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言

透析診療所の崩壊の危機

（公社）日本透析医会
常務理事

戸澤修平

私が透析療法に従事しはじめた昭和 46 年頃は週 2 回の透析しか認められず，患者さんのヘマト
クリットをいかに工夫しても 17％ 前後を保つのがやっとであり，20％ 以上の目標は夢であった．
また，当時は外シャントが主流で血栓除去にも苦労していた．さらに，酢酸透析液の使用で透析開
始後の嘔吐，血圧低下は当たり前だった．ダイアライザーはキール型でセロハンの膜張技術の習得
に明け暮れ，その後のディスポーザブルダイアライザーはコイル型が主となり，フォローファイバ
ー型は北海道では大学病院でさえ 1 カ月に 1 ダース，12 本しか入荷しなかった．ダイアライザー
の除水効率が悪く，2 L 除水するのに 6～10 時間も必要であり，リークして潅流液が真っ赤になる
ことも日常茶飯事であった．また，水透析やエアーの混入，機器の不十分な消毒による患者さんの
発熱などの様々な事故が報告されていた時代であった．後に，活性型ビタミン D3 製剤が発売され
た時は，骨の問題はもう解決されたと，はしゃいでいたことなどが思い出される．さらに，糖尿病
や免疫不全の SLE 患者さんのように，合併症を有する患者さんの透析適応はまだ認知されていな
かった当時に，なんとか救命できないかと奔走していた時期でもあり，またいかに社会復帰させる
か，そのためにサテライトセンターと呼ばれた中小規模の外来透析診療所ができ，外来夜間透析も
普及しはじめた時代であった．
その後の透析技術の進歩，機器の改良や重炭酸透析液が使用されはじめ，エリスロポエチン製剤
が市場に出てくるようになった頃から透析患者さんの QOL が急速に改善した．そもそもこの透析
療法は，戦時におけるクラッシュシンドロームを呈した兵士の救命や手術後の急性腎不全患者の救
命に重きを置いた療法であったものを，慢性腎不全の患者に応用できないかというところから発展
したため，色々な選択肢がある現在のような慢性維持透析技術の長足の進歩は予想もつかないこと
であった．
現在，当院の最長透析患者さんは今年の 8 月で 40 年目を迎える方で，今なお現役のタクシード
ライバーであり，休日には息子と共に 1,300 cc の自動二輪 2 台で元気にツーリングを楽しんでおり，
現在の透析療法の恩恵を一身に受けております．しかしながら，このように若い頃から導入され，
色々な問題を乗り越えて頑張ってきた元気な長期透析患者さんにお目にかかることも今後非常に少
なくなることは確実である．
2012 年の慢性透析患者数は 310,007 名であるが，
「わが国の慢性維持透析人口将来推計の試み」
（透析会誌，45（7）
； 599～613，2012）によれば，透析人口は 2021 年ころにピークを迎え，その後
は減少に転ずることを予想している．年間新規導入患者数は 2008 年をピークとしてすでに減少に
転じており，さらに年間死亡数は一貫して増加し続けているうえ，CKD に対する治療の向上で透
析患者数の減少は確かである．また，
「わが国の慢性透析療法の現況（2012 年 12 月 31 日現在）」
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によれば，新規導入患者の平均年齢は 68.5 歳で，40 歳未満の導入患者数は 1,191 名（4,238 透析施
設）と少なく，それは年間導入患者さんのわずか 3％ である．さらに導入患者さんの平均年齢が高
齢で，導入後の累積生存率の 15 年生存が 23％ 弱であることを考えると，若い透析患者さんを診る
機会はほとんどなくなってくるのが現状である．これは高齢化社会を迎え，社会学者が問題にして
いる 65 歳以上の高齢者が地方自治体総人口の過半数を占める状態の「限界自治体（限界集落）」が
やがて「消滅集落」へと向かう状態に似ており，現在 20～30 年と長期維持透析を受けている患者
数も急速に減少することは間違いない．
一方，医療施設，特に一般診療所においても，レセコンによる診療報酬の請求やスプリンクラー
設置の義務化が実施されれば廃院やむなしと考えている医療機関も多い．それに加えて透析医療施
設では透析専門医の高齢化，透析医療機器の更新は必須であり，診療報酬の 2 年ごとの減額，さら
に透析施設は一般の診療所より消費税による税負担が重いことなど，現在まで知恵を絞って透析医
療を支えてきた患者数が 30～60 名程度の中核の個人中小規模の透析診療所は，患者数の減少と相
まって現状での透析診療所の存続が危ぶまれる．
我々は，維持透析療法を必要とする患者さんがいる限り，透析医療を放棄することはできない．
しかしながら，今までと同様な経営では行き詰まることは明らかで，この節目をどう乗り切るかで
あるが，その一つは患者数の確保である．しかし高齢患者さんを確保できても，これからは昭和
40 年代から始まった「長期維持透析療法」を目指すのではなく，10 年前後を安全・安心に過ごせ
る「のんびり余生を楽しむ透析医療」を考えるほうがよいと思われる．高齢患者さんは認知症，心
疾患，脳血管障害，運動障害が多く，当然介護が必要な患者数は増加するが，透析患者さんも同様
の傾向にあり，通院困難者は増加し，やむなく送迎を必要とするかもしれない．あるいはサ高住に
居を構え，介護を受けながらの通院透析をする方も増加すると思われる．さらにこの傾向は地方の
過疎地区と都会では大きな違いがあり，地方では透析難民の発生など新たな問題発生も懸念される．
医会はこの高齢透析社会を迎え，中小規模の外来透析診療所がどう生き残るか方策を模索中であ
る．一方行政は送迎している施設がある事実をとらえて，まだ透析施設は経済的余力があると錯覚
して診療報酬の減額の材料に利用したり，サ高住での透析が話題になると医療経済上費用が安価に
なると思えば静観するような態度は改めてもらわなければならない．また，いずれ問題となる医療
費の自己負担や，現在の医療資源で透析患者さんをどこまで担保してもらえるかなど問題は山積で
ある．
これらの状況の中でも中小透析医療施設をはじめ，すべての透析医療施設が透析患者さんに充分
な医療サービスが継続して行えるように，我々医会は益々組織力を高め団結して，この現状を執拗
に行政に訴え続け理解してもらわなければ，中小の透析医療施設は崩壊の危機にさらされる．
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透析瘙痒症治療の現状
鈴木洋通
埼玉医科大学腎臓内科

key words：polymethylmethacrylate 膜，保湿剤，紫外線，タクロリムス，ナルフラフィン

要

旨

1

CKD 関連皮膚瘙痒症はどのくらいみられるのか

皮膚瘙痒症を訴える透析患者は約 3/4 近くあると

従来 CKD 関連皮膚瘙痒症の頻度については多くの

いわれている．瘙痒の頻度，生命予後に関連すれとさ

報告がなされてきた．全世界で協力して行われた The

れている QOL と睡眠に対する影響，さらには急速に

Dialysis Outcomes and Practice Patter ns Study

明らかにされつつある中枢機序，とくに伝達機構の中

（DOPPS）の結果からみていきたい．DOPPS では皮

での末梢および神経細胞での内因性オピオイドを中心

膚瘙痒症について，①ない，②いくらか，③かなり，

とする病態生理，難治性とされている皮膚瘙痒症に関

④相当，⑤ひどい，とに分けて訊ねている．その結果

して，現在まで試みられている多くの古今東西の治療

は図 1 に示したように，ひどく悩まされている割合

法を紹介する．

は 1 回目の検査と 2 回目の検査でともに 10％ 前後で
あった．一方，中等度以上に悩まされている割合は約

はじめに

半数近くであった2）．

皮膚瘙痒症とは透析患者に多くみられることより，

本邦では，新潟大学の成田ら3）が総計 1,773 名の慢

従来 Uremic Pruritus という言葉で，外国で論じられ

性血液透析患者を対象に調査を行っている．その結果

てきた．しかしこの Uremic（尿毒症性）という言葉

は図 2 に示すように，約 2/3 の患者が瘙痒感を訴え

はしばしば誤解を生じる可能性があるとされるように

ている．この調査に使用された Visual Analogue Scale

なっている．すなわち，この皮膚瘙痒症は急性腎傷害

（VAS）は，自分が感じる強さを，0 が「ない」から

ではほとんど見られず，慢性腎臓病（CKD）で stage

10 が「最もひどい」として 10 cm の直線に印をつけ

3（推 算 糸 球 体 濾 過 量（glomerular ﬁltration rate;

ていく方法を用いている．

GFR）：60～30 ml/ 分 /1.73 m ）以降でみられること

この二つの報告はいずれもが透析，とくに血液透析

より，むしろ CKD 関連皮膚瘙痒症という言葉がより

患者を対象としたものである．これらの報告と従来の

適切であるとされるようになった ．本邦でも以前は

いくつかの報告を合わせてみると，40～60％ 近くの

透析関連皮膚瘙痒症と言われてきたが，より広い意味

患者が瘙痒症を有しているものと考えられる．

2

1）

で考えるほうが病態や治療を考えるうえでわかりやす
いと思われる．したがって本稿では，CKD 関連皮膚
瘙痒症という言葉で統一していきたい．

2

瘙痒症とはどのような症状なのか
瘙痒症を訴える患者は，その強さも前に述べたが大

きくばらついているように，その起こる時間，持続性，
Current Strategy for Treatment of Pruritus
Department of Nephrology, Saitama Medical University
Hiromichi Suzuki
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占める患者
の割合（%）
29

30

29

2014

DOPPS I（1996‑1999）
DOPPS II（2002‑2003）

29

DOPPS I/ DOPPS II
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45％ / 42％
20
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0

I

II

I

なし

n=1555/2135

図1
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I

いくらか

II

I

かなり

1768/2105

II

I

相当

1066/1339

II

ひどい

925/994

715/698

皮膚瘙痒症に悩まされている患者の割合
（文献 2 より）
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VAS を用いた瘙痒感の患者分布
（文献 3 より）

体の部位なども必ずしも一定していない．患者によっ

存在するか否かは不明であるが，最近の研究では痛み

ては，瘙痒症は一時的であったり，ある患者では 1 日

を伝える C 線維とは異なる，もしくは同じ上行性の

中であったりしている．また体の部位で最も多いのは

神経線維が関連していると考えられている．この C

背部であるが，上肢，頭部，腹部などの瘙痒症を訴え

線維が脊髄に入り上行し，大脳の中のいくつかの部位

る場合もある．瘙痒症の中でとくに問題とされるのが

（anterior，cingulate cortex，supplementary motor area，

睡眠との関係である．その瘙痒症によって睡眠が妨げ

interior parietal lobe）に放射していくことが示されて

られることが，QOL を大きく低下させる原因となっ

いる4～6）．

ていると指摘している報告も多い2, 3）．
3

瘙痒症の病態生理

このような研究の中で，内因性のオピオイド受容体
の果たす役割が最近注目されている．痛覚に関しては
n，l，d などいくつかの受容体が存在し，そのアゴニ

CKD 関係の瘙痒症の病態生理に関しては，いまだ

ストとして，n 受容体は b エンドルフィンが，l 受容

十分に病態生理が解明されているとは言い難い．瘙痒

体はダイノルフィンが，d 受容体ではエンケファリン

症は感覚であることより，痛みと同様に末梢の感覚受

がそれぞれ知られている．熊谷らは，透析患者では b

容器を介して中枢に伝えられ，それが瘙痒症として認

エンドルフィンとダイノルフィンの比が瘙痒の強い患

識されると考えられる（図 3, 4）．瘙痒症の受容体が

者ほど高いことを示した7）.

透析瘙痒症治療の現状

5

上皮
抗原が出現

Langerhans cell

増殖
サイトカインの放出

増殖
血漿の滲出，
浮腫

免疫関連細胞
（肥満細胞 T 細胞）

血管

IL-31,
IL-6,
（IL-2）
キニンプロテアーゼ
プロスタグランジン
エンドルフィン
キャナビノイド

神経因性
ペプタイド
アセチルコリン
エンドルフィンなど

瘙痒症/痛み

脊髄後根神経節

脊髄
図 3 瘙痒が皮膚から大脳で感知されるまでの経路
瘙痒刺激は様々な形で起こされる．それは皮膚の細胞の増殖であったり，血漿が漏出し
たり，または浮腫，あるいは免疫関連の T 細胞，肥満細胞であったりする．それらが神
経ペプチド，プロスタグランジン，キンレ，プロテアーゼなどを放出する結果，末梢の知
覚線維（おそらく C 線維と考えられている）から後根神経節に入り，それが上行して脳
へと伝えられる．背髄の痒み伝達ニューロンを上行し，中脳水道周囲灰白質を通り視床に
伝えられる．（著者原図）

これらのことより，今後この方面での研究が進めら

情動
かゆみ

喧噪，感情

れていく可能性が高い．
4

瘙痒症に対する様々な治療
透析患者の悩みの一つに瘙痒症がある．これは主に

喜び/達成感，
嫌悪感，意志決定
強制的瘙痒

自覚症状として取り扱われており，個人差も大きいと

視床
感情や嫌悪感

思われる．したがって，瘙痒症の原因も必ずしも一つ

脊髄後根神経節

ではないように思われ，瘙痒症候群と考えたほうがよ

小脳

痛み，瘙痒

いと思われる．
ここでは，現在瘙痒症に対して行われているいくつ
かの治療について述べていきたい．しかし現時点では

瘙痒受容線維

瘙痒を伝える
線維

瘙痒の中枢

皮膚

脊髄

図 4 大脳で瘙痒を認知する部位
視床からは大脳中の様々な部位にある領域へと伝えられ，そ
こで瘙痒として認識される．ここで注目すべきは，瘙痒を認知
する部位では同等に喜びや色々な感情も同時に認識する部位と
なっていることである．（著者原図）

表1

瘙痒症の抑制に用いられている方法

1. 透析療法に関連する方法
①透析量の増加
② PMMA 膜・ダイアライザーの使用
2. 皮膚に塗布する方法
①保湿剤
②カプサイシン
③タクロリムス
3. 紫外線を用いる方法
4. 経口薬
①抗ヒスタミン薬
②ナルフラフィン（レミッチ®）
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どの治療法に関しても，いわゆるエビデンスレベルの

てもいまだ解決されていないといっても過言ではない．

成績が得られているものはほとんどないといっても過

また透析中の Ca 濃度を 1.25 mmol/L 未満にすること

言ではない．表 1 にまとめられているように多岐に

で，瘙痒症が減少したとする報告12）もあり，Ca・P 代

亘った治療法に関しての報告がなされている．

謝が瘙痒症に対しても重要な役割を果たしている可能
性が高い．

4-1

透析方法の変更

透析効率の変更が瘙痒症を改善することは古くより

4-2

Ca・P 代謝への介入

報告されている．Hiroshige ら は，透析効率を良くす

副甲状腺摘出後に瘙痒症が消失するという報告がな

ることにより瘙痒症が改善するとしたが，現在瘙痒症

され，副甲状腺ホルモン（PTH）が瘙痒症になんらか

の原因物質とされている多くが中分子であり，単に

の関連を有していることが報告された13）．しかし，そ

Kt/V に代表される透析効率をあげることによっての

の後いくつかの研究報告は必ずしも PTH が瘙痒症と

み，瘙痒症が改善するか否かについてはいまだ十分な

直接関連しているという証拠には乏しいとしてい

結論が得られていないといっても過言ではない．しか

る14～16）．し か し PTH の み に 注 目 す る の で は な く，

し，透析患者の一般状態の改善は Kt/V でみる透析効

Ca・P 積と瘙痒症との関連をみた報告では，皮膚への

率に依存することは明らかであり，この点をしっかり

様々な物質の沈着が Ca・P 積の大きな患者ではみら

と 是 正 す る こ と は 大 切 で あ る．つ い で polymethyl

れ，それが瘙痒症と関連している可能性が高いと報告

methacrylate（PMMA）膜のダイアライザーがよいと

している13）．さらには，今後リンの制御を行うことが

する報告がいくつかなされている9, 10）．

セベラマーやランタンの出現で従来よりもより達成し

8）

Kato と Lin らは共に瘙痒とサイトカインとの関連
に着目し，サイトカインが PMMA 膜により吸着され

やすくなることより，瘙痒症のコントロールも容易に
なる可能性があり，今後の研究成果が待たれる．

ることが瘙痒を減少させたとしている（図 5）．しか
し必ずしもサイトカインの吸着ということにのみ帰せ

4-3

ずとも，PMMA 膜は他のダイアライザーと比較して

皮膚の保湿剤が瘙痒症に有効であるとするいくつか

サイトカインの発生を防ぐことなども，瘙痒症の減少

の報告がみられる17, 18）．本邦でも岡田ら19）は，保湿剤

に寄与している可能性がある．このことは，サイトカ

（ADJUPEX 社のアンサンブルゲルクリーム）を，2 週

インの除去が血液透析（HD）よりも大きいとされて

間，1 日 2 回を塗布するグループと，他のグループに

いる腹膜透析（PD）でも瘙痒症の頻度には大きな差

は特になにも塗布しないで観察を行った．各群 10 名

異がないとする報告 もあることより，この点につい

ずつで実施し，図 6 に示すように VAS でみたところ，

11）

スコアー
50

VAS のスコアー
5

45
40

4

35
30

3

25
20

コントロール群
保湿剤使用群

2

15
10
5
0

皮膚保湿剤

1
前

４週後

図 5 4 週間 PMMA 膜を用いて透析を行ったさいの
瘙痒症の程度の変化
PMMA 膜を用いることにより，24 症例のうち 1 例を除いて
全例で瘙痒症が軽減している．（文献 9 より）

0

＜0.01

前

*
2

4 （週）

* ＜0.01 コントロールに対して
図 6 保湿剤による瘙痒症の軽減
保湿剤を用いることにより，瘙痒症の有意な軽減が VAS で
示されている．（文献 19 より）

透析瘙痒症治療の現状

7

コントロールは 4 週間ほとんど変化なしであったが，

も明らかになっている）．この作用からカプサイシン

アンサンブルゲルを使用した群では 2 週間で著明に改

クリームが瘙痒症にも用いられ，いくつかの報告がな

善し，中止後はやや増加傾向となった．さらに保湿剤

されている．しかし効果があったとする報告と無いと

を使用したグループでは，皮膚の乾燥の度合いおよび

いう報告20）があり，必ずしも一定のものではない．瘙

引っ掻き傷は有意に減少していた．これらの結果から

痒に対して効果があったとする報告でも，焼けるよう

保湿剤による瘙痒症の抑制は有効であるとしている．

な痛みが出現するということで，しばしば中止となる
ことがあるともされている21）．Tarng ら22）は，カプサ

4-4

イシンを 0.025％ 含有するクリームを用いて，中等度

様々な軟膏による試み

（1） カプサイシン

から重症の痒みのある患者 19 名に対して，プラセボ

カプサイシンはアルカロイドのうちのカプサイシノ

を対照として二重盲検のクロスオーバー法で比較研究

イドと呼ばれる化合物の一つである．よく知られてい

を行っている．結果は図 7 に示すように，カプサイシ

るように，唐辛子の辛味をもたらす主成分である．こ

ンクリームは有意に瘙痒を減少させていることがわか

れを経口で摂取すると，痛みや瘙痒に関与するとされ

る．この報告ではほとんど副作用は無いとしている．

て い る transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1（TRPV1）が刺激され，実際には

（2） 副腎皮質ステロイドホルモン

温度が上昇しないのに激しい灼熱感を引き起こすこと

局所にステロイドホルモンを塗布することは様々な

が知られている．同様な効果はメントールでも認めら

瘙痒症を伴った疾患で行われている．それはステロイ

れ，痛覚を刺激したりする．体内に吸収されるとカプ

ドホルモンが慢性炎症を抑制する作用が強いことによ

サイシンは脳では内臓感覚神経を刺激し，副腎からの

る．しかし，現時点ではプラセボコントロールをおい

アドレナリンの分泌促進，さらには発汗や強心作用を

た試験の成績は報告されておらず真に有効かどうかは

もたらす．また催涙ガスの成分にもなっており，皮膚

不明である．

や粘膜がヒリヒリするという作用をもたらす．
一方，カプサイシンは TRPV1 のアゴニストとして

（3） タクロリムス

も知られ，痛み刺激の伝達が抑制され，痛みを感じな

タクロリムスはカルシニューリン抑制作用があり，

くなることが知られている（最近ではその作用はサブ

それによりインターロイキン 2 の合成を抑制すること

スタンス P を枯渇させることより，もたらされること

が知られている．症例報告の形ではあるが，0.03％ の
タクロリムスを含有した軟膏を 1 日 2 回，7 日間に亘
って塗布したところ，3 名の患者のいずれかが，VAS

瘙痒症
の程度
4

プラセボ
カプサイシン

3

2

1

1

期

2

期

図 7 カプサイシン含有クリームによる瘙痒症への効果
血液透析患者 17 名を第 1 期ではプラセボ（n＝7, □）もしく
はカプサイシン（n＝10, ▲）投与，第 2 期では患者を入れ替え
てカプサイシン（n＝7, ■）もしくはプラセボ（n=10, △）とし
てみると，いずれもカプサイシンクリームの使用により瘙痒症
の軽減をみている．（文献 22 より）

でみた瘙痒症の程度が図 8 に示すように著明に改善
VAS スコアー
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

前

6

8（週）

図 8 タクロリムス含有軟膏が瘙痒症に与える影響
血液透析患者 21 名にタクロリムス含有軟膏を使用すると，6
週間目で有意（P＝0.0002）に改善し，中止により 2 週間後に
は有意（P＝0.04）に悪化している．（文献 24 より）
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することが明らかにされた．さらに短期間ではあるが

Vol. 29

No. 1

瘙痒症スコアー
40

副作用といえるものはほとんんど見られなかったとし
ている23）．さらにこの後を受けて Kuypers らは，21 名

35

で 0.1％ のタクロリムスを含む軟膏にて加療を行い，
図 8 に示すように有意にタクロリムスは瘙痒症に対し

30

て効果のあることを示した．しかしこの試験はコント

25

ロールをおいた無作為二重盲検ではないので，今後の

＜0.001
グループ 2
グループ 1

20

検討が必要と思われる24）．

15

（4） c リノール酸クリーム
c リノール酸クリームが透析患者の瘙痒症を軽減す
ることが無作為試験で示されている25）．
4-5

2014

紫外線による治療

紫外線が様々な疾患の瘙痒に対して有効であること
が古くに報告されたことがある ．最近，狭いバンド
26）

前

後

3 月後

図 10 鍼が瘙痒症に与える影響
鍼をトリガーポイントに行った群（グループ 1）では，外れ
て行った群（グループ 2）に比して瘙痒症は有意に軽快した．
（文献 28 より）

とが有効であることを示したが，日光（紫外線）には
特別な作用がある可能性が高い．

の紫外線を用いて，尿毒症と一般の瘙痒症の患者の二
つのグループに対して，1 週間に 3 回，総和の平均で

4-6

24,540 mJ/cm 照射した．図 9 に示すように，VAS で

鍼による尿毒症性瘙痒症の治療は比較的古くより試

みると有意に瘙痒を減少させることが示された．なぜ

みられてきた．事実，効果があるとする報告がいくつ

紫外線照射が効果があるかについては明確には解明さ

かなされてきた．Che-Yi ら28）は，週 3 回 1 カ月間，鍼

れていないが，次のようないくつかの説が取り上げら

治療を瘙痒症に効果あるとされるポイントに行う群と，

れている．しかしいずれも決定的ではない ．

2 cm 離れたところに鍼を打つコントロール群とで比

2

27）

鍼灸による治療

①

瘙痒の基となる循環物質の不活性化

較した．その結果は図 10 に示すように有意にポイン

②

肥満細胞からのヒスタミン遊出の抑制

トに打たれた鍼が有効であることを示した．同様な成

③

C 線維の表皮の侵入阻止

績が報告されている29）．

④

肥満細胞のアポトーシスの誘導等

筆者らは以前，乾布摩擦による瘙痒症の治療を試み
た．その時，日光に曝露されながら乾布摩擦を行うこ

4-7

経口薬による治療

経口薬による治療は本邦では主として，抗ヒスタミ
ン薬が用いられている．欧米ではいくつかの薬剤を用
いた報告もあるが，必ずしもその効果に関しては一定

瘙痒症のスコアー
14
尿毒症性瘙痒症
特発性瘙痒症

12
10

＜0.0001

8

の成績が得られていない．抗ヒスタミン薬は尿毒症に
よる瘙痒症に対して有効であるか否かは現在でも必ず
しも結論が得られていない．それは一つには，抗ヒス
タミン薬が奏功する肥満細胞からヒスタミンが放離さ

6

れて瘙痒が起こるものとは，尿毒症による瘙痒は異な

4

るとされていることによる．

2
0

前

2週

4週

6週

最終

図 9 紫外線が瘙痒症に与える効果
紫外線照射では，尿毒症性瘙痒症および他の原因による瘙痒
症ともに有意に軽減している．（文献 26 より）

（1） ナルフラフィン（レミッチ®）
2009 年に世界で初めて治療抵抗性の瘙痒症に対し
て効果があるとする薬剤（ナルフラフィン（レミッ
チⓇ）
）が上市され注目を集めている．この薬剤は l オ

透析瘙痒症治療の現状
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図 11

n/l 受容体作動薬と拮抗薬
（著者原図）
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図 12 ナルフラフィンとプラセボとの二重盲検比較試験の結果
VAS の変化量でみると，ナルフラフィン 5 ng/日でプラセボと比較して有意に改善して
いることが示されている．（文献 30 より）

ピオイドアゴニスト（図 11）であり，臨床現場で最

1 年間にわたってナルフラフィン 5 ng/日を服用した

も確実に瘙痒を抑制する薬剤として広く使われるよう

30）
ところ，しっかりと瘙痒感は抑制された（図 13）
．

になっている．

さらに耐性を認めることはなかった．さらに重要なこ

治療抵抗性，すなわち既存の様々な瘙痒症治療に対
して治療効果がもたらされないでいる慢性血液透析患

とは，1 年に 3 回，身体的依存および精神的依存が一
例も認められなかったことである．

者 337 人を，2.5 ng/日，5 ng/日のナルフラフィンお

エビデンスについては，現時点では大規模臨床試験

よびプラセボの 3 群に割付け，その二重盲検比較試験

によりしっかりと有用性が示された試験は行われてい

を日本全国の透析施設で行った．ナルフラフィンまた

ない．また発売後いくつかの報告がなされているが，

はプラセボは連日夕食後もしくは帰宅後に経口投与に

学術誌にしっかりとした報告されているものは少ない．

て行った．その結果，図 12 に示すように，5 ng/日と

山田らは，東海地区 17 施設における 1,936 例のア

ほぼ同様に VAS 値をプラセボと比較して有意に減少さ

ンケート調査の結果を報告している．それによると

せた．この試験ではプラセボでも VAS は減少したが，

1,289 例（66.9％）が瘙痒症で悩んでいることが明ら

実薬群では服用後は再度上昇を示した．さらにこれを

かにされた．さらに瘙痒症の強い人ほどその頻度は高
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図 13 ナルフラフィン投与による長期投与試験の結果
ナルフラフィンは 1 年にわたる長期投与でも安定して瘙痒症を抑制していることが示さ
れている．（文献 30 より）

かった．さらに痒みによる睡眠障害は 41.2％ にみら
れ，痒みの程度と相関していた．このうちナルフラフ
ィン酸が 52 例に投与され，VAS では 70.9±22.2 から
39.5±29.8 へと有意に低下し，睡眠障害も著明に改善
した．
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要

酸などの栄養補給，およびロコモーショントレーニン

旨

グが重要となる．

日本整形外科学会より，運動器障害のために移動能
力の低下をきたし，要介護状態となる状態を指す用語

1

はじめに

として，“ロコモティブシンドローム”（以下，ロコ

“ロコモティブシンドローム（locomotive syndrome）
”

モ）が提唱されている．ロコモの原因として，変形性

（以下，ロコモ）とは，おもに加齢による運動器の障

関節症，骨粗鬆症，サルコペニア，脊椎圧迫による神

害のため，移動能力の低下をきたし，要介護状態にな

経症状があるが，透析患者で最も重要と思われるもの

っていたり，要介護状態になる危険性の高い状態を指

はサルコペニアである．サルコペニアは透析患者の生

す用語であり，2007 年に日本整形外科学会から新た

命予後や転倒に対するリスク因子であるため，早期発

に提唱された．ロコモとは「個々の疾病」ではなく，

見，早期介入が必要である．そのために，ロコモーシ

「移動能力の低下」に着目した総合的な概念であり，

ョンチェックを活用したスクリーニングや，ロコモの

急速に高齢化が進む現代社会において，運動器障害の

リスクのある患者に対する分岐鎖アミノ酸や必須脂肪

重要性を認識させる意義を有する．

表1
番号

ロコモーションチェックの項目とその意味

ロコチェックの項目

項目の意味

原

因

①

片足立ちで靴下がはけない

バランス能力の評価

下肢筋力の低下，膝痛，腰痛，神経障害

②

家のなかでつまずいたり滑ったりする

転倒のしやすさの評価

下肢筋力の低下，バランス能力の低下，
下肢の関節機能の低下，神経障害

③

階段を上るのに手すりが必要である

下肢筋力とバランス能
力の評価

下肢筋力の低下，バランス能力の低下，
膝痛，腰痛

④

横断歩道を青信号で渡りきれない

歩行速度の低下の評価

筋力低下

⑤

15 分ぐらい続けて歩けない

総合的な持久力の評価

筋力低下，バランス能力の低下，膝痛，
腰痛，腰部脊椎管狭窄症，呼吸機能の低
下，循環器疾患

⑥

2 kg 程度の買い物（1 L の牛乳パック 2
個程度）をして持ち帰るのが困難である

上下肢および体幹の運
動能力の評価

上下肢の筋力低下，バランス能力の低下，
腰痛，膝痛

⑦

家のやや重い仕事（掃除機がけや布団の
上げ下ろし）が困難である

上下肢および体幹の運
動能力の評価

上下肢の筋力低下，バランス能力の低下，
腰痛，膝痛

以上の 7 項目のうち，一つでも該当する項目があれば “ロコモの心配” がある．

Locomotive syndrome in patients undergoing regular dialysis; a role of sarcopenia and exercise and nutritional therapies
Blood Puriﬁcation Unit, Hamamatsu University Hospital
Akihiko Kato

透析患者のロコモティブシンドローム

ロコモの原因には，①骨粗鬆症などによる骨強度の

13

腕筋周囲長（arm muscle circumference; AMC）また

低下，②軟骨器質の変化による変形性関節症，③筋力， は上腕筋面積（arm muscle area; AMA）が汎用されて
筋肉量の低下，④脊椎管狭窄による脊椎，馬尾，神経

いる．日本人の新身体計測基準値（Japanese Anthro-

根などの神経症状，などがある．現在，運動機能の低

2）
pometric Reference Data; JARD 2001）
では，世代ごと

下を早く気づくためのツールとして，7 項目からなる

に男女別の基準値およびパーセンタイル値が記載され

ロコモーションチェック（以下，ロコチェック）が提

ている．国際腎栄養代謝学会の Protein-Energy Wast-

案されている（表 1）．

ing（PEW）の診断基準3）では，AMA が基準範囲の中

一方で，
「筋肉量の減少に加え，筋力低下または身

央値から 10％ を超す減少がみられた場合に，「筋肉量

体能力低下のいずれかを併せ持つ病態」を意味する用

の減少」と評価している．一方，筋力は握力で，動作

” が広く用い
語として，“サルコペニア（sarcopenia）

機能は歩行速度を用いて評価する（表 2）．

られている．サルコペニアの原因は，原発性（加齢に

現時点で，透析患者に対するロコチェックの有用性

よるもの）と二次性（廃用，慢性消耗性疾患，栄養障

は検討されていない．しかし表 1 に示したように，サ

害によるもの）に大別される1）．

ルコペニアは全項目と関連する．したがって，ロコチ

本稿では，ロコモの原因のうち，透析患者において

ェックで自己点検し，もし該当する項目があれば，サ

最も重要と思われるサルコペニアについて，その診断

ルコペニアの有無を評価するアプローチがよいと思わ

法，疫学データを紹介するとともに，透析患者におけ

れる．

るサルコペニアの臨床的意義，さらにはその対策につ
いても紹介する．
2

3

サルコペニアの疫学
日本人の一般住民を対象としたコホート研究4）によ

サルコペニアの診断法

ると，65 歳以上で筋肉量のみが減少しているプレサ

サルコペニアは，①筋肉量の低下に加え，②筋力低

ルコペニア（サルコペニアの前段階）は，男性で 54.1

下，または，③動作機能低下，のいずれか，あるいは

％，女性で 55.8％ にみられ，サルコペニアは男性の

両者を伴う場合に診断する（表 2）．

11.3％，女性の 10.7％ に認めた．その後の報告では，

一 般 に，筋 肉 量 は 二 重 エ ネ ル ギ ー Ｘ 線 骨 塩 分 析

日常生活が自立している 65～89 歳の一般日本人住民

（DEXA）法または電気インピーダンス（BIA）法を用

では，サルコペニアは男性の 21.8％，女性の 22.1％

いて評価する ．四肢の筋肉量（kg）を身長（m）の

に認められた5）．サルコペニアの頻度は年齢とともに

二 乗 で 除 し た 指 標 は skeletal muscle mass index

高くなり，75～79 歳で全体の 25％，80～84 歳で 40％，

1）

（SMI）と呼ばれ，20～40 歳の若年成人における SMI

85～89 歳で 60％ に合併していた5）．

平均値より 2 標準偏差（SD）以上低下している場合

一方，透析患者では DEXA 法の評価がほとんど行

に，「サルコペニア」と診断できる．日本人では，男

われないため，サルコペニアの正確な頻度は明らかで

性は 6.87 kg/m 未満，女性は 5.46 kg/m 未満がカッ

ない．我々の検討では，非糖尿病患者の約 80％，糖

トオフ値である．しかし，DEXA 法を実施できる透析

尿病の血液透析患者の 90～100％ にプレサルコペニア

施設は限られ，さらに DEXA 法および BIA 法とも透

が存在していた6）．透析患者の 71％ では，大腿四頭

析間の体重増加の影響を受けるため，透析後に測定し

筋の最大容量等尺性収縮力が正常域より低下している

ないと正確に評価できない．

ことも報告されている7）．

2

2

現在，透析患者における筋肉量の評価法として，上

表2
項

目

1. 筋肉量低下
2. 筋力低下
3. 身体機能低下

サルコペニアの診断基準
サルコペニア
若年者の 2 標準偏差（SD）以下
握力：男＜30 kg，女＜20 kg
歩行速度 ≤ 0.8 m/秒

4

サルコペニアの臨床的意義
サルコペニアは，①体力・気力の低下，②可動性・

自立度の低下，③転倒および骨折リスクの増加，④免
疫機能の低下，⑤治療および回復力の低下，を引き起
こす．
血液透析患者では，大腿筋の萎縮は総頸動脈内中膜
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腎不全患者におけるフレイリティの頻度とアウトカム
頻

N
1,576 名
（透析導入時）

Vol. 29

度

73％
（40 歳未満：63％）

関連性

発表論文

全死亡

Arch Intern Med, 172; 10411077, 2012.

336 名
（CKD ステージ 1～4）

14％

全死亡・新規透析
導入

Am J Kidney Dis, 60; 912-921,
2012.

146 名
（維持血液透析）

35.9％（≥ 65 歳）
29.3％（＜65 歳）

全死亡

J Am Geriatr Soc, 61; 896-901,
2013.

95 名
（維持血液透析）

23.2％

転倒

BMC Nephrol, 14; 224, 2013.

762 名
（維持血液透析）

30％

体脂肪や細胞外水
分量と逆相関

J Am Soc Nephrol, 2014, doi :
10.1681/ASN.201.2013040431

複合体や脈波伝播速度などの動脈硬化指標や，生命予

のトレーニングを行うことは，筋肉へ機械的ストレス

後と関連する8, 9）．血液透析患者の筋肉量指標として，

だけでなく，循環器系にも負担をかける．さらに，現

透析前の血清クレアチニンを用いた検討では，どの体

時点では，透析中に運動療法を実施する施設も少ない．

格係数（body mass index; BMI）群においても，血清
クレアチニン値が低いほど，生命予後は不良であっ

5-2

た10）．ま た，BMI が 25 kg/m 以 下 の 患 者 群 で は，

日本整形外科学会からロコトレとして，まず開眼片

2

AMC の減少速度と生命予後が関連することも報告さ
れている ．

ロコモーショントレーニング

足立ちとスクワットの二つを推奨している．
片足立ちは，床に足がつかない程度に 5～10 cm 片

11）

老年医学では，高齢者が徐々に予備能力が低下し，

足を上げて，他方の足で立つ動作を左右の足で各 1 分

要介護状態に至る過程を，「フレイリティ（frailty，虚

間，1 日 3 セット行うことを目安とする．転倒しない

弱）」モデルと呼ぶ．慢性腎臓病（chronic kidney dis-

よう，必ずつかまるものがある場所で行う．スクワッ

ease; CKD）におけるフレイリティの頻度と臨床的ア

トは，以下の要領で行う．両足をかかとから 30°くら

ウトカムを表 3 に示す．報告によって異なるものの，

い外に開き，体重が足の裏の真ん中にかかるようにす

フレイリティは透析患者の約 1/3 以上に合併すると思

る．腰を後ろに引くようにしながら膝を曲げるが，膝

われ，全死亡や転倒に対するリスク因子である．

がつま先よりも前に出ないように気をつける．前傾姿

5

サルコペニアに対する対策
サルコペニアの予防は，運動療法，栄養療法，薬物

勢になり，バランスをとり，手は前に出してもよい．
これを深呼吸するペースで 5～6 回繰り返し，1 日 3
セット行う．

療法に大別される．特に重要なのは，運動療法（透析

その他，日本整形外科学会発行の「ロコモパンフレ

中の運動療法，ロコモーショントレーニング（ロコト

ット 2010」では，ストレッチ，関節の曲げ伸ばし，

レ））と栄養療法である．

ラジオ体操，ウォーキング，水泳などの各種スポーツ
を，ロコトレとして紹介している．有酸素運動は 1 日

5-1

透析中の運動療法

サルコペニアには運動療法が有効である．メタ解析
では，週 3 回の血液透析中に筋肉トレーニングやエル

30 分以上，筋力増強運動は 3 日以上あけないよう注
意している．
これらロコトレは，透析患者においても身体能力

ゴメーターによる有酸素運動を行うことにより，筋力， （特にバランス能力）や筋力向上のために有効と思わ
身体活動度，最大酸素消費量，心拍数変動が改善する

れる．ロコチェックに該当した場合には，ぜひ勧めた

ことが報告されている ．しかし，一般的な筋力トレ

い．

12）

ーニングは，最大拳上重量の 65％ を超える負荷強度
が筋力増強や筋肥大のために必要とされており，高齢

5-3

者も同様である．しかし，透析患者にこうした高強度

骨格筋が作られるためには，十分なたんぱく質が必

栄養療法

透析患者のロコモティブシンドローム
骨質・骨強度の低下
（線維性骨炎，骨軟化症）

15

関節症状，脊椎の圧迫
症状，手根管症候群
（透析アミロイドーシス）

二次性
サルコペニア

ロコモティブシンドローム（ロコモ）

ADL の低下，抑うつ症状，認知機能の低下

QOL の低下，転倒・骨折，要介護状態

寝たきり，死亡
図1

透析患者におけるロコモティブシンドロームの原因とアウトカム

要である．特に，バリン，ロイシン，イソロイシンの

亢進症に伴う線維性骨炎や骨軟化症による骨質や骨強

分 岐 鎖 ア ミ ノ 酸（BCAA）は，筋 蛋 白 の 約 30～40％

度の低下，透析アミロイドーシスによる関節症状，頸

を構成しており，筋肉における蛋白合成と分解抑制に

椎/腰椎レベルの脊椎圧迫症状，手根管症候群などが

重要な働きをしている．BCAA は主に筋肉で代謝され， ロコモの原因となる（図 1）．
侵襲時には優先的に分解され，エネルギー源として用

現時点でのロコモ対策は，BCAA を多く含むたんぱ

いられる．したがって，侵襲時は特に BCAA が必要

く質や長鎖不飽和脂肪酸（EPA，DHA）を十分に摂

である．また，BCAA は脳内へのトリプトファンの取

取するとともに，定期的にロコトレを実践することが

り込みを競合的に阻害することにより，脳内のセロト

有用と思われる．さらに，透析アミロイドーシスによ

ニン合成を抑制し，食思不振を改善させる．血液透析

る関節症状を軽減するため，透析処方（透析液の清浄

患者では，BCAA 12 g/日（リーバクト ）を半年間内

化，オンライン HDF，透析膜の選択，透析時間の延長，

服することにより，食欲が増え，栄養状態が改善する

b2 ミクログロブリン吸着カラムの使用）を見直すこ

ことが報告されている ．

とも重要となる．

®

13）

また，長鎖不飽和脂肪酸の n-3 系の代謝産物である
エイコサペンタエン酸（EPA）やドコサヘキサエン酸
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要

旨

1

透析患者の高齢化

我が国の高齢化した透析医療における種々の問題点

日本透析医学会の統計調査によると，透析患者の高

を取り上げ，それぞれの課題に関して，その現況と対

齢化に関しては，2012 年末では全透析患者の平均年

策について解説した．認知症，種々の要因による ADL

齢は 66.9 歳（男性で 66.1 歳，女性で 68.2 歳）であり，

低下，栄養障害，精神腎臓病学的問題，服薬アドヒア

そのうち 65 歳以上の高齢者は 59.5％ であった．導入

ランス，通院困難に対する送迎，リハビリテーション，

患者においてはさらに高齢化しており，平均 68.4 歳

在宅療養困難に対する療養環境の確保，社会資源の活
用など種々の課題がある．また，終末期医療として事

（男性で 67.7 歳，女性で 70.1 歳）であり，特に 65 歳
以上の高齢者は 79.1％ 占めていた1）．
長崎腎病院においては，長崎市内の透析患者の終末

前指示の取得が望まれる．
はじめに

期医療を担っている関係からさらに高齢化しており，
平成 24 年度は 70 歳以上の割合は 47.6％ と過半数を

日本の透析医療においては，世界に先駆け透析患者

占めており，80 歳以上の割合は 22.3％ と全国の年齢

の高齢化が益々進んでおり，その結果，介護を要する

分布を上回っていた（図 1）．導入患者の年齢では 85

透析患者の増加をきたしている．介護を必要とする要

2）
歳代にピークがみられた（図 2）
．

因には，認知症，ADL の低下，栄養障害，精神医学
的問題，服薬アドヒアランス，通院困難などがあり，

2

高齢透析患者で介護を要する要因

患者の QOL を上げ，生命予後を改善するためにはそ

2-1

れぞれの現状を把握し適切な対応が求められている．

日本においては人口の高齢化で認知症が増加し，介

また，運動療法を含めたリハビリテーション，社会資

護を要する人が増加しているが，透析患者においても

源の活用，療養環境および経済的背景などの問題があ

重要な課題となっている．2010 年の日本透析医学会

る．さらに終末期を迎えた透析患者の尊厳死に関して

統計調査では，認知症が 9.9％ に認められていた3）．

は，事前指示書の取得が望まれる．以上の課題につい

当院における認知症を有する透析患者では，摂食障害

て解説する．

や社会的入院による入院率が高く，認知症を有する透

認知症

析患者の 5 年生存率は 10％ と生存率が低かった（図
3）．また透析中止率も高いことが報告されている．
A management of hemodialysis patients in need of care―including of terminal care―
Nagasaki Kidney Hospital
Takashi Harada
Yuko Maruyama
Satoshi Funakoshi
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衆和会長崎腎病院の透析患者の導入年齢（2012 年）
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Log-rank test
0

1

2

p=0.006
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6年

認知症合併患者と非合併患者の生存曲線（Kaplan-Meier）

要介護透析患者の中には認知症の中核症状のほか

っている機能を最大限に発揮できるような環境つくり

種々の周辺症状を呈する患者がいるために，介護に当

を行い，家族の精神的，身体的負担を理解し，支援を

たるうえで精神科や診療内科を受診してもらい，適切

行うことである4）．

な診断・薬物治療を行う必要がある．当院における透
析患者の 36 名（9.6％）が精神科や心療内科を受診し

2-2

ている．認知症の介護の基本は，患者の世界を理解し

ADL の低下をきたす要因には認知症のほかに，脳

つつ，患者の気持ちを傷つけないような接し方で，残

血管障害，骨折，ASO による下肢切断，サルコペニ

ADL の低下をきたす要因

介護を要する透析患者の管理
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アなどがある．日本透析医学会の統計調査によると，

IVH と経管・胃瘻の生存日数の比較では，IVH が 131

高齢者になるに従って就床しており，75 歳以上で 20

日に対して経管・胃瘻は 237 日であった．栄養障害に

％ 以上，90 歳以上では 50％ 就床となっていた．さら

慢性炎症，動脈硬化が混在した病態である MIA 症候

に認知症を合併するとそれぞれ 50％，70％ と増加し

群は生命予後に大きく関与すると考えられている8）．

ていた3）．
大腿骨頸部骨折は 70 歳以上の高齢になるに従い増

2-4

サイコネフロロジー：精神腎臓病学

加し，特に女性が男性の倍であった ．ASO などによ

透析患者のうつ病の頻度に関しては，DOPPS の報

る下肢切断は著明に ADL を低下させるが，特に下肢

告では，精神科医師がうつ病と診断した頻度は外国で

切断後の生存率は，5 年後で 8.2％ との報告がある5）．

は多いのに比し，日本では少ないとなっていた9）．た

最近，筋肉量の減少および筋力の低下を特徴とし，

だし，日本版精神健康調査による調査では，米国と同

ADL の悪化や QOL の低下および死亡リスクを伴う症

じ水準の 24.6％ であったとの報告もある10）．日本に

候群としてサルコペニアが注目されているが，透析患

おいては，抗うつ薬の処方をしている施設が少ないと

者におけるサルコペニアの頻度は約 80％ に認められ，

のデータから，適切な診断がなされていないと指摘さ

特に糖尿病患者では約 90％ であったとの報告があ

れている11）．

3）

る6）．

当院で精神科・心療内科を受診している患者は 12.1
％（53 名/436 名）であり，高齢者のみならず非高齢

2-3

者にもみられた．うつ状態がみられたら早期に精神医

栄養障害

高齢透析患者では栄養障害が生命予後に深くかかわ

学的な診断と適切な薬物療法を開始できるように精神

っており，本院における栄養指標（GNRI）でみてみ

科・心療内科との連携が必要であり，また家族の支援

ると，GNRI が 90 以上の正常者は 19％ しかおらず，

と MSW の介入が必要である．このような問題を検討

多くが低値を示し，高齢者で顕著であった．GNRI が

する研究会として，24 年前から日本サイコネフロロ

70 以下の 1 年生存率は 0％ であった（図 4）．

ジー研究会が毎年開催されている．

栄養障害の要因は摂食障害および嚥下障害であり，
誤嚥性肺炎を併発し，高齢透析患者の感染症死の原因

2-5

となっている2）．誤嚥の基礎疾患には器質的，機能的

高齢者の服薬に関しては，服薬コンプライアンスが

および心理的原因があるが ，高齢透析患者では，認

低下しており，服薬が確実にできていない可能性が指

知症およびうつ病・抑うつ状態での摂食障害・誤嚥が

摘されている．認知機能低下，視力・聴力低下，嚥下

多くなり，誤嚥性肺炎による感染死が多くなっていた．

困難，抑うつ状態，自己判断など患者に関連したもの，

したがって，嚥下リハビリテーションが必要である．

透析患者は薬の種類が多く服薬回数が多く，服薬方法

そのような患者には IVH，経管栄養，胃瘻増設，CV

が複雑で剤型が多彩であるなど，処方・服薬に関連し

ポート造設による栄養管理が必要となる．当院では

たもの，薬物・服薬方法の説明不足，認知機能の低下

7）

服薬アドヒアランス

1年後生存率

％

90

78.6％

80
70

60.0％

60

50.0％

50
40
30
20
10
0

0.0％
70未満
図4

70以上80未満 80以上90未満
GNRI から見た生命予後（長崎腎病院）

90以上
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に関して医師・薬剤師の連携不足など医療関係者に関

表1

連するもの，介護者の服薬管理の知識不足などが考え

在

られる．したがって，ワンドース処方での対応が必要
となる．当院でのワンドース処方の割合は，外来で
36％，入院で 84％ となっており，入院を要する高齢
者はほとんどがワンドース処方であった．
2-6

通院困難：送迎

宅

施設入所

入

院

合

計

要支援 1
要支援 2

7
27

―
―

―
3

7
30

要介護 1
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5

31
31
9
4
―

―
1
4
9
4

4
9
13
22
10

35
41
26
35
14

109

18

61

188

合

当院は，長崎市の南に位置したある透析施設が透析

要介護認定患者（2013 年）

計

介護保険利用率：50％（長崎腎病院：376 人）

室を閉鎖する折の受け入れ病院となり，2010 年に送
迎を開始した．年ごとに送迎している患者は増加し，

制度で患者負担は軽減されている．しかし，MSW は

2013 年には 65 名となった．基本的に自力で送迎車に

介護を必要とする透析患者には種々の介護サービスを

昇降できる人としている関係上，全員が要介護 2 以下

活用するように勧め，訪問看護師，ケアマネージャー

の患者である．したがって，介護タクシーを利用して

およびヘルパーとの協力支援体制をのもとに，患者の

透析に来る患者が 58 名である．

QOL を高めるように努める必要がある14）．利用する

3

のに制限があるも，介護タクシーを利用することによ

リハビリテーシヨン

り，在宅または施設入所による外来通院維持透析が継

ADL が低下した透析患者にはリハビリテーション
が必要であり，脳血管 III，廃用，運動器 II，消炎鎮
痛などを対象疾患としてのリハビリテーションを開始

続可能である．
5

したが，年ごとにリハビリを行っている患者が増加し

療養環境
高齢者の療養場所は，年齢とともに施設入所および

ている．透析患者の運動療法の効果は，心機能の回復，

入院が増加し，特に認知症があると 50％ 以上は入所

心臓副交感神経の活性化，交感神経系過緊張の改善，

か入院である3）．

MIA 症候群の改善，貧血の改善，睡眠の質の改善，

療養環境に関しては，介護を要する高齢の透析患者

不安・うつ・QOL の改善，ADL の改善などの効果が

は，介護老人保健施設，介護療養型医療施設，特別養

報告されており ，したがって死亡率の低下が期待さ

護老人ホームなどに入所・入院することになるが，最

れる．実際，透析中にエアロバイクやチューブトレー

近は高齢者用賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅

ニングなど集団運動療法が行われている ．なお，3

などに入所している患者もみられる9, 15, 16）．自施設に

年前から腎臓リハビリテーション学会および透析運動

特老や老健施設を有する施設は多くなく17），介護施設

療法研究会が設立され，それぞれ毎年学術大会が開催

に入所するにあたっては医療バックアップ体制の問題

され，慢性腎臓病および透析患者の運動療法の必要性

や診療報酬算定上の減額など課題がある18）．当院は入

が認識されてきた．

院 79 床で終末期の患者の受け入れを行っている関係

12）

13）

4

社会資源の活用：社会保険・介護保険制度

から，特別養護老人ホーム（地域密着型介護老人福祉
施設）を同じ建物の上に 29 室併設した．今後，この

介護が必要な透析患者には，要介護認定制度に基づ

ような施設の必要性が増してくるものと考えられる．

く要介護認定申請を行うが，当院においては，表 1 の

特に平成 24 年の診療報酬改定で特定除外制度が廃止

ごとく 376 名の透析患者のうち 188 名が介護認定を受

され，長期入院透析が困難になった19）．

けている．要支援が 37 名，要介護が 151 名であり，
介護度が高くなると施設入所および病院入院が多くな
っている．

6

透析患者の経済状態
透析患者の経済状態の調査が全腎協で行われている

社会資源の活用として各種社会保険の活用が勧めら

が，年金も含めた低収入の割合が増加しており，施設

れている．特に，障害者自立支援による自立支援医療

入所が経済的に困難な高齢透析患者が増加している．

介護を要する透析患者の管理
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図 5 入院死亡患者の事前指示書取得率
（2008～2012 年：桜町病院～長崎腎病院）

なお生活保護受給者も増加しており，施設入所はさら

示できず家族の代理判断が 80％ であった．事前指示

に困難である ．

書 の 内 訳 を 図 6 に 示 す．心 臓 マ ッ サ ー ジ の 希 望 は

20）

7

39.6％，人工呼吸器装着希望は 18.8％，透析の継続希

終末期医療：事前指示

望は 47.9％ であった．経年的には人工呼吸器装着希

当院では，終末期の透析患者も受けいれているため
に，年間約 50 人の透析患者が亡くなってゆく．そこ

望は減少していた．なお，透析中止から死亡までの平
均日数は 6.1 日であった．

で，5 年前から患者全員から事前指示書（事前指定

終末期医療においては，患者・家族との信頼関係

書）をもらうことを始めた．終末期医療の方針は 2008

（特にキーパーソン），経済的な支援，在宅環境の完備

年に提示された終末期医療の方針決定手続きに従い，

（地域連携医師との連携），倫理問題への対応（倫理委

患者の意思が確認できない場合には家族による代理判

員会），透析中止の問題では医療機関側の法的保護確

断となるが，家族がいない場合は外部委員を入れた医

保，事前指示書取得，精神科医との連携などを考慮す

療チームによる倫理委員会により判断を行っている21）．

る必要がある．

図 5 に入院死亡患者の事前指示書の取得率を示す．
事前指示の取得開始時に 29.7％ だった取得率は現

おわりに

在 87.6％ に増加している．事前指示書の署名を本人

日本における透析患者の高齢化が抱える諸課題に関

からとれたのは 20％ で，本人が認知症などで意思表

して，それぞれの現況とその対策に関して解説した．

（人）
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要

旨
間欠的な透析療法下での適正透析とは，透析により

亡リスクが軽減する結果が報告されている2, 3）．これ
は DOPPS 研究での結果と同じであり4, 5），透析時間が
短い患者の予後は悪いことを示唆する結果が蓄積して

死亡率を可能な限り低くすることができ，合併症の発

いる4, 5）．また，2002 年日本透析医学会統計調査では，

症を最小限に止めうる透析量を達成・維持した透析と

4 時間未満の短時間の透析では，透析効率を増やして

いうことができる．本稿では適正透析の管理基準と評

Kt/V urea を増加させても死亡のリスクを改善させな

価，さらには透析患者の重要な合併症である MIA 症

い結果が報告されている2）．一方，4 時間以上の透析

候群の軽減を目的とした透析処方について述べる．

時間で治療されている場合は，透析効率の増加により

1

間欠的透析療法における適正透析

予後の向上が期待できる．
先に示した 2002 年の日本透析医学会統計調査では，

一般に，至適レベルを評価するための透析量の指標

QB 200～220 ml/分 を 基 準 と す る と，QB の 増 加 は

として，小分子物質である尿素の除去量が用いられ，

250～300 ml/分までは死亡リスクの軽減に関係する結

spKt/V urea で評価することが多い．

果が報告されており，適切な透析条件の設定が患者予

K/DOQI ガイドラインでは spKt/V urea 1.2 を下限

後の向上に不可欠である2）．また，spKt/V urea の適

レベルとしている1）．一方，日本透析医学会の 1999

正値は，性差や体格により異なることも念頭に入れる

年透析調査では，spKt/V urea 1.0～1.2 を基準とする

必要がある．女性は男性に比べて高い Kt/V での死亡

と，spKt/V urea 1.8 までは透析量を上げることで死亡

率減少効果が高く6），体格の小さい患者では，体格の

のリスクが軽減できる結果であり，2002 年透析調査

大きい患者に比べて，相対的に尿毒素を産生する内臓

で も spKt/V urea 1.4～1.6 を 基 準 と す る と，同 様 に

サイズが大きいため，大きな Kt/V が必要となる6）．

spKt/V urea 1.8 までは死亡リスクが有意に軽減する
ことが報告されている2）．

2

適正透析維持のための評価のタイミング

Kt/V urea は透析効率と透析時間に依存するため，

適正透析を実践するためには，処方透析量や透析治

Kt/V urea 値を増加させるためには両者，あるいはそ

療 効 果 を 定 期 的 に 評 価 す る 必 要 が あ る．2013 年 の

のいずれかを増やすことになる．1999 年および 2002

「維持血液透析ガイドライン：血液透析処方」では，

年の日本透析医学会統計調査では，透析時間週 3 回，

短期および中長期に分けた治療効果の評価法を提示し，

1 回 4 時間の透析を基準とすると，透析時間の短縮は

短期（単回）の指標である Kt/V urea での評価の意義

死亡リスクの増加に関係し，透析時間が長くなると死

に加え，中長期な指標として低分子量蛋白の測定，栄

What is adequate hemodialysis?
Division of Nephrology, Department of Medicine, Showa University Koto Toyosu Hospital
Hirokazu Honda
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養状態や QOL の評価の重要性について言及してい

能の低下，レドックス制御能や抗酸化システムの機能

る ．特に高齢者や低栄養状態では，高い透析量は必

低下，血液浄化器などの生体不適合やエンドトキシン

ずしも生命予後の改善には効果的ではない結果が報告

などの透析液中の汚染物の生体内流入などがあり，酸

されている．適正な透析処方を実践するためには，患

化ストレスとカルボニルストレスの間で形成される悪

者の状態（病態）を考慮した透析量の評価や透析処方

循環を助長させ，その結果，慢性炎症が遷延・悪化す

の選択が求められる．

る．この過程で，カルボニルストレスの増大は慢性炎

6）

3

症の遷延に密接に関係する．透析患者では，尿毒症環

適正透析の評価と MIA 症候群

境や酸化ストレスの亢進がグルコース自動酸化・分解

適正透析を実践するうえで，血液透析患者の良好な

の原因となるため，酸化ストレスがカルボニルストレ

栄養の維持と栄養障害対策は重要である．透析患者に

スを増大させ，結果的に advanced glycation end prod-

生じる栄養障害は，不十分な透析治療などで蓄積した

ucts（AGE）s の前駆体および内因性 AGEs 自体が増

尿毒症物質が関係する栄養障害と，慢性炎症や合併症

加する8）．特に糖尿病患者では顕著となる．AGEs は

などが関係して発症する栄養障害に分けることができ

内 皮 細 胞 や 単 球 膜 表 面 上 に 存 在 す る AGEs 受 容 体

る．特に後者は，栄養障害（malnutrition）や慢性炎

（RAGE）に作用し，interleukin-6 などの炎症性サイト

症（inﬂammation），動 脈 硬 化（atherosclerosis）の 3

9）
カインや活性酸素種産生機序を亢進させる（図 1）
．

要素から形成される MIA 症候群と称され，同患者の

さらに，慢性炎症は抗炎症性因子の異常と密接に関

予後に大きく影響する重要な病態である7）．

連し，炎症・抗炎症性因子のバランスの破綻が MIA

MIA 症候群の病態では慢性炎症が根幹的な位置づけ

症候群の進展に関係する．サイトカインは炎症性サイ

にある．透析患者では，腎不全環境から生じる炎症と

トカインと抗炎症性サイトカインに大別されるが，抗

透析治療そのものが原因となる炎症が相乗して慢性的

炎症性サイトカインである IL-10 の異常は透析患者の

な炎症を惹起する．さらに栄養障害に関係する因子や

心血管病発症と関係することが報告されている10）．ま

心血管病のリスク因子，後天的な DNA 変性などの環境

た，抗動脈硬化と抗炎症作用を有する HDL は酸化ス

因子の変化などが MIA 症候群の発症・進展に関係する．

トレスの影響で変性し，HDL としての機能が低下す

MIA 症候群の構成因子である栄養障害や心血管病は独

る．この酸化物（酸化 HDL）の増加は，慢性炎症と相

立した患者予後を悪化させる因子であり，また，慢性

乗して栄養障害の進行や心血管病発症に関係する11, 12）．

炎症を加えた 3 因子は相互に影響し合い悪循環を形成
しながら，MIA 症候群の病態を加速度的に悪化させる．
4

5

摂食や体蛋白合成に関わる因子
MIA 症候群の栄養障害には，摂食障害や体蛋白合

透析患者の慢性炎症の原因

成に関係する因子の増減が密接に関連する（表 1）．

維持透析患者における慢性炎症の原因には，残腎機
糖尿病

摂食促進因子である ghrelin の減少は慢性炎症に関係

尿毒症

透析

グルコース
自動酸化・分解物

酸化ストレス

AGE 前駆物質
ジカルボニル化合物
ヒドロキシアルデヒド

カルボニルストレスを促進

MPO
NADPH オキシダーゼ

AGEs

炎症性サイトカイン産生促進
図1

透析患者の AGE 産生と慢性炎症・酸化ストレスの悪循環

適正透析をどう捉えるか
表1

に比して骨格筋が減少する特徴的な体構成形成（サル

透析患者の栄養障害に関連する代表的な摂食調節因子
摂食促進因子

コペニア）の原因となる．維持透析患者では，高齢者

摂食抑制因子

Neuropeptide Y
LMW-adiponectone
Agouti-related peptide
Ghrelin

に認められるサルコペニアが生じやすく，加速度的に

Insulin
Melanocortin
A-melanocyte-stimulating
hormone
Leptin
Serotonin
Polypeptide Y

進展する．この病態は protein-energy wasting（PEW）
と称され，血清蛋白成分や骨格筋などの体構成蛋白の
減少と体脂肪の減少をともなう特徴的な栄養障害像を
呈する（図 2）8）．

し，特 に サ ル コ ペ ニ ア（PEW：protein-energy wasting）を生じた患者で血中 ghrelin が減少すると死亡率
が増加する ．IGF-1 は筋肉増殖因子であるが，筋肉
13）

増殖抑制因子である myostatin
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7

MIA 症候群を加味した適正透析とは
MIA 症候群の進行と栄養障害，DW の関係について

考察する．

や myostatin の抑制

透析患者の栄養障害の指標には，血清生化学検査，

15）
因子（follistatin）
と協調して筋肉合成を調節する．

身体測定や体成分分析法，栄養障害スクリーニング検

一方，尿毒症環境ではこれら因子のバランスが保持で

査などの推算式を用いた方法がある（表 2）．一方，

きなくなるため，筋肉合成障害が出現する．特に慢性

DW の設定は浮腫や血圧増加などの身体所見の変化，

炎症は筋肉合成に関係する各因子の発現異常と密接に

胸部 X 線，心エコ－検査などによる総合評価として

関係する．

決定されることが多い．

14）

6

最近，心不全の指標である NT-proBNP（N-terminal-

老化現象としての MIA 症候群

pro brain natriuretic peptide）が，腎不全患者の栄養障

一般に，加齢にともない体内環境が動脈硬化や栄養

害の指標となることが報告された16）．栄養障害が進行

障害を生じやすい方向に変化し，特に高齢者では慢性

すると，体構成成分の変化，筋肉量の減少から相対的

炎症を呈する例が多く，他の動脈硬化促進因子の増加

に体液過剰となり DW の設定が緩くなるため（DW

と相乗して動脈硬化性病変が加速度的に形成される．

が高い），経時的な体液管理の指標の評価は，栄養障

慢性炎症は体構成成分の変化にも影響し，特に体脂肪

害の進行を示唆する所見となる．我々の検討でも，

リスク因子と進展過程

加速度的な
血管病変の進展

ゝゝゝゝゝゝゝ

炎症性サイトカイン（IL 6, TNF…）
ストレス
の増加
定期的な運動不足
インスリン感受性（
）
遺伝的因子
アディポネクチン（ ）
肥満（脂肪量の増加）
血管石灰化（
）
生理的腎機能低下
接着因子活性化（
）
単球系の活性化
内皮細胞障害（
）
CKD MBD
交感神経系活性化（
）
etc

残腎機能の低化
透析歴

リスク因子の増幅
炎症・酸化ストレス

体骨格成分

食事摂取量（
筋肉分解量（
体蛋白合成（
etc

）
）
）

筋肉/脂肪比の病的な低下

筋肉量
Protein-energy wasting

（サルコペニア）

脂肪量

年齢

中高年
図2

高齢

透析患者の動脈硬化の進行と筋肉量の減少
透析患者では病的に加齢変化が加速する．
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表2

身体測定
身長，体重，BMI，上腕周囲径，皮下脂肪厚
● 体成分分析法
Dual Energy X-ray Absorptiometry（DEXA）
Bioimpedance Analysis（BIA）
クレアチニン産生速度（％ CGR）
● 血清生化学所見
アルブミン，プレアルブミン，CRP など
● 栄養障害スクリーニング検査
subjective global assessment（SGA）
malnutrition inﬂammation score（MIS）
geriatric nutritional risk index（GNRI）

2014

状では困難である．
一方，低分子量蛋白である b2 マイクログロブリン
（b2-MG）は，透析アミロイドーシスの原因物質であ
ると同時に生命予後の指標となることが報告されてい
る6）．2013 年の「維持血液透析ガイドライン：血液透
析処方」では，b2-MG を 30 mg/L 未満に維持するこ
とが推奨（オピニオンとしては 25 mg/L 未満）され
ている．b2-MG は，Kt/V urea とは独立した生命予後
の関連因子でもあるため6），積極的な透析処方の変更
が求められる．

100
proBNP
AUC 0. 73

80
Sensitivity%

No. 1

など17），摂食関連因子を透析療法で調節することは現

栄養状態の評価法

●

hsCRP
AUC 0. 61
Albumin
AUC 0. 65

60

nPCR
AUC 0. 61

40

20
40
60
80
100％-Specificity%

低分子量蛋白の除去効率をあげる high-ﬂux 透析膜の
使用で，ホモシスチンなどの心血管病リスク因子を減
少できることが報告されている18）．我々の検討でも，
した血液透析により，a1-MG 領域（分子量 33,000）

GNRI
AUC 0. 70

0

さらに，透析膜と尿毒素除去に関するメタ解析では，

ハイパフォーマンス（HPM）ダイアライザーを使用

IL-6
AUC 0. 61

20
0

Vol. 29

の除去量を増加させると，AGE の一種であるペント
100

図 3 NT-proBNP の栄養障害の予測性
NT-proBNP は，炎症性バイオマーカーや GNRI などに比べ
て protein-energy wasting に対する優れた指標である．

シジンの減少効果が得られることを確認している19）．
前述のように，ペントシジンは心血管病のリスク因子
であり，さらに慢性炎症の原因因子でもある．HPM
ダイアライザーの使用や濾過型血液浄化療法の選択に
より，積極的に低分子量蛋白の除去効率を増加させる

subjective global assessment（SGA）陽 性 の 栄 養 障 害

ことが，MIA 症候群の対策にもつながる透析療法と

を合併した血液透析患者で有意に NT-proBNP が上昇

いうことができる．

し，高感度 CRP IL-6 などの炎症性因子やアルブミン，
geriatric nutritional risk index（GNRI）よ り も 感 度 が

9

おわりに

高いバイオマーカーであることが示唆されている（図

間欠的な透析療法における適正透析について，MIA

3）．栄養状態を加味した適正 DW の設定として，体

症候群を踏まえて解説した．患者の年齢や性，体格な

液量の指標を加えた評価も考慮される．

どの背景因子と腎不全や合併症の病態を加味した透析

8

MIA 症候群のリスク因子の軽減と透析処方

処方が患者予後向上のために求められる．

透析不足に起因した栄養障害は，Kt/V urea などの
透析量の評価と Kt/V の適正値を遵守した透析処方に
より栄養状態の改善を得ることができる．一方，MIA
症候群に起因した栄養障害では，Kt/V urea などの小
分子量物質を指標とした透析量の適正化だけでは改善
が難しいことが多い．
一部の摂食や体蛋白合成に関わる因子は透析により
除去されるため，透析による除去で栄養障害の改善が

文
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透析患者の食事療法の変遷と透析療法における
今日の進歩からみた問題点
佐中

孜

江戸川病院生活習慣病 CKD センターメディカルプラザ市川駅

key words：日本腎蔵学会ガイドライン，エネルギー必要量，NPC/N 比，蛋白摂取量，蛋白異化率

要

旨
透析医学の進歩は透析療法そのものによる栄養素喪

失，蛋白異化という古くて新しい問題を生んでいる．

のによる栄養素喪失，蛋白異化という問題がある．な
かでも透析効率の向上などの進歩は，尿毒症毒素の除
去率が増せば増すほど，必要栄養素の喪失率も増すと
いう矛盾を産んでいる．

なかでも透析効率の向上などの進歩は，尿毒症毒素の

特に，蛋白摂取量については，上記のような設定が

除去率が増せば増すほど，必要栄養素の喪失率も増す

低栄養の原因となるとの批判に常にさらされている．

という矛盾を孕んでいる．特に，蛋白摂取量について

例えば，アミノ酸補充療法は，ガイドライン通りに蛋

は，ほぼ毎年のように改定される設定そのものが低栄

白質を摂取してきている患者においても有用であった

養の原因となるとの批判に常にさらされている．

との皮肉めいた報告1, 2）は，ガイドラインの設定値が

そもそも，わが国における慢性腎不全患者への食事

低すぎることを示唆していると思われる．しかも，必

療法は，1969（昭和 44）年の人工透析研究会におけ

要蛋白質量については蛋白異化率（protein catabolic

る蛋白摂取量の基準を 0.75 g/kg/day とした蛋白制限

rate; PCR）が個々の患者で決定の根拠になるが，必

食が出発点になっている．その後，これを踏襲する者

要エネルギーについては拠り所となるより直接的な指

は 例 外 的 で あ っ て，多 く は protein catabolic rate

標があるとは言いがたい．

（PCR）から求められる摂取蛋白質量，例えば，1.2 g/

そこで，慢性腎不全患者への食事療法ガイドの歴史

kg/day に準拠するようになってきている．しかし，

について概説するとともに，現行の食事療法の問題点

エネルギー必要量については，健常者において求めら

と対策について述べたいと考えている．

れた数値が基準になっているため，透析患者について
は必ずしも妥当性がないのが現状となっている．

1

慢性腎不全患者への食事療法ガイドの歴史

そこで，筆者は NPC/N 比（非蛋白カロリー/窒素

慢性腎不全患者への食事療法と言えば低蛋白食であ

比）を 150～200 の範囲の中にコントロールすること

るが，その有効性は 1918 年当時の内科学書に，Vol-

でエネルギー・蛋白質の適正消費を図っており，その

hard が窒素 3～5 g（蛋白 20～30 g）食について記述

臨床経験に言及する．

していることからほぼ 1 世紀にわたって語り継がれて

はじめに
慢性腎不全，尿毒症病態に加えて，透析療法そのも

きた．その基本的なメカニズムが尿素窒素産生の抑制
にあるとすれば，Christison が腎不全患者の血中尿素
が高濃度であることを報告したのが 1829 年とのこと

Historical changes in dietary therapy in dialysis patients and its problems from the point of view of the today’s progress in dialysis therapy
technology
Edogawa Hospital
Tsutomu Snanaka
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なので，尿素との付き合いはほぼ 2 世紀に及ぶことに
なりかねない．
筆者にとっての低蛋白食は，Giordano（1963 年），
Giovannetti（1964 年）による corn-starch 製の低蛋白
スパゲティを用いた 0.2 g/kg/day の蛋白制限食の報告
に接した頃に遡る．EDTA にさいして，故太田和夫先
生に引率されて Giordano に面談するためにナポリに
立ち寄った記憶もある．さらには，恩師杉野信博先生
の著書『腎不全の臨床』にも Giordano・Giovannetti
食として，その有用性が紹介されていたのを思いだす．
これらはすべて，透析療法回避を目的とした低蛋白食
であった．
さて，わが国では，1969（昭和 44）年の人工透析
研究会において，蛋白摂取量の基準を 0.75 g/kg/day
とした蛋白制限食が推奨されていた．ここでは，透析
療法回避というより，透析回数を減らすこと，血液生
化学データを悪化させないことが優先課題だった．む
ろん，栄養状態に対する配慮でもないように思われる．
ところが，昭和 48 年頃になると透析台数も次第に
充足し，透析回数も週 3 回が一般化し始めると，蛋白
摂取の考え方は一転して適正蛋白，さらには無制限蛋
白食を唱える研究者も現れた．このため，翌年，日本
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表 1 2007 年（平成 19 年）の日本腎蔵学会
ガイドライン（血液透析患者）
エネルギー
蛋白質
食 塩
水 分
カリウム
リ ン

30～35 kcal/kg†1, †2
1.0～1.2 g/kg†1
6 g 未満†3
できるだけ少なく
2,000 mg 以下
蛋白質（g）×15 mg 以下

†1 厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準
（2005 年版）」と同一とし，標準体重（BMI＝22
の体重）当たり．
†2 性別，年齢，身体活動度により異なる．
†3 尿量，身体活動度，体格，栄養状態，透析間
体重増加を考慮して適宜調整する．
（文献 3 より）

表2

2007 年（平成 19 年）の日本腎蔵学会
ガイドライン（腹膜透析患者）

エネルギー
蛋白質
食 塩
水 分
カリウム
リ ン

30～35 kcal/kg†1, †2, †4
1.1～1.3 g/kg†1
PD 除水量（L）×7.5＋尿量（L）×5 g
PD 除水量＋尿量
制限なし†5
蛋白質（g）×15 mg 以下

†1 標準体重（BMI＝22 の体重）当たり．
†2 性別，年齢，身体活動度により異なる．
†3 尿量，身体活動度，体格，栄養状態，を考慮して適宜調整
する．
†4 腹膜吸収ブドウ糖からのエネルギー分を差し引く．
†5 高Ｋ血症を認める場合には血液透析同様に制限する．
（文献 3 より）

腎臓学会が中心となり，食事調査が実施された．日本

価」では，1.0～1.3 g/kg/day を至適蛋白量とするとい

腎臓学会第一次栄養委員会は，昭和 49 年と 50 年の 2

う結論が出され，1997（平成 9）年，2007（平成 19）

回にわたり，全国 7 施設，透析患者 105 例について食

年のガイドラインへと引き継がれた．表 1 に血液透析

事記録による 1 週間の食事調査をしている．その結果，

患者の 2007 年日本腎蔵学会のガイドラインを示す．

蛋白摂取量 1.28±0.46 g/kg/day，熱量 37.2±7.1 kca1/

一方，腹膜透析患者については，CAPD 患者の特異

kg/day という実態が明らかになった．これを受けて，

性，すなわち腹膜透析液からの大量の糖質吸収，腹腔

血液透析患者における適正蛋白量は 1.1～1.2 g/kg/day，

への蛋白漏出なども明らかになっていた．そのため，

適正熱量は 31～35 kca1/kg/day と，現在のガイドで

蛋白摂取量は 1997 年の腎臓学会ガイドラインでは

謳われている数値とほぼ同じ数値が示された．

1.1～1.3 g/kg/day とやや高め，逆にエネルギー量は透

日本腎臓学会の栄養委員会は，昭和 51 年にも 6 施

析液からの糖質吸収分を考慮して 29～34 kcal/kg/day

設，52 症例を対象に追加調査を実施しており，この

とやや低めに，さらには，その後 27～39 kcal/kg/day

と き の 平 均 蛋 白 摂 取 量 は 1.5 g/kg/day，熱 量 は 43

と 幅 を も っ て 設 定 さ れ た．表 2 に 腹 膜 透 析 患 者 の

kca1/kg/day であり，自由摂取の傾向はさらに強まっ

2007 年の日本腎蔵学会ガイドラインを示す．なお，

ていた．当時はリコンビナントのエリスロポエチンも

食事療法ガイドラインは，2009 年，2012 年，2013 年

存在しておらず，蛋白摂取量を増やすことが貧血や身

に提案されているが，表 1，表 2 についての変更の記

体症状の改善につながるとの判断が，自由摂取あるい

載はないので，その点は言及しない．

は過剰摂取推奨の一因でもあった．
いずれにしても，一定程度の基準は必要との考え方
は皆の意識の中にあり，昭和 61 年の第 31 回透析療法
学会のワークショップ「透析症例の食事療法の再評
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ここで注意すべきは，必要エネルギー量に男女差，

慢性腎不全患者，特に透析患者への

身体活動レベル差があるのは当然として，これをその

食事療法における基本的な留意点
2-1

Vol. 29

まま CKD 患者，透析患者に当てはめることには大い
に問題があるし，そのことを承知したうえで，運用す

エネルギー

（1） エネルギー必要量の計算法

る必要がある．

表 3 は厚生労働省「日本人の食事摂取基準 2005 年

エネルギー必要量

版」 をもとにした年齢，性別，生活強度別にみた推

＝標準体重×表中に示す体重当りのエネルギー量

‡1）

定エネルギー必要量（標準体重当たり）について，18

標準体重＝身長（m）2×22

歳以上の健常者を基準としてまとめたものである．日

なお，基礎代謝基準値（kcal/kg 体重/日）は，表 3

本腎臓学会は，エビデンスに基づく CKD 診療ガイド

を使用する限りは計算式に数値は入っていないが，50

ライン 2009 年でも必要エネルギーを，厚生労働省「日

歳以上の男女それぞれ，21.5，20.7 と算定されている

本人の食事摂取基準 2010 年版」が提唱している所要

ことも記憶すべきことである．

量に準拠した値を推奨している．
表3

エネルギー必要量を求めるために表 3 を用いる場合

年齢，性別，生活強度別にみた推定エネルギー必要量（標準体重当たり）
（cal/kg/day）
身体活動レベル（男性）

身体活動レベル（女性）

I

II

III

I

II

III

70 以上（歳）

31.2
（28）

36.6
（32）

41.9

30.0
（27）

35.2
（31）

40.4

50～69（歳）

32.3
（32）

37.6
（37）

43.0

31.0
（31）

36.2
（36）

41.4

30～49（歳）

33.5
（33.0）

39.0
（39.0）

44.6

32.6
（32）

38.0
（38）

43.4

18～29（歳）

36.0
（36.0）

42.0
（42.0）

48.0

33.2
（35）

38.7
（41）

44.2

（ ）内は厚生労働省 2005 年版を参考にした日本腎臓学会 2007 年版．
身体活動レベルの内容は表 4 を参照．

表4

身体活動レベル別にみた活動内容と活動時間の代表例（15〜69 歳）
低い（I）

ふつう（II）

高い（III）

1.50（1.40～1.60）

1.75（1.60～1.90）

2.00（1.90～2.20）

日常生活の内容
個々の活動（時間/日）

生活の大部分が座位で，静的
な活動が中心の場合

座位中心の仕事だが，職場内
での移動や立位での作業・接
客等，あるいは通勤・買物・
家事，軽いスポーツ等のいず
れかを含む場合

移動や立位の多い仕事への従
事者．あるいは，スポーツな
ど余暇における活発な運動習
慣をもっている場合

睡眠（0.9）（時間/日）

7～8

7～8

7

12～13

11～12

10

ゆっくりした歩行や家事など
低強度の活動（2.5：2.0～2.9）
（時間/日）

3～4

4

4～5

長時間持続可能な運動・労働など中強度
の 活 動（普 通 歩 行 を 含 む）（4.5：3.0～
5.9）（時間/日）

0～1

1

1～2

頻繁に休みが必要な運動・労働など高強
度の活動（7.0：6.0 以上）（時間/日）

0

0

0～1

身体活動レベル†
†

座位または立位の静的な活動
（1.5：1.0～1.9）（時間/日）

† （

）内はメッツ値（代表値：下限～上限）．

透析患者の食事療法の変遷と問題点

に，表 4 を参考にして身体活動レベルを選択する必
要がある．
身体活動レベルの係数は，東京近郊在住の成人を対
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ここであらためて表 3 を参照すると，1,872 kcal と
なるが，透析療法そのものが catabolic stress となって
蛋白分解を亢進させているとの Ikizler TA らの成績5）

象とした 3 日間の活動記録の結果から得られた各活動

を考慮するなら，表 1 のエネルギー下限値は適切では

時間と，二重標識水法および基礎代謝量の実測値から

ないことになる．むろん，糖尿病やメタボリック症候

得られた値をもとにして得られた数値である．身体活

群を基礎疾患あるいは併存疾患として認めるか否か，

動レベル低い（I）の係数は 1.40～1.60 の範囲（中央

低栄養か否かについて評価し，全体の病態を勘案して

値 1.50）であり，身体活動レベルふつう（II）
，身体

最終決定する必要がある．

活動レベル高い（III）はそれぞれ，1.60～1.90 の範囲
（中央値 1.75），1.90～2.20 の範囲（中央値 2.00）と算
定，決定されている．そして，その具体例として日常
生活内容が記されている．

2-2

蛋白質

厚生労働省「日本人の食事摂取基準 2010 年版」で
は，窒素出納法に基づき成人健常者の蛋白質摂取量は
以下のように考えている．

（2） 表 1，表 3 を用いたエネルギー算定法に

一般的な健常での推定平均蛋白質必要量

内在する矛盾

＝0.65（g/kg/day）（窒素平衡維持量）

例として，年齢 70 歳，身体活動レベル I の体重（標
準）60 kg の男性患者の場合を例としてみる．

÷0.9（消化率）＝0.72（g/kg/day）
※0.65（g/kg/day）は良質蛋白質の窒素平衡維持量

必要エネルギー量は表 1 に基づくと 60 kg×30～35

である．

kcal＝1,800～2,100 kcal と な る．表 3 で は 1,872 kcal
となり，糖尿病やメタボリック症候群，低栄養などの

安全性を勘案しての健常での推定平均蛋白質推奨量
は

有無を勘案して増減が図られる．しかしながら，適切

0.72（g/kg/day）×1.25（個人差変動：

なエネルギー量とする根拠はどこにあるのかという疑

推奨量算定係数）＝1.00（g/kg/day）

問は常に残ってきたのではないだろうか？

と算定される．
さらに 70 歳以上の高齢者では，蛋白の腸管吸収率

（3） NPC/N 比を用いた必要エネルギー算定法
PCR から求められる摂取蛋白質量をもとにエネル

が低下しているため，食事量としての推奨量は 1.06
（g/kg/day）とやや多めにすべきと言われている．

ギー必要量を推定することができる．すなわち，筆者

筆者は透析患者に限らず，慢性腎臓病患者でも上記

が利用しているのが NPC/N 比（非蛋白カロリー/窒

のことを勘案して必要量を推定すべきと考えており，

素比）である．NPC/N 比が 150～180～200 の範囲に

そのことを踏まえたうえで，透析患者における蛋白摂

あることが摂取蛋白質の生体での利用を十分に発揮さ

取量決定のありかたについて論じたいと思う．

せることができ，臨床状態を適切に維持できるとの実
例観察から提唱されており4），筆者は 180 を目指して，

（1） 蛋白摂取量の適正化指標

カロリー量を決定している．既述の例では必要エネル

①

ギー量は下記のように算定さる．

PCR（g/kg/day）は，蛋白摂取量を表す指標でも

①

摂取蛋白質量：1.2×60＝72 g/day

PCR と蛋白摂取量

あるが，日本透析医学会統計調査委員会の報告では，

② 蛋白質由来のエネルギー：72×4 kcal＝288 kcal

1.1～1.3g/kg/day を対照としたとき，1.3 以上でも死

③

NPC/N＝180 とすると，非蛋白エネルギー：

亡リスクが高くなる傾向にあるが，0.9 未満では有意

180×72×0.16（蛋 白 質 中 の 窒 素 換 算 係 数）＝

にリスクが高くなることが明らかになっている‡2）．

2,073.6 kcal

アメリカの大規模調査では 1.0～1.4 g/kg/day が最適

④

必要エネルギー：2,073.6＋288＝2,361.6 kcal と

算定される．NPC/N＝150 としても必要エネル
ギー量は 2,016 kcal となる．

であったと報告されている6）．
ここで，改めて筆者が最近経験した透析症例を紹介
する．
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アルブミンと結合することによって解毒させられてい

［症例紹介］
80 歳男性，身長 151.5 cm，dry weight 42 kg，標準

るインドキシル硫酸，ペントシジンなどの蛋白結合性

体重（ideal body weight）50.5 kg，透析歴 3 年，高血

尿毒症毒素や，アシルカルニチンのようなエネルギー

圧症，糖代謝異常を合併した腎硬化症による CKD 病

代謝の妨げになる物質の体外排除に一役買っているか

期 5d の患者である．

らである．しかも，透析前後の血漿中アミノ酸濃度は

当初，患者は，日本腎臓学会ガイドラインにそって

ほとんど変化しないことも報告されているため8），無

エ ネ ル ギ ー 量 1,500～1,750 kcal（標 準 体 重 50.5 kg×

害と断定し，透析共通合併症（common comorbidity）

30～35 kcal），蛋白質量 60.6 g（標準体重 50.5 kg×1.2

から外されていることが多い．

g）を摂取するよう指導した．ほぼ順調に推移してい

しかしながら，このことのメカニズムとして，一般

るかのように見えた．しかしながら，栄養摂取が患者

論として様々なことが考えられるが9），透析患者では，

の自立性に依存していたことは事実であった以外には， 本質的に必須アミノ酸の多量の喪失，さらには透析療
明確な医学的な誘因は不明のまま，その後，膝関節痛， 法そのものが catabolic stress となって蛋白分解を亢
歩行困難を訴え，顔の表情に疲れが見られるようにな

進させた結果，血漿中必須アミノ酸濃度が一定に保持

った．血清アルブミン値は 3.9 g/dl から 3.4 g/dl に低

されたにすぎない5, 10）という事実が内在していること

下していた．

に思い当たるべきである．それ故，感染症への罹患リ

原因究明のための諸検査を実施するとともに，栄養

スク，大手術の術後などの生体への新たな侵襲が加わ

指標チェック，栄養量を再検討し，NPC/N 比 150～

った時は，それまでの無症候性低アルブミン血症は生

180 を目標として，エネルギー摂取量，蛋白摂取量を

命予後への危険因子として主役を演じることさえ希で

変更した．すなわち，必要蛋白質量は 60.6 g（＝50.5×

ない．腎不全用アミノ酸輸液による補充療法が不可

1.2）そのままとすると，必要エネルギー量は 2,020

欠2）になっても，すでに事態は不可逆的となるのも事

kcal（＝50.5 kg×40 kcal/kg）と推算した．NPC/N 比

実である．

は 183.3 となる．
積極的な摂食介入の結果，1 カ月後には，食事摂取
量も体調不良を訴える以前のレベルに戻り，血清アル
ブミン値は 3.4 g/dl から 4.0 g/dl へと改善した．
②

アルブミン

（2） 蛋白質摂取量をどこに定めるのが妥当か
上述してきたように，アミノ酸補充療法はガイド通
りに蛋白質を摂取してきている患者においても有用で
あった．それでは，このようなガイドラインとの矛盾

血清アルブミン値が 4.0 g/dL 未満の透析患者では，

がどこからくるのか．それは，血液透析患者では 1.0～

血清アルブミン濃度が低いほど死亡のリスクが高い．

1.2（g/kg/day），CAPD 患 者 で は 1.1～1.3（g/kg/

我が国の透析患者の血清アルブミン濃度は 3.79±0.55

day）と，許容範囲という形で下限を設けているとこ

g/dL（平均±SD，n＝92,806）である ．すなわち，

ろに問題があるように思われる．このような許容範囲

透析患者の血清アルブミン値は腎機能が正常な者と比

にあれば下限に位置していても，蛋白摂取は適正と判

較して低い傾向にありながら，基準値としては容認せ

断され，その結果，無症候性低アルブミン血症を放置

ざるをえない状況にあると言える．

することになりかねない．これを回避するには，蛋白

7）

透析療法は，腎代替療法として末期慢性腎不全の患

質摂取の目標量を許容範囲に置くのではなく，PCR の

者の生命のみならず生活を維持し，急性腎不全患者の

改善を目指して，血液透析患者では 1.2（g/kg/day），

救命に寄与していることは紛れもない事実である．こ

CAPD 患者では 1.3（g/kg/day）を努力目標に定め，

のような貢献の陰でとかく片隅に追いやられがちな事

この数値を充足させることを求めることのほうが患者

実の一つに，1 回の血液透析により，5～10 g のアミ

の生命予後の改善に繋がると考えている．

ノ酸を漏出させてしまっているという現実である．腹

PCR が算定され，蛋白摂取量が決定されたなら，

膜透析やハイパフォーマンス膜ダイアライザーの使用

既述の NPC/N 比を用いた必要エネルギーの算定を行

により，1 日 3～5 g のアルブミンまでも捨て去るこ

い，摂取された蛋白質の最大限利用を図ることが重要

とになる．捨て去ることが必要なこともある．それは

と考えている．臨床における実例報告は福島11）が行っ
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ているので参照されたい．
おわりに
そもそも，透析患者においては，尿毒症，運動不足，
精神的要因（うつ状態）等，様々な原因で全身倦怠感，
易疲労感や食欲の低下をきたすことが多い．高齢患者
や糖尿病性腎症患者ではこのことは特に顕著であり，
患者の栄養管理上いっそうの注意を払う必要性を示す
ものといえよう．
このような自覚症状は，先にも述べた血液透析療法
施行によるアミノ酸をはじめとするカルニチン，水溶
性ビタミンの漏出，さらには想像以上の蛋白異化亢進
に引き続いて起きる体蛋白の崩壊による筋肉量の減少
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透析患者の消化管合併症に対する外科手術
中島一朗
東京女子医科大学腎臓外科

key words：透析患者，消化管手術，悪性腫瘍，緊急手術，在院死

要

旨

急度別成績の検討を行った．対象とした期間は，2001
年 1 月から 2012 年 12 月までを中心として，悪性疾患

透析患者に対する胃癌，大腸癌の手術成績を検討し

については 1984 年 1 月からの症例にまでさかのぼっ

たところ，それぞれの 5 年生存率は，一般人口を対象

て長期成績を検討した．さらに 1984 年から 2000 年ま

とした統計と比較しても遜色のない成績であることが

での期間と 2001 年から 2012 年までの期間における成

示唆された．また術後の生命予後に及ぼす危険因子は， 績を比較することで年代間の相違も検討した．また緊
癌 Stage や癌根治度などであり，透析期間などは関与

急手術を中心とした術前の緊急度別検討においては，

していないことも明らかとなった．一方，透析患者に

消化管手術後の在院死症例を待機手術・緊急手術別に

対する消化管緊急手術においては，術後在院死の頻度

比較することで透析患者に対する消化管手術の特異性

が高いことが明らかとなり，その多くに重症感染症を

を探った．

契機とした敗血症，DIC，MOF の関与が示唆された．
はじめに

1

2001 年以降の消化管手術の傾向
2001 年 1 月から 2012 年 12 月までの期間における

透析患者に特徴的な出血傾向や創傷治癒の遅延，免

透析患者に対する外科手術症例は，肝臓移植，膵臓単

疫能の低下や易感染性などは，外科手術を行ううえで

独 移 植，バ ス キ ュ ラ ー ア ク セ ス 関 連 手 術 を 除 い て

厄介な病態である．しかし近年では，手術における注

1,615 件であり，このうち消化器手術は 190 例に対し

意点の周知に加えて，透析の質の向上や適切な周術期

て実施されている．

管理が普及することで，専門性の高い施設以外におい

患者内訳は，男性 114 例，女性 76 例で，平均年齢

ても実施可能となりつつある．われわれの施設では，

は 60.7±12.9 歳，平均透析期間は 11.0±9.0 年であり

1980 年代より積極的に透析患者に対する外科手術に

表1

取り組んでおり，なかでも消化管手術症例においては，
長期成績や年代間の成績比較などが解析可能である．
今回の研修セミナーにおいては，これらの成績をもと
に透析患者に対する消化管合併症に対する外科手術に
ついて概説する．
透析患者に対する消化管手術症例に対して，悪性疾
患を中心とした疾患別検討と緊急手術を中心とした緊
Surgery for gastrointestinal complications in dialysis patients
Tokyo Women’s Medical University
Ichiro Nakajima

患者背景
平

年 齢
性別 M/F
透析期間（年）
入院期間（日）
入院から手術（日）
手術から退院（日）
†

死亡退院を含む．

均

60.7±12.9
114/76
11.0±9.0
46.7±52.4
13.8±26.1
32.7±39.1

範

囲

5～87
0～39.1
3～383
0～172
0†～265

透析患者の消化管合併症に対する外科手術
表2

臓器別：良性・悪性別の手術件数
良

胃
腸

性

悪

性

計

4
114

14
21

18（ 9.5％）
135（71.1％）

肝
胆
膵
その他†

3
17
0
12

2
2
1
0

5（ 2.6％）
19（10.0％）
1（ 0.5％）
12（ 6.3％）

計

150（78.9％）

40（21.1％）

†

190

その他：腹壁，腹膜，大網，試験開腹など．

表3

生存率
100

（n＝14）

80
60
40

生存率

20
0
0

1年

3年

5年

91.7％

91.7％

91.7％

2

1
図1

3

4

5

Years

胃癌患者生存率（2001〜2012 年）
進行癌も含む（他病死なし）．

臓器別：緊急・待機別の手術件数
待

機

緊

急

計

胃・悪性
胃・良性
腸・悪性
腸・良性

13
1
17
47

1
3
4
67

14
4
21
114

肝
胆
膵
その他

3
18
1
5

2
1
0
7

5
19
1
12

105（55.3％）

85（44.7％）

190

計
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（表 1），胃 18 件，腸 135 件，計 153 件 が 消 化 管 手 術

生存率
100

Stage Ia，Ib（n＝51）

80
60

Stage II，IIIa，IIIb，IV（n＝44）
1年

3年

5年

10 年

91.1％
74.0％

82.7％
55.8％

82.7％
49.6％

76.3％
49.6％

40

Stage I
Stage II，III，IV

20
0

0

2

4

6

8

10

Years

Log-Rank test：p＝0.0145

図 2 胃癌 Stage 分類別生存率（1984〜2012 年）
対象：胃癌 96 例/Stage 不明 1 例（他病死 9 例打ち切り）．

に該当する．胃悪性腫瘍手術症例は 14 件，腸悪性腫

＝18,418）で 96.0％，所属領域限局群（n＝9,054）で

瘍手術症例は 21 件であり，胃疾患においては悪性疾

44.8％，遠隔転移群（n＝5,905）で 5.1％ となってお

患が，腸疾患においては良性疾患が多くを占めている

り1, 2），一般人口を対象とした統計と比較しても遜色

（表 2）．一方，胃待機手術は悪性疾患を中心に 14 件

のない成績が得られている．

で，胃緊急手術は 4 件であるのに対し，腸待機手術は

2000 年を境とした前期（1984～2000 年）81 例と後

64 件で，腸緊急手術は良性疾患を中心に 71 件と消化

期（2001～2012 年）14 例に分けて年代間比較を行う

管緊急手術の大半を腸良性疾患が占めている（表 3）．

と，両期間とも癌ステージは Stage 1 が多くを占め，

2

消化管悪性腫瘍手術症例の検討
2-1

胃癌手術症例の検討

2001 年 1 月から 2012 年 12 月までの期間における

好発年齢は 50 歳代後半から 70 歳代と加齢とともに増
加し，透析導入後 5 年以内に最も発症例が多い点にお
いても年代間の違いは認めなかった（図 3, 4）．透析
患者に対する胃癌手術が生命予後に及ぼす危険因子を

胃癌手術症例は，14 件（Stage 1：9 件，Stage 2 以上：

検定すると（Cox Proportional Hazard Regression 法），

5 件）が該当し，Stage 1 の 5 年生存率は 100％，Stage

男性，癌 Stage，癌根治度（Curability）に有意差を認

2 以上の 2 年生存率は 75.0％ で，全体としての 5 年生

めたが，透析期間が及ぼす影響においては有意差を認

存率は 91.7％ であり（図 1）
，さらに 1984 年 1 月まで

めなかった（表 4）．

の症例にさかのぼると 95 件（Stage 1：51 件，Stage 2
以上：44 件）が該当し，Stage 1 の 5 年生存率は 82.7

2-2

％，Stage 2 以上の 5 年生存率は 49.6％ であった（図

2001 年 1 月から 2012 年 12 月までの期間における

2）．国立がん研究センターがん対策情報センターか

大腸癌手術症例は，21 件（Stage 1：12 件，Stage 2 以

らの報告によると，2003 年から 2005 年にかけて診断

上：9 件）が該当し，Stage 1 の 5 年生存率は 100％，

された胃癌患者の 5 年生存率は，原発臓器限局群（n

Stage 2 以上の 5 年生存率は 30.0％ で，全体としての

大腸癌手術症例の検討

日本透析医会雑誌

36

Vol. 29

No. 1

2014

1984〜2000 年の症例 2001〜2012 年の症例

p-value

年齢
男性/女性

60.8±12.0
60/22

65.0±9.1
9/5

0.280
0.494

透析期間（年）
Stage
N

4.8±4.4
1.83±1.03
81

8.3±9.3
1.64±0.93
14

0.724
0.543

■1984〜2000 年の手術症例

■2001〜2012 年の手術症例
頻度
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ステージ分類

頻度
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

図3

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

胃癌手術症例の年代別比較

■1984〜2000 年の手術症例

■2001〜2012 年の手術症例

頻度
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6
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3
2
1

年齢
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5
0
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60
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70

90

年齢

0

頻度
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年齢

頻度
7
6
5
4
3
2
1

透析年数
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10
0

5
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図4

20

透析年数

0

5

10

15

20

25

30

透析年数

胃癌手術時の年齢と透析期間

表 4 胃癌手術が生命予後に及ぼす危険因子
（Cox Proportional Hazard Regression）
因

子

年 齢
男 性
透析期間
Stage
部分的切除†
Curability
†

Univariate

Multivariate

Stepwise

HR

p

HR

p

HR

p

1.022
3.297
0.995
1.585
0.727
2.163

0.214
0.0284
0.138
0.00870
0.437
0.00131

1.015
2.220
0.997
1.078
1.074
1.818

0.435
0.167
0.407
0.811
0.874
0.181

2.163

0.00131

部分的切除＝亜全摘＋部分切除

5 年生存率は 71.9％ であり（図 5），さらに 1984 年 1

て診断された大腸癌患者の 5 年生存率は，原発臓器限

月までの症例にさかのぼると 69 件（Stage 1：33 件，

局 群（n＝14,522）で 96.5％，所 属 領 域 限 局 群（n＝

Stage 2 以上：36 件）が該当し，Stage 1 の 5 年生存率

9,274）で 65.7％，遠 隔 転 移 群（n＝5,291）で 11.9％

は 100％，Stage 2 以上の 5 年生存率は 58.7％ であっ

となっており1, 2），胃癌手術症例と同様に，一般人口

た（図 6）
．国立がん研究センターがん対策情報セン

を対象とした統計と比較しても遜色のない成績が得ら

ターからの報告によると，2003 年から 2005 年にかけ

れている．

透析患者の消化管合併症に対する外科手術
生存率
100

生存率
100

（n＝21）

Stage II，IIIa，IIIb，IV（n＝36）

60

60
40

生存率

40

1年

3年

5年

92.3％

83.9％

71.9％

1
図5

2

3

Stage I
Stage II，III，IV

20
0

0
0

Stage （n＝31）
I
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4

5
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0

2

10 年
85.7％
58.7％

4

1984〜2000 年の症例 2001〜2012 年の症例
61.57±10.11
31/18

69.38±7.67
15/6

透析期間（年）
Stage
N

5.71±4.97
2.10±1.15
48

8.45±10.5
1.81±1.21
21

■1984〜2000 年の手術症例
頻度

ステージ分類

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

図7
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p-value
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図 6 大腸癌 Stage 分類別生存率（1984〜2012 年）
対象：大腸癌 70 例/Stage 不明 7 例（他病死 9 例打ち切り）

年齢
男性/女性

0

3年
100％
73.3％

Log-Rank test：p＝0.00155

大腸癌患者生存率（2001〜2012 年）
進行癌も含む（他病死打ち切り）
．

22
20
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8
6
4
2
0

1年
100％
77.6％

2
5

10

15

図8

20

透析年数

0

透析年数

大腸癌手術時の年齢と透析期間

2000 年を境とした前期（1984～2000 年）48 例と後

間の違いは認めなかった（図 7, 8）
．透析患者に対す

期（2001～2012 年）21 例に分けて年代間比較を行う

る大腸癌手術が生命予後に及ぼす危険因子を検定する

と，両期間とも癌ステージは Stage 1 が多くを占め，

と（Cox Proportional Hazard Regression 法），

好発年齢は 60 歳代から 70 歳代と高齢者に多く，透析

Stage，直腸癌，癌根治度（Curability）に有意差を認

導入後 5 年以内に最も発症例が多い点においても年代

めたが，胃癌同様，大腸癌においても透析期間が及ぼ

癌
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表 5 大腸癌手術が生命予後に及ぼす危険因子
（Cox Proportional Hazard Regression）
因

Univariate

子

年 齢
男 性
透析期間
Stage
直腸癌†
Curability
†

Multivariate

Stepwise

HR

p

HR

p

HR

1.049
1.601
0.998
2.347
3.283
3.543

0.165
0.420
0.628
0.000698
0.0247
0.000107

1.099
2.869
1.001
1.632
3.491
2.461

0.0562
0.169
0.793
0.201
0.0397
0.0945

1.093

0.0464

4.354

0.000306

癌の発生部位が，直腸であるかないかで分けた因子．

表7

す影響に有意差を認めなかった（表 5）．

臓器別：待機/緊急別在院死症例数
待機手術後

また 2001 年 1 月から 2012 年 12 月までの 21 件の大
度と照らし合わせると，便鮮血・貧血で発見された 9
例 で は Stage 1 が 7 例（77.8％）を 占 め，下 血・黒 色
便では 6 例中 3 例が Stage 1，腹痛・穿孔で発見され
た 3 例では 2 例が Stage 4 であった．透析施設におけ
る血算や便鮮血反応などの検査が定期的に実施される
ことで，透析患者においてはむしろ早期の段階で大腸

在院死

N

在院死

胃・悪性
胃・良性
腸・悪性
腸・良性

13
1
17
47

0
0
0
2

1
3
4
67

0
1
0
8

肝
胆
膵
その他

3
18
1
5

1
0
0
1

2
1
0
7

1
0
―
1

癌が発見されやすいことが示唆される．

小

計

3

合

計

消化管緊急手術症例の検討

緊急手術後

N

腸癌症例を，診断の契機となった所見で分類し癌進行

3-1

p

4/105（3.8％）

11/85（12.9％）：
胃腸 9/75（12.0％）

15/190（7.9％）

在院死症例の頻度

2001 年 1 月から 2012 年 12 月までの消化器手術症

85 例（44.7％）である．緊急手術の占める割合が通常

例 190 例のうち，術後退院することなく在院死を余儀

より多く，そのうち消化管待機手術症例は 78 例で，

なくされた症例は 15 例（7.9％）であり，消化管手術

在院死例が 2 例（2.6％）であるのに対し，消化管緊

症例 153 例では 11 例（7.2％）が在院死症例である．

急手術症例は 75 例で在院死例が 9 例（12.0％）と在

消化管悪性腫瘍症例 35 例に在院死例はなく，その全

院死率が明らかに高くなる（表 7）．透析患者に対す

例が良性疾患患者である（表 6）．

る消化器手術が在院死に及ぼす危険因子を検定すると

消化器手術症例 190 例を待機手術・緊急手術別に分
類すると，待機手術は 105 例（55.3％），緊急手術は
表6

胃
腸
肝
胆
膵
その他
小

計

合

計

性

悪

解析で有意差を認めた（表 8）．
3-2

臓器別：良性/悪性別在院死亡症例数
良

（Logistic 回帰分析），緊急手術と穿孔において単変量

在院死症例の原因

2001 年 1 月から 2012 年 12 月までの消化器手術症

性

例 190 例のうち，在院死を余儀なくされた 15 例の死

N

在院死

N

在院死

4
114

1
10

14
21

0
0

3
17
0
12

1
0
―
2

2
2
1
0

1
0
0
―

血や肺炎などの術後合併症例が 4 例，手術が原因と思

152

14（9.2％）

38

1（2.6％）

重症感染症が契機となった症例が 12 例（80％）を占

15/190（7.9％）：胃腸 11/153（7.2％）

亡原因は，病初期の対応が不適切ないしは不十分と思
われる 6 例，重篤な基礎疾患を合併していた 4 例，出
われる 1 例に大別される．それらを直接死因別に分類
すると，敗血症・DIC・多臓器不全（MOF）などの
め，他 3 例は突然死であった．

透析患者の消化管合併症に対する外科手術
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表 8 在院死の危険因子
（Logistic 回帰分析）
変

量

年 齢
男 性
透析期間
悪性疾患
緊急手術
胃
腸
虫 垂
肝
胆
膵
穿 孔
閉 塞
出 血
EPS

4

単変量分析

多変量分析

Odds ratio

p-value

Odds ratio

p-value

1.015
1.857
0.999
0.171
4.072
0.440
1.000
1.831
6.462
＜0.001
＜0.001
5.267
0.673
1.771
1.169

0.497
0.311
0.807
0.094
0.022
0.442
1.000
0.465
0.052
0.991
0.992
0.0034
0.617
0.613
0.847

1.034
1.461
0.357
0.999
1.173
0.044
0.015
2.161
0.949
＜0.001
＜0.001
19.21
2.539
12.74
4.054

0.201
0.177
0.650
0.470
0.861
0.085
0.011
0.038
0.973
0.999
0.478
0.038
0.532
0.157
0.255

透析患者に対する消化管手術の対応

する腹部緊急手術の死亡率は，血液透析を受けている
50 歳以上の患者においてきわめて高率であるなどと

透析患者の消化管悪性腫瘍，なかでも胃癌，大腸癌

報告されている4, 5）．また，透析患者が敗血症を合併

に対する手術成績を検討したところ，それぞれの 5 年

すると，その死亡率は一般人口に比較して 100 倍から

生存率において，2013 年に報告された最新の国立が

300 倍に高率となるとの報告もある6）．透析患者に対

ん研究センターがん対策情報センターからの一般人口

する消化管緊急手術においては，時期を失することの

を対象とした統計と比較しても遜色のない成績である

ない迅速な外科的対応に加えて，血液浄化法によるエ

ことが示唆された．また 2000 年を境とした年代間の

ンドトキシン吸着などを併用したきめ細やかな周術期

比較においては，癌 Stage，好発年齢，発症時期に年

管理が必要と思われる．

代間の差がないことが判明し，また術後の生命予後に
及ぼす危険因子は，癌 Stage や癌根治度などであり，
透析期間などは関与していないことも明らかとなった．
さらに 2001 年から 2012 年までの消化管悪性腫瘍症例
35 例において，在院死を余儀なくされた例に遭遇す
ることはなかった．これらの点を踏まえて，透析患者

文

献
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2） Matsuda T, Ajiki W, Marugame T, et al. : Population-based
survival of cancer patients diagnosed between 1993 and 1999

に対する消化管悪性腫瘍の対応策を考察すると，術中

in Japan : a chronological and international comparative study.

操作や周術期管理において細やかな配慮が必要である

Japanese Journal of Clinical Oncology, 41; 40-50, 2011.

ものの，その適応を十分に評価したのちは，縮小手術
に偏ることなく癌根治度を念頭に置いて手術を遂行す
べきと考えられる．
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医療制度・医療経済

腎臓病薬物療法学会

―― 専門・認定薬剤師について ――

平田純生＊1, 4 木村

健＊2, 4 竹内裕紀＊3, 4

＊1 熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター・臨床薬理学分野
薬学教室 ＊4 日本腎臓病薬物療法学会

＊2 兵庫医科大学病院薬剤部

＊3 東京薬科大学薬学部医療実務

key words：腎臓病薬物療法専門薬剤師，腎臓病薬物療法認定薬剤師，薬物適正使用，腎機能，尿中排泄率

要

旨

進みつつあるのと同様に，薬剤師にも専門制度が必要
となるのは自然の摂理といえよう．

2013 年に，日本腎臓病薬物療法学会が認定する腎

2000 年以前には皆無であった専門・認定薬剤師制

臓病薬物療法専門薬剤師 14 名，腎臓病薬物療法認定

度だが，2001 年に日本生薬学会・日本薬剤師研修セ

薬剤師 45 名が認定された．腎臓病薬物療法専門・認

ンターが漢方薬・生薬認定薬剤師を認定し，2005 年

定薬剤師には薬学を基盤とした専門的な臨床能力を発

に日本病院薬剤師会によって「がん専門薬剤師」が誕

揮することによって，慢性腎臓病（CKD）患者の薬

生した．現在では，様々な学会や団体が認定する約 20

剤性腎障害や透析患者などで多発する中毒性副作用を

種類の専門・認定薬剤師が生まれている．従来 4 年制

未然に防ぐことが期待される．日本腎臓病薬物療法学

であった薬剤師国家試験受験資格者は，2006 年 4 月の

会としては，関連学会と協力しつつ，
「有効かつ安全

薬学部入学者から 6 年制になり，基礎薬学偏重だった

で，目の前の腎臓病患者に配慮した最高の薬物療法を， 薬学教育の中に病態生理だけでなく，患者に寄り添う
医師や他の医療スタッフと協力しながら責任もって提

臨床教育が取り入れられたことも，薬剤師業務の多様

供できる薬剤師」を育成していくことを目的に活動し

化とともに専門化に拍車をかけたのはいうまでもない．

ていきたい．
1

はじめに
―― 薬剤師の専門制度

薬のスペシャリストである薬剤師であっても，「薬

日本腎臓病薬物療法学会は，腎臓病特有の中毒性副
作用を限りなくゼロにできるよう，また有効かつ安全
な薬物療法を提供できる CKD 患者の薬物療法のエキ
スパート，つまり「腎臓病薬物療法専門・認定薬剤
師」の育成が急務であると考えている．

剤師はジェネラリストたれ」という考えは正論である．

今回は，日本腎臓病薬物療法学会が認定する腎臓病

しかし，近年の薬物療法の進歩と多様化を考慮すると，

薬物療法専門・認定薬剤師の役割と必要性について概

すべての分野の薬物療法に関する論文をチェックし，

説する．

次々と改定される診療ガイドラインを頭に入れ，その
情報を薬物適正使用に生かすことは並大抵のことでは
ない．医師のほとんどが専門化し，看護師も専門化が

2

腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師の主な役割
CKD 患者に腎排泄型薬物を投与して中毒性副作用

Nephrology pharmacotherapy specialists and certiﬁed nephrology pharmacist certiﬁed by The Japanese Society of Nephrology and Pharmacotherapy
Division of Clinical Pharmacology, Center for Clinical Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University
Sumio Hirata
Department of Pharmacy, the Hospital of Hyogo College of Medicine
Takeshi Kimura
Department of Practical Pharmacy, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences
Hironori Takeuchi

腎臓病薬物療法学会
表 1-1
対象患者

41

腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師に期待される業務
腎臓病に関わる薬剤師がやるべきこと

Ⓡ

CKD
（非透析）
患者 クレメジン の相互作用チェック，適正服用時間厳守のための服薬指導
微量アルブミン尿など早期 CKD 患者に対して腎保護作用のある薬物（RA 系阻害薬・降圧薬・クレメジンⓇなど）の適
切な服薬指導による患者のアドヒアランスの向上，および再受診率向上による心血管病変発症予防・透析患者増加防止
処方内容から腎障害の有無を推測
糖尿病・腎炎・高血圧・メタボリック症候群に対する腎機能低下を防止し，透析導入・心血管病変の進行を防ぐ薬物療
法の提供及び生活指導の推進
加齢にともなう腎機能低下患者の腎排泄性薬物の蓄積による有害事象の発現防止
血清クレアチニン値，シスタチン値から腎機能を推算し，患者の体格・年齢・病態から正確な腎機能を予測
腎排泄性薬物の腎機能に応じた至適投与設計，過量投与の防止による薬物適正使用の推進による CKD 患者の中毒性副
作用の未然防止
腎機能悪化要因を持った症例に腎機能を低下させる可能性のある薬物投与による腎機能悪化防止の推進
CKD 患者の集学的治療時の的確な服薬指導によるアドヒアランス向上
CKD 患者の集学的治療時の重複投与・相互作用のチェック，有害事象の防止を提言
腎外クリアランスの変化など腎排泄性薬物以外に体内動態が変動する薬物の投与設計
腎未発達早産児への腎排泄性薬物の適正使用の提言
CKD 患者の抗菌薬適正使用・TDM（治療薬物モニタリング； therapeutic drug monitoring）実施による感染症の治癒促
進 ･ 腎障害発症防止（ICT：感染制御チームにおける活動も含む）
CKD 患者全体

透析患者

CKD 患者の薬物療法にともなう副作用および薬効モニタリングの実施および評価
CKD 患者で発症した中毒性副作用情報の管理
CKD 患者のサプリメント，健康食品の摂取の是非についてのアドバイス
CKD 患者の他院（他科）併用薬，OTC 薬，サプリメントの管理による重複投与・相互作用のチェック，有害事象の防止
薬物間相互作用によって発症する腎機能悪化の防止，腎臓病患者に起こりやすい相互作用による有害事象発生の未然防止
ヘモグロビン値を日本透析医学会の「慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン」の推奨値内に保つための
ESA 療法，鉄剤投与の適正化
CKD 患者への輸液療法のアドバイス（水・電解質管理）
腎機能低下に伴う病態変化を理解し，処方内容を適正化する
腎臓病患者における重要な薬物療法に関する新規情報の随時提供 ･ 啓蒙
腎機能低下に伴う薬物動態パラメータの変化を予測し，投与設計に生かせる
CKD 患者の抗菌薬適正使用・TDM 実施による感染症の治癒促進 ･ 腎障害発症防止
CKD 患者の薬物療法に関する院内マニュアルの作成
集学的治療による多剤併用時の相互作用，重複作用，腎機能悪化の可能性をチェックしたうえで，アドヒアランスを向
上させる服薬指導
CKD の薬物療法適正に関わる他職種・患者あるいは患者家族への啓蒙活動の推進
血清リン値，血清 Ca 値を日本透析医学会の「二次性副甲状腺機能亢進症治療ガイドライン」の推奨値内に保つよう，
検査値に応じた至適薬物投与量を医師に情報提供するなど，腎不全合併症の薬物療法の適正化
日本透析医学会の「腎性貧血治療のガイドライン」に沿った薬物適正使用の推進
日本透析医学会の「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」に沿った薬物適正使用の
推進
リン吸着薬投与時の，相互作用のチェック，患者に対するわかりやすい服薬指導（服薬タイミング・服用意義）
ICT（感染制御チーム）における PK/PD に基づいた抗菌薬適正使用の推進
薬物の透析性（HD，CAPD）に関わる情報提供，CHDF 時の薬物適正使用の推進
NST（栄養サポートチーム）における高齢透析患者のるい痩などの適正な栄養管理の推進
透析患者の薬剤性便秘防止，病態・加齢に伴う便秘のための最適な下剤の選択
「重篤な腎障害には禁忌」という薬物の透析患者への投与可否の情報の提供
透析患者の予後を改善する薬物療法の提供
透析患者の QOL・ADL を改善する薬物療法の提供
腹膜透析患者への腎毒性抗感染症薬による腎機能悪化の防止

小児腎不全患者

成長障害をきたさない薬物療法，ステロイド投与，アシドーシスによる骨への影響，アシドーシス是正，リンコントロ
ール，貧血治療，カロリー摂取の増大への関与

腎移植患者

腎移植患者の免疫抑制薬の TDM の実施による腎機能悪化防止と適正使用の推進

集中治療室

不安定な循環動態症例，敗血症ショックによる急性腎障害発症防止および腎機能に応じた投与設計

新生児集中治療室 腎の発達が未熟児に対する腎排泄性薬物の投与設計
HIV 患者

抗 HIV ウイルス薬による急性腎障害（急性尿細管壊死，尿細管閉塞性腎障害）の予防
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より高い専門性を持った腎臓病薬物療法認定薬剤師・専門薬剤師ならできること

1. CKD の薬物療法適正化に関わる臨床研究の推進
2. CKD の薬物療法適正化に関わる教育・啓蒙活動の推進
3. 化学構造・物性，体内動態の予測から肝代謝型薬物か腎排泄性薬物か理解できる．また健常者と腎障害患者に投与した時の薬物動態
パラメータの変動の差，あるいは患者の腎機能，薬物の尿中未変化体排泄率・薬理学的特性がわかれば適切な投与設計ができる
4. 薬剤性急性腎障害が発症した時，どんな薬物に腎毒性があり，どんな薬物が虚血腎の原因になり，どんな薬物がアレルギー性の間質
性腎炎になるか，そしてどのような患者が薬剤性腎障害のリスクが高いかなど，薬剤性腎障害を理解し，その予防法に関する情報も身
に着けている．相互作用によって腎機能をさらに悪化させる組み合わせも熟知している．また腎機能の低下を防止する薬物療法，腎毒
性を起こさないような代替薬を症例に応じて提言できる
5. 各薬物が CYP やトランスポータの基質になっているか，これらの機能性タンパク質の阻害・誘導作用を持っているかについて理解
し，併用された薬物名を聞けば，どのような相互作用が起こるか想定できる
6. 尿中排泄率が高くなくても腎機能の低下した症例には減量しなくてはならない薬物を列挙できる
7. 薬物の透析性を物理化学的性質や薬物動態パラメータ，使用する透析膜，透析条件などから予測できる
8. 特定の透析膜への薬物の吸着性を予測できる
9. CHDF の施行条件によって薬物の CHDF クリアランスを予測でき，持続的血液浄化療法時の薬物投与設計ができる
10. 薬物中毒に選択される最適な血液浄化法を提言できる

が発現した症例や，薬剤性腎障害によって腎機能が悪
化した症例の報告1）は後を絶たない．Classen らの前
向き研究2）によると，入院患者で起こった全有害事象
のうちアレルギー性副作用・過敏症は 9.2％ に過ぎず，

3

日本腎臓病薬物療法学会設立と
専門・認定薬剤師制度
1999 年，日本で初めて腎臓病の薬物療法に特化し

90.8％ が用量依存性で予測しうる有害事象であったこ

た研究会である「関西腎と薬剤研究会」が発足した．

とが報告されている．つまり，今起こっている副作用

2006 年には全国 7 カ所の「腎と薬剤研究会」が結集

のほとんどが「医原病」と言っても過言ではなく，

して「日本腎と薬剤研究会」が結成され，2012 年 1 月

CKD 患者，高齢化しつつある透析患者は，薬物によ

には 13 カ所の「腎と薬剤研究会」が結集して日本腎

る有害事象が起こりやすい病態である．そのため，

臓病薬物療法学会が設立された．本学会は，現在では

CKD 患者の薬物投与設計に精通した薬物療法適正使

全国 18 団体にまで増加した「腎と薬剤研究会」と，

用の専門家として，クオリティの高い薬剤師が必要と

1,000 人以上の正会員によってその活動が支えられて

されている．

いる（図 1）．これはまさに CKD の薬物療法適正化に

腎臓病の薬物療法のエキスパートとしての腎臓病薬
物療法専門・認定薬剤師の主要な任務は，下記の 4 項
目に集約されると考える．
①

腎機能低下患者への薬物適正使用・中毒性副作
用の未然防止

②

腎毒性薬物・腎虚血誘引薬物による薬剤性腎障
害の防止

③

適切な服薬指導による腎機能悪化防止・心血管

合併症の予防
④

透析患者の合併症に対する最適な薬物療法の提
供

しかし，今後の腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師の
職能の可能性を考えると，表 1-1, 1-2 に示すように，
非常に多岐にわたることが期待される．

対する薬剤師のニーズが高いことを示している．
腎臓病薬物療法専門・認定制度は，①腎臓病薬物療
法単位履修修了薬剤師，②腎臓病薬物療法認定薬剤師，
③腎臓病薬物療法専門薬剤師の 3 段階に分かれている．
これらの違いについて図 2 および以下に要約するが，
詳しくは学会ホームページ（http://jsnp.kenkyuukai.
jp/special/?id=1220）を参照されたい．
①

腎臓病薬物療法単位履修修了薬剤師

「腎臓病薬物療法に関する自己研鑚を積んだ薬剤
師」とし，日本腎臓病薬物療法学会が示す単位基準の
修得単位が，申請時の直近 2 年間で 30 単位以上ある
もの．認定試験の受験を必要としない．
②

腎臓病薬物療法認定薬剤師

「腎臓病薬物療法に関する十分な知識・技能を有す
る薬剤師」とし，研修修得単位 30 単位，自験例 30 症
例の提示が必要であり，腎臓病および透析患者の薬物
療法に関わる学会発表が 3 回以上（うち筆頭発表者 1

腎臓病薬物療法学会
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❸

⓬

❶ ⓲❺

日本腎と薬剤研究会
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⓮
❻
⓰

日本腎臓病
薬物療法
学会

図1

③

②

①

設立年
①1999
②2002
③2005
④2006
⑤2006
⑥2006
⑦2006
⑧2006
⑨2007
⑩2009
⑪2010
⑫2011
⑬2011
⑭2012
⑮2013
⑯2013
⑰2013
⑱2013

地域
関西
北部九州
北海道
広島
中部
東京
熊本
香川
徳島
長崎
愛媛
宮城
福岡
群馬
山口
神奈川
広島備北
三泗鈴

各地の「腎と薬剤研究会」の分布

専門
薬剤師

14 名
2013 年末時の認定者数
45 名

認定薬剤師

単位履修修了薬剤師

128 名

慢性腎臓病診療に
携わる Generalist としての薬剤師

資格のおもな条件

日本腎臓病薬物療法
学会会員

①腎臓病薬物療法単位履修修
了薬剤師

②腎臓病薬物療法認定薬剤師

③腎臓病薬物療法専門薬剤師

3 年以上在籍

3 年以上在籍

腎臓病薬物療法認定薬剤師 3
年以上在籍

日本腎臓病学会会員

―

―

日本透析医学会会員

―

―

いずれかの会員

認定資格

新規申請時には 2 年間で 30 2 年間で 30 単位以上修得
学会発表 5 回以上（2 回以上
単位以上修得
学会発表 3 回以上（1 回以上 筆 頭 発 表 者）論 文 3 編 以 上
筆頭発表者）自験例 30 症例 （1 編は筆頭著者）

認定試験

なし

あり

なし

更新（5 年ごと）

50 単位修得

60 単位修得

60 単位修得

図2

腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師制度と資格条件
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リオンⓇ）は，透析患者を含む重度腎機能障害のある

回以上）あり，認定試験に合格したもの．
③

No. 1

腎臓病薬物療法専門薬剤師

患者には禁忌になっている．アセトアミノフェン（カ

「腎臓病薬物療法に関して指導的役割を果たし，研

ロナールⓇ）やコルヒチンなど腸肝循環する薬物では，

究活動等においても秀でた能力を持つ薬剤師」とし，

消失の遅延が観察される．また尿毒症性物質の蓄積に

日本透析医学会あるいは日本腎臓学会のいずれかの会

より，機能性蛋白である代謝酵素・トランスポーター

員でもあり，腎臓病および透析患者の薬物療法に関わ

が正確な翻訳後修飾を受けなくなり，これらの蛋白機

る学会発表が 5 回以上（うち，少なくとも 2 回は筆頭

能が低下することによって，ロスバスタチン（クレス

発表者）
，複数査読制のある学術論文が 3 編以上（う

トール Ⓡ），エリスロマイシン，フェキソフェナジン

ち，少なくとも 1 編は筆頭著者）のすべてを満たして

（アレグラⓇ）などの代謝能力・排泄能力が低下し，血

いるもので，認定試験に合格したもの．また腎臓病薬

中濃度上昇による中毒性副作用を起こすことがある．

物療法認定薬剤師として腎臓病および透析患者の薬物

これらのことから，「腎排泄型薬物の投与設計は患

療法に関する医療に 3 年以上携わっていること．

者の腎機能と薬物の尿中未変化体排泄率がわかれば投

②および③に関しては「日本医療薬学会認定薬剤師，

与設計可能である」というセオリーに適さない薬物が，

日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師（5 年以

近年，増加しつつある．CKD 患者への薬物適正使用

上），日本薬剤師会生涯学習支援システムレベル 5 以

は年々複雑になってきており，これらの薬物適正使用

上，薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯研

は，医師と異なる「薬学の基盤」を持った薬剤師が責

修認定制度による認定薬剤師あるいは日本臨床薬理学

任もって処方鑑査する必要があると考える．ただし，

会認定薬剤師のいずれかであること」が必要である．

添付文書上に腎機能によってなんらかの投与制限の記

つまりスペシャリストである前にジェネラリストであ

述があるものは約 2,500 成分の内，約 220 成分にすぎ

ることを求めている．①②③ともに 5 年ごとに更新の

ない．

ための審査を受ける必要がある．

日本腎臓病薬物療法学会としては，ホームページ上

2012～2013 年に腎臓病薬物療法単位履修修了薬剤

に約 200 種類の薬物を対象とした「腎機能低下時に最

師の認定審査が行われ，現在 128 名の単位履修修了薬

も注意が必要な薬剤投与量一覧表」を会員以外でも閲

剤師が認定された．2013 年 5 月に，学会評議員を対

覧可能にしている．学会員は 1,300 種類以上の薬物に

象に専門薬剤師 13 名，認定薬剤師 11 名が暫定認定さ

ついてより詳細な表を閲覧可能である．学会誌には腎

れた．6 月には腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師テキ

機能に応じた至適投与量だけでなく，クリアランス，

ストが発刊され，8 月には受験者 51 名を対象に認定

分布容積，尿中未変化体排泄率，蛋白結合率，生物学

薬剤師試験が行われ，新たに専門薬剤師が 1 名，認定

的利用率，消失半減期，代謝経路・排泄トランスポー

薬剤師 34 名が認定された．

ターに関する情報が掲載されており，まさに薬物投与

4

設計に必要な情報を発信している．

透析患者で中毒性副作用が起こる原因は？

また薬効は変化しないものの，透析患者では薬物の

透析患者の薬物療法の問題点は，腎排泄型薬物の排

吸収の遅延，低アルブミン血症による蛋白結合率の低

泄遅延による血中薬物濃度の上昇だけではない．モル

下と分布容積の増大，血清 a1 酸性糖蛋白質濃度上昇

ヒネやアロプリノール（ザイロリックⓇ）など，尿中

による塩基性薬物の蛋白結合率の上昇と分布容積の縮

未変化体排泄率が低くても活性代謝物が蓄積すること

小や，溢水による水溶性薬物の分布容積の増大などの

によって，薬効の増大や腎機能正常者では起こりえな

薬物動態的変化が認められる．このように，複雑な

い副作用が発症することがある．またインスリンやイ

CKD 患者の薬物動態的変化は，やはり専門・認定薬

ンターフェロン a（スミフェロン /オーアイエフ ，

剤師だからこそ対処できるといえる．

Ⓡ

Ⓡ

Ⓡ

イントロン A ）などのペプチドからなる薬物は腎で

しかし，これらのことが理解できている薬剤師は現

代謝されるため，透析患者では尿中未変化体排泄率が

状では少ない．「本物の薬剤師，できる薬剤師」を 1

低くても減量する必要がある．腎で代謝される GLP-1

人でも増やせば薬物療法の質はより高まる．CKD 患

Ⓡ

受容体作動薬のエキセナチド（バイエッタ /ビデュ

者の薬物適正使用に貢献できる薬剤師を増やすために

腎臓病薬物療法学会

は，専門薬剤師制度が必要不可欠であると考える．
5

45

添付文書上では，ピタバスタチンカルシウム（リバ
ロⓇ），ロスバスタチン（クレストールⓇ）のみがシク

薬剤師だからこそ相互作用による

ロスポリンと併用禁忌になっているが，他のスタチン

腎障害を防ぐことができる

剤でも同等の相互作用を起こす可能性があるため要注

最後に，薬剤師だからこそできる相互作用の回避に
ついて例をあげて解説したい．

意である．特にストロングスタチン 2 種が禁忌のため，
禁忌になっていないアトルバスタチンとシクロスポリ

脂質異常症治療薬のスタチン薬が相互作用によって
横紋筋融解症を発症し，腎機能低下を来した症例の報

ンの併用による筋症，横紋筋融解症発症の可能性は十
分あり11），要注意である．

告は多い．しかし，それらの報告が添付文書に適切に

バンコマイシンも，アミノグリコシド系抗菌薬の 1

反映されているとはいい難い．シンバスタチン（リポ

日複数回投与の併用により腎毒性が著しく増強するこ

バス ）やアトルバスタチン（リピトール ）はほぼ

とが知られている12）．利尿薬，NSAIDs，レニン-アン

CYP3A4 のみによって代謝され，P 糖タンパク質基質

ジオテンシン系阻害薬の併用も腎前性急性腎障害の原

薬物でもある．そのため，小腸での初回通過効果を受

因になる13）．筆者らは，専門・認定薬剤師ならではの

けやすいため，それぞれ 5％，12％ とバイオアベイラ

臨床能力を発揮することによって，未然に防止できる

ビリティが低い．これらの薬物と CYP3A4 を阻害する

有害事象，薬剤性腎障害はなんとしても防ぎたいと考

グレープフルーツ ，マクロライド系抗菌薬のクラリ

えている．

Ⓡ

Ⓡ

3）

スロマイシン（クラリス /クラリシッド ） ，アゾー
Ⓡ

Ⓡ 4）

ル系抗真菌薬5），コルヒチン6）の併用により横紋筋融
解症が発症したという報告がある．特にイトラコナゾ
Ⓡ

6

まとめ
このように，腎臓病薬物療法学会では，腎臓病患者

ール（イトリゾール ）の併用では，シンバスタチン

に対して薬物動態，相互作用，副作用などの薬学的専

の活性体のシンバスタチン酸濃度が 19 倍に上昇する

門知識を生かし，腎機能に応じた用量の調節，腎毒性

という報告があるため，併用禁忌になっている ．

薬物・腎虚血誘引薬物の適正使用，服薬指導，透析患

7）

また，ネフローゼ症候群でステロイド抵抗性の場合， 者の合併症の最適な薬物療法などに貢献できる薬剤師
シクロスポリン（ネオーラルⓇ，サンディミュンⓇ）

である腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師の輩出に積極

とスタチン薬が併用される頻度が高いが，スタチン薬

的に取組んでいきたい．

の肝取込みトランスポーター OATP1B1 をシクロスポ

最後に「腎不全看護師・栄養管理士ならびに腎臓病

リンが阻害することによって，ほとんどのスタチン薬

薬物療法認定薬剤師・専門薬剤師認定・育成に関する

．

小委員会」
，および「日本腎臓病薬物療法学会専門・

の血中濃度が 5～10 倍以上に上昇する（表 2）

8～10）

表2
出

典

脂溶性
シクロスポリン併用
による筋肉痛 ･ 横紋
筋融解症の発症
OATP1B1 の基質
シクロスポリン併用 文献 8
による血中濃度上昇 文献 9
（AUC）
文献 10
腎不全患者への減量
の必要性
†

シクロスポリンとスタチン剤の相互作用

プラバスタチン

シンバスタチン フルバスタチン† アトルバスタチン ピタバスタチン

（メバロチン ）

（リポバス ）

+

++++

+++

Yes（数例）

Yes

Yes

（クレストール®）

+++

++++

++

No

Yes

Yes

Yes

Yes or No

No

Yes

Yes

Yes

5～10 倍

6～8 倍

2～4 倍

6～15 倍

5倍

5～10 倍

23 倍

2.6～8.0 倍

データなし

7.5 倍

4.5 倍

3.8 倍

5～12 倍

3～8 倍

3倍

6～9 倍

5倍

7倍

必要なし

必要なし

必要なし

必要なし

必要なし

減量すべき

®

（ローコール ） （リピトール ）

ロスバスタチン

（リバロ ）

®

®

®

®

フルバスタチンが OATP1B1 の基質になるか否かについては統一された見解がないが，他のスタチン薬に比しフルバスタチンの血中濃度上昇の影響
が最も小さく，たとえ OATP1B1 の基質であったとしてもその基質親和性は低いと考えられている．
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認定薬剤師制度に関する合同会議」での専門薬剤師制
度に対するご助言や腎臓病専門・認定薬剤師テキスト
の査読など，日本透析医学会および日本腎臓学会のご
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ther, 40; 1466-1469, 2006.
7） Neuvonen PJ, Kantola T, Kivistö KT : Simvastatin but not
pravastatin is very susceptible to interaction with the CYP3A4
inhibitor itraconazole. Clin Pharmacol Ther, 63; 332-341, 1998.

協力により，腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師制度が

8） Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT : Drug interactions

円滑に出発することができましたことを本誌をお借り

with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance.

しまして，改めて感謝致します．

Clin Pharmacol Ther, 80; 565-581, 2006.
9）杉山雄一，前田和哉：トランスポーターと創薬
前線
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日本透析医学会専門医制度改革を巡って
岡田一義
日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科

key words：透析専門医，専門医制度，研修カリキュラム，研修プログラム，指導マニュアル

要

めた．基本領域専門医を 5 年間で取得したうえで，サ

旨

ブスペシャルティ領域専門医を 3 年間で取得する 2 段

透析専門医は，透析チームを統括する責任者として， 階方式を専門医制度の基本骨格とする．さらに，学会
30 万人以上の全身合併症を有する透析患者を長期間

相互間の協力と連携 ･ 交流を図り，社会に信頼される

診療し，最善の治療とケアを提供するために必須な専

専門医制度の確立，専門医の育成・認定およびその生

門医である．透析専門医が日本専門医機構から特殊領

涯教育，施設の認定などを行うことを通じて，医療の

域などの専門医として認定される前途に不安はあるが， 質の向上を目指し，各学会の専門医制度の規定あるい
認定されることを信じて，患者のために基本知識・診

は研修カリキュラムなどの内容について，審査・評価

療技術・手術・処置技術・医療倫理・医療安全・感染

し，必要に応じて改善の勧告を行う‡1）．研修カリキ

対策・災害対策など，すべてに対する能力を身につけ， ュラムを計画的かつ適切に提供するシステムである研
透析チームの責任者としての資質も兼ね備えた専門医

修プログラムと専攻医を教育する研修施設の認定も重

を育成できるように，規則細則・施行細則，研修カリ

要である．そのために研修施設の指導体制と認定基準

キュラム，研修マニュアル，指導マニュアル，研修プ

の標準化とともに，研修プログラムの運用を基幹研修

ログラムなどを充実させ，よりよい専門医制度が実現

施設と関連研修施設で形成した研修施設群により構築

できるように努力を重ねている．

し，研修プログラム制によって専攻医を育成すること

緒

を基本とする．

言

機構は，現在までに 19 の基本領域専門医と，この

一般社団法人日本透析医学会専門医制度委員会（専

基本領域が認証する 29 のサブスペシャルティ領域専

門医制度委員会）は，血液浄化療法に関連する医学と

門医を認めているが，3 段階部分領域・技術認定領

医療の進歩に即応した優秀な医師の養成をはかるとと

域・特殊領域などに相当する専門医はまだ認定されて

もに，透析医学の向上発展をうながし，国民の福祉に

いない（図 1）．平成 25 年 11 月 15 日に開催された機

貢献することを目的として活動し，専門医制度の問題

構の「サブスペシャルティ領域専門医認定の現状と今

．

後について」の会議で，専門医制度評価委員会の千田

2008 年 に 社 団 法 人 日 本 専 門 医 制 評 価・認 定 機 構

彰一委員長が，サブスペシャルティ領域専門医として

（機構）が設立され，各学会が独自に認定している専

認定されるためには，その中に占める最も多い基本領

門医制度を改め，国民の視点に立ち，公正・中立的立

域専門医との相互認証が必要であることを報告した．

場で専門医を評価・認定する機構としての提言をまと

透析専門医の基本領域専門医は複数科あるが，その中

点を検討し改定してきた

1, 2）

Over reform about Comittee of Board Certiﬁed Dialysis Physicians of the Japanese Society for Dialysis Therapy
Division of Nephrology, Hypertension and Endocrinology, Department of Medicine, Itabashi Hospital, Nihon University School of Medicine
Kazuyoshi Okada
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集中治療専門医
総合診療専門医

リハビリテーション科専門医

臨床検査専門医

病理専門医

眼科専門医

麻酔科専門医

救急科専門医

精神科専門医

放射線科専門医

皮膚科専門医

放射線診断専門医
放射線治療専門医

耳鼻咽喉科専門医

形成外科専門医

整形外科専門医

脳神経外科専門医

頭頚部がん専門医

手外科専門医

脊椎脊髄外科専門医

泌尿器科専門医

産婦人科専門医

小児科専門医

図1

生殖医療専門医
婦人科腫瘍専門医
周産期専門医

小児血液・がん専門医
小児神経専門医
小児循環器専門医

外科専門医

総合内科専門医

基本領域専門医

呼吸器外科専門医
小児外科専門医
心臓血管外科専門医
消化器外科専門医

サブスペシャルティ領域専門医

消化器病専門医
循環器専門医
呼吸器専門医
血液専門医
神経内科専門医
老年病専門医
腎臓専門医
肝臓専門医
糖尿病専門医
内分泌代謝科専門医
リウマチ専門医
アレルギー専門医
感染症専門医
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機構が認めている基本領域専門医とサブスペシャルティ領域専門医

で最も多いのは総合内科専門医であるため，総合内科

ログラムは，腎臓専門医の研修プログラムと異なって

専門医による認証が必要なことが判明した．また，そ

おり，生命維持治療を担当する透析専門医は患者の健

の会議で，専門医制度評価委員会の渡辺毅副委員長

康を維持するうえで不可欠な専門医であると考える．

（日本内科学会認定制度審議会会長）が，総合内科専

今後は，特殊領域などに相当する透析専門医として新

門医は現在サブスペシャルティ領域専門医として 13

機構に認定されるように専門医制度整備指針3）と専門

の専門医を相互認証し，今後さらに認証するサブスペ

医制度研修プログラム整備指針4）に準じて専門医制度

シャルティ領域専門医数が増える可能性について言及

改革を継続しており，この内容について解説する．な

したが，同じ領域の二つのサブスペシャルティ領域専

お，専門医制度委員会における担当委員会の整備はす

門医の認証を避けることにも言及した．

でに完了しているが，それ以外の実施時期は理事会に

日本透析医学会は平成 25 年 4 月に本学会理事長よ
り，日本内科学会・日本小児科学会・日本外科学会・
日本泌尿器学会の各理事長宛に透析専門医をサブスペ
シャルティ領域専門医としての認証依頼を行った．現

一任されており，現在は現行の規則・規則施行細則に
よって専門医制度は運用されている．
1

専門医制度委員会における担当委員会の整備

時点で日本小児科学会・日本外科学会・日本泌尿器学

専門医制度全体を統括し規約の制定を行う専門医制

会からは回答があったが，日本内科学会からは回答が

度委員会，研修プログラムの作成について審議・決定

きていない．総合内科専門医は腎臓専門医をサブスペ

し，モデル研修プログラムの提示，研修施設群の形成，

シャルティ領域専門医としてすでに認証しており，透

専攻医の研修プログラムの審査・認定を行う研修プロ

析専門医を同じ腎臓領域として認証しないことが推察

グラム委員会，研修カリキュラムの作成・改定，研修

でき，透析専門医が機構の専門医制度基本設計のサブ

方略その他研修内容に関する事項についての審議・決

スペシャルティ領域専門医として認定されることは難

定を行う研修カリキュラム委員会，専門医の認定に関

しいのが現状である．今後，機構とは別の中立的な第

する業務を行う専門医資格認定委員会，試験の実施・

三者機関である一般社団法人日本専門医制機構（新機

試験問題の作成・成績の集計などを行う専門医試験委

構）が今後の専門医制度の整備を引き継ぐことに決定

員会，研修施設の認定を行う施設認定委員会の設置を

したが，その詳細は現時点では明らかではない．

求めている．しかし，専門医制度の中でそれぞれの任

透析施設で独立して実施できる透析専門医の研修プ

務を所掌する部署を明示すれば，必ずしもすべての委

日本透析医学会専門医制度改革を巡って

員会組織を個々に設ける必要はないとしている．
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申請時において，基幹研修施設または関連研修施設

専門医制度委員会は，組織改編を行い，研修プログ

に常勤医として勤務しており，専門医として認定を受

ラム小委員会を新設した．カリキュラム小委員会のワ

けた後通算 3 年以上，基幹研修施設または関連研修施

ーキンググループ（WG）を二つに縮小して名称をセ

設に勤務し，主として透析医療に従事した者でなけれ

ルフトレーニング問題 WG と研修カリキュラム・指

ばならない．また，定められた指導医研修を受講し，

導マニュアル WG に変更した．専門医・指導医認定

指導医研修受講証を有していなければならない．なお，

小委員会の名称を専門医認定小委員会に変更し，専門

専門医として認定を受けた後，通算 2 年以上，基幹研

医試験小委員会と施設認定小委員会はそのままとし，

修施設あるいは関連研修施設に常勤医として勤務した

五つの担当小委員会を整備した．

者は受講資格がある．

2

規約と書類の整備

②

更新

申請時において，基幹研修施設または関連研修施設

専門医試験（症例要約提出・筆記試験・口頭試験）

に常勤医として勤務しており，専門医として認定を受

の評価方法と評価基準，専門医・指導医・基幹研修施

けた後，通算 3 年以上，基幹研修施設または関連研修

設・関連研修施設の資格認定審査方法と評価基準につ

施設に勤務し，主として透析医療に従事していなけれ

いては，現行の方法と申請書類を活用すれば問題はな

ばならない．

い．しかし，経験症例の登録記録等の信憑性・客観性
の担保と研修記録などの監査システム構築が求められ

（3） 基幹研修施設

ており，今後，会員 ID カードの作製や web 化なども

基幹研修施設は，関連研修施設とともに研修施設群

検討しなければならない．以下に，大きな変更点を示

を形成する．単独または研修施設群内の施設と協同で

す．

専攻医個々の研修プログラムの作成とその遂行に責任
を持つ基幹となる施設である．専門医制度の定める施

2-1

専門医制度規則・規則施行細則

（1） 専門医
①

申請資格

設認定基準を満たしていれば，基幹研修施設として申
請し，専門医制度委員会が審査・承認する．
①

申請資格

専門医制度委員会が指定したガイドライン，診療ガ

専門医 2 名以上が常勤し，かつ専門医の中から定め

イド，提言等に関する教育セミナーを受講し，参加し

られた指導医のもとに，十分な教育体制があり，研修

た証明書類を提出し，筆頭で発表した抄録を一つ提出

内容を管理する専攻医研修管理委員会が設置されてい

しなければならない．

なければならない．ただし，基幹研修施設認定申請時

②

更新：当該認定期間 5 年間

本学会年次学術集会に 1 回以上参加し，専門医更新

において，指導医の申請資格および指導医研修受講証
を有する場合は，指導医がいるものとして扱う．

にふさわしい業務実績書を提出し，セルフトレーニン

②

申請および更新

グ問題を毎年解答し，研修実績 50 単位を取得しなけ

基幹研修施設認定申請時および更新時において，指

ればならない．なお，研修実績は，学術集会参加単位

導医認定証がなく指導医申請資格がある場合には，指

は認めず，セルフトレーニング問題正答が 5 点（毎年

導医申請を条件として指導医認定証は省略可能である．

可）で透析療法に関する学術業績が 2 単位以上，上限
10 単位までであり，専門医制度委員会が指定したガ

（4） 関連研修施設

イドライン，診療ガイド，提言等に関する教育セミナ

関連研修施設は基幹研修施設では十分に研修できな

ーを 15 単位以上（1 時間当たり 1 単位）受講しなけ

い部分を補うために，基幹研修施設の指導責任者が承

ればならない．

認する施設である．専門医制度の定める施設認定基準
を満たしていれば，関連研修施設として申請し，専門

（2） 指導医
①

申請資格

医制度委員会が審査・承認する．
①

申請資格
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合併症の診療を行う維持透析症例が年間 10 例以上

必要十分な研修実績を担保し，専門医資格取得までの

で，40 例以上の維持透析症例を管理している施設で，

全過程を指導医および専門医が教育的に支援する仕組

1 名以上の専門医が常勤し，うち 1 名が指導医であり，

み で あ る．各 施 設 群 で 参 考 に す る 研 修 プ ロ グ ラ ム

十分な教育体制がとられていなければならない．ただ

（案）を作成した．

し，関連研修施設認定申請時において，指導医の申請
資格および指導医研修受講証を有する場合は，指導医
がいるものとして扱う．
②

申請および更新

（1） 専門医制度委員会による施設認定
透析専門医を目ざす専攻医の研修は，本学会が認定
した基幹研修施設とその関連研修施設で認められるた

関連研修施設認定申請時および更新時において，指

め，各施設は，研修プログラムを提出する前に，基幹

導医認定証がなく指導医申請資格がある場合には，指

研修施設または関連研修施設として申請し認定されて

導医申請を条件として指導医認定証は省略可能である．

おかなければならない．

2-2

研修カリキュラム

（2） 研修施設群による研修プログラムの作成

研修カリキュラムに必要な内容は，研修目標（一般

専門医制度委員会が提示する研修プログラムを 3 年

目標：総論的）
，個別目標（基本知識，診療技術，手

間以上で達成できるように，基幹研修施設は単独また

術・処置技術，医療倫理・医療安全・医事法制・医療

は関連研修施設と連携して研修施設群を形成して，基

経済，生涯教育），経験目標（臨床症例経験，種々検査， 幹研修施設に設置した専攻医研修管理委員会で，専攻
手術・処置経験）であり，この内容に準じて，専門医

医個々の具体的な研修プログラムを作成して公表する．

制度委員会は，研修カリキュラム初版（案）を作成し， 専攻医の研修達成状況など研修プログラムの精度を検
本カリキュラムに則った年次毎の段階的な到達目標を

証し，フィードバックさせながらその質を向上させる

設定した研修プログラム（案）を作成した．

ために，指導体制と募集人数とのバランスおよび地域
医療に配慮し，かつ研修の均一性および研修の質を担

2-3

研修マニュアル

保した研修プログラムを整備しなければならない．大

専攻医が当該専門医の研修を行うにあたって，修得

学病院などの基幹研修施設が多い都道府県以外では，

すべき知識，技能等について定めたもので，専攻医は

原則，県に少なくとも一つ以上の研修施設群を形成す

それに準じて研修を行わなければならない．専門医制

る．研修プログラム全体として指導医数と専門性およ

度委員会では，研修カリキュラムのすべての項目に修

び診療実績を考慮し，研修の質の担保とその実効性か

得すべき知識，技能等を定め，大項目について必須経

ら，毎年新規に受け入れが可能な専攻医の数を示す．

験症例数を提示し，専攻医がわかりやすいように研修
マニュアル（案）を作成した．

（3） 各研修施設における指導体制の整備
指導責任者は，専攻医研修管理委員会の管理下で研

2-4

指導マニュアル

修プログラムに則って専攻医が研修を行ったことを証

担当指導医による指導のためのマニュアルであり，

明できる立場の医師である施設長・部長・科長などの

雛型を作成し研修カリキュラムのすべての項目につい

診療責任者で，指導医は，専攻医の研修プログラムを

て執筆を依頼中である．

共有し，日常診療などで直接指導し，その達成度を評
価する医師である．研修施設群として研修マニュアル

2-5

研修プログラム

研修プログラム制とは，決められた研修カリキュラ

と指導マニュアルを作成し，3 年間で 100 人以上の透
析患者を研修施設群で診療していることが必要である．

ムのもとで到達目標が計画性をもって達成できるよう

研修施設群が作成した研修プログラムの日本透析医

に，基幹研修施設が中核となり，関連研修施設と研修

学会による認定，研修実績記録システムの整備，必要

施設群を形成して専攻医個々に研修プログラムを構築

書類（専攻医研修マニュアル，指導医用指導マニュア

し，その研修プログラムに基づいて，専攻医を募集し， ル，専攻医研修実績記録フォーマット，指導医による

日本透析医学会専門医制度改革を巡って

指導とフィードバックの記録，研修計画と実施記録な

②

高い水準の透析療法を遂行できる．

ど）の整備，研修プログラムの評価体制の整備，研修

③

すべての血液浄化療法を遂行できる．

施設群による研修プログラム達成度の年次報告，研修

④

透析患者の社会復帰を支援できる．

施設群による研修プログラム終了の認定なども必要で

⑤

透析患者に対し倫理的に配慮できる．

ある．

⑥

透析患者の災害時に適切に対応できる．

3

透析専門医像

3-2

専門医制度委員会は，国民にわかりやすい表現で，

①

51

透析専門医の役割

すべての透析施設に専門医が 1 名以上存在する

透析専門医の目標やあるべき専門医像について下記を

ことが望ましいが，専門医不在の施設に対しては，

ホームページに掲載することを考えている．

専門医はそれらの施設と連携をとりながら地域に

医師・看護師・臨床工学技士・薬剤師・栄養士・ソ

おけるすべての透析患者の診療にかかわり，患者

シャルワーカーなど多くの職種の人々がチームとなっ

の QOL の維持・向上に貢献する．

て透析患者に最善の治療とケアを提供しており，この

②

透析チームを統括する責任者が透析専門医である．患

基幹研修施設と関連研修施設では，経験を積ん
だ専門医が専攻医を指導する．

者が治療を安心かつ安全に継続するために，医師・看

③

専門医の能力を維持・向上するために，透析専

護師・薬剤師・栄養士・ソシャルワーカーが体や心の

門医として認められた後の 5 年間の間に，日本透

ケアや社会的な支援などを，臨床工学技士が透析機器

析医学会が定めた条件を満たすように努力する．

の管理，実際の操作を医師の指示のもとに主に担当し
ている．
透析専門医は，高い専門知識持って，透析チームの

4

透析専門医の立ち位置
専門医制度委員会は，透析専門医を，きわめて高度

リーダーとして，日本全国 30 万人以上の患者に対し，

の技術・技能を取得し，大学病院や地域の基幹病院へ

最善の治療とケアを提供するとともに，透析中や透析

集中する傾向が強い他領域の専門医とは異なり，透析

の長期継続による様々な合併症に対し迅速かつ適切に

患者の合併症や偶発症に迅速に対応できる知識と高い

治療を行い，患者が最適な透析医療を享受できるよう

技術・技能を取得し，全国の透析施設すべてに 1 名以

に努めている．透析医療は末期腎不全患者にとって生

上勤務することを目標とし，透析専門医が不在の施設

命維持になくてはならないものだが，透析専門医の優

に対しては，地域単位で専門医が連携して，地域の透

れた能力により，日本の透析治療成績は諸外国と比べ

析患者の診療にかかわれるような体制を整備する立ち

て最も優秀なものになっている．

位置を考えている．
日本透析医学会は，透析医療に関する 11 のガイド

3-1

透析専門医の能力

ライン（8 種類）と一つの診療ガイドを作成した．ま

透析専門医は，内科系（内科，小児科）または外科

た，生命維持療法である透析療法の開始および継続に

系（外科，泌尿器科）の専門医を取得後，日本透析医

ついては常に倫理的な問題が存在し，これらに対する

学会が定めた条件を満たす施設で，本学会が定めた研

提言も作成中である．30 万人以上の全身合併症を有

修プログラムに従い 3 年間以上透析患者の診療にあた

する透析患者を長期間診療する透析専門医は，患者に

る．指導を受ける先生から，透析専門医としての能力

最善の治療とケアを提供し，社会的支援も行う透析チ

が備わっていると合格点をもらえれば，専門医試験を

ームを統括する責任者としてふさわしい道徳心・倫理

受けることができる．専門医試験は，経験した症例内

感・経験・適応力・決断力・精神力などを兼ね備えて

容と症例数を評価する症例要約提出・専門医の知識を

いなければならない．

確認する筆記試験・人格などを評価する口頭試問の三
つで評価し，合格した透析専門医には，下記の①～⑥
の能力が備わっている．
①

すべての腎代替療法をマネジメントできる．

最後に
透析専門医が新機構から特殊領域などの専門医とし
て認定される前途に不安はある．しかし透析専門医は，
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透析患者を長期間診療し，最善の治療とケアを提供す
るために必須な専門医である．そのために認定される
ことを信じて，患者のために基本知識・診療技術・手
術・処置技術・医療倫理・医療安全・感染対策・災害
対策などに対する能力を身につけ，透析チームの責任
者としての資質も兼ね備えた専門医を育成できるよう
に，規則細則・施行細則，研修カリキュラム，研修マ
ニュアル，指導マニュアル，研修プログラムなどを充
実させ，よりよい専門医制度が実現できるように努力
を重ねている．
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豪雨による断水被害と透析医療への影響
―― 山形県の報告 ――

伊東

稔

天童温泉矢吹クリニック腎臓内科/山形県透析災害ネットワーク

key words：豪雨，断水，透析医療，災害対策

要

本稿において，山形県における豪雨・断水被害につ

旨

いて報告し今後の課題について考察する．

平成 25 年 7 月 18 日，22 日，山形県は記録的豪雨
に見舞われた．豪雨期間中，同地区は最長 8 日間の断

2

断水の経過

水となった．断水の原因は，豪雨の影響により浄水器

2-1

の性能を超えて源水が混濁してしまったことによる．

村山広域水道は，水源を複数の市町村で共同開発し

断水地域には透析施設が 7 施設あった．給水車による

良質な水道水を確保するために 1984 年に整備され，

給水で透析を継続した施設，他施設へ患者を移動させ

山形県村山地区の 6 市 6 町（図 1）に水を供給してい

て透析を継続した施設があった．災害期間中，山形県

る‡2）．

村山広域水道について

透析災害ネットワークが有効に機能した．今回，山形

今 回 の 豪 雨 時 の 原 水 濁 度 は，7 月 18 日 に 最 高 で

県における断水被害の経過と透析施設の対応，今後の

2,996 度（通常時濁度は約 10 度）を記録した．村山広

課題について報告する．

域水道の取水源となる寒河江川は清流であり，浄水場

1

の処理能力が 100 度程度の設定であった．処理能力の

はじめに

30 倍近い濁度となっていたことになる．村山広域水

平成 25 年 7 月 18 日，22 日，山形県は記録的豪雨

道への依存率は市町により差があり（上山市 98.5％，

．豪雨の影響で村山

河北町 94.7％，天童市 87.6％，寒河江市 49.7％，東根

広域水道の水源となる河川が混濁し，浄水場の浄水能

市 44.4％，山形市 22.2％ など），依存度の高い市町で

力を超えてしまった．その結果，関係自治体では最長

断水が長期化する傾向にあった．依存度の低い山形市

8 日間の断水が続いた．断水となった地域には 7 つの

や東根市は他に水源を持っていたため断水にはならな

透析施設があった．一部施設では透析継続が不可能と

かった．

に襲われ大きな被害を受けた

‡1）

なり対策に追われることとなった．山形県では東日本
大震災以降，山形腎不全研究会・山形県臨床工学技士

2-2

会を中心とした透析災害ネットワークを強化し，山形

7 月 18 日未明からの豪雨に伴い同日午前から村山

県と連携し災害対策活動を行ってきた．今回の豪雨災

広域水道取水濁度の上昇が認められ，取水が停止され

害においては山形県透析災害ネットワークが有効に機

た．受水地域は一部断水に突入し，その後給水・断水

能した．被害情報の交換，透析不可能施設の把握，患

が繰り返された．最も長引いた地域では断水が 8 日間

者移動がスムースに行われた．

に及んだ（表 1）．断続的に雨が続いたものの 19 日午

断水の経過

The impact of water failure on dialysis therapy in Yamagata prefecture after record rainfall
Tendo-Onsen Yabuki clinic/Yamagata disaster information network of dialysis therapy
Minoru Ito
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寒河江市

河北町

村山市
西川町

東根市

大江町

天童市

朝日町

中山町
山形市

山辺町

上山市

図1

表1

透析施設数

村山広域水道参加自治体

村山広域水道関係の断水状況

上山市

村山市

天童市

寒河江市

河北町

大江町

1 施設

0 施設

2 施設

2 施設

2 施設

0 施設

○

7 月 18 日（木）

○

7 月 19 日（金）

○

○

○

7 月 20 日（土）

○

○

○

7 月 21 日（日）

○

○

○

7 月 22 日（月）

○

○

○

7 月 23 日（火）

○

○

○

○

○

7 月 24 日（水）

○

○

○

○

○

7 月 25 日（木）

○

○

○

○

7 月 26 日（金）

○

○

※ 7 月 24 日がピーク．最大 54,000 世帯が断水．

後には通常の 70％ 程度の給水量に回復し，断水地域

設が断水地域に入っていた．しかし，この期間の断水

は徐々に減少していた．しかし，22 日夕方から再び

は一部で復旧しており，4 施設では水道と受水槽の水

豪雨が山形県を襲い，同日夜から広域断水が再開され

を使用して，また一部給水車の給水を受けて透析を継

た．22 日夜以降の断水は広域に渡ったため，市民生

続できていた．22 日夜に広域断水に突入してからの

活に大きな影響を及ぼした．断水地域へは給水車によ

23～25 日にかけては，3 市 1 町（天童市，河北町，上

って水が供給されていたが，給水車の絶対数が不足し

山市，寒河江市）の 7 施設での透析用水確保が困難と

ていたため充分な給水が困難であった．その後，日本

なった．23 日からは給水車による給水，または他施

各地より応援の給水車がかけつけたことにより，給水

設（主に山形市内）へ患者を移動させての対応となっ

状況は徐々に改善した．23 日夕方，ようやく通常の

た．こ の 期 間 の 6 施 設 の 対 応 状 況 を 表 2 に 示 す．

20％ 程度で村山広域水道の給水が再開された．25 日

（注：7 施設のうち 1 施設は災害ネットワーク活動に

朝には給水量は通常の 72％ まで回復し，26 日には全

参加しておらず詳細な情報が得られなかった．山形県

域で断水から復旧した．

透析災害ネットワークおよび山形県から支援要請の有
無を確認したところ，この施設では元々週 3 日間のみ

2-3

透析医療への影響

7 月 18 日夜から 22 日までは天童市，河北町の 4 施

の稼働であったこと，患者数が数名のみであったこと
から，スケジュールを調整することで対応可能であり

豪雨による断水被害と透析医療への影響
表2
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断水した透析医療施設とその対応

上山市

天童市

寒河江市

N 医院

S 病院

Y クリニック

7 月 23 日（火）

給水車

給水車

Y・S クリニッ
クに依頼

7 月 24 日（水）

給水車

S 総合病院に
依頼

給水車

H クリニック
に依頼

7 月 25 日（木）

給水車

Y・S クリニッ
クに依頼

Y・S クリニッ
クに依頼

河北町

T 医院

K 病院

H 医院

給水車

給水車

Y 病院に依頼

給水車

7 月 22 日（月）

7 月 26 日（金）
※給水車で対応できなかった 4 施設では，断水していない山形市，東根市の施設に透析を依頼した．

支援不要との返答があった．）
断水した施設のうち 1 施設は受水槽を持たなかった
ため，断水となった時点で他院へ患者移動を必要とし
た．給水車による給水で透析を行った施設は状況に応
じて透析液流量を落とす，透析時間を短縮するなどの

ージを使用した情報伝達訓練を行っていた．これが幸
いし，断水時にも同ホームページを介しての情報共有
が活発に行われた．
4

水質への影響

調整を行った．これらの措置による患者の健康状態悪

断水復旧後，しばらく水道水が混濁していた時期が

化は認められなかった．25 日の夜には 7 施設の地域

あったが直ちに混濁は改善した．給水車による給水期

への給水が再開され，26 日には全施設で通常通りの

間中から断水回復期にかけて，各施設から透析用水処

透析が施行可能となった．また断水地域に 1 名の在宅

理装置プレフィルターの目詰り，RO 膜の目詰りなど

血液透析患者が居住していたが，断水期間中に山形市

の報告はなかった．各施設では適宜水質対策が行われ

内の透析施設で透析を行うことで透析を継続できた．

たと考えられる．

3

山形県透析災害ネットワーク・山形県の対応

著者が所属する天童温泉矢吹クリニックでは，断水
復旧後に水道水，透析用水の金属濃度測定を行ったが

7 月 18 日に，村山広域水道の源水濁度が上昇し取

異常値は認めなかった．また，大規模な災害が発生し

水が停止されるとの発表があった．7 月 19 日より山

たさい，水道における衛生上の措置として残留塩素濃

形県透析災害ネットワークメーリングリスト，日本透

度を高めることがある1）．天童温泉矢吹クリニックに

析医会災害時情報ネットワークホームページを使用し

おいて，断水復旧後の水道水残留塩素濃度をパックテ

て各施設での情報共有を進めた．また，山形県健康福

スト® を用いて確認した．その結果，断水復旧直後か

祉部地域医療対策課も独自に情報収集を開始，山形県

ら 1 週間近く水道水残留塩素（遊離）は 2～5 mg/L

透析災害ネットワークと連絡を取り合い互いの情報を

と高値（通常は 0.4～1 mg/L）となっていた．通常の

共有した．

透析液処理が行われれば透析液への影響はないレベル

今回の断水期間中の情報収集手段としてメーリング
リスト，透析医会ホームページ，山形県の調査が並行

であり，当施設でも透析液への影響は認められなかっ
た．

して動いていたが特に混乱することはなかった．患者

しかし，透析液への残留クロラミンによる集団的貧

移動が必要となったさいの移動先調整は，個々の施設

血亢進の発生事例が過去に報告されており2），災害時

間交渉で決まったケース，山形県透析災害ネットワー

には水道水塩素濃度について念頭に置くべきと思われ

クの調整で決まったケースがあった．透析要請情報，

る．災害の影響で水処理が不完全になるケースが想定

受入情報が共有されていたので患者移動はスムースに

されるからである．水道水の塩素濃度を高める措置は

進んだ．偶然にも山形県では，豪雨災害直前の 7 月 6

医療者には通達されなかった．今後，水道事業者と透

日に，日本透析医会災害時情報ネットワークホームペ

析災害ネットワークの間で水質面における情報交換も
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必要になると考えられた1）．
5

反省と今後の課題
5-1

災害時の情報共有体制

今回の豪雨，断水災害において，山形県透析災害ネ

No. 1
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ることはできない」という内容であった．一般市民へ
の給水もままならない状況であったことは確かであり，
これを責めることはできない．問題であったのは，透
析施設が大量の水を必要とするという事実が水道局に
認知されていなかったということである．断水後，テ

ットワーク施設間，山形県との情報共有は非常にスム

レビや新聞で透析施設の水不足問題が大きく報道され，

ースであった．災害直前に情報伝達訓練を行っていた

その後からようやく透析施設への大量給水の必要性を

ことで，日本透析医会災害時情報ネットワークホーム

理解してもらうことができた．

ページを抵抗なく利用することができた．東日本大震

これまで山形県との情報共有は進んでいたが，水道

災以来，山形県との交流も継続されており，山形県透

を管轄する市町村レベルとの情報交換が不十分であっ

析災害ネットワークと山形県が顔の見える関係になっ

たことを強く反省した．その後，山形県では「村山広

ていたことも大きかった．また，山形県透析災害ネッ

域水道受水市町村連携強化に関する検討委員会」を開

トワークは，山形県臨床工学技士会の協力を得ること

催し，断水時の応急給水計画指針を盛り込んだガイド

でより強固なネットワークになっている．山形県内の

ライン策定を計画している‡3）．山形透析災害ネット

ほとんどの透析施設には山形県臨床工学技士会会員が

ワークでは，ガイドラインに断水時に給水を優先する

所属しておりその結束は固い．この関係は透析施設間

施設として 3 次医療機関と共に人工透析施設を認めて

の連絡を取り合うさいには非常に有効であった．

もらえるように働きかけを行っている．これまでの経

しかし忘れてはならないのは，今回のケースでは水
道以外のライフラインはまったく被害を受けなかった
ということである．電気，電話，インターネットとい

過からこれは承認される見通しである．
6

まとめ

った情報インフラがすべて維持されていたこと，ガソ

平成 25 年 7 月の豪雨による断水被害について報告

リン不足がなかったことも情報共有・患者移動が上手

した．県内各透析施設の連携，自治体の協力，他府県

くいった要因であり，東日本大震災時との大きな違い

からの給水車応援により，最長 8 日間の断水において

である．今後，災害に強い情報インフラ確立について

も透析医療を継続することができた．東日本大震災以

考えていく必要がある．山形県では，平成 25 年度第

来，山形県で継続されてきた災害対策活動が有用であ

2 次地域医療再生計画の中で，透析施設における災害

ったと言えるだろう．また，今回の経過から，災害後

時医療提供体制整備補助金予算が認可された．幸いに

の水質維持や市町レベル自治体との連携といった新た

もこの予算を用いて透析施設への衛星電話整備に補助

な課題が見えた．災害対策には完璧ということは絶対

が受けられることになった．今後，3 年計画で透析施

に無い．その時の状況に合わせて常に考えていかなけ

設への衛星電話設置が進む予定である．

ればならない性質のものである．今回の山形県の経験
が本邦の今後の災害対策の役に立てれば幸いである．

5-2

透析用水の確保

今回の災害では限られた数の施設ではあったが，治
療の生命線とも言える水の供給が途絶えることとなっ
た．断水地域ではいち早く給水車による給水が開始さ
れたが，当初は給水車が不足していたため充分な給水
が不可能であった．透析医療は大量の水を必要とする．
これは透析医療に関わる者にとって常識であるが，今
回の豪雨断水災害を通してこういったアピールがまっ
たく不足していたことを痛感した．
透析施設から各市町水道局へ給水車による給水要請
をしたさい，水道局からの返事は「透析施設を優先す
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要

旨
2013 年の透析医療費実態調査の結果から，維持透

析 1 回あたりの請求額は 3,033 点と，前回の 3,067 点

月水金が 12 回透析となってしまうため，13 回透析が
行われる火木土のデータを収集した．その結果，後に
のべるように，例年のデータと比較し解釈に注意を要
する結果がいくつか出現することとなった．

から約 34 点の減少が認められた．2013 年は診療報酬

今年度の調査対象は，例年と実施クールを火木土と

改定のない年度であり，本来であれば，透析医療単価

した以外は変更なく，①慢性維持透析患者外来医学管

は横ばいまたは微増するところである．しかし本年度

理料（慢透）を算定していること，②定点観測は 6 月

の調査は，暦の関係から，例年，月水金の患者で分析

分とし，火木土（昼・夜すべてのシフト）で月 13 回

しているところを火木土データでの分析となったため，

の透析を実施していること，③HDF やリクセル使用

夜間加算や障害加算比率が大幅に変化したことによる．

は除外することで，対象を一定の基準に絞った．しか

夜間加算，障害加算，手術点数を除外した分析では，

し，基準外のレセプトが 36 件あり，有効レセプト

維 持 透 析 1 回 あ た り の 請 求 額 は 2,948 点 と 前 回 の

8,785 件（病院 4,309，診療所 4,476）を分析対象とし

2,948 点とほぼ同じであった．水質確保加算では，昨

た．
なお，表 1～6 については紙面の都合で最後にまと

年，水質確保加算 2 の請求の患者割合は 56.7％ であ

ったが，今年の調査では 75.7％ と大幅な増加となった． めて掲載している．
また，一昨年に新設された on-line HDF 点数である人
工腎臓 2（複雑）の割合は昨年調査より増加し，690
件（7.9％）と前回調査の 373 件（3.0％）の 2 倍以上
に増加した．
1

はじめに
日本透析医会の透析医療費実態調査は 1997 年より

開始して今年で 17 回目となる．この調査結果は日本

2

調査結果の概要と年次推移
表 1 に今回の調査を含む過去 17 回の集計結果の時

系列表を示す．前述のとおり，今年度の調査は例年と
違い火木土クールに対象を変更したため，調査対象総
数は 8,875 人と前回調査より約 3,500 人減少した．こ
れは，夜間透析を実施している患者が火木土は月水金
と比較し少ないことに起因する．

医師会や厚生労働省へ提出する要望書の裏付けになっ

今回の調査の平均年齢は 68.5 歳（前年 64.3 歳），透

ている．今回も会員諸兄のご協力により，44 都道府

析歴 8.2 年（前年 9.5 年）と患者の急激な高齢化を認

県の 200 施設より 8,821 件の外来レセプトコピーをい

めた．例年，平均年齢，透析歴は微増してきたが，今

ただき分析を行った．

年の急激な高齢化は夜間透析を実施する比較的年齢の

本年度は，通常調査している 6 月が暦の関係から，
＊1 日本透析医会適正医療経済・制度調査研究委員会/同 常任理事会

若い患者が，今回の調査対象の火木土クールでは少な
＊2 同 常任理事会
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いことにより，今までのトレンドが変化したわけでは

たことにより，透析 1 回あたり 28.7 点から 31.7

ないと考えられた．過去の調査では 2002 年に実施し

点と約 4 点増加していた．

た第 6 回調査が同じく火木土クールを対象としている
が，その際も同様の傾向がみられている．

④

ダイアライザーの使用区分は III 型 228 件（2.6
％），IV 型 5,567 件（63.4％），V 型 2,218 件（25.2

請求合計点数は 39,433.5 点であり，前年の 39,873.2

％）で あ っ た．こ の 5 年 間 で III 型 は 2.8％→2.4

点に比し 439.7 点の減少であった．夜間加算の算定割

％→1.8％→1.6％→2.6％ と 横 ば い，IV 型 は 79.5

合は 11.0％ と前年の 25.5％ から大幅に減少しており，

％→76.7％→69.8％→68.2％→63.4％ と減少傾向，

これが大幅な請求合計減少の原因である．逆に障害加

V 型 は 16.9％→21.4％→27.7％→28.8％→25.2％

算の算定割合は 27.5％ と前年の 24.3％ から増加して

と増加傾向に歯止めがかかった．V 型の比率低下

いた．以上から，火木土透析では，比較的若年患者割

の要因としてヘモダイアフィルターの使用比率の

合の高い夜間透析患者が少ないことから，調査対象患

増加があげられる．ヘモダイアフィルターは昨年

者の高齢化がより進んでおり，障害加算の対象患者比

363 件（3.0％）か ら 656 件（7.5％）に 大 幅 に 増

率も高いものの，夜間加算対象患者が少ない分，請求

加していた．

合計が減少したと考えられた．この夜間加算，障害加

⑤

一昨年に新設された on-line HDF 点数である人

算の影響を除いた点数である透析医療費（除夜障害手

工腎臓 2（複雑）の割合は昨年調査より増加し，

術）でみると，1 回あたりの医療費は 2,948.1 点と昨

690 件（7.9％）と前回調査の 373 件（3.0％）の 2

年の 2,947.6 点とほぼ変わらなかったことがわかる

倍以上に増加した．

（表 1 の下から 5 列目）．

⑥

透析時間に関しては，4～5 時間透析は 73.6％

投薬は 3,198.1 点と前年に比べ 31.8 点の小幅に減少，

と前年の 79.3％ から大幅に減少し，4 時間未満透

注射は 1,482.7 点と前年に比し 24.9 点の増加であった．

析は前年の 14.6％ から 19.0％ と増加を認めた．5

使用ダイアライザーは，IV 型が 63.4％ と前回 68.2％

時間以上透析の割合は 15.4％ と前年の 15.6％ と

か ら 減 少，V 型 25.2％（前 回 28.8％）か ら 減 少 し，

著変がなかった．この変化は，高齢患者が多い火

IV・V 型の高性能ダイアライザーの使用は合計して約

木土クールが今年の調査対象になったことによる

9 割と昨年より減少した．これは on-line HDF で使用

ものと考えられるが，来年の調査でのフォローア

されるヘモダイアフィルターの比率が，昨年の 3％ 弱

ップが必要である．

から 7％ 強へ増加したことが原因と考えられた．I 型
から III 型のダイアライザーの使用の増加は認められ
なかった．
3

病院・診療所全体の集計結果
病院・診療所全体の集計結果を表 2 に示す．
①

⑦

前回調査から水質確保加算の詳細を集計してい
る．今 年 の 調 査 で は 水 質 確 保 加 算 1 が 1,948 件

（22.1％），水質確保加算 2 が 6,651 件（75.7％）と，
昨年のそれぞれ 5,032 件（41.1％），6,934 件（56.7
％）と比較し，水質確保加算 2 の算定患者の大幅
な増加を認めた．
⑧ 投薬（20）は 08 年 2,292 点→09 年 2,762 点→10

で あ り，12 年 の 39,873.2 点 と 比 し 439.7 点（1.1

年 2,887 点→11 年 3,113 点→12 年 3,230 点と増加

％）の大幅マイナスであった．

傾向の継続を認めていたが，今年の調査では 3,198

②

病院と診療所の平均請求合計点数は 39,433.5 点

処 置 点 数（40） は 32,103.3 点 で，12 年 の

点と減少に転じた．しかし昨年度の調査と比較す

324,934.0 点 と 比 べ 390.7 点（1.2％）の マ イ ナ ス

ると，院外処方比率が 52.1％ から 53.5％ と上昇

で あ っ た．透 析 1 回 あ た り で は 3,067.2 点 か ら

しているため単純な比較は難しい．しかし院内処

3,033.3 点へ 33.9 点の減少となった．

方のレセプト（4,068 件）だけでみても，投薬料

このうち，夜間加算は対象患者割合が 25.5％

は 3,430 点と昨年調査の 3,458 点から 28 点減少し

から 11.0％ に減少したことにより，透析 1 回あ

ており，投薬の増加に歯止めがかかったように考

たり 66.7 点から 25.1 点と約 44.6 点の減少であっ

えられた．ただ，これも高齢患者が多い火木土ク

た．障害加算割合が 24.3％ から 27.5％ に増加し

ールが今年の調査対象になったことによる可能性

③
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もあり来年度の調査での検証が必要である．
⑨

院 2：9.7％，診療所：14.5％ となっており，病院

院内処方レセプトにおける投薬料 3,430 点は請

2 と比較して，病院 1，診療所がより長時間透析

求合計 41,155 点の 8.3％ で，この比率は昨年と不

を実施していた．

変であった．ここ数年は 10 年 7.4％→11 年 7.9％

④

水質確保加算 2 の請求比率は，病院 1：73.2％，

→12 年 8.3％ と増加傾向を認めたが，13 年の 8.3

病院 2：79.1％，診療所：76.6％ であり，昨年と

％ は増加が一段落した結果となった．

比べ 200 床以上の大規模病院である病院 2 の増加

⑩

注射（30）は，12 年の 1,457 点から 1,483 点へ

が目立っている．

と再度増加に転じた．そのうち Vit D3 製剤はこ

⑤

on-line HDF の点数である人工腎臓 2 の算定比

こ数年の傾向のとおり，昨年に続き 1,735 点から

率は，病院 1：6.3％，病院 2：8.7％，診療所：8.8

1,620 点へと減少していたが，新たに使用が始ま

％ であった．

ったカルニチン製剤の影響が考えられた．
4

2014

5

病院規模別，診療所別集計結果の比較

男女別集計結果
男女別集計結果を表 4 に示す．

今 年 も 昨 年 に 続 き，病 院 1（200 床 未 満），病 院 2

①

毎年のレセプト調査と同様，男性 5,459 件，女

（200 床以上），診療所，を区別し外来レセプトを分析

性 3,319 件と本年も男性が有意に多い．年齢は男

した（表 3）．病院 1 は 3,161 件，病院 2 は 1,148 件，

性 67.7 歳，女性 69.7 歳と女性が高齢であった．

診療所は 4,476 件であった．

今年のレセプト調査では例年と違い火木土のレセ

①

患者の平均年齢は病院 1 が 68.3 歳，病院 2 が

プトを集計しているが，夜間透析比率が男性 14.3

68.6 歳，診療所が 68.5 歳であった．透析歴は，

％（昨年 32.6％），女性 5.5％（昨年 12.1％）とど

病 院 1 が 8.2 年，病 院 2 が 8.6 年，診 療 所 が 8.4

ちらも大幅に低下したものの，男性の夜間透析比

年であった．昨年までは透析歴は診療所が長い傾

率が相変わらず高く，若い世代の患者が多く集計

向にあったが，今年は 3 群ともに大きな差はなく

されていることが原因と考えられる．

なった．
②

②

請求合計は，男性 39,591 点＞女性 39,175 点で

有意に男性が高いが，夜間加算を除くと，男性

請 求 合 計 は，病 院 1 が 39,788 点，病 院 2 が

39,173 点＞女性 39,054 点と差は縮まった．

38,709 点，診療所が 39,368 点で，病院 2＜診療所
③

＜病院 1 で，昨年と同様に 3 群間に有意差を認め

透析時間では，5 時間以上透析の比率は男性

た．これら 3 群間では，院外処方比率，夜間加算

16.5％＞女性 13.6％ と男性が多かった．V 型ダイ

比率，障害加算比率がそれぞれ大きく異なってお

アライザー使用の比率も男性 28.6％＞女性 19.6％

り，その違いが請求合計の違いに影響していると

と男性が多い傾向にあった．

考えられる．夜間加算比率は，病院 1：14.6％，

④

病院 2：9.6％，診療所：8.8％ と病院 1 が他と比

水質確保加算 2 の請求比率は，男性 76.4％，女
性 74.5％ と差を認めなかった．

較し高い傾向にあった．また障害加算比率も病院

⑤

on-line HDF の点数である人工腎臓 2 の算定比

1：29.1％，病院 2：22.4％，診療所：27.8％ と，

率は，男性 7.4％，女性 8.7％ と若干女性のほう

病院 1 が他と比較し高い傾向にあった．夜間加算，

が多い結果であった．

障害加算に加え手術を除いた点数での請求合計は
病 院 1 が 38,477 点，病 院 2 が 37,307 点，診 療 所

6

年齢別集計結果

が 38,478 点となり，病院 2 が他と比較し低かっ

今回の調査での年齢分布は，40 歳未満 1.7％（149

たが，院外処方比率は病院 1：48.0％，病院 2：

件），40～64 歳 33.1％（2,910 件），65～69 歳 15.4％

72.6％，診療所：44.4％ と病院 2 が大幅に高い傾

（1,356 件），70 歳 以 上 49.7％（4,362 件）（う ち 75 歳

向にあり，院外処方の高さが影響しているものと

以上 33.1％（2,906 件））であった（表 5）．12 年の月

考えられた．

水金クールと比較し，64 歳未満が大幅に減少（49.4％

③

5 時間以上透析の比率は，病院 1：18.8％，病

→34.8％）し，70 歳以上が大幅に増加しており（35.5
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％→49.7％），火木土透析が月水金に比べて高齢化が

塩酸塩）の集計を実施している（表 6）．今年はあら

著しいことが判明した．

たにエルカルチン（レボカルニチン塩化物）の集計を

以下 40～64 歳を成年，65～69 歳を前期高齢者，70

開始した．

歳以上を中後期高齢者と呼ぶ．

①

① 請求合計は，成年 40,145 点，前期高齢者 39,578

ラ使用頻度は 937 件（23.0％），ホスレノールは

点，中後期高齢者 38,862 点と，昨年と同じく加

1,196 件（29.4％），レ ミ ッ チ は 213 件（5.2％），

齢とともに有意に低下傾向を認めた．

エルカルチンは 106 件（2.6％）と，レミッチが

しかし，夜間加算の算定割合がそれぞれ，21.4

増加を示したが（12 年は 3.6％），レグパラは減

％（12 年は 39.7％），8.9％（同じく 19.2％），3.6

少（同 24.5％），ホ ス レ ノ ー ル は 不 変 で あ っ た

％（同じく 6.9％）と異なっており，夜間加算が

（同 29.4％）．エルカルチンは静注製剤も使用され

全体の請求点数合計の差に大きく影響を及ぼして

はじめ，全対象患者の中で 156 件（1.8％）の使

いた．夜間加算を除いた請求合計は成年 39,495

用が認められた．したがってカルニチン製剤の使

点，前期高齢者 39,340 点，中後期高齢者 38,797

用割合は，院外処方患者でも院内処方患者と同じ

点と，中後期高齢者の点数が若干低いことに有意

比率で使用されていると仮定すると，内服，静注

差がまだ残るものの大きな差は認められなくなっ

あわせて 4.4％ の透析患者に使用されている計算

た．

となる．

②

③

透析時間では 5 時間以上透析の比率は，成年

② 使用の平均点数はレグパラ 2,078 点，ホスレノ

20.9％，前期高齢者 15.0％，中後期高齢者 11.6％

ール 2,156 点，レミッチ 5,737 点と昨年のデータ

と年齢層が高くなるに従い減少傾向にあった．逆

と比較しレミッチのみやや増加していたほかは，

に 4 時間未満透析比率は，成年 15.7％，前期高齢

若干減少していた．エルカルチンの平均点数は

者 15.2％，中後期高齢者 22.5％ と 70 歳以上の中

1,772 点であった．

後期高齢者で増加が認められた．
④

③

請求合計に占める投薬料は 8.3％（昨年 8.3％）

V 型ダイアライザー使用の比率も成年 33.2％，

と不変であった．そのうちレグパラ，ホスレノー

前期高齢者 25.8％，中後期高齢者 19.3％ と年齢

ル，レミッチ，エルカルチンの 4 剤の占める割合

層が高くなるに従い減少傾向を認めた．12 年調

はその 42.5％（昨年はエルカルチンを除いて 40.2

査と比較すると，中後期高齢者で V 型の使用比

％）を占めた．これは透析医療費の約 8％ が内服

率が微増していたものの，成年・前期高齢者では

薬剤費であり，そのうち 4 割強がこの 4 剤で占め

減少していた．

られているということとなる．

⑤

水質確保加算 2 の請求比率は，成年 76.2％，前
期高齢者 74.9％，中後期高齢者 75.7％ と大きな

差を認めなかった．
⑥

7

院内処方を実施している 4,068 件のうちレグパ

8

考

察

――月水金クールと火木土クール

on-line HDF の点数である人工腎臓 2 の算定比

第 17 回となった今年の透析医療費実態調査は，前

率 は，成 年 9.8％（12 年 は 3.9％），前 期 高 齢 者

述のように，暦の関係から火木土透析患者を対象にし

10.5％（同 じ く 3.4％），中 後 期 高 齢 者 5.4％（同

た調査となった．その結果，例年と対象患者が異なる

じく 1.6％）となり，昨年と異なり，前期高齢者

ためデータの解釈は慎重に行う必要があった．しかし

が成年より高い結果となった．

診療報酬の改定年度ではなく，技術料に大きな変化が

レグパラ，ホスレノール，レミッチ等の
高額薬剤に関して

ないため，逆に月水金透析と火木土透析の違いを理解
するよい機会ともなった．
まず患者数である．今年も昨年とほぼ同様の医療機

2010 年の調査から，新たに使用が始まった高額な

関が調査に協力いただけたため，昨年約 12,242 人の

薬剤としてレグパラ（シナカルセト塩酸塩）
，ホスレ

月水金のデータを提出いただけた医療機関での火木土

ノール（炭酸ランタン）
，レミッチ（ナルフラフィン

の透析患者数が 8,785 人であり，火木土の患者数は月
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水金の 4 分の 3 弱であることが判明した．夜間透析の

げられる．昨年の 3.0％ から 7.5％ に大幅に増加して

割合が昨年調査の 25.5％（3,126 人）から今年は 11.0

おり，これはクールの違いではなく，2012 年改定で

％（963 人）になっていることから，仮に昨年と今年

の新規点数設定の影響で，on-line HDF 患者が順調に

の対象患者数で，対象施設の全患者と仮定すると，夜

増加していることによると思われた．

間透析比率は（3,126＋963）/
（12,242＋8,785）＝19.4％

昨年まで注目してきた投薬料では，今年の調査では

となり，日本透析医学会調査の夜間透析割合 13.5％

レグパラ，ホスレノールの使用比率は頭打し，レミッ

より大幅に高い．日本透析医会のレセプト調査は，夜

チのみが増加を認めた．しかし，これは対象患者が調

間患者比率が全国平均より高い医療施設が対象になっ

査対象クールの変更で大幅に入れ替わったこともあり，

ていることが推測された．また，昨年との患者数の差

来年の調査結果を分析するまでは高額薬品の使用増加

（12,242 人－8,785 人＝3,457 人）は夜間加算算定患者

に歯止めがかかったかに関しては判断を保留するべき

数の差（3,126 人－963 人＝2,163 人）より大きく，昼
間の透析患者数も月水金が火木土よりも多いことがわ
かる．コンソールの稼働率がそれだけ月水金は高いと

と思われた．
9

さいごに

いうことであり，昼間でも火木土のベッドは空きがあ

2013 年の透析医療費実態調査の結果から，維持透

り，透析患者の少々の増加には対応可能であることが

析 1 回あたりの請求額は 3,033 点と前回の 3,067 点か

示唆された．

ら約 34 点の減少が認められた．これは，本年度の調

患者の年齢層では，月水金と火木土で約 4 歳の違い

査が暦の関係から，例年，月水金の患者で分析してい

があることがわかった．2002 年の第 6 回調査も同様

るところを火木土データでの分析となったため，夜間

に火木土対象であったが，そのさいにも前年と比較し

加算や障害加算比率が大幅に変化したことによる．

約 4 歳平均年齢が上昇している．透析歴は逆に 1 年以

夜間加算，障害加算，手術点数を除外した分析では，

上短くなっており，夜間透析患者の少ない火木土透析

維 持 透 析 1 回 あ た り の 請 求 額 は 2,948 点 と 昨 年 の

は，高齢患者割合が大幅に高いことがわかる．

2,948 点とほぼ同じであった．

請求合計は，前年の月水金クールの患者と比べ 439

水質確保加算では，昨年は水質確保加算 2 請求の患

点の大幅なマイナスであったが，これは夜間加算比率

者割合は 56.7％ であったが，今年の調査では 75.7％

の減少と障害加算比率の増加でほぼ説明がつくレベル

と大幅な増加となった．また，一昨年に新設された

であり，大きな治療内容の違いが月水金と火木土には

on-line HDF 点数である人工腎臓 2（複雑）の割合は

ないことが推測された．

昨年調査より増加し，690 件（7.9％）と前回調査の

昨年との比較で特筆すべき今年のデータとして，
on-line HDF 点数である人工腎臓 2 の比率の増加があ

373 件（3％）の 2 倍以上に増加した．

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19.5

院外処方（％）

13.3

817.9

158.9

600.9

19.0

30.6

78.1

1,815.0

4,419.8

6.1

56.4

13

1,967

26.5

818

161.2

665.3

17.6

31.1

78.7

1,684.3

4,186.1

6.3

3,025.8

8.7

56.9

13

2,480

2,039

4,519

125

27.7

818.7

217.7

575.1

20.8

30.3

79.6

1,755.5

4,198.1

7.3

2,920.6

9.0

57.8

13

2,165

2,583

4,748

128

25.6

817.4

208.0

608.0

21.3

29.0

81.9

1,803.1

4,697.3

7.6

2,921.3

9.0

58.4

13

2,339

2,719

5,058

132

32.8

―

212

528.5

24.3

17.9

83.2

1,743.4

4,432.3

10.5

2,813.6

7.8

62.6

13

2,604

2,670

5,274

149

33.8

―

228.6

524.1

20.8

30.2

82.3

1,802.6

4,637.7

8.4

2,832.3

8.96

59.4

13

4,305

4,328

8,633

182

37.6

―

218.1

506.3

21.2

29.6

83

2,001.7

4,452.5

9.3

2,635.1

9.01

60.2

13

4,475

3,913

8,388

179

37.2

―

208.1

481.2

20.9

28.9

83.97

2,131.4

4,602.1

9.3

2,638.6

9.1

60.8

13

5,025

4,053

9,078

190

44.8

―

186

356.5

22.1

28.5

―

2,030.9

1,291.8

9.5

2,510.1

9.03

61.4

13

4,841

3,980

8,821

185

44.7

―

174.3

356.9

22.4

28.1

―

2,108.1

1,363.7

10.5

2,525.1

9.2

62.1

13

5,324

3,941

9,265

184

45.6

―

176.1

311.5

22.9

27.4

―

2,292.0

1,420.0

11.1

2529.2

9.3

62.4

13

5,630

4,273

9,903

199

48.2

―

201.6

329.7

23.9

26.8

―

2,762.8

1,481.4

11.7

2,535.6

9.3

62.9

13

5,845

4,602

10,447

200

47.4

―

215.2

315.7

23.9

26.2

―

2,887.5

1,467.6

12.5

2,534.8

9.2

63.4

13

5,871

4,822

10,693

208

50.3

―

219.3

316.1

24.0

26.6

―

3,112.7

1,494.0

12.5

2,537.6

9.4

63.6

13

6,043

4,559

10,602

204

52.1

―

232.1

355.8

24.3

25.5

―

3,229.9

1457.8

13.2

2,539.5

9.5

64.3

13

6,785

5,457

12,242

210

53.5

―

278.8

358.8

27.5

11.0

―

3,198.1

1,482.7

14.6

2,526.1

8.2

68.5

13

4,476

4,309

8,785

200

3,348.1

3,315.0

3,254.1

3,305.5

3,022.0

3,046.5

2,984.3

2,999.8

2,950.9

2,961.4

2,935.6

2,964.2

2,948.5

2,958.6

2,947.6

2,948.1

―

―

Ⅴ型（％）

3,487.5

―

―

3,515.4

―

―

3,480.2

―

―

3,426.2

―

―

3,472.1

―

―

3,135.0

―

―

3,217.3

―

―

3,154.9

―

―

3,166.2

3.4

63.57

3,064.9

6.6

72.8

3,075.1

10.5

81.3

3,050.7

16.9

79.5

3,081.1

21.4

76.7

3,064.2

27.7

69.8

3,075.9

28.8

68.2

3,067.2

25.2

63.4

3,033.3

45,338.0 45,700.5 45,242.9 44,540.6 45,137.6 40,755.3 41,824.9 41,014.3 41,160.8 39,843.1 39,976.7 39,659.0 40,054.4 39,835.2 39,986.5 39,873.2 39,433.5

3,317.3

Ⅳ型（％）

透 析 医 療 費（請
求 合 計）/1 回
（点）

請求合計（点）

透 析 医 療 費（除
夜 障 害 手 術）/1
回（点）

除 夜 障 害 手 術 43,124.7 43,525.7 43,095.5 42,303.5 42,971.6 39,286.1 39,604.8 38,795.9 38,997.1 38,362.1 38,498.3 38,162.6 38,534.1 38,330.4 38,461.3 38,318.6 38,324.7
（点）

―

透析食（点）

365.8

25.9

障害者加算（％）

画像診断（点）

29.5

夜間加算（％）

533.9

72.7

EPO（％）

検査（点）

1,628.1

投薬（点）

管理指導料（点） 2,593.2

4,633.5

8.5

透析歴（年）

注射（点）

57.1

平均年齢（歳）

7.8

3,019.4

12.5

透析回数（回）

在宅（％）

8.9

1,918

診療所（人）

1,636

1,861

病院（人）

3,603

99

3,779

34

総数（人）

施設数（施設）

2

第 1 回～第 17 回調査までの集計結果

平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

1

表1
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表2
年 齢
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

13：指導

8,777
600,967
68.47066196
11.93529681

8,748
71,808.10
8.208516232
7.625241724

8,774
8,283,553
944.1022339
125.8081462

特定疾患（147）

特定疾患（87）

671
189,924
283.0461997
38.6322031

363
60,378
166.3305785
24.70020973

5,752
8,528,440
1482.691238
1833.360371

7,776
17,830,601
2293.029964
529.9521286

うち VD3
3,188
5,166,127.00
1620.491531
720.440761
うちⅠⅡ型計
228
481,987
2113.97807
234.3991371

その他情報
4,212
492,334
116.8884141
156.1783224
40：処置

栄養指導（130）

集団栄養（80）

特定疾患（225）

8,785
22,191,471
2526.063859
244.1110637

1,955
254,410
130.1329923
4.156940528

180
14,400
80
0

2,094
930,600
444.4126074
35.0218518

14：在宅

25：処方

20：投薬

1,280
2,545,837
1988.935156
1583.711979

4,423
940,325
212.5989148
115.4659219

4,459
14,260,537
3198.146894
2599.258022

135
302,818
2243.096296
406.483406
障 害

標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

2,420
3,620,240
1495.966942
292.3593618
うちシャント

標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

15
219,478
14631.86667
13278.55734
うち胸部ほか

標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

961
1,469,046
1528.663892
1264.448663

1,048
2,365,584.00
2257.236641
421.1000776
水質確保 1
1,948
257,036
131.9486653
59.83896755
うちその他
2,384
332,132.00
139.3171141
1111.229068
80：その他
4,745
1,534,387
323.3692308
499.6116302

うちレグパラほか
1,969
6,276,948
3187.886237
2520.707672

ペンレス・ユーパッチ 人工腎 14 時間未満 人工腎 14～5 時間 人工腎 15 時間以上

8,785
282,027,468
32103.29744
1702.097555

2,135
1,795,415
840.9437939
4053.288051

1,669
34,724,025
20805.2876
9933.168449

6,466
173,970,045
26905.35803
5540.260846

1,351
22,510,430
16662.05033
12941.69437

うちⅢ型（147）

うちⅢ型（151）

うちⅣ型（171）

うちⅣ型（170）

うちⅣ型（173）

39
71,797
1840.948718
299.4086232

189
382,623
2024.460317
315.99548

1,322
2,894,405
2189.413767
210.8651848

3,140
6,819,261
2171.739172
237.5368916

1,105
2,424,567
2194.178281
288.7546189

うち V 型（180） うち V 型（182） うち V 型（187） うち特定積層型
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

2014

病院・診療所全体の集計結果

再診計

うちダイア計
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

No. 1

透析歴

30：注射
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

Vol. 29

1,035
2,439,789
2357.284058
356.74507
水質確保 2

109
1,306,090
11982.47706
9544.488998
50：手術

人工腎臓 （
2 複雑） ヘモダイアフィルター
690
18,791,715
27234.36957
6368.88032
手術・麻酔

656
2,325,200
3544.512195
441.173179
うち輸血

夜 間
963
2,864,220
2974.267913
1239.430977
うち PTA

6,651
1,867,108
280.7259059
689.8229462

194
3,212,259
16558.03608
11870.56186

186
2,205,721
11858.71505
8691.382839

199
144,756
727.4170854
2826.013232

109
2,777,691
25483.40367
2624.642258

60：検査

うち生体

うち検体

70：画像

うち胸部

2,663
1,430,215
537.069095
549.4580539

4,713
656,326
139.2586463
179.2133642

6,441
1,795,919
278.826114
723.3061079

6,262
378,739
60.48211434
98.33498993

院外処方

請求合計

除夜間

除障害

除夜障手

4,697
1,148,494
244.5164999
146.2908565

8,785
346,423,294
39433.4996
5043.399664

8,785
343,741,894
39128.27479
4930.529138

8,785
342,625,174
39001.15811
4944.791491

8,785
336,682,779
38324.73295
3740.708833

5,821
2,088,495
358.786291
486.236151
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年 齢
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透析歴

再診計
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―病院 1・病院 2・診療所―
13：指導

栄養指導
（130） 集団栄養（80） 特定疾患
（225）

病院 1

標 本 数
平
均
標準偏差

3,154
68.32656944
12.10651052

3,147
8.214064188
7.646627807

3,150
919.4314286
97.33854761

3,161
2463.569124
190.915772

437
130.5949657
8.784539814

51
80
0

28
441.9642857
42.52100321

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

1,148
68.63937282
12.3289942

1,142
7.546532399
7.475000395

1,148
933.5618467
69.39395521

1,148
2400.337979
159.2524901

288
130
0

28
80
0

31
450
0

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

4,475
68.52893855
11.71066593

4,459
8.374142184
7.640736173

4,476
964.1677837
149.2250784

4,476
2602.44437
268.4812319

1,230
130
0

101
80
0

2,035
444.3611794
35.17877878

特定疾患
（147） 特定疾患（87）

その他情報

14：在宅

25：処方

20：投薬

うちレグパラほか

病院 1

標 本 数
平
均
標準偏差

670
283.0298507
38.65874235

362
166.3093923
24.73109385

1,504
118.2699468
158.550156

515
2008.32233
1652.255233

1,636
212.9865526
112.7657845

1,652
3023.977603
2458.727321

658
3193.031915
2897.956028

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

1
294
#DIV/0!

1
174
#DIV/0!

400
138.375
165.5180805

157
1725.770701
1262.425732

309
173.8446602
125.518723

315
2520.009524
2695.483359

134
3565.059701
2962.792949

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

0
#DIV/0!
#DIV/0!

0
#DIV/0!
#DIV/0!

2,308
112.2642981
152.6569836

608
2040.46875
1594.585817

2,478
217.1755448
115.0663964

2,492
3399.327047
2655.125816

1,177
3142.068819
2220.417675

ペンレス・ユーパッチ

人工腎 4 時間未満

人工腎 4～5 時間

人工腎 5 時間以上

30：注射

うち VD3

40：処置

病院 1

標 本 数
平
均
標準偏差

2,092
1634.467973
2020.815891

1,221
1669.546274
723.2949009

3,161
32185.60614
1727.045079

756
1649.44709
5805.165006

713
21332.67181
9862.09781

2,258
26836.74048
5603.785432

593
13833.30185
12905.16531

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

756
1381.361111
1760.802932

412
1524.293689
629.6044629

1,148
32032.59582
1677.192344

282
114.9893617
10.78996636

140
20458.28571
10062.41514

907
27408.12569
4763.515825

111
22641.08108
11249.54588

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

2,904
1399.732782
1698.46721

1,555
1607.461093
737.8263305

4,476
32063.30362
1688.764419

1,097
470.379216
2837.263509

816
20404.00735
9963.585038

3,301
26814.15177
5687.284005

647
18228.93663
12644.95001

うちダイア計

うちⅠⅡ型計

うちⅢ型
（147） うちⅢ型
（151） うちⅣ型
（171） うちⅣ型
（170） うちⅣ型
（173）

病院 1

標 本 数
平
均
標準偏差

2,707
2291.087181
413.8979238

86
2114.639535
231.1230847

19
1767.210526
421.9713759

120
2029.275
309.1762697

538
2188.243494
200.7426672

1,058
2159.234405
262.8643075

354
2167.79661
346.5635398

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

1,074
2254.079143
420.5127482

33
2017.151515
431.5226038

1
1911
#DIV/0!

2
1132.5
1174.504364

140
2202.235714
141.3199651

422
2143.933649
322.4102746

135
2169.548148
359.152957

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

3,995
2304.817772
618.5457304

109
2142.770642
120.6835189

19
1911
0

67
2042.462687
258.2588159

644
2187.604037
230.9471068

1,660
2186.777711
189.2987296

616
2214.737013
227.3199793
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表 3-2

Vol. 29

病院・診療所別集計結果表

No. 1

2014

―病院 1・病院 2・診療所―

うちⅤ型
（180） うちⅤ型
（182） うちⅤ型
（187） うち特定積層型 人工腎臓 （
2 複雑） ヘモダイアフィルター

夜 間

病院 1

標 本 数
平
均
標準偏差

72
2218.305556
428.0789265

340
2228.964706
433.9505415

449
2361.864143
329.7009288

25
12926.92
10590.79255

198
28190.44949
4931.395815

193
3582.15544
293.1514766

460
2901.782609
1268.806361

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

25
2340
0

229
2297.650655
339.5728745

95
2387.694737
250.6682165

6
5450.666667
3317.339335

100
26428.6
5716.262026

97
3379.639175
529.4821209

110
3392.727273
1066.479168

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

38
2226.315789
488.7956576

479
2257.983299
445.5375153

491
2347.211813
396.0049937

78
12182.21795
9404.423999

392
26957.0051
7088.392786

366
3568.357923
470.9447808

393
2941.984733
1229.755712

うち輸血

うち PTA

障 害

水質確保 1

水質確保 2

50：手術

手術・麻酔

病院 1

標 本 数
平
均
標準偏差

919
1544.330794
137.9019711

828
155.057971
73.24347116

2,313
287.406831
754.883574

87
15625.5977
11967.47979

84
11191.59524
8585.405153

152
527.2236842
2960.755719

47
25331.53191
2738.109613

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

257
1560
0

215
104
0

908
260
0

47
17764.55319
12915.09136

46
12888.3913
9545.598633

4
2709.75
2017.272313

26
25517.15385
2061.607833

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

1,244
1447.009646
383.8231649

905
117.4453039
43.80423999

3,430
281.7072886
733.81286

60
16964.96667
10932.71554

56
12013.58929
8167.82443

43
1250.674419
2245.781185

36
25657.30556
2881.732552

60：検査

うち生体

うち検体

70：画像

うち胸部

うちシャント
病院 1

うちその他

標 本 数
平
均

5
12233

916
145.4093886

2,134
426.5018744

標準偏差

6291.937063

1212.576251

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

6
18914.5
19658.44731

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

4
11206.5
8002.156064
うち胸部ほか

1,034

1,731

2,111

1,993

544.3356349

623.8626692
579.6736961

154.5621028
208.870613

453.0757935
968.0411094

68.33216257
145.4606795

367
215.5585831
1907.181321

743
448.9017497
619.617887

394
668.5253807
648.6171751

563
119.955595
185.0305923

1,047
370.191022
770.6358241

1,035
77.16618357
126.8678374

1,101
108.8346957
488.7654782

2,944
286.9585598
381.3995192

1,235
422.4631579
459.37275

2,419
132.8003307
152.0549297

3,283
137.6442278
438.9844148

3,234
50.30488559
17.63559885

院外処方

請求合計

80：その他

除夜間

除障害

除夜障手

病院 1

標 本 数
平
均
標準偏差

536
1585.988806
1372.873811

1,701
414.0899471
691.5128799

1,657
258.7905854
151.6355087

3,161
39788.36539
5203.509926

3,161
39404.18317
5088.646879

3,161
39300.05157
5120.541138

3,161
38477.03132
3798.646366

病院 2

標 本 数
平
均
標準偏差

196
1632.413265
1047.761246

919
186.5146899
265.38229

917
158.9116685
100.6856724

1,148
38709.33188
5666.688507

1,148
38384.24477
5621.571415

1,148
38360.09843
5593.839484

1,148
37307.7169
3196.466225

診療所

標 本 数
平
均
標準偏差

229
1305.689956
1141.694791

2,125
309.9355294
359.8148039

2,123
270.3513895
145.0756731

4,476
39368.62332
4727.580268

4,476
39124.25335
4597.55133

4,476
38954.49464
4613.981638

4,476
38478.02145
3788.560007
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表 4-1
年 齢

男女別集計結果表

透析歴

67

―病院・診療所計―男性/女性―

再診計

13：指導

栄養指導
（130） 集団栄養（80） 特定疾患
（225）

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

5,458
67.72554049
11.95329359

5,435
7.613552898
7.285414345

5,454
944.270077
88.19966884

5,459
2521.369665
242.0073339

1,180
130
0

100
80
0

1,282
444.5592824
34.57589593

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

3,319
69.69599277
11.80559139

3,307
9.192364681
8.063085754

3,313
943.9097495
170.6258302

3,319
2533.603495
247.5538764

774
130.3359173
6.603995566

80
80
0

812
444.1810345
35.73485017

14：在宅

25：処方

20：投薬

特定疾患
（147） 特定疾患（87）

その他情報

うちレグパラほか

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

415
282.3108434
39.81821316

234
166.9358974
23.81383794

2,678
109.6396565
150.7435305

844
2034.087678
1669.042538

2,798
209.5968549
115.4404434

2,820
3246.211348
2641.338631

1,235
3268.5417
2686.990608

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

250
284.004
37.08088391

129
165.2325581
26.29178568

1,532
129.5456919
164.5862889

436
1901.529817
1401.572574

1,624
217.7247537
115.3846469

1,637
3118.08369
2524.064408

734
3052.178474
2208.033237

30：注射

うち VD3

40：処置

ペンレス・ユーパッチ

人工腎 4 時間未満

人工腎 4～5 時間

人工腎 5 時間以上

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

3,492
1508.312715
1879.002433

1,893
1638.917591
718.8525767

5,459
32230.2451
1774.935172

1,336
741.3877246
3753.529324

990
21223.13636
9661.724387

4,023
26887.74049
5620.224779

899
17358.17575
12944.78798

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

2,254
1439.090949
1758.262756

1,289
1590.174554
719.2160715

3,319
31894.82013
1553.616215

797
1009.644918
4513.245353

678
20186.72566

2,437
26930.10874

452
15277.5

10297.70624

5412.990714

12837.91959

うちダイア計

うちⅠⅡ型計

うちⅢ型
（147） うちⅢ型
（151） うちⅣ型
（171） うちⅣ型
（170） うちⅣ型
（173）

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

4,847
2293.382298
457.8685899

110
2093.918182
288.945477

18
1867.777778
210.0007158

102
1981.45098
333.1768367

551
2188.350272
212.5137146

1,962
2175.195719
228.5582474

845
2196.620118
286.2815683

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

2,922
2292.301848
632.2430835

118
2132.677966
167.5915304

21
1817.952381
362.8197178

87
2074.885057
288.35566

771
2190.1738
209.8140757

1,177
2165.944775
251.8796303

260
2186.242308
297.0734588
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うちⅤ型
（180） うちⅤ型
（182） うちⅤ型
（187） うち特定積層型 人工腎臓 （
2 複雑） ヘモダイアフィルター

夜 間

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

49
2238.285714
425.8685243

654
2283.547401
359.4442708

858
2363.871795
341.8179995

57
11538.63158
9785.773244

402
27156.24129
6549.33347

382
3556.937173
483.6770969

782
3062.378517
1188.788415

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

86
2245.837209
397.542476

389
2211.604113
507.596761

176
2324.75
422.4667358

52
12469
9343.480025

288
27343.42361
6117.711848

274
3527.189781
374.1238563

181
2593.59116
1377.98195

障 害

水質確保 1

水質確保 2

50：手術

手術・麻酔

うち輸血

うち PTA

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

1,487
1482.910558
318.4779532

1,155
132.3636364
60.19442267

4,173
278.9482387
669.7453414

115
16121.37391
11463.50551

111
11463.62162
8770.03623

135
909.9037037
3365.167242

63
25222.74603
2279.981041

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

929
1516.589882
244.2755933

793
131.3442623
59.35013186

2,471
283.786726
723.5242231

79
17193.68354
12486.33384

75
12443.45333
8598.762726

64
342.484375
889.5844579

46
25840.3913
3024.149522

60：検査

うち生体

うち検体

70：画像

うち胸部

うちシャント

うちその他

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

8
7892.875
6505.256038

1,441
164.8043026
1424.975686

3,701
349.5830857
476.4316217

1,640
538.2603659
545.7152282

3,050
134.7098361
171.9603963

4,018
284.1657541
765.8281067

3,909
61.14991046
102.4560197

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

7
22333.57143
15240.99097

939
100.4100106
131.5519272

2,114
375.5014191
503.1622635

1,023
535.1593353
555.6683719

1,657
147.6059143
191.8974346

2,417
269.3202317
646.4893229

2,348
59.39097104
91.18230448

院外処方

請求合計

うち胸部ほか

80：その他

除夜間

除障害

除夜障手

男性

標 本 数
平
均
標準偏差

588
1594.552721
1391.575733

2,885
318.8263432
512.5829935

2,858
241.1126662
143.8031358

5,459
39591.23301
5009.173991

5,459
39173.18941
4854.618873

5,459
39167.83678
4911.370072

5,459
38405.47426
3840.615174

女性

標 本 数
平
均
標準偏差

371
1424.398922
1028.738812

1,854
331.0512406
479.4808355

1,833
250.1854883
150.0235734

3,319
39175.05002
5092.643513

3,319
39054.74269
5055.875645

3,319
38728.96384
4991.226361

3,319
38192.45948
3568.548635
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表 5-1
年 齢

40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
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透析歴
再診計
13：指導
栄養指導
（130） 集団栄養（80） 特定疾患
（225）
149
149
149
149
27
0
24
34.20134228
6.852214765
925.7248322
2474.234899
134.8148148
#DIV/0!
450
4.374341442
5.920177573
54.11859588
242.9252579
25.01851166
#DIV/0!
0
2,910
2,900
2,910
2,910
642
40
673
56.71065292
9.300834483
942.6810997
2510.227491
130
80
443.9821694
6.595892598
8.287025484
98.49437195
240.2470636
0
0
36.32848208
1,356
1,352
1,354
1,356
285
32
322
66.85914454
9.095828402
953.8589365
2527.274336
130.4561404
80
443.0124224
1.474030198
8.349584027
246.4181756
240.2877456
7.700535411
0
39.09123247
4,362
4,340
4,353
4,362
1,000
108
1,075
77.98762036
7.255239631
942.7211119
2537.89271
130
80
444.9767442
5.702019972
6.809757733
79.97663582
247.2926794
0
0
33.25700412
2,906
2,890
2,900
2,906
635
77
721
81.01617343
6.634100346
942.5531034
2541.877495
130
80
443.7586685
4.512680159
6.250865319
81.39882781
248.4242072
0
0
36.97623126
特定疾患
（147） 特定疾患（87） その他情報
14：在宅
25：処方
20：投薬
うちレグパラほか
4
7
69
18
76
76
38
294
161.5714286
122.7391304
1866.111111
207.6842105
3754.526316
4447.789474
0
32.88290915
234.7757786
820.5764035
132.0113339
3269.552787
2571.776746
175
118
1,373
469
1,514
1,524
851
289.8
169.5762712
102.7144938
1867.965885
211.003963
3701.206693
3389.035253
24.56027069
19.1941973
148.5281925
1137.632394
114.4570792
2838.216149
2826.552149
98
63
664
235
673
677
314
282
165.7142857
121.8945783
1988.140426
222.5705795
3351.598227
3117.828025
40.45616184
25.74341668
151.1051626
1400.360122
120.0984771
2702.12129
2332.929528
387
175
2,103
558
2,158
2,179
766
280.3255814
164.5542857
124.3961008
2094.90681
210.7307692
2782.424966
2930.633159
42.75363139
27.14342857
158.9649727
1950.234799
114.0321563
2277.071236
2174.839209
296
122
1,378
348
1,395
1,406
435
282.0810811
164.7295082
127.8033382
1955.020115
207.2580645
2604.066856
2880.218391
40.1930112
26.95451844
162.6753625
1758.59242
112.5482555
2153.281816
2147.758781
30：注射
うち VD3
40：処置
ペンレス・ユーパッチ 人工腎 4 時間未満 人工腎 4～5 時間 人工腎 5 時間以上
96
71
149
34
24
101
35
1647.583333
1879.338028
33167.92617
1123.764706
18278.125
25730.64356
15951.37143
1398.201956
923.0521258
1973.457095
4613.564178
10389.69042
6918.220785
12638.16274
1,914
1,196
2,910
668
458
2,118
608
1482.096656
1716.720736
32601.29656
557.0179641
19730.92795
26358.31445
18196.85197
1621.087263
754.0690072
1859.196928
3025.595996
10555.50399
6285.055294
12637.15838
868
506
1,356
343
206
1,003
204
1589.808756
1570.511858
32133.51475
833.5451895
20207.47573
27127.82154
16171.26961
1942.492873
661.0094297
1616.515477
4010.454911
10301.02508
5160.618616
13081.22393
2,867
1,408
4,362
1,088
980
3,237
504
1441.384374
1539.419744
31725.75653
1010.090993
21489.10714
27227.21038
15058.54563
1940.456305
683.0657119
1495.160185
4565.994651
9490.473275
5038.880264
13091.58447
1,923
910
2,906
732
702
2,156
298
1416.959438
1515.937363
31660.99312
1059.040984
21629.85043
27069.19063
15156.84564
1939.442107
713.7627246
1494.415224
4707.110533
9290.588657
5373.498772
12925.76236
うちダイア計 うちⅠⅡ型計 うちⅢ型
（147） うちⅢ型
（151） うちⅣ型
（171） うちⅣ型
（170） うちⅣ型
（173）
116
0
1
4
13
40
18
2264.025862
#DIV/0!
1911
2093
2220
2179.9
2249
235.0693685
#DIV/0!
#DIV/0!
150.11107
5.700877125
215.9916665
0
2,516
19
3
49
253
955
449
2293.150238
1987.736842
1242.333333
2051.387755
2158.422925
2164.086911
2191.224944
469.9954178
473.1332725
857.4755584
130.4602137
289.6849393
266.3486937
298.4694075
1,165
23
6
21
170
485
190
2260.160515
2071.391304
1928.333333
2013.857143
2196.335294
2185.985567
2209.942105
348.0090785
415.3607128
26.85268453
441.619099
192.4393686
184.0177346
254.935684
3,971
186
29
115
886
1,658
448
2303.359355
2132.139785
1882.37931
2012.53913
2196.486456
2171.736429
2188.25
610.3399264
151.4123485
164.4115945
349.3636392
187.2288769
234.4333579
298.1544425
2,678
153
23
85
665
1,099
266
2312.444735
2126.562092
1872.652174
2020.635294
2196.666165
2166.079163
2181.120301
675.6469491
166.512716
183.9097132
314.1050722
189.3024286
249.6074771
309.0028647
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表 5-2
40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

40 歳未満

40～64 歳

65～69 歳

70 歳以上

75 歳以上

Vol. 29
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―病院・診療所計―

うちⅤ型
（180） うちⅤ型
（182） うちⅤ型
（187） うち特定積層型 人工腎臓 （
2 複雑） ヘモダイアフィルター
2
22
28
1
24
23
2353
2117.818182
2390.928571
29315
27680.91667
3590.608696
18.38477631
649.0696372
178.9096458
#DIV/0!
5819.191502
174.5265646
39
372
555
28
286
274
2311.076923
2267.032258
2369.340541
11619.53571
26993.03147
3510.912409
232.2139876
410.9222341
330.3250031
9537.326601
6559.86899
449.5412472
19
164
167
8
143
140
2028.736842
2243.926829
2306.706587
14549.875
28139.62937
3551.3
699.9787967
463.2918697
462.9086968
12416.21343
4574.306549
428.5315515
75
485
284
72
237
219
2259.12
2259.426804
2359.887324
11597.625
26934.173
3577.369863
370.8111255
403.0524151
347.4401613
9143.558943
7063.118747
456.945468
60
289
148
58
138
126
2273.166667
2221.155709
2385.513514
11735.68966
26728.33333
3604.952381
311.6217376
466.600598
284.9147739
9171.824034
7315.09226
487.6689838
障 害
水質確保 1
水質確保 2
50：手術
手術・麻酔
うち輸血
標 本 数
26
36
109
4
4
4
平
均
1373.538462
138.6666667
260
25634.5
18080
76.5
標準偏差
476.9168675
65.77537533
0
4616.511851
0
43.16248371
標 本 数
734
643
2,217
59
55
68
平
均
1474.572207
134.8118196
306.4239964
14822.16949
10520.63636
508.25
標準偏差
334.4380142
62.15532035
1048.632947
11868.09171
8815.844632
1274.202231
標 本 数
381
308
1,016
30
27
30
平
均
1502.887139
131.3506494
284.6781496
14921.2
11665.88889
612.0666667
標準偏差
275.5653717
59.41468385
786.6099701
13666.90488
10335.64554
1379.397693
標 本 数
1,275
961
3,301
101
100
97
平
均
1508.511373
129.9729448
262.9848531
17698.78218
12397.87
943.5773196
標準偏差
264.7137054
58.14381682
171.4927326
11325.40699
8237.180276
3828.945715
標 本 数
883
639
2,200
76
75
63
平
均
1516.212911
127.1924883
260
17868.52632
12551.81333
1235.936508
標準偏差
247.2595375
55.54245635
0
11190.92714
8388.414483
4676.962679
うちシャント
うちその他
60：検査
うち生体
うち検体
70：画像
標 本 数
0
48
83
40
66
108
平
均
#DIV/0!
85.64583333
319.9638554
454.65
126.8333333
238.712963
標準偏差
#DIV/0!
20.35272953
460.9541654
542.449551
178.6010236
646.2043317
標 本 数
4
744
1,953
836
1,597
2,096
平
均
13281.5
158.938172
340.0655402
535.6411483
133.5911083
286.5701336
標準偏差
6513.680654
1349.065549
462.7670195
550.50727
159.2556896
751.3737483
標 本 数
4
382
903
388
759
983
平
均
19087.75
240.9240838
346.9723145
524.9871134
143.5322793
255.819939
標準偏差
22530.45997
2028.449573
479.4764425
546.8653235
180.1168448
675.2855767
標 本 数
5
803
1,878
931
1,472
2,163
平
均
14399.4
96.03113325
374.3881789
533.6766917
139.7275815
282.4512252
標準偏差
12894.92079
75.24672818
502.2430009
539.1086188
190.7983687
750.2839948
標 本 数
7
1,205
2,875
1,399
2,284
3,247
平
均
12857.28571
97.33029046
376.8932174
543.6297355
142.1904553
281.7357561
標準偏差
10874.85399
115.8782532
504.2973009
550.0762453
191.8967616
721.5297523
うち胸部ほか
80：その他
院外処方
請求合計
除夜間
除障害
標 本 数
11
82
80
149
149
149
平
均
1572.636364
290.8414634
232.925
40971.22148
39747.0604
40701.42282
標準偏差
1373.581688
404.3653912
142.527348
6015.75711
5959.76781
5983.577206
標 本 数
300
1,498
1,488
2,910
2,910
2,910
平
均
1630.4
281.2416555
235.9818548
40145.53093
39495.01546
39755.59278
標準偏差
1307.952256
392.8921015
151.0895879
5103.791827
4908.899302
5012.368215
標 本 数
133
741
734
1,356
1,356
1,356
平
均
1491.172932
323.1282051
253.0722071
39577.73451
39340.78761
39130.74336
標準偏差
1230.674695
503.6480979
152.7433588
5132.853371
5075.067099
4995.925599
標 本 数
342
1,666
1,646
2,906
2,906
2,906
平
均
1492.95614
353.1836735
252.2563791
38675.33551
38644.15864
38197.60668
標準偏差
1343.177956
552.3685934
143.8944053
4861.082673
4854.95233
4758.047756
標 本 数
515
2,418
2,389
4,362
4,362
4,362
平
均
1478.260194
351.1149711
247.8694014
38862.01582
38796.74759
38401.02545
標準偏差
1247.528217
556.0362833
141.1170963
4865.762109
4841.654721
4760.423626
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差
標 本 数
平
均
標準偏差

夜 間
59
3172.881356
1075.685909
624
3117.019231
1189.372183
121
2940.991736
1233.141925
159
2365.660377
1314.126041
69
2066.086957
1244.547186
うち PTA
4
25634.5
4616.511851
30
25563.83333
3571.193253
12
25407.08333
1707.545046
63
25450.04762
2116.375176
48
25139.4375
1836.506419
うち胸部
103
83.95145631
198.6859962
2,037
60.73392243
105.6325734
953
64.17838405
124.396922
2,107
57.02657807
64.28778672
3,163
58.46822637
77.4775019
除夜障手
149
38789.08725
4180.262243
2,910
38793.6622
3825.706053
1,356
38558.3326
3875.162189
2,906
37699.11803
3484.044446
4,362
37923.71
3580.120265
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―レグパラ他―

病院・診療所計
うちレグパラほか
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差
標準誤差

1,871
5,924,528
3166.503474
2504.522188
57.9012567

レグパラ
937
1,947,810
2078.772679
1178.712358
38.50685428

ホスレノール
1,196
2,578,715
2156.116221
1712.688059
49.52365393

レミッチ
213
1,221,940
5736.807512
2104.839551
144.2212296

エルカルチン
106
187,935
1772.971698
1102.799101
107.1133175

病院 1・2 計
うちレグパラほか
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

716
2,297,511
3208.814246
2897.196652

レグパラ
385
788,560
2048.207792
1167.095495

ホスレノール
416
921,237
2214.512019
2544.7316

レミッチ
94
528,535
5622.712766
1851.838625

エルカルチン
46
71,051
1544.586957
954.7693282

病院 1
うちレグパラほか
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

624
1,988,801
3187.18109
2937.276021

レグパラ
351
719,428
2049.652422
1187.770959

ホスレノール
356
805,461
2262.530899
2722.692154

レミッチ
77
427,266
5548.909091
1913.791505

エルカルチン
35
48,518
1386.228571
861.0321469

病院 2
うちレグパラほか
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

92
308,710
3355.543478
2619.178134

レグパラ
34
69,132
2033.294118
941.67364

ホスレノール
60
115,776
1929.6
921.2503331

レミッチ
17
101,269
5957
1546.142579

エルカルチン
11
22,533
2048.454545
1102.002211

診療所
うちレグパラほか
標 本 数
合
計
平
均
標準偏差

1,155
3,627,017
3140.274459
2227.567588

レグパラ
552
1,159,250
2100.09058
1187.336467

ホスレノール
780
1,657,478
2124.971795
1023.297512

レミッチ
119
693,405
5826.932773
2288.731377

エルカルチン
60
116,884
1948.066667
1182.049912
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実態調査

北海道の透析患者における認知症について
―― 北海道のアンケート調査結果とその分析 ――

伊丹儀友＊1

大平整爾＊2

＊1 日鋼記念病院腎センター

戸澤修平＊3 久木田和丘＊4

＊2 札幌北クリニック

上田峻弘＊5

＊3 クリニック 1・9・8 札幌

＊4 札幌北楡病院

＊5 石川泌尿器科

key words：高齢者，透析患者，認知症

要

旨
2013 年 5～7 月にかけて，北海道内 216 施設に透析

患者であった．過去 2 年間で透析導入を見合わせた患
者は全体の 4.3％ に認め，そのうち 25.0％ が認知症患
者であった．
今回の調査で，認知症患者は透析医療者や介護者に

患者の認知症についてアンケート調査を行った．
102 施設から回答があり，回収率は 47.7％ であった．
対象となった透析患者数は 6,388 名であった．認知症
と診断されている透析患者は 529 名（8.3％）であっ

一層の負担を生じさせていることが明らかになった．
はじめに

た．男女比は 295：234 で男性に多く認められ，原疾

現在，わが国で男女ともに透析導入される年代で一

患が糖尿病であったのは 50.8％ であった．専門医によ

番多いのは 70 歳代である．我々は以前，透析患者の

り認知症と診断されている患者は 161/529（30.4％）

高齢化が進み，透析医療に大きな影響を与えているこ

であり，認知症は透析導入後に 34.4％（182 名）が診

とを報告した1）．透析患者の高齢化とともに認知症に

断され，残り 65.6％ は透析導入前に診断されていた．

なる頻度も高くなることも知られてきた2, 3）．

認知症透析患者 508 名のうち，外来患者は 300 名

前回の調査4）より 2 年経過し，透析患者の認知症に

（59.1％）で入院患者 208 名（40.9％）であった．認知

ついてより詳しい検討を行う機会があったので，その

症患者で内服薬を自ら管理できない患者は 341/529
名（64.5％）おり，食事を忘れる認知症患者は 114 名
（21.6％）であった．食事介助を必要とする患者は外

結果を報告する．
1

来通院中の認知症患者では 19.2％ で，入院中の患者
では 61.9％ であり，外来患者に比べ約 3 倍高かった．
透析中に制限を要する患者の割合は 159/6,388（2.5
％）いたが，認知症患者は 127/159（79.9％）を占め
ていた．過去 2 年間に自己抜針事故は 99 件認めたが，

方

法

2013 年 5～7 月にかけて北海道内 216 施設にアンケ
ート調査を行い，集計した．
2

結

果

そのうち 102 施設から回答があり，回収率は 47.7％

認知症患者が起こしたのは 58.6％ であった．過去 2

であった．対象となった透析患者数は 6,388 名であっ

年間に誤嚥性肺炎を起こした患者の 45.0％ が認知症

た．回答のあった 102 施設のうち，76 施設（74.5％）

Dementia in Dialysis Patients in Hokkaido―Results and Analysis of a Questionnaire Survey in Hokkaido―
Kidney Center, Nikko Memorial Hospital
Noritomo Itami
Sapporo Kita Clinic
Seiji Ohira
Clinic 1・9・8 Sapporo
Shuhei Tozawa

北海道の透析患者における認知症について

外来患者

導入前
に発症
65.6%
347 名

導入後
に発症
34.4%
182 名

73

入院患者

介助必要
19.2%
食事自立
80.8%

介助必要
61.9%

食事自立
38.1%

回答：101 施設，認知症 529 名
図1

認知症を発症した時期

回答：102施設，認知症 307名
図3

外来
59.1%
300 名

入院
40.9%
208 名

回答：102施設，認知症 194名

外来および入院認知症透析患者の食事の自立度

透析患者の胃ろうの有無

そのうち認知症の割合

あり 0.7%
なし
31.8%
14 名
なし
99%

回答：102 施設，認知症 508 名（一部データ漏れ）
図2

認知症透析患者の入院・外来数の割合

は入院可能な有床施設であった．

回答：102 施設，全透析患者との割合 44/6,388 名

認 知 症 と 診 断 さ れ て い る 透 析 患 者 は 529 名（8.3
％）であった．これは，2 年前の 7.9％ とほとんど変
わらなかった．男女比は 295：234 で男性に多く認め

図4

胃ろう透析患者における認知症の割合

体重増加 5% 以上

そのうち認知症の割合
認知症
7.5%
145 名

られ，原疾患が糖尿病であったのは 50.8％ であった．
専門医により認知症と診断されている患者は 161/529
（30.4％）であった．認知症と診断されている患者全
体 の 平 均 年 齢 は 76.1 歳 で，男 性 は 74.7 歳，女 性 は
77.9 歳とやや女性の平均年齢が高かった．透析導入後
に認知症と診断されたのは 34.4％（182 名）で，残り

なし
70.0%
4,466 名

増加あり
30.0%
1,922 名

65.6％ は透析導入前に認知症と診断されていた（図
1）．透析導入後どのくらいの期間を経て認知症を発
症していたかをみると，全体で平均 5.86 年，男性で
は 5.76 年，女性では 5.94 年であった．認知症の既往

認知症
68.2%

なし
92.5%
1,777 名

回答：101 施設，全透析患者との割合 1,922/6,388 名
図5

体重増加が 5％ 以上の透析患者と認知症の割合

歴では，脳梗塞が 30.0％，心房細動が 9.6％ であった． であったが，入院の認知症患者では 61.9％ であり，
認 知 症 透 析 患 者 508 名 の う ち，外 来 患 者 は 300 名

外来患者に比べ約 3 倍高かった（図 3）．胃ろうのあ

（59.1％）で，入院患者 208 名（40.9％）であった（図

る透析患者は 44/6,388（0.7％）であったが，そのう

2）．認知症患者の内服薬を自ら管理できない患者は

ち，認知症患者は 68.2％ を占めていた（図 4）．透析

341/529 名（64.5％）であった．

間体重増加が 5％ 以上である患者は約 30.0％ に認め

食事を忘れる認知症患者は 114 名（21.6％）であっ
たが，男性患者では 17.9％，女性患者では 26.1％ と

られたが，そのうち，認知症患者の割合は 7.5％ と少
なかった（図 5）．

約 4 人に 1 人の高い頻度であった．食事介助を必要と

透 析 中 の 抑 制 な ど，制 限 を 要 す る 患 者 の 割 合 は

する患者について，外来通院の認知症患者では 19.2％

159/6,388（2.5％）で，2 年前の 1.9％ と差がなかった．
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そのうち認知症の割合

あり 2.5%
介護人
41.5%
123 名

なし
20.1%
31 名

家族・子供
25.9%
77 名

認知症
79.9%
127 名

なし
97.5%

回答：102 施設，認知症 297 名
図9

回答：102 施設，全透析患者との割合 159/6,388 名
図6

体動制限を要する透析患者と認知症の割合

自己抜針事故の有無

配偶者
32.6%
97 名

認知症外来患者の介護者

転倒既往患者

そのうち認知症の割合

転倒あり 11.7%
741 名

そのうち認知症の割合

事故あり
1.5% 99 名

なし
98.5%

認知症
22.1%
164 名
なし
41.4%
n＝41

認知症
58.6%
n＝58

なし
88.3%
5,647 名

なし
77.9%
577 名

回答：102 施設，全透析患者との割合 741/6,388 名
回答：100 施設，全透析患者との割合 99/6,388 名
図7

過去 2 年間の自己抜針事故と認知症の割合

送迎介助の有無

過去 2 年間の転倒透析患者と認知症の割合

転倒既往の有無

転倒したのは
認知症発症前か後か

そのうち認知症の割合

あり
16.2%
1,032 名
なし
83.8%
5,356 名

図 10

なし
70.8%
731 名

認知症
29.2%
301 名

なし
66.7%

あり
33.3%
176 名

発症前
35.8%
63 名

発症後
64.2%
113 名

回答：101 施設，176/529 名
回答：102 施設，全透析患者との割合 1,032/6,388 名
図8

図 11

認知症患者の転倒の既往と認知症発症の前後の割合

送迎介助が必要な透析患者と認知症の割合

また，制限や抑制を必要とした透析患者のうち，認知
症患者は 127/159（79.9％）を占めていた（図 6）．過

で，約 6 割が身内で介護をしていた（図 9）．
認知症透析患者のうち，自立歩行できるのは 40.7％，

去 2 年間に自己抜針事故は 99 件認めたが，認知症患

歩行器使用者は 5.8％ で車椅子での移動患者は 53.5％

者が起こしたのは 58.6％ と約 6 割を占めていた（図 7）
．

であった．過去 2 年間で転倒を認めた患者は全体で

通 院 に 付 き 添 い が 必 要 な 患 者 は 全 体 の 16.2％

741/6,338（11.7％）であった．そのうち，認知症患者

（1,032/6,388）を占めていたが，そのうち，認知症透

は 164/741（22.1％）であった（図 10）．認知症透析

析患者は 301/1,032（29.2％）であった（図 8）．認知

患者で転倒の既往があったのは 33.3％ であった．そ

症患者の介護者は誰かの問いに対し，該当する 297 名

の転倒は認知症発症後が 64.2％ で，発症前の 35.8％

のうち，配偶者は 32.6％，その他家族や子供が 25.9％

に比べ多かった（図 11）．過去 2 年間に誤嚥性肺炎を

北海道の透析患者における認知症について

誤嚥性肺炎の既往の有無

そのうち認知症の割合

既往あり 1.7%
109 名
認知症
45.0%
49 名

過去 2 年間の誤嚥性肺炎の既往と認知症の割合

非導入の理由

回の結果は，2006 年 DOPPS 研究報告2）の日本透析患
者の認知症の頻度（3％）より高く，2010 年の透析医

認知症
25.0%
15 名
新規導入
95.7%
1,326 名

それ以外
75.0%
45 名

回答：102 施設，全体との割合 60/1,386 名
過去 2 年間の透析非導入患者数と認知症の割合

透析継続中止の有無
透析継続中止 1.2%
77 名

透析継続 98.8%
6,311 名

症患者がいると推定されているものより少ない‡1）．
腎不全患者では一般人口より 3 倍6），もしくは 7.4 倍7）
認知症の発症頻度が高いという報告とも異なる．今回
の調査での認知症の頻度は，専門医が診断している認
知症が 30.4％ と少なかったために，より軽度な認知

非導入 4.3%
60 名

透析継続中止の理由

症を見逃している可能性も否定できない．
認知症は，早期発見し適切な治療を早期に開始すれ
ば進行を遅らせ，場合によっては症状の改善も期待で
き，治療効果が高い疾患と考えられてきている‡1）．
今後，認知症のスクリーニングを確立・実践し，ある
基準を超えた場合に専門医に相談するなどの方策を検
討する必要がある．
透析後に診断された認知症は 34.4％（図 1）で，そ
の発症時の透析期間は全体で 5.86 年であった．また，
今回の検討では認知症の既往の 30.0％ に脳梗塞を認
めた．Fukunishi ら7）は，年認知症発症率 4.2％ とし，

認知症
15.6%
12 名
それ以外
84.4%
65 名

回答：102 施設，全透析患者との割合 77/6,388 名
図 14

％ で，2 年前の 7.9％ とほとんど変化がなかった．今

国の平成 22 年における 65 歳以上人口の 14％ に認知

新規導入に比して非導入の割合

図 13

案

学会統計調査5）の 9.9％ より低かった．しかし，わが

回答：102 施設，全透析患者との割合 109/6,388 名
図 12

考

今回の調査で，北海道における認知症の頻度は 8.3
なし
55.0%
60 名

なし
98.3%
6,279 名

3

75

過去 2 年で透析継続中止をしたか，また中止原因が認
知症であったか

多発性脳梗塞型をその 88％ に認めたと報告している．
今回，透析導入の認知症発症と脳梗塞発症との関連は
不詳であるが，本検討ではそれぞれ 34％，30％ と近
い値であった．認知症発症を予防するためにも脳梗塞
発症を防ぐ試みも必要であると考えられた．
認知症患者は内服管理ができない患者の 64.5％ を，
食事介助が必要な患者の 19.2～61.9％ を占め（図 3），
胃ろうが入っていた患者の 68.2％（図 4）を，透析中
の制限や抑制を必要とした患者の 79.9％（図 6）をそ
れぞれ占め，介護を必要としていた．また，過去 2 年

起こした患者は全体の 1.7％ であったが，45.0％ が認

間で自己抜針事故を起こした患者の 58.6％（図 7）は，

知症患者であった（図 12）．

そして誤嚥性肺炎を起こした患者の 45.0％（図 12）

過去 2 年間で透析導入を見合わせた患者数は，回答

は認知症患者であった．

のあった 102 施設では 60/1,386（4.3％）に認められ

以上より，認知症患者には高い看護度を必要とし透

た．そのうち，認知症が原因であったのは 25.0％ で

析看護師の負担となっていると考えられ，今後詳細に

あった（図 13）．2 年間で透析継続を中止した患者は

対策などが検討されるべき問題である．

1.2％ であったが，その原因が認知症であったのは
15.6％ であった（図 14）．

また，通院時の付き添い患者は全体で 1,032 名（16.2
％）であったが，そのうち，認知症患者は 301 名（29.2
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％）であった（図 8）．外来認知症透析患者が 300 名

まったことがあげられる．この議論が，認知症患者の

である（図 2）とされていたので，認知症患者のほと

透析継続中止に影響を与えたかはさらなる検討を要す

んど全員が付き添い通院を必要としていると推定され

ると思われる．また，今回の調査では認知症の診断は

た．介護者の約 6 割が配偶者や家族であること（図

導入前に 65.6％ においてなされていた．認知症を持

9）を考慮すると，介護者の時間的および身体的な負

った透析前患者は多く存在すると思われる．前述の提

担やストレスは大きいと考えられた．その負担軽減を

言が認知症併発患者の透析導入など，透析医療に与え

考慮した試みも今後必要である．

る影響を今後も注意深く見守る必要がある．

過去 2 年間で透析非導入の症例は 60 名（4.3％）で
あったが，認知症はその原因の 25.0％ であった（図
13）
．これは以前に報告した 33％ に比べ少なかった4）．

まとめ
2013 年に北海道内の透析施設にアンケート調査を

一方，前回 2006～2008 年の調査 では，透析中止の

行い，102 施設からの回答で回収率は 47.7％ であった．

理由として「病状が悪化したため透析の施行が不能か

認知症透析患者の頻度は 8.3％ であったが，服薬，食

著しく困難化したため」が 89.3％ を占めており，認

事，送迎，抑制や穿刺針自己抜去など透析医療者や介

知症が原因との理由は認められなかった．2011～2012

護者に一層負担を生じさせていることが明らかになっ

年の調査では，透析継続を中止した患者は全体で 1.2

た．今後，その対策・検討が必要である．

4）

％ であったが，認知症が原因である場合が 15.6％ を
占めていた（図 14）．

謝

辞

この間に透析継続中止に影響を与えた出来事という

面倒なアンケート調査に協力していただいた施設の

と，日本透析医学会において「維持血液透析の開始と

一覧を示し（表 1），医師およびスタッフの皆様に御

継続に関する意思決定プロセスについて」の議論が始

礼申し上げます．

表1
市立室蘭総合病院
十勝いけだ地域医療センター
北大病院
苫小牧市立病院
旭川高砂台病院
足立泌尿器科クリニック
中野医院
光星泌尿器科医院
江夏泌尿器科医院
帯広徳洲会病院
林田クリニック
倶知安厚生病院
桜台クリニック（厚別区）
足寄町国保病院
公立芽室病院
NTT 東日本札幌病院
北海道循環器病院
いちの木クリニック
江別泌尿器科
枝幸町国民健康保険病院
江別市立病院
比布町立ぴっぷクリニック
富丘腎クリニック
小清水赤十字病院
釧路泌尿器科クリニック
ていね泌尿器科
美幌町立国民健康保険病院

本アンケートにご協力頂いたご施設一覧（全 102 施設）

わだ内科外科クリニック
堀江病院
旭川厚生病院
三樹会病院
とよた腎泌尿器科クリニック
澄腎クリニック
北海道厚生連摩周厚生病院
福住泌尿器科クリニック
だてクリニック
北海道立江差病院
名寄三愛病院
宮の沢泌尿器科クリニック
苫小牧日翔病院
鹿追町国民健康保険病院
広域紋別病院
平田内科クリニック
札幌北クリニック
北海道社会事業協会富良野病
院
市立芦別病院
市立釧路総合病院
やまだクリニック
クリニック 1･9･8 札幌
砂川市立病院
札幌中央病院
小樽市立脳・循環器・こころ
の医療センター

サン内科外科医院
留萌セントラルクリニック
高山泌尿器科
帯広協会病院
石川泌尿器科
旭川リハビリテーション病院
ゆうあいクリニック
桜台クリニック
こが病院
小樽中央病院
いわもと循環器クリニック
仁友会北彩都病院
札幌東クリニック
滝川市立病院
星が浦病院
慶友会吉田病院
栗山赤十字病院
兼古循環器クリニック
はまなす医院
北海道社会事業協会洞爺病院
手稲ネフロクリニック
札幌社会保険総合病院
釧路赤十字病院
仁友会泌尿器科内科クリニッ
ク
五稜郭ネフロクリニック
東室蘭サテライトクリニック

北海道医療センター
利尻島国保病院
しらかば泌尿器科クリニック
もなみクリニック
腎友会岩見沢クリニック
清水赤十字病院
琴似腎臓内科・泌尿器科
石田クリニック
中村記念病院
釧路労災病院
町立厚岸病院
渓和会江別病院
仁楡会病院
増田クリニック
さっぽろ内科腎臓内科サテラ
イトクリニック
芸術の森泌尿器科
さっぽろ内科・腎臓内科クリ
ニック
西さっぽろ病院
札幌北楡病院
士別市立病院
いのけ医院
元町泌尿器科
札幌セントラルクリニック
知床らうす国民健康保険診療
所

北海道の透析患者における認知症について
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実態調査

透析患者の健康への東日本大震災の影響と
震災の備えに関する研究
―― 岩手，宮城，福島に居住する患者調査から ――

杉澤秀博＊1
篠田俊雄＊7

浅川達人＊2
俣野公利＊8

熊谷たまき＊3 清水由美子＊4
浅野兵庫＊8

大平整爾＊5

杉崎弘章＊6

key words：東日本大震災，心的外傷後ストレス障害，うつ症状，事前準備，被災地域の患者

要

る溺死など地震による直接的なものだけでなく，避難

旨

生活が長期化することに伴う健康悪化，安全を脅かさ

透析患者は災害弱者であり，災害に遭遇した場合の

れたり，恐ろしい体験をしたりすることで心理的な問

被害は一般の人よりも深刻であると思われる．その被

題や不適応の問題を起こす，いわゆる心的外傷後スト

害を最小限に抑えるためには，震災前あるいは震災直

レス障害といった病気に罹患した人も数多くいた．

後における対策が欠かせない．しかし，どのような対

このように，東日本大震災は人的にも物的にも未曾

策が必要かについては必ずしも明確になっていない．

有の被害をもたらしたが，災害に対して対処能力が低

必要な対策の提言に資するために，本研究では，①震

い高齢者や患者，障害者など，いわゆる災害弱者とい

災経験後の透析患者の健康状態とその関連要因，②震

われる人の場合には，一般の人以上に被害が深刻であ

災発生を想定した事前準備の実施状況とその関連要因

ると考えられる．腎透析患者は，基礎的な疾患によっ

を明らかにした．

て腎臓の機能が弱まり，血液中の老廃物を自分の腎臓

1

で除去することができなくなった人たちである．震災

はじめに
1-1

に直面した場合には透析の確保や疾患の自己管理への
特別な支援が必要な災害弱者とみることができる．し

問題関心と目的

東日本大震災は，東北地方の太平洋沿岸の地域に住

かし，震災から 2 年が経過した現在においても，透析

む人々に甚大な被害をもたらした．その被害は，地震

患者が東日本大震災によってどのような影響をもたら

の揺れによる直接的な被害だけでなく，津波の被害，

されたのかについては，十分な解明が行われていない．

東京電力福島第 1 発電所の事故による放射能汚染とい

それ以前に起きた阪神淡路大震災や新潟県中越地震に

う三つの被害が重複したことにより，より一層深刻な

おいても，地震が透析患者に及ぼした影響については，

ものとなった．

きちんとした解明が行われていない．

被害の内容も，人への被害だけでなく，居住する家

以上の状況を踏まえ，災害弱者である透析患者の災

屋への被害，漁業・農業・商業・工業など生産・流

害被害を最小限に抑えるために必要な，震災前あるい

通・消費に関係する設備への被害，教育・医療・福祉

は震災直後における対応策の構築を目指して，本研究

などの公共性の高い施設への被害，ガス，水道，電気

では以下の二つの課題解明に取り組んだ．第一の課題

などのライフラインへの被害，道路・鉄道・空港など

は，震災経験後の透析患者の健康とその関連要因を明

の交通網への被害，液状化や地盤沈下による被害など，

らかにすることであり，第二の課題は，震災発生を想

社会全体に対して広範囲に及ぶ被害をもたらした．地

定した事前準備の実施状況とその関連要因を明らかに

震による人的被害も，建物倒壊による圧死，津波によ

することである．

＊1 桜美林大学 ＊2 明治学院大学 ＊3 順天堂大学
＊7 河北総合病院 ＊8 全国腎臓病協議会

＊4 人間科学総合大学

＊5 札幌北クリニック

＊6 八王子東町クリニック
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K6 を用いた3, 4）．スクリーニング指標の項目に無回答

分析モデル

（1） 健康に対する震災の影響

がある人の場合，回答項目のみで基準値以上の値を示

①震災後 2 年が経過しているが，現在時点における

した人は別にして，可能性がない人として扱った．

健康状態について，心的外傷ストレス障害およびうつ

震災直後の透析未実施の回数については，震災発生

をスクリーニングする指標を用いて評価し，それぞれ

後から 1 カ月では震災のために透析を受けなかったこ

の指標に対して震災に伴うストレス因子と震災前の脆

との有無，および受けなかった場合にはその回数を質

弱因子がどのような影響をもたらしているか，加えて，

問した．分析にさいしては，1 回でも未実施の経験の

現在の社会的支援が健康指標に対して，直接あるいは

ある人をとりあげ，それに関連する要因を分析した．

震災に伴うストレス因子の影響を緩衝するよう作用し
ているか否かを分析した．

②
●

健康指標に関連する要因

震災直後のストレス因子

②透析患者にとって生命を維持するためには，震災

以下の a）～ k）の項目の点数を単純に加算し，震災

直後においても透析を継続して受けることが重要とな

直後のストレス因子への暴露の強度を測定した．この

ることから，震災直後において透析治療を受けること

スケールの a 信頼性係数は 0.542 であった．

ができなかった回数とそれに関連する要因を分析した．
要因として，震災直後のストレス因子および震災前の
脆弱因子をとりあげた．

a）恐怖感：
「非常に恐ろしかった」
「恐ろしかった」
「少し恐ろしかった」「あまり恐ろしくなかった」「平
静であった」という選択肢を用いて回答を得た．前二
つの選択肢に 1 点，残りの選択肢と無回答に 0 点を配

（2） 震災への事前準備

点し，点数化した．

震災による影響をできるだけ少なくするための事前

b）外傷や火傷の経験：「入院するほどの外傷・火

準備，たとえば，震災時に普段利用している透析医療

傷を受けた」「入院するほどではなかったが，外傷・

機関が利用できなくなったときの対応を考えているか

火傷を受けた」「受けなかった」という選択肢を用い

などの実施状況を評価した．事前準備に関連する要因

て回答を得た．前二つの選択肢に 1 点，残りの選択肢

として，医療機関からの説明そして周囲の人からの社

と無回答に 0 点を配点し，点数化した．
c）震災経験後の病気・障がいへの罹患：「入院する

会的支援をとりあげた．
2

方
2-1

ほどの病気にかかった」「入院はしなかったが，外来

法

通院した」「病気にはかかっていなかったが，体調が
とても悪かった」「病気にかからなかった」という選

調査対象と調査方法

調査対象は，2013 年 3 月時点で，岩手県，宮城県，
福島県の 3 県の全国腎臓病患者協議会の会員全員

択肢を用いて回答を得た．前二つの選択肢に 1 点，残
りの選択肢と無回答に 0 点を配点し，点数化した．

4,085 人であった．同年 3 月中旬より各県の協議会の

d）震災が原因での後遺症：「ひどいのが残った」

役員を通じて，透析医療機関などで各会員に無記名の

「軽いのが残った」「残らなかった」という選択肢を用

自記式調査票を配布した．回収は郵送によって行った．

いて回答を得た．前二つの選択肢に 1 点，残りの選択

最終的な回収数は 1,845 人（回収率 45.2％）であった．

肢と無回答に 0 点を配点し，点数化した．
e）家屋への影響：「全壊」「半壊」「一部損壊」「被

2-2

害は受けていない」という選択肢を用いて回答を得た．

分析項目

前二つの選択肢に 1 点，残りの選択肢と無回答に 0 点

（1） 健康に対する震災の影響
①

を配点し，点数化した．

健康指標

心的外傷ストレス障害（PTSD）およびうつをスク

f）家族の死亡：「いた」「いなかった」という選択

リーニングするための評価指標，および震災直後の震

肢を用いて回答を得た．「いた」に 1 点，
「いなかっ

災による透析未実施の回数で評価した．PTSD のスク

た」と無回答に 0 点を配点し，回答を得た．

リーニング指標には，IES-R（改定

出来事インパク

ト尺度） を用いた．うつのスクリーニング指標には，
1, 2）

g）家族の外傷・火傷：「いた」「いなかった」とい
う選択肢を用いて回答を得た．「いた」に 1 点，「いな
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「家族・親族」「近所の人」「友人」の 3 区分とし，「家

h）死者や重症者の目撃：「した」「しなかった」と

族・親族」については，「配偶者」「配偶者以外の同居

いう選択肢を用いて回答を得た．「した」に 1 点，「し

家族」「別居の家族・親族」の中で最も高い支援の点

なかった」と無回答に 0 点を配点し，点数化した．

数で代表させた．続柄別に「心配事や困りごと」「日

i）家族の安否情報がなく不安：「あった」「なかっ

頃の生活でちょっとした手助け」「いたわりや思いや

た」という選択肢を用いて回答を得た．「あった」に

り」の合計点を算出した．a 信頼性係数は，家族・親

1 点，「なかった」と無回答に 0 点を配点し，点数化

族の社会的支援では 0.893，近隣からの支援では 0.922，

した．

友人からの支援では 0.932 であった．

j）避難経験：「避難した」「避難しなかった」とい

震災前の脆弱因子

●

う選択肢を用いて回答を得た．
「避難した」に 1 点，

高い年齢，女性，短い就学年数，震災前の生活自立

「避難しなかった」と無回答に 0 点を配点し，点数化

度が低い，震災前の心的外傷につながるストレス経験

した．
k）救助：「携わった」「携わらなかった」という選
択肢を用いて回答を得た．
「携わった」に 1 点，「携わ
らなかった」と無回答に 0 点を配点し，点数化した．
●

震災後の二次ストレス因子

をもつ，震災前にうつ・パニックの経験がある，を震
災前の脆弱因子とした．各因子は次のように点数化し
た．
a）年齢は実年齢
b）性は男性に 1 点，女性に 0 点を配点した．

以下，a）～ g）の項目にいくつ該当するか，その項

c）就学年数は「中学校」「高等学校」「専門学校・

目数を用いて震災後の二次ストレス因子の強度を測定

短期大学」「大学・大学院」という選択肢に，各 9，

した．このスケールの a 信頼性係数は 0.722 であった．

12，14，16 を配点し，点数化した．

a）家族の仲が悪くなったこと

d）震災前の生活自立度は，「どこへでも楽に一人

b）地域の人や友人との交流が減ったこと

で出かけていた」「楽ではなかったが，大体どこへで

c）収入がかなり減少したこと

も一人で出かけていた」「家の中では，ほぼ不自由な

d）将来の蓄えをほとんど使用したこと

く，隣近所には一人で出かけていた」「気が向いた時，

e）職を失って再就職できないこと

庭先に出たり，家の中でも簡単な仕事をしていた」

f）転職したが以前の仕事よりもよくないこと

「一日中ほとんど寝たきり，またはそれに近い状態で

g）生活の再建のめどが立たないこと

あった」の選択肢に 5 点から 1 点までを配点し，点数

各項目とも「ある」「ない」という選択肢で回答を

化した．

得たが，「ある」と回答した項目数を単純に加算する

e）震災前の心的外傷ストレス障害を起こすような

ことで該当項目数を算出した．そのさい，無回答も項

ストレス経験は，自然災害被害の経験，重症や死亡者

目については該当なしとみなした．

が出た交通事故の経験など 6 種類のストレス経験をそ

●

社会的支援

調査時点の社会的支援を測定した．「配偶者」「配偶

れぞれ質問した．経験したストレスの個数を合計し分
析に用いた．

者以外の同居家族」「別居の家族・親族」「近所の人」

f）震災前のうつの経験については，
「うつ的で気分

「友人」という続柄別に，
「心配事や困りごと」「日頃

が沈み，希望がわかない状態が 2 週間以上続いたこと

の生活でちょっとした手助け」「いたわりや思いや

で，日常生活に支障をきたしたり，医師に受診した経

り」という支援内容ごとに，どの程度してくれるかを

験」あるいは「精神的にパニックに襲われたり，不安

質問した．

が持続したり，苦痛を感じたりする状態が 4 週間以上

支援の程度は 4 件法で把握した．社会的支援の点数

続いたことで，日常生活に支障をきたしたり，医師に

化は次のように行った．4 段階の選択肢に支援の程度

受診した経験」のいずれかを経験したことがあるか否

が高いほうから 4 点から 1 点までを配点した．該当す

かで評価した．

る続柄の人がいない，あるいは無回答の人については
最低点（1 点）を配点した．社会的支援は続柄別に

●

その他

腎不全の原因疾患と透析年数を測定した．腎不全の
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答で回答を得た．

症」
「その他/無回答」の 3 区分とした．透析年数につ

分析にさいしては，「医療機関からマニュアルなど

いては，「5 年未満」「5 年以上 10 年未満」「10 年以上

の文書が配布された」，文書は配布されないが「医療

20 年未満」
「20 年以上 30 年未満」
「30 年以上」という

機関から口頭で説明を受けた」，それ以外の回答，と

選択肢に，それぞれの中間値（各選択肢を 2.5 年，7.5

いう 3 区分とした．

年，15 年，25 年，30 年で代表）を代入し，点数化した．

●

社会的支援

社会的支援については，健康に関連する要因で用い
（2）震災への事前準備
①

た項目と共通のものを用いて評価した．

震災への事前準備の実施状況の評価

●

その他

以下の項目の点数を単純加算し，震災への事前準備

震災直後のストレス因子，震災後の 2 次ストレス因

を評価するスケールを作成した．このスケールの a

子，震災前の脆弱因子および腎不全の原因疾患，透析

信頼性係数は 0.555 であった．

年数を分析に用いた．

a）震災時，通常利用している透析医療機関が利用
できなくなったときの代替医療機関のあて：「あてが
ある」「あてがない」という選択肢を用いて回答を得
た．前の選択肢に 1 点，後の選択肢と無回答に 0 点を
配点し，点数化した．
b）震災時に利用可能な透析医療機関を探す方法：
「知っている」「知らない」という選択肢を用いて回答

2-3

分析方法

（1） 健康指標への震災の影響
①PTSD およびうつのスクリーニング結果をそれぞ
れ従属変数に，震災に伴うストレス因子，社会的支援，
震災前の脆弱因子，透析の原因疾患，透析年数を独立
変数として投入し，ロジスティック回帰分析を行った．

を得た．前の選択肢に 1 点，後の選択肢と無回答に 0

表1

点を配点し，点数化した．
c）震災で透析を受けられない場合の健康管理：「知
っている」「知らない」という選択肢を用いて回答を
得た．前の選択肢に 1 点，後の選択肢と無回答に 0 点
を配点し，点数化した．
d）震災時にケガなどで透析医療機関に通院できな
い場合の介助のあて：「ある」「ない」という選択肢を
用いて回答を得た．前の選択肢に 1 点，後の選択肢と
無回答に 0 点を配点し，点数化した．
f）外出時にダイアライザーの種類や血流量が記載さ
れた手帳の携帯：「いつも携帯」「ときどき携帯」「あ
まり携帯していない」「ほとんど携帯していな」とい
う選択肢を用いて回答を得た．前二つの選択肢に 1 点，
後二つの選択肢と無回答に 0 点を配点し，点数化した．
②
●

実施状況に関連する要因
医療機関からの説明

震災が発生し，透析を受けている医療機関が利用で
きなくなった場合，どのように対応したらよいか医療
機関から説明を受けているか否かについて，「医療機
関からマニュアルなどの文書が配布された」「医療機
関から口頭で説明を受けた」「自分で対応を考えた」
「対応は考えていない」という選択肢を用いて複数回

変

数

震災時のストレス因子
震災後の二次ストレス因子
社会的支援
家族・親族
近隣
友人
震災時の対応に関する医療
機関からの説明
書面であり（％）
口頭のみであり
なし/無回答
年齢
性
男性（％）
就学年数
震災前の生活の自立度
震災以外のストレス因子
震災前の精神健康
問題あり（％）
原因疾患
慢性腎炎（％）
糖尿病
その他/無回答
透析年数
n

変数の分布

平均（標準偏差）
平均（標準偏差）

2.45（1.66）
0.67（1.24）

平均（標準偏差） 10.40（2.41）
平均（標準偏差） 4.92（2.68）
平均（標準偏差） 5.69（3.07）

25.0
35.4
39.6
平均（標準偏差） 65.8（10.94）
56.5
平均（標準偏差） 11.89（2.19）
平均（標準偏差） 3.81（1.19）
平均（標準偏差） 0.75（0.81）
16.2
47.5
27.7
24.8
平均（標準偏差） 11.03（8.19）
1,845

注 1） 性，年齢，就学年数，生活自立度，透析年数については，無回答
者を除いている．
注 2） 分析においては，以上の変数すべてを独立変数に投入するのでなく，
従属変数の種類によって，投入する変数を異にしている．
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②震災直後の透析の未実施については，1 回でも未

3

実施の場合を従属変数に，震災直後のストレス因子，
震災前の脆弱因子，透析の原因疾患，透析年数を独立

No. 1

結
3-1

変数に投入し，ロジスティック回帰分析を行った．

2014

果
震災の影響

（1） PTSD・うつのスクリーニングの結果および
透析の未実施回数

（2） 震災への準備

PTSD については，その疑いがある人の割合は 31.0

震災への準備状況を従属変数に，震災に伴うストレ

％ であった．うつの疑いがある人の割合は 9.8％ であ

ス因子，医療機関からの説明，社会的支援，透析の原

った．震災後 1 カ月以内に震災の影響で 1 回でも透析

因疾患，透析年数を独立変数として投入し，重回帰分

を受けなかった人の割合は 26.9％，3 回以上受けなか

析を行った．

った人の割合は 6.5％ であった．

2-4

（2） 関連要因の分析（表 2, 3）

倫理的な配慮

研究にさいしては，以下の点を遵守した．調査は無

PTSD が疑われる割合については，震災時のストレ

記名の調査であり，調査への回答は自由意思に基づく

ス因子と震災後の二次ストレス因子が有意に高めるよ

こと，データの保管・管理にさいしては個人のプライ

う作用していた．震災前の脆弱因子の効果は，年齢が

バシーが確保されること，である．また本研究は，桜

高く，女性，就学年数が短い，生活自立度が低い，震

美林大学倫理委員会の承認を得ている．

災前のストレス体験が多い，震災前にうつの経験のあ
る人で，PTSD が疑われる割合が高かった．社会的支

2-5

援については，友人からの支援が PTSD が疑われる

独立変数の分布

表 1 には，独立変数の分布を示した．
表2
変

PTSD およびうつが疑われる割合に関連する要因

数

震災時のストレス因子
震災後の二次ストレス因子
家族・親族からの支援
近隣からの支援
友人からの支援
家族・親族支援×震災時ストレス因子
近隣支援×震災時ストレス因子
友人支援×震災時ストレス因子
家族・親族支援×二次ストレス因子
近隣支援×二次ストレス因子
友人支援×二次ストレス因子
年 齢
性（男性＝1）
就学年数
震災前の生活の自立度
震災以前のストレス経験
震災前の精神健康
原因疾患 慢性腎炎（＝ref）
糖尿病
その他/無回答
透析年数
切片
|2（df）
n

割合を有意に高めるように作用していたものの，それ

う

PTSD
†3

つ

0.321
0.312†3
－0.038
－0.031
0.067†1
―
―
―
―
―
―
0.018†2
－0.389†2
－0.080†2
－0.240†3
0.176†1
0.708†3

0.161
0.475†1
－0.023
－0.070
0.021
－0.002
0.004
0.027
－0.104
0.038
－0.033
0.018†2
－0.403†2
－0.082†2
－0.240†3
0.183†1
0.710†3

0.159
0.254†3
－0.049
－0.049
－0.052
―
―
―
―
―
―
－0.012
－0.152
－0.045
－0.292†3
－0.024
1.099†3

0.488†1
0.729†2
0.062
0.043
－0.066
－0.019
－0.019
－0.006
－0.049†1
－0.037
0.032
－0.012
－0.136
－0.054
－0.300†3
－0.039
1.106†3

0.034
－0.382†1
0.003
－1.050
329.06（14）

0.049
－0.401†2
0.004
－0.758
337.89（20）

0.491†1
－0.009
0.011
0.072
148.50（14）

0.447†1
－0.013
0.010
－1.309
159.34（20）

1,743

1,743

1,743

1,743

†1 P＜.05，†2 P＜.01，†3 P＜.001
注）「―」は，分析のさいに投入しなかった変数を示している．

†2
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表3

震災直後の透析未実施に関連する要因
変

表4

数

震災時のストレス因子
年 齢
性
就学年数
震災前の生活の自立度
震災以外のストレス因子
震災前の精神健康
原因疾患 慢性腎炎（＝ref）
糖尿病
その他/無回答
透析年数
切 片
|2（df）

震災への事前準備に関連する要因
変

†3

－0.275
－0.333†1
0.019†2
－1.010
103.41（10）

n

数

震災時のストレス因子
震災後の二次ストレス因子
家族・親族からの支援
近隣からの支援
友人からの支援
医療機関からの説明（文書での説明あり＝ref）
口頭のみ
説明なし
年 齢
性
就学年数
震災前の生活の自立度
震災以外のストレス因子
震災前の精神健康
原因疾患 慢性腎炎（＝ref）
糖尿病
その他/無回答
透析年数
切 片
R2

0.209
－0.023†3
0.206
0.044
0.049
0.097
0.058

1,743

†1 P＜.05，†2 P＜.01，†3 P＜.001

以外の支援は有意な効果をもっていなかった．社会的
支援が，震災時のストレス因子の影響や震災後の二次
ストレス因子の影響を軽減するかについては，それを

n

裏づける知見を得ることができなかった．
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0.018
－0.004
0.097†3
0.026
0.037†2
―
－0.032†3
－0.931†3
－0.003
－0.065
0.051†2
0.131†2
0.018
－0.016
－0.082
0.088
0.019†3
0.589
0.178
1,743

†1 P＜.05，†2 P＜.01，†3 P＜.001

うつが疑われる割合については，PTSD と共通して
震災時のストレス因子と震災後の二次ストレス因子が

災への事前準備の実施に対して正の有意な効果をもっ

有意に高めるよう作用していた．加えて，震災前の生

ていた．加えて，震災時の対応について医療機関から

活自立度，震災前にうつの経験がある人で，うつが疑

文書で説明を受けた人では，口頭で受けた人や説明を

われる割合が有意に高かった．しかし，PTSD と比較

受けていないという人と比較して有意に事前準備の実

すると，震災前の脆弱因子の効果は弱かった．社会的

施状況が良好であった．就学年数が長い人，生活自立

支援が震災時のストレス因子の影響や震災後の二次ス

度が高い人，透析年数が長い人も同じように，震災へ

トレス因子の影響を軽減するかについては，それを裏

の事前準備の実施状況が良好であった．震災時のスト

づける知見を得ることができなかった．

レス因子および震災後の二次ストレス因子は，震災へ

震災直後の透析の未実施については，震災直後のス
トレス因子が有意に高めるよう作用していた．年齢に
ついては，PTSD と反対に年齢が低い人で未実施の割
合が有意に高かった．透析年数については長くなる人
ほど未実施の割合が有意に高かった．

の事前準備の実施状況に対して有意な効果をもってい
なかった．
4

考
4-1

察
健康状態と健康への震災の影響

震災の健康影響については，いくつかの自然災害の
3-2

震災への事前準備の実施とその関連要因

（1） 震災への事前準備の実施状況

被災地の住民を対象に，心的外傷後ストレス障害やう
つのスクリーニング指標を用いて明らかにされている．

5 項目すべて実施している人が 11.7％，4 項目実施

しかし，そのほとんどが透析患者以外の住民を対象と

している人が 17.9％，3 項目実施している人が 20.7％

したものであり，透析患者を対象とした調査は，筆者

であり，2 項目以下という人は合計で 49.8％ と半数を

が調べた限りでは Hyre らによる研究5）以外にはない．

占めていた．

Hyre らによる研究は，ハリケーンカトリーナの被
災地における透析患者の PTSD が疑われる割合を，被

（2） 実施状況に影響する要因（表 4）
家族・親族からの支援，および友人からの支援が震

災後 1 年経過した時点で調査したものである．この研
究では，その割合が 23.8％ であったことが示されて
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いる．Hyre らの研究では，対象者のうち避難した人

びうつ的な状態の改善に対しては，透析患者が取り結

の割合が 91.8％ であった．本研究では，評価項目に

ぶインフォーマルな関係からの支援に期待するのでは

欠測をもつ人を「なし」と評価しているにもかかわら

なく，精神的な問題に専門的に対応できる医療専門家

ず，PTSD が疑われる割合は 31.0％ であった．対象

の支援が必要であることを示しているのかもしれない．

者のうち避難者が 36％ にすぎず，震災後 2 年が経過

他方では，友人からの支援は，PTSD が疑われる人の

していることからすれば，米国の事例よりもかなり高

割合を有意に増加させるよう作用していた．この解釈

い値を示しているとみることができる．

としては，PTSD が疑われる状況にある人であるから

日本での PTSD の調査をレビューした飛鳥井は，被

こそ友人が支えている，つまり PTSD が疑われること

災後 1 年半から 4 年といった時期において，家屋被害

が原因となって友人からの支援が引き出されていると

が最も大きかった集団での PTSD の有病割合は 10％

みることができるのではないかと思われる．

程度であると指摘している ．このレビューの数値と

本研究では，透析患者の生命線ともいえる透析治療

比較すると，本研究の 30％ という数値は，直接的な

を震災直後に受けられなかった経験があるか否かを把

被害を被らなかった人も多く含まれることを考えるな

握した．Andersen ら9）は，ハリケーンカトリーナの被

らば，かなり高い値を示しているということになる．

災地において，被災直後，透析を 1 回以上を受けられ

6）

うつが疑われる人の割合については 9.8％ であった．

なかった透析患者が 44％，3 回以上受けられなかった

40 歳以上の一般住民を対象とした調査 では，その割

患者が 17％ いたことを明らかにしている．本研究で

合は 6.7％ であることが明らかにされており，本研究

はそれぞれの値が 27％，7％ であり，Andersen らの

ではそれよりも高い．しかし，うつについては，一般

結果よりも低い値を示している．しかし，Andersen ら

の人たちと比較して透析患者ではその割合がかなり高

の研究では，対象となった透析患者のうち避難者の割

いことが明らかにされているため ，一般の人たちの

合が 92％ であり，本研究における避難者の割合（36

数値よりも高いからといって，それが震災の影響とい

％）よりもかなり高い．本研究では避難者に限定した

うには早計である．

場合，震災直後に 1 回以上透析を受けなかった人が

7）

8）

ただし，本研究では，震災から 2 年が経過した時点

34％，3 回以上という人が 10％ と，その割合が高く

においても，透析患者の PTSD およびうつが疑われ

なった．日本においても，避難せざるをえない状況に

るか否かに対して，震災直後のストレス因子さらに震

なった場合，少なくない透析患者が震災直後において

災後の二次ストレス因子が大きな効果をもっているこ

は透析を受けることができない事態に陥る可能性があ

とが示された．加えて，PTSD が疑われるか否かに対

る．

しては，高齢，女性，短い就学年数，震災前の健康状

透析治療が受けられなかった要因を分析した結果，

態が悪い，といった震災前の脆弱因子についても，そ

年齢については，PTSD と反対に年齢が低いほど未実

れを高めるように作用していた．以上のことからすれ

施の割合が有意に高かった．さらに，震災直後のスト

ば，PTSD やうつが疑われる割合が高いという本研究

レス因子が強いほど，また透析年数については長くな

の結果については，震災の影響が少なからず残ってい

るほど未実施の割合が有意に高くなった．Andersen

るとみることができるであろう．

らの研究でも，避難経験者および年齢が低い人で未実

社会的支援については，家族・親族，近隣，友人と

施の割合が高く，共通する結果が得られている．

いう提供源のいずれに関しても，PTSD およびうつ的
な状態の改善に対して，直接的効果あるいはストレス

4-2

因子の影響を軽減するという緩衝効果のいずれも有意

透析患者を対象に，震災への事前準備の実施状況を

ではなかった．従来の研究では，社会的支援について

把握した研究はほとんどない．本研究が最初の試みで

は，このような効果があるとする研究が多いが，本研

あろう．震災の事前準備として必要とされる項目とし

究ではこれを支持する結果が得られなかった．この知

て 5 項目とりあげたが，分析の結果，2 項目以下しか

見が正しいか否かの再試は必要であるが，本研究の知

準備していない人が全体の約半数を占めていた．加え

見が正しいとするならば，震災後における PTSD およ

て，本研究では，震災時のストレス因子，震災後の二

震災への事前準備の実施状況

透析患者の健康への東日本大震災の影響と震災の備えに関する研究

85

次ストレス因子を多く有している人であっても，事前

明確にできないという点である．透析未実施によって

準備の実施項目数が有意に多いという結果を得ること

実際どのような影響があるかを明確にすることが，震

ができなかった．つまり，東日本大震災に直面し，ス

災時における透析体制の整備の水準を考えるうえで重

トレスフルな状況に直面していても，事前準備への動

要な情報となる．

機にはつながらないことから，全国の透析患者の実施

第三には，本研究においては，家族・親族，近隣，

状況についても本研究の結果と大差ないと推測できる． 友人というインフォーマルな関係からの支援が，
以上の結果は，透析患者の間で震災への事前準備の実

PTSD およびうつに対して悪化予防の効果がある点を

施を徹底させることが緊近の課題であることを示唆し

確認できなかったことである．なぜ，有効でなかった

ているといえよう．

のか，その理由の解明とともに医療従事者からの支援

では，どのような手立てが有効なのであろうか．本

の有効性も評価する必要がある．

研究では，透析医療機関の文書による説明が，患者に
おける震災への事前準備の実施項目数に有意な効果が

文

献

あることが示された．透析医療機関の文書による説明

1） Asukai M, Kato H, Kawamura N, et al. : Reliability and valid-

が，透析患者の事前準備の推進に有効な手立てである

ity of the Japanese-language version of the Imapct of Event

ことが示されたといえよう．加えて，家族や親族から

Scale-Revised（ISE-R-J）: Four studies on different traumatic

の支援，さらに友人からの支援も事前準備に効果があ
ることが示された．家族や親族，友人からの社会的支

events. J Nerv Ment Dis, 190; 175-182, 2002.
2） 金，編：心的トラウマの理解とケア； 第 2 版，じほう，東
京，pp. 312-313，2006．

援は事前準備に限定したものではなく，一般的な支援

3） Furukawa TA, Kessler R, Andrews G, et al. : The perfor-

内容を評価したものである．しかし，家族・親族ある

mance of the K6 and K10 screening scales for psychological

いは友人といったインフォーマルな関係からの支援も，

distress in the Australian National Sur vey of Mental Health

情報提供や患者への動機づけを通じて事前準備の推進
に有効であるとするならば，患者に対する直接的な説

and Well-Being．Psychol Med, 33; 357-362, 2003.
4） 古川壽亮，大野

裕，宇田英典，他：一般人口中の精神疾

患の簡便なスクリーニングに関する研究．平成 14 年度厚生

明だけでなく，家族あるいは患者会などを通じた情報

労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 心の

提供も有効な手立てといえよう．

健康問題と対策基盤の実態に関する研究協力報告書，2003．

4-3

本研究の限界

最後に，本研究の限界に触れておきたい．第一に，
本調査は震災後 2 年以上経過して実施したため，震災
直後からの透析患者の健康状態の推移をみることがで
きないという点である．すなわち，PTSD およびうつ
のいずれのスクリーニング指標ともかなり高い値を示

5） Hyre A, Cohen AJ, Kutner N, et al. : Prevalence and predictors of posttraumatic stress disorder among hemodialysis patients following Hurricane Katrina. Am J Kidney Dis, 50;
585-593, 2007.
6） 飛鳥井望：PTSD の臨床研究

理論と実践；金剛出版，東

京，2008．
7） 熊谷たまき：透析患者・家族の社会的活動・生活保障．透
析者のくらしと医療； 杉澤秀博，西

三郎，山㟢親雄，編，

日本評論，東京，pp. 71-93，2005．

したものの，震災直後においてどの程度であったかは

8） Kuriyama S, Nakaya N, Ohmori-Matsuda K, et al. : Factors

不明である．被災住民の調査では時間の経過とともに

associated with psychological distress in a community-dwelling

健康状態は改善する傾向にあることが示されているが，

Japanese population : The Osaki Cohort 2006 Study. J Epide-

透析患者の場合にはどのような推移をたどるのかが明
確でない．
第二には，透析患者の透析未実施の回数を把握した
が，その健康に与える影響については今回の研究から

miol, 19; 294-302, 2009.
9） Andersen AH, Cohen AJ, Kutner NG, et al. : Missed dialysis
session and hospitalization in hemodialysis patients after hurricane Katrina. Kidney Int, 75; 1202-1208, 2009.
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臨床と研究

ESA 製剤の作用時間の長短による鉄代謝の差異
庄司繁市＊1
＊1 白鷺病院

稲葉雅章＊2

山川智之＊1

＊2 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態学

key words：血液透析，貧血，フェリチン，鉄，ヘプシジン

要

ジンからみた反応について報告する．

旨
血清のフェリチンは透析患者の予後を予測する1, 2）．

ダルベポエチン（DPO）はエリスロポエチン（EPO）

1

鉄代謝について
鉄は生体のホメーオスターシスの維持に必要である．

に 比 べ 貧 血 改 善 効 果 が 優 れ て い る．EPO（Unit）：

酸化還元反応における電子受容媒体で，鉄は遷移元素

DPO（ng）を 200：1 で変更すると，EPO 投与時より

で 2 価と 3 価を容易にとり，酸素を直接配位する構造

も DPO 投与時にはヘモグロビン値が上昇する ．ヘ

をもつ．しかし鉄過剰状態では毒性を発揮する．鉄は

プシジンは鉄代謝の主たる調節因子であり，赤血球造

活性酸素の産生を触媒するので，なるべく鉄を蛋白と

血で抑制される4）．それゆえ，あたらしく測定が可能

結合させて毒性を消す．それゆえ人体内での鉄イオン

になったヘプシジン 25 を連続測定し，DPO と EPO

の存在様式は細胞内では毒性が中和された形，つまり

3）

の鉄利用について調べることは興味あることである ． 蛋白に結合した形で存在する．組織鉄は生命維持に積
5）

EPO 投与時と DPO 投与時における投与 1 週間のヘプ

極的な役割を果たし，細胞の呼吸反応にかかわるヘム

シジン 25 低下面積は DPO 投与時に有意に大きかっ

酵素群，TCA 回路などエネルギー代謝に必須な鉄イ

たことより，EPO および DPO 投与後のヘプシジンの

オン蛋白，DNA 合成に不可欠なヘム酵素，異物を代

変化から EPO より DPO のほうが造血に対してすぐ

謝 す る ヘ ム 酵 素（P 450）が あ る．貯 蔵 鉄 は 鉄 を 解

れていると思われた ．

毒・貯蔵し，必要に応じて生命維持機構へ供給するが，

6）

はじめに

フェリチンとその変性体であるヘモジデリンがある．
また細胞間の鉄や酸素輸送を司る蛋白としてトランス

遺伝子組み換えヒトエリスロポエチン（rHuEPO）

フェリンやヘモグロビンがある．その他，不安定鉄プ

が 1990 年から臨床使用可能となり，腎性貧血治療は

ールが，酸化還元反応，細胞増殖および細胞情報伝達

大 き く 変 貌 し た．2007 年 よ り 新 し い erythropoiesis

など，細胞の恒常性維持に役立っている．

stimulating agent（ESA）製剤として DPO の臨床応用

体内の鉄の 60～70％ は赤血球中のヘモグロビンを

が始まった．DPO は週 1 回の投与であるが，EPO よ

形成する鉄として存在し，25％ は肝細胞や肝・脾の

り貧血改善効果がすぐれている．鉄代謝，ヘプシジン， 網内系マクロファージに貯蔵鉄（フェリチンやフェリ
フェリチンについて述べ，最後に ESA 製剤のヘプシ

チンの集合体であるヘモジデリン）として，そして 4

The difference of iron metabolism depend on acting time of erythropoiesis-stimulating agents
Kidney Center, Shirasagi Hospital
Shigeichi Shoji
Tomoyuki Yamakawa
Department of Metabolism, Endocrinology and Molecular Medicine, Osaka City University Graduate School of Medicine
Masaaki Inaba
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％ は筋肉内にミオグロブリンとして存在する．末梢

25 の発現が著明に増加し，血清鉄は著しく減少しフ

血中（血清中）でトランスフェリンと結合した形態で

ェリチンが増加する．ほとんどの細菌がその増殖に多

存在する，いわゆる血清鉄は体内の鉄の 0.1％ にすぎ

量の鉄を要するため，血清鉄の低下は細菌増殖を防ぐ

ず，さらに微量が末梢血中のフェリチン（血清フェリ

防御反応とも言える．

チン）として存在する．鉄吸収は 1 日約 1 mg，消化
管粘膜上皮細胞の脱落が約 1 mg であり，それ以外の

3

鉄は閉鎖循環されていることになる．

フェリチンについて
血清フェリチン値は貯蔵鉄量とよく相関する．血清

大人の男性であれば体内の鉄は約 4 g であり，その
うち 1 g が肝臓，50％ 以上の 2 g より少し多い量がヘ

フェリチン値の 1 ng/mL の上昇は，貯蔵鉄量の 8～
10 mg の増加を反映する．

モグロビンであり，その 1％ の赤血球が壊れ 1 日に

腎性貧血患者において，ESA 製剤の効果を発揮す

20～25 mg の鉄が失われる．赤血球生産に用いられる

るためには鉄欠乏性を診断し，適切に鉄剤補充を行う

鉄量は，鉄動態機能検査（フェロカイネテイクス）か

必要がある．しかし鉄過剰により感染やその他のさま

ら 0.4～0.9 mg/kg/ 日，1 日に 20～25 mg である．血

ざまな臓器障害を起こす可能性が知られており，鉄過

清鉄は 3～4 mg（体内の 0.1％）であるので，数時間

剰は避ける必要がある．残念ながら鉄剤補充の安全限

で血清鉄は回転していることになる．

界を検討したエビデンスの高い研究はなく，各国のガ

2

イドラインでも鉄剤補充の基準はさまざまである8）．

ヘプシジンについて

日本のガイドラインは，TSAT 20％ 以下かつ血清フェ

ヘプシジンは肝臓から産生されるタンパクで，構成

リチン値 100 ng/mL 以下が鉄剤補充の開始基準にな

アミノ酸数から 20, 22, 25 が確認されているが，鉄代

っている．2012 年に発表された KDIGO のガイドラ

謝に関しては主に 25 によって行われている．血清鉄

インでは，Hb の増加や ESA の減量を目指し，TSAT

の供給は腸管上皮細胞（消化管での吸収），肝細胞

30％ 以下かつフェリチン値 500 ng/mL の場合，1～3

（貯蔵鉄）
，マクロファージ（古い RBC を貪食）から

カ月の鉄剤投与を行うことを提案しており，今までの

行われるが，いずれの場合でも鉄輸送膜蛋白であるフ

ガイドラインに比べ高めの値になっている．

ェロポルチンを介して行われる．ヘプシジン 25 は，

しかし，鉄は生体にとって造血に不可欠の物質であ

フェロポルチンに結合することで細胞内に取り込まれ，

るが，その過剰は酸化ストレスを通して老化，発癌の

ライソゾームで分解される．フェロポルチンは一旦分

みならず，造血障害も起こす．血液透析患者の鉄の至

解されると新規合成に 2～3 日かかる ．つまり，ヘ

適指標は TSAT 20％（できれば 22％）以上，血清フ

プシジン 25 が高値であると，血清鉄の供給がスムー

ェリチン 60 ng/mL 未満が効率よく造血に鉄が利用さ

ズに行われない．

れる状態であるとの報告もある9）．また，鉄の投与方

7）

ヘプシジン 25 発現に関与する因子には，①鉄負荷，

法について，経静脈的投与法は短時間投与でなく持続

②炎症反応，③骨髄造血機能，④ growth differentia-

的注入がよいとの意見がある9）．これは，CKD 患者に

tion factor 15（GDF 15）がある．鉄負荷は飽和トラン

鉄剤を静注すると 24 時間後にヘプシジン濃度が 3 倍

スフェリンの刺激でトランスフェリン受容体（TfR2）

以上に上昇するからである10）．

が誘導され，BMP 2/4，Smad シグナル伝達系を介し
て，ヘプシジンが産生される．炎症反応は IL-6 によ

4

ヘプシジンからみた ESA 製剤の効果6）

る STAT pathway が活性化され，それによりヘプシジ

4-1

ンが産生される．骨髄造血機能は X 線照射で骨髄抑

DPO の貯蔵からの鉄利用能力を，明らかな炎症や

制させると，貧血下でもヘプシジン産生が増加する．

感染のない血液透析患者で，血清鉄，TAST，フェリ

GDF 15 はサラセミア患者は骨髄造血機能が亢進して

チン，ヘプシジン 25 を連続して調べることによって

おり，その血清にはヘプシジン産生を抑制する GDF

EPO の能力と比較する．

15 が含まれると言われている．
感染症においては，IL-6 の産生とともにヘプシジン

目

的
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（1） 長期のクロスオーバー試験
26 名の維持血液透析患者を対象に，1 年間の EPO
使用後 2 年間は DPO に切り替えた．
この間 Hb は 10～11 g/dL に維持するよう ESA 製剤
を調節した．また TSAT＞20％，フェリチン＞50 ng/

Mean IV iron dosage
（mg/4wk）

4-2
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図2

EPO 9,000 単位/週投与で Hb が維持されている外来
維持透析患者 6 名を対象に，EPO（3,000 単位×3/週）

p＜0.001

80
40

mL に維持されるよう鉄剤の静注がされた．
（2） 短期のクロスオーバー試験

p＝0.001

120

0

rHuEPO-α DPO-α
DPO-α
（1st yr） （2nd yr） （3rd yr）
（n＝28）

3 年間クロスオーバー試験中に TSAT 20％ 以上，フェ
リチン 50 ng/ml 以上に維持するための静注鉄量に対する
EPO と DPO の効果
（文献 6 より）

使用 4 週間後に，DPO（40 ng/週）使用 4 週間に変更
した．試験期間中の鉄剤投与はしなかった．観察開始

ヘプシジン 25，hsCRP，IL-6 の採血を行った．EPO

時，2 日後，4 日後，7 日後，4 週間後，4 週後に切り

投与時と DPO 投与時における投与 1 週間のヘプシジ

替えして，切り替え時，2 日後，4 日後，7 日後，4 週

ン 25 低下面積で評価した．

間後の血液透析前に，血清鉄，TAST，フェリチン，
A

B

Serum ferritin（ng/mL） Serum ferritin（ng/mL）

4-3

C

1 年間フェリチンは変化がなかったが，DPO 使

12
10

用 時 の 2 年 間 に フ ェ リ チ ン 値 は 268.9 か ら

8

150.1 ng/mL へ減少した（図 1B）
．しかしこの 3

0

年間に TSAT（図 1C）血清フェリチン（図 1D）
に変化はなかった．EPO 使用時の静注鉄剤の量

800

P＝0.002
P＝0.006

ns

600

は 53.5 mg/4 週 か ら DPO 使 用 1 年 後，2 年 後 に
は 19.7, 21.0 mg/4 週（p＜0.001），3 年 目（p＝

400

0.001）に減少した（図 2）．

200

②

0

1.14 vs. 11.07±0.84g/dL ，p＝0.035）（図 3A）．

ns

EPO 投与時にフェリチンの変化は認めなかった

40

が，DPO 投与時に有意な減少が認められた（52.5

20

±36.9 vs. 105.7±61.8 ng/mL，p＜0.001）（図 3B）
．

Serum iron（mg/dL）

0

D

EPO 投与時と DPO 投与時における投与 1 週間の

150

ns

ヘプシジン 25 低下面積は，DPO 投与時に有意に

ns

大きかった（－348.0±92.4 vs. －178.4±131.5％ ･
日，p＝0.030（図 4B））
．

50

0

12

24

Time（months）

rHuEPO
図1

ns

100

0

EPO 投与時に Hb の変化は認めなかったが，
DPO 投与時に有意な増加が認められた（11.68±

ns

ns

60

TSAT（％）

ns

果

Hb は 3 年間変わらず（図 1A）．EPO 使用時の

①

ns

ns

14

結

30

DPO-α

3 年間クロスオーバー試験中の Hb，血清フェリチン，
TAST，血清鉄に対する EPO と DPO の効果
（文献 6 より）

4-4

結

論

EPO および DPO 投与後のヘプシジンの変化から，
EPO より DPO のほうが造血に対してすぐれていると
思われた．

ESA 製剤の作用時間の長短による鉄代謝の差異
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8 週間の短期クロスオーバ試験中の Hb，血清フェリチン，血清ヘプシジン 25，
hsCRP，IL-6 に対する EPO と DPO の効果
（文献 6 より）
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D
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C
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B

14

hsCRP
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A

89

ヘプシジン 25 の ％ チェンジ（A）と 1 週間のヘプシジン 25 低下面積（B）におけ
る DPO の EPO に対する優位性
（文献 6 より）

察

長期のクロスオーバー試験で，長期作用型の DPO
は EPO より造血のための骨髄での鉄利用を増加させ

減 少 さ せ た こ と を 示 し て い る．そ れ ゆ え，DPO が
EPO より赤血球の造血における鉄利用の効率を改善
したことを示している．

ている可能性を示した．さらに，短期試験で，鉄代謝

血清のフェリチンは貯蔵鉄を示す臨床的に有用なパ

の主たる調節因子であるヘプシジンを，長期作用型の

ラメータである12）．そして，体内へ入る鉄の量と出る

DPO は EPO より抑制することからその機序が説明で

鉄の量はむしろ制限されている13）．DPO 使用時の血

きた．長期試験では，EPO 使用時には体内の貯蔵鉄

清フェリチンの減少は静注鉄量の減少による14）．DPO

のマーカー11）である血清のフェリチンが減少せず，

が EPO よりヘプシジン 25 を抑制したことは，DPO

DPO 使用時に減少した．このことは，DPO が骨髄で

が EPO より赤血球の造血における鉄利用の効率を改

の赤血球造血における鉄利用は減少させず，貯蔵鉄を

善したことを指示する．ヘプシジン 25 は鉄代謝の主
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たる調節因子であり，鉄の移動を調節している鉄輸送

率的に行い，体内の貯蔵鉄の過剰が引き起こすと思わ

膜蛋白であるフェロポルチンを細胞内に取り込み，ラ

れる害を防止できる可能性を示した．長期作用型の

イソゾームで分解して細胞膜をとおして循環中に出る

EPO 製剤を使用する場合は，その作用時間から鉄利

鉄の量を調節している ．ただし，慢性腎臓病では血

用が持続的に行われる投与間隔にする必要がある．

15）

清フェリチンが 91 ng/mL 以上でヘプシジンと Hb で
相関がみられるが，血清フェリチンが低い場合は造血
機能の指標になりにくいとの報告がある．このことは，
ヘプシジン 25 は十分な貯蔵鉄がある場合にのみ赤血
球造血の調節因子であることを示している ．
16）

赤血球造血に使われる鉄は多量で，絶えず循環中に
供給されなければならない4）．そして循環中の鉄の量
を調節しているのは主にヘプシジンである17）．持続的
なヘプシジン 25 の抑制が，骨髄での赤血球造血に鉄
が供給されるためにはなくてはならないことである．
鉄の静注は貯蔵鉄を増加させる．そして循環中の鉄の
供給を止めてしまうヘプシジンを増加させる14, 17）．十
分な貯蔵鉄がある場合には，ヘプシジン 25 と Hb は

文

献

1） Kalantar-Zadeh K, Regidor DL, Mcallister CJ, et al. : Timedependent associations between iron and mortality in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol, 16; 3070-3080, 2005.
2） Hasuike Y, Nonoguchi H, Tokuyama M, et al. : Serum ferritin predicts prognosis in hemodialysis patients:the Nishinomiya study. Clin Exp Nephrol, 14; 349-355, 2010.
3） Scott DS, and Pharm M, and Pharm D : Dose conversion
from recombinant human erythropoietin to darbepoietin alfa:
Recommendation from clinical studies. Pharmacotherapy, 22
（9 pt 2）; 160S-165S, 2002.
4） Pak M, Lopez MA, Gabayan V, et al. : Suppression of hepcidin during anemia requires erythropoietic activity. Blood, 108
（12）; 3730-3735, 2006.

負の相関を示し，フェリチンとは正の相関を示す18）．

5） Murano N, Ishigai M, Yasuno H, et al. : Simple and sensitive

それゆえこの研究では，血清フェリチンは 100 ng/mL

quantiﬁcation of bioactive peptides in biological matrices using

以上を対象とした．

liquid chromatograpy/selected reaction mass spectrometr y

鉄過剰は感染，臓器不全，内皮障害や動脈硬化を進
める酸化コレステロールなどのさまざまな合併症に密

coupled with trichloroacetic acid clean-up. Rapid Commun
Mass Spectrom, 21; 4033-4038, 2007.
6） Shoji S, Inaba M, Tomosugi N, et al. : Greater potency of

接に関係のある反応型ラジカルの産生を触媒するので，

darbepoietin-a than erythropoietin in the suppression of se-

細胞や組織を害する ．さらに，血清フェリチンの高

rum hepcidin-25 and utility of iron for erythropoiesis in hemo-

値は透析患者の入院20），罹病率や全死亡率を増加させ

dialysis patients. Eur J Haematology, 90; 237-244, 2013.

19）

る21）．ヒトの動脈硬化巣の主たる破たん病巣のマクロ

7） Rivera S, Nemeth E, Gabayan V, et al. : Synthetic hepcidin
causes rapid dose-dependent hypoferremia and is concentrat-

ファージに鉄の蓄積が報告されており22），局所の酸化

ed in ferroportin-containing organs. Blood, 106
（6）
; 2196-2199,

ストレスが増加することで23），鉄過剰が動脈硬化を進

2005.

めるかもしれない24）．破たんのリスクの高い所にマク
ロファージが集積しているので25），マクロファージに
集積した鉄が，酸化ストレスによって動脈硬化のプラ
ークの破たんに関係しているかもしれない．これらの
データから，過剰の貯蔵鉄は，集まった細胞や組織に
酸化ストレスによる害を及ぼすと考えられる．
最近，血清フェリチン値が 100 以上で死亡率が上昇
することが示され2），日本透析医学会のガイドライン
では血清フェリチン値は 100 ng/mL 以下が提案され
ている ．
26）

8） 一般社団法人日本腎臓学会：腎性貧血治療における鉄剤補
充は推奨されるか？

エビデンスに基づく CKD 診療ガイド

ライン 2013．日腎会誌，55（5）
； 585-860，2013．
9） 前田貞亮，友杉直久：鉄剤補充療法．透析フロンテイア，
17（3）
； 14-20，2007．
10） Ashby DR, Ganiel PG, Busbridge M, et al. : Plasma hepcidin
levels are elevated but responsive to erythropoietin therapy in
renal disease. Kidney Int, 75; 976-981, 2009.
11） Nakanishi T, Kuragano T, Nanami M, et al. : Importance of
ferritin for optimizing anemia therapy in chronic kidney disease. Am J Nephrol, 32
（5）; 439-446, 2010.
12） Harrison PM, Arosio P : The ferritins : molecular properties,
iron storage function and cellular regulation. Biochim Biophys

5

おわりに
我々は DPO が EPO より，腎性貧血の治療に有利

であり，貯蔵鉄から骨髄への鉄移動を促進し造血を効

Acta, 1275; 161-203, 1996.
13） Ganz T. : Molecular control of iron transpor t. J Am Soc
Nephrol, 18
（2）; 394-400, 2007.
14） Ghoti H, Rachmilewitz EA, Simon-Lopez R, et al. : Evidence

ESA 製剤の作用時間の長短による鉄代謝の差異
for tissue iron overload in long-term hemodialysis patients and
the impact of withdrawing parenteral iron. Eur J Haematol, 89
（1）; 87-93, 2012.
15） Nemeth E, Tuttle MS, Powelson J, et al. : Hepcidin regulates
cellular iron efﬂux by binding to ferroportin and inducing its
internalization. Science, 306
（5704）; 2090-2093, 2004.
16） Uehata T, Tomosugi N, Shoji T, et al. : Serum hepcidin-25

91

（suppl 2）; 25-29, 2002.
21） Kalantar-Zadeh K, Don BR, Rodriguez RA,et al. : Serum ferritin is a marker of morbidity and mortality in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis, 37; 564-572, 2001.
22） Kooi ME, Cappendijk VC, Cleutjens KB, et al. : Accumulation of ultrasmall superparamagnetic particles of iron oxide in
human atherosclerotic plaques can be detected by in vivo mag-

levels and anemia in non-dialysis chronic kidney disease pa-

netic resonance imaging. Circulation, 107; 2453-2458, 2003.

tients : a cross-sectional study. Nephrol Dial Transplant, 27
（3）;

23） Drueke T, Witko-Sarsat V, Massy Z, et al. : Iron therapy, ad-

1076-1083, 2012.
17） Zaritsky J, Young B, Wang HJ, et al. : Hepcidin―a potential
novel biomarker for iron status in chronic kidney disease. Clin
J Am Soc Nephrol, 4（6）; 1051-1056, 2009.

vanced oxidation protein products, and carotid artery intimamedia thickness in endstage renal disease. Circulation, 106;
2212-2217, 2002.
24） Kuragano T, Itoh K, Shimonaka Y, et al. : Hepcidin as well as

18） van der Putten K, Jie KE, van den Broek D, et al. : Hepci-

TNF-a are signiﬁcant predictors of arterial stiffness in patients

din-25 is a marker of the response rather than resistance to ex-

on maintenance hemodialysis. Nephrol Dial Transplant, 26;

ogenous er ythropoietin in chronic kidney disease/chronic
heart failure patients. Eur J Heart Fail, 12; 943-950, 2010.
19） Sengoelge G, Sunder-Plassmann G, Horl WH : Potential risk
for infection and atherosclerosis due to iron therapy. J Ren
Nutr, 15; 105-110, 2005.
20） Kletzmayr J, Horl WH : Iron overload and cardiovascular
complications in dialysis patients. Nephrol Dial Transplant, 17

2663-2667, 2011.
25） Ross R : Atherosclerosis : an inﬂammatory disease. N Engl J
Med, 340; 115-126, 1999.
26） Tsubakihara Y, Nishi S, Akiba T, et al. : 2008 Japanese Society for Dialysis Therapy : guidelines for renal anemia in chronic kidney disease. Ther Apher Dial, 14（3）; 240-275, 2010.

日本透析医会雑誌

92

Vol. 29

No. 1

2014

臨床と研究

二次性副甲状腺機能亢進症に対する
副甲状腺摘出術 3,000 例の経験
冨永芳博
名古屋第二赤十字病院移植・内分泌外科

key words：副甲状腺摘出術，二次性副甲状腺機能亢進症，副甲状腺過形成，副甲状腺ホルモン

要

な透析液カルシウム濃度などである．SHPT に対する

旨

考 え 方 も，renal osteodystrophy（ROD）と い う 骨 の

当科にて経験した，二次性副甲状腺機能亢進症に対

疾患の治療から，異所性石灰化による心血管系合併症

する副甲状腺摘出術施行症例が 3,000 例に到達した．

予防による生命予後の改善を目標とするようにシフト

その経験を解析した概要を提示した．術前の臨床症状，

してきた．このような内科的治療の進歩にもかかわら

摘出腺重量などは，内科的治療の変遷に伴い大きく変

ず，内科的治療に抵抗する SHPT は少なからず存在し，

化した．手術後の生命予後は良好で，手術の効果が明

それらの症例に対して副甲状腺摘出術（PTx）を施行

瞭であった．臨床的な研究以外に，本病態の，病理組

してきた．その症例数は 2013 年 6 月末で 3,000 例に

織学的，病態生理学的側面の一部を明らかにすること

達した．単独施設（グループ）での症例数では世界で

ができた．

最も多いと自負している．

今後，わが国の透析医療の変遷に対応できる副甲状

これら 3,000 例から学んだことは多々存在する．臨

腺機能亢進症に対する治療体制を構築していく必要性

床的な側面以外に，摘出した副甲状腺の病理組織学的

を再認識した．

検討より，SHPT の進行のプロセスを明瞭にできたこ
との意義は大きいと考える．それらの事項に関して，

はじめに

解析し，後世にその成果を残し，さらに解明されてい

血液透析療法の進歩は著しい．透析歴 40 年以上の
患者に遭遇することも珍しくはない．しかしながら，

ない事項を明白にし，指針を残すことは，この経験に
携わった者の使命と考える．

透析療法では避けて通れない，解決されていない，

本稿では，われわれが経験した PTx の患者背景，

様々な合併症，医学的，社会的問題が存続しているこ

術前検査所見，術所見などを，経時的に解析した結果

とも否定できない．慢性腎臓病（CKD）に合併する

を述べる．

二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）はそのうちの重
大な問題の一つである．この分野でもたえまない病態

1

症例の背景

の解明，治療の進歩が認められる．活性型 VitD 誘導

1973 年 7 月より 2013 年 6 月の期間に，透析患者の

activator（VDRA）
，cinacal-

SHPT および腎移植後も持続する三次性 HPT（THPT）

cet HCl（cinacalcet）の 導 入．リ ン（P）吸 着 薬 と し

計 3,000 例に対して PTx を施行した．図 1 に経年的症

ては，Al-gel よりカルシウム（Ca）含有リン吸着薬へ，

例数を示す．1983 年より年間 10 例を超え，以後 2007

さらに様々な Ca 非含有リン吸着薬へのシフト，適切

年（270 例/年）まで，ほぼ全国透析患者数の増加カ

体，vitamin

D receptor

Experience of parathyroidectomy for more than 3,000 patients with advanced secondary hyperparathyroidism in a single center
Department of Transplant & Endocrine Surgery, Nagoya 2nd Red Cross Hospital
Yoshihiro Tominaga
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図1

死亡
516 例

78

210

年度別 PTx 施行症例数

3HPT
46 例

他院 op
328 例

他院初回 op
112 例

生存
1801 例

不明
243 例

死亡が確認された症例が 516 例存在した．その内術後
30 日以内に死亡した症例は 3 例のみであった．
症例は全国 36 都道府県の 423 施設より紹介された．
症例数上位 20 施設中 14 施設が愛知県に存在した．他
には，岐阜県 3 施設，三重県 1 施設，静岡県 1 施設，
鹿児島県 1 施設であった．
2

方

法

PTx 施行 3,000 例の内訳

1973 年 7 月から 2013 年 6 月までを，主たる治療法
ーブと同様な増加カーブを示した．2008 年からの症
例数の減少は 2008 年 1 月に cinacalcet が導入された

により表 1 に示す 5 群に分類した．
男女比は Era 1, 2 では明らかに男性優位であったが，

ためと考える．総透析患者数は増加し続けていること，

以後はほぼ同等であった．わが国の透析患者は男性優

2009 年炭酸ランタン導入以外に，新しい薬剤の導入

位であることを勘案すると，SHPT は女性で進行しや

がなかったことが，cinacalcet 導入が症例数減少の主

すいと考えられた．PTx 時年齢は経年的に高齢化し現

因であると考える根拠である．この現象は VDRA 単

在では平均 60 歳であった．年齢分布は 50 歳代 35％，

独で管理できず，PTx を余儀なくされた症例のかなり

60 歳代 27％，40 歳代 20％ であった．わが国の透析

の症例が cinacalcet の使用により，PTx が一時的に回

患者の平均年齢を考慮すると PTx を必要とする症例は

避されていることを物語っている．

比較的若いといえる．透析導入から PTx までの透析期

2007 年から 2012 年までの「二次性副甲状腺機能に

間も長期化した．Era 3 以降は大きな変化はなく 12 年

対する PTx 研究会」（PSSJ）の統計によると，全国の

から 14 年の間であった．腎不全の原疾患に関しては

SHPT に対する PTx の約 25％ を当科で施行したこと

詳細な調査は困難であったが，糖尿病性腎症の比率は

になる．

約 7.9％ であった．

3,000 例の内訳を図 2 に示す．THPT で PTx 施行が

手術適応に関しては，Era 1 から Era 3 までは自覚

46 例．われわれが出向いて他院で手術した症例は 20

症状，骨病変の存在を重視した．Era 4 以降では，副

施設，328 例．当院で PTx 施行 2,672 例，うち，当院

甲状腺の腫大の程度（超音波検査で測定し，結節性過

初回手術 2,560 例．他院で初回手術を施行し，持続性

形成が存在する可能性が高いこと），血清 Ca 値，P 値

HPT，再発で当科に紹介され当科で再手術を施行した

が管理困難で異所性石灰化のリスクが大きいことを重

症例 112 例．当院での初回手術 2,560 例中，経過中に

視した．日本透析医学会（JSDT）が「わが国の透析
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表1
期
Era 1
Era 2
Era 3
Era 4
Era 5

間
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No. 1

治療法別分類

症例数

1981 年以前
1982～1990
1991～2000
2001～2008
2009～2013

n＝16
n＝190
n＝757
n＝1,268
n＝269

2014

治

療

法

経口 VitD 導入前 リン吸着薬（Al-gel）
経口 VitD リン吸着薬（Al-gel）
経口 VitD リン吸着薬（炭酸カルシウム主体）
静注 VitD リン吸着薬（炭酸カルシウム，Ca 非含有リン吸着薬）
cinacalcet＋静注 VitD リン吸着薬（炭酸カルシウム，Ca 非含有リン吸着薬）

患者の SHPT の治療についてのガイドライン」を提示
後は原則的にガイドラインに沿って手術適応を決定し
てきた．

3

結

①

果

各時期の PTx 時の血清 Ca 値，P 値に大きな変動

われわれは術前副甲状腺画像診断に努めてきた．

はなかった．Era 5 での平均 Ca 値 9.71 mg/dL，Pi

Era 1 から，超音波検査（US），CT, scintigram（Era 3

値 5.97 mg/dL であった．PTH 値に関しては，Era

ま で は 201TlCl を 主 体，Era 4 以 降 は 99mTcMIBI scinti-

1～3 までは測定法が一定化しないので比較が困難

gram を施行した．
）をルーチンに施行している．Era

だが，intact PTH 平均値はいずれも 1,000 pg/mL 以

4 以降は US で測定した副甲状腺の大きさに注目し，

上であり，Era 毎に低下した．Era 4, 5 では PTH 値

部位診断以外に，内科的治療の限界の予測，外科治療

の平均値は一定化し，それぞれの平均値は Era 4

の適応決定に用いている．

（862.8 pg/mL），Era 5（710.0 pg/mL） で cinacalcet

術式に関しては，最初の 19 例は副甲状腺亜全摘出

導入後やや低下した．PTx 時の Al-P 値は経年的に

術を用いたが，再発による頚部再手術を高頻度に経験

低下した．Era 1，2 では，1,000 IU/L を超える症例

したため，20 症例目（Era 2）から副甲状腺全摘出後，

も稀でなかった．Era 3 での平均値は 388.0 IU/L 以

前腕筋肉内自家移植術に変更した．当初は副甲状腺機

降は安定し，Era 5 ではさらに 低下傾向にあった

能低下症を危惧して，大きな腺（結節性過形成）より
切片を作成し移植したが，移植腺由来の再発が高頻度

．
（Al-P 値 396.3 IU/L）
②

摘出腺数には各時期で大きな変動はなかった．全

なため，Era 2 より，びまん性過形成より切片を作成

症例で検討すると，初回手術時摘出腺数の頻度は 1

し，1×1×3 mm の切片 30 個を移植することとした．

腺（0.16％），2 腺（0.51％），3 腺（4.26％），4 腺

また同時期より，過剰副甲状腺が高頻度に存在する胸

（77.5％），5 腺（15.7％），6 腺（1.8％），7 腺（0.12

腺舌部を頚部創よりルーチンに切除することとした．

％）であった．3 腺以下の症例は 4.9％，5 腺以上の

Era 4 より，術中 PTH モニタリングを導入し，術中に

過剰副甲状腺が存在した頻度は 17.6％ であった．

測定した PTH 値が低下することですべての腺を切除

③

摘出腺総重量は Era 1（平均値 3,903.8 mg）から

したことを判断し，さらなる侵襲を避けている．また

Era 5（1,675.1 mg）まで直線的に低下した．同様に

は neuro-monitoring にて反回神経，上喉頭神経外枝

摘出最大腺重量も Era 1（平均値 2,086.2 mg）から

の確認温存に努めている．

Era 5 （平均値 921.3 mg）まで直線的に低下した．

術後の Ca 補充療法は，Era 3 まではルーチンに中

④ 術後，Ca, P，PTH，Al-P の平均値はいずれの時期

心静脈（CV）カテーテルを挿入し，血清 Ca 値が 9.0

も安定していた．Era 2 以降，術後 PTH 値は徐々に

mg/dL まで低下したら，塩化 Ca 製剤の点滴投与を開

低下し，副甲状腺機能は総じてよく管理されていた．

始するとともに，アルファカルシドール 3 ng/day, 炭

⑤

術後の前腕筋肉内自家移植腺由来の再発再手術率

酸カルシウム 12 g/day の経口投与から開始していた

は 10.6％ であった．頚部または縦隔内に残存した

が，Era 4 からは総アルカリフォスファターゼ（Al-P）

副甲状腺由来の持続性 HPT による再手術の頻度は

500 IU/L を超え hungry

3.6％ で，残存部位としては，縦隔内，顎下部（下

CV

bone が高度な症例に限り

line を挿入している．術後は 1 週間後に退院し，

退院後は 2 週，3 ヵ月，6 ヵ月，12 ヵ月，以後 6～12
ヵ月毎に当科外来にてフォローした．

降不全の腺）が高頻度であった．
⑥

全 PTx 患者での PTx 後 10 年生存率は 83.1％，20
年生存率は 61.9％，50％ 生存期間は 304 ヵ月（25.3

PTx 3,000 例の経験

4

95

年）であった．30 歳未満，30 歳代，40 歳代，50 歳

時代とともに PTx 時の Al-P が低下していることであ

代，60 歳代，70 歳以上の各年代の 90％ 生存期間は

る．これは VDRA, cinacalcet による PTH の低下を介

順 に 224 ヵ 月，120 ヵ 月，106 ヵ 月，102 ヵ 月，56

してなのか，骨への直接作用か？

ヵ月，36 ヵ月であった．

摘出総重量，最大腺重量が時代とともに直線的に低下

考

察

内科的治療に抵抗する高度な SHPT に対する PTx

第二に副甲状腺の

している点である．VDRA，cinacalcet によると考え
られるが，単に手術適応が軽度（早期）にシフトした
ためか，他に腺を縮小させる機序が存在しているのか，

症例が 3,000 例を超えた．単独施設での手術件数では

そ の 機 序 に 関 し て も 検 討 す る 必 要 が あ る．第 三 に

世界で最も多いと自負している．透析療法の今後を考

PTx 後，Ca, P, PTH, Al-P が安定して管理可能であり，

慮すると，少なくてもわが国でこの症例数を超える施

PTx の効果を生命予後に対する効果とともに再認識

設の出現は困難であろう．だからこそ，われわれのデ

できた点である．また，PTx の適応となる症例は比較

ータを解析し，公表することは，われわれの大きな責

的年齢が若いとはいえ，PTx 後の生命予後はきわめて

務と考えている．本稿ではその第 1 段を提示する．

良好である．もちろん，PTx は生命予後を改善させる

SHPT に対する PTx の適応は当然内科的治療の限界

という要因もあるが，生命予後が比較的良い集団（た

に左右される．活性型 VitD が使用できなかった Era

とえば，若くて，栄養状態が良く，蛋白質の摂取量が

1 では，現在では遭遇できない典型的な高度線維性骨

多いなど）が，長期生存し，PTx が必要となることも

炎像を示す症例が大半であった．骨・関節痛，筋力低

充分考えられる．だとするなら，この集団に入ってい

下，頑固なかゆみなどの自覚症状が PTx にて著明に

る症例は，生命予後の点でも経済性の点でも，早期に

改善することより，PTx の効果を認識してもらい，症

積極的に PTx を施行することが望まれるのかもしれ

例数も増加した．経口活性型 VitD，静注 VDRA の出

ない．この事項も解明する必要があるであろう．

現でも透析患者の SHPT を押さえ込むことはできなか

われわれは SHPT に対する PTx を施行してきたと

った．びまん性過形成の症例では，VDRA にて PTH

同時に，内分泌外科にかかわる研究（副甲状腺の画像

値の管理は可能であったが，結節性過形成まで進行し

診断1），術式2），副甲状腺の腫大の程度の検討3～5），異

た SHPT ではその改善は困難であることが臨床的に，

所性副甲状腺（縦隔内，甲状腺内，下降不全など）6～9），

あるいは副甲状腺の病理組織学的・病態生理学的検討

術中 PTH モニタリング10），再発，再手術11～13），神経

の結果判明し，US で測定した副甲状腺の大きさで内

刺激装置，併存する甲状腺腫瘍など）をしてきた．さ

科的治療の限界をある程度予測することが可能となっ

らに，病理組織，病態生理にかかわる研究（SHPT に

た．また内科的治療の目標は，びまん性過形成より結

おける過形成の特徴，進展機序，PTH 合成，分泌機序，

節性過形成への進展を阻止することで，そのためには

腫 瘍 化 の 機 序，副 甲 状 腺 癌 の 発 生 機 序 な ど14～22），

早期より積極的な VDRA による内科的治療が必要で

CKD-MBD に関する研究（SHPT の内科的治療の限界

あると考えられた．

を予測する要因），骨代謝23, 24），手術効果25, 26），三次

われわれは，摘出した副甲状腺の病理組織学的検討

性 HPT 27），calciphylaxis 28））などを施行してきた．こ

を研究テーマのひとつとしており，上述した VDRA

れらの事項に関しては，できる限り国際学会で発表し，

の限界についての解明に貢献できたと考えている．

論文化してきた．また SHPT に関するいくつかの英

cinacalcet の出現は，われわれの施設を含め PTx の件

語のレビューを書く機会も得た29, 30）．

数を著しく低下させた．しかしながら，cinacalcet に

今後わが国の透析患者は高齢化し，当然，導入後の

抵抗性を示す症例も存在し，cinacalcet に抵抗する事

生存予測期間も短縮する．SHPT が進展しにくいとさ

を予測する要因の解明が必要である．また，cinacal-

れる糖尿病性腎症が透析導入の最も高頻度な原因であ

cet 使用例の副甲状腺では線維化，梗塞，のう胞変性

る．さらに，新しい calcimimetics，VDRA，リン吸着

などが高率に認められ，cinacalcet との関連性，手術

薬など内科的治療の進歩も著しい．これらを考慮する

時期などについて今後の研究が必要であろう．

と，今後 SHPT に対して PTx を必要とする症例が増

今回の解析で明らかになり興味深いことは，第一に

加する要因が乏しい．しかしながら，内科的治療は高
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額であり，経済的効率を考慮して今後の PTx の立ち
位置を考慮する必要が生じてくるだろう．われわれは，
どのような状況になっても質の高い PTx が提供でき
るよう準備しておくことを心がけたい．
結

No. 1

2014

hyperparathyroidism. World J Surg, 2007.
11） Tominaga Y, Katayama A, Sato T, et al. : Re-operation is frequently required when parathyroid glands remain after initial
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臨床と研究

リン代謝の新しい知見
―― FGF 23 そして klotho ――

横山啓太郎
東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

key words：リン，FGF 23，klotho

要

旨

シウム（Ca）と共にハイドロキシアパタイト（Ca：
Pi＝2：1）として骨のコラーゲン線維に取り込まれる

リン（P）は生体において必須な元素であるが，腎

ように存在し骨の力学的強度の元となっている．ハイ

機能廃絶とともに必然的にその恒常性は破綻する．血

ドロキシアパタイトは，アモルファスの状態を経て生

清リン濃度が生命予後や血管石灰化と関連することが

成される（図 1）．アモルファスとは結晶構造を持た

明らかになり，その病態に関する解明が進んだ．リン

ない物質の状態の事をいい，個体では原子が不規則に

を制御する分子である線維芽細胞増殖因子（ﬁbroblast

配列した状態である．

growth factor; FGF）23 が骨から分泌されることが明

残りの 14％ は軟部組織などの細胞膜や細胞内にリ

らかになり，その後，血清 FGF 23 レベルが生命予後

ン脂質やリン酸エステルとして存在し，99％ が骨に

と関連することが注目されるようになった．さらに，

存在している Ca と異なりリンは広く分布する．リン

老 化 と ミ ネ ラ ル 代 謝 の 関 連 が 想 定 さ れ た klotho が

はすべての細胞を取り巻いて，細胞質から細胞内小器

FGF 23 の共受容体として機能していることが明らか

官を区別している膜は主としてリン脂質の二重層を構

になり，FGF 23 の klotho を介したリン代謝への関わ

成している．DNA，RNA にも含まれており，さらに

りが解明されつつある．しかしながら FGF 23 に比べ

細胞内構造の構成成分の一部であり，ATP の基本成分

て klotho の機能はいまだ不明な点が多い．klotho の
Ca 低下に対する反応（副甲状腺ホルモンの分泌，腎

骨

血液

尿細管 Ca 再吸収，脈絡叢での Ca 輸送）は迅速であ
るのに対して，FGF 23/klotho のリンの上昇に対する
反応は長時間の応答であることが大きく異なる．分泌
型 klotho の測定が可能となり，膜型 klotho に加えて，
klotho のミネラル代謝に対する役割についての理解

アモルファス
CaHPO4・2H2O
Ca（PO
3
3）
2・3H2O

H3PO4
H2PO4−

が深まることが期待される．また膜型 klotho を介さ
ない FGF 23 の作用も注目されている．
はじめに

HPO42−
ハイドロキシアパタイト
［OH］
Ca10［PO4］
6
2

リン（P）は生体内で 6 番目に多い元素であり，成
人では体重の約 1％ 存在する．その内約 85％ はカル

図1

FGF 23/klotho axisis and phosphate metabolism
Division of Kidney and Hypertension, Department of Internal Medicine, Jikei University School of Medicine
Keitaro Yokoyama

PO43−
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であることから多数の細胞内で起こる反応と生理作用

年齢・性・摂食などに関連して生理的にもかなり変動

に関係している．このようにエネルギー産生系におけ

する．成人の正常値は 2.5～4.5 mg/dl で，成長期であ

る役割，および骨，歯のような細胞外におけるリン利

る小児の正常値は 4.0～7.0 mg/dl と高値を示し，発育

用の両面からリンは生命に必須となる．

と共に血清リンは徐々に低下する．またリンは血液中

P―O 結合を有する化合物をリン酸，P―O―C 結合

の pH を保つための緩衝剤，酸-塩基平衡の調節剤と

を 有 す る 化 合 物 を 有 機 リ ン 酸 と 呼 び，無 機 リ ン 酸

なる．これはリンが HPO42－から H2PO4－に変化し H＋

（Pi）には H3PO4 のイオンである H2PO4－，HPO42－，

を取り込み腎臓からの排泄を促進することによる．

PO4 が含まれ，これ以外の化合物はすべて有機リン

血中リン濃度は腸管からの吸収，骨吸収と骨形成，

酸となる．細胞外液中に存在するリンはわずか 0.1％

腎臓からの排泄と再吸収が様々な調節因子に応答し調

で，主にリン脂質など有機リンである．血中リンの総

節されている．食事性リン含有量は約 800～1,200 mg/

量は約 12～14 mg/dl で，このうち約 10 mg/dl が有機

day で，約 70～80％（約 800 mg/day）が 十 二 指 腸 と

リンとして，残りの 3～4 mg/dl は Pi として存在して

小腸から吸収され，また逆に消化液としての分泌量は

いる（臨床検査で測定している血清リン値は無機リン

150 mg/day，糞便中には約 350 mg/day 排泄される．

である．pH 7.4 では 2 価と 1 価イオンが 1：4 で存在

差し引き 650 mg のリンが腸管より吸収され，正常で

し，その合計として血清リン値は測定されている）．

はそれと同量が腎より排泄されている．また正常状態

この細胞外液中の Pi は体内のリンプールとして機能

では骨との間で約 250 mg/day のリンの出納がある

3－

し，細胞内や骨，軟部組織と平衡状態を形成している． （図 2）．
慢性腎不全患者，透析患者においては必須イオンであ

調 節 因 子 は 主 に 食 事 性 リ ン，副 甲 状 腺 ホ ル モ ン

る以上に予後を直接左右する重要な物質となる．血清

（parathyroid hormone; PTH），ビ タ ミ ン D（vitamin

リン測定値としては mg/dl 単位が用いられているこ

D; Vit D），線 維 芽 細 胞 増 殖 因 子（ﬁbroblast growth

とが多いが，今後は統一 SI 単位として mmol/l を使

factor; FGF 23）があげられるが，まだ未同定の関連

用する機会が増えると予想される．簡便には血清リン

因子（それらを総称して phosphatonin と定義されて

値［mmol/l］＝0.3229× 血 清 リ ン 値［mg/dl］の 式 で

いる）も示唆されている．

約 3 分の 1 に換算される．
1

FGF 23 は FGF 15 に対する相同性によりクローニ
ングされた液性因子であり，FGF 23 は，骨細胞から

リンの調節

分泌されて，尿中へのリンの排泄を促す因子である1, 2）．

生体内では血清リン濃度は比較的一定に維持されて

リン代謝に関与する臓器のうち，最も恒常性を維持

いるが，カルシウムほど厳密な調節を受けておらず，

するのに重要なのは腎臓である．1 日に約 6,000 mg

800 〜
1200mg

350mg

腸管
150mg
250mg
250mg

800mg

細胞外
プール

6000mg

リンの 1％以下

600mg

5400mg

尿
腎臓

骨
細胞内
リンの 20％

図2
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体内リンプール

NaPi IIb

副甲状腺
PTH

1a 水酸化酵素
1,25
（OH）
2D3
FGF 23

24 水酸化酵素

FGF 23
Klotho

リン再吸収
NaPi IIa
NaPi IIc

PTHR1

PiT2

図3
（Miyamoto K, et al. : J Pharm Sci, 100; 3719-3730, 2011 より改変）

のリンが糸球体で濾過され，約 90％ が尿細管で再吸

代謝物へと変換する 24 水酸化酵素の発現を促進する

収される．再吸収の内，約 75％ は近位曲尿細管で，

ことにより血中 1,25（OH）2D 濃度を低下させる作用を

約 10％ が近位直尿細管で，遠位尿細管で約 5～10％，

有している．1,25（OH）
2D3 は腸管リン再吸収を促進す

集合管で 2～3％ のリンが再吸収される．腸管からの

るホルモンであるため，FGF 23 は腎尿細管リン再吸

リン摂取の低下は腎臓でのリン再吸収を増加させ，リ

収と血中 1,25（OH）2D 濃度の低下を介した腸管リン吸

ン摂取の増加は再吸収を抑制する．リンの輸送を担う

収の抑制により血中リン濃度を低下させる．すなわち，

ナトリウム依存性トランスポーター（sodium-depen-

FGF 23 は腎尿細管再吸収と，活性型ビタミン D3 活性

dent phosphate transporter; NaPi）は そ の 構 造 か ら

抑制を介した腸管吸収の抑制という主として二つの機

type I，II，III に分類され，その中でも type II（NaPi

序で血清リン濃度を低下させる4）．
この他にもトランスポートソームと呼ばれるリン輸

IIa および IIc）が腎再吸収に重要な役割を担ってい
る ．
3）

送分子複合体が，NaPi IIa，IIb のエンドサイトーシス

尿細管でのリン再吸収を正確に反映するのは尿細管

や膜局在の安定性に関与している可能性が示唆されて

リン再吸収閾値（TmP/GFR）である．例えば，PTH

いる．

は近位尿細管に作用して NaPi IIa を細胞膜上から細

このように血中リン濃度は，図 3 に記すとおり，副

胞 質 内 に translocation さ せ る こ と に よ り TmP/GFR

甲状腺，腸管，骨，腎が調節因子に応答しその複雑な

を低下させ，リン再吸収を抑制する．リンの尿細管で

バランスが保たれている．

の再吸収低下を惹起する要因として，細胞外液の増加，
高リン食，低カリウム食，カルシトニン，グルココル
チコイド，PTH，FGF 23 などがあり，再吸収を増加

2

FGF 23/klotho axisis
klotho 遺伝子は，ヒトの老化症状によく似た寿命短

する要因として低リン食，高カリウム食，インスリン， 縮，異所性石灰化，肺気腫，皮膚萎縮，脱毛，不妊，
成長ホルモン，カテコラミン，Vit D，高カルシウム

血管石灰化など多彩な変異表現形をもつマウスから同

血症などがあげられる．

定され，ついでヒトの相同遺伝子が同定された．b-

この中でも PTH と FGF 23 は非常に強力なリン利

glycosidase family に属し，約 130 kDa type I 膜蛋白で

尿因子である．血中リン濃度の上昇に従い副甲状腺か

ある．klotho 遺伝子の発見により，多彩な症状がたっ

らは PTH，骨からは FGF 23 が分泌され，腎臓におい

た一つの遺伝子の欠損によって引き起こされることが

て受容体と結合し，シグナルが伝達され NaPi を制御

示され，ヒトの老化を解き明かす一つの「手がかり」

し て い る．加 え て，FGF 23 は，活 性 型 ビ タ ミ ン D3

として注目された5, 6）．さらに，klotho 遺伝子がカル

［1,25（OH）
2D3］産生酵素である 1a 水酸化酵素発現を

シウム調節系の中枢である腎尿細管，脳の脈絡膜，副

低下させるとともに，1,25（OH）
2D3 をより活性の低い

甲状腺ホルモンを産生する副甲状腺の主細胞で強く発
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現していることから，カルシウム調節系の異常におい
て，klotho が中心的な役割を演じていると推定される
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じる．血清リンの上昇により
①

ようになった ．その後，klotho がリン代謝の中心的

直接的に Ca 低下（高リン血症により軟部組織
に Ca 塩沈着）

7）

な役割を演じていることが明らかになった．腎臓にお

②

1a 水酸化酵素を抑制し VD 活性化障害を助長

いて FGF 23 に結合する蛋白の解析などにより，FGF

③

副甲状腺ホルモン（PTH）による破骨細胞の活

23 は FGFR 1c と呼ばれる FGFR の一種と klotho との

性化が障害（PTH に対する骨抵抗性）されるこ

複合体に作用することが明らかにされたのである ．

と

8）

klotho 依存的な FGF 23 シグナル伝達経路に転写因

などから，低 Ca 血症を呈する．

子 Egr-1 があるが，組換え FGF 23 をマウスに全身投

ビタミン D（VD）の活性化障害は腸管からのリン

与すると klotho 発現臓器でのみ（腎，副甲状腺，下

吸収を抑制し，PTH を直接，または間接的に抑制す

垂体）Egr-1 の発現が増加すること ，さらに FGF 23

ることで，二次性副甲状腺機能亢進症の進展に関与す

が FGF 受容体に結合するためには klotho が必要であ

ることが認められている．すなわち，腎機能低下によ

ることから，klotho が FGF 23 の共受容体として機能

り，FGF 23 の上昇に見合わない尿中へのリン排泄機

していることが確認されている （FGF 23 が klotho

能の低下とビタミン D（VD）の活性化障害が生じ，

の関与なしに作用する可能性については後述する）．

高リン血症を呈する．細胞外 Ca イオン濃度が低下す

実際，klotho マウスは FGF 23 ノックアウトマウスと

ると，PTH の分泌が亢進し二次性副甲状腺機能亢進

同様に高リン血症，高 1,25（OH）
2D3 血症を示すこと

症へと進展する．PTH の上昇により，骨芽細胞，骨

も報告され，なかでも血中 FGF 23 濃度が著明な高値

細胞，破骨細胞によるリモデリングバランスが変化し，

を 示 す こ と が 明 ら か と な っ て い る．こ の こ と は，

骨から血液へ Ca が動員される．これにより，高回転

klotho マウスでは FGF 23 の作用が障害されているこ

骨病変（線維性骨炎）を発症させ，心血管系の石灰化

と，すなわち klotho が FGF 23 の共受容体として機能

のリスクを高める．

9）

10）

していることを示している．前述のように klotho の

活性型ビタミン D 産生の抑制には主に三つの機序

Ca 低下に対する反応（副甲状腺ホルモンの分泌，腎

が想定されている．一つ目は腎機能が低下することに

尿細管 Ca 再吸収，脈絡叢での Ca 輸送）は迅速であ

より産生の場をなくすこと．二つ目は，血清リンの上

るのに対して，klotho-FGF 23 のリンの調節系は長時

昇により 1a 水酸化酵素を抑制し VD 活性化障害を助

間の応答であることが大きく異なる ．

長すること．三つ目は，FGF 23 の上昇により活性型

11）

また

ビタミン D の産生低下が生じることである．FGF 23

①

の上昇は活性型ビタミン D の産生低下や血清リン濃

klotho 変異マウスの多彩な変異表現形の一部
が透析患者の臨床症状と類似していること

②

klotho の最も重要な産生部位が腎臓と想定さ
れていること

③

二次性副甲状腺機能亢進症の病態形成に

klotho が関与していること
が想定されており，慢性腎臓病との関連が検討されて
いる．
3

度の上昇に先行することが明らかになっている12）．す
なわち，腎機能の低下→FGF 23 の上昇→活性型ビタ
ミン D の産生低下→血清 Ca 低下→PTH の上昇とい
う axisis が病態形成に重要であると考えられている
（図 4）．
さらに，我々や Komaba らの検討では，二次性副
甲状腺機能亢進症の結節性過形成では klotho 発現が

二次性副甲状腺機能亢進症における

腎機能低下

FGF 23/klotho axisis の役割
FGF 23 は骨芽細胞や骨細胞で合成される液性因子
で，血清リンの上昇に伴い増加する．本来 FGF 23 は
腎臓に働いてリン排泄を促進させるはずであるが，腎
機能が低下するとリン利尿ができず，リンは蓄積に転

X

P 排泄障害・高リン血症
FGF 23 上昇

低 Ca 血症

PTH 上昇

ビタミン D 活性化障害

図4

CKD/MBD のパラダイムシフト

腎性骨症
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低下していた13, 14）．すなわち，副甲状腺における FG-

な知見を見出すことが期待される．しかし，膜型の発

FR1-klotho 共受容体の発現低下により FGF 23 抵抗性

現量と切断し分泌される sKL の関連については諸説

を認め，PTH 分泌が抑制されない状態となると考え

あり不明なことが多い15）．

られている．
4

Yamazaki らの報告では，健常人では血清リン値と
sKL に正の相関，FGF 23 と sKL に負の相関を認めて

分泌型 KL

いる16）．しかし，低リン血症を呈する XLH 患者では，

膜型の klotho 蛋白質は，ADAM 10 や 17 といった

血中 sKL 濃度は健常人とほとんど変化を認めない．

プロテアーゼによるプロセッシングを受けて，130

血中リン濃度と血中 sKL 濃度との関連性は強いもの

kDa と 68 Kda の N 末端側断片が分泌型となり，分泌

とは断定できない17）．また，腎不全と sKL の関連性も

型 klotho（sKL）はマウスやヒトの血清や脳脊髄液に

現在は明らかではない．HD 患者では腎臓での klotho

おいて検出される．sKL は TRPV 5 の活性を増加させ， mRNA が減少している18）．膜型の klotho（mRNA）は，
Napi-2a 活性を阻害すると考えられている（図 5）．

健常人や動物において，腎，副甲状腺，脈絡膜に存在

したがって，sKL の測定はミネラル代謝に関する新た

し，腎臓が一番大きな臓器であるため，おそらく膜型

近位尿細管

膜型 klotho

血管石灰化

遠位尿細管
分泌型 aKL

骨量減少

図5
膜型 klotho が FGF 23 の共受容体として機能してビタミン D の活性化を抑制すると同
時に，IIa 型および IIc 型ナトリウム-リン共輸送体の腎尿細管での発現を低下させる．
klotho のリンを下げる作用は血管石灰化を抑制する．しかしながら長期的には骨量を低
下させる可能性がある．一方，分泌型 sKL は TRPV5 の活性を増加させ，Napi-2a 活性を
阻害すると考えられている．
（Kidney International, 77; 855-860, 2011 を改変）
表1

n
Age（y）
Gender（female/male）
Dialysis vintage（months）
Etiology（non-DM/DM）
Cr（mg/dl）
eGFR（ml/min）
Alb（g/dl）
Ca（mg/dl）
Pi（mg/dl）
Corrected Ca（mg/dl）
Intact PTH（pg/ml）
FGF 23（pg/ml）
saKl（pg/ml）

透析患者と正常者との比較
Patients with HD

Healthy control

P

53
58.6±11.4
M35 N18
138.8±80.6
8（15％）
11.6±2.6

20
52.2±14.9
M16 N14

0.05
0.39

3.89±0.26
9.74±0.50
5.68±0.96
9.90±0.45
600±265
13,960（6,890～19.520）
430（386～540）

Ca：calcium； Pi：phosphorus； saKl：soluble a-Klotho

4（20％）
0.7±0.1
89.8±19.9
4.00±0.51
8.93±0.40
3.19±0.60
9.15±0.28
33±11
41（32～67）
740（550～913）

0.72
＜0.01
0.24
＜0.01
＜0.01
＜0.01
＜0.01
＜0.01
＜0.01
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Serum saKl level（pg/ml）

900
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rho＝0.33，p＝0.014

100
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9

Serum phosphorus level（mg/dl）
図 6 血液透析患者の血清 saKL と血清リンの相関
血液透析患者において血清 saKL と血清リンは正相関をしている．

タンパク発現も腎臓で一番多いと思われる．

①

腎臓では遠位尿細管の管腔側と血管側両方で切断さ
れる可溶型 klotho（sKL）が存在し，前者は尿中へ，
後者は血中へ移行すると想定されている．したがって，

Klothoを発現
している細胞

腎不全患者では sKL 値が低下していることが予想さ

②

れる．しかしながら，自験例（大城戸）らの検討によ
る と，114 名 の 保 存 期 CKD 患 者 で は，eGFR と sKL
は有意な相関を認めた．したがって，保存期腎不全で

破骨細胞

③

は，分泌型 klotho 蛋白は，腎臓における膜型 klotho
の発現量を反映している可能性が示唆された．我々は，
53 例の血液透析患者を対象として sKL とミネラル代
謝の関連を検討した．しかし，sKL の低下は透析患者

近位尿細管細胞

においても平均値で 430 pg/ml であり，腎機能正常者
の 740 pg/ml に比べて有意に低値ではあるもののバラ
ツキが大きく，その病態形成に及ぼす役割は明らかで
はなかった（表 1）．逆に透析患者でも sKL の低下の
程度が著しくないということであれば，副甲状腺や脈
絡叢の産生をみている可能性があるのかもしれない．
また，sKL の半減期が健常人と HD が同じかどうかの
問題も考慮する必要がある．

図7
①膜型の klotho 産生細胞から N 末端側断片が分泌型となり，
②分泌型 klotho（sKL）が FGF23 の産生を惹起し，③さらに
sKL が FGF23 受容体を介さずに直接的に Napi-2a および Napi2c を抑制する．
（Harald Jüppner : J Clin Invest, 122
（12）
; 4336-4339，2012 を改変）

我々の透析患者の sKL とミネラル代謝についての

し，これのみで血清リン濃度と sKL の関連性を疑う

検討では，健常人で認められる FGF 23 と sKL に負の

のは早計であろう．また，血液透析前後の sKL の変

相関という生理関係が消失している．これは，FGF

化は顕著ではなかった．最近になって，膜型の klotho

23 上昇によって生理的には sKL が抑制されるべきと

産生細胞から N 末端側断片が分泌型となり，分泌型

ころ，sKL が分泌される病理的な理由があるのかもし

klotho（sKL）が FGF 23 の産生を惹起し，さらに sKL

れない．また，透析患者においても健常人と同様に，

が FGF 23 受容体を介さずに直接的に Napi-2a および

血清リン濃度と sKL は正相関していた（図 6）．重回

Napi-2c を抑制するという仮説が立案された（図 7）20）．

帰分析でも sKL と血清リン値に関連を認めた19）．しか

また，一方で，尿中 sKL が早期腎傷害のマーカーと
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は異なるかもしれない．しかし，これらの結果から，
FGF 23 は心筋肥大（心不全）には klotho が無くても

生命予後・心血管病変と FGF 23

直 接 促 進 的 に 作 用 す る が，血 管 石 灰 化 に 対 し て は

これまで述べてきたように，FGF 23 および klotho
の研究がここ数年で飛躍的に進歩した背景は，血清リ

klotho の存在下でその進展を促進するという仮説が成
立する（図 8）．

ン値およびリンを調節するこれらの分子が生命予後と

今後もいくつかの新規リン吸着薬が上市される予定

深い関連を持つことが明らかになったからである．さ

である．これらのリン吸着薬はいずれも血清リン低下

らに，慢性腎臓病患者でなくても血清リン値が 15 年

作用を有するが，血清 FGF 23 値を下げるか否かにつ

後の冠動脈血管石灰化に関連することが，The Coro-

いては差異があることが報告されている24）．このこと

nary Artery Risk Development in Young Adults（CAR-

の臨床的意義は不明である．しかし，そのことがリン

DIA）study から明らかになっている ．また，慢性

吸着薬の使用にあたり勘案する事項である可能性は否

21）

腎臓病患者（stages 2～4）における血清 FGF 23 値は， 定できない．
生命予後悪化のリスクファクターであることも報告さ
れている22）．
それでは血清 FGF 23 値は直接心血管合併症を促進
する分子であろうか？

おわりに
生体現象を観察した上で，リン利尿因子の存在は想

それとも血清 FGF 23 値が高

定されており，その背景のもとに FGF 23 が同定され

いことは，単に血清リン値が高いことを示すサロゲー

たのと異なり，klotho はミネラル代謝との関連につい

トマーカーなのだろうか？

Faul C らは，慢性腎臓

て は ま っ た く 予 想 外 の 産 物 で あ る．し た が っ て，

病患者で，血清 FGF 23 値が高いことが klotho が発現

klotho はミネラル代謝との関連の意味付は容易では

していない心筋肥大と関係するという臨床データと，

ない．そこに存在することといかに働くかを見極める

心筋細胞に FGF 23 を直接注入し肥大を惹起させたと

ことが必要となる．

いう基礎研究を報告している ．これらの結果からは
23）

FGF 23 は直接，心肥大を起こすことを証明している．
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臨床と研究

細菌感染症のバイオマーカーとしての procalcitonin
相川直樹
慶應義塾大学名誉教授

key words：procalcitonin，バイオマーカー，細菌感染症，sepsis，antibiotic stewardship

要

旨

しても触れることとする．なお，引用したデータは，
文献によって血漿 PCT を測定したものと血清 PCT と

procalcitonin（PCT）は細菌感染症で急速に産生さ

があるが，両者の値はほぼ同一であるので，本稿では

れるタンパクで，細菌感染症診断のバイオマーカーで

血液検体の測定値を「PCT 値」と記述し，その単位

ある．少量の血液検体で迅速に検査結果が得られるこ

は ng/mL と す る．ま た，英 語 の「sepsis」は 感 染 症

とや，細菌感染症の発生・増悪・軽快を CRP より早

による全身性炎症反応と定義されており1），邦語の敗

く反映するなど CRP より優れたマーカーであり，特

血症（重症の菌血症）とは若干の乖離があるので2），

に肺炎や sepsis の早期・鑑別診断や重症度判定，さ

欧米で「sepsis」を対象として検討された知見に関し

らには抗菌薬投与指針としても使われる．PCT 値は

ては「敗血症」でなく「sepsis」として記載すること

腎機能や腎代替療法の影響を受けることが少ない点で

とする．

も臨床上有用である．
はじめに

1

procalcitonin とは
PCT は 114～116 個のアミノ酸からなる可溶性タン

感染症の診療現場では，迅速かつ的確な診断と，適

パクで分子量は 13.6 kD である．甲状腺ホルモンであ

切な抗菌薬投与を含めた早期治療が治療成績を大きく

る calcitonin（アミノ酸 32 個）は prohormone である

左右する．近年，感染症の新しいバイオマーカーとし

PCT から切り出されるが，PCT にはホルモン作用は

て procalcitonin（PCT）測定がわが国でも広く行われ

ない3）．エンドトキシンや炎症性サイトカインが体内

るようになった．

で PCT 産生を誘導することが知られている4～6）．

PCT は細菌感染による全身性炎症反応に伴って血

Dandona らは，健常人にエンドトキシンを投与し

中で急速に増加し，C-reactive protein（CRP）より迅

て PCT，tumor necrosis factor a（TNF a）な ら び に

速に反応する．白血球数，CRP，interleukin-6（IL-6）

IL-6 の血中動態を観察しているが，エンドトキシン投

などよりも特異度と感度が優れた細菌感染症の診断マ

与後，TNF a は 1 時間で上昇がみられ，ピークは 90

ーカーであることが多くの報告で示され，感染症の早

分後，IL-6 の上昇は TNF a よりやや遅くピークは 3

期診断や重症度判定，さらには抗菌薬療法のガイドと

時間後であったのに対し，PCT は 4 時間後に上昇が

しても用いられるようになった．

みられ，ピークは 6 時間後で，その後 24 時間まで高

本稿では PCT の臨床的意義について解説し，腎不
全患者における PCT の動態や腎代替療法の影響に関
Procalcitonin, a biomarker of bacterial infection
Professor Emeritus, Keio University
Naoki Aikawa

値（4 ng/mL）が続いたと報告している4）．
体 内 の PCT 産 生 細 胞 に 関 し て，甲 状 腺 細 胞 や 単

細菌感染症のバイオマーカーとしての procalcitonin
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球・顆粒球などの流血中細胞は，エンドトキシン刺激

0.05 未満で，0.05 から 0.5 では細菌感染症，0.5 以上

ではほとんど PCT を産生しないとの報告がある ．

で sepsis，2.0 以上で重症 sepsis を疑うことが種々の

一方，sepsis においては，肝臓が大量の PCT を産生

臨床データに基づいて提唱されている3）．

7）

することが知られている6, 8）．エンドトキシンやサイ
トカインの刺激を受けた単球やマクロファージが，脂

3

細菌感染症と sepsis の診断

肪細胞などの実質細胞との接触で PCT が産生される

種々の病原微生物による感染症の中で，PCT は特

との知見もある ．PCT の分解・排泄は主に肝臓でな

に細菌感染症患者において高値となることが知られて

されるとされている ．血中半減期に関しては，Acine-

いる3）．

9）

3）

tobacter baumanii で汚染された血液製剤が誤まって投

日本人患者を対象として PCT の有用性を検討した

与された 76 歳の患者のデータでは 22.5 時間と算出さ

筆者らの臨床試験12）では，PCT は細菌感染症の患者群

れている10）．

で非細菌性感染症群，非感染症群，健康成人群それぞ

2

れと比べて有意に高値となることが示されている．細

PCT の臨床応用の展開

菌感染症と非細菌性感染症の鑑別診断における PCT

臨床例における PCT 測定値を学術論文として最初

（cut-off 値 0.5）の特異度は 86.0％，感度は 64.4％ で，

に発表したのは，フランス陸軍の軍医であった Casin

receiver operating characteristic curves（ROC）を 検

らである．彼らは 1991 年の湾岸戦争直前に毒ガス吸

討した結果，ROC 下面積（AUC）は，PCT は 0.84，

入後の肺損傷を研究していたが，民間の小児熱傷患者

CRP は 0.78，IL-6 は 0.77，エンドトキシンは 0.60 と

で血中 PCT 値が上昇し，感染症を合併すると血中

PCT が最大であった（図 1）．欧米での臨床データと

PCT が一層高値となることを見つけた ．その後，前

わが国の臨床試験結果を踏まえて，わが国において，

述したエンドトキシン投与後の PCT 値上昇 が報告

PCT 検査は「細菌性敗血症の鑑別診断およびその重

されると，PCT が細菌感染症のマーカーとなりうる

症度判定」の保険適用を取得している．

11）

4）

と解釈され，フランスやドイツなど欧州を中心に，肺

種々の細菌感染症において PCT が検討されている

炎や sepsis などの患者における PCT の検討が盛んに

が，特に呼吸器感染症と sepsis 患者の診療において

行われるようになった．1997 年にドイツの BRAHMS

PCT の優れた有用性が認められている．肺炎などの

社が PCT immunoluminometric assay を発売し，臨床

呼吸器感染症の確定診断と抗菌薬療法には，痰や気管

現場において PCT の臨床検査が一気に広まり，欧州

支肺胞洗浄（bronchoalveolar lavage; BAL）などの呼

において約 5 年間で多くの臨床的エビデンスが収集さ

吸器由来検体からの病原体検出が求められる．しかし

れるようになった ．
3）

1.0

わが国では，感染症の診断マーカーとしての PCT
の immunoluminometric assay 法（LUMI test PCT;
Brahms, Germany：和光純薬社が輸入）の多施設臨床
感染症の診断に有用な検査であることが認められ12），
2006 年に臨床検査法として承認された．その後，わ
が国においても PCT 検査は臨床現場に浸透し，臨床

Sensitivity

試験が 2000 年に開始された．その結果，PCT は細菌
0.5
PCT

的検討結果の報告も近年増加している．

Endotoxin
IL-6

現在は，PCT 測定には特別の装置が不要な目視判

CRP

定による 4 段階半定量（ブラームス PCT-Q）や，種々
の自動測定器による定量測定が使われている．測定方
法にもよるが，1 mL 以下の血液検体で，最大 30 分
（早い検査法では 9 分）で結果が得られる迅速かつ簡
便な検査法として普及している．PCT 値の基準値は

0.0

0.0

0.5
1-Speciﬁcity

1.0

図 1 日本人における細菌感染症の診断マーカーの ROCs
（Aikawa N, et al. : J Infect Chemother, 11; 152, 2005 より転載）
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喀痰などでは口腔由来病原体混入の問題があり，BAL

どの混入と考えられる群では 0.28 と 5.1 であり，ROC

で細菌検査結果が得られるまでの時間も問題となる．

の検討結果からも，血流感染症の診断には PCT が

数十分で結果が得られる PCT 検査は，グラム染色や

CRP より優れていることが示されている．さらに，

細菌培養，ウイルス検査との併用により，感染の有無

血液培養陽性患者で，PCT 値が 0.5 未満の患者群の

や病原微生物の早期推定に役立っている13）．

30 日後死亡率は 6.5％ であったのに対し，PCT 値が

小児の市中肺炎においては，PCT 値は肺炎球菌性肺

2.0 を超えた患者群では 29.2％ と死亡率が有意に高く，

炎では 5 以上の異常高値となるのに対して，マイコプ

PCT が予後推定に役立つ可能性が示唆されている21）．

ラズマやウイルス性の肺炎では PCT 値は低いものが

さらに，死亡率の高い感染症としては感染性膵壊死

多い．一方，CRP 値は，肺炎球菌性肺炎のみならず

があるが，PCT は膵炎から感染性膵壊死への進展の

マイコプラズマやウイルス性の肺炎でも高値となる ．

診断に CRP より有用であり，多臓器不全合併などの

このように，インフルエンザや severe acute respi-

重症度や生命予後と関連しているマーカーとなってい

ratory syndrome（SARS） などの非細菌性呼吸器感染

る22, 23）．その他，髄膜炎24, 25），腹腔内感染症22, 26），造

症の鑑別に PCT が有用であるとの報告は多い13, 16）．

血幹細胞移植患者の感染症27），術後感染症18, 25），外傷

なお PCT 値の変動は，治療に用いられるステロイド

後感染症18, 28, 29）など種々の細菌感染症の診断や重症度

製剤の影響を受けないことが知られている17）．

判定に PCT が有用であることが知られている．

14）

15）

PCT は重症感染症である sepsis の診断や重症度判定
にも有用である．欧米では，sepsis は感染症による全
身性炎症反応症候群（systemic inﬂammatory response

4

細菌性感染症以外で PCT 値上昇
上述したように，血中 PCT は細菌性感染症で増加

syndrome; SIRS）と定義されているが ，Uzzan らは，

するが，細菌性感染症以外でも PCT 産生誘導がおこ

sepsis や重症 sepsis と非感染性 SIRS との鑑別におい

り，程度の差はあるが血中 PCT 値が上昇する．表 1

て，PCT は CRP よりも優れたマーカーであるとのメ

にそれらの疾患や病態・状態を示した．

1）

タ解析結果を報告している ．一方，前述した日本で

ウイルスによる呼吸器感染症についてはすでに述べ

の臨床試験 のデータを sepsis の重症度の観点から

たが，その他，侵襲下の様々な病態で PCT が産生さ

分 析 し た Endo ら の 検 討 結 果 で は，PCT と CRP

れることが知られている3）．筆者らの検討でも，非細

（mg/dL）の中央値はそれぞれ，非感染性 SIRS で 0.0

菌性感染症で PCT が陽性であった症例が散見された

と 2.2，sepsis で 0.6 と 16.9，重症 sepsis で 36.1 と 30.3

が，PCT 値はいずれも 1.0 未満であった12）．その他，

となっていた．非感染性 SIRS と感染性 SIRS である

手術，重症外傷，広範囲熱傷，ショックなど外科的侵

18）

12）

19）

sepsis では明らかに差があり，また重症 sepsis では
PCT と CRP はきわめて高い値を示すことが明らかと

表1

なった．特に注目されるのは，sepsis と重症 sepsis に
おける測定値の差異が CRP に比べて PCT で有意に大
きく，PCT が sepsis の重症度を反映する指標として
CRP より有用であることが示されていることである．
PCT 値とその推移は，sepsis 患者の死亡率に関連す
ることも知られている20）．
菌血症に関する最新の知見としては，血流感染症
（blood stream infection）が疑われた患者由来検体に
おける PCT 値と血液培養の検討結果20）が注目に値す
る．PCT と CRP の中央値はそれぞれ，血液培養陰性
群では 0.36 と 8.4，黄色ブドウ球菌などのグラム陽性
菌検出群では 2.17 と 14.0，グラム陰性菌検出群では
4.59 と 12.6，コアグラーゼ陰性ブドウ球菌や枯草菌な

細菌性感染症以外で PCT 誘導が
おこりうる疾患・病態・状態

真菌感染症，ウイルス感染症
外科手術後，重症外傷，重症熱傷，気道熱傷
● 遷延する心原性ショック
● 重症の灌流障害，多臓器不全，重症膵炎
● 重症腎機能障害，腎代替療法
● 重症の肝硬変，急性慢性ウイルス肝炎
● 熱中症
● 一部の自己免疫疾患
● 甲状腺の髄様癌（C 細胞腫瘍）
● 重症の腫瘍疾患の終末期
● 重症の横紋筋融解症
● 長時間の心肺蘇生後
● 新生児
●
●

Meisner M（相川直樹監訳）：細菌性病巣が認められな
い場合のプロカルシトニンの誘導．プロカルシトニン―
生化学と臨床診断； UNI-MED Verlag, Bremen, pp. 78-80,
2010 から著者（相川直樹）が要約，一部改変．

細菌感染症のバイオマーカーとしての procalcitonin
表2

種々の腎不全患者における PCT 値と CRP 値

A：外 来・慢 性
腎不全（23）

B：外 来・慢 性
腎不全（20）

腎代替療法

なし

CAPD

感染症

なし

なし

なし

Creatinine（nmol/L）・中央値

218

967

PCT（ng/L）・中央値

0.1

CRP（mg/L）・中央値

3.8

患者群（患者数）

109

C：外 来・慢 性
腎不全（20）

D：外 来・慢 性 E：ICU・急 性 F：ICU・ 急 性
腎不全（22）
腎不全（20）
腎不全（20）

HD（1 年未満） HD（1 年以上）

HD

なし

なし

sepsis

sepsis

69

69

57

56

1.1

0.3

0.6

9.9

35

8.5

14.5

51

240

244

CAPD：continuous amburatory peritoneal dialysis，HD：hemodialysis，PCT：procalcitonin，CRP：C reactive protein
（文献 36 のデータから著者が作表（一部省略））

襲による SIRS の患者では，細菌感染症がなくても

て推奨されている（レベル 2）．

PCT 値上昇が観察されている．しかしながら，ほと
んどの症例で PCT 値は 1.0 未満である3, 12）．

一方，国際的ガイドラインである「Surviving Sep32）
で は，PCT
sis Campaign ガ イ ド ラ イ ン 2012 年 版」

前述したように，重症急性膵炎では感染がなくても

は 2008 版より推奨度が高く扱われ，正常値の 2SD 以

PCT 値は若干高くなるが，感染性膵壊死となると早

上の PCT 値が「sepsis の診断クライテリア」の一項

期から PCT が急増する ．このように，表 2 に示し

目として採りあげられ，また抗菌薬使用管理の観点か

た疾患や病態の患者に発生する細菌感染症を早期に診

ら，はじめに sepsis を疑った患者でその後に感染症

断するには，PCT 値の高さや推移とともに，CRP や

の証拠がない場合，「PCT 低値が抗菌薬中止の指標」

白血球数，体温などの急性全身性炎症所見と画像診断

となるとしている（グレード 2C）．

23）

などから総合的に判断するべきであることは言うまで
もない．

日本集中治療医学会の「日本版敗血症診療ガイドラ
イン」33）では，敗血症診断のための補助的指標として，

感染症がない病態で血中 PCT が増加する機序は未

敗血症は procalcitonin＞0.5，重症敗血症は＞2.0 と記

だ解明されていない．一つの考えとして，非感染性

載されている．バイオマーカーとしては「CRP，IL-6，

SIRS でも TNF などの炎症性サイトカインが産生され

procalcitonin がある程度有用であるが，現時点では敗

て PCT 産生誘導に繋がること，さらには重症熱傷や

血症を確実に診断できるバイオマーカーはない（1C）
」

ショックなどの SIRS 状態では腸管壁のバリア機能が

とコメントされている．

破綻して，腸管内の細菌やエンドトキシンが流血中に
侵入する bacterial translocation

がおこり PCT が産

30）

将来これらのガイドラインが改定される場合は，
PCT に関する最新のエビデンスを含む検討によって，

生されるという説明もある．今後の基礎的研究も含め

PCT の位置付けはさらに高いものになる可能性があ

て解明されるべき事象である．

ると考えられる．

5

6

ガイドラインにおける PCT の位置づけ

腎機能障害・腎代替療法と PCT

PCT に関する臨床のエビデンスが集積されるとと

PCT 値に対する腎機能の影響に関しては，様々な

もに，臨床プラクティスガイドラインに PCT が採り

重症度の腎機能障害患者において，測定された PCT

あげられるようになった．ここではいくつかの代表的

の血中半減期とクレアチニンクリアランスには有意の

なガイドラインについて述べる．

関連性がないとの報告があり34），腎不全でも PCT が

米国のガイドラインとしては，2008 年に出版された

血中に蓄積することはほとんどないとされている35, 36）．

American College of Critical Care Medicine（ACCCM）

PCT の排泄・分解は主に肝臓でなされ10），腎は PCT

と Infectious Diseases Society of America（IDSA） の

排泄の主要臓器でないことは，PCT が 13.6 kD のタン

「重症患者の発熱の診断に関するガイドライン 2008 年
版」がある31）．この中で，PCT はエンドトキシン活
性とともに発熱の鑑別や sepsis の補助的診断法とし

パクであることからも容易に推察できる．
腎代替療法を施行されている腎不全患者に，腹膜炎，
カテーテル・シャント挿入部位の感染，さらには血流
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感染症が発生した場合に，迅速かつ的確な診断が求め

染症のない慢性腎不全の CRP 値は，CAPD 施行患者

られる．これらの患者における細菌感染症の診断にお

でやや高く（表 2 の B 群），HD 施行によりさらに高

いても，PCT は有用と言われているが ，腎機能や

値になっている（表 2 の C, D 群）．

36）

種々の腎代替療法が PCT の排泄に与える影響に関連
して若干考慮すべき点がある．

以上，腎代替療法が PCT の血中動態にどのように
影響するかに関していくつかの知見を示したが，フィ

間歇的血液透析（IHD）を受けている急性腎不全な

ル タ ー・膜 な ど の 特 性 を 含 め た 回 路 の 種 類 に よ り

らびに慢性腎不全患者計 68 例の検討で，IHD 施行直

PCT の排泄・除去がどのように影響されるか，さら

前の PCT と CRP の重症感染症診断における特異度と

には PCT 産生細胞が回路内で物理的・化学的に影響

感 度 は そ れ ぞ れ，PCT で 81％ と 89％，CRP で 48％

を受け，PCT 産生が亢進する可能性があるかなどに

と 89％ であり，PCT が CRP より優れていたとの知

ついて今後の検討が待たれる．

見がある．68 例中 47 例は high-ﬂux membrane が使わ
れており，これらの患者では 4 時間の IHD で PCT 値

7

PCT による antibiotic stewardship

が透析前値の 83％ に減少しており，48 時間でも前値

steward とは，大邸宅の執事や団体の事務長のよう

まで戻っていないことを観察している．したがって，

に，一定の機能の指揮を任されている人を意味し，

PCT 検 査 で は IHD 施 行 直 前 の 検 体 を 用 い，ま た，

stewardship はその指揮機能を意味する．PCT による

high-ﬂux membrane を用いている患者では，IHD 施行

antibiotic stewardship（以 下「AB stewardship」）と は，

直前値であっても，その解釈には注意が必要である35）．

PCT 値 と そ の 推 移 を 指 針 と し て 抗 菌 薬 の 使 用（開

一方，Meisner らは，sepsis の急性腎不全患者にお

始・変更・終了）を管理する治療法を意味する．従来，

いて，polysulfone 膜を使用した持続的血液濾過（CV-

抗菌薬使用は臨床症候や検査所見から医師の判断で決

VHF）施行による PCT の影響を prospective に検討し

められていたが，医師の主観的判断ではなく，PCT

ている．CVVHF 開始後 1 時間では血中の PCT は主に

の定量的数値を客観的指針とする方法である．感染症

ﬁlter adsoption で除かれ，その後は濾過液に移行して

の発症や終息から CRP 変動には 1～2 日の遅れ（time

おり，sieving coefﬁcient は 0.24 であったと報告して

lag）があるが，PCT 変動の time lag は 4～12 時間程

いる．24 時間の CVVHF 後の患者の血漿の PCT 値は

度である点に注目した新しい判断であり，主に欧州の

CVVHF 開始前値の 96％ であったという．同程度の

施設で普及しつつある．

分子量を有するサイトカイン等のタンパクと同様に，

初期のエビデンスとしては，Stolz らの COPD を対

PCT はある程度除かれるが，血漿レベルはほとんど

象 と し た randomized controlled trial（RCT）が 2007

変化しないので，CVVHF 施行中の急性腎不全患者に

年に Chest 誌に発表されている39）．さらに，救急部門

おいても，PCT が sepsis の診断に有用なマーカーと

に来院した急性下気道感染症患者に PCT 値による AB

なると結論している ．

stewardship を施行した Brier らの検討では，抗菌薬

37）

一方，慢性腎不全患者の PTC と CRP を検討した 7

使用が 4～5 割減少したとの知見が得られている40）．

論 文（発 表 年：2001～2010 年）の meta-analysis の 結

その後，2010 年に Lancet 誌に掲載された PRORATA

果から，両マーカーともに細菌感染症に対する特異度

Trial41）の結果が注目をあびている．PRORATA Trial で

はよいが感度が低いので，慢性腎不全患者の細菌感染

は，PCT 値が 1.0 以上で「抗菌薬開始」を強く推奨し，

症を除外するには問題があるとされている ．

0.25 未満で抗菌薬開始を強く否定，感染初期の PCT

38）

Steinbach ら は，慢性腎不全と急性腎不全患者に

データの場合では 6～12 時間後に PCT を検査して再

おいて，CAPD あるいは HD による治療の有無と感染

検討する．一方，抗菌薬投与中患者の抗菌薬継続・変

症（sepsis）の有無別に PCT 値と CRP 値を検討して

更・中止の指針としては，PCT のピーク値からの減

いる（表 2）．その結果，感染症のない慢性腎不全患

少が 80％ 未満でかつ PCT 値が 0.5 以上では「抗菌薬

者では，PCT 値はほぼ正常域にあるが，CAPD 施行

継続」を推奨，ピーク値より増加で PCT 0.5 以上では

患者では（CAPD 施行前の）PCT 値がやや高い傾向

「抗菌薬変更」を強く推奨，0.25 未満では「抗菌薬中

にあることを見出している（表 2 の B 群）．一方，感

止」を強く推奨する指針を採用している．AB stew-

36）

細菌感染症のバイオマーカーとしての procalcitonin
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ardship 適用により抗菌薬投与日数が平均 2.7 日減少

が解明され臨床応用の基礎的根拠が示されることを期

し，感染増悪などのリスクはなかったとされている．

待したい．

一方，Albrich WC ら は，下気道感染症患者を主
42）

な対象として，PCT による AB stewardship について
サーベイしたところ，指針遵守率は 68.2％ であったが，
スイス（10 施設）では 75.8％，フランス（3 施設）で
は 73.5％ であったのに対して，米国（1 施設）では
33.5％ と，米国において遵守率が有意に低かったこと
を見いだしている．抗菌薬使用日数は，指針を遵守し
た患者群の平均 5.9 日に対し，遵守しなかった患者群
では平均 7.4 日と，長期間の抗菌薬投与がなされてい
た．PCT 値により抗菌薬投与を抑制した患者でも合併
症のリスクは増加しなかったという．PCT による AB
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臨床と研究

透析患者の末梢動脈疾患に対する
LDL アフェレシス治療
佐藤元美
社会保険中京病院腎・透析科

key words：末梢動脈疾患，重症下肢虚血，デキストラン硫酸 LDL 吸着法

要

かが非常に重要な課題であり，
「total vascular control」

旨

という治療概念も提唱されている．

我々は，末期腎不全・透析患者に合併した PAD に

本稿では，透析患者における PAD の特徴を概説する．

対し，LDL アフェレシス治療（LDLA）を実施してき

さらに，PAD 治療の一つである低比重リポ蛋白アフェ

た．人工炭酸泉療法などを適宜併用し，約 80％ の症

レシス治療（low density lipoprotein apheresis; LDLA）

例で創傷治癒などの臨床効果を認めた．重症下肢虚血

について当院での臨床成績をまじえて紹介する．

例での 5 年生存率は 20％ であり，間欠性跛行例での
30％ に 比 し 有 意 に 低 か っ た．一 方，経 過 観 察 中 に

2

透析患者における PAD の特徴

LDLA を 3 クール以上実施した例での 5 年生存率は

透析患者に存在する基本的病態として「protein-en-

42％ で，2 クール以下の 17％ に比し有意に良好であ

ergy wasting」が注目されている2）．エネルギー源と

った．予後改善を目指すには，いかに初期治療を成功

しての筋肉量・脂肪量や体タンパク質の減少・喪失が

させタイミングよく LDLA を繰り返すか，が鍵となる．

特徴的で，炎症性サイトカインなどにより代謝回転が

さらに，栄養介入や運動療法，微小循環障害を起こさ

亢進しているため栄養補給だけでは改善しない状態で

ない透析療法の工夫など「包括的な治療」が求められ

ある．適切な管理を行わなければ徐々に進行し，やが

ている．

て，動脈硬化性心血管系合併症の増加や体重減少，

1

QOL 低下などをきたし予後不良となる．

はじめに

我々は，透析患者における PAD の発症・進行機序

末梢動脈疾患（peripheral arterial disease; PAD）と

として「慢性ストレス仮説」を提唱してきた3）
（図 1）．

は，冠動脈以外の大動脈およびその分岐血管において，

尿毒素の蓄積や糖尿病・内分泌異常，透析に関連した

動脈硬化が原因で血流障害を引き起こす疾患の総称で，

生体非適合性状態などが，慢性炎症・酸化的ストレ

日本で使われる閉塞性動脈硬化症とほぼ同義である．

ス・血管内皮機能障害（いわゆる慢性ストレス）を形

近年，PAD は，全身の動脈硬化症の一分症として発

成し，これらは相互に影響し合いながら微小循環障害

症する脳動脈疾患・冠動脈疾患と合わせて「アテロー

を惹起する．さらに，粥状動脈硬化への進展を促し，

ム血栓症」という疾患概念として捉えられており，そ

血管石灰化も伴いながら PAD を発症すると推察され

れらは互いに合併し poly-vascular disease として予後

る．

を悪化させることも明らかとなっている ．そのため，

実際，明らかな PAD を有していない維持血液透析

1）

これらの疾患をいかに早期に診断し治療介入していく

（HD）患者において，微小循環障害の一指標である足

LDL apheresis for peripheral arterial disease in dialysis patients
Department of Nephrology and Dialysis, Social Insurance Chukyo Hospital
Motoyoshi Sato
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尿毒症状態 内分泌異常
サイトカイン・活性酸素の産生亢進

慢性炎症

透析時生体非適合性

酸化的ストレス

透析による有用物質の除去

血管内皮障害

糖尿病

悪性サイクル
微小循環障害
粥状動脈硬化
血管石灰化
加齢

末梢動脈疾患
図1

Ca・P 代謝異常

慢性ストレス仮説

背部での経皮酸素分圧値は健常人に比し有意に低下し
ていた．しかし，抗酸化ビタミンであるビタミン C

がきわめて不良である
などがあげられる．

とビタミン E の併用投与により，健常人に近いレベ

近年，維持 HD 患者の PAD 合併率は非常に高く，

ルまで回復したことから，酸化的ストレスが HD 患者

約半数は無症候性であったと報告された6）．また，透

の微小循環障害に関与しており可逆的な現象であるこ

析患者における下肢切断後の生存率は，1 年 51.9％，

とが示唆された ．また，ダイアライザの種類により，

5 年 14.4％ ときわめて不良であることも示されてい

HD 施行中の皮膚微小循環障害の程度が異なることを

る7）．糖尿病性腎不全患者においては，導入前にすで

確認し，現在最も使用されているポリスルホン膜ダイ

に動脈硬化がかなり進行した状態であり，PAD を含

アライザにおいてその程度が強いことを示した ．

む心血管系合併症は比較的早期に出現する．

4）

5）

HD 中の微小循環障害は，生体非適合性に由来する酸
化的ストレスや血管機能障害などにより引き起こされ
ることが推察された．

3

LDLA 治療について
PAD 診療において「早期発見・早期治療」が理想

以上のような病態から，透析患者における PAD は，

であるが，現時点ではその診断・治療体系は完全には

①

確立していない．特に，透析患者では，潰瘍・壊死な

粥状動脈硬化とメンケベルグ型中膜石灰化硬化
の共存

②

高度・多発的・広範な血管病変の進展

③

毛細血管機能異常や血液レオロジーの変化など
による著明な微小循環障害の存在

ど重症化して初めて気づかれることも多く，緊急的課
題である．
PAD の治療法には，
①

禁煙・血圧管理・薬物療法などの基本的治療

などの特徴を有する．すなわち，器質的・機能的な血

②

外科的あるいは内科的血行再建

行障害を重積するために重症度が高いのである．

③

創傷治療

一方，PAD を有する透析患者の特徴としては，

④

LDLA 治療や高気圧酸素療法・血管新生療法な

①

日常行動制限や活動性低下のため早期症状に乏
しく無症状例も多い

どの特殊治療
等がある．

糖尿病の存在や高齢化・長期 HD の影響など

LDLA は血液浄化法の一つで，体外循環を利用し，

に よ り，重 症 下 肢 虚 血（critical limb ischemia;

血中の過剰な LDL を一挙に大量に除去することによ

CLI）例が多く手術適応に乏しい

り，動脈硬化病変の進行抑制やその改善を目的として

②

③

シャントの存在により，上肢にも虚血症状が出
現する（スティール症候群）

④

虚血性心疾患や脳血管障害の合併例が多く予後

開発された．PAD 治療においては，薬物療法と侵襲
的治療との中間的な治療として捉えられている．
現在，日本において最も汎用されているのは，デキ

透析患者の末梢動脈疾患に対する LDL アフェレシス治療
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LDL アフェレシスの効果と機序

1. 速効的・早期効果 ―― 微小循環改善作用
①血液レオロジーの改善：血液・血漿粘度の低下，赤血球変形能の改善
②凝固系因子の低下：フィブリノーゲン・リポプロテイン（a）などの除去
③血管拡張物質産生の増加：ブラジキニン・一酸化窒素・PGE 1・PGI 2 などの産生
④免疫調節・抗炎症作用：白血球の接着分子発現・活性化の抑制，CRP 除去
サイトカイン産生・活性化の抑制
⑤ LDL 易酸化性の改善：small-dense LDL の除去
⑥血管内皮機能の改善：酸化 LDL 除去による一酸化窒素産生の増加
2. 長期・反復治療による持続的効果 ―― 抗動脈硬化作用
①動脈硬化病変の発症・進展抑制，狭窄病変の退縮：CRP 低下・P-selectin 低下
②側副血行路の発達：血管内皮細胞増殖因子の産生増加，CD 34 陽性細胞の増加

ストラン硫酸 LDL 吸着法（dextran sulfate adsorption

どがある．また，アンギオテンシン変換酵素阻害薬を

LDL apheresis; DSAL）であり，二重膜濾過血漿分離

服用している症例では，DSAL 施行時に産生されるブ

交換法（double ﬁltration plasmapheresis; DFPP）もし

ラジキニンの不活化がそれにより阻害されるため，開

ばしば実施される．最近では，分離血漿を加温・再循

始早期にショックを起こす危険性が高い．

環させることにより，LDL の除去効率を高めた DFPP

われわれは，250 例（糖尿病性腎不全 181 例，CLI

変法（DF サーモ法）が普及しつつある．それぞれ長

209 例）の PAD 合併末期腎不全・透析患者に LDLA 治

所・短所はあるものの，臨床効果などに大きな差違は

療を施行してきた（表 2）
．人工炭酸泉療法，血管内治

みられない．

療，マゴット治療，等を可能な限り併用した結果，約

PAD に対する LDLA 治療の作用は，
①

早期に発現する微小循環障害の改善効果

②

長期・反復操作による側副血行路の発達や動脈
硬化の発症・進展抑制

80％ の症例で臨床所見・症状の改善を認めた（表 3）．
途中死亡や予後不明の 30 例を除く 220 例において，
38 例で経過中に下腿・大腿切断が施行され，165 例が
死亡した．平均生存期間は 26±29 カ月であり，81 例

である．

が 12 カ月以内に死亡した．心血管系合併症や脳血管

酸化的ストレスの軽減

や血管内皮細胞増殖因子産

障害が死因となった例は 104 例（63％）と過半数を占

生の増加9）など，LDL コレステロール除去に依存しな

め，感染症・敗血症例は 27 例（16％）であった．220

いいくつかの作用機序も示されており，非高脂血症例

例での累積生存率は 1 年 62％，2 年 47％，5 年 21％

に合併した PAD に対しても非常に有用性の高いこと

であり，特に，間欠性跛行 38 例において 1 年生存率

が報告された ．実際には，いくつかの作用機序が組

87％，2 年 71％，5 年 30％ と，CLI 182 例の 1 年生存

み合わさり優れた臨床効果を発揮するものと推察され

率 56％，2 年 42％，5 年 20％ に比し有意に高かった

3, 8）

10）

る（表 1）．
4

LDLA 治療の実際と治療成績

（Logrank test，p＜0.01）（図 2 A）．
また，非定期的に LDLA 治療を 3 クール以上（1 ク
ールは一定期間内に LDLA を 5 回以上実施）施行し

LDLA は，膜型血漿分離器で全血から血漿を分離し， た群（32 例）では，1 年生存率 91％，2 年 88％，5 年
得られた血漿を吸着器または膜型血漿分画器に通すこ

42％ であり，2 クール以下の群（188 例）の 1 年生存

とにより LDL を選択・除去している．治療条件とし

率 57％，2 年 41％，5 年 17％ に比し有意に良好であ

て，血液流量 50～100 ml/min，血漿流量 15～30 ml/

っ た（Logrank test，p＜0.01）（図 2 B）
．し か し な が

min，血漿処理量 3,000～5,000 ml/回，1 クール 10 回

ら，初期治療に成功した例がその後の LDLA 治療も

/3 カ月，が一般的である．未分画ヘパリン（開始時

可能となることから，治療開始から 3～6 カ月間にお

1,000～2,000 単位，持続 500～1,000 単位/時）が抗凝

いていかに効果的かつ確実に治療するか，また，いか

固薬として汎用されるが，場合により低分子ヘパリン

に適切なタイミングで LDLA 治療を繰り返し実施し

やメシル酸ナファモスタットも使用される．LDLA 治

ていくか，が重要と思われた．

療の合併症として，体外循環に伴う血圧低下や出血な

PAD 合併透析患者に対する LDLA 治療の今後の課
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表2

HD：CAPD：保存期
男性：女性
平均年齢（歳）
平均透析期間（月）
臨床症状
間欠性跛行，透析時疼痛
安静時疼痛，潰瘍・壊死
合併症
透析アミロイドーシス
二次性副甲状腺機能亢進症
副甲状腺機能低下症
心血管系疾患
脳血管系疾患

Vol. 29

No. 1

2014

患者背景
合

計

CGN・他

DMN

65：3：1
49：20
67±10
147±110

169：4：8
116：65
64±10
73±61

234：7：9
165：85
65±10
93±82

25
43（感染 13）

16
166（感染 82）

41
209（感染 95）

22（32％）
16/48（33％）
26/48（54％）
35（51％）
9（13％）

20（11％）
27/92（30％）
57/92（62％）
105（58％）
42（23％）

42（17％）
43/140（31％）
83/140（59％）
140（56％）
51（20％）

’13. 12 末現在，1 クールで LDLA 5 回以上実施した患者を対象．
CGN・他； 糖尿病性腎症以外を原疾患とする群，DMN； 糖尿病性腎症を原疾患とする群．

表3
効

果

例（％）

著
有
不
増
不

効
効
変
悪
明

51（20.4）
144（57.6）
29（11.6）
24（ 9.6）
2（ 0.8）

合

計

LDL アフェレシス治療を中心とした治療の効果

250

併
EVT

bypass

25
48
11
13

1
5

97

6

移

用
植

療

法

MDT

CBT

1

1
7
4
2

36
75
10
9
1

5

14

131

1
3

肢切断

4
4

’13. 12 末現在．1 クール目（LDLA 5 回以上施行）終了時に評価した．症状・所見が Fontaine 分類で 1 段
階改善した例を著効，同じ段階で軽減した例を有効，とした．
EVT：血管内治療，bypass：外科的血行再建，移植：末梢血幹細胞移植，MDT：マゴット治療，CBT：
人工炭酸泉療法．

A．症状例

B．施行クール数別

累積生存率（％）

累積生存率（％）

100

● 〜FⅡ
（38）
■ FⅢ〜（182）

80

p＜0.01
(Logrank test)

60

100
80

40

20

20

0

0
20

40

60

p＜0.01
(Logrank test)

60

40

0

● 〜2 回（188）
■ 3 回〜（32）

80 100 120 140 160 180

0

20

40

60

観察期間（月）

80 100 120 140 160 180
観察期間（月）

図 2 LDL アフェレシス治療を実施した末梢動脈疾患合併慢性腎臓病患者の予後
A：症状の違いによる累積生存率の比較，FII：間欠性跛行，FIII：安静時疼痛，潰瘍・壊
死，B：LDL アフェレシス治療を施行した回数（クール）の違いによる累積生存率の比較．

題としては，
①

有効・無効例の比較・分析と効果予測因子の解
明

②

多施設での反復治療と長期予後に関する検討

③

装置や技法の簡便・簡略化

などがあげられる．

透析患者の末梢動脈疾患に対する LDL アフェレシス治療
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ていた．また，責任病変部位として全肢で膝下動脈病

重症下肢虚血に対する DSAL 併用療法

変を有しており，34 肢で膝上病変も認めた．

透析患者の PAD では治療に難渋する CLI 例が非常

EVT を計 70 回施行したが，血管の高度石灰化や多

に多い．CLI は 2 週間以上持続する安静時疼痛や潰

発的狭窄・閉塞のために成功例（完全拡張）は 42 回

瘍・壊死などの虚血性皮膚病変を有する状態と定義さ

（60％）に留まった．しかしながら，不完全拡張例や

れ，なんらかの血行再建を実施しない限り下肢切断に

拡張不能例においても，DSAL などを併用することに

至るリスクが非常に高い．下肢動脈の狭窄・閉塞病変

より疼痛の軽減や潰瘍・壊死の縮小，創傷治癒など治

による血流低下として捉えられる末梢循環障害と組織

療効果を認めた（表 4）．また，微小循環障害の指標

灌流圧の低下で示される微小循環障害が相互に影響し

として，皮膚灌流圧（SPP）測定が施行できた症例で

あった病態であり，それら障害の程度を適切に把握し

は，たとえ血管拡張が不十分でも DSAL の併用によ

治療していくことが重要となる．すなわち，末梢循環

り有意に SPP が改善した（表 5）．経過中，19 肢で創

障害に対しては血行再建術が選択されるが，透析患者

傷治癒が得られ，一方，14 肢で下腿・大腿切断とな

では完全血行再建の可能な症例はそれほど多くはない．

り 37 例が心血管系合併症や感染症などで死亡した．1

一方，微小循環障害に対して，ブラジキニン産生など

年救肢率 78％，2 年 72％ であったが，累積生存率は

の作用を有する DSAL は有用な治療ツールであり，可

1 年 59％，2 年 42％ と依然低値に留まった．

能な施設では血管新生療法 や体外衝撃波治療 も選
11）

入院時からの低栄養・慢性炎症状態などが予後に大

12）

択される．

きく影響すると思われたため，最近では，栄養介入や

我々は，CLI 合併 HD 患者 57 例 62 肢（男性 41 例，

運動療法を入院時より積極的に実施している．さらに，

糖尿病性腎不全 46 例，平均年齢 68 歳，平均透析歴

EVT 後や DSAL 施行中・施行後の維持透析療法にお

103 カ月）に対し，血管内治療（EVT）を可能な限り

いては，「血圧が下がらない」「微小循環障害を起こし

実施し，同時に DSAL や人工炭酸泉療法・マゴット

にくい」ことが必須であり，PAN 膜ダイアライザの

治療などを併用した集学的治療を行った．患肢の内訳

使用やアセテートフリーバイオフィルトレーションの

は，安静時疼痛 4 肢，小範囲潰瘍・壊死 44 肢，広範

実施13）が選択される．今後，PAD 患者，特に CLI 合

囲潰瘍・壊死 14 肢であり，23 肢で創部感染を合併し

併透析患者に対して，それらを含む「包括的治療戦

表4

重症下肢虚血に対する血管内治療と LDL 吸着法との併用効果（1）

初期成功

著効・有効

不

変

増

悪

計

0
1a
1b
2

3（ 1）
14（ 7）
4（ 0）
42（17）

2（1）
0（0）
0（0）
0（0）

1（0）
3（2）
0（0）
1（0）

6（ 2）
17（ 9）
4（ 0）
43（17）

63（25）

2（1）

5（2）

70（28）

’13. 12 末，57 例 70 回．一連の DSAL 終了時に判定．創部が治癒・改善した例を著効・
有効，創部が拡大・感染など悪化した例を増悪，とした．（ ）内は入院時感染例．
0：膝上および膝下動脈の狭窄・閉塞残存（拡張不能），1a：膝上動脈のみ拡張可能，
膝下動脈の狭窄・閉塞残存，1b：膝下動脈の狭窄・閉塞残存（不完全拡張），2：
one-straightline ﬂow の確保（完全拡張）．

表5
拡

重症下肢虚血に対する血管内治療と LDL 吸着法との併用効果（2）
張

total
S
F
S vs F

回

治療前
（mmHg）

DSAL 後
（mmHg）

p value

32
21
11

22±16
25±17
15±14

46±26
52±26
36±22

＜0.0001
＜0.0001
＜0.01

NS

NS

経時的に皮膚灌流圧が測定可能であった 32 回での検討．DSAL：デキストラン硫
酸 LDL 吸着法，S：完全拡張，F：不完全拡張・拡張不能．
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血行再建

創傷管理

透析療法の工夫

リスクファクター管理
リハビリテーション

LDL アフェレシス治癒

創傷治癒

フットケア

下肢症状改善・悪化予防
筋肉量増加・筋力増強

歩行能力改善

心肺機能向上

QOL 改善・ADL 向上

長期予後改善

心血管系合併症治癒

透析合併症治癒

図 3 重症下肢虚血に対する包括的治療戦略
リハビリテーションには，運動療法・栄養療法・薬物療法や精神的ケアなどが含まれる．

略」が重要になると思われる（図 3）．
6

5） Sato M, Morita H, Ema H, et al. : Effect of different dialyzer
membranes on cutaneous microcirculation during hemodialy-

おわりに

sis. Clin Nephrol, 66; 426-432, 2006.

PAD 治療の最終目標は，「足を救い，QOL を高め，

6） Okamoto K, Oka M, Maesato K, et al. : Peripheral arterial
occlusive disease is more prevalent in patients with hemodialy-

予後を改善する」ことである．HD 例のような微小循

sis : comparison with the ﬁndings of multidetector-row com-

環障害の強い患者群において，LDLA 治療を併用する

puted tomography. Am J Kidney Dis, 48; 269-276, 2006.
7） Bernadette A, Chantel NH, Allen DH, et al. : Major lower ex-

意義は大きいと思われた．
さらに，PAD の予防・診断・治療においては，各
診療科のみならず看護師，臨床工学技士，理学療法士，
栄養士，装具士，等が連携することが必須である ．
14）

いわゆる「チーム医療」として，フットケア，運動療
法，栄養管理や透析・LDL アフェレシス治療等を協
調して実施していくことで，目標達成が可能となる．
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3） Sato M, Amano I : Changes in oxidative stress and microcirculation by Low-density lipoprotein apheresis. Ther Apher and
Dial, 7; 419-424, 2003.
4） Sato M, Matsumoto Y, Morita H, et al. : Effects of vitamin
supplementation on microcirculatory disturbance in hemodialysis patients without peripheral arterial disease. Clin Nephrol,
60; 28-34, 2003.

12） 宮本正章：末梢動脈疾患に対する低出力体外衝撃波による
非侵襲的血管再生療法．日医大医会誌，7； 31，2011．
13） 佐藤元美，葛谷明彦，加納康子，他：AN69 膜ダイアライ
ザ使用時における微小循環動態と循環血液量変化率との関連．
ハイパフォーマンスメンブレン ’10，腎と透析，69（別冊）
204-206，2010．
14） 佐藤元美，天野

泉：透析患者の末梢動脈疾患に対する総

合的取り組み．透析会誌，40； 145-146，2007．
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カルニチン補充療法の光と影
鈴木正司
信楽園病院腎臓内科

key words：カルニチン，粥状動脈硬化

要

旨

droxybutylobetaine）は細胞のエネルギー代謝に必須
である．カルニチンおよびその原料（lysine，methyo-

カ ル ニ チ ン（Carn）は 赤 味 肉 に 豊 富 に 含 ま れ る

nine）は食肉，乳製品に多く存在するが，保存期腎不

trimethylamine（TMA）である．TMA は肝臓で TMA-

全（CRF）患者や透析患者ではそれらの摂取制限が課

oxide（TMAO）に代謝される．最近になって，この

せられている．したがって，CRF 患者や透析患者で

TMAO がマクロファージの foam cell 化を介して粥状

はカルニチン摂取不足に陥りやすい．またカルニチン

動脈硬化を促進させることが指摘された．菜食主義者

は肝，腎，脳でも合成・供給されているが，CRF で

の血中 TMAO が低いことや，血中 Carn と TMAO が

は腎での合成分も低下する．このような観点からすれ

共に高い例では心血管病を有する傾向が強いことも判

ば，CRF および透析患者ではカルニチン減少～欠乏

明している．さらに，動物に Carn を経口投与すると

状態と言える．

血中 TMAO が増加し，粥状硬化を促進させることも

加えて，腎でのカルニチン合成の低下も生じる．さ

示されている．したがって，透析患者に長期に Carn

らに腎不全では，アシル基が血中に蓄積してアシルカ

の経口投与を行うさいには，このような事実を考慮に

ルニチンとなる．結果的に腎不全では遊離カルニチン

加えるべきである．

が減少し，アシルカルニチンは増加する．一方では，

1

腎不全，長期透析患者でのカルニチン欠乏
透析による長期生存が可能になっても，その平均余

命は一般人口に比較しておよそ半分である．その死因
の主たるものは，心不全，感染症，悪性腫瘍であり，
ついで脳血管障害，心筋梗塞（冠動脈疾患）である．

カルニチンは分子量 162 と小さく，透析で容易に除去
される．このような状況が長期に繰り返されるために，
特に長期の透析患者ではカルニチン減少～欠乏が顕著
となる．
2

カルニチン補充療法の効果

し か し，表 面 的 に は 特 筆 さ れ な い も の の，低 栄 養

1980 年頃から透析患者に対するカルニチン（特に

（malnutrition）の 存 在 は，MIA（malnutrition, inﬂam-

L カルニチン）補充療法の効果が多数検討されてきた．

mation, atherosclerosis）症候群で知られるごとく無視

そのメタ解析の結果1），腎性貧血での効果（エリスロ

できない．特に蛋白・熱量の不足による低栄養（pro-

ポ エ チ ン（EPO）登 場 前 で は Hb 濃 度 の 改 善，EPO

tein-energy malnutruation）状態が長期透析患者では

登場後ではその投与量の減少）が広く認められた．ま

重要である．

た易疲労感，筋力低下，筋痙攣（透析中）
，血圧低下

水溶性アミンであるカルニチン（c-trimethyl-b-hyCarnitine supplement in dialysis patients; it’s merits and demerits
Shinraku-En Hospital
Masashi Suzuki

の改善，ひいては QOL の改善も期待された．しかし
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個々で有効な症例は観察されるものの，統合的な評価

直さず trimetylamine を沢山摂取することに他ならな

が困難であり，確証は得られていない．

い．雑食性（肉でも野菜でもなんでも食べる）タイプ

さらにミトコンドリアでの長鎖脂肪酸の b 酸化，

のヒトは，完全菜食主義者や通常の菜食主義者と比較

TCA サイクルによるエネルギー産生において，カル

して，血中 TMAO 濃度が高い（TMAO 産生量が多い）
．

ニチンは必須である．このことから，カルニチンは脂

そして彼らの糞便中の細菌群を見ると，TMA を産生

質代謝への好影響を及ぼすものと期待された．しかし

する細菌群が有意に多い．また血中 L カルニチン濃

メタ解析では，中性脂肪，総コレステロール，コレス

度が高く，同時に血中 TMAO 濃度が高い例では，心

テロール分画への影響は確認されていない ．

血管疾患（CVD）を有する傾向が強く，心筋梗塞，

1）

脳卒中を発症，あるいは死亡するリスクが高い．
3

マウスに長期間 L カルニチンをサプリメントとし

腸内細菌群による食物成分からの

て投与すると，腸管内の細菌構成が変化し，TMA の

粥状硬化促進物質産生

合成が亢進し，結果的に血中 TMAO 濃度が亢進し，

わが国でも漸く L カルニチンが薬剤として投与可

粥状硬化の促進が認められた．また L カルニチンあ

能となったが，米国の研究グループから 2011 年 ，

るいは choline をサプリメントとして投与したマウス

2013 年に興味ある報告が出され，カルニチンの補充

では，マクロファージでのコレステロール逆転送が抑

療法に冷水を浴びせる形となっている．

制された．

2）

まず彼らは，食物として摂取された脂質である phosphatidylcholine が腸内細菌群によって choline，trim-

5

ethylamine N-oxidade（TMAO），betaine に 代 謝 さ れ

非菜食主義者と菜食主義者の死亡率の比較
対象者を非菜食主義者から完全菜食主義者の間で 5

ることを見出した．さらにマウスに choline，TMAO，

群に分けて，平均 5.8 年間観察した米国での前向き

betaine を食餌に混入して与えると，マクロファージ

cohort 調査の報告4）がある．それによると，対象者の

の scavenger receptors を 増 加 さ せ る こ と，さ ら に

各種背景因子やライフスタイルで調整しても，菜食主

TMAO，betaine を食餌に添加すると動脈の粥状硬化

義 者 で は す べ て の 死 因 を 含 め た 死 亡，非 CVD（非

を促進させることを見つけた．また，マウスに choline

癌）死亡，腎疾患死亡，内分泌疾患死亡の率が低く，

を与えると，腸内細菌群により TMA が産生され，そ

この関連性は女性よりも男性間でより有意であった．

れが肝臓で TMAO に代謝されて，その結果，マクロ

肉食の比率が多いほど，カルニチン摂取が多くなる

ファージ内でのコレステロール蓄積が増強し foam

ことは十分に想定されることであるため，先の動物実

cell を形成するが，無菌マウスではこの現象が見られ

験やヒトでの観察結果と突き合わせるとなんとなく頷

ないこと，抗生物質を投与することで腸内細菌を死滅

ける結果でもある．

させておくとやはりこの現象が見られないことを証明
した．さらに，肝臓で TMA から TMAO を産生させ
る酵素（FMOs）を遺伝的に抑制させたマウスでは，
高脂血症でも粥状硬化は出現しなかった．

6

透析患者への L カルニチン投与
以上の報告を総合すると，よかれと考えて経口投与

している L カルニチンが，実は想定する効果とは逆に，

つまり，食餌由来の phosphatidylcholine が腸内細

長期的にはマイナスの影響を及ぼしている可能性も否

菌群により choline→TMA→肝臓で TMAO に代謝さ

定できない．透析患者ではもともと心血管疾患の頻度

れ，これが動脈の粥状硬化を促進させるという筋書き

が高いことから，L カルニチンの投与，特に長期に亘

を描いて見せたわけである．

る場合にさいしては，一度はこれらの事実を考慮して

4

カルニチン投与はマウスの動脈硬化を促進3）
カルニチンは赤味肉に豊富に含まれる trimetylam-

みるべきであろう．

文

献

in である．したがって，肉を多く摂取することはカ

1） Hurot JM, Cucherat M, Haugh M, et al. : Effects of L-carni-

ルニチンを多く摂取することになるが，これは取りも

tine supplementation in maintenance hemodialysis patients : a

カルニチン補充療法の光と影
systematic review. J Am Soc Nephrol, 13; 708-714, 2002.
2） Wang Z, Klipfell E, Bennet B, et al. : Gut ﬂora metabolism of
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患者向け情報システム “ぽぽら®” を用いた震災対策
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®

要

緒

旨

言

東レ・メディカル社製患者監視装置と連動する緊急

いつ，どこで起こるか予想できない地震は，ベッド

地震速報などを備えた BMT 社製患者向け情報テレビ

上で透析中の透析患者にとっては大きい不安要素の一

システム “ぽぽら ” を用い，震災発生時の患者の心理

つであることは言うまでもない．今回，全腎協（社団

状況等についてアンケート調査を用いて検討した．

法人全国腎臓病協議会）が推奨し，地震が発生する直

®

多くの患者は，緊急地震発生時においては，自分が

前 の 緊 急 地 震 速 報 機 能 な ど を 兼 ね 備 え た BMT

無防備な状態で透析治療を受けていることを理解して

（Bridge Motion Tomorrow）社製患者向け情報テレビ

おり，予告なしに高い震度の地震が発生すれば自分が

システム “ぽぽら®” を用い，震災発生時の患者の心理

精神的に混乱をきたし，落ち着いた行動がとれなくな

状態などについて検討を試みた．

ることを自覚している．したがって，患者に落ち着い
て行動してもらうためにも，地震の揺れの到達前に地

1

震の到来を知らせることは有用であると考える．

“ぽぽら®” について
“ぽぽら®” の意味は，より「ぽじてぃぶ」に，より

・ホームサイスモ（エイツー社製）

地震
発生

地震の第一波であるP波（初期微動）を検知できる
地震計を内臓．
P波は秒速 8 km，実際の揺れ（S波）は秒速 4 km.
その秒速 4 km の差を利用した速報システム．

P波

実際の揺れ（S波）の到着の前に，
速報画面を出します．

※震源から 40 km の場合，10 秒前．

図1

ぽぽらの緊急地震速報概略

Earthquake disaster measures using information system “POPORA®” for patients
Santo Second Clinic
Isei Ei
Ran Ei
Clinical department of engineering, Santo Second Clinic
Hiroyuki Goto
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ある
ない
わからない

51. 7％
74 例

4. 9％
7例
図2

実際の速報画面

43. 4％
62 例

図 3 Q1『あなたは透析治療中に地震にあったことはありますか？』

「ぽっぷ」に，より「らくちん」をテーマに，透析患
者の “生きる力” を支援するために開発されたシステ

14. 4％

53. 3％

ムである．テレビの画面で，VOD 方式の映画視聴お
よび透析進行状況の表示（東レ・メディカル社製患者
監視装置と連動）などが可能であり，さらに緊急地震
速報の機能を兼ね備えているものである．当院では本
システムを，2011 年の 10 月より 19 インチのデジタ
ルテレビとともに導入した．
緊急地震速報システムの概略を図 1 に示す．院内
設置のホームサイスモ（エイツー社製）という端末に
内蔵された地震計により，初期微動である P 波の検

3. 4％
6. 7％

7. 8％

4. 4％

10. 0％

寝ていたので気
づかなかった
小さな地震なの
で怖くなかった
小さな地震だけ
ど怖かった
大きな地震だけ
ど怖くなかった
大きな地震なの
で怖かった
何も思わなかっ
た
その他

図 4 Q2『Q1 で「透析中に地震の経験がある」と答えた人で，
透析治療中に地震にあった時にどのように感じましたか？
（複数回答あり）』

すか？』の質問には 51.7％ があると答えた（図 3）．

知と気象庁から受診する緊急地震速報の早いほうの信

Q2：『Q1 で「透析中に地震の経験がある」と答え

号を受けて，実際の揺れである S 波の到着の前に地

た人で，透析治療中に地震があった時にどのように感

震発生を警告する．当院では，ホームサイスモを一階

じましたか？』の問いには，“小さな地震なので怖く

の躯体にアンカー固定している．

なかった” と答えた人が 53.3％ と過半数を超えたが，

実際の速報画面を図 2 に示す．患者がテレビ鑑賞

“小さな地震だけど怖かった” が 14.4％，“大きな地震

中はもちろん，仮にテレビの電源がついていなくも，

なので怖かった” が 7.8％ と，22.2％ の患者が地震の

地震発生の 10 秒から 20 秒前に音声とともに速報画面

規模の大小に関係なく怖かったと答えていた（図 4）．

が現れる．10 秒あれば，患者は枕や布団で頭や体を

Q3：『Q2 で「怖かった」と答えた人で，どのよう

守ることができる．当院では震度 4 以上が予想される

に「怖かった」ですか？ （複数回答あり）』の問いに

ときに表示される設定としている．

は，“ベッドの上で大きく揺れた” が 32.3％，“体が自

2

対象および方法
当院の 190 例（男性 135 例，女性 55 例）の透析患

者を対象とした．平均年齢は 55.3±15.3 歳，平均透析
歴は 10.6±6.5 年であった．

由に動かせなかった” が 25.8％ を占め，併せて 58.1％
の患者が穿刺されベッドの上で体が自由に動かせない
からこそ恐怖を感じると答えていた（図 5）．
Q4：『透析治療中に震度 6 以上の大きな地震がきた
ら，どのように感じると思われますか？ （複数回答

方法として，まず緊急地震速報の試験放送訓練を行

あり）』の問いには，“冷静に対応できると思う” の患

い，その後に緊急地震速報および地震発生時の行動プ

者が 39.8％ を占めたものの，“すぐに透析室か病院外

ランに関するアンケートを行った．

に出る” の患者が 16.8％，“パニックになるほど怖が

3

アンケート内容と結果
Q1：『あなたは透析中に地震にあったことはありま

る” の患者が 8.7％ をそれぞれ占め，併せて 25.5％ の
患者が地震発生時には自分がパニックに陥ると予想し
ていた（図 6）．
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19. 4％

32. 3％
3. 1％
図5

3. 2％
25. 8％

9. 7％

6. 5％

ベッドの上で大
きく揺れた
生理食塩液が揺
れた
何かが倒れる音
がした
体が自由に動か
せなかった
周りの患者が怖
がっていた
スタッフの動きが
慌ただしくなった
その他

Q3『Q2 で「怖かった」と答えた人で，どのように「怖
かった」ですか？ （複数回答あり）』

何も感じない

39. 8％

14. 3％

12. 4％

16. 8％

6. 1％ 8. 7％
1. 9％

図6

あまり怖がらな
い
冷静に対応でき
る
ベッドの上で動
かない
すぐに透析室か
病院外に出る
パニックになる
ほど怖がる
その他

Ｑ 4『透析治療中に震度 6 以上の大きな地震がきたら，
どのように感じると思われますか？ （複数回答あり）』
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察

透析患者は生命を維持するために定期的に透析を受
ける必要があり，一定時間ベッドの上での治療を余儀
なくされる．このさいに，地震災害に見舞われる可能
性は少なくなく，透析患者は災害弱者に相当すると考
えられるため1, 2），咄嗟の場合に自らの身を守る心構
えを普段から持ち合わせておく必要がある．
今回，私たちは BMT 社製の “ぽぽら®” システムに
おける緊急地震速報についての患者アンケートを実施
した．“ぽぽら®” の緊急地震速報システムは，実際に
病 院 内 に「地 震 計 内 蔵 の 警 報 装 置（ホ ー ム サ イ ス
モ）」を設置するため，誤報や遅延も少なく，より確
実に地震発生を伝えることができる．テレビを鑑賞中
はもちろん，電源がついていないテレビも，強制的に
「オン」することにより就寝中の患者に対しても警報
を発することができる．また，ホームサイスモは大型
スピーカーや大型トレーラーによる振動に伴う誤作動
を避けるため，建物の躯体にアンカー固定されるよう
定められており，当院でも一階の躯体にアンカー固定
を行った．

何も感じない

34. 0％

32. 5％

4. 4％

1. 5％

2. 4％
1. 9％

6. 8％

10. 7％
5. 8％

自分には影響な
い
より冷静に対応
できる
落ち着いて身構
えられる
怖いのでベッド
の上で動かない
すぐに透析室か
病院外に出る
さらに怖くなる
パニックになる
その他

図 7 Ｑ 5『震度 6 以上の大きな地震がくる前に，テレビに “ぽ
ぽら” の緊急地震速報の画面が表示された時，どのように
感じると思いますか？ （複数回答あり）』

初期微動である P 波の検知は，気象庁からの信号
より早く検知されることが多いものの，震源地から遠
すぎる場合には気象庁からの情報で発報される場合が
ある．
また，ホームサイスモの内臓地震計の最低設定震度
は 4 であり，気象庁からの予想設定震度は 3 のため，
震度 1 の差があり，震度によっては震度 4 未満ではホ
ームサイスモが検知しない場合が考えられる．
透析診療中は僅かな地震でも緊張してしまうもので
あり，地震の揺れがくる 10 秒から 20 秒前に患者に地
震発生を知らせることで，命を守る手段の一つとなり
うる．赤塚3）は，透析施設における四つの地震対策を
提言し，震度 6 強までの地震では透析施設の被害が完

Q5：『震度 6 以上の大きな地震がくる前に，テレビ

封できるとしているが，今回の “ぽぽら®” の緊急地震

に “ぽぽら®” の緊急地震速報の画面が表示された時，

速報のシステムも地震対策の大きな一助になりうる可

どのように感じると思いますか？ （複数回答あり）』

能性を内包している．問題点としては，①震源地があ

の問いには，“落ち着いて身構えられる” の患者が 34.0

まりに遠い場合や，とても深い場合には P 波の検知が

％，“より冷静に対応できる” の患者が 32.5％ を占め，

不正確になること，②建物自体が免震構造になってい

併 せ て 66.5％ の 患 者 が 本 緊 急 地 震 速 報 に よ り「安

る場合はホームサイスモが発報しないこと（メーカー

心」を提供できると答えていた（図 7）．

としては，この場合は設置を推奨しない），③ホーム
サイスモ自体の固定が不十分である場合は誤検知の原

患者向け情報システム “ぽぽら®” を用いた震災対策

因になること，などが挙げられる．

125

ていることがわかった．よって，患者に落ち着いて行

幸いにして，当院では本システム導入後に緊急地震

動してもらうためにも，地震の揺れの到達前に地震の

速報が稼働するレベルの地震は経験していない．しか

到来を知らせる “ぽぽら®” のシステムは地震対策とし

し，本システムのように考える地震対策設備を備え，

て有用であると考えられた．

システムの特徴を患者に説明して，いざという時の安
心感を供与できることは大変意義深いと考えている．

本研究の要旨は第 58 回日本透析医学会学術集会で

このホームサイスモの検知 P 波は秒速 8 km であり， 発表した．
実際の揺れである S 波は秒速 4 km であるため，その
秒速 4 km の差を利用した本システムは，透析中に発
生した地震のさいに，患者に安心感を与え，僅かな時
間に身を守る猶予を確保できうる画期的なシステムだ
と考えられる．
結

語
今回のアンケート結果により，多くの患者は，自分

が無防備な状態で透析治療を受けていることを理解し
ており，強い地震が発生すれば自分が精神的に混乱を
きたし，落ち着いた行動がとれなくなることを自覚し
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腎不全の総合医療を目指して
水口

潤
平成 25 年 7 月 6 日/鹿児島県「鹿児島県透析医会学術講演会」

末期腎不全の治療方法として透析療法と腎移植があ

であったと報告されている．不足の理由は，腹膜透析，

る．透析療法には血液透析と腹膜透析があるが，いず

移植とも「施行していない」が最も多かった．血液透

れの方法も生体の腎臓のもつ尿毒素の排泄，水電解質

析，腹膜透析，腎移植は確立された医療であり，これ

代謝，内分泌機能を完全に代行することはできず，患

らに対する医療情報に偏りが生じることは，それを選

者を腎不全状態から完全に解放することはできないの

択する患者に混乱を招くこととなる．腎代替療法につ

が現状である．一方，腎移植は生体の持つ多彩な腎機

いての説明内容については数多くのテキストに記載さ

能を取り戻す唯一の方法であることは周知の事実であ

れているが，日本腎臓学会，日本透析医学会，日本移

る．日本の透析は世界一の透析人口比率を有し，その

植学会の 3 学会では血液透析，腹膜透析，腎移植の三

治療成績は国際的にみても最高のレベルに達している

つの治療法の特徴を知り，自分にとって最も適した治

ということができる．しかし欧米の国々と比較し血液

療法を選択するための小冊子『腎不全の治療選択』を

透析患者数の多さに比べ，腹膜透析や腎移植を受ける

発行している．

患者数が極端に少ないというアンバランスな状況であ
る．

腹膜透析は 24 時間連続で治療する比較的マイルド
な透析療法であり，社会復帰や在宅医療をメリットと

本 邦 の 維 持 透 析 患 者 数 は 2012 年 12 月 末 現 在 で

して普及がはかられた．またシャント作製や体外循環

309,946 人と報告され，この 1 年間で 5,090 人増加し

が困難な高齢者や心血管合併症症例に対しても，シャ

ている．一方，腎移植に目を向けると，最近 2 年間の

ントが不要でマイルドな透析である利点を生かし適応

年間腎移植数は約 1,600 症例，そのうち献腎移植の占

されている．今後は患者の高齢化や在宅医療の推進に

める割合は約 200 症例とわずかであり，2013 年 7 月

伴い腹膜透析の必要性が高まると考えられる．その普

現在，献腎移植希望登録者数は 12,362 人と少ない．

及のためには腹膜透析手技の簡素化とともに，カテー

バランスのとれた腎不全医療を行うには腎不全とな

テル留置術を行えない透析クリニックや，血液透析施

った患者に対して，血液透析・腹膜透析・腎移植とい

設をもたない医療施設に対する基幹施設の援助が不可

う三つの治療法の選択のチャンスが与えられることが

欠である．腹膜透析の導入・コンディショニング・合

まず重要であり，そのためには患者に対し各治療法に

併症治療は基幹病院で行い，普段の医療は協力施設で

ついての正しい情報提供が必要である．しかし，末期

行うシステム作りが望まれる．

不全に対する腎代替療法の情報提供に関するアンケー

腎移植は安定すれば月に 1 回の通院治療が可能であ

ト調査では，インフォームド・コンセント（IC）が

り，生命予後は透析療法に比較し良好である．腎移植

「十分に満たす」あるいは「やや満たす」とした回答

では透析療法に較べ明らかに QOL が高いことが報告

率は血液透析 80.8％，腹膜透析 49.8％，腎移植 32.5％

されている．また透析療法にともなう種々の長期合併

川島病院

腎不全の総合医療を目指して
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の中でも大部分の患者が受けている，週 3 回の 4 時間

症の多くは克服できる．
若年患者にとって腎臓移植の普及は，大変重要な課

透析（HD，HDF）を充実させることが，わが国の治

題である．透析を余儀なくされている若い世代の腎不

療成績の向上のために重要である．近年，認可を受け

全患者が，今後一生透析を続け健常者と同じように元

たオンライン HDF 療法は世界で最も厳しい水質基準

気に過ごすことは，現在の血液浄化技術では困難であ

のもと，最大限の溶質除去をもたらす可能性のある治

る．健常者と変わらない生活を取り戻すためにも，よ

療法である．長期透析に伴う合併症には大分子量物質

り多くの若年患者に移植を受けていただきたい．透析

が関与していると考えられ，HDF はそれらの除去に

医や腎臓内科医は腎移植という治療法のオプションを

対し有用な治療法とされている．

呈示することが重要であり，腎移植が可能かどうかは

バランスの取れた腎不全の総合医療を行うためには，

個々の患者の医学的条件に加え，提供者の有無や社会

まず腎不全となった患者に対して，血液透析・腹膜透

的環境を考慮し，患者と十分に相談することが重要で

析・腎移植という三つの治療法に対する情報提供を行

ある．そのためには透析医や腎臓内科医が，腎移植に

うことが重要である．また患者が必要とする治療法を

関する十分な知識を得ることが必要である．

適切に提供するためには，日本腎臓学会，日本透析医

血液透析に関しては患者のニーズや医学的な必要性

学会，日本移植学会，日本臨床腎移植学会の協力によ

から，週 3 回の 4 時間透析（HD，HDF）に加え，頻

る，腹膜透析や腎移植の研修システム，専門医育成シ

回透析，長時間透析，在宅透析（頻回透析，長時間透

ステムに加え，医療機関のネットワーク作りなどの環

析）
，腹膜透析との併用療法などが行われている．そ

境整備が必要である．

＊

＊

＊
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個別化医療を目指す最先端医療の
潮流と被災地復興計画
清元秀泰
平成 25 年 7 月 21 日/大阪府「大阪透析医会講演会」

1

災害医療における透析療法の脆弱性と
大学病院の役割
兵庫県生まれの筆者は，3 年前に東北大学に転勤し，

歴，内服状況等の情報のすべてを喪失し，その後患者
の把握に多大な労力を要した．このような医療現場の
混乱を回避するためにも，医療情報の電子統合とバッ
クアップ体制の確立が急務である．現在，宮城県では

奇しくも阪神大震災と東日本大震災の二つの大震災を

健診から病院，福祉施設までを網羅する電子情報ネッ

経験した．2011 年 3 月 11 日，東北地方を襲った巨大

トワークの整備が鋭意準備中である．遠隔医療システ

地震（M 9.0）に続く巨大津波によって，約 2 万人の

ムを利用すれば，地域医療の充実に繋がり，さらに，

命が一瞬にして奪われた．津波被害は今も沿岸被災地

訪問看護に遠隔医療支援を組み合わせれば在宅医療を

の復興を困難にしている．さらに，福島第一原発のメ

より充実できる．香川県ではすでに医療情報の統合や

ルトダウンによる放射能拡散は，いまだ多くの住民に

遠隔医療支援システムを用いて，山間部や瀬戸内海離

広域避難を強いている．筆者は香川大学の高度救急救

島における医療過疎地に地域医療支援を実践し，医療

命センターで救急医としての経験があり，津波により

の質の向上に繋げ，平成 23 年 11 月には特区に認定さ

被害を受けた東北地方太平洋沿岸部に，発災直後から

れた．現在，東北大学でも被災地の医療機関と遠隔シ

東北大学病院の第一次派遣部隊リーダーとして医療チ

ステムで連結し，合同勉強会を定期開催し，若手医師

ームを率いて入り，急性期医療支援活動に従事した．

教育に活用している．このシステムは，災害時におい

また，亜急性期には東北大学病院を Staging Care Unit

ては軽症者や医療不要者の病院外（安全な避難所な

として機能させ，気仙沼地域の維持透析患者 80 名を，

ど）での災害時軽症者トリアージに応用することも可

安全に北海道に広域避難させるミッションを指揮した．

能である．

大学組織は階層社会としてよく批判されるが，激甚災
害時には日本的ヒエラルキー型の組織が機能しやすい．
非常事態である事を理解し，むしろ軍隊と思って行動

2

東日本大震災後の東北地方で目指す
東北大学の創造的復興事業

するべきである．議論は極力省き，情報伝達と指令・

東北地方の医療復興と新たな産業育成を目指す東北

命令は一方通行がスムーズであるが，それ故に指揮を

メディカル・メガバンク機構（ToMMo）が，2012 年

とるリーダーの資質が重要である．東日本大震災の混

4 月，東北大学総長直轄の研究機関として設立された．

乱も，東北大学病院や医学系研究科の強いガバナンス

本事業は文部科学省主導の各省庁と連携した All Ja-

によって，末端の医療従事者までが寸分たがわず行動

pan project である．今後 10 年で推進する根幹 3 事業

することができた．

は，①被災地への医療人材支援事業（循環型医師支援

巨大津波によって被災地では，患者の原疾患や既往

制度），②被災地での地域住民長期健康調査事業，③

東北大学東北メディカル・メガバンク機構地域医療支援部門/総合遠隔腎臓学分野

個別化医療を目指す最先端医療の潮流と被災地復興計画

統合データベース（バイオバンク）構築，である．
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否定できない．このように食塩感受性は一例にすぎな

ToMMo の行うコホート調査は単なる疫学調査では

いが，より健康な長寿社会を実現するためには，正確

なく，画像やゲノムも含む生体情報を医療 ICT によ

な日本人の標準ゲノム（遺伝子群）配列の決定と長期

って集約し，スーパー・コンピューターを駆使した統

間にわたる健康調査が不可欠である．

合的解析から各種疾病の発症に対する遺伝的要因と環

東北大学に転勤当初，筆者は腎臓内科医として幅広

境因子の関連を探索することにある．さらに世界初の

く診療し，さらに，創薬研究に従事していた．我々が

三世代コホートを組み合わせ，体質と疾病発症の因果

診療する患者の大半は日本人であり，その日本人に有

関係を明らかにしてゆく予定である．

効な薬剤の開発は疾病治療に必須であるが，80％ の

都道府県別平均余命を比較すると，青森，岩手，秋

薬剤は欧米より輸入されているのが現状である．近年，

田，福島も含めて東北地方は平均寿命が短く，理由と

日本人と欧米人とでは遺伝的体質の違いが存在し，欧

して塩分摂取量が多い，冬の豪雪による運動不足など

米の新薬を本邦で早期承認することで想定外の副作用

が想定される．しかし，環境因子の疫学的推測だけで

が出現する事例があった．遺伝的な体質に基づく薬剤

この地域格差を説明することは困難である．過去，岩

の反応性の違いなどを考慮した個別化医療は，確実に

手県で東北大学が行った高血圧に関する大規模研究

臨床現場に導入されており，今後の臨床試験の導入に

（大 迫 研 究）で は，SNP（single nucleotide polymor-

おいては考慮すべき重要な因子である．それゆえに

phism; 一塩基多型）解析の結果，東北人は欧米人に

我々が進めているバイオバンク事業によって得られる

比して食塩感受性遺伝子多型の出現頻度が高いことが

日本人の体質や病気発症のメカニズムの解明は，体質

わかった．東北人は有史以来，自然災害や気候変動，

に合った薬剤や治療法の開発に有用で，TPP 時代の

戦乱などから飢饉に見舞われたことが多く，厳しい環

日本の医療を守るために不可欠な方略である．

境ストレスから生き残るための結果として，耐性のあ

2013 年 5 月よりコホート調査が始まったばかりで

る体質（食塩感受性遺伝子群やインスリン抵抗性遺伝

あるが，すでに 7,000 人の遺伝情報の付託を受けた．

子群）に変化し，受け継がれてきたと考えられる．そ

日本の新しい医療と創薬を含む産業振興に向けて始動

して，それが現代の超高齢化社会において生活習慣病

した ToMMo は，今後も東北の被災地より，未来の医

と関連する遺伝子として作用している可能性がある．

療である個別化医療や個別化予防の礎になるよう邁進

あくまで推測の域を出ないが，長期間にわたる遺伝的

していく所存である．さらなる国民の信託と医療関係

選択が平均寿命の地域間格差に繋がっている可能性は

者の皆様のご支援をお願したい．

＊

＊

＊
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透析患者の行動変容
―― 塩分・水分管理のために ――

足達淑子
平成 25 年 8 月 8 日/福岡県「第 52 回福岡市透析集談会」

透析患者は大変．セルフケアも仕事も家庭も……
「そんなことが全部実行できるなら，透析にはなら
なかった！」これが透析に至った人の本音ではないだ
ろうか．服薬，体重測定，血圧（血糖値）測定，尿量
測定，水分を○○ cc に抑え，塩分は 6 g 以下に，エ

気がない，だらしがない」という思いこみがあるのか
も し れ な い．ま ず，「し な い」の で は な く「で き な
い」と捉えなおしてみてはどうだろうか．
（認知）行動療法の視点にたつと，さまざまな問題を
解決するためのヒントが生まれる

ネルギーとタンパク質は過不足なく食べ，カリウムと

（認知）行動療法は，行動科学を人問題解決に応用

リンを減らしたバランス食，便通に気をつけ，禁煙，

する理論と方法である（図 1）．我々が無意識に行っ

十分な睡眠に適度な運動……．週に 3 回，4～5 時間

ている行動（感情や認知も含む）に潜む一定のルール

の透析を続けながら上記のセルフケアを毎日の習慣に

（行動原理）を意識化することで，問題解決の糸口が

する．仕事と家族の面倒は今までどおりで．透析患者

みつかることが多い．目的はセルフコントロールなの

に思いを馳せてみると，もし自分ならと考えただけで

で，治療者は患者が具体的課題を実践できるように，

頭が痛くなりそうな負担感である．

知恵をめぐらしながら支援する（図 2）．そのプロセ

一方で，医師や看護師，栄養士の側の「患者さんを

スは

思えばこそ」の指導が，相手に届いていない，あるい

①

問題行動を特定し

は逆効果になっている可能性はないか．
「何度も指導

②

行動を刺激と反応の図式で理解し（行動分析）

しているのに，うまくいかない」という悩みの背景に

③

効果がありそうな方法を提供し（技法の適用）

は，人は「わかったならできるはず，しないのはやる

④

効果を検証しながら維持を図る

1
2
3
4

行動（感情･思考）の特定（具体的に記述）
刺激と反応の関係で行動を分析
健康な部分に着目しできそうなことを具体化
結果の評価→次の課題
行為

内的刺激
外的刺激

行動

良い結果
悪い結果

図 1 （認知）行動療法

あだち健康行動学研究所

感情

思考

透析患者の行動変容

自己学習
簡潔・明快
具体性

知識

意欲

なにを行うべきか
その理由は
なにか

そうしたいと望む
気持ち
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実践可能
効果が期待
行動に注目

技術
どのように
行うか

実践を通じて練習
自己管理・問題解決

望ましい行動は何かを明確（具体的）に
図2

習慣が変わる条件

というものになる．重要な点は，①を極力具体化し，

得→意図→記憶→実行→維持」というプロセスが抜か

②を丁寧に行うことである．そこからヒントが生まれ

りなく生じるよう配慮する．そのうえで，個々の心理

ることが多い．
「できない」のは，行うべきことが明

行動特性に目を向け「今からできそうなこと」を一緒

確（具体的）になっていないか，難しすぎるか，気持

に探すという協働の姿勢を保ちたい．

ち（意欲）が伴わないか，何か理由がある．

決め手は治療者-患者関係

行動変容に必要な要素を，個々の具体的なスキルと

対人関係やコミュニケーションも「刺激と反応」に

みなす．できそうなことは何か？

より成り立っている．自分の言動が相手にどう映って

本演題の塩分・水分コントロールは，食事療法でも

いるかに，いつも思いを馳せたい．誰が誰にどのよう

最難関な課題とされる．しかし知識目的の教材だけを

な状況で発するかによって，同じ言葉でも意味が異な

とっても，今より，わかりやすく，日常に即した内容

る．行動変容支援は，患者が実践するかどうか次第で

に改善できる余地は大きいように思う．多くの教材で

ある．だから，実際に行った患者の行動，努力，小さ

は，その重要性と理由は記載されているが「では，ど

な変化に注目し，望ましい行動はすかさず評価する．

うやって，どんなふうに」が乏しく不親切である．患

「自分のありのまま」を受け入れてくれ，「何が自分に

者が知りたいのは，自分が「今から何をどうすればよ

とってよいことか」を一緒に考えてくれる人（治療者，

いか」という行動上の情報である．食品の食塩含有量

指導者）はかけがえのない理解者で，患者にとって

ひとつでも，1 回に食べる量の塩分含有量を可視化し

「社会的な正の強化子」である．その人の注目や褒め

て一覧するなど，よりわかりやすく提示することが可

言葉，励ましは，行動にとりかかり維持する（行動変

能であろう．情報が行動変容に至る「注目→理解→納

容）のための，推進力になる．

＊

＊

＊
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透析医療における災害対策
赤塚東司雄
平成 25 年 10 月 20 日/長野県「第 61 回長野県透析研究会学術集会」
医療の継続は不可能になる．この場合は，被災地にと

はじめに

どまることを選択せず，いかに安全無事に患者を被災

災害という，未だ起きていない事象に対する対策は， 地の外へ出すかという点に集中するべきである．
念のためという気持ちから，ともすれば過剰になりが
ちである．日本透析医学会，日本透析医会が合同で行

2

機器の損壊を有効に防ぐ方法

った五つの大きな地震の検証結果に基づき1～5），透析

①

医療にとって有用かつ有効な災害対策を述べる．

キャスター付の設備（患者監視装置など）はすべて

1

施設損壊を防ぐ基本条件と地震強度
施設損壊を防ぐには，1981 年に制定された建築基

患者監視装置のキャスターフリー

キャスターフリーにして自由に透析室内を動かすのが，
転倒防止対策上最も安全である．カウンター設置型患
者監視装置はカウンターから転落しやすく危険である．

準法施行令改正（新耐震）をクリアしている建物であ

②

ることが基本条件である．これにより震度 6 強までの

透析ベッドは乗降時の危険性を考慮してキャスター

巨大地震に対応できる（表 1）．しかし，震度 7 を記

透析ベッドのキャスターロック

ロックしておく．

録した阪神淡路大震災や巨大津波に襲われた東日本大

③

震災に匹敵する地震が発生した場合は，都市機能・地

RO・供給装置は床面への完全固定，または免震台

域社会資本がほぼ破壊されるため，被災地内での透析

RO・供給装置の床面固定

に乗せる．
④

表1
震

度

壁面と RO・供給装置の間の配管のフレキシブ

ルチューブ化

震度と透析室被災の関係

壁面と RO・供給装置との接続部の配管は，ゆれで

被害状況

震度 5 強

基本的に深刻な透析室被害は出ない．

塩ビのチューブの配管が断裂するので，フレキシブル

震度 6 弱

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

チューブを採用することが非常に有効である．

震度 6 強

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

震度 7 およ
び巨大津波

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

赤塚クリニック

3

緊急離脱について
透析中の地震において患者を安全に離脱させるには，

通常の返血回収が最も優れている．余震のゆれがあま
りにも激しく返血回収ができない場合は，離脱用の回
路を用いる（図 1）．どちらも日常診療に密着した日
常性が確保された手技であり，先の震災での実際の使

透析医療における災害対策
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Ａ側（メス）

メイン回路Ａ側

機械側

Ａ側（オス）

Ａ側（オス）

エキステンションチューブ

シャント側
Ｖ側（メス）

Ｖ側（オス）

Ｖ側（オス）
メイン回路Ｖ側

図1

緊急離脱回路の構造

用においても有用であった．

も設置場所的にも大きな困難を伴うものであると言え

一方，回路の切断による離脱という手技は，通常の

る．また，燃料供給がうまくいかなかったり，揺れで

透析治療ではありえない作業であり，日常性が確保さ

破損故障したりもした．

れておらず，パニック時に行うと重大な事故を引き起
こしかねない危険な手技であるため行ってはならない．
回路を切断しようという発想そのものが，災害の緊急

2004．

自家発電機と貯水槽は低意義

2） 赤塚東司雄：浦河からの呼びかけ，新潟からの返事．透析
ケア，11； 646-651，760-766，867-871，973-977，1084-1089，

自家発電機と貯水槽は下記に述べるように先の震災

2005（2005 年 6 月号より 10 月号まで連載）．
3） 隈

ではほとんど機能しなかった．したがって，これら整
備をすべての透析施設に推奨する対策とはなしえない．
①

献

に よ る 浦 河 赤 十 字 病 院 の 被 災―．日 透 医 誌，19； 52-67，

時には危険きわまりないものである．
4

文

1） 赤塚東司雄：地震の町に来た地震―平成 15 年十勝沖地震

自家発電機

博政：福岡県西方沖地震と情報伝達．日透医誌，20；

443-450，2005．
4） 赤塚東司雄：能登半島地震 2007―適切な災害対策により
防止された被害の記録―．日透医誌，22； 365-376，2007．

自家発電機が震災時に機能しなかった主な理由は，

5） 日本透析医学会東日本大震災学術調査ワーキンググループ

必要な発電量を賄えなかったことであり，それを賄う

編：東日本大震災学術調査報告書，2013．

ことのできる自家発電機を整備することは，予算的に

＊

＊
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透析患者における重症下肢虚血の診断と治療
小野原俊博
平成 25 年 11 月 14 日/福岡県「第 53 回福岡市透析集談会」

1

重症虚血肢とは

ガイドライン（TASC II，日本語版：下肢閉塞性動脈
硬化症の診断・治療指針 II，メディカルトリビューン，

「重症虚血肢」は末梢動脈疾患（閉塞性動脈硬化

2007 年）では，「客観的に立証された動脈閉塞性疾患

症）における最も重篤な状態（症状）である．末梢動

に起因する慢性虚血性安静時痛，潰瘍，壊疽」と定義

脈疾患に高頻度で認められる症状は，間歇性跛行（一

され，その客観的基準として，足関節血圧が 50～70

定の距離を歩くと出現する下肢の疼痛）である．これ

mmHg 未満，足趾血圧が 30～50 mmHg 未満，または，

は，運動時における筋肉の酸素需要増加に対して血液

組織酸素分圧（TCPO2）が 30～50 mmHg 未満とされ

供給が不足する，相対的な虚血である．一方，重症虚

ている．

血肢は，慢性虚血による安静時疼痛や潰瘍・壊疽を呈

鑑別診断は，急性動脈閉塞症，糖尿病足，静脈性潰

した状態であり，肢の生存が危ぶまれる絶対的な虚血

瘍，コレステロール塞栓症などがあげられる．特に，

である．自然予後の点では，間歇性跛行肢は肢切断に

糖尿病足やコレステロール塞栓症は末期腎不全の合併

至る可能性は少ないが，重症虚血肢の症例では肢切断

頻度が高く，重症虚血肢との鑑別が重要となるが，下

に至る危険性が高く，生命予後も不良である．重症虚

腿動脈の石灰化高度な症例では，見かけ上の足関節血

血肢に対して薬物療法は無効であり，バイパスなどの

圧が高くなり，鑑別困難なことがある．近年，皮膚灌

血行再建術が第一選択の治療法である．しかしながら， 流圧（SPP）の測定が注目されている．SPP 値が 30
下肢虚血が重症化した症例ほど，虚血性心疾患，脳血

mmHg 以下になると創傷治癒機転が働かないと考え

管障害，糖尿病，慢性腎不全などの併存疾患の合併頻

られており，理想的には 45 mmHg 以上が必要とされ

度や重症度が増し，全身的にはハイリスク症例である． ている．
2008～2011 年の間，当科で重症虚血肢に対して血
行再建術を行った症例は 136 例であり，このうち 23

3

重症虚血肢の治療

％ は維持透析中であった．一方，同時期に手術を行

重症虚血肢に対する治療の原則は，血行再建術によ

った腹部大動脈瘤症例（242 例）では，維持透析中の

り虚血組織の血流を増加させることである．血行再建

症例は 1％ にすぎなかった．重症虚血肢症例は，他の

術は，カテーテルを用いた低侵襲な血管内治療と，バ

血管外科疾患と比較し，高頻度に末期腎不全症例を併

イパス術などの外科的血行再建術に大別される．血管

存していると言える．

病変の部位・性状によっては血管内治療が治療困難な

2

重症虚血肢の診断
国際的に標準化された末梢動脈疾患の診断と治療の
九州医療センター血管外科

症例もあり，TASC II では血管病変の形態を層別化し，
大まかに言えば，限局性病変に対しては血管内治療，
びまん性病変に対しては外科的血行再建術を選択する

透析患者における重症下肢虚血の診断と治療

よう推奨している．
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科的血行再建術を行わなければならない．

もっとも，デバイス等の進歩により，血管内治療の

5

適応が拡大していることも事実である．実際，当科に

血行再建術以外に必要なこと

おける血行再建術式も，半数以上が血管内治療の症例

血行再建に加え，潰瘍・壊疽に対する創の管理が必

である．当科の重症虚血肢症例の血管病変の部位・性

要である．我々の検討では，維持透析，感染，SPP 値

状に関する検討では，そけい部以下でびまん性病変の

が潰瘍の治癒率に関与していた．したがって，感染合

頻度が高く，外科的血行再建術，特に下腿動脈バイパ

併症例には，血行再建術に先行あるいは同時に，足趾

スの意義は大きい．

切断やデブリードマンを行う必要がある．切断端の肉

4

芽形成促進には，局所陰圧閉鎖（VAC）療法を多用し

血管内治療か外科的血行再建術か？

ている．良好な肉芽形成が得られれば植皮術を考慮し，

血管内治療の最大の利点は低侵襲性にあるが，血管

創治癒後は装具の装着やフットケアが必要である．し

内治療は血管病変の形態による適応の制限があること

たがって，形成外科との連携が重要である．また，全

に加え，直接の効果（血流量，血行動態の改善率，創

身疾患の管理も重要であり，代謝内分泌内科や循環器

の治癒率など）や長期開存性は外科的血行再建術に劣

内科との連携も必要である．

る．重症虚血肢症例は手術のハイリスク症例も多く，

6

また，維持透析症例では院内透析のベッド確保も必要

おわりに

であり，外科的血行再建術の適応決定は慎重に行わざ

重症虚血肢は今後も増加すると予想される．血管病

るをえない．したがって，我々は，血管内治療を優先

変の形態，手術リスクを考慮したうえで，血管内治療，

した術式の決定を行っている．ただし，血管内治療が

バイパス手術など様々な治療方法を駆使し，最適の治

困難な症例や効果不十分な症例では，間を置かずに外

療法を選択する必要がある．

＊

＊

＊
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脳心腎血管病と高血圧・動脈硬化
―― 家庭血圧の臨床的意義 ――

今井

潤
平成 25 年 12 月 8 日/宮城県「第 42 回宮城県腎不全研究会」

はじめに
高血圧は脳心腎血管病の最大のリスク因子である．

医療の質の向上のいずれにおいてもきわめて有効な役
割を演じる．一方，近年，血圧情報の質の問題も注目
を集めている．家庭血圧は血圧情報の質を向上させる．

一方，人口の高齢化に伴い高血圧のもたらす脳心腎血

一方，家庭血圧に代表される末梢上腕血圧に加え，近

管病の形態は，過去 50 年，大きく変貌した．かつて，

年中心血圧という概念が臨床に導入されるに至った．

脳血管障害は高血圧性脳出血であったものが，今日で

後者は，主に大血管（弾性血管）の硬化を反映する血

は虚血性脳卒中に，心障害は収縮期不全が拡張期不全

圧情報である．そして，ことに心負荷として，末梢上

に，そして腎障害では高齢者における腎硬化症による

腕血圧より，直接的に負荷を反映する指標として臨床

末期腎不全の増加などである．

に導入されるに至っている．

かつては，高度な高血圧が直接的に血管の破綻や細
小血管の障害をもたらし，また高度な圧負荷が左室収

1

中心血圧，増幅係数，脳波伝搬速度

縮期不全をもたらした．しかし，50 年に亘る高血圧へ

大動脈に代表される弾性大血管は，心より駆出され

の公衆衛生学的介入と高血圧医療の進歩により，日本

た血液を二次的にプールする働きを有する．これは大

人の高血圧は軽症化し，急性の致死的な病態から慢性

血管が圧により押し広げられることによる．大血管が，

負荷としての病態に姿を変えた．そして，この軽症高

弾力性を持つことでこれは生じる．弾力性が大きいと

血圧が長期に亘ることにより，今日の虚血性脳卒中，

いうことは，大血管が軟らかいとも表現される．若い

心拡張期不全，腎硬化症による末期腎不全がもたらさ

健康な大血管は軟らかく，心臓から拍出された血液を

れた．

十分プールする能力を有する．心拡張期（大動脈弁が

こうした背景には，診断されない高血圧の存在，診

閉じた状態で，血液が心から駆出されない時期）には，

断されても受療しない市民，そして仮に受療しても不

大動脈は自らの弾性で収縮する．この収縮力が，大血

完全な高血圧の管理があると考えられる．

管にプールされた血液を末梢に送り出す．そして，大

今日の日本は，容易に高血圧医療を受けられる社会

血管に血液が最大限プールされた時の圧が大動脈にお

機構が整っている．したがって今なされるべきことは，

ける収縮期血圧であり，心拡張期に大動脈から血液が

高血圧のスクリーニングの徹底，国民の高血圧有病の

駆出されて末梢血流が維持されている血圧が拡張期血

認識向上と受療の向上，そして，高血圧医療の質の向

圧である．したがって，若年者で健康な大血管を有す

上である．

る場合，収縮期血圧は大動脈により圧が吸収されあま

こうした高血圧を取り巻く状況にあって，血圧の自
己測定（家庭血圧）は，スクリーニング，高血圧認識，
東北大学大学院薬学研究科

り上がらず，一方，拡張期血圧はあるレベルに維持さ
れる．

脳心腎血管病と高血圧・動脈硬化

一方，高齢者や長期血液透析患者などでは，この大
血管の弾性が減少し硬度が高い．すなわち，心から駆
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によりもたらされる．この変化を家庭血圧は日間変動
として捉える．

出された血液は大血管にプールされ難く，駆出直後に

近年また，夜間血圧や夜間降圧，そして早朝高血圧

高い圧を形成し，拡張期には大血管の血液プールは少

が高血圧の予後との関連で注目されている．夜間高血

なく，結果として大動脈のポンプ機能は乏しく，拡張

圧，夜間非降下，早朝高血圧は近年，仮面高血圧の要

期血圧は維持されずに低値をとる．こうして，高齢者

因として知られている．これ等はすべて透析患者にお

や血液透析患者では収縮期血圧は高く，拡張期血圧は

いて認められる血圧状態であり，すべて予後不良の要

低いという純収縮期高血圧の形をとる．

因である．この逆の病態である白衣高血圧の存在も家

もう一つ，硬い大血管壁を脈波（圧波）は速やかに

庭血圧なしには診断できない．今日，家庭血圧装置は

伝搬し，末梢部血管の分岐部でこの圧波は反射して心

深夜睡眠時の血圧も捉えることが可能となり，夜間血

臓方向に戻ってくる．その結果，前方向の圧波と反射

圧の測定が，ことに透析患者では重要性を増すであろう．

して速やかに戻ってきた圧波が重なることで，心臓近
傍の圧波は増幅されて存在することになる．この心近

おわりに

傍の圧波を中心動脈圧と呼ぶ．前方波と反射波の比率

高血圧は予防医学である．この予防には二つの意味

を見て，反射波の割合が高くなる状態を増幅係数が大

がある．一つは高血圧の一次予防であり，もう一つは

きい状態と呼ぶ．すなわち，中心血圧や増幅係数が大

脳心腎血管合併症を予防するという観点からの予防医

きいことは，大血管の硬度が増していることを意味する． 学である．
今日，末梢動脈血圧に加えて，この中心血圧や増幅

高齢者の慢性腎臓病の発症と進行の多くは高血圧に

係数が心血管病，臓器障害との関連で注目されている．

よってもたらされる．また末期腎不全患者における脳

すなわち，中心動脈圧，増幅係数の大きい状態で心血

心血管合併症の多くは高血圧によってもたらされる．

管合併症が発症しやすく，予後が不良であることが知

したがって，慢性腎臓病の予防，末期腎不全患者の心

られている．

血管合併症の予防には，高血圧の発見と認識，高血圧

2

家庭血圧
家庭血圧計は今日 4,000 万台がすでに各家庭にあり，

への介入が今日なお最も重要な方法の一つと考えられ
る．
そのさい血圧情報として家庭血圧は最も信頼性が高

透析患者においてもその普及は著しい．家庭血圧は測

い．今日，本態性高血圧診療の指標として家庭血圧の

定頻度が高く，測定条件を一定にすることが可能であ

地位は確立されているが，末期腎不全患者において，

ることから，その平均値の再現性は良好である．その

家庭血圧による高血圧の診断基準，降圧目標は確立し

結果，家庭血圧の予後予測能は診察室血圧よりも高く， ているとは言い難い．今後，末期腎不全を扱う医療者
自由行動下血圧と同等であると考えられる．かつ，時

により，こうした基準，降圧目標の確立されることが

間との関係で血圧情報が得られることから，情報の質

期待される．

が高い．事実，大迫研究によれば，家庭血圧の予後予
測能は随時健診時血圧より明らかに高い．

一方，新しい血圧，動脈硬化の指標である中心血圧
や増幅係数は，それらが動脈硬化の結果を示すもので

さらに，家庭血圧では高い再現性を有することから， あり，当然のことながら，動脈硬化性疾患の診断やそ
わずかな血圧の変化をよく捉える．したがって薬効の

の重症度の判定にはきわめて有効であり，これが危険

評価に最適である．また朝晩の降圧効果を捉えること

指標であることは疑いない．しかしながら，これが危

で，降圧の朝-夕（M/E）比を捉えることが可能であ

険因子となるか否かに関しては未だ論議の余地がある．

る．これは薬効持続の指標である．また季節変動を始

動脈硬化の結果として生じる中心血行動態が，一方で

めとする個体のわずかな血圧変化をよく捉える．

は臓器障害や合併症の増悪，発症因子になるであろう

近年では，家庭血圧による血圧の日間変動が予後に

ことは十分予想される．今後の研究によりこうした点

影響することが知られている．ちなみに，透析患者の

の解明が待たれる．また中心血行動態への介入の可能

血圧変動は，動脈硬化，交感神経の大きなゆらぎなど

性も期待される．
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要

旨
腹膜透析（PD）継続に伴う腹膜透過性亢進，除水

機能不全（UFF）は PD 中止の大きな要因である．今

りリンパ管新生が進行し，PD 除水不全の一因となる
ことが明らかとなった．
はじめに

日まで，PD におけるリンパ管の役割として透析液吸

腹膜透過性亢進，除水機能不全（UFF）は，腹膜透

収に関与することが知られていたが，腹膜透過性亢進

析（PD）離脱の大きな原因となっている1）．PD に伴

時のリンパ管の関与に関する検討はほとんどない．本

う腹膜傷害は中皮細胞下の線維化と血管新生を特徴と

研究では，リンパ管新生とそれに関わる重要な成長因

するが，腹膜における血管密度と UFF に関連がない

子である vascular endothelial growth factor-C（VEGF-

とする報告が複数存在する．これらの報告は UFF の

C）について，ヒト腹膜組織，PD 排液，培養中皮細胞， 病態に血管新生以外の要因が存在することを示唆する．
排液中の中皮細胞を用いて検討，さらに動物モデルを

リンパ管は間質の組織液や細胞，高分子を吸収し体循

用いてリンパ管新生について検討した．排液中 VEGF-

環に戻すように働いているため，腹膜においてリンパ

C 濃度は，腹膜透過性・TGF-b と相関した．UFF の

管新生が進行すれば UFF の一因となることが考えら

腹膜組織では VEGF-C，リンパ管新生マーカーの上昇

れる．リンパ管新生は腫瘍の転移，炎症性呼吸器疾患，

を確認し，その程度は線維化と相関することを確認し

創傷治癒，腎臓移植拒絶などのさまざまな病態におい

た．培養腹膜中皮細胞，マクロファージにおいて，

て報告されている．我々は，ヒト慢性腎疾患で，リン

transforming growth factor-b（TGF-b） が VEGF-C の

パ管新生が間質の線維化病変とともに進行することを

発現を誘導することで線維化との関連性を確認した．

報告し，また慢性間質障害であるラット片側尿管結紮

クロルヘキシジンモデルにおいて，リンパ管新生が線

モデルを用いてリンパ管新生のメカニズムを報告し

維化とともに進行，TGF-b 受容体阻害剤によって抑制

た2, 3）．

され，腹膜線維化がリンパ管新生の大きい要因である

本研究では，リンパ管新生とそれに関わる重要な成

ことを示した．さらにこのリンパ管新生を抑制するこ

長因子である VEGF-C の発現について，ヒト腹膜組織，

とで，腹腔内に投与したデキストランの吸収が阻害さ

ヒト PD 排液を用いて検討した．また培養腹膜中皮細

れることを明らかにした．以上より，腹膜線維化とと

胞を用いて線維化の主要な成長因子である TGF-b1 刺

も に UFF が 進 む さ い，TGF-b-VEGF-C pathway に よ

激による VEGF-C 発現の誘導を検討した．膜線維化

Transforming growth factor-b1 promotes lymphangiogenesis during peritoneal ﬁbrosis
Renal replacement therapy/Division of Nephrology, Nagoya University Graduate School of Medicine
Yasuhiko Ito
Masashi Mizuno
Division of Nephrology, Nagoya University Graduate School of Medicine
Hiroshi Kinashi

リンパ管新生の腹膜透析除水不全における役割について

139

とリンパ，さらにグルコン酸クロルヘキシジン（CG）

検討した．また TGF-b 受容体阻害剤（LY 364947）を

を用いたラット腹膜障害モデルを用いて腹管新生の関

用いて抑制試験を施行した．
8 週齢ラットに 0.04％ CG を隔日に腹腔内投与し腹

連について検討した．
1

方

膜障害モデルを作成した．Day 16 にて腹膜組織を採

法

取し，成長因子である TGF-b，VEGF-C の発現とリン

ヒ ト PD 排 液（n＝130）中 の VEGF-C，TGF-b1 蛋

パ管マーカーである LYVE-1，podoplanin の発現を免

白濃度を ELISA 法にて評価し，腹膜透過性の指標で

疫組織化学，real-time PCR 法を用いて評価した．また

ある D/P Cr との関連を検討した．またヒト腹膜組織

TGF-b 受容体阻害剤（LY 364947）を腹腔内投与して

（n＝75）中の VEGF-C，リンパ管マーカーである lym-

TGF-b シグナルを抑制し，リンパ管新生に与える変化

phatic vessel endothelial hyaluronan receptor-1

を検討した．さらに COX-2 阻害剤であるセレコキシ

（LYVE-1），podoplanin mRNA 発現を real-time PCR 法

ブ を 経 口 投 与 し て リ ン パ 管 新 生 を 抑 制 し，腹 腔 に

を用いて評価し，腹膜障害との関連を検討した．さら

FITC ラベルされた高分子 dextran を投与することで

にヒト腹膜組織における VEGF-C の発現を免疫組織化

腹膜における新生リンパ管の吸収機能を評価し，その

学法を用いて検討した．ヒト研究は名古屋大学倫理委

変化を検討した．

員会（承認番号 298.299）の承認下で実施した．

2

ヒト中皮細胞株（Met-5A）
，ヒト PD 排液由来腹膜

結果と考察

中 皮 細 胞（HPMC，n＝29）を 用 い，TGF-b1 に よ る

ヒト PD 排液中の VEGF-C 濃度は D/P Cr と相関を

VEGF-C の 発 現 調 節 を ELISA 法，real-time PCR 法 で

認め（図 1 A, C）
，排液中 TGF-b1 濃度とも相関を認め

A
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図 1 VEGF-C 濃度と D/P Cr との関係
腹膜透析患者の排液中 VEGF-C 濃度は，排液中 TGF-b1 濃度と，腹膜透過性 D/P Cr と
相関する．
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図 2 ヒト腹膜生検組織の VEGF-C，LYVE-1，podoplanin の発現
ヒト腹膜生検組織中の VEGF-C，LYVE-1 および podoplanin mRNA の発現は，腹膜除水
不全と腹膜の肥厚で上昇している．

た（図 1 B）．UFF および腹膜炎のヒト腹膜組織にお

刺激による VEGF-C 誘導は，TGF-b 受容体阻害剤（LY

い て VEGF-C，LYVE-1，podoplanin mRNA の 発 現 亢

364947）により濃度依存的に抑制された（阻害剤 0.1

進 を 認 め た（図 2 A～C）
．ま た ヒ ト 腹 膜 組 織 中 の

nM P＜0.01，5 nM P＜0.001，20 nM P＜0.001）．ま

VEGF-C，LYVE-1，podoplanin mRNA 発現は腹膜の厚

たヒト PD 排液由来腹膜中皮細胞（HPMC）において

さと相関を認めた（図 2 D～F）．腹膜炎のヒト腹膜組

も，TGF-b1 刺激により VEGF-C の発現が増強し（図

織において，VEGF-C は中皮細胞，マクロファージに

3 A, B），その増加の程度は腹膜透過性の指標である

発現していた．

D/P Cr と相関を認め（図 3 C），PD 治療期間とは相

培養ヒト中皮細胞株（Met-5A）において，TGF-b1

関を認めなかった（図 3 D）．

刺激により VEGF-C の発現が増強された（刺激 6 時間

CG モ デ ル に お い て，壁 側 腹 膜，横 隔 膜 と も に

P＜0.05，12 時間 P＜0.001，24 時間 P＜0.001）
．TGF-b

LYVE-1 染色陽性のリンパ管は増加し，特に横隔膜で

リンパ管新生の腹膜透析除水不全における役割について
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図 3 PD 排液から培養した中皮細胞の VEGF-C 発現
ヒト（患者）の PD 排液から採取・培養した中皮細胞の VEGF-C 発現は，腹膜透過性
D/P Cr と相関する．

強 い 発 現 増 加 を 認 め た．ま た CG モ デ ル に お い て

床研究において，短期 PD 治療患者の UFF における

TGF-b1，VEGF-C，LYVE-1，VEGF-C の受容体である

リンパ管吸収の重要性が報告されているが，UFF や

VEGFR-3 mRNA 発現の増加を認めた．ヒト腹膜組織

腹膜炎患者のリンパ管新生の病理，メカニズムなどの

と同様に CG モデル横隔膜においても，VEGF-C は中

詳細についてはこれまでほとんど報告されていない．

皮細胞，マクロファージに発現していた．CG モデル

本研究において，ヒト PD 排液中の VEGF-C 濃度は

T に GF-b 受容体阻害剤（LY 364947）を腹腔内投与し

腹膜透過性と相関し，また UFF および腹膜炎患者の

たとろ，線維化の指標である type 3 collagen, aSMA の

腹膜組織中の VEGF-C，リンパ管マーカー mRNA の

発現低下とともに VEGF-C，LYVE-1 の発現が抑制さ

発現が増加していたことより，腹膜透過性の亢進した

れた（図 4）．さらに新生リンパ管の吸収機能を検討

患者においてリンパ管新生が進行していることが考え

するために，腹腔に FITC ラベルされた高分子 dex-

られた．また VEGF-C は腹膜において少なくとも中

tran を投与し，FITC-dextran の横隔膜リンパ管内の発

皮細胞，マクロファージに発現することがわかり，腹

現と血中濃度を評価した．CG モデルに COX-2 阻害剤

膜中皮細胞において TGF-b1 が VEGF-C の発現を誘導

（セレコキシブ）を経口投与することで新生リンパ管

することが明らかとなった．

の発現は低下し，FITC-dextran の横隔膜での発現と

我々はマクロファージにおいても同様の結果を得て

血中濃度（未治療群 59.0±8.5（ng/ml）
，治療群 30.0

過去に報告している3）．化学的に炎症と線維化を惹起

±18.3（ng/ml），P＜0.01）が抑制された．

した CG モデルにおいて，腹膜の線維化とともにリン

PD における除水量は，透析液浸透圧による毛細血

パ管新生が進行していた．TGF-b 受容体阻害剤を投与

管を介した除水量とリンパ管吸収量の差である ．臨

して TGF-b シグナルを抑制したところ，線維化の軽

4）

日本透析医会雑誌

142

Vol. 29

p＜0.01

200

100

0

saline
Control

Type III collagen-positive area
（×103 nm2/1mm surface length）

0

200

100

saline
inhibitor
CG model

E

100

0

VEGF-C score

5

saline
Control

Dialysate
Glucose
AGE
GDP

p＜0.01

1

saline
Control

saline
inhibitor
CG model

stimulation
induction

Peritoneal ﬁbrosis

VEGF-C
production

TGF-b1

図5

saline
inhibitor
CG model

CG モデルにおける免疫染色の半定量評価

mesothelial cells

Inﬂammation
Peritonitis

saline
Control

2

0

saline
inhibitor
CG model
図4

p＜0.001

200

3

10

0

saline
inhibitor
CG model

F

p＜0.05

15

saline
Control

D

300

saline
Control

100

saline
inhibitor
CG model
p＜0.001

0

p＜0.001

200
ED-1-positive cell count
（/1mm surface length）

300

C

LYVE-1-positive area
（×103 nm2/1mm surface length）

2014

B

a-SMA-positive area
（×103 nm2/1mm surface length）

Thickness of parietal peritoneum
（nm）

A

No. 1

macrophages
Lymphangiogenesis

我々が提唱する腹膜透析における腹膜線維化とリンパ管新生のメカニズム

減とともに VEGF-C の発現とリンパ管新生が抑制さ

た．

れた．このことより，腹膜におけるリンパ管新生は

PD 患者では，透析液由来のグルコースやグルコー

TGF-b と VEGF-C の発現に強く関連すると考えられ

ス分解産物，最終糖化産物などの暴露や腹膜炎などに

リンパ管新生の腹膜透析除水不全における役割について

より，PD 排液中の TGF-b1 濃度が上昇することが知
られている5～7）．腹膜線維化の進行とともに，TGF-b1
が腹膜中皮細胞やマクロファージにおける VEGF-C 産
生を誘導し，リンパ管新生が進行する TGF-b-VEGF-

143

in the Tokai area of Japan. Clin Exp Nephrol, 15; 727-737,
2011.
2） Sakamoto I, Ito Y, Mizuno M, et al. : Lymphatic vessels develop; during tubulointerstitial ﬁbrosis. Kidney Int, 75; 828838, 2009.

C pathway の存在が考えられた （図 5）．CG モデルの

3） Suzuki Y, Ito Y, Mizuno M, et al. : Transforming growth fac-

腹腔に FITC-dextran を投与した評価では，リンパ管

tor-b induces vascular endothelial growth factor-C expression

新生の抑制により FITC-dextran の血中濃度が低下し

leading to lymphangiogenesis in rat unilateral ureteral obstruc-

8）

ており，新生リンパ管が PD の除水に関与していると
推察された．今後 PD において，リンパ管新生を抑制

tion. Kidney Int, doi : 10. 1038/ki. 2011464, 2012.
4） Mactier RA, Khanna R, Twardowski Z, et al. : Contribution
of lymphatic absorption to loss of ultrafiltration and solute

することで UFF が改善されるかさらに検討していく

clearances in continuous ambulatory peritoneal dialysis. J Clin

必要があると思われた．

Invest, 80; 1311-1316, 1987.

結

5） Kang DH, Hong YS, Lim HJ, et al. : High glucose solution

論

and spent dialysate stimulate the synthesis of transforming

腹膜線維化とともに TGF-b-VEGF-C pathway を介し，
リンパ管新生が進行することが明らかとなった．

growth factor-beta1 of human peritoneal mesohelial cells : effect of cytokine costimulation. Perio Dial Int, 19; 221-230, 1999.
6） De Vriese AS, Tilton RG, Mortier S, et al. : Myofibroblast
transdifferentiation of mesothelial cells is mediated by RAGE

この研究は，平成 23 年度日本透析医会公募研究助
成によるものである．

and contributes to peritoneal ﬁbrosis in uraemia. Nephrol Dial
Transplant, 21; 2549-2555, 2006.
7） Lai KN, Lai KB, Lam CW, et al. : Changes of cytokine pro-

本研究内容は，文献 8 として発表した．

files during peritonitis in patients on continuous ambulatory
peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis, 35; 644-652, 2000.
8） Kinashi H, Ito Y, Mizuno M, et al. : TGF-b1 Promotes Lymp-

文

献

1） Mizuno M, Ito Y, Tanaka A, et al. : Peritonitis is still an important factor for withdrawal from peritoneal dialysis therapy

hangiogenesis during Peritoneal Fibrosis. J Am Soc Nephrol,
24; 1627-1642, 2013.

日本透析医会雑誌

144

公募研究助成

Vol. 29

No. 1

2014

〈論文〉

適正透析実現に向けたナビゲーション
透析システムの開発
山本健一郎

峰島三千男

東京女子医科大学臨床工学科

key words：透析排液，モニタリング，ナビゲーション透析

要

旨

透析量をモニタリングするためには尿素濃度を定量
する必要がある．その方法としては，尿素に活性を示

血液透析療法により，多くの慢性腎不全患者が救

すウレアーゼを用いた酵素法1）や，酸化剤を用いた発

命・延命されているものの，患者の平均余命は健常人

光法2）などがある．これらの定量性はその精度に優れ

の半分程度でありさらなる改善が望まれる．これに応

るものの，外部からの試薬添加などが必要であり，よ

える次世代人工腎臓治療は，個々の患者にあった透析

り簡便な方法が臨床現場では望まれる．一方，光学的

を在宅で安全かつ適正に施行できるナビゲーション透

に検出する手法は，夾雑物質による影響を受けやすく

析の開発であると考える．そこで本研究では，紫外

測定対象が不明であるという大きな弱点はあるが，試

LED を光源とする透析液排液モニタの試作機を用い

薬添加が不要かつレスポンスに優れ，リアルタイムな

て in vitro において基礎検討を行った．その結果，本

モニタリングが可能である点で優れる．すでに実験的

試作機により尿素やクレアチニンといった小分子量溶

に吸光度変化は尿素やクレアチニンといった小分子溶

質濃度の経時変化に強く相関する吸光度の経時変化を

質の濃度変化と高い相関があることが知られており，

計測でき，臨床にも十分使用できることを確認した．

透析液中溶質濃度をモニタリングするために有効な手

吸光度による透析液排液中濃度のモニタリングはナビ

法であると考えられる．本研究では，この光学的検出

ゲーション透析システムに有用であると考えられた．

法を選択し，紫外 LED を光源とする透析排液モニタ

1

はじめに
24 時間常に働く正常な腎機能を，週 3 回，1 回 4 時

の試作機を用いて in vitro において基礎検討を行った．
2

方

法

間程度の画一的治療スケジュールで代替することは限

今回の評価に使用した透析排液中溶質濃度モニタリ

界に近づいている．その打開策としては夜間睡眠時

ング試作機の外観を図 1 に示す．検出部には透析液排

（6～8 時間）などに長時間安全かつ適正に施行できる

液の流路である石英製ガラス管があり，これを挟むよ

在宅血液透析システムの開発が望まれる．そこで我々

うに紫外 LED（波長約 300 nm）とフォトダイオード

は，透析中のダイアライザ性能，ならびに患者からの

が向き合うように配置されている．紫外 LED より照

溶質除去能の経時変化をリアルタイムで測定し，患者

射された光は，石英製ガラス管とその内側を流れる透

個々に応じた状態へナビゲートする新しい治療システ

析排液を透過し，反対側に設置されたフォトダイオー

ムの開発を目的として研究を行った．

ドにより検出される．この試作機を用いて透過光強度

Development of navigation dialysis system for adequate treatment
Department of Clinical Engineering, Tokyo Women’s Medical University
Ken-ichiro Yamamoto
Michio Mineshima
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制御部

電圧ロガー
図1

血液ポンプ

検出部
透析排液モニタの試作機の外観

データロガー
透析装置

3

結果および考察
尿酸水溶液を模擬血液として透析したさいに計測し

た透析液側の吸光度変化を図 3 に示す．図に示すよ
試作モニタ

うに，除去が進み濃度が低下するにつれ吸光度が低下
していく様子がわかる．得られたデータに対し，体内

再循環用ポンプ

溶質分布モデルに適用し解析することで，個々の患者
に適した状態へナビゲートすることが可能となる．本
実験系ではシングルコンパートメントモデルが成立す

図2

吸光度による排液濃度モニタリング

るはずであるため，図 4 に示したように片対数表示に
するときれいな直線関係が得られ，透析液排液濃度と

に応じて出力される電位の値をもとに吸光度を算出し

血液側濃度の変化は非常によく相関していることが確

た．

認できた．このように，透析初期の透析液排液モニタ

本試作機の基本性能を評価するため，図 2 に示した
回路にて模擬透析実験を行った．透析効率の指標とな

リングデータをもとに透析終了時点の濃度を予測する
ことができる．

る尿素（分子量 60）を用いることが好ましいが，検

透析液排液中溶質濃度の連続モニタリングは，透析

出波長に対して吸光係数が低く検出感度が低い．そこ

量を把握するだけでなく安全性を確保するためにも有

で本研究では，血液の代わりに，300 nm 付近に吸光

用である．なぜなら，本計測システムでは，治療効率

度をもつ約 27 mg/L 尿酸（分子量 168）水溶液 3 L を

に影響を及ぼすすべてのアクシデント（アクセス内再

用いた．ダイアライザーは，APS-15SA（旭化成メデ
ィカル）を使用し，血流量，透析液流量，濾過量はそ

0.12

れぞれ 200，500，0 mL/min とした．排液モニタは，

0.1

クから定期的にサンプリングを行い透析液側の濃度変
化と比較した．同様の実験系において，外部ポンプに
より意図的に急激な 10％ 再循環を再現して，それを
検知できるかどうか検証した．また，実際の透析治療
で生じた透析液排液を用いて本試作機による溶質濃度
の経時変化について測定し，臨床利用の可能性につい
て検証した．

吸光度［−］

透析液出口直後に配置した．よく撹拌した血液側タン
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変化の著しい急性血液浄化，ならびに個々のライフス

0.04

タイルに合わせたフレキシビリティが要求される在宅
血液透析などの分野で有用であると期待される．

0.02
0.00

0

10

20

30

40

50

60

時間［min］
図5

急激に生じた再循環による濃度低下の検出

4

結

論

紫外 LED を光源とする透析液排液モニタにより in
vitro にて基礎検討を行った結果，溶質除去に伴う透

循環，脱血不良，モジュールの凝固など）による治療

析液排液中溶質濃度の経時変化を検出することができ，

効率低下を定量的に把握し，リアルタイムに適正化に

ナビゲーション透析システムに有用であることが確認

向けた治療条件の変更が可能なためである．たとえば

できた．

図 5 のように，意図的に急激に生じた 10％ の再循環
による性能低下に伴う濃度低下として検出可能である
し，ファウリングが進行すれば傾きの減少が認められ

この研究は，平成 23 年度日本透析医会公募研究助
成によるものである．

る．
臨床で得た透析排液について，その吸光度を試作機
により計測した結果を図 6 に示す．夾雑物質の影響な
ど検証すべき点は残されているものの，透析排液中溶
質濃度の経時減少を計測することができた．すでに報
告されている臨床での透析液排液モニタの有用性に関
する検証結果3）とも同様の結果であった．臨床におい
ても，光学的手法により透析液排液中の溶質濃度変化
を測定可能であることが確認できた．
昨今の技術発展により，透析液排液中溶質濃度の連
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マウス腹膜線維症モデルにおける
HDAC 阻害剤の線維化抑制効果
牟田久美子
長崎大学大学院医歯薬総合研究科

key words：ヒストン修飾，腹膜線維化，SAHA，エピジェネティクス

要

旨

細胞数は，CG＋vehicle 群に比べて CG＋SAHA 群で
は減少した．ヒストンアセチル化の程度は，CG＋ve-

【背景】長期の腹膜透析療法は，腹膜中皮下組織の

hicle 群と比較して CG＋SAHA 群で軽減していた．ヒ

線維化を引き起こすが，その機序は明らかになってい

ストンアセチル化によって転写が促進される遺伝子と

ない．一方エピジェネティクスは，遺伝子の塩基配列

して線維化抑制因子である bone morphogenetic pro-

によらない遺伝情報の後天的な発現制御機構であり，

tein 7（BMP-7）の発現を調べたところ，SAHA 投与に

中でもヒストンアセチル化は遺伝子の転写を促進する

よりその発現が亢進していることがあきらかとなった．

ことが知られている．近年，ヒストンアセチル化が

【結語】腹膜線維症の治療として，SAHA の臨床応

種々の臓器の線維化に関与していることが明らかとな
り，ヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）阻害剤がそ
の抑制に有効であると報告されているが，腹膜線維化
に対する効果は検証されていない．

用の可能性が示唆された．
1

研究目的
現在，我が国の慢性透析患者の中で腹膜透析患者の

【目的】クロールヘキシジングルコネート（CG）投

占める割合は約 3％ と，1 万人に満たない程度であ

与による腹膜線維症モデルマウスを作成し，HDAC

る‡1）．腹膜透析療法の普及を妨げている一因として，

阻害剤の suberoylanilide hydroxamic acid（SAHA）の

長期間の腹膜透析に伴う腹膜線維症や被嚢性腹膜硬化

線維化抑制効果を検討する．

症の問題がある1）．これらの疾患は生命予後に関わる

【方法】ICR マウスの腹腔内に CG を 3 週間隔日投

大きな問題であり，その発症を抑制する治療が必要で

与して腹膜線維化を惹起した．さらに CG 投与時より

ある．しかし現時点では，腹膜透析による腹膜線維化

SAHA あるいは vehicle を連日皮下投与した．3 週間

の進展機序は明らかとなっておらず，有効な治療法は

後に腹膜を採取し，Masson & Trichrome 染色で線維

確立されていない．

化を評価し，線維化関連因子やヒストンアセチル化に

一方，エピジェネティクスは，近年，癌や生活習慣

ついては免疫組織化学あるいは real-time RT-PCR で検

病といった後天的な多因子疾患に，その異常が重要な

討した．

役割を果たしている可能性が追究されている2）．エピ

【結果】CG 投与により腹膜中皮下組織の肥厚を認め

ジェネティクスのひとつであるヒストンのアセチル化

た．SAHA 投与によって腹膜中皮下組織の肥厚は軽減

は遺伝子の転写促進に働き，ヒストンアセチルトラン

した．
ﬁbroblast-speciﬁc protein-1（FSP-1）や a-smooth

スフェラーゼ（HAT）と HDAC 活性のバランスによ

muscle actin（aSMA）といった線維化関連因子の陽性

り遺伝子発現を調節している3）．このバランスの崩壊

HDAC inhibitor attenuates peritoneal ﬁbrosis induced by chlorhexidine gluconate in mice
Second Department of Internal Medicine, Nagasaki University School of Medicine
Kumiko Muta
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SAHA の投与を行った．

止める抗癌作用があることが報告された ．さらに近

具体的には，雄 10 週齢の ICR マウスに，15％ エタ

年，HDAC 阻害剤が腎臓や心臓等の線維化を抑制す

ノール液に溶解した 0.1％ CG を 0.2 ml/body，隔日腹

4）

．

るという報告が散見されるようになった

腔内投与して腹膜線維化を惹起した．SAHA は，vehi-

5, 6）

腹膜線維化に対する HDAC 阻害剤の有用性を検討

cle（dimethylsulfoxide : saline＝1 : 1）に 溶 解 し て 25

した報告はこれまで存在しない．腹膜線維化において

mg/kg の用量を，CG 投与時より週 5 回連日皮下投与

HDAC 阻害剤の有用性を示すことができれば，腹膜

した．

線維化の進展機序の解明や今後の治療法確立に有益と

以下の 4 群を作成した．

なりうる．本研究では HDAC 阻害剤である SAHA の

●

CG と vehicle を投与する群（CG 群）

腹膜線維化抑制効果について検討した．

●

CG と SAHA を投与する群（CG＋SAHA 群）

●

CG の希釈液である 15％ エタノール液と vehicle

研究方法

を投与する群（Control 群）

①CG 投与によりマウス腹膜線維症モデルを作製し，
A

●

15％ エタノール液と SAHA を投与する群（15％

B

50 nm

C

E
Thickness of submesothelial
compact zone（nm）

2

D

＊

＊
＊

＊

＊

図 1 腹膜組織の Masson’s trichrome 染色
（A）正常のマウスでは，単層の中皮細胞が腹膜表面を覆っていた．（B）control 群の腹
膜組織は正常で，中皮下結合組織の肥厚を認めなかった．
（C）CG 群のマウスの腹膜組織
は，中皮下結合組織の著明な肥厚を示し，多くの細胞浸潤を認めた．（D）SAHA 群では，
中皮下結合組織の肥厚が抑制された．（A～D）200 倍；写真中の棒線は中皮下結合組織の
肥厚を示す．（E）棒グラフは中皮下結合組織の肥厚を示す．値は平均値±標準誤差で表
示した．＊は p＜0.05 を示す．
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factor（CTGF）の発現を，real-time RT-PCR で評価し

②CG 投与開始 3 週間後に，マウスを屠殺し壁側腹

た．

膜を採取して，パラフィン切片を作成した．
③Masson & Trichrome 染色を行い，画像解析ソフ
トを用いて，腹膜中皮下組織肥厚の程度を解析した．

⑥ヒストンアセチル化について免疫蛍光抗体法で評
価 し た．観 察 は 蛍 光 顕 微 鏡（LSM 5 PASCAL; Carls
Zeiss Co., Ltd., Germany）を用いた．

④線維化について FSP-1 と aSMA，コラーゲン産生

⑦線維化抑制因子について，BMP-7 の免疫蛍光抗

因子に関して Type III collagen，TGF-b シグナルの活

体法で評価した．BMP-7 陽性細胞数を，腹膜中皮下

性化について Smad 2/3 リン酸化の免疫組織化学で評

組織の総細胞数に対する割合で評価した．さらに，

価した．FSP-1, aSMA, リン酸化 Smad 2/3 は顕微鏡倍

real-time RT-PCR により BMP-7 の mRNA の発現を検

率 200 倍にて 1 視野中の陽性細胞数のカウントを行い， 討した．
Type III collagen に関しては，陽性面積を画像解析ソ
フトで評価した．

⑧マクロファージの増生については F4/80，新生血
管については CD31 の免疫組織化学で評価し，顕微鏡

⑤TGF-b シグナルの標的遺伝子である I 型 collagen

倍率 200 倍にて 1 視野中の陽性細胞数をカウントした．

a1 鎖（aCoL1a1）
，ﬁbronectin，collagen tissue growth
A

B

50 nm

C

D

E

＊
＊

Type III collagen positive area
（×103 nm2）

＊

図 2 type III collagen の免疫組織化学的解析
（A）control 群では，中皮下結合組織での type III collagen の発現は正常マウスと同程度
だった．
（B）CG 群では，type III collagen は中皮下結合組織でびまん性に発現した．
（C）
CG＋SAHA 群では，type III collagen の発現が明らかに減少した．
（D）ネガティブコント
ロールとして，CG＋SAHA 群の腹膜組織を正常 IgG で反応させた．（A～D）200 倍；写
真中の棒線は中皮下結合組織の肥厚を示す．
（E）棒グラフは type III collagen 陽性面積を
示す．値は平均値±標準誤差で表示した．＊は p＜0.05 を示す．
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少 し て い た（図 1）．Control 群 や 15％ ethanol in sa-

結果と考察

line＋SAHA 群では腹膜組織はほぼ正常で，腹膜中皮

CG 群では腹膜中皮下組織の肥厚を認め，多くの細

下組織の肥厚は認めなかった．コラーゲン蓄積につい

胞浸潤がみられた．一方，CG＋SAHA 群では腹膜中

て，type III collagen の免疫組織化学では，CG 群の腹

皮下組織の肥厚が有意に軽減し，浸潤する細胞数も減

膜中皮下組織でびまん性に発現を認め，CG＋SAHA

A

B

50 nm

C

D

＊
＊

Number of FSP-1
positive cells

＊

E

F

G

H

＊
＊

Number of aSMA
positive cells

＊

図 3 FSP-1 と aSMA の免疫組織化学的解析
（A）CG 群では FSP-1 陽性細胞数が著明に増加した．
（B）CG＋SAHA 群では，FSP-1 の
発現は抑制された．
（C）ネガティブコントロールとして，CG＋SAHA 群の腹膜組織を正常
IgG で反応させた．
（A～C）200 倍；写真中の棒線は中皮下結合組織の肥厚を示す．
（D）棒
グラフは FSP-1 陽性細胞数を示す．値は平均値±標準誤差で表示した．＊は p＜0.05 を示
す．
（E）CG 群で，aSMA 陽性細胞数は増加した．
（F）CG＋SAHA 群で，aSMA 陽性細胞
数は減少した．
（G）ネガティブコントロールとして，CG＋SAHA 群の腹膜組織を正常 IgG
と反応させた．
（E～G）200 倍；写真中の棒線は中皮下結合組織の肥厚を示す．（H）棒グ
ラフは aSMA 陽性細胞数を示す．値は平均値±標準誤差で表示した．＊は p＜0.05 を示す．
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＊

＊

＊
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図4

Smad 2/3 リン酸化の免疫組織化学的解析と TGF-b 依存性線維化関連因子
の遺伝子発現
（A）CG 群では，多くの Smad2/3 リン酸化陽性細胞を肥厚した腹膜中皮下結合組織で
認めた．
（B）CG＋SAHA 群で，Smad2/3 リン酸化陽性細胞数は有意に減少した．（C）ネ
ガティブコントロールとして，CG＋SAHA 群の腹膜組織を正常 IgG で反応させた．（A～
C）200 倍；写真中の棒線は中皮下結合組織の肥厚を示す．
（D）棒グラフは Smad 2/3 リ
ン酸化陽性細胞数を示す．値は平均値±標準誤差で表示した．＊は p＜0.05 を示す．（E）
aCoL1a1 遺伝子の発現は real-time RT-PCR により，コントロールの b-actin に対する比で
測定した．値は control 群に対する比±標準誤差で示した．＊は p＜0.05 を示す．（F）ﬁbronectin 遺伝子の発現は real-time RT-PCR により，コントロールの b-actin に対する比で
測定した．値は control 群に対する比±標準誤差で示した．＊は p＜0.05 を示す．（G）
CTGF 遺伝子の発現は real-time RT-PCR により，コントロールの b-actin に対する比で測
定した．値は control 群に対する比±標準誤差で示した．＊は p＜0.05 を示す．

A

B

50 nm

C

D

図 5 アセチル化 H3K9 の免疫組織化学的解析
（A）control 群の腹膜の細胞ではヒストンアセチル化の程度が低かった．
（B）CG 群で
は，肥厚した腹膜中皮下結合組織で中等度のヒストンアセチル化を示した．（C）CG＋
SAHA 群では，ヒストンアセチル化の程度が CG 群よりも上昇傾向を示した．
（D）ネガテ
ィブコントロールとして，CG＋SAHA 群の腹膜組織を正常 IgG で反応させた．（A～D）
200 倍；写真中の棒線は中皮下結合組織の肥厚を示す．
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50 nm

C

D

F

＊
＊

＊

＊

＊
BMP-7 mRNA

Ratio of BMP-7 Positive
cells to submesothelial cells

E

図 6 BMP-7 の免疫蛍光抗体法
（A）control 群では，BMP-7 陽性細胞は腹膜でほとんど認めなかった．
（B）CG 群は腹
膜中皮下結合組織で数個の BMP-7 陽性細胞を認めた．（C）CG＋SAHA 群では，BMP-7
陽性細胞が増加した．（D）ネガティブコントロールとして，CG＋SAHA 群の腹膜組織を
正常 IgG で反応させた．（A～D）200 倍；写真中の棒線は中皮下結合組織の肥厚を示す．
（E）棒グラフは BMP-7 陽性細胞数を示す．値は平均値±標準誤差で表示した．＊は p＜
0.05 を示す．（F）BMP-7 遺伝子の発現は real-time RT-PCR により，コントロールの b-actin に対する比で測定した．値は control 群に対する比±標準誤差で示した．＊は p＜0.05
を示す．

群では有意にその発現が減少していた（図 2）．線維

り，CG＋SAHA 群では陽性細胞の減少を認めた（図

芽細胞のマーカーである FSP-1 の発現を免疫組織化学

4）．さ ら に，TGF-b シ グ ナ ル の 標 的 遺 伝 子 で あ る

で評価すると，CG 群では陽性細胞数が control 群と

aCoL1a1，ﬁbronectin，CTGF の 発 現 を real-time RT-

比較して著明に増加しており，SAHA 投与により有意

PCR で調べたところ，CG 群では control 群と比較し

にその発現が抑制されていた（図 3）．筋線維芽細胞

て有意にこれらの mRNA の発現が増加していた．一

のマーカーである aSMA の免疫組織化学では，CG 群

方 CG＋SAHA 群では，aCoL1a1，ﬁbronectin，CTGF

に比べて CG＋SAHA 群では陽性細胞数が有意に減少

の mRNA 発現が低下する傾向を認めた．以上より，

した（図 3）．以上より，SAHA が腹膜線維化を抑制

SAHA 投与は TGF-b シグナルを抑制することが示唆

することが明らかとなった．

された（図 4）．

線維化に重要な TGF-b シグナルについて評価する

ヒストンアセチル化を免疫蛍光抗体法で評価すると，

ため，TGF-b シグナルのメディエーターである Smad

肥厚した腹膜中皮下組織の細胞で，CG 群と比較して

2/3 のリン酸化を免疫組織化学で評価した．CG 群で

CG＋SAHA 群では，ヒストンアセチル化の程度が強

は control 群と比較して有意に陽性細胞が増加してお

い陽性細胞を多く認めた（図 5）．SAHA 投与により
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図 7 F4/80 と CD 31 の免疫組織化学的解析
（A）CG 群では，肥厚した腹膜中皮下結合組織で多くの F4/80 陽性細胞を認めた．（B）
CG＋SAHA 群では，F4/80 陽性細胞が有意に減少した．
（C）ネガティブコントロールと
して，CG＋SAHA 群の腹膜組織を正常 IgG で反応させた．（A～C）200 倍；写真中の棒線
は中皮下結合組織の肥厚を示す．（D）棒グラフは F4/80 陽性細胞数を示す．値は平均値
±標準誤差で表示した．＊は p＜0.05 を示す．（E）CG 群では，CD 31 陽性血管の数が著
明に増加した．
（F）CG＋SAHA 群では CD 31 陽性血管数が減少した．（G）ネガティブコ
ントロールとして，CG＋SAHA 群の腹膜を正常 IgG で反応させた．
（E～G）200 倍；写真
中の棒線は中皮下結合組織の肥厚を示す．（H）棒グラフは CD 31 陽性血管数を示す．値
は平均値±標準誤差で表示した．＊は p＜0.05 を示す．

ヒストンアセチル化が亢進することが示唆された．

では，肥厚した腹膜中皮下組織で CG 群でも BMP-7

HDAC 阻害剤投与によるヒストンアセチル化亢進

陽性細胞をいくつか認めたものの，CG＋SAHA 群で

によって転写が促進される因子として，線維化抑制因

は有意に BMP-7 陽性細胞が増加していた（図 6）．

子である BMP-7 の発現を検討した．免疫蛍光抗体法

BMP-7 mRNA の発現は CG 群と比べて CG＋SAHA 群
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で有意に増加していた（図 6）．以上より，SAHA 投
与は BMP-7 の発現を促進することが示された．

No. 1

2014

の SAHA の線維化抑制効果が示唆された．
SAHA 投与により長期間の腹膜透析が可能になった

さらに，以前より報告されている SAHA の抗炎症

場合，透析患者の社会的活動時間の増加，就労者の場

作用や抗血管新生作用についても検討した．免疫組織

合は就労時間の延長，高齢で寝たきりに近い患者の場

化学で，マクロファージのマーカーである F4/80 陽

合は在宅治療の期間が延長できること，特に心不全を

性細胞と血管のマーカーである CD 31 陽性血管は，

伴うような腎不全患者の生命予後の改善などが期待で

CG＋SAHA 群で CG 群よりも有意に減少していた（図

きる．また本邦における末期腎不全患者で腹膜透析を

7）．つまり，SAHA が腹膜線維化抑制効果を発揮する

選択する患者の割合も増加して，医療費の抑制が可能

機序として，ヒストンアセチル化亢進作用以外に，そ

となるかもしれない．

の抗炎症作用や抗血管新生作用の関与も示唆された．
以上の結果から，マウス腹膜線維症モデルにおいて，
HDAC 阻害剤の SAHA は線維化を抑制することが明

この研究は，平成 24 年度日本透析医会公募研究助
成によるものである．

らかとなった．その機序として，SAHA のヒストンア
セチル化亢進による BMP-7 の発現促進と抗炎症作用，
抗血管新生作用の関与が考えられた．
今後の課題として，CG 投与開始後に SAHA 投与を
行う治療的介入には効果があるかどうか，また本実験
で使用された SAHA の投与量は臨床適応とされる用
量の約 3 倍であり，今回のモデルマウスでは明らかな
副作用は認めなかったものの腹膜透析患者で使用する
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場合の適用量はどのくらいか等，検討が必要である．
4
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マウス腹膜線維症モデルにおいて，HDAC 阻害剤
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平成 26 年度
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ら

せ

透析療法従事職員研修のお知らせ

この研修は，透析療法に携わる方々を対象に，透析療法に関する研修を行い，腎不全医療の質
の向上を目的としています．
1. 対 象 者：透析療法または CKD（慢性腎臓病）診療に携わる医師・看護師・准看護師・
臨床工学技士・臨床（衛生）検査技師・管理栄養士・栄養士・薬剤師
2. 講

義：1. 大宮会場（埼玉）
日時 平成 26 年 7 月 19 日（土）・20 日（日）
場所 大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市）
2. 神戸会場（兵庫）
日時 平成 26 年 7 月 25 日（金）・26 日（土）
場所 神戸国際会議場（兵庫県神戸市）
※今回から西日本でも開催いたします．講義内容は両会場とも同じです．

3. 実

習：講義終了後，平成 26 年 12 月末日までに全国 181 の実習指定施設において所
定のカリキュラムを行います．
（対象者：医師・看護師（准看護師を含む）・臨床工学技士）

4. 受講費用：Ａ. 講義のみ
20,000 円（税込）
Ｂ. 講義＋実習
20,000 円（税込）＋実習料（※注）
実習生が実習指定施設（実施要領に記載）に所属している場合
Ｃ. 講義＋実習＋見学実習 20,000 円（税込）＋見学実習料（※注）
※注 実習料・見学実習料は，講義受講後，実習または見学実習に際して，
各実習指定施設へ直接お支払いいただきます．
5. 修 了 証：講義と実習（または見学実習）を修了した実習者には，修了証書を発行します．
6. 申込方法：平成 26 年 3 月 1 日付にて，主な透析医療施設長宛に発送する「実施要領」を
ご参照のうえ，研修申込書にて（公財）日本腎臓財団宛にお申込み下さい．
（当財団 HP よりインターネットにて申込み．アップロードは平成 26 年 3 月
上旬予定）
7. 申込締切：平成 26 年 5 月 9 日（金）
8. 後

援：厚生労働省

9. 問合せ先：（公財）日本腎臓財団 研修担当
〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-11
TEL ０３ - ３８１５ - ２９８９
FAX
URL http://www.jinzouzaidan.or.jp/

０３ - ３８１５ - ４９８８
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﹁血液透析との出会いから﹂

杉野信博

ホテル個室の浴槽のような大きな容器に半分浮いている円筒型のドラム缶がゆっくり廻っている．周囲に
は細いチューブが巻きついていて赤色なのは中に血液が流れているらしい．ドラム缶は水車小屋のような快
よい「がったん，ごったん」と静かな音を立てている．
これが小生の HEMODIALYSIS（HD）実物（図 1）の初見参であった．場所は東京東銀座の現在国立癌セ
ンターの建物で，1954 年前後は米軍陸軍病院 TOKYO ARMY HOSPITAL ANNEX の 2F の透析室である．当
時朝鮮戦争の最中で米軍兵士の重傷者が空輸され，AKI を起した患者を透析していた．小生は医師になって
2，3 年の頃で下宿が近かったので米軍病院に研修医として参加した．送られて来る負傷者も多く日夜多忙
であったが，戦後復興中の日本の医療とは雲泥の差で色々新しいことを覚えさせられた．
この数年後に所属する日大板橋病院にも米軍病院のよりも大分小型ではあったが，ドラム型のいわゆる
KOLFF 型（コイル型）が 3 台設置され AKI の血液透析を始めた．なにしろ体外循環血液量が 300 ml 以上な
ので，開始時には回路に全血または赤血球浮遊液を充塡しなければならなかった．また血液回路やダイアラ
イザー内の凝血を防止するため，ヘパリン-プロタミン中和法を行わざるをえず，透析中眼が離せなかった．

図1

米軍陸軍病院における HD（東京）
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ヘパリンが不足すれば目づまりが起きて，ダイアライザーのセロファン膜が破裂したり，行き過ぎれば創傷
の出血が起るし大いに苦労した．当時の透析ケアからみると，今日の小型透析器で監視装置などすべて自働
的な設備でケア側も患者さん達も短時間で高効率にできるのは夢のようである．
かような透析療法の進歩は単なる拡散による尿毒性物質の除去に止まらず，濾過，吸着など複雑な人の腎
臓の働きに少しずつ近づいて来たことを物語っている．併し近づくほど望みはさらに大きくなり，排泄器官
だけではない腎臓が，生体の生命維持に不可欠な循環，代謝，内分泌や血圧制御をしている面も考慮しなけ
ればならない．これらの課題について種々議論，検討が続いているが，その 1 例として思い出したのは『日
本内科学会誌』（2002 年 9 巻 5 号）の「内科 10 年のあゆみ ‘腎臓’」特集号の記事である．何人かの執筆の後
に座談会が載っていて（pp. 1513-1527）
，発語の荒川正昭，繁田幸男，酒井紀，越川昭三氏が各分野で貴重
な話題をあげられている．終りに司会の小生が「将来人の腎臓に近い再生臓器ができて患者さんにより良い
QOL が得られるように期待したい」と述べていた．
その期待が 10 年後の今日に，京都大学教授山中伸弥氏の iPS 細胞作製の成功で NOBEL 生理学・医学賞
が授けられ，空論ではなく具体化第 1 歩が始まったことは望外の喜びである．理想の目標に向い今後一歩一
歩前進していくのを信じてわが呟きとする．
東京女子医科大学名誉教授
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﹁超高齢社会における地域の透析医療事情﹂

今野

敦

〈施設間連携の重要性〉
当地（北海道北見市）の高齢化率は約 28％ で，全国平均を上回り，医療環境的には「大量死」の状況に
突入している．定員 100 名の特養の入所待機者が 300 名といった状況である．
透析患者の高齢化も深刻な問題で，虚弱高齢透析患者の増加，介護の担い手不足，冬場の交通手段確保の
困難さも加わり，自立した生活ができない高齢透析患者が急増している．当地の最大の基幹病院は維持透析
治療を受け入れておらず，終末期の入院透析は透析病院や有床診療所で担っている．そこでは急性期医療だ
けではなく，リハビリテーションや介護サービスも必要となっている．透析医療機関間や介護施設との密な
連携が必要とされている．しかしながら，介護の現場ではまだまだ透析治療についての理解も進んでおらず，
透析患者は受け入れ困難として断られることも少なくない状況がある．
当院の近隣に，透析患者の受け入れも目的の一つに開設した定員 29 名の小規模特養があり，入所者の半
数を透析患者が占めている．その実情は，入所した透析患者が重症である事が多く，一般の入所者に比べて，
その入所期間は極端に短い．終末期透析患者の介護の現場は想像以上に厳しい．医療と介護の密接な連携が
求められている．
〈高齢透析患者の生命・生活の質〉
透析医療も確実に進歩しており，命を繋ぐ医療から生命・生活の質の向上を目指す医療へと変化してきた．
各種のガイドラインが作成され，標準治療も定着しつつあるように思える．しかしながら，こと高齢の終末
期透析患者に関しては，透析医としての無力さを日々痛感させられている．
すでに高齢となってからの透析導入，糖尿病を基盤とした腎不全など，動脈硬化が進展した状態での透析
導入となると，透析治療という身体にとって異常事態に十分対応のできない例が少なからず見られ，導入後
間もなく残念な結果に至る事も少なくない．また，透析を続けてきた患者が，後期高齢者ともなると，脳梗
塞や骨関節障害，認知症や精神障害のため，自立した生活を送れなくなる患者も増えてくる．認知症を抱え
る透析患者は，透析治療自体の困難さもさることながら，自宅での食事管理や服薬管理にも大きな支障とな
る．そして認知症が進むにつれて家族での介護が困難となり，施設入所に至る事となる．そのような状況で
入所した高齢透析患者は，いかに関わろうとも急速に活動性が低下し，寝たきりとなる事が多い．このよう
な状況を打開する方策をなかなか見つけられないでいる．

透析医のひとりごと

159

高齢透析患者は時間的な制約もあり，通所系のリハビリテーションも利用しづらいが，身体・精神機能低
下を来さないためにも積極的な利用が望まれる．その目的達成のために，介護の現場にも透析患者について
の理解を深めてもらう事が重要と考え，そのための研修会を企画している．
〈医療・医療と医療・介護の連携のために〉
透析患者は様々な疾患を合併する．特に高齢透析患者では多くの診療科の治療を要する事が多い．当院の
ような単科の透析施設はその対応に苦慮することが少なくない．ブラッドアクセスについては市内の他の医
療機関に全面的に依存しているし，脳血管疾患，狭心症・心筋梗塞，閉塞性動脈硬化症，消化管出血，虚血
性腸炎，各種の癌などの診療についても他の医療機関にお願いするしかない状況である．
いつも心苦しく思うのは，診療情報を十分な形で伝えられない事である．当院では独自の A4 版のデータ
シートを作成して添付しているが，情報が見づらいのではないかと気にしている．一方，透析患者のデータ
は，様々な身体状況を適切に管理するためにも詳細である事が求められる．さらに，介護の現場とも詳細な
身体状況の共有が必要で，個々に応じた適切な血圧値や，注意すべき症状等共有すべき情報も多い．
国の施策である地域包括ケアの実現や医療と介護のチームケアの実現のためには，医療機関間，さらに医
療機関と介護施設間のスムースな情報連携が必須となると思われる．当地では医療と介護の情報連携を目指
して，「北まるネット」を立ち上げている．
透析医療も介護との連携が重要な時代になっており，その方策を日々模索している．
北見循環器クリニック（北海道）
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﹁長期透析が長期になった時﹂

高橋幸雄

私共の診療所は入院施設のない，常勤医は 2 名だけの小規模診療所である．内科の一般外来診療も行うが，
外来通院血液透析患者の治療が主体である．信楽園病院の付属診療所として外来通院が可能な透析患者の治
療が当初の目的であったらしい．透析患者数は現在 81 人，平均年齢 73 歳で高齢者が多い．今後，特別養護
老人ホームに入所して通院する患者さんも加わるので，さらに高齢化，重度化は進む．家族と離れて有料老
人ホームなど介護施設に入所している患者さんも多く，透析時は施設職員が送迎している．合併症のため自
力で歩行できず送迎介護を受ける方も多い．また，一人暮らしで普段から家族との接触のない方もおられる．
このように，ご家族との接触が少なくなっている事情を背景として，年 1 回程度を目途に透析患者家族や，
要望があれば老人ホーム職員も交えて面談を行っている．この面談で最近の病状や問題点，今後予想される
合併症とその予防対策につき説明し，治療にご協力をお願いする．また，ご家族の状況や患者本人の自宅や
ホームでの日常生活の様子を知り，ご家族の要望も教えていただき診療に役立てている．元気で自力通院し
ておられる患者さんは少なく，認知症高齢者も少なくはない．このような状況では，緊急時の対応のためご
家族の事情は是非知っておく必要がある．辛いことではあるが，最期をどのように迎えさせたいのかご家族
の意向も知りたいのである．
近年は透析導入時から高齢者が多い．こんな中で老人ホームから通院しており，自力では食事摂取不可能，
寝返りも不可能となり，褥瘡も合併し，誤嚥性肺炎による入退院を繰り返し，血圧も低下し，意識状態も低
下している状態の方のご家族との面談では，ご家族は経管栄養や胃瘻の造設は希望せず，また透析を中止し
て自宅で最期を迎えさせることも望まれなかった．長期間病院に入院した場合にはホームの入所料と入院料
の両方の負担となる．
長期透析も 30～40 年を超えると動脈硬化の進行で壊疸となり，激痛と感染に苦しみ，足趾，手指の切断，
さらに下肢の切断を余儀なくされる方も多い．特に一人暮らしを続けてこられた方では深刻である．透析ア
ミロイド症による破壊性脊椎症で歩行不能となり車椅子生活となられる方も多く，腰痛や肩関節，下肢痛，
麻痺などで悩まされる．ある高齢者のご家族は本人の希望をかなえて，透析のない週末に入所老人ホームか
ら自宅に外泊させているが，自宅では水分制限は守っていただけず，夜も眠らず，注意すれば怒り出す，健
康な時の穏やかな性格だったことを思うと，家族みんなが不幸になると悲しんでおられた．
過去を振り返ると，昭和 41 年当時は現在のような優れた降圧薬は無く，サイアザイド系利尿降圧薬，ア
ルファメチルドバ，セルバジール，アプレゾリン，イスメリン，カンヒドニウムなどが使用された．ループ

透析医のひとりごと

利尿薬も発売されていなかった．血圧のコントロールは困難で腎不全の進行は速く，鬱血性心不全で呼吸困
難となれば血痰をだし数時間で死の転帰をとった．昭和 39 年頃，間歇的腹膜透析が行われるようになり，
鬱血性心不全合併症例も直ちに腹膜透析を開始すれば救命できるようになった．しかし，不完全な高血圧治
療と，低タンパク血症など栄養状態も悪く，しばしば，眼底出血，網膜剥離を合併し失明した．当時の治療
成績では半年から 1 年程度の延命で死の転帰をとった．この頃，アメリカではスクリプナーの外シャントを
使用し，慢性腎不全治療が始まっていた．
昭和 41 年，新潟大学でも治療成績向上のため血液透析が始まった．当時の新潟大学には急性腎不全治療
のためのコルフ型人工腎臓が泌尿器科に 1 台あり，これを借り受けて慢性腎不全の透析を始めた．透析液も
市販されていなかった．文献をもとにすべて自分たちで透析液を作るしかなく，透析の前日，試薬を計量し
用意した．コルフ型ダイアライザーはプライミング用の血液が 800 から 1,000 ml 必要で，透析開始時に保
存血を用意し，さらに次回の透析用にダイアライザーの血液を回収する必要もあり，ACD 液を入れたフラ
スコもその都度用意した．幸い 1 例目から長期に良い状態を維持し，外来通院加療となった．2 例目は腹膜
透析時にすでにほぼ視力を失っており，血液透析で回復を期待したが結局失明を免れる事はできなかったが，
生命の予後は良好であった．血液透析療法が広く行われてからは慢性腎不全患者の網膜剥離による失明はな
くなった．
しかし，長期例が急激に増加することで問題が発生した．患者数の増加でダイアライザーや血液の入手が
困難となった．人工腎臓が 1 台しかなく昼夜使い続け，通院患者が順番待ちのために真夜中にも来院せざる
をえなくなった．平板型のキール型ダイアライザー 2 台と 1 人用透析液供給装置を 1 台購入して頂いたが，
患者の増加には対応できなかった．キール型ダイアライザーはキュプロファン膜を張り替えれば何回も使用
できたが，患者の急速な増加には準備が追いつかなかった．当初はこの人工腎の透析液も発売されていなか
ったのですべて自分たちで作るしかなかった．高濃度の透析原液は試薬がなかなか溶解せず苦労したことを
懐かしく思い出す．患者の増加に対処するため，信楽園病院に透析施設を併設することをお願いし，さらに
患者数は増加して今日に至っている．
この間にループ利尿薬，Ca 拮抗薬，ACEI，ARB など現在使用されている優れた降圧薬，活性型ビタミン
D，エリスロポエチンの開発もあり，ダイアライザーや透析液の進歩もあり，治療成績も格段に良好となっ
ている．現在は透析患者の年齢構成も高齢化が進み，糖尿病の増加，重篤な合併症を持つ患者の増加など今
後解決すべき問題は山積している．
透析療法開始当時の医療スタッフの労働は非常に厳しいものであったが，世の中の幸せ作りに貢献してい
るとの自負心は強く持っていた．翻って現在の透析患者およびご家族の状況をみると，過去に行ってきたこ
とが本当に患者とご家族を幸せにしたのだろうかと悩むことがある．私共の行っていることは，努力すれば
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するほど患者の苦しみを長引かせ，家族をも不幸にしてはいないかと心配になる．しかし，昭和 41 年頃の
患者さんやご家族が現在より幸せであったとは思えない．少なくとも厳しい合併症に悩まされるまでの間，
長期透析によって健康に近い生活ができたことは評価していただきたいと思う．昔から生老病死が四苦と言
われるように，高齢化社会では長寿そのものによる苦しみもあるのであって，透析療法だけではなくすべて
の慢性疾患が抱える問題である．患者，医療従事者，介護者，患者家族がお互いに謙虚に助け合いながら生
きていくことに幸せがあるのかもしれない．
信楽園病院附属有明診療所（新潟）

北海道支部だより
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北海道支部だより

大平整爾
1

北海道の維持透析患者

実動透析施設をほぼカバーする北海道透析療法学会に
は 194 施設の加入がありますから，加入（組織）率は

2010 年国勢調査によれば，北海道の人口は 5,507,456

27.3％（53/194）に止まっております．日本透析医会

人で，5 年前の 2005 年のそれに較べて約 12 万人の人

に加入している施設数は 2013 年 4 月 30 日現在 966 施

口減少がありました．これは日本全国と同様の傾向で，

設で，日本透析医学会への加入施設は 4,205 施設です

出生率の低下と首都圏への転出に起因していましょう．

ので加入（組織）率は 23.0％ と概算され，北海道の

2012 年 12 月末の道内維持透析患者数は日本透析医学

場合と大差がないことになります．この低い加入率に

会 調 査 で 14,786 人 で し た．腹 膜 透 析 患 者 は 383 人

は，年会費の負担や得られる情報の質・量（有意性）

（2.6％），在宅血液透析患者が 10 人であり，ほとんど

などが絡んでいます．

が施設維持血液透析患者となります．この傾向は全国

透析医療と透析医の義務と権利を適正に主張する職

的傾向に並ぶものと考えられます．なお，北海道庁の

能団体として「透析医会」の存在意義は大きく，この

調査によれば，道内透析施設の 43.6％，血液透析患者

点に対する一種の危機感を透析医すべてが共有しなけ

の 42.1％ が札幌圏に集中しています．

ればならないと痛感しております．J. F. ケネディーが

保存期腎不全患者に対する ESA 製剤の使用が北海

大統領就任の演説で述べましたね「My fellow Ameri-

道では少なく，透析患者の予後を不良にしているので

cans, ask not what your countr y can do for you, ask

はないかという指摘があります．末期慢性腎不全と診

what you can do for your country」と．

断された患者に腎機能代替療法を施策できる透析医は

医会が何をしてくれるかばかりではなく，私共が医

多数いるのに対して，腎疾患の初期から経年的に患者

会に何をなしうるかを，時ならず自らに問わなければ

を観察・指導・治療していく腎疾患専門医（nephrolo-

ならないと思うのです．いい意味での職域の保護・発

gist）が少ないのだと考えられます．道内医科 3 大学

展は，自らの手で行うことだからです．

が，挙げてネフロロジストの育成に取り組んでいただ
きたいと強く希望いたします．腎臓病は，今や，結核

3

第 57 回日本透析医学会学術集会・総会

に代わって国民病なのですから，医療者のみならず一

「多彩な病態―三面六臂の血液浄化―」をテーマと

般社会がこれに深い関心を寄せなければならないと考

して，久木田和丘大会長（札幌北楡病院）のもとで，

えます．

2012 年 6 月 22～24 日札幌市で開催されました．全国

2

加入率

から遠路を厭わず多数の方々が出席してくださり，大
盛況であったことを道内の一透析医として喜び感謝い

北海道透析医会には，53 医療機関が加入しています． たしたいと思います．透析療法の医学面・社会面・経
北海道透析医会会長
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済面・倫理面などが多彩に論じられ，北海道の透析医

2012 年 9 月 29 日は太田圭洋氏（日本透析医会・常務

療界にとってもきわめて意義深い一大イベントでした．

理事）にお越し願って，「現在の透析医療機関の諸問

4

最近の北海道透析医会の活動
4-1

日本透析医会への本会の関与

戸澤修平氏が常務理事として参画しておられるほか，

題～診療報酬・医療保険制度・患者高齢化への対応
～」を拝聴しました．2013 年 8 月 24 日は「日本透析
医会の現況と課題」と題して，山㟢親雄氏（日本透析
医会・会長）から講演をしていただきました．

理事に大平整爾，監事に今忠正氏がその任にあります．

いずれの演者も豊富な知識と経験を披露してくださ

表 1 に提示した諸氏が，各種委員会に委員として属

り，実りの多い講演会でありました．秋期の講演会の

して活動しています．先の東日本大震災にさいして，

前には道透析医会の総会を開催し，日本透析医会の動

北海道透析医会は戸澤常務理事を中心にまとまり，日

向に関しては，戸澤常務理事から詳しい報告がなされ

本透析医会との協力でいくばくかの成果をあげえたこ

ます．道会員の中にレセプト審査に携わる医師がいま

とはすでに報告されており，ご承知であろうと拝察い

すので保険医療に関する質疑応答がありますが，毎度

たします．表面に出ないことも多いのですが，日本透

熱っぽい応酬となります．このあたりに会員の大きな

析医会が多くの委員会を立ち上げて活動を展開してい

関心事があると，感じます．

ることをホームページで確認することを道会員に勧め
ております．年 3 回発刊されます「日本透析医会雑

4-3

誌」の充実はこのところ著しく，これからも日本透析

道透析医会および道透析療法学会の双方から有志が

医会の活動の一端を知ることができます．

北海道高齢者透析研究会

集って発足した「北海道高齢者透析研究会」は高齢に
特化した研究会であり，2013 年 8 月に第 10 回の開催

4-2

北海道透析医会の活動

北海道透析医会主導の活動は多くの場合，札幌市透
析医会（戸澤修平会長）との共同で行っております．

を終えました（図 1）．毎回約 250 名の出席者がある
道内でも活発な活動を続ける勉強会の一つになってお
ります．

2010 年 19 月 9 日，山川智之氏（日本透析医会・常務

º

理事）に「透析医療をとりまく諸問題～透析医療の未
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来への視点～」をお話しいただきました．2011 年 4
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月 2 日には隅博政氏（日本透析医会・副会長）をお呼

º

'%

びして，
「透析施設の経営の動向」をご講演いただき
ました．2011 年 7 月 30 日には鈴木正司氏（日本透析
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表 1 平成 25・26 年度日本透析医会・委員会委員名簿
（北海道関係者のみ）
維持透析療法部会
医療廃棄物対策部会
広報委員会
慢性腎臓病対策委員会
研修委員会
研究助成審査委員会
医療安全対策委員会
医療事故対策部会
情報管理委員会
災害時透析医療対策委員会
内規委員会
倫理委員会

伊丹儀友
石田裕則
大平整爾
大平整爾
大平整爾（委員長），伊丹儀友
戸澤修平
戸澤修平
戸澤修平
戸澤修平
戸澤修平
今 裕史
今 忠正，大平整爾
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医会・副会長）にご来札願い，「新たな ESA 治療剤の
適正使用とその可能性」をお話しいただきました．
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第 10 回北海道高齢者研究会開催内容
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今年は主題を，年々重要性と深刻度を増す「透析患

が，廉価な医療にも挑戦することを要求されましょう．

者の認知症」として，埼玉医大総合医療センター・精

透析医の役向きは，都会と田舎では大きく異なります．

神科の堀川直史教授には「認知症の診断とマネジメン

透析患者の循環器障害だけを診る・バスキュラーアク

ト：最近の知見」を，会田薫子東大大学院人文社会系

セスだけを診る・骨，関節障害だけを診るという専門

研究会（生命倫理学）准教授には「認知症の終末期に

分野の仕分けは都会では可能でありましょうが，田舎

おける人工的水分・栄養補給法」について，それぞれ

では総合医としての見識も求められます．腎不全医療

ご高説を賜りました．

に興味を抱く若手医師の教育法に大きく影響してくる
のであり，大きく確かなビジョンを道透析医会として

4-4

日本透析医会研修セミナー

2014 年秋の日本透析医会・研修セミナーは 10 月 19
日（日曜日）の札幌市開催が決まっております．道透
析医会が一丸となって，セミナーの成功を期したい所
存です．
5

今後の日本における透析医療

持たなければならないと痛感いたします．
6

北海道透析医会の持つ課題
1970 年初頭から透析医療に携わって長年活躍され

てきた第１世代の先輩諸氏や，私共の 1.5 世代は古稀
を久しく以前に迎えており，実働活動から離れてきて
おります．したがって世代交代は確実に進んでいるの

わが国の総医療費の高騰に足並みを揃えるように進

ですが，従前とは対象患者背景・医療経済・社会の高

んできた総透析医療費でありましたが，高額医療の代

齢化や透析へ向ける視線・評価などの違いが鮮明化し

表としていろいろな局面で矢面に立たされて辛い思い

てきており，後続の透析医をどのように育てていくか

をしてまいりました．患者の増加率は下がってきてい

に難関があります．将来を担う腎不全医は，狭義の医

ますが，まだプラトーに達したというわけではありま

療に限らない広い視野の知識・見識と経験を積まなけ

せん．毎回の透析関連診療報酬引き下げを患者増で補

ればならないと自覚していただきたいと切望いたしま

ってきたきらいのある透析経営であった感じがいたし

す．

ますが，こうも事が運ばなくなってきています．複数

広い面積をカバーしなければならない北海道の透析

の合併症を持つ高齢腎不全患者を対象にすることが多

医療界は，道央・道南・道東・道北と地域が分かれ，

くなり，看護度・ケア度の著しい増大が，すでに透析

各地の透析医が一堂に会する機会を定期的に持つこと

スタッフの心身の負担を大きくしております．人口の

は容易ではありません．意思の疎通を円滑にし，各地

減少，働き手の減少，要介護高齢者の増加などは，わ

域の特殊性を勘案した色々な工夫が多領域でなされる

が国医療に抜本的な改革を要求するものだと危惧する

ことを希望するのですが，インターネットを活用する

次第です．

ことなどを考えなければならないのでしょう．同職が

透析療法を開始する年齢層が 70～75 歳で最頻だと

集って協力し合う体制は，大きな力になりうるはずで

知ると，維持透析の意義・施行法等々が根底から見直

す．北海道の透析医の方々と，これを構築していきた

さなければならないのだと考えております．安全で効

いと願っております．

果的な透析を模索する試みは続けなければなりません
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―― 関野宏先生を偲んで ――

佐藤壽伸
平成 25 年 9 月 2 日，長く宮城県透析医会会長を務

当時の宮城県内透析施設数は 22 施設（現在 53 施設），

め，当地における透析医療を牽引してこられた関野宏

透析患者数が約 500 名（現在約 5,000 名）であったよ

先生が亡くなられました．今回の支部だよりでは関野

うです．会長は関野宏先生，他に顧問 3 名，副会長 1

宏先生の宮城県内透析医療における足跡，先生と宮城

名，理事 7 名，監事 2 名の役員構成で，当時の錚々た

県透析医会との関連を述べさせていただきます．

るメンバ－が各役職に就任しています．その立ち上げ

先生は慢性腎不全の血液透析療法を，昭和 44 年に
東北大学医学部泌尿器科において，宮城県内では初め

から 35 年が経過した現在でも，当時の役員 3 名が存
命中で，うち 1 名の方は依然現役で活躍中です．

て始められました．そして，その 2 年後，昭和 46 年

この度宮城県透析医会設立に関する当時の記録を目

に仙台社会保険病院に着任，人工腎臓センターを創設

にする機会があり，それを読むと，関野宏先生の宮城

され，初代腎センター長を務められました．さらに昭

県内の透析医療を確立，普及させてきた自負と，なに

和 50 年には，宮城県内でのバランスのとれた地域透

ものをも恐れず透析医療の健全な発展を願った強い意

析医療の確立を目指して医療法人宏人会を設立してお

志が読みとれます．以下に先生御自身が書かれた宮城

ります．昭和 46 年当時は日本における血液透析の黎

県透析医会結成趣旨の一部を掲載します．

明期であり，数少ない透析医療の全国的パイオニアの
一人であったと聞いております．また，先生は

現在

（1） 宮城県における透析医療：宮城県の透析医療

宮城県において腎疾患診療の普及，スタッフ教育，腎

の特徴は，古くより各透析施設間の協力体制が緊

臓病研究の核となっている宮城県腎不全研究会，宮城

密であることにあり，このことが全県下にわたる

県腎臓協会などとともに宮城県透析医会も立ち上げら

システムを作り上げ，全施設において格差のない

れ，長くその会長を務められております．そのほか，

透析医療レベルが普及されることを可能にした．

昭和 53 年 6 月の宮城県沖地震を透析施設の経営者と

……このことは，私どもが，透析医療の場として

して，また診療の最終的な責任者として経験され，そ

の宮城県全体を常に高い視点から眺め，患者数の

の類まれな先見性をもって透析医療の災害対策に取り

増加と施設のバランス，医療側の質の向上などを

組まれ，今回の 3.11 東日本大震災を乗り切る基礎を

考慮して，先手先手の対策を考えてきた成果であ

築かれました．

り，……天下に誇ってよい業績と敢えて声を大き

いわゆる日本透析医会宮城支部としている宮城県透
析医会は，関野先生が宮城県において透析治療を開始

くしたい．
（2） 透析医会結成の背景：宮城県では……透析施

した約 10 年後，昭和 53 年 10 月 16 日，7 章からなる

設間の相互福祉に関する統一的な組織は存在せず，

宮城県透析医会会則を整備し結成されています．結成

透析医療の存立基盤に大きな影響を与える社会的

宮城県透析医会事務局長
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変化のあった場合，これに対応する手段を全く持

理解していました．しかし，今回，岩手，宮城，福島

たない状態であった．昭和 53 年 2 月の医療保険

を中心に東北地方の透析医療が経験した 3.11 東日本

点数改訂は，全国の透析施設に多大な影響を与え

大震災にさいして，先生の強調された心構えが基礎に

た．周知の如く，透析医療の世界では，患者の

あったからこそ，県内透析施設，特に維持透析に係わ

80％ は私的医療機関で管理されており，国公立

っている非公立医療機関間が一致団結してしのぐこと

病院は医療の中心としての役割を果たすことで，

が可能であったと今になれば思われ，改めて先生の考

全透析施設のバランスを取っているのが現状であ

え，思いの奥深さを感じさせられました．

る．……反省を生み厚生省，日本医師会，県医師
会などに

東日本大震災以降は

日本全国各地域で

様々な種

透析医療の理解を深めていただく努力

類の災害に対して対策を立て，実際の災害を想定した

の欠如していたこと，透析医自体に相互福祉機構

訓練も行われていることと思います．しかし，実際の

の必要性が自覚されていなかったことなどが，こ

災害では多くの場合その詳細をあらかじめ予測するこ

れからの問題として提起されるに至った．

とは困難であり，発災後の状況に臨機応変に対応する

（3） 透析医会結成の目的と事業計画：医療関係諸

ことが求められます．この臨機応変な対応こそが究極

法規の研究および社会保険医療の適正化，関係官

の災害時対応になるわけですが，これを成功させる秘

庁，基金審査会及び医師会との連絡協調，関係医

訣は

学会との連携および透析治療法の研究・教育を目

とし強調した 2 点，すなわち，①支援透析の施設・設

的として，医療制度適正化事業＋関連団体との連

備・人員確保の観点からは，地域全体を広く高い視点

携協調事業（円滑な透析医療確立のため関係団体

から眺め，各透析施設間の協力体制を密に保ち

と協議する），医療制度に関する研修，教育事業

にも一致団結して当たること，②ライフライン・医療

を行う．

資材確保の観点からは，厚生労働省などの行政，医師

関野先生が宮城県透析医会設立にさいして趣旨

会，また関連市民団体などに
実は，少なくとも私が透析医会関係の仕事に携わっ
たこの最近 15 年程度の間，私を含め宮城県内透析医

何事

透析医療への理解を深

めていただく努力を絶やさないこと，に尽きると思わ
れます．

療関係者のほとんどの人が，上記宮城県透析医会結成

平成 25 年 12 月現在，宮城県内には 150 人前後の透

の趣旨や会則に関する文章，記録が存在することを把

析医がおりますが，関野宏先生が亡くなられた後，宮

握しておりませんでした．私が前回の支部だよりを執

城県透析医会はその会長席が空白となっています．宮

筆するにあたり，直接先生に宮城県透析医会設立のい

城県透析医会は今後新たな要として新会長を迎え，組

きさつについて伺ったさいにも，先生はこの文章や会

織作りが行われます．しかし，誰が会長になっても三

則の存在には触れず，ただ，①厚生労働省をはじめと

十数年前，30 歳代前半の若き関野宏先生が宮城県透

する行政，日本医師会，県医師会，また昨今は関連市

析医会結成の趣旨の一つとした「透析医療の場として

民団体などに透析医療への理解を深めていただく努力

の宮城県全体を常に高い視点から眺め，地域のバラン

を絶やさないこと，②透析医療の存立基盤に大きな影

ス，医療側の質の向上などを考慮し，先手先手の対策

響を与える社会的変化のあった場合，それに対応する

を立て，一致団結して危機に対応する」を宮城県透析

ため，宮城県全体を広く高い視点から眺め，各透析施

医会の家訓とし，改めて強固な組織つくりを進め，透

設間の協力体制を密に保ち，何事にも一致団結して当

析施設間の相互福祉や透析医療の存立基盤に大きな影

たること，を強調されていました．そのさいにはおそ

響を与える社会的変化のあった場合に対応していくこ

らく医療保険点数や医療制度の変化に対する対応を念

とになると思います．

頭に置いて，上記 2 点を強調されたものと私は勝手に
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稲熊大城
日本透析医会の皆様，こんにちは．このたび愛知県

に社保の審査員を兼ねている先生もいるために，ホッ

透析医会会長を拝命いたしました名古屋第二赤十字病

トな情報が速やかに伝達されています．災害対策に関

院の稲熊大城と申します．私の 10 年以上も先輩で，

しては，渡邊有三前会長のご尽力により，毎年の防災

かつ長く透析医会会長を務められました渡邊有三先生

の日には会員施設全体による災害訓練を実施していま

より大役を引き継ぐ形となりました．まだわからない

す．愛知県下をブロックに分け，核となる施設を中心

ことが多く，どこから手をつけていってよいのか迷い

に被害状況の情報収集を行い，愛知県透析医会本部に

多き現状ではありますが，日本透析医会の支部として

主として FAX をするという訓練であり，これは日本

の役目も合わせて努力する所存でございますので，何

透析医会の活動に準じてオーバーラップする形で実施

卒よろしくお願い申し上げます．

されています．

さて愛知県は，日本透析医学会統計調査委員会の報

研修会に関しては，毎年末に講演会を実施しており

告によれば，慢性透析患者数が東京，大阪，神奈川に

ます．昨年は 11 月 24 日に「知っておくべき HIV 感

次ぐ全国第 4 位で約 16,800 人とされています．また

染症の知識」という演題名で，国立国際医療研究セン

年間約 1,500 人が新規に透析導入されるという現状で

ター・エイズ治療研究開発センターの照屋勝治先生を

す．保存期の患者は名古屋大学，名古屋市立大学，藤

お招きいたしました．数多くの参加者があり，今後増

田保健衛生大学ならびに愛知医大の 4 大学とその関連

加が予想される HIV 感染透析患者に対する知識の獲

施設で管理，さらには導入され，近隣の透析専門ある

得に非常に有益である内容であったとともに，活発な

いは透析中心のクリニックで維持透析を受けていただ

議論がなされました．また，毎年年 2 回，愛知県透析

いているという状況であり，非常にスムーズな連携が

セーフティマネージメント研究会が開催されます．昨

できていると自負しております．透析医療に関わる施

年も例年通り，2 月に第 15 回と 10 月に第 16 回の 2 回，

設が愛知県透析医会に入会され，現在 160 を超える施

本研究会代表幹事である明陽クリニックの鶴田良成先

設の入会をいただき，様々な機会で情報の共有と親睦

生，ならびに当番幹事である増子記念病院の佐藤久光

を図っております．

先生，岡崎市民病院の朝田啓明先生のご企画で，それ

現在の具体的な活動についてご紹介申し上げます．

ぞれ新葛飾病院の豊田郁子先生ならびに川島病院の水

毎月第一火曜日に総務委員会を開催し，保険診療，災

口潤先生にご講演いただき，いずれの会も 300 名以上

害対策，透析に関する医療安全，研修会の企画ならび

の参加を得ることができました．透析に関わるスタッ

に県内で発生した透析に関わる事例など，多岐にわた

フがいかにこのテーマに関心が深いかを実感する研究

る話題で活発な議論が展開されます．特に保険診療に

会であり，今では愛知県透析医会の “目玉商品” の一

ついての関心が高く，委員のメンバーには国保ならび

つとなっております．

愛知県透析医会会長
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今後の当会の活動としては，昨年と引き続き定例総

知県総力（一部で他県への転院があり，近隣の県のご

務委員会の開催で，会員間の情報共有を図っていく予

施設にもご協力いただいております．）で取り組んで

定です．災害対策に関しては，地域毎の病院とクリニ

おります．2011 年 10 月から症例登録が開始され 2013

ック間で実践されている活動を尊重し，それを支援す

年 9 月に終了し，今後予後調査が定期的に施行されま

るようなスタンスでの関わりをしていこうと災害対策

す．愛知県下で透析導入される患者の約半数に当たる

委員長である光寿会リハビリテーション病院の伊藤功

1,525 例の登録が完了しており，研究結果には個人的

先生と計画しております．研修会に関しては，例年通

にも，また愛知県透析医会としても期待しておるとこ

りの講演会と 2 回の愛知県セーフティマネージメント

ろであります．

研究会を企画していく予定です．

最後に，透析医療の抱える問題点は多岐にわたり，

当地区で力を入れている臨床研究の一つに愛知県透

ただ単に透析治療のみを実施していればすむという時

析導入コホート研究（AICOPP 研究）があります．こ

代ではなくなりました．診療報酬の改定に伴う診療内

の研究は直接愛知県透析医会とは関係ないのですが，

容の見直し，透析患者の高齢化，心血管合併症，認知

愛知県下の 17 の基幹病院が参加して，慢性腎臓病の

症，介護，透析差し控え，ならびに医療事故など枚挙

保存期後半から透析導入期の管理状況が，透析導入後

に暇がありません．その中でも我々透析医療従事者の

の予後にどこまで関連するかという非常に興味深いリ

一員である透析医は，透析患者の予後の改善とともに

サーチクエスチョンを探るための研究です．これには

QOL の向上を目指した医療を展開することが義務付

先の 17 の基幹病院のみならず，維持透析となって

けられていると感じる今日この頃です．今後とも愛知

日々通院を行う透析専門クリニックなど多数の透析関

県透析医会をよろしくお願い申し上げます．

連施設のご協力をいただく共同研究であり，まさに愛
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山川智之
本稿では，前号で報告後，平成 25 年 11 月 22 日，12 月 20 日，平成 26 年 1 月 24 日，2 月 28 日
に開催された計 4 回の常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主
な活動についてご報告します．
1. 平成 26 年度診療報酬改定への対応
平成 26 年度の診療報酬改定は，持続可能な社会保障制度の実現を打ち出した税と社会保障の一
体改革法案成立後最初の改定であり，また消費税増税と同時改定という状況で，事前に厳しい改定
が予想されました．結果としては昨年 12 月に改定率が決定，本体 0.73％ 増，薬価・材料等 0.63％
減でネットでは 0.10％ 増となりましたが，これは消費税率引き上げに伴う仕入れコスト増対応分
を含むものであり，実質的には本体 0.10％ 増，薬価・材料等 1.36％ 減，ネットで実質 1.26％ 減（平
成 24 年度は 0.004％ 増）の大幅なマイナス改定となりました．
日本透析医会は，今回の診療報酬改定に対し，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を要望内容として，平成 25 年 10 月 30 日に厚生労働
省保険局医療課に要望書を提出しました．このうち，人工腎臓月 14 回制限の緩和および医療療養
病床における医療区分の見直しは，前回診療報酬改定のさいにも要望した内容で，また月 14 回制
限緩和は日本透析医学会からの要望と足並みを揃えたものでした．月 14 回制限緩和については，
診療報酬調査専門組織医療技術評価分科会において検討された結果，評価すべき医学的な有用性が
十分に示されていない医療技術として今回は対応しないという結論とされました．
7 対 1，10 対 1 一般病棟の特定除外制度廃止については，前回の改定における 13 対 1，15 対 1
一般病棟における特定除外制度廃止以後の予期された方針であり，厚生労働省がかねてから打ち出
してきた病院機能再編の流れであることを認識し，日本透析医会としても対応をしてまいりました．
中医協の調査によれば，特定除外患者に占める透析患者の割合は 7 対 1 で 4.2％，10 対 1 で 32.1％
であり，特に 10 対 1 一般病棟では実に 1/3 を占めることを踏まえ，厚生労働省の担当者にも，特
定除外制度の廃止は，通院困難透析患者の行き場を失わせる可能性が高いことを示し，可能な限り
緩やかな制度移行と，受け皿として，現在，検査，処方の多くが包括化され十分な治療に支障があ
日本透析医会常務理事
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る療養病床における透析患者の診療報酬上の評価を上げるよう要望しました．
その後，昨年 11 月 27 日の中医協総会で，「療養病床における透析患者に対して，検査や投薬の
費用を踏まえた評価のあり方を検討する」と取り上げられ，最終的に療養病棟の入院透析に対し，
既存の人工腎臓の技術料に加え，1 日につき慢性維持透析管理加算 100 点が新設されました．一方
で，7 対 1，10 対 1 一般病棟の特定除外制度は平成 26 年 9 月末をもって廃止されることになりま
した．
人工腎臓の技術料は，ESA 製剤の薬価引き下げ，低価格 ESA 製剤の普及を理由に，ESA 製剤の
費用が包括化された分について，1 回当たり 10 点減となり，また慢性維持透析患者外来医学管理
料については，平成 18 年以来 2,305 点に据え置かれてきましたが，今回検査の価格が下落してい
るとして，1 月あたり 55 点減となり，またガイドラインで参考程度に用いられるものとされたこ
とを理由に HbA1c が新たに包括化されました．
透析の診療報酬は，薬剤，材料等，消費税増税による仕入れ価格の影響を受けるものの多くが包
括部分に含まれており，これについては，厚生労働省の担当者に対しても配慮の必要性を訴えまし
たが，今回の消費税負担の対応については初・再診料に上乗せし，余った財源を入院料等に上乗せ
する，という方針と中医協で決定済であり，その原則に則って対応するという回答でありました．
日本透析医会としては，今後，消費税増税の影響等を十分見定め，今後の改定に関する要望に反映
していきたいと考えます．
2. 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，平
成 25 年度の公募研究助成については，31 件の応募があり，昨年 10 月 29 日開催の研究助成審査委
員会において，厳正，慎重に審査した結果，18 課題に対し総額 23,660,000 円を助成することとい
たしました．詳細はホームページに掲載しております．
3. 日本透析医会研修セミナーについて
日本透析医会では，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・品川コ
クヨホールにて研修セミナーを開催します．総会とあわせ多数の会員の参加をお待ちしております．
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，
本誌および医会 HP にてご案内させて頂きますのでよろしくお願いします．
また，平成 25 年 5 月の研修セミナーより，講師の先生方のご理解，ご協力により，会員施設職
員の研修等にご活用していただくべく，講演の録画 DVD を会員向けに無料で貸し出しを行うこと
としました．詳細については，ホームページの会員専用ページをご参照ください．
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●第 24 回 日本臨床工学会 及び
平成 26 年度公益社団法人日本臨床工学技士会総会
開催日：平成 26 年 5 月 10 日（土）～11 日（日）
学会長：鈴木一郎（仙台市医療センター仙台オープン病院）
会 場：仙台国際センター（仙台市青葉区）
連絡先：学会事務局 仙台市医療センター仙台オープン病院 臨床工学室
〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 5-22-1
TEL 022-252-1111（代）
FAX 022-252-1131
URL http://ja-ces24.jtbcom.co.jp/kaisai.html

●第 85 回

北海道透析療法学会学術大会

日 時：平成 26 年 5 月 11 日（日）
会 長：伊丹儀友（日鋼記念病院腎センター）
会 場：札幌コンベンションセンター
連絡先：北海道透析療法学会事務局
〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地
おおわだビル 2 階
TEL 011-261-2033
FAX 011-261-2033
URL http://www.dotoseki.net/

●The 14th Asian Paciﬁc Congress of Nephrology
日 付：平成 26 年 5 月 14 日（水）～17 日（土）
大会長：富野康日己（順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科）
会 場：品川プリンス・ホテル（東京都港区）
連絡先：大会事務局
〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1
順天堂大学医学部腎臓内科学講座
E-mail apcn2014@mtoyou.jp
URL http://www.mtoyou.jp/apcn2014/

●第 49 回日本小児腎臓病学会学術集会
会 期：平成 26 年 6 月 5 日（木）～7 日（土）
会 長：高橋昌里（日本大学医学部小児科学系小児科学分野）
会 場：秋田ビューホテル（秋田県秋田市）
連絡先：運営事務局 株式会社コングレ 内
〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル
株式会社コングレ内
TEL 03-5216-5318
FAX 03-5216-5552
URL http://www.congre.co.jp/jspn2014/index.html
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●第 89 回日本医療機器学会大会
会 期：平成 26 年 6 月 12 日（木）～14 日（土）
大会長：堀田哲夫（新潟大学医歯学総合病院手術部・病院）
会 場：新潟・朱鷺メッセ
連絡先：一般社団法人日本医療機器学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-39-15
TEL 03-3813-1062
FAX 03-3814-3837
URL http://www.jsmi.gr.jp

●第 59 回日本透析医学会学術集会・総会
会
会

期：平成 26 年 6 月 12 日（木）～15 日（日）
長：椿原美治
（大阪大学大学院医学系研究科 腎疾患統合医療学 寄附講座）
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・ワー
ルド記念ホール・クオリティホテル神戸
連絡先：運営事務局
〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-13 株式会社コングレ 内
TEL 06-6221-5150
FAX 06-6229-2556
URL http://www.jsdt2014.jp/index.html

●第 23 回日本腎不全外科研究会
日 程：平成 26 年 7 月 4 日（金）～5 日（土）
大会長：室谷典義（千葉社会保険病院）
会 場：ホテルグリーンタワー幕張（千葉県千葉市）
連絡先：事務局
〒260-8710 千葉市中央区仁戸名町 682
千葉社会保険病院腎センター内（担当：横川孝）
TEL 043-261-2211
FAX 043-261-0092
URL http://www.jask23.com

●第 57 回日本腎臓学会学術総会
日 程：平成 26 年 7 月 4 日（金）～6 日（日）
総会長：渡辺 毅（福島県立医科大学腎臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科
学講座）
会 場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
連絡先：第 57 回日本腎臓学会学術総会運営事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-28-8 日内会館
一般社団法人日本腎臓学会内
TEL 03-5842-4131
FAX 03-5802-5570
URL http://jsn57.umin.jp/
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●第 25 回日本サイコネフロロジー研究会
会 期：平成 26 年 7 月 12 日（土）～13 日（日）
大会長：松岡哲平（医療法人社団大誠会）
会 場：長良川国際会議場（岐阜県岐阜市）
連絡先：事務局
〒501-0236 岐阜県瑞穂市本田 174 番地 1
サンシャイン M & D クリニック 内
TEL 058-329-5522
FAX 058-329-5602
URL http://www.taiseikai.jp/jspn25/

●第 25 回北海道腹膜透析研究会
会 期：平成 26 年 8 月 2 日（土）
会 長：伊丹儀友（日鋼記念病院）
会 場：北海道医師会館（北海道札幌市）
連絡先：日鋼記念病院 植村 進
〒051-8501 北海道室蘭市新富町 1-5-13
TEL 0143-24-1331
FAX 0143-22-5296
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未曾有のあの大地震からやっと 3 年（早くも 3 年？）が経過した．しかし，あれから冷静になっ
て考えてみれば，あの地震は決して「未曾有＝未だかつて経験がない」なものではなかったようで
ある．我々透析医会もまさに「身体を張った」支援を現地で行ってきた．しかし，この度の地震が
本当に「未曾有」だったのだろうか……．古文書によれば，この度の地震と同規模と思われる「貞
観大地震」が平安時代の前期（9 世紀半ば）に起こっており，大きな津波が襲ったなどの甚大な被
害があったとのことである．
地質学的には，太平洋プレートとフィリピン海プレートが潜り込む日本列島では地殻の歪みが蓄
積され，およそ 1,000 年の周期で大きな地震が生じており，今回はその現れであったとのことであ
る．そのような科学的説明には反論ができないが……．いわゆる「文明論」からみれば，本当に現
在の人間の英知の及ばぬところだったのであろうか？

エジプト，メソポタミア，インダス，北京

での人類の文明の発祥・発展・衰退の過程は，人類の英知の限界と自然の力の偉大さを当に指し示
すものではなかろうか．これらの文明のいくつが天変地異や地震や津波で途絶えたのかは明らかで
はないが，乾燥・洪水などの異常気象がいくつかの文明を滅亡させたことはすでに考古学が明らか
にしていることでもある．
さて今回の医会雑誌では，医会が大阪で行った「透析医療における Current Topics 2013」での
講演記録を中心に多彩な内容を盛り込んでお送りする．いずれもが「明日からの臨床に直結する」
内容であると自負している．
今後も本誌は会員のご意見を重要視しながら，益々の改善を重ねていきたいと考えておりますの
で，忌憚のないご意見をお待ちしております．
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