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私の所属する M 病院は，最近，1975 年から凍結保存してきた 70 万本余の血清を廃棄処分する
ことにした．保存された血清は，温度調節された貸倉庫の中の多数のフリーザーに蓄えられ，2 人
の専従スタッフで管理されていた．血清を凍結保存しようというきっかけは，1973 年の，透析室
における B 型肝炎集団発生である．10 人以上の患者が急性肝炎を発症し，1 人の看護学生を劇症
肝炎で亡くした．そのころ，都立臨床研の真弓先生（後の自治医大教授）からプロポーズがあり，
透析室の肝炎防止に対する共同研究が開始された．

この血清を用いた研究成果には，NEJM の巻頭論文となった透析患者における GBV-C の感染実
態報告や，本邦で 2 例目となる E 型肝炎の輸血による感染例報告などもある．しかしなんといって
も特記すべきものは，HBV 感染事故後に特異的 cグロブリンおよび B 型肝炎ワクチンを投与する
ことにより B 型肝炎発症が予防できたとする報告で，この研究を基にして，わが国では，医療従
事者の HBV 汚染事故後の cグロブリンおよびワクチン投与が労災保険の適用となったものである．

ところで，廃棄処分が決まった理由は複数ある．一つは，数年前までの血清は，保存に関して患
者および職員本人の同意が得られていなかったことである．2 番目は，最もこの肝炎研究に力を入
れてこられた 2 代目院長（創業ファミリー）が死亡したことにある．また 3 番目の理由は，保存血
清を直接管理してきた専従スタッフの 1 人が退職したことにある．そして 4 番目の現実的な理由は，
維持費用がかかりすぎる問題である．しかし，理由としてあげたそれぞれの問題は，それなりの工
夫があれば，今後保存血清が有効に生かされないということはない．しかしここまでに至った背景
を考えると，「求むるは成功にあらずして正義なり」換言すれば，「医療の正義とは，病める人の生
命と尊厳を守るために，自然科学としての医学を研究・実践するとともに……」とした当院創業理
念に基づき展開された医療文化に対する意識の希薄化または喪失こそが，最大の理由であろう．

さてここまで読まれた賢明な読者は，言わんとするところが，また年寄りの，それ自体は何の役
にも立たない，愚痴のような評論家的警鐘がこの後に続くと気がついておられるはずである．それ
でもあえて続けるが……．この当院の保存血清廃棄の問題は，創業の思いを，計画的に次世代に伝
えることができる（た）か，という，多くの民間医療機関の継承にかかわる問題と同じである．実
際，3 代続く民間病院が稀有とされる中では，大部分の医療機関で展開される医療文化はむしろそ
っくり継承されるほうが偶然，変化するか消失するほうが必然と考えるべきで，時代の要求に即し
た対応が必要となる．保存血清の廃棄≒透析からの離脱（撤退）――　どこかで聞いた言葉だぞ　――　

も一つの選択肢であろう．そして最後に，蛇足ながら，民間医療機関程度の規模の文化の継承は，
たった 1 人のカリスマ性を有する後継者を作るか，見つけるかにかかっていると断言し擱筆する．

巻　頭　言

文化の継承

（公社）日本透析医会

会長　山㟢親雄　　　　
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要　旨

透析患者の死亡原因の第 1 位は心不全（27.5％）で
あり，脳血管障害，カリウム中毒・頓死，心筋梗塞な
ど動脈硬化性疾患による死亡率は 40％ 以上である．
また，透析患者では潜在的虚血性心疾患も 70％ 以上
といわれており，不整脈の要因となっている．その結
果，透析患者では不整脈，心房細動の合併症の頻度は
10～25％ 以上と多い．さらに，透析療法では，除水
による循環血液量の急激な変化，血圧低下による臓器
潅流障害，Ｋの除去の結果，急激な低Ｋ血症など不整
脈を誘発する因子を内在しているため，透析中には常
に不整脈の発生に留意する必要がある．

はじめに

透析患者に心血管系合併症が多いことは周知の事実
である．本稿の主題は，「透析中の危険な心電図異
常」であることから，透析患者で重要な心電図変化を
伴う疾患について概説する．

1　透析患者の心機能の特徴

透析患者の心機能の特徴は高心拍出状態である1）．
心拍出量増加は，体液貯留，貧血，動静脈シャントな
どによる．その結果，左室内径の拡張・左房の拡大・
左室後壁および心室中隔の肥厚・左室心筋容量の増加
などを起こす．心拍出量は年齢，性別を一致させても
明らかに増加しており，20～50％ も多い．

2　透析に内在する心負荷因子

透析患者では，心負荷を起こす因子が多数内在して
いる．その因子としては，

①　体液貯留による心負荷
②　貧血による循環血液量の増大と末梢循環不全
③　内シャントによる心負荷
④　高血圧による血管障害，左室内径の拡張，左房

の拡大，左室後壁の肥厚，心室中隔の肥厚，左室
心筋容量の増加など

⑤　心嚢液貯留による血行動態変化
⑥　電解質異常

などがある．
さらに，尿毒症性心筋症・左室の拡張障害の原因と

して，
①　二次性副甲状腺機能亢進症による血管・心筋障

害
②　b2 ミクログロブリン蓄積による透析アミロイ

ドーシス
③　カルニチン欠乏による心筋障害
④　蛋白欠乏性心筋症

なども重要である．

3　心電図変化を伴う疾患

心電図変化を伴う疾患には，①狭心症，②心筋梗塞，
③たこつぼ心筋症，④心房細動，⑤洞機能不全症候群

（SSS），⑥心室細動などがある．本稿ではこれらの疾

透析医療における Current Topics 2013（東京開催）

透析中の危険な心電図異常

田部井薫　
自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓科

key words：不整脈，心筋梗塞，心不全，電解質異常，心房細動

ECG abnormality during hemodialysis therapy
Saitama Medical Center, Jichi Medical University
Kaoru Tabei
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患について概説する．

4　虚血性心疾患

USRDS の報告によれば，透析患者の死因の約 50％
が心血管病変に起因するといわれている2）．透析患者
の急性冠症候群の発生頻度は年間 2.9～10％3, 4）である
が，虚血性変化は透析導入時より認められている4～6）．

そこで，本邦における「血液透析患者における心血
管合併症の評価と治療に関するガイドライン」では，
虚血性心疾患のステートメントとして以下のように記
載している7）．

①　無症候性心筋虚血の頻度が高く，透析導入時よ
り積極的な虚血性心疾患のスクリーニングを推奨
する（1B）．

②　息切れ等の症状，心不全，透析時血圧低下，心
電図，胸部レントゲンの変化などから心筋虚血の
可能性を考慮する（1C）．

③　心筋虚血が疑わしい場合（図 1）には，心臓超
音波検査を施行し，さらに心筋シンチグラフィな
ど非侵襲的検査による精査が望ましい（1B）．

④　非侵襲的治療では心血管系薬物療法，冠危険因
子の是正が望ましい（1B）．

⑤　急性心不全では急性冠症候群を除外すべきであ
る（1B）．

⑥　心筋虚血のバイオマーカーは疑陽性を呈するこ
とが多く，診断には注意を要する（1B）．

透析患者の心筋梗塞（図 2）の特徴は，心筋梗塞が
起きても胸痛を自覚しない症例が多い（無痛性心筋梗
塞）ことである．したがって，いつもと同じ透析を行
っているのに突然血圧が下がりやすくなったら，まず
心エコーを行い，心筋梗塞を除外する必要がある．さ
らに，心負荷などにより心電図異常を呈することが多
く，虚血性心疾患を発見するためには，常に過去の心
電図と比較する必要がある．

図 1　狭心症の心電図

図 2　心筋梗塞の心電図
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5　たこつぼ心筋症

たこつぼ心筋症（図 3）は急性心筋梗塞を思わせる
臨床症状，心電図変化を示し，冠動脈造影では病変は
ない8）．左室心尖部の収縮力低下と心基部の過度の収
縮が起こる．原因としては，極度のストレス，緊張に
よると考えられ，中年女性に多い．心電図変化は可逆
性で 2 週間程度で回復する．

6　洞機能不全症候群（SSS）

非透析患者での SSS の原因としては，動脈硬化・
刺激伝導系への石灰沈着・線維化などがあるが，透析
患者では，高Ｋ血症，重症の代謝性アシドーシスが関
与することが多い．

我々の経験した症例では，血清 K 値が 5.3 mEq/L

以上になると洞機能不全を起こす症例があった9）．同
様に，代謝性アシドーシスが強くなると洞機能不全を
起こし，重曹投与にて軽快した例も経験している．基
礎的な検討でも，洞細胞の電気学的活動性が，血清 K

や pH により変化する可能性が示唆されている．また，
洞機能不全は透析中に出現することが多く，血圧低下
による冠動脈血流量の低下が関与している例もある．

7　不整脈

D ‘Elia ら10）は，心電図異常のなかった症例では 6 カ
月後の生存は 100％ であったが，異常心電図を示した
症例では 90％，冠動脈疾患をもっている場合には，
不整脈が無い群では 83％，不整脈群では 54％ の死亡
率であることから，不整脈が予後規定因子であること
を述べている．しかし，予後決定因子は不整脈自体で
はなく，不整脈を発生させる原因心疾患であることに

留意する必要がある．
透析患者における心臓突然死や致死性心室性不整脈

の発症頻度は 5～7％ であり，一般住民の 25～70 倍の
高頻度である．致死性心室性不整脈は心不全，冠動脈
疾患，糖尿病を合併した透析患者に多い．心臓突然死
は透析開始後 12 時間と前回の透析から 36～48 時間後
に高頻度で発症する．

我々は 100 例の血液透析患者において 72 時間連続
の Holter 心電図にて不整脈について検討した．上室
性期外収縮（PAC）の頻度は 68％，心室性期外収縮

（PVC）の頻度は 77％ であるが，臨床的に有意と考え
られる不整脈は PAC 10％，PVC 8％ であった11）．他
の報告でも，PAC の頻度は 8～10％，PVC の頻度は
4～33％ である．透析患者での不整脈の特徴は，透析
開始後 2 時間からで，透析終了後 3～4 時間までに多
発することである．このことは，透析患者の不整脈が，
血行動態の変化，電解質，酸塩基平衡の変化によるこ
とを裏付けている．

PAC の病因は，高齢者，心胸比（CTR）が大きい，
左房径（LAD）が拡大しているなどで，容量負荷によ
って発生することを示唆している11）．したがって，上
室性期外収縮の治療としては，

①　ドライウエイト（DW）の適正化
②　除水速度の適正化
③　透析方法の検討：明らかに水分過剰であるにも

かかわらず透析により血圧が低下するような例で，
安定した透析を行うためには，10％ NaCl を 20～
40 ml を持続注入する方法，血液濾過（hemofiltra-

tion）あるいは血液透析濾過（hemodiafiltration）
などの方法も検討する

④　高血圧性心筋症，尿毒症性心筋症，弁膜症など

図 3　たこつぼ心筋症

（a） （b） （c）
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の基礎疾患の検討
などがある．薬物療法の有用性を示す成績はない．

一方，PVC の増悪因子は，
①　心エコー図で左室収縮力が低下
②　Ca と P の積が高く，QT 時間が延長している
③　既往に心疾患を持つ症例

が多かった11, 12）．PVC の発生要因として，副甲状腺ホ
ルモン13），Ca14）の関与も考えられている．

透析液 K 濃度が 2.0 mEq/L であるため，透析後に
は低 K 血症になることが多いが，透析後低 K 血症は，
不整脈を誘発する可能性がある．このことも，透析後
半から終了後にかけて不整脈が多くなる一因と考えら
れている．

8　心房細動

心房細動（図 4）の頻度は，報告により異なるが，
9.1～23.2％ である．透析導入時に正常洞調律であっ
た患者の 12％ が 2 年以内に心房細動・心房粗動とな
り，心房細動・心房粗動患者では，虚血性脳卒中発症
率や死亡率がきわめて高い15）との報告もある．心房細
動は，加齢や透析期間が長くなるにしたがって増加し，
70 歳以上の透析患者の 30％ 以上にも及ぶ16）．

一方，心房細動では脳梗塞を合併する可能性が強く，
一般的にはワーファリン投与にて予防を試みる．しか
し，透析患者ではワーファリンの効果は認められず，
逆に，ワーファリンの使用により脳卒中リスクが 1.93～
2.17 倍に増加する17, 18）．そのため，「血液透析患者に
おける心血管合併症の評価と治療に関するガイドライ
ン」では，「ワーファリンの使用は推奨していない」7）．

9　心室細動

心室細動（図 5, 6）・心室粗動は致死的な不整脈で
ある．原因疾患としては心筋梗塞，心臓弁膜症，心筋
炎，心筋症若年者ではブルガダ症候群，QT 延長症候
群などがある．モニターで心室細動・心室粗動を見た
場合には，血圧の状態のいかんにかかわらず，緊急の
処置が必要となる．

心室細動の原因で忘れてはいけないのは「高 K 血
症」（図 7）である．血清カリウム値が 5.5～6.0 mEq/

L 以上になるとさまざまな不整脈が出現し，最後には
致死的な不整脈である心室細動が起こり，心停止に至
るので， 5.5～6.0 mEq/L 以下にコントロールする必要
がある．

当院における緊急透析を行った高 K 血症患者の検
討の結果を提示する．検討期間は 1999 年から 2012 年
までで，高カリウム血症にて緊急透析を行った患者，
総数 61 名で男性 45 名，女性 16 名，平均年齢 70.0±
12.4 歳である．AKI が 16 名，CKD が 17 名，維持透
析患者が 14 名，透析導入時が 14 名であった．これら
の症例で，透析開始直前に心電図がとられた患者での
心電図変化を見ると，完全房室ブロック 4 名，徐脈 4

名，心停止 3 名，SSS 1 名，VT 1 名，VF 1 名であった．
ペースメーカーを挿入した患者は 5 名で，全例 24 時
間以内に抜去されている．緊急透析にても救命できな
かったのは，AKI の 6 例のみであった．

透析患者では，血清 K 値が高いのに心電図変化が
出にくい症例がいることは，透析従事者はよく経験す
るとも思う．その原因は，静止膜電位の式を見ると理

図 4　心房細動（上：除脈性　下：速脈性）
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解できる．
　細胞膜静止電位
　　　　　　　1.5×［K＋］細胞内＋0.01×［Na＋］細胞内　　＝－61 log 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　1.5×［K＋］細胞外＋0.01×［Na＋］細胞外

つまり，静止膜電位は，細胞内外のＫ濃度によって
規定されている．したがって，血清Ｋ値が上昇した場
合でも，細胞内Ｋ値が上昇している透析患者と，細胞
内から細胞外へＫがシフトしている場合では，静止膜

電位は大きく異なることになる．

〈話題提供〉
運動中に著明な高 K 血症になることをご存知です

か？ 腎機能正常者でも，極度の無酸素運動中には，
血清 K 値は 2.0 mEq/L 以上上昇するとの報告がある19）

（図 8）．透析患者でも同様で，ergometer で 30 watts

程度の負荷でも血清Ｋ値が上昇する20）．透析患者にお

図 5　心室細動

図 6　心室頻拍から心室細動へ

図 7　高 K 血症の心電図
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いて，無酸素運動が勧められない理由の一つとして，
この運動中の高Ｋ血症があるのかもしれない．
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図 8　運動中の血清 K 値
運動中には血清 K 値は 2.0 mEq/L 以上上昇する．

85％VO2 の運動

Phase 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Phase 2

Phase
3 Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phase
7

3

4

5

7

6

Time（min）

P
la
sm
a［
K
＋
］（
m
m
ol
/l
）



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013370

要　旨

透析患者における無症候性脳梗塞（SCI）の頻度は
加齢により増加し，原疾患による差が明らかではない．
血液透析患者の 48.8％ に SCI を認め，心血管系合併
症の独立した危険因子であることが報告されている．
治療としての抗血小板療法に関しては，十分なエビデ
ンスが確立されていない．MRI で SCI の有無を確認し，
頸動脈の狭窄やプラークの状態を評価しながら，体液
管理を含めた降圧療法を行い，抗血小板療法の適応を
慎重に判断することが重要である．

はじめに

日本透析医学会の統計調査によれば，2009 年度末
の透析患者の死亡原因分類では，脳血管障害による死
因（8.4％）は，心不全（23.9％），感染症（20.8％），
悪性腫瘍（9.4％）に次いで第 4 位を占めている1）．脳
卒中の合併は，患者の日常生活に制限をきたすだけで
なく，血液透析においては通院治療が困難になるため，
脳血管障害の予防や適切な治療は非常に重要であると
考えられる．

脳血管障害は大きく分けると，症候性の脳卒中と無
症候性脳血管障害に分類される．臨床的によく見られ
る疾患として，脳卒中では，脳出血（brain hemorrhage;  

BH），脳梗塞（cerebral infarction;  CI），一過性脳虚血
発作（transient ischemic attack;  TIA），くも膜下出血

（subarachnoid haemorrhage;  SAH），慢性硬膜下血腫

（chronic subdural hematoma）などがある．無症候性
脳血管障害では，無症候性脳梗塞（silent cerebral in-

farction;  SCI），無症候性脳血管閉塞・狭窄，無症候性
微小脳出血（cerebral microbleeds;  CMBs），大脳白質
病変（white matter hyperintensities;  WMHs），および
無症候性未破裂動脈瘤などがあげられる．

本稿では，透析患者の無症候性脳梗塞（SCI）と予
後に関して概説する．

1　SCI とは

ラクナ梗塞，拡大血管周囲腔，無症候性脳梗塞につ
いて，日本脳ドック学会は以下のように規定している．

ラクナ梗塞は，T2 強調画像やプロトン密度強調画
像で，辺縁が不明瞭で不規則な形をした最上径 3 mm

以上の明瞭な高信号を呈し，T1 強調画像で低信号を
呈する．FLAIR 画像では高信号を呈する．プロトン
密度強調画像や FLAIR 画像では時に中央部に低信号
がみられる．拡大血管周囲腔は，辺縁明瞭，整形で均
質，大きさが 3 mm 未満，T2 強調画像で高信号，T1

強調画像で等から低信号，プロトン密度強調画像や
FLAIR 画像で等から低信号で辺縁に高信号を伴わず，
穿通動脈や髄質動静脈の走行に沿ってみられる．ただ
し，大脳基底核下 3 分の 1 の部位の拡大血管周囲腔で
は径 3 mm を超えることも少なくない．

SCI は，画像上梗塞と思われる変化があり，かつ次
の条件をみたすものをいう．

①　その病巣に該当する神経症候（深部腱反射の左

透析医療における Current Topics 2013（東京開催）

透析患者の無症候性脳梗塞と予後
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右差，脳血管性と思われる痴呆などを含む）がな
い．

②　病巣に該当する自覚症状（一過性脳虚血発作も
含む）を，過去にも現在にも本人ないし家族が気
付いていない．

SCI の多くは脳深部のラクナ梗塞であるが，稀に境
界域（分水嶺）脳梗塞もある．

2　一般住民における SCI

明らかな脳卒中の既往がない 65 歳以上の高齢者の
MRI を追跡した大規模なコホート研究（Cardiovascular 

Health Study）では，平均 4 年の追跡で脳卒中発症の
リスクを検討し，脳卒中の発症率は SCI で 1.87％/年
であり，SCI がない群の 0.95％/年よりも有意に高頻
度であることが報告された2）．したがって，SCI は高
齢者における脳卒中発症の独立した予知因子であると
された．

明らかな脳卒中の既往がない高齢者の MRI を追跡
した Rotterdam Scan Study では，SCI を有する例では，
SCI を欠く例と比べて脳卒中の発症率が有意に高い

（オッズ比 2.9）ことが示された3）．さらに同研究は，
平均 4.2 年の追跡で症候性脳卒中発症との関係を検討
し，脳卒中発症に関する比例ハザード比（他因子補正
後）は，SCI を有する群で 3.9（95％ CI：2.3～6.8）と
高く，SCI を有する例は，脳卒中発症の高リスク群で
あると結論している．また，Rotterdam Scan Study は，
平均 3.6 年の追跡で認知障害発症との関係を検討し，
認知症発症に関するハザード比は，SCI を有する群で
2.26（95％ CI：1.09～4.70）と高く，SCI を有する例は，

認知機能障害発症の高リスク群であることも示した4）．

3　透析患者における SCI

血液透析（hemodialysis;  HD）患者に対する脳 MRI

の検討では，脳血管障害の既往のない HD 患者（n＝
123）の 48.8％ に SCI を合併し，健常人（n＝52）の
9.6％ と比較すると有意に頻度が高かった5）．また，5

年間の縦断的研究によって6），SCI 合併透析患者では，
合併していない患者と比較して，脳血管障害単独のみ
ならず冠動脈疾患などを含めた cardiovascular disease

（CVD）の発症頻度自体が有意に高値になっているこ
とが観測された6）．これらのことより，透析患者の
SCI は CVD イベント発症の危険因子であると考えら
れた．

我々は，70 例の HD 患者を対象に，脳 MRI と頸動
脈エコーによる最大内膜中膜厚（IMT）測定を施行し，
25 例（35.7％）に SCI を認めた7）．平均 46.3 カ月の観
察期間で，15 例（21.4％）が死亡し，16 例（22.9％）
が心血管イベントを起こした．登録時の SCI の存在
と IMT の高値は，新規の心血管イベント発症および
総死亡の独立した危険因子であった（図 1）．よって，
動脈硬化の危険因子を有する HD 患者においては，脳
MRI による SCI の有無を検索することと頸動脈エコ
ーによる IMT の測定による予後予測が重要であると
考えられた．

4　SCI の治療

SCI に対する抗血小板療法の脳梗塞予防作用に関す
る高度のエビデンスはまだないが，SCI では血小板機

図 1　頸動脈内膜中膜厚（IMT）と無症候性脳梗塞（SCI）の
　　　　　　　　有無による透析患者の総死亡率
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能が対照に比し亢進し，血小板活性化がみられる．し
かし，抗血小板薬の投与は，現時点では個々の症例に
対する十分な検討後に考慮される必要がある．なぜな
らば，特にわが国では，脳ドックにおける追跡調査で，
SCI からの脳卒中発症例の 21％ に高血圧性脳出血が
みられたという報告があり，抗血小板薬を投与するさ
いには十分な血圧コントロールが前提となる8）．これ
は，SCI の最大の危険因子は高血圧症であるからであ
る．本邦の多施設共同研究である PICA study は，Ca

拮抗薬ニルバジピン 4～8 mg/日による降圧治療は，
SCI 数の増加を抑制することを示した9）．

アスピリン 75～650 mg/日の効果に関して，健常人
を含む 52,251 名のメタアナリシスでは，心筋梗塞の
みで相対危険度 0.74（CI：0.68～0.82）と有意な予防
効果を認めたが，脳卒中に関しては有意な効果は認め
られなかった10）（平均追跡 4.6 年で，全体の脳卒中発
症は 0.3％/年）．リスク層別解析では，アスピリンは
明らかな心血管疾患を有する高リスク群では脳卒中を
有意に抑制したが，逆に低リスク群ではむしろ脳卒中
を増加させる傾向にあった．したがって，脳卒中発症

予防を目的とするアスピリン投与は，基盤にあるアテ
ローム硬化症などの危険因子を十分勘案したうえで行
うべきであり，アスピリンを投与する場合でも 75～
81 mg/日が望ましいと結論している．

おわりに

透析患者における SCI の治療に関するエビデンス
は確立していない．表 1 に脳卒中ガイドライン 2009

のステイトメントを示す‡1）．これらを勘案して，透析
患者における SCI に関する事項をまとめたのが表 2 で
ある．SCI は無症状でも透析患者の予後を規定する重
要な因子であり，大規模な臨床研究の結果が待たれる．
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（参考 URL‡1「V. 無症候性脳血管障害」より）

表 2　透析患者における無症候性脳梗塞（SCI）

1. 無症候性脳梗塞
● 透析患者においては，ラクナ梗塞が存在しても，自覚症状がないのが特徴である．
● 糖尿病，コントロール不良な高血圧，脂質異常症などのリスク因子を認める場合は，

定期的な頸動脈エコーによる stiffness bやプラークの評価が必要である．
● IMT が高値を示す場合は，MRI による SCI の有無を検査することが重要である．

2. 血圧コントロール
● 至適体重の維持が重要であり，過剰な体液貯留をきたさないようにする．
● RAS 系阻害薬やカルシウム拮抗薬などにより，透析前血圧を 140/90 mmHg にコント

ロールすることが望ましい．
3. 抗血小板薬

● 血圧管理が良好な状態では，少量（81 mg/日）のアスピリン投与が有効なことがある．
● 心房細動を認める場合は，ワルファリンを考慮する．
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要　旨

透析患者の死亡原因および感染症死の実態について
検討した．死亡原因として感染症死は心不全とともに
2 大死因の一つであり，特に高齢者では肺炎と敗血症
がほとんどを占めていた．肺炎は医療・介護関連肺炎
のガイドラインが作成されており，耐性菌のリスクが
問題になっている．高齢患者は誤嚥性肺炎が多く，嚥
下リハビリの重要性が考えられた．敗血症はカテ関連
が多いが，高齢者では ASO による壊疽からの敗血症
がみられた．結核症は集団院内感染の報告があり，ま
た HCV 感染症は生命予後に関連し，日本の HIV 感染
症が増加していることより，HIV 感染患者透析医療ガ
イドラインが作成された．

はじめに

日本の透析患者はますます高齢化しており，多くの
合併症を有して終末期を迎えており，その死因として
の感染症が重要な位置を占めるようになった．しかし
ながら，感染症死の詳細な実態は不明である．特に高
齢透析患者の感染症死が増加しており，その要因も含
めて不明な点が多い．そこで，透析患者の感染症死の
実態について調査するとともに今までの報告を検証す
る．

1　日本における人口動態と死因

厚生労働省の日本の人口動態の調査によると，2011

年の日本人の平均寿命は女性で 85.9 歳で世界 1 位で
あり，男性は 79.4 歳で 2 位であった．世界でも高齢化
が進んでいる国である．年間死亡数は 125 万人であり，
死亡率は人口千人あたり 9.9 人で世界 3 位であった．

主な死因では 1 位が癌，2 位が心臓病，3 位が肺炎
であり，肺炎は人口 10 万人あたり 98.9 人であった‡1）．
今後，高齢者の増加により肺炎による死亡の増加が推
測されている．

2　透析患者の高齢化

透析患者の高齢化も顕著で，2011 年度の日本透析
医学会の統計調査によると，透析導入の平均年齢は男

透析医療における Current Topics 2013（東京開催）

透析患者の死因の上位を占める感染症の実態

原田孝司　舩越　哲　
長崎腎病院

key words：死亡率，感染症，肺炎，敗血症

An overview of high mortality rate of infectious diseases in hemodialysis patients
Nagasaki Kidney Hospital
Takashi Harada
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図 1　衆和会長崎腎病院・腎クリニックにおける
　　　　  透析導入患者年齢分布（2012 年）
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性で 66.9 歳，女性で 69.7 歳であり，年齢のピークは
75～80 歳である1）．本院における平均導入年齢は 2012

年度は 75 歳であり，年齢のピークは全国統計より高
齢であった（図 1）．

3　透析患者の死亡原因

透析患者の死亡原因に関して，2011 年度の日本透
析医学会の統計調査によると，導入患者の死亡原因の
推移では，2006 年から感染症が心不全を抜いて 1 位
になっていたが，2011 年では 2 位となっていた1）．

感染症死の内訳に関しての詳細は不明であったが，
昨年の透析医学会で千葉および長崎県のアンケート調
査結果を報告した．それによると，2011 年度の死亡
患者 1,266 例中に感染症死が 328 例あり，感染症死亡

率は 25.3％ であった．感染症死の内訳は肺炎が 46.0

％，敗血症が 41.5％ を占めていた．その他は腹膜炎，
肝膿瘍・胆のう炎，腸炎，脳炎・髄膜炎，結核症，深
在性真菌症などであった（図 2）2）．

Wakasugi らは，透析患者は一般住民に比し，敗血
症では 60～74 歳で 30 倍，腹膜炎で 25 倍，肺炎で 4

倍の死亡率であり，年齢別にみた感染症死の原因とし
て，高齢になるに従い肺炎死が増加していることを報
告している（表 1）3）．本院での 2003～2012 年におけ
る死亡 316 例の死亡原因は 43.4％ が感染症死で，20.5

％ が心不全，以下呼吸不全：7％，脳血管障害：6.6％，
急性心筋梗塞：4.1％，悪性腫瘍：3.8％ などであった．
高齢透析患者 137 例の感染症死の頻度では，後期高齢
および超高齢で肺炎死が多くなっていた（表 2）．

図 2　感染症死亡患者の内訳（2011 年，千葉・長崎県）

総死亡者数：1,259
感染症死：318

151（46.0％）
132（41.5％）

13（4.3％）
4
4 4 3 1

6
肺炎

敗血症

腹膜炎

肝膿瘍・胆嚢炎

腸炎

脳炎・髄膜炎

結核症

深在性真菌症

その他
（感染死亡率：25.3％）

表 1　透析患者の年齢別にみた死亡原因

Cause of death All ＜30years
Age category. no.（％）†1

30～44years 45～59years 60～74years ≥75 years No informa-
tion available

All infectious diseases†2 3,291（100.0） 4（100.0） 29（100.0） 230（100.0） 1,279（100.0） 1,747（100.0） 2
Pneumonia 1,518（  46.1） 2（  50.0） 8（  27.6） 49（  21.3） 505（  39.5） 953（  54.6） 1
Sepsis 1,413（  42.9） 1（  25.0） 19（  65.5） 144（  62.6） 633（  49.5） 616（  35.3） 0
Peritonitis 125（    3.8） 0（       0） 1（    3.5） 16（    7.0） 62（    4.8） 45（    2.6） 1
Tuberculosis 44（    1.3） 0（       0） 0（       0） 1（    0.4） 18（    1.4） 25（    1.4） 0
Acute/fulminant viral hepatitis 15（    0.5） 0（       0） 0（       0） 1（    0.4） 7（    0.5） 7（    0.4） 0
Influenza 12（    0.4） 0（       0） 0（       0） 2（    0.9） 5（    0.4） 12（    0.7） 0
HIV disease 2（    0.1） 0（       0） 0（       0） 0（       0） 1（    0.1） 1（    0.1） 0
Other infectious diseases†3 162（    4.9） 1（  25.0） 1（    3.5） 17（    7.4） 48（    3.8） 95（    5.4） 0

†1　The value in parentheses is the percentage of patients with respect to the total number of deaths in each age category
†2　only definite cases were included
†3　for details. refer to the Appendix I.

（文献 3 より）
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4　死因の原因としての感染症

4-1　肺　炎

透析患者の肺炎による年間死亡率は一般住民に比し
4～15 倍との報告がある3, 4）．さらに重症化する傾向が
ある．外来透析患者では市中肺炎，入院透析患者では
院内肺炎に分類され，それぞれ成人市中肺炎診療ガイ
ドライン5）と成人院内肺炎診療ガイドライン6）が作成
された．肺炎の重症度によりそれぞれ治療薬が推奨さ
れている．

しかしながら，長期療養型病床や介護施設に入所し
た患者が多くなっており，そのような医療環境を考慮
し た 医 療・介 護 関 連 肺 炎（nursing and healthcare-

asoociated pneumonia;  NHCAP）診療ガイドラインが
作成された7）．医療・介護関連肺炎の定義は，長期療
養型病床や介護施設に入所している，90 日以内に退
院した，介護を必要とする高齢，身体障害者，通院に
て透析などの血管内治療を受けている人となっている

（表 3）7）．NHCAP は高齢者に多い肺炎で，特に誤嚥
性肺炎が多い．このような NHCAP の原因菌としては，
耐性のリスクがない場合は肺炎球菌，MSSA, グラム
陰性，腸内細菌インフルエンザ菌などが多く，耐性菌
のリスクがある場合には MRSA，緑膿菌やアシネトバ
クターなどを考慮する必要がある（表 4）7）．特に透析
患者の肺炎の起炎菌は MRSA，肺炎球菌やグラム陰性
桿菌が多い8）．

CDC の予防接種委員会では，免疫力が低下した慢
性腎不全患者に肺炎球菌ワクチン接種を推奨してい
る9）．この肺炎球菌ワクチン接種が，死亡および入院

表 2　高齢者の感染症死の内訳
長崎腎病院（n＝137 例，2003～2012 年）

年　齢 前期高齢 後期高齢 超高齢

肺　炎 14 28 28
敗血症 20 20 19
感染性腸炎   1   1 ―
腹膜炎   1 ―   1
深在性真菌症   1 ―   1
肝膿瘍   1   1 ―

合　計 38 50 49

表 3　NHCAP の定義

1. 長期療養型病床群もしくは医療介護施設に入所している．
2. 90 日以内に病院を退院した．
3. 介護を必要とする高齢者，身体障害者．
4. 通院にて継続的に血管内治療（透析，抗菌薬，化学療法，免疫抑制薬
など）を受けている．

介護の基準：限られた自分の身の回りのことしかできない，日中の 50％
以上をベッドか椅子で過ごす，以上を目安とする．

1. には精神病床も含む．

（医療・介護関連肺炎ガイドラインより）

表 4　医療・介護関連肺炎における耐性菌リスクの有無と考慮すべき細菌

1. 耐性菌リスク†がない場合　　市中肺炎病原体
　 ● 肺炎球菌
　 ● メチシリン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）
　 ● グラム陰性腸内細菌（クレブシエラ属，大腸菌など）
　 ● インフルエンザ菌
　 ● 口腔内連鎖球菌
　 ● 非定型病原体（とくにクラミドフィラ属）
2. 耐性菌リスク†がある場合
上記の菌種に加え，下記の菌（耐性化傾向を有する細菌）を考慮する．
　 ● 緑膿菌
　 ● メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）
　 ● アシネトバクター属
　 ● 基質特異性拡張型 b-ラクタマーゼ（ESBL）産生腸内細菌

†　耐性菌リスク因子（90 日内の抗菌薬投与，経管栄養）

（医療・介護関連肺炎診療ガイドライン，日本呼吸器学会，2011 より）
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のリスクを減少させている．臨床的に高齢者の肺炎は，
発症が緩徐で熱や咳嗽が軽度で意識障害，せん妄，不
穏などを呈することがあり，嚥下障害の関与が大きい．
厚生労働省厚生科学研究費補助金による長寿科学総合
研究事業「嚥下性肺疾患の診断と治療に関する研究
班」から嚥下性肺炎の臨床診断基準が出されている．
嚥下障害に対する取り組みとして，表 5 のような摂
食・嚥下チームの役割が必要である10）．

4-2　敗血症

感染症による死因の 2 番目に多い敗血症は，その原
因としてカテーテル関連感染と ASO の壊疽に伴う敗
血症が多く，その原因菌は MRSA，MRSE が多くを
占めているが，その他腸球菌，MSSA やグラム陰性桿
菌がみられる11）．カテーテル関連では，カテーテル留
置期間が短いにもかかわらず，内頚静脈に比し鼠径静
脈からのカテーテルの感染率が高い12）．起炎菌の
MRSA は腸腰筋膿瘍や化膿性脊椎炎を併発し，MRSA

持続感染を起こして発熱および菌血症を繰り返す場合
がある．治療としての抗菌薬は，臓器移行性がよい薬
剤を使用する必要がある．

高齢者および糖尿病性腎症透析患者では，ASO によ

る四肢の壊疽に感染を併発し，それによる敗血症を併
発して死亡する例が多くなっている．ASO の壊疽の
進行により切断を余儀なくされた場合に，下肢大切断
5 年後の生存率は 8.2％ と非常に悪い13）．厚生労働省
医政局指導課が 2010 年に院内感染サーベイランス実
施マニュアルを提示している．薬剤耐性菌としては
MRSA，VRE，MDRP など，耐性遺伝子としては器質
拡大型 bラクタマーゼやニューデリ・メタロ bラク
タマーゼなどである14）．

4-3　インフルエンザ感染症

透析患者のインフルエンザ感染に関しては，安藤が
2009～2010 年に流行したインフルエンザ A（H1N1）
の透析患者における感染の状況を報告している．それ
によると，新型インフルエンザによる入院患者は
17,646 名あり，そのうち腎疾患患者は 276 名であった．
死亡例は 202 例であったが，慢性腎不全が 9 例（4.48

％）あり，そのうち 3 例（1.52％）が透析患者であっ
た．その後の 2010～2011 年の透析患者の死亡例は不
明であるが，東京都多摩地区の調査では罹患率は減少
していた．インフルエンザウイルス肺炎には，非常に
予後が悪い原発性インフルエンザウイルス肺炎と，重

表 5　摂食・嚥下チームとその役割

1. 医師
　　 ● 全身状態や栄養状態の管理
　　 ● 検査・訓練の計画立案
　　 ● チームアプローチのまとめ役
2. 看護スタッフ
　（1）　看護師
　　 ● 全身状態や栄養状態のチェック
　　 ● 経管栄養・点滴の管理，吸引，口腔ケア
　　 ● 食事介助，摂食訓練
　　 ● 家族指導，退院準備
　（2）　介護士
　　 ● 食事介助
3. リハビリテーションスタッフ
　（1）　言語聴覚士（speech therapist;  ST）
　　 ● 口腔・咽喉頭器官の機能改善
　　 ● 基礎訓練，摂食訓練
　　 ● 認知面の評価，訓練
　（2）　理学療法士（physical therapist;  PT）
　　 ● 関節可動域や頸部・体幹機能の改善
　　 ● 呼吸訓練，肺理学療法
　（3）　作業療法士（occupational therapist;  OT）
　　 ● 摂食動作の訓練（上肢機能訓練，利き手交換）
　　 ● 自助具の選択，使用法の指導
　　 ● 認知面の評価，訓練

4. 歯科
　（1）　歯科医師
　　 ● 齲歯や歯周病の治療
　　 ● 義歯の調整
　（2）　歯科衛生士
　　 ● 口腔粘膜や残存歯・歯肉のケア・マッサージ
　　 ● 義歯の適合チェック
　　 ● 患者・家族，他職種への指導
5. 管理栄養士，栄養士
　　 ● 嚥下食の提供
　　 ● 家族指導，調理実習，自宅を訪問しての指導
　　 ● 嚥下造影検査時の模擬食品の作製
6. 放射線科
　　 ● 被曝を必要最小限にとどめながら，嚥下造影

検査を行う
7. 医療ソーシャルワーカー（medical social worker;  

MSW）
　　 ● 介護力，経済的問題などの把握
　　 ● 社会資源の紹介

（文献 10 より）



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013378

篤になることがある二次的細菌性肺炎と細菌同時感染
肺炎がある15）．インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワ
クチンの両方の接種が，透析患者の死亡率を減少させ
るとの報告がある16）．

昨年，新たに新型インフルエンザ N7H9 の感染者お
よび死亡者が中国と台湾で発生している．今のところ
人から人への感染は確認されていないが，今後 H1N1

感染のような流行が危惧される．

4-4　結核症

我が国における結核罹患率は，疫学情報センターの
報告では，先進国の中でも非常に高い17）．新規登録結
核患者の年齢分布は 70 歳以上で多くなっており，特
に 80 歳以上で多く，90 歳以上が近年増加している18）．
結核を発症するリスクが高い，あるいは発症して重症
化するリスクが高い者をハイリスクグループとしてい
る．その中に人工透析患者が含まれている．結核発症
率は高くないが，もし発病すれば若年者や抵抗力が弱
い者に結核を感染させる恐れが高い者をデンジャラス
グループとし，そこには，医療保健施設職員が含まれ
ている19）．

我が国の結核集団発生事故の調査では 2011 年は 60

件近くあり，その 1/4 は医療機関であった（図 3）18）．
本院でも珪肺患者に胃液検査で Gaffky6 号が判明し，
暴露されたと思われる透析患者およびスタッフの胸写
では陰影がなかったが，スタッフの中にクオンテイフ

ェロン陽性が 1 名おり，胸部 CT で結核を思わせる陰
影があり治療を行った．最近は INH とリファンピシ
ンに耐性の多剤耐性結核で，かつ主要 2 次結核薬 6 剤
中 3 剤以上に耐性を示す超多剤耐性結核が問題となっ
ている．また，結核菌に感染後 2～12 週以内に免疫反
応により結核菌の分裂が抑制され，結核感染の免疫検
査が陽性となるが無症状で非感染性である潜在性結核
感染症が注目されている．

4-5　HCV 感染症

透析患者の肝炎ウイルスでは，B 型肝炎ウイルス陽
性者は減少し，C 型肝炎ウイルス抗体陽性者も院内感
染予防マニュアルの遵守やエリスロポエチン，ヘパリ
ンのシリンジ化で減少してきた．しかしながら，先進
国の中ではまだ高率である20）．特に高齢になるにした
がい陽性者が増加している21）．C 型肝炎の自然経過は
慢性肝炎から肝線維化が進行し，血小板低下にしたが
い肝硬変に進展し，肝癌を発症する22）．肝炎ウイルス
陽性透析患者の生命予後は，非感染者に比し C 型肝
炎ウイルス抗体陽性者は悪く，B 型肝炎ウイルス陽性
者はさらに悪い23）．

日本透析医学会より透析患者の C 型ウイルス肝炎
治療ガイドラインが作成された24）．

4-6　HIV 感染症

厚生労働省エイズ動向委員会によると，日本におい

図 3　わが国の結核集団感染事例数の推移
　1993 年に全国調査が始まって以来 2000 年まで，わが国の結核集団感染事例数は増加傾
向にあったが，その後増減を繰り返し，最近はやや減少傾向にあったが，2011 年はやや
増加している．（厚生労働省結核感染症課資料に基づいて作成）

（文献 18 より）
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ても HIV 感染者および AIDS 患者は毎年増加してい
る．HIV 感染および AIDS は腎不全の発症要因であり，
透析患者の中に HIV 陽性および AIDS 患者が増加し
ていることが予測されている．したがって，日本透析
医学会から HIV 感染患者透析医療ガイドラインが作
成された25）．

おわりに

日本の透析医療は，透析患者が種々の合併症を有し
て高齢化しており，なかでも感染症死が増加している．
特に誤嚥性肺炎による肺炎，および CV カテーテルや
ASO による敗血症の増加が重要である．耐性菌の問
題，新型インフルエンザなどの新興感染症，先進国の
中で依然として多い結核症や高い HCV 抗体陽性，増
加が予測される HIV 感染者など多くの課題があり，
その対策が望まれる．
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要　旨

腎臓リハビリテーション（以下，腎臓リハ）は，腎
疾患や透析医療に基づく身体的・精神的影響を軽減さ
せ，症状を調整し，生命予後を改善し，心理社会的な
らびに職業的な状況を改善することを目的として，運
動療法，食事療法と水分管理，薬物療法，教育，精神・
心理的サポートなどを行う，長期にわたる包括的なプ
ログラムによるリハである．本稿では，運動療法を中
核とする腎臓リハの実際と効果を述べる．「日本腎臓
リハビリテーション学会」も設立され，腎臓リハの普
及と発展に貢献することを期待したい．

はじめに

わが国の慢性透析患者数は 30 万人を突破し，国民
400 人に 1 人の割合にまで高まった‡1）．わが国の透析
医療の水準は世界一であり，急激な糖尿病性腎症患者
の増加にもかかわらず，2010 年導入患者の 1 年生存
率は 87.7％ と以前に比べて明らかな改善がみられる．
また，5 年生存率は 60.3％，10 年生存率は 36.2％ で
あり，最長 43 年以上の生存例など長期延命にも成功
している‡1）．

一方，超高齢社会を反映して，透析患者も年々高齢
化している．2011 年末の透析人口全体の平均年齢は
66.5 歳，2011 年新規導入透析患者の平均年齢は 67.8

歳である．透析導入患者を年齢層でみてみると，男女
とも 75～79 歳が最も多い‡1）．本稿では，透析患者を

はじめとする CKD 患者における腎臓リハビリテーシ
ョン（以下，腎臓リハ）について概説する1）．

1　腎臓リハとは

腎臓リハは，腎疾患や透析医療に基づく身体的・精
神的影響を軽減させ，症状を調整し，生命予後を改善
し，心理社会的ならびに職業的な状況を改善すること
を目的として，運動療法，食事療法と水分管理，薬物
療法，教育，精神・心理的サポートなどを行う，長期
にわたる包括的なプログラムである1, 2）．言い換えれ
ば，腎臓リハは腎臓障害者に対して行う新たな内部障
害リハであり，運動療法，薬物療法，栄養療法，教育，
精神的ケアなどを要素とする包括的リハの一つであ
る3）．

2　透析患者の日常生活活動と運動耐容能

透析患者では，腎性貧血，MIA 症候群，骨格筋減
少・筋力低下，骨格筋機能異常，運動耐容能低下，易
疲労，活動量減少，生活の質（QOL）低下などが認
められる．さらに，透析合併症や超高齢化に伴う併存
疾患や透析合併症による重複障害により安静を保つこ
とで，運動耐容能はさらに低下し，廃用症候群に陥っ
てしまう．

実際，透析患者の運動耐容能は心不全患者や慢性閉
塞性肺疾患（COPD）患者のものと同レベルまで低下
している4）．一方，透析患者の日常生活活動（ADL）
に関しての調査によると，300 m 歩行に介助を要する

透析医療における Current Topics 2013（東京開催）
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割合は 4.9％，入浴で 3.2％，着替えで 1.8％，排便で
1.1％ と，脳卒中患者の場合などに比較して介助を要
する割合は少ない5）．透析患者で運動耐容能の低下が
あるにもかかわらず ADL が比較的保たれている要因
として，決して楽に動作を遂行しているわけではなく，
ADL 動作を不完全・不十分ながらも創意工夫して
各々の方法で代償させ，なんとか自立させているため
と考えられる．この現象は，心不全や COPD など内
部障害患者に共通にみられるものである．

3　透析患者に対する腎臓リハ

運動耐容能は健常者や各種疾患患者の生命予後と密
接に関係している．これは透析患者でも例外ではない．
すなわち，運動耐容能の低い透析患者や運動をしない
透析患者では生命予後が悪く6），透析患者が運動を行
わないことは低栄養や左室肥大と同程度に生命予後に
マイナスに影響することが指摘されている6）．

一方，腎臓リハの中核である運動療法は，透析患者
に対して運動耐容能改善，MIA 症候群改善，蛋白質
異化抑制，QOL 改善などをもたらすことが明らかに
されている（表 1）1）．透析患者の心血管疾患に対する
K/DOQI 臨床ガイドライン 2005 年版には，「医療関
係者は透析患者の運動機能評価と運動の奨励を積極的

表 1　腎不全透析患者における運動療法の効果

1. 最大酸素摂取量の増加
2. 左心室収縮能の亢進（安静時・運動時）
3. 心臓副交感神経系の活性化
4. 心臓交感神経過緊張の改善
5. MIA（低栄養・炎症・動脈硬化複合）症候群の改善
6. 貧血の改善
7. 睡眠の質の改善
8. 不安・うつ・QOL の改善
9. ADL の改善
10. 前腕静脈サイズの増加（特に等張性運動による）
11. 透析効率の改善
12. 死亡率の低下

（文献 1 より引用）

表 2　透析患者の心血管疾患に対する K/DOQI 臨床ガイドライン

14.1 全ての透析患者には，禁煙のカウンセリングおよび奨励を定期的に実施すべきである（A）．喫煙専門
家への紹介が推奨される（C）．

14.1.a 運動能力が乏しい抑うつ状態にある患者では，禁煙を奨励する場合に特に注意を要する（C）．
14.2 全ての透析患者には，腎臓病・透析部門のスタッフが定期的にカウンセリングを実施して，その運動

レベルを引き上げるように奨励すべきである（B）．
14.2.a 透析患者の運動にとくに問題となる点を特定し，患者を適当な部門（理学療法や心臓リハビリテーシ

ョン部門）に紹介して，患者が運動処方を守れるようにする必要がある．このような問題点には，整
形外科的/筋骨格系の可動制限，心血管系さらには動機づけの問題がある（C）．

14.3 運動機能の測定：
14.3.a 運動機能の評価および運動プログラムの再評価を少なくとも 6 カ月ごとに実施すべきである（C）．
14.3.b 運動機能は運動能力検査や質問紙検査（SF-36 など）で測定することができる（C）．
14.3.c 運動の実行を妨げる可能性がある条件を各患者で評価する（C）．
14.4 運動に関する勧告：
14.4.a 多くの透析患者は体力が非常に低下しているため，推奨された運動レベルを受け入れられるように体

力と持久力を高めるには，理学療法部門への紹介が必要なことがある．
14.4.a.i 心臓リハビリテーションに適格な患者は，その専門家に紹介する必要がある（C）．
14.4.a.ii 運動の目標として，毎日でなくとも週の大部分で，強度が中程度の心血管運動を 1 日 30 分間実施すべ

きである．現在，運動を積極的にしていない患者では，非常に低レベルで短い運動から始め，徐々に
この勧告レベルまで引き上げる必要がある（C）．

14.4.b. フォローアップ：
14.4.b.i 患者の運動機能の評価および運動の奨励は，通常の患者ケアプランの一部とすべきである．定期的な

再検討では，運動レベルおよび運動機能の変化の評価を含めなければならない（C）．
14.5 透析患者の抑うつ，不安および攻撃性敵意を発見して治療すべきである（B）．
14.5.a 透析ソーシャルワーカーが，透析開始時と以後は少なくとも年に 2 回，全ての透析患者に面接を実施し，

抑うつ，不安および攻撃性敵意の存在にとくに注意して，患者の精神状態を評価する必要がある（C）．
14.5.b 透析患者に抑うつ，不安および攻撃性敵意が存在する場合には，そのような精神状態を治療しなけれ

ばならない（C）．

A：行うよう強く勧められる
B：行うよう勧められる
C：行うよう勧められるだけの根拠が明確でない
D：行わないよう勧められる

（文献 7 から抜粋）
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に行う必要がある」と明記してある（表 2）7）．すなわ
ち，腎臓リハ，なかでも運動療法の必要性に関しては，
従来のリハ医学や腎臓病・透析医学の教科書にはほと
んど触れられることがなかったが，今後は重要視され
ていくものと期待される．

透析患者に対する運動療法の標準的なメニューは，
非透析日に週 3～4 回，1 回に 30～60 分の歩行やエル
ゴメータなどの中強度（最大の 60％ 未満）有酸素運
動が中心となる．低強度の筋力増強訓練を加える場合
もある．通常は運動施設か自宅で行う．また，運動前
後のストレッチング，関節可動域維持訓練，筋力増強
訓練を追加することが望ましい1, 4, 8, 9）．

DOPPS 研究では，
①　定期的な運動習慣のある透析患者は，非運動患

者に比較して明らかに生命予後が良いこと
②　週当たりの運動回数が多いほど生命予後が良い

こと
③　定期的な運動習慣をもつ透析患者の割合が多い

施設ほど，施設当たりの患者死亡率が低いこと
が明らかにされている（図 1）10）．

最近は，透析の最中に下肢エルゴメータなどの運動
療法を行う施設も増加してきた．透析中に運動療法を
行う場合は，低血圧反応を避けるために，その運動は
治療の前半中に試みられるべきである9）．透析中に運
動を行うと，蛋白同化が促進され，またリンなどの老
廃物の透析除去効率が高まり，1 回の透析時間を 4 時
間から 5 時間にしたのと同程度の効果があるとされ

る11）．また，週 3 回の透析のさいに運動療法を行って
しまうことで，透析以外の時間帯に改めて長い運動時
間を設定しなくてよい．退屈な透析時間をどう過ごす
か悩んでいる透析患者にとっては，非常な朗報である
といえよう3）．

4　保存期 CKD 患者に対する腎臓リハ

最近では，透析には至らない CKD 患者においても，
適度な運動が腎機能には悪影響を及ぼさずに，むしろ
運動耐容能や QOL の向上，糖・脂質代謝の改善など
のメリットをもたらす可能性があるという報告があり，
活動を過度に制限すべきではないことが示唆されてい
る．

日本腎臓学会の「エビデンスに基づく CKD 診療ガ
イドライン 2009」では，「CKD 患者における運動は，
尿蛋白や腎機能障害を悪化させるという懸念から推奨
してきた運動制限に臨床的な根拠はなく，CKD 患者
においても，身体活動の低下は心血管疾患による死亡
のリスクであり，運動疲労を起こさない程度の運動

（5 METs 前後）が安定した CKD を悪化させるという
根拠はなく，合併症などの身体状況が許す限り，定期
的施行が推奨される」とされている‡2）．一方，米国ス
ポーツ医学会（American College of Sports Medicine;  

ACSM）の慢性腎疾患患者のための運動勧告では，
CKD 患者の運動処方の考え方としては，一般向けの
勧告をもとに，初期の運動強度を軽度強度（酸素摂取
予備能の 40％ 未満）から中等度強度（酸素摂取予備

図 1　1 施設当たりの定期運動習慣透析患者の割合と患者死亡率の関係
HR：ハザード比，横軸：1 施設当たりの週 1 回以上の定期運動習慣透析患者の割合（補正
後）．●：患者の特性で補正，▲：患者の特性と臨床ガイドラインの施設での達成率で補正．

（文献 10 より引用）

HR（95％ Cl）
1.50

0.50

1.00

0.75

＜37.7％ 51.8―62.2％ ＞62.2％37.7―51.8％

（Ref）

Adjusted percentage of patients in a facility who
exercised regularly

HR＝0.92（0.89-0.94）for an additional 10％ of facility regular exercisers

● Model A : Adjusted for patient characteristics

▲ Model B : Adjusted for patient characteristics & facility 
　achievement of clinical guidelines 
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能の 40～60％）とし，そして患者の運動耐容能に基
づいて時間をかけて徐々に進行させていくように修正
すべきであるというものとされている9）．また，安定
した CKD 患者であれば，レジスタンス運動は健康の
ために重要であるとされている9）．

5　包括的腎臓リハの重要性

運動障害を有する CKD 患者では，栄養治療として
工夫された食事を摂取しても，摂取した蛋白質やアミ
ノ酸は筋蛋白の合成には利用されにくい．筋蛋白合成
の最大の刺激因子は運動であり，これがなければ筋蛋
白としてではなく体脂肪として蓄積され，窒素は尿素
に分解されてしまう．筋肉量や運動耐容能の低い患者
ほど生命予後が不良であるが，CKD 患者に栄養治療
を行うさいには，適切な運動量を確保することがきわ
めて重要である12）．

運動療法はさまざまな好ましい身体効果をもたらす
ことはすでに述べたとおりである．しかし，水分，塩
分，蛋白質制限などの栄養療法（食事療法），降圧薬
などの薬物療法，生活指導，精神的ケアなどの要素も
重要である．このことは，同じ内部障害に分類される
心臓機能障害や呼吸器機能障害のリハでも同様である．
すなわち運動療法は，きちんとした薬物療法・食事療
法・患者教育（自己管理や病状悪化の予防と治療に関
する教育）・精神的ケアなどをセットにしたメニュー
として行われることでその威力が倍増するわけであ
る12）．

今後はリハの効果をさらに上げるためのメニュー作
成が重要である．メニュー作成にさいしては，患者の
生活習慣の行動変容を促す，すなわちアドヒアランス
を高めるように，患者の自己管理能力に合わせて作成
される必要がある．すなわち，メニューは，患者の状
態や環境などを考慮した無理のない現実的なものでな
ければならない．

おわりに

医療者・患者双方の腎臓リハの必要性や有効性に対
する理解は十分ではない．また，科学的かつ合理的な
リハメニューの開発などの研究も必要である．これま
での医療は平均余命の延長，言い換えれば “adding 

years to life”（生命予後の改善）を主目的に発展して
きた．また，障害をもたらす疾患にかからないように

注意することで無障害健康余命の延長も目指してきた．
一方，リハ医療は，障害をもたらす疾患で生じた機能
障害，能力低下，社会的不利のそれぞれに対する評価
と介入を通じて，可能な限り障害を克服したり軽減し
たりすること，言い換えれば “adding life to years”（生
活機能予後や QOL の改善）を主目的に発展してきた．
しかし，腎臓リハに取り組むことにより透析患者をは
じめとする腎臓機能障害者の “adding years to life and 

life to years” を達成できるわけである2, 13）．2011 年に
腎臓リハの一層の普及・発展を目的として，職種を超
えた学術団体である「日本腎臓リハビリテーション学
会」が設立された2, 14）, ‡3）．今後の腎臓リハの普及・発
展が大いに期待される．
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要　旨

悪性腫瘍の罹患率は増加の一途を辿っており，わが
国の死因の第 1 位である．透析患者においても，悪性
腫瘍の合併は決して稀なことではない．外科的手術，
放射線治療ができる場合はよいが，血液悪性腫瘍や，
再発・進行の固形がんの場合には，化学療法の適応と
なる．透析患者の場合は使用できる抗がん剤に制限が
あり，使用できてもその調整が非常に困難である．一
方，最近の医療の進歩によって，標的器官にのみ狙い
撃ちできる分子標的薬や抗体医薬が開発され，臨床応
用されている．

はじめに

わが国の死因の第 1 位は悪性腫瘍である．そして，
その発生数，死亡数ともに増加の一途を辿っている．
一方で新規透析導入患者数は，この数年減少傾向にあ
る．しかし，それでも全透析患者数は増加傾向にあり，
約 30 万人が維持透析をうけている．特に，透析患者
は，細胞性免疫が低下していることが原因で，悪性腫
瘍を合併しやすいことが報告されている1）．

我々臨床医が直面する問題の一つとして，慢性腎不
全患者に悪性腫瘍を合併した場合，どういった治療戦
略をとればよいのだろうかということがある．

1　外科的治療と放射線治療

悪性腫瘍の治療戦略として，大きく外科的治療，放

射線療法，化学療法がある．
外科的治療，つまり手術は主に胃がん，大腸がん，

乳がん，肺がんなど，固形がんの比較的早期診断時に
選択される．一部の姑息的治療を除いて，根治目的で
治療を選択されることが多い．転移があり，進行度が
高い症例は手術以外の治療選択となる．また上咽頭な
ど機能的，解剖学的にメスを入れることが難しい部位
も外科的治療の適応とならない．外科的手術はその種
類によるが，全身麻酔に伴う薬剤調整が難航する可能
性があるが，手術自体にはそれほど影響はないと思わ
れる．

放射線療法は局所療法であり，透析患者でも比較的
安全に受けられる．化学療法に関しては，経口薬であ
れ，点滴薬であれ，全身療法となるため，腎不全患者
に対する投薬には慎重になる必要がある．

2　化学療法

近年，抗がん剤の開発は日進月歩で進化しており，
悪性腫瘍に対する効果も大きく期待できるようになっ
た．また従来型の化学療法だけでなく，抗体医薬や分
子標的薬なども数多く開発され，悪性腫瘍患者の福音
となっている．

なかでも血液疾患に対する化学療法は，きちんと治
療すれば治癒する可能性もあるため，腎不全患者であ
ってもなるべく dose intensity を下げずに治療するこ
とが望ましい．しかし，薬剤によっては，透析患者に
は投与できないものもあり，投与できても多くの薬剤
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透析患者における悪性腫瘍に対する治療戦略

明星智洋　
江戸川病院腫瘍血液内科

key words：悪性腫瘍，化学療法，分子標的薬，がん薬物療法専門医，骨髄抑制

The strategy of the malignant tumor in a dialysis patient
Department of Oncology & Hematology, Edogawa Hospital
Tomohiro Myojo



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013386

は減量が必要となる．

3　従来の抗がん剤

1940 年代に nitrogen mustards が使用されたのが抗
がん剤の歴史の始まりで，その後，メトトレキサート，
ビンクリスチンなどが開発されてきた．現在までに数
多くの抗がん剤が開発され，機序もそれぞれ異なるた
め，副作用や投与法も多種多様である．

しかし，多くの抗がん剤に共通することとして，決
してがん細胞だけを攻撃するのではなく，その他の正
常な細胞，臓器にもダメージがかかってしまう点があ
げられる．そのため，多くの抗がん剤で，嘔気，嘔吐，
便秘，下痢，口内炎，脱毛，末梢神経障害，骨髄抑制
などの副作用がおこる（表 1）．がんの種類によって
は，複数の抗がん剤を組み合わせて投薬することもあ
り，副作用の頻度は増え，程度も重篤となりやすい．

4　分子標的薬

従来の「がん細胞も正常細胞も攻撃するような抗が
ん剤治療」から「がん細胞にだけターゲットを絞った
治療」として抗体医薬や分子標的薬が登場した（表 2）．
たとえば，悪性リンパ腫の治療薬であるリツキシマブ
は，B リンパ球の表面に発現する CD 20 に対するモノ
クローナル抗体であり，同部位に結合し，リンパ腫細
胞を攻撃する．乳がんの治療薬であるトラスツズマブ

は，がん細胞に発現する HER 2 蛋白に特異的に結合
し，がん細胞の増殖を阻止する．大腸がん，肺がん，
乳がんの治療薬であるベバシズマブは，血管新生阻害
薬であり，がん細胞に栄養を供給する血管の新生を阻
害し，いわゆる兵糧攻めで抗腫瘍効果を発揮する．そ
の他にも多くの抗体医薬，分子標的薬が開発され，臨
床現場で使用されている．

これらの薬剤は，がん細胞のみをターゲットにして
おり，正常細胞への影響は従来の抗がん剤に比較して
少ないため，副作用が最小限にとどまる．そのため，
実臨床では，従来の抗がん剤と併用することが多く，
その結果，治療効果の向上につながっている．ただし，
前述のリツキシマブは，CD 20 が発現している悪性リ
ンパ腫でないと無効であるし，トラスツズマブは
HER 2 が過剰発現していなければ，やはり無効である．
言い換えれば，同じ癌腫でも患者ごとに使用できる薬
剤が異なってくるということである．それぞれの患者
にとって最も効果的な治療を行うことができる，いわ
ばパーソナライズドセラピーが可能となった．また従
来の抗がん剤では起きなかったような皮膚障害，間質
性肺炎などの副作用を合併することがあり，その使用
には十分な注意を払い，管理体制が行き届いた施設で，
化学療法に精通した医師が行うことが望ましい．

5　がん薬物療法専門医

固形がんの化学療法は，今までは主に外科医が行っ
ていた．しかし，様々な分子標的薬が登場し，従来の
化学療法と併用されるようになった現在，その治療法
は多岐にわたるようになってきた．前述のように，そ
のがん細胞の特性によって使用できる薬剤も異なるパ
ーソナライズドセラピーを行うことができ，適切な有
害事象管理ができる専門家の育成が必要となった．

表 1　抗がん剤の副作用

● 吐き気，嘔吐
● 脱毛
● 口内炎
● 下痢
● 末梢神経障害（しびれ）
● 倦怠感
● 血球減少

表 2　代表的な分子標的薬

一般名 標　的 適　　応 副作用

リツキシマブ CD 20 悪性リンパ腫 アレルギー
トラスツズマブ HER 2 乳がん，胃がん 心毒性
ベバシズマブ VEGF 大腸がん，肺がん，乳がん 血栓，高血圧
セツキシマブ EGFR 大腸がん，頭頚部がん 皮疹
イマチニブ Bcr-Abl 慢性骨髄性白血病 浮腫
ゲフィチニブ EGFR 肺がん 間質性肺炎
ボルテゾミブ プロテアソーム 多発性骨髄腫 間質性肺炎，ざ瘡
ソラフェニブ VEGF，PDGF 他 腎細胞がん，肝細胞がん 手足症候群
スニチニブ VEGF，PDGF 他 腎細胞がん 手足症候群，肝障害
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そこで日本臨床腫瘍学会は，抗がん剤治療のスペシ
ャリストとして，がん薬物療法専門医制度を制定した．
認定研修施設で研修し，5 年以上がん診療に携わって
いることが条件で，各領域のがん腫を横断的に診療で
きることが求められている．呼吸器，消化器，乳腺，
血液悪性腫瘍を必須領域とし，肉腫や原発不明がんに
いたるまで幅広い経験と知識が必要とされる．2006 年
に第 1 回認定が行われ，現在まで 867 名が専門医とし
て認定されている‡1）．透析患者の化学療法は，透析
医とがん薬物療法専門医が連携をとりながら施行する
ことが望ましい．

理想的がん医療は，患者を中心とし，透析医，外科
医，放射線治療医，腫瘍内科医，緩和ケア医とが連携
をとり，最適なチーム医療を行っていくことである

（図 1）．

6　抗がん剤の腎毒性

実際の現場では，抗がん剤の減量の具体的な記載が
ないことが多いのも現状である．抗がん剤は腎毒性が
あるものや腎排泄のものも多く存在し，そのような薬
剤を通常量で投与すると重篤な副作用が発現する可能
性が高い（表 3）．そのため，抗がん剤投与時には少
量から投与し，有害事象を確認しながら徐々に増量し
ていく必要がある．なかには腎障害時にも用量調整の
不要な抗がん剤もあるため，そのがん腫に合わせて化
学療法を選択していく（表 4）2）．

パラプラチンのような薬剤では，血中濃度-時間曲線
下面積（area under the blood concentration-time curve;  

AUC）を用いて，腎障害時の容量設定が明確になって
いるものもある3）．またメトトレキサートのように薬
剤の血中濃度をモニタリングできるものもある．その

結果，血中濃度が高値であれば，ロイコボリンによる
レスキューを行って有害事象を軽減することもでき
る4）．

当院では，透析患者に進行期大腸がんを合併した 2

例に対して，標準療法である FOLFOX 療法を施行し
た．そのさいにプラチナ製剤であるオキサリプラチン
の血中濃度をモニタリングしながら，徐々に薬剤を増
量する手法をとった．結果，重篤な有害事象を合併す
ることなく，治療継続可能であった．オキサリプラチ
ンを投与後，血中濃度は上昇し，その後，透析によっ
ていったん除去されるが，約 2 日後に蛋白と結合して
いたオキサリプラチンが遊離し，血中濃度が再上昇す
る 2 峰性となることが判明した．

腎不全に使える数少ない抗がん剤を適切に投与でき
るか否かは，臨床医の手腕の見せ所かもしれない．

7　検査データの注意点

腎不全患者では，腫瘍マーカーのモニタリングに注
意しなければならないものも存在する．腺がんの腫瘍
マーカーである CEA や CA 19-9 は健常人よりもやや
高くなることが報告されており5），カットオフ値に注
意をする必要がある．

また真菌感染症の重要なマーカーである bD グルカ
ンも，腎不全患者では高値になることが知られてお
り6），モニタリングには注意を要する．そのほか，ア
ルブミン製剤やグロブリン製剤，健康食品のアガリク
ス，抗がん剤のレンチナンでも bD グルカンが上昇す
ることが知られている．そのため bD グルカンが上昇

図 1　透析患者の理想的がん医療

腫瘍内科
（薬物療法）

外科
（手術）

放射線科
（放射線治療）

患　者

透析医

緩和医療
表 3　腎障害のある患者に禁忌の抗がん剤

● イダマイシン
● イホスファミド
● カペシタビン
● シスプラチン
● TS 1

● トレチノイン
● フルダラビン
● メトトレキサート
● ブレオマイシン

表４　腎障害時に減量の必要性が低い
　　　　抗がん剤

● ダウノルビシン
● エピルビシン
● ドセタキセル
● パクリタキセル
● ビンクリスチン
● ビンブラスチン
● ビンデシン

● ビノレルビン
● ゲムシタビン
● フルオロウラシル
● メルカプトプリン
● イリノテカン
● イマチニブ
● トラスツズマブ
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していてもすぐに真菌感染症と決めつけず，各種培養
検査，CT 検査などを施行し，総合的に判断する必要
がある．

8　ハイドレーション

抗がん剤の種類によっては，投与された抗がん剤を
血中からクリアランスするために 1 日 1～3 L 程度の
十分な補液，飲水を行い，十分な尿量を確保するいわ
ゆるハイドレーションが必要となるものがあるが，透
析患者では尿量確保が難しい．そのため，ハイドレー
ションが必要な薬剤は選択しづらいが，それ以外に選
択肢がない場合は，透析のタイミングを工夫する必要
がある．

9　骨髄抑制

抗がん剤の代表的な副作用として骨髄抑制がある．
具体的には赤血球減少，血小板減少，白血球減少であ
る．

腎不全患者では，エリスロポエチンの低下により
元々貧血傾向であるため，骨髄抑制によりさらに貧血
が進行するリスクがある．その場合はエリスロポエチ
ン製剤を投与しつつ，適宜赤血球輸血を行っていく．
重度の血小板減少では，透析時の穿刺部の出血，体外
循環による抗凝固薬使用による出血のリスクも高くな
る．出血傾向がない場合は血小板数が 1 万未満となら
ないように，出血傾向がある場合は 3 万未満とならな
いように輸血のプランニングをする必要がある7）．白
血球減少，好中球減少もしばしば合併する有害事象で
ある．好中球が 500 未満の場合は重篤な感染症を併発
するリスクが高くなるため，顆粒球コロニー刺激因子

（granulocyte-colony stimulating factor;  G-CSF）の投与，
次回からの抗がん剤投与量の減量などを検討する8）．

また透析室でも可能なら個室管理にするなど工夫が
必要である．それでも感染症を合併した場合は，抗菌
薬の投与を行う．その場合は，投与する抗菌薬の投与
量，投与方法にも細心の注意が必要となる．

10　抗菌薬

バンコマイシンなど一部の抗菌薬には薬物治療モニ
タリング（therapeutic drug monitoring;  TDM）が可
能なものもあるが，その他の多くの抗菌薬は TDM が
困難である．薬物動態学/薬力学（pharmacokinetics/

pharmacodynamics;  PK/PD）を考えた投与設計もき
わめて重要かつ有効であると思われる．抗菌薬の種類
についても，好中球減少期に多い感染症の特徴，およ
び透析患者に多い感染症の特徴を把握して，適切な抗
菌薬投与を設計しなければならない．

おわりに

以上のように，腎不全患者に対する抗がん剤投与は，
臨床医にとって，膨大な知識と豊富な経験と多大な労
力を要する．少し間違えれば重篤な副作用を合併し，
患者を苦しめ，さらには寿命を縮めてしまう可能性も
ある．そのため，治療導入にあたっては，そのリスク
とベネフィット，患者背景などをきちんと把握し，本
人，家族にきちんとインフォームドコンセントをとっ
たうえで行う必要がある．

透析患者における悪性腫瘍の治療のデータはきわめ
て少なく，未だ標準療法が確立していない．そのため，
今後多くの症例の蓄積，報告，共有が必要である．
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要　旨

近年，二次性副甲状腺機能亢進症を取り巻く環境は
大きな変化を遂げてきている．慢性腎臓病に伴う骨・
ミネラル代謝異常という疾患概念のもと，二次性副甲
状腺機能亢進症はその主要病態にあげられ，カルシウ
ム感知受容体やビタミン D 受容体の発現・機能異常
が病態に深く関与している．リン代謝調節因子である，
FGF 23（fibroblast growth factor-23）の関与も注目さ
れている．診療ガイドラインも発表され，リン吸着薬，
活性型ビタミン D 製剤，シナカルセトによる管理と
ともに，新規治療薬の開発も進んでいる．

はじめに

この 10 数年間で，我が国における二次性副甲状腺
機能亢進症（secondary hyerparathyroidism;  SHPT）
を取り巻く環境は大きく変化した．まず，2006 年に
世界中の専門家により組織された KDIGO（kidney dis-

ease improving global outcomes）から，慢性腎臓病に
伴う骨・ミネラル代謝異常（CKD-MBD）という疾患
概念が提唱され，SHPT はこの疾患概念の主要な病態
に位置づけられた．病態では，Ca 感知受容体（calci-

um sensing receptor;  CaR）やビタミン D 受容体（vita-

min D receptor;  VDR）の発現や機能の異常に加えて，
FGF 23（fibroblast growth factor-23）の関与が指摘さ
れるようになった．治療では，2008 年にシナカルセ

トが臨床応用可能となり，SHPT の内科的管理に有力
なツールが加わった．診療では，2006 年に日本透析
医学会より発表された「透析患者における二次性副甲
状腺機能亢進症治療ガイドライン」が，2012 年に「慢
性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常診療ガイドライ
ン」として改定され，今日の SHPT 診療に役立てられ
ている．

本稿では，SHPT の近年注目されつつある病態メカ
ニズムや，その管理について概説する．

1　二次性副甲状腺機能亢進症の発症機序

副甲状腺ホルモン（PTH）分泌促進と副甲状腺細胞
増 殖 を 主 徴 と し た 二 次 性 副 甲 状 腺 機 能 亢 進 症

（SHPT）の古典的な病因は，腎機能低下にともなう，
①リン（P）貯留，②低カルシウム（Ca）血症，③腎
での 1,25（OH）2D 産生低下である．

低 Ca 血症は，副甲状腺の PTH の合成（遺伝子発
現）・分泌や副甲状腺細胞増殖（過形成）を促進する．
副甲状腺過形成は SHPT の進行とともにびまん性か
ら結節性過形成へと進展する．低 Ca による PTH 遺
伝子発現は転写後修飾により制御されることが示され
ている1）．細胞外 Ca 濃度による PTH 分泌抑制は副甲
状腺細胞表面に発現している Ca 感知受容体（CaR）
を介して発揮される．進行した SHPT では副甲状腺
の CaR 発現が低下しており，この発現低下が副甲状
腺の細胞外 Ca 濃度に対する反応性の減弱や，PTH 分

透析医療における Current Topics 2013（東京開催）
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泌能の促進に深く関与している．また CaR の発現低
下は副甲状腺細胞増殖に追随するため，細胞増殖に関
連する因子と CaR 発現低下の関連性が示唆されてい
る2）．

活性型ビタミン D3 のカルシトリオールも PTH 遺
伝子の主要な調節因子である3）．薬理学的高濃度のカ
ルシトリオールはビタミン D 受容体（VDR）と複合
体を形成し，PTH 遺伝子のプロモータ領域に存在す
るビタミン D 応答配列に結合することにより転写レ
ベルで PTH 遺伝子発現を抑制する4）．また細胞周期調
節因子である p21 遺伝子にもビタミン D 応答領域

（vitamin D response element;  VDRE）が存在しており，
活性型ビタミン D による副甲状腺細胞増殖抑制には
細胞周期の促進阻害の関与が示されている5）．CaR と
同様に進行した SHPT では副甲状腺 VDR の発現が低
下しており，またカルシトリオールの VDR への親和
性が低下しているために，カルシトリオールの生理活
性が十分に発揮されない6）．

高 P 血症は血中 Ca 濃度を低下させるばかりでなく，
Ca 非依存性に直接 PTH 分泌を刺激することが副甲状
腺細胞を用いた実験により示されている7）が，P の副
甲状腺細胞への作用機序の解明には至っていない．ま
た，近年では後述する P 代謝調節因子の FGF 23 の
SHPT 病態への関与も注目されている（図 1）．

2　FGF 23-FGFR-klotho 系の副甲状腺への作用

FGF 23 は腎機能低下や腸管への P 負荷による体内

への P 貯留傾向に鋭敏に反応し，骨細胞や骨芽細胞
から分泌される．FGF 23 は遠位尿細管に発現してい
る FGF 受容体（FGF receptor 1;  FGFR 1）と klotho の
複合体に結合し，CYP27B1（1a位水酸化酵素）活性
を阻害し，CYP24A1（24 位水酸化酵素）活性を促進
することにより 1,25（OH）2D 産生を抑制すると同時に，
Na/P 共 輸 送 体（NPT）の NPT-2a お よ び NPT-2c の
発現を抑制することにより尿中 P 排泄を促進すること
で尿中への P 排泄を促進する．その一方で，副甲状腺
には FGFR 1 や klotho が発現していることから，副
甲状腺は FGF 23 の標的臓器と考えられている．

正常ラットに FGF 23 を投与すると，血中 Ca 濃度
は変化せずに，血中 1,25（OH）2D と P 濃度が低下する．
FGF 23 は副甲状腺において，mitogen activated pro-

tein kinase（MAPK）で あ る extracellular signal-regu-

lated kinase（ERK）のリン酸化を促進し，MAP キナ
ーゼ阻害薬により，FGF 23 による PTH 抑制が阻害さ
れることから，FGF 23 は MAP キナーゼの活性化を
介して PTH を抑制していると考えられる8）．この際
FGF 23 は，PTH 分泌のみならず PTH 合成も抑制する．
一方，腎不全ラットでは FGF 23 による MAP キナー
ゼの活性化や PTH の抑制が減弱する．これは，副甲
状腺の FGFR 1 や klotho の発現が低下しており，FGF 

23 に対する反応性が低下している（FGF 23 抵抗性）
ためと考えられている9, 10）（図 2）．

SHPT 患者においても，増殖能の高い副甲状腺にお
いて FGFR や klotho の発現が低下していることが報

図 1　SHPT の病態メカニズム
CaR，VDR の異常に加えて，FGF 23-FGFR-klotho 系の関与が示唆されている．

活性型ビタミンD産生障害
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　Dusp（dual-specificity phosphatases）発現上昇
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CaR発現低下
セットポイントの右方シフト

PTH合成・分泌の促進
副甲状腺細胞増殖

CaRの異常 VDRの異常

FGF23-FGFR-klotho 系の関与
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告されている11, 12）．さらに最近では，ERK1/2 を脱リ
ン酸化する Dusp（dual-specificity phophatase）の発現
が細胞増殖のさかんな副甲状腺では上昇しており，
FGF 23 による ERK1/2 の活性化に拮抗することが，
FGF 23 抵抗性に関与していることも報告された13）．
また，抗糸球体基底膜（glomerular basement mem-

brane;  GBM）抗体投与により作成した腎障害モデル
ラットは高 PTH，高 P，高 FGF 23，低 1,25（OH）2D 血
症を呈するが，FGF 23 中和抗体の投与により，PTH

は抑制される．これは，FGF 23 の阻害により，血中
1,25（OH）2D や Ca 濃度が上昇したためと考えられ，
PTH の抑制作用は FGF 23 よりも Ca や 1,25（OH）2D

が優位であることを示唆している14）．
このように FGF 23 が PTH 抑制作用を示す一方で，

PTH 分泌促進を示唆する報告も存在する．FGF 23 ト
ランスジェニックマウスは PTH を上昇させ，FGF 23

ノックアウトマウスは PTH 低値を示す15, 16）．FGF 23

ノックアウトマウスにヒト FGF 23 遺伝子を導入する
と正 Ca およびビタミン D 血症，低 P 血症を示すが，
PTH が上昇することから FGF 23 が PTH 分泌を直接
刺激する可能性も示されている17）．

PTH の FGF 23 への影響も検討されている．腎不全
の進行とともにラットの血中 FGF 23 濃度は上昇する
が，副甲状腺を摘出したラットでは腎不全が進行して
も FGF 23 は上昇しない．また腎不全ラットの副甲状
腺を摘出すると FGF 23 が低下することなどから，
PTH により FGF 23 は上昇すると考えられる18）．さら
にラット骨芽細胞において PTH は FGF 23mRNA 発現
を亢進させ，そのメカニズムには Protain Kinase A や
wnt シグナルが関与しており，PTH の FGF 23 上昇作

用は直接的であることが示唆される18）．
FGF 23 の生理作用発揮のためには，klotho と FGFR

の共受容体への結合が必要と考えられている．一方で，
FGF 23 非依存性の klotho による PTH 分泌制御作用
も示されている．klotho は膜貫通部位近傍で切断され，
N 末端部位が分泌される（分泌型 klotho）．副甲状腺
細胞における細胞外 Ca 濃度の低下による PTH 分泌
にさいして，klotho の分泌ととともに細胞膜へ Na＋/

K＋-ATPase がリクルートされる．反対に高 Ca では細
胞膜の Na＋/K＋-ATPase 発現は抑制される19）．一方で，
正常ラットをエチレングリコールビス四酢酸（ethyl-

ene glycol tetraacetic acid;  EGTA）投与により低 Ca 血
症を引き起こさせたさいに，Na＋/K＋-ATPase 阻害剤
のウアバインを投与しても，PTH 分泌が阻害されな
いことから，急性の低 Ca 刺激に対する PTH 分泌刺激
は Na＋/K＋-ATP ase 非依存性であることも示されてい
る20）．この分泌型 klotho の Na＋/K＋-ATPase を介した
PTH 分泌制御作用の SHPT での役割は今後の重要な
検討課題である．

さらに近年，5/6 部分腎摘ラットを高 P 食で飼育し
た CKD-MBD モデルラットに FGF 23 中和抗体を投与
すると，PTH は低下するが高 Ca，高 P 血症をきたし，
大動脈石灰化により死亡率を上昇させるという，FGF 

23 の生理機能について示唆に富む報告がなされた21）．

3　SHPT の評価と管理

2012 年に日本透析医学会より発表された CKD-MBD

の診療ガイドライン22）における副甲状腺機能管理の指
針では，intact PTH は 60～240 pg/ml（whole PTH で
は 35～150 pg/ml）に管理する，ただし血清 P，Ca 濃

図 2　腎機能正常時と低下時における FGF 23 と PTH の関係

正常

CKD

正常時ではPTHによる FGF 23 上昇作用と FGF 23 による PTH
抑制作用のフィードバック機構が成立している．

CKDでは PTHによる FGF 23 上昇作用は保たれるが，FGF 23
による PTH抑制作用が減弱する（FGF 23 抵抗性）．

PTH FGF 23

PTH FGF 23

ERK1/2
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度の管理は PTH の管理に優先することが望ましい，
と示されている．これは，管理目標値が従来同様に生
命予後の観点から設定されており，管理の重要度は P，
Ca，PTH の順であることが理由となっている．PTH

は通常 3 カ月に 1 回測定することとし，管理目標値か
ら逸脱した場合，治療の変更時や静注活性型ビタミン
D 製剤，シナカルセト，インターベンションを施行中
は，安定するまで月 1 回の測定が推奨されている．

副甲状腺機能の管理を目的とした内科的治療手段に
は，①透析処方や食事療法による P/Ca 代謝管理，②
P 吸着薬，③活性型ビタミン D 製剤，④シナカルセ
トがある．血清 P および Ca 濃度の管理目標値は，血
清 P：3.5～6.0 mg/dl，血清補正 Ca：8.4～10.0 mg/dl

である．血清 P 値が高い場合は十分な透析量の確保
と P 制限の食事指導が基本となる．P 摂取量は蛋白摂
取量と強い相関を示すため，過度の P 制限は栄養状
態の低下をきたし，生命予後を悪化させる．透析での
リン除去量は 1 回あたり約 1,000 mg であり，P 摂取
を通常の半分（500～750 mg/日）に制限しても P 負
荷傾向となることから，適切なカロリー，栄養を摂取
するためには，P 吸着薬が必要となる場合が多く，必
要に応じ P 吸着薬を投与する．
「透析患者における二次性副甲状腺機能亢進症治療

ガイドライン」が発表された 2006 年の時点での使用
可能な P 吸着薬は，Ca 含有 P 吸着薬の炭酸カルシウ
ムもしくは Ca 非含有 P 吸着薬である塩酸セベラマー
のみであったが，今回発表されたガイドラインには炭
酸ランタンの使用も加えられた．さらに，2012 年 6

月より新たな P 吸着薬のリン酸結合性ポリマー（ビ
キサロマー）が登場した．血清 Ca 値は，ビタミン D

不足のため CKD のステージの進行とともに低下傾向
を示すが，活性型ビタミン D や Ca 含有 P 吸着薬の過
量投与による医原性高 Ca 血症に注意する．また透析
液 Ca 濃度の調節も今回のガイドラインには明記され
ている．

現在，本邦で用いられている血液透析液 Ca 濃度は
3 mEq/L，2.75 mEq/L，2.5 mEq/L の 3 種類であるが，
どの透析液 Ca 濃度が透析患者の Ca バランスや骨病
変，骨折，異所性石灰化，生命予後などのアウトカム
に対して有用であるかの明確化には至っていない．血
清 Ca 濃度を管理目標値内に維持できる Ca 濃度の透
析液を選択するのが現状である．

活性型ビタミン D は腸管に作用し，P，Ca の吸収
を促進するとともに，副甲状腺に作用し PTH の合成・
分泌を抑制する．そのため活性型ビタミン D は低 Ca

血症や SHPT の治療に用いられる．現在，本邦で使用
可能な活性型ビタミン D 製剤は，活性型ビタミン D3

であるカルシトリオール，カルシトリオールのプロド
ラッグであるアルファカルシドール，活性型ビタミン
D3 アナログのマキサカルシトールおよびファレカル
シトリオールがある．活性型ビタミン D 製剤には副
甲状腺機能抑制以外にもレニン-アンギオテンシン系
抑制効果や抗炎症作用など多様な生物学的作用（多面
的作用）を有し，透析患者の生命予後改善との関連性
も報告されている23）．そのため，副甲状腺機能抑制の
必要がない症例に対しても積極的な適応があるとする
意見があるが，現行のガイドラインでは P，Ca 対策
が最重要視されており，活性型ビタミン D 製剤の使
用時に P や Ca 濃度が管理目標値を超えた場合には，
減量もしくは中止するのが望ましい．

シナカルセトは，副甲状腺 Ca 受容体にアロステリ
ックに作用し，PTH 分泌を速やかに低下させる PTH

低下薬として 2008 年より本邦でも臨床応用されてい
るが，その大きな特徴のひとつに PTH だけでなく，
血清 Ca，P 濃度を同時に低下させる作用があげられ
る24）．我が国で行われた前向きコホート研究（MBD-

5D 研究）の中間報告でも，シナカルセトは PTH の抑
制のみならず，Ca，P 両者の管理の向上に関連したこ
とが示された25）．このため，高 Ca 血症や高 P 血症を
併発した副甲状腺機能亢進症患者にはよい適応となり，
血管壁を含む異所性石灰化病変に対してミネラル代謝
改善を介した抑制効果が期待されている．

静注用ビタミン D 製剤単独とシナカルセト併用を
比較したランダム化比較試験の ADVANCE 試験では，
ビタミン D 製剤単独治療と比較して，シナカルセト
と低用量ビタミン D 製剤の併用群で，心臓弁や冠動
脈の石灰化の進行が抑制される傾向がみられた26）．約
20,000 人の静注用活性型ビタミン D 製剤治療を受け
ている透析患者を対象とした米国の観察研究では，シ
ナカルセトの併用が総死亡や心血管系疾患による死亡
の減少と有意に関連した27）．欧米 22 カ国，約 3,800

名の透析患者を対象とした，二重盲検プラセボ対象の
ランダム化試験である EVOLVE 試験では，試験期間
4 年間でのシナカルセトの総死亡や非致死性の心血管



CKD-MBD 対策から 393

イベントへの影響について検討されており，ITT（in-

tention to treat）解析ではプラセボとの間に生命予後
の差はみられなかったが，サブ解析ではシナカルセト
が有意に生命予後を改善させた28）．また，透析患者の
骨折は日常生活を大きく制限するが，シナカルセトは
骨密度の減少速度を抑制することや，骨密度を上昇さ
せることなどに加え，骨折のリスク低下と関連するこ
とも示されている29）．

SHPT 関連病態（CKD-MBD）の内科的治療に用い
られる各種薬剤の投与量や投与法について表 1 に示す．

内科的治療に抵抗する高度の SHPT には副甲状腺
インターベンションが適応となる．高度の二次性副甲
状腺機能亢進症とは，一般に intact PTH 500 pg/ml

（あるいは whole PTH 300 pg/ml）を超えるような場
合とされるが，これ以下でも高 P あるいは高 Ca 血症
が是正困難な場合，骨関節痛や筋力低下，瘙痒感など
の自覚症状，骨回転の亢進（ALP 上昇など），X 線画
像検査での骨変化（頭蓋骨の salt and pepper 像，椎
体の ragger jersey 像，中手骨の骨膜下吸収像など），
進行性の異所性石灰化（血管，心臓弁，腫瘤状石灰
化）を認める場合も副甲状腺インターベンションの適
応を検討する．副甲状腺インターベンションには，副
甲状腺摘除術（parathyroidecromy;  PTx），超音波ガ
イド下経皮的エタノール注入療法（percutaneous eth-

anol injection therapy;  PEIT），経皮的活性型ビタミン
D 注入療法（percutaneous vitamin D injection therapy;  

PDIT）がある．
超音波による副甲状腺重量および副甲状腺サイズの

測定は，内科的治療の限界の把握と副甲状腺インター
ベンションを行うかの治療法選択を決定するうえで重
要である．副甲状腺過形成と副甲状腺の重量には関連
があり，500 mg 以上の副甲状腺は病理学的には結節
性過形成である可能性が高い．術前に，頸部の超音波
検査や 99mTc-MIBI シンチグラフィ，CT，MRI を実施し，
縦隔や胸腺内に存在する異所性副甲状腺を検索する．
心機能低下などのため，全身麻酔下の手術が困難な症
例で，腫大腺が 1 腺のみの場合には，PEIT が選択さ
れることもある．PEIT 後には，残存腺に対して静注
活性型ビタミン D 製剤を中心とする内科的治療を行
うことが重要となる．PEIT は腫大腺が 2 腺以上ある
症例では長期的管理は困難とされている30）．また，最
も確実に根治を期待できる副甲状腺インターベンショ
ンは PTx である．PTx により臨床症状の改善や骨量
の増加，骨折率の低下，生命予後の改善などが期待さ
れるが，我が国では熟練した術者が不足しているのが
現状であり，術者の養成が急務となっている．

おわりに

近年，SHPT はその病態研究，治療薬の応用，診療
等の面において，大きな変遷を遂げた．これは SHPT

が，透析患者の日常生活のみならず，生命予後を悪化
させる病態であるとの根拠が数多く立証され，認識が

表 1　CKD-MBD 治療薬の概要

薬　　　剤 商　品　名 1 日最大投与量

経口薬

P 吸着薬
　炭酸 Ca 沈降炭酸カルシウム，カルタンなど 3 g
　塩酸セベラマー レナジェル，フォスブロック 9 g
　炭酸ランタン ホスレノール 2,250 mg
　ビキサロマー キックリン 7,500 mg

活性型ビタミン D
　アルファカルシドール アルファロール，ワンアルファ 1.0 ng
　カルシトリオール ロカルトロール 0.75 ng
　ファレカルシトリオール ホーネル，フルスタン 0.3 ng

Ca 受容体作動薬 レグパラ 100 mg
（増量は 25 mg ずつ）

静注活性型
ビタミン D

カルシトリオール ロカルトロール注 初期：1 回 1 ng
維持：1 回 1.5 ng まで

マキサカルシトール オキサロール 初期：1 回 5 ng（i-PTH＜500 pg/ml）
　　　1 回 10 ng（i-PTH＞500 pg/ml）
維持：1 回 20 ng まで

ロカルトロール注：i-PTH≤150pg/ml で休薬もしくは減量．オキサロール：i-PTH≤150pg/ml で中止．
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広まったことに起因する．今後はさらなる病態解明や
新規治療薬の開発とともに，現行の診療が適切である
かの検証を積み重ね，SHPT 患者のさらなる予後改善
が達成されることが望まれる．
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要　旨

第 18 回透析保険審査懇談会を平成 25 年 6 月 21 日
（金）18 時～20 時，福岡市パピオン 24 で行いました．
事前に行ったアンケート（検討事項：48 件，要望事
項など：108 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　医学管理等

（1）　慢性透析患者外来医学管理料（慢透）関連
①　慢透に包括されない検体検査（特に HbA1c，イ

ンフルエンザウイルス抗原定性など）は，コメン
トではなく病名にて必要性の判断をして頂きたい．

②　糖尿病治療中のためというコメントは不要と考

えます．
［討論内容］　この病名の記載に関しては，以前も議

論されております．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，その旨を審査委員の先生が返答
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．

③　同一月内に同一の保険医療機関において，入院
と入院外が混在する場合，本管理料は算定不可と
ある．同一保険医療機関の解釈ですが，
● 普段は，社団法人 A 病院で透析治療（←外科が

ない）
● シャント狭窄により，社団法人 B 病院に 1 泊し

シャント PTA

　上記のような場合，同一医療機関と考えるのか
教えてほしいです．ちなみに，カルテ等の共有は
一切できず，紹介状，浄化記録等を送り情報提供
しています．

［討論内容］　平成 20 年の改定から，慢性透析患者
外来医学管理料は，上述のように同一月内に同一の保
険医療機関における入院，入院外が混在する場合には
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算定不可だが，それ以外は算定可能との扱いになりま
した．平成 20 年 3 月 28 日の疑義解釈において，「特
別の関係にある保険医療機関」は「同一の保険医療機
関」として扱うとされました．したがって，A 病院と
B 病院が「特別の関係にある」と判断される場合には，
算定不可と思われます．ちなみに診療報酬上の「特別
の関係にある」とは，複数の保険医療機関等の開設者

（法人）や代表者が同一であったり，親族であったり
して，相互の経営方針に影響を及ぼしうる可能性があ
る場合を指し，詳細な定義があります．

（2）　特定疾患療養管理料
①　慢性維持透析患者外来医学管理のさい，特定疾

患療養管理の算定において，腎疾患を超える特定
疾患の主病がある時のみ，特定疾患療養管理料を
認めるとなっているが，具体的にどのような疾患
名で，どのような指導をしていれば算定できるの
か，具体的な内容を明記してほしい．

［討論内容］　透析患者の特定疾患療養管理料と処方
加算については，平成 18 年の審査委員懇談会で議論
されて以降，ほぼ毎年のように議論されています．

当時の見解では，最終的に各県の判断および各施設
の判断にゆだねることとしています．この問題を要約
すれば，透析をうけている慢性腎不全と高血圧ではど
ちらが主病か，あるいはどちらも主病かという問題で，
各県の委員会や審査員個人の考えにより異なるという
ことです．最近，某県の指導で，透析を受けている患
者では一般的に慢性腎不全が主病で，㊕の算定は不可
という結果が出たということを聞き及んでいます．

今年の懇談会の場での確認では，数県で㊕の算定は
できないとされているようですが，多くの県では，透
析患者に対して㊕の算定を認めているという結果でし
た．

1-2　検　査

①　「NT-proBNP」：慢性維持透析患者外来医学管
理料に包括されていない検査であるにもかかわら
ず，慢性心不全状態で検査を行うも社保のみ毎回
減点となる（国保査定なし）．

［討論内容］　BNP は慢透に含まれているわけです
が，その N 末端である NT-proBNP は慢透に含まれる
と解釈するかが議論されました．半数くらいの県では

査定，半数くらいの県は認めているとの結果でした．
ただ，それに加え，症例を選んで必要な患者に行われ
ているかどうかも関係するとの意見がありました．画
一的に行われる場合は，認めている県でも必要性の有
無から査定されるとのことでした．

②　HIV-1, 2 抗体について輸血の既往がある患者の
フォローアップで検査を行うも減点が顕著である．
請求できないのか．

［討論内容］　輸血後とのコメントがあれば，ほぼす
べての都道府県で認められているようでした．

③　HBc 抗体価と HCV コア蛋白が減点される．詳
記コメントを記載するも国保の減点が著しい（社
保は査定なし）．

④　透析患者に毎月 HBs 抗原（定性，半定量）の
検査をしています．算定する時「ウイルス性肝炎
の疑い」や「B 型肝炎の疑い」の病名をつけます
が，特に社保の場合，検査代を減点される事がよ
くあります．病名をつけているのになぜだか疑問
です．

［討論内容］　以前の懇談会では，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 割くらいいるとの意見もあり，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．

今年の懇談会では，病名がついていて検査の必要性
が理解できれば認めている都道府県が多いとの結果で
した．ただ，消化器の先生が県で厳密な算定ルールを
決めているため，治療の推移をみるような場合でない
と認められないという県もありました．

④ですが，通常の HBs 抗原，HCV 抗体定性・定量
に関しては慢透に包括されています．入院で出来高の
場合でも，毎月請求されるような場合は，頻度が過剰
で査定されるのは当然との意見が大勢でした．

⑤　慢性維持透析患者外来医学管理料を算定した患
者で HbA1c とグリコアルブミンを検査した場合，
HbA1c は算定可能でしょうか？

［討論内容］　算定は可能との判断に異論は出ません
でした．

⑥　オンライン HDF を施行するに当たり，再度ダ
イアライザーの選別を目的として b2 ミクログロ
ブリンを 1 カ月間に数回検査を行っております．
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この b2 ミクログロブリンに対して減点されてお
り，減点理由が不明であります．こういった事例
のある医療機関での減点対策（病名またはコメン
ト）をご教授ください．

⑦　3 カ月毎に b2-MG を透析前と透析後に行って
います．外来で管理料を算定していない場合や入
院の場合，1 回分を過剰で査定されます．他院で
は，どれくらいの頻度で行われていますか．

［討論内容］　慢透に b2-MG 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
b2 マイクログロブリン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

カ月間に，b2 マイクログロブリン検査を月 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．

また通知では，請求する場合には，「その理由を診
療報酬明細書の摘要欄に記載する．」と記載されてい
ます．ただ，入院中の場合や導入期で出来高算定の場
合に，毎週のように透析前後で請求されているような
場合には，2 回以上は過剰として査定するとの委員の
先生が多かったです．

⑧　診察実日数 1 日で K 616-4 経皮的シャント拡張
術・血栓除去術 18,080 点の算定があり，同時に
D 215 超音波検査 2 断層撮影法イ胸腹部 530 点と
4 イ，ドプラ法 20 点の計 550 点を算定している医
療機関があります．注記として「血流障害の程度
を診断し，治療方針を決定するためシャントエコ
ーを行った．」と記載がありますが，手術に伴う画
像診断および検査の費用は算定できるでしょうか．

［討論内容］　シャントエコーに関しては，過去もさ
まざまな議論がなされてきましたが，今年の懇談会で
も取り上げられました．

シャント手術に伴い，その適応や結果の評価を行う
ような場合は，必要性が注記してあり理解ができる場
合には，表在性の 350 点に加え，血流量測定のために
ドップラーの 200 点の合計 550 点を認めている都道府
県がほとんどでした．また，その回数に関しては多く
の県は，手術前後でやっても月 1 回としているとのこ
とでしたが，数県では月 2 回請求がでてきても 1 連と
はせずに両方とも認めているとの結果でした．

ルチーンに患者を選ばず行われるような請求には，
Ｄ 215-4-イの 20 点とすべきとの意見が多数でした．
ルチーン検査に 350 点で認めるようなことになると，
検査技師が患者全員に毎月実施し，請求するような医
療機関が出てくる可能性もあるためです．

⑨　慢性維持透析患者医学管理料を算定していない
採血月 2 回（1 回目前・後，2 回目前）の末血の
減点（3 回→1 回）

［討論内容］　透析導入時などで，HIT の可能性を判
断するために行っていることがわかる場合には，末血
の透析前後は必要との意見がありましたが，画一的に
ずっと行っているような場合は，過剰として査定され
ることも仕方がないとの意見が大半でした．

1-3　投薬・注射

①　透析において「慢性維持透析患者外来医学管理
料（2,305 点）」を算定している場合は，内服処方
にて，特定疾患処方管理料（18 点）や長期投薬
加算（65 点）は算定できないのか？

［討論内容］　特定疾患療養管理料が算定されている
患者に関しては，慢透をとっていたとしても，算定は
当然可能であるとの意見でした．

②　栃木県ではセンノシドは透析患者に限って 5 錠
以上の処方も可能という内規があった．しかし，
最近では 5 錠以上で査定されることが多くなって
きて困っている．かといって高薬価の新薬は 7 剤
逓減で非常に処方しづらい．全国的に透析患者の
処方薬の数を調査して，薬が必要な患者がいるこ
とも事実であることをアピールしてほしい（維持
透析患者の 7 剤処方可能例外規定を求めたいとこ
ろですが）．

［討論内容］　都道府県によって異なるようですが，
基金の事務方から 5 錠以上で付箋がついてくることが
多いようです．委員の先生の判断で通している都道府
県が多いようでした．

③　透析中に施行した注射の希釈液に対しての査定
に関して．

［討論内容］　これに関しては，以前の懇談会でも議
論になりましたが，透析中における透析が関連した血
圧低下などの合併症では，電解質補液などは包括とな
っており別に算定はできませんが，薬剤の投与に伴う
希釈に必要な薬剤は，別に算定できると考えます．平
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成 6 年の透析液等が包括された診療報酬改定にさいし，
日本透析医会からの質問に対する医療課担当官の回答
では，低血糖改善のためのブドウ糖液や抗生剤などの
溶解に使用した溶解液を別途請求できるとしています

（透析医会ニュース 94-1）．そのさい，投与の必要性
がレセプト摘要欄に記載されているほうがわかりやす
いとされています．

この問題に関連して，留置カテーテルに対するヘパ
ロック用のヘパリンや生食に関して議論されました．
ヘパロック用のヘパリン等に関しては，透析日には通
していない県がありましたが，多くの県ではヘパロッ
ク用と判断できる場合には認めている状況でした．

④　留置カテーテル等への血栓予防のためのウロキ
ナーゼの充填に関して

［討論内容］　各県，対応がまちまちでした．2 回ま
で認めている県もありましたが，1 回で十分ではない
かとの意見がありました．また，そのさいにもその必
要性がわかるようなコメントが必要との意見が多数で
した．血栓予防に漫然と継続的に使用するようなこと
は認められません．

⑤　透析患者のビスフォスフォネートの投与に関し
てどのように扱えばよいか？

⑥　重篤な腎機能障害を禁忌とする薬（セレコック
ス，ロキソニン，ワーファリン等）の投与に対す
る査定だが，すでに血液透析療法を開始していて
腎機能障害のおそれが無い症例では，投与を認め
てほしい．

［討論内容］　禁忌薬剤の保険請求をどう考えるかと
の議論となります．最近，禁忌薬剤は保険で認めない
という対応の保険者が多いとの印象ですが，本来，薬
事法の禁忌と，保険請求を認める認めないとは別の問
題です．この問題に関しては，多くの県が，たとえ禁
忌薬剤だとしても，必要と判断される場合には認めて
いる県が多い印象でした．また保険者に対しても，薬
事法上の禁忌と，保険請求は別の問題だという考え方
を徹底する必要があるとの意見がありました．

⑦　一月最高使用量の上限を超える場合のコメント
がないと減点を受けるが，毎回コメントを書かな
ければならないのはおかしい．また，アダラート
CR 40 mg を高血圧では 1 日 80 mg までしか認め
ないと支払基金より回答があったが，透析患者は
もっと柔軟に対応できないのでしょうか？

⑧　降圧薬処方の上限はいくらまででしょうか？
［討論内容］　最近は，降圧薬の上限に関して，機械

的に事務方がチェックをかけることや，保険者から再
審があることが多くなってきています．適宜増減と書
いてある薬は 1.5 倍まで，上限が薬事法上記載されて
いる薬剤は上限までで厳しく査定されていることが多
いと思います．アダラート CR は薬事法上，60 mg が
上限とされています．

ただ，腎不全患者の用量が通常患者より少なく上限
が設定されている薬剤（ブロプレス等）に関して，保
険者に必要性をコメントし通している都道府県もみら
れました．また，保険者からの再審に関しては，しっ
かりと必要性を教えてあげる必要があり，保険者から
の再審は，99.9％ 認めていない県もありました．

⑨　最近，プレタール OD 錠・プリンク注などが減
点されています（減点事由は D）．病名には閉塞
性動脈硬化症があり，減点される理由が不明です．

［討論内容］　プリンク（パルクス等）は漫然とした
継続投与に関しては，厳しく査定される傾向にありま
す．プレタールに関しては不明ですが，LDL 吸着で
は PGE 1 製剤も休止されている必要があると解釈さ
れています．また，心不全病名があると禁忌となるた
め，それが影響している可能性があるのではとの意見
がありました．

⑩　シャント閉塞による緊急入院時のウロキナーゼ
静注用が査定されるが，認めてほしい．

［討論内容］　しかるべきコメントがあり必要性がわ
かる場合には，認めているとの県がほとんどでした．

⑪　オキサロール（注）とロカルトロール（注）に
ついて．社保では，i-PTH 150 以下では，オキサ
ロールは添付文書通り認めていませんが，ロカル
トロールは認めています．しかし，国保では，オ
キサロールを認めないだけでなく，ロカルトロー
ルも査定されています．

［討論内容］　一部の県では，i-PTH の値をレセプト
上に記載するルールとなっており，その場合には，添
付文書に従いオキサロールは i-PTH が 150 を下回った
状況での使用は査定せざるをえない段階にきていると
の情報でした．ただ，多くの県では，特に i-PTH の値
を求めておらず，同じような問題は発生していないと
のことでした．またロカルトロールが査定される理由
は特にないのではないかとの意見が多数でした．
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⑫　慢性腎不全の病名で血液透析中の患者に次の薬
剤を使用した場合，新たに病名が必要でしょう
か？
● セベラマー塩酸塩（レナジェル，フォスブロッ

ク），沈降炭酸カルシウム（カルタン），炭酸ラ
ンタン（ホスレノール），ビキサロマー（キッ
クリン）等の薬を使用している「慢性腎不全」
患者に，新たに「高リン血症」の病名が必要で
しょうか？

● リスチレンスルホン酸カルシウム（カリメート，
アーガメイト），ポリスチレンスルホン酸ナト
リウム（ケイキサレート）等の薬を使用してい
る「慢性腎不全」患者に，新たに「高カルシウ
ム血症」の病名は必要でしょうか？

● シナカルセト（レグパラ）使用中の「慢性腎不
全」患者に，新たに「二次性副甲状腺機能亢進
症」の病名が必要でしょうか？

［討論内容］　特に保険者からの再審が多い状況では，
高額な薬剤に関しては，適応となる疾患名を記載した
ほうがよいことは言うまでもありません．レグパラに
関しては，ほぼすべての県で病名を必要とするとの状
況でした．しかし，今年の懇談会では，高リン血症に
関しては病名（慢性腎不全＋二次性副甲状腺機能亢進
症）から必要性が判断できるので通している県もあり
ました．また高カリウム血症に関しても，慢性腎不全
の病名があれば，なくても認めている県が複数ありま
した．

⑬　透析時低血圧のため透析前内服のリズミックが
減点されることがあります．透析時低血圧の病名
はついています．

［討論内容］　時々，降圧薬処方例に対する，昇圧薬
の査定の話を聞きます．しかし，今年の懇談会では，
特にリズミック，メトリジンに関しては透析時低血圧
の病名があれば，査定している県はないとのことでし
た．

⑭　アルブミナーの使用について，使用毎コメント
が必要なのでしょうか．

［討論内容］　アルブミン製剤の投与に関しては，ほ
ぼすべての都道府県で月の使用上限が決められている
ようです．また，低アルブミン血症にせよ，透析困難
症にせよ，アルブミン値などのなんらかのコメントを
求めている県がほとんどでした．ただ，一部の県で，

透析困難症の病名で，月の使用上限を超えても認めて
いる県がありました．ただ，その県も月の上限までに
制限しつつあるようでした．

⑮　手術（出血を伴うもの），または出血病名があ
るのに，ナファモスタットメシル塩酸注 10 mg が
査定される．主治医や薬剤師等に確認しますが，
出血病変があり，透析をやっていれば当然行うと
のことでした．査定の場合，その理由・基準を示
してほしい．

［討論内容］　この症例がなぜ査定されているかは不
明でした．また，これに関連し，2 週間を超えるナフ
ァモスタットの使用の状況に関して議論がされました．
昨年の懇談会では 2 週間を超えての使用に関しては，
コメントがあれば認めるとの県と，認めず包括で（後
発品も出ているため）との県にわかれていましたが，
今年も同様のようでした．ただ厳密に 2 週間としてい
る県と，眼底出血に関しては 4 週間は認めるとしてい
る県などがあり，運用は都道府県によりさまざまなよ
うでした．

⑯　降圧薬の配合錠の 2 錠処方を画一的に査定する
のは納得できない．バルサルタン 160 mg＋アム
ロジピン 10 mg が問題なくて，それと同一量の
エックスフォージ配合錠 2 錠では査定になるのは
納得がいかない．合理的理由がない．

［討論内容］　最近，さまざまな合剤が発売されてい
ます．その合剤の上限と，もとの薬の上限が違う場合
に，合剤のほうの上限を厳密に解釈して査定すべきか
どうかの議論です．これに関しては，ある県では合剤
の上限超え投与のほうが安価となるため認めるとのル
ールを決めたところがありました．

1-4　処　置

①　インスリン依存の糖尿病患者の透析中に頻回の
検査・処置とは．

［討論内容］　障害加算の算定要件の一つである頻回
の検査・処置に関して議論されました．インスリン治
療中というだけでは「著しく人工腎臓が困難」には該
当しないとの考えは共通ですが，どれくらいか基準を
決めている都道府県はほとんどないようでした．
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1-5　手　術

（1）　PTA 点数
①　PTA（K 616-4）施行後 3 カ月以内に内シャン

ト血栓除去術（K 608-3）を行い，請求は血栓除
去術（K 608-3）で行うが，そのさいに PTA 器材
を使用した時は，その器材の請求は認められる
か？

②　PTA の請求は 3 カ月に一度のみ可能の縛りに
関して，現時点では材料費のみの請求は可能か否
か．他県ではどのように対処されているか．

③　複数の医療機関にわたる場合を含めて，経皮的
血管拡張術（PTA）を 3 カ月以内に行う場合の算
定．

［討論内容］　1 回 PTA を行い K 616-4 で請求し，3

カ月以内に PTA を行った場合は，手術料だけでなく，
材料費も請求することはできません．他病院間にまた
がる場合においても，病院間で清算するという形で対
応することになっており，今回の懇談会ではこの原則
通りに実施されている都道府県がほとんどでした．

1 回 PTA を行い K 616-4 で請求し，3 カ月以内にシ
ャントが閉塞し血栓除去を行った場合に，K 608-3 の
3,130 点が取れるかどうかに関しても，3,130 点を請求
することは可能との解釈も，ほぼ共有されていました．
ただ，その血栓除去を行った場合に狭窄がみつかり，
PTA カテーテルで拡張した時に，その手術に伴って
使用したバルーンカテーテルを認めるかどうかに関し
ては意見がわかれました．昨年の懇談会では認めると
していた都道府県も多かったのですが，今年の懇談会
では認めている県は数県しかありませんでした．

また，3 カ月に 1 回の制限に関しても議論がされま
した．最近，いくつかの県の解釈で，たとえば 4 月 10

日に PTA を施行し，次回請求が 7 月 1 日でも認める
という暦月の解釈をとっているところがありました．
この問題は，2012 年改定時に山㟢会長が保健局医療
課に確認したところでは，7 月 10 日という解釈だっ
たのですが，その後の疑義解釈や Q & A にて，特に
厚生労働省が触れることがなかったため解釈が混乱し
ています．各県で対応は分かれているようでした．

④　5 月の鹿児島県国保審査で某病院から PTA の
請求がありました．判断に迷いましたのでご教示
お願いいたします．
● PTA　バルーンカテーテル（一般用・特殊用）

1 個 81,000 円　4 個
● 末梢血管用ステントセット（一般用）1 個

210,000 円　1 個
　注記として「4 月 30 日シャント PTA 施行，透
析シャント閉塞．吻合部近傍動脈～静脈肘下まで
閉塞，一般ガイドワイヤーは貫通のため形状の異
なるもの 2 本使用．特殊バルーンカテーテルは 4

本とも径が異なる．動脈 3.5 mm，静脈 6 mm，
吻合部 5 mm，吻合部近傍静脈に径の大きい部分
あり，8 mm を使用した．シースは初め 6F 使用．
血栓あり，吸引のため 8F シースに途中変更した．
それでもなかなか血流得られず，内腔確保のため
最終的にステント留置を行い血流を得ることがで
きた．ただ術後ヘパリン使用するも徐々に血流低
下あり，最終的に再閉塞．5 月 2 日シャント再造
設を行った．」
　この請求に対し，国保審査会として，「末梢血
管用ステントセット（一般型）は A 査定．PTA バ
ルーンカテーテル（一般型・特殊型）4 個は認め
る」としましたが，PTA バルーンカテーテル等の
材料について使用頻度があるのでしょうか？

［討論内容］　PTA カテーテルの上限に関しては，2

本までと決めている都道府県が複数ありました．ただ
詳記により必要性が判断できる場合には，認めている
という委員の人もいました．

2　要望事項

今回も 108 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　更生医療（自立支援医療）が届出済みの指定医
療機関しか使用できないが，手続きも煩雑で患者
にもわかりにくい．特性疾患医療受給者証のよう
に岡山県内でどちらの医療機関でも使用可能な制
度もできないものかと思われる．

②　一般病棟 13 対 1，15 対 1 入院基本料を算定し
ていて，90 日超入院患者について，平均在院日
数を対象外として，療養病棟入院基本料を算定す
るか，引き続き一般病棟入院基本料として，平均
在院日数の計算対象にするかを選択するというの
は問題点だと思います．入院透析患者は重症の患
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者が多く，透析以外の治療が必要になることもあ
り，長期の入院となってしまうため，以前のよう
に厚生労働大臣が定める状態等にあるものとして，
平均在院日数から除外するべきだと思います．

③　2012 年度改定までは，一般病棟入院基本料を
算定する病棟すべてで，90 日を超える期間入院
している患者であっても，「厚生労働大臣が定め
る状態」の患者については，入院基本料算定患者
として，特定患者から除外されていた．しかしな
がら，2012 年度改定では，一般病棟入院基本料

（13：1，15：1）において，90 日超えの患者は，
療養病棟入院基本料 1 により算定するか（この場
合，平均在院日数の計算対象外），あるいは，引
き続き一般病棟入院基本料を算定するが平均在院
日数の計算対象とする，のどちらかを病棟単位で
選択することとなった．中医協総会で，今後，こ
の考え方を一般病棟入院基本料（7：1，10：1）に
も適用する考えが示唆されているが，適用拡大に
は問題が大きい．濃厚な医療が必要で，かつ，長
期入院が必要な患者を，病院難民としないようご
配慮いただきたい．

④　DPC における「人工腎臓その他の場合」およ
び「持続緩徐式血液濾過」の材料（ダイアライザ
ー等）を算定可能に．

⑤　DPC で算定している場合，「その他」の項で，算
定時にダイアライザー算定可にお願いしたい．

⑥　慢性維持透析患者のシャント不全を DPC の対
象に．

⑦　DPC 病院で透析患者が入院手術をした場合，
術後にフサンを使用．透析手技料はその他になり，
ダイアライザー等の費用は算定できず原価割れす
る．CHDF 施行患者が入院した場合も同様で，透
析液等算定できないことが問題．

2-2　医学管理等　

（1）　在宅血液透析指導管理料
①　在宅血液透析については，あくまでも患者宅に

おける血液透析に限定すべきであり，サービス付
き高齢者賃貸住宅等での在宅透析を除外する旨の
記載があるべきである．

②　在宅血液透析と医療機関での通院透析とを併用
し，在宅血液透析指導管理料と慢性維持透析患者

外来医学管理料の両方を請求する施設があると聞
いているが，今後は在宅透析と通院透析の併用は
認められないとすべきである．

（2）　慢性透析患者外来医学管理料
①　医学管理料に含まれる検査項目について，原疾

患や診断名に応じて別に算定できるようにならな
いか．異常値の時の再検時に算定できるようにな
らないか．

②　慢性維持透析患者外来医学管理料の算定要件を，
導入後 4 カ月以降から 2 カ月以降にしていただき
たい．

③　人工腎臓や慢性維持透析患者外来医学管理料を
算定するうえで，検査や注射薬などが所定点数に
含まれてしまうのは，患者本人のことを考えても
改善すべきだと思います．

④　包括項目を減らしてほしい．
⑤　院内感染症対策として，年に 1 回は HBs 抗

原・HCV 抗体・HCV RNA 検査は別途算定でき
るようにしてほしい．

⑥　慢性維持透析患者外来医学管理料の血液化学検
査にグリコアルブミンが入っている．HbA1c は別
に算定できるが，ガイドラインにあるようにグリ
コアルブミンがベターなのに何故であろうか？

⑦　管理料に包括される検査以外の検体検査を算定
する場合，レセプトに必要性を記載することにな
っていますが，○○病を疑ったための検査か，経
過観察のための検査であるため，病名と重複して
しまいます．できましたら必要性の記載が無くて
もよいようにしていただきたい．

⑧　人工腎臓装置は，生命維持管理装置でありなが
ら機器管理料がついていない．人工呼吸器等と同
様に機器管理料があってもよいのでは．

2-3　検　査

①　透析治療は合併症を伴う場合が多いため，CT

検査において早期発見と治療が必要．同一月の
脳・腹部・胸部等 2 回目以降の減算を見合わせて
ほしい．

2-4　投薬・注射

①　内服薬 7 種類以上減点制度を廃止し，出来高制
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へ．

2-5　処　置

（1）　ESA

①　貧血改善治療の EPO 製剤について，貧血増悪
のため EPO 製剤を使用している患者において長
期使用薬剤も出てきているが，改善のみられない
患者には，使用頻度を高くし（短期薬剤使用）赤
字覚悟で使わざるをえない現状である（丸めであ
り，制限するわけにもいかない）．出来高に戻せ
ないか？

②　エリスロポエチンは包括ではなく，出来高で請
求できればよい．

③　エポ製剤，“まるめ” 撤回．
④　エリスロポエチン包括を廃止し，出来高制へ．
⑤　エリスロポエチン製剤の包括算定を出来高算定

でお願いしたい．
⑥　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頂きたい．

（2）　透析回数制限
①　HD・HDF・CHDF における算定回数の制限
（14 回まで）の廃止．

②　透析回数制限（15 回目以降手技料算定不可）
について，現在，妊娠中の患者のみ除外されてい
るが，心不全を合併する患者についても除外して
ほしい．

③　人工腎臓の技術料は現在 1 月あたり 14 回に限
り算定できるとある．一部に，その回数を引き上
げたいという動きがあると聞いているが，現在，
すでに良質な人工腎臓療法が実施されていると考
えられ，現行通りの 14 回が今後も望ましいと考
える．

④　月当たりの透析回数の上限を 16 回までに拡大
してほしい．

⑤　やむをえず 1 月に 14 回以上人工透析（人工腎
臓）を行うケースがあるが，それ以上行うケース
で算定する場合は，対象疾患だけでなく，そうせ
ざるをえなかった理由も考慮してほしい．

（3）　水質確保加算
①　透析液水質加算について．「ETRF（エンドト

キシン補足フィルター）使用が条件」とうたわれ
ていない．危険防止のため必要不可欠材料として，
ETRF に材料価格を提示，医療材料費としての請
求枠を確保していただきたく要望します．

（4）　障害者加算
①　「障害者加算」について，高齢化に伴い介護を

必要とする患者が増えている．また，長期合併症
患者が増えていることから，障害者加算の適用拡
大を要望します．

②　高齢者が多くなっているため，認知症に対して
の介護等の加算を希望します．

③　毎年要望事項として記入しておりますが，長期
合併症患者や高齢患者が増えているので，障害者
加算の項目や加算点を検討してもらいたいです．

④　障害者加算は要介護認定を受けているものに限
り請求できるものとし，加算額は現在のように一
律ではなく，要介護度にスライドさせる．

⑤　透析の包括化が進んでいる．高齢や介助が必要
な患者が増えており，看護および介護支援の比重
が多く態勢補強が必要．

⑥　人工腎臓障害者加算について，該当する障害が
二つ以上ある場合も点数が同じというのは適切で
しょうか．レセプトにすべての理由（障害）を記
載したら全体像が見えるのではないでしょうか．
また，実際に該当患者が増加しているということ
もあり，病名だけでなくもう少し具体的な判断基
準を設けてほしい．

⑦　認知症について，認知症の程度を設けたらどう
でしょうか．日常生活自立度○以上，等．

⑧　頻回なる体重指導のもと，体重増加にて透析す
る人に対する加算等．影響は，透析中の血圧低下
による中断，積み重なる体重増加，透析時間延長
によるベッドの稼働率の低下等．

（5）　夜間・休日・時間外加算等
①　夜間透析の点数加算を 500 点に戻してほしいと

思います．
②　深夜，日祭日などの緊急透析の時の加算を増点

してほしい．
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③　人工腎臓　時間外・休日加算の点数を上げてほ
しい．または，休日加算は現行通りでも時間外加
算は休日加算より高くしてほしい．

（6）　オンライン HDF

①　オンライン HDF が「血液濾過又は血液透析濾
過透析を行った場合」に含まれるため，バッグ式
置換液を使用しない分，請求額が少なくなってい
る．

②　慢性維持透析濾過（複雑なもの）に時間分けが
ない点がある．4 時間以上の 2,205 点と 2,255 点
では，点差が 50 点しかないため回路のコストで
HD と on-line HDF では差のないコストになって
いる．

③　慢性維持透析濾過（複雑なもの）を行った場合
について．上記を行った場合，2,255 点（オンラ
イン HDF）まるめ．補液を使用した HDF の場合
は，1,580 点プラス出来高．たとえば，サブラッ
ト BSG 1 本（2,020 ml），1,232 点，4 本前後使用
を計上した場合は算出上，割に合わない感がしま
す．
　慢性維持透析濾過（複雑なもの）を行った場合，
オンライン専用装置使用の条件下，管理も複雑，
などがあげられると思われます．人工腎臓技術料
の見直しをしていただきたく要望します．

④　on-line HDF の点数は，通常の維持透析の「加
算」で算定してほしい．50～100 点ぐらいが妥当
と考える．

⑤　慢性維持透析濾過（on-line HDF）について．
短時間では除去され難い中分子物質を除去するた
めに開発されたものであり，短時間では意味がな
い．また，5 時間以上の on-line HDF が，5 時間
の通常透析よりも下がるのは矛盾している．

⑥　on-line HDF の点数増加が希望です．
⑦　オンラインの水質加算の解釈は，1 台でも施行

していればすべて加算できるということですが，
オンライン施行毎に加算するのが正しいのではな
いかと思います．

（7）　療養病棟・老人保健施設での透析
①　透析施設であってもシャント管理には限界があ

り，療養病床であってもウロキナーゼ等のコスト

がとれるようにしてほしい．
②　介護老人保健施設入所中の透析患者に，注射の

手技料と薬剤料を請求できるようにしてほしい．

（8）　その他
①　透析医療には医師・看護師・薬剤師・管理栄養

士・臨床工学技士など他職種が関与している，チ
ーム医療としての評価基準・加算を設けて頂きた
い．

2-6　手　術

（1）　シャント PTA

①　PTA の前施設で手技料を算定していると，後
方施設は物品も含め算定できないのは改善してい
ただきたい．

②　K 616-4　経皮的シャント拡張術・血栓除去術
について，部位にかかわらず 3 カ月に 1 回の算定
ですが，血管の細い人は対側に再造設してもトラ
ブルが多い印象です．左右それぞれ初回に限り 3

カ月縛りがなくなる等の救済があれば大変ありが
たい．

③　PTA の 3 カ月丸め請求は仕方がないとしても，
手技料を下げたうえで材料費だけは請求可能とし
たほうがいいのではないかと思う．あるいはせめ
て材料費のみでも請求可能とならないか．（同様
の意見が多数）

④　経皮的シャント拡張術，血栓除去術の点数が高
すぎるためか，3 カ月に 1 回に限り算定するとい
う不条理が生じている．患者本位の医療とは程遠
いのでは．PTA の 3 カ月に 1 回というしばりが
極端なため，3 カ月たたなくても原価×0.8 位の
給付が出せるように，点数を下げてもよいので組
み直してほしい．

⑤　24 年の改定で PTA の点数は上がりましたが，
3 カ月のしばりがつきました．3 カ月以内にどう
しても PTA が必要な症例があり，できれば，し
ばりをなくしてほしいと思います．あるいは，せ
めて，材料費だけでもとれるようにしていただき
たいと思います．

⑥　「シャント PTA に対し，3 カ月に 1 回に限り算
定」は真に PTA が必要な患者にとって大きな障
害と考えます． 
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⑦　経皮的シャント拡張術 ･ 血栓除去術について，
1 回目の手術から 3 カ月未満に，別な医療機関で
再施行する場合があり，他医療機関とのコストに
ついて合議が必要になってくる．1 回目に施行し
たほうがコストがとりやすいが，依頼側も情報が
伝えにくい場合もある．2 回目の施術は材料代の
みでも算定できるようにならないか．また，いい
仕組みはないか．

⑧　複数の医療機関にわたる場合を含めて，経皮的
血管拡張術（PTA）を 3 カ月以内に行う場合の算
定．

⑨　3 カ月以内の PTA の請求ができない事は，や
はり問題となっております（数は非常に少ないで
すが……）．

⑩　血管拡張術 3 カ月 1 回実施制限について，PTA

の必要な患者は血管に問題のある人が多く，3 カ
月 1 回では期間が長すぎて，PTA の時期を逸し
て適時な PTA ができず，内シャントが閉塞し，
再オペのリスクが高くなっており，患者の負担が
増している現状は早急に改善すべきと考える．再
オペができなくて，カテーテル留置が長期化し，
長期入院を強いられるケースもある．

⑪　3 カ月以内の PTA について，材料費だけでも
認めていただきたい．

⑫　経皮的シャント拡張術に対する請求が 3 カ月に
1 度しかできないのは現実を無視しているとしか
思えません．大幅減点でもかまいませんので，治
療毎に請求できるような改定を強く希望します．

⑬　経皮的シャント拡張術・血栓除去術の 3 カ月に
1 回に限り算定できるルールは是非改定してほし
い．せめて手技料を大幅に減点したうえで材料費
は請求可能等にして頂かなければ，救えるバスキ
ュラーアクセストラブルも救えない事が実際に生
じている．

⑭　3 カ月以内の PTA について，3 カ月以内 2 回目
以降の手術に伴う薬剤料と特定保険医療材料は算
定できるようにしていただきたい．

⑮　シャント PTA を 3 カ月以内に行うとき，手技
料なしで，材料費のみ請求できるようにしてほし
い．

⑯　シャント PTA に対する 3 カ月に 1 回に限りの
算定は外して頂きたい．

⑰　PTA を 3 カ月以内に 2 回目を行っても，診療
報酬が算定できるようになればと思います．PTA

時は他病院へ紹介しているため，3 カ月以内の紹
介は難しいところがあります．

⑱　治療の必要性があるにもかかわらず，前回
PTA～3 カ月以内での治療に対し，K 616-4 経皮
的シャント拡張術・血栓除去術の診療報酬算定が
認められていない．是非認めて頂きたい．
⑲　経皮的シャント拡張術 ･ 血栓除去術の 3 カ月制

限を廃止し，施術時に算定できるように．
⑳　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 2 回以上実施した場合，2 回
目以降の手術に伴う薬剤料・特定保険医療材料料
も算定できないとありますが，PTA バルーンカ
テーテルなど材料を算定できるように改善してほ
しい．（1 カ月に 1 回シャント部が閉塞し，手術
を行う場合があり材料が高額のため）．
㉑　PTA 施術後，3 カ月以内に狭窄した場合には，

手技料のみでなく材料費も請求できるようにして
いただきたい．
㉒　経皮的シャント拡張術・血栓除去術（いわゆる

シャント PTA）が新設されたが，3 カ月に 1 回の
縛りは臨床の現場に即していない．せめて 3 カ月
以内の場合でも特定医療材料は請求できるように
してほしい．
㉓　シャント PTA は 3 カ月に 1 度に固執せず，2 回

目・3 回目は逓減制にすればよい．
㉔　PTA の手術点数が増加したのは賛成だが，老

人が増えてきた中心的な病院になると，診療所等
より PTA の依頼が多く，3 カ月の間に数回 PTA

の必要な場合がある．請求可の点数をいくらか下
げてもよいので，3 カ月に 1 度請求可の回数を増
やしてほしい（せめて月に 1～2 度請求可等）．
㉕　PTA 3 カ月 1 回の撤廃．
㉖　経皮的シャント拡張術・血栓除去術（18,080

点）の 3 カ月に 1 回限り算定する，とありますが
なぜ 3 カ月に 1 回なのかわかりません．点数が上
がったのは存じておりますが，できれば患者に合
わせて点数がとれるとありがたいと思っています．
㉗　PTA 3 カ月未満算定不可な点．
㉘　PTA 3 カ月以内は算定できず（材料も含め），

材料が算定できないとすべて病院負担になること
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が病院側としてはダメージ．
㉙　PTA が前回施行より 3 カ月以上経過していな

いと認められないのは，患者のアクセスの状態で
は，それ以内でも施行しないとアクセスの確保が
困難な例もあり，例外的に認めてもらえない．
㉚　PTA の算定基準を教えていただきたい．
㉛　PTA 算定の見直し，緩和．
㉜　経皮的シャント拡張術・血栓除去術は期間を設

けるならば，1 カ月以内○○点，1～2 カ月○○点，
3 カ月以上○○点という点数があると助かります．

（2）　ステント
①　シャントに対する血管内ステントの適応．

（3）　CAPD

①　腹膜透析関連手術について以下の手技を評価し
てほしい．
● CAPD カテーテル出口部変更術（出口部感染，

膿瘍を認める症例）
● CAPD カテーテル位置修復術（CAPD 位置異常

を認める症例）
● CAPD カテーテル抜去術（HD へ移行）

2-7　医療材料

①　特定保険医療材料・人工腎臓用特定医療材料
（回路を含む）について．この価格には，血液回
路も含まれています．血液回路は，透析中の安全
管理上，材質，適合性をはじめ，ニードルレスや
ロック式などが求められており，改良に伴い価格
的な問題も出てきます．カッコの “回路を含む” を
削除し，別途血液回路として材料価格の提示を要
望します．

②　ダイアライザーを包括にしないでほしい．
③　穿刺痛やシャント管理からボタンホール作成の

患者も増えているが，専用の針が高価で持ち出し
が大きい．

2-8　その他

（1）　包括化関連
①　これ以上注射薬等の “まるめ” が進まないよう

にして頂きたい．　
②　包括化にならないことを願います．

③　検査項目がこれ以上まるめにならないようにし
てほしい．

（2）　審査・請求事務
①　増減点事由の内容が大まかであり，原因が明確

でない．詳細を求める．
②　社保と国保で見解が違うのか，審査委員によっ

てバラつきがあるのか．統一した基準にて対応し
ていただきたい．

③　減点がある時の減点理由を，もう少し詳しく知
らせてほしい．

④　改定毎に起こる問題だと思いますが，解釈の仕
方で診療報酬が取れたり取れなかったりと，施設
によって偏りがあると思います．わかりやすく書
いてあると助かります．

（3）　全般的要望
①　透析液の水質管理をはじめとし，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．診療報酬を見直し
ていただきたい．

②　人工腎臓手技料の維持．
③　人工腎臓の点数をこれ以上下げないでほしい．
④　透析点数について，これ以上低下しないでほし

いです．
⑤　患者の高齢化・重症化を始めとして，医療安

全・危機管理（地震・電力不足・新型インフルエ
ンザ等の感染症対策を含む）のためのコストの増
加を吸収できるように，是非プラス改定してほし
い．

⑥　全体的に点数の引き上げをお願いしたい．
⑦　適切な透析診療を行って赤字になるような状態

にならないよう配慮していただきたい．
⑧　人工腎臓の手技料がこれ以上下がらないように

してほしい．
⑨　診療報酬が下がれば，今後透析治療から撤退せ

ざるをえなくなる可能性がある．現在の診療報酬
を少なくとも維持してほしい．
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（4）　その他
①　「内シャント血栓症」を傷病名 ICD-10 に登録

してほしい．

②　通院困難な患者が増えている．週 3 回透析がほ
とんどであるが，市町村で発行するタクシー券で
はまったく足りない．
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要　旨

本邦において腹膜透析（PD）患者数が増加しない
一つの理由として，医療施設における収益性の悪さが
指摘されていた．しかし 2012 年度の診療報酬改定に
おいて，腹膜透析（PD）の診療報酬は増加し，PD に
おける在宅介護の診療報酬が連日認められる，等の大
きな改善がみられた．この診療報酬改定は，国が在宅
医療としての PD を推進しようとする方向性を示すも
のであり，併用療法の診療報酬が認められた事とあわ
せて大きな前進であった．PD の医療経済性の検討は，
今後の PD の未来を考えるうえでの重要な問題である．

ここではまず本邦の PD 医療の収益性を，①外来診
療，②PD＋HD 併用療法，③外来における介護保険の
適応，④入院診療の場合，に分けて検討した．その結
果，いずれの場合にも PD の収益性は HD と比べて決
して劣るものではない事が明らかとなった．また入院
診療に関しても，今回の診療報酬の改定で大きく変わ
り，決して収益性が悪い療法ではない事が示された．
PD の主な利点である在宅療法，QOL の維持の面から，
PD はより広く推奨されるべき療法である．今回の診
療報酬の改定は，PD の推進に大きなメリットと考え
られる．

これからの豊かな高齢者の社会を築いていくために，
透析患者の自立と在宅医療の重要性は十分理解できる．

その意味では，本邦の透析施設も PD 患者の受け入れ
と診療を積極的に行うべき時期に来ている．PD は，
透析スタッフの増員も必要なく，新たな透析施設への
投資も不用であり，決して医療収益性も悪くない透析
療法である．これからの透析医療を支えていくために
も，今後多くの透析施設が PD を積極的に行っていく
事を期待したい．

緒　言

現在，日本は国として約 1,000 兆円の負債があり，
財政的に破綻の危険性がある事がしばしばニュースに
なっている．我が国の経済を破綻させないために，消
費税の増税は避けられない現状である．そのような状
況下，高齢者を中心とした医療費の増加は本邦の経済
状況における重要な問題点となっている．小泉改革で
経済立て直しのために医療費の削減を行い，その結果，
医療崩壊の一因となった事はよく知られている．では
未来の医療はこのままで大丈夫なのであろうか．当然
そんな事はありえない．医療経済は避けて通れない，
重要な問題なのである．

医療費を負担する生産年齢人口（15～64 歳）は
1995 年の 8,716 万人をピークに減少に転じており，本
邦の総人口自体も 2008 年の 1 億 2,769 万人をピーク
に減少に転じている．現在 65 歳以上の高齢者は総人
口の 22％ であるが，今後 2050 年には人口は 8,000 万

医療制度・医療経済

腹膜透析（PD）の医療経済性
――　PD 療法は収益性の低い治療法なのか？　――

中元秀友＊1　西山　強＊2　佐藤　忍＊2　遠藤政博＊2　
＊1  埼玉医科大学総合診療内科　＊2  所沢腎クリニック医務課
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人台となり，高齢者はそのうちの 40％ 以上になると
予想されている．日本は世界で最も急速に高齢化が進
行している医療先進国であり，その未来は世界の医療
の未来を示すものと考えられている1）．今後，本邦に
おける高齢者の増加，それに伴う医療費の増加はさけ
られない状況である．一方，税金を負担する生産年齢
人口は 1998 年以後すでに減少に転じている（図 1）．
このままでは本邦の高齢者医療が破綻に向かう事は十
分に予想される．

このような本邦経済の厳しい状況は，公共施設等で
も予想されている．戦後急速に行われた事業開発が
50 年を過ぎ，さまざまな施設の老朽化が問題となっ
ている．すなわち，昭和初期に作られた橋や水道管な
どは老朽化が進み，今後それらの改修工事が必要にな
る．現在のデフレの状況が続けば，不況下の県や市で
は膨大な費用を負担できない可能性がある．すでに財
政破綻に陥っている市も散見される．このような現状
を考えれば，日本国の財政状況が危機的状況にある事
は容易に理解できる．この状況は，日本全体が直面し
ている状況である．今後経済不況が続けば，年金だけ
でなく，世界に誇る日本の医療制度そのものが破綻す
る可能性もある．

1　透析療法と医療経済性

このような社会状況を背景に，透析医療は常に医療

経済の矢面に立っている．その根本に透析医療費用が
他の医療に比べて高額である点が指摘されている．透
析医療は腎代替療法として，この数十年間で画期的な
進歩を遂げている．これも多くの先人達の努力による
ものであるが，定期的に行う継続療法であり，機材費
や人件費を考えるとどうしても他の医療よりも高額に
ならざるをえない．「透析医療が本当に高額なのか？」
という点に関しては，その予後，生活の質（QOL）に
及ぼす効果，生産性に及ぼす効果，等の多くも項目を
考えて判断する必要がある．少なくとも，多くの人た
ちがその療法によって，QOL の高い生活を送れるよ
うになった事は事実である．しかしながら，それらの
点を含めた検討はまだ十分に行われてはいない．特に
医療経済的な有用性に関しては，血液透析（HD），腹
膜透析（PD），腎臓移植（transplantation）を分けて
考える必要がある．さらに医療経済性では，医療費支
払い機構，透析施設，さらに患者側からの医療経済性
を分けて考える必要がある．医療経済においては，立
場によってまったく異なる見解が出てくるため，きち
んと分けて考えるべきである．これらをふまえて現在
いくつかの検討が行われており，今後，医療経済的な
面からの解析データも出てくるものと思われる．

一方，透析医療施設側からの検討も重要である．少
なくともこの十年来，HD に関する医療費は削減され
ており，個々の透析施設の収益性が悪化している．こ

図 1　年齢 3 区分別人口の推移：中位推計
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の数年，透析継続を断念する施設も多数みられる．図

2 は，ある透析施設の 1 人あたりの血液透析（HD）
患者の医療費の 15 年間の変化を示している．この図
から約 13％ の医療費の減少が見られる．これは診療
報酬の改定に伴うものが大きい．しかしながら，同一
施設全体での医療費収益は約 30％ 減少している（図

3）．その理由としては，1 施設あたりの患者数の減少
が大きい．以前は右肩上がりで増加していた HD 患
者数も，患者の高齢化，人口の減少に伴い，この数年
中に減少に転じる可能性が高いと言われている．その
他にも人件費の上昇，送迎の費用等，予想外の収益性
の悪化がみられる．これらのことから，HD の施設を
取り巻く状況は年々厳しくなっている事が理解できる．

これに対して PD の医療収益性はどうなのであろう
か？ PD 患者数は 1 万人弱であり，多くの患者は大
学病院や大病院などで管理されている．そのためか，
PD の収益性に関しては，めったに議論される事はな
かった．しかし 2012 年の診療報酬改定で，PD 患者
の診療報酬に大きな変化がみられた．明らかに PD に
は有利な診療報酬改定が行われた．この方向性は，厚
生労働省が本気で PD の普及を目指している事の明確
な決意表明と言える．しかしながら，PD の医療収益
性をきちんと理解している医療関係者は少ない．

ここでは現在の本邦の医療経済，特に透析医療の現
状と，PD 医療の医療経済性を中心に述べてみたい．

図 2　透析施設における 1 血液透析（HD）患者あたりの年間医療費の推移
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図 3　透析施設における 1 月あたりの医療収益（月平均売り上げ）の推移
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2　世界の医療保険制度の現状

日本の公的医療保険制度は，2000 年に世界保健機
関（WHO）から世界最高の評価を受け，その充実度
は経済協力開発機構（OECD）の加盟国中でもトップ
レベルと言われている．

現在，世界の医療保険制度は大きく分けて次の三つ
の形態に分類されている（表 1）．

①　公的制度によるもの（ビバリッジモデル）であ
り，すべて税金で賄う制度である．イギリス，カ
ナダ，スェーデン，デンマークなどの形態であり，
医療費はすべて税金から拠出されるものの，税金
そのものが際立って高額になる．

②　民間保険により医療費が支払われる（市場モデ
ル）もので，米国が典型的なモデルとなる．医療
費は入っている医療保険によって支払われる．こ

のモデルの欠点として，豊かな階層と貧困層の間
に，大きな医療格差が生じてくる事があげられる．

③　民間保険と公的保険の両方で医療費を賄う混合
型（ビスマルク）モデルは，現在，日本，フラン
ス，ドイツ，オランダ等の国々で採用されている．
この特徴は，公的保険によって医療保険は保証さ
れているものの，多くの国民は民間保険にも加入
している（図 4）．本邦でも民間保険への加入率
は，公的保険制度のない米国よりも高い状況であ
る．この仕組みは，それぞれの国で違いはあるも
のの総じて高い評価を受けている．

次に我が国の保険制度の特徴を述べる．

3　日本の医療保険制度

日本の健康保険制度の特徴として，①国民皆保険制
度，②現物給付制度，③フリーアクセス，この 3 点が

表 1　現代の世界における医療保険制度

タイプ 採用している国 特徴等

ビバリッジモデル 公的制度 Italy, UK, Spain, 
Sweden, Denmark,
Norway, Finland,
Canada

課税
国民保険サービス
など

個人保険 プライベート USA 個人保険
メディケア
メディケイド

ビスマルクモデル 混合型 France, Germany,
Australia, Switzland,
Belgie, Holland,
Japan

保険料
強制保険
公的・私的施設

（Lamerire : Nephrol Dial Transplant, 14（suppl6）;  3-9, 1999 より）

図 4　各国の民間医療保険への加入率の比較
†1　生命保険文化センター調べ（2007 年）．18～69 歳の男女個人 4,059 人への調査結果．

（OECD 保健医療支出と財政負担　民間医療保険加入率（2005 年）総人口に対する割合
（2007 年版）より）
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あげられる．
①　国民皆保険制度
原則として全国民が公的健康保険制度に加入してい

る．健康保険制度には，雇用者（被用者）（およびそ
の被扶養者）を対象とする政府管掌健康保険や組合管
掌健康保険などの被用者保険制度と，自営業者や自由
業，無職者などを対象とする国民健康保険制度，高齢
者を対象とする老人保険制度がある．

②　現物給付制度
診療費は保険制度からの現物給付（現金支払い）で

あり，被用者保険制度の被保険者は掛かった費用の 2

割，その被扶養者は 3 割，国民健康保険の被保険者は
3 割を自己負担する．また被保険者は，同月同医療機
関での医療費が高額な場合は上限を超える金額の差額
返還を受けることができる．保険料の算出法は住民登
録をした自治体によって若干異なるが，主として被保
険者の前年の所得，資産，被扶養者の人数等によって
決定される．また，年間保険料には限度額が設けられ
ている．医療を受けた場合の費用は同じ医療内容であ
れば全国で原則同額である．

③　フリーアクセス
本邦の患者は，医療機関を自由に選ぶことができる．

また医療者側は，診療希望に対して拒否する事はでき
ない．

以上の三つの特徴を持つ医療保険制度は，すべての
国民に平等な医療を提供する．したがって，すべての
国民は平等の医療を受けることができる．病院の個室
等に入院した場合の差額，歯科の特殊な治療の治療費
等，標準とされる医療サービスを超えるものは自己負
担となる．また，予防接種，健康診断などには保険が
適用されない場合があるものの，基本的に医療費負担
には公的医療保険が適応される．

では本邦の透析医療費はどうなっているのであろう
か？ 本邦で透析医療に対して健康保険が適応された
のは，昭和 42 年（1967 年）からであった．初期には
健康保険本人に対しては 10 割給付であったが，健康
保険家族には 7 割給付，国民健康保険では 7 割給付に
制限されていた．その後，昭和 48 年から自己負担の
限度額が設定されたものの，毎月 15,000 円から 50,000

円の支払いが必要であった（表 2）．そのため，高額
な医療費を支払うために家を売る，借金をする，生活
保護を受けるために離婚する，などの実態が明らかと

なり，昭和 46 年に透析患者による全腎協が組織され
医療費の控除にむけて積極的な活動を行った．その結
果，透析医療費に関しては月々 20,000 円を限度として，
国庫負担となった．現在では医療制度をきちんと利用
すれば，ほとんどの患者は自己負担なく透析医療を受
けることができる2）．

このような制度は，世界でも類がなく，きわめて優
れた医療保険制度と評価されている．その事実を表す
データとして，DOPPS の結果がよく知られている3）．
本邦の透析患者の予後は，欧米に比べて格段に優れて
いるのはこの保険制度によって，すべての透析患者が
優れた透析医療を享受できるためと考えられる．

4　医療経済から見た透析医療と慢性腎臓病（CKD）

このような本邦の優れた医療保険体制は，国民の平
均寿命を世界一に押し上げ，さらに透析患者の予後を
世界一のレベルにした．しかしながら，医療費の面で
は大きな問題が生じている．2011 年末の日本透析医
学会統計調査委員会のデータでは，維持透析患者数は
すでに 30 万人を超え，透析に関わる年間医療費は 1

兆円を大きく超えており，総医療費の約 4％ を占めて
いる4）．維持透析患者数は 30 年間で約 20 倍に増加し，
現在でもなお年間 38,893 人が透析導入となり，6,000

人以上の患者増加数を認めている（表 3）．1980 年に
本邦の透析患者数は 3.6 万人であったが，30 年後の
2011 年には 30 万人（8.3 倍）を超え，今後まだしば
らくは増加する事が予想されている．

この透析患者の増加に伴う透析医療費の急騰は，日
本だけではなく世界的な問題となっている．世界的に

表 2　透析患者自己負担額の推移

本　　人 家　　族

S 47 年 10 月前
S 48 年 10 月

S 51 年 8 月

定額負担 家族最大 5 割負担
高額療養費制度創設
30,000 円/月
39,000 円/月

S 56 年 3 月

S 58 年 1 月

高額療養費制度創設
15,000 円/月

自己負担限度額
　一般　　39,000 円/月
　低所得　15,000 円/月
自己負担限度額
　一般　　51,000 円/月
　低所得　15,000 円/月

S 59 年 10 月

H 18 年 10 月

高額療養費の高額長期疾病創設
自己負担限度額 10,000 円
上記に加え 70 歳未満上位所得者 20,000 円
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は 1980 年に 16 万人にすぎなかった透析患者が 2010

年にはなんと 210 万人と 13 倍にも増加する事が予想
されており，世界的な CKD 対策の重要性が理解でき
る5, 6）．特に透析医療は多大な費用がかかることから，
腎不全医療にかかる費用の増大が世界的に懸念されて
いる．

我が国の国民医療費は年々増加し，1999 年に初め
て 30 兆円をこえ，その後 2000 年 4 月からの介護保険
の導入により一時減少したものの，2001 年には再度
増加し 30.7 兆円，対国内総生産（GDP）の 8.5％ と
推測された．今後高齢者の増加に伴い医療費は大幅に
増加することが予測されている．厚生労働省の試算に
よれば，平成 19（2007）年には医療費は 34.7 兆円で
あったものが，平成 37（2025）年には 65.6 兆円に達
するものと予想している（図 5）．特に厚生労働省が
常に問題としているものに，高齢者医療費の増大があ

る．確かにこの医療費の増加のほとんどは 75 歳以上
の後期高齢者の増加に伴うものであるが，高齢者医療
に費用がかかるのは多くの合併症，さらに生活能力の
低下に伴うことが知られており，これは加齢に伴う変
化として避けられないものである．

このような状況から，厚生労働省の考えている今後
の医療費抑制のための政策として，まず予防医療，特
に糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防を政策の最
重要項目にあげている．さらに高齢者の社会復帰を前
提とした在宅医療の推進がある．

以前から糖尿病患者では血管病変が進展し，腎不全，
さらに心血管合併症の進展が見られることが知られて
いた．そのために糖尿病患者の生命予後はきわめて不
良であり，厚生労働省は糖尿病撲滅のための一大キャ
ンペーンを行ってきた．しかし，近年慢性腎臓病

（CKD）は，糖尿病と同様に単に腎臓だけの問題では
なく，心血管病や死亡などの多くのリスクを増加させ
る原因であることが明らかとなり，さらに末期腎不全
患者（ESRD）の増加は，医療費を大きく引き上げる
要因であることが明らかとなった．また脳疾患や心血
管疾患への対策は以前より行われており，着実な成果
をあげているのに対して，腎疾患の末期病態である透
析患者数は世界的に増加が続いており，さらに今後も
確実に増加する可能性が予測されていることがあげら
れる．

以上のような背景から，本邦でも腎臓学会が中心と

表 3　我が国の慢性透析療法の要約
――　2011 年 12 月 31 日現在　――

透析施設数 4,205 施設（39 施設増，0.9％ 増）
慢性透析患者数 304,592 人（6,340 人増）
昼間透析患者数 253,722 人（83.3％）
夜間透析患者数 40,917 人（13.4％）
在宅血液透析患者数 327 人（0.1％）
腹膜透析患者数 9,626 人（102 人減，3.2％）
　⎛内訳：腹膜透析単独 7,724 人（80.2％）⎞
　⎜� ⎜

　⎝　　　併用療法患者数 1,902 人（19.8％）⎠
導入患者数 38,893 人（1,381 人増，3.7％ 増）
死亡患者数 30,831 人（1,949 人増，6.7％ 増）

図 5　現在の医療保険医療費と人口構成の現在と未来（厚生労働省試算）
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なり 2004 年に CKD 対策小委員会を設立し，CKD 対
策の一大キャンペーンを展開している．

5　本邦における透析医療の現状と問題点

本邦の透析医療は，世界で最も優秀な成績を示して
いる．そのことは，これまでの DOPPS 研究等で明確
に示されている．そして本邦は，世界でも有数の透析
大国である．先日発表された 2011 年度末の日本透析
医学会統計調査委員会の報告によれば，透析患者はつ
いに 304,592 人（6,340 人）と 30 万人を超え，透析施
設も 4,205 施設となった．一方，腹膜透析（PD）患
者数は 9,626 人（102 人減，3.2％）とむしろ減少して
おり，在宅血液透析患者数は 327 人（0.1％）と増加
したものの，際立って低い比率である（表 3）4）．

本邦における透析医療の直面する重要な問題として，
透析患者の高齢化があげられる．日本透析医学会統計
調査委員会のデータによれば，高齢維持透析患者数は
増加の一途をたどっている．2011 年末の時点で透析
導入患者平均年齢はすでに 67.8 歳（男性 66.9 歳，女
性 69.7 歳），全透析患者の平均年齢は 66.5 歳（男性
65.8 歳，女性 67.9 歳）と高齢化しており，透析患者
の平均年齢は直線的に高齢化している．また慢性透析
患者全体のうち 58.0 ％ は 65 歳以上であり，透析医療
そのものが高齢者医療となっている4）．

もう一つの本邦の透析医療の重要な事として，糖尿
病を合併する透析患者が著しく増加していることがあ
る7）．2011 年に透析に導入された患者の原疾患の第 1

位は糖尿病性腎症で 44.2％（前年の割合より 0.6％ 増
加），第 2 位は慢性糸球体腎炎で 20.4％（0.6％ 減少），
腎硬化症が 11.7％（0.1％ 増加），不明が 11.2％（0.5

％ 増加）であった4）．わが国において，新規に維持透
析に導入となる患者の糖尿病性腎症の比率が，1998

年度より第 1 位となって以来，全透析患者数に占める
糖尿病性腎症の割合は年々増加し，2010 年末には
35.8％ となっている．また，糸球体腎炎や腎硬化症な
どによる腎不全でも糖尿病を合併している透析患者の
増加がみられる．さらに維持透析患者のなかで，新た
に糖尿病を発症する患者も認めている．この腎硬化症
の増加は人口の高齢化を反映し，糖尿病の増加は栄養
状態の改善と高齢化を反映している．このような透析
患者の高齢化，糖尿病の増加は，心血管合併症や肢体
不自由な患者数の増加に繫がり，その結果，透析医療

費の増加に繫がっている7）．

6　高齢者医療保険改革

このような状況に対して，厚生労働省はこれまでに
いくつかの対策を行ってきた．一番大きな高齢者医療
費削減の対策として，2000 年 4 月に行った介護保険
制度の導入がある8）．介護保険制度は医療と介護を明
確に区別し，高齢者の介護に対しては，介護保険制度
を適応する事とした．当時，介護保険制度は，「20 世
紀最後の大事業」あるいは「介護革命」などと呼ばれ
たように，社会保障分野のみならず国民生活に一大変
革をもたらすものとして，大きな「期待」と「高揚
感」をもって迎えられた．初期の予算額として 4 兆円
を計上していたが，その後年々増額し，2010 年の時
点ですでに倍の 8 兆円が使われている．今後介護を要
する高齢者の数は急激に増加し，2015 年には 12 兆円，
2025 年には 20 兆円の経費が予想されている（図 6）．
この金額は，現在の医療保険費用の半分以上にあたる
ものであり，費用の増加に伴い，介護保険制度そのも
のの継続が危惧されている．

介護保険の問題点も多数指摘されている8）．介護保
険は，主に在宅患者の介護を前提としているが，急性
期病院と在宅を結ぶ中間施設として，介護老人福祉施
設（特養），介護老人保健施設（老健），さらに介護療
養型（療養）の介護保険 3 施設を設定している．高齢
者の終の住処としての特養は別として，他の老健，療

図 6　介護保険給付金の総額の将来見通し
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養型はいずれも数カ月の入院の後に自宅へ帰る事を前
提としている．そのために 90 日を超える場合の医療
費は，低く算定されている．しかしながら，実際の状
況は，これらの施設の入居者は一度入院すると，まず
退院しない．そのために，長期の入院患者が増加し，
介護費用負担の増加する原因となっている．介護保険
の被保険者である高齢者は，介護保険料の一部を負担
するのであるが，この自己負担金も年々高額となって
いる．

もう一つの高齢者医療制度改革として行われた後期
高齢者医療保険制度の導入は，75 歳以上の後期高齢
者と，障害のある前期高齢者（65～74 歳）の医療保
険を別枠とした．高齢者医療保険制度は 2008 年 4 月
より導入された制度であり，高齢者の医療保険を，こ
れまでの一般の医療保険と明確に分けた．その意味す
るところは，後期高齢者医療費の財源の差別化であり，
高齢者自身の医療費自己負担率の増加であった．さら
に外来診療を包括化し，高齢者が複数の医療施設を受
診する事を制限しようとしたが反対意見が多く，包括
化に関しては 2 年で廃止となった．高齢者医療保険制
度に関しては，現在なお議論が多く今後さらなる改定
が行われる事と思われる8）．

7　医療経済性からみた高齢者医療の未来

以上の点から考えれば，高齢者医療，特に高齢者透
析医療の未来は，きわめて厳しいものである事が十分
に予測できる．このような医療経済性を考えれば，透
析医療の医療保険制度による全額負担を維持できる可
能性は厳しいと予想できる．このような状況に対して，
どのような対策が可能なのであろうか．将来的には，
裕福な透析患者の自己負担が生じてくる可能性は否定
できない．また透析患者の社会復帰と，就労の機会増
加が重要な課題となってくる．

次に，高齢者透析医療の観点から可能性のある方法
を考えてみたい．一般的な対策として以下のことが考
えられる．

①　CKD ならびに糖尿病患者対策
それによって，できる限り透析導入患者を減らす事．
②　透析患者の自立支援
できる限り社会復帰を目指し，入院透析等の高額患

者を減らしていくこと．
③　CAPD などの在宅透析医療の普及

在宅透析患者が増え，CAPD 医療費の削減が可能と
なれば，透析医療費の削減に繫がる可能性は十分にあ
る．

④　移植医療の普及
これは透析医療費の総額を下げる効果は十分にある

（患者数が増えれば薬剤の費用は削減できよう．現状
での薬剤料削減は厳しいか？）．

⑤　高所得患者や資産を有する患者の自己負担額を
考える

この考え方の基本として，高齢者の資産は若年者と
比べて圧倒的に多いにもかかわらず，現在の医療保険
制度では圧倒的に自己負担率が低い事があげられる．
当然，個人個人で資産に差があるものの，少なくとも
自己資産がある高齢者は自己負担を負う責任がある．
このまま財政危機が続けば，自己負担額の増額の可能
性も考慮する必要がある．

以上の観点から，透析患者の自立，そして在宅医療
の普及は一つの透析医療の未来として考えるべき手段
である．PD 患者の増加しない一因として，PD 患者
は手間がかかる割に医療収益性が悪い事をあげる医療
関係者がいる．実際の状況はどうなのであろうか？

以下の項目では，PD の医療収益性に関して，現在
の診療報酬の状況から詳細に検討したい．

8　PD の医療経済性

8-1　PD の医療体系―介護病棟での PD の実施は可能か

PD 療法は，あくまで在宅を目的とした末期腎不全
患者の腎代替療法であり，入院を前提とはしていない．
しかし，PD 療法は緩徐な持続透析療法であり，生体
適合性もよく，高齢者に適した透析療法である．高齢
者が PD を選択した場合，高齢者が自分で十分に手技
をマスターして，すんなりと自宅へ帰れる場合は少な
い．そのような場合には，急性期の一般病院から，慢
性期を対象とした療養型や老健などの中間施設を経て
自宅に帰ることになる．これが厚生労働省の目指す高
齢者の未来像である（図 7）．

PD 導入初期は医療保険を用い急性期病棟へ入院す
るが，状態が改善されれば自宅に戻る．それがスムー
ズにいけばよいが，スムーズにいかない場合に介護保
険適応 3 施設（介護老人福祉施設，介護老人保健施設，
介護療養型病棟）へ一時的に入院する事になる．その
場合の入院に使用する保険は，多くは介護保険である
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が，PD に関しては併設された医療施設や完全に別の
医療施設で管理する事になる．その場合，PD に関す
る医療費は医療保険から支払われる．

介護保険適応 3 施設で行う事のできる医療行為に関
しては厳密に設定されている（図 8）．介護老人福祉
施設（特養）に関しては，あくまで家としての設定で
あり，原則医療行為を行う事はできない．したがって，
特養に入所する場合には，そこに住民票を移す必要が
ある．一方，介護老人保健施設（老健）は投薬，注射
などの処置は行う事ができる．さらに採血等の検査も
できるし医師の勤務も必須だが，行える検査には制限
がある．ちなみに老健や療養型の管理者は医師だが，
老健に関して医師は 24 時間常駐していない場合が多
い．図 8 に示された範囲内での検査を行うが，これら

の検査費用は入院基本料に含まれており，X 線検査，
採血検査等はすべてまるめになっている．さらに経口
薬に関しても入院基本料に含まれる．したがって，こ
れらの病棟では不要な検査，不要な投薬は行わない．
PD に関しては別の医療施設で管理する事が多い．し
たがって PD の医療費は管理している施設で請求する
が，特養に関してのみ一般の自宅と同じあつかいなの
で，すべての費用を請求できる．したがって，PD を
特養で行う事は可能である．しかし，特養に入所中の
患者が PD の自己管理を自分だけで行える場合はきわ
めて少なく，特養の看護体制も個々の患者に十分対応
する時間もないため，特養での PD 管理は理論上は可
能であっても実際に現場で行っている施設はほとんど
ないのである．

図 7　現在の高齢者 CAPD 医療のしくみ
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これとは別の PD 導入や腹膜炎，合併症などによる
急性期病床への PD 患者の入院に関しては，別途項目
の「8-5　PD の医療経済性―PD 導入期」ならびに

「8-6    PD の医療経済性―一般病床および療養型病床
への入院患者」で詳細に述べる．

8-2　PD の医療経済性の実際―外来通院患者

PD 療法が本邦ではあまり行われていない理由の一
つとして，医療施設における PD 療法の収益性の悪さ
が指摘されている．「PD 療法は医師や看護師にとって
手間がかかる割に，収益性が悪すぎる」，PD 療法を行
わない理由として以前から指摘されていた点である．

2012 年 3 月に新たな診療報酬の改定方針が発表さ
れた．その重要な改良点は，医療と介護の機能分化を
はかり，そのうえで在宅医療に重点的に医療費が配分
されたことである．今回の改定で施設血液透析（cen-

ter hemodialysis）の診療報酬は，わずかに削減された．
一方，在宅透析の代表である持続的携行腹膜透析（con-

tinuous ambulatory peritoneal dialysis;  CAPD）に関し
ては，月に 1 回算定できる在宅自己腹膜灌流指導管理
料は 38,000 円から 40,000 円に増額され，2 回目以後
の算定加算についても 19,000 円から 20,000 円に増額

された（月に 2 回まで算定可能）．在宅医療である PD

療法に対して，国は確実に医療者側の収益性（管理
料）の増加を行っている．これは PD を増やそうとす
る国の方向性を示すものである．

ここでは PD の実際の収益性を，医療施設の実収入
から比較してみた（表 4）．外来通院 HD 患者の 1 カ
月の診療報酬では最高が 38,721 点，最低が 35,165 点，
HD 患者 6 名の平均は 36,804 点であった．一方，外来
PD 患者の 1 カ月の診療報酬では最高が 48,425 点，最
低が 32,140 点，平均が 38,322 点であった．HD 患者
の最も大きな収益は 28,769 点の処置手技料と 2,262 点
の処置薬剤費（ダイアライザー費用）である（表 4）．
しかしながら，その中から医師，看護師，臨床工学技
士等の人件費を，さらに薬剤費，材料費，光熱費，土
地・家屋代等の経費を支払う必要がある（図 9）．し
たがって，患者数が多ければそれなりの収益性を保つ
事ができるが，少人数の透析施設では収益性は悪くな
る．一番大きな薬剤費としてエリスロポエチンがあげ
られるが，HD ではその費用も含めて処置手技料とし
ての一括請求となる．一方 PD は，在宅薬剤費（PD

透析液，機材費）が平均で 27,367 点と高いものの，
施設経費（人件費，消耗機材等）の比率は低い．また

表 4　外来診療での診療報酬の比較（HD・PD・HHD の診療報酬比較表）

診察料 管理料 在　宅
管　理

在　宅
薬　剤 投　薬 注　射 処　置

手　技
処　置
薬　剤 手　術 検　査 画　像

診　断 その他 合　計

HD

患者Ａ 975 2,768 0 0 628 2,132 28,769 2,262 0 0 11 0 37,545
患者Ｂ 975 2,768 0 0 380 0 28,769 2,262 0 0 11 0 35,165
患者Ｃ 975 2,768 0 0 1,841 0 28,769 2,262 0 0 11 0 36,626
患者Ｄ 975 2,768 0 0 2,305 0 28,769 2,262 0 0 11 0 37,090
患者Ｅ 975 2,768 0 0 892 0 28,769 2,262 0 0 11 0 35,677
患者Ｆ 975 2,768 0 0 1,804 2,132 28,769 2,262 0 0 11 0 38,721

平　均 975 2,768 0 0 1,308 711 28,769 2,262 0 0 11 0 36,804

PD

患者Ｇ 254 183 6,000 21,700 1,490 3,012 0 0 0 901 0 0 33,540
患者Ｈ 127 418 4,360 28,982 1,166 1,791 0 0 0 575 0 0 37,419
患者Ⅰ 127 183 4,000 24,324 1,944 922 0 0 0 640 0 0 32,140
患者Ｊ 254 183 6,000 25,758 1,686 2,594 0 0 0 901 0 0 37,376
患者Ｋ 254 183 8,500 35,539 454 2,594 0 0 0 901 0 0 48,425
患者Ｌ 254 183 6,000 27,900 2,274 3,582 0 0 0 901 0 0 41,094

平　均 212 222 5,810 27,367 1,502 2,416 0 0 0 803 0 0 38,332

HHD

患者Ｍ 75 2,488 18,000 5,608 628 0 2,213 174 0 0 11 0 29,197
患者Ｎ 75 2,488 18,000 5,256 380 0 2,213 174 0 0 11 0 28,597
患者Ｃ 75 2,488 18,000 6,380 1,841 0 2,213 174 0 0 11 0 31,182
患者Ｄ 75 2,488 18,000 5,262 2,305 0 2,213 174 0 0 11 0 30,528
患者Ｅ 75 2,488 18,000 8,831 892 0 2,213 174 0 0 11 0 32,684
患者Ｆ 75 2,488 18,000 6,370 1,804 0 2,213 174 0 0 11 0 31,135

平　均 75 2,488 18,000 6,285 1,308 0 2,213 174 0 0 11 0 30,554
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エリスロポエチンや検査の費用は，別途算定する事が
できる．さらに管理料とは別に，在宅管理料をまるま
る利益として考えられるので，1 患者あたりの収益性
は HD と比べて月に平均して 6,000 点以上高い．した
がって，少数の PD 患者でも，確実な収益を確保する
事ができる．

最近注目されている家庭透析（HHD）に関しては，
在宅管理料が 18,000 点と高いが，これは在宅血液透
析指導料として 8,000 点，透析液供給装置加算として
10,000 点であり，病院での検査代や診察料を含めたも
のとなる．一般には在宅管理料の中から RO 装置等の
リース料 10,000 点を支払うため，基本的には PD の
最大の管理料 8,000 点と同程度となる．慢性維持透析
患者外来医学管理料として別途 2,488 点の請求が可能
となるが，HHD の外来での検査料，指導料等の人件
費はこの中から支払う必要があるため，病院の収益自
体はそれほど大きなものにはならない．この慢性維持
透析患者外来医学管理料は，血液透析導入後（施設お
よび在宅）3 カ月以上が経過した患者に，検査結果に
基づき外来診療を行った日に算定可能となる．また，
HHD の透析液の配送料はメーカーの支払い（月 1～2

万円），自宅での水道料＋電気料（月数万円）は患者
自身の支払いとなる．そのため，病院，メーカー，患
者自身にいくらかの持ち出しが生じてくる．

以上のように，PD 患者の外来通院時の病院の収益

に関しては，月平均 6,000 点以上の在宅管理料が基本
的な収益となる．そこからの必要費用として人件費が
あるものの，時間的な制約が少ない事を考えれば施設
透析（HD）よりも高い収益性がある．

8-3　PD の医療経済性の実際―PD＋HD 併用療法

近年では PD＋HD の併用療法の保険適応が認めら
れ，2012 年末の PD レジストリによれば，9,510 人の
PD 患者の 1,935 人（20.3％）が PD＋HD 併用療法を
行っている9）．ただし，PD＋HD の併用療法のうち保
険適応が認められたのは週 1 回の併用までであり，週
1 回の併用であれば HD の機材費も PD の管理料も認
められる．特に週 1 回の併用療法であれば，最も収益
性の高い処置手技料を，そのまま算定する事ができる

（2,040 点から 2,340 点）．しかし，週 2 回以上の併用
を行った場合には，処置手技料は週 1 回についてのみ
1,580 点が算定できるものの，2 回目の処置手技料を
算定する事はできない．その他の機材費などは算定で
きるものの，2 回目以後の HD に関して処置手技料を
算定する事はできない．週 2 回以上の HD 併用を考
えた場合には，HD を主たる治療法として費用を算定
したほうがむしろ高額となる．その費用の算定シミュ
レーションを表 5 に示す．

収益性の面からは，週 1 回の PD＋HD 併用療法の
収益性が最もよい．しかし，実際の医療の現場では，

図 9　クリニックにおける HD 患者の施設経費
――　処置・手技料からの支出　――
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薬剤　　　　 16,000,000 

材料　　　　　8,000,000 
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併用回数を増やす事で体調がよくなるために，併用回
数を増やす事を希望する患者が結構多い．これらの患
者に，医療収益性を理由に週 2 回以上の併用を断る事
は難しい．その場合の費用は，透析施設の持ち出しと
して考える必要が出てくる．

8-4　PD の医療経済性―外来における介護保険の適応

PD は在宅を基本とした治療法である．そのために，
PD 患者では在宅での治療を行うためのサポートシス
テムが重要となる．そのためにも国は積極的に在宅患
者の支援を行っている．

先に述べたように，2012 年 3 月に新たな診療報酬
の改定方針が発表された．その重要な改良点は，医療
と介護の機能分化をはかり，そのうえで在宅医療に重
点的に医療費が配分されたことである．その一つが
PD 管理料の増額であった．もう一つの重要な改善点
は，在宅透析医療に対する訪問看護に対する加算が多
数認められた事である．

まず患者の試験外泊時における訪問看護を拡充する
ため，PD 導入時に連携する訪問看護ステーションに

よる試験外泊時の訪問看護の評価を新設し，8,500 円
が算定された（訪問看護基本療養費）．また，退院時
に当該保険医の指示を受けた看護師，または訪問看護
ステーションの看護師が，退院時に共同指導を行った
場合 2,000 円の加算が可能となった（訪問看護療養費
特別管理指導加算）．さらに，訪問看護管理療養費の
算定日数の制限を緩和し，連日の PD 患者への訪問看
護による支援を可能とした（これまでは 12 日まで．
訪問看護管理療養費：月の初回 7,300 円，2 回目以後
2,950 円）．したがって，在宅 PD 患者への訪問看護に
よる連日の PD 支援に対して訪問看護料が算定できる
ようになった．加えて，これらの患者に対する長時間
訪問看護の算定用件を見直し，90 分以上の在宅支援
に対して算定をできるように改定した．これらは国が
在宅療法として PD を大きく推進している事を示すも
のであり，今後の PD 療法推進の大きな支えになるも
のと思われる．

では在宅血液透析（HHD）にこれらの加算は可能
なのであろうか．平成 24（2012）年 6 月 26 日に日本
透析医会より以下のような通達が出された．「在宅診

表 5　腹膜透析の医療経済性の現状と問題点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　――　併用療法の場合　――

■　PD＋HD 併用　試算表（CAPD を主たる治療とした場合）

週 1 回 HD 週 2 回 HD 週 3 回 HD

診区 内　容 点数 診区 内　容 点数 診区 内　容 点数

12 再診料（73）×5 回 365 12 再診料（73）×9 回 657 12 再診料（73）×13 回 949

12 外来管理加算（52）×4 回 208 12 外来管理加算（52）×8 回 416

13 在宅療養指導料（170）×1 回 170 13 在宅療養指導料（170）×1 回 170 13 在宅療養指導料（170）×1 回 170

14 在宅自己腹膜灌流指導管理
料（3,800）×1 回

3,800 14 在宅自己腹膜灌流指導管理
料（3,800）×1 回

3,800 14 在宅自己腹膜灌流指導管理
料（3,800）×1 回

3,800

14 自 動 腹 膜 灌 流 装 置 加 算
（2,500）×1 回

2,500 14 自 動 腹 膜 灌 流 装 置 加 算
（2,500）×1 回

2,500 14 自 動 腹 膜 灌 流 装 置 加 算
（2,500）×1 回

2,500

14 腹膜透析材料費 37,702 14 腹膜透析材料費 37,702 14 腹膜透析材料費 37,702

21 定期内服薬及び処方（調剤）
料

1388 21 定期内服薬及び処方（調剤）
料

1,388 21 定期内服薬及び処方（調剤）
料

1,388

40 人工腎臓（慢性維持透析 4h
未満）（2075）×5 回

10,375 40 人工腎臓（その他）（1580）×
5 回

7,900 40 人工腎臓（その他）（1580）×
5 回

7,900

40 人工腎臓使用薬剤料及び材
料費

870 40 人工腎臓使用薬剤料及び材
料費

3,789 40 人工腎臓使用薬剤料及び材
料費

5,473

60 定期検査料 1,667 60 定期検査料 1,667 60 定期検査料 1,667

70 胸部及び腹部レントゲン 315 70 胸部及び腹部レントゲン 315 70 胸部及び腹部レントゲン 315

合計点数 59,152 合計点数 60,096 合計点数 62,280

■　PD＋HD 併用　試算表（HD を主たる治療とした場合）

合計点数 52,682 合計点数 61,970 合計点数 71,258
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療に訪問看護を利用する場合，HHD については介助
者が透析開始から終了まで原則付き添わなければなら
ない」（平成 24 年 6 月 26 日，日本透析医会通達より）．
これはあくまで透析医会の通達であり，法的な根拠は
ないものの，HHD 開始時より終了までの 5 時間以上
にわたって介助者が付き添った場合のみ，訪問看護の
費用が算定できる事になる．これは時間的にも困難で
あり，これを前提とすれば HHD への訪問看護の使用
はきわめて難しい．これは HHD が，自己管理をしっ
かりできる自立した患者が行う事を前提とした治療で
あり，自己管理が困難な場合には施設透析を行うべき，
と考えるべきなのであろう．

8-5　PD の医療経済性―PD 導入期

2012 年の診療報酬の改定で新たに認められた PD

導入期に算定できる看護費用に関しては，先に示した
訪問看護療養費特別管理指導加算 2,000 円，ならびに
訪問看護基本療養費 8,500 円がある．これは看護面で
の収益性である．PD 導入期には次の 8-6 で示すバッ
グ交換に関する処置料の 330 点/日（1 日 3,300 円）
以外に以下の費用が算定できる．

PD 導入期に算定できるものに，PD カテーテルの
留置手術 12,000 点（120,000 円），さらに PD 導入期の
加算 500 点（5,000 円）が別途算定できる．すなわち，
PD 導入期の 14 日間は自動的に 120,000 円＋8,300 円

×14 日＝236,200 円が加算される．この費用は入院費
用とは別途算定できるものであり，PD の導入期入院
の収益性はきわめて高いものとなる．

8-6　PD の医療経済性―一般病床および療養型病床への

入院患者

ここでは特に一般病床ならびに療養型病床への入院
を考えてみたい（介護病床，特に介護老人福祉施設

（特養）および介護老人保健施設（老健）の入院に関
しては「8-1　PD の医療体系―介護病床での PD の実
施は可能か」を参照）．

以前から PD 患者の入院は，病院にとってマイナス
算定になる事が強調されていた．そのために PD 患者
の入院を受け入れない施設もあり，入院に苦労する場
合が多々みられた．PD 患者の長期入院に対しては，
HD への変更を考える施設がほとんどであった．

今回の 2012 年の診療報酬の改定において，入院の
PD 診療報酬には大きな改善がみられた．まず一般病
床および療養型病床への入院に関して，これまで算定
できなかった交換キャップ（熱交換式の電熱板費用も
同様，TSCD および TCD の熱交換キット）への支払
いが認められた（1 キャップ約 600 円×1 日 4 回交換
で 2,400 円．月平均 72,000 円）（図 10）．そのために，
PD 患者の入院がマイナス算定になる事はなくなった．
むしろ PD は収益性の高い治療となった．これによっ

図 10　入院施設において請求可能と思われる診療報酬
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て，PD 患者の一般病院への受け入れは十分可能とな
った．むしろ PD 患者は収益性の高い患者となった．

PD と HD 患者が一般病床および療養型病床へ入院
した場合を比較してみる（図 10，図 11）．PD の入院
患者では，外来で算定できる基本診察料や管理料を算
定することはできない．しかし，PD では以下の点で
HD よりも収益性に優れている．

第一に，PD のバッグ交換の処置料が 330 点/日算
定ができる．そのため毎月 9,900 点のバッグ交換加算
が算定される．第二に，HD では外来 HD と同じく，
消耗品である ESA 製剤は処置料に含まれ算定ができ
ない．一方 PD は，HD と違い ESA 製剤の算定ができ
る．第三に HD については，売り上げ（入院基本料＋
手技料）の中から病床の経費以外に透析の経費（人件
費・機器の減価償却や水道光熱費）を計上しなければ
ならない．これに対して PD では，薬剤の費用は大き
いものの，入院基本料では病床経費以外（PD の人件
費等）を考慮する必要がない．さらに PD では，2012

年 4 月の改定により，入院中の腹膜透析交換キット
（キャップ代 240 点×30 日＝72,000 円/月）の算定が
可能となったため，収益性にマイナスとなる要素がな
くなった．現在なお，APD のリース料（自動腹膜還流
装置加算 25,000 円）に関しては入院では算定できな
い．しかし，APD の患者も入院にあたっては，CAPD

のパターンに変更する事で対処すればよい．
では一般病床と療養型病床への入院の違いは何であ

ろうか．これは入院基本料の扱い方の違いである．一
般病床では，採血検査，X 線などはすべて出来高払い
であるが，療養型病床ではすべて一括のまるめになる．

また経口薬に関しても，療養型病床ではまるめになる．
一般病棟ではすべて出来高で算定できる．ただし，
ESA に関する一般病床と療養型病床での取り扱いは同
じでいずれも別途算定できる．

以上の結果から，入院で PD は十分収益性のある治
療法であり，HD よりも収益性が高い事が理解できる．
PD は決して収益性の悪い治療法ではないのである．

おわりに

本邦における透析医療の現状と PD の医療収益性を
医療経済性の面から考えた．本邦の高いレベルの透析
医療が，優れた医療保険制度により成り立っている実
態が十分理解できる．このような本邦の医療制度が今
後も継続できる事は誰もが望んでいる．しかし，今後
の高齢者社会の到来と医療経済性を考えれば，この医
療制度も岐路に立っている事も理解できる．特に，透
析医療の医療経済性を考えなければ，透析医療費破綻
の可能性も十分ありうる．

これからの豊かな高齢者の社会を築いていくために，
透析患者の自立と在宅医療の重要性は十分理解できる．
その意味では，本邦の透析施設も PD 患者の受け入れ
と診療を積極的に行うべき時期に来ている．PD は，
透析スタッフの増員も必要なく，新たな透析施設への
投資も不用であり，決して医療収益性も悪くない透析
療法である．これからの透析医療を支えていくために
も，今後多くの透析施設が PD を積極的に行っていく
事を期待している．
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要　旨

第 14 回日本透析医会災害情報ネットワーク会議は，
2013 年 6 月に各都道府県災害情報ネットワーク関係
者など計 68 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．

山川智之日本透析医会災害時透析医療対策委員会委
員長（日本透析医学会危機管理委員会副委員長）およ
び，赤塚東司雄同副委員長の講演の中から，日本透析
医学会では日本透析医会と連携して，東日本大震災の
体系的学術調査を行い，大災害時の透析医療のマニュ
アルを構築・整備し，災害弱者である透析患者の医療
支援を図る施策を行う目的で，ワーキンググループを
構成し対応していくこととなった旨，報告があった．

あわせて，透析医療の災害情報共有体制において，
都道府県臨床工学技士会の協力を得て，災害対策のた
めの情報連絡網を整備することについての提案があっ
た．これは各都道府県の医師とその他医療職の中から，
複数名の災害時情報ネットワークコーディネーターを
置くというもので，臨床工学技士会と医会の二重構造
のネットワークにして，それぞれコーディネーターを
置くことを早急に検討していくというものであった．

また，本年 8 月 30 日に行った災害情報伝達訓練に
おいて，直接本部ホームページに入力いただいた施設
数は，41 都道府県，42 地域で 1,299 施設，および中
国 5 県，石川県，静岡県が独自に行った訓練参加施設
数 265 施設（重複施設を除く）を加えて計 1,564 施設
と，2000 年の訓練開始以来，参加施設数は過去最高

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 2 年が過
ぎ，多くの問題点が解決されたと同時に，新たな問題
点も浮かび上がってきた．

本稿では，2013 年 6 月に開催された第 14 回日本透
析医会災害情報ネットワーク会議の主な内容と，同年
8 月 30 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 14 回災害情報ネットワーク会議報告

第 14 回日本透析医会災害時情報ネットワーク会議
は，日本透析医会災害時透析医療対策委員会の山川智
之委員長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 68 名の参加をいただいた（表 2）．

開始にあたり，山﨑親雄日本透析医会会長から挨拶
があった．その中で，原発が関与した福島県近隣の透
析提供体制について，「現在まだ戻っていない状況で
あるが，宮城県や岩手県の提供体制に関しては，なん
とか元に戻りつつあるのではないか．当時は，透析医
会が行政とかかわりを持ち，患者受け入れのさいの住
居を 1 万人分以上確保できたことは，透析医療関係者
に大変勇気を与えたのではないか．まだ終わっていな
い震災であるが，今後も引き続き支援をしていきた
い」というものであった．

続けて行われた特別講演・各支部報告，および災害

医療安全対策

第 14 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



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013424

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
　1. 東日本大震災学術調査
 日本透析医会災害時透析医療対策委員会　委員長　　　　　
 日本透析医学会危機管理委員会　副委員長　山川智之
　2. 東日本大震災学術調査から～提言（案）～
 災害時透析医療対策委員会　副委員長　赤塚東司雄
Ⅱ　報告事項
　1. 支部活動報告 支部代表者
　2. 平成 24 年度活動報告 森上辰哉
Ⅲ　協議事項・その他
　1. 平成 25 年度活動計画 山川智之
　2. 第 13 回情報伝達訓練実施について 森上辰哉
閉会挨拶 日本透析医会　専務理事　杉崎弘章

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 CE 蛯名尚典 村上新町病院

岩手県 MD
MD

大森　聡
岩淵國人

岩手医科大学泌尿器科
奥州病院

宮城県 MD
CE
MD

宮崎真理子
槇　昭弘
木村朋由

東北大学病院血液浄化療法部
仙台社会保険病院
　　〃

山形県 MD 伊東　稔 矢吹嶋クリニック

福島県 MD
CE
CE

鈴木一裕
氏家憲一
角田貴子

すずきクリニック
星総合病院
社会保険二本松病院

栃木県 CE 新井美明 奥田クリニック

千葉県 CE
CE
CE
CE

渋谷泰史
内野順司
武田稔男
石丸昌志

東葛クリニック病院
みはま病院
　　〃
　　〃

東京都 MD
MD

MD
MD
CE
MD

杉崎弘章
秋葉　隆

山田　明
篠田俊雄
鈴木　聡
日ノ下文彦

八王子東町クリニック
東京女子医科大学腎臓病総合医療
センター
杏林大学医学部附属病院
河北総合病院
東京女子医科大学
国立国際医療研究センター病院 

新潟県 MD 甲田　豊 甲田内科クリニック

富山県 MD
MD
CE

三川正人
吉田允美
笹山真一

照風会三川クリニック
厚生連高岡病院
黒部市民病院

石川県 MD 越野慶隆 みずほ病院

山梨県 MD 鈴木斐庫人 すずきネフロクリニック

長野県 MD
CE

樋口　誠
小山良幸

信州大学医学部附属病院
相澤病院

静岡県 CE 佐藤栄祐 桜医会菅野医院分院

愛知県 MD
MD

山﨑親雄
太田圭洋

増子クリニック昴
名古屋記念病院

三重県 MD
MD

武内秀之
堅村信介

武内病院
鈴鹿回生病院

都道府県 職種 氏　名 施　設　名

滋賀県 CE 久郷　稔 近江八幡市立総合医療センター

京都府 MD
事務

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
CE

赤塚東司雄
申　曽洙
森上辰哉

赤塚クリニック
元町 HD クリニック
　　〃

岡山県 MD
MD
CE

笛木久雄
西崎哲一
中尾憲一

笛木内科医院
西崎内科医院
　　〃

広島県 CE 甲斐敦子 土谷総合病院

島根県 事務 川田敏伸 おおつかクリニック

香川県 MD
CE

山中正人
小野茂男

高松赤十字病院
海部医院

高知県 MD 沼田　明 高知高須病院

福岡県 MD
MD
MD
MD
CE

百武宏幸
菰田哲夫
東　治道
中島光一
本田裕之

百武医院
こもたクリニック
聖マリア病院
おおはし内科循環器科医院
小倉第一病院

佐賀県 MD 牧野順一 医療法人牧野医院

熊本県 MD
MD
CE

CE

CE

田添　昇
下村貴文
下條隆史

西村典史

高濱　格

仁誠会クリニック新屋敷
阿蘇温泉病院
熊本泌尿器科病院

（社）熊本県臨床工学技士会
　　〃
　　〃
熊本総合病院

大分県 MD 清瀬　隆 清瀬病院

宮崎県 MD 盛田修一郎 盛田内科クリニック

長崎県 MD 新里　健 新里ネフロクリニック

鹿児島県 MD
CE

上山達典
谷口賢二郎

上山病院
鹿児島大学病院

沖縄県 MD 比嘉　啓 首里城下町クリニック第二

表 2　会議出席者リスト



第 14 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 425

時情報ネットワーク活動報告等の内容を下に記す．

1-1　特別講演

当日行われた 2 件の講演の要旨を報告する．

（1）　特別講演①（日本透析医会災害時透析医療 

対策委員会，山川智之委員長）
日本透析医学会危機管理委員会の副委員長という立

場で，東日本大震災の学術調査の中身や，現在の進行
状況等をお話しさせていただく．

2011 年 6 月に横浜で開催された JAPAN KIDNEY 

WEEK において，東日本大震災支援地からの報告お
よび被災地からの報告の緊急企画のセッションを企画
した．この中で，医学会の先生方の間で，世界に向け
てということも含めてきちんと調査して，しかも学術
的にアカデミックにやっていくべきではないだろうか
という判断がなされた．

昨年 12 月に日本透析医会から，2011 年発刊の日本
透析医会雑誌に掲載された 30 編の災害関連報告をま
とめ，『透析医療者奮闘の記録』とタイトルを付けた
冊子を刊行した（図 1）．

一方，宮城県透析医会が県下の全施設からの報告を
『3.11 東日本大震災透析医療確保の軌跡～その時我々
は～』と題して，腎疾患の最終拠点病院よりの報告

（仙台社会保険病院），地域災害医療拠点病院よりの報
告（6 施設），および宮城県内透析施設からの報告（47

施設）をそれぞれまとめた報告集が 2012 年 4 月に刊
行された．また，東京都区部災害時透析医療ネットワ
ークが，東日本大震災での透析斡旋業務における検証

から，今後首都圏が被災したさいの想定マニュアル等
を含めた内容で，『いわき市の透析患者集団避難に学
ぶ―首都圏大災害への備え―』と題し，2012 年 10 月
刊行した．さらに日本メディカルセンターが発刊した

『臨牀透析』2012 年 3 月号では，「東日本大震災と透
析医療」と題し，日本透析医会の取り組みや福島第一
原発の被災状況を含めた内容であった．

このように，震災関連の報告は多くあるが，別の視
点から災害対策を考えるべく，透析医学会では東日本
大震災の体系的学術調査を行い，大災害時の透析医療
のマニュアルを構築・整備し，災害弱者である透析患
者の医療支援を図る施策を行うため，危機管理小委員
会を中心にワーキンググループが構成されることにな
った．これは，ある程度統計調査のフォーマットに沿
わなければならないが，被災地の調査疲れを考慮しエ
ッセンスに絞った形になった．

また，学術的側面から，予後や病状の問題が必要で
はないかという議論がなされたが，これは個々の被災
状況の調査が必要であり，個人単位で 1 年毎に追う形
は難しく，プライバシーの問題，または倫理上の問題
がある．これらをカテゴリー化するには単に医療の状
況だけではなく，個人の生活の状況まで入れなければ
ならないので，最終的に統計調査項目は個人の被災状
況についての調査は行わないこととした．

また，災害情報共有体制の整備に関して，都道府県
単位の透析施設間情報連絡網を整備する．この主体は
透析医会の支部であることが望ましいが，それに加え
都道府県臨床工学技士会を中心とした災害対策のため
の情報連絡網を整備する．都道府県は医師とその他医

図 1　東日本大震災関連冊子

東京都区部災害時透析医療ネットワーク
いわき市の透析患者集団避難に学ぶ
―首都圏大災害への備え―

日本メディカルセンター
臨牀透析 2012 年 3 月号
東日本大震災と透析医療

日本透析医会
東日本大震災と透析医療
～透析医療者奮闘の記録
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療職の中から，複数名の災害時情報ネットワークコー
ディネーターを置くというものである．

医師のネットワークだけでは，地域を網羅したスピ
ード感のある連携ができない地域があるのは現実とし
てある．そこで，臨床工学技士会と医会の二重構造の
ネットワークにして，それぞれコーディネーターを置
く．現在の情報ネットワーク，メーリングリストが災
害情報メーリングリストと災害対策メーリングリスト
の 2 本立てになっており，本来対策メーリングリスト
は議論をして情報メーリングリストは情報を共有する
という考え方であったが，今回の震災では，対策メー
リングリストはほとんど使われなかった．そのため，
対策メーリングリストをコーディネーターによって構
成されるメーリングリストに変更する計画である．そ
の中に，医会の先生方に加えて各都道府県の臨床工学
技士のコーディネーターを置いていただき，その方た
ちを登録していただくというものである．

（2）　特別講演②（日本透析医会災害時透析医療 

対策委員会，赤塚東司雄副委員長）
今回はまだ提言の案の段階であるが，その中でこれ

までの具体的な成果を提示する．
1 章から 7 章まで現在作成中であるが，その中で基

本的な透析室内災害対策を実施し，透析室の直接被害
による治療不能を回避するという四つの対策について
の調査で，以下のことがわかった．

とくに宮城県の関野先生が中心となって行われた宮
城県腎臓協会が調べた宮城県全体のデータについて，
表 3 に示す四つの対策を，宮城県では関野先生自身が
ずっと推進されていたということであった．透析室で
の被害状況として，あれだけの激しい揺れにありなが
ら，ほとんど被害がなかったという結果が得られてい
る．これらの結果の中から，宮城県・福島県・茨城県
に関して，これだけの透析施設がどれくらいの震度で
揺れたかがわかっている．

各ポイントの震度を出すために，揺れの状況をすべ
て調査した結果，平均すると宮城県は 6.15，つまり，
県全体が 6.15 で揺れたことがわかる．それに対して，
茨城県は震度 6 弱が一番多かったが，この震度 6 弱と
いうのは震度 6 強に近い 6 弱ではなくて，5.1～5.2 く
らいの震度 5 強に近い震度 6 弱だったことがだいたい
わかった．そして，震度 6 強で揺れたところも震度 6

に近いものではなくて，震度 5.5 に近いほうだという
ことがわかったので，これをすべて平均すると 5.38

になる．イメージとしては，茨城県全体がこのくらい
で揺れたことがわかる数値になっている．宮城県と茨
城県の平均震度は震度階で言うと，6 強と 5 強なので，
2 段階違っていることがわかった．

そこで，医学会の学術調査における四つの対策の実
施率は，宮城県は高く，茨城県は低かったにもかかわ
らず，機械の損害率はほぼ同等であったという結果が
得られた．つまり，これらの対策を実施しておけば，
震度 6 強までは防げることがわかった．

次に，被災地での透析治療への提言である．これが
そのまま提言になるかどうかは，今後，じっくり検討
していかなければならないが，その中で緊急離脱に関
しての提言は，通常返血を第一選択として，あとは逆
流防止弁付留置針や緊急離脱用回路のループ法など，
特別な手技を必要としない方法で行う．通常の慣れた
方法で行うことが提言されている．とくに離脱用回路
の使用は新潟県中越地震と東日本大震災の時にも，実
際に有用であったことが報告されている．「有用であ
る」と「有用であった」は大きな違いであるが，有用
であったことが 2 回の震災で証明されたことによって，
この二つを推奨することになった．

10 年，20 年に 1 回起きるか起きないかという災害
のためだけに，お金をかけて対処するということはな
かなか広まらず，そのことを我々はずっと経験してき
ているので，日常診療の中でも十分に活用できる点も
非常に大きなポイントである．それが医療安全対策と

表 3　基本的な透析室内災害対策

1. 患者監視装置のキャスターはフリーにする．
2. 透析ベッドのキャスターはロックしておく．
3. 透析液供給装置，RO はアンカーボルトなどで床面に固定する†1, †2．
4. 透析液供給装置，RO と機械室壁面との接合部は，フレキシブルチューブを使用する．

† 1　固定が困難な場合は，免震台に載せる．
† 2　震度 7 に対しては，天井からの吊下げ固定の併用が有効．
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して，その医療安全対策も針刺し事故と災害という二
つの意義があるという形になると，これは推奨するこ
とにより広がっていくことが期待される．

逆流防止弁付の針に関しては，まだ証明されておら
ず，どこまで推奨すればよいかについては考慮が必要
である．

1-2　特別講演に対する質疑応答

（1）　参加者からの追加発言
● 追加発言①（医療法人清和会奥州病院，岩淵國人

先生）
赤塚先生には岩手・宮城内陸地震の後に現地調査に

もおいでいただき，非常に詳しく調査していただいた．
山川先生のお話で，岩手が意外と被害が少ないという
か，赤塚先生からは宮城県が多いというお話もあった
が，地盤の違いがかなりあるように思う．というのは，
岩手の場合は北上山地を乗り越えてきた津波が地盤を
良くしている．その代わり，宮城県の場合は今から
4013 年くらい前に同じレベルの津波があったようだ
が，北上山地がなかったので，そんなに地盤改良はさ
れていない．我々のところは 3 m くらい掘ると，約 4 

m の貝殻混じりの礫の層があるので，かなり地盤が
良い．それから，阪神・淡路大震災では透析施設の被
害もかなりあったが，我々の岩手・宮城内陸地震の時
はほとんどなかった．これらのことから，地盤が良い
悪いということも関係があるかもしれないということ
を追加させていただく．

● 追加発言①に対するコメント（山川智之委員長）
もちろんそうした要素もあると思うが，自家発電や

貯水槽の率がかなり全国的には高かったと認識してい
る．停電があったので，操業不能の状況がもっとあっ
ても不思議はなかったが，意外と少なかったという認
識を持っている．

● 追加発言②（援腎会すずきクリニック，鈴木一裕
先生）

岩淵先生と同意見で，福島県で 24％ くらい被害が
大きかった理由は，宮城県の栗原市は震度 7 で，福島
県で被害が一番ひどかったのは須賀川市で震度 6 強で
あった．全壊数が栗原市が 55 戸，須賀川市が 823 戸．
須賀川市と栗原市は人口が 7 万 9,000 人と 7 万 6,000

人でほぼ同数である．また，福島市と郡山市が震度 6

弱でほぼ同じ，人口もほぼ 30 万人で同数であるが，

郡山市の全壊数が 2,100 戸，福島市は 160 戸であり，
ともに 10 倍以上違う．震災後，須賀川と郡山のあた
りは昔は湖で，その湖のあたりだけ非常に被害が大き
かったことがわかっている．震度だけというよりは，
そうした地盤の要素がかなり今回は影響していること
を追加する．

（2）　参加者からの質問①
● 質問①（名古屋記念病院，太田圭洋先生）
先ほどの自家発電のデータを見て，私は思った以上

に多いと感じた．当施設も自家発電はついているが，
維持透析が回せるだけの能力はなく，停電時等に，と
りあえず安全にしっかりと終了ができるような形の自
家発電はあるけれども，何時間も何日も停電になった
時に，がんばって回せるほどのものではないというこ
とがわかった．実際についていると書かれている施設
もいくつもあるが，どれくらいの能力のものがついて
いるかということは，今回の調査で把握されているの
か．

● 質問①に対するコメント（山川智之委員長）およ
びこの質問に対するディスカッション

山川：透析で使えるという前提での質問であると理
解している．

太田：自家発電の保有率が 90％ とか 80％ あるとい
うところは，実際にそれで透析を回せられる比率
のところがそれだけあるということなのか．

山川：都市部からするとかなり高い数字であるが，
そのように考えられる．

赤塚：岩淵先生がおっしゃったのは本当にそのとお
りで，先生の書かれていた本にもその辺りのこと
が詳しく書かれていたと思う．基本的には震度だ
けではないというのはたしかである．震度とその
中に含まれているキラーパルスと呼ばれている，
1～2 秒間の周波数の波がどれだけ強かったか．
それが地盤とどれだけ共鳴したかによって，全壊
率はまったく変わってくる．震度 7 と言われてい
るが，栗原市はほとんど全壊しなかった．ただ，
阪神・淡路大震災の鷹取駅前は大半が壊れてしま
っている．震度だけではないというのはたしかで
あり，震度 7 だったというのは，揺れが大きかっ
たという以上の意味はなく，それに対してキラー
パルスがこれだけで，これだけの被害が出たとい
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うことは，防災上，非常に問題のある波が起きた
ということがわかる．

　　もう 1 点，自家発電装置の件．透析というのは
電気さえあればできるわけではないという点も非
常に大きなポイントである．自家発電装置を全施
設に揃えて，全施設で透析を回すことになると，
そこへすべての水を用意せよという話になったが，
患者たちが避難所へ行ってしまったら，避難所か
らそこの透析施設まで全部運ばなければならず，
それをあの被災状況の中で強要することがはたし
て可能なのかどうか．また，自家発電装置を稼働
させるためには，それに伴う燃料が必要であり，
やはり自助・共助・公助というところを考えて，
共助という部分をもっと重視していいのではない
か．そして，共助の部分で，何日か救われている
間に，だんだんライフラインが回復して，自助の
段階に戻っていく．そうやって初めて災害から立
ち直っていくような，全体を考えなければいけな
いのではないか．

（3）　参加者からの質問②
● 質問②（日本透析医会，山㟢親雄先生）
山川先生の報告の中で，県別で茨城県がいろいろな

思わぬ被害を受けていて 2 番目に多いというものがあ
ったが，実際に腎不全看護学会や臨床工学技士会を通
じて，ボランティアを最初に送ったのは，たしか茨城
県だったことを覚えている．直後にそういうことはあ
ったが，茨城県から大きな SOS が出てこなかったの
ではないかという気がする．たとえば，この調査をや
っていく中で，茨城県に関して，その当時はこうだっ
たとか，それに対してどのような対応をしたかという
具体的な県内からの情報はあるのか．

● 質問②に対するコメント（山川智之委員長）およ
びこの質問に対するディスカッション

山川：県全体でどうだったかという話は茨城からは
聞いていない．

赤塚：操業率が非常に悪かった，またはほとんど操
業できなかった一番の原因はライフラインと聞い
ている．

（4）　参加者からの質問③
● 質問③（矢吹嶋クリニック，伊東稔先生）

山形県で大きな問題にはならなかったが，ダイアラ
イザーや回路の透析資材が，あと数日で底をつきそう
な状況があった．幸いネットワークが改善してそこま
では至らなかったが，資材のデリバリーとなると，メ
ーカーとの協力が必要になると思う．今回，調査は何
か行われたのか．

● 質問③に対するコメント（山川智之委員長）およ
びこの質問に対するディスカッション

山川：今回の統計調査の中には入れていない．ただ，
報告書の中に医機工の方に執筆していただいて，
実際にどういう対応をして今後どうするかという
内容のものはある．実際に我々もそういうことは
当時も意識していたが，メーカーおよび流通関係
者のきわめて多大な努力があって，実際に足りな
くて透析ができないということは顕在化しなかっ
た．たとえば，薬が足りないという話はほとんど
なく，大きな問題はなかった．しかし，ガソリン
不足が原因の流通の問題があった．

田沢：現在，透析材料をいろいろな県で生産してお
り，たとえば，扶桑薬品では原液を生産している
が，調べてみると近々に大きな地震が来るといわ
れている地区に多くの工場がある．ということは，
大きく被災すれば，その工場からの材料の供給が
できないことが考えられるので，医会からメーカ
ーになるべく分散して作っていただくように言っ
ていただきたい．

山川：これも皆さんご存じだと思うが，扶桑の茨城
の立体倉庫が壊れた．それで，生食と HDF の置
換液が供給できなくて，生食が足りないのは困る
という話もあった．結局，扶桑薬品はそのあたり
の流通を改善したという話は聞いている．ただ，
これは我々が把握してどうなる話でもないし，分
散して作っていただきたいということもおそらく
我々は言えない．国がそのことを認識していて，
国が指導するようなレベルの話ではないかと思う．

田沢：医会でそういうことを調べて行政に進言しな
いと，この 30 万人のうちの集中している関東圏
などで起きたら，機材はいっぺんに足りなくなる
ことは，報告しておいたほうがいいと思う．

赤塚：タイの洪水の時に川澄化学の工場が完全にや
られてしまって，デリバリーがまったくできなく
なって，ほかの会社からすべて来たことがあった．



第 14 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 429

実はデリバリーの問題が発覚したのは今回が初め
てではなくて，20 年前の阪神・淡路大震災の時に，
すでにデリバリーがまったくできないような状況
が発生している．あるいは大阪近辺だけにそのよ
うな企業があったせいで，全国へ配送できなくな
ってしまった企業が続出して，その当時，リスク
の分散化を図った企業がたくさんあった．ところ
が，今回震災が起きると，茨城県や福島県に工場
を固めていて，やはり結局だめだった．

　　来年の神戸の透析医学会学術集会で，阪神・淡
路大震災が約 20 年と東日本大震災が 3 年たつの
で，災害テーマ館を作って，災害に関するすべて
のことを 3 日間かけて全部話し合う，あるいは議
論し合う会を作る予定にしている．その中で企業
セミナーの 1 つとして，実際に被害を出した企業
に集まっていただいて，自分たちの何がいけなく
てこのような大きな被害を出し，デリバリーがで
きなくなってしまったのか．扶桑もそうであるが，
中外のレナジェルもそうであったし，そういった
ところに企業セミナーに集まっていただいて，
我々としてはできればこういった実例があった，
こうだったといったことを提言していきたいと今
の段階では考えている．

（5）　参加者からの質問④
● 質問④（東北大学，宮崎真理子先生）
緊急離脱について，宮城県の場合回路は切断してい

ないが，返血はほとんどできていないところが多かっ
た．あるいは，返血したところももちろんあるが，後
でしたとか，とりあえず逃げたとか．

首都直下型の時に，震度 6 でも建物倒壊がキラーパ
ルスでドーンと出る可能性がおおいにあるので，建物
倒壊の危機に応じて，返血せずに離脱すべき場面があ
る．今回，我々のところは津波以外は返血する時間は
実はあったはずなのだが，それに関して，とくに首都
直下型地震を想定した場合など，どのような対応が必
要か．

● 質問④に対するコメント（山川智之委員長）およ
びこの質問に対するディスカッション

山川：緊急離脱をしないといけない条件は，津波，
火事，有毒ガス，建物倒壊であるが，それ以外の
ケースでは通常返血を原則とするという考え方で

いいのではないか．
宮崎：理屈上はたしかに返血できるが，地震は余震

があって倒壊の危機を感じる恐怖があって，返血
をしないでくれというところが多かった．赤塚先
生が定義される緊急返血，中止離脱という定義を
設けたほうがいいのではないか．返血をしないで
すぐやめるのと，返血をして直ちに中止するとい
うのは，やはり用語としても分けたほうがいいよ
うに思う．

赤塚：実際に今回でも志津川の緊急離脱は，本当に
命がけの緊急離脱だったことは今でも非常によく
わかる．それ以外の場合は，たしかにスタッフ側
の恐怖といったものが生み出した緊急離脱だった
ことが非常によくわかる．その意味では選択でき
ることはとても大事であるが，絶対にこうしろと
いうことではなく，実際に緊急離脱で血液を全部
捨ててしまうと，その後，患者さんたちは避難所
へ行く時に，貧血のまま行かなければならないよ
うな事態もあるので，できれば返血をしてほしい
と思うが，間に合わないケース，それも怖くてそ
んなことはとても考えられないケースというのは，
今回でもおそらくあったと思う．その意味でも選
択できるということを重視しておいて，それを現
場の段階できちんと担保ができるようにする．実
際にその状況ではもう無理だったということがわ
かるような形での分類は非常に重要と考えている．

宮崎：貧血は後で治せるので，やはり人命第一で考
えれば，返血をしようとは私は言わないほうがい
いような気がする．

赤塚：それに関してはまたちょっと検討させていた
だきたい．

山川：これもわりと原則論だと思うし，実際にその
志津川のケースでも通常に使っていたからという
部分もあると思う．緊急時にやらなければいけな
いことこそ，通常，あまり慣れないことは最小限
にとどめるべきではないかと思う．

宮崎：クランプ・アンド・リムーブで逃げるとして，
いわゆる生食で返血しようという返血操作に所要
する時間と，返血操作をしている間の余震の揺れ
などを考えると，リムーブする方法はいいのだが，
返血をしようというところに関してはちょっと疑
問が残る．
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山川：ただ，それは赤塚先生もおっしゃったように，
やはりスタッフ側の心理的な要因というのは非常
に大きいと感じるが．

宮崎：それはもちろんスタッフに任せていいし，や
はりあとで弱るから返血したほうがいいと積極的
にお勧めしてくださる先生方も実はけっこう多い
が，そこにはちょっと違和感を感じる．

三川：たまたま石巻赤十字病院を震災後に視察して
説明を聞いていた時に，かなり大きな地震を経験
した．私は 35 年，透析業務に従事しているが，
到底，返血ができる状況ではないと思う．無理に
外さずに 1 分くらい我慢する．倒壊や火災といっ
た時とは別の判断であるが，待つだけでいいので
はないかと感じる．

山川：実際に緊急回路切断や抜針などで本当にトラ
ブルがなかったかという問題もあると思う．だか
ら，とにかく抜針するなり，切断するなりで何と
かなったからいいというような話にしていいのか
どうか．災害時だからこそ特別なことはなるべく
少なくする必要があるのではないか．

槇：今回，当院は一番最初に院長から緊急離脱の指
示が出たが，三十数年前の宮城県沖地震の時に食
糧難があって患者さんのヘマトがすごく下がった
という経験をしたため，できれば返血させていた
だきたいと言って返血離脱を行った．あの時，途
中で大きな余震が数回続いて，今考えてみると自
分の判断で返血離脱に変えてしまったが，その時
に何かあったら責任はどうするのか．臨機応変に
ある程度はやるしかないと思うが，きまりを作る
のであれば，ある程度きちんとしたものを作って
いただけると動きやすいと思う．

山川：日本透析医学会学術調査委員長の政金先生が
強調されているように，アカデミックな学術調査
であるため，提言は根拠のあるものでなければな
らないと思う．だから，特別なことはできるだけ
避けるということもそうだが，経験も非常に大事
で，報告書の姿勢としては書くことすべてに根拠
を求めたいというのがベースになっている．その
あたりもまたご意見，ご提案をいただければと思
う．

山㟢：どのようなガイドラインになるのかわからな
いが，建物が倒れている中で返血するなどという

ことは絶対にないと思う．ただ，一般的に地震が
起きた時の対策として書くとすると，返血するこ
とを原則とする書き方か，返血しないのを原則と
する書き方かを考えると，返血することを原則と
するほうが正しいのではないかと思う．

氏家：当院は震度 6 弱の揺れで建物が倒壊して，6

階にある透析室はかなり激しい揺れになった．赤
塚先生の本をうちのスタッフも読んでいるので返
血が念頭にあったが，建物が古く倒壊し始めて，
隣で崩落が起きてスプリンクラーが回り出した．
それでもスタッフは地震がおさまってから返血し
ようということで患者さんと一緒に待っていたが，
1 人は治まる前に揺れている中で返血をして，も
う 1 人は途中で回路を外して逃げて，その後ほか
の病院にお願いする形になった．その時，検査し
てヘマトは変わっていなかったが，倒壊という状
況であればスプリンクラーが回ったりするとびっ
くりして判断がつかなくなるので，そういうとこ
ろのテーマとしては分けていかないと現場として
は動きづらいと思う．

赤塚：今のお話は新潟の時と同じパターンで，最初
返血し始めたけれども，揺れの激しさのせいでと
てもできなくなって，自分たちがやろうとしてい
た離脱回路を思い出した．それまで，自分たちが
何を災害への対策としていたのかを思い出すこと
ができなかったという報告もあった．スタッフが
頭の中で考えていたことと，現実に起きているこ
とが食い違うと，大きな混乱を招くということは
よくわかる．そのことも考慮したうえで考える必
要があると思う．その状況を今後作成するガイド
ラインに生かしたい．

山川：先ほども言ったように，あくまで根拠のある
もので構成したいという部分と，読んだ印象やイ
ンパクトも考慮し，基本原則を大事にしたいと考
えている．

1-3　各支部からの活動報告（書面報告）

【北海道】
平成 24 年度は第 13 回災害時情報伝達訓練参加以外

の大きな活動はなかった．
1）　25 年度の予定検討事項
25 年度は札幌を中心に北海道全体の連絡網の再構
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築．
2）　冬期間の災害（豪雪，地震等）対策の見直し
特に豪雪時の交通網が遮断された時の透析器材の予

備備蓄，予備暖房，食糧備蓄等の調査並びに対策．
【岩手県】
現在の岩手県内の透析の状況は，震災前の状況に復

旧維持されている．今回の震災時の岩手県透析医会・
岩手腎不全研究会の活動を受けて，岩手県災害対策本
部内に救急医療とは別建てに透析維持を担当する部署
が設置されることが決定した．ここに岩手県透析医
会・岩手腎不全研究会・透析企業連合が入り運営する
こととなる．

このような状況を受けて，現在医療・行政・企業の
連携を明確にしたマニュアルの作成を進めている．ま
た，情報ネットワークの構築に関しては，インターネ
ットを用いた情報ネットワークの再構築の他，複数の
情報ツールによるネットワークが必要との考えより，
本県は透析施設間のアマチュア無線のネットワークの
構築を進めてきた．本年 3 月で県内透析施設のアマチ
ュア無線の配備が終了し，情報交換の運営を開始する
に至っている．

災害時の医療・行政・企業の連携の枠組みが明確に
なり，複数の情報ネットワークの構築が軌道に乗った
事より，本年 6 月には医療版と行政版の『岩手県災害
時透析マニュアル』の発刊にこぎつけたいと考えてい
る．
【福島県】（鈴木一裕先生より対面報告）
福島県では腎臓財団からの寄付による MCA 無線と

透析医会からの寄付で，リライトカードを希望する施
設に配布することができた．

また，福島県では災害ネットワーク会議を定期的に
福島医大が中心となって開催して活動している．その
一つとして，3 市町村（郡山市，須賀川市，および鏡
石町）で災害時の透析施設への優先的な水道水の確保
を市議会に請願して採択されている．
【栃木県】
1）　平成 24 年 7 月 5 日（木）：「災害時透析医療ガ

イドライン」改定ワーキンググループ報告として栃木
県透析医会勉強会で報告した．

内容は，ワーキンググループ発足の経緯と合意事項
概要，非常用電源の設置について，災害時連絡体制に
ついて，Skype による連絡網について，「災害時透析

医療ガイドライン（改定版）」の概要，多重通信シス
テムを用いた実践的災害時情報伝達シミュレーション
のシナリオ概要と参加要請について．

2）　平成 24 年 8 月 30 日（金）：栃木県内の透析施
設において災害情報ネットワークを使った訓練と各主
要施設間での Skype を使ったテレビ電話の伝達訓練
の実施．

3）　平成 25 年 2 月 3 日（日）：市民公開講座 「腎臓
病患者の災害対策～その時あなたはどう動く？～」を
行った．

内容は震災時に実際に断水した透析施設の対応につ
いて，災害用伝言ダイアル 171 の有効利用，災害発生
時の県内ブロック別連絡網と施設間の連絡方法につい
て，災害時に向けた取り組み（行政の立場から），災
害発生に備えての施設・患者の心構え（患者アンケー
ト結果をふまえて）について．
【千葉県】
1）　災害対応
平成 24 年 5 月 19 日～21 日：ホルムアルデヒド検

出による断・減水が発生．千葉県透析医会と千葉県臨
床工学技士会合同の災害対策本部を設置して対応した．
埼玉県内の化学工場が処理委託したヘキサメチレンテ
トラミンを群馬県内の産廃業者が烏川へ排出したこと
が原因だった．災害時情報ネットワークシステムには，
50 件（34 施設）の情報をいただいた．被害の内訳は
以下のとおり（重複回答あり）．

断水：7 施設
透析不能となり系列他施設へ透析依頼：1 施設
地下水での対応：2 施設
給水車依頼：1 施設
施設設備タンク内の水で透析できた：3 施設
影響があった場合に透析要請が必要：1 施設
減圧給水：1 施設
断水に備え給水車依頼：1 施設

2）　災害時情報伝達訓練
平成 24 年 8 月 31 日：全国訓練にあわせて情報伝達

訓練を実施した．昨年（101 施設参加）とほぼ同数の
102 施設（訓練参加願い送付 142 施設，および千葉県
臨床工学技士会会員）が参加した．
【新潟県】
5 月の新潟透析懇話会（県内全施設の透析関係者が

集まる．出席者 606 名）にて，「今後起こりうる大規
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模災害への対応と新潟県の現状」についてシンポジウ
ムが開催された．集団災害医学の概念（トリアージ，
全体を俯瞰するコマンダーと指令を受ける側の民度），
日本透析医会の災害情報ネットワークの現状と課題，
災害を体験した施設が現在行っている訓練，透析室へ
緊急地震速報の導入，患者リライトカードの作成，な
どが報告された．また行政として新潟県福祉保健部か
らも参加して頂き，「新潟県危機管理センター」の紹
介，県のマニュアルに人工透析があることなどが紹介
された．ディスカッションの中で，行政と普段から関
係を築いておくことの重要性が指摘された．透析個人
カードについては，その必要性の有無，記載内容（特
に感染症）について議論があった．
【山梨県】
災害時情報伝達手段としての衛星携帯電話網の構築

を行った．
かねてより災害時における情報伝達手段の検討を進

めていたが，3.11 東日本大震災の発生により，山梨県
医務課との連携が深まり，県の「地域医療再生計画」
に対する山梨県透析医会としての事業提案が採用され
る運びとなった．事業提案として「災害時救急医療の
構築および BCP 事業継続計画対策の一環として，衛
星携帯電話のシステムを構築」を申請した結果，認可
となり，県下 33 の全透析施設に衛星携帯電話通信シ
ステムを設置することができた．総事業費 4,400 万円
の全額を山梨県の補助金で賄うことができ，平成 24

年 5 月までにほぼ全施設で設置が完了し，8 月 31 日
には県下 33 の全施設が参加して，衛星携帯電話を使
った災害時情報伝達・対応訓練を実施した．訓練は県
下を四つのエリアに分けて，決められた伝達フローに
則り，エリアごとのチーフ施設を通して情報を県下全
域の基幹施設（コーディネーター）に集中し，情報の
共有と対策を行った．
【長野県】
1）　平成 24 年度第 1 回災害時救急透析対策検討委

員会（8 月開催）にて，日本透析医会災害情報伝達訓
練における患者振り分け方法およびタイムテーブルの
見直しを図り，患者振り分けを県透析基幹病院が行う
ことに決定．訓練時（8 月 31 日開催）に，初の試み
として取り入れた結果，情報収集から患者振り分けま
での時間短縮へと繋がった．

2）　平成 24 年度第 2 回災害時救急透析対策検討委

員会（11 月開催）において，情報伝達訓練の結果報
告および問題点について話し合いが行われ，災害伝達
FAX 用紙の抜本的見直しを図ることを 25 年度の課題
とした．

3）　平成 18 年度からの懸案事項であった「災害緊
急時透析情報カード」を作成した．現況として約
3,500 名の透析患者にカードを配布済みであり，今年
度も引き続き未作成の施設および新規患者分の作成を
今秋予定している．
【三重県】
三重県透析施設の災害情報ネットワークシステム

「災害時メーリングリスト」を用いた訓練を毎年実施
しており，平成 24 年度は 6 月 1 日に実施した．同時
に登録メールアドレスの見直しも行っている．

行政（三重県健康福祉部）との連携においては，平
成 19 年 3 月に行政より三重県透析施設災害対策委員
会と三重県臨床工学技士会の協力のもと発行された

「災害時の透析マニュアル」を，東日本大震災で得ら
れた教訓を踏まえ改定するにあたり，三重県透析施設
災害対策委員会を 7 月 26 日に開催した．現在「災害
時の透析マニュアル改定版」発行に協力中であり今夏
完成が予定されている．

三重県内透析施設において，衛星携帯電話を購入す
る施設が少しずつ増えてきており，相互間の登録を行
っている．
【京都府】
1）　災害対策情報を含めた情報発信の場として京都

透析医会ホームページを平成 24 年 4 月 1 日に立ち上
げ，昨夏の計画停電の情報などを掲載．

2）　京都府下の広域災害時，行政との連携を図る目
的で，平成 24 年 7 月 9 日に医会と京都府健康福祉部
医療課との第 1 回の顔合わせ会議を開催．透析医療の
現状・特殊性につき説明．大飯・高浜原発事故時の対
応につき要請．

3）　平成 24 年 10 月に京都府下の全透析施設に対し，
地震災害に関してのアンケート調査を施行（地震対策
の現状調査：20 項目，透析災害拠点病院設置のため
の予備調査：6 項目）．この結果をもとに平成 25 年に
京都府健康福祉部医療課と第 2 回の会議を予定．

4）　平成 25 年度に立ち上げ予定の京都府災害時要
配慮者避難支援センターの運営委員会に京都透析医会
の参画が決定．
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【広島県】
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）．

今年度は，災害ネットワークの啓発・活用をするた
め，広島県臨床工学技士会は，アンケート調査を行っ
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 79 施設のうち 49 施設が参加，参加率 62.0％
であった．
【徳島県】
2012 年 3 月に徳島県災害時情報ネットワーク事業

開始．
目的：
1）　県，患者会，透析施設　3 者のネットワークを

つくる．
2）　徳島県災害時標準化マニュアルを作成する．参

加者：県行政，患者会，透析施設（基幹・サブ基幹病
院； 7 施設）

3 月：ネットワーク構築のため，基幹病院の設置を
行った．

5 月：徳島県の被災モデル（直下型と津波型）を作
成した．

7 月，11 月：透析医学会学術調査をもとにマニュア
ル作成をすすめた．

1 月，2 月：四国 DMAT 災害訓練について（衛星電
話を使った災害訓練プログラムの作成）．基幹病
院・サブ基幹病院の傘下であるクリニックへの連
絡方法について決める必要性がある．

6 月：日本透析医学会にて，「徳島県透析医会の取
り組み」について報告した．

9 月 1 日：広域医療搬送訓練で高松赤十字病院への
搬送訓練に参加，あわせて徳島県災害情報ネット
ワークの通信訓練も行った．参加機関：消防庁，
文部科学省，厚生労働省，国土交通省，防衛省，
DMAT 事務局，護衛艦「いせ」

2013 年 2 月：四国 DMAT ブロック訓練．基幹・サ
ブ基幹病院で衛星電話を使った通信訓練の実施と
移送訓練を行った．参加機関：徳島県，香川県，
愛媛県，高知県，徳島 DMAT，香川 DMAT，愛
媛 DMAT，高知 DMAT，徳島県透析ネットワーク，
各保健所，県医師会，その他（消防機関等）

【香川県】
香川県透析医会災害時情報伝達マニュアルを作成し，

13 施設の災害基幹病院を中心とした連絡網，県行政
機関と連携構築を含めマニュアルを県内透析施設，県
警，行政機関に配布した．香川県透析医会ホームペー
ジにも掲載し，広報活動に努めている．

電力の計画停電の予定発表に伴い，県内透析施設の
電力需給状況，自家発電機の整備状況調査を実施した．
計画停電時に透析不能となる施設は 1 施設であり，関
連施設での振替透析を依頼している．
【高知県】
1）　高知県透析医会名簿改定（施設担当者，メール

アドレス更新）
2）　災害時情報伝達訓練に参加（2012/08/31）
残念ながら本年は，高知県内 39 施設中 25 施設の参

加に留まった．
3）　平成 24 年度広域医療搬送訓練に参加（2012/ 

09/01）
広域災害対策訓練として中四国・近畿ブロックで広

域医療搬送実働訓練を行った．高知県が主導で，東南
海・南海地震発生を想定，中四国・近畿の DMAT 25

チームが高知に参集し，搬送訓練を行った．透析関連
部門としては，県内各地で対応しきれない透析患者を，
高知県バス協会の協力のもと，2 台のバスにて，
DMAT（愛宕病院）とともに松山空港まで搬送し（愛
媛透析医会に受け入れ要請後），愛媛県内の透析施設
で分散収容するというシナリオであった．

高知県透析医会としては，非現実的なシナリオであ
るが，高知県が行政として広域搬送の必要な患者とし
て透析患者を認め，全体のシナリオの中でも搬送の主
体として計画されたことは画期的なことであった．な
お，その後も行政の担当者と密に連絡を取り，平成
25 年度には，透析施設毎に患者の実態調査を行い，
さらに突っ込んだ対策を立てる予定となっている．

4）　その他
高知腎不全看護研究会や高知県臨床工学技士会にお



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013434

ける災害対策特別講演の後援．
【福岡県】
1）　行政との連携
平成 23 年に政令指定都市の福岡市および北九州市

医師会において，福岡ブロックおよび北九州ブロック
が，各々の専門医会に承認された．これを機会に北九
州市の災害時医療プログラムに透析診療対応の組み込
みを検討中である．また，県医師会とは，現在改定中
の福岡県災害医療救護マニュアルに透析医療を組み込
む方向で進んでいる．今後，県外患者移送に備え，県
庁レベルの行政との連携を，福岡県医師会を通じて進
めていく方針である．特に玄海原発事故を想定して検
討する．

2）　災害対策の組織化
①　災害時情報ネットワークの HP 機能のメーリン

グリストを利用し，“災害対策本部の専用メール
アドレス” を作成し，その周知を繰り返している．

②　県内の透析関連業者からなる “福岡県透析製品
災害時供給連絡会” を発足していただき，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．被災施設の早期復旧を可能とするため，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ことを検討中である．

③　依頼透析と患者移送体制については，平成 23

年に被災施設から支援施設への依頼透析に関する
ガイドラインおよび患者連絡シートを作成して配
布した．特に重篤なアレルギーに関しては，依頼
施設が支援施設へ必ず連絡する，患者情報カード
を作成し，患者に携帯を教育するように定めた．
情報提供方法としては，患者移送に付き添うスタ
ッフが，紙資料を携帯することが確実と指導して
いる．

3）　情報連絡訓練
9 月 1 日の災害情報伝達訓練では，会員施設総数

142 施設中，参加数 105 施設で，参加率 73.9％ であっ
た．福岡県を 4 ブロックに分けて，各ブロックが被災
したと想定している．今回，筑後地区を被災地区と想
定した．参加率の低下に関係したかは不明である．回
数を重ねているが毎回 ML 登録に関するトラブルが
生じている．原因は，ML 担当者の入力ミスと会員自
身による確認の未施行である．対策として，来年より，
訓練前のお知らせ FAX で，会員へアドレスの確認を

促す予定．
4）　福岡県腎臓病協議会との連携
毎年腎友会役員と当会役員の意見交換会を開いてい

る．今年は節電に関して，九州電力への要請を腎友会
と当会が協力して行った．
【佐賀県】
1）　平成 23 年 10 月現在，災害発生時における人工

透析医療機関連係マニュアルを作成している．
2）　半年に 1 回，県内の全透析医療機関が集まり，

施設長連絡会議を行って情報の共有に努めている．
3）　県内を三つのブロックに分け，電話と FAX と

E メールによる連絡網を構築している．電話回線は，
普通回線以外に，透析室直通電話，緊急時電話，災害
時優先電話，携帯電話など複数の回線を確認している．

4）　災害時には所定の連絡書（透析医療機関用，対
策委員会用）を準備しており，連絡内容の統一性を保
つように努めている．

5）　佐賀県緊急医療情報システムに登録し，県民へ
の医療情報提供を行っている．
【熊本県】
1）　熊本県透析施設災害対策名簿録の更新（第 4 版）
熊本県透析施設協議会災害対策マニュアルの更新

（第 4 版）．
2）　計画停電への対応について
九州電力，行政，県医師会へ働きかけた．
3）　九州北部豪雨災害
7 月 12 日未明の記録的豪雨で阿蘇地区の 2 施設に

被害が発生した．
O 病院：透析室自体に被害は無かったが，給水ポン
プが水没したため代わりのポンプを設置したが，能
力不足．近隣の施設に透析を依頼したり，1 回の人
数を減らし，クールを増やしたりして対応した．
T 病院：裏山が崩れ，貯水槽が被害をうけた．自衛
隊から給水ポンプ車を派遣してもらい乗り切った．
熊本県下の多数の透析施設から援助の申し出があっ
たが，阿蘇地区管内で対応できた．
4）　第 6 回熊本県透析施設協議会災害対策講演会

（平成 24 年 8 月 30 日）
特別講演：東日本大震災と透析医療～透析拠点病院

の役割～
講師：仙台社会保険病院　腎疾患臨床研究センター

部長　木村朋由先生



第 14 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 435

参加者：301 人
5）　情報伝達訓練
九州北部豪雨災害を踏まえて，白川氾濫で熊本市が

広範囲に冠水したとの設定で，情報伝達訓練を行った．
熊本県下の 90 施設の内 87 施設が参加した．
【大分県】
大分県の医会会員は現在 25 施設で，会員間の情報

伝達はメールによってできているが，県内透析 71 施
設すべてとの連携が取れていない．そのため一昨年の
第 12 回災害情報伝達訓練の参加を全施設に呼びかけ，
透析医会への加入もお願いすればと考え，大分県医師
会，大分県福祉保健部健康対策課，大分人工透析研究
会，大分県臨床工学技士会にご協力をお願いし，全透
析施設に情報伝達訓練への参加，大分県の「おおいた
情報ほっとネット」への登録，メールアドレスの通知
をお願いした．参加は 22 施設であった．昨年の第 13

回訓練では 33 施設に増え，医会会員も 22 施設から
25 と増え，メールアドレスも 36 施設からお知らせ頂
いた．臨床工学技士会と相談し，県内を 7 ブロックに
分け，透析全施設の情報ネットワークを改めて作り直
した．大分県からも保健所の協力，災害時避難場所と
して県営住宅の利用など協力頂けるようになった．今
後は災害対策マニュアルの改定，情報伝達訓練，患者
受け入れ調査などの作業に再スタートしたいと思って
いる．
【宮崎県】
宮崎県内の透析施設を地理的に 8 ブロックに分け，

それぞれに地区責任担当医を置き，災害時のコーディ
ネーターとした．施設間の連絡網を形成した（固定電
話，PC メール，携帯メール）．透析患者への情報配信
ツールとして，携帯電話メール配信サービスを整備し
た（県の防災メールを進化させ，登録した患者に災害
発生時，透析施設情報を配信するシステム）．さらに
現在準備中であるが，県内全域の透析患者情報（透析
条件やアレルギーの有無など）をデータベース化し，
クラウド化によって代替透析が患者情報を得るシステ
ムを，宮崎大学医療情報部の協力の下作成中（平時，
各施設で入力したものを災害発生時，代替透析施設が
パスワードで閲覧する）．大規模災害での広範囲にわ
たる長期的断水に備え，地下水プラントの設置が必要
であることを宮崎県医師会を通じ宮崎県に提案し，そ
の予算化へ向けて交渉中である（対象は災害拠点病院，

大規模透析施設，ブロック内で中心となる透析施設）．
【沖縄県】
1）　沖縄県災害対策ネットワークの構築
従来，県北部，県中部，県南部・浦添，那覇，南部，

宮古，八重山の七つに地区分けされていたブロックに
災害対策の責任者を任命し，本部―ブロック責任者―
各地区施設間の連絡網を強化した．具体的には災害発
生時には，本部および各地区ブロックに PC メーリン
グリスト並びに直接携帯メールで連絡ができる状況を
構築した（達成率は 7 割程度と思われる）．また，災
害時のフローチャートを改めて作成した．これを利用
して，平成 24 年 8 月 31 日に当県として初めて日本透
析医会の情報伝達訓練に参加したが，県内 64 施設中
18 施設とまだ周知不足であった．

また，平成 24 年度から開催された県医師会災害医
療委員会に参加するとともに，9 月 9 日に沖縄県の主
催で実地された総合防災訓練（北部地区で開催）に参
加し，災害時情報ネットワークを利用し訓練を行った

（参加施設 10）．そのさいに，閉院時間帯での施設へ
の PC メールや固定電話を介した連絡が取れないこと
や，たまたま WiFi ルーターの故障なども重なり，PC

へのネットワークへの書き込みが制限されるなどの障
害が発覚し，連絡網の二重三重の構築の必要性が浮き
彫りとなった．その他の訓練としては，平成 25 年 3

月 16 日の県透析研究会でアナウンスを行い，翌 17 日
に県透析医会での災害時情報ネットワークを利用した
訓練を行い，前回を大幅に上回る 40 施設の書き込み
参加があった．

2）　災害
平成 24 年 8～9 月に立て続け 3 個の大型台風の直撃

を受けたが，幸いに透析関連での人的被害は免れた．
1 施設で透析施設の窓ガラスが割れる等の被害が生じ
たが，その地区ブロック内で対応した．また広域で停
電が発生し，透析時間の短縮や透析日の変更等の対応
を行っている（のちに各施設へアンケートを行い，30

施設より回答を得た）．
3）　講演会
4 月 21 日に福島医大中山昌明先生「腎臓病領域の

原発被害」，白鷺病院山川智之先生「東日本大震災に
おける透析医療者の連携と透析医会の対応」を開催し
た．

4）　今後の課題
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さらなる連絡網構築の強化，災害対策マニュアルの
作成，行政や業者との連携の構築などを考えている．

1-4　平成 24 年度活動報告

平成 24 年度の活動報告として，森上辰哉委員から
下記 3 項目の報告があった．

（1）　第 13 回災害時情報ネットワーク会議
参加者は関係各位 77 名で開催された．特別講演と

して福島県から松岡久光先生，富山県から石田陽一先
生にご講演いただいた．報告事項等の詳細は，昨年度
の医会雑誌 2012 年 27 巻 3 号に会議報告として投稿し
ているので，ご参照いただきたい1）．

（2）　第 13 回災害情報伝達訓練
44 都道府県 45 地区から参加いただいた．毎年順調

に増加して，昨年度は 1,440 施設の参加があり，過去
最高であった．

同時に行われたイリジウム衛星携帯電話は，16 台
国内で配備しているが，例年通り電話による通話とメ
ールによる送信を行った．こちらも毎年同様の方法で
行っているが，同じく電波状態が悪いところがいくつ
かあった．

（3）　平成 24 年度災害時情報伝達の実施の件
昨年度災害時情報伝達が実施されたのは全件で 7 件

あり，その中で地震が 2012 年 5 月 24 日の青森県東方
沖（震度 5 強），8 月 30 日の宮城県沖（震度 5 強），
12 月 25 日の栃木県北部（震度 5 強）および 2013 年 2

月 2 日の北海道浦幌町・釧路市・根室市（震度 5 強）
の 4 件であった．水害が 2012 年 7 月 12 日の九州北部，
および 11 月 28 日の北海道の 2 件であったが，透析関
連施設には大きな被害はなかった．また，5 月 19 日
の関東 3 県での有害物質検出による取水停止事故では，
7 施設に影響があり，2 施設が断水したという報告が
あった．

1-5　平成 25 年度の活動計画について

山川智之委員長から第 14 回災害情報ネットワーク
会議について報告があった．

災害時情報伝達活動は，原則として震度 5 強で災害
時情報ネットワークを立ち上げることになっているが，

ケース毎にその都度，臨機応変に判断する．災害時情
報共有体制の整備については，今年度の主たる目標と
して，日本臨床工学技士会を中心とした災害対策のた
めの情報連絡網を整備することである．これについて
はすでに日本臨床工学技士会の了承をいただき，医会
と協力しながら整備をし，それに併せてメーリングリ
ストに関しても，名称の在り方，メンバーの再構成等，
そのあたりも進めていきたいと考えている．

1-6　第 14 回情報伝達訓練について

森上辰哉委員から報告があった．
今年度の情報伝達訓練は 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）　訓練の内容
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 25 年 8 月 30 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（16 台）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）　参加者からの質問
名古屋記念病院，太田圭洋先生から次のような質問

があった．
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「情報伝達訓練について，とくにシステムの新機能
である携帯電話へ向けた情報登録督促機能は，各都道
府県のいろいろな施設などはすでに使っているのか．」

これに対して岡田直人災害時情報ネットワーク本部
担当から次のコメントがあった．
「この督促機能は，災害ホームページの中に支部の

管理ページがあり，そのページ内で各支部の担当の方
に施設管理をお願いしている．その施設管理の中に各
施設 5 名まで携帯電話のメールアドレスやコンピュー
タのメールアドレスの登録を 2009 年にお願いしてい
る．そこの登録されている施設に対して，支部ページ
の中に督促メールという仕組みがあるので，施設情報
やメールアドレスが登録されている施設によって督促
メールの送信を行うことができるので，今後さらに進
めていただきたいと考えている．」

2　第 13 回情報伝達訓練実施報告

平成 25 年 8 月 30 日（金曜日）に行われた第 13 回
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．

その結果を以下に報告する．

（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 41 都道府県，42 地域で 1,299 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
265 施設を加えて，計 1,564 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 4，表 5）．

（2）　動作状況
昨年度の訓練では，ホームページを新たに構築しな

おしたため，新しいシステムの不具合による多くの誤
動作が見られたが，今回はそれらの不具合も事前に対

応していたため，ほぼ順調に行うことができた．

（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 5 施設，副本部へ 4 施設が発
信した．このうち概ね電波状態は安定していたが，日
本透析医会配布分以外の衛星携帯電話（福島県：3 件，
山梨県：3 件，鹿児島県：1 件）が訓練に参加した．
事前に配布分以外の施設からの通話訓練は案内してい
なかったが，今回参加されたことにより，（おそらく

表 4　都道府県別参加施設数

北海道　＝　3 長野県　＝  71 島根県　＝  20
青森県　＝  16 岐阜県　＝　1 鳥取県　＝  30
宮城県　＝  47 静岡県　＝  25 徳島県　＝　1
福島県　＝  44 愛知県　＝132 香川県　＝  18
茨城県　＝  23 三重県　＝  25 高知県　＝  22
栃木県　＝  38 滋賀県　＝　1 福岡県　＝104
埼玉県　＝　2 京都府　＝  26 佐賀県　＝　1
千葉県　＝114 大阪府　＝  67 長崎県　＝  16
東京都　＝  86 兵庫県　＝  32 熊本県　＝  90
神奈川県＝  41 奈良県　＝　1 大分県　＝  34
新潟県　＝  22 和歌山県＝　3 宮崎県　＝  62
富山県　＝  39 岡山県　＝  65 鹿児島県＝  36
石川県　＝  25 広島県　＝  81 沖縄県　＝  28
山梨県　＝  24 山口県　＝  43

東京都区部：23，多摩地区：63

表 5　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
● 第 14 回（2013 年 8 月 30 日実施） 41 1,564
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新機種の）通話状態が配布分より良好であることもわ
かった．近年衛星携帯電話の普及率も上がっていると
思われるので，次年度からは配布分以外の施設を通話
訓練に加えることも含めて，方法を検討していくこと
も考えていかなければならない．

おわりに

閉会にさいして，杉崎弘章日本透析医会専務理事か
ら以下の内容の挨拶をいただいた．
「この災害情報ネットワーク会議は，兵庫県南部地

震以降，徐々に育ってきたと感じている．そして，一
昨年の東日本大震災では，それなりの活動ができたと
いうことで，このネットワーク会議がだんだんと盛り
上がってきた．昨年，透析医会が公益法人を取得して，
今まで医療安全対策委員会の中の災害時透析医療対策
部会が委員会として独立した．そして，来年度よりコ
ーディネーターを中心としたネットワークを作ろうと

いう提案があり，さらに来年，神戸で開催される日本
透析医学会学術集会では，「災害ブース」を開いて災
害という問題を透析にかかわっている者全員で考えて
いく提案もなされた．また，昨年度の活動報告で情報
伝達訓練に参加した施設数が 1,400 施設を超え，過去
最大の参加となり，ますます盛り上がっていることを
感じた．万一の災害時は，この災害情報ネットワーク
が役立つことを願う」

訓練参加施設数の増加からも災害対策への意識が高
まる中，今後も新たなステップを踏み，災害情報ネッ
トワーク事業を確固たるものに作り上げるべく，考え
ていかなければならない．

文　　献

1） 森上辰哉，岡田直人，山川智之，他：第 13 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，27； 448-462，2012．
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要　旨

透析患者の食生活が外食中心になると，様々なリス
クを伴うことになる．食塩や水分の過剰摂取による体
重増加，高たんぱく食による高リン血症，カリウム除
去が不完全な野菜類による高カリウム血症など様々で
ある．ただし，外食を否定するわけではない．正しく
外食を食生活に取り入れることでリスクの軽減が可能
である．また，生活環境によっては，医療機関で提供
する透析食や腎臓病用の宅配弁当を利用することで食
事の見直しを行うことが，安定した生活へとつながる．

はじめに

近年，外食産業による店舗数の増加や低価格化競争
などにより，家庭以外での食事を口にする機会が多く
なっている．これは，健常者に限らず透析患者でも同
じことが言える．透析患者は血液透析，排便以外の方
法では，体液管理や血液中の老廃物の排泄などの十分
なコントロールが得られない．外食においては，選択
した食事の内容によって様々なリスクが伴う．正しい
知識と利用法で弁当や外食を楽しむことでリスクの軽
減も可能となる．その問題点と対策について述べたい．

1　透析患者の食生活の現状

近年，わが国の透析患者の高齢化が急速に進んでい
る．最も割合が高い年齢層は，男性，女性とも 75～

80 歳と報告1）されている．日本の高度経済成長による
核家族世帯が増加し，その結果，高齢者世帯や高齢者
の独居などの生活者が増えている．そのため，このよ
うな高齢者は，食材を購入する手段や調理などの問題
をかかえ，家庭で食事を作ることが困難になりつつあ
り，外食に頼らざるをえない状況がある．それは高齢
者に限らず，調理担当者が不在の場合や一人暮らしの
男性では，外食に頼らざるをえない人もいる．多くの
地域ではコンビニエンスストアや弁当販売店，ショッ
ピングストアなどが加速度的に増え，徒歩圏内で食材
の調達が可能な時代となった．また，体液管理に影響
を及ぼす原因となっている自動販売機も名所に設置さ
れている．このように便利な環境が食生活を良くも悪
くもしている現状がある．

2　外食中心の透析患者の現状

外食を中心としている患者は，各施設によって同居
世帯数，年齢層，男女比，地域によって異なるが，著
者自身が日々仕事で携わる中で把握している数では，
約 10％ 程度の患者が店舗での食事，宅配弁当，コン
ビニエンスストアの弁当，スーパーの惣菜の食事とな
っている．

その理由は，
①　透析施設で食事を提供しているが，店のほうが

安いから帰宅途中に食べて帰る
②　一人暮らしなので一人分を作るよりは，買った

実 態 調 査

透析患者の食生活
――　外食を中心とした問題点とその対策について　――

安原幹成＊1　市川和子＊2　
＊1  笠岡第一病院栄養管理科　＊2  川崎医科大学附属病院栄養部

key words：外食産業，冷凍食品，栄養成分表示，体液管理
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Mikinari Yasuhara
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ほうが良い
③　その日の気分で好きなものを食べたい
④　自分では料理ができない
⑤　週末には，家族が食べに連れていってくれる

などの意見が多かった．
特に宅配弁当を取っている患者の多くは高齢者世帯

であり，買い物に出かける手段がない，配偶者が他界
したため独居になった人など様々である．高齢になる
と 1 食当たりの摂取量も少なく，一つの弁当を 2 回に
分けて食べている人も多い．移動手段に困らない人の
多くは，上記の①～④の理由で外食の利用頻度が高い．

外食の影響によりコントロールが悪い患者は，腎臓
病食用の宅配弁当を注文することが望ましい．しかし，
治療食では 1 食あたり 650～850 円台となり，コスト
的な理由から購入できないという現状がある．コスト
面で治療食が困難な場合には，450～550 円の価格帯
の減塩食を勧めるが，なかには 300 円未満の弁当や牛
丼チェーン店で食事をすませる患者が多い．最近では，
低価格化競争から安価な弁当や外食（特にフランチャ
イズチェーン店）が多く，患者自身に調理技術がなく
ても食生活に困ることがない．1 人分ならば購入した
ほうがコストも抑えられ，手間が省けるといった理由
がある．

外食の特徴として，エネルギーが高い，主食・副食
が多い，味付けが濃い，たんぱく質が多い，野菜が少
ないなど栄養バランスに欠け，透析患者に限らず健常
者においても望ましくない条件が数多くある．このよ
うな外食中心の食生活を持続すると，体重増加，高尿
素窒素血症，高リン血症，高カリウム血症などの症状
が起きやすい．また，予定外に知人からの誘いや不意
な出来事などにより外食となった時などは，内服薬を
服用できない．これが頻回になることで服薬のコンプ
ライアンスが悪い患者も実際にいる．たんぱく質や食
塩の多い外食時に服薬が不十分ではコントロールが難
しい．血液検査結果で高リン血症や高カリウム血症，
体液管理の問題がある患者の多くは，週末の外出先で

の過食や服薬忘れが目立つ．

3　外食における問題点

3-1　脂質の過剰によるエネルギーの問題

家庭の食事と比較しても，外食の中華料理・洋食・
揚げ物中心のメニュー，ファーストフード店のハンバ
ーガーセットなどでは，油脂の使用量が和食の 2～3

倍もあり，高エネルギー食となっている．表 1 に一般
的な定食の例を示した．また，ファーストフード店の
ハンバーガーにポテト，ジュースがセットになったも
のでは，1,200～1,300 kcal になっている．これは，個
体差にもよるが，1 日の必要量の半分以上を 1 食で摂
ることになる．

また，このような食事が日々継続されると，内臓脂
肪の蓄積や脂質代謝異常，動脈硬化性疾患の合併など
を引き起こす原因になる．外食時にはエネルギーにも
着目したい．

3-2　食塩の過剰摂取

濃い味付けが外食の大きな問題点である．外食の調
理の特徴として，加工食品や素材自体に予め食塩が多
く含まれているもの，化学調味料や合わせ調味料，中
華だし，和風だし，がらスープなどを用いている．

例えば，標準体重 60 kg の血液透析患者の場合，表

2 を参考に，1 日当たりのエネルギー摂取量を算出す
る．ここでは 3 等分（実際には，朝：昼：夕＝ 1 : 2 : 

3 の場合が多い）すると，エネルギー 700 kcal/食，た
んぱく質 24 g/食，食塩 2 g/食が目安となる．

この数字に近い牛丼チェーン店の食事を例にあげる．
表 3 の牛丼とみそ汁をすべて摂った場合，エネルギー
とたんぱく質に限っては許容範囲に収まるが，食塩相
当量では，血液透析患者の場合 6 g/day 未満のうち，
1 食で 4.8～5.6 g に達することになる．意外にも，1

杯のラーメンやうどんのスープを飲み干した場合とほ
ぼ同量の食塩摂取量となる．このように，外食では組
み合わせによって 1 食でも 1 日の食塩摂取量にほぼ達

表 1　主なファミリーレストランの定食（1 食当たりの成分値）

メニュー エネルギー
（kcal）

脂　質
（g）

食塩相当量
（g）

サバの塩焼き定食 650～850 30～40 4～6
酢豚定食 700～900 25～35 5～7
ミックスフライ定食 1,000～1,200 55～60 4～5
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する．このような食塩の過剰摂取が口渇を引き起こし
体重増加につながる．

3-3　たんぱく質およびリンの問題

外食の多くは，食材として肉や魚，練り製品，卵，
加工食品，大豆製品を中心に調理されたものが副食の
大部分を占めており，高たんぱくである．高たんぱく
はリンも過剰に摂取することになる．レストランなど
の食事は栄養表示がないことが多く，量が多ければ残
して調節する．一方，コンビニエンスストアやスーパ
ーの弁当には栄養成分が表示されているため，購入の
さいの目安にすることができる．

次に問題はリンである．リン含有量はたんぱく質量

と正の相関をするので，血清リン値が高い人はたんぱ
く質の摂取低下を余儀なくされる．食肉のリンの含有
量は，例えば表 4 のように部位によって差がある．脂
身の部分が多くなるほどリンの含有量が少なくなる傾
向がみられる．これらの特徴を理解すると，家庭，外
食時のいずれにおいても，組み合わせ次第でリンの摂
取量を抑えることが可能になる．

また，表 5 の魚介類についても，肉類に比べてリン
の含有量が多い傾向にあることは知っておく必要があ
る．これらの特徴を知ったうえで，リン含有量の多い
食品が重複しないように工夫するとよい．さらに弁当
にはハムやウインナー，かまぼこなど加工食品が多く
使用されている．加工食品には添加物としてリン酸

表 2　透析患者の食事療法基準

エネルギー
（kcal/kg/day）

たんぱく質
（g/kg/day）

食　塩
（g/day）

水　分
（ml/day）

カリウム
（mg/day）

リ　ン
（mg/day）

血液透析（3 回/週）
25～35＊1 1.0～1.2 6 未満 15 ml/kgDW/day 以下

（できるだけ少なく）
2,000 以下 たんぱく質（g）

×15 以下

腹膜透析
25～35＊1 0.9～1.2 残存腎尿量 100 ml×0.5 mg

＋PD 除水（1）×7.5
尿量＋除水量 制限なし たんぱく質（g）

×15 以下

kg：身長（m）2×22 として算出した標準体重を示す．DW：ドライウエイト（透析時基本体重）を示す
＊1　厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準（2010 年度版）」と同一とする．

（文献 2 より）

表 3　牛丼チェーン店の 1 食当たりの栄養成分

店舗名 商品名 エネルギー
（kcal）

たんぱく質
（g）

脂　質
（g）

炭水化物
（g）

ナトリウム
（mg）

食塩相当量
（g）

吉野家
牛丼（並盛） 674 20.4 22.4   97.8 1,200 3.0
みそ汁   20   1.6   0.6     1.9    700 1.8

合　計 694 22 23   99.7 1,900 4.8

松　屋
牛めし（並） 767 21 26.9 105.8 ― 3.4
みそ汁   41   2.5   1.8  4 ― 1.8

合　計 808 23.5 28.7 109.8 ― 5.2

すき家
牛丼（並） 673 19.1 18.2 108.3 1,004 2.6
みそ汁   48   2.8   1.7     5.2 1,206 3.0

合　計 721 21.9 19.9 113.5 2,210 5.6

（各メーカーホームページより参照）

表 4　各食肉（生）の部位別による 100 g あたりのリン含有量

牛　　肉 豚　　肉 鶏　　肉

食品部位 リン（mg） 食品部位 リン（mg） 食品部位 リン（mg）

レバー 330 ヒレ 230 レバー 300
もも肉（脂身なし） 190 もも肉（脂身なし） 200 ささみ 220
もも肉（脂身あり） 150 もも肉（脂身あり） 180 もも（皮なし） 190
小腸・舌 140 豚肉ミンチ 170 もも（皮あり） 160
大　腸   77 ロース（脂身あり） 170 手羽先 100
腱   23 ばら肉 140 ミンチ   90

（文献 3 より）
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Na などが含まれており，リン含有量が通常のものの
1.5 倍ほど含まれている．もちろん食塩含有量も多い
ので練り製品，ウインナー，ハム，麺類などを控える．

3-4　カリウム摂取の問題

外食店や弁当，お惣菜などに含まれる野菜の多くは，
当然ながらカリウム抜きがほぼ未処理と考えてよい．
そのため，生に近い状態のカリウムが含まれている場
合がほとんどである．特に根菜類はカリウム含有量が
多く，高カリウム血症となりやすく残すことが望まし
い．緑黄色野菜もカリウムを多く含むが，調理の過程
で下茹でしている場合，あとで述べる表 6 のようにカ
リウムが多少除去されている．このため，店の人に下
茹での有無などを確認することで食べ方での調節が可
能となる．生野菜，サラダ，フルーツなど特別に意識
して食べない限り過剰にはなりにくい．意外なものに
お茶，嗜好飲料がある．例えば回転すしチェーン店で
は，手元に茶葉や粉茶が設置されており，自由にお茶
を飲むことができる．茶葉なら抽出液になるが，粉茶
は茶葉を細かく粉砕するため茶葉ごと摂取することに
なる．

4　外食時の対策とポイント

4-1　「栄養成分表示の店」を事前に検索

各都道府県では，メニューなどに栄養成分を表示す
るお店を「栄養成分表示の店」として登録する取り組
みを行っている．詳しくは，各都道府県のホームペー
ジを参照していただきたい．ただし，栄養成分表示は
エネルギー，たんぱく質，脂質，炭水化物，塩分の五
つに限られる．

実際には，できる限り食塩が少ない食事を選択する．
味噌汁などの汁物は注文しないことが望ましい．行き
つけの店ならば味を薄めに注文することや，初めての
店でも味付けを薄めにできないか相談する．備え付け
の調味料は控えるか使用しないよう心掛け，漬物や佃

煮などは残すことで食塩を 2 g 程度は減らすことがで
きる．

4-2　宅配弁当の利用

一般的に市販されている弁当では，これまで述べた
ように，継続的な摂取ではなんらかの影響が出現する
可能性がある．透析患者では，やはり透析食の宅配弁
当を勧めることが望ましく安全である．

しかし，一般食の弁当と比較した場合 200～400 円
もの価格差があり，1 カ月で考えると経済的な負担が
大きくなる．そのため，誰でも注文できるわけではな
い．その場合，治療食でなくても減塩食であれば市販
されている弁当との価格差は少なくなる．食塩が抑え
られることで，食べ方の工夫次第で透析患者も食生活
の一部として取り入れても様々なコントロールへの影
響は抑えられる．

4-3　お惣菜を利用するさいの注意点

お惣菜の多くは栄養成分が表示されていないのが現
状である．味付けも濃く，目安量を把握することが難
しい．特にお惣菜の内容と量によっては，高カリウム
血症の原因になる可能性がある．特に注意したいお惣
菜の例として，ひじきの煮物，おからの和え物，ポテ
トサラダ，里芋や根菜の煮物，昆布の煮物などがあげ
られる．ただし，適切な量を食べることで高カリウム
血症を避けることができる．

表 5　魚介類（生）100 g あたりのリン含有量

食品名 リン（mg） 食品名 リン（mg）

くろまぐろ（赤身） 270 鮭（しろさけ） 240
くろまぐろ（脂身） 180 さんま 180
うなぎ 260 ぶり 130
まだい（養殖） 240 するめいか 250

（文献 3 より）

表 6　野菜の生とゆでた場合の 100 g あたりの成分値

食品名
カリウム（mg）

除去率（％）
生 ゆで

ほうれん草 690 490 30
小松菜 500 140 72
キャベツ 200   92 54
菜の花 390 170 57
里　芋 640 560 12.5
じゃがいも 410 340 17

（文献 3 より）
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ほうれん草や小松菜，キャベツ，菜の花などの和え
物は，調理前に茹でるという工程が加わる．その工程
で，食品に含まれているカリウムは表 6 に示すとおり
ある程度除去されている．しかし，根菜類については
葉物と比べるとわずかな除去率となっている．和え物
の食べ方の工夫としては，和え物や形が崩れにくい食
品ならば，キッチンタオルや布巾などで包んで余分な
調味料を絞り出すとわずかながら減塩が可能になる．

4-4　冷凍食材の利用

市販の弁当のおかずには漬物や佃煮や濃い味付けの
ものがある．冷凍食品の中でも弁当用の調理済み食材
を上手く組み合わせることによって，エネルギー，た
んぱく質，食塩を 1 食当たりの個々にあった栄養量に
調節することが可能になる．

例としてご飯を 150 g に設定する．エネルギーは 252 

kcal，たんぱく質 5.25 g，食塩相当量 0 g となる．こ
れに表 7 のお弁当用の調理済み冷凍食材を組み合わせ
る．「3　外食における問題点」の項目において，標準
体重 60 kg で設定した数値「エネルギー 700 kcal/食，
たんぱく質 24 g/食，食塩 2 g/食」からご飯の栄養量
を除くと，エネルギー 448 kcal，たんぱく質 18.8 g，

食塩 2 g 未満となる．スーパーには数多くの冷凍食品
が販売されている．それぞれの冷凍食品には表 7 のよ
うな栄養成分が必ず表示されている．まず，主菜にな
る食材の栄養成分を確認して 2～3 品程度選択する．
これだけでは野菜が不足しているが，野菜については
味付けのされていない冷凍野菜がある．これらの野菜
は，処理の段階でブランチング処理（沸騰したお湯で
茹でた後に冷水で急速に温度を下げて凍結させる処
理）を行っており，十分とは言えないがある程度のカ
リウム抜き（表 6）が行われている．これに減塩醤油

（低リン・低カリウム）などを用いて和え物として 1

品加える．これらの冷凍食品の 1 個の大きさを参考に
調理すると，たんぱく質量の目安の参考にもなる．

4-5　インスタント食品への対策

一般的に市販されているカップ麺などには，高リン
血症に影響するリン酸 Na などの添加物が含まれてい
る．栄養成分表示については代表的なものに限られて
おり，カリウムやリンなどの成分値は表示されていな
い．表 8 に代表的なインスタント食品とたんぱく質を
調整した食品の比較を示す．エネルギー自体に大差は
ないが，たんぱく質と食塩は大きく異なる．治療用食

表 7　お弁当用の冷凍食品（1 個当たりの成分値）

メーカー 商　品　名 1 個
（g）

エネルギー
（kcal）

たんぱく質
（g）

脂　質
（g）

炭水化物
（g）

食塩相当量
（g）

ニッスイ

黒酢の酢豚 20 33 1.4 0.7 5.1 0.6
白身魚とタルタルソース 21 73 1.7 5.4 4.5 0.2
ほうれん草の胡麻和え 15 20 1.1 0.9 1.8 0.3
きんぴらごぼう 15 23 0.3 0.8 3.6 0.3

味の素

冷凍餃子 25 45 1.5 2.6 3.8 0.2
グリルチキン 17 31 2.5 1.8 1.3 0.3
エビ寄せフライ 23 66 2.2 4.3 4.7 0.4
温野菜サラダ 100 29 1.8 0.1 5.3 0.4

（各メーカーホームページより）

表 8　食品 1 食当たりの成分値

メーカー 商品名 エネルギー
（kcal）

たんぱく質
（g）

脂　質
（g）

炭水化物
（g）

カリウム
（mg）

リ　ン
（mg）

食塩相当量
（g）

キッセイ薬品
即席げんたラーメン 341 3.3 15.0 48.3 77.6 49.5 3.51
即席げんたうどん 345 3.7 13.9 51.2 91.6 58.3 3.21

日清食品
カップヌードル 343 10.6 12.3 47.5 ― ― 5.1
チキンラーメン 375 8.3 13.7 54.7 ― ― 5.1
どん兵衛 407 10.5 14.2 59.3 ― ― 5.8

東洋水産 麺づくり 291 8.6   5.2 52.4 ― ― 6.1

エースコック スーパーカップ 489 9.3 19.4 69.2 ― ― 8.1
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品といっても食塩が 3 g を超えているため，スープを
残す必要はある．

4-6　お茶などの水分の摂り方

お店で食事をするさい，席に着くとお茶や冷水が出
される．テーブル上にはそれらがすでに設置されてお
り，自由に必要以上の水分を摂ることになる．食事が
届くまでの間にコップ一杯を飲み干した経験はないだ
ろうか？ 継ぎ足しされるとどの程度飲んだか不明に
なる．水の継ぎ足しを断る，コップ一杯に留めるなど
飲み方に配慮する必要がある．

先に述べたカリウムを多く含むお茶しかない場合，
ミネラルウォーターを選ぶかお茶は 100 ml 程度に留
める．最近，市販されているお茶には抹茶入りのもの
が多く存在する．お茶を購入するさいのポイントは，
緑茶（特に抹茶，煎茶，玉露など）を避けることであ
る．勧められるお茶は，麦茶，玄米茶，番茶，ほうじ
茶，ウーロン茶など，茶色のものであることが特徴で
ある．カリウムの含有量が表示されていないため，こ
の特徴で選択することが高カリウム血症への予防とな
る．

5　施設提供の食事利用の勧め

平成 14 年 4 月の診療報酬の改定により，外来透析
患者への食事の提供を中止した施設や，有料化して継
続している施設がある．継続している施設の場合，各
施設によって価格帯は幅広いが，1 食あたり 630 円前
後での提供が一般的である．この改定の頃から透析患
者は透析食を食べる機会が減り，透析患者の食生活の
乱れが生じ始めた原因ではないかと考えられる．透析
関連施設での外来透析患者向けの食事の提供は，①各

施設で調理を行っている場合，②宅配弁当業者と契約
しての提供など方法は様々である．

各施設で提供される食事を食べる一番のメリットは，
安全・安心で適切な内容であることである．日々の食
事の大半を外食に頼っている患者はもちろん，3 食と
も家庭の食事である人でも，3 回/週の透析日には施
設で提供される食事を 1 食だけでも食べることで，調
理方法，適切な味付け，肉・魚・大豆製品などのたん
ぱく質，見た目のボリューム感を把握しやすくなる．
適切な食事を，日々の家庭での食事や外食時のさい，
適切な量と比較して多いか少ないか見直し，判断する
ことが可能になる．一般的な食事と比べて高価に感じ
るかもしれないが，安心して暮らすために有益な価値
が存在する．

今後，透析を導入する患者，すでに血液透析を行っ
ている患者に対して，各透析関連施設で食事の提供を
患者へ勧めることが大切なことであり，これが良好な
コントロールを持続するためのポイントとなる．

外食を中心とした問題点とその対策について述べて
きたが，外食を正しく活用することで透析患者が食生
活の一部に取り込むことは可能である．今後は外食や
弁当，食料品にリンやカリウムの含有量を加えた栄養
成分が表示されることを望む．
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要　旨

近年，ED が疾患として一般社会に広く浸透し，治
療を希望する患者が増加している．また，ED が糖尿
病などの生活習慣病やメタボリック症候群と密接に関
連していることも注目されている．糖尿病は透析患者
の原疾患として大きな要素であり，透析患者の多くは
動脈硬化性病変を有している．しかし，患者の 26.6％
は 20 歳以上 60 歳未満の就業者年齢であることから，
QOL の観点からも透析患者での ED 治療は重要であ
ると考えられる．そこで，本稿では透析患者の ED と
その治療について述べる．

1　定義および概念

勃起障害（erectile dysfunction;  ED）は「勃起の発
現あるいは維持できないために満足な性交ができない
状態」と定義されている1）．診断はこの定義に基づき，
診断は患者本人の自己申告による．そのさいに客観的
評価として使用されている問診票が国際勃起機能スコ
ア（international index of erectile function;  IIEF）であ
るが，そのうちの 5 項目を抽出した SHIM（sexual 

health inventory for men）スコア日本語版2）が最も汎
用されている（表 1）．以前から使用されていた IIEF 5

と SHIM スコアの違いは，「性的刺激はなかった」と
いう 0 点が追加されていることである．そのため
IIEF 5 では最低点が 5 点で，6 カ月以内に性交がなけ

れば問診票を使用することができないが，SHIM スコ
アでは 1 点となる．

SHIM スコアは 25 点満点で，21 点以下が ED と診
断される．ED の重症度は点数により分類され，重症：
1～7，中等症：8～11，軽度ないし中等度：12～16，
軽症：17～21 である．

しかし，SHIM スコアはあくまでも重症度分類であ
り，診断基準ではないため，22 点以上でも ED の定
義から考えると，性交は可能でも勃起時の硬度が少し
不足する場合も，「時々」または「たまに」発現しな
い場合も，そして「時々」または「たまに」勃起の維
持ができない場合も ED であり，治療の対象となる．
しかし，多くの日本人は「勃起障害＝勃起しない」と
誤解していることが多く，「勃起が硬くなくても，ま
たは持続が不十分でも，性交が何とか可能であれば
ED ではない」という認識を持っているように感じら
れる．また，問診票には 15 項目からなる IIEF がある
が，「最近の 4 週間での状態」についての質問なので，
性交頻度が少ない場合は使用できない点が問題である．
SHIM スコアは「最近の 6 カ月間での状態」を評価す
るものであるが，日本人の性交頻度は欧米と比較して
少ないことがわかっているので，性交頻度の少ない対
象群での問診票は SHIM スコアが適していると思わ
れる．実際，田村らの報告3）によると，透析患者のう
ちパートナーを有する 107 例のうち，性交があるのは
54 名で，そのうち性交頻度が 1 年に 10 回以上の患者
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はわずか 18 名のみであったと報告している．
この ED の定義に基づくと，本邦での中等症および

重症の ED 患者は約 1,300 万人と推定されている．な
お，この統計には軽症例は含まれていないので，実際
には罹患者数は多くなる．

2　勃起のメカニズム

勃起現象は神経と血管の共同作業であるため，どち
らかでも異常をきたすと勃起障害になる．勃起に関係
する神経は副交感神経系に属するが，神経伝達物質は
アセチルコリンではなく，一酸化窒素（nitric oxide;  

NO）である．勃起の発現機序は図 1 に示したように，
性的刺激が必要であり，性的刺激により血管内皮細胞
および勃起神経の神経末端から分泌される NO が陰

茎海綿体平滑筋細胞に作用して発現する神経と血管の
協調運動である．その伝達物質である NO は神経末
端や陰茎に分布する血管内皮および海綿体内皮に存在
する．神経末端や内皮細胞から分泌された NO が海
綿体平滑筋内で soluble guanylate cyclase（sGC）を
活 性 化 し，guanosine triphosphate（GTP）が cyclic 

guanosine monophosphate（cGMP）に変換される．
cGMP により陰茎海綿体の平滑筋が弛緩し，陰茎勃起
が発現する．一方，cGMP は phosphodiesterase type 5

（PDE 5）により不活化される．つまり，血管内皮障
害により NO 分泌が低下すると cGMP が低下するた
め勃起の発現や勃起の維持に支障をきたすことになる．
この PDE 5 を阻害することにより，勃起の発現・維持
を補助する薬剤が経口勃起障害治療薬としての PDE 5

表 1　SHIM スコア日本語版

過去 6 カ月の状態について当てはまるものをそれぞれ一つずつ選んで印をつけて下さい．

1. 勃起してそれを維持する自信はどの程度ありましたか
1　非常に低い
2　低い
3　中くらい
4　高い
5　非常に高い

2. 性的刺激によって勃起した時，どれくらいの頻度で挿入可能な硬さになりましたか
0　性的刺激はなかった
1　ほとんど，又は全くならなかった
2　たまになった（半分よりかなり低い頻度）
3　時々なった（ほぼ半分の頻度）
4　しばしばなった（半分よりかなり高い頻度）
5　ほぼいつも，又はいつもなった

3. 性交の際，挿入後にどれくらいの頻度で勃起を維持できましたか
0　性的刺激はなかった
1　ほとんど，又は全くならなかった
2　たまになった（半分よりかなり低い頻度）
3　時々なった（ほぼ半分の頻度）
4　しばしばなった（半分よりかなり高い頻度）
5　ほぼいつも，又はいつもなった

4. 性交の際，性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか
0　性的刺激はなかった
1　ほとんど，又は全くならなかった
2　たまになった（半分よりかなり低い頻度）
3　時々なった（ほぼ半分の頻度）
4　しばしばなった（半分よりかなり高い頻度）
5　ほぼいつも，又はいつもなった

5. 性交を試みた時，どれくらいの頻度で性交に満足できましたか
0　性的刺激はなかった
1　ほとんど，又は全くならなかった
2　たまになった（半分よりかなり低い頻度）
3　時々なった（ほぼ半分の頻度）
4　しばしばなった（半分よりかなり高い頻度）
5　ほぼいつも，又はいつもなった
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阻害薬である．

3　ED における糖尿病および生活習慣病の関与

古くから糖尿病と ED の関係は知られていた．糖尿
病による ED は末梢神経障害がその主な原因と思われ
ていたが，近年では流入する血液の血流障害と陰茎海
綿体白膜が流出静脈を圧迫できずに海綿体に血液を保
持できないことが原因といわれている．図 2 は非勃起
時と勃起時の陰茎海綿体のシェーマである．

また，糖尿病患者において合併症の関心事では ED

が上位にあげられるが，治療担当医の関心事は ED よ
りも網膜症や腎障害，末梢神経障害などの合併症を上
位にあげることが報告されており，患者と担当医との

間で ED の重要度が異なる．このように ED は QOL

疾患であり，治療対象としては優位性が低いと考えら
れていた．しかし，特に最近では，糖尿病や高血圧・
脂質異常症などの生活習慣病やメタボリック症候群と
ED の関係が注目されている．その理由は，ED と生
活習慣病やメタボリック症候群は「動脈硬化」をキー
ワードとした共通の危険因子を有するためである．さ
らには ED が虚血性心疾患の先駆症状であることや，
ED が将来の虚血性心疾患を予測しうる独立した予測
因子であることも指摘されている4）．

4　ED と動脈硬化の関係

また，心血管系疾患に ED を合併している患者と

図 1　勃起のメカニズム

性的興奮

血管内皮細胞海綿体神経

NO

sGC

GTP

5’-GMP

cGMP

PDE 5

［Ca］i↓ 平滑筋弛緩

勃起

海綿体平滑筋細胞

PDE 5 阻害薬

図 2　非勃起状態と勃起状態の陰茎海綿体

非勃起時 勃起時

白膜

海綿体洞

静脈の圧迫

1）流入動脈血液量の増加
2）海綿体洞の拡張
3）白膜の伸展
4）静脈の圧迫

勃起時の変化

勃起が完成
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ED を合併していない患者を 5 年間追跡すると，全死
亡（p＜0.0001），心血管死（p＝0.0006），心筋梗塞（p

＝0.046）の発生率が合併例で有意に高くなることが
報告されている5）．また，2 型糖尿病患者で，冠動脈
疾患を持たない群の ED 合併率は 4.7％ であるが，無
症候性の冠動脈疾患を有する群での ED 合併率は 33.8

％ と高率であること，ED を合併する 2 型糖尿病患者
の 88.2％ が無症候性冠動脈疾患を有していたが，ED

を合併していない 2 型糖尿病患者では 42.1％ と低か
ったことが報告されている6）．

5　透析患者の ED

そして，本邦では糖尿病が原因で慢性腎機能障害と
なり血液透析に移行する患者が多いことから，透析患
者では動脈硬化が進行している場合が多く，ED の合
併は高率である．慢性腎機能障害の患者で ED は最も
頻度の高い合併症の一つとされているが，本邦での血
液透析患者を対象とした ED についての論文は多くな
い．

IIEF 5 を使用した田村らの報告では，ED と診断さ
れる症例は 145 例中 142 例（97.9％）と高率であった．
パートナーを有する 107 例のうち，性生活を保持して
いる頻度は，50 歳未満の群で 88.9％，50 歳代の群で
60.0％，60 歳以上の群で 33.9％ であり，年齢ととも
に有意に低下すると報告している．また，比較的 ADL

が保たれている症例を対象としているにもかかわらず，
ED 治療を希望する患者は少数であったと報告してい
る．つまり，性生活は保持されているが，大多数は
ED を自覚している．しかしながら ED 治療を希望し
ていないという現状が知られている3）．

一方，海外の 7 カ国 27 施設で行われた 1,611 例を
対象とした大規模調査でも，83％ が ED を自覚して
おり，そのうちの 47％ が重症 ED であった．そして，
ED 治療薬である PDE5 阻害薬との併用禁忌であるニ
トログリセリンを服用している患者は 17％ にすぎな
いが，PDE 5 阻害薬で治療している患者はわずか 4％
であったとされ，やはり，治療を受ける患者が低いこ
とを指摘している7）．

6　治療方針

以前はインポテンスと呼ばれていたが，侮蔑的な意
味合いが含まれるということから，ED という呼称に
なった．この ED という呼称と ED の概念が一般社会
に普及するにつれて治療を希望する患者も増加してお
り，一般開業医を含むいずれの医療機関でも ED 治療
が可能になるために「ED 診療ガイドライン」が発刊
されている．このガイドラインでは，第一選択治療法
は経口勃起障害治療薬である PDE 5 阻害薬である．
現在，本邦で使用可能な薬剤は，シルデナフィル（バ
イアグラ），バルデナフィル（レビトラ），タダラフィ

表 2　PDE 5 阻害剤

シルデナフィル
（バイアグラ）

バルデナフィル
（レビトラ）

タダラフィル
（シアリス）

併用禁忌 硝酸剤 硝酸剤 硝酸剤

用　量 25 mg，50 mg
（100 mg は未承認）

5 mg，10 mg，20 mg 5 mg，10 mg，20 mg

Tmax（時間） 0.8 0.7～0.9 2

T1/2（時間） 3～5 4～5 17.5

効果持続時間 7～8 7～8 36

食事の影響 吸収/効果発現の遅延 なし（高脂肪食では効果減弱） なし

高齢者† 25 mg で開始 65 歳以上は 10 mg を超えない 記載なし

初回投与量† 25 mg，50 mg 10 mg 10 mg

中等度腎機能障害† 投与量の記載なし 投与量の記載なし 5 mg
投与間隔は 24 時間以上
10 mg
投与間隔は 48 時間以上

重度腎機能障害† 25 mg（Ccr＜30 mL/min）
投与間隔は 24 時間以上

透析患者は禁忌 5 mg
投与間隔は 24 時間以上

†　添付文書より
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ル（シアリス）の 3 種類である（表 2）．いずれも高
い安全性が証明されており，重篤な副作用がないこと
は多くの論文から明らかである．

多くの透析患者では心血管系リスクを認めるが，
PDE 5 阻害薬治療を行うかどうかはプリンストンコ
ンセンサスパネルの勧告に従う8）．つまり，低リスク
の場合は治療を行い，中等度リスク群では心機能の評
価を行う．高リスク群では心血管系管理を優先する

（表 3）．
また，ED は QOL 疾患であるため生活指導も重要

である．生活上の注意点はストレスをなるべく回避す
る．ストレスにより血液中の男性ホルモン値が低下す
ることが報告されているためである．また，動脈硬化
の進行を遅らせるために生活習慣病の一般的な注意事
項を指導する．

（1）　第一選択治療法
慢性腎機能障害患者や透析患者でも，ED 治療の第

一選択治療法は PDE 5 阻害薬である．しかし，硝酸
剤が併用禁忌である事などの PDE 5 阻害薬の一般的
な注意事項以外に，本邦のドラッグインフォメーショ
ンでは，腎機能障害患者に使用する場合の 3 薬剤の扱
いが異なるため注意が必要である（表 2）．

①　シルデナフィルは，中等度の腎機能障害に関す
る記載はなく，重度の腎障害（Ccr＜30 mL/min）
では 25 mg を開始用量とし，1 日 1 回まで，投与
間隔は 24 時間以上となっている．

②　バルデナフィルは，中等度の腎機能障害に関す
る記載はないが，血液透析患者には禁忌となって
いる．

③　シアリスは，中等度腎機能障害では 5 mg から
開始し，投与間隔は 24 時間以上とし，最高用量
は 10 mg であり，10 mg の場合の投与間隔は 48

時間以上となっている．重度の腎機能障害では 5 

mg とし投与間隔は 24 時間以上となっている．
本邦でのシルデナフィルの認可量は 25 mg と 50 mg

であり，海外で認可されている 100 mg は認可されて
いない．しかし，透析患者では動脈硬化性病変が進行
していることが多く，透析患者に限らず動脈硬化が関
係する生活習慣病など各種疾患においても 50 mg でも
効果が不十分であることが報告されている9）ため，各
薬剤での推奨容量で効果不十分の場合には十分なイン
フォームドコンセントのもとに増量を勧める．

透析患者への具体的な処方例は，
①　バイアグラ 25 mg，性交前 1 時間に 1 錠．投与

間隔は 24 時間以上あける．

表 3　Princeton Consensus panel の勧告

リスクの程度 心血管疾患のカテゴリー 管理の勧告

低リスク群 ● 無症状で「主要な冠動脈疾患リスクファクター」が
3 つ未満

● コントロールされている高血圧症
● 軽度安定狭心症
● 冠動脈再建術成功後
● 合併症のない心筋梗塞の既往（＞6～8 週間）
● 軽度弁膜症
● LVD/CHF（NYHA 分類 I）

● プライマリ・ケア管理
● 第一選択治療法を考慮
● 定期的再評価（6～12 か月ごと）

中等度リスク群 ●「主要な冠動脈疾患リスクファクター」が 3 つ以上
● 中等度狭心症
● 最近の心筋梗塞（＞2 週間，＜6 週間）
● LVD/CHF（NYHA 分類 II）
● 心臓以外の動脈硬化性疾患続発症（脳卒中，末梢血

管疾患）

● 専門的な心血管系検査
● 心血管系評価の結果に基づいて高リスク群

または低リスク群に再分類

高リスク群 ● 不安定または難治性狭心症
● コントロール不良の高血圧症
● LVD/CHF（NYHA 分類Ⅲから IV）
● 最近の心筋梗塞（＜2 週間），脳卒中
● 高リスク不整脈
● 肥大型閉塞性心筋症またはその他の心筋症
● 中等度～重症弁膜症

● 特別の心血管系管理に優先的に紹介
● 性機能障害の治療は，心臓の状態が安定化

するまでは差し控え，専門家の勧告に従う

（文献 8 を一部改編）
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②　シアリス 5 mg，性交前 1 時間に 1 錠．投与間
隔は 24 時間以上あける．

である．以上で効果不十分な場合は前述のごとく増量
を考慮する．また，①または②が無効な場合には ED

診療の専門医に紹介することも重要な点である．
海外における透析患者では 60～75％ の患者で満足

な治療効果が得られている．Mahon らは，26～74 歳
（平均 53 歳）の腹膜透析患者 16 例にシルデナフィル
50 mg を投与した結果，75％ に性機能が改善したと
報告している10）．また，有害事象は頭重感，ほてり，
鼻閉，胃腸症状など血管拡張による一般的なものであ
り，重篤なものは報告されていない．しかしながら，
インターネットの普及に伴い，医療機関を通さずに
PDE 5 阻害薬を入手することが可能となっている．
その理由は，医師に相談する恥ずかしさ，低価格，手
軽さがあげられているが，偽造品が 50％ を超えて流
通している．そして，偽造品の問題は，効果が無いこ
とだけでなく，正規品より副作用の頻度が高いこと，
不明な成分が含まれていることがあり，そのため副作
用が出現すること，さらには海外で死亡例も報告され
ている11, 12）．

（2）　第二選択治療法
ED 診療ガイドライン 2012 年版では，陰圧式勃起

補助具と陰茎海綿体注射が第 2 選択治療法である．し
かし，健常人でも本邦ではこれらの治療を希望する患
者がきわめて少ないこと，透析患者では抗凝固薬を使
用しているためこれらの治療は原則禁忌であることか
ら，第一選択治療法である PDE 5 阻害薬が無効の場
合は，専門医を紹介する必要がある．

5　まとめ

最後に，透析患者で勃起障害を合併する頻度は高い
が，治療を希望する患者がきわめて少ないこと，生命
に危険をおよぼす可能性のある偽造品が広く流通して
いることを考慮すると，医療者側からの問いかけが必
要と思われる．
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要　旨

高リン（P）血症は CKD において生命予後に関連
する．しかし，高 P 血症対策としての食事の P 制限の
生命予後への影響は明らかではなく，厳しい P 制限に
より，蛋白質摂取が減少して低栄養となり，かえって
生命予後が不良となる可能性がある．P 制限をするさ
いには，食品添加物などに含まれる無機 P は，自然の
食品の有機 P と比べると吸収率が高く，摂取を避け
ること，P/蛋白比の低いものを積極的に摂ること，
および P 吸着薬の適切な使用が重要である．

はじめに

慢性腎臓病にともなう骨ミネラル代謝異常（CKD-

MBD）の管理において，高リン（P）血症の予防や治
療はもっとも基本である．この高 P 血症への対策には，
食事の P 制限食，P 吸着薬の投与，および透析患者で
は十分な透析による P 除去があげられている．本稿
では，特に P 制限食について，栄養との関連で，その
功罪を中心に述べる．

1　慢性腎臓病における P の出納

P の摂取量はおおむね蛋白質の摂取量と比例する．
1 g の蛋白あたり P は約 13～15 mg 含まれており，蛋
白の摂取量が 1.0～1.2 g/kg 体重で，体重 60 kg と仮
定すると，780～1,008 mg/日の P を摂取することにな
る．あるいは，P の摂取量と蛋白の摂取量の関係は次

の式で表される（図 1）1）．
　　P 摂取量（mg）＝78＋11.8×蛋白摂取量（ｇ）
そして，腸管における P の吸収率は通常 60％ 前後

で，P の吸収率を増加させる活性型ビタミン D が投
与されていると 80％ 程度まで増加する．腎機能正常
者は，吸収された P とほぼ同量の P が腎臓から排泄
され，バランスが保たれる．腎不全では，この腎から
の P 排泄が減少ないし無尿の透析患者では消失する
ため，P の貯留がおこり，高 P 血症を示す．

透析で除去できる P には限度があり，1 回の透析で
約 800 mg 程度であり，週当たりの P の出納は，ほと
んどの場合プラスバランスとなる．このため，多くの
末期腎不全患者，透析患者では，P 制限や P 吸着薬の
投与が必要となる．

2　CKD-MBD の病因としての高 P 血症

高 P 血症は，低 Ca 血症を介するとともに，直接副
甲状腺に作用して，副甲状腺ホルモン（PTH）の産
生・分泌を促進する．また，高 P 血症および腎不全に
より腎臓におけるビタミン D の活性化が阻害され，
活性型ビタミン D が欠乏する．活性型ビタミン D の
欠乏により，低 Ca 血症および PTH の産生・分泌が
亢進する．最近では，FGF-23 という骨細胞および骨
芽細胞から分泌される P 調節ホルモンが，詳しい分
泌調節機序は不明の点もあるが，P の負荷および腎機
能低下によって腎不全ではもっとも早期から分泌が増
加し，活性型ビタミン D の産生低下の原因とされる．

臨床と研究

慢性腎臓病患者における高リン血症対策
としてのリン制限食の功罪

安藤亮一　
武蔵野赤十字病院腎臓内科

key words：P 制限食，高 P 血症，CKD-MBD，蛋白摂取量，P/蛋白比

Merit and demerit of phosphorus restriction for hyperphosphatemia in CKD patients
Department of nephrology, Musashino Red Cross Hospital
Ryoichi Ando
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FGF-23 は，本来腎での P 排泄を促進する作用や PTH

抑制作用を有するが，前述した機序で分泌が亢進し，
腎不全患者における二次性副甲状腺機能亢進症の発症
や P 代謝において中心的な役割を果たすと考えられ
ている．

これらの，高 P 血症ないし P の負荷，ビタミン D

の欠乏，低 Ca 血症により，副甲状腺が刺激されて二
次性副甲状腺機能亢進症をきたす．さらに病態が進行
すると，副甲状腺が結節性腫大を呈し，ビタミン D

受容体や Ca 感知受容体の減少により，ビタミン D 治
療に抵抗する高度の二次性副甲状腺機能亢進症となる．

高度の二次性副甲状腺機能亢進では，骨からの P

の遊出により，高 P 血症が増悪して，悪循環となる．
一方，高 P 血症は血管内皮細胞の骨芽細胞様変化

などを介して，血管石灰化をはじめとした，異所性石
灰化の原因となる．特に血管石灰化は心血管病を引き
起こし，生命予後を悪化させる．

3　血清 P 濃度と生命予後

高 P 血症は，進行した腎不全2, 3）および透析患者4, 5）

において，生命予後不良の独立した因子であることが
多くの臨床研究で示されている．そればかりか，腎機
能が正常でも，P の正常範囲内でも，より高い血清 P

濃度が心血管死や生存率に関連することが示されてい
る6, 7）．

血清 P の増加は，血管の石灰化をきたし，あるい
は carciprotein particles（CPPs）の形成などを介して

直接，生命予後不良に関連すると考えられる8）．また，
高 P 血症や P の多い食事などの P 負荷により，前述
した P 調節ホルモンである骨細胞，および骨芽細胞
からの FGF-23 の分泌は増加する．FGF-23 は透析患
者における生命予後不良や保存期腎不全患者の腎予後
および生命予後との関連が示唆されている．また，透
析患者で FGF-23 濃度が高い群ほど左室重量が大きい
という観察データ，および動物実験において FGF-23

の投与で左室肥大が起きることから，FGF-23 は CKD

における左室肥大の原因とされる9）．
血清 P と予後の関連が線状なのか，閾値があり，

ある値以上になると，リスクが増加するのかは不明で
ある．もし前者であれば，血清 P の前値にかかわらず
血清 P を低下させることは予後改善につながる可能性
があるが，後者であれば，閾値を超えたところで介入
することが必要となる．

P の摂取量と血清 P の相関は一般にはよくなく10），
有意な相関があるとする報告でもその相関係数は低く，
有意な相関が認められないとする報告も少なくない11）．

食事による P 負荷は，食後の血清 P 濃度を上昇さ
せる．食事制限や P 吸着薬による血清 P への影響も
食後の血清 P 濃度にもっとも影響する．しかし，従来
の血清 P 濃度と予後との関連は，通常，日内変動でも
っとも低値を示すとされる早朝空腹時の血清 P 濃度と
の関連で，食後や日内変動で高値を示すとされる午後
の血清 P 濃度との関連は不明である．また，早朝の血
清 P 濃度を測定しても，P 負荷があるかどうかはわか

図 1　P 摂取量と蛋白摂取量の関係
　　　　　　　　　　　　　　　（文献１より引用）
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らないことが少なくない点も重要である．CKD ステ
ージ 3 あるいは，それ以前の慢性腎臓病のステージか
ら P 負荷はあると考えられるが，血清 P 濃度が高値
を示してくるのは CKD ステージ 4 以降で，ステージ
4 でもかならずしも高 P 血症をきたさないこともある．

したがって，高 P 血症の対策としての P 制限食の
効果や予後への影響を考える場合，上記のような点を
考慮する必要がある．

4　栄養と P

透析患者では，血清 P 濃度と栄養指標（nPCR，ア
ルブミン濃度，BMI，GNRI など）とは，正の相関関
係を示す12）．前述したように，P の摂取量と蛋白摂取
量は高い相関がみられる．透析患者では蛋白摂取量が
重要な生命予後影響因子である．一方，P 摂取量と生
命予後とも相関を示すが，こちらは蛋白摂取量と逆に，
P 摂取量が多いと生命予後は不良となる10）．

透析患者でもっとも生命予後が良いのは，蛋白摂取
量が多くて血清 P がよく管理されている症例であり，
もっとも予後不良なのは，蛋白摂取量が少ないにもか
かわらず血清 P が高い症例である．そして，蛋白摂取
量を減らして血清 P を下げた症例よりも，蛋白摂取量
を増加させて血清 P が上昇した症例のほうが生命予後
が良好であり，血清 P をコントロールするために蛋白
摂取量を減らしてはいけないことがわかる（図 2）13）．

図 2 に示された研究は，標準化蛋白異化率（nPNA）
から割り出した蛋白摂取量の増減と血清リン濃度の変
化について，6 カ月以上測定可能であった維持血液透
析患者 30,075 例を，蛋白摂取量の増減と血清リン濃
度の変化より 4 群に分け，3 年間経過観察した時の死

亡リスク比について解析した研究から導かれた．すな
わち，生命予後の改善には，適正な蛋白を摂取して，
血清 P のコントロールは，P 吸着薬をうまく使ってコ
ントロールすることが重要である．

5　P 制限食は CKD-MBD あるいは生命予後によいか

P の過剰摂取は，二次性副甲状腺機能亢進症の進展，
血管石灰化の進行をきたし，心血管病，ひいては生命
予後の悪化の原因となるとされ，P 制限は透析患者の
CKD-MBD 治療の基本として，ガイドラインでも取り
上げられている．P 制限は，高 P 血症に対する効果は
認められているが，P 制限食の CKD-MBD あるいは
生命予後に対する効果については，実は，十分には検
討されていない．保存期腎不全で，P 制限のみ，P 制
限に炭酸カルシウムの投与，P 制限にセベラマーの 3

群で，冠動脈石灰化について平均 2 年間の経過を比較
した研究では，P 制限のみがもっとも冠動脈石灰化が
進行し，P 制限にセベラマーを投与した群では，石灰
化の進行がみられなかった14）．

224 名の維持透析患者で，質問法による P の摂取量
と生命予後との関連を，5 年間にわたり調査した報告
がある．それによると，P 摂取量は，血清 P とは有意
な相関が得られていないが，蛋白摂取量とは有意に正
に相関した．そして，その研究では，P の摂取量が死
亡率と有意に正の相関，すなわち P 摂取量が多いと
生命予後が不良となることが示されている10）．

一方，HEMO study のサブ解析で，P 摂取量の指示
量により患者を 4 分割すると，P 摂取指示量の少ない
群ほど生命予後が不良であるとする結果が報告されて
いる．すなわち，P の摂取指示量が 1,001～2,000 mg/

図 2　蛋白摂取量，血清 P 濃度の増減と死亡リスク
　　　　　　　　　　　 （文献 13 より改変して引用）
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日，あるいは無制限の患者群は，ハザード比で 0.73，
0.71，すなわち約 3 割程度 P 摂取指示量の少ない群に
比して生命予後が良いことが示された．その原因とし
ては，P 制限により，他の有用な微量の栄養素が減少
することがあげられている．P 制限により，血清アル
ブミンが減少傾向，筋肉が脂肪に置き換わる傾向など
がみられた15）．

また，保存期 CKD で平均 GFR が 49 ml/min/1.73 m2

の，比較的軽度の腎機能低下症例での食事アンケート
による P の摂取量の検討では，P の摂取量が多い群で
生命予後が不良であったという結果は得られていな
い16）．さらに，安定した心臓疾患の症例で，腎機能は
平均 GFR が 71±22 ml/min/1.73 m2 の正常から腎機
能軽度低下例での蓄尿中の P の検討では，予想に反し
て，蓄尿中に P の多い群で心血管イベントが有意に
少ないことが示されている9）．蓄尿中の P は P の摂取
量と考えられるので，この結果は，P の摂取量が多い
群でむしろ予後が良いことを示している．P の摂取量
と蛋白質の摂取量が相関し，蓄尿中の P 排泄が少な
い症例では，蛋白質の摂取量が少ない可能性があり，
蛋白質の摂取量の多寡による予後の差であることが原
因のひとつと考えられる．

一方，高齢の男性の一般の患者で，早朝の血清 P

と生命予後，心血管病死の予後は関連し，血清 P が
高いほど生命予後が不良という関係がみられるが，同
時に測定した尿中 P/Cr 比，FEp と生命予後，心血管

死との有意な関連は認められなかったという報告もあ
り，尿中 P は治療のサロゲートマーカとして適して
いないとされた17）．これらの結果から，CKD では，P

の負荷よりも血清 P 濃度のほうが，予後との関連が強
いと考えることができる．

6　どのような食事が P 管理において必要か

食品の P 含有量は蛋白質と強い正の相関関係にあ
り，魚介類・肉類・乳製品といった蛋白質の多い食品
に多く含まれている1）．食品中に含まれる P は，蛋白
質 1 g あたり 13～15 mg 程度であり，P を制限すると
いうことは同時に蛋白質を制限するということとなる．

日本透析医学会の CKD-MBD 診療ガイドラインに
おいても，P 高値の場合に，十分な透析と P 制限が必
要とされているが，P 制限の具体的な値の記載はない．
さらに，過度の P 制限により栄養状態の低下をきたし，
予後を増悪させる可能性があること，P 制限では P の
多く含まれる乳製品や小魚類，さらに保存料などの P

含有添加剤が多く含まれる加工食品，インスタント食
品，菓子，コンビニ弁当などの摂取を控えることが肝
要であるとされている18）．

前述したように，P の制限を実際に行う場合には量
的なものだけでなく，蛋白質の摂取量にも配慮しつつ，
P/蛋白比が小さいものを摂ることが重要となる（表

1）1）．臨床的にも，維持透析患者 224 例における 5 年
間の検討で，摂取した P/蛋白比が低いほど生命予後

表 1　各種食品の P/蛋白比

＜5 mg/g 5～10 mg/g 10～15 mg/g 15～25 mg/g ＞25 mg/g

卵白 子羊の肉 大豆 ピーナッツ 牛乳
鶏もも肉 鮭 枝豆 ピーカン
鶏むね肉 蟹 黒豆 カシューナッツ
牛肉 ニジマス インゲン豆 ヒマワリの種
牛ひき肉 メカジキ レンズ豆 クリーム
豚肉 ツナ缶詰 アーモンド
七面鳥 豆腐 クルミ
ロブスター ベーグル 鶏のレバー
キハダマグロ チーズバーガー クリームチーズ
タラ カッテージチーズ 豆乳
ポークソーセージ ビーフジャーキー カマンベールチーズ
ホットドッグ ピーナッツバター ブルーチーズ
タコス 全卵 リコッタチーズ

フランクフルト チェダーチーズ
スイスチーズ
卵黄
小豆

（文献 1 より改変して引用）
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がよいとする報告がある（図 3）10）．
P/蛋白比は食品によって異なり，例をあげると，

卵白などは P/蛋白比が低く，P 制限を行ううえでは
有用な食品といえる．透析患者に卵白を毎日投与し，
血清 P の低下と血清アルブミンの増加を認めたとす
る報告もある19）．一方，P/蛋白比が大きいのは，植物
の種，ナッツ類，チーズなどで，比較的蛋白摂取量の
増加につながらない P 負荷となりうる．調理法では，
カリウムと同様に，茹でることで P の含有量を減少
させることができる20）．

また，P は有機 P，無機 P に分類され，有機 P は肉
や魚，穀類などの生物に含まれるが，無機 P のほと
んどが食品添加物や保存料によるものである．有機 P

の腸管からの吸収率は 40～60％ 程度といわれている
のに対して，無機 P は 90％ と非常に高く，血清 P 濃
度をより上昇させやすい．

また，同じ有機 P でも，動物性蛋白に含まれる P

に比べると，植物性蛋白の P は吸収率（20～40％）
が低い．同じ蛋白量でも，植物中心の食事（ベジタリ
アン）をすると，血清 P が低下することが示されて
いる．豆類やチョコレートなどは，P の含有量は多い
が，実際には P の吸収は少ない．これは，植物性蛋
白由来の P には人間には分解できないフィチン酸な
どが多くを占めるためである．しかし，フィチン酸を
分解する酵素を加えたり，ヨーグルトなどに含まれる
プロバイオティックスなどは，植物性蛋白由来の P

の吸収を促進する可能性があるので，注意が必要であ
る．

食品添加物や保存料は多くの加工品に含まれている

が，清涼飲料水にも使用され，コーラは 1 缶（350 ml）
で P を 40 mg 程度含む．これらの食品添加物や保存
料の P 含有量は製品に表示されず，アメリカでの検
討では，摂る食品によっては，1 日最大 1,000 mg に
達することもあるとされる．無機 P の摂取を控える
ためには，加工品やインスタント食品，ファーストフ
ード，コーラなどの摂取を控えることが必要である．

7　P 吸着薬

蛋白質の摂取量を確保しつつ P の負荷を軽減する
ためには，P/蛋白質比の低い食品を摂ること，無機 P

が多い食品添加物や保存料を避けること，および，蛋
白質および付随する P は適正に摂取して，P 吸着薬で
P の負荷を軽減することが対応策として考えられる．

P 吸着薬としては，炭酸 Ca などの Ca 製剤が長く
主流となっていたが，Ca 負荷による高 Ca 血症や異
所性石灰化が問題となった．1997 年より Ca 非含有 P

吸着薬である塩酸セベラマーが発表され，2003 年よ
りわが国で利用可能となり，さらに炭酸ランタンが
2009 年に，ビキサロマーが 2013 年に発売されている．

Isakova ら21）は，P 吸着薬の種類を問わず，P 吸着
薬を透析導入 90 日以内に開始した群で，その期間 P

吸着薬による治療を受けなかった群よりも有意に生命
予後が良好で，P 吸着薬の生命予後改善作用を示唆し
た．また，P 吸着薬を投与した透析患者では，血清 P

レベルにかかわらず，BMI，nPCR，血清アルブミン，
クレアチニンなどの栄養のマーカーが，P 吸着薬なし
群よりも有意に高いことが示されている22）．一方，Ca

含有 P 吸着薬の有無を合併症などで厳密に調整して
比較した観察研究では，生存率に有意な差を認めなか
ったとする報告もある23）．

塩酸セベラマーは，いくつかの研究で生命予後の改
善と関連することが示唆されている24, 25）．その作用は
血管石灰化を抑制することによると考えられるが，血
管石灰化への効果も，炭酸 Ca よりも塩酸セベラマー
のほうが抑制するとする報告がある一方で，同等とす
る報告もみられる．炭酸ランタンは，65 歳以上の高
齢者では，炭酸 Ca に比して生命予後改善作用が認め
られている．血管石灰化に関しても，透析患者におい
て，炭酸ランタンでは炭酸 Ca に比して有意に血管石
灰化を起こしにくいとする報告もみられる26）．

従来のメタアナリシスにおいては，塩酸セベラマー，

図 3　P/蛋白比と生存率
（文献 10 より改変して引用）
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炭酸ランタンのいずれの Ca 非含有 P 低下薬も炭酸 Ca

よりも高 Ca 血症のリスクは少ないが，生命予後，心
血管病に対する優位性については有意な成績は得られ
ていなかった27, 28）．しかし，最近の 11 研究，4,622 名
を含むメタアナリシスでは，Ca 非含有 P 吸着薬が，
Ca 含有 P 吸着薬に比して 22％ 生命予後が良いこと
が示された29）．このメタアナリシスでは，塩酸セベラ
マー，炭酸セベラマー，炭酸ランタンを合わせて検討
しており，製剤間の違いに関しては，明らかではなか
った．
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要　旨

透析患者の足部および下肢は，血流障害や皮膚の脆
弱化，免疫能の低下などにより，受傷や感染のリスク
があり，難知性で重篤化しやすい．そのため，日々の
観察とアセスメント，足を見せてもらえる患者-医療
者関係が最も大切である．そして，誰しもが共通して
行えるケアは，皮膚や爪甲の清潔保持，保湿，角質ケ
ア，フットウエアの選定等で，これらを実施するため
に，他職種連携は必須である．

はじめに

透析患者にフットケアが必要であることは，その足
を何度も自分の目でみたことのある医師や看護師等の
医療従事者であればすぐに感じとるであろう．こと透
析患者においては，他疾患に比べて抱えるリスク要因
がより複雑であり，またかかわりの面からみても，苦
慮することが少なくない．

今回は透析患者と最も接する機会が多い看護師から
みたフットケアについて，日常的に行える視点で述べ
ることとする．

1　足のリスクを知り足と向きあう

「医療的なフットケア」は，足に対して何か特別な
処置を施すということは実はあまり多くない．汚れて
いれば洗う，爪が伸びていれば切る，皮膚が乾燥して
いれば保湿する，といったわれわれが日常的に実施し

ている足の手入れ，ケアを行うとともに，創傷形成や
血流悪化の徴候を早期に発見できるよう定期的に観察
することを目的としている．なぜなら透析患者は，い
わゆる「普通」に「日常的」行為を実施することが苦
手で，足のケアにまで手が回らないことが少なくない
からである．また，透析治療そのものや，それを受け
るきっかけとなった原疾患により，足の創傷や壊死が
切断や歩行障害等に至り，その後の QOL を脅かす可
能性が高い．そのため，下肢に対して医療的な介入を
要するのである．

透析患者にセルフケアを促すことが困難であるとい
う経験をした医療従事者は少なくない．透析という治
療のために週 3 日も通院をし，それが一生続く患者が
大半で，希望を持てない毎日を送っている場合もある
だろう．そのため，セルフケア指導が大切ではあるが，
足病変のリスクを正しい知識として伝え，医療サイド
でかかわる必要性を，まずは患者自身に十分理解をし
てもらうことが関わりの第一歩となる．また，あまり
自分ですることを一度に増やしてしまうと，継続しな
い可能性が高くなるため，最初はこちらで全面的に実
施し，本人のやる気が出るまで辛抱強く待つことも，
透析患者とのかかわりにおいては必要である．あわせ
て，本人に行わないように指導をすることも，ハイリ
スクの足を守るためには大切な場合もある．

臨床と研究

透析患者の日常的なフットケア

西田壽代　
足のナースクリニック/（社）日本トータルフットマネジメント協会

key words：フットケア，透析患者，爪ケア，スキンケア，フットウエア

Daily foot care for dialysis patients
Nurse clinic for foot care/Japan total foot management association
Hisayo Nishida
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2　足の観察とフィジカルアセスメント

2-1　足部～下腿部の観察

フットケアは，足をみることから始まる．足の創傷
形成や感染徴候をいち早く発見し，適切な診療科を受
診するよう仕組みを作ることが，透析患者の足を守る
一番大切な看護師の役割といえる．そのためには，患
者が足の相談をしたいと思える環境や関係づくりが大
切である．例えば，患者の目を引くところに足病変の
知識提供や診察を促す掲示物を貼付する，足を見せや
すいプライバシーが守られた環境を整えたり，逆に他
の患者が気軽に足の相談をしている場面を目に触れや
すくするなどである．透析室は何台もベッドが並ぶオ
ープンスペースの施設が多いが，だからこそ，1 人に
指導することにより，その周辺の患者へも自然と指導
してしまうという状況を作り出すことも，患者の意識
を足に向ける一つの方法であるといえる．そのために
も言葉の使い方，意欲を持たせるアプローチの仕方を
医療従事者が学ぶことが重要なのである．

足部をみることでほかの病変を早期発見するきっか
けになる．足の観察ポイントを図 1 に示す．これらを
ふまえながら，足部や下腿部を中心に観察する．主な
観察ポイントは，皮膚，爪甲，足部変形を観察するこ
とである．なかでも皮膚は，内部におこっている事象
の結果として症状が現れることがあるため，血流の状

態や神経障害の進行状況をある程度把握することがで
きる点で重要である．糖尿病足病変対策でフットチェ
ックの頻度を示した指標があるが，それらを参照して
透析患者にも適応させたものが作られている（表 1）．
そこには皮膚の状態に関しては書かれていない．しか
し透析患者の足は，症状が明確になってからではすで
に重症虚血肢となって，看護ケアのレベルでは手の施
しようがないこともある．早期に発見するためには，
日頃から足の観察をしっかり行い，少しの変化も見逃
さないことが大切である．そのために，だれが見ても
判断できるよう記録や写真を定期的に残しておくこと
が大切である．

足趾が部分的に暗紫色，もしくは黒色に変色してい
る場合，末梢血流障害の存在を強く疑う．こうした患
者の足背部の皮膚は褐色がかっており，本来はあまり
見られない縮緬状の皺が多くみられる．また，皮膚に
血流が十分に行き届かないことから，角質水分量が減
少して皮膚が乾燥することにより，鱗屑が見られるこ
ともある．足部に触れると冷感が非常に強く，疼痛や
有痛性筋痙攣等を高い頻度で訴える．あわせて，下腿
部末梢側 2 分の 1 程度が無毛の場合は，血流障害の存
在を疑う．壊死や潰瘍形成に至っていない場合でも血
流に乏しいと思われる足は，こうした皮膚の徴候を示
すため，外傷や感染に留意する必要がある．

自律神経障害がある場合には，足部の皮膚の乾燥が

図 1　足の観察ポイント
（西田壽代：糖尿病足病変のアセスメント．月刊 NURSA　DATA，26（2）； p. 34 より）

履物のチェック：
靴の中の異物
靴の内側の磨り減りや色の変色
（滲出液や血液の染み込みなど）
靴底の磨耗状態

皮膚の色・乾燥・亀裂・落屑
白癬症
靴ずれ
角質の肥厚
足の変形
（外反母趾・内反小趾開張足）
足のアーチの状態
胼胝，鶏眼
潰瘍形成

足趾間の皮膚の状態
胼胝・鶏眼

足趾の変形
（ハンマートゥー）
動き

下肢の変形（O脚，X脚）
静脈瘤
毛の生え方
潰瘍形成
浮腫
左右の脚長差（含：切断）

関節の動き
変形（シャルコー関節）

爪の変形
陥入爪・爪白癬
爪周囲炎・爪の色の変色
爪の切り方・伸び具合

動脈触知
血管の怒張
皮膚の色
冷感・温感
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強くなり，胼胝や鶏眼がより硬度を増すことがある．
また，動静脈シャントの開大に伴う浮腫が見られるこ
ともある．その他にも，一見乾燥しているだけのよう
に見えても，角質増殖型足白癬の場合もあるため，鱗
屑が見られるさいには安易に判断しない．また，透析
患者には乾燥その他の原因による瘙痒感がみられるこ
とが多く，掻破した創傷の有無を確認し，その対策を
講じる．このように，皮膚の観察から得られる情報は
貴重である．

2-2　爪甲とその周囲の観察

足部では爪甲そのもののトラブル以外に，爪甲に関
連した創傷形成が多い．爪甲の解剖を図 2 に示す．原
因として，爪甲の肥厚・変形などの形状により皮膚を
損傷している場合，深爪や爪のケアが自分でできない，
もしくはしていないといった人為的な原因による場合，
フットウエアその他による外的損傷による場合，爪甲
とその周囲の感染症，疾患や薬剤による影響等があげ
られる．

爪甲の肥厚や変形は長い時間をかけて発症している
ので，原因となりうる事象の経験を患者自身に確認す
る．しかし，「気がついたらこうなっていた」「覚えて
いない」といった患者も少なくない．主な原因として
は，爪根部への外傷や抜爪，遺伝などが考えられる．
また，爪白癬に感染して経過が長くなっている場合も，
爪下の角質増殖に伴い，通常の爪甲の位置よりも大き
く盛り上がる．爪甲自体が乾燥し粗造な組織に変性し
て，もろくなっていることもある．また，フリーエッ
ジが判別困難となり，爪甲切除が困難となる．

いずれにしても，爪甲を切除する行為で創形成して
いないか，爪甲が足趾などの皮膚を圧迫・擦過してい
ないか，爪甲が剥離する危険性がないかという観点か
ら爪甲とその周辺組織や足趾の観察を行う．また，爪
白癬や緑膿菌などの感染症の可能性があれば，皮膚科
受診や投薬の有無，爪甲周囲の清潔についても確認を
する．

2-3　足の形状や関節可動域の確認

運動神経障害の進行や筋萎縮，アミロイドの沈着な
どに伴い，足関節や趾節間関節，中足趾節間関節等に
関節の屈曲もしくは伸展拘縮，可動域の縮小がみられ
る．そのため，関節可動域を確認する必要がある，そ
れに伴い思わぬところに胼胝や鶏眼を形成することが
あるため，皮膚の状態も関連づけて確認する必要があ
る．また，立位や歩行時の姿勢なども足底圧の変化に
関連性があるため，歩行時の姿勢や歩幅，靴底の減り
方や靴の内側の当て布のすり減りなども観察し，記録
する．

表 1　透析患者の standard care program

カテゴリー
ケア間隔

実際のケア（フットチ
ェック・セルフケア指
導以外で）リスクの分類 PAD 足病変 他

1 なし なし 6 カ月

2 なし あり 3 カ月 全体指導

3 あり なし 2 カ月 個別指導

4 あり あり 1 カ月 爪切り・胼胝・鶏眼・
角化症・白癬

5 あり あり CLI（壊 死・潰 瘍）
あり

透析ごと 病変ケア・ナラティブ
アプローチ

6 あり あり 大切断の既往または
その予定

透析ごと 3 に加えて
特に非切断肢の保護と
心のケア

（日本フットケア学会編：フットケア　基礎的知識から専門的技術まで； 第 2 版，p. 149 の表 3-8 を一部改編）

図 2　爪の構造と名称

中節骨

末節骨

爪溝

フリーエッジ ストレスポイント黄線
おうせん

爪根部
そうこん　ぶ

爪半月
そうはんげつ

爪下皮
そう　か　　ひ

爪上皮
そうじょう　ひ

爪母
そう　ぼ

（母指は
基節骨）

ぼ　し

爪床
そうしょう

側爪郭
そくそうかく

後爪郭
こうそうかく

爪甲
そうこう
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3　フットケアの実際

3-1　皮膚のケア

（1）　洗　浄
足の洗浄は，フットケアの中では最も基本的であり

かつ重要なケアの一つである．透析患者が罹患しやす
い感染症として足白癬があるが，白癬菌は皮膚表面に
付着し続けることで感染するリスクが高まるといわれ
ている．そのため，汚染（contamination）の段階で
充分洗浄し，感染（infection）に至らないようにする
必要がある．また，皮膚が元来持つ生体防御能等の生
理機能を維持するためにも，清潔に留意する．

患者指導のさいに最も実施してほしいケアは，足の
洗浄である．足浴はシャワー浴よりも心地よさを感じ
る人が多く，臨床でもよく実施されるケアである．留
意点としては，皮膚から湯内に落ちた汚れ成分を，足
浴の最後に充分なかけ湯やシャワーで洗い流すことを
忘れず実施することである．足を湯につける時間が長
いと皮膚が浸軟し，バリア機能の低下や簡単な擦過に
より容易にびらん・潰瘍などを形成するきっかけとな
る．また，足浴により副交感神経が優位になる，下肢
への血流が増加するというメリットがある反面，血圧
低下を招くこともある．虚血や神経障害による過敏反
応が強い場合，重度の潰瘍形成，本人の苦痛症状が強
い場合は足浴を行わない．

足浴の目的に血流の促進があるが，人工炭酸泉浴を
思い浮かべる人もいるだろう．温水内に 1,000 ppm の
炭酸が溶解している微温湯の中に，5 分程度足を浸す
ことにより，末梢血管が拡張し血流促進に効果がある
とされる．ただ，速効性や著しい効果を発揮するもの
ではないことと，継続使用をする必要があるというこ
とを念頭において実施する．

体調がすぐれず入浴しない日には，足のシャワー浴
もしくは清拭を行うなど，足の洗浄を実施する習慣を
つけていきたい．

洗浄方法における留意点は以下のとおりである．爪
甲とその周囲，足趾，趾間部なども軽く摩擦しながら
洗っていく．そのさい，ハンドタオルやガーゼなど，
小ぶりで柔らかい素材のものを用いる．洗浄剤を選択
するさいには，皮膚は酸外套という天然の生体保護機
能を損なわないために，皮膚の pH に近く，殺菌剤や
香料などによる刺激が少なく，皮脂を奪う程度の少な

いものを選択する．また，セラミドやアミノ酸，スク
ワラン等の保湿成分を含有するものを使用することが
望ましい．患者の好みを聞きながら使用するものを検
討する．

（2）　保　湿
皮膚の乾燥は角質水分量の減少を示し，皮膚のバリ

ア機能が低下するとともに，亀裂から創傷に発展する
誘因ともなる．習慣化するように，入浴など足を清潔
にした後に保湿ケアを実施する．足趾間に用いると浸
軟する可能性があるため，それ以外の部分に塗布する．
皮膚の鱗屑が強い部分には多めに塗布し擦り込むよう
にする．また，爪甲の乾燥もよくみられるため，忘れ
ずに保湿する．

保湿剤の適量は，皮膚が少し光って見え，ティッシ
ュが軽く皮膚に付着して落ちない程度の量である．チ
ューブ入りの軟膏で，大人の手の第 2 指の指尖～第 1

関節の長さ（2.5 cm 程度）を押し出した量が約 0.5 g

で，成人の手掌 2 枚分の面積分を塗布できるとされて
いる1）．ローションの場合は，1 円玉程度の大きさを
指す．塗布する保湿剤の基材，皮膚の乾燥度合いや，
足の大きさなどにもよるが，一つの目安とするといい
だろう．

また，保湿剤塗布後は靴下を着用すると保湿効果が
維持されやすいとともに，歩くことによって保湿剤が
床面に付着したり，フローリングなどで滑って転倒す
ることを防止できる．そのため患者の足の状態に応じ
て使用を検討する．靴下は，綿などの素材でできた吸
湿性・保温性の優れた，強い締め付けが部分的に発生
しないものを推奨する．また，皮膚の保護・保温目的
で，下腿全体を覆い圧が均等にかかるようなレッグウ
ォーマーの着用や，活動性の高くない患者に対しては
ムートン等でできているブーツ状の保護具を着用する
ことも有効である．

（3）　角質ケア
踵部などの角質肥厚は，発汗異常等とともに慢性的

な圧迫とずれ力も誘引となる．そのため，足に適した
靴の選定や，踵を合わせて足の甲を靴ひもやマジック
テープ（ベルクロ）で固定する正しい履き方を実施す
ること，場合によっては足底装具（インソール）をオ
ーダーメイドで作製するなどの対策が効果的である．
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ただし，装具として保険や福祉制度を活用できるのは，
整形外科的診断がついているか，肢体不自由の身体障
害者手帳を取得しているものに限るため，注意が必要
である．そのさいには，義肢装具士に相談，作製を依
頼する．

肥厚した角質を研磨する行為は，毎日行うと角質が
薄くなりすぎたり，また目の粗い軽石などを用いると，
目に見えない微細な傷をたくさん作ることになる．角
質のターンオーバーの周期である 14 日に 1 回程度を
めやすとし，角質ケア専用のヤスリ等を用いて，つま
んでみて皮膚の軟らかさを感じ，大きな角質の塊がふ
れない程度まで削り，その後に保湿を必ず行う．

（4）　胼胝・鶏眼ケア
胼胝は，足底の中足趾節間関節部や趾間などに局所

的に慢性的な圧が加わり続けることにより，限局して
角質が肥厚した部分をいう．また鶏眼は，楔状に角質
が深部にまで入り込むため痛みを伴う．鑑別例として

「胼胝は痛みがなく鶏眼は痛みがある」としている書
籍などもあるが，患者の足を見ていると，発汗異常が
あり足部の乾燥が強い透析患者の場合，胼胝の硬化が
強く，歩くと痛みを伴うものもいる．また，痛みを伴
う胼胝の中に，削ってみると鶏眼が潜んでいる場合も
ある．

骨突出部と一致する場合は，胼胝・鶏眼の深部に深
い潰瘍が見られることもあるため，メス・コーンカッ
ター・皮膚キュレット・グラインダー・角質用やすり
などを用いて切除・研磨する．特に角質内に出血した
瘢痕がある場合は，深部損傷がある可能性が高いため，
胼胝を削っていると深い潰瘍が発生することもある．
そのさいは，医師に報告する．対処方法としては，胼
胝をしっかり削り，創傷を露出させる．その後は創傷
管理に準じてケアを行う．合わせて，足底装具等で免
荷をはかる．

3-2　爪甲のケア

爪甲切除は，週 1 回，曜日を決めて行うとよい．横
線からフリーエッジが 1 mm を超えたら切除の目安と
する．切除の長さは足趾と同じくらいか，少し短い程
度とする．白い部分が残らないくらい切除するのは深
爪であり，フリーエッジは白く線状に残すようにする．
また，すべてを爪切りやニッパー型爪切りで切除する

のではなく，大まかにカットしたら，爪用のやすりで
凹凸や引っ掛かりがないように丁寧に仕上げる．また，
爪溝等，皮膚と爪甲の境界部に古い角質が剥離したも
のや靴下の繊維などが入り込んでいるため，爪用ゾン
デや綿棒等を使用してそれらを除去する．さらに，側
爪郭やフリーエッジの下側に隠れた皮膚も，忘れず清
拭洗浄する．

爪甲および爪下に真菌が侵入して肥厚している場合
や，鉤彎症や厚硬爪，横線が明確でない爪甲のケア等
が最も難渋するのではないだろうか．その場合は，爪
用ゾンデを用いて，どこまで切除が可能かを，爪溝等
に詰まった古い角質や汚れを除去しつつアセスメント
する（図 2）．

爪甲切除をするさい，巻き爪はまっすぐにカットし
角を深く切り込まず，やすりをかける程度にする，爪
甲が肥厚している場合，足趾を圧迫し，爪下に深い潰
瘍を呈することもあるため，研磨し足趾への圧迫を除
去するなどの看護的ケアを行う．

3-3　車椅子使用者や臥床がちな患者の履物への留意点

透析日はあまり歩かないからとサンダルで来院する
患者が少なくない．履き物に気を配ったり，重要視し
ていない人がほとんどである．それは，透析患者の下
駄箱を見れば一目瞭然である．透析の際に履いてくる
ものと通常履いているものを確認し，必ず実際に見て
みることが大切である．また，短い時間でも，サンダ
ルでは足部を露出している面積が広く踵がないため，
外傷を負う危険性があること，やむなくサンダルを履
く場合は，必ず靴下を着用することを指導する．

また，脳血管疾患の後遺症で自力歩行ができず，リ
クライニング型車いすやベッド上で生活している時間
が長い患者は，市販の介護用靴やルームシューズを履
いている場面をよく見かける．しかし，歩かないから
靴の選定は必要ないというわけではない．アウトソー
ルがしっかりしていない履き物は，座位の時に，足底
部を接地させて安定した座位を保てないばかりでなく，
尖足位となりそれを助長してしまうため，アウトソー
ルがしっかりした足のサイズに適した靴を履くことが
大切である．

3-4　その他の下肢症状緩和へのケア

有痛性筋痙攣がおこった際には，足背側に足をゆっ
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くり反らせ筋肉を伸ばしたり，無理な場合はそのまま
数十秒待つことで治まる．予防策としては，入浴中に，
浴槽で暖まりながら下腿後面をつかんで揉むようにマ
ッサージする，睡眠中は体を冷やさず暖かくする，等
がある．

下腿部から足部にかけての疼痛や冷感は，血流障害
により発症している場合が少なくない．自覚症状が和
らぐようであれば，熱傷に気をつけながら，疼痛や冷
感のある局所やそれより若干体幹寄りの部分を保温す
る．また，無理の無い範囲内で，医師と相談しながら
運動療法を取り入れるのも効果的である．

おわりに

チーム医療に対して診療報酬が加算される時代とな
っており，予防的にかかわることが重要であるのは足
病変も同じである．医師らが看護師に期待をしている
のは予防的かかわりであるが，看護師は単科でのかか

わりにとどまることが少なくない．ほかの職種を活用
するだけではなく，複数診療科の看護師同士といった
横のつながりを大切にし，情報交換を行っていくこと，
そして他職種とのつながりをできるだけ活用すること，
そして足の知識を，患者，家族，医療従事者や介護職
等の，患者に関わるすべての人が共通してもつことが，
本当の意味での連携となるのである．

文　　献

1） 宮地良樹編：スキンケア最前線； メディカルレビュー社，
東京，p. 213，2008．
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要　旨

透析患者のむずむず脚症候群（RLS）は重症のこと
が多く，治療に難渋する症例が多い．また腎機能障害
という薬剤代謝に大きく関わる病態も薬剤治療に抵抗
を示す要因となっている．しかし，2010 年以降 RLS 治
療薬が保険適応となり，治療法は格段に進歩している．
一方，心腎関連の観点から透析患者の睡眠時無呼吸症
候群（SAS）に対する治療が注目を集めている．正し
い知識と適正な検査に基づいて SAS の診断を行った
うえで，治療法を決める必要がある．透析患者の睡眠
障害は重症のことが多く，それらの適正な診断・治療
だけが透析患者の予後と透析生活をより良いものにで
きる．

はじめに

透析患者の睡眠障害に対する診断と治療について，
本学会雑誌の 2006 年第 21 巻 1 号1）に一度報告してい
る．それ以降，むずむず脚症候群（restless legs syn-

drome;  RLS）においては，治療薬の保険認可という
大きな出来事があったため，治療法が格段に進歩して
いる．さらに，自験例で新たな知見が得られたことを
踏まえて，前述論文の誤りについて訂正しておきたい．
また透析患者の睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syn-

drome;  SAS）については，心腎関連という観点から
近年関心が高まっているが，透析患者の SAS につい
て終夜睡眠ポリグラフ検査（PSG 検査）の多数の自

験例から一家言述べておきたい．
本稿では RLS と SAS に限定して，2006 年以降の治

療法の変化について言及したい．

1　むずむず脚症候群について

1-1　RLS 治療薬の保険認可

RLS に つ い て は，2010 年 に dopamine agonist の
pramipexole（ビ・シフロール®）が日本で初めて保険
認可され，2012 年には gabapentin enacarbil（レグナ
イト®）が，2013 年には rotigotine（ニュープロパッ
チ®）がそれぞれ保険認可されている．そのため，原
発性 RLS に対する治療法は，前回の報告以降に大き
く変化している．

透析患者の RLS の多くは，腎疾患による二次性 RLS

であるが，腎不全発病前からの RLS（原発性）も含ま
れている．二次性 RLS の過半数は透析量（Kt/V）を
増やしたり，on-line HDF（血液濾過透析）を行うこ
とで大きな改善をみることがある．しかし，それらの
治療に反応しない症例では，原発性 RLS と同じよう
に dopamine agonist での治療介入が必要となる．

1-2　RLS の診断

睡眠障害国際分類（ICSD II：2005 年）の診断基準
（表 1）2）を用いる．要約すれば次のようになる．

①　下肢の異常感覚があるために下肢を動かしたい
という強い欲求がある．

②　その欲求は安静にすると始まるか憎悪する．

臨床と研究

透析患者のむずむず脚症候群と 
睡眠時無呼吸症候群の治療

小池茂文　
豊橋メイツ睡眠障害治療クリニック

key words：睡眠障害，睡眠時無呼吸症候群，むずむず脚症候群，睡眠時周期性四肢運動，
　　　　　 終夜睡眠ポリグラフ検査

A diagnosis and a treatment for sleep disturbances in dialysis patients
Sleep-disorder center, Toyohashi Mates Clinic
Shigefumi Koike
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③　その欲求は下肢の運動をしている間は完全にあ
るいは部分的に改善する．

④　その欲求は夕方・夜に起こることが多く，日中
より夕方・夜に増強するという．

これら四つの症状が RLS 診断上の必須項目で，RLS

の診断に習熟した専門医が面接で聞き取り調査を行っ
て診断することを推奨している．問診による診断基準
以外に RLS を支持する所見としては，家族歴を有す
ること，dopamine 治療に反応すること，睡眠中ある
いは覚醒中に周期性四肢運動（periodic limb move-

ments;  PLMS）を認めることなどがあげられている．
また，動かしたいという強い欲求は，下肢以外（たと
えば上肢）に認めてもよいが，かならず下肢にも認め
ることが条件となる3）．なお，透析患者では夜間では
なく透析中に一番強く症状が出るという場合もあるが，
その症状が dopamine 製剤による治療で改善すれば
RLS と確認できる．

RLS の診断にさいしては，症状の日内変動の有無，
運動や安静による症状の変化に対して，診断基準を厳
格に適応することがもっとも重要である3, 4）．

1-3　腎不全患者に RLS が多い理由

尿毒素やクレアチニン濃度が高いほど RLS 合併頻
度が増加し5），糸球体濾過量の推定値が RLS の危険因
子になることが報告6）されている．また腎移植後に
RLS が治癒する症例の報告7）があることや，また透析
患者の RLS 合併頻度（11.4％）に比較して腎移植後
患者では有意に RLS 合併頻度が減る（4.8％）ことが
報告8）されている．

透析患者における RLS は，一次性 RLS に比べて多

くの場合重症であり，覚醒中のジスキネジアや PLMS

（睡眠中におこる周期性四肢運動：いわゆる睡眠中の
下肢のぴくつき）の回数がきわめて多いと報告されて
いる9）．しかし，透析患者における RLS の危険因子や
原因物質として指摘されるものには様々なものがあり，
透析患者における RLS と臨床症状 ･ 臨床検査値との
関係については，未だ十分には明らかになっていない．
RLS 合併に副甲状腺ホルモンが関連するという報告10）

もあれば，関連しないという報告11）もある．エリスロ
ポエチンにより貧血が改善すると，RLS に合併しやす
い睡眠中の PLM が減少するという報告12）がある．
RLS と貧血との関連も報告されており，ヘモグロビン
低値や鉄欠乏症と RLS との間に有意な関係があると
する報告6）もあれば，関係が無いという報告11, 13）もあ
る．RLS 患者では RLS の無い患者に比較して，血清
Ca 値が高いという報告14）もある．

他には，RLS の重篤度は年齢，性別，体重，透析年
数には影響しないという報告14）がある．腎移植後に
RLS が治癒した症例報告15）や，腎移植後 3 週間以内に
患者全員の RLS 症状が完全寛解したという追跡調査
の報告もある16）．この追跡調査では，移植失敗後に
RLS が再発した 1 例についても，再移植が成功した後，
RLS 症状が改善したことが報告されている．

1-4　腎不全患者の RLS 頻度

日本人透析患者での RLS 合併頻度は 14.1～23.2

％17, 18）と，欧米人透析患者の 4.7～37.1％11, 17）と同水準
であり，人種差を超えてかなり高いものと推定されて
いる．

近年，透析療法の発達により，RLS 重症患者は減少
している印象を受けるが，現実には透析患者の RLS

合併頻度は，多くの施設で未だに 20％ 前後を占めて
いる．川内ら14）は，面接での診断により RLS は 228 例
中 53 人（23.2％），同じく久留米大学医学部腎センタ
ー19）では，面接での診断により RLS は 248 例中 58 人

（23.4％）にあったと報告されている．当院関連施設
でも 2006 年，227 人中 52 人（22.9％）に RLS を認め
ている17, 18）．ただし，臨床上で治療介入が必要となる
重症・中等度の RLS 患者はそのうちの 3 分の 1 程度
と考えられる．

表 1　睡眠障害国際分類（第 2 版）による診断基準

成人患者の診断（12 歳よりも年長）
1. 下肢を動かそうとする強い衝動を訴える．通常，下肢に不
快で嫌な感覚を覚える，あるいは，この感覚のために衝動が
生じる．

2. 動かそうとする衝動や不快感は休息中，また寝転んだり座
ったりして静かにしているときに始まる，また悪化する．

3. 動かそうとすると衝動や不快感は，歩いたり身体を伸ばし
たりすれば，少なくともそういった運動をしている間は，部
分的または全体的に楽になる．

4. 動かそうとする衝動や不快感は夕方や夜に強くなる，また
は夕方や夜にしか生じない．

5. この病態は，他の現行の睡眠障害，身体疾患や神経疾患，
精神疾患、薬物使用，または物質使用障害では説明できない．

（文献 2 より）
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1-5　腎不全患者の RLS 治療・対策

腎不全患者の RLS に対する薬物療法を検討した研
究はそれほど多くないが，腎不全患者の RLS は，特
発性 RLS よりも薬物治療に対して抵抗性を示し，dop-

amine 作動性薬剤をより高用量で用いる必要があると
考えられている20）．別の研究では，リン酸コデインに
よって，RLS を合併している透析患者の総睡眠時間や
睡眠効率などを改善したと報告されている21）．またレ
ボドパを投与した場合，睡眠変数はあまり改善しない
ものの，睡眠中の PLM に著しい改善が認められ，ブ
ロモクリプチンを投与した場合は，睡眠変数が顕著に
改善し，睡眠中の PLM にほとんど変化がなかったこ
とも明らかとなっている．

1-6　当院での透析患者の RLS に対する治療法

透析患者の RLS では，透析量が十分（至適透析量）
であっても，さらに透析量を増やすと症状の改善する
症例をよく経験する．透析方法は同じでも，ダイアラ
イザーの膜面積を大きくしたり，透析時間を長くした
り，血流量を増やしたりして，さらに透析量を増やす
と，症状が消失したり，改善する場合がある．また，
透析方法自体を変更することでも改善がみられる（腹
膜透析→血液透析，血液透析→血液濾過透析）．

1-7　透析患者に対する pramipexole 治療の注意点

当院では，2004 年から透析患者の RLS に対して
pramipexole での治療を試みている1）．腎不全透析患
者における pramipexole の血中動態に関する報告は，
メーカー添付文書にあるのみで，腎不全患者 3 例の検
討で透析により血中の 9％ しか除去されないことが報
告されている．我々が行った腎不全の透析患者の 12

名の血中動態測定において，pramipexole 0.125 mg を
1～3 錠/日で反復投与した場合，腎機能正常者の 8～
12 倍の血中濃度に達することが明らかになっている22）．

腎機能正常者への投与では，0.125 mg を 1 錠で開始
し，毎週増量して 2～6 錠の有効治療量に漸増する．
透析患者では，pramipexole が透析で除去されにくい
ために，0.5 錠を維持継続するだけで，自然に血中濃
度が漸増している．毎日 0.5 錠の服用でも 1 週間以上
経過すると，約 10 倍の 5 錠を服用している濃度にな
っている．透析中に症状が強い場合には，寝る前の服
用を透析日の透析前に変更する（週 3.5 錠服用）．そ

れでも効果がなければ，透析日は透析前と寝る前に各
0.5 錠を追加する方法（週 5.0 錠服用）を推奨する．
これらでも効果が弱い場合には，clonazepam（リボ
トリール®）0.5 mg  1 錠を追加するとより効果的であ
る．たとえ治療効果が弱いと判断する場合であっても，
pramipexole の 1.5 錠/日以上への増量は augmentation

（増悪効果）の問題があり推奨できない22）．

1-8　rotigotine（ニュープロパッチ®）の発売

2013 年 2 月に，肝代謝の rotigotine が発売されてい
る．今までの腎排泄の薬剤に比較し，透析患者であっ
ても安心して使用できる．2.25 mg の貼付剤 1～3 枚
で治療可能である．RLS の診断基準の 4 症状を満たさ
ない，あるいは診断に確信がもてない患者では，dop-

amine に対する反応をみる必要がある．その場合の診
断補助薬として，rotigotine は大いに役立つ．一方，
2012 年に発売された gabapentin enacarbil（レグナイ
ト®）は透析患者には禁忌であり使えない．

2　睡眠時無呼吸症候群について

2-1　最近の話題

近年，透析領域においても，心腎関連の観点から透
析患者の SAS に対して，人工呼吸器を使うという風
潮が広まりつつある．透析患者の SAS は，中枢性が
多いという間違った根拠に基づくものである．中枢性
SAS はどの疾患に多いかといえば，循環器疾患，脳疾
患だけでなく，腎疾患の一部にも多いことは事実であ
る．しかし，ここで重要なことは，循環器疾患であっ
ても脳疾患であっても，圧倒的に多いのは閉塞性 SAS

なのである．多くの医師が循環器疾患だから SAS は
中枢性であるという誤解をしているようである．

日本循環器学会総会の発表においても，中枢性 SAS

として発表されている演題の中には，誤診に基づくも
のが多数ある．発表演題に用いられている機器（簡易
診断装置）では，中枢性と閉塞性の鑑別センサーがつ
いていないにも関わらず中枢性 SAS として発表して
いるのである．実は現在，保険適応で用いられている
簡易診断装置の半数は，中枢性と閉塞性の区別ができ
ないのである．

最初に，その基本事項を理解しなければならない．
ただし間違った診断であっても患者の無呼吸は治療可
能である．ところが要する医療費はけた違いである．



透析患者のむずむず脚症候群と睡眠時無呼吸症候群の治療 467

閉塞性 SAS であれば，CPAP 治療（経鼻的持続陽圧
呼吸療法）が第一選択となる．毎月の医療費は 14,600

円（CPAP 機器使用加算 1,210 点，管理料 250 点）・年
間 175,200 円ですむが，中枢性 SAS による慢性呼吸不
全と誤診し，人工呼吸器を用いると，毎月 92,800 円

（人工呼吸器使用加算 6,480 点，管理料 2,800 点）・年
間 1,113,600 円，あるいは在宅酸素療法を選択すると
毎月 65,000 円（在宅酸素機器使用加算 4,000 点・管理
料 2,500 点）・年間 780,000 円もかかる．さらに人工呼
吸器と在宅酸素を併用すれば，毎月 13,280 円（人工
呼吸器使用加算 6,480 点，在宅酸素機器使用加算 4,000

点・管理料 2,800 点）・年間 1,593,600 円も必要になる
（すべて再診料は除く）．

透析患者の無呼吸に対して，人工呼吸や在宅酸素の
使用が増加すると，透析患者における透析医療費の総
額は，著しく高騰してしまうこととなる．透析患者の
SAS を見つけ適切に治療することは，患者の QOL だ
けでなく，予後にも良い結果をもたらす．しかし，一
方では EBM に基づかない無駄な医療により医療費が
高騰することは避けなければならない23）．透析患者の
総医療費が高額になればなるほど抑制がかかることは
必至である．さらに SAS に対する無駄な人工呼吸器
の導入が推進されれば，政府の透析医療費抑制策によ
り透析技術料の削減に直結しかねないゆゆしき大問題
となる．透析患者の SAS を治療することは大変重要
な課題であるが，適切な診断と節度ある治療方針で推
進することが重要になる．

2-2　当院における PSG 検査の判定基準

当院では国際判定基準（現在は American Academy 

of Sleep Medicine Version 2.0.1;  AASM Version 2.0.1 

2012）を用いて，PSG 検査の判定を行っている．ま
た判定は日本睡眠学会認定検査技師が行っている．

2-3　当院睡眠医療センターの検査実績

当院睡眠医療センターは開設後 12 年経過し，2013

年 9 月での累積の PSG 検査数は 18,391 件（うち透析
患者の PSG 検査数は 793 件），2010 年以降毎年 2,000

件以上の検査を行っている．また解析は全例手動解析
である．

2-4　透析患者の SAS の報告

Parker KP10）の論文に引用された論文を詳細に検討
すると，透析患者の SAS は終夜睡眠ポリグラフ検査
では 53.3～88.9％ に合併し24, 25），簡易診断装置の検査
では 30.9～31.0％ に合併26, 27）していることが報告され
ている．国際診断基準では，脳波の覚醒を伴った低呼
吸も SAS と判定され AHI に上積みされるが，簡易診
断装置ではその成分が見落とされ，さらに機器の性能
の面でも見落としがおこることによるものである．

2-5　当院透析患者の SAS の頻度と特徴

2006 年 6 月時点で 227 例（平均年齢 63.9±11.1 歳）
の集計で AHI≧5 で 88.1％，AHI≧15 で 133 人（59.1

％）であった．このうち，中枢性と判定できるものは
僅かに 5 例のみ（5/133，3.8％）であった．そして，
5 例の内訳は，重症心疾患 4 例と脳梗塞後遺症の 1 例
であり，腎不全単独例はなかった．また腹膜透析患者
を PSG で調べた 2005 年の高見澤ら28）も，SAS（AHI

≧15）を 70％ に認めたこと，さらに全例が閉塞性睡
眠時無呼吸症候群であったことを報告している．透析
患者では透析方法に関係なく，きわめて高頻度に SAS

を合併していることが日本でも明らかになっている．
2005 年に改定された睡眠障害国際分類（The Inter-

national Classification of Sleep Disorders;  ICSD）の 診
断基準29）では，PSG 検査を行っていれば，1 時間当た
りの無呼吸低呼吸回数（apnea-hypopnea index;  AHI）
が 15 回以上あれば，症状の有無に関係なく，SAS と
診断できるようになった．

透析患者の SAS の特徴は，一般患者と血液透析患
者における SAS のタイプ別頻度の違い30）をみると理
解できる．当院の中等度および重症 SAS（AHI≧15

以上）の一般患者連続 1,000 例の PSG による無呼吸
タイプ別の割合をみると，平均 AHI：51.2±27.5（中
枢性成分 0.7±3.8，閉塞性成分 24.5±25.3，混合性成
分 1.8±5.7，低呼吸成分 24.2±15.8）と 3％ ODI で変
動が検知しやすい閉塞性成分が多い．これに対して，
当院の HD 群における中等度・重症患者 57 例では，
平均 AHI 41.1±21.6（中枢性成分 2.5±7.0，閉塞性成
分 10.6±11.7，混合性成分 5.5±9.9，低呼吸成分 22.6

±14.1）と閉塞性成分が少なく，pulse oximeter での
検知がしにくい低呼吸，中枢性，混合性の各成分の占
める割合が多いことがわかる（図 1）．
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透析患者の SAS は簡易診断装置やパルスオキシメ
ータでは正確に診断できないことを知るべきである．

2-6　SAS の治療

SAS に対する治療は，経鼻的持続陽圧呼吸療法（以
下 CPAP 治療），口腔内装置（以下 PMA），耳鼻科手
術の 3 つが大きな治療法と長年言われてきた．しかし，
成人における SAS 治療においては，鼻閉に対する鼻
手術（口腔内装置や CPAP 治療を使えるようにする
ため），扁桃肥大に対する扁桃摘出（小児期に退縮し
ているため，成人では少ない）以外はほぼ行われなく
なった．その原因として，口蓋垂軟口蓋咽頭形成術

（uvulopalatopharyngoplasty;  UPPP）などの手術の効
果が不完全であることだけでなく，SAS の治療の目標
が眠気の改善だけなく，合併症管理（高血圧，糖尿病，
脂質代謝，肥満，多血症，高尿酸，逆流性食道炎，頻
尿，夜尿症，ED，心不全，不整脈，記憶力障害，免
疫低下など）がきわめて重要であることがわかってき
たことである．

重症例では，たとえ手術をしても残存する SAS に
対して CPAP 治療を必要とするため，重症例では手術
治療は行われなくなった．CPAP 治療以外に徹底治療
ができる方法がないのである．CPAP 治療ができない
患者に対しては，やむをえない選択として横向きに寝
るよう指導し，喫煙・飲酒は中止させることが求めら
れる．睡眠薬（睡眠導入剤）は中止が原則だが，SAS

の症状が軽い場合には服用も可能である．ただし，そ
のさいも筋弛緩作用が無いもの，あるいは少ないもの
を選択すべきである．透析患者であっても肥満がある
場合には減量が必要になる．

結　語

透析患者の RLS は重症のことが多く，治療に難渋
する症例が多い．透析患者の SAS に対しては正しい
検査に基づき，適正な治療法を決める必要がある．透
析患者の睡眠障害は重症のことが多いが，適切な治療
を行うことで予後だけでなく透析生活をより良いもの
できることを確信している．
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要　旨

これまで急性腎不全（ARF）と呼ばれていた病態を
急性腎障害（AKI）として新たに認識することは，特
に集中治療領域における急激な腎障害の進行を早期に
検出し治療介入を試みることを意識している．そのた
めには，血清クレアチニンや尿量といった数十年来用
いられてきた指標よりも，鋭敏かつ正確に腎障害を検
出するバイオマーカーが必要であり，尿中 L 型脂肪
酸結合蛋白などの新規バイオマーカーの開発が進めら
れている．

1　急性腎障害という新しい概念

慢性腎不全（chronic renal failure;  CRF）が慢性腎
臓病（chronic kidney disease;  CKD）と呼び換えられ，
新たな診断基準・重症度分類が提唱されて 10 年以上
経過した1）．軽微な腎機能障害であっても CKD が心
血管イベントの強いリスクファクターであること，ま
た糸球体濾過（glomerular filtration rate;  GFR）の低
下に伴って段階的に心血管イベント発症のリスクが増
加することが明らかとなり，CKD を単に慢性の経過
で腎機能が低下した病態として捉えるのではなく，心
血管イベントを発症する高リスク群として認識し，早
期からの介入が生命予後の改善に重要と考えられるよ
うになった．

CKD キャンペーンから数年遅れることとなるが，
同様の現象が急性の腎障害においても生じている．す

なわち，急性腎不全（acute renal failure;  ARF）に対
する国際的統一診断基準である RIFLE（Risk-Injury-

Failure-Loss-End-stage）criteria が Acute Dialysis 

Quality Initiative（ADQI）group により提唱されると
ともに2），高齢者などリクスの高い症例に対して行わ
れる侵襲度の高い医療行為（心臓外科手術など）の合
併症として生じる急激な腎機能低下，あるいは ICU

において高頻度に生じる敗血症性多臓器不全の一分症
として生じる急性の腎障害を，急性腎障害（acute kid-

ney injury;  AKI）という新しい疾患概念として認識す

臨床と研究

急性腎障害における新規バイオマーカー開発

土井研人　
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図 1　急性腎障害 AKI という新たな概念
　AKI は腎機能低下の程度が軽度であり，治療に対する反応性
がある程度保たれている早期の腎障害も含めた概念であり，血
清クレアチニンの上昇に先行して反応するバイオマーカーを用
いた早期診断が試みられている．
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ることが提唱された．CKD と同様に，たとえ軽微な
血清クレアチニン（sCre）の上昇であっても AKI が
死亡や ICU 滞在期間の延長に対する強いリスクファ
クターであること3），AKI の重症度により段階的に死
亡率が増加することが明らかとなり4），早期に AKI を
検出して適切なタイミングで治療介入を行うことが生
命予後の改善に重要と考えられるようになった．

AKI が ARF と異なる点は，老廃物や過剰な体液が
体内に蓄積して尿毒症状態に陥る腎機能不全よりも先
行した，まだ治療に対する反応が期待できる早期の段
階を含むことである（図 1）．AKI を早期に検出する
ために，数十年来にわたり腎機能指標として用いられ
てきた sCre あるいは尿量よりも鋭敏に腎組織障害を
反映する新規 AKI バイオマーカーの開発が盛んに行
われるようになった．

2　バイオマーカーとは

バイオマーカーとは，測定可能な生物学的パラメー
ターを意味し，血液や尿などの生体試料中に含まれる
物質だけでなく，心電図，血圧，画像，遺伝子多型

（single nucleotide polymorphism;  SNP）なども広義に
は含まれる．新規バイオマーカーが満たすべき条件と
して，表 1 に示すような項目が提唱されている5）．近
年臨床応用されたバイオマーカーの例としては，前立
腺特異抗原（PSA），トロップ T テスト，インフルエ
ンザ抗原迅速検査などがあげられる．

新規バイオマーカーの評価としては，ROC（receiv-

er operating characteristics）解析が用いられることが
多い．ROC 解析では判断基準（カットオフ値）を変
えながら，真陽性率と偽陽性率を計算してプロットす
ることで ROC 曲線を作成する．理想的な検査では真
陽性率＝1，偽陽性率＝0 となるため，ROC 曲線がグ
ラフの左上隅に近づくほど診断精度が高いことを意味
する．また，異なる検査を比較する場合には，ROC 曲
線下の面積（area under the curve of ROC;  AUC-ROC）

にて診断精度を評価することになる（図 2）．

3　新規 AKI バイオマーカーによる早期診断

従来より広く知られていた事実ではあるが，sCre が
腎臓の障害を正確かつ鋭敏に反映しているわけではな
い．体外に排泄されるべき老廃物の一つであるクレア
チニンの血中濃度が上昇するには，ある程度の GFR

低下が一定の時間持続することが必要であり，sCre

の変化は GFR の低下よりも 24～48 時間の遅れをもっ
て変化することは知られていた（図 3）．特に集中治
療領域において高頻度に生じる AKI においては，急

表 1　バイオマーカーが満たすべき条件

1. 正常状態および病的状態の区別ができる．
2. 早期に障害を検出する．
3. 障害の程度を反映する．
4. 治療に対する効果判定に用いることができる．
5. 非侵襲的かつ簡便，安価に測定できる．
6. 測定物質が安定である．

図 2　ROC 曲線
　診断精度は AUC-ROC（area under the curve of ROC）により
判断される．AUC-ROC＝1 であれば感度・特異度ともに 100％
の完全なバイオマーカーであり，AUC-ROC＝0.5 であればその
診断精度は全くの偶然と同一となる（点線）．

診断精度が低い
バイオマーカー
AUC-ROC＝0.60

診断精度が高い
バイオマーカー
AUC-ROC＝0.90

0 1
0

1

感

　度

偽陽性度（1－特異性）

図 3　GFR と血清クレアチニン値の変化
　ほとんどの AKI においては，尿細管上皮細胞障害が先行・
持続したのちに GFR が急激に低下し，その数日後より血清ク
レアチニン値が緩徐な上昇を示す．

GFR

creatinine

Insult

Tubular injury
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性尿細管壊死（acute tubular necrosis;  ATN）という
言葉に代表されるように，障害部位はおもに尿細管上
皮細胞であると考えられている．AKI においては，

①　虚血あるいは腎毒性物質により尿細管上皮細胞
が障害される．

②　尿細管上皮細胞のネクローシス・アポトーシス
が生じる．

③　尿細管腔の閉塞や back leak 現象，tubuloglom-

erular feedback（TGF）異常などを来たす．
④　最終的に GFR が低下し，さらにその 24～48 時

間後に sCre が上昇するに至る．
腎組織の障害を sCre 上昇よりも先行して検出する

ことを目的とした場合，どのような物質に着目すべき
であろうか？ 先に述べた通り，AKI における腎障害
の病態の主たる部位であり，最初に障害をうけると想
定されているのは尿細管上皮細胞である．虚血および
腎毒性物質により尿細管上皮細胞の壊死あるいは sub-

lethal cell injury が生じ，障害された上皮細胞に由来
する物質が尿中および血中に検出されうることから，
これらの物質が AKI バイオマーカーの候補として検
討されるに至った（表 2）．

4　尿 L 型脂肪酸結合タンパク

新規 AKI バイオマーカーの具体例として L 型脂肪
酸結合タンパク（L-type fatty acid-binding protein;  L-

FABP）について述べる．L-FABP は近位尿細管に定常
的に発現しており，遊離脂肪酸と結合しミトコンドリ

アやペルオキシソームといった細胞内小器官に輸送す
るキャリアー蛋白であり，同時に PPAR-a, cといった
転写因子とともに複数の遺伝子に対して発現調節を行
うことが知られている．さらに L-FABP 遺伝子のプロ
モーター領域には hypoxia responsive element（HRE）
が存在しており，低酸素刺激により転写活性が上昇す
ることも確認されている6）．AKI においては，腎にお
ける虚血・低酸素に対して即座に反応して大量に尿中
へ分泌されるのが特徴である．

これまで行われた臨床研究では，小児人工心肺心臓
手術の術後 AKI において，術後 4 時間での尿 L-FABP

の AKI 診断予測は，ROC-AUC 0.81，感度 71.4％，特
異度 68.4％（カットオフ値 486 ng/mgCr）と良好な結
果が報告されている7）．一方，成人心臓手術コホート
においては，Matsui らが ROC-AUC 0.80 以上の AKI

診断予測精度を報告しているが8），我々の検討では術
後 4 時 間 で の 尿 L-FABP の AKI 診 断 予 測 は，ROC-

AUC 0.72，感度 92.9％，特異度 44.9％（カットオフ
値 33.4 ng/ml）という結果であった9）．

この数年で認識されつつある問題点は，小児心臓手
術後 AKI コホートのような患者背景にバラツキが少
なく，腎障害の発症が明確に把握できる場合には新規
AKI バイオマーカーの精度は高いものの，成人心臓手
術後 AKI や ICU 発症 AKI，敗血症性 AKI といった不
均一な患者背景と複雑な AKI の病態が組み合わさる
につれ，その精度は低下することが避けられないとい
うことである．その解決策として，複数のバイオマー

表 2　AKI バイオマーカー

発　現 検　体 特　徴 メカニズム 測定方法

NGAL 遠位尿細管
好中球 

尿
血液

シデロフォア（鉄キレート物
質）と結合

障害時に腎（近位尿細管）での
発現亢進

ELISA
Triage（迅速測定）

KIM-1 近位尿細管
T 細胞

尿 膜結合糖蛋白質，ホスファチジ
ルセリン受容体

細胞外ドメインが切断され尿中
へ排泄 

ELISA
Luminex（マイクロビーズ）

L-FABP 近位尿細管
肝臓

尿 遊離脂肪酸細胞内輸送
過酸化脂質の処理

低酸素・酸化ストレスにより近
位尿細管に誘導 

ELISA

IL-18 近位尿細管
マクロファージ 

尿 炎症性サイトカイン 腎障害時には近位尿細管で誘導
される

ELISA

IL-6 マクロファージ
リンパ球 

血液 炎症性サイトカイン 多臓器不全に合併した AKI に
おいて上昇

ELISA
Luminex（マイクロビーズ）

シスタチン C 全有核細胞 尿
血液 

システインプロテアーゼインヒ
ビター

尿では尿細管障害，血液では
GFR 低下を反映 

比濁法
ELISA

NAG 近位尿細管冊子
縁 

尿 冊子縁に存在する加水分解酵素 尿細管障害により尿中に逸脱 比色酵素法 
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カーを組み合わせる（パネル化）ことが提唱されてい
るが，我々の検討においても，尿 L-FABP が比較的高
い感度を示す一方で，尿 NAG が高い特異度をもって
AKI 診断性能を示したことから，これら二つのバイオ
マーカーを組み合わせたところ診断性能の改善が得ら
れた（図 4）．

尿 L-FABP は GFR 低下に先行して生じる尿細管上
皮細胞の障害を検出することが可能であり，いわゆる
腎前性と腎性が混在して判断が困難な病態において，
尿細管上皮の器質的障害を検出するのに有用と予想さ
れた．動物実験においては脱水による腎前性 AKI モ
デルを作成して検討を加えたところ，PAS 染色などに
よる病理学的な検索においては病変を認めなかったも
のの，pimonidasole を用いた低酸素検出アッセイによ
り主に近位尿細管上皮細胞が低酸素状態を呈している
ことが確認され，尿 L-FABP の有意な上昇が認められ
た（図 5）．特記すべきは虚血再灌流障害による腎性
AKI では，尿 L-FABP 濃度が 1,000 倍以上に上昇する
のに対して，腎前性 AKI では 10 倍程度の上昇にとど
まることであり，尿 L-FABP により虚血性腎障害が鋭
敏に検出できるのみならず，その上昇程度により腎性
AKI と腎前性 AKI の鑑別が可能である可能性が示さ
れた10）．臨床検体を用いた検討でも，東京大学 ICU コ
ホートにおける腎前性 AKI（48 時間以内に血清クレ
アチニン値の回復＋FENa＜1.0％）においては，軽度
ではあるが統計学的に有意な AKI バイオマーカー上

昇（L-FABP，NGAL，IL-18，NAG，albumin）を示す
ことを確認している．

5　バイオマーカーの評価における注意点

バイオマーカーの診断性能を評価するに際しては，
そのマーカーの障害を検出する能力に加えて，罹患率
と確定診断を下すに当たって用いられるゴールドスタ
ンダードの感度・特異度が影響する．もし sCre が尿
細管上皮細胞障害を主体とする AKI（罹患率 10％）
の診断に対して，感度 80％，特異度 90％ の診断能を
有すると仮定し，sCre をゴールドスタンダードとし
て新規バイオマーカーの性能評価を行った場合，たと
え新規バイオマーカーの感度・特異度が 100％ であっ
ても，sCre と異なる挙動をとることから，感度 47％
の診断能と判断されることになる11）．

実際，AKI 診断の精度を検証するにおいて，血清ク
レアチニンをゴールドスタンダードとして用いること
については疑問が呈されている．血中のクレアチニン
濃度は，腎臓からの排泄以外の要素も関与しており，
体内のクレアチニン量は，栄養状態，全身の筋肉量に
依存し，低栄養状態あるいは体格が非常に小さい症例
では，GFR の低下が存在していても血清クレアチニ
ン濃度が基準値内にとどまっていることはよく知られ
ている．さらに，敗血症性ショックのような metabo-

lism が低下しているような病態ではクレアチニン産
生が低下しており，見かけ上の血清クレアチニン濃度
が低下するだけではなく，むしろ敗血症に対する治療
により，逆説的に血清クレアチニン濃度が上昇してし
まう現象も敗血症動物モデルにて認められている12）．

図 4　心臓手術後 AKI における尿 L-FABP と NAG の組み合わせ
　成人心臓手術後 4 時間での尿 L-FABP および NAG による
AKI 診断．両バイオマーカーを組み合わせることで ROC-AUC
の上昇が認められた（AUC-ROC Combination 0.81，L-FABP 0.69, 
NAG 0.74）．
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図 5　腎前性 AKI と腎性 AKI における尿 L-FABP
　腎前性 AKI（脱水）においては尿 L-FABP の上昇は 10 倍程度
にとどまるが，薬剤性（シスプラチン）あるいは虚血性障害に
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このような状況において，2010 年，NIDDK/NIH に
より開催されたワークショップ “Clinical Trials in Acute 

Kidney Injury;  Current Opportunities and Barriers” で
は，major adverse kidney event（MAKE）と呼ばれる
複合アウトカム（死亡，腎死＝透析依存，ICU 長期滞
在）をゴールドスタンダードにした AKI バイオマー
カーの評価が必要であるとの主張がされた．

6　バイオマーカーの臨床応用に向けた課題

好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン（neutrophil 

gelatinase-associated lipocalin;  NGAL）や，L-FABP と
いった新規 AKI バイオマーカーが AKI 早期診断に堪
えうるという評価は主に観察研究によって得られてき
た13, 14）．しかし，新規バイオマーカーの測定結果に基
づいた治療戦略の有用性を介入研究にて証明した報告
は未だ存在しない．

そのためには，新規 AKI バイオマーカーが早期に
レスポンスした症例において，血清クレアチニンがそ
の後上昇することがある程度の高い確率で担保される
必要がある．先に述べたように，AKI 診断のゴールド
スタンダードとされる血清クレアチニンが真の急性腎
障害を正確に反映していないことが指摘されており，
血清クレアチニンをゴールドスタンダードにしている
限りにおいては，新規バイオマーカーによる早期診断
の有用性が完全には証明できないというジレンマも認
識する必要がある．このような状況において，バイオ
マーカー測定に基づく治療介入（例：バイオマーカー
測定値による透析開始の判断）を AKI 領域において
進めていくには，新たな臨床研究のさらなる積み重ね
が必要である．
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要　旨

バスキュラーアクセス（以下 VA）不全に対し，当
院にて超音波ガイド下に PTA（percutaneous translu-

minal angioplasty）を行った症例について，初期成績
からその有用性を検討した．2004（平成 16）年 4 月
より 2013（平成 25）年 6 月の間に当院にて施行した
PTA 8,426 例を対象とした．いずれも超音波ガイド下
を第一選択とした．内訳は人工血管狭窄 2,936 例，自
家静脈狭窄 4,876 例であった．閉塞例は，人工血管 515

例，自家静脈 99 例であった．超音波装置は主に GE

横河製の Logiq S6 リニア型探触子 11 MHz を使用し
た．初期成功（透析可能となった）は狭窄例 7,695 例

（98.5％），閉塞例 595 例（96.9％）であった．1 カ月
開存は 94.3％ であった．術中透視補助が必要であっ
た症例は 55 例であった．合併症については，外科的
処置を要する重篤な合併症を 15 例に認めた．従来主
流とされてきた透視，造影下のインターベンションの
初期成績，合併症の発生率と比較して，超音波ガイド
下治療の成績は遜色ないものであった．

はじめに

VA の維持において血管内治療は重要な位置を占め
る．VA には頻回な穿刺による変化の他，高速血流に
伴う乱流，ジェット流による拡張，蛇行，狭窄等様々
な変化が出現する．特に狭窄病変による血流低下は，
再循環による透析効率低下，穿刺困難，閉塞等様々な

問題の原因となる．VA においては，乱流，ジェット
流による狭窄が多くみられ，短期間に繰り返す狭窄が
少なからず存在する．頻回血管内治療必要症例では，
従来の透視下の治療の場合，造影剤による残腎機能障
害，造影剤アレルギー，被曝量の増加が問題となる．
VA は体表近くに存在し，超音波での視認性がとても
よいことが多い．

超音波ガイド下の治療により，これら諸問題の多く
を克服することが可能となる．また，超音波では，病
変を 3 次元的に捉えられる，血管外構造物が確認でき
るといった特徴がある．このため，造影剤の通過しな
い閉塞病変でも安全，確実に血管内治療を行うことが
できる．

このように，血管内治療を超音波ガイド下に行うこ
とはきわめて多くの利点を有する．当院施行例を中心
に，その施行方法，初期成績，今後の問題点につき述
べたい．

1　対　象

2004（平成 16）年 3 月より 2013（平成 25）年 6 月
の間に当施設にて透視，造影下 PTA に先立ち，施行
した表在超音波ガイド下 8,426 例を対象とした．内訳
を図 1 に示す．

2　方　法

透析上の支障，理学所見，内圧変化1～3）に基づき治
療適応と判断された症例に対し，超音波にて血管走行

臨床と研究

バスキュラーアクセス不全に対する 
超音波ガイド下 PTA 8,000 例の検討

若林正則　
望星第一クリニック

key words：超音波，バスキュラーアクセス，血管内治療

Evaluation of ultrasound-guided endovascular treatment for vascular access failure : result from examinations of 8000 cases
Bousei The First Clinic
Masanori Wakabayashi
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と狭窄部を同定した（図 2a, 2b）．その結果，PTA の
適応と判断された症例に超音波ガイド下の PTA を施
行した．透視室にて透視可能な状況にて施行した．

超音波装置は主に GE 横河製の Logiq S6 もしくは
S7 リニア型探触子 11 MHz を使用．なお，鎖骨下，
腕頭静脈に対しては肋間よりマイクロコンベックス型
探触子を用いた．触診，超音波にて狭窄部を把握し，
随時事前遠隔造影を施行した．超音波ガイド下に狭窄
部位に局所麻酔を施行した．続いて超音波ガイド下に
イントロデューサーカテーテルの挿入，ガイドワイヤ
ー，バルーン操作を行った（図 3a, 3b, 3c）．

ガイドワイヤーは 0.014～0.035 インチを用いた．拡

張効果の判定は超音波および内圧測定にて行った．術
者がプローブ操作とガイドワイヤーもしくはカテーテ
ル操作を行い，助手がインデフレ－ター操作とカテー
テルまたはガイドワイヤーのトラクション操作を行っ
た．閉塞例では表在超音波ガイド下に血栓吸引または
血栓除去を行った後，表在超音波下に PTA を行った．
イントロデューサーカテーテルは，狭窄病変に対して
は主に 4 Fr の長さ 3 cm を使用した．閉塞例で血栓吸
引を要する症例では 6 Fr の 3 cm のものを主に用いた．
バルーンカテーテルは標準型あるいは特殊型の径 4～
8 mm，長さは主に 4 cm タイプを使用した．血栓吸引
カテーテルは主にスロンバスター II を使用した．

図 1　当院における超音波ガイド下 PTA 8,426 件の内訳
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図 2a　超音波による描出
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図 3a　超音波ガイド下シース挿入

図 3b　超音波ガイド下ガイドワイヤー挿入

図 2b　プローブを用いた簡易血管内圧評価

狭窄末梢はつぶれにくい 狭窄中枢は容易につぶれる



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013478

3　結　果

初期成功（透析可能となった）は，狭窄例で 7,812

例中 7,695 例（98.5％），閉塞例では人工血管 515 例中
505 例（98.1％），自己血管で 99 例中 90 例（90.9％）
であった．1 カ月開存は 7,946 例（94.3％）であった．
術中透視，造影による補助を要した症例は 55 例であ
った．うち 9 例は描出困難により造影，46 例はガイ
ドワイヤー描出のため補助透視を行った．外科的再建
を要したのが 42 例（外科再建併用を含む）であった．
外科的再建を要する合併症が 13 例に認められた．4

例にバルーン破裂時に回収困難が認められ，2 例は外
科的摘除，2 例は超音波ガイド下にスネアを用い摘除
した．

透視補助率，外科的再建を要した症例の割合の年次
推移を図 4 に示す．初年度は透視，造影補助率，外科
的再建補助率とも高率であったが，年を経るに従い低
率となっている．次に手技時間の年次推移を図 5 に示
す．手技の向上に伴い，年々短縮傾向にある．
［症例紹介 1］
自家静脈狭窄の 1 例を図 6 に示す．本例は，動静脈

吻合直上狭窄に対する頻回 PTA 施行症例である．血
管虚脱，脱血不良，シャント血流量低下にて吻合部付
近の再狭窄と診断した．超音波にて吻合部直上部狭窄
を同定し，PTA の運びとなった．静脈側から狭窄部

へ向けて逆行性に 4 Fr シースを挿入した．主に長軸
像を用いガイドワイヤー，バルーンを進めた．主に長
軸で拡張度を確認しながら圧を上げた．長軸像，短軸

図 4　透視，造影補助，外科的再建補助率の年次推移
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図 3c　超音波ガイド下バルーン拡張
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図 5　手技時間の年次推移
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像合わせ拡張状態を確認し，終了した．
［症例紹介 2］
人工血管閉塞の 1 例を図 7 に示す．ループ状に前腕

に移植した人工血管の全域に吸引カテーテル操作がで
きるよう 6 Fr のシースを向かい合うように挿入した．
静脈側吻合部の狭窄部に向けガイドワイヤーを挿入し

て吸引カテーテルを進め，血栓吸引施行．同様に動脈
側の血栓吸引を行った．なお，血栓吸引時にはターニ
ケットによる駆血を行い，血栓の静脈中枢への流出を
防いだ．狭窄部にバルーンをあて拡張した．最後にド
プラーおよびＢフローで再開通を確認し終了した．

図 6　自家静脈狭窄例

図 7　人工血管閉塞例に対する超音波ガイド下 PTA

6 Fr シース

血栓吸引，PTA 後

PTA 前
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4　考　察

超音波による立体認識は，従来我々が行っている方
法（透視，造影ばかりでなく日常生活すべてを含む）
と根本的に異なっている．我々の立体の認識法は従来，
網膜上に映った平面像から立体を想像するというかた
ちで行われている．すなわち，立体を平面像（影）か
ら推測しているにすぎないのである（図 8a）4）．一方，
超音波では，連続した断面から立体を再構成するとい
う方法で立体を認識することとなる（図 8b）．

この違いは，超音波ガイド下治療の確実性と安全性
に大きく関与している．我々のデータでは，閉塞性病
変においてきわめて高い初期成績が得られた．透視下
インターベンションでは閉塞病変の場合，血管内に確
実にデバイスが通過しているか否かを確認することが
できない．影から想像しているにすぎないのである．

超音波では，造影剤の通過しない閉塞病変であっても，
デバイスの血管内への通過を確実に確認することがで
きる．このことが閉塞性病変の高い初期開存性に寄与
したものと考えられる．閉塞病変，複雑病変に対して，
安全，確実に治療を進めることができるのは超音波ガ
イド下治療の大きな特徴である5, 6）．ただし，高度石灰
化病変に関しては，超音波による描出が困難となる7）．
随時，透視，造影を併用することを考慮すべきである．

超音波では血管周囲の組織を認識することができる．
超音波ガイド下治療の利点の一つに，効果的な局所麻
酔が可能となるということがあげられる．血管内治療
に伴う疼痛は，バルーン拡張に伴う血管周囲の神経の
進展によると言われている．超音波では血管の周囲に
局所麻酔薬を確実に浸潤させることが可能であるとい
う特徴がある．頻回に血管内治療を要する症例では，
放射線，造影剤使用量の軽減とあいまって，疼痛軽減
によって治療の負担を大きく軽減できるものと考えら
れる．

血管内治療の重篤な合併症の一つに，バルーン拡張
に伴う血管破裂，血管外血液漏出があげられる．超音
波では，血管外に漏出した血液をリアルタイムで捉え
ることができ，破裂時に迅速な対応が可能となる．こ
のため，血管外漏出のさい，血管内からの低圧バルー
ン拡張と用手圧迫でほぼ血腫拡大，瘤状化を防ぐこと
ができる．

透視造影下の血管内治療では，通常バルーン内は希
釈した造影剤で満たされる．造影剤の粘調度は高く，
インフレート，デフレートに時間を要することとなる．
超音波ガイド下では，粘調度の低い生理食塩液または
蒸留水で満たすことができる．このためインターベン
ションにさいして，インフレート，デフレート時間を
大幅に短縮することができる．特に長いシャフトを要
する中枢病変や頻回な拡張回数を要する多発病変，
long lesion でその利点は発揮される．

最後に超音波ガイド下 PTA の今後について述べる．
超音波ガイド下の PTA というと，超音波検査の延長
ととらえられがちである．形態的に超音波で VA 全体
を評価する，または機能的に超音波で血流量を評価す
ることはきわめて煩雑であり，多くの労力を要する．
また変化の速い VA では，より迅速な評価，モニタリ
ングが要求される．

超音波ガイド下の PTA を効率よく行い，習得する

図 8a　従来の立体認識法

図 8b　超音波による立体認識法
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ためには，血管内治療の適応決定，効果判定等，超音
波に頼りすぎないことが重要である．随時透視，造影
を活用することも重要である．超音波の特徴として立
体の認識法が従来と異なることを強調してきたが，こ
のことは超音波の莫大な情報量にも関連する．超音波
に頼りすぎることは，この莫大な情報量に押しつぶさ
れることを意味する．当施設では主に内圧評価，内圧
モニタリングを血管内治療の適応決定，補助手段，効
果判定に活用している．このため，近年手技時間の短
縮が得られたものと考えられる．内圧，理学所見等，
他の評価法を積極的に活用し，質の高い効率的な PTA

を目指したい．今後は超音波ガイド下 PTA の発展，
普及にさいし，超音波ガイド下治療に合ったデバイス
の開発とトレーニングシステムの確立が必要と考える．

結　語

VA における表在超音波ガイド下の PTA は安全で有
効な方法であり，透視，造影下に先立ち考慮すべき方
法と考えられた．
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要　旨

腎臓はマグネシウム（Mg）の代謝においても重要
な役割を担っており，腎機能が低下してくると Mg 代
謝異常が認められるようになる．多くの酵素の活性化
に Mg が必要であるため，Mg は細胞膜機能，DNA 合
成，蛋白質合成などと深く関連している．このため，
透析患者にみられる種々の病態に，Mg 代謝異常が関
連している可能性がある．本稿では，透析患者におけ
る，血清 Mg 濃度と骨・ミネラル代謝異常，循環器疾
患，慢性炎症や生命予後などとの関連について述べる．

はじめに

マグネシウム（Mg）は，体内ではカルシウム（Ca），
ナトリウム，カリウムに次いで 4 番目に多い陽イオン
である．成人では 25 g 程度の Mg が体内に存在する
が，その 99％ は骨や筋肉などの細胞内に存在し，残
りの約 1％ が細胞外液に存在する．Mg 代謝のバラン
スは，消化管，腎臓および骨などの組織で調節されて
いるが，特に腎臓の役割は重要である．日常臨床で問
題となる Mg 代謝異常は，多くの場合消化管もしくは
腎臓からの喪失などによる Mg 欠乏であるが，透析患
者では Mg の蓄積が問題となってくる．本稿では透析
患者における血清 Mg 濃度と透析患者にみられる
様々な病態との関連について述べる．

1　透析患者における血清 Mg 濃度

Mg は腎臓から排泄されるため，腎機能が低下して
くると高 Mg 血症となることはよく知られている．し
かし，腎機能の低下に応じて Mg 排泄分画が増加する
ため，軽度から中等度の腎機能障害では，血清 Mg 濃
度は通常正常である．腎機能障害がさらに進行して，
糸球体濾過量が 30 mL/min 以下になると高 Mg 血症
がみられるようになり，透析患者では高 Mg 血症は高
頻度にみられる（図 1）1）．

慢性腎臓病患者における高 Mg 血症は，通常無症候
性であるが，Mg を含有した制酸薬や下剤を服用した

臨床と研究

透析患者のマグネシウム濃度を巡るエビデンス

奥野仙二＊1　稲葉雅章＊2　
＊1  白鷺病院　＊2  大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学

key words：生命予後，血管石灰化，骨折，骨密度，慢性炎症

Evidence over the magnesium of dialysis patients
Kidney center, Shirasagi Hospital
Senji Okuno
Department of Metabolism, Endocrinology and Molecular Medicine, Osaka City University Graduate School of Medicine
Masaaki Inaba

図 1　血液透析患者における血清マグネシウム濃度
　透析液マグネシウム（Mg）濃度が 1.0 mEq/L の血液透析患
者（714 名）における平均の血清 Mg 濃度は，2.5 mg/dL であ
り，35％ 以上の患者が高 Mg 血症であった．（文献 1 より引用）
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場合，高 Mg 血症は高度となることがあるため注意が
必要である．透析を受けていない慢性腎臓病患者にお
ける血清 Mg 濃度の主な決定因子は，食事による Mg

摂取量である．一方，透析患者においては，Mg の経
口摂取量2）に加えて透析液 Mg 濃度の影響を強く受け
る3）．透析による Mg の除去量は，限外濾過と血液と
透析液の Mg の濃度差に依存している．なお，血中の
遊離型 Mg すなわちイオン化 Mg は，通常血中の総
Mg の 60～70％ 程度であり，残りはアルブミンなど
と結合している蛋白結合 Mg と重炭酸やリン酸との
Mg 塩である．

一般的に透析液の Mg 濃度は，0.5 mEq/L から 1.0 

mEq/L（1.0 mEq/L は 1.2 mg/dL に相当）であるが，
1.5 mEq/L の Mg 濃度の透析液を使用すると，透析後
の血清 Mg 濃度は，コントロールの 1.94 mg/dL に比
較し 2.78 mg/dL と上昇したとの報告がある．反対に
透析液の Mg 濃度を 1.5 mEq/L から 0.4 mEq/L に低
下させると，血清 Mg 濃度は 2.7 mg/dL から 2.2 mg/

dL に低下したことが報告されている．また，透析液
Mg 濃度が 1.5 mEq/L では血清 Mg 濃度は不変，0.5 

mEq/L では 3.4 mg/dL から 2.1 mg/dL に低下，0 mEq/

L では，2.8 mg/dL から 1.3 mg/dL に低下し，正味の
Mg 除去量はそれぞれ 56 mg，306 mg および 486 mg

であったとの報告もある．

2　Mg と副甲状腺ホルモン

副甲状腺ホルモン（PTH）の産生や分泌には，Ca，
リン，活性型ビタミン D である 1,25（OH）2D や線維芽
細胞増殖因子 23（FGF 23）が関与している．Ca は Ca

感受受容体を介して PTH の分泌を調節しているが，
Mg のような陽イオンも Ca 同様に Ca 感受受容体に作
用する．しかし，Ca 感受受容体における Mg の結合
部位は Ca と異なっているとされており，また Ca 感
受受容体に対する作用も Ca に比較して 2～3 倍程度弱
い．なお，Mg による PTH 分泌の調節には，Ca 感受
受容体を介する経路以外も存在するものと考えられて
いる4）．

血液透析患者において，血清 Mg 濃度と PTH には
負の相関が認められることが報告されており，透析液
の Mg 濃度を上昇させると血清 PTH が低下し，血清
Ca やリンも低下したことが報告されている．反対に，
透析液の Mg 濃度を低下させると血清 PTH が上昇す

る．このように，Mg は PTH の産生や分泌を介して，
透析患者における骨・ミネラル代謝異常に関連してい
る可能性がある．

3　Mg と骨代謝

Mg 欠乏動物では，骨成長障害，骨形成の低下，骨
吸収の増加や骨量の減少がみられる．ヒトにおいても，
健常閉経前女性を対象とした研究において，Mg 摂取
量の多い群では，腰椎の骨密度（BMD）が高値であ
ったことが報告されている．また，閉経後骨粗鬆症女
性に Mg を投与したところ，71％ の症例において 1～
8％ の BMD の増加を認めたとの報告や，Mg 摂取量
の少ない 8～14 歳の健常女性に対して Mg を投与した
ところ，コントロール群に比較して，Mg 投与群では
大腿骨の骨量が有意に増加したとの報告がある．

一方，遺伝的に尿細管での Mg 喪失をきたす患者で
は，血清 Mg 濃度の低下に加え，腰椎や大腿骨近位部
の BMD も低値であったことが報告されている．また，
BMD が低下した閉経後骨粗鬆症患者や高齢者では，
血清 Mg 濃度が低値であったとの報告もある．このよ
うに，Mg は骨代謝と密接に関連しており，血清 Mg

濃度が低いと BMD も低い可能性があるものと考えら
れている．

透析患者では BMD の低下が高頻度に認められ，こ
の BMD 低下に影響する因子としては，年齢，性別，
透析期間，体重，血清 PTH 濃度などが知られている．
しかし，透析患者における血清 Mg 濃度と BMD の関
連についてはあまり知られていない．血液透析患者に
おける著者らの検討では，男性および女性透析患者と
も，血清 Mg 濃度と橈骨超遠位端 BMD には，有意な
正相関が認められていた（図 2）5）．

透析患者では骨折の頻度が高いことが知られており，
透析患者の骨折率は 100 患者・年当たり 2.9 件との報
告や，一般人口より約 4 倍骨折率が高いとの報告もあ
る．一方，Mg 欠乏ラットでは大腿骨の強度が低下し
ていたことや，高齢入院患者において長管骨の骨折の
既往を有する患者では，既往を有しない患者に比較し
て，血清 Mg 濃度が低値であったことが報告されてい
る．これらのことから，透析患者における Mg 代謝異
常と骨折が関連している可能性も考えられる．著者ら
の検討では，血液透析患者において，腰椎圧迫骨折を
認める群では，認めない群に比較して，血清 Mg 濃度
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は有意に低値であった（図 3）6）．
全身の Mg の約 55％ は骨に存在するとされており，

骨の Mg 含有量は全身の Mg 貯蔵量の良い指標と考え
られている．透析患者における骨の Mg 含有量に関し
ては，Mg 濃度が 1.3 mEq/L の透析液で 2 年間治療さ
れた透析患者では，皮質骨と海綿骨の両方で Mg が増
加していたことが報告されている7）．Mg は石灰化を
抑制することから，骨の Mg 量が増加することにより，
低回転骨の原因となっている可能性がある4）．透析患
者において，透析液 Mg 濃度を 1.0 mEq/L から 0.5 

mEq/L に低下させたとき，1 年後の骨組織において
骨軟化症の減少が見られたとの報告もある8）．一方，
末期腎不全患者の骨生検の解析において，骨の総 Mg

量は健常コントロールと差を認めず，骨の Mg 含有量

と無形性骨の間にも関連は認めなかったとの報告があ
る9）．しかし，その報告では，Ca に対する Mg の比率
が増加していたとしており，骨における Ca と Mg 含
有量の比率の異常が，透析患者における骨代謝異常に
関与している可能性も示唆される．

4　Mg と血管石灰化

血管の石灰化は，加齢に伴う変化としてあるいは糖
尿病などの疾患の合併症として知られており，透析患
者においても高頻度に認められる．この血管石灰化は
Ca やリンの受動的な沈着ではなく，骨形成に類似し
た調節機序が存在し，血管平滑筋細胞の骨芽細胞様細
胞への分化やアポトーシス，骨石灰化を調節する蛋白
の発現などが関連していると考えられている．血管石

図 2　血液透析患者における血清マグネシウム濃度と橈骨超遠位端骨密度の関係
　男性血液透析患者（287 名）おいて，血清マグネシウム（Mg）濃度と橈骨超遠位端骨
密度（BMD）の間に有意な正の相関関係（r＝0.154，p＝0.0090）が認められた．また，
女性血液透析患者（195 名）においても同様，有意な正の相関関係（r＝0.150，p＝
0.0368）が認められた．（文献 5 より引用）
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図 3　血液透析患者における血清マグネシウム濃度と腰椎圧迫骨折の関連
　482 名の血液透析患者において，腰椎側面 XP にて腰椎圧迫骨折を認める群（46 名）と
認めない群（436 名）の血清カルシウム（Ca），リン（P），マグネシウム（Mg）濃度を比
較した．血清 Ca と P 濃度には，この 2 群間に差を認めなかったが，血清 Mg 濃度は，腰
椎圧迫骨折を認める群では，認めない群に比較して有意に低値であった．（文献 6 に基づ
き作成）
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灰化が存在すると循環動態に種々の悪影響を与え，心
血管疾患の発症や進行に関与し，さらに血管石灰化は
心血管死のリスク因子であるとされている10）．

Mg は石灰化過程を抑制することが知られている11）．
培養血管平滑筋細胞において，Mg は細胞内への Ca

沈着，骨芽細胞様細胞への分化や細胞のアポトーシス
を抑制したとの報告12）や，同様に Mg は石灰化を抑制
し，オステオカルシン発現や bone morphogenetic pro-

tein 2（BMP-2）活性を低下させ，石灰化抑制因子で
あるオステオポンチンやマトリックス Gla 蛋白の発現
を増加させたとの報告がある．

骨芽細胞や血管平滑筋細胞における Mg の恒常性は，
陽イオンチャネルである transient receptor potential 

melastatin（TRPM）7 よって調節されている．2-amin-

oethoxy - diphenylborate（2-APB）に よ っ て TRPM 7

を抑制すると，細胞内への Mg 流入が抑制され，Mg

による血管石灰化抑制効果も阻害されたことが報告さ
れている13）．したがって，血管平滑筋細胞内の Mg 濃
度が，Mg による血管石灰化抑制作用に関連している
と考えられる．血管平滑筋細胞を石灰化促進培養液で
培養すると TRPM 7 活性は低下したが，Mg によって
回復したとの報告もある14）．

動物実験においても，Mg 欠乏ラットでは大動脈の
Ca 含量が増加し，Mg 投与によりこの大動脈 Ca 含量
が低下したことが報告されている15）．また，腎不全の
モデル動物においても，活性型ビタミン D 投与によ
る大動脈の Ca 含量の増加を，高 Mg 食が抑制したと
の報告もある16）．

腹膜透析患者において，血管石灰化が進行した群で
は，進行しなかった群に比較して，血清 Mg 濃度は低
値であったことが報告されている17）．非糖尿病の血液
透析患者を対象とした著者らの検討においては，手の

血管石灰化を認める群は，認めない群に比較して，血
清 Mg 濃度は有意に低値であった．多変量ロジスティ
ック解析において，年齢，性別，透析期間，血清リン
に加え，血清 Mg 濃度はこれらの因子と独立して血管
石灰化に関与する有意な因子であった（表 1）18）．ま
た同様に，血液透析患者において，僧帽弁の石灰化を
認める群において，血清 Mg 濃度が低値であったとの
報告もある19）．このように，透析患者において Mg は
血管石灰化を抑制する方向に作用しているものと考え
られる．

5　Mg と循環器疾患

Mg は，心血管疾患，うっ血性心不全，不整脈や高
血圧症といった循環器疾患と関連することはよく知ら
れている．慢性腎臓病患者においても，血清 Mg 濃度
が低いと血管内皮機能障害を認め，心血管イベントの
発症も多かったとの報告もある20）．

透析患者では循環器疾患が高頻度に認められるが，
このことにも Mg の代謝異常が関与している可能性が
ある．血液透析患者において，血清 Mg 濃度が頚動脈
の内膜中膜複合厚（IMT）と負の相関を示したことが
報告されている．また，血液透析患者において，Mg

を補給した群では，頚動脈 IMT は有意に低下したが，
コントロール群では頚動脈 IMT に変化は認められな
かったとの報告もある21）．

トロポニンは，急性心筋梗塞の診断，急性冠症候群
のリスク評価や心不全患者の重症度や生命予後の予測
にも使用されている．透析患者では血中トロポニンが
上昇している頻度が高く，上昇している患者では生命
予後が不良であり，このトロポニンの上昇は潜在的心
筋傷害を反映していると考えられている．

著者らの検討では，血液透析患者において，血清

表 1　手の血管石灰化に関連する因子

Odds ratio 95％ CI P 値

年齢（歳） 1.062 1.027-1.097 0.0004
性別（男性） 2.828 1.372-5.829 0.0048
透析期間（年） 1.108 1.057-1.161 ＜0.0001　
カルシウム（mg/dL） 1.070 0.617-1.856 0.8094
リン（mg/dL） 1.748 1.298-2.354 0.0002
マグネシウム（mg/dL） 0.284 0.088-0.919 0.0356
intact PTH（pg/mL） 1.000 0.998-1.002 0.7263

R2＝0.115　p＜0.0001

intact PTH； インタクト副甲状腺ホルモン
（文献 18 より引用）
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Mg 濃度とトロポニン T は負の相関を認めており（図

4）22），Mg が比較的低い状態では，心筋傷害が促進さ
れる可能性が示唆された．また，血液透析患者におい
て，毛髪の Mg 含有量と心エコー検査による左室壁厚
が負の相関をしたとの報告もある23）．一方，血液透析
患者において，透析中の血清 Mg 濃度の低下が透析中
の低血圧と関連しており，透析液 Mg 濃度を 0.5 mEq/

L から 1.5 mEq/L に上げると，心筋収縮性の障害によ
る透析中の低血圧が抑制できたことが報告されている．

6　Mg と慢性炎症

動脈硬化症の発症や進展に慢性炎症が深く関与して
いることはよく知られている．透析患者においても，
慢性炎症と栄養障害や動脈硬化症が相互に影響し合い，
生命予後とも関連する病態は，malnutrition, inflamma-

tion and atherosclerosis（MIA）症候群として知られ
ている．

Mg 欠乏では血管平滑筋細胞や内皮細胞において，
炎症性の核転写因子である，nuclear factor l-B（NF-

lB）の発現が増加する．また，低 Mg 培養液では，
マクロファージからの interleukin-1b（IL-1b）や tu-

mour necrosis factor-a（TNF-a）の産生が促進される
との報告もある．このように，Mg 欠乏では炎症が促
進し，Mg は炎症を抑制する方向に作用しているもの
と考えられている．

疫学的研究においても，Mg 摂取量と C 反応性蛋白
（CRP）が負の関連を示すことが知られている．健常
小児や成人において，血清 Mg 濃度と CRP が負の相

関を示したことが報告されている．また同様に，血液
透析患者や腹膜透析患者においても，血清 Mg 濃度と
高感度 CRP が負の相関を示したことが報告されてい
る．血液透析患者を対象とした著者らの検討において
も，血清 Mg 濃度と CRP には有意な負の相関関係が
認められていた（図 5）24）．さらに，Mg 欠乏では酸化
ストレスが促進されることが知られている．Mg 欠乏
動物では，血管内皮細胞において，活性酸素生成酵素
である NADPH オキシダーゼ活性が亢進し，活性酸
素の産生が増加していることや，抗酸化作用が低下し
ていることが報告されている．

7　Mg と生命予後

以上述べてきたように，Mg 欠乏では，炎症性サイ
トカインの増加や酸化ストレスの亢進がみられ，動脈
硬化症や栄養障害が促進される．また，Mg 摂取量が
少ないと大腸癌の頻度が高くなるとの報告もある．し
たがって，Mg 欠乏では心血管疾患，感染症や悪性新
生物の発症リスクが高まるものと考えられ，さらには
生命予後とも関連してくる可能性がある．

透析患者において，血清 Ca やリン濃度が生命と関
連することはよく知られている．しかし，血清 Mg 濃
度が透析患者の生命予後と関連するかどうかついては
あまり知られていない．血液透析患者を対象とした著
者等の検討では，血清 Mg 濃度の低値群では高値群に
比較して生命予後は不良であった（図 6）25）．同様の
結果は，米国やヨーロッパのデータベースの解析や26），
わが国のデータベースの解析27）からも報告されている．

図 4　血液透析患者における血清マグネシウム濃度と
　　　  トロポニン T の関係
　474 名の血液透析患者において，血清マグネシウム（Mg）
濃度とトロポニン T の関係を検討したところ，これらには有
意な負の相関関係（r＝－0.140，p＝0.0022）が認められていた．

（文献 22 に基づき作成）
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図 5　血液透析患者における血清マグネシウム濃度と
　　　  C 反応性蛋白の関係
　478 名の血液透析患者において，血清マグネシウム（Mg）
濃度と高感度 C 反応性蛋白（hsCRP）の関係を検討したとこ
ろ，これらには有意な負の相関関係（r＝－0.239，p＜0.0001）
が認められていた．（文献 24 に基づき作成）

－3

－2

－1

0

1

0 2 3 4

lo
g 
hs
C
R
P

Mg（mg/dL）



透析患者のマグネシウム濃度を巡るエビデンス 487

慢性腎臓病患者においても，低 Mg 血症は，腎機能低
下と死亡のリスク因子であったことが報告されてい
る28）．また，慢性心不全の患者において，血清 Mg 濃
度の低値群では心血管疾患による死亡率が高かったこ
との報告29）や，一般のコホートにおいて，低 Mg 血症
は全死亡や心血管死と関連したとの報告がある30）．

おわりに

透析患者における血清 Mg 濃度は比較的高値である
が，骨・ミネラル代謝や循環器疾患，さらには生命予
後も含めた観点からみた場合，血清 Mg 濃度は低値よ
りも高値のほうが有利である可能性がある．しかし，
高 Mg 血症が高度となれば，その障害が問題となるの
は当然と考えられる．透析患者において適切な血清
Mg 濃度はどの程度であるのか，また低値である場合
どう補正すればよいのか，今後検討していく必要があ
ると思われる．
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要　旨

透析患者のスキンケアに関する，理論と実際を述べ
た．血液透析患者において瘙痒は患者の QOL を著し
く低下させる症状であり，機序として中枢性と末梢性
の二つの機序が推定されている．近年，前者には内服
薬が上市され優れた効果を呈す反面，後者は皮膚局所
における様々なアプローチが存在し，時に困難を極め
る．中でもスキンケアは避けて通れないアプローチで
あり，皮膚の解剖生理から外用療法，さらには保湿・
保清に至る幅広い知識が求められるが，その理論と実
際を熟知すれば，様々な瘙痒制御のアプローチが可能
となる．

はじめに

透析患者において，スキントラブルは患者の QOL

を大きく損なうものであり，なかでも瘙痒制御は薬物
療法のみではなく，予防や生活指導など多岐にわたる
アプローチが必要である1）．

血液透析患者に生ずるかゆみには，中枢性と末梢性
のかゆみの二つの機序があることはよく知られている．
前者は，血液透析患者の血漿中の bエンドルフィン
により，オピオイド n受容体の活性化による機序が
推定されており，すでにオピオイド l受容体作動薬が
臨床応用され高い効果をあげている2）．一方，後者は
皮膚局所におけるかゆみであり，その制御には外用薬
だけでなく，透析患者の皮膚の病態生理に応じた対応

が必要となる．
透析患者における皮膚の問題点として，乾燥，発汗

低下，pH 上昇，カルシウムの沈着，マグネシウムの
沈着，リンの沈着，神経ペプチドの異常などがあげら
れる3）．末梢性のかゆみに対処するためには，まず皮
膚そのものを理解し，適切なアセスメント方法，治療
薬の概要やスキンケアの基本を熟知することが求めら
れる．本稿では，透析患者の末梢性のかゆみに焦点を
絞り，皮膚局所からのアプローチを中心に解説する．

1　皮膚の構造を踏まえたスキンケア

1-1　皮膚の構造

皮膚の機能は「外界からのバリア」と集約されるが，
実は多彩である．人体において最大の臓器である皮膚
を健やかに保ち，その機能を最大に発揮させるために
は，正しい保湿方法や洗浄法も熟知しなければならな
い．健気に戦う皮膚をやさしく労わる行為こそ，スキ
ンケアの極意であるといえる4）．

皮膚の表面は平滑ではなく，多数の溝がみられる．
この溝を皮溝と呼ぶ．皮溝は浅いものと深いものが存
在する．浅い皮溝で囲まれる領域を皮丘と呼び，それ
より大きな範囲で深い皮溝によって囲まれる領域を皮
野と呼ぶ．さらに，皮膚表面には毛孔と汗孔が開口し
ている．皮溝の走行は身体各部位により一定方向に決
まっている．

スキンケアで外用薬を塗布する場合，外用薬は皮溝
に沿って塗布する．よく背部に縦方向に軟膏を塗布す
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る患者を見かけるが誤りであり，外用薬は横方向に塗
るべきである．皮膚は皮下脂肪組織を加えると体重の
約 15％ に及ぶ人体最大の臓器である．皮膚の厚さは
1.5～4.0 mm であるが，部位により異なり，眼瞼や包
皮・小陰唇内側が最も薄く，手掌・足底が最も厚い．

1-2　表皮の構造

スキンケアにおいて，主たる標的は表皮（図 1）で
ある．表皮は例えると，ブロック塀を想像するとよい．
ブロック塀は頑丈なコンクリート製のブロック同士が
セメントでしっかり固められて外敵から家を守ってい
る．表皮のブロックにあたるものは角化細胞と呼ばれ
る．角化細胞は，下から順に基底層，有棘層，顆粒層，
角層と 4 種に分けられる．

（1）　基底層
表皮の最下層は，1 層の基底細胞からなる．基底細

胞は縦に長く円柱形を呈する．約 20 日毎に有糸分裂
し，2 個に分かれた細胞のうち 1 個は上昇して次にあ
げる有棘細胞となる．残る 1 個は基底層に留まり，次
の分裂に備える．

（2）　有棘層
表皮の大部分を占め，5～10 層からなる．基底層寄

りの細胞は多角形であるが，上昇するに従い次第に扁
平となる．顕微鏡で組織学的に観察すると，有棘層の
細胞同士は細胞間橋と呼ばれる構造で繋がっているよ
うに見え，これがあたかも棘のごとく見えることから
この名が付いた．

（3）　顆粒層
表皮の上層 2～3 層である．細胞はさらに扁平とな

り，細胞質中にケラトヒアリン顆粒と呼ばれる好塩基
性蛋白が出現する．そのため，ヘマトキシリン-エオ
ジン染色（HE 染色）を行い，皮膚を組織学的に観察
すると，紫色の顆粒としてみることができる．ケラト
ヒアリン顆粒を構成するプロフィラグリンは断片化さ
れ，10 個以上のフィラグリン分子となる．フィラグ
リンはバリア機能に重要な役割を有する蛋白であり，
ケラチンを凝集するほか，さらに低分子アミノ酸，ウ
ロカニン酸，ピロリドンカルボン酸に分解され，バリ
ア機能に関与する．

また，顆粒層にはタイトジャンクションと呼ばれる
構造が存在し，外来物質の侵入を防ぐバリア機能とし
て働く．タイトジャンクションとは，細胞と細胞の間
隙をシールで接着するような構造であり，それぞれの
結合は膜貫通結合蛋白により構成される網目状構造物
によって形成され，隣り合う細胞の結合蛋白は強く結
合する（図 2）．その結果，細胞間で物質の通過が困
難となり，バリア機能を発揮する．

（4）　角層
人体の最外層の細胞で，すでに細胞核は自己消化さ

れた死細胞である．約 10 層からなるが細胞自体は膜
様となり，その最外層がいわゆる「垢」となり入浴な
どで自然に脱落する．

角質細胞は物理化学的刺激に対し非常に安定な周辺
帯を有しており，細胞同士はコルネオデスモゾームで
連結される．さらに，細胞間にはセラミド・コレステ
ロール・脂肪酸などからなる角質細胞間脂質が存在し，
バリア機能を司る（図 3）．図 1　皮膚の構造

脂腺

基底層

有棘層

顆粒層

角層

メラノサイト

ケラトヒアリン顆粒

図 2　顆粒層におけるタイトジャンクション
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（5）　その他の細胞
表皮にはこの他，メラノサイト，ランゲルハンス細

胞，a樹状細胞，メルケル細胞が存在する．メラノサ
イトは色素産生細胞であり，メラニンを産生すること
で紫外線を防御し，紫外線障害や皮膚癌の発生を防ぐ．
ランゲルハンス細胞は骨髄由来で免疫を担当する細胞
である．有棘層の中層から上層に存在し，T リンパ球
に対し抗原提示作用をもつ．

2　皮膚の機能を踏まえたスキンケア

2-1　皮膚の機能

皮膚は，外界との遮断以外にも様々な重要な機能を
有し，今日ではヒトの最大臓器として認識されている．
皮膚の機能について以下に記載する．

①　バリア（外界からの遮断・保護）作用
皮膚は外界からの異物や紫外線の侵入を防ぐととも

に体液成分の喪失を防ぐ．皮膚表面は脂質膜により弱
酸性に保たれており，細菌，真菌の侵入を防ぐ．また，
皮下脂肪組織は，外力に対しクッションの役割を果た
すほか，エネルギーの貯蔵としての働きを持つ．

②　体温調節作用
脂肪組織による保温，発汗による熱の放散を行う．
③　知覚作用
温痛覚や触覚を持つ．
④　分泌作用
エクリン発汗，アポクリン発汗，および脂腺から脂

成分を分泌する．
⑤　産生作用
コレステロールやビタミン D3 を生合成する．
⑥　免疫作用
各種サイトカインを分泌する．また，各種アレルギ

ー反応において表皮および真皮を主座に炎症が惹起さ
れる．

⑦　吸収作用
低分子のものは細胞内および細胞間隙を通じて吸収

される他，毛包脂腺系を通じた吸収経路がある．
しかし，なんといっても最大の皮膚の機能は我々人

体を外界から保護することである．「スキンケア」は
皮膚の保護機能を十分に発揮させることが重要な目的
である．以下，皮膚の保護機能を解説する．

2-2　皮膚の保護機能

皮膚の保護機能を以下にあげる．
①　柔軟性
真皮および皮下脂肪組織がクッションとして働き，

機械的外力に抗する．
②　紫外線防御
紫外線はシミやシワを作るほか皮膚癌発症も促すこ

とから，その防御は重要である．生体では，メラニン
が重要な役割をもつ．メラニンは表皮基底細胞におい
て，核の上方に集まることで核を保護する．

③　物理的遮断性（バリアー機能）
皮膚は外界からの異物の侵入を防ぐ．皮膚表面の

pH は角層表面の脂質膜の存在により 5.5～7.0 程度と
弱酸性に保たれている．この脂質酸性膜により水分や
細菌，真菌の侵入を防いでいる．また，外界からの遮
断とともに体液成分の喪失も防ぐ．全身熱傷の患者が，
厳格な循環管理をしなければ死に至ることを想像する
と，いかに健康な皮膚が体液成分の保持に重要である
かが容易に理解できよう．

2-3　洗浄方法

ここで問題となるのは皮膚を清潔に保つ行為，すな
わち洗浄方法である．日頃，我々は何気なく石鹸を使
用する．石鹸は界面活性剤からできており，厳密には
脂肪酸ナトリウムと脂肪酸カリウムのみを石鹸と呼び，
それ以外を合成洗剤と呼ぶ．界面活性剤は親水基と疎
水基が結合したもので，通常混ざることのない水と油
を結合させる．界面活性剤には次の四つの作用があり，
汚れを落とす．

①　浸透作用
水に界面活性剤を加えると，界面張力が下がり，水

が浸入しやすくなる．

図 3　角層の微細構造
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②　乳化作用
油が界面活性剤の分子にとりかこまれ，小滴となる．
③　分散作用
界面活性剤を加えると，細かな粒子になり，水中に

散らばる．
④　再付着防止作用
界面活性剤を加えると，汚れは再付着しなくなる．
厳密な意味で，JIS 規格の石鹸の pH は 9～11 であ

り，皮膚表面の pH を大きく狂わせてしまう．通常の
健康な皮膚の場合，石鹸により一過性にアルカリ性に
傾いたところで皮膚は速やかに pH が回復する5）．こ
れを皮膚の緩衝作用と呼ぶ．また，皮膚表面の皮脂や
汗などは酸性物質であり，石鹸はこれらにより大部分
界面活性作用を失うことから，さらに皮膚表面へのダ
メージは少なくなる．しかし，透析患者が石鹸で洗浄
した場合，皮脂などが少ないため弱酸性に戻りにくい．
この観点から，最近では弱酸性ながら十分な洗浄効果
を持ち，かつ皮膚表面の脂質膜に影響を与えない合成
洗剤が開発されており，バリア機能が低下した透析患
者の皮膚には使用する価値がある．また，透析患者の
皮膚に普通の石鹸を用いる場合には，十分なすすぎと
洗浄後の保湿剤使用が必要である．

3　透析患者のスキンケア

3-1　保湿能に関係する因子

皮膚の保湿能に関係する部位は表皮であり，三つの
因子が深く関係する．すなわち，表面の①皮脂膜，表
皮細胞間の②天然保湿因子，同じく表皮細胞間の③セ
ラミドである．

①　皮脂膜
様々な部位で作られる脂による．脂腺由来のトリグ

リセライド，スクアレン，ワックスエステルなど，細
胞膜由来のコレステロールエステル，遊離コレステロ
ールなど，細胞間由来の脂肪酸，スフィンゴ脂質など
が主成分として，外界からの遮断作用を発揮する．

②　天然保湿因子
表皮顆粒層に存在するケラトヒアリン顆粒から生ず

るアミノ酸とアミノ酸代謝産物，糖，ペプチド，無機
塩などにより作られる．水分子と結合し，保湿能を発
揮する．

③　セラミド
細胞間脂質である．サンドイッチ状の構造で水を蓄

え，保湿能を発揮する．
これらの因子が減少すると，表皮はあたかも “ざる”

のようになってしまい，外界からの異物の侵入と共に，
生体からの水分が外界に逃げることとなる．最近の優
れた基礎研究では，このドライスキンの状態が続くと
真皮に存在するかゆみにかかわる神経がより表皮表層
まで伸びてくることが明らかとなった．すなわち，ド
ライスキンでは軽微な物理的刺激でも痒みのスイッチ
が入ってしまい，結果として “かゆみ” を生ずる．こ
のため透析患者が皮膚を掻くと，皮膚の “ざる” 様状
態はさらに進行してしまう．

3-2　透析患者における特徴と対策

透析患者にみられる皮脂欠乏性湿疹は，腹部や下肢
を中心に好発するが，皮膚は一見光沢を失い，表面に
細かな鱗屑を付す乾燥局面に小さな紫斑がみられるこ
とが特徴である．図 4 にその発症機序を示す．図 4 で
わかるとおり，皮脂欠乏性湿疹はドライスキンにプラ
ス aが加わることで発症する．保湿を図るとともに，
生活環境を整えることを含めて「スキンケア」と捉え
たい．透析患者は「ドライスキン」が瘙痒の増悪因子
となるほか，近年の機密性の高い住居とエアコンディ
ショニングの完備という生活環境の変化や，過度な清
潔概念の普及による石鹸（特に液体石鹸）の過度な使
用は，さらなる「ドライスキン」の増加を促している．

対策としては，理論上，①皮脂膜，②天然保湿因子，
③セラミドを補えばよく，モイスチャライザー（水分
と結合）効果およびエモリエント（被膜をつくる）効
果をもった保湿剤を用いるとよい．ただし，これらは
ほとんどは市販品であるものが多く，商品によっては
高価である．医療現場において保湿目的で実践的に用

図 4　皮脂欠乏性湿疹の発症機序
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いることができる外用薬を次項で述べる．

4　外用薬による透析患者のスキンケア

4-1　外用薬の違いと特徴

外用薬には古典的な軟膏とクリーム，ローションが
ある．一般に使われる化粧品がクリームやローション
であるのは，軟膏に比べべとつかず使用感が良いから
である．保湿目的に用いられる外用薬にも各種剤型が
存在する．外用薬には，①安全である（無刺激・無
臭・無色が望ましい），②安定性がある，③薬剤の運
搬と吸収に優れている，④伸びが良く，すぐ流れ落ち
ない，⑤できるだけ安価である，以上 5 点が求められ
る．

外用薬において薬効を示す物質を配合剤と呼び，そ
れを保持する物質を基剤と呼ぶ．配合剤を荷物，基剤
は車と捉えるとよい．軟膏・クリームなど剤型の違い
はこの基剤すなわち車の違いである．

軟膏はワセリンやパラフィンといった油のみででき
ており，塗った時ベタベタする．クリームは水と油を，
界面活性剤により混合したものである．このうち油が
主成分で，その中に水が存在するものを油中水型と呼
ぶ．乳剤性軟膏とも呼ばれ，塗り心地は良い．塗った
時に皮膚表面の熱を奪うため，コールドクリームとも
称される．他方，水が主成分でその中に油が存在する
ものを水中油型と呼ぶ．バニッシンククリームと呼ば
れ，ややべたつくが，加湿効果に優れている．代表的
な親水軟膏は，基剤そのものがハンドクリームとして
用いられる．この他，マクロゴール軟膏に代表される

水溶性基剤があり，塗布面を乾かす吸水効果がある．
以上の分類から，一見クリームのほうが使用感の面

から有利に思われるが，クリームは糜爛面への塗布は
禁忌であり，掻破痕などによる糜爛を混ずる皮膚など，
迷ったさいには軟膏を選択するほうが無難である．さ
らに，商品名の軟膏やクリームの表記は，基剤を正確
に表さない場合があり注意を要する．

保湿目的に優れた効果を示す外用薬を表 1 に示す．
基剤として用いられるワセリンや親水軟膏などの外用
薬も保湿能を有し，安全性や経済性の面で優れている．
へパリン類似物質含有外用薬は，保湿効果が高く有効
性が高い．剤型も豊富で，塗りやすい油中水型クリー
ムや水中油型ローションがあり使用感も良好である．
尿素軟膏含有外用薬も保湿効果が高い．一般向けに
OTC 製剤として市販もされている．セラミド含有外
用薬も市販されており，理論に沿った外用薬といえる．
ただし，保険適応がないためコストがかかる．近年，
米糠などを用いた入浴剤も開発されている．入浴によ
り保湿効果が得られるためきわめて手軽であり患者の
負担も少なくて済む．しかし，保険適応がないためコ
ストがかかる．

4-2　効果的な使用方法

また，保湿剤を塗布する時間も重要である．可能で
あれば入浴後 15 分以内に外用するのが浸透の面から
有利である．使用量に関しては，一般的なステロイド
軟膏に比較し若干多めに塗るのがよい．具体的には保
湿剤を塗布した後，ティッシュペーパーを貼ったさい

表 1　保湿目的に用いる外用薬

保湿薬 長　所 短　所

油脂性軟膏
（白色ワセリン，プラスチベース，
亜鉛華軟膏，親水軟膏）

コストが安い
刺激感が少ない

べたつく

ヘパリン類似物質
（ヒルドイド，ヒルドイドソフト，
ヒルドイドローション）

保湿効果が高い
べたつきが少ない
塗りやすい

時ににおいがする

尿素クリーム，ローション
（ウレパール，ケラチナミン，パス
タロンなど）

保湿効果が高い
べたつきが少ない

時に刺激感がある

セラミド
（キュレル，AK マイルドクリーム）

皮膚の保湿機能を担
う角質細胞間脂質

コストが高い
保険適応がない

入浴剤
（グリセリン，キシリトール，米糠，
米発酵エキスなど）

刺激感が少ない
使用が容易

コストが高い
保険適応がない
転倒事故などに注意



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013494

に，すぐに剥がれるのではなく，皮面にくっ付いたあ
と緩やかに剥がれる程度を目安とするよう，患者に指
導するとよい．

瘙痒を訴える透析患者は，意外にスキンケアについ
て知識が限られていることも少なくない．患者にその
必要性と正しい実践を促すことで，瘙痒制御が可能と
なる．
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序　論

ご年輩の先生達は第 2 次世界大戦前後の頃の電解質
測定は専ら chloride（以後 Cl）であったことを覚えて
おられるでしょう．

未だ中央検査室など無いので，筆者等若い研修医は
医局の隣の小さな検査室で受持患者の検体を自分で測
っていた．血液，尿の Cl は Schales-Schales（Biol Chem, 

140;  579, 1941）法の硝酸水銀滴定法で測り，電解質
代謝の代表として扱っていた．Na，K などは外部の
特殊検査機関に依頼するしかなかった．したがって結
果は数日後に知らされる．今日の中検での特殊選択的
電極法（ISE）で Na，K，Cl などが即時にわかるのと
は雲泥の差である．

本稿では最近の Cl 研究の現状と展望について私感
を述べる．

1　Cl の生物学的意義

内，外の textbook を見ても，電解質の項は Na，K，
Ca，P などと比較して Cl の頁数は少く，欧米でも

「Chloride : The queen of electrolytes」（Berend K, et 

al. : Eur J Int Med, 23;  203, 2012）と呼ばれ Na が王様
であった．

高血圧についても，NaCl としてよりも主に Na sen-

sitivity が課題となり Cl の存在は無視されがちである．
Cl の代わりに他の陰 ion（bicarbonate，acetate，cit-

rate，etc）が Na に結合すると血圧はむしろ低下する．
何故 Cl が要るのか詳細は判然としていない．

NaCl はまた体液の質，量の恒常性維持に不可欠で
ある．

2　Cl と血圧

既述のごとく，NaCl と高血圧の関係は種々の角度
から検討され，近年有力な降圧薬が開発され臨床面も
大きな進歩を遂げている．

しかし両者の間にも未解の面がいくつかあり，特に
Cl との関連性が注目される．例えば Na sensitivity が
腎遠位尿細管に存在する Na-Cl cotransporter（NCC）
の機能亢進により起こることが特に Gordon 症候群や
pseudohypoaldosteronism（PHA II）で明らかとなり，
ま た Na の epithelical channel（ENaC）活 性 上 昇 が
Liddle 症候群の血圧上昇の病因となる．

Cl の channel（複数）も次々と確認され，低血圧を
呈する Bartter 症候群がその代表例として指摘され，
正常血清 Mg，正常ないし高 Ca 尿の有無で Gitelman

症候群と区別されている．遺伝型 Bartter 症候群は下
記の 2 個の gene の突然変異によるとされている．

①　bumetanide-sensitive Na-K-2Cl cotransporter

②　ATP-sensitive K channel（ROMK）
正常の Henle loop の上行脚太い部（TAL）では濾

過 NaCl の約 30％ が再吸収されるが，この部位の障
害で尿中 Na 喪失が起こり種々の病態を呈す．この部
位の Na，Cl 輸送略図を示す（図 1）．

図に示すごとく，NaCl は 2 個の生体膜を介して輸
送され，尿細管腔から apical membrane（管腔側膜）
を通って細胞内に入り，Na と Cl は別々に basolateral 

コ　ラ　ム

炉辺談話：腎臓学（続）
――　電解質代謝の課題：Chloride の復活？　――

杉野信博

東京女子医科大学名誉教授
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membrane（血管側膜）を通って血管内に入る．この
場合に Na/K-ATPase と Cl-channel とが作動する．こ
れらとは逆に K は尿細管腔に向かって ROMK によっ
て運ばれる．

この輸送機構が突然変異などで障害されると，TAL

での Na，Cl 再吸収が阻害され低血圧が起きる．高 Ca

尿については尿 Ca/Creatinine 率の変動を随時点検す
べきであろう．この病態の代表として既述した Gitel-

man 症候群では Thiazide-sensitive の NCC に突然変異

が起こり，低血圧，alkalosis，尿中 Na 喪失，低 Mg 血，
低 Ca 尿などが起こる．

3　展望と結語

Cl 代謝の基礎と臨床の進展を省みると，Na，K など
に比し長い間脇役を演じてきた感が深い．しかし近年，
分子生物学，遺伝学，proteomics などの分野の進歩
により Cl を取り巻く種々な生物学的活性因子が明ら
かになり，Cl の機能，役割が見直されてきた．

例えば第 54 回日本腎臓学会総会（会長：佐々木成
教授，2011）での招請講演で Dr. Brown D（Harvard 

Medical School） が，「New insights into the dynamic 

regulation of water and acid base balance by renal epi-

thelial」の主題の下で，腎集合管の培養主，副細胞を
対象に endocytosis や細胞の環境変化による影響の変
化を動的に観察され，その一部を video で示され多大
な感銘を与えられた．

今後 Na，Cl などの個々の transporter，receptor，
その調節因子（例：Cl-channel の subunit Barrtin）な
どの性能や相互関係が新しい動的手法で一層明確にな
ることを期待したい．

図 1　尿細管上皮細胞での Na，Cl 輸送見取り図
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医療従事者は，誰もがエラーを回避しようと丁寧に
機器のパラメータを設定し，確認を繰り返している．
それでも，現実にはエラーが発生する．そこには，よ
かれと思って投じた対策に落とし穴があったり，エラ
ー回避の仕組みへの過信があったりする．例えば，次
のような思い込み，誤った過信はないだろうか．

● ダブルチェックでは多重化が進むほどエラー発見
率は上がる．

● チェックリストに従えば作業は確実である．
● 安全装置や警告表示が付いているから，安心して

作業してよい．
● 信頼度の高い装置を組み合わせれば信頼性は高く

なる．
これらが成り立つためには前提条件が必要となるが，

それらに気がついているだろうか．偶然が重なったと
き事故が発生するように見えるが，それは偶然ではな
く，条件が重なったために発生する必然的な事故であ
る．安全対策に潜む「わな」に陥らないためには，こ
れらの成立条件を理解し，その限界を知ることが必要
不可欠と言えるだろう．

医療分野に限らず，社会に存在する製品，システム
のトラブル事例を紹介しつつ，これらを考えてみたい．
事故防止のためのアクリル板が下がっていたのに，昇
りのエスカレータで子供が首を挟まれる事故が発生し

た．なぜ？
複数の会社から部品を購入し組み合わせて人工呼吸

器を使用したところ，不具合で呼吸不能に陥った．各
部品には欠陥が無いのになぜ？

多重にチェックしたのに，誰も誤りに気がつかなか
った．なぜ？

ちょっとした工夫とリスク意識で，これらは防げる
のだ．

安全は，人が獲得するものであり，常に安全な作業
をするよう心がけることが必要である．安全装置や安
全の仕組みは，人がエラーしたときそれをカバーする
ものであって，安心のための装置ではない．もし安全
装置やフールプルーフが働いたなら，人は反省するこ
とが必要なのである．これらの学習の中で人はリスク
対応力を身に付け，安全な作業ができるようになる．

安全と危険は裏表ではなく，安全と危険の間にはグ
レイゾーンがある．グレイゾーンとは，状況により安
全にも危険にもなりえる不明瞭な領域である．グレイ
ゾーンが広い医療活動では，むしろ危険領域を確実に
回避し，多様な状況のグレイな中で安全な医療活動を
進めるための知識を身に着けることが望まれる．その
ための教育方法に関する最新の実験結果も紹介する．

多くの事例を基に，思い込みに陥ることなく安全に
作業を進めるための注意点を学んでいただきたい．

電気通信大学大学院情報システム学研究科

各支部での特別講演　講演抄録

安全対策の落とし穴
――　思い込み「～のはず」に潜むわな　――

田中健次　

平成 25 年 6 月 9 日/東京都「三多摩腎疾患治療医会第 65 回研究会」　
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近年，高齢化社会の到来とともに透析患者数は増加
の一途をたどり，2012 年にはすでに 30 万人に達して
いる．また，透析人口に占める高齢者の割合は急速に
増加し，2020 年末には 60 歳以上の患者が全体の 86％
を占めると推計されている．一方，心房細動（AF）
を有する患者数も増加傾向は顕著で，2030 年には 100

万人を超えると予想されている．現在，透析導入患者
の 12％ に AF が合併し，さらに導入時には正常洞調
律であった患者の 12％ が 2 年以内に AF となると言
われているが，高齢化によりその割合は今後さらに増
加することが予想される．AF は加齢や透析期間が長
くなるにしたがって合併頻度が増加し，70 歳以上の
血液透析患者では 30％ 以上に AF の合併が認められ，
その多くは永続性である．

AF は症例毎に様々な背景を持ち，その複合的要因
によって発症すると考えられるようになった．最近で
は “心房細動症候群” として症例毎に治療戦略を立て
るようシフトしてきている．一般的には抗凝固療法を
ベースにレートコントロールあるいはリズムコントロ
ールを行いながら，背景となる疾患も同時に治療して
いかなくてはならない（アップストリーム療法）．し
かしながら，2011 年に日本透析医学会より発表され
たステートメントによれば，透析患者における抗凝固
療法は原則禁忌となった．

AF 患者に対する抗凝固療法は，得られるメリット
がデメリットを凌駕する患者に対して行われる必要が
ある．一般的にはワーファリンによる抗凝固療法は
CHADS 2 スコア 2 点以上において，新規抗凝固薬で

は CHADS 2 スコア 1 点以上で出血リスクをベネフィ
ットが上回る．

Olessen らの報告によれば，慢性腎臓病のない AF

患者の場合，塞栓症を発症した割合は 100 人中 3.61 人，
重大な出血を発症した割合は 3.54 人であり，透析患
者の場合はそれぞれ 5.61 人，8.89 人と，いずれも高
いが塞栓症リスクに比し出血リスクが 58％ も高い．
一方，ワルファリン投与例では，塞栓症を発症した割
合は 0.44 倍の 2.5 人と減少したが，出血性合併症を発
症した割合は 1.27 倍の 11.3 人となった．つまり，塞
栓リスクは 3.1 人減少するが，出血リスクは 2.4 人増
加し，その差はわずか 0.7 人である．このことから，
透析患者に対するワルファリンの投与は，塞栓症を防
ぐことができる一方で出血リスクを増加させ，ワルフ
ァリン投与によるベネフィットは示されなかった．ま
た，死亡率が 1.1～1.7 倍に上昇することも示されてい
る．

しかしながら，いずれの報告もコホート研究であり，
ランダム化比較試験ではないためエビデンスレベルは
低い．今後，さらなる情報の蓄積とランダム化比較試
験による新たなエビデンスを期待したい．現時点にお
いては透析患者に対するワルファリン投与のベネフィ
ットは示されておらず，むしろこれまでの報告から出
血リスクの増大による死亡率の増加が示され，日本透
析学会のステートメントでも透析患者に対するワルフ
ァリン投与は原則禁忌となった．

Vázquez らによる報告では，透析患者において洞調
律を維持している群では AF を有する群に比し，有意

弘前大学大学院医学研究科循環呼吸腎臓内科学講座

各支部での特別講演　講演抄録

透析患者における不整脈治療
――　心房細動を中心に　――

木村正臣　

平成 25 年 6 月 16 日/青森県「第 37 回青森人工透析研究会」　
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にイベント発生率（死亡，腎移植，透析方法変更）が
低く，洞調律維持の重要性が示唆された．しかし，心
房細動の治療ガイドライン（日本循環器学会，2008

年改訂版）では，発作性 AF に対するリズムコントロ
ールを行う場合，第一選択として抗不整脈薬の投与が
推奨されているが，その多くが腎排泄であり，透析患
者に対して使用できる薬剤は少ない．そのため，透析
患者の AF に対する治療戦略の最終目標は薬物に頼ら
ない “リズムコントロール” になる．

その方法の一つとして，カテーテルアブレーション
による肺静脈隔離術がある．1998 年，フランスの Hais-

saguerre らは，心房細動を有する患者の 90％ で肺静
脈起源の期外収縮がトリガーになっていると発表した．
2000 年には，さらにこれらの肺静脈をカテーテルア
ブレーションによって電気的に隔離したところ，7 割

の症例で AF が完全に消失し，抗不整脈薬を必要とし
なかったと報告している．

その後，世界各地で AF に対する肺静脈隔離術が広
まり，最近では AF の起源となる肺静脈を左右それぞ
れ同時に一括で隔離する治療方法も行われている．ま
た，3D イメージングの進歩，心腔内エコーにより精
度の向上と透視時間の短縮が得られた．さらにカテー
テル先端内部に磁気センサーが装備され，位置情報や
接触情報を得ることができるコンタクトフォースカテ
ーテルが登場した．この方法によってより短時間で安
全に，なおかつ正確に治療を行えるようになった．こ
れまで難しいとされてきた透析患者に対するカテーテ
ルアブレーションにおいても，これらの新しいテクノ
ロジーの進歩により治療成績の向上が期待される．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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弘大泌尿器科のルーツをたどると，東北帝国大学医
学部第一外科学講座に行き着く．大正 5 年（1916

年）に開設された同講座では，初代杉村七太郎教授が
泌尿器科領域の外科を中心に広く一般外科学を指導さ
れ，腎結核の外科治療を中心とした優れた業績を残し
ている．昭和 16 年（1941 年）に二代目武藤完雄教授
が就任し（武藤外科），昭和 36 年（1961 年）までの
20 年間，泌尿器科領域の外科と共に消化器外科を中
心とした広い領域の外科学を発展させた．三代目は本
学第二外科学講座初代教授槇哲夫先生である．槇教授
は胆石症の発生機序の研究，胃潰瘍に対する幽門保存
胃切除術の開発などオリジナリティーの高い研究でも
世界的に有名である（以上，東北大学第一外科ホーム
ページの記載を一部抜粋）．

昭和 34 年（1959 年）に東北大学医学部泌尿器科学
講座が開設され，福島県立医科大学第一外科学講座宍
戸仙太郎先生が教授として就任し，武藤外科講師であ
った舟生富寿先生が助教授に就任した．その 3 年後，
昭和 37 年（1962 年）に舟生富寿先生が弘前大学医学
部泌尿器科学講座初代教授に就任した．

このように教室の歴史を辿ってみると，大正から昭
和初期における外科学の研究対象が当時の国民病，す
なわち腎・尿路結核であり，次第に消化器疾患へとシ
フトし，研究領域の細分化，専門化に伴って泌尿器科
領域を扱うグループが外科から分派していったことが
よくわかる．そして，来し方を振り返ることは，行く
末を展望するうえで重要なヒントを提供する．

さて，現在，日本人の 2 人に 1 人は癌に罹患し，3

人に 1 人は癌で死亡する．男性の癌罹患率のトップは
胃癌であるが，前立腺癌の頻度が急激に増加し，数年
後には男性の癌罹患率の首位に躍り出ようとする勢い
である．根治的前立腺全摘除術は早期前立腺癌治療の
重要な選択肢の一つであるが，術中の出血，直腸損傷，
術後の尿失禁，性機能障害など克服すべき問題点も抱
えていた．また，時代は低侵襲手術を求め，我々も小
切開手術，腹腔鏡手術などの低侵襲手術の確立に取り
組んできた．

そこに現れたのが手術支援ロボット da Vinci である．
弘大病院では，2011 年 4 月に東日本で 3 番目に da 

Vinci を導入し，前立腺全摘除術 101 例，膀胱全摘除
術 9 例，腎部分切除術 1 例を実施してきた．ロボット
という名前がついているが，ロボットが自分で動くの
ではなく，操作するのは我々外科医である．腹腔鏡手
術ではモニター上の腹腔内の画像を見ながら手術を行
うが，映し出されるのは平面画像（2D）である．一
方，da Vinci は 15 倍拡大の立体画像（3D）で観察し
ながら手術ができる．しかも，da Vinci の “手” は微
細に術者の思い通りに動かすことができる．その結果，
出血量は従来の 10 分の 1 になり，術後尿失禁も著明
に改善した．なにより患者の評判が非常によく，手術
翌日に「先生，全然痛くないよ」という言葉を幾度と
なく耳にした．

弘大病院では，当科のほかに消化器外科で胃癌や膵
癌の手術，産婦人科では子宮癌の手術を多数実施して
いる．これを受けて，本院では 2 台目の da Vinci 導入
を決定した．今秋から 2 台体制での da Vinci 手術が

弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

各支部での特別講演　講演抄録

腎泌尿器外科手術の進歩

大山　力　

平成 25 年 6 月 16 日/青森県「第 37 回青森人工透析研究会」　
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実現する．現在，国内で約 100 台の da Vinci が導入さ
れているが，2 台体制で稼働している施設は本院以外
では 2 施設のみである．

腎移植の成績も近年著明に改善している．従来不可
能とされていた ABO 血液型不適合移植の生着率は血
液型適合移植と同等になっているし，生体腎移植の 5

年生着率は 90％ を超え，世界トップレベルの成績と
なっている．また，生体腎移植のドナー腎採取術には

腹腔鏡手術が導入され，ドナーの負担軽減に貢献して
いる．

2010 年に臓器移植法が改正され，献腎移植件数の
増加が期待された．しかし，脳死下の臓器提供は増加
したものの，献腎移植の総数は増加していない．臓器
提供を待ち望む患者の期待に応えるため，青森県でも
活発な啓蒙活動を展開している．青森県の腎移植の歴
史と最近の献腎移植の実績についても紹介する．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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﹁昭和 42 年卒，巳歳泌尿器科医の透析経験﹂     青木　正　

〈1967 年京都府立医科大学を卒業〉

1941 年生まれ，巳歳泌尿器科医の透析経験について報告いたします．青医連運動による国家試験ボイコ

ットなどの激動の時代に大学を卒業（通称昭和 42 年卒），母校の泌尿器科学教室へ入局しました．教室は

1964 年に皮膚泌尿器科学教室より分離独立，腎機能障害は教室の主要なテーマで，1965 年から透析療法に

着手，1967 年には維持透析を開始しています．手術後の手術室などを間借りしての治療でしたが，1968 年

11 月に東京で開催された第 2 回人工透析研究会には，小田完五初代教授が主題「透析の事故と対策」につ

いて報告されています．腎移植は第二外科学教室（現・移植・一般外科，吉村了勇教授）が他に先駆け積極

的に取り組まれ，高い評価を得ておられます．また，鴨川を挟んで東隣の京都大学でも泌尿器科学教室が関

心を示され，1969 年 6 月に開催された第 3 回人工透析研究会では京都大学加藤篤二教授が総会会長を努め

ておられます．

〈1969 年京都第一赤十字病院へ転勤〉

同門の久保泰徳助教授（1971 年に京都初のサテライトセンター久保医院を開院），小野利彦先生（現・桃

仁会病院）とともに大学を辞し，京都第一赤十字病院へ転勤，馬杉好子先生（内科，後に馬杉医院，桃仁会

病院）の協力を得て透析療法を継続しました．シャントは率先して内シャントを採用，小野先生が 1974 年

の日本腎臓学会総会で「Internal shunt の長期成績について」を発表されています．外シャントから解放さ

れ，自分の両手で顔を洗える喜びの声や，透析歴 30 年の方より「シャントともいまだ現役です」との近況

報告は嬉しいものです．

〈1972 年 7 月西陣病院へ転勤〉

増加する患者に対応するため，西陣病院（院長，泌尿器科，中橋彌光先生）へ転勤，赴任時は木造の小規

模な病院で，透析ベッド数 4 床から始めました．2007 年 8 月には新本館完成に合わせて，ワンフロア 115

床の透析センターへ変貌、2013 年 6 月現在、ベッド数 133 床、最大患者数 532 名です（腎臓・泌尿器科部長，

透析センター長，今田直樹先生）．

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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〈2010 年 4 月特養併設のにしがも透析クリニック開設〉

一般病床の機能分化が進められるなか，高齢者を受け入れる選択肢のひとつとして開設されました．泌尿

器科（透析）の無床診療所で，ベッド数は 18 床，昼間透析のみで，協力病院は同じ法人の西陣病院です．

勤務して 4 年目となりますが，高齢者が安定した維持透析を継続され，自立した日常生活を営んでいただけ

るよう努力しております．

〈日本透析医会とのご縁〉

京都から理事として中橋先生，小野先生，青木，その後岩元則之先生（桃仁会病院）を順次ご指名いただ

いております．中橋先生は医会設立当初よりご尽力され，80 歳を超えた今も現役の臨床医として活動，折々

に貴重な意見をいただいております．そして，初期の日本透析医会雑誌 Vol. 1，No. 2 に「単一施設における

透析患者の腎移植に対する意識調査」，Vo. 2，No. 2 に「当院における糖尿透析患者の現況」を青木が報告し

ております．小生は理事任期中，広報委員会，適正透析療法委員会・医療廃棄物対策部会，合併症対策委員

会の委員を仰せつかりましたが，広報委員会委員長の久保和雄先生は西陣病院内科の垣内孟先生が報告され

た Swan-Ganz 熱希釈カテーテルを右大腿静脈より挿入して行った「透析における循環動態　とくに心拍出

量について」（人工臓器 8 巻 4 号 1979 年）をよくご存じで，すっかり打ち解けて委員会に加わることができ

ました．山㟢親雄会長をはじめ，理事や委員の皆様，そして会員の皆様には任期中寛容の精神で接していた

だきましたこと，紙面をお借りして感謝申し上げます．

〈次世代を担う透析医〉

今日，慢性腎臓病（CKD）は世界腎臓デーの制定などにより，広く知られるようになってきましたが，京

都では，1979 年 9 月に京都腎臓病総合対策推進協議会を結成，学校検尿制度や透析人口半減運動の提言を行

い，市民向けのシンポジウムを開催してきました．初代会長は内科の高島雅行先生で，事務局長は京都腎臓

病患者協議会の方にお願いしております．透析に関心のある泌尿器科医は，京都透析医会をはじめ，京都透

析症例検討会，京滋腎移植・透析懇話会，京都透析懇話会などの場で腎臓内科医，移植外科医などと交流を

深め，腎不全治療の研鑚，充実に努めております．そして，母校の泌尿器科学教室では，渡邉泱・先代教授，

三木恒治・現教授のご指導により，次世代を担う透析専門医，指導医が育ちつつあり，心強い限りです．

以上，巳歳泌尿器科医の透析経験について述べました．巳歳晩にあたり，皆様には「無事日々おだやか

に」よき年をお迎えいただきますよう祈念し，透析医のひとりごととさせていただきます．
にしがも透析クリニック（京都）　
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﹁この頃思うこと﹂     藤田嘉一　

今年の透析医学会（福岡）において，老英国人による透析療法，腎移植を受けての 50 年間の療養生活の

回顧が報告された．

彼は医学生の時，Scribner のお蔭で透析療法を受けられるようになったそうだ．1963 年頃シアトルでは，

透析希望者は Medical Advisory Committee と Admission Advisory Committee の二つの委員会の審査を受け

て初めて透析導入の可否が決められていた．今思うと隔世の感がある．彼は週 2 回，12 時間透析（外シャ

ント，Kiil dialyzer），1964 年家庭透析，1 週 3 回 overnight を受けている．この頃ワシントン大学では

Coach house と言われる所で家庭透析の訓練指導が行われていた．彼は 25 年間の透析後，死体腎移植を受

けて現在に至っているそうだ．同じように兵庫県では，医学部卒業後，1968 年より透析療法を受け，合併

症に悩まされながらも透析歴 45 年の患者さんがいる．

さて，我が国の透析導入年齢は高齢化が著しく，平均すると 70 歳，80 歳代が多くなっている．厚生労働

省の統計によると，平成 22 年度の国民医療費は 37 兆 4,202 億円で，その内訳は糸球体腎疾患・腎尿細管間

質性疾患および腎不全に 1 兆 4,368 億円が費やされており，この額は国民医療費の 3.8％ に当る．後期高齢

者医療費の負担増などが認められるような情勢下では，透析患者も将来的には一部負担を分相応に負担する

こともありうるかもしれない．また，日本透析医学会では，終末期患者に係る延命の透析治療について，非

導入・継続中止も選択肢に入れる検討を始めているやに聞く．このような考えは他の医療分野も含めて終末

期医療・看取りの現場に共通する世の中の趨勢とも言え，医師としては患者との信頼感のうえに難しい判断

を迫られることと思う．とは言え，医師としては患者の生命の延長を願うのは当然のことであり，そのため

に日々努力している．

患者の高齢化が目立つ中，特に社会的入院ともいうべき 90 歳代の超高齢者入院透析患者を診るにつけ考

えさせられる多くの問題がある．透析療法を受けながら超高齢に至るまで生存できたのは，もちろん外的要

因として致命的な合併症の無いことが必須であり，内的要因としては一般的には寿命を決定する重要な因子

としての遺伝子であり，腎不全においても例外でないと思われる．腎不全では老化に Klotho 遺伝子の異常

（低下）・燐毒性・テロメアの短縮・炎症の存在・活性酸素・フリーラジカルを発生させる鉄・その他，が関

与すると言われている．

超高齢者では長寿遺伝子に恵まれていることが最重要で，それを修飾する諸因子として最近では摂取カロ

リー制限による寿命延長の分子機構が明らかになっているが，彼らの摂取カロリーが一般的に低いことが寿

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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命延長に関与しているのかもしれない．また軽度の貧血・血清鉄も高くなくフリーラジカルの抑制の面から

もよいのかもしれない．血清燐も正常かやや低い．このような諸因子が寝たきりとはいえ延命の要因になっ

ているのではなかろうか。

一方，いわゆる寿命とは別に健康寿命（日常生活活動に障害のない生存期間）を保つために，また，寝た

きりにならないようにするためにリハビリの必要性を痛感する．私共の病院でもリハビリの施設を新設し，

高齢者の自立・退院を支援するのに役立てばと思っている．長期入院回避・退院支援のためには，家族の支

援・社会的支援（要支援・要介護）制度の利用が望まれるが，それには医療機関と介護保険サービス提供者

との懸け橋となってくれるケアマネージャー等の存在，利用が望まれる．

最後になったが，一般病棟においては自己負担がほとんどなく，介護保険施設ではたちまち自己負担が掛

かる制度上の問題も退院回避の一因であろうと思われる．

以上，高齢透析患者を抱える私達の現状を踏まえての雑感を述べさせて頂いた．
住吉川病院（兵庫）　
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前回の支部だよりは平成 21 年（24 巻 3 号，459 頁，
2009）に掲載されました．そこで今回は，その後の栃
木県支部の動きを中心に御報告いたします．

1　はじめに

平成 21 年以降の栃木県の透析医療を語るには，東
日本大震災を避けて通ることはできません．平成 23

年 3 月 11 日金曜日の午後は私どもの施設も含めて，
本県でもいくつかの施設で午後の透析を行っていまし
た．最大震度は 5 強に達しましたが，幸い透析関連で
の人的被害はありませんでした．しかし県内全域で停
電，断水が発生し，一時的には 1/3 の施設で透析不可
能になりました．停電は翌日にはほぼ復旧しましたが，
県東部，北部を中心に建物の損壊と断水により数日に
わたり透析不可能となって，他施設に支援透析を依頼
した施設も二つほどありました．また他県からの透析

依頼も何件かありました．
しかし，施設間の連携は，栃木県透析医会の組織率

の高さ（約 80％），日頃からの「顔の見える関係」が
功を奏して非常にスムーズに運び，患者への迷惑は最
小限に抑えられたと自負しています．

また，平成 23 年 6 月には日本透析医会より過分な
「震災支援金」をいただきましたので，県内各施設に
支援金の申請を募ったところ 8 施設より応募があり，
うち 7 施設に配分いたしました．この場を借りて日本
透析医会には厚くお礼申し上げるとともに，この件で
後に厚生労働大臣より感謝状を受けた事を報告いたし
ます（図 1）．

2　災害対策ワーキンググループの発足

このように県内各施設の連携はスムーズでしたが，
いくつかの反省点もありました．このため，栃木県透
析医会では災害対策ワーキンググループを立ち上げ，
自治医科大学透析部安藤康宏教授を中心に，「栃木県
災害時透析医療ガイドラインの改定」を目標に掲げ，
平成 23 年 9 月より作業を開始しました．

まず 10 月に，福島県立医科大学教授渡辺毅先生を
お招きして「特別講演会」を開催，ついで平成 24 年
5 月までに合計 7 回の会合を行いました．その集大成
として，平成 25 年 1 月に「災害時透析医療ガイドラ
イン（一部改定）」を発行し，2 月に腎臓病患者友の
会と共催で市民公開講座「腎臓病患者の災害対策」を
開催し，成果の総まとめとしました（図 2）．

た　よ　り

栃木県支部だより

中川洋一

栃木県支部支部長

図 1　厚生労働大臣感謝状
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3　災害対策ワーキンググループの提言

災害対策ワーキンググループの提言をまとめると次
の五つとなります．

①　四つの地震対策の徹底
コンソールのロック解除，患者ベッドのロック，

RO・供給装置の固定，フレキシブル配管の四つの基
本的地震対策の遵守，徹底が改めて求められました．

②　透析施設の県内ブロック制
栃木県内を保健所管内に準じて 6 地区に分け，各ブ

ロックに代表施設を複数おいて補完しあい，災害時は
基本的にブロック内で支援透析を行う，ということで
す．さらに災害規模が大きい場合は県の代表施設に情
報を集め，県内で支援が間に合わない場合は，いよい
よ全国のネットワークに支援をお願いしていくことに
なります．

③　自家発電装置，非常電源（バッテリー）の設置
停電のために通信網が途絶したことから，非常電源

の設置が強く求められました．協議の結果，安価で安
全，使用実績が多く，過充電に強い特徴を持つ鉛蓄電
池の設置と，それを長時間停電に耐えられるように維

持する自家発電装置の設置が適切とされました．
④　堅牢な通信網の構築
各種の衛星携帯電話，MCA 無線，災害時優先電話

設置など，詳細に検討していきました．どれも一長一
短があるため，1 機種に絞らず各施設の裁量にまかせ
ることになりましたが，いくつかの施設では衛星携帯
電話が導入されました．今後は，より互換性が高く扱
いやすい機種の開発が望まれます．

これに対して，インターネット電話（Skype，スカ
イプ）は，既存のインターネット利用で音声，画像で
通信できるため，県内各施設間でスカイプ通信コンテ
ストやテレビ会議が行われて利用度を競うなど，施設
間通信網としての利用がすすめられています．

⑤　患者と施設間の連絡
震災時に透析予定の変更を患者へ連絡するのが困難

であったことから，患者 800 名にアンケートを行い，
患者の利用できる通信手段を調査しました．その結果，
患者のニュースソースは 93.2％ の人がテレビ，よく
使う通信手段は携帯電話だが，施設からの連絡は固定
電話にして欲しいという患者が多数でした．これは携
帯電話を使う人はよく使うが，高齢者や視力障害の患
者も多く，そういう人は家族へ固定電話で連絡して欲
しい，という希望でした．しかし，停電時には固定電
話も使用困難になることから，今後は患者および家族
の携帯電話番号の把握が必須とわかりました．

4　ワーキンググループで何が変わったか？

これらの提言やガイドラインの結論は平凡なものか
もしれません．しかし，当医会の災害対策担当理事で
ある奥田康輔先生が県内各施設にアンケートを行い興
味深い結果を得ました（平成 25 年 9 月 28 日，栃木県
透析医学会で発表）．

その結果では，発電機・非常電源の設置率が 53％
→72％（震災前→後，以下同じ），RO・供給装置の固
定 27％→42％，フレキシブル配管 72％→84％ など，
いずれも増加していました．これらは地味かもしれま
せんが，着実な地震対策の浸透を示していると思われ
ます．

5　最後に

日本透析医会栃木県支部は，会員組織率の高さ，ま
とまりの良さを武器に，獨協医大・自治医大の二医大

図 2　市民公開講座の案内状
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の強力なリーダーシップのもとに和気あいあいと，し
かし熱い議論を重ねつつ，より患者のためになる透析
医療の提供に日夜邁進しています．今後とも全国の会

員の皆様には，栃木県支部をよろしくお願い申し上げ
ます．
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はじめに

2012 年末の日本透析医学会統計調査委員会の「わ
が国の慢性透析療法の現況」報告によると，わが国の
維持透析患者数は 30 万人を超え，沖縄県の年度末透
析患者数も 4,200 人を超えた．人口 100 万人対 3,000

人近くになっており，全国の約 2,400 人に比しきわめ
て多く，県民約 330 人に 1 人が透析患者である．

現在，透析導入患者の基礎疾患は糖尿病性腎症，慢
性腎炎，腎硬化症の順に多く，沖縄県は糖尿病性腎症
からの新規透析導入率は全国 3 位で，全国平均の約 2

倍，最下位県の約 4 倍である．特にメタボリック症候
群の多い沖縄県では，今後，透析患者の増加に歯止め
をかけることが最重要課題である．

沖縄県で最初に透析医療が実施されたのは 1971 年
で，それから 42 年が経過した．その間，透析患者数
の増加に伴い 2012 年度末現在，沖縄県の透析施設数
は 69 施設で，透析患者数あたりの施設数は全国でも
多い県に属する．現在，日本透析医会への入会施設数
は 9 施設と少数であるが，沖縄県透析医会としては
53 施設で，沖縄県の透析施設の約 8 割の施設が加入し，
沖縄県人工透析研究会と協力して沖縄県の透析医療の
みならず CKD 対策でも重要な役割を担っている．

沖縄県人工透析研究会は 1983 年に設立され，2012

年，記念となる 30 回大会を迎えた．会長である琉球
大学医学部付属病院血液浄化療法部長の井関邦敏先生
を中心に，沖縄県の全透析施設が参加して沖縄透析研
究（OKIDS）を行ってきた．この沖縄県の臨床疫学研

究によって，沖縄から世界に向けた CKD に関する数
多くのエビデンスを発信していることは特筆すべきこ
とと自負している．

1　沖縄県透析医会設立の経緯

2008 年 3 月 9 日，沖縄県透析医会設立総会を開催
し正式に発足した．設立の目的は，①透析患者にとっ
て望ましい透析医療である満足透析を行い，透析患者
の QOL の向上，生命予後を改善するための適正透析
を真摯に実践し，良質な透析医療を提供すること，②
今後のわが国の医療制度の流れを考慮すると，都道府
県単位の行政機関との関わりが重要となることが予想
され，沖縄県の透析医療の受け皿が必要であること，
③沖縄県人工透析研究会は年 1 回学会を開催し，学術
面で沖縄県の透析治療の充実に大きな貢献を果たして
きたが，透析に関する医療保険制度への対応や災害対
策・感染症対策・医療安全対策等に対応する組織がな
かった．その役割を沖縄県透析医会が担い，学術団体
としての沖縄県人工透析研究会と役割分担し，透析医
療の両輪としての活動が重要であること，④日本透析
医会との連携など，をあげることができる．

会員数は沖縄県で透析医療を担っている医師を中心
として設立時会員数は 65 人である．会長，副会長（災
害対策担当，感染症担当，医療安全担当），顧問（診
療報酬適正化担当，災害対策担当，学術担当），監事，
および沖縄県下透析施設の北部地区（5 施設），中部
地区（16 施設），中部南・浦添地区（12 施設），那覇
地区（14 施設），南部地区（9 施設），宮古地区（5 施

た　よ　り

沖縄県支部だより

徳山清之

沖縄県透析医会会長



日本透析医会雑誌　Vol. 28　No. 3　2013510

設），八重山地区（3 施設）の 7 管轄ブロックから選
出された各 2 名の理事による役員会で運営している．

主な事業内容は，①診療報酬適正化対策，②大規模
災害対策ネットワークの構築，③感染対策（新型イン
フルエンザ対策，HIV 対策，肝炎対策など），④医療
安全対策，⑤学術講演会（年 2 回）の開催などである．
総会は年 1 回，沖縄県人工透析研究会学術総会と同日
に開催し，透析従事者へ透析医会報告の時間を頂いて
いる．

設立 3 カ月後の 2008 年 6 月，沖縄県医師会医学会
分科会への入会を承認され，県医師会医学会で活動す
ることが公認された．その後，2008 年 8 月，日本透
析医会への入会も承認され，同年 11 月から日本透析
医会九州連絡協議会（現； 九州透析医会）へ参加し，
より広域的な活動が可能となった．特に年 2 回開催さ
れる九州透析医会との連携による情報共有は有難く感
謝している．

2　沖縄県透析医会設立から現在までの活動状況

2-1　透析医療に関する取り組み

2008 年 3 月，沖縄県福祉保健部障害保健福祉部長
から「障害者自立支援医療の更生医療と生活保護の診
療報酬請求の適正実施」に関する通達があった．日本
透析医会の山㟢会長と緊密な連絡を取り，診療報酬担
当の宮城顧問と障害保健福祉課長と調整し，従来通り
の診療報酬請求となった．全国的にも透析医療におけ
る更生医療制度に甚大な影響が及ぶ可能性があった．
透析医会設立直後の難問が水際で阻止できたことはき
わめてタイムリーで，しかも行政との話し合いにより
適切な対応ができたことが印象に残っている．

2010 年 4 月 17 日； 第 5 回学術講演会では日本透析
医会会長； 山㟢親雄先生に「透析医療の過去・現在・
未来―日本透析医会が果たすべき役割―」と題しご講
演頂いた．診療報酬改定の際に日本透析医会の果たし
てきた重要な役割と今後益々厳しさを増すことが予想
される透析医療に対処するため，なお一層の日本透析
医会を中心とした協力体制が必要であることを強調さ
れた．山㟢会長のご講演がその後の本県の透析施設の
医会を中心とした協力体制構築に多大な貢献をした．

2-2　大規模災害対策への取り組み

透析医療はきわめて災害に弱い医療で，災害対策ネ

ットワークの構築は喫緊の最重要課題として取り組ん
できた．

2008/5/10：第 1 回学術講演会「福岡県における大
規模災害ネットワークの取り組み」と題して，日本透
析医会常任理事の隈博政先生にご講演をしていただい
た．

2008/10/4：第 2 回学術講演会では「沖縄県下透析
施設における災害対策の現状調査」と題したアンケー
ト実態調査を行い，特別講演では「大規模地震災害と
透析医療」として刈羽郡総合病院の倉持元先生，「透
析医療における災害対策の在り方」として赤塚クリニ
ックの赤塚東司雄院長にご講演して頂き，各透析施設
の災害対策の構築に寄与したものと考える．

2011/3/11：東日本大震災による未曾有の地震・津
波被害，さらに原発破壊による大規模災害が発生した．
沖縄県透析医会も被災地域からの透析患者の受け入れ
について各透析施設に緊急アンケート調査を実施し，
沖縄県福祉保健部長と東日本大震災からの被災透析患
者の受け入れについて協議し，対応マニュアルを構築
した．その後，東日本大震災を教訓に，津波対策を念
頭に置いた沖縄県透析施設の災害対策構築のため学術
講演会を実施した．

2012/4/21：第 7 回学術講演会では「複合震災後の
福島の透析医療」と題して福島県立医科大学腎臓高血
圧・糖尿病内分泌代謝内科教授の中山昌明先生，「東
日本大震災における透析医療者の連携と日本透析医会
の対応」と題して日本透析医会常務理事の山川智之先
生にご講演をお願いした．

2012/12/4：臨時学術講演会を開催し，「被災地で
の経験と今後の課題」と題して，福島県立医科大学腎
臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科主任教授の渡辺毅先
生にご講演して頂いた．

現在，沖縄県医師会災害医療委員会へ透析医会災害
対策担当副会長に委員として参加させて頂き，沖縄県
総合防災訓練への参加，また，日本透析医会災害情報
ネットワーク伝達訓練への会員の積極的な参加を呼び
かけている．東日本大震災の教訓を生かして今後の災
害対策の布石とすることが重要で，離島県である沖縄
県の透析施設における大規模災害を想定した早急な災
害対策ネットワークの構築を行っている．
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2-3　感染症対策への取り組み

日本透析医会と日本透析医学会共同で，我が国の
「透析施設における新型インフルエンザ（H5N1）対
策ガイドライン」が発表された．その重要性に鑑み，
2009 年 1 月 24 日の第 3 回学術講演会では，ガイドラ
イン作成責任者である東京女子医科大学血液浄化療法
科の秋葉隆先生に，「透析施設における新型インフル
エンザ対策ガイドライン」と題してご講演していただ
き啓発を行った．

その後，2009～2010 年にかけて，新型インフルエ
ンザ（H1N1）によって世界中がパンデミックに陥り，
沖縄県の透析患者の国内で最初の死亡が報告され全国
的に注目された．沖縄県透析医会は，沖縄県人工透析
研究会と合同で緊急アンケート調査「沖縄県における
新型インフルエンザ罹患状況調査」を実施し，沖縄県
の透析施設の新型インフルエンザ対策を全国に情報発
信した．その後，第 55 回日本透析医学会総会で発表
し，日本透析医学会雑誌に投稿し掲載された．

2012 年 1 月 22 日の第 6 回学術講演会では「透析施
設における HIV 対策ガイドライン」に呼応して HIV

感染対策を取り上げ，「HIV 感染と CKD～透析療法に

ついて～」と題して国立医療研究センターの日ノ下文
彦先生に特別講演をして頂いた．その後，アンケート
調査「沖縄県の透析施設における HIV 感染対策の現
況」を実施し，今後増加が予想される HIV 感染透析
患者に対する対応の充実を図った．

2-4　医療安全対策への取り組み

2013 年 2 月 9 日の第 8 回学術講演会にて，透析施
設における安全対策について「安全対策の落とし穴～
思い込み『～のはず』に潜む罠～」と題して，電気通
信大学の田中健次教授にご講演して頂いた．

おわりに

以上，沖縄県透析医会の設立から現在までの活動状
況について報告した．

沖縄県透析医会は，沖縄県福祉保健部，沖縄県医師
会，沖縄県人工透析研究会，日本透析医会，九州透析
医会，沖縄県腎臓病患者連絡協議会など関連機関との
連携を密にし，沖縄県における透析医療の役割を担っ
ていきたい．今後とも本会に対するご指導，ご協力を
お願い申し上げます．
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本稿では，前号で報告後，平成 25 年 7 月 26 日，9 月 27 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 8 月 16 日に厚生労働省保険局医療課

を訪問，医会として考え方をご説明させていただきました．そこでのやりとりも踏まえ，これまで

の会員の先生方のご意見も参考にさせて頂き，10 月 30 日に再度厚生労働省を訪問し，正式に要望

書を提出しました．要望書の内容は，診療報酬改定と同時となる消費税増税における配慮，ESA

製剤の使用現況を踏まえた適切な人工腎臓点数の設定，障害加算の感染症患者への適応拡大，人工

腎臓請求の月 14 回制限の緩和，透析患者に対する特定除外制度の存続，および医療療養病床にお

ける透析患者の医療区分の見直しです．10 月 11 日には診療報酬改定における透析医会の立場と意

見に理解を頂くべく，日本医師会を訪問，鈴木邦彦常任理事にご説明させて頂きました．
来年度の診療報酬改定も，消費税増税の影響も含め厳しい改定になることが予想されますが，引

き続き各方面に働きかけを行い，透析医療の現場を守っていく所存です．診療報酬改定の情報が得

られましたら会員の皆様にはいち早くご報告させて頂く所存です．

2. 日本透析医会研修セミナーおよびシンポジウムについて

平成 25 年 10 月 20 日（日），大阪市のホテルモントレ グラスミア大阪において，日本透析医会

研修セミナー「透析医療における Current Topics 2013（大阪開催）」を，主題を「透析患者の合併

症に備える」として開催しました．日本透析医会の活動の周知，地方組織の先生方との交流も期待

して，透析医会の研修セミナーの地方開催は 3 回目となりますが，272 人と多数の参加をいただき

ました．誠に感謝申し上げます．
次回は，平成 26 年 5 月 18 日（日）に日本透析医会総会と同時開催で，東京で研修セミナーを開

催します．また平成 26 年 10 月 19 日（日）には，札幌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．

日本透析医会常務理事

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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3. 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公募研究助成を行っておりますが，今

年は 31 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．10 月 29 日

に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ました．決定事項については別途ご報

告させていただきます．
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●第 4 回　透析運動療法研究会
 開催日：平成 26 年 2 月 16 日（日）
 代表幹事：峰島三千男（東京女子医科大学臨床工学科）
 会　場：東京女子医科大学弥生講堂　ほか（東京都新宿区）
 連絡先：第 4 回透析運動療法研究会事務局 東京女子医科大学臨床工学 内
  　　事務局長　崎山亮一
  　　〒162-8666　東京都新宿区河田町 8-1
  　　　TEL　03-3353-8112, 8111（内線 31413）　　FAX　03-5269-7709
  　　　E-mail　sakiyama@twmu.ac.jp
  　　　URL　http://ckd-exercise.jp

●第 24 回　腎と妊娠研究会
 開催日：平成 26 年 3 月 1 日（土）
 会　長：関　博之（埼玉医大・総合医療センター）
 会　場：川越プリンスホテル（埼玉県川越市）
 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　skp24@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/skp24/abstract.html

●第 19 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 26 年 3 月 1 日（土）
 代表世話人：大平整爾（札幌北クリニック）
 会　場：津田ホール ( 東京都渋谷区）
 連絡先：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/

●第 82 回　大阪透析研究会
 開催日：平成 26 年 3 月 2 日（日）
 当番会長：高原史郎（大阪大学大学院医学系研究科）
 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：運営事務局　株式会社コングレ　内
  　　〒541-0047　大阪市中央区淡路町 3-6-13
  　　　TEL　06-6229-2555　　FAX　06-6229-2556
  　　　E-mail　82osdt@congre.co.jp
  　　　URL　http://plaza.umin.ac.jp/odm/
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●The 19th International Conference on Continuous Renal 
　Replacement Therapies（CRRT2014）
 開催日：平成 26 年 3 月 4 日（火）～ 7 日（金）
 開催地：San Diego, United States
 連絡先：URL　http://www.crrtonline.com/conference/index.php

●第 29 回　ハイパフォーマンス・メンブレン研究会
 開催日：平成 26 年 3 月 8 日（土）～ 9 日（日）
 会　長：斎藤　明（湘南東部総合病院）
 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
  　　社会医療法人 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 47 回　日本臨床腎移植学会
 開催日：平成 26 年 3 月 12 日（水）～ 14 日（金）
 会　長：吉田克法（奈良県立医科大学泌尿器科学教室・透析部）
 会　場：ホテル日航奈良・なら 100 年会館（奈良県奈良市）
 連絡先：運営事務局　株式会社インテグレート　アズ　内
  　　〒104-0052　東京都中央区月島 2-10-1-1107
  　　　TEL　03-5547-4551　　FAX　03-5547-4552
  　　　E-mail　office@jscrt47.jp
  　　　URL　 http://jscrt47.jp/

●第 30 回　日本医工学治療学会学術大会
 開催日：平成 26 年 3 月 21 日（金）～ 23 日（日）
 大会長：佐藤元美（社会保険中京病院腎・透析科）
 会　場：ウインクあいち（愛知県名古屋市）
 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　jste30@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jste30/
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●第 4 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 26 年 3 月 29 日（土）～ 30 日（日）
 会　長：斉藤喬雄（福岡大学医学部総合医学研究センター（腎臓学））
 会　場：福岡国際会議場（福岡県福岡市）
 連絡先：運営事務局　日本コンベンションサービス株式会社　九州支社
  　　〒810-0002　福岡市中央区西中洲 12-33　福岡大同生命ビル 7 階
  　　　TEL　092-712-6201　　FAX　092-712-6262
  　　　E-mail　jsrr2014@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/jsrr2014/aisatsu.html

●9th International Congress on Vascular Access
 開催日：平成 26 年 4 月 15 日（火）～ 18 日（金）
 開催地：Barcelona, Spain
 連絡先：URL　http://www.vas2015.org/

●第 17 回　在宅血液透析研究会
 開催日：平成 26 年 4 月 19 日（土）～ 20 日（日）
 大会長：森　典子（静岡県立総合病院）
 会　場：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」
  　　（静岡県静岡市）
 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　jshhd17@mtoyou.jp
  　　　URL　http://www.mtoyou.jp/jshhd17/

●第 41 回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会
 開催日：平成 26 年 4 月 19 日（土）～ 20 日（日）
 大会長：大澤貞利（釧路泌尿器科クリニック）
 会　場：北海道大学学術交流会館（北海道札幌市）
 連絡先：大会事務局　函館厚生院　函館五稜郭病院　臨床工学科
  　　佐々木雅敏
  　　〒040-8611　北海道函館市五稜郭町 38 番 3 号
  　　　TEL　0138-51-2295　　FAX　0138-56-2695
  　　　E-mail　sp2e9259@energy.ocn.ne.jp
  　　　URL　http://www.jyouka.com/jstb41/
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●第 102 回　日本泌尿器科学会総会
 開催日：平成 26 年 4 月 24 日（木）～ 27 日（日）
 会　長：筧　善行（香川大学医学部　泌尿器科学講座）
 会　場：神戸国際会議場，神戸国際展示場，
  　　神戸ポートピアホテル（兵庫県神戸市）
 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
  　　〒541-0042　大阪市中央区今橋 4-4-7　京阪神淀屋橋ビル 2 階
  　　　TEL　06-6221-5993　　FAX　06-6221-5938
  　　　E-mail　102jua@convention.co.jp
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/102jua/
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１. 本誌は（公社）日本透析医会の機関誌として年 3 回以上
発行する．

２. 投稿者は当医会の会員とする．ただし，当医会々員以
外の者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの
限りでない．

３. 本誌の内容は総説，特集，原著，その他とする．
４. 投稿原稿は
　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2 淡路建物ビル 2F

　　　　　　（公社）日本透析医会事務局
　　に，簡易書留便で送る．
５. 掲載原稿の採否および順位は広報委員会で決定する．
６. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著

者に訂正を求めることがある．
７. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，

版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員
会において行う．

８. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30 部までは無
料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

９. 掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．
10. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない

場合は著者に修正を求める．
⑴　原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．
⑵　原稿は邦文とし，A 4 判用紙を用い，横書き，口語体，

平仮名，当用漢字，現代仮名使いを使用する．ワード
プロセッサー等の使用を推奨する（ワードプロセッサー
等を使用した場合，用紙は原稿用紙でなくても良い．
原稿とともに使用機種とソフト名を記載し，テキスト
ファイルで保存したフロッピィディスクを添付する）．
なお，原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，
結語，文献の形式とする．総説，特集については最初
に要旨を記載する．なお，いずれの場合も簡略化題名
及び 5 語以内のキーワードを記載する．

　　また，原著，学術論文には題名，著者名，所属に英
文を併記する．

⑶　図はレタリングしたものとする．図表は A 4 判大の紙
に四隅をのりづけし，邦文の標題を図は下方に，表は
上方につける．写真は図とする．カラー写真は原則と
して著者の実費負担とする．

⑷　図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承
諾を得てその出典を明らかにする．

⑸　図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．
⑹　外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用い，

タイプまたは，明瞭な活字体とする．
⑺　度量衡は CGS 単位とし，km，mm，ℓ，㎗，㎖，kg，g，

mg，mEq/ℓ，mg/㎗ などを用い，数字は算用数字（1，2，
3 など）を用いる．

⑻　学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に
記載する．

⑼　引用文献数は 30 以内とし，本文の引用箇所に順次番
号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引
用順に記載する．
①　書籍は，著者名（3 名までは全員記載，4 名以上の

時は 3 名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」
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本誌が会員皆様の手元に届くのは，おそらく年末のあわただしい頃と推察いたします（執筆現在
10 月下旬）．本年も会員皆様のご支援・ご協力により充実した本誌を作ることができたと思ってい
ます．来年も本年同様，会員の皆様にはより一層のご指導を願うと同時に，良い年であることを希
望致します．

最近の良くない news が多い中で，うれしかったものとして，9 月 7 日の Buenos Aires での IOC

総会で，2020 年夏季 Olympic（第 32 回）および Paralympic（第 16 回）競技大会の開催都市が東
京に決定したことがある．開催招致にあたっては，賛否両論あったが，私は決まって良かったと思
っている．

2012 年 London 大会のように，成熟都市で開催されることで，安定社会から生み出される恩恵を
大いに示し，質の高い綿密な大会運営を行うことができよう．1964 年の前回の東京大会の当時，
私は中学 1 年生であった．忘れもしないことは，校長先生が「本日は帰宅して午後から TV で
Marathon を見るように」と言われたことである．午後の授業（確か水曜日で，午後も授業があっ
たはずである）を休みにして，中高一貫の全生徒を帰宅させた．Ethiopia の裸足の王者 Abebe（こ
の時は靴を履いていた）が独走し，その速さというより力強さを感じた．円谷幸吉選手が goal 直
前の競技場内で，英国の Heatley 選手に抜かれて 3 位になった悔しさも体験した．49 年前のこと
を今も鮮明に思い出すことができ，この感動を次世代の young にも味わってもらいたいものである．

昨今，東日本大震災後，「絆」ということが盛んに言われているが，あの 1964 年（戦後 19 年）
の東京大会で生まれた全国民の団結・自信を，再び取り戻す大会になってほしいものである．

本号も研修セミナー（6 編），医療制度・経済（2 編），医療安全対策（1 編），実態調査（1 編），
学術論文（8 編）etc，いずれも unique なものばかりであり，ぜひ一読し，臨床の現場に役立てて
いただければ幸いに思います．

今後も委員一同，より良い本誌にしていくべく努めてまいります．論文ご高覧のうえ，編集・内
容につきましてご意見がございましたら，本会事務局広報担当者までご連絡下さい．併せて，Let-

ter to the Editor も募っていますので，ご投稿をお願い申し上げます．

広報委員長　久 保 和 雄　
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