニンは高
く腎機能が悪化しており，B 群や C 群ではクレアチ
ニンは低い状態であった．B 群では貧血がコントロー
ルされていた．C 群では，炎症反応が高く，感染症や
不整脈，消化器合併症を有していた．生命予後は，A

群で良好で，B 群，C 群と不良であった（図 3）．生
命予後に関連する因子は，血圧，心機能，栄養状態，
感染症，脳血管障害，呼吸器合併症，消化器合併症な

表 6　緊急導入後の全死亡に関与する因子

因　　子 RR 95％
信頼区間 p 値

年齢（歳） 1.02 0.99～1.05 ns

男性 1.03 0.47～2.27 ns

高血圧，yes 0.13 0.04～0.45 ＜0.005

糖尿病，yes 0.75 0.37～1.49 ns

脂質異常症，yes 1.37 0.68～2.77 ns

狭心症，yes 1.44 0.73～2.87 ns

脳血管障害，yes 1.93 0.98～3.81 0.06

末梢動脈疾患，yes 1.71 0.74～3.93 ns

大動脈疾患，yes 1.54 0.69～3.42 ns

収縮期血圧（mmHg） 0.98 0.97～0.99 ＜0.005

拡張期血圧（mmHg） 0.97 0.95～0.99 ＜0.05　

左室内径短縮率（％） 0.96 0.93～0.98 ＜0.005

左室心筋重量（g/m2） 1.00 0.99～1.01 ns

Cr（mg/dl） 0.74 0.64～0.86 ＜0.0001

Hemoglobin（g/dl） 1.00 0.84～1.19 ns

Albumin（g/dl） 0.33 0.15～0.73 ＜0.01　

T-Cholesterol（mg/dl） 1.00 0.99～1.01 ns

CRP（mg/dl） 1.12 1.07～1.17 ＜0.0001

溢水，yes 1.56 0.99～3.11 ns

感染症，yes 5.32 2.70～10.50 ＜0.0001

心血管検査・手術後，yes 1.22 0.29～5.11 ns

昇圧剤持続点滴，yes 7.80 4.03～15.88 ＜0.0001

循環補助療法，yes 11.06 3.59～34.54 ＜0.0001

DIC，yes 16.36 6.10～43.88 ＜0.0001

心室頻拍，yes 3.67 1.28～10.49 ＜0.05　

呼吸器合併症，yes 8.95 3.81～21.00 ＜0.0001

消化器合併症，yes 13.76 5.03～37.68 ＜0.0001

敗血症，yes 8.76 3.83～20.05 ＜0.0001

図 3　緊急透析を要した患者の透析開始後の生命曲線
　　　　　（p＜0.0001）
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どであった（表 6）．

4　考　察

当院で血液透析を導入し退院しえた患者での検討か
ら，高齢の導入患者の特徴は循環器疾患を有する割合
が多く，クレアチニンの値が比較的低い時期に導入を
余儀なくされていることであった．導入時に合併して
いた循環器疾患では，特に脳血管障害の合併が導入後
の生命予後に関連していた．

導入時に合併している脳血管障害では，脳梗塞が多
く，くも膜下出血は少なかった．脳血管障害発症時の
腎機能に応じて，数年の経過で透析導入に至っていた．
脳血管障害時の身体障害度はその後の透析導入に関連
していなかったが，身体障害度が重度であった症例で
は透析導入が考慮されなかった可能性も考えられる．

循環器疾患を有し緊急に透析療法を必要とした患者
の中では，すでに腎機能が低下していた症例では透析
から離脱できなかった．比較的腎機能が保たれている
症例では，呼吸器感染症や消化器合併症，菌血症・
DIC 合併，循環補助療法を必要とするような血圧低下
などが透析からの離脱や生命予後を決定していた．こ
のように，末期腎不全患者では，高齢化と循環器疾患
の合併が重なって存在し，高齢者では比較的早期の透
析導入が行われ，予後も規定されている．個別の循環

器疾患では，脳血管障害が予後に関連していたが，こ
れは脳血管障害合併に伴う身体活動性低下や栄養状態
不良などが関連しているかもしれない．透析導入時の
循環器疾患の合併は予後を悪化させるので，このよう
な患者での透析導入の是非が議論される必要性を感じ
る．
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要　旨

ある治療が「生きるに値する命」を維持するように
働くのか，あるいは死に逝く過程を「単に長引かせて
いるのか」を判断することが，現代終末期医療の基本
的な姿勢だと考える．医療の有意性または無意味性を
医学的に判定することが仮に可能であっても，患者や
家族の決定は必ずしもこれに従うものとはならない．
究極のところ，最終決断は患者か法的代理人に委ねら
れるべきであるが，医師が「共同の意思決定」の場に
加わることは少なくない．意思決定のこのプロセスは
慣習的に容認されているものではあるが，現行法が無
条件に是とするものでないことを承知しておきたい．

1　はじめに

種々の心身合併症を有しすでに ADL & QOL の低い
患者の透析導入が圧倒的に多い現況にあって，透析療
法が真実これら患者に有益性を発揮できるであろうか
が問われている．本論は腎不全患者に対する腎機能代
替療法の一つとしての透析療法が，どのような状況下
の患者に有益性を発揮できるかを検証しようとするも
のである．

2　維持透析患者の背景変貌

表 1, 2 のデータから，透析患者背景の大きな変貌
を窺うことができる．2009 年，アメリカの NKF は急
告で慢性腎臓病が dementia に結びつくことを警告し

たが（図 1），認知症を合併する腎不全患者は不治の
疾患を抱えてはいるが終末期にあるわけではなく，心
肺機能不良で透析の導入を躊躇する場合とは違った意
味で透析開始か否かの判断に難しさが伴うものである．
こうした状況下では，①医学的判断に加えて，②患者
や家族の意向，③社会が注ぐ視線への配慮，④倫理的
な配慮，⑤法的な解釈等々に十分な心くばりが必要と

透析医療における Current Topics 2012（東京開催）

高齢者の透析開始の可否判断
――　導入か非導入か，何を基準として考えるか　――

大平整爾　
札幌北クリニック

key words：非導入，保存的療法，患者の自己決定（権），共同の意思決定，非導入後の医療とケア

Criteria for or against dialysis initiation in elderly patients
Sapporo Kita Clinic
Seiji Ohira

表 1　維持透析患者の経年的な高齢化

1. 全透析患者の平均年齢
　 66 歳（2010）　61 歳（2000）　48 歳（1983）
2. 該当年導入患者の平均年齢
　 68 歳（2010）　64 歳（2000）　52 歳（1983）
3. 最も割合の高い年齢層
　 男性　70～75 歳（16％）
　 女性　75～80 歳（16％）
4. 最高頻度の原疾患
　 糖尿病性腎不全　44％
　 主要臓器の血管障害がすでに存在
5. 認知症患者の増加
　 新規患者，既導入患者共に

（日本透析医学会統計調査資料（2010 年 12 月 31 日現在））

表 2　2006 年新規透析導入患者の合併症頻度
患者総数 34,883 人（男 22,388 人，女 12,476 人）

合併症 45～60 歳 60～75 歳 75 歳以上

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

（日本透析医学会）
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なる．

3　透析非導入（非開始）を考慮する事例の発現

換言すれば，透析スタッフが「透析導入」に疑問や
不安を感じる症例が，近年多くなったということであ
る．

①　脳血管障害などによって，持続性植物状態にあ
る患者

②　きわめて高度な認知症患者
③　心肺機能の著しい低下があり，かつ予後不良な

状態で毎回の透析に危険が予想される患者
④　意思の疎通がとれず，毎回の血液透析でベッド

上で体動が著しく激しいと心配される患者
⑤　透析療法をまったく受容できていない患者
⑥　透析で得た命で再出発を企てないと危惧される

悲観的な患者
これらの患者たちでは，透析の開始（導入）が彼等

の望むであろう QOL を本当に維持または回復できる
であろうかと懸念される．

一つ一つの治療に生理学的な効果がたとえあっても，
患者の自立思考に益するものでなければ医療としては
有意性を欠くものだと考えるからである1, 2）．ただし，
これは医療者としての価値観などからの意見であり，
これをもって最終結論とするものでは決してない．そ
のうえに，透析療法の非導入（非開始）の論議は究極
のところ患者自身の意向を尊重することにあるのだが，

非導入または非開始という言葉のニュアンスが患者側
に「患者の切り捨て」などの冷たい印象を抱かせる懸
念もある．「見送り」あるいは「見合わせ」などと言
い換えられるのは，微妙で難しい決断に対する医療側
の患者側・社会への一種の心配りである．語義を明確
化するためには「非導入」という言葉を使用すること
が好ましいと考えるが，この場合に医療者が患者側へ
の配慮を第一にしている意向が込められていることを，
患者側や社会に理解して貰うことが肝要であろう．

「見送り」とは，現時点で療法の開始を行わないが，
状況の変化に応じて再考するという謂いである．

4　透析非導入の実態と高齢患者の非透析と 

　透析の生存率比較

慢性腎不全患者が透析非導入となる事態（図 2）は
以下の三つである．

①　患者が医療機関をまったく受診しないか先行的
腎移植を受けた場合．

②　一般医を受診したが，腎または透析専門医に紹
介されなかった．一般医は専門医を受診するよう
に勧めたが，患者が受診しなかった．

③　透析専門医を受診したが，ⓐ身体的状態，ⓑ精
神神経状態，ⓒ重症の合併症，ⓓ年齢，ⓔ患者・
家族の意向などで非導入となる．

図 1　Kidney Disease Linked to Dementia
（加齢による精神的能力の低下は，腎臓病で増加）

NKF（USA）
　Alert!　警報・急告
　2009

The chances of losing one’s mental faculties with age are in-
creased in older adults with chronic kidney disease, according to 
two research reports in the August issue of American Journal of 
Kidney Diseases, the official journal of the National Kidney Foun-
dation.（アメリカ腎臓財団 NKF のホームページから）
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4-1　北海道の統計3）

2006～2008 年の 3 年間，北海道で医学的に透析適
応がありながら，非導入となった症例が 189 例集計さ
れた．これは新規透析導入患者 30 例に対して 1 例と
概算される．非導入の原因は，①高度な認知症（33.3

％），②末期癌（21.2％），③高度な心肺機能の低下
（19.0％），④患者自身の拒否（12.7％）などであった．
2008 年について概算すると透析医による非導入（見
送り）率は 3.4％ となった．認知症が大きな問題とな
っていることを示している．

4-2　Sekkarie らの報告（1998）4）

アメリカ・ウエストヴァージニアの 1 カ年の集計結
果である．一般医から腎疾患専門医への紹介見送り率
が 22％（42/193）で，理由は高齢・神経障害・心，肝，
肺の重度障害・転移性癌・認知症・家族の拒否などが
上位を占めた．腎疾患医による透析非導入率は 7％

（25/357）で，その理由は上記にほぼ一致していた．
一般医が透析導入か否かに関して gate keeper の役を
務めているように思える．

4-3　Jassal らの報告（2009）5）

2000～2005 年の 5 年間，80 歳以上の患者 97 人（HD 

56％，PD 44％）において生活自立度を観察している．
透析開始時には 76 人（78.4％）が自立生活者であっ
たが，5 年後にはわずか 4.1％ に減じていた．これら
の群の患者が保存的医療やケアを受けた場合との比較
が必要となるが，透析開始後に急速に生活自立率が減

少することは事実であろう．

4-4　Murtagh らの報告（2007）6）

75 歳以上の CKD Stage 5 の患者（n＝129）を GFR

＜15 mL/min の時点から死亡まで観察している．2 年
生存率が保存療法群（77 名）で 47％，透析導入群

（52 名）で 76％ であった．透析導入群が P＜0.001 で
生存率で優位を示したが，重篤な合併症，特に虚血性
心疾患を有する患者では透析療法の優位性は失われて
いた．重篤な合併症を有する腎不全患者の透析導入に
慎重であるべきことを警告している．

4-5　Chandra らの報告（2011）7）

75 歳以上の腎不全患者を非透析群と透析群に二分
し，それぞれの群を合併症の軽重で分けて生存率を追
跡した報告である（図 3）．合併症が低い群では透析
施行群がよりよい生存率を示したが，合併症が重くな
ると透析群と非透析群との間に有意差は無くなってい
た．前項の Murtagh らの報告と同趣旨の結果である．

4-6　Davison らの報告（2010）8）

CKD Stage 4, 5 の患者 584 名（平均年齢 68.2±14.4

歳）を追跡したカナダ・アルバータ州での調査結果で
ある．この報告で注目したい点は，「透析を開始した
患者の 61％ が透析を始めたことを “後悔している（re-

gretted）”」，「その過半数が “医師の薦め” で透析を始
めた」としている記述である．北米の医療は患者の自
立性を最高に尊重するのだと理解しているが，治療法

図 2　透析療法非導入の実態

慢性腎不全患者

（直接受診）
第 1関門

（受診しない）または（先行的腎移植）

一般医

紹介

透析医 透析導入

非紹介または非受診

第 2関門

（直接受診）

医師または
患者・家族の
判断

第 3関門

医師または
患者・家族の
判断

1）身体状態　（癌末期）
2）精神神経状態
3）合併症の重症度
4）年齢
5）患者・家族の意向，
　 期待度

透析非導入
→

保存療法



高齢者の透析開始の可否判断 405

の決定において「医師＋患者＋家族」で共同の意思決
定がなされるのであろうが，医師の意見具申（助言）
の重みが窺われる．医師は患者の自主的意向と思って
いても，当の患者は医師の薦めだからと受け止めてい
るわけである．

4-7　Couchoud らの提案（2009）9）

75 歳以上，2,500 名の透析に導入された患者の予後
調査から，各種項目に危険度を点数表示し，透析導入
6 カ月後の予後予測を試みたものである（表 3-1, 3-2）．
たとえば，重度の認知症を併発した末期腎不全患者で
は，表の 1, 7, 8 の項目だけで「7 点」が計上されるこ
とになる．透析の導入を患者・家族と話し合うさいの
重要な資料にはなると考えられる．

4-8　谷澤らの報告（2011）10）

彼等は JSDT の統計資料（2007・2008 年の 2 カ年）
から 65 歳以上の透析 30,470 例を抽出して様々な事項

で分析を行っている．透析導入後の各年齢層の死亡率
は，導入 3 カ月後時点で 65 歳未満 3.1％，65～79 歳
7.5％，80 歳以上 15.9％ で，導入 1 年後の時点では，
それぞれ，6.5％，15.7％，30.0％ であった．当然なが

図 3　腎機能代替療法と保存療法の予後比較
　　　　　　　　　　　　    （文献 7 を改変）

Low comorbidity
P＝0.03

対象：75 歳以上

Conservative
（n＝52）

High comorbidity
P＝0.83

RTT
（n＝17）

Conservative
（n＝54）

両群に有意差なし

78歳
Conservative
（n＝155）

59 歳
RRT
（n＝689）

重症度の判定：1）心疾患　2）末梢血管疾患
　　　　　　　3）脳血管障害　4）呼吸器疾患
点数化：0＝なし，1＝最低限，2＝軽度，
　　　　3＝中等度，4以上 重度

RTT
（n＝60）

表 3-1　高齢者の透析導入後 6 カ月の予後予測

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

（文献 9 より）

表 3-2　透析導入後 6 カ月死亡率
　　　　 （75 歳以上，2,500 名）

Score＝0 点：8％
Score＝2 点：17％
Score≧9 点：70％
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ら，高齢での透析導入で死亡率は明らかに高くなる．
その短い生存期間における命の質がどうあるかが，問
われることになろう．

5　透析の非導入か導入かを最終決定するのは誰か

前項で概観したように，高齢腎不全患者の透析導入
後の成績は若年患者に比較して不良であり，同年代の
比較においても一定以上に重篤な合併症を持つ場合に
は，明らかに不良となる．こうした事実は，確かに高
齢者の透析導入を考慮するさいに医療側にも患者側に
も重要なデータとなりうる．

前項の谷澤ら10）の報告で 80 歳以上導入者の 1 年死
亡率が 30％ とあるが，この情報の受け取り方も患者
側にとって様々であることを実感している．ある患者
は「1 年で 30％ の人が死ぬ」と捉えて驚き悲観し，
ある患者は「1 年で 70％ の人が生き永らえる」と捉
えて喜ぶのである．一方には，透析による命の延長が
もたらす命の質（ADL，QOL）の如何を問う患者も
出てくる．EBM の提唱者達も “Evidence alone never 

tells one what to do．（実証データだけからは，何をな
すべきかという方向性を決しがたい）” 11）と述べている．
つまり，予後予測の先に患者と家族はそれぞれに，医
療介入で得られる命のあり方に思いを寄せるからであ
る．換言すれば，「命をどう捉えるか」という命題に
彼等は直面するわけであり，医療者もよき助言者たら
んとすれば，この命題から逃れられない．

6　生命の捉え方概説

「いかなる種類の生命であっても，あくまでも尊重
されるべきである」，「人間の存在（生命）は人間を超
越した存在に由来する」，「神または絶対者から与えら
れた命を人間が正当な理由なく奪うべきではない」な
どとする考え方は「生命の神聖性」（sanctity of life;  

SOL）と言われている．SOL の立場に立てば，すべて
の人に等しく医療を与えることが必須となり，意図的
な生命の短縮は禁じられる．日本の現行法は基本的に
SOL の立場を採る．

2009 年の第 54 回日本透析医学会学術集会シンポジ
ウム 6「透析の適応の再考：非導入と中止を含めて」
において，古川俊治氏（外科医・弁護士・参議院議
員）は透析非導入に関して「当該患者の透析による生
存機会を初めから奪うことは，許されない」とコメン

トしたが，法律上 SOL の立場の明確な表明であると
私は受け止めた．ただし，2009 年の改正臓器移植法
では「臓器提供の本人または家族の承諾を前提とし，
定められた脳死判定基準に従った場合のみ，脳死は人
の死となる」という言わば死の選択に個人的な自由権
を与えており，ここでは，QOL の立場を採っている
と考えられる．

同じように，原則的に生命の尊重の立場に立ちなが
ら，生命を保有する生命体自身が感ずる生命の質を重
視する立場が，周知のように QOL（quality of life）で
ある．QOL では理性的存在の自立性を尊重する人格
主義であり，命の継続と終焉は自己決定できるし，状
況によりかつて「人格」であった時点の意思が尊重さ
れ，代理判断が容認される．QOL 主義は，問題なし
とはしないが，「自己決定の尊重」に立脚しているこ
とを付言しておきたい．さて，QOL は生命を序列化
するものだと非難される向きもあるが，世界的に一般
社会の趨勢である．しかし，事あるごとに SOL と
QOL はせめぎ合う状況が続いている．

生命の捉え方については，文献 12 もあわせて参照
されたい．

7　治療方針の決定過程における「患者の自己決定（権）」

現代社会の根幹に「自己決定（権）」があり，この
ことは現代医療へも波及する概念である．患者の自己
決定権が尊重される故に，医療者に「説明義務」が生
じてくる．私共の日常生活は事の大小を問わなければ，
時々刻々，自己決定の連続である．これを私共は意識
的にまたは無意識に行っているが，事象が生死に関わ
ってくるなど重要性や重大性が増せば，当然ながら意
思決定は容易ならざるものとなる．

自己決定は「自分の行く末は，自分で決める・決め
てよい・決めなければならない」ということであるが，
口頭であれ事前指示書であれ，これには煩わしさ・嫌
悪感・回避願望・寂寞感・重圧感・ストレスなどが伴
い，患者には生死を考え語る覚悟と備え，医療者には
それに加えて生死を語る患者を支える力量が求められ
る．したがって，すべての患者・家族が重大・重要な
決定を単独でなしうるわけではなく，公平で善意の助
言者または協力者として医療者が患者側の意思決定に
参画する「共同の意思決定」（shared decision-mak-

ing）が一般的に容認されることになる．「共同の意思
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決定」とは医療側と患者（側）とが情報を共有し，患
者（側）が意思決定する過程を医療側が理解納得する
ことと解釈する必要がある．医療側の立場は押し付け
や強制を排除した患者側・社会に益し，己の信条に反
しないものでなければならず，きわめて微妙な状況に
あることを認識したい．

自己決定とは言っても陰に陽に他者の言動に影響を
受けることを念頭に置けば，「自己決定（権）は幻想
である」とする人が出ることは理解できるが，それで
も「自らの命の行く末を決められる者は，その人自身
しかいない」と筆者は考える．ただし，様々な施策を
工夫する必要はあろうが，代理判断は次善の策として
認められるべきであり，しからざれば医療の現場は方
向性を失って完全にストップしてしまって動かなくな
る．

8　自己決定権と法

いかなる場合であれ，事の決定には自己決定が原則
的かつ究極的に尊重されなければならない．様々な経
緯を経て，アメリカでは連邦政府が “Patient Self-De-

termination Act（患者の自己決定権法）” を 1990 年に
制定し，1991 年からこれを施行している．「自己決
定」に強固な法的な効力が付与されているため，アメ
リカでの趨勢は「仮に無駄な医療行為だとしても，
“家族は治療を要求する権利を持つ” と法廷は原則的
に判断する」にあるように思える13）．ただし，州の独
立性が強いからなのか，ニュージャージー州の最高裁
が，「透析のような生命維持操作を継続するか中止す
るかの決断は，法廷が担う枠外にある（outside of the 

role of the court）」と判決文に謳っているのは，興味
深い14）．

これに対して，日本における「自己決定（権）を保
障する」法律は憲法 13 条だとされているが，実効法
ではないため「尊重」の域を出ないとする法律家が多
い．このため，人工呼吸，栄養や透析などを含めた延
命治療の非施行や中止は，たとえそれが強固な患者本
人の意思であっても，刑法 199 条（殺人罪）・202 条

（自殺関与罪および嘱託殺人罪）・218 条（保護責任遺
棄罪）に抵触する怖れなしとはしないのである．医療
現場の個々の出来事の詳細を警察が把握できるはずも
なく，多くの場合に問題は関係者の訴えで表面化する
ようであり，当事者間の意思の疎通や話し合いによる

合意達成がきわめて重要となる．刑法 199・202・218

条はいずれも明治 40 年（1907 年），つまり約 1 世紀前
に設定されていて，今日の終末期の現場の問題をまっ
たく想定はしていない．井上清成氏15）は，終末期に関
する法律は「刑法」でもなく「民法」でもなく，国民
のための「医法」を整備すべきであると力説している．

9　事前指示（書）および代理判断と法

9-1　事前指示（書）

これは，自らの行く末への希望を予め健康なうちに
定めておくことである．アメリカでは，事前指示（書）
は法的な効力を有している．日本では，健康なときの
意思表明が病に臥して変わらないという保証はないと
する向きもあるし，希望のすべてを告げたり書き残し
えないなどと反対するか，そのようなことを考えたく
ないと消極的な態度を採る人は少なくない．

わが国で事前指示（書）に関して，明確な法的な規
定はない．いくつかの工夫は必要であろうが，自分の
命を他者に任せることはできかねるのであり，確かに
現時点では事前指示をなす人は少数派であるが，将来
的には，試行錯誤はあろうが，これに賛同する人を増
員していかなければならないと考える．つまり，事前
指示（書）は，①患者にとっては，自己決定権の確保
であり，②家族にとっては，心理的・感情的苦悩の軽
減に繋がり，③医療者にとっては，患者の意思を尊重
しつつ法的責任を回避できるなどの利点がある．その
うえで，これに法的な保護措置が採られることが必須
であり，これなくして事前指示（書）は有効に機能し
ない．ただし，事前指示をなしえない人は少なからず
存在するのであり，迷う人はこれよりもさらに多いと
想像される．したがって，既述の「共同の意思決定」
は容認されよう．

9-2　代理判断

これについてもすでに触れてきたが，一言付言した
い．アメリカでは法的に有効な事前指示（書）の規定
の中に代理人指定がその優先順位を含めて定められて
いる．わが国では，代理判断は一般的に「必要で，尊
重すべき」という風潮にあるが，日本学術会議および
日本尊厳死協会は共に「代理判断を否定し，本人の意
思のみを有効だ」としている．他者の意向を推測する
ことは厳密な意味で不可能であり，本人の意思のみを



日本透析医会雑誌　Vol. 27　No. 3　2012408

採択することが望ましいのであるが，医療現場に身を
置くとこれでは医療は動かなくなり，自己表明率が
100％ になるまでは次善の策として他者による忖度を
容認せざるをえないのではあるまいか．

日本では代理判断人は社会通念として患者の家族か
親しい人とやや曖昧に規定されているが，患者に近い
人が患者の気持ちを聞いているか推測できると考える
のである．しかし，家族や近い人は患者と利害関係を
時ならず異にしていて「自己の利益が暗黙裏に紛れ込
む可能性」があり，公平な決断を下しえないとする考
え方もある．見聞するところ，イギリスでは患者自身
の意思が不明確な場合，senior doctor が最終決定者た
ることが許されるとある．いずれにせよ，日本では代
理判断者に関しても明確な法的な規定は存在しない．

10　HIrsch らの非導入提言

表 4 に掲げた Hirsch らの提言（1994 年）16）は，日本
でもよく引用されてきた．第 2 項目から第 5 項目まで

に，疑義はない．第 1 と第 6 項目には認知症患者が含
まれるであろう．認知症患者は不治ながら必ずしも末
期状態にはなく，したがって，この簡明な条文のみか
らは非導入を決しかねる．

11　アメリカの RPA の透析導入などに関する提言

RPA/ASN の共同提案として，2000 年に公表された
勧告が，RPA（Renal Physicians Association）から 2010

年 10 月に「適正な透析の開始および中止における共
同の意思決定」と題されて改訂版が発表された（表

5）17）．勧告 6 が，北海道集計例3）における「透析の中
止」で，正確にはここで述べられているように「透析
の断念」であり，この場合には透析を施行できない医
学的原因が存在していて，問題はない．RPA の提言
は「勧告」と題され，「決して強制的（mandatory）
ではない」ことを付言している．これは最終決定者が
患者であること，患者に法的保護のある自己決定権が
授与されていることの謂いであろう．勧告 5 の 1）で

表 4　患者または家族に対して維持透析非導入を助言する場合の諸共存因子の基準

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

に介護を要する）
4. 運動能力と日常生活活動を著しく損なう不可逆性神経疾患（重度の脳卒中，酸素

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

能できない状態

（文献 16 より）
大平注）　1. および 6.：認知機能障害患者が含まれる（中核症状と周辺症状，それぞれの程度）

表 5　適正な透析開始および中止における意思決定（RPA 2010 年 10 月）

勧告 5

透析の非
（withhold）

開始および透析の中
（withhold）

止が容認される条件
1）　意思決定の能力を有し，十分に情報を与えられ，自発的な選択ができる患者が，透析を

拒否するまたは透析の中止を要請する場合 →自由意思による自己決定
　　病態の重篤性を問うてはいない

2）　もはや意思決定ができないが，過去に口頭または書面で透析の拒否を表明している場合 
→事前指示書

3）　もはや意思決定ができないが，適正に指定された法的代理人が透析を拒否するか透析の
継続中止を要請する場合 →法的代理人による判断

4）　思考，感覚，目的行動または自己および周辺の認知を欠くような不可逆的で重篤な神経
学的障害にある場合 →持続的植物状態，重度脳障害・認知症

勧告 6
きわめて予後不良な患者であるか，或いは，透析が安全にできない状態の患者であれば，透
析の断念（forgoing）を考慮する．

（低血圧，重度認知症，非腎性疾患の末期状態など）

注）　□で囲んである部分は筆者（大平）の注記．
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患者の自由意志による自己決定を容認しているのは，
連邦政府の自己決定権法に準拠しており当然であるが，
病態の重篤性を問うてはいない点にいささかの驚きを
感じる．身体的な事由に止まらず心理的・精神的な苦
痛・苦悩が容認されるということであろうか．

12　「尊厳死法」の法制化の動き

ここでいう「尊厳死」とは「一定の重篤な病態に陥
った場合，患者の意向または代理者の判断で，以後の
積極的な延命措置を低減または中止して自然死を招来
しよう」とする立場である．消極的安楽死とも言われ
ることもあるが，透析の逓減や中止はこれに該当する

（①間接的安楽死や，②オランダやベルギーの医師に
よる自殺幇助なども患者の意向・尊厳を第一に据えて
いると主張しており，これらを是とする人々にとって
は①②も尊厳死ということになる）．尊厳死は自然死，
平穏死などと言い換えることもできる．

さて，日本老年医学会は 2001 年 6 月に「高齢者の
医療およびケアに関する立場」を表明した（表 6）．
ここでは既述の SOL と QOL の立場が併記されてい
る．これは 2012 年 1 月に改訂されて（表 7），公表さ
れた‡1）．改訂された立場表明では，終末期における

治療の差し控えや中止を考慮する必要性を学会として
初めて明記した点できわめて意義が大きいと考える．

終末期の治療の方向性を定めるうえで，「自己決定
（権）」・「事前指示（書）」・代理判断（者）」は重要な
要因であるが，概観してきたように，日本ではいずれ
に対しても法律的な明確な規定が欠如している．2007

年の厚生労働省による「終末期医療に関するガイドラ
イン」は，方針決定における患者の決定の尊重を掲げ，
医療チームとして種々の判断をすることや，患者の意
思が推定できない場合には家族と話し合って患者にと
って最善の治療方針をとる等々を，これまで自明とさ
れてきた諸項目に政府のお墨付きを与えた点で評価で
きるが，医療者の行為に対する合法基準にはまったく
触れておらず，現場では使用しがたい．

こうした背景のもとで，2005 年 2 月に超党派の国
会議員で構成された「尊厳死法制化を考える議員連
盟」が結成され，終末期の延命措置の非開始や中止が
論じられてきている（表 8）．当初案では新規に開始
される延命措置の非開始のみが対象であったが，これ
に既施行の延命措置の中止も対象として含まれて論
議・提案されるという．治療の非開始と中止の両者に
は道徳的に重要な差異はなく，「倫理的等価説」を採

表 6　「高齢者の終末期の医療およびケア」に関する日本老年医学会の立場表明
　　　　（2001 年 6 月 13 日）

1. 立場-1
高齢であることや自立能力が低下しているなどの理由により，適切な医療およびケ
アが受けられない差別に反対する．

［論拠］　医療を受ける権利＝基本的人権，この権利は重度認知症患者など判断能力
が低下している患者にあっても保障されるべきものである．

　 原則論，生命の神聖性（SOL）

2. 立場-2
高齢者の終末期の医療およびケアは，患者個々の価値観や思想・信仰を十分に尊重
して行わなければならない．

　 個人の意思（自己決定）に委ねられる部分が出てくる．
生命の質（QOL）重視

注）　□で囲んである部分は筆者（大平）の注記．

表 7　「高齢者の終末期の医療およびケアに関する立場表明 2012」の改訂
　　　 （理事会承認：2012 年 1 月 28 日）（抜粋）

何らかの治療が，患者の尊厳を損なったり苦痛を増大させる可能性があると
きには，治療の差し控えや治療の撤退も選択肢として考慮する必要がある．

終末期における治療の差し控えや中止を考慮する必要性を，学会として，
初めて明記した．

注）　□で囲んである部分は筆者（大平）の注記．
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る専門家が多い．しかし，中止のほうが医療者や家族
に心理的な抵抗感と負担感が多いとして，「取り扱い
不等価説」を採る専門家も存在する．このあたりの事
柄が論議された末に法案に盛り込まれようとしている
と理解している．

2012 年 3 月には法案が公表されたが，国会が増税
関連法案で荒れている影響を受けて審議入りできずに
いる．この法案にはすでに強く反対する患者団体など
が出てきており，慎重な論議を期待したい．アメリカ
の高名なネフロロジスト Dr. Kjellstrand が，「よい臨
床とよい倫理観があって，初めてよい法律ができ
る．」と述べていることを銘記したい18）．臨床現場の
経験の積み重ねや鍛えられた倫理観なくして，いきな
り良い法律はできないということであろう．

13　透析への導入または非導入の決定後

いずれの決定も，患者の利益を最優先としたもので
なければならないのは当然である．非導入は「見合わ
せ」と言い換えられるように，病態や患者の意向が変
化すれば導入再検討という含みを持たせている．北海
道の非導入事例の追跡調査では，非導入後の医療とケ
アはその決定をなした医療機関で引き続き行われてい
た．それがどこで行われるにせよ，透析非導入は，残
腎機能の程度に最も影響されるが，その後に終末期医
療・ケアが続くものであることを認識したい19）．進行

慢性腎不全患者を種々の理由から透析非導入と決定し
た後には「腎保存療法」が開始または継続されること
になるが，これを敢えて “Maximal Nondialytic Con-

servative Management” と呼称している文献20）に接す
ると当事者の意気込みを感じるのである．

14　おわりに

末期慢性腎不全患者を自動的に透析療法へ導入する
ことは，決して得策ではなく，患者の背景因子（年
齢・合併症の種類と重症度・患者の意向など）によっ
ては，非導入として保存的療法を行うことがよい場合
も少なからず存在する．透析導入の可否判断は，患者，
家族，医療チームでの忌憚のない慎重な話し合いで決
めることが求められる．関係者の真摯な幅広い検討か
ら得られた結論を支持する法的な保護のためには，関
連する立法が不可欠である．私共医療者が喫緊の課題
だと捉えても，司法関係者が積極的に立法への運動を
開始してくれるとは，現時点では考えられない．した
がって，私共医療者は，当該患者の最善策を得るべく
英知を絞り「治療の非開始・中止に関する指針」を作
成し，これを積極的に世に問い立法化を加速する努力
を続ける必要がある．既述の国会議員連盟の論議に参
加できることを企てることも，一策であろう．
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要　旨

地方でも新規導入透析の原因は糖尿病性腎症が第 1

位であり，患者の年齢構成も日本透析医学会（JSDT）
が示す状況と大差はなく，高齢化が明らかに進行して
いる．ADL 障害性の合併率も，自立度の程度も当然
ながら高齢者ほど悪い．結果として週 3 回の自力通院
の困難な例が増加している．同時に高齢透析患者での
認知症の頻度も増加しており，これらが長期入院の主
要な背景になっている．

はじめに

わが国の新規の維持透析への導入患者の年齢が年々
高齢化しつつあることはすでに周知の事実である．こ
のような状況は，治療に伴う心血管合併症（CVD）や
アミロイド症の増加に伴う ADL の障害のみならず，
認知症などのメンタル面や，身体的問題での通院にお
ける問題，さらには今後の生活の場をどこに設定する
かなどの大きく難しい問題を提示している．また，透
析治療を開始すべきか，あるいは現在まで継続してき
た透析治療を継続すべきか，打ち切るべきかの難しい
判断をも提示している．

このような現状にあって，大都市圏と地方都市では
現実的に対面する問題はやや異なることは当然である
が，日本海沿岸の地方都市に存在するひとつの透析医
療施設での実状を報告し，現在の抱えている問題を提
示したい．

1　当施設の特性

新潟市は甲信越地方の日本海側に存在し，人口 81

万の地方政令指定都市（田園都市）である．信楽園病
院はその前身は結核サナトリウムであり，現在では社
会福祉法人（新潟市社会福祉事業協会）が運営するい
わゆる「急性期病院」である．ベッド数は 334 床であ
る．

以前より産婦人科・小児科・耳鼻咽喉科を持たず，
現在は眼科・整形外科・皮膚科・血管外科の外来診療
はあるが常勤医を有さない．内科は総合・消化器・呼
吸器/感染症・糖尿病/内分泌・消化器・循環器・神
経・腎臓と専門分化しており，さらに腹部外科，脳神
経外科，歯科/口腔外科を有し，特に透析ベッドは
145 床を有し，腎臓内科医は 6 名を擁する．さらに分
院（サテライト）の無床診療所にも透析ベッド 50 床
を有し，そこにも腎臓内科医が 2 名存在する．

新潟県内には 52 の透析施設が存在し，新潟市内で
は 17 施設がある．市内には大型総合病院として国立
新潟大学医歯学総合病院，新潟市民病院が存在する．

われわれの施設では常時 400 名前後の透析患者を治
療しているが，毎年の新規導入患者は 25～30 例あり，
最長透析歴の患者は 42 年 8 カ月を超える．現在の
CAPD 患者は数例であるが，以前の最盛期には 50 余
例の CAPD 患者が存在した．腎臓移植はこれまでに
50 例を実施したが，すべて新潟大学尿器科との連携
で行われている．
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2　新規透析導入患者

2007～2012 年の間に 143 例が該当したが，男性 99

例（34～94 歳： 平 均 67.54±11.88 歳）， 女 性 44 例
（37～93 歳：平 均 72.23±12.72 歳）で あ り，JSDT の
統計調査が示している実態との大きな差異はない．表

1 に示すごとく，糖尿病性腎症（31.2％）が最も多く，
ついで慢性腎炎（26.6％），腎硬化症（16.1％）であっ
た．

3　維持透析患者の実態

2011 年 12 月時点で在籍した維持透析患者（サテラ
イトの患者を除く）388 例について調査を行った結果
が今回の報告である．対象年齢は 28～97 歳，男性
231 例，女性 107 例であり，前述のごとく最長透析例

は 42 年 8 カ月である．
これらの患者を入院，外来/昼，外来/夜間の治療

形態で分類すると，表 2 のごとくとなる．それらの 1

回あたり透析時間，Kt/V，b2-MG は表 3 に示すごと
くであった．表に示すように，平均透析時間は 4 時間
以上，平均 Kt/V は 1.18～1.29 であった．

さらに，これらの患者群における主要な検査データ
を比較すると，入院患者群では低蛋白，低アルブミン
血症が目立ち，ESA 投与頻度では各群での大きな差
異はみられなかったが，平均維持 Hb レベルでは入院
患者群で 10.0 g/dl を下回る例が多かった．

4　年齢による解析

今回の主要なテーマである「年齢」に注目して解析
を行うと，64 歳以下（204 例），65～74 歳（94 例），
75 歳以上（90 例）となった．それぞれの群での入院
患者比率をみると，65 歳以下では 8 例（3.9％），65～
75 歳では 7 例（7.5％）であったが，75 歳以上では 21

例（23.3％）であり，年齢の増加に伴い入院率が上昇
する傾向が明瞭であった．

4-1　年齢群別による透析状況

透析状況をみると表 4-1, 4-2 のごとくであった．
特に 75 歳以上の部分をさらに 75～84 歳（69 例），85

歳以上（21 例）に細分してみると，85 歳以上の群で
のみ 1 回透析時間の平均値が 4 時間を下回り，Kt/V

表１　新規透析導入患者の内訳
（2007～2012 年） 　　

疾患名 患者数 ％

糖尿病性腎症 46 31.2
慢性腎炎 38 26.6
腎硬化症 23 16.1
多発性嚢胞腎   5   3.5
間質性腎炎   4   2.8
腎・その他の癌   4   2.8
肝硬変・肝心症候群   2   1.4
腎移植後・再発   2   1.4
不　明 12   8.4

表 2　当院の維持透析患者（2011 年 12 月）

患者数 男/女
年　齢（歳） 透析期間（月）

平　均 対象年齢 平　均 実期間

入院透析†   36 20/16 74.3±10.7 58～97 142.2±140.3 1～498
外来昼透析 233 151/82 67.9±11.7 30～95 134.9±129.5 1～512
外来夜透析 119 110/9　 57.3±17.5 28～89 161.3±346.2 3～454

全透析患者 388 281/107 65.2±12.3 28～97 143.8±126.8 1～512

†　入院率 9.2％

表 3　維持透析患者の透析状況

患者数 1 回透析時間 Kt/V b2-MG（mg/L）

入院透析   36 4.24±0.60
（3～6）

1.29±0.27
（0.83～1.78）

28.05±0.64
（3.7～58.0）

外来昼透析 233 4.24±0.46
（3～5.5）

1.19±0.22
（0.66～2.18）

28.32±6.92
（11.5～54.0）

外来夜透析 119 4.43±0.47
（3～5）

1.18±0.22
（0.11～1.98）

29.18±6.60
（16.6～46.2）
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もやや低下する傾向がみられ，その実態は 0.71～1.55

であった．
しかし大平らの北海道からの報告では，高齢者（特

に 75 歳以上）では透析時間の延長を希望する頻度は
6.9％ ときわめて少なく，頻回（週 6 回）・短時間（1

回 2 時間）の治療方式を希望する頻度も 13.9％ と少
ない．このような実情を考慮すると，我々の 85 歳以
上の群の平均透析時間が 3.94±0.51 時間であったこと
もあながち責められるべきことではないであろう．

さらに 2009 年の JSDT の集計報告1）では，Kt/V が
1.2 以下の例が 31.8％ 存在し，Kt/V が 1.0 以下では，
Kt/V 1.0～1.2 を対照とすると，1 年間の死亡リスクが
1.409 と明らかに高い．我々の 85 歳以上の群での平均
Kt/V が 1.11 であった点は，いまだに改善の余地があ

る例が存在することを示唆している．

4-2　年齢群別による検査データ比較

表 5-1, 5-2 に示すごとく，血清総蛋白，アルブミン，
リン（P），ヘモグロビン（Hb）の平均値は若年群で
高く，年齢が高くなるにつれていずれも低下すること
を示していた．表 5-2 に示すように，85 歳以上では
低蛋白，低アルブミン血症が目立っている．全年齢群
での ESA の使用頻度は 85.5～96.6％ であった．

4-3　ADL に障害を与える身体症状の有無

3 群での ADL 障害性の身体症状の保有状況は，当
然のごとく高年齢群ほど多くなる（図 1）．なかでも
運動器障害に起因する ADL 障害が多くを占める．こ

表 4−1　各年齢群における透析状況

患者数 1 回透析時間（時間） Kt/V b2-MG（mg/L）

64 歳以下 204 4.38±0.48
（3.0～5.5）

1.19±0.22
（0.66～1.98）

28.84±6.89
（16.6～54.0）

65～74 歳   94 4.30±0.49
（3.0～5.5）

1.20±0.25
（0.69～2.18）

29.57±7.12
（14.4～53.3）

75 歳以上   90 4.11±0.44
（3.0～5.5）

1.23±0.23
（0.71～1.78）

26.98±7.75
（10.4～58.0）

表 4−2　75 歳以上の透析状況

患者数 1 回透析時間（時間） Kt/V b2-MG（mg/L）

75～84 歳 69 4.17±0.401
（3.5～4.5）

1.26±0.23
（0.83～1.78）

27.02±8.27
（10.6～58.0）

85 歳以上 21 3.94±0.51
（3.0～5.5）

1.11±0.20
（0.71～1.55）

26.72±5.54
（16.2～41.4）

表 5−1　各年齢群における検査データ比較

患者数 総蛋白（g/dl） アルブミン（g/dl） P（mg/dl） Hb ESA（％）

64 歳以下 204 6.23±0.54
（5.0～7.6）

3.85±0.39
（1.7～4.8）

5.59±1.40
（2.9～9.8）

10.53±1.27
（7.1～14.5）

96.6

65～74 歳   94 6.09±0.49
（5.1～7.4）

3.67±3.17
（2.7～4.4）

4.89±1.30
（2.5～7.9）

10.03±1.19
（7.7～12.7）

92.6

75 歳以上   90 5.98±0.59
（4.7～7.1）

3.44±0.39
（1.9～4.8）

4.61±1.44
（1.3～9.3）

9.96±1.32
（7.3～13.6）

85.3

表 5−2　75 歳以上の検査データ比較

患者数 総蛋白（g/dl） アルブミン（g/dl） P（mg/dl） Hb ESA（％）

75～84 歳 69 6.01±0.62
（4.8～6.0）

3.46±0.43
（1.9～4.8）

4.63±1.53
（1.3～9.3）

9.99±1.25
（6.3～12.5）

85.5

85 歳以上 21 5.93±0.55
（5.3～7.1）

3.37±0.28
（2.6～3.9）

4.49±1.13
（2.0～6.6）

9.88±1.54
（7.6～13.6）

90.5
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の状況は，75 歳以上をさらに 2 群（75～84 歳，85 歳
以上）に分けてももはや大きな差異はみられなかった．

4-4　高齢透析患者の自立度（寝たきり度）（図 2-1, 2-2）

介護保険で使用されている日常生活自立度に準じて
評価すると，74 歳までは大きな差異はなく，完全自
立（J）は 65 歳 以 下 で 85.7％，65～74 歳 群 で 87.8％
であった．しかし 75～84 歳では 44.1％，85 歳以上で
は 19.1％ と急激に低下していた．

また 2010 年時点のわれわれの施設で，年齢を考慮
せず外来・昼透析患者だけに限って，通院状況を調査
した結果では，263 例の対象者中で独歩が 199 例

（75.6％），車椅子での護送が 55 例（20.9％），ストレ
ッチャー搬送が 9 例（3.4％）であり，該当患者の 25

％ は独歩が不可能であった．同様に 2009 年の北海道
の大平らの報告2）では，60 歳以上の透析患者の 60％
は独りでの外出ができない．全腎協・日本透析医会・
統計研究会による 2006 年度調査での通院透析患者の
ADL をみても，それぞれの動作・行為の自立度は，

食事摂取 93.3％，排便 92.6％，寝返り 91.5％，更衣
89.7％，入浴 86.9％，歩行 76.4％，ビン・缶のフタ開
け 72.9％，などである3）．

いずれの調査も対象者の属性が異なるため単純な比
較は困難であるが，高齢の透析患者ほど自立度が低下
してくることは間違いない．独歩が困難な透析患者で
もっとも注意すべきことは転倒であり，大平らは，65

歳未満の骨折発症率が 1.9％ であるのに比して，65 歳
以上では 4.1％ と約 2.2 倍に増加することを示してい
る2）．

また，2005 年にわれわれは透析患者の Barthel Index

（BI）を検討した4）．その調査では，「排尿コントロー
ル」の項目のみを除外した 9 項目で行ったが，対象患
者の平均 BI は 90 点満点で 79.8 点であり，20％ の患
者が平均以下であった．これらの BI を低下させる誘
因として最も主要なものは脳血管疾患であり，ついで
末梢循環障害，加齢による変化の順であり，透析アミ
ロイドーシスの関与度は低いものであった．

図 1　ADL に障害を与える身体症状の有無
高年齢ほど ADL 障害の保有率が増える．
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図 2-1　透析患者の自立度
高齢者ほど完全自立の頻度が低下する．
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図 2-2　透析患者の自立度（75 歳以上）
75 歳以上ではさらに自立の頻度は低下する．
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4-5　高齢透析患者の通院状況

図 3-1, 3-2 のごとく問題なく通院できる頻度は，65

歳 以 下 で 83.9％，65～74 歳 で 79.8％，75 歳 以 上 で
28.7％ であり，高い年齢群ほどその頻度は低下する．
75 歳以上をさらに 2 群に細分しても，75～84 歳では
26.5％，85 歳以上では 28.6％ で，もはや大きな差異
はみられない．

このように，通院に一部あるいは全介助を要する患
者に対して，週 3 回の通院を誰がどうやって確保する
か……が大きな問題である．東京や大阪，名古屋のご
とく電車・地下鉄・バスなどの公共交通機関が発達し
ている大都市部では，独歩能力さえ確保できれば，そ
れらを利用した通院は可能となる．しかし地方都市部
での公共交通機関の中心はバスであり，経済的余裕が
許せばタクシー利用も可能となるが，週 3 回のタクシ
ー利用の経済的負担は大きい．

ちなみに，2010 年に当院で外来通院透析を受けて
いた患者 254 例の実態をみると，37.3％ の患者は自家
用車を自分で運転，7.2％ はバス・電車などの公共交
通機関を利用，0.8％ は電動アシスト自転車や徒歩で
通院しており，全体では 45.3％ が独力で通院していた．
しかし残りはなんらかの介助で通院しており，家族の
運転する自家用車（33.1％），タクシー（7.6％），送迎
ヘルパー（6.8％），介護サービスの車両（2.7％），福
祉タクシー（1.1％）などであった．最近の兵庫県腎
友会による 2010 年度の実態調査でも，家族・施設の
送迎サービスを利用している例が 34.7％ を占めてい
る．また 1 回通院のための自己負担交通費は 1,000 円
未満が 76.7％，1,000～2,000 円未満が 17.5％ を占めて
おり，93.8％ は 2,000 円未満であるが，それでも 74.7

％ の患者は経済的には大きな負担であると答えてい

る5）．

4-6　透析患者の通院送迎の問題

全国の多くの私的透析医療機関では，通院困難の問
題に対し，費用を施設側で負担する「送迎」を実施し
ている．しかし全腎協の調査によれば，施設側が送迎
を開始した理由・目的（複数回答，回答総数 1,199）
の最大は「困っている患者の支援」（74.1％）ではあ
るが，現実的には「患者の確保」（20.5％）の面も否
定はできない6）．

2007 年の日本透析医会の調査によれば，調査した
566 施設のうち送迎を実施している施設は 51％ であ
った7）．また 2010 年の調査6）によれば，全国の 1,688

の透析施設の中で，送迎を実施しているのは 971 施設
（58％）であった．そして送迎を実施していない 717

施設（42％）の施設属性をみると，その中の 62％ は
公立病院であった．しかし送迎を実施している医療施
設においても，最近の医療情勢下では「送迎」費用負
担が経営に重くのしかかってきており，このような状
態がいつまで継続できるかについては疑問が出始めて
いる8）．

当施設は公立病院ではなく，前述のごとく社会福祉
法人立の「急性期病院」であり，さらに腎疾患だけを
対象とはしていない．したがって，他疾患患者との公
平性の観点から，腎疾患患者のみを特別に扱うことは
行えない．さらに地元医師会では，都市部の社会福祉
法人立病院が「患者の無料送迎」を行うことは「患者
の抱え込み」行為に相当し，たとえ対象患者が週 3 回
の通院を要する透析患者であったとしても到底容認で
きないという立場にある．さらに，送迎中に事故（患
者の容態急変，交通事故など）が発生した場合の責任

図 3-1　透析患者の通院状況
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図 3-2　透析患者の通院状況（75 歳以上）
75 歳以上ではそれ以上の大きな差異なし．
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の問題が払拭されていない．したがって，当院の透析
治療部門だけをみれば，全国の多くの透析医療施設が
抱える状況とまったく同様である．

さらに，たとえ施設側で送迎が可能な状況であって
も，マイクロバスなどを利用するケースがほとんどで
あるため，それに自力で乗降できることが条件となる
場合が多い．そのため，自力で車への乗降ができない
ADL レベルの患者では，結局はそのようなサービス
をも受けられない．この選択からこぼれた患者は，結
局は長期入院の道を辿らざるをえないことになる．

4-7　高齢透析患者の認知症の問題（図 4-1, 4-2）

介護保険で使用される「痴呆性老人の日常生活度判
定基準」にしたがって，当院の患者を評価した．その
結果は「認知症なし」の頻度が 97.5％（64 歳以下）
→ 84.0％（65～74 歳）→ 56.4％（75 歳以上）と変化
していた．さらに 75 歳以上の部分を 75～84 歳，85

歳以上に細分してみると，「認知症なし」は前者では
60.3％ であったが，後者では 33.3％ と著しく低下し
ていた．

このような実態は 2009 年の JSDT の調査1）でもすで
に明らかにされており，75～89 歳では 20.3％（男性）～
28.2％（女性），90 歳以上では 40.4％（男性）～49.8％

（女性）が認知症を有している．しかも新規に認知症
を発症する頻度は高齢者，糖尿病透析患者で高いこと
も示されている．高度の認知症では透析導入や透析継
続の打ち切りなど，単に医療倫理の面だけでなく，社
会的な面からも国民的コンセンサスが求められてい
る9, 10）．

4-8　介護認定の問題

2010 年の当院の通院患者 263 例を対象にした送迎
に関する介護サービスの実態をみると，30 例（11.4

％）が利用していた．しかし長崎の桜町病院の外来通
院患者では，2002～2007 年の間での介護保険利用率
は 23.3～33.7％ とも報告されている11）．兵庫県腎友会
の 2010 年の調査では，介護認定を受けている透析患
者は 20.9％ であり，これは全国平均の 5 倍であり，
要支援 2～要介護 2 の部分で 68.9％ を占めていた5）．
このような実態を反映して，増子病院における透析患
者 1 人当たりの看護度は 2001 年以降から明らかに増
大していることが示されている12）．

4-9　高齢透析患者の長期入院の問題

当院の透析患者の入院率は 9.2％ であったが，JSDT

によれば，わが国の透析患者の入院・入所率はおよそ
10％ である1）．また，3 カ月以上の長期入院患者 2,605

例の実態を調査した結果では，65 歳以上，透析歴 5

年以上の患者が半数を占める．そして 2/3 では認知
症を有し，ほぼ寝たきり状態が半数以上である7）．

現在の医療制度下では，「急性期病院」がこれらの
患者を抱え込むことは経営的に困難であり，このよう
な患者の長期入院を受け入れている施設の圧倒的多数
は，15 対 1 看護，13 対 1 看護体制で，ベッド数 200

床以下の施設である7）．

4-10　高齢透析患者での在宅血液透析の可能性

「病院」での長期入院がさらに困難となれば，あら
ためて在宅血液透析へシフトする可能性がある．しか

図 4-1　透析患者の認知症の有無とそのレベル

64 歳以下
（n＝204）

65～74 歳
（n＝94）

認知症なし
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Ⅰ17.0％
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Ⅳ2.1%Ⅰ1.0％
Ⅱ0.5%
Ⅲ1.0％

75 歳以上
（n＝90）

Ⅲ4.3%
Ⅳ5.3%

図 4-2　透析患者の認知症の有無と
　　　　　 そのレベル（75 歳以上）
　85 歳以上では認知症の頻度・程度もさらに
増加する．
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し現在の医療法下での在宅血液透析では，いわゆる
「高齢者専用住宅」や「サービス付き高齢者住宅」で
透析スペース・装置を共有し，不特定の介護者が複数
患者の「在宅血液透析」をサポートすることは想定し
ていない．しかし，放置すればこのような形での「在
宅血液透析」が広がる恐れは皆無ではない．しかしそ
のような「在宅血液透析」は，少なくとも現時点では
明らかに違法である．将来的にこのような「在宅血液
透析」が可能となる時代がくるかもしれないが，それ
は日本の透析医療の水準をきわめて危うくするものと
危惧される．

おわりに

大都会とは異なる地方都市の「急性期病院」におけ
る維持透析患者の実態と，そこにおける高齢透析患者
の実態につき報告した．高齢化に伴う ADL の低下，
通院での障害，認知症の増加，介護保険の利用実態な
ど，これから状況は益々厳しくなると想定される．そ
のような中にあっても，安易な解決策としての “違法
な”「在宅血液透析」に走るべきではない．
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要　旨

わが国は未曾有の高齢化社会に突入している．透析
患者について考えると，1983 年末の透析患者全体の
平均年齢が 48.3 歳であったが，2010 年末には 66.2 歳
となり 18 歳も高齢化している．高齢者は，皮膚や血
管の脆弱性に加え心機能の悪化している患者の割合も
高く，その VA 手術においては，細心の注意が必要で
ある．高齢者の VA の作製・維持管理・修復において
は，患者ひとり一人の血管状態・皮膚の状態・心機
能・ADL 等々に注意を払ってその治療に臨むべきで
あろう．

はじめに

わ が 国 の 人 口 は 2010 年 の 国 勢 調 査 に よ る と
128,056,000 人と報告されている．いわゆる高齢者と
言われる 65 歳以上の人口は 22.9％，75 歳以上は 11.1

％，80 歳以上は 6.42％ である．また世界の国の高齢
者人口の比率を比較した報告（2009 年の統計）によ
ると（表 1），人口 4,000 万人以上の国 27 カ国中 65 歳
以上の人口割合が一番多いのが日本であり，22.7％ で
ある．二番目はドイツの 20.4％，三番目はイタリアで
20.1％ と報告されている．すなわち，わが国は未曾有
の高齢化社会に突入していると考えざるをえない1）．

さて透析患者について考えると，1983 年末の透析
患者全体の平均年齢が 48.3 歳であったが，2010 年末
には 66.2 歳となり 18 歳も高齢化している2）（図 1）．

透析患者という一集団の平均年齢がこれほど上昇して
いる事実は大きな問題であり，我々透析医療従事者は
このことをしっかり認識したうえで毎日の仕事に臨む
べきであろう．

1　手術における特徴・注意点

血管アクセス（バスキュラーアクセス：以下 VA）
は透析患者にとってライフラインと言ってもいいほど
大切なものである．高齢者といえども透析療法が必要

透析医療における Current Topics 2012（東京開催）

高齢者における血管アクセスの 
作製・維持管理・修復について

室谷典義　
千葉社会保険病院

key words：バスキュラーアクセス（VA），高齢者，皮膚の脆弱性，心機能，ADL

Creation, maintenance and repair of vascular access for elderly hemodialysis patients
Chiba Social Insurance Hospital
Noriyoshi Murotani

表 1　年齢 3 区分別人口の割合の国際比較（2008～2009 年）
（％）

年少人口
（0～14 歳）

生産年齢人口
（15～64 歳）

老年人口
（65 歳以上）

中　国 18.5 73.0   8.5
インド 35.3 59.6   4.8
アメリカ合衆国 20.0 67.0 13.0
インドネシア 27.5 67.4   5.1
ブラジル 26.9 66.7   6.4
ロシア 14.7 71.5 13.8
メキシコ 30.0 64.5   5.5
フィリピン 33.7 61.8   4.4
ドイツ 13.6 66.0 20.4
トルコ 26.0 67.0   7.0
イラン 25.1 69.7   5.2
タ　イ 22.0 70.7   7.3
エジプト 37.7 58.9   3.4
フランス 18.3 64.8 16.8
イギリス 17.5 66.3 16.2
イタリア 14.0 65.8 20.1
韓　国 16.8 72.6 10.7
日　本 13.3 63.9 22.7

人口 4,000 万人以上の国（27 カ国）より抜粋．
（国民衛生の動向 2011 年版を改編）
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な時は，なんらかの VA が必要となる．高齢者は，皮
膚や血管の脆弱性に加え心機能の悪化している患者の
割合も高く，その VA 手術においては，細心の注意が
必要である．表 2 に高齢透析患者の特徴を示した．

我々は，2007 年 1 月から 2011 年 12 月までの 5 年
間に当院で行った VA 手術につき検討した．1,726 例
の手術中，男性 1,055 例，女性 671 例と男性が多かっ
た．また，後期高齢者である 75 歳以上の症例は 483

例（28.0％），80 歳以上の症例は 224 例（13.0％）を
占めた（表 3）．これら高齢者の手術における特徴・
注意点を報告したい．

表 4 に「VA 手術時に考えること」をあげてみた．
高齢者の VA 手術においては，どの部位にどんな VA

を作製するかを術前によく検討し，VA が患者に悪影
響を及ぼさないことを考えるべきである．そのために
は，患者の心機能や ADL 等に注意を払い手術に臨む

ことが大切となる．特に心機能では，心エコー検査は
必須である．迷う症例は循環器内科医に相談すること
も大切で，当院では循環器内科に相談の結果，スワ

表 2　高齢透析患者の特徴

1. 皮膚の脆弱性
2. 心肺機能の低下
3. ADL の低下
4. 血管の脆弱性
5. 透析患者の肉体年齢は透析歴と相関
　　　透析患者の肉体年齢＝暦年齢＋透析歴

たとえば，50 歳で導入し，透析歴 20 年の患者の肉体年齢
は 90 歳と考えられる．

表 3　当院における VA 手術の検討
（2007 年 1 月～2011 年 12 月の 5 年間）

年　齢 VA 手術数 割合（％）

0～30 歳未満      21     1.2
30 歳以上～40 歳未満      64     3.7
40 歳以上～50 歳未満    135     7.8
50 歳以上～60 歳未満    261   15.1
60 歳以上～70 歳未満    497   28.8
70 歳以上～80 歳未満    524   30.4
80 歳以上    224   13.0 

合　計 1,726 100.0

わが国の 70 歳以上の人口は 16.5％ であるが，当院の VA 手
術ではその割合が 43.4％ である．

表 4　VA 手術時に考えること

1. どこに作製するか―→できるだけ末梢のほうから
2. 動脈の Flow は十分か？
3. 静脈は心臓まで抵抗なく流れるか？
4. 穿刺はしやすいか？
5. トラブル時に対応しやすいか？
6. シャントが患者に悪影響を及ぼさないか？
7. ちょっと待て！ グラフトはまだ早い！

　高齢者といえども，基本的には同じであるが，高齢者の血管
や皮膚等の脆弱性を考慮して手術に臨む．また，心機能のチェ
ックは必須である．

図 1　各年導入患者および各年末患者の平均年齢の推移
　　　　　　　　　　  （文献 2 を改変）
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ン・ガンツカテーテルにて心機能を評価してもらう症
例もある．高齢者の VA では他の患者よりも吻合径を
小さくして心臓への負担を少なくすることも大事であ
る．血管の観察においても駆血が強すぎたりすると，
表皮剥離や皮下血腫を生じることがあるので注意が必
要である．

2　症例紹介

当院における VA 関連治療（2000～2011 年）を図 2

に示した．最近は経皮的血管形成術（以下 PTA）が
著しく増加している．これらの症例のうち興味深い症
例 6 例を提示する．表 5 に症例の一覧をあげた．
［症例 1］
この症例はシャント瘤の破裂である．46 歳男性，

慢性糸球体腎炎による慢性腎不全にて 1989 年 2 月透
析導入．シャントは導入時に作製した左前腕の橈骨動
脈と橈側皮静脈を吻合したものである．

2004 年 7 月 21 日，以前より認められていた吻合部
付近のシャント瘤が急速に腫大し疼痛を伴ってきたた

め，当院を紹介され初診．シャント瘤の感染・切迫破
裂と診断し，入院を奨めるも当日は入院不可とのこと
で帰宅．同日未明シャント瘤からの出血が始まり，救
急車にて来院し緊急手術となった．図 3 は，シャント
瘤が破裂した瞬間である．
［症例 2］
この症例は SLE 症例の自己血管にこだわった手術

である．40 歳男性，原疾患は SLE．1999 年 3 月透析
導入し，4 月に左前腕内シャント作製．1999 年 8 月シ
ャント閉塞，左前腕中央部にて内シャント作製を試み
るも橈骨動脈が細く不可．左肘部にて内シャント作製．
2003 年 1 月，シャント音は聴取できるが，穿刺困難
となった．PTA を試みるも不可．自己血管による内
シャント手術を施行した．2010 年 1 月死亡直前まで，
シャントは健在であった．図 4 に本例のシャントの出
来上がりを示す．
［症例 3］
高血流シャントによる心不全症例である．この症例

は 62 歳男性，1988 年 2 月より慢性糸球体腎炎による

図 2　当院における VA 関連治療
（2000 年 1 月～2011 年 12 月，千葉社会保険病院，n＝7,269 例）
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表 5　さまざまな VA 手術

症例 1：シャント瘤の破裂
症例 2：SLE 症例の自己血管にこだわった手術
症例 3：高血流シャントによる心不全
症例 4：腋窩のグラフト感染
症例 5：ソアサムと閉塞を一石二鳥で
症例 6：この患者のシャントどうする

図 3　感染シャント瘤が破裂した瞬間
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慢性腎不全にて透析施行中．この間，胃癌，脳梗塞，
冠動脈バイパス術の既往がある．2005 年 1 月息切れ
が出現，同年 3 月当院を紹介され入院．高血流シャン
トによる心不全と診断．上腕動脈の表在化術施行後に
シャント閉鎖術を行った．シャント閉鎖術前後の心機
能を，心エコー・スワンガンツカテーテルにて評価し
た．本例の表在化を図 5 に示した．
［症例 4］
この症例は腋窩のグラフト感染である．78 歳，女性，

原疾患は慢性糸球体腎炎．透析歴は 18 年 9 カ月．腋
窩グラフトの感染にて紹介入院．翌日全身麻酔下に，
迂回グラフトによる左上肢の血流を確保したうえで，
グラフト全抜去．後日，左大腿部に動静脈を表在化し
た自己血管内シャントを作製した．

図 6 に本例の左大腿内シャントおよび表在化を示し
た．
［症例 5］
ソアサムと閉塞を一石二鳥で解決した症例である．

症例は 66 歳男性，腎硬化症による慢性腎不全にて平
成 19 年 6 月，透析導入．同年 8 月，ソアサム症候群

にて紹介入院．シャント静脈形成術を行った．平成
24 年 1 月現在シャントは十分に機能している．図 7

および図 8 に本症例の VA を示した．
［症例 6］
この症例は「この患者のシャントどうする」という

表現が適切であると思える例である．症例は昭和 58

年 1 月透析導入（透析歴 25 年），原疾患は慢性糸球体
腎炎．

図 4　上腕部での自己血管内シャント

上腕橈側皮静脈上腕橈側皮静脈

静脈‒静脈吻合静脈‒静脈吻合

上腕尺側皮静脈（シャントとして発達していた）

図 5　上腕動脈の表在化

図 6　左大腿部でのシャント（動・静脈ともに表在化）

浅大腿動脈 大伏在静脈 吻合部
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平成 17 年に右上肢の静脈高血圧症に対して，シャ
ント閉鎖術および反対側（左）肘部内シャント造設術
を施行．平成 20 年 8 月にシャント閉塞を主訴に当院
へ紹介入院した．シャント閉塞に対して，ウロキナー
ゼ 24 万単位投与後，PTA を試みた．その結果，吻合
部近傍の静脈狭窄は拡張できたものの，上腕橈側皮静
脈と鎖骨下静脈との合流部の閉塞はガイドワイヤーが
通過せず PTA は断念した．

本例の VA 作製可能部位について検討した．
右上肢：静脈高血圧症の既往あり．すなわちシャン

ト作製により，再度静脈高血圧症の可能性が大きかっ
た．

両下肢：慢性閉塞性動脈硬化症あり．すなわちシャ
ント作製により，スチール症候群の可能性が大きかっ
た．

ゆえに左上肢の VA しか選択肢は無いと判断し，左
上腕橈側皮静脈-左内頚静脈グラフト移植を行った．

本症例の手術シェーマを図 9 に示した．

3　日常管理

高齢者の VA では，血管の荒廃している症例や，心
機能が低下している症例が多く，通常のシャントが作
製できないことが多い．そのため動脈表在化を選択せ
ざるをえない場合もある．

VA は使用中においても，日頃からの管理が大切で，
日常の管理がその開存成績を左右すると言っても過言
ではない．透析のスタッフは患者が透析室に来る度に
表 6 の項目をチェックすべきである．

また患者にも表 7 のような観察を行ってもらうとよ
い．

異常を見つけたらすぐにスタッフに連絡をしてもら
うことが大事である．スタッフおよび患者が VA のチ
ェックを行うことで，シャント不全の 8 割は早期に発
見できる．

高齢者の VA 修復では，表在静脈の荒廃や動脈硬化
が初回の VA 作製時よりさらに進行し，心機能もさら
に低下していることがあるので，初回 VA 作製時より
もさらなる注意が必要であることが多い．また PTA

においては，血管が破綻するかもしれないと思いなが

図 7　末梢へ向かう血管を中枢向きに

図 8　静脈形成の完成シェーマ

表 6　日常業務の中での注意点（医療者側）

1. シャントの観察
　  （シャント音，腫脹，発赤，疼痛，血腫）
2. 血流は十分に出るか
3. 静脈圧はいつもどおりか

表 7　患者が行う日常のシャント観察

1. シャントのスリルはいつも通りか（触診）
2. シャント音はいつも通りか（聴診）
3. シャント周囲に赤みはないか（視診）
4. シャント周囲の腫れはないか（視診）
5. シャント周囲の痛みはないか（自覚症）
6. シャント周囲の熱はないか（自覚症）

異常を見つけたら透析スタッフにすぐ相談を！図 9　左上腕橈側皮静脈-左内頚静脈グラフトのシェーマ

6 mm×20 cm
E-PTFE左内頚静脈

左橈側皮静脈

鎖骨
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ら，ワンサイズ下のバルーンを選択すべきである．

おわりに

わが国の 75 歳以上の人口割合が 11.1％ であるのに
対し，当院の 75 歳以上の VA 手術の割合が 28.0％，
80 歳以上のそれは人口比率の 6.42％ に対し 13.0％ と
いう事実は，透析患者は一般人口よりもさらに高齢化
している集団であるということである．高齢者の VA

の作製・維持管理・修復においては，患者ひとり一人

の血管状態・皮膚の状態・心機能・ADL 等々に注意
を払ってその治療に臨むべきであろう．

文　　献

1） 厚生労働統計協会：厚生の指標　増刊　国民衛生の動向　
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療法の現況（2010 年 12 月 31 日現在）； 日本透析医学会，
2011．
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要　旨

高齢透析患者の医学的問題点は透析導入後の生命予
後の悪さ，導入後の ADL/QOL の急速な低下である．
透析非導入率が極端に少ない本邦において，臨床医の
印象で短期予後，導入後の ADL/QOL の改善が不良
と予想される場合にも透析導入せざるをえないケース
が多いと考えられる．現在のところ本邦の高齢透析導
入患者における，導入後短期予後規定因子については
わかっていない．そこで，日本透析医学会統計調査委
員会のデータを使用した結果から，導入時高齢透析患
者の予後・問題点について検討していく．

はじめに

一般人口のみならず透析患者の高齢化も著しく進み，
透析医学会統計調査委員会の発表した 2011 年末透析
患者の平均年齢は 66.5 歳，同年の透析導入患者の平
均年齢は 67.8 歳と，「前期高齢者」の定義である 65 歳
以上を超えている．特に「後期高齢者」と言われる 75

歳以上（から 80 歳まで）の導入が男女とも最も多い
年齢層であり，さらには「平均寿命を迎えるような 80

歳」を超える超高齢者の透析導入は年々増加し，2011

年末調査では全導入患者の 19.8％ を占めるに至って
いる（2005 年は 15.0％）1）．

このような高齢透析患者の問題点は透析導入後の生
命予後の悪さ，導入後の ADL/QOL の急速な低下とい

う医学的な問題と，高い介護度や医療介入のための医
療費高騰という社会的な問題に集約されるであろう．
欧米ではこの問題に関する多数の報告があり，予想以
上に透析導入後の肉体的・精神的機能が悪化する実態
を示している．本邦においてはこのような報告はほぼ
皆無であり，欧米人と日本人では一般人口の平均寿命
も異なり，特に透析患者の生命予後の差は著しい状況
で，欧米のデータを当てはめるのは適切ではないと考
えられる．そこで，本稿では本邦の高齢透析患者の予
後について，欧米諸国と比較しつつ，透析医学会統計
調査のデータベースの結果から問題点をあげていきた
い．

1　新規透析導入高齢患者の導入後予後 
　　　――　欧米からの報告

イギリスからの多施設前向きコホート研究では，70

歳以上で透析導入となった高齢者の導入後予後を調査
しているが，75 歳以上の 3 カ月，1 年死亡率はそれぞ
れ 14.3％，31％，80 歳以上では 14.2％，46％ であり，
合併症が増えれば増えるほど予後は悪化することが示
されている2）．米国からは，USRDS（United States Re-

nal Data System）の 1996～2003 年に透析導入された
80 歳以上の患者 83,996 人の予後調査が行われている
が，80 歳以上の導入後 1 年死亡率は 46％ とやはり同
様の結果であった．また同年代の一般人口の平均余命
と導入後の余命を比較しているが，80～84 歳での透
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析導入患者では導入後の平均余命が 15.6 カ月である
のに対し，同年代の一般人口では 105 カ月と著明に悪
い．つまり，欧米では 80 歳以上の透析導入患者の 3

カ月死亡率は約 15％，1 年死亡率は約 50％ であり，
導入後の早期死亡が目立つ傾向にある3）．

また高齢者に限ったことではないが，導入時の併存
疾患（心血管疾患，末梢動脈疾患，鬱血性心不全，
Charlson index score など）の有無が予後に強く影響
することが知られている2, 4, 5）．フランスの 75 歳以上
の導入後 6 カ月以内の死亡に関与する導入時要因を特
定したコホート研究では，全体の 6 カ月死亡率は 19

％ であった．年齢は早期死亡には関連しておらず，
BMI＜18.5，糖尿病，鬱血性心不全 NYHA 3～4，末梢
動脈疾患，不整脈，活動性悪性腫瘍，重症な行動障害，
移乗に全介助を要する状態，非計画導入が 6 カ月とい
うのが，導入後早期死亡の独立した危険因子であると
特定された6）．他の報告でも，ADL や社会的状況も予
後に強く影響する傾向にあり，これらは高齢者特有の
問題点であると言える3, 5）．

2　本邦における高齢透析患者・新規導入高齢患者の 

　予後

まず本邦における若年者も含めた維持透析患者全体
としての生命予後は欧米諸国と比較してどうだろうか．
DOPPS（Dialysis Outcomes and Practice Patterns 

Study）のデータでは，日本人透析患者の死亡に対す
る相対危険度を 1 とした場合に，欧州では 2.84 倍，
米国では 3.78 倍の死亡リスクが上がる7）．また導入後
の透析患者全体としての予後も，2004 年における日
本人の 1 年生存率は 86.4％，同年米国人の 1 年生存率
は 74％ であり，明らかに良好である1）（USRDS annual 

data report 2012）．
次に高齢透析患者の平均余命はどうであろうか．日

本透析医学会調査によると，80 歳の維持透析患者の
平均余命は 3.82 年であり，同年代一般人口の 8.26 年
に比較すると当然悪い結果であった．しかし，80 歳
の維持血液透析患者でも約 4 年の平均余命を保持して
いることは，本邦の透析医療の質の高さを物語ってい
るとも言える8）．

本邦からは，透析導入後の死亡に影響する導入時要
因について単施設からの報告がある．平均 74 歳の高
齢透析導入患者の，透析導入後退院できず死亡した症

例と導入後退院した症例を比較検討したコホート研究
では，入院中に退院できず死亡した症例であるために
導入後生存期間中央値は 35 日（範囲：15～178 日）
であった．このような患者群では多変量解析の結果，
緊急導入，低アルブミン血症，脳血管疾患の既往が独
立した危険因子として特定された9）．

3　本邦の高齢透析患者の予後において 

　わかっていること，わかっていないこと

以上のように，本邦の維持透析患者全体および高齢
透析患者においてわかっていることは

①　維持透析患者全体としての生命予後は欧米と比
較して圧倒的に良好である

②　新規透析導入患者全体としての導入後予後も米
国と比較して圧倒的に良好である

③　維持高齢透析患者の平均余命は一般人口と比較
すると当然悪いが，米国ほどの乖離はない

である．逆にわかっていないことは，「高齢透析導入
患者の導入後予後」であり，透析患者としての生命予
後が明らかに良好な本邦においても，高齢導入患者の
導入後予後が本当に良好であるかどうかは不明である．

4　日本透析医学会透析調査委員会データを用いた 

　導入時高齢患者の導入後予後調査

そこで，我々はその疑問を調べるために，日本透析
医学会統計調査委員会のデータを用いて，導入時高齢
患者の導入後予後について検討した．

データは，日本透析医学会統計調査委員会データセ
ット（JRDR-09005）から，2007 年に透析導入した患
者の，①基礎情報，②転帰，③導入時要因，を用いた．
①基礎情報には年齢，性別，透析の modality，導入年
月日，②転帰には生死，死亡年月日，死亡原因，③導
入時要因には原疾患，導入時採血所見，導入時腎機能，
併存合併症，日常生活障害度，vascular access の種類，
導入前の腎臓専門医への紹介のタイミング等が含まれ
ている．

4-1　検討 1

（1）　目　的
80 歳以上の高齢透析患者の疫学（原疾患・死亡原

因・死亡率）を調べる．
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（2）　対象・方法
対象は最大 1 年間予後追跡が可能であり，転帰が判

明している 2007 年に血液透析導入された 20 歳以上の
患者 30,467 人（図 1 のコホート 1）．研究デザインは
記述疫学研究であり，評価項目は 20 歳から 64 歳，65

歳から 79 歳，80 歳以上の各年齢階層における，3・
6・12 カ月死亡割合，死因，原疾患について検討した．

（3）　結　果
2007 年に透析導入した全患者の 1 年死亡割合は

14.7％ であった．特に 80 歳以上の超高齢者の 1 年死
亡割合は 30.0％ であった．そのなかでも 3 カ月死亡
割合は 15.8％ と，1 年以内に死亡する患者の約半数は
3 カ月という超早期に死亡していることがわかった．

原疾患では 80 歳を超えると糖尿病性腎症での導入
が減り，慢性糸球体腎炎 26.9％，糖尿病性腎症 25.6％，
高血圧に起因する腎硬化症が 21.1％ であった（図 2）．
79 歳以下の分布と比較して明らかに糖尿病性腎症の
割合が減少し，腎硬化症の割合が著増する．また頻度
は少ないが，80 歳以上では急速進行性糸球体腎炎の
割合が 2.1％ と増加する．1 年以内に死亡する患者の
死因では，全年齢では感染症が心不全を抜いて第 1 位
である．80 歳以上では心不全での死亡が感染症によ
る死亡より多い．しかし 3 カ月以内の死亡となると各
年齢層とも感染症による死亡の割合が増加する．

4-2　検討 2

（1）　目　的
80 歳以上の高齢透析導入患者における，超早期死

亡（3 カ月以内死亡）に影響を与える導入時要因を調
べる．

図 1　対象患者

2007 年透析導入患者
n＝35415

除外（n＝4948）：
生年月日不詳
透析開始日不詳
１年未満の追跡
腎移植，腹膜透析
20歳未満の患者

除外（n＝25286）：
80 歳未満の患者

除外（n＝4527）：
導入時の採血所見，
併存合併症などの
導入時要因の欠損

コホート1
n＝30467

コホート2：
80 歳以上の透析導入患者

n＝5181

コホート3
n＝654

図 2　各年齢階層の導入時原疾患の割合
　CGN：慢性糸球体腎炎，DMN：糖尿病性腎症，HTN：腎硬化症，RPGN：急速進行性
糸球体腎炎，others：その他
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（2）　対象・方法
最大 1 年間予後追跡が可能であり，転帰が判明して

おり，導入時要因が充足している導入時年齢が 80 歳
以上の患者 654 人（図 1 のコホート 3）．研究デザイ
ンは過去起点コホート研究であり，評価項目は 3 カ月
以内に死亡する早期死亡群と 4 カ月以上生存した非早
期死亡群の両群間の導入時要因の比較と，そこから得
られた結果より早期死亡に影響を与える導入時要因を
多変量解析を用いて特定した．

（3）　結　果
早期死亡群は非早期死亡群に比べて有意に高齢で，

原疾患の分布が異なり（急速進行性糸球体腎炎が多
い），一時留置カテーテルでの導入が多く，日常生活
障害度が高度障害されている割合が高いことがわかっ
た．導入時検査所見では低アルブミン血症（血清
ALB＜3.0 mg/dl）の割合が多く，導入時腎機能は高い
腎機能で導入されている割合が高かった．また収縮期
血圧が低かった．導入時併存合併症では認知症，消化
管潰瘍，片麻痺，悪性腫瘍の有病率が有意に高かった

表 1　早期死亡群（導入後 3 カ月以内）と非早期死亡群（4 カ月以上生存）の導入時要因の比較

早期死亡群 非早期死亡群 P 値

患者，n 99 555
年齢 84.0

（四分位範囲 82.0，88.0）
83.0

（四分位範囲 81.0，86.0） 0.02

性別，n（男性/女性） 48/51 284/271 0.66
原疾患 ＜0.001
　CGN，n（％） 19（19.2） 157（28.3）
　DMN，n（％） 17（17.2） 148（26.7）
　HTN，n（％） 26（26.3） 137（24.7）
　RPGN，n（％） 11（11.1）   10（ 1.8）
　Others，n（％） 26（26.2） 103（18.6）
バスキュラーアクセス種類 ＜0.001
　AVF，n（％） 22（22.2） 314（56.6）
　一時留置カテーテル，n（％） 74（74.7） 209（37.7）
　その他，n（％）   3（ 3.0）   32（ 5.8）
日常生活障害度 ＜0.001
　軽度，n（％）   6（ 6.1） 172（31.0）
　中等度，n（％） 36（36.4） 286（51.5）
　重度，n（％） 57（67.7） 97（17.5）
晩期紹介，n（％） 67（67.7） 295（53.2） 0.007
検査所見
　Hb，＜10 g/dl，n（％） 78（78.8） 466（84.0） 0.20
　血清 ALB，＜3.0 g/dl，n（％） 63（63.6） 174（31.4） ＜0.001
導入時 eGFR（ml/min/1.73 m2） 0.002
　1st tertile，n（％） 37（37.4） 189（34.1）
　2nd tertile，n（％） 18（18.2） 195（35.1）
　3rd tertile，n（％） 44（44.4） 171（30.8）
収縮期血圧 ＜0.001
　＜100 mmHg，n（％） 11（11.1）     8（ 1.0）
　101～140 mmHg，n（％） 47（47.5） 167（30.1）
　＞141 mmHg，n（％） 41（41.4） 380（68.5）
併存合併症
　心筋梗塞，n（％） 17（17.2） 60（10.8） 0.07
　鬱血性心不全，n（％） 39（39.4） 175（31.5） 0.13
　脳血管障害，n（％） 28（28.3） 130（23.4） 0.3　
　認知症，n（％） 32（32.3） 110（19.8） 0.005
　消化管潰瘍，n（％） 15（15.2）   36（ 6.5） 0.003
　糖尿病，n（％） 26（26.3） 177（31.9） 0.27
　片麻痺，n（％） 12（12.1）   18（ 3.2） ＜0.001
　悪性腫瘍，n（％） 14（14.1）   40（ 7.2） 0.02

CGN：慢性糸球体腎炎，DMN：糖尿病性腎症，HTN：腎硬化症，RPGN：急速進行性糸球体腎炎，others：その他．
AVF：自己血管内シャント，eGFR：estimated glomerular filtration rate，1st tertile：中央値 3.64（四分位範囲 2.98，4.06），
2nd tertile：中央値 5.37（4.89，5.88），3rd tertile：中央値 8.67（7.44，11.1）
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（表 1）．
上記の有意変数と性別などで調整した多変量解析の

結果，導入時高齢透析患者において，導入後 3 カ月以
内の早期死亡に影響を与える独立した導入時要因は，
急速進行性糸球体腎炎（慢性糸球体腎炎と比較して），
一時留置カテーテルによる導入（自己血管内シャント
と比較して），低アルブミン血症（血清 ALB≧3.0 mg/

dl と比較して），低血圧，悪性腫瘍の併存，日常生活
障害度の悪化であり，導入時腎機能は中央値 5.37（四
分位範囲 4.89, 5.88） ml/min/1.73 m2 程度の群（中央値
3.64 群と比較して）が最も良好であった（表 2）．

5　導入時高齢患者の予後および考察

①　本邦の 80 歳以上の導入患者の導入後 1 年以内
に死亡する割合は，欧米諸国と比較すると良好で
あるが，3 カ月以内に死亡する超早期死亡の割合
はほぼ同等で悪い．

先に述べた欧米からの報告では導入後 3 カ月死亡率
は約 14％ であり，本研究の結果では約 15％ であった
ためほぼ同等であると考えられる．一方，1 年予後で
比較すると欧米諸国の約 50％ に対し本邦では約 30％
であり，明らかに良好である．特に本邦においては，
1 年以内に死亡する約半数が導入後 3 カ月以内で死亡
するために，導入期に注意が必要であると考えられる．
その原因として，超早期死亡群には今回の結果より一
時的カテーテルの使用，つまり緊急導入が必要であっ
た症例が有意に多く，透析導入初年度の死因で多い感

染症と強く関連していると考えられる．実際カフなし
カテーテルの菌血症に対するリスクは，自己血管を用
いた内シャントと比較して 35 倍のリスクがあると報
告されている10）．

②　保存的加療（透析非導入）との比較
本研究の結果より，本邦においても高齢透析導入患

者の予後は悪く，早期死亡が予想されるような高齢者
には保存的加療の選択肢が必然的に出てくると考えら
れる．では高齢者において保存的加療を選択した場合
の予後はどうであろうか．欧米からの報告では，各報
告によって試験組み入れの状況（主に腎機能）が異な
るために平均生存期間がバラバラであるが，保存的治
療を選択した後の生命予後は 6 カ月から 24 カ月と幅
がある．

次に，透析導入群と保存的加療群で比較した研究に
よると，当たり前のことだが透析導入群の生命予後が
よい．GFR 10.8 ml/min/1.73 m2 となった時点からの生
存期間を，保存的加療群と，その後に透析導入した導
入群で比較した試験では，透析導入群では平均生存期
間は 37.8 カ月であり，保存的加療は 13.9 カ月であっ
た．しかし完全に病院に来ない日（hospital free days）
に関しては，両群間に差は認めなかった11）．つまり，
生命予後は透析導入したほうが良好であるが，QOL

や生活の質を考えると，特に高齢者，かつ導入後の短
期予後が悪いと予想されるような患者は保存的加療の
選択も考慮しなければならないと考えられる．しかし，

表 2　早期死亡に影響を与える導入時因子の多変量解析

変　　　数 相対リスク 95％ 信頼区間 P 値

原疾患
　DMN（vs CGN）   0.88 0.40～1.95 0.76
　HTN（vs CGN）   1.28 0.61～2.66 0.51
　RPGN（vs CGN） 13.2 3.94～44.4 ＜0.001
　Others（vs CGN）   1.17 0.54～2.53 0.69
バスキュラーアクセス種類
　一時留置カテーテル（vs 自己血管内シャント）   2.24 1.25～4.03 0.007
血清 ALB＜3.0 g/dl（vs ≧3.0 g/dl）   1.84 1.08～3.12 0.03
100≦収縮期血圧＜140 mmHg（vs ＜100 mmHg）   0.23 0.07～0.78 0.02
収縮期血圧≧140 mmHg（vs ＜100 mmHg）   0.09 0.03～0.32 ＜0.001
悪性腫瘍あり（vs なし）   2.23 1.01～5.00 ＜0.05
eGFR tertile
　2nd（vs 1st）   0.45 0.22～0.93 0.03
　3rd（vs 1st）   1.36 0.76～2.46 0.3　
日常生活障害度
　中等度（vs 軽度）   2.45 0.95～6.35 0.07
　高度（vs 軽度） 10.6 4.00～28.0 ＜0.001
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本邦の透析非導入率は欧米諸国と比較すると著しく低
く，英国・カナダでは約 16％，米国では 5％ 以下，日
本（北海道）では 3.2％ であった12）（大平先生 personal 

communication）．これには様々な理由があると考えら
れるが，本邦においては国・学会レベルでのガイドラ
インが存在しないために，今後，日本透析医学会で慢
性血液透析の非導入と継続中止に関するワーキンググ
ループから提言という形で指針が作成される予定であ
る．

③　一般的に予後不良と考えられている糖尿病性腎
症や腎硬化症は超早期死亡の危険因子ではない．
急速進行性糸球体腎炎は頻度こそ少ないが高齢者
に多い疾患である．また 80 歳を超える集団であ
れば年齢は予後に影響しない．

中井らの報告によると，75 歳以上の高齢透析導入
患者の導入後予後を原疾患別で比較した結果，慢性糸
球体腎炎，腎硬化症，糖尿病性腎症ともまったく差を
認めなかった．一方で 45～59 歳の若年群では糖尿病
性腎症が明らかに予後不良であり，腎硬化症も慢性糸
球体腎炎に比べて予後が悪い13）．本研究でも同様の結
果となり，超高齢者においては，糖尿病性腎症や腎硬
化症などの頻度の高い原疾患では導入後生命予後の影
響は少ないと考えられる．

また年齢は多変量解析の結果，独立した早期死亡の
危険因子ではなかった．このことは透析導入，非導入
を年齢のみで判断できないことにつながり，超高齢者
においては暦年齢より医学的な肉体年齢を重視すべき
であると考えられる．

④　日常生活障害度が超早期死亡を予測する独立し
た危険因子である．

日常生活障害度はほぼ ADL（activities of daily liv-

ing）を意味しているが，旧厚生省研究班作成の慢性
腎不全透析導入基準の中の 1 項目である．我々が日常
生活障害度の度数をつける際に，患者の外観・様子つ
まり「見た目」で決定しているのではないかと推測さ
れる．もちろん日常生活障害度は様々な併存疾患や患
者特性によっても強く影響を受けると考えられるが，
本研究においては高度障害が独立した導入後予後に影
響する結果であった．実際に「Would I be surprised if 

this patient died in the next year?（この患者が 1 年以内

に死亡したら驚くだろうか？）」という「見た目」を
中心とした印象の質問である surprise question（SQ）
を，医療従事者が「驚かない」と答えた患者は，1 年
予後あるいは 6 カ月予後の有意な予測因子となること
が示されている14, 15）．

また，高齢者においては透析導入自体が著明に ADL

を低下させることが知られており，導入後 1 年の時点
で導入前 ADL を維持できている割合は 1/8 程度しか
認めなかった．この研究では多変量解析の結果，透析
導入自体が ADL 低下の危険因子であると結論してい
る．特に導入後 6 カ月以内に ADL の低下のみならず
死亡率も急増していることが示されており，導入前の
ADL のみならず導入後に急激に ADL が低下する高齢
者も早期死亡の高リスクであることがわかる16）．

まとめ

透析患者の生命予後が良好である本邦においても，
平均寿命を迎えるような超高齢者の導入後超早期予後
は欧米並に悪い．特に低栄養，低血圧，カテーテルを
用いた緊急導入や日常生活障害度の低下した高齢者の
予後が悪いことがわかった．透析非導入が極端に少な
い本邦において，導入後早期死亡が予想される超高齢
者においては保存的加療を選択することも考えなけれ
ばならない．

なお，本研究は平成 21 年度日本透析医学会統計調
査委員会公募研究で採択されたものである．
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要　旨

第 17 回透析保険審査懇談会を平成 24 年 6 月 22 日
（金）18～20 時，北農健保会館で行いました．事前に
行ったアンケート（検討事項：53 件，要望事項など：
62 件）のうち主な討論内容をここに報告します．

はじめに

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

1　検討事項

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

1-1　基本診療料

（1）　自立支援医療関連
①　更生医療の適用範囲について，線引きが難しい

ため，はっきりとしたガイドラインがあればと思
います．

②　生保と更生医療の併用の請求が難しい．判別し
にくいものもあるし，手間もかかるのでなんとか

してほしい．
［討論内容］　従来，文書で出されている透析関連分

とは，透析そのものとシャントに係わる項目だけで，
合併症治療などは障害者医療（更生医療）の対象とな
らないとされています．それでは患者や施設にとって
不都合なことが多すぎるため，主治医の良識的な判断
に従って分類するということで，日本透析医会と厚生
労働省の間では了解がとれています．

実際には，風邪など，ごく限られた項目（たとえば
転倒打撲部位に対するシップ）のみを，医療扶助（生
保）として請求することが多いと認識しています．

この問題は，昨年に続き議論がだされましたが，昨
年以降，特に状況に変更はなく，また，他の都道府県
でも新たに問題になったところは出ていないとのこと
でした．

この議論に関しては過去の保険審査委員懇談会でも
何回か議論してきました．医会雑誌 Vol. 23，No. 3，
357 頁，2008 年もご参照ください．

1-2　医学管理等

（1）　慢性透析患者外来医学管理料（慢透）関連
①　最近，慢性維持透析患者外来医学管理料以外の

検査を行ったときにコメントが必要とのことで，
各検査についてコメント数が増加しています．こ
のようなコメントではなく，病名より判断してい
ただきたい．また，骨塩定量検査などは，二次性
副甲状腺機能亢進症の病名で判断していただきた
い．

医療制度・医療経済

第 17 回透析保険審査委員懇談会報告

太田圭洋　

日本透析医会適正医療経済・制度調査研究委員会
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［討論内容］　病名の記載に関しては，各県で対応は
異なるものの，多くの県では，コメント（注記）より
も病名のほうが優先すると考え，病名で理解可能なも
のに関しては，コメントがなくても査定していない県
が多かったです．

再審請求の場合も，その旨を記載し査定していない
県もありましたが，保険者再審でコメントがないこと
が指摘された場合には，査定せざるをえないとの意見
もありました．全体としては，コメントはつけておく
ほうが無難であるとのことでした．

ちなみに，必要性を摘要欄に記載することは，平成
16 年 2 月の保医発（いわゆる課長通知）で示されて
います．ただし対象は検体検査です．

（2）　特定疾患療養管理料
①　特定疾患療養管理料の算定について，慢性腎不

全と同様（主病は 1 つとは限らない）の医学管理
を行っている特定疾患があり，算定要件に合致し
ていれば算定可能と聞きましたが，算定すると査
定されます．レセプト上，なにかコメントがあれ
ば認められるのでしょうか？

［討論内容］　昨年の懇談会では数県で認めていない
とのことでしたが，今年の会では 1 県では認めていな
いが，あとは認めているとのことでした．ただ，やは
り今年も主病をどのように考えるかに関して議論がな
されました．議論の内容は平成 18 年の懇談会の時と
大きな変化はありませんでした（詳しい内容は日本透
析医会雑誌 Vol. 21，No. 3，399～400 頁，2006 年をご
参照ください）．

1-3　検　査

①　体液量管理を目的とする心エコー，体液量測定
は認めてよいか？

［討論内容］　一昨年の議論では，画一的な検査では
なく，症例を限定して実施している場合には多くの県
で認めているという結果であり，今年もほぼ同様でし
た．

②　シャント狭窄（疑い），シャント不全（疑い）
でのシャント超音波検査（350 点＋a）について．
昨年の懇談会において原則として認めないという
立場に対する反対意見はなかったが，社保支払基
金で行った全国調査で約半数の都道府県で認めて

いるとの結果であった．いかがすべきか？
［討論内容］　以前の議論では，画一的な検査ではな

く症例を限定して実施し，請求に関しては必要性のコ
メントがあれば認めている県が多かったですが，本年
の議論でも，やはりスクリーニングとして実施してい
るものは，認めていない県が多かった．ただ，今年の
議論で PTA の 90 日縛りがでてきたため，もうすこし
寛容に認めていいのではという意見も出されました．
ただ，全体としては必要性のコメントは不可欠との意
見が多く，またドップラーに関しては原則認めないと
いう県と，これも必要性やデータを示せば認めている
県に分かれました．

③　慢透に含まれる検査項目は入院等で連月（病名
を附記し）することは可能か？

［討論内容］　ある県で，慢透に入っている検査（例
えば甲状腺機能やフェリチン等）を，病名をつけて毎
月だしてくる施設があるとのことでした．これに関し
ては，すべての都道府県で，やはり必要性が認められ
ると判断できなければ，慢透に入っているという理由
だけで，認めるということはありませんでした．

④　慢透に含まれていない検査で，HBc 抗体，
HCV コア蛋白が，減点されてしまいます（6 カ
月に 1 回の検査）．そして，再審査請求しても通
りませんでした．

⑤　院内感染対策の一環として，B 型肝炎や C 型
肝炎等の感染症の検査を定期的に行うことを勧め
ているが，保険審査上は認められていない．

［討論内容］　昨年の懇談会では，HBs 抗原マイナ
スで HBs 抗体もマイナスの症例で HBc 抗体が陽性の
患者が，全透析で 2 割くらいいるとの発言もあり，一
部の県では，年 1 回の HBc 抗体がスクリーニングで
出てきても通しているが，多くの県では認めていない
ということでした．肝炎ウイルス関係の保険上の取り
扱いでは，肝臓の専門の先生方が，各県の支払基金で
のルールを決めておられる場合が多く，今年の議論で
も，昨年度と特に状況の変化は，各県で見られないと
のことでした．

⑥　経皮的動脈酸素飽和度測定について，毎回（13

回）とれないのは何か必要な条件があるのでしょ
うか．

［討論内容］　今回，初めて議論されましたが，酸素
吸入をしている患者に関しては，13 回通している県と，
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半分にしている県がほぼ半々という状況でした．また，
酸素を必要とする基礎疾患が必要であるという県があ
りました．

13 回の半分しか認めない理由として，ある県から，
入院で 31 日実日数で酸素を吸っていても 14～15 回程
度としているため，他の医療とのバランスを見て半分
にしているという報告がありました．

⑦　鼻腔 MRSA 検査について．入院透析であれば
鼻腔 MRSA が検査でき，バクトロバン塗布によ
る除菌が可能だが，通院透析患者では査定されて
しまう．ガイドライン上「透析患者では MRSA

を除菌すべき」となっているので，通院患者の
MRSA 検査・除菌治療を認めるべきである．

［討論内容］　この問題に関しては，外来では認めて
いないという意見，また診療的に意味がないので除菌
は認めていないとの意見がだされました．各県の審査
委員個々で判断されている状況のようでした．

⑧　b2MG を透析前後で計 2 回，同一患者に施行す
ると，1 回に減査定される．

［討論内容］　外来においては，慢透に b2MG は包
括されていますが，通知において「透析導入後 5 年以
上経過した透析アミロイド症に対して，ダイアライザ
ーの選択に当たり b2MG 除去効果の確認が必要な場
合においては，その選択をした日の属する月を含めた
3 か月間に，b2MG 検査を月 2 回以上実施する場合に
おいては，当該 2 回目以後の検査について月 1 回に限
り，慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算
定する．」とされています．

出来高請求においては，前後を測れば月 2 回実施に
なるわけですが，これに関しても，そもそも前後を測
定する必要があるか，透析前値だけで十分なのではな
いかとの意見も出され，意見は集約されませんでした．

1-4　投薬・注射

①　慢性腎不全患者のビタミン欠乏症（例：ビタミ
ン B 欠乏症，C 欠乏症）の病名に対しどこまで

（期間も含め）投与を認めるか？
［討論内容］　もともと，ビタミン剤（B，C）の投

与に関しては「入院時生活療養費に係る生活療養の食
事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者
以外の患者に対して投与されたビタミン剤については，
当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は

代謝異常であることが明らかであり，かつ，必要なビ
タミンを食事により摂取することが困難である場合そ
の他これに準ずる場合であって，医師が当該ビタミン
剤の投与が有効であると判断したときを除き，これを
算定しない．」とされていました．

今回の改定では，B，C 以外のビタミン剤も同様に
取り扱うとの改定がありました．

各県の状況を確認したところ，今のところ，とくに
ビタミン剤に関しては，病名が出ていれば，特別な制
限をかけているところはないということでした．

②　腎性貧血に対する原疾患病名は必要か？ なけ
れば査定か？ （慢性腎臓病名，糖尿病性腎症：
早期は相当するか，慢性糸球体腎炎，腎硬化症等）

［討論内容］　保存期の CKD 患者に対する ESA 投
与に関してと思われますが，腎臓病名がない状態での
腎性貧血は病名漏れなので返戻するという県が多数あ
りました．ただ，ほぼすべての県で，細かな原疾患名
ではなくて慢性腎臓病，慢性腎不全でも可としている
とのことでした．

③　療養病棟でのカテーテル透析について．前回
（平成 22 年度）の改定で，療養病棟では，バスキ
ャスや長期留置カテーテル等のカテーテル挿入，
留置や中心静脈栄養がまったく請求できないこと
になりました．現在，なぜか，ポート埋め込み型
の留置カテーテルのみ請求可能になっていますが，
なぜポート型は請求できるのかも根拠が不明です．
また透析用のポート型カテーテルがないので，困
っています．

［討論内容］　前回の改定で認められた緊急時ブラッ
ドアクセスカテーテル挿入の手技料は，G（注射）
005-2 の中心静脈注射用カテーテル挿入点数を準用す
るよう通知が出されたため（「緊急時ブラッドアクセ
ス用留置カテーテル（但し，カフ型緊急時ブラッドア
クセス用留置カテーテルを除く）を挿入した場合は，
中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する．」），
療養病棟では，挿入手技料は認められず，特定医療材
料も手技に伴う材料ということで認められなくなった
と考えられています．

IVH で使用するポート埋め込み型の留置カテーテ
ルは手術に伴うものであるため，療養病棟でも算定は
可能ですが，透析用のブラッドアクセスにはなりえま
せん．
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④　病院の性質上，急性腎不全や HD 以外の血液浄
化療法時に，血液浄化用ダブルルーメン（あるい
はトリプルルーメン）カテーテルを中心静脈に留
置する機会が多いのですが，手技の煩雑さとリス
クが高い手技にもかかわらず，いまだに中心静脈
カテーテル留置の点数だけとっています．数年前
から本手技に対する保険点数に関して話題になっ
ていたと思いますが，現状はいかがでしょうか．

［討論内容］　G（注射）005-2 の中心静脈注射用カ
テーテル挿入の 1,400 点で請求するものと思われます．

⑤　外来透析患者でオキサロール注（2.5 ng）とレ
グパラ錠 25 mg  1 錠を併用している患者のレグ
パラ錠が減点された．なにが問題か？

［討論内容］　病名が記載されているなら，当然，認
められるものと考えます．特に各県で減点していると
ころはありませんでした．なにか特殊な原因があった
ものと考えられます．

⑥　重度の腎障害がある場合，禁忌となる薬剤がか
なりあるので，透析患者には投与できない薬と注
射がある．投与すると必ず審査機関のコンピュー
ターにかかり減点される．ラジカット，ハベカシ
ン，フルカリック等．

［討論内容］　禁忌薬の投与が，審査コンピューター
で機械的にひっかかることが最近多いです．委員によ
っては，禁忌薬でも認めている方もおられましたが，
返戻をかけている先生もおられ，各県というよりは，
各委員でばらばらな対応のようでした．ただ，各県の
運営協議会のようなところで正式にルールとなると従
わざるをえないとの意見でした．

⑦　処方箋の回数を一律に 8 回までということには
日頃より疑問を感じている．

［討論内容］　昨年，ある都道府県では 9 回以上で一
律査定されているとの情報がありましたが，多くの県
では，必要で実施した場合には認められていました．

ただし定期投薬を分割投与し，処方回数が増加する
ことは問題であると認識しています．とくに分割処方
により一度に処方する薬剤を 7 種類以下とし，減点を
免れるというやり方は，この 4 月から審査現場で日計
表表示がされ，容易に見つかることとなったため，今
後，厳しい処置がありそうな気がします．

1-5　処　置

①　人工腎臓「3，その他の場合とは」について．
点数解釈本に「（エ）以下の合併症又は状態を有
する患者に対して行った場合であって，連日人工
透析を実施する場合や，半減期の短い特別な抗凝
固剤を使用する場合等，特別な管理を必要とする
場合」とありますが，敗血症を合併していても，
連日人工腎臓を実施していなかったり，特別な抗
凝固剤を使用していない場合には，人工腎臓 1 で
の算定は不可でしょうか？

［討論内容］　一昨年の懇談会において，人工腎臓 1

と人工腎臓 3（当時人工腎臓 2）の区別に関して議論
されました．これは青本に J 038-3 の人工腎臓「その
他の場合」を選択する条件として，エとして様々な病
態が（イ）から（ヌ）まで明示してある前に「以下の
合併症又は状態を有する患者（（ニ）から（ヌ）につ
いては入院中の患者に限る．）に対して行った場合で
あって，連日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い
特別な抗凝固剤を使用する場合等特別な管理を必要と
する場合」と記載されているわけですが，この文章を
どのように解釈するかによります．

多くの県では人工腎臓 1 での請求を認めているとの
ことでした．

②　社保の保険審査で，ここ最近問題となっている
事項がある．眼底出血や，消化管出血のときフサ
ンを使用し，人工腎臓「その他」での算定が 14

日できられることが出てきている．以前は，それ
なりの理由があれば通っていた．他県ではどうい
う傾向になっているでしょうか？

［討論内容］　前回の改定で 14 日間という日数が明
記されたものの，昨年は詳記があって，必要性がしっ
かりとわかる場合には 2 週間を超えても認めていると
いう県が半数くらいありました．ただ，後発品も出て
きているため，2 週間と決められた以上は，それらを
使用するなど工夫して，人工腎臓 1 で請求してくださ
いという意見も半数ほどありました．今年も，とくに
変化はありませんでした．

③　CAPD 療法における診療報酬請求書の記載要項
について．診療報酬請求書等の記載要項の中で，

「在宅自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤また
は特定保険医療材料を請求した場合は，摘要欄に
薬剤の支給量及び，支給日数などを記載すること
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（中略）」となっていますが，腹膜透析液の処方内
容や交換回数などの変更があることから，正確な
日数は困難であると考えられますが，各県の状況
をお尋ねいたします．

［討論内容］　記載要領には薬剤の使用量，使用日数
を記載することになっていますが，多くの県では，記
載がなくても認めているとのことでした．ただある県
では，非常に多量の請求が散見されたため，昨年から
各医療機関に指導して記載するようにしたとの報告が
ありました．

④　ESA について．PD で週 1 HD 併用療法を行っ
た場合，月 1 回ミルセラ投与は認められるのでし
ょうか（PD のための受診日と HD 日が重なった
場合）．

⑤　人工腎臓を CAPD と併用する場合の人工腎臓
の算定について．
ⅰ　人工腎臓（その他）＋薬剤費など 

ⅱ　人工腎臓 1

　人工腎臓を週 1 回で算定する場合はⅰ，ⅱのど
ちらで算定すべきか？
　週 2 回の場合は，週 1 回の人工腎臓＋薬剤費と
なっているが，この場合の人工腎臓もどちらで算
定すべきか？

［討論内容］　両質問は関連します．一昨年の懇談会
でも議論されましたが，PD＋HD の併用療法のさい
の HD の請求は，人工腎臓 1 か人工腎臓 3（その他）
かの議論になります．人工腎臓 1 での請求の場合には，
同日に投与される ESA は認められないと考えられま
す．

一昨年の議論では，併用療法のさいの人工腎臓は，
人工腎臓 3 にすべき条件に当てはまらないため，慢性
維持透析と考えられ，外来包括点数（人工腎臓 1）で
請求すべきとの意見がありました．そのさいには，同
日での ESA 投与は認められないと解釈されます．

しかし，週 2 回 HD を併用した場合の扱いに関して
の，平成 22 年 3 月 29 日付けで出された疑義解釈その
1 の問 122 において，「在宅自己腹膜潅流指導管理料
を算定している患者が週 2 回人工腎臓を行った場合，
2 回の手技は算定できないが，包括薬剤（エリスロポ
エチン・ダルベポエチン製剤）は別に算定してよい
か」との問いに対して，「（答）薬剤費は別途算定でき
る．ただし，週 2 回人工腎臓を行った場合については，

1 回目の「手技料」を「2」の「その他の場合」で算
定する」と記載されています．

すなわち，CAPD 患者で週 2 回以上 HD を併用した
場合の請求方法に関しては，1 回目の HD の手技料は
人工腎臓 3 で請求し，2 回目以降は算定しないという
ことであり，そこから類推すると，週 1 回併用のさい
も，人工腎臓 3 で請求すべきではとの意見もあり，統
一されませんでした．

PD と HD の併用療法における HD を人工腎臓 3

「その他」で請求するのであれば，当然 ESA 製剤は請
求できることとなります．

今年の議論では，PD に週 1 回の HD 併用の時は，
やはり人工腎臓 1 で請求するべきとの意見がいくつか
出されました．理由は人工腎臓 3 で請求するには書い
てある要件を満たさないとダメだからでした．ただ，
議論は今年も統一されませんでした．

⑥　予定されていない，具合が悪くなった場合に臨
時で時間外等に行った透析に対して，再診料や処
置の時間外加算等が査定されました．そのかわり
に透析処置に夜間透析加算や休日加算が加算され
てしまいました．なにかコメントでも入れれば算
定通りに認められるのでしょうか．

［討論内容］　深夜帯で，完全に通常診療を行ってい
ない患者への透析に関しては，処置の時間外加算（8

割増し）でいいという意見が多かったですが，たとえ
ば月水金患者が，土曜日の通常夜透析を実施している
時間帯に臨時で透析を行うような場合には，通常の透
析点数＋夜間加算等で対応すべきであるという意見が
多数でした．

⑦　人工腎臓その他の場合，（ア）急性腎不全の患
者には，慢性腎不全の保存期から急性増悪で緊急
透析の場合は含まれますか？ また数日で離脱し
た場合，（イ）の透析導入期の対象とはならない
ですか？

［討論内容］　J 038-3 の「その他」の場合には，保存
期からの急性増悪が含まれると考えられます．数日で
離脱した場合には，導入期加算の対象にはなりません．

なお関連質問として，導入期加算が急性増悪の時に
とってあり，一度離脱し，再導入になった時の 2 回目
も導入期加算をとっている症例での保険者再審請求が
あった例があり，その場合，最初の月のものを査定す
るのが正解と考えます．
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⑧　「透析液水質確保加算 2」の施設基準で，血液
透析濾過用の置換液を作成し使用していること，
とありますが，置換液を作成していないところは
算定してはだめでしょうか．

⑨　「透析液水質確保加算 2」について．当院では
オンライン HDF は行っていませんが，水質検査

（エンドトキシン・生菌）に関しては条件をクリ
アしています．その場合は加算の 2 がとれるのか．
とれる場合は厚生局への提出内容でさらに必要な
ものがあるのか教えていただきたい．

⑩　on-line 治療を行っていない患者（水質が「水
質確保加算 1」の水質しか担保できていない装
置）においても，「水質確保加算 2」の申請がで
きる回答と理解できるがいかがなものか？ メー
カーにおいては，1 台 on-line 用の装置を購入す
れば全台「水質確保加算 2」が申請できるとの主
張があるが，正しいか？

［討論内容］　今回の改定で新しくできた加算なので，
これら以外にもさまざまな質問が出されました．施設
基準によると「血液透析濾過用の置換液を作成し，使
用していること」と示されている一方，厚生労働省保
険局の Q & A では，「人工腎臓の慢性維持透析濾過

（複雑なもの）を行っている患者がいない場合も，体
制が整っている場合には，透析液水質確保加算 2 を算
定して差し支えない」と書かれています．

この Q & A の「体制が整っている場合」とはなに
を指すかに関して，さまざま議論されましたが，少な
くとも 1 台はオンライン用の機械がなければダメとい
う意見が多数でした．ただ，施設基準であるので，施
設基準を申請して認められれば，すべての患者に請求
できるということに関して異論は出されませんでした．

⑪　オンライン HDF で使用できるヘモダイアフィ
ルターの種類が 3 メーカーからしか出ていないの
に，HDF にヘモダイアフィルター使用を制限す
るべきではない．

［討論内容］　4 月以降，HDF にはヘモダイアフィ
ルターの使用が必要となると考えられています．ただ
今年の懇談会の時点で，厳密に運用されているのは 3

県に限られ，他の県では過渡期として，ダイアライザ
ーが出てきても認めているとのことでした．

⑫　HDF（人工腎臓 3・その他）は出来高計算をし
ますが，人工腎臓 1 で計算した場合と，さほど変

わらないのですが区別していったほうがよいので
しょうか（現在，区別して請求していますが）．

［討論内容］　オフライン HDF を実施し，人工腎臓
1 で請求し，置換液代は請求しないということかと思
われますが，通知において，人工腎臓 3「その他」で
請求する条件として「ウ. 血液濾過又は血液透析濾過
を行った場合」と記載されていますので，人工腎臓 3

で請求するべきと考えます．
オンライン HDF を 5 時間実施した場合，人工腎臓

1 の 5 時間以上のほうが，人工腎臓 2「複雑なもの」
より請求金額が高くなりますが，人工腎臓 2「複雑な
もの」で請求すべきとの意見に異論は出されませんで
した．

1-6　手　術

①　DPC の時ペンレステープ 50（手術）での請求
の場合，認めるかどうか？ ご検討下さい．

［討論内容］　現在，40 の処置に伴う薬剤として請
求するようになりました．ただ 50 の手術で出てきた
場合も査定している県はほとんどないとのことでした．

②　シャント拡張術時の血管造影用ガイドワイヤー
が減点された．術時必要な物であるが，請求不可
か？

［討論内容］　シャント PTA 時の材料に関しては，
アクセス研究会での各県のアンケート結果をご報告い
ただきました．その結果では，バルーンに関しては，
特殊型を使って全部認めるところはまだ比較的少なく
て，全部認める県もあるし，バルーンの本数に関して
は原則 1 本のところが多いです．2 本以上使っても詳
記があれば OK という県が 4～5 県あります．何本で
も OK という県も 1 県ありました．それから，特殊型
はやはり詳記があったほうがいいという県が多かった
です．ガイドワイヤーの本数に関しても，必要があっ
てガイドワイヤー 2 本，シースを 2 本使用した場合，
きちんとした詳記があれば OK という県が多かったが，
シースもバルーンも原則絶対 1 本しかダメという県も
あったとのことで，かなり県によってバラつきがある
とのことでした．総論として，複数使用せざるをえな
い場合には，きちんと詳記を書くべきだとのことにな
りました．

③　PTA 術で，経皮的シャント拡張術・血栓除去術
18,080 点を算定する患者と，頻回に実施される可
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能性がある患者で血栓除去術 3,130 点を算定する
患者が混在してもよいのか．

④　シャント PTA（K 616-4）の 3 ヵ月ルールにつ
いて．「内シャント血栓除去術（K 608-3）で手技
料，材料費，薬剤費の請求を行った場合には，3

ヵ月以内であっても再度の請求は可能であるが，
病状詳記が必要と思われる」という九州厚生局か
らの回答あり．いわゆる抜け穴であるが，根本の
PTA（K 616-4）診療報酬規定がおかしい．サテラ
イト⇔基幹病院の病診連携に重大な支障を生じる．

⑤　シャント PTA の 3 カ月とれないということは，
間で従来の PTA を加算してもよいのか？ 〈補
足：文章が意味不明確ですが，「3 ヶ月に一回に
限り算定する．」新点数を取った時，翌月に施行
した PTA は従来の点数（K 607-2 血管結紮術，そ
の他のもの，3,130 点）を取ってよいか？ ある
いは，PTA を施行した時に従来の点数で算定し
た場合，翌月も従来の点数を取ってもよいか？
という意味でしょうか？〉

⑥　経皮的シャント拡張術・血栓除去術について．
ⅰ平成 24 年 2 月 17 日　PTA 実施，平成 24 年 5

月 9 日　PTA 実施，ⅱ平成 24 年 4 月　診療報酬
改定で新設された算定条件「3 ヶ月に 1 回の限り
算定」とあるが，起算月を 4 月からとし，5 月 9

日の PTA は算定できると考えてよいか？
［討論内容］　その他にも，今年設定された K 616-4

（経皮的シャント拡張術・血栓除去術）18,080 点の運
用に関して，多くの質問が出されました．新しい K 

616-4（経皮的シャント拡張術・血栓除去術）18,080

点での請求を行った場合，3 カ月以内に PTA が必要
になった場合，18,080 点の手技料も，カテーテル代も
請求することはできません．ただし，K 616-4（経皮
的シャント拡張術・血栓除去術）以外の手術料（例え
ば血栓除去術 3,130 点や血管移植術 23,300 点等）は従
前と同様請求できるものとなっています．

今回，PTA を実施して，今まで準用していた 3,130

点の血栓除去術＋PTA カテでの請求が可能かどうか
議論されましたが，新規に PTA に手術料が設定され
た以上，血栓除去術の 3,130 点は，あくまで血栓除去
をすることに対する手術料となり，いままでどおりの
請求をすることは認められないということで意見は集
約されました．したがって，3 カ月以内に頻回に PTA

を実施する場合に，3,130 点＋PTA カテ代で請求する
ということ（⑤）は認められません．

また PTA を実施し 18,080 点の請求をして 3 カ月以
内にシャント閉塞をきたしたさいに，血栓除去術

（3,130 点）を施行し，そのさいに狭窄部位があり PTA

カテを使用し血管拡張を行った場合，血栓除去術に伴
う手術材料ということで，カテが請求できるか議論さ
れました．これに関しては，血栓除去術は請求できる
がカテ代は無理だという意見や，経皮的ではなく（シ
ース等使用せず）行っている場合には K 616-4 に当た
らないため，血栓除去術に伴う手術材料として認めて
いいのではないかという意見も出されました．

今回，3 カ月以内に実施した場合には技術料のみな
らず，材料費も請求できない事に関して，特に二つの
医療機関にまたがる場合に大きな問題が起こり，地域
の医療連携に障害が起こっていることが報告されまし
た．

ただ，二つの医療機関にまたがる場合には合議で配
分を決めることとされ，大阪のように折半にするよう
なローカルルールを作成した都道府県もありました．
しかし公的病院の場合，そういうお金を受け取る口座
もなく運用が難しいという報告もあり，そのさいには，
前に K 616-4 を施行した医療機関がレセプトを取り下
げ，後で実施した公的病院で請求したらどうかとの，
請求方法に関する工夫も提案されました．

今現在，各地域で試行錯誤がされているという状況
のようでした．

⑦　シャント血管に対するステント留置について認
めていますか？

［討論内容］　一昨年の議論では，多くの県では，し
っかりとしたコメントがされていれば認めているとの
ことでした．ただ特定保険材料として認可されている
のは末梢の動脈であることから，本来的には難しいの
ではという意見も出されました．しかし，どうしても
ステントを留置せざるをえない必要性がわかるような
詳記があれば認めているという県が多いようでした．

これに関連して，シャントの吻合部を超えて橈骨動
脈そのものが狭窄しているような症例に対して，PTA

を行った場合は，四肢の末梢動脈の点数で請求してよ
いか，との質問も出されました．それに対しては，明
らかに動脈であるということがわかれば，四肢の末梢
動脈の点数で良いのではないかという意見が出され，
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特に反論は出されませんでした．
⑧　リクセルの使用に関して手根管症候群の手術を

行っている必要があるかどうか．
［討論内容］　特に「透析アミロイド症という病名が

ついていれば，1 年ルールをしっかり守っているので
あれば認めているという都道府県がありましたが，全
国的には，やはり手術がされており b2MG の沈着が
認められる等，記載されている条件を満たす必要があ
るとの意見が大半でした．

2　要望事項

今回も 62 件という多数の要望がありました．以下
に診療行為別に記します．

2-1　基本診療料

①　90 日を超えての入院について（一般病棟 13：1，
15：1）．今まで透析を施行している事により除外
の扱いで入院料を算定してきたが，10 月からは
除外が廃止され，2 択より選ぶ事になった．しか
し，長期入院が必要な患者の自宅や施設での受け
入れは難しく，そのまま入院されている方が多い
のが現状であるので，2 択どちらにしても減算に
なるのは必須である．

2-2　投薬・注射

①　処置薬剤の点数（イソジン液　5 cc 以下）が低
く，算定されなくなってしまったので復活して欲
しい．

2-3　リハビリテーション

①　現在介護保険と医療保険が同日に請求できない
こととなっています．そのため，介護保険でリハ
ビリを受けている患者（介護認定を受けている）
は，透析日に通所リハビリなどの介護サービスに
よるリハビリが受けられないため，非透析日にし
か，リハビリができません．

2-4　処　置

（1）　ESA

①　エリスロポエチン製剤を出来高に．
②　人工腎臓 1 の包括項目からエポジン注をはずし

てほしい．

（2）　人工腎臓 1 と 3 の区分
①　人工腎臓「3」その他の場合に，透析導入期（1

月に限る）の患者に対して行った場合という項目
が 2010 年 4 月の点数改定により追加されました．

「その他の場合」を算定時は，透析液，血液凝固
阻止薬，生理食塩液およびエリスロポエチンの費
用は別に算定できます．しかし，ミルセラ投与日
のみ時間区分ありの人工腎臓点数を上回りますが，
それ以外の日では透析液などを別に算定しても時
間区分ありの点数より下回ります．よって導入期
加算を算定しても意味がありません．以前のよう
に，人工臓器「3」その他の場合から，「透析導入
期の患者」という項を外してほしいと思います．

（3）　透析時間区分
①　透析施行時間について．基本 4 時間透析ではあ

るが，高齢化に伴い，長時間透析についても診療
報酬改定の問題として早期に考えておくべきであ
る．

②　透析時間に応じた点数（over 6 hrs など）．
③　ある程度の時間を超えた透析は，加算されるこ

とを継続していただきたい．

（4）　透析回数
①　透析 15 回目の上限廃止，または上限増（月に

よっては 3 回/週で 14 日あるため，臨時，変更が
出ると 15 回を超えてしまう）．

②　1/月しか HD 回数の増が認められてないのは
おかしいと考えます．必要であるから透析を行う
のですから認めてほしい．

③　透析回数上限の撤廃．できれば 4～5 回/週ま
で請求可能にしてもらえればと思っていたところ
ですが，透析医会から 16 回/月の変更の要望がで
ているので，詳細は省きます．

（5）　水質確保加算
①　水質の清浄化のためのコスト（カットフィルタ

ーの手技間隔等）を考慮してほしい．

（6）　障害加算
①　障害者等加算の引き上げ．スタッフの労力が多

くかかるため，現行の点数では不十分と考えます．
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②　現在，透析患者の平均年齢も上昇し，多種多様
な問題のある患者がいます．以前以上に透析中に
手を取られるようになっています．障害者等加算

（120 点）の枠を広げるか，点数を増点していた
だきたい．

（7）　夜間加算
①　以前に比べて，時間外加算が下げられ，このま

までは，夜間透析施行にも問題が生じるかと思わ
れます．現在では，透析患者も多様な職場で働き，
仕事帰りに透析を行う方が増加傾向にあります．
この状況を踏まえ，特にご一考下さい．

（8）　療養病棟の透析
①　高齢者，重症者が多くなってきている状況にお

いて，療養型病棟においては，検査薬剤等に制限
があり十分な治療ができないので考慮してほしい

（重症患者は一般病床に移して治療するようにし
ているが，病棟が空いていないので苦慮してい
る）．

（9）　他院・他科受診
①　他科受診について．今回一部透析に関わる内容

で改定がありましたが，ほとんどの医療機関は関
係なく，今まで通り減算して入院料を算定してい
ます．次期は他科受診の制度をもう少し軽減して
いただきたいです．

（10）　その他
①　持続低効率血液透析（SLED）の位置づけ，身

障加算の項目の見直し，透析患者急性疾患を受け
入れる施設のインセンティブを高めるようなシス
テム，についてご検討いただければと思います．

（11）　慢透
①　緊急の検査は包括から外し，算定できるように

してもよいのではないでしょうか？
②　b2MG 月 2 回（透析の前 1 回・後 1 回）を認め

てほしい（せめて 3～6 カ月に 1 回くらい施行で
きるように）．

③　アルミニウム・亜鉛は病名がついていれば，査
定せずに認めてほしい．

（12）　オンライン HDF

①　オンライン HDF に関する解釈基準を早期に明
確に提示してほしかった．

②　オンライン HDF 算定についてですが，薬剤料
が丸めのために，3 時間・4 時間または 5 時間施
行での点数は同じになります．維持透析のように
時間での点数格差をつけていただきたい．今回も
透析手技料および，ダイアライザーは点数が下が
っています．供給装置・RO 装置，コンソールな
どの多くの機械を使用しており，機械コストやメ
ンテナンスコストなどが多額にかかっております．
今後ご一考下さい．

③　オンライン HDF に対する診療報酬増．
④　オンライン HDF の時間区分がないのはおかし

い．これでは 3 時間 HDF が 4 時間透析の点数を
上回り透析時間の短縮につながる．

⑤　オンライン HDF にも時間区分をつくり，HD

と同等かそれ以上の点数をつけてもらいたい．
⑥　オンライン HDF にヘモダイアフィルターが合

わない患者がいるのと，今後も種類が増えるとも
思えないので，フィルターは自由に使用できるよ
うにしてほしい．

⑦　慢性維持透析濾過（複雑なもの）の実施のさい
には，ヘモダイアフィルターを使用した場合でな
いと算定できないとあるが，ヘモダイアフィルタ
ーの種類が少ない事や，患者の状態によってはダ
イアライザーのほうが適している場合があるので，
ダイアライザーを使用して，on-line HDF を施行
した場合も手技を認めてもらいたい．

（13）　地域連携に対して
①　仮称「地域連携人工透析診療加算」を新設する

こと．連携パスに従い，二次医療圏内での病院同
士が，透析患者の紹介・逆紹介を文書で行ったと
き，医学管理料もしくは人工腎臓処置料への加算
として評価されたい．空床情報の交換をしている
病院には，さらに手厚い加算をお願いしたい．

2-5　手　術

（1）　シャント PTA

①　「PTA 手術の 3 カ月間のしばりは厳しい．経験
では，症例によって 2 カ月半ぐらいで PTA をす



第 17 回透析保険審査委員懇談会報告 441

る必要のある例もあります．一切の手術手技料と
材料代をとれなくなるとバルーン代が大変高価な
ため持ち出しが大きい．せめて，使用した材料代
をとれるようにしてほしい．」との意見がありま
した．

②　PTA（経皮的血管拡張）が 18,080 点と想定以
上に上がりすぎた結果，3 カ月間は PTA 請求を
認めないことになりましたが，これは「生存権の
侵害」にあたる問題で，患者会にも活動を促す必
要があります．

③　シャント PTA の新設（報酬点数）の評価は，
当事者としては喜ばしいですが，少し高評価のよ
うな気もしますが，いかがでしょうか．

④　シャント PTA が 3 カ月に 1 回となっているが，
内シャント作製困難患者に対しては，もう少し頻
度が多くても，保険診療を認めてほしい．

⑤　PTA の施行間隔について．シャント PTA が 1

回施行後，3 カ月間を空けないとできないのは困
る．もう少し近い間隔で施行しても認めてほしい．

⑥　K 616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術に
ついて，3 カ月に 1 回に限り算定，2 回目以降の
PTA 費用の保険算定不可ですが，PTA を繰り返
す患者においては保険算定を認めていただきたい．
どうしても無理な場合は材料費だけでも保険請求
可能を強く要望したい．

⑦　シャント PTA の間隔（月が替われば，次の月
でも直ぐに施行できるようにしてほしい）．

⑧　シャント PTA の 3 カ月ルール改善を．
⑨　PTA のさいの 3 カ月ルールで，材料・薬剤だ

けでも算定できればと考える．
⑩　PTA の 3 カ月しばりについては，患者が直接

不利益をこうむる事なので，問題だと考える．
⑪　経皮的シャント拡張術・血栓除去術の算定につ

いて，3 カ月に 1 回限り算定とあるが，患者によ
っては，3 カ月以内に経皮的シャント拡張術・血
栓除去術が必要になる場合もある．手技・材料費
共に認められないのは困る．また，他施設へ依頼
する場合の費用負担を両者で話し合うというのも，
非常に煩雑であるため，算定ルールを見直してほ
しい．

2-6　材　料

①　ダイアライザーの材料価格には回路分も含まれ
ているので，別途算定してほしい．OFF ライン
HDF またはオンライン HDF 施行時は補液回路
も必要となります．

2-7　その他

（1）　患者負担
①　社会保障費増大のためにこのような事になった

と思いますが，このような些細なことですむ問題
ではありません．そろそろ患者負担増（受益者負
担）の論議をすべき時が来たと思います．

（2）　人員配置基準
①　高齢化が透析通院者でも多く，介護・支援・看

護度が高く，人員の不足があります．適正な人員
配置基準に関する項目について検討していただき
たい．

（3）　全般的
①　今回の改定により人工腎臓のみに関しても 1％

強の減点により，外来患者（透析患者外）を含め
て，5～8％ の減点となり，将来の展望がない状
況にあります．

②　種々の加算（透析液水質確保，その他）が提示
されているが，それらの加算を得るためのバーリ
アが高く，病院運営でペイしないといけない症例
が増えている．

③　透析液の水質管理を始めとし，ダイアライザー，
回路，各種フィルター類など多くの消耗品があり，
加えて電気代，上下水道代など大きな負担となっ
ている．これ以上診療報酬が下がると，透析医療
の質の低下にもつながる．透析時間 3 時間を基本
とし，診療報酬を見直していただきたい．

④　請求が面倒くさくなってきておりますが，諦め
ております．

⑤　これ以上，透析本体の点数は下げないでほしい．
⑥　生食が上がって，さらに人工腎臓が下がって，

重症の管理を必要とする患者が増えて，ますます
経営上厳しくなっていると感じる．

⑦　生食の薬価が高くなったのに対して，人工腎臓
の点数も下がったわけですから，実際には 30 点
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以上の下がりとなっている．
⑧　透析本体の点数の引き下げは，経営上ダメージ

が大きい．その他，生理食塩液の価格が上がった
ことによるダメージもあるので，配慮してほしい．

⑨　人工腎臓の点数と透析液水質確保加算 2 の新設
により，改定後の保険点数が当クリニックでは 1

人 1 回あたり 32 点下がり，月額約 40 万円の減収
となっている．ダイアライザーも使用頻度の少な
い（1），（2）の点数が上がり，実際に使用数の多
い（3）～（5）の点数が下がるのは疑問である．

⑩　どちらの施設の方もお考えと思いますが，包括
についてエポ製剤の薬価変動だけが反映され，透
析液の変動分がまったく反映されていないと思い
ます．

⑪　包括薬剤の価格変動の範囲内に引き下げをとど
め，一方で手技料の増額をはかること．

⑫　総論ですが，診療のコストに見合う診療報酬で
あるべきと考えます．

⑬　良質な透析医療を提供するための必要なコスト
を正しく評価してほしい．

⑭　患者に質の良い医療を提供するための加算（水

質 2）は評価できるが，透析手技自体の評価を下
げることは医療の質の低下につながる．

⑮　透析はいわゆる「血液浄化療法」であり，HF，
CHDF，CAPD，apheresis 等々のため，搬入され
る救急患者が多い．要するに体液のホメオスター
シス異常は数々の疾患の末期病状であり MOF の
状態で搬入されるが，それらに対応した時の診療
報酬を考慮してもらいたい．最近，当県の新聞に

「医療費を押し上げる人工透析の患者」という表
現がありましたので，厚生労働省に実情を十分に
説明してもらいたい．

⑯　エリスロポエチン製剤が包括化され，結果とし
て EPO 投与量は減少しているが，検査頻度の増
加，エンドトキシン検査等，費用と労力は増加し
ている．単純に EPO 費用圧縮分をそのまま診療
報酬に反映させないでいただきたい．

⑰　医療費の支払いについて，支払いが滞る患者さ
んがいて困っている．医療機関が患者負担分を直
接，国や県・市に請求し，取り漏れのないように
できないでしょうか．
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要　旨

2010 年 4 月 1 日，高齢者の透析と介護を目的に，
併設型の透析クリニックと特別養護老人ホーム（介護
老人福祉施設）を開設した．一般病床の機能分化が進
められるなか，高齢者が安定した維持透析を継続し，
自立した日常生活を営む受け入れ体制として期待は大
きく，需要増加が予測される．健全な医療と介護を提
供し，安定した運営を維持するには，①高齢透析患者
に理解のある職員の確保・養成が必要，②併設の利点，
協力病院の支援を生かした医療-介護連携が重要，③
診療報酬・介護報酬上の適正な評価，が望まれる．

はじめに

2012 年 4 月，診療報酬・介護報酬の同時改定が行
われたが，一般病床の機能分化が進められるなか，高
齢者が安定した維持透析を継続し，自立した日常生活
を営むためには，医療面での対応に加え，医療-介護
連携による受け入れ体制が必要とされ，高齢者対策の
大切な課題となる1, 2）．

筆者らは，社会福祉法人に求められる有意義な新規
事業として，関係各位に理解を得ることができ，2010

年 4 月 1 日，高齢者の透析と介護を目的に，併設型の
にしがも透析クリニック（以下クリニック）と特別養

護老人ホーム（介護老人福祉施設）にしがも舟山庵
（以下舟山庵）を開設した．今回，短期間の経験では
あるが，同一法人の西陣病院と共に医療-介護連携に
取り組んできた現状に基づき，透析クリニックと特別
養護老人ホームの併設の課題と今後の展望について若
干の知見を報告する．

1　クリニックの診療内容

標榜科目は泌尿器科（透析）に限定，診療は，①透
析患者の診療，②舟山庵入居者の健康管理および一般
診療，③泌尿器科，慢性腎臓病ほか通常の外来診療で
ある．同時透析数は 18（別に感染症専用ブース 2 床，
最大患者数 36 名），透析は昼間透析のみで，患者数は
2012 年 6 月 30 日現在，総数 31 名，そのうち舟山庵
入居者 16 名である．

職員は医師 1 名（院長），看護師 6 名，臨床工学技
士 3 名（非常勤 2 名），事務職員 2 名（非常勤 1 名）
である．看護師，臨床工学技士の透析経験は 2～34 年，
平均 12.2 年，糖尿病足病変の指導を担当する専任の
常勤看護師 2 名，臨床検査技師とのダブルライセンス
を有する臨床工学技士 1 名，西陣病院での透析経験者
7 名で，臨床経験豊富な職員を配置している．

医療制度・医療経済

高齢者対策
――　透析クリニックと特別養護老人ホーム併設の課題と今後の展望　――

青木　正＊1　松﨑敏惠＊2　今田直樹＊3　
＊1  にしがも透析クリニック泌尿器科　＊2  にしがも舟山庵　＊3  西陣病院泌尿器科
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2　単科の無床診療所に伴うリスクと後方支援

クリニックは単科の無床診療所であり，病院とは異
なるリスクを伴う．西陣病院は同じ目的，同じ方針で
医療-介護連携を目指す特別な関係にある協力医療機
関であり，その後方支援は必要不可欠である．

具体的には，
①　泌尿器科医が透析担当医として診療にあたる
②　腎性貧血や骨ミネラル代謝異常の管理は同じ基

準で行う
③　皮膚・排泄ケア認定看護師，理学療法士の支援

を求める
④　時間外・緊急受診，専門医受診，精密検査，入

院は，西陣病院に依頼する
など，医師をはじめ関係職員の協力によるチーム医療
を推進している．

3　舟山庵の概要

定員は 80 名（個室ユニット型で 10 名/ユニット，8

ユニット）となっている．職員は管理者 1 名，生活相
談員 2 名，介護支援専門員 4 名（生活相談員 2 名，介
護職員 2 名が兼務），管理栄養士 1 名，事務員 2 名，
医師 2 名（非常勤 2 名），看護職員 5 名，機能訓練指
導員 1 名，介護職員 48 名，清掃員 1 名である．透析
経験者は看護職員 3 名，介護職員 2 名だが，看護・介
護体制は 1.65：1 の配置とし，透析入居者の対応に配
慮している．

4　入居検討委員会

透明性・公平性を保つため，京都市介護老人福祉施
設入所指針に基づいた規定を策定，第三者委員を加え
た委員会で入居の決定がなされる．透析の場合，クリ
ニックの受け入れを検討するため，バスキュラーアク
セスや透析時の状態を確認，認知症高齢者の日常生活
自立度が III 以上であっても，透析経過中の不穏，自
己抜針などの危険行為がなければ可としている．また
他施設からの紹介は，転院前に「西陣病院受診，担当
医決定，諸検査施行」を原則としている．

5　介護現場の評価

開設以来，透析の受け入れ総数は 24 名，死亡 8 名
である．2012 年 6 月 30 日現在，入居者 80 名のうち，

透析は 16 名で，年齢は 77～94 歳，平均 83.9 歳，性
別は男性 3 名，女性 13 名である．原疾患は慢性糸球
体腎炎 6 名，糖尿病 5 名，その他 5 名で，透析歴は 0～
25 年，平均 9.1 年，要介護度は 3 ～ 5, 平均 4.0 である．

介護現場の声をまとめた主任生活相談員の評価を下
記に示す．

①　介護サービス主体の施設であり，開設当初は施
設全体で不安を抱えていたが，クリニックの職員
による講習会や経験の積み重ねにより，不安は次
第に軽減した．

②　要介護度，日常生活の質，認知症の有無・その
程度などは，透析と非透析に大きな違いはなく，
日常の生活支援も，なんら変わりないと感じるよ
うになった．

このように透析への理解が深まり，良好な受け入れ
が可能になってきたと評価している．一方，透析固有
の課題として，次のような点をあげている．

①　食事支援は，様々な意向や思いを持っている人
が多く，悩みながら対応している．

②　透析のため，週 3 回の送迎が必要である．
③　緊急受診，検査を含めた専門医受診，入院の機

会が多い．
④　受診，入院時の施設付き添いは原則家族に依頼

するが，職員が付き添う機会が増加している．

6　診療報酬算定上の制約

通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の
取り扱いについて」の項に，併設医療機関の保険医は
配置医師といい，舟山庵入居者の診療については，介
護報酬などの他給付において評価されているため，初
診料，再診料，往診料，在宅自己注射指導管理料など
の指導管理料を算定できないと規定されている．この
ため，人工腎臓実施日の再診料 69 点は算定できない．

診療情報提供料（I）250 点については，特別の関係
にある機関に情報提供を行った場合は算定できないと
あり，西陣病院紹介時には算定できない．今回の改定
により，人工腎臓・慢性維持透析を行った場合につい
ては包括点数が見直され，4 時間未満：35 点，4 時間
以上：30 点の引き下げとなった．

7　介護報酬の改定・変更による影響

介護報酬は透析と非透析に違いはなく，要介護度に
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応じて介護福祉施設サービス費が算定される．今回の
改定により，ユニット型介護福祉施設サービス費（1

日につき）（I）については，要介護度に応じて，要介
護 1：10 単位，要介護 2：11 単位，要介護 3：8 単位，
要介護 4：9 単位，要介護 5：0 単位の減額があり，舟
山庵の場合，日常生活継続支援加算（1 日につき）が
1 単位増額されたものの，全体としてはマイナス改定
となった．

入居者が入院した場合，その間の介護福祉施設サー
ビス費は算定できないため，空室の有効利用として短
期入所（ショートステイ）を行い，経営効率に配慮し
ている．

自己負担は要介護度・収入に応じ，個室料など 1 カ
月あたり約 6 万～約 17 万円となり，入院時と比較し
負担増となる場合がある．また，今回の改定により，
介護職員処遇改善交付金の終了に代わり新設された介
護職員処遇改善加算（I）について，算定単位数の
1,000 分の 25 に相当する単位数が自己負担分として増
額になった．入居時の一時金は不要である．

8　京都市内の施設の受け入れ

2011 年 6 月現在，京都市内の施設の受け入れ状況
を表 1，表 2 に示す．西陣病院の医療ソーシャルワー
カー（以下 MSW）が直接電話で聞き取り調査を行い，
確認の得られた範囲内の結果を示す．

今回の改定により，方針が変わっている可能性もあ
るが，短期入所をしておらず，併設の病院へ入院で対
応している施設，医療濃度の高い人を受け入れてはい
るが透析は不可の介護療養型医療機関から転換した介

護老人保健施設など，短期入所を含め，透析の利用で
きる施設はきわめて少ない．

9　患者・家族の期待

以下は，保存期，導入期から支援している西陣病院
の MSW が，開設前に患者・家族から聴取した声であ
る（自由回答）．

①　将来入れる施設ができて嬉しい．
②　なにかあったら（介護者が先に亡くなったりし

たら……）入れて欲しい．
③　ゆくゆくは入れると思うとホッとした．
④　老人ホームは他人の話（自分は入れてもらえな

い）と思っていた．通えなくなったときに，病院
以外のところで暮らせると思うと安心．

⑤　病院は入院治療をするところなので，介護疲れ
のため預かって欲しいとお願いしにくい．短期入
所が使えると助かる．

⑥　施設は費用が高いから使えない．
⑦　病院ですべてが終ることに比べると，他科の受

診が負担になる．
⑧　隣にクリニックがあるので，医療と繫がってい

るという安心感がある．
⑨　お願いするにしても先だと思うけど，どんなと

ころか見学だけはしてきた（期待）．
送迎が困難なため通院に支障をきたしている患者，

在宅介護が難しい患者，やむなく長期入院になってい
る患者などからの期待と課題が率直に語られている．

表 1　特別養護老人ホーム（64 施設中）

入所可能 1 施設（舟山庵）
入所希望あれば検討する 5 施設
短期入所可能 0 施設
短期入所条件付きで検討可能 1 施設
　（透析通院先が施設の協力病院であること）
短期入所希望あれば検討する 5 施設

表 2　介護老人保健施設（35 施設中）

入所可能 2 施設
短期入所条件付きで可能 3 施設
　通院送迎をサービス利用などでクリアすること（1 施設）
　透析通院先が同法人の透析センターであること（2 施設）
短期入所希望あれば検討する 1 施設
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10　西陣病院 MSW の評価

筆者らの取り組みに対し，西陣病院の MSW は一定
の評価を示す一方，質の維持と向上への要望などがあ
り，貴重な意見である3）．

①　短期入所が使えれば，在宅生活を維持できる患
者がいる．

②　選択肢が提示できるようになった．
③　透析に対する理解が広がる一歩になれば（以前，

通所介護でさえ，透析を理由に断られた）．
④　生活の質（QOL）を考えると病院より施設が

良い患者もいる．
⑤　西陣病院の先生や看護師が行っているので心強

い．
⑥　顔なじみのスタッフがいるので安心感を持って

いるように思う．
⑦　クリニック＝透析センター E くらいの感じが

する．
　（筆者注　西陣病院の透析センターには A～D の

4 ブースある）
⑧　舟山庵からの入院件数は，透析と非透析に差が

ないような気がする．
⑨　入院したさい，「舟山庵へ早く帰りたい」と言

っていた．いいケアをしているのだろうと思う．
⑩　看取りができた．
⑪　週 3 回通うことは大変．一つバランスが崩れる

と成り立たない重度な患者もたくさん在宅生活を
している．その負担や不安が軽減できる．

⑫　透析の質，生活の質，両方を高く求めたい．
⑬　病院は医療保険，施設は介護保険のため，仕組

みが異なり，負担（感）が大きい．

11　考察：課題と今後の展望

高齢者の透析と介護を目的とした透析クリニックと
特別養護老人ホームの併設について，クリニックと舟
山庵の現状を中心に報告した．一般病床の機能分化が
進む今日，高齢者の慢性期を担う受け入れ体制として
患者・家族から期待の声も多く，その必要性，重要性
については理解されていると思われるものの，受け入
れ可能な施設はきわめて少ない4）．

筆者らは，社会福祉法人に求められる事業の一つと
して，関係各位に理解を求め，クリニックと舟山庵を

開設，3 年目を迎えている．舟山庵での受け入れ目標
は透析患者 20 名としたが，当初にみられた職員の不
安は，教育や経験を重ねることにより次第に軽減され
てきた．

今後，①20 名以上の受け入れ，②腹膜透析症例の
受け入れ，③透析患者を対象とした短期入所の受け入
れ，④施設内における看取りや喀痰吸引への取り組み
など職員のやりがいや意欲に期待するものは多い．過
剰な負担にならないよう，看護必要度や介護度に応じ
た体制，高齢透析患者に理解のある職員の確保が求め
られ，①研修会などによる教育・養成，②知識や経験
に対する評価，処遇改善などが検討課題となる．

出血事故，感染症，透析の継続中止なども大切な課
題であり，医療安全管理委員会など個々の場で協議を
継続する必要がある．

また，クリニックと舟山庵とは併設のため，①通院
が容易，②対応が迅速，③face to face による直接的
な交流が可能，④入居者の一般診療にとっても有用，
などの利点があり，日々の申し送りや連絡会議，症例
検討会などにより，良好な連携ができつつある．そし
て，西陣病院は実稼働病床 270 床，内科，外科など
20 診療科を標榜する日本医療機能評価機構認定病院
で，透析センターは泌尿器科が担当，同時透析数は
123（最大患者数 492 名）であり，後方支援の病院と
して必要不可欠である．車で 10 分程度の近距離にあ
り，同一法人のため，それぞれの職員は日々親近感を
もって緊密に対処しているが，担当医や地域医療連携
室，画像センター，透析センターなど関連の部署と一
層の連携強化を図るために，電子媒体によるネットワ
ークを活用した情報の共有，情報交換は実現したい課
題である．

透析クリニックと特別養護老人ホームの併設は，そ
の特色を生かすことにより，既存の受け入れ体制の限
界を補うのみならず，在宅や病院とは異なる，よりよ
い環境を提供できる貴重な選択肢となりうる．診療報
酬・介護報酬算定上の制約や改定による引き下げは，
そのような医療-介護連携による受け入れ体制の計画
や運営の継続，維持にとってマイナス要因となり，適
正な評価が待たれる．

筆者らは，高齢者対策として西陣病院，舟山庵，ク
リニックが一体となり，これまでに培ってきた経験を
生かして健全な医療と介護の提供に努めてきた．目標
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は「高齢者の安定した維持透析の継続と自立した日常
生活の営み」であり，開設許可とその後の運営には，
関係各位の熱意と行動力に負うところが大きい．多く
の地域で高齢透析患者への理解が深まり，同様の受け
入れ体制の整うことが望まれる．

まとめ

透析クリニックと特別養護老人ホームの併設は，高
齢者の受け入れ体制の一つとして期待は大きく，需要
増加が予測される．健全な医療と介護を提供し，安定
した運営を維持するための要点をあげる．

①　高齢透析患者に理解のある職員の確保，養成が
必要である．

②　併設の利点，協力病院の支援を生かした医療-
介護連携が重要である．

③　診療報酬・介護報酬上の適正な評価が望まれる．

謝　辞

稿をまとめるにあたり，ご協力いただいた皆様に深
謝いたします．
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要　旨

第 13 回日本透析医会災害情報ネットワーク会議は，
各都道府県災害情報ネットワーク関係者など計 77 名
が出席し，日本透析医会災害情報ネットワークの今後
の活動について議論がなされた．また，東日本大震災
における被災側，および支援側の先生にご講演いただ
き，その中で，福島第一原子力発電所事故の被害を受
けた福島県では，他の被災県とは違った対応を強いら
れたことを報告いただいた．福島県の患者の支援透析
を実施した富山県では，遠隔地からの移送方法や，被
災患者の滞在状況について報告いただいた．

本年 8 月 31 日に行った災害情報伝達訓練では，直
接本部ホームページに入力いただいた施設数は，44

都道府県，45 地域で 1,318 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 122 施設を加えて
計 1,440 施設と，平成 12 年の訓練開始以来，都道府
県の参加数，施設の参加数ともに過去最高であった．

はじめに

甚大な被害をもたらした東日本大震災から 1 年が過
ぎ，震災後 2 回目となる第 13 回日本透析医会災害情
報ネットワーク会議を平成 24 年 6 月に開催した．本
稿では，会議の主な内容と 8 月 31 日に実施した情報
伝達訓練の結果について報告する．

1　第 13 回災害情報ネットワーク会議報告

第 13 回災害情報ネットワーク会議は，山川智之委

員長（日本透析医会災害時透析医療対策委員会）の司
会で開始された（表 1）．本会議には全国都道府県災
害情報ネットワーク担当者をはじめ，関係各位 77 名
の出席をいただいた（表 2）．

会の始まりに先立ち，山﨑親雄日本透析医会会長か
ら挨拶があった．その中で，平成 23 年 3 月 11 日の大
震災から 1 年以上経過したが，その間にいろいろな問
題点が明らかになってきた．透析室内の地震対応とい
うことで機器や配管の問題，さらに津波や原発の問題，
患者移送の問題，ボランティア派遣に関する問題等，
今回の経験から今後の課題が見つけられたとのことで

医療安全対策

第 13 回（公社）日本透析医会災害情報ネットワーク
会議および情報伝達訓練実施報告

森上辰哉＊1　岡田直人＊1　山川智之＊2　赤塚東司雄＊2　杉崎弘章＊3　山㟢親雄＊4

＊1  日本透析医会災害情報ネットワーク　＊2  日本透析医会災害時透析医療対策委員会　＊3  日本透析医会医療安全対策委員会　
＊4  日本透析医会

表 1　会議プログラム

 司会　災害時透析医療対策委員会　委員長　山川智之

日本透析医会会長挨拶 会　長　山㟢親雄

I　特別講演
　「東日本大震災，そのとき福島県の透析はどうなった！！
　―福島県全 71 透析施設のアンケート調査報告―」
 福島県透析医会　社会保険二本松病院　松岡久光
　「東日本大震災における富山県での被災透析患者受け入れ」
 富山市立富山市民病院　石田陽一
II　報告事項
　1. 支部活動報告 支部代表者
　2. 平成 23 年度活動報告 森上辰哉
Ⅲ　協議事項・その他
　1. 平成 24 年度活動計画 山川智之
　2. 新システムへの移行について 岡田直人
　3. 第 13 回情報伝達訓練実施について 森上辰哉
　4. その他

閉会挨拶 災害時透析医療対策委員会 副委員長　赤塚東司雄 
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あった．

1-1　特別講演

特別講演として，被災側および支援側のそれぞれの
立場から，松岡久光先生（福島県透析医会）および石
田陽一先生（富山市立富山市民病院）にご講演いただ

いた．講演内容は以下に示すとおりである．

（1）　講演 1

「東日本大震災，そのとき福島県の透析はどうなっ

た !! ―福島県全 71 透析施設のアンケート調査報告―」

 講演者：松岡久光先生（福島県透析医会）

都道府県 職種 氏　名 施　設　名

北海道 MD 戸澤修平 クリニック 198 札幌

青森県 MD
Ns
Ns

鈴木唯司
三上正治
蝦名尚典

鷹揚郷青森病院
村上新町病院
　　〃

岩手県 MD 岩淵國人 奥州病院

宮城県 MD

MD
CE

宮崎真理子

関野　宏
槇　昭弘

東北大学病院腎・高血圧・内分泌
学分野
中央クリニック
仙台社会保険病院腎センター

福島県 MD
CE
MD
CE
CE

松岡久光
黒田　壮
鈴木一裕
入谷隆一
氏家憲一

社会保険二本松病院腎センター
　　〃
すずきクリニック
太田綜合病院附属太田西ノ内病院
財団法人星総合病院

栃木県 MD
CE

奥田康輔
越井正太郎

奥田クリニック
　　〃

千葉県 MD
CE
CE
CE
CE

吉田豊彦
渋谷泰史
内野順司
石丸昌志
武田稔男

みはま病院
東葛クリニック病院
みはま病院
　　〃
　　〃

東京都 MD

CE
MD
MD
MD

秋葉　隆

金子岩和
山田　明
篠田俊雄
杉崎弘章

東京女子医科大学腎臓病総合医療
センター血液浄化療法科
　　〃
杏林大学医学部附属病院第一内科
河北総合病院
八王子東町クリニック

静岡県 MD 菅野寛也 菅野医院分院

新潟県 MD
MD
MD
MD
MD

甲田　豊
鈴木正司
島田久基
成田一衛
風間順一郎

甲田内科クリニック
信楽園病院
　　〃
新潟大学医歯学総合病院第二内科
新潟大学医歯学総合病院高次救命
災害治療センター

富山県 CE
MD

山崎圭梨
石田陽一

富山市立富山市民病院
　　〃

石川県 MD
MD
検査

石川　勲
越野慶隆
宮岸さおり

浅ノ川総合病院
もりやま越野医院
　　〃

福井県 MD 宮崎良一 藤田記念病院

山梨県 MD 鈴木斐庫人 すずきネフロクリニック

都道府県 職種 氏　名 施　設　名

長野県 MD
MD

小口智雅
笠原　寛

相澤病院
諏訪赤十字病院

愛知県 MD
MD

山﨑親雄
太田圭洋

増子クリニック 昴
名古屋記念財団

三重県 CE 澁谷和俊 竹内病院

滋賀県 CE
CE

久郷　稔
井上一生

近江八幡市立総合医療センター
瀬田クリニック

京都府 MD
Ns

橋本哲也
松本清美

桃仁会病院
　　〃

大阪府 MD
事務

山川智之
岡田直人

白鷺病院
　　〃

兵庫県 MD
MD
MD
CE

赤塚東司雄
齊藤雅文
申　曽洙
森上辰哉

赤塚クリニック
斉藤内科クリニック
元町 HD クリニック
　　〃

和歌山県 CE 植木隼人 児玉病院

島根県 CE 竹田敏伸 おおつかクリニック

岡山県 MD 笛木久雄 笛木内科医院

広島県 MD
CE

土谷晋一郎
大木美幸

土谷総合病院
　　〃

高知県 MD
MD

谷村正信
湯浅健司

近森病院
高知高須病院

徳島県 CE 奥尾康晴 川島病院

福岡県 MD
MD
CE
MD

菰田哲夫
隈　博政
本田裕之
百武広幸

こもたクリニック
くまクリニック
小倉第一病院
百武医院

熊本県 MD
CE

下村貴文
下條隆史

阿蘇温泉病院
熊本泌尿器科病院

大分県 MD
CE

清瀬　隆
大石義英

清瀬病院
（社）大分市医師会アルメイダ病
院血液浄化室

長崎県 MD 錦戸雅春 長崎大学

鹿児島県 MD 上山達典 上山病院

沖縄県 MD
MD

徳山清之
名嘉栄勝

徳山クリニック
西崎病院

業者 山口義士
飯田琢也
立木誠一
中村貴生

協和発酵キリン株式会社
　　〃
　　〃
中外製薬株式会社

表 2　出席者リスト
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東日本大震災において，福島県は震災や津波だけで
なく原子力災害も加わり，多大な被害を受けた．その
ため多数の透析避難民が出現し，いまだに解決されて
いない．今回，福島県透析施設へのアンケート調査に
より，震災後 2 週間の透析患者・透析施設の動向をま
とめたので報告する．

①　福島県の概要
震災直後から始まる津波による被害，さらにその直

後に福島第一原子力発電所が水素爆発をおこし，死者
は現時点（2012 年 6 月 19 日）で 2,136 人，避難患者
は 10 万人以上にのぼる．学童等もかなり県外に転出
し，その総数は約 1 万人と言われており，一次的に避
難した透析患者は 2,000 人を超えたということである．

福島県は非常に広大な面積を有し，県内で 71 の透
析施設があり，地区別には太平洋側の相双地区（相
馬・双葉地区），いわき地区，県庁がある福島市を含
んだ県北地区，郡山などを中心とする県中地区，その
南の県南地区，および新潟県と接している会津地区で
5,000 人程度の透析患者をかかえる（図 1）．

②　アンケート内容
平成 23 年 8 月下旬に全 71 透析施設にアンケートを

実施した．アンケートの内容は以下のとおりである．
1. 平常時の施設の規模，環境，設備条件
2. 震災による施設・透析室の被災状況（水・給水

システム・電源・コンピュータ等）
3. 透析材料の充足状況　
4. 自院透析患者の動向
5. 震災発生時の離脱法や直後の対応
6. 震災後 2 週間の透析患者数
7. 受け入れ患者とその依頼のされ方
アンケートは 71 施設中 65 施設（回収率 91.5％），

透析ベッド数でみると 1,929 床中 1,795 床（回収率 93

％）と高い回収率が得られた．6 地区の中で特に被害
が甚大であったいわき地区および相双地区の回収率は
いずれも 100％ であった．以下，震災後 2 週間の透析
患者数および透析患者の動向について述べる．

③　透析室等建物の被災状況
津波や原発の被害でいわきや相双地区がクローズア

ップされているが，実際は福島県の県中地区 19 施設の
うち 7 施設で建物の損壊があった．このアンケートを
まとめた平成 23 年 8 月の時点では，7 施設のうち 2 施
設の透析施設がまったく稼動していない状況であった．
地震そのものの損害は，津波や原発を除けば，県中地
区および県南地区の被害が大きかったと考えられる．

④　断水
65 施設中 43 施設であり，31 施設が給水車を依頼，

7 施設は地下水，および 2 施設は貯水タンクでなんと
かその場をしのいだということであった．割合を見る

図 1　福島県の透析施設（全 71 施設）

県北 19施設
1,000 人 相双 6施設

400 人

県中 20 施設
1,300 人

会津 10 施設
700 人

いわき11 施設
1,200 人

県南 5施設
400 人
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と，特にいわきや相双地区のみが断水になっているわ
けではなく，県庁のある福島市が 17 施設中 15 施設，
郡山のある県中地区が 19 施設中 12 施設と福島県全体
で断水被害があった．復旧までは，福島市は 1 週間，
郡山地区は 4 日程度であった．

⑤　電気
65 施設中 21 施設が停電になった．しかし停電の復

旧は意外に早く，いわき地区では 3 月 11 日の夜に回
復して，県北や県中も 2 日程度で回復した．

⑥　地震発生時の治療状態
65 施設中 52 施設で 731 人の患者が透析中であった．

そのうち 28 施設 401 人の患者が非常電源等を使って
ポンプ回収を実施し，2 施設 44 人は手動で回収した．
緊急離脱をした施設は 12 施設 130 人であった．その
他，そのまま継続した施設は主に会津地区で 10 施設
156 人であった．幸運だったのは，患者およびスタッ
フに直接的な人的被害は一切報告されていないという
ことであった．

⑦　透析治療を要請した施設と患者数
医療機関側が要請したり，個人的に他の病院を探し

て行った患者数は約半数で，65 施設中 32 施設で自施
設での透析は不能であった．依頼患者数は，いわき地
区が 1,274 人，相双地区が 303 人，および県中地区が
332 人であり，合計 2,034 人の患者が他施設で透析を
受けた（図 2）．

これらの内，福島県内に要請したのは 4 割程度で，
1,223 人の患者は県外に移動した．福島県内では，65

施設中 48 施設 1,542 人の支援透析を実施した．被災
を受けた施設が多い中，65 施設中 48 施設で支援透析
を行った．

各地区別には，県北地区で 289 人，県中地区では

512 人，県南地区で 68 人，相双地区で 38 人，会津地
区で 71 人，いわき地区で震災後 3～4 日の間に 564 人
の支援透析を実施し，また，茨城県北部からもいわき
地区の施設に多数の患者を引き受けた．当初心配され
た治療材料も大きく不足することはなく，透析不能の
施設はなかった．

⑧　震災後各地区での透析状況
変化が大きかったのはいわき地区と相双地区で，原

発の事故が緊迫するあたりから県外に集団移動したた
めに大きく減少した．いわき地区ではバスで東京およ
び新潟県へ，相双地区では富山県等に避難させてもら
った．津波，原発事故を除く地震そのものの透析施設
の被害は，浜通り，中通りとも同程度で，断水，停電
などライフラインの寸断が大きく，その対応・回復に
は行政や自治体との連携が必須であることがわかった．

この震災における透析難民は判明しているだけで
2,034 人，そのうち県外避難者は 1,223 人であった．
県内の多くの施設は支援透析を積極的に行い，多くの
患者を助けることができたと思っている．浜通り地区
の透析施設は，震災後数日間は復旧や支援に懸命であ
ったが，原発事故のため避難を余儀なくされた．県外
医療機関には多くの透析患者受け入れを依頼した．今
後，他の都道府県での災害時には，いち早く積極的に
多数の患者の支援を行う義務が福島県の透析施設にあ
ると考える．

⑨　最後に
今回の災害において，他都県の透析関係者におきま

しては福島県の透析患者をお引き受けいただき，まこ
とにありがとうございました．福島県の透析患者，医
療関係者は心より感謝しております．現在，福島県透
析医療の災害対策を構築しています．日本透析医会か

図 2　透析治療を要請した施設と患者数
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らいただいた支援金は，患者個人情報カード（リライ
トカード）や通信網の整備に充てる予定です．ご支援
本当にありがとうございました．

（2）　講演 2

「東日本大震災における富山県での被災透析患者受

け入れ」

 講演者：石田陽一先生（富山市立富山市民病院）

①　富山県透析医会の活動概要
われわれの県は被災地から遠隔地ということもあり，

余裕があったというのが特徴かと考える．はじめに富
山県透析医会が今までにどのような準備をしてきたか
について報告する．

富山県透析医会は平成 18 年に設立した．富山県に
はもともと日本透析医会の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
動するほうが有利であるとの考えで，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にな
っており，おもな活動は災害対策と感染対策である．

富山県の透析施設は富山市および高岡市を中心にあ
り，他は点在している．富山県は比較的四角く，3 地
区に分けて管理している．

おもな活動として，年 1 回，3 月に講演会を開いて
おり，日本透析医会災害情報ネットワーク関連の先生
方にも多くご講演いただいた．平成 21 年からホーム
ページの運用を開始し，災害情報ネットワークにも参
加している．

②　震災直後の対応
今回の東日本大震災では，発災直後に東京から被災

状況の発信があり，透析医会から情報メールが発信さ
れ，富山県 6 チームの DMAT が夕方に出発した．

翌日，富山県透析医会として受け入れ状況を入力す
るように会員に発信した．コーディネーターを決め，
北陸三県のコーディネーター同士でホットラインを開
設して，お互いにスムースな情報交換ができるような
体制を整えた．週が明け，3 月 14 日に富山県として
被災患者の受け入れの連絡会議を開催した．富山県災
害拠点病院，日赤，大学が集まった中に透析医会が加
わり，透析でどれくらい支援できるかということを検
討した．149 人分のベッドの空きで，56 人の入院透析
が可能であることを報告した．それまでの活動で，災

害時には透析が非常に大きな問題になることが県レベ
ルでも認識されていた結果であると思っている．

③　患者受け入れ
医会としての支援活動の第一陣として，15 日にか

みいち総合病院に小野田病院から自主避難の患者が来
院した．16 日に小野田病院と連絡が取れ，受け入れ
の態勢が整った（図 3）．

18 日に小野田病院から自衛隊のヘリで 23 人が二本
松市へ移送された．10 時に 9 人の重症患者を二本松
市民病院に預け，14 人の患者と医師・看護師が 1 人
ずつ同行してバスで富山へ向かった．その後富山市民
病院に 4 人，県立中央病院に 4 人，日赤に 4 人，済生
会に 2 人と，順次患者を振り割けた．

3 月 22 日は，さいたまアリーナへ避難していた患
者が親戚を頼って 1 人来た．二本松市から富山市まで
は陸路で約 400 キロもあり，平時に高速道で約 5 時間，
一般道で約 9 時間の行程である．長時間での陸路によ
る移送は問題が多いと思われた．高齢者が多いこと，
大きなバスではない狭い車内での移動は心血管系の事
故が起こる懸念があったが，幸い全例無事に到着した

（図 4）．
④　受け入れ態勢
今回の支援について，能登半島地震での石川県の対

応を参考にしていたので，最初から全例入院透析を予
定していた．今回移送された患者は平均年齢 71 歳で
最高齢は 89 歳であった．女性が多く，HCV 陽性者が
3 人と今回感染症が少なかったことは幸いであった．

メーリングリストでいわき市から大量の患者が新潟
に入ったとの情報から，おそらく二次的な移送として
北陸三県に要請があるだろうと考えていた．このよう
な状況があったので，二次輸送が起こるまでの間は，

図 3　東日本大震災での富山県支援状況

日本透析医会災害対策事務局

富山県透析医会
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3月14日　被災患者受入連絡会議
3月16日　小野田病院（福島県）から患者受入要請の連絡あり

3月18日　14 名の患者を受入し，翌日から透析開始
（富山市民病院；4名，県立中央病院；4名，富山赤十字病院；4名，済生会富山病院；2名）

災害コーディネータ
副会長；石田陽一

被災地からの受入要請人数の把握，県内の受入可能情報の収集

連携 連携

震災から6日目
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最初は受け入れた透析 4 病院で入院を継続し，二次輸
送があった段階で民間の透析施設に移動してもらうこ
ととした．もし多くの患者が来た場合は，富山県下の
基幹病院に再度割り振ることを想定していた．

⑤　入院透析の問題点
入院透析については，結果として長期間の入院透析

をすることになった．富山県の基本的なポリシーとし
ては，福島県の体制が整うまでは富山県内の透析室で
支援透析を継続することであった．ただ行政で提供で
きる部屋に，家財や暖房器具などは用意されていない．
提供できる団地は，大体 4～5 階建のもので，公営住
宅のためエレベータがなく，1 階はすでに埋まってい
た．透析施設への通院手段も確保はされておらず，実
際には家族が同居しない限りは外来透析が不可能な状
況であった．

長期間の入院透析の問題点として，7 対 1 看護基準
および DPC/PDPS の平均在院日数からも除外される
が，2～4 床が長期間埋まることは基幹病院にとっては，
正直重荷であった．

⑥　課題
今後の課題として，首都直下・東南海で本当に中枢

機能が麻痺した状態になった場合には，行政が動かず，
送り手側も情報発信できない状態を想定すると，まっ
たく情報のない患者が流れてくるものとして臨んだ．
その間に隣県への輸送を計画しておき，5～10 人くら
いの組になってパケットとして順次後方へ送り出す．
1 週間程度であれば患者も少し落ち着き，移動がスム

ースになると考える．
紹介状は，最初の受け入れ施設で 3 回やったくらい

の経験である程度のことはできるので，順次，精緻な
ものに改良していけばよいかと思う．また，余裕のあ
ることが遠隔地のメリットであり，デメリットである．
そこをうまく利用して，遠隔地へスムースに患者を移
動させていくのがよいかと思う．問題は，高齢患者や
要介護患者を被災地の近くに置いておくほうがよいの
か，あるいは遠くへ移動してもらうのがよいのかであ
り，中には早い段階で患者各自が県外へ移動した病院
もあり，入院期間も違ってくることがわかった．

⑦　今後にむけて
富山県透析医会の災害ネットワークについては，平

成 23 年，震災の後は 43 施設中 42 施設参加で，参加
率は 98％ になり，意識の高まりがうかがえた．大災
害の遠隔地の支援透析は，実際に生活できる住環境の
提供と通院手段の確保がなければ，入院透析の受け入
れが必要であり，少なくとも到着直後は入院透析にす
べきだと考える．

今回の支援は高齢者が多かったが，送り手のトリア
ージが非常に正確で，しかもそれまでの大変な状況で
もきちんとした治療をしていたために事なきを得た．
しかし長距離の輸送には空路か，あるいは中継点で透
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．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
透析医会の間での帰還の仕組みも構築しておく必要が
ある．

＊
● 参加者からの質問 I（クリニック 198 札幌，戸澤

修平先生）
富山県へ避難して透析を受けた患者について，現地

での生活費や被災地への行き来の費用など，諸費用は
どうであったか．

● 質問 I の回答（石田陽一先生）
移動に関しては，来る時は福島県でバスをチャータ

ーし，その後の生活費については全員入院ということ
もあり，ほとんど公的な支援はなく病院としても支援
はしていない．多くの方について，お金の面ではあま
り問題はなかったように思う．帰りは福島の荻原先生
が介護タクシーをチャーターしており，富山県として
は通常の医療を提供しただけで金銭的には援助をして

図 4　移送の様子
　高齢者の 8 時間のバス移動．富山市内での受け渡しに 3
時間要した．
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いない．
● 質問 I への補足（災害情報ネットワーク本部，山

川智之）
北海道や新潟県など，複数のケースを見たところ，

長期の避難者に対する金銭的・精神的な面についても
努力されたという話を伺った．そのあたりは透析医会
として問題意識を持ち，費用に関しては必要なものは
出せる範囲で出していきたいと考えている．

● 参加者からの質問 II（東京女子医科大学，秋葉隆
先生）

被災患者を受け入れる場合，入院透析が最良である
が，キャパシティの問題になると制限がある．東京都
では，600 人程度の受け入れ体制ができていたにもか
かわらず，実際には臨時ベッドが 20 床程度しかなか
った．これらの経験から，受け入れ先は入院ベッドだ
けでなく外来ベッドでも引き受けていただきたい．

● 質問 II の回答（石田陽一先生）
遠隔地だとかなり余裕があるから，入院ベッドは

50 床程度用意できた．長期間使えるかどうかは別に
しても，その程度のベッドをなんとか空けることがで
き，余裕のある遠隔地の県であれば，可能ではないか
と思う．

● 質問 II への補足（新潟大学，風間順一郎先生）
入院と外来の問題はやはりキャパシティの問題だと

思う．一番大変なのは，たとえば首都圏のように透析
難民が大量に出ることになると，おそらく病院で受け
入れられないことも想定されるので，外来でも受け入
れるようなシステムづくりを考えておくことは必要だ
と思う．

● 質問 II への補足（戸澤修平先生）
札幌市の場合は市営住宅，道営住宅および雇用促進

住宅等公的な住宅については，古くなったところは入
居者がないので大量に余っている．全国的にも調べれ
ばかなりあるのではないか．

1-2　平成 23 年度および東日本大震災における 

各支部での災害活動報告

本会議に出席した各都道府県災害時情報ネットワー
ク担当者より活動報告があった．また，本会議に欠席
した都道府県についても，事前に書面にて提出された
活動報告を併せて下記に示す．

［青森県］　（書面報告）
青森県透析医会では，3 月 11 日の巨大地震と津波

による透析施設の被害の把握と対策に青森県透析医会
としてまとまって十分な対処ができなかったという反
省に立ち，遅ればせながら青森県透析医会災害情報ネ
ットワークを立ち上げた．今回の地震の被害が大きか
った太平洋沿岸地域からの報告で一番問題とされた連
絡網の不備を反省し，まず青森県施設の名簿を充足し，
このための事務局を立ち上げ，緊急連絡法を決めた．
また，災害時対策マニュアルを作成し，平常時からの
準備，災害時の対応等を検討中である．これから会員
の賛同を得て，平成 24 年度中に訓練を実施したいと
考えている．
［岩手県］　（報告者：奥州病院，岩淵國人先生）
今回の災害に関しては，透析患者等の被害はあまり

なかったが，停電や断水で約 2 週間透析ができなかっ
た施設が岩手県の陸前高田であり，その施設は最終的
に水を確保するために井戸を掘った．通信手段も長い
ところは 1 カ月以上携帯等も通じなかった．現在県か
ら 1,000 万円程度の予算が付き，無線で施設を結ぶ話
を進めている．
［宮城県］　（報告者：東北大学，宮崎真理子先生）
透析医会からの支援金の使い道について報告する．
東日本大震災の記録集を出版し，日本透析医学会・

日本透析医会の会員施設に送付した．また，主として
無線機の電源として使えるように，透析施設へ UPS

（無停電電源装置）を購入し配布した．その他，県か
らの補助金で当初 MCA 無線を設置していたが，補助
金事業終了後に開設したクリニックに対する無線機端
末の購入資金とした．
［栃木県］　（報告者：奥田クリニック，奥田康輔先生）
栃木県では昨年の震災の後は停電・断水・施設の損

壊等で透析不能になった施設も多く，特に最初の 1～
2 日間は停電，通信手段もほとんど機能しない状態に
なり，直接近隣の施設に出向いて支援透析の相談をし
て，なんとか乗り切った．今回の反省を踏まえて，災
害対策のワーキンググループを立ち上げて，2 カ月に
1 回，施設の代表者が集まって，平成 13 年に作った
災害対策のガイドラインを見直す作業を進めてきた．

特に大災害の初期に通信手段がなくなることが一番
の問題であったので，衛星携帯電話や MCA 無線，ま
たは他の手段で何か使えるものがないかと勉強会を重
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ねている．
また，災害伝言ダイヤル，インターネット電話，

Skype など，複数の手段を持ち合わせる方向で検討し
ている．衛星携帯電話については費用の問題があるの
で，とりあえず栃木県を六つのブロックに分け，それ
ぞれの代表施設を決めて，まずはそこの施設で衛星携
帯電話を配備する方向で進行中である．その他，非常
用のバッテリー購入についても検討中である．
［千葉県］　（報告者：みはま病院，石丸昌志氏）

● 災害対応
東日本大震災では，千葉県臨床工学技士会と協力し

て情報収集・伝達活動を行った．震災発生日から情報
収集終了まで（3/11～7/11）の登録情報数は 108 施
設 667 件であった．被災情報は，施設部分破損 15，
地震が直接の原因と思われる停電 12，断水 7（このう
ち 2 日間 3 施設，3 日間 1 施設，4 日間 1 施設，8 日
間 1 施設），ガスの使用不可 1（震災当日）であった．
その他，透析受け入れ可能，ボランティア派遣可能，
被災患者受入可能など多くの情報伝達があった．加え
て，計画停電への対応や他県被災患者受入準備のため
に，県医療整備課および受入可能施設への情報提供・
連絡を行った．

平成 24 年 3 月 14 日，千葉県東方沖で発生した震度
5 強の地震では， 23 施設から 30 件の情報伝達があり，
その中では幸い被災情報はなかった．

● 災害時情報伝達訓練
第 12 回全国訓練にあわせて情報伝達訓練を実施し

た．過去最高の 101 施設（訓練参加願い送付 142 施
設）が参加した．
［静岡県］　（報告者：菅野医院分院，菅野寛也先生）
静岡県では今まで災害対策ということで議論も重ね，

組織もできているが，津波をまったく想定していなか
った．静岡県の場合は，駿河湾のトラフがほとんど海
岸の直下なので，おそらく地震が来たら 5 分以内に津
波が来るか，あるいは揺れている最中に津波が来て，
避難できないようなことになるのではないかというこ
とを危惧している．しかし意外と「喉元過ぎれば」で，
津波に対する関心が最近薄れてきた．そこで再教育の
観点から，津波に対する災害講演会を静岡県透析医会
で計画している．
［新潟県］　（書面報告）
平成 23 年 5 月以降，震度 5 強の地震（中越地方，

佐渡），豪雪（十日町，糸魚川など，災害救助法適用）
などがあったが，透析施設に被害はなかった．7 月に
三条市に水害があり，透析施設の駐車場の浸水，給水
車の依頼，水道水の水質変化（フィルター汚染）など
があった．災害発生時には，新潟県の透析ネットワー
クおよび信楽園病院に事務局を置く新潟透析懇話会

（会長：新潟大学，成田一衛教授）を中心に情報の集
約・発信がなされ，緊急災害時は新潟大学第二内科に
本部を置く，「新潟県透析災害ネットワーク」が稼働
する．

平成 24 年 4 月 29 日の全県の施設連絡会議が新潟市
にて開催された．コア病院，ベース病院を再構成し，
責任者の電話・FAX・メールアドレスも更新した．ま
た，近い将来に首都圏の大災害の可能性が危惧される
ため，その時新潟県はどう対応するか青写真を作る必
要性の指摘があり，検討課題とした．
［山梨県］　（報告者：すずきネフロクリニック，鈴

木斐庫人先生）
山梨県では情報の手段として衛星携帯電話を県の補

助で全施設に配備した．これにより，山梨県は全施設
に横のつながりができ，コーディネーターの中央病院
に全部情報を流すことが可能になった．
［富山県］　（書面報告）
富山県透析医会は，平成 23 年 3 月の東日本大震災

において，14 人の集団避難を含めて 16 人の透析患者
を福島県南相馬市から引き受けた．14 人は期間中す
べて入院透析で対応した．その後，順次東北地方など
の親戚の元に移動し，8 月下旬に福島県から 6 人の方
を引き取りに来られ，集団で移動した．10 月に 2 人
の患者が富山県から離れて支援透析が終結した．

その他の災害関連の活動としては，9 月 1 日に日本
透析医会災害情報ネットワークの災害時情報伝達訓練
に参加して，43 施設中 42 施設（98％）が情報発信を
した．また，9 月に開催された第 2 回北陸 3 県合同災
害対策懇談会で活動報告を行った．12 月に医師 2 人，
臨床工学技士 2 人を宮城県に派遣して石巻赤十字病院
を視察した．平成 24 年 3 月に定期の講演会を開催し
て東北大学の宮崎真理子先生に「東日本大震災からの
1 年を振り返って」の演題名で特別講演していただい
た．
［石川県］　（書面報告）
石川県支部では，①防災マニュアルの配布，②防災
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訓練および反省会の実施，③総会での地震危険度の講
演会の開催を行った．

平成 23 年 7 月に県内の災害時連絡網を中心とした
内容で防災マニュアルが完成し，会員，県などの行政
機関および富山県・福井県の両支部にも配布した．

9 月 4 日に県下 41 施設中 29 施設が参加して防災訓
練を実施．連絡網による被災患者受入の確保を中心に，
今回は災害用伝言ダイヤル「171」の体験利用を盛り
込んだ．9 月 17 日にその反省会を富山，福井両県支
部の会員を招いて北陸 3 県合同災害対策懇談会として
開催し，また東日本大震災における各県の取り組み発
表と仙台社会保険病院腎疾患臨床研究センター医長，
木村朋由先生による特別講演も行った．

平成 24 年 2 月 18 日の総会では，金沢大学大学院自
然科学研究科准教授の平松良浩先生をお招きし，特別
講演「北陸地方の地震危険度」と，石川県における地
震についての勉強会を行った．
［長野県］　（書面報告）
平成 23 年 8 月に災害時救急透析医療対策検討委員

会を開催し，第 12 回日本透析医会災害時情報伝達訓
練（第 10 回長野県透析医会災害情報伝達訓練）に向
け，訓練時タイムテーブルの見直しを図った．改善項
目として情報伝達時間を例年より 1 時間短縮し，平成
22 年度より取り入れている行政との情報交換を引き
続き行うこととしたが，9 月 1 日の訓練当日には滞り
なく情報収集および患者搬送振り分けを遂行すること
ができた．また，平成 23 年 11 月には再度災害時委員
会を開催し，先般行われた訓練および東日本大震災の
教訓を元に，県内各市町村における災害時避難場所の
確認，災害救急時透析情報カードの記載項目および患
者情報収集手段について話し合いを行った．現在，患
者情報収集を終え，カード作成に向け準備中である．
［愛知県］　（書面報告）
愛知県透析医会では，毎年 9 月 1 日に災害対策訓練

を実施している．これは愛知県内をいくつかのブロッ
クに分け，日頃から患者の紹介などで顔の見える範囲
内の施設を統合して，そのグループ内で連絡がとれる
かどうかの訓練を実施するものである．昨年 9 月の反
応率は 100％ であった．各施設の責任者のメールアド
レス管理なども実施している．昨年は愛知県健康福祉
部との協力により災害対策の現状についてのアンケー
ト調査も実施している．

［三重県］　（書面報告）
三重県透析医会は，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」を設
立し，委員長の武内秀之先生（武内病院院長）は三重
県透析研究会と三重県臨床工学技士会と連携を密にし
て，県内の災害に対応するため積極的に活動している．

東日本大震災後（平成 23 年 7 月以降）の主な活動
●「災害時メーリングリスト」の再確認，県内透析

施設は災害情報システム「災害時メーリングリス
ト」に登録

ⅰ）　このメーリングリストを活用し，23 年度は紀
伊半島の台風 12 号の豪雨で情報収集し，日本透
析医会災害情報ネットワークへ情報送信，台風
15 号発生後も情報交換を実施．

ⅱ）　平成 23 年 12 月 1 日，災害時メーリングリス
ト訓練を実施．

ⅲ）　DoCoMo 衛星携帯電話の購入（武内病院）
● 日本透析医会災害情報伝達訓練に参加（三重県

15 施設）
● 三重県透析研究会主催講演会で武内委員長は三重

県の災害対策と各施設間の連絡強化の必要性につ
いて講演．三重県透析研究会での透析災害につい
てのシンポジウムに参加

● 三重県透析施設災害対策委員会の主な透析災害対
策活動

ⅰ）　三重県健康福祉部を訪問し透析災害時の協力
依頼

ⅱ）　三重県健康福祉部と災害時の対応について協
議：災害時のマニュアルの改定について

ⅲ）　FM 三重に大規模災害時における透析施設の
情報の放送依頼

［京都府］　（書面報告）
● 東日本大震災時の被災透析患者の受け入れにつき，

府下の透析施設に打診し，京都府とも協議のうえ，
受け入れ体制について日本透析医会災害対策ネッ
トワーク連絡網に掲載（昨年度報告済）．

● 東日本大震災の日本透析医会よりの義捐金要請に
対し，京都透析医会会員に対して趣意書を配布し
協力を要請．また，京都透析医会として義捐金要
請の受け入れを決議し実行（昨年度報告済）．

● 京都透析医会のホームページを立ち上げ，この中
で災害対策に関しての情報発信を開始．



第 13 回災害情報ネットワーク会議・情報伝達訓練報告 457

● 本年 6 月に京都府との間で，災害時の透析医療支
援につき協議予定（広域災害時の透析受け入れ拠
点施設を府下に 5～6 カ所設定し，水や物資を拠
点施設に集約できる体制を構築する予定）

［和歌山県］　（書面報告）
和歌山県の災害活動としては，平成 23 年 11 月 24

日に和歌山県福祉保健部健康局医務課主催で，災害時
透析患者支援検討会が和歌山医大，県医師会，県病院
協会，透析医会，臨床工学技士会の代表の出席のもと
開催された．主な内容は，9 月の台風 12 号災害にお
ける透析患者対応であった．被災地の拠点病院である
新宮市立医療センターの龍田先生から，以下の事例報
告があり，今後の透析医療体制の整備について話し合
いが行われた．

● 豪雨による浸水，土砂崩れなどによる道路通行止
めのため，孤立した約 50 人の透析患者を自衛隊
ヘリ，大阪府警察ヘリ，市町村職員により避難・
搬送がなされたこと．

● 新宮市の断水のため，透析施設に給水車による給
水がなされたこと．

● 死者 52 人の災害であったが，透析患者は 1 人の
犠牲も出なかった．

［島根県］　（書面報告）
活動状況としては，年度初めの総会のときに災害に

対して毎年意識を持ってもらうために，災害対策，災
害関連の講演会を開催，中国 5 県合同災害対策ネット
ワークによる防災訓練の参加の呼びかけを全施設のス
タッフの方々，先生方に声をかけている．活動として
は足りないと感じているが，災害対策，防災訓練の 2

点はしっかりやっていきたいと思う．
［広島県］　（書面報告）
広島県では，平成 16 年 8 月に広島県災害時ネット

ワークメーリングリストを作成した．同年より，中国
地区合同透析医療災害対策会議が立ち上げられ，この
会議が中心となって，中国ブロック 5 県合同ホームペ
ージを開設している．このホームページは年々バージ
ョンアップされ，現在では，ネット上で患者移送のや
り取りが一覧表示で簡単に行えるようになっている．
日本透析医会災害時情報伝達訓練に参加するだけでな
く，中国 5 県では，合同で中国地区災害時情報伝達訓
練を実施している（http://www.gis.or.jp/otb）．

平成 23 年 4 月の広島県臨床工学技士会学術大会で

は，災害ネットワーク・防災訓練の広報を行った．9

月の中国 5 県合同災害情報伝達訓練には，広島県全登
録 84 施設のうち 43 施設が参加，参加率 51.2％ であ
った．
［徳島県］　（書面報告）
東南海地震，南海地震に備え，3 月 13 日に徳島透

析医会，徳島県腎臓病協議会，徳島県の三者が集まり
災害時透析医療ネットワーク会議を立ち上げた．基幹
病院を 3 病院（徳島市内：川島病院，南部：徳島赤十
字病院，西部：麻植協同病院）とし，サブ基幹病院を
3 病院（南部：阿南共栄病院，北部：鳴門病院，西
部：半田病院）としたネットワークを構築した．5 月
9 日の第 2 回目の会議で被災モデル（津波モデル，直
下型モデル）から患者の移動をシミュレーションした
が，現実的ではない患者の移送法，移送ルートも含ま
れており，実際に県南地方で津波による被害が出たと
いう想定で近々に訓練を行う予定になっている．モデ
ルに合わせて一つの基幹病院に医会本部を置き，衛星
電話により指示を出すような方式を考えている．また
これとは別に，徳島県医療政策課に県内全患者の居住
地を把握して，患者会との連絡を密に行えるようお願
いしている．現在のところ，会議は 2 カ月に 1 回を予
定している．
［高知県］　（書面報告）

● 東日本大震災に対する対応の継続
初動体制，バックアップ体制の確認（各施設の予備

能力，非常時の対応能力の確認）
● 高知県透析医会名簿改訂（施設担当者，メールア

ドレス更新）
● 高知透析スタッフミーティング 2011 の開催
（2011 年 7 月 17 日）
特別講演 I：高知県透析医会副会長　湯浅健司
「高知県透析医会の透析災害対策の取り組み」

特別講演 II：高知県健康政策部健康対策課　島田
千沙
「高知県における人工透析患者さん災害支援の
取り組み」

特別講演 III：岩手医科大学泌尿器科　大森聡先生
「東日本大震災における透析医療～岩手県の状
況報告～」

スタッフミーティング：小グループにまとめグル
ープディスカッション
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「近隣の透析スタッフを知ろう」「災害時透析の
対応について考える」

実際に被災された大森先生の講演を拝聴し，透析ス
タッフの災害時の危機対応意識を高めるとともに高知
県の現状を再確認した．また小グループのディスカッ
ションでは，近隣の病院を小グループにまとめ，お互
いの顔の見える関係，補完し合える関係を築けるよう
にコーディネーターが誘導を行った．

● 災害時情報伝達訓練に参加（2011 年 9 月 1 日）
［福岡県］　（書面報告）

● 行政との連携
政令指定都市の福岡市および北九州市医師会専門医

会に承認され，医師会を通じた行政との連携が強化さ
れた．

● 組織化
ⅰ）　災害時情報ネットワークの HP 機能のメーリ

ングリスト（以下 ML）を利用し「災害対策本
部の専用メールアドレス」を作成した．会員か
らの通報を ML で副会長および災害対策委員が
共有できる．

ⅱ）　県内の透析関連業者へ提案し，業者メンバー
からなる「福岡県透析製品災害時供給連絡会」
を発足させ，被災情報と発注メンテ依頼の情報
連絡システムを構築した．状況によっては，災
害対策本部が各施設のメンテのトリアージを実
施する．

● 情報連絡訓練
9 月 1 日の災害情報伝達訓練では，福岡市内での地

震発生を想定し，福岡地区の参加率は 98％ であった．
● 教育
会員対象安全対策セミナー講演「東日本大震災と透

析医療」（仙台社会保険病院佐藤先生），福腎協雑誌へ
災害時透析について寄稿した．

● 災害時透析の当会ガイドライン作成
依頼透析と患者移送体制など．
● ライフライン
北九州市において透析医会との連携検討中．

［長崎県］　（書面報告）
長崎県透析医会におけるこの 1 年間の災害対策活動

は，8 月に幹事会を開催し，災害発生時の対策・対応
などの話し合いを行った．

9 月には災害対策講演会「透析医療の災害対策～東

日本大震災を踏まえて～」を開催し，約 120 人の先生
やスタッフの方に参加頂いた．また，9 月の防災の日
にちなみ，長崎大学病院血液浄化療法部を中心に透析
災害連絡網を使用し，メール・FAX を利用した模擬訓
練を実施した．その結果を踏まえ，連絡網の更新や連
絡方法について再度検討を行う事ができた．その後も
不定期ではあるが，メールによる訓練を行っている．
さらに，現在，長崎県腎臓病患者連絡協議会とも連携
をとり災害時対策について検討を行っている．今後も
各種災害対策における課題をひとつずつ解決していき
たいと思っている．
［宮崎県］　（書面報告）

● 宮崎県内の透析施設を地域ごとにグループ化した．
● 1, 2 施設を除いたほぼすべての透析室メルアドを

収集でき，一斉メールで連絡できる状況．（ほぼ
すべての施設を日本透析医会災害ネットワークに
登録でき，同ホームページを活用できる環境にな
った．）

● 宮崎県に働きかけ，携帯電話のメール機能を利用
した災害時透析情報メールの配信ができるように
なった．（これにより，災害時の透析施設情報が
事前に登録した患者，スタッフ，医師などにリア
ルタイムに配信されることになった．）

● 今後，宮崎県透析医会のホームページを立ち上げ，
患者および家族にも広く災害対策を呼びかける方
針．

● 今後，震度 7 以上の，ライフラインなどが壊滅し
た場合を想定した対策を考えていく予定．

1-3　委員会報告

医療安全対策委員会委員長・山川智之より，2011

年 11 月から，災害情報ネットワーク本部をこれまで
のみはま病院（千葉県）より白鷺病院（大阪府）に移
設した旨の報告があった．

1-4　平成 23 年度活動報告

災害情報ネットワーク副本部・森上辰哉より，以下
の通り活動報告があった．

平成 23 年度は 3 月 11 日の東日本大震災を受けて，
例年よりも多く活動した．昨年度の災害情報ネットワ
ーク会議は 35 都道府県，87 人の方に参加していただ
いた．会議内容は，特別講演として，災害時透析医療



第 13 回災害情報ネットワーク会議・情報伝達訓練報告 459

対策委員会委員長・山川智之先生より東日本大震災に
関する話題と日本透析医会の対応，および昨年度災害
情報ネットワーク本部・武田稔男氏より災害情報ネッ
トワークの対応についてお話しいただいた．また，日
本臨床工学技士会・川崎忠行会長に直接係わったボラ
ンティア活動，物資供給活動について講演をしていた
だいた．

被災各県からの報告として，岩手県（岩手医科大
学・大森聡先生），宮城県（東北大学・宮崎真理子先
生），および福島県（おぎはら泌尿器と目のクリニッ
ク・荻原雅彦先生）より被災各県の東日本大震災に関
する報告をいただいた．

東日本大震災関連以外の活動報告として，災害情報
ネットワーク・武田稔男より平成 22 年度活動報告，
および平成 23 年度の活動計画の説明があった．

第 12 回災害時情報伝達訓練について，災害情報ネ
ットワーク副本部・森上辰哉より実施要項の説明があ
った．訓練の結果については，同年 12 月発刊の日本
透析医会雑誌に掲載した1）．

昨年度は，地震に関する情報伝達活動 14 件，台風
に伴う風水害 3 件の計 17 件について活動した．

1-5　平成 24 年度活動計画

（1）　平成 24 年度活動計画
災害時透析医療対策委員会委員長・山川智之より，

以下の通り活動計画が示された．
現在，日本透析医学会の東日本大震災学術調査ワー

キンググループ（政金生人委員長）では，東日本大震
災を踏まえた調査活動を行っている．日本透析医会で

は，同会常務理事戸澤修平先生，災害対策委員会委員
宮崎真理子先生（宮城県），風間順一郎先生（新潟
県）を中心として全面的に日本透析医会が協力し，ま
た臨床工学技士会等も協力するという形で活動してい
る．この提案を踏まえて，災害情報ネットワーク，あ
るいはコーディネーションの体制のあり方について考
えていきたいと考えている．

災害情報伝達活動については，まだいろいろと問題
は山積しているが，厚生労働省から評価を受け，昨年
の第三次補正予算で 1,100 万円の補助金がでたことか
ら，さらにネットワークの機能充実と利用拡大を推進
する方針である．

連絡先名簿については，現実に即した形で整備して
いく予定であり，地域コーディネーションと他組織と
の連携を充実させ，災害対策マニュアルの作成を今年
度以降考えている．

（2）　災害時情報ネットワーク新システムの概要
災害情報ネットワーク本部・岡田直人より，新シス

テムの概要について以下の通り説明があった．
システムの内容として，ホームページのデザインの

向上（図 5），携帯電話，スマートフォンへの対応，
地図情報との連動，メール配信機能，サーバーの処理
速度の向上，およびセキュリティの向上を行う．

携帯電話・スマートフォンへの対応として，視認性
向上を図るためにデザインを一新した．現在は閲覧の
機能しか持ち合わせていないが，これにより携帯電
話・スマートフォンを利用して書き込みが行えるよう
になる．

図 5　新システムのデザイン
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地図情報については，登録した施設情報が Google

マップと連動できるようになる．登録された施設をク
リックすると，登録しておいた施設の地図情報が表示
できる．Google マップの座標を施設管理画面に登録
でき，登録をすることによって地図情報とリンクが行
えるようになる．この情報に関しては，支部の担当者
の方々に使用方法等を説明させていただく．

メール配信機能について，一般利用者向けの情報配
信方法は，登録ボタンを押すことにより空メールが送
信され，登録画面へのリンクが記載されたメールが返
ってくる．そのリンクをクリックすると登録画面が表
示され，この登録画面に閲覧希望地域を登録しておく
と，その登録地域の被災情報が書き込まれると「登録
がありました」という内容のメールが配信される仕組
みになっている．

処理速度と二重化については，新たに高機能サーバ
ーを使うように変更して内部構造の見直しを行い，デ
ータベースの登録速度の向上を図っている．メインサ
ーバーとバックアップサーバーには，1 日 1 回同期す
るようにしている．

セキュリティ機能の強化については，SSL 機能に対
応し，情報セキュリティ観点から ID・パスワード・
メールアドレス等の個人情報を送信するさいに対応で
きるようになっており，これによって暗号化され，よ
り安全に情報の送信ができることになる．

以上が新システムの概要である．

（3）　第 13 回情報伝達訓練実施について
第 13 回情報伝達訓練実施について，災害情報ネッ

トワーク副本部・森上辰哉より以下のとおり説明され
た．

今年度は 9 月 1 日が土曜日に当たるため，前日の 8

月 31 日（金）に例年どおり実施する予定である．訓
練詳細を，以下に示す．

①　訓練目的
地域における災害対策の拡充と地域情報ネットワー

ク・地域情報システムの周知拡大．
②　開催日時
平成 24 年 8 月 31 日（金曜日）10 : 00～23 : 00

③　開催方法
地域における情報伝達網を活用して，地域情報伝達

用ホームページまたは本部ホームページ［http://

www.saigai-touseki.net/］に施設情報を登録する．
訓練にあたっては，各支部において策定した訓練の

シナリオに従った情報，または各施設で任意に想定し
た情報を送信する．

多くの施設が参加できるよう，支部において FAX

やメールを使うなどして収集した情報も登録して，集
計に役立つものかどうかを確認する．施設名入力の精
度やサーバー動作の評価も行うため，可能な限り複数
回の情報送信と集計結果の確認を行う．

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

イリジウムの衛星携帯電話を用いた情報伝達訓練に
ついては，配備している施設にこれまでと同様，電話
とメールの送信をお願いする．

2　第 13 回情報伝達訓練実施報告

平成 24 年 8 月 31 日（金曜日）に行われた第 13 回
情報伝達訓練実施について，災害情報ネットワーク副
本部・森上辰哉より以下のとおり実施報告があった．

今年度も，①地域における災害対策の拡充，②地域
情報ネットワーク・地域情報システムの周知拡大を目
的に情報伝達訓練を行った．方法は例年通り，地域に
おける情報伝達網を活用して，地域情報伝達用ホーム
ページまたは本部ホームページ［http://www.saigai-

touseki.net/］に施設情報を登録した．
また，イリジウム衛星携帯電話が配備されている支

部災害情報ネットワーク委員には，本部および副本部

表 3　都道府県別参加施設数

北海道　＝　3 石川県　＝  31 岡山県　＝  66
青森県　＝  15 山梨県　＝  30 広島県　＝  56
岩手県　＝　2 長野県　＝  67 山口県　＝  11
宮城県　＝  43 岐阜県　＝　1 徳島県　＝  18
山形県　＝  23 静岡県　＝　9 香川県　＝  14
福島県　＝  37 愛知県　＝121 高知県　＝  23
茨城県　＝  30 三重県　＝  30 福岡県　＝117
栃木県　＝  47 滋賀県　＝　1 佐賀県　＝　1
群馬県　＝  25 京都府　＝　5 長崎県　＝  21
埼玉県　＝　2 大阪府　＝  81 熊本県　＝  88
千葉県　＝104 兵庫県　＝  23 大分県　＝  33
東京都† ＝  99 奈良県　＝　1 宮崎県　＝　3
神奈川県＝  46 和歌山県＝　1 鹿児島県＝  25
新潟県　＝　3 鳥取県　＝　9 沖縄県　＝  18
富山県　＝  48 島根県　＝　9

†　東京都区部：25，多摩地区：74
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一般電話との通話と，災害情報本部宛に電子メール送
信を依頼した．

2-1　参加施設数

参加施設は，直接本部ホームページに入力いただい
た施設数が 44 都道府県，45 地域で 1,318 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
122 施設を加えて，計 1,440 施設と，2000 年の訓練開
始以来，過去最高の参加をいただいた（表 3，表 4）．

2-2　動作状況

今回の訓練は，ホームページのデザインの向上，携
帯電話・スマートフォンへの対応，地図情報との連動，
メール配信機能・サーバーの処理速度の向上，および
セキュリティの向上を目的として，新たに構築した災
害情報ネットワークシステムを用いて行った．その中
でシステムの不具合による多くの誤動作が見られた．
その内容として，

①　サーバーの処理速度は遅延なく問題なかったが，
災害送信フォームに「透析可」と登録しても「透
析不可」と表示された

②　災害送信に「CAPD 受入れ可能」と登録しても
「受入れ不可」と表示された

③　災害送信フォームに登録した地域が別の地域で
表示された（「宮城」で登録したはずが「山形」
と表示された）

④　登録情報一覧で表示された日付が「1970 年」
となっていた

⑤　空メール返信機能（登録した地域の情報を書込

めば，翌日 9 時にメールが届く仕組み）が動作し
なかった

⑥　支部管理画面からの登録メールに対して，書き
込み依頼をする返信メールに張られているリンク
にアクセスするとエラーになっていた

⑦　スマートフォンで閲覧すると結果一覧で地域情
報が違っていた

など，多くの不具合が発生した．これら不具合につい
ては，順次原因を究明し，システム管理会社と連携を
取りながら対応した．

また，サーバーの入替え時にメーリングリストの機
能が停止したことや，本部サーバー内同居サイト（栃
木県，東京都三多摩地区，富山県，石川県，福井県）
へアクセスできなかったことなど，新システム導入に
よる影響と考えられる事象が多くあった．これらにつ
いても引き続きシステム管理会社に修正を依頼中であ
る．

2-3　イリジウム衛星携帯電話を用いた通話および 

電子メール送信訓練

2005～2008 年に実施された日本財団助成事業「災
害時医療支援船事業」により，イリジウム衛星携帯電
話が 16 台配備されている施設の各担当者について，
災害情報ネットワーク本部および副本部一般電話との
通話と，info-center@saigai-touseki.net 宛に電子メー
ルの送信を行った．

通話訓練では本部へ 10 施設，副本部へ 9 施設が発
信したが，このうち本部通話分 2 件で電波の状態が安
定せず，通話途中で切れる現象が確認された．電子メ
ール通信訓練でも 10 施設がメール送信を実施した．

おわりに

今回の会議において，各都道府県の災害対策への充
実した取り組みの進展がうかがえた．被災地では，ま
だまだ十分な復旧・復興の進まない地域が存在する中，
透析医療において課題や問題点を理解し，今後の活動
に生かす一歩となったことは間違いない．

地震大国日本では，これまでの被災経験の有無に関
係なく，国内全地域で被災対策だけでなく支援体制の
構築も望まれる．

表 4　災害情報伝達訓練参加施設数

参　加
地域数

参　加
施設数

第 1 回（2000 年 7 月 7 日実施） 18 99
第 2 回（2001 年 7 月 6 日実施） 23 190
第 3 回（2002 年 9 月 3 日実施） 19 131
第 4 回（2003 年 9 月 3 日実施） 25 275
第 5 回（2004 年 9 月 2 日実施） 28 488
第 6 回（2005 年 9 月 1 日実施） 29 614
第 7 回（2006 年 8 月 31 日実施） 35 601
第 8 回（2007 年 9 月 4 日実施） 32 743
第 9 回（2008 年 9 月 2 日実施） 41 902
第 10 回（2009 年 9 月 1 日実施） 42 1,151
第 11 回（2010 年 9 月 1 日実施） 40 1,180
第 12 回（2011 年 9 月 1 日実施） 42 1,249
第 13 回（2012 年 8 月 31 日実施） 45 1,440



日本透析医会雑誌　Vol. 27　No. 3　2012462

文　　献

1） 森上辰哉，山川智之，杉崎弘章，他：第 12 回（社）日本
透析医会災害情報ネットワーク会議および情報伝達訓練実施
報告．日透医誌，26； 398-409，2011．
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要　旨

ホルムアルデヒドは発癌性をもち，reverse osmosis 

membrane（RO 膜）での除去が困難な物質である．
千葉県の周囲は大半を海に囲まれ，水源の 86％ は利
根川・江戸川水系である．今回のホルムアルデヒドに
よる災害では，透析患者 3,336 名を抱える千葉県の東
葛地区で断水が発生した．これに対処するため，千葉
県透析医会と千葉県臨床工学技士会で合同対策本部を
設置し，災害時情報ネットワークを活用して被災地の
情報収集と支援を行った．

1　ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドは有機化合物の一種で，刺激臭を
持つ無色の気体である．化学式は CH2O と単純な化合
物であり，分子量は 30.03 ときわめて小さい．透析用
水を作製するための reverse osmosis membrane（RO

膜）でのホルムアルデヒド除去率は 30％ 程度と低く，
ほとんどがリークしてしまう1）．水によく溶ける性質
を持っており，35.0～38.0％ のホルムアルデヒド水溶
液を日本薬局方ではホルマリンと呼んでいる．

主な副作用は，低濃度（0.05 ppm）で眼・呼吸器粘
膜を刺激し皮膚炎，喘息を引き起こすことがある．高
濃度（20 ppm）では短時間の接触において肺炎を引

き起こすことがある．また，動物実験では発癌性，催
奇形性が報告されている．医療の分野では，医療機器
の消毒，手術室・病室 ･ 家具 ･ 器具 ･ 物品などの噴霧
による消毒に用いられている2）．

2　千葉県の地理と透析人口

千葉県は，関東地方南東に位置し周囲の大半を海に
囲まれている（図 1）．千葉県の水道水の最大給水量
は 1,073,400 m3/日であり，そのうち利根川・江戸川
水系は 923,400 m3/日と 86％ を占めている（表 1）‡1）．
透析患者数は，2011 年 10 月で 13,386 名おり，なかで
も北西部に位置している東葛地区には，3,336 名（24.9

医療安全対策

利根川・江戸川水系のホルムアルデヒド汚染による
透析治療への影響と千葉県透析医会の

災害対策本部の活動報告
石丸昌志＊1　内野順司＊1　吉田豊彦＊2　
＊1  千葉県臨床工学技士会　＊2  千葉県透析医会

key words：ホルムアルデヒド，利根川・江戸川水系，断水，災害時情報ネットワーク

Influence on the dialysis therapy by the formaldehyde pollution of Tonegawa, Edogawa, and the  correspondence of the disaster countermea-
sures office of the Chiba Association of Dialysis Physicians
Chiba Association for Clinical Engineering Technologists
Atsushi Ishimaru
Junji Uchino
Chiba Association of Dialysis Physicians
Toyohiko Yoshida

表 1　千葉県の取水場の河川と最大給水量

水　系
1 日最大
給水量

（m3/日）

取水場（浄水場）
　矢切（ちば野菊の里及び栗山）
　印旛（柏井・東側）
　木下（柏井・西側及び北総）
　高滝（福増）
企業団からの受水
　北千葉広域水道企業団（北千葉）
　君津広域水道企業団（大寺及び十日市）

江戸川
利根川
利根川
養老川

利根川
小櫃川

   246,000
   149,800
   343,000
     90,000

   184,600
     60,000

　　　計 1,073,400

（参考 URL‡1 より改変）
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％）の慢性維持透析患者がいる（図 2）．

3　利根川水系のホルムアルデヒド汚染による 

　断水の影響

2012 年 5 月 15 日（火曜日）に埼玉県の庄和浄水場

（春日部市）でホルムアルデヒドが検出されたのを皮
切りとして，19 日（土曜日）までに千葉，埼玉，群
馬県の利根川・江戸川水系の浄水場 5 カ所でホルムア
ルデヒドが検出され取水停止となった（図 3）．

千葉の東葛地域に上水道の給水を行っている北千葉
広域水道企業団（図 4）では，18 日（金曜日）夕刻に
0.068 mg/L のホルムアルデヒドが検出され取水停止
となった．その後，状況改善を認め取水を再開するも，
19 日（土曜日）早朝に再度取水停止となったために，
昼頃より野田市，柏市，流山市，我孫子市，八千代市
の五つの市で断水する事態となった．

松戸市の透析施設技士長より「月曜日以降に東葛地
区の多数の透析施設が断水の影響で治療不能状態とな
り，他施設へ透析依頼を行う可能性がある」と千葉県
臨床工学技士会会長へ電話連絡があった．そのため，
千葉県透析医会と千葉県臨床工学技士会では，同日の
17 時 35 分に合同災害対策本部を設置，情報収集と今
後の対策などを行った（図 5）．被災地域が広域だっ
たため，行政への対応を促すも土曜日だったために県
と連絡が取れず，支援を得ることができなかった．

情報収集は，主にインターネットを使って，新聞社
のサイトからのニュース速報や北千葉広域水道企業団

図 1　千葉県の位置と水源
（http://www.kitachiba-water.or.jp/sisetsu/facilities.html より引用）

図 2　各地区の透析患者数
（第 39 回千葉県透析研究会 千葉県透析施設 現況より引用）

千葉県透析患者数：13,386 名

3,336 名
2,143 名

2,612 名

2,015 名
3,280 名
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のホームページから正確な情報を入手するようにした．
日本透析医会災害時情報ネットワークには 34 件の情
報登録があり，断水が 7 施設，地下水での対応が 7 施
設，残り 20 施設は支援などの情報であった．断水と
なった 7 施設のうち 1 施設が透析不可能の状態となり，
系列病院に患者を移送し治療を行った．残りの 6 施設
は，受水槽の中に残っていた水や，施設から市への要
請で給水車による給水が行われていた．

インターネットからの情報では，18 日（金曜日）
夜から上流の下久保ダムと薗原ダムで放水を行い，希
釈効果で河川のホルムアルデヒドの値が徐々に低下し
た．取水を停止していた北千葉浄水場（流山市）が
19 日（土曜日）17 時 30 分，栗山浄水場（松戸市）は
同 18 時 20 分に取水を再開し，深夜にかけて一般利用
者へ給水が再開された．上花輪浄水場（野田市）では，
取水再開に至っていないが，北千葉浄水場からの送水
で対応し，20 日（日曜日）5 時には給水を再開した．
こうして，県内の断水は解消されたが，復旧後も濁っ
た水が出るなどの影響が出ていた‡2）．

週明けの 21 日（月曜日）には，日本透析医会災害
時情報ネットワークの情報で被災施設の断水の復旧を
確認した．この結果，通常の治療を行えていたため，

図 3　取水停止を実施した浄水場
（http://www.kitachiba-water.or.jp/sisetsu/facilities.html より改変）

東部地域水道浄水場（千代田町）

行田浄水場（行田市）

上花輪浄水場（野田市）

北千葉浄水場（流山市）

栗山浄水場（松戸市）

図 4　北千葉広域水道企業団の給水系統図
（北千葉広域水道企業団広報誌「水音」創刊号より引用）
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北千葉浄水場のホルムアルデヒドの検出の経過

5 月 18 日（金）
19：15　ホルムアルデヒド濃度 0.062（mg/L）となり

原水の取水停止
5 月 19 日（土）

  1：10　取水再開（状況改善が認められた）
  7：25　原水の取水停止（2 回目）
10：30　構成団体への送水停止
　　　　断水地域：野田，柏，流山，我孫子，八千代

の 5 市

千葉県透析医会，千葉県臨床工学技士会合同対策本部の動き

5 月 18 日（金）

5 月 19 日（土）

14：09　千葉県臨床工学技士会内野会長から日本臨床
工学技士会川崎会長へ電話にて現状を報告．

15：17　松戸市の透析施設の技士長より内野会長へ
「東葛地区の断水で多数の患者が他施設に透
析依頼となる可能性がある」と電話連絡があ
る．

15：27　内野会長から千葉県透析医会吉田会長へ状況
を説明．

16：11　千葉県臨床工学技士会災害対策委員東葛地区
担当の渋谷氏に，近隣病院に対して被災状況
の情報を日本透析医会災害時情報ネットワー
クに書き込むよう依頼する．

17：30　取水再開

5 月 20 日（日）
  0：00　深夜給水を再開
12：00　ホルムアルデヒド濃度 0.006（mg/L）
15：00　ホルムアルデヒド濃度 0.006（mg/L）

5 月 21 日（月）
  0：00　ホルムアルデヒド濃度 0.006（mg/L）
  4：00　ホルムアルデヒド濃度 0.005（mg/L）

17：35　みはま病院に千葉県透析医会と千葉県臨床工
学技士会の合同災害対策本部を設置．情報収
集を行う．

　　　　断水：7 施設（内 2 施設は給水車による支援
を受けた）

　　　　地下水での対応：7 施設（断水の未確認を含
む）

18：38　各透析施設の被災状況と 17：30 に取水を再
開した事などから，本日の動きは無いと判断．

　　　　翌日以降の状況の様子を見て，5 月 21 日
（月）に対応する事として対策本部では自宅
待機とした．

5 月 20 日（日）

5 月 21 日（月）
10：30　松戸市の透析施設の技士長より内野会長へ

「断水が回復した」と電話連絡がある．
15：03　5 月 20 日（日）の新聞報道の状況と災害ネ

ットワークの情報から被災施設が無いと判断
し，対策本部を解散する．

図 5　北千葉浄水場のホルムアルデヒドの検出の経過と合同対策本部の動き
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災害対策本部を解散とした．

4　まとめ

今回の災害は，透析治療に必要不可欠な電気，水道
の中の一つ，水道が広域で断水する事態であった．幸
いにも土曜日の午後からの断水だったため被害は想像
よりも少なかった．このような広域で復旧の見込みが
ない災害では，被災施設が患者の治療をどのように行
えばよいのか考えなければならない．被災施設自身が
支援情報を得ることは難しく，自施設内での対応で手
いっぱいとなることが多い．災害時情報ネットワーク
は，支援情報を被災施設に提供することが可能であり，
被災施設はこの情報で選択肢を増やすことができるの
で，災害対策本部としては被災地支援の情報源になる
ように災害時情報ネットワークを活用していく必要が

あると考える．

文　　献

1） 植村忠廣，栗原　優：機能と応用 5 逆浸透膜．分離機能膜
の開発と応用； 仲川　勤編，シーエムシー出版，東京，
pp. 107-113，2001．

2） 山田奈津子，松澤陽子，宮崎朋美，他：各種消毒薬の特性．
消毒テキスト； 大久保憲編，協和企画，東京，pp. 158-187，
2002．
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horumu.html（2012/8/6）
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要　旨

医療提供体制の見直しの一環として，2012 年の診
療報酬改定において，看護基準 13：1，15：1 の一般
病床における特定除外制度が廃止されることとなった．
今まで通院困難となった透析患者の主な受け入れ先で
あった上記病床における制度変更が，透析医療提供体
制に大きな影響がでることが危惧され，その影響を調
べるためアンケート調査を実施した．その結果，多く
の医療機関が本制度変更によって，長期入院患者の転
院や施設への転所を検討していることが判明した．

はじめに

現在，厚生労働省は我が国の入院病床の機能分化を
急激に進めようとしている．先日，可決された税と社
会保障の一体改革法案では，消費税の問題ばかりがマ
スコミに取り上げられたものの，社会保障の将来像と
して，病院病床の機能分化と集約化，介護における地
域包括ケア体制の構築など，今後の日本の医療・介護
の方向性を示している．

医療に関しては，特に入院病床に対して，今後，増
え続ける医療需要をより効率的な医療提供体制を構築

実 態 調 査

「特定除外制度の廃止方針に対するアンケート調査」 
結果報告

太田圭洋　杉崎弘章　山川智之　戸澤修平　篠田俊雄　隈　博政　鈴木正司　山㟢親雄
日本透析医会

key words：長期入院，特定除外制度，一般病床，通院困難，透析

図 1　医療・介護機能再編の方向性（厚生労働省資料より）
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することで支える計画である．すなわち，他の先進諸
国と比べて多すぎる人口あたり（急性期）病床数を削
減し，1 病床あたりの医療従事者（医師・看護師等）
の充実をはかり，効率的でより高度な医療を提供する
ことを目指している．

この病床機能の再編においては，現在，一般病床
107 万床，療養病床 23 万床である全国の病床を，今
後の需要予測を背景に，高度急性期病床 22 万床，一
般急性期病床 46 万床，亜急性期病床 35 万床，長期療
養病床 28 万床に誘導していくことを目指している

（図 1，図 2）．
この方針の結果，一般病床はより急性期機能に特化

することが求められることから，一般病床の中で，長
期入院を許容している特定除外制度が，2012 年の診
療報酬改定において議論され，結果として看護基準
13：1，15：1 の病床においては，特定除外制度の適
用を廃止することが決定され，2012 年 10 月から実施
することとされた．

特定除外制度とは，通常の入院の場合，一般病棟に
90 日を超えて入院すると，特定入院料という低額の包
括点数にならざるをえないところ，厚生労働大臣が別
に定めた状態の患者は，病棟の平均在院日数の計算か
ら外されるとともに，出来高請求を継続できるという

特例である．従来，透析患者は特定除外項目の⑩とし
て，特定入院料の除外として取り扱われてきた（表 1）．

この制度により，多くの通院困難となった透析患者

図 2　医療・サービスの需要と供給の見込み（厚生労働省資料より）

表 1　特定除外項目

厚生労働大臣が定める状態等にある者
①難病患者等入院診療加算を算定する患者
②重症者等療養環境特別加算を算定する患者
③重度の肢体不自由者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の

患者を除く．）．脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺症
の患者及び認知症の患者を除く．）．重度の意識障害者，筋
ジストロフィー患者及び難病患者等

④悪性新生物に対する治療（重篤な副作用のおそれがあるも
の等に限る．）を実施している状態にある患者

⑤観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者
⑥心大血管疾患リハビリテーション料，脳血管疾患等リハビ

リテーション料，運動器リハビリテーション料又は呼吸器
リハビリテーション料を実施している状態にある患者（患
者の入院の日から起算して 180 日までの間に限る．）

⑦ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状
態にある患者

⑧頑固に喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を実
施している状態にある患者

⑨人工呼吸器を使用している状態にある患者
⑩人工腎臓，持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施し

ている状態にある患者
⑪全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し，

当該疾病に係る治療を継続している状態（当該手術を実施
した日から起算して 30 日までの間に限る．）にある患者

⑫前各号に掲げる状態に準ずる状態にある患者
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が，一般病床に，この制度を利用して長期入院してい
る実態が過去に報告されており1），今回の制度変更は，
透析患者の入院先（入所先）に大きな影響を与える可
能性が憂慮された．

そのため，日本透析医会は，特定除外制度が 13：1，
15：1 病床で廃止されることが正式に決定した段階で，
どのような影響がでるかを把握するために，会員向け
にアンケート調査を実施することが常任理事会で決定
された．調査は 2012 年 5 月に実施された．

1　対象と方法

調査は，日本透析医会会員で，病床を有している医
療機関（病院・有床診療所）を対象にアンケート形式
で行われた．アンケートの内容は，施設属性を質問す
るとともに，特定除外制度が廃止された結果，入院し
ている特定除外透析患者に対してどのような対応を行
うか等を複数回答で質問した．また，この制度の廃止
方針に対しての意見を自由記述で記載できるように設
計した（資料参照）．

対象 748 施設に対して，258 施設（病院 188 施設，
有床診療所 70 施設）から回答を得た．回答率は 34.5

パーセントであった（表 2）．

2　調査結果

2-1　施設属性

回答した施設の総病床は 37,947 床であり，その内
訳は 7：1 が 31,054 床，10：1 が 6,094 床，13：1 が
934 床，15：1 が 969 床，医療療養病床が 3,737 床，介
護療養病床が 881 床であった．

回答した施設が実施している外来通院透析患者数は
27,639 人であり，入院病床をもつ日本全体の約 10 分
の 1 の維持透析患者を抱える会員からの回答となった．

2-2　介護保険施設等，入所施設の有無

同一法人，同一グループ内で，入所施設をもってい
るかどうか質問した．その結果，介護老人保健施設

（老健）をもっている施設が 55 施設（21％），介護老
人福祉施設（特養）を持っている施設が 23 施設（9
％），有料老人ホームを持っている施設が 20 施設（8

％）であった（表 3）．

2-3　長期入院患者数

今回の調査では，入院している透析患者数，および
3 カ月を超えて入院している患者数を質問した．その
結果，入院透析患者数は 4,627 人であり，そのうち 3

カ月超入院している患者数は 2,176 人と，入院透析患
者の 47.0％ が 3 カ月超の入院をしているとの回答で
あった．

3 カ月超の入院をしている病床別では，一般病床が
1,108 人（51％），医療療養病床が 1,061 人（49％），
介護療養病床が 7 人（0％）と，一般病床と医療療養
病床が約半々であり，介護療養病床はほとんど利用さ
れていなかった（表 4）．

2-4　13：1，15：1 施設の状況

2012 年 10 月から看護基準 13：1，15：1 の一般病
床で特定除外制度が廃止されることが決定している．
そのため，13：1，15：1 の一般病床をもつ施設の状
況と，どのように対応する予定か質問した．

13：1，15：1 の一般病床をもつ施設 31 施設から回
答を得た．これらの施設で入院している透析患者の総
数は 1,426 人であり，そのうち 3 カ月超の入院をして
いる患者数（すなわち今回の改定で直接影響を受ける
患者数）は 307 人（21.5％）であった（表 5）．

今回の特定除外制度の廃止に対してどのように対応

表 2　調査対象，回答数（回答率），回答施設属性

調査対象数 748 施設
回答数（回答率） 258 施設（34.5％）

病院種別　病院 188 施設
　　　　　有床診療所   70 施設

表 3　回答施設の入所施設の有無

老人保健施設 55 施設（21％）
特　養 23 施設（  9％）
有料老人ホーム 20 施設（  8％）

表 4　外来，入院患者数

回答施設の合計通院透析患者数 27,639 人
　　〃　　合計入院透析患者数 4,627 人
　　　　　　（うち 3 カ月超） （2,176 人，47.0％）

入院（3 カ月超）病床別
　一般病床 1,108 人
　医療療養病床 1,061 人
　介護療養病床 7 人
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を行うか複数回答で回答を求めた．結果を表 6 に示す．
「医療療養病床の包括点数で請求する」9 施設（29％），
「平均在院日数に含め出来高請求を維持する」12 施設
（39％）となっており，医療療養病棟と同じ低額な包
括点数を受け入れて（病院の減収を覚悟して）患者の
入院を継続する施設が約 3 割であった．約 4 割の施設
は，平均在院日数の制限（13：1 で 24 日，15：1 で
30 日）に余裕があるため，平均在院日数に含め出来
高請求を維持すると回答した．
「病棟の看護基準を 10：1 に上げる」との回答は 5

施設（16％），「病棟を障害者施設等一般病棟に転換す
る」が 1 施設（3％）となっており，看護基準をとり
あえず今回の改定で特定除外制度の廃止が適用されな
かった 10：1 に強化するという回答が 16％ 認められ
た．障害者の入院を対象として作られている障害者施
設等一般病棟に転換するとの回答も 1 施設からあった．

「病棟を医療療養病棟に転換する」は 0 施設（0％）で
あった．今回の制度変更への対応として，病床の転換
や看護基準の変更を検討している医療施設は合計で約
2 割であった．

また，患者の移動に関連する回答も多くの回答施設
から寄せられた．「特定除外患者を別の病床へ移動さ
せる」が 38％ にのぼった（医療療養病床が 11 施設

（35％），障害者施設等一般病棟が 1 施設（3％））．
また，今後の方針として，「長期入院透析患者の他

院への転院を検討する」が 10 施設（32％），「長期入
院透析患者の介護施設への転所を検討する」が 16 施

設（52％），「長期入院透析患者の退院をうながす」が
10 施設（32％）となっており，多くの施設で，他院
への転院や，施設への転所，自宅への退院を今後検討
するとの回答であった．

2-5　特定除外制度の廃止方針を受けての 

全回答施設の対応

問 5 として，全対象施設に対して，今後の特定除外
制度の廃止の方向性を受けて，もし特定除外制度が廃
止された場合，どのように対応するかを複数回答可と
して質問した．

その結果，「医療療養病床の包括点数を許容し，一
般病床での長期入院を容認する」が 51 施設（20％），

「平均在院日数がクリアできる範囲で，一般病床での
長期入院を容認する」が 94 施設（36％）と，減収を
覚悟しても患者の長期入院を許容するとの回答が約 2

割，平均在院日数の基準を満たす範囲内で長期入院を
許容するとの回答が約 3 分の 1 と，合計で 5 割の施設
はなんらかの形で長期入院を許容するとの回答であっ
た（表 7）．

しかし「長期入院透析患者を一般病床から，他の病
床へ移動させる」が 61 施設（24％），「長期入院透析
患者を，外の病院へ転院させる」が 106 施設（41％），

「長期入院透析患者を，他の施設（老健，特養他）へ
転所させる」が 129 施設（50％），「長期入院透析患者
の通院透析への復帰を模索する」が 134 施設（52％）
と，他の病棟への移動，または施設への転所，在宅復

表 5　13：1，15：1 病床を持つ施設からの回答

施設数 31 施設
入院透析患者数 1,426 人
　（うち 3 カ月超） （307 人，21.5％）

表 6　今回の改定に対する 13：1，15：1 施設の対応（複数回答可）

①　医療療養病床の包括点数で請求する． 9 施設（29％）
②　平均在院日数に含め出来高請求を維持する． 12 　　（39％）
③　病棟の看護基準を 10：1 に上げる． 5 　　（16％）
④　病棟を医療療養病棟に転換する． 0 　　（  0％）
⑤　病棟を障害者施設等一般病棟に転換する． 1 　　（  3％）
⑥　特定除外患者を別の病床へ移動させる．
　　（ア）　医療療養病床 11 　　（35％）
　　（イ）　7：1，10：1 病床 0 　　（  0％）
　　（ウ）　障害者施設等一般病棟 1 　　（  3％）
⑦　長期入院透析患者の他院への転院を検討する． 10 　　（32％）
⑧　長期入院透析患者の介護施設への転所を検討する． 16 　　（52％）
⑨　長期入院透析患者の退院をうながす． 10 　　（32％）
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帰を検討せざるをえなくなるとの回答が多数を占めた．

2-6　病床種別の転換意向の有無

今後の病床機能の再編にさいし，一般病床を他の病
床へ転換する予定があるか質問した．
「医療療養病棟への転換を検討する」は 17 施設（7

％），「障害者施設等一般病棟への転換を検討する」が
10 施設（4％），「特に検討する予定はない」が 207 施
設（80％）と，病床の転換を行う意思のある施設は約
1 割であった（表 8）．

2-7　高齢者向け賃貸住宅を建築する予定の有無

通院困難な透析患者への対応として，高齢者向け賃
貸住宅（サービス付き高齢者向け住宅等）を建築する
予定があるか質問した．「すでに建築した」，「具体的
に検討している」がそれぞれ 14 施設（5％），9 施設

（3％）であった．「今後検討する予定である」との回
答は 58 施設（22％）であり，約 3 割の施設は，通院
困難な透析患者への対応として高齢者向け賃貸住宅を
考えているとの結果であった（表 9）．

2-8　特定除外制度の廃止の影響に関して

今回示された特定除外制度の廃止の政策が，今後の
透析患者の治療にどのような影響を及ぼすと思うか質

問した．
「社会的問題にまで発展していく可能性がある」と

の回答が 81 施設（31％）と，3 割を超える施設が今
回の突然の方針に大きな危機感を示した．また「受け
入れ先の確保等に，より大きな問題が生じてくる」と
の回答も 161 施設（62％）にのぼり，多くの施設が，
今後の透析患者の入院治療に影響が出てくると回答し
た（表 10）．

2-9　回復期リハビリテーション病棟の整備の意向の有無

参考質問として，今回の改定での回復期リハビリテ
ーション病棟における透析技術料（人工腎臓 1）算定
可能化を受けて，今後，回復期リハビリテーション病
棟を整備していく予定があるか質問した．
「すでに整備している」が 25 施設（10％），「今後，

具体的に検討する」が 41 施設（16％），「特に検討す
る予定はない」が 179 施設（69％）となっており，回
復期リハビリテーション病棟の整備を検討する施設が，
一定程度存在することが判明した（表 11）．

表 7　特定除外制度の廃止方針を受けての全回答施設の対応（複数回答可）

①　医療療養病床の包括点数を許容し，一般病床での長期入院を容認する． 51 施設（20％）
②　平均在院日数がクリアできる範囲で，一般病床での長期入院を容認する． 94 　　（36％）
③　長期入院透析患者を一般病床から，他の病床へ移動させる． 61 　　（24％）
④　長期入院透析患者を，外の病院へ転院させる． 106 　　（41％）
⑤　長期入院透析患者を，他の施設（老健，特養他）へ転所させる． 129 　　（50％）
⑥　長期入院透析患者の通院透析への復帰を模索する． 134 　　（52％）

表 8　病床種別の転換意向の有無

①　医療療養病棟への転換を検討する． 17 施設（  7％）
②　障害者施設等一般病棟への転換を検討する． 10 　　（  4％）
③　特に検討する予定はない． 207 　　（80％）

表 9　高齢者向け賃貸住宅（サービス付き高齢者向け
住宅等）を建築する予定の有無

①　すでに建築した． 14 施設（  5％）
②　具体的に検討している． 9 　　（  3％）
③　今後検討する予定である． 58 　　（22％）
④　特に検討する予定はない． 173 　　（67％）

表 10　特定除外制度の廃止の影響の大きさ

①　特に大きな問題は生じない． 5 施設（  2％）
②　少々の問題は生じるものの，なんとか対応は可能である． 24 　　（  9％）
③　受け入れ先の確保等に，より大きな問題が生じてくる． 161 　　（62％）
④　社会的問題にまで発展していく可能性がある． 81 　　（31％）

表 11　回復期リハビリテーション病棟の整備の
　　　　  意向の有無

①　すでに整備している． 25 施設（10％）
②　今後，具体的に検討する． 41 　　（16％）
③　特に検討する予定はない． 179 　　（69％）
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2-10　特定除外制度の廃止方針に関しての意見

自由記述として，今回の特定除外制度の廃止方針に
関しての意見を求めた．表 12 に代表定な意見を示す．
一部は医療提供体制の方向性からやむをえないとの意
見もあったが，多くは，十分な受け皿の整備が行われ
ないまま実施された今回の措置に対して，今後を危惧
している内容であった．

3　考　察

今回のアンケートから，2012 年の改定において唐
突に実施された特定除外制度の廃止に関して，多くの
透析医療施設が危機感を持っていることが示された．

以前から，患者の高齢化が進行する中，通院困難と
なった透析患者への対応に関しては，多くの透析医療
施設が対応に苦慮してきた．2005 年に日本透析医会
が行った調査2）では，紹介先がなく苦慮しているとの
施設は 37％ であった．しかし，その後も状況は悪化
し，2012 年に日本透析医会が実施した「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」では，より深刻な状態が浮き彫りになっている．
通院困難となった透析患者の入院に関しては「問題な
し」の回答は 26％ のみであり，「時々困難」，「常に困
難」がそれぞれ 57％，18％ と，7 割を超える施設が
対応に苦慮していると回答している．

表 12　特定除外制度の廃止方針に関しての意見

● 廃止するのであれば，なんらかの代替施設が整備されるべきであり，それまでは廃止すべきではない．
● もっと問題にしてもおかしくないと思います．患者様の実状をわかっていないとしか思えません．
● 2025 年問題（団塊世代が 75 歳を迎える）では，病床の有効活用が求められるので，透析患者だから，特別とい

う事は不可能になってくると考えられる．そこで，サービス付き高齢者住宅や有床診療所の有効活用が必要とな
ってくると思う．

● 透析患者の家族も多少の甘えがあることが多々あり，外来通院できるのに入院させる傾向がある．
● 特定除外制度の廃止方針に関して，特別意見はありませんが，13：1，15：1 でしか運用ができない病院は一般

にしがみつかず，療養に転換すべきでしょう！！
● 廃止をするのであれば，受け皿を含めた代替案を出してほしい．
● ADL が低く通院困難な患者さんは介護施設で受け入れるところがほとんどありません．その理由は施設で送迎

負担できない，担当介護スタッフに負荷が大きい，要医療度が高く，状態変化に対応できない等です．透析設備
を持たない一般病院，療養病床でも引き受け拒否があるため，今後，透析難民の発生は必ず起こると考えます．
政策の変更が無い中，医療現場での対応には限界間近です．医療材料他経費節減は限界，患者さんの ADL 低下
によりスタッフの業務荷重が増加の一途です．

● 現時点でも通院困難，独居，老老介護の患者が多数いる．近い将来，ほぼ間違いなく入院を要する人々である．
多くの合併症を抱えて在宅や施設入所は難しいと言わざるをえない．彼らを病院から追い出せば，医療難民化す
るのは明らかだし，家族も経済的，時間的，物理的に手を取られるため，家族単位の労働生産性が低下する．ま
た，多くの高齢者の子どもが都市部に別居しているため，退院となると転居し，子どもとの同居が必要になる．
都市，国の生産性の低下につながるとともに，様々な問題が起こるであろうことは火を見るより明らかである．

● 当院は導入施設であるが，受入先の確保が困難になるのは明らかである．
● 透析は延命療法であり，終生継続が必要であるため，自宅介護や施設での介護も困難な症例は必ず存在する．長

期入院が不能となれば，代わる手段をどう考えての方針なのかを明確に示すべきである．行く先はどうするのか？
● 一般の長期入院の患者より透析患者は医療依存度が高く，日常管理するのも難しい．在宅療養は困難であろう．

老健，特養もハードルが高く，病院しかなかろう．長期入院なら赤字覚悟の包括療養病棟しかあるまい．仮にも
身体障害者 1 級．受け皿となる老健，病棟の整備を切望する．

● 当院は以前より老人医療を手がけているため，療養病床，老健，特養，グループホームなどをすべて持っており，
また，30 年前よりずっと送迎も行ってきたので特に問題はない．

● 日本では，在宅の充実が非常に遅れている．長期入院の必要があるので，必要施設の充実は不可欠である．
● 入院が長期化することが予想される患者さんの受け入れ制限が生じると思われる．また，平均在院日数のリセッ

トが検討されると思われるが，社会的な混乱を引き起こすことも予想される．
● 80 歳以上の高齢者の透析導入について，寝たきりの方の導入，悪性腫瘍のある方の導入等，なんでも導入する

ことに対する抑制を要する．認知症患者への導入の是非も考える必要があり．そうすれば，無用なベッドを増や
さないで済む．

● 特定除外制度の廃止には反対です．難病，人工呼吸器装着患者等（人工透析）の受入確保体制を十分に整備する
ことが最優先かと考えます．

● 特定除外患者を多く抱えている病院については，大幅な減収につながります．それに入院を継続している理由は，
患者の病態や地域での医療介護の整備状況などさまざまな要因があるため，画一的に廃止すべきではない．

● ADL が低下している透析患者や社会的入院が必要な患者が少なからず存在しており，受け皿の少ない現状では
特定除外制度の存続を強く希望する．
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同調査では，介護保険施設への入所や，有料老人ホ
ームへの入居に関する状況に関しても同様の質問をし
ているが，介護保険施設への入所では「時々困難」48

％，「常に困難」43％，老人ホーム等への入居に関し
ては「時々困難」50％，「常に困難」42％ と，入所，
入居が ADL 低下透析患者の受け入れ先としては，ほ
とんど機能していない実情を反映した厳しい回答とな
っている．

本来，ADL の低下した患者の主な受け入れ先にな
るべき介護保険施設は，以下の理由から受け入れが困
難と言われている．

介護老人福祉施設（特養）では，医療ニーズの高い
患者を受け入れることができる人的配置基準になって
おらず，症状の不安定な透析患者は入所が認められな
いことが多い．また，週 3 回の通院のため透析施設へ
の送迎を行う必要があるが，施設職員に余裕がないた
め通院介助を行う施設はほとんど無く，透析患者の入
所は事実上不可能となっている．

介護老人保健施設（老健）は，介護老人福祉施設と
比較すれば医師も配置されており，夜勤帯にも看護師
が配置されるなど，より医療提供能力は高い．しかし，
医療依存度が比較的高い要介護透析患者をケアするに
は十分でなく，また介護報酬・診療報酬算定上の問題

（薬剤の包括や他施設受診時の点数の減算）も大きな
障害となっている．その結果，現状では透析施設が設
置した老人保健施設で受け入れているところがわずか
に存在するだけである．

最近，国が整備を積極的に進めているサービス付き
高齢者住宅（サ高住）は，入居費用が高額であること
が多く，多くの透析患者の受け入れ先としては実質的
に機能していない．その結果，透析患者の多くは医療
機関での長期入院をせざるをえないのが実情である．
日本透析医会は，3 カ月以上の長期入院患者の実態を
調査しているが1），その結果からは，全国で 1 万人を
超える透析患者が長期入院しており，その半数以上は
1 年以上の長期入院と推定されている．同調査では，
これらの長期入院患者の約 3 分の 2 が医療療養病床で
はなく一般病床に入院していること，また一般病床の
中では 13：1，15：1 と看護基準が低く，比較的病床

数の少ない小規模医療施設が主な入院先になっている
ことも判明している．

したがって，今回の特定除外制度の廃止の影響をう
ける医療施設は，いままで通院困難となり長期入院と
なっている透析患者の主な受け入れ先であった施設と
いえる．前述のように，他の受け入れ先がさまざまな
理由から透析患者の受け入れ先として機能していない
現状で，新たな受け入れ先を準備することなく，突然
実施された今回の一般病床（13：1，15：1）における
特定除外制度の廃止は，大きな問題を透析医療に及ぼ
すと考えられる．

多くの回答施設が長期入院患者の他院への転院や，
介護施設への入所，自宅への退院を検討しているとの
今回の調査結果からは，今後，多くの患者が制度変更
による影響をうけることになることが予想される．

現在，国が進めている医療提供体制の改革は，将来
の日本の医療を考えたうえで重要な改革ではあるが，
改革に伴う副作用を極力避けるために細心の注意を払
うべきである．特定除外制度の廃止に関しては，この
ままでは居場所がなくなる可能性の高い通院困難な透
析患者に対する新たな受け入れ先確保の施策と並行し
て，時間をかけて実施する必要があると考える．

さいごに

2012 年 4 月の診療報酬改定において，看護基準
13：1，15：1 の一般病床における特定除外制度が廃
止された．本アンケート調査の結果，このままでは透
析医療提供体制に大きな影響がでることが示唆された．
特定除外制度の廃止は，ADL が低下した透析患者の
新たな受け入れ先確保施策と並行して実施する必要が
ある．

文　　献
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への対応，及び長期入院透析患者の実態調査．日透医誌，
22； 342-357，2007．

2） 中澤了一，笠井健司，鈴木正司，他：透析患者の高齢化に
伴う収容施設の相互連携に関するアンケート調査．日透医誌，
21； 161-169，2005．



「特定除外制度の廃止方針に対するアンケート調査」結果報告 475

資料　アンケート調査票

平成 24 年 5 月
入院病床のある
会員施設代表　　　　各位

「特定除外制度の廃止方針に対するアンケート」への協力のお願い．

公益社団法人日本透析医会
会長　山㟢　親雄

常務理事　太田　圭洋

　2012 年の診療報酬改定において，一般病床の中で 13：1，15：1 の看護基準の病棟において，特定除外制度が
廃止されることとなりました．特定除外制度とは，通常の場合，一般病棟に 90 日を超えて入院する場合，特定
入院料という低額の包括点数になりますが，厚生労働大臣が別に定めた状態の患者は，病棟の平均在院日数の計
算から外されるとともに，出来高請求を継続できるという特例です．従来，透析患者は特定除外項目の⑩として，
特定入院料の除外として取り扱われてきました．
　しかし，厚生労働省は，病床機能の分化・再編の一環として，今回の改定において 13：1，15：1 の一般病床
における特例除外の制度の適応を廃止し，90 日を超える患者に関しては，医療療養病棟の包括点数で請求するか，
平均在院日数の計算に加えるかのどちらかの対応をとるよう求めています．また，今後の改定において 10：1，
7：1 の一般病床でも，特定除外制度が外されていくことが想定されています．
　2007 年に日本透析医会が実施した調査では，3 カ月以上の長期入院患者の約 3 分の 2 が一般病床に入院してお
り，さらにその半分が 13：1，15：1 の一般病床に入院していたとの結果でした．今回，特定除外制度が廃止さ
れたこれらの病床が，多くの通院困難な透析患者の受け皿となっていることが判明しているなか，本制度の適応
の廃止により，今後の通院困難透析患者の受け入れに大きな影響が出ると危惧されます．
　日本透析医会は，今回の改定に対する要望事項として，医療療養病床で透析患者を受け入れる施設が不足して
いること，および上記の実態を説明し，特定除外制度の急激な廃止をしないよう要望してきましたが残念な結果
となりました．

　今回，病床をお持ちの会員を対象に，特定除外制度が廃止された場合に，医療機関にどのような影響がでるか
に関して調査を行うこととなりました．この結果は今後の厚生労働省への要望にいかしていく予定です．よろし
くご協力くださいますようお願いいたします．

特定除外制度の廃止方針に対するアンケート

入院病床のある病院・有床診療所を運営されている会員に質問します．
無床診療所の会員の方は，このアンケートは返答いただかないで結構です．

はじめに，貴院の医療機関属性に関して質問します．
医療機関名　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）（差し支えなければお書きください）
都道府県　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
医療機関区分　　①病院 ②有床診療所
病床，看護基準　①一般病床　　　　　　　床　
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　　　　　　　　　（7：1　　　　床，10：1　　　　床，13：1　　　　床，15：1　　　　床）
　　　　　　　　②医療療養病床　　　　　　　床
　　　　　　　　③介護療養病床　　　　　　　床
同一法人グループにおける入所施設（老健・特養・有料老人ホーム等）の有無
　　　　　　　　①老健　②特養　③有料老人ホーム等
通院透析患者数      　　人
入院透析患者数      　　人
3 カ月以上の入院透析患者数    　　人
　（うち入院している病床別） 一般病床  　　人
　　　　　　　　　　　　　　　　医療療養病床  　　人
　　　　　　　　　　　　　　　　介護療養病床  　　人
以下，13：1，15：1 の病床をお持ちの方にお聞きします．これらの病床を持たない方は，問 5 からお答えくだ
さい．
問 1　一般病床に入院中の，3 カ月超の透析入院患者（特定除外患者）は何人中何人ですか
 一般病棟の平均入院患者数（①）   　　人
 3 カ月超の透析入院患者数（②）   　　人
 特定除外入院患者比率（＝①/② *100）  　　％
問 2　もし，医療療養病床の包括点数で請求することとした場合，医療収益に与えるマイナスの影響額はどれく
らいですか．
    年間    円
問 3　もし，平均在院日数の計算に入れることとした場合，平均在院日数は何日から何日になりますか（小数点
以下 1 桁）．
 　従来   日　―→　  　日
問 4　今回の改定への対応として，どのような対応を行いますか？ （複数回答可）
　①　医療療養病床の包括点数で請求する．
　②　平均在院日数に含め出来高請求を維持する．
　③　病棟の看護基準を 10：1 に上げる．
　④　病棟を医療療養病棟に転換する．
　⑤　病棟を障害者施設等一般病棟に転換する．
　⑥　特定除外患者を別の病床へ移動させる．
　　　（ア）　医療療養病床　
　　　（イ）　7：1，10：1 病床
　　　（ウ）　障害者施設等一般病棟
　⑦　長期入院透析患者の他院への転院を検討する．
　⑧　長期入院透析患者の介護施設への転所を検討する．
　⑨　長期入院透析患者の退院をうながす．
　⑩　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
以下，入院病床をお持ちのすべての会員の方がお答えください．
問 5　今後，病院の機能分化が進められ，一般病床における長期入院は 7：1，10：1 の看護基準含め，すべて認
められなくなること予想されます．そのような状況の中で，貴院は長期入院患者へ，どのように対応されます
か？ （複数回答可）
　①　医療療養病床の包括点数を許容し，一般病床での長期入院を容認する．
　②　平均在院日数がクリアできる範囲で，一般病床での長期入院を容認する．
　③　長期入院透析患者を一般病床から，他の病床へ移動させる．
　④　長期入院透析患者を，外の病院へ転院させる．
　⑤　長期入院透析患者を，他の施設（老健，特養他）へ転所させる．
　⑥　長期入院透析患者の通院透析への復帰を模索する．
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　⑦　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
問 6　今後の病床機能の再編に際し，貴院は一般病床を他の病床へ転換する予定はありますか
　①　医療療養病棟への転換を検討する．
　②　障害者施設等一般病棟への転換を検討する．
　③　特に検討する予定はない．
問 7　貴院は今後，通院困難な透析患者への対応として，高齢者向け賃貸住宅（サービス付き高齢者向け住宅
等）の建築する予定はありますか？
　①　すでに建築した．
　②　具体的に検討している．
　③　今後検討する予定である．
　④　特に検討する予定はない．
問 8　通院困難な透析患者の受け入れ施設は少ない中，多くの患者が一般病床の特定除外制度のもと，長期入院
している実態があります．今回のような特定除外制度の廃止の方向は，透析患者の治療にどのような影響を及ぼ
すと思いますか．
　①　特に大きな問題は生じない．
　②　少々の問題は生じるものの，なんとか対応は可能である．
　③　受け入れ先の確保等に，より大きな問題が生じてくる．
　④　社会的問題にまで発展していく可能性がある．
問 9　その他，特定除外制度の廃止方針に関して，意見があればお書き下さい．
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
参考質問
問 10　今回の改定で，回復期リハビリテーション病棟において，透析技術料（人工腎臓 1）の算定が可能となり
ました．貴院は今後，回復期リハビリテーション病棟を整備していく予定はありますか？
　①　すでに整備している．
　②　今後，具体的に検討する．
　③　特に検討する予定はない．
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要　旨

2005 年から 2010 年の 6 年間に経験した透析患者に
おける整形外科領域の感染症 66 例を調査し，その病
態と予後について検討した．発生頻度は透析患者 100

人当たり 1.5 人/年であった．手術部位感染は，2 件
0.42％ であり，一般人の 0.1～3.0％ と比較して差はみ
られなかった．6 年間に 3 例の化膿性脊椎炎を経験し
た．発生頻度は透析患者 100 人当たり 0.06 人/年であ
り，一般人の約 100 倍の発生率であった．調査期間中
に施行した下肢大切断 28 例 34 肢において，切断の直
接の原因が感染コントロール不能に因るものが 17 肢
50％ を占めていた．大切断後 1 年以内死亡例の 56％
が感染症であった．

今回の調査では，下肢切断例を除くと感染症の発生
数は少なかったが，一般人における発生率と比較する
と著しく高率であった．感染症は下肢切断術後の生命
予後に大きな影響を及ぼしていた．

はじめに

古くて新しい疾患といわれる感染症は，免疫力の低
下した高齢者や糖尿病患者が増加傾向にある慢性透析
患者において，今後とも重要な問題であると思われる．
今回，実態があまり知られていない透析患者における
整形外科領域の感染症を調査し，その病態と予後につ
いて検討したので報告する．

1　対　象

当院の透析患者のうち，2005 年から 2010 年末まで
の 6 年間に整形外科で手術療法ないし入院治療を行っ
た整形外科領域の感染症患者 66 例を対象とした．性
別は男性 42 人，女性 24 人，年齢は 43～90 歳であった．
透析導入疾患は，慢性糸球体腎炎 31 人，糖尿病性腎
症 34 人，その他 1 人であった．透析期間は，1 年未
満から最長 34 年であった．感染症 66 例の内訳を表 1

に示す．本論文では，手術部位感染（SSI），化膿性脊
椎炎，下肢大切断に関連した感染について述べる．

2　結　果

2-1　発生頻度について

毎年 7～14 人の感染症が発生していた．これを年間
発生率としてあらわすと，毎年透析患者 100 人当たり
1.5 人に発症していたことになる（図 1）．しかし，下

臨床と研究

整形外科領域の感染症

今井　亮　小野利彦　岩元則幸　
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key words：透析，整形外科，感染症，下肢大切断
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Ryo Imai
Toshihiko Ono
Noriyuki Iwamoto

表 1　透析整形外科領域の感染症
　　　 （2005～2010 年）

疾患名 症例数

手術部位感染（SSI）   2
化膿性関節炎   6
化膿性脊椎炎   3
化膿性骨髄炎   2
下肢切断　大切断 24
　　　　　小切断 29

合　計 66
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肢切断 53 例を除くと，6 年間の感染症発生患者は 13

例のみであった．

2-2　手術部位感染について

2005 年から 2010 年の間に，清潔手術 469 件と感染
手術 71 件の合計 540 件の手術が施行された（表 2）．

清潔手術 469 件中の 2 件（0.42％）に SSI が発生した．
1 例は MRSA 感染を伴った足の難治性潰瘍を合併し
た糖尿病性腎症患者である．弾発指手術後に MRSA

感染を発症し，化膿性腱鞘滑膜炎による指の壊死をき
たしたため，中手骨中央より遠位で指切断となった．
他の 1 例は，下肢閉塞性動脈硬化症による足部壊疽に

図 1　透析整形外科で治療を行った感染症患者数
　　　　　　　　　　　   （66 例，2005～2010 年）

7
12

12

14912

年間発生率
1.5 人/100 人/年

表 2　透析整形外科 における手術数と SSI 発生数
　　　　　　　　　　　　 　　（2005～2010 年）

手術の分類 清潔手術 感染手術 疾　　患

腎不全の治療に必要
な手術

0   0 なし

腎不全の合併症の治
療に必要な手術

395（1）   0 DRA 軟部 303（弾発指 130），DRA 骨関節 18，
透析骨症 5，透析性脊椎症 58，その他 11

四肢壊疽や糖尿病足
病変に対する手術

  11（1） 54 大 切 断 34 肢（壊 疽（＋）感 染（－）9），小
切断 29 肢，その他 2

腎不全に偶発した疾
患の手術

63　 17 骨折 37，病巣掻爬 8，化膿性関節炎 6，軟部
腫瘍 5，その他 24

合　計 469（2） 71

（　）内数字は SSI 数を示す．発生率は 2/469（0.42％）である．

表 3　当施設での化膿性脊椎炎症例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （3 症例，2005～2010 年）

発症年 症　例 先行感染 起炎菌 罹患部位 発症型 治　療 予　後

2005 59F
CGN
23Y

グラフト
感染

MRSA
（血培）

C7/T1 急性型
敗血症

保存療法 治癒（2 カ月）

2006 58F
DM
8Y

シャント
感染

MSSA
（血培）

L5/S1 急性型
敗血症

保存療法 治癒（3 カ月）
坐骨神経痛

2010 60F
CGN
12Y

　？ 血培（－） L3/4 慢性型 保存療法 治癒（3 カ月）



日本透析医会雑誌　Vol. 27　No. 3　2012480

対して下腿切断術を施行した．術後断端部の壊死を生
じ，感染も合併したため再手術を勧めたが同意が得ら
れなかった．術後 1 カ月で敗血症のため死亡となった．

2-3　化膿性脊椎炎について

6 年の調査期間中に 3 例の化膿性脊椎炎を経験した
（表 3）．慢性型の 1 例は，軽度の腰痛が主訴であった．
単純 X 線像で特別な異常所見を認めなかったが，血
液検査で CRP 4.8 と高値であったため腰椎 MRI を施
行した．腰椎の圧痛，CRP 陽性，MRI 所見から化膿
性脊椎炎と診断した（図 2）．他の 2 例は化膿性脊椎
炎を強く示唆する激しい疼痛，敗血症がみられ，MRI

にて診断が確定された．3 例とも抗生物質の点滴によ
り 2～3 カ月で感染は沈静化した．当施設の透析患者
数から計算すると，年間に透析患者 100 人当たり
0.066 人の発生率が推測される．

2-4　下肢大切断と感染について

調査期間中に施行した下肢大切断は 28 例 34 肢であ
る．男 21 例，女 7 例，年齢は 51～90 歳，平均 71.8 歳
であった．原疾患は糖尿病性腎症 21 例，慢性糸球体
腎炎 7 例であり，透析歴は 18～408 カ月，平均 129.5

カ月であった．切断高位は，大腿切断 8 肢，膝関節離
断 12 肢，下腿切断 14 肢であった．全例が下肢末梢動
脈疾患（PAD）に罹患していたが，大切断に至った原
因は虚血の進行 17 肢，感染コントロール不能 17 肢で
あった．大切断術の適応は，糖尿病（DM）患者では
26 肢中 16 肢（61.5％）が，および非糖尿病（NDM）
患者では 8 肢中 1 肢（12.5％）が感染であった．DM

患者では感染コントロール不能による切断が多かった
（表 4）．感染性壊疽の起炎菌は 2/3 が MRSA 感染で
あった．

下肢切断 1 年後の予後について，28 例中 9 例（32

％）が死亡していた．死因は，敗血症 3 例，肺炎 2 例，

図 2　化膿性脊椎炎（60 歳女性）
　a）窓拭き中に腰痛が発症し受診，単純 X 線像にて L 3/4 退行変性所見（椎間板腔の狭
小化・骨刺形成），発症 3 日後の MRI（T2W）像は L 4/5 終板部・椎間板腔に高信号．b）
約 1 カ月後，X 線像で終板部の不整像，MRI（T2W）像は L 4/5 終板部の高信号域の拡大・
椎間板腔の高信号の消失．c）3 カ月後，X 線像で椎間板腔の狭小化，MRI（T2W）像は L 
4/5 終板部の高信号部が淡くなる．d）6 カ月後，X 線像で終板部の骨硬化像，MRI（T2W）
像は L 4/5 終板部の高信号部がさらに改善．

a b c d

0T 4W 3M 6M

3T 3W 3M 6M

表 4　下肢 PAD における大切断術の原因
　　　　　　　　　  （28 例 34 肢，2005～2010 年）

下肢 PAD 数 虚血の進行 感染制御が不能
（虚血＋感染症）

DM 患者 26 肢 　　　 10 肢（38.5％） 16 肢（61.5％）
NDM 患者 8 肢   　　   7 肢（87.5％）   1 肢（12.5％）

合　計 34 肢（28 例） 17 肢（50％） 17 肢（50％）
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心疾患 2 例，脳梗塞 1 例，不明 1 例であった．切断後
1 カ月以内に死亡した周術期死亡率は 2 例（7％）で
あった．一方，大切断術 1 年後の ADL は（表 5），障
害老人の日常生活自立度判定基準に従うと，J：4 人，
A：1 人，B：10 人，C：4 人であった．下肢切断 1 年
後に生存していた 19 例のうち，屋内生活になんらか
の介助が必要であり日中もベッドでの生活が主体であ
るものが 14 例（74％）であった．下腿切断 5 例に義
足が処方され，そのうち 1 年後に義足による外出可能
な実用歩行を維持できていたのは 4 例のみであった．
下肢大切断後の生存率は，1 年生存率 67.9％，3 年生
存率 20.4％，5 年生存率 8.2％ であった（図 3）．

3　考　察

整形外科領域の SSI に関して，2008 年，日本整形
外科学会診療ガイドライン委員会による「骨・関節術

後感染予防ガイドライン」が出版されている1）．これ
によると，術後の SSI 発生率は表層・深部 SSI で 0.1～
3.0％ であり，起炎菌で頻度の高いのは黄色ブドウ球
菌および表皮ブドウ球菌である．糖尿病，血液透析，
関節リウマチなどの易感染性宿主は術後 SSI の発生率
が高いといわれている．我々の施設における 6 年間の
SSI 調査は 0.42％ であり，許容範囲と考えられる．感
染を起こした 1 例は糖尿病・糖尿病足病変・MRSA

感染の症例であり，小手術に対しても他部位の感染の
コントロールを十分に行ってから施行すべきであった
と反省させられる2）．今回の調査では経験しなかった
が，特に整形外科手術で問題となるのは，人工関節や
脊椎インプラント等の人工物の留置である（表 6）3）．
脊椎手術では，透析患者と一般人との間に SSI に差は
みられないが，人工関節では感染率の異常に高い施設
があることが問題である．また，透析患者では，全身

表 5　下肢大切断 1 年後の ADL

J A B C 死　亡 合　計

NDM（人） 0 1 2 2 2 7

DM（人） 4 0 8 2 7 21

合　計
4

（14％）
1

（4％）
10

（36％）
4

（14％）
9

（32％）
28

死亡 9 人の死因：心不全・AMI 2, 敗血症・肺炎 5, 脳梗塞 1, その他 1

図 3　下肢大切断後の生存率
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表 6　透析患者における術後感染 SSI
―インプラントを留置した場合―

手　　術 非透析患者 透析患者 自験例†

脊椎
Instrumentation

1.0～6.3％ 1.2～3.6％ 0％（0/58）

初回人工関節置換術 0.2～3％ Early  0～50％
Late   9～13％

Early  1.05％
Late        0％

†　1977～2010 年．人工関節置換術（股・膝・肩）106 関節（初回 95 関節）．早期感染：FHP 
1 例（0.9％），晩期感染：Revision 1 例（0.9％）
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状態の問題，局所の骨の問題などで再置換術が行えな
い症例が多いといわれている4）．

透析整形外科領域の SSI をまとめると，慢性透析患
者における整形外科手術での SSI の発生頻度は，自験
例では非透析患者と同等であった．しかし，透析患者
は compromised host であり，バスキュラーアクセス
部の感染率も高いため，人工物を留置する手術の適応
は慎重であるべきと考える．

化膿性脊椎炎は脊椎の一般細菌による感染症であり，
椎体終板が初発感染部である．発生率に関しては，非
透析患者の本邦での報告はなく，フランスの報告では
10 万人・年当たり 1.8 人である．一方，透析患者での
発生率は，2011 年の森の報告5）によると 1 人/1,000 人
/年である．我々の推定では 0.66 人/1,000 人/年であ
った．いずれにしても透析患者における発生率は，一
般人の約 100 倍である．

感染経路としては大多数が血行感染であり，血液透
析患者ではバスキュラーアクセス感染が約 60％ を占
めている6）．起炎菌は黄色ブドウ球菌が約 50％ を占
めており，その中で MRSA の割合が 70％ と高い．本
疾患で問題となるのは，高齢者の MRSA 感染の場合，
生命予後が不良との報告が多いことである7）．さらに，
典型的な急性発症型が減少し，亜急性や慢性型が増加
しているため，診断が困難になっている．亜急性型や
慢性型の増加の要因として，compromised host の増加
に加え，診断が確定する前の抗生物質投与が大きな原

因と言われている8）．そのため，先行感染があり，微
熱ないしは CRP の上昇に加え腰痛の訴えがある場合は，
化膿性脊椎炎を疑い MRI を行うべきである（図 4）．

化膿性脊椎炎をまとめると，透析患者の罹患率は高
く，高齢者の MRSA 脊椎感染症の死亡率が高い．急
性型の発症例が減少しているため，発熱・腰痛を呈す
る透析患者に対しては化膿性脊椎炎を念頭において鑑
別診断すべきである．

2001 年の日本透析医学会の統計調査によると，わ
が国の透析患者 100 人・年あたりの四肢切断の新規発
生率は 0.62 人であり，一般人の約 100 倍の発生率で
ある9）．また，DM 透析患者は NDM 透析患者の 1.47

倍と切断率が高い．下肢 PAD を合併した透析患者に
対する大切断術は，血行再建術の適応がなく，かつ壊
疽が進行性，壊疽部の感染制御不能，疼痛がコントロ
ールできない，のいずれかの場合に施行される10）．自
験例では，感染の制御不能症例が 50％ と半数を占め
ていた．DM 患者では 61.5％ が，NDM 患者では 12.5

％ が感染の制御不能であり，DM 例で感染による切
断率が高かった．このことは，PAD を合併した DM

患者に対するフットケアや創処置等の感染予防対策の
重要性を示唆している．

当院では 2005 年以降，PAD や糖尿病足病変に対し
て積極的に介入を行っている．2005 年以前と 2006 年
以降での新規切断率を NDM 群で比較したところ 0.6

人/100 人・年から 0.2 人に減少していた．NDM 群で

図 4　化膿性脊椎炎（PS）の診断・治療

手術的治療

血液培養，経皮的ドレナージ・培養

先行感染に対する抗菌薬/広域スペクトル抗菌薬

細菌培養結果から得られた感受性のある抗菌薬に変更

安静，経皮的ドレナージ（洗浄）

沈静化（－）
不安定性（＋）
麻痺（＋）

硬性コルセット

PSと診断

沈静化（＋）
不安定性（ー）
麻痺（ー）

専門医に紹介

化膿性脊椎炎の疑い 緊急MRI

＊先行感染
＊微熱・CRP↑
＊持続する腰痛

T2強調画像 T1強調画像
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は PAD による虚血が切断の直接的原因であるものが
86％ を占めていたため，PAD スクリーニングによる
潜在性 PAD の早期発見と Fontaine 3, 4 の重症虚血肢
への積極的な介入が奏功し，切断率の低下につながっ
たものと考えている．一方，感染が直接的原因の 67

％ を占めていた DM 群での新規切断頻度は，2000 年
以降 1％ 前後で改善がみられない11）．これは，感染を
伴った虚血肢の感染コントロールの難しさ，および感
染に対する早期の積極的な介入の重要性を表している．
筆者らは壊疽が dry gangrene の状態であっても，入
浴，履物，歩行など ADL に及ぼす影響は大きと考え，
また壊疽部との境界部での感染は避けられないとの考
えに立ち，壊疽の進行が収まった段階で SPP 40 mmHg

以上，できれば 45 mmHg 以上の部位での小切断を行
っている．

下肢切断後の生存率について，2004 年に Aulivola は，
非透析患者の 1 年生存率は 75％，5 年生存率は 42％
であり，透析患者のそれは各々 51％，14％ と低いと
報告している12）．花岡ら13）は，術後 6 カ月以内に 41.7

％ が，Peters ら14）は 29.5％ が死亡したと報告してお
り，術後 6 カ月以内の死亡率が高く予後不良であると
述べている．われわれの症例も 1 年 67.9％，3 年 20.4

％，5 年 8.2％ と 3 年以降の生存率は低かったが，6

カ月以内の死亡率は 4 例（14.3％）と他の報告と比べ
ると低かった．死亡原因について，1 年以内に死亡し
た 9 例中の 5 例（55.6％）が感染症であり，術後 30

日以内の周術期死亡 2 例（5.9％）はともに感染症が
原因であった．花岡らは，最終手術日から術後 1 年以
内の死亡率は 51.3％（59/115），6 カ月未満は 41.7％
であり，その死因は感染性疾患と虚血性疾患が大半で
あったと報告している．そこで，重症感染症や壊死性
筋膜炎症例などに対して，damage control surgery の
概念を取り入れた治療を行い，大腿切断術を施行した
患者の 6 カ月以内の死亡率が 55.6％ から 6.25％ へと
著しい改善を得ている13）．この結果は damage control 

surgery により，生命予後の改善が図れることを示唆
している．

下肢大切断と感染についてまとめると，下肢大切断
術の適応の 50％ は，感染性壊疽に対する感染制御の
不能が原因である．大切断後の生命予後は不良であり，
死因の大多数は感染症と虚血性疾患である．以上より，
大切断率を低下させ，術後の死亡率を改善するために

は感染への適切な対応が重要と考える．

まとめ

慢性透析患者における整形外科領域の感染症につい
て報告した．感染症は下肢末梢動脈疾患患者の下肢切
断および術後の生命予後に大きな影響を及ぼしていた．
下肢大切断例を除くと，感染症の発生数は少なかった
が，一般人における発生頻度と比較すると著しく高率
であった．術後 SSI に関しては，今回の調査では許容
範囲であったが，透析患者は compromised host であ
ることを念頭において感染には十分な配慮が必要であ
ると考える．
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要　旨

サルコペニアは，“筋肉量の減少に加え，筋力低下
または身体能力低下のいずれかを併せ持つ” 病態を意
味する．サルコペニアは，加齢に伴う原発性と，廃用，
慢性消耗性疾患，栄養障害による二次性に分類される．
透析患者におけるサルコペニアには，筋肉内のミオス
タチン亢進とインスリン様成長因子 I（IGF-I）の減少
が関与する．臨床的には，サルコペニアは透析患者の
転倒および骨折のリスクであり，動脈硬化性病変や生
命予後にも関与する．現時点で，日本人におけるサル
コペニアの診断基準は作成されてないが，歩行速度の
計測（＜0.6 m/sec）がスクリーニング法としては最
も簡便である．そして，サルコペニアの進展予防には，
十分量のたんぱく質（アミノ酸）の経口摂取と定期的
な運動や生活活動が有効である．

1　はじめに

1988 年，Rosenberg1）が高齢者で筋肉量や身体機能
が低下する病態を “サルコペニア（sarcopenia）” と命
名した．“Sarco” とは，ギリシャ語の “Sarx” 由来で骨
格筋・筋肉を意味し，“penia” は減少を意味するラテ
ン語であり，サルコペニアとは二つの語句をつなぎ合
わせた造語である．

2010 年 の the European Working Group on Sarcope-

nia in Older People（EWGSOP）のコンセンサスカン
ファレンスにおいて，サルコペニアは「筋肉量の減少
に加え，筋力低下または身体能力低下のいずれかを併
せ持つ病態」と統一的な解釈が公表された2）．そのう
えで，サルコペニアを原発性（加齢によるもの）と二
次性（廃用，慢性消耗性疾患，栄養障害によるもの）
に分類している（表 1）．

本稿では，透析患者におけるサルコペニア（二次
性）の成立機序と評価法を紹介するとともに，サルコ

臨床と研究

透析患者におけるサルコペニア

加藤明彦　
浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部

key words：筋肉量の低下，筋力低下，身体活動度，アミノ酸補給，身体活動

Sarcopenia in dialysis patients
Blood Purification Unit, University Hospital, Hamamatsu University School of Medicine
Akihiko Kato

表 1　サルコペニアの分類

分　　　類 原　　　因

原発性 加齢のみによる

二次性

廃用によるサルコペニア ベッド上安静，活動性の乏しい生活習慣，体調不良，無重力状態

疾患によるサルコペニア
（＝悪液質，カヘキシア）

進行した臓器不全（心臓，肺，肝臓，腎臓），炎症性疾患，悪性
腫瘍，内分泌的異常

低栄養によるサルコペニア 吸収障害，消化管の異常，食欲不振を起こす薬剤の使用などによ
り，食事から十分なエネルギーやたんぱく質の摂取ができない

（文献 2 より）
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ペニアの臨床的意義および予防法について概説する．

2　透析患者におけるサルコペニアの成立機序

筋たんぱくの代謝経路を図 1 に示す．骨格筋細胞に
は，アミノ酸から筋たんぱくが合成され，合成された
たんぱく質をユビキチン-プロテアソーム系によって
ペプチドに分解し，最終的にアミノ酸となる経路が存
在する．

透析患者において筋肉量が減少する機序として，①
筋たんぱくの合成低下，②筋たんぱくの分解亢進，の
両者がある．

2-1　筋たんぱくの合成低下

骨格筋細胞においてたんぱく合成を促進する因子に
は，成長ホルモン（GH）およびインスリン様成長因
子 I（IGF-I）がある．活動度の低い透析患者の筋組織
では，IGF-I および IGF-I 受容体の遺伝子発現が低下
していることより3），透析患者の筋細胞は IGF-I に対
して抵抗性である．IGF-I の作用低下は，筋肉内の
PI3 キナーゼ活性を低下させ，ユビキチン-プロテア
ソーム系を亢進してたんぱく分解を促進させるととも
に，Bax を活性化させてカスパーゼ 3 を刺激し，筋細
胞のアポトーシスも促進させる4）．実際，血液透析患
者にヒト遺伝子組み換え IGF-I と GH を同時に皮下注
射することにより，筋肉のたんぱく代謝が短期的に改
善することが報告されている5）．

一方，主に筋肉内に存在するミオスタチンは，
TGF-b スーパーファミリに属する 26 kDa の糖たんぱ

く質であり，唯一の筋肉増殖に対する負の制御因子で
ある．透析導入患者の筋組織において，ミオスタチン
の遺伝子発現はインターロイキン 6（IL-6），およびリ
ン酸化 Akt の遺伝子発現と関連することより6），炎症
性サイトカインおよび PI3 キナーゼ/Akt 経路がミオ
スタチンの発現亢進に中心的な役割を果たしているこ
とが明らかになっている．

2-2　筋たんぱくの分解亢進

上述したように，IGF-I の低下は筋たんぱくの分解
を促進するが，それ以外に炎症性サイトカイン（TNF-

a，IL-6，IL-1b，インターフェロン c）もたんぱく分
解に関連する3）．炎症性サイトカインは核内転写因子
の NFlb を活性化させるとともに，インスリンシグナ
ルを抑制し，糖質コルチコイドの産生を増やすことに
より，筋たんぱくの分解を促進する．さらに代謝性ア
シドーシスはインスリン抵抗性を惹起することで，筋
たんぱくの分解に関与する3）．

3　サルコペニアの評価法

2010 年の EWGSOP のコンセンサスカンファレン
ス2）では，筋肉量，筋力低下，身体能力の低下に関す
る評価法について，それぞれ提唱している．

3-1　筋肉量の評価

標準的な筋肉量の指標として，二重エネルギー X 線
骨塩分析（DEXA）法，または電気インピーダンス

（BIA）法で計測した四肢の筋肉量の合計（appendicu-

図 1　筋たんぱく質の代謝
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lar skeletal muscle mass）を身長（m）の二乗で除し
た skeletal muscle mass index（SMI）が用いられる．
通常，健康成人（18～40 歳）の SMI 平均値から 2 標
準偏差（2 SD）以上低い場合，サルコペニアと診断さ
れる．日本人では，男性は 6.87 kg/m2 未満，女性は
5.46 kg/m2 未満がカットオフ値と報告されている7）．

一方，透析患者ではサルコペニアは十分に評価され
ていない．その理由として

①　サルコペニアの認識度が低い
②　DEXA や BIA 法は透析間の体液量増加に影響

されて不正確となる
③　計測時間が長い
④　DEXA や BIA を測定できる透析施設が限られる

⑤　日常診療では上腕筋周囲長が用いられている
などが考えられる．我々の予備的な検討では，血液透
析患者の約 80％ が筋肉量低下のカットオフ値（男性
＜6.87 kg/m2 未満，女性＜5.46 kg/m2）を満たしてお
り，特に糖尿病透析患者では約 90％ に筋肉量減少を
認めた（図 2）．

3-2　筋力の評価

筋力の評価は，主に握力で行われる．海外の報告で
は，男性は 30 kg 未満，女性は 20 kg 未満の場合に「筋
力の低下」と診断する2）．また，体格係数に応じて握
力のカットオフ値を変更している論文もあるが2），現
時点では統一された基準はない．

図 2　血液透析患者におけるサルコペニアの頻度
　血液透析患者 258 名（男性 174 名（57±12［30～87］歳），女性 84 名（64±12［34～90］
歳））を対象とし，DEXA 法で SMI を測定した．日本人のカットオフ値（男性＜6.87 kg/
m2 未満，女性＜5.46 kg/m2）3）を満たした透析患者は，男性 78.4％，女性 85.7％ であり，
特に糖尿病患者では約 90％ に筋肉量減少が認められた．
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図 3　サルコペニアのスクリーニング法
　　　　　　　　　　　　　    （文献 2 より）
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透析患者を対象とした論文をレビューした報告8）に
よると，男性患者の握力は 12～38 kg，女性患者は 11

～26 kg に分布しており，多くの患者に握力低下があ
ることが推測される．しかし，透析患者では血管アク
セスによる浮腫や透析アミロイドーシスによる関節症
状のために，測定値が不正確となる可能性がある．

3-3　身体能力の評価

身体能力の評価には，short physical performance 

battery（SPPB）が用いられる．SPPB は，立位バラ
ンス，4 m 歩行，椅子からの 5 回立ち上がりテストの
3 項目から構成される指標であり，各項目が 0～4 点，
合計 12 点満点であり，得点が高いほど身体能力が高
い．一般に，SPPB が 8 点以下の場合に身体能力が低
下していると評価される．血液透析患者では，全患者
の 57％ は SPPB スコアで 7 点以下と報告されてい
る9）．

一方，歩行速度は計測が簡便なため，単独で用いら
れることがある．6 m 歩行コースでは，歩行速度 1 m/

sec 未満をカットオフとしている2）．高齢者（70 歳
代）では，筋肉量の減少よりも筋力や身体能力の低下
のほうが，入院リスクと関連することが示されてい
る10）．EWGSOP のコンセンサスカンファレンス2）は，
サルコペニアのスクリーニング法として，最初に歩行
速度の測定を推奨している（図 3）．

4　透析患者におけるサルコペニアの意義

4-1　転倒および骨折のリスク因子

一般の高齢者では，視力障害，薬物治療，日常生活
度の低下，認知機能の低下などよりも，歩行または平
衡バランスの異常が最も転倒に関与する11）．透析患者

は転倒リスクが高いことが知られており，65 歳以上
では 1 人あたり年間 1.6 回転倒すること12），転倒した
透析患者の 54.8％ が骨折をしていること13），などが
報告されている．

最近，一般の日本人を対象とした横断的研究により，
大腿部頚部骨折を起こす患者では下腿筋肉量が少なく，
DEXA 法から診断したサルコペニアの頻度が有意に高
いことが示されている14）．透析患者では，血中 25

（OH）ビタミン D 濃度の低い患者では下腿筋力が低
下して骨折の頻度も高いことより，ビタミン D 不足
が筋力低下および転倒に関与する可能性がある15）．

4-2　動脈硬化性病変と関連

CT 横断面から計測する大腿筋肉面積は，大腿部の
筋肉量を直接評価できる利点があり，DEXA 法よりも
正確に筋肉量を評価できる．我々の検討16）では，大腿

図 4　血液透析患者の大腿筋面積の減少と
　　　　　　 頚動脈内中膜複合体厚との関連
　　　　　　　 （文献 16 より）
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図 5　除脂肪量（LBM）の四肢/体幹比と 5 年予後との関連
　DEXA 法で測定した LBM の四肢/体幹比を 2 群に分けると，男性では四肢/体幹比が 0.7
以上，女性では 0.6 以上の群で有意に 5 年生存率が良かった．（＊　p＜0.01）（文献 20 より） 
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筋肉面積/大腿骨横断面積比（TMA/FSA）が低下し
ている血液透析患者では，総頚動脈内中膜複合体が有
意に厚かった（図 4）．さらに，TMA/FSA 比の低下は，
上腕-足首間の脈波伝播速度や，足首・上腕血圧比な
どの動脈硬化指標と関連していた16）．さらに，腹膜透
析患者では，握力低下は心不全の予測因子であること
が報告されている17）．

4-3　生命予後の予測因子

一般に，DEXA 法から求めた除脂肪量（lean body 

mass;  LBM）が筋肉量として用いられる．透析患者
は健常人と比較して LBM が低下しているが，全身の
LBM 量の減少は必ずしも生命予後と関連しないと報
告されている18, 19）．しかし，全身の LBM 値は四肢の
筋肉量の変化を反映しない可能性がある．我々の検討
では，LBM の四肢/体幹比の低下と生命予後が関連し
ていた（図 5）20）．

5　サルコペニアに対する予防法

5-1　運動療法

サルコペニアの予防には，運動療法が最も効果があ
る．血液透析患者に持久運動および筋肉トレーニング
を 21 週間行うことにより，筋肉内のミオスタチン遺
伝子の発現が低下し，IGF-I たんぱくの発現が増加す
ることが報告されている21）．また，透析中に行う週 2

回 2 時間の下肢筋力トレーニングにより，身体機能の
評価法である SPPB スコアが平均 5 点から 7 点まで上
昇する9）．

しかし，大部分の透析施設では透析中の運動療法は
実践できない．したがって，日常生活における身体活
動，すなわち安静にしている状態よりも多くのエネル
ギーを消費する「運動」と「生活活動」の時間をいか
に延ばすかが，透析患者における筋力の低下予防に重
要となる．

Kutsuna ら22）は，日本人の血液透析患者 153 名（年
齢 64±11 歳，透析歴 7.8±6.7 年）を対象とし，日常の
身体活動度を記録できるライフコーダ EX（Kenz 社）
を 1 週間装備し，日常生活の身体活動度を検討した．
この研究によると，透析患者の平均の身体活動時間は
43.1±29.0 分/日と短く，通常時の歩行速度は 84.1±
20.4％，最大時の歩行速度は 77.3±20.2％ と低下して
いた．これらの結果より，著者らは歩行速度の低下を

防ぐためには，少なくとも 1 日 50 分間の身体活動が
必要である，と結論している．

5-2　栄養補給と運動療法の併用

アミノ酸は筋肉の合成に必須である．特に，バリン，
ロイシン，イソロイシンの分子鎖アミノ酸（BCAA）
は筋肉の約 30～40％ を構成し，筋肉のたんぱく合成
と分解抑制に重要な働きをしている．多くのアミノ酸
が肝臓で代謝されるのに対し，BCAA は主に筋肉で代
謝されており，侵襲時には BCAA は優先的に分解され，
糖新生に利用されてエネルギー源となる．

しかし，腎不全マウスに対して胃管から強制的に栄
養補給を行っても，全身の異化亢進状態は改善せず，
筋肉量や脂肪量も増加しない4）．したがって，慢性腎
不全状態で栄養補給のみを行っても，筋肉量は増加し
ない可能性がある．

最近，サルコペニアと診断された日本人高齢女性を
対象とし

①　健康コンサルトのみ
②　ロイシン 42％，イソロイシン 10.5％，バリン

10.5％ を含むアミノ酸粉末 3 g を 1 日 2 回，水か
牛乳に溶いて飲む栄養補給群

③　ボルグ強度 12～14 に相当する 1 時間の運動
（30 分のストレッチ，20 分のバランス・歩行トレ
ーニング，前後 5 分間のクーリング）を行う運動
療法群

④　栄養補給と運動療法の併用群
の 4 群に分けて，3 カ月間の前向き介入研究が行われ
た23）．その結果，BCAA を多く含むアミノ酸補給のみ
や運動介入だけでは下腿筋肉量や筋力は改善せず，両
者を併用することではじめて有意な改善を認めた．

一方，血液透析中に経腸栄養剤の補給と下腿の抵抗
運動を同時に行っても，半年後の LBM や握力に差が
なかったことが報告24）されており，透析患者における
栄養補給と運動療法の併用治療については，さらなる
検証が必要と思われる．

6　まとめ

本稿では，透析患者のサルコペニアの成因，診断基
準，臨床的意義および予防法について，最近の知見を
紹介した．近年，運動療法の重要性はひろく認識され
ており，日本腎臓リハビリテーション学会，透析運動
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療法研究会，日本リハビリテーション栄養研究会など
新たな会も立ち上がっている．さらに，抗ミオスタチ
ン抗体やミオスタチンに拮抗作用のあるフォリスタチ
ンに関する研究も進んでおり，筋ジストロフィーを中
心に臨床応用が検討されている．

一般に，高齢者の健康寿命を延ばすためには，身体
活動を増やし，frailty（日本語で “虚弱” と訳されるこ
とが多い）を予防することが重要となる．現時点で
我々がやれることは，透析患者のサルコペニアや frailty

の予防をするために，十分量のたんぱく質（アミノ
酸）を摂取し，定期的な運動および積極的な生活活動

（家事や外出）を指導することに尽きると思われる．
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要　旨

平成 24 年度の診療報酬改定により，オンライン
HDF の技術料が「J038-2 慢性維持透析濾過（複雑な
もの）　2,255 点」として新設され，「J038-3 その他の
場合　1,580 点」のオフライン HDF と明確に分離され
た．それに伴って「適応の縛り」もなくなった．また
施設要件として「透析液水質確保加算 2　20 点」を算
定していることが加わった．この改定により，必要と
されるすべての透析患者にオンライン HDF を行うこ
とができるようになり悲願が達成された．環境が整っ
た今後はオンライン HDF の存在意義をエビデンスの
収集により確認する必要がある．

1　オンライン HDF の功罪

当初，本論文はこのタイトルで編集部より依頼され
た．「功」に関しては本論文の各項目で示しているが，

「罪」について著者は明確に示すことができない．し
いて「罪」について考察すると，一つは透析時間があ
げられる．オンライン HDF の診療報酬点数は血液透
析 4～5 時間と 5 時間以上の中間の点数と中庸的な値
となった．しかしオンライン HDF には透析時間の縛
りがなく，極端に言えば 2 時間透析でもオンライン
HDF の点数を得ることができることとなる．これは
医師の良心に任される問題であり，基本的に 4 時間血
液透析と比較されるべきである．もう一点は今後の血
液透析診療報酬への影響である．このまま時間枠がな

くオンライン HDF の点数が上昇すると，逆に血液透
析点数の減額の可能性が出てくる．その場合は経済原
則に従って短時間オンライン HDF へ多くの症例が移
行する可能性と，血液透析療法の減少も考えられる．
次回，診療報酬改定に注意しなければならない．

2　オンライン HDF 診療報酬の現状

本邦でオンライン HDF が開始されてから早 20 年
となるが，診療報酬に関しては不確実な状況が続いて
いた．以前は血液透析療法として代替え請求をする施
設が多く，この正当性には疑問がつきまとっていた．
特に平成 20 年ごろに，この代替え請求に対しての当
局よりの監査の噂が広まった．真偽は不明であるが，
この噂によりオンライン HDF 施行症例数は減少した．

平成 22 年初めに，多用途透析装置としてセントラ
ル透析用のオンライン HDF 装置が認可され，やっと
透析療法として公的なものとなった．しかし平成 22

年度の診療報酬では「人工腎臓 J038-2 その他の場合
イ血液濾過又は血液濾過透析を行った場合　1,580

点」に含まれるものと解釈され，これまでのバック式
HDF（オフライン HDF）と同じ点数に区分された．
しかも「血液透析に対処ができない透析アミロイド症
又は透析困難症の患者について実施した場合に限り算
定できる」と以前よりの適応の縛りが残った．この診
療報酬は通常の HD である J038-1 よりかなり低く，
そのため患者数の増加を得ることはできなかった．唯
一人工腎臓用特定医療材料にヘモダイアフィルタとし
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て新たな区分が認められたことは成果であった．
平成 24 年度の診療報酬改定では，念願であったオ

ンライン HDF の技術料が「J038-2 慢性維持透析濾過
（複雑なもの）　2,255 点」として新設され，「J038-3 そ
の他の場合　1,580 点」のオフライン HDF と明確に
分離された．それに伴って「適応の縛り」もなくなっ
た．また施設要件として「透析液水質確保加算 2　20

点」を算定していることが加わった．特記すべきは，
この「透析液水質確保加算 2　20 点」はオンライン
HDF を施行できる体制を維持している施設のすべて
の患者（たとえ血液透析を行っていても）に請求でき
ることとなった（表 1）．

この改定により，必要とされるすべての透析患者に
オンライン HDF を行うことができるようになり悲願
が達成された．とくに水質確保加算 2 は，セントラル
透析液供給システムでの水質を評価するものであり，
これにより本邦でのすべての透析施設で超純水透析液
基準が確保されることが期待される．

診療報酬改定による問題点としては，リクセルの併
用があげられる．リクセルの使用にあたっては「人工
腎臓（血液透析に限る）を行った際に使用する」との
適応条件が示されており，今回新設の「慢性維持透析
濾過（複雑なもの）」との併用は認められないと考え
るべきである．これまでオンライン HDF の技術料が
明確でない場合には併用症例もあったと考えるが，今
後は厳格な使用が求められる．

最後に，今回の診療報酬での「J038-2　2,255 点」
は必ずしも十分なものとは言えない．当初は日本透析

学会から内科系保険連合を通じて，医師・看護師・工
学技士のタイムスタディーによる労働対価と医療機器
原価償却をもとに算定された 2,425 点を提案したが，
結果とし減額された．また施行時間についても示され
ていない．今後エビデンスの集積を図り，適切な技術
料改定の提案が必要である．

3　オンライン HDF の臨床効果

臨床効果としては，①除去効率の増加，②透析液清
浄化，③透析低血圧，④生命予後，が報告されている．

オンライン HDF は中～大分子量物質の幅広い除去
を主目的として開発されたものであり，そのため臨床
効果の最大のものは，HD では除去が不十分な物質除
去による効果である．また置換液は無菌・無エンドト
キシンであり，その原資となる透析液は超純粋基準が
必須となる．そのため必然的に透析液清浄化により臨
床効果も発揮される．これまでに証明されている透析
液清浄化の臨床効果は，貧血改善，透析アミロイド症
進展防止，残存腎機能保持，栄養状態改善，透析低血
圧改善などであり，これらはオンライン HDF による
除去効率増加によっても相加的に発揮される．しかし
実際にはこの効果を分離して示すことは困難であり，
また効果が相乗するかはいまだ明確ではない．表 2 に
金成泰により提唱された臨床効果を示す．

3-1　臨床効果の概説

最近のエビデンスより，除去効率の増加，透析低血
圧の防止，生存率の向上に注目が集まっている．

除去効率の増加は，特に後希釈オンライン HDF に
おいては，当然ながら b2 ミクログロブリン（bMG）
に代表される中～大分子量物質の除去効率が期待され

表 1　平成 24 年度診療報酬改定（オンライン HDF 関連）

技術料：J 038-2 慢性維持透析濾過（複雑なもの）　2,255 点
算定要件

①　血液透析濾過のうち，透析液から分離作製した置換液を
用いて血液透析濾過を行っている場合．

②　「透析水質確保加算 2　20 点」を算定していること．

透析水質確保加算 2 の施設基準
①　月 1 回以上の水質検査を実施し，関連学会から示されて

いる基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製，使用
していること．

②　透析機器安全管理員会を設置し，その責任者として専任
の医師又は専任の臨床工学技士が 1 名以上配置されている
こと．

注 1）　ヘモダイアフィルタの使用が必須で，ダイアライザを用いた
HDF 治療はないとの理解．

注 2）　慢性維持透析ろ過（複雑なもの）を実施する体制が整っていれ
ば，その施設のすべての患者に透析液水質加算 2 の請求が可能．

表 2　オンライン HDF の臨床効果

透析液
清浄化 溶質除去

貧血 ++ ++ 
アミロイド症 ++ ++ 
透析低血圧 + + 
動脈硬化 + + 
栄養 ++ ++ 
関節痛 + 
痒み + 
いらいら + 
生存率 + + 

（金成泰より）
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る．ただし，アルブミン近傍から a1 ミクログロブリ
ン（aMG）領域物質の除去を期待するとアルブミン
リークが増えるため，aMG 領域とアルブミン領域の
分離を期待して，前希釈オンライン HDF が本邦では
多く選択されている．また最近，タンパク結合尿毒素
の除去にも効果があるとの報告がみられる．特に前希
釈の場合，希釈効果によってタンパクの結合部分が外
れ，free 分画が増加し，その除去に効果があるのでは
ないかと考えられているが，期待されているほどの明
確な除去効果が出ていないのが現状である．

透析低血圧防止については，Locatelli の発表した
Italian Study で効果が示されている．その内容は「前
希釈オンライン HDF を行うことで透析低血圧が血液
濾過と同じように低減できた．血液濾過は濾過量が多
いため施行が困難だったが，前希釈オンライン HDF

では可能となった．透析低血圧に対して前希釈オンラ
イン HDF が効果的であったという理由は明確ではな
いが，高ナトリウム透析のような，ナトリウムの負荷
量が増えたたことも否定はしていない」というもので
ある．これ以外の考え方では，小分子の除去効率を落
としたため，不均衡症候群が防止できた（Italian study

では HDF の総透析液量は 700 mL/min でありこの考
えは否定されるが），または，通常の HD と比較して
アミノ酸など小分子の有用な物質の除去を落とせた事
が，透析低血圧低減につながっているとの考えがあげ
られる．

ここで特に注目すべきは，Italian Study で，通常の
HD と比較して，「前希釈オンライン HDF では透析中
の血圧低下が少なかった」との報告がなされた点であ
る．今後は，日本においても除去効率増加とともに透
析低血圧の防止，つまり全身状態の不安定症例に対す
るオンライン HDF の適応も考える必要がある．問題
点としては，現在のヘモダイアフィルタは大分子量物
質除去を主目的としているためある程度のアルブミン
喪失がみられる．前希釈によってアルブミン分離を図
っているが，透析低血圧に対して使用する場合，現在
のような高効率の V 型ダイアライザを模したヘモダ
イアフィルタだけでよいのかとの疑問が残る．

生存率への効果については，海外より最近二つの重
要な研究結果が報告された．CONTRAST Study（後希
釈オンライン HDF と low-flux HD（LFHD）の比較）
と，Turkish trial（後希釈オンライン HDF と high-flux 

HD（HFHD）の比較）である．双方とも HD に比較
して生存率に有意差を得ることができなかったが，置
換液量の大きな群では死亡リスクの低下が示された．
しかしこの結果は，後希釈オンライン HDF では置換
液量の設定は血液流量に依存しているため，生存率も
また血液流量に依存しているとも読み換えられる．し
たがって，比較的血液流量の少ない日本においては，
後希釈 HDF での生存率の向上は困難であるとの疑問
が生ずる．しかしながら，日本では大量液置換前希釈
オンライン HDF が主流であるため，置換液量に対し
てフィルタの性能さえついてくれば，後希釈オンライ
ン HDF とは少し異なった溶質除去が得られる．また，
先に述べた透析低血圧への効果も期待される．つまり，
前希釈オンライン HDF であれば，置換液量の増加ま
たは透析低血圧の低減によって，患者の生命予後や臨
床症状に対して，良い影響があるのではないかと期待
される．

4　エビデンス分析

4-1　大規模臨床研究

これまで観察研究を中心とした大規模臨床試験が行
われている（表 3）．以前のエビデンスは透析アミロ
シド症の進展予防に主眼が置かれており，その代表的
なものが Locatelli らの研究1）と日本透析医学会の登録
データの解析2）である．Locatelli らは，LFHD と濾過
治療との前向き観察研究を行い，同様に濾過治療では
手根管症候群手術は 41％ 減少（RR：HDF/HF 0.59，
p＜0.03）を示したが，生存率には差を認めなかった1）．
日本透析医学会では，各種治療方法の透析アミロイド
症発症への影響を解析し，オンライン HDF は LFHD

に比較して透析アミロイド症発症リスクが 0.013 倍と
少ないことが示された2）．

その後の検討は死亡を一次予後としたものが多く見
られる．Canaud ら3）は，EU-DOPPS での観察データ
を解析し，LFHD を対象とすると high-efficiency HDF

（後希釈オンライン HDF 置換液量 15～25 L）では有
意に死亡が減少していることを示した（LFHD を 1.0

と し た 場 合 の RR 0.65，p＜0.01）．ま た RISCAVID 

study4）は，イタリアでの LFHD とオンライン HDF，
オフライン HDF を前向き観察研究で比較し，HDF 療
法（両者とも）は炎症マーカー（CRP，IL-6）を改善
させ，生存率が良好（RR 0.78，p＜0.01）と報告した．
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さらに同じイタリアの Santoro ら5）は，超純粋透析液
基準の透析装置を用いオンライン HF と LFHD を各
群 32 名のランダム試験で比較し，HF では有意に生
存率が良好であり（3 年生存率 HF 80％，HD 60％，
RR 0.452，p＜0.05），透析低血圧の発症頻度も少ない
ことを示した．またイギリスの Vilar ら6）は，単施設
の後ろ向き試験ではあるが，後希釈オンライン HDF

と high-flux HD（HFHD）を比較し，貧血，栄養状態，
MBD 関連指標，血圧には差を認めなかったが，HDF

群では炎症所見の改善と有意に生存率が良好であるこ
とを示した（平均生存率　HD 3.4 年，HDF 7.2 年，
RR 0.66，p＜0.04）．

ここに示した多くの研究では HD は low-flux 膜を用
い，HDF では high-flux 膜を用いて比較している．そ
のためこれらのエビデンスより判明したことは，HDF

療法は少なくとも LFHD よりは透析アミロイド症発
症リスクと死亡のリスクは少ないことである．しかし
最近示された HFHD と LFHD の比較では，HEMO 

study（アメリカ）7），MPO-study（ヨーロッパ）8）で，
合併症を有する症例のみではあるが HFHD の生命予
後に対する有効性が示されている（HEMO：透析歴
＞3.7 年の症例，MPO：糖尿病症例，血清アルブミン
＜4 mg/dL の症例で HFHD が有効）．そのため HFHD

とさらに高効率な HDF との比較が必要となる．唯一，
Vilar ら6）は，HFHD とオンライン HDF を比較し HDF

の生命予後に対する優位性を示しているが，単施設の
後ろ向き研究でありエビデンスレベルには疑問が残る．

全体的な限界としては，前向きランダム試験が San-

toro ら5）のデータしかないことである．しかもこの試
験は HF を対象としており HDF に関するものではな
く，また完遂症例数が 22 例と少ない．特に重要な限
界としては，観察研究が大多数であり選択バイアスか
ら逃れられていない点である．また Vilar ら6）の単施
設での研究では，HDF 選択理由として若年で体格の
大きく，残存腎機能の少ない症例としている．つまり
全身状態が良く多くの透析量を必要とすると予測され
る症例に HDF が選択されており，これが良好な生存
となった理由とも推察される．

4-2　最近のランダム試験

これらの大規模臨床試験の限界を克服するため，こ
の数年間，五つの大規模なランダム研究がヨーロッパ
において行われ，現在そのうちの三つの結果が公表さ
れている（表 4）．

Locatelli らの Italian study9）は，LFHD と前希釈オ
ンライン HF/HDF をランダムに比較したものであり，

表 3　HDF の臨床効果（1999～2009）

研　究 デザインと治療法 患者数 一次予後 リスク低下率 効　果

Locattelli（1999）1） 前向き観察研究
HDF/HF vs LFHD

1,082 DRA DRA 0.578，p : 0.03
死亡 0.9，NS

DRA 予防 

Nakai（2001）2） 観察研究（JSDT）
ol-HDF vs LFHD 

1,196 DRA DRA 0.013 DRA 予防 

Canaud（2006）3） 前向き観察研究（EU-DOPPS）
High-efficiency HDF vs LFHD

2,165
LFHD 1,366（63％）
HFHD 546（25.2％）
Low-HDF 156（7.2％）
High-HDF 97（4.5％）

死亡 死亡 0.65，p＜0.01
（High-ef ficiency vs 

LFHD）

生存率

Panichi（2008）4） 前向き観察研究（RISCAVID）
LFHD vs ol-HDF
HDF vs off-HDF

757
LFHD 424（56％）
ol-HDF 129（17.7％）
off-HDF 204（27％）

死亡・炎症 死亡 0.78，p＜0.01
HDF vs LFHD

生存率・炎症

Santoro（2008）5） 前向きランダム研究 
LFHD-ULP/on-HF

64 
LFHD 32（50％）
HF 32（50％）

死亡・透析低
血圧

死亡 0.452，p＜0.05 生存率・透析
低血圧

Vilar（2009）6） 観察研究・単施設 
HFHD vs ol-HDF

858
HFHD 626（73％）
ol-HDF 232（27％）

死亡・合併症 死亡 0.66，p＜0.04 生存率・炎症

ol-HDF：オンライン HDF，off-HDF：オフライン HDF，LFHD：low-flux HD，HFHD：high-flux HD，DRA：透析アミロイド症，ULP：超純粋透
析液
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オンライン HF のみならず前希釈オンライン HDF で
透析低血圧症の有意の減少が示されている．Santoro

ら5）と同様にオンライン HF で透析低血圧が減少する
ことは理解できるが，HDF 療法では高流量の透析液
を使用するため不均衡症候群のコントロールは困難と
考えられている．同様の結果は Vilar ら6）の後ろ向き
観察研究でも示されているが，この結果は HDF の新
たな可能性を示したものである．透析低血圧症の減少
理由は明確ではないが，オンライン HDF で炎症性産
物が制御されることも関与しているのかもしれない．

残りの四つの研究はいずれも死亡を一次予後にした
ものである．Turkish Trial‡1, 10），は HFHD と後希釈
オンライン HDF の死亡率を 2 年間比較したものであ
る．心疾患死亡・全死亡と入院率，透析低血圧発症率
の主要な予後には両群で差が認められなかった．しか
し，置換液量が 17.4 L より大きい（n：195）群と 17.4 L

以下群（n：196）と HFHD 群を比較すると，高置換
液群で生存が良好であり全死亡で 46％，心疾患死亡
で 71％ のリスク低下が認められた10）．

Dutch Contrast Trial11, 12）は，LFHD と後希釈オンラ
イン HDF での心イベントと死亡を比較したものであ
るが，Turkish Trial10）と同様に全体の解析では差が認
められなかったが，置換液量 21.95 L より大きい群で
は 38％ 死亡リスクが減少していた12）．

この二つの臨床試験は同様の結果となり，高置換液
HDF（後希釈 17.4～21.95 L 以上）では生存率に良い
影響を与えることが示された．しかし後希釈オンライ
ン HDF で高置換液を得るためには高血液流量が必須
となる．つまりこの結果は，高血液流量を得ることが
できた症例で生存率が良好であったとも推論できる．

今後，両研究のサブ解析が行われるであろうが，現時
点では後希釈オンライン HDF では置換液量の限界が
あるため生存率の向上は困難との結果と思われる．本
邦では，大量液置換前希釈オンライン HDF が主流で
後希釈オンライン HDF とは異なった溶質除去を示し
ており，異なった結果が得られることが期待される．

5　臨床効果に見合う HDF フィルタの開発

先に述べたように，オンライン HDF の大規模研究
で示された臨床効果は，除去効率の増加によるものと
透析低血圧に対する効果である．現在開発されている
HDF フィルタはすべて中・大分子量物質の除去効率
の増加を最大の目標としており，そのため治療モード
によっては過大なアルブミン喪失となることがある．
この HDF フィルタを透析低血圧防止の目的としたオ
ンライン HDF に使用すると逆効果となることが考え
られる．オンライン HDF の透析低血圧防止効果につ
いては明確ではないが，このような症例においてはあ
る程度濾過膜の細孔径を絞った HDF フィルタも必要
かもしれない．診療報酬上ではオンライン HDF では
ヘモダイアフィルタの使用が必須であるため，今後臨
床目的に即した多種の HDF 用フィルタの開発が求め
られる．

日本透析医学会学術小委員会において現在作成して
いる「血液浄化器の機能分類」の中にも新たなヘモダ
イアフィルタの機能分類が含まれている．除去効率の
向上，透析低血圧などそれぞれ科学的エビデンスに基
づいた機能分類を作成し，それを診療報酬に結びつけ
ることが必要である．

また置換液量の設定基準も明確にする必要がある．

表 4　オンライン HDF の臨床効果（最近のランダム研究）

研　究 比　較 患者数 目標予後 研究期間 結　果

Italian trial9） LFHD vs pre ol-HF/
HDF

150/75/75 耐容性，透析
低血圧

24 カ月 透析低血圧防止

Turkish trial10） HFHD vs post ol-HDF 300/300 心イベント，
死亡

24 カ月 高置換液量（＞17.4 L）後希釈
ol-HDF で死亡率 46％ 減少 

Dutch Contrast trial11, 12） LFHD vs post ol- HDF 350/350 心イベント，
死亡

36 カ月 高置換液量（＞21.95 L）後希釈
ol-HDF で死亡率 38％ 減少 

Catalonian ESHOL trial13） HFHD vs post ol- HDF 400/400 心イベント，
死亡

36 カ月

French trial14） HFHD vs post ol- HDF，
年齢＞65 y

300/300 耐用性，心イ
ベント，死亡

36 カ月

ol-HDF：オンライン HDF，pre：前希釈，post：後希釈，LFHD：low-flux HD，HFHD：high-flux HD
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これまでは最大除去効率を得るため血液流量の何 ％
との設定が一般的であったが，適応の拡大に伴ってオ
ンライン HDF 症例が増加してくれば体液量（体重）
などの体格や状態を考慮した設定が必須となる．今後
の研究課題である．

6　今後の展開

平成 24 年の診療報酬改定により，やっとオンライ
ン HDF が対等に HD との優位性が評価される土俵に
上がったと言える．この環境の下でのエビデンスの収
集を企画しなければならない．この改定の影響はすで
に顕著に表れており，オンライン HDF 装置の設置施
設が急増している．この急速な患者数増加時期のデー
タ収集がエビデンス構築の第一歩であり，早々の対応
が必要である．

未だオンライン HDF の優位性について明確なエビ
デンスは得られていないが，少なくとも週 3 回，4～5

時間治療の枠内においては最強の治療法であると認識
される．CONTRAST と Turkish trial の結果では後希
釈オンライン HDF の限界が示されたが，本邦では前
希釈オンライン HDF が主流であり，後希釈オンライ
ン HDF とは異なった溶質除去特性を示しており，異
なった結果が得られることが期待される．

オンライン HDF はあくまで一定時間と回数（4～5

時間・週 3 回）の前提のもとで除去効率の向上を得よ
うとするものであり，現時点では最高の除去効率を得
られるものである．しかし頻回透析，長時間透析など
の異なった透析処方と比較すべきものではない．たと
え比較しても回数と時間には太刀打ちすることはでき
ないことを銘ずるべきである．
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要　旨

本邦では，腎移植においてエベロリムスと抗ヒト胸
腺細胞ウサギ免疫グロブリンが使用可能となった．ま
た抗 HLA 抗体の診断と治療について知見が積み重ね
られつつある．移植後リンパ増殖症が増加しており，
本疾患の病態と治療の理解が必要である．改正臓器移
植法が 2010 年に施行され，さらなる献腎移植推進の
ために院内ドナーコーディネーターの重要性が認識さ
れつつある．移植医療の高度な専門職として認定レシ
ピエント移植コーディネーター制度が発足した．透析
導入前に献腎移植希望登録ができる先行的献腎移植登
録制度が始まった．

はじめに

末期腎不全の治療選択の一つである腎移植において
は，拒絶反応に対する種々の免疫抑制療法と移植後合
併症管理の習熟が必要とされる．免疫抑制療法の進歩
により腎移植成績は向上し，急性細胞性拒絶反応の治
療成績は向上した．今後は急性抗体関連型拒絶反応の
管理や慢性期の移植成績をいかに改善させるかが課題
である．本邦では，腎移植においてエベロリムスと抗
ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリンの 2 種の免疫抑制
薬が 2011 年に使用可能となった．拒絶反応治療の選
択肢が増え長期予後の改善が期待される．また抗 HLA

抗体の診断と治療について知見が積み重ねられつつあ

り，従来成績不良であった既存抗体陽性例の移植や抗
体関連拒絶反応の新たな治療戦略が実現しつつある．

腎移植後の重大な合併症である悪性腫瘍の頻度は
年々増加傾向にあり，2009 年の全国集計では腎移植
後死因の第 2 位となった．長期成績改善のために悪性
腫瘍の予防，早期発見，治療の複合的な対策が望まれ
る．なかでも移植後リンパ増殖症の増加が近年問題視
されつつあり，本疾患の病態と治療の理解が必要であ
る．

改正臓器移植法が 2010 年に施行され，脳死下臓器
提供数は増加傾向にあるが，腎移植に限ると，心停止
と脳死を合わせた献腎移植数は微増にとどまる．さら
なる献腎移植推進のために，救急病院などにおける院
内ドナーコーディネーターの重要性が認識されつつあ
る．また移植医療の高度な専門職として認定レシピエ
ント移植コーディネーター制度が発足し，2011 年 10

月に 1 期生が認定された．
透析導入前に献腎移植希望登録ができる先行的献腎

移植登録制度が 2012 年 7 月に始まり，小児例などが
少しでも早く献腎移植を受けることができるように制
度が改正された．

本邦での腎移植をめぐる状況にはごく最近，多くの
変化が見られた．本稿では腎移植の現況について最近
変更になったトピックを中心に概説する．

臨床と研究

腎移植の現況

市丸直嗣　高原史郎
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1　新規免疫抑制薬

1-1　エベロリムス

臓器移植において免疫抑制療法は治療の主役である．
大きく腎移植周術期の導入から外来通院中の維持期ま
で併用される基本となる免疫抑制薬と，導入時や拒絶
反応治療時などに追加される免疫抑制薬に分かれる

（表 1-1, 1-2）．これまで腎移植後維持期の免疫抑制療
法は，カルシニューリン阻害薬，代謝拮抗薬，ステロ
イドの 3 剤併用療法を中心に行われてきた．この 3 剤
併用療法は急性拒絶反応を強力に抑え，移植後数年以
内の短期の移植腎生着率は改善したものの，その後の
移植腎長期生着率は，薬剤長期使用による腎毒性や慢
性拒絶反応および原疾患の再発などのため改善しなか
った．

2011 年 12 月 に，mTOR（mammalian target of ra-

pamycin）阻害薬であるエベロリムスに腎移植におけ
る効能が追加され，4 種目の維持免疫抑制薬として本
邦で使用可能となった．細胞内結合蛋白の FKBP-12

（FK-506 binding protein-12）と複合体を形成し，さら
に，細胞周期の G1 期から S 期への誘導に関与する主
要な調節蛋白である mTOR に結合して細胞増殖シグ
ナルを阻害することにより，T リンパ球，B リンパ球
および血管平滑筋細胞の増殖を抑制する．これまで用
いられてきた 3 種の免疫抑制薬と作用機序が異なるた
め，追加併用することにより腎毒性を持つカルシニュ

ーリン阻害薬など，従来の免疫抑制薬を減量あるいは
中止できる可能性がある．

また慢性拒絶反応の機序の一つとして移植臓器の血
管内膜肥厚が知られており，これまで有効な治療がな
かったが，内膜肥厚抑制効果をもつエベロリムスによ
る治療の可能性が示唆される．ただし腎障害や蛋白尿
などの副作用も知られており，至適な使用法の探索が
必要である．投与量が大きく異なるが，エベロリムス
は進行性腎癌の治療薬としても承認されている．

1-2　抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

ステロイドパルス療法に抵抗性の腎移植後細胞性拒
絶反応に対する治療薬としてこれまで使用されてきた
マウス抗 CD 3 抗体である OKT 3 は，2011 年に製造
中止となった．これに代わる強力な拒絶反応治療薬と
して，抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリンが腎移植
後急性拒絶反応の治療薬として承認された．ヒト胸腺
細胞を抗原としてウサギで作成したポリクローナル免
疫グロブリンである．

明確な免疫抑制機序は明らかでないが，種々の T リ
ンパ球表面抗原（CD 2，CD 3，CD 4，CD 5，CD 7，
CD 8，CD 25，TCRab）や白血球表面抗原（CD 11a）
など種々の抗原に対し親和性があり，ヒト T 細胞表
面抗原に結合して補体依存性の細胞障害を起こすこと
などが知られている．抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブ
リンと比較して急性拒絶反応の奏効率が高く，急性拒
絶反応の治療に加えて欧米では導入免疫抑制薬の一つ
としても用いられている1, 2）．投与時に発熱など infu-

sion associated reaction が生じるためステロイド薬な
どの前投与が勧められる．

2　抗ドナー HLA 抗体陽性レシピエントへの腎移植 
　　　――　single antigen 検査と術前脱感作療法

腎移植術前検査において，ドナー細胞に対するレシ
ピエントの抗体を調べるリンパ球クロスマッチ検査が
これまで主として行われてきた．超急性拒絶反応を起
こすドナーとレシピエントの組み合わせを避けるため
に有用な検査ではあったが，少量の既存抗体のために
生じる抗体関連型拒絶反応を避けるには感度が低く不
十分であった．近年はフローサイトメトリーを用いた
より高感度のリンパ球クロスマッチ検査が全国の検査
センターに普及しつつある．またドナーリンパ球を用

表 1-1　導入から維持期まで併用される基本となる免疫抑制薬

分　類 一　般　名

カルシニューリン阻害薬 シクロスポリン
タクロリムス

代謝拮抗薬 アザチオプリン
ミゾリビン
ミコフェノール酸モフェチル

ステロイド プレドニゾロン
メチルプレドニゾロン

mTOR 阻害薬 エベロリムス

表 1-2　導入や拒絶反応治療時などに追加される
　　　　免疫抑制薬

分　類 一　般　名

抗　体 バシリキシマブ
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

その他 塩酸グスペリムス
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いず，レシピエント血清中の抗 HLA 抗体の有無を検
査する PRA（panel reactive antibody）検査や，高感度
で特異的なマイクロビーズを用いた Luminex による
single antigen 検査も広まりつつある3）．特に Luminex 

single antigen 検査の普及により，血清中抗ドナー HLA

抗体を定量的に検査できるようになり，レシピエント
が保有する抗ドナー抗体量に応じた個別免疫抑制療法
が始められている．

最近，ABO 不適合腎移植患者に血漿交換や脾摘あ
るいは rituximab（抗 CD 20 抗体，保険適応外）投与
を行うと，抗ドナー HLA 抗体の術後新規出現率が減
少し，慢性抗体関連型拒絶反応も抑制されることが報
告された4）．従来は難治性で予後不良とされた慢性拒
絶反応の病態の理解や治療の進歩が期待される．

3　移植後リンパ増殖症 PTLD

本邦の腎移植後患者の死因は，2009 年の全国集計
で第 1 位が感染症の 20.2％，第 2 位が悪性腫瘍の 15.1

％，第 3 位が心疾患の 11.8％ と報告されている5）．悪
性腫瘍の中で移植後リンパ増殖症（PTLD：post trans-

plant lymphoproliferative disorder）の発生頻度が近年
増加傾向にあり，重要度を増している．PTLD は，臓
器移植あるいは骨髄移植の患者において，免疫抑制療
法を行った結果として発症したリンパ組織の増殖ある
いはリンパ腫と定義される6）．特に小児移植において，
PTLD の多くは EB ウイルス（EBV）感染に関連して
いることが知られており，EBV seronegative のレシピ
エントの場合，既感染のレシピエントと比較して PTLD

発症の危険性が高い．また移植後 5 年以上経過して発
症する EBV 非関連の late-onset PTLD も増加傾向であ
り注意を要する7）．強力な免疫抑制療法は PTLD 発症
の危険因子の一つとして知られており，カルシニュー
リン阻害薬など強力な免疫抑制薬の登場時期以降に
PTLD の報告例が増加している8）．

PTLD の治療は多岐にわたる．免疫抑制状態が起因
して生じるため，まず免疫抑制薬の減量あるいは中止
が行われる．EBV 関連 PTLD に対して抗ウイルス療法，
CD 20 陽性 PTLD に対してリツキシマブ（抗 CD 20 抗
体）投与，治療抵抗例には R-CHOP（Rituximab，Cy-

clophosphamide，Doxorubicin，Vincristine，Predni-

solone）療法をはじめとする化学療法，中枢神経系
PTLD には全脳照射などが，病態に応じて選択される．

4　移植コーディネーター

4-1　レシピエント移植コーディネーター

移植医療は種々の専門職が共同して行う医療であり，
多方面からの様々な医学的支援が必要である．またド
ナーとレシピエントの権利をそれぞれ保護し，倫理面
に配慮して公平・公正に行う必要がある．このような
臓器移植医療において，移植コーディネーターは移植
患者の紹介時から移植後の外来通院まで中心的役割を
果たし，採用する移植施設が増加しつつある．

レシピエント移植コーディネーターの役割は，移植
における患者の情報収集や患者への情報提供，および
意思決定の支援，患者と家族への心理的および社会的
援助，移植待機患者の定期的な状態把握や術前評価，
種々の医療職が携わる移植医療における医療のコーデ
ィネイションなど移植医療全般の多岐にわたる．また
生体移植においては，生体ドナーへの情報提供や意思
決定支援にも携わり，臓器提供後の健康管理にも携わ
る．従来は移植施設の看護師が主としてその役割を果
たしてきたが，専門性が高く，業務は多岐にわたり，
移植医療への深い理解が必要である．

質の高い移植医療の実現に必須の職種であることか
ら，レシピエント移植コーディネーター認定合同委員
会が 2010 年に発足し，2011 年 10 月に第 1 期のレシ
ピエント移植コーディネーター 54 名が認定された．
移植後患者指導管理料が 2012 年 4 月から算定できる
ようになり，専任コーディネーターを配置する診療報
酬制度上の支援も始まった．

4-2　献腎移植と院内ドナーコーディネーター

改正臓器移植法により，2010 年 7 月 17 日から本人
の臓器提供の意思が不明な場合も，家族の承諾があれ
ば臓器提供できるようになった．本邦における 2010

年の腎移植実施症例数は，生体腎移植 1,276 例，心停
止下腎移植 146 例，脳死下腎移植 62 例であった9）．
年間総腎移植件数は年々増加傾向にあるがその大半を
生体腎移植が占めており，心停止と脳死を合計した献
腎移植の総数は法改正後も微増にとどまっている．本
来は生体ドナーでなく死体ドナーからの移植が望まし
く，献腎移植をいかに推進するかが本邦腎移植の大き
な課題となっている10）．脳死下臓器提供に加えて従来
からの心停止下臓器提供もこれまで通り可能であるこ
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との普及啓発も必要である．
臓器提供に関わるドナーコーディネーターはその所

属と役割別に，日本臓器移植ネットワーク，都道府県，
各医療施設のコーディネーターの 3 職種に大別される．
potential donor を臓器提供に結びつけるためには，救
急病院において臓器提供に関わる院内ドナーコーディ
ネーターの寄与が大きい11）．また提供者家族へのグリ
ーフケアは外部の医療スタッフは行いえず，院内ドナ
ーコーディネーターが果たしうる重要な役割の一つで
もある．臓器提供において院内ドナーコーディネータ
ーの役割の重要性が認識され，設置される病院が徐々
に増えつつある．

5　先行的献腎移植登録

日本腎移植登録集計の解析結果では，欧米と同様に
本邦でも腎移植後生存率は透析期間が短いほど良好な
結果であった12）．生体腎移植においては，保存期腎不
全患者の腎機能が悪化したさいの腎代替療法として，
透析療法を経ずに腎移植を行う先行的（preemptive）
腎移植が近年広まりつつある．献腎移植（死体腎移
植）を希望する場合は，本邦唯一の臓器提供斡旋機関
である日本臓器移植ネットワークに登録するが，これ
まで主として透析療法開始後に申請されていた．日本
腎臓学会，日本移植学会，日本透析医学会，日本臨床
腎移植学会，日本小児科学会の 5 学会が協議し，この
たび透析療法開始前の先行的献腎移植申請基準が整備
され，2012 年 7 月に日本臓器移植ネットワークや関
連学会のホームページなどで広報された．申請内容は
関連 5 学会から推薦された委員により審査された後に
登録される．

申請基準の要約は，
①　申請時から 1 年前後で腎代替療法が必要になる

と予測される進行性腎機能障害例
②　成人例では eGFR 15 mL/min 未満
③　小児例と現在腎移植後で腎機能低下が進行して

きた例では eGFR 20 mL/min 未満
と定められた（表 2）．詳細は上記関連学会のホーム
ページに記載されている．

透析療法が技術的に困難で腎移植療法の恩恵が大き
い小児腎不全患者などにとって，透析療法開始前に献
腎移植登録を申請できる制度が整備されたことになっ
た．
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表 2　先行的献腎移植登録基準の要約

1. 申請時から 1 年前後で腎代替療法が必要になると予測され
る進行性腎機能障害例

2. 成人例では eGFR 15 mL/min 未満
3. 小児例と現在腎移植後で腎機能低下が進行してきた例では

eGFR 20 mL/min 未満
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要　旨

透析患者の認知症の治療とマネジメントは，現在の
透析医療における重要な課題の一つである．このとき
には，非薬物療法，社会的支援の充実などとともに薬
物療法が行われる．透析患者の認知症の中核症状に対
して用いられる薬物はコリンエステラーゼ阻害薬であ
る．周辺症状のうち，焦燥・不穏に対する第一選択薬
もコリンエステラーゼ阻害薬であり，症状が強いとき
には一時的に第二世代抗精神病薬を併用する．そのほ
かに，抑うつ症状には SSRI，発動性低下にはコリン
エステラーゼ阻害薬，精神病症状には第二世代抗精神
病薬を使用することができる．第二世代抗精神病薬を
使用するさいには，特に糖尿病の悪化と QT 延長に注
意すべきである．使用を避けるべき薬物は，第一世代
抗精神病薬と三環系抗うつ薬，そして腎排泄性の薬物

（認知症治療薬の一部，ベンザミド系抗精神病薬な
ど）である．

はじめに

高齢透析患者の増加に伴い，認知症はこれまでにも
増して重要な問題になってきている．透析患者におけ
る認知症の頻度が一般人口調査の結果に比較して高い
ことも知られている1）．このような透析患者の認知症
の治療とマネジメントを考えるときに，医療者はあら
かじめ次のことを理解しておくべきであろう．すなわ
ち，定期的な通院，水分制限や食事療法などのセルフ

ケアを守ること，さらに透析中数時間にわたってある
程度の安静を保つことなどは，認知症患者にとってお
そらく非常に高いハードルである．医療者からいうと，
透析患者の認知症の治療とマネジメントの目標はそれ
以外の認知症患者に比較してはるかに高く，非常に難
しい課題となる．

また，透析患者の認知症の治療とマネジメントに関
する研究は少なく，今のところエビデンスに基づく介
入を行うことができない．そればかりではなく，参考
となる文献も少ない．本稿では透析患者における認知
症の薬物療法について述べるが，本稿でもいったん透
析患者から離れて認知症の一般的な薬物療法の効果と
副作用の概略を記載し，そのあとで，これらの薬物を
透析患者に使用する場合について，より具体的に述べ
るという順番で話を進めることにしたい．

1　認知症の薬物療法

認知症の治療とマネジメントには，薬物療法，さま
ざまな非薬物療法，社会的支援の充実などがある．こ
のうち，非薬物療法と十分な社会的支援が特に重要で
あり，薬物療法は主にこれらを補助するために用いら
れる2, 3）．

1-1　中核症状に対する薬物療法の効果と副作用

認知症の中核症状（記憶障害および思考・判断能力
の低下）に有効であることが確かめられている薬物は，
donepezil（アリセプト®），galantamine（レミニール®）
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などのコリンエステラーゼ阻害薬である2, 3）．コリン
エステラーゼ阻害薬は，日本の健康保険での適応疾患
はアルツハイマー型認知症のみであるが，血管性認知
症やレビー小体型認知症などにも有効である2, 3）．し
かし，効果があるとはいうものの，その程度は限定的
であり，実際の臨床で大きな期待をかけることは難し
い．

コリンエステラーゼ阻害薬の副作用，特に精神症状
を心配する医療者に出会うことがある．そこで，コリ
ンエステラーゼ阻害薬の副作用に関する最近の系統的
レビュー4）の結果を表 1 にまとめた．重篤な副作用は
少なく，焦燥，幻覚，苛立ちなどの精神症状の頻度

（焦 燥：0～5.2％，幻 覚：0～3.9％，苛 立 ち：0～0.7

％）も特に高いとはいえないであろう．

1-2　周辺症状に対する薬物療法の効果と副作用

認知症の周辺症状には，焦燥・不穏，抑うつ症状，
発動性低下（意欲および身体的活力の低下），幻覚・
妄想などの精神病症状が含まれる．これらの周辺症状

に対する薬物療法の効果を表 2 にまとめた3, 5～10）．

（1）　焦燥・不穏
焦燥・不穏に有効であることが確かめられている薬

物は，aripiprazole（エビリファイ®），olanzapine（ジ
プレキサ®），quetiapine（セロクエル®），risperidone

（リスパダール®）などの第二世代抗精神病薬である5）．
そのほかに，コリンエステラーゼ阻害薬もやや有効で
あり6, 7），確認された結果ではないが，抗うつ薬のセ
ロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）も有効であろう
といわれている8）．

以上の薬物のうち，コリンエステラーゼ阻害薬の副
作用は上に述べた．第二世代抗精神病薬の副作用11）は
第一世代抗精神病薬に比較して弱い．すなわち，第一
世代抗精神病薬のうち chlorpromazine（コントミン®，
ウィンタミン®）などのフェノチアジン系薬物よりも
抗コリン作用とアドレナリン a1 受容体遮断作用が弱
く，haloperidol（セレネース®）などのブチロフェノ
ン系薬物よりも錐体外路症状の頻度が低い．しかし，
第二世代抗精神病薬も，比較的稀にではあるが，糖尿
病と脂質代謝障害の発病・悪化，QT 延長などが起こ
りうる．さらに，異論はあるが，第二世代抗精神病薬
を認知症患者に長期間使用したときに，脳卒中の頻度
が 2～3 倍に上昇するといういくつかの報告がある11）．
第二世代抗精神病薬も，副作用に十分な注意が必要で
あり，焦燥・不穏が強いときなどに一時的に使用すべ
きものであろう．

一方，SSRI に重篤な副作用はほとんどない．すな
わち，amitriptyline（トリプタノール®），imipramine

（トフラニール®）などの従来の三環系抗うつ薬で問題
になる抗コリン作用やアドレナリン a1 受容体遮断作
用が弱く，QT 延長もほとんど生じない．

表 1　コリンエステラーゼ
　　　 阻害薬の副作用

症　　状 頻度（％）

悪心    0～23
頭痛 2.4～14
下痢    0～11
嘔吐     0～8.5
筋攣縮     0～7.2
便秘     4～6.1
焦燥†     0～5.2
錐体外路症状  2～4
幻覚†     0～3.9
失神     0～3.8
めまい  0～3
苛立ち†     0～0.7
眠気     0～0.7

†　精神症状
（文献 4 に基づいて作成）

表 2　認知症の周辺症状に対する薬物の効果と副作用

症　状 薬　　物 効　果 問題となる副作用

焦燥・不穏 第二世代抗精神病薬
コリンエステラーゼ阻害薬
SSRI

有効
やや有効
やや有効？

稀に，糖尿病と脂質代謝障害の発病・悪化，QT 延長，脳卒中の増加？
重篤な副作用なし
重篤な副作用なし

抑うつ症状 SSRI やや有効？ 上記

発動性低下 コリンエステラーゼ阻害薬 やや有効？ 上記

精神病症状 第二世代抗精神病薬 有効 上記

SSRI：選択的セロトニン再取り込み阻害薬．発動性低下：意欲および身体的活力の低下．
（文献 3, 5～10 に基づいて作成）
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（2）　抑うつ症状と発動性低下
認知症患者の抑うつ症状と発動性低下に有効である

ことが確かめられた薬物はない．しかし，SSRI は抑
うつ症状にやや有効であり9），コリンエステラーゼ阻
害薬は発動性低下にやや有効といういくつかの報告が
ある10）．

1-3　認知症患者への使用を避けるべき薬物

認知症患者あるいは高齢者では向精神薬の副作用が
起こりやすい．特に注意すべき副作用は，意識レベル
あるいは認知機能の低下，心・循環器系への悪影響，
呼吸抑制などである．これらを防ぐために重要なこと
は，慎重な薬物選択とできる限りその薬物の単剤処方
を守ることである．

認知症患者への使用を避けるべき薬物（表 3）は，
まずフェノチアジン系第一世代抗精神病薬と三環系抗
うつ薬である．上に述べたように，これらの薬物のも
つ抗コリン作用とアドレナリン a1 受容体遮断作用は
大きな問題であり，特に認知症患者で意識レベルある
いは認知機能の低下，心・循環器系への悪影響などの
副作用が生じやすい．

ベンゾジアゼピン系の抗不安薬と睡眠薬も，日常臨
床でしばしば使用されているが，認知症患者では意識
レベルの低下，呼吸抑制，筋弛緩などに注意しなけれ
ばならない．さらに，依存性があり，薬物が不用にな
って減量・中止しようとしても，これがスムースに進
まない場合もある．抗不安薬と睡眠薬も少量の，でき
る限り一時的な処方にとどめるべきであろう．

2　透析患者における認知症の薬物療法

透析患者における認知症の薬物療法を行うときには，
以上に述べてきたことに加えて，その薬物の腎不全の
さいの薬物動態の変化と透析性を考えなければならな

い．この点を含むより具体的な薬物の使用方法（周辺
症状に対する使用方法）を表 4 にまとめた12～15）．

2-1　薬物選択

透析患者においても認知症の中核症状に対してはコ
リンエステラーゼ阻害薬を使用することが原則であろ
う．周辺症状のうち焦燥・不穏に対する第一選択薬も
コリンエステラーゼ阻害薬である．第二選択薬として
SSRI を使用することができるが，上に述べたように
SSRI の焦燥・不穏に対する効果は確認されたもので
はない．

焦燥・不穏が激しく，鎮静が必要なときには，コリ
ンエステラーゼ阻害薬に第二世代抗精神病薬を一時的
に併用することができる．このときに透析患者で問題
になることは，糖尿病性腎症の患者が多いこと，電解
質バランスの乱れなど QT 延長の危険性を強める事態
が生じうることなどである．このような患者の場合，
第二世代抗精神病薬のなかでも糖尿病の発病・悪化と
QT 延長が特に生じにくい aripiprazole を選択するこ
とがよいと思われる11）．また，パーキンソン症候群な
どを伴っている患者では，錐体外路系の副作用がもっ
とも弱い quetiapine を選択する11）．なお，日本の現在
の薬物添付文書では，olanzapine と quetiapine は糖尿
病患者に禁忌，糖尿病の危険因子をもつ患者に慎重投
与，aripiprazole と risperidone は糖尿病およびその危
険因子をもつ患者に慎重投与と記載されている．

そのほかに，抑うつ症状には SSRI，発動性低下に
はコリンエステラーゼ阻害薬，精神病症状には第二世
代抗精神病薬を使用することができる．

2-2　使用量について

向精神薬の多くは肝代謝性である．透析性はないこ
とが多いが，透析患者でも排泄の遅延はほとんど生じ

表 3　認知症患者への使用を避けるべき薬物

薬　　物 問題となる副作用

第一世代抗精神病薬 フェノチアジン系
ブチロフェノン系

抗コリン作用，アドレナリン a1 受容体遮断作用，QT 延長
錐体外路症状，QT 延長

三環系抗うつ薬 抗コリン作用，アドレナリン a1 受容体遮断作用，QT 延長

抗不安薬，睡眠薬 意識レベル・認知機能の低下，呼吸抑制，筋弛緩，依存性

代表的な薬物は，第一世代抗精神病薬フェノチアジン系：chlorpromazine（コントミン®，ウィンタミン®），第一世代抗精
神病薬ブチロフェノン系：haloperidol（セレネース®），三環系抗うつ薬：amitriptyline（トリプタノール®），imipramine（ト
フラニール®）などである．
抗コリン作用に基づく症状：口渇，便秘，肥満，意識レベル・認知機能の低下，など．
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ない．しかし，透析患者では，そのほかにも血漿蛋白
の減少による遊離型薬物の増加，毛細血管透過性の増
大，水分の貯留，他の主要臓器の機能障害などの変化
が生じる15）．したがって，肝代謝性の薬物も慎重に使
用しなければならない．実際には，通常の初期使用量
の 1/3～1/2 から処方を開始し，少量ずつ増量するこ
と，使用量を通常の常用量の 1/2～2/3 程度までにと
どめることが安全である15）．たとえば risperidone で
あれば，0.5 mg/日（1 日 1 回，夕食後）から開始し，
症状と副作用，全身状態の変化を観察しながら 0.5 mg

ずつ増量し，2 mg/日（1 日 1 回，夕食後）程度まで
にとどめることがよいと思われる．

そのほかに，主に肝代謝性だが 10％ 程度が未変化
体のまま腎から排泄される薬物（表 4 の donepezil と

galantamine），肝代謝性だが透析患者では不明の機序
で薬物の排泄がわずかに遅延する薬物（paroxetine と
sertraline），さらに活性代謝物が産生されてその一部
が腎から排泄される薬物（risperidone）などがある．
これらの薬物は透析患者に使用できないわけではない．
使用方法も上に述べた方法と同じでよいであろう．た
だし，常にも増して慎重に薬物の蓄積とそれによる意
識レベルの低下，全身状態の悪化などを観察しなけれ
ばならない．

2-3　腎排泄性の薬物

透析患者における使用を避けることが望ましい薬物
は，肝代謝がほとんどなく，大部分が未変化体のまま
腎から排泄される薬物である（表 5）12～14）．これらの

表 4　透析患者における認知症の周辺症状に対する薬物の使用方法

症　状 薬物分類 薬物名 商品名 問題となる副作用 代謝，排泄 使用方法

焦燥・不穏 コリンエス
テラーゼ阻
害薬

donepezil アリセプト 重篤な副作用なし 主に肝代謝性，10％ 程度
が腎排泄

通常使用量の 1/2～2/3

galantamine レミニール 重篤な副作用なし 主に肝代謝性，10％ 程度
が腎排泄

通常使用量の 1/2～2/3

SSRI fluvoxamine デプロメール，
ルボックス

重篤な副作用なし 主に肝代謝性 通常使用量の 1/2～2/3

paroxetine パキシル 重篤な副作用なし 主に肝代謝性，透析患者で
は不明の機序でわずかに排
泄が遅延

通常使用量の 1/2～2/3

sertraline ジェイゾロフト 重篤な副作用なし 主に肝代謝性，透析患者で
は不明の機序でわずかに排
泄が遅延

通常使用量の 1/2～2/3

第二世代抗
精神病薬

aripiprazole エビリファイ 稀 に，糖 尿 病 の 発 病・悪
化？ QT 延長？ 脳卒中
の増加？

主に肝代謝性 一時的使用，通常使用量の
1/2～2/3

olanzapine ジプレキサ 稀に，糖尿病の発病・悪化，
QT 延長，脳卒中の増加？

主に肝代謝性 一時的使用，通常使用量の
1/2～2/3，糖尿病患者への
使用を避ける

quetiapine セロクエル 稀に，糖尿病の発病・悪化，
QT 延長，脳卒中の増加？

主に肝代謝性 一時的使用，通常使用量の
1/2～2/3，糖尿病患者への
使用を避ける

risperidone リスパダール 稀に，糖尿病の発病・悪化，
QT 延長，錐体外路症状，
脳卒中の増加？

主に肝代謝性，活性代謝物
の一部が腎排泄

一時的使用，通常使用量の
1/2～2/3，糖尿病患者への
使用を避ける

抑うつ症状 SSRI 上記 上記 上記 上記 上記

発動性低下 コリンエス
テラーゼ阻
害薬

上記 上記 上記 上記 上記

精神病症状 第二世代抗
精神病薬

上記 上記 上記 上記 上記

（文献 12～15 に基づいて作成）
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薬物は透析性があることが多く，透析患者に禁忌とは
いえないが，蓄積の危険性がとりわけ強い．これに該
当する薬物のうち，認知症に使用される可能性がある
ものは，コリンエステラーゼ阻害薬の rivastigmine

（イクセロン®），コリンエステラーゼ阻害薬とは異な
る機序の認知症治療薬（NMDA 受容体遮断薬）me-

mantine（メマリー®），sulpiride（ドグマチール®）や
tiapride（グラマリール®）などのベンザミド系第一世
代抗精神病薬である．

そのほかに，認知症に使われることは少ないと思わ
れるが，抗うつ薬のうちセロトニン・ノルアドレナリ
ン再取り込み阻害薬（SNRI）の milnacipran（トレド
ミン®），気分安定薬（双極性障害の治療および再発予
防薬）の炭酸 lithium（リーマス®）なども腎排泄性で
ある．
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表 5　腎排泄性の薬物：透析患者への使用を避けることが望ましい薬物

薬物分類 薬品名 商品名

コリンエステラーゼ阻害薬 rivastigmine イクセロン
NMDA 受容体遮断薬 memantine メマリー
ベンザミド系第一世代抗精神病薬 sulpiride ドグマチール

tiapride グラマリール

SNRI milnacipran トレドミン
気分安定薬 炭酸 lithium リーマス

NMDA 受容体遮断薬：コリンエステラーゼ阻害薬とは異なる機序の認知症治療薬．
SNRI：セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬．抗うつ薬．

（文献 12～14 に基づいて作成）
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要　旨

血液透析（hemodialysis;  HD）は血管内の循環血漿
を介して体液除去を行う腎代替療法であるが，HD に
よって体液除去を行うと，治療前に比較して体重は減
少する．今回，HD 開始前と HD 終了直後に血管内の
循環血液量（circulating blood volume;  CBV）を測定し，
HD による循環動態を表すパラメータとの関連を検討
した．CBV はパルス式色素希釈法（pulse dye-densi-

tometry;  PDD 法）を用いて測定した．対象は当院に
て HD を行っている 24 例（男性 10 名，女性 14 名，
年齢 60.08±12.28 歳，HD 期間 551.8±415.6 週）で，
循環血液量（CBV），体重（body weight;  BW），血圧

（blood pressure;  BP），心拍出量（cardiac output;  CO），
末梢血管抵抗（systemic vascular registance;  SVR），
血管透過性の指標である plasma refilling rate（PRR）
を使用し比較検討した．その結果，HD 後に体重は減
少しているにもかかわらず CBV が HD 後に増大する
所見を示す症例を 24 例中 13 例に認めた．PRR と HD

前後の CBV 変化率（％ΔCBV）は有意な正の相関関
係（r＝0.45，p＝0.036）を示した．HD 後の末梢血管
抵抗は CBV の増加した例で有意に低下していた（p

＝0.04）．％ΔCBV が増加する症例は 55 歳以下に比
べて 55 歳以上に多く（p＝0.018），年齢がすすむと末

梢血管抵抗が低下する傾向を示した（p＝0.036）．以
上から HD 後の CBV 増加という逆説的現象は，除水
と refilling の間の time-lag に起因すると考えられた．

緒　言

血液透析（hemodialysis;  HD）においては 4～5 時
間の間に通常 2～3 L の除水が行われる．過剰な体液
はまず血漿から除かれる．その後，間質液から血管内
に refilling が行われ，さらに細胞内から間質に体液が
徐々に移行する．このように各コンパートメント間で
短時間に体液の移行があるため，循環動態は急速に変
動し，急激な血圧降下などの原因となる1～6）．体液の
各コンパートメントのうちで直接に HD の影響を受
けるのは血管内を流れる血液の量であるが，この循環
血液量（circulating blood volume;  CBV）を正確に測
定することは難しい．131I 標識ヒト血清アルブミン

（131I-HAS 法）を使用する方法は正確であるが放射能を
使用する難点がある．CRIT-LINE（JMS 社）を使用す
る方法はヘマトクリットの変化を利用したもので簡便
であるが間接的な測定法である3, 4, 7, 8）．

パルス式色素希釈法（pulse dye-densitometry;  PDD

法）は 1994 年青柳らによって開発された方法で，静
注された indocyanine green（ICG）の濃度をパルスオ
キシメータと同様に体外から非観血的に測定すること
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により，CBV と cardiac output（CO）を同時に簡便
に測定することが可能である9～12）．

今回，我々は HD 前後における CBV を PDD 法に
より測定し，その変動を観察することとした．同時に
CO，systemic vascular resistance（SVR），血管透過性
の指標である plasma refilling rate（PRR）を算出し各
パラメータとの関連を検討した．

1　対　象

杏林大学病院腎・透析センターにて血液透析を行っ
て い る 24 名 の 患 者（男 性 10 名，女 性 14 名，年 齢
60.1±12.3 歳，透析期間 551.8±415.6 週）を対象とし
た．原疾患は慢性腎炎 14 例，糖尿病 8 例，その他 2

例である．本試験は杏林大学医学部倫理委員会にて承
認を得，全員より口頭にて同意を取得した．

2　方　法

2-1　パルス式色素希釈法による循環血液量の測定

HD 前後に DDG アナライザ（DDG-2001, Nihon Ko-

hoden, Tokyo, Japan）を使用し CO と CBV を測定し
た．はじめに，鼻翼にプローベを装着し，次にバスキ
ュラーアクセスから透析開始前に 5 ml の蒸留水に溶
解した indocyanine green（ICG）20 mg を静注した．
電源を入れた DDG アナライザは ICG を注入後に数
秒で CO を算出する．さらに PDD 法で約 6 分後に，
すなわち ICG の血液内濃度変化の対数値に対する消
失率から CBV が算出され，DDG アナライザの画面に
測定値が表示される．透析終了直後にも再び DDG ア
ナライザを用い，同じ容量の ICG を静注して HD 終
了後の CO と CBV を測定した9～12）．

2-2　各循環動態の算出

HD における循環動態を比較検討するために，以下
の式を用いて，各循環動態との関連について検討を加
えた．

①　CBV の変化率（％ΔCBV）の算出
PDD 法によって測定した HD 前後の CBV 値から

CBV の変化率（％ΔCBV）を求めた．
　　％ΔCBV＝（HD 後 CBV（ml）－HD 前 CBV）/

　　　　　　　HD 前 CBV×100

②　SVR の変化率（％ΔSVR）の算出
循環動態の指標として ％ΔSVR を算出した．HD

前後に測定した血圧値を用いて，平均血圧を求めた．
　　平均血圧（mmHg）＝｛（2×拡張期血圧）
　　　　　　　　　　　＋収縮期血圧｝/3 （ 1 ）　
SVR は PDD 法で HD 前後に測定した CO と（1）

式を用いて
　　SVR（dyne・sec・cm－5）
　　　＝（平均血圧/CO）×80 （ 2 ）　

から算出できる．
（2）式を使用し HD 前 SVR と HD 後 SVR を求めた．

％ΔSVR を
　　％ΔSVR＝｛（HD 後 SVR－HD 前 SVR）/

　　　　　　   HD 前 SVR｝×100

にて，算出し検討に用いた．
③　PRR の算出
今回は血液透過性の指標として PRR を使用した．

PDD 法によって測定した HD 前後の CBV から，その
時の Ht 値を用いて循環血漿量（circulating plasma 

volume;  CPV）（ml）を
　　CPV＝CBV×（1－Ht）/100 （ 3 ）　

にて，算出した．
（3）式を使用し HD 前後の CPV 前と CPV 後を求め

た．よって循環血漿量変化量（ΔCPV）は
　　ΔCPV＝CPV 前－CPV 後 （ 4 ）　

と，算出できる．
HD での限外濾過量と限外濾過時間，（4）式を用い

て
　　PRR＝（限外濾過量（ml）－ΔCPV）/

　　　　　限外濾過時間（min）
と，算出し検討に用いた1, 13）．

以上の結果をもとに，統計学的解析は，Microsoft 

Office Excel 2003（Microsoft®）を使用し，平均値±
標準誤差で示した．2 群間の統計学的有意差に関して
は Pearson の相関係数を用いて検定を行った．2 群間
の統計学的差異は Fisher の exact 検定を用いて検定
を行った．統計学的有意差は p＜0.05 を有意差ありと
した．

3　結　果

3-1　対象症例の背景

全対象症例の背景と測定値は表 1 のごとくであった．
性（sex），年 齢（age），循 環 血 液 量（CBV），体 重
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（body weight;  BW），血 圧（blood pressure;  BP），心
拍出量（CO），末梢血管抵抗（SVR）を示した．

3-2　血液透析前後における ％ΔCBV について（図 1）
血液透析前後の CBV から算出した循環血液量の変

化率（％ΔCBV）を検討したところ，HD 後に BW が

表 1　対象症例の背景と測定値

No. sex Age
（year）

CBVpre
（ml）

CBVpost
（ml）

Bwpre
（kg）

Bwpost
（kg）

SBPpre
（mmHg）

SBPpost
（mmHg）

COpre
（ml/min）

COpost
（ml/min）

PRR
（ml/min）

SVRpre
（dyne・sec・

cm－5）

SVRpost
（dyne・sec・

cm－5）

1 m 38 3,660 3,710 44.3 42.7 150 130 6,250 6,530 9.7 1,305.6 1,167.9
2 m 73 4,140 4,760 49.4 47.7 98 90 2,220 2,900 10.0 1,177.2    827.6
3 f 49 3,940 3,030 45.8 43.2 136 150 4,670 3,740 11.6 1,576.0 2,210.3
4 m 57 3,770 3,660 55.3 53.4 120 94 4,360 2,290 10.6    734.0 1,094.6
5 m 68 3,325 3,235 42.6 41.2 148 108 5,970 8,540 9.3    661.1    337.2
6 f 80 2,370 3,020 53 49.9 130 140 2,280 3,910 14.4 3,391.8 1,909.6
7 f 74 2,820 3,060 48.6 45.9 220 142 4,430 3,760 12.0 2,552.3 1,886.5
8 m 75 4,420 4,760 59.8 58.9 170 184 6,730 6,930 8.0 1,260.0 1,323.7
9 f 62 2,670 3,390 48.6 46.7 178 168 5,540 5,700 16.0 1,511.4 1,347.4

10 f 49 3,590 2,730 51.8 49.1 180 160 8,330 4,230 12.7 1,178.1 2,067.8
11 f 58 2,550 3,680 42.7 40.2 162 152 8,480 6,740 19.8    949.7 1,361.0
12 f 58 2,200 2,450 43.7 41.2 140 98 3,200 7,450 13.1 2,333.3    708.7
13 f 67 2,470 2,830 36.5 34.4 168 140 3,490 3,700 15.1 2,200.6 1,873.9
14 f 40 3,350 2,490 58.9 55.4 198 110 5,120 3,630 13.7 2,177.1 1,689.6
15 f 61 3,380 5,040 43.1 41.8 130 110 4,320 5,130 14.8 1,543.2 1,299.5
16 m 65 6,220 4,340 61.1 59.8 102 150 5,710 6,680 4.1 1,036.8 1,093.8
17 f 51 2,790 3,080 41.6 39.8 170 140 4,670 4,260 18.1 1,884.4 1,752.7
18 m 46 5,080 4,660 63.9 61.4 150 94 4,760 3,300 10.0 1,624.7 1,955.6
19 f 66 3,450 2,940 55 52.4 150 160 5,130 4,520 11.6 1,611.4 1,769.9
20 m 47 3,530 3,370 41.2 40.2 140 120 4,650 4,020 7.4 1,605.7 1,724.7
21 f 52 2,950 4,010 40.2 40.0 158 180 6,350 6,970 8.7 1,335.4 1,423.2
22 m 78 2,910 2,910 49.0 47.5 180 140 3,320 3,260 6.8 2,730.9 2,290.3
23 f 52 3,200 3,380 41.9 40.9 160 164 5,900 5,400 7.4 1,446.3 1,521.0
24 m 76 3,620 2,780 57.1 55.9 140 120 4,600 2,980 0.3 1,507.3 2,326.6

mean 60.0
±2.5

3,452
±185

3,471
±154

49.0
±1.6

47.1
±1.5

153
±5

135
±5

5,020
±322

4,852
±347

11.0
±0.9

1,638.9
±132.7

1,542.2
±104.5

図 1　血液透析前後の CBV 変化率（%ΔCBV）
　PDD 法で実測した値を用いて算出した ％ΔCBV を CBV 実測群として示した．24 例中 13 例で
％ΔCBV が正の値を示し，％ΔCBV が負の値を示している例を 11 例認めた．HD 後の CBV 値か
ら回路内血液量の 250 ml を除した値で ％ΔCBV を算出した群を CBV-250 ml 群として示した．24
例中 9 例で ％ΔCBV は正の値を示し，％ΔCBV が負の値を示した例を 15 例に認めた（n＝24）．
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減少しているにもかかわらず，24 例のうち 13 例にお
いて ％ΔCBV は正の値を示した．HD 後の CBV 値は
返血直後に測定した値であり，回路内血液量の 250 ml

を含んでいる．そこで，HD 後 CBV 値から回路内血
液量 250 ml を除した CBV 値で検討した．その結果，
24 例中 9 例で ％ΔCBV が正の値を示した．

3-3　％ΔCBV と PRR の相関関係（図 2）
％ΔCBV と算出した PRR との間には有意な正の相

関関係を認めた（r＝0.45，p＝0.036）．

3-4　患者年齢と ％ΔCBV との関連（図 3）
HD 後の CBV が上昇している例は，55 歳を境に ％

ΔCVB が正の値に転じていた．％ΔCBV と年齢は有
意な正の相関関係を認めた（p＝0.018）．

3-5　HD 前後における SVR の比較（図 4）
HD 前，終 了 後 の SVR を 示 し た．HD 終 了 後 に

CBV の減少した症例を●―●で示した．HD 終了後に
CBV の増加を認めた症例を□―□で示した．HD 終了
後に CBV の減少した症例と HD 終了後に CBV の増加
した症例の，SVR との関連を検討したところ，HD 終

図 2　％ΔCBV と PRR の相関関係
　％ΔCBV が増加すると plasma refilling rate が増加しており，％ΔCBV と plasma refilling 
rate の両者は正の相関関係を認めた（n＝24）．
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図 3　％ΔCBV と年齢との関係について
％ΔCBV が増加する症例は 55 歳以下に比べて 55 歳以上に多かった．
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了後に CBV の増加した症例は，有意に SVR は低下し
ていることを認めた（vs. CBV 減少群 SVR，p＝0.04）．

3-6　患者年齢と ％ΔSVR との関連（図 5）
患者年齢がすすむと，HD 後に SVR は低下する傾

向があった．患者年齢は ％ΔSVR と有意な負の相関
関係を認めた（p＝0.036）．

4　考　察

HD 患者においては透析と透析の間の 2 日間に約

2～3 kg の体重増加があるが，これは主として細胞外
への水分の蓄積による．4～5 時間の透析の間にこの
過剰の水分は除水しなければならないが，除水はまず
バスキュラーアクセスを介して血液から行われ，減少
した循環血液中の血漿は，組織間液より refilling が行
われる．この CBV の変動は循環動態の変化を引き起
こし，低血圧や不整脈の原因となる1～6, 12, 14）．

高齢者などでは過剰な体液が存在するにもかかわら
ず，見かけ上，除水されたとして透析中に crash point

に到達することがある．

図 4　透析開始前，終了後の末梢血管抵抗（SVR）
　透析開始前と透析終了後の末梢血管抵抗を示した．透析前より透析終了後に循環血液量
の減少した症例 15 例を●―●で示した．透析前より透析終了後に循環血液量の増加した
症例 9 例を□―□で示した（n＝24）．循環血液量が増加した群は循環血液量が減少した群
に比べて有意に末梢血管抵抗が低下した症例が多かった（|2 乗検定）．
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図 5　末梢血管抵抗と年齢の関係
　末梢血管抵抗と年齢は負の相関関係を示した．年齢がすすむと末梢血管抵抗が低下する
傾向を認めた（n＝24）．
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しかし，この CBV を正確に，しかも簡便に測定す
ることは容易ではない．表 2 にあげるように，RBC

やアルブミンを標識する方法が開発されたが，煩雑で
あるし，放射性同位元素を使用する方法が多く，日常
的に使用することは難しい15）．CRIT-LINE は簡便であ
り，CBV の相対的変化を測定することができるが間
接的である2, 5, 15, 16）．

色素希釈法は簡便である．特に近年開発された
ICG を使用する PDD 法は，131I-HSA 法による測定結
果と非常によい相関を認めており，しかも簡便で比較
的短時間の間隔で繰り返し測定が可能なので，HD 前
後での CBV の変動を見るには適切な方法である．Ev-

ans-blue で懸念された副作用（発がん性）もなく安全
であり，すでに体液量測定法として保険適用も認めら
れ広く使用されている9～12）．

これによって測定した HD 前後での CBV の変動は
予期せぬものであった．すなわち 24 例中約半数の 13

例で HD 直後の CBV はむしろ増加を示したのである
（図 1）．

患者の dry weight は，これ以上除水すると急激に
血圧が下降するというギリギリの体重に設定されてい
るのが普通なので，HD が終了して患者がベッドから
立ち上がろうとすると，起立性低血圧を起こしてふら
つくことは珍しくない2, 4, 5）．それゆえ，HD 終了後の
CBV は HD 開始時より減少していると考えられてい
たので今回の結果は意外であった．

しかし，限外濾過による除水が終了した後もある程
度の time-lag をもって refilling が継続しているであろ
うことは予想されることであり，ある場合には HD 前
の CBV を超える refilling が行われることもありうる

ことである．除水が急速であった場合に refilling が遅
れることが考えられる4）．終了後にも血圧がむしろ上
昇して，しばらく安静を必要とすることがある．今回
の症例では確認できなかったが，このような場合に
CVB がむしろ増加している可能性がある．増加した
血漿は組織間液から refilling されたものである．はた
して ％ΔCBV と PRR の間には有意の正の相関が認め
られた（図 2）．refilling が亢進しているために HD 直
後の CBV はかえって増加したものと考えられる．た
だしこのような症例でも，HD 直後に血圧が上昇する
という傾向はなかった．

このように HD 後に CBV が増加する症例は 55 歳
以上に多く，また患者年齢と ％ΔCBV の間にも上昇
傾向を認めた（図 3）．高齢者におけるこのような現
象の原因としていくつかの機序が考えられる．

DeJager-Krogh らは，血管内容量調節を二つの機序
で説明している．すなわち一つ目は SVR の低下が静
脈血管内容量の増加をもたらす，二つ目の機序として
SVR の上昇が静脈内容量を減少させて，静脈還流量
を増すとされている．HD 後の体重は減少しているの
に HD 後の CBV が増加した症例は，SVR が低下した
症例に有意に認められた（図 4）．このことは DeJag-

er-Krogh 現象の一つ目，SVR の低下によって静脈内
容量の増加する機序と，HD 後に CBV が増加したこ
ととは関係があるのかもしれない12）．

また，米田らは，bioimpedance analysis で透析前後
の細胞外液，細胞内液，体液量を測定，循環動態パラ
メータとの関連を検討し，体液量と収縮期血圧，除水
量，h-ANP とは有意な相関関係を認めなかったと報
告している．体液量と循環動態の相関関係を認めなか
ったのは HD 直後に CBV が増加する例の存在が原因
なのかもしれない17）．

さらに，大河原らによると，PDD 法で測定した HD

後の CBV 値は，推算式で求めた CBV とは有意な相
関関係を認めなかったとしている．今回の検討から，
HD 直後に CBV 値の増加した症例が認められたこと
は，HD 後に体重は減少しているので，推算式で求め
た HD 後の CBV も減少し，このことが相関しなかっ
た根拠ではないかと考えられる13）．

加齢により SVR の低下する傾向が認められ，血管
収縮性の反応低下があると考えられた（図 5）18）．そ
のため血圧低下が起こりやすいので，ドライウェイト

表 2　CBV の測定法

1. 標識赤血球法
　51Cr 標識赤血球希釈法1, 6）

　FITC 標識赤血球法
　sodium fluorescein 標識赤血球法
2. 標識ヘモグロビン法
　CO 標識ヘモグロビン希釈法8）

3. 標識アルブミン法
　125I-HSA 法1）

　131I-HSA 法9）

4. 色素希釈法
　Evans-blue 希釈法
　ICG 希釈法9～12）

　electrical impedance indicator 希釈法14）

5. CRIT-LINE2, 5, 15, 16）
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の設定が甘くなり，間質に過剰の水分が存在し，血管
内への refilling が亢進しやすくなっている可能性も考
えられる．

body composition analyzer による健常人の測定結果
より，細胞内液/細胞外液量比は加齢とともに減少し，
58.8 歳以降では比率の逆転を認めることがあるとい
う19）．今回の検討でも HD 後 CBV の増大をみとめる
のは 55 歳以降であった．よって HD 後の CBV の増
大は加齢により間質への水の分布が増大していること
が関与している可能性がある．

ただ今回明らかになった HD 後の CBV の増加が
HD 終了後長時間にわたって持続するとは考えがたく，
徐々に間質と血管内の間で体液の再分布が行われるも
のと思われる．

HD 直後の CBV の一時的な増加とその後の減少が，
高齢者における HD 中，および HD 終了後の血圧の変
動を含む循環動態の不安定さに関与していることが示
唆される．

今回の知見をもとにして，HD 中の CBV を経時的
に観察することにより，特に高齢者ではよりスムース
な透析が可能になると思われる．

本研究は第 57 回日本透析医学会学術集会・総会
（2012 年，札幌）で発表した．
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要　旨

血液透析患者の高齢化ははなはだしく，基礎疾患も
慢性糸球体腎炎から糖尿病性腎症へと変わった．透析
療法基準に関しては，1992 年に三村・川口班から報
告されたものがわが国では頻用されてきたが，時代の
流れとともに一致しない点も多くなってきている．そ
の背景には，透析治療自体が社会復帰を目指す治療か
ら救命・延命治療へと変容してきたことが大きいと感
じられる．愛知県では自立支援医療審査会を定期的に
開催しており，その結果を基に，現時点での問題点な
らびに今後の展望について報告する．

1　はじめに

日本透析医学会の統計調査委員会から毎年「わが国
の慢性透析療法の現況」が発刊されている．欧米諸国
の統計調査のように保険診療の一環として収集される
情報と異なり，わが国の統計調査は，日本透析医学会
の会員が無報酬で協力する献身的な貢献の下で行われ
るものである．調査は 1968 年から連綿として継続さ
れていて，シート 1 の集計のみで考えるならば 98％
近くの回収率であることは世界に誇れる業績といって
過言ではない．

2012 年 6 月の第 57 回日本透析医学会において，
2011 年末の現況が図説として配布された．ついに年
度末透析患者数は 30 万人の大台を超えた．糖尿病性
腎症を原疾患とする患者数は，新規導入者においては
1998 年に第 1 位となり，その後も順調に増加してい

るが，年度末患者においても 2011 年末，ついに慢性
糸球体腎炎を抜いて第 1 位となった．また，新規導入
患者の平均年齢は 67.8 歳となった．統計調査で導入
患者の平均年齢が初めて記載された 1980 年当時の
48.3 歳と比較して，約 20 歳も高齢化している現状が
ある．透析療法発展の黎明期において透析治療は末期
腎不全患者の社会復帰を目指す治療であったが，現時
点では高齢者を対象とした救命・延命治療と様変わり
している．旧き時代を知る者にとって隔世の感を覚え
させる結果である．

愛知県では，新規透析導入患者ならびに継続患者に
対する自立支援医療の提供の可否に関する審査会を毎
月開催している．この審査会の結果ならびに考察に関
して報告することが，日本透析医会の適正透析導入部
会の支援事業として求められている．そこで，愛知県
の現状について 2008 年から 2011 年度までの 4 年間の
概要をここにまとめ報告する．

2　愛知県自立支援医療審査会

自立支援医療審査会は，透析患者に対する適切な医
療提供を図るため，腎透析治療を専門とする学識経験
者（県下の大学，公的医療機関勤務の透析専門医 5

名）と，愛知県医師会からの推薦理事 1 名の計 6 名か
らなる委員会を毎月開催している．現在，自立支援医
療はほとんど全員の透析患者が対象となるため，全数
審査は時間的に困難である．そこで内規を作成し，新
規透析導入者は全員を対象とし，継続透析者は表 1 に
示す内規に抵触する者を抽出して審査対象としている．

調 査 研 究

導入調査研究補助事業に対する報告書
――　2008 年から 2011 年の調査をまとめて　――

渡邊有三＊1　両角國男＊2　吉田篤博＊3　佐藤和一＊4　富田　亮＊5　横井　隆＊6

key words：血液透析新規導入，透析導入原疾患，高齢化，血液透析導入基準
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審査会は毎月第 3 火曜日に開催される．
本稿では，その集計調査結果について報告するとと

もに，この調査から明らかにされる透析治療の実態に
ついて，私見を交えて概説したい．

3　2008 年度から 2011 年度までの調査概要

3-1　事務的処理許可基準

表 1 に示すような審査基準内規を作成して処理にあ

たっている．基本的には 1992 年の川口基準を踏襲し
ているが，高齢者や糖尿病患者の増加による変化を吸
収するために，基準値に修正が加えられている．

3-2　総審査件数の推移

表 2 に最近 4 年間の審査件数を示す．2010 年をピ
ークにして 2011 年には減少傾向が認められる．この
傾向は名古屋市の患者数では 2009 年をピークに減少

表 1　愛知県透析療法審査会議内規

以下の基準に該当する者は事務審査処理することを可とする

1. 新規申請
（1）　導入患者

ａ　以下の 2 項目のうち，いずれか一方を満たす者
①　内因性クレアチニンクリアランス値 5.0 ml/min 以下
②　血清クレアチニン濃度 10.0 mg/dl 以上

ｂ　以下の項目のうち，5 項目以上を満たす者
①　内因性クレアチニンクリアランス 10.0 ml/min 以下
②　血清クレアチニン 8.0 mg/dl 以上
③　血清 Na 130.0 mEq/L 以下
④　血清 K 6.0 mEq/L 以上
⑤　血清 Ca 4.0 mEq/L 以下
⑥　血清 Pi 6.0 mg/dl 以上
⑦　RBC または Ht 250×104/mm3 以下または 25％ 以下
⑧　重炭酸イオン 17.0 mEq/L 以下
⑨　尿量（平均 1 日尿量） 800 ml/日以下
⑩　CTR( 心胸比） 55％ 以上
⑪　以下の臨床症状（一つにつき 1 項目とする）

ア　消化器症状　　イ　心不全　　ウ　出血傾向　　エ　中枢神経症状
オ　心外膜炎　　カ　その他

ｃ　全身性血管障害を伴う糖尿病性腎症，高度な体液貯留や重篤な心不全等を伴う場合，高度な
合併症などにより著しい筋委縮を伴う場合，80 歳以上の高齢者，年少者などでは，以下の 2
項目のうち，いずれかを満たす者

①　内因性クレアチニンクリアランス 10 ml/min 以下
②　血清クレアチニン 5.0 mg/dl 以上
　ただし，血清クレアチニン濃度 6.0 mg/dl 以下の申請では，原則として 1 カ月以内に施行し
たクレアチニンクリアランス値を必要とする

ｄ　c の基準よりも高いクレアチニンクリアランス値，低い血清クレアチニン値にもかかわらず，
明らかに尿毒症状のため起床できない高度な日常生活障害を示す場合は，臨床症状や（1）
の b に示した腎機能に関する検査を参考に判定する．

（2）　透析療法を継続中であったが，今回更生医療を新規申請する者（原則として，透析開始後 1
カ月以上を経過した場合）
以下の 2 項目のうち，いずれか一方を満たす者
①　血清クレアチニン 7.0 mg/dl 以上
②　平均 1 日尿量 500 ml/day 以下

2. 継続申請
前項の（2）に準ずる
なお，透析導入後 2 年以上経過したもので，血清クレアチニン濃度 7.0 mg/dl 以上であれば，透析
療法審査会議にかけずに事務的に処理することができる．ただし，血清クレアチニン濃度が
7.0 mg/dl 未満の場合は，2 年以上経過していても，すべて透析療法審査会議にかけるものとする．

3. その他
1 および 2 の条件を満たさない者については，透析療法審査会議において十分検討を行い，承認・
疑義紹介・保留・不承認などの決定を行うものとする．
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傾向である．従来は増加の一途であったので，注目す
べき結果である．表 3 は内規に則って事務的処理を実
施することの影響を見たものであるが，およそ 70％
相当が事務的処理が可能と判断されている．

3-3　審査結果

表 4 に示すように 99％ 近くの患者は承認されてい
る．保留・不承認と判定される者は年々減少していて，
現在では毎月の審査で 1～2 名程度が討議対象となっ

ている．長年の啓発活動の結果と考えている．

3-4　年度末患者の年齢分布

年齢分布についてみると 20 歳未満は漸減し，60 歳
以上が 70％ を超え漸増中である（表 5）．わが国全体
の傾向と一致した結果である．

3-5　原因疾患別件数

この統計に関しては，年度末（表 6）と新規導入患

表 2　透析療法審査件数の推移

時　期 区　分 愛知県 名古屋市 合　計

2008 年度

総数 5,932 3,470 9,402

審査件数 2,001 1,019 3,020

事務的処理件数 3,931 2,451 6,382

2009 年度

総数 6,020 3,560 9,580

審査件数 1,960    995 2,955

事務的処理件数 4,060 2,565 6,625

2010 年度

総数 6,179 3,529 9,708

審査件数 1,774    815 2,589

事務的処理件数 4,405 2,714 7,119

2011 年度

総数 6,184 3,273 9,457

審査件数 1,587    781 2,368

事務的処理件数 4,597 2,492 7,089

表 3　審査対象区分別件数

時　期

審査会議での審査件数 事務的処
理件数　

合　計新規申請
継続申請 小　計 継続申請

透析導入 透析継続

2008 年度 741 662 1,617 3,020 6,382 9,402

2009 年度 562 773 1,620 2,955 6,625 9,580

2010 年度 620 699 1,270 2,589 7,119 9,708

2011 年度 604 653 1,111 2,368 7,089 9,457

表 4　審査結果別件数

時　期
審査会議での審査件数 事務的処理件数

承　認 疑義紹介・
指導　　

保留・不
承認　　 小　計 承　認 合　計

2008 年 2,981（98.7％） 0 39（1.3％） 3,020 6,382 9,402

2009 年 2,930（99.2％） 0 25（0.8％） 2,955 6,625 9,580

2010 年 2,560（98.9％） 0 29（1.1％） 2,589 7,119 9,708

2011 年 2,352（99.3％） 0 16（0.7％） 2,368 7,089 9,457
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者（表 7）から分析してみた．糖尿病性腎症患者の新
規導入が一番多いことは，わが国の統計と同じである
が，年度末患者に関しても 2010 年の段階ですでに愛
知県では第 1 位となっていた．一方，導入の実数で見
ると，2009 年をピークにしてすでに減少傾向が明ら
かとなっている．年度末患者においても 2010 年をピ
ークに減少し始めている．わが国の統計調査では，先
述したように，2011 年末に初めて糖尿病が第 1 位に
なっている．ひょっとすると，愛知県のデータは今後

の透析患者数の推移に関して重大な情報を提供してい
るのかもしれないと考えている．

3-6　血清クレアチニン濃度の分布

血清クレアチニン濃度が 5.0 mg/dl 以下の患者は 2

％ 程度，8.0 mg/dl 以下の患者は 16％ 程度で推移し
ている（図 1）．このような血清クレアチニン濃度が
低い患者の背景因子には，寝たきり，下肢切断など日
常生活の障害が大きく影響していた．

表 5　審査対象者の年齢階級別件数（年度末）

時　期 20 歳未満 20～40 歳 40～60 歳 60 歳以上 合　計

2008 年 6（0.1％） 303（3.2％） 2,406（25.6％） 6,687（71.1％） 9,402
2009 年 4（0.1％） 283（3.0％） 2,294（23.9％） 6,999（73.0％） 9,580
2010 年 3（0.1％） 263（2.7％） 2,306（23.7％） 7,136（73.5％） 9,708
2011 年 1（0.1％） 281（3.0％） 2,144（22.6％） 7,031（74.3％） 9,457

表 6　原因疾患別件数（年度末）

疾病名 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

糖尿病性腎症 3,190（33.9％） 3,297（34.4％） 3,431（35.3％） 3,415（36.1％）
慢性糸球体腎炎 3,392（36.0％） 3,295（34.3％） 3,267（33.7％） 3,035（32.1％）
腎硬化症 914（  9.7％） 969（10.1％） 995（10.2％） 1,053（11.1％）
嚢胞腎 317（  3.4％） 329（  3.4％） 338（  3.5％） 344（  3.6％）
膠原病 234（  2.5％） 207（  2.2％） 235（  2.4％） 232（  2.5％）
急速進行性腎炎 118（  1.2％） 106（  1.1％） 128（  1.3％） 115（  1.2％）
ネフローゼ症候群 126（  1.4％） 123（  1.3％） 124（  1.2％） 119（  1.3％）
腎盂腎炎 58（ 0.6％） 51（  0.5％） 47（  0.5％） 36（  0.3％）
痛風腎 41（  0.4％） 31（  0.3％） 34（  0.4％） 30（  0.3％）
急性腎不全 15（  0.2％） 24（  0.3％） 18（  0.2％） 16（  0.2％）
腎結核 3（  0.1％） 3（  0.1％） 3（  0.1％） 2（  0.1％）
その他 994（10.6％） 1,145（12.0％） 1,088（11.2％） 1,060（11.2％）

合　計 9,402 9,580 9,708 9,457

表 7　原因疾患別件数（新規導入者）

疾病名 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

糖尿病性腎症 614（44.8％） 662（48.9％） 641（45.7％） 587（45.6％）
慢性糸球体腎炎 231（16.9％） 225（16.6％） 216（15.4％） 210（16.3％）
腎硬化症 206（15.0％） 177（13.1％） 210（15.0％） 203（15.7％）
嚢胞腎 44（  3.2％） 34（  2.5％） 51（  3.7％） 44（  3.4％）
膠原病 22（  1.6％） 22（  1.6％） 27（  1.9％） 27（  2.1％）
急速進行性腎炎 25（  1.8％） 16（  1.2％） 30（  2.1％） 11（  0.9％）
ネフローゼ症候群 10（  0.7％） 10（  0.8％） 17（  1.2％） 13（  1.0％）
腎盂腎炎 5（  0.4％） 3（  0.2％） 2（  0.1％） 2（  0.2％）
痛風腎 2（  0.1％） 4（  0.3％） 4（  0.3％） 2（  0.2％）
急性腎不全 0   　　　 4（  0.3％） 2（  0.1％） 2（  0.2％）
腎結核 1（  0.1％） 0   　　　 0   　　　 1（  0.1％）
その他 211（15.4％） 196（14.5％） 203（14.5％） 185（14.3％）

合　計 1,371 1,353 1,403 1,287
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4　審査会結果の総括とまとめ

愛知県では愛知県障害福祉課，名古屋市障害企画課
の指導の下，公益社団法人愛知腎臓財団ならびに日本
透析医会適正導入委員会の協力を得ながら，愛知県透
析療法審査会議を永年継続してきている．行政の担当
職員ならびに専門委員各位のご協力に紙面を借りて感
謝の意を呈したい．

さて，透析医療は導入者の高齢者に伴い，社会復帰
というよりは延命措置としての治療という側面が垣間
見られるようになってきている．審査会議を実施して
いても，この患者は本当に透析患者なのかと疑わせる
ような検査結果を示す者が多い．寝たきり，あるいは
栄養不良（十分な蛋白摂取がままならない）という状
況も推測される．現在，日本透析医学会は「透析ガイ
ドライン」策定の中で，透析非導入/継続中止という
重要な課題に取り組んでいる．弱者を見限るわけでは
ないが，透析治療を実施することがかえって患者の生
命予後を短縮させたり，苦しみを増やすだけの状況と
なることもあり，なんらかの指針を設定することは避

けられないのではないかという観点から検討が進めら
れている．透析医療費は高額であり，医療資源をどの
ように有効に利用するかについても，今後慎重に検討
されねばならないと実感している．

わが国では糖尿病性腎症を原疾患とする透析患者が
増えてきている．日本全体では 1998 年に第 1 位にな
ったが，最近では増加速度はゆるやかとなりつつある．
愛知県全体の審査会議の実数で検討してみると，2011

年には 54 名も実数で減少している．この傾向は愛知
腎臓財団がまとめている慢性腎不全患者の実態調査

（2009 年末現在）でも明らかにされているので，腎症
早期での積極的な治療介入が奏功していると考えても
不思議ではないかもしれない．また，愛知県内で患者
数の動向を見ると，名古屋市の患者数が減少し始めて
いる傾向がある．従来，名古屋市で透析治療を受けて
いた患者が郊外の自宅近くの透析施設に移動したか，
あるいは医師密度の高い名古屋市域の患者のほうがよ
り積極的に治療が行われているか，その理由は様々考
えられるが，患者数がプラトーから減少に明らかに舵
を変えたことは確かなような印象がある．わが国の統

図 1　透析患者の血清クレアチニン濃度分布

2009 年 2010 年

2011 年
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計調査では，患者数はまだ増加しているが，もし愛知
県が全国の変動の魁であるのなら興味深い．

もう一つ，このような統計を扱っていて感じること
がある．それは，原疾患不明の割合が結構存在するこ
とである．中には最近の風潮を反映して，原疾患は
CKD と記載してくる医師もいる．腎臓疾患に対する
思考が停止しているのではないかと考えさせられるよ
うな現状である．愛知県においては，原疾患不明をな
るべく減らすように啓発活動を実施しているが，今後
の透析医療の趨勢を推測するためにも正確な情報は必

須であり，真剣に考えてもらいたい部分である．
以上，雑駁な考案となってしまったが，愛知県の実

態を紹介しながら，今後の我が国の透析医療の趨勢に
ついても考えてみた．

文　　献

1） 日本透析医学会統計調査委員会：わが国の慢性透析療法の
現況（2011 年 12 月 31 日現在）； 日本透析医学会，2012．

2）川口良人，他：慢性透析の導入基準と追跡調査による妥当
性の検討．平成 6 年度厚生科学研究：腎不全医療研究事業報
告書（班長：三村信英）； 84-87，1995．
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1　はじめに

今回の広島県透析連絡協議会総会の特別講演内容は，
①日本透析医会と日本透析医学会の要望，②「ON-

LINE HDF」に関する日本透析医会の見解，③透析関
連改定経過，④2012 年診療報酬改定と個人的評価，
⑤透析と保険診療，であった．しかし，①～④につい
ては，すでに日本透析医会雑誌 27 巻 2 号により詳細
を報告したため，ここでは，⑤の透析と保険診療につ
いてと，講演には関係しないが，最近経験した地方厚
生局による適時調査について述べる．

2　透析と保険診療

この講演内容は，保険請求のための算定要件として，
カルテやチャートの記載が重要である項目を中心に，
看護師などコ・メディカルを意識して話した．

①　特定疾患管理料：カルテに指導管理内容の記載
が必要．

②　慢性透析患者外来医学管理料：検査結果に基づ
き，計画的な管理が行われたその内容をカルテに
記載する．

③　呼吸心拍監視：心電曲線の観察結果の要点をカ
ルテに記載すること．

④　在宅自己注射指導管理料：在宅での自己血糖測
定記録を基に指導を行う．

⑤　特定薬剤治療管理料：血中濃度や治療計画の要
点を診療録に記載する．

また，いつ請求するかは，4 月より日計表の添付が

義務づけられたことより，検査が実施され，指導内容
が診療録に記載された時点になると考えられる．

3　適時調査について

地方厚生局長に届け出られた施設基準等に関して，
原則的には年 1 回，届け出内容が適正に運用されてい
るかを施設内で見るものとされているが，当院関連の
病院では初めての調査であった．もちろん，届け出た
内容と異なる診療・看護が行われている場合には，届
け出を取り下げ，該当する診療報酬についても，過去
にさかのぼって返還する可能性もあるというものであ
る．

あらかじめ準備する資料が提示され，3 週間ほどし
て担当官が来院し，書類と現場での実態を突き合わせ
た詳細な調査が実施された．調査結果は，当日，問題
点を口頭で指摘し，後に書類で提示され，改善点につ
いて報告することとなった．

あらかじめ準備する書類は，看護関係では勤務表
（計画と実績），病棟日誌，外出/外泊/付き添い許可
簿など，給食関連では食事箋・献立表・給食日誌・検
食簿などであった．これ以外に，入院案内・差額ベッ
ド関連資料・保険外負担金・就業規則・医療監視結
果・リハビリ実施記録・院内感染対策委員会および医
療安全管理委員会関連資料・感染情報およびインシデ
ントレポート・タイムカードなどであった．

今回の調査結果（問題点）の概略は，①申し送り時
間の時間計上間違い，②各種書類の責任者による決裁
を，③外出/外泊/付き添い願いの申請書と許可証は別

増子クリニック 昴

各支部での特別講演　講演抄録

平成 24 年診療報酬と透析保険診療

山㟢親雄　

平成 24 年 4 月 7 日/広島県「広島県透析連絡協議会講演」　
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で，④医療安全管理業務の不備，⑤医療安全管理およ
び感染防止対策の院内業務指針の策定を，⑥保険医療
機関であることの表示がないこと，などが指摘された．

この適時調査は全国各地で実施されており，インタ
ーネットでみる大阪府保険医協会の情報（http://oh 

-kinmui.jp/angle/knowledge/no8.html）でも，調査の
詳細を知ることができる．

また，関東信越厚生局が平成 22 年度に実施した調
査では，透析液水質確保加算について，「関連学会か
ら示されている基準に基づく水質管理が，適切に実施

されていない．」という指摘例が示されている（http://

kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/

documents/tokyo/part4.pdf#search='施設基準 ％ 20 適
時調査'）．この施設が，果たして届け出を返上し，医
療費についてさかのぼって自主返還を要求されたもの
か，不明である．あるいは全国的に，診療所にもこの
調査が実施されているものかも不明である．いずれに
しても，広く認識されていなかったと思われる調査で，
今後，それぞれの施設での対応が望まれる．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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はじめに

高い透水性能を有する合成高分子膜による血液浄化
療法においては透析液の清浄化は治療の前提条件であ
り，日本透析医学会1, 2）や ISO 23500 により透析液の高
度な清浄化を達成するための管理指針が示されている．

本邦では，ほとんどの施設において CDDS（central 

dialysis fluid delivery system）による透析システムが
構成されているが，複数の機器製造会社の製品を組み
合わせて透析システムが構成されている場合がほとん
どであり，1 社による全体的なバリデートは困難とな
っている．そのため，透析施設が最終的な透析液製造
者としてのバリデートを行う必要がある．しかし，高
い安全性を担保するために，透析装置・システム製造
者であり，高い技術力，機器管理ノウハウを持つ企業
体によるバリデートをいかに活用するか，すなわち，
1 システムとしての透析設備構築について積極的に取
り組む必要性があると筆者は考えている．

当クリニックでは全台個人用装置（single patient 

dialysis machine;  SPDM）（東レメディカル社製 TM-

3000S）による透析システムを構築し，高度に清浄化
された透析液（超純粋透析液）レベルを維持している．
透析システム構成などは CDDS とは異なるが，当ク
リニックでの現況をもとに透析液水質管理の実際につ
いて概説したい．

1　当施設での洗浄消毒方法

当施設では，RO タンク，RO ループ配管，枝管，

SPDM の全ライン薬液洗浄と SPDM 内ラインの熱水
洗浄を組み合わせて行っており，薬液は過酢酸系洗浄
剤（クリネード 502®）1 剤を用いて行い，SPDM の
熱水洗浄は週 3 回の頻度にて行っている．

通常の薬液洗浄においては，400 ppm（高濃度），
20 ppm（中濃度）の各濃度にて洗浄・水洗後に RO

配管（主管，枝管）および SPDM 内を 0.6 ppm の極
低濃度薬液にて封入状態とし，使用前に水洗を行う．
熱水洗浄併用時は，高濃度で洗浄後に水洗工程を実施
後，熱水洗浄 90 分（加熱操作および放熱時間を含
む）とし，終了後に極低濃度封入を行っている．実質
的な熱水消毒は 82～84℃ で 20 分程度の洗浄条件を達
成しており，カプラなどの複雑な構造物も熱の伝導に
より殺菌が可能となる．

2　熱水消毒の有効性

熱による細菌の死滅条件は，芽胞を持たない細菌の
場合は約 60℃ で 10～30 分程度，芽胞を持つ場合は飽
和水蒸気中で 121℃，2 気圧，15 分以上の加熱が有効
とされオートクレーブが用いられる．このように熱水
消毒においては温度と時間により効果がもたらされて
おり，定量的な熱水消毒条件を示す Ao 値の概念が国
際規格（ISO 15883）により提唱されている．Ao 値

（単位：秒）は，対数的死滅則を用いて 80℃ の熱水消
毒に換算し，換算したときの等価消毒時間と定義され，
80℃，10 分の Ao 値は 600 となり，ISO 15883 では，
手術器械に A0 値 600 以上を適用することが求められ
ている3）．

向陽メディカルクリニック

各支部での特別講演　講演抄録

透析液清浄化「達成と維持」への取り組み

青池郁夫　

平成 24 年 4 月 29 日/新潟県「第 54 回新潟透析懇話会学術集会」　
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3　ETRF の性能

当施設では，ETRF（Endotoxin Retentive Filter）と
して TET 1.0（東レ社製 PS 膜）を各透析装置に直列
接続で 2 本装着している．ETRF の交換時期について
はメーカーの推奨に準拠する事が基本であるが，現実
的には ETRF の耐薬品性，耐熱性などの明確なデータ
が不足している場合もあるものと思われ，各施設での
水質，管理方法におけるフィルター性能の経時変化に
ついては個々に検証する事が望ましい．

4　透析液・RO 水配管の設計

SPDM の場合は RO 装置から，CDDS では多人数供
給装置から Patient Side までの液供給側配管は，内面
の洗浄性が良好な素材かつ形状が求められる．また，
配管内での完全層流化を防ぐために一定以上の臨界レ
イノルズ数を確保する事などを考慮する必要がある．
また，各種の装置同様に耐久期間があると考えるべき
であり，一定の期間が経過した場合や汚染が除去困難
な場合は配管の交換を前提として，コスト面等も考慮
し交換可能なものを選択することが望ましい．

5　SPDM での透析液原液吸引における汚染防止

透析液原末を用いた CDDS の場合では，ほとんど
のシステムにおいて粉末溶解時に一旦汚染が生ずる．
SPDM の場合は，透析液原液を吸引するノズルの不
適切な操作や，原液タンクの蓋を外し去った状態での
ノズル留置は汚染の原因となりうる4）．そのため，ノ
ズルが通過する滅菌キャップを使用し汚染をより起き
にくくする工夫や，装置内に収納されたノズルも十分
な洗浄を行う機能は SPDM として重要である．

6　検査手技の確立が重要

透析液の汚染が確認された場合，対策として様々な

アクションが必要となるが，サンプリングを含めた手
技の熟達度により信頼性の高い検査結果を得る事がき
わめて重要である．管理手技と達成されている清浄度
の対比を常に考慮し，検査結果が適切か否か注意深い
判断を求められる．サンプリング時の汚染を完全に回
避する事は困難であるが，当施設においては，サンプ
リング部の ATP のチェックは必須の手順としている．

おわりに

透析液管理では「汚染が生じないシステムの構築と
管理」を目指し，さらに「汚染がみられる場合には速
やかに対処し，清浄な状態に復元，維持するシステム
の構築と管理」はきわめて現実的かつ重要な指針であ
ると考えている．基本的に，現在の透析治療システム
では CDDS であれ SPDM であれ汚染が生ずる可能性
のある部位が存在しており，さらに偶発的な汚染も含
めて対応を行う体制が必要である．
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はじめに

慢性腎不全患者数は本邦のみならず世界的に増加し
ている．腎移植は透析療法とともに腎不全の 2 大療法
であり，かつ唯一の根治治療法である．本邦の腎移植
成績は向上し，5 年生着率 90％ 以上，10 年生着率 80

％ 以上となり，世界のトップレベルにある．年間移
植数は 1,500 件以上となった．このような成績の向上
は，急速に進歩する免疫抑制薬の開発と免疫抑制法の
改良によるところが大である．また，成績向上ととも
に，ABO 血液型不適合移植・非血縁者間移植・高齢
者移植などの適応拡大，生体腎移植における内視鏡ド
ナー腎採取術の普及などが移植数増加に寄与している．
このように，移植後生着 20 年以上を目標とする時代
では，免疫学以外の様々な領域での膨大な専門知識が
必要となる．

本講演では移植適応拡大の現状，内視鏡ドナー腎採
取術の普及と進歩，リンパ球の情報伝達と免疫抑制薬
の分子レベルでの解明を基にした免疫抑制療法の進歩，
これらの結果としての移植成績の向上などを紹介する．
また，近年増加している透析を経ないで移植を行う

「先行的腎移植」の意義についても述べる．

1　腎移植適応の拡大

1-1　ABO 血液型不適合移植の増加

2004 年の全国の生体腎移植に占める ABO 血液型不
適合移植の率は約 15％ であったが，近年では 25％ で
ある．生体腎移植の 1/4 が ABO 不適合移植であり，

その長期成績は適合移植と同等である．これは，移植
前に B リンパ球抗体のリツキサンや代謝拮抗薬の早
期投与，DFPP や血漿交換などの脱感作療法の発展に
よる成果である．抗 A・抗 B 抗体のみならず，2 次移
植などで認められる HLA 抗体陽性移植も同様であり，
その免疫抑制レジメンを紹介する．

1-2　非血縁者移植の増加

2000 年の全国の生体腎移植に占める非血縁者（夫
婦）間移植は約 10％ であったが，近年では 25～30％
である．これも新たな免疫抑制薬の開発と免疫抑制法
の進歩が，HLA 型の適合数を問題としなくなったの
である．巷間，「ドナーとレシピントの組合せ（適合
性）が悪いと移植できない」という説は，最早過去の
ものとなった．

1-3　高齢者移植の増加

2002 年の全国の生体腎移植に占める 60 歳以上のレ
シピエントは約 5％ であったが，近年では 20％ にな
った．実数では年間 34 名から 207 名への増加である．
また，70 歳以上のドナーの占める割合も 5％ から 10

％ まで上昇している．術前後の管理の向上が，高齢
者でも腎移植を可能とした．

以上から，近年，秋田大学で最も多い生体腎移植は，
60 歳以上の夫婦間移植になりつつある．

2　内視鏡ドナー腎採取術の普及と発展

腰部斜切開の大きな創から，21 世紀には内視鏡に

秋田大学医学部腎置換医療学講座

各支部での特別講演　講演抄録
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よるドナー腎採取が普及し，その技術はさらに発展し
ている．ドナー腎採取術に求められるものは，安全性
と採取腎機能の保持が最も大事であるが，さらに整容
性に優れた創による手術が開発されている．秋田大学
では 2001 年，ハンドアシスト後腹膜鏡下ドナー腎採
取術を開始し，その後，ハンドアシスト腹腔鏡下，純
腹腔鏡下でのドナー腎採取術を経て，2010 年から約
5～6 cm の単孔±one のドナー腎採取術を開始した．
この方法により安全性と移植腎機能は担保され，さら
に整容性が向上している．

3　分子生物学に基づいた免疫抑制薬の開発

免疫抑制薬も分子標的を基盤とした開発が進んでい
る．T リンパ球活性の経路において，細胞内での各伝
達経路を遮断する分子標的薬としての免疫抑制薬の現
状を紹介する．

4　先行的腎移植

近年最も注目される腎代替療法は，透析を経ないで
移植を行う先行的腎移植であろう．移植腎生着率・患
者生存率の向上に寄与する可能性について述べる．た
だ，保存期腎不全のいつの時期に移植を行うのかとい

った見解は，統一されていない．また，先行的腎移植
を希望しても，移植目的で紹介される時期が遅過ぎて，
先行的腎移植が不可能な場合もある．保存期腎不全患
者に，何時いかに腎代替療法の必要性を説明するのか．
また，先行的腎移植の準備に必要な期間などについて
も解説する．

しかし，年間に生体腎移植施行が可能な日数は各移
植施設で限られており，先行的腎移植数が増加するに
従い，透析導入後に移植を希望する患者の待機期間が
延びている現状がある．

5　今後の課題

すべての腎移植例で長期生存・生着が得られている
わけではない．長期生着には心血管疾患・悪性腫瘍・
感染症への対策など課題は多い．

また，脳死下ドナー数は増加しているが，献腎移植
数の増加はわずかである．特に東北地区での献腎移植
数はきわめて少ない．東北地方での献腎ドナー増加の
ための推進運動は継続強化されなければならない．

本講演が腎移植についての皆様のご理解に少しでも
役立つことを願っている．
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はじめに

1990 年，遺 伝 子 組 換 え ヒ ト エ リ ス ロ ポ エ チ ン
（rHuEPO）製剤が透析患者に使用可能となり，透析
医療が一変したと言っても過言ではない．

その後，欧米とともに我が国でも 2004 年に HD 患
者の腎性貧血治療に関するガイドラインが作成され，
2008 年には，PD 患者，保存期 CKD（ND）患者も含
めた新ガイドラインに改変された．さらに，この間に，
ダルベポエチンアルファ（ネスプ®）やエポエチンベ
ータペゴル（ミルセラ®）などの長時間作用型赤血球
造血刺激因子製剤（ESA）が加わり，新しい腎性貧血
治療の時代に入った．新ガイドラインでは，新製剤の
登場前後に作製されたこともあり，これらの使い分け
に関してまでは述べられていない．

我が国のガイドラインは “腎性貧血” を対象として
いるのに対し，欧米のガイドラインは CKD 患者の
“貧血” 治療が対象であり，基本的に異なることを念頭
に置くべきである．

本講演では，新ガイドラインを解説するとともに，
ESA の使い分けに関して私見を述べた．

1　腎性貧血の定義

腎性貧血の定義は必ずしも簡単ではない．我が国の
ガイドラインでは，内因性 EPO の相対的，あるいは
絶対的欠乏が主因との立場から，いわゆる腎機能を表
す糸球体濾過量（GFR）の低下を必要条件とせす，貧
血にもかかわらず，血中 EPO 濃度が低値に止まる場

合と定義した．すなわち EPO 欠乏による内分泌疾患
であるとの立場から，GFR より血中 EPO 濃度の測定
を重視している．

すなわち，CKD 患者で貧血を呈するにもかかわら
ず，血中 EPO 濃度が低値に止まる場合には，GFR が
比較的高値でも腎性貧血と診断される．この定義によ
り，多くの保存期 CKD（ND）患者が ESA の恩恵に
浴することが可能となった．

2　目標 Hb 値

昨今の ND 患者を対象とした大規模ランダム化比
較試験の結果を受け，欧米ではガイドラインや ESA

の添付文書が改訂されている．米国 FDA は ESA の添
付文書の改訂を行い，鉄剤の使用を優先している．
2012 年に作成された KDIGO ガイドラインでも，鉄
剤の使用を ESA より優先し，フェリチン値≦500 ng/

mL，および TSAT≦30％ では，まず鉄剤の投与を考
慮し，不応なさいに初めて ESA の使用を推奨してい
る．HD 患者では Hb 値 9～10 g/dL で ESA を開始し，
11.5 g/dL を超えないことが推奨されている．さらに
ND 患者においては，Hb 値≧10.0 g/dl では，ESA 療
法を開始しないことが望ましい，と記載されている．
今後，わが国でも議論となることは必至である．

3　ESA の使い分け

従来の rHuEPO 製剤に加え，ネスプやミルセラの
使用が可能となった．それぞれの血中半減期の比較で
は，ネスプが rHuEPO 製剤の約 3 倍であり，HD 患者

大阪大学大学院医学系研究科腎疾患統合医療学寄附講座

各支部での特別講演　講演抄録

新しい ESA をどの様に使い分けるか

椿原美治　
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では 1～2 週毎の投与が可能となり，ミルセラの半減
期は約 15 倍であり，4 週毎の投与が可能となった．
特にミルセラは来院間隔の長い ND 患者にとっては
きわめて大きな福音となっている．HD 患者では通常
2 週毎に Hb 値を測定し，ESA 使用量の変更などを考
慮できるため，両者ともに有効である．

ミルセラは半減期がきわめて長い反面，貧血改善効
果の発現が遅れる．このため，輸血を要する寸前にあ
るような高度の貧血患者には適さないが，従来の ESA

で安定した Hb 値を維持することが可能な患者では，
月 1 回の投与で継続可能であることは魅力である．

したがって，HD 導入初期の貧血の高度な患者では，
Hb 値の overshoot を避けるためにも，頻回の rHu EPO

製剤から開始し，ネスプ，さらにはミルセラに変更す
るのが妥当である．変更するさいの換算係数に関する
報告も様々であるが，4 週当たりでは，rHuEPO：ネ
スプ＝200：1，ネスプ：ミルセラ＝ 1.2：1 として切
り替えるのが妥当と考える．添付文書には，ミルセラ

への切り替えは，1 回 100 ng または 150 ng を 4 週に
1 回静脈内投与すると記載されているが，わが国の現
状では，2 週毎に Hb 値を測定している施設が大半で
ある事から，1 回 50 ng を 2 週に 1 回静脈内投与から
開始し，4 週毎に切り替えるのが現実的であろう．

4　今後の ESA 療法

ネスプやミルセラの開発経緯を考えると，投与間隔
を延長できる事によって，製剤の保管管理や投与に要
するスタッフの手間の削減につながることは当然であ
る．しかし腎性貧血は糖尿病と同様に内分泌疾患であ
ることを考えると，インスリン療法と同様に，長時間
作用型と短時間作用型の併用も考慮される．特に HD

患者では，ESA 費用は包括化されており，今後様々な
使用方法の検討がなされ，ヘモグロビンサイクリング
の緩和などに加えて，医療経済的にも至適な使用方法
の検討が期待される．
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はじめに

透析患者の最大の QOL は，“無症状で拘束時間が短
い透析” であろうが，現段階では生命維持のためなら
ともかく，大半の透析患者には週 3 回 4 時間の透析で
は十分ではなく，普通の日常生活を送ることも，合併
症を防ぐことも，生命予後を良くすることも不可能と
いわざるをえない．血圧低下や，下肢つり，時にショ
ック状態になる透析では，患者が 5 分でも 10 分でも
早くやめてほしいというのも無理からぬことで，時間
枠が復活したにもかかわらず，患者が望まないという
理由で，透析時間の延長には繋がってはいない．

しかし最近では，合併症の最たるところが栄養障害
と言われている．長時間透析の有用性は，ESA 製剤や，
降圧薬，リン吸着剤の使用の減量につながり，生命予
後に有意な差があると報告され，透析患者の不快な症
状，合併症は透析不足によるとの認識もされるように
なってきた．そのため 1 回の透析時間の長さだけでは
なく，回数が重要視されてきている．

今回，当院で行っているいろいろなモードの長時間
透析すなわち，隔日透析，週 4 回透析，オーバーナイ
ト透析，在宅血液透析等を紹介させていただく．

1　隔日透析

月，水，金，日，火，木，土の透析となる．この方
法では，透析間の体重増加が一定で，溢水，心不全を
起こしにくく，透析中のイベント（血圧低下，ショッ
ク，下肢つり等）が減少する．また 2 日空きがないの

で患者の急変が少なく，救急搬送や，入院，心血管合
併症での死亡が少ない．検査の日を選ばないし，栄養
状態が改善し，QOL が改善するなど利点は多い．対
象は糖尿病や高齢者，心血管系の合併症のある人，体
重増加を気にして食べられなくなっている人，データ
の悪い人である．

欠点は，透析の手技料にあたる人工腎臓の保険点数
が 1 カ月 14 回までと定められているので，材料費は
請求できるものの，月 1～2 回は請求できない．また
主な行事が曜日で決められていることが多いので，患
者が望まない，もしくは望めない場合もある．これら
に加えてスタッフの日曜出勤がある．

2　オーバーナイト透析について

眠る時間をもったいないと考える人は少なく，多く
の人は毎日 6～7 時間は睡眠をとる．熟睡できればこ
の時間を透析に充てるのは至極合理的である．

施設でオーバーナイト透析を行うには，睡眠できる
環境と安全対策が求められる．安全対策としては，中
央監視システムを導入し，消灯後も赤外線カメラで監
視，漏血センサーを使用し，血圧測定を行わなくても
よい透析条件の設定をして，睡眠を中断させないよう
心掛けている．現在 17 名がこの透析を行っているが，
平均年齢は 51.7 歳（38～63 歳），男性 15 名，女性 2 名，
透析時間/週の平均は 22.5±SD 4.5，QB 190～250［ml/

min］，QD 400～500［ml/min］，膜面積 1.8～2.2［m2］
と透析効率は落とさない．原則として午後 10 時 30 分
までの入室としている．

坂井瑠実クリニック

各支部での特別講演　講演抄録

透析スタイルについて再考する
――　長時間透析から在宅血液透析まで　――

坂井瑠実

平成 24 年 7 月 28 日/大阪府「大阪透析医会講演会」　
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オーバーナイト透析を行っている患者の声を下記に
記す．

①　元気になった．
②　顔色が良くなった．肌が綺麗になった．
③　結婚できた．子供ができた．
④　筋力アップ．階段を駆け上がれる．
⑤　仕事でのキャリアアップ．フルタイム働ける．

誰にも負けないぐらい働いている．
⑥　頭の回転が良くなった．集中力が上がった．仕

事の効率があがった．
⑦　熟睡できるようになった．
⑧　血圧が下がった．薬が少なくなった・なくなっ

た．ESA がなくなった．
⑨　移植登録をやめた（休職や免疫抑制剤の不安か

ら）．
⑩　普通の人と変わらない生活をしている．

3　在宅血液透析（HHD）について

3-1　HHD をはじめるのに大切なこと

①　施設で無症状透析，長時間透析を実践する．
HHD を可能にする条件は，まず医療スタッフが日

常の透析現場で「HD も，ゆっくり時間をかければ
PD のように安全なものである」と実感することであ
る．加えて十分透析をすることの大切さを教育し，あ
まり規則で縛らず，裁量権を認めて，臨機応変に透析
を考えうる柔軟性を持てるよう指導することである．
こういう認識がなければ，HHD の普及は望めない．

②　介助者に負担をかけない．
介助者に負担をかけすぎると HHD は長続きしない．

少なくともアラームの聞こえるところにいて，緊急時
には緊急回収を行う．

3-2　当院の HHD の現状

当院では，HHD 希望の患者には
①　2 日空きをつくらないこと
②　週当たり透析時間をなるべく長くする（HDP

＞72 を心がける）
を順守するよう指導し，充分な治療効果が得られる範
囲で，本人の希望を優先させ，スケジュールを組んで
いる．

7 月現在，HHD 患者は 41 名（男性 27 名，女性 14

名），平均年齢 59.9 歳，週 6 回以上の連日透析 17 名，

オーバーナイト透析 14 名，平均 HDP 111.5 で，ほと
んどの患者は充実した普通の生活を行っている．

4　PD→PD＋HD→HHD という治療形態

現状の PD は在宅医療として患者の満足度が高いの
に，2009 年度末の日本透析医学会統計調査によれば，
PD の継続期間は PD 単独で 2.6 年，HD 併用で 5.6 年
と非常に短く，患者・スタッフ双方の満足できる治療
法にはなっていない．PD 選択の理由は，通院が月 1～
2 回ですむ，寝ている時間を活用できる，自分の判断
でいろいろ選択が可能という点にあり，さらに食事管
理が楽というのもあって，仕事人間でなくとも今まで
どおりの生活ができると考えて導入に踏み切る患者は
多い．

しかし腹膜の透析効率は驚くほど悪く，残腎機能が
なくなるとたちどころに不快な自覚症状が出て，早め
に HD の併用，もしくは離脱を考えないと生涯を左右
する大きな合併症を抱え，後悔する．在宅透析の良さ
を経験した PD 患者が，残腎機能をなくして透析量の
不足が危惧されれば HD の併用を行い，この間に
HHD のトレーニングを行って，スムーズに HHD に
移行するという治療プログラムを PD 導入時に示すこ
とも重要なことと思っている．ちなみに，当院の
HHD 患者のうち 19 名が PD 経験者である．

おわりに

多くのサテライト透析施設では，合併症を抱えた，
介護を要する高齢患者が多くなり，送迎の時間や対応
に追われて，10 分たりとも時間の延長が許されない
状況下で悪戦苦闘している．患者が長時間，頻回透析
を望んでも，現実問題としてはほぼ不可能である．多
くの場合，週 3 回 4 時間では透析不足である．

日常の不快な症状も，長期透析の合併症も，透析患
者だから発症するものではなく，透析不足によって発
症するもので，「透析の合併症は透析不足による合併
症である」という認識が必要であり，加えて，ゆっく
り透析を行えば，PD のように安全で，心血管系の合
併症があっても，トラブルなく透析ができると認識し
たい．そういう考えにいたれば，長時間透析を実践可
能な HHD という治療法は，誰にでも可能な選択肢で
ある．
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要　旨

細菌培養法で生菌数を計測する場合，定量の正確性
にはいくつかの因子が影響する．透析液製造系の清浄
度を維持するための化学消毒薬も因子の一つで，菌の
部分損傷によって発育遅延（delayed growth）が起こ
る．このため ISO 23500 や日本透析医学会の水質基準

（2008）に記載されている培養条件では見逃されてい
る．

メンブランフィルタ法で最も汎用されている z 37 

mm（孔径 0.45 nm）の膜で，mTGE 液体培地に 1 mM

のピルビン酸を添加する，あるいは mTGE の代わり
に R2A 液体培地を用いると，この遅延発育株が観察
可能となった．見かけ上の修飾を減らすことで，消毒
方法の変更や消毒の強化による効果を検証し，メンテ
ナンス後の系内の汚染の測定精度を上げることが可能
になると考えられた．

1　はじめに

透析液の清浄化や on-line HDF 用補充液の無菌性保
証のために，国内外の勧告やガイドライン1～3），‡1）で生
菌数による水質基準値が示されている．培養による生
菌数計測は，塗抹法・最確数法・メンブランフィルタ
法といった測定法ごとにその検出条件や検出域が異な

り4～7），各施設で測定精度を保証する3）必要がある．
従来，ろ過後の検体が検出感度未満3）であるというい
わば定性的な測定に関心が集まっていたが，2011 年
版 ETRF 管理基準2）でろ過前の非滅菌部分（バイオバ
ーデン部）の計測も要求されるようになり，菌数の
“確からしさ” を認識する必要が生じてきた．

医療系で細菌培養を行う感染症学や臨床微生物診断
学では，病原性菌の検出・菌種の同定が主目的であ
る8）．このため臨床分離時の定量性が要求されず，
元々数に関する精度管理の手法がない．目的菌が真に
存在しないことを証明するには，複数回同一検査を試
行して陰性的中率を上げる方法がとられている9）．水
棲環境菌の培養でメンブランフィルタ法の検出感度の
限界は “0.1 CFU/ml”1～3），‡1）（10 CFU/100 ml）である．
この検出感度を上げ再現性を高めるには，日本薬局方
の参考情報 G 8「製薬用水の品質管理」10）の項にある
通り，面積の広いフィルタを用い（z 37 mm より z 

50 mm）・液体培地より固形培地のほうが優れている
事を同一検体の重複測定法（室内精度管理）で示し
た4, 5）．

しかし z 37 mm のコマ型のフィルタ（クオリティ
ーモニター・クリーンモニター）の手軽に無菌的に液
体をろ過できるというメリットは，クリーンエリアや
クリーンベンチのない施設では重要になる．さらに，

公募研究助成論文
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液体培地を用いれば培養液の透過によりフィルタを固
形培地上に移す5）という難易度の高い清潔操作を行わ
なくてすむ．

そ こ で，透 析 液 の 培 養 で 発 育 が 遅 延（delayed 

growth）する菌の種類とその原因としての消毒薬の
影響・解消法を複数の施設で検討した．この結果を基
に，現在最も汎用されている z 37 mm のコマ型のメン
ブラン（クオリティーモニター・クリーンモニター）
を液体培地で培養する条件で，この菌を検出する方法
を考案したので報告する．

2　方法と材料

2-1　透析液中の水棲菌の採取

首都圏近郊の三施設（利根川水系・荒川水系・神田
川水系）のバイオバーデン部6）の透析液を清潔操作で
採取した4）．

採 取 後 直 ち に 孔 径 0.45 nm の z 37 mm フ ィ ル タ
（Pall corp. East Hills, NY, USA）および z 50 mm フィ
ルタ（Merck KGaA, Darmstadt, Germany）でろ過し
た．施設ごとに単位溶液量あたりの生菌数が最多とな
りかつフィルタ上に 10～100（～50）CFU となるろ
過量5）を探し，施設Ａと C は 1・ 3・10 ml，施設 B は
3・10・30 ml の間で検体量を変動させた．z 37 mm

フィルタは mTGE 液体培地（Pall）をフィルタカセッ
ト内のろ紙に吸水させたもの，z 50 mm フィルタは
Milliflex キット（Merck）の R2A 平板寒天培地の上に
フィルタを密着させ，25℃ で 14 日間培養した．z 37 

mm フィルタは二つ用意し，培養開始後 7 日目と 14

日目にハウジングを開けて観察し，z 50 mm フィル
タは 3・5・7・10・14 日目と経時的に観察した．7 日
目までに視認可能となったコロニーを通常発育（regu-

lar growth）株，それ以降のものを遅延発育（delayed 

growth）株とした11）．これを各施設とも複数回繰り返
しコロニー数を測定し，コロニーの形状観察から菌種
の数を推定した．

なお，三施設とも中央供給装置～患者監視装置末端
までの消毒方法は，200 ppm 次亜塩素酸消毒と週 2～
3 回の 200 ppm 過酢酸洗浄を行っており，検体採取は
透析終了後洗浄直前1）に行った．

2-2　水棲菌の分離，純培養，菌種同定

2-1 に記述したフィルタを BSL 2 の施設に移送して

から以下の実験を行った．得られたコロニーを色調・
形状ごとに釣菌し R2A 寒天培地（Merck）に接種し
た5）．週 1 回ずつ植え継ぎ，数代継代してコロニーが
均一であることを確認してから，QIAMP DNA mini 

kit（Qiagen GmbH, Hilden, Germany）で DNA を回収
した．16SrRNA 遺伝子を PCR で増幅し，その塩基配
列の相同性を GeneBank の Query で検索し菌種の候
補をあげた12）．さらに候補となった菌の培養中の表現
形質が，Bergey’s Manual of systematic Bacteriology 9th 

Ed（2008）中のデータと一致するか確認したうえで
菌種を同定した．

2-3　臨床分離菌の純培養時の増殖性，単離した 

菌の化学消毒による損傷形成とその回復

2-2 のコロニーを Lactone Broth 液体培地（LB : In-

vitrogen-Gibco, Carlsbad, CA, USA）中で一晩培養した．
ボルテックスで撹拌し溶液を均一にした後，比濁吸光
度計（MicroScan, Dade Behring, CA, USA）を用いて
0.5 McFaland（107/ml＝OD 値 0.08）に菌数を調整し
たものを試験に供した．この菌液を mTGE, LB もし
くは R2A 液体培地（R2B：Daigo，日本製薬，東京）
で 10 倍希釈し，5 ml の滅菌透明チューブ（Falcon 

2353, Becton Dickinson & Co,  Franklin Lakes, NJ, 

USA）中に 2 ml 入れて 25℃ で静置培養した．このさ
いの菌の増殖速度を吸光度で経時的に計測した．

化学消毒薬として次亜塩素酸（12％，ニプロファー
マ，大阪）を用い，1・10・100・1000 ppm の 10 倍希
釈系とその中間（30・300 ppm）の 3 倍希釈系を用い
殺滅されていない（≒損傷）菌13）を作製した．

消毒薬による損傷からの回復13～15）を見る目的で，
液体培地中にピルビン酸（Invitrogen-Gibco），Opti-

MEM（Hepes, HCO3 and l グ ル タ ミ ン mixture, Invit-

rogen-GIbco），Trypton-Bacto（Becton Dickinson），
CaCl2 お よ び MgCl2（Sigma-Aldrich, St Louis, MZ, 

USA），trypton を 1 mM 添加し，増殖曲線の変化を観
察した．

2-4　液体培地を使用したろ過法による 

観察コロニー数の変化

z 37 mm フィルタを用いて各施設の透析液の分離培
養を行った．培地には mTGE に損傷回復剤を添加し
たものと R2B を用いた．同時に mTGE のみのもの，
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R2A 平板寒天培地を用いたものを使い比較した．

3　結　果

今回対象とした三施設ともバイオバーデン部から菌
が検出された．7 日間の培養では，mTGE を用いた z 

37 mm フィルタと R2A 寒天培地を用いた z 50 mm フ
ィルタとでは，大きな差はなかった．しかし 14 日目
まで培養すると，後者は 2～4 倍以上に増加し，常用
対数表記で 1 桁近い差となる場合もあった（図 1）．
観察期間中，単位容量あたりの最多菌数（14 日培養
R2A 寒天培地）は施設 A で 24 CFU/3 ml，施設 B で
24 CFU/10 ml，施設 C で 34 CFU/3 ml であった．こ
の時のフィルタ上のコロニーの大きさと形および色調

（図 2），さらに初見日（図 3）を基に表現形質から菌
を分類した．施設 A では 7 日目までにコロニーが観
察された regular growth が 2 種，それ以降に観察され

た delayed growth が 3 種の計 5 種，施設 B は 2 種と
1 種で計 3 種，施設 C は 2 種と 3 種で計 5 種得られた．
16SrRNA の相同性および表現型より菌種属をみると

（表 1），施 設 A と C で は regular growth と delayed 

growth の間で Sphingomonas 属の重複が認められた．
次にこれらの菌を純培養した後の液体培地中での増

殖性を見た（図 4）．透析液からの分離時に delayed 

growth であった菌のうち，施設 A の Caulobacter 属
（図 4 a. ⑤）と施設 C の Aeromonas 属（図 4 c. ④）は
純培養後も増殖が遅く，7 日（168 時間）経っても希
釈前の 0.5 McFaland には至らなかった．しかし施設
C の Sphingomonas 属（図 4 c. ⑤）はむしろその施設
で分離された菌のうち増殖が最も速いものに変化する
など，delaye growth であった七つのうち，五つの増
殖性は臨床分離時の regular growth の菌と差が認めら
れなかった．

図 1　フィルタの大きさ，培地および培養日数が透析液の生菌培養に与える影響
　施設ごと（a. b. c）に同量の透析液を z 37 mm フィルタと z 50 mm フィルタでろ過し，
前者は mTGE 液体培地で，後者は R2A 寒天培地上で 7～14 日間培養した．z 37 mm フィ
ルタで 7 日間培養した時のコロニー数を 1 として，z 37 mm で 14 日間，z 50 mm で 7・
14 日間培養した時の相対的なコロニー数を示した．

a.

b.

c.

相対コロニー数

図 2　透析液から分離された菌のコロニー形状
　各施設の透析液を z 50 mm フィルタ・R2A 寒天培地上で 14 日間培養した．早期から観
察されたコロニーは大きくなり，また色調やコロニーの形ごとに分類しうる．

2
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消毒薬による損傷の影響を調べる目的で純培養した
菌を消毒薬に曝露しその増殖阻止性を観察した．分離
された 13 菌種のうち 11 菌種は今回の実験条件の消毒

薬の存在で死滅したが，施設 A の P sacchalophila で
は 10～30 ppm，施設 B の R pikketti では 10 ppm の次
亜塩素酸を添加しても死滅しなかった．P sacchalophi-

la の消毒薬による増殖阻止性をさらに詳しく見ると，
次亜塩素酸濃度が濃ければ（100 ppm～）まったく増
殖しなかったが，薄ければ（10 ppm）添加していない
場合と同等の増殖を示した．しかしある濃度（30 

ppm：図 5 a 太線）では対数増殖期（ログフェーズ）
の前の増殖準備期（ラグフェーズ）が延長した．この
状態の菌にピルビン酸や 2 価イオン，Triptone などの
物質を添加して同時培養した．単剤として 1 mM ピル
ビン酸を加えると増殖曲線の回復が認められた（図 5 b

太線）．データには示さないがこれらすべての Mix-

ture となる R2A 液体培地を用いた場合も同様の回復
を示した．

この結果を基に，z 37 mm のフィルタを用いて透析
液の培養を行った（図 6）．培養温度 20～25℃ で，7

日目では損傷修復薬としてのピルビン酸や R2A 液体
培地を用いたものと mTGE を用いたものでは視認コ
ロニー数に有意な差は無かった．しかしその後 14 日

図 3　透析液から分離された菌のコロニー形状ごとの
　　　　菌数の推移
　各施設の透析液を z 50 mm フィルタ・R2A 寒天培地上で培養
するさいに，コロニー数の計測を 3・5・7・10・14 日目と 5 回
行い，コロニーの形状ごとに菌数の推移を示した．図中 1, 2 は
regular growth を，③④⑤は delayed growth を示す．
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図 4　透析液から分離された菌の純培養後の増殖速度
　一定量の菌液を静置培養して経時的に観察した．図中 1, 2 は
透析液から分離した時の regular growth を，③④⑤は delayed 
growth を示す．2 株（a. ⑤と c. ④）を除き，regular growth と
同等の増殖性を示した．
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表 1　透析液から分離された菌の 16 SrRNA
　　　遺伝子の解析による菌種（属）

施設 Nr 菌　種

A 1 Sphingomonas rhizogenes

2 Pelomonas saccharophila

③ Sphingomonas koreensis

④ Leptothrix sp
⑤ Caulobacter vibrioides

B 1 Sphingomonas adhaesiva

2 Ralstonia piketti

③ Burkholderia cepacia

C 1 Sphingomonas elodea

2 Delftia acidovorans

③ Bradyrhizobium japonicum

④ Aeromomas sp
　 ⑤ Sphingomonas sp

グラム陰性桿菌の a-Proteobacteria 類（Sphingomo-
nas sp, Caulobacter sp, Bradyrhizobium sp）と b-Pro-
teobacteria 類（Pelomonas sp, Leptothrix sp, Ralsto-
nia sp, Burkholderia sp, Delftia sp,）が大半を占め，
c-Proteobacteria 類も分離された．
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目まで培養すると，R2A 液体培地では倍以上に増加し
ピルビン酸添加でも 50％ 増となり，コロニー形状に
よる観察では多様性が高くなった．

4　考　察

4-1　delayed growth

今回の検討で，バイオバーデン部透析液から分離さ
れる菌12, 16）のうちで，発育が遅く（delayed growth），
1 週間という ISO や学会基準の培養条件では見逃され
るものが複数の施設で観察されることが明らかとなっ

た．一般に菌の分離後の純培養で同じ培地を用いても，
コロニーが形成される日数が短縮する．これは損傷か
らの回復というより，そもそも透析液中に棲むために
菌自体が棲息条件を変えて環境に適合13）させていた可
能性がある．透析液中の菌の大部分は富栄養培地では
分離できない．しかし安定増殖した後はいわゆる従属
栄養性はない菌であった（土戸，personal communi-

cation）．
海水や河川など自然界の菌で，生きているが培養で

きない13,15）（valuable but not culturable;  VNC）微生物
の存在が知られている．溶液中で棲息している複数の
菌種・属の栄養要求性に対する培地組成の適合性や温
度などの培養条件が関与し，SCD 培地と比較して
R2A 培地では 1 桁，培養を行わない ATP 試験法によ
る測定では 2～3 桁菌が多く，透析液でも培養できる
ものは全体の 1％ と言われている17）．しかし透析液製
造系のような管理環境下の菌で培地や培養時間の変更
で回復するものは，自然界の菌の VNC と同じ次元の
ものなのであろうか？

4-2　消毒損傷菌

消毒により死滅しなかった菌が，損傷を受けた状態
にあることは広く知られている13～15）．delayed growth

の原因の一つに，消毒薬による菌損傷の関与が考えら
れる．透析液製造系においても，不定期に行われる特
殊な洗浄消毒後，同一の菌種でもコロニーの視認日数
の異なるものが観察されるため11），日常的に消毒して

図 5　消毒薬による菌の増殖抑制とピルビン酸添加の効果
　透析液から分離された Pelomonas saccharophila を純培養後，次亜塩素酸 0, 10, 30, 100 
ppm 添加して静置培養し経時的に菌の増殖を観察した（a）．さらに損傷回復薬としてピルビ
ン酸を 1 mM 添加した場合の菌の増殖性（b）も合わせて観察した．詳細は本文を参照．
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図 6　調整液体培地および培養日数が透析液の
　　　　　 生菌培養に与える影響
　すべて z 37mm フィルタを使用．mTGE で 7 日間培養した時
のフィルタあたりのコロニー数を 1 として，ピルビン酸添加
mTGE（mTGE＋P）または R2B，さらに比較対象として R2A
寒天培地を用いて 7・14 日間培養したさいの相対的なコロニー
数を示した．
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いる製造系内にもこのような菌の存在が疑われてい
た12）．今回，透析液から分離された菌で消毒薬による
増殖の遅れ（図 5）が再現され，最小殺菌濃度（mini-

mum bactericidal concentration;  MBC）に達しない濃
度では菌の増殖前のラグフェーズが延長（図 5a, 太線
30 ppm）した．P sacchalophila で同様の現象を過酢酸
添加時にも観察している（未発表データ）．この現象
を再現しえたのは，いわゆる化学消毒薬に対する自然
耐性菌18）であったが，消毒薬の濃度を下げてそれぞれ
の菌の MBC 以下にすれば同様の損傷状態を観察しう
ると考えられる．

さらにピルビン酸の添加により増殖性は回復した
（図 5b）．ピルビン酸には，カタラーゼや金属 2 価鉄
と同じようにフリーラジカルを不活化する作用の他に，
三炭糖として直接栄養源として損傷改善に関わる．同
様にスカベンジャーとして毒物中和に関わるアミノ酸
や，損傷後の膜修復に必要な Ca, Mg などの 2 価イオ
ンもその利点が知られている．しかし，同じ実験条件
で再現性が認められたのはピルビン酸添加時とすべて
を備えた R2A 液体培地のみであった．

4-3　適切な培養条件　

バイオバーデン部の培養は分離できる種類が多けれ
ば多いほど 19），その系の破綻原因に到達する確率が
上がり，その施設の清浄化対策に繋げる事が可能にな
る．培養条件の変更で損傷を回復（図 5b）し検出精
度を上げうるとしたら，消毒により菌が生きているに
もかかわらず増殖しない，あるいは増殖が遅くなるた
めの検出不能状態は真の VNC とは異なると考えられ
る．

採取のタイミングについて，日本透析医学会の基
準2, 3）では「月曜朝」を最悪点と考えて採取点に設定
している．しかし製造系の消毒で，前日の透析終了後
当日の製造前水洗まで消毒薬を滞留させている場合に
は消毒薬による影響が強くなることが予測される．微
生物モニターの目的を消毒の効果判定においている
ISO 235001）では，採取時間を消毒薬の影響が最も少
ない透析終了後洗浄消毒の開始前に設定している．今
後国内のガイドラインや基準 2, 3）, ‡1）でも再検討が必要
と考えられる．

培地について，水棲菌の培養には R2A 寒天培地と
その液体培地である R2B が最も菌の分離に優れてい

た20）．しかし多種多様な栄養素を通常の 1/10 程度の
低濃度で組成しているため劣化しやすい．調整済み液
体培地が製品として流通していないので，自己調整し
てすぐ消費する必要がある．市販されているピルビン
酸の濃縮無菌試薬（Invitrogen-Gibco）を 1/100 量培
地に添加する方法なら，通常のピペット操作のみでク
リーンベンチがなしでも取りあつかえる．

培養時間に関して，元々この研究は種々の基準や勧
告 1～3），‡1）に述べられている培養期間の 5～7 日目まで
にコロニーを形成する培養条件を見つける目的で始め
た．しかし，コロニーの出現時間が常に早くなるとは
かぎらず，8 日目以降に新たなコロニーが観察された
ケースのほうが多かった．本来，水棲菌などの従属栄
養菌は低温でゆっくり培養する方法で分離菌数を増や
している20）．今回の結果から，透析液の培養で至適条
件を検討したり，作業工程のバリデーションの目的で
バイオバーデン部の培養を行う場合には，ガイドライ
ン 1～3），‡1）に縛られることなく，14 日間で培養を継続
するほうが良いと考えられた．

この研究は平成 22 年度透析医会公募助成によるも
のである．
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﹁透析室今昔：透析とウィルス肝炎﹂     山㟢親雄　

最初はオーストラリア抗原と言われた．未知の抗体に反応する物質がオーストラリア原住民の血清で証明

されたことによる．その後血清肝炎（といわれていた）との関連が研究され，最終的に HBs 抗原とされた．

昭和 48 年 2 月，Au 抗原陽性の患者が，当院では初めて透析導入された．それまでにも，各地の先駆的な

透析施設で血清肝炎が集団発生し，多くのスタッフも罹患し，劇症肝炎による死亡例も散見されていた．当

院では，この年の 5 月と 7 月に，合わせて十数人の透析患者の B 型肝炎集団発生が生じた．いずれも急性

肝炎の経過をたどり治癒したが，1 人の看護学生が劇症肝炎を発症し，帰らぬ人となった．これを契機に，

都立臨床研（その後自治医大眞弓教授）とのタイアップによる透析室の血清肝炎研究と，感染防止対策が検

討され，その後は，集団的または散発的な発生を見ていない．

当時の状況から考え，最も有効な対策は，肝炎ウィルス検査の普及と，ベッドの固定（隔離）および共有

使用薬剤の徹底管理によると考えている．一方，スタッフでは，発症せずに HBs 抗体が陽転した例は少な

くなかったが，B 型肝炎を新規に発症したのは 3 人であった．すべて医師で，3 人ともがシャント手術にさ

いしての感染と考えている．2 人は急性肝炎として完治したが，1 人はキャリアーとなり，約 30 年後に肝が

んを発症した．

誤刺（感染成立後）による B 型肝炎発症防止は，最初は特異的ガンマグロブリンのみの投与であったが，

ワクチンが開発され，両者の投与により B 型肝炎発症が 100％ 防止されると報告された．この最初の臨床

データは当院のもので，このデータをもとに，職員の誤刺による B 型肝炎予防のための特異的ガンマグロ

ブリンおよびワクチン投与が，労災適用となった．

いまや，スタッフや透析患者に対する B 型肝炎ワクチン接種は常識で，上記のごとき誤刺による治療法

も確立され，B 型肝炎の透析室内発生は，ありえないはずである．

C 型肝炎に関しては，当院の職員では，感染源が明確な誤刺による感染成立は 2 例のみで，いずれも慢性

化した．透析患者については，輸血血液での検索が実施されて以降にも，散発的に数例の感染が成立（院内

感染が疑われる）したが，透析の全経過中に肝硬変に至り肝癌などでいわゆる肝臓死した例は 2 例であった．

ワクチンはまだ開発されていないが，ベッド固定が進んだことや，ヘパリンなど個人使用のためのシリンジ

製剤が普及したことから，C 型肝炎の透析室内感染も，今や，あってはならない事故と言える．

以上のことから，かつて，厚生省の肝炎研究班の中で，医療の現場における新規のウィルス肝炎感染は，

透析室と歯科が最も危険とされたが，今や昔の話である（あって欲しい）．さらに最近では，B 型肝炎ウィ

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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ルスに関してはアシクロビルが，C 型肝炎に関してはインターフェロン治療が普及してきており，透析患者

のウィルス肝炎患者がゼロとなる日も夢ではない．

ところで当院では，透析患者のウィルス肝炎研究の一環として，患者の了解を得たうえで，定例の血液検

査使用後の血清や，輸血のパイロットなどを凍結保存してきた．これを用いて，たとえば透析患者における

GBV-C による感染実態を報告した論文が，NEJM の巻頭論文として掲載されたし，わが国では 2 例目であ

る輸血による E 型肝炎の発症を報告もした．現在，この凍結保存された検体は数十万本におよんでおり，

維持費用などを考えると，負の遺産になろうとしている．
増子クリニック 昴（愛知県）　
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﹁最近思うこと：高齢者透析と延命処置﹂     藤見　惺　

最近の透析医療で最も顕著なものは透析患者の高齢化であろう．私が透析医療に携わりだした 1970 年頃

は，70 歳以上の末期腎不全患者は，自分の意思で透析を受けながら社会生活を送ろうとする人以外は，透

析導入適応外と考えていた．限られた透析器（物的・人的社会資源）を活用するなら，透析患者の活動が社

会に還元されるべきものと考えていたからである．しかし，その後の潤沢な透析器供給と透析療法の普及，

社会における透析の受け入れ方から，このような考え方は否定され透析患者の高齢化が進み，今日では透析

導入患者のピークは 75 歳から 80 歳になってきている．

我々も，この波に逆らえず多くの高齢者透析を行ってきた．その結果，私が学んだことは，高齢者の透析

導入後の生活，活動状況を導入前に予測することは不可能であるということであった．多くの場合，予想以

上の活発な生活を送られている．3 年前に導入した 80 歳中期の男性は，この 3 年間ほとんど休まずフルタ

イムで働き，月に 2～3 回は日帰りで東京・大阪の出張をこなし，その知的・肉体的活動は一応健康と考え

られる私の活動をはるかに超えるものである．これらの患者をみる時，人は年をとればとるほど個人差が大

きくなり，高齢者ということで一律には対処すべきでなく，より個別的に対応すべきであることを思い知ら

されている．40 年前，70 歳以上は透析導入適応外とした自分の無知と傲慢さに恥ずかしい思いである．

このように，高齢者でも透析により非常に活発かつ有意義に生活している患者がいる一方，透析を延命処

置として応用し，これにより生命が維持されている末期患者も存在するだろう．現在の日本の事情を考えた

時，延命のための費用の大部分を，医療保険で国民全体が負担しなければならない実態に疑問を感じる．

延命処置の定義については，不勉強なためよくは知らないが，加齢や疾病等により人生の終焉に近く，し

かも人としての活動が期待できない不可逆的病態においてなされる医学的処置を指すのではないかと考えて

いる．延命療法には，透析療法だけでなく，人工呼吸処置，酸素療法，胃ろう，各種輸液，薬剤投与などが

あり，今後さらに増えてくる可能性もある．それぞれの操作はきわめて有用な医療行為であるが，これが延

命を目的として施行されれば，それはもはや医療行為ではなく，命が一分でも長くあってほしいとの家族の

思いへの対応や，「命は地球より重たい」との観念への盲従による行為であろう．延命処置は終末期から死，

そして葬儀に至るまでの看取りと死の受容の過程のひとつの行為としてなされているものではなかろうか．

延命処置が看取りの過程でなされているものであれば，その内容は私的・個別的な欲求により大きく変わり，

医療保険のような公的資金で賄われるべきでなく，応分の個人負担が発生してしかるべきと考える．

人も生物であるからには必ず死すものである．多くの動物は鮭やカマキリに見られるよう子孫を残した時

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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点で死する．哺乳動物では出産後に授乳や保育のための生存期間が与えられている．人の場合は，子供が育

ち次の世代を生んだ時点，すなわち孫ができた時点で生物としての天寿を全うしたことになるのではないだ

ろうか．しかし，人は発達した知能とともに煩悩や情念，倫理というやっかいな精神機能をもち，人類圏と

いう特殊な環境圏をつくって活動しており，他の動物とは一線を画している．その精神構造のゆえに，延命

操作を医療行為の外におく考え方に賛成するものは少ないであろう．しかし，その結果として人類が異常に

繁殖増殖して地球の生態系を破壊しているのも事実である．

以上述べたことは一般には受け入れられない極論としても，少子高齢化が急速に進み，しかも 1,000 兆円

以上の赤字国債を抱える日本国民の一人として，延命処置を含めた社会保障のあり方を冷静かつ迅速に検討

する時期が来ていると考える．医学界，社会文化学界，生命倫理学界，宗教界，法曹界，マスコミ，教育界，

政界，財界あらゆる分野の英知を結集して将来にどのような日本を残すか考えてほしいと思う．限られた財

源でやることだから，すべての人の欲求を充足させるはずはなく，だれが，どのような負担と責任を負うか

を決定することである．私個人としては，後期高齢者医療費や介護費用の個人負担率を上げ，これらに使わ

れる公費を少しでも削減し，財政の健全化と将来の日本を支える若者のための環境作りに使ってほしいと思

う．とくに，荒廃した教育制度を改革し，生殖能力が高くかつ志高い剛健な若者が育つ社会に変えてほしい

と願わずにはいられない．
福岡腎臓内科クリニック（福岡県）　
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﹁As Time Goes By﹂     橋本寬文　

少し洒落たタイトルです．As Time Goes By は「時の過ぎ行くままに」が直訳でしょうか．映画「カサブ

ランカ」の主題歌も同じタイトルだったと思います．

卒業して 30 とウン年，地方の厚生連病院の院長になって 4 年目，「時の過ぎ行くままに」過ごしてきたよ

うでもあるし，振り返ってみれば「光陰矢のごとし」でもあったようにも感じられます．医会からの原稿依

頼があった時が，タイミングよく，患者会発行の季刊誌に連載していた「透析と私」（透析と自分との関わ

りについて医師になってからの出来事をエピソードを交えて著したもの）の第 10 回目の原稿ができあがっ

た時と一致していたので，このような題名で書いてみようと思った訳です．

私の属する泌尿器科における診断や治療はこの 30 数年で，目まぐるしく変遷しました．数えれば枚挙に

暇がないほどですが，まずは「膀胱鏡」です．入局した頃は，世にファイバーが出だした頃で，関連病院へ

異動になったりするとその病院にはファイバーが入っていなくて，鏡の先に電球が付いているような膀胱鏡

がありました．当然暗くてよく観察ができずに，明るくしようとつまみを回すと必ずフィラメントが切れて

電球を交換しなくてはならないなんてことがしょっちゅうありました．その度に上司によく叱られたもので

す．その後は硬性鏡のファイバーが普及して，現在では軟性鏡が当たり前の時代になりました．

また手術においては，昔は行われていましたが現在はほぼ存在しない術式といえば，尿路結石の手術にな

ります．特に尿管切石術は，研修医にとっては開腹手術を勉強する格好の術式であり，たくさんやらせてい

ただきました．その数年後には，腎結石は経皮的腎結石摘出術（PNL）という，腎臓に穴を開けて，26Fr.

くらいの硬性鏡で超音波やレーザーを使って結石を砕いて摘出するという侵襲的な手術をしていました．こ

の頃 PNL ができなければまともな泌尿器科医とはいえないなどと云われていたのが嘘のようです．その後

数年で PNL も衰退し，今度は ESWL が登場しましたが，これも腎へのダメージが大きく，最近は安易に第

1 選択とはされなくなりました．代わって，軟性尿管鏡の発達とともに軟性鏡下経尿道的尿管結石破砕術（f-

TUL）が現在の主流になってきました．他の手術でも腎摘出術が腹腔鏡で行われたり，前立腺全摘術に対し

ては今やロボット手術が行われたりと，昔に比べると隔世の感があります．このように，泌尿器科における

診断や治療の変遷には目を見張るものがあります．

透析医療においても，治療技術，治療方法ともに患者さんの福音となるような，QOL のよい，長生きの

できるものが次々と登場し，わが国の透析医療は世界に冠たる成績を残すようになりました．これについて

は会員の皆様はよくご存知のことだと思います．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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さて，現時点でここまで医療が進歩，改良されてきますと，この先どこまで進歩してゆくのだろうかと，

想像の域を超えているといえます．ある先生が仰っていましたが，21 世紀中頃には腎不全はなくなるだろ

うとのこと，おそらくは再生医療がルーチンになるということだろうと思います．しかるに，われわれが現

役の間は，現在の治療法や技術を継続して改良してゆくことが必要かと思います．40 年後には，今の研修

医達もほぼ現役を退く時期となりますので，今しばらくは後継者を育ててゆくことも考えておかなければな

らないでしょう．四国の田舎でも透析に携わってくれている若い先生はまだまだ少ないような気がします．

今後のわれわれの仕事のひとつは，次世代を繋ぐ透析医の発掘とその教育かなと思いながら今夜もグラス

を傾けています．
JA 徳島厚生連麻植協同病院（徳島県）　
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1　組織概要

長野県透析医会の会員施設数は現在 57 施設であり，
長野県の透析施設が 75 施設であることから組織率は
76％ となっている．事務局は松本市にある社会医療
法人財団慈泉会相澤病院内においており（広い長野県
のほぼ中央に位置しており地理的要件が良好なため），
事務的作業は慈泉会の法人秘書部門の 2 名がボランテ
ィアとして行っている．

会長は私相澤孝夫が務め，名誉会長に土屋隆先生を
推戴し，副会長には洞和彦先生，長沢正樹先生（長野
県透析研究会会長）に，庶務担当理事として鈴木都美
雄先生にご就任いただき，長野県の各地域からバラン
スよく選出された 20 名の理事の先生方と 3 名の監事
の先生方により医会は運営されている．年 1 回の理事
会を兼ねた総会と県透析研究会に合わせて開かれてい
る医会懇談会のほかに，保険委員会（委員長； 鈴木都
美雄先生，副委員長； 神應裕先生，樋口誠先生ほか 8

名の委員の先生方），災害時救急透析医療対策委員会
（委員長； 相澤孝夫，副委員長； 笠原寛先生，樋口誠
先生ほか 11 名の委員の先生方），企画委員会（委員
長； 洞和彦先生，副委員長； 笠原寛先生ほか 9 名の先
生方）があり，それぞれ年間計画を立てて活動を行っ
ている．

従来に比べ若い会員の先生方が増え，世代間の差や
価値観の多様化から様々な意見が活発に出るようにな
った半面，長年ご活躍いただいた先生方が年々少なく
なっていくことと，長年会員でいてくださった施設が

透析担当の常勤医が確保できずに退会されること等は，
時代の流れを感じると共に一抹の寂しさを覚える．

2　保険委員会

保険委員会は透析保険審査における透析現場からの
様々な疑義に対して，透析医会を代表する形で長野県
の保険審査委員になっておられる社保審査委員 1 名と
国保審査委員 2 名の先生方からの回答をいただいたり，
県内では解決困難な問題を日本透析医会の透析保険審
査委員会において討議していただけるように手配した
り，日本透析医会が開催する透析保険審査委員懇談会
に出席する等の活動を行っている．なお，懇談会にお
いてなされた検討内容や疑義解釈は，保険委員の先生
方が長野県透析医会総会にて報告してくださることに
より，県内に周知されている．

このほかに，透析に関する診療報酬の請求を行って
いる事務職員の方々の意識統一を図ると共に透析請求
事務の精度向上を図る目的にて，事務職員の方々によ
り設置された事務連絡協議会を支援している．この協
議会は透析請求事務業務を行っている事務職員によっ
て自立的に運営され，役員の選出などは独自に行い，
年 1 回の総会や年 4 回程度の役員会を開催している．
長野県透析医会からは運営資金の補助や保険審査委員
の先生方からの指導・教育の実施などを行い，密接な
関係を保っている．

3　災害時救急透析医療対策検討委員会

災害時救急透析医療対策検討委員会は年 2 回の委員

た　よ　り

長野県透析医会だより

相澤孝夫

長野県透析医会会長
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会を定期開催し，委員が日本透析医会災害時情報ネッ
トワーク会議に出席している．年 1 回行われる日本透
析医会の災害時情報伝達訓練と時を同じくして行う長
野県災害時情報伝達訓練を企画立案し，訓練の実施を
主導している．災害時訓練は長野県全体の問題である
と捉え，長野県透析医会に加入していない施設に対し
ても訓練への参加を呼びかけている．訓練結果の評価
と課題の抽出および課題解決のための解決策を委員会
にて立案し，総会へ提案している．また災害時におけ
る透析患者への対応について，長野県衛生部や県腎協
との協議窓口としての機能を果たしている．

長野県は広い面積を有する県であり，交通網や地理
的要件などから 5 地区（北信，東信，中信，南信，諏
訪地区）に分割すれば，3 地区以上が同時に多大な損
害を受ける可能性はなく，長野県が被災した場合も，
県内の透析患者は県内においてほぼ継続透析が可能で
あると考えられる．このため，県内で完結する災害時
ネットワークを整備・充実することを主眼とした災害
時伝達訓練を行ってきた．

先に述べた 5 地区のそれぞれに地区基幹病院を置き，
その地区の透析施設と透析患者の状況を，地区基幹病
院が責任を持って情報収集することにしている．長野
県透析医会事務局は県全体の災害時透析対策本部とし
て，県内 5 地区の透析要請患者数と透析受入患者数の
状況を把握してマッチングを行い，その結果を地区基
幹病院に伝え，地区基幹病院が地区の各医療機関へ連
絡して受入の了承を得たうえで対策本部が県にマッチ
ング状況を伝え，移動手段を考えるといったシステム
を取ることにした．今年度もこのシステムに沿った災
害時情報伝達訓練を行ったので訓練結果の評価を行い，
システムのさらなる改善を図っていきたい．

これまでの訓練において問題とされたが，解決が未
だに図られていないことの一つに情報伝達手段の問題
がある．現在の訓練においては，日本透析医会の災害
時情報伝達・集計専用ホームページ，電話，ファック

スなどを使用しているが，災害時には災害時のための
特別な非常用伝達手段が必須と考えている．しかし長
野県においては，地区の各自治体における災害時の非
常用伝達手段の確保に格差があるため，災害時には県
内の各透析医療機関間での非常用伝達手段の確保を全
県レベルで考えていく必要がある．

今年度行った大きな事業としては，災害時緊急時透
析情報カード（患者カード）の発行と透析患者への配
布（透析医会加入の透析施設にて透析を受けている患
者への配布）を行ったことである．カードへの記載内
容は緊急時に最低限必要な事柄のみにとどめることと
して，表面には氏名・連絡先・血液型・禁忌薬・透析
を受けている施設名を，裏面には災害時の避難場所

（集合場所）と薬は必ず持参してくださいという注意
表記を記載することにした．会員施設へこの患者情報
を入力するひな形を入れた USB メモリーを事務局よ
り送付し，その USB メモリーを改修してカードを作
成した．USB メモリーは作成後すべて廃棄した．カ
ードは紙ベースで免許証サイズとし，両面カラー印刷
の片面加工の仕様とした．現在 3,389 枚のカードを発
行し終わっている．災害時の避難場所を知っている患
者が少なく，各透析施設が苦労して調べなければなら
なかった等の苦労話も聞いている．

4　企画委員会

企画委員会は県透析研究会と合同で，長野県慢性透
析療法の現況のデータをまとめて県医師会雑誌に投稿
すると共に小冊子を作成し，医療機関に配布する予定
でいる．

長野県透析医会は会員から会費を頂き，年間約 100

万円の予算で，県透析研究会や他の関係団体と密接な
関係を持ちながら委員会活動を中心に活発な活動を行
っている．今後も会員の協力を得てさらなる飛躍をし，
県内での認知を深化させたいと思っている．
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1　はじめに

福岡県透析医会は日本透析医会の支部として，さら
に，福岡県医師会，福岡市医師会，北九州市医師会の
専門医会として活動している．福岡県腎臓病連絡協議
会とも密に連携している．また，昨年，福岡県透析医
会と連携した福岡県透析医学会が設立された．年 3 回
の講演会（感染症，学術，安全災害対策）を開催して
いる．九州透析医療セミナーを通じて，九州各県の透
析医会と連携している．福岡県透析医会会員相互の連
絡網，透析患者との連絡網，透析関連業者との連絡網
を確立し，通常の連絡体制を整えながら，災害時に備
えた活動を行っている．

2　支部の概況

昭和 52 年 1 月 23 日に福岡県内の透析施設が集まり，
透析医療の向上と透析施設運営の円滑化，および施設
間の融和を図ることを目的として，福岡県透析施設協
議会（江本侃一会長）が設立された．平成 7 年 1 月，
施設単位入会の福岡県透析施設協議会より個人単位入
会の福岡県透析医会となった．平成 7 年 7 月 3 日に福
岡県医師会専門医会への入会が承認された．平成 23

年 3 月 1 日，福岡県透析医会福岡ブロック会として，
福岡市医師会専門医会に入会が承認された．平成 23

年 4 月 18 日，福岡県透析医会北九州ブロック会とし
て北九州市医師会専門医会に入会が承認された．

筆者は平成 23 年 2 月 5 日に第 17 代目の会長として
就任した．福岡県透析医会は，平成 24 年 8 月現在総

会員数 177 名である．福岡県下に透析施設が 184 施設
あるが，140 施設が加入している．この福岡県を 4 ブ
ロックに分けている．福岡ブロック（会員数 76 名），
北九州ブロック（会員数 53 名），筑後ブロック（会員
数 32 名），筑豊ブロック（会員数 16 名）からなる．
各ブロックに副会長を配している．また，福岡ブロッ
クは福岡ブロック会として福岡市医師会の専門医会に
属している．北九州ブロックは北九州ブロック会とし
て北九州市医師会の専門医会に属している．

副会長 6 名，理事 16 名，監事 2 名，顧問 4 名の組
織となっている．4 ブロックの中心となる副会長を 1

名ずつ配している．

3　福岡県透析医会の連絡網

福岡県透析医会は連絡網の確立に力を注いでいる．
情報通信委員会を設置し，連絡網を構築するための全
情報，マニュアルを管理している．これは災害時の連
絡網の根幹となっている．

事務局が福岡県透析医会入会時に住所録を作成して
いる．個人情報に加えて，主のメールアドレス，災害
時連絡用のメールアドレスを登録している．日本透析
医会災害情報ネットワークの HP を利用して全会員の
ML（メーリングリスト），理事会役員の ML を作成
している．これにより理事に対する連絡，資料配布を
している．

また，2 カ月毎に開催する理事会報告として，全会
員の ML を利用して，ニュースレターの配布をしてい
る．その中で，福岡県社保・国保審査員合同学術講演

た　よ　り
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会情報等を提供している．その他，様々な連絡，資料
配布を行っている．

日本透析医会災害情報ネットーワークの個人情報登
録には主のメールアドレスに加えて，災害時連絡用の
メールアドレスも登録し，災害時情報督促メール，回
覧版の配布に利用している．

さらに，災害時に備えて，福岡県透析医会と九州の
透析関連業者との間に ML を作成し，災害時の連絡網
として利用するためのマニュアルを構築中である．

日本テレネット株式会社の L-net  FAX 同報サービ
スを利用して，全会員に対する FAX 連絡システムを
構築した．メールを見ない会員がいることより，重要
な連絡事項は FAX を併用している．メールと FAX を
併用することによりアンケートの返信率が上昇した．

福岡県透析医会が福岡県と交渉した結果，福岡県が
管理する「防災メール・まもるくん」の「透析メー
ル」が運用されている．これには福岡県透析医会に所
属する透析施設の透析患者，医療スタッフが登録する
ことができる．災害時に，透析患者や医療スタッフが，

「透析メール」を利用して，所属する透析施設に安否
情報を簡単に送ることができる．また，福岡県透析医
会は透析施設の災害情報，代替透析施設の連絡を「透
析メール」を利用して，透析患者やスタッフに簡単に
送ることができる．また，ワン・クリックで同情報を
NHK のテレビのテロップとして流すことができる．

4　災害対策

田中秀欣副会長を中心に活動している．この活動は
福岡県透析医会活動の根幹となっている．情報通信委
員会を設置し，会員情報を集約し，前述の様々な連絡
網を構築している．

また，災害対策マニュアルを作成している．災害対
策本部設置をマニュアル化している．さらに，福岡県
透析医会依頼透析患者連絡シート，福岡県透析製品災
害時供給連絡会の設置，災害時供給連絡会連絡シート，
透析機器災害時メンテナンストリアージ，福岡県透析
医会水道使用量算出シートを作成している．加えて，
福岡県透析医会会員に対して，積極的に災害時優先携
帯電話，緊急通行車両の登録を勧めている．

年 1 回の災害訓練時には，4 ブロックの各副会長を
順番に災害対策本部長として訓練を実施している．

東日本大震災の折には連絡網を駆使し，入院患者

293 名の受け入れ，外来透析の受け入れ 1,078 名の受
け入れの表明があった．また，福岡県医師会，福岡市
医師会，北九州市医師会と連携し行政と交渉，公営住
宅の使用も可能となった．結果的には 10 名の透析患
者を被災地，被災地周辺より受け入れた．

今年の計画停電に関しても各医師会，福腎協と連携
し，計画停電からの緩和措置対象になるように九州電
力に対して交渉した．

平成 23 年 9 月 15 日，福岡県透析医会安全対策セミ
ナーを開催し，田中副会長が福岡県透析医会の災害対
策を発表し，特別講演として仙台社会保険病院・腎セ
ンター長である佐藤壽伸先生をお招きし，「東日本大
震災と透析医療：被災地からの報告」という演題でご
講演頂いた．

5　感染対策

百武宏幸副会長を中心として活動している．平成
22 年度は新型インフルエンザの発生報告，アンケー
トを実施しながら情報を発信した．平成 23 年度は C

型肝炎治療ガイドラインが発表された事を契機に，C

型肝炎の現状に関するアンケートを実施した．アンケ
ートは全会員に対する ML や L-net  FAX 同報システ
ムを利用して行うようになり，回答率が上昇した．

平成 24 年 5 月 24 日に，福岡県透析医会感染症対策
学術講演会を開催し，百武副会長が C 型肝炎アンケ
ート報告をした．さらに特別講演として，武蔵野赤十
字病院の安藤亮一先生をお招きし，「よくわかる透析
患者における C 型肝炎診療の実際―ガイドラインを
ふまえて」という演題でご講演頂いた．

6　安全対策

川井修一理事を中心として取り組んでいる．平成
23 年度はヒヤリハットのアンケートを実施した．平
成 24 年 9 月 13 日に福岡県透析医会安全対策セミナー
を実施し，川井修一理事に「安全対策委員会　23 年
度アンケート結果報告」，特別講演として ANA ラー
ニング株式会社ヒューマンエラー対策専属講師である
池上義博先生をお招きし，「ANA ラーニング研修プロ
グラム : ヒューマンエラー対策」という演題でご講演
頂いた．
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7　福岡県透析医学会

平方秀樹会長のもとに福岡県透析医学会が設立され
た．福岡県透析医学会会則には「福岡県透析医学会の
会員は福岡県透析医会会員であること」として頂いた．
福岡県下の 4 医学部（九州大学，久留米大学，産業医
科大学，福岡大学）およびセンター病院の先生を代表
幹事として年 2 回の医学会を開催している．第 1 回目
は，平成 23 年 11 月 6 日，九州大学において開催され
た．17 題の一般演題，ランチョンセミナー，特別講
演と盛会であった．第 2 回は平成 24 年 5 月 13 日，久

留米大学にて開催された．13 題の一般演題，ランチ
ョンセミナー，特別講演と盛会であった．福岡県透析
医会会員と若い先生達の交流の場としてさらなる発展
を期待している．

8　おわりに

福岡県透析医会は，諸先輩の努力により現在の形が
できた．今後も，日本透析医会，各医師会，行政，福
腎協と連携しながら，福岡県透析医会の活動が実り大
きなものとなるように努力していきたいと思う．
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本稿では，前号で報告後，平成 24 年 7 月 27 日，9 月 28 日，10 月 29 日に開催された計 3 回の常

任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主な活動についてご報告し

ます．

1. 次期診療報酬改定についての要望

平成 26 年度の診療報酬改定に向けて，日本透析医会として 7 月 27 日に厚生労働省保険局医療課

を訪問，医会としての現在の透析医療と問題点をまとめた「我が国の透析医療の現況と将来（2012

版）」を提出し，我々の認識と要望についてご説明させていただきました．具体的には平成 24 年度

診療報酬改定に伴う疑義解釈や保険審査上の問題，13 対 1，15 対 1 一般病床の特定除外制度につ

いての問題，在宅血液透析における問題などについて意見交換を行いました．

2. チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの医行為分類（案）に対する対応

厚生労働省では，「チーム医療推進に関する検討会」（平成 21 年 8 月～平成 22 年 3 月）において，
日本の実情に即した医師と看護師等との協働・連携のあり方等について，有識者により検討が行わ

れ，平成 22 年 3 月 19 日に報告書がとりまとめられました．この報告書において，一定の医学的教

育・実務経験を前提に，専門的な臨床実践能力を有する特定看護師（仮称）制度を創設するなどし

て，看護師などの医療スタッフの役割拡大を推進する方針が打ち出されました．
その後，特定の医行為の範囲やそれに応じた研修の枠組み等について，平成 22 年 5 月以降「チ

ーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」で検討が進められ，平成 24 年 9 月に医

行為分類案がまとめられました．この医行為の中に「血液透析の操作と管理」があげられており，
内容「維持透析中の患者に対し，医師の指示の下，プロトコールに基づき，透析装置を操作すると

ともに，透析装置及び患者の状態に問題がないことを確認する」が特定行為（≒特定看護師でなけ

れば具体的指示なしに行うことができない）とされたのですが，これは少なくとも維持透析につい

ては現状を大きく歪めるものとなる，という認識から，関連団体と協議しながら検討しました．そ

の結果，現状で看護師がすでに広汎に行っている業務が含まれること，また臨床工学技士の業務と

の整合性に問題が生じることを理由に，特定医行為とするのは，急性血液浄化の操作・管理に限り，
その行為の難易度・侵襲性を下げることを内容とする要望を日本透析医会として厚生労働省に提出

日本透析医会常務理事

た　よ　り
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しました．

3. 日本透析医会研修セミナーについて

平成 24 年 10 月 21 日（日），名古屋クレストンホテルのクレストンルームにおいて，日本透析医

会研修セミナー「透析医療における Current Topics 2012（名古屋開催）」を，主題を「維持透析の

「今」を問う」として開催しました．地方開催にもかかわらず，多数のご参加をいただきありがと

うございました．誠に感謝申し上げます．
次回は，平成 25 年 5 月 19 日（日）に日本透析医会総会と同時開催で，東京・品川コクヨホール

にて研修セミナーを開催します．また平成 25 年 10 月 20 日（日）には，大阪での開催を予定して

おります．詳細につきましては，本誌あるいは医会 HP にてご案内させて頂きますので，多数のご

参加お待ちしております．

4. 日本透析医会公募研究助成

日本透析医会は例年，腎臓病，腎不全医療研究者に対する研究公募助成を行っておりますが，今

年は 22 件の申請がありました．たくさんのご申請を頂き誠にありがとうございます．研究助成審

査委員会にて，外部委員を含む厳正な審査を行い助成対象研究を決定させていただきます．
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●第 46 回　日本臨床腎移植学会
 開催日：平成 25 年 1 月 30 日（水）～ 2 月 1 日（金）
 会　長：剣持　敬（藤田保健衛生大学医学部臓器移植科）
 会　場：東京ベイ舞浜ホテル　クラブリゾート（千葉県浦安市）
 連絡先：運営事務局　株式会社コンベンションリンケージ
  　　〒102-0075　東京都千代田区三番町 2　三番町 KS ビル
  　　　TEL　03-3263-8688　　FAX　03-3263-8693
  　　　E-mail　jscrt46@c-linkage.co.jp
  　　　URL　http://www.c-linkage.co.jp/jscrt46/index.html

●The 18th International Conference on Continuous Renal 
　Replacement Therapies（CRRT 2013）
 開催日：平成 25 年 2 月 12 日（火）～ 15 日（金）
 開催地：San Diego, United States
  　　　URL　http://www.crrtonline.com/conference/index.php

●第 23 回　腎と妊娠研究会
 開催日：平成 25 年 3 月 2 日（土）
 会　長：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：つくば国際会議場（茨城県つくば市）
 連絡先：運営事務局　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　厚木フォーラムビル 8F
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　skp23@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/skp23/index.html

●第 18 回　バスキュラーアクセスインターベンション
　治療研究会
 開催日：平成 25 年 3 月 2 日（土）
 代表幹事：大平整爾（札幌北クリニック）
 会　場：津田ホール（東京都渋谷区）
 連絡先：事務局　名古屋バスキュラーアクセス天野記念診療所
  　　〒453-0015　名古屋市中村区椿町 14 番 13 号
  　　　　　　　　ウエストポイント 1413 ビル 3 階
  　　　TEL　052-459-2130　　FAX　052-459-2131
  　　　E-mail　info@vaivt.com
  　　　URL　http://www.vaivt.com/
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●第 28 回　ハイパフォーマンス・メンブレン研究会
 開催日：平成 25 年 3 月 16 日（土）～ 17 日（日）
 会　長：斎藤　明（横浜第一病院）
 会　場：日本消防会館　ニッショーホール（東京都港区）
 連絡先：ハイパフォーマンス・メンブレン事務局
  　　医療法人川島会　川島病院内　水口　潤
  　　〒770-8548　徳島市北佐古 1 番町 1-39
  　　　TEL　088-631-0782　　FAX　088-631-1711
  　　　URL　http://www.hpm-net.jp

●第 80 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 25 年 3 月 17 日（日）
 当番会長：長谷川廣文（近畿大学医学部堺病院腎臓内科）
 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 3 回　日本腎臓リハビリテーション学会学術集会
 開催日：平成 25 年 3 月 23 日（土）～ 24 日（日）
 会　長：草野英二（自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門）
 会　場：とちぎ健康の森（栃木県宇都宮市）
 連絡先：運営事務局　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　厚木フォーラムビル 8F
  　　　TEL　046-220-1705　　FAX　046-220-1706
  　　　E-mail　jsrr2013@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jsrr2013/index.html

●第 29 回　日本医工学治療学会学術大会
 開催日：平成 25 年 4 月 19 日（金）～ 21 日（日）
 大会長：小林修三（湘南鎌倉総合病院）
 会　場：パシフィコ横浜　会議センター 3F・4F（神奈川県横浜市）
 連絡先：運営事務局　株式会社コングレ
  　　〒102-8481　東京都千代田区麹町 5-1　弘済会館ビル 6 階
  　　　TEL　03-5216-5318　　FAX　03-5216-5552
  　　　E-mail　jste2013@congre.co.jp
  　　　URL　http://www.congre.co.jp/jste2013/index.html
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●8th International Congress on Vascular Access
 開催日：平成 25 年 4 月 25 日（木）～ 27 日（土）
 開催地：Prague, Czech Republic
  　　　URL　http://www.vas2013.org/en/news

●第 101 回　日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 25 年 4 月 25 日（木）～ 28 日（日）
 会　長：野々村克也（北海道大学腎泌尿器外科学分野）
 会　場：さっぽろ芸術文化の館，ロイトン札幌，札幌市教育文化会館，
  　　札幌プリンスホテル　国際館パミール（北海道札幌市）
 連絡先：運営準備室　日本コンベンションサービス株式会社　北海道支社
  　　〒060-0807　札幌市北区北 7 条西 1 丁目 1-2　SE 山京ビル 6F
  　　　TEL　011-738-3503　　FAX　011-738-3504
  　　　E-mail　101jua@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/101jua/index.html

●第 16 回　在宅血液透析研究会
 開催日：平成 25 年 4 月 27 日（土）～ 28 日（日）
 大会長：喜田智幸（坂井瑠実クリニック）
 会　場：神戸ファッションマート KFM ホール “イオ”（兵庫県神戸市）
 連絡先：事務局　坂井瑠実クリニック
  　　〒658-0046　兵庫県神戸市東灘区御影本町 2 丁目 11-10
  　　　TEL　078-822-8111　　FAX　078-822-8112
  　　　URL　http://jshhd.jp/society/index.html

●第 40 回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会
 開催日：平成 25 年 4 月 27 日（土）～ 28 日（日）
 大会長：山下芳久（埼玉医科大学保健医療学部医用生体工学科）
 会　場：大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市）
 連絡先：大会事務局　埼玉医科大学国際医療センター
  　　ME サービス部　塚本　功
  　　〒350-1298　埼玉県日高市山根 1397-1
  　　　TEL　042-984-0564　　FAX　042-984-0064
  　　　E-mail　jinnai@saitama-med.ac.jp
  　　　URL　http://jsth40.umin.jp/index.html
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お彼岸まで熱中症で死者が出るあの暑さで，いくつもの台風が世界各地に大被害をもたらし，2

カ月もしない間のいきなりの万里の長城での凍死事故のニュース，地球大丈夫かといらぬ心配をし
恐れを抱いているこの頃です．今まさにアメリカの大統領選の熱き戦いを目の当たりにし，比べる
日本のスピード感，緊張感のない，どちらを目指しているかさえわからない政治にイライラしてい
るのは私だけでしょうか？

3 年前の編集後記で広報委員としておおいに反省したはずでしたのに，今でも変わらずお荷物状
態で，透析医会雑誌の編集者に名を連ね，締め切りを過ぎてしまったこの原稿を焦って書いている
ところです．感謝は編集委員に回ってくる校正の原稿（役を果たしているのか心配になるぐらい校
正するところがない校正原稿）を送ってくださる “すご技” のスタッフの存在です．それでも当た
り前ですが，隅々まで原稿に目を通すわけですが，私自身，実態調査や臨床研究，研修セミナーや
講演原稿から最新の知識を得，今および近未来の医療経済・医療制度の問題点や方向性を読み取り，
益々多様化，複雑化する透析医療に対処する方法を考えうる情報をいっぱいいただいています．全
部目を通さなければ損をする（？），もったいないと思っていただけていると自負していますので，
この医会雑誌を少しでも多くの方々にお読みいただきたいと願っています．もう少し多くの会員読
者からの反応が見えるコーナーがあればおもしろいのではないかとも思っています．ツイッターよ
ろしく，投稿原稿で「透析医のひとりごと」などに大いにつぶやいていただいても……．

時代はもう “みんな一緒なら安心” の時代でなく，個性の時代．個性豊かな，患者さんに誇れる
Only one の施設を目指して生き残る時代なのかもしれません．患者さんのニーズにどうこたえる
か，セカンドオピニオンが当たり前になる，透析医療も変革を必要とする時を迎えているのではな
いでしょうか？

追：過去 30 年間で最も使用された曲が SMAP の「世界に一つだけの花」というニュースに，大
の SMAP ファンの坂井瑠実は喜んだのであります．

広報委員　坂 井 瑠 実　
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